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（要約）  
 
 

相殺の担保的機能に関する比較研究 

―日本と中国，そして韓国を中心に― 

 
 
 

李 春  

 

 

第一章 序論 

 

日本と中国，そして韓国は，相殺の要件および行使方法について同様のルールを採用し

ていながら，差押えと相殺の優劣および債権譲渡と相殺の優劣に関しては，異なる立場を

採用している。そこで，本論文は，3カ国で異なる立場を採用するに至った原因を明らかに

することを主要な課題とする。相殺の担保的機能に関する異なる規律を採用している法制

度の比較研究には，既存の議論の中に秘められていた問題点を発見するための異なる視点

からのアプローチ方法を提供することができるという点において，重要な意義がある。 

その上で，本論文では，日本と中国，そして韓国の議論についての比較研究を通して，

差押えと相殺の優劣および債権譲渡と相殺の優劣に関する法理のあり方に対する検討を試

みる。 

検討の順序として，本論文は，第 2 章で日本の議論，第 3 章で韓国の議論，そして第 4

章で中国における議論をそれぞれ整理した上で，第 5 章で 3 カ国の議論に関する比較検討

を行うことにする。 

 

第二章 日本における相殺の担保的機能に関する議論 

   

１ 差押えと相殺 

 

ア 従来の議論 

  

日本民法は，相殺を規律するにあたって，当然消滅主義ではなく当事者援用主義を採用

したので，両債権を相殺によって消滅させるためには，相殺適状だけではなく相殺に関す

る意思表示が必要となる。そこで，相互に対立する債権債務を有する当事者は，相殺の意

思表示を行う前に，将来において相殺をすることができるという期待を抱くことになる。

差押債権者との関係においても，このような期待に対する保護を最初に承認したのは，最

判昭和 32年 7月 19日民集 11巻 7号 1197頁（以下「昭和 32年判決」と言う）であった。
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そして，その後に現れた最大判昭和 39年 12月 23日民集 18巻 10号 2217頁（以下「昭和

39 年判決」と言う）は，保護されるべき相殺への期待利益の範囲を，自働債権の弁済期が

受働債権の弁済期より先に到来する場合にまで拡張した。しかし，最大判昭 45 年 6 月 24

日民集 24巻 6号 587頁（以下「昭和 45年判決」という）は，相殺の担保的機能を前面に

押し出すことを通して，将来における相殺の期待についての保護に対する制限を排除した。

すなわち，差押債権者に対抗できる将来の相殺への期待は，相互に対立する債権債務関係

の成立とともに発生すると認めたのである。 

学説における議論は，主として制限説と無制限説の対立という形で行われてきたが，そ

こには主として次のような異なる 2つの観点からのアプローチが見られる。 

第一は，取立てに対する第三債務者の防御の観点からアプローチする見解である。この

アプローチは，差押えと相殺の対立問題を，第三債務者が相殺による被差押債権の消滅を

もって差押債権者の取立てに対抗できるかという観点，すなわち，第三債務者の利益保護

の面から議論するものである。このようなアプローチをとった上で無制限説を主張する見

解によると，そこには，差押債権者の地位を低く評価するという特徴が見られる。つまり，

差押債権者は，あくまで債務者の立場に立ちその権利を行使することができるだけであっ

て，債務者の利益を超える独自の利益を有しないとするのである 。 

第二は，「相殺の担保的機能」に着目した債権回収という観点からアプローチする見解で

ある。このアプローチは，相殺を主張する者を被差押債権の第三債務者ではなく，被差押

債権から自働債権の回収を図る債権者として捉えるものである。このアプローチによると，

差押えと相殺の問題は，差押債権者との関係における相殺による自働債権の優先的回収の

当否に関する問題となる。このアプローチをとった上で無制限説を支持する見解は，相殺

による自働債権の優先的回収を正当化するために，次のような根拠を示している。つまり，

同一当事者の間に相互に対立する債権が存在する場合，両債権が相互に履行を担保し合っ

ているものと予期する両当事者の信頼関係はそのまま保護されるべきであり，この利益は

差押債権者との関係においても貫徹されるべきだというのである 。これに対して，制限説

を主張する見解は，両当事者間の信頼関係のみをもって第三者との関係における優先的回

収を正当化するのは説明が不充分であると指摘した上で，同一財産への自働債権と差押債

権それぞれの摑取力を法秩序がどの段階で承認しているのかを基準とすべきだと主張して

いる。 

 

イ 2015年民法改正法案における規律 

  

2015年の民法改正法案第 511条第 1項は，差押え前に取得した債権による相殺について，

無制限説の採用を明言するものである。その上で，民法改正法案第 511 条第 2 項では，差

押え前の原因に基づいて差押え後に取得した債権による相殺を認めている。この規定は，

破産法における相殺権保護の視点を差押えの場合にも採用したものである。しかし，差押
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え前の原因にどのような事情が該当するかは，解釈上の問題として残されている。 

 

2 債権譲渡と相殺 

  

日本における債権譲渡と相殺に関する従来の議論は，差押えと相殺の優劣に関する昭和

45 年判決で確立された判例法理が債権譲渡と相殺の場合にもそのまま妥当するかどうかと

いう形で展開されてきた。その結果，学説においては，譲受人の取引安全に対する利益を

強調することを通して，抗弁として認められる相殺の範囲を制限する見解に支持が集まっ

ていた。裁判例としては，最判昭和 50年 12月 8日民集 29 巻 11号 1864頁があるが，特

殊な事案に対する判決として位置付けられている。 

このような状況の中で，民法改正法案第 469 条では，一般の債権譲渡の場合には，差押

えと相殺の場面と同様な規律を設けるとともに，将来債権譲渡の場合には，差押えの場面

より広い範囲の相殺を認める規律を設けている。相殺の対抗範囲の拡張に関する規律は，

将来債権譲渡は資金調達の目的で広く行われていることと，将来債権が譲渡された後にも

譲渡人と債務者の間では継続的に取引が行われことが想定されるので，差押えと法定相殺

の場合よりも相殺への期待を広く保護する必要性が高いという考慮に基づくものである。 

また，要件としては，自働債権が譲受人の取得する債権の発生原因である契約に基づい

て生じたものであることを求めている。 

 

3 期限の利益喪失特約の差押債権者に対する効力 

  

実務においては，受働債権の弁済期が自働債権の弁済期より先に到来する場合において

も，相殺による自働債権の回収を確実に実現するために，期限の利益喪失特約が広く使わ

れている。 

期限の利益喪失特約の差押債権者に対する効力について主張された見解は，法定相殺の

対抗の問題と区別しないまま論じるものと，期限の利益喪失特約の担保としての実質を強

調することを通して，法定相殺と切り離して独立にその効力を論じるものとに分類するこ

とができる。前者に属する見解として，昭和 39年判決および差押えと法定相殺における合

理的期待説を挙げることができる。後者に属する見解としては，一種の担保的手段として

構成する見解や合理的期待説などがある。 

債権法改正をめぐる法制審議会部会においても期限の利益喪失特約の効力について議論

されたが，その担保的効力を制限することについて意見の一致を見ることができず，引き

続き解釈に委ねられている。 

 

第三章 韓国における相殺の担保的機能に関する議論 
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1 差押えと相殺 

 

韓国における差押えと法定相殺の優劣に関する判例および学説は，この問題に関する日

本の判例および学説の影響の下で展開しはじめた。従って，学説においては，日本と同様

に無制限説と制限説，そして合理的期待利益説など三説が対立する構造が形成されている。

そして，判例の立場も相殺適状から制限説への変遷を辿っている。しかし，差押えと相殺

の優劣に関する議論の到達点は，日本と異なる特徴を見せている。つまり，制限説が通説

としての地位を獲得し，大法院 1982．6．22，82 다카 200 判決（以下「1982 年判決」と

いう）によっても採用されているのである。 

制限説を支持する論者により，その根拠としては，差押債権者の被差押債権から差押債

権を実現することへの期待と利益の強調や，相殺権者と差押債権者との間の利益調整にお

ける公平の原則の重視，そして，不誠実な第三債務者の相殺への期待は保護に値しないこ

となどが挙げられている。 

また，韓国では，大法院 1993．9．28，92다 55794判決（以下「1993年判決」と言う）

により，民法第 498 条による相殺禁止の例外として，差押え後に取得した債権ではあるも

のの，被差押債権と同時履行関係にある場合には，当該債権と被差押債権の相殺が認めら

れている。その上で，大法院 2010．3．25，2007다 35152 判決（以下「2010 年判決」と

言う）は，同時履行関係の成立を広く認める立場を示している。つまり，一個の典型契約

から発生する対価関係にある義務の間だけではなく，複数の発生原因から発生する当事者

間の複数の義務が，同じ経済的目的のために互いに密接に関連している場合にも，両当事

者の複数の義務が包括的に同時履行関係にあることを認めているのである。また，このよ

うな場合に相殺を認める根拠として，大法院は同時履行の抗弁権の保護を挙げているが，

学説の中には，自働債権と受働債権の同時履行関係の存在による将来の相殺への期待利益

の強化，又は，自働債権と受働債権の間における牽連関係の存在による相殺への期待利益

の強化によって説明する見解が主張されている。  

2013年民法改正試案には，韓国民法第 498条に対する改正提案は含まれていない。 

 

2 債権譲渡と相殺 

 

韓国における債権譲渡と相殺の優劣に関する議論は，債務者の抗弁に関する韓国民法第

451条 2項に対する解釈論という形をとって展開されている。韓国における初期の学説は，

日本民法第 468 条 2 項の下で展開された学説の影響を受け無制限説を支持していた。しか

し，その後に，債権譲渡取引の安全という譲受人の利益も考慮すべきことが主張され，今

日の学説では制限説が支持を集めている。なお，債権譲渡と相殺の優劣に関する大法院の

判決はまだ現れていない。 

2013年の民法改正試案は，債権譲渡と相殺の対立に関する第 451条の 2を新設すること
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を提案するとともに，内容においては，反対債権の取得時期によって異なる規律を提案し

ている。つまり，譲渡通知を受ける前に取得していた反対債権による相殺については，制

限説の明文化を提案すると同時に，譲渡通知を受けた後に取得した反対債権による相殺に

ついては，当該債権と譲渡債権の間の密接な関連性を判断基準として採用することを提案

している。このような提案の趣旨は，差押えと相殺の場面で形成された判例法理の明文化

であるが，要件の定式化においては，従来の判例で採用した同時履行関係という判断基準

ではなく，DCFR Ⅲ.‐5:116 条 3項を参考にして密接な関連という概念を採用している。

しかし，密接な関連性が認められる場合として同時履行関係の他にいかなる場合が含まれ

るのか，密接な関連性と相殺への期待保護はどのような関係にあるのか，密接な関連性の

判断基準としていかなる要素を想定しているのかに関しては，明確にされることなく，解

釈に委ねられている。 

 

3 期限の利益喪失特約の差押債権者に対する効力 

 

韓国の 1982年判決は，理論的根拠を示すことなく，期限の利益喪失特約の差押債権者に

対する効力を認めている。他方，学説では，効力否定説と合理的期待利益説が主張され，

効力肯定説と対立している。民法改正をめぐる議論では，この問題は取り上げられていな

い。 

 

第四章 中国における相殺の担保的機能に関する議論 

 

1 差押えと相殺 

 

債務者の預金に対する強制執行においては，中国民事訴訟法第 242 条と執行協力の規範

化に関する通知第 3 条によって，銀行は，債務者の預金を受働債権とする相殺をもって差

押債権者に対抗することができない。更に，企業破産法（試行）意見第 21条は，破産手続

においても，このような相殺を禁止している。そこで，債務者の預金債権に関する限り，

銀行は，法定相殺による貸付金債権の回収を期待することができない。学説では，預金債

権を受働債権とする銀行の相殺を認めるべきだと主張する見解が現れているが，注目を集

めてはいない。 

しかし，貸付通則第 22 条第 2項第 4号および同条第 5項で定めているように，銀行は，

実際には，債務者との間で相殺契約と期限の利益喪失特約を締結することを通して債務者

の預金からの貸付金債権の回収を実現している。そして，裁判実務において，このような

相殺契約と期限の利益喪失特約の効力は，企業破産法第 31 条第 4号および第 32条で定め

る否認権を行使できる範囲に属さない限り，認められる。否認権に関する規定が適用され

るのは，預金と貸付金債権の対当額における消滅を，銀行が相殺契約に基づいて行った相
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殺ではなく，債務者の弁済と見ていることによる。銀行が債務者の預金を受働債権として

行う相殺の効力とは異なり，預金以外の一般債権に対する差押えと第三債務者の相殺との

優劣については，ほとんど論じられていない。 

  

2 債権譲渡と相殺 

 

債権譲渡と相殺の優劣に関して，中国契約法第 83条は，日本と韓国における制限説と同

様に，自働債権と受働債権の弁済期の先後関係を判断基準とする規律を定めている。学説

では，契約法第 83条が自働債権の弁済期が受働債権の弁済期より先に到来することを求め

るのは，このような場合に債務者がもつ相殺への期待を保護するためであると説明されて

いる。 

 

第五章 比較検討 

 

1 差押えと相殺に関する法理のあるべき姿 

 

ア 差押え前に取得した債権による相殺 

  

（1）相殺権の変容 

 

日本および韓国における差押えと相殺の優劣に関する議論からは，相殺権が将来におけ

る相殺への期待・利益まで広く含む権利として変容したことを窺うことができる。そして，

受働債権からの自働債権の回収という観点からすると，相殺権者の将来における相殺への

期待・利益の実質は，相殺を通して受働債権から自働債権を回収することへの期待・利益

である。また，実際において，相殺権者は，いまだ行使することができない相殺権を有す

るということのみを理由として，差押債権者による弁済期の到来した被差押債権の履行請

求を拒むことはできない。そうすると，相殺権者の将来における相殺への期待・利益は，

そもそも担保についての期待・利益であると言うことはできない。 

 

（2）差押債権者の期待・利益に対する保護 

  

日本の民事執行法に代表される執行手続に関する各国法は，債務者の責任財産である債

権の上に競合する複数の債権者の利益を調整するため，配当手続や債権担保執行手続など

を定めているので，このような制度により形成された債権回収をめぐる法秩序は，差押債

権者に，被差押債権から自己の債権を回収できることに対する期待・利益を与える。 

これに対して，相殺権の行使は，相殺権者の一方的な意思表示によって効力を発生する



7 

 

ので，差押え後における相殺権の行使を認めることは，債権に対する強制執行手続の進行

中に一種の私的執行を認めることに等しい。その上，債権の発生については公示手段が整

備されていないので，差押債権者は，相殺権の存在を確認することができない。その結果，

差押え後における相殺権の行使を無制限に認めると，差押債権者の債権回収をめぐる法秩

序に対する期待・利益は，完全に奪われることになる。このことは，被差押債権からの債

権回収をめぐって対立する差押債権者と相殺権者との間の公平に反する。 

 

（3）差押え前に取得した債権による相殺に対する制限 

  

差押債権者は，被差押債権の弁済期が到来するまでに，相殺権者が相殺権を行使するこ

とを通して被差押債権から反対債権を回収することができない限り，差押債権の摑取力が

実現することへの期待を有する。そして，相殺権の実質は，前述したように担保への期待・

利益と言うに値するものではないので，相殺権の成立のみをもって差押債権者の期待―差

押債権の摑取力が実現することへの期待―を奪うことは，差押債権者に酷であり，公平の

原則にも反する。このように見れば，韓国における判例・通説が支持する制限説を採用す

るのが，理論的には一貫する。 

制限説に対して，弁済期の先後関係は偶然の事情によって定まるものなので，保護され

るべき第三債務者の相殺への合理的期待を判断する際の定型的基準としてこれを採用する

ことはできないという批判がある。しかし，弁済期は，確かに偶然の事情により定まるも

のではあるが，債権の摑取力が実現すべき時期を示す重要な基準であるので，被差押債権

からの債権回収をめぐる差押債権者と相殺権者の間の公平の実現において，差押債権者の

保護されるべき期待の範囲を判断する際の重要な判断基準となるというべきである。 

 

イ 差押え後に取得した債権による相殺 

 

（1）韓国における判例による相殺権の拡大 

  

韓国の判例は，差押え後に取得した債権と被差押債権が同時履行関係にある場合には，

当該債権と被差押債権との相殺を認めている。 

この問題を最初に扱った大法院 1993 年判決は，このような場合に相殺を認める根拠を，

同時履行の抗弁権の保護に求めている。しかし，韓国民法第 498 条は，差押え後における

相殺を禁止する際に，当該相殺が担保的機能を果たすのかそれとも簡易決済機能を果たす

のかを意識していない。そこで，判例が認める例外を韓国民法第 498 条の下でどのように

説明するかが問題となる。 

韓国の学説では，両債権が同時履行関係にあることを，相殺への合理的期待の存在を示

す要素として位置付ける見解が有力である。しかし，このような説明は，差押え前に取得
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した債権による相殺に関しては制限説を採用しながら，差押えの後に取得した債権による

相殺に関しては合理的期待説を採用することを意味するものであり，矛盾するものと考え

られる。 

むしろ，この問題に関しては，相殺権者の相殺への合理的期待ではなく，同時履行の抗

弁権の保護に対する必要性という法秩序の客観的要請を，相殺権に新たに内包させること

を通して説明することができる。つまり，同時履行の抗弁権の保護に対する必要性という

客観的要請を受けて，相互に対立する債権の関連性を問わない従来の相殺権の中から，同

時履行関係の下で対立が形成された場合を抽出し，この場合に対する例外が認められたと

考えるのである。そして，このような理解をするならば，制限説を採用しつつ，それと並

べて差押え後に取得した債権と被差押債権が同時履行関係にある場合には当該債権と被差

押債権との相殺を認めることも，理論的に両立可能であると思われる。 

 

（2）日本の 2015年の民法改正法案における相殺権の拡大 

 

日本の倒産法，とりわけ破産法においては，破産法第 2条第 5項や同法第 70条の規定な

どにより，破産手続が開始した後における相殺権は保護される。その上で，相殺権の保護

の範囲に対する適正化を図るため，破産法第 2 条第 5 項でいう「前の原因」に対する解釈

において，担保に類する保障が与えられるべき「合理的な相殺期待」を切り出すための判

断が行われている 。 

2015年の民法改正法案第 511条第 2項の趣旨は，破産法における相殺権の保護の視点を

差押えと相殺の優劣に関しても採用することであるから，この規定における「差押え前の

原因」に対する解釈においても，担保に類する保障が与えられるべき「合理的な相殺期待」

を切り出すための判断が必要となる。しかし，従来の民法学における債権の発生原因に関

する解釈論を基礎に据えたときには，このような帰結を是認することができない。一歩譲

って，民法改正法案第 511 条第 2 項のルールを正当化するとしても，同項のルールは，差

押債務者が「事実上倒産」している場面にその適用場面を限定すべきではなかろうか。 

 

ウ 期限の利益喪失特約の効力 

 

期限の利益喪失特約の実質は，差押命令が発せられたときに自働債権の弁済期を到来さ

せることを通して，将来の差押債権者との関係における相殺への期待・利益を強化するこ

とにある。このような相殺への期待・利益の強化は，差押債権者の有する債権回収への期

待を完全に奪うことを目的とするので，その合理性が問われなければならない。 

期限の利益喪失特約は，2つの債権が相互に対立する両当事者の間の特約によって行われ

るので，その合理性の判断においては，当該両当事者を取り巻く諸事情を考慮に入れるべ

きであると考える。日本において唱えられている合理的期待説の観点（しかも，もっぱら
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公示性・公知性を基準とするのではないタイプの合理的期待説）から期限の利益喪失特約

の差押債権者に対する効力を捉えることが，理論的には適切であり，このように解したと

しても，法定相殺と差押えの優劣に関して制限説を採用することと矛盾するものではない。 

 

2 債権譲渡と相殺に関する法理のあるべき姿 

 

ア 譲渡通知を受ける前に取得した債権による相殺 

  

債権譲渡と相殺の優劣においては，相殺は債務者による抗弁として位置付けられるため，

譲受人の債権取引の安全に対する期待と債務者の相殺への期待との調和が問題の核心であ

る。 

現代社会における（指名）債権譲渡は，主として債務者の資金調達の目的で行われるの

で，債権の流動化を促進し，債権取引の安全性を確保する必要性は，きわめて大きい。こ

れに比べて，将来における相殺への期待・利益は，両当事者の間において 2 つの債権が対

立されることによって認められるものであって，ここでは，両債権の間の密接さなどは問

題にされない。そこで，相殺を債務者の抗弁として位置付けるとしても，その効力におい

ては，同時履行の抗弁権など両債権が密接に関連している場合に認められる抗弁のように

強力な抗弁とは言えない。このように見たとき，債権譲渡と相殺の優劣を判断する一般法

理としては，債権取引の安全（債権の流動化）に対する保護に重点を置く相殺適状説を支

持すべきである。 

 

イ 譲渡通知を受けた後に取得した債権による相殺 

 

（1）日本の 2015年の民法改正法案における相殺権の拡大 

 

2015 年の民法改正法案第 469条第 2項第 2 号は，将来債権が譲渡された場合において，

この債権と同一の契約に基づいて生じた債権に限り，譲渡された将来債権との相殺を認め

ることを提案している。この規定における相殺権の拡大の実質は，継続的取引が債権の関

連性に与える影響――一方が他方によって黙示的に質に取られていること――を相殺権の

保護を通して反映することである。 

しかし，同法案第 466 条の 6 第 1 項では，将来債権の譲渡性（流動性）を認めている。

このことは，継続的取引の解消を認める傾向を示すに等しいので，将来債権の譲渡の場面

においても，譲受人は，現に発生している債権の譲受人と同様に債権の取引安全に対する

期待および利益を有することになる。そこで，将来債権の譲渡における譲受人に対抗でき

る相殺権の範囲を判断する際にも，譲受人の期待・利益を考慮しなければならない。 

また，継続的取引は，多様性という特徴を有している。従って，継続的取引が債権の関
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連性に与える影響は，各種の継続的取引ごとに個別的に考察されるべきである。それにも

かかわれず，将来債権が譲渡される場合のすべてに対して相殺権の拡張を一般的に認める

ことになると，譲受人の将来債権の取引安全に対する期待・利益が害される恐れが生じる。

一歩譲って，民法改正法案第 469条第 2項第 2号のルールを正当化するとしても，同号の

ルールは，自己が負担する債務に係る相手方の債権を黙示に質に取っている関係が認めら

れるような継続的取引類型に限って適用されるべきではなかろうか。 

 

（2）韓国における 2013年の民法改正試案における相殺権の拡大 

 

韓国の 2013 年の民法改正試案第 451 条の 2 第 2 項における提案については，同条第 1

項で提案する制限説との関係が問題となる。つまり，譲渡通知を受ける前に取得した債権

の弁済期が譲渡債権の弁済期より後に到来する場合においても，両債権の間に密接な関連

性が成立すれば，債務者は，相殺をもって譲受人に対抗できるかどうかが問題となるので

ある。この場合の相殺を認めることは，従来の制限説との矛盾を招くことになる。学説の

中には，両債権の間の牽連性が認められる場合においては，差押債権者または譲受人に対

する相殺制限を排除することを主張する見解がある。 

債権譲渡と相殺の優劣については，前述したように，相殺適状説を支持した上で，対立

する両債権の関係において，同時履行の抗弁権のように保護に対する客観的要請がある場

合に限って，このような要請を相殺権の中に取り込むべきである。この考え方によると，

密接な関連性に基づいて相殺権の範囲を拡大することの妥当性を判断する際には，同時履

行抗弁権や留置権などの制度に具体的に反映されている場合の他にも，相互に対立する債

権が密接に関連するすべての場合について強力な保護を与えるべきであるとの客観的要請

が認められるかどうかに対する判断が，決定的な要素となる。しかし，本規定に関する民

法改正委員会における議論を含む従来の韓国における議論を見ても，そのような要請の存

在を確認することはできない。 

 

3 中国における議論の問題点 

 

ア 差押えと相殺の優劣に関する解釈論の欠如 

 

中国では，債務者が有する預金債権以外の債権に対する差押えと相殺の優劣に関する解

釈論が欠けている。この状況は，差押えと相殺の優劣に関する法的不安定と予測の困難性

をもたらすので，好ましいものとは考えられない。 

 

イ 日本法および韓国法に対する検討結果が中国法の解釈論に与える影響 
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従来の日本および韓国における差押えと相殺の優劣に関する議論は，差押債権者と相殺

権者との間の利益調整を相殺への合理的期待に対する判断を通して行っていた。しかし，

相殺への合理的期待の存否に関する判断は，当事者の期待という主観的観点に他ならない

ので，学説では，保護に値する相殺への期待という当事者の主観をいかなる基準によって

判断すべきかを中心に議論していた。その結果，両当事者を取り巻く諸事情に基づく個別

的判断を主張する見解（合理的期待説），弁済期の先後に関係という客観的事情によって画

一的に決めようとする見解（制限説），両債権の対立のみによって合理的期待の存在を認め

る見解（無制限説）の対立が形成されたのである。 

しかし，このような見解は，相殺権を将来における相殺への期待・利益をも内包する広

い概念として捉える点においては，共通していた。このような相殺権の変容は，中国契約

法第 83条でも確認することができる。従って，相殺権を将来への相殺の期待・利益をも含

むものとして捉えることによって，債権の強制執行手続において被差押債権からの債権回

収をめぐる差押債権者と相殺権との対立という枠組を用いるアプローチは，中国における

差押えと相殺を考えるにあたっても，参照に値すると考えられる。 

差押えと相殺の優劣に関する判断において，日本および韓国における議論の中心は，合

理的期待の判断に置かれていた。しかし，合理的期待の判断は，当事者の期待という主観

的要素を超えるものではないので，客観的基準によって相殺への主観的期待を画一的に判

断することは困難である。このことは，ひるがえって，中国における差押えと相殺の優劣

を考えるにあたっては，受働債権からの債権回収をめぐって対立する差押債権者と相殺権

者との間の公平の実現を重視する考え方も参考に値するということを示している。 

また，日本および韓国における相殺権の拡大に関する議論は，中国法の下で差押え後に

取得した債権による相殺の保護を考えるにあたっても，重要な示唆を与えることになる。

すなわち，当事者の間で対立する両債権を消滅において一体的に把握する必要性が法秩序

によって客観的に求められている場合には，このような要請に応えるため，差押え後に取

得した債権による相殺の効力をも認めるべきであるということである。 

 

4 おわりに  

  

近時の日本と韓国における民法改正をめぐる議論では，「前の原因」や「密接な関連性」

のような新しい概念の登場を確認することができる。このような新しい概念に対する解釈

は，今後の判例と学説の蓄積に委ねられている。本稿で示した内容も，とりわけ，日本と

韓国において法改正が実現した場合において予想されるこのような新しい概念の解釈をめ

ぐる議論の更なる展開を踏まえ，追補を必要とすることとなりうる。このことを指摘する

とともに，この作業については自らにとっての今後の課題とする。 




