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本書は、2007（平成19）年６月20日に成立し、同月27日に公布された電子記

録債権法（平成19年法律第102号）を解説するものである。同法は、2008（平成20）

年12月１日に施行され、2009年秋には実施第１号が誕生したところである。

この電子記録債権法（以下「本法」とよぶ）は、金銭債権について、その取引

の安全を確保することによって事業者の資金調達の円滑化を図る観点から、民

間に設立される電子債権記録機関のコンピューター上の記録原簿に記録するこ

とによって発生し、記録することによって移転する「電子記録債権」を創設す

るという、画期的な法律である。電子記録債権は、民法上の指名債権でも、手

形法上の手形でもない、新しい第三類型の債権であり、このような形の債権を

創設する法律は、世界的に見ても（部分的には韓国に類似の先例があるが）最初の

ものである。

本書は、まず総論において、本法の基本的性格づけ、理解のための視角、主

要論点、想定される活用形態等を概観し、その後に各論として逐条解説を行う

構成を採っている。

本書の編著者のうち池田真朗は、最初に電子債権（当時の仮称）についての立

法提言を行った2004（平成16）年の経済産業省の小委員会に所属し、その後法

務省の電子債権研究会の座長を努め、同法の共同所管官庁として要綱案を作成

した法務省と金融庁の審議会にもそれぞれ委員として参加した。また、太田穰

は、2004年の法科大学院開設時から３年間、慶應義塾大学法科大学院（大学院

法務研究科）において、池田真朗を共同担当者として「金融法ベーシックプロ

グラム」「金融法ワークショッププログラム」を担当してきた。同科目では、

理論と実務のコラボレーションを標榜し、両名の協力によってそれを実現して

きたが、本書は、そのコラボレーションを書物上の成果として提示しようとす

るものである。

すなわち本書においては、学者と弁護士の双方の視点から、立法担当官によ
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る公的な法文解説書とも、実務家のみによる利用解説書とも異なった、より具

体的なイメージの得られる、複眼的・立体的な解説書となることを企図した次

第である。

本法は、現代の IT化社会における金融取引実務に大きな影響を与えると思

われるものであり、手形を代替する利用法から、指名債権を代替する担保的利

用法、さらに、電子データであることを生かした企業間決済や金融機関相互の

貸出債権譲渡に至るまで、さまざまな用途の開発が期待される。

とりわけ本書は、出版直近までの電子債権記録機関の創設状況を盛り込み、

また最も一般的に想定される手形代替利用以外の、シンジケートローン対応等、

本法の豊かな可能性に十分に言及した点をひとつの特徴としている。

本書が、時代の先端を行く本法の有益な解説書として、法曹や金融実務家か

ら法科大学院生、大学生に至るまで、幅広い読者に活用されることを願ってや

まない。

最後に、本書の完成まで辛抱強く支援していただいた弘文堂編集部の高岡俊

英氏に、深く感謝の意を表したい。

2009（平成21）年12月

池田 真朗・太田 穰
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．はじめに

電子記録債権法は、第166回通常国会において2007（平成19）年６月20日に成

立し、同月27日に法律第102号として公布された。同法の施行期日は、附則に

おいて公布後１年６月を超えない範囲と定められ、2008（平成20）年12月１日

に施行された。本総論では、この電子記録債権法（以下「本法」とよぶ）につい

て、その基本的性格づけ、分析視角、想定される活用形態等を概観し、Ⅱの各

論の逐条解説につなげたい。

本法の国会への法案提出理由は、「金銭債権について、その取引の安全を確

保することによって事業者の資金調達の円滑化を図る観点から、電子債権記録

機関が調製する記録原簿への電子記録をその発生、譲渡等の要件とする電子記

録債権について定めるとともに、電子記録債権にかかる電子記録を行う電子債

権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めることにより、電子記録

債権制度を創設する」というものであった。

本法は、後述するように経済産業省・法務省・金融庁での研究会等を経て、

法務省と金融庁が共同で立案したものである。法文の構成としては、第１章

（冒頭の２か条）で総則として趣旨と各概念の定義を行い、第２章で「電子記録

債権の発生、譲渡等」としていわゆる電子記録債権の私法的規律の部分を規定

し、第３章で「電子債権記録機関」として電子債権記録機関の業務、監督等に

ついて定めている。以下第４章が雑則、第５章が罰則となる。

本法の創設した電子記録債権の基本的な性質ないし法的位置づけは、以下の

３点にある。すなわち、

①民法上の指名債権や手形法上の手形債権等の既存の債権とは異なる、新し

い類型の金銭債権である。

②当事者の意思表示に加えて、電子債権記録機関の記録原簿に記録をするこ

とが、発生、譲渡の効力要件である。

③電子記録債権を発生させる原因となった法律関係に基づく債権とは別個の

債権である。

そして、電子記録債権の実質的な特徴としては、

①指名債権と手形のそれぞれが持つ短所を克服し、それらの長所を具有する
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方向で性格づけがされていること

②電子記録であることの特性を生かした債権となっていること

が挙げられる。

さらに、本法自体の特徴ないし法的性格としては、

①自由度が高く、多面性、柔軟性のある法律であること

②世界でも前例のない、先進的な法律であ
１)

ること

などの点が指摘できる。自由度、柔軟性ということは、後述するように、記録

をする当事者および電子債権記録機関（民間で複数設置可能）に、法文の取捨選

択の可能性や業務規程での相当の裁量を与える点などに、最も具体的に現れて

いる。

いずれにしても、本法は現代の IT化社会における取引法分野に大きな影響

を与えると思われる画期的な法律であるといえ、今後の活用が期待される。

．立法の経緯

立法に至った経緯の概略は以下のとおりである。

政府の IT戦略本部による2003（平成15）年の e-Japan戦略Ⅱにおいて、「手

形の有する裏書や割引機能等を電子的に代替した決済サービス」の普及を図る

ことが挙げられ（2003年７月２日）、さらに2004（平成16）年２月６日のe-Japan

戦略Ⅱ加速パッケージで、「電子的手段による債権譲渡を推進するための制度

の見直しについて、現行法上、原則として確定日付のある通知・承諾が必要と

されている債権譲渡の対抗要件のあり方を含めて検討」することとされた。こ

１) 世界的にも、このような指名債権でも手形でもない新類型の電子的に発生・移転する債権を

創設した例はいまだないようである。唯一韓国に先行した類似の立法作業があるが、韓国の立

法は、指名債権（売掛債権）の電子化と手形の電子化を別々の法律で実現しようとするもので

ある。徐熙錫「韓国電子金融取引法の概要」金法1786号80頁以下参照。もっとも、韓国の制度

については、両者を別々の法で規律することの問題性のほか、券面をなくした手形をなお旧来

の手形と同性質のものとする電子手形法（2004年）には概念上の疑問があるものの、新法での

電子債権の性質を（第三類型ではなく）なお民法上の指名債権とみてその対抗要件を電子化し、

それを電子債権管理機関に登録することによって民法上の第三者対抗要件を備えたことにする

電子金融取引法（2007年１月施行）のコンセプトは、UNCITRALの国際債権譲渡条約

（2001年成立、未発効。対抗要件はオプションになっているが、国際債権譲渡の世界的登録制

度の採用を目指す方向性がある）への適合性という面では、優れたところもあると評しうる。
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第１章 総 則

(趣旨)

第１条 この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、

電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等につい

て必要な事項を定めるものとする。

１ 背 景

事業者の資金調達の手法として、売掛債権等の金銭債権を活用することが有

用であると指摘されてきた。従来は、その法形式としては、売掛債権等の指名

債権を譲渡・質入れする方法か、債務者から手形を振り出してもらい、これを

譲渡・質入れする方法によるものであった。しかし、指名債権の譲渡・質入れ

による場合には、観念的な権利である指名債権の性格上、譲渡等の対象となる

債権の存否やその帰属者の確認に手間とコストを要する上に、二重譲渡のリス

クや債務者の譲渡人への人的抗弁が譲受人に対抗されるといったリスク等の問

題がある。また、手形の譲渡・質入れの方法による場合には、手形が紙媒体を

利用するものであるという性格上、盗難や紛失といったリスクがある上に、手

形の作成・交付や、受け取った手形を保管するためのコストがかかる等の問題

がある。

以上の問題の克服に加えて、社会の IT化が進展する中で、電子的な手段を

用いた商取引や金融取引が発達してきており、これに対応して、金銭債権につ

いても、その取引の安全を確保して流動性を高めるとともに、電子的な手段を

利用した譲渡の法的安定性を確保する必要が唱えられるところとなり、2006

（平成18）年２月８日、法制審議会において、法務大臣に対して、立法整備検討

の上要綱提示の諮問がなされたのである。

本法は、法務省での電子登録債権法制の私法的側面に関する要綱（法制審議
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会平成19年１月16日採択）と金融庁での「電子登録債権法制（仮称）の制定に向け

て～電子登録債権の管理機関のあり方を中心として～」（金融審議会第二部会平成

18年12月21日取りまとめ）を踏まえて、法務省と金融庁において法律案の立案作

業が進められ、2007（平成19）年３月13日の閣議決定を経て、同月14日、「電子

記録債権法案」（閣法第85号）として第166回国会に提出された。その後、

2007（平成19）年６月20日参議院本会議において、賛成多数で可決され、法律

として成立し、同月27日、平成19年法律第102号として公布され、2008（平成

20）年12月１日に施行された。

本法立法の経緯、本法の特徴および電子記録債権の特徴に関しては、総論

．ないし ．および本法中間試案を分析した池田真朗「電子登録債権 中

間試案の検討と若干の討論」金法1781号８頁以下を参照のこと。本法法制審議

会における議論は、小野=森脇=有吉２頁以下にまとめられている。また、電子

記録債権の経済インフラに与える影響を詳細に論ずるものとして、大垣尚司

『電子債権』〔日本経済新聞社・2005〕がある。

２ 趣 旨

近時の立法例では第１条において法の目的を定めることが多いが、本法はそ

の例に拠らない。電子記録債権は、手形に代替する機能を果たすものとしての

活用、一括決済方式への活用、シンジケートローン等の融資契約への活用等の

複数の利用方法が提案されており、更には今後新たに開発される金融手法に対

しても応用されうるものとして制度設計されているため、本法の果たすべき役

割も流動的にならざるを得ない。本条は、法の目的を定めず、本法が定める事

項を客観的に記述しているが、これは電子記録債権法の果たすべき役割が多義

的であることと整合するものである。

立法段階および本法施行時点において念頭に置かれている本法の主な目的は、

金銭債権の取引の安全を確保することによって事業者の資金調達の円滑化等を

図ることである。このために、①電子債権記録機関が調製する記録原簿への電

子記録をその発生、譲渡等の要件とする電子記録債権についての私法上の規律

を定めるとともに、②その電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等に

ついての必要な事項を規律するものである。
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