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Ⅰ.  債権法改正の経緯と現状、展望 

法制審議会民法（債権関係）部会が、本年 5 月 10 日、「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論

点整理」（以下「中間論点整理」という）を公表し、6月 1日から 8月 1日の期間でパブリックコメント

に付した。これにより、2009 年 10 月から継続されてきた法制審議会民法（債権関係）部会での議論は

一つの区切り目を迎えた。 

中間論点整理の内容は、判例や特別法（消費者契約法、借地借家法など）がカバーしてきた分野を民

法に取り込もうとする項目から、学説の研究成果を踏まえて新たなルールを導入しようとする項目まで

多岐にわたる。本稿では、企業法務にとって重要性の高い個別の論点をピックアップして簡単に解説す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、パブリックコメントの結果を受けて法制審の検討が第２ラウンドに入る。第２ラウンドの審

議の結果は中間試案の形にまとめられ、再びパブリックコメントに付される予定である。 

最終的な改正法案は、当初 2012 年の国会提出を目指すとも言われていたが、現在では政治情勢や震災

対応など不確定要因も多く、多少後倒しされる可能性も否めない。とはいえ、法制審での審議が急ピッ

チで進められてきたことを考えると国会提出をそれほど大幅に先送りすることも想定されていないと推

測される。一部には、2013 年国会提出・2015 年施行と推測する声もあるようであるが、法改正自体に反

対の声も依然強いことなどを考えると、今後の進行は予断を許さない状況である。 
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Ⅰ. 債権法改正の経緯と現状、展望 

Ⅱ. 中間論点整理の内容 

 

＜中間論点整理の読み方＞ 

中間論点整理とそれに対する補足説明、各回の法制審議事録が法務省のホームページで閲覧可能

である（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html）。本稿文中の「第○」の数字は、

中間論点整理の項目番号を示す。 

中間論点整理では、以下のトーン分けをした上で、改正検討事項が提案されている。 

①「～について、（更に）検討してはどうか。」とするのが中間論点整理の表現の基本型である。 

②改正の内容についてある程度のコンセンサスの見られた論点は「～とする方向で、更に検討し

てはどうか」として方向性を打ち出している。 

③さらに、より具体的なコンセンサスの見られた論点については「～としてはどうか。」という文

末表現を用いて、より強く方向性を示している。 
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Ⅱ.  中間論点整理の内容 

1. 契約交渉・締結段階のルール 

(1)交渉不当破棄責任・情報提供義務 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、契約交渉の不当破棄に関するルールや、契約交渉中の説明義務・情報提供義

務を条文上明文化すべきかどうか、明文化する場合の内容等が検討事項とされている（第 23）。 

 

実務上の留意点 

 

交渉破棄責任や情報提供義務は、現在も裁判上認められることがあるが、民法に明文化された場

合には、裁判上これらが争われやすくなり、交渉破棄責任・情報提供義務をめぐる紛争が増加する

との懸念も指摘されている。 

交渉破棄責任が明文化される場合には、交渉解消に至った場合でも交渉破棄責任が追及されるこ

とのないよう相手方に契約成立に向けた過度の期待・信頼を抱かせないことに改めて留意すること

となろう。また、情報提供義務が明文化される場合には、特に当事者間に情報格差があるようなケ

ースでは情報提供義務違反を問われないよう契約交渉の際の情報開示の範囲・内容について改めて

検証が必要になろう。 

 

(2)約款（定義・組入要件） 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、約款が契約内容となるための要件（「組入要件」）を規定するかどうか、規定

する場合にはその内容をどうするか、約款をどのように定義するか、約款の変更の要件を定めるか

等が検討事項とされている（第 27）。 

 

実務上の留意点 

 

約款の組入要件として原則として契約締結までに約款が相手方に現実に開示されていることを要

求することも検討されているが、このような案が採用されると、契約締結時には重要事項のみ説明

し約款は契約成立後に送付するなどの取扱いをしている場合には、実務対応を見直す必要が生じる。 

また、約款の定義が「多数の契約に用いるためにあらかじめ定式化された契約条項の総体」のよ

うに幅広く定められる場合には、契約書雛形の類も約款に該当し不当条項規制の対象になる可能性

がある。他方、約款変更の要件が規定されれば、実務上利用しやすい制度となる可能性もある。 
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(3)不当条項規制 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、一方当事者に不当に有利な契約条項の効力を制限する規定（「不当条項規制」）

を設けるかどうか、不当条項規制の対象をどう定めるか等が検討事項とされている（第 31、1～5）。

不当条項規制の対象としては、「消費者契約」と「約款を用いた契約」が検討されている。 

 

実務上の留意点 

 

消費者契約のみが不当条項規制の対象とされる場合には、規制内容が強化される可能性はあるも

のの、内容規制の及ぶ契約の範囲としては現行消費者契約法と大差はないこととなりそうである。 

これに対して、約款を用いた契約が不当条項規制の対象とされる場合には、事業者間契約でも約

款を用いたものは内容規制の対象になり、現在の消費者契約法上の内容規制を超えた範囲に規制が

及ぶことになる。特に、契約書雛形・契約書式も約款に含めるような広い定義が採用された場合に

は、内容規制が広範囲に及ぶことになりかねない。 

内容規制の具体的内容はまだ定まっていないが、ブラックリスト（常に不当条項とみなされる種

類の条項リスト）・グレーリスト（不当条項と推定されるが合理性を反証する余地はある種類の条項

リスト）を規定することも検討項目とされている。 

 

(4)不実表示 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、詐欺、強迫など現行民法上の意思表示取消原因に加えて、追加の取消原因を

規定するかどうかについて、更に検討することが提案されている（第 27、5）。そして、追加の取消

原因として、不実表示の規律を導入するかどうか、導入する場合の要件などが注目されている。 

 

実務上の留意点 

 

不実表示の規律が導入される場合には、詐欺や錯誤でカバーされない範囲にも取消の可能性が広

がり、契約締結プロセスにおける事実告知・情報開示のあり方に留意する必要が増すことになる。 

また、いわゆる表明保証条項の用い方にも検討が必要となる。例えば M&A 取引における株式譲渡

契約などにおいて、売主が一定の事実を表明保証しつつ、契約履行後に表明保証違反が判明した場

合の責任は損害補償に限定し、契約の解除・取消は認めないという契約実務のパターンがあるが、

これが不実表示の導入後も維持できるかどうかは、不実表示を理由とする取消を制限する特約の有

効性を巡る議論とも関連して検討の必要が出てくる。 
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2. 契約関係の変動・広がり 

 

(1)債権譲渡の対抗要件 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、債権譲渡の第三者対抗要件について、債権譲渡登記と通知・承諾の二本立て

になっている現行法の制度を見直すことが検討されており、①登記に一元化する案、②確定日付の

ある債権譲渡契約書を第三者対抗要件とするなど通知・承諾に代わる対抗要件制度を設ける案、③

現行の２つの制度を基本的に維持する案の３案が検討されている。（第 13、2(1)） 

 

中間論点整理の内容 

 

第三者対抗要件制度の変更により取引の種類によってコストや手間の増加につながらないか、債

権譲渡登記制度の使い勝手が改善されるかなどが注目される。承諾による対抗要件具備にも簡便に

低コストで対抗要件が具備できるなどの利点もあるので、債権譲渡の対抗要件を登記に一元化する

案の現実性には批判的な声も強い。 

 

(2)債権譲渡禁止特約・将来債権譲渡 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、債務者が譲受人に譲渡禁止特約を対抗できる場合について新たな規定を設け

ることが検討事項とされている（第 13、１）。 

また、将来債権譲渡の有効性を明文で確認することも検討事項とされている（第 13、4）。 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理は、債務者が譲受人に対して譲渡禁止特約を主張できない事由として、①譲受人が

特約の存在について善意・無重過失である場合、②債務者の承諾があった場合、③譲渡人に倒産手

続の開始決定があった場合などを検討対象とする。①と②は現行法を変更するものではないが、③

は現行法と比較して債権の譲渡性を強める内容である。 

また、中間論点整理では、将来発生する債権の譲渡も原則として有効である旨を明文化すること

や、将来売掛債権の譲渡があった後に売主の地位が移転した場合など譲渡人の地位の変動に伴う将

来債権譲渡の効力について明確化することも検討されている。将来債権譲渡後に譲渡人が倒産した

場合に譲受人が譲渡の効力を管財人等に主張できるかという点もこの問題の一局面であるが、これ

は倒産法にも関わる問題であり債権法改正によって決着する論点ではないという指摘もある。 
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(3)保証 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、保証人保護のための新規定を設けることが検討されている（第 13、1・3・6）。 

また、主債務者と保証人との間の契約（保証引受契約）によって保証債務が成立するとすること

や、根保証に関する規律の明確化等も検討事項とされている（第 13、1・7）。 

 

実務上の留意点 

 

中間論点整理では、特に個人の保証人が想定外に過酷な保証義務を負い破綻に追い込まれる事例

が多いという認識を背景に、保証人保護のための一連の新規定が検討項目とされている。たとえば、

①保証人が保証の意味（連帯保証の場合は特に連帯保証の意味）を理解するに足る説明義務を債権

者に課する、②主債務者の資力に関する保証人への情報提供や契約締結後の主債務の返済状況に関

する通知を債権者に義務づける、③債権者に適時執行義務を課するなどである。しかし、保証契約

の類型は様々であり一律に規制を課すことは妥当でないとの指摘や、保証人保護は貸金業法などの

金融規制法で手当てすべき事柄であり民法がカバーすべき問題ではないという批判論も強い。 

また、従来保証契約は債権者と保証人との間で締結されるものとされているが、中間論点整理で

は主債務者と保証人間の保証引受契約によっても保証債務が成立するとすることが検討されている。 

さらに、現行民法では、元本確定前の根保証契約について、保証人に対する保証債務の履行請求

の可否や根保証債務の随伴性の有無等について明文規定がなく、解釈に委ねられている。この点に

ついては、根保証を根抵当と同様に考える考え方と根保証を個別保証の束と捉える考え方とがあり、

実務上の取扱いに不明確な面が残るため、いずれの考え方によるにせよルールが明確化され債権譲

渡取引等の実務に役立つ改正となることが期待される。 

 

(4)事情変更・不安の抗弁権 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、事情変更の原則の明文化の要否が検討項目とされている（第 57、１）。 

また、不安の抗弁権に関しても明文化の要否が検討項目とされている（第 58、１）。 

 

実務上の留意点 

 

事情変更の法理や不安の抗弁権の法理が明文化された場合、契約で定めた債務について後発的に

履行されない事態が生じた場合に、法律上の条文を足がかりに不履行を正当化する議論がこれまで

より広くなされることにならないかを懸念する指摘もある。 
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3. 契約履行・債権回収段階のルール 

 

(1)債務不履行・損害賠償 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、債務不履行による損害賠償について諸提案がなされているが、なかでも債務

不履行による損害賠償責任の帰責根拠について契約の拘束力から説明する新たな考え方が提示され

ていること、現行法上は曖昧であると指摘される損害賠償の範囲に関する規律を明確化する方向で

の検討が提案されていることが注目される（第 3、2・3）。 

 

実務上の留意点 

 

債務不履行による損害賠償責任の帰責根拠を契約の拘束力に求める考え方が採用される場合には、

具体的な案として、「債務者の責めに帰すべき事由」という規定に代えて「不可抗力」や「契約にお

いて債務者が引き受けていなかった事由」という表現を用いる案が検討される可能性がある。この

問題は多分に学理的な色彩も強く、実務の変更を意図した改正提案ではないとされているが、実務

にとって耳慣れない概念が導入される可能性もあるので留意が必要である。 

また、損害賠償の範囲に関して当事者の予見可能性を基準とする場合の予見の主体・時点や損害

額の算定基準時、損害賠償の範囲等が検討項目とされている。現在の判例・学説をもとに文言の明

確化がなされればルールの明確化に資すると思われるが、予見の時期を締結締結時でなく不履行時

とするなど現行実務と異なる規律が採用される可能性もあることには留意が必要であろう。 

 

(2)解除・危険負担 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、債務不履行解除の要件について、「重大な不履行」がある場合に限ることとし、

同時に、債務者の帰責事由を不要とする考え方が紹介されている（第５、１・２）。 

 

実務上の留意点 

 

債務不履行解除は、不履行をした債務者に対する制裁の制度ではなく、債権者を反対債務から解

放する制度であるという新たな位置づけの下に、解除に債務者の帰責事由を要求せず、他方で「重

大な不履行」があることを解除の要件とすることが検討されている。この点、どのような債務につ

いて、どのような態様の不履行があれば「重大な不履行」の要件が満たされるのかなどの具体的な

基準は、今後の検討で詰めていく必要がありそうである。 
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また、解除についてこのような位置づけが採用されると、従来危険負担が扱っていた問題は解除

制度の中に吸収することができるから危険負担制度は不要になるという意見が紹介されている。 

これらの改正案は、具体的な結論においては現行実務に大幅な変更を加えようとしているもので

はないとされているが、考え方の枠組みが従来とは大きく変わる点には留意が必要であろう。 

 

(3)相殺 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、いわゆる「相殺と差押え」の論点や「相殺予約の効力」の論点に関し、従来

の判例法理の見直しを含めた検討を提案している。 

 

実務上の留意点 

 

いわゆる「相殺と差押え」の論点について、従来の判例は、受働債権の差押えの前に取得した自

働債権による相殺でさえあれば、それ以上に両債権の弁済期の先後を問題とせず相殺を認め、相殺

が差押えに優先するとしてきた。しかし、この考え方には学説上は異論があり、受働債権の差押え

の前に取得した自働債権であっても、受働債権の方が自働債権より先に弁済期が来るような場合は、

本来は先に弁済しなければならなかった者が相殺を主張するのはおかしいなどとする見解も強い。 

また、受働債権の差押えがあった場合に自働債権の弁済期を到来させる特約（相殺予約）につい

ても、従来の判例では特に制限なく効力が認められてきたが、この考え方にも異論があり、例えば

銀行取引など相殺への期待が社会的な定型性を有する場合に限り効力を認めるとする見解もある。 

これらの点について、中間論点整理では従来の判例法理の見直しを含めた検討を提案しており、

判例と異なる立場が採用された場合には、相殺の担保的機能が弱まる懸念がある。 

 

(4)消滅時効 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、時効制度のうち、特に消滅時効に関して期間と起算点、合意による時効期間

等の変更の可否等を中心に現行民法の規律を見直す検討がなされている（第 36、1・2）。 

 

実務上の留意点 

 

債権の原則的な消滅時効期間が 3 年などの短期に短縮された場合、債権の時効管理の事務負担が

増大する可能性がある。また、合意による時効期間の変更を認める提案が採用された場合には、契

約実務において時効期間を定める条項を工夫する余地が出てくることになる。 



 

 
© 2011 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 8 

STRUCTURED FINANCE BULLETIN 
 

Mori Hamada & Matsumoto 

 

4. 各種の契約類型 

 

(1)消費貸借・預金・法定利率 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、消費貸借について、諾成契約とすることなどが検討事項とされている（第 44）。 

また、流動性預金や資金移動取引に関する規定を置くことが検討事項とされている（第 52、10）。 

加えて、法定利率について、変動金利に見直すことが検討事項とされている（第 1、5）。 

 

実務上の留意点 

 

現行民法では、法文上は消費貸借契約は目的物の交付前には成立しないという建前であるが、判

例はこれを修正し、諾成的消費貸借契約も有効としている。これについて、中間論点整理は、そも

そも民法上の消費貸借を諾成契約とすることを検討事項とする。諾成的消費貸借契約では、貸主は、

契約成立から貸付実行までの間、貸す債務を負う。そのため、貸付実行前に借主に信用不安が生じ

た場合など、貸主にとって貸す債務を免れたい場面が生じる。中間論点整理では、当事者に破産手

続が開始した場合に消費貸借契約が失効するなどのルールが検討されているが、破産以外の倒産手

続が開始した場合や貸す債務（借りる債権）の差押えがあった場合など、他にも貸す債務を免れる

ことができるケースを契約上定めることが重要となろう。 

また、現行民法には、預金取引や銀行振込みに関する特別の条文は置かれていないが、中間論点

整理では、流動性預金や資金移動取引について特別の規定を置くことが検討課題とされている。 

さらに、現行法では、法定利率は 5％（商法上の商事法定利率は 6％）とされているが、市場金利

との乖離が著しく法定利率を固定の数値とすることには合理性がないという指摘を背景に、法定利

率も市場実勢に応じて変動させること（変動利率制）が議論されている。具体的な指標としては、

①中央銀行の短期の誘導目標金利、②短期国債の発行金利、③市中短期プライムレートの平均値、

④公定歩合、⑤利子税の利率（現在は公定歩合＋4％）などが参考例として検討の引き合いに出され

たが、確たる案はまだ定まっていない。 

 

(2)賃貸借 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、対抗要件を備えた不動産賃貸借に関して、賃貸不動産の所有権が譲渡された

場合に賃貸人たる地位が当然に新所有者に承継され敷金返還債務も当然に新所有者に承継されると

いうルールを条文上明記することが検討事項とされている。加えて、賃貸不動産の譲渡後も、旧所

有者が敷金返還債務の履行を担保する義務を負うとすることも検討事項とされている（第 45、3）。 
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実務上の留意点 

 

賃貸不動産の譲渡後も、旧所有者が引続き敷金返還債務を負担するというルールが採用された場

合、旧所有者において敷金の返還に備えた対応が必要になる可能性があり、旧所有者に対して敷金

返還を請求しない旨の承諾を各賃借人から取得するなどの負担が生ずる可能性がある。 

 

(3)ファイナンス・リース 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、ファイナンス・リースを新たな典型契約として規定することの要否や、仮に

典型契約とする場合におけるその規定内容が検討項目とされている（第 56、2）。 

 

実務上の留意点 

 

ファイナンス・リースに関する権利義務について契約書に詳細を規定することを前提とすれば、

これが典型契約とされてもその影響は大きくないとも考えられる。もっとも、会計・税務上のファ

イナンス・リースの概念と、今般の改正において導入が検討されている法律上のファイナンス・リ

ースが同じ概念といえるか（例えば、リースバックの形態を採るものが含まれるのか、オペレーテ

ィング・リースは含まれないといえるのか）等については留意が必要である。 

 

(4)役務提供契約 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、「今日の社会においては新しい役務･サービスの給付を目的とするものが現れ

ており、役務提供型に属する既存の典型契約の規定によってはこれらの契約に十分に対応できない

のではないかとの問題も提起されている」とされたうえで、役務提供型の典型契約の全体的なあり

方について更に検討することが提案されている（第 47、第 50）。 

 

実務上の留意点 

 

役務提供契約とは、役務の提供を給付の内容とするものであり、現行民法では、雇用・請負・委

任・寄託が典型契約として規定されている。しかし、現実には、診療契約等この 4 類型以外にも多

くの役務提供契約が存在しており、現在の規定ではこれらの契約をカバーしきれていないという指

摘がある。そこで、中間論点整理においては、役務提供契約について全体的な見直しが必要ではな

いかとの問題提起がなされている。 
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具体的には、まず第一のアプローチとして、従来の典型契約には当てはまらない役務提供契約を

新たな典型契約として規定することが検討されている。例えば、診療契約、教育契約、旅行契約な

どが新種の典型契約の候補として議論されてきている。また、媒介契約・取次契約が委任契約の特

殊な類型として取り上げられ、民法に特別の規定を置くかどうかも検討事項とされている。 

これに対し、第二のアプローチとして、役務提供契約全般に適用される総則的なルールを規定し

て、それによって幅広い役務提供契約をカバーしようとする考え方も示されている。このような受

皿規定については、報酬や解除に関するルールをどのように定めるかに実務的に関心が集まりそう

である。 

 

(5)継続的契約 

 

中間論点整理の内容 

 

中間論点整理では、単発の取引ではなく商品を継続的に仕入れ・販売する契約や、代理店契約・

特約店契約など、取引関係が長期にわたる契約類型について、契約の解消に関するルールを中心に

規定を新設するかどうかが検討項目とされている（第 60）。 

 

実務上の留意点 

 

継続的契約の解消に関し、解約申入れに関するルールや信頼関係破壊の理論の明文化などが検討

項目とされている。もっとも、継続的契約といっても具体的にいかなる範囲の契約を指すのか必ず

しも明らかではなく、また時間的な継続性のある契約にも多種多様なものがあるため、これを統一

的に取り扱おうとすることには慎重な意見もある。 

なお、消費者と事業者との間の継続的契約では、消費者が将来に向けて契約を解除できるとする

ことも検討項目とされている。 

 

以上 
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