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Ⅰ.  はじめに 
 

2014 年 8 月 26 日、「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」（以下「要綱仮案」

という。）が決定され、早ければ 2015 年の通常国会にも、民法の改正法案の提出が見込

まれている。 

中間試案（2013 年 2 月決定）で示された民法の改正内容のうちには、M&A の契約実

務に影響を及ぼすことが見込まれる改正点が見られた。これに対し、要綱仮案は中間試

案と比較して現実路線をとり、コンセンサスの得られない改正提案は見送られた結果、

M&A の契約実務に及ぼす影響はより限定的になったと見られる。 

以下、民法（債権関係）改正の議論における M&A に関わる主な論点を中心に、要綱

仮案で示された改正の方向性について説明する。 

 

Ⅱ.  民法（債権関係）の改正の議論の推移 
 

法制審議会民法（債権関係）部会は、2009 年 11 月、民法改正の審議を開始し、2014

年 8 月 26 日、要綱仮案を決定し、9 月 8 日、法務省のウェブサイトで公表された。 

要綱仮案は、中間試案（2013 年 2 月決定）以降の審議結果を反映し、改正の実質的

な方向性を固めたものである。 

今後、2015 年 1 月頃までに要綱案が決定され、2015 年 2 月頃に法制審議会総会にお

いて要綱の決定（法務大臣への答申）を行うスケジュールが想定されている。 

法務省当局は、2015年通常国会への改正法案提出を目指すものと思われる。仮に2015

年通常国会で可決された場合、改正法の施行時期は、2016 年から 2018 年頃が予想され

る。 
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Ⅲ.  M&A に関わる主な論点につき、要綱仮案で示された改正の方向性 
 

1．錯誤 
  

債権法改正の議論の過程では、「不実表示」（misrepresentation）を契約取消事由と

する改正が議論されていた。この改正提案は、その後、錯誤の改正の一環として「相

手方に引き起こされた錯誤」がある場合に広く錯誤取消しを認める提案につながり、

要綱仮案作成の直前まで重点的に議論された。 

仮に「相手方に引き起こされた錯誤」の場合に広く錯誤を認めると、M&A 契約に

おける表明保証の実務に悪影響が及ぶのではないかが懸念されていた。表明保証違反

の補償責任（たとえば、株式売買契約の売主の補償責任）に関しては、補償請求の期

間制限や補償金額のキャップ・フロア等の限定が設けられることが多いが、そのよう

な限定を定めた契約自体が取り消されるのでは、補償責任の限定が機能しなくなるの

ではないかと懸念されたのである。 

しかし、要綱仮案では、結局、「相手方に引き起こされた錯誤」の提案は見送られ

ることとなった。実務家の強い反対を受け、コンセンサスの形成が困難と判断された

ためである。 

これによって、債権法改正が M&A の表明保証実務に悪影響を与える懸念は回避さ

れた。もっとも、審議を通じて民法学者の間でも表明保証に関する議論が深められた

面はあるので、今後の契約解釈はこれも踏まえて行われることとなる。 

 

2．債権譲渡 
 

債権譲渡に関する改正点のうち最も大きなものは、債権譲渡禁止特約の効力の制限

である。現行民法では、譲渡禁止特約付き債権は債務者の承諾なく譲渡することがで

きない。これに対し、要綱仮案によれば、譲渡制限特約付き債権も債務者の承諾なく

譲渡することが可能である。もっとも、その場合、原則として譲受人（担保権者）は

債務者から債権を直接に取り立てることができず、債務者は特別に譲渡人（担保権設

定者）に対して弁済することができるとされ、譲渡人が回収金を真の債権者である譲

受人に対して引き渡すことで精算を行うことになる。 

この改正は、債権を担保とした金融取引を促進する目的であると説明されている。

M&A の文脈では、LBO ファイナンスにおいて、譲渡制限特約付き債権であっても担

保提供を求められるという形で影響が及ぶ可能性がある。もっとも、改正後であって

も、譲渡制限特約付き債権の無断譲渡は、債務者（取引相手方）との関係で契約違反

を構成する可能性がある。また、担保権者が直接に債務者から取り立てを行えない点

で担保としての実効性には限界もある。実務的には、これらの点を吟味して担保対象

を確定することとなろう。 
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3．法定利率 
  

現行民法では、法定利率は年 5%（商事法定利率は年 6%（商法 514 条））と確定数

値で定められているが、要綱仮案では、商事法定利率を廃止して法定利率を民法に一

本化すると共に、変動制を導入する改正を行うこととされる。 

具体的には、法定利率を、民法改正時において現行法の年 5%から年 3%に引き下

げると共に、その後以下の仕組みにより変動させることを提案している。 

（i） 連動の対象である基準割合は、短期貸付平均利率（従来日銀が公表）の過去

5 年平均とする。 

（ii） 変動幅は、1%単位とする。すなわち、直近変更期（初回は改正法施行時）

の基準割合と当期の基準割合との差が 1%以上となった場合、直近変更期の

法定利率に 1%単位の加減を行った割合を新法定利率とする。 

（iii） 変動頻度は、最短 3 年に 1 回とする。 

 

合併・株式交換などの組織再編や、全部取得条項付種類株式を用いたスキームによ

る現金を対価とする完全子会社化取引においては、一定の株主に株式買取請求権や価

格決定の申立権が与えられる（会社法 785 条 1 項、172 条 1 項等）。そして、現行の

会社法では、会社は、かかる権利を行使した反対株主に対し、支払日までの期間につ

いて年 6 分の利率により算定された利息を支払う義務があるところ（会社法 786 条 4

項、172 条 2 項等）、かかる年 6 分という利率が高水準にあるため、株式買取請求や

価格決定の申立権の濫用を招く原因となっている旨の指摘がなされていた。 

そこで、会社法の平成 26 年改正において、会社の利息負担の軽減と株式買取請求

等の濫用防止を図る観点から、株式買取請求等がされた発行会社は、買取価格等の決

定があるまでは、反対株主に対し、自らが公正な価格と認める額を支払うことができ

ることとする、いわゆる事前支払制度が導入されることとなった（会社法 786 条 5

項、172 条 5 項等）。この制度のもとでは、反対株主が買取価格等の決定前の発行会

社からの支払を受領しない場合には、発行会社は弁済供託を行うことができるものと

解され、年 6 分の法定利息の獲得を目的とした投機的な株式買取請求権等の行使に対

して一定の抑止的効果が期待されている。 

さらに、民法（債権法）改正によって、法定利率が実経済により近い水準へと改正

されることで、高率の利息の獲得という株式買取請求権等の濫用的な行使のインセン

ティブが低減されることが期待される。 

 

Ⅳ. 要綱仮案で示されたその他の改正の方向性 
 
上記 3 のほか、要綱仮案で示されたその他の主な改正ポイントとして、以下のものが

挙げられる。 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORPORATE NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2014 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 

1．消滅時効 
 

要綱仮案では、債権は、原則として、債権者が権利を行使できることを知った時（主

観的起算点）から 5 年経過したか、権利を行使できる時（客観的起算点）から 10 年

経過した時に、時効消滅するとされる。主観的起算点から 5 年の消滅時効を認める点

が現行法との相違点である。 

要綱仮案では、現行法上の職業別の短期消滅時効（医師 3 年、弁護士 2 年、飲食店

1 年等）は廃止し、商事債権の時効期間を 5 年とする商法の規定も削除することとさ

れている。債権の種類毎に分かれていた時効期間を、原則として「主観的起算点から

5 年・客観的起算点から 10 年」に統一して、簡明なルールとする狙いである。 

また、要綱仮案では、当事者が権利に関する協議を行う旨を書面で合意した場合、

原則として 1 年間、時効完成が猶予されるとしている。従来、債権者が債務者と協議

中であっても時効中断のために訴訟提起を行わざるを得ない場合があったが、このよ

うな訴訟提起の負担を減らす狙いである。 

 

2．契約の解除・危険負担 
 

要綱仮案は、契約の解除について債務者の帰責事由を不要としている。また、

危険負担について、当事者双方に帰責事由がない履行不能の場合、債権者は自己

の債務の履行を拒絶できることとしている。これにより、当事者双方に帰責事由

がない履行不能の場合、債権者は、自己の債務について、契約解除により消滅さ

せることも、危険負担により履行を拒むことも可能となる。その他、要綱仮案で

は、催告解除・無催告解除の要件の改正等が提案されている。 

 

3．詐害行為取消権 
 

要綱仮案では、詐害行為取消権の要件について、取消しの対象となる行為の類型ご

とに要件の整理が提案されている。たとえば、債務者が相当の対価を得て行う財産処

分行為は、債務者の財産隠匿意思を財産処分の相手方が知っていた場合に限り取消を

認める等である。破産法等の否認権の要件と整合させ、ルールの明確化によって取引

萎縮効果を解消しようとする提案である。 

 

4．保証 
 
要綱仮案では、事業性借入を対象とする個人保証・個人根保証は、保証契約締結前

1 ヶ月以内に公正証書で保証意思を確認しなければ、原則として無効とされた。例外

は、いわゆる経営者保証の場合である。主債務者法人の経営者（取締役、執行役等）・

オーナー（議決権過半数保有）や、個人事業者である主債務者の共同事業者・事業従
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事配偶者は、公正証書の手続なく個人保証・個人根保証を行うことができる。引退後

の経営者・創業者や跡継ぎ候補者は、いかに経営に対して実質的な影響力を有してい

ても、例外要件に該当しなければ公正証書による保証意思確認が必要な対象に含まれ

ると考えられよう。 

また、主債務者は、事業性借入の保証を個人に委託する場合には、財産・収支・負

債の状況等を説明しなければならず、これに違反した場合、債権者が悪意・重過失の

場合には保証人は保証契約を取り消すことができるとされている。 

その他、債権者による情報提供義務や、個人根保証には一律に極度額を定めなけれ

ばならないこと等が提案されている。 

 

5．各種の契約類型ごとの改正提案 
 
要綱仮案では、各種の契約類型毎に改正提案が行われている。たとえば、①売買に

関し従前の「瑕疵」を「契約の内容に適合しないもの」に置き換えること、②消費貸

借に関し書面による諾成的消費貸借契約を明文で認めること、③賃貸借に関しセール

アンドリースバック事案においてマスターリース化を実現するためのテナント承諾

を不要とできる要件を定めること、④請負・委任に関し中途で契約が終了した場合の

報酬請求の範囲を定めること等である。 

 

6．定型約款 
 

定型約款に関する規定を設けるか否かは、要綱仮案段階では保留とされた。定型約

款については、企業取引に影響が大きいと思われる改正提案が議論されているころで

あり、今後、どのように決着するかが注目される。 

 

 

NEWS 
 内田 貴 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 9 月 1 日付で、内田 貴 東京大学名誉教授を客員弁護士と

して迎えました。 

内田弁護士は、長年、東京大学大学院法学政治学研究科において、民法及び隣接

法の教育研究に従事され、数多くの研究成果を残された後、法務省経済関係民刑

基本法整備推進本部参与等として、債権法改正の検討において中心的な役割を果

たしてこられました。 

内田弁護士の参画により、当事務所は、来年に予定される民法改正も踏まえ、さ

らに充実したリーガルサービスをご提供できるよう努めてまいる所存です。 
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 難波 孝一 弁護士が入所しました 

当事務所は、2014 年 10 月 1 日付で、難波 孝一弁護士を客員弁護士として迎え

ました。 

難波弁護士は、本年 8 月に東京高等裁判所部総括判事を定年退官されるまでの間、

東京地方裁判所の通常部、労働部、商事部、保全部の部総括判事を務めるなど、

裁判実務の第一線で数多くの事件に携わってこられました。 

難波弁護士の参画により、当事務所は、企業関係の裁判において、さらに充実し

たリーガルサービスを提供できるよう努めてまいる所存です。 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


