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債権法の現代化をめざした「民法の一部を改正する法律案」は、本年 5 月 26 日に参
議院本会議において可決・成立し、平成 29 年 6 月 2 日法律第 44 号として公布された。
改正法は、公布の日から 3 年以内の施行が予定されている。

民法の学習をする学部生・大学院生や、民法を自らの仕事や研究の場で用いる実務
家・研究者らが、今回の民法（債権関係）の改正により、民法を用いたこれまでの事件
処理が変わるのか、それとも変わらないのか、変わる場合にはどこがどのように変わる
のか、改正前の民法の下での判例は、改正後もその意義が失われないのか、そもそも、
個々の案件を処理するに当たり、改正後はどの条文を用いて処理をすればよいのか、な
どといった点に強い関心を抱くことは、想像するに難くない。

こうしたニーズが見込まれる中で、本書は、改正の前後で民法の解釈・適用にどのよ
うな違いが生じるのかを、簡単な Caseを素材として、「改正前の民法の下での問題処
理はどのようなものであったか」（Before）・「改正後の民法の下での問題処理はどうな
るのか」（After）に分けて解説するものである。本書を、改正法に対応する教科書・体
系書等と併せて読んでいただければ、改正法に関する認識がいっそう深まることが期待
できよう。また、改正前の民法に関して知見を有している読者にとっては、本書は、改
正前の民法の下で有していた知見を改正後の民法の下へとスムーズに移行するための一
助となるであろう。

本書が成るに当たって、執筆に協力していただいた研究者・実務家の先生方には、短
期間のうちに多くの文献・資料等を調査していただいたうえに、Caseの作成からコン
パクトな解説に至るまでの、非常に手間のかかる作業を引き受けていただいた。テーマ
によっては、手探りに近い状態で執筆するという困難な作業をお願いすることとなった
ものも少なくなかった。執筆者各位のご尽力に対しては、ただただ頭の下がる思いであ
る。編者一同、心よりの御礼を申し上げる。

本書の企画は、法制審議会民法（債権関係）部会での審議が大詰めを迎えていた時期に、
編者の 1 人である潮見が、弘文堂の北川陽子さんと懇談する中で持ち上がったものであ
る。その際、潮見の頭にあったのは、2001 年にドイツで債務法が大改正された際に、改
正法の成立後間もなく刊行された Barbara Dauner -Lieb 編の ”Das neue Schuldrecht― 
Falle und Lösungen” （Deutscher Anwalt Verlag, 2002）であった。同書は、172 の簡単な
ケースを用いて、改正前・後の法の解釈・適用を併記して解説することにより、読者が
改正前・後の状況を相互に対比し、把握しやすくすることをねらったものであった。同
書は、債務法改正直後の時期を中心に、研究者・実務者・学生その他各層において、多
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くの支持を得た。この例に倣い、今回のわが国における民法（債権関係）の改正に関して
も同様の企画を立てて、多くの方々のニーズに応えてはどうであろうかということから話
が始まり、今回の法改正に精通する北居功・高須順一・赫高規・中込一洋・松岡久和の
各氏に編者として加わっていただき、今般、一冊の書として刊行することができた次第
である。この間、北川さんには、国会での審議の経過をにらみながら、絶妙のタイミン
グで企画の遂行をしていただいた。この時期に本書を刊行することができたのも、ひと
えに北川さんのご尽力の賜物である。

本書が世に出るに至った経緯は、以上である。編者一同、本書が学部生・大学院生、
実務家、研究者その他民法に関心を寄せる多くの方々に広く活用されることを望むとこ
ろである。

2017 年 7 月 24 日

  編者を代表して

  潮見佳男
 編者

潮見佳男・北居 功・高須順一
赫 高規・中込一洋・松岡久和



目次vi

 民法総則 ２

Ⅰ　法律行為……………２
1 意思能力を欠いた行為の効力 小松達成    2
2 意思能力の一時的喪失・無効の主張権者 小松達成    4
3 公序良俗違反 桑岡和久    6
4 心裡留保 小松達成    8
5 表示行為の錯誤 篠塚　力    10
6 動機の錯誤 篠塚　力    12
7 惹起された錯誤と表明保証 篠塚　力    14
8 錯誤者の重過失 篠塚　力    16
9 錯誤取消しと第三者 篠塚　力    18
10 第三者の詐欺 泉原智史    20
11 詐欺取消しと第三者 泉原智史    22
12 意思表示の到達 中込一洋    24
13 表意者・受領者の能力の喪失 泉原智史    26
14 意思表示の受領能力 泉原智史    28

Ⅱ　代　理……………30
15 代理人に対する詐欺・代理人の詐欺 飯島奈津子    30
16 本人の悪意と代理行為の効力 飯島奈津子    32
17 代理人の行為能力の制限と代理の効力 飯島奈津子    34
18 法定代理人の行為能力の制限 飯島奈津子    36
19 復代理人を選任した任意代理人の責任 林　薫男    38
20 自己契約・双方代理・利益相反 林　薫男    40
21 代理権の濫用 林　薫男    42
22 授権代理と越権代理 矢吹徹雄    44
23 滅権代理と越権代理 矢吹徹雄    46
24 無権代理人の責任 矢吹徹雄    48

はしがき……… i
編者紹介………ⅲ
執筆者一覧………ⅳ

目次………ⅵ
凡例………ⅹⅴ

contents



vii目次

Ⅲ　無効および取消し……………50
25 無効な売買契約の清算 藤原正則    50
26 無効な贈与契約の清算 藤原正則    52
27 取り消すことができる行為の追認 藤原正則    54

Ⅳ　条　件……………56
28 条件の成就の妨害・不正な条件成就 柿原達哉    56

Ⅴ　時　効……………58
29 時効の援用権者 齋藤由起    58
30 時効の完成猶予および更新 松久三四彦    60
31 裁判上の請求と裁判上の催告 松久三四彦    62
32 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 金子敬明    64
33 協議を行う旨の合意の繰返しと時効の完成猶予 金子敬明    66
34 物上保証人に対する抵当権の実行 松久三四彦    68
35 天災等による時効の完成猶予 松岡久和    70
36 消滅時効期間の短縮と二重期間化 金山直樹    72
37 短期消滅時効の廃止による期間の長期化 香川　崇     74
38 短期消滅時効の廃止による期間の統一・単純化 香川　崇    76
39 商事消滅時効の廃止の影響 金山直樹    78
40 安全配慮義務違反の時効期間と起算点 金山直樹    80
41 定期金債権の消滅時効 香川　崇    82
42 契約責任と不法行為責任の消滅時効期間 松本克美    84
43 不法行為責任の長期期間制限　　　　　 松本克美    86
44 人損の場合における時効期間の延長 松本克美    88
45 人損と物損の消滅時効期間 松本克美    90

 債　権 92

Ⅰ　債権の目的……………92
46 特定物債権における保存義務 渡辺達徳    92
47 種類債権の特定と危険の移転 潮見佳男    94
48 選択債権における不能による債権の特定 松井和彦    96



目次viii

Ⅱ　法定利率……………98
49 市場金利の変動 福本洋一    98
50 利率の固定の基準時 福本洋一    100
51 後遺障害の場合の中間利息控除 窪田充見    102

Ⅲ　債権の効力……………104
52 履行期と履行遅滞 奥冨　晃    104
53 受領遅滞と保存義務の軽減・増加費用の負担 坂口　甲    106
54 受領遅滞中の履行不能 坂口　甲    108
55 履行請求権と履行不能 松井和彦    110
56 債務不履行を理由とする損害賠償と免責事由 渡辺達徳    112
57 履行補助者の行為と債務者の損害賠償責任 潮見佳男    114
58 確定的履行拒絶と履行に代わる損害賠償 白石友行    116
59 履行遅滞と履行に代わる損害賠償 白石友行    118
60 合意解除と履行に代わる損害賠償 白石友行    120
61 履行遅滞・受領遅滞中の履行不能 奥冨　晃    122
62 損害賠償の範囲と予見可能性 長野史寛    124
63 過失相殺 長野史寛    126
64 損害賠償額の予定 長野史寛    128
65 代償請求権 奥冨　晃    130

Ⅳ　解除と危険負担……………132
66 催告解除の原則 森田　修    132
67 催告解除の例外的否定 森田　修    134
68 無催告解除 森田　修    136
69 一部不能等による解除 森田　修    138
70 確定的履行拒絶と解除 白石友行    140
71 売買契約の目的達成不能と解除 山城一真    142
72 賃貸借契約の目的達成不能と解除 山城一真    144
73 付随的義務の違反と解除 山城一真    146
74 債権者の責めに帰すべき事由による債務不履行と解除 山城一真    148
75 解除の場合の果実・使用利益の返還 鶴藤倫道    150
76 解除権の消滅 鶴藤倫道    152
77 危険負担と反対給付の履行拒絶 潮見佳男    154



ix目次

Ⅴ　債権者代位権……………156
78 債権者代位権における被保全債権 片山直也    156
79 代位権行使の範囲 片山直也    158
80 債権者の直接請求権 片山直也    160
81 裁判外の代位権行使等と債務者の処分権限等 赫　高規    162
82 直接請求の代位訴訟と債務者の処分権限 赫　高規    164
83 登記等請求権を保全するための債権者代位権 千葉惠美子    166

Ⅵ　詐害行為取消権……………168
84 詐害行為取消権における被保全債権 稲田正毅    168
85 相当価格処分行為の詐害性 福井俊一    170
86 同時交換行為の詐害性 福井俊一    172
87 弁済の詐害性 福井俊一    174
88 担保供与の詐害性 福井俊一    176
89 過大な代物弁済の詐害性 福井俊一    178
90 転得者に対する詐害行為取消権の要件 稲田正毅    180
91 詐害行為取消権の請求の内容 稲田正毅    182
92 詐害行為取消権の行使の方法 稲田正毅    184
93 詐害行為取消訴訟の競合 髙尾慎一郎    186
94 取消債権者の直接請求権 髙尾慎一郎    188
95 詐害行為取消しの範囲 赫　高規    190
96 廉価売却行為の取消しと受益者の反対給付 栗本知子    192
97 高値購入行為の取消しと受益者の反対給付 栗本知子    194
98 詐害行為取消しと受益者の債権の復活 栗本知子    196
99 詐害行為取消しと転得者の反対給付 栗本知子    198
100 詐害行為取消権の期間制限 髙尾慎一郎    200

Ⅶ　多数当事者の債権・債務……………202
101 不可分債務と連帯債務 角　紀代恵    202
102 連帯債務者の1人に対する請求 沖野眞已    204
103 連帯債務における相殺 沖野眞已    206
104 連帯債務者の1人に対する免除 沖野眞已    208
105 連帯債務者の1人についての消滅時効 沖野眞已    210
106 連帯債務者の1人による一部弁済後の求償関係 野村剛司    212
107 連帯債務者の1人による代物弁済後の求償関係 野村剛司    214
108 連帯債務における事前通知・事後通知 野村剛司    216



目次x

109 連帯債務における償還無資力者の負担部分の分担 野村剛司    218
110 連帯の免除 野村剛司    220
111 不可分債務者の1人について生じた事由の効力 角　紀代恵    222
112 連帯債権 角　紀代恵    224
113 不可分債権 角　紀代恵    226

Ⅷ　保証債務……………228
114 保証債務の内容の付従性 福田誠治    228
115 主たる債務に関する抗弁の援用 福田誠治    230
116 委託保証人の求償権 福田誠治    232
117 保証における事前・事後の通知 福田誠治    234
118 連帯保証 福田誠治    236
119 個人根保証契約における極度額等　 安部将規    238
120 求償権保証契約 安部将規    240
121 公正証書の作成と保証の効力 安部将規    242
122 公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外 安部将規    244
123 保証契約締結時の情報提供義務 辰巳裕規    246
124 履行状況の情報提供義務 辰巳裕規    248
125 期限の利益喪失に関する情報提供義務 辰巳裕規    250

Ⅸ　債権譲渡……………252
126 譲渡制限特約違反の債権譲渡後の譲渡人への弁済・相殺　　 赫　高規    252
127 譲渡制限特約違反の債権譲渡後の善意譲受人の地位 赫　高規    254
128 譲渡制限特約違反の債権譲受人による履行請求 赫　高規    256
129 譲渡制限特約違反の債権譲渡と債務者の承諾 德田　琢    258
130 債務者の供託権 德田　琢    260
131 破産手続開始と債権者の供託請求権 德田　琢    262
132 譲渡制限特約と債権の差押え 德田　琢    264
133 譲渡制限特約と預貯金債権 德田　琢    266
134 将来債権譲渡担保の効力 和田勝行    268
135 将来債権の譲受人に対する譲渡制限の意思表示の対抗 和田勝行    270
136 債権譲渡の承諾と債務者の抗弁 和田勝行    272
137 債権譲渡と相殺 石田　剛    274
138 将来債権譲渡と相殺 石田　剛    276
139 譲渡制限特約付債権の譲渡と相殺 石田　剛    278



xi目次

Ⅹ　債務引受……………280
140 併存的債務引受の要件 齋藤由起    280
141 併存的債務引受の効果 齋藤由起    282
142 免責的債務引受の要件と効果 岡本裕樹    284
143 免責的債務引受と担保の移転 岡本裕樹    286

Ⅺ　契約上の地位の移転……………288
144 契約上の地位の移転 岡本裕樹    288

Ⅻ　弁　済……………290
145 第三者の弁済 下村信江    290
146 受領権者としての外観を有する者に対する弁済 下村信江    292
147 代物弁済 下村信江    294
148 特定物の現状による引渡し 下村信江    296
149 弁済すべき時間 斉藤芳朗    298
150 預貯金口座への振込みによる弁済 斉藤芳朗    300
151 弁済の充当 斉藤芳朗    302
152 弁済の提供 斉藤芳朗    304
153 自助売却 斉藤芳朗    306
154 任意代位の要件 渡邊　力    308
155 複数の保証人間における求償と代位 渡邊　力    310
156 保証人・物上保証人と第三取得者の代位関係 渡邊　力    312
157 第三取得者または物上保証人からの譲受人の地位 渡邊　力    314
158 一部弁済による代位 渡邊　力    316
159 担保保存義務 渡邊　力    318

ⅩⅢ　相　殺……………320
160 相殺適状および相殺制限特約 平野裕之    320
161 生命・身体侵害による不法行為債権と相殺禁止 平野裕之    322
162 悪意による不法行為債権と相殺禁止 平野裕之    324
163 差押えと相殺 平野裕之    326
164 差押え前の原因により差押え後に取得した債権と相殺 平野裕之    328
165 相殺充当 平野裕之    330



目次xii

ⅩⅣ　更　改……………332
166 債務者の交替による更改 野澤正充    332
167 更改の効力と旧債務の帰趨 野澤正充    334
168 更改後の債務への担保の移転 野澤正充    336

 契　約 338

Ⅰ　契約の成立……………338
169 承諾の延着 滝沢昌彦    338
170 申込者の能力喪失 滝沢昌彦    340
171 注文に応じた商品の発送 滝沢昌彦    342

Ⅱ　第三者のためにする契約……………344
172 第三者のためにする契約 水津太郎    344

Ⅲ　定型約款………………346
173 定型約款の定義 大澤　彩    346
174 みなし合意の要件 大澤　彩    348
175 みなし合意から除外される要件 大澤　彩    350
176 内容の表示 荒木理江    352
177 変更・経過措置 荒木理江    354

Ⅳ　売　買……………356
178 買主の追完請求権 後藤巻則    356
179 買主の代金減額請求権 後藤巻則    358
180 買主の解除権の行使 後藤巻則    360
181 買主の損害賠償請求権の行使 後藤巻則    362
182 権利移転義務の不履行に関する売主の責任 高須順一    364
183 買主の権利の期間制限、消滅時効との関係 高須順一    366
184 競売における買受人の権利の特則 大西達也    368
185 権利取得の不安を理由とする代金支払拒絶権 高須順一    370
186 特定物売買における危険の移転 大西達也    372
187 種類売買における危険の移転　 高須順一    374
188 買戻し 大西達也    376



xiii目次

Ⅴ　贈　与……………378
189 特定物贈与者の引渡義務等 臼井智晃    378
190 不特定物贈与者の引渡義務等 臼井智晃    380

Ⅵ　消費貸借……………382
191 消費貸借の成立 三枝健治    382
192 消費貸借の予約 三枝健治    384
193 利息付消費貸借 井砂貴雄    386
194 貸主の引渡義務等 井砂貴雄    388
195 期限前弁済 井砂貴雄    390

Ⅶ　賃貸借……………392
196 存続期間 秋山靖浩    392
197 対抗力ある不動産賃借権と賃貸人の地位の移転 秋山靖浩    394
198 賃貸不動産の譲渡と賃貸人の地位の留保 秋山靖浩    396
199 合意による賃貸人の地位の移転 秋山靖浩    398
200 不動産の賃借人による妨害排除請求権等 稲村晃伸    400
201 敷金返還請求権 岩田修一    402
202 敷金の充当 岩田修一    404
203 賃借物の一部滅失による賃料の減額・解除 稲村晃伸    406
204 転貸の効果 稲村晃伸    408
205 賃借人の原状回復義務 岩田修一    410
206 損害賠償請求権に関する期間制限 岩田修一    412

Ⅷ　使用貸借……………414
207 使用貸借の諾成化 松尾　弘    414
208 終了事由 松尾　弘    416

Ⅸ　請　負……………418
209 仕事未完成の場合の割合的報酬 笠井　修    418
210 契約不適合の場合の請負人の責任 笠井　修    420
211 契約不適合の場合の注文者による解除 笠井　修    422
212 契約不適合の場合の注文者の権利の期間制限 井砂貴雄    424
213 注文者の破産による解除 大西達也    426



目次xiv

Ⅹ　委　任……………428
214 受任者の自己執行義務、復受任 一木孝之    428
215 受任者の報酬請求 一木孝之    430
216 任意解除と損害賠償 一木孝之    432

Ⅺ　雇　用……………434
217 労務提供の不能と報酬請求 中村　肇    434
218 期間の定めのある雇用の解除 中村　肇    436
219 期間の定めのない雇用の解約申入れ 中村　肇    438

Ⅻ　寄　託……………440
220 寄託の諾成化 北居　功    440
221 寄託物に対する第三者の権利主張 北居　功    442
222 混合寄託 花本広志    444
223 消費寄託 花本広志    446

ⅩⅢ　組　合……………448
224 契約総則の規定の不適用 西内康人    448
225 組合員の1人の意思表示の無効・取消し 西内康人    450
226 組合債権者による権利行使可能性 西内康人    452
227 組合員債権者による権利行使可能性 西内康人    454
228 業務執行 石川裕一    456
229 組合代理 石川裕一    458
230 組合員の加入 北居　功    460
231 組合員の脱退 北居　功    462
232 解散事由 北居　功    464

事項索引……………466
判例索引……………473
条文索引……………477



民法総則12

Ⅰ……法律行為❻

6
動機の錯誤
Case

Ａは、ある壺を所有していた。Aは、換金の必要に迫られて、古美術商の
Ｂに対し「これは、甲の弟子の乙の作品と聞いているので、10万円で買っ
てくれませんか」と購入をもちかけた。そこで、Bは「乙の作品なのか甲の
作品なのかはよくわかりませんが、よい品なので、10万円で買いましょう」
と言って、10万円で買い上げた。
その後、この壺が甲の作品であり、時価は100万円であることが判明し
た。そこで、AはBに対し、「乙の作品だと思ったから10万円で売ったのだ
から、甲の作品とわかった以上10万円を返すので壺を返してほしい」と返
還を求めたが、Bは「そもそも10万円の売値をつけたのはAではないか」
「自分の方は、乙の作品なのか甲の作品なのかはよくわかりませんがと注意
喚起したではないか」と述べて、いまさら返還に応じられないとしている。

【Before】
Caseは、動機の錯誤（表意者が法律行為の基礎とした事情についての錯誤）による意思

表示が、いかなる要件を充たせば、表示行為の錯誤と同様に扱われるかを問う事案であ
る。
｢動機の錯誤」については明文の規定がなく、動機の錯誤が表示行為の錯誤と同様に
扱われるための要件に関して、次の①〜④等の判例が存在している。
①動機が表示されていることを必要とした判例（最判昭 29･11･26 民集 8-11-2087）、②
法律行為の内容となっていることを必要とした判例（最判昭 32･12･19 民集 11-13-2299）、
③動機が表示されて法律行為の内容となっていることを必要とした判例（最判昭
45･5･29 判時 598-55）、④動機が表示されて法律行為の内容となっていることを必要とす
るが、表示は黙示的であってもよいとした判例（最判平元 ･9･14 判時 1336-93）等である。
学説上も、これらの判例の理解に関して、相手方の信頼を保護して取引の安全を図ると
いう観点から、表意者の動機が相手方にも了解されて契約の内容となっていることを重
視する見解Ⅰと動機が表示されていることを重視する見解Ⅱとがあった。
Caseでは、Bは乙の作品であることを基礎に値段を決めておらず、このAの動機は、
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A B間の契約の内容とはなっていない。したがって、見解Ⅰでは、表示行為の錯誤と同
様に扱われることはなく、錯誤無効となる余地はない。
もっとも、Caseでは、乙の作品であるから 10 万円で売買するというAの動機が表

示されてはいるので、見解Ⅱでは、表示行為の錯誤と同様に扱われる余地がある。A
はこの壺が 100 万円の甲の作品であるにもかかわらず乙の作品であると誤解していなけ
れば 10 万円で売ることはなく（主観的因果関係）、Aがこの壺を 10 万円で売買しないこ
とが一般の取引通念に照らしても妥当である（客観的な重要性）とはいえる。しかし、
専門家のBが「乙の作品なのか甲の作品なのかはわかりませんが」と述べているのに、
Aは、この点を無視したのは、重大な過失によるものとして（旧 95 条ただし書）、錯誤
無効の主張は認められないと考えられる。

【After】
新法は、動機の錯誤に関して、新 95 条 1 項 2 号および 2項に明文の規定を置いた。
そして、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであ
るときと認められる場合の効果を、上記のとおり、無効から「取り消すことができる」
に改めている（新 95 条 1 項柱書）。
新法では、動機の錯誤に関して、新 95 条 1 項 2 号において、法律行為の要素の錯誤
の対象となり得る動機の錯誤を、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその
認識が真実に反する錯誤」と規定し、同 2項において、「前項第 2号の規定による意思
表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに
限り、することができる」と規定し、【Before】で述べた動機の錯誤に関する判例法理
を明文化し、これらの判例が今後も妥当することになると解されている（潮見・概要 8
〜 9頁）。「表意者が法律行為の基礎とした事情が」「表示されていたとき」の解釈とし
て、【Before】で述べた動機の錯誤に関する判例法理をどのように解するかについての
見解の相違はそのままもち越され、新 95 条 2 項の「表示」の要件としての重要度につ
いて、上記の見解Ⅰと見解Ⅱとがそのまま存在することになる（潮見・同上）。
Caseでは、見解Ⅰに従えば、「意思表示の内容になっていた」とはいえず、「その事
情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができ
る」という要件を充たさず、Aは取り消すことができないことになる。
これに対し、見解Ⅱに従えば、新法では、「甲の弟子の乙の作品である」という表示
があるので、「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」と
の要件を充たす｡ そのうえで、新 95 条 1 項柱書の要件を検討すると、【Before】で検討
したとおり、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの
であるとき」という要件を充足するものの、Aには重過失があるので、結局、いずれ
の場合も契約を取り消すことができないと考えられる（同条 3項柱書）。� ［篠塚　力］
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Ⅴ ……時効❷

30
時効の完成猶予および更新
Case

⑴　AはBに対する貸金債権300万円の消滅時効が完成する3ヶ月前に、
Bに対して支払うよう催告した。しかし、Bが支払に応じないので、Aはこ
の催告から7ヶ月後にBに対して300万円の支払を求めて訴えを提起した。
Bは消滅時効を援用してこの請求の棄却を求めることができるか。
⑵　AはBに対する貸金債権300万円の消滅時効が完成する3ヶ月前に、

Bの不動産に対する仮差押命令を申し立て、その旨の登記がされた。AはB
に対して、この申立てから7ヶ月後に、この300万円の支払を求めて訴え
を提起した。Bは消滅時効を援用してこの請求の棄却を求めることができる
か。

【Before】
⑴では、催告は時効の中断事由である「請求」（旧 147 条 1 号）の一種であるが、6ヶ
月以内に、裁判上の請求（旧 149 条）等の、権利の実現に向けたより強い権利行使手続
をとらなければ時効中断の効力は生じない（旧 153 条）。Aが訴えを提起したのは催告
から 7ヶ月後なので、その 1ヶ月前にAの Bに対する債権の消滅時効は完成している。
したがって、Bの消滅時効の援用は認められる。
⑵では、「仮差押え」は時効中断事由であり（旧 147 条 2 号）、中断事由が終了した時

から新たに時効は進行するので（旧 157 条 1 項）、Aの Bに対する債権の消滅時効が完
成する前にAは Bを訴えていることになる。そして、この訴えの提起（裁判上の請求）
により、Aの Bに対する債権の消滅時効は中断しているので（旧 149 条）、Bの消滅時
効の援用は認められない。

【After】
新法は、旧法における時効の「中断」（中断事由の終了した時から新たに進行を始める

〔旧 157 条 1 項〕）と「停止」（一定期間時効の完成が猶予される〔旧 158 条以下〕）の用語を、
それぞれ「更新」と「完成猶予」に改めた。そして、旧法の中断事由のうち権利行使に
よる時効中断事由は、「催告」「仮差押え」「仮処分」（これらは完成猶予事由のみとされ
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た）を除き、「完成猶予」事由とし、さらに確定判決およびこれと同一の効力を有する
ものにより権利が確定すると「更新」事由とした。これをまとめると、次の表のように
なる。

旧法の中断事由 新　　法

請求
（旧 147 条 1 号）

裁判上の請求（旧 149 条） 完成猶予（新 147 条 1 項 1 号） 確定判決または
これと同一の効
力を有するもの
により権利が確
定したときは、
これらの完成猶
予事由の終了し
た時に更新
（新 147 条 2 項）

支払督促（旧 150 条） 完成猶予（新 147 条 1 項 2 号）

和解、調停（旧 151 条） 完成猶予（新 147 条 1 項 3 号）

破産手続参加等（旧152条） 完成猶予（新 147 条 1 項 4 号）

催告（旧 153 条） 完成猶予（新 150 条）

協議を行う旨の合意（新設）：
完成猶予（新 151 条）

差押え、仮差押
え、仮処分
（旧 147 条 2 号）

差押え（旧 154 条） 強制執行、担保権の実行等：
完成猶予（新 148 条 1 項）

強制執行等が終
了した時に更新
（新 148 条 2 項）

仮差押え、仮処分（旧154条）完成猶予（新 149 条）

承認（旧 147 条 3 号） 更新（新 152 条 1 項）

⑴では、Aの催告から 6ヶ月は消滅時効の完成は猶予されるが、Aは催告から 7ヶ
月後に訴えを提起しているので、その 1ヶ月前にAの Bに対する債権の消滅時効は完
成している。したがって、Bの消滅時効の援用は認められる。結論は旧法におけるのと
同じである。
⑵では、Aの仮差押えにより消滅時効の完成が猶予されている（新 149 条）。その間
に、Aが Bを訴えたことにより、再度、消滅時効の完成が猶予されている（新 147 条 1
項 1 号）ので、Bの消滅時効の援用は認められない。結論は旧法におけるのと同じであ
る。� ［松久三四彦］
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Case

Aは、みかんジュース2ℓ瓶5万本を甲倉庫内に保管していた。Aは、こ
の倉庫内のみかんジュース2,000本を、レストラン経営者Bに売った。この
契約において、目的物の引渡しは、Aの事務所で行われるものとされた。そ
の後、Aは、甲からみかんジュース2,000本を事務所に隣接する乙倉庫に移
し、このことおよび引渡しの準備が完了したことをBに通知した。ところ
が、Bがこの2,000本を取りに行くまでの間に、乙の近所で発生した工場の
爆発のあおりで、乙が全壊し、中にあったみかんジュース2,000本も商品価
値を失うに至った。Bは、Aに対してみかんジュース2,000本の引渡しを求め、
他方、Aは、Bに対して、売買代金の支払を求めている。
⑴　乙に搬入されたみかんジュース2,000本の品質に問題がなかった場合
はどうか。
⑵　乙に搬入されたみかんジュース2,000本がいずれも賞味期限切れのも
のであり、品質が悪化していたものであった場合はどうか（甲には賞味期限
内のみかんジュースが2,000本以上残っているとする）。

【Before】
Caseでは、制限種類債務であり、かつ、取立債務の性質をもつ債務における目的物
の特定（旧 401 条 2 項）が問題となっている。そして、取立債務の性質を有する種類債
務にあっては、ⓐ判例（最判昭 30・10・18 民集 9-11-1642）によれば、債務者が口頭の提供
（旧 493 条）をしただけでは特定されたことにならないとされ、ⓑ学説では、特定が認
められるためには、目的物を分離し、準備が完了した旨を債権者に通知しなければなら
ないとされている。その際、分離が必要であることの理由として、特定の効果として危
険（給付危険・対価危険）が債務者から債権者に移るため、口頭の提供では足りず、分
離程度のことは債務者がすべきであるとの説明がされている。
⑴では、品質に問題のないみかんジュース 2,000 本が乙倉庫に搬入されることによっ
て、分離がされ、かつ、このことおよび引渡しの準備が完了したことがBに通知され
ているから、特定が生じている。乙内のみかんジュース 2,000 本の滅失は、特定の後に

Ⅰ……債権の目的❷

47
種類債権の特定と危険の移転
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生じたものである。したがって、①Aは、Bからのみかんジュース 2,000 本の引渡請求
に対し、履行不能の抗弁を出すことができる（給付危険の債権者〔買主〕負担）。② Bは、
Aに対して、売買代金を支払わなければならない（対価危険の債権者〔買主〕負担〔旧
534 条 2 項〕）。
⑵では、乙に搬入されたみかんジュース 2,000 本は契約の内容に適合したものではな
いことから、未だ特定は生じていない。したがって、①Aは、Bからのみかんジュー
ス 2,000 本の引渡請求に応じなければならない。②Aは、契約内容に適合したみかん
ジュース 2,000 本を Bに提供しなければ、Bに対して売買代金の支払を求めることがで
きない。

【After】
新法は、種類物売買における買主への危険の移転につき、特定があれば危険が債権者

（買主）に移転するという考え方を採用していない。むしろ、債権者（買主）への危険の
移転にとって、特定は必要であるが、それだけでは十分でないとの考え方を採用してい
る。そして、危険の移転に関するルールは、売買の箇所に、新 567 条として新設されて
いる。
そこでは、ⓐ特定された目的物を、売主が買主に引き渡した時（正確には、買主が引

渡しを受領した時）、またはⓑ売主からの債務の本旨に従った履行の提供に対し、買主が
受領を拒絶し、または受領することができなかった時に、危険（対価危険・給付危険）
が買主に移転するものとされている（新 567 条 1 項・2項）。
⑴では、ⓐそもそもBへの引渡しがされていないし（新 567 条 1 項不充足）、ⓑ乙倉庫
に搬入されたみかんジュースにつき、Bによる受領拒絶・受領不能も認められないから
（同条 2項不充足）、危険（対価危険・給付危険）は Bに移転していない。したがって、①
Aは、Bからのみかんジュース 2,000 本の引渡請求に応じなければならない。②Aは、
契約内容に適合したみかんジュース 2,000 本を Bに提供しなければ、Bに対して売買代
金の支払を求めることができない。
⑵でも、ⓐそもそもBへの引渡しがされていないし（新 567 条 1 項不充足）、ⓑ乙倉庫
に搬入されたみかんジュースは契約の内容に適合していないから（債務の本旨に従った
ものではないゆえに、同条 2項不充足）、Bによる受領拒絶・受領不能を問題とするまでも
なく、危険（対価危険・給付危険）は Bに移転していない。したがって、①Aは、Bか
らのみかんジュース 2,000 本の引渡請求に応じなければならない。②Aは、契約内容に
適合したみかんジュース 2,000 本を Bに提供しなければ、Bに対して売買代金の支払を
求めることができない。� ［潮見佳男］
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Case

無資力のAの次の各行為は詐害行為に該当し、A、BおよびCの主観的要
件も充たすものとする。次の⑴〜⑸の場合に、Cの請求は認められるか。
⑴　AはBに対して金銭1,200万円を贈与した。Aに対して800万円の
甲債権を有するCは、Bに対し、贈与の取消しと贈与金1,200万円の自己へ
の引渡しを求めて詐害行為取消訴訟を提起した。
⑵　AはBに対して乙土地（時価1,000万円）と丙土地（時価200万円）
を贈与した。Aに対して800万円の甲債権を有するCは、Bに対し、乙丙両
土地の贈与の取消しと、両土地のBへの移転登記の抹消登記手続を求めて詐
害行為取消訴訟を提起した。
⑶　Aは、自身に対して700万円の丁債権を有するBに対し、丁を担保
するため乙土地（時価1,000万円）と丙土地（時価200万円）に抵当権を設
定した。Aに対して800万円の甲債権を有するCは、Bに対し、乙丙両土地
の抵当権設定の取消しと、両土地の抵当権設定登記の抹消登記手続を求めて
詐害行為取消訴訟を提起した。
⑷　AはBに対して借入金1,200万円を弁済した。Aに対して800万円
の甲債権を有するCは、Bに対し、1,200万円の弁済行為の取消しと同額の
弁済金の自己への支払を求めて詐害行為取消訴訟を提起した。
⑸　上記⑴ ⑵の場合において、Aに対して3,000万円の戊債権を有するD
がB C間の詐害行為取消訴訟の帰趨に関心をもってフォローしていた。

【Before】
詐害行為取消権は取消債権者の救済を図るためのものであるから、詐害行為の目的が
不可分である場合を除き、被保全債権額の範囲内でのみ詐害行為を取り消すことができ
るものとするのが大審院時代以来の判例である（一部取消の法理）。
したがって⑴のCは、800 万円の限度でAB間の贈与を取り消し、Bに対し 800 万円
を請求できるに過ぎない。なお、Bから 800 万円を受領したCは当該受領金の債務者
への返還債務との相殺により、甲を事実上優先的に回収することができる。

Ⅵ……詐害行為取消権⓬
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⑵のCも、乙の贈与のみを取り消すことができるに過ぎない。なお、Cは乙の登記
名義をAに回復させ、乙を競売することにより甲を回収する。
⑶については、一部取消しの法理を適用すると、乙の競売手続にBが丁をもって参
加することは明らかだからCは甲の回収に不足を来たす。判例は同様の事案で「債権
ヲ保全スルノ必要存スル場合ニ於テハ其債権ノ数額ヲ越へテ取消権ヲ行使スルモ毫モ妨
クル所ニ非ス」（大判大 5・12・6 民録 22-2370）とし、一部取消しの法理の適用対象外とし
ている。よって、Cの請求は認められる。
⑷のCは、800 万円の限度でAの弁済行為を取消し、Bに対して当該弁済金の返還
を請求でき、これをもって甲を事実上優先回収することが可能である。
⑸の⑴の場合はCは 800 万円のみの取消しにより甲を事実上優先的に回収できるか

ら同額を超えて取消しをする必要性が認められず、上記⑴と同じ結論である。⑸の⑵の
場合は、一部取消しの法理を適用すれば乙の競売手続にDが戊をもって参加すること
でCによる甲の回収に不足を来たすから、同法理の適用対象外であり、Cの請求が認
められる。

【After】　
新 424 条の 8は一部取消しの法理を明文化したが、取消しの効力が債務者に及ぶ（新

425 条）影響により、【Before】とは結論が一部異なり、適用関係は複雑である。
⑴ ⑵ ⑶については【Before】と同様となる。
⑷は、一部取消しの法理を適用すると、取消しによって生じたAの Bに対する弁済
金 800 万円の返還請求権を、Bが、取消しにより復活すべき債権（新 425 条の 3）を被
保全債権として自ら仮差押えを行い（権利供託によりCの Bに対する弁済金の直接支払請
求権は消滅する）、債権執行に移行することが予想され、Cとしては当該執行手続に加入
するほかないからCは甲の回収に不足を来たす。すなわち、偏頗行為が取り消された
場合は新 424 条の 8は一律に適用対象外であると解される。
⑸の⑴の場合は取消しによって生じたAの Bに対する贈与金返還請求権を、Dが戊
をもって差し押さえることでCによる甲の回収に不足を来たすから、新 424 条の 8は
適用外であると解される。⑸の⑵の場合は【Before】と同様である。
なお、私見は、詐害行為取消しは債務者に効力が及ぶ前提のもとでは全債権者の利益
となる実質を有するものであり、取消債権者の救済制度であることを前提とする新 424
条の 8の適用場面は、取消債権者が自己への直接引渡しを請求するのに併せて取消しを
する場合に限定すべきものと解する。これによれば、⑴  ⑷と⑸の⑴の場合に同条が適
用される。同条の適用回避のためには、詐害行為取消しのみを請求し、または取消しと
ともに債務者への支払等を請求すればよい（このときCは、取消しによって生ずるAの B
に対する債権を対象とする保全・執行により甲を回収する）。  ［赫　高規］
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Case

20X5年 1月にAがBから事業資金を借り入れる際、Cは、Aから委託を
受けて、同日BのAに対する上記貸付債権α（弁済期20X5年 6月末日）を
連帯保証する契約をBと締結した。他方、Aは、Cに対して有していた売
掛債権β（弁済期20X4年 12月 15日）を20X5年 6月 25日にDに譲渡し、
翌々日に債権譲渡通知書がCに到達した。同年7月 25日に、Aが債権αを
弁済しないので、Cが保証債務の履行としてBに全額を弁済した。DがCに
対して債権βの履行を求めた場合、Cは、Aに対する求償権γと債権βと
を対当額で相殺する旨の意思表示をして、履行を拒絶することができるか。

【Before】
旧法では、債権譲渡を通知された債務者は、異議をとどめない承諾をしない限り、

「通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって」譲受人に対抗することがで
きるとされ（旧 468 条 2 項）、「譲渡人に対して生じた事由」には通知受領時に譲渡され
た債権と自己が譲渡人に対して有する債権とが既に相殺適状にあることに加えて、将来
相殺適状が生じた場合に相殺することができるという期待利益も含むと解されてきた。
そして、支払の差止めを受けた後に取得した債権を自働債権とする相殺が一律に禁止
されるように（旧 511 条）、債権譲渡の対抗要件具備後に取得した譲渡人に対する債権
を自働債権とする相殺は一切許されない一方で、対抗要件具備の時点で同種債権が同一
当事者間に対立していれば相殺に対する期待利益の合理性が認められ、弁済期の先後関
係や両債権間の牽連性や密接関連性を要しない（→Case163）というのが判例（最判
昭 50・12・8 民集 29-11-1864）の立場であると理解されてきた。
この考え方によると、Caseにおいて、Cは自働債権である事後求償権γを受働債権
βの債権譲渡の債務者対抗要件が具備された後の弁済により取得しており、Dに相殺を
対抗できないという結論が導かれる。差押えと相殺に関しては、そのような判断を示し
た下級審裁判例（東京地判昭 58・9・26 判時 1105-63）も存在した。
もっとも、Cは保証契約締結により停止条件付債権として求償権を取得しているとみ
ることも論理的には可能であり、弁済期の先後も両債権の牽連性も要件としない無制限

Ⅸ……債権譲渡⓬
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説によれば、相殺を対抗できると解する余地もあった。他方で、事例判決に過ぎない上
記昭和 50 年判決の射程を一般化することに警鐘を鳴らす学説も有力であった。

【After】
新法は相殺の期待利益に関する規律を、債務者の抗弁一般を規律する新 468 条 1 項と
は別に、新 469 条で一括して規定している。保護されるべき相殺の期待利益の範囲は、
受働債権の債務者の抗弁という観点からではなく、むしろ自働債権の債権者が有すべき
相殺の担保的機能に対する期待利益をどこまで保護すべきか、という観点から定められ
るべき問題だという姿勢が示されている。
１項によれば、債務者が債権譲渡の対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する
債権による相殺は無条件に許される。いわゆる無制限説を明文化したものである。
　2項 1号によれば、債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権
であっても、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権については、相殺を譲
受人に対抗することができる。これは、比較的最近、（傍論ではあるが、）破産手続開始
前に締結された保証契約に基づき受託保証人が破産手続開始後に代位弁済により債務者
に対して取得した事後求償権を自働債権とする相殺を容認した最高裁判例（最判平 24・
5・28 民集 66-7-3123）の趣旨を平時実体法の場面にも延長させたものである。
すなわち、債権者平等原則がより強く働く倒産の局面において、自働債権の発生原因
が手続開始前に存在していれば足りるとすれば、債権者平等原則の縛りが弱くてしかる
べき個別執行（差押え）と相殺の場面で、相殺の期待利益の保護範囲が逆に狭く限定さ
れるのはバランスが悪い。加えて、相殺の担保的機能を重視して、相殺権の範囲を画定
する観点からは債権譲渡と相殺の場面にも同様の基準が妥当する方が一貫する。そこで
個別執行および債権譲渡との関係においても、自働債権の取得が基準時（差押えの効力
発生時または対抗要件具備時）後であっても、その取得原因が基準時の前に存在すれば足
りるという規範を明示する必要があると考えられた（差押えとの関係については
→Case164）。ただし債務者が対抗要件具備後に他人から取得した債権については相殺
を対抗することができない。これも旧法下で異論のなかった解釈を明文化したものとい
える。
よって、新法下では、自働債権γは受働債権βの譲渡の債務者対抗要件具備後に取得
されたため 1項の適用はないが、その直接の発生原因である保証委託契約の締結が 2項
1号にいう「前の原因」に当たると解せられるため、Cの相殺に対する期待利益は保護
される。� ［石田　剛］
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Case

Aを売主、Bを買主とする借地権付建物売買契約が締結された。本件にお
いて以下のような事実があったとしたら、BはAに対してどのような請求が
可能か。
⑴　この建物は、本来、Cの所有建物であり、AはCの所有建物を勝手に

Bに売却したものであった。CはBに対し、この建物を引き渡す意思はない。
⑵　Bが購入した建物はA所有のものであったが、敷地に関する借地権
は、A B間で売買契約が締結される以前に、既にAの地代不払いを理由に賃
貸人Dにより賃貸借契約が解除され消滅していた。Bはこの事実を知らずに
Aとの間で借地権が存在すると信じて売買契約を締結したものであった。

【Before】
この Caseは、売買契約に、いわゆる権利の瑕疵がある場合に、売主がいかなる担保
責任を負うかにかかわるものである。⑴は権利が他人に属しており、買主が所有権を取
得することができない事案であり、⑵は存在するはずの借地権が存在せず、土地利用権
を取得できない事案である。
⑴については、旧 560 条が、他人の物の売買も有効であることを規定したうえで、旧
561 条により、売主が権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は契
約の解除および損害賠償ができると定めている。ただし、損害賠償請求は、売買契約時
に売主にその権利が存在しないことを買主が知らなかったときに限る（旧 561 条後段）。
この旧 561 条の責任が、法定責任であるのか契約上の債務不履行責任であるのかについ
ては争いがある。損害賠償の内容についても、信頼利益の賠償であるという理解や、あ
くまで旧 415 条に基づく損害賠償であるという理解などが存在する。また、債務不履行
責任説においては、責任が発生する要件として売主に帰責事由（具体的には故意・過失）
を必要とするのか否かについて見解が分かれており、定まっていない。
さらには、買主が悪意の場合でも旧 415 条により故意・過失のある売主に対して損害
賠償を請求し得るか否かについても、議論が分かれている。判例（最判昭 41･9･8 民集
20-7-1325）はこれを肯定するが、学説中には旧 561 条が悪意の買主の損害賠償請求権

Ⅳ ……売買❺
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を否定している以上、旧 415 条による損害賠償に関しても悪意の買主は請求し得ないと
考えるべきとの見解がある。このように、旧法の規律は、種々の理解が混在し、実務に
おいて明確な指針が示しにくい状況にあった。
⑵については、存在すると認識していた敷地利用権が存在しなかった場合であるが、
旧法の売主の担保責任に関する規定には直接にこの点を定める規律は存しない。そこで、
判例（最判平 8･1･26 民集 50-1-155）は、強制競売のケースにおいて、旧 568 条 1 項・2
項および旧 566 条 1 項・2項の類推適用により、売買契約を解除し得ると判示する。旧
566 条 2 項は売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存在しなかった
場合の規律であるが、これを敷地利用権が存在しなかった場合にも類推適用することで
解決していたのである。

【After】
新法は、売主の担保責任について、その規定内容を大きく変更している。すなわち、
いわゆる物の瑕疵について、契約に不適合な場合の責任であるとして、契約責任説に基
づく規律とすることを明確にしたうえで、追完請求権（新 562 条）や代金減額請求権
（新 563 条）の規定を新たに設け、損害賠償および解除は、あくまで契約法の一般規定
（新 415 条および 541 条・542 条）に基づくことを明確にしている（新 564 条）。
そのうえで、いわゆる権利の瑕疵について新法は、移転した権利が契約の内容に適合
しない場合の担保責任として規定を設け（新 565 条）、この場合に物の瑕疵に関する新
562 条〜564 条を準用するとの規律にしている。権利の瑕疵に関しても物の瑕疵に関す
る規定を準用することで処理されることになる。
⑴は権利が他人に属しており、買主が所有権を取得することができない事案である。
この場合、新 562 条の準用により、買主Bは売主Aに対し追完を請求することができ
る。そして、新 563 条の準用により代金減額請求も可能となるが、Caseのように権利
の全部が他人の物であり、権利の移転ができない場合には、むしろ、新 564 条により行
使を妨げないと規定されている解除（新 541 条・542 条）および損害賠償（新 415 条）を、
Bは行使するものと思われる。旧法では一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との
関係が複雑で、理解も分かれている状況にあったが、新法では画一的で明快な取扱いと
なっている。
⑵は存在するはずの借地権が存在せず、土地利用権を取得できない事案である。旧法
ではこれに関する規定を欠いていたが、新法では新 562〜564 条の準用で処理されるの
で、当然に、追完請求、代金減額請求、そして、解除、損害賠償をその要件に従い行使
し得ることになる。� ［高須順一］
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