
は し が き

第 193 回国会において民法（債権関係）改正法が成立し（平成 29 年法
律第 44 号）、2020 年までに施行されることになりました。
民法は、制定以来、親族・相続編が全面的に改正されたほか、その他の
部分についても根抵当権に関する規律の追加や担保法制の見直しなど度々
改正が行われてきましたが、「第三編　債権」について抜本的な見直しが
行われるのは制定以来 120 年ぶりのことになります。
今回の改正にあたっては、2009 年から 2015 年にかけて法制審議会民法

（債権関係）部会において 100 回近い回数の審議が行われ、「中間的な論点
整理」や中間試案、要綱仮案・要綱案の公表、２回のパブリックコメント
実施等を経て改正法案が作成されています。
この間、当初のころは従来の民法にはないドラスティックな提案もなさ
れていましたが、議論が重ねられた結果、従来の概念を変更するような大
胆な提案は最終的に採用されなかったものが多く、改正法は現民法の骨子
に確立した判例法理や解釈を取り入れて、現民法をより明確かつ判りやす
い内容にしたものということができます。したがって、今回の民法改正を
受けて、金融機関の実務が大きく変化することはないと思われます。
もっとも、今回の改正では、時効制度、連帯債務、保証等の金融機関と
関係が深い分野について大幅な改正がなされており、また、確立した判例
法理とは異なる規律が設けられている部分もあります。定型約款に関する
規律や債務引受に関する規律が明文化されたことも、金融機関に影響を及
ぼすことになります。そのため、金融機関としては、改正法の内容を正確
に理解して、規程類の整備や運用の見直しを行う必要があります。
ところで、私たち経済法令研究会「債権法改正研究会」は、2010 年に
発足し、金融機関の案件を多く扱っている若手弁護士を中心に、（株）経
済法令研究会のサポートを受けながら今回の民法改正と特に金融機関への



影響について検討を行ってきました。その結果については、随時、「銀行
法務 21」に論稿を掲載したり、パブリックコメントの募集にあたって研
究会としてコメントするなどの活動を行ってきました。今後も、改正法の
施行に向けてさまざまな検討が必要でしょうが、改正法が成立したことか
ら、この機会にこれまでに活動してきた成果をまとめたのが本書になりま
す。
研究会のメンバーは、今回、執筆を分担していただいた巻末記載の皆
様のほか、議論に加わっていただいたり、意見を寄せていただいた方が多
数いらっしゃいます。この場をお借りして、これまで研究会の活動にかか
わっていただいた方、および本書の出版にご尽力いただいた（株）経済法
令研究会出版事業部の地切修様に、改めて謝意を表させていただきたいと
思います。

2017 年７月
　　経済法令研究会「債権法改正研究会」を代表して
� 弁護士　亀井�洋一　
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１

　今回の民法（債権関係）の改正はどの範囲について行

われたのでしょうか。また、どのような目的で行われた

のでしょうか。

　　今回の改正の対象は、主に民法第三編「債権」のうち契約各

論までの部分ですが、債権の発生・消滅や契約の効力に関係す

る第一編「民法総則」の規定（行為能力、意思表示、代理、時

効など）も改正され、第二編「物権」、第三編中の不法行為、第五編「相

続」にも、若干ですが、実質的に変更された条文や文言が修正された条文

があります。これは、民法制定以降の社会・経済の変化への対応を図り、

国民一般にわかりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済

活動に関わりの深い契約に関する規定を中心に見直す趣旨とされています。

解 説

１　改正法の内容

現民法は、明治 29 年に制定され、その後、第四編「親族」と第五編
「相続」については全面的に改正されましたが、第三編までは基本的に制
定当初から全面的な改正はなされていません（なお、これまでにも、根抵
当権に関する規定の新設、行為能力や担保法制についての改正など個別事
項の改正は行われている）。
この間、わが国の社会・経済は大きく変わり、民法自体の改正のほか、
特別法の制定、さらに判例や解釈を通じて、ある程度の対応はなされてき
ましたが、現代の社会・経済に十分対応できているとはいえない状況にあ
ります。

１　民法改正の概要

A
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１　民法改正の概要　　

また、わが国の民法は比較的簡潔・抽象的に記載されている条文が多
く、解釈に委ねざるを得ないところがあることや、「瑕疵」、「錯誤」など
日常生活では使用されることの少ない法律用語が多用されていることか
ら、法律の専門家ではない一般人から見ると、必ずしも理解が容易ではあ
りません。そのため、民法の内容を、これまでの判例や学説の議論も取り
込んで、現代の社会・経済に応じたものにアップデートするとともに、一
般人が読んでも理解しやすいような文章や表記に改めることが今回の改正
の目的といえます。
具体的には、①債務不履行と瑕疵担保責任との関係のように学説上、議
論や対立があった論点を立法的に解決する、②消滅時効に関する規律や法
定利率などを現代の社会・経済に応じたものに修正する、③差押えと相殺
の優劣など、判例法理として確立しているものを条文化する、④条文を読
みやすいものに修正するとともに、「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」、「契約その他債務の発生原因及び取
引上の社会通念に照らして不能であるとき」などの判断基準を盛り込む、
⑤錯誤の定義など条文に明記されていなかった事項を明記するなどの改正
が行われています。

２　金融実務への影響

今回の改正は、多くは現民法における判例や通説に従ったもので、これ
までの民法の考え方を大きく変えるものではありませんが、時効の中断事
由（改正法では完成猶予または更新）や消滅時効の期間、連帯債務におけ
る絶対的効力事由の範囲、保証契約の成立要件や債権者の義務など、金融
実務と関係が深い現民法の規律を実質的に変更しているものも含まれてい
ます。
また、基本的には現民法を踏襲した規定であっても、「契約その他債務の
発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき」などの判断基
準が条文化されることにより、従前の解釈に影響する場合も考えられます。
したがって、改正された条文については、現民法との異同を正確に理解
する必要があります。
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2

　錯誤については現民法の解釈から実質的な変更があっ

たのでしょうか。いわゆる「動機の錯誤」について条文

上規定されたのでしょうか。

　　錯誤については、概ね、現民法における判例法理に従って、

いわゆる「動機の錯誤」を条文化するなどの改正がなされてい

ます。なお、錯誤の効果は「無効」から「取消し」に変更され

ました。

解 説

１　改正法の内容

⑴　錯誤の定義

現民法には、錯誤の定義や内容について明文の規定が置かれていません
が、改正法では、①意思表示に対応する意思を欠く錯誤、②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の２類型を
設け、「意思表示が錯誤に基づくものであって、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」は取り消すこ
とができるとされています（改正 95 条１項）。
さらに上記②については、「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」取消しできるとされています（同条２
項）。
現民法においても、判例は、錯誤には、①表示行為の錯誤（内容の錯
誤）と②動機の錯誤があり、動機の錯誤については相手方に表示されてい
る場合に限り錯誤が認められるとしており、学説も、両者を区別するもの

２　意思表示
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２　意思表示　　

が多いですが、改正法は、概ね現民法における判例法理を明文化したもの
と考えられます（大判大正６・２・24 民録 23 輯 284 頁ほか）。
もっとも、このような二分説については、表示行為の錯誤と動機の錯誤
の境界が明確ではないことや、動機が表示された場合であっても錯誤の主
張を認めることが妥当でないときがあることから（教室設例としてよく出
されるのが、「万年筆を紛失したと思って、それを表示したうえで新しい
万年筆を購入したら、その後で紛失したと思っていた万年筆が出てきた」
というようなもの）、学説上はより詳細な議論がなされていますが、改正
法は、この点は明文の規定を置かずに解釈に委ねています。

⑵　錯誤の成立要件

現民法は「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定していますが、
この「要素の錯誤」が認められるには、一般に、①主観的因果関係と②客
観的重要性を要するとされています。
改正法は、①意思表示が錯誤に基づくこと、②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ことを要件とする
ことにより、現民法の解釈を明文化しています。

⑶　錯誤の効果

現民法では錯誤の効果を「無効」としていますが、改正法では「取消
し」に変更しています。
一般に、「無効」は、誰でも、また期間の制限なくいつでも主張でき、
権利者や期間に制限がある取消しとは要件効果が異なるとされています。
しかし、現民法においても、錯誤無効の主張について、表意者が無効を
主張する意思がない場合には原則として第三者は錯誤無効の主張をするこ
とができないとされ、主張権者が一定の範囲に制限されています（最判昭
和 40・９・10 民集 19 巻６号 1512 頁）。また、無効を主張できる期間につ
いても信義則上何らかの制限があるとも考えられますから、改正法の規定
は現民法の解釈を明確化・具体化したものと考えることができるでしょ
う。

⑷　表意者の重過失

改正法は、表意者に重過失があった場合には無効を主張できないとする
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