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１．はじめに 
「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」（2014 年 8 月 26 日） 

 2015 年 1 月要綱案⇒要綱(法制審)：2015 年通常国会に改正案上程(予定) 

 

諮問第八十八号  法制審議会第１６０回会議（２００９年１０月２８日開催） 

民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・
経済の変化への対応を図り、国民一般に分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かかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行
う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。 

 

これまでの審議については、全資料・議事録が法務省ＨＰ（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html）に掲載さ
れている。なお、全容の分析･解説については、以下の拙稿をご参照いただきたい。 
 
「中間論点整理（2001.4）」大久保紀彦「重要度別民法改正の見取り図」ビジネス法務 2012年 9月号 16-25頁。 
「中間試案（2013.2）」、大久保紀彦「全 260論点網羅 中間試案の見取り図」ビジネス法務 2013年 6月号 19-28頁。 
「要綱仮案(2014.8)」大久保紀彦「電気通信事業者にとっての契約像再考序論―民法改正要綱仮案に接して」InfoCom 
REVIEW第 64号（情報通信総合研究所、2014）70-84頁 
 

 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_saiken.html
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1896 民法制定（第一～第三編）第四～五編は 1898 年制定 

1898  施行 

 

(1947 家族法部分見直し) 

 

 

(2004 民法現代語化) 

2009 諮問第 88 号 

2015~ 

情報ネットワーク

社会 
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２．契約法のパラダイム転換 

(１)学理的最重要論点：履行障害 

 

 第１読会で、部会はどのような順番

で審議を開始したか 
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４１５条の解釈 
 

 (債務不履行による損害賠償) 
第 415 条 債務者がその債務の本旨に従っ
た履行をしないときは、債権者は、これに
よって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履

行をすることができなくなったときも、同様とする。 
 
前段には「帰責事由」が要件として書かれていない  
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（２）伝統的通説の解釈 
 

「過失責任主義」が民法全体の大原則 

 

条文にはないが 

｢帰責事由=故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」

といった主観的要素をベースとする要件があ

ってはじめて債務不履行が成立する 

伝統的通説の論拠の一般的理解 
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（３）要綱仮案 
第 11-1 債務不履行による損害賠償とその免責事由 

民法第 415 条の規律を次のように改めるものとする。 
 

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないと
き又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、

これによって生じた損害の賠償を請求することができ
る。ただし、その債務の不履行が、契約その他の当該債務の発生原
因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、この限りでない。 
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 履行障害（債務不履行の客観的事実）と

因果関係ある損害があれば、債権者は損

害賠償請求ができる（債権者への救済手段） 

 ただし、不可抗力などの免責事由が原因となった不履

行については、例外的に債務者の責任が免除される。 

 

契約法上のパラダイム転換 
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パラダイム転換は遅きに失したのか？ 
 

伝統的通説の論拠が、一般に解されているように 

「過失責任主義（過失なければ責任なし）を

貫くことで、市場における契約締結活動に萎

縮を生じせしめることなく、企業・個人の活

動・行動の自由を確保しようとするもの」 

だけだとすれば、その役割（妥当性）は少なくとも

日本では２０世紀前半で終えていたはず。 
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序 時の流れはおそろしいものである。明治
の末から大正の全年代にわたつて、民法とい
えば鳩山、鳩山といえば民法、とまでいいは
やされていた鳩山秀夫博士の名も、いまやわ
が国の私法学者の頭から消えようとしている。
わが国の民法学の発達に寄与した偉大な功績
も、ようやく忘れられようとしている。（中略） 
 しかし、本書に対してわれわれ後進の学徒
のなすべきことは、単に感謝の念を捧げるだ
けではない。もう一つ重要なことがある、と
私は考える。それはこういうことである。 
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今日では通説の支持を受け、自明の理とさ
えされているような学説[を]（中略）、人々は、
やがて、無批判・無反省に自明の理と考える
ようになりがちである。そのことは、みよう
によつては、甚だ危険である。 
いわゆる通説のもつている限界を忘れるお

それがあるからである。そのとき、その学説
の築き上げられた当時の論争に立ち返り、論
争の跡をたどることは、すこぶる有益である。 
（後略） 

我妻 榮 
鳩山秀夫『債権法における信義誠実の原則』（有斐閣、1955 年）1-5 頁。 
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仮説１ 

伝統的通説の論拠は「過失責任主義」だ

けでなく、その歴史観・契約観にあった。 

仮説２ 

その歴史観・契約観は、戦後日本におけ

る高度成長期、さらに情報革命を経験した 

ポスト産業社会でもまだ妥当性を保ち、一定

の役割を果たしていた。  
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仮説３ 

 

しかし、２１世紀の「情報ネットワーク

社会」がもたらされた結果、契約の量と

質が大きく変貌し新しい契約観、債権

者・債務者関係が見えてきた結果、伝統的

通説はその役割を終えた。 
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３．情報ネットワーク社会との整合性 
（１）伝統的通説の社会観・契約観 
『近代法における債権の優越的地位』（1953 年）の歴史観 

 取引社会の最終価値である所有権を中心とする物権を有す

る者が、産業革命後の近代において、持たざる者との間で

売買･賃貸借･雇用契約を結び、債権を獲得してそれを実現

する中で利益をあげていく。 

 そこでは、物権と結びついた債権が、契約を通じて、強大

な力を有することとなる。また産業社会を支配する株式会

社は金銭債権者に近似する株主によって所有され、また金

融資本には多大な金銭債権が集積している。 
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 伝統的通説は、資本主義の経済現象を法律的に分析してい

くカール･ディールを参照しつつ、このような歴史社会観の

もとでの契約観を有している。 

 所有者または金融資本が有する「債権」の強大さを抑える

ことが肝要であるとの立場が、債権編、特に債権総論にお

ける条文解釈に影響を与えているように思える。 

 

一定の契約観のもと、「強い」債権者よりも

「弱い」債務者を保護する方向での解釈を行

ってきていたのではないか？  
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（２）ポスト産業社会、情報革命後の社会観と契約観 

 

1973年 （我妻博士逝去の年） 

「ポスト産業社会の到来」ダニエル･ベル 

1980年 「第三の波」アルビン・トフラー 

「情報」「情報革命」 

「経済のサービス化」 
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しかし依然として、企業主導のマーケティング。 

 
契約については、目的物が、物･財からサービ
スへ拡大はしたが、企業（生産者）対個人（消費者）

という構図に変化なし 
 

｢強い｣債権者ＶＳ｢弱い｣債務者、
という契約観は、未だ妥当。  
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（３）情報ネットワーク社会における契約観 
1980年代以降各国での通信自由化の結果としての国内・国

際通信市場の競争本格化、1990年代以降のインターネット普
及が、21世紀に入り、モバイルを含む大容量高速インターネット

に及び「情報ネットワーク社会」が現出された現代においては、

契約の実態も大きく変化したと言える。 
 
契約数の伸びは無論のことだが、その要因としては、 

①契約機会の増大のみならず、 

②契約締結判断に必要な情報が容易に入手可能に 
③契約目的物がダウンロード可能な「情報」にも拡大してきた

こと、があげられる。 



 

21 

情報ネットワーク社会における契約法の課題１ 

急増する契約数に対して一定割合で生ずる可能

性ある履行障害を効率的に解決していくこと 

 

明確な基準とシンプルな定型的判断の枠組み

が望ましい。今回の契約法パラダイム転換は、そ

の方向性と合致  
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情報ネットワーク社会における契約実態の変化 

クレジットカードや電子マネーが一般化し、 

金銭債務は即時に履行 

 

  
売主(持てる側) 

 
即時に代金債権を満
足でき、目的物を引渡
すべき債務者となる。 
 
 

買主（持たざる側） 
 

債務者としての顔は瞬
時に失われ、適時に完
全なる目的物を入手す
る債権者となる。 
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情報ネットワーク社会における契約法の課題２ 

債権者/債務者の力関係を特に意識しない 

ニュートラルな契約基本ルールの確立 

 

履行障害状態にあっては、基本的に債権者へに

救済手段が与えられるとする今回の契約法パラ

ダイム転換は、その方向性と合致  
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４ おわりに 
 

（１）伝統的通説の 415条解釈には「過失責任主

義」の徹底との意図だけでなく、「資本主義発展」

の歴史観のもとで、産業社会における生産手段

の所有者である「強い」債権者の力は抑制されね

ばならないという問題意識が働いていた可能性

がある。  
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（２）情報革命によりもたらされたポスト産業社会、

あるいは情報化社会においては、情報武装した

個人が組織内で活躍できたり、情報の質と量に

勝る企業が競争優位を獲得できたりすることにな

ったりしたが、債権者・債務者間の強弱関係には

大きな変化はもたらされなかった。 

２０世紀中は、契約法の基本ルールとして

の伝統的通説の存在意義があった。  
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（補足）1970－80 年代を中心とするこの時代には、

持たざる者の債権である労働関係の諸権利、借

地権・借家権、不当な販売による支払代金の返

還請求権を保護するために、労働関連諸法、借

地借家法、消費者関連諸法などの特別法制定に

向かったということができる。 
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（３）しかし、２１世紀の「情報ネットワーク社会」

に至って、契約数の大幅な増加、古い債権者･債

務者像が当てはまらない市場・社会となり、 

契約法のパラダイム転換は不可避であった。 

また、この転換は情報ネットワーク社会におい

て更に増加・多様化していく契約・取引に適合・

整合するものだ。 
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<参考>ユニドロワ国際商事契約原則２０１０ 
 

第 7.4.1 条 

（損害賠償請求権） 

債権者は，いかなる不履行に対しても，排他的

にまたは他の救済手段とともに損害賠償を請求

する権利を有する．ただし，債務者が本原則のも

とで免責されるときはこの限りではない。 
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債権法は普遍的性質を有する。地方的

色彩は薄く、民族的特色も少なく、世界

共通の内容をもとうとする。自由意思に

基づく取引の進展は、債権法の内容を合

理的にし、国際的取引の発達は、さらに

これを普遍化させたからである。 
 

我妻栄『新訂 債権総論』(1964 年)14 頁 
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１９～２０世紀 

物権(所有権)と結びついた債権

の強大さ 

･私有財産制度の弊害の矯正 

（伝統的通説の問題意識） 
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２１世紀 
情報ネットワーク社会において、 
情報を契約の目的物としたとき
の債権(者)の強大さ 

・情報は枯渇しない 

・情報は同時に多数に提供可能 

新たな政策課題か？弊害はあるか？ 
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ご清聴ありがとうございました 


