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 六法とノートを用意してください。
 条文が出てきたら必ず六法で確かめましょう。
 疑問点は，ノートに書きとめ，理解できたら，メモを追加しましょう。
 そのノートがあれば，定期試験の準備がとても楽になります。
 しかも，そのノートは，あなたの一生の宝になることでしょう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この講義のタイトルは，債権総論1（第４回・債務・債務の種類その1 特定物債権と種類債権）です。★六法とノートを用意してください。★条文が引用されている箇所では，必ず，六法を開いて，その条文を読むようにしましょう。★わからない箇所に出会ったら，そこで止まらずに，どこがわからないのかをノートにメモし，先に進みましょう。■学習を進めるうちに疑問が氷解したときは，忘れずに，ノートに，なぜわからなかったことが，わかるようになったのかをメモしましょう。★そのノートがあれば，定期試験の準備が，とてもらくになるだけではありません。★そのノートは，あなたの一生の宝となるはずです。



債権総論1 目次 →総論体系図

 債権の目的
 債権・債務の目的と目的物

 債権とは何か
 物とは何か，民法85条の立法理由
 債権の目的と債権の目的物の区別

 債務の種類
 種類債権と特定物債権とタール事件

 金銭債権と貨幣，電子マネー，クレジッ
トカード決済，預金通貨

 選択債権と選択債務
 結果債務と手段の債務の立証責任

 債務の対内的効力
 債務の不履行

 三分説と二分説

 債務不履行の救済
 履行の強制と民事執行法
 タール事件と危険負担・契約の解除
 損害賠償

 帰責事由と予見可能性
 事実的因果関係と相当因果関係
 損害額の算定と差額説
 契約自由と損害賠償額の予定

 債務の対外的効力
 債権者代位権

 債権者代位権と債権差押え
 直接訴権
 債権者代位権の転用

 詐害行為取消権
 詐害行為取消権の性質
 詐害行為取消権の要件
 詐害行為取消権の効果

 多数当事者の債権・債務関係
 可分・不可分債権・債務
 連帯債務

 連帯債務の本質，相互保証理論

 連帯債務者の一人に生じた事由の効
力，不真正連帯債務

 求償の要件

 保証
 保証の性質
 保証人の保護

 通常保証・連帯保証人の保護
 根保証の保証人の保護
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権総論1の目次です。第4回の講義では，債権の種類の部分のうち，種類債権と特定物債権の区別，および，それに関連して，漁網用タール事件について説明します。■　債権総論全体の体系図をみて，債権法総論1の位置づけを確認しておきましょう。



債権総論の内容 →位置づけ，目次， Best30
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債
権
総
論

債権の目的

債権の効力

対内的効力
履行強制

損害賠償

対外的効力
債権者代位権

詐害行為取消権

多数当事者関係

可分・不可分債権

連帯債務

保証
債権の譲渡

債権の消滅

弁済

相殺

更改

免除

混同

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権総論の全体像です。■　債権法1では，債権の目的，債権の効力，多数当事者の債権・債務関係▲までを講義します。■　債権の譲渡（債務引受を含みます），および，債権の消滅（弁済，ソウサイ，更改，免除，混同）は，債権総論2で講義します。



債権・債務の種類

 分類の基準を意識する

 物が特定しているかどうか?
 強制執行が容易か，困難か?
 結果まで約束するのか，最大限の努力だけか?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権総論の第4回目の講義です。債権・債務の種類について講義します。★債権・債務には，いろいろな種類がありますが，何を基準に分類がされているのかを知っておくと，理解が早まります。例えば，次のような債務は，何を基準に区別がなされているのでしょうか?★特定物債務と種類物債務と選択債務との区別は，何を基準に分類しているのでしょうか?■★与える債務となす・なさない債務の区別，または，引渡債務と作為・不作為債務の区別は，何を基準に分類しているのでしょうか?■★結果債務と手段の債務との区別は，何を基準に分類しているのでしょうか?■などです。■これらの問題について，具体例を紹介しながら検討することにしましょう。



債務の種類と分類の基準
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債
務
の
種
類

契約自由の
補充と制限

明示の債務

黙示の債務

契約の目的・性質

事実たる慣習

信義則上の債務

強制執行の
難易

与える債務
金銭債務

（強制執行が容易）

引渡債務
なす・なさない

債務

立証責任の
分配

結果債務

手段の債務

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債権・債務の種類を検討するに際して，はじめに，債務の分類の基準を明らかにしておくことにしましょう。債務の種類は，以下のような基準によって分類されています。★第1は，契約自由の補充と制限の必要性から生じる債務の分類です。★債務が明示されている場合，すなわち，明示の債務の場合には，分類は以下の方法でなされます。★しかし，当事者の意思が明確でない場合，すなわち，黙示の債務の場合には，★第1に，当事者間の合意の目的や性質によって，★第2に，慣習や実務慣行，すなわち，「事実たる慣習」によって，★第3に，民法の任意規定，または，信義則によって，債務が補充されます。★債務の内容が明らかな場合には，その債務の強制履行，すなわち，強制執行が簡単かどうかで債務が分類されています。★強制執行が比較的簡単な債務は，★与える債務であり，★その典型例が金銭債務です。わが国の民事執行法の規定のほとんどすべてが，金銭債務の強制執行を対象としています。★強制執行が次に容易な債務は，引渡し債務であり，わが国の民事執行法に，若干の規定があります。★強制執行が困難な債務としては，なす債務となさない債務とがあります。■例えば，絵を描く債務とか，原稿を執筆するという債務は，強制執行にはなじまないため，フランス民法は，このような債務は，債務者によって任意に履行されないときは，当然に，損害賠償債務に転化すると規定しています。わが国では，そのような条文はありませんが，同じように解釈されています。★最後に，結果まで約束している債務か，それとも，結果までは約束はせず，最善の努力を尽くすことだけを約束している債務かの区別に従って，キセキ事由の立証責任が異なることになるのが，結果債務と手段の債務との区別です。■以上のような分類の基準を頭に入れた上で，それぞれの債務の種類について，学習することにしましょう。



種類物の定義
資本主義社会では，種類物が基本である→Q2

2016/5/17 Lecture on Obligation 2015 6

第401条（種類債権）

①債権の目的物を種類のみで指定した場合において，法
律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定
めることができないときは，債務者は，中等の品質を有す
る物を給付しなければならない。

②前項の場合において，債務者が物の給付をするのに
必要な行為を完了し，又は債権者の同意を得てその給付
すべき物を指定したときは，以後その物を債権の目的物
とする。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法においては，債権種類に関する最初の規定は，特定物債権に関する民法400条の規定です。■しかし，特定物債権については，定義がありません。その代わりに，★つぎの種類債権については，民法401条に定義規定があります。■そこで，民法の条文の順序とは逆になりますが，特定物債権に先立って，種類債権から検討する方が，理解が早くなると思います。■そこで，民法401条（種類債権）を読んでみましょう。★民法401条第1項■「債権の目的物を種類のみで指定した場合において，法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは，債務者は，中等の品質を有する物を給付しなければならない。」★民法401条第2項■「前項の場合において，債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し，又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは，以後その物を債権の目的物とする。」■種類物の定義は，「債権の目的物が種類のみで指定されたモノ」です。



種類物の特定と特定物→Q2
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第401条（種類債権の特定）

②前項の場合において，債務者が物の給付をす
るのに必要な行為を完了し，又は債権者の同意
を得てその給付すべき物を指定したときは，以後
その物を債権の目的物とする。

性質上の特定物（始めから特定）の例示

不動産（土地，建物）…物理的な移動が困難

骨董品・遺品…一つしかないなどの希少性あり

ペット…運命的出会い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■民法401条の種類物の規定の続きです。種類物の特定に関する民法401条2項について検討します。★さきに見てきたように，民法401条2項（種類債権の特定）は，以下のように規定しています。★民法401条第2項■「前項の場合において，債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し，又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは，以後その物を債権の目的物とする。」■資本主義社会は，商品経済社会であり，私たちが手にしているモノは，その多くが種類物だったのであり，所有権が移転するに際して，それが，特定しているに過ぎません。■民法402条2項が，そのこと，すなわち，「種類物の特定」を明確に規定しています。★もっとも，理論上は，種類物が特定したのではなく，契約締結時を基準にして，初めから特定している，性質上の特定物も存在します。★例えば，不動産（土地，建物）は，物理的な移動が困難であり，性質上の特定物とされています。■確かに，これまで，不動産は固有の特定物であるとされてきました。■しかし，現代は，分譲住宅，建売住宅，マンションの一室の売買のように，不動産でも，似たような物件の中から，その一つが選ばれるということが多くなっている時代です。■通説は，不動産を固有の特定物と考えていますが，不動産の売買においても，選択の余地が広がっている現状においては，不動産を一律に固有の特定物と考えるべきではなくなっているように思われます。■現代では，むしろ，種類物が特定したと見るべき不動産が多くなっており，動産にせよ，不動産にせよ，固有の特定物というのは，例外的な存在となっているのではないかと，私は考えています。★動産の場合でも，骨董品・遺品は，一つしかないという希少性があり，性質上の特定物とされています。■しかし，その場合は，性質上の特定物というよりは，非代替物という方が適しているかもしれません。★ペットも，ペットショップで多くの中から選んだのではなく，運命的出会いをした場合には，性質上の特定物といえるかもしれません。しかし，ペットを家族と考えるヒトが増えてきている現状では，ペットがモノかどうかについては，争いがあるところであり，ここでは，問題の指摘にとどめておきます。



特定物に関する規定

第400条（特定物の
引渡しの場合の注意
義務）
債権の目的が特定
物の引渡しであると
きは，

債務者は，その引渡
しをするまで，善良
な管理者の注意を
もって，その物を保
存しなければならな
い。

 (新)第400条（特定物の
引渡しの場合の注意義
務）
債権の目的が特定物の
引渡しであるときは，債
務者は，その引渡しをす
るまで，

契約その他の債権の発
生原因及び取引上の社
会通念に照らして定まる
善良な管理者の注意を
もって，その物を保存し
なければならない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　特定物に関する民法の規定は，以下の通りです。★第400条（特定物の引渡しの場合の注意義務）■★民法400条■債権の目的が特定物の引渡しであるときは，★債務者は，その引渡しをするまで，善良な管理者の注意をもって，その物を保存しなければならない。■この条文を見てもわかるように，民法は，特定物の定義をしていません。■特定物の引渡しをする債務を負う債務者は，引渡しを完了するまで，■善管注意義務，すなわち，■「善良な管理者の注意をもってそのモノを保存する」という義務を負います。■善管注意義務は，大切な義務なので，具体的な事例に即して説明することにします。★なお，2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案においては，400条は，以下のように改正されていますが，実質的な変更はありません。■(新)民法第400条（特定物の引渡しの場合の注意義務）★債権の目的が特定物の引渡しであるときは，債務者は，その引渡しをするまで，★契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって，その物を保存しなければならない。



講義後のリアクションペーパーの例

 タール事件はもう少し時間をかけないと飲み込めそうにない
です。

 管理についてですが，これは「自己のものと同一」でいいの
ではないでしょうか?

 たしかに売買することは約していますが，実際に売主がお金
を手にするのは買主が来るときになっているので，今回のよ
うに買主が来ないというリスクがあるのに善管注意義務まで
することはないと思います。

 つまり，売買するのはその時々だから，この「タールを保管す
る」という寄託には，お金はからまない，よって無償のときの
管理義務の準用でも問題はないのではないかと思いました。
（M.S）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
講義後に，以下のようなリアクションペーパーをいただきました。とても優れたものなので，紹介します。★学生：タール事件はもう少し時間をかけないと飲み込めそうにないです。■講師：事実関係をもう少し詳しく説明する必要があるようなので，事実の経緯を追加しておきました。★学生：〔タールの〕管理についてですが，これは「自己のものと同一」でいいのではないでしょうか?★たしかに売買することは約していますが，実際に売主がお金を手にするのは買主が来るときになっているので，今回のように買主が来ないというリスクがあるのに善管注意義務まですることはないと思います。■講師：ヒトのいうことを鵜呑みにするのではなく，自分の考えを率直に述べてくれてありがとう。しかも，とても鋭い指摘で，感心しました。■2015年3月31日に国会に提出された，民法の一部を改正する法案では，民法413条が改正され，特定物債権に関して，債権者が受領遅滞に陥っている場合には，債務者は，善管注意義務を負うのではなく，「債務者は，履行の提供をした時からその引渡しをするまで，自己の財産に対するのと同一の注意をもって，その物を保存すれば足りる。」と規定しています。■もっとも，タール事件の場合には，履行期間が1年間（すなわち，契約成立の昭和21年2月～昭和22年1月末まで）であり，その期限が経過する前（すなわち，昭和21年11月～12月）に，タールが処分され，滅失しています。■したがって，たとえ，この事件が民法改正後に生じたとしても，履行期限内に目的物が滅失した場合に，それが債権者の受領遅滞によるものだとはいえないような気がします。★学生：つまり，売買するのはその時々だから，この「タールを保管する」という寄託には，お金はからまない，よって無償のときの管理義務の準用でも問題はないのではないかと思いました。（M.S）■講師：売買の場合，保管費用も値段に組み込むことができますので，無償の寄託とは性質が異なります。■売主である債務者の注意義務のレベルが「自己の財産に対するのと同一の注意義務」へと低下したのは，無償だからではなく，債権者が受領遅滞に陥っているからです。■しかし，本件のように，債権者の引き取り期間の経過前に，目的物が滅失した場合には，受領遅滞とはいえないと考えられるため，売主は，約束した履行期間である1年間は，善管注意義務を負うと考えるべきだとおもいます。■私の考え方は以上ですが，民法（債権関係）改正案をよく読んで，再度考えて見ましょう。



受領遅滞の規定の改正

 （新）第413条（受領遅滞）

①債権者が債務の履行を受けることを拒み，又
は受けることができない場合において，その債務
の目的が特定物の引渡しであるときは，

債務者は，履行の提供をした時からその引渡し
をするまで，自己の財産に対するのと同一の注
意をもって，その物を保存すれば足りる。

②債権者が債務の履行を受けることを拒み，又は受ける
ことができないことによって，その履行の費用が増加した
ときは，その増加額は，債権者の負担とする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　リアクションペーパーで問題となった，民法の一部を改正する法律案で提案されている，善管注意義務の軽減の規定を紹介します。★2015年3月31日に国会に提出された▲民法改正案では，受領遅滞後の債務者の注意義務は，善管注意義務から「自己の財産に対するのと同一の注意」義務へと変化することが提案されています。★（新）民法413条▲第1項■債権者が債務の履行を受けることを拒み，又は受けることができない場合において，その債務の目的が特定物の引渡しであるときは，★債務者は，履行の提供をした時からその引渡しをするまで，自己の財産に対するのと同一の注意をもって，その物を保存すれば足りる。★（新）民法413条▲第2項■権者が債務の履行を受けることを拒み，又は受けることができないことによって，その履行の費用が増加したときは，その増加額は，債権者の負担とする。



受領遅滞中の履行不能

 （新）第413条の2（履行遅滞中又は受領遅滞中の履
行不能と帰責事由）

①債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間
に当事者双方の責めに帰することができない事由によって
その債務の履行が不能となったときは，その履行の不能
は，債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

②債権者が債務の履行を受けることを拒み，又は受けるこ
とができない場合において，履行の提供があった時以後に
当事者双方の責めに帰することができない事由によってそ
の債務の履行が不能となったときは，その履行の不能は，
債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　引き続き，リアクションペーパーで問題となった，民法の一部を改正する法律案で提案されている，受領遅滞中に履行不能となった場合の「みなし」規定を紹介します。★2015年3月31日に国会に提出された民法改正案（民法413条の２）では，その第2項で，受領遅滞後に債務が履行不能になった場合について，「その履行の不能は，債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」との新設規定が提案されています。★（新）民法413条▲第1項■債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは，■その履行の不能は，債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。★（新）民法413条▲第2項■債権者が債務の履行を受けることを拒み，又は受けることができない場合において，履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは，■その履行の不能は，債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。■タール事件の教訓は，受領遅滞の要件である▲債権者が債務の履行を受けることを拒んでいる場合でも，それが，履行期間中に不能となった場合であったり，品質が契約に適合しなかったりした場合など，さまざまな場合があり，受領遅滞がある場合であっても，一律に債権者にキセキ事由があると判断するのは危険であるということでした。■それにもかかわらず，今回の民法改正で新設される民法413条の2は，受領遅滞がある場合に，履行不能が生じた場合には，債権者にキセキ事由があるものとみなすとして，断定的な判断を下しています。■タール事件の教訓を生かすのであれば，この規定は，「みなす」ではなく，「推定する」とすべきでした。■今回の民法改正は，判例で問題となった事実関係の複雑さから，何も学んでいないようです。



危険負担

 （新）第536条（債務者の危険負担等）

①当事者双方の責めに帰することができない事由によっ
て債務を履行することができなくなったときは，債権者は，
反対給付の履行を拒むことができる。

②債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行す
ることができなくなったときは，債権者は，反対給付の履
行を拒むことができない。

この場合において，債務者は，自己の債務を免れたこと
によって利益を得たときは，これを債権者に償還しなけれ
ばならない。

2016/5/17 Lecture on Obligation 2015 12

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　タール事件が今回の民法改正後に生じたと仮定した場合に，どのような結論が導かれるのか，それを決することになると思われる条文を紹介して，リアクションペーパーの紹介を終えたいと思います。■タール事件においては，差し戻し後の高裁判決は，債務者にキセキ事由がないことを認定して，解除はできないとし，危険負担の問題を無視しました。■しかし，タール事件は，差し戻し後の高裁の事実認定においては，売買契約締結後に，債務者の責めに帰すべきでない事由によって，売買目的物が滅失し，売主の債務が履行不能になった事件であり，まさに，危険負担の問題でした。★そこで，2013年3月31日に国会に提出された，民法の一部を改正する法案では，危険負担はどのように規定されることになったのか，（新）民法536条（債務者の危険負担等）を紹介しておきましょう。★（新）民法536条▲第1項■当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは，債権者は，反対給付の履行を拒むことができる。★（新）民法536条▲第2項■債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは，債権者は，反対給付の履行を拒むことができない。■この場合において，債務者は，自己の債務を免れたことによって利益を得たときは，これを債権者に償還しなければならない。■この規定は，危険負担の法理として問題のあった現行民法534条と535条を削除した上で，危険負担の債務者主義を原則とし，債権者にキセキ事由がある場合に限って，債権者主義を採用しており，危険負担の法理として，適切であると思います。■しかし，タール事件に当てはめてみればわかるように，この（新）536条▲2項と，先に紹介した（新）民法413条の2▲2項を組み合わせると，非常に危険な条文となります。■なぜなら，タール事件の場合のように，債権者である買主が，履行期間中に品質の不適合に基づいて，履行を拒絶している場合において，たとえ，履行不能が生じた場合であっても，（新）民法413条の2▲第2項によって，債権者にキセキ事由があると▲みなされてしまうため，債権者は，代金支払いをしなければならなくなってしまいます。■このように，一見，優れた条文のように見えても，具体的な事例に基づいて，今回の民法改正案を検討してみると，具体的な妥当性を確保できない民法となっていることがわかります。■具体例に当てはめてみれば，今回の民法改正が，全体として，現行民法を改善したことにはなっていないと，私は考えています。



債務不履行の過去・現在・未来
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無催告解除

帰責事由
なし

危険負担
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解除不可



漁網用タール事件の事実（1/4）
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年月日
事実

論点
原告X（買主） 被告Y（売主）

昭和21年
2月

Xは，Yが室蘭市在住の日本製鉄㈱輪西製鉄所から
買い受け，同社構内の溜池に貯蔵中の漁業用廃
タールの内2，000トンを代金49万5，000円でYから
購入する契約を締結した。そして，Xは，Yに手付金
20万円を交付した。

契約の
成立契約には，引渡場所は室蘭港桟橋。また，受け渡し

方法は，買主Xが必要の都度数量を指示してその
引渡を申し出で，容器であるドラム缶を上記溜池の
周辺中，売主Yの指定した場所に持ち込んで受領し，
昭和22年1月末までに全部引渡を受けるとの約定
がある。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★漁網用タール事件の事実関係を詳しく解説したものです。■事案の概要は，のちに，まとめて解説しますので，■ここでは，昭和21年2月に契約が締結されたこと，■契約の内容がどのようなものであったかを見ておきましょう。



漁網用タール事件の事実（2/4）
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年月日
事実

論点
原告X（買主） 被告Y（売主）

昭和21年
8月末まで

Yは，Xに対して434トン，価額にして，10万7，
500円分のタールを引き渡し，Xはその引渡を受
けた。

昭和21年
9月 タールの品質

が悪いといって，
引き取りにいか
なかった。

タールの引渡作業のため，人
夫14，15名を配置し，凝結防
止のためタールの溜池にス
チームを引き込んで，引渡の
準備をしていた。

目的物
は特定し
たか？

昭和21年
10月頃

費用が嵩むことから，上記ス
チームを取り外し，人夫も引き
上げ，監視人も置かなかった。

売主の
過失とな
るか？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★漁網用タール事件の事実関係を詳しく解説したものです。■事案の概要は，のちに，まとめて解説しますので，■ここでは，昭和21年2月に契約が締結されて以降，■昭和21年8月末までに，一部の履行とその受領がなされたこと，■タールを受け取った買主は，品質が契約に適合していないことを理由に，残りのタールの受け取りに応じなかったこと，■売主は，昭和21年9月までは，タールの引渡し作業のため人夫14名から15名を配置し，凝結防止のためタールの溜池にスチームを引き込んで，引渡しの準備をしていました。■しかし，買主が引き取りに応じないため，昭和21年10月ころには，引渡しに必要な温度を上げるスチームを取り外し，人夫も引き上げ，監視人も置かなかったことを見ておきましょう。



漁網用タール事件の事実（3/4）
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年月日
事実

論点
原告X（買主） 被告Y（売主）

昭和21年
冬

日本製鉄で労働争議があり，組合員が本件
タールを他に処分し，タールは滅失。

目的物の滅失

昭和24年
10月12日

内容証明郵便で，郵便
到着後10日以内に
タールの引渡場所をX
に通知すべき旨の履
行の催告を行う。

引渡場所を指定せず。
タールの引渡もできず。

買主による履
行の催告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★漁網用タール事件の事実関係を詳しく解説したものです。■事案の概要は，のちに，まとめて解説しますので，■ここでは，引渡し期間中の昭和2年11月～12月に，敷地内で労働争議が発生し，労働組合員が本件売買目的物であるタールを全部処分してしまい，売主の引渡し債務は，履行不能となったこと，■買主が，タールの引渡しを催告したのは，タールが滅失した後の，昭和24年10月12日であったことを見ておきましょう。



漁網用タール事件の事実（4/4）
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年月日
事実

論点
原告X（買主） 被告Y（売主）

昭和24年
11月15日

内容証明郵便にて，残余部
分について契約を解除する
意思表示を行う。

買主による契約
の解除の要件

Xは，Yに対して手付金から
引渡を受けたタール代金10
万7，500円を差し引いた残
金9万2，500円の返還と遅
延利息を請求。

訴訟上の請求

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★漁網用タール事件の事実関係を詳しく解説したものです。■事案の概要は，のちに，まとめて解説しますので，■ここでは，買主が履行を催告した後，契約解除の意思表示をし，支払い済みの手付金20万円から引渡しを受けたタールの代金を控除した9万2,500円を請求して，本件訴訟を提起したのは，昭和24年11月15日であること，■買主の訴えの提起の時期は，昭和21年2月に契約が成立した時点からも，また，買主が，目的物の品質が契約に適合しないことに気づいて，売主に対して，引取りの拒絶を主張した昭和21年9月の時点からも，3年以上を経た時点であったことを見ておきましょう。



漁網用タール事件（1/5）
事件の概要→Q2
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 昭和21年2月，X漁業協同組合は，A社の溜池に貯蔵されているY所有の漁業用
タール（3,000～3,500トン）のうち，2,000トンをYから見積価格49万5,000円で購入
することとし，引渡については，買主Xが売主Yに対して必要の都度その引渡を申
し出て，Yが引渡場所を指定し，Xがドラム缶を当該場所に持ち込みタールを受領
し，1年間で2,000トン全部を引き取るという契約を締結し，手付金20万円をYに交
付した。

 昭和21年8月，Yは，Xの求めに応じて10万7,500円分のタールの引渡を行ったが，
その後，Xは，タールの品質が悪いといってしばらくの間引き取りに来ず，その間Y
はタールの引渡作業に必要な人夫を配置する等引渡の準備をしていたが，その
後これを引き上げ，監視人を置かなかったため，同年12月，A社の労働組合員が
これを他に売却してしまい，タールは滅失するにいたった。

 昭和24年11月15日，Xは，Yのタールの引渡不履行を理由に残余部分につき契約

を解除する意思表示をし，手付金から引渡を受けたタールの代価を差し引いた残
金9万2,500円の返還を請求した。

 Xは，Yの債務不履行を理由に契約を解除して残代金の支払いを免れうるか。
反対に，Yは，残代金の支払いを求めうるか。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　特定物債権と種類債権との区別が問題となった有名な事件として，漁網用タール事件を取り上げます。事実関係については，すでに，四つの表で見てきましたので，■事件の概要を以下にまとめておきます。■なお，民事事件では，原告をX，▲被告をY，▲訴訟当事者以外の関係者（ソガイ）▲をA，B，C…で表示します。★昭和21年2月，原告であるX漁業協同組合（買主）は，ソガイA社の溜池に貯蔵されている被告Y（売主）所有の漁業用タール（3,000トン～3,500トン）のうち，2,000トンをYから見積価格49万5,000円で購入する契約を締結しました。■そして，物品の引き渡しについては，買主Xが売主Yに対して，必要の都度その引き渡しを申し出て，Yが引き渡し場所を指定し，Xがドラム缶を当該場所に持ち込んで，タールを受領し，1年間で2,000トン全部を引き取ることにし，手付金（内金ともいう）20万円をYに交付しました。★昭和21年8月，Yは，Xの求めに応じて10万7,500円分のタールの引き渡しを行いましたが，その後，Xは，タールの品質が悪いといって，しばらくの間，引き取りに来なくなってしまいました。■その間，Yはタールの引き渡し作業に必要な人夫を配置する等，引き渡しの準備をしていましたが，その後，これを引き上げ，監視人も置きませんでした。■そのため，同年12月，A社の労働組合員がこれを他に売却してしまい，タールは，すべて滅失してしまいました。■★Xは，Yのタールの引き渡し不履行を理由に残余部分につき契約を解除する意思表示をしました。■昭和24年11月15日，，Xは，Yに対して，手付金（20万円）から，引き渡しを受けたタールの代価（10万7,500円）を差し引いた，残金9万2,500円の返還を請求しました。■この事件での問題は，以下の通りです。★Xは，Yの債務不履行を理由に契約を解除して残代金の支払いを免れ，9万2,500円の返還を求めることができるか?■反対に，Yは，残代金（29万5,000円）の支払いを求めうるか? という問題です。



漁網用タール事件（2/5）
原審の判断
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原審は，売買の目的物は特定し，Y（売主）は善良な

る管理者の注意を以てこれを保存する義務を負って
いたのであるから，その滅失につき注意義務違反
の責を免れず，従って本件売買はYの責に帰すべき
事由により履行不能に帰したものとし，

 X（買主）が昭和24年11月15日になした契約解除を

有効と認め，前記手附金からすでに引渡を終えた
タールの代価を差し引いた金額に対するXの返還請
求を認容した。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　この事件では，訴訟は，最高裁判所まで進み，最高裁判所が原審判決（すなわち，高等裁判所の判決）を破棄し，原審に差し戻したため，第一審の地裁判決，第二審の高裁判決，上告審の最高裁判決，そして，差し戻し後の高裁判決というように四つの判決が出されています。■ここでは，最高裁によって破棄されたのですが，わかりやすい，第二審の高裁判決から見ていきます。★二審の札幌高裁は，本件売買契約の目的物は特定し，Y（売主）は，〔民法400条に基づいて〕，「善良なる管理者の注意」をもって，これを保存する義務を負っていたのであるから，その滅失につき注意義務違反の責めを免れず，従って本件売買はYの責めに帰すべき事由により履行不能に帰したものと判断し，★X（買主）が昭和24年11月15日に行った契約解除を有効と認め，手付金から，すでに引き渡しを終えたタールの代価を差し引いた金額（9万2,500円）に対する▲Xの返還請求を認容しました。■買主の立場で考えると，予想外に品質の悪いタールで魚網の防腐と染色に役立たないばかりか，その管理を怠ったために，鉄工所の労働組合員に処分されたのだから，鉄工所と労働組合を訴えて損害賠償をするなら話がわかるが，うりもののタールを処分されて，それを引き渡すこともできないのに，代金だけ支払えというのは，合点がいかないということでしょう。高裁判決は，このような買主の立場に立った判決です。■しかし，売主の立場からいえば，タールを引取るといっていたにもかかわらず，屁理屈をこねて，取りに来ないから，経費のかかる人夫を引き上げたところ，タールが第三者に処分されてしまったので，悪いのは，買主の方ではないか。約束を破ったのは，買主の方なのだから，モノがなくなったとしても，約束どおり，代金だけは払ってもらう，ということになるのでしょう。■いずれにせよ，高裁判決に不服の売主は，最高裁に上告しました。



漁網用タール事件（3/5）
最三判昭30・10・18民集9巻11号1642頁→Q2
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 売買契約から生じた買主たるXの債権が，通常の種類債権

であるのか，制限種類債権であるのかも，本件においては
確定を要する事柄である。

 例えば通常の種類債権であるとすれば，特別の事情のない
限り，原審の認定した如き履行不能ということは起らない筈
であり，これに反して，制限種類債権であるとするならば，履
行不能となりうる代りには，目的物の良否は普通問題とはな
らないのであって，Xが「品質が悪いといって引取りに行かな
かった」とすれば，Xは受領遅滞の責を免れないこととなるか
もしれないのである。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　上告を受けた最高裁は，条文を無視した判決を下しているので，その点について，注意して読んでみましょう。■第1点は，本件の債権の種類についての判断です。■最高裁は，次のように述べて，高裁の審理が不十分だとしています。★「売買契約から生じた買主たるXの債権が，通常の種類債権であるのか，制限種類債権であるのかも，本件においては確定を要する事柄である。」■ところで，本件の債権の種類は，ため池にある3,000トンから3,500トンのタールのうちの2,000トンを売買する契約なのですから，タールを取り出すまでは，特定しておらず，特定債権でないことは明らかです。■そうだとすると，本件の債権の種類は，種類債権であり，種類債権だとすれば，タールが処分されたら，同じようなタールを調達する義務があると考えるのが，条文の趣旨に沿っているように思われます。しかし，最高裁は，条文にない，制限種類債権かもしれないのだから，もっと審理を尽くしなさいと述べているのです。制限種類債権だとすると，種類債権とは異なる結果が生じるのでしょうか?■最高裁は，制限種類債権に特有の性質を次のように述べています。★例えば通常の種類債権であるとすれば，特別の事情のない限り，原審の認定したゴトキ履行不能ということは起らない筈であり，これに反して，制限種類債権であるとするならば，履行不能となりうる代りには，目的物の良否は普通 問題とはならないのであって，Xが「品質が悪いといって引取りに行かなかった」とすれば，Xは受領遅滞の責を免れないこととなるかもしれないのである。■最高裁の考え方をまとめてみると，通常の種類債権だとしたら，高裁どおり，買主が勝訴するかもしれないが，もしも，制限種類債権だとすると，必ず，売主が勝訴するはずだ。だから，制限種類債権かどうか，審理を尽くしなさい，といっているのです。■そこで，通常の種類債権だったらどうなるかについて，考えておきましょう。■種類債権だとすると，第1に，民法401条によって，売主は中等の品質のタールを引き渡さなければなりません。買主のいうように，品質が悪いのであれば，それだけで，買主は債務不履行に基づいて契約を解除できます。本件の場合，買主は，民法541条に従って，催告の後，契約の解除をしています。■種類債権だとすると，第2に，タールが処分されても，中等の品質のタールは，他にもあるのですから，売主は，それを調達する義務があります。■特定物債権の場合には，売主が民法400条に従って，善管注意義務が負わされるのに対して，種類債権の場合に，民法401条がそのような注意義務を課していないのには，理由があります。■種類債務の場合には，売主には，善管注意義務よりも，さらに，厳しい調達義務を課せられているので，売主の債務は，履行不能とはなりません。商品が特定前に盗まれたり滅失したりしても，特定物の場合とは異なり，売主は，義務を免れないのです。■そういうわけですので，本件が種類債権だとすると，売主には調達義務があるのですから，買主勝訴は，初めから約束されたようなものです。高裁判決は，その意味で，常識的な判決です。■それに対して，最高裁は，本件の債務は，制限種類債権かもしれないと，待ったをかけます。■本件が，制限種類債権だとすると，最高裁は，「履行不能となりうる代わりには，目的物の良否は普通 問題とはならない」という理解不能な論理を展開します。■種類物の場合には，民法401条によって，中等の品質かどうかが問題となります。反対に，特定物だとすれば，民法570条に代表されるように，商品の品質は，重要な要素であって，契約解除の理由となります。■種類物債権でも，反対に，特定物債権でも，売買契約にとって，商品の品質は，代金とともに最大の問題です。■特定物債権の代表とされる住宅の売買の場合でも，雨漏りや，たてつけばかりでなく，環境瑕疵も含めて，品質は重要問題です。■種類債権でも，特定物債権でも，最大の問題である品質の問題が，「制限種類債権」といったとたんに，魔法のように問題とはならなくなるのでしょうか。■最高裁は，「品質が悪いといって引き取りに行かなかった」とすれば，「Xは，受領遅滞の責めを免れないことになるかもしれない」としていますが，品質が悪い場合には，受領拒絶は，受領遅滞にはならないばかりか，たとえ，なったとしても，品質が悪ければ，買主は，民法570条の瑕疵担保責任に基づいて，契約を解除できることに代わりはないのです。■事実関係を見ても，本件の売買契約においては，買主は，昭和21年2月に契約が締結されてから，1年間の昭和22年1月末までにタールを引き取るとの約束をしているのですが，タールが滅失したのは，その期間中の昭和21年末です。したがって，本件において，債権者の受領遅滞が問題となりうるという考え方には，大いに疑問があります。■いずれにせよ，最高裁は，通常人の理解を超える理由をつけたのちに，★「本件においては，当初の契約の内容のいかんを更に探究するを要するといわなければならない。」と述べて，■最高裁は，高裁判決を破棄し，審理を尽くすように，高裁に差し戻しています。



漁網用タール事件（4/5）
調査官解説（三淵乾太郎）
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原審は溜池に貯蔵してあったタールが全部減失し
たことを認定し，これを乙（Y）の責に帰すべき事由に
よる履行不能と見ている。

種類債権の場合と異なり，この場合は原判示の如く
履行不能というべきである。

ただ乙（Y）は善良なる管理者の注意義務を負うもの
ではないから（400条），特別の事情のない限り，右
不能は乙（Y）の責に帰すべき事由に因るとは云え
ないであろう。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この最高裁判決を解説した，最高裁調査官は，以下のように述べて，最高裁判決をさらに一歩推し進める評釈を公表しています。★原審は溜池に貯蔵してあったタールが全部▲滅失したことを認定し，これを乙（Y）の責に帰すべき事由による履行不能と見ている。★種類債権の場合と異なり，この場合は原判示のごとく履行不能というべきである。★ただ乙（Y）は善良なる管理者の注意義務を負うものではないから（400条），特別の事情のない限り，右不能は乙（Y）の責に帰すべき事由に因るとはいえないであろう。■ここでも，種類債権と特定債権との注意義務の違いが誤解されています。■特定物債権の場合に，民法400条によって，売主が，善管注意義務を負います。このことについて，争いはありません。■種類債権の場合には，確かに，民法401条は，売主の善管注意義務に触れていません。■しかし，そのことは，種類債権の売主が，厳格な調達義務を負うことを否定するものではありません。■むしろ，種類債権の場合には，売主は調達義務を負っているのですから，すなわち，善管注意義務を尽くした場合と，尽くさない場合とにかかわらず，中等の品質を有する商品を調達しなければならないのです。それだからこそ，民法の立法者は，種類債権の場合に，売主に，善管注意義務を課す必要を認めなかったのです。■したがって，種類債権の場合に，売主は善管注意義務を負わないからといって，注意義務の程度が軽くなることはないのです。調達義務は，桁外れに重い義務だからです。



漁網用タール事件（5/5）
差戻後の控訴審判決
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 売買契約から生じた買主たるXの債権は特定の溜池にあるタールの一部を目的

物とする債権であるから，制限種類債権に属するものというべきである。残余
タールを取り出して分離する等物の給付をなすに必要な行為を完了したことは認
められないから，未だ特定したと云い得ない。

 特定の溜池に貯蔵中のタールが全量滅失したのであるから，Yの残余タール引
渡債務は特定しないまま，履行不能に帰したものといわなければならない。

 本件残余のタールは特定するに至らなかったのであるから，Yは特定物の保管に

つき要求せられる善良な管理者の注意義務を負うものではない。債務者はその
保管につき自己の財産におけると同一の注意義務を負うと解すべきである。

 本件目的物の性質，数量，貯蔵状態を勘案すれば，Yとしては本件タールの保管

につき自己の財産におけると同一の注意義務を十分つくしたものと認めるのが相
当であって，この点についてYに右注意義務の懈怠による過失はなかった。

 XがYに対しなした債務不履行を理由に本件売買契約を解除する旨の意思表示

は無効であって，本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当として
棄却を免れない。（札幌高函館支判昭37・5・29高民集15巻4号282頁）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最高裁と最高裁の調査官に批判された高裁は，最高裁の趣旨を汲んで，以下のような判決を下します。★売買契約から生じた買主たるXの債権は特定の溜池にあるタールの一部を目的物とする債権であるから，制限種類債権に属するものというべきである。残余タールを取り出して分離する等，モノの給付をなすに必要な行為を完了したことは認められないから，未だ特定したといい得ない。★特定の溜池に貯蔵中のタールが全量滅失したのであるから，Yの残余タール引き渡し債務は特定しないまま，履行不能に帰したものといわなければならない。★本件残余のタールは特定するに至らなかったのであるから，Yは特定物の保管につき要求せられる善良な管理者の注意義務を負うものではない。債務者はその保管につき自己の財産におけると同一の注意義務を負うと解すべきである。■ここが，差し戻し後の高裁判決の最大の落とし穴でしょう。■特定物債権なら，債務者は，善管注意義務を負うし，種類債権なら，債務者は，もっと厳しい調達義務を負う。それなのに，制限種類債権と性質決定するだけで，債務者が，特定債権の注意義務も，種類債権の注意義務も免れ，無償の場合の寄託の受寄者に認められる民法659条と同様の「自己の財産におけると同一の注意義務を負う」ということになってしまったのは，なぜでしょうか?■本件は，有償契約の典型である売買契約なのですから，無償契約に限って認められる民法659条の「自己の財産におけると同一の注意義務を負う」などという義務が出てくる余地はないはずなのです。■ところが，差し戻し後の高裁判決は，最高裁によって言及された，条文の根拠もない「制限種類債権」というマジックワードによって，以下のように述べて，有償売買の売主の責任を安易に免責しているのです。■★本件目的物の性質，数量，貯蔵状態を勘案すれば，Yとしては本件タールの保管につき自己の財産におけると同一の注意義務を十分つくしたものと認めるのが相当であって，この点についてYに右注意義務の懈怠による過失はなかった。■そして，次のような結論を述べるに至っています。★XがYに対してなした債務不履行を理由に本件売買契約を解除する旨の意思表示は無効であって，本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。（札幌高裁函館支部昭和37年5月29日判決▲高裁民事判例集15巻4号282頁）■ここで注意しなければならないことは，「その余の点について判断するまでもなく失当」という判断です。■本件は，差し戻し後の高裁判決によって，履行は不能となり，しかも，その履行不能について債務者に過失（キセキ事由）がないという場合です。そうだとすれば，その場合に適用されるべき条文は，危険負担に関する民法536条です。■もしも，債権者にも過失がないとすると，危険負担の原則である民法536条1項の債務者主義に基づいて，代金債務は消滅するので，買主は，解除の意思表示を必要とすることもなしに，代金支払の義務を免れます。したがって，この点が問題とされなければなりません。■「本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。」という判断こそが，条文を無視した失当判決にほかならないと，私は考えています。■もっとも，「その余の判断」をした結果，買主だけにキセキ事由があることが判明した場合には，危険負担の例外規定である民法536条2項が適用されて，買主は代金債務を免れないという事態が生じるかもしれません。■しかし，その場合でも，「本訴請求は，その余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。」のではなく，その余の判断を行い，買主だけにキセキ事由があることが認定され，その結果，民法536条2項が適用されて，売主が代金の支払いを受けることになることもありうるのです。しかし，その場合でも，きちんと「その余の点について判断する」ことが必要であり，「その余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。」というのは，乱暴な議論だと，私は考えています。



「制限種類債権」の謎
「いいとこ取り」と「ねつ造」による不毛の概念→Q2
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特定物債権
制限種類債権
（いいとこ取り）

種類債権

特定の
ための
要件

始めから特定
分離するなど，
給付をするのに
必要な行為

← 給付をするのに必要な
行為

不能 不能になりうる → 不能になりうる
調達義務があり，不能
にはならない。

注意義務
の程度

善管注意義務 ? 自己のものと同
一の注意義務

? 調達して，中等の品質
の物を引き渡す義務

瑕疵担保
責任

問題となる 問題とならない ←
問題とならない?
（否定されつつある特
定物のドグマ）。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最高裁が作り出した「制限種類債権」という概念について，それに付随する効果が必然的に生じるモノであるのかどうか，検討してみましょう。★制限種類債権の特色は，以下のとおりです。■第1に，制限種類債権も，種類債権と同様，初めから特定しているのではありません。この点で，種類債権と同様です。■第2に，制限種類債権は，特定物債権と同様に履行不能になりえます。この点は，特定物債権と同様です。■第3に，注意義務の程度ですが，ここが問題です。■特定物債権の場合には，民法400条によって，債務者は，善管注意義務を負います。■これに対して，種類債権の場合には，債務者は，善管注意義務を負わない代わりに，調達義務というさらに厳しい義務を負います。種類債権が不能とならないのは，調達が可能だからです。■ところが，「制限種類債権」という分類をしたとたんに，債務者は，調達義務を免れる上に，善管注意義務をも免れ，さらに，無償のために優遇されている無償のジュキ者の注意義務としての「自己のものと同一の注意義務で足りる」（民法659条）とされるのは，なぜでしょうか?■債務者が，調達義務から免れるのであれば，善管注意義務を負うとするのでなければ，無償債務と有償債務との区別がなくなってしまい，バランスを欠くことになるのではないでしょうか。■注意義務が軽減される理由として，受領遅滞を持ち出すのであれば，それはそれとして，ありうる議論なのですが，本件の場合には，買主の受領期間は，契約締結から1年間であり，その期間以前に目的物であるタールが滅失しているのですから，本件で受領遅滞を持ち出すのは，無理があるのではないでしょうか?■第4に，特定物債権の場合，品質不良があれば，民法570条の瑕疵担保責任が問題となります。また，種類債権の場合には，民法401条によって中等の品質かどうかが問題となります。■それにもかかわらず，「制限種類債権」と性質決定されたとたんに，なぜ，「通常 品質は問題とならない」ということになるのか，その根拠は不明です。■要するに，「制限種類債権」という概念は，履行不能になる点で調達義務を免除し，善管注意義務を負わないとして，無償のジュキ者と同じように，売主の注意義務を緩和し，さらには，品質不良の場合の責任を免除するという，民法の特定物債権と種類債権との間の微妙なバランスを破壊して，債務者だけに都合のよい債務を捏造しただけではないでしょうか?■最高裁のいうことだから，合理性があるだろうというのでは，真理の探究の放棄です。■上記のように，　比較表による厳密な比較を通して，制限種類債権という概念から生じるご都合主義的な効果に対して，批判を加えるべきだと，私は考えています。



タール事件の法的分析
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債務者に
帰責事由あり

履行不能

債務者に帰責事由なし

債権者だけに
帰責事由あり

控訴審判決（肯定）
調査官解説
最高裁判決

少数説
債権法改正

543条
（解除）

536条1
項（債務
者主義）

536条2
項（債権
者主義）

差戻審（否定）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　タール事件における差し戻し後の高裁判決は，売主にキセキ事由がないと判断したとたんに，「本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない」と断定して，思考を停止しています。■しかし，債務者にキセキ事由がない場合には，危険負担の問題が待ち構えているのです。■そこで，ここでは，契約解除と危険負担との関係について，図を使って理解を深めることにしましょう。★第1に，債務者である売主にキセキ事由がある場合には，★民法543条が適用され，債権者である買主は契約を解除することができます。■タール事件の原審判決はこの立場をとっていました。■これに対して，差し戻し後の高裁判決は，債務者である売主に過失がないとして，債権者である買主の解除権を否定しました。■事実認定によっては，そのような判断はありうるのですが，債務者の過失なしに履行不能となった場合には，つぎに，危険負担の問題に移らなければなりません。■差し戻し後の高裁判決が，危険負担の問題を無視して，「本訴請求はその余の点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。」としたのは，理論的には，致命的な誤りです。■★債務者（売主）に過失がない場合には，問題は，二つに分岐します。■第1は，債務者である売主ばかりでなく，債権者である買主にも過失がない場合です。■第2は，債権者である買主だけにキセキ事由がある場合です。■第1に，債務者にも，また，債権者にも過失がない場合には，★危険負担の債務者主義の原則規定である民法536条1項が適用され，反対債権である代金債権は消滅します。■その結果，債権者である買主は，代金の支払をまぬかれますので，買主が勝訴します。■本件では，どの裁判所も，この判断を下していませんが，理論的には，実は，これが，原則です。■民法（債権関係）の改正がなされた場合には，履行が不能になった場合には，契約目的が達成できないので，売主にキセキ事由がない場合でも，買主は契約を解除することが認められることになります。■つまり，民法（債権関係）の改正後に本件が生じた場合には，つぎの第2の場合を除いて，買主が勝訴します。★第2に，債務者には，キセキ事由がなく，債権者だけにキセキ事由がある場合，例えば，債権者である買主に受領遅滞がある場合には，★民法536条2項が適用され，債権者である買主は，目的物が滅失したにもかかわらず，反対債権が残るため，買主は，代金債権を履行しなければなりません。■つまり，最高裁の調査官解説が明らかにしていたように，この場合には，買主が敗訴します。■以上の考察をまとめることにしましょう。■漁網用タール事件において問題とすべきなのは，以下の2点です。■本判決の第1の問題点は，「制限種類債務」という用語を用いるだけで，種類債務でも特定物債務でも問題となるべき▲品質▲の問題を無視することができるとし，債務者は，種類債務の場合に要求される厳格な調達義務も，特定物債権に要求される善管注意義務も免れ，その結果，キセキ事由がないと判断することができるのかどうかです。★本判決の第2の問題点は，履行不能が生じた本件において，債務者にキセキ事由がないとすれば，危険負担の問題へと移行するはずであり，債権者にキセキ事由があるかどうかを判断しなければならないにもかかわらず，その判断をしないまま，債権者敗訴の判決を下している点にあります。★民法（債権関係）の改正がなされた場合には，本件のような，買主の受領期間中に目的物の滅失が生じた事件については，反対の結論が出ることが予想されますので，この事件を契機として，契約解除と危険負担との関係について，理解を深めることが大切です。



定期試験仮想問題（2/10）→Q3

タール事件（最三判昭30・10・18民集9巻11号1642
頁（民法判例百選Ⅰ第1事件））における「制限種類
債権」について，以下の順序で答えなさい。

1. 制限種類債権は，どのような場合に特定するか。

2. 制限種類債権において，特定するまでは，債務者はど
の程度の注意義務を負うか。

3. 最高裁は，制限種類債権においては，品質は問題とな
らないと述べているが，その妥当性について，アイラック
（IRAC）で論じなさい。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　特定物債権と種類債権の区別の学習を終えたので，定期試験の仮想問題▲第２問を解いてみましょう。★タール事件（最高裁判所第三小法廷▲昭和30年10月18日判決▲民事判例集▲9巻11号1642頁（民法判例百選Ⅰ▲第1事件））における「制限種類債権」について，以下の順序で答えなさい。★仮想問題2の1■制限種類債権は，どのような場合に特定するか。★仮想問題2の2■制限種類債権において，特定するまでは，債務者はどの程度の注意義務を負うか。★仮想問題2の3■最高裁は，制限種類債権においては，品質は問題とならないと述べているが，その妥当性について，アイラックで論じなさい。



契約の流れ（フロー図）→債権
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　契約問題は，順序良く考えないと，非常に複雑な問題になってしまいます。しかし，契約問題を流れ図（フロー図）によって，順序正しく理解すると，大きく四つの問題に分解できることがわかります。■実際に契約問題を流れに沿って概観してみましょう。★第1は，契約は成立しているか?　それとも不成立か?　という問題です。民法521条以下に「成立か不成立か」を決定する条文があります。■もしも，契約が成立していれば，次の問題に移ります。★契約が不成立ならば，民法703条以下の不当利得の問題となります。■★第2は，成立した契約が有効か?　それとも無効か?　という問題です。民法4条以下，特に，民法90条以下に契約が「有効か無効か」を決定できる条文があります。■もしも，契約が有効であれば，次の問題に移ります。★もしも，契約が無効であれば，不成立の場合と同様に，民法703条以下の不当利得の問題となります。★第3は，有効に成立した契約は，いつ効力を生じるのか?　いつ消滅するのか?　という問題です。■民法127条以下に契約の効力がいつ発生するのか，いつ消滅するのかを決定できる条文があります。■もしも，有効に成立した契約の効力が発生していれば，次の問題に移ります。★有効に成立した契約に始期期限とか，停止条件が付されている場合には，効力が未発生かどうかチェックします。■■未発生であれば，発生するまで，チェックが続きます。■★有効に成立した契約に終期期限とか解除条件がついている場合には，★効力が発生すると，流れを飛び越えて，契約は終了します。■★第4は，有効に成立し効力が発生した契約は，履行されたか?　それとも履行されていないか?　という問題です。■契約は守らなければなりません。■もしも，契約が履行されていれば，契約問題は終了します。★契約が履行されていない場合には，そのことについて，免責事由があるか?　それとも，免責事由はないのか?　が問題となります。■免責事由があれば，契約は履行されないままに，契約問題は終了します。■免責事由がなければ，第5に，民法415条によって債務不履行に基づく救済が問題となります。★通常は，債権者は，民法414条によって履行強制ができます。★不履行によって契約目的を達することができない場合には，民法541条以下の条文に従って，契約の解除ができます。★債務者にキセキ事由がある場合には，債権者は，履行強制，解除とともに，または，単独で，損害賠償を請求できます▲（この点については，民法545条第3項を参照してください）。★以上で，契約問題は，すべて終了します。



契約の解除（旧理論）→（新），債権

2016/5/17 Lecture on Obligation 2015 27

解
除
の
要
件

履行
遅滞

相当期間を定めた催告の後
（民法541条）

定期行為の場合は催告不要
（民法542条）

履行
不能

帰責事由があるとき
（民法543条）

帰責事由がないとき
（民法534条～）

危険
負担

不完全
履行

契約目的を達成できないとき
（民法561～566～572条）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
民法の中で不法行為と並んで重要な問題は，契約を履行できない場合の解除（キャンセル）の問題です。　契約の相手方が約束を守らない場合に，どういう条件がそろえば，契約を解除できるのでしょうか?★これまでの考え方では，契約がきちんと履行されない場合を３つに分類し，それぞれについて，契約を解除できる条件を別個に検討してきました。★第１は，契約の履行が遅れた場合です。この場合には，原則としては，履行が遅れたからといって，すぐに契約を解除することはできず，相当期間を定めて催告をし，それでも契約が履行されない場合に限って，契約を解除することができます。★ただし，契約の履行が遅れると，契約目的を達成できない場合，たとえば，ある期日までに帰国する人に送るために花束の配送を契約したというように，契約の履行期を過ぎると意味がなくなるほどに履行期が意味を持っているという例外的な場合（定期行為の場合）には，催告をしなくても，履行期に遅れた場合には直ちに解除をすることができます。★第2に，契約が履行できなくなった場合（履行不能の場合）には，債務者にキセキ事由（故意または過失）がある場合には，催告なしに契約を解除することができます。★債務者にキセキ事由がない場合には，契約の解除ではなく，民法534条以下の危険負担の規定が適用されますが，原則は，民法536条の規定に従って，契約を解除したのと同様の結果が生じます。★第3に，契約の履行がなされたが，その履行が不完全であった場合には，その不完全さが契約目的が達成できないほどに重大である場合に限って契約を解除することができ，それほど重大でないという場合には，損害賠償を請求することができるにとどまります（民法566条，570条を参照してください）。



契約の解除（新理論）→（旧），債権，Best30
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　「契約解除ができる場合とはどのような場合か」について，従来の考え方を見てきました。しかし，近い将来，民法（債権関係）の改正がなされることになっていますが，その場合には，どのような場合に，契約が解除できることになるのでしょうか?★その答えは，理論的に考えると，非常に単純です。すなわち，契約が適切に履行されない場合（契約不履行）であって，そのことによって，「契約目的が達成されないとき」に，しかも，そのときに限って，契約を解除できるのです。★従来の見解も，このような統一的な解除の要件から振り返ってみると，容易に説明ができます。■第1に，契約の履行が遅れた場合には，原則として，相当期間を定めた催告の後にしか契約を解除することができませんが，このことは，相当期間を定めた催告をしても履行がないということによって，契約目的が不達成となったと解すると，理解が容易になります。■また，例外的な定期行為の場合には，催告なしに契約が解除できますが，そのときは，履行期に履行がないことが，契約目的を達成することができないからだと考えると，理解が容易となります。■第2に，履行ができなくなったという履行不能の場合には，キセキ事由がある場合でも，ない場合でも，契約目的が達成できないわけですから，契約の解除ができることになります。■危険負担の規定は，契約が解除できるかどうかの判断と同じことになるため，民法改正によって，そのほとんどが削除されることになりました。★第3に，契約の履行が完全ではない（不完全履行）の場合には，そのことによって，契約目的を達成できない場合にのみ，契約の解除ができます。



危険負担の解除への吸収
不動産売買契約の実務→契約解除

 不動産売買契約書ひな形 第９条（危険負担）

 ①本契約締結後，本件土地建物の引渡しの完了前に，売主又は買
主のいずれかの故意又は過失によらないで本件土地建物の全部又
は一部が火災，流出，陥没その他により滅失又は毀損したとき，又
は公用徴収，建築制限，道路編入等の負担が課せられたときは，

 その損失は全て売主の負担とし，買主は売主に対して売買代金の減
額又は原状回復のために生ずる損害の賠償を請求することができる
ものとする。

 ②前項に定める滅失又は毀損により買主が本契約締結の目的が達
することができないときは，

 買主はその旨を売主に書面でもって通告することにより本契約を解
除することができるものとし，この場合，売主はすでに受取った手付
金を全額買主に返還するものとする。

2016/5/17 Lecture on Obligation 2015 29

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　売買契約において，契約締結後，売買目的物が，売主の過失なしに落雷による火災等で滅失した場合，目的物に関する債権者である買主は，目的物を受け取ることができないのに，売買代金だけは支払わなければならないのでしょうか?■現行民法534条によれば，物の引渡しについての債権者である買主は，そのような場合でも，売買代金を支払わなければならないと規定しています。■この規定は，売買契約の締結によって，通常，所有権は買主に移転します（民法176条）。したがって，目的物の履行不能の危険は，買主が負担すべきであるという理論に基づいています。■しかし，実務上は，所有権が移転するのは，目的物が引き渡されたり，代金が支払われたときであり，目的物が引き渡されないのに，買主が代金を支払わなければならないというのは，実務では通用しません。★そこで，不動産売買契約書の雛形では，民法534条とは反対に，目的物が売主の過失なしに滅失・損傷した場合には，売主が危険を負担するとしています。■不動産売買契約書の雛形の第9条（危険負担）を見てみましょう。★第1項■本契約締結後，本件土地建物の引渡しの完了前に，売主又は買主のいずれかの故意又は過失によらないで本件土地建物の全部又は一部が火災，流出，陥没その他により滅失又は毀損したとき，又は公用徴収，建築制限，道路編入等の負担が課せられたときは，★その損失は全て売主の負担とし，買主は売主に対して売買代金の減額又は原状回復のために生ずる損害の賠償を請求することができるものとする。★第2項■前項に定める滅失又は毀損により買主が本契約締結の目的が達することができないときは，★買主はその旨を売主に書面でもって通告することにより本契約を解除することができるものとし，この場合，売主はすでに受取った手付金を全額買主に返還するものとする。■このように，実務では，買主が保護されていますが，理論上も，債務が履行不能になった場合，契約目的が永久に達成されないのですから，債務者にキセキ事由があるか，ないかを問わず，契約の解除を認めるべきです。■しかし，さきに述べたように，わが国の民法は，その場合でも，債務者にキセキ事由があるかどうかを問題とし，債務者にキセキ事由がない場合には，契約解除を認めない代わりに，危険負担の問題が生じるとし，解除を認めませんでした。■もっとも，危険負担については，対価危険は，原則として，債務者が負うべきであるとして（民法536条1項），結果的には，解除を認めたのと同じ結果を導いていました（危険負担の債務者主義）。■ただし，この債務者主義には，さきに述べたように，重大な例外があり，売買のように物権変動をもたらす契約については，債権者が対価危険を負うという条文（民法534条）があり，売買目的物の引渡しが履行不能となった場合でも，買主は，代金全額を支払わなければならないことになっていました（危険負担の債権者主義）。■今回の民法（債権関係）改正によって，民法534条は削除されることになりましたので，改正後は，実務の取り扱いと，民法理論とが整合性を保たれるようになります。



解除の要件(1/3）催告解除

（新）第541条（催告による解除）

当事者の一方がその債務を履行しない場合にお
いて，相手方が相当の期間を定めてその履行の
催告をし，その期間内に履行がないときは，相手
方は，契約の解除をすることができる。

ただし，その期間を経過した時における債務の不
履行がその契約及び取引上の社会通念に照らし
て軽微であるときは，この限りでない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案は，解除の要件を，催告解除（541条），無催告解除（542条）の二つに分解し，一方で，債務者にキセキ事由がない場合にも，原則として解除を認めつつ，他方で，債権者にキセキ事由がある場合には，例外として，解除を認めない（543条）という構成をとっています。★解除の一つ目の要件を規定した（新）民法541条（催告解除）は，以下のように規定しています。★（新）民法▲541条■当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約の解除をすることができる。★ただし，その期間を経過した時における債務の不履行が，その契約及び取引上の社会通念に照らして，軽微であるときは，この限りでない。



解除の要件（2/3）無催告解除

 （新）第542条（催告によらない解除）

 ①次に掲げる場合には，債権者は，前条の催告をすることなく，直ちに契約の解除を
することができる。

 一債務の全部の履行が不能であるとき。

 二債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

 三債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意

思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することがで
きないとき。

 四契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしな

ければ契約をした目的を達することができない場合において，債務者が履行をしないでその
時期を経過したとき。

 五前各号に掲げる場合のほか，債務者がその債務の履行をせず，債権者が前条の催告をし
ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

 ②次に掲げる場合には，債権者は，前条の催告をすることなく，直ちに契約の一部の
解除をすることができる。

 一債務の一部の履行が不能であるとき。

 二債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案は，解除の要件を，催告解除（541条），無催告解除（542条）の二つに分解し，一方で，債務者にキセキ事由がない場合にも原則として解除を認めつつ，他方で，債権者にキセキ事由がある場合には，例外として，解除を認めない（543条）という構成をとっています。★解除の二つ目の要件を規定した（新）民法54２条（催告によらない解除）は，以下のように規定しています。★（新）民法▲第542条▲第1項■次に掲げる場合には，債権者は，前条の催告をすることなく，直ちに契約の解除をすることができる。★第1項▲第一号■債務の全部の履行が不能であるとき。★第1項▲第二号■債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。★第1項▲第三号■債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。★第1項▲第四号■契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。★第1項▲第五号■前各号に掲げる場合のほか，債務者がその債務の履行をせず，債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。★（新）民法▲第542条▲第2項■次に掲げる場合には，債権者は，前条の催告をすることなく，直ちに契約の一部の解除をすることができる。★第2項▲第一号■債務の一部の履行が不能であるとき。★第2項▲第二号■債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。



解除の要件（3/3）債権者の無過失

（新）第543条（債権者の責めに帰す
べき事由による場合）

債務の不履行が債権者の責めに帰
すべき事由によるものであるときは，

債権者は，前二条の規定による契約
の解除をすることができない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案は，解除の要件を，催告解除（541条），無催告解除（542条）の二つに分解し，債務者にキセキ事由がない場合にも，原則として解除を認めつつ，他方で，債権者にキセキ事由がある場合には，例外として，解除を認めない（543条）という構成をとっています。★解除の障害要件を規定した（新）民法54３条（債権者の責めに帰すべき事由による場合）は，以下のように規定しています。★（新）民法▲第543条■債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，★債権者は，前二条の規定による契約の解除をすることができない。■（新）民法▲第543条は，債務者にキセキ事由がなく，債権者だけにキセキ事由がある場合には妥当です。■しかし，（新）民法▲第543条は，以下の二つの点で，大きな問題を抱えています。■第1に，履行不能は，債務者のキセキ事由と債権者のキセキ事由が競合して生じることがあります。この場合には，過失ソウサイの場合と同様に，どちらのキセキ事由がより大きいかを考慮して，債務者のキセキ事由が大きいときは，解除を認めるべきでしょう。■このように，債権者にキセキ事由があるが，債務者にもキセキ事由があって，債務者のキセキ事由の方が，債権者のキセキ事由よりも，履行不能に対する寄与度が大きい場合には，解除が認められるべきですが，（新）民法▲第543条では，これが認められないことになり，不当な結果を導きかねません。■第2に，先に述べたように，債権者の受領遅滞がある場合には，いかなる事情がある場合でも，（新）民法▲第413条の2▲第2項の規定によって，債務者にキセキ事由があると「みなされ」，その結果，常に，解除が認められないということになります。■このことが，タール事件の場合のような場合には，不当な結果を導くことは明らかであり，（新）民法▲第543条は，具体的妥当性を確保するために，直ちに改正が必要だと，私は考えています。■少なくとも，（新）民法543条は，施行される前に，以下のように修正されるべきでしょう。■（新）民法▲第543条（修正私案）■債務の不履行が，債務者の責めに帰すべき事由によって生じたのではなく，もっぱら，債権者の責めに帰すべき事由によって生じたものであるときは，債権者は，ゼン二条の規定による契約の解除をすることができない。



危険負担

 （新）第536条（債務者の危険負担等）

①当事者双方の責めに帰することができない事由によっ
て債務を履行することができなくなったときは，債権者は，
反対給付の履行を拒むことができる。

②債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行する
ことができなくなったときは，債権者は，反対給付の履行
を拒むことができない。

この場合において，債務者は，自己の債務を免れたこと
によって利益を得たときは，これを債権者に償還しなけれ
ばならない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■先に述べたように，タール事件においては，差し戻し後の高裁判決は，債務者にキセキ事由がないことを認定して，解除はできないとし，危険負担の問題を無視しました。■しかし，タール事件は，売買契約締結後に，売買目的物が滅失したため，履行不能になった事件であり，まさに，危険負担の問題として処理すべき問題でした。★そこで，2013年3月31日に国会に提出された，民法の一部を改正する法案では，危険負担はどのように規定されることになったのか，（新）民法▲第536条（債務者の危険負担等）を紹介しておきましょう。★（新）民法▲第536条▲第1項■当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは，債権者は，反対給付の履行を拒むことができる。★（新）民法▲第536条▲第2項■債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは，債権者は，反対給付の履行を拒むことができない。★この場合において，債務者は，自己の債務を免れたことによって利益を得たときは，これを債権者に償還しなければならない。■この規定は，危険負担の法理として問題のあった現行民法534条と535条を削除した上で，危険負担の債務者主義を原則とし，債権者にキセキ事由がある場合に限って，債権者主義を採用しており，危険負担の法理として，適切であると思います。■しかし，タール事件に当てはめてみればわかるように，この（新）民法▲第536条▲第2項と，先に紹介した（新）民法▲第413条の2▲第2項を組み合わせると，非常に危険な条文となります。■なぜなら，タール事件の場合のように，債権者である買主が，履行期間中に品質の不適合に基づいて，履行を拒絶している場合において，履行不能が生じた場合であっても，（新）民法▲第413条の2▲第2項によって，債権者にキセキ事由があると▲みなされてしまうため，債権者は，代金支払いをしなければならなくなってしまいます。■このように，一見，優れた条文のように見えても，具体的な事例に基づいて，今回の民法改正案を検討してみると，具体的な妥当性を確保できない民法改正案となっていることがわかります。■具体例に当てはめてみれば，今回の民法改正案が，全体として，債権者主義の適用範囲が非常に広く，現行民法を改善したことにはなっていないと，私は考えています。



売主の担保責任の期間制限

 （新）第566条（目的物の種類又は品質に関する担
保責任の期間の制限）

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
目的物を買主に引き渡した場合において，買主がその不
適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しな
いときは，

買主は，その不適合を理由として，履行の追完の請求，
代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除を
することができない。

ただし，売主が引渡しの時にその不適合を知り，又は重
大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法570条の瑕疵担保責任として定着していた条文は，2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案によって，（新）民法566条として，生まれかわろうとしています。★（新）第566条（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限）は，以下のように規定しています。★売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において，買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは，★買主は，その不適合を理由として，履行の追完の請求，代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。★ただし，売主が引渡しの時にその不適合を知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。



売買目的物の危険の移転

 （新）第567条（目的物の滅失等についての危険の移転）

 ①売主が買主に目的物（売買の目的として特定したものに限る）を引
き渡した場合において，その引渡しがあった時以後にその目的物が
当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し，又
は損傷したときは，

 買主は，その滅失又は損傷を理由として，履行の追完の請求，代金
の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除をすることができな
い。この場合において，買主は，代金の支払を拒むことができない。

 ②売主が契約の内容に適合する目的物をもって，その引渡しの債務
の履行を提供したにもかかわらず，

 買主がその履行を受けることを拒み，又は受けることができない場合
において，その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに
帰することができない事由によってその目的物が滅失し，又は損傷
したときも，前項と同様とする。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　2015年3月31日に国会に提出された民法の一部を改正する法律案においては，受領遅滞の条文の修正（413条），および，その新設条文（413条の2）の「みなし規定」，ならびに，危険負担の条文（536条）によって，受領遅滞後に目的物が滅失・損傷し，債務が履行不能となった場合には，債権者が全面的な責任を負うことになり，債権者は，契約の解除もできない（民法543条）という不都合が生じています。■この点について，その不都合の一部を解消するのが，（新）民法▲第567条2項の反対解釈です。★（新）民法▲第576条（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限）は，以下のように規定しています。★（新）民法▲第567条▲第1項■売主が買主に目的物（売買の目的として特定したものに限る。）を引き渡した場合において，その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し，又は損傷したときは，★買主は，その滅失又は損傷を理由として，履行の追完の請求，代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において，買主は，代金の支払を拒むことができない。★（新）民法▲第567条▲第2項■売主が契約の内容に適合する目的物をもって，その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず，★買主がその履行を受けることを拒み，又は受けることができない場合において，その履行の提供があった時以後に，当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し，又は損傷したときも，前項と同様とする。■（新）民法▲第567条第2項の反対解釈をすると，以下のようになります。（新）民法▲第５６７条第2項の反対解釈■売主が契約の内容に適合しない目的物をもって，その引渡しの債務の履行を提供したために，買主がその履行を受けることを拒み，又は受けることができない場合において，その履行の提供があった時以後に，当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し，又は損傷したときは，買主は，契約の解除をすることができる。■もちろん，この反対解釈の場合も，買主の権利行使は，（新）民法▲第566条の期間制限を受けますが，売主が，引渡しの時にその不適合を知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りではありません。



活用すべき文献
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 民法の入門書（DVD付）

 加賀山茂『民法入門・担保法革命』信山社（2013）

 民法（財産法）全体を理解する上での助っ人

 我妻栄=有泉亨『コンメンタール民法』〔第3版〕日本評論社（2013）
 金子=新堂=平井編『法律学小辞典』有斐閣（2008）

 契約法全体についての概説書

 加賀山茂『契約法講義』日本評論社（2009）

 債権総論の優れた教科書

 平井宜雄『債権総論』 〔第2版〕弘文堂（1994）

 債務不履行に関する文献

 平井宜雄『損害賠償法の理論』東京大学出版会（1971）
 浜上則雄「損害賠償における「保証理論」と「部分的因果関係の理論」（1）（2・完）民商

66巻4号（1972）3-33頁, 66巻5号35-65頁

 債権者代位権・直接訴権，詐害行為取消権，連帯債務，保証の文献

 加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社（2011）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　これで，債権総論1の第3回目の講義（債権・債務の種類）を終わります。ご清聴ありがとうございました。■　最後に，活用すべき文献について補足いたします。■★数時間で民法の全体を概観してみたい人には，ビデオ教材，加賀山茂『民法入門・担保法革命』▲シンザンシャ（2013年）をお勧めします。DVDで映像を見ながら，この本を読めば，数時間で，民法の全体像と解釈の方法を知ることができます。■★民法をじっくり勉強したい人は，まず，民法の財産法全体について，条文ごとに条文の意味，判例と学説の動向を解説している■ワガツマサカエ=有泉亨『コンメンタール民法』〔第3版〕日本評論社（2013年）と，法律用語について標準的な解説をしている■金子=新堂=平井編『法律学小辞典』有斐閣（2008年）を入手し，常に，このふたつを参照しながら，分野ごとの教科書をこつこつと読み進めることが必要です。どの教科書がよいかは，標準的といわれる教科書を▲ネットで検索し，多くの人の評価を見て，自分で決めるのがよいと思います。★筆者の経験では，契約法全体については，私が書いたもので恐縮ですが，加賀山茂『契約法講義』日本評論社（2009年）を推薦します。★債権法総論の優れた教科書としては，平井よしお『債権総論』 〔第2版〕弘文堂（1994年）があります。★債務不履行について詳しく知るには，レベルが高くなりますが，平井よしお『損害賠償法の理論』東京大学出版会（1971年），浜上則雄「損害賠償における『保証理論』と『部分的因果関係の理論』」（1）（2・完）民商法雑誌66巻4号（1972年）3-33頁, 66巻5号35-65頁を読むと，理解が格段に深まります。★通説を離れて，担保法の全体を体系的に学びたいのであれば，例外のない原則を追求してやまない，加賀山茂『債権担保法講義』日本評論社（2011年）を読むことをお薦めします。■　みなさんの学習の発展をお祈りしております。
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