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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
　債権法総論2の講義を始めます。■★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。■学習が進んで，ノートに書いた疑問点が理解できたら，もとにもどって，それをノートにつけ加えておきましょう。それが，あなたの成長の記録になります。★そのノートがあれば，定期試験の準備が，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2（決済の法的分析）

第1回 オリエンテーション

 前期の復習

 法律家の思考方法（アイラック（IRAC），トゥールミンの議論の図式）

 最先端問題で，基本を鍛える

 後期のメインテーマの概要：債権の移転と債権の消滅（＝決済）

 債務者の弁済（民法に規定がないので，民法改正の予定）

 振込みによる弁済（民法に規定がないが，解釈による対応が必要）

 電子マネーによる弁済（民法に規定がないが，解釈による対応が必要）

 クレジットカードによる弁済（民法に規定がないが，解釈による対応が必要）
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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2の第１回目の講義は，オリエンテーションです。■第1回は，債権総論1の復習と，債権総論2では，どのような項目を扱うのかを説明します。★債権総論1の復習項目は以下の二つです。■★第1に，法律家の思考方法としてのアイラック（IRAC）と議論の方法としてトゥールミンの議論の図式を復習します。■★第2に，基本と応用の関係について，基本は最先端の最も難しい問題に挑戦してこそマスターできるのだということを復習します。■このことは，民法（債権関係）改正案の混乱した難解な条文を理解して初めて,現行民法の体系のすばらしさを発見できるようになるのと同じです。■■次のテーマである，債権法総論2では，どのような項目を扱うのかについて説明します。■★債権総論2では，債権の移転と債権の消滅という二つのテーマを扱います。■★具体的には，第1に，債務者の現金による弁済について扱います。改正法案に第三者弁済に先立つ弁済の一般規定ができたのでその説明をします。■★第2に，現在，もっとも広く利用されている振込みによる決済の仕組みについて説明します。■なお，郵便局では，振込みを現金による場合に限定し，現金以外の資金移動を郵便振替えといいますが，銀行では，現金による振込みも，口座間の預金債権の移転も振込みといっています。■★第3に，現在，広く行われている電子マネーによる決済について説明します。■★第4に，クレジットカードによる決済について，チャージバックを含めてその仕組みを説明します。■■このように見てくると，債権の移動（債権譲渡と債務引受）と債権の消滅（弁済・相殺等）とが組み合わされて，「決済」として統合されていく現状を理解することができるようになります。■つまり，債権総論2とは，一言でいえば，「決済の法的分析」であると，私は考えています。



１．債権総論1の復習

1. 法学部の教育理念・目標

2. 法律家の思考方法

3. 基本と応用との関係
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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の復習をします。全部の復習は時間の関係で無理なので，基本問題だけを復習します。■★第1に，明治学院大学法学部の教育理念と教育目標を再確認します。■★第2に，法律家の思考方法について，アイラックとトゥールミンの議論の技法について復習します。■★第3に，基本と応用の関係について，復習します。■何度でも繰り返しますが，「基本だけ抑えればよい」と考えるのは，安易に過ぎます。■基本は，簡単に身につくものではないからです。なぜなら，もっとも困難な問題にぶつかったときにはじめて，ひとは，基本の重要性を認識できるからです。■もっとも困難な問題ほど，基本がしっかりしているかどうかが問われるのであり，しかも，基本に立ち返って考えて初めて解決できることが多いのです。■困難な問題になると，その道の専門家の意見が尊重されるのは，その専門家が，長い時間をかけて基礎をしっかり固めている「T型人間」であるために，これまで誰も経験したことがない問題をも，基本に立ち返って解決することができるからです。



法学部の教育理念・教育目標
明治学院大学学則 第5条

 (1) 法学部の教育理念
法学部は，建学の精神であるキリスト教主義教育の伝統にのっとり，

他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等な社会を主体的に作り上げて
いくことができる，

専門的知識を備えた能動的な市民を育成することを教育理念とする。

 (2) 教育目標

この教育理念〔建学の精神 “Do for others” 〕のもと，法学や政治学が，

社会の平和と人々の幸福を目指すものであるという本来の出発点に常
にたちかえり，

さらには現代社会において新たに発生する諸問題に対処すべく，

人間の尊重，弱者救済の視点から，学部における教育・研究を行うもの
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
★法学部の教育理念，または，教育目標は，何でしょうか？■明治学院大学の学則には，以下のような規定があります。★「法学部は，けんがくの精神であるキリスト教主義教育の伝統にのっとり，★他者とりわけ弱者を尊重する自由で平等な社会を，主体的に作り上げていくことができる，★専門的知識を備えた能動的な市民を育成することを教育理念とする。」■明治学院大学のけんがくの精神である，“Do for others”「他者への貢献」を中核として，他者，特に，社会的な弱者に対して，その▲意思と▲利益を尊重し，その実現のために援助をすることが “Do for others”の意味であることが，この規定によって明確にされています。■教育理念において，「真理の探究」などという，中立的な目標ではなく，「弱者の尊重」を明確に規定していることは，国立大学法人のような他の大学には真似のできない，明治学院大学だから▲こその▲特色といってよいでしょう。■★法学部のミッション，すなわち，先に述べた法学部の教育理念を実現するためには，私たちは，どのような行動をすべきでしょうか?■法学部のミッションは，明治学院大学学則において，以下のように規定されています。★この教育理念〔けんがくの精神 “Do for others” 〕のもと，法学や政治学が，社会の平和と人々の幸福を目指すものであるという本来の出発点に常にたちかえり，■★さらには現代社会において新たに発生する諸問題に対処すべく，■★人間の尊重，弱者救済の視点から，学部における教育・研究を行うものとする。■先に述べたように，「人間の尊重と弱者救済」の観点から，「社会の平和と人々の幸福を目指す」というミッションを高く掲げている法学部は，全国でもまれです。■明治学院大学の法学部のミッションに誇りをもって，実践に移すことにしましょう。



建学の精神 “Do for others” の
民法的解釈

条文
 第697条（事務管理）

①義務なく他人のために事
務の管理を始めた者は，そ
の事務の性質に従い，最も
本人の利益に適合する方
法によって，その事務の管
理をしなければならない。

②管理者は，本人の意思
を知っているとき，又はこれ
を推知することができるとき
は，その意思に従って事務
管理をしなければならない。

立法理由
 本条第2項は，管理の方法に付き本人の意

思が管理者に明白なるか又は之を推知する
ことを得る場合に於ては，第1項に規定する
所の管理の方法に依らずして，寧ろ，本 人
の意思に従ひ管理を為すべきことを規定し，

 事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に
干渉し，本人の欲せざることを行ふこと勿か
らしむるものにして，

 本人の意思 に反するも，尚ほ且つ，此者に

利益なりとして，其事務に干渉する如きは，
事務管理の立法の本旨に反し，寧ろ不当利
得の規定に従はしむべきものと云ふべし。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
■“Do for others”の精神を法律的に厳密に突き詰めると，どのような意味になるのでしょうか?■“Do for others”の精神については，自分が望むことと，他人が望むこととは，必ずしも一致するとは限らないため，場合によっては，「小さな親切，大きなお世話」という事態が生じかねません。■★“Do for others”を法律的に，厳密に考察すると，どのようなことになるのでしょうか?■この点について，民法には，「頼まれもしないのに他人のためにサービスを提供する」という▲事務管理に関する規定があります。★六法を開いて，民法697条（事務管理）の条文を読んでみましょう。★民法697条▲第1項■義務なく他人のために事務の管理を始めた者（以下この章において「管理者」という。）は，その事務の性質に従い，最も本人の利益に適合する方法によって，その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。■★民法697条▲第2項■管理者は，本人の意思を知っているとき，又はこれを▲推知することができるときは，その意思に従って事務管理をしなければならない。■この条文で重要なことは，第1項▲が原則に見えますが，むしろ，第2項▲が原則であり，「他人の意思」を尊重することが何よりも大切だということです。■他人の意思を知ることも，推知▲することもできないという，例外的な場合にのみ，第1項，すなわち，「最も本人の利益に適合するように行動する」という有名な▲「適合性原則」▲が適用されるのです。★民法において，“Do for others”が規定されている民法697条の立法理由は，何だったのでしょうか?■六法で民法697条の条文を参照しつつ，立法理由書を読んでみましょう。■民法697条の立法理由は，以下の通りです。■★本条第2項は，管理の方法に付き本人の意思が管理者に明白なるか又は之を推知することをうる場合においては，第1項に規定する所の管理の方法によらずして，むしろ，本人の意思に従い管理をなすべきことを規定し，■★事務管理の名義を以て濫りに他人の事務に干渉し，本人の欲せざることを行うこと▲なからしむるものにして，■★本人の意思に反するも，なおかつ，この者に利益なりとして，その事務に干渉するがごときは，事務管理の立法の本旨に反し，むしろ▲不当利得の規定に▲従わしむ▲べきもの▲というべし。■以上のことからも，“Do for others”を実践するに際しては，自分が良かれと思うことを他人に行うのではなく，相手の意思を丁寧に聞き出し，その意思を実現するための最もよい方法を模索し，それを実現すべく，援助することであることが分かります。■そうであってこそ，“Do for others”が「小さな親切，大きなお世話」へと陥ることを防ぐことができるのです。



弱者を救済できる専門的知識とは
どのような知識か?
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 法律家の理想像
司法改革審議会意見書

（2001）
 「国民の社会生活上の

医師」としての役割を期
待される専門的資質・
能力の習得と，かけが
えのない人生を生きる
人々の喜びや悲しみに
対して深く共感しうる豊
かな人間性の涵養，向
上を図る。

 事実に即して具体的な
法的問題を解決してい
くため必要な法的分析
能力や法的議論の能
力等を育成する。

NHK病名推理番組

総合診療医ドクターG

 患者の病状から，病名を解明し，診療方
法を確定するまでのプロセスを見せる。

研修医の最初の見立ては，全て外れ（患者を
救済できない。なぜなのか？）。

総合診療医のアドバイスを受けながら，可能
性のある病名を全てチェックし，除外すべきも
のを除外して，正解にたどり着く。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　他の学部の学生とは異なる，法学部の学生の「売り」とは何でしょうか?■★法律家の育成の到達目標について，司法改革▲審議会の意見書は，法科大学院の教育理念について，以下のように述べています。★「国民の社会生活上の医師」としての役割を期待される専門的資質・能力の習得と，かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して，深く共感しうる豊かな人間性の涵養，向上を図る。★事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力や法的議論の能力等を育成する。■★ここで述べられている法律専門家の人物像は，「具体的な紛争が生じた場合に，その紛争を解決するのに適切な法律の条文が何かを探索でき，その紛争に適切な条文を適用した場合に，どのような結論が導かれるのか，どちらの当事者にぶがあるのかを的確に判断できる能力を有する人」です。★このような能力は，総合診療医が，具体的な患者の症状を見て，★その病名を的確に判断する能力に似ています。■★病名がわかった後に，病状と対処法を述べるのは，困難なことではありません。しかし，症状から病名を判断するには，熟練を要するのです。■★この番組では，患者の病状から，病名を解明し，診療方法を確定するまでのプロセスを見せています。■★研修医の最初の見立ては，全て外れです。■★総合診療医のアドバイスを受けながら，可能性のある病名を全てチェックし，除外すべきものを除外して，正解にたどり着くことができるのです。■医学とは異なりますが，法律の場合も同じことが言えます。■条文について，その意味を述べたり，どのような事例がそれに当てはまるかを述べることは，困難ではありません。■しかし，反対に，具体的な事例にどの法律のどの条文が適用されるのかを判断するには熟練を要するのです。■したがって，法学部の学生も，学習目標は，その点に集中すべきです。■学修計画を立て，地道な学習を重ねることによって，就職活動において，自分の▲「売り」を▲以下のように言えるようになりましょう。■「具体的な問題が生じた場合に，その問題にどの法律の▲どの条文が適用されるのか，その結果，どのような判決が出るか，その結論が覆るのは，どのような場合かを予測する能力を有します」■このような能力を有していることこそが，他の学部の卒業生にはできない，「法学部の卒業生の▲売り」なのです。



専門的知識の修得
どのようにして修得するか

学習目標

専門的な法知識を確実に習得するとともに、

それを批判的に検討し、また発展させていく創造的な思考
力の育成。

学習方法

事実に即して具体的な法的問題を解決していくことを通じて，
法的専門知識だけでなく，問題解決能力として，

「法的分析能力」（アイラック（IRAC）），および，

「法的議論の能力」（トゥールミン図式）を修得させる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　専門的知識を身につけるための学習目的と学習方法をまとめることにしましょう。■★まずは，学習目標の設定です。★第1に，専門的な知識を身につけるという覚悟をしましょう。■そうすると，分からない箇所は，法律辞典をこまめに引きましょう。条文が印象されていたら，面倒がらずに，その条文を必ず読むという，普通の人はサボることを実践することができます。覚悟のない人は，必ずサボるので，ゴールに達することができないのです。■残念なことですが，法学部の場合，学生の半数以上が，法律をマスターしないまま卒業します。そうすると，法学部の「売り」を発揮できないため，社会に出てから苦労することになります。法学・政治学以外の学問でもよいので，社会に出る前に，ぶれることのない思考軸を獲得するようにしましょう。★第2に，学習したことを批判的に検討するようにしましょう。すなわち，複数の文献を比較し，ある学説とか，判例とかを絶対視しないことが大切です。すなわち，基本書を読んだらそれに満足せずに，複数の文献と判例を批判的に読み，自分なりの答えをいえるように用意するように心がけましょう。■★学習目標が設定できたら，次に学習方法を実践しましょう。★第1に，抽象的な議論で満足せず，事実に即して具体的な問題を解決することを心がけましょう。具体的には，教科書を読みながら，判例が引用されていたら，判例百選などの判例解説を読んで，法的な知識を問題解決の手段として，活用するようにしましょう。■★第2に，教科書や判例解説の結論を鵜呑みにするのではなく，判例集に出てくる他の学説と比較して，常に議論をするようにしましょう。友人同士で議論するのもよいのですが，自分の心の中で，仮想の相手を作り出し，その相手と議論をしながら，自分の考え方の弱点を補うようにしましょう。そして，自分なりの結論が導けるようになったら，それをアイラックの表現形式でレポートにまとめるように習慣づけましょう。■★最後に，議論のプロセスを，トゥールミン図式によって，誰でも理解できる形に整理し，アイラックで表現した議論の部分に，その図式を追加して，議論のプロセスが一目で分かるようにしておきましょう。■このような学習方法を積み重ねていくと，３年間で，複数の専門科目をマスターすることができるようになります。



法律家の思考方法
アイラック（IRAC）

2015/9/29 Lecture on Obligation, 2015 8

IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　★法律専門家（裁判官，検事，弁護士ら）の思考方法とされるアイラックとは，どのような思考方法なのでしょうか?■★アイラックというのは，紛争が生じている事件を解決するための思考方法とその順序，すなわち，第１に▲事案の分析，第２に▲仮説と仮の結論，第３に▲反対説との間の議論，第４に▲結論，というように，法律専門家の思考の順序を示すものです。■次に，アイラックという思考方法を順を追って復習することにしましょう。



法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★I（Issue）とは，争点，すなわち，争いになっている事実関係は何か?を明らかにする作業です。



法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　R（Rule）は，争いとなっている事実に適用すべきルールを発見する作業です。ただし，発見した事実によって適用すべきルールが発見される，逆に，発見されたルールから見ると，重要な事実が再発見されるというように，IとRとは，相互に密接な関係にあります。



法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　A（Application）とは，発見された事実に対して，適切な法を適用して，法的結論を導き出すことです。ただし，真実が何か? 適切な法が何か? については，原告と被告とで争いがあるので，それについて議論をすることが大切です。したがって，ここで得られた結論は，あくまで，暫定的な結論です。



法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

Argument 原告・被告の議論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　A（Argument）とは，原告が主張する事実と被告が主張する事実に相違があるのが普通であり，したがって，それぞれの事実に適用すべきルールも異なることになるため，法の適用の結果は，分裂することになります。そこで，事実と適用すべきルールの適切性について，議論をすることになります。そのような議論を通じて，真実と正しい法の適用に接近する道が開かれることになります。



法律家の思考方法
アイラック（IRAC）
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IRAC（アイラック）で考え，論証する

法的分析
の能力

Issue 論点・事実の発見

Rules ルールの発見

A
Application ルールの適用

法的議論
の能力

Argument 原告・被告の議論

Conclusion 具体的な結論

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　C（Conclusion）とは，このような厳しい議論を通じて得られる結論，すなわち，判決です。



法的分析能力とは
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ルールの発見事実の発見

ルール 1

事実 1 事実 2

ルール 2

他のルールの発見
と他の事実の発見

事実 3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アイラックのうち，I（争点）とR（ルール）とは，あわせて，法的分析方法と呼ぶことができます。■争点の発見と，ルールの発見とが，相互に関連しているからです。■★具体的な事実を解決する場合，まず，問題を解決する手がかりとなる重要な事実は何かを発見することが必要です。そして，重要な事実を発見するためには，問題を解決するのに適用されるべき条文の要件を知る必要があります。■なぜなら，その要件に該当する事実があるかどうかという観点から事実を見ると，その中から重要な事実が浮かび上がってくるからです。比ゆ的に言うと，条文の要件という「色めがね」をかけて事実を見ると，その中から重要な事実が浮かび上がってくるのです。■★反対に，事実が分かると，その事実を解決するのに適切な条文は何か，それらの事実にとってもっと適切な条文や原理はないのだろうかという観点を得ることができます。■このようにして，具体的な問題を適切に解決するためには，これまで学んできたルールによって重要な事実を発見したり，それとは逆に，発見された事実から，適切なルールを発見したり，それらの作業を「行きつ戻りつ」しながら，争点となる事実を発見して，その争点を適切に解決すべきルールを発見しなければならないのです。■したがって，法的分析能力とは，ルールから重要な事実を発見し，逆に，事実から適用されるべきルールを発見する能力であるということができます。



債務者に帰責事由なし

法的分析能力の応用
タール事件（最三判昭30・10・18民集9巻11号1642頁）の法的分析
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債務者に
帰責事由あり

履行不能

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
法的分析能力とは何かは，タール事件，すなわち，最高裁▲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▲を例にとると分かりやすいでしょう。■★タール事件とは，売買契約の目的物である漁網用のタールが滅失し，履行が不能となったという事件でした。■★この事件において，もしも，債務者である売主にキセキ事由（善管注意義務違反）があるとすると，★民法543条（改正案によれば，541条，または，542条）によって，債権者である買主は契約を解除して，既に支払った内金の返還を求めることができるので，問題は解決します。■★もしも，債務者である売主にキセキ事由がなく，しかも，債権者である買主にもキセキ事由がないとすると，★民法536条1項によって，代金債権は消滅するため，先の場合と同様に，買主は，代金債権を免れ，既に支払った内金の返還を求めることができます。■★これに対して，債務者である売主にはキセキ事由がなく，債権者である買主だけにキセキ事由がある，例えば，受領遅滞があるとすると，★その場合には，民法536条2項が適用され，買主は目的物が滅失して引渡しを受けることができないにもかかわらず，売買残代金を支払わなければなりません。■このように，事実が発見されるごとに，適用されるべき条文に変化が生じ，適用されるべき条文が発見されると，それを満たす要件としての事実が新たに発見されるという相互作用が生じるのです。■したがって，タール事件をよく理解すると，民法（債権関係）改正法案が，適切な改正であるかどうかを判断することができます。■今回の改正案によると，どのような事実が発見されても，買主が敗訴するように民法が変更されており，適切な改正とはいえないことが分かると思います。■なぜなら，売主にタールの保存について善管注意義務違反があり，買主が目的物の品質不適合を理由に履行の拒絶をした場合であっても，第1に，受領遅滞を理由に売主には注意義務違反はないとされ（改正案413条1項），第2に，履行を拒絶している間に履行が不能となったタール事件の場合には，買主にキセキ事由があったとみなされ（改正案413条2項），その結果として，買主は，代金債権が消滅していると主張することもできず（改正案536条2項），契約を解除することもできず（改正案543条），代金減額を請求することもできない（改正案563条3項）という悲惨な結果に陥るからです。■これほどにまで，売主保護に偏った改正案は，公正な改正とはいえないのであって，直ちに修正されるべきでしょう。



議論の方法
三段論法からトゥールミン図式へ

2015/9/29 Lecture on Obligation, 2015 16

おそらく

• 三段論法（反論を許さない硬直性が問題）
• 大前提: 全ての人間は死ぬ。
• 小前提: ソクラテスは人間である。
• 結 論：ソクラテスは死ぬ。

ソクラテスは人間である。 ソクラテスは死ぬ。

人間は死ぬ。

万物は流転するが，

ソクラテスは哲学
の神である。

• トゥールミン図式
• 全ての議論に通用
• 議論の構造の提供

誤り

真理は生き続ける。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　アイラック（IRAC）のうち，議論はどのようにして行われるのでしょうか?■■これまで，判決は，三段論法に従って結論を下しているといわれてきました。★三段論法といえば，★「すべての人は死ぬ」というような大前提があり，その大前提を★「ソクラテスは人間である」という小前提にあてはめ，★「ソクラテスは死ぬ」と言う結論を下すというものです。　判決においても，例えば，「過失があれば責任を負う」という大前提（法律の条文）があり，その大前提を「被告には過失があった」という小前提（事実認定）にあてはめて，「被告は責任を負う」という結論（判決）を下していると考えられてきたのです。　しかし，三段論法は，例外を許しません。法律の条文は，そのほとんどが，例外としての，但し書きを含んでいます。★このような法律の条文に対して，★論理学の論理をすべての議論に使えるように，しかも，★それを視覚的に明らかにしたのが，トゥールミンの議論の図式です。■「すべての人間は死ぬ」という命題には，例外がないようなので，トゥールミンの図式のすばらしさが明確とならないのですが，ソクラテスの意味を人そのものではなく，ソクラテスが発見した真理と考えて，あえて例外を作り出してみました。★（Data）■ソクラテスは人間である。★（Claim: 主張）■ソクラテスは死ぬ。★（Warrant: 論拠）■すべての人間は死ぬ。★（Rebuttal: 反論）■ここでいうソクラテスは，★生身の人間ではなく，哲学の神としてのソクラテスであり，真理の探究に対する真摯な姿は，永遠である。■★（Backing: 裏づけ）■万物は流転する。しかしその真理は流転せず行き続ける。■このような例外がある場合には，三段論法は使えないのですが，トゥールミン図式では，そのような場合にも，以上のように論理的な議論が可能となります。■ここで重要なことは，例外を含む命題は三段論法では扱うことができないが，トゥールミンの図式では，それを扱うことができるという点にあります。



議論の図式（トゥールミン図式）
による議論の可視化（民法93条）

おそらく
表意者は，真意でないことを知りな
がら，冗談で，意思表示をしている。

意思表示は
有効である。

表意者は，意思
表示に責任を

持つべきである。

表意者が真意とは異なる，誤った外観を作出した場合の意思表示の効果：
1. 相手方が表意者の真意を知っているか，知るべきであったときは，無効となる（原則）。
2. 相手方が表意者の真意を知らず，知ることもできなかったときは，有効となる（例外）。

相手方は，意思
表示が真意でな
いことを知ってい
たか，真意でない
とわかるはず。

誤り
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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93条（心裡留保）の条文について，冗談で意思表示をした表意者（本人）と，それを真に受けた相手方との間の議論として受け止めると，民法93条の理解が容易になります。★例えば，本人が冗談で，10万円の時計を1万円で相手方に売るといい，相手方がそれをマに受けて，1万円を提供したところ，本人は，冗談だから売買は無効だとして，時計の引渡を拒絶したとしましょう。■相手方は，次のように主張すると思います。★冗談であろうと，表意者は10万円の時計を1万円で売るという有効な申込みの意思表示を行い，相手方である私は，それをマに受けて，有効な申込みの意思表示に対して，承諾の意思表示をしたのですから，売買契約は有効に成立しています。★この主張は，表意者は，意思表示に責任を持つべきであるという論拠に基づいており，その主張は，反論がなければ，受け入れられるべきレベルに達しています。■これに対して，表意者は，次のように主張すると思います。★確かに，表意者である私は，10万円の時計を1万円で売りたいという申込みをしましたが，その場の雰囲気で冗談手言ったことであり，相手方は，私が冗談でいったことを知っていたか，その場の雰囲気で，冗談であることを知るべきだったので，そのような場合には，真意でない意思表示は無効となりますので，私は，相手方に時計を引き渡す義務はありません。■このような紛争を解決すべき法理としての裏づけは以下の通りです。★表意者が，意識的に真意とは異なる意思表示をして，誤った概観を作り出した場合には，■概観があっても，それに伴う意思がかけているのであるから，相手方がそのことを知っているか，知るべきであった場合には，原則どおり，意思表示は無効となる。★しかし，真意がかけていても，相手方が事情を知らず，知ることもできなかった場合には，意思表示は有効となります。■この場合，相手方が信じるに至った誤った概観が作り出されたのは，表意者のせいですので，相手方がそれを知っていたか，知るべきだったという事実は，表意者が証明しなければなりません。■このように，トゥールミンの議論の図式は，紛争当事者の主張と論拠，それを導く裏づけと証明責任の分配を図示できるので，条文自体の構造を説明するのに適していると思います。



議論の図式（トゥールミン図式）
による議論の可視化（民法612条）
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おそらく

賃借人が無断で
賃借物を転貸した。

賃貸人は，賃貸借
契約を解除できる。

賃借人は，民法
612条1項に違
反しており，2項
に基づいて契約
を解除できる。

無断譲渡・転貸の場合に賃貸借契約を解除できるかどうか：
1. 継続的契約関係の当事者が，信頼関係を破壊したときは，契約を解除できる（原則）。
2. 賃借人が無断譲渡・転貸を行ったときは，信頼関係の破壊が推定される（推定規定）。
3. 信頼関係を破壊したと認められない事由があるときは，契約は解除できない（例外）。

背信行為と認め
るに足りない特

段の事由がある。

誤り

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　トゥールミンの議論の図式は，条文の構造の解明だけでなく，判例によって条文の実質的な意味が変更された場合にも，有効です。■例えば，賃借人が，賃貸人に無断で賃借権を譲渡したり，無断で転貸した場合，条文では，賃貸人は賃貸借契約を解除して，賃借人と転借人とを追い出すことができるとしています。■しかし，判例は，賃貸人の解除権を制限する法理，すなわち，賃借人が賃貸人との間の信頼関係を破壊した場合にのみ契約を解除できるという，「信頼関係破壊の法理」を確立しています。★賃貸人は，賃借人が無断で賃借物を転貸したのだから，民法の条文である612条にしたがって，賃貸者契約を解除し，賃貸人，転借人を追い出すことができると主張します。■★これに対して，賃借人は，転借人は，賃借人の家族である等の特段の事由があり，転貸によっても，信頼関係は破壊されていないと反論します。■この場合の裏づけとなる判例法理は以下の通りです。★継続的な契約関係においては，当事者が信頼関係を破壊したときには，しかも，そのときにだけ契約を解除できます。■★信頼関係を破壊したかどうかは判断が難しいので，民法が規定する，無断転貸の事実があれば，信頼関係が破壊されたことが推定されます。■★しかし，賃貸人の方で，無断転貸によっても，信頼関係が破壊されないという特段の事由，例えば，親族とか子会社とかに転貸しただけだということを証明した場合には，法律上の推定が覆り，信頼関係は破壊されていないことになって，賃貸人は解除ができなくなるのです。■このように，トゥールミン図式は，条文の構造だけでなく，判例によって導きだされた判例法理の構造を理解する場合にも，大いに役立ちます。



すべての論文の書き方
アイラック（IRAC）で書く
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問題提起

• I:重要な問題を発見したことの経緯を述べる

• R:その問題を解決する視点と仮説を提示する

本論

• A:問題をいくつかのブロックへと分割する

• A:ブロックごとに問題を展開しすべてを解明する

結論

• C:問題を展開して得られた答えを１つにまとめる

• I:残された問題に対する展望を行う

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　レポートや論文を書く場合にも，アイラックに沿って書くとよいレポートや論文を書き上げることができます。具体的には，どのようにすればよいでしょうか?■実際の論文では，第1に，論ずべき争点を明らかにします。これが，問題提起です。■次に，その問題を解決すべき仮説を発見し，その仮説を問題に適用して，問題が解決されることを示します。それが本論です。■最後に，問題提起に対応する答えとして，結論を短くまとめます。■それぞれの項目について，詳しく述べることにしましょう。★第1は，「問題提起」です。アイラックのI（争点）に当たります。取り上げる問題について，何が重要な問題なのか。その問題について，従来はどのような扱いがなされてきたのか，先行研究を紹介します。そして，そこには，どのような問題が潜んでいるのかを述べます。■★次のアイラックのR（ルール）に当たる箇所では，問題解決のための新しい視点と，論者の仮説を提示します。★第2は，「本論」です。ここでは，問題提起で問いかけた問題を▲いくつかのブロックへと分割し，それぞれの問題点について，仮説を適用して解決案を示します。■★さらに，先行研究や反対意見に対する応接を行い，自らの仮説が妥当であることを明らかにします。アイラックのA（議論）に該当します。■★第3は，「結論」です。ブロックごとに展開して得られた答えを１つにまとめます。■　ここで大切なことは，結論が，問題提起の「問い」に対する「答え」になっているかどうか?という点です。　もしも，結論が，問題提起の「問い」の「答え」になっていないようでしたら，レポートや論文がストーリーを構成していないのですから，すべてを白紙に戻して，最初に戻って再検討する必要があります。■★欲をいえば，結論の最後に，今後の「展望」を述べると，さらによくなります。レポートや論文に刺激を受けた人々が，その点について，発展的なレポートや論文を書く機会が与えられ，ひいては，学界に対しても大きな貢献をすることが期待できるからです。



基本と応用との関係
←レベルの高さは求めないので，基本的なことを教えてほしい（アンケート）

 第1の経験（スキーを始めたときの経験：応用で知る基本の大切さ）

スキーは，基本と応用との関係を知る上でとても教訓的なスポーツだと思う。

急斜面に直面して，初めて，基本の大切さを痛感できるし，緩斜面でいくら基本
を勉強しても，実際の急斜面に行ってみなければ応用力はつかないことも体験
できる。

 第2の経験（国民生活センターでの経験：応用は簡単だが基本は困難）

実務に入ってみれば，事業者関連法や特別法を理解することはそれほど困難
なことではない。優れたマニュアルができあがっており，それにしたがって実務を
こなすことができるからである。

実務で解決が困難な問題というのは，実は，特別法に明文の規定がないために，
マニュアルでは対応できず，基本法に照らして解決しなければならない問題で
あることがわかる（マニュアル人間の挫折）。

しかし，基本法を理解するには，時間のかかる地道な学修をするよりほかに方
法がない（学生の時でないとできないことがある）。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　学生の中には，応用は無理だから，「基本だけ教えて欲しい」という意見を述べる人がいます。例えば，「レベルの高さは求めないので，基本的なことを教えてほしい」というよくある苦情です。そこで，私の経験した二つの例を紹介しながら，この考え方に反論したいと思います。★第1の経験は，スキーを始めたころの思い出です。★スキーは，基本と応用との関係を知る上でとても教訓的なスポーツだと思います。★急斜面で転がり落ちて初めて，基本の大切さを痛感できますし，かん斜面でいくら基本を勉強しても，かん斜面ではゴマカシがきくので，ゴマカシのきかない実際の急斜面に行ってみなければ応用力はつかないことも体験できるからです。★第2の経験は，大学院を出て，最初に就職した国民生活センターでの苦情処理の思い出です。★実務に入ってみれば，事業者関連法や特別法を理解することは，それほど困難なことではありません。優れたマニュアルができあがっており，それにしたがって実務をこなすことができるからです。★実務で解決が困難な問題というのは，実は，特別法に明文の規定がないために，マニュアルでは対応できず，基本法に照らして解決しなければならない問題であることがわかります。マニュアルにない問題にぶつかると，マニュアル人間や，同調型の人間は，見事に挫折します。★基本，例えば，法律の場合でいえば，民法などの基本法を理解するには，じかんのかかる地道な学修をするよりほかに方法がありません。一つのことに1年とか2年とかの時間をかけるなどということは，学生の時でないとできません。実務では，即戦力が要求されるからです。　実務では，困難な問題に直面したときは，徹夜で仕事をします。しかし，よく考えてみましょう。特別法なら一夜漬けが可能かもしれません。しかし，民法の基本は，何日徹夜したとしても，そんなに簡単に理解することはできません。学生時代の地道で長い時間をかけた学習だけが頼りになるのです。



債権総論の体系

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
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★この講義の中心的なテーマである，債権総論は，どのような構造をしているのでしょうか?■　債権総論は，以下の五つの項目から成り立っています。★第1は，債権の対象としての「債権の目的」です。★第2は，債権の対内的効力（履行強制，債務不履行に基づく損害賠償），および，対外的効力（債権者代位権，サガイ行為取消権）に関する「債権の効力」です。★第3は，債権の主体の複数に関する「多数当事者の債権・債務関係」です。これには，可分・不可分の債権債務，連帯債務，保証が含まれます。★第4は，債権の主体の変更に関する「債権の譲渡」です。ここには，判例によって，債務者の変更に関する「債務引受」が含まれます。★第5は，債権の終了原因としての「債権の消滅」です。これには，弁済，ソウサイ，更改，免除，混同が含まれます。



２．債権総論2の主要テーマ

2-1. 債権・債務の弁済

2-1. 債権・債務の移転
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本論に戻って，これから，債権総論2で取り上げる二つ主要なテーマについて概観します。■★第1は，債権の消滅原因の代表格としての弁済です。■★第2は，債権の移転原因の代表格である債権譲渡と債務引受です。



2-1-1.弁済の最初の規定の改正
現行法

 民法473条（無記名債権譲

渡における債務者の抗弁
の制限）

 民法474条（第三者の弁
済）

 ①債務の弁済は，第三者も
することができる。ただし，
その債務の性質がこれを許
さないとき，又は当事者が
反対の意思を表示したとき
は，この限りでない。

 ②利害関係を有しない第三
者は，債務者の意思に反し
て弁済をすることができな
い。

改正案

 民法473条（弁済）

債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは，その債
権は，消滅する。

 民法474条（第三者の弁済）
①債務の弁済は，第三者もすることができる。

②弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三
者は，債務者の意思に反して弁済をすることができない。
ただし，債務者の意思に反することを債権者が知らなかっ
たときは，この限りでない。

③前項に規定する第三者は，債権者の意思に反して弁済
をすることができない。ただし，その第三者が債務者の委
託を受けて弁済をする場合において，そのことを債権者が
知っていたときは，この限りでない。

④前三項の規定は，その債務の性質が第三者の弁済を許
さないとき，又は当事者が第三者の弁済を禁止し，若しく
は制限する旨の意思表示をしたときは，適用しない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現行民法は，弁済について，債務者が弁済できるのは当然のことであるとして，★第三者による弁済についてのみ規定をしていました。★すなわち，債務者でない第三者も，原則として弁済をすることができる。■ただし，債務の性質が第三者による弁済を有しないときは，第三者は弁済できない。■★利害関係を有しない第三者については，債務者の意思に反して弁済することができないと規定していました。■★これに対して，改正案は，先に述べたように，★債務者が弁済できる旨の規定を置くことにしています。★そして，第三者の弁済についても，二つの項を追加しており，4項で構成されています。★第1項は，現行法の第1項本文と同じです。■★第2項は，現行法第1項ただし書き第2文とほぼ同じですが，判例の法理を追加しています。■★第3項は，正当な利益を有しない第三者は，債権者の意思に反して弁済できないとしています。しかし，この規定は，取引の安全を害するものであり，しかも，債務者の委託を受けて弁済する場合について，その第三者を「正当な利益を有しない者」に分類するという矛盾に陥っており，不要な追加だと思われます。■■第三者の弁済については，債務者の矜持だけが尊重されるべきであり，本旨に従った弁済であれば，債権者を保護する必要はないのであり，この点においても，改正案は，債権者保護に力を入れすぎているといえるでしょう。■★第4項は，現行法第1項ただし書きの第1文と同じです。■このような規定の追加については，多くの学説が分かりやすくなったと評価しています。■この点について，検討してみましょう。



2-1-2. 民法改正で，分かりやすくなる？

 日本司法書士会連合会編『民法改正でくら
し・ビジネスはこう変わる!－120年ぶりの抜

本改正を司法書士がやさしく解説』中央経済
社（2015/7） 12頁

現行民法は，条文自体がわかりにくいという指摘が
なされています。たとえば，現行民法474条では，

「債務の弁済は，第三者もすることができる。」と規
定されています。

お金の貸し借りで，借主である債務者は当然にお金
を返す義務を負いますが，これは当然ということで
規定が設けられておらず，いきなり第三者が弁済で
きる旨が規定されています。

 そこで，新しい民法〔改正案473条〕では，「債務者

が債権者に対して債務の弁済をしたときは，その債
権は消滅する」という前提となるルールを明らかに
することで，よりわかりやすいものにしようとしていま
す。

 疑問点

保証債務を弁済した場合，債権
は消滅するか?
 求償権を確保するために，債権は

消滅せず，保証人へと移転する
（民法500条以下）。

連帯債務を弁済した場合，債権
は消滅するか?
 一人の連帯債務者が負担部分を

超えて連帯債務を弁済した場合，
負担部分を超えた部分について
は，求償権を確保するため，債権
は消滅せず，その一人の連帯債
務者へと移転する（民法500条以
下）。

保証債務や連帯債務の場合に
は，弁済は，債権の消滅原因で
はなく，債権の移転原因ではな
いのか。
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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日に民法改正案が国会に提出されると，その審議が始まる前に，司法書士連合会は，法案が無修正で通過することを前提にして，法務省が作成した改正案に全面的に賛成する解説書を発行しています。■弁護士会が改正案を審議する「法制審議会」に4名の委員を送り込んだのに対して，司法書士会は，そのメンバーを送り込むことさえできませんでした。法務省にほぼ絶対的な服従をしている司法書士会を審議会のメンバーにする必要なないと判断されたからだと思われますが，それに抗議することもなく，しかも，改正案が国会に提出されると，審議が始まっていない段階で，直ちに法案に全面的に賛成する概説書を出すというのでは，司法書士会を独立した団体と見ることに疑義が生じても仕方がないでしょう。■★司法書士会の改正案の概説書によると，今回の改正が分かりやすくなっている代表例として，改正案第473条を取り上げて，賞賛しています。■★しかし，この意見については，疑問があります。確かに，債務者が弁済できることは当然ですが，債務者が弁済すると，債権は消滅すると規定しても，いいものなのでしょうか?■債務といっても，いろいろな債務があるのであり，例えば，保証債務や連帯債務の場合に，保証債務者や連帯債務者が弁済した場合に，債権は消滅するのかどうか検討が必要です。■★まず，保証債務について検討してみましょう。■★保証人が保証債務を弁済しても，保証債務は消滅しますが，債権は消滅しません。債権は，保証人の求償権を確保するために，消滅することはなく，債権者から保証人へと移転するだけです。このことは，民法500条以下に明確に規定されています。すなわち，改正案473条は誤りです。■★連帯債務についても，同様のことがいえます。■★連帯債務者の一人が，連帯債務の全額を弁済した場合，連帯債務は消滅しますが，債権は消滅しません。なぜなら，保証債務の場合と同様に，弁済した連帯債務者の求償権を確保するために，求償権の範囲で債権は消滅せず，弁済した連帯債務者に移転するからです。■★この点でも，改正案473条は誤りに陥っているといえるでしょう。■結局のところ，民法473条は，民法を国民一般にとって分かりやすくするつもりで新設されたのですが，「債務は債務者が弁済することができる」とだけ規定して置くべきところを，それだけでは，誰でも知っていることなので，「債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは，その債権は，消滅する。」というように，余計なことまで規定したために，誤りに陥っており，結局，誰にとっても理解できない条文になってしまったといえるでしょう。■条文を起草する場合には，その他の条文との整合性を保つことが重要です。民法473条を新設するのであれば，「保証債務，連帯債務を除き」とか，民法474条に，第三者の弁済には，保証人の弁済する場合，または，連帯債務者が負担部分を超えて弁済する場合を含む」というように，民法の体系を考慮した文言を追加する必要があったのです。■このような体系的な配慮を欠いていることが，改正案3条の2における意思能力と事理ベンシキ能力との関係の混乱，95条の錯誤を取り消しとしたにも係らず，心裡留保は，無効のまま放置するなどにも見られるように，今回の改正案の大きな特色であり，民法の体系を破壊するという失敗の原因となっています。



2-2-1. 債権の移転と決済

決済とは（有斐閣 経済辞典 第5版）

（商品売買あるいは金銭貸借により生じた）債権・債務関係
を，債務者が支払義務を果たすことによって消滅させること。

決済機能

取引で生じた債権・債務の関係を消滅させることができるの
は，債務者が貨幣でその支払義務を果たしたときであるか
ら，その点で貨幣の支払手段としての機能を決済機能とい
う。

今日，ほとんどの決裁は預金振替（銀行振込み）の形で銀
行を通じて行われており，その点で銀行の果たす役割を決
済機能ともいう。
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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2は，債権の移転と債権の消滅とを扱う講義ですが，それを経済学の概念である，「決済」という観点から見ると，この債権の移転と債権の消滅が，決済を法的に分析するための必須の道具であることに気がつきます。■★「決済」という用語は法律学辞典を引いても出てきませんが，経済学辞典を引くと，以下のように定義されていることが分かります。■★すなわち，「決済」とは，（商品売買あるいは金銭貸借により生じた）債権・債務関係を，債務者が支払義務を果たすことによって消滅させることです。■★そして，経済学辞典には，決済機能として，以下の説明がなされています。■★取引で生じた債権・債務の関係を消滅させることができるのは，債務者が貨幣でその支払義務を果たしたときであるから，その点で貨幣の支払手段としての機能を決済機能という。■★コンニチ，ほとんどの決裁は預金振替（銀行振込み）の形で銀行を通じて行われており，その点で銀行の果たす役割を決済機能ともいう。■このように見てくると，経済学上の決済とは，預金債権に代表される新しい形態の仮想通貨の移転を通じて，債権を消滅させることであり，債権総論2は，その決済を法的に分析するための必須のツール（弁済，ダイブツ弁済，ソウサイ，更改，免除，混同）を用意しているということができると，私は考えています。



2-2-2. 従来の決済手段としての現金支払
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債権

決済＝現金による支払い
＝通貨の移動

金銭債権債権者 債務者

 従来の金銭債権の弁済
 現金（強制通用力のある通貨）の支払が弁済と考えられてきた。

 最近の金銭債権の弁済

 最近では，代表的な「賃金の支払」についても，預金債権（預金通貨）に
よって支払われることが常態化している。

 労働基準法 第24条（賃金の支払い）

 通貨による支払いが原則。ただし，「確実な支払の方法で厚生労
働省令で定めるものによる場合」について，例外を認めている。

 労働基準法施行規則 第7条の2第1号

 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働
者の預金又は貯金への振込み

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★金銭債権の決済について検討することにしましょう。★従来の金銭債権の考え方によると，★現金（強制通用力のある通貨）の支払が弁済と考えられてきました。■★しかし，金銭債権の弁済方法を観察してみると，★最近では，代表的な「賃金の支払」についても，預金債権（預金通貨）によって支払われることが常態化しています。■★例えば，労働基準法 第24条（賃金の支払い）においては，★通貨による支払いが原則とされていますが，「確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」について，例外を認めています。すなわち，■★労働基準法施行規則 第7条の2第1号は，★当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みをもって，賃金の有効な支払いと認めているのです。



2-2-3. 預金債権による支払（1/3）
→現金支払，並行移動，振込み
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預
金
口
座

債権金銭債権

銀行

債権者 債務者

 債務者の金銭債権を消滅させる
には，現金払いに代えて，債権者
の口座に預金債権を発生させる
方法も認められる。

 つまり，銀行が，金銭債権につい
て，預金債権（預金通貨）として，
債務引受してくれると，目的は達
成される。

 そのためには，どうすればよいの
か? 民法には明文の規定がない!

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★金銭債権のうち，現代において，最も重要な地位を占めるのは，預金債権ですが，この預金債権はどのような特色を有しているのでしょうか?■★現代においては，金銭債務の弁済方法として，現金払いのほかに，現金払いに代えて，債権者の口座に預金債権を発生させる方法，すなわち，預金による銀行振込みが認められています。★つまり，銀行が，金銭債権について，預金債権（預金通貨）として，債務引受してくれると，弁済の目的が達成されます。■★これは，民法で説明すると，銀行が，債務者の債務についって，債権者の預金口座という債権枠の中へ預金債権として引き受ければよいことを意味しています。■銀行は，債務引受をすることによって損失を被るのですから，それに対して，債務者が対価を支払う必要があります。★そのためには，どうすればよいのでしょうか。■この最終的な債務引受を実現する方法について，これから徐々に学習していくことにします。■



2-2-4. 預金債権による支払（2/3）
←現金の支払，原理，振込み
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預
金
債
権

原因債権原因債権

預
金
債
権

債権者 債務者

要約者
（支払指図人）
（仕向銀行）

諾約者
（被仕向銀行）

 口座振り込みするには，
自分の口座の預金債権
を相手方口座に並行移
動すればよい。

 しかし，民法には並行
移動の制度がない!

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現代においては，現金決済と並んで，銀行振込みがよく使われており，現金支払を原則とする賃金の支払いについても，労働基準法24条タダシガキによって，銀行振込みによる支払が厚生労働省の省令で現金支払と同等の価値が認められています。★したがって，口座振り込みするには，自分の口座の預金債権を相手方口座に，並行移動すればよいのです。★しかし，民法には並行移動の制度がありません。



2-2-5. 預金債権による弁済（3/3）
→現金支払，振込みの原理，並行移動
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振込
委託
（債権
譲渡）

対価関係

預
金
債
権

振込金支払委託
（債務引受）

受益者
（振込受取人）

諾約者
（被仕向銀行）

抗
弁

預
金
債
権

要約者
（支払指図人）
（仕向銀行）

債務者
（振込指図人）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債務者が債権者に対して金銭債権を負担しており，その支払を自らの預金債権を使って，決済したいと考えているとしましょう。■債務者が取引銀行（仕向銀行）に自らの預金口座から支払金額に相当する預金を債権者の取引銀行（被仕向銀行）に振り込んで欲しいと依頼したとき，法律上は，どのようなプロセスが開始するのでしょうか?■債務者である振込み指図人とその取引銀行（仕向銀行）との間で，預金債権を振り込み受取人に移転するという債権譲渡契約（第三者のためにする契約）が締結されます。★すると，全銀ネットで結ばれている仕向銀行と被仕向銀行との間で銀行間決済ができることが前提となって，債権者の取引銀行である被仕向銀行が当該預金債権を債務引受し，債権者の預金口座に，当該預金債権が移転します。★つまり，債務者の預金口座の預金債権は，債務者と仕向銀行との間の債権譲渡と，仕向銀行と被仕向銀行との間の債務引受を通じて，債権者の被仕向銀行の預金口座に移転することになります。



2-2-6. 預金債権による決済規定の混乱

振替え・振込みによる決済

 改正案477条（預金又

は貯金の口座に対す
る払込みによる弁済）

債権者の預金又は貯金
の口座に対する払込み
によってする弁済は，債
権者がその預金又は貯
金に係る債権の債務者
に対してその払込みに
係る金額の払戻しを請
求する権利を取得した
時に，その効力を生ずる。

預金債権の譲渡制限の効力

 改正案466条の5（預金債権又は貯金債権

に係る譲渡制限の意思表示の効力）

①預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金

に係る債権（以下「預貯金債権」という。）につい

て当事者がした譲渡制限の意思表示は，第466
条第2項の規定にかかわらず，その譲渡制限の

意思表示がされたことを知り，又は重大な過失に

よって知らなかった譲受人その他の第三者に対

抗することができる。

②前項の規定は，譲渡制限の意思表示がされた

預貯金債権に対する強制執行をした差押債権者

に対しては，適用しない。

2015/9/29 Lecture on Obligation, 2015 30

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法律案によると，「振込み」（すなわち，預金又は貯金の口座に対する払込み）による弁済の規定が新設されます。★民法（債権関係）改正によって新設される「振込み」による弁済の規定（民法477条）は，以下のように規定しています。★民法改正案▲第477条（預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済）■★債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は，債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に，その効力を生ずる。■この規定は，「弁済」の前に，「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする」という条件がついていますので，この規定によって，振込みによる弁済が，一般的に，「預金通貨」を認めたものか? また，「振込みは，本旨弁済か?　それとも，ダイブツ弁済か?」という疑問に答えていません。■これは，大きな問題なので，立法者として結論を出すべきものでしょう。この大問題を解釈にゆだねるということになると，法曹にとっても，また，市民にとってわかりやすい民法とはいえません。■今回の民法改正の諮問（法制審議会▲諮問第88号）が，以下の内容であったことを思い起こすべきでしょう。■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，〔1〕同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り，〔2〕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。■今回の民法の一部を改正する法律案が，少なくとも，この諮問の第2点に答えていないことは明らかでしょう。★預金債権については，改正案は，もうひとつの条文，466条の5を用意しています。■★しかし，この規定は，債権の譲渡制限を認めるものなので，預金債権を預金通貨と扱うことの障害となっています。■★しかも，差押債権者に対しては，債権の譲渡制限を認めないので，その区別の理由が問われなければなりません。■預金債権について，銀行の言い分を鵜呑みにし，銀行預金を預金通貨として発展させることに対する大きな障害をもたらした改正案は，まさに，社会・経済の変化に対応していないというよりも，むしろ，その変化に逆行するものであるといわなければなりません。



2-2-7. プリペイド・カードでの弁済（1/2）
債務引受説
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①

預
託
金
支
払

代金債権代金債権
売主

（受益者）

カード発行会社
（諾約者）

カード利用者
買主（要約者）

②
債
務
引
受

資金決済に関する法律
第20条

②前払式支払手段発行者は，前項各
号に掲げる場合を除き，その発行する
前払式支払手段について，保有者に
払戻しをしてはならない。

ただし，払戻金額が少額である場合そ
の他の前払式支払手段の発行の業務
の健全な運営に支障が生ずるおそれ
がない場合として内閣府令で定める場
合は，この限りでない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現金に対する疑問から少し離れて,電子マネーについて考えて見ましょう。■第1に，現金を持たなくてもよい，特に，おつりの必要がないために，自動販売機を設定する事業者にとっても利便性が高く，しかも，利用者にとっても，財布が膨れないという利便があるプリペイド・カードの決済の仕組みを見てみましょう。★プリペイド（前払い）ですから，カード利用者は，★カード発行会社に対して，★預託金を支払います。■この段階では，預託金を現金で支払うのが通常ですが，この段階においても，電子マネーや，クレジットカード，さらには，ビットコインで支払ができるようになると，現金の必要性が減少していきます。★預託金は，預金債権と同様に，返還請求権が発生しますが，電子マネーの場合には，カード利用者自身による返還請求を禁止しています。あくまで，代金決済専用の制度だからです。★カード利用者が，売主からモノまたはサービスの提供を受けて，★その対価を支払う段階で，★預託金返還請求権は，カード利用者自身は利用できないことから，プリペイド・カードによる決済の仕組みを債権譲渡ではなく，カード発行会社の債務引受として構成する説があります。■★なぜなら資金決済に関する法律▲第20条▲第2項によると，■★前払式支払手段発行者は，前項各号に掲げる場合を除き，その発行する前払式支払手段について，保有者に払戻しをしてはならない。と規定しているからです。■しかし，この仕組みを債務引受として説明した場合には，カード利用者がカードの利用を停止し，カードをカード会社に返還した場合に，預託金の返還請求権が復活することを説明できません。■そこで，債務引受説ではなく，債権譲渡説を見てみましょう。



2-2-8. プリペイド・カードでの弁済（2/2）
債権譲渡説（人的抗弁つき）
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預
託
金
返
還
請
求
権

債権譲渡

預
託
金
返
還
請
求
権

①

預
託
金
支
払

代金債権代金 債権
売主

（受益者）

カード発行会社
（諾約者）

カード利用者
買主（要約者）

資金決済に関する法律
第20条

②前払式支払手段発行者は，
前項各号に掲げる場合を除き，
その発行する前払式支払手段
について，保有者に払戻しをし
てはならない。

ただし，払戻金額が少額である
場合その他の前払式支払手段
の発行の業務の健全な運営に
支障が生ずるおそれがない場
合として内閣府令で定める場合
は，この限りでない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　電子マネーによる決済に関する債権譲渡構成を紹介します。★プリペイド（前払い）ですから，カード利用者は，★カード発行会社に対して，★預託金を支払います。■この段階では，預託金を現金で支払うのが通常ですが，この段階においても，電子マネーや，クレジットカード，さらには，ビットコインで支払ができるようになると，現金の必要性が減少していきます。★預託金は，預金債権と同様に，返還請求権が発生しますが，★電子マネーの場合には，カード利用者自身による返還請求を禁止しています。あくまで，代金決済専用の制度だからです。■★ただし，これには例外があり，特に，解約時には，返還を受けることができるため，債務引受ではなく，債権譲渡構成をとることが可能となります。★カード利用者が，売主からモノまたはサービスの提供を受けて，★その対価を支払う段階で，★預託金返還請求権は実質化し，預託金請求権は，売主に移転します。★これによって，売主の買主であるカード利用者の債権は，ダイブツ弁済によって，または，弁済によって消滅します。■■最後に，JR等の運賃は，多くの地域で，現金で払うよりも，電子マネーで払う方が安くなっています。その理由は何でしょうか？自動販売機の設置と維持のコスト面から，その理由を考えてみましょう。



2-2-9. クレジットカード決済の仕組み
山本正行『カード決済業務のすべて』金融財政事情研究会(2012/05)
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③債権売買
④代金支払

カード
会員
契約

加盟店
契約
（対価
関係）

②
代
金
支
払

受益者・債権者
（アクワイアラー）

（Aeon Credit）

⑤
代
金
支
払

メンバー契約 メンバー契約

代金債権

①債権売買
第三者のためにする契約

代金 債権
要約者

（加盟店）
売主

新債権者
（イシュアー）

（三井住友カード）

諾約者
（カード利用者）

買主

クレジットカード
国際ブランド

（Visa, MasterCard, etc.）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　第2に，クレジットカードの決済システムは，どのような仕組みなのでしょうか? プリペイド・カードに続いて，クレジットカードの決済システムについて考えてみましょう。■国債ブランドのクレジットカードシステムにおいては，★国際ブランドのカード会社と★カード発行会社（イシュアー）と★加盟店組織会社（アクワイアラー）とが，■メンバー契約を締結しており，■いわば，日銀とシチュウ銀行における全銀システムと同じような決済システムを構築しています。■さて，一方で，アクウィアラーは，★クレジットカードの取扱店としての加盟店を開拓し，★クレジットカードによる売り上げの際に，売買代金債権を譲り受けて，速やかに代金相当額を支払うことを約するという加盟店契約を締結します。■他方で，イシュアーは，★カード利用者との間で，★クレジットカードで買物をした場合は，一定期間後に利用者の預金口座から代金相当額を引き落として，売主に代金を支払うというカード会員契約を締結します。■このようなクレジットカードによる決済システムが出来上がると，買主は現金を持ち歩かなくても，高額な商品を含めて，気軽に買い物ができるようになります。★カード利用者である買主が，カード加盟店である売主から商品を購入したとしましょう。★アクワイアラーは，売買代金債権を譲り受けると，速やかに売買代金相当額を支払います。★売買代金債権は，国際クレジットカードのメンバー契約を通じて，イシュアーに譲渡され，アクワイアラーは，代金相当額を回収できます。★売買代金債権をアクワイアラーから取得したイシュアーは，カード利用者に対して売買代金相当額をカード利用者の預金口座から引き落として回収し，売買代金債権は消滅すると同時にすべての決済が完結します。■このようにして，クレジットカードによる決済の仕組みは，債権譲渡だけを使って説明することができます。



2-2-10. クレジットカードのチャージバック
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③再譲渡
④代金返戻

カード
会員
契約

加盟店
契約
（対価
関係）

⑤
代
金
返
戻

②
代
金
返
金

メンバー契約 メンバー契約

返還請求

①返還債権
の譲渡

返還請求
債務者

（加盟店）
売主

債権者
（カード利用者）

買主

クレジットカード
国際ブランド

（Visa, MasterCard, etc.）

新々債権者
（アクワイアラー）

（Aeon credit）

新債権者
（イシュアー）

（三井住友カード）

売買契約の解除等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　クレジットカードの場合，買主が錯誤で売買をしたり，商品に瑕疵があったりして，買主が売買契約を解除した場合，クレジットカードの決済システムではチャージバックという方法によって，クレジットカードで決済した売買代金が，買主に戻るシステムが用意されています。★買主が売買契約を解除すると，買主から売主に対して，代金相当額の返還請求権が発生します。★この返還請求権を会員契約に基づいて，イシュアーが買い取ります。その債権売買の価格として，売買代金相当額が，速やかにカード利用者である買主に返金されます。この代金返還債権は，クレジットカードの決済システムと逆の手順を踏んで，債権譲渡が繰り返されます。★最後に，この代金返還請求を譲り受けたアクワイアラーが加盟店である売主から代金債権相当額の返金を受けて，キャッシュバックのすべての決済が終了します。■この場合においても，債権譲渡の制度のみによって，キャッシュバックの仕組みを説明することができます。



レポート課題

民法判例百選II第70事件（誤振込金の返還請求権
と預金債権）について，以下の要領でレポート（A4版
4頁以内）を作成し，第10回目の講義（12/02）までに
提出すること（提出されたレポートの講評は，第14
回に行う）。

１．事実の概要を正確に図式化し簡潔に表現する。

２．判旨を簡潔にまとまる。

３．関連判例と学説とを要領よくまとめる。

４．自らの見解（私見）をIRACで簡潔に表現する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に，債権総論2のレポート課題を説明します。★民法判例百選2第70事件（ご振込金の返還請求権と預金債権）について，以下の要領でレポート（A4版で4頁以内）を作成し，第10回目の講義（12月2日）までに提出してください。■★1. 事実の概要を正確に図式化し簡潔に表現する。■★2. ハンシを簡潔にまとめる。■★3. 関連判例と学説とを要領よくまとめる。■★4. 自らの見解（私見）をアイラックで簡潔に表現する。



誤振込事件
（最二判平8・4・26 民集50巻5号1267頁）
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振
込
委
託

預
金
債
権

支払
委託

Xの
債権者

要約者
A銀行
甲支店

債務者

振込指
図人X

諾約者
D銀行
丙支店

対価関係

抗
弁

誤振込
受取人

C

諾約者
A銀行
乙支店

Cの

債権者
Y

支払
委託

預
金
債
権

差押え

債権

全銀ネット口座

対価関係

なし

誤
振
込
委
託

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
レポート課題となっているご振込事件の概要を図示しておきます。★債権者Xは，Xの債権者に対して弁済をするため，★仕向銀行に対して，振込みの指図をします。■★ところが，Xは，振込先の宛名を以前に取引関係にあった，カタカナ名が同じ「トウシン」という会社としてしまいます。そこで，ご振込が行われてしまいます。■★つまり，預金債権は，本来の名宛人ではなく，誤った受取人の口座に振り込まれてしまいました。■★それを奇禍として，ご振込の受取人の債権者Yが，振り込まれた預金債権を差し押さえてしまいます。■このような場合に，振込人は，どのような方法によって，ご振込金を取り戻すことができるのでしょうか？■これが，リポート課題の中心的なテーマです。
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物権から債権へ

 モノやサービスの価値は，物である
カネによって評価されてきた。

 物の使用・収益・換価・処分に関する
物権の全盛の時代であった。

 しかし，現代は，物権も，人と人との
関係（物権的請求権，優先弁済権な
ど）に還元されるようになってきてい
る。

 現代は，物権（権利の帰属）を前提と
しつつも，人と人との関係である債
権が中心を占める時代である。

物から情報へ

 債権とは，方向と量と時間の要素で表
現される情報（ベクトル）である。

 最も信頼されている債権は，預金債権
（家計：800兆円，企業200兆円）であり，

その実体は，銀行口座への入・出金記
帳という情報に過ぎない。

 情報であるから，電子的に安価かつ即
時に送・受信することができる。

 振込み（預金債権の移転）は，相殺とい
う技術を使うことによって，危険を伴う現
金・有価証券の輸送を最小限に抑えるこ
とができる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現在は，物権に債権が優越する時代です。■通貨も金属や紙というモノから，代金債権，報酬債権を含めて，最終的には金銭債権という情報へと変化しています。★従来は，モノやサービスの価値は，有体物であるカネによって評価されてきました。★つまり，金本位制度が維持されていた時代においては，価値は，有体物である金貨によって評価されたのですから，モノの使用・収益・換価・処分に関する物権の全盛の時代でした。★しかし，現代は，物権も，ヒトとヒトとの関係（物権的請求権，優先弁済権など）に還元されるようになってきています。■なぜなら，物権といえども，ヒトとヒトとの関係から生じるのであって，つまるところは，物権的請求権に還元できるからです。★したがって，現代は，物権（権利の帰属）を前提としつつも，ヒトとヒトとの関係である債権が中心を占める時代であるということができます。■★時代は変わりました。現在は，情報化の時代です。★民法学において最も重要な地位をしめる債権とは，▲方向と▲量と▲時間との三つの要素で表現される情報（，すなわちベクトル）であると考えることができます。■ベクトルだからこそ，法律関係は，図式化が容易であり，かつ，重要なのです。★債権の中でも，現在のところ，最も信頼されている債権は，「預金債権」です。■その額は，家計が800兆円，企業が200兆円であり，その実体は，必ずしもモノという実体をともなわない，銀行口座への入金・出金記帳という情報に過ぎません。★情報であるから，モノの運搬・移動とは異なり，電子的に安くかつ即時に送信と受信をすることができるのです。★振込みとは，のちに述べるように，預金債権の経並行移動のことであり，債権総論2で学習するソウサイという技術を使うことによって，危険を伴う現金や有価証券の輸送を最小限に抑えることができるのです。
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