
債権総論2 講義
債務引受

明治学院大学法学部教授

加賀山 茂

2015/10/13 Lecture on Obligation, 2015 1

 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。



債権譲渡と債務引受の関係

債務者間で行われる債権譲渡

1．第三者のためにする契約とは?
2．債権者の交替による更改とは?
3. 債務者間で行われる債権譲渡
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債権譲渡は，通常は，債権者同士である債権譲渡人と債権譲受け人との間でなされます。■この場合，債務者は蚊帳の外に置かれるために，債務者を保護するため，債権譲渡の対抗ヨウケンとして，債務者への通知又は，債務者の承諾が必要とされているのです。■しかし，債権譲渡には，もう一つの方法があります。それが，債務者間で行われる債権譲渡です。■★債務者間で行われる債権譲渡は，第三者のためにする契約を利用しますので，第１に，第三者のためにする契約とは何かについて考察します。■★第2に，通常の債権譲渡と第三者のためにする契約を利用する債権譲渡との違いを明らかにするために，「債権者の交代による更改」（民法515条）との関係について触れておきます。■★第3に，債務者間で行われる債権譲渡，すなわち，債権者（A）の債務者（B）が，第三債務者（C）に対して有している債権を，第三者のためにする契約を利用して，債権者（A）に譲渡する方法と，その対抗ヨウケンについて，検討します。



第三者のためにする契約とは?（1/2）→条文
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 契約当事者の一方（諾約シャ）が，第三者（受益者）に対して直接債務を
負担することを契約の相手方（要約者）に約束する契約（民法537条～
539条）。

対価関係

債権

抗
弁

 典型例
 原因（対価）関係

 売主が，
その債権者に負って
いる債務を弁済するため，

 当事者
 売主（要約者）と買主（諾約

シャ）間の約束で，

 効果
 売買代金を買主から売主の債

権者（受益者）に直接支払わせ
ることができる。

売
買
代
金
債
権

第三者
のため
にする
契約

補
償
関
係

売
買
代
金
債
権

当事者
売主

（要約者）

当事者
買主

（諾約シャ）

売主の
債権者
（受益者）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★「第三者のためにする契約」とは，民法537条から539条までの4か条で規定されている契約であり，契約当事者の一方（諾約シャ）が，第三者（受益者）に対して直接債務を負担することを契約の相手方（要約者）に約束する契約です。■★まず，典型例を見ることにしましょう。■★「第三者のためにする契約」の出発点は，契約外に存在する原因関係（対価関係）です。■★例えば，売主が，その債権者に追っている債務を弁済するために，買主の代金債権で決済をしようと考えたとしましょう。■★そこで，売主が買主との間で，売買代金を売主に支払うのではなく，売主の債権者に支払うという，「第三者のためにする契約」を締結します。■★そして，売主の債権者である受益者が，それを認めると，「第三者のためにする契約」の効力が生じ，受益者は，諾約シャである買主に対して，直接に売買代金の支払いを請求することができるようになります。■このようにして，民法537条以下の「第三者のためにする契約」は，上記の例では，売主と買主との二者間契約であるにもかかわらず，売主の債権者を含めた三者間関係を規律することができる非常に便利な制度なのです。■例えば，第三者のためにする契約を利用した「債権譲渡」においては，通常の債権譲渡が，債務者を蚊帳の外に置いて行われるために，債務者の保護が必要であり，譲渡禁止特約が認められているのですが，そのような保護が濫用を助長するといった弊害が生じています。■これに対して，「第三者のためにする契約」を利用した『債権譲渡」の場合には，債務者が契約当事者となっているため，債務者を保護する必要がなく，しかも，債権譲渡の対抗ヨウケンとしての債務者への通知や債務者の承諾も必要としないため，将来的な発展が期待できます。■その上，契約当事者ではない受益者についても，受益の意思表示がなければ，「第三者のためにする契約」は，原則として効力を生じないとされているため，受益者の利益が害される危険もありません。



第三者のためにする契約とは?（2/2）→図解

 第537条（第三者のためにする契約）
 ①契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約

したときは，その第三者は，債務者に対して直接にその給付を請求す
る権利を有する。

 ②前項の場合において，第三者の権利は，その第三者が債務者に対
して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

 第538条（第三者の権利の確定）
 前条の規定により第三者の権利が発生した後は，当事者は，これを変

更し，又は消滅させることができない。

 第539条（債務者の抗弁）
 債務者は，第537条〔第三者のためにする契約〕第1項の契約に基づく

抗弁をもって，その契約の利益を受ける第三者に対抗することができ
る。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★第537条（第三者のためにする契約）は，以下のように規定しています。■★537条▲第1項■契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは，その第三者は，債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。■★537条▲第2項■ゼン項の場合において，第三者の権利は，その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。■★第538条（第三者の権利の確定）は，以下のように規定しています。■★ゼン条の規定により第三者の権利が発生した後は，当事者は，これを変更し，又は消滅させることができない。■★第539条（債務者の抗弁）は，以下のように規定しています。★債務者は，第537条〔第三者のためにする契約〕第1項の契約に基づく抗弁をもって，その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。■債務者による全ての抗弁が，例外なしに債権者に対抗できるとしている点が重要です。



「第三者のためにする契約」による
債権譲渡（債務者対抗要件は不要）
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既成法典は更改の場合に於ても亦，債権の譲渡の場合と等しく，債務者への通知
又は其承諾を必要とせり是れ非なり。…更改の場合にありては，債務者も亦契約の当
事者なるを以て，決して斯の如き手続を必要とせざるなり（民法修正案理由書）。

第515条（債権者の
交替による更改）

債権者の交替による更
改は，確定日付のある
証書によってしなけれ
ば，第三者に対抗する
ことができない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
第三者のためにする契約を利用した債権譲渡の仕組みを示します。■★債務者（B）は，債権者（A）に債務を負っているが，債務者（B）は，第三債務者（C）に対して債権を有しているとします。■この場合，債務者（B）は，第三債務者（C)に対して有している債権を，債務者（B）の債権者（A）に譲渡すれば，債権の弁済に変えることができます。■特に，それが預金債権であれば，現金決済と同じ効果が生じます。■そこで，債務者（B）と第三債務者（C）例えば銀行との間で，預金債権等の債権を譲渡をすることに大きな意味があるのです。■★債務者（B）と第三債務者（C）との間で，第三者のためにする契約を使って，債権を債権者（A）に移転することを約します。■★それについて，債権者（A）が受益の意思表示をすると，債権は，抗弁のついたままで，債権者に移転します。■★第三者のためにする契約とは異なり，民法515条の「債権者の交代による更改」の場合には，抗弁は切断され，債務者にとって不利になりますが，第三者のためにする契約による場合には，抗弁がついたまま移転しますので，債務者の保護は十分です。■★しかも，第三者のためにする契約を利用した債権譲渡の場合には，債務者が当事者となりますので，債務者への通知も，債務者の承諾も必要ありません。■もしも，この契約を公正証書ですれば，確定日付も備えられることになります。■一歩を進めて，もしも，銀行による入出金記帳が確定日付と認められるようになれば，確実な対抗ヨウケンが備えられることになります。



債権者の交代による更改の再評価
－「第三者のためにする契約」の活用－

 民法第515条（債権者の交替による更改）

 債権者の交替による更改は，確定日付のある証書によってしなければ，第三者に対抗す
ることができない。

 民法515条の立法理由

 本条は既成法典財産編第500条に左の二の修正を加へたるものなり。

 １．確定日附ある証書を要するは，一に新旧債権者等の詐欺を予防するにあるが故
に，本条の規定を汎く債権者の交替に因る一切の更改に適用することとしたり。

 ２．既成法典は更改の場合に於ても亦，債権の譲渡の場合と等しく債務者への通知
又は其承諾を必要とせり是れ非なり。譲渡は，新旧債権者間の契約を以て之を為し，
債務者は唯其契約の第三者なるが故に，或は彼に通知し或は彼の承諾を得るを要す
るも，更改の場合にありては債務者も亦契約の当事者なるを以て，決して斯の如き手
続を必要とせざるなり。

 旧民法財産編第500条
 債権者が第503条に定むる如く其債権の物上担保を留保して或は，他人を恵む為め，或

は他人に対する債務を免がるる為め，其人に嘱託して，自己の債務者より弁済を受けし
むるときは，其受嘱託人は債権の譲渡に関する第347条の規定に従ふに非ざれば，第三
者に対して其債権を主張することを得ず。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　このように考えると，これまで，あまり注目されてこなかった債権者の交代による更改（民法515条）が再評価されるべきだと思われます。■★民法第515条（債権者の交替による更改）は，以下のように規定しています。■★債権者の交替による更改は，確定日付のある証書によってしなければ，第三者に対抗することができない。■逆から言えば，公正証書による債権者の交代による更改は，それだけで，第三者対抗ヨウケンとなることを意味しています。■★そこで，民法515条の立法理由を見てみましょう。■★本条は既成法典▲財産編第500条に左の二つの修正を加えたるものなり。★第１に，確定日附ある証書を要するは，一つに新旧債権者等の詐欺を予防するにあるが故に，本条の規定をあまねく，債権者の交替に因る一切の更改に適用することとしたり。■★第２に，既成法典は更改の場合においても，また，債権の譲渡の場合と等しく，債務者への通知又はその承諾を必要とせり。しかし，これは非なり。譲渡は，新旧債権者間の契約をもって，これをなし，債務者はただ，その契約の第三者なるが故に，あるいは，彼に通知し，あるいは，彼の承諾を得るを要するも，更改の場合にありては，債務者も，また，契約の当事者なるをもって，決してかくのごとき手続を必要とせざるなり。■★現行民法の立法者が参考とした旧民法財産編 第500条は，以下のように規定していました。■★債権者が第503条にさだむるごとく，その債権の物上担保を留保して，あるいは，他人を恵むため，あるいは，他人に対する債務をまぬがるるため，その人に嘱託して，自己の債務者より弁済を受けしむるときは，その受託人は債権の譲渡に関する第347条の規定に従うにあらざれば，第三者に対してその債権を主張することを得ず。



債務引受
1. 民法には，債務引受に関する明文の規定が存在
しないのはなぜか?

2. 民法の立法者は，債務引受に関する旧民法の規
定を十分に理解していたか?

3. ドイツ民法の債務引受の規定と，旧民法の債務
引受の規定はどこが違うか?

4. 旧民法の債務引受の規定は，現在，どのような条
文として残っているか。

5. 現行民法の条文だけを使って，債務引受の構造
をうまく表現できるか?
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債務引受けについては，つぎの五つの点が問題となります。■★第1に，民法には，債務引受に関する明文の規定が存在しないのはなぜでしょうか?■★第2に，旧民法には，債務引受の規定があったのですが，民法の立法者は，この規定を十分に理解していたのでしょうか?■★第3に，現行民法には，債務引受の規定がないため，わが国の学説，および，判例は，ドイツ民法の債務引受の規定を参照していますが，ドイツ民法の規定と，旧民法の債務引受の規定はどこが違うのでしょうか?■★第4に，旧民法の債務引受の規定は，現在，どのような条文として残っているのでしょうか。■★第5に，判決を下す場合に，まさか，ドイツの条文を適用するわけにはいかないので，裁判官はわが国の民法を適用せざるを得ないのですが，現行民法の条文だけを使って，債務引受の構造をうまく表現できるのでしょうか?■★以上の5点を踏まえた上で，最後に，民法（債権関係）改正案は，債務引受けについて，どのような改正をしようとしているのでしょうか。■以上の点について，逐次，検討することにしましょう。



第三者のためにする契約の代表例
としての債務引受

債務
引受
契約

（補償
関係）

対価関係

 わが国には，
債務引受に関する
明文の規定は存在
しない。

 判例（大判大10・5・9民録
27輯899頁）は，ドイツ民
法（414条～）等を参考に
判例法理を形成してきた。

債権

 しかし，わが国には，条文の根拠が，
本当に存在しないのであろうか。

債権
受益者
（債権者）

要約者
（債務者）

諾約シャ
（新債務者）

債務
引受

抗弁
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★わが国には，債務引受に関する明文の規定は存在しません。■★判例（大審院▲大正▲10年5月9日▲民事判決録▲27輯899頁）は，ドイツ民法（414条以下）等を参考にして，判例法理を形成してきました。■★しかし，わが国には，条文の根拠が，本当に存在しないのでしょうか。■★債権者（A）に対して，債務者（B）がある債務を負っているとします。そして，債務者は，債権者に対して，同時履行等の抗弁も持っているとしましょう。■★債務者が第三債務者等にこの債務を肩代わりして弁済してほしいと思い，■債務者と第三債務者であることが多いのですが，債務者を助けてくれる（C)との間で，Cが債務者（B）の債務を引き受うけるという，「第三者のためにする契約」をしたとします。■この場合，債務者（B）を要約者，Cを諾約シャ，債権者（A）を受益者といいます。★これについて，債権者（A）が諾約シャ（C）に対して受益の意思表示をすると，■★要約者（B）の受益者（A）に対する債務は，諾約シャ（C）に移転します。■債権者が交代するのではなく，債務者が交代するので，これを債務引受といいます。



債務引受を第三者のためにする契約
として認めた判例

大判大6・11・1民録23輯1715頁
第三者給付の契約は，契約当事者が契約の目的たる給付
の上に第三者をして一定の権利を取得せしむる目的を以
て当事者の一方が相手方に対し第三者に給付すべきこと
を約するに因りて成立するものなれば，

要約者と第三者との間に新なる独立の給付を約したる場
合のみならず，

既存債務の履行を引受け支払を為すことを約する場合に
於ても，当事者の意思が第三者をして権利を取得せしむる
に在るときは，

第三者の為めにする契約は成立するものとす。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　わが国の民法には，債務引受について，明文の規定がないのですが，実務上は，債務引受は行われており，そのことでトラブルが生じた場合，裁判者は，ドイツ民法によって事件解決するわけにはいかないので，条文上の手がかりが求められることになります。■わが国の判例の中には，債務引受の根拠条文として，「第三者のためにする契約」を使ったものがあります。■★大審院▲大正6年11月1日▲判決▲民事判決録1715頁を見てみましょう。■この判決は，以下のように判示しています。■★第三者給付の契約は，契約当事者が契約の目的たる給付の上に第三者をして一定の権利を取得せしむる目的をもって当事者の一方が相手方に対し第三者に給付すべきことを約するに因りて成立するものなれば，★要約者と第三者との間にあらたなる独立の給付を約したる場合のみならず，★既存債務の履行を引受け支払を為すことを約する場合においても，当事者の意思が第三者をして権利を取得せしむるにあるときは，★第三者のためにする契約は成立するものとす。



債務引受を第三者のためにする契約
として理解する際の注意点

 「第三者のためにする契約」においては，第三者が権利を取
得しなければならない
 大判昭11・7・4民集15巻1304頁
 債務者と其の履行を引受けたる者との間の契約に於て，特に第三者たる債権者をし

て，直接其の引受を為したる者に対し，履行の請求権を取得せしむることを約したる
場合に非ざる限り，該契約は第三者の為めにする契約なりと云ふことを得ざるものと
す。

 「履行引受」だけなら，「第三者のためにする契約」ではない
 大判大4・7・16民録21輯1227頁
 契約当事者が第三者をして権利を取得せしむる意思なくして，単に其一方

が相手方の第三者に対する債務を弁済すべきことを約したるに止まるとき
は，其効力は第三者の為めに生ぜず。

 従て，第三者が受益の意思表示を為すも，之に因り其第三者は右当事者の
一方に対し直接に給付を請求する権利を取得するものに非ず。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　債務引受に関しては，債務引受けと履行引受けを区別するのが判例の考え方です。■★そして，「第三者のための契約」においては，受益者は，諾約シャに対して権利を取得するのであるから，履行引受けだけの場合には，それは，「第三者のためにする契約」には当たらないとしています。■★大審院▲昭和11年7月4日▲判決▲民事判例集15巻1304頁を見てみましょう。■この判決は，以下のように判示しています。■★債務者とその履行を引き受けたる者との間の契約において，特に，第三者たる債権者をして，直接その引受をなしたるものに対し，履行の請求権を取得せしむることを約したる場合にあらざる限り，ガイ契約は第三者のためにする契約なりということをえざるものとす。■■つまり，判例は，「債務引受」ではなく，「履行引受」だけなら，「第三者のためにする契約」ではないと考えています。■★大審院▲大正4年7月16日▲判決▲民事判決録21輯1227頁を見てみましょう。■この判決は，以下のように判示しています。★契約当事者が第三者をして権利を取得せしむる意思なくして，単にその一方が相手方の第三者に対する債務を弁済すべきことを約したるにとどまるときは，その効力は第三者のために生ぜず。■★したがって，第三者が受益の意思表示をなすも，これにより，その第三者は右当事者の一方に対し，直接に給付を請求する権利を取得するものにあらず。■■しかし，保証契約の内容について，保証人の責任を債務者に代わって履行を肩代わりする履行責任の引受けだと考える「加賀山説」に立つ場合には，債権者は，保証人に対して権利を取得しますから，保証委託契約を「第三者のためにする契約」と考えることが可能となります。■ところで，民法（債権関係）改正案は，債務引受けについて，のちに述べるように，「第三者のためにする契約」によることを明文で認めるに至っています。■したがって，債務引受けばかりでなく，履行引受けの場合についても，「第三者のためにする契約」によることが認められ，ひいては，「第三者のためにする契約」による保証委託契約，すなわち，履行引受け契約こそが，真の保証契約であるとの加賀山説が認められるようになるのも，時間の問題であると，私は考えています。



わが国には，債務引受の根拠規定は
本当に存在しないのか?

民法514条の規定は，債務引受の根拠とならない
か?
債権譲渡の規定（民法466条以下）に対応して，債権者の
交代による更改の規定（民法513条）が存在するように，債

務引受に対応する債務者の交替による更改の規定（民法
514条）が存在する。

第514条（債務者の交替による更改）

債務者の交替による更改は，債権者と更改後に債務者となる者との
契約によってすることができる。ただし，更改前の債務者の意思に反
するときは，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
　現行民法には，確かに，債務引受の規定は存在しません。しかし，わが国には，本当に債務引受を制御する条文は存在しないのでしょうか？■★債務引受は，債務者の交代でもあるのですから，民法514条（債務者の交代による更改）の規定は，債務引受の根拠となるのではないでしょうか?■★債権譲渡の規定（民法466条以下）に対応して，債権者の交代による更改の規定（民法513条）が存在するように，債務引受に対応する債務者の交代による更改の規定（民法514条）が存在します。■★第514条（債務者の交替による更改）は，以下のように規定しています。■★債務者の交替による更改は，債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし，更改前の債務者の意思に反するときは，この限りでない。■民法514条の規定は，旧債権が消滅して，新たな債務が発生するという更改の規定なので，債権に付随していた抗弁が消滅するという点で，債務者の保護には十分ではありません。■また，更改なので，免責的な債務引受には適合しても，並存的債務引受には適合しないように見えます。■そこで，民法514条の元となっている，旧民法に遡って，民法514条の由来を探ってみることにしましょう。



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
債務者の交代による更改（民法514条）の立法理由

 民法514条の立法理由

立法の趣旨
本条は既成法典財産編第496条第1項の規定に対当す。

旧民法の規定の改正（「嘱託」等の重要性を認識できず）
同条には嘱託〔délégation〕、除約〔novation par expromission〕又は

補約〔simple adpromission〕の如き新熟語を用いて学理的の説明を

為せども，是れ独り其用なきのみならず，頗る法典の体を失するも
のなるを以て，改めて本条の如くしたり。

第三者の弁済の規定と調和する但書きの追加

本条の但書は諸国に例なき所なれども既に弁済の規定に於て之に
類似の法文〔民法474条2項〕を設けたるに因り，更改の場合にも亦
之を置きて二者の権衡を保たんことを欲したり。
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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514条の立法理由は，以下の通りです。■★まず，立法の趣旨です。■★本条（現行民法514条）は，既成法典▲財産編▲第496条第1項の規定に対当す。■★旧民法の規定の改正理由は以下の通りです。■現行民法の立法者は，旧民法の規定のうち，「嘱託」等の重要性を認識できず，これらの重要な規定を削除してしまいました。これが，現行民法に，債務引受の規定が存在しない理由です。少し難しいのですが，その理由をじっくり検討することにしましょう。■★旧民法▲財産編▲第496条には，嘱託〔デレガッション〕、ジョ約〔ノバッション・パール・エクスプロミッション〕又は，補約〔サンプル・アドプロミッション〕のごとき，新熟語を用いて，学理的の説明をなせども，これ，ひとりその用なきのみならず，すこぶる法典のテイを失するものなるをもって，改めて本条のごとくしたり。■★立法者は，そのように述べた後，第三者の弁済の規定と調和する但書きを追加することにしています。■★本条のただし書き（更改前の債務者の意思に反するときはこの限りでない）は，諸国に例なき所なれども，既に弁済の規定において，これに類似の法文〔民法474条2項〕を設けたるにより，更改の場合にもまた，これを置きて，二者の権衡を保たんことを欲したり。■現行民法の立法者が，理解できなかった「嘱託」とか，「ジョ約」とか，「補約」とかは，どのような意味だったのでしょうか。■もしも，この点を理解できるようになると，皆さんは，現行民法の立法者のレベルを超えることになります。■面白いので，つぎに，この点を解明することにしましょう。



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条

干渉（債務者の交代） 嘱託（指図）
対価関係

補
償
関
係

対価関係

嘱
託

補
償
関
係

新債務者

(諾約
シャ)

抗弁抗弁

新債務者

債権債権 債務者債権者 債権債権 債務者
(要約者)

債権者
(受益者)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現行民法の立法者が理解できなかった旧民法▲財産編▲第496条について，条文を読む前に，全体像を図解しておきましょう。そうすると，難解な旧民法の条文が理解しやすくなると思います。★第1は，干渉（債務者の交代による更改）です。■これは，債権者と新債務者との間の契約によって，新債務者が債務を引き受けるものです。■旧民法では，完全更改としての免責的債務引受と不完全更改としての並存的債務引受が実現されていました。■★債務者（B)が債権者（A）に債務を負っている場合に，債務者（B）の代わりに債務を肩代わりすべき新債務者（C）が現れます。■★債権者（A）と新債務者（C）との間の更改契約である「干渉」が締結されると，★債権者（A）と債務者（B）との間の債務に代わって，債権者（A）と新債務者（C）との間に，新たな債務が発生します。■この場合，債務者（B）が債権者（A）に対して有していた抗弁は，切断されるのが原則ですが，■もしも，抗弁も一緒に移転することが認められると，これが，いわゆる債務引受ということになります。■★第２は，嘱託（指図）による債務者の交代です。■これは，債権者と新債務者との間の契約ではなく，債務者と新債務者との間の契約である「嘱託」（現在では，指図と翻訳されています）によって，新債務者が債務を引き受けるものです。■旧民法では，この場合においても，完全更改としての免責的債務引受（ジョ約）と不完全更改としての並存的債務引受（補約）が実現されていました。■★債務者（B)が債権者（A）に債務を負っている場合に，債務者（B）と新債務者（C）との間で，Cが，Bの代わりに債務を肩代わりすることを約する「嘱託」が締結されると，■★債権者（A）と債務者（B）との間の債務に代わって，債権者（A）と新債務者（C）との間に，新たな債務が発生します。■この場合，債務者（B）が債権者（A）に対して有していた抗弁は，切断されるのが原則ですが，■もしも，抗弁も一緒に移転することが認められると，これが，いわゆる債務引受ということになります。



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条の価値(1/4)

 旧民法財産編第496条
 ①債務者の交替に因る更改は，或は旧債務者より新債務者に為せる

嘱託〔délégation〕に因り，或は旧債務者の承諾なくして新債務者の随
意の干渉〔l'intervention spontanée〕に因りて行はる。

 ②嘱託には完全のもの有り，不完全のもの有り。

 ③第三者の随意の干渉〔l‘intervention spontanée d’un tiers〕は下に記
載する如く，除約〔novation par expromission〕又は補約〔simple 
adpromission〕を成す。

この規定は，ボワソナードが，フランス民法典1274条（現行
民法514条本文に同じ）を参考にしつつも，フランスの学説・

判例によって発展した債務引受の制度（免責的債務引受，
併存的債務引受）を明文化した貴重な条文である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
債務引受に関する旧民法の全体像が明らかになったので，いよいよ，条文を読んでみることにしましょう。■★旧民法▲財産編▲第496条は，以下のように規定していました。■★債務者の交替に因る更改は，あるいは，旧債務者より新債務者になせる嘱託〔デレガッション〕により，あるいは，旧債務者の承諾なくして新債務者の随意の干渉〔リンタルバンション・スポンタネ〕によりて行なわる。■★嘱託には完全のもの有り，不完全のもの有り。■★第三者の随意の干渉〔リンタルバンション・スポンタネ・ダン・ティエール〕は下に記載するごとく，ジョ約〔ノバッション・パール・エクスプロミッション〕又は，補約〔サンプル・アドプロミッション〕をなす。■★この規定は，ボワソナードが，フランス民法典1274条（現行民法514条本文に同じ）を参考にしつつも，フランスの学説・判例によって発展した債務引受けの制度（免責的債務引受け，併存的債務引受け）を明文化した貴重な条文です。■当時としては，余りに先進的に過ぎて，現行民法の立法者の理解を超えるものだったのですが，現在となっては，明確な規定であり，債務引受の全貌を明らかにした，優れた条文であると評価することができます。



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条の価値(2/4)

旧民法財産編第496条の特色

当事者（2通りの組み合わせ）
債務者と新債務者との合意…指図（délégation）
債権者と新債務者との合意…干渉（l'intervention）

効果（免責的・併存的債務引受の実現）
指図（délégation）
 完全指図（délégation parfaite）…免責的債務引受

 不完全指図（délégation imparfaite）…併存的債務引受

第三者の任意干渉（l'intervention spontanée d’un tiers ）
 債務免脱による更改（novation par expromission）…免責的債務引受

 単純保証（simple adpromission）…併存的債務引受
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★旧民法▲財産編▲第496条の条文を読んだので，その特色をまとめておきましょう。■★当事者については，2通りの組み合わせがあります。■★第一は，債務者と新債務者との合意によるものであり，これを指図（デレガッション）といいます。■第二は，債権者と新債務者との合意によるものであり，これを干渉（リンテルバンション）といます。■★旧民法▲財産編▲第496条効果は，免責的債務引受と併存的債務引受の二つを同時に実現することにあります。■★まず，債務者から第三債務者に対する指図に関しては，★完全指図（デレガッション・パルフェ）によって，免責的債務引受が実現されます。■★不完全指図（デレガッション・アンパルフェ）によって，併存的債務引受が実現されます。■★つぎに，債権者と新債務者間で行われる第三者の任意干渉に関しては，★債務免脱による更改（ノバッション・パール・エクスプロミッション）によって，免責的債務引受が実現されます。■単純保証（サンプル･アドプロミッション）によって，併存的債務引受が実現されます。■このようにして，旧民法▲財産編▲第496条によれば，当事者が債権者と新債務者との間の契約によっても，また，債務者と第三債務者との契約によっても，いずれの場合においても，免責的債務引受も，また，並存的債務引受も実現できるようになっていたのです。■■したがって，現行民法の立法者が，旧民法▲財産編▲第496条を削除したのは，残念なことだったといわなければなりません。■ところで，2015年3月31日に国会に提出された民法（債権関係）改正案は，その第470条から472条の4という６か条において，債務引受の規定を新設することにしています。■この改正案については，後にその内容を詳しく紹介しますが，旧民法の規定とほとんど同じであり，ボワソナードの努力が130年ぶりに，やっと実現されることになりそうです。



債務引受の根拠規定は存在しないのか?
旧民法財産編第496条の価値(4/4)

旧民法財産編第496条
債務者の交替に因る更改

①債務者の交替に因る更改は，或
は旧債務者より新債務者に為せる
嘱託〔délégation〕に因り，或は旧債

務者の承諾なくして新債務者の随意
の干渉〔l'intervention spontanée〕に
因りて行はる。

②嘱託には完全〔免責的〕のもの有
り，不完全〔併存的〕のもの有り。

③第三者の随意の干渉
〔l'intervention spontanée d’un tiers〕
は下に記載する如く除約〔novation 
par expromission〕又は補約〔simple 
adpromission〕を成す。

ドイツ民法
債務引受（Schuldübernahme）

 第414条（債権者・引受人の契約）

 債務は，第三者が債権者との契約
により，旧債務者に代わって債務
者となる方法をもってこれを引き受
けることができる。

 第415条（債務者・引受人の契約）

 第三者が債務者と契約した債務の
引き受けは，債権者の追認によっ
てその効力を生じる。追認は，債務
者又は第三者が債務の引き受けを
債権者に通知した後になすことが
できる。追認がなされる間は，当事
者は契約を変更し又は破棄するこ
とができる。…
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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，旧民法▲財産編▲496条を削除してしまったため，債務引受の規定を欠くことになりました。そこで，学説は，旧民法ではなく，ドイツ民法414条以下の規定を参考にして，債務引受の法理を構築していきます。■★旧民法については，既に詳しく検討したので，ドイツ民法の債務引受の規定について，旧民法と対比しながら検討してみましょう。■★ドイツ民法414条（債権者・引受人の契約）は以下のように規定しています。■★債務は，第三者が債権者との契約により，旧債務者に代わって債務者となる方法をもってこれを引き受けることができる。■★第415条（債務者・引受人の契約）は，以下のように規定しています。■★第三者が債務者と契約した債務の引き受けは，債権者の追認によってその効力を生じる。追認は，債務者又は第三者が債務の引き受けを債権者に通知した後になすことができる。追認がなされる間は，当事者は契約を変更し又は破棄することができる。…■両者を比較してみると，内容は，ほとんど同じであることが分かります。



現行民法の解釈としての

債務引受

1. 債権者と新債務者間の契約

 民法514条の類推解釈（通常の債務引受）

2. 債務者と新債務者間の契約

 民法537条以下の第三者のためにする契約
による構成（いわゆる指図）

2015/10/20 Lecture on Obligation2, 2015 17

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現行法の解釈として，債務引受を認める場合の理論構成としては，以下の二つが考えられます。★第1は，債権者と新債務者間の契約による場合です。■★これは，民法514条の類推解釈によって実現できます。（これが，通常の債務引受です。）★第2は，債務者と新債務者間の契約による場合です。■★これは，民法537条以下の第三者のためにする契約による構成によって実現できます（これは，いわゆる指図による債務引受です。）



債務引受の二つの方法
現行民法の解釈
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通常の債務引受 第三者のためにする契約（指図）
対価関係

補
償
関
係

対価関係

指
図

補
償
関
係

新債務者

(諾約
シャ)

抗弁抗弁

新債務者

債権債権 債務者債権者 債権債権 債務者
(要約者)

債権者
(受益者)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★債務引受を現行法において実現する二つの方法について，図によって理解を深めましょう。■★第1は，債権者と新債務者との間で締結される，債務引受契約による方法です。■★第2は，債務者と新債務者との間でなされる第三者のためにする契約による方法です。■



債務引受の根拠規定は存在する
民法514条，537条との組み合わせ

債権者・新債務者間の契約

 民法514条
（債務者の交代による更改）

 債務者の交替による更改は，債権者と
更改後に債務者となる者との契約に
よってすることができる。ただし，更改前
の債務者の意思に反するときは，この
限りでない。

債務者・新債務者間の契約

 民法537条
（第三者のためにする契約）

 契約により当事者の一方が第三
者に対してある給付をすることを
約したときは，その第三者は，債
務者に対して直接にその給付を
請求する権利を有する。

 前項の場合において，第三者の
権利は，その第三者が債務者に
対して同項の契約の利益を享受
する意思を表示した時に発生す
る。

民法514条の基礎となった旧民法財産編496
条には，このほかに，債務者と旧債務者の合
意と債権者の承認による債務引受の規定が
用意されていた。
これを補うものとして，現行民法537条が大き

な役割を果たしうる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行法に債務引受の明文の規定がないため，現行法の解釈として，学説・判例は，ドイツ民法を参考にして，解釈論を組み立てています。★しかし，旧民法には，債務引受の規定があり，その一部が民法514条に残されています。■★民法514条の基礎となった旧民法▲財産編▲第496条には，このほかに，債務者と旧債務者の合意と債権者の承認による債務引受の規定が用意されていたのですから，これを補うものとして，現行民法537条が大きな役割を果たすことになります。■★民法537条（第三者のためにする契約）は，要約者である債務者と第三債務者であることが多い，諾約シャとの間で，諾約シャが要約者の債務を引き受けるという「第三者のためにする契約」と締結すると，債権者は，諾約シャに対して直接に債務の履行を求めることができます。■★この場合，債権者が受益の意思表示をしたときに，債務が債務者から新債務者へと移転します。



民法（債権関係）改正案の債務引受

債務引受の分類

並存的債務引受

改正案470条～471条
 結局，連帯債務の成立要件を増やしたに過ぎない。

免責的債務引受

改正案472条～472条の4
 本来的な債務引受

 契約形態として，債権者と新債務者との間の契約だけでなく，

 債務者と引受人との契約（結局は，第三者のためにする契約を
認めた点に特色がある。）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　2015年3月31日に国会に提出された民法（債権関係）改正案は，債務引受に関する規定を新設しています。■★改正案は，債務引受を以下の二つに分類しています。■★第1は，並存的債務引受であり，★改正案第470条から471条に規定されています。■★並存的債務引受によっては，債務者と新債務者とは，連帯債務を負担することになるので，これらの規定は，連帯債務の成立要件を増やしたものに過ぎません。■第2は，免責的債務引受であり，★改正案472条～472条の4に規定されています。これは，債務の移転であって，本当の意味での債務引受といえるでしょう。■★契約形態として，債権者と新債務者との間の契約だけでなく，★債務者と新債務者との間の契約をも認めています。したがって，第三者のためにする契約を利用した現行法の解釈がこれらの規定によって，公式に認められたことになります。



並存的債務引受（1/2）

改正案第470条（併存的債務引受の要件及び効果）

①併存的債務引受の引受人は，債務者と連帯して，債務
者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を
負担する。

②併存的債務引受は，債権者と引受人となる者との契約
によってすることができる。

③併存的債務引受は，債務者と引受人となる者との契約
によってもすることができる。この場合において，併存的債
務引受は，債権者が引受人となる者に対して承諾をした時
に，その効力を生ずる。

④前項の規定によってする併存的債務引受は，第三者の
ためにする契約に関する規定に従う。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案第470条（併存的債務引受の要件及び効果）を読んでみましょう。■この規定は，連帯債務の成立要件として，従来どおりの債権者と債務者との間の契約だけでなく，債務者と新債務者との間の契約，すなわち，第三者のためにする契約によることを認める規定となっています。■★改正案470条▲第1項■併存的債務引受の引受人は，債務者と連帯して，債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。★改正案470条▲第2項■併存的債務引受は，債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。★改正案470条▲第3項■併存的債務引受は，債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。■この場合において，併存的債務引受は，債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に，その効力を生ずる。■★改正案470条▲第4項■ゼン項の規定によってする併存的債務引受は，第三者のためにする契約に関する規定に従う。



並存的債務引受（2/2）

改正案第471条（併存的債務引受における引受
人の抗弁等）

①引受人は，併存的債務引受により負担した自己の
債務について，その効力が生じた時に債務者が主張
することができた抗弁をもって債権者に対抗すること
ができる。

②債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有す
るときは，引受人は，これらの権利の行使によって債
務者がその債務を免れるべき限度において，債権者
に対して債務の履行を拒むことができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案第471条（併存的債務引受における引受人の抗弁等）を見てみましょう。■★改正案第471条▲第1項■引受人は，併存的債務引受により負担した自己の債務について，その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。■連帯債務における一人の債務者の有する抗弁について絶対的効力を認めた規定です。■連帯債務において，一人の連帯債務者の有する抗弁の絶対的効力を制限し，現行民法437条（免除の抗弁の絶対効），439条（消滅時効の抗弁の絶対効）を削除するという今回の改正案の方針と矛盾しています。これらの現行法の規定は，削除するのではなく，保持すべきでしょう。■★改正案第471条▲第2項■債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは，引受人は，これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において，債権者に対して債務の履行を拒むことができる。■これは，一人の債務者が有する解除の抗弁の絶対効を認めた規定です。■並存的債務引受について，第三者のためにする契約によることを認め，民法539条を準用することとしている当然の結果といえるでしょう。



免責的債務引受（1/4）
改正案第472条（免責的債務引受の要件及び効
果）
①免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対し
て負担する債務と同一の内容の債務を負担し，債務
者は自己の債務を免れる。

②免責的債務引受は，債権者と引受人となる者との契
約によってすることができる。この場合において，免責
的債務引受は，債権者が債務者に対してその契約を
した旨を通知した時に，その効力を生ずる。

③免責的債務引受は，債務者と引受人となる者が契
約をし，債権者が引受人となる者に対して承諾をする
ことによってもすることができる。
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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（債権関係）改正案では，免責的債務引受の規定は，4か条にわたっています。1条ずつ，読んでいくことにしましょう。★改正案▲第472条（免責的債務引受の要件及び効果）は，以下のように規定しています。■★改正案▲第472条▲第1項■免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し，債務者は自己の債務を免れる。■★改正案▲第472条▲第2項■免責的債務引受は，債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において，免責的債務引受は，債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に，その効力を生ずる。■従来の債務引受においては，第2項の方法によるのが原則とされていました。改正案も，この考え方を引き継いでいます。★改正案▲第472条▲第3項■免責的債務引受は，債務者と引受人となる者が契約をし，債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。■第3項は，第三者のためにする契約による免責的債務引受を認めています。



免責的債務引受（2/4）

第473条の5〔法案では第472条の2〕（免責的債
務引受における引受人の抗弁等）

①引受人は，免責的債務引受により負担した自己の
債務について，その効力が生じた時に債務者が主張
することができた抗弁をもって債権者に対抗すること
ができる。

②債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有す
るときは，引受人は，免責的債務引受がなければこれ
らの権利の行使によって債務者がその債務を免れる
ことができた限度において，債権者に対して債務の履
行を拒むことができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★改正案▲第472条の2（免責的債務引受における引受人の抗弁等）を読んでみましょう。■★改正案▲第472条の2▲第1項■引受人は，免責的債務引受により負担した自己の債務について，その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。★改正案▲第472条の2▲第1項■債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは，引受人は，免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において，債権者に対して債務の履行を拒むことができる。■免責的債務引受について，第三者のためにする契約によることが認められたことによる，必然的な結果です。



免責的債務引受（3/4）

第473条の6〔法案では第472条の3〕（免責的
債務引受における引受人の求償権）

免責的債務引受の引受人は，債務者に対して求
償権を取得しない。

2015/10/20 Lecture on Obligation2, 2015 25

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
改正案▲第472条の3（免責的債務引受における引受人の求償権）は，以下のように規定しています。■★免責的債務引受の引受人は，債務者に対して求償権を取得しない。■並存的債務引受の場合には，連帯債務の規定が準用されるので，引受人は当然に求償権を取得します。■それに対して，免責的債務引受の場合には，引受人は，債務者に対して求償権を取得しないとされています。■その理由は，債務者と引受人との間には，補償関係があり，引受人が債権者に債務の履行をすると，その補償関係が消滅するため，求償権を取得しないと規定されたのです。■しかし，そのことは，求償権と補償関係とがソウサイによって消滅すると考えることもできますので，結果は同じであっても，求償権を取得しないとする立法の仕方には，問題があると思われます。■この改正案は，むしろ，「免責的債務引受の引受人が債権者に対して債務を履行した場合，引受人と債務者との関係は，その契約関係にしたがって清算が行われる」と規定すべきであったと，私は考えています。



免責的債務引受（4/4）
 改正案第472条の4（免責的債務引受による担保の移転）
①債権者は，第472条第1項の規定により債務者が免れる債務
の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移す
ことができる。ただし，引受人以外の者がこれを設定した場合に
は，その承諾を得なければならない。

②前項の規定による担保権の移転は，あらかじめ又は同時に引
受人に対してする意思表示によってしなければならない。

③前二項の規定は，第472条第1項の規定により債務者が免れ
る債務の保証をした者があるときについて準用する。

④前項の場合において，同項において準用する第1項の承諾は，
書面でしなければ，その効力を生じない。

⑤前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされた
ときは，その承諾は，書面によってされたものとみなして，同項
の規定を適用する。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
免責的債務引受の改正案の最後の条文を読んでみましょう。★改正案第472条の4（免責的債務引受による担保の移転）は以下のように規定しています。■★改正案第472条の4▲第1項■債権者は，第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし，引受人以外の者がこれを設定した場合には，その承諾を得なければならない。■この規定は，ゼン条の規定が，引受人の求償権を否定したために必要となった規定です。もしも，ゼン条で求償権の存在を認めている場合には，このような規定を設ける必要は生じません。■★改正案第472条の4▲第2項■ゼン項の規定による担保権の移転は，あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。■★改正案第472条の4▲第3項■ゼン二項の規定は，第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。■★改正案第472条の4▲第4項■ゼン項の場合において，同項において準用する第1項の承諾は，書面でしなければ，その効力を生じない。■★改正案第472条の4▲第5項■ゼン項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは，その承諾は，書面によってされたものとみなして，同項の規定を適用する。■



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
シャ

D銀行
丙支店

対価関係

抗
弁

誤振込
受取人

C

諾約
シャ

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，本来の名宛ニンではなく，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。



活用すべき文献

 組織のリーダーは何をすべきであり，何
をしてはならないか

 P.F.ドラッカー（上田惇生訳）『非営利組織の
経営』ダイヤモンド社（2007）

 フィッシャー=ユーリー（金山宣夫，浅井和子
訳）『ハーバード流交渉術』三笠書房（1990）

 法律家のものの考え方

 カイム・ペレルマン，江口三角 (訳) 『法律家
の論理―新しいレトリック』木鐸社（2004）

 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

 佐藤孝幸『実務契約法講義』民事法研究会
（2012）

 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）
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★これで，債務引受の講義を終わります。
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