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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。■



更改の意義
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 更改の定義

 契約によって既存の債権を消滅させると同時に，これに代わる新しい
債権を成立させること（民法513条1項）。債権（旧債権）の消滅原因の
1つである。

 ただし，債務者の交代による更改（民法514条）の場合，旧債務者が

残る並存的債務引受に該当する場合には，旧債務も消滅しない場合
がある（不完全更改） 。

 更改と代物弁済との違い

 更改においては，確かに古い債務は消滅するが，代わりに，新しい
債務が成立する。つまり，全体としてみると，「債務の切替え」が行わ
れるだけである。

 代物弁済においては，現実に給付が行われて，債権が消滅する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★更改とはなんでしょうか？■★更改とは，契約によって既存の債権を消滅させると同時に，これに代わる新しい債権を成立させることをいいます。民法513条1項は，更改を債権（すなわち，旧債権）の消滅原因のひとつであるとしています。■★ただし，債務者の交代による更改（すなわち，民法514条）の場合，旧債務者が残る並存的債務引受に該当する場合には，旧債務が消滅しない場合があります。これを，不完全更改ということがあります 。■★更改とダイブツ弁済との違いは，以下の通りです。■★更改においては，確かに古い債務は消滅しますが，代わりに，新しい債務が成立します。■つまり，全体としてみると，「債務の切替え」が行われるだけです。■★これに対して，ダイブツ弁済においては，現実に給付が行われて，すべての債権が消滅します。



更改の規定の改正案

現行法

 第513条（更改）

 ①当事者が債務の要
素を変更する契約をし
たときは，その債務は，
更改によって消滅する。

 ②条件付債務を無条件
債務としたとき，無条件
債務に条件を付したと
き，又は債務の条件を
変更したときは，いずれ
も債務の要素を変更し
たものとみなす。

改正案

 改正案第513条（更改）

 当事者が従前の債務に代えて，新
たな債務であって次に掲げるものを
発生させる契約をしたときは，従前
の債務は，更改によって消滅する。

 一 従前の給付の内容について重
要な変更をするもの

 二 従前の債務者が第三者と交替
するもの

 三 従前の債権者が第三者と交替
するもの

 ②（削る）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★現行民法においては，更改の冒頭条文である第513条（更改）は，以下のように規定しています。■★民法513条▲第1項■当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは，その債務は，更改によって消滅する。■★民法513条▲第2項■条件付債務を無条件債務としたとき，無条件債務に条件を付したとき，又は債務の条件を変更したときは，いずれも債務の要素を変更したものとみなす。■更改の冒頭条文である，民法513条1項で規定されている「要素」という用語は，民法95条が，「意思表示は，法律行為の要素に錯誤があったときは，無効とする。」としていたのと平仄が合っており，■契約の成立時点で要素がなければ，契約は無効となり，契約の要素を変更すれば，契約上の債務が消滅するという点で，民法の壮大な体系を示すものでした。■今回の改正案は，錯誤についても，また，更改についても，「要素」という用語を民法から完全に削除しようとしています。残念なことといわなければなりません。■更改に関する改正案を見てみましょう。■★改正案第513条（更改）は，以下のように規定しています。■★改正案513条■当事者が従前の債務に代えて，新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは，従前の債務は，更改によって消滅する。■★改正案513条▲第1号■従前の給付の内容について重要な変更をするもの■★改正案513条▲第2号■従前の債務者が第三者と交替するもの■★改正案513条▲第3号■従前の債権者が第三者と交替するもの■★改正案513条▲第2項■削除■改正案513条▲第1号では，現行法の「債務の要素」の代わりに「給付の内容」という用語を用いています。■しかし，給付とは，債務の目的のことであり，また，債務の内容とは，債務の目的のことだと理解されていますので，改正案の「給付の内容」という用語は，「債務の内容の内容」という，いわば，ドウゴ反復に陥っています。■論理の一貫性を重視するのであれば，ドウゴ反復を避けるためにも，改正案513条第1号は，「従前の債務の目的を変更をするもの」と規定すべきだと，私は考えています。



更改の種類

更
改

債務の目的の変更
による更改

（民法513，518条）

債務者の交替によ
る更改

（民法514条）

債務者と新債務者
との間の契約

（指図）

債権者と新債務者
との間の契約

（新債務者の干渉）債権者の交替によ
る更改

（民法515条）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現行法と改正案とは，用語について変更が加えられていますが，内容は同じです。更改には，三つのタイプがあります。★第1は，債務の目的の変更による更改です。■★第2は，債務者の交替による公開です。これには，以下の二つがあります。■★一つは，債務者と新債務者との間の契約による更改（すなわち，指図，わが国の解釈では，第三者のためにする契約）であり，■★もうひとつは，債権者と新債務者との間の契約による更改（すなわち，判例・学説で認められてきた債務引受とほぼ同じ）です。■★第3は，債権者の交替による更改であり，その実態は，債権譲渡と変わらないので，債権譲渡の対抗ヨウケンの規定が準用されます。



更改に対する偏見（1/4）
日常用語での問題

 民法の代表的な注釈書のひとつである我妻＝有泉『コンメン
タール民法』（2013）947頁は，以下のように記述している。

 日常用語において，従来の条件を再検討したうえで契約を更新する
ことを更改と呼ぶ例がみられるが，（たとえば，プロ野球選手の契約
更改），これは，民法が定める更改とは違う概念〔更新〕である。

 しかし，これは，根拠のない偏見であり，日常用語を見下す
学者の傲慢の一例である。

 プロ野球選手の契約更改は，主として年俸をめぐる争いであ
り，年俸は，まさに，契約の要素に他ならない。

 したがって，「契約更改」の交渉で年俸を変更することは，ま
さに，民法上の更改（民法513条）そのものである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　更改は，プロ野球選手の更改契約など，日常生活ではポピュラーな用語ですが，法律家の間では，不当な評価しか与えられていません。■その理由は，わが国の民法の学説が，大正期移行，ドイツ民法の学説に支配されるようになったからです。■ドイツ民法には，更改の概念がありません。更改の機能のうち，債務の目的の変更は，ダイブツ弁済とされ，債務者の交替による更改は，債務引受とされ，債権者の交替による更改は，債権譲渡とされているからです。■このような背景知識をもって，わが国の学説を眺めると，更改契約に低い評価しか与えられていない理由が理解できます。■★例えば，民法の代表的な注釈書のひとつであるワガツマ＝有泉『コンメンタール民法』（2013）947頁は，更改について，以下のように記述しています。■★日常用語において，従来の条件を再検討したうえで契約を更新することを更改と呼ぶ例がみられるが，（たとえば，プロ野球選手の契約更改），これは，民法が定める更改とは違う概念〔更新〕である。■★しかし，これは，根拠のない偏見であり，日常用語を見下す学者の傲慢の一例であると，私は考えています。■★プロ野球選手の契約更改は，主として年俸をめぐる争いであり，年俸は，まさに，契約の要素（給付の内容）に他ならないからです。■★したがって，「契約更改」の交渉で年俸を変更することは，通説とは異なりますが，まさに，民法上の更改（民法513条）そのものであると考えるべきでしょう。



更改に対する偏見（2/4）
条文の削除問題

 現代語化以前の民法513条2項には，後段として，以下の条文が規定さ
れていた。

 「債務の履行に代えて為替手形を発行する亦同じ」

 ところが，この条文は，「更改ではなく，代物弁済である」として，この規定
を代物弁済に移して保存することもせずに，削除してしまった。これも，民
法現代語化の行き過ぎの一例（民法422条参照）である。

 債務の履行に代えて，「銀行振込み」をする場合であれば，理念的には，
債務が消える一方で預金債権が発生するので，更改に違いないとしても，
現実には，預金債権は，預金通貨と認められているので，代物弁済とし
て扱っても，問題は少ない（誤振込の場合には問題が残る）。

 しかし，為替手形の場合には，人的抗弁が切断され，物的抗弁が残る新
たな手形債務（不渡りになる危険性がある）が発生するのであり，債務と
抗弁とが完全に消滅する弁済・代物弁済と同等に扱うべきではない。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　更改に対する偏見の例は，先の例にとどまりません。■★現代語化▲以前の民法513条2項には，その後段として，以下の条文が規定されていました。■★「債務の履行に代えて為替手形を発行する▲亦同じ」■★ところが，この条文は，「更改ではなく，ダイブツ弁済である」として，この規定をダイブツ弁済に移して保存することもしないまま，この条項を削除してしまったのです。■これも，民法現代語化の行き過ぎの一例であると，私は考えています。（民法422条の場合も同じ行き過ぎがなされていますので，復習しましょう。）■★債務の履行に代えて，「銀行振込み」をする場合であれば，理念的には，債務が消える一方で預金債権が発生するので，更改に違いないとしても，■現実には，預金債権は，預金通貨と認められているので，ダイブツ弁済として扱っても，問題は少ないかもしれません。（ただし，ご振込の場合には問題が残ります）。■★しかし，為替手形の場合には，ジン的抗弁が切断され，物的抗弁が残る新たな手形債務が発生するのであり，この手形債務は，不渡りになる危険性もあるのですから，債務と抗弁とが完全に消滅するダイブツ弁済と同等に扱うべきではありません。■債務の履行に代えて，為替手形を発行するのは，更改契約として，条文に残すべきであったと，私は考えています。



更改に対する偏見（3/4）
偏見の原因

 民法は，更改について，詳細な規定を置いているが，これら
はフランス法を継受したものである。

 これに対して，わが国で信奉者が多い，ドイツ民法は，更改
の規定を置いていない。

 ドイツ民法は，債権者の交替による更改を債権譲渡，債務者の交替
による更改を債務引受，その他の更改を代物弁済として規定してい
る。

 そこで，わが国の多くの民法学者は，フランス民法を継受し
た「更改」は，わが国においても不要であると考えている。

 そして，更改の用語法（プロ野球の更改契約）に対してケチ
をつける一方で，更改の適用範囲を縮小し，さらには，更改
の規定（民法513条2項後段）を削除しているのである。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　民法の解釈，その後の立法において，更改が不当な評価を受けている理由について考察しておきます。■★民法は，もともと，更改について，詳細な規定を置いていますが，これらはフランス法を継受したものです。■★これに対して，わが国で信奉者が多い，ドイツ民法は，更改の規定を置いていません。■★先にも述べたように，ドイツ民法は，■債権者の交替による更改を債権譲渡，■債務者の交替による更改を債務引受，■その他の更改をダイブツ弁済として規定しています。■★そこで，わが国の多くの民法学者は，フランス民法を継受した「更改」は，わが国においても不要であると考えているのです。■★そして，更改の用語法（プロ野球の更改契約）に対してケチをつける一方で，更改の適用範囲を縮小し，さらには，更改の規定（民法513条2項後段）を削除しているのです。



更改に対する偏見（4/4）
偏見の除去のための基本的考え方

 わが国の更改の規定を軽視し，ドイツ法に依拠する方法論の問題点

 確かに，ドイツ民法には，わが国にはないとされる債務引受の規定がある。
しかし，国内のケースにドイツ法を適用することはできない。

 債務引受の規定は旧民法には存在した

 わが国の旧民法には，債務者の交替による更改の規定の中に，免責的債務
引受，並存的債務引受の規定（財産編496条～498条）が存在していた。

 それを修正した現行民法514条の解釈において，旧民法の規定を活用し，条
文の解釈の範囲で，債務引受の問題を解決することが可能である。

 代物弁済の規定は，わずか１箇条しかなく，使い勝手が悪い

 代物弁済の規定はわずか１箇条しかなく，複雑な問題を解決するには適して
いない。

 債務の消滅とともに，新債務が発生する場合については，6箇条を有する更

改の規定を活用する方が，無理に代物弁済の規定を適用するよりも，具体
的で妥当な解決を図ることができる。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
★わが国の更改の規定を軽視し，ドイツ法に依拠する方法論には，以下のような問題点があります。■★確かに，ドイツ民法には，わが国にはないとされる債務引受の規定があります。■しかし，国内のケースにドイツ民法を適用することはできません。■★しかも，民法制定の歴史を振り返ってみると，債務引受の規定は旧民法には存在していたのです。■★わが国の旧民法には，債務者の交替による更改の規定の中に，免責的債務引受，並存的債務引受の規定（すなわち，旧民法▲財産編▲496条～498条）が存在していました。■★それを修正した現行民法514条の解釈において，旧民法の規定をうまく活用し，条文の解釈の範囲で，債務引受の問題を解決することが可能なのです。■わが国の民法学説は，ドイツ民法にならって，更改契約をダイブツ弁済契約で置き換えようとしています。■★しかし，ダイブツ弁済の規定は，わずか１箇条しかなく，使い勝手が悪いのです。■★なぜなら，わずか１箇条では，複雑な問題を解決するには適していないからです。■★債務の消滅とともに，新債務が発生する場合については，6箇条を有する更改の規定を活用する方が，1か条しかないダイブツ弁済の規定を無理に適用するよりも，具体的で妥当な解決を図ることができるのです。



旧民法における更改の再評価
債務引受は，更改の規定を活用できる

1. 債務者間の更改契約
• 第三者のためにする契約による債務引受

2. 債権者と新債務者との間の更改契約
• 通常の債務引受

2015/12/22 Lecture on Obligation2, 2015 9

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　更改契約は，現在では軽視されていますが，旧民法では，債務者の第三債務者に対する指図による債権譲渡，債務引受の規定が存在していました。■現在では，これらの役割は，第三者のためにする契約によって抗弁を尊重しながら，同様のことを実現できるようになっています。■しかし，通常の更改のほか，債務が消滅しない不完全更改の考え方を補充するならば，更改契約によっても，債務者と第三債務者との間で，債務引受を実現できることを学ぶことにします。■★第1に，債務者間の更改契約によって，★第三者のためにする契約による債務引受が実現できることを示します。■★第2に，債権者と新債務者との間の更改契約によって，★通常の債務引受が実現できることを示します。



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。■つまり，民法514条の立法理由は，旧民法▲財産編▲第496条を承継したものです。★旧民法の規定のくわしい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。



旧民法財産編第496条の価値(1/4)

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

(諾約者)

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)

このように，旧民法では，2種類の債務引受が実現されている。現行民法の立法者
は，この点を理解できず，債務者の交代による更改を規定するに留めてしまった。
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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。



旧民法財産編第496条の価値(2/4)

 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，旧民法▲財産編▲496条の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▲民法テン▲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，余りにも先進的に過ぎて，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。



旧民法財産編第496条の価値(3/4)

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条の効果は，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，後にその概要を紹介しますが，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。



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，左の欄に示した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。



民法改正案における債務引受

並存的債務引受

 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。〔連帯債
務〕

 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。

免責的債務引受

 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
　更改の解説の最後に，民法（債権関係）改正案の更改の規定について，概観しておきます。　■民法（債権関係）改正によって，現行民法には存在しなかったとされてきた，債務引受の条文が新設されることになりました。■債務引受の種類は，並存的債務引受と免責的債務引受の二つです。■旧民法では，これらは，全て更改契約によって実現していたのですが，改正案では，債権者と新債務者との間の債務引受契約，または，債務者と新債務者との間の第三者のためにする契約によって成立させることにしています。★第1の並存的債務引受は，連帯債務と同様の結果を生じるので，従来から，連帯債務契約を債権者と連帯債務者との間で認められていた連帯債務契約のほかに，債務者間で第三者のためにする契約によって連帯債務契約を締結することができるとしている点に特色がありますが，従来の条文の解釈で実現されていたことを明文化したに過ぎません。■★第2の免責的債務引受は，本来的な債務引受であり，従来の解釈で認められてきた，債権者と新債務者間の債務引受のほかに，債務者と新債務者間の第三者のためにする契約によっても免責的債務引受ができることを明文化した点に意味があります。



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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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2▲更改，ダイブツ弁済の講義を終わります。■ご清聴，ありがとうございました。
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