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I 問題の所在

ける保証契約，債権譲渡契約等との関係を含めて，

契約法の全体の中でどのように位置づけるかにつ

いては，暖味なままに過ごしてきた。

私は明治学院大学法科大学院で「契約法(民法3. もっとも.私の教科書[加賀山・契約法講義

民法4)Jの講義を担当している。そのうち，契約 (2007) ]においては. ["第三者のためにする契約」

総論(民法3)は，契約の流れ(契約の成立・不 について，債務引受，契約上の地位の譲渡.電信

成立，契約の有効・無効，効力の発生・不発生， 送金契約など. ["条文にない民法」を解説するの

契約の履行，契約不履行における救済)に従って に，最適の制度であるとの認識の下に，かなりの

講義し契約各論(民法4)は体系に従った類型 ページを費やしている。例えば.債務引受につい

論(第三者のための契約.13の典型契約，および， ては. 402-404頁，契約上の地位の譲渡について

リース契約等の非典型契約)として講義している。 は. 404-406頁，電信送金契約を含めた「第三者

この講義の中で. I第三者のためにする契約」 のためにする契約」全般については.408-414頁

については，これまで. 13の典型契約とは別個の などで論じており，実際の講義でも. I第三者の

存在として講義してきたが，それを債権総論にお ためにする契約」には，かなり多くの時間を割い
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てきた。そして，講義を通じて. I第三者のため

にする契約」の重要性を認識すればするほど，そ

れを契約法の中でどのように位置づけるべきかに

ついて.突っ込んだ考察をする必要があるとの思

いを抱いてきた。しかし，①債権総論に規定され

た契約(保証契約，債権譲渡契約.債務者の交代

による更改).②13の典型契約.および.③「第

三者のためにする契約」という 3つの契約類型の

相互関係をどのように整理すべきかについて，突

き詰めた考察を行うには至らなかった。

図1 r第三者のためにする契約Jをどのように位置づけるべ

きか?

今回，明治学院大学法科大学院が2013年度から

の新入生の募集停止を決定したことから，私の 1

年生向けの契約法の講義が最後の講義となるた

め，この問題について，明確な答えを見つけよう

とe思い立つた。これが.本稿を執筆することにし

た第一の動機である。

第三者のためにする契約は，債務引受，契約上

の地位の譲渡，電信送金契約，銀行振込契約など，

「条文にない民法」を解明する上で重要な機能を

有している。それにもかかわらず，わが国におい

て. I第三者のためにする契約jが，本来適用さ

れるべきと思われる電信送金契約.銀行振込契約

についても，判例によってその適用が否定されて

いるのは，不幸なことといわなければならない。

たとえば. I第三者のためにする契約Jを包括

的に論じている注釈民法においても. I第三者の

ためにする契約Jの実際生活上の必要性について

は.無視することはできないとしながらも. I第

三者のためにする契約という法概念の実際生活上

の必要性は大きいとはいえない…この概念は内容

が比較的単純であるために，新しい生活関係を包

摂しきれない場合があるJ[中馬=新堂・注釈民

法(13)(2006) 694頁]との評価が下されている。

しかしそれは.従来の学説と判例が. I第三者

のためにする契約」の機能を十分に理解せず，む

しろ，その機能を極端なまでに制限をしてきたか

らであって. I第三者のためにする契約」の優れ

た機能が一般に理解されるようになるならば，実

際生活上の必要性は.格段に大きくなると思われ

る。

現状では. I第三者のためにする契約」の優れ

た機能が十分に理解されず，また，十分に活用さ

れていないのであるが，その原因の一つは. I第

三者のためにする契約Jが. 13の典型契約とは異

なり，契約各論(13の典型契約)ではなく，契約

総論の「契約の効力」の中に，同時履行の抗弁権.

危険負担と並んで，唐突に.しかも，何の脈略も

なしに規定されており. 13の典型契約ほどに重要

視されていないからではないかと思われる。

このように考えると. I第三者のためにする契

約Jを13の典型契約との関係でどのような位置を

占めるのかを明確にすることは. I第三者のため

にする契約」の重要性を認識する上で意味がある

ように恩われる。これが.本稿を執筆するに至っ

た第二の動機である。

E 典型契約と「第三者のためにする契

約jとの関係

1.ニ当事者間の法律関係を規律する典型契約

13の典型契約は，二当事者契約によって，二者

間の法律関係を定める契約である。現代において

利用頻度の高い「保険契約J.I信託契約J.Iリー

ス契約」等，二当事者向契約によって「三者間の

法律関係」を規定する契約は，わが国の民法典に

は規定されていない。

確かに. 13の典型契約の中にも，多数当事者が

想定される組合契約のような契約が存在する。し

かしその場合でも.全ての当事者が合意して複
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数当事者の契約関係を形成するのであり，そのメ

カニズムは，二当事者契約と同じであって，本稿

で問題しているこ当事者契約で「三者間の法律関

係Jを規定する契約とは異なる。さらに，組合契

約を別の観点から捉えるならば，組合は契約と考

えられているが，その実質は，合同行為で、あって，

組合は契約の中でも特別の地位を占める例外的存

在である。したがって，その他の典型契約は原則

として二当事者聞の法律関係を規律するものであ

るということカ宝できょう。

2.三者聞の法律関係を規律する「第三者のた

めにする契約J
13の典型契約に比べると. r第三者のためにす

る契約Jは，二当事者聞の契約で「三者間の法律

関係」を規律することができる点に特色がある。

例えば.r第三者のためにする生命保険契約J(保

険法42条)においては，保険契約者である被保険

者と保険会社との関の二当事者契約である「第三

者のためにする契約」において，第三者である保

険金の受取人の権利が形成され，その結果として.

被保険者.保険会社，保険金受取人という「三者

間の法律関係」が規律される。

「第三者のためにする契約」の典型例([中馬=

新堂・注釈民法 (13)(2006) 694頁])とされる.

①「債務決済のための売買契約J(甲が丙に対し

て債務を負っているときに，甲が乙にその所有家

屋を売り，その代金は甲自ら受け取らずに，乙よ

り丙に支払うべきことを甲乙聞で約束し，甲とし

てはこれによって自己の丙に対する債務を決済し

ようと図る場合).②「贈与のための不動産売買

契約J(Cに無償で不動産を与えようと欲するAが

Bからそれを買い.その不動産の所有権は直接に

BからCに移転するようにAB間で約する場合)も，

二当事者契約によって「三者間の法律関係」が規

律される。

それでは. r第三者のためにする契約」を除い

て，二当事者契約で「三者間の法律関係」を規律

するものが民法にはないのかというと，そうでは

ない。債権総論に規定されている保証契約(民法

446条以下).債権譲渡契約(民法466条以下)な

どは，二当事者契約によって「三者間の法律関係」

を規律している。そこで，債権総論で規定されて

いる二当事者契約で「三者間の法律関係」を規律

するものと.r第三者のためにする契約Jとを比

較をする必要がある。

E 債権総論に規定されている契約と

「第三者のためにする契約Jとの関

係

1.債権総論におけるニ当事者契約で三者聞の

法律関係を規律する契約の類型

債権総論(民法第3編第 1章)において. r第
三者のためにする契約」と同様，二当事者者契約

で「三者間の法律関係Jを規律する契約には，以

下のものがある。

第1は. r保証契約」である。民法の現代語化

までは，明文の規定はなかったが，現代語化に際

して，保証が，書面を必要とする「保証契約」と

して規定され直している (446条2項)。保証契約

は，債権者と保証人との間の二当事者契約である

が，債権者と債務者に生じた事由は，付従性を通

じて，保証に影響を及ぼすほか，保証人が債権者

に弁済した場合に債務者に対して求償することが

できること等，第三者である債務者との関係をも

規律している。

保証契約は，民法の明文に規定された契約であ

るにもかかわらず.なぜ. 13の典型契約とは異な

か契約の箇所に規定されていないのだろうか。

それは，保証契約が通常の債務と結合された連帯

債務に関しては，契約以外の不法行為の共同不法

行為(民法719条)において，連帯債務の規定が

準用されるなど.契約以外にも適用範囲を広げる

ことができるという幅の広さを有しているからで

あり.したがって，契約総論にも，契約各論にも

なじまない契約として，債権総論に位置づけられ

ているのであろう。

第2は. r債権譲渡契約」である。債権譲渡が

債権という財産権を移転する契約であることにつ

いては争いがない。本来ならば，債権譲渡が無償

で行われる場合には.それは，贈与の箇所(民法
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549条以下)で規定されるべきである。そして，

有償で行われ，対価が金銭で支払われる場合には，

債権売買として売買の箇所(民法555条以下)で

規定されるべきであり，現に，債権売買に関する

担保責任については，民法569条(債権の売主の

担保責任)に明文で規定されている。さらに，債

権譲渡の対価が物である場合には，交換契約の箇

所(民法586条)で規定されるべきものである。

しかしいずれの契約に属する場合にも，その

対抗要件は共通であるため， r共通の規定は総論

に移行させる」という立法技術にしたがって，ま

ずは，契約総論へ，次に，弁済による代位(民法

499条以下)の場合のように，意思表示によらな

い債権移転にも債権譲渡の規定が準用されること

を考慮して.債権総論で規定されることになった

ものと思われる。もっとも，立法論としては，債

権総論ではなく， r第三者のためにする契約」と

並べて，契約総論に債権譲渡の規定を置くという

方法も十分可能であろう。

第3は，債務者の交代による更改 (514条)，お

よび，債権者の交代による更改 (515，516条)で

ある。これらの場合も，先に述べた債権譲渡の場

合と同様に，二当事者契約によって， r三者聞の

法律関係Jが規律される。そして.債務引受に類

する債務者の交代による更改，および，債権譲渡

に類する債権者の交代による更改の制度が，契約

総論ではなく.債権総論で規定されているのは，

更改が弁済と同様に.契約よりも範囲の広い債務

の消滅原因とされているためであると思われる。

2.債権総論における三者間の法律関係を規律

する契約の特色

A.総論

13の典型契約が二当事者契約であって，かつ，

「二者間の法律関係」のみを規定するものである

のに対して，債権総論における契約類型(保証契

約，債権譲渡契約など)は.二当事者契約であっ

て.かつ， r三者間の法律関係」を規律するもの

である。そうだとすれば，債権総論に規定された

こ当事者契約と「第三者のためにする契約Jとの

違いはどこにあるのだろうか。

この間いに答えることは，同時に， r第三者の

ためにする契約Jの法的性質を明らかにすること

にもなる。

本稿の仮説は， r債権総論に規定された三者聞

の法律関係を規律する制度と第三者のためにす

る契約との違いは，法的性質(性質論)の違いで

はなく，実は，当事者の違い，すなわち，ある制

度を運用するに際して，誰がイニシアティプをと

るのかという違いなのではないだろうか」という

ものである。

債権総論における二当事者契約であって，三者

聞の法律関係を規律する契約は，すべて， r債権

者」とその相手方との契約である。すなわち，保

証契約の場合は， r債権者」と保証人との契約で

あり，債権譲渡の場合には，新「債権者」と旧債

権者との契約であり.債務引受の場合には， r債
権者」と新債務者との聞の契約である。

これに対して， r第三者のためにする契約jは，

債務者同士，すなわち， r債務者jと「第三債務

者」との契約であり.この契約によって，債権者

に権利が与えられる。例えば，債権譲渡を「第三

者のためにする契約」によって実現する場合には，

「債務者と第三債務者」との契約によって債権者

である受益者に対して債権を譲渡することができ

るし「債務者と第三債務者」との契約によって，

債権者に対して債務を引き受けることができる。

このように，本稿では，制度の運用のイニシア

テイブをとるのはどの当事者かという点に着目し

て， r第三者のためにする契約Jの民法における

位置づけを行うことにする。

B.債権総論において三者聞の法律関係を規律

する契約の類型論

a)保証契約

保証契約については，現代詩化によって，債権

者と保証人との聞での書面による契約でなければ

無効とされるに至ったために(民法446条2項)， 

第三者のためにする契約によることは困難となっ

ている。したがって， r第三者のための契約Jと

の比較は本稿では省略し，別稿で論じる。その理

由は，以下の通りである。

保証契約は，債権者と保証人との聞の二当事者
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契約であるが，この契約によって.債権者，債務

者，保証人という「三者の法律関係」が規律され

る。これに対して， I第三者のためにする契約J
の場合には，債務者と保証人との聞で保証委託契

約が締結され，これに対して，債権者が受益の意

思表示をすると，債権者は，直接保証人に対して

履行の請求をすることができることになるはずで

ある。

確かに.このような保証に関する「第三者のた

めにする契約」は，民法の現代語化が行われる以

前は有効であったし保証契約の多くは，上記の

ようなプロセスを踏んでいた。しかし民法の現

代語化に際して行われた保証の規定の改正によっ

て，債権者の受益の意思表示だけでは.三者間関

係を有効とすることは困難となった。なぜなら.

債権者と保証人との聞で「書面による」保証契約

によらなければ.保証契約は無効となると改正さ

れたからである(民法446条2項)。したがって，

現在においては， I保証委託契約」は，三者間の

法律関係を規律する「第三者のためにする契約」

としては無効となるおそれがあり.あくまで.

「保証契約」を形成するための 1つのプロセスと

してのこ当事者契約であり，非典型契約としての

地位を占めるだけという地位に甘んじている。

b)債権譲渡契約

債権譲渡契約は， I債権の譲渡人と譲受人」と

の聞の二当事者契約であるが，この契約によって，

債権の譲渡人債権の譲受人，債務者という三者

聞の法律関係が規律される。債務者の承諾が条件

となっているのであれば，真正の三者間契約だが，

債務者の承諾は対抗要件であって成立要件ではな

い。しかも，対抗要件としては，債務者の承諾で

はなく，債務者への通知でも済ませることができ

る。

これに対して， I第三者のためにする契約」の

場合には.契約は， I債権譲渡人と債務者」との

間で行われ.債権は，債権譲受人の受益の意思表

示によって成立する。債権譲渡の場合には.対抗

要件の相手に過ぎなかった債務者が， I第三者の

ためにする契約」によって行う債権譲渡において

は.契約の当事者に格上げされるのである。

つまり， I第三者のためにする契約」による場

合には，実質的な債権者(債権譲受人)ではなく，

実質的な債務者(債権譲渡人)と実質的な第三債

務者(債務者)との聞で契約が締結される。つね

に.実質的な債権者が当事者となる債権総論にお

ける三者聞の法律関係を規律する契約(債権譲渡

契約)とはこの点が異なる。この点は，以下に述

べる債務引受においても，異なるところがない。

c)債務引受契約

債務引受は，民法には明文の規定がない。しか

し現行民法514条の起草に際して参照された旧

民法財産編第496条は.更改とは異なる結果を導

くことのできる， I嘱託J(指図:delegation) J， 

または， I第三者〔新債務者〕の随意の干渉」

(1' intervention spontanee d' un tiers) とによっ

て.第 1に， I免責的債務引受J(完全嘱託

(delegation p訂 faite)，または，徐約 (novation

par expromission) ) ，第2に， I併存的債務引受」

表1 債権の移転を実現する2つの方法

債権譲渡 2 一一一一一
/契約‘¥/ ¥ 

「 債権譲渡人 L 

/移転~¥ i 
./、4
~ 

図2 債権霞渡契約

l 債権者 l~\ 
¥ T寸 rrpl

J 

/・移転ヘ、、 i第三者のんめにする
〆 1 契約

/¥〆
i 償 務 者 l

図3 r第三者のためにする契約」による債権強渡
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表2 債務引受を実現する2つの方式(不完全嘱託 (delegationimparfaite)，または.

補約 (simpleadpromission))を実現できること

が，以下のように，明確に規定されていた(旧民

法の用語に対応するフランス語は， [Boissonade， 

Projet (1883) Art. 518， p.615]に基づいて，筆

者が補った)。

18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 (delegation)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(1'intervention spontanee d' un 

tiers (nouveau debiteur) )に因りて行はる。

②嘱託には完全のもの (delegationparfaite)有

り不完全のもの (delegationimparfaite)有り。

③第三者の随意の干渉 O'interventionspontanee 

d'un tiers)は下に記載する如く除約 (nova-

tion par expromission)又は補約 (simple

adpromission)を成す。

l自民法財産編第497粂

①債権者が明かに第一の債務者を免するの意思

を表したるときに非ざれば.嘱託は完全なら

ずして.更改は行はれず。此意思の無きとき

は嘱託は不完全にして，債権者は第一第二の

債務者を連帯にて訴追することを得〔併存的

債務引受:)。

②第三者の随意干渉の場合に於て債権者が旧債

務者を免したるときは除約に因る更改 (nova-

tion par expromission)行はる〔免責的債務引

受〕。之に反せる場合に於ては単一の補約

(simple adpromission)成りて債権者は債務の

全部に付き第二の債務者を得〔併存的債務引

受〕。

③然れども此債務者は連帯の義務に任ぜず。

旧民法財産編第498条

①完全嘱託 (delegationparfaite)及び除約

(novation par expromission)の場合に於て，

新債務者が債務を弁済することを得ざるとき

は，債権者は嘱託又は除約の当時に於て新債

務者の既に無資力たりしことを知らざるに非

ざれば.旧債務者に対して担保の求償権を有

せず。但，特別の合意を以て此担保を伸縮す

昆
聞
い
い
U
院
佐

ρ
U

新債務者の
随意の干渉

斗GEi
図4 干渉 O'interventionspontanee d'un tiers) 

一--，-一一州 旧償務者 i 
耽

移転または併存 1 
嘱託

(~-J 
函5 嘱託 (delegation)

ることを得。

ところが，現行民法の立法者は.上記の「嘱託」

および「干渉J(徐約・補約)の意味を十分に理

解せず.債務者の交代による更改 (novationpar 

expromission)だけを残して，他を削除してしま

った[広中・民法理白書(1987)492-493頁]。こ

のため，現行民法においては.債務引受の全体像

が失われることになったのであるが，債務引受が

認められている現状から振り返ってみると，これ

は，立法の過誤というべき現象ということができ

ょう。

このような立法の過誤により，旧民法(財産編

496条-498条)においては，更改とはならない併

存的債務引受を含めて.完全な債務引受の規定が

あったにもかかわらず，現行民法においては，債

務引受のー形態に過ぎない「債務者の交代による

更改J(民法514条)のみが規定されるにとどまる



第三者のためにする契約の位置づけ 7 

こととなったのである。

しかし債務者の交代による更改(民法514条)

だけでなく，社会生活においては，債務引受が必

要である。このことは，債権者の交代による更改

(民法515.516条)だけではなく，社会生活にお

いて.債権譲渡(民法466条以下)が有用である

のと同じである。

旧民法の規定が完全であり，現行民法に不備が

あったのであるから，不備のない旧民法の規定に

立ち返ることも可能であった。しかし不思議な

ことに，その後の学説・判例は，債務引受につい

て.完全な規定を有していた旧民法に立ち返るこ

とはなかった。判例・学説は，債務引受について，

旧民法と同様の規定を有するドイツ民法(ドイツ

民法414条以下)を参考にして，債務引受の法理

を形成していったのである。

大審院の判例は，初期には，履行の引受との関

係で，債務引受について. I第三者のためにする

契約」であることを否定するものもあったが(大

判明42・2・17民録15輯111頁，大判大4・7・16民

録21輯1227頁).その後，以下のように. I第三者

のためにする契約」は，受益者に新たな権利を付

与する場合にのみ成立するのではなく，要約者の

既存の債務を諾約者が引き受ける場合において

も，成立するとして. I第三者のためにする契約」

によって債務引受を成立させることが認められる

に至っている。

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聞に新なる

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。

債務引受を第三者のためにする契約によって構

成することのメリットは. I債権者と新債務者」

との問で実現できるばかりでなく(民法514条の

類推). I債務者と新債務者」との関，すなわち，

債務者同士でも実現することができる点にある。

この点については，先に述べたように，旧民法

財産編496条では，債務者の第三債務者に対する

嘱託(指図:必legation)によって実現可能であ

ったし ドイツにおいても，このことがドイツ民

法415条 (Vertragzwischen Schuldner und 

Ubernehmer: Genehmigung des Glaubigers) に

おいて，明文で規定されている。

しかし現行民法の立法者が，民法496条の重

要な規定のほとんどを削除してしまい，現在では，

わずかに，民法514条にその片鱗が残っているに

過ぎないこと， ドイツ民法415条をわが国の法律

とみなして適用することはできないことから，債

務者と第三債務者との聞の契約で債務引受を実現

できる手段として. I第三者のためにする契約

(民法537-539条)Jが大いに活用されるべきなの

である。

確かに，旧民法の起草に際して影響を与えたフ

ランス民法の現状においては. I債務引受」と

「第三者のためにする契約」とは，異なる制度で

あるとされている([Larroumet et Mondoloni. 

IStipulation pour autruiJ (2008) no 3. p. 2]. 

[Malaurie. Les obligations (2009) no 1442. p. 

783]. [J euland. Cession de contrat (2010) no 

17 et 19. p.4])。しかし，フランスでは両者が厳

密に区別されているから，わが国でも両者を厳密

に区別しなければならないということには.必ず

しもならないと思われる。

なぜなら. I日民法496条から削除された嘱託

(指図:白legation) の制度や，債務引受

(reprise de dette. ou csssion de dette)の制度を

フルに活用しているフランスの現状と，そのよう

な制度を持たないわが国とを比較して，フランス

の学説が「債務引受」と「第三者のためにする契

約」とは異なる制度であるとしているから，わが

国でも. I債務引受」を「第三者のためにする契

約Jとして構成することは誤りであると主張する

ことは，比較法の考え方としては，単純に過ぎる



の場合には.債務者同士のイニシアテイプによっ

て「三者間の法律関係」を規律するという機能を

有していることが明らかになった。

「第三者のためにする契約Jが有するこのよう

な機能は. r同じ機能(例えば債権譲渡，債務引

受)Jを「異なる当事者」によって実現できると

いう点に大きな特色がある。例えば，賃貸借契約

において，新しい賃貸人に賃貸借上の権利と義務

とを同時に移転するという「契約上の地位の譲渡」

を行う場合を考えてみよう。

もしも.契約上の債権を債権譲渡で，契約上の

債務を債務引受によって実現しようとすると，債

権譲渡に関しては，旧賃貸人と新賃貸人との聞で

契約をする必要があり，債務引受に関しては，新

賃貸人と賃借人との聞で契約をしなければならな

い。結局のところ，新賃貸人，賃貸人，賃借入の

三者間で契約を締結せざるを得ない。しかし，

「第三者のためにする契約」によって同様のこと

を実現する場合には，賃貸人と賃借人の契約だけ

で全てを終了することができる。

なぜなら，賃借入の新賃貸人に対する「使用・

収益権」については，賃貸人と賃借入との聞の

「第三者のためにする契約」によって，その「使

用・収益をさせる債務」の引受けを実現すること

ができるし賃貸人の賃借入に対する賃料債権等

の債権については，同じく，賃貸人と賃借入との

聞の「債権譲渡」によって，移転させることがで

きるからである。通常の場合には，前者の「第三

者のためにする契約」の場合には，新賃貸人の受

益の意思表示が必要となるはずであるが，判例に

よれば，この場合には，新賃貸人の同意は不要と

されている(最二判昭46・4・23民集25巻3号388

頁)。

最ニ判昭46・4・23民集25巻3号388頁

土地の賃貸借契約における賃貸人の地位の譲渡

は，賃貸人の義務の移転を伴なうものではあるけ

れども，賃貸人の義務は賃貸人が何ぴとであるか

によって履行方法が特に異なるわけのものではな

く，また，土地所有権の移転があったときに新所

有者にその義務の承継を認めることがむしろ賃借

入にとって有利であるというのを妨げないから，

『明治学院大学法科大学院ローレビューJ第17号

からである。これは，フランスでは，直接訴権

(action directe)と間接訴権 (actionoblique :債

権者代位権)とは，厳密に区別されているのだか

ら， 日本でも，直接訴権の代わりに. r債権者代

位権の転用」を認めてはならないというのと同じ

ことである。わが国に道具概念が揃っていない場

合には，わが国の条文に存在する類似の道具概念

の「転用」が広く認められるべきなのである。

8 

「第三者のためにする契約Jの機能

1.債務者聞の契約による三者聞の法律関係の

創設機能

債権総論における三者聞の法律関係を規律する

契約(債権譲渡契約，債務引受契約)と「第三者

のためにする契約」とを比較することによって，

債権総論で規定されている契約の場合には，債権

者のイニシアテイブによって三者間の関係が規律

されるのに対して. r第三者のためにする契約」

U 

新旧賃貸人のみによって権利・義務関係を完全に移転

できる方法

;CE 
移 転 1 
ノ 第三者のためにする
， 契約

〆
| 新賃貸人 i 

;GE 
移転 ‘ 

/ 債権譲渡契約

叫
)

使用収益権の移転(債務引受)

賃料債権等の移転(債権譲渡)

賃料債権

図6

図7

表3
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一般の債務の引受の場合と異なり.特段の事情の

ある場合を除色新所有者が旧所有者の賃貸人と

しての権利義務を承継するには，賃借入の承諾を

必要とせず，旧所有者と新所有者聞の契約をもっ

てこれをなすことができると解するのが相当であ

る。

もっとも，最高裁の上記判例は， r第三者のた

めにする契約」に基づく理論構成はしていないが，

上記判例は，まさに， r第三者のためにする契約」

によって，契約上の地位の譲渡を実現できること

を明らかにした判決であると解釈することができ

る。

なお， [来栖・第三者のためにする契約(1959)

144頁]は， r第三者のためにする契約と権利義務

(法律関係)の承継とは異なる」としている。確

かに，同じように見える現象を厳密に区別するこ

とは重要である。しかし優れた機能を無駄にす

るための区別であれば，不毛な結果が生じるだけ

である。「第三者のためにする契約に含ませられ

ていたもののうちから，いろいろの異質なものを

排除する」という目的で執筆された来栖論文が，

本人自身が反論を予想していたにもかかわらず，

反論されることなくその後の学説に大きな影響を

与え続けているのは不幸なことであり.この論文

に対する徹底的な批判が必要である。来栖説に対

して.比較法的研究に基づいて，最初に批判を行

った新堂論文([新堂・現代的意義 (1998]))は.

この意味でも.高く評価されるべきであろう。

2.対価関係，補償関係における抗弁の対抗・

不対抗の機能

旧民法の起草においてボワソナードが依拠した

フランス民法の嘱託(指図:delegation)の制度

(フランス民法1274条)は，フランスにおいては.

「第三者のためにする契約」とは異なる制度であ

るとされている。しかし，旧民法に規定されてい

た嘱託(指図:delegation)が現行民法の立法者

によって削除されてしまった現状においては，債

務引受の法律構成を第三者のためにする契約によ

って再構成することには，相応の理由がある。

第1の理由は.確かに.現在のフランスにおい

て，指図(delegation)は， r第三者のためにす

る契約(Jastipulation pour autruO Jと区別され

るべきであるとされているが， r第三者のために

する契約Jと「指図」との相違は，主として，抗

弁が対抗できるかどうかの違いであると考えられ

ている ([Larroumetet Mondoloni，“Stipulation 

pour autrui" (2008) nO 5， p. 3]， [Billiau， d邑lega-

iion (2004) nO 8， p. 3])。
わが国の場合には， r第三者のための契約」で

あっても.例えば，補償関係における通謀虚偽表

示の抗弁は善意の第三者に対抗できないとするの

が判例の見解であり(大判岡9'5・25民集13巻

829頁)，この点では.フランスにおける指図の場

合と異なるところがない。

大判昭9・5・25民集13巻829頁

銀行が甲と通謀し，甲より乙に支払ふべき金額

を乙の預金中に受入れたる旨乙に対し虚偽の通知

を為したる場合に於ては.乙の善意なる限り，銀

行は該金額を乙に払戻すべき義務あるものとす。

第2の理由は，先にも述べたように，わが国の

判例(大判大6・11・1民録23輯1715頁)が，債務

引受を「第三者のためにする契約」として構成す

ることを認めているからである。

このように考えると， r第三者のためにする契

約」を活用することによって，今まで，その法的

性質が明らかでなかった三者間の法律関係を明快

に説明できる場合とか，三者聞の合意がなければ

三者間の法律関係を形成することができなかった

問題を二当事者契約で解決できるとか，これまで，

説明が困難であるとか，実現が困難だと思われて

きた様々な問題についても，解決の指針が得られ

ることになる。

例えば，誤振込問題に端を発して，議論が白熱

している振込契約の法的性質の問題についても.

仕向銀行と被仕向銀行とのこ当事者契約によっ

て.預金者から依頼された預金債権を振込受取人

に移転させるという問題をも，簡単に解決するこ

とができる。その上， r第三者のためにする契約」

による場合には，原則として抗弁が切断されない
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従来の制度(左側)と f第三者のためにする契約」の俊能(右側)の比較表4

「第三者のためにする契約Jによる償権譲渡・債務引受

債
権
移
転

債権譲渡 一一一一一ー
--契約ヘ、 ¥ 

「 債権擁焼人 l

. 
/移転~、、 j 
-司、. .-、

が i
' ' 

B 

f 権者
i 債務者 1".

/移転ヘ、、! 第三者のんめにする
修 1 契約

〆

通常の方法による債権議渡・債務引受機能

;GDR¥ 
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移
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イニシアティブをとるのは債務者向土イニシアティブをとるのは債権者相
違

は，第三者の権利取得は，要約者に対する関係

で，第三者の不当利得になるだけである(第三

者のためにする契約において，補償契約に毅庇が

あるとき，対価関係に液抗があるとき. 両方に

取庇があるときなどの不当利得関係については，

藤原正則・不当利得法(平14)347以下参照)oJ

[中馬=新堂・注釈民法 (3)(2006) 697頁]と

している。

しかし民法539条における「第537条第 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Jの解釈につ

いては，上記のように. r第三者のためにする契

約」に基づく抗弁を，補償関係だけでなく.対価

関係を含めて解釈することが可能である。

その理由は，以下の 2点に要約できる。

第 1は. r第三者のためにする契約Jは，契約

の相対効の原則に対する例外であることに由来す

る。

契約当事者が.契約によって，第三者に影響を

及ぼすには，特別の理由が必要で、あるしまた，

ため，誤振込の場合の不正請求に対しでも，被仕

向銀行は，原因関係の抗弁をもって対抗できるこ

とになり，振り込め詐欺問題についても，有効な

問題解決策を提示することができると思われる。

さらに. r第三者のためにする契約」の場合に

は，諾約者に対する受益者の請求に対して，諾約

者は，自らが要約者に対して有している抗弁をも

って受益者に対抗できるばかりでなく，契約当事

者の他方当事者である要約者が有している抗弁を

もって，受益者に対抗できると考えることが可能

である。すなわち，諾約者は，補償関係だけでな

く，対価関係にから生じる抗弁についても，対抗

することが可能となる可能性が生じる。

確かに.通説は. r第三者のためにする契約に

常に存在する2つの原因関係のうち，補償関係は.

第三者のためにする契約の内容なり.その不存在

や環庇などは，契約の効力に影響を及ぼすが，対

価関係は第三者のためにする契約の内容とはなら

ず，その不存在や寝庇などは契約の効力に影響を

及ぼさない。ただ，対価関係の欠けているときに
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契約当事者が第三者によって害される場合も.そ

れを最小限に抑える必要がある。「第三者のため

にする契約」は，第 1に，第三者に及ぼす影響を.

第三者に義務を課すのではなく，第三者に権利を

与えるものに限定することによって，第2に，諾

約者が受益者の権利取得によって被る損害色諾

約者が受益者に対して有している抗弁を援用でき

ることによって，この問題をクリアしていると考

えるべきである。

第2は.旧民法(財産編第323条)では.r第三

者のためにする契約jは，原因関係(対側関係)

がない場合には無効とされていたことに由来す

る。

フランス民法1121条の影響を受けた旧民法財産

編第232条第 1項は.r要約者が合意に付き金銭に

見積ることを得べき正当の利益を有せざるとき

は，其合意は原因 (cause)なき為め無効なり」

と規定していた。

現行民法の立法者は，原因 (cause)を欠く契

約を無効とする旧民法の立場を否定して. r第三

者のためにする契約」を広く認めることにしたの

であるが，その代わりに，民法539条で. r第537

条第 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」

として，諾約者の権利が過酷なものとなることを

防止することにしたのである。

したがって，民法539条における「第537条第l

項の契約に基づく抗弁」について，原因関係を欠

く場合でも，契約自体は有効であるが，受益者が

過酷な責任を押しつけられることを避けるため

に，受諾者は，他方の契約当事者が受益者に対し

て有している抗弁をもって，受益者に対抗できる

ことにしていると解釈することは十分に可能であ

る。

三者間の利害関係を考慮するならば.もともと，

受益者は，要約者が有している抗弁に対抗できな

いのであるから，諾約者がその抗弁を援用したと

しても，受益者の権利が害されることはないから

である。

もっとも，この問題については，さらに研究を

進めることが必要であり，本稿では. r第三者の

ためにする契約」の民法全体の位置づけと.r第
三者のためにする契約」の基本的な機能について

の分析にとどめ，抗弁の対抗，および，振込契約

における「第三者のためにする契約Jの活用につ

いては，別稿(高森先生古稀記念論文集に掲載予

定)で論じることにする。

V 結 論

以上の考察によって，民法における「第三者の

ためにする契約」の位置づけ. r第三者のために

する契約」の特色とその重要性が明らかになった

と思われる。

*** 
13の典型契約と「第三者のためにする契約j

との関係 契約各論に規定されている13の典型契

約と契約総論に規定されている「第三者のために

する契約Jとの関係は，契約各論に規定されてい

る13の典型契約が二当事者契約であって，かつ，

その当事者間でのみ効力を生じる契約であるのに

対して.契約総論に規定されている「第三者のた

めにする契約」は.二当事者間契約であるにもか

かわらず.三者間の法律関係を規律する契約であ

るということができる。

*** 
債権総論に規定された契約と「第三者のために

する契約jとの関係債権総論に規定されている

契約と契約総論に規定されている「第三者のため

にする契約」は，両者ともに，二当事者契約によ

って三者間の法律関係を規律するという共通点を

有している。しかし債権総論に規定されている

契約と契約争論に規定されている「第三者のため

にする契約」とは，以下の点で異なっている。

第lに.債権総論に規定されている「債権譲渡」

は，債権者(債権譲受人)と債務者(債権譲渡人)

との聞の契約である。これに対して，契約総論に

規定されている「第三者のためにする契約」は.

債務者同士，すなわち.債務者(債権譲渡人)と

第三債務者(債務者)との契約によって，債権者

と債務者と第三債務者との三者聞の法律関係を規

律することができる。
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第2に，債権総論に関連する「債務引受jにつ

いては，民法514条に規定されているように，債

権者と新債務引受人との聞で締結される。これに

対して，契約総論に規定されている「第三者のた

めにする契約Jの場合には，債務者間，すなわち.

債務者と新債務引受人との聞で，債務引受契約を

締結することができる。

つまり，債権総論に規定されている契約と契約

総論に規定されている「第三者のためにする契約」

との違いは，当事者が異なるだけであるが，当事

者が異なるということは，誰がイニシアテイプを

とって制度を運用するかという問題であり，制度

の運用面から見ると，大きく異なるのである。

図8 第三者のためにする契約のわが国おける機能と役割

*** 
「第三者のためにする契約」の特色と役割の重

要性 わが国おいて「第三者のためにする契約J
を重視すべき理由は，以上の考察を通じて明らか

になったと思われる。すなわち， r第三者のため

にする契約Jがわが国おいて特に重視されなけれ

ばならない理由は，旧民法で規定されていた，①

債務者同士のイニシアテイブで債権移転，債務引

受を実現できる嘱託 (delegation:指図)の制度

と，②債権者と新債務者との閑で債務引受を実現

できる随意の干渉(1'intervention J' intervention 

spontanee d' un tiers)が.現行民法の立法者の

無理解によって削除されてしまったからであり，

それを補うためには.幸いにも生き残った「第三

者のためにする契約」の解釈を拡張して，嘱託

(delegation :指図)の機能を復活させなければ

ならないからである。

そのような文脈を無視して，例えば.フランス

における「第三者のためにする契約Jは，指図と

は異なるのだから，抗弁が対抗できないような領

域(電信送金契約.振込契約)には.指図が利用

されるべきであって， r第三者のためにする契約」

は適用できない([古軸・第三者のためにする契

約 (1978)125， 129， 154頁])とするのは，比較

法の意味を取り違えた本末転倒の議論であるとい

うべきであろう。

フランスのように，指図 (delegation) という

制度も，また.債務移転 (cessionde dette) と

いう制度をも有する国では，制度聞の重複を回避

する目的で，第三者のためにする契約(Jastipu-

lation pour autruDの適用範囲を狭めることには

十分な理由がある。しかしわが国の場合には.

指図も債務移転の制度な条文上の根拠を持たな

い。それに比べて， r第三者のためにする契約」

は，わずかとはいえ， 3箇条の条文を有しており，

幸いなことに，抗弁の対抗が規定されおり，しか

も.判例によって，抗弁が対抗できなくなる具体

的な事例も明らかになっている。

このような状況において，フランスにはないが，

実務上必要な制度としての「指図Jに基づく債権

移転と債務移転とを「第三者のためにする契約」

を通じて実現することは，大きな意味があるとい

わなければならない。

比較法研究が，他国と自国との実情の違いを無

視して，必要な制度を不必要に制限するのであれ

ば，それは，学問的にも，実務的にも，無用な桓

桔となるだけである。そろそろ，そのような比較

法研究から脱して，わが国の実情に適する法制度

の発展を目指す比較法研究へと舵を切るべき時代

が到来しているのではないだろうか。

*** 
「第三者のためにする契約Jの機能と今後の課

題 本稿によって， r第三者のためにする契約」

が，債権総論でも，契約各論でもなく，契約総論

に規定されている意味が明らかにされるととも

に， r第三者のためにする契約」は，債権者がイ

ニシアテイブをとる債権総論に規定された契約と

は異なり，債務者同士のイニシアテイブによって，

債権総論に規定されている契約と同じ制度を創設
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するという優れた道具概念であることが明らかと [三宅・契約法総論 (1978)] 

なったと思われる。 三宅正男『契約法総論j背林書院 (1978)113・135

この優れた道具概念を駆使して.混乱を極めて 頁

いる振込契約.特に，誤振込の問題を解決するこ [古軸・第三者のためにする契約 (1978)] 

とが今後の課題である。 古軸隆介「第三者のためにする契約」遠藤浩ほか監
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