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損害保険にかかわる民法改正の論点 
―中間利息控除について―
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Ⅰ　はじめに

損害賠償額算定における中間利息控除は、将来に現実化する損害について現在

一時金で賠償を受ける被害者や受傷者が、損害が現実化するまでの期間賠償金を

運用できることになるから、公平の見地からこの間の運用益をあらかじめ控除す

るものである。一方で、現行の民法典には中間利息控除を明文で規定している条

文はなく、その割引率等は民法404条や民法419条 1項といった条文を根拠として

いる。ところで、現在進められている債権法改正において、民法404条関連では、
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「法定利率の変動制への移行」や、「中間利息控除の明文化」といった内容が盛り

込まれている。これは、昨今の市中金利が極めて低く、法定利率 5％との間に著

しい不均衡が生じてしまっていることが背景にあると考えられる。しかし、現在

進められている債権法改正に当たっては、中間利息控除に関する規定の内容にお

いて、公平の見地からみたところ多くの疑問が存在することとなっている。本稿

では、債権法改正をめぐる動きの中でも、中間利息控除と、それにかかわる問題

について取り上げたい。

Ⅱ　中間利息控除とはなにか

逸失利益は、事故時点で計算された全期間分の補償を一時金で行うのが通例で

ある。しかし、逸失利益を一時金で全額受領することとなると、運用等により、

将来分は本来手に入れるはずの金銭を上回ることになってしまう。そこで将来の

利息による増額分を控除する必要があり、その利息分の控除を中間利息控除とい

う。この中間利息の控除方法については、従来、ホフマン方式かライプニッツ方

式かという争いはあったものの1）、中間利息の控除割合年 5％という数値自体は

ほとんど所与のものとして取り扱ってきており、この控除は一般的に、法定金利

（年 5％）で計算される。ところで、現行民法典には、中間利息控除に関する規

定は置かれておらず、その利率等は、「利息を生ずべき債権について別段の意思

表示がないときは、その利率は、年五分とする。」（民法404条）、「金銭の給付を目的

とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。

ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」（民法419条 1項）

を根拠としている。この点に関して、従来から、最近の低金利状態を反映して、

中間利息の控除割合を法定利率年 5％とするのが相当であるか否かの議論が起き

てきた。そして平成17年 6月14日最高裁判決（ 民集第59巻 5号983頁）2）で最高裁

が中間利息の控除割合を法定利率年 5％とするのが相当である、と判示したこと

で、損害賠償請求訴訟においては一応の決着をみたが、長引く低金利状態を鑑み

て、債権法改正では中間利息の控除割合についても新たな検討がなされている。

Ⅲ　これまでの中間利息控除をめぐる動きおよび判例

続いて、これまでの中間利息控除をめぐる動きとその背景、および判例につい
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て取り上げることにしたい。

最近の経済不況を反映し、郵便や銀行の預貯金金利が年 1％を切る低金利であ

るのに、逸失利益の算定において中間利息の控除をアプリオリに法定利率年 5％

で割り引くのは、中間利息を控除する意味を考えると釣り合っていないという主

張が多く見られてきた。そこで中間利息の割引率の認定に関する最近の議論を紹

介し、分析検討することにしたい。

1　下級審裁判例の状況

（ 1） 原告・控訴人の主張

まず、原告・控訴人は、逸失利益の算定に当たり中間利息の控除割合について、

年 1％3）、年1.5％4）、年 2％5）、年 3％6）、年 4％7）にすべきである、あるいは年

5％は相当ではない8）旨主張した事例が見受けられた。

このように主張する原告・控訴人の論理として、例えば、「現在の経済状況（と

りわけ金利水準）を考慮することなく、法定利率により中間利息を控除すること

は、加害者である被告らを不当に利することになり、原告らに極めて不利であ

る。」（横浜地判平成12年 6月27日交通民集33巻 3号1043頁）。「中間利息の控除割合を

年 5パーセントとするのは単なる慣習にすぎず、本来、理論的かつ実証的な考察

に基づいて控除利率を決すべきである。」として、本件の逸失利益を算定する際

に基礎収入として用いる賃金センサスの数値は経済成長に伴い一定の名目成長率

で上昇していくと考えるべきであるから、死亡当時の賃金センサスに基づく名目

所得を基礎として名目利子率により中間利息を控除して逸失利益を算出する場合

には、名目利子率から名目成長率を差し引いた利率によって中間利息を控除する

のが相当である。そして、将来所得の割引きは現有資金を適当な利率で運用する

ことができることを前提とするものであるから、平均的な被害者又はその家族が

通常の方法で運用できるとの意味で、名目利子率としては定期預金の金利を用い

るのが適当である（東京地判平成12年 4月20日判時1708号56頁、交通民集33巻 2号717

頁）。あるいは「法律に規定がない以上、裁判所は、日本経済の置かれている状

況などの現実をしっかりと踏まえ、何パーセントの利子率を用いて将来の所得を

現在の価値に換算するのが妥当かという点について判断することが求められてい

る。」（横浜地判平成12年 5月11日交通民集33巻 3号799頁）、「被害者の将来にわたる

稼働収入相当損害額の現在価値を算定する場合における中間利息控除率は、物価

及び賃金の各変動から導かれる経済成長率と名目金利との差である実質金利に基



350　法律学研究54号（2015）

づくものであるべき」ところ、「訴訟の場において、実質金利を定める場合、前

提となる基礎収入を裁判時点に固定することとの均衡上、実質金利についても裁

判時点までの実質金利をもって判断すれば足りるというべきである。」（最判平成

17年 6月14日判決民集59巻 5号983頁）などがある。

以上を前提に、中間利息の控除割合を法定利率年 5％より低くする理由として、

①「 1年物の定期預金の金利、消費者物価指数騰貴率、賃金上昇率についての平

均値、公定歩合の金利、現在の市場金利の実態（極めて低金利）、大口定期預金の

金利の平均値、家計資産運用に関する行政府の見解、家計資産の収益率、その他

の事情を総合して実証的に考察」したこと（前掲東京地判平成12年 4月20日）、②

「公定歩合が、平成 3年12月30日に年 5％を切って以来年々低下し、平成 7年 9

月以降現在まで 4年以上にわたって年0.5％を続け、それを受けて銀行金利も低

下し、近年の銀行金利が 1％未満で推移しており、このような状況は今後相当年

数続くことが見込まれる」こと（名古屋高判平成12年 6月21日自保ジャーナル1374号

3頁）、あるいは③「近時のゼロ金利政策の下では、預金の金利が 5％の金融機

関は存在しておらず、最も有利な元金1,000万円以上に適用される10年の大口定

期預金でさえも金利は年 2％を切り、最新の金利事情によれば、平成12年 5月15

日現在、大口定期預金の金利は更に低額化し、全国最高でも0.8％で、全国平均

は0.66％である。また、利付き国債10年（第222回） 5月発行は、利回りが1.68％

と 2％以下の利回りしか期待できない。そして、日本銀行のゼロ金利政策が今後

も長期的に続くことはある程度の確実性をもって予測することが可能である」こ

と（津地熊野支判平成12年12月26日自保ジャーナル1380号 5頁）、④「現在のような

超低利水準は、既に成熟した日本経済の状態からして、将来にわたって相当期間

継続することが極めて高い蓋然性をもって予測できる」こと（東京高判平成12年

3月22日判時1712号142頁、交通民集33巻 2号445頁）、⑤「現在の金利水準からする

と、損害賠償金を年 5パーセントで運用することは不可能であり、金利水準が年

利 5パーセントに上昇し、それが継続する可能性もほとんどない」こと（横浜地

判平成12年 6月27日）、⑥「過去の統計等によれば、実質金利が年 3パーセントを

超えたことは一度もないこと」（最判平成17年 6月14日の原審札幌高判平成16年 7月

13日民集59巻 5号1054頁）、が挙げられている。したがって、「このような合理性あ

る予測は逸失利益の算定において斟酌されなければならない」のである（前掲横

浜地判平成12年 5月11日）。具体的には、例えば 9歳の女児が死亡した事案で、「現

在のような低金利が 7年間続き、その間の平均金利がこの 3年間の中間値である
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0.25％であったとすれば、それ以降35年間にわたって、金利が 5パーセントに上

昇したとしても、全就労期間平均金利は3.94パーセントとなるのであるから、年

利 4パーセントの割合で控除すべきであるとの原告らの主張は事実に即した部分

を持つ極めて控えめなものである」（前掲横浜地判平成12年 5月11日）と主張する。

また、中間利息と遅延利息との関係については、「逸失利益を算定するための

中間利息の控除率は、現在受け取った金額を就労終期までにどれだけの利回りで

運用することができるかという将来の経済事象に関するものであるのに対し、遅

延損害金は、不法行為が発生した時点において支払われるべき賠償金を加害者が

支払わなかったことに対するペナルティーであり、両者はその性質を全く異にす

るから、中間利息の控除を遅延損害金と同じ割合で行う論理的必然性はな」い

（前掲東京高判平成12年 3月22日）と論じている。

続いて、中間利息控除率を 5％とする実務慣行については、「多数の交通事故

損害賠償事件における「法的安定性の維持」、「民事法定利率が 5パーセントであ

る」、「破産法等が中間利息について年 5パーセントの控除を定めている」、「交通

事故の損害金元本に付される遅延損害金の率が年 5パーセントである」といった

ことがらを論拠としていることは、将来の収入を失った者の逸失利益の現在価値

を経済的に求めるという中間利息控除の考え方自体にそぐわない」（前掲札幌高判

平成16年 7月13日）と批判する。

そして、中間利息とインフレ算入の関係についても、「逸失利益の算定の実務

においては、戦後日本において一貫して物価が上昇して来たにもかかわらず、将

来にわたる物価上昇の蓋然性が全く考慮されていない不合理さにも注意しなけれ

ばならない」（前掲横浜地判平成12年 5月11日）として、「経済統計年報」によれば、

全国勤労者所帯の可処分所得や消費者物価指数は戦後日本において一貫して上昇

してきたが、「逸失利益の算定にあたり、インフレ加算しない一方で中間利息を

年 5パーセントで控除することは逸失利益の額を極端な低額に押し止めるもので

あり、その不合理性は顕著である」（前掲横浜地判平成12年 5月11日）と主張する。

要約すると、中間利息の控除割合を年 5％よりも低くすべき理由付けとして、

第一に、わが国の現在の経済状態、第二に、当事者の公平や損害の公平な分担と

いう理念、第三に、中間利息と遅延利息との性格の違いを挙げたのである。すな

わち、現在のわが国の預金金利の実情などに鑑み、現在の低金利の現状からすれ

ば、年 5分の法定金利は高く、国民生活から乖離し実態に即しておらず、長期的

に年 5％を大幅に下回る実質金利しか期待できない。当事者の公平という観点か
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ら、利率は年 1～ 3％を超えないものと考えるべきである。遅延損害金と中間利

息控除とは性格が異なるので、前者が法定利率によっても後者は法定利率による

必要はないことになる9）。

（ 2） 裁判所の判断

①肯定例

原告・控訴人の主張を容れて、中間利息を実質金利により控除する判決は散見

されるにすぎない。

まず、年 4分の割合で中間利息を控除したのは、福岡地判平成 8年 2月13日判

タ900号251頁である。この判決は、「本件事故当時10）の公定歩合が1.75パーセン

トであること及び本件弁論終結時（平成 7年12月19日）当時の公定歩合が年 1パー

セントであることは公知の事実であるから、従前のように年 5分の割合でもって

中間利息を控除することは、中間利息控除の趣旨からして現在では不相当である

といわざるをえず、結局、被害者の損害の公平な分担の観点から年 4分の割合で

もって控除するのが相当」と判示した。

また、東京高判平成12年 3月22日判時1712号142頁、交通民集33巻 2号445頁は、

「控除すべき中間利息の利率としては、近時我が国では極めて低金利の状況が続

いており、現在預金の利率は 1パーセントを下回っている」こと、「我が国は高

度成長期を経て成熟した社会になっており、今後過去のような経済成長は見込め

ないから、少なくとも近い将来において預金金利が 5パーセントに達するとの予

測は立てにく」いので、「年 5パーセントの割合による複利の利回りでの運用利

益を上げるのは困難である」ことを考慮し、本件においては、中間利息の利率は、

極めて長期にわたる運用利益の見込みに基づいて決められなければならず、浮動

的であることは否定できないが、少なくとも「運用利益の見込みは年 4パーセン

トを上回らない」と判断した。なお、「遅延損害金を付するのと中間利息を控除

することとは全く性質が異なるのであるから、遅延損害金の利率が年 5パーセン

トであるからといって、中間利息の利率もこれに合わせなければならないもので

はない。」と述べている。

また、東京・大阪・名古屋の三地裁による「共同提言」11）以降のものとしては

長野諏訪支判平成12年11月14日自保ジャーナル1380号 8頁が「中間利息の控除は、

将来受け取るべき金員を現在受け取ることによって、その受領した金員に将来の

当該時点までの利息が生ずることにより、支払者に比較して受領者に有利になる
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という不公平を解消するためである。」としている、他方、「民法で規定されてい

る法定利率は、金銭債務の不履行という面から定められているものであり、した

がって法定利率をもって中間利息を控除する際の割合とすることには、格別合理

的な根拠はない」とした。そして、「現在の公定歩合は平成 7年 9月以来0.5％で

推移していること、銀行の期間10年ものの大口定期預金の利息でも年 1％以下で

あることは公知の事実であるから、これに中間利息を控除する右趣旨を併せ考え

ると、年 3分の割合をもって相当」とした。

津地熊野支判平成12年12月26日自保ジャーナル1380号 5頁は、62歳の有職主婦

の事案である。まず、「わが国の公定歩合は、平成 3年末には4.50％であったも

のが、平成 4年末には3.25％、平成 5年末に1.75％となり、平成 7年末には0.50％

となって、以後維持されていること、市中銀行の市場金利も低下し、長期10年も

のの1,000万円以上の大口定期預金の利率でさえ、平成11年 1月時点で、Ｆ銀行、

Ｇ銀行が各1.15％、Ｈ銀行が1.000％であること、平成12年 2月11日付新聞による

新発10年国債の利回りは1.85％である」と認めた。そして、「右低金利の状況は

いわゆるバブル経済の崩壊後、継続しており、少なくとも近い将来、預金金利が

年 5％に達するとの予測を立てるのは困難であることは公知の事実であ」り、「亡

Ａの就労可能年数は12年であるから、この間の中間利息の利率は年 2％として控

除をするのが相当」と判断した。但し、就労可能年数経過後、平均余命に至るま

での12年間については、「公定歩合、預金金利等の金利の動向を予測することは

極めて困難であるから、この間の中間利息の利率は、民法所定の年 5％によるの

が相当」とし、折衷的な判断を行った。

また、長野地諏訪支判平成13年 7月 3日自保ジャーナル1412号 1頁は、62歳有

職男子の事案で、前掲津地熊野支判平成12年12月26日同様、金銭債務の不履行が

あったときにそのペナルティー的要素として定められた法定利率と、将来におけ

る損害額を現時点に換算するための中間利息の控除とは全く趣旨を異にするから、

この法定利率でもって中間利息の控除割合として使用することには、格別合理的

な根拠はないと判示した。そして、法定利率はその当時の金利等と深い関係が

あったところ、市中金利の大きな指標となっている公定歩合の推移をみると、「民

法が制定された当時の公定歩合は、 5％を超えていたところ、その後昭和22年こ

ろまでは 3ないし 4％台で推移してきた以外は、昭和60年までは 5％以上であっ

た。しかし、昭和61年以降は平成 2年の 6％を除き、 5％を下回るような状況で、

平成 7年 9月以降は0.50％以下が続いている。」と論じている。したがって、「こ
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うした公定歩合の推移、中間利息の控除の趣旨並びに被害者と加害者の公平な負

担という損害賠償の趣旨をも併せ考えると、現在においては、中間利息を控除す

る割合は年 3％をもってするのが相当」と判断した。

最後に、津地四日市支判平成13年 9月 4日自保ジャーナル1412号 1頁は、59歳

主婦の事案で、「原告主張のように、近年わが国において極めて低金利の状態が

続いており、今後このような低金利状態が近い将来変化することが予測されるも

のでないことは、公知の事実である。」として、「そもそも中間利息を控除する趣

旨に照らすと、中間利息を 2％として計算することは相当」と判示した。

②否定例

多くの裁判所は、中間利息の控除割合として民事法定利率年 5パーセントを堅

持する。例えば、最判平成12年 7月17日自保ジャーナル1380号 1頁は、中間利息

の控除割合を法定利率年 5％よりも低くすることを斥けた原審を支持し、被害者

側からの上告受理の申立てを受理せず上告棄却とした。

特に前掲最判平成17年 6月14日は、「我が国では実際の金利が近時低い状況に

あることや原審のいう実質金利の動向からすれば、被害者の将来の逸失利益を現

在価値に換算するために控除すべき中間利息の割合は民事法定利率である年 5％

より引き下げるべきであるとの主張も理解できないではない」としながら、以下

のとおり判示し、中間利息の控除割合を 3％とした原判決を破棄差戻しとした。

「民法404条において民事法定利率が年 5％と定められたのは、民法の制定に当

たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率、我が国の一

般的な貸付金利を踏まえ、金銭は、通常の利用方法によれば年 5％の利息を生ず

べきものと考えられたからである。そして、現行法は、将来の請求権を現在価額

に換算するに際し、法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には、法定利率

により中間利息を控除する考え方を採用している。例えば、民事執行法88条 2項、

破産法99条 1項 2号（旧破産法（平成16年法律第75号による廃止前のもの）46条 5号

も同様）、民事再生法87条 1項 1号、 2号、会社更生法136条 1項 1号、 2号等は、

いずれも将来の請求権を法定利率による中間利息の控除によって現在価額に換算

することを規定している。損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を

現在価額に換算するについても、法的安定及び統一的処理が必要とされるのであ

るから、民法は、民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているも

のと考えられる。このように考えることによって、事案ごとに、また、裁判官ご

とに中間利息の控除割合についての判断が区々に分かれることを防ぎ、被害者相
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互間の公平の確保、損害額の予測可能性による紛争の予防も図ることができる。

上記の諸点に照らすと、【要旨】損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸

失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率

によらなければならないというべきである。」

要するに、最判平成17年 6月14日は中間利息の控除割合を法定利率年 5％とす

る理由として、第一に、民法404条の沿革的理由、第二に、民法以外の法律の議論、

第三に、法的安定および統一的処理の必要性、第四に、被害者相互間の公平の確

保、損害額の予測可能性による紛争の予防、を挙げている12）。

このような論理構成は下級裁判所において顕著にみられる。すなわち、「逸失

利益の算定における中間利息の控除は、被害者が将来の一定の時点で受けるべき

利益（金員）を被害者の死亡時点等における原価として算定するために、当該将

来の時点までの一般的な運用利益に相当する金員を控除する趣旨のものであるか

ら、その場合の控除割合を、利息を生ずべき金銭債権につき別段の意思表示がな

い場合に元本に附帯する旨法定されている利率（民法404条）や、金銭債務の不履

行に伴う損害賠償として元本に附帯する旨法定されている遅延損害金の利率（同

法419条、404条）と同一のものとしなければならない必然性があるものというこ

とはできない。」（東京地判平成12年 4月20日）としつつ、公平の観点から同一の扱

いをすべき旨述べた。「民法の制定当時、右の各利率が年 5分と定められたのは

当時の我が国及び諸外国の一般的な貸付金利や法定利率などを参考にした結果で

あって、その割合を定めるに当たり一般的な運用利益が考慮されている点におい

ては、中間利息の控除の問題と共通する背景があ」り、「民法の右各規定は、そ

の制定当時から現在に至るまで改正されていない」（前掲東京地判平成12年 4月20

日）。

2　最判平成17年 6月14日以降の状況

最判平成17年 6月14日（以下、平成17年判決）が最高裁として初めて、被害者

の将来発生する逸失利益を現在価値に換算する中間利息の控除割合は「民事法定

利率」と明示したため、その後、被害者側が中間利息控除に用いる控除割合は年

5％未満であると主張13）しても、通らなくなってしまった。

例えば、被害者側が、「被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者

にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為

がなかったときの状態に回復させることを目的とする」わが国の不法行為に基づ
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く損害賠償制度の趣旨から、「通常の運用として採用されるべき定期預金利率と

賃金変動率から得られる実質運用利回りが、過去50年間のどの時点を始期にして

も年1.5パーセントを超えず、どのような経済情勢、金利状況及び貨幣価値の推

移があってもほぼ安定していることは歴史的な事実」として、「控えめにみて年

2パーセントを超えない利率」（福岡高判平成17年 8月 9日交通民集38巻 4号899頁の

控訴人）、「近年の金利水準などにかんがみれば、中間利息の控除率は年 4パーセ

ントが相当」（千葉地判平成17年 6月23日 LEX/DB28101676の原告）と主張しても、

以下のような論理で斥けられた。すなわち、「民法404条が法定利率として年 5

パーセントと定めている趣旨」や「法的安定及び統一的処理が必要である場合の

現行法上の他の規定の趣旨」を前提に、損害賠償額の算定に当たり被害者の将来

の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の利率は、民法が予

定する「民事法定利率によるのが相当」（前掲福岡高判平成17年 8月 9日）、あるい

は、平成17年判決を引用し、将来の金利水準の予測困難性、将来の請求権の現価

評価に関し一律に法定利率による中間利息控除を定める現行法の法的安定および

各事案の統一的処理の趣旨、不法行為時から生じる年 5％の遅延損害金との均衡、

交通事故における損害額算定の客観性、公平性等の見地から、「将来の請求権で

ある逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法

定利率年 5パーセントの割合によるのが相当」（前掲千葉地判平成17年 6月23日）

とした。

Ⅳ　「民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案」14） 

　　（平成26年 8月26日決定）の検討

1　法定利率について

（ 1） 利率の改正の必要性

利息は、契約によって発生するほか、契約を解除し金銭を返還するとき（民法

545条 2項）や、悪意の受益者が利益を返還するとき（同法704条）などに法律の規

定によっても発生し、民法上利息として規定されているものの法的性質は一律で

はない。そして、利息の約定があるものの利率の定めがない場合や、利息が法律

によって生ずることとされる場合のように、利率に関する当事者の意思表示がな

いときには、いずれも年 5％の法定利率によるとされる（同法404条）。そのほか、

金銭債務の不履行の場合における損害賠償額の算定（同法419条 1項）にも年 5％



357

の法定利率が用いられている。現行民法が法定利率の割合を年 5％と定めたのは、

法定利率は市中における通常の金利水準に合致したものでなければならず、立法

時にはそれが年 5％と考えられたことによる。もっとも、これは当面の値であり、

経済変動に応じて法定利率を改正する必要が生じ得ることも、立法当初から指摘

されていた15）。しかし、実際にはこれまで法定利率が改正されることはなく、そ

の結果、市中の金利と法定利率との間には大きな乖離が生ずるようになった。特

に1990年代後半からわが国の市中の金利は極めて低い値で推移しており、法定利

率が市中の金利を大幅に上回っている状態が続いている。

このような状態においては、中間利息控除を行う際に、法定利率が適用される

と、被害者にとっては不利となるため、当事者の公平を害しているとの指摘があ

る。そこで、このような市中の金利と法定利率との間に大きな乖離があることに

よる不合理な現状を是正するべく、金利計算の簡明さを保ちつつも、法定利率を

その時々における市中の金利の水準に可及的に合致させるための改正が必要とな

る16）。

（ 2） 法改正時の利率について

要綱仮案では、法改正時の法定利率は年 3％とすることとしている。国内銀行

の貸出約定平均金利は現在のところ年 1％弱程度に止まっているが、これは貸出

残高に応じた加重平均値であることから、比較的低金利で貸出額の大きい企業等

の大口顧客の融資に大きく影響されている可能性がある。他方、個人が取引主体

となっている金融取引をみると、住宅ローンが年 2％強、無担保のマイカーロー

ンや教育ローンはいずれも年 3％程度となっている。貸金業者による個人向け貸

出金利は年12.8％となっているが、これは金融取引全体の残高でみればそれほど

大きな割合を占めるものではないことをも考慮する必要がある。これらの参考と

なる利率の分布状況を踏まえつつ、現行の法定利率からの円滑な移行という観点

を含めた諸般の事情を総合勘案し、改正法施行時の法定利率は年 3％とすること

としている。

（ 3） 法定利率を変動制とする必要性

法定利率を市中の金利の水準に可及的に合致させる改正を行うに当たっては、

市中の金利の動向等に連動して法定利率が自動的に変動するような枠組み（変動

制）を採用すべきであることが立法意図とも合致し、適当であると考える。法定
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利率の値は、債権者と債務者の利益が相反する事柄であるため、適宜の時期にそ

の時点での経済変動等を考慮しつつ法改正の要否等を判断することとするよりも、

客観的な基準をあらかじめ策定して機械的に変動させることとする方が、様々な

事情により改正の時期を逸することもなく、社会全体としての予測可能性が高い

といえるからである。

2　中間利息控除について

（ 1） 中間利息控除の明文化

今回の要綱仮案では、民法404条の中に中間利息控除が明文化されている。中

間利息控除の利率は、現在、民法に明文がなく、不法行為の領域の判例法により

実務が形成されてきたものであるが、この利率は、将来の期間に対応するもので

あって、適用時点の金利水準を採ることについて合理的な説明が困難であるなど、

法定利率の適用が本来予定される利息債権に係る利率とはそもそも性質が異なる

ほか、適用場面も異なる。それにもかかわらず、これまで中間利息控除に法定利

率を用いることとされてきたのは、法定利率が固定されているがゆえに、民法に

おいて参照するのに適した安定的な指標であったためと考えられる17）。したがっ

て、仮に法定利率を変動制とする場合であっても、中間利息控除をする際にこれ

を用いるものとすることに論理的必然性はない18）。また、中間利息控除を用いた

逸失利益額算定は、個々の賠償案件対応のみならず、事業評価の便益分析など

様々な場面で行われているところである。このため、仮に当該算定の仕組みを見

直すとした場合には、経済・社会に及ぼす幅広い影響についても検証する必要が

ある19）。

（ 2） 中間利息控除で法定利率を適用することに対する是非

①法定利率適用の場合

根拠として前掲最判平成17年。否定的意見として、インフレ等によっては賠償

額が激変し、不平等や、「賠償額の逆転」が生まれてしまうという意見がある。

②中間利息控除のために法定利率とは別の利率を法定する場合

長期間にわたる利率変動を平準化したもの（例えば、基準金利の過去40年分の平

均）を別に法定しておき、中間利息控除を行う場合にはこれによるものとすべき

であるという考え方がある。理由として、法定利率改定時の激変の緩和が挙げら

れる。しかし、この場合では、中間利息控除の利率の変更の度に法改正が必要と
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なる問題、遅延損害と中間利息控除で適用される利率に差が生まれ、不平等が生

まれるという問題、中間利息控除は法定利率によるとする最判平成17年に反する

という問題がある。

3　社会的影響と問題点について

（ 1） 実社会への影響

中間利息控除に改正後の法定利率を用いることとした場合には、次のような実

社会への影響があり得るが、どのように考えるか。

第一に、中間利息控除を行う場合の利率に改正後の法定利率を用いるとすれば、

改正法の施行時には中間利息控除の利率が例えば 2％程度下落することが予想さ

れ20）、これに伴って中間利息控除を行う損害に関しては、賠償すべき損害額が上

昇する。この点については、中間利息控除において使用する法定利率が市中金利

に近い水準になったことによるものであり、正当とする意見があり得る。他方で、

法定利率の変動に伴って賠償すべき損害額が変動すると、損害保険の内容につい

て見直しが必要になる可能性がある。この見直しの頻度が高くなると、損害保険

会社には保険の見直しにかかわるコスト増が発生する（これは、ひいては、自動車

事故等を対象とする損害保険の保険料に影響を与える可能性がある）。また、法定利率

の変動に伴って保険金支払額に変動が生じ得るため、保険契約者にとって保険料

の支払時と実際の事故時で想定された損害賠償額の水準が異なり得るという問題

もある。これらの社会的コストをどのように考えるか。なお、これらのコストを

低減する観点から、法定利率の変動制を採ることを前提としつつも、その変動の

頻度等を小さくし、あるいは変動後の法定利率が実際に適用されるまでの時間的

な余裕を長くするといった手当を更に行うことも考慮に値するものと考えられ

る21）。

第二に、法定利率に伴って中間利息控除に用いる割合も変動すると、被害者が

被害を受けた時期によって、仮に他の要素が全く同じであったとしても損害賠償

額が異なり得ることとなるが、これをどのように考えるか。なお、これは、変動

制を採る以上は不可避的に生ずる問題であるが、仮に固定制（法律上、法定利率

を 3％など特定の数値で定める方式）を採用したとしても、改正法施行時には生ず

る問題であり、また、固定制を前提とした上で市中の金利に合わせて法改正をす

るとの施策を採る場合にも、やはり改正法の施行時ごとに生ずる問題である22）。

例えば、中間利息が年 5％から年 3％に改まった場合、控除される額は大きく
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変わる。

例）年収400万円の30歳、後遺障害 3級（労働能力喪失率100％）の場合に受け

取れる賠償額

年 5％の中間利息ならば＝400万円×100％×16.711

　　（37年分の年 5％ライプニッツ係数）＝6,684万4,000円

年 3％の中間利息ならば＝400万円×100％×22.167

　　（37年分の年 3％ライプニッツ係数）＝8,866万8,000円

（ 2） 判例との関係

中間利息控除をする場合にも改正後の法定利率を用いる考え方と前掲平成17年

判決との関係について検討する。この判例が民法404条の法定利率を中間利息控

除に適用することとした主な理由は、法的安定および統一的処理を確保すること

にあり、これを正当化する根拠として次の点が挙げられている。すなわち、①法

定利率がわが国の一般的な貸付金利を踏まえ年 5％として定められたものである

こと、②将来の請求権を現在価値に換算するのに当たって、法的安定および統一

的処理が必要とされる他の場面では、現行法では法定利率により中間利息を控除

する考え方が採用されていること（民事執行法88条 2項等）、③被害者の将来の逸

失利益を現在価値に換算する場合にも法的安定および統一的処理が要請されるこ

とである。法定利率を変動制に改めるという法改正を前提に、これらの根拠との

齟齬が生ずるか検討すると、①については、法定利率を市中の金利の水準に近い

ものに設定すべきであるという基本的な考え方に変更はなく、むしろ、より近接

性の高いものとする方向での改正であると評価することができる。また、②と③

で指摘されているような中間利息控除についての基本的な考え方や法制度の在り

方についても、今般の改正において変更を加えることは想定されていない。した

がって、法定利率を変動制に改めても、上記判例が指摘するこれらの根拠は引き

続き妥当すると考えられる23）。

（ 3） 中間利息控除を行う場合の利率の基準時

中間利息控除における利率として改正後の法定利率を採用するに当たっては、

例えば、不法行為後、損害賠償の支払を受けるまでの間に法定利率の変動が生じ

た場合に、どの時点における法定利率の値を用いて中間利息控除を行うべきかに

ついて、新たに規律を設ける必要がある。
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この点については、法的安定性や当事者の公平を図る観点から、客観的に定ま

る時点とすることが適切であり、例えば、損害賠償請求権が発生した時点を基準

時とすることが考えられる。

Ⅴ　定期金方式の提案

1　定期金賠償について

以上に見てきたように、要綱仮案で提案されている改正方法では、改正によっ

て新たな割引率が適用された時点や、変動金利制によって、割引率が切り替わる

時点の前後によって、債権者に不平等が生じてしまうことは避けられない。そこ

で、以下では今回の中間利息控除をめぐる債権法改正について全く別のアプロー

チからの提案を試みたい。すなわち定期金賠償方式である。

まず、この定期金方式を主張するに当たり、まず定期金賠償を再確認しておき

たい。定期金給付とは、一般に「確定又は不確定期間に定期的に履行期が到来す

る回帰的・反復的な金銭給付」24）である。つまり、定期金賠償方式では、一時金

賠償という方法を採っていないため、中間利息控除という問題そのものがなくな

るということになる。前掲東京高判平成13年 6月13日も、「逸失利益の損害賠償

を請求する被害者は、これを不満とするのであれば、一時金による賠償ではなく、

中間利息の控除という問題を生じない定期金による賠償（民事訴訟法117条参照）

を請求するという方法も採り得る」と付言する。従来、この定期金賠償方式は、

長期にわたる賠償金の支払いになるため加害者側の履行確保の問題が生じ25）、積

極的に主張されることは少なかった。しかし、より根本的に損害賠償金の請求方

法として、定期金賠償方式が現実化するシステム作りについて、真剣に検討すべ

き時期に来ているのかもしれない26）。

次に、従来からの一時金賠償方式に代えて、定期金賠償方式に基づく損害賠償

請求が考えられる27）。例えば、大阪地判平成17年 6月27日交通民集38巻 3号282

頁の原告らは、18歳の高校 3年男子の死亡逸失利益につき、「不法行為による損

害賠償の方法については、一時金賠償方式のみしか認められないとは現在では考

えられていない。後遺障害逸失利益や将来の介護費用についての定期金請求は、

将来の時間的経過に伴って損害が具体化するという実態に沿うものであり、損害

賠償請求権者の選択により定期金請求が当然認められる」、「死亡逸失利益につい

ても、被害者が生きていたなら将来得られたであろう利益をてん補するものであ
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るから、被害者が各年齢になったら得られたであろう金額から生活費を控除した

残額を、それが得られるであろう各時期に定期金として支払う方式が一括して支

払う方式より合理的であ」り、「我が国の社会では、月給制がほとんどであるから、

毎月払いの定期金支払いが一番適している」と主張する。そして、「一時金賠償

方式においては、通常民事法定利率である年 5％で中間利息を控除しているが、

昨今のように実勢利率が極めて低い水準で推移している状況の下では、法定利率

と実勢利率との乖離の問題が生じている。死亡逸失利益について定期金賠償方式

を採れば、このような中間利息の問題は生じない」、「実質的な観点からしても、

死亡逸失利益について、一時金として請求するか、定期金として請求するかは、

それが損害賠償義務者の支払を著しく煩瑣にするなど権利の濫用と評価されるよ

うな場合を除いては、損害賠償請求権者の選択に委ねられるべきである」と主張

した。

2　裁判所の判断

（ 1） 否定例

これに対する裁判所の判断はどうか。定期金賠償方式に対する否定判例として、

例えば、大阪地判平成16年 3月29日自保ジャーナル1555号12頁は、19歳女子の死

亡逸失利益につき、死亡逸失利益は、「死亡時に具体化して確定した損害として

捉えているものというほかなく、死亡時に観念的に発生したものが、将来具体化

するものと解する余地はない」から、「遺族の扶養利益の喪失を遺族固有の損害

として請求する場合」は、「死亡逸失利益について相続構成をとりながら、これ

について定期金による賠償を認めることは、理論的には容認しがたい」と判示し

た。

また、大阪地判平成16年 3月29日自保ジャーナル1555号12頁は、「死亡逸失利

益の場合には、後遺障害に伴う将来の介護費用、医療器具費等の場合と異なり、

損害額の算定の基礎となった事情に将来変動が生じることは、極端なインフレ等

の場合を除き、通常考えられないから、請求者及び賠償義務者双方にとって、定

期金賠償に本来期待されている実益はない」とし、「中間利息控除率が適正かど

うかの問題は、本来、定期金賠償方式の採用によって解決すべき問題ではなく」、

「中間利息控除率を年 5％とすることには合理性が認められる」から、「これを根

拠として、死亡逸失利益について定期金賠償を認めることは相当でない」と判示

した28）。
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（ 2） 肯定例

一方、定期金賠償方式の主張を肯定する下級審判例も散見される。例えば、東

京地裁平成15年 7月24日判時1838号49頁、自保ジャーナル1504号 2頁が、「死亡

逸失利益についても、後遺障害逸失利益や将来の介護費用と同様に、被害者が生

存していれば将来利益を得られたであろう時において、各年の純利益が損害とし

て具体化するものと観念することが可能である。したがって、この点については、

死亡逸失利益と後遺障害逸失利益及び将来の介護費用との間に質的差異はないか

ら、理論的には、被害者が死亡していることのみをもって、死亡逸失利益につい

て定期金請求を認めない理由とはならないものと考えられる」と判示した。「死

亡逸失利益については、後遺障害逸失利益や将来の介護費用とは異なり、将来に

おける損害額の算定の基礎となった事情の変更に対応するために定期金賠償方式

を採る実益は乏しいと言える」が、「一時金賠償方式においては、実務上、民事

法定利率である年 5％で中間利息を控除していることから昨今のように実勢利益

との乖離の問題が生じているところ、死亡逸失利益についても、定期金賠償方式

を採れば、このような中間利息の控除に伴う法定利率と実勢利率との乖離という

問題は生じない」とし、「実質的な観点からしても、死亡逸失利益について定期

金賠償方式を採る意味がある」と判示した29）。

3　諸外国における定期金賠償

（ 1） ドイツにおける制度

ここで、すでに定期金給付の体系を有しているドイツの立法も参照しておきた

い。ドイツでは、BGB（ドイツ民法典）843条において、定期金賠償が原則とされ、

一時金賠償は例外的な場合に許されるものと規定する30）。以下、訳31）を付する。

BGB843条〔Geldrente oder Kapitalabfindung定期金又は元本一時金〕

①身体又は健康の侵害によって被害者の稼働能力が喪失又は減少し、又はそ

の需要の増大が生じたときは、被害者には定期金の支払いにより損害賠償が

給付されなければならない。②この定期金には760条〔終身年金の前払い〕が

適用される。損害賠償債務者が担保を供しなければならないか否か、担保を

供するとしていかなる方式又は額であるかは、事情に鑑みて決定される。③

重大な事由が存するときは、被害者は、定期金に代えて元本による一時金を

請求できる。④この請求権は、他の扶養義務者が被害者に扶養料を支払わな
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ければならないということによっては、妨げられない。

ドイツでは、定期的に支払うかたちの慰謝料、すなわち定期金慰謝料

（Schmerzensgeldrente）は、すでにライヒ裁判所により是認されている（Warn 

1932, Nr.177）。今日の判例32）では、一時金の慰謝料が補償を与える利益を十分に

満たさない場合に、通常は一時金の慰謝料とともに定期金慰謝料が認められてい

る33）。定期金慰謝料は、主に、半身麻痺や大腿部切断などの特に重度の継続的損

害や、あるいは変動する状態のために事故による結果の将来的展開が見通せない

ような場合に考慮され、定期金は、原則として被害者の生涯にわたって認められ

るが、最終的な確定をまだ行うことができないときは、一定の期間に限って認め

られることも可能である34）。

（ 2） フランスにおける制度

フランスにおいても自動車事故による重傷被害者に対する補償については、し

ばしば、当事者の約定または裁判所の判決によって定期金形式の補償がなされる。

また、自動車事故損害の補償のための定期金に関する1974年12月27日法は、自動

車事故による75％以上の労働能力喪失者に対し、社会保障法典の定める指数に基

づくスライド制の定期金の増額改定を定め、この変動定期金（rentes indexées）は、

被害者の死亡の場合には、本人の負担で生活してきた生計依存近親者に対して認

められる定期金形式の賠償金にも適用された35）。1985年法により、1974年法は被

害者の利益において改善され、とくに上限額は廃止され、社会保障法典 L.434-17

条所定の改定指数に従い、定期金は当然に増額され、また、受給権利者は、その

個人的事情がそれを正当化する場合には、デクレ所定の換算表により、定期金の

全部または一部を元金（capital）に転換することができる（1985年法44条）36）。

Ⅵ　結びにかえて

ここまで中間利息控除にかかわる論点についての考察を試みてきたが、債権法

改正の要綱仮案で検討されている中間利息控除にかかわる諸規定については、例

えば利率改定時の前後で起こり得る不平等の問題など、解決すべき課題が山積し

ているといわざるを得ない。このまま債権法改正を行っては、被害者間の不平等

という根本的な問題を解決できずに、本末転倒となってしまうのではないであろ
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うか。確かに、筆者が中間利息控除に代わり得る方法として提案した定期金賠償

方式についても、引受保険会社が破綻した場合の受け皿をどのようにするのか、

保険会社が共同で引受機構を構築できるのかといった問題が存在する。しかし、

視野を広く保ち、様々な検討を加えてみるべきではないだろうか。拙稿が中間利

息控除にかかわる問題に対して新しい風を吹き込み、新たな角度から検討を試み

る一助になることができれば幸いである。

1） 二木雄策・竹内尚寿「逸失利益の算定における中間利息控除の問題点について」
判タ714号（1990年）17頁以下参照。
また、従来、逸失利益の算定方法について、主に東京地裁方式（賃金センサス

の男女別全年齢平均賃金を基礎に中間利息をライプニッツ方式により控除する方
法）、大阪地裁方式（同じく男女別18～19歳の初任給を基礎に中間利息をホフマ
ン方式により控除する方法）があり、最高裁は、いずれの算定方式も、特に理由
を示すことなく不合理なものとはいえないとして、逸失利益の算定方法は原審の
裁量に委ねていた（最判昭和53年10月20日民集32巻 7号1500頁、最判昭和54年 6

月26日交通民集12巻 3号607頁、最判平成 2年 3月23日判時1354号85頁、最判平
成 8年 1月18日自動車保険ジャーナル1141号 2頁）。その後、東京・大阪・名古
屋の三地裁民事交通事故専門部が、逸失利益の算定方法を2000年 1月 1日から東
京地裁方式に統一する旨公表し、算定方法の違いによる逸失利益の格差を是正し
た（井上繁規＝中路義彦＝北澤章功「交通事故による逸失利益の算定方式につい
ての共同提言」判時1692号（2000年）162頁以下、倉田卓次＝佐々木一彦＝松居
英二「交通事故の逸失利益に係る算定方法の統一について」法律のひろば53巻 1

号（2000年）1月号58頁以下）。
2）「損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するた
めに控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率によらなければならないという
べきである。」法定利率により中間利息を控除する根拠として、判例は、上に挙
げた理由のほかに民事執行法88条 2項、破産法99条 1項 2号、民事再生法87条 1

項 1号、会社更生法136条 1項 1号、 2号等は、いずれも将来の請求権を法定利
率による中間利息の控除によって現在価値に換算することを規定していることを
挙げている。

3） 例えば、大阪地判平成12年11月21日自保ジャーナル1389号 6頁の原告の主張。
4） 例えば、大阪地判平成12年 8月25日自保ジャーナル1380号 7頁の原告の主張。
5） 例えば、津地伊勢支判平成12年 1月14日自保ジャーナル1374号 4頁、大阪地判
平成12年 9月14日自保ジャーナル1380号 6頁の原告の主張。

6） 例えば、千葉地判平成10年12月25日判時1726号142頁、交通民集31巻 6号1981頁、
東京地判平成11年 5月19日交通民集32巻 3号785頁の原告の主張。

7） 例えば、横浜地判平成12年 5月11日交通民集33巻 3号799頁、東京高判平成12年
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11月 8日自保ジャーナル1374号 1頁の原告の主張。
8） 例えば、東京地判平成12年 2月28日交通民集33巻 1号318頁、京都地判平成12年

3月23日交通民集33巻 2号576頁の原告の主張。
9） 岡本友子「逸失利益算定における中間利息控除割合の合理性（ 1）―最高裁平
成17年 6月14日判決を契機として―」広島法科大学院論集 4号（2008年）91頁以
下。

10） 平成 5年11月30日。
11） 井上＝中路＝北澤・前掲注 1）162頁以下。
12） 岡本・前掲注 9）101頁。
13） 例えば、さいたま地判平成20年 7月30日 LEX/DB28142019の原告、横浜地判平
成17年 9月22日交通民集38巻 5号1306頁の原告の主張。

14） 以下に要綱仮案で提案された民法404条関連のものを掲載する。
第 9　法定利率
1　変動制による法定利率（民法第404条関係）
　民法第404条の規律を次のように改めるものとする。
（ 1）利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、
当該利息が生じた最初の時点における法定利率による。

（ 2）法定利率は、年 3パーセントとする。
（ 3）（ 2）にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、 3年
ごとに、 3年を一期として（ 4）の規定により変更される。

（ 4）各期の法定利率は、この（ 4）の規定により法定利率に変更があった期
のうち直近のもの（当該変更がない場合にあっては、改正法の施行時の期。
以下この（ 4）において「直近変更期」という。）の基準割合と当期の基準
割合との差に相当する割合（当該割合に 1パーセント未満の端数があるとき
は、これを切り捨てる。）を直近変更期の法定利率に加算し、又は減算した
割合とする。

（ 5）（ 4）の基準割合とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属
する年の〔 6年前の年の 5月から前年の 4月まで〕の各月における短期貸付
けの平均利率（当該各月において銀行が新たに行った貸付け（貸付期間が 1

年未満のものに限る。）に係る利率の平均をいう。）の合計を60で除して計算
した割合（当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り
捨てる。）として法務大臣が告示する割合をいう。

（注）この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。
3　中間利息控除
　中間利息控除について、次のような規律を設けるものとする。
　将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、
その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、損害賠償の請求
権が生じた時の法定利率によってこれをしなければならない。
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15） 起草者は、「経済上ノ変動等ハ孰レノ國ニモアルコトデアリマスカラ此後此箇條
丈ケガ変ワルト云フコトガアルカモ分カリマセヌ」（法典調査会調査委員会第56

会審議（明治 8年 1月15日）における穂積陳重発言）（法典調査会民法議事録法
務図書館版 7冊121頁）。とも説明しており、経済変動に応じて法定利率のみを改
正する必要があり得ることにも言及している。

16） 民法（債権関係）部会資料74Ｂ「民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取
りまとめに向けた検討（10）」平成26年 2月 4日 1頁。

17） 前掲最判平成17年 6月14日は「損害賠償額の算定に当たり、被害者の将来の逸
失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は、民事法定利率
によらなければならないというべきである。」とする。

18） 一般社団法人日本損害保険協会、一般社団法人外国損害保険協会、一般社団法
人日本共済協会基本政策委員会「中間利息控除に関する意見」（2014年 2月 4日）。

19） 前掲注18）に同じ。
20） 要綱仮案では法定利率を「年 3パーセントとする」としており、現行の法定利
率より 2％下落することになる。

21） 前掲注16）11頁。
22） 前掲注16）11頁。
23） 前掲注16）11-12頁。
24） 名古屋地判平成16年 7月 7日交通民集37巻 4号917頁。
25） 加害者に代わって被害者に保険金を支払う保険会社の破綻例も多かったことが
一因となっていると考えられる。生保の破綻例として、日産生命（1997年）、東
邦生命（1999年）、第百生命（2000年）、大正生命（2000年）、千代田生命（2000年）、
協栄生命（2000年）、東京生命（2001年）、損保の破綻例として、第一火災海上
（2000年）、大成火災海上（2001年）がある。損害保険契約者保護機構の資金枠は
2001年時点で500億円だったが、第一火災海上の破綻処理で約400億円が使われた
とも言われているようである（清水秀規「定期金賠償の現状と促進に関する考察」
賠償科学29号（2003年）89頁）。

26） 淡路剛久『不法行為法における権利保障と損害の評価』（有斐閣、1984年）159頁、
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