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Ⅰ　現行民法における議論の整理

2015年の民法（債権関係）改正法案の提出に伴い、近時、民法典制定以来約 1

世紀ぶりに債権法の構造が生まれ変わることになる。中でも、債権法のメイント

ピックである債務不履行に対する救済手段についてもその規定が改正される。本
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稿では、現行法、改正法案を検討しつつ、債務不履行の救済手段の構造、具体的

には履行請求権と塡補賠償請求の関係について検討した上でこれからの時代にお

ける履行請求権と塡補賠償請求権のあり方につき論考する。

1　債権者救済手段概論

まずは不履行の場合に債権者が債務の実現を図るためにとる手段を「救済手

段」とした上で、その概略をみていく。

（ 1 ） 履行請求権（民法414条 1 項）

履行請求権という言葉には様々な意味があるが、救済手段としての履行請求権

は特に裁判所における判決ないし裁判所が下す強制執行により、国家機関の援助

の下に債務の履行を実現させる権利を意味する。

（ 2 ） 損害賠償請求権（415条）

415条は履行不能の場合に（ 1）の履行請求権を認めておらず、その際債権者

は債務に相当する金銭を損害賠償として債務者に請求することができる。このこ

とからもわかるように、従来履行請求権の一次性が提唱されてきた。しかし近年

はこれに対する疑問も呈されている（Ⅰ． 6参照）。

（ 3 ） 解除権（540～548条）

債務者が履行遅滞や履行不能に陥った場合、債権者は契約の解除を求めること

ができる。また、契約を解除した場合、（ 2）の損害賠償を請求することが可能

である（545条 1項）。

なお、履行請求権と損害賠償請求権の関係性を語る上で、解除権は債務の履行

に代わる損害賠償たる塡補賠償の前提となり分けて論じる必要性がないため、以

後履行遅滞における損害賠償の前提として解除権が想定されていることを先に

断っておく。

（ 4 ） 同時履行の抗弁権（533条）

双務契約において、相手方の債務の弁済期が到来したにもかかわらず相手方が

債務を履行しないときは、相手方が債務を履行するまで自己の債務の履行を拒む

ことができる。これも一種の債権者救済手段といえるが、ここでは本題と関連性
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がないため触れない。

2　履行請求権に対する考え方の転換

履行請求権の内容を考える上で必ず提起される問題は、履行請求権を債権とし

てみるか契約サイドからの問題とみるかという議論であり、いわゆる債権モデル

と契約モデルの対立構造がここから浮かび上がる。まずはそれぞれにおける理論

や特徴をみていく。

（ 1 ） 債権モデル―従来からの見解

伝統的には履行請求権は債権の内容とされ、すなわち履行請求権の内容の確定

とは抽象的な債権の内容の確定を意味していた。当然、債権の内容を考える際に

契約が重要視されることに違いないが、履行請求権は債権の一内容と捉えるから

には、まず抽象的かつ契約内容とは分離して考える債権の内容確定がなされ、そ

れを前提として契約関係に目を向けるということである。この債権モデルの欠陥

について、窪田充見は以下のように指摘1）している。

まず、受領義務においてその問題が浮き彫りになるとする。債権モデルをとっ

た場合、「債権者に受領義務を認めるべきか」という問題において、債権の視点

から「債権者には代金債権を持つだけで義務は負担しなくてもよい。つまり受領

義務を観念することはできない」という意見が、一方で信義則という契約外在的

な制度から「債権者についても信義則上受領義務は存する」というアプローチも

でき、理論上衝突が生じてしまう。（下線は原文のまま。）

（ 2 ） 契約モデル

履行請求権は契約の問題であるという立場をとるため2）、債権という抽象的な

サイドから履行請求権を考えず、契約に基づく権利義務関係の内容を検討すれば

よいとする。（ 1）と同様に窪田は受領義務3）を例にとり、単に「買主の受領義

務は観念しうるか」という契約の解釈を行えばよいのであり、その場合は債権モ

デルにおいて生じる「債権者は権利を有するだけで義務を負担する必要はない」

という厄介ともいえる理論は考慮しなくてもよい。そしてこの違いから、日本の

民法典がパンデクテン方式で整理され、したがって「債権」という概念を基点と

して履行請求権の内容を捉えることも重要だが、同時にその捉え方による弊害が

存在しえ、契約モデルをとればその弊害は生じないという視点を提供している。
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3　履行請求権

（ 1 ） 実体法上の権利義務関係としての履行請求権

履行請求権という言葉は、権利義務関係の中で「法的に相手方に何を求めるこ

とができるのか」という意味を示す。この意味での履行請求権は、従来は「裁判

外の訴求力」であり、また履行期到来前から「存在」し、債務不履行により履行

期到来時から行使が可能である4）と考えられた。

また、森田修は、この実体法上の権利義務関係としての履行請求権から、「救

済としての履行請求権（Ⅰ． 3．（ 3）参照）」と「契約責任を体系化する機能を

持つ履行請求権」が派生すると考える5）。

（ 2 ） 国家の援助により履行の実現を目指す履行請求権

（ 1）の意味の履行請求権はあくまで「裁判外の訴求力」であったが、国家の

司法機関が関与する形での履行請求権も考えうるだろう。しかし裁判を通じて履

行を請求する局面は、判決によるものと執行のレベルにおけるものに分類される。

なお森田は、この意味での履行請求権6）を、民事執行法等による強制手段を債務

者に対して発動させる権利として「救済としての履行請求権」と捉えている。

（a） 判決による履行請求

これは訴求力としての履行請求権である。すなわち債権者が裁判外で求めた内

容が国家機関たる裁判所により承認されるということである。なお、この意味で

の履行請求権は、大陸法では認められているが英米法では原則認められていない。

（b） 執行のレベルにおける履行請求

（a）よりもさらに具体的にいかに履行請求が実現されるかは、その執行方法の

レベルの話となる。これに関しては民事執行法や強制履行との関係となるのでこ

こでは触れない。履行請求権と損害賠償の関係という目的に向かって論じる上で

は、（ 1）と（ 2）（a）が重要となってくるだろう。

（ 3 ） 見解の変化7）

従来は、（ 1）と（ 2）（a）を含めて履行請求権は債権の内容であるとする見

解が主流であった。しかし近年は（ 2）において紹介したように、履行請求権を

救済手段と捉える動きがみられる。これより先は、この新しい潮流における履行

請求権を主眼に置いて論じる。
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4　損害賠償請求権

（ 1 ） 概　要

債務者が債務不履行状態に陥った場合、通常債権者は損害を受けることになる。

このような損害に対して主として金銭によりなされる賠償が損害賠償である。現

行法では損害賠償請求権は債権総論部分（415条）及び債権各論部分（561～570条、

634条等）にともに規定されている。履行請求は本来的な債務の履行を求めるの

に対して、損害賠償は金銭による解決を図るという特徴を有する（417条）。また、

履行請求権と異なり、何らかの契約上の債務の不履行を前提としているため、一

貫して救済手段として位置づけられている。

（ 2 ） 種　類

履行請求権との対比で損害賠償について論じる以上、一般的な債務不履行によ

る損害賠償の種類についてみるに、講学上、遅延賠償と塡補賠償に分類される。

遅延賠償とは、債務の履行が遅れたことにより生じた損害の賠償を指し、塡補賠

償とは本来の債務の履行の代わりとして求める賠償を指す。遅延賠償は履行が遅

れたことに対する賠償であるため、履行請求とは当然に両立する。他方、塡補賠

償は履行に代わる賠償という位置づけであるから履行請求権との関係が問題とな

る。本論文では塡補賠償について主に触れていくことになる。本論文において後

に「損害賠償」と示す場合は一般的には塡補賠償を指すこととする。

5　解除権

解除は契約当事者の法律関係から当事者を解放し、法律関係が初めから存在し

なかったのと同様の状態にするものである。その機能は契約の相手方（債務者）

が債務不履行に陥った場合に、債権者を反対債務から解放し、契約当事者を保護

する点にあり、契約の存続を前提とする履行請求権とは対照的な救済手段といえ

る。これは履行請求や損害賠償は「契約利益の実現のための制度」であるのに対

して、解除は「契約上の債務から自己を回復し代替取引の自由を回復するための

制度」と表現される8）。

解除の効果としては、現行法では545条 1項本文に基づく原状回復請求権が認

められる。これにより、契約関係に従い履行した債務がある場合には、その返還

を請求することができる。また、現行法の下では原則として、解除をすることに
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より塡補賠償請求権を行使できると考えられている。

解除も債務不履行における救済手段として認められるが、本論文では、損害賠

償と履行請求権を中心に論ずることとして、解除については詳しく取り扱わない

ものとする。

6　履行請求権と損害賠償請求権（塡補賠償請求権）の関係

（ 1 ） 概　要

債務の被不履行者（債権者）に対する救済手段として、今まで履行請求権の行

使及び塡補賠償の請求の 2つを挙げたが、履行請求権と損害賠償請求権の関係性

については、先に述べた履行請求権の意義をめぐる議論9）とともにその見解が変

遷を重ねている。そこで、本節では改正法案をみていくにあたって必要な視点と

いう意味を込めて、 2つの救済手段の関係性について概観したいと思う。

（ 2 ） 転形論を前提とする履行請求権の一次性10）

日本の現民法典の母法であるといえるドイツ民法典（BGB）に目を向けると、

債務転形論という発想にあたる。債務転形論は損害賠償請求権を履行請求権に代

わって認められる塡補賠償と考え、損害賠償請求権が履行請求権から転形したも

のと考える。この発想は、履行請求権を債権の本質的効力と考えることに由来す

る。債権の生じる契約に拘束されている以上、契約が存続する間、債権の本質的

効力である履行請求権にいわゆる一次性が認められると考えるのである。そして、

損害賠償請求権は履行請求権とは区別され、契約から直接導き出される履行請求

権が転形したものと考えることになる。この考え方によると、履行請求権と損害

賠償請求権は決して両立しえない関係にあるということができる。また、この帰

結として、履行請求がいつまで可能か（履行請求権の限界の問題）と損害賠償請求

権がいつ成立するか（損害賠償請求権の発生の問題）が「一元的に」説明されるこ

とになる11）。履行請求権の消滅原因すなわち転形事由としては不能や解除が挙げ

られる。

ドイツ同様、履行請求権を債権の効力として考えた日本においては、この債務

転形論は日本の民法典編纂段階においても強く影響を与え、伝統的な見解として

支持されるようになる。他方、転形論の考えの帰結として、当然債権者としては

債務の履行を請求するか、損害賠償を請求するかを選択できる地位にはないこと

になる。この結論がのちに疑問視されることになる。
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（ 3 ） 近時の問題意識と remedy approach12）

前述のとおり、債務の履行が可能である以上、履行請求権の行使という方法の

みに拘束されるという結論には様々な観点より疑問を挟む余地がある。

まず、債権者の立場において、本来の給付である債務の履行ではなく、金銭賠

償による塡補で足りると考える場合もあり、救済手段について救済を受ける者の

意思に関係なく拘束していくべきではないという批判が挙げられる。すなわち、

いかなる救済手段を用いるかは救済手段によって保護される債権者が決めればよ

く、履行請求権の一次性を認める必要はないと考えるのである。これは従来、履

行請求権を単なる債権の効力として考えていたところから、それを債権者に与え

られた救済手段として位置づけるようになった近時の発想の転換に由来している

とみることができる。つまり、債権の成立過程からではなく、救済方法から個別

にアプローチしていく以上、「統合的なルールとして規律される伝統的な債権概

念を拒絶」13）し、「債権概念と切り離された救済手段として、履行請求権を観念

する」14）ことになるのである。このような救済という視点から、そのために必要

な要件、効果を個別に検討していく方法、いわゆる remedy approachというアプ

ローチをとることにより、履行請求権と損害賠償請求権の関係について再考察さ

れるようになる。

このアプローチによるならば、履行請求権を救済手段として相対化する結果、

救済手段の 1つに過ぎないと考える。また、当事者の合意を広く解釈し、救済手

段一般をも根拠づけるものと考えることにより履行請求権は他の救済手段と並列

的に捉えている。この考えによれば、債権者は債務不履行一般があれば、制約な

く救済手段を選択できると考えられる。

もっとも、履行請求権の拘束性が否定されるとしても、履行請求権と損害賠償

請求権が制約なく選択的に行使できる地位に立つとすると、債務者の利益を不当

に害するような新たな問題が生じる。例えば、債権者が損害賠償請求権を行使し

たにもかかわらず債務者が完全な履行をしようとする場合の齟齬をどのように埋

めるかといった問題や債権者が履行を求めた場合債務者は必ず損害賠償ではなく

債務を履行しなければならないのかといった問題である。

これについて、救済手段の選択は信義則による合理的調整を図ることが妥当で

あると考えられる。もっとも、具体的にどのように考えるかは議論がある。森田

宏樹は、「①債権者に対する拘束力―すなわち債権者はどの時点まで履行請求

を選択しなければならないか、あるいは債権者はいつの時点から債務の履行を拒
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絶して損害賠償を請求しうるかと②債務者に対する拘束力―すなわち、債務者

はいかなる時点まで債権者の履行請求に拘束されるのか」を別個の問題として説

明する15）。①の拘束力については債権者の利益の観点から判断し、「契約目的を

基準として、債権者の利益を考慮し、その実現が不確実な履行請求をするよりも

塡補賠償を請求する方が望ましい場合」という規範を立てて、これを「確定不履

行」と呼び、基準時とする。②の拘束力については、森田は触れていないが、債

務者の利益を考慮し、損害賠償より履行請求を選択することが債務者の著しい不

利益となる場合、拘束力から解放されると考えられるだろう。もっとも、債務者

は債務の不履行をしているという落ち度がある以上、その判断は債務者に厳格に

行うべきであろう。ともかく、①の判断と②の判断を個別に検討することで、①

の時点と②の時点を一致させて考える転形論を排斥しているものといえる。

森田修は履行請求権を契約規範に対応して様々な利益を請求できる地位の総体

（体系化原理としての履行請求権）として、債務者に求められる努力の強度を定め

る「契約規範」を中心として、救済としての履行請求権と損害賠償請求権の関係

を考える16）。この「契約規範」は当事者の契約意思により設定されるものと考え、

これを重視し、「契約の維持」という指向性を生み出すと説明する。そして、

remedy approachをとったうえで、信義則の判断に「契約の維持」という理念を

組み込み、契約規範を柔軟に構成することが可能であると述べている。

以上のように、信義則の判断に際しては当事者の利益状況、当事者の意思を柔

軟に考慮、解釈しているといえる。これは、当事者にいかなる救済手段を付与す

るかという観点からアプローチするという手法を前提とする以上、当然なものと

いえよう。

（ 4 ） 損害軽減義務

損害軽減義務とは、特に英米法においてみられる法理であり、「債務不履行に

よる損害を縮小し、また拡大を防ぐために、債権者にも合理的な行動をとる義務

がある」とする法理である17）。

（a） 履行請求権との関係

損害軽減義務の法理を日本法に導入することが果たして可能なのか、という検

討の中で、損害軽減義務が履行請求権の一次性と抵触するとして、特に履行請求

権との関係が議論されてきた。以下では損害軽減義務と履行請求権の関係につい

ての学説を紹介する。
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まず、内田貴によって損害軽減義務と履行請求権の関係についての問題提起が

された18）。内田説では、損害軽減義務の法理は履行請求権を制限するものである

とされる。この説によると、損害軽減義務の法理によって損害賠償の減額がなさ

れるような場合に強制履行請求が認められるのは妥当でないことから、代替取引

による損害の軽減が期待できないことを強制履行の要件とすべきであるとされ

た19）。

これに対して森田修は、損害軽減義務と履行請求権の一次性とが抵触する場合

に否定されるべきは、我が国の実体法上承認されている履行請求権ではなくむし

ろ損害軽減義務の方であるとして、履行請求権が損害軽減義務の導入を制限する

べきであると主張した。この説では、損害軽減義務が導入されるのは、解除に

よって履行請求権が排除された後に限られるとされる20）。

（b） 救済手段と損害軽減義務 

履行請求権の意義をめぐる議論の展開とともに、履行請求権と損害賠償の関係

性についての見解も変化していった。その中で、損害軽減義務がどのように位置

づけられたのか、学説の状況をみていく。

remedy approachに基づく潮見説では、債務者は債務不履行を契機に複数の救

済手段が与えられるが、救済手段の選択においては合理的な選択が要請されると

して、救済手段の選択についての損害軽減義務があるとした21）。

森田説では、転形論を放棄しつつも、各救済手段の関係を規律する統合理論と

して履行請求権の一次性は維持された。その中で、損害軽減義務は履行請求権の

一次性に抵触しない範囲で認められる法理であるとされた22）。

Ⅱ　改正法案

次に、改正法案における条文規定及び改正過程を概観し、履行請求権ないし履

行請求権と損害賠償請求権の関係につき分析を試みる。

1　履行請求権の限界と履行不能

（ 1 ） 現行法とその評価、問題点

履行請求権の限界事由には、まず履行の物理的な不能が挙げられる。

当事者双方の責めに帰すことのできない事由による履行不能については「 3  

危険負担」にて詳しく論じる。
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（a） 履行請求権の要件―債務者の帰責事由の要否23）

現行法415条は、債務不履行の場合には債権者は損害賠償を請求できるとして

おり、債務者の帰責事由を要求する。これは、伝統的に一般の債務不履行の要件

として帰責事由が要求されていたからである。では、415条と同様に考えれば履

行請求権の成立にも債務者の帰責事由が必要なのか。

そもそも、債務不履行の一般的な成立要件として帰責事由を求めること自体に

問題があるといえる。例えば、債務の種類が手段（行為）債務の場合には、その

性質上そもそも義務の不存在の立証などの免責事由の主張が比較的容易であるの

に対して、結果債務では帰責事由不存在の立証が困難であり、実際に免責される

べき債務者への負担が大きい。潮見佳男も、債務不履行の一般的要件として帰責

事由を挙げること自体に否定的な姿勢24）を示している。しかし、債務不履行の

要件に帰責事由を求める考え方はドイツ民法に由来する伝統的な過失責任原則に

基づいており、それとの調和をとる必要もある。

このように一般的な債務不履行要件としての帰責事由を否定する立場から、

415条で損害賠償請求権に帰責事由が要求されるからといって履行請求権につい

ても同様に考えることはできないとすることもできる。だが、履行請求権は債務

不履行時より前から「存在」しており、債務不履行によって初めて「行使」が可

能になるという理解が可能であり、その場合は初めから履行請求権の要件は決定

されていると考えられ25）、すなわち帰責事由は要件の一つという結論が導き出さ

れる。

履行請求権を救済手段と考える立場には、それが救済手段である以上、その要

件に帰責事由を求めない見解のほうがより馴染む。とはいえ、帰責事由を認める

としても、むしろ履行請求権の救済手段という位置づけからそれに対する制限も

必要になってくるといえよう。

その制限理論として、まず履行不能ドグマ26）が挙げられる。履行請求権は債

権の一内容であるという考えを前提に、債権モデル側の、債務者に帰責性のない

履行不能により債務は消滅する、という履行不能ドグマを履行請求権にも適用で

きることから、救済手段としての履行請求権は、履行不能の場合には認められな

いという結論が導かれる。他にも債務の履行がいたずらに過大な労力等を伴う場

合は履行請求権を否定する効率性の視点や、債権者を履行請求権で拘束し債務者

に配慮する理論も履行請求権の制限手段である（Ⅰ．6参照）。
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（b）　「履行不能」と「社会通念上不能」27）

履行不能は履行請求権の限界事由の一つである。その判断基準は、「社会の取

引観念を基準として、本来の給付内容を目的とする債権を存続させることが不適

当だと考えられる場合にのみ不能と認定すべき」28）というのが通説である。

この「社会通念上の不能」とは、現行法では「履行することが債務者に合理的

に期待不可能である場合」と解されている。単なる物理的不能のみならず、物理

的には履行の余地はあっても履行にかかる費用が履行により得られる価値よりも

著しく高くなった場合にも履行不能として債務者が債務を免れるこの解釈は合理

的かつ実務にも馴染む。

また、履行の期待可能性は契約内容に即して判断される。ただし「履行を期待

できないから」という理由で債務者を債務から解放するためには高い合理性が要

求されるため、「社会通念上の不能」として認められるには、債務者の主観的な

事情では足りず、客観的にみて合理的な期待不可能であることが要件29）となる。

このように「社会通念上の不能」法理は不能概念を拡張することで債務者保護

に資する。また、強制履行制度において履行にかかる費用が価値を上回る場合で

も履行が強制されるために当事者にリスクがかかるという欠点を補う30）。ただし、

この「社会通念上の不能」の内容に関して意見が分かれており、それぞれ概念の

範囲が異なっている。

まず、社会通念という概念を履行不能の補助概念と考え、履行を期待できない

ケースをあくまで不能の問題として処理する考え方31）がある。一方で、「社会通

念上の不能」の内容を「期待不可能」とする主張32）も存在する。こちらは履行

不能概念をより広く捉える。この二つの立場には、「履行不能」と「期待不可能」

の両概念の境界の差があるに過ぎず、履行を期待できないときに債権者に履行請

求権を認めないという点に相異はない。したがって効果の面からみるとどちらの

立場でも変わらず、解釈のわかりよさの違いになるだろう。

いずれにせよ問題になるのが、履行の期待可能性の判断は契約を基に行うわけ

であるが、物理的不能概念と比較して「社会通念上の不能」の認定基準が不明確

で曖昧な点である。その結果訴訟が長引き、強制履行制度による経済的リスクの

回避をしたい当事者に結果的に経済的な負担を負わせてしまうおそれがあるので

はないだろうか。
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（ 2 ） 改正までの変遷

改正法案に至るまでの法務省法制審議会（債権法関係）部会における変遷を順

に追っていく33）。

現行法において履行請求権を明示する条文はないが、414条 1項の強制履行で

は、（債権の内容としての）履行請求権の認容を前提とした強制履行が定められて

いる。しかしこれだけでは債権者に認められる基本的な権能に関する規定が不十

分であり、不完全履行の場合の追完請求権などの明文規定を置くべきであるとの

指摘を受けて検討の必要性が提示された。

その後提案された履行請求権の限界事由の判断基準34）は、すでに「契約の趣

旨という契約内在的基準と社会通念ないし社会の取引観念という契約外在的基準

を総合的に考慮できるものとする方向」という改正法案に近いものになっている。

また、この時点では個別具体的には信義則も取り入れて判断していくものとされ

たが、これについてはその後削除された。

潮見は履行請求権の限界事由について次のようなメモ35）を提示している。

限界事由の定め方について、

ⅰ履行不能に一本化する・履行不能と履行を期待することが不可能を選択的

に提示する・期待不可能に一本化する、の 3つの選択肢のどれがよいか

ⅱ「不能ないし期待不可能の評価の規準につき、『契約その他債務の発生原

因に照らし』とするか、『契約その他債務の発生原因に照らし、その他取

引の諸事情を考慮して』とするか」

　という二つの論点を提示し、ⅰとⅱ双方の結論の組み合わせに応じて条文

の文言を規定するべきである。

後に中間試案において、履行請求権の限界事由が具体的に明記された。その内

容は、

ア　履行が物理的に不可能であること

イ　履行に要する費用が、債権者が履行により得る利益と比べて著しく過大

なものであること。

ウ　その他、当該契約の趣旨に照らして、債務者に債務の履行を請求するこ

とが相当でないと認められる事由

これについての各研究機関、民間企業、裁判所や個人からの意見聴取36）の結果

が興味深い。賛成意見として、イとウの関係性への留意を促すものが見受けられ

た。すなわち、イの「過大」の範囲は契約の趣旨に照らして判断されるべきであ
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るから、ウがさらに明確化されるべきとの指摘である。反対意見としては、「シ

ンプルに不能とだけ置き、あとは当事者の解釈に任せればよい」との意見が多く

見受けられた。さらにウのような規定を置くと契約の拘束力が弱まる（当該契約

が最終的に自身の首を絞める）ことになるという私的自治に重点を置いた意見が多

かった。また、「履行請求権の限界は契約によって生じた債権に限らず問題とな

るから債権一般に関する規律を設けるべき」という重要な指摘もあった。

この問題を受けて、限界事由は

債務の履行が不能（その債務が契約によって生じたものである場合にあっては、

当該契約の趣旨に照らして不能であることをいう。以下同じ。）であるときは、

債権者は、その債務の履行を請求することができないものとする。

と、修正された。これにより、契約由来の債権は当該契約の趣旨に照らして履行

が不能であるか否か判断するという基準が明記されたこととなる。

その後の段階において「債権者は、債務者に対し、その債務の履行を請求する

ことができる。ただし、債務の履行が契約その他の当該債務の発生原因及び取引

上の社会通念に照らして不能であるときは、この限りでない。」と規定し、履行

請求権は当該契約の特約にも影響を及ぼすものではないことを示した。

要綱仮案では、修正前のただし書のみを残して原則部分は削除し反対解釈に任

せることで、「債務の履行が契約その他の当該債務の発生原因及び取引上の社会

通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することが

できない。」という形で条文が簡略化された。

（ 3 ） 改正法案

2のような経緯で履行請求権の限界事由（不能）について以下のような条文に

まとまった。

第412条の 2

（ 1）債務の履行が契約その他の債務の発生及び取引上の社会通念に照らし

て不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができな

い。

（ 2）契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、

第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求す

ることを妨げない。

（ 1）に関して、現行法では履行不能の際の履行請求可否についての明文はな
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く、前述の履行不能ドグマによって債務が消滅する以上、債権の内容である履行

請求権も当然に消滅するという解釈によって処理されてきた。この従来の処理の

仕方は、履行請求権が債務の内容であるという債権モデル（Ⅰ． 2．（ 1）参照）

が前提となっている。一方で改正法案では履行請求権の限界事由たる履行不能を

契約から導き出しており、「債務が消滅するのに伴い履行請求権も消滅する」と

いう論理構造にはなっていない。このことから、債権法への姿勢のパラダイム・

シフトがこの改正法案に現れているといえよう。

非常に興味深いのが、（ 1）（a）に紹介した潮見によるメモがいかに反映され

ているかである。まず、メモ内のⅰについて改正法案は、「履行不能」と「履行

を期待することが不可能」を選択的に提示する道を選んだ。「不能」と表して解

釈は当事者に任せればよいという意見が多くあったが（（ 2）参照）、それよりも

選択的に示すことで「物理的不能ではなくとも債務者に履行を期待できない場

合」も履行不能の範囲内として履行請求権の限界事由となりうることを重点的に

強調する意図があるのかもしれない。しかし、自由競争社会における私的自治の

原則の観点からするとパターナリズムに偏りがちともいえるだろう。この点につ

いては「契約その他の債務の発生及び取引上の社会通念」という文言によって特

約までは本規定は影響しえないことを示しているため、ここで均衡をとっている

とみることもできよう。

2　塡補賠償請求権

（ 1 ） 現行法とその評価及び問題点37）

塡補賠償請求権については転形論と呼ばれる立場と異質論と呼ばれる立場の対

立がみられる。「通説は、履行請求権が尽きた時に、履行請求権が形を転じたも

のとして塡補賠償請求権を捉え（「転形論」ともいわれる）、かつ、履行請求権と塡

補賠償請求権とが債権レベルで同一のものである（債権の内容が本来の給付から塡

補賠償給付へと変容したにすぎない）とする立場（「同一性論」ともいわれる）を基礎

に据えてきた。」「債権には本来的に請求権能が内包されている。そして、その請

求権能の内容が、当初は本来の給付を目的とするものであったものが、一定の事

態が生じたときに、これを契機として塡補賠償を目的とするものに変質（転形）

する。したがって、債権自体は単一であって、内容が変更されるだけ」という考

え方である。

「伝統的な理解によれば、債権者は、次のような場合に、債務不履行をした債
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務者に対して、本来の給付に代わる損害の賠償（塡補賠償）を請求することがで

きる（転形が生じる契機）。

①　本来の給付を履行請求することができない場合。履行不能の場合が典型であ

る。もっとも、履行不能を理由としての塡補賠償請求権への転形が生じるため

には、債務者の責めに帰すべき事由が存在するのでなければならない。なお執

行不能の場合にも備えて塡補賠償請求を併合しておく事例も、この延長線上に

位置づけられる。

②　契約違反を理由として契約が解除された場合。この場合にも、本来の給付に

代わる損害の賠償が可能となる。

③　定期行為のように履行期の徒過によって履行不能が生じるか、または履行不

能とならなくても、遅滞後の履行が債権者にとって意味がないような場合38）。

④　伝統的立場は必ずしも明示していないものの、この問題を扱うドイツ法にお

ける議論を参考にすれば、債務者からの終局的かつ確定的な履行拒絶があった

場合も、塡補賠償請求が認められるべきであるということになろう。」

これに対し異質論とは転形論に対する批判の立場である。異質論では、塡補賠

償請求権は415条の構成要件に該当する事実の発生によって新たに（かつ、当然に）

発生する「法定債権」であり、それは、本来の債権（履行請求権）とは法的に別

個の権利であると主張されている39）。この立場からは、履行請求権と塡補賠償請

求権とは、異質の存在だということになる。

（ 2 ） 改正までの変遷（基本方針、中間試案）

基本方針では、債務者が債権者に対し塡補賠償を請求することができるときを

以下のように提案している。

〈ア〉履行が不可能なとき。その履行をすることが契約の趣旨に照らして合

理的に期待できないとき。

〈イ〉履行期の到来の前後を問わず、債務者が債務の履行を確定的に拒絶す

る意思を表明したとき。

〈ウ〉債務者が債務の履行をしない場合において、債権者が相当の期間を定

めて債務者に対し履行を催告し、その期間内に履行がされなかったとき。

〈エ〉債務を発生させた契約が解除されたとき。

この基本方針の〈イ〉〈ウ〉から「履行請求権は排除されないが、塡補賠償請求

権が発生する場面」が肯定されていることがわかる。他方、履行請求権が排除さ
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れる場合として、契約の趣旨に照らせば履行が不可能となっている場合を挙げて

いる。

中間試案では、塡補賠償を請求することができるときを

ア　その債務につき、履行請求権の限界事由があるとき。

イ　債権者が、債務不履行による契約の解除をしたとき。

ウ　上記イの解除がされていない場合であっても債権者が相当の期間を定め

て債務の履行の勧告をし、その期間内に履行がないとき。

としている。また、 2項において「債務者がその債務の履行をする意思がない旨

を表示したことその他の事由により、債務者が履行をする見込みがないことが明

白であるときも同様」としている。そして「それらの損害賠償を請求したときは

債権者は債務者に対し、その債務の履行を請求することができない」ものとして

いる。

要綱仮案においては、その場面を

（ 1）債務の履行が不能であるとき。

（ 2）債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

（ 3）債務が契約によって生じたものである場合において、当該契約が解除

され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

と定めている。

（ 3 ） 改正法案

改正法案415条 2項では債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又

は債務の履行が不能であるときで（その債務の不履行が契約その他の債務の発生原

因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるも

のであるときを除く）、債権者は次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償

の請求をすることができると定められている。

1　債務の履行が不能であるとき。

2　債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

3　債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除さ

れ、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

なお、要綱仮案からの変更点は末文「当該」という文言が「その」に変えられ

た他はない。改正法案の 2号及び 3号後段では履行請求権と塡補賠償請求権と

が併存する結果となることからもわかるように改正法案でも転形論は採用されな
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かった。

（ 4 ） 履行請求権又は損害賠償からの分析

先に述べたとおり、履行請求権と損害賠償の関係に関しては、履行請求権に対

する障害という問題（履行請求権の限界の問題）と履行請求権への拘束の問題（塡

補賠償請求権の発生の問題）を分けて検討する必要があるところ、改正法案におい

ては履行請求権の限界の規定を412条の 2に、塡補賠償請求権の発生の問題を415

条 2項に分けて規定している。まず、条文の規定の方法をみると、412条の 2第

1項は「履行の請求をすることができない」とし、不能の問題を、債権の問題と

してではなく、履行請求権の問題として考えることを分かりやすく規定している。

また、改正法案415条 2項柱書は「債務の履行に代わる損害賠償」と明記し、通

常の損害賠償請求権と塡補賠償請求権を峻別して要件を検討している。これは、

個別の具体的救済手段ごとに要件を検討する remedy approachの手法を採用して

いるとも読み解くことが可能である。

次に、規定の内容をみていく。改正法案412条の 2は履行請求権の限界事由と

して、「契約その他の債務の発生原因及び取引の社会通念に照らして不能」とい

う要件のみを掲げ、履行不能ドグマをとったとも思える。しかしながら、「取引

の社会通念に照らして」という文言より、不能概念を物理的不能のみならず、社

会通念上の不能をも含むものと捉えるものとなっている。したがって、中間試案

のイに規定されているような債権者の受ける利益に比して債務の履行に過大の費

用を要する場面も、「不能」という概念に含まれることになるのである40）。今回

の改正法案では履行請求権の限界を論じるにあたっては、条文上は「不能」とい

う抽象的な概念に当たるかで検討するという立場にとどまったということになる

が、その判断に当たっては契約の趣旨を解釈し履行することが合理的に期待でき

るかどうか当事者の意思を探求していくことになる。ここでは、両当事者の合意、

対価関係等を考慮して、債務者がいかなるリスクを引き受けているかを確定して

いくことになる41）。他方、塡補賠償請求権の発生時期に関しては、債務の履行が

不能な場合の他に、債務者が履行することを拒んだ場合または解除権が発生する

場合も規定している。この二つの規定の関係からすると、債務者が履行を拒んだ

場合には履行請求権と塡補賠償は併存することになり、不能を基準とする履行請

求権の転形論は当然、採用されていない。もっとも、塡補賠償はあくまで、履行

が不能になった場合に停止条件的に発生するものであり、債務不履行時に直ちに
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発生しないのであり、履行請求権の優位性は維持されている。しかし、塡補賠償

請求権の発生時期を契約が解除された時点ではなく、解除権が発生した時点まで

発生時期を早めており、履行請求権の優位性を条文上後退させていると読むこと

ができる。

3　危険負担

（ 1 ） 現行法とその評価及び問題点

「現行民法は、特定物の物権の設定または移転を目的とする双務契約において、

契約当事者の帰責事由によることなく目的物が滅失又は損傷した場合、その滅失

又は損傷の負担を債権者に負わせている（民法第534条 1項）。すなわち、債権者は、

自らの債権の履行の全部又は一部が不能になっても、自らが負う反対債務をその

まま負担し続けることになる（債権者主義）」42）。「我が国の危険負担法理では、特

定物の売買契約等についての債権者主義が大いに問題であるとされている。そこ

で実際の取引では、引渡しの時に危険が移転するという債務者主義の特約がなさ

れることが多いし（534条は任意規定である）、また目的物に保険がかけられている

ときは、保険金を得るほうが危険を負担するという解決も図られている。けれど

そのような特約がない場合のために、534条の適用場面をなるべく狭くしようと、

目的物の実質的支配が買主に移った時にはじめて危険が移転すると解する学説も

強く主張されているのである」43）。

（ 2 ） 改正までの変遷（基本方針、中間試案等）

基本方針段階では、危険負担制度の廃止という方針から現行法534条・535条・

536条 1項は廃止され、現536条に対応するものとして、債権者に義務違反がある

場合の反対給付請求権が提唱された。

中間試案においては危険負担に関する規定の削除（民法534条、535条及び536条

1項の削除）が提案されたが、注意書きとして民法536条 1項を維持するという考

え方も示された。また、民法536条 2項関係で債権者の責めに帰すべき事由によ

る不履行の場合の解除権の制限が提唱された。

要綱仮案では危険負担に関する規定の削除は引き続き提案された。なお、中間

試案までは廃止とされていた536条 1項は反対給付の履行拒絶として「当事者双

方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなく

なったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる」として提案される
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こととなった。

（ 3 ） 改正法案

現行法にあった債権者主義を定めた534条、及び535条は削除された。

536条 1項は要綱仮案を受け継ぎ、 2項では「債権者の責めに帰すべき事由に

よって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行

を拒むことができない。この場合において、債務者は自己の債務を免れたことに

よって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」と改正され

た。要綱仮案からの変更点はなかった。

（ 4 ） 履行請求権又は損害賠償からの分析

まず、現行法536条 1項であるが、現行法との違いは双務契約において当事者

双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなく

なったときに「債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」とあった点が「債

権者は、反対給付の履行を拒むことができる」となったことである。現行法下の

「危険負担の制度は、双務契約において、債務者の責めに帰することができない

事由によって債務の履行が不能となったときに、反対債務が当然に消滅するか

（債務者主義）、または存続する（債権者主義）という効果と結び付けられて設計さ

れていた（債権消滅構成）。これに対して、改正後の民法は、双務契約において、

債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったと

きに、債権者が債務者からの反対債務の履行請求を拒絶することができるか否か

という効果と結び付けて危険負担制度を設計している（履行拒絶権構成）」44）。改

正法案においては債務が履行不能となった場合でもなお反対債務は存続しており、

その給付を拒むことができるに過ぎない。その反対債務から解放されたければ、

帰責事由が排除された改正法案の解除制度によって、契約解除の意思表示をしな

ければならないというわけである。また、改正法案で債権者が反対給付の履行を

拒むことができるとした点から債務者の履行請求権を意識した書きぶりになった

ともとれる。つまり、現行法で反対給付を受ける権利を有しないとあった点と異

なり、債務者はなお履行請求権を失わず、履行不能を債権者の責めに帰するべき

事由によるものであったと主張することで自己の履行請求を正当化し、反対給付

の履行を請求することができると思われる。
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4　追完請求権

（ 1 ） 現行法とその評価及び問題点

民法570条は、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を

準用する」として、売主の瑕疵担保責任を定めている。この規定により、売買の

目的物に瑕疵があったとき、買主は、売主に対して損害賠償を請求する権利を、

また、瑕疵の存在により契約の目的を達成することができなかったときには、売

買契約を解除する権利を有する。ただし、売買の場合、請負における瑕疵修補請

求権（634条 1項）のような追完請求権についての規定は置かれていない。

売買の目的物に瑕疵があった場合の売主の瑕疵担保責任の法的性質をめぐって

は、長きにわたって法定責任説と契約責任説とが対立してきた。まず、特定物ド

グマに依拠した考え方である法定責任説によれば、民法570条の瑕疵担保責任は

特定物にのみ適用される。目的物が不特定物の場合、瑕疵ある不特定物を引渡し

たときに生じる売主の責任は債務不履行責任であり、債務不履行の一般原則によ

り処理されることになる。一方、570条を債務不履行の一般法に対する特則とす

る契約責任説においては、目的物が特定物か不特定物かにかかわらず570条が適

用される。

この対立する二説について、履行請求権の観点から比較すると以下のようにな

る。まず法定責任説においては、特定物売買で瑕疵ある目的物を引渡したとして

も、その引渡しは完全履行であるとみなされる。よって、瑕疵のある特定物を受

領した買主は、売主に対して完全な履行を請求する権利を有しない。つまり、こ

の説に立てば、追完請求権が認められるのは、売買の目的物が不特定物である場

合に限定される。他方、契約責任説においては、売買の目的物が特定物であれ不

特定物であれ、瑕疵のない目的物の引渡しが売主の給付義務の内容であると理解

される。よって、買主は、債務不履行の一般原則に基づき、瑕疵ある目的物を引

渡した売主に対して完全な履行を請求する権利、すなわち修補請求権や代物交付

請求権を有することになる。

このように、日本の民法においては、売主の責任について瑕疵担保責任と債務

不履行責任という 2つの責任体系が存在することとなる。ここで、責任体系につ

いての国際的な状況についてみていく。1980年に採択されたウィーン売買条約

（国際物品売買契約に関する国際連合条約＝ CISG）でも瑕疵担保責任と債務不履行

責任の両責任が一元化された。CISG 35条の規定によると、売主の目的物引渡義
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務には契約の目的に適合した物を引渡す義務（適合性義務）が含まれる。よって、

買主に引渡された物が契約の目的に適合していなかったとき、売主は適合性義務

に違反したものとされ、買主は追完請求や契約解除といった救済を求めることが

できるとされる。

また、我が国の法定責任説の輸入元たるドイツ民法（BGB）においてさえも、

債務法現代化に伴い、売主の担保責任が契約責任であることが明らかにされた。

このように、現在の国際的な動向としては、瑕疵担保責任と債務不履行責任を一

元化する考え方が主流である45）。

（ 2 ） 改正までの変遷

民法改正検討委員会からは、瑕疵ある物の引渡しや数量不足など、「不完全な

履行」がなされた場合の売主の追完請求権及び買主の追完権についての規定を新

設する旨の提案がなされた。追完請求権と他の救済手段との関係としては、催告

し相当期間を経過した場合には追完に代わる損害賠償請求が可能になるとされた。

同様に「追完を債務者に請求することが、契約の趣旨に照らして合理的には期待

できないとき」にも追完に代わる損害賠償請求が認められるが、債務者は「追完

をなすことによって追完に代わる損害賠償義務を免れる」ことができ、債権者の

追完に代わる損害賠償請求権は後述の債務者の追完権に劣後する。債務者の追完

権は、債務不履行の類型のうち、不完全履行の場合にのみ認められる債務者の権

利である。追完権は、債権者の追完に代わる損害賠償請求権に優先するが、債権

者の解除権に対しては「不完全な履行が契約の重大な不履行にあたる場合には、

債務者の追完の権利は債権者の解除の権利を妨げない。」とされた。

さらに、中間試案では、「売主が買主に引き渡すべき目的物は、種類、品質及

び数量に関して、当該売買契約の趣旨に適合するものでなければならないものと

する。」として売主の義務の内容が、また「目的物が契約の趣旨に適合しない場

合の売主の責任」として、買主が追完請求権を有すること、また買主の追完請求

権の内容が修補請求権、不足分の引渡請求権及び代物請求権であることが条文上

で具体的に明記された。また、ただし書にて「その権利につき履行請求権の限界

事由があるときはこの限りでないものとする。」としており、中間試案が追完請

求権を履行請求権の一つと捉える立場にあることが明らかになった。なお、基本

方針において提案された売主の追完権については削除され、売主には追完方法の

選択のみが認められている。
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要綱仮案は、中間試案の内容を概ね引き継いだものとなった。しかし、目的物

の契約不適合が買主の帰責事由によるものである場合にまで売主に責任を求める

のは妥当でないのではないかとの意見が出された。これを受けて、要綱仮案では、

損害賠償及び解除の規定と同様に、追完請求権についても買主の帰責事由による

売主の免責についての規定が置かれることとなった。

（ 3 ） 改正法案

（ａ） 売主の責任の法的性質

改正法案では、562条 1項に、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関

して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の

修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することがで

きる。」として、買主の追完請求権についての規定が新設されることとなった。

この規定は、売主が、物の種類・品質・数量に関して契約の内容に適合した物を

引渡す義務を有することを前提とする。この規定により、改正法案において、目

的物が契約の内容に適合していなかったときに売主が負う責任は債務不履行責任

であること、すなわち契約責任説の立場に立っていることと同時に、「特定物の

売買において、物の性質は債務の内容にあたらない」とした特定物ドグマが否定

されたことが明らかとなった。

なお、現行法においては、品質の瑕疵と数量の瑕疵は性質を異にするものであ

ると考えられ、区別して扱われていたところ、改正法案においては「契約適合性」

という観点から同列に位置づけられることとなった。

（b） 追完方法の選択権

例えば、買主が売主に対して目的物の欠陥についての修理を依頼するケースに

おいて、目的物の修理よりも新品と取り替えて引渡すほうが売主にとって容易で

ある場合が考えられる。反対に、買主が代替品を請求した場合でも、修理のほう

が安価であるという場合も考えうる。このように、買主の追完請求権が認められ

る場合に、契約の類型によっては、追完方法について当事者双方が異なる主張を

する場合が考えられる。国際的には「売主の追完権」として問題となる場面であ

る。こういった場合における調整規定として、562条 1項に「売主は、買主に不

相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による

履行の追完をすることができる。」として、売主の追完方法の選択権についての

規定が置かれることとなった。中間試案での変更点を反映した規定である。
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（c） 売主の免責事由

562条 2項には、「前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。」

として、売主の債務不履行責任の免責事由についての規定が置かれた。これと同

様の規定は、解除（543条）および代金減額請求権（563条）についても存在する。

543条の規定は、契約の当事者は、その契約によって拘束されるのだから、債務

不履行について帰責事由のある債権者が契約の拘束力から離脱する権利を認める

のは信義則上妥当でない、という考えに基づく。改正法案では、他の救済手段に

ついて同様の規定を置き、各救済手段の調整が図られている。これは要綱仮案で

追加された点である。

（ 4 ） 履行請求権又は損害賠償からの分析

最後に、履行請求権及び損害賠償との関係から、追完請求権がどのように位置

づけられているかを検討する。かつて我が国では追完請求権について、これを履

行請求権の一態様であるとする見解が支配的であった。しかし、昨今の契約責任

論についての検討を経て、追完請求権の位置づけにつき新たな考え方が登場して

いる。

従来の支配的見解は、履行請求権は債権に内在するものであるから、履行請求

権は契約に基づき発生するものである、という理解がその基礎となっている。こ

の考え方によれば、不完全履行時には契約として設定された義務の一部が不履行

のままであり、その不履行の部分を履行請求権が補充するものとして、追完請求

権が生じるとされる。

新たに示された考え方としては、履行請求権は契約に基づき生じる効果である

としながら、追完請求権を履行請求権から分離して捉える立場がある46）。この立

場では、売主の瑕疵修補債務には、買主に課された負担について、その損害を塡

補するという性質もあると捉えられる。ここでの追完請求権は、売主の給付義務

の不履行に基づく損害賠償の一態様であり、現物賠償請求権であると理解される。

さて、この追完請求権の位置づけにつき remedy approachに立脚すると、履行

請求権は債務不履行の救済手段であり、追完請求権についても救済手段として法

に定められた効果であると考えられる。remedy approachにおける追完請求権と

損害賠償及び解除との関係は、履行請求権と損害賠償及び解除との関係について

の一般原則に基づくものであると考えられよう。
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Ⅲ　結　論

1　契約モデルの改正法案への現れ

Ⅱにおいて、今回の改正法案について概観してきたが、これをみるに、立法担

当者が欠かさず予定しているものは契約を軸とする契約責任の考え方（契約モデ

ル）にあると当然にいえる。契約責任は「契約に基づく責任」と捉えられるもの

である47）。この契約に基づく責任の内容確定のためには契約が当事者の意思の合

意により成立するものであることから、当事者の合意、意思を解釈する必要があ

るところ、今回の改正法案では当事者の意思の解釈を試みようとする規定が数多

く置かれている。例えば改正法案562条 1項は合意を柔軟に解釈し、当事者の合

理的意思にそぐわない特定物ドグマを否定しつつ、瑕疵概念に代わり、契約不適

合という概念を採用し、当事者の意思を解釈しつつ、契約に適合するか否かを判

断する枠組みを採用している。また、不能概念についても、412条の 2第 1項は

「取引上の社会通念に照らして」という文言を付加し、意思解釈の可能性を明ら

かにしている。改正法案418条は「損害の発生若しくは拡大に関して」も損害賠

償の減額を考慮しており、損害軽減義務の考えを同条において明らかにし、損害

の公平な分担について、当事者の意思をより重く斟酌していると考えることがで

きる。以上のように、今回の改正法案の規定に際しては当事者の意思及びそれに

基づく合意を重視しつつ、これをより柔軟に解釈していこうという流れを読み解

くことが容易に可能である。

2　現代の契約責任から導かれる履行請求権と塡補賠償請求権との関係

契約責任を契約に基づく責任であると定義するとして、その範囲を考えるにあ

たっては「契約は守らなければならない」とする契約の拘束力がどこまで及ぶか

を考える必要がある。伝統的理論であった債権モデルによるならば、契約の拘束

力という問題は債権債務関係の話に収束することになるが、契約モデルによるな

らば、契約がどのような内容を有するかを考えることになる48）。

そして、今回の改正法案の背景にあるといえる契約モデルによるならば、救済

手段の関係については次のように導かれる。すなわち、当事者間の合意を柔軟に

広く解釈し、合意の結果として成立する契約の拘束力から履行請求のみならず、

「当事者が契約の履行を怠った場合に認められる責任」49）である損害賠償責任も
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導くことが可能である。また、解除についても、契約を維持する利益を失った当

事者に契約の拘束力から離脱する可能性を認めた制度50）であると考え、契約の

拘束力に基づいて与えられる救済手段であると構成することが可能である。そう

だとするならば、契約の拘束力に基づく契約責任として、履行請求権のみでなく、

損害賠償請求権及び解除権についても直接に導かれることになる。したがって、

remedy approachの考えも汲みつつこれら 3つの救済手段を 1つの remedyとし

て捉えたうえで選択的な立場に置くことが自然であると導くことが可能となる51）。

しかし、今回の改正法案では履行請求権と塡補賠償請求権の関係についてはⅡ

で述べた通り、履行請求権の優位性を現行法よりも後退させながらも維持させて

おり、債務不履行後直ちに、各救済手段が債権者に付与されるという構成を採用

していない。今回の転形論を排斥しつつ、履行請求権の優位性を示す手法は、ド

イツ債務法の改正法の採用する手法に似るものである。この構成を採用するのは、

一般的には救済手段の選択には信義則に従った合理的な選択が要請される故に選

択を制限するといった説明がされるが52）、より具体的に考えると、債務不履行に

陥った債務者の債務を履行（追完）する利益を保護するために、債権者の塡補賠

償請求権の発生時期を遅らせていると理解することができる。現に改正法案562

条 1項ただし書は追完の利益を保障している。

もっとも、帰責性なく債務不履行に陥った場合、塡補賠償請求権を行使できな

いにしても、帰責性の下、債務者が債務不履行に陥った場合に債権者の塡補賠償

請求権を否定してまでも、債務者の履行及び追完の利益を保護するべきであるか

は疑問である。契約を中心とする契約責任論を前提とする以上、契約に基づく責

任として広く損害賠償まで認めていくのであれば、債務不履行に陥った段階で、

損害賠償を負うことまでを合意していると考えるのであるから、債務者に塡補賠

償ではなく履行を貫徹ないし履行の追完をさせる利益を認めることは現代の契約

責任論の立場からすると矛盾が生じているようにも思える。また、債権者の選択

した手段に過分な費用を要する等の場合は履行請求権の限界の問題として論じる

べき部分であり、債務不履行後直ちに塡補賠償請求権を発生させない理由にはな

らない。したがって、ドイツ法のように履行請求権の優位性をわざわざ認める必

要性は乏しいのではないか。

他方、英米法では損害軽減義務の貫徹ないし契約を破る自由を債務者に認める

という立場から、履行請求が合理性に反するものとして、金銭賠償による救済を

コモンローにより原則とし、エクイティによる特定履行を例外的な措置として定
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めている53）。しかし、債務者が債務不履行に陥った場合に直ちに金銭賠償が原則

となれば、債権者の履行への期待が強く害され、債務者の債務の履行をしない自

由（契約を破る自由）を過度に保護することなり、現代の日本の契約実務に適合

するとは考えにくいと言わざるをえない。あくまで、債権者が金銭賠償を選択し

て初めて債務者が履行を貫徹しないことが許されるべきである。

3　総　括

以上のことから、現代において履行請求権と損害賠償請求権という救済手段の

あり方としては、債務者が債務不履行に陥った場合に両請求権を直ちに債権者が

行使できるという構成にされるべきであると考える。なお、履行請求権の限界に

ついては、Ⅱ． 1において社会通念上の履行不能等について述べたが、それらは

結局効率性の観点に基づくものであり、かかる観点から精緻に要件化することが

求められる。この構成は、比較法的に見ても、ドイツ法、フランス法のような大

陸法にもアメリカを中心に形成された英米法にもない、新たなモデルであり、今

回の債権法改正を「国際標準の形成に参加するための改正」54）と捉えるのであれ

ば、改正ドイツ法をトレースしたかのような現改正法案ではなく、債権者の救済

に資する、より画期的な法改正が求められるのではないのだろうか。
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