
本書を推薦します

民法（債権関係）の改正法案が国会に提出されてから２年余りを経て、こ

のたび、ようやく同法案は可決・成立をみた。今般の改正へ向けた議論は、

法制審議会民法（債権関係）部会において２００９年１１月に開始し、それ以来、

国会での審議を含め、可決・成立までに８年近くの歳月が費やされた。

振り返れば、この間、日本司法書士会連合会は、その内部に「民事法改正

対策部」を設置して、民法（債権関係）の改正に向けた検討作業を重ね、そ

こでの検討結果を踏まえた具体的提言を専門家としての見地から発信すると

ともに、個別問題に照準を合わせたシンポジウムや研修会をはじめとした会

員に対する啓発活動を継続的に行ってこられた。さらには、市民向けに今回

の改正の焦点をわかりやすく、しかし、網羅的に取り上げた書物である『民

法改正でくらし・ビジネスはこう変わる！』を刊行するなど、民法（債権関

係）の改正に対して市民の関心を高め、この改正が私たちの生活に身近な問

題と密接なつながりをもつことへの認識の形成に多大な貢献をしてこられた。

こうした活動により蓄積された成果を世に示すために出版されたのが、本

書である。本書においては今回の民法（債権関係）の改正の前後で変更される

点、変更されない点が、司法書士としての専門的知見を踏まえて的確に示さ

れており、全国の司法書士の方々が改正法のもとで業務を滑らかに遂行する

うえでの必読の書となっている。なかでも本書は、実務で用いられる各種の

書式・契約書の文言にも目配りをした内容のものとなっていて、その利用価

値は極めて高い。これに加えて、本書は、プロの目から見た一般市民向けの

解説書という色彩も有していて、民法を学習中の者はもとより、市民の方々

にも広く手に取って改正民法を理解してもらえる内容のものになっている。

本書が多くの方々に活用されることを期待し、ここに推薦する次第である。

平成２９年６月

京都大学大学院法学研究科教授

潮 見 佳 男
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は し が き

制定以来１２０年ぶりの抜本改正となる民法の債権法改正が、いよいよ成立

しました。

日本司法書士会連合会としても、平成２１年から始まった法制審議会の議論

を注視しながら、いくつもの意見書等を出し、この改正に高い関心をもって

きたところです。

本書は、日本司法書士会連合会が今までに行ってきた検討の成果物として、

読者層に主に司法書士等の法律実務家を念頭において執筆したものです。

総論で、改正内容の大雑把なイメージをつかんでいただき、それらの知識

を前提として、各論では、登記実務、裁判実務、契約実務といった司法書士

実務に直結する視点から改正法を解説しています。法律実務家は、実務を通

して条文にあたったほうが効率的であろうと思われるからです。そのため、

理論面についての解説は、類書に譲ることとし、今回の改正が実務面にどの

ような影響を及ぼすかという側面を重視した記載となっています。

たとえば、登記実務においては登記原因証明情報の記載、裁判実務におい

ては要件事実の考え方、契約実務においては契約書式等の記載について、具

体的に盛り込み、実務に直結した内容となっています。

とくに登記実務では、抵当権の被担保債権の代位弁済者と所有権の第三取

得者との優劣が変わってしまうという重大な改正内容が含まれているにもか

かわらず、類書では、ほとんど言及されておりません。

消費貸借契約が諾成契約と要物契約との複合型となった点についても、登

記原因に影響を及ぼす観点から、本書では掘り下げた考察がなされています。

裁判実務では、物損交通事故における紛争を代表例とする相殺禁止が緩和

された点について、紛争額が少額となることが多いことからか、あまり話題

となっていないようですが、本書では、少額民事紛争の専門家として、あえ

て取り上げています。

契約実務では、典型的な契約例を複数掲げ、改正によって契約条項が変わ
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り得る点を逐条的に紹介しており、業務において、リーガルチェックを行う

際の参考に直ちになるよう配慮されています。

また、それだけでは物足りない方々のために、各条文に詳細なコメントを

つけた新旧対照表を収録しましたので、新条文を読み込む際の指標として活

用することができます。このコメントも、実務面における影響にできる限り

言及するよう配慮いたしました。

施行まで３年あるというものの、法律実務家は、施行までの間に改正内容

を熟知しておかなければなりません。本書がそのお役に立てば幸いです。

最後になりますが、要綱仮案が公表されてからの数年間、執筆陣を叱咤激

励していただいた民事法研究会の田中敦司氏には大変お世話になりました。

また、コメント付新旧対照表の作成については、執筆者の一人である赤松茂

氏の司法書士事務所補助者である小林梨恵氏のチェックがなければ完成する

ことはなかったでしょう。この場をお借りして、お礼申し上げます。

平成２９年６月吉日

日本司法書士会連合会民事法改正対策部
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第１章

改正の概要



第１ 改正法成立に至るまでの経改正法成立に至るまでの経過過

１ 諮問内容からわかる改正の趣旨

 民法（債権関係）改正の学び方

平成２９年５月２６日に成立した「民法の一部を改正する法律」（改正法。公布

日：平成２９年６月２日、平成２９年法律第４４号）によって、「民法」（明治２９年法律

第８９号）が債権編を中心に改正された。当初検討されていた論点の多くが落

とされ小ぶりな改正となったものの、民法の骨組みに係る改正であることは

疑いなく、市民生活に大きな影響を及ぼすものである。

改正法は、「公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する」とされ（改正法附則１条本文）、平成３２年６月２日午

前０時までに施行されることとなる。本書執筆時においては施行日は未定の

ため、本書を読まれる際には、その点を留意されたい。また、元号について

は改正法の施行までに変更される可能性があるが、本書では「平成」のまま

で表記しているので、この点についても留意されたい。

公布日から３年となると、民法のユーザーである市民であれば施行までま

だ時間があると考えることもできようが、司法書士をはじめとした法律実務

家は、そういうわけにいかない。施行までの間に自らが新法（改正法による改

正後の民法を「新法」といい、改正前の民法を「旧法」または「旧民法」という。

以下同じ）を熟知しておくことはもちろん、新法の内容を広く啓発することが

期待されているからである（以下、本書の解説では法令名の明示のない条文は新

法のものであり、旧法の条文は「旧○条」のように示す）。

だからといって、今からあわてて、新法の条文を頭からつぶさに読み込む

のは効率的でない。「つぶさ」の裏返しで、改正内容の枝葉のような部分を気

にしすぎるあまり肝心な改正の核心部分を見逃すことにもなりかねないし、

実務の傍らに膨大な時間を費やして頭から学びなおすことは多忙な実務家に
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とって現実的と思われないからである。

とりわけ今回の改正では、判例法理の明文化等のように実務を変える意図

のない改正論点が多く規定される中に、実質的なルールの変更を伴う新制度

や判例変更によって実務を変える意図のある改正論点が潜んでいる。

効率的に新法を学ぶためには、まず、改正内容をこの二つに大別したうえ

で読み込んでいくことが肝要である。そして、このように大別するためには、

改正の契機となった法務大臣の諮問に立ち返る必要がある。諮問は、平成２１

年１０月２８日に、法務大臣から法制審議会に対してなされたものである。

 諮問の内容

○諮問第８８号（平成２１年１０月２８日法制審議会総会）

民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以

来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものと

する等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に

関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱

を示されたい。

この諮問からは、「債権関係」との表現から、改正の範囲を民法第３編の債

権編に限らずに改正するということが読み取れるだけでなく、改正の趣旨が、

「社会・経済の変化への対応」と「国民一般に分かりやすいものとする」の２

本柱であることがわかる。

 改正の２本柱

「社会・経済の変化への対応」に関する改正は、時代にそぐわない規律を新

たなものにしようという狙いで検討されたもの、すなわち、やや荒っぽくい

えば、旧法の規律に沿ってなされていた実務を変える意図のあるものといえ

るし、「国民一般に分かりやすいものとする」に関する改正は、暗黙だった

ルールを明示しようという狙いで検討されたもの、すなわち、実務を変える

意図のないものといえる。

１ 諮問内容からわかる改正の趣旨
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もちろん検討の対象となった論点の叩き台の中には、どちらの趣旨による

ものか明らかでないものもあったし、検討の過程で当初は前者の趣旨だった

ものが後者の趣旨に基づく改正となった論点もある。成立した条文について

も、どちらの趣旨によるものか峻別が難しいものもある。

厳密に考えれば考えるほど、これらの趣旨による大別は困難なのだが、本

書では、あえて、法律実務家が膨大な新法の概要をつかむための便宜のグ

ループ分けとして「実務を変える意図のある論点」なのか、それとも「実務

を変える意図のない論点」なのかを、大胆に大別し、その後に、「実務を変え

る意図のある論点」を優先的に検討することを提案する。

もっとも本書の大別は、一法律実務家の視点に基づくものであり、私見に

すぎない。

したがって、グループ分けが異なるといった意見が寄せられることも当然

想定される。そもそもグループ分けが困難であるにもかかわらず、半ば強引

に判断した部分も少なからずある。

こういった点に留意したうえで参考にするのであれば、法律実務家がゼロ

ベースから効率的に新法を学ぶ際の一つの指標となるだろう。

このグループ分けを後掲第２・４（経過措置）および第５章の新旧対照表

では★マークで示した。★印のないものおよび「★」がついたものが「実務

を変える意図のない論点」であり、「★★」および「★★★」がついたものが

「実務を変える意図のある論点」である。

２ 法制審議会による審議

 小ぶりとなった改正

１で、改正が小ぶりになったと述べた。

法制審議会が開催される前より、複数の学者団体から、債権法の改正提言

があり（平成２１年４月民法（債権法）改正検討委員会「債権法改正の基本方針」、

平成２１年１月民法改正研究会「日本民法改正試案・仮案」、平成２０年１０月金山直樹

編「消滅時効法の現状と改正提言」ほか）、規定の配列の変更やドラスティック

第１章 第１ 改正法成立に至るまでの経過
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な改正も多く、条文化すると、分量が今までの何倍にも膨れ上がると思われ

るものもあった。

当初、こういった資料を基に検討を始めた法律実務家としては、債権関係

ほとんどが実質的に変更されるのではないかと危惧したものである。

現に、法制審議会においても、まずは改正すべき可能性のある論点をすべ

て抽出し、そこから絞り込んでいくという工程で検討作業が進められたため、

当初の論点は膨大なものとなった。

それらが徐々に絞り込まれていったのである。

 法制審議会の成果物の比較

法制審議会では、三つのステージに分けて検討され、それぞれの段階で成

果物が公表されたが、その成果物からも議論が絞り込まれた様子がわかる。

たとえば、第１ステージの成果物である「中間的な論点整理」では６３あっ

た大項目（「第１、第２、…」始まる項目）が第３ステージの成果物である「要

綱」では４０、同じく「中間的な論点整理」では２７２あった小項目（「１、２、

…」で始まる項目）は「要綱」では２０４にまで減少した。

このことからも想像できるが、さらに、残された論点の中にも、実務を変

える意図のあるものから、実務を変える意図のないものに修正されたものが

多くあるので、項目の数以上に論点が落とされた印象を受ける。

それが今回の改正を「小ぶり」と評した根拠である。

最初に広げられた風呂敷に比べれば小さなハンカチぐらいのサイズになっ

たが、それでもそのハンカチは、他の改正法と比べれば、巨大なものである。

以下、法制審議会での審議状況と取り上げられた論点の分量等について示

す。

平成２１年１０月 法務大臣から法制審議会に諮問がされる。

平成２１年１１月 法制審議会に民法（債権関係）部会（以下、「部会」ともいう）

が設置され、審議が開始される。

＊平成２７年２月までに９９回の部会が開催されたほか、１８回の

分科会が開催された。

２ 法制審議会による審議
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＊改正範囲について、第１ステージから第３ステージまで審

議を３巡させる方式がとられた。

平成２３年４月 第１ステージの成果として「中間的な論点整理」が決定さ

れる。

＊大項目は６３、小項目は２７２あった。これに対して、パブリッ

クコメントが実施された。

平成２５年２月 第２ステージの成果として「中間試案」が決定される。

＊大項目は４６、小項目は２３６あった。これに対しても、パブ

リックコメントが実施された。

平成２６年８月 第３ステージの暫定的成果として「要綱仮案」が決定され

る。

＊大項目は３９、小項目は１９９あった。これに対しては、パブ

リックコメントは実施されなかった。

平成２７年２月 第３ステージの成果として「要綱」が決定され、法務大臣

へ答申される。

＊大項目は４０、小項目は２０４あった。若干の増加は、大項目に

「その他」が加えられ、小項目に要綱仮案で保留となってい

た「定型約款」に関する項目が加えられたためである。

平成２７年３月 「法律案」として、国会へ提出される。

※法律案の提出理由は、「社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時

効の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動

させる規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に

関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を行う

必要がある」である。

平成２９年５月 国会で成立する。

平成３２年６月２日午前０時までに施行予定

第１章 第１ 改正法成立に至るまでの経過
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第２ 改正の内改正の内容容

１ 改正範囲

改正範囲は、諮問からもわかるように、債権関係の規定のうち、特に契約

に関する規定である。

すなわち、民法第３編「債権」の規定のほか、同法第１編「総則」のうち

第５章「法律行為」、第６章「期間の計算」および第７章「時効」の規定であ

り、このうち同法第３編第３章「事務管理」、第４章「不当利得」および第５

章「不法行為」の規定は、契約関係の見直しに伴って必要となる範囲に限定

して見直すこととされた。ただし、準用や表現の統一の関係で、結果的には、

同法第２編「物権」や第５編「相続」の一部も改正される（物権につき２８４条

等、相続につき１０１２条等）。

さらに、諮問の趣旨からは外れるが、この機会に、民法第２編「物権」の

うち、第１０章「抵当権」で、根抵当権の被担保債権の範囲に「電子記録債権」

を追加することとされた（３９８条の２第３項、３９８条の３第２項）。すでに発出さ

れている登記先例と同旨である（平成２４年４月２７日民二第１１０６号法務省民事局民

事二課長通知）。

２ 形式的内容

 規定の配置

パンデクテン方式は維持されており、第１編「総則」や第３編「債権」と

いった「編」だけでなく、第２章「契約」の中に規定される第２節「贈与」

や第３節「売買」といった「節」の配置場所も含め、規定の配置自体に変更

はない。

主な変更箇所は、次のとおりである。

・新設される「意思能力」が第１編第２章第２節に加えられる（以降「節」

１ 改正範囲
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繰下げ）。

・詳細な規定が設けられる「債権者代位権」や「詐害行為取消権」に款が

分けられ、さらに「詐害行為取消権」に目が設けられる。

・新設される「連帯債権」が第３編第１章第３節第３款に加えられる（以

下「款」繰下げ）。

・保証債務に新設される「事業に係る債務についての保証契約の特則」が

第３目に加えられる。

・新設される「債務の引受け」が第３編第１章第５節に加えられる（以降

「節」繰下げ）。

・詳細な規定が設けられる「有価証券」が第３編第１章第７節に加えられ

る。

・新設される「契約上の地位の移転」が第３編第２章第１節第３款に加え

られる（以下「款」繰下げ）。

・新設される「定型約款」が第３編第２章第１節第５款に加えらえる。

・新設される「敷金」が第３編第２章第７節第４款に加えられる。

 条文番号

条文番号は枝番方式が採用され、今までの条文番号が、できる限り維持す

る方向で規定されている。もっとも同じ内容であるにもかかわらず条文番号

がずれたもの（６２２条と旧６１６条等）や「消滅時効」や「売買」などのように削

除された旧条文の番号に別の内容の新条文を割り当てているものもある（消

滅時効につき１６７条等、売買につき５６２条等）。

枝番の番号が多い規定としては、たとえば、「保証債務」が４６５条の１０まで、

「有価証券」が５２０条の２０までとなっている。

枝番の枝番で規定されている条文はない。

原則として規定の配置の変更をせず、従前の条文番号をできる限り維持し

たのは、現行との連続性を重視し、実務への影響を最小とすべく配慮された

からだろう。

第１章 第２ 改正の内容
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３ 改正の方向性

 二つに大別できる

今回の改正を、「実務を変える意図のないもの」と「実務を変える意図のあ

るもの」に分けて考えることが法律実務家にとって効率的だということはす

でに述べた。

法律実務家が新法を学ぶ際には、これらを大別した後、後者のグループ、

すなわち、新たな規律が設けられた論点や実質的に規律が変更された論点を

中心に、実務への影響を考えていくとよい。

他方で、判例法理が明文化された論点については、一般論として、そこに

実務を変える意図はないわけであるから、多忙な法律実務家にとっては検討

を後回しにすることもあり得る。否、効率的な学び方の一つとして、むしろ

本書では推奨している。

しかし、判例法理の明文化といっても、まったく実務に影響がないかとい

うと、必ずしもそうではない。に述べるとおり、判例法理の明文化全般に

共通する、いくつかのことには留意しておかなければならない。

 判例法理の明文化全般に共通する留意点

 判例法理が忠実に明文化されているか

判例法理の表現をそのまま条文とすることができるのであれば、誤読され

るおそれも少ないだろうが、複数の判例において統一されていない表現がみ

られる場合や、複数の見解の対立がある場合などは、判例法理の明文化も一

筋縄でいかない。条文の規定ぶりによって、新たな法理が創設されたと理解

されてはならないからである。

たとえば、動機の錯誤（９５条１項２号・２項）をみてみる。

新たに明文化された動機の錯誤について、判例法理では、「意思表示の内

容」または「法律行為の内容」として提示していた要件につき、表意者が動

機を表示していることに重点をおく立場（最判平成元年９月１４日集民１５７号５５５

頁）と、相手方がそのことを受け入れていることにも重点をおく立場（最判

３ 改正の方向性
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昭和３２年１２月１９日民集１１巻１３号２２９９頁、最判昭和３４年５月１４日民集１３巻５号５８４号）

があり、部会においても意見が分かれていた（部会資料７９Ｂ）。

この判例法理が示す要件の具体的な表現の議論は収束せず、最終的に、表

意者が表示していることに重点をおく立場に立ちつつも、表意者が動機を示

したうえで、表意者と相手方との間で契約が成立している場合には、相手方

は表意者の表示を受け入れているのが通常であること等を踏まえ、単に法律

行為の基礎とした事情が動機として表示されているだけでは足りないと判示

する判例（最判平成元年９月１４日集民１５７号５５５号）があること等も考慮され、「法

律行為の基礎とされていることが表示されていた」との表現が用いられた（部

会資料８３－２）。

このように動機の錯誤では、部会において、その表現について鋭く意見が

対立していたが、判例法理を明文化するという趣旨自体に異論はなかったよ

うに見受けられ、大別するならば、判例法理の明文化と評価してよいように

思われる。

しかし、こういった表現の相違によって、要件の考え方が異なり得ること

もあり、主張立証すべき要件事実に影響することもある。

判例法理の明文化では、動機の錯誤に限らずに、このように判例法理の考

え方が維持されているかという視点も踏まえて理解していくべきである。

 判例法理の射程に変更はないか

と若干関連するが、判例法理の明文化では、その射程にも留意しておか

なければならない。判例では適用される場面や当事者等が限定されていたと

しても、いざ条文となると、一般的には無限定となるからである。

とりわけ私法の一般法となる民法では限定されないことが多い。

厳密にいえば、適用場面が広がるという意味においては、その広がった部

分について判例法理の明文化は、確認的な規定というよりも、創設的な規定

ということもできる。

しかし、これらも含めて、本書では、判例法理の明文化ととらえ、便宜、

実務を変える意図はない論点と大別することとした。

第１章 第２ 改正の内容
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たとえば、債権者代位権をみてみる。

いわゆる「転用型」についてである。

４２３条の７では、「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者

に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対

して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しない

ときは、その権利を行使することができる。（略）」と規定され、不動産のよ

うな「登記」に限られず、「登録」が対抗要件となる場合にも適用される。

しかし、この条文の基となった判例（大判明治４３年７月６日民録１６輯５３７頁）は、

ある不動産がAからＢ、ＢからＣへと転々譲渡された場合に、ＢがＡに対す

る所有権移転登記請求権を行使しないときは、Ｃは、ＣのＢに対する所有権

移転登記請求権を被保全債権とするＢのＡに対する所有権移転登記請求権を

代位行使できるとしたものであり、不動産登記の場合である。

判例自体は不動産登記についてのものだったのだが、判例法理を明文化す

る際に、同様の問題は不動産登記以外にも生じうるとして適用範囲を拡大さ

せて登録についても規定されたのである。

判例法理の明文化では、債権者代位権の転用型に限らず、判例となった事

案と比較し、適用範囲が異なっているか、すなわち判例法理の射程に変更が

あるかという視点も踏まえて理解していくべきである。

 判例法理を前提とした新たな規律となっていないか

判例法理の内容にとどまるものか、それとも、判例法理を前提として、そ

こから導き出される新たな規律を定めているものかという視点も重要である。

後者の場合には純粋な判例法理の明文化とは言い難いが、実務における安定

的な運用や確立した解釈のもと、実務を変える意図がなく明文化されたもの

であれば、本書では判例法理の明文化と同じグループに大別している。

たとえば、組合をみてみる。組合契約に対する契約総則の規定の不適用に

ついて（６６７条の２第２項）である。

判例では、組合契約には、当事者が解除に関し特別の意思表示をした場合

を除き、契約の解除に関する総則規定の適用はないとされるが（大判昭和１４年

３ 改正の方向性
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第２章

登記・供託実務
への影響



第１ 金銭消費貸借（５８７条、５８７条金銭消費貸借（５８７条、５８７条のの

２）と抵当権設定の登２）と抵当権設定の登記記

１ 旧法下の登記実務等

旧法は消費貸借を、要物契約としていた（５８７条）。要物契約であれば目的物

の授受があってはじめて契約が成立するのであり、その前段階において契約

の成立は認められない。

登記実務では、住宅ローンの借換え等、金銭消費貸借および抵当権設定の

契約を締結後、抵当権設定の登記の申請受理証明を待ってはじめて貸主が融

資実行することはよくあることである。しかし、上記抵当権設定の登記申請

の時点において、被担保債権である金銭消費貸借は要物性を欠き不成立であ

るため、本来、抵当権設定の効力に疑義が生じる（要物性の緩和や抵当権の附

従性の緩和の考え方により技巧的な説明がなされるところである）。

また、融資の約束をしたにもかかわらず実際に金銭を受け取るまで融資を

受けられるかがわからないのでは、借主はその融資を前提とする計画等を立

てることすらできないといった問題が指摘されている。実務上は、諾成的な

消費貸借が広く用いられており、判例（最判昭和４８年３月１６日金法６８３号２５頁）も、

無名契約としての諾成的消費貸借を認めている。

２ 新法の概略

（消費貸借）

第５８７条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物を

もって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取る

ことによって、その効力を生ずる。

（書面でする消費貸借等）

第２章 第１ 金銭消費貸借（５８７条、５８７条の２）と抵当権設定の登記
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第５８７条の２ 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者

の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け

取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約

することによって、その効力を生ずる。

２ 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取る

まで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、

その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償

を請求することができる。

３ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る

前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を

失う。

４ 消費貸借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、

その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前３項の規定

を適用する。

〈消費貸借の規律概要〉

① 要物契約と諾成契約の２本立てとなる。要物契約の諾成化ではない。

② 諾成契約は、要式契約として書面または電磁的記録（以下、「書面等」

という）によらなければならない。

③ 諾成契約の貸主は「貸す債務」を負い、借主は引渡しを受けるまで

であれば契約を解除することができる。ただし、解除により貸主に損

害が生じた場合、借主は貸主に対して損害賠償義務を負うことがある。

以下、詳説する。

上記①について、５８７条の２では、要物契約を存続させたうえで、書面等に

よる諾成契約の規律を新設している。そのため、要物契約としての消費貸借、

諾成契約としての（書面等による）消費貸借の二つの契約形態が規律されるこ

２ 新法の概略
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とになる。

上記②について、諾成的消費貸借の場合、要式契約として書面等によらな

ければならないとする。合意のみによって契約上の義務が生ずると、たとえ

ば、安易に金銭を借りる約束をした者や、逆に、安易に金銭を貸す約束をし

た者に酷な結果となる場合が生じかねないとの指摘を踏まえたものである。

なお、諾成的消費貸借における書面等要件を特約で排斥することは認められ

ず、要式を欠いた場合、要物契約となる。

上記③について、書面等による諾成的消費貸借が成立すると、貸主は貸す

債務を負い、借主は資金需要がなくなったとしても、貸主が貸す債務を履行

すること（金銭交付、自動送金）により、借主は約定の返済義務を負うことに

なってしまう。そこで、新法は、金銭の交付を受けるまでは借主に諾成的消

費貸借の解除（法定解除）を認め、目的物の受領や利息の支払いを強制され

ないよう借主保護を図っている。

ただし、解除により貸主に損害が生じた場合、貸主は借主に対して損害賠

償を請求できる（５８７条の２第２項後段）ので留意されたい。もっとも貸主に生

ずる損害の内容として、貸付金の調達コスト等のいわゆる積極損害が考えら

れるが、たとえば消費者金融を想定すると、貸主である消費者金融業者は一

般に多数の小口貸付けを行っているため、借主が受領を拒否した金銭を他の

顧客に対する貸付けに振り向けること等によって特段の損害が生じないと考

えられる。

ところで、借主に信用不安等の事象が生じた場合、貸す債務を免れるため

の、貸主による解除は定められていない。貸主は、約定で貸す債務を負う期

間を短縮化したり、借主の信用不安リスクを利息に反映させたり、リスク回

避のための特約を設けたりする等の検討が必要であろう。

３ 登記実務への影響

 諾成的消費貸借の実務的考察

諾成的な金銭消費貸借が成立するためには、貸主になろうとする者が金銭
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を引き渡すことを約するとともに、相手方が受け取った額と同額の金銭を返

還することを約し、それらの約定を「書面」ですることが必要である（５８７条

の２第１項）。よって、金銭交付前において貸す旨の約定がなく、かつ貸す義

務を肯定できない事情がある場合は同条の「書面」に該当せず、諾成契約と

して成立しないものと考えられる。たとえば、「借主になろうとする者は、金

１００万円を借り受けた場合、貸主になろうとする者に対して年利１％、３６回月

払いで返済する。ただし、貸主になろうとする者は金銭交付するまでの間、

借主になろうとする者に対して貸し渡す義務を負わないものとする」という

約定を書類に記載したとしても、「書面」に該当せず諾成契約は不成立である

と考えられる。「書面」に該当しない場合は、金銭交付の時点で要物契約が成

立することになる。

諾成的消費貸借の場合、要物契約の場合と異なり、貸す債務（借主からみ

れば借りる権利）をめぐる法律関係を想定しておく必要がある。たとえば、借

りる権利を目的とする債権譲渡や差押え、借主の死亡に伴う相続人への権利

承継があげられる。また、契約後金銭交付までの間に借主の信用悪化事由が

生じたとしても、貸主は金銭交付しなければならないリスクも考えられる。

消費貸借の多くは、貸主が銀行等の金融機関であり、特約を設けて自らこれ

らのリスクに対応すると予想される。

一方、市民同士が契約当事者となる場合、貸主がこれらのリスクを理解し

特約で対応することは非常にハードルが高い。

以下、登記実務との関係で留意点を述べる。

① 抵当権の被担保債権の発生日を見定める際に、諾成的消費貸借の要件

を満たさないときは、要物契約の成立日（＝金銭の交付日）をもって発生

日とする必要がある。

諾成契約の場合は、原則、被担保債権の発生日は契約日となる。諾成

契約か、要物契約かにより、抵当権設定の登記原因の日付が異なること

になる。被担保債権の特定をするうえで重要である。

② 「書面」による消費貸借に基づく債権を被担保債権とする抵当権設定の

３ 登記実務への影響
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登記申請の際、登記原因証明情報の一部として要式性の充足を証するた

めに「書面」（５８７条の２第１項）の添付を要するかが問題となる。

似て非なるものとして、たとえば、借地借家法２２条の特約のある借地

権設定の登記申請の場合、特約事項にかかる約定書面の添付を要するが

（不動産登記令７条１項６号、別表３８項添付情報イ）、これは登記の目的たる

借地権そのものの効力発生にかかる要件である。一方、抵当権設定の場

合は設定行為自体に書面性を要求されない。

よって、この場合の登記原因証明情報として金銭消費貸借契約書の添

付を要せず、抵当権設定契約書または報告的な登記原因証明情報で足り

るものと考えられる。

 登記原因証明情報の記載例

金銭消費貸借を原因とする抵当権設定における登記原因証明情報は、下記

の振り合いになると考えられる（以下の書式の事例番号は、後掲〔表１〕〔表２〕

の番号である）。

【記載例１】 登記原因証明情報 現行書式（要物契約たる金銭消費貸借の場

合）…事例①

登記の原因となる事実又は法律行為

 Ａ及びＢは、平成２９年３月１０日、次のとおりの金銭消費貸借契約を締結

し、Ｂは金銭を借り受けた。（※）

債権額 金○万円 利 息 年○％

損害金 年○％ 債務者 ○市○町○丁目○番地 Ｂ

 Ａ及びＢは、平成２９年３月１０日、上記の契約に基づく債権を担保する

ため、Ｂの所有する本件不動産上に抵当権を設定する旨の合意をした。

 よって、本件不動産に、同日、抵当権者をＡとする抵当権が設定された。

※ 登記申請の受理証明書をもって金銭交付（融資）される場合、申請時点

において要物性を満たさないことが議論の対象となる。
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第２ 諾成的消費貸借と抵当権の諾成的消費貸借と抵当権の

登記の抹登記の抹消消

１ 諾成的消費貸借に固有の効力消滅事由

諾成的消費貸借には、次の固有の効力消滅事由がある。

① 諾成的消費貸借の借主は、金銭交付を受けるまでの間、契約解除（法

定解除）できる（５８７条の２第２項前段）。なお、解除により貸主に損害が

生じた場合、借主に対して損害賠償請求できる（同項後段）。

② 諾成的消費貸借が締結された後、借主が金銭交付を受けるまでの間に

当事者の一方が破産手続の開始決定を受けたときは、消費貸借は当然に

失効する（同条３項）。

２ 登記実務への影響

書面等による諾成契約が締結され、借主が担保のため不動産に抵当権を設

定した後、借主が金銭交付を受ける前に解除権を行使した場合や、当事者の

一方の破産手続開始決定により消費貸借の効力が失われた場合、抵当権の効

力はその附従性により消滅することから、抵当権の登記を抹消する原因とな

る。

 実務的考察

 借主が金銭交付前の法定解除権を行使した場合

 登記原因

解除権行使の対象が、抵当権そのものではなく諾成的消費貸借契約である

ため、抵当権の抹消の登記原因として、「年月日債務消滅」、「年月日解除によ

る債務消滅」、「年月日民法第５８７条の２第２項による解除」等といった表記が

候補として考えられる。もっとも、単に「年月日解除」との表記で落ち着く

とも考えられるが、今後、注視しておきたいところである。

１ 諾成的消費貸借に固有の効力消滅事由
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 登記原因証明情報

借主作成名義の消費貸借解除証書は、抵当権の抹消の登記原因証明情報の

適格性を欠くと考えられる。借主は、抹消の登記義務者ではないからである。

 金銭交付前に当事者の一方が破産した場合

抵当権の抹消の登記原因として、「年月日債務消滅」、「年月日民法第５８７条

の２第３項による失効」、「年月日〇〇地方裁判所（〇〇支部）破産手続開始

決定による債務消滅」等といった表記が候補として考えられる。今後、注視

しておきたいところである。

 登記原因証明情報の記載

借主が金銭交付前の解除権を行使した場合、および貸主（または借主）が破

産手続開始決定を受けた場合の抵当権の抹消の登記は、以下のような振り合

いになる。

【記載例７】 登記原因証明情報（書面等による諾成的消費貸借の契約締結後、

金銭交付前に借主の解除権行使により抵当権が消滅した場合）

登記の原因となる事実又は法律行為

 平成３２年７月１日、債権者Ａと債務者Ｂは書面により金銭消費貸借契約

を締結し同契約が成立した。

 債務者Ｂの債権者Ａに対する貸金債務を担保するため、抵当権者Ａと抵

当権設定者Ｂは同日、下記の不動産に対して抵当権設定契約を締結し、平

成３２年７月１日、○○法務局受付第○○号をもってその旨の登記がなされ

た。

 平成３２年７月１５日、債務者Ｂは、債権者Ａに対して、金銭交付を受ける

前に上記の金銭消費貸借契約を解除した。

 よって、同日、上記の抵当権は、被担保債権の消滅に伴いその効力を

失った。

第２章 第２ 諾成的消費貸借と抵当権の登記の抹消
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【記載例８】 登記原因証明情報（書面等による諾成的消費貸借の契約締結後、

貸主（または借主）が破産手続開始決定を受けた場合）

登記の原因となる事実又は法律行為

 平成３２年７月１日、債権者Ａと債務者Ｂは書面により金銭消費貸借契約

を締結し同契約が成立した。

 債務者Ｂの債権者Ａに対する貸金債務を担保するため、抵当権者Ａと抵

当権設定者Ｂは同日、下記の不動産に対して抵当権設定契約を締結し、平

成３２年７月１日、○○法務局受付第○○号をもってその旨の登記がなされ

た。

 債権者Ａ（又は債務者Ｂ）は、平成３２年１１月３０日、債務者Ｂが金銭交付

を受ける前に○○地方裁判所において、破産手続開始の決定を受けた。

 よって、同日、上記の抵当権は、被担保債権の失効に伴いその効力を

失った。

３ 関連論点：消費貸借の予約と抵当権の設定の登記

５８７条の２第１項で書面による諾成的消費貸借が認められ、同条３項で目

的物交付前に当事者の一方が破産した場合に失効する旨が規律されたことに

伴い、消費貸借の予約後に当事者の一方が破産した場合に予約が失効する旨

を定めた旧５８９条は、その存在意義を失い削除された。その結果、「消費貸借

の予約」なる文言は民法典に存在しないことになるが、消費貸借の予約自体

は否定されない。

たとえば、利息付消費貸借の一方の予約において、予約完結権の行使期間

を定めていない場合、予約権利者の相手方は、予約権利者に対して予約完結

権を行使するか否かの確答を催告できる（５５９条、５５６条２項）ところに、消費

貸借の予約の意義が認められよう。

もっとも、新法では消費貸借の予約を利用する必要性が乏しいと思われる

が、抵当権設定の登記原因としての「年月日消費貸借予約年月日設定」は従

前どおり認められると考えられる。

３ 関連論点：消費貸借の予約と抵当権の設定の登記
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第５章

コメント付
新旧対照条文

本コメント付新旧対照条文は、日本司法書士会連合会が

平成２７年６月１８日に日司連ネットを通じ会員に提供した資

料（同日付日司連常発第３１号）を基に再整理し、本書第１

章～第４章までの解説と関連づけたものである。
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第５章 コメント付新旧対照条文

第３章

第４

２

【第８６条】

３項 削除

→有価証券で、記名式所持

人払証券の規律が無記名

証券に準用されるため。

（第５２０条の２０）

⇒無記名債券の所持人は即

時取得ではなく、第５２０

条の１４が適用。

【第９０条】

表現の見直し

→誤読を防ぐため。

【第９３条】２項 ★★

１項 表現の見直し

→真意までは知る必要なし

との解釈を表現

２項 本人の落ち度を考慮

し、「善意」まで保護

（第９４条２項と同旨）

答すべき旨の催告をする

ことができる。この場合

において、その者がその

期間内に確答を発しない

ときは、その行為を追認

したものとみなす。

２～４ （略）

第４節 住所

第５節 不在者の財産の管

理及び失踪の宣告

第６節 同時死亡の推定

（不動産及び動産）

第８６条 （略）

２ （略）

（削る）

（公序良俗）

第９０条 公の秩序又は善良

の風俗に反する法律行為

は、無効とする。

（心裡留保）
り

第９３条 意思表示は、表意

者がその真意ではないこ

とを知ってしたときで

あっても、そのためにそ

の効力を妨げられない。

ただし、相手方がその意

思表示が表意者の真意で

はないことを知り、又は

知ることができたときは、

その意思表示は、無効と

に対し、１箇月以上の期

間を定めて、その期間内

にその取り消すことがで

きる行為を追認するかど

うかを確答すべき旨の催

告をすることができる。

この場合において、その

者がその期間内に確答を

発しないときは、その行

為を追認したものとみな

す。

２～４ （同左）

第３節 住所

第４節 不在者の財産の管

理及び失踪の宣告
そう

第５節 同時死亡の推定

（不動産及び動産）

第８６条 （同左）

２ （同左）

３ 無記名債権は、動産と

みなす。

（公序良俗）

第９０条 公の秩序又は善良

の風俗に反する事項を目

的とする法律行為は、無

効とする。

（心裡留保）
り

第９３条 意思表示は、表意

者がその真意ではないこ

とを知ってしたときで

あっても、そのためにそ

の効力を妨げられない。

ただし、相手方が表意者

の真意を知り、又は知る

ことができたときは、そ

の意思表示は、無効とす

る。
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第１章

第２

３

第１章

第２

３

第１章

第２

３

第２章

第９

第３章

第４

２

第３章

第４

２

【第９５条】１項 効果につ

き★★★、その他★

２項 ★ ３項 ★★

４項 ★★

１項 「要素の錯誤」を分か

りやすく表現。主観的要

件・客観的要件を変更せ

ず、規範的評価が可能に。

１項 効果を相対的無効

（最判昭和４０年９月１０日）

から取消しに。

⇒主張期間に注意

１項１号 表示錯誤

１項２号・２項 判例明文

化（最判昭和３７年１２月２５

日）

→動機錯誤（黙示の表示含

む）

→錯誤の内容が「法律行為

の内容となっていること

を要する」か「表示で足

りる」かは、「表示されて

いた」とすることで、相

手方が表示を認識し得た

ことを含ませ、従来の判

例法理と異ならないこと

を示した。

→例として「表意者が、譲

渡所得税は課されないと

認識して、多額の譲渡所

得税が課されないとの事

情を当該財産分与の基礎

としていた場合において、

その多額の譲渡所得税が

課されないとの認識が真

実と反しているとき」（最

判平成元年９月１４日）

→例として「マンション（実

際には、富士山が見えな

い）を買う際に、そのマ

ンションから富士山が見

する。

２ 前項ただし書の規定に

よる意思表示の無効は、

善意の第三者に対抗する

ことができない。

（錯誤）

第９５条 意思表示は、次に

掲げる錯誤に基づくもの

であって、その錯誤が法

律行為の目的及び取引上

の社会通念に照らして重

要なものであるときは、

取り消すことができる。

一 意思表示に対応する

意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の

基礎とした事情につい

てのその認識が真実に

反する錯誤

２ 前項第２号の規定によ

る意思表示の取消しは、

その事情が法律行為の基

礎とされていることが表

示されていたときに限り、

することができる。

３ 錯誤が表意者の重大な

過失によるものであった

場合には、次に掲げる場

合を除き、第１項の規定

による意思表示の取消し

をすることができない。

一 相手方が表意者に錯

誤があることを知り、

又は重大な過失によっ

て知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同

一の錯誤に陥っていた

とき。

４ 第１項の規定による意

思表示の取消しは、善意

でかつ過失がない第三者

に対抗することができな

い。

（新設）

（錯誤）

第９５条 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。

ただし、表意者に重大な

過失があったときは、表

意者は、自らその無効を

主張することができない。
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第３章

第４

２

第１章

第２

３

第１章

第２

３

第３章

えると思うので買います

というだけでは足りず、

マンションから富士山が

見えるから買うが、マン

ションから富士山が見え

るのでなければ売買契約

をするつもりはないとし

ていなければ、錯誤を理

由として取り消すことは

できない」

３項１号・２号 ともに支

配的な見解を明文化

⇒表意者に重過失があって

も、錯誤取消しが認めら

れる再例外の位置づけ

４項 第三者保護は、「善

意無過失」が原則

⇒合わせて主張されること

の多い詐欺と同じ（第９６

条と同旨）

【第９６条】２項 ★★★

３項 ★★

２項 第三者詐欺の適用範

囲を拡大

→「知ることができたとき」

も含める。

→表意者は保護されるべき

ため。

→第９３条と平仄を合わせる

（第９３条は表意者の帰責

性が高いにもかかわらず、

表意者が相対的に広く保

護されていた）。

３項 多数説に基づき、善

意無過失に変更

→被害者的立場にある当事

者を保護する必要性が高

いため

【第９７条】２項 ★

前提 ①表白、②発信、③

到達（相手方が了知可能

な状態となること＝相手

方の勢力範囲（支配圏）

（詐欺又は強迫）

第９６条 （略）

２ 相手方に対する意思表

示について第三者が詐欺

を行った場合においては、

相手方がその事実を知り、

又は知ることができたと

きに限り、その意思表示

を取り消すことができる。

３ 前２項の規定による詐

欺による意思表示の取消

しは、善意でかつ過失が

ない第三者に対抗するこ

とができない。

（意思表示の効力発生時期

等）

第９７条 意思表示は、その

通知が相手方に到達した

時からその効力を生ずる。

２ 相手方が正当な理由な

（詐欺又は強迫）

第９６条 （同左）

２ 相手方に対する意思表

示について第三者が詐欺

を行った場合においては、

相手方がその事実を知っ

ていたときに限り、その

意思表示を取り消すこと

ができる。

３ 前２項の規定による詐

欺による意思表示の取消

しは、善意の第三者に対

抗することができない。

（隔地者に対する意思表示）

第９７条 隔地者に対する意

思表示は、その通知が相

手方に到達した時からそ

の効力を生ずる。

（新設）
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第４

３

内に置かれたこと）、④

了知というプロセスで、

③の到達主義が採用され

ている。③の例として、

相手方の郵便受けに入れ

られた場合や、同居者が

受領した場合など。

１項 表現の見直し

２項 判例を前提とした規

律の新設

→相手方自身が妨げている

場合、当事者間の公平の

観点から到達主義を採用

した趣旨に反する。

→相当の手配を講じず（大

判昭和１１年２月１４日）

留置期間経過（最判平成

１０年６月１１日）

→相手方の行為態様によっ

ては、「到達」という客観

的状態が生じていなくて

も、到達の効果をも認め

るべき。

→「正当な理由」とは、た

とえば、「突然全く面識

のない弁護士から内容証

明郵便が送付されてきた

場合など、内容を推知す

ることができない」とき

（最判平成１０年６月１１日

調査官解説）

⇒裁判所からの通知であれ

ば「みなされる」可能性

が高くなるのではないか。

３項 表現の見直し

→意思無能力の明文化に伴

う手当て（３条の２）

【第９８条の２】

意思能力の明文化に伴い、

妥当な解釈を明文化

→意思無能力の明文化に伴

う手当て（３条の２）

く意思表示の通知が到達

することを妨げたときは、

その通知は、通常到達す

べきであった時に到達し

たものとみなす。

３ 意思表示は、表意者が

通知を発した後に死亡し、

意思能力を喪失し、又は

行為能力の制限を受けた

ときであっても、そのた

めにその効力を妨げられ

ない。

（意思表示の受領能力）

第９８条の２ 意思表示の相

手方がその意思表示を受

けた時に意思能力を有し

なかったとき又は未成年

者若しくは成年被後見人

であったときは、その意

思表示をもってその相手

方に対抗することができ

ない。ただし、次に掲げ

２ 隔地者に対する意思表

示は、表意者が通知を発

した後に死亡し、又は行

為能力を喪失したときで

あっても、そのためにそ

の効力を妨げられない。

（意思表示の受領能力）

第９８条の２ 意思表示の相

手方がその意思表示を受

けた時に未成年者又は成

年被後見人であったとき

は、その意思表示をもっ

てその相手方に対抗する

ことができない。ただし、

その法定代理人がその意

思表示を知った後は、こ
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【第１０１条】２項 ★★

前提 代理人が相手方に詐

欺をした場合における相

手方の意思表示について

も民法第１０１条１項を適

用するとした判例（大判

明 治３９年 ３ 月３１日）が

あった。

→１項を代理人のする意思

表示、２項を相手方のす

る意思表示として整理

１項 代理人が相手方にし

た意思表示の効力

① 意思の不存在、錯誤、

詐欺、強迫によって影

響を受けるべき場合

② ある事情を知ってい

たこと又は知らなかっ

たことにつき過失が

あったことによって影

響を受けるべき場合

２項 相手方が代理人にし

た意思表示の効力

① 意思表示を受けた者が

ある事情を知っていたこ

と又は知らなかったこと

につき過失があったこと

によって影響を受けるべ

き場合

→代理人が相手方に詐欺を

した場合における相手方

が代理人にした意思表示

は含まれない。

２項 判例変更（×大判明

治３９年３月３１日）

→第１０１条１項で処理する

のではなく、第９６条１項

で処理する。

３項 判例明文化（大判明

る者がその意思表示を

知った後は、この限りで

ない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、

又は行為能力者となっ

た相手方

（代理行為の瑕疵）
か し

第１０１条 代理人が相手方

に対してした意思表示の

効力が意思の不存在、錯

誤、詐欺、強迫又はある

事情を知っていたこと若

しくは知らなかったこと

につき過失があったこと

によって影響を受けるべ

き場合には、その事実の

有無は、代理人について

決するものとする。

２ 相手方が代理人に対し

てした意思表示の効力が

意思表示を受けた者があ

る事情を知っていたこと

又は知らなかったことに

つき過失があったことに

よって影響を受けるべき

場合には、その事実の有

無は、代理人について決

するものとする。

３ 特定の法律行為をする

ことを委託された代理人

がその行為をしたときは、

本人は、自ら知っていた

事情について代理人が知

らなかったことを主張す

ることができない。本人

が過失によって知らな

かった事情についても、

同様とする。

の限りでない。

（新設）

（新設）

（代理行為の瑕疵）
か し

第１０１条 意思表示の効力

が意思の不存在、詐欺、

強迫又はある事情を知っ

ていたこと若しくは知ら

なかったことにつき過失

があったことによって影

響を受けるべき場合には、

その事実の有無は、代理

人について決するものと

する。

（新設）

２ 特定の法律行為をする

ことを委託された場合に

おいて、代理人が本人の

指図に従ってその行為を

したときは、本人は、自

ら知っていた事情につい

て代理人が知らなかった

ことを主張することがで

きない。本人が過失に

よって知らなかった事情

についても、同様とする。
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第１章

第２

３

治４１年６月１０日）

→「本人の指図」を不要と

する。

【第１０２条】★★★

前提 本人の保護という制

限行為能力制度の目的が

十分に達せられないおそ

れがあり、とりわけ法定

代理人は本人が選任した

わけではないので、本人

保護の要請が大きい。

→代理人のした行為であっ

ても、取り消すことがで

きる場合（例①～③）を

設ける。

① 妻が被後見人、夫が

後見人のケースで、夫

も被後見人となった場

合

② 未成年者の親権者が

被保佐人の場合

③ 被後見人の後見人の

司法書士が被後見人と

なった場合

（第１３条、第１２０条参照）

【旧第１０５条】 ★★★

前提 復代理人を選任した

ときに代理人の責任が軽

減されるのはおかしいと

いう問題意識

たとえば、物の引渡債

権の取立てを有償で委任

された任意代理人（受任

者）が復代理人（復受任

者）を適法に選任したと

ころ、その復代理人が債

務者から取り立てた物を

不注意で紛失してしまっ

た（復代理人は無資力）

場合

削除

→債務不履行の一般原則に

よることに。

（代理人の行為能力）

第１０２条 制限行為能力者

が代理人としてした行為

は、行為能力の制限に

よっては取り消すことが

できない。ただし、制限

行為能力者が他の制限行

為能力者の法定代理人と

してした行為については、

この限りでない。

（削る）

（代理人の行為能力）

第１０２条 代理人は、行為

能力者であることを要し

ない。

（復代理人を選任した代理

人の責任）

第１０５条 代理人は、前条

の規定により復代理人を

選任したときは、その選

任及び監督について、本

人に対してその責任を負

う。

２ 代理人は、本人の指名

に従って復代理人を選任

したときは、前項の責任

を負わない。ただし、そ

の代理人が、復代理人が

不適任又は不誠実である

ことを知りながら、その

旨を本人に通知し又は復

代理人を解任することを

怠ったときは、この限り

でない。
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