
2017版の発刊にあたって

サラ金、クレジット会社が、ため込んだ過払金の総額は、20兆円とも試算

される。

そのうち返還した金額は、未だ�兆円程度。全体の�分の�にも及ばない。

サラ金が返還する年間過払金総額は、この�年間、ほとんど変化がないが、

大量宣伝事務所を除き、弁護士・司法書士が過払金の回収依頼を受ける件数

は激減している。

専門家に相談する知識と気力を持ち合わせていた債務者は、すでに弁護士

等に依頼し、過払金の回収を終えているだろう。

まじめに債務整理に取り組む弁護士等は、残された過払金15兆円を回収し、

相談にたどり着けない債務者の生活再建を図る責務がある。そのためには、

アウトリーチの責務と権限を有する自治体の徴収部署と連携し、借金の返済

に苦慮する滞納者を掘り起こし、債務の圧縮、過払金の回収により生活再建

につなげる取組み（生活再建型滞納整理）に加わる必要がある。

徴収の現場では、借金が原因で、自治体債権を重複して滞納した生活困窮

状態の住民と日々接触がある。自治体債権の徴収部署との連携は、多重債務

者、重複滞納者の生活再建の切り札である。

2017版は、2013版から大幅に章立てを変更し、最高裁判決が下された争点、

議論の進展があった箇所は、全面的に書き改めた。付録の CD-ROMには、

借主側勝訴判決を中心に公刊物未登載判決を420件近く収録し、立証の便宜

を図った。本書発刊後の新規判決については、名古屋消費者信用問題研究会

のホームページで公表してゆくので、チェックしてほしい。

2017年�月

名古屋消費者信用問題研究会代表・弁護士 瀧 康 暢
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はしがき（2013版）──本書のスタンス

「カバライキン」

この言葉が人口に膾炙するようになって、まだ10年も経過しない。

本書の姉妹本である『Q&A過払金返還請求の手引』の初版が刊行された

平成16年�月頃は、過払金のマニュアル本が売れるのかということさえ疑問

であった。当時、取引履歴の開示義務の存否も裁判で決着しておらず、過払

金返還請求はサラ金業者の執拗な抵抗とその請求額の低廉さとが相まって、

多くの弁護士から疎まれ、一部戦闘的弁護士の専門取扱分野にすぎなかった。

最判平17・7・19は取引履歴の開示義務を認め、同年11月、金融庁は事務

ガイドラインを改訂して取引履歴の開示拒否を行政処分の対象とした。同年

12月15日、最高裁判所はリボ払いにはみなし弁済規定の適用はないと判断し、

翌平成18年�月13日には、みなし弁済規定を死文化させて、利息制限法の趣

旨を貫徹した。平成19年12月、天下の悪法たるみなし弁済規定の廃止を内容

とする改正貸金業法が全会一致で可決され、�半世紀に及ぶグレーゾーン金

利が撤廃された。最判平21・1・22は、過払金の消滅時効の起算点を取引の

終了時として、過払金の請求可能期限を最大限延長した。

同時並行してクレディア、アエル、ロプロ、SFCG、武富士などグレーゾ

ーン金利で巨額の利益を得た貸金業者が資金調達先の海外ファンドの貸し剥

がしにあって次々と破綻し、利息制限法潜脱の策動はここに終止符を打つか

に思えた。

しかし、今も枝葉末節を取り上げもっともらしい理由を述べ、時に解決済

みの争点を蒸し返して、訴訟の攪乱を試みるサラ金・クレジット会社が後を

絶たない。驚愕すべきは、そうした愚かな貸金業者の主張に乗る裁判例が散

見されることである。一部の借主側代理人弁護士も貸金業者の思い付き的な

主張にたじろぎ、あるいは反論反証の労を厭い、低レベルな和解に応じてい

る。大量宣伝弁護士・司法書士事務所などは、費用対効果を考慮して最大利

潤を得ることを目的に、事件処理の長期化を回避するため、率先して低額和
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解を応諾している。法的知識に疎い借主の利益を損ない先人の勝ち取った成

果を踏み消す「裏切的和解」と評すべきである。

本書は、次々と繰り出される貸金業者の主張をシラミ潰しにし、完膚なき

ものにすることを目的に編んだ。

執筆者全員が、安易な和解を選択せず、現実の訴訟で貸金業者から繰り出

される争点に正面から向き合い果敢に主張立証する道程を選択した弁護士で

ある。その記載は、極めて実践的・具体的であり、明日の準備書面の作成に

直結している。

多くの読者が貸金業者と安易な和解を選択しないよう、本書を手に取り参

考とすることを期待したい。

本書の編集で特に配慮した事項は、以下のとおりである。

◆論述のスタンス

反対説に配慮しながらも、借主側が有利となる主張を基軸に執筆している。

◆各論述の調整

各項目の執筆者は、実践的に法廷闘争を遂行し、日々研鑽に努め最先端の

知識を有する弁護士である。その知見に基づく記載は最大限尊重することと

し、各 Qの項目間の論述内容の調整はしていない。

◆未登載判決

公刊物未登載判決は、入手可能な限り、付録の CD-ROMに収録するよう

にした。

◆対象読者

過払金返還請求訴訟に現場で直接かかわる裁判官、弁護士、司法書士を対

象としている。

本書の編集・出版にあたり、民事法研究会の鈴木真介さんにお世話になっ

た。この場を借りて、厚く御礼申し上げる。

2012年11月

名古屋消費者信用問題研究会代表・弁護士 瀧 康 暢
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Ｑ10- 1 債務額を争わなかった合意に和解の確定効は

生じるか

Question

借主本人が、貸金業者と約定利息を前提とする債務額を認め、毎月

の分割弁済額を減らす合意をした。この合意は、民法上の和解として、

和解の確定効は生じるか。あらためて、利息制限法所定の制限利率で

引直計算した債務額の主張や過払金の返還請求をすることはできない

か。

解説

� 訴外和解が問題となる背景──過去の借主本人による訴

外和解

改正貸金業法が、完全施行される前（平成22年�月より前）に、多重債務

あるいは低収入により、返済に窮し、借主本人が貸金業者と訴訟外で合意

（訴外和解）した事案は多数ある。

その合意内容は、約定利息を前提とする債務（以下、「約定残債務」という）

の額を減ずることなくそのまま確認し、毎月の返済額を減額し、返済期間を

延長する内容である。約定利息を変更しないものがほとんどであるが、借主

の支払能力が著しく低下しているときはゼロ％としたり、遅延損害金を免除

する場合もある。

この合意で、確認した残債務額は、利息制限法�条�項所定の法定金利を

超える制限超過利息で計算した金額であって、法的に存在しない無効な債務

額である。

債務総額に変わりがなくとも、返済月額を減らす合意によって、当面、分

割弁済が可能となるが、収入の減少などにより、再び支払いが困難になり、
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弁護士・司法書士に相談する借主が現れてきた。過去の和解を洗い直すと、

過払金が発生していることが判明し、訴訟で争われる事案が増え、判決も多

く積み重なってきた。

� 和解の確定効が生じるか

無効な約定残債務を前提とする合意であっても、民法上の和解（民法695

条）となれば、和解の確定効が生じ（同法696条）、約定残債務の無効を争う

ことができず、過払金の返還請求は不可能となる。

では、無効な約定残債務額を確認した合意が、民法上の和解といえるのか、

問題となる。

� そもそも和解契約でない──民法上の和解の要件

民法上の和解（確定効が生じる和解）とは、当事者間に存在する争いを、

互いに譲歩して、やめることを約束するものである。

要件として、①争いの存在、②互譲、③争いをやめることが必要である。

この要件が整わなければ、一般的に「和解」と表現されていても、民法

695条の規定する和解ではなく、和解の確定効（同法696条）は生じない。

� 訴外和解には「争い」がない

⑴ 争いとは

「争い」とは、当事者が法律関係の存否、その範囲または態様に関して相

互に反対の主張をすることをいう（我妻栄ほか『我妻・有泉コンメンタール民

法〔第�版〕』1235頁）。したがって、当事者間で、債務の存在および債務残

高に争いがない場合に、これを前提としてなされた「和解」は、民法上の和

解でない。

⑵ 大審院判決

この点、大審院判決は、債務の存在およびその額に争いがなく、弁済期限

の延期や債務総額の減額について合意する契約は、民法上の和解でないとす
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る。

大判明40・11・1 民録13・1059は、上告人が、被上告人に対して、弁済の

不足額を請求し、被上告人が不足額を争うことなく、その不足額の減額を求

め、その債務の一部について履行期を先に延ばした手形債務とすることを依

頼した事案について、「和解ハ当事者カ互ニ譲歩ヲ為シテ其間ニ存スル争ヲ

止ムルコトヲ約スルニ因リテ成立スルモノナリ 然ルニ被上告人ハ本件ノ株

式競売カ違法ノ競売タルコトヲ知ラス 其競売不足額ハ当然支払義務アルモ

ノト信シ債務ニ付テ何等争ウ所ナク上告人ニ対シテ専ハラ減額ノ懇談ヲ試ミ

結局537円30銭ニ減額セラレタルコトハ原判決ノ認ムル所ナルモ是レ和解契

約ノ成立ヲ認メサル」として、もともとの債務の存在やその金額について、

争いのなかった事案の「和解」につき、民法上の和解としなかった。

また、大判昭 9・7・11新聞3725・15も、「債権者及債務者間ニ於テ、当該

債権自体ニ関シ争ノ存スルコトナク、唯債務者ヨリ債権者ニ対シテ債務一部

ノ免除ヲ求メ、若クハ弁済期ノ変更ニ付テ折衝ノ結果、改メテ債権金額若ク

ハ弁済期ヲ変更スル契約ヲ締結スルモ、斯ル契約ハ当事者カ其ノ間ニ存スル

争ヲ止ムルコトヲ約スルモノニ非サルカ故ニ、民法上ノ和解ヲ以テ目スヘキ

モノニ非ス」として、上記大審院判決と同様の立場に立った。

その後、上記判断について、判例を変更した大審院判決、最高裁判所判決

は見当たらない。大審院判決は、履行期限を繰り延べる（猶予）合意では、

民法上の和解に該当しないと判示しているわけである。

加藤一郎＝鈴木禄弥編『注釈民法⒄』も、「債権の存在を争うことなく弁

済期の猶予を受けるのは、判例・通説では和解ではない」（193頁）と評して

いる。

⑶ みなし弁済の成否、約定残債務額に争いはない

借主本人と貸金業者とが和解している場合、借主は約定残債務額を確認し

て、毎月の返済額を減額し、返済期間を延長している。

借主は、法的知識に乏しく、利息制限法によって引直計算をすれば、債務

額が減ることおよび旧貸金業法43条の定めるみなし弁済が成立しないことな

第10章 和解の無効、和解の確定効の範囲

422



ど知る由もない。貸金業者の主張する債務額を正しいと信じて疑っていない。

当然、借主が貸金業者に対し、利息制限法�項�条所定の法定利率を超え

ているとか、貸金業法43条�項のみなし弁済規定の適用要件を欠くなどと主

張して交渉し、協議のうえで、合意して残債務額の確認などしていない。そ

もそも、借主は、金利の規制に利息制限法と出資法の�つの法律が存在する

ことすら知らない。

借主と貸金業者の間で、みなし弁済の成否について争った事実はなく、残

債務額も争いがないことからすれば、大審院判決に照らし、この合意は民法

上の和解でなく、和解の確定効は生じないこととなる。

� 訴外和解には互譲がない

⑴ 互譲の必要性

争いについて、一方当事者の主張を全面的に認め、他方当事者のみが譲歩

する合意は、民法上の和解ではなく、権利もしくは請求権の放棄もしくは相

手の主張の認諾（承認）にすぎず、和解の確定効は生じない。

借主本人による訴外和解の場合、借主側には何ら損失がなく、互譲は存在

せず、また互譲による代償関係もなく、やはり民法上の和解に該当しない。

⑵ 「互いに譲歩をする」とは

「互いに譲歩」するとは、互いに損失を被ることを承認することをいう

（我妻ほか・前掲1235頁）。

民法上の和解の要件である「互譲」といえるためには、それぞれの損失が

代償関係に立たなければならない。すなわち、それぞれの互譲（損失）が、

引換条件（ギブ・アンド・テイク）としてなされることが必要である。

⑶ 大審院判決

大判明39・6・8民録12・937は、「『同証契約ノ内容ハ親權者イサカ控訴人

ノ爲メニ新ナル債務ヲ創設シタルニ非ス 唯単ニ控訴人カ被控訴人ニ対シテ

己ニ負担セル債務ノ残存ヲ承認シ其弁済延期ノ方法トシテ一ノ和解契約ヲ為

シタルニ過キス』ト判断シタルモノナレハ民法ニ所謂互イニ譲歩シタル事実
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ハ無之 却テ被上告人ハ上告人ニ対シ貸金ノ返済延期ノ承諾ヲ約セルモノト

認メタルニ外ナラス 左レハ原判決理由中ニ一ノ和解契約ナル語ヲ用ヰタル

モノハ只其契約ニ用ヰル語ヲ取リタルニ過キス 是レ俗ニ云フ和解即チ和熟

ノ意義ニシテ民法上ノ和解ニ非ザルコト推シテ知ルヘシ」（下線筆者）とし

て、債務の存在や金額を争うことなく、弁済の履行時期の変更だけした合意

については、互譲がないことから、民法上の和解としなかった。

⑷ 代償関係の存在

借主本人による訴外和解の場合、約定残債務の承認と弁済期の繰り延べ

（猶予）が代償関係（互譲関係）に立たなければならない。換言すれば、債務

の承認と弁済期の猶予が当事者双方の引換条件としてなされることが必要で

ある。

借主は、貸金業者の主張する約定債務残高を正しいもの、所与の前提とし

て、当然のごとく承認している。一方、履行期限の繰り延べ（支払方法の変

更）は、借主の弁済を容易にして、貸付金回収の効率化と効果を上げること

を目的とするものであって、借主が約定残債務を承認したことの見返りとし

て変更されたものではない。換言すれば、貸金業者が弁済期の猶予に応じる

ことで借主の約定残債務の承認が得られたという関係にはない。

代償関係が存在しない以上、借主の約定残債務の承認と、これと別個の貸

主の弁済期の猶予（履行期限の延長）が併存する合意であって、民法上の和

解契約ではない。

また、借主は、そもそもの約定残高を確認しただけであり、かつ少額での

分割支払いが可能になったわけで、何ら損失はない。

約定利息を承認した訴外和解は、合意内容に代償関係が存在せず、また借

主側には損失がなく、互譲が存在しないことから、民法上の和解契約に該当

しない。

以上より、約定残債務額を確認した和解は、民法上の和解ということはで

きず、和解の確定効は生じないので、過払金の返還請求は可能である。
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� 東京高裁平成27年10月15日判決

東京高判平27・10・15判タ1419・135は、当事者間で借入金債務の残額に

「つき何ら争いはなかったのであり、控訴人が過払金等が発生したことにつ

いて全く認識していなかった以上、……当事者間に過払金返還請求権の発生

の有無（みなし弁済の成否）をめぐって争いがあったという余地はなく、

……過払金の額について本件和解において控訴人が何らかの譲歩をした事実

は認められず、当事者双方が本件和解をして過払金返還請求権の発生原因事

実及び過払金の額について争いをやめたという余地はない。したがって、過

払金返還請求権の発生原因事実及び過払金の額を争いの対象として和解契約

（本件和解）が締結されたということはできない」と述べたうえ、「本件和解

は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約したも

の（民法695条）ではなく、単なる債務弁済契約と見るべきであって、民法上

の和解と認めることはできない」と明確に判示した。

この判決は、大審院が幾度も示した判断の枠組みを忠実に踏襲したものと

評価することができる。

� 最高裁平成27年	月15日判決の合意内容の解釈手法

最判平27・9・15判タ1418・96は、平成14年になされた特定調停での調停

合意につき、①特定調停手続の目的が債務者が負っている金銭債務に係る利

害関係の調整を目的としており、債務者の金銭債権（過払金債権）の有無を

確定することを前提としていないこと、②当該調停の目的も貸主から借り受

けた借受金等の債務であることが明記され、過払金返還請求権等の債権を対

象とする旨の文言がないこと、③債務確認条項、清算条項も調停の目的を前

提とするものであることを理由にして、特定調停で確定された権利義務関係

は、過払金返還請求権等の債権は含まれず、貸主に対する借受金等の債務に

限られるとし、過払金返還請求権が消滅するものではないと判示した。

この解釈手法は、本項で述べてきた論旨と軌道を同じくするものであり、

Ｑ10-1 債務額を争わなかった合意に和解の確定効は生じるか
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過払金について何らの交渉がなかった合意につき、和解の確定効により過払

金返還請求権が失われるものでないことを最高裁が明確に認めたものといえ

る。

（瀧 康暢）

【和解契約に該当しないとした裁判例】

① 京都地判平24・11・14 CD 消ニュース95・297

② 名古屋高判平25・11・29 CD 消ニュース99・272

③ 横浜地判平26・3・14（控訴審） CD 消ニュース100・348

④ 福岡高判平26・9・30（上告審） CD 消ニュース102・282

⑤ 東京高判平27・5・13 CD

⑥ 東京高判平27・10・15判タ1419・135・判時2281・105

⑦ 京都地判平28・2・3 CD

⑧ 神戸地判平28・3・1 CD

⑨ 大阪地判平28・3・2 CD

⑩ 静岡地裁沼津支判平28・5・12 CD

⑪ 名古屋地裁一宮支判平28・9・15 CD

第10章 和解の無効、和解の確定効の範囲
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