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第 5 回 民法 債権総論～契約各論 

（合格テキスト 076～100 過去＆厳選問題集 52～86） 

今回は、「債務不履行」「債権の保全」「債権の消滅」「多数当事者間の債権・債務関係」「契

約」を中心に学習します。範囲が広く、内容も難しいですが、しっかりと理解して事例問

題・記述式に対応できるようにしましょう。 

 

1.債権   重要度★★☆   合 076  問 52,53    

債権では、特定物債権と種類物債権の理解が重要となります。 

種類債権 

の特定 

債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了することまたは債権者

の同意を得てその給付すべき物を指定すること。 

特定の効果 ①債務者に善管注意義務が生じる。②特約のない限り債権者に所有権が

移転する。③債権者が危険を負担する。④債務者は、その引渡しをなす

べき時の現状でその物を引き渡すことを要する。 

過 Ａが「もち米」を 50 キロ買う契約をＢ米店との間で行い、Ｂによる引渡しの準備が

まだ終わっていない場合、Ｂは、目的物が特定されるまでの間は、Ｂ米店にある「も

ち米」の保管について善管注意義務を負うことはない。  

→○ (19-31-2) 

 

2.債務不履行   重要度★★★   合 077  問 54,55 

債務不履行では、履行遅滞になる時期に注意をしましょう。これは、消滅時効の時期

と比較して覚えると良いでしょう。 

      履行遅滞の時期 消滅時効の時期 

確定期限のある債務 期限到来時 期限到来時 

不確定期限のある債務 債務者が期限到来を知った時 期限到来時 

期限の定めのない債務 履行の請求を受けた時 債権成立時 

期限の定めのない消費

貸借に基づく債務 

催告をしてから相当の期間の

経過後 

契約時から相当の期間の経過

後 

債務不履行による損害

賠償債務 

履行の請求を受けた時 本来の債権の履行を請求でき

る時 

不法行為による損害賠

償債務 

不法行為時 被害者又はその法定代理人が

損害及び加害者を知った時 

過 不法行為による損害賠償債務については、催告をまたず、損害発生と同時に遅滞に陥

るとするのが判例の立場である。 

→○ (9-31-2) 
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3.債権者代位権・詐害行為取消権   重要度★★★   合 078～081  問 56～59 

  責任財産を保全する制度として、債権者代位権と詐害行為取消権があります。両者の

違いを比較しながら覚えましょう。 

 債権者代位権 詐害行為取消権 

履行期にあることは必要か 原則必要 不要 

目的となる債権より前に成

立したことは必要か 

不要 必要 

裁判上行使する必要あるか 不要 必要 

期間制限 なし 取消原因を知った時から 2

年,詐害行為から 20 年 

過 債権者が債権の履行期前に債権者代位権を行使するには、保存行為の場合を除き、裁

判上の代位によらなければならない。  

→○ 民法 423 条 2 項参照。(3-29-1) 

過 債権者は、債務者の財産から満足を得られない場合には、債権取得前に債務者が行っ

た贈与契約を詐害行為として取り消して財産を取り戻すことができる。 

→× (12-29-ア) 

 

4.債権譲渡   重要度★★☆   合 082,083  問 60 

  債権譲渡とは、債権の同一性を保持したまま債権を移転させることをいいます。対抗

要件をきちんと理解し、事例で出題されても誰が優先するか判断できるようにしましょ

う。 

債務者に対する対抗要件 ①譲渡人から債務者への通知 ②債務者から譲渡人または譲

受人に対する承諾 

第三者に対する対抗要件 ①譲渡人からの債務者への確定日付ある証書による通知 ②

債務者から譲渡人または譲受人に対する確定日付ある証書に

よる承諾 

過 ＡはＢに対して、自己がＣに対して有していた 300 万円の貸金債権を譲渡した。この

場合、債権譲渡の合意自体はＡ・Ｂ間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意

に基づいて直ちに譲受人Ｂが債務者Ｃに対して支払いを求めることはできない。では、

その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続け

て、40 字程度で記述しなさい。  

→譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できな

いから。 (41 文字) (20-46) 
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5.弁済   重要度★★★   合 084  問 61,62 

  弁済とは、債務の内容である給付を、その債務の本旨に従って実現する債務者その他

の者の行為をいいます。 

第三者弁済が有効とならない場合 ①債務の性質が許さない場合 ②当事者が反対の

意思を表示した場合 ③利害関係のない第三者が

債務者の意思に反して弁済した場合 

過 利害関係を有しない第三者であっても、債務者の意思に反して弁済することができる。 

  →× (4-30-1) 

 

6.相殺   重要度★★★   合 085,086  問 63,64 

  相殺とは、債権者・債務者が互いに有する弁済期にある同種の債権を、対等額で消滅

させる単独の意思表示のことです。相殺の可否を判断できるようにしましょう。 

 自働債権 受動債権 

弁済期にない債権 × ○ 

抗弁権の付いた債権 × ○ 

不法行為によって生じた債権 ○ × 

差押え禁止債権 ○ × 

差止め、質権を設定された債権 × 差止め、質権を設定される前に債権

を取得している場合は○ 

過 ＡがＢに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、 

ＢがＡに対して平成 20 年 7 月 1 日を弁済期とする 400 万円の貸金債権を有してい

る。この場合に、平成 20 年 5 月 10 日にＡがＢに対してする相殺はできるか。 

→○ (20-34-ア) 

 

7.連帯債務   重要度★★★   合 087,088  問 65,66 

連帯債務とは、同一債務について、複数の債務者が債務の全てをそれぞれ負担する方

法のことをいいます。連帯債務の絶対効はきちんと押さえておきましょう。 

債務の全部について効力を生じる 弁済、代物弁済、供託、請求、更改、相殺、混同 

負担部分のみ効力を生じる 他の債務者の反対債権で相殺、免除、時効の完成 

過 連帯債務において、連帯債務者の１人が債権者に対して債権を有する場合には、その 

連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連 

帯債務者は相殺を援用することができる。これに対し、連帯保証において、主たる債 

務者が債権者に対して債権を有する場合には、連帯保証人は、主たる債務者が債権者 

に対して有する債権による相殺をもって、相殺適状にあった全額について債権者に対 

抗することができる。 

→○ 民法 436 条 2 項、457 条 2 項参照。(23-31-ア) 

http://kotobank.jp/word/%E8%A4%87%E6%95%B0�
http://kotobank.jp/word/%E8%B2%A0%E6%8B%85�
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B9%E6%B3%95�
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B9%E6%B3%95�
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8.保証債務   重要度★★★   合 089 問 67～69 

 通常保証と連帯保証の違いを理解しましょう。 

 通常保証 連帯保証 

保
証
人
に
生
じ
た
事
由 

弁済などの消滅事由 主たる債務者に効力及ぶ。 

請求、更改、混同 主たる債務者に効力及ばない。 主たる債務者に対しても

効力及ぶ。 

他債務者の反対債権で

相殺、免除、時効完成 

主たる債務者に効力及ばない。 

主たる債務者に生じた事由 時効の利益の放棄、加重事由などを除いて保証人にも及ぶ。 

過 連帯債務において、債権者が連帯債務者の１人に対してした債務の履行の請求は、他

の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に

対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力が生じることはなく、主

たる債務の時効は中断しない。 

→× 民法 434 条、民法 458 条参照。(23-31-エ) 

 

9.同時履行の抗弁権   重要度★★☆   合 090 問 70,71 

 同時履行の抗弁権が成立する場合としない場合を覚えましょう。 

同時履行の抗弁権

が成立する場合 

①建物買取請求権が行使された場合の土地明渡義務と買取代金支払い

義務 ②債務の弁済と受取証書の交付義務 ③解除に基づく原状回復

義務 

同時履行の抗弁権

が成立しない場合 

①造作買取請求権が行使された場合の建物明渡義務と買取代金支払い

義務 ②債務の弁済と債権証書の交付義務 ③敷金返還義務と建物明

渡義務 ④債務の弁済と抵当権設定登記の抹消義務 

過 同時履行の抗弁権は、双務契約上の債務の履行については行使することができるが、

契約の解除による原状回復義務の履行債務については行使することができない。 

→× (11-31-4) 

 

10.危険負担   重要度★★☆   合 091 問 72 

 民法は、債務者主義を原則とし、特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務

契約について債権者主義を採っています。以下特殊ケースを覚えましょう 

停止条件付双務契約 ①条件成就未定の間に目的物が滅失した場合は債務者主義 

②損傷した場合は債権者主義 

二重譲渡、他人物売買 債務者主義 

過 民法は、特定物売買における危険負担については、債務者主義を採用している。 

→× (3-30-1) 
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11.解除   重要度★★★   合 092 問 85 

解除の要件と効果を覚えましょう。解除前・後の第三者も復習しておきましょう。 

履行遅滞の解除の要件 ①履行期の徒過 ②履行期の徒過が違法 ③債務者の帰責事

由 ④相当の期間を定めた催告 ⑤相当の期間の経過 ⑥解

除の意思表示 

履行不能の解除の要件 ①履行不能 ②債務者の帰責事由 ③解除の意思表示 

過 ＣはＤとの間で、Ｃ所有の自動車を、代金後払い、代金額 150 万円の約定でＤに売却

する契約を締結した。Ｃは自動車の引き渡しを完了したが、代金支払期日を経過して

もＤからの代金の支払いがない。そこでＣはＤに対して相当の期間を定めて代金を支

払うよう催告したが、期日までに代金の支払いがない。この場合、Ｃ・Ｄ間の売買契

約は法律上当然に効力を失う。 

→× 解除の意思表示が必要。(21-30-イ) 

 

12.契約の成立   重要度★☆☆   合 093 問- 

 契約は、申し込みと承諾によって成立します。 

隔地者に対する

意思表示 

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、そのために効力を妨げられない。 

契約の申し込み 申込者が反対の意思を表示した場合又は相手方が申込者の死亡若しく

は行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、契約の申込みは効力

を失う。 

過 承諾の期間を定めて、隔地者に対して契約の申込をした場合において、その期間内に

承諾の通知が発せられたときは、通知の到達がその期間の経過後であっても、契約は

原則として成立する。 

→× 民法 521 条 2 項参照。(4-31-1) 

 

13.手付   重要度★☆☆   合 094 問 73,85 

 手付とは、売買契約の際に当事者の一方から他方に対して支払われる金銭のことです。 

売買の手付はどのような手付と推定されるか。 解約手付と推定。 

損害賠償額の予定としての手付と解約手付を兼ねられるか。 兼ねられる。 

当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着

手するまでは、解約手付による解除権を行使できるか。 

できる。 

過 売買契約において買主から売主に解約手付が交付された場合に、売主が売買の目的物

である土地の移転登記手続等の自己の履行に着手したときは、売主は、まだ履行に着

手していない買主に対しても、手付倍返しによる解除を主張することはできない。 

→× (23-32-2) 
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14.担保責任   重要度★★★   合 095,096 問 74 

 売買の目的物や権利に瑕疵がある場合に売主が負う無過失責任のことを担保責任とい

います。担保責任の種類とその違いはしっかりと覚えておきましょう。 

代金減額請求ができる者は？ ①一部他人物売買の善意・悪意の買主 ②数量

指示売買の善意の買主 

善意・悪意にかかわらず解除・損害賠

償できる場合は？ 

担保権が実行され買主が所有権を失った場合 

悪意の買主でも解除できる場合は？ 他人物売買の場合 

過 甲土地について C の抵当権が設定されていた場合において、A がこれを知らずに買い

受けたときに限り、A は、売主 B に対して、契約を直ちに解除することができ、また、

抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 

→× (24-31-5 改) 

 

15.賃貸借、使用貸借   重要度★★★   合 097,098 問 75～77,82～85 

 賃貸借は重要です。賃貸借契約と使用貸借の違いを理解しておきましょう。 

 賃貸借 使用貸借 

性質 双務・有償・諾成 片務・無償・要物 

貸主の修繕義務 あり。 なし。 

必要費 賃貸人負担（直ちに償還）。 借主負担（特別必要費は貸主負担）。 

有益費 賃貸人負担（契約終了時に償還）。 貸主負担。 

保管義務 善管注意義務。 善管注意義務。 

期間制限（民法） 最長 20 年。 なし。 

借主の死亡 契約終了原因ではない。 契約終了原因。 

担保責任 あり。 瑕疵又は不存在を知りながら使用

借人に告げなかったときにあり。 

過 使用貸借は、賃貸借と同様に借主の死亡によりその効力を失う。 

→× (3-30-2) 

 

16.請負契約   重要度★★★   合 099 問 78,79,82,84,85 

請負の基本的事項の確認の他、請負人と売買の担保責任の違いを覚えておきましょう。 

 売買の瑕疵担保責任 請負の瑕疵担保責任 

隠れた瑕疵に限られるか？ 限られる。 限られない。 

瑕疵修補請求できるか？ できない。 できる。 

解除の制限あるか？ ない。 土地の工作物は解除不可。 

過 完成した仕事の目的物である建物に瑕疵があって、契約をした目的が達成できない場

合には、注文者は契約を解除することができる。→× (14-29-3) 
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17.その他の契約   重要度★★☆   合 100 問 80～86 

贈与契約・委任契約・寄託契約も確認しておきましょう。 

書面によらない贈与契約は、撤回でき

るか？ 

撤回できるが、履行の終わった部分については撤

回できない。 

委任契約の注意義務は？ 無償の場合も有償の場合も善管注意義務。 

寄託契約の注意義務は？ 無償の場合は自己の財産に対するのと同一の注

意義務、有償の場合は善管注意義務。 

過 無償委任の受任者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって事務を処理する義

務を負う。 

→× (16-28-ア) 


