
ケース10 法定利率②

施行日前に発生した交通事故に基づく損害賠償請求権と中間

利息控除

私は新法施行日直前に交通事故に遭いました。施行日後1年が

経過して症状固定したと診断され、後遺障害認定を受けました。

逸失利益について、中間利息控除された金額を保険会社が支払う

と連絡してきました。

新法では変動利率に応じた中間利息控除の規定が設けられたと

聞きます。本ケースの場合、新法の法定利率の規定に基づく中間

利息控除がなされるのでしょうか。

回 答

基本的に「旧法」が適用されると考えられますが、

「新法」が適用されると解釈される可能性があり

ます。

改正法附則17条2項は「新法第417条の2（新法第722条第1項において

準用する場合を含む。）の規定は、施行日前に生じた将来において取得

すべき利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権について

は、適用しない」と定めています。

本ケースでは、事故発生日が新法施行日前なので、形式的には旧法

が適用されると考えます。ただし、解釈により新法が適用される可能

性も否定できません。
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交通事故発生
施行日

2020年4月1日
症状固定日
2021年4月1日

新法が適用され、3％の法定利率による中間利息控除が行われる
のか？将来の変動利率も考慮するか？
それとも、旧法のとおり5％？

解 説

１ 旧法下の処理

交通事故のような不法行為による傷害が治療され、症状が固定した

のち、残存する機能障害が後遺障害です。この後遺障害に関する損害

賠償請求権（逸失利益）について、中間利息の控除が行われ、旧法下

での実務では、明文の規定はありませんが口頭弁論終結時以降につい

て法定利率（年5％）に基づく中間利息の控除が行われています。

２ 新法の規定内容

新法では、中間利息控除について明文の規定が置かれ、「その損害賠

償の請求権が生じた時点における法定利率」によって計算すべきこと

が規定されました（新法417の2①）。これは新法において変動利率が導

入されたことに応じて規定されたものです。なお、新法の法定利率は

まず3％と定められました（新法404②）。

新法適用下において、理論的な課題とされているのが、「その損害賠

償の請求権が生じた時点」をいかように解釈するかです。

すなわち、逸失利益のような消極損害については、あくまで将来の

各時点に生じる利益の喪失や精神的苦痛に対する慰謝料であると考え
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れば、「その損害賠償の請求権が生じた時点」は将来の各時点であると

考えることができます。理論的な厳密さを追求すれば中間利息控除を

3年ごとの利率変動に応じて変動的に請求することになりますがそれ

は現実的ではないため、おそらく「症状固定時」あるいは「口頭弁論

終結時」を基準時として考えることになるでしょう。

他方、当該後遺障害はあくまで不法行為を原因とするものであり、

損害は不法行為の時点で確定的に生じていると考えることもでき、不

法行為時の法定利率によると考えることもできます。

これまでは、法定利率が固定利率であったため、この点について考

える実益はありませんでした。学説判例は二分しており、はっきりと

した結論は出ていません。

３ 新・旧の適用判断

改正法附則17条2項は「新法417条の2（新法722条第1項において準用

する場合を含む。）の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべ

き利益又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適

用しない」とあります。形式的に考えれば、施行日前に生じた交通事故

に基づく損害賠償請求権については旧法の規定が適用されると考えるこ

とになります。ただし、後述のように新法適用の可能性もあり得ます。

実務の目

不法行為に基づく損害賠償請求権については、後遺障害につい

ての時効の起算点を症状固定時にする等、被害者側の保護を考え

る実務の傾向があります。条文を形式的に解釈し、旧法が適用され

ると解釈することが素直だとしても、新法において、「その損害賠

償の請求権が生じた時点」についての理論的な問題が生じており、
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その理論的問題は旧法と新法の法定利率の差異にも同様に当ては

まります。今後裁判所において被害者の保護を重視する旧法下に

おける実務傾向が維持され、より被害者に有利な新法が適用され

る可能性は皆無ではありません。新法施行後の裁判例が注目され

ます。

【関連条文】

新 法

（中間利息の控除）

第417条の2 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、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、

これをする。

２ 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合に

おいて、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、

前項と同様とする。

改正法附則

（債務不履行の責任等に関する経過措置）

第17条 ① 〔省略〕

２ 新法第417条の2（新法第722条第1項において準用する場合を含む。）の

規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益又は負担すべき

費用についての損害賠償請求権については、適用しない。

３・４ 〔省略〕
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ケース39 無催告解除

施行日前に締結された取引基本契約に基づき、施行日前又は

施行日後に締結された個別契約について、相手方が、施行日

後に履行拒絶意思を明確に表示した場合

当社は、Ａ社との間で、新法施行日前の2019年12月1日に、継続

的に国産木材を購入する取引基本契約を締結しました。その後、

新法施行日後の2020年5月1日、国産木材100kgを50万円で購入す

る旨の個別契約を締結しましたが、Ａ社は、履行期日の1週間前に

なって、国産木材の価格高騰を理由として、代金の増額がされな

い限り、同国産木材の引渡しには一切応じられない旨の内容証明

郵便を送付してきました。

この場合、新法と旧法、どちらが適用されるのでしょうか。

回 答 「新法」が適用されます。

改正法附則32条は、「施行日前に契約が締結された場合におけるそ

の解除については、……なお従前の例による。」と定めています。

つまり、契約が締結されたのが新法の施行日前なら旧法が、施行日

後なら新法が適用されます。

本ケースでは、取引基本契約締結後、新たに個別契約が締結された

のが新法施行日後ですので、新法が適用されます。

引渡拒絶

個別契約締結日
5月1日

施行日
2020年4月1日

基本契約締結日
2019年12月1日
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解 説

１ 旧法の規定内容

旧法において、無催告による解除が認められたのは、下記のケース

のみです。債務者から履行拒絶の意思を明確に表示されたのみで、無

催告解除を認める規定はありません。

・定期行為の債務不履行（旧法542）（下記２の④に対応）

・債務の一部又は全部の履行不能（旧法543）（下記２の①③（一部の履

行不能）、⑥に対応）

したがって、本ケースでは、無催告解除をすることはできません。

なお、履行期前の履行拒絶を債務不履行の一類型として捉える見解、

すなわち、たとえ履行期前であっても、債務者に債務を履行する意思

が全く認められず、かつ、履行をしない意思を覆すことが全く期待で

きない場合には、それを理由として、（他の要件が充足していることを

前提に）損害賠償請求（填補賠償）又は契約解除（無催告解除）を肯

定してよいとの見解もありましたが（奥田昌道編『新版 注釈民法(10)Ⅱ債

権(1)』67頁（有斐閣、2011）参照）、通説として確立したものとまではいえ

ず、最高裁判例においても、履行拒絶がどのような意味を持つのかに

ついて明確に判断を示すものはありません。

２ 新法の規定内容と旧法との違い

新法542条では、旧法で無催告解除が認められたケースに加えて、下

記②③（一部の履行拒絶）⑤⑦についても無催告解除が認められるこ

とになりました。

本ケースで新法が適用されるとすれば、②に該当するかが問題とな

るところ、履行拒絶の意思が内容証明郵便により通知されているとの

ことですから、債務者の意思は、終局的かつ確定的なものであるとい
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え、無催告解除が認められるでしょう。

(1) 新法542条1項：催告によらない契約の全部解除

① 債務の全部の履行不能（1号）

② 債務者による債務の全部の明確な履行拒絶（2号）

なお、この場合の「履行拒絶」は、履行が拒絶されればいかなる

場合であっても填補賠償が認められるわけではなく、履行不能に匹

敵すること、すなわち、履行拒絶の意思が終局的かつ確定的である

ことを要します。具体的には、履行拒絶の意思が繰り返し表示され

たり、書面で表示されたりすることが必要です（③⑦の「履行拒絶」

要件の充足性を判断するに当たっても、同様です。）。

③ 債務の一部履行不能又は一部履行拒絶による契約の目的の達成不

能（3号）

④ 定期行為の債務不履行（4号）

⑤ その他、債務者の債務の履行不能による契約目的達成不能（5号）

(2) 新法542条2項：催告によらない契約の一部解除

⑥ 債務の一部の履行不能（1号）

⑦ 債務者による債務の一部の明確な履行拒絶（2号）

３ 新・旧の適用判断

改正法附則32条は、「施行日前に契約が締結された場合におけるそ

の契約の解除については、……なお従前の例による。」と定めています。

このように契約締結時が施行日の前か後かを判断基準とするのは、

契約の当事者は契約を締結した時点において通用している法令の規定

が適用されると考えるのが通常であるからです（部会資料85 4頁）。

本ケースでは、新法施行日前に取引基本契約が締結されたものの、

新たに個別契約が締結されたのは新法施行日後です。上記部会資料に

よれば、新法・旧法どちらが適用されるかは、契約当事者の意思解釈
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の問題となります。本ケースの個別契約は、売買契約の要素である目

的物と代金を定めるものですので、契約の当事者としては、当該個別

契約が締結された時点で通用している法令の規定が適用されると考え

るのが通常と考えられます。したがって、本ケースの事実関係の下で

は、新法が適用されると考えてよいでしょう。

他方で、仮に、取引基本契約及び個別契約、いずれも締結日が新法

施行日前である場合、旧法が適用されます。

実務の目

本ケースの事実関係においては、個別契約と新法施行日の先後

により、新法・旧法の適用判断を行いました。しかしながら、取

引基本契約と個別契約が存在する場合、常に、個別契約の締結日

が基準となるのではありません。取引基本契約と個別契約、いず

れが新法・旧法の適用判断の基準となるかは、契約の要素がどち

らで規定されているか（個別契約が付随的な義務のみを定めるに

すぎない場合には、取引基本契約の締結日が基準となる可能性が

高いです。）、取引基本契約に個別契約を優先して適用する旨の条

項が規定されているか（規定されている場合には個別契約の締結

日が基準となる可能性が高いです。）等により決まります。

【関連条文】

新 法

（催告によらない解除）

第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直

ちに契約の解除をすることができる。

一 〔省略〕
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二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。

三〜五 〔省略〕

２ 〔省略〕

改正法附則

（契約の解除に関する経過措置）

第32条 施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除につい

ては、新法第541条から第543条まで、第545条第3項及び第548条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。
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第１節 売 買

ケース43 売買契約において瑕疵ないし契約不適合

があった場合の解除

施行日前に締結された売買契約において施行日後に目的物に

瑕疵ないし契約不適合が発見された場合における契約解除の

可否

私は、新法施行日（2020年4月1日）前に、知人が持っていた自作

ＰＣを買ったのですが、施行日後に動画編集をするようになって

不具合が度々生じます。私としては、知人に対して趣味で動画編

集を行うことを説明していたのに、この目的に合致しないＰＣを

売りつけられたのは大変残念な思いです。

私としては、正直ＰＣが要らなくなったので、売買契約を解除

したいのですが、新法では、解除の方法について旧法から変化が

あったと聞きました。

新法施行日前の契約を解除する場合に、新法と旧法どちらが適

用されるのでしょうか。

回 答 「旧法」が適用されます。

改正法附則34条1項には、施行日前に締結された売買契約について

は、なお従前の例による旨が規定されています。

したがって、売買契約締結日が新法施行日前ならば、旧法が適用さ

れることになります。
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施行日
2020年4月1日

不具合発生PC購入
売買契約を
解除できる？

解 説

１ 旧法の規定内容

旧法では、570条・566条において、瑕疵担保責任に基づく解除が規

定されています。

解除の要件として、債務者の帰責事由は要求されていませんが、条

文上、瑕疵によって契約目的を達することができない場合には解除が

できるとされていました。

２ 新法の規定内容と旧法との違い

瑕疵担保責任を定めた旧法に代わり、契約不適合責任を定めた新法

564条では、「前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並

びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。」と

規定されています。

要するに、契約不適合がある場合の解除は、債務不履行による一般

準則に従って解除することができるようになったのです。

よって契約不適合責任の解除については、催告解除による方法（新

法541）と無催告解除による方法（新法542①三前段）が可能となります。

旧法570条・566条とは、解除の要件や方法に大きな違いが生じるこ

とから新法と旧法いずれが適用されるかは重要です。

この点、旧法570条・566条は、催告は不要ですが、隠れた瑕疵の存

在、買主の善意・無過失、契約目的達成不可能が要件となります。
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これに対し、新法541条は、催告を必要としますが、債務不履行が軽

微でなければ催告期間経過後に解除が可能です。

なお、新法542条1項3号では、催告は不要ですが、契約目的達成不可

能が要件となります。隠れた瑕疵の存在や買主の善悪については特に

要件とはされていないところです。

３ 新・旧の適用判断

以上のとおり、新・旧の適用判断は重要です。

この点、新法では、改正法附則34条1項において、新法の施行日前に

締結された売買契約については、なお従前の例、つまり旧法が適用さ

れると規定されています。

したがって、上記各事項についても旧法の適用があるということに

なります。

実務の目

以上のとおり、新法では、瑕疵担保の規定につき、債務不履行

の一般準則が適用されることになりますが、新法施行日前の契約

についてはすべからく旧法が適用されることになりますので、混

乱は少ないものといえます。

【関連条文】

旧 法

（地上権等がある場合等における売主の担保責任）

第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目

的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をし

た目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすること
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ができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、

損害賠償の請求のみをすることができる。

２・３ 〔省略〕

（売主の瑕疵担保責任）

第570条 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。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

新 法

（買主の損害賠償請求及び解除権の行使）

第564条 前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第

541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

改正法附則

（贈与等に関する経過措置）

第34条 施行日前に贈与、売買、消費貸借（旧法第589条に規定する消費貸

借の予約を含む。）、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託又は組合

の各契約が締結された場合におけるこれらの契約及びこれらの契約に付

随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。

２・３ 〔省略〕

第４章 契約各論206


