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改正前 改正後 

【債務不履⾏】  
（履⾏期と履⾏遅滞） 
第四百⼗⼆条 債務の履⾏について確定期限があるときは、債

務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 
２ 債務の履⾏について不確定期限があるときは、債務者は、

その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負
う。 

３ 債務の履⾏について期限を定めなかったときは、債務者
は、履⾏の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 

（受領遅滞） 
第四百⼗三条 債権者が債務の履⾏を受けることを拒み、⼜は

受けることができないときは、その債権者は、履⾏の提供
があった時から遅滞の責任を負う。 

（履⾏の強制） 
第四百⼗四条 債務者が任意に債務の履⾏をしないときは、債

権者は、その強制履⾏を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りで
ない。 

２ 債務の性質が強制履⾏を許さない場合において、その債務
が作為を⽬的とするときは、債権者は、債務者の費⽤で第
三者にこれをさせることを裁判所に請求することができ
る。ただし、法律⾏為を⽬的とする債務については、裁判
をもって債務者の意思表⽰に代えることができる。 

３ 不作為を⽬的とする債務については、債務者の費⽤で、債
務者がした⾏為の結果を除去し、⼜は将来のため適当な処
分をすることを裁判所に請求することができる。 

４ 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 
（債務不履⾏による損害賠償） 
第四百⼗五条 債務者がその債務の本旨に従った履⾏をしな

いときは、債権者は、これによって⽣じた損害の賠償を請
求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によっ
て履⾏をすることができなくなったときも、同様とする。 

（損害賠償の範囲） 
第四百⼗六条 債務の不履⾏に対する損害賠償の請求は、これ

によって通常⽣ずべき損害の賠償をさせることをその⽬
的とする。 

２ 特別の事情によって⽣じた損害であっても、当事者がその
事情を予⾒し、⼜は予⾒することができたときは、債権者
は、その賠償を請求することができる。 

（損害賠償の⽅法） 
第四百⼗七条 損害賠償は、別段の意思表⽰がないときは、⾦

銭をもってその額を定める。 
（過失相殺） 
第四百⼗⼋条 債務の不履⾏に関して債権者に過失があった

ときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及び
その額を定める。 

（⾦銭債務の特則） 
第四百⼗九条 ⾦銭の給付を⽬的とする債務の不履⾏につい

ては、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。た
だし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によ
る。 

２ 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をする
ことを要しない。 

３ 第⼀項の損害賠償については、債務者は、不可抗⼒をもっ
て抗弁とすることができない。 

（賠償額の予定） 
第四百⼆⼗条 当事者は、債務の不履⾏について損害賠償の額

を予定することができる。この場合において、裁判所は、
その額を増減することができない。 

２ 賠償額の予定は、履⾏の請求⼜は解除権の⾏使を妨げな
い。 

３ 違約⾦は、賠償額の予定と推定する。 
第四百⼆⼗⼀条 前条の規定は、当事者が⾦銭でないものを損

（履⾏期と履⾏遅滞） 
第四百⼗⼆条 債務の履⾏について確定期限があるときは、債

務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 
２ 債務の履⾏について不確定期限があるときは、債務者は、

その期限の到来した後に履⾏の請求を受けた時⼜はその
期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅
滞の責任を負う。 

３ 債務の履⾏について期限を定めなかったときは、債務者
は、履⾏の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 

（履⾏不能） 
第四百⼗⼆条の⼆ 債務の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、第四百⼗五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。 

（受領遅滞） 
第四百⼗三条 債権者が債務の履⾏を受けることを拒み、⼜は

受けることができない場合において、その債務の⽬的が特
定物の引渡しであるときは、債務者は、履⾏の提供をした
時からその引渡しをするまで、⾃⼰の財産に対するのと同
⼀の注意をもって、その物を保存すれば⾜りる。 

２ 債権者が債務の履⾏を受けることを拒み、⼜は受けること
ができないことによって、その履⾏の費⽤が増加したとき
は、その増加額は、債権者の負担とする。 

（履⾏遅滞中⼜は受領遅滞中の履⾏不能と帰責事由） 
第四百⼗三条の⼆ 債務者がその債務について遅滞の責任を

負っている間に当事者双⽅の責めに帰することができな
い事由によってその債務の履⾏が不能となったときは、そ
の履⾏の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるもの
とみなす。 

２ 債権者が債務の履⾏を受けることを拒み、⼜は受けること
ができない場合において、履⾏の提供があった時以後に当
事者双⽅の責めに帰することができない事由によってそ
の債務の履⾏が不能となったときは、その履⾏の不能は、
債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。 

（履⾏の強制） 
第四百⼗四条 債務者が任意に債務の履⾏をしないときは、債

権者は、⺠事執⾏法その他強制執⾏の⼿続に関する法令の
規定に従い、直接強制、代替執⾏、間接強制その他の⽅法
による履⾏の強制を裁判所に請求することができる。ただ
し、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 

２ 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 
（債務不履⾏による損害賠償） 
第四百⼗五条 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は、債権者は、こ
れによって⽣じた損害の賠償を請求することができる。た
だし、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は、この限りでな
い。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場
合において、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。 
⼀ 債務の履⾏が不能であるとき。 
⼆ 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。 
三 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。 

（損害賠償の範囲） 
第四百⼗六条 債務の不履⾏に対する損害賠償の請求は、これ



2 
 

害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準⽤す
る。 

（損害賠償による代位） 
第四百⼆⼗⼆条 債権者が、損害賠償として、その債権の⽬的

である物⼜は権利の価額の全部の⽀払を受けたときは、債
務者は、その物⼜は権利について当然に債権者に代位す
る。 

によって通常⽣ずべき損害の賠償をさせることをその⽬
的とする。 

２ 特別の事情によって⽣じた損害であっても、当事者がその
事情を予⾒すべきであったときは、債権者は、その賠償を
請求することができる。 

（損害賠償の⽅法） 
第四百⼗七条 損害賠償は、別段の意思表⽰がないときは、⾦

銭をもってその額を定める。 
（中間利息の控除） 
第四百⼗七条の⼆ 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。 

（過失相殺） 
第四百⼗⼋条 債務の不履⾏⼜はこれによる損害の発⽣若し

くは拡⼤に関して債権者に過失があったときは、裁判所
は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 

（⾦銭債務の特則） 
第四百⼗九条 ⾦銭の給付を⽬的とする債務の不履⾏につい

ては、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った
最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約
定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 

２ 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をする
ことを要しない。 

３ 第⼀項の損害賠償については、債務者は、不可抗⼒をもっ
て抗弁とすることができない。 

（賠償額の予定） 
第四百⼆⼗条 当事者は、債務の不履⾏について損害賠償の額

を予定することができる。 
２ 賠償額の予定は、履⾏の請求⼜は解除権の⾏使を妨げな

い。 
３ 違約⾦は、賠償額の予定と推定する。 
第四百⼆⼗⼀条 前条の規定は、当事者が⾦銭でないものを損

害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準⽤す
る。 

（損害賠償による代位） 
第四百⼆⼗⼆条 債権者が、損害賠償として、その債権の⽬的

である物⼜は権利の価額の全部の⽀払を受けたときは、債
務者は、その物⼜は権利について当然に債権者に代位す
る。 

（代償請求権） 
第四百⼆⼗⼆条の⼆ 債務者が、その債務の履⾏が不能となっ

たのと同⼀の原因により債務の⽬的物の代償である権利
⼜は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の
額の限度において、債務者に対し、その権利の移転⼜はそ
の利益の償還を請求することができる。 

 
【危険負担】  
（債権者の危険負担） 
第五百三⼗四条 特定物に関する物権の設定⼜は移転を双務

契約の⽬的とした場合において、その物が債務者の責めに
帰することができない事由によって滅失し、⼜は損傷した
ときは、その滅失⼜は損傷は、債権者の負担に帰する。 

２ 不特定物に関する契約については、第四百⼀条第⼆項の規
定によりその物が確定した時から、前項の規定を適⽤す
る。 

（停⽌条件付双務契約における危険負担） 
第五百三⼗五条 前条の規定は、停⽌条件付双務契約の⽬的物

が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適⽤し
ない。 

第五百三⼗四条 削除 
第五百三⼗五条 削除 
（債務者の危険負担等） 
第五百三⼗六条 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。 

２ 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。 
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２ 停⽌条件付双務契約の⽬的物が債務者の責めに帰するこ
とができない事由によって損傷したときは、その損傷は、
債権者の負担に帰する。 

３ 停⽌条件付双務契約の⽬的物が債務者の責めに帰すべき
事由によって損傷した場合において、条件が成就したとき
は、債権者は、その選択に従い、契約の履⾏の請求⼜は解
除権の⾏使をすることができる。この場合においては、損
害賠償の請求を妨げない。 

（債務者の危険負担等） 
第五百三⼗六条 前⼆条に規定する場合を除き、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、債務者は、反対給付を受
ける権利を有しない。 

２ 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、債務者は、反対給付を受ける
権利を失わない。この場合において、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。 

 
【解除】  
（解除権の⾏使） 
第五百四⼗条 契約⼜は法律の規定により当事者の⼀⽅が解

除権を有するときは、その解除は、相⼿⽅に対する意思表
⽰によってする。 

２ 前項の意思表⽰は、撤回することができない。 
（履⾏遅滞等による解除権） 
第五百四⼗⼀条 当事者の⼀⽅がその債務を履⾏しない場合

において、相⼿⽅が相当の期間を定めてその履⾏の催告を
し、その期間内に履⾏がないときは、相⼿⽅は、契約の解
除をすることができる。 

（定期⾏為の履⾏遅滞による解除権） 
第五百四⼗⼆条 契約の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特

定の⽇時⼜は⼀定の期間内に履⾏をしなければ契約をし
た⽬的を達することができない場合において、当事者の⼀
⽅が履⾏をしないでその時期を経過したときは、相⼿⽅
は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除を
することができる。 

（履⾏不能による解除権） 
第五百四⼗三条 履⾏の全部⼜は⼀部が不能となったときは、

債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その
債務の不履⾏が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は、この限りでない。 

（解除権の不可分性） 
第五百四⼗四条 当事者の⼀⽅が数⼈ある場合には、契約の解

除は、その全員から⼜はその全員に対してのみ、すること
ができる。 

２ 前項の場合において、解除権が当事者のうちの⼀⼈につい
て消滅したときは、他の者についても消滅する。 

（解除の効果） 
第五百四⼗五条 当事者の⼀⽅がその解除権を⾏使したとき

は、各当事者は、その相⼿⽅を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。 

２ 前項本⽂の場合において、⾦銭を返還するときは、その受
領の時から利息を付さなければならない。 

３ 解除権の⾏使は、損害賠償の請求を妨げない。 
（契約の解除と同時履⾏） 
第五百四⼗六条 第五百三⼗三条の規定は、前条の場合につい

て準⽤する。 
（催告による解除権の消滅） 
第五百四⼗七条 解除権の⾏使について期間の定めがないと

きは、相⼿⽅は、解除権を有する者に対し、相当の期間を
定めて、その期間内に解除を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、その期間
内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 

（解除権の⾏使） 
第五百四⼗条 契約⼜は法律の規定により当事者の⼀⽅が解

除権を有するときは、その解除は、相⼿⽅に対する意思表
⽰によってする。 

２ 前項の意思表⽰は、撤回することができない。 
（催告による解除） 
第五百四⼗⼀条 当事者の⼀⽅がその債務を履⾏しない場合

において、相⼿⽅が相当の期間を定めてその履⾏の催告を
し、その期間内に履⾏がないときは、相⼿⽅は、契約の解
除をすることができる。ただし、その期間を経過した時に
おける債務の不履⾏がその契約及び取引上の社会通念に
照らして軽微であるときは、この限りでない。 

（催告によらない解除） 
第五百四⼗⼆条 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 債務の全部の履⾏が不能であるとき。 
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 債務の⼀部の履⾏が不能である場合⼜は債務者がそ

の債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明確に表⽰し
た場合において、残存する部分のみでは契約をした⽬
的を達することができないとき。 

四 契約の性質⼜は当事者の意思表⽰により、特定の⽇時
⼜は⼀定の期間内に履⾏をしなければ契約をした⽬
的を達することができない場合において、債務者が履
⾏をしないでその時期を経過したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履⾏
をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした⽬的
を達するのに⾜りる履⾏がされる⾒込みがないこと
が明らかであるとき。 

２ 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、直ちに契約の⼀部の解除をすることができる。 
⼀ 債務の⼀部の履⾏が不能であるとき。 
⼆ 債務者がその債務の⼀部の履⾏を拒絶する意思を明

確に表⽰したとき。 
（債権者の責めに帰すべき事由による場合） 
第五百四⼗三条 債務の不履⾏が債権者の責めに帰すべき事

由によるものであるときは、債権者は、前⼆条の規定によ
る契約の解除をすることができない。 

（解除権の不可分性） 
第五百四⼗四条 当事者の⼀⽅が数⼈ある場合には、契約の解

除は、その全員から⼜はその全員に対してのみ、すること
ができる。 

２ 前項の場合において、解除権が当事者のうちの⼀⼈につい
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（解除権者の⾏為等による解除権の消滅） 
第五百四⼗⼋条 解除権を有する者が⾃⼰の⾏為若しくは過

失によって契約の⽬的物を著しく損傷し、若しくは返還す
ることができなくなったとき、⼜は加⼯若しくは改造によ
ってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅
する。 

２ 契約の⽬的物が解除権を有する者の⾏為⼜は過失によら
ないで滅失し、⼜は損傷したときは、解除権は、消滅しな
い。 

て消滅したときは、他の者についても消滅する。 
（解除の効果） 
第五百四⼗五条 当事者の⼀⽅がその解除権を⾏使したとき

は、各当事者は、その相⼿⽅を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。 

２ 前項本⽂の場合において、⾦銭を返還するときは、その受
領の時から利息を付さなければならない。 

３ 第⼀項本⽂の場合において、⾦銭以外の物を返還するとき
は、その受領の時以後に⽣じた果実をも返還しなければな
らない。 

４ 解除権の⾏使は、損害賠償の請求を妨げない。 
（契約の解除と同時履⾏） 
第五百四⼗六条 第五百三⼗三条の規定は、前条の場合につい

て準⽤する。 
（催告による解除権の消滅） 
第五百四⼗七条 解除権の⾏使について期間の定めがないと

きは、相⼿⽅は、解除権を有する者に対し、相当の期間を
定めて、その期間内に解除を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、その期間
内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 

（解除権者の故意による⽬的物の損傷等による解除権の消滅） 
第五百四⼗⼋条 解除権を有する者が故意若しくは過失によ

って契約の⽬的物を著しく損傷し、若しくは返還すること
ができなくなったとき、⼜は加⼯若しくは改造によってこ
れを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知
らなかったときは、この限りでない。 

 
【賃貸借】  
（賃貸借の解除の効⼒） 
第六百⼆⼗条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将

来に向かってのみその効⼒を⽣ずる。この場合において、
当事者の⼀⽅に過失があったときは、その者に対する損害
賠償の請求を妨げない。 

 

（賃貸借の解除の効⼒） 
第六百⼆⼗条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将

来に向かってのみその効⼒を⽣ずる。この場合において
は、損害賠償の請求を妨げない。 

【請負】  
（請負） 
第六百三⼗⼆条 請負は、当事者の⼀⽅がある仕事を完成する

ことを約し、相⼿⽅がその仕事の結果に対してその報酬を
⽀払うことを約することによって、その効⼒を⽣ずる。 

（報酬の⽀払時期） 
第六百三⼗三条 報酬は、仕事の⽬的物の引渡しと同時に、⽀

払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないと
きは、第六百⼆⼗四条第⼀項の規定を準⽤する。 

（請負⼈の担保責任） 
第六百三⼗四条 仕事の⽬的物に瑕疵があるときは、注⽂者

は、請負⼈に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補
を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合
において、その修補に過分の費⽤を要するときは、この限
りでない。 

２ 注⽂者は、瑕疵の修補に代えて、⼜はその修補とともに、
損害賠償の請求をすることができる。この場合において
は、第五百三⼗三条の規定を準⽤する。 

第六百三⼗五条 仕事の⽬的物に瑕疵があり、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、注⽂者は、契
約の解除をすることができる。ただし、建物その他の⼟地
の⼯作物については、この限りでない。 

（請負⼈の担保責任に関する規定の不適⽤） 
第六百三⼗六条 前⼆条の規定は、仕事の⽬的物の瑕疵が注⽂

者の供した材料の性質⼜は注⽂者の与えた指図によって
⽣じたときは、適⽤しない。ただし、請負⼈がその材料⼜
は指図が不適当であることを知りながら告げなかったと
きは、この限りでない。 

（請負⼈の担保責任の存続期間） 

（請負） 
第六百三⼗⼆条 請負は、当事者の⼀⽅がある仕事を完成する

ことを約し、相⼿⽅がその仕事の結果に対してその報酬を
⽀払うことを約することによって、その効⼒を⽣ずる。 

（報酬の⽀払時期） 
第六百三⼗三条 報酬は、仕事の⽬的物の引渡しと同時に、⽀

払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないと
きは、第六百⼆⼗四条第⼀項の規定を準⽤する。 

（注⽂者が受ける利益の割合に応じた報酬） 
第六百三⼗四条 次に掲げる場合において、請負⼈が既にした

仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注⽂者が利
益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この
場合において、請負⼈は、注⽂者が受ける利益の割合に応
じて報酬を請求することができる。 
⼀ 注⽂者の責めに帰することができない事由によって

仕事を完成することができなくなったとき。 
⼆ 請負が仕事の完成前に解除されたとき。 

第六百三⼗五条 削除 
（請負⼈の担保責任の制限） 
第六百三⼗六条 請負⼈が種類⼜は品質に関して契約の内容

に適合しない仕事の⽬的物を注⽂者に引き渡したとき（そ
の引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に
仕事の⽬的物が種類⼜は品質に関して契約の内容に適合
しないとき）は、注⽂者は、注⽂者の供した材料の性質⼜
は注⽂者の与えた指図によって⽣じた不適合を理由とし
て、履⾏の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請
求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負⼈
がその材料⼜は指図が不適当であることを知りながら告
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第六百三⼗七条 前三条の規定による瑕疵の修補⼜は損害賠
償の請求及び契約の解除は、仕事の⽬的物を引き渡した時
から⼀年以内にしなければならない。 

２ 仕事の⽬的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間
は、仕事が終了した時から起算する。 

第六百三⼗⼋条 建物その他の⼟地の⼯作物の請負⼈は、その
⼯作物⼜は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担
保の責任を負う。ただし、この期間は、⽯造、⼟造、れん
が造、コンクリート造、⾦属造その他これらに類する構造
の⼯作物については、⼗年とする。 

２ ⼯作物が前項の瑕疵によって滅失し、⼜は損傷したとき
は、注⽂者は、その滅失⼜は損傷の時から⼀年以内に、第
六百三⼗四条の規定による権利を⾏使しなければならな
い。 

（担保責任の存続期間の伸⻑） 
第六百三⼗九条 第六百三⼗七条及び前条第⼀項の期間は、第

百六⼗七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で
伸⻑することができる。 

（担保責任を負わない旨の特約） 
第六百四⼗条 請負⼈は、第六百三⼗四条⼜は第六百三⼗五条

の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたとき
であっても、知りながら告げなかった事実については、そ
の責任を免れることができない。 

（注⽂者による契約の解除） 
第六百四⼗⼀条 請負⼈が仕事を完成しない間は、注⽂者は、

いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 
（注⽂者についての破産⼿続の開始による解除） 
第六百四⼗⼆条 注⽂者が破産⼿続開始の決定を受けたとき

は、請負⼈⼜は破産管財⼈は、契約の解除をすることがで
きる。この場合において、請負⼈は、既にした仕事の報酬
及びその中に含まれていない費⽤について、破産財団の配
当に加⼊することができる。 

２ 前項の場合には、契約の解除によって⽣じた損害の賠償
は、破産管財⼈が契約の解除をした場合における請負⼈に
限り、請求することができる。この場合において、請負⼈
は、その損害賠償について、破産財団の配当に加⼊する。 

 

げなかったときは、この限りでない。 
（⽬的物の種類⼜は品質に関する担保責任の期間の制限） 
第六百三⼗七条 前条本⽂に規定する場合において、注⽂者が

その不適合を知った時から⼀年以内にその旨を請負⼈に
通知しないときは、注⽂者は、その不適合を理由として、
履⾏の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及
び契約の解除をすることができない。 

２ 前項の規定は、仕事の⽬的物を注⽂者に引き渡した時（そ
の引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時）
において、請負⼈が同項の不適合を知り、⼜は重⼤な過失
によって知らなかったときは、適⽤しない。 

第六百三⼗⼋条 削除 
第六百三⼗九条 削除 
第六百四⼗条 削除 
（注⽂者による契約の解除） 
第六百四⼗⼀条 請負⼈が仕事を完成しない間は、注⽂者は、

いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 
（注⽂者についての破産⼿続の開始による解除） 
第六百四⼗⼆条 注⽂者が破産⼿続開始の決定を受けたとき

は、請負⼈⼜は破産管財⼈は、契約の解除をすることがで
きる。ただし、請負⼈による契約の解除については、仕事
を完成した後は、この限りでない。 

２ 前項に規定する場合において、請負⼈は、既にした仕事の
報酬及びその中に含まれていない費⽤について、破産財団
の配当に加⼊することができる。 

３ 第⼀項の場合には、契約の解除によって⽣じた損害の賠償
は、破産管財⼈が契約の解除をした場合における請負⼈に
限り、請求することができる。この場合において、請負⼈
は、その損害賠償について、破産財団の配当に加⼊する。 

 

【委任】  
（委任） 
第六百四⼗三条 委任は、当事者の⼀⽅が法律⾏為をすること

を相⼿⽅に委託し、相⼿⽅がこれを承諾することによっ
て、その効⼒を⽣ずる。 

（受任者の注意義務） 
第六百四⼗四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者

の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 
（受任者による報告） 
第六百四⼗五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつ

でも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後
は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならな
い。 

（受任者による受取物の引渡し等） 
第六百四⼗六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受

け取った⾦銭その他の物を委任者に引き渡さなければな
らない。その収取した果実についても、同様とする。 

２ 受任者は、委任者のために⾃⼰の名で取得した権利を委任
者に移転しなければならない。 

（受任者の⾦銭の消費についての責任） 
第六百四⼗七条 受任者は、委任者に引き渡すべき⾦額⼜はそ

の利益のために⽤いるべき⾦額を⾃⼰のために消費した
ときは、その消費した⽇以後の利息を⽀払わなければなら
ない。この場合において、なお損害があるときは、その賠
償の責任を負う。 

（受任者の報酬） 
第六百四⼗⼋条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して

（委任） 
第六百四⼗三条 委任は、当事者の⼀⽅が法律⾏為をすること

を相⼿⽅に委託し、相⼿⽅がこれを承諾することによっ
て、その効⼒を⽣ずる。 

（受任者の注意義務） 
第六百四⼗四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者

の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 
（復受任者の選任等） 
第六百四⼗四条の⼆ 受任者は、委任者の許諾を得たとき、⼜

はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選
任することができない。 

２ 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する
復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、
その権限の範囲内において、受任者と同⼀の権利を有し、
義務を負う。 

（受任者による報告） 
第六百四⼗五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつ

でも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後
は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならな
い。 

（受任者による受取物の引渡し等） 
第六百四⼗六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受

け取った⾦銭その他の物を委任者に引き渡さなければな
らない。その収取した果実についても、同様とする。 

２ 受任者は、委任者のために⾃⼰の名で取得した権利を委任
者に移転しなければならない。 
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報酬を請求することができない。 
２ 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履⾏し

た後でなければ、これを請求することができない。ただし、
期間によって報酬を定めたときは、第六百⼆⼗四条第⼆項
の規定を準⽤する。 

３ 委任が受任者の責めに帰することができない事由によっ
て履⾏の中途で終了したときは、受任者は、既にした履⾏
の割合に応じて報酬を請求することができる。 

（受任者による費⽤の前払請求） 
第六百四⼗九条 委任事務を処理するについて費⽤を要する

ときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしな
ければならない。 

（受任者による費⽤等の償還請求等） 
第六百五⼗条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認め

られる費⽤を⽀出したときは、委任者に対し、その費⽤及
び⽀出の⽇以後におけるその利息の償還を請求すること
ができる。 

２ 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務
を負担したときは、委任者に対し、⾃⼰に代わってその弁
済をすることを請求することができる。この場合におい
て、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当
の担保を供させることができる。 

３ 受任者は、委任事務を処理するため⾃⼰に過失なく損害を
受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することが
できる。 

（委任の解除） 
第六百五⼗⼀条 委任は、各当事者がいつでもその解除をする

ことができる。 
２ 当事者の⼀⽅が相⼿⽅に不利な時期に委任の解除をした

ときは、その当事者の⼀⽅は、相⼿⽅の損害を賠償しなけ
ればならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、
この限りでない。 

（委任の解除の効⼒） 
第六百五⼗⼆条 第六百⼆⼗条の規定は、委任について準⽤す

る。 
（委任の終了事由） 
第六百五⼗三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 

⼀  委任者⼜は受任者の死亡 
⼆  委任者⼜は受任者が破産⼿続開始の決定を受けたこ

と。 
三  受任者が後⾒開始の審判を受けたこと。 

（委任の終了後の処分） 
第六百五⼗四条 委任が終了した場合において、急迫の事情が

あるときは、受任者⼜はその相続⼈若しくは法定代理⼈
は、委任者⼜はその相続⼈若しくは法定代理⼈が委任事務
を処理することができるに⾄るまで、必要な処分をしなけ
ればならない。 

（委任の終了の対抗要件） 
第六百五⼗五条 委任の終了事由は、これを相⼿⽅に通知した

とき、⼜は相⼿⽅がこれを知っていたときでなければ、こ
れをもってその相⼿⽅に対抗することができない。 

（準委任） 
第六百五⼗六条 この節の規定は、法律⾏為でない事務の委託

について準⽤する。 
 

（受任者の⾦銭の消費についての責任） 
第六百四⼗七条 受任者は、委任者に引き渡すべき⾦額⼜はそ

の利益のために⽤いるべき⾦額を⾃⼰のために消費した
ときは、その消費した⽇以後の利息を⽀払わなければなら
ない。この場合において、なお損害があるときは、その賠
償の責任を負う。 

（受任者の報酬） 
第六百四⼗⼋条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して

報酬を請求することができない。 
２ 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履⾏し

た後でなければ、これを請求することができない。ただし、
期間によって報酬を定めたときは、第六百⼆⼗四条第⼆項
の規定を準⽤する。 

３ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履⾏の割合に応
じて報酬を請求することができる。 
⼀ 委任者の責めに帰することができない事由によって

委任事務の履⾏をすることができなくなったとき。 
⼆ 委任が履⾏の中途で終了したとき。 

（成果等に対する報酬） 
第六百四⼗⼋条の⼆ 委任事務の履⾏により得られる成果に対

して報酬を⽀払うことを約した場合において、その成果が
引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時
に、⽀払わなければならない。 

２ 第六百三⼗四条の規定は、委任事務の履⾏により得られる
成果に対して報酬を⽀払うことを約した場合について準
⽤する。 

（受任者による費⽤の前払請求） 
第六百四⼗九条 委任事務を処理するについて費⽤を要する

ときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしな
ければならない。 

（受任者による費⽤等の償還請求等） 
第六百五⼗条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認め

られる費⽤を⽀出したときは、委任者に対し、その費⽤及
び⽀出の⽇以後におけるその利息の償還を請求すること
ができる。 

２ 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務
を負担したときは、委任者に対し、⾃⼰に代わってその弁
済をすることを請求することができる。この場合におい
て、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当
の担保を供させることができる。 

３ 受任者は、委任事務を処理するため⾃⼰に過失なく損害を
受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することが
できる。 

（委任の解除） 
第六百五⼗⼀条 委任は、各当事者がいつでもその解除をする

ことができる。 
２ 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合

には、相⼿⽅の損害を賠償しなければならない。ただし、
やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 
⼀ 相⼿⽅に不利な時期に委任を解除したとき。 
⼆ 委任者が受任者の利益（専ら報酬を得ることによるも

のを除く。）をも⽬的とする委任を解除したとき。 
（委任の解除の効⼒） 
第六百五⼗⼆条 第六百⼆⼗条の規定は、委任について準⽤す

る。 
（委任の終了事由） 
第六百五⼗三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 

⼀ 委任者⼜は受任者の死亡 
⼆ 委任者⼜は受任者が破産⼿続開始の決定を受けたこ

と。 
三 受任者が後⾒開始の審判を受けたこと。 

（委任の終了後の処分） 
第六百五⼗四条 委任が終了した場合において、急迫の事情が

あるときは、受任者⼜はその相続⼈若しくは法定代理⼈
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は、委任者⼜はその相続⼈若しくは法定代理⼈が委任事務
を処理することができるに⾄るまで、必要な処分をしなけ
ればならない。 

（委任の終了の対抗要件） 
第六百五⼗五条 委任の終了事由は、これを相⼿⽅に通知した

とき、⼜は相⼿⽅がこれを知っていたときでなければ、こ
れをもってその相⼿⽅に対抗することができない。 

（準委任） 
第六百五⼗六条 この節の規定は、法律⾏為でない事務の委託

について準⽤する。 
 


