
法制審議会民法（債権関係）部会 

審議事項・部会資料・議事録一覧 

（部会） 

会  議 区 分 検討項目 及び 部会資料 議事録 

第１回（21.11.24） 総 論 (1) 改正の必要性等(1) 審議スケジュール 部会資料１ 部会資料２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第２回（21.12.22） 総 論 (2) 改正の必要性等(2) 改正の必要性 部会資料３ 審議の進め方 部会資料４ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第３回（22.１.26） 第１読会(1) 履行の請求 債務不履行による損害賠償 部会資料５－１ 部会資料５－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第４回（22.２.23） 第１読会(2) 契約の解除 危険負担 受領遅滞 その他の新規規定 部会資料５－１ 部会資料５－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第５回（22.３.９） 第１読会(3) 債権者代位権 詐害行為取消権 部会資料７－１ 部会資料７－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第６回（22.３.23） 第１読会(4)  詐害行為取消権(続き) 部会資料７－１ 部会資料７－２ 多数当事者 保証 部会資料８

－１ 部会資料８－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第７回（22.４.13） 第１読会(5) 債権譲渡 証券的債権 部会資料９－１ 部会資料９－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第８回（22.４.27） 第１読会(6) 弁済 相殺 更改 部会資料１０－１ 部会資料１０－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第９回（22.５.18） 第１読会(7)  契約に関する基本原則 契約交渉段階 申込みと承諾 懸賞広告 部会資料１１－１ 部

会資料１１－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第10回（22.６.８） 第１読会(8) 法律行為通則 意思能力 意思表示 部会資料１２－１ 部会資料１２－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第11回（22.６.29） 第１読会(9)  約款 部会資料１１－１ 部会資料１１－２ 不当条項規制 無効及び取消し 部会資料１

３－１ 部会資料１３－２  

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第12回（22.７.20） 第１読会(10)  条件及び期限 代理 部会資料１３－１ 部会資料１３－２  期間の計算 消滅時効 部

会資料１４－１  部会資料１４－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 
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 第13回（22.７.27） 第１読会(11)  代理 部会資料１３－１ 部会資料１３－２  債務引受 契約上の地位の移転 部会資料

９－１ 部会資料９－２ 免除及び混同 決済手段の高度化・複雑化への民法上の対応の

要否（多数当事者間の決済に関する問題について）部会資料１０－１ 部会資料１０－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第14回（22.９.７） 第１読会(12)  売買－総則売買－売買の効力（担保責任） 

売買－売買の効力（担保責任以外）売買－買戻し，特殊の売買 交換 部会資料１５－１ 

部会資料１５－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第15回（22.９.28） 第１読会(13)  消費貸借 賃貸借 部会資料１６－１ 部会資料１６－２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第16回（22.10.19） 第１読会(14)  贈与 部会資料１５－１ 部会資料１５－２ 使用貸借 部会資料１６－１ 部会資料１６－

２ 役務提供型(総論) 請負 部会資料１７－１ 部会資料１７－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第17回（22.10.26） 第１読会(15)  請負（続き） 委任 準委任に変わる受皿規定 雇用 役務提供型契約に関する規定の編

成方法 部会資料１７－１ 部会資料１７－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第18回（22.11.９） 第１読会(16)  寄託 部会資料１７－１ 部会資料１７－２ 組合 終身定期金 和解 新種の契約 部会

資料１８－１ 部会資料１８－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第19回（22.11.30） 第１読会(17)  債権の目的 事情変更の原則 不安の抗弁権 賠償額の予定 契約の解釈 第三者のた

めにする契約 部会資料１９－１ 部会資料１９－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第20回（22.12.14） 第１読会(18)  継続的契約 法定債権に関する規定に与える影 部会資料１９－１ 部会資料１９－２ 

消費者・事業者に関する規定 規定の配置 部会資料２０－１ 部会資料２０－２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第21回（23.１.11） 論点整理(1)  「中間的な論点整理のたたき台(1)」 

債務不履行による損害賠償 契約の解除 危険負担 債権者代位権 詐害行為取

消権 保証債務 など 部会資料２１ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第22回（23.１.25） 論点整理(2)  「中間的な論点整理のたたき台(2)」 

債権譲渡 債務引受 弁済 相殺 契約交渉段階 申込みと承諾 約款（定義及び

組入要件） 法律行為通則 意思能力 意思表示 など 部会資料２２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 
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 第23回（23.２.８） 論点整理(3)  「中間的な論点整理のたたき台(3)」 

不当条項規制 部会資料２２ 無効及び取消し 代理 消滅時効 売買 贈与 消費

貸借 など 部会資料２３ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第24回（23.２.22） 論点整理(4)  「中間的な論点整理のたたき台(4)」 

賃貸借 部会資料２３ 請負 委任 雇用 寄託 組合 新種の契約 事情変更の原

則 消費者・事業者に関する規定 規定の配置 など 部会資料２４ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第25回（23.３.８） 論点整理(5)  「中間的な論点整理のたたき台(1)(2)改訂版」 部会資料２５ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第26回（23.４.12） 論点整理(6)  「中間的な論点整理案」 部会資料２６ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

  民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理 

民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理の補足説明 

 

 第27回（23.６.７） ヒアリング  各種団体からのヒアリング（１） ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第28回（23.６.21） ヒアリング  各種団体からのヒアリング（２） ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第29回（23.６.28） ヒアリング  各種団体からのヒアリング（３） ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第30回（23.７.26） 第２読会(1)  第２ステージの審議の進め方 部会資料２８  法律行為通則 意思能力 部会資料２７ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第31回（23.８.30） 第２読会(2)  心裡留保 通謀虚偽表示 錯誤 部会資料２７ 詐欺及び強迫 部会資料２９ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第32回（23.９.20） 第２読会(3)  意思表示 無効及び取消し 部会資料２９ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第33回（23.10.11） 第２読会(4)  無効及び取消し(続き) 代理 部会資料２９ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第34回（23.11.１） 第２読会(5)  条件・期限 期間の計算 部会資料３０ 消滅時効 部会資料３１ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第35回（23.11.15） 第２読会(6)  「中間的な論点整理」パブコメの結果報告と補充的検討 

部会資料３３－１ 部会資料３３－２ 部会資料３３－３ 部会資料３３－４ 部会資料３３

－５ 部会資料３３－６ 部会資料３３－７ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第36回（23.11.29） 第２読会(7)  消滅時効（続き）債権の目的 部会資料３１ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第37回（23.12.13） 第２読会(8)  履行の請求権等 債務不履行による損害賠償 部会資料３２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 
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 第38回（23.12.20） 第２読会(9)  債務不履行による損害賠償（続き）賠償額の予定（民法第４２０条，第４２１条）部会資料３

４ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第39回（24.１.17） 第２読会(10)  契約の解除 危険負担 部会資料３４ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第40回（24.１.31） 第２読会(11)  危険負担（続き） 受領遅滞（民法第４１３条）債務不履行に関連する新規規定 部会資料

３４ 債権者代位権 部会資料３５ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第41回（24.２.14） 第２読会(12)  債権者代位権（続き） 詐害行為取消権 部会資料３５ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第42回（24.３.６） 第２読会(13)  詐害行為取消権（続き） 部会資料３５ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第43回（24.３.27） 第２読会(14)  詐害行為取消権（続き） 多数当事者の債権及び債務 部会資料３６ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第44回（24.４.３） 第２読会(15) 保証債務 部会資料３６ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第45回（24.４.17） 第２読会(16) 債権譲渡 部会資料３７ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第46回（24.５.８） 第２読会(17) 証券的債権及び有価証券に関する規定の整備 債務引受 契約上の地位の移転 

部会資料３８ 弁済 部会資料３９ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第47回（24.５.22） 第２読会(18) 弁済（続き） 相殺 部会資料３９ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第48回（24.６.５） 第２読会(19) 更改 免除及び混同 部会資料４０ 契約に関する基本原則等 契約交渉段階 

部会資料４１ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第49回（24.６.12） 第２読会(20) 契約交渉段階 申込みと承諾 懸賞広告 部会資料４１ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第50回（24.６.26） 第２読会(21) 第三者のためにする契約 約款（定義及び組入要件）不当条項規制 部会資料４

２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第51回（24.７.３） 第２読会(22) 不当条項規制（続き） 部会資料４２ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第52回（24.７.17） 第２読会(23) 売買-総則 売買－売買の効力（売主の責任） 部会資料４３ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第53回（24.７.31） 第２読会(24) 売買－売買の効力（売主の責任）（続き） 売買－売買の効力（前記以外） 売買－

買戻し，特殊の売買 部会資料４３ 贈与 消費貸借 部会資料４４ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

 第54回（24.８.７） 第２読会(25)  消費貸借(続き)  部会資料４４ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 
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 第55回（24.８.28） 第２読会(26)  賃貸借 部会資料４５ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第56回（24.９.11） 第２読会(27)  使用貸借 部会資料４５ 請負 部会資料４６ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第57回（24.９.18） 第２読会(28)  委任 役務提供型の典型契約（雇用，請負，委任，寄託）総論 部会資料４６ 準委任に

代わる役務提供型契約の受皿規定 部会資料４７ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第58回（24.10.2） 第２読会(29)  準委任に代わる役務提供型契約の受皿規定（続き） 雇用 寄託 部会資料４７ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第59回（24.10.16） 第２読会(30)  寄託（続き） 組合 部会資料４７ 終身定期金 和解 新種の契約 部会資料４８ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第60回(24.10.23) 第２読会(31)  事情変更の法理 不安の抗弁権  継続的契約 部会資料４８ 契約の解釈 法定

債権に関する規定の見直しの要否等 部会資料４９ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第61回(24.11.6) 第２読会(32)  消費者・事業者に関する規定 規定の配置 部会資料４９ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

【補充的な検討】 法定利率  保証人保護の方策の拡充等  有価証券に関する

規定の整備 相殺 部会資料５０ 

第62回(24.11.13) 第２読会(33) 【補充的な検討】 債権者代位権 詐害行為取消権 部会資料５１ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第63回(24.11.27) 第２読会(34) 【補充的な検討】 要物性の見直し等 債権譲渡の対抗要件制度 債権の消滅時効にお

ける原則的な時効期間と起算点 部会資料５２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第64回(24.12.4) 中間試案(1) 「中間試案のたたき台(1)」 

法律行為総則 意思能力 意思表示 代理 無効及び取消し 債権の目的 履行請求

権等 債務不履行による損害賠償 部会資料５３ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第65回(24.12.18) 中間試案(2) 「中間試案のたたき台(2)」 

 契約の解除 危険負担 受領（受取）遅滞（民法第４１３条関係） 代償請求権 条件

及び期限 期間の計算 消滅時効 債権者代位権 詐害行為取消権 部会資料５４ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 
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第66回(25.1.15) 中間試案(3) 「中間試案のたたき台(3)」 

 多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。） 保証債務 債権譲渡 有価証券に関

する規律 債務引受 契約上の地位の移転 弁済 部会資料５５ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第67回(25.1.22) 中間試案(4) 「中間試案のたたき台(4)」 

 相殺 免除 更改 混同 契約に関する基本原則 契約交渉段階 契約の成立 

第三者のためにする契約 約款 不当条項規制 売買 部会資料５６ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第68回(25.2.5) 中間試案(5) 「中間試案のたたき台(5)」 

 贈与 消費貸借 賃貸借 使用貸借 請負 委任 準委任に代わる役務提供型契約の

受皿規定 雇用 寄託 部会資料５７ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第69回(25.2.12) 中間試案(6) 「中間試案のたたき台(5)」 

 組合 終身定期金 和解 事情変更の法理 不安の抗弁権 継続的契約 契約の

解釈 契約以外を発生原因とする債務の不履行による損害賠償責任の免責事由 信

義則等の適用に当たっての考慮要素 部会資料５７ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第70回(25.2.19) 中間試案(7) 「中間試案のたたき台(1)(2)(3)改訂版」 部会資料５８ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第71回(25.2.26) 中間試案(8) 「中間試案のたたき台(4)(5)改訂版」 部会資料５９ 

「中間試案（案）」 部会資料６０ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

  民法（債権関係）の改正に関する中間試案（平成２５年７月４日補訂） 

民法（債権関係）の改正に関する中間試案（概要付き）（平成２５年７月４日補訂） 

民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明（平成２５年７月４日補訂） 

 

 

 

第7２回(25.5.28) 第２読会(35) ｢民法（債権関係）の改正に関する論点の補充的な検討（４）｣ 規定の配置 部会資料６１ ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

第7３回(25.6.18) 第２読会(36) ｢民法（債権関係）の改正に関する論点の補充的な検討（５）｣  

保証 弁済による代位 部会資料６２ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 
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第7４回(25.7.16) 第３読会(１) 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(1) 

消滅時効 債権譲渡の対抗要件制度 部会資料６３ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（総論）

【速報版】 部会資料６４－１ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(1)】 部会資料６４－２ 

債権譲渡の対抗要件制度に関する実態調査の結果報告 部会参考資料１１ 

第7５回(25.7.30) 第３読会(２) 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(2) 

事情変更の法理 部会資料６５ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(2)】 部会資料６４－３ 

第７６回（25.9.10） 第３読会（３） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(1) 

意思表示 代理 無効及び取消し 条件及び期限 部会資料６６Ａ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(3)   

意思表示 無効及び取消し 部会資料６６Ｂ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(3)】 部会資料６４－４ 
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第７７回（25.9.17） 第３読会（4） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(2)  

多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。） 保証債務 債務引受 契約の成立 第

三者のためにする契約 部会資料６７Ａ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(4) 

多数当事者の債権及び債務（保証債務を除く。） 保証人の通知義務及び求償の範囲 

部会資料６７Ｂ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(4)】 部会資料６４－５ 

第７８回（25.10.8） 第３読会（5） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(3)  

履行請求権等 債務不履行による損害賠償 契約の解除 危険負担 部会資料６８Ａ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(5) 

民法第５３６条第１項の削除の是非 部会資料６８Ｂ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(5)】 部会資料６４－６ 

第79回（25.10.29） 第３読会（6） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(4)  

受領（受取）遅滞債権の目的（法定利率を除く。）部会資料６８Ａ 

消滅時効 相殺 更改 賃貸借 部会資料６９Ａ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(6) 

不法行為債権を受働債権とする相殺の禁止（民法第５０９条関係） 

債権者の交替による更改（民法第５１５条・第５１６条関係）部会資料６９Ｂ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(6)】 部会資料６４－7 
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第80回（25.11.19） 第３読会（7） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(5)  

保証債務 有価証券 弁済 部会資料７０Ａ 

ＴＸＴ版 ＰＤＦ版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(7) 

保証人の責任を制限するための方策 弁済 部会資料７０Ｂ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（各論）

【速報版(7)】 部会資料６４－８ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要（総論） 

部会資料７１－１ 

「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要 

（各論１～５）部会資料７１－２ 部会資料７１－３ 部会資料７１－４ 

部会資料７１－５ 部会資料７１－６ 

第81回（25.12.10） 第３読会（8） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(6)  

消費貸借 使用貸借 事情変更の法理 不安の抗弁権 部会資料７０Ａ 

請負 委任 部会資料７２Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(8) 

事情変更の法理 不安の抗弁権 請負 部会資料７２Ｂ 

第82回（26.1.14） 第３読会（9） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(7)  

委任 雇用 寄託 法律行為総則 意思能力 債権者代位権 詐害行為取消権 

部会資料７３Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(9) 

委任 寄託 法律行為総則 部会資料７３Ｂ 
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第8３回（26.2.4） 第３読会（10） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(8)  

債権譲渡 契約上の地位の移転 部会資料７４Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(10) 

債権譲渡 債権の目的 部会資料７４Ｂ 

第8４回（26.2.25） 第３読会（11） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(9)  

売買 請負 贈与 契約に関する基本原則 契約交渉段階 部会資料７５Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(11) 

請負 贈与 契約交渉段階 部会資料７５Ｂ 

第85回（26.3.4） 第３読会（12） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(9)  

組合 終身定期金 和解 部会資料７５Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(11) 

契約の解釈 約款 寄託（消費寄託）部会資料７５Ｂ 

第86回（26.3.18） 第３読会（13） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(10)  

錯誤 保証 部会資料７６Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(12) 

保証 贈与 部会資料７６Ｂ 

第87回（26.4.22） 第３読会（14） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(11)  

著しい事情の変更による解除 部会資料７７Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(13) 

法定利率 第三者の弁済 約款 不安の抗弁権 部会資料７７Ｂ 

 

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900201.html
http://www.moj.go.jp/content/000120401.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000124768.txt
http://www.moj.go.jp/content/000124767.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000120402.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900204.html
http://www.moj.go.jp/content/000121259.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000124772.txt
http://www.moj.go.jp/content/000124769.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000121260.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900206.html
http://www.moj.go.jp/content/000121259.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000125617.txt
http://www.moj.go.jp/content/000125618.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000121260.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900207.html
http://www.moj.go.jp/content/000121590.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000125620.txt
http://www.moj.go.jp/content/000125619.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000121591.pdf
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900210.html
http://www.moj.go.jp/content/000122623.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001127640.txt
http://www.moj.go.jp/content/001127639.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000122624.pdf


第88回（26.5.20） 第３読会（15） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案のたたき台(12)  

錯誤 消滅時効 保証 部会資料７８Ａ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(14) 

法律行為（過大な利益を得る法律行為等が無効になる場合） 部会資料７８Ｂ 

第89回（26.5.27） 第３読会（16） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(14) 

保証人の責任制限 債権譲渡 約款（定型条項の定義） 部会資料７８Ｂ 

TXT 版 PDF 版 

第90回（26.6.10） 第３読会（17） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(15) 

錯誤 部会資料７９Ｂ 
TXT版 PDF版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の原案（その１） 
意思能力 意思表示 代理 無効及び取消し 条件及び期限 債権の目的（法定利率を除

く。） 履行請求権等 債務不履行による損害賠償 部会資料７９－１ 部会資料７９－２ 部会

資料７９－３ 
第91回（26.6.17） 第３読会（18） 民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の原案（その１） 

契約の解除 危険負担 受領遅滞 債権者代位権 詐害行為取消権 部会資料７９－１ 部

会資料７９－２ 部会資料７９－３ 

TXT 版 PDF 版 

第92回（26.6.24） 第３読会（19） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(16) 

法律行為（暴利行為が無効になる場合） 根保証 契約交渉段階（契約交渉の不当破棄）

部会資料８０Ｂ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の原案（その２） 
消滅時効 多数当事者（保証債務を除く。）  保証債務 有価証券 債務引受 契約上の地

位の移転 弁済 相殺 更改 契約に関する基本原則 第三者のためにする契約 部会資料

８０－１ 部会資料８０－２ 部会資料８０－３ 
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第93回（26.7.8） 第３読会（20） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討(17) 

法定利率 債権譲渡（将来債権譲渡） 約款 贈与者の責任等 雇用 部会資料８１Ｂ 
TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の原案（その３） 
法律行為総則（公序良俗（民法第９０条）） 債権譲渡 売買 贈与 部会資料８１－１ 部会資

料８１－２ 部会資料８１－３ 
第94回（26.7.15） 第３読会（21） 民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の原案（その３） 

契約の成立 著しい事情の変更による解除 消費貸借 賃貸借 使用貸借 請負 委任 雇

用 寄託 組合 部会資料８１－１ 部会資料８１－２ 部会資料８１－３ 

TXT版 PDF版 

第95回（26.8.5） 第３読会（22） 民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の第二次案 
法律行為総則（公序良俗（民法第９０条関係）） 意思能力 意思表示 代理 無効及び

取消し 条件及び期限 消滅時効 債権の目的（法定利率を除く。） 法定利率 履行請

求権等 債務不履行による損害賠償 契約の解除 危険負担 受領遅滞 債権者代位権 

詐害行為取消権 多数当事者（保証債務を除く。） 保証債務 債権譲渡 有価証券 債

務引受 契約上の地位の移転 弁済 相殺 更改 契約に関する基本原則 契約の成立 

第三者のためにする契約 売買 贈与 消費貸借 賃貸借 使用貸借 請負 委任 雇

用 寄託 組合 部会資料８２－１ 部会資料８２－２ 

TXT 版 PDF 版 
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第96回（26.8.26） 第３読会（23） 民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案（案） 
公序良俗（民法第９０条関係） 意思能力 意思表示 代理 無効及び取消し 条件及

び期限 消滅時効 債権の目的（法定利率を除く。） 法定利率 履行請求権等 債務不

履行による損害賠償 契約の解除 危険負担 受領遅滞 債権者代位権 詐害行為取消

権 多数当事者 保証債務 債権譲渡 有価証券 債務引受 契約上の地位の移転 弁

済 相殺 更改 契約に関する基本原則 契約の成立 定型約款 第三者のためにする

契約 売買 贈与 消費貸借 賃貸借 使用貸借 請負 委任 雇用 寄託 組合 部

会資料８３－１ 部会資料８３－２ 

TXT 版 PDF 版 

  民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案  
第97回（26.12.16） 第３読会（24） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の原案（その１） 

公序良俗（民法第９０条関係） 意思能力 意思表示 代理 無効及び取消し 条件及

び期限 消滅時効 債権の目的（法定利率を除く。） 法定利率  履行請求権等 債務

不履行による損害賠償 契約の解除 危険負担 受領遅滞 債権者代位権 詐害行為取

消権 多数当事者 保証債務 債権譲渡 有価証券 債務引受 契約上の地位の移転 

弁済  相殺 更改 契約に関する基本原則 契約の成立 第三者のためにする契約 売

買 贈与 消費貸借 賃貸借 使用貸借 請負 委任 雇用 寄託 組合 その他 部

会資料８４－１ 部会資料８４－２ 部会資料８４－３ 

TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討（18） 

民法総則（時効を除く。）の規定の改正に関する経過措置 時効の規定の改正に関する

経過措置 債権総則の規定の改正に関する経過措置 契約総則・各則の規定の改正に関

する経過措置 部会資料８５ 
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第98回（27.1.20） 第３読会（25） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案の原案（その２） 

定型約款 部会資料８６－１ 部会資料８６－２ 
TXT 版 PDF 版 

民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた検討（19） 

譲渡制限の意思表示の規定の改正に関する経過措置 部会資料８７ 

第99回（27.2.10） 第３読会（26） 民法（債権関係）の改正に関する要綱案（案） 

公序良俗（民法第９０条関係） 意思能力 意思表示 代理 無効及び取消し 条件及

び期限 消滅時効 債権の目的（法定利率を除く。） 法定利率  履行請求権等 債務

不履行による損害賠償 契約の解除 危険負担 受領遅滞 債権者代位権 詐害行為取

消権 多数当事者 保証債務 債権譲渡 有価証券 債務引受 契約上の地位の移転 

弁済  相殺 更改 契約に関する基本原則 契約の成立 定型約款 第三者のためにす

る契約 売買 贈与 消費貸借 賃貸借 使用貸借 請負 委任 雇用 寄託 組合 

その他 部会資料８８－１ 部会資料８８－２ 

TXT 版 PDF 版 

  民法（債権関係）の改正に関する要綱案  
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