
1

CPLER Newsletter
2014.4.15   No.14

2013年 12月 2日、「早稲田ロースクールフォーラム ─ 債権法改正の展望 ─」を開催いたしました。今
号では、法務省参与 内田 貴氏による基調講演の内容をお届けいたします。

「梓」 … 法曹分野に従事する早稲田大学校友（稲門法曹）と法務研究科修了生・在学生および早稲田大学法学学術院教員を繋ぐ、法学情報・コミュニケーション誌。

●改正の経緯

「民法制定以来の社会・経済の変化への対応を図
り、国民一般に分かりやすい民法にすること」を
目標に鎌田薫部会長（早稲田大学総長）の下で現
在改正作業が進行しています。伝統的に法制審議
会（法制審）の民事系部会はコンセンサス方式が
とられ、多くの場合、コンセンサスを形成するこ
とによって結論を出しています。一方、2000 年か
ら 2001 年にかけて行われた法制審改革の結果、立
法による影響を受ける利害関係者を法制審に幅広
く参加させることになりました。現在の法制審民
法部会にも、さまざまな社会のセクターから代表
となる委員・幹事が参加しておられます。そうす
ると、さまざまな利害を代表して参加しておられ
る委員・幹事の方々は、ご自身の背後に控えてい
る業界や職業団体などの利害を踏まえた発言をさ
れますので、コンセンサスの形成が極めて困難に
なっています。コンセンサス方式をとりながらコ
ンセンサスの形成が困難になったことで、結局、
コンセンサスの形成ができない論点は次々と落ち
ています。これは、「次世代の日本社会にとって必
要な民法をつくる」という観点から見ますと、か
なり深刻な問題です。

● 「実高学低」

今回の法制審民法部会の状況を象徴的に表現し
ますと、「実高学低」という言葉がふさわしいので
はないでしょうか。これは私の造語ですが、実務
的な観点が非常に重視され、それに対して学者の
学問的な理論が相対的に低い地位にあることを表
現しています。「学理的」という言葉は、現在、極

めてネガティブな響きをもって使われています。
学者が頭の中だけで考えた理論であって、実務的
な考慮がなされていないという意味合いで使われ
るのです。今回の改正でも、ひとたび「学理的」
というレッテルが貼られますと、議論のウェイト
が下がることになります。立法である以上、実務
が重視されるのは当然であり、学問的な理論にし
ても、きちんと実務を踏まえなければ立法に反映
させる必要はないと私も思っております。したがっ
て、「実高学低」という傾向の下で議論され、結論
が出されている論点の多くは、さほど問題がある
とは思いません。しかし、若干問題があると思わ
れる論点もあります。
例えば契約解除の要件です。これまで、解除す

るためには債務者に帰責事由がなければならない
と解され、実務はそのように動いてきました。こ
れに対して学者は、解除の要件として帰責事由を
不要とする改正を提案しています。解除というの
は債務不履行をした債務者に対する制裁ではなく、
債権者を契約の拘束力から解放するための制度で
あるから、債務者に帰責事由があろうとなかろう

「民法 （債権法） 改正の展望」
【講 演 要 旨】

法務省参与　内田　貴
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と、債務不履行があれば解除できるものとすべき
だという主張です。これに対しては、実務から強
い抵抗感が示されています。しかし、経済的な合
理性を考えますと、例えば、大震災により履行期
に原材料が供給できないような場合、帰責事由の
有無を問わずにその契約を解除して代替取引がで
きなければ、実務としては困る場合があると思い
ます。この論点については、学問対実務の対立と
いうよりは、既存の伝統的な思考枠組みと、現実
の実務に即したルールとの対立という側面もある
ように思われますので、もう少し柔軟に要件を考
えてもいいのではないでしょうか。

●比較法的潮流の地位

日本民法は当時の世界中の立法を調べ、その
いいところをとってきてつくられたわけですから、
まさに比較法的な考察の果実といわれてきました。
ところが、比較法の地位は、現在の民法改正にお
いては全く変わっています。外国でどうなってい
るかよりも、国内の実務がどうであるかが重視さ
れているのです。120 年も実務が積み重なってい
るわけですから、国内実務を重視して改正するの
は当然のことだと私も思います。しかし、もう少
し比較法に目を配ってもいいのではないかという
テーマもあります。
例えば消滅時効です。現行法では、原則 10 年

という債権の消滅時効の規定に併存して、たくさ
んの細かな短期消滅時効の規定が置かれています。
そこから生じる時効管理のコストを最小限にする
ために、時効制度をできるだけ単純化し、統一化
すべきだというのが今回の改正の目標になってい
ます。このこと自体に大きな異論はないだろうと
思います。ところが、時効を何年に統一するかに
ついて根本的に意見が割れました。その結果、例
えば、10 年の原則の時効期間は存置した上で、事
業者間の契約に基づく債権は 5年、事業者の消費
者に対する債権は 3年という特則を置くべきだと
いう提案などが出されています。ここで注意すべ
きは、比較法的な視点です。時効というのは国際
的に統一化の傾向が非常に強い領域です。なぜな
ら、国境を越える取引において、国により時効の
期間が異なっていれば、ビジネスにとっては大き
なリスク要因になるからです。そのような傾向の
中で日本民法をどう位置づけるべきかという議論
が十分なされていません。「外国人が何を言おうと
関係ない。民法は国内法だ」と言えればいいので
すが、本当に時効についてドメスティックな立法

ができるのかは真剣に考える必要があります。

●現行実務の評価

実務的な観点が重要であることに対しては異論
がありません。しかし、実務家の方が言われる「実
務」というものが、あらゆる実務を意味している
わけではない場合があります。大企業法務部の実
務という場合もありますし、弁護士の先生方が「実
務はこうですよ」とおっしゃる場合、ご自身の経
験に基づいておっしゃっている場合も往々にして
あります。
例えば、債権譲渡の第三者対抗要件について、

民法の対抗要件制度は、債務者に債権譲渡に関す
る情報を集めることによって、債務者に尋ねさえ
すれば先行する譲渡があったか、あるいは、複数
の譲渡があった場合、どちらが優先するかという
ことがすべて分かるという、債務者をインフォメー
ションセンターにする制度になっています。しか
し、債務者となった中小企業からは、インフォメー
ションセンターになることは非常に負担だという
声があります。ですから、現行法に何の問題もな
く、うまく運用されているという実務家からの声
が、本当に中小企業を含めた実務を反映している
のかについてはかなり怪しいように思います。

●裁判官への信頼と明文規定への警戒

また、一般条項を具体化する明文規定に対して、
消極的な姿勢が見られます。
例えば、公序良俗のところに、いわゆる暴利

行為の規律を具体化することに対しては、濫用の
リスクが強調され、むしろ個別事案ごとの柔軟な
解決が望ましいとの意見があります。しかし、民
法にルールが書かれていないことが社会的コスト
を生んでいることは、十分に認識されていません。
また、「解釈に委ねよ」というのは、裁判所によ
る柔軟な解釈への強い信頼にもとづくのでしょう
が、これは日本の裁判所でのみ妥当することであ
り、日本の民法が準拠法として海外で適用される
場面を想定していないように思います。

●おわりに

今、民法を改正することは、現在の実務家のた
めというよりは、次世代の日本のためでもありま
す。次世代の日本の民法が、国際的に見てガラパ
ゴス化したものであると言われないようなものに
する。そのような義務が現在の法律家にはあると
思います。
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「キャリア支援室」ウェブサイト開設のご案内

大学院法務研究科では、当研究科在学生・修了生のキャリア形成と就職活動を支援するため、
2012 年 9 月に「キャリア支援室」を開設し、様々な情報提供と就職支援を行ってまいりました。
このたび、さらなるサポート体制の強化と、情報の集約および効果的な発信等を目的として、新

たに当室ウェブサイトを開設いたしましたのでお知らせいたします。
本サイトでは、求人や各種イベント案内などキャリア形成に繋がる様々な情報を掲載してまいり

ます。稲門法曹会、早稲田ロースクール稲門会をはじめ、OB・OGの皆様にも、求人や各種イベ
ント開催の情報提供等のご支援・ご協力を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

【早稲田大学大学院 法務研究科キャリア支援室ウェブサイト】
http://www.waseda.jp/law-school/career/

【キャリア支援室サポート概要】
◆ 求人情報（法律事務所、民間企業、官公庁等）
の収集および紹介、学内での企業説明会の開催

◆ガイダンス、講演会の開催
• 就職ガイダンス（法律事務所、企業内弁護士、公務員）
• 就職スタートアップセミナー
• 外資系法律事務所セミナー
• 社会人のためのマナー講座　etc

◆ 法曹に限らず、民間企業への就職も含めた、個
別相談会の開催

◆その他、各種キャリア支援事業

【お問い合わせ】
早稲田大学大学院法務研究科キャリア支援室
Tel：03-3208-9592 / Fax：03-3208-9604 / Email：law-school-career@list.waseda.jp

エクスターンシップ・プログラム学生受入のお願い
大学院法務研究科・法務教育研究センターでは、8月・9月の夏季休業期間を利用して、エクスター

ンシップ・プログラム（当研究科正規科目）を実施し、希望する学生を弁護士事務所・民間企業・各種
団体・官公庁等に受け入れていただき、実務指導をお願いしております。
当プログラムは、実社会の生の現場を体験することで、学生が「生きた法」を学ぶとともに、専門職

である法律家の任務の意義と社会的責任の重さを体得することを目的とするほか、将来のキャリア形成
に向けて視野を拡げ、自己の新たな可能性を発見する機会としても非常に貴重なプログラムとなってお
ります。
是非、学生の受入にご協力賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

学生の受入にあたっては、各種の調整を行うことが可能です。当研究科在学生と触れ合っていただく絶好
の機会になるものと存じますので、ご関心がございましたら、是非、下記までご一報ください。

【お問い合わせ】
早稲田大学法務教育研究センター
Tel：03-3208-9592 / Fax：03-3208-9604 / Email：law-school-cpler@list.waseda.jp
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こんにちは！  私が早稲田大学大学院法務研
究科に入学したのは、ちょうど 5年前の今頃で
した。早稲田ロースクールに所属していた 3年
間で約 1000 日ありましたが、そのうち 500 日
分はロースクールの中にいたような気がします。
さて今、私は知的財産権を専門に扱う事務所

に所属しています。毎日知財の仕事に明け暮れ
る日々です。私は理工学部出身なので、人から
「知財がやりたくて弁護士になって、実際にで
きているなんてすごいですね」と言われること
があります。しかし、私はもともと知財がやり
たくてロースクールに入ったわけではありませ
ん。司法試験の選択科目も倒産法でした。就職
活動をする中で、理系の血が蘇ったのか、知財
がやりたいと思うようになったのです（ここは
話せば長くなります…）。そのため、今必死に
知財の勉強をしているところです。
しかし、新しい法律を一から勉強していると

はいえ、私は法律初心者で
はありません。というの
は、早稲田のロースクールで 3年間法律を学ん
だからです。早稲田で学んだ「法律の考え方」
という最も法律家にとって基本的な能力があれ
ば、初めて勉強する法律であっても、1人で基
本書を読んで、判例を調べて、理解することが
できるのです。これは非常に重要なことであっ
て、これが早稲田で学んだ最も大きなことです。
私は縁あって知財専門の事務所に入れていた
だきました。弁理士の仕事（出願）もやらせて
いただいています。一般にイメージされる弁護
士像とは全然違うと思います。現代は、弁護士
業務も多様化し、かつ、多様化が求められる社
会です。法律家という立場から、知財にどうやっ
て関わっていけるのか、よく考え、しっかり楽
しみたいと思います。

私は、早稲田大学ロースクールの 6 期未修
コースを修了し、2013 年 12 月より九段下にあ
る早稲田リーガルコモンズ法律事務所でアソシ
エイト弁護士として勤務しています。当事務所
は、早稲田大学ロースクールの修了生が中心と
なって設立した事務所であり、一般民事事件、
企業法務、刑事事件等、様々な専門分野を有す
る弁護士が集っています。また、所属弁護士の
多くは早稲田大学ロースクールのアカデミッ
ク・アドバイザーとして後輩の学修支援に携
わっており、その他にも再生可能エネルギー事
業の推進支援や学校でのいじめ対策支援を行う
など、法律事務にとどまらない幅広いフィール
ドで活動しています。
弁護士として働き始めて約 3か月となりまし

た。この 3か月間、前述した幅広い業務・活動
に関与する機会を得、また事務所外でも委員

会、研究会、弁護団に参加
するなど、日々浴びるよう
に様々な経験をさせていただいております。ま
だまだ慣れないことも多く、新しい問題に接す
るたびに悩むことも多いですが、そんなときは
早稲田大学ロースクールで学んだ、基本に忠実
に目の前の問題に真摯に取り組む姿勢を思い出
し、依頼者のための最善の解決策は何かを常に
念頭に置きながら日々の業務に励んでおります。
当事務所のアソシエイトの在籍期間は 2年間

と限られています。弁護士として要求される専
門性と業務の幅広さから考えれば、2年という
期間は瞬く間に過ぎてしまうことと思いますが、
そのような限られた時間であるからこそ、でき
る限りの知識・経験を吸収し、2年後には大きく
成長した姿で後輩にバトンをつないでいけるよ
うに日々研鑽を積んでいきたいと考えています。

新人稲門法曹紹介
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2013年度グローバルフォーラム開催報告

早稲田大学大学院法務研究科教授　清水　章雄

2013 年 11 月 14 日から 17 日まで、第 4回グ
ローバルフォーラムが本法務研究科において開
催された。このプログラムでは、毎年 1回、米
国のペンシルバニア大学、ドイツのフランクフ
ルト大学、中国の清華大学および法務研究科が
順番に会場を提供する。毎年異なったテーマに
ついて双方向的な講義を 4校の教員が行い、そ
れを受けて学生がグループ発表を行うことがそ
の内容である。今回は「国際法と立憲主義」が
テーマであった。外国人学生 11名、同教員 7名、
法務研究科学生 6名、同教員 2名が参加した。
法務研究科の開設以来これまで、毎年、法務

研究科が主催しているトランスナショナルプロ
グラムに内容が類似しているが、グローバル
フォーラムは、毎年、別の大学が主催している。
本年度は法務研究科が会場となったので、トラ
ンスナショナルプログラムの代わりにグローバ
ルフォーラムが開催された。今年度のグローバ
ルフォーラムへの参加は、必要とされるレポー
トの提出を加えて、これまでのトランスナショ

ナルプログラムと同様に正規科目の履修として
取り扱われた。
このようなプログラムでは、異なった国々

の教員による講義に同時に参加することがで
き、同一のテーマについての関心のあり方お
よび講義の進行方法の異同を知ることができ
る。また異なった国々の参加者によるグルー
プを編成し、発表の準備および実行に関わる
ことで、国際的な共同作業をわずかであれ体
験することもできる。
グローバルフォーラムでは、毎回、フィール

ドトリップも用意されているが、今回は、東京
地裁へ出かけ、裁判を傍聴し、判事補による日
本の裁判制度の解説を聞いた。毎日のプログラ
ムとは別に、法務研究科の学生の引率による参
加者の親睦を深める楽しい行事もあった。
法務研究科にとって法曹資格を得るための教

育が重要なのは当然であるが、このプログラム
を始め他ではない体験を経て法務博士の課程を
修了することの意義は大きい。

講義風景 Farewell Party

グローバルフォーラムおよびトランスナショナルプログラムは、海外の学術交流協定
校等から教員および学生を招聘し、設定された一つのテーマについて講義と議論を行う、
集中プログラムです。
法務教育研究センターでは、法曹への継続教育を視野に入れ、今後も大学院法務研究科、

海外の協定校および実務界と連携して、同プログラムを開発実施していく予定です。
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■ 早稲田ロースクール稲門会 奨励賞
早稲田ロースクール稲門会奨励賞は、課外活動

や社会貢献活動に積極的な学生に対し、在学中の
功績に報いる表彰を行うことを目的として、2009
年に法務研究科の修了生により構成される「早稲田
ロースクール稲門会」により制定されました。
2013 年度も多数の優れた応募者の中、1 名の

学生が本奨励賞を受賞いたしました。今回は、法
務研究科の提供する実務系科目や学内承認サーク
ルを積極的に活用した点をアピールした応募者が
多く、理論と実務の架橋という法科大学院の目的
が果たされていることが確認されました。特に受
賞した学生についてはエクスターンシップという
既存の制度を端緒としながらも、受講後の生活保
護受給世帯を支援するボランティア団体「クロー
バー」での自発的な活動によって、その枠組から
さらに一歩踏み出したという点が選考委員から高
く評価されました。

2013 年度早稲田ロースクール稲門会奨励賞受賞者

長谷川　翼　2014 年 3 月　法務研究科修了

● 活動内容
 生活保護受給世帯を支援するボランティア団体での
小中学生に対する学習支援活動　他

※ 受賞理由につきましては、法務研究科ウェブサイト
をご覧ください。

■ 法務研究科 退職教員のご紹介
2013 年度をもって、以下 10 名（五十音順）の

専任教員が退職されました。

大塚　正之（おおつか まさゆき） 教授
越知　保見（おち やすみ） 教授
熊澤　貴士（くまざわ あつし） 教授
児島　幸良（こじま ゆきなが） 教授
榊原富士子（さかきばら ふじこ） 教授
田口　守一（たぐち もりかず） 教授
田山　輝明（たやま てるあき） 教授
中川　武隆（なかがわ たけたか） 教授
日置　雅晴（ひおき まさはる） 教授
堀　　龍兒（ほり りゅうじ） 教授

■ 退職教員謝恩会報告（つなぐ企画）
 弁護士（弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック）
 　小島　秀一
3月 4 日（火）、「つなぐ企画」では、大隈記念

タワー 15 階の「西北の風」にて、2013 年度をもっ
てご退職される先生方の謝恩会を開催させていた
だきました。
長年にわたり大変お世話になった先生方に心か

らの御礼を申し上げたいとの在学生・修了生の思
いから始まったこの企画ですが、大変有り難いこ
とに、当日は、100 名近い在学生・修了生が集い、
先生方を囲んだ会場は独特の熱気に包まれました。
ご臨席をいただきました大塚正之先生、児島幸

良先生、榊原富士子先生、田口守一先生、中川武
隆先生、日置雅晴先生からは、早稲田大学や学生
に対する熱い思い、今後のご活躍のご予定などの
お話しを賜りました。在学生・修了生からは御礼
と共に花束、色紙、写真、額などをお贈りさせて
いただきました。
ご臨席くださった先生方には心からの御礼と今

後益々のご活躍を祈念申し上げます。本謝恩会が、
先生方と在学生・修了生との繋がりを改めて深め
る場所となり、今後、これまで以上の繋がりをもっ
て、早稲田の在学生・修了生がご退職される先生
方と一緒に社会の為に活動をしていければと願っ
ております。

※  「つなぐ企画」は早稲田ロースクールの在学生・教員・
修了生の交流を図るために昨年立ち上げられた、在
学生・修了生による有志の企画団体です。

■ 2014 年度稲門法曹会総会・懇親会のお知らせ
2014 年度稲門法曹会総会・懇親会、ならびに稲
門法曹会ホームカミングデーを以下の通り開催い
たします。稲門法曹会の会員の皆様の親睦を深め
ていただける機会となりますので、お声掛けのう
え奮ってご参加ください。多くの皆様のご参加を
お待ちしております。

【日　時】2014 年 10 月 25 日（土）　
　　　　 13 時 00 分～

【場　所】リーガロイヤルホテル東京 3階
　　　　 ロイヤルホールⅠ・Ⅱ
※ 内容等の詳細につきましては、9月発行予定の梓 15
号でご案内いたします。

　　ホームカミングデー対象修習期
21期、26 期、31 期、36 期、41 期
46 期、51 期、56 期、61 期、66 期
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