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論  説 

 

典型契約法の再法典化に挑む 

―フランスの経験からの考察― 

 

シリル・グリマルディ (Cyril GRIMALDI) 
齋藤 哲志（訳) 

 

 

1．起点としての二百周年  2004年に祝われたフランス民法典の二百周

年は、カルボニエが《フランスの民事憲法》と呼んだものに関する現状確

認書（état des lieux）を作成する機会となった。この現状確認書によって、

フランス法の現代化のためにも、判例の民法典への統合のためにも、改正

が必要であり、その規模は膨大であることが了解された。それ以降、いく

つかの改正 ―家族財産法および家族非財産法  〔2004-2006〕、担保法 

〔2006〕、時効法 〔2008〕―は既に実現された。今後もさらに改正は行われる

であろう。契約法、民事責任法、物権法など、未だ実現を見ない改正草案

が数多く存在する。 

 

2．典型契約法の改正  以上の改正気運の中で、典型契約法の再法典化

（recodification）を目的として、アラン・ベナバン教授を長とする委員会が

アンリ・カピタン協会によって創設された。もっとも、この作業は企図さ

れたばかりである。故に、まったく自由に、典型契約法の再法典化の挑戦

事項（défis）がいかなるものとなるのか、を私の考えにしたがって検討す

ることとしよう。私の提供する話題はフランスの経験から採られるが、す

べての［国の］典型契約法の再法典化事業に関わるように思われる。実際、

                                 

凡例  《◯◯》：原文でも《◯◯》のママ  ◯◯：原文でも◯◯のママ  「◯

◯」：原文ではイタリック  〔◯◯〕：原文では（◯◯） ［◯◯］：訳者による補

足  ［＝◯◯］：別訳語の提案  （◯◯）：原語の併記 
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採り上げられるべき事項は、大陸法の伝統を有する国々において変わると

ころがないであろう。 

 

3．典型契約法の再法典化の特殊性と挑戦事項  本題に戻ろう。ここで

の課題は再法典化である。とはいえ、再法典化を扱うにあたって、まずは

法典化が問題となる。［法典化の］ 低限の課題として、仔細な目次に従

ってひとつの分野を整序することが必要である。この先には、二つの選択

肢が併存する。一方に、分散した法文を内容を変えずに集めるにとどめる

選択肢がある。これは「既存の法の法典化（codification à droit constant）」

と称される。他方、法文を集めるにとどまらず、内容を変える選択肢があ

る。これは、「ナポレオン諸法典」をモデルとする。 

典型契約法の再法典化を検討する場合、たしかにわれわれはこの二つの

選択肢に直面する。しかし、この点に本質があるわけではない、というこ

とが強調されるべきである。というのも、典型契約法の再法典化は、顕著

な特殊性を見せるからである。主たる特殊性として挙げられる以下の二点

は、いずれも挑戦事項として採り上げられるべきものである。 

 

3-1. 外延の確定（Délimiter un périmètre）  典型契約法の再法典化の第

一の特殊性は、改正の外延確定の困難に起因する。より正確に言えば、時

代遅れとなった契約形象に関わる法文の「削除（éliminer）」（特に永久定

期金1が念頭に置かれる）、特別法化された分野に属する諸契約を規律する

法文の「配置換え（déplacer）」（農事賃貸借2や不動産開発契約3が念頭に置

かれる）、非常に特殊な典型契約を規律する法文の帰趨に関する「問題提

起（s’interroger）」（例えば、不動産売買や居住用賃貸借に関する規定は民

法典に置かれるべきかどうか）が問題となる。再法典化の外延の確定は、

再法典化の第一の挑戦事項となるであろう。 

 

                                 
1 民法典1911条以下。 

2 民法典1764条以下。 

3 民法典1831条の 1 以下。 
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3-2. 方法の決定（Déterminer une méthode）  典型契約法の再法典化の

第二の特殊性は、通例のごとく規範の内容修正が問われているというより

は、この分野を規律するために採られるべき方法が問われていることに起

因する。その本質は、典型契約法は、契約ごとに「縦割り（découpée 
verticalement）」されるべき分野なのか、そうではなく、真のコペルニクス

的展開を実践して、債務ごとに「横割り（découpée horizontalement）」さ

れるべき分野ではないのか、を問うこと4にある。例えば、売買と請負と

を別々に規律するよりも、この二つの契約に共通し得る種々の債務を共通

の規範に服せしめるべきではないか？ とりわけ、請負契約が物の製作

（confection）を目的とする場合にはそうすべきではないか？ 具体的には、

所有権移転、あるいは、引渡前の目的物の保存義務（obligation de con-

servation）について、［売買と請負とを］同一の規範に服せしめるべきでは

ないか？ このようにすることによって、いくつかの契約形象が提起する

性質決定の非常な困難を回避することができるかもしれない。以上が再法

典化の第二の挑戦事項となる。 

 

4．プラン  以上が、私がここで採り上げることを提案したい二つの挑

戦事項である。まずは外延の確定から初めて 〔§１〕、次に方法について検

討する 〔§２〕。 

 

§1 外延 

 

5．プラン  上述のように、これまで、典型契約法の外延が画定された

ことはなかった。しかし、いくつかの著作を読めばその手掛かりを得るこ

とができる。すべての著作は、同一の基本的契約類型を扱いつつも、それ

にとどまらず、それぞれ異なる契約についても考察している。まず外延画

定の困難を指摘した上で 〔Ａ〕、その解消の方向性を示そう 〔Ｂ〕。 

 

                                 
4 主として参照、A. Bénabent, « Les difficultés de la recodification : les contrats 
spéciaux », Le Code civil (1804-2004), Livre du Bicentenaire, Litec, 2004, p. 245 s., spéc. 
p. 250 s. 
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Ａ．困難 

 

6．困難の確認  困難は二つの点に見られる。第一の困難は、民法典中

の典型契約に適用される規範の「［民法典中での］場所的な意味での配置

（localisation géographique）」に関わる。というのも、主たる典型契約は、《所

有権取得の諸態様》と題された民法典第 3 篇で、相続 〔第 1 章〕、契約総論 

〔第 2 章〕、民事責任 〔第 4 章、第 4 章の 2 〕 と並ぶ複数の章において規律さ

れている5。これは、それ以上にまずい章立てをすることは難しい、という

代物である。まさに、民法典の起草者たちが、章立てについて十分に検討

しなかったことを意味する。  

 第二の困難は、典型契約の「非常に大きな多様性」、しかも時を経るに

つれて絶えず拡大する多様性に起因する。実際、特別法上の規範の数は爆

発的に増大し、新たな契約形象が民法典中に登場することとなった。例と

して、建築用不動産売買6、不分割の合意7、不動産開発契約8、信託9、電子

契約10が挙げられる。また、民法典の外にも見られる。例えば、居住用賃

貸借11、商事賃貸借12、不動産信用13、消費信用14についてそれぞれ立法が

ある。民法典中に置かれるべき契約はどれかを決定することが、実際に主

要な問題となるであろう。ここでは次のように述べるにとどめる。すなわ

ち、すべての有名契約を民法典に置こうと望んでも無益である。それは二

つの理由による。第一に、有名契約はあまりに数が多いため、そこには均

                                 
5 担保については、改正に際して、第 3 篇から除かれ、新たな第 4 篇を成すことと

なった。 

6 民法典1601条の1以下。 

7 民法典1873条の1以下。 

8 民法典1831条の1以下。 

9 民法典2011条以下。 

10 民法典1369条の1以下。 

11 賃貸借関係を改善し1986年12月23日の法律第1290号を改正する1989年 7 月 6 日
の法律第462号。 

12 商法典 L. 145-1条以下。 

13 消費法典 L. 312-1条以下。 

14 消費法典 L. 311-1条以下。 
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質な一体性が見られない。第二に、有名契約と無名契約との区別は相対的

である。そもそも、極めて特殊で非常に仔細に規律されている契約であっ

ても、特別法上の規範によってすべての点について規律がされているわけ

ではない。 

 では、このような典型契約の「配置」と「多様性」に起因する困難はい

かにして解消されるのであろうか。この点について検討しよう。 

 

Ｂ．困難の解消 

 

7．配置と多様性  上に垣間見た二つの困難は、重大性の程度が異なる｡

というのも、第一の困難は、民法典中に典型契約についての新たな章を作

ることで容易に解消できるからである。第二の困難については事情が異な

る。以下ではこれについて詳しく論じよう。 

 

8．解決策：二つの基準の併用  改正範囲に含まれるべき契約とそれを

規律する規範はどのように確定されるであろうか？ どの契約を再法典

化の範囲に含め、どの契約をそこから除くかを決めるために、併用される

べき二つの基準を提案することができるであろう。 

 

8-1. 第一の基準：契約の目的の典型性（spécialité）  第一の画定規準は、

典型契約とは何かという定義それ自体から導くことができる。この点につ

いて、「目的（objet）」を理由として典型契約とされる契約のみが改正の対

象とされ、民法典の新たな章の対象とされるべきであるように思われる。

すると、売買、使用貸借・消費貸借（prêt）、賃貸借、交換に関する規定が

対象となることは明らかであろう。逆に、契約の「方式（forme）」を理由

として典型契約とされる電子契約や、主として「当事者の属性（qualité des 

parties）」を理由として典型契約とされる消費契約に関する規定は、改正範

囲から除かれるべきであろう15。 

                                 
15 この論理の延長上に、予約や優先約款といった契約締結前の契約もまた排除され

る。これらはむしろ、契約締結の技術であって、故に、契約の一般法に属する。但

し、締結の準備の対象たる典型契約が特別の規定に服する場合はこの限りでない。
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8-2. 第二の基準：契約の民事性（nature civile）  第二の基準は、民法

典の改正である以上、契約の「民事性」から導かれるように思われる。し

たがって、民法とは何かを問うことが結局は必要となる。考えを巡らせれ

ば、民法とは私人（particuliers）の法であって、特別な属性（de particulier）

をなんら持たない人々の法であるように思われる。この点から民法の二つ

の特徴が導かれる。 

 第一に、民法は、他の法とは違って、「事業者（professionnels）の法」

ではない。事業者を前にすると、民法は姿を消し、特別法に席を譲る。例

えば、商人には商法があり、海運業者には海法があり、銀行業者には銀行

法がある。全体を見渡せば、民法は、端的に言って、すべての人（tous）

に適用される法であり、事業分野は考慮されない。まさにこの点を理由と

して、民法典に登場するすべての典型契約は、少なくとも私人間で締結さ

れ「得る（susceptibles）」契約でなければならならない。逆に、「必ず

（nécessairement）」当事者の一人を事業者とするか、事業活動の枠内で締結

される契約は、民法典中で採り上げられることが妥当なものではないはず

である。この点から、改正の外延の画定について、直接的な帰結が導かれ

る。民法典の手直しが課題である以上、特に、不動産開発契約16、農事賃

貸借17、さらには建築者の責任18に関する規定は民法典から除かれる。 

 第二に、民法は、中立的な（neutres）規範から成り、保護を目的とする

（protectrices）規範から成るのではない。換言すれば、民法は、規範の名

宛人を対等な存在と看做す。そもそもこの点から、民法の規定が通常は補

充規定であることが説明される。ここから、一方当事者の他方当事者に対

する保護を趣旨とする規範に服するすべての契約は、改正の対象とされる

べきではない、という帰結が導かれるであろう。よって、特に、賃借人を

                                                                   

例えば、売買の一方予約が有効であるためには［証書の］謄記がされなければなら

ない〔民法典1589条の 2 〕という規範や、購入に向けた一方予約はいかなる性質で

あれ予約者側からの金銭の支払いを要しない〔民法典1589条の 1 〕という規範は、

典型契約法に属し得る。 

16 民法典1831条の1以下。 

17 民法典1764条以下。 

18 民法典1792条の 1 以下。 
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保護する居住用賃貸借に関する立法19、消費者を保護する消費契約法20、労

働者ないしそれに類比されるすべての人を保護するあらゆる社会立法21は、

改正範囲から除かれることになろう。そもそも、これらの法文は今日でも

民法典の一部とはなっていないことを指摘しておこう。 

 結局のところ、典型契約法が民法典に属するということから、二つの排

除が帰結するであろう。すなわち、事業者によってでなければ締結され得

ない契約と、法政策（politique juridique）を理由として契約当事者の一方

を保護する立法に服する契約が、改正範囲から除かれる。 

 

§２ 方法 

 

9．プラン  伝統的に、典型契約法において、ある契約に関して提起さ

れる問題への解答は、その契約の性質決定（qualification）に依存する。例

えば、契約中で代金額が確定されていなければならないか否かという問題

は、その契約の性質決定に依存する。答えは、売買では肯定、請負契約で

は否定となる22。 

 もっとも、契約自由の原則に照らせば、性質決定という作業は、ときに、

終わりのない議論を喚起する。まさにこの点に困難が存在し 〔Ａ〕、それを

解消しようと欲しても幻想に終わる。故に、典型契約法について新たなア

プローチを採用して、困難を回避する方が妥当であるように思われる 〔Ｂ〕。 

 

                                 
19 前掲1989年 7 月 6 日の法律。但し、民法典中の居住用賃貸借に関する一般規定に

ついては、取り除かれるべき理由はない。 

20 消費法典第 1 篇。 

21 これは労働法典となっている。その目的の一つは、労働契約を規律することにあ

る。 

22 たしかに、この言明はいささか図式的なものにとどまる。というのも、解決策が

契約の性質決定には依存しない、ということがあり得るからである。解決策が同一

の場合もあれば、ある契約についての解決策が他の契約に類推適用される場合もあ

る。一つだけ例を挙げれば、今日では、売買について規定されている瑕疵担保責任

が、所有権移転をもたらす請負契約にも適用されることは、通説となっている。 
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Ａ．困難 

 

10．契約類型の決定における困難の不在  困難が何に起因するのかをし

っかりと見定めるべきである。困難は、契約類型の決定については存在し

ないように思われる。実際、これは初歩的知識（le b.a.-ba）に属するが、

契約類型は《性質決定債務（obligations qualifiantes）》から容易に定義され

る。例えば、売買は、所有権移転〔第一の性質決定債務〕と代金支払〔第

二の性質決定債務〕とから成り、賃貸借は、債権的使用収益権の許与（octro 

d’un droit de jouissance personnel）〔第一の性質決定債務〕と賃料支払〔第二

の性質決定債務〕とから成る。 

 

11．性質決定における困難の存在  困難は、事実から法への移行、すな

わち厳密な意味での性質決定作業に関わる23。困難は、契約自由の直接的

帰結である。公序を尊重する限り、存在し得るあらゆる合意を自由に締結

することができるのであるから、既存の契約類型に属さない契約を締結す

ることも可能である。実際、無名契約を締結し得ることは自明である。困

難は、主として《ハイブリッド契約（contrats hybrides）》と称され得るも

のに関わる。 

 

12．ハイブリッド契約  ハイブリッド契約には二つの類型がある。第一

に、複数の契約類型に［同時に］関わる性質決定債務を内容とする契約が

ある。例えば、「補足金付き交換（échange avec soulte）」は、売買と交換

それぞれの性質決定債務を同時に内容とする。同様の困難は、「寄託売買

（dépôt- vente）」にも見られる。この契約は、寄託と売買それぞれに関わる

債務を内容とする。「信用賃貸借［＝ファイナンス・リース］（crédit-bail）」
もまた、消費貸借と賃貸借それぞれに関わる債務を内容とする。「建築用

不動産売買（vente d’immeuble à construire）」もまた、売買と建築契約そ

れぞれに関わる債務を内容とする。さらに、「自動車修理業者（garagiste）」
が、自動車を修理する一方で、部品を注文する義務を負い、当該部品の価

                                 
23 法技術的には、この操作は《包摂（subsomption）》と称される。すなわち、ある

要素をある類型に引きつけて整理する操作である。 
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額が提供される役務の価額を越える契約は、売買と請負それぞれの性質決

定債務を同時に内容とする。これらについてはどのように考えられるであ

ろうか？ いずれの場合も、適用される規定群は何か、という問題が提起

される。 

 第二に、ハイブリッド契約の中には、ある契約の性質決定債務の一定の

ものを内容としながら、同時に、別の契約の性質決定債務の一定のものを

も内容とする契約がある。この種の契約は、複数の契約類型の性質決定債

務の混合（panachage）を生ぜしめる。したがって、アプリオリに一つのみ

を採り上げることができず、複数の性質決定の間で躊躇が見られることに

なる。例えば、「貸金庫（location de coffre-fort）」にはどの規定が適用さ

れるであろうか？ この契約は、寄託をも賃貸借をも利用しているが、銀

行業者は寄託者として物を受領することはなく、顧客は賃借人のように金

庫に自由にアクセスすることができない。 

 この種のハイブリッド契約は、法的にどのように扱われるべきであろう

か？ 立法者がアドホックに規定群を作り上げる場合には、困難は解消さ

れる。信用賃貸借や建築用不動産売買はその例である。とはいえやはり、

それは常態ではない。さらに、すべての事例について言えることであるが、

アドホックな規定群が存在する場合でも、必ずしも常にすべての困難に対

処がされているわけではない ―とりわけ信用賃貸借の場合がそうであ

る―。この困難を前にして、周知のものであるが、以下の二つの解決策を

検討することができる。「排他的性質決定（qualification exclusive）」と「配

分的性質決定（qualification distributive）」である。 

 

12-1. 排他的性質決定によれば、ハイブリッド契約に対して、それが内容

とする諸契約のうちの一つに関わる法制度のみを適用することが望まし

いとされる。これには、簡素さという長所がある。しかしながら、これを

極端にまで展開すると、実践性が損なわれてしまう。実際、寄託売買が売

買法に服するべきであるとしても、寄託の段階で生じた困難について、売

買の規定をどうやって適用しようというのであろうか？ また、フランチ

ャイズ契約について、伝えられるノウハウの一貫性（consistance）に関し

て困難が生ずる場合、集客ブランド（signes de ralliement de la clientèle）の

使用に関する規定をどうやって適用しようというのであろうか？ 
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12-2. 配分的性質決定は、［排他的性質決定に比べて］より複雑であり、

望ましいものとは言えない。実際、配分的性質決定は、［単一の契約とし

ての］性質決定をことごとく拒絶し、生ずる問題をハイブリッドの構成要

素であるそれぞれの契約に結びつける。寄託売買の例を再度採り上げよう。

困難が物の保存に関わる場合は寄託の規定が適用され、物の瑕疵に関わる

場合は売買の規定が適用されることになろう。［実は］これは、国際私法

において法の抵触に関して彫琢された方法に非常に近いものである。する

と、構成要素である諸契約を切り分けることで、複合的な契約を解剖する

（disséquer）ことが課題である、ということに気付かされる。ここで提案

したいことは、この理解をさらに推し進めて、問題とされている債務それ

自体に関心を寄せることである。 

 

Ｂ．困難の回避 

 

13．性質決定作業に内在的な困難はいかにして回避されるか？  上に指

摘した困難は、唯一かつ同一の原因に起因する。すなわち、契約を出発点

として推論してきたこと、さらに、その推論を今後も続けようとしている

ことが原因である。しかし、契約は、我々が《典型契約法》と称している

法領域の要め石ではない。というのも、この分野を理解する 善の方法は、

混合物（alliage）について推論することではなく、その要素（ferment）を

成すものについて推論することなのである！ すなわち、債務それ自体に

ついて推論がされるべきであって、債務の集積である契約について推論が

されるべきではない。以上は、ベナバン教授が既に提案してきたことの延

長上に位置づけられる24。分子（molécule）以上に原子（atome）に関心を

寄せることこそが、辿られべき道筋であるように思われる。 

 

14．プラン  縦割りと横割りという二つの区別の仕方に異議は唱えられ

ないように思われる。以下では手始めに、「縦割り的区別（distinction 

verticale）」として、有償行為と無償行為とを区別し 〔1〕、続いて、「横割

り的区別（distinction horizontale）」として、債務の目的に従って多様な債

                                 
24 A. Bénabent, supra note 4. 
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務を区別する 〔2〕。 

 

１．有償行為と無償行為との区別 

 

15．有償行為と無償行為との区別の根本性  有償行為の制度と無償行為

の制度との区別は根本的であるように思われる。実際、無償で奉仕する者

と、報酬を得て役務を提供する者との間に何か共通性は見られるであろう

か？ 法の要請は、物事の道理として当然に、報酬を得る者に対してより

一層高度なものとなる。まさにこれを理由として、報酬を得ない者の債務

と責任は、伝統的に、報酬を得て役務を提供する者が負担する債務と責任

よりも軽いものとなる。ここから、自己犠牲的な契約（contrat projeté）に

ついて、有効要件が修正されることが理解されるであろう。例えば、無償

での所有権の移転、すなわち贈与・遺贈（libéralité）は、特別の方式に従

うが、有償での所有権の移転、すなわち売買は、そうではない。実際、そ

れぞれの行為を規律する制度は非常に異なり、契約の名称自体も変わる。

すなわち、一方で贈与（donation）が語られ、他方で売買が語られる。ま

た、一方で賃貸借が語られ、他方で使用貸借が語られる。 

 したがって、典型契約法の再法典化にあたって、「根本的区別（summa 

divisio）」として、有償契約と無償契約との区別を採用することができるで

あろう。 

 この点についての結論として、有償と無償との区別に躊躇いを覚える人

もいる、ということを指摘しておこう。［そうした人にとって、］この区別

はときに非常に微妙なものなのかもしれない。食品流通の分野から二つの

例を借りよう。第一に、供給業者と販売業者との関係において、供給され

た商品を倉庫保管する（entrepose）ために、供給業者が販売業者たるスー

パーマーケットに対して冷蔵庫を使用させるという事例を考えることが

できる。ここで問題となるのは無償行為であろうか、有償行為であろう

か？ だまされないように！ ここには贈与・遺贈の意図（intention 

libérale）は何ら存在しない25。なぜであろうか？ 非常に単純なことであ

                                 
25 有償契約の性質決定に関する判例として、参照、Civ. 1re, 9 mai 1966, B. 272〔レー

サーに対する宣伝目的での自動車の使用許可の事案〕, Civ. 1re, 25 novembre 2003, B. 
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るが、冷蔵庫の使用許可は、諸々の有償行為からなるより大きな契約集合

（ensemble contractuel）の一環を成すからである。第二に、販売業者と消費

者との関係について、スーパーマーケットの顧客によるカートの使用を考

えることができる。ここでは、カートの使用許可は、必ずしも、諸契約か

ら成るより大きな契約集合の一環を成していない〔消費者は販売業者の商

品を購入する義務を負っていないからである〕。したがって、この行為は、

無償行為と性質決定され得るであろう。元来この場合には、使用貸借の制

度の適用が適切であるように思われる。実際のところ、提供される給付が、

より大きな有償の契約集合の一部を構成しない場合にのみ、無償行為であ

るとの性質決定がされる。 

 

２．目的（objet）による債務の区別 

 

16．取引を構成する基本的行為（opérations économiques fondamentales）  

ここで考慮されるのは、ある取引を行うにあたって法主体が企図する基本

的な行為に対応する債務である。そもそも特筆されるべきことに、民法典

が採用した所与の前提がこのようなアプローチを反映している。このこと

は、民法典が、与える債務、為す債務、為さざる債務を区別し、またとり

わけ、与える債務に関する規定〔民法典1136乃至1141条〕の中で、所有権

                                                                   

235〔修理業者による顧客に対する代替車の使用許可の事案〕。さらに参照、Com., 15 
septembre 2009, pourvoi n°08-16504。あるチーズメーカーが、自社の商品を販売する

スーパーマーケットに対して、ガラス製ショーケースの使用を許可した。その後、

このショーケースから火災が生じた。使用貸借であるとの性質決定は、貸主に有利

である。なぜなら、使用貸借の貸主は、自らが認識しており、かつ、借主に通知が

された欠陥から生じた帰結についてでなければ責任を負わない〔民法典1891条〕か

らである。しかしながら、この性質決定は破毀院によって排斥された。破毀院は、

メーカーは、当事者を拘束する契約の枠内で、《ショーケースを維持保全する債務》

を負っていた、と判示した。たしかに破毀院は、契約の性質決定を行っているわけ

ではないが、使用貸借という性質決定は採用していないように思われる。他方、無

償契約の性質決定については、とりわけ参照、Com., 22 juin 1965, B. 391〔商標付き

ガソリンの販売業者 (pompistes de marques) に対するタンクの使用許可の事案〕。 
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移転債務26、保存債務27、引渡債務（obligation de délivrer)28 ―これは不適

切に《届渡債務（obligation de livrer）》と称されている― を区別している

点に見られる。したがって、諸々の契約の中から、取引を構成する基本的

債務（obligations économiques fondamentales）を抽出し、それらを規律対象

とすることによって、このアプローチを維持することが重要となるであろ

う。そうした債務を同定することが当然に必要となる。私は、そうした債

務として、以下の 7 つの債務を採り上げることとする。もちろん、このリ

ストは網羅的ではない。 

 

17．財（bien）の所有権の移転  第一の債務として、所有権移転債務を

挙げることができるであろう。売買、贈与、さらには請負契約のいずれを

検討しても、所有権移転債務は、「既存の法（de lege lata）」においても、

保存、引渡および危険の移転に関して、共通の規範、とりわけ《与える債

務》の節に定められた規範に服している。「将来の法（de lege ferenda）」と

しては、これに追奪担保責任を加えるべきであろう。これによって、［こ

の債務を］規律するための共通の基盤を完全な形で検討することができる。

とはいえもちろん、有償か否かに応じて、異なる規範が彫琢されるべきで

ある。例えば、瑕疵担保責任はもっぱら有償の所有権移転の帰結でなけれ

ばならず、他方、要式性（formalisme）は無償の所有権移転のみを枠付け

るのでなければならない。 

 

18．財の使用収益権の許与  第二の債務として、物の使用収益権の許与

（octroi）を挙げることができる。これについては、物権的使用収益権と債

権的使用収益権とを区別することが妥当であろう。前者は、物について、

他人の介在を要しない直接的権利をもたらし、後者は、他人の介在を通じ

た間接的権利をもたらす。例えば、用益権者は、虚有権者（nu-propriétaire）

の存在を考慮することなく、物を直接に使用収益する。他方、賃貸借では、

賃借人に使用収益させるのは所有権者である。用益権、利用権、居住権、

                                 
26 民法典1136条。 

27 民法典1137条。 

28 民法典1138条。 
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地上権といった各種の物権的使用収益権については、それらを共通の規範

に服せしめることができよう。但し、権利の設定が有償か無償かに応じて、

区別がされることは忘れられてはならない。同様に、賃借人、［使用貸借・

消費貸借の］借主（emprunteur）、信用賃借人［＝ファイナンス・リースに

おけるユーザー］の債権的使用収益権についても、それらを共通の規範に

服せしめることができよう。但し、無償で合意された権利と有償で合意さ

れた権利との区別は常に必要である。 

 

19．財の引渡  第三の基本的債務として、引渡債務を挙げることができ

るであろう。ここでは、そうした債務が、物権を移転する契約の帰結であ

るのかどうか、また無償で発生したのか有償で発生したのかは重要ではな

いように思われる。贈与者も売主も賃貸人も貸主も、いずれも物を引渡さ

なければならず用語に違いはない。 

 

20．財の引取（retirement）・受領（réception）  第四の基本的債務とし

て、物を引取かつ受領する債務が挙げられるであろう。ここでもまた、無

償か有償かは重要ではなく、所有権移転型契約の枠内で発生するのかどう

かも重要ではない。物の引取または受領が、なぜ、贈与、売買、請負のい

ずれについて発生するのかに応じて異なるのか、説明がつかない。事実の

レベルでは、受贈者、買主、注文者は物を引き取らなければならない。法

的には、これらの者は、なんら条件を付さずに（purement ou simplement）

物を受領することで、あるいは、異議を留保しながら、［受領の］承認

（approbation）の意思を示すことになる。 

 

21．財の維持保全（entretenir）債務  第五の基本的債務として、物の維

持保全債務を挙げることができるであろう。物を受領する権原の如何にか

かわらず、使用収益を目的とするのか否かを問わず、また、使用収益の性

質にかかわらず、物の維持保全債務は、目的を常に同じくする。すなわち、

物の返還のために物を保存することを目的とする。この債務は、受寄者、

用益権者、借主、賃借人それぞれで［その内容が］異なるが、維持保全の

仕上げ（finitions）［の程度］に関して異なるにすぎないであろう。この差

異は、おそらく、当該行為における当事者の独立性の程度を考慮して設け

典型契約法の再法典化に挑む (グリマルディ) 

新世代法政策学研究 Vol.18(2012) 227 

られている。他方、ここでは、維持保全債務の有償性と無償性との区別は、

それぞれで責任の程度に軽重がある点で、他の債務の場合よりも重要性を

帯びる。 

 

22．非従属的仕事（travail non subordonné）の完成  第六の基本的債務

は、非従属的な仕事を完成する債務であるように思われる。但し、確実に

言えることとして、仕事が物の製作（confection）を目的とするのか否か

に従って区別することが必要であろう。物の製作は、とりわけ製作者の責

任と材料の帰趨とに関して、共通の規範に従わなければならない。もっと

も、製作される物の性質に従って区別をして、不動産上の建築の特殊性を

考慮に入れるべきであるとしても、民法典中でそうしなければならないの

であろうか？ この点については疑義を差し挟むことができる。というの

も、この問題については、建築住居法典が、適切な規範の集積場所を提供

しているからである。そもそも興味深いことに、立法者はこの点に大いに

自覚的であり、民法典の建築用不動産売買の規定を建築法典に引き写した

ことを強調しておこう。 

 

23．金銭支払債務  第七の基本的債務が金銭支払債務であることは確か

であろう。買受けた物の代金支払債務にせよ、借入れた金銭の返還債務に

せよ、賃料支払債務にせよ、金銭支払債務は、共通の規範に服する。そう

した規範として、例えば、法定相場（cours légal）の遵守、名目主義

（nominalisme）の原則、スライド制の枠付け、裁判上の改訂の原則禁止な

どが挙げられる29。ひとまとめにし得る共通の規範は数多く存在するが、

そのうちのいくつかの規範は、通貨金融法典から引き出される。 

 

24．他の債務はどうか（Quid）？  ここに挙げた債務のリストがなんら

終的な提案ではないことは明らかであり、おそらくは洗練されるべきも

のであろう。例えば、情報提供義務、安全配慮義務、信義かつ誠実に行為

                                 
29 そもそも、例外則は、いくつかの契約類型に固有のものではなく、事案の特殊性

に関わる。例えば、受任者や自由業を営む者 (professionnels libéraux) に支払われる

報酬に関する例外則がある。 
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する義務、また、委任契約から生ずる代理の効果などについてはどうであ

ろうか？ 私はこれらに言及しなかったが、その検討は契約の一般法に属

するように思われる。なぜなら、このうちいくつかの義務は、すべての契

約に共通する〔情報提供義務、安全配慮義務、誠実行為義務については実

際にそうである〕と考えることができるためである。代理については、私

は、これを契約締結の技術であると考えている。この技術は、契約前の段

階（période précontractuelle）を仕上げる事象として、契約締結を目指して

付け加えられるものである。 

*   * 

* 

25．結論  以上が、将来において典型契約法の改正の基礎となり得る事

項であり、私が他の学説の提案の延長上に二つの挑戦事項を指摘しようと

試みたことの内容である。典型契約法が民法の一分野であると了解される

ことによって、採り上げられる契約は私人によって締結され得る契約のみ

であり、その法は技術的であり、かつ、政策に関して中立的な規範から構

成されることがわかる。分子たる典型契約よりも原子たる債務に関心を寄

せることによって、契約の性質決定という困難な局面が回避され、新規に

登場してくる混合物が適切に取り扱われる。すると、残るはもはや、この

分野を名付け直すことだけであろう。《典型契約法》の名は捨てられ、《典

型債務法》の名が充てられる30。 

                                 
30 但し、以下のように付言しておこう。典型性の高い契約 (contrats très spéciaux) に
関する法は、やはり債務よりも契約に依拠し続ける。居住用賃貸借、不動産信用な

どは［そうした名称のまま］語られ続けるであろう。実際、立法者は、当該取引行

為を全体として (in globo) 規律して、しばしば、一方の当事者を他方の当事者から

保護しようとしており、契約を構成する諸債務の作用を技術的に記述しようとはし

ていない。 


