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資料　関連条文� （以上、本号）

第５章　台湾法・日本法との比較

　前の４章では、中国法における違約金増減の概要、運用実態（裁判実
務に関する数量分析および論理分析）、学界による評価および改革案を
検討してきた。本章は、比較法という視野を入れて、台湾法・日本法を
取り上げる。このような作業をすることで、中国法における違約金増減

（以下では、本章における比較法の検討の部分では、中国法における違
約金増減を「中国法法制」と略称することとする。）の運用と比較し、中
国法法制がいかなる特徴を有するのかを析出する。具体的には、本章は
台湾法と日本法を分けて次のような内容で検討していきたい。
　第１に、第１章による立法史の部分では指摘したように、現行台湾法
において違約金の減額を認める法規定が定められている。本法規定は戦
前1929年南京で制定された中華民国法から受け継がれるものであるた
め、現行中国法の前史をなしている。このような背景のもとでは、第１
節は、本法規定が（以下では、台湾法において法院が違約金の減額を認
める法制を「台湾法法制」と略称することとする。）、どのような趣旨が
定められているのか。学説・裁判実務において如何にして解釈、運用さ
れているのかを検討する。その上で、中国法法制の運用と比較し、中国
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法法制がいかなる特徴を有するかを浮き彫りにしてみたい。
　第２に、日本法において予定賠償額について裁判所による増減を認め
ない条文が置かれている。とはいえ、明文の立場と異なり、日本法にお
ける学説・裁判実務によると、明文通りに裁判所は予定賠償額の増減を
認めないとしながら、一定の場合には公序良俗の一般条項の適用を通し
て過大な予定賠償額の約定を一部無効とすることで、事実上、予定賠償
額の減額を認めている、とされる1。また、最近の立法の動向を見ると、
民法（債権法）改正は、裁判所による予定賠償額への介入問題を正面か
ら取り上げ、特に過大な予定賠償額のへ介入を明文化しようとする議論
を見せている2。このような背景のもとでは、第２節は、日本法における
予定賠償額の増減問題に関する条文の立場、学説・裁判実務の状況およ
び民法（債権法）の改正をめぐる議論を取り上げる。その上で、中国法
法制の運用と比較し、中国法法制がいかなる特徴を有するかを浮き彫り
にしてみたい。

第１節　台湾法との比較

　台湾法における違約金に関する条文は、台湾民法250条から253条まで
規定されている。まず、その内容を見ておこう。

台湾民法3

1 奥田昌道編『新版注釈民法（10）Ⅱ・債権（１）債権の目的・効力（２）§§415
～ 426』（有斐閣・2011年）663頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
2 たとえば検討委員会の試案によると「裁判所は、予定された賠償額が債権者
に生じた損害に比して過大であるときには、その額を合理的な額まで減額する
ことができる。」という提案が見られる。民法（債権法）改正検討委員会『詳解・
債権法改正の基本方針Ⅱ──契約および債権一般⑴』（商事法務・2009年）288
～ 292頁参照。
3 台湾民法に関する条文の訳は、前田達明「中華民国民法」　『史料民法典』（成
文堂・2004年）1622頁による。ただし、250条２項が、2002年の民法典の改正によっ
て改正を加えられたため、本項の訳は著者が加筆したものである。
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250条
　（１）当事者は、債務者が債務を履行しないときは違約金を支払
うべきことを約定することができる。
　（２）違約金は、当事者間に別段の定めがある場合を除いて、不
履行による損害賠償の総額とみなす。債務者が、債務者が適当の時
期に、又は適当の方法によって債務を履行しない場合は直ちに違約
金を支払うべきことを約束したときは、債権者は、債務の現実履行
を請求することができるか、又は違約金を請求することができる。
この場合、違約金は、適当の時期、又は適当の方法によって債務を
履行しない場合にもたらされる損害賠償の総額の予定とみなす。

251条
　債務の一部がすでに履行されたときは、裁判所は、債権者がその一
部の履行によって受けた利益に応じて違約金を減少することができる。

252条
　約束した違約金の額が高すぎるときは、裁判所は、相当の額に至
るまで減少することができる。

253条
　前三条の規定は、違約のとき金銭以外の給付をすべきことを約し
た場合に準用する

　法規定からみると、250条と253条は違約金の法的性格を規定している
ものである。251条と252条は、台湾法法制の適用に関する要件を規定し
ているものである。以上に基づき、本節は、２つの部分を分けて検討を
進める。
　第１に、台湾法法制ががどのような趣旨で規定されているのか、どの
ようにして使われるのかを検討する。すなわち、法規定、学説および最
高法院の判決4に基づき台湾法法制の趣旨、対象および要件を明らかに

4 台湾法における最高法院の判決については司法院「法学資料検索系統」
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する。
　第２に、中国法法制と台湾法法制を比較する。両法制の比較を通して、
現行中国法の特徴を浮き彫りにしたい。

１　趣旨
　台湾法法制の立法趣旨について、条文についての立法者意思が示され
ていないため、学界における有力な民法学者の著書から、その趣旨を読
み取るかまたは推測するしかないと思われる。まず、台湾民法債権総論
では、立法の趣旨は以下のように述べられている。
　「契約締結において経済的な弱者がやむを得ずに高額な違約金を締結
する場合には、その者に救済の道を与えないと、公平を失する。それゆ
えに、法規定は法院に違約金を減額する権限を賦与するのである。」5、と
される。
　他方、民法学界における有力な民法学者である林誠二氏は、氏が執筆
した著書と論文において立法の趣旨を以下のように述べておられる。
　「違約金の約定は当事者の合意によるものである。とはいえ締結地位
の不平等が不公平の事情をもたらしかねないため、立法は法院に違約金
を減額する権限を賦与するのである。」6、とされる。
　「現代契約において当事者の締結地位および交渉力はしばしば不平等
である。換言すれば優位の締結地位に立つ一方当事者は相手方当事者に
実質的な公平が欠ける契約条項を受け入れるように押し付ける、という
事情がある」7、「違約金は当事者の合意により締結されたものである。と
はいえ当事者の締結地位の不平等のために、違約金の約定が明らかに公
平を失することになりかねない。この場合に、法院が違約金を無効にす
ると、違約金の機能や実益がなくなる。それゆえに、法規定は法院に違
約金を減額する権限を与えると同時に、当事者の利益にも気を配ってい

（http://jirs.judicial.gov.tw/）による。
5 孫森焱『民法債編総論下冊』（三民書局・2014年訂正版）727頁。
6 林誠二『民法債編総論──体系化解説──（下）』（瑞興図書・2001年）229頁。
7 林誠二「違約金酌減之法律問題」台湾法学157期（2010年）117頁。
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る。」8、とされる。
　以上、台湾法法制の立法趣旨を見てきた。中国法法制の趣旨と比べる
と、明らかに異なる論理で正当化されていることが明確にされた。台湾
法法制の趣旨に照らせば、以下のように要約することができると考える。
　学者の論述は「経済的な弱者」や、「優位の締結地位」、「締結地位の不
平等」に目を向けている。すなわち契約締結において、当事者間の交渉
力の格差があるため、このような格差が是正されない限り、実質的な公
平が実現されない。それゆえに台湾法法制は当事者間の交渉力の格差を
是正し、実質的な公平を保つためのものとして解釈されている。換言す
れば、台湾法法制は当事者間の交渉力の格差の是正という論理で正当化
されていると推測され得る。

２　対象
　第１章では検討したように、違約金は、その種類によって法的性格や
機能が異なってくる。台湾法法制が適用される場合に、念頭に置かれる
違約金は、どのようなものなのか（違約金の種類）を明らかにする必要
がある。以下では、まず学説では、違約金はどのようにして説明されて
いるのかを見た上で、台湾法法制に適用される違約金は、どのようなも
のなのか（違約金の種類）を把握する。

（１）学説
　台湾法でも、講学上、違約金の種類は、中国法と同様に「賠償的違約金」
と「懲罰的違約金」と分類されている9。違約金の種類をめぐる学説につ
いて、学界では、代表的なものとして、孫森焱氏、邱聡智氏の見解を挙
げることができる。この二人の見解に基づいて、「賠償的違約金」と「懲
罰的違約金」については、それぞれ以下のように述べられている。
　「賠償的違約金」について、「『賠償的違約金』は債務不履行の場合にも

8 林・前掲注（７）117 ～ 118頁。
9 邱聡智『新訂民法債編通則（下冊）』（華泰文化事業・2001年）552 ～ 553頁、孫・
前掲注（５）716 ～ 717頁を参照。
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たらされる損害賠償総額の予定として用いられる。」10、「『賠償的違約金』
は債務不履行の場合にもたらされる損害の賠償額、賠償額総額もしくは
最低賠償額として、当事者があらかじめ予定しておくものである。」11、
とされる。
　「懲罰的違約金」について、「債務者が契約義務を履行しないとき、違
約金の支払いのほか、損害賠償責任も負担すると約定される場合には、
違約金は『懲罰的違約金』と解釈される。」12、「『懲罰的違約金』は、履行
の確保を強制する罰である。当事者は『懲罰的違約金』を約定する場合、
債務不履行のとき、債務者は違約金を支払う以外に、現実の履行をする
責任もしくは損害賠償責任を負わなければならない。」13、とされる。
　また、学説では、法院が当事者が約定した違約金が「賠償的違約金」か、

「懲罰的違約金」かを認定する場合、「違約金は原則的に『賠償的違約金』
と認定されるべきである。違約金が『懲罰的違約金』として認定される
場合には、当事者がその意思を明示する必要がある。」14、「違約金の認定
においては当事者の意思に従い、決めなければならない。もし当事者の
意思が明らかではない場合、違約金は『賠償的違約金』として認定され
るべきである」15、とされる。
　以上、台湾法による違約金をめぐる学説に照らすと、「賠償的違約金」
は損害賠償の予定として用いられること、「懲罰的違約金」は当事者の
意思によって合意される違約罰であること、現実履行、損害賠償などの
救済方法と併用されることができること、といった法的特徴があると認
識されている。この意味において、「賠償的違約金」と「懲罰的違約金」
についての認識は、中国法と同じ枠組みで捉えられることができる16。
次は、台湾法法制に適用される違約金は、「賠償的違約金」なのか、「懲

10 邱・前掲注（９）552頁。
11 孫・前掲注（５）717頁。
12 邱・前掲注（９）553頁。
13 孫・前掲注（５）716 ～ 717頁。
14 邱・前掲注（９）553頁。
15 孫・前掲注（５）717頁。
16 中国法における違約金についての検討は、第１章の「違約金の種類、法的性
格および機能をめぐる学説」を参照されたい。
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罰的違約金」なのか、あるいは両方とも含まれるのか。

（２）対象としての違約金
　台湾民法250条に照らすと、台湾法法制に適用される違約金が「賠償
的違約金」であることは明確に示されている。他方、最高法院の判決では、

「懲罰的違約金」も台湾法法制に適用され得ると解釈されている。以下
では、法規定の立場と最高法院の判決の立場に基づいて検討を進める。

（ⅰ）法規定の立場
　台湾民法250条２項から見れば、民法（250条から253条まで）が規定し
ている違約金は「賠償的違約金」を指す17。立法の立場によると、違約金
が「賠償的違約金」として立法化され、「懲罰的違約金」が法規定によっ
て除外されるという原則が徹底される必要がある、とされる18。「賠償的
違約金」としての違約金が、一定の条件のもと、民法252条の適用によっ
て、法院は違約金を減額することができる、と説明されている19。
　また、学説では、民法250条の直後に規定されている民法251条と252
条の対象が、民法250条が規定している「賠償的違約金」であることは、
法規定の体系的な解釈から導ける当然の結論である、と説明されてい
る20。
　以上、法規定についての検討に照らせば、台湾法法制に適用される違
約金が「賠償的違約金」であることが明らかにされた。

（ⅱ）最高法院の判決の立場
　「懲罰的違約金」が台湾法法制に適用され得るかどうかについては、
法規定において明確な立場が示されていない。これに対して、最高法院

17 台湾民法250条２項の文言から見ると、当事者間に別段の定めがない限り、
違約金が損害賠償の予定と見なされることは明らかである。邱・前掲注（９）
550頁参照。
18 邱・前掲注（９）555 ～ 556頁参照。
19 孫・前掲注（５）717頁参照。
20 楊芳賢「民法違約金酌減規定之若干問題」臺大法学論叢40巻４期（2011年）
2131頁参照。
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93年度台上字第1812号判決では、「懲罰的違約金」が台湾法法制に適用
され得るかどうかについて、その判旨が以下のように示されている。
　「民法252条の規定に基づき、約定された違約金が著しく高い場合には、
法院は相当な金額まで減額することができる、とされる。本規定は、『懲
罰的違約金』について適用されることもできる。」、とされる
　以上、最高法院の判決の判旨によると、台湾法法制に適用される違約
金が「懲罰的違約金」にまで及び得ることが明らかにされた。
　他方、「懲罰的違約金」が台湾法法制に適用され得るかどうかについ
て、最高法院の判決の判旨に賛成する学説もある。学説では、その理由
が以下のように述べられている。
　「まず、『懲罰的違約金』に関する約定は、当事者の意思自治に基づい
て約定されたものであるが、債務者を保護し、その者に大きな負担を負
わせないため、『懲罰的違約金』が民法252条に適用される必要がある。
　また、当事者が約定した違約金は『懲罰的違約金』であるのか、それ
とも『賠償的違約金』であるのか、法院が両者を区別することには困難、
不確定性がある。他方、両者の差異が過度に強調されると、違約金が『賠
償的違約金』であると認定される場合（その額を減額され得る）と、違
約金が『懲罰的違約金』であると認定される場合（その額を減額され得
ない）において、債務者が異なる責任の負担を背負いかねないことにな
る。」21、とされる。
　以上、最高法院の判決の立場および学説の見解に照らすと、「懲罰的
違約金」も台湾法法制に適用され得ると解釈されている。

３　要件
　前の部分では、台湾法法制に適用される違約金は如何なるものなのか

（違約金の種類）を明らかにした。本部分では、台湾法法制が如何にし
て適用されるのかという要件を明らかにする。法規定、学説および最高
法院の判決に基づき、中国法法制と同様に、台湾法法制についても訴訟
要件（手続的な要件）と判断要件（実体的な要件）に分けられて議論が行
われている。以下では、訴訟要件、判断要件という順番で検討を進める。

21 楊・前掲注（20）2131頁。
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（１）訴訟要件
　法院が手続上、いつ違約金の減額の可否を判断することができるとい
う訴訟要件としては、「当事者の申請」によるのか、「法官の職権」によ
るのか、という２つの立法例がある22。換言すれば、法院が職権により
違約金の減額を命ずることができるかどうか、あるいは、当事者による
主張をまってはじめて減額することができるのかという問題である。台
湾法において訴訟要件が如何なる立法例を採用しているのかについて明
確に定められていない。その代わりに、この問題を説明している学説も
ある。以下では、学説に基づいて検討を進める。

（ⅰ）学説の立場
　台湾民法の代表的な学者としての王澤鑑氏は、「台湾民法252条が強行
規定であるため、法院が職権により違約金に介入しなければならな
い。」23と説明しておられる。また同じ著名な民法学者としての林誠二氏
も、以下のように述べておられる。
　「民法252条の文理解釈によると、違約金の減額を命じるかどうかは、
法院の職権による。当事者が訴訟において法院に違約金を減額するよう
求めることができるとしても、法院が当事者の主張に拘束されるべきで
はない、とされる。それゆえに、法院が違約金の減額を命じるかどうか、
いくら命じるのかは、法院の独占的な裁量権に属する」24、とされる。
　さらに、学説では、法院が職権により違約金の減額を命じるべきであ
ることは、法解釈論から以下の二つの理由25が挙げられている。
　第１に、条文の文理上からすると、「債務者の申請」によるという要
件を規定していないため、立法者が違約金の減額の可否において「債務

22 違約金の増減をめぐる訴訟要件についての説明は、第１章の注（55）を参照
されたい。
23 王澤鑑『王澤鍳法学全集・第十巻──民法概要』（中国政法大学出版社・2003
年）280頁。
24 林・前掲注（７）118頁。林氏と同じ見解を持つ学説もある。黄宏全「論給付
拒絶及違約金酌減與不当得利──以最高法院93年台上字第42号判決及最高法院
97年台上字第1078号判決為中心──」輔仁法学34期（2011年）185頁参照。
25 楊・前掲注（20）2157頁～ 2159頁参照。
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者の申請」という要件を採用せず、その代わりとして「法院の職権」に
よるという立場をとっていると解釈することができる。
　第２に、比較法を見ると、台湾法は、ドイツ法のように法院が「債務
者の申請」によってはじめて違約金の減額の可否を判断できるという立
法を明文化しなかった。その理由は、立法者が当時の社会、法制、人材、
観念などの状況がドイツと異なっていた、という事情26があるためであ
る。それゆえに、立法者はあえて台湾法法制の適用を「法院の職権」に
ゆだねるという異なる立法の立場を採用したと推測することができる。

（ⅱ）適用についての問題
　以上の学説についての検討に照らせば、法院は職権により違約金の減
額を命ずることが、明らかにされた。それに対して、当事者が積極的に
違約金を減額するよう求めることができるのか、もし認められるとすれ
ば、どのような形で行われるのか、という実務的な問題も、残っている。
学説では、法院は、債務者が訴訟の提起、または抗弁という段階におい
て違約金の減額を申請する場合、法院はその減額の申請に基づき、違約
金の減額の可否を判断することもできる、とされる。以下の三つの理
由27が挙げられている。
　第１に、学説では、法院が職権により違約金の減額を命じると解釈さ
れるということは、債務者がわざわざ違約金の減額を請求する必要がな
いことのみを意味し、債務者が積極的に違約金の減額を申請する権利を
制限することを意味していない。
　第２に、違約金が著しく高いか否かについて、訴訟の手続に入る債務
者は被告として抗弁する権利が当然にある。それゆえに、債務者が違約
金が著しく高いと考える場合、法院は、債務者に違約金を減額する抗弁

26 楊氏は、台湾法の場合に、社会、法制、人材、観念などの状況がドイツと異なっ
ていたと指摘しているが、具体的にどう異なるのかについて言及していない。
27 楊氏の考え方によると、台湾法法制の適用は、法院が職権により違約金の減
額を命じるか否かの場合を除いて、債務者が訴訟の提起や、抗弁という手続的
な段階において違約金の減額を請求することによって、法院は違約金の減額の
可否を判断することも可能である、とされる。楊・前掲注（20）2161頁～ 2162
頁参照。
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の権利を与えるべきである。
　第３に、債務者が違約金が著しく高いと主張する場合でも、法院が、
必ず債務者の減額の主張を認めるとは限らない。それゆえに債務者が訴
訟の提起、又は抗弁という段階において、違約金の減額を請求する権利
は妨げられない。
　以上の検討によると、法院が当事者による違約金の減額の主張をまっ
てはじめて減額することができるという原則は採用されていないが、訴
訟の提起、抗弁という手続の段階において債務者による違約金の減額の
主張がある場合、法院がその減額の主張に基づき、違約金の減額の可否
を判断することも可能であることが、明らかにされた。

（２）判断要件
　学説では、法院は違約金の減額を、２つの場合に認めることができる
と解している。民法251条は、債務が一部履行された場合には、法院が
違約金を減額すると規定している、民法252条は、違約金が著しく高い
場合、法院が違約金を減額すると規定している、と説明されている28。
前者の場合には、法規定によって法院の判断要件がはっきりと示されて
いるが、後者の場合には、法院の判断要件が明確に示されていない。ほ
とんどの学説は、違約金が著しく高い場合において法院による減額の判
断要件を解釈するとき、いくつかの最高法院の判旨に基づき説明してい
る29。それゆえに、252条による法院の減額の判断要件を明らかにするた
めには、最高法院の判旨を提示、検討する必要がある。以下では、民法
251条、252条にそれぞれ基づき、判断要件を検討することとする。

（ⅰ）民法251条の判断要件
　民法251条によると、債務が一部履行された場合には、法院は一部履
行によって得られた利益に照らし、違約金を減額しなければならない、
と規定されている。学説では、債務者が債務を一部履行した以上、債権

28 邱・前掲注（９）556 ～ 557頁参照。
29 孫・前掲注（５）727頁、林・前掲注（７）118頁、邱・前掲注（９）557 ～ 558
頁、黄・前掲注（24）23頁などを参照。
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者はそれによって利益を享受することになる。それゆえに、法院が違約
金の額から債権者の利益を差し引いて違約金を減額することは、自明の
ことである、と説明されている30。他方、最高法院88年度台上字第982号
の判決と93年度台上字第2470号の判決では、「債務の一部が履行された
場合、法院は債権者が受けた利益に照らして、違約金を減額しなければ
ならない。」という同様の判旨も、示されている。
　以上、台湾法においては、「債務の一部履行」が明文の判断要件とさ
れている。すなわち、法規定に照らせば、債務の一部履行がなされた場
合、法院が違約金を減額しなければならないとされている。

（ⅱ）民法252条の判断要件
　民法252条によると、違約金が著しく高い場合、法院は相当な金額ま
で減額することができる、としか規定されていない。学説では、251条
の適用と比べると、252条の適用は、複雑であり一律の判断要件を設け
るべきでない、と説明されている31。学説は、最高法院の判決の判旨に
基づき、民法252条による減額の判断要件について主に２つの基準を提
示している。すなわち、その内容は、総合考量と「公平を著しく失する」
という二つのものである。以下では、この二つの内容に分けて検討を進
める。

①　総合考量
　学説では、最高法院の判決の判旨に照らせば、違約金が著しく高い場
合に、法院が違約金の減額の可否を判断するとき、その考量の要素を、

「一般の客観事実、社会経済の状況および当事者の損害状況」とすべき
である、と指摘されている32。その代表的な判決としての最高法院85年
度台上字第1047号判決と、最高法院95年度台上字第400号判決は、その
判旨を次のように示している。

30 邱・前掲注（９）557頁参照。
31 邱・前掲注（９）557頁参照。
32 孫・前掲注（５）727頁、邱・前掲注（９）557 ～ 558頁、黄・前掲注（24）23
頁などを参照。
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　最高法院85年度台上字第1047号判決によると、「当事者が約定した違
約金が著しく高い場合、法院は職権によって相当な額まで減額すること
ができる。減額の可否は、一般の客観の事実、社会経済の状況、当事者
が受けた損害もしくは得た利益に基づかなければならない。」、とされる。
　最高法院95年度台上字第400号判決によると、「一般の客観事実、社会
経済状況、当事者が受けた損害もしくは得た利益に基づき、当事者が約
定した違約金が著しく高いことを理由に、252条に基づき職権により違
約金を減額した原審の判断は、妥当である」、とされる。
　以上の最高法院の判決の判旨に照らせば、違約金が著しく高い場合に、
法院が減額の可否を判断する際の要件は、一律には定められていない。
法院は総合考量によって違約金の減額の可否を決めると解されている。
とはいえ、総合考量の要素の中には、当事者の実損害を除いて、一般の
客観事実、社会経済の状況といった要素は具体的に何を指すのかについ
て、はっきりとは示されていない。上記の二つの判旨によると、法院が
総合考量に基づき、違約金の減額の可否を判断するとき、法院に一定の
自由裁量が与えられる、ということになろう。

②　「公平を著しく失する」
　他方、学説では、最高法院の判決の判旨から、違約金が著しく高い場
合には、法院が違約金の減額の可否を判断するとき、違約金の約定が公
平を著しく失する程度に達しないと、法院は違約金を減額してはならな
い、とされている33。問題は、「公平を著しく失する」の中身である。学
説によって示されている代表的な判決としての最高法院93年度台上字第
909号判決と、最高法院95年度台上字第1095号判決は、その判旨を次の
ように示している。
　最高法院93年度台上字第909号判決によると、「違約金の約定は、当事
者の契約自由、意思自治という原則からの要請である。すなわち、違約
金の約定は、両当事者が、契約締結時に自分が契約を履行する意思、経
済的能力、違約時に損害の状況に関する主観および客観の要素を考量し、
自由意思、平等な地位に基づき、自律的に決定したものである。それゆ

33 楊・前掲注（20）2170 ～ 2171頁参照。
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えに、債務者が違約金の約定が著しく高く『公平を著しく失する』にな
ることを主張、挙証する場合にしか、法院は、違約金の減額の可否を判
断することができない、それにより社会正義が実現され得る。その場合
を除いて、当事者は違約金の約定に拘束されるし、法院も違約金の約定
を尊重しなければならない。」、とされる。
　最高法院95年度台上字第1095号判決によると、「民法148条２項による
と、権利の行使、義務の履行は、誠実信用原則に基づかなければならな
い、とされる。それゆえに法院は、誠実信用原則に基づき、違約金の約
定が著しく高く、『公平を著しく失する』になるか否かを判断すること
ができる。」、とされる。
　以上の最高法院の判決の判旨に照らせば、違約金が著しく高い場合に、
法院が減額の可否を判断する際に、「公平を著しく失する」になるか否
かが重要な基準として提示されている。如何にして「公平を著しく失す
る」の中身を捉えるのかについて、最高法院93年度台上字第909号判決
では、違約金の約定は自由意思、平等な地位に基づき、自律的に決定し
たものであるため、法院は違約金の約定を尊重すべきである、とされて
いる。それゆえに法院が違約金の約定を尊重すべきではないという場合
は、違約金の約定が「公平を著しく失する」の程度に達する場合であり、
すなわち違約金の約定が自由意思、平等な地位によって自律的に決定さ
れていない場合である、という反対解釈ができると思われる。他方、最
高法院93年度台上字第909号判決では、法院は誠実信用原則に基づき「公
平を著しく失する」になるかどうかを判断する、とされている。法規定
には誠実信用原則の中身は明らかにされていないが、判決の判旨に鑑み
ると、誠実信用原則は当事者の権利の行使、義務の履行を審査の対象と
するため、当事者が違約金を約定する法律行為において強迫、詐欺など
の事由があるかどうかは、誠実信用原則による検討の内容であると解さ
れるであろう。このように、上記の二つの判旨によると、法院が違約金
の約定が「公平を著しく失する」になるかどうかによって、違約金の減
額の可否を決めるとき、その判断の力点は当事者が自発的、あるいは自
律的に違約金を約定したかどうかに置かれているということになる。

４　台湾法から見る中国法
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　上記の検討では、法規定、学説および最高法院の判決の判旨に基づき、
台湾法法制の趣旨、対象および要件が、明らかにされた。中国法法制の
適用と比較したうえで、台湾法と中国法の特徴が、次の表にまとめるこ
とができると考える。

【表】中国法と台湾法の比較34

中国法 台湾法
法規定 増額、減額 減額だけ
趣旨 当事者間の給付の均衡の回復 当事者間の交渉力格差の是正
対象（適用に
され得る違約
金の種類）

「賠償的違約金」 「賠償的違約金」、「懲罰的違約
金」

訴訟要件 当事者の申請
法院の釈明権（減額だけ）

法院の職権

判断要件 増額：実損害差額主義 （１）債務の一部履行
（２）違約金が著しく高い場合減額：

（１）基礎的要素　──　実損
害差額主義　（主）
（２）付加的要素　──　債務
の一部履行、当事者の故意・過
失の度合い、公平と誠実信用原
則　（従）

裁判実務 増額の可否の判断
（１）実損害差額主義：
85%（46件のうち39件）
（２）実損害差額主義　＋　意
思決定の瑕疵の有無：
15%（46件のうち７件）

最高法院の判決：
（１）総合考量　──　一般の
客観事実、社会経済状況、当事
者の損失状況
（２）「公平を著しく失する」の
有無　──　当事者の意思表示
の真実性、締結地位の格差、詐
欺、強迫などの法的行為の有無

減額の可否の判断
（１）実損害差額主義：
92％（149件のうち137件）
（２）実損害差額主義　＋　
当事者の帰責性（故意・過失）：
８％（149件のうち12件）

　以上のまとめに照らせば、中国法と台湾法において両法制の規定の仕

34 本表は、中国法（第１章における法規定、学説についての検討、第２章にお
ける裁判実務についての検討）と台湾法（本章における法規定、学説および最
高法院の判決の判旨についての検討）に基づき、整理したものである。
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方、趣旨から判断要件までを比較すると大きな差異を見て取れる。本稿
の問題関心との関係で、中国法を台湾法と比較すると、次の３つの特徴
を浮き彫りにし得ると考える。
　第１に、両法制の規定の仕方を見ると、中国法において違約金の減額
だけではなく、違約金の増額も定められている。それに対して、台湾法
において違約金の減額だけが定められている。台湾法ではなぜ減額だけ
を認めるのかについて、立法理由、学説、さらに判例は言及してはいな
い。ただし、増額の場合、違約金の機能に鑑みると、違約金が債権者の
実損害よりも低額である場合に、違約金が責任制限機能を有することと、
意思自治の理念に鑑みると、法院が当事者が予定していなかった額まで
の増額を認めることは、当事者の意思自治に深刻な干渉となってしまう
ことは、台湾法が違約金の増額を認めない理由として推測され得るであ
ろう。裏を返せば、減額の場合と比べると、より深刻に意思自治の理念
と衝突する増額を認めないことは、台湾法において意思自治の理念が最
大限に尊重されている意味を有すると解される。それに対して、中国法
において法規定、学説は違約金の増額を認めるだけではなく、裁判実務
に照らしてみても法院が違約金の増額を認めた裁判例が少なくないた
め、寛容な立場を示している。この意味において、中国法において意思
自治の理念がまったく配慮されていないという特徴が浮き彫りになると
看取できる。
　第２に、両法制の趣旨に照らせば、台湾法はその趣旨を当事者間の交
渉力格差の是正としている。それに対して、中国法はその趣旨を当事者
間の給付の均衡の回復としている。すなわち両法制の問題関心もまった
く異なっている。
　台湾法の趣旨は、当事者間の交渉力格差を懸念し、当事者間の交渉力
格差によって当事者の自律的な意思表示が妨げられたかどうかに着目す
るものである。それによって台湾法法制が当事者の意思自治の理念との
補完関係に立つと評価することができる。
　他方、中国法の趣旨は、当事者間の給付の結果に関心を払い、その給
付の結果の均衡がはかられたかどうかに着目するものである。それによ
り中国法が当事者の意思に目を向けておらず、もっぱらその結果の均衡
性を強調しているため、当事者の意思自治の理念との緊張関係が生まれ
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ていると評価することができる。したがって、中国法の趣旨を徹底する
と、中国法において意思自治の理念は軽視ひいては無視されていると看
取できる。
　第３に、両法制の判断要件、またその運用についての裁判実務に照ら
せば、台湾法において法院が違約金の減額の可否を判断するとき、債務
の一部履行による減額の場合を除いて、違約金が著しく高い場合の減額
の判断要件は明文上は提示されていない。学説、最高法院の判決の判旨
によると、法院は総合考量に基づき判断することが求められている。中
国法の判断要件と異なり、台湾法は、判断要件において当事者の実損害
の考量を提示するほか、「公平を著しく失する」の有無をも強調してい
る。すなわち法院は、違約金の約定が「公平を著しく失する」になるか
どうかを判断するとき、当事者の意思表示の真実性、当事者の交渉力の
格差、詐欺、強迫などの法的行為の有無に判断の力点が置かれている。
裏を返せば、法院は当事者の意思の自発性あるいは自律性についての審
査も求められている。この意味において、台湾法においては意思自治の
理念が重んじられていると解される。
　他方、中国法において法規定と通説では、法院が違約金の増額の可否
を判断するとき、実損害差額主義を基準とする。法院が違約金の減額の
可否を判断するとき、実損害差額主義を主とし、一連の付加的要素（債
務の一部履行、当事者の故意・過失の度合い、公平と誠実信用原則）を
従とする、という立場が明確されている。中国法の立場に照らせば、増
額と減額の場合を問わず、法院は「当事者の実損害」という結果を中心
的に考量しなければならない、ということが強く求められている。もっ
とも法規定によると、法院は、違約金を減額する場合には、一連の付加
的要素の考量も求められているが、その重要性は「当事者の実損害」よ
りも弱いものとされている。また付加的要素の中身に鑑みると、ほとん
ど違約後の事由ばかりが着目され、契約締結時の事由（当事者の意思）
は考量の対象とされていない。また、裁判実務に照らしてみても、法院
が違約金の増額の可否を判断する場合に、85％の裁判例は実損害差額主
義に基づくものである。法院が違約金の減額の可否を判断する場合に、
92％の裁判例は実損害差額主義に基づくものである。その反対に、法院
が当事者の意思決定の瑕疵の有無を考量した裁判例は、（法院が増額の
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可否を判断する場合の）わずか７例（15％）しかなかった。換言すれば、
裁判実務も、基本的に法規定、通説の立場を徹底したことが明らかにさ
れた。この意味において、中国法は、当事者の意思よりも契約の給付の
結果を重視していると捉えることができる。逆に言えば、中国法におい
て意思自治の理念はほとんど根付いていないと解される。

第２節　日本法との比較

　本節は、現行法の規定、学説・裁判実務、債権法改正をめぐる立法論
という３つの部分に基づいて日本法を検討する。そのうえで、中国法法
制の運用と比較し、中国法はいかなる特徴を有するかを析出する。

１　現行民法の条文
　日本の現行の民法420条は次のように規定している。

日本民法420条
　（１）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。

　日本の民法420条（以下では、「本条文」と称することとする。）の文言
構成から見ると、中心的な条文は本条文１項である。本項は、当事者に
予定賠償額を約束することができる権利を賦与するものであり、また予
定賠償額について裁判所による増減を認めない旨を定めている。他方、
本条文３項によると、違約金という法的用語も定められており、しかも
損害賠償額の予定と推定している。本章では比較法上の検討を行うため、
次の２点を明らかにしておきたい。
　第１に、日本法において違約金とはどのような法的意味のものとして
用いられるのか。予定賠償額とどう関係しているのか。中国法法制に適
用される違約金と同じ枠組みで捉えられるのか。本問題は本稿の直接の
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問題関心ではないが、両国における法的用語についての意味が大きな誤
解を招きかねず、比較法上の検討を行うためには、日本法に適用される
違約金の意味を明らかにする必要がある。
　第２に、民法420条では、予定賠償額について裁判所による増減を認
めない旨が定められている。中国法法制と比較して日本法は異なる立場
を示している。それゆえに、予定賠償額の増減を認めない本条文を支え
る立法の趣旨が問われることになる。

（１）本条文における違約金
　本条文３項の規定は、違約金の定義を直接には設けていないが、当時
の起草者の見解によると、違約金は理念上では損害賠償の予定とは異な
る意味として扱われる、とされる35。その後の学説も、起草者の見解を
踏襲している。たとえば、我妻博士によれば、違約金とは「債務不履行
の場合に支払うべきものと約定される一種の制裁金であるから、その内
容は種々ありうる。ことに、損害賠償の請求は別に一般の理論に従って
することができるものとし、それとは無関係に違約金を支払うという場
合もありうる」36と定義されている。ほかの学説によれば、違約金は契
約の履行を確保するためのものであり、損害賠償の予定とは性質上異な
るものである37と説明されている。他方、実際の取引において、違約金
は当事者の意図によって損害賠償の予定のためとか、債務の履行を確保
する違約罰のためとか、最低損害賠償の予定でそれ以上の損害の賠償を
認めるためであるといったさまざまな目的で使われているといった指

35 起草者の見解によると、理念上においては、違約金は履行を確保するため
のもの、懲罰性を有するもの、法的効力を否定され得るものおよび損害賠償の
救済と並存できるものという四つの特徴がある。それゆえに、違約金が損害賠
償の予定と区別された法的意味を有する、とされる。奥田編・前掲注（１）663
～ 664頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
36 我妻栄『新訂債権総論』（岩波書店・1964年）135 ～ 136頁。
37 「強制罰ノ性質ヲ有スル場合ニ於テハ債権者ハ違約金ヲ請求シ且ツ不履行ニ
ヨル実損害ヲ請求シ得ルノ外原債務ノ履行ヲ請求スルコトヲ得ヘシ」。中島玉
吉『民法釈義・巻３・債権総論上』（金刺芳流堂・1924年）59頁、磯谷幸次郎『債
権法論・総論上巻』（巌松堂書店・1920年）492頁以下を参照。
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摘38も見られる。これらの学説に照らせば、要するに、違約金は理念上
には、必ずしも損害賠償の予定として一義に捉えられるのではなく、一
般には違約罰の意味として捉えられていると看取できる。
　しかしながら、理念的に違約金は損害賠償の予定と区別されたものと
して扱われるが、本条文３項によると、違約金が損害賠償の予定と推定
されている。本条文３項についての立法理由によると、「理念的に違約
金は損害賠償の予定と区別されたものであるが、実際には違約金と称し
ていても損害賠償の目的であることも多いため、当事者の意図が明らか
でない限り、違約金は損害賠償の予定と推定する、というのが起草者の
考えである」39と説明されている。学説は、理念的に違約金がさまざま
な意味として用いられるため、明文において違約金が損害賠償の予定と
推定されることは、契約の解釈に関する紛争を避けるのみならず、一般
の場合には当事者が違約金を定める目的である損害賠償の意思に適合す
ることでもある、とする40。もっとも、学説の中には、当事者は、違約
金が損害賠償と異なる目的で用いられることを証明する場合には、違約
金が損害賠償の予定と異なる意味で扱われることも可能であるという指
摘もある41。
　以上の検討に照らせば、中国法における違約金の法的意味と比較する
と、次の２点をまとめることができると思う。
　第１に、日本法においては、理念的には違約金は債務の履行を確保す
る違約罰の意味として用いられることは一般的である。すなわち、中国
法、台湾法における「懲罰的違約金」という法的概念に当たる。
　第２に、日本法においては、法規定の枠組みでは、本条文３項によれ
ば、違約金は損害賠償の予定と推定されている。中国法法制に適用され
る違約金は損害賠償の予定として扱われることと比較して、両国の法規
定の枠組みにおいて、違約金が持つ法的意味は一致している。注意して

38 遠田新一『判例コンメンタール４・民法Ⅱ（契約総則・債権総則・担保物権』
（三省堂・1977年）368頁参照。
39 奥田編・前掲注（１）664頁［能見善久・大澤彩執筆］。
40 我妻・前掲注（36）136頁参照。
41 奥田編・前掲注（１）663頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
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おきたいのは、中国法は違約金を損害賠償の予定とする場合に、「看做
す」という表現を使っている42が、日本法は違約金を損害賠償の予定と
する場合に、「推定する」という表現を使っている。もっとも、「看做す」
と「推定する」という法的用語のニュアンスはやや異なるが、実質的な
差異はないと言われている43。
　以上のまとめから、本稿の目的を踏まえて詳細な検討に入れる前に、
以下の２点を指摘しておきたい。
　第１に、本稿の目的は、違約金の増減を問題関心とするので、日中の
法規定において対象としての違約金が同じ法的意味で扱われるか否か
は、重要である。以上の検討に照らせば、日中の法規定において違約金
がいずれも「損害賠償の予定」として扱われることが、明らかにされた。
それゆえに、比較法上の検討が可能となる。
　第２に、日本法において条文、学説・裁判実務が違約金という法律用
語ではなく、予定賠償額という法律用語を使用することが、一般的であ
る。ただし、以上の検討に照らせば、日本法において違約金が損害賠償
の予定という法的意味に限って用いられるため、比較法上の検討におい
て違約金という法律用語にこだわる必要がない。本節は、日本法におけ
る条文、学説・裁判実務の議論との整合性を尊重するため、日本法につ
いての検討部分において予定賠償額という法律用語を用いて検討を進め
ることは、適切であると考える。

（２）本条文の立法趣旨

42 中国法における違約金についての検討は、第１章の「対象としての違約金」
を参照されたい。
43 立法者の意思によれば、本条文３項は、立法過程において「看做ス」が「推
定ス」と修正されたものであるが、実質的な変更を加えたものではない、とさ
れる。奥田編・前掲注（１）597 ～ 598頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。もっ
とも、手続の視点からすれば、「看做す」は、擬制規定であり、みなされた事柄を、
反対事実（違約金が損害賠償の予定ではないこと）を証明して覆すことができ
ないのに対して、「推定する」は、推定された事柄を、反対事実（違約金が損害
賠償の予定ではないこと）を証明して覆すことができるという決定的な相違が
あることを否めない。
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　本条文では、予定賠償額について裁判所による増減を認めない旨が定
められている。中国法と比較して日本法は異なる立場を示している。な
ぜ日本法において裁判所による予定賠償額の増減は認められないのか、
その理由はどこに求められるのか、予定賠償額の増減を認めない本条文
を支える立法の趣旨が問われることになる。立法段階をめぐる議論から
みると、訴訟・証明責任の回避という実益的理由と、意思自治の尊重と
いう思想的理由を挙げることができる。

（ⅰ）意思自治の尊重
　日本法において裁判官による予定賠償額の増減を認めない思想的理由
は、予定賠償額による合意の拘束力への尊重に求めることができる、と
される44。これは、当時の起草時に、予定賠償額に対する裁判所の増減
を一切否定した1804年フランス民法の思想を承継したものである45。す
なわち1804年フランス民法典は最初に予定賠償額の増減を認めない思想
的・原理的理由は、「合意が当事者にとっては法に代る」という法諺、
すなわち裁判官よりも契約当事者の方が契約の内容を決定する適任者で
あり、故に、当事者の意思を尊重すべきだという意思自治にある。そし
て、その思想的・原理的理由が日本法の根拠を支えているのである46。
　以上の立法理由を要約すると、日本法において予定賠償額の増減を認
めない原理的理由は、当事者間の合意への尊重という意思自治の法的思
想にあると看取できる。
　他方、日本法において予定賠償額の増減を認めない立法理由は、フラ
ンス法の思想から承継した意思自治の尊重にある、と説明されているが、
学説では、意思自治という思想的・原理的理由は、日本法の基礎付けと

44 能見善久「違約金・損害賠償額の予定とその規制（５）」法協103巻６号（1985）
1098 ～ 1099頁参照。
45 1804年フランス民法典は、1152条および1226条から1233条において過怠約款

（違約金）に関して規定を設け、それについて裁判官による増減を認めない立
場を採っていた。能見善久「違約金・損害賠償額の予定とその規制（４）」法協
102巻６号（1985）1781頁以下参照。
46 能見・前掲注（45）1808頁参照。
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いう意味では弱いものであるとも評価されている47。

（ⅱ）訴訟・証明責任の回避
　日本法において裁判官による予定賠償額の増減を認めない思想的理由
と比較して、もっと重要な理由は、予定賠償額の適用を通して損害の証
明や訴訟の回避を目的とする予定賠償額の実益を損なわないようにする
ためであるという実益的な理由がある、とされる48。すなわち、フラン
ス法の事情と異なり、日本法は、意思自治という思想的・原理的理由よ
りも、訴訟・証明責任の回避という実益的な理由の方が予定賠償額の増
減を認めない理由として強調される傾向が強い、とされる49。
　以上の日本法についての理由から、学説では、日本法とフランス法に
おいて同じく予定賠償額の増減を認めない立法はなされたが、立法理由
による根拠付けの度合いは、予定賠償額の増減問題において日本法とフ
ランス法の分岐点をなすものであり、裁判官の介入に対してフランス法
では否定的であるのに対して日本法では寛容であるという差となって表
れてくるのである、とされる50。

２　学説・裁判実務

　前述では、日本法においてなぜ予定賠償額の増減が認められないのか、

47 能見・前掲注（44）1100頁参照。
48 能見善久「違約金・損害賠償額の予定とその規制（１）」法協102巻２号（1985）
302 ～ 303頁、能見・前掲注（44）1100頁などを参照。
49 能見教授は、日本法と1804年フランス法による立法経緯と運用実態について
の検討を通して、以下の結論に達していた。すなわち、日本法が1804年フラン
ス法の立法技術を承継し、同じく予定賠償額の増減を認めない立場に立ってい
たが、日本法についての理解の仕方がフランス法とはかなり異なっていた。要
するに、フランス法において意思自治の尊重という思想的・原理的理由が強調
されることが多いのに対して、日本法において予定賠償額による訴訟・証明責
任の回避という実益的な理由が根拠となるという考え方が強い、とされる。能
見・前掲注（44）1100頁参照。
50 能見・前掲注（44）1100頁参照。
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という問題についてその理由は当事者の意思自治の尊重という思想的理
由と訴訟・証明責任の回避という実益的な理由に求められる、というこ
とが明らかにされた。とはいえ上記の検討に照らせば、日本法の場合に
は意思自治の尊重という理由で予定賠償額の増減を否定する趣旨を根拠
付ける度合いが弱いため、裁判官によるの介入の余地が大いに残りえる
という指摘もあった。実際に、予定賠償額の増減を認めないという法律
が明文化されながらも、その後の学説・裁判実務によると、裁判所によ
る予定賠償額への介入は一つ重要な論点として取り上げ続けられてい
る。以下では、日本法における学説・裁判実務が、予定賠償額の増減問
題をどのようにして扱っているのかを明らかにする。なお検討する前に、
次の二つの要点を指摘しておきたい。
　第１に、日本法において予定賠償額の増減問題を論じる場合には、予
定賠償額の増額問題と予定賠償額の減額問題に分けて検討する必要があ
ることは言うまでもない。学説・裁判実務が予定賠償額の増額問題を過
小な予定賠償額への対応の問題と、予定賠償額の減額問題を過大な予定
賠償額への対応の問題という二つの角度から論じることが、一般的であ
る。もっとも、実際の学説・裁判実務をみると、焦点は、過小な予定賠
償額への対応という法的論点よりも、基本的に過大な予定賠償額への対
応という法的論点に絞られている。したがって、本部分では過大な予定
賠償額への対応と過小な予定賠償額への対応という順に基づき検討を進
めることとする。
　第２に、本部分では、過大な予定賠償額への対応と過小な予定賠償額
への対応という法的問題を論じる場合には、その力点を、日本法におい
て裁判所がいかなる介入の要件に基づいて予定賠償額に介入するのかと
いう論点に絞りたい。もっとも裁判所による予定賠償額の介入をめぐる
法的論争は、日本民法の明文化とともに長年に行われ続けているため、
すべての学説と裁判実務にふれることは著者の能力を超えるし、本稿の
目的でもない。本部分では、代表的学説と裁判実務の大筋を紹介しまと
めることとする。

（１）過大な予定賠償額への対応
　本条文において契約当事者が約定した予定賠償額を裁判所は増減する
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ことができない、その額が実損害と著しく異なっていても増減を許さな
い、というのが起草者の見解であった。しかしながら、その後の学説・
裁判実務は、予定賠償額が実損害と比較して著しく過大な場合には、公
序良俗を理由に予定賠償額を一部無効とすることによって、事実上、減
額をある程度認めている51。また、学説・裁判実務によれば、一部履行
による減額と過失相殺による減額も、論点として取り上げられている52。
以下では、裁判所による過大な予定賠償額への介入について、公序良俗
による減額、一部履行による減額、過失相殺による減額という３つの論
点に分けて検討を進める。

（ⅰ）公序良俗による減額
①　学説
　学説では、最も早く公序良俗を理由に予定賠償額の規制を主張したも
のは、横田秀雄判事の『債権総論』であった。横田秀雄判事は、『債権総
論』において「賠償金額ノ有無其多少如何ハ当事者ノ利害ニ関スル問題
ナレハ当事者カ其自由任意ノ意思ヲ以テ之ヲ定メタルトキハ契約自由ノ
原則ニ従ヒ其意思ニ依ルヘキモノ」53と述べた上で、「之カ為メ公ノ秩序
又ハ善良ノ風俗ニ反セサルコトヲ要スルハ勿論」54と主張している。ま
た横田秀雄判事は、自分の主張の正当性を「当事者ノ意思表示ハ公ノ秩
序又ハ善良ノ風俗ヲ害セサル限リハ之ヲ敬重スルコトヲ要スルコト」55

に求めている。能見教授によれば、横田秀雄判事の基本的な認識は予定
賠償額の減額を意思自治の原則と公序良俗によるその制限という図式の
中で理解したものであり、また公序良俗違反を理由として予定賠償額を
減額しうるものである、とされる56。
　より意識的に公序良俗を理由に予定賠償額の減額を論じているのは、

51 奥田編・前掲注（１）609頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
52 奥田編・前掲注（１）657 ～ 663頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
53 横田秀雄『債権総論』（清水書店・明治41年）361 ～ 362頁。
54 横田・前掲注（53）361 ～ 362頁。
55 横田・前掲注（53）366頁。
56 能見善久「違約金・損害賠償額の予定とその規制（２）」法協102巻５号（1984）
834 ～ 835頁参照。
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富井博士の『民法原論』である。富井博士は、『民法原論』において、「予
定賠償額カ甚シク過大ニシテ公序良俗ニ反スルモノト認ムへキトキハ一
般ノ原則ニ依リ当然無効ナリトス」57と述べている。その後、富井博士
の主張に賛同する学説も表れてきた。たとえば中島博士は、『民法釈義』
において、「違約金契約は民法第九十條ノ範圍ニ於テノミ其効力ヲ有ス
ヘシ、故ニ若シ其ノ内容カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルニ於テハ同
條ニヨリ當然無効タルヘシ」58と富井博士と同じ考え方を主張している。
能見教授によれば、大正末期から昭和の初期にかけて、学説には公序良
俗を理由に予定賠償額に対する裁判所の介入を認める発想は盛んになり
始める、とされる59。
　以上のようにして、裁判所による予定賠償額への介入について公序良
俗違反を武器としてそれを規制しようとする学説が出ていたが、重要な
のはこれらの学説においてはその理論が如何なる内容のものであったの
か、ということである。換言すれば、裁判所は如何なる要件に基づいて
予定賠償額に介入することで、その減額を認めうるのか、という問題で
ある。学説の議論を見る限り、主にドイツ暴利行為説と単純過大説とい
う二つの説が挙げられている。

（ａ）ドイツ暴利行為説
　日本法において公序良俗の理由として最も主張されている理論は、ド
イツ法の影響を受けている暴利行為論というものである60。学説は、そ
の内容を以下のように述べている。
　まず、中島博士は、公序良俗による減額の論理を「債務者ノ急迫ニ乗
シ軽微ナル不履行ニ対シ莫大ノ違約金ヲ課スルカ如キハ世ノ所謂高利貸
ノ為ス所ニシテ善良ノ風俗ニ反スルコト明カナリ」61と説明している。
中島博士の主張がその後、我妻博士の支持を受けている。我妻博士の見

57 富井政章『民法原論第３巻・債権総論上』（有斐閣・昭和４年）258頁。
58 中島玉吉『民法釈義巻之３・債権総論上』（金刺芳流堂・大正10年）606～607頁。
59 奥田編・前掲注（１）609 ～ 610頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
60 奥田編・前掲注（１）610頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
61 中島・前掲注（58）607頁。
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解によれば、予定賠償額の約定を尊重することは近世取引法による契約
自由の具体的な内容であって歴史的な意義がある。とはいえ、立法後の
傾向を見ると、予定賠償額が、債務者を不当に圧迫する手段に用いられ
ることはなりかねないため、裁判所は適当に予定賠償額の減額を認める
必要がある、とされる62。
　その後に、中島博士、我妻博士の主張と同じく公序良俗の理論にドイ
ツ暴利行為論の内容を盛り込む学説も主張されている。たとえば、於保
博士はその内容を「他人の窮迫に乗じて暴利を貪るような場合には、賠
償額の予定は公序良俗に反する限度において無効であるといわねばなら
ない」63と指摘している。それについて奥田教授も同じ意見を述べてい
る64。能見教授によれば、これらの学説に照らせば、公序良俗による減
額の理論はドイツ暴利行為論を基準とするものである。すなわち債権者
が債務者の困窮・軽率・無知に乗じて暴利を図ることを目的とした場合
に限って、裁判所は過大な予定賠償額の減額を認める、というものであ
る。この理論は日本法において現在でも通説的な見解のままである、と
指摘されている65。
　以上の検討に照らせば、ドイツ暴利行為論は、債権者が債務者の困窮
等に乗じて暴利を図ることを目的とするという条件を求めている、とい
うことが明らかにされた。この理論に照らせば、公序良俗による減額の
論理は、予定賠償額の締結時において当事者の意思表示の瑕疵があるか
否かを裁判所の判断要件とするものと解される。したがって日本法の通
説は、予定賠償額と実損害との比較によって予定賠償額が実損害よりも

「過大」か否かを判断の基準とするものではなく、予定賠償額の締結時
において当事者の意思表示行為の真実性と自律性に重点を置くものであ
る、ということが伺われる。

（ｂ）単純過大説

62 我妻・前掲注（36）132頁参照。
63 於保不二雄『債権総論〔新版〕』（有斐閣・昭和47年）154頁。
64 奥田昌道『債権総論〔増補版〕』（悠々社・1992年）214 ～ 215頁参照。
65 能見・前掲注（56）843 ～ 844頁参照。
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　裁判所による予定賠償額の減額について公序良俗違反を理由とする点
は同じであるが、必ずしもドイツ暴利行為説に限らない説も挙げられて
いる。たとえば、富井博士は、ドイツ暴利行為論を紹介したが、「此規
定ノ適用アルニハ実際困難ナル事実ノ証明ヲ要シ未タ高利貸ノ弊害ヲ根
絶スルコトヲ得ス」66という評価を与えている。すなわち、富井博士の
考え方によれば、予定賠償額が単に「著しく過大」という要件を満たせ
ば公序良俗に反するものとして、裁判所によってその効力が否定され得
る、とされる67。このような考え方は、勝本博士の説にも見られている。
勝本博士によれば、裁判所による予定賠償額の介入が暴利行為の場合に
限らず、債権者の損害の填補に不当になる場合でさえすれば、予定賠償
額の減額が認められるべきである、という指摘も示されている68。
　以上の検討に照らせば、学説の少数説は、通説と同じく公序良俗違反
を理由に裁判所による予定賠償額の減額を主張しているが、その内容と
して、単に予定賠償額が実損害と比較して「過大」か否かという要件だ
けを要求している。換言すれば、裁判所は予定賠償額と実損害との差額
が「過大」か否かさえ判断すれば十分である、ということである。この
意味では、日本法の少数説が中国法の通説である実損害差額主義に当た
ると解される。

②　裁判実務
　上記の学説に照らせば、公序良俗による減額の理論は、主にドイツ暴
利行為説と単純過大説という二つ説を根拠としている。前者が「債権者
が債務者の困窮等に乗じて暴利を図ることを目的とすること」という主
観的要件を掲げているのに対して、後者が「予定賠償額が過大であるこ
と」という客観的要件だけを介入の要件とする、ということが明らかに
された。実際の裁判実務はどのような説を採っているのか、もしくは、
ほかの新しい介入の要件があるのか。過大な予定賠償額の規制に関する
裁判実務の研究を詳しく行ったのは、能見教授の論文である。能見教授

66 富井・前掲注（57）149頁参照。
67 富井・前掲注（57）257 ～ 258頁参照。
68 勝本正晃『債権総論上巻』（厳松堂・昭和11年）460 ～ 461頁参照。
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は、裁判所が公序良俗違反の有無を理由に過大な予定賠償額の減額の可
否を判断した裁判例を、契約の類型によって分析した69。以下では、能
見教授の論文に基づき、裁判例において裁判所が過大な予定賠償額の減
額の可否を判断する際の要件はいかなる特徴があるのかをまとめること
とする70。

（ａ）金銭消費貸借
　能見教授は、金銭消費貸借契約をめぐる紛争において25件の裁判例を
挙げている。すべての裁判例は、金銭債務の不履行を対象とする紛争で
ある。以下では、裁判所による減額の可否の要件を要約する。
　第１に、25件の裁判例において裁判所は予定賠償額を一部無効とする
ことでその減額をした裁判例が21件ある。その中の６件は暴利行為論に
依拠していると思われる判決である。裁判所による減額の理由に照らせ
ば、これらの裁判例は一応いわゆる暴利行為論を根拠とするが、その内
容はドイツ法の暴利行為論と異なる。すなわち、これらの判決において
は債権者側の事情としての「債権者が債務者の困窮等に乗じて暴利を図
ることを目的とすること」という主観的要件はほとんど問題とされてお
らず、代わりに裁判所は予定賠償額が著しく過大か否かという客観的要
件に基づいて判断するという立場に近づくものである、と示されている。
　他方、残る15件は暴利行為論に依拠せずもっぱら予定賠償額が著しく
過大か否かによって判断される判決である。数から見ると暴利行為論に
依拠するものよりもこちらのほうが多い。すなわち、裁判所による減額
の理由に照らせば、この15件の判決においては単に予定賠償額が「著し
く過大」か否かの判断が決め手になっている、と示されている。
　第２に、25件の裁判例の中では、裁判所が予定賠償額を有効とする裁

69 能見・前掲注（56）845頁以下。能見善久「違約金・損害賠償額の予定とその
規制（３）」法協102巻７号（1984）1225 ～ 1278頁参照。
70 以下の内容は、２本の能見善久氏の論文「違約金・損害賠償額の予定とその
規制（２）」と「違約金・損害賠償額の予定とその規制（３）」による裁判例の分
析の部分を、裁判所が予定賠償額の減額の可否を判断する際の要件という点に
絞って、著者の視点から要約するものである。
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判例が４件ある。裁判所による減額の否定の理由に照らせば、予定賠償
額が過大だというだけでは公序良俗に反せずその効力を否定すべきでは
ない、と示されている。もっとも、これらの判決において予定賠償額の
効力を否定する場合には、ドイツ法の暴利行為論としての「債権者が債
務者の困窮等に乗じて暴利を図ることを目的とすること」という要件が
明確に示されておらず、もっぽら「相当の理由」が必要であるとしか示
されていない。

（ｂ）組合契約
　能見教授は、組合契約の予定賠償額をめぐる紛争において６件の裁判
例を挙げている。３件は金銭債務（組合員の出資義務）の不履行を対象
とする紛争であり、ほかの３件はなす債務（組合員の出資義務以外の義
務）の不履行を対象する紛争である。以下では、裁判所による減額の可
否の要件を要約する。
　第１に、金銭債務の不履行を対象とする裁判例において、そのうちの
１件は裁判所が予定賠償額を一部無効とすることで、その減額をしたも
のである。裁判所による減額の理由によれば、単に予定賠償額が実損害
に比較して「過大」になっている、と示されている。残る２件は、裁判
所が予定賠償額の効力を有効としたものである。裁判所による減額の否
定の理由によれば、予定賠償額が過大だというだけでは公序良俗に反し
ない、と示されている。またこの２件の判決において裁判所が予定賠償
額の効力を判断する場合には、予定賠償額が過大か否かのほか、当該契
約の目的の考慮も必要となる、ということが示されている。
　第２に、なす債務の不履行を対象とする裁判例において、そのうちの
３件はいずれも裁判所が予定賠償額を有効とするものである。裁判所に
よる減額の否定の理由によれば、当該の予定賠償額が過大か否かだけが
問題とされるべきではなく、義務履行を強制する目的に照らしてその予
定賠償額が合理であるか否かによってその効力が判断されるべきであ
る、と示されている。

（ｃ）請負契約
　能見教授は、請負契約の予定賠償額をめぐる紛争において８件の裁判
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例を挙げている。７件はなす債務（請負人の目的物完成引渡義務）の不
履行を対象とする紛争であり、残る１件は金銭債務（請負代金）の不履
行を対象する紛争である。注意しておきたいのは、８件の裁判例におい
て予定賠償額の効力が争われているものは、なす債務の不履行を対象と
する紛争の２件である。以下では、裁判所による減額の可否の要件を要
約する。
　第１に、上記の２件のうちの１件は、裁判所が信義則を理由に予定賠
償額の減額をしたものである。裁判所による減額の理由によれば、債権
者が債務者に協力する義務を果たしておらず不誠実な態度があるため、
信義誠実に背く、と示されている。換言すれば、裁判所が予定賠償額を
減額する理由は債権者の過失に求められると解される。
　第２に、上記の２件のうちのもう１件は、裁判所が債権者が損害回避
義務を果たしていないことを理由に予定賠償額の減額をしたものであ
る。換言すれば、本判決も債権者が損害の発生に一定の過失があること
を理由とするものであると解される。

（ｄ）賃貸借契約
　能見教授は、賃貸借契約の予定賠償額をめぐる紛争において６件の裁
判例を挙げている。５件はなす債務（賃貸借義務）の不履行を対象とす
る紛争であり、残る１件は金銭債務（賃貸料の支払い）の不履行を対象
とする紛争である。注意しておきたいのは、６件の裁判例において予定
賠償額の効力が争われているものは、なす債務の不履行を対象とする紛
争のうちの３件である。以下では、裁判所による減額の可否の要件を要
約する。
　第１に、上記３件のうちの２件は、賃借物の返還義務の遅滞を念頭に
置いたものである。この２件は、いずれも裁判所が予定賠償額の効力を
容認したものである。裁判所による減額の否定の理由によれば、裁判所
は予定賠償額が実損害との均衡性を考慮することなく、履行の確保の必
要性という観点から予定賠償額の当否を判断すべきである、と示されて
いる。
　第２に、上記３件のうちのもう１件は、賃借物の返還が不能の場合を
念頭に置いたものである。本件は裁判所が予定賠償額の効力を容認した
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ものである。裁判所による減額の否定の理由によれば、裁判所が予定賠
償額が実際に生じた損害との均衡を図ったものかどうかではなく、契約
締結の時点において生じうる損害との間に均衡を図ったものであるか否
かによってその効力を判断すべきである、と示されている。

（ｅ）売買契約
　能見教授は、売買契約の予定賠償額をめぐる紛争において８件の裁判
例を挙げている。４件はなす債務（売主の行為債務）の不履行を対象と
する紛争であり、残る４件は金銭債務（買主の支払い債務）の不履行を
対象する紛争である。注意しておきたいのは、これらの裁判例において
予定賠償額の効力が争われているものは、なす債務の不履行を対象とす
る紛争のうちの３件と、金銭債務の不履行を対象とする紛争のうちの２
件である。以下では、裁判所による減額の可否の要件を要約する。
　第１に、なす債務の不履行を対象とする紛争のうちの上記の３件はい
ずれも、裁判所が公序良俗違反を理由に予定賠償額を一部無効とするこ
とでその減額をしたものである。裁判所による減額の理由によれば、予
定賠償額と実損害との間に不均衡という事態が生じるため、裁判所はそ
の不均衡を考慮し公序良俗違反による減額をすべきである、と示されて
いる。
　第２に、金銭債務の不履行を対象とする紛争のうちの上記の２件につ
いて、すべての裁判例が割賦販売に関するものであるため、契約に定め
られる予定賠償額はいずれも約款によるものである、という特徴がある。
したがってこの２件はいずれも、裁判所が予定賠償額を、一部無効にし
たのではなく、全部無効にしたものである。裁判所による無効の理由に
よると、裁判所が約款による予定賠償額の効力を判断する場合には、約
定賠償額と実損害との不均衡という要因のほかに、「恩恵的条項」「一方
的評価」といった要素が予定賠償額の当不当を判断する際に考慮される
べきである、と示される。

（ｆ）その他の契約
　能見教授は、典型契約の以外にも、予定賠償額をめぐる紛争について
２件の裁判例を挙げている。この２件はいずれも、なす債務（１件はサー
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ビス義務、もう１件は競業避止義務）の不履行を対象とする紛争である。
以下では、裁判所による減額の可否の要件を要約する。
　この２件の裁判例はいずれも、裁判所が公序良俗違反を理由に予定賠
償額を一部無効とすることで、その減額をしたものである。裁判所によ
る減額の理由によれば、裁判所が過大な予定賠償額を債権者が生じる損
害と比較することでその合理性が判断されるべきである、と示されてい
る。

　以上の裁判例についての検討によると、日本法において裁判所が公序
良俗を理由に、過大な予定賠償額の減額の可否を判断する際の要件は次
の表にまとめることができると考える。

【表】裁判実務の立場71

減額の有無 減額ないし減額否定の理由

金銭消費貸借 ○　21件 予定賠償額と実損害との不均衡

×　４件 予定賠償額と実損害との不均衡だけでは足りず、「相
当の理由」も必要

組合 ○　１件 予定賠償額と実損害との不均衡

×　５件 予定賠償額と実損害との不均衡だけでは足りず、「履
行の確保」という契約の目的の考量も必要

請負 ○　２件 債権者の寄与過失あり

賃貸借 ×　３件 ２件：「履行の確保」という契約の目的の考量

１件：予定賠償額と契約締結の時点に生じうる損害
との均衡が図られたこと

売買 ○　５件 ３件：予定賠償額と実損害との不均衡

２件：予定賠償額と実損害との不均衡だけでは足り
ず、約款の該当性の考量も必要

その他 ○　２件 予定賠償額と実損害との不均衡

　以上の表に照らせば、日本法において裁判所が公序良俗を理由に、過

71 本表は、上述した検討の内容に基づいて公序良俗による減額の可否につい
て裁判実務の立場を整理したものである。
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大な予定賠償額の減額の可否を判断する際の要件について、次の二つの
特徴が浮き彫りになると解される。
　第１に、43件の裁判例のうち、27件は裁判所が単に予定賠償額と実損
害との均衡が図られていないことを公序良俗違反の理由とし、予定賠償
額を減額したものである。換言すれば、裁判実務の大半は、少数説によ
る単純過大説という説をとっていた。すなわちドイツ暴利行為論の「債
権者が債務者の困窮等に乗じて暴利を図ることを目的とすること」とい
う要件が必要とされず、単に予定賠償額が実損害に比較して「過大」か
否かという要件だけで足りる、ということが明らかにされた。この意味
において、日本法の裁判例における大半は中国法法制が採っている実損
害差額主義と比較して要件の上では表面上はあまり差がないと解される。
　第２に、43件の裁判例のうち、16件においては裁判所は「予定賠償額
と実損害との均衡性」のほか、予定賠償額を約定する目的、当事者の過
失の度合い、約款の該当性といった要素も提示している。すなわちこれ
らの要素は、学説が提示していないものであり、裁判所が新しく作り上
げているものである。その中では、注目に値するのは、予定賠償額の締
結目的と約款の該当性への考量である。要するに、これらの要素は、予
定賠償額と実損害との均衡性に関心を払わず、約定賠償額の締結時に当
事者の目的および意思表示の瑕疵の有無を重んじるものである。換言す
れば、これらの一部の裁判例からは、裁判所が当事者の意思自治を尊重
する立場を読み取れるであろう。この意味において、日本法の裁判例の
立場に照らせば、中国法法制の運用実態と異なり、裁判所が予定賠償額
の減額の可否を判断する場合には、意思自治の理念への尊重を意識する
判決も一定の割合に達しているとも解される。

（ⅱ）一部履行による減額
①　学説
　学説では、予定賠償額に対して、公序良俗による減額が主張されてい
るほか、一部履行による減額も論点として取り上げられている。最初の
段階では、学説は不当利得の論理に基づき、一部履行による減額を正当
化しようとした。たとえば三潴博士は、不当利得理論を根拠に「債権者
ハ豫定額ヲ請求スルコトヲ得へキモ其受ケタル一部履行ハ不當利得トシ
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テ之ヲ返還セサルへカラス」72と述べている。
　また学説では、不当利得という論理ではなく予定賠償額の効力という
角度から一部履行による減額を説明しているものもある。たとえば、鳩
山博士は、一部履行がある場合について、予定賠償額は「普通ノ債務不
履行アリタルコトノミヲ前提スルモノト解スべク、普通ト異リタル債権
不履行アリタル場合ニ於テハ賠償豫定額ノ特約ハ其効力ヲ生セズ、普通
ノ原則ニ從ヒテ賠償義務ノ有無及ビ其範圍ヲ定ムルヲ正當ト信ズ」73と
する。また富井博士も鳩山博士の説に賛成している。すなわち、富井博
士の見解によれば、一部履行の場合において当事者は普通の債務不履行
とは言えず、予定賠償額の効力が生じないため、通常の損害賠償の手続
きに従わなければならない、とされる74。
　他方、学説では、一部履行による減額を正面から認めようとした理論
も提示されるようになった。勝本博士は、一部履行の場合において「債
權の目的の一部を達したるときたとえば多くの種類債務における量的不
完全履行の如き場合に於ては債務の目的を達し得ざる残部に比例して豫
定賠償額を請求し得るものと解する」75という考え方を示している。
　以上の一部履行による減額に関する様々な学説を踏まえて、近年、能
見教授は、一部履行による減額に関しては積極的な意義があることを認
めるべきという考えを新たに示した。能見教授の説明によれば、一部履
行の場合において「債権者としては、そもそも一部履行を受領する義務
はないにもかかわらず、それが自己の利益になると考えて一部の給付を
受領するのであるから、予定賠償額を減額するのが公平であり、債権者
としても特に不利益はない」76とされる。この意味において、最近の日
本法の議論も、中国法と台湾法の論理と同様に、債権者側の損得に注目
し、債権者の損失から債務者の一部履行によって債権者が受けた利益を
差し引くという引き算の思考を働かせるものであると看取できる。それ

72 三潴信三『債権法提要（総論）上（再版）』（有斐閣・大正13年）260頁。
73 鳩山秀夫『増訂改版日本債権法（総論）』（岩波書店・大正14年）86 ～ 87頁。
74 富井・前掲注（57）258頁参照。
75 勝本・前掲注（68）467頁。
76 奥田編・前掲注（１）658頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
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ゆえに、日本法において一部履行による減額の論理も、中国法上の実損
害差額主義の枠組みにとどまるものである、ということが明らかにされ
た。

②　裁判実務
　一部履行による減額について、実際の裁判実務はどのような立場を示
しているのか。この点について、裁判実務の研究を行った能見善久氏の
論文によると、一部履行の裁判例とされるものは１件のみである。とは
いえ、この裁判例は、一部履行不能がある場合に、目的物全体の履行に
代る予定賠償額は適用されないことを示したものであり、一部履行が
あった場合に関するものではない。それゆえに、一部履行による減額に
関する裁判実務の立場は明らかでない、と説明されている77。
　したがって、能見教授の結論に照らせば、日本法の裁判実務において
一部履行による減額に関する裁判例が一件ともないため、裁判所が一部
履行による減額を受けし得るかどうかについて、裁判実務の立場が明ら
かではないのが現状である。

（ⅲ）過失相殺による減額
①　学説
　学説では、予定賠償額に対して、もうひとつ重要な論点として取り上
げられているのは過失相殺による減額という考え方である。早くは大正
末期には過失相殺による減額を主張している学説が出ていた。鳩山博士
は、過失相殺による減額を、一部履行による減額の論理と同様に扱うべ
きであると主張していた。すなわち、氏の説によれば、過失相殺の場合
がある場合に、予定賠償額は「普通ノ債務不履行アリタルコトノミヲ前
提スルモノト解スべク、普通ト異リタル債権不履行アリタル場合ニ於テ
ハ賠償豫定額ノ特約ハ其効力ヲ生セズ、普通ノ原則ニ從ヒテ賠償義務ノ
有無及ビ其範圍ヲ定ムルヲ正當ト信ズ」78とされる。要するに、鳩山博
士の説に照らせば、その論理は裁判所が賠償額予定の効力を発生させず、

77 能見・前掲注（69）1286 ～ 1287頁参照。
78 鳩山・前掲注（73）86 ～ 87頁。
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その代わりに通常の方法に基づき、損害賠償額を算定しなければならな
いというものである、と評価されている79。
　他方、その後、より正面から過失相殺による減額を認める学説も現わ
れた。勝本博士は、「過失相殺により唯賠償の金額が斟酌せらるに過ぎ
ざる場合に於ては斟酌の割合に應じて豫定賠償額も亦斟酌せらるものと
解する」80と述べている。於保博士も、「過失相殺によって予定賠償額を
減額しうるか。これについても規定はないが、債権者は自分の過失を債
務者に転嫁することは許さるべきではないから、予定額の増減禁止は過
失相殺まで拘束するものと解すべきではあるまい」81という理由を述べ、
過失相殺の場合において予定賠償額の減額を認めるべきという考えを示
している。
　以上の過失相殺による減額に関する様々な学説を踏まえて、近年、能
見教授は、この問題を、政策的なものとして捉えている。すなわち、能
見教授の考え方によれば、「損害賠償額の予定という法制が、賠償額の
決定に関してこのような不確定要素を排除することを目的とするという
点を強調するならば、過失相殺こそまさに排除されるべきだということ
になろう。しかし他方で、過失相殺が問題となるのは、債権者の過失が
競合している場合であり、減額を認めないことは公平に反することにな
る。損害賠償額予定制度の効用を重視するか、公平を重視するか、とい
うことになる」82、と指摘されている。もっともこのような政策的な難問
について、学説では、この場合には合意の尊重よりも公平を重視すべき
であるという理由で過失相殺による減額を肯定する意見もある83が、予
定賠償額の効用といった理由で過失相殺による減額に慎重的な立場をと
る意見もある84。

79 奥田編・前掲注（１）659頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
80 勝本・前掲注（68）456頁。
81 於保・前掲注（63）155頁。
82 奥田編・前掲注（１）661頁［能見善久・大澤彩執筆］。
83 中田裕康『債権総論（第三版）』（岩波書店・2013年）188頁参照。
84 潮見佳男教授によれば、裁判所が過失相殺による違約金の減額を認めない
ことが原則とされるべきである。裏を返せば、両当事者の自律的判断により決
定された予定賠償額の尊重と、損害額の立証が軽減されることについての債権
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②　裁判実務
　過失相殺による減額について、実際の裁判実務はどのような立場を示
しているのか、この点について、裁判実務の研究を行った能見教授の論
文によると、過失相殺による減額を認めた裁判例がごく少数しか見られ
ないが、その中には、最高裁による重要度が高い判例がある。最高裁の
判決理由によると、「当事者が民法420条１項により損害賠償額を予定し
た場合においても、債務不履行に関し債権者に過失があったときは、特
段の事情のない限り、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定める
につき、これを斟酌すべきものと解するのが相当である」85とされてい
るため、その影響を受けて、その後の下級審裁の裁判例でも、過失相殺
による減額を認めた判決がいくつかが見られる、と説明されている86。
　したがって、能見教授の結論に照らせば、日本法の裁判実務において
過失相殺による減額に関する裁判例の数がすくないため、その立場は必
ずしも明らかであるとは言えないが、最高裁の判決の立場に鑑みると、
むしろ積極的に過失相殺による減額を認める立場が示されていると解さ
れる。

（２）過小な予定賠償額への対応
　前述では、日本法において過大な予定賠償額の減額問題について学説・
裁判実務はどのようにして扱っているのかを、公序良俗、一部履行、過
失相殺による減額という３つの論点から、明らかにした。過大な予定賠

者の利益保護という２つの要請を破るような債権者側の行為様態が認められる
場合に、例外的に、裁判所は、こうした債権者側の事情を斟酌して、予定賠償
額を減額することができると解すべきである、とされる。潮見佳男『債権総論

〔第２版〕Ⅰ──債権関係・契約規範・履行障害──< 法律学の森 >』（信山社・
2003年）397 ～ 398頁、同『新債権総論Ⅰ──< 法律学の森 >』（信山社・2017年）
542頁参照。
85 最判平成６・４・21集民172号379頁。
86 下級審裁判例について、東京高判平成９・５・29判タ981号164頁、大阪地判
平成21・３・３判時2046号100頁、福岡高判平成19・７・24判時1994号50頁が
挙げられているが、数からみると、決して多くはない。奥田編・前掲注（１）
660頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
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償額の減額問題について学説・裁判実務が積極的に試みているの対して、
予定賠償額が実際の損害に比して過小である場合に、日本法においてそ
の増額を認めるべきであるという発想が立法の最初から見られないし、
学説・裁判実務も本問題にほとんど関心を払っていない、というのが現
状である。なぜ両者の扱いに雲泥の差があるのか、またこの差異は日本
法において如何なる理由で説明されているのか。この点について、能見
教授は、過小な予定賠償額の増額が認められるのか否かという問題は、
過大な予定賠償額の減額が認められるか否かという問題と異なる法的意
味を有するため、過小な予定賠償額の増額を否定している。その理由を、
以下のように示している87。
　第１に、予想される損害よりも低い額の予定賠償額を設定する理由は、
責任を制限する趣旨であることが多く、通常は反対給付との関係で低く
抑えられていることが多い。そのためにこの種の責任制限を目的とする
予定賠償額では、単に約定額と実損害との不均衡が必要となるだけでな
く、反対給付との不均衡がない限り、予定賠償額への介入は認められる
べきではない。
　第２に、過小な予定賠償額は約款で定められることが多い。相手方の
契約の自由が実質的に制限されているため、内容の妥当性に対するコン
トロールは厳しくあって然るべきである。したがって、たしかに過小な
予定賠償額に対する公序良俗違反を理由とする無効の主張が認められる
余地が大きいが、効果的には直接に予定賠償額の増額を認めるという意
味ではない。
　以上の理由に照らせば、日本法において過小な予定賠償額による責任
制限機能の重視と、予定賠償額が約款である場合に裁判所がその効力を
全部否定するという発想が強いため、予定賠償額の増額が認められてい
ない、ということが明らかにされた。したがって、この点について違約
金の増額を認める中国法と比較すると、その趣旨はまったく異なるもの
であると解される。

３　債権法改正をめぐる立法論

87 奥田編・前掲注（１）662 ～ 663頁［能見善久・大澤彩執筆］参照。
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　近年、社会と経済の変化による要請に対して民法（債権法）改正の作
業が進行している。その中には、予定賠償額の増減問題をひとつの重要
な論点として新たに立法しようとする動きが出てくるようになった。、
民法（債権法）改正の過程において本問題については、2009年には、民
法改正にかかわる民法（債権法）改正検討委員会と民法改正研究会は、
二つ有力な試案（以下では、それぞれ［検討委員会試案］と［研究会試案］
と呼ぶ）を最初に作成した。それに対して実務界から寄せられた意見も
ある。それを踏まえて2013年には、法制審議会は「民法（債権関係）の
改正に関する中間試案」（以下では、［中間試案］と呼ぶ）を作成し、発
表した。さらに2015年には、「民法の一部を改正する法律案」という最
終版の改正案（以下では、［法律改正案］と呼ぶ）はようやく浮き彫りに
なり、2017年６月４日に公布された。この４本の試案・改正案において、
予定賠償額の増減問題においていかなる修正の考え方が示されているの
か、またいかなる意見が述べられているのかは注目に値する。以下では、
この４本の試案・改正案について検討する。

（１）［検討委員会試案］（2009）
　まず、2009年３月末にとりまとめた［検討委員会試案］では、予定賠償
額の増減問題に関する提案【3.1.1.75】88が、以下のように定められている。

【3.1.1.75】損害賠償額の予定
（１�）当事者は、債務の不履行について損害賠償額を予定すること

ができる。
（２�）裁判所は、予定された賠償額が債権者に生じた損害に比して

過大であるときには、その額を合理的な額まで減額することが
できる。

（３）賠償額の予定は、履行の請求または解除権の行使を妨げない。
（４）違約金は、賠償額の予定と推定する。
（５�）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

した場合にも同様の処理をする。

88 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注（２）288頁。
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（ⅰ）基本の立場
　本提案は、現行民法による賠償額の予定と違約金の関係をほぼ承継し
たものであるが、その中では（２）のみが現行民法による予定賠償額の
増減を禁じる原則を変え、新たにルールを設けている、すなわち（２）
は過大な予定賠償額の減額を認めるルールを置いたものである89。それ
に対して過小な予定賠償額について如何にして対応するのかについて、
条文にははっきりとは示されていない。［検討委員会試案］の解説によ
れば、本提案において過小な予定賠償額の増額という規定を新たに設け
ないという考え方があり、その理由も示されている、とされる90。

（ⅱ）過大な予定賠償額への対応
　［検討委員会試案］において過大な予定賠償額について裁判所による
減額が認められるという新しいルールが置かれている。なぜ裁判所によ
る減額が許されるのか、その解説によれば、「過大な」金額が予定され
ていた場合に、「過大な」部分の保持を債権者に許さず、裁判所がその
額を合理的な額まで減額できるという過大な予定賠償額の減額を認める
ルールを設けることには、以下の２点の意味がある、とされる91。
　第１に、過大な予定賠償額の減額を認めるルールがなくとも、現在の
裁判実務が行っているように、公序良俗違反を理由に過大な予定賠償額
を規制することは不可能ではない。したがって、このようなルールを明
文化することは、一般市民に対するメッセージという点で意味が少なく
ないということである。
　第２に、裁判所が過大な予定賠償額について公序良俗の一般条項を適
用することで介入する際の効果については、明確なルールを示しておく
ことに意義がある。
　他方、過大な予定賠償額の減額に関する要件については、［検討委員
会試案］においては「債権者に生じた損害に比して過大である」という
要件だけが設けられている。またその結果について、［検討委員会試案］

89 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注（２）288 ～ 293頁参照。
90 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注（２）292頁参照。
91 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注（２）290頁参照。
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は不合理な部分の減額処理を裁判所に許したものである92。

（ⅲ）過小な予定賠償額への対応
　過大な予定賠償額の減額を明文化することと並んで、過小な予定賠償
額の増額も認められるべきではないかという考え方に対して、［検討委
員会試案］は否定的な立場を示している。すなわち過小な予定賠償額の
増額という規定を新たに設けないという考えである。その解説によれば、
以下の２つの理由が挙げられている93。
　第１に、過小な予定賠償額は、過大な賠償額の予定と異なり、損害賠
償責任の減免責を認める条項としての実質を有しているため、過大な予
定賠償額に対する扱いと同じ次元で処理することは適切ではない。
　第２に、過小な予定賠償額を増額するということは、当事者が合意を
していないところまでの金額を裁判所が増額の承認をできることを意味
し、私的自治・自己決定に対する重大な干渉にもなる。

（ⅳ）実務界の意見
　［検討委員会試案］に対して、大阪弁護士会からの意見が寄せられて
いる。その内容は如何なるものであるのか。以下に詳しく見る。
　ます、大阪弁護士会は、過大な予定賠償額への対応については、［検
討委員会試案］が現在の実務を明文化するものであると評価し、賛成の
立場を示している94。また、大阪弁護士会は、「規定の仕方として、裁判
所の裁量減額として規定するか、過大な部分を無効とする規定とするか
は検討を要する」95とも述べている。すなわち大阪弁護士会の見解によ
れば、裁判所の裁量による減額と規定する場合には、裁量判断の妥当性
の検証および反論可能性の確保が問題とされ、さらに訴訟の増加96と

92 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注（２）290 ～ 291頁参照。
93 民法（債権法）改正検討委員会・前掲注（２）292頁参照。
94 大阪弁護士会編『民法（債権法）改正の論点と実務〈下〉』（商事法務・2011年）
544 ～ 545頁参照。
95 大阪弁護士会編・前掲注（94）544頁。
96 裁判所による減額を規定すると、訴訟が提起されない限り、債権者が減額
交渉に応じない可能性がある。裏を返せば、訴訟の増加につながる懸念が大き
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いった懸念があるため、過大な部分が無効であることを明記すべきとい
う考え方が示されている97。そして、大阪弁護士会は、要件としての「債
権者に生じた損害に比して過大」なことが立証責任の配分などの手続き
問題を複雑化にしかねないと指摘している98。さらに、大阪弁護士会は、
減額される程度または有効とされる範囲については、予定賠償額を行っ
た当事者の意思に鑑み、当事者が契約締結当時に想定していた合理的な
事前評価の範囲にまでに縮減されるべきであるという意見を述べてい
る99。
　他方、大阪弁護士会は、過小な予定賠償額への対応については、［検
討委員会試案］が過小な予定賠償額による減免責機能および当事者の予
測可能性、当事者自治の観点という理由から裁判所による介入を明文化
しないという考え方を示したことに賛成の立場を示している100。また、
大阪弁護士会は、訴訟手続きの角度から出発し、過小な予定賠償額の増
額を認めることが処分権主義、弁論主義の原則と衝突しているという理
由を述べ、裁判所による過小な予定賠償額への介入を明文化しない考え
方をさらに強めている101。その代わりに、大阪弁護士会は、過小な予定
賠償額への対応について、裁判所が一般条項に基づき、過小な予定賠償

い。大阪弁護士会編・前掲注（94）545 ～ 546頁参照。
97 大阪弁護士会編・前掲注（94）545 ～ 546頁参照。
98 当事者が過大な賠償額の予定を約定する場合には、社会的強者が社会的弱
者に過大な賠償額の予定の条項を強いるケースが多く見られている。そのため、
債務者が債権者に生じた実損害の立証責任を負うように規定されると、社会的
弱者がそのような立証をすることが可能なのかが疑問がある。したがって、訴
訟手続きにおいて当該取引の性質や同種取引からの事実上の推定の活用や当事
者照会等の証拠開示制度の充実が重要な課題となる。大阪弁護士会編・前掲注

（94）546頁参照。
99 大阪弁護士会編・前掲注（94）547頁参照。
100 大阪弁護士会編・前掲注（94）546頁参照。
101 裁判所が過大な予定賠償額を減額する場合には、一部認容判決として処理
可能なのに対し、裁判所が過小な予定賠償額を増額する場合には、訴訟におい
て裁判所が当事者が主張していない額への裁量的な増額を認めることを意味す
るため、処分権主義、弁論主義との衝突が問題となりかねない。大阪弁護士会
編・前掲注（94）546頁参照。
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額の有効性を判断すれば対応することは十分可能であると指摘してい
る102。

（２）［研究会試案］（2009）
　民法改正にかかわるもうひとつ有力な試案は、2009年の［研究会試案］
というものである。予定賠償額の増減問題に関する提案348条103は、以
下のように定められている。

348条�損害賠償の予定
（１�）当事者は、債務の不履行について損害賠償の予定（損害賠償

額の予定及び免責特約を含む。）をすることができる。
（２）損害賠償の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
（３�）当事者が損害賠償の予定をした場合において、裁判所は、そ

の額を増減することはできない。
（４）（現行420条３項に同じ）違約金は、賠償額の予定と推定する。
（５�）損害賠償額の予定は、当該取引の性質を考慮すると合理性を

欠き、かつ債務者に現実に生じた損害に比べて、著しく過大又
は過小であるときは無効とする。

（６�）債務者の故意又は重過失に基づく損害賠償責任をあらかじめ
免除する特約は無効とする。ただし、履行補助者の故意又は重
過失に基づく損害賠償責任を免除する特約については、この限
りでない。

（７�）損害賠償の予定については、この法律のほか、消費者契約法、
特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）、割
賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）その他の法律を適
用する。

102 過小な予定賠償額を問題とするとき、当該条項自体の有効性の判断を行い、
無効と判断された場合には、一般原則に基づき損害賠償額を決めるということ
になる。大阪弁護士会編・前掲注（94）547頁参照。
103 民法改正研究会『民法改正　国民・法曹・学界有志案──仮案の提示』（法
律時報増刊、日本評論社・2009年）163頁。
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（ⅰ）基本の立場
　本提案に対する解説は見当たらない104が、提案の内容を見ると、（３）
は予定賠償額の増減を禁じるという現行民法の原則を承継するものであ
る。とはいえ、その（５）は、裁判所による予定賠償額への介入を予定
賠償額が「過大」と「過小」という両方の場合に認める条文を新設するも
のである。換言すれば、本提案において過大な予定賠償額と過小な予定
賠償額はいずれも、裁判所による介入の対象である、ということが明ら
かにされた。

（ⅱ）過大、過小な予定賠償額への対応
　本提案において裁判所による予定賠償額への介入が認められている
が、いかなる介入の仕方であるのかは重要である。本提案（５）は、裁
判所による介入の仕方を減額や一部無効という仕方で規定しておらず、
予定賠償額全体を無効とする旨を定めるものである。換言すれば、本提
案は、裁判所が予定賠償額の効力をすべて否定し、一般の損害賠償手続
きに則って賠償額を決めるという案を提示するものである。
　他方、本提案において過大、過小な予定賠償額の介入に関する要件を
見ると、「債権者に現実に生じた損害に比べて、著しく過大又は過小で
ある」という要件と同時に、「当該取引の性質を考慮すると合理性を欠
く」という要件も必要となる、ということが明らかにされた。

（ⅲ）実務界の意見
　［研究会試案］に対して、東京弁護士会からの意見が寄せられている。
その内容は如何なるものであるのか。以下に詳しく見る。
　まず、東京弁護士会は、［研究会試案］が裁判所による介入の要件を
規定する仕方について賛成の立場を示している。すなわち東京弁護士会
は、［研究会試案］が過大、過小な予定賠償額への対応について裁判所
による介入の要件を、予定賠償額と実損害との比較により、予定賠償額
が「過大」となるか否かだけでは足りないとし、予定賠償額自体が「合理」

104 民法改正研究会は、［研究会試案］についていくつか論点を解説しているが、
損害賠償の予定の部分については言及していない。
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的か否かという要件も必要とする提案に賛同している105。その上、東京
弁護士会は、裁判所が予定賠償額自体が「合理」的か否かを判断する場
合には、当事者の属性ないし対等性の有無、予定賠償額が締結された経
緯などに基づき総合判断すべきという考え方を提示している106。
　また、東京弁護士会は、［研究会試案］が介入の仕方について、裁判
所が過大、過小な予定賠償額に対して一律に全体を無効すべきという提
案にも賛同している107。すなわち東京弁護士会は、過大、過小な予定賠
償額の有効性判断に「過大」という判断要件のみならず、「合理」的とい
う判断要件も求められる以上、過大、過小な予定賠償額が一般条項とし
ての公序良俗に反するものとして十分に考えられるため、裁判所が予定
賠償額を全部無効とすべきであり、当事者に実損害を立証させれば足り
るという解釈を提示している108。

（３）「中間試案」（2013）
　学界による二つ試案をめぐる議論と実務から寄せられた意見を踏まえ
て2013年には「中間試案」が、法務省ウェブサイトにて公布されるよう
になった。「中間試案」において予定賠償額の増減問題に関する試案
10109は以下のように定められている。

10　賠償額の予定（民法420条関係）
（１）民法420条第１項後段を削除するものとする。
（２）賠償額の予定をした場合において、予定した賠償額が、債権
者に現に生じた損害の額、当事者が賠償額の予定をした目的その他
の事情に照らして著しく過大であるときは、債権者は、相当な部分
を超える部分につき、債務者にその履行を請求することができない

105 東京弁護士会『「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」に対す
る意見書』（信山社・2011）100 ～ 101頁。
106 東京弁護士会・前掲注（105）101頁参照。
107 東京弁護士会・前掲注（105）101 ～ 102頁参照。
108 東京弁護士会・前掲注（105）101 ～ 102頁参照。
109 信山社編集部『民法改正中間試案〔確定全文＋概要＋補足説明〕』（信山社・
2013）129 ～ 130頁。
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ものとする。
（注１）上記（１）については、民法420条第１項後段を維持すると
いう考え方がある。
（注２）上記（２）については、規定を設けないという考えがある。

（ⅰ）基本の立場
　本試案の（１）は、現行民法による予定賠償額の増減を禁じるという
原則を削除したものである。すなわち本原則に否定的な考えを示してい
るものである。なぜ「中間試案」は現行民法による予定賠償額の増減を
禁じるという原則を削除するのか。本試案についての解説によれば、予
定賠償額の増減を禁じるという立法が比較法的に異例である。また日本
法において予定賠償額の増減を禁じる明文があるにもかかわらず、裁判
実務において裁判所がすでに公序良俗違反などを理由に予定賠償額を制
約しているため、法の改正はその現状を承認する必要があるといった理
由が述べられている110。
　とはいえ、本試案（１）の注（１）を見ると、現行民法による予定賠償
額の増減を禁じるという原則をそのまま維持すべき、すなわち予定賠償
額に対する裁判所の介入が謙抑的であるべきという考え方も挙げられて
いる。本試案についての解説によれば、学界では、予定賠償額に関する
当事者の合意を尊重する観点から予定賠償額の増減を禁じる現行法を維
持する考え方もあるためである、とされる111。もっとも、本試案につい
ての解説によれば、この考え方に対して批判的な見解もある。すなわち
契約内容への裁判所の介入は慎重であるべきであるという一般論は予定
賠償額にのみ妥当するものではないから賠償額の予定に限ってその旨を
殊更に規定上明示する合理的な説明が難しいし、また予定賠償額につい
て公序良俗による規制をも含む司法上の救済が一切否定されるという
誤ったメッセージになりかねないという指摘である。とされる112。

110 信山社編集部・前掲注（109）130頁参照。
111 信山社編集部・前掲注（109）130頁参照。
112 信山社編集部・前掲注（109）130頁参照。
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（ⅱ）過大な予定賠償額への対応
　本試案（２）は、現行民法による予定賠償額の増減を禁じるという原
則を削除しながら、過大な予定賠償額に対して新たにルールを新設する
ものであり、「債権者は、予定賠償額の相当な部分を越える部分につき、
債務者に請求することができない」という裁判所による介入を明文化す
るものである。本試案についての解説は、その理由を「下級審裁の裁判
例では、実際に生じた損害額あるいは予想される損害額と比して過大な
賠償額が予定されていた場合に、公序良俗違反とし、一部無効の手法に
より認容賠償額を減額したものが多い。このような裁判実務や、諸外国
の立法の動向等をも踏まえ、賠償額の予定についても、債権者に著しく
過大な利得を与えるなど不当な帰結に至るような場合には、一定の条件
の下で制約が及ぶこととその効果を条文に明記して、当事者の予測可能
性を確保することを意図したものである」113と述べている。
　また、裁判所による介入の要件について、本試案についての解説によ
れば、本試案は予定賠償額が債権者に生じた損害と比べて「著しく過大」
であることという要件を定めるものであるが、その意味は、単に予定賠
償額が債権者に生じた損害額を上回るだけで足りず、裁判所が実際に債
権者に生じた損害額に加え、賠償額の予定をした目的など、賠償額の予
定をめぐる一切の事情を考慮して評価しなければならないという意味で
ある、と説明されている114。さらに解説によれば、結果について、債権
者があくまで「相当な額」を超える部分を請求できなくなるため、容認
される賠償額が実際に生じた損害額を上回ることがあり得る、とされ
る115。
　一方で本試案（２）の注（２）によれば、過大な予定賠償額に対し裁判
所による介入を否定する考えも示されている。その理由について「賠償
額の予定は債務者不履行による損害賠償の金額を算定する困難さを克服
し、あるいは債務を履行するインセンティブを付与するなど、実務上有

113 信山社編集部・前掲注（109）131頁。
114 信山社編集部・前掲注（109）131頁参照。
115 信山社編集部・前掲注（109）131頁参照。
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用な機能を果たしている」116と指摘された上で、「有用な賠償額の予定ま
で効力を否定されるおそれがある」117と説明される。

（ⅲ）過小な予定賠償額への対応
　本試案は過小な予定賠償額に対してその規定を条文に盛り込まないと
いう立場をとるものである。本試案についての解説によれば、過小な予
定賠償額が損害賠償責任の減免責条項としての性格を有するといった理
由が述べられている118。もっとも、過小な予定賠償額の有効性について、
解説によれば、裁判所が一般条項としての公序良俗あるいは不当条項規
制の問題として取り扱い、規制することは妨げない、とされる119。

（４）［改正法律案］（2015）
　［中間試案］ができてから２年後、2015年３月31日には、［改正法律案］
がようやく浮き彫りになり、2017年６月４日に公布された。［改正法律
案］が最終的に予定賠償額の増減問題についていかなる立場をとってい
るのかは注目に値する。［改正法律案］420条120は、以下のように定めら
れている。

420条
　（１）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。

（ⅰ）基本の立場
　［改正法律案］は、現行民法と比較すると単に420条１項後段の部分を

116 信山社編集部・前掲注（109）131頁
117 信山社編集部・前掲注（109）131頁。
118 信山社編集部・前掲注（109）131頁参照。
119 信山社編集部・前掲注（109）131頁参照。
120 信山社編集部『民法改正法案』（信山社・2015）36頁。
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削除するにとどまるものである。換言すれば、［改正法律案］はただ裁
判所による予定賠償額の増減を禁じるという原則を明言しないという立
場を取っている、ということが明らかにされた。

（ⅱ）過大、過小な予定賠償額への対応
　［改正法律案］は過大、過小な予定賠償額について新たに規定を一切
に設けない方針を採っているため、債権法改正に向けてのいくつか提案
による過大な予定賠償額について裁判所による介入を正面から認める考
え方と明らかに異なる立場に立っていることが明らかにされた。なぜ［改
正法律案］は過大、過小な予定賠償額について新たに裁判所による介入
の道を選ばず、これを明文化しなかったのか。この点について、［改正
法律案］が国会に提出される前の段階における「民法（債権関係）の改正
に関する要綱仮案の原案（その１）補充説明」からその理由をたどるこ
とが可能である121。この「補充説明」は［改正法律案］が裁判所による介
入の条文を正面から規定しない理由を、以下のように説明している。
　「『現に生じた損害の額及び当事者が賠償額の予定をした目的に照らし
て著しく過大である』という要件が不明確であるとの指摘、民法第90条

（暴利行為）によって同様の対処をすることが可能であるとの指摘、賠
償額の予定についてのみ規定を設けると賠償額の予定は他の合意よりも
拘束力が弱いとの解釈を招きかねないとの指摘がある。部会において同
様の指摘があり、コンセンサスを形成することは困難であるため、民法
第90条（暴利行為）に関する改正の成否に関わらず、この論点について
は民法第420条第１項後段を削除するにとどめることとした」122とされる。
　以上のことを要約すると、次のような結論を達することができる。す
なわち、［改正法律案］が過大、過小な予定賠償額について裁判所によ
る増減を明文化するとなると、適用際の要件の不明確さ、規定する意味
が薄いこと（一般条項による処理）、そして予定賠償額による合意の拘

121 ［改正法律案］は改正要綱仮案の内容を維持するものであるため、改正要綱
仮案に関する説明から［改正法律案］が採用された理由を伺うことができる。
122 改正要綱仮案による賠償額の予定に関する説明が法務省のホームページを
通じて掲載されることになる。（民法（債権関係）部会資料79－３の12頁）
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束力が弱められることといった懸念が避けられない。このうち、前の２
つの批判が規定の技術的な面に向けられるの対して、後者の理由につい
ては、理念上からすると、もし裁判所による予定賠償額（当事者の合意）
への介入が認められるならば、予定賠償額による合意の拘束力が弱めら
れるになるため、意思自治の理念が崩れかねない、という批判の意味を
読み取れるであろう。裏を返せば、日本法において予定賠償額による合
意の拘束力（意思自治）を尊重する理念が相当強いものであると解される。

（５）まとめ
　以上では、民法（債権法）改正において予定賠償額の増減問題につい
て［検討委員会試案］、［研究会試案］およびそれに対する実務の見解、「中
間試案」、並びに［改正法律案］から、民法（債権法）の改正についての
最新の立法動向を明らかにした。これらの検討に照らせば、予定賠償額
の増減問題について日本法はどのような改正の意向を示しているのか、
また如何なる特徴が浮き彫りになるのか。以下では、基本の立場、過大
な予定賠償額への対応、過小な予定賠償額への対応という三つの要点に
そって、日本法改正の特徴を総括する。

（ⅰ）基本の立場
　民法（債権法）の改正の動向を見ると、「研究会試案」を除いて「検討
委員会試案」「中間試案」、「改正法律案」および実務から寄せられた意見
などはいずれも、現行民法420条１項の後段「裁判所は、その額（予定賠
償額）を増減することができない」を削除する立場を採っているもので
あり、すなわち裁判所による予定賠償額への増減を禁じる原則をそのま
ま維持することを支持しないものである、ということが明らかにされた。
これらの改正の動向について、比較法上の立法状況、社会の変化による
要請がひとつの大きな理由として挙げられているが、もっと重要なこと
として、このような改正が裁判実務の現状を承認することに大きな意義
があると示されている。したがって日本法において一律に予定賠償額の
介入の禁止を堅持する現行法の規定はもう時代遅れのものとなり、公序
良俗違反などの理念のもと、裁判所による介入の必要性があるという趣
旨は示されていると解される。
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　他方、改正において、裁判所による予定賠償額の増減を禁じる原則を
削除すべきという考え方が大勢に支持され、条文によって採用される動
向が見られるが、反対意見もある。「研究会試案」は現行民法420条１項
の後段をそのまま維持するという考え方を示すものである。また「中間
試案」をめぐる議論において、意思自治という観点から裁判所による介
入は謙抑的であるべきという意見も挙げられている。これらの意見を見
ると、日本法において裁判所による予定賠償額への介入が意思自治の理
念と衝突しているという理由からある程度懸念も示されている。
　興味深いのは、最終の［改正法律案］は過大、過小な予定賠償額につ
いて新たに規定を一切に設けない方針を採っている。その理由として、
裁判所による介入の要件のあいまいさ、一般条項による対応の可能性、
予定賠償額の拘束力を弱体化するおそれといったものが挙げられてい
る。したがって、［改正法律案］は裁判所の増減の権限による私人間の
意思自治、契約の拘束力への干渉に強い懸念を示するものであり、意思
自治の理念を尊重する趣旨が強く貫かれているものであると解される。

（ⅱ）過大な予定賠償額への対応
　民法（債権法）の改正議論に向けて、過大な予定賠償額への対応がひ
とつの重要な論点となっている。その中において裁判所による介入を明
文化する場合には、いかなる規定の仕方が適当であるのかが焦点となっ
ている。「検討委員会試案」が裁判所の裁量減額という提案を出してい
るが、それに対して実務界は裁判所の判断の妥当性への懸念や訴訟の増
加といった理由を述べ反対している。代わりに実務界は、効果を一部無
効の仕方で明記すべきという考え方を提示さしている。また、「研究会
試案」は裁判所が過大な予定賠償額を全部無効とし一般の損害賠償手続
きに従って新たに賠償額を決めるという提案を出している。それに対し
て実務界はこの提案を支持する声を挙げている。さらに、「中間試案」
は過大な予定賠償額について規定の仕方を明確に示していないが、条文
の表現に鑑みると、「中間試案」が裁判所による介入の仕方について、
過大な部分を一部無効とするという仕方とする立場に近いものであると
看取できる。
　以上の改正の議論に照らせば、日本法において過大な予定賠償額につ
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いて裁判所による介入を明文化しようとする動きが強く見て取れる一方
で、効果についての規定の仕方をめぐって激しい論争が繰り返されてい
る。またその内容を見ると、これらの提案と見解は、裁判所による減額
の裁量権を与える考え方に消極的であり、裁判所が伝統的な契約効力理
論に基づき、本問題を処理すべきという旨を強く訴えているものである
と解される。
　他方、裁判所による介入の要件については、「検討委員会試案」は「債
権者に生じた損害に比して過大である」という実損害が過大か否かとい
う要件のみを規定している。この点について、実務界は挙証責任という
手続上の問題が大きいという理由を述べ、反対の立場を表明している。

「検討委員会試案」と比較すると、「研究会試案」によれば、予定賠償額
が「過大」か否かという客観的な要件のみでは足りず、同時に「合理」的
か否かも必要となる。すなわち、裁判所が予定賠償額の約定の事情を考
量することも求められている、とされる。「研究会試案」の提案には、
実務界も賛成しているし、その後の「中間試案」も「研究会試案」の趣旨
を受け入れている。したがって日本法の改正は、裁判所が予定賠償額に
介入するか否かを判断する場合に、債権者の実損害の考量のほか、「当
事者の属性ないし対等性の有無、予定賠償額が締結された経緯」や「当
事者が賠償額の予定をした目的」という要素の考量に重点を置くもので
ある。換言すれば、日本法において裁判所による介入の是非を判断する
際の関心事は、債務不履行時における出来事ではなく、契約締結時にお
ける出来事に注目するものであるため、あえて当事者の意思を尊重する
意図が強いという特徴を見て取れるであろう。

（ⅲ）過小な予定賠償額への対応
　民法（債権法）の改正に向けて、過小な予定賠償額への対応もひとつ
の論点として挙げられているが、試案や改正案はいずれも、裁判所によ
る過小な予定賠償額の増額を明文化することに反対の立場を示してい
る。その理由として、過小な予定賠償額が減免責機能を有するのみなら
ず、当事者の予測可能性や意思自治という角度から見ると、裁判所によ
る増額が私的自治、自己決定への重大な干渉となっている、さらに訴訟
の手続きの角度から言えば、裁判所による増額が処分権主義、弁論主義
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とも衝突しかねない、と指摘される。
　以上の検討に照らせば、日本法において過小な予定賠償額への対応は、
過大な予定賠償額への対応と比較すると、まったく次元が異なる問題で
あると認識されている。すなわち、日本法において過大な予定賠償額に
ついて裁判所による介入を、減額や一部無効などの手法によって明文化
しようとするという立法的動向が寛容的であるのに対して、過小な予定
賠償額への対応については、増額という立法の選択肢は一切に考量され
る余地がないという厳しい立場が示されている。その理由を突き詰める
と、過小な予定賠償額が働く特別の減免責機能を無視することができな
いほか、もっと重要なこととして、過小な予定賠償額の増額は、過大な
予定賠償額の減額と比較すると、いっそう当事者の意思自治・契約自由
への深刻な干渉となっているためである、ということが明らかにされた。

４　日本法から見る中国法

　前述では、日本法における予定賠償額の増減問題について、法規定、
学説・裁判実務および民法（債権法）の改正をめぐる議論から検討し、
その特徴を明らかにした。日本法と比較すると、中国法のどのような特
徴が浮き彫りにされ得るのか。以下では、違約金・過大な予定賠償額の
減額と違約金・過小な予定賠償額の増額という二つの部分に分けて析出
してみたい。

（１）違約金・過大な予定賠償額の減額
　日中の比較において、違約金・過大な予定賠償額の減額問題について
次の３点をまとめることができる。
　第１に、日本法において過大な予定賠償額について、条文、学説・裁
判実務、現在の民法（債権法）改正という３つの段階を経て各段階にお
いてそれぞれ対応の特徴が示されている。立法者が過大な予定賠償額の
減額を禁じるという条文を定めているが、学説・裁判実務は、公序良俗・
暴利行為論によって過大な予定賠償額の規制を試みている。その上で、
現在の民法（債権法）改正は、裁判所による介入を明文化しようとする
立場をはっきりと示している。とはいえ、これらの学説・裁判実務、民
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法（債権法）改正の内容に鑑みると、日本法が過大な予定賠償額の減額
問題を扱う場合には、常に過大な予定賠償額の効用性、契約自由・意思
自治の理念を意識していることが、明らかにされた。換言すれば、学説・
裁判実務および民法（債権法）改正において、裁判所による過大な予定
賠償額への介入が認められるとしても、契約自由・意思自治の理念を放
棄するものではなく、むしろ現代社会において契約自由・意思自治が生
じる不合理な部分を修正しようとする趣旨が含まれると見て取れる。し
たがって、日本法において裁判所による過大な予定賠償額の介入につい
てその立場は必ずしも積極的であるとは言えず、むしろ慎重的であると
解される。
　それと比較すると、中国法における違約金減額は立法の段階において
抵抗なく確立されている。また学説では、違約金の減額が違約金の効用
を形骸化すること、契約自由・意思自治の理念と衝突することといった
懸念はめったに見られないし、主流の見解はほとんど一方的に違約金減
額を高く評価している。さらに違約金減額に関する運用実態を見ると、
法院が積極的に違約金の減額を行っているという傾向も明らかにされ
た。したがって、中国法において、法規定、学説・裁判実務は違約金の
減額に積極的な立場を示していると解される。
　第２に、日本法において過大な予定賠償額について、学説、民法（債
権法）改正において裁判所による介入が認められるとしても、介入の仕
方は議論の焦点となっている。すなわち、介入の仕方が減額裁量なのか、
一部無効なのか、ひいては全部無効とした上で一般の損害賠償の手続き
に従い、新たに決めるのかといった多様な提案が示されている。また、
実務界は、裁判所に直接に減額裁量権を与えることに強い警戒心を示し、
その仕方が裁量判断の妥当性に影響することや訴訟の増加につながると
いった問題点を指摘している。要するに、実務界の見解に照らせば、裁
判所の裁量減額の仕方が、契約自由・意思自治への過度な干渉となり、
予定賠償額の効用性の喪失をもたらすといった懸念が挙げられている。
それの代わりに、学説では、裁判所が伝統的な契約効力の制度によって、
過大な予定賠償額を処理すべきであるという考え方が主流となっている
と解される。
　それと比較すると、中国法における違約金減額においては立法から法
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院による減額という仕方が採用されている。また、学説においても、法
院が契約効力制度によって過大な違約金を処理する発想がそもそも存在
していないのである。さらに、違約金減額に関する運用実態を見ると、
法院が積極的に違約金の減額裁量権を行使するという傾向も明らかにさ
れた。したがって中国法においては、法規定に、法院が違約金の減額を
行使する権限が最初から規定されているため、法院が違約金減額の裁量
権を行使することで違約金への介入がより容易に行われ得ると見て取れ
る。
　第３に、日本法において過大な予定賠償額についての裁判所による介
入の要件を見ると、学説の少数説と一部の裁判例は、単に予定賠償額が
実損害と比較すると、「過大」かと否かを裁判所による判断の要件とし
ている。この点は確かに、中国法の通説と裁判実務が徹底している実損
害差額主義の趣旨と似ている。とはいえ、日本法の通説は、「債権者が
債務者の困窮等に乗じて暴利を図ることを目的とすること」という要件
を提示し、すなわち当事者の意思瑕疵の有無を審査すべきという暴利行
為論を有力に提唱している。また一部の裁判例は、予定賠償額と実損害
との均衡という要件のほかに、予定賠償額の締結目的と約款の正当性へ
の考量といった要素を強調している。要するに、これらの裁判例は、約
定賠償額の締結時に当事者の目的、意思表示の瑕疵の有無を重んじるも
のであると看取できる。さらに、民法（債権法）の改正をめぐる議論に
おいても、裁判所による過大な予定賠償額への介入の可否について、単
に予定賠償額が「過大」か否かという要件だけでは足りず、その予定賠
償額の約定が「合理」的か否かへの判断も必要とされている。「合理」的
なことの内容について「当事者の属性ないし対等性の有無、予定賠償額
が締結された経緯」や「当事者が賠償額の予定をした目的」といった具
体的な提案が挙げられている。以上の内容に照らせば、日本法が、裁判
所が過大な予定賠償額に介入する場合には、日本法は、その要件を、予
定賠償額の約定時の事情とするという特徴を見て取れる。この意味では、
日本法は、予定賠償額の約定時における当事者の意思の審査や解明を裁
判所による予定賠償額への介入の可否の理由とすることによって、あえ
て意思自治の理念を尊重する意図を強く訴えていると解される。
　それと比較すると、中国法法制は立法からその趣旨を、給付の均衡を
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重視するものとして位置づけしている。そのため、法規定と学説は、法
院が違約金の減額の可否を判断する際の要件として、違約金と実損害と
の均衡が図られたか否かという実損害差額主義を掲げている。違約金減
額に関する運用実態を見ると、法院の判断も、ほとんど実損害差額主義
を根拠として、減額の可否を判断するという傾向が示されている。裏を
返せば、法院が違約金の約定時に関する事由などを一切に不問としてい
ることが、明らかにされた。この意味では、中国法において当事者の意
思はほとんど尊重されておらず、意思自治の理念は根付いていないとい
う特徴が浮き彫りになると解される。

（２）違約金・過小な予定賠償額の増額
　日中の比較において、違約金・過小な予定賠償額の増額問題について、
日本法と中国法は、まったく異なる立場を取ることが明らかにされた。
　日本法の場合には、条文、学説・裁判実務、民法（債権法）の改正に
向けての議論はいずれも、裁判所による増額を明文化することに反対の
立場をとっている。その理由として、過小な予定賠償額が減免責機能を
有するのみならず、当事者の予測可能性や意思自治という角度から見る
と、裁判所による増額が私的自治、自己決定への重大な干渉となってい
る、さらに訴訟の手続きの角度から言えば、裁判所による増額が処分権
主義、弁論主義とも衝突しかねない、と指摘される。
　以上の指摘に照らせば、日本法において過小な予定賠償額への対応は、
過大な予定賠償額への対応と比較すると、まったく次元が異なる問題で
あると認識されている。要するに、日本法において過大な予定賠償額に
ついて裁判所による介入を、減額や一部無効などの手法によって明文化
しようとするという立法的動向は寛容的であるのに対して、過小な予定
賠償額への対応について、増額という立法の選択肢は一切に考量される
余地がないという厳しい立場が示されている。その理由を突き詰めると、
過小な予定賠償額が働く特別の減免責機能を無視することができないほ
か、もっと重要なこととして、過小な予定賠償額の増額は、過大な予定
賠償額の減額と比較すると、いっそう当事者の意思自治・契約自由への
深刻な干渉となるためであると解される。
　それと比較すると、中国法においては違約金増額の趣旨は違約金減額
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と同様に説明されている。学説は両者を区別して扱う考え方も一切に見
られていない。違約金増額に関する運用実態を見ると、法院が違約金の
増額を認めた裁判例も少なくないし、ほとんどの法院の判断も、予定賠
償額と債権者の実損害との均衡が図られていないことだけを理由に増額
を認めているという実損害差額主義を徹底している。換言すれば、中国
法においては法院が当事者が予定していなかった額までの増額を認める
という傾向は容易に見て取れる。したがって、中国法においては、法院
が違約金を増額することで、当事者による過小な予定賠償額の減免責機
能がほとんど意味が失われるだけではなく、当事者の意思自治・契約自
由に深刻な干渉ともなっていると看取できる。この意味では、中国法に
おいては法規定、学説および裁判実務は、法院による違約金の増額に寛
容的な立場を示していることに照らせば、意思自治の理念はまったく配
慮されていないという特徴が浮き彫りになると解される。

むすび

　本稿は、中国法における違約金増減を、その概要（法規定、学説、立
法史）、裁判実務（運用実態についての数量分析と論理分析）、学界の評
価と改革案、台湾法・日本法との比較から検討し、明らかにした。最後
に、本稿の冒頭で設定した課題についての回答を試み、本稿を締めくく
りたい。すなわち中国法における違約金増減は、どのような位置づけな
のかを明らかにしたい。また中国法において違約金増減を支える要因は
何なのかを考えてみたい。

１　違約金増減の位置づけ

　まず、中国法における違約金増減について、如何にして捉えるべきな
のか、どのようにして位置づけたらいいのか。本課題を回答する際に、
山田八千子教授の『自由の契約法理論』という研究を紹介するのが有益
である。この本は、現代社会において、契約自由に対して国家は如何な
る法理に基づいて介入するのか、その介入の法理に関して、理論的、法
哲学的な観点を提示するものである。本論との関係で、この研究に依拠
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すると、中国法における違約金増減の実質を語ることができるし、本稿
の課題についての回答を整理することができる。それゆえに、まず、山
田教授の『自由の契約法理論』において提示されている３つの国家によ
る契約自由への介入の法理を概観する。それによって、中国法における
違約金増減がどのような位置づけなのかを析出してみたい。

（１）国家による契約自由への介入の法理
　山田教授は、現代社会の契約理論において国家による契約自由への介
入の根拠として、以下のような３つの類型を提示している123。
　類型１は、「もし、当事者がおこなった契約が、相手方からの強迫や
詐術によってなされたものであるならば、この契約は国家によって執行
されるべきではない。したがって、このような場合には、国家が、契約
の執行を求める当事者の力を否定するという方法によって介入すること
になる」124、と定義されている。
　類型２は、「契約自由の基礎となるべき当事者の自律性が奪われたと
いう理由から、国家の加入を認めるという仕方がある。契約当事者の交
渉においては、様々な原因により、当事者自身が自ら方向を決定できた
とは評価できない状況は、つまり他者から方向を決定されたと評価しう
る状況が出現しうる。具体的には、経済的交渉力の格差や、情報量の格
差によって、自ら方法を決定したものとは到底いえないような事態が生
じたとき、自律的な判断に基礎付けられない契約全体ないし契約内容の
一部に対しては、国家が抑制を加えるという考えが導き出されるのであ
る」125、と定義されている。
　類型３は、「契約締結の結果として発生した財の分配が、給付の著し
い不均衡を生じさせることは正義に反するという考え方、いわゆる交換
的な正義に反する不当なものであるという理由から、国家が契約に対し
て介入するという仕方も想定できる」126、と定義されている。

123 山田八千子『自由の契約法理論』（弘文堂・2009年）92 ～ 93頁参照。
124 山田・前掲注（123）93頁。
125 山田・前掲注（123）92 ～ 93頁。
126 山田・前掲注（123）93頁。
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　以上の三つの類型の定義に照らせば、それぞれの介入の法理は、如何
なる特徴があるのか、どのような法的意味を持つのかという問題につい
て、山田教授の論述に基づいて、著者の視点から、次の内容を要約する
ことができると考えられる127。
　第１に、類型１は、その介入の論理を、当事者が自発的な交換を行っ
たかどうかとしているため、詐欺、強迫の法律行為を規制の対象として
いる。この論理は、特定の結果を志向しないという意味で純粋な手続的
正義の原理を前提にして正当化されているものである。したがって、類
型１の介入は、詐欺、強迫のような意思の自発性を欠いた法律行為を強
制しない意味があるため、意思自治理念との関係から見ると、親和的関
係であると位置付けられる。
　第２に、類型２は、その介入の論理を、当事者が自立的な自己決定が
できたかどうかとしているため、当事者の交渉力、情報量の格差のため
に自律的な判断に基礎付けられない場合の契約を想定の対象としてい
る。類型１の介入の論理と同様に、この論理も、特定の結果を志向しな
い純粋な手続的正義の原理を前提とするものである。したがって、類型
２の介入は、一方の当事者の交渉力が実質的に著しく劣る状況下では、
自律的な自己決定を実質化するには介入を行う意味があるため、意思自
治理念との関係から見ると、補完・修正的関係であると位置づけられる。
　第３に、類型３は、その介入の論理を、取引の結果の等価性ないし給
付の均衡性が図られたかどうかとしているため、分配結果の不公正を是
正することに着目している。この論理は、財の分配を基礎づける分配的
正義や、相互的な給付の均衡の維持のような矯正ないし交換的正義を中
心とする実体的正義の原理に基づいて正当化されるものである。した
がって、類型３の介入がもっぱら分配結果の均衡性に力点を置き、徹底
する平等主義的な立場をとっているため、自由や自律性の尊重との不整
合性を生じる。それによって、意思自治理念との関係から見ると、対立
的関係であると位置づけられる。
　以上の要約に照らせば、山田教授の国家による契約自由への介入の法
理を、次の表にまとめるすることができると考える。

127 山田・前掲注（123）90頁以下参照。
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【表】国家による契約自由への介入の法理128

類型１ 類型２ 類型３
介入力点 強迫、詐欺の法律

行為
当事者の交渉力、
情報量の格差

分配結果の不公正

介入論理 自発的な交換が行
われたかどうか

自律的な自己決定
ができたかどうか

取引の結果の等価性ないし
給付の均衡性が図られたか
どうか

介入実質 手続的正義 実質的正義、分配的正義
意思自治の
理念との関
係

親和的関係 補完・修正的関係 対立的関係
弱　 　強

緊張関係

（２）中国契約法の本質
　以上の整理のように、国家による契約自由への介入について３つの異
なる法理が提示されている。この３つの法理は、意思自治の理念との関
係で、次元の異なる特質を呈している、ということが明らかにされた。
この整理を踏まえて、中国法における違約金増減は、台湾法・日本法と
比較すると、如何なる特徴を有するのか、また違約金増減の運用を通し
て、中国契約法の本質が何なのかを明らかにしてみたい。

（ⅰ）台湾法・日本法について
　本論文の第５章では、比較法という視点で台湾法・日本法を取り上げ
て台湾法・日本法における法制の内容を検討してきた。これらの検討に
基づいて、加えて以上にまとめられた三つの類型の法理に照らせば、台
湾法・日本法については、次のよるな特徴をまとめることができる。

①　規定の仕方
　台湾法において法規定には違約金の減額だけが定められている。換言
すれば、法規定において違約金の増額が認められていないということに

128 本表は、山田教授の『自由の契約法理論』の90頁以下の内容に基づき、著者
の視点から、３つの国家による契約自由への介入の法理の特徴を整理、抽出す
るものである。
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なる。なぜ台湾法において違約金の減額だけが認められるのかについて、
立法理由、学説、さらには判例は言及してはいない。ただし、違約金の
増額については、違約金の機能（実益）に鑑みると、違約金が債権者の
実損害よりも低額である場合に、違約金が責任制限機能を有することと、
意思自治の理念に鑑みると、法院が当事者が予定していなかった額まで
の増額を認めることは、当事者の意思自治に深刻な干渉となってしまう
ことは、台湾法が違約金の増額を認めない理由として推測されることが
できる。裏を返せば、減額の場合に比べると、より深刻に意思自治の理
念と衝突する増額を認めないことは、台湾法において意思自治の理念が
最大限に尊重されている意味を有すると解される。
　他方、台湾法の立場は、日本法においても享有されている。すなわち、
日本法において法規定は過大な予定賠償額の減額を明文化していない
が、学説・裁判実務、民法（債権法）に向けての議論は、過大な予定賠
償額の減額が認められ得るという立場を採っている。それに対して、過
小な予定賠償額の増額について、法規定、学説・裁判実務、民法（債権法）
に向けての議論は、いずれも反対の立場を示している。過小な予定賠償
額の増額が認められない理由として、過小な予定賠償額が働く特別の減
免責機能と、過大な予定賠償額の減額に比べると、いっそう当事者の意
思自治への深刻な干渉となっている、と指摘されている。この意味にお
いて、日本法も台湾法と同様に、意思自治の理念を尊重する本質を有す
ると強く捉えることができる。
　注意しておきたいのは、序章では言及したように、大陸法において裁
判所によって違約金の減額だけを認める立法例が圧倒的に多い。換言す
れば、大陸法において台湾法、日本法の立場は通用されていると看取で
きる。

②　趣旨、学説と裁判実務
　台湾法において、違約金減額という法制にしてみれば、その趣旨は、
当事者間の交渉力の格差を懸念し、当事者間の交渉力の格差によって当
事者の自律的な意思表示が妨げられたかどうかに着目するものである。
また、学説と最高法院の判決の判旨に照らせば、法院は、違約金の減額
の可否を判断する場合には、当事者の実損害の考量のほか、「公平を著
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しく失する」の有無、すなわち当事者の意思表示の真実性、当事者の交
渉力の格差、詐欺、強迫などの意思表示の瑕疵の有無に判断の力点が置
かれている、ということが明らかにされた。
　他方、日本法において、条文は、過大な予定賠償額の減額と過小な予
定賠償額の増額を禁じているものである。その理由が損害の証明や訴訟
の回避を目的とする予定賠償額の効用、当事者の意思を尊重すべきとい
う意思自治にある。実際には、学説・裁判実務は、一般条項の公序良俗
の適用を通して過大な予定賠償額を一部無効することで、その減額を試
みている。また、民法（債権法）改正では、裁判所による過大な予定賠
償額の減額を明文化しようとする議論も見られている。日本法の検討に
照らせば、以下の２点の特徴がまとめられている。
　第１に、日本法においては学説・裁判実務および民法（債権法）改正
の内容は、過大な予定賠償額の減額問題を扱う場合には、常に過大な予
定賠償額の効用性、契約自由・意思自治の理念を意識しているものであ
る。換言すれば、裁判所による介入について、現代社会において当事者
の意思に生じる不合理な部分を修正しようとする趣旨が含まれる。した
がって、日本法は裁判所による過大な予定賠償額の介入について慎重な
立場をとっている。
　第２に、介入の内容について日本法においては、学説の少数説と一部
の裁判例は、単に予定賠償額が実損害と比較すると、「過大」かと否か
を判断の要件としている。とはいえ、日本法の通説は、「債権者が債務
者の困窮等に乗じて暴利を図ることを目的とすること」という要件を提
示している。すなわち通説は、当事者の意思瑕疵の有無を審査すべきと
いう暴利行為論を有力に提唱している。また一部の裁判例は、予定賠償
額と実損害との均衡性という要件のほかに、予定賠償額の締結目的と約
款の正当性への考量といった要素を強調しているため、約定賠償額の締
結時に当事者の目的、意思表示の瑕疵の有無を重んじるものも見られる。
さらに、民法（債権法）の改正をめぐる議論において、裁判所による過
大な予定賠償額への介入の可否について、単に予定賠償額が「過大」か
否かという判断要件だけでは足りず、その予定賠償額の約定が「合理」
的か否かへの判断も必要とされている。「合理」性の内容について「当事
者の属性ないし対等性の有無、予定賠償額が締結された経緯」や「当事
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者が賠償額の予定をした目的」といった具体的な提案が挙げられている。
　以上のまとめに照らせば、確かに、台湾法・日本法において違約金・
過小な予定賠償額の増額についての立場とまったく異なり、違約金・過
大な予定賠償額に対して一定の条件の下でその減額を認め得るという立
場を示している。とはいえ、その趣旨、学説・裁判実務についての検討
に照らせば、裁判所による介入の論理が、基本的に当事者が自発的な交
換が行われたかどうか（類型１）、当事者が自律的な自己決定ができた
かどうか（類型２）という手続的正義の原理に立つものであると解され
る。換言すれば、このような介入の論理の実質に照らすと、台湾法・日
本法は、意思自治の理念と親和、補完・修正的関係に立つものであるた
め、依然として意思自治の理念を尊重する本質を析出することができる
と解される。

（ⅱ）中国法について
　台湾法・日本法と比較すると、中国法は、法制についての規定の仕方
や、趣旨および要件において、まったく異なる理念を示している。違約
金増減についての法規定、学説、裁判実務の検討に基づいて、加えて以
上にまとめられた三つの類型の法理に照らせば、中国法については、次
のよるな特徴をまとめることができる。

①　規定の仕方
　中国法において法規定には違約金の減額だけではなく、違約金の増額
も定められている。なぜ中国法において違約金の増額、減額の両方が認
められるのかについて、中国法法制の趣旨は台湾法・日本法に比較して、
まったく異なる理念に立つためである。すなわち、違約金増減の趣旨は、
当事者間の給付の均衡の回復という抽象化理念と等価原則という核心的
な価値を志向するものであるため、違約金が債権者の実損害よりも低額
であろうが、高額であろうが、実損害との均衡の回復を目指すことは、
中国法の独特な思考の回路である。裏を返せば、このような理念の下で、
中国法の本質は、台湾法・日本法との違いが呈されることになる。すな
わち、中国法において違約金の増額が認められることによって違約金が
有する責任制限機能が働かなくなる。より重要なことは、当事者が予定
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していなかった額までの増額を認めることは、当事者の意思自治に深刻
な干渉となってしまうことになる。この意味では、中国法において違約
金の増額が認められることによって、意思自治の理念が破綻していると
いう本質を浮き彫りにし得ると解される。
　前述では言及したように、台湾法・日本法と同様に、大陸法において
裁判所によって違約金の減額だけを認める立法例が一般的である。それ
に対して、比較法には、中国法は、法院によって違約金の増額も認めら
れるというめずらしい立法例を採用し、異なる論理を組み立てている。
この点は、中国法の独特な本質を示すところであると解される。

②　趣旨、学説と裁判実務
　中国法において違約金増減の趣旨と裁判実務に照らしてみても、その
独特な本質を見て取れる。具体的に、次の２点がまとめられる。
　第１に、前述で言及したように、中国法における違約金増減の趣旨は、
当事者間の給付の均衡という抽象化理念と等価原則という核心的な価値
を志向するものである。換言すれば、中国法の趣旨は、台湾法・日本法
と異なり、意思決定の過程においてその意思表示の真実性、当事者の交
渉力の格差、詐欺、強迫などの意思表示の瑕疵の有無という当事者の意
思に無関心で、あくまでもその給付の均衡が図られたかどうかという結
果を重視するものであるという特質が浮き彫りになると看取できる。
　第２に、法規定、通説は、違約金増額の場合には、法院が違約金と実
損害の均衡が図られたかどうかという実損害差額主義に基づくべきであ
るとしている。違約金減額の場合には、裁判所が違約金と実損害の均衡
が図られたかどうかという実損害差額主義を基礎的要件とすべきである
としている。それに対して、法院が契約締結時に当事者が自由意思によ
るか否か、詐欺、強迫などの意思決定における瑕疵があるか否かを判断
の要件とすべきとする学説もあるが、少数説にとどまっている。この意
味において、法規定、学説の通説に照らしてみても、中国法において意
思自治の理念がほとんど重んじられておらず、給付の均衡という結果だ
けが念頭に置かれているという特徴を有すると看取できる。
　第３に、裁判実務についての検証に照らせば、さらに、中国法の独特
な本質を裏付けられることができる。
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　本稿は、第２章では、違約金増減の運用実態を、数量分析を中心にし
て検証を行った。この検証の結果として、法院が違約金の増額の可否を
判断する場合に、85％（増額肯定例、否定例あわせて46件のうち39件）
の裁判例は実損害差額主義に基づくものである。すなわち、85％の裁判
例において、法院が違約金を増額するか否かを判断する場合に、単に債
権者の損失があるか否か、いくらあるのかを認定し、それを違約金の額
と比較してより低額であるか否かを理由に違約金の増額の可否を判断し
ている。換言すれば、法院の判断の実質はもっぱら違約金と実損害の均
衡が図られているかどうかという結果を根拠に、違約金の増額が認めら
れるかどうかという傾向が示されている。それと比べると、15％（増額
肯定例、否定例あわせて46件のうち７件）の裁判例は、法院が契約締結時、
違約金の約定において真の意思自治が達成されるか否かも考量したもの
である。これらの裁判例が実損害差額主義の立場と離れて、少数説で主
張しように、当事者の意思自治を尊重する旨を貫いた裁判例であるが、
全体的な裁判例の数から見ると、ごく例外の裁判例であるとしか評価で
きない。
　他方、法院が違約金の減額の可否を判断する場合には、92％（減額肯
定例、否定例あわせて149件のうち137件）の裁判例は実損害差額主義に
基づくものである。すなわち、92％の裁判例において、法院が違約金を
減額するか否かを判断する場合に、単に債権者の損失があるか否か、い
くらあるのかを認定し、それを違約金の額と比較してより著しく高額で
あるか否かを理由に違約金の減額の可否を判断しているものである。換
言すれば、法院が違約金の減額の可否を判断する実質ももっぱら違約金
と実損害の均衡が図られているかどうかという結果を根拠に、違約金の
減額が認められるかどうかという傾向が示されている。それと比べると、
残る８％（減額肯定例、否定例あわせて149件のうち12件）の裁判例は、
法院が実損害差額主義を根拠としたのみならず、法規定が規定している
付加的な要件としての当事者の故意・過失の度合いをも根拠としたもの
である。とはいえ、当事者の故意・過失の度合いという事由が違約金約
定後、契約履行中における当事者の帰責性（非難可能性）を根拠とする
ものであり、違約金約定時に当事者の意思を重視する意味を持たない。
換言すれば、この149件の裁判例のうち、違約金約定時の事情、すなわ
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ち当事者の意思表示についての瑕疵の有無、当事者の交渉力の格差の有
無に注目した裁判例が一例ですらなかったという傾向が示されている。
　以上の裁判実務についての検証の結果に照らすと、裁判実務において
も、法院が基本的に違約金と実損害の均衡が図られたかどうかという実
損害差額主義を徹底していることが明らかにされた。すなわち、中国法
において法院が違約金の増減の可否を判断する場合に、法院が基本的に
当事者間の給付の結果の均衡が図られているかどうかということに注目
を与えるため、違約金の約定による当事者の意思を尊重する価値観がほ
とんど享有されていないと解される。
　以上のまとめに照らせば、中国法において法院による違約金への介入
の論理の実質に照らすと、中国法は、台湾法・日本法が依拠する類型１、
２の論理とまったく異なる論理に依拠していると看取できる。すなわち、
中国法において法院による介入の実質が取引の結果の等価性ないし給付
の均衡性が図られたかどうかという実質的正義、分配的正義の原理（類
型３）に立つものであると解される。換言すれば、このような介入の論
理の実質に照らすと、中国法は、意思自治の理念と対立的関係に立つも
のであるため、意思自治の理念との緊張関係が生じる。この意味におい
て、中国法において意思自治の理念があまり配慮されていないという本
質を析出することができると解される。

（３）結論
　以上の検討に照らせば、本稿は、中国法における違約金増減を、台湾
法・日本法と比較すると、その介入の実質を、次のような対抗軸で整理
することができる。すなわち、「日、台、中国法の少数説」は、類型１
と類型２の論理に立つものであるの対して、「中国法の法規定、通説、
裁判実務」は、類型３の論理に立つものであると看取できる。換言すれば、
台湾法・日本法と比較することで、次の結論をまとめることができる。
　台湾法・日本法については、規定の仕方に照らせば、意思自治の理念
を尊重する特質を有する。法院・裁判所がによる介入の論理に照らして
みても、その介入の論理が、当事者が自発的な交換が行われたかどうか、
当事者が自律的な自己決定ができたかどうかという手続的正義の原理に
基づくものであるため、意思自治の理念と親和的、補完的関係に位置づ
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けられている。それによって台湾法・日本法は、意思自治の理念を尊重
する本質を析出することができると解される。この意味では、台湾法・日
本法は、意思自治尊重主義の社会哲学に据えると評価することができる。
　他方、台湾法・日本法と比較すると、中国法については、規定の仕方
に照らせば、意思自治の理念が破綻しているという特質を有する。法院
による介入の論理に照らしてみても、その介入の論理が、取引の結果の
等価性ないし給付の均衡性が図られたかどうかという実質的正義、分配
的正義の原理に基づくものであるため、意思自治の理念と対立的関係に
位置づけられている。それによって中国法においてもっぽら給付の均衡
という結果が重んじられており、意思自治の理念があまり配慮されてい
ないという本質を析出することができると解される。この意味では、中
国法は、個人の自律を犠牲にする共同平等主義の社会哲学に据えると評
価することができる。

２　違約金増減を支える要因

　前述の検討に照らせば、日本法・台湾法と比較すると、中国法はまっ
たく異なる社会哲学に立っていることが明らかにされた。なぜそのよう
な対立構図うが生じるのか。換言すれば、なぜ中国法は、意思自治尊重
主義を捨てて、共同平等主義を目指しているのか。その要因は次のよう
なものがあると考えられる。

（１）個人の自由を尊重する文化の欠如
　韓偉氏は、中国の伝統社会の文化の特徴を、以下のように述べている。
　「中国の伝統社会において、公法、私法という理論を線引きする歴史
がないし、私法自治を生み、発展する社会経済の基礎と人文環境が整え
られていない。特に個人の自由の文化が認められていない」129、とされる。
　韓氏は、中国の伝統社会が個人自由を尊重する文化を欠如していると
評価しているが、その内容がまさに現代の中国契約法の特徴に合致する

129 韓偉『私法自治研究──基於社会変遷的視角』（山東人民出版社・2012年）
173頁。
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ものであると思われる。換言すれば、個人の自律を犠牲にする共同平等
主義を目指す中国契約法は、中国の伝統社会の文化の延長線上を歩み続
けていると見て取れるであろう。したがって、現代の中国社会において
も、このような個人自由を尊重しない伝統の文化が影響し続けているた
め、意思自治尊重の理念を築く基盤としては依然として不十分であると
解される。

（２）倫理正義を重視する契約観
　劉雲生氏は、中国の古代契約の思想を、以下のように述べている。
　「中国の契約法の発展の歴史を見ると、つねに働いている思想は、国
家の公権力による私人間の契約への厚い関心というものである。契約に
関する立法の依拠や司法の準則は、法院が法律に基づいて判決を下すと
いうよりも、むしろ道徳的な義務としての『誠実信用』に基づいて契約
の当事者が誠意をもって契約を履行するよう要請させるものである。な
らならば、契約に関する立法は、私人間の取引において関連する商業の
道徳や商慣習を追認するものであり、学者達が抽象化した社会義務と道
徳義務を含む倫理的正義という学説でもある」130、とされる。
　劉氏は、中国の古代契約の思想が、国家の公権力による私人間の契約
への世話と、社会義務と道徳義務を含める倫理的正義という２つの特徴
があると評価している。この点について、現代の中国法において違約金
が定められている私人間の契約に対し、法院が大いに関心を払い、積極
的に介入していることはまさにその古代契約の思想を引き継ぐ象徴であ
るであろう。また、法院による介入の力点が、当事者の意思を問題とせ
ず、もっぱらその給付の結果の均衡性が図られたかどうかという実質的
正義に重点を置くものであるため、その論理が当事者のどちらにも給付
の均衡を超える利益を得させないという道徳的契約観に合致しているも
のであると解される。換言すれば、現代の中国契約法が目指している共
同平等主義は、倫理正義を重視している中国古代の契約観の一環として
捉えることができると考えられる。

130 劉雲生『中国古代契約思想史』（法律出版社・2012年）203頁。
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（３）父母官型の法院の権能
　滋賀教授は、清代中国の法と裁判に関する研究に基づいて、中国の伝
統な裁判観を、以下のように語っている。
　「それは親が子の非行を叱り兄弟喧嘩を仲なおりさせるという家庭の
営みのうちに求められるであろう。為政者を父母、人民を赤子になぞら
えることは古くからの中国の伝統であった。知州知県は事実また『父母
官』『親民官』と呼ばれたのである。それは一地方の秩序と福祉の総世話
人たることを意味する。知州知県の荷う司法業務とはさような世話の一
部面として人民に対して施されるものであった。これを父母官型訴訟と
名づけてみたい」131、とされる。
　滋賀教授は、中国清代の裁判観を、父母官型訴訟と名づけ、為政者が
私人間の紛争に対し、世話人として積極的に立ち入っているという特徴
を捉えている。これを踏まえて、現代の中国法において法院が、違約金
の増減を行っている場合に、当事者の意思を尊重せず、単に給付の均衡
を図るために、わざわざ当事者の実損害を基に違約金を再確定するとい
う厄介な作業に取り組み、当事者が予定していないことまで立ち入って
世話を焼いた傾向はよく見られている。それゆえに、父母官型訴訟の風
景は、まさに現代の中国社会においても映されていると見て取れるであ
ろう。裏を返せば、このような父母官型を中心とする裁判観が影響し続
けていることこそ、現代の中国契約法において法院は私人が自律に形成
する契約の関係を手放せず、積極的に私人間の利害の関係を再調整する
世話人としての役割を果たしていると考えられる。

（４）庶民の納得しうる情理観
　劉雲生氏は、中国の古代契約観を、以下のように評価している。
　「契約は、人間の『悪』を抑制することを出発点とし、共同の私的利益
の衡平を満たすために形成されている互惠的関係を指すものである。そ
れゆえに、契約は、一方に多すぎる利益を持たせず、もう一方に多すぎ

131 滋賀秀三「中国法文化の考察──訴訟のあり方を通じて」法哲学年報1986年
40頁、52頁。
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る損失を受けさせないという意味を有するものである」132、とされる。
　他方、松田教授は、清代中国の裁判を考察し、中国の契約観の特徴を、
以下のように述べている。
　「『情理』自体は概念化された言葉ではないが、『情理』と聞けば、中国
人であれば誰も納得しうる衡平感覚が呼び起こされたというものであ
る」133、とされる。
　以上の二人の学者が、それぞれ古代と近代の中国人の契約観を指摘し
ているが、両者をつなげてみると、伝統の中国人の契約観の特質を析出
することができると考えられる。すなわち、伝統の中国人の契約観は、
両当事者をお互いに衡平の利害の関係に置かなければならないという思
想が強いものである。このような衡平の契約観こそ、庶民が納得しうる
情理に適合していると解される。そのゆえに、現代の中国法において法
院が違約金の増減を行っている場合に、契約の給付の均衡という結果を
重視するのは、まさに両当事者に衡平の利害の関係を回復するためであ
ろう。換言すれば、現代の中国社会においても、中国人が情理にかなう
判決を求め続けていることは変わりなく、財の分配について均衡が取れ
ている判決こそ、庶民間の紛争を終息し、彼らに納得させることができ
ると考えられる。

　以上は、現代の中国契約法が共同平等主義を目指している要因につい
て、個人自由を尊重する文化の欠如、倫理正義を重視する契約観、父母
官型の法院の権能、庶民の納得しうる情理観という四つの内容から分析
することを試みた。換言すれば、この四つの要因がいずれも、前近代の
中国契約法の特質を浮き彫りにするものであるため、現代の中国契約法
が伝統中国の契約観の延長線上に位置づけられているものであること
は、明らかにされた。鈴木教授は、現代中国相続法について、伝統法を
基礎とする特質があると評価している134。このような特質が、まさに現

132 劉・前掲注（130）６頁。
133 松田惠美子「伝統中国法と社会への一試論」名城法学47号（1997年）137頁。
134 鈴木賢『現代中国相続法の原理─伝統の克服と継承─』（成文堂・1992年）
287頁以下参照。
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代の中国契約法にも通底する志向がある。また、現代中国法において、
伝統法のような契約自由と個人の自治を制限する家父長の理念が復帰し
ているという特徴があるとも評価されている135。これらの指摘を踏まれ
ると、現代の中国契約法が、依然として帝制時代にある共同体の社会が
享有する共同平等主義の社会哲学を目指し続けており、社会を個人の自
律を基礎にする意思自治尊重主義といった近現代の契約価値観が中国社
会において非常に弱いものであると解される。この意味では、現代の中
国の契約法は、伝統中国の契約観から引き継がれるものであり、伝統と
抵触なく結合している特質があると看取できる。そうであるならば、次
のような疑問が当然浮かんでくる。なぜ、現在、西洋法を継受しつつあ
る中国法において契約法の社会哲学を変える変動は起きていないのか、
今後も、このような伝統中国の契約観は存続し続けていくのか。これら
は中国社会の政治、文化、経済と関わる複綜のテーマであるため、本稿
では直接に扱うことができなかった。この検討は今後の課題としたい。

資料　関連条文
※�（　）は項数、○は号数を表す。

一　法律
１　民法通則
85条
　契約は、当事者間における民事関係の設定、変更又は終了に係わる合
意である。法により成立した契約は、法律による保護を受ける。

２　契約法
５条
　当事者は、公平の原則にしたがって、各方の権利や義務を確定しなけ
ればならない。

135 孫笑侠・郭春鎮「法律父愛主義在中国的適用」中国社会科学2006年１期52頁
以下参照。
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８条
　（１）法によって成立した契約は、当事者に対して法的拘束力を有す
るものとする。当事者は、約定にしたがい、自らの義務を履行すべきで
あり、無断で契約を変更したり、解除してはならない。
　（２）法によって成立した契約は、法律によって保護されるものとする。

60条
　（１）当事者は約定にしたがい、自らの義務を全面的に履行しなけれ
ばならない。
　（２）当事者は、誠実信用の原則にしたがい、契約の性質、目的や取
引の習慣によって、通知、協力、秘密保持等の義務を履行しなければな
らない。

79条
　債権者は、契約の権利の全部または一部を第三者に譲渡することがで
きる。但し、下記の事由の何れかに該当するときにはこの限りではない。
　①　契約の性質により譲渡することができないとき。
　②　当事者の約定により譲渡することができないとき。
　③　法律の規定により譲渡を禁止しているとき。

80条
　（１）債権者が権利を譲渡するときは、債務者に通知しなければなら
ない。通知していない当該譲渡は債務者に対する効力を有しない。債権
者は権利譲渡の通知を取り消してはならない。
　（２）但し、譲受人の同意を得たときはこの限りではない。

93条
　（１）当事者は、合意により契約を解除することができる。
　（２）当事者は一方が契約を解除する条件を約定することができる。
契約解除の条件が成就したときに、解除権を有する者は契約を解除する
ことができる。
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94条
　以下に挙げる事由の何れかが発生したときは、当事者は契約を解除す
ることができる。
　①　不可抗力により契約の目的を達成できなくなったとき。
　②　履行の期限が満了する前に、当事者の一方が主な債務を履行しな
い旨を明確に、または自己の行為によって表示したとき。
　③　当事者の一方が主な債務の履行を遅滞し、催促を受けた後にも合
理的な期間内に履行しないとき。
　④　当事者の一方が債務の履行を遅滞し、またはその他の違約行為に
より契約の目的が達成できなくなったとき。
　⑤　法律で規定するその他の事由があるとき。

96条
　（１）当事者の一方が本法律93条２項、94条の規定に基づいて、契約
の解除を主張する場合は、相手方に通知しなければならない。契約は通
知が相手方に到達した時点で解除される。相手方は異議があるときには、
契約解除の効力の確認を人民法院または仲裁機構に請求することができ
る。
　（２）法律および行政法規により契約の解除に許可、登録などの手続
を行わなければならないと規定されているときは、その規定に従う。

98条
　契約の権利義務の終了は、契約の中で定められている決済と清算に関
する条項の効力に影響しない。

106条
　債権と債務が同一人に帰したときは、契約の権利義務は終了する。但
し、第三者の利益に関わるときはこの限りではない。

107条
　当事者の一方が契約義務を履行せず、または約定通りに履行していな
いときは、履行の継続、救済措置の採用、または損害の賠償等の違約責
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任を負わなければならない。

113条
　（１）当事者一方が契約義務を履行せず、または約定通りに履行しな
かったことで、相手方に損失をもたらしたときは、損失の賠償額は違約
によりもたらされた損失に相当しなければならず、契約履行によって得
ることのできる利益を含むことができるが、契約に違反した一方が契約
締結時に予見し、または予見し得た契約違反による損失を超えてはなら
ない。
　（２）経営者が消費者に提供した商品またはサービスに詐欺行為が
あったとき、「中華人民共和国消費者権益保護法」の規定に従い損害賠
償責任を負わなければならない。

114条
　（１）当事者は、一方が違約したときに違約の程度に応じて相手方に
一定額の違約金を支払うことを約定することができ、また、違約により
もたらされた損失賠償額の計算方法を約定することもできる。
　（２）約定された違約金がもたらされた損失よりも低い場合には、当
事者は、人民法院又は仲裁機構に対し増額するように請求することがで
きる。約定された違約金がもたらされた損失よりも著しく高い場合には、
当事者は、人民法院又は仲裁機構に対し適当に減額するように請求する
ことができる。
　（３）当事者が履行遅滞についての違約金を定めているときは、違約
方は違約金を支払うと共に債務を履行しなければならない。

116条
　当事者が違約金と手付金の両方を定めているときは、一方が違約した
ときに相手方は違約金条項と手付金条項を選択して適用することができ
る。

175条
　当事者が物々交換、目的物の所有権の移転について約定する場合、売
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買契約の関連規定を参照するものとする。

311条
　運送人は、運送の過程における貨物の毀損、減失に対し、損害賠償の
責任を負うものとする。但し、貨物自身の自然の性質や合理的消耗によ
るものであり、あるいは託送人、受取人の過失によるものであることを
運送人が証明する場合は、損害賠償の責任を負わないものとする。

420条
　（１）取引代行人が約定によって委任物を購入する場合、委任者は適
時にそれを受領しなければならない。取引代行人が催告しても委任者が
正当な理由なしに受領を拒否する場合、取引代行人は本法律101条の規
定に基づいて委任物を引き取り保存することができる。
　（２）委任物が売却不能となったり、または委任者が売却を撤回した
場合、取引代行人の催告にもかかわらず委任者がそれを受領しないとき
または当該物を処分しないとき、取引代行人は本法律101条の規定に基
づいて委任物を引き取り保存することができる。

426条
　（１）仲介人の助力により契約が成立した場合、委任者は約定に基づ
いて報酬を支払うべきである。仲介人の報酬に対する約定がなかったり、
または約定が不明確である場合、なお本法律61条の規定に基づいても不
明確な場合は、仲介人の労働に応じて合理的に確定すべきである。仲介
人が助力して契約締結における媒介サービスを提供したため契約が成立
された場合、当該契約の当事者は均等に仲介人に支払う報酬を負担する
ものとする。
　（２）仲介人の助力により契約が成立された場合の仲介活動の費用は、
仲介人が普段すべきである。

３　民事訴訟法（1991年、旧法）
13条
　当事者は、法律に定める範囲内において、自己の民事上の権利及び訴
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訟上の権利を処分する権利を有する。

64条
　（１）当事者は、自己が提出した主張に対して、証拠を提供する責任
を負う。
　（２）当事者及びその訴訟代理人が客観的事由により自ら収集するこ
とができない証拠又は人民法院が事件の審理に必要であると認める証拠
については、人民法院は、調査し、収集しなければならない。
　（３）人民法院は、法定手続きに従って、全面的かつ客観的に証拠を
審査し、事実と照らし合わなければならない。

128条
　人民法院は、法廷弁論が終結した場合には、法により判決を下さなけ
ればならない。判決前に調停することができる場合には、なお調停を行
うことができる。調停が成立しない場合には、速やかに判決を下さなけ
ればならない。

二　司法解釈
１　最高人民法院「分譲住宅売買契約紛争事件の審理における法律の適
用に関する若干の問題に関する解釈」
16条
　当事者が約定された違約金が著しく高いことを理由として減額を主張
する場合には、違約金がもたらされた損失に比して30% を超えること
を標準とし、適当に減額されなければならない。当事者が約定された違
約金がもたらされた損失よりも低いことを理由として増額を主張する場
合には、違約金はもたらされた損失に基づいて確定されなければならな
い。

17条
　分譲住宅売買契約において当事者は、違約金の額または損失賠償額の
計算方法を約定していない場合には、違約金の額または損失賠償額は次
のような基準に基づいて確定されることができる。
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　当事者が代金の支払いに遅滞する場合、法院は、未払い不動産の代金
の総額を基数とし、中国人民銀行が規定している金融機構による遅滞貸
付利率に基づいて違約金または損失賠償額を計算する。
　当事者が不動産の引渡しに遅滞する場合、法院は、不動産の引渡しの
遅滞期間において関係する主管の機関が公布している、または資格があ
る不動産の評価機構が評定している、同地域・同種類の不動産の賃貸料
基準に基づいて違約金または損失賠償額を確定する。

２　最高人民法院「契約法を適用する若干の問題に関する解釈（二）
28条
　当事者は契約法114条２項の規定に基づき、人民法院に違約金の増額
を請求する場合、増額後の違約金の額は実際的損失を上回らないものと
する。違約金の増額後、当事者が改めて相手方に損害賠償を請求する場
合、人民法院はこれを認めない。
29条
　（１）当事者は、約定された違約金が著しく高いため適当な減額を主
張する場合、人民法院は、実際的損失をもとに、契約の履行状況、当事
者の故意・過失の度合い及び逸失利益等の要素を総合的に勘案し、公平
原則と誠実信義原則に基づき比較し、裁決を下すものとする。
　（２）当事者の約定した違約金がもたらされた損失に比して30％を超
える場合、通常、契約法114条２項に定める「もたらされた損失より著
しく高い」と認定することができる。

［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「中国法における
裁判所による違約金増減の運用と理念─日本の債権法改正に寄せて─」

（2016年９月26日授与）を加除・修正したものである。
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