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一　はじめに

1　本稿の意義と目的

共同保証人間の求償権（民 465条）の要件・効果に関しては、これまで
一定の議論が積み重ねられてきた。しかし、その制度趣旨や根拠・機能に
は不明確なところがある。近時、この問題に言及する最判平成 27年 11月
19日（以下、平成 27年判決とする）1）が下され、今後は注目の集まること
が予想される。その一方で、当該求償権が問題となる事案では、弁済をし
た保証人に弁済者代位も成立しうる。従来の議論では、両制度は別個の制
度であるとの前提で競合関係が争われてきた。しかし、両者には対象場面
や制度趣旨など多くの共通性がみられるうえ、立法的沿革の視点からは両
者を同一の制度と捉える余地がある。そこで本稿では、弁済者代位との比
較の視点に立ちつつ、当該求償権の制度趣旨および機能を解明し、複数保
証人間の相互関係に新たな枠組みを提示することを目的とする。

1） 民集 69巻 7号 1988頁。
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2　対象場面の整理と問題点

たとえば、ある者が金融機関などから融資を得る際に、抵当権や保証な
どの担保を付すことが通常である。その際に、信用保証協会の事例で顕著
なように、連帯保証人が複数存在することも多い。この場合に、連帯保証
人の一人が自己の負担部分を超える弁済を行えば、民法 465条 1項によっ
て他の連帯保証人に求償しうることになる 2）。他方、同じ事案で、代位弁
済をした連帯保証人から主債務者への求償権も成立する（民 459条、462
条）。さらに、弁済者代位（法定代位）も成立するため（民 500条）、代位
弁済をした連帯保証人は、原債権者の有していた原債権と担保権を行使で
きる（民 501条柱書）。
このように、本稿の対象とする場面では、①主債務者への求償権、②他

の共同保証人への求償権、および③弁済者代位で移転する他の共同保証人
への保証債権が成立するため、法的に複雑な様相を呈する。これら 3つの
権利が機能的に連動していなければ、関係当事者間で法的な評価矛盾の生
じる可能性があるため 3）、慎重な検討が必要となる。

3　分析の視点

本稿では、次の 2つの視点から複数保証人間の相互関係を分析検討する。
まず、立法的沿革の視点が重要と考える。そもそも、当該求償権規定（民

465条）は保証の項目内で規定されているため、弁済者代位とは別制度と
みることが素直な解釈とされる。もっとも、ローマ法時代にまで遡ると、
両者は必ずしも別制度とは捉えられていなかったようである。そうである
ならば、現行民法のもとでも両制度の一体的解釈の余地が生じるかもしれ
ない。このような視点に立って、立法的淵源としてのローマ法、さらにフ
ランス・ドイツ法の概況を整理したうえで、当該規定の立法理由について
分析を加えたい。

2） 我妻栄『新訂債権総論』（岩波書店、1964年）505頁ほか参照。
3） たとえば請求金額・利息などの法的効果や消滅時効の起算点・中断事由・完成
時期などが各権利で異なる可能性がある。
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他方、かつての論考で、両制度の本質面での共通性に鑑みて、当該求償
権を弁済者代位制度の一規定とみる可能性に触れたことがある 4）。ただし、
検討が不十分であったため、脚注内での補足的な言及にとどめ、その妥当
性は将来の検証にゆだねることとした。本稿ではこれを受けて、共同保証
人間の相互関係の規律を代位制度内に取り込んで統合することは可能か、
およびその必要があるか、という視点から従来の学説・判例の議論を分析
したい。

4　本稿の課題

以上から、第 1に「共同保証人間の求償権」と「弁済者代位」の立法的
沿革をまとめる。第 2に、当該求償権の制度趣旨・根拠・機能、および弁
済者代位における代位者相互間の調整規律、ならびに両制度の関係性につ
いて、従来の議論を整理する。最後に、これらの帰結を踏まえたうえで、
弁済者代位との比較の視点に立って、共同保証人間の求償権の枠組みを再
検討したい。

二　立法的沿革

1　緒論

まず共同保証人間の求償権の立法的沿革について、その淵源とされる
ローマ法に遡る。さらに、ローマ法を継受したフランス・ドイツ法の沿革
と立法経緯をまとめたうえで、最後に日本民法の立法経緯を分析する 5）。

4） 渡邊力「判批」銀法 631号（2004年）79頁の注（20）参照。
5） 立法的沿革につき、船田享二『ローマ法・第三巻』（岩波書店、改版、1970年）

640～ 668頁、寺田正春「弁済者代位制度論序説（一）（二）（三）」法雑 20巻 1号
24頁以下・2号 189頁以下（1973年）・3号 299頁以下（1974年）、辻博明「共同
保証人間における求償と代位」名城 46巻 3号（1997年）35頁以下、亀井隆太「保
証人の求償権と弁済による代位」千葉大学人文社会科学研究 23号（2011年）197
頁以下ほか参照。なお、ドイツ・フランスの解釈論には踏み込まない。
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2　立法的沿革

（1）ローマ法における淵源
古代ローマでは、保証法理が未成熟であったため、保証人の求償方法に

関する規律も認められていなかった 6）。しかし、古代末期に保証法理が成
熟するにつれて、法律によって主債務者への求償権が規定された（lex 
Publilia）7）。他方で、他の共同保証人への求償権も法定された（lex Appuleia, 
lex Furia）8）。もっとも、それらは一部に限定された求償方法であり、実質
的な根拠は明確ではなかった。そのなかで、アプレイア法では複数保証人
間の組合関係が指摘されていた。しかし、これは保証につき本来家族全員
が連帯して債務の履行を担保する制度とみていた名残であって 9）、その後
に根拠としては不十分だと認識された。なお、古代ローマでは弁済者代位
に該当する法理は見当たらない。
その後、上記の法定求償方法が否定されたこともあって、主債務者への
求償方法につき、主債務者と保証人間の具体的法律関係に応じて「委任反
対訴権（contraria actio mandati）」が利用されたうえ、その脆弱性を補強す
るために、第二の求償方法として「訴権譲渡の利益（beneficium 
cedendarum actionum）」が考案された 10）。この訴権譲渡の利益とは、債権者
から請求を受けた保証人は、債権者から主債務者への訴権、債権の担保ま
たは他の保証人への権利などをすべて自己に譲渡するときのみ、債権者に
給付しなければならないというものであった。もっとも、これはローマ法
の一般原則には至らなかったとされる 11）。他方で、保証人相互間には、組合
関係がある場合以外には何らの法律関係も存在しないため、弁済をした保
証人が他の保証人に求償する途がなかった。そのため、「訴権譲渡の利益」
が発達するにつれて、保証人はこの方法で他の保証人に求償することが認

6） 船田・前掲注（5）644～ 645頁、寺田・前掲注（5）「序説（二）」191頁。
7） 船田・前掲注（5）645～ 646頁、寺田・前掲注（5）「序説（二）」191頁、マッ
クス・カーザー著〔柴田光蔵訳〕『ローマ私法概説』（創文社、1979年）446頁。

8） アップレイア法およびフリア法の詳細につき、船田・前掲注（5）646頁、寺田・
前掲注（5）「序説（二）」191頁、マックス・カーザー・前掲注（7）442～ 443頁。

9） 船田・前掲注（5）648頁の注（2）を参照。
10） 船田・前掲注（5）655頁、寺田・前掲注（5）「序説（二）」191～ 192頁、マッ
クス・カーザー・前掲注（7）446～ 447頁。

11） 船田・前掲注（5）656頁・662頁、寺田・前掲注（5）「序説（二）」192頁参照。
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められ、保証人は保護された 12）。この訴権譲渡の利益が、のちの法定譲渡に
よる弁済者代位へと昇華されたことから、ローマ法末期には共同保証人間
の求償権は弁済者代位の萌芽的な原理によって肯定されていたといえる。

（2）フランス法の立法経緯
フランス古法時代には、弁済者代位について、ローマ法の「訴権譲渡の

利益」と「債権者の地位の承継」という異なる制度を引き継いで混迷した
が、その後は前者に一本化された 13）。他方で、保証人相互間の求償につい
ては、衡平性から保証人相互の負担部分を承認しつつ、法定の求償ではな
く、訴権譲渡の利益としての代位を根拠とすべきとみられていた 14）。この
ように、ローマ法以来保証人相互の求償方法として弁済者代位を利用する
ことが慣行として定着してきたとみられる。
その後のフランス民法典の立法段階では 15）、弁済をした保証人から債務
者への求償権が規定され（仏民 2305条・旧 2028条）、その根拠は委任ま
たは事務管理に基づく求償権とされている 16）。さらに、任意代位および法定
代位からなる統一的な弁済者代位制度が規定され（仏民 1249条～ 1252条）、
保証人は法定代位者に含まれる（仏民 1251条 3号）。この保証人の法定代
位は、保証の項目でも注意的に規定されている（仏民 2306条・旧 2029条）17）。
他方、共同保証人間の求償権が保証の項目で規定されている（仏民 2310条・
旧 2033条）。その法的性質について、黙示の組合、事務管理または不当利
得を指摘する見解がみられるほか、人的求償ではなく弁済者代位とみる見
解があるとされる 18）。多数説は、同条は人的な求償権を定めたものと解して
おり、それに加えて一般法による弁済者代位（仏民 1251条）も競合的に
成立するとみているとされる 19）。なお、後者の弁済者代位は、求償の循環を

12） 船田・前掲注（5）656頁、寺田・前掲注（5）「序説（二）」195頁参照。
13） 寺田・前掲注（5）「序説（二）」203～ 206頁、亀井・前掲注（5）206～ 207頁参照。
14） 寺田・前掲注（5）「序説（二）」210～ 211頁。
15） フランス民法典につき、法務大臣官房司法法制調査部編『フランス民法典―物
権・債権関係―』（法曹会、1982年）を参照。なお、2006年の担保法改正では、
保証は条文番号が変更されたにすぎない。

16） 星野英一「中小漁業信用保証の法律的性格」『民法論集第 2巻』（有斐閣、1970年）
251～252頁参照。

17） 星野・前掲注（16）252頁、亀井・前掲注（5）207頁参照。
18） 亀井・前掲注（5）208頁参照。
19） 亀井・前掲注（5）208頁参照。
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避けるため、共同保証人の求償割合に従うと解されているという 20）。

（3）ドイツ法の立法経緯
ローマ法を継受したドイツ後期普通法学でも、保証人の主債務者への求

償権につき内部的法律関係に応じて委任・事務管理・組合を根拠とみるほ
か、「訴権譲渡の利益」としての代位権も肯定していた 21）。他方で共同保証
人間の求償権については、両者間になんの法律関係もないことから、組合
関係がある特別の場合以外には認められないとしつつ、訴権譲渡の利益に
よる代位によって、各保証人の負担額の限度で他の保証人に対し保証債権
を請求できると一般に理解されていた 22）。
その後のドイツ民法典の立法段階では 23）、フランスのような統一的な代

位制度は規律されず、個別の場面ごとに法定譲渡（cessio legis）としての
弁済者代位が規定された。そして、弁済をした保証人は、弁済者代位の個
別規定（独民 774条 1項）に基づいて原債権者に代位する。それと同時に、
主債務者に対して固有の求償権を有すると一般に理解されている 24）。他方
で、共同保証人は連帯債務者として責任を負うとされ（独民 769条）、共
同保証人間の求償権については、共同保証人は連帯債務者間の清算義務（求
償権）を規律する独民 426条に従って責任を負うと規定された（独民 774
条 2項）。その求償権は、別段の定めがない限り、頭数の割合となる（独
民 426条 1項 1文）。

（4）日本民法 465条の立法経緯
旧民法は、フランス流のボワソナード民法草案 25）をベースにするため、統一
的な弁済者代位制度（旧財産編 479条～ 488条）、保証への個別の準用規定（旧
債権担保編 36条）および保証の求償権規定（旧債権担保編 30条）はフラン

20） 亀井・前掲注（5）208頁参照。
21） 寺田・前掲注（5）「序説（三）」304頁参照。
22） 寺田・前掲注（5）「序説（三）」306～ 307頁参照。
23） ドイツ民法典につき、椿寿夫＝右近健男編『ドイツ債権法総論』（日本評論社、

1988年）、右近健男編『注釈ドイツ契約法』（三省堂、1995年）を参照。なお、
本稿との関係で、ドイツ債務法現代化法（2002年）の影響はみられない。

24） 前掲注（23）『注釈ドイツ契約法』670頁〔鶴井俊吉〕参照。
25） ボワソナード民法典研究会編『ボワソナード氏起稿再閲修正民法草案註釈・第
二編人権ノ部Ⅱ』ボワソナード民法典資料集成・後期Ⅰ-Ⅱ（雄松堂、2000年）
654頁以下参照。
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ス民法典に類似する 26）。他方で、共同保証人間の求償権規定（旧債権担保編 38
条～ 43条）については、仏民旧 2033条を参照しながら、弁済をした保証人が
他の保証人に求償権を有することは自然の理であるとしつつ、その求償の方法
として、事務管理の訴権（事務管理による求償権）と債権者の訴権（弁済者
代位で移転する保証債権）の 2種類が指摘されていた（旧債権担保編 38条）27）。
その後の現行民法では、ドイツ法の影響を多分に受けたものの、弁済者代
位については任意代位と法定代位の区別を内包しつつ統一的な制度を維持し
ており、フランス法の影響も色濃く残した法構造となっている 28）。他方で、共同
保証人間の求償権規定（民 465条）については、旧民法の規定に大幅な併合
と修正が加えられた 29）。とりわけ上記旧債権担保編 38条については、保証人の
代位弁済が任意か否かで区別を付けるべきこと、また、数人の保証人がいる
場合の実質を踏まえて連帯債務に関する現民法 442条から 444条までを準用
することにしたと説明する。そして上記 2種類の訴権については、「訴権の名
称のような不要の文字を省いた」と削除理由を簡単に記すにすぎない。これを
もって 2種類の求償方法を実質的に排除する意図であったかは不明である。

3　立法的沿革の視点から得られる示唆

以上のように、ローマ法からフランス・ドイツ法に至る立法的沿革をみ
ると、共同保証人間に特別の法律関係がないことから、弁済者代位の淵源
をなす訴権譲渡の利益を指摘し、それによって移転する保証債権をもって
共同保証人間の求償方法とみていたといえる。そして、その代位割合は保
証人相互の負担部分の範囲内と一般に理解されていた。これに対して、フ
ランス民法の立法段階に至って、当該求償権が明文で規定されたため、そ
の根拠として弁済者代位を指摘する見解は少数となった。また、ドイツ民
法でも、連帯債務者間の求償権規定を準用する形で共同保証人間の求償権

26） 磯部四郎『民法（明治 23年）釈義・財産編第二部人権及ヒ義務（下）』日本立
法資料全集・別巻 84（信山社、復刻、1997年）2041～ 2111頁参照。

27） 宮城浩蔵『民法（明治 23年）正義・債権担保編・第壱巻』日本立法資料全集・
別巻 60（信山社、復刻、1995年）241～ 261頁。また、ボワソナード民法典研究
会編『ボワソナード氏起稿再閲修正民法草案註釈・第四編Ⅴ』ボワソナード民法
典資料集成・後期Ⅰ -Ⅱ（雄松堂、2000年）170～ 173頁参照。

28） 磯村哲編『注釈民法（12）』（有斐閣、1970年）336頁〔石田喜久夫〕ほか参照。
29） 広中俊雄編『民法修正案（前三編）の理由書』（有斐閣、1987年）385～ 386頁。
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規定をおいて、連帯債務者と同じく、共同保証人も求償権の範囲内で代位
しうるとされた。そのため、共同保証人間の求償権規定の根拠が弁済者代
位であるとはみられなくなった。
日本の現行民法 465条も、フランス・ドイツ両国の傾向と同じく、共同
保証人間の固有の求償権と捉えることが素直な解釈とみうる。もっとも、
上記の立法的沿革からすると、共同保証人間には、組合関係のような例外
的な場合以外には、委任や事務管理などの関係がみられないため、古くよ
り固有の求償権として根拠付けられないとみられていた。そのため、弁済
者代位（訴権譲渡の利益）によって移転する保証債権をもって当該求償権
と把握することが主流であった。このような沿革を踏まえつつ、旧民法で
予定されていた事務管理および弁済者代位による求償方法が現行民法への
修正理由で明示的に否定されていないことからすると、現行民法 465条の
解釈として、弁済者代位を根拠とみる余地があると考える。
それでは、次に日本法における共同保証人間の求償権および弁済者代位

の制度趣旨に関する議論を精査してみたい。

三　従来の学説と判例の整理

1　共同保証人間の求償権

まずは、当該求償権に関する従来の議論をみる 30）。その際に、要件・効
果に関する具体的な解釈論には踏み込まず、制度趣旨または根拠・機能面
に焦点を絞って検討する。

（1）従来の学説
まず、（a）当該求償権の全体的な趣旨、根拠または機能には触れること

なく、分別の利益の有無に応じた求償権の規律内容を個別に説明する見解
がある 31）。これに対して、全体的な趣旨につき、（b）保証人の一人が自己

30） 潮見佳男『債権総論Ⅱ』（信山社、第 3版、2005年）503～ 513頁、熊田裕之「共
同連帯保証人の二つの求償権と弁済による代位との関係」白山法学 5号（2009年）
1頁以下に詳しい。

31） 鳩山秀夫『日本債権法総論』（岩波書店、増改訂版、1916年）332～ 334頁、
於保不二雄『債権総論』法律学全集 20（有斐閣、新版、1972年）285～ 287頁、
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の負担部分を超える弁済をすれば他の保証人が義務を免れるから、当然に
当該求償権が生じるとみる見解がある 32）。また、（c）主債務者の資力が十
分でないときに出捐をした保証人だけが損失を負担することは共同保証人
間の公平（衡平）に反するからと指摘する見解がある 33）。他方で、（d）主
債務者が無資力の場合に、自己の負担部分につき主債務者への求償では満
足しえないことを前提として、共同保証人間の負担を最終的に調整するた
めの規定であると指摘する見解がある 34）。最後に、（e）保証人相互の求償・
代位関係を規律する民法 465条・501条 5号本文は、まさしく究極の負担
者である債務者の無資力危険に対し、物上保証人を含む保証人内部での人
数による均等割りを明示していると指摘する見解がある 35）。

（2）判例
前記平成 27年判決は、金融機関からの融資に際して 2名の連帯保証人

がいる事案において、「保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の
消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権につい
て消滅時効の中断の効力は生じない」と判示した。その判決理由において、
「民法 465条に規定する共同保証人間の求償権は、主たる債務者の資力が
不十分な場合に、弁済をした保証人のみが損失を負担しなければならない
とすると共同保証人間の公平に反することから、共同保証人間の負担を最
終的に調整するためのものであり、保証人が主たる債務者に対して取得し
た求償権を担保するためのものではないと解される」という。

奥田昌道『債権総論』（悠々社、増補版、1992年）414頁、鈴木禄弥『債権法講義』
（創文社、四訂版、2001年）456～ 458頁、中田裕康『債権総論』（岩波書店、第

3版、2013年）508頁ほか。
32） 梅謙次郎『民法要義巻之三』（有斐閣、大正元年版、1912年）200～ 201頁。
33） 我妻・前掲注（2）505頁。また、西村信雄編『注釈民法（11）』（有斐閣、1965
年）286頁〔西村信雄〕、内田貴『民法Ⅲ 債権総論・担保物権』（東大出版会、第
3版、2005年）360頁、平野裕之『債権総論』プラクティス（信山社、2005年）
445頁も同旨。

34） 佐久間弘道「共同連帯保証人相互の求償と弁済による代位」金法 1677号（2003
年）37～ 38頁、野田恵司＝横田典子「共同保証人の弁済と求償、代位の要件」
判タ 1144号（2004年）25頁。

35） 松岡久和「求償関係における無資力危険の配分（下）」龍法 28巻 2号（1995年）
26頁。また、森永淑子「保証人の『弁済による代位』に関する一考察（三・完）」
法学 61巻 4号（1997年）180頁も参照。
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（3）小括
上記（a）説は、当該求償権全体の趣旨には触れることなく、民法 465条

の規定形式に従って、分別の利益に応じて個別に説明する。これに対して、
（b）から（e）説は、当該求償権の制度趣旨や根拠・機能に言及している。
まず（b）説は、他の保証人が免責されるから共同保証人に求償権が生じ
るのは当然だというが、理論的な説明としては不十分である。次に（c）説
は、当該求償権の制度趣旨について、主債務者の無資力の危険を考慮して
保証人間の損失負担の衡平を指摘する。さらに（d）説は、（c）説と同じく
主債務者無資力の危険を考慮しつつ、共同保証人間の負担を最終的に調整
するための規定とみる。これら（c）説と（d）説とは相互に矛盾するもの
ではなく、前者は制度趣旨に言及し、後者は機能に言及するとみることが
できる。実際に、前記平成 27年判決は、この両説をあわせて当該求償権
の制度趣旨を捉えている。他方で、（e）説は、弁済者代位制度との関連性
も意識しつつ、当該求償権について、主債務者に代わって二次的に責任を
負担すべき者同士の関係において、主債務者の無資力の危険を分散させる
ための制度とみる。この見解は、共同保証人間の求償権の捉え方において（c）
（d）説と相通じると同時に、物上保証人なども含めた弁済者代位制度にお
ける代位者相互間の調整規定との共通性をも指摘するものである。

2　弁済者代位における法定代位者間の調整規定

次に、弁済者代位における法定代位者相互間の規律に関する議論をみる。
これまで、民法 501条後段各号の具体的規律は詳細に説明されてきたが、
全体的な趣旨や機能については詳細な分析は見当たらない。そこで本稿で
は、個別内容には立ち入らず、全般的な制度趣旨または根拠・機能に言及
する議論に焦点を絞りたい。

（1）従来の学説
まず、（a）同条後段の趣旨について、法定代位者が多数のときは、相互
間の優劣を決めておかないと、先に弁済をした者が不当の利益を得て、法
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律関係を紛糾させるおそれがあると説明する見解がある 36）。また、（b）法
定代位者が複数の場合に、弁済者が債権者に全額代位しうるなら、実質上
自己の負担部分について権利を行使しうるのみならず、代位が循環すると
いう不都合があると指摘する見解がある 37）。さらに、（c）先に弁済をした
者が有利に扱われたり、代位が循環したりすることを避けるために同条が
規定されたとみる見解がある 38）。これが現在の一般的な趣旨の説明とみう
る。他方で、（d）上記各見解を否定することなく、債務者が無資力の場合
の法定代位者間でのリスク分配という異なる視点から同条の制度趣旨を説
明する見解がある 39）。

（2）判例
最判昭和 59年 5月 29日（以下、昭和 59年判決とする）40）は、物上保証
人と保証人が代位割合につき民法 501条後段 5号に定める割合と異なる特
約を付した事例において、同号は「物上保証人及び保証人相互間において、
先に代位弁済した者が不当な利益を得たり、代位弁済が際限なく循環して
行われたりする事態の生ずることを避けるため、右の代位者相互間におけ
る代位の割合を定めるなど一定の制限を設けているのであるが、その究極
の趣旨・目的とするところは代位者相互間の利害を公平かつ合理的に調整
することにあるものというべき」であるとしたうえ、「同号はいわゆる補
充規定である」と判断した。

（3）小括
以上のように、法定代位者相互間の関係につき総論的に説明をすること

が一般的である。まず（a）説は、全額の代位を認めると、先に弁済した
代位者が得をするという不衡平を指摘し、（b）説は、代位循環の不都合を

36） 鳩山・前掲注（31）423頁、我妻・前掲注（2）256頁、於保・前掲注（31）389頁、
中田・前掲注（31）362頁ほか参照。

37） 柚木馨（高木多喜男・補訂）『判例債権法総論』（有斐閣、補訂版、1971年）
458頁、林良平（安永正昭・補訂）ほか編『債権総論』現代法律学全集 8（青林
書院、第 3版、1996年）296頁〔石田喜久夫〕。

38） 奥田・前掲注（31）548頁、加藤雅信『債権総論』新民法大系Ⅲ（有斐閣、
2005年）391頁、内田・前掲注（33）82頁、潮見・前掲注（30）303頁ほか。

39） 鈴木・前掲注（31）366～ 367頁、平野・前掲注（33）78～ 79頁。
40） 民集 38巻 7号 885頁。
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指摘する。そして、近時の一般的見解である（c）説は、これらの指摘を
折衷的に取り込んで、法定代位者間の衡平を図りつつ、代位の循環を回避
するための規定と捉えている。このように、（a）から（c）の立場は矛盾
しないとみうる。昭和 59年判決も、民法 501条後段 5号につき、（c）説
と同様の立場を採る。
これに対して、（d）説は債務者無資力の危険性が問題となる場面である
ことを強調する。そもそも債務者につき無資力の危険性が高いからこそ、
保証人や物上保証人等の法定代位者が代位弁済を余儀なくされ、また、債
務者から求償を得られないからこそ、先に代位弁済をした代位権者と他の
代位権者との間で衡平なリスク配分という利害調整の規律が必要となる。
もっとも上記（a）から（c）の見解も、本問題を代位の効果面の問題と捉
えていることから、そもそも代位が生じる時点で債務者無資力の危険が高
い場面であることを前提にしているとみうる。このようにみれば、いずれ
の見解も、民法 501条後段について、債務者無資力の危険が高い場合にお
いて、代位者間の衡平を図りつつ、代位の循環を避けるための規定と捉え
ることに異論はみられない。

3　両制度の競合関係

上記の各見解を踏まえつつ、最後に共同保証人間の求償権と弁済者代位
制度の関係に関する議論をみておく。

（1）　従来の学説
まず、（ア）共同保証人間には当該場面に特有の求償権規定（民 465条）
があるという点を強調して、弁済者代位の適用を否定する見解 41）がある。
これに対して、（イ）共同保証人間にも弁済者代位の適用を肯定し、当該
求償権との競合を肯定する見解が一般的である 42）。もっとも、弁済者代位

41） 星野英一『民法概論Ⅲ』（良書普及会、1978年）262頁、鈴木・前掲注（31）370頁。
また、潮見・前掲注（30）503頁以下（とりわけ 509頁）も参照。

42） 梅・前掲注（32）316頁、我妻・前掲注（2）262頁および 506頁、石田・前掲
注（28）『注釈民法（12）』352頁、寺田・前掲注（5）「序説（一）」36～ 37頁、
奥田・前掲注（31）548～ 549頁、安永正昭「協会と他の保証人及び物的担保」
金融法研究・資料編（7）（1991年）55頁、山田誠一「求償と代位」民商 107巻 2
号（1992年）188頁、内田・前掲注（33）83頁ほか。
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によって移転する原債権および担保権の行使範囲が明確ではないため、両
制度の関係についてさらに学説が分かれている。第 1に①制限説がある。
これは共同保証人間の求償権（民 465条）によって、弁済者代位の範囲が
制限されるとみる見解である 43）。つまり、民法 501条にいう「求償をする
ことができる範囲」に共同保証人間の求償権も含まれるとみるものであり、
近時の債権法改正案でも採用されている 44）。第 2に②無制限説がある。こ
れは、代位の範囲は民法 465条によって制限されないとみる見解であ
る 45）。これによれば、民法 501条にいう求償の範囲は債務者への保証人の
求償権の範囲を指すのであって、共同保証人間の求償権を含まないとされ
る。以上に対して、（ウ）共同保証人間の求償権を弁済者代位制度内に取
り込む見解がある 46）。これは、民法 465条による当該求償権の規律は、本
来的には弁済者代位の範疇で規律されるべきであり、民法 501条後段各号
で規律される法定代位者相互間の関係にほかならないとする。

（2）　小括
以上のように、（イ）の見解によれば両制度は競合的に成立する一方で、

（ア）および（ウ）の見解では競合は生じないことになる。このなかで、（イ）
の①制限説が現在の一般的見解とみられ、債権法改正案もこれを採用する。
この見解によれば、両制度の競合を前提としつつ、共同保証人間の求償権
によって弁済者代位の行使が制限されるとみることになる。これに対して、
（イ）の②無制限説によれば、弁済をした共同保証人は当該求償権と弁済
者代位による保証債権のいずれも行使しうることになる。なお、弁済者代
位における代位割合は、代位者相互の衡平や代位の循環を避けるという理
由から保証人の頭数の割合とされている。他方で、（ア）の見解によれば、
共同保証人間には固有の求償権規定（民 465条）が優先的に適用されるべ
きであり、弁済者代位は適用されないと理解される。他方で、（ウ）の見

43） 奥田・前掲注（31）548頁、塚原朋一『最高裁判所判例解説民事篇昭和 61年度』
（法曹会、1989年）469頁、山田・前掲注（42）189頁、佐久間・前掲注（34）37
～39頁、中田・前掲注（31）363頁。

44） 潮見佳男『民法（債権関係）改正法案の概要』（きんざい、2015年）170～ 171頁
参照。

45） 安永・前掲注（42）53頁、村田利喜弥＝森田幸生「判批」金法 1660号（2002年）
26～ 28頁。大阪高判平成 13・12・19金法 1643号 77頁も同旨の判断を下していた。

46） 渡邊・前掲注（4）79頁。
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解によれば、共同保証人間に固有の求償権は生じず、民法 465条の規定は
法定代位者相互間の調整規定とみることになる。

四　統合の可能性と必要性

1　緒論

ここまで、共同保証人間の求償権と弁済者代位に関する立法的沿革およ
び従来の日本の議論をみてきた。その結果、両制度は共通の場面において
共通の制度趣旨を有する可能性が認められる。そこで、両制度の統合可能
性および必要性が認められるのか、また、肯定されるとして、いずれの制
度に統合されるべきかについて、改めて詳細に検討する。

2　統合の可能性・許容性

（1）対象場面および制度趣旨の共通性
共同保証人間の求償権は、複数保証人の一人が弁済をしたときに、他の

保証人に対して代位弁済にかかる金銭を頭数に応じて請求する権利であ
る。もとより、保証人も法定代位権者に含まれるため、両制度は同一場面
で成立する。このことは、従来の学説でも異論はみられない。
それでは、両制度の趣旨または根拠・機能はどうであろうか。先述の通

り、当該求償権につき分別の利益に応じた個別説明に紙幅が割かれるもの
の、多くの学説はその制度趣旨・機能に言及している。これにつき、従来
の一般的見解は、主債務者無資力の危険を考慮して保証人間の損失負担の
衡平を指摘する。さらに近時の学説および平成 27年判決は、この一般的
見解を前提としつつ、共同保証人間の負担を最終的に調整する機能を有す
る規定と捉えている。
その一方で、弁済者代位の側でも、先述の通り、近時の一般的見解は、

法定代位者相互間の規律について、衡平を図りつつ、代位の循環を回避す
る制度とみる。昭和 59年判決も同旨の見方を示す。さらに、法定代位者
間の利害調整の前提として、債務者無資力の危険を強調する見解がある。
これにつき、近時の一般的見解も、代位弁済が問題となる点で債務者無資
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力の危険の高い場面であることを前提としているといえよう。
以上のように、両制度の趣旨または機能を見比べると、極めて共通性の

高い制度であると指摘できる。つまり、いずれも主債務者無資力の危険を
考慮し、共同保証人間・法定代位者間の衡平を図りつつ、それらの間で負
担を調整する機能を有する制度と捉えうるということである。この共通性
について、両制度の相関性も意識しつつ、主債務者に代わって二次的責任
負担者同士の関係において、主債務者の無資力の危険を分散させるための
制度とみる見解が示唆に富む 47）。この見解は、両制度の統合を主張するわ
けではないが、当該求償権の捉え方において従来の通説に相通じると同時
に、弁済者代位制度における代位者相互間の調整規定（民 501条後段）に
関する従来の通説との共通性をも意識するものとみうる。

（2）立法的沿革の視点
他方で、現行民法 465条の規定形式からすると、当該求償権を固有の求
償権とみることが素直であり、その根拠を弁済者代位に求めることは難し
いようにもみうる。もっとも、先述の通り、ローマ時代からフランス・ドイ
ツの立法的沿革をみると、共同保証人間に特別の法律関係がないことから
固有の求償権を否定したうえ、訴権譲渡の利益に淵源を有する弁済者代位
を根拠として、それにより移転する保証債権をもって求償方法とみること
が一般的であった。しかし、その後のフランスおよびドイツの立法経緯の
なかで、共同保証人間の求償権が明文で規定されたため、その根拠につき
弁済者代位とは一般に解されなくなった。これは日本民法でも同様である。
このような経緯を踏まえて、当該規定の淵源にまで遡るならば、訴権譲

渡の利益から昇華した弁済者代位こそが当該求償権の根拠であったとみる
余地も生じよう。そこで、次に固有の求償権の意義をも踏まえつつ、当該
求償権を弁済者代位制度に取り込んで統合すべきか否か、その必要性につ
いて検討を進めたい。

47） 松岡・前掲注（35）26頁参照。
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3　統合の必要性

（1）固有の求償権
そもそも「求償権」とは、「弁済その他の自己の出捐をもって他人の債

務を弁済した者がその他人に対して有する償還請求権」と定義される 48）。
そして、従来の一般的見解によれば、固有の求償権は債務者と弁済者間の
特別の法律関係によるとみられてきた 49）。この特別の法律関係は、連帯債
務、保証、物上保証、第三者弁済など、求償が問題となる外部関係によっ
てさまざまである。しかし、内部関係としての求償関係を総体的にみれば、
①委託による代位弁済の場合は委任の費用償還請求権、②委託のない場合
は事務管理の費用償還請求権、③債務者の意思に反する場合には不当利得
の返還請求権が根拠とされている 50）。このように、固有の求償権の根拠は、
委任・事務管理・不当利得という法律関係に収束される 51）。
それでは、共同保証人間の求償権はどうか。保証人相互の関係をみれば、

他の保証人から委託を受けて保証人になる事例は稀であろうし、かりに他
の保証人から委託を受けたとしても、それは他の保証人のためではなく、
あくまで主債務者のために保証人になったと評価されるであろう。また、
委託もない場合に、保証人に他の保証人の事務を管理する意図も通常は認
められないため、他の保証人との関係で一般的に事務管理が成立するとも
評価できないであろう。さらに、不当利得についても、各保証人はあくま
で二次的な責任負担者であって、もとより終局的な負担が予定されている
わけでもないため、不当利得による求償も認められないといえよう。以上
から、共同保証人間の求償権を特別の法律関係から生じる固有の求償権で
あると基礎付けることはできない。

48） 渡邊力『求償権の基本構造』（関西学院大学出版会、2006年）11頁参照。
49） 我妻説に代表される一般的な立場である。詳細につき、渡邊・前掲注（48）

123～124頁参照。
50） 渡邊・前掲注（48）124頁参照。
51） もっとも、これでは実質的根拠または機能の説明とはならないため、前著にお
いて、求償型不当利得論の分析視角を敷衍しつつ求償権の実質的根拠の検討を試
みた（渡邊・前掲注（48）186～ 187頁）。紙幅の関係上、本稿では踏み込まない。
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（2）法定代位者の一体的把握と法律関係の簡易化の必要
ところで、当該求償権を固有の求償権とは基礎付けられないとしても、

法政策的に認められた「法定求償」とみることは可能である。そうである
としても、共同保証人間でのみ法定の求償権を認めることには疑問がある。
なぜなら、同種事例で共同保証人と物上保証人の競合もありうるところ、
より広く法定代位権者の全体を見渡した利害関係の調整が必要となるから
である。実際に、物上保証人が複数いる場合の利害調整は民法 501条後段
4号、また、保証人と物上保証人の利害調整は同条後段 5号で規律されて
いる。それにもかかわらず、保証人が複数いる場合のみを代位の枠組みか
ら外すのは、法的なバランスを欠くのではないだろうか。かりに全体のバ
ランスをとって法定するというのなら、あえて共同保証人間の規律のみを
法定の求償権として別設計とする必要はないであろう。もとより弁済者代
位制度の範疇で法定代位者間の全体バランスを考慮のうえ処理しうるので
あれば、それとは別に複数保証でのみ同趣旨の求償権を法的に創設すると
いう法政策は、いたずらに法律関係を複雑にするだけである。本稿で問題
とする両制度が、同じ場面で同じ当事者間に生じる同趣旨・同機能の制度
であるならば、法的枠組みの複雑化を避けるためにも、両制度は同一のも
のと考えて規範統合による簡易化を図る必要があるといえる。

4　統合の方向性と競合理論の全体検証

以上のように、両制度の統合の可能性および必要性に鑑みるときには、
共同保証人間の求償権と弁済者代位は単一の制度とみるか、または規範統
合的に解釈されるべきである。そこで、従来の競合論において、両制度が
併存し競合的に成立することを前提とする解釈論（イ）の①制限説・②無
制限説は、いずれも採用すべきではない。
他方で、（ア）弁済者代位の適用を否定し、共同保証人間の求償権のみが

適用されるとの見解があった。これは、共同保証人間の事情を考慮して規
定された固有の求償権（民 465条）を優先的に適用すべきとみるものである。
この見解も、両制度の競合を避け、法律関係の簡易化を図るという意味では、
一つの方策といえる。しかし、複数保証人間には特別の法律関係を根拠と
する固有の求償権は認められないし、あえて法定求償権を認める必要性も
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乏しいと考えられる。たしかに、民法 501条後段各号には複数保証人間の
代位割合調整の規律がないため、共同保証人間の求償権規定（民 465条）
が必要とみる向きもあるだろう。しかし、同規定を必ずしも求償権発生の
根拠と捉える必然性はなく、単に「求償割合」を定めたにすぎないとみる
余地がある。さらに立法的沿革の視点を踏まえれば、当規定は複数保証人
間の「代位割合」を定めた法定代位者間の調整に関する特別規定とみるこ
とも可能と思われる。これに加えて、共同保証のみの法定求償では、法定
代位者全体のバランスを考慮した利害調整規律の構築が難しくなる。これ
らの理由から、共同保証人間の求償権をあえて法定求償権として創出し、
弁済者代位の適用を排除することに積極的な意義は認められないと考える。
以上に対して、（ウ）両制度を弁済者代位に一元化して捉える見解が妥
当である。すなわち、対象場面の同一性および制度趣旨・機能面での高度
の共通性からすると、すでに検討した通り、統合の可能性が十分に肯定さ
れる。そして、複数保証人間に固有の求償権が成立しないことや、法定代
位者全体の把握、さらに法律関係の簡易化の要請からすると、両制度の統
合の必要性が積極的に認められよう。このような解釈は、古くはローマ法
時代に遡れば、共同保証人間の調整原理が法定代位（訴権譲渡の利益）に
求められていたことから、立法的沿革の視点からも許容されよう。ちなみ
に、現行民法典の解釈論の範疇では、民法 465条を弁済者代位における代
位者相互間の調整規定（民 501条後段）の特別規定と位置付けたうえで、
他の法定代位者との衡平な利害調整を図るという視点をもって個別の解釈
論を展開すべきである。そのうえで、将来の立法論としては、このような
解釈論の展開を踏まえて、民法 501条各号に追号の形で当該規律を付加す
べきである。

 

五　結びに代えて

本稿では、民法 465条の立法的沿革・経緯および従来の日本の議論を検
討することによって、共同保証人間の求償権を固有の求償権と捉えるべき
ではなく、本来的には弁済者代位制度内で法定代位者相互間の利害調整規
律の一場面として位置付けるべきと結論付けた。弁済をした保証人は、ま
ずは本来的に債務を負う主債務者に求償すべきであるところ、主債務者無
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資力の危険を想定すると二次的責任負担者である法定代位者間で危険の分
担調整を行うことが衡平に適う。そのために弁済者代位における法定代位
者間の調整法理が機能しており、全体バランスを図った代位割合が規律さ
れている。これと並行して、共同保証人間にのみ同趣旨・同機能を有する
固有の求償権を法的に創出したと解する必要はなく、民法 465条は代位割
合を定めた弁済者代位制度の一規律と捉えるべきである。
もっともこのような結論は、弁済者代位制度の枠組みについて新たな見

方を示すものとはいえ、具体的な規律内容に踏み込むものではない。今後
は、保証人が複数存在する場面も含めて、法定代位者の相互関係を総体的
に捉えつつ、利害調整の各規律内容の妥当性を検証しなければならない。
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