
97法政論集　270号（2017）

民法改正と身元保証

能　登　真規子

1　はじめに
2　身元保証に関する法律の見直しの検討
3　身元保証法 5条に準じた制度の導入の是非
4　身元保証の今後について

1　はじめに

法制審議会民法（債権関係）部会（以下、部会）では、2015（平成 27）
年 3月 31日に改正法案 1）が国会に提出されるまでの 5年以上の間、議論
が行われてきた 2）。2004（平成 16）年には、民法の現代語化とともに保証
制度の改正が行われたが、当時より課題を残していた 3）。対象が中小企業
融資における個人保証の問題に限られ、その他の保証契約に関する規定の
見直しはほとんど行われなかったからである。すべての保証契約（根保証
契約を含む）について、書面が求められ（民法 446条 2項・3項）、保証
人が法人でない場合の貸金等債務に限って、保証の金額と期間に制限のな
いいわゆる包括根保証が禁じられた（民法 465条の 2、465条の 3）。民法
465条の 2の中に「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする
保証契約」を「根保証契約」とするという定義が置かれたが、その時点で
は、根保証契約一般に対する規律は特段、導入されなかった。

1） 「民法の一部を改正する法律案」〔http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.
html〕本稿におけるウェブサイトへのアクセスは 2016年 9月 25日現在とする。

2） 「民法（債権関係）の改正に関する要綱」〔http://www.moj.go.jp/content/001136889.
pdf〕法制審議会民法（債権関係）部会〔http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_
saiken.html〕会議議事録、部会資料、各種決定はこのサイトのものを参照したが、
紙幅の都合上、個々のファイルの URLは省略する。「第○回会議議事録」は「第
○回」と表す。

3） 吉田徹・筒井健夫（編著）『改正民法の解説［保証制度・現代語化］』（商事法務、
2005年）6～ 9頁。
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2015年改正法案では、「根保証契約」であり、かつ、「保証人が法人で
ないもの」が新たに「個人根保証契約」と定義され、民法 465条の 2の適
用範囲が広げられた。個人根保証契約を締結する保証人は、「主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従
たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償
の額について」その履行をする責任を負うが、その責任は「その全部に係
る極度額を限度として」おり（民法 465条の 2、1項）、「書面で」（民法
446条 2項）「極度額を定めなければ、その効力を生じない」（民法 465条
の 2、2項）。
ところで、民法上、「根保証契約」の定義が置かれたことにより、いわ
ゆる信用保証、すなわち「銀行と商人との間の手形割引、当座貸越その他
の融資関係や、卸商と小売商の間の取引などのように、その取引の過程に
おいて債務が増減することが予定されるものの保証」4）だけでなく、「賃借
人の債務、被用者の債務などのように、不履行によって増加するだけで、
取引関係自体の中に増減が予定されないものの保証」5）も、根保証契約と
しての規律を受けうるものとなった 6）。本稿で取り上げる身元保証は、後
者の一形態として捉えうる。
後述するように、部会では、身元保証に関する法律（以下、身元保証法）

の見直しは初期に少し取り上げられたにとどまる。身元保証に特化した議
論が十分に行われたわけではない。しかし、部会の議論の中で折にふれて
なされた身元保証への言及の内容は、今日の人々の身元保証に対する認識
や理解を表す貴重な証言である。
筆者は、2012年に身元保証の実態調査を実施している 7）。本稿では、そ
の調査をふまえて、部会の議事録を丹念にたどり、議論を整理して、身元
保証の今後の方向性を考える手がかりとしたい。

4） 我妻栄『新訂債権総論』（岩波書店、1964年）469頁。
5） 我妻・注（4） 469頁。
6） 「第 70回」40頁。
7） 能登真規子「現代の身元保証（1）～（6・完）―2012年度実態調査 ―」彦根論
叢 399号（2014年）156～ 171頁、400号 136～ 147頁、401号 4～ 19頁、402
号（2014年）20～ 33頁、403号（2015年）202～ 218頁、404号（2015年）46
～ 63頁。
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2　身元保証に関する法律の見直しの検討

（1）民法（債権関係）部会の議論（その 1）

保証債務の最初の個別検討は第 6回会議（平成 22年 3月 23日）であっ
たが、その日の資料 8）には、もともと身元保証に関する記述はなかった。
ところが、後に決定される『論点整理』9）には、「（2） 根保証に関する規
律の明確化」の項目に、「身元保証に関する法律の見直しについても、根
保証に関する規定の見直しと併せて、検討してはどうか」と書き込まれて
いる。この記述は、『論点整理』の取りまとめが進む過程で現れたもので
あるが、その契機は第 6回会議の議論 10）であった。
「7連帯保証」と「8根保証」に関する審議の際、委員（労働組合）11）が「…
直接この部会の中で身元保証契約について論議をするかどうか分かりませ
んが、今後の論議の進展の中で今回の保証債務の内容が変わってくるとい
うことであれば、こちらの身元保証に関する法律についても、その内容につ
いてどこかの場で御論議をいただきたい」12）と発言し、幹事（法務省）が「今
回の見直しでは、…貸金等債務という限定を外すかどうかが議論の対象と
なっており、もし限定を外すといたしますと、身元保証法と民法の根保証の
規定の対象領域が明らかに重なり合うことになると思います。そうしますと、
民法改正に伴って整備的な改正をする必要が出てくる可能性があるのでは
ないかと思っております。…」13）と応じた。また、その会議の終盤には、委
員（弁護士）が「…身元保証契約について、民法に取り込むなり何らかの
整理をすべきではないかという意見が弁護士会の中にもございました。ただ、
これは保証ではなくて損害担保契約だと思いますので、損害担保契約まで
含めて民法に入れるのかどうするのか、身元保証契約と損害担保契約につ

8） 「部会資料 8-1　民法（債権関係）の改正に関する検討事項（3）」15頁、「部会
資料 8-2　民法（債権関係）の改正に関する検討事項（3） 詳細版」65頁。

9） 「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」44頁。
10） 紙幅の都合により、各発言についてはごく簡単な引用しかできない。発言の詳
細は「第 6回」27～ 58頁を参照されたい。

11） 本文中、発言者については委員・幹事・関係官の区別と属性・所属の略記で表
す。略記は下線部による。

12） 「第 6回」48頁〔新谷委員・日本労働組合総連合会総合労働局長〕
13） 「第 6回」48～ 49頁〔筒井幹事・法務省民事局参事官〕
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いても検討していただきたいという意見でございました」14）と発言している。
次に身元保証が議論に現れたのは、約 9か月後の第 20回会議（平成 22
年 12月 14日）であった。利息制限法、身元保証法を検討対象にするように
との委員（弁護士）の発言があり 15）、幹事（法務省）が、部会資料で取り上
げていない理由は特段の立法提案がないということに尽きると説明する 16）。
幹事（法務省）は、民法改正に伴う整備的な改正のみを想定している旨述
べたものの、委員（弁護士）17）は、身元保証法の民法への取り込みも含めて
検討の必要性があると指摘し、委員（労働組合）もこれに同調している 18）。
以上の議論によって、その後の部会資料 19）と『論点整理』の中に、身元

保証法の見直しに関する記述が取り入れられたと考えられる。しかし、法
務省民事局参事官室が用意した『論点整理の補足説明』においては、「身
元保証に関する法律の見直しについては、まだ具体的な立法提案が示され
ていない」20）とも記述された。

（2）第 1回パブリック・コメント

『論点整理』に対するパブリック・コメントが 2011（平成 23）年 6月 1
日から 8月 1日の 2か月にわたり実施された 21）。「『民法（債権関係）の改
正に関する中間的な論点整理』に対して寄せられた意見の概要」は、第
35回会議（平成 23年 11月 15日）の資料として総論と 6つの各論に分け
て公表された。そのうち、保証に関する意見は〈部会資料 33-2〉22）に収録
されている。以下に、身元保証に関連する部分を資料から抜粋し確認する。

14） 「第 6回」56頁〔岡（正）委員・弁護士（第一東京弁護士会所属）〕
15） 「第 20回」60頁〔中井委員・弁護士（大阪弁護士会所属）〕
16） 「第 20回」60～ 61頁〔筒井幹事〕
17） 「第 20回」61頁〔中井委員〕
18） 「第 20回」61頁〔新谷委員〕
19） 「部会資料 21　民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理のたたき台
（1）」33～ 34頁、「部会資料 25　民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点
整理のたたき台（1）（2）【改訂版】」39頁、「部会資料 26　民法（債権関係）の改
正に関する中間的な論点整理案」40頁。

20） 法務省民事局参事官室「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理の
補足説明」（平成 23年 5月 25日、6月 3日補訂）101～ 102頁。

21） 116団体、253個人から意見が寄せられた（「第 35回」2頁）。
22） 「部会資料 33-2　『民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理』に対して寄
せられた意見の概要（各論 1）」〔http://www.moj.go.jp/content/000096681.pdf〕628～ 769頁。
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（a）「第 12保証債務」に対する全般的意見
保証被害対策全国会議　「自然人保証（個人保証・消費者保証）を禁止す
べきである。…保証債務を自然人が負担するというのは、法的義務とし
ては過大になりがちであり、かつ債権者にとっても債務者にとってもそ
の予見可能性が乏しいものであって、不適当である。少なくとも自然人
の保証制度を、その可否を含めて抜本的に見直すべきである。…なお前
近代的な身元保証は今般の民法改正に伴い禁止すべきである。」（632～
633頁）

（b）「7 根保証（1）規定の適用範囲の拡大」
仙台弁護士会　「主たる債務の範囲を拡大することに賛成する。保証人の
責任の範囲や程度に関する予見可能性、想定外の負担等からの保護の必
要性は、貸金等に限られない。特に、従業員が勤務先の保証人となる場
合や同僚の債務を保証する場合など、個人的な関係が背景となる根保証
は多々見受けられ、時の経過で、この関係が変化したにもかかわらず、
長期間が経て、突如、保証履行を求められることは、保証人の想定外の
事態であり、国民感情的にも受け入れ難い。貸金等債務以外の包括的な
保証の場合（…身元保証など）にも、貸金等根保証の場合の規律を及ぼ
すのが相当である。…」（738頁）
堂島法律事務所弁護士有志　「主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれな
い根保証にまで、平成 16年改正で新設された規定を及ぼすことに賛成。
貸金等根保証ではなくとも、根保証人が予測を超えた過酷な債務を負担
する結果になることはありうる（例 …、従業員の身元保証人となった
ところ、当該従業員が会社の財産を使い込んだ場合等）。…」（738頁）

（c）「7 根保証（2）根保証に関する規律の明確化」
司法書士研修生　「身元保証とは一体何なのか明確に分かっている人は意
外と少ない気がする。個人の方の場合、よく分からないが頼まれたから
なったという人が多いと思われる。このような制度はなくしてしまった
方が良いのではないかと考える。身元保証を依頼する側の単なる安心料
的な制度にしか思えない。」（745頁）
仙台弁護士会　「…保証人と債権者の利害の調整を踏まえ、特別解約権の
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要件と効果について、①主債務者と保証人との関係、②債権者と主債務
者との関係（取引態様）、③主債務者の資産状態のいずれかに著しい事
情の変更があった場合等、一定の特別な事由がある場合には、保証契約
の解約（…）を認めることを検討すべきである（…）。ただし、借地・
借家の保証や身元保証など、契約類型によっては、解約の効力発生時期
も検討を要する。…」（745～ 746頁）
大阪弁護士会　「…保証・根保証に関する規定の見直しとあわせ、保証契約
締結の際における保証人保護のための方策と同様の身元保証人保護のため
の方策を導入すること、身元保証の効果の説明を具体的に受けて理解した
場合にのみ身元保証契約の成立を認めること、特別解約権を拡充すること、
身元保証に関する法律 5条において裁判所が身元保証人の責任の範囲及び
その金額を定めるにあたって『身元保証契約の締結時及び損害賠償の請求
時における身元保証人の資力』を斟酌すべきことを明記することなど身元保
証に関する法律についてもあわせて見直しを行うべきである。」（746～747頁）
日本司法書士会連合会　「身元保証に関する法律の見直しをする方向で検
討すべきである。根保証から「貸金等債務」の要件を外した場合、身元
保証債務も根保証の規律に重複され、適用される余地もある。身元保証
人に関してはトラブルも多く、今般の民法改正の検討に併せて、身元保
証に関する法律も見直されるべきである。」（747頁）
日本弁護士連合会　「…身元保証について、根保証と同じように、今回の
民法改正時に、身元保証契約法も保証人保護の観点から改正することに
賛成する。」（747頁）
東京弁護士会　「…身元保証に関する法律の見直しについては、趣旨に賛
成する。」（747頁）
司法書士　「仮に自然人保証が廃止されない場合には、次の①から④まで
のとおりとすべきである…。④身元保証に関する法律を廃止し、すべか
らく自然人保証は廃止すべきである。」（747頁）
全国青年司法書士協議会　「…身元保証に関する法律を廃止し、すべから
く自然人保証は廃止すべきである。期間の制限や使用者の身元保証人に
対する通知義務、身元保証人の解約権など、身元保証人を保護する一定
の役割は認められるが、身元保証こそ情義的関係に基づいて迫られる、
断る自由のない契約の典型である。」（748頁）
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保証被害対策全国会議　「…身元保証法が前近代的な身元保証から保証人
を一定程度保護してきた役割は認めた上で、雇用に伴う身元契約は健全
な労使契約とはもはや言えないことから公序良俗に反するものとして禁
止すべきである。」（749頁）
第一東京弁護士会　「…身元保証に関する法律の見直しに賛成である。」
（750頁）
横浜弁護士会　「…身元保証に関する法律の見直しを検討することに賛成
である。…」（750頁）
愛知県弁護士会　「…身元保証について、根保証と同様に、身元保証契約
法も見直すことに賛成である。身元保証についても、身元保証人が予期
しない多大な負担を課される恐れがある点では根保証と同じであり、同
法についても同様の改正をすべきである。」（750～ 751頁）
東京弁護士会法友全期会　「…身元保証に関する法律の見直しについて検
討することについては、民法（債権法）改正の中で行うことの適否は別
として、その趣旨に賛成である。身元保証に関する法律について、根保
証に関する規定の見直しを行うことに伴い、これを見直す必要が生じる
可能性は考えられる。」（751～ 752頁）
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会所属の弁護士有志　「…身元保証
に関する法律の見直しについては、賛成である。」（753頁）
弁護士　「…身元保証に関する法律の見直しも、根保証に関する規定の見直
しと併せて検討すべきである。貸金等根保証に関する規定の適用範囲を
拡張する場合には、身元保証に関する法律と適用範囲が重なることにな
るので、両者を整合させるような制度設計が必要となる。」（753～ 754頁）
札幌弁護士会　「…根保証の規定の拡大により保証人保護を図るべきであ
る。身元保証の見直しに賛成する。平仄を合わせるべきである。」（754頁）
弁護士　「…身元保証の見直しについては賛成である。」（754頁）
経営法曹会議　「根保証に関する規定の見直しと身元保証に関する法律の
見直しを連動させることについて、反対である。仮に、根保証に関する
規定の見直しをするとしても、身元保証に関する法律を見直す必要はな
い。（755～ 756頁）
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（d）「8 その他（1）主債務の種別等による保証契約の制限」
仙台弁護士会　「経営者保証以外の場合（…）、個人（自然人）による保証
契約を原則として認めないことを検討すべきである。その際、法人介在、
債務引受、損害担保契約等を利用した脱法を防ぐ措置も検討すべきであ
る。…保証が、情誼的なもので、保証の際には、金銭負担も、手続上の
特段の面倒も伴わないことから、熟慮なく、断りきれずに、行われる傾
向は否定し難い。現実に行われている保証は、私的自治、契約自由の観
点でも、病理的である。…未来を志向した保証制度は、保証制度が、自
己の信用を補う手段として、実質的に重要な機能を現に有し、かつ、保
証人にも、ひいては社会的にも弊害が少ない範囲で、現実に自由な意思
を確保して締結される場合に限って、許容される法制に再構築すべきで
ある。この見地で考えると、キャッシングやクレジット、借家、入院等
診療契約、身元保証などの消費者信用に関する保証、事業に関する融資、
リース、クレジット、商品供給、賃貸借、加盟店契約などに関する経営
者以外の第三者（個人、法人を問わない）による保証は、業として行わ
れる保証を除き、原則として、なじまないと考えられる。」（757～ 758頁）

（e）「8 その他（2）保証類似の制度の検討」
堂島法律事務所弁護士有志　「損害担保契約などについて、民法に明文規
定を設けるべきではない。損害担保契約の代表例である身元保証につい
ては、 身元保証に関する法律によって既に手当てがなされている。その
他の損害担保契約が広く一般に利用されているかは疑問である。損害担
保契約について、その概念や要件等について学説・判例においておおむ
ねの見解の一致があるというものでもない。」（768頁）

（f）小括
平成 16年改正で新設された根保証の規定の適用範囲を身元保証にも広
げるかについて、直接的に意見を表明したのは弁護士会 2団体と弁護士有
志 1団体にとどまったが、多くは、身元保証法の見直しにより、同様の保
証人保護を及ぼすべきであるとする。
日本弁護士連合会、弁護士会 5団体、弁護士のグループ・有志 2団体、

弁護士個人 1名、日本司法書士会連合会が身元保証法の見直しに賛成して
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いる。さらに、弁護士個人 1名と弁護士会 1団体が身元保証の見直しに言
及し、全国青年司法書士協議会、司法書士個人（研修生含む）2名、保証
被害対策全国会議は身元保証の禁止・廃止を主張する。
身元保証法を見直す必要はないという意見を表明したのは、弁護士のグ

ループ 1団体のみである。
単純に数として捉えれば、身元保証法の見直しを不要とした意見が少数

であり、多数は根保証規定の適用範囲の拡張による身元保証人の保護、身
元保証法の見直し、さらには、身元保証の見直しや禁止・廃止に言及した
ということになる。ただし、身元保証の見直しについては、その内容が問
題となるが、見直しの内容を含む多数意見は形成されていない。膨大な数
の論点を含むパブリック・コメントの中での意見表明であり、やむを得な
いところではある。

（3）関係団体のヒアリング

第 27回会議（平成 23年 6月 7日）、第 28回会議（同年 6月 21日）、第
29回会議（同年 6月 28日）の 3回にわたり、合計 21団体からのヒアリ
ングが行われた。対象となる論点は多く、身元保証について言及したのは
1団体（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会）にとどまる。当該参考
人は、身元保証に関連して、最近の無縁化・孤立化社会における、就職時
に身元保証を求められても保証人を見出せない層の広がり、保証人ビジネ
スの問題性について述べている 23）。
身元保証締結の前段階に存在する問題の指摘であり、貴重である。

（4）諸外国の保証法制・実務運用の調査報告書

第 43回会議（平成 24年 3月 27日）では、「諸外国における保証法制及
び実務運用についての調査研究」について、その報告書が提示された 24）。

23） 「第 29回」39～ 44頁〔辰巳参考人・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会〕
24） 『諸外国における保証法制及び実務運用についての調査研究業務報告書』（平成

24年 3月）〔http://www.moj.go.jp/content/000097107.pdf〕　野澤正充「諸外国の保
証制度―概要と総括―」1～ 23頁、「フランスの保証制度」25～ 70頁、山下純
司「イングランドの保証制度」95～ 112頁、小出篤・藤澤治奈「アメリカの保証
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この中には、身元保証についての貴重な報告が含まれている。
フランス 25）とドイツ 26）には、身元保証の制度は存在しない。フランスに
日本におけるような身元保証制度が存在しない理由は、身元保証が、部族
や家族という集団の連帯や名誉に基礎づけられる家族の連帯責任という古
い観念に基づくものであり、個人主義の発達したフランスでは受け容れら
れないことにあるとされる 27）。
これに対して、イングランドでは、従業員の不誠実な行為により生じた

損害の填補をする身元保証（fidelity guarantee; fidelity bond）が用いられて
いる 28）。しかし、これに対しては、reference（推薦状）は要求するものの、
身元保証を要求することはなかったという実務経験に基づいて、追加調査
の必要性も提言されている 29）。
アメリカについては、身元保証証書（fidelity bond）という従業員の不

誠実又は詐欺的な行為により生じた損害の填補を保証する保証契約又はそ
のための証書が存在するとされる 30）。しかし、それと同時に、これに加えて、
通常は偽造・変造、窃盗・強盗・不法侵入などの犯罪による損害等もカヴァー
する一種の損害保険であり、専門の保険会社等により行われると指摘され
ている 31）。
以上の報告では、少なくとも、フランス、ドイツ、アメリカにおいては、

わが国のような、被用者（従業員）の行為によって生じる可能性のある損
害の賠償のために個人が身元保証を行うという状況は存在しないことが示
されている。

制度」113～ 155頁、吉元利行「欧米における保証人制度の利用状況 ―消費者信
用を中心に―」157～ 160頁、 杉浦保友「実務面からの総括およびコメント」161
～ 173頁。

25） 野澤・注（24） 16頁。
26） 原田・注（24） 92頁。
27） 野澤・注（24） 26頁。
28） 山下・注（24） 103、109、111頁。
29） 杉浦・注（24） 167頁。
30） 小出・藤澤・注（24） 143頁。
31） 小出・藤澤・注（24） 155頁。
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（5）小括

身元保証の見直しについては、特別法の存在もあり、最初の部会資料に
は論点として取り上げられていなかったが、議論を経て、一時は『論点整
理』に入れられた。パブリック・コメントで身元保証に言及した意見の多
数も、身元保証ないし身元保証法の見直しを求めた。関係団体のヒアリン
グでは身元保証を含む保証人の実態に対する懸念が訴えられ、提出された
報告書では、わが国と同様の身元保証制度は少なくともフランス、ドイツ、
アメリカには存在しないことが示された。
しかし、第 41回会議（平成 24年 2月 14日）で示され、第 44回会議（同

年 4月 3日）で審議された〈部会資料 36〉32）においては、身元保証法の見
直しの検討に関する記述が、特に理由を示されることなく削除された。

3　身元保証法 5条に準じた制度の導入の是非

（1）民法（債権関係）部会の議論（その 2）

第 44回会議（平成 24年 4月 3日）では、根保証の規定の適用範囲の拡
大 33）について、委員（大学）が、「貸金等債務が主債務の範囲に含まれる
ものという要件を削除し、保証人が個人である根保証契約一般に適用範囲
を拡大するものとする」甲案、「適用範囲を拡大しないものとする」乙案
とは別に、信用保証、不動産賃借人の債務の保証というように特定の類型
を増やすほうが現実的ではないかと提案し、合わせて、身元保証を民法に
統合することも検討の対象になると発言した 34）。ところが、全体としては、
甲案支持の発言が続き、新たな提案に対する議論は深められず、分科会で
の検討に委ねられることになった 35）。
この会議では、甲案を支持する委員（弁護士）が、「身元保証契約につ
いて取り込むことが難しいとしても、それについても極度額を導入するこ

32） 「部会資料 36　民法（債権関係）の改正に関する論点の検討（8）」70～ 73頁。
33） 〈部会資料 36〉66～ 69頁。
34） 「第 44回」27頁〔中田委員・東京大学教授〕
35） 「第 44回」31頁。
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とは是非検討していただきたい」36）と発言し、さらに、個人保証における
責任制限について身元保証法 5条に準じた制度の導入を提案している 37）。
その後、この提案はその後の部会資料 38）と『中間試案』39）に検討項目として
取り入れられた。ただし、〈部会資料 50〉においては「（1）保証債務の減免」
と「（2）比例原則（過大な保証の禁止）」が「保証人が個人である場合に
おけるその責任制限の方策として」位置づけられていたのに対し、〈部会
資料 55〉以降は、「これらの方策は、個人保証の制限の対象からいわゆる
経営者保証を除外した場合…における経営者保証人の保護の方策として機
能することが想定されるものである」とされ、その役割が変更されていく。
第 1分科会第 4回会議（平成 24年 5月 29日）で、根保証の規定の適用

範囲が個人による根保証一般に広げられることとなり 40）、その結果として、
類型ごとの検討や身元保証の民法への組み入れの検討が行われることはな
くなった。また、個人保証を原則的に禁止するのではなく、一定の個人保
証に対してのみ厳格な手続を課すという方向に進んでいくことになっ
た 41）。
身元保証法 5条をモデルとした保証債務の減免 42）は、その後、事業者向

けの融資における経営者保証を対象に議論されることとなり 43）、身元保証と
貸金債務の保証との違いが強調されていった 44）。すなわち、「身元保証におい
ては、身元保証人が負担するのは被用者が使用者に損害を与えた場合の賠
償義務であり、そもそも発生するかどうかが不確定である上、その発生原
因となる被用者の行為の内容は多様であることなどから、身元保証契約の

36） 「第 44回」28頁〔中井委員〕
37） 「第 44回」34～ 36頁〔中井委員〕
38） 「部会資料 50　民法（債権関係）の改正に関する論点の補充的な検討（1）」12
～ 13頁、「部会資料 55　民法（債権関係）の改正に関する中間試案のたたき台（3）
（概要付き）」13～ 14頁、「部会資料 58　民法（債権関係）の改正に関する中間
試案のたたき台（1）（2）（3）（概要付き）【改訂版】」87頁。

39） 「民法（債権関係）の改正に関する中間試案（概要付き）」85～ 86頁、民事局
参事官室「民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明」232～ 233頁。

40） 「第 1分科会第 4回」13～ 16頁。
41） 身元保証に対し、身元保証法による期間制限と責任制限に加え、極度額規制も
及ぼすべきだという意見も示された（「第 1分科会第 4回」14頁〔中井委員〕）。

42） 「分科会資料 3　保証人保護の方策の拡充に関する補足資料」
43） 「第 1分科会第 4回」29～ 30頁〔筒井幹事〕、「第 61回」33～ 34頁〔川嶋関
係官・法務省民事局付〕、〈部会資料 50〉13頁。

44） 「第 1分科会第 4回」42頁〔坂庭関係官・最高裁判所事務総局民事局付〕、「第
73回」33頁〔佐成委員・東京瓦斯株式会社総務部法務室長〕。
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時点では、身元保証人が責任を負うかどうか、どの程度の責任を負うかを
予測することは困難である。これに対し、根保証ではない通常の保証にお
いてはもとより、根保証においても極度額の定めがある場合には、主債務は
現に存在しているか、発生することがほぼ確実であり、保証人が負担する
こととなる額も、保証契約を締結する時点で予測することが可能である」45）。
『中間試案』の後もこの方向での議論が行われ 46）、その結果、この方策は

〈部会資料 78B〉47）を最後に削除され、『要綱仮案』以降の決定には含まれ
ないこととなる。

（2）第 2回パブリック・コメント

今回の民法改正については 2回目となる『中間試案』に対するパブリック・
コメントは 2013（平成 25）年 4月 16日から 6月 17日に実施され、194団体、
469個人から意見が寄せられた 48）。その意見は、おおむね、各条項に対して、
賛成、反対、その他の意見としてまとめられた。保証債務に関する意見は〈部
会資料 71-4〉等 49）に採録されたが、身元保証に言及するものは少ない。

45） 「部会資料 62　民法（債権関係）の改正に関する論点の補充的な検討（5）」7
～ 10頁（8頁）。

46） 「部会資料 70B　民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向け
た検討（7）」1～ 2頁。
　「部会資料 76B　民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向けた
検討（12）」4～ 5頁では、検討対象の限定が次のように説明される。「この制度
が保証人の生活の破綻など過酷な結果を回避しようとするものであることからす
ると、このような結果が生ずる危険性が特に高く、保証人保護の政策的な必要性
が顕在化している場合のみを適用対象とする必要がある。適用の対象となる保証
契約を限定する場合には、例えば、事業性の貸金債務を主債務とする保証契約、
貸金等根保証契約を適用の対象とすることが考えられる。これらの保証契約につ
いては個人保証の原則的無効が検討されているように、類型的に保証人に過酷な
結果となるリスクが高いと言い得るからである。このような考え方を採れば、責
任財産の限定は、例外的に有効に保証をすることができる経営者…や、厳格な手
続を履践して保証契約を締結した第三者…について機能することになる。」

47） 「部会資料 78B　民法（債権関係）の改正に関する要綱案の取りまとめに向け
た検討（14）」3頁では、「保証人（法人を除く。）の責任の制限、特に、保証人の
責任を保証人が責任を減縮する請求をした時点で保証人が有していた財産（自由
財産及び差押禁止財産を除く。）の額の限度とする制度を設けることについて、
どのように考えるか。」という形で論点にされ、第 89回会議（平成 26年 5月 27日）
で審議された。

48） 「部会資料 64-1　『民法（債権関係）の改正に関する中間試案』に対して寄せら
れた意見の概要（総論）【速報版】」1頁。

49） 「部会資料 71-4　『民法（債権関係）の改正に関する中間試案』に対して寄せら
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「保証債務の減免」50）について、賛成、反対、その他の意見のいずれもが
身元保証を引き合いに出した。賛成意見は「保証人が主債務者の破綻によ
り過大な債務負担を強いられて自らの生活基盤を破壊されるなどの被害を
負うことを回避するため、身元保証法第 5条を参考とした責任減免規定を
設けることが適当である」（76頁）という。反対意見は「身元保証と異なり、
保証債務は、その範囲について一定の予測が可能であり、身元保証に関す
る規律を保証一般に及ぼすことには疑問がある」（77頁）というものであ
る。なお、それぞれの意見の提出者は不明であるが、賛成が 26団体と 19
個人、反対が 32団体と 3個人であった。
その他の意見は、「貸金や取引の債務に関する保証契約は保証すべき金
額が予め明確になっていることが通常であり、債務が無限に拡大しうる身
元保証とは前提が異なるので、要件については、中小企業の資金調達に及
ぼす影響に配慮したうえで、さらなる検討が必要である」（79頁）という
主張で、発信者は日本商工会議所、東京商工会議所である。
これら以外に、身元保証に言及する意見は見られなかった 51）。

（3）民法（債権関係）部会の議論（その 3）

身元保証法 5条に範を取った保証債務の減免という方策に対する評価
は、パブリック・コメント中の意見ばかりでなく、部会の中でも割れていた。

（a）　貸金債務の保証と身元保証の異同
第 73回会議（平成 25年 6月 18日）では、幹事（弁護士）の「身元保証

の場合の責任と保証責任とは確かに同一ではないと思いますが、負担する責
任の額が当初全く想定し得ないような金額になる場合も、保証類型によって

れた意見の概要（各論 3）」「部会資料 64-5　『民法（債権関係）の改正に関する
中間試案』に対して寄せられた意見の概要（各論）【速報版（4）】」「部会資料
64-8　『民法（債権関係）の改正に関する中間試案』に対して寄せられた意見の
概要（各論）【速報版（7）】」

50） 「ア 裁判所は、主たる債務の内容、保証契約の締結に至る経緯やその後の経過、
保証期間、保証人の支払能力その他一切の事情を考慮して、保証債務の額を減免
することができるものとする」

51） 〈部会資料 71-4〉45頁には、「（1） 個人保証の制限」は特別法によって規律すべ
きであるとして身元保証法に言及するものがあるが、身元保証そのものに関する
意見とはいいがたい。
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はそういうこともあり得るということを考えると、身元保証法 5条と同一の規
律を設けることはあり得る選択肢ではないか」52）との発言が、身元保証法は「前
近代的な不合理な遺制を合理化しようという趣旨で設けられた制度」であり、
「前近代的な遺物のための立法趣旨を更に拡張していくというのは現代の立
法のあり方としてどうなのか」53）と主張する委員（会社法務）により批判される。
しかし、これに対しては、別の委員（大学）から「身元保証の不合理さと対
比して強調するときには、確かに保証はそれほど不合理ではないということ
になるのですが、そもそもここで保証責任を何らかの形で制限すべきだとい
うことが議論される前提としては、個人保証によって不合理な結果が生じて
いるという社会的事実は否定できないということでありまして、身元保証と
対比するからといって保証全体が合理的というわけではなく」、「不合理に対
する対処の仕方として、身元保証契約における身元保証法 5条は、同じく不
合理なものに対して一定の制約を設けており、言わば歴史的に作り上げられ、
運用されてきた基準として一定の指針となり得る」との意見も示される 54）。
別の委員（弁護士）が「発生するか発生しないか分からないという意味

においては未必性のある契約ではないか。その限りにおいては身元保証契
約と根本においてそれほど変わるところはないと言えるのではないか」55）

と追い打ち的に発言したところ、先に反対を主張した委員（会社法務）は
「別に論争するという趣旨の発言ではなくて、私の発言の趣旨は、もちろ
ん保証人保護の必要がないなどということを言っているわけではなくて、
こういった事後的な介入を入れるためにはそれなりの十分な正当化根拠が
必要ではないか」56）と応じる。
その後、保証債務の減免に関する議論は、すでに述べたように、「保証
人の生活の破綻など過酷な結果を回避」するために、「このような結果が
生ずる危険性が特に高く、保証人保護の政策的な必要性が顕在化している
場合のみを適用対象とする」57）という方針から、事業性の貸金債務を主債
務とする保証契約、貸金等根保証契約を適用対象として検討されていくこ

52） 「第 73回」32～ 33頁〔高須幹事・弁護士（東京弁護士会所属）〕
53） 「第 73回」33頁〔佐成委員〕
54） 「第 73回」34頁〔松岡委員・京都大学教授〕 
55） 「第 73回」36頁〔中井委員〕
56） 「第 73回」37頁〔佐成委員〕
57） 〈部会資料 76B〉 4～ 5頁。
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とになった 58）。本来、主たる債務者の取引や債務に実際上、関与すること
がなく、責任額の想定も困難な第三者保証 59）こそ中心的に議論されるべき
と考えるが、そのようなかたちでの議論にはならなかった。

（b）　身元保証と極度額
第 98回会議（平成 27年 1月 20日）では、身元保証と極度額規制との
関係に議論が及んだ 60）。委員（弁護士）が、身元保証契約を締結するとき
は極度額規制が働くという理解をしてよいかと問いかけ 61）、幹事（法務省）
は、身元保証法についての一定の整備的な改正は現時点で予定していない
とし、次のように答えた。
「身元保証法の適用対象…には民法における保証に該当するものと該当し
ないものの両者が含まれていると、まず理解できる…。…その上で、今回
の改正で、民法の根保証について、貸金等債務が含まれるものに限らず極
度額の定めがなければ効力を生じないものとした場合のその規律と、身元
保証法の適用のある保証契約との関係ということですが、これは一般法と
特別法という関係で見ることになる…。…極度額に関してはそのように抵触
するルールは身元保証法には存在しないのではないか…。…身元保証法の
適用のある保証につきましても…今回の民法改正が行われた後は、極度額
を定めなければ効力を生じないことになるのではないか…。…極度額という
ものを定めた上であっても、一定の場面では責任の減免が行われるという
ルールの建て付けは、十分あり得ることではないかと理解いたします…。」62）

委員（弁護士）は、さらに、「せめて保証の趣旨での身元保証契約につ
いては、極度額規制がかぶる旨を明記するということは困難でしょうか」
と食い下がったが 63）、幹事（法務省）は、「民法上の保証に関するルールと
身元保証法上のルールというのは、基本的にはすみ分けているという認識
で、整備の必要はない」64）とする。

58） 「第 89回」1～ 9頁。
59） 「第 89回」7～ 8頁。〈部会資料 70A〉以降、事業性の債務についても第三者
保証が許容されることとなっていた。 

60） 「第 98回」33～ 35頁。
61） 「第 98回」33頁〔中井委員〕
62） 「第 98回」33～ 34頁〔筒井幹事〕
63） 「第 98回」34頁〔中井委員〕　 
64） 「第 98回」34頁〔筒井幹事〕
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続いて、「例えば保証において極度額の定めを要求することの趣旨との
関係において、保証の形式を採っていなくても、つまり損害担保契約の形
を採っていても、なお民法の保証における極度額の定めの要求という規律
は係ってくるという解釈が十分にあり得る」65）として、それを排斥する解
説をすることも、それを排斥する条文を置くことも妥当ではないとの意見
が幹事（大学）より出され、委員（大学）もそれに賛同した 66）。
しかし、この日の議論はここで終わる 67）。次の第 99回会議（平成 27年

2月 10日）で「民法（債権関係）の改正に関する要綱案」が決定され、
部会でのすべての審議は終了した。

4　身元保証の今後について

非常に多くの論点が同時に限られた時間の中で審議されており、しかも
予定された論点でもなかった身元保証に関しては議論不足の感が否めない
が、次の点が確認できる。
身元保証ないし身元保証法の見直しが必要だとする意見が一定数は存在

した。しかし、その見直しは、個人保証の禁止という保証人保護の強化の
文脈で主張されたものであり、今回の改正法案の、個人保証の責任の有無
と範囲の明確化・厳格化という方向性に合わせよというものではなかった。
根保証契約における極度額の定め（民法 465条の 2）を個人根保証契約

の一種として、身元保証にも適用すべきだという意見があり、一案ではあ
る。しかし、それがそのまま身元保証人の賠償責任額となるわけではなく、
損害賠償額の予定との混用にも注意しなければならない 68）。また、極度額
の定めの明示により、被用者が身元保証人を確保できなくなるおそれすら
生じうる。そもそも身元保証人による契約締結時の極度額の設定が容易で
ないことは、身元保証法制定時より意識されてきたことでもあり 69）、当面
は、身元保証法 5条による制限もなお必要である。

65） 「第 98回」34頁〔道垣内幹事〕
66） 「第 98回」34～ 35頁〔松岡委員〕
67） 「第 98回」35頁。
68） 労働契約における損害賠償額の予定は労働基準法 16条により禁止されている
が、これは身元保証人の責任にも影響する。我妻栄『債権各論中巻二』（岩波書店、
1952年）573頁。

69） 西村信雄『身元保証の研究』（有斐閣、1965年・復刊 2000年） 111～ 113頁。
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身元保証は損害担保契約だとする意見が散見された。今日、身元保証書
において最もよく見られる文言は、「本人が会社に損害を与えたとき、本
人と連帯して賠償責任を負う」という趣旨のものである 70）。本人の責めに
帰さない事由による損害をも賠償する特約は無効と解されることもふま
え 71）、保証契約に類似するが主債務への付従性がない損害担保契約や損失
補償契約の一種 72）と解されることによる身元保証の責任拡大には注意を要
する。　　
身元保証は、「前近代的な遺物」で「かなり限られたものになっている」73）

という認識もある。身元保証が行われる場合でも、多くの場合、非常に簡
略的に契約締結が行われ 74）、契約更新もほとんど行われていない 75）。身元保
証人の資格条件もかつてよりは緩やかになっている 76）。こうした状況にあ
る身元保証に、一般的な債務の保証と同じ対応をすることには、現に生じ
ている問題、例えば、身寄りのない者が身元保証人を確保しにくい状況な
どをさらに悪化させることもあり得るため、慎重になる必要があろう。

本稿は、JSPS科研費 26380112の助成を受けた研究成果の一部である。 

70） 能登・注（7）「現代の身元保証（4）」28頁。
71） 我妻・注（68） 573頁、椿久美子「損害担保契約の多様性と指導念書・請求払
無因保証（中）」NBL780号（2004年）69頁。

72） 〈部会資料 36〉77～ 78頁、「第 44回」49頁。
73） 「第 73回」33頁〔佐成委員〕
74） 能登・注（7）「現代の身元保証（5） 」202～ 205頁。
75） 能登・注（7）「現代の身元保証（5） 」205～ 209頁。
76） 能登・注（7）「現代の身元保証（3） 」6～ 18頁。
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