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フランス債務法改正と保険契約の法的性質論（レジュメ版） 

帝京大学 

松田真治 

 

0.なぜ保険契約の射倖契約性？ 

・保険契約が射倖契約か否かという問題は、日本ではほぼ論ずる意義がない。 

―（前提）日本では、射倖契約に関する条文が存在しない 

―射倖契約性から保険に関するルールを導くという方向性はあまりない 

・しかし、フランスでは、保険契約の射倖契約性は話題である。なぜか？ 

―（前提）フランスでは、射倖契約の定義規定がある。また、かつては
．．．．

、射倖契約の 1 つと

して保険契約が条文上列挙されていた（改正前 1964 条）。 

→では、保険契約の射倖契約性は明らかではないか！何が問題なのか？ 

①射倖契約の定義規定が 2 つあり、どちらがより適切か？という議論があった
．．．

 

→2016 年改正で 1 つに。1964 条が削除。それでもなお、保険契約は射倖契約か？という問

題にシフト。 

②保険契約の性質決定との関係で、―つまり、どのような契約が保険契約といえ、保険法典

の規定の適用を受けるのか？という問題に付随して―、保険契約の性質としての射倖契約

性に関する議論が現れる。つまり、保険とは名ばかりの保険でない契約との区別のための基

準の模索である。 

※日本と異なり、フランスは、保険契約自体の定義が存在しない。そのため、②の問題が生

ずる。…保険法の適用を免れたい者が、訴訟において、当該契約は保険契約でないと主張し

たり、他の契約に性質決定されると主張したりすることがある。 

…再性質決定論争1 

(1)Grimaldi 論文（1994）「多数のニセの生命保険は、実際には、信託的な仕組み、より正

確にいえば、信託的管理である。保険者は、現金の所有権の移転を受け、それを運用し満

期時に返還する任務を負っている。ところで、別の機会に論じたが、信託は、有用な制度

であるので、フランス法においても法認されるべきである。しかし、信託は、フランス民

法の基本原則のいくつかを変更する性質をもつものであるから、周到な注意をもってそれ

を規制する必要がある。生命保険は、その実例である。」 

(2)生命保険契約の再性質決定論争の原因 

①貯蓄型生命保

険が普及しこれ

・大多数の契約が既払い保険料返還特約付き（avec contre-assuré） 

                                                     
1 加瀬倖喜「生命保険契約と相続法の交錯―フランス保険法典 L.132-13 条の成立と展開―」生保論集特別号Ⅱ（2016

年）20 頁以下参照。 
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を利用し親族に

財産を移転する

事例が多数みら

れること 

…被保険者が満期前に死亡したときは、指定された保険金受取人が

既払い保険料の返還を受ける。←この契約が生命保険契約に該当

し、L.132-13 条の適用があるか？が実務上の問題。 

②生命保険契約

について実定法

の定義が不統一

であること 

❶そもそも射倖性とは何か？ 

❷不確実な出来事は、契約当事者双方にとって要するか、あるいは

一方の当事者のみでもたりるか？（民 1104 条 2 項・民 1964 条の対

立） 

❸生命保険契約の性質決定は、民法の規定によるか？ 

（3） 

再性質決定肯定

説（民法学者） 

生死混合保険は保険者にとって射倖性なし⇒保険契約ではない 

∵保険者は、被保険者の生死を問わず、保険金を給付するから 

再性質決定否定

説（保険法学

者） 

契約締結時には被保険者が満期前に死亡するか満期まで生存するか

わからないから、生死混合保険も契約の結果について射倖性あり 

（4）破毀院混合部 2004 年 11 月 23 日判決で決着？ 

…この判決後、L.132-13 条の保険料の過大性に関する訴訟が増加傾向にあるようである

（Mayaux）。 

 この問題を整理すると以下のようになる。 

保険法典 L.132-13 条 …生命保険契約に関する規定 

原

則 

保険金には、相続財産への持戻しの規定も遺留分減殺請求の規定も適用なし 

例

外 

保険料として支払われた金銭については、〔それが契約者の資力に比して明らか

に過大であった場合に限り〕、持戻し・減殺の対象となる。 

＊持戻し・遺留分減殺の主張の場面では、①問題となる契約が「生命保険契約」であるこ

と、②保険料が「明らかに過大」であること、が問題となる。 

①生命保険契約か？ 

Yes 

立場α：射倖性(aléa)あり（2004.11.23 判

決） 

No 

立場α：射倖性(aléa)なし（2007.7.4 判決） 

立場β：贈与契約であると性質決定 

（2007.12.21 判決、2008.10.23 判決） ②保険料は「明らかに過大」か？ 

No Yes 

持戻し・減殺の対象外 

（L.132-13 条） 

持戻し・減殺の対象 
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1．はじめに 

〇フランス民法典の改正の流れ2 

・2005 年 9 月：カタラ草案 

・2008 年～：テレ草案 

・2013 年 11 月：政府が「司法及び内務の分野における法及び手続の現代化及び簡略化

に関する法案」を提出。…オルドナンスによる民法典改正の承認を求める。 

→成立：2015 年 2 月 16 日の法律 177 号（民法典第 3 編の構造・内容を改正するために

必要な措置をオルドナンスによって取ることを認めて、13 の事項について授権） 

→司法省：2015 年 2 月 25 日にオルドナンス案を公表（～4 月 30 日：パブコメ受付）。 

・2016 年 2 月 10 日：政府、オルドナンスを制定。 

・同年 7 月 6 日：オルドナンスを追認する法律案提出（授権法律は追認法律が議会に提

出されなければならないとされていた） 

・2016 年 10 月 1 日：施行 

 

＊本報告はどの改正に着目しているか？ 

改正前 改正後 

1104 条：実定契約と射倖契約 

1964 条：射倖契約（保険契約を例示） 

1108 条：実定契約と射倖契約 

1964 条：削除 

・改正前：射倖契約の定義規定が 2 つ存在していたため（しかも、条文の文言上、異なる内

容であった。）、両規定の関係について議論があった。→改正後：1964 条削除 

・保険契約の法的性質として、射倖契約性が挙げられる。 

＊保険契約が射倖契約の 1 つとされていた 1964 条が削除されても、これは変わらない？ 

 

＊本報告は何のための研究の一部？ 

①フランス保険契約法の総論部分の検討（今後：各論にどう結び付くか〔結び付かない

か？〕） 

②フランスは、保険契約の射倖契約性から何かを導こうとしているか（しているとすれ

ば、日本の保険法学とは違う方向性であろう。） 

③保険者の債務の本質論と保険契約の射倖契約性との関係（これは、法改正とは直接関係

がなく、学説上の議論である。） 

 

 

2．債務法改正前の議論 

                                                     
2 荻野奈緒＝馬場圭太＝齋藤由起＝山城一真（訳）『フランス債務法改正オルドナンス（2016 年 2 月 10 日のオルドナ

ンス第 131 号）による民法典の改正』同志社法学 69 巻 1 号（2017 年）280 頁以下。 
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（1）条文 

 改正前フランス民法典の射倖契約に関する規定は、以下のようになっていた3。 

第 3 編 所有権を取得する様々な仕方 

 第 3 章 契約又は合意による債務一般 

  第 1 節 前置規定 

第 1104 条 

契約は、当事者のそれぞれが自己に与えられるもの、又は自己に対して行われるものと等価とみなさ

れるものを与え、又は行うことを約するときは、実定的である。 

契約は、等価が当事者のそれぞれにとって不確実な事象による利得又は損失の機会に存するときは、

射倖的である。 

 

第 12 章 射倖契約 

第 1964 条4 

射倖契約は、あるいは当事者のすべてにとって、あるいはそのうちの一又は数人にとって、利益及び

損失に関する効果が不確実な事象にかかわる相互的な合意である。 

このようなものとして、〔以下のものが〕ある。 

  保険契約 

  冒険貸借 

  競技及び賭事 

  終身定期金契約 

最初の二つは、海事の法律によって規律される。 

 

 第 1 節 競技及び賭事 

 第 2 節 終身定期金契約 

・実定契約/射倖契約というのは、有償契約の下位分類である5。 

―ちなみに、双務契約とは、契約当事者が相互に、その他方に対して債務を負う契約であり、

有償契約とは、当事者のそれぞれが、自らの給付する利益の対価として他方から利益を受け

                                                     
3 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）59 頁以下及び、269 頁を

参照した。 

4 2009 年 5 月 12 日の法律第 526 号 10 条によって、本条は若干改正されている。すなわち、「冒険貸借（Le prêt à 

grosse aventure）」と「最初の二つは、海事の法律によって規律される。（Les deux premiers sont régis par les lois 

maritimes）」の文言が削除されているのである。本文では、1804 年の制定法の段階のものを記載しているが、これは

先行研究が当時の条文を基に検討を行っていたからである。ちなみに、保険契約は依然として 1964 条に挙げられてい

たから、条文上、射倖契約の 1 つとして保険契約が捉えられていた点については変わりはない。 

5 CARBONNIER(J.),Droit civil v.2:Les biens Les obligations,puf,2004,n°930,p.1944.最新の民法学説もそのように述べ

ている。たとえば、TERRE(F.),SIMLER(Ph.),LEQUETTE(Y.) et CHENEDE(F.),Droit civil,Les obligations,Dalloz,12e 

éd.,2019,n°103,p.119,MALAURIE(Ph.),AYNES(L.),STOFFEL-MUNCK(Ph.),Droit des obligations,LGDJ,2017,9e 

éd.,n°413,p.211. 
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る契約のことである6。 

＊1104 条と 1964 条の違いは？ 

 1104 条 1964 条 

① 当事者のそれぞれにとって 

pour chacune des parties 

あるいは当事者のすべてにとって、あるいはそのうち

の一又は数人にとって 

soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs 

d'entre elles 

② 利得又は損失の機会 

la chance de gain ou de perte 

利益及び損失に関する効果 

les effets, quant aux avantages et aux pertes 

・とくに大きな違いは、①である（②は改正法のところで述べる）。 

この点について、大森忠夫は、以下のように述べる。「射倖契約の意義を明らかにするた

めには、（イ）あるいは契約当事者の権利（義務）内容の不確定性の方面から説明するか―

この意味では、少なくとも一方のみにでも不確定性があれば足りる―、（ロ）あるいは両当

事者のなす具体的給付相互間の均衡関係（いずれが利益を受けるか、またその程度如何）の

不確定性の方面から説明するか、―この意味では不確定性は必ず双方的である―の 2 つの

説明方法はあるが、結局はいずれも同一の事実を異なる方面から表現したものにほかなら

ない。」フランスの「多数説は、射倖性は必ず双方的でなければならず、その意味において

第 1964 条の規定の仕方は、正確でない、としている。…これに対し、…第 1964 条は両当

事者の義務のどちらかが不確定であることを要し且つこれを以て足ることを意味し（すな

わち本文（イ）に述べた見地からする定義であり）、第 1104 条はその結果における損益の

偶然性が双方的に生ずる旨を表現したものとして（すなわち本文（ロ）に述べた見方からす

る定義である）、両者の間に矛盾なし、と説く」学説があるとする7。 

→1104 条：損益の偶然性の双方性、1964 条：当事者の義務のどちらかが不確定 

 

（2）保険法学説の状況 

・一般的には、保険契約は射倖契約であると言われる8。…1964 条を参照 

・他方で、これに懐疑的な見解もある。 

―Carbonnier9：「有償契約は、一般的には実定契約であるが、あるものは射倖契約である。

…保険（1964 条）に関しては、…射倖契約であり得るのか、疑わしい。」 

                                                     
6 これは、改正法 1106 条（双務契約）、1107 条（有償契約）の文言であるが、内容としては、改正前 1102 条（双務契

約）、1106 条（有償契約）と変わりはない。本報告では、わかりやすさを優先した（論文ではそのようにはしない）。 

7 大森忠夫「保険契約の射倖契約性」同『保険契約の法的構造』（有斐閣、1952 年）128 頁以下（初出：法学論叢第 49

巻第 2 號・第 3 號〔1943 年〕）。 

8 LAMBERT-FAIRE(Y.) et LEVENEUR(L.),Droit des assurances,Dalloz,13e éd.,2011,n°211,p.199,LEDUC(F.),Traité 

du contrat d’assurance terrestre,Litec,2008,n°161,p.102,ASSELAIN(M.) et VECOUTERE(Ch.),Droit des 

assurances,Revenue Banque,2013,n°17,p.19,DE GRAEVE(L.),Droit des assurances,Bréal,2e éd.,2015,p.13. 

9 CARBONNIER,op.cit.,n°930,p.1944. 
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―保険者の債務の二面性を承認する学説（Mayaux、Kullmann）10 

…保険者の債務を保障債務と支払債務に区別する。保障債務は、契約開始時に直ちに履行さ

れる。そのため、そこには、不確実性は存在しないと解し得る。 

 

3．債務法改正後の議論 

（1）条文 

改正後の民法典における射倖契約に関する規定は、以下のとおりである11。 

第 3 編 所有権を取得する様々な仕方 

 第 3 章 債務発生原因 

  第 1 小章 契約 

   第 1 節 冒頭規定 

第 1108 条 

契約は、当事者のそれぞれが他方に対して、自らが受ける利益の等価物とみなされる利益を給付する

ことを約するときは、実定的である。 

 契約は、当事者が、契約から生じる利益及び損失に関して、その効果を不確定な事象にかからしめる

ことを承認するときは、射倖的である。 

 

第 12 章 射倖契約 

第 1964 条 削除 

 第 1 節 競技及び賭事 

 第 2 節 終身定期金契約 

＜射倖契約の定義：新旧の条文比較＞ 

改正前 契約は、等価が当事者のそれぞれにとって不確定な事象による利得又は損失

の機会に存するときは、射倖的である。 

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune 

des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. 

改正後 契約は、当事者が、契約から生じる利益及び損失に関して、その効果を不確

定な事象にかからしめることを承認するときは、射倖的である。 

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du 

contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement 

incertain. 

 

（2）保険法学説の反応―本報告では、やや見解に偏りがあるが 2 つ紹介する。 

                                                     
10 拙稿「フランスにおける保険契約の法的構造―日仏比較法研究の基盤」保雑 638 号（2017 年）45 頁以下。 

11 訳語は、荻野ほか・前掲 285 頁〔荻野〕を参照した。 
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〇MAYAUX(L.), « La contrepartie dans le contrat d’assurance »,RGDA 2017,p.640 et s.. 

 保険契約の射倖契約性については強い疑念がある。第 1 に、保険契約を含めた射倖契約

のリストが、1964 条の削除に伴い消滅したこと。第 2 に、保険契約は、1108 条に定められ

た実定契約の定義に完全に一致すること。 

―実定契約の定義中の「利益」と射倖契約の定義中の「利益」は異なる。後者は、損失との

対概念であり、前者は、契約によって期待された経済的効用を意味する。その結果、偏狭な

見方（被保険者の利得（gain）は、保険者から実際に受け取る保険料名目で支払ったものよ

り少ないものであるという見方）をすれば、保険契約は実定契約であり得ると同時に射倖契

約でもあり得ることになる。明らかに 1108 条は保険契約の射倖性の問題を難解にしている。 

 

〇 KULLMANN(J.), « Le contrat d’assurance et le nouvel article 1108 du Code 

civil :commutatif et/ou aléatoire? »,RGDA 2018,p.64 et s.. 

（ア）条文の文言の変化について 

①「利得又は損失」→「利益及び損失」 

―利得（gain）は、保険期間中に支払われた金額の比較によって算出可能な概念である。 

 契約者 保険者 

不確実な事象が生じなかった場合の保険料 損失（perte） 利得（gain） 

保険者による保険給付 利得（gain） 損失（perte） 

―利得（gain）は利益（avantage）に変更されたが、この新概念はほとんど明白でない。経

済的利益を指しうることは明らかだが、道徳的利益（avantage moral）も考慮する必要があ

るか？ 

 

②「当事者それぞれにとっての機会」→「契約の効果」 

―改正前 1104 条によれば、保険契約の各当事者が利得又は損失にさらされている必要があ

ったが、この要請がなくなった（改正前 1964 条は一方当事者で足りるとしていた）。 

→今後検討対象となるのは、射倖契約の効果である。すなわち、利益又は損失が不確定な事

象に依存しているかである…が、誰にとって？ 

…改正前は、各契約当事者にとってであったが、今日では、条文を読む限り、契約の射倖性

が認められるためには、何らかの財産が有利あるいは不利な影響を受けることで足りる。た

だ、Kullmann は、これはあまりにも字義通りすぎると言い、1108 条の「効果」は、契約当

事者だけでなく、契約に利害関係のある者においても評価されなければならないであろう、

と指摘する。これは、保険契約においては、保険者と保険契約者だけでなく、被保険者や保

険金受取人について考えることを意味する。 

 

（イ）貯蓄型生命保険契約について 

 保険者の債務は既払い保険料（約定に従って増額され、費用が控除された額）の支払であ
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るから、利得（gain）又は損失の機会が契約者には存在しない。 

→改正前 1104 条は、保険契約であると性質決定することを妨げるだろう 

 改正 1108 条下では、この議論はすっかり妥当性を失う。 

∵利益（avantage）又は損失は、両契約当事者および第三者の中で判断し得るのだから、死

亡の側面も生存の側面も含む生命保険契約の締結時には、不確定な事象の発生の効果が誰

に生ずるかわからないからである。 

…保険給付の最終的な受益者に関する不確実性が、生命保険契約を、改正 1108 条の意味に

おける射倖契約の 1 つとみなすことができるのである。 

⇒「保険者及び保険契約者が、契約から生じる契約当事者または受益者にとっての利益及び

損失に関して、その効果を不確定な事象（死亡または生存）にかからしめることを承認する

ときは、当該契約は射倖的である。」 

 

（ウ）実定契約/射倖契約 

 改正 1108 条の利益（avantage）…保険者：保険料、契約者：？？？ 

―保険事故が発生しなければ、保険は完全に無駄！なのか？ 

―そうではない。保険者が保障給付（obligation de couverture）をなしたらすぐに、被保険

者は、この債権を利用することができる。たとえば、部屋の賃貸のため、専門職活動をする

ため、信用を得るため、などである。それでも、何も起こらなければ無駄だったと言えるか？ 

 Kullmann は、今回の改正は、1108 条の奇妙な適用をもたらしたと指摘している。すなわ

ち、保険契約は、実定契約であり、かつ射倖契約であるということである。 

保険契約は実定契約 保険料の支払と保障の提供という双方的な債務があるから。 

保険契約は射倖契約 支払債務の中心には、事象の不確定性があるから。 

 もっとも、Kullmann は、「偶然性はレジオンを追い払う」12という有名な法諺などを除け

ば、区別の実益は薄いとしている。 

 

4．おわりに 

・日仏では、状況が異なる（フランスでは射倖契約の定義規定はあるが、保険契約の定義規

定がないために、保険契約とは何かを探究するため保険契約本質論の一環として議論。また、

訴訟においても意義がある。）。 

・フランスでは、1964 条という条文があったが故に保険契約の射倖契約性は当然視されて

いたが、近時、保険者の債務二分論者を中心に、揺らぎが見えている。また、1964 条が削

除されたことが、彼らにとっての追い風になったといえるか…（改正法のせいで、余計に難

解になった？） 

                                                     
12 詳細に関しては、西原慎治「射倖契約におけるコーズの法理」同『射倖契約の法理―リスク移転型契約に関する実

証的研究―』（新青出版、2011 年）79 頁以下（初出：神戸学院法学 34 巻 3 号〔2005 年〕）参照。 


