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専門は契約法、消費者法。国民生活センター客員講師、同消費者判例評価検討委員会委員、東京都消費者被
害救済委員会会長などを務める。著書に『Q&A 市民のための消費者契約法』
（中央経済社、2019 年）ほか多数。

遅延損害金とは、金銭債務について債務不履

はじめに

行があった場合の損害賠償のことです。多くの

消費生活相談では、助言でもあっせんでも、

消費者契約では、契約の内容の中で、消費者が

法定利率に関する問題を取り扱うことはあまり

支払いを怠った場合の遅延損害金について利率

ないのではないでしょうか。しかし、2017 年

を定めていることが普通です。この場合、原則

民法改正における重要な改正点の１つが法定利

として契約で定めた利率の遅延損害金を支払う

率に関するものであることから、最後に法定利

義務を負います。ただし消費者契約法９条２号

率の改正を取り上げます。

では、遅延損害金の割合が年 14.6% を超える

まず、消費者契約などで法定利率が関係して

場合、
これを超える部分は無効と定めています。

くるのはどんな時かを説明します。消費者契約

では、契約において遅延損害金の割合につい

では、消費者が対価を支払って事業者から商品

て取り決めていなかった場合には、どのように

やサービスを購入するというものが一般的で

扱われるのでしょうか。消費者の中には
「支払

す。こうした契約では、商品などの引渡期日や代

いが遅れても、支払うべき代金を支払える時に

金の支払期日などを定めることが普通です。契

支払えばすむはずだ」と思っている人もいます

約で代金の支払期日を決めた場合に、消費者が

が、そういうわけにはいきません。契約で遅延

約束した支払期日に代金を支払わなかった場合

損害金について定めていない場合には法定利率

には、原則として履行遅滞という債務不履行に

に基づく遅延損害金を支払う義務を負います。

なります。金銭債務について、支払期限に支払

なお、改正法ではいつの法定利率が適用される

わなかった場合には、理由のいかんを問わず、

か明記されています
（改正民法 419 条１項）。

債務者（ここでは、消費者）
は、債務不履行責任

改正民法
（金銭債務の特則）
第 419 条 金銭の給付を目的とする債務の不
履行については、その損害賠償の額は、債務者
が遅滞の責任を負った最初の時点における法定
利率によって定める。ただし、約定利率が法定
利率を超えるときは、約定利率による。
２ 前項の損害賠償については、債権者は、損
害の証明をすることを要しない。
３ 第１項の損害賠償については、債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。

を負います。ここでいう債務不履行責任とは、
事業者に対する損害賠償責任を指します。
債務不履行の場合の債務者の損害賠償責任
は、債務者の債務不履行により債権者が被った
損害を賠償するというものです。損害額は、損
害を被った債権者
（ここでは、事業者）
が証明す
る必要があります。ところが、金銭を支払うと
いう金銭債務は、債務の中でも特殊なものとさ

もう１つ、消費者問題で法定利率がかかわっ

れており、債権者は損害を証明する必要があり
ません。債務者に履行遅滞があった場合には、

てくる問題として、消費者金融における過払い

当然に、遅滞した元金に対して遅延損害金を付

金返還請求事件があります。過払い金返還請求

して支払う義務を負います
（民法 412 条）
。

とは、消費者が貸金業者に対して利息制限法を
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超過した利息で返済を続けた結果、利息制限法

た金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役

による充当計算をしたところ、元金を完済した

務の提供を受ける者に対して請求することがで

後も支払い続けて支払い過ぎになっていること

きない」
と定めています。

が判明したというときの問題です。消費者は払
い過ぎた額について、貸金業者に返還を求める
ことができます。この場合には、先の例とは逆
に、貸金業者は過払い金が発生した時点から、
消費者に対して法的根拠なく受領した金銭を返
還する義務を負います。これを不当利得といい
ます（民法 703 条）
。
この場合には、貸金業者は、過払い金が発生
した時点で、過払い金を返還する義務を負うこ
とになるため、過払い金の発生した時から支払
う日までの遅延損害金を含めて支払う義務を負
います。この場合、遅延損害金の割合は法定利
率によります。
民法
（不当利得の返還義務）
第 703 条 法律上の原因なく他人の財産又は
労務によって利益を受け、そのために他人に損
失を及ぼした者（以下この章において「受益者」
という。
）は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。

消費者法と法定利率
前述した消費者契約法以外の消費者法にも、
法定利率による規定があります。消費生活相談
で基本的な知識として重要とされている法律に
特定商取引法と割賦販売法があります。この２
つの法律の法定利率にかかわる規定をみておく
ことにしましょう。
特定商取引法では、事業者が契約条項で決め
る損害賠償額についての規制を設けています。
ここでは、その中から訪問販売の規定を見てみ
ましょう。損害賠償額の予定や違約金として定
めることができるのはどのようなものかについ
て規定したうえで、
「損害賠償額の予定又は違
約金の定めがあるときにおいても、次の各号に
掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに
対する法定利率による遅延損害金の額を加算し
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特定商取引法
（訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠
償等の額の制限）
第 10 条 販売業者又は役務提供事業者は、第
５条第１項各号のいずれかに該当する売買契約
又は役務提供契約の締結をした場合において、
その売買契約又はその役務提供契約が解除され
たときは、損害賠償額の予定又は違約金の定め
があるときにおいても、次の各号に掲げる場合
に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定
利率による遅延損害金の額を加算した金額を超
える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を
受ける者に対して請求することができない。
一 当該商品又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行
使により通常得られる利益に相当する額（当該
商品又は当該権利の販売価格に相当する額から
当該商品又は当該権利の返還された時における
価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該
権利の行使により通常得られる利益に相当する
額を超えるときは、その額）
二 当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する
額
三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供
の開始後である場合 提供された当該役務の対
価に相当する額
四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しく
は当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前
である場合 契約の締結及び履行のために通常
要する費用の額
２ 販売業者又は役務提供事業者は、第５条第
１項各号のいずれかに該当する売買契約又は役
務提供契約の締結をした場合において、その売
買契約についての代金又はその役務提供契約に
ついての対価の全部又は一部の支払の義務が履
行されない場合（売買契約又は役務提供契約が
解除された場合を除く。）には、損害賠償額の予
定又は違約金の定めがあるときにおいても、当
該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役
務の対価に相当する額から既に支払われた当該
商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対
価の額を控除した額にこれに対する法定利率に
よる遅延損害金の額を加算した金額を超える額
の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける
者に対して請求することができない。
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割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引

２ 個別信用購入あつせん業者は、前項の契約
について第 35 条の３の８第三号の支払分の支
払の義務が履行されない場合（契約が解除され
た場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違
約金の定めがあるときにおいても、当該契約に
係る支払総額に相当する額から既に支払われた
同号の支払分の額を控除した額にこれに対する
法定利率による遅延損害金の額を加算した金額
を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提
供を受ける者に対して請求することができない。

と個別信用購入あっせん取引の規定が重要です
が、どちらも解除に伴う損害賠償額の予定につ
いての規制を設けています。ここでは、損害賠
償の予約として定めることができる上限を定め
たうえで、
「これに対する法定利率による遅延
損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の
支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対し
て請求することができない」
と規定しています。

現行法の規定と問題点

特定商取引法や割賦販売法で定めている法定

現行民法では、法定利率を年５% と定めてい

利率とは、何を意味しているのでしょうか。

ます。
法律では、
「年五分」
としていますが
「五分」

割賦販売法
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第 30 条の三 包括信用購入あつせん業者は、
包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第
２条第３項第一号に規定する包括信用購入あつ
せんに係るものが解除された場合には、損害賠
償額の予定又は違約金の定めがあるときにおい
ても、当該契約に係る支払総額に相当する額に
これに対する法定利率による遅延損害金の額を
加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者
又は役務の提供を受ける者に対して請求するこ
とができない。
２ 包括信用購入あつせん業者は、前項の契約
について第 30 条の２の３第１項第二号の支払
分の支払の義務が履行されない場合（契約が解
除された場合を除く。）には、損害賠償額の予定
又は違約金の定めがあるときにおいても、当該
契約に係る支払総額に相当する額から既に支払
われた同号の支払分の額を控除した額にこれに
対する法定利率による遅延損害金の額を加算し
た金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役
務の提供を受ける者に対して請求することがで
きない。
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第 35 条の３の 18 個別信用購入あつせん業者
は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除
された場合
（第 35 条の３の 10 第１項本文、第
35 条の３の 11 第１項、第２項若しくは第３項
本文又は第 35 条の３の 12 第１項本文の規定
により解除された場合を除く。）には、損害賠償
額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて
も、当該契約に係る支払総額に相当する額にこ
れに対する法定利率による遅延損害金の額を加
算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又
は役務の提供を受ける者に対して請求すること
ができない。

とは５% のことで、民事法定利率と言います。
さらに商法では、商行為によって生じた債務の
場合の法定利率について年６% と定めていて、
商事法定利率と言います。
商行為の典型的なものが、
会社との契約です。
消費者が小売業者から購入する売買契約の場
合、その小売業者が個人事業者であっても商行
為です。割賦販売法に基づく信用購入あっせん
業者は、登録制を取っており、会社であること
が登録要件です。以上から、特定商取引法 10
条の法定利率や割賦販売法の信用購入あっせん
取引の法定利率は、
商事法定利率の年６% です。
一方、貸金業者に対する過払い金返還請求の
場合には、民法上の不当利得返還請求権による
ものです。これは民法上のもので、会社との契
約によって生じた債務ではありません。した
がって、
過払い金返還請求の場合の法定利率は、
民事法定利率の年５% です。
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改正前民法
（法定利率）
第 404 条 利息を生ずべき債権について別段
の意思表示がないときは、その利率は、年五分
とする。
改正前商法
（商事法定利率）
第 514 条 商行為によって生じた債務に関し
ては、法定利率は、年六分とする。
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現行法の法定利率の規定には、大きな問題が
あります。

なりかねません。ただし、過払い金を取り戻す
のは、預貯金の払い戻しのような簡単な手続き

そもそも、金銭債務の場合には、一般の特定

でというわけにはいきません。弁護士に依頼す

債務と違って、債権者による債務不履行による

るなどして法的手続きを取る必要があります。

損害賠償額の証明がなくても損害賠償の義務が

一方、消費者が延滞した場合には、極めて高

あるとされているのはなぜでしょうか。なぜ、

い金利の遅延損害金を支払わなければならない

契約条項では定めがなくても、当然に法定利率

ことを考えると、現在の法定利率の問題は分か

による遅延損害金を支払わなければならない定

りやすいのではないでしょうか。

めとなっているのでしょうか。

改正民法の概要

その理由は、金銭は特殊なものであり、金銭

改正民法では、法定利率について大きく３点

自体が利益を生み出すものだから、という考え
方が基礎にあります。分かりやすい例でいう

の改正を行いました。

と、現金を銀行に預けておけば利息が付く、つま

第一に、民法の法定利率が現在の金利の情勢

り、金銭が自分で利益を生み出しているという

からして高くなり過ぎたことから、年３% に引

わけです。このような考え方から、支払期限に支

き下げました。あわせて
「五分」
という表記を改

払いを得られなかった債権者は、支払われたは

めて分かりやすく
「パーセント」
としました。

ずの金銭により利益が得られた可能性があるの

第二に、現行民法の固定金利制を変動金利制

にその機会を喪失したので、当然に法定利率に

に改め、３年ごとに見直すことにしました。見

よる損害賠償の請求ができるという制度と考え

直された法定利率は法務省令によります。金利

ると分かりやすいかと思います。

は経済要因などさまざまな事情により変動しま

しかし、近年は超低金利時代です。銀行に預

す。固定金利では、今後の状況によっては高過

けておいても金利は 0.001% 程度という状況に

ぎたり、低過ぎたりという事態が起こることは

あります。一方、法定利率についての定めは、

十分予想でき、変動金利制を採用することにし

民法制定時から年５% のままです。かつては、

たわけです。フランス民法も同様に変動金利制

定期預金や郵便貯金の金利が年４% 程度だった

を取っています。
第三に、商事法定利率を廃止し、民法の法定

時代がありました。変動金利制の中で、市中金
利は大きく変動しています。預貯金の金利が年

利率に一本化しました。

４% 前後の時代には現在の法定利率は合理な内
容だといえたかもしれません。しかし、現在の
ような超低金利時代には法定利率は極めて高い
利率になっており、不合理な状態となっている
との指摘がされているのです。
例えば、過払い金返還請求の法定利率を考え
てみましょう。過払い金相当額を銀行に預けて
おいても年 0.001% ほどの金利しか付きませ
ん。しかし、貸金業者に過払いが発生している

改正民法
第 404 条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示が
ないときは、その利率は、その利息が生じた最
初の時点における法定利率による。
２ 法定利率は、年三パーセントとする。
３ 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法
務省令で定めるところにより三年を一期とし、
一期ごとに次項の規定により変動するものとす
る。
４ 以下略

と過払い金に対して年５% の遅延損害金が付
く、銀行に預けておくより貸金業者に過払いと
もう

なっているほうが儲かる、といった妙な理屈に
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