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Ⅰ

序論
本論文は、我が国における「契約締結上の過失責任」をめぐる諸問題についてこれまでの

学説整理及び今後を見据えた若干の考察を試みるものである。同責任は、ローマ法において
既にその概念の萌芽がみられ、近代法においては、ドイツの学者イェーリングが、当時のド
イツ不法行為法の短所を補うために、原始的不能な契約が締結された場合における相手方の
保護責任を設けるべきと主張したことにより注目を帯びたものである。彼は、
「過失ある錯
「culpa
誤者のために無過失の相手方が損害をうけるにまかされるのは妥当ではない」として、
1

in contrahendo理論」を提唱して以来ドイツ法にて広く用いられた 。すなわち、過失ある錯
2

誤者から無過失の相手方を保護せんとするために、不法行為責任と契約責任の中間をうめる
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ものとして、新たな損害賠償の類型として、
「契約有効→履行利益の賠償、契約無効→現状
回復」 の中間に、「第三の契約無効→信頼利益の賠償」が認められるべきではないかとの命
3

題が立てられたのである 。
4

後に、有効な契約が成立した場合においても同責任は問題となりうることが指摘され、さ
らに、契約交渉を開始することによって、相手方との間に信頼関係が生まれることから、そ
れによって相手方の保護義務が発生し、これを両者は誠実に守らなければならないとする、
「信頼関係としての保護義務」から、
「契約準備交渉段階における相手方の生命・身体・所有
権等の保護」をなさなければならないといった義務が当事者間に課されているとされた 。
5

これは、保護義務と給付義務とは別個に存在するものであり、たとえ契約が不成立や無効に
なり、給付義務が発生しなくとも、保護義務はなお存在し、これに基づき相手方に生じた責
任を賠償しなければならない場合があると理解するものである 。
6

かくして、ドイツ法においては、契約締結上の過失責任は、第二次世界大戦前のころから
次第にその範囲が拡張されていき、①契約が有効な場合、②契約が無効な場合、③契約準備
行為において、当事者間に不誠実な態度が存在した場合、の３類型に分類されて理解される
ことが支配的となった。①の類型は、瑕疵担保責任の不十分性を補足する必要性から、②の
類型は、錯誤や詐欺の立証の困難さや原始的不能の場合の相手方の責任を問うという必要性
から、③の類型は、契約準備行為の開始によって発生した信頼関係の保護を目的として、そ
れぞれ承認されるにいたったものと理解されることとなった 。さらに、これらに加えて④
7

保護義務違反の場合も含まれ、契約締結上の過失責任は、契約締結に至る以前のすべての段
階において問題となりうるものとなり、
「契約責任の時的・人的・質的拡張（契約交渉段階
における過失・契約締結後の過失・第三者の保護効を伴う契約等）という「契約責任拡張現
象」の中の一つの問題群として位置づけられ、債務不履行体系の見直しという債権法の最重
要課題の一つとして意識される」こととなった。これに伴い、近年では「契約締結上の過失」
から、「契約交渉段階における責任」として理解されるようになりつつある 。
８

同責任に関するかような概念が我が国に紹介されたことにより我が国でも同責任について
関心がもたれ、古くから活発な議論がなされてきたが、その背景としては我が国の民法典上
に具体的な明文規定をもたない学説・判例による新たな法理といえるものであるという理由
があり、その法的性質や問題となる事例等を巡っては古くから学説の相当な対立をみるもの
であった。そして、近年でも新たな研究業績が残され、特に我が国の民法典の債権法分野の
全面改正が検討される中で消費者保護などの観点からも注目を帯びているため、これまでの
同責任をめぐる学説を振り返り内容の整理を行い、近年における我が国の債権法改正を踏ま
えた今後の方向性などについて若干の考察を試みることとしたい。
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Ⅱ

我が国における契約締結上の過失責任の沿革と意義
我が国においては、ドイツ法における契約締結上の過失責任の理論が継受されて紹介され

たことにより同責任について議論されることとなったが、当初は、同責任は純粋な契約責任
にも不法行為責任にも属さない、特殊な領域に存在するものであるから、我が国の民法典上
から同責任を認めることは特別に法律の規定を設けることが必要であるとして、現行民法典
の下で同責任による損害賠償責任を認めることには批判的であった。代表的な学者としては、
石坂音四郎博士がこの立場をとっている 。
9

その後、我が国においても、鳩山秀夫博士や我妻栄博士らをはじめとする著名な民法学者
らによってドイツ法における契約締結上の過失責任の概念が広く支持されたことにより同責
任が注目を帯びることとなった。
当初は、ドイツ法の場合と同じく、典型的な事例として原始的不能な契約が締結された場
合における相手方の保護をめぐる問題を議論の対象としていたが、後にドイツ法同様にそれ
以外の場合においても同責任が問題となることが議論されていった。その理由としては、以
下のようなものがある。
例えば、契約交渉段階において同責任が問題となりうるという点については、
「契約準備
交渉段階での紛争を解決する規範として用意されている担保責任や詐欺・錯誤理論によった
のでは、被害者の適切な救済が図れない」といった事情が存在していたことを指摘する 。
10

すなわち、担保責任を追及しようとすると、適用される場面が限定的である（権利の瑕疵又
は物の瑕疵に限られる）ほか、除斥期間が設けられている点でも十分な救済が図られるとは
いえない面がある。また、錯誤無効や詐欺による取消を主張するためには、詳しくは後述す
るが現実には困難な場合が多く、これまたハードルが高いものといえる。この他にも、古典
的な契約概念、すなわち、申込と承諾の意思表示の合致により契約が成立するとの概念にと
らわれていることは、現代の契約準備交渉の実態から乖離しており、妥当な問題解決が得ら
れない場合もあることが主張されている 。
11

そして、特に企業が契約の当事者となる場合には、内部機構や業務の複雑化・多様化の中
で意思決定手続も多元化しており、例えば、現場レベルにおいては交渉が進み、契約の締結
の一歩手前の段階にまで至ったような場合でも、上部決裁機関においてこれが覆されてしま
い、契約の締結に至らなかったような場合に、現場の担当者の言動や態度を信頼した相手方
を救済する必要性から、このような場合にも契約締結上の過失理論が用いられる場合がある
とも指摘されている 。
12

契約締結上の過失責任は、今日においては、特に消費者取引において、消費者保護のため
に重要な役割を果たすことが期待されており、例えば北川博士はこの点を強調している 。
13

本田純一教授も同じ視点に立っており、消費者保護のために、
「契約締結への不当な介入を
うけ、不利な内容の契約を締結した者に対してその損害の賠償請求をみとめ、あるいは契約
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上の履行義務から解放する等の消費者保護の一手段として役立つべきことが期待される」と
述べている 。
14

一方で、契約締結上の過失責任理論を用いることで、
「契約の準備段階に生じる諸々の法
的問題」のほとんどをこれによって解決することができ、同理論は非常に便利なものである
としつつも、その濫用については十分注意されなければならない。安易にかような理論に依
存するような態度をとると、契約法・民法の「脆弱化」をもたらすことにつながるという。
その意味で、同理論の限界を認識し、濫用を防ぐための手立て（例えば、同理論の「類型
化」など）を講じてから慎重に導入すべきであるといった点にも注意しなければならないこ
とを付け加えておく 。
15

また、前述したように、契約締結上の過失責任は、錯誤や詐欺、担保責任などの諸制度と
の競合が生じうる場合があり、これら諸制度との整合性をどのように考えるかといった問題
点をも残されており、今日でもなお議論されている。確かに、これらの諸制度との競合が生
じうる場合は、わざわざ締約上の過失責任に基づかなくても、これらの諸制度を用いること
によって解決を図ることができる場合もあるといえる。しかし、例えば、売買契約締結後に
売主が自らの要素の錯誤に気付き錯誤無効を主張した場合に、買主が契約の有効性を信頼し
て相当な出費をしていた場合、買主が売主に対してその損害の賠償を求めることができるか、
といった問題が生じ、このような場合、ドイツ法においては、履行利益を限度とした損害賠
償責任を肯定する旨の規定（ドイツ民法典122条）が存在するが、我が国の民法典にはこの
種の規定が存在せず、どのように取り扱うべきか、あるいは、民法95条は錯誤の主張するこ
とができる者について定めておらず、錯誤無効は売主・買主のいずれもが主張することがで
きるわけであり、売主側から主張されても、それが直ちに不法行為となるわけではない、な
どという問題点が残り、契約締結上の過失責任によって、このような場合の被害者の救済を
図ることができることがある 。
16

以上のように、今日でも様々な問題点を残しており議論が重ねられているものの、契約締
結上の過失理論は我が国においても概ね受け入れられており、当初のドイツ法におけるイェ
ーリングの提唱した理論から大きく拡張され、今日においては、
「契約締結の交渉・準備段
階から契約締結までの過程において、契約当事者の一方が、故意・過失により相手方に損害
を生じさせた場合には、その契約が不成立ないし無効なときでも、その損害を賠償しなけれ
ばならない」との法理である、などと一般に理解されるに至っている。
17

Ⅲ

契約締結上の過失責任の法的性質

１、不法行為責任説
契約締結上の過失責任が我が国で主張されるようになった当初は、当事者間において契約
が締結されておらず、契約関係に入っていない状態にある以上、不法行為責任に該当するも
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のであると理解された。代表的な学者の見解としては、山主政幸教授がこの説を提唱してい
た 。
18

他に、末広厳太郎博士も、契約締結の自由を不当に侵害した場合には、民法710条によっ
て信頼利益の賠償を認めてもよいものとの見解を示している 。
19

その後、鳩山秀夫博士により、一つの注目すべき学説が現れる。鳩山博士は、論文「債権
法における信義誠実の原則」において、同責任が問題となるもっとも典型的な事例である原
始的不能な契約が締結された場合においては、同責任は不法行為責任の一種に該当するもの
であり、瑕疵担保責任を類推して、信義則に基づき、過失を要件とする賠償責任であるとし
ていた 。同博士の見解は、今日における通説の素地となったものとして評価されている 。
20

21

すなわち、鳩山博士は、原始的不能により契約が無効になった場合において、特定物売買
における目的物の数量不足や一部の滅失、あるいは目的物に隠れた瑕疵の存在する場合にお
ける買主の担保責任（民法565条及び570条）を、
「売買の目的物が契約当時より欠点を有し
てその一部不能なることが初より確定せる場合」において、
「客観的一部不能に対する契約
締結上の責任」を認めたものであると理解し、これが民法559条により売買以外の有償契約
においても準用されるため、実際にはより幅広く適用されるものとしている。そして、客観
的一部不能の場合のみならず、客観的全部不能の場合においても同様に責任を追及すること
ができるか、といった点について、民法の大原則である信義則に則って考えれば、そもそも
担保責任を民法上認めていること自体の理由として、
「売買その他の有償契約に付て当事者
の責任を重からしむることを取引上の需要に適し且信義公平に適するものと認めたるが故な
り」と解すべきとして、担保責任自体がいわば信義則上認められたものであると鳩山博士は
理解しているため、担保責任は完全なるものを給付すべき義務に基づくものではないとする
のならば、この立法趣旨に則り、一部不能の場合ならず、契約が無効となったために給付義
務のない場合においても担保責任に関する規定が類推適用されることは正当と考えられ、当
事者に過失のある限り、客観的全部不能の場合についても賠償責任を認めるべきであると唱
えたのである。そして、同責任の法的性質としては、これも一部不能の場合を基準として考
え、一部不能の場合には、契約が成立している以上、担保責任は契約上の責任であるとして
おり、一方で全部不能の場合は、「可能なる契約を締結すべき予約の存したる場合を除くの
外、契約上の責任を認むることを得ぬ」として、契約が有効に締結されていない以上、契約
上の責任を問うことはできないとして、同責任は不法行為として解すほかないとしているの
である 。
22

近年の学説においても、例えば平野裕之教授は、契約締結上の過失責任を不法行為法によ
り処理することが可能であると唱えている 。
23

それによれば、今日の不法行為法では、当初指摘された不法行為責任の不都合な点をカバ
ーすることが解釈・運用上可能であるとしている。後述するような契約責任説を採用するこ
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とによる長所は実質的にはさほど問題とならないものとみていることが伺えるものであり、
具体的には、我が国の民法709条は不法行為による損害賠償の根拠として広く適用すること
ができる包括的な規定であり、今日では、純粋な経済的損害についても709条により損害賠
償を求めることができる点に関して異論はなく、それは契約交渉や契約後においても変わり
はなく、「財産的完全性を含めて完全性利益の侵害はすべて不法行為法」で対応できるとし
ている。また、立証責任の問題に関しても、契約責任説でも一定の注意義務違反については
被害者の側でこれを立証しなければならず、これは場合によっては不法行為責任の過失の立
証と変わらない程度の負担となること、また第三責任説においても立証責任は被害者の側が
過失の証明をなさなければならないとしており、この点でも不法行為責任と変わりはないこ
と、そして、使用者責任については今日ではほとんど死文化したような状態であること、さ
らに３年の時効期間についても、これを基にただちに契約責任説や第三責任説とすべき根拠
とするには理由が乏しいものであることなどを指摘し、
「不法行為法に不備があるならば、
解釈ないしは立法によるその積極的改正に努めるのが正道であり、結果の妥当性のための安
易な抜け道は避けるべきである（許されるとしても最後の最後の手段としてであろう）
」と
して、安易に他の道に逃避することは好ましくないことであると述べている 。
24

２、契約責任説
契約締結上の過失責任を契約責任に基づくものであるとするものである。代表的な学説と
しては、前述の鳩山博士の学説を受けて、これを発展させる形で我妻栄博士の唱えたものが
ある。我妻博士は、契約当事者は、無効な契約を締結することによって相手方に損害を与え
るような行為をしてはならないという信義則上の義務を負っているというべきであるとし、
契約を締結するにあたっては、特定の相手方との強い接触が生じる以上、不特定多数の者と
の間に生ずる通常の不法行為責任よりもより重い責任を負うのは信義則上、当然のことであ
り、かくしてはじめて、信義則は、一貫して、事実上契約によって結合される当事者間を規
律することになるとの見解に基づいている 。今日では、この見解が学界においては通説で
25

あるとされる。また、契約準備段階における過失についても同様に同責任が問題となるとさ
れ、「（契約）当事者は、準備段階をもって信頼関係に入るのであるから、この段階における
過失は、一般の不法行為とするよりも、契約上の信義則の問題とすべき」とされるのであ
る 。
26

具体的には、
「契約順位交渉段階での過失ある行為を当事者に帰責するにあたって、不法
行為責任規範によったのでは、被害者の適切な救済が図れない」として 、不法行為責任を
27

追及するには、①特定の財産・身体の一時的侵害のない経済的損失については、709条の
「権利」侵害に該当せず不法行為法では救済を受けられないと解され、②不法行為責任では
被害者が責任主体の過失を証明しなければならない、③不法行為責任では被用者の行為につ
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いて免責立証が認められている（715条１項但書）
、④不法行為責任では消滅時効が３年であ
る（724条）などのさまざまな制約があり、これでは十分な救済を図れないということが主
張されてきた 。よって、不法行為責任によるよりも、415条に基づく債務不履行責任として
28

処理を図ったほうが、被害者の救済の面で優れているとされ、
「契約準備行為が特定人間で
開始されることによって、一般市民間におけるとは異なる、信義則の支配する密接な関係に
もとづく」新たな義務を負っているものであるとして、契約締結上の過失責任が認められる
に至っている 。
29

よって、同責任を契約責任に基づくものとして構成するほうが、債務者の側で自らに帰責
事由がないことを立証しなければならず、債務者が履行補助者を使用した場合、履行補助者
の責任についても債務者は当然にこれを負わなければならないこと、その他時効期間が原則
10年であり、不法行為責任の場合よりも長期間であることなどから、被害者の救済に有利で
あるとされることであるとされる 。
30

契約責任説をさらに深めたものとして、北川善太郎博士の唱える学説がある。北川博士は、
「附随義務」に着目し、契約責任説を主張しつつ、契約締結上の過失責任の構造自体を再構
成することを試みた。その結果として、契約責任を再構成し、従来の通説的な理解であっ
た、
「契約債務不履行」から、
「契約の前中後における当事者の一定の法的態度」に着目し
て、これらにも契約的な保護が要請される契約債権関係が存在する場合があることから、伝
統的な契約責任である「基本的契約責任」とそれ以外の、いわゆる付随義務などに関する
「補充的契約責任」に分類し、そこから締結上の過失責任を検討するといった方法をとった
のである 。
31

具体的には、
「基本的契約責任」と締結上の過失については、瑕疵担保責任と原始的不能
論などとの整合性を図ることを試み、
「基本的契約責任は原始的後発的履行侵害を包含しう
る」ものであり、
「有効な契約締結時の自己の給付義務についての締約上の過失は基本的契
約責任」となるものであり、この場合、締結上の過失を持ち出さなくとも解決が図れるもの
とした。また、
「補充的契約責任」と締結上の過失については、いわゆる付随義務をこれに
よって肯定せんとするものである。
「契約準備行為の開始によって発生する債権関係に基づ
いて、主観的には相手方の意思決定に重要な事実、客観的には目的とする行為と内部的関連
をもつ事実の開示を内容とする」義務が当事者間に生ずるものとする。これに違反した場合
には、損害賠償やそれに加え契約の解除をもなすことができるとする。付随義務と合わせて、
当事者間に「注意義務関係」が生ずることもあわせて述べている。これは、
「契約準備行為
中の当事者に契約的保護を与えることで、契約の場の確保・保全をな」すことで、
「間接に
契約機能を維持する機能」を果たすものであるとする 。
32

さらに今日では、同責任を契約責任説として捉えた場合には、いかなる場合にいかなる附
随義務が課されるのかといった、附随義務の類型化という新しいタイプの研究も現れてい
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る 。
33

しかし、一方で、契約責任説についてはその法的根拠について明確に指摘しておらず、曖
昧な点が残されているという指摘がなされている。付随義務や注意義務などは、契約当事者
間の合意によって生ずるものとは考えにくいとして、結論としては法定上の義務として理解
しているのだろうという 。詳しくは後述する。
34

他にも、我が国では、純粋な契約責任説は採用されていないともいわれ、すなわち、契約
締結上の過失責任を契約責任説として理解することは、
「交渉により目次的に誠実に行動す
ることが約束されているという合意に基づかせるもの」であるが、我が国でいう契約責任と
は、415条の債務不履行規定を根拠として、
「契約前の注意義務違反をこれに含める趣旨」の
ものであり、実質は第三責任説であるとも指摘されていることに注意を要する 。
35

３、第三責任説
契約締結上の過失責任を、契約責任、不法行為責任の両者の中間的な立場に属する第三の
責任であると解する学説である。
例えば、円谷峻教授は、契約締結上の過失責任を「言葉通りに理解すべき」ものであると
主張しており、それは、同責任は、契約を締結せんとする者が何らかの「非難されるべき」
行為があった場合に発生するものであり、何が「非難されるべき行為」なのかは、結局のと
ころ、個別の事例ごとにあらゆる要素を総合的に判断するほかなく、
「契約締結段階に生ず
る諸々の責任問題の総称」であり、かような場合における責任の「風呂敷」にすぎないもの
であるからとする 。
36

そして、「契約締結の際に生じる諸々の責任問題」については、状況に応じて、信義則規
定、契約責任規定、不法行為責任規定など個別の法規範によって問題の解決を図るべきとし
ている。それは、
「契約締結上の過失が問題となる事例には多種多様な事案があり、規範化
された「契約締結上の過失の法理」を持ちだして、何が何でも契約責任として解決しようと
することは、我が国の法状況においては必然性もないし、不必要」であり、
「いかなる解決
が適切かは、個別的な事案の具体的な状況に応じて判断されるべきものである」と述べてい
る。それは、近年においては判例も、契約締結上の過失責任とは明言せずに、
「信義則上の
注意義務」というわが国独自の解決の仕方を法形成しているし、そうすることによって、債
務不履行責任とすることによる不都合な点を是正せんとしていることも重要であり、このこ
とも考慮すると、やはり「契約締結上の過失責任」という規範的概念を作ることは疑問を生
じるとするからとしている 。
37

かような見解が主張されるに至った背景としては、近年のドイツ法において、契約締結上
の過失責任は、
「成文法の補充として設けられた法定の債権関係に基づく責任であり、この
法定債権関係は契約交渉の着手によって生じ、取引の相手方に対する行為において、取引で
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通常の注意を払うように義務づける」べきものなどとと示されており、すなわち、当事者間
の合意に至らなくとも、同責任は当事者の社会的な接触を根拠として認められる「法定債権
関係」であるなどと示されており、かような概念をもとにしているものといえる 。
38

また、森泉章教授も同様に、締結上の過失責任を契約責任説に基づくものと理解するほう
が被害者の救済の面で有利だとされるが、確かにこれを否定することはできないものの、「契
約利益の達成を直接の目的としない交渉相手の身体、財産の保持義務をも含ませしむ場合、
その内容は、不法行為法上の不可侵義務、注意義務とほとんど変わるところがない」として、
結果としては純粋な契約責任によるものとして理解することは必ずしも適切ではなく、第三
の責任と解することが適切ではないかとする 。
39

このほか、柿本啓教授も、同責任は、純粋な不法行為責任や契約責任の範疇に入るもので
はなく、両者の融合的なものであることから、両者の中間領域に属するものではないかと見
ているようである 。
40

その他、
「契約締結のための商議の開始によって契約当事者間には信頼関係が成立し、こ
れによって、相互に相手方の人格及び財産を害しないように適当な考慮を払うべき保護義
務」を契約当事者は相互に負っており、これに反することが契約締結上の過失に該当するの
であるとの、
「保護義務違反説」も主張されている 。同説は、松坂佐一教授の見解が著名で
41

ある 。
42

Ⅳ

契約締結上の過失責任が問題となる場合の具体的類型
従来、契約締結上の過失責任が問題となる事例およびその類型としては、学者によりその

分類方法は多少異なるものの、①契約締結行為を行ったものの、それが無効・不成立に終わ
った場合、②有効な契約が成立したものの、その成立過程において問題があった場合、③契
約交渉の準備段階に問題があり、契約の締結に至らなかった場合、④相手方の完全性利益を
侵害した場合、などに大きく分類することができるとする理解が支配的であった 。今日に
43

おいても、具体的な適用事例としては、これらの分類をもとに検討されることが多い。
１、契約が無効あるいは取り消された場合
これは、
「契約は締結されたが、無効または取り消されたことから遡及的に消滅した場合、
あるいは原始的不能により契約が無効であった場合」であり、その結果として「相手方に無
用の出捐をさせた場合」である。この類型は、ドイツにおいても我が国においても、契約締
44

結上の過失責任が問題となる事例として最初に想定されたものである。
我が国の民法典上にこれまで明文規定は存在しなかったものの、原始的に不能なものの給
付を目的とする契約は無効であるといった、ローマ法以来の法格言（Impossibilum nulla
obligation est）が存在し、今日でも概ね通説的見解として理解されている 。これに従えば、
45
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原始的不能な契約は無効となるわけであり、かような場合に、契約を無効なままの状態で放
置することは、
「利益・不利益の帰属の点で両当事者間に不公平が生ずる」場合があり、
「買
主の保護」を特に重視する必要があることから、契約準備交渉段階において給付をすべき者
が悪意または有過失であり、かつ、被害者が善意・無過失であれば、同責任を認め、信頼利
益、すなわち、有効に契約が締結されると信頼していたがために被った被害の賠償を認める
べきであるといった点が主な特徴である 。その一方で、前述のように、近年、有力説とし
46

て、相手方の無過失は不要であるとの見解も主張されている。これは、相手方に過失が存在
するような場合においても、過失相殺を行えば損害賠償の調整は可能である、との判断に基
づくものである 。
47

他には、「契約成立の要件が欠けていた場合」がこの類型に該当する。たとえば、意思表
示の欠けつや瑕疵が存在した場合、具体的には錯誤無効や詐欺による取消、他にも公序良俗
により無効となった場合やその他特別法の強行規定に違反した場合などである。
２、契約が有効に締結された場合
この類型は、当初は契約締結上の過失責任として処理されるべき事例として想定されてい
なかったが、ドイツ法では古くから議論がなされており、我が国でも早い段階から議論がな
されてきたものである 。
48

具体的には、
「契約が有効に締結されたのだけれども、契約交渉の際の不十分な説明・情
報提供などの結果、一方の当事者としては自らが考えていたのとは違った状態で給付を保持
することとなった」場合である「不当表示」事例であり、いわば「不利な契約を締結させら
れた事例」ともいえる。
49

さらに、「契約締結の準備段階において、契約当事者の一方が告知・説明義務、開示義務
などを怠ったために、相手方にとって不利な契約が締結された場合」ともいえ、これは、信
50

義則上認められる附随義務に違反した結果、相手方を保護するものであると理解することが
できる。特に、告知・説明義務、開示義務等が債務の内容とならないために、債務不履行責
任を問うことが不可能な場合などにおいて有用であるされる 。
51

前述のごとく、最近では、
「不公正な取引方法」から消費者を保護するための方法として
締結上の過失責任を用いることが注目されている。今日では、不公正な取引については特別
法の立法によりある程度の規制がなされているが、いわば法の網をくぐるような新たな類型
の取引についてはこれら特別法での対応が困難で、新たな類型の消費者被害を発生させるこ
ともあり、かような場合にどのような方法で消費者の救済を図ることができるかという点か
ら、締約上の過失責任を用いて、
「望ましくない契約からの脱退」をはかるべき方法を確立
すべきであるということが有力に主張されている。具体的には、特にこのような取引により
が被害を受けた場合、一定の要件のもとに、損害賠償のみならず締結上の過失を根拠に契約
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の解除までも認めるべきではないかとするものである 。
52

その一方で、同責任をもとに契約の解除までを認めるのは困難なのではないかとの立場も
あり、それは、消費者保護のための特別法の存在を軽視することにもつながるし、消費者取
引において契約を解除する場合には、解除や撤回につき損害賠償を支払うことがないことが
前提なるとして、そのためにクーリング・オフ制度などが設けられているのであり、これと
の整合性の問題も指摘している。
（たとえば、締結上の過失につき解約を認める場合には、
その期間はいかなる範囲でこれを認めるのかなど。
）また、わが民法典では損害賠償の方法
としては金銭賠償を原則とし、ドイツ法のように現状回復主義を採用しておらず、この点か
らしても、契約の解除を認めることによって契約を締結しなかった状態への現状回復的な救
済を図ることを認めることはわが民法典の解釈上も無理があるのではないかと指摘しており、
これらの問題点の解決を図らずして安易に解除権を認めるべきとの主張は慎むべきではない
かと指摘している点にも留意する必要がある 。
53

具体的な要件として、まず第一に、契約当事者間に、当該契約に関する専門知識、経験、
情報量につき、著しい格差が存在すること、第二に、当事者の一方にとって契約締結のため
の意思決定にとって最も重要な、契約内容その他の事情（契約の目的の品質・効用・取引
量・関連重要法令の内容、契約自体の基本構造、契約の投機性等）に関する広義の説明義務
違反（いわば重要事項告知義務違反）があったこと、そしてこの事情を相手方が知り、又は
知り得たこと、さらに、当事者の一方が契約締結によってその期待に反する契約関係に立っ
たこと、などを満たす場合に問題となるとする。なお、ここでいうところの、
「当事者の一
方が期待に反する」とは、
「説明義務違反行為によって通常人が抱く期待」を基準として判
断すべきとする 。
54

かように、締結上の過失責任は、説明義務や情報提供義務を肯定する根拠ともなるもので
ある。
なお、この場合、
「合意の瑕疵」の観点から、錯誤無効や詐欺による取消を訴えることも
できないわけではない 。しかし、例えば錯誤に関しては、通説は法律行為の要素の錯誤が
55

存在することが要件となっており、いわゆる動機の錯誤については、通説的見解に立てばこ
れは無効とはならないとの立場をとっており、また例外として動機が相手方に表示されるな
ど、意思表示の内容となっていればこれを無効とすることもできるとするが、現実には相手
方に動機をその都度表示することなどは稀なことといえるため、現実問題としては錯誤無効
を用いることは、立証が非常に困難となるといえる。また、
「錯誤は表意者の内心を重視す
る反面、情報提供義務違反という相手方の行為態様を考慮しない」ことから、
「そもそも情
報提供義務違反の事案に錯誤を適用するのが適切か」といった問題が存在するのも事実であ
る 。
56

また、詐欺による取消を主張することに関しては、詐欺の場合は相手方の欺もう行為に着
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目することから、判例・通説として、いわゆる二段の故意が要求され 、相手方の故意を立
57

証できない限り、詐欺による取消も主張できないと一般に考えられることから、
「詐欺の限
界」に突き当たることも少なくなく、実際にも詐欺が主張されることはまれなものとなって
いる 。
58

３、契約の締結に至らなかった場合
契約締結上の過失責任が問題となる第三の事例は、
「当事者の一方が契約交渉を理由なく
打ち切り、それにより相手方の契約締結への期待を裏切り、相手方に無用の出費をさせた場
合」であり、契約交渉破棄事例と呼ばれるものである 。
59

これも、初期の学説はこの種の類型を想定しておらず、
「交渉破棄」が学説において注目
を帯びはじめたのは、裁判例が本格的に登場した以降であるという 。
60

本来、契約自由の原則に基づけば、交渉破棄の自由も認められてしかるべきである。しか
し、先述の如く、
「交渉が煮詰まり、そのため、一方の当事者が締約を期待して一定の行動
を起こした場合、その後、相手方が正当な理由なく交渉を破棄すれば、破棄者には責任が課
「交渉中、各当事者は締約に関して
されるべきである」と唱えられるようになり、そして、
61

様々な期待を抱き、それに基づいて行動するが、その信頼は後に裏切られることもある。で
は、この場合、いかなる信頼が、どのような条件の下で、そして、どんな範囲ないし程度に
おいて保護されるべきであろうか」と、問題が定式化されるのである。
62

我が国の裁判例の特徴として、この類型に属するものとしては昭和50年代以降に飛躍的に
増加し、不動産や金融など、比較的大規模な契約に関するものが多く、判決例としては請求
を認容した事例の方が多いのが主な特徴である 。
63

具体的事例としては、
「契約の準備段階で契約当事者の一方に過失があり、結局は、契約
が締結されるに至らなかった場合」などがこれに相当する。代表的な判例を挙げると、最高
裁昭和59年９月18日判決（判時1137・51）においては、マンションの販売業者と歯科医との
間の売買契約において、歯科医の希望に応じて販売業者がマンションの設計変更を行ったも
のの、実際には歯科医は入居せず、契約が成立しなかったという事例において、歯科医の契
約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由として、損害賠償請求を認めている。同
判決の原審においては、
「取引を開始し契約準備段階に入ったものは、……信義則の支配す
る緊密な関係にたつのであるから、のちに契約が締結されたか否かを問わず、相互に相手方
の人格、財産を害しない信義則上の注意義務を負う……これに違反して相手方に損害を及ぼ
した場合には、契約締結に至らない場合でも、当該契約の実現を目的とする右準備行為当事
者間に既に生じている契約類似の信頼関係に基づく信義則上の責任として、相手方が当該契
約が有効に成立するものと信じたことによって蒙った損害の損害賠償を認めるのが相当であ
る」と判示されており、最高裁判決は、この原審の判断を肯定する立場をとっていることか
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ら、最高裁は、このような場合においても、契約締結上の過失責任が肯定されることを認め
たものといえる。ただ、これには、異説もあり、学説としては素直に認めているとは言いが
たい面もあるのは事実である 。しかし、私の見解としては、相当な程度まで契約の交渉が
64

進捗した段階において、突然、契約を締結しない旨を主張するという行為は、やはり人間と
しての誠意を欠いた行動であり信義則に反する行動であると言わざるを得ないものであると
考えられる。特に、本件のような、不動産の売買契約等においては、本件の場合のように相
手方に自らの希望に応じて設計変更を求めるような場合には、相手方もそのために相当な費
用を費やしているものと考えられ、その後に、突然、契約を締結する意思がない旨を表明す
るという行為は、やはり、相手方に重大な損害をもたらすという点で、相手方への誠意を欠
いたものであり、よほど特段の事情の存在するのでない限りは、認められるものではないと
考えられる。よって、判例の立場を原則としては支持してよいものと思われる。
かような場合において、いかなる場合においていかなる程度の締結上の過失責任が発生す
るのかとの点に関しては、学説の対立を見る。すなわち、交渉成熟過程三分説、責任発生態
様二分説、一元説の三者に学説は大きく分類される。第一番目の学説は、近年注目を帯びて
いる、いわゆる「契約の熟度論」の概念をもとにしたものである。
契約の熟度論とは、契約交渉段階における同責任をめぐる問題について、今日では、一言
に「契約交渉」といっても、これをすべて一緒くたにして捉えるべきではなく、契約交渉に
も、交渉の開始から契約の締結に至るまでには何段階かに分類することができ、それによっ
て、責任の法的性質や内容が異なってくると理解するものである。かような見解を唱える学
者としては、第一に鎌田薫教授が挙げられ、同教授は、特に不動産取引に関しては、「契約
関係の実際は、ある一定の時点を境にして、それ以前はなんらの法律関係も存在せず、それ
以後は両当事者は契約の鎖で固く結びつけられる」ような二極端なものではなく、
「その端
緒から履行の官僚に至るまで段階的に成熟していくものであって、個々の法律問題について
はその成熟度に応じた法律効果を認めていかざるをえない」ものと述べており、締結上の過
失責任に関してもこれに準じて考えるべきではないかとするものである 。
65

鎌田教授の説を更に深めたものといえるのが、松本恒雄教授の主張する説である。松本教
授は、契約交渉段階を三段階に分類し、まず第一段階として、単に契約交渉を開始したのみ
で、当事者の接触が始まった段階では、たとえ契約交渉が拒絶された場合においても、事実
上の交渉が始まっているのみで本格的な交渉は始まっていないため、契約責任としての契約
締結上の過失責任が問題となる余地はないとする。次に、第二段階として、契約交渉が進捗
し本格的な契約交渉が開始されたが、未だ契約の成立までには至っていないという段階に達
すると、当事者間に「告知・警告義務」が課される。すなわち、この段階に達すると、当事
者間が相当程度の信頼関係で結ばれることとなるから、それを裏切ることのないように、新
たな義務が課されることとなると考えられる。最後に、第三段階として、契約内容がほぼ合
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意に達し、正式契約の締結日が定められるに至った段階、すなわち、契約の「熟度」に達し
た段階になると、第二段階で求められた「告知・警告義務」に加え、
「誠実に契約交渉をな
すべき義務」も課されることとなるとしている。第二段階までは、たとえ交渉を自己の都合
のみで打ち切ったとしても、開示義務違反が存在しない限り、賠償責任を負わされることは
ないとしている 。
66

池田陽治教授はかような概念を「交渉成熟過程三分説」として、第一段階は通常の不法行
為責任のみが認められる段階、第二段階は信義則上の「開示義務」が発生する段階、第三段
階は「誠実交渉義務」
、すなわち「誠実に契約の成立に努めるべき義務」が発生する段階で
あると理解している 。
67

以上のように、契約交渉段階における義務を交渉の成熟段階ごとに分割して検討し、契約
交渉が進捗するにしたがってより高度な義務が発生するとするのが契約の熟度論である。
更に、これらの熟度論を、契約の成立の時期とも関連させて捉えようとする研究も現れて
おり、これについても今後の展開が期待されるところである 。現段階での判例・学説の傾
68

向をまとめると、契約交渉が回数を重ね、準備段階における合意文書も相当に蓄積し、基本
的な合意に達したような場合は、当事者間で一定の信頼関係が生じており、契約の締結に向
けて期待感を互いに持っているため、この段階に達したところで交渉を打ち切り、合意を破
棄することは信義則に反する行為であり、この場合は、すでに当事者間に相当な接触があり
信頼関係を築いてきたことから、債務不履行として捉えるのが適切であるといえる 。
69

第三番目の学説は、
「帰責事由の有無にかかわらず、契約成立への信頼を惹起した当事者
が正当な理由なく締約拒絶、あるいは不可能にしたなら、相手方が成立を期待して被った損
害を賠償しなければならない」とするものである 。
70

また、契約交渉の中途破棄が問題となる事例は、具体的な適用事例としては、さらに細分
化できる。すなわち、第一に、
「誤信惹起型」
、第二に、
「信頼裏切り型」である。
具体的には、
「誤信惹起型」としては、
「
「締約の可能性がある」との信頼が「誤信であっ
た」として争われた事案」や、
「
「締約が確実である」との信頼が「誤信であった」として争
われた事案」がこれに該当するとしている。
誤信惹起型はさらに、a,「
「幾分なりとも締約の可能性がある」の誤信が惹起された場合」
、
b,「
「締約が確実である」との誤信が惹起された場合、c,「
「既に締約された」との誤信が惹
起された場合、の三類型に分類して検討すべきとし、現在の我が国の判例においては、aと
bの場合においては、賠償請求を認めたものの、cの場合についてはこれを認めたケースは
なく、また認められることはまずあるまいとする 。
71

二番目の、
「信頼裏切り型」とは、池田教授は、
「契約締結利益侵害」があった場合である
とする。ここでも、より具体的にいえば２種類に分類できるものとする。１つは、
「
「事実」
から、「締約は確実」と信頼したのに、
「それが後で裏切られた」として争われた事案」であ
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り、２つは、
「合意により、
「誠実交渉義務」が発生したが、
「当事者の一方がそれに違反し
た」として争われた事案」であるとするものである。
尚、契約交渉の中途破棄事例については、損害賠償の範囲についても議論を呼んでいる。
従来の通説として主張されてきた信頼利益一辺倒で通すのは現状を鑑みれば必ずしも適切で
はないとして、これについても前述の契約の熟度論をもとに決すべきではないかとされる。
たとえば、
「損害賠償の範囲について、原則として信頼利益に限られるが、契約が成立した
状態に限りなく近いと考えられる場合には、履行利益の賠償まで認めるべき」であるとし、
今日ではこれが通説であるとされる 。
72

具体的には、円谷峻教授は、信義則上の注意義務が問題となる場合には、―信頼利益とい
うメルクマールによるのではなく―具体的事情に応じ、交渉中の諸事情、諸要因を衡量し
て、賠償の範囲を決めるべしと主張しているのである 。そして、契約交渉において誠実義
73

務が認められるほどの段階にまで達した場合（先述の、
「第三段階」に達した場合）に関し
ては、契約が成立したのと同等の賠償、すなわち、契約が成立したのと同様に取り扱うべき
であり、本来の契約責任である履行利益の賠償までを認めるべきであるとしているが、これ
に対する批判としては、本田教授は、損害賠償の判断の基準が非常に抽象的なものであるた
め、不法行為の構成要件と比して妥当であるか、といった点を指摘している。このため、履
行利益の賠償を認めるためには、
「交渉の成熟度」に加えて、
「破棄者側の背信性の強さ」を
もあわせて要求されるべきではないかと述べている 。
74

また、本田純一教授は、より幅広い観点から損害賠償の範囲を決するべきとして、「いか
なる内容の損害賠償を認めるかは、信頼利益や履行利益という概念にとらわれることなく、
当事者の意思解釈などをふまえ、どのような内容の賠償を与えるのが妥当かという観点から
決すべきであると解する」べきであるとする立場をとっている 。
75

４、完全性利益侵害があった場合
第四の類型として、
「契約準備交渉の際に、一方の当事者が相手方の生命、身体、財産等
の権利、利益（完全性利益）を侵害した場合」においても契約締結上の過失責任が問題とな
るとする 。代表的な事例として、①契約準備行為中の過失、②契約準備行為に機縁をもつ
76

過失が存在する。前者は、契約締結のために準備を進めていたが、相手方に過失ある行為が
存在したがために契約目的を達することができず、また契約も締結されなかった場合に、契
約準備に要した費用の賠償を図るもの、そして後者は、
「契約締結の準備のために、一方の
案内で目的物を見る場合に、その者の故意・過失による照明の不十分や階段の破損等施設の
故障あるいは商品の倒壊等によって相手方に損害を生じた場合」などである。
77

しかし、我が国においては、この類型に該当する事例は一般的な不法行為責任を用いて処
理されるのが一般的である。この類型が誕生したのは、ドイツ法において、不法行為法の短
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所をカバーするために、契約責任の拡大によって契約締結上の過失責任として処理してはど
うかといった見解が主張されるようになった背景がある。このため、我が国ではこの類型に
該当するような事例を契約締結上の過失責任により処理する必要性は乏しく、不法行為責任
で事足りるとするのが支配的見解である。
例えば片山金章博士は、この類型に該当する場合における責任問題は契約締結上の過失の
問題ではないと明言している。その理由としては、かような類型に属する問題は契約の締結
の準備とは別個に存在するものであり、契約の締結をせんとする意思が当事者間にあるか否
かにかかわらず、何人に対しても負わなければならない一般的な注意義務なのであり、契約
当事者間における固有の責任問題にとどまらないものであるから、何人に対しても負うこと
となる不法行為責任の延長として理解することが適切なものとする 。
78

実際、我が国でこの類型に属する裁判例は、人身や所有権の侵害に関するものは存在せ
ず、経済的損失など、財産権侵害に関するものが、第二の類型である交渉破棄に取り組まれ
て議論されつつあるといった段階にとどまっているのが現状である。
Ⅴ

結語

以上、契約締結上の過失責任をめぐる諸問題を検討してきたが、今日においても学説の対
立をみる箇所が多く、今後の一層の研究が期待される分野であると実感した。
同責任については現在においてもこれを認めることについて慎重な見解があり、たとえば、
大村敦志教授は、今日においても、締約上の過失責任を新たな法理として導入するのは必要
がないと思われるとして、慎重な立場をとっている 。
79

また同責任を肯定する多くの立場においても、その法的性質については未だに不法行為責
任説、契約責任説、第三責任説など立場の対立をみる状態が続いているのが現状である。
確かに、同責任は他の諸制度の制度間競合が生じる場面があり、他の制度を用いることで
当該問題の解決を図ることが可能な場合も少なくなく、同責任の法的根拠が曖昧な状態のま
までこれを肯定するというのは慎重であるべきという見解も一理あるといえるのも事実だが、
私の見解としては特に今日では消費者保護などの面において 、またこれ以外にも、消費者
80

契約のように契約の当事者間において立場の較差が存在する中で締結される契約ではある
が 、消費者契約として扱われないために消費者契約法の適用対象外となる類型のものにつ
81

いて相手方の保護に役立つものであり、いくら他の諸制度との制度間競合がみられるとはい
え、前述したようにこれらはいかなる場面においても万能なものではなく、常に利用しやす
いものであるとは言い難い面もあるため、これらの弱点を同責任でカバーすることで当事者
の保護を図ることができるという点は否定できないと思われるため、今日の多くの学説に従
い、同責任は肯定されるべきものと考える。
また、同責任が肯定されるものと捉えた場合、同責任の法的責任について、我が国では不
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法行為責任に関する一般規定（民法709条）を有しており、同条はあらゆるところに幅広く
適用できるものであるから、契約責任の拡張によらなくとも、我が国では不法行為責任で対
応できるともいわれているが、私の見解としてはやはり、契約関係に入ろうとする当事者は、
互いに信頼関係をもった強い拘束力を有する関係で結ばれようとしている状態にあるので、
これを裏切らないように誠実に交渉に臨まなければならないというのが信義則にかなう行為
だといえるので、全くの「赤の他人」である一般市民間の関係とは異なるものであることに
は疑いはないといえることから、契約関係に立たない一般市民間と同じ不法行為責任で事足
りるという見解には賛成しがたく、やはりそれよりも深い責任を負っているものと理解する
ことが適切であるといえる。
かような見解に基づけば、原始的不能な契約が締結された場合および契約成立後における
同責任は契約が一旦は締結されている以上当然に、また、契約交渉段階における同責任につ
いても、たとえ契約が不成立であったり、無効であったとしても、交渉段階において一定の
時期を経過した段階に達したら前述の理由からこれを契約責任に準ずるものとして理解する
ことが適切であると考える。ただ、その際、特に契約交渉段階においては、いかなる際にど
の程度の責任を負うのかという点については明確な線引きが困難な問題ではあるが、前述し
た「契約の熟度論」などは有用な理論といえ、参考に値するものであると考えている。
損害賠償の範囲についても、従来は、ドイツ法由来の概念を受け入れ、また今日に至るま
での同責任自体の通説として理解されてきた我妻栄博士が主張したこともあり、信頼利益の
賠償にとどまるものとの理解が支配的であった。
しかし、我妻博士の見解も、あくまで原始的全部不能の場合を想定していたものであり、
今日、締約上の過失責任の問題となる事例がそこから大きく拡張されていることもあり、こ
のような「限られた状況」を前提とした議論を、他の類型においてもそのままあてはめてよ
いのかという問題点が生じていると指摘されている。前述の如く、契約締結上の過失責任自
体を一つの法規範として捉える事には疑問的な立場をとる円谷教授の説によっても、不法行
為法規定や契約法規定により解決を図ろうとする場合がありうることを考えれば、信頼利益
に限定する必要もないとする 。
82

他にも損害賠償の範囲については、通説である信頼利益にとどまることなく、
「債権者た
るべき者の過失による契約の原始的不能と債務不履行の一態様である履行不能とはそれほど
大差がない」として、民法416条により、その一般原則に基づいて、履行利益の賠償を認め
てもよいとの有力説も唱えられている 。
83

さらに本田教授は、北川教授の唱えた、契約の解除を認める可能性については、これを支
持しており、締約上の過失責任が消費者保護にとって有用であることから、一定の要件のも
とに、解除を認めてもよい旨を述べている 。
84

また、同責任に基づく損害賠償を求める際には一般には相手方の無過失を要件とするもの
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の、有力説として、相手方の無過失は不要であるとの見解も主張されている。これは、相手
方に過失が存在するような場合においても、過失相殺を行えば損害賠償の調整は可能である、
との判断に基づくものであり 、同責任が問題となる基本的な要件という点についても今後
85

のより一層の議論が必要となるであろう。
これまで触れたように様々な議論が展開されつつも、今日において有用なものであり、概
ね定着しているとみられる状態にある同責任の法的安定性を確保するためにも、現在検討さ
れている債権法改正にあわせて、何らかの形態での同責任の立法化を図るべきではないかと
考える。
近年、ドイツ民法典の改正があり、同責任に関する一般規定が設けられた。そこでは、原
始的不能な契約も原則として有効なものとして扱い、その場合は給付に代わる損害賠償請求
権あるいは無駄になった費用の賠償請求権が認められるものとした 。これらに該当する場
86

合、債務者の過失を要件とし、立証責任については債務者の側で帰責事由がないことを証明
しなければならないとする 。また、契約当事者間における相手方の権利・法益の顧慮義務
87

についても明確化され 、これは、契約交渉の開始や契約締結準備行為、あるいはこれに類
88

する相手方との接触があった時点から発生し、さらには契約当事者間以外の第三者について
も、特別な程度において自己に対する信頼を喚起し、それによって契約商議・契約締結に著
しい影響を及ぼすような場合においても顧慮義務が発生するものとするなど、契約締結上の
過失責任に関してかなり詳細な規定をおき、同責任についての民法典上の位置付けを明確化
した。
更にドイツにおいては、近年、契約締結上の過失の効果として契約の解除や損害賠償のみ
にとどまらず、当該契約が一旦有効に成立したような場合においては、当該契約内容の調整
「契約の相手方の誤った情報
が認められるようになりつつあると指摘されている 。これは、
89

の提供や説明義務・警告義務違反などにより当事者の期待に添わない契約が締結されてしま
った場合に、その当事者が詐欺や錯誤にもとづく取消あるいは契約締結上の過失責任の効果
としての契約解消を選ばず、契約の効力を維持することを望んだ場合における救済として認
められるに至ったもの」であり、
「裏切られた給付期待を補償するため」であるとしてい
る 。
90

また、国際的な契約法の統一を試みんとしたユニドロワ契約法原則やヨーロッパ契約法原
則においても、原始的不能な契約も原則として有効なものとして取扱うこと、また、契約当
事者間における自由な契約締結交渉を認め、合意に達しなくともそれだけで直ちに責任を負
わないとしつつも、不誠実な交渉や不誠実な交渉破棄、あるいは初めから合意に達する意思
がなくして交渉をすることなどについては、これに起因する相手方の損害を賠償する責任を
負うなどの形で、同責任の立法化といえる現象がみられる 。
91

前述したように我が国でも、同責任の有用性を考慮すると、また判例や学説に頼った運用
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は法的安定性を欠く面があることから、立法化をなす時期に来ているものと思われる。
その場合、同責任の法的性質についてまでを明記することはこれまでに見たように相当な
学説の対立を有することから現時点では困難と思われるが、ユニドロワ・ヨーロッパ両契約
法原則の例に倣い、同責任の大枠を明文化すること、すなわち原始的不能が直ちに無効とは
ならない旨や、契約交渉における誠実交渉義務および交渉の不当な破棄についての責任につ
いて明文化し、さらに付け加えるならば情報提供義務について、ドイツ民法典の改正の際に
はこれが一般規定として組み込まれずに今後の課題を残したと指摘され 、わが国において
92

も一応は消費者契約法において組み込まれたものの、根強い批判を受けている消費者契約法
における努力義務にとどめず、民法典上の法的義務とすること、またドイツ民法典に新設さ
れた「顧慮義務」について、これは当事者間における各種の包括的な附随義務を認める根拠
規定になるとも考えられることから、これについての規定を設けること、などが適切と思わ
れ、これらについての一般規定を設けることが今後の発展性を踏まえると現時点では限界だ
と思われるが、立証責任については、少なくとも消費者契約の場合についてはしばしば立証
の困難さが伴うことから、全面的に消費者側にこれが課されないような配慮が必要であると
思われるので、この点については是非とも明文化すべきではないかと考える。
そして、将来的には、特に契約交渉段階における契約締結上の過失責任の内容やそれに関
する当事者の義務、損害賠償の範囲についても、いかなる場合にいかなる責任が生じるのか
ということをより明確化するために、先に見たような、契約交渉の熟度に応じてこれらの内
容やその範囲が決定されるという、
「契約の熟度論」についても、理論的には優れたものと
思われるので、この理論をより深く検討し、これをもとにしたものを立法化してもいいので
はないのかと考える。
本論文は、学説や判例等の比較検討や外国法理論との比較法的研究などの面において不十
分な点を多く残したのは筆者も十分認識しており、これらの点については今後の課題として
より一層の研究に取り組みたいと考えている次第であり、何卒ご容赦頂ければ幸いである。
北川善太郎『契約責任の研究』
（昭和38、有斐閣）199頁以下。

１

	ディーター・メディクス、西村重雄訳「契約締結上の過失論の成立・展開とそのその現況」九州

２

大学法政研究51巻２号221頁以下。
	ドイツ民法においては損害賠償について原状回復主義をとっており、金銭賠償よりも現状回復を

３

重要視する姿勢をとっているため、原状回復が広く認められている。
４

北川、前掲注１、199頁。

５

谷口知平・五十嵐清編『新版注釈民法13』89頁以下（潮見佳男執筆分）。
ハンス・シュトル

安永正昭訳「比較法的見地から見た給付約束に対する契約外の信頼責任」神

戸法学28巻２号113頁以下。
６

円谷峻『契約の成立と責任』（昭和63、一粒社）20頁以下。
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７

松坂佐一ほか編『契約法大系Ⅰ

契約総論』（昭和37、有斐閣）222頁。

８

本田純一『契約規範の成立と範囲』（平成11、一粒社）59頁。

９

石田音四郎『改纂民法研究下巻（第３版）』（大正12、有斐閣）190頁以下。

10

谷口・五十嵐編

前掲注５、86頁。

11

谷口・五十嵐編

前掲注５、86頁。

12

谷口・五十嵐編

前掲注５、87頁以下。

13

北川善太郎「契約締結上の過失」 前掲注７、140頁以下。

	同様に、消費者保護に同理論を活用することの有用性を唱えるものとして、今西康人「消費者取
引被害における消費者の契約締結意思について」
神戸商科大学『商大論集』40巻４・５号169頁以下など。
本田純一「
「契約締結上の過失」理論について」

14

	遠藤・林・水本編『現代契約法大系第１巻

現代契約の法理（１）』（昭和58、有斐閣）194頁。

15

円谷、前掲注６、31頁以下。

16

円谷峻『新・契約の成立と責任』（平成16、成文堂）22頁。

17

遠藤浩

18

山主政幸 『債権法各論』（昭和34、法律文化社）50頁。

19

末広厳太郎「双務契約と履行不能」法学協会雑誌34巻４号47頁以下。

20

鳩山秀夫『債権法における信義誠実の原則』（昭和30、有斐閣）306頁。

21

谷口、五十嵐編

22

以上、鳩山、前掲注20、306頁以下。

編 『注釈法律学全集14

民法Ⅴ（契約総論）』（平成９、青林書院）35頁

前掲注５、93頁。

一方で、鳩山博士は、契約が有効に締結された場合における同責任については、契約が締結され
た以上、当事者間に信義則上の注意義務が発生し、これに違反するものとして、契約上の責任で
あるとみるのが適当であると理解している点に注意を要する。（同書310頁以下参照。）
	平野裕之「いわゆる「契約締結上の過失」責任について」『法律論叢』61巻６号

23

67頁以下。

平野、前掲注23、70頁以下。

24

平野教授は、契約責任説や第三責任説にとっても、これらの責任に基づくものであるという決定
的な理由はないものと考えており、現在も、締約上の過失については、すべて不法行為責任によ
るべきではないかとしている。（この点については、同論文の96頁以下も併せて参照。）
我妻栄『民法講義Ⅳ債権各論上巻』（昭和29、岩波書店）39頁以下。

25

	柿本啓「契約締結上の過失論序説―契約責任との関係―」『駒沢大学法学部研究紀要』24号

26

96

頁。
谷口・五十嵐編

27

前掲注５、86頁。

	谷口知平編『（旧）注釈民法（13）』（昭和41、有斐閣）58頁以下（上田徹一郎執筆分）。平野、前

28

掲注23、67頁。
29

谷口編、前掲注28、59頁。

30

片山金章「契約締結上の過失について」綜合法学２巻１号17頁。

31

北川、前掲注７、231頁以下。

32

北川、前掲注７、232頁。

33

宮本健蔵「契約締結上の過失責任法理と附随義務」

	明治学院大学法学部20周年論文集『法と政治の現代的課題』（昭和62、第一法規出版）63頁以下。

― 20 ―

我が国における契約締結上の過失責任をめぐる諸問題に関する一考察
34

円谷峻「契約締結上の過失」森泉編『現代民法学の基本問題

35

中』196頁。

平野、前掲注23、65頁以下。

36

円谷、前掲注34、202頁。

37

円谷、前掲注16、110頁。

38

円谷、前掲注６、20頁以下。

39

森泉章「「契約締結上の過失」に関する一考察（三）」民研290号３頁以下。

40

柿本啓「契約締結上の過失論序説」駒澤大学法学部研究紀要24号85頁以下。

41

遠藤編、前掲注17、36頁以下。
	例えば、松坂佐一『債権者取消権の研究』291頁以下、同『民法提要

42

和57、有斐閣）35頁

等。

43

谷口編、前掲注28、61頁以下。

44

谷口・五十嵐編、前掲注５、96頁以下。
	内田貴『民法Ⅱ

45

債権各論［第４版］』（昭

債権各論』（平成８、東京大学出版会）46頁以下。加藤正信 「「不能論」の体

系−「原始的不能」・「契約締結上の過失」概念

破棄のために−」『名古屋大学法政論集』158号

59頁。
46

谷口・五十嵐編、前掲注５、98頁。

47

例えば、片山、前掲注30、10頁。

48

我妻、前掲注25、41頁以下。

49

遠藤・川井・原島ほか編

50

遠藤編、前掲注17、38頁。

51

遠藤編、前掲注17、38頁。

52

円谷、前掲注６、196頁以下。

有斐閣双書『民法（５）契約各論

第３版』26頁。

また、今西康人教授も同様に、消費者保護のためには、
不当勧誘による消費者被害などから消費者を保護するためには
同責任を用いて契約を解消させることも重要であるとする。
今西康人「消費者取引被害における消費者の契約締結意思について
―契約締結上の過失責任に基づく契約解消論の再考―」
神戸商科大学経済研究所「商大論集」40巻４・５号169頁以下。
円谷、前掲注６、212頁以下。

53

	今西康人「消費者取引被害における消費者の契約締結意思について−契約締結上の過失責任に基

54

づく契約解消論の再考−」神戸商科大学経済研究所編『商大論集』40巻４・５号178頁以下。
「合意の瑕疵」の観点から、これをいかなる方法で解決することができるかという研究もある。
	

55

	森田宏樹「
「合意の瑕疵」の構造とその拡張理論（１）〜（３）」NBL482号22頁。以下、同483
号56頁以下、同484号56頁以下など。
56

野澤正充「契約締結上の過失・情報提供義務」法学セミナー615号 97頁。

57

遠藤・川井・原島ほか編『民法（１）総則［第３版］』（昭和62、有斐閣）164頁。

58

野澤、前掲注56、97頁。

59

谷口・五十嵐編、前掲注５、102頁。

60

池田、「契約交渉の破棄とその責任（１）」北大法学論集42巻１号

61

星野英一「意思自治の原則、私的自治の原則」星野『民法講座Ⅰ』335頁以下。

62

池田清治「契約交渉の破棄とその責任（１）」北大法学論集42巻１号
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39頁。
４頁以下。

63

池田、前掲18頁以下。

64

遠藤編、前掲注17、39頁。

65

蒲田薫「売渡承諾書の交付と売買契約の成否」ジュリスト857号114頁以下。
蒲田薫「民法判例レビュー

不動産」判例タイムズ484号17頁以下など。

66

松本恒雄、判例評論317号23頁以下。

67

池田陽治「契約交渉の破棄とその責任（１）」『北大法学論集』42巻１号20頁以下。

68

	河上正二「
『契約の成立』をめぐって（１）、（２）」判例タイムズ655号11頁以下および同657号14
頁以下所収。

69

加藤亮太郎「取引における信義誠実の原則」神戸学院法学３・４号136頁。

70

戸田知行

71

法時60巻５号

103頁以下。

	池田、
「契約交渉の破棄とその責任（７）」103頁以下。その理由として、cの場合に責任を認める
ことは、この信頼が正当な場合は契約の成立自体が肯定され、交渉破棄にはなりえないものであ
るからとする。

72

本田、前掲注８、37頁以下。

73

円谷、前掲注16、110頁。

74

本田、前掲注８、37頁。

75

本田、前掲注８、34頁。

76

谷口・五十嵐編、前掲注５、158頁以下。

77

谷口編、前掲注28、64頁以下。

78

片山、前掲注30、10頁。

79

大村敦志『消費者法

80

たとえば、融資契約などの金融取引では特に問題となりやすいだろう。

第３版』（平成10、有斐閣）87頁以下。

	橋本恭宏「融資契約の挫折とその責任法理−契約責任の一視点−」法学新報113巻７・８号119頁
以下、本田純一「
「契約締結上の過失」責任の現代的意義

変額保険訴訟の契約責任からのアプ

ローチ」自由と正義48巻４号47頁以下村本武志「金融機関の締約上の注意義務」長尾治助、中坊
公平編『セミナー
81

生活者と民法』（平成７、悠々社）87頁以下所収など。

	例えば、フランチャイズ契約などは典型的な事例といえよう。いわゆる「脱サラ」などにより事
業を始めることを目的して契約を締結せんとし、フランチャイザーから示される契約条件や需要
予測などをめぐるトラブルが少なくないが、消費者契約とはみなされなかったために、消費者契
約法は適用対象外となり、形式上は対等な当事者同士の契約として扱われることから、情報量や
交渉力の点でフランチャイジーの側が不利な立場に立たされることが多く、フランチャイジーは
契約締結にあたって多額の費用を投入していることも珍しくないため、何らかの保護が求められ
る事例といえる。
近年の参考文献として、

	木村義和「フランチャイズ契約締結準備段階における売上予測」法律時報75巻２号114頁以下、
金井高志「フランチャイズ契約締結段階における情報開示義務―独占禁止法、中小企業商業振興
法及び「契約締結上の過失」を中心として」判例タイムズ851号40頁以下など。
82

円谷、前掲注16、108頁、110頁以下。

	他に、高橋眞教授も、信頼利益に限定するのはあくまで原始的不能を想定していたためであり、
締約上の過失責任が大きく拡張されている現在においては、信頼利益の賠償のみでは把握しきれ
ないとする。高橋眞「契約締結上の過失論の現段階」ジュリスト1094号140頁以下および144頁以
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下。
遠藤編、前掲注17、38頁。

83

	本田純一「「契約締結上の過失」理論について」『現代契約法大系第１巻

84

（昭和58、有斐閣）208頁

現代契約の法理（１）』

ほかにも、本田教授は、今日における消費者保護の要請からも、契約

目的が達成できない場合には解除を認めうるとの立場をとっている。（本田純一「消費者問題と
契約法理」法律時報60巻８号

19頁）
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Various problems over culpa in contrahendo in our country
OHYAMA, Naoki
This paper is for culpa in contrahendo. Culpa in contrahendo is the negligence liability in
the contract conclusion for the opponent’s protection liabirity.
This liability was worn attention in a modern German method. Later, this liability was
introduced to Japan and it has noticed in Japan, too.
At first, this liability was imposed when a primitive, impossible contract was concluded.
Later, the range in which it becomes a problem was expanded. Today, this liability
becomes a problem when an effective contract was concluded or when the contract
negotiation was breached, or when the completeness profit was violated, too.
In Japanese civil law, this liability was not provided by provision until now. Therefore, a
considerable theory conflicted about the legal character. And recently, a new research
achievement has been left. Especially, this liability is noticed for the customer protection,
too. Then, I will attempt to look back on a conventional theory and reconsider it for the
future. Especially, Focus on the revision of the law of obligations of our country and the
trend theory.
First, a legal character of this liability is examined. Today, This liability was greatly
classified into three categories. these are the tort liability theory, the contract liability
theory and the third liability theory. Today, it is said that understanding as the contract
liability theory is better for the relief of victims than understanding as the tort liability
theory. In addition, the third liability theory that it is the intermediate one of both is
insisted on.
Second, I examined that when this liability become a problem and What liability was
imposed on parties.
Last, I examined that the large revision of the German civil law, and UNIDROIT
contract principle, and European contract principle and so on. Then, I compared These
and Japanese law’s condition, consider the possibility of making of this liability legislation.
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