
８ 土壌汚染と説明義務
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① 説明責任は、法的には説明義務の存在を前提にして認められる。

この意味において説明義務と説明責任の内容や効果は重なってお

り、説明義務と説明責任は同義に用いられることもある。

② 説明責任は、各種の取引や、取引以外の事故（医療事故、介護事

故など）において問われている(注1)。説明責任は民法の契約法と不

法行為法の双方で取り上げられ、さらに消費者法、医事法など複数

の学際的・展開的法分野からのアプローチが行われている(注2)。

③ 民事法において説明責任あるいは説明義務が問題となり得る取引

は、多種多様である。例えば消費者契約をみると、ここで行われる

取引の種類は売買、金銭消費貸借、賃貸借、抵当権の設定など、種々

違っており、各取引はそれぞれに個性を有する。説明責任・説明義

務もそれぞれの個性を考慮することが必要である。

④ 土地の売買契約において土壌汚染が問題となる場合、売主が買主

に対し負っている民法上の義務及び責任が問われることがあ

る(注3)。
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(注1) 中田裕康＝山本和彦＝塩谷國昭編『説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論』

判例タイムズ1178号参照。

(注2) 例えば、消費者法からは大村敦志『消費者法』154頁・192頁（有斐閣、第3版、

2007）、後藤巻則『消費者契約と民法改正』20頁・229頁など（弘文堂、2013）、後藤巻

則『契約法講義』13頁・182頁など（弘文堂、第3版、2013）などがある。

(注3) 土壌汚染に関する裁判例については升田純『自然災害・土壌汚染等と不動産取引』

（大成出版社、2014）などがある。



説明義務の実際

1 宅地建物取引業法に基づく重要事項説明義務

(1) 重要事項の説明等

宅地建物取引業法（以下「宅建業法」という。）は、宅地建物取引業

を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行

うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正と

を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって

購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを

目的とする（宅地建物1）。

宅建業法は、宅地建物取引業者（以下「宅建業者」という。）は、取

引の関係者に対し、信義を旨として、誠実にその業務を行わなければ

ならない（宅地建物31①）とし、具体的に、取引の相手方が取得し、又は

借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の

契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、一定の重要事項

（宅地建物35①一∼十四）については書面を交付して説明をさせなけれ

ばならないとする（宅地建物35①）。

民法はより一般的に、権利の行使は信義に従い誠実に行わなければ

ならないと定めている（民1②）。かかる信義誠実の原則（信義則）は民

法全体に通ずる基本原則である。

(2) 裁判例

宅建業法における説明義務は宅地建物取引士に課せられる業法上の

義務であるが、ここでの趣旨は土地取引のあり方としてより広くその

他の土地取引の規律においても参考にされるべきであろう。その根拠

となる規定は民法の信義則である。このことについて、以下に裁判例

を1件掲げる。

東京高裁昭和52年3月31日判決（判時858・69）は、宅建業者を売主と

する土地の売買契約につき、売主が宅建業法35条の説明義務を尽くさ
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なかったことを理由として、債務不履行による契約解除を買主に認め

たものである（なお、内田貴『民法Ⅱ 債権各論』26頁以下（東京大

学出版会、第3版、2011）は本判決について、売主が宅建業者の場合に、

隣接地の高層マンション建設を知っている場合、あるいは容易に知り

得た場合に、これを調査・説明する（中略）売買契約上の付随的義務

があることを認めたとし、調査義務と説明義務を調査・説明義務とし

て一体的に捉えている。）。

「……被控訴人有限会社は、宅建業法にいわゆる宅地を売買するに

あたっては、同法35条により契約成立前に相手方たる控訴人に対し、

資格ある取引主任者をして目的物件の登記名義人、物件上の負担とな

る登記された権利の種類内容を書面に記載してこれを交付し、ありの

ままの事実に基づいた説明をなすべきであるのに拘わらず、これをし

なかったばかりか、無資格の被控訴人浅野の口頭による説明は、契約

成立の前後を通じて、全般的に極めて不完全であり、部分的には虚偽

も交えられていたのであって、これは明らかに宅建業法に違反するも

のである。しかしこのように取締法規に違反するからといって、直ち

に私法上の契約の効力に消長を来たすものではないが、宅建業法が業

者に右のような重要事項の説明義務を課しているのは、宅建業者の関

与する宅地建物の取引では、取引の相手方、依頼者等の関係人が安心

して取引行為ができるように、法律政策上とくに配慮したのであって、

このことは宅建業法全体の趣旨からしても、同法31条の規定からみて

も明白である。実際に本件においても控訴人代表者の原審及び当審に

おける尋問の結果によれば、控訴人は取引の相手方である被控訴人有

限会社が地元の宅建業者であるが故にその代表者である被控訴人浅野

の言を信じて本件土地を買受ける契約をしたのであり、しかもその後

に判明した事実がもし契約前に判明していれば本件土地を買受けるこ

とはしなかったであろうことが認められる。したがって本件のように
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宅建業者が取引の当事者である場合に、重要事項の説明義務は、本件

土地売買に附随する売主として当然の義務であってその義務をつくす

べき時期も本来契約成立前でなければならないが、右義務履行と本件

中間金支払義務履行との関係におけるその履行時期の先後について考

えるに、本件では、前記認定のように契約成立前には右附随義務は殆

ど尽されておらず、契約成立後になって買主たる控訴人側においてい

わばその追完補充を求めたのに対しても、被控訴人有限会社から信義

を旨とした誠実な説明や具体的に適切な解決の方策が講ぜられたとは

認められないから、控訴人において売主が果たしてその責任をつくし

て円満に契約を履行するかどうかについて危惧の念をもつことは無理

からぬところで、買主側の立場として、契約締結前に重要事項が誠実

に説明されないため自ら納得できるまで買受の決断を固めることがで

きないのはむしろ当然であり、かつ、それらに関する当初の説明が極

めて不十分不正確であることが契約締結後に判明し、しかもそのこと

が契約の成否を決するについての重要性をもっていると考えられるか

ら、右重要事項が解明されるまで、自己の側の契約上の義務の履行を

一時手控えることは、公平の観念上許容さるべきことである。」

2 商人間の土地売買

商人（株式会社）間の土壌汚染がある土地の売買において、東京地

裁平成18年9月5日判決（判時1973・84、判タ1248・230）は、買主の錯誤無

効（民95）の主張を否定し、検査通知義務違反による免責（商526）を認

めたが、他方、売主の説明義務違反（民415）を認めた。

(1) 売主の本来的債務の不履行

「契約の目的が特定物である本件では、契約の本旨は、特段の事情

なき限り、本件土地Ｃを現状において引き渡すことにある（民法483条）

と解されるのであり、土壌汚染のない土地を引き渡す義務を負うとま

ではいえないのが原則である。」とし、本件売買においてこれと異なる
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特段の事情が存在するか否かについて検討した。そして、被告におい

て、脱退原告が同土地を転売目的で購入することを認識していたと認

めることはできず、したがって、食品会社等への売却についても当然

被告の予想するところであったから土壌汚染のない土地の引渡しが債

務の本旨となるとの主張には理由がないとした。

(2) 信義則上の調査・除去義務違反及び説明義務違反

ア 信義則上の調査・除去義務違反

「原告引受承継人は、本件においては、被告が、①昭和45年ころか

ら操業していた被告京都工場の操業を平成5年11月ころ停止したにも

かかわらず、それ以降同工場を本件土地Ｃ上に放置したこと、②同土

地の一部を京都工場の敷地として自ら使用する傍ら、その残部につい

ては、機械製品の解体や廃棄処理の専属業者であるＡに賃貸し使用さ

せていたこと、③本件売買契約の停止条件成就の直前に、カドミウム

汚染の情報が入り、脱退原告から土壌汚染について疑義が示された際

にも、重金属による土壌汚染は存在しないものと脱退原告を誤信させ

る内容の文書を送付しているといった特段の事情が存在することから

すれば、被告には、本件売買契約締結過程において、いわゆる契約締

結上の過失があったことは明らかであり、売買契約に付随する信義則

上の義務として、土壌汚染の調査・除去義務ないし上記①ないし③の

事実に関連する事項について信義則上の説明義務を負っていたと主張

する。

しかしながら、③の事実についてみるに、カドミウム汚染について

の報告書は、……その作成の経緯及び内容に照らすと、本件土地Ｃに

重金属汚染が存在しない旨脱退原告を誤信させるものと認めることは

できない。

また、被告が工場を同土地上に放置したこと及び被告がＡに同土地

を賃貸したことから直ちに被告が同土地の土壌汚染の事実を認識して
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いたとまで認めることができない以上、それだけの事情から、被告の

信義則上の調査・除去義務を肯定することはできない。」

イ 説明義務違反

「商法526条の規定からすれば、買主である脱退原告に売買目的物た

る同土地の瑕疵の存否についての調査・通知義務が肯定されるにして

も、土壌汚染の有無の調査は、一般的に専門的な技術及び多額の費用

を要するものである。したがって、買主が同調査を行うべきかについ

て適切に判断をするためには、売主において土壌汚染が生じているこ

との認識がなくとも、土壌汚染を発生せしめる蓋然性のある方法で土

地の利用をしていた場合には、土地の来歴や従前からの利用方法につ

いて買主に説明すべき信義則上の付随義務を負うべき場合もあると解

される。」

説明義務の内容・要件と範囲

1 売主の説明義務の態様と根拠

(1) 信義則に基づく説明責任

売買契約は、売主と買主が互いに交渉し、売買に関する意思が互い

に合致することによって成立する（民555）。売買契約が締結されると

当該契約に基づく売主の義務として、物の引渡債務などが発生する。

他方、契約が締結される前の準備段階については、民法1条2項の信

義則に基づく義務が問題になり得る。この義務は、契約締結前である

から契約に基づく義務（本旨義務）と区別して付随義務とされ、契約

締結上の過失や熟度論の根拠とされている。民法上は説明義務を明示

する規定を置いているわけではない。

上記の場合に、売主が民法に基づく説明責任を負うかどうかは、売

主が当該土地について土壌汚染の事実を知っている場合だけでなく、

知ることができた場合も問題になり得る。他方、売主が知らなかった
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違反の場合の法律効果

1 一般論

説明義務違反の民事法上の効果は、損害賠償責任である。前述した

ように、信義則に基づく付随義務違反としての効果は信頼利益の賠償

である。もっとも、事例によっては、被害者側の主張・立証により履

行利益が認められることもある。

2 具体的事例

(1) 前掲東京地裁平成18年9月5日判決（商人間の土地売買）におけ

る損害論の判断

「脱退原告は、被告の信義則上の説明義務の不履行により、土壌汚

染調査を行うべきかを適切に判断するための情報提供を受けることが

できず、商法上求められる買主としての検査義務を果たせないまま被

告に対して瑕疵担保責任の追及する機会を失ったといえる。そこで、

被告は、原告引受承継人に対し、同説明義務の不履行により脱退原告

が土壌汚染調査を行う必要はないと信頼したことによって被った損

害、すなわち瑕疵担保責任を追及する機会を失ったことによって被っ

た損害の賠償をする責任を負うべきである。」

〇 過失相殺

「一方で、脱退原告は、……土木建築工事に関する調査、企画、地

質調査等をも目的とする株式会社であること及び……少なくとも、被

告からのカドミウム汚染についての報告書の送付により、同土地には

量は不詳ながら機械の解体作業時に流出した油分がしみ込んでいると

の情報提供を受けていたことからすれば、前記被告の説明義務の履行

がなくとも自らの判断で土壌汚染調査を行うことが相当程度期待され

ていたと認めることができる。したがって、このような引渡後直ちに

土壌汚染調査を行わなかった点についての脱退原告の落ち度も総合し

て考慮すると、公平の見地から、被告は、前記原告に生じた損害の4割
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１ 消費者契約と説明義務

山口斉昭

問題の所在

消費者契約における説明義務の問題は、以前より大きな議論の対象

であった。すなわち、消費者契約被害は、締結された契約そのものが

被害であることが多く、消費者は不十分な情報の中、契約の締結を強

いられることから、事業者に情報提供義務を認めるべきことが議論の

対象とされ、契約締結前にそれを認める根拠や、その救済のための新

たな手段等が問題とされた。これは、理論的には、契約の付随義務論

や契約締結上の過失理論等を発展させ、さらには、情報提供義務違反

に基づく契約の解消という救済方法についても議論を生じさせたが、

最終的には、消費者契約法の立法という形で、一定の結論を見る。

その結果、消費者契約法は、契約における意思形成過程の健全化と

いう観点から、誤認、困惑による意思表示の取消しという考え方を採

用した。すなわち、詐欺や強迫など、違法な行為によりなされた意思

表示にとどまらず、一方的に優位な立場にある事業者に、消費者を誤

認、困惑させないようにする義務を課した上で、事業者の行為により

消費者が誤認・困惑し、それにより契約締結の意思表示をした場合、

詐欺や強迫に当たらなくとも、取消しを認めるとした。これにより、

以後、消費者契約における消費者の救済は、主に消費者契約法によっ

て行われ、実務上の議論の中心も、消費者契約法の要件該当性や、消

費者契約法の要件の妥当性へと移行する。その結果、説明義務自体に

関する議論は消費者契約一般の問題よりも、むしろ、金融商品や不動

産の取引など、各論における議論が中心となっていった。
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しかし、消費者契約法の要件に該当しない場合や、契約が履行済み

などの理由で契約の解消という救済が意味を持たない場合など、消費

者契約法で消費者を救済できない場合はなお問題であり、消費者契約

一般についての説明義務とその救済に関する議論はいまだ必要性を有

している。また、後に見るように、消費者契約法は「消費者と事業者

との間で締結される契約」という形式的な要件を満たす契約について

の一般的なルールにすぎず、そこでは、情報力及び交渉力の格差のみ

を根拠とし、事業者というだけで機械的に消費者に対して誤認や困惑

をさせない義務を認めているが、それ以上の積極的な説明義務を認め

ているわけではない。このため、具体的にどのような条件が備わった

場合に、どのような説明義務が認められるかについても、一般法とし

ての民法の解釈に基づき、これを導かなければならない。このように、

「消費者契約における説明義務」は、その根拠自体を扱わなければな

らない問題として、根本的な意義を持ち続けている。

そこで、本稿では、まず、消費者契約法におけるルールを、説明義

務の観点から整理し、消費者契約法における説明義務の考え方がどの

ような立場に立ち、どのような要件で、どのような説明義務が課され

るか、違反の効果はどのようなものかを確認する。現在、消費者契約

における救済の中心が消費者契約法である以上、そこでの説明義務と、

その立場と救済方法について確認することは必須の作業である。

次に、上記のとおり、消費者契約法では救済がされない可能性があ

ることから、消費者契約法に限らず、一般法が認める説明義務につい

て検討し、どのような場合に、何を根拠として、説明義務が認められ

るかにつき学説を整理し、その整理に基づき、判例の論拠を探る。こ

こでは説明義務が認められる理由、根拠が重要となるため、理由や論

拠が示されている最高裁の判決を主な対象として整理を行う。その上

で、これら検討の結果をまとめ、実務の指針を示すこととしたい。
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判例・学説の動向

1 消費者契約法から導かれる説明義務

(1) 消費者契約法における原則

まず、消費者契約法から導かれる説明義務を検討する。消費者契約

法は1条に目的が記され、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並

びに交渉力の格差」に鑑みて、事業者の行為により消費者が誤認等し

た場合について契約の申込みや承諾の意思表示を取り消すことができ

るとし、そのほか、消費者の利益を不当に害する条項の無効、適格消

費者団体による差止請求を認める。

このように、消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報力及び

交渉力の格差を根拠として、一定の救済を認めるが、それは、情報力・

交渉力の構造的格差を埋め、消費者の自由な意思決定を確保するため

である。したがって、以下に見る説明義務も、自立した消費者をモデ

ルとして、その自由な判断のために課されるという自己決定・自己責

任の原則に基づく。

(2) 情報提供努力義務

このため、消費者契約法は、3条1項において、事業者の情報提供努

力義務を定める。その内容は「消費者契約の条項を定めるに当たって

は、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明

確かつ平易なものになるよう配慮する」ことと、「消費者契約の締結に

ついて勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者

の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供す

るよう努めなければならない」ことである。これは消費者契約法の適

用さえあれば認められるが、あくまでも努力義務であって、義務違反

による取消しや損害賠償といった効果は想定されていない。

これは上記のとおり「消費者契約法が消費者に自己責任を求めるこ

とが不適切な場合に限って特別なルールを認めようという考え方」に

第３編
ＢtoＣの場面にお
ける説明義務

１ 消費者契約と説明義務 187



反による責任の範疇と自己責任範疇の切り分けの判断が難しい中

で、少なくとも委託・委任の関係が認められるような場合は、自己

責任を問うべきでないという基準を示したものとして理解すること

ができる。このため、それ以外の関係でも、説明義務自体が認めら

れないわけでは必ずしもないと思われる。

なお、学説は一般法上の説明義務違反の効果として、錯誤無効や

詐欺による取消し、消費者契約法の拡張的類推適用による取消し等

を論じており、下級審においても、これに沿うような解決を行うも

のが多く見られるが(注16)、現状では最高裁の立場は明確ではない。

実務の指針

1 消費者契約における説明義務のまとめ

以上、消費者契約における説明義務の要点をまとめると、以下のと

おりである。

(1) 消費者契約法から導かれる事業者の説明義務

まず、消費者契約法により、事業者には、①情報提供努力義務と、

②消費者を誤認させない義務が課される。これは、消費者と事業者と

の間で締結される契約というだけで、契約締結前より課される義務で

あり、当事者や契約の実態がどうであるかは問わない。

もっとも、①はその違反が直ちに法的効果を生じさせない努力義務

にとどまる。②は、具体的には、㋐重要事項について事実と異なるこ
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(注16) 東京地裁平成24年7月26日判決（判時2162・86）、大阪高裁平成22年10月12日判

決（金法1914・68）、東京高裁平成17年3月31日判決（金判1218・35）、横浜地裁平成16

年6月25日判決（金判1197・14）、東京高裁平成16年2月25日判決（金判1197・45）、東

京地裁平成10年5月13日判決（判時1666・85）、横浜地裁平成8年9月4日判決（判時1587・

82）、東京地裁平成8年7月30日判決（判時1576・61）、東京地裁平成8年3月25日判決（判

時1572・75）、東京地裁平成6年5月30日判決（判時1493・49）、名古屋高裁昭和60年9月

26日判決（判時1180・64）、大阪地裁昭和56年9月21日判決（判タ465・153）など。
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