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所有権の喪失前であっても契約の解除を認めるべき場合があること

等を考慮すれば，この場面における解除および損害賠償についてはそ

れぞれの一般原則に委ねるのが相当であるからである。《→第６編第

２章第３節Ⅱ第３ ３参照》 

 

５ 目的物に隠れた瑕疵のある場合（瑕疵担保責任） 

 

現行（売主の瑕疵担保責任） 

第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは，第566条の規定を準用する。ただし，強制

競売の場合は，この限りでない。 

 

⑴ 瑕疵担保責任の法的性格 

 

 

 

 

Ａ 法定責任説（通説） 

債務不履行責任が意思表示に基づく契約責任であるのに対し，瑕疵担保責

任は特に法律で定められた無過失責任である。 
 
（理由） 

特定物売買においては，たとえ瑕疵があっても，売主は目的物を「現状

で」（483条）給付すれば債務を履行したことになる。しかしそれでは，買

主は代金に見合った物の給付を受けられないことになり，有償契約の対価

的均衡を失する。そこで，公平の観点から法律上特に認められたのが，瑕

疵担保責任である。 

 

Ｂ 契約責任説（近時の有力説） 

瑕疵担保責任は法定責任ではなく，債務不履行責任の特則と解し，瑕疵担保

の規定のないところでは一般原則たる債務不履行責任の規定の適用を認める。 
 
（理由） 

「特定物の瑕疵は債務不履行を生ぜしめない」という特定物ドグマに拘

泥する必要はない。特定物売買であっても，売主は値段相当の品質の物を

給付する義務があるというべきであって，給付した目的物に瑕疵があれば

完全に債務を履行したことにならないから，債務不履行となり得るので，

担保責任は債務不履行責任の売買における特則である。また，こう解さな

いと，解除権や損害賠償請求権の行使期間が特定物では１年，不特定物な

ら10年となり，著しく不均衡となってしまう。 

 

 

 

 

Ａ 法定責任説 

不特定物には適用されない。 

   570 条により認められる瑕疵担保責任の法的性格 

論点０４ 

   570 条は，不特定物売買にも適用されるか。 

論点０５ 
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（理由） 

不特定物の売買においては，売主として瑕疵ある物を給付しても債務の

本旨に従った履行とならないので，買主は瑕疵のない物の給付を請求でき

る。そこで，売買の対価的均衡を瑕疵担保責任によって図る必要はない。 

 

Ｂ 契約責任説 

不特定物にも適用される。 

 

□判例 最判昭36.12.15 百選Ⅱ№51 

「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵が

あった場合には，債権者が一旦これを受領したからといって，それ以後債権者が右

の瑕疵を発見し，既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主

張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのも

のではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に

対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別，然らざる限り，債権

者は受領後もなお，取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有

し，従ってまた，その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは，

債務不履行の一場合として，損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解

すべきである。」 

 

※ 本判決は，不特定物の売買の場合，債権者が瑕疵の存在を認識・認容して

受領すれば瑕疵担保責任，認識・認容していなければ債務不履行責任とした。

債権者の選択を許す説といえる。 
 

 法定責任説 契約責任説 

瑕疵の存在

時期 

契約締結時 

 

担保責任を，特定物売買において

は瑕疵ある物の給付により売主

の債務が消滅することとの対価

的均衡から認められる責任と解

するから（後発的瑕疵は危険負担

として処理される） 

危険の移転時（ただし争いあり） 

 

債務不履行責任の特則と考えるか

ら，後発的な瑕疵も含める。 

売主の 

帰責事由 
不要（無過失責任） 不要（ただし，争いあり） 

対象 特定物のみ 特定物・不特定物とも 

責任の内容 解除，損害賠償 

解除，損害賠償に加え，完全履行

請求(瑕疵修補･代物請求)→債務

不履行の一般原則の適用 

損害賠償の

範囲 

信頼利益のみ(売主に過失ある場

合には履行利益も含むという立

場もある) 

履行利益も含む→債務不履行の原

則どおり（416条） 

不特定物の 

隠れた瑕疵 

債務不履行として処理（ただし，

権利行使期間については信義

則・566条３項の準用などにより

短縮するという立場もある） 

瑕疵担保の適用あり 
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⑵ 責任の要件 
 

① 「瑕疵」があること 

② 「隠れた」瑕疵であること 

③ 売買の目的物は特定物に限る（法定責任説から） 
 

ア 「瑕疵」があること（①） 
 

瑕疵とは，物質的な不完全さをいう。その基準は，売買契約の当

事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定

されていたかによる。また，売買契約締結当時の取引観念をしんし

ゃくして判断すべきとされる（最判平22.6.1 百選Ⅱ№50）。 

 

□判例 最判平22.6.1 百選Ⅱ№50 

【判旨】 

「売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予

定されていたかについては，売買契約締結当時の取引観念をしんしゃくして判断す

べきところ，前記事実関係によれば，本件売買契約締結当時，取引観念上，ふっ素

が土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるとは認

識されておらず，被上告人の担当者もそのような認識を有していなかったのであり，

ふっ素が，それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそ

れがあるなどの有害物質として，法令に基づく規制の対象となったのは，本件売買

契約締結後であったというのである。そして，本件売買契約の当事者間において，

本件土地が備えるべき属性として，その土壌に，ふっ素が含まれていないことや，

本件売買契約締結当時に有害性が認識されていたか否かにかかわらず，人の健康に

係る被害を生ずるおそれのある一切の物質が含まれていないことが，特に予定され

ていたとみるべき事情もうかがわれない。そうすると，本件売買契約締結当時の取

引観念上，それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそ

れがあるとは認識されていなかったふっ素について，本件売買契約の当事者間にお

いて，それが人の健康を損なう限度を超えて本件土地の土壌に含まれていないこと

が予定されていたものとみることはできず，本件土地の土壌に溶出量基準値及び含

有量基準値のいずれをも超えるふっ素が含まれていたとしても，そのことは，民法

570条にいう瑕疵には当たらないというべきである。」 
 
【評価】 

本判決は，売買契約当時の取引観念では有害と認識されていなかったふっ素が土

地の土壌に含まれていても，民法570条の隠れた「瑕疵」にはあたらないとしたも

のである。「瑕疵」の有無を判断するための取引観念の基準時が売買契約締結当時で

あることを明らかにした点に，本判決の意義があると評価されている。 
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Ａ 肯定説（最判昭56.9.8・通説） 

法律的瑕疵も「瑕疵」に含まれ，570条を適用する。 

（理由） 

「瑕疵」という概念には法律的瑕疵も含み得る。 

 

Ｂ 否定説（我妻） 

「瑕疵」には法律的瑕疵は含まれない。この場合，566条を適用ないし類推

適用する。 

（理由） 

① 566条は売買の目的物についての法律的な欠点に関する担保責任である。 

② 566条説に立てば競売の場合にも，法律的瑕疵に対する担保責任を追及す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

Ａ 否定説（最判平3.4.2 百選Ⅱ№54） 

（理由） 

① 売買の目的物は，建物とその敷地利用権であり，借地権が目的であって，

敷地そのものの欠陥は目的物の「瑕疵」には当たらない。 

② 敷地そのものの欠陥は土地賃貸人に対して修繕を求めればよい。 

 

Ｂ 肯定説 

（理由） 

賃貸借の経済的価値は目的物の利用によって生じ，目的物の性状と無関

係に経済的価値を有するものではない。 

 

イ 「隠れた」瑕疵であること（②） 

当該の取引における一般の買主として通常要求される注意を用い

ても発見することのできないような瑕疵，ないし，買主がその存在

を知らないことに過失のない瑕疵をいう。 

 

ウ 売買の目的物は特定物に限る（③） 

法定責任説は，原始的一部不能の場合に担保責任を認めようとす

るものだから，売買の目的物は特定物に限られる。 

   「瑕疵」には物質的瑕疵だけでなく法律的瑕疵も含まれるか。例え

ば，購入した土地に，都市計画事業による制限がかかっており，建物を建

てられない場合に570条の適用があるか。570条によると，強制競売の場

合には担保責任が認められないため（570条ただし書），問題となる。 

論点０６ 

   借地権と借地上の建物を買い受けたところ，敷地に欠陥があったた

め，建物が危険な状態になった。この場合に，売買の目的物に「瑕疵」が

あったとして契約解除し得るか。 

論点０７ 
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⑶ 責任の内容 
 

ア 契約の解除 
 

善意無過失の買主は，契約の目的を達することができない場合契

約を解除できる。解除に催告は不要である。 
 

 

イ 損害賠償請求権 

 

 

 

 

Ａ 信頼利益賠償説（通説） 
 
（理由） 

① 特定物売買では，瑕疵のない特定物は考えられないのだから，信頼利益

の賠償に限るのが論理的である。 

② 売主が無過失責任を負うこととの公平に適する。 

 

Ｂ 履行利益賠償説（契約責任説から） 
 
（理由） 

瑕疵のない物を給付する義務に違反することが瑕疵担保責任の根拠であ

り，債務不履行責任を負うのであるから，履行利益の賠償も認められる。 

 

⑶ 瑕疵修補請求権（完全履行請求権） 

 

 

 

 

Ａ 法定責任説 

原則否定 
 
（理由） 

特定物の引渡しにより売主の債務は完了しているため，完全履行は尽く

されている。 

※ しかし，法定責任説に立っても，新築マンションの売買の場合で，売主

が瑕疵修補能力を有するような場合には当事者間に黙示の保証契約がある

とみて，瑕疵修補請求を認め得る。 

 

Ｂ 契約責任説 

肯定 
 
（理由） 

「瑕疵なき状態での給付義務」の成立を認め，目的物に瑕疵があるとき

は，給付義務の不完全履行がある。 

 

   損害賠償請求の範囲については争いがある。 

論点０８ 

   特定物について瑕疵修補請求権は認められるか。 

論点０９ 
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⑷ 行使期間 
 

上記権利は買主が事実を知ったときから，１年以内に行使しなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

→除斥期間である（最判平4.10.20）。 
 
（理由） 

法律関係の早期解決を図る。 

 

 

 

 

 

→ 民法570条による「損害賠償請求権を保存するには，…裁判上の権利行使を

するまでの必要はない」が，「少なくとも，売主に対し，具体的に瑕疵の内容

とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し，請求する損害額の算定の根

拠を示すなどして，売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある」

（最判平4.10.20）。 

 

□判例 最判平13.11.27 百選Ⅱ№53 

【判旨】 

「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は，売買契約に基づき法律

上生ずる金銭支払請求権であって，これが民法167条１項にいう「債権」に当たる

ことは明らかである。この損害賠償請求権については，買主が事実を知った日から

１年という除斥期間の定めがあるが（同法570条，566条３項），これは法律関係の

早期安定のために買主が権利を行使すべき期間を特に限定したものであるから，こ

の除斥期間の定めがあることをもって，瑕疵担保による損害賠償請求権につき同法

167 条１項の適用が排除されると解することはできない。さらに，買主が売買の目

的物の引渡しを受けた後であれば，遅くとも通常の消滅時効期間の満了までの間に

瑕疵を発見して損害賠償請求権を行使することを買主に期待しても不合理でないと

解されるのに対し，瑕疵担保による損害賠償請求権に消滅時効の規定の適用がない

とすると，買主が瑕疵に気付かない限り，買主の権利が永久に存続することになる

が，これは売主に過大な負担を課するものであって，適当といえない。 

したがって，瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり，

この消滅時効は，買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するの

が相当である。」 
 
【評価】 

瑕疵担保に基づく損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があるかに関し，こ

れまで下級審裁判例では，肯定説・否定説に見解が分かれていたが，本判決はこれ

を肯定する旨を明確にした重要判決である。本判決によれば，瑕疵担保に基づく損

   566 条３項の権利行使期間の法的性質 

論点１０

   570 条の準用する，566 条３項の１年の期間制限は除斥期間である

としても，その期間内に請求権者は何をすればよいのか。 

論点１１ 
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害賠償請求権は，瑕疵を知った時から１年の除斥期間により行使が認められなくな

る（570 条・566 条３項）ほか，引渡しから 10 年で時効消滅する（167 条１項）こ

とになる。 

 

⑸ 瑕疵担保責任と錯誤 

 

 

 

 

 

 

Ａ 瑕疵担保優先説（通説） 

錯誤と瑕疵担保責任とは，一般法と特別法の関係にあり，錯誤の規定は排

除され，瑕疵担保責任のみ適用される。 
 
（理由） 

① 95条の規定は有償無償を問わず適用される一般的規定であるが，570条は，

売買の有償性に鑑みて買主の信頼を保護する趣旨から規定された特別規定

であり，一般法である95条よりも特別法である570条を優先して適用するべ

きである。 

② 民法は担保責任によって売主に重い責任を課し，取引の信用を維持しよ

うとしているのだから，買主も，それ以上，錯誤の主張まではできないと

するのが公平である。 

③ 95条が適用されると，買主は長く無効主張をすることができ，担保責任

の多くが１年の除斥期間にかかることと対比すると，日常頻繁に行われる

売買その他の有償契約には適切でなくなる。 

 

Ｂ 錯誤優先説（最判昭33.6.14 百選Ⅱ№76） 

契約の要素に錯誤があって無効であるときは，本条の瑕疵担保の規定の適

用はない。 
 
（理由）契約が無効であればそもそも担保責任は生じない。 

※ なお，上記最判昭33.6.14の事案は，原告が錯誤を主張したのに対してこ

れを認容する判断を行ったので，事例判決でしかないという評価もある。 

 

Ｃ 競合説 

買主はどちらの規定の適用をも自由に主張できる。 
 
（理由）瑕疵担保責任と錯誤とは，制度趣旨および要件効果を異にし，いずれ

も主張権者を保護する趣旨から規定されているのだから，買主はいずれ

も主張することができるとするべきである。 

 

⑹ 改正法における取扱い 
 

  →第６編第２章第３節Ⅱ第３ ２参照 

 

   売買の目的物に契約当初から権利または物の瑕疵があるときは，買

主に錯誤が生じていることが多く，瑕疵担保責任と錯誤との関係が問題と

なる。 

論点１２ 
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第３ 改正法における取扱い 

 

●改正法（買主の追完請求権） 

第562条 引き渡された目的物が種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである

ときは，買主は，売主に対し，目的物の修補，代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の

追完を請求することができる。ただし，売主は，買主に不相当な負担を課するものでないとき

は，買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

２ 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは，買主は，同項の規定によ

る履行の追完の請求をすることができない。 

（買主の代金減額請求権） 

第563条 前条第１項本文に規定する場合において，買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告

をし，その期間内に履行の追完がないときは，買主は，その不適合の程度に応じて代金の減額を

請求することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる場合には，買主は，同項の催告をすることなく，直ちに

代金の減額を請求することができる。 

 一 履行の追完が不能であるとき。 

 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 三 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ

契約をした目的を達することができない場合において，売主が履行の追完をしないでその時期

を経過したとき。 

 四 前３号に掲げる場合のほか，買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこ

とが明らかであるとき。 

３ 第１項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは，買主は，前２項の規定

による代金の減額の請求をすることができない。 

（買主の損害賠償請求及び解除権の行使） 

第564条 前２条の規定は，第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の

規定による解除権の行使を妨げない。 

（移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任） 

第565条 前３条の規定は，売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合

（権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。）について

準用する。 

（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限） 

第566条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合に

おいて，買主がその不適合を知った時から１年以内にその旨を売主に通知しないときは，買主

は，その不適合を理由として，履行の追完の請求，代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約

の解除をすることができない。ただし，売主が引渡しの時にその不適合を知り，又は重大な過失

によって知らなかったときは，この限りでない。 

（抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求） 

第570条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権，質権又は抵当権が存して

いた場合において，買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは，買主は，売主

に対し，その費用の償還を請求することができる。 

 

１ 他人の権利の売主の担保責任 

⑴ 目的たる財産権の「全部」が他人に属する場合 

 ア 売主が買主に権利の全部を移転できない場合，売主は権利移転義

務（改正法561条）の不履行という債務不履行状態にあるため，債務

不履行の一般規定(改正法415条以下，541条，542条)により処理され

る（担保責任から除外されている，改正法565条括弧書参照）。 

そのため現行561条は削除されている。また，権利に関する契約不

適合を定めた改正法565条の適用はない。 
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 イ 現行562条も削除されている。その趣旨は，改正法561条が，権利

が他人に属する場合の売主に，権利を取得して買主に移転する義務

を負わせており，売主が善意というだけで，契約の離脱を認めるこ

とは疑問であるという点にある。 

 

⑵ 目的たる財産権の「一部」が他人に属する場合 
 

 ア 権利の契約不適合の一態様 
 

   改正法においては，権利の一部が他人に属する場合にこれを移転

しないことを，権利の契約不適合の一態様としている(改正法565条

括弧書)。《→第６編第２章第３節Ⅱ第３ ３参照》 

 

 イ 責任の内容 
 

 （ア）追完請求権(改正法565条・562条) 

 
 

 （イ）代金減額請求権(改正法565条・563条) 
 
 

 （ウ）損害賠償請求権(改正法565条・564条) 
 
 

 （エ）解除権(改正法565条・564条) 
 

 ※ これらの権利が認められるための要件，権利の発生障害，権利の

内容等は，いずれも，売買目的物の契約不適合を理由とする場合と

同様である。《→第６編第２章第３節Ⅱ第３ ２⑶参照》 

 

 ウ 行使期間 
 

   権利に関する契約不適合については，権利移転義務の不履行に関

しては短期間でその不履行の判断が困難になるとは考え難く，消滅

時効の一般原則と異なる短期の期間制限を必要とする趣旨が妥当し

ない。そのため，「不適合の認識→通知義務→通知懈怠による失権」

という改正法566条本文の枠組みは採用されていない。 

   その結果，専ら債権の消滅時効に関する一般準則(改正法166条１

項)によって処理されるため，契約不適合を知った時から５年，不適

合な給付がされた時から10年となる。 

 

２ 売買目的物の種類・品質・数量に関する契約不適合 
 

⑴ 債務不履行責任への統合  
 

   改正法においては，現行での特定物ドグマの考え方を否定し，担保

責任が契約責任であるとする考えを前提とすることとした。契約の内

容に適合した権利の移転・目的物の引渡しをなすべき義務を承認する

ことを前提として，その義務の不履行に対する買主の救済手段に関す

る統一的な規定を定めている。 
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⑵ 目的物の契約不適合の意義 

ア 契約内容の確定 

    売買契約の当事者が当該売買契約において目的物の種類・品質・

数量に対してどのような意味を与えたのかを契約の解釈を通じて探

究し，それによって導かれた契約の内容に即してみたときに「ある

べき」種類・品質・数量が欠如している場合が契約不適合となる。 

 

  イ 「引き渡された目的物」 

    売買の目的物に限定は付されていない。特定物か不特定物か，代

替物か不代替物かを問わない。 

    ただし，引き渡されたことが必要であり，履行遅滞や履行不能は

対象外である。 

 

  ウ 「種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」 

    現行 570 条（瑕疵担保）と現行 565 条（数量不足・一部滅失）の

適用場面をカバーしようとするものである。 

  （ア）種類・品質に関する契約不適合 

    ⅰ 物質面での欠点のみならず，いわゆる環境瑕疵（日照・景観

阻害など）や心理的瑕疵も含まれる。 

 

    ⅱ 目的物について法律上の制限のあることが物の不適合（品質

の不適合）か権利の不適合かは，解釈に委ねられている。いず

れに当たるかは，担保責任の期間制限（改正法566 条），競売に

おける特則（改正法568 条）の適用において重要な問題となる。 

（ⅰ）物の不適合とする見解（潮見） 

 （理由） 

改正前後の判例法理の統一的理解 

《→第６編第２章第３節Ⅱ第２ ５ 論点 06参照》 

 

（ⅱ）権利の不適合とする見解（中田） 

 （理由） 

担保責任の期間制限（改正法 566 条），競売における

特則（改正法568 条）の適用において，種類・品質の

不適合を特別に扱うことにした理由は，法律上の制限

がある場合には，必ずしも当てはまらない。 

《→第６編第２章第３節Ⅱ第３ ２(4)，３(3)，第

５参照》 

 

    ⅲ 「隠れた」不適合に限らない。 

      目的物に関する欠陥等を当事者がどこまで契約に織り込んで

いたかを踏まえて行われる契約適合性の要件判断において，

「隠れた」（現行570 条）という要件が課されていた趣旨は評価

し尽くされていると考えられるためである。 
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  （イ）数量に関する契約不適合 
 

     売買の目的物に数量不足があったすべての場合に数量に関する

契約不適合があったとされるわけではない。 

売買契約の当事者が当該契約のもとで「数量」に特別の意味を与

え，それを基礎として売買がされたという場合にはじめて，数量に

関する契約不適合があったと評価されるというべきである。 

 

⑶ 責任の内容（買主の救済手段） 
 

ア 追完請求権 
 

  （ア）意義と追完方法 
 

    ⅰ 改正法562条１項により，買主の追完請求権が明文化された。

これは，上述のように現行での特定物ドグマの考え方を否定し，

担保責任が契約責任であるとする考え方を前提とするものであ

る。これにより，特定物か不特定物かを問わず，履行の追完請

求権が認められ得ることとなった。 

 

    ⅱ 買主は，売主に対して，①目的物の修補，②代替物の引渡し，

③不足分の引渡しによる履行の追完を請求でき（同条項本文），

追完方法の選択権は，買主に与えられている。ただし，売主は，

「買主に不相当な負担を課するものでないとき」には，それと

異なる方法により履行の追完をすることができる（同条項ただ

し書）。 

 

  （イ）追完請求が認められない場合 
 

     履行の追完が不能の場合（改正法 412 条の２第１項）又は契約

内容の不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合（改正法562

条２項）は，買主の追完請求は認められない。 

 

  （ウ）売主の帰責事由の要否 
 
       目的物の契約不適合が「売主の責めに帰すべき事由」によるも

のであることは，追完請求権の要件ではない。 

 

  イ 代金減額請求権 
 

  （ア）意義 
 

改正法 563 条により，買主の代金減額請求権が新たに明文化さ

れた。代金減額請求権によって対価的均衡を維持する必要性は，

数量不足の場合などに限らず，より一般的に認められるものであ

ることから，代金減額請求権は契約不適合の場合一般における救

済手段として認められることとなった。 
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  （イ）要件 
 

     解除の場合とパラレルに構成されている。 
 

    ⅰ 改正法 562 条１項の追完請求権が認められる場合に，買主が

相当の期間を定めて催告をし，その期間内に履行の追完がない

ときは，買主に代金減額請求権が認められる（改正法563条１項）。 

 

    ⅱ ①履行の追完の不能，②売主による履行の追完を拒絶する意

思の明確な表示，③定期行為における時期の経過，④催告して

も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき，

のいずれかに当たる場合は，催告なしに代金減額請求が認めら

れる（改正法 563 条２項）。 

 

  （ウ）代金減額請求が認められない場合 
 

目的物の契約不適合が「買主の責めに帰すべき事由」によるも

のである場合は，買主は売主に対して代金減額請求をすることが

できない（改正法563 条３項）。 

また，損害賠償請求と両立はしないため，損害賠償請求と代金

減額請求の両方をすることは認められない。代金減額請求は，売

買契約の一部解除と同じ性質を持つため，解除をしたうえで代金

減額請求権を行使することも認められない。 

 

  （エ）売主の帰責事由の要否 
 

目的物の契約不適合が「売主の責めに帰すべき事由」によるも

のであることは，代金減額請求権の要件ではない。 

損害賠償請求権とは別個の規定であり，損害賠償請求が認めら

れない場合（改正法415 条１項ただし書等）でもなし得る。 

 

  （オ）数量が超過する場合 

超過部分の代金を追加して支払うとの合意があったのでなけれ

ば，現行 565 条の類推適用を根拠とする代金増額請求はできない

としていた最判平13.11.27 の考え方は，改正法下でも妥当すると

解されている。 

改正法に即していえば，契約不適合の効果としての代金減額請

求権を定めた改正法 563 条を類推適用して代金の増額を求めるこ

とはできないことになる（潮見）。《→第６編第２章第３節Ⅱ第２ 

２ 論点 03参照》 

 

  ウ 損害賠償請求権 
 

  （ア）性質 

     買主は，改正法 415 条以下の規定に従い，売主に対し債務不履

行を理由とする損害賠償請求をすることができる（改正法564条）。 
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  （イ）売主の帰責事由の要否 
 

     改正法 415 条によって規律される結果，売主は，抗弁として，

契約不適合が「売主の責めに帰することができない事由」による

ものであったと主張立証することで，損害賠償の責任を免れ得る。 

 

  （ウ）損害賠償の範囲 
 

     債務不履行を理由とする損害賠償であり，その内容は，契約に

適合した履行がされたならば買主が受けたであろう利益（履行利

益）の賠償となる。その範囲は，改正法 416 条のもとで決まる。 

 

  エ 契約の解除 
 

  （ア）性質 

     買主は，改正法 541 条以下の要件を満たしたときに，売主に対

して，債務不履行を理由として売買契約を解除することができる

（改正法564 条）。 

 

  （イ）要件 

     現行下では，契約目的達成不能の場合に限って解除が認められ

ていたが（現行 566 条，570 条），改正法においては，契約目的の

達成が不能であるかを問わず，解除の一般規定（改正法 541 条以

下）に従った取扱いがなされる。解除に売主の帰責事由は不要で

ある。《→第５編第４章第３節Ⅱ第２参照》 

 

⑷ 行使期間 
 

ア 「売主が種類又は品質に関して」不適合目的物を引き渡した場合 
 

（ア）現行566 条３項では，「契約の解除又は損害賠償の請求は，…１

年以内」にしなければならないとしていたのに対し，改正法 566

条本文は，「１年以内にその旨を売主に通知」すれば足りると改め

た。買主が契約不適合を知った時から１年以内に，契約不適合の

通知をすれば，買主の追完請求権等は保全され，以後契約不適合

を知った時から５年の主観的消滅時効にかかるまで，権利行使な

し得ることとなる。 

 

（イ）また，改正法 566 条ただし書は，売主が引渡し時に契約不適合

について悪意又は重過失であるときは，買主に前述のような１年

以内の通知義務及び怠った場合の失権がないことを規定している。 

この趣旨は，売主が，その不適合について悪意又は重過失の場

合にまで，引渡しによる履行が終了したとの売主の期待を保護す

る必要がない点にある。 
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イ 数量に関する契約不適合の場合 
 

改正法 566 条本文は，「売主が種類又は品質に関して」不適合目的

物を引き渡した場合に限定しており，数量に関する契約不適合の場

合を含まない。 

数量に関する契約不適合の場合は，売主が履行を終了したという

期待を抱くことは想定し難く，売主を保護する必要がないと考えら

れたためである。 

したがって，この場合には，消滅時効の一般原則（改正法 166 条

１項）に従った扱いのみが妥当する。 

 

⑸ 物の契約不適合の担保責任と錯誤 
 

売主の担保責任を契約不適合責任としつつ，種類・品質に関する物

の不適合については期間制限を付した（改正法566 条）。他方，錯誤に

ついては，要件が明確化され，効果が取消しとなった（改正法95条）。

これに伴って，錯誤の主張権者の制限（改正法120 条２項），追認の可

能性（改正法 124 条，125 条），期間制限（126 条）の規律が及ぶこと

になり，担保責任の効果との差が小さくなった。 

改正法下でも，競合は生じうるが，競合が生じた場合については，

選択可能説（競合説）がさらに妥当性を増しているといえる。 

 

３ 権利に関する契約不適合 
 

⑴ 権利の契約不適合の意義 
 

  改正法は，売買契約の内容に適合した権利を移転すべき義務を売主

に課している。 

  移転した権利の不適合とは，①売買契約の内容が土地の所有権であ

る場合に，他人の地上権や抵当権の負担があったとき（現行566条１項，

567条参照），②一部が他人に属していて売主がそれを移転しなかった

とき（現行563条，改正法565条参照），売買契約の内容が地役権付きの

土地所有権である場合にその地役権がなかったとき（現行566条２項参

照）などである。 

  権利に関する契約不適合が契約締結時に既に存在していたか，契約

締結後に生じたかは問わない。 

 

⑵ 責任の内容（買主の救済方法） 
 

 ア 追完請求権(改正法565条・562条) 
 
 

 イ 代金減額請求権(改正法565条・563条) 
 
 

 ウ 損害賠償請求権(改正法565条・564条) 
 
 

 エ 解除権(改正法565条・564条) 
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 ※ これらの権利が認められるための要件，権利の発生障害，権利の

内容等は，いずれも，売買目的物の契約不適合を理由とする場合と

同様である。《→第６編第２章第３節Ⅱ第３ ２⑶参照》 

 

⑶ 行使期間 
 

  権利に関する契約不適合については，権利移転義務の不履行に関し

ては短期間でその不履行の判断が困難になるとは考え難く，消滅時効

の一般原則と異なる短期の期間制限を必要とする趣旨が妥当しない。

そのため，「不適合の認識→通知義務→通知懈怠による失権」という改

正法566条本文の枠組みは採用されていない。 

  その結果，専ら債権の消滅時効に関する一般準則(改正法166条１項)

によって処理されるため，契約不適合を知った時から５年，不適合な

給付がされた時から10年となる。 

 

第４ 債権の売主の，債務者の資力についての担保責任 

 

現行（債権の売主の担保責任） 

第569条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは，契約の時における資力を担保したものと

推定する。 

２ 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは，弁済期における資力を

担保したものと推定する。 

 

債権の売主も，売買の目的たる債権の瑕疵について責任を負う。しかし，

債務者の資力は債権そのものの瑕疵ではないため，売主は特約をした場合

にのみ責任を負う。 

 

第５ 競売における担保責任 

 

現行（強制競売における担保責任） 

第568条 強制競売における買受人は，第561条から前条までの規定により，債務者に対し，契約

の解除をし，又は代金の減額を請求することができる。 

２ 前項の場合において，債務者が無資力であるときは，買受人は，代金の配当を受けた債権者に

対し，その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。 

３ 前２項の場合において，債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき，

又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは，買受人は，これらの者に対し，損害賠償

の請求をすることができる。 

 

●改正法（競売における担保責任等） 

第568条 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売（以下この条において単に「競売」という。）

における買受人は，第541条及び第542条の規定並びに第563条（第565条において準用する場合

を含む。）の規定により，債務者に対し，契約の解除をし，又は代金の減額を請求することができる。 

２・３ 〔略〕 

４ 前３項の規定は，競売の目的物の種類又は品質に関する不適合については，適用しない。 

 

本条は，競売に売買の性質が含まれているものとみて，担保責任を定め

たものである。 


