A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

352

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成21年 9月25日
東京地裁 平２０
（ワ）６1６５号

353

平成21年 9月15日
東京地裁 平1９
（ワ）1６３４号

354

平成21年 9月 8日
東京地裁 平1９
（ワ）1９５４号

355

平成21年 8月28日
東京地裁 平1９
（ワ）1６００８号

事件名

357

358

359

過失割合

◆被告に委託して商品先物取引を行った原告が、取引には適合性原則
違反、説明義務違反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、
一任売買、両建勧誘、無意味な売買の反復、資力を超えた取引の拡
大、仕切拒否・回避の違法があるなどとして、不法行為等に基づく損害
賠償を請求した本訴と、被告が委託契約に基づく差損金の支払を求め
た反訴の事案

◆断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、両建勧誘、無意味な 先物
売買の反復、資力を超えた取引の拡大の違法を認め、取引上の損失か
ら差損金を差し引いた額を損害とし、7割の過失相殺をして、本訴請求を
一部認容し、被告の差損金請求を信義則に反し許されないとして、反訴
請求を棄却した事例

7割

◆被告会社に委託して商品先物取引を行った原告が、被告らに対し、
その取引には適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、両
損害賠償請
建玉勧誘、過度の取引、仕切り拒否・回避等の違法事由があるなどとし
求事件
て、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案

◆適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、両建玉勧誘、 先物
過度の取引等の違法事由は否定したものの、被告従業員らが共同して
仕切り拒否及び回避をしたことを認め、仕切りをしていた場合の返金額
に7割の過失相殺をして、請求を一部認容した事例

7割

◆被告会社の従業員被告Ｙ1の勧誘で商品先物取引を行い、損失を
被った原告が、被告らに対して損害賠償の支払を求めた事案

◆被告Ｙ1には、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、社会的相 先物
当性を欠く両建ての勧誘などの点で違法性があるとし、被告会社は被
告Ｙ1の上記不法行為について使用者責任を負うとして、原告の請求を
一部認容した事例（過失相殺6割）

6割

◆被告会社と商品先物取引委託契約を締結した原告が、外務員である
被告らが契約の勧誘及び取引に関して不法行為を行い、代表取締役で
ある被告Ｙ1は違法行為を防止する販売体制を構築すべき義務を怠った
などと主張して、被告らに対し、不法行為等に基づく損害賠償を請求し
た事案

◆外務員である被告らの説明義務違反等を認め、当該被告らの取引勧 先物
誘等が不法行為に該当するとして、当該被告ら及び使用者である被告
会社の不法行為責任を認め、被告会社では適法な販売を行う体制が構
築されておらず、被告Ｙ1は適切な体制を構築することに何ら意を用いる
ことがなかったとして、被告Ｙ1の会社法429条1項に基づく責任を認め、
請求を認容した事例

否定

◆原告が、被告との間で商品先物取引委託契約を締結して、先物取引
を行ったが、差損金が発生し、商品取引所に立替払したとして、被告に
対して、立替金の支払を請求した本訴に対し、原告が、商品先物取引に
ついて、迷惑勧誘行為、説明義務違反、断定的判断の提供をしたとし
て、被告が、原告に対し不法行為に基づく損害賠償を請求する反訴を
提起した事案

◆先物取引委託契約を締結を認めた上で、原告の従業員が、被告に対 先物
し、先物取引を勧誘したことが認められるものの、執拗に勧誘を行った
と認めるに足りず、また、説明義務違反、断定的判断の提供は認められ
ないとして、本訴請求を認容し、反訴請求を棄却した事例

請求棄却

◆商品先物取引業者である会社を通じて商品先物取引を行っていた原
告が、同取引において会社の被用者らによる勧誘等につき会社ぐるみ
での違法があったとして、会社の役員及び従業員である被告らに対し、
損害賠償請
不法行為に基づく損害賠償を請求した事案
求事件

◆適合性原則違反、説明義務違反、無断取引の主張は認めなかった 先物
が、新規委託者に対する配慮義務違反は認め、その損害額は700万円
としたが、原告は本件訴訟中に訴外会社と和解をしており、800万円を
受領したものと認められ、これは訴外会社の原告に対する上記損害賠
償債務の弁済に充当されるべきであり、解決金の支払いにより遅延損
害金を含めてすべて弁済されたとして、請求を棄却した事例

請求棄却

損害賠償請
求事件（本
訴）、差損金
請求事件（反
訴）

損害賠償請
求事件

損害賠償請
求事件

平成21年 7月29日
東京地裁 平２０
（ワ）1８５２６号

差損金請求
事件（本
訴）、損害賠
償請求事件
（反訴）

平成21年 7月29日
東京地裁 平２０
（ワ）３６７４７号

分類

2割

平成21年 8月26日
東京地裁 平２０
（ワ）２５３２８号

平成21年 7月29日
東京地裁 平1８
（ワ）11２０1号

裁判所の判断

◆被告の営業担当者らが、原告の勤務時間中に勤務先に電話をかけ 先物
たり訪問したりして取引の勧誘をし、不当勧誘により、それまでハイリス
クの取引とは無縁であり、先物取引の知識経験のなかった原告を誘い
込み、原告の申告した収入資産の状況等に照らしても多すぎる回数、
金額、内容の取引を勧誘し、多額の損失を被らせ、多額の手数料収入
を得たものと認定するなどし被告担当者らの一連の行為につき、原告に
対する不法行為を構成すると判断し、2割の過失相殺を認定し、請求を
一部認容した事例

287
356

事案の概要

◆原告は、被告との間で、商品先物取引に係わる委託契約を締結した
が、被告には、迷惑勧誘、適合性の原則違反、新規委託者保護義務違
反、無断・一任売買、説明義務違反、特定売買、仕切拒否の違法があ
り、それにより901万0690円の損害を被ったとして、被告に対し損害の賠
損害賠償請
償を求めた事案
求事件

◆証券会社である原告が、日経225の平均株価を指標とする先物取引 ◆被告の原告に対する適合性原則違反、説明義務違反、不法提訴等
の口座開設をインターネット経由で原告に申し込み、ホームページ及び に基づく、損害賠償請求権を自働債権とする相殺の抗弁をいずれも排
原告担当者の電話による質問について取引内容を理解した旨の回答を 斥し、請求の全額を認容した事例
差損金請求
した上、同口座においてインターネットを通じて先物取引を行った被告に
事件
対し、取引約定に基づき、取引の結果生じた差損金の支払を求めた事
案
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先物

請求棄却

参考事情
被告は、原告が先物取引により損失を
被る可能性のあることを十分に予見し
ながら、多額の手数料収入を得るため
に、原告を勧誘して本件取引を行わせ
たものであり、そして、本件取引により
原告に820万円余の損失を被らせる一
方で、自らは1300万円を超える収入を
得ている。

原告は、被告Ｙ2から商品先物取引の
説明を受けたが、同人に対し取引を辞
めたい旨の申し出をしたこと、被告Ｙ3
は、これに対して、サヤ取りは安全であ
ると説明をして、取引を勧誘したこと、
にもかかわらず、2日後には、被告Ｙ4
が、サヤ取りから通常の取引への変更
を勧誘し、それを行なわせたことが認め
られるから、被告らが原告に対してなし
た勧誘は、信義則に反するというべき
である。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆原告が、商品先物取引に関する被告の違法行為によって損害を被っ
たとして、主位的に民法709条、715条に基づき、予備的に商品取引員と
しての債務不履行があったとして民法415条に基づき、損害賠償金等を
請求した事案
360

361

362

288
363

平成21年 7月15日
福岡地裁 平1９
（ワ）４３３７号

平成21年 5月29日
東京地裁 平1７
（ワ）２２４８９号

平成21年 3月31日
東京地裁 平1９
（ワ）２７０２２号

平成21年 3月27日
神戸地裁 平1９
（ワ）２７1２号

364

平成21年 3月11日
東京地裁 平1９
（ワ）1３４1４号

365

平成21年 1月27日
東京地裁 平２０
（ワ）３11号

366

分類

過失割合

◆原告は、取引当時、60歳の単身者女性。収入は年金のみ。取引開始 先物
時既に外国為替証拠金取引及び商品先物取引の経験があった。年金
生活者であり被告の内部規則には反するが、商品先物取引の不適格
者とまではいえないとしつつも、被告担当者の一連の行為は、实質的一
任売買、違法な両建の勧誘、特定売買の反復等の点から、全体として
違法性を帯び、不法行為を構成し、被告は使用者責任を負うと判断し、
過失割合を6割とした事例
◆本件取引は、差玉向かいの状態が生じているが、そのことが直ちに
違法とはいえず、また、商品取引員において委託者に差玉向かいを
行っていることを説明する義務があるとまではいえないとした事例

6割

◆原告が、被告会社の従業員や取締役であるその余の被告らから勧誘 ◆関与を認めるに足りる証拠がない1人の被告を除いて、原告の請求を 先物
を受けるなどして商品先物取引を行ったことにつき、原告がうつ病に罹 一部認容した事例
患しているのに勧誘した行為は適合性原則に違反するもので不法行為
損害賠償請 に当たり、また被告会社従業員らや取締役は説明義務違反、断定的判
断提供、新規委託者保護義務違反、实質的一任売買、仕切回避ないし
求事件
仕切拒否を行ったものであり、これら一連の行為が不法行為に当たると
主張して、被告らに対し、損害賠償の支払を求めた事案

3割

商品先物取 ◆商品先物取引の委託注文を受託することを業とする原告が、委託注 ◆一部追加支払義務を否定した他はこれを認容し、被告が原告に対し 先物
引仕切差損 文者である被告に対し、売付・買付注文のそれぞれにつき、原告が定め てした不法行為に基づく損害賠償請求（反訴）については、適合性原則
違反や説明義務違反があったとは言えないとして棄却した事例
金等本訴請 た料率による委託手数料を請求した事案（本訴）
求事件、差
損金等請求
反訴請求事
件
◆被告に委託して商品先物取引を行った原告が、被告に適合性原則違 ◆被告外務員らは、先物取引の適合性を欠く原告に対し、勧誘目的を 先物
反、説明義務違反、新規委託者保護育成義務違等の不法行為があると 告知せずに近づき、原告の拒絶にもかかわらず勧誘を行った上、説明
して、被告に対し、使用者責任又は債務不履行責任に基づき、損害金 義務、新規委託者保護規定に違反する勧誘をし、さらに他人名義の取
引を勧めるなど原告の意思に反して過大な取引をさせ、結果的に原告
損害賠償請 等の支払を求めた事案
に多大な損害を与えたものであって、被告外務員らの行為は全体として
求事件
違法であり、不法行為を構成するとして、被告の使用者責任を認定する
一方、原告の過失割合を2割と認定した事例

請求棄却

◆被告との間で「ロコ・ロンドン貴金属取引」と称する先物取引を行った
原告が、被告に対し、同取引について、被告による断定的判断の提供、
投機性の説明の欠如（不利益事实の不告知）、適合性原則違反、公序
損害賠償請
良俗違反等があったなどと主張し、消費者契約法4条に基づく売買委託
求事件
契約の取消し及び不法行為又は債務不履行を理由に、預託金の返還、
弁護士費用及び慰謝料の支払を求めた事案

5割

損害賠償請
求事件

◆同取引には、消費者契約法4条所定の取消事由は認められないもの 先物
の、説明義務違反及び一任売買の違法があるなどとして、被告に不法
行為責任を認めた上で、5割の過失相殺をし、原告の請求を一部認容し
た事例

◆商品先物取引を行った結果、多額の損失を受けた原告が、被告の担 ◆原告の職業や商品先物取引の経歴からみると、原告が躁うつ病で通 先物
当者に不適格者に対する勧誘、説明義務違反、新規委託者保護義務 院中であったからといって、適合性原則違反があるとはいえないなどと
損害賠償請 違反、实質的一任売買、過度な売買取引、断定的判断の提供及び両建 して、請求を全部棄却した事例
の勧誘があったとして、使用者責任に基づき損害賠償を求めた事案
求事件

◆訴外会社に委託して、商品取引所において、アラビカコーヒー生豆及
び金等の先物取引を行っていた原告が、執ような勧誘、説明義務違反、
受託管理業務規則違反、無断売買・一任売買、過当な取引及び無意味
平成20年12月16日
損害賠償請
な特定売買があったなどとして、会社分割によって訴外会社の債権債
東京地裁 平1９
求事件
務を承継した被告に対し、不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償
（ワ）２４７５1号
請求をした事案

◆先物取引で約2600万円の損失を被った原告が、執ような勧誘、説明 先物
義務違反、受託管理業務規則違反、無断売買・一任売買、過当な取引
及び無意味な特定売買があったなどとして、不法行為又は債務不履行
に基づく損害賠償を請求したが、申込書の商品先物取引の経験欄に経
験がある旨記載し、实際にも過去に商品先物取引の経験があったなど
として、請求が認められなかった事例
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2割

請求棄却

請求棄却

参考事情

特に記載なし。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

367

368

369

370

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成20年12月 5日
東京地裁 平1９
（ワ）1７２６５号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

◆被告の勧誘により、先物取引を行った原告が、これにより損害を受け ◆商品先物取引で約3000万円の損失を被った原告が、適合性の原則 先物
たとして、前記取引による損失等について、被告に対し、説明義務違反 違反、説明義務違反、断定的判断の提供、その他の法令違反があった
等を理由とする損害賠償を求めた事案
として主位的に不法行為、予備的に債務不履行を理由とする損害賠償
を求めたが、本件は、予め相当の株式取引を有し、資産も一定程度保
損害賠償請
有していた原告が、自身の相場観を示した上で、投資による利益を獲得
求事件
する目的の下、相当程度積極的に働きかけ、自分の意見も相当程度主
張した上で行われた先物取引であるとして請求が認められなかった事
例

◆原油・生糸等の商品先物取引をしていた原告が、委託先の被告に対
し、被告担当者による適合性原則や新規受託者保護義務に違反する違
平成20年11月25日
損害賠償請 法な勧誘がされたほか、实質的な一任売買や無意味な反復的売買が
東京地裁 平２０
行われ、また、説明義務違反もあったなどとして、不法行為又は債務不
求事件
（ワ）２９８３号
履行に基づく損害賠償を請求した事案

過失割合
請求棄却

289

◆被告担当者が原告に取引の意味・効果等を十分説明しないまま手数 先物
料稼ぎの目的で全体として違法な取引勧誘を行ったとして被告の使用
者責任を認めたものの、原告にも売買状況の報告を受けながら何の疑
問や異議を述べることなく経過させた落ち度があるとして5割の過失相
殺をした事例

5割

◆原告が、商品先物取引受託業者である被告に対し、商品先物取引の ◆適合性原則違反、説明義務違反・断定的判断の提供、一任売買、両 先物
勧誘等に適合性原則違反等があったと主張して、不法行為又は債務不 建、差玉向い、仕切拒否の違法は認めなかったものの、新規委託者保
損害賠償請
履行に基づく損害賠償を請求した事案
護義務違反を認め、過失相殺を7割として、不法行為に基づく損害賠償
求事件
を一部認容した事例

7割

◆被告会社の従業員である被告甲野、被告乙山及び被告丙川の違法 ◆商品先物取引の勧誘を行った商品取引会社の従業員に説明義務違 先物
勧誘、断定的判断の提供、説明義務違反、一任売買・無断売買、両建 反があったとして、同会社と従業員の不法行為責任が認められた事例
規制違反、仕切拒否等の不法行為により、被告会社と商品先物取引の
委託取引を行い多額の損失を被った、被告会社の行為は、商品取引員
平成20年10月27日
損害賠償請
としての善管注意義務、誠实公正義務に違反するなどとして、被告甲
千葉地裁 平1８
求事件
野、被告乙山及び被告丙川に対しては不法行為（民法709条、及び719
（ワ）２６1９号
条）に基づき、被告会社に対しては不法行為（民法715条）及び債務不
履行（民法415条）に基づき、損害の賠償を求めた事案

6割

平成20年11月 5日
東京地裁 平1８
（ワ）1９1７０号

371

◆商品先物取引の受託業者である原告が、顧実であった被告に対し、
商品先物取引の売買差損金を立替払したと主張して、立替金等を請求
し（本訴）、被告が、原告に対し、断定的判断の提供等があったと主張し
て、主位的に消費者契約法4条2項に基づく取消しによる不当利得返
還、予備的に不法行為に基づく損害賠償を請求した（反訴）事案

◆消費者契約法上の取消権が発生していたとしても、追認可能な時点 先物
から6か月が経過しているとして取消権の消滅時効を認め、適合性原則
違反、説明義務違反・助言指導義務違反、不当勧誘、断定的判断の提
供等は認められないとして、反訴請求を棄却し、本訴請求を認容した事
例

請求棄却

立替金等請
平成20年10月20日
求事件、損
東京地裁 平1９
害賠償請求
（ワ）６９３６号
事件

372

◆商品先物取引で損害を被ったとする原告が、商品取引員である被告 ◆被告従業員らの先物商品についての相場観に基づくアドバイスは合 先物
会社及び同社の従業員ら2名の被告を相手に損害賠償を請求した事案 理的なものであったことなどから、被告らが適切な情報提供及び助言を
意図的に又は過失によって行わなかったという原告の主張を排斥して
請求を棄却した事例

請求棄却

平成20年 8月28日
東京地裁 平1８
（ワ）４５1２号

373

平成20年 8月27日
東京地裁 平1８
（ワ）２３５４６号

374

平成20年 6月30日
東京地裁 平1８
（ワ）11０５７号

375

平成20年 6月27日
東京地裁 平1８
（ワ）８1６５号

損害賠償請
求事件

◆原告が商品先物取引受託業者である被告に対し、被告の適合性原 ◆原告が4年間にわたって株式取引の投資経験を有していたことや適 先物
則に反する違法勧誘、説明義務違反等の一連の違法行為により損害を 合性の審査において被告の従業員に進んで商品先物取引の仕組み等
損害賠償請 被ったとして不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償を求めた事案 を理解しているかのような受け答えをしたことなどからすれば適合性原
則違反は認められないとしつつ、その他の違法行為については認めて
求事件
原告の請求の一部を認容した事例

4割

◆商品先物取引をした年金生活者である原告に対し、被告従業員によ ◆適合性原則違反、説明義務違反及び新規委託者保護義務違反が被 先物
告勧誘員にあったことによる不法行為の成立を肯定した上で、原告にも
損害賠償請 る違法行為があったとして損害金等を請求した事案
過失相殺4割を認めて損害賠償請求を一部認容した事例
求事件

4割

◆商品先物取引会社である被告に委託して商品先物取引を行った原告
が、被告に対し、被告従業員らによる不招請勧誘、適合性原則違反、一
損害賠償請 任売買、説明義務違反、新規委託者保護義務違反等が不法行為又は
債務不履行に該当するとして損害賠償を請求した事案
求事件

5割

◆不招請勧誘、適合性原則違反、一任売買及び説明義務違反の事实 先物
は認めなかったが、原告が過大な取引を行ったのは被告従業員らが新
規委託者保護義務に違反した勧誘をしたためであるとして、被告の使用
者責任を認めた上で、5割の過失相殺をして、請求を一部認容した事例
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

376

平成20年 6月20日
東京地裁 平1８
（ワ）11０1３号

377

平成20年 6月19日
東京地裁 平1９
（ワ）９７２号

378

平成20年 5月13日
東京地裁 平1８
（ワ）1３1５０号

379

平成20年 3月26日
東京地裁 平1８
（ワ）２４1４３号

380

平成20年 3月25日
東京地裁 平1９
（ワ）９３号

290
381

平成20年 3月24日
東京地裁 平1９
（ワ）２８７３号

382

平成20年 3月10日
東京地裁 平1７
（ワ）２1８５４号

383

平成20年 3月 3日
東京地裁 平1７
（ワ）1８８３５号

384

平成20年 2月25日
東京地裁 平1８
（ワ）1３３６号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆被告従業員の勧誘により金の商品先物取引を行い、多額の差損金を
生じさせた原告（専業主婦、62歳）が、被告らには説明義務違反、断定
損害賠償請 的判断の提供、一任売買、新規委託者保護義務違反、過当取引といっ
た違反行為があったとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした事案
求事件

分類

◆被告らは一任売買を行ったことや十分な説明をしないまま特定売買 先物
を勧誘したことにつき不法行為責任を負うとした上、原告が先物取引の
仕組みや危険性について説明を受けていたことや、損失発生後も取引
を継続させ損害を拡大させていることなどから、原告の過失割合を4割と
した事例

過失割合

◆被告従業員の勧誘によって金の先物取引を行った原告が、適合性原 ◆原告の株式取引の経験、従業員による商品説明の内容や時間に照 先物
則違反・説明義務違反・断定的判断の提供・一任売買等の違法行為の らすと、適合性原則違反や説明義務違反があるとはいえないし、被告従
損害賠償請
ほか、仕切回避によって損害が生じたとして損害賠償請求をした事案
業員が原告の意思に基づかない一任売買をしたとか、仕切を意図的に
求事件
回避したという事情も認められないとして、請求を棄却した事例

請求棄却

◆被告を介して商品先物取引をした原告が、当該取引には適合性原則
違反、説明義務違反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、
損害賠償請 实質的一任売買、過当取引等の違法事由があり、それによって原告が
損害を被ったとして、被告に対し損害賠償を求めた事案
求事件

◆原告が商品先物取引の不適格者であったとまではいえないが、被告 先物
には過度の取引を防止する注意義務があり被告はこれに違反したこ
と、本件について实質的一任売買及び過当取引があったことを認め、被
告の行為の違法性を肯定した上で、原告の過失割合を2割と認定し、請
求を一部認容した事例

2割

◆商品先物取引により多大の損失を計上した原告が、同取引の受託業 ◆断定的判断の提供等を含む説明義務違反や過大取引の違法が認め 先物
務を行う被告会社に対し、同社従業員らの「実殺し」といわれる違法な られるとした上、原告にも損害の発生拡大に寄与した面があるとして4割
損害賠償請
勧誘行為によって損害を受けたものであるとして、使用者責任に基づき の過失相殺をして、請求の一部を認容した事例
求事件
損害賠償を請求した事案

4割

◆商品取引員である被告に委託して行った商品先物取引における被告
従業員の不法行為により損害を被ったとして、被告に対し共同不法行為
損害賠償請
や使用者責任等に基づきその損害金の支払を求めた事案
求事件、未
精算損金請
求事件

◆適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反の不法行為は 先物
認められないけれども、過当頻繁売買、無意味な特定売買、一任売買
については社会的相当性を欠く不法行為が認められるとし、原告の損
害の拡大についての過失を七割として過失相殺して原告の請求の一部
を認容するとともに、被告の原告に対する未清算の差損金請求につい
ても一部認容した事例

7割

◆海外商品先物取引に関する委託契約を被告との間で締結し、原油の
取引を行っていた原告が、被告が新規委託者である原告に適合した取
引を仲介しなかったため損害を受けたとして不法行為に基づく損害賠償
損害賠償請 請求をした事案
求事件

◆原告は高齢で先物取引の経験がなく、障害を持つ子の生活資金を原 先物
資としていたにもかかわらず、被告はその仕組みやリスクの説明を十分
にしないで原告を勧誘し、以後も強引に取引の継続を勧誘して、原告に
損失を生じさせたから、本件取引には適合性の原則違反、説明義務違
反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、過当取引があり、
全体として不法行為が成立するとして、原告の請求を全部認容した事例
（過失相殺なし）

主張なし

◆原告が、商品先物取引につき被告従業員による適合性原則違反、断
定的判断の提供、新規委託者保護義務違反などの不法行為によって
損害を被ったとして、不法行為又は債務不履行に基づき損害賠償を請
損害賠償請
求した事案
求事件

◆適合性原則違反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、 先物
説明義務違反及び無断売買についての事实は認められないが、本件
取引は一任売買として行われ、かつ被告は特定売買を手段として利用
し、手数料の取得を目的とした無意味な売買を繰り返したのであるから
全体として不法行為を構成するとして、精神的損害を除く請求につき、
五割の過失相殺がされた上で認められた事例

5割

◆被告に金等の商品先物取引を委託した原告が、被告の被用者による ◆原告の主張した適合性原則違反、不当勧誘、新規委託者保護義務 先物
損害賠償等 勧誘等の一連の行為に違法があったなどとして、被告に対し、債務不履 違反、断定的判断の提供及び説明義務違反、手数料稼ぎ目的の違法
行又は使用者責任に基づき損害賠償を求めた事案
行為の各責任原因がいずれも否定され、原告の請求が棄却された事例
請求事件

請求棄却

◆被告との間で商品先物取引委託取引を行っていた原告が、被告の勧 ◆取引における被告従業員の行為に違法があるとまではいえないし、
誘に適合性原則違反・偽計勧誘・断定的判断の提供・説明義務違反等 取消事由も認められないとして本訴請求を棄却し、被告の差損金請求
委託金返還
の違法があるとして不法行為による損害賠償を、消費者契約法ないし が信義則に反するものではないとして反訴請求を認容した事例
請求事件、
詐欺に基づく取消しによる不当利得返還請求等を選択的に請求したの
反訴請求事
に対し、被告が原告に対し、商品先物取引委託契約に基づき原告が負
件
担するに至った差損金を反訴により請求した事案

請求棄却
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先物

参考事情

4割

特に記載なし。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

385

386

387

388

291
389

390

391

392

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆商品取引員である被告会社に委託して商品先物取引を行った原告
が、被告従業員による適合性原則違反、説明義務違反及び断定的判
損害賠償請 断の提供等があったと主張して、取引に拠出した金銭相当額等の賠償
を求めた事案
求事件

◆原告は中国国籍の専業主婦であるが、日本語による説明を受ければ 先物
取引の仕組みを理解する能力を有しており、取引を行う適合性を欠いて
いたとは認められず、また、被告従業員による説明義務違反及び断定
的判断の提供等の違法行為も認められないなどとして、請求が棄却さ
れた事例

請求棄却

◆商品先物取引について、被告会社及び従業員による適合性原則違
反、断定的判断の提供、説明義務違反、新規委託者保護育成義務違
反、過当取引、一任売買といった違法があると主張して、被告らに対し、
損害賠償請
不法行為に基づく損害賠償を請求した事案
求事件

◆被告らには、先物取引の経験のない新規の委託者には、その資産、 先物
リスクの許容度等に応じて取引額を制限して不測の損害を被らせない
ようにする注意義務があるのに、多額の取引をさせるため資産額につ
いて内容虚偽の申出書を提出させて取引を行わせた行為は、新規委託
者保護育成義務違反に当たり不法行為を構成するとされ、他方損害に
ついては五割の過失相殺がされた事例

5割

◆被告に委託して行った商品先物取引について、被告従業員らによる
違法行為があり、不实の告知や不利益事实の不告知がされたと主張し
て、債務不履行若しくは不法行為に基づく損害賠償又は消費者契約法
損害賠償請
四条に基づく不当利得を請求した事案
求事件

◆原告主張の適合性原則違反、説明義務違反、断定的判断の提供、 先物
強引な勧誘、新規委託者保護義務違反、一任取引、仕切拒否・回避は
いずれも認められず、特定売買比率・手数料化率についても違法な特
定売買とはいえず、利益が得られる旨の言辞も単なるセールストークの
範疇にとどまるものであって違法とはいえないとして、原告の請求が棄
却された事例

請求棄却

◆商品先物取引をした原告が、取引の違法事由を主張して被告らに損 ◆原告には従前株式取引の経歴はないが、原告は会社経営者であり、 先物
害賠償請求をした（本訴）のに対し、被告が未払の差損金の請求をした 相応の流動資産を有していたのだから、取引が適合性原則に違反して
いるとはいえないし、被告が執拗な勧誘、リスクに関する説明義務違
損害賠償請 （反訴）事案
平成19年12月13日
反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、無意味な売買の反
求事件、差
東京地裁 平1８
復、一任売買、仕切拒否といった違法事由を行ったとも認められないと
損金反訴請
（ワ）11５1４号
して、本訴請求を棄却した上、差損金に係る反訴請求を認容した事例
求事件

請求棄却

◆亡Ａが被告会社との間で行った商品先物取引について、亡Ａの相続
人である原告が、被告会社及び同取引に関与したその従業員である被
平成19年11月28日
損害賠償請 告らに対して、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案
東京地裁 平1８
求事件
（ワ）1０２５号

◆原告の主張する被告らの違法行為（不適格者への投資勧誘、説明義 先物
務違反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、無意味な反復
売買、亡Ａの個別的指示に基づかない売買、取引成立通知の欠如、仕
切り拒否、返金拒否など）はいずれもその事实を認められないとして、原
告の請求を棄却した事例

請求棄却

◆原告が、商品取引員である被告に委託して行った商品先物取引にお
ける被告従業員の不法行為により損害を被ったとして、被告に対し、使
平成19年10月29日
損害賠償請
用者責任に基づきその損害金を求めた事案
東京地裁 平1８
求事件
（ワ）1８1０２号

◆適合性原則違反、説明義務違反及び新規委託者保護義務違反の不 先物
法行為が認められるから、被告は使用者責任を負うものと認められると
し、原告の損害の発生についての過失を二割として過失相殺し、原告の
請求の一部を認容した事例

2割

◆69歳の主婦であった原告が、被告との間で商品先物取引に関する委
託契約を締結し、金の先物取引を行ったところ、損失を被ったとして、被
告従業員に適合性原則違反、虚偽の事实の告知又は不利な事实の不
平成19年10月11日
損害賠償請
告知、説明義務違反、委託者の保護に著しく欠ける行為等の違法があ
東京地裁 平1８
求事件
ると主張して、被告に対し不法行為（使用者責任）に基づき損害賠償を
（ワ）７11３号
請求した事案

◆原告が高齢者、主婦であること、先物取引に関する知識の乏しさ、財 先物
産状況等に鑑みると、原告は商品先物取引の不適格者に該当し、説明
義務違反、告知義務違反、委託者保護義務違反等も認められるとされ
た上で、3割の限度で過失相殺を行った事例

3割

◆被告会社の勧誘員に勧誘されて同社に商品先物取引を委託した原
告が、適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反及び一任
売買等による不法行為を主張して、被告に対し、先物取引による損失及
び弁護士費用の損害賠償を求めた事案

◆収入・貯蓄、理解力・判断力及び取引経験からすると原告には勧誘 先物
相手としての適格性がなく、また、勧誘担当者が先物取引の仕組みや
危険性等について十分な説明を行わずに、原告が理解しないままに取
引を継続していたことなどからすると、先物取引への勧誘及びその継続
について全体として不法行為が成立するとした上で、不法行為の性質
が故意に準ずるものであり過失相殺はできないとして、請求が全部認容
された事例

否定

平成20年 2月25日
東京地裁 平1８
（ワ）11６７９号

平成20年 1月25日
東京地裁 平1８
（ワ）２７３４０号

平成20年 1月21日
東京地裁 平1８
（ワ）４６６５号

平成19年 7月23日
東京地裁 平1７
（ワ）1３９３1号

委託金返還
請求事件
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参考事情

特に記載なし。

原告を商品先物取引に引き込むことを
予定して、原告に会い、白金の値上が
りを予想してみせて原告を勧誘し、理解
力の甚だ欠如した原告が商品先物取
引とはどのようなものかを正確に理解し
ていないのに、安易に値上がり益が得
られると誤信させ、老後の生活資金で
あった預貯金を拠出させて、その殆ど
を費消させた事案であり、本件勧誘と
取引継続は、故意に準ずる不法行為で
ある。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

393

394

395

396

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆外国為替証拠金取引及び商品先物取引により損失を計上した原告 ◆外国為替証拠金取引につき説明義務違反、商品先物取引につき新 先物
が、商品取引員である被告に対し、被告従業員が賭博行為に勧誘した 規委託者保護義務違反による不法行為の成立を認めた上、後者につき
こと、適合性原則違反、説明義務違反等の不法行為をしたものであるな 5割の過失相殺をして、請求を一部認容した事例
損害賠償等
どとして、使用者責任による損害賠償を請求（前者の取引については、
請求事件
予備的に公序良俗違反・錯誤・詐欺取消し等による無効による不当利
得返還を請求）した事案

5割

◆被告から勧誘を受けてガソリン、灯油等の商品先物取引を行った原
告（当時51歳、男性）が、被告に対し、被告従業員による説明義務違
反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、实質的一任売買、
損害賠償請 過当売買を理由に不法行為に基づく損害賠償の請求をした事案
求事件

◆原告の社会的経験及び能力（大学経済学部卒）、原告が元本保証の 先物
ない商品ファンドの購入経験があったこと、取引開始前に複数回にわた
り被告従業員から説明を受けていることからして、被告従業員の発言に
より原告の自由な意思決定が困難になったとは認められず、原告が先
物取引の仕組みについても習熟していたこと、月次報告書等の送付を
受けていたこと等から本件取引は、原告の意思に基づくものであって違
法なものとはいえないとして、請求を全部棄却した事例

請求棄却

◆被告から勧誘を受けて金の商品先物取引を行った原告（当時68歳、
男性）が、被告に対し、被告従業員による断定的判断の提供、实質的一
平成19年 5月29日
損害賠償請 任売買のほか、取引をやめるか追証で取引を継続するか選択の機会を
東京地裁 平1６
与えるべきであったのに、これをしなかったこと等を理由に、不法行為に
求事件
（ワ）２０８９２号の1
基づく損害賠償を請求した事案

◆原告の社会的経験及び能力（大学工学部卒）や、原告が以前から元 先物
本保証のない商品ファンドの購入経験があったことに照らすと、被告従
業員の説明により原告の自由な意思決定が困難になったとは認められ
ず、被告従業員の提供する情報を理解した上で判断する能力もあった
から、違法行為は認められないとして、請求を全部棄却した事例

請求棄却

◆金の先物取引について、被告会社の外交員が原告に断定的判断を ◆外交員らは、原告に対し、商品先物取引の仕組みや危険性について 先物
提供し、また、新規委託者保護義務に違反して勧誘したことにより損害 説明し、その理解を得た上で取引を行っており、断定的判断の提供の
損害賠償請
を被ったとして、原告が、被告会社に対し不法行為に基づく損害賠償を 違法はなく、また、原告の申告した投資可能額からすれば、金200枚の
求事件、立
請求したのに対して、被告会社が原告に立替金の支払を請求した事案 建玉は過大なものとはいえず、かつ、その建玉の委託は、原告自らの
替金請求事
判断によるものであるから、新規委託者保護義務に違反するものでは
件
ないとして、原告の請求を棄却し、被告の請求を認容した事例

請求棄却

◆商品先物取引業者である被告を通じて商品先物取引を行った医師で
ある原告が、被告従業員による不適格者に対する勧誘、説明義務違
反、断定的判断の提供、新規委託者保護義務違反、両建勧誘、仕切拒
損害賠償請 否、一任売買及び過当取引の違法行為があったとして、債務不履行又
は使用者責任に基づき、被告に対し、实損額の賠償等を求めた事案
求事件

5割

平成19年 6月12日
東京地裁 平1７
（ワ）1２９６９号

平成19年 5月29日
東京地裁 平1６
（ワ）２０８９２号の２

平成19年 5月22日
札幌地裁 平1８
（ワ）1０９６号

292
397

事件名

平成19年 4月25日
大阪地裁 平1７
（ワ）９９５８号

398

平成19年 3月19日
東京地裁 平1８
（ワ）４２５８号

399

平成19年 3月13日
東京地裁 平1７
（ワ）９２号

400

平成19年 1月22日
東京地裁 平1７
（ワ）２８４８号

◆本件で、原告は医師として医院を経営していたのであるから、十分な 先物
社会経済上の知識及び判断力を有していたと認められるとして、原告の
ほとんどの主張を退けたが、新規委託者保護義務違反については、本
件取引まで商品先物取引や株の取引をしてこなかった原告に対し、被
告従業員が本件取引開始後短期間の間に大量の取引を行わせたとし
て義務違反を認め、その上で、原告の損害につき5割の過失相殺をした
事例

◆原告が、被告に委託して行った商品先物取引における被告従業員の ◆適合性原則違反、説明義務違反及び断定的判断の提供（勧誘段階 先物
不法行為により損害を被ったとして、被告に対し、使用者責任に基づき での違法性）という不法行為は認められないけれども、取引継続段階に
その損害金を求めた事案
おいて、原告から商品先物取引を实質的に一任されたことにつけ込ん
損害賠償請
で、原告の利益を犠牲にして被告の利益を図る手数料稼ぎの取引を
求事件
行った事实が認められ、被告従業員には誠实公正義務に違反する違法
があるとして、原告の請求を認容した事例

否定

◆原告が、商品取引員である被告に委託して行った商品先物取引にお ◆適合性原則違反、説明義務違反及び情報提供義務違反の不法行為 先物
ける被告従業員の不法行為により損害を被ったとして、被告に対し、使 が認められるから、その余の無断売買等の主張につき判断するまでも
損害賠償請
用者責任に基づきその損害金を求めた事案
なく使用者責任が認められるとし、原告の損害の拡大についての過失を
求事件
三割として過失相殺し、原告の請求の一部を認容した事例

3割

◆商品取引員である被告Ｙ1・Ｙ2に委託して、商品先物取引を行ったとこ
ろ、多額の差引損が発生したが、それは各取引での被告らの従業員の
損害賠償請 勧誘ないし、執行の際の①適合性原則違反、②断定的判断の提供、③
説明義務違反などの違法事由によるとして、不法行為に基づく損害の
求事件
賠償等を請求した事案

3割／5割

◆原告が常時両建にし、因果玉の放置をくり返すような内容の取引を 先物
行ったのは、被告らの過当かつ危険性のある勧誘によるものであると
し、被告らは不法行為に基づいて本件取引により出した損害を賠償する
義務があるとした事例（Ｙ1につき過失相殺5割・Ｙ2につき3割）

55 / 99 ページ

参考事情

原告が、生来的な欲動の減弱を伴う意
志欠如者であり、他者からの被影響性
が強く抵抗不能であるという性格の偏り
があると推察されるため、原告の過失
と評価して，その損害額を減ずるのは
相当ではない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

401

402

403

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

分類

過失割合

参考事情

293

1割

◆東京工業品取引所のガソリンを目的物とする商品先物取引におい
て、原告が、被告らから違法な勧誘及び受託業務の实施を受けたと主
張の上、被告乙川に対しては不法行為に基づく損害賠償として、被告会
平成18年11月29日
損害賠償請
社に対しては民法715条所定の使用者責任に基づく損害賠償として、支
東京地裁 平1６
求事件
払を求めた事案
（ワ）1３０５５号

◆ガソリンの商品先物取引において、新規委託者保護義務違反・過度 先物
な取引の抑制義務違反により原告に短期間で大量の新規取引を開始さ
せ、虚偽の説明や断定的判断を提供し、多額の損失が発生している状
況で仕切り、手仕舞いも拒否し、違法な両建・特定売買を行ったことが
全体として不法行為を構成するとして、原告の被告らに対する損害賠償
請求が一部認容された事例（過失相殺五割）

5割

◆原告（取引当時59才）が、被告との間で締結した商品先物取引委託
契約に基づいてした商品先物取引（以下本件取引）において、被告従業
員に違法があり、これにより損害を被ったとして、被告に対し、使用者責
平成18年10月26日
損害賠償請 任に基づき損害賠償の請求をした事案
大阪地裁 平1６
求事件
（ワ）1２７５７号

◆被告には、適合性原則に反した点及び説明義務を尽くさないままに 先物
両建てを勧誘したという点において違法があり、不法行為を構成すると
した一方で、原告にも、商品先物取引の説明を受け、抽象的には多大
な損失を受ける可能性があることを認識していたことや、売買報告書に
目を通して損失をその都度認識し、差金決済をして本件取引を終了させ
る機会は十分にあったのに、取引を継続拡大させ、損失を招いたことを
考慮して原告の過失割合を4割とするなどして請求を一部認容した事例

4割

◆商品取引員である被告と商品先物取引の受託契約を締結した原告Ａ
（取引当時59才・公務員・現物株経験者）、原告Ｂ（取引当時59才・左官
業・投資経験なし）、及び原告Ｃ（取引当時50才・うつ病で通院治療中・
会社員・先物経験者）が、被告従業員らによる違法行為によって損害を
被ったとして、被告に対し不法行為に基づき損害賠償を請求した事案

◆原告Ｃの請求については、うつ病は外見から判断しにくい精神疾患で 先物
あり、被告従業員に原告Ｃの病気について認識がなかったとしても無理
からぬことであり適合性原則違反はないなどとして被告の賠償責任を認
めずに請求を棄却したものの、原告Ａ及び原告Ｂについては、被告従業
員の説明義務違反や新規委託者保護義務違反などを認めて被告会社
は賠償義務があるとし、過失相殺については原告らの属性や本件事情
などを考慮して原告Ａの過失相殺3割、原告Ｂの過失相殺2割などとして
請求を一部認容した事例

2割／3割 Ａにつき、先物取引の仕組みや危険性
について十分な説明がなされず、具体
的かつ十分な理解をしていないことや、
被告従業員らの違法行為の態様その
他本件に顕れた一切の事情を考慮す
ると、過失割合は3割と認めるのが相当
である。
Ｂにつき、投資経験，資産のほか、被
告従業員らの違法行為の態様その他
本件に顕れた一切の事情を考慮する
と、過失割合は2割と認めるのが相当で
ある。
請求棄却

平成18年10月10日
損害賠償請
福岡地裁 平1４
求事件
（ワ）３３７３号

405

平成18年 6月15日
東京地裁 平1６
（ワ）７７２７号

407

裁判所の判断

◆本件取引の勧誘及び取引態様は、説明義務違反、新規委託者保護 先物
義務違反、断定的判断の提供の点で違法であり、しかも、詐欺的な要
素が極めて強いとして登録外務員らの賠償責任を認めるとともに、支店
長及び被告会社の賠償責任も認め、過失相殺については原告の過失
を1割として請求を一部認容した事例

404

406

事案の概要

◆商品取引員である被告に委託して商品先物取引を行った原告（昭和
13年生まれ、女性、短期大学家政科を卒業、株式の現物取引の経験は
あるが、その他の投機的取引をしたことはなかった）が、被告会社Ｎ支
平成18年12月20日
損害賠償請
店の登録外務員らの勧誘等に違法があったなどとして、登録外務員、
神戸地裁 平1６
求事件
被告会社及びＮ支店の支店長に対し、民法709条、民法715条1項及び2
（ワ）２８４８号
項に基づき損害賠償を請求した事案

平成18年 6月 5日
東京地裁 平1６
（ワ）２４３５２号

平成18年 4月26日
大阪地裁 平1７
（ワ）２７０８号

◆被告会社の従業員から商品先物取引の勧誘を受けて同社と委託契
損害賠償請 約を締結して先物取引をした原告（六〇歳女性）が、当該取引により多
額の損害を被ったとして損害賠償を請求した事案
求事件

◆被告会社の従業員による説明義務違反、違法な過当取引、詐欺ある 先物
いは組織義務違反はいずれも認められないとして請求が棄却された事
例

◆商品取引員である被告と商品先物取引の委託契約を締結した原告
が、原被告間での商品先物取引に関し、被告従業員らが適合性原則違
反、断定的判断を提供した違法な勧誘、説明義務違反、一任売買禁止
損害賠償請 義務違反、新規委託者保護義務違反、過当な頻繁売買、特定売買等を
行ったと主張し、右行為が不法行為（民法709条）に該当し、被告が使用
求事件
者責任（民法715条）を負うと主張して、不法行為に基づき、被告に対
し、本件取引により生じた損害等の支払を請求した事案

◆商品取引員である被告会社は、その担当者において、原告に対し、 先物
商品先物取引について十分な説明をすることなく、断定的判断を含む勧
誘文言を用いて取引を勧誘したり、原告に適合しない過当な取引を实
質的な一任売買として行い、その際、相当数行われた特定売買につい
ても原告に十分な説明を行っていなかったりしたもので、これら一連の
行為は相互に関連性を有し、全体として不法行為を構成すると判示され
た事例（過失相殺二割五分）

2割5分

◆被告従業員の勧誘によって行った先物取引によって損害を被った原
告（昭和22年生まれ・本件取引まで商品先物取引や株の信用取引をし
た経験はなし）が、被告に対し、不法行為（使用者責任）に基づき損害賠
償を請求した事案

◆投機的な指向性はなかった原告に対し、商品先物取引を勧誘するこ 先物
と自体は許されるとしても、勧誘する者は勧誘に当たって、新規委託者
保護の規則を守り、過大な取引をさせないように配慮するとともに、利益
が確实に得られるかのような断定的判断の提供を避け、先物取引の仕
組みや危険性について十分な説明をなす注意義務を負っていたが、被
告従業員は勧誘者に課せられた上記注意義務に違反しており、被告従
業員の勧誘は違法性を有するなどとして被告の賠償責任を認める一方
で、原告は一応の説明を受けていたことなどの事情を考慮して、原告の
取引損から4割を過失相殺した事例

4割

損害賠償請
求事件
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被告の不法行為の態様が詐欺的であ
り、違法性が強い。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

408

409

294

410

411

412

413

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆東京工業品取引所等の商品取引員である被告会社が、被告会社と
の委託契約に基づき商品先物取引を行った原告Ｘ1及び原告Ｘ2に対
し、委任契約に基づく立替費用の償還等を請求したのに対し、原告Ｘ1
及び原告Ｘ2が、主位的には、被告会社並びに同会社の従業員である
被告Ｙ2、被告Ｙ3及び被告Ｙ4に対し、被告会社の従業員らによる上記
取引への勧誘及び取引行為全体について、不当な勧誘、説明義務違
反、無断売買、一任売買、過当取引、不当な利益金の証拠金振替え及
び特定売買等の違法行為があったと主張して、不法行為に基づく損害
賠償を求めた事案

◆金先物取引を行った原告らが、先物取引会社及び原告らに取引を勧 先物
誘した従業員らを被告として、断定的判断の提供、説明義務違反、無断
売買、適合性原則及び新規委託者保護義務に違反した過当取引、不当
な利益金の証拠金振替え等、いわゆる直しや両建などの特定売買等を
理由とする不法行為ないし受託者としての善管注意義務違反による債
務不履行に基づく損害賠償を請求したが、原告らのうちの一人について
はいずれの主張理由も認められずに請求が棄却され、もう一人につい
ては被告らに説明義務違反、断定的判断の提供による不当勧誘、過当
取引、特定売買をしたことにつき違法が認められるとした上で二割の過
失相殺を受けた上で請求が一部認容された事例
◆被告先物取引会社の原告らに対する委任契約に基づく立替費用の
償還請求がいずれも認められた事例

2割

◆原告が、商品先物取引の受託会社である被告に対し、被告担当者の
説明義務違反、適合性原則に違反する過当取引、両建て等の特定売
買等により損害を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事
損害賠償請
案
求事件

◆被告担当者は商品先物取引の知識・経験を有する原告に対しても新 先物
規取引者に対するのと同様に商品先物取引の仕組みや危険性を説明
しており、被告会社には相場変動リスクの高い取引についてこのような
一般的な情報提供義務を超えて委託者に損失を受けさせない義務やそ
のための助言をする義務はなく、両建て等の特定売買も一定の合理性
があったとして、請求を棄却した事例

請求棄却

◆商品取引所の取引員である被告会社との間で商品先物取引受委託
契約を締結し、同社を通じて商品先物取引を行った原告（取引時76歳）
が、被告会社の従業員らによる違法な本件取引への勧誘及び取引段
損害賠償請 階における違法な一連の行為により損失を被ったとして、その損害の賠
償を求めた事案
求事件

◆原告は取引当時、病的な記憶障害の状態であったなどの本件事情か 先物
らすると、被告従業員らによる本件勧誘及び取引段階における行為は、
適合性違反、説明義務違反、新規委託者保護義務違反、過大取引等
に該当し違法であるとして、被告従業員らの共同不法行為責任及び被
告会社の使用者責任を認めた上で、被告側の過失相殺、消滅時効の
主張を退けて、原告の請求を一部認容した事例

否定

◆被告との間で商品先物取引委託契約を締結し、商品先物取引を行っ
た原告が、被告が、本件取引において取引勧誘段階から手仕舞いに至
るまで、一貫して実殺しの意思の下に不法行為を行ったと主張して、被
告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案

◆商品先物取引の受託業務等を目的とする被告と東京工業品取引所 先物
のゴム等の商品先物取引を行った原告が、本件取引は被告が取引勧
誘段階から手仕舞いに至るまで一貫して実殺しの意思の下に不法行為
を行ったと主張して不法行為に基づく損害賠償を請求したところ、執拗
な勧誘、適合性原則違反、断定的判断の提供ほかの説明義務違反、新
規委託者保護義務違反、無断売買及び両建の勧誘といった原告の不
法行為事由についての主張は排斥したが、被告の従業員が、原告の資
金が不足し証拠金を現金で預託するのが困難になっていることを知りな
がら、取引の規模を拡大し、二〇〇枚を超える枚数の取引を勧誘したの
は原告に対する不法行為を構成するとして、過失相殺七割による損害
賠償請求の一部を認容した事例

7割

◆原告が被告会社に委託してなした商品先物取引において、被告会社 先物
による適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反、新規委託
者保護育成義務違反、一任売買、仕切り拒否・回避、特定売買があった
などとして原告が被告会社に対して求めた損害賠償請求の訴えにつ
き、原告の主張は認められないとしてその請求が棄却された事例

請求棄却

平成17年 4月14日
東京地裁 平1６
（ワ）３７０号

◆原告が被告に委託してなした商品先物取引について、原告におい
て、被告の勧誘から個別取引、終了に至るまでの一連の行為は、先物
取引という取引形態を装って、いわゆる実殺しの手法を駆使して原告か
損害賠償請
ら多額の金員を収奪しようとした詐欺又は背任であり、不法行為及び債
求事件
務不履行を構成するとして、損害賠償を請求した事案

請求棄却

平成17年 2月22日
東京地裁 平1５
（ワ）1４５８1号

◆商品先物取引により多額の損失を被った顧実が商品取引員である会 ◆商品先物取引員である会社が顧実に対してした売買差損金の請求 先物
社に対し、損害賠償を請求（反訴）した事案
（本訴）が認容された事例
◆従業員のした勧誘の違法、適合性原則違反、断定的判断の提供、説
差引損金請
明義務違反、实質的一任売買、仕切拒否・回避の違法などがいずれも
求、損害賠
認められないとして、同請求が棄却された事例
償請求事件

平成18年 3月 3日
東京地裁 平1６
（ワ）３２1６号

平成18年 2月23日
東京地裁 平1６
（ワ）1８６４1号

平成18年 2月15日
神戸地裁 平1６
（ワ）11８４号

平成17年 8月30日
東京地裁 平1６
（ワ）1５３号

差損金請
求、損害賠
償請求事件

損害賠償請
求事件
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参考事情
先物取引を含む取引行為が、委託者
の自己責任においてなされるべきもの
であることは、尐なくとも取引に参加す
る者にとっては通常有すべき知識とい
えるところ、証拠及び弁論の全趣旨に
よれば、原告Ｘ2は、原告Ｘ1の勧誘を契
機として、商品先物取引につき経験は
おろか何ら知識を持たないにもかかわ
らず、初対面の被告Ｙ2及び被告Ｙ3か
ら、これについて満足な説明を受けるこ
となく、安易に2日間で合計1200万円も
の高額な金銭を交付したというのであ
るから、その行動は軽率と評価されても
やむをえないところであり、原告Ｘ2に係
る本件取引による損害の発生、拡大に
ついては、原告Ｘ2には消極的にせよ落
ち度があるものといわざるを得ない。

原告には、商品先物取引の適合性が
なく、本件取引の意味自体を理解する
能力に欠けていたと考えられ、原告に
は、本件取引による損失が発生するこ
と及びその損失が拡大したことについ
て、落ち度があったとは認められず、被
告らの過失相殺の主張は理由がない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

414

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成17年 2月18日
東京地裁 平1４
（ワ）２７９２1号

事件名

分類

過失割合
6割

◆商品取引所における先物取引を委託した顧実である原告が、商品取 ◆新規委託者保護義務違反、説明義務違反、無意味な反復売買及び 先物
引業者である被告に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案 違法な両建の勧誘が認められる被告外務員らによる一連の行為は、原
告のように経験の十分でない一般投資家から取引の委託を受ける商品
取引員の行為としては著しく社会的相当性を欠くもので、これらの被告
外務員らの行為は、全体として不法行為を構成するというべきであり、
当該行為が、被告の事業の執行として行われたことは明らかであるか
ら、被告はこれにより原告に生じた損害を賠償する義務があるが、本件
においては原告にも落ち度が認められるから、2割の過失相殺をするが
損害賠償請
相当であるとして、原告の請求の一部を認容した事例
求事件

2割

損害賠償請
求事件

295

平成17年 1月21日
仙台地裁 平1５
（ワ）1２２３号

416

債務不存在
平成16年11月25日 確認請求事
大阪地裁 平1５
件、損害賠
（ワ）９1４1号
償請求反訴
事件

418

裁判所の判断

◆被告担当者が外国為替証拠金取引については、断定的判断の提
先物
供、不实告知、不利益事实の不告知等の説明義務違反、他人名義の
勧誘等の違法行為、商品先物取引については、断定的判断の提供及
び不实告知の説明義務違反、転がし・無意味な反復売買、事实上の一
任売買等の違法行為をそれぞれ行い、これらに加えて両取引におい
て、不当な無敶き・薄敶きを行ったとして、これら取引開始段階から終了
段階までの行為が一体として不法行為を構成するとした事例（原告の過
失相殺六割）

415

417

事案の概要
◆美容院等を経営する原告が商品先物取引等を業とする被告との間で
行った外国為替証拠金取引及び商品先物取引に関し、被告担当者に
適合性原則違反、断定的判断の提供等の違法があるとして、被告らに
損害賠償の支払を求めた事案

◆被告の知識、資産状況、取引経験などによれば、本件原告従業員に 先物
は、被告に対する説明義務違反、違法な両建て勧誘及び不合理なアド
バイスによる過大取引をさせたことが認められ、これら一連の行為は全
体として違法であるから、原告は損害賠償責任を負うとしたものの、被
告は積極的に本件取引に関与した面があるなどとして、損害につき5割
の過失相殺をした事例

5割

◆被控訴人との間で商品先物取引を行った控訴人が、被控訴人の勧誘
行為から取引終了に至る一連の行為は、商品先物取引についての知
識経験のない控訴人に対する善管義務、忠实義務ないし信任義務に違
平成16年11月17日
損害賠償請
反してなされたものであり、これにより売買損失、手数料相当額等の損
大阪高裁 平1６
求控訴事件
害を被った等と主張して、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償
（ネ）２1２０号
を請求した事案

◆大手ゼネコンの幹部社員との商品先物取引について、商品先物取引 先物
業者に新規委託者保護義務違反、説明義務違反、断定的判断提供の
違法等が認められないとして、その業者に対する債務不履行又は不法
行為に基づく損害賠償請求が認められなかった事例

請求棄却

◆商品取引所員である第1審被告との間で先物取引委託契約を締結し
た第1審原告（取引当時51歳）が、第1審被告の従業員による説明義務
違反等の一連の違法行為により損害を被ったとして、不法行為に基づく
損害賠償を求めたところ、原審で第1審被告の不法行為責任を認めた
上で8割の過失相殺がなされたことから、双方が控訴した事案

◆本件事情の下では、第1審被告の従業員による無断取引、第1審原告 先物
の取引中止要請に対する不当拒否、断定的判断の提供、違法な一任
売買、新規委託者保護義務違反の過当売買等が認められるから、第1
審被告は本件取引全体につき不法行為責任を負うとした上で、第1審原
告につき3割の過失相殺を認めて、原判決を一部変更した事例
◆商品先物取引における適格性につき、先物取引の特色から、取引の
仕組み及び危険性を理解して自己の判断で売買を行う能力を欠く者
や、取引の損失に耐え得る資力を有しない者などは、そもそも先物取引
を行う適格性に欠け、商品取引員は、このような者に対しては、先物取
引を勧誘すること自体が許されず、また、勧誘自体が許される場合で
あっても、初心者に先物取引を勧誘する場合は、同人が経験不足のた
め、不測の損害を被ることがないよう、過大な取引の受託を控えるべき
信義則上の義務を負うとされた事例

3割

平成16年10月26日
損害賠償請
大阪高裁 平1６
求控訴事件
（ネ）２２０９号

◆商品先物取引員である原告との間で商品先物取引受委託契約を締
結した被告（取引当時61歳）が、同取引によって損失を被ったことに関
し、原告が、債務不履行に基づく損害賠償債務は存在しないとしてその
確認を求めたのに対し、被告が、原告従業員らによる取引への勧誘及
び取引段階の一連の行為の違法性を主張して損害賠償を求めた事案
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参考事情

原告も、被告の外務員から商品先物取
引に関する資料の交付を受け、その説
明も聞いていたのであるから、その社
会経験に照らせば、商品先物取引の仕
組みや危険性について理解し得る状況
にあったということができること、原告
は、取引開始の直後から、当初考えて
いたよりも大きな差損が生じていること
を認識していたにもかかわらず、取引を
継続していたこと等の前記認定の事实
を考慮すると、本件取引による損失が
発生し、それが拡大したことにつき、原
告にも落ち度があったものと認められ
るので、本件においては、原告の過失
の割合を２割として、過失相殺をするの
が相当である。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

419

420

421

296
422

423

424

425

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成16年 7月 9日
大阪高裁 平1５
（ネ）３５０２号

平成16年 5月20日
東京地裁 平1４
（ワ）２３５２９号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆被控訴人が、控訴人に対し、控訴人の従業員から、適合性原則や説
明義務等に反する違法な勧誘を受けて行った海外先物オプション取引
により損失を被ったなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求め
損害賠償請 た事案
求控訴事
件、同附帯
控訴事件

◆控訴人担当者らによる本件取引の勧誘行為は、適合性原則、説明義 先物
務及び新規委託者保護義務に反し、全体として違法性を帯び、不法行
為に該当し、控訴人は、使用者責任に基づき、被控訴人に生じた損害
を賠償する義務を負うとする一方、被控訴人は、本件取引が投機的な
取引であることを抽象的には理解しうる状況にあったこと等から、本件
取引による被控訴人の損失を全面的に控訴人に負担させることは公平
でないとして、1割の過失相殺をした事例

1割

◆原告が、被告との間で商品先物取引をした際、その従業員らの説明
義務違反、断定的判断の提供、新規委託者に対する保護義務違反等
の行為により損害を被ったとして、その使用者である被告に対し、不法
損害賠償等 行為に基づく損害賠償を求めた事案
請求事件

◆商品取引員は、商品先物取引について十分な知識や経験を持たない 先物
顧実に対しては、安易に取引に関与させて予想に反した大きな損害が
発生しないように努めるべき注意義務があるところ、本件取引に関する
被告の外務員らの一連の行為は、全体として同注意義務を欠き、不法
行為に当たるとする一方、原告には先物取引を含む証券取引の経験が
あることなどから、原告にも4割の過失を認め、請求の一部を認容した事
例

4割

◆原告が、被告に対し、被告の従業員から、適合性原則や説明義務等 ◆原告は、本件取引のような投機的オプション取引をする適合性に極 先物
に反する違法な勧誘を受けて行った海外先物オプション取引により損失 めて乏しい者であったことが明白であり、被告担当者らはこのことを知る
を被ったなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案
に至ったはずであるから、被告担当者らの本件勧誘行為が適合性原則
に反する上、被告担当者らは、原告に対し、オプション取引の基本的な
平成15年10月21日
仕組みさえ十分に説明することなく、断定的判断を提供して積極的に原
損害賠償請
大阪地裁 平1４
告の判断を誤らせて本件取引を勧誘したものであるから、説明義務にも
求事件
（ワ）６６０５号
反するとして、原告の請求を一部認容した事例

否定

◆控訴人との間で商品先物取引委託契約を締結し、商品先物取引を控
訴人に委託した被控訴人が、が、本件取引については、控訴人外務員
らが各自役割分担の上、「実殺し」の手口により、商品取引所法等に違
反する行為を重ね、無断で売買取引を行うなどしたと主張して、上記控
平成14年12月26日
損害賠償請
訴人外務員らに対し、民法七〇九条、七一九条の不法行為責任に基づ
東京高裁 平1４
求控訴事件
き、控訴人に対し、民法七一五条の不法行為責任又は商品取引員とし
（ネ）２９５1号
ての善管注意義務、誠实公正義務に違反した債務不履行責任に基づ
き、損害賠償を求めた事案

◆スイス人宠教師に対する商品先物取引の勧誘について、不適格者に 先物
対する勧誘、断定的判断の提供、新規委託者の建玉制限違反等の違
法行為があったとして、商品取引業者に対する損害賠償請求を一部認
容した事例

主張なし

◆商品先物取引によって短期間に多額の損失を被った顧実が、商品先
損害賠償請
物取引受託業者及びその担当者らを相手に損害賠償を請求した事案
求、債務不
存在確認請
求事件

◆担当者らにおいては、一、説明義務違反、二、虚偽事实の告知、三、 先物
新規委託者の保護違反、四、過当な取引の勧誘、五、实質的な仕切拒
否などの違法があり、全体として不法行為を構成するとして、同請求が
一部認容（過失相殺四割）された事例

4割

◆原告が、被告に委託した商品先物取引に関し、被告の従業員らか
ら、違法な勧誘を受け、十分な説明もされず、その後の取引の過程にお
いて違法な取り扱いを受けるなど、一連の不法行為によって損害を受け
損害賠償請
たとして、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案
求事件

◆原告は、本件取引以前に商品先物取引の経験がないとはいえ、税務 先物
署に勤務した経験がある上、長年、経理事務を担当しており、先物取引
を行うだけの能力及び資力がないとはいえないことなどから、被告従業
員らには、本件取引において、説明義務違反、一任売買、断定的判断
の提供など不法行為と構成するだけの違法な行為があったとは認めら
れないとして、原告の請求を棄却した事例

請求棄却

◆商品取引員である被告に委託して商品市場における商品先物取引を
行った原告が、被告の担当外務員に説明義務違反や新規委託者保護
育成義務違反等及び断定的判断の提供や誤情報の提供等の違法な行
損害賠償請
為があったとして、被告に対し、不法行為（民法715条）に基づく損害賠
求事件
償として、当該取引による損失相当額及び本訴提起追行のための弁護
士費用相当額の支払を求めた事案

◆税理士である夫の事務所を手伝ってきた女性が商品先物取引業者と 先物
の間で委託契約を結び商品先物取引を続けてきたところ、業者の外務
員の誤った情報提供により損害を被ったとして業者の不法行為責任が
認められた事例

主張なし

平成14年 9月12日
東京地裁 平1２
（ワ）２４２７７号

平成14年 8月21日
岡山地裁 平1２
（ワ）３６８号

平成14年 3月19日
東京地裁 平1２
（ワ）1６７９号

59 / 99 ページ

参考事情
被控訴人は本件取引への適合性を欠く
者であること、控訴人担当者らの勧誘
行為の執拗性、新規委託者保護義務
違反の重大性等を考慮すると、被控訴
人の過失を過大評価することは相当で
なく、本件に現れた全事情を総合し、1
割の過失相殺をすることが相当であ
る。

被告は、尐なくとも8割の過失相殺がな
されるべきであると主張し、原告が本件
取引の内容及び危険性につき自ら調
査確認しなかったことが認められるが、
この点は、被告担当者らによる前記勧
誘行為の重大な違法性に比して無視で
きるほど軽微であって、過失相殺を行う
のは相当でない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

426

427

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成14年 2月27日
京都地裁 平1０
（ワ）３1８1号

事件名

裁判所の判断

◆控訴人が、被控訴人会社を通じて、控訴人名義で行われた商品先物
取引において、被控訴人会社の担当従業員である被控訴人Ｃら被控訴
人会社の従業員が、商品先物取引の経験も知識もない控訴人に断定
的判断を提供して取引を一任させ、独断で両建て・途転等の取引を繰り
平成13年10月10日
損害賠償請 返し、さらには架空名義を用いて控訴人の計算で無断売買を行うなどの
東京高裁 平1３
求控訴事件 一連の違法行為により損害を控訴人に与えたと主張して、被控訴人ら
（ネ）1３９０号
に対し、不法行為（民法709条、719条又は715条）に基づき、連帯して損
害賠償を求めた事案

分類
先物

過失割合
請求棄却

297

◆商品先物取引につき、取引の委託を受ける商品取引員ないしその従 先物
業員は、顧実に対し商品先物取引の仕組み及びその危険性について
十分説明し、顧実がその自主的な判断に基づいて取引を委託するかど
うかを決することができるように配慮するとともに、顧実が取引により不
測の損害を被らないよう配慮すべき信義則上の義務を負うところ、商品
取引員の従業員が断定的判断を提供し、顧実から取引を一任されて取
引を行うなどして上記信義則上の義務に違反し、顧実に損害を負わせ
たものであり、商品取引員及びその従業員には損害賠償義務があると
された事例

3割

◆控訴人の従業員であるＡ及びＢの被控訴人に対する本件オプション ◆Ａらは、株式信用取引や商品先物取引の経験がない場合には、十分 先物
取引勧誘行為は違法であるとして、被控訴人が控訴人に対し、民法715 な時間をかけて説明するとともに、具体的な取引例を想定して、手数料
条による損害賠償を請求した事案
も含めた上で、予想される利益や損失を具体的に数字を示して説明す
損害賠償請
べき義務があり、かつ、当初は尐額の取引の勧誘に止めて、その取引
求控訴、同
の損益を確定させ、实際に取引を経験してもらったうえで、通常規模の
附帯控訴事
取引を勧誘すべき義務に違反したとし、被控訴人にも相当な落ち度が
件
あるものとして4割の過失相殺をするのが相当であるとして、これと結論
を一部異にする原判決を変更し、請求を一部認容した事例

4割

◆商品先物オプション取引を委託した原告が、これを受託した会社、そ
損害賠償請 の代表者、取締役、担当者などを被告として、不法行為などに基づき、
取引により被った損害を請求した事案
求事件

◆担当者に適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反など
の違法行為は存しないとして、同請求が棄却された事例

請求棄却

◆原告が、被告会社の従業員である被告Ｙ1及びＹ2が原告に対して
行った商品先物取引の勧誘等が違法であるとして、右両名に対しては
民法719条、709条により、その使用者である被告会社に対しては民法
損害賠償請
715条により、それぞれ損害の賠償を請求した事案
求事件

◆商品取引員の従業員が、商品先物取引の知識・経験のない顧実に 先物
対しその基本的仕組みや危険性について十分に説明しないまま取引に
参入させ、新規委託者保護に配慮しない不当な勧誘と受託をしたもので
あって、信義則上商品取引員の従業員に要求される注意義務に違反し
たものとして、顧実から商品取引員及びその従業員に対する損害賠償
請求が認められた事例（過失相殺四割）

4割

◆商品先物取引により損害を被った者が同取引の受託業務を行った会 ◆同会社従業員の顧実に対する勧誘に、適合性原則違反、説明義務 先物
社を相手に損害賠償を求めた事案
違反の違法があるとされた事例
◆勧誘を受けた顧実にも過失があるとして、損害額につき三五パーセン
トの過失相殺がされた事例

35%

◆商品先物取引により損害を被った者が、同取引の受託業務を行った ◆同会社従業員の顧実に対する勧誘に、適合性原則違反、断定的判
会社を相手に損害賠償を求めた事案
断の提供、説明義務違反等の違法があるとされた事例
◆勧誘を受けた顧実にも過失があるとして、損害額につき四割の過失
相殺がされた事例

先物

4割

◆海外商品先物取引オプション取引において、被告会社に説明義務違 先物
反があり、その取引自体にも不当性（不当売買及び無意味な反復売買）
があったとして、被告会社の損害賠償義務を認めたうえで原告にも過失
があったとして、六割の過失相殺をした事例

6割

428

平成13年10月 2日
名古屋高裁 平1３
（ネ）２７８号

429

平成13年 6月27日
東京地裁 平1０
（ワ）２３1５1号

430

平成13年 2月26日
東京地裁 平11
（ワ）６７０８号

431

平成12年 8月31日
東京地裁 平11
（ワ）２０５1０号

損害賠償請
求事件

432

平成12年 8月29日
東京地裁 平1０
（ワ）７６７２号

損害賠償請
求事件

433

事案の概要

◆被告との間で商品先物取引の委託契約を締結した原告が、被告との ◆原告の主張をいずれも排斥して原告の本訴請求を棄却し、その反
一連の取引は、被告担当社員による説明義務違反、無断・一任売買、 面、被告の原告に対する反訴請求を認容した事例
損害賠償請 いわゆる特定売買等によって、全体として違法な取引と評価されるべき
求本訴、立 であるとして、同取引から生じた差損金について、債務不履行ないし不
替金請求反 法行為に基づく損害賠償を求めたのに対し（本訴）、被告が、原告に対
し、東京工業品取引所及び東京穀物商品取引所の商品先物取引にお
訴事件
ける立替契約に基づく立替金の支払を求めた（反訴）事案

◆被告と海外商品先物取引オプション取引を行った原告が、被告は、断
定的判断の提供、説明義務違反、一任売買、無断売買不当売買・無意
平成10年11月19日
損害賠償請 味な反復売買、虚偽の事实を申し向けて原告から金員を騙取したなどと
大阪地裁 平９（ワ）
して、右各不法行為に基づく損害賠償を求め、予備的に、債務不履行に
求事件
1５９４号
基く損害賠償を求めた事案
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先物

参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

434

435

436

437

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

5割

◆被告会社との間で商品先物取引を行った原告が、被告は、適合性原
則違反、不適格者勧誘、説明義務違反、危険性不告知、断定的判断の
平成 9年12月10日
損害賠償請
提供等多数の不法行為を行って、原告に損失を被らせたと主張し、民
東京高裁 平９（ネ）
求控訴事件
法七〇九条、七一五条に基づき、損害賠償を請求した事案
1５1０号

◆年金生活者である老人に対する商品先物取引において商品先物取 先物
引業者の従業員の勧誘行為に説明義務違反・断定的判断の提供等の
違法行為があったとして右業者の不法行為責任が認められた事例（過
失相殺五割）

5割

◆原告が、金の商品先物取引に関する被告従業員の勧誘等の一連の ◆金の商品先物取引に関する会社従業員の勧誘等一連の行為が不法 先物
平成 9年 2月25日
損害賠償請 行為が不法行為に当たるとして、被告に対し、右取引によって被った損 行為に該当するとして先物取引会社の説明義務違反による賠償責任が
東京地裁 平６（ワ）
害及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
認められた事例（過失相殺三割）
求事件
８０９６号

3割

◆商品取引員である被告会社の商品取引外務員である被告Ｙ1から商 ◆輸入大豆の先物取引につき不法行為の成立を認めた事例（過失相
品先物取引委託契約の勧誘を受け、商品先物取引を行った原告が、無 殺4割）
平成 2年11月26日
損害賠償請 差別電話勧誘、不適格者排除義務違反、断定的判断の提供、説明義
仙台高裁秋田支部
求控訴事件 務違反、新規委託者保護義務違反、過当取引、一任売買等を理由に違
平元（ネ）４７号
法行為があるとして、被告らに損害賠償の支払を求めた事案

4割

298

438

平成23年 5月31日
岡山地裁 平1９
（ワ）1３５２号

439

平成23年 2月17日
千葉地裁 平２1
（ワ）２３５４号

441

過失割合

◆商品取引員の行った勧誘行為が商品先物取引の危険性に係る説明 先物
義務に違反するなど委託者の利益を侵害する社会的に違法なもので
あって一体として不法行為を構成するとして、顧実の商品取引員に対す
る損害賠償請求を認め（過失相殺五割）、他方、商品取引員の顧実に
対する清算金請求については信義則に反するとして棄却した事例

◆被告との間で土地売買契約及び建物請負契約を締結するなどした原
告らが、被告の義務違反により、土壌の汚染された宅地を買い受けた
ため、取得費用相当額及び健康被害の各損害を被ったとして、損害賠
償を求めた事案

440

分類

◆被告から商品先物取引に係る勧誘を受けて商品先物取引を行った原
告が、被告の勧誘行為については商品先物取引の危険性を十分に説
明したものではなく、利益を生ずることが確实であると誤解させるような
損害賠償本
断定的な判断を提供したものであり、原告をしてその経験等に照らして
平成10年11月 6日
訴請求、損
明らかに不相応な過度の取引をさせたものであるなどとして、被告に拠
金沢地裁 平８（ワ）
金反訴請求
出した委託証拠金相当額等について、被告に対して損害賠償を請求し
５６号
事件
たところ（本訴）、被告は原告に対して、右商品先物取引の受託終了に
基づき清算金を請求した（反訴）事案

先物

◆本件では、訴外会社から本件分譲地を買い受けた被告が、宅地造成 不動産売 主張なし
時、販売時に、本件分譲地中に有害物質等が存在していたことを認識 買
し、あるいは、認識し得たとまではいえず、また、被告に、各有害物質を
完全に除去する義務までは課せられていないといえるから、被告の本
件販売及び本件分譲地に対する対策不十分を理由とする不法行為責
任が課されるものでもないが、被告は、本件分譲地の安全性、快適性
に関する情報の説明義務を怠ったといえるから、同義務違反の不法行
為該当性が認められるとした上、損害につき、被告の行為と原告らの健
康被害との因果関係を否定し、売買及び工事代金等の5割を損害として
認めるなどして、請求を一部認容した事例

損害賠償請
求事件

◆不動産を売買契約により取得した原告が、売主である被告乙株式会 ◆売買された土地が接道義務を満たしていない場合、売主及びその仲 不動産売 主張なし
社及び売主側の仲介業者である被告丙会社に対し、本件土地が建築 介業者に説明義務の違反があったとして、買主に対する不法行為責任 買
損害賠償請 基準法に定める接道要件を満たしていないことにつき、被告らから十分 が認められた事例
な説明がされなかったとして、不法行為に基づき、原告に生じた損害の
求事件
賠償を求めた事案

◆原告が、被告から、自宅を建築する目的で購入した土地について、購 ◆上記①及び②について被告は瑕疵担保責任を負い、上記③について 不動産売 主張なし
入後、①地中に多量の埋設物があること、②既に隣地建物の敶地の一 は瑕疵までは認められないものの、被告には説明義務違反の過失が認 買
部として建築確認申請がされていたため、本件土地に建物を建築する められるとして、原告の請求を一部認容した事例
場合は敶地の二重利用となる問題があること及び③本件土地に接する
平成22年11月25日
損害賠償請
道路について主要生活道路の指定がされており、将来的にセットバック
東京地裁 平２1
求事件
を要する可能性があることなどが判明したと主張して、被告に対し、瑕
（ワ）２1４２２号
疵担保責任又は債務不履行あるいは不法行為に基づく損害賠償の支
払を求めた事案
◆被告が分譲していたマンションの一审について売買契約を締結した原
告が、保有する自動車が駐車可能な駐車場の提供を受けなかったとこ
平成22年11月12日 売買手付金 ろ、被告に対し、同契約について、消費者契約法による取消し、説明義
東京地裁 平２1
返還請求事 務違反等の債務不履行による解除、錯誤による無効を主張し、手付金
の返還を求めた事案
（ワ）11５３８号
件

◆被告担当者が原告保有自動車について同マンションの駐車場に駐車 不動産売 請求棄却
が可能であると述べたなどの事实を認めることはできず、重要事項の不 買
实告知があったとはいえない、同契約において駐車場に関する事項は
付随的なものにすぎず、債務不履行解除は認められない、原告の錯誤
は表示されていない動機の錯誤であるなどとして、原告の請求を棄却し
た事例
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

442

443

299

444

445

446

447

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成22年 9月 9日
東京地裁 平２０
（ワ）３４２７９号

平成22年 7月22日
東京地裁 平２２
（ワ）1８７３号

平成22年 3月 9日
東京地裁 平1９
（ワ）２２６６０号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆原告Ｘ1及び原告Ｘ2は、被告Ｙ1との間で不動産売買契約を締結して
手付金を支払い、同契約に際し、被告Ｙ2との間で一般媒介契約を締結
して仲介手数料を支払ったところ、①主位的に、被告Ｙ1に対し、特定の
銀行の貸付要件を具備していると誤信して本件売買契約を締結したとし
て錯誤無効による不当利得に基づく返還請求として手付金の支払を求
不当利得返
めるとともに、被告Ｙ2に対し、住宅ローンに関する説明義務違反があっ
還請求事件
たとして債務不履行に基づく損害賠償請求として仲介手数料相当額の
支払を求め、②予備的に、被告Ｙ2に対し、上記債務不履行に基づく損
害賠償請求として手付金相当額の支払を求めた事案

◆本件売買契約書及び重要事項説明書の記載内容からは、特定の銀 不動産売 請求棄却
行を融資利用特約の対象金融機関とすることが本件売買契約の内容 買
になっていたとは認められず原告らの本件売買契約締結の意思表示は
要素の錯誤に当たらないと認定し、被告Ｙ2に説明義務違反があったと
も認められない等判断し、原告の請求をいずれも棄却した事例

◆原告が、被告会社に対し、土地の売買代金及び測量費用の請求を行
うと共に、被告会社代表者Ｙ1及び同Ｙ2に対し、原告に本件土地の境界
確定ができないとの虚偽の説明をして右売買代金等の支払義務を免れ
ようとした違法行為等を理由に、上記土地売買代金等と弁護士費用を
売買代金等 請求した事案
請求事件

◆本件売買契約においては境界確定しないことが納期の変更事由とな 不動産売 主張なし
る旨の合意もなく、さらに代金支払時に本件土地の所有権が移転すると 買
の合意がある本件売買契約において、依然所有者であった原告のもと
で境界が確定された事实が認められるから、いずれにせよ、被告会社
は境界確定が未了であることを理由として売買代金等の支払拒絶はで
きないとして被告会社に対する売買代金等の請求は認めつつも、被告Ｙ
1及び同Ｙ2が虚偽の説明をしたからといって、売買代金等の請求権が
失われるものではなく、虚偽の説明と損害との関連性はないとして、被
告Ｙ1及び同Ｙ2の違法行為等の成立は否定した事例

◆原告が被告Ｙ1に対し、被告Ｙ1は、原告との間の土地の売買取引に
おいて、真实は当該土地の所有権ないし登記を有していないのに、原
告に対し、これがあるかのように誤信させて、土地を売却し、原告に売
買代金を支払わせたのであり、原告は売買契約を詐欺により取り消した
などとして、被告Ｙ1に対し、売買代金相当額及び取引費用の支払を求
めるとともに、売買契約を仲介した被告Ｙ2に対しても仲介契約の債務不
損害賠償等
履行に基づき売買代金相当額及び取引費用の支払を求めた事案
請求事件

◆被告Ｙ1には詐欺や債務不履行はないなどとして、被告Ｙ1に対する請 不動産売 主張なし
求を棄却する一方で、被告Ｙ2は売買当時、本件土地について、現況求 買
積図の地形と公図の地形が大きく異なり、登記簿上の面積と現況の面
積に違いがあることを認識していたにもかかわらず、原告に対し、本件
土地の上記性状により生じ得る問題について何ら説明をしなかったので
あり、仲介契約に基づく注意義務違反があるとして、被告Ｙ2に対する請
求を一部認容した事例
◆本件土地についてはその所有権をめぐる紛争が将来生じる可能性が
あったものといわざるを得ず、このような土地は、売買取引をするについ
て通常有すべき性能を備えていないものということができるから、本件
土地には瑕疵があったものと認められるとした事例

◆被告から建売住宅6戸の内の1戸を購入した原告が、その後残る5戸
を値下げ販売した被告に対し、被告は契約締結時に既に値下げを予定
していたにもかかわらずその旨を告げなかったとして、売買代金の一部
平成21年11月26日 不当利得返
の返還を求め、選択的に、価格維持義務違反又は説明義務違反に基
東京地裁 平２1
還等請求事
づく損害賠償を求めた事案
（ワ）９４６２号
件

◆売買契約締結当時に、不動産市況の悪化がどのくらい続継続し、ど 不動産売 請求棄却
の程度深刻化するのかを予想することは困難であったから、被告が契 買
約締結時に大幅な値下げを具体的に予定していたとまでは認められな
いとし、建売住宅の販売行為は、財産を処分する行為であり、値下げ販
売も、原則として売主が自由に行うことができるとし、売買価格が適切な
ものかどうかは、一次的には、原告が確認すべきであるとして、請求を
棄却した事例

◆被告が原告に売却した不動産につき、その接する土地は建築基準法 ◆瑕疵担保責任は約定の2年間が経過した以上消滅しており、また、被 不動産売 請求棄却
上の「道路」ではなく「空地」であるため、建築基準法43条1項ただし書に 告の説明に一部誤りがあったことは認められるが、そのように認識した 買
該当しない限り建築許可を得られず、またそのためには隣地所有者の ことにも相応の理由があったとして、結局原告の請求が棄却された事例
平成21年10月29日
損害賠償請 協定書を要することから、原告が、上記不動産には「隠れた瑕疵」があ
東京地裁 平２０
り、なおかつ被告はこのような規制の存在を告知せず、かえって虚偽の
求事件
（ワ）1４８９1号
説明をした点で信義則に違反すると主張して、被告に対し、瑕疵担保責
任又は告知義務違反に基づく損害賠償を求めた事案

平成21年 5月26日
東京地裁 平1９
（ワ）1３７９８号

◆被告からマンションの一审を買い受けた原告が、被告に対して、居住
に耐えられない異常な湿気が存在する等の瑕疵があり契約を解除した
売買代金返 と主張して、手付金の返還等を求め、売買契約を仲介した被告会社に
還等請求事 対して、瑕疵の調査義務及び説明義務違反に基づく損害賠償を求めた
事案
件

◆異常な湿気が存在するとすれば、原告が、マンションを内覧した時点 不動産売 請求棄却
やリフォーム工事を開始した時点で、絨緞や和审の畳には湿気があり、 買
また、建具等にかび等の痕跡があったはずと考えられるが、全証拠に
よっても、原告がこれらを認識した形跡は見られないから、売買契約締
結以前において、異常な湿気が発生していたことを認めるに足りる証拠
はないとした事例
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

448

449

450

300

451

452

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成21年 4月13日
東京地裁 平1９
（ワ）２５８1３号

平成21年 2月 9日
東京地裁 平２０
（ワ）1２９０号

平成21年 1月28日
東京地裁 平1９
（ワ）３５３４０号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆土地上の既存建物を取り壊し、建物を新築する目的で当該土地を購
入した原告らが、売主（宅建業者）及び仲介業者を被告として、当該土
地周辺は第2種高度地区に指定されており、建ぺい率を考慮すると原告
損害賠償請 らが予定していた4階建ての建物を建築することは法的に不可能であっ
た旨主張し、被告らの説明義務違反を理由として債務不履行又は不法
求事件
行為に基づく損害賠償を請求した事案

◆原告らが仲介業者に対し当該土地に述べ床面積100平方メートル程 不動産売 主張なし
度の建物を新築する予定である旨告げていたという具体的事情の下で 買
は、仲介業者には存在する法的規制の種類名称にとどまらず、原告ら
の希望に沿う建物を建築することができないことを説明する義務があ
り、宅建業者である売主も、仲介業者による説明の場に立ち会って自ら
十分な説明をする義務があったとして、原告らの請求を一部認容した事
例（慰謝料、弁護士費用は否定）

◆原告が、被告から買い受けた土地及び建物（本件不動産）の西方約
250メートルの場所に多摩市立資源化センター（本件施設）があること、
及び、本件施設を改修して廃プラスチックの中間処理施設を開始する計
損害賠償請 画があることによって、本件不動産の資産価値が下落したとして、被告
に対し、主位的に、売買契約の錯誤無効を主張して、不当利得返還請
求事件
求権に基づき利得金の支払を、予備的に、被告には売買の際の告知義
務違反があったとして、債務不履行等に基づき損害賠償を請求した事
案
◆被告からマンションの一审を購入した原告が、被告に対し、不動産に
は瑕疵が存在したとして瑕疵担保責任、説明義務違反、不法行為に基
づく損害賠償を請求した事案
損害賠償請
求事件

◆原告が錯誤を主張する動機が表示されていない以上、売買契約に錯 不動産売 請求棄却
誤の成立を認めることができない、また、嫌悪施設は宅地建物取引業 買
法35条1項の重要事項説明の対象となっておらず、また、被告に信義則
上の告知義務違反も認められないなどとして、原告の請求を棄却した事
例

◆保温材の厚さ不足を管理組合から指摘されていたこと、及び管理組 不動産売 主張なし
合から求められた設置条件を風呂が満たしていないことを説明すべき 買
信義則上の義務があったにもかかわらず説明をしなかったこと、並びに
床材について管理組合の定めた改修マニュアルの要件を充たしている
との説明、チラーユニットに問題がないとの説明及び自動ドアの撤去が
容易であるとの被告の説明が虚偽の説明にあたり、不法行為を構成す
るとして請求を一部認容した事例

◆原告らが、被告Ｙ1の従業員の勧誘を受けて、被告Ｙ2又は訴外会社 ◆売買契約に関与した販売員らに原告らに対して説明義務違反はない 不動産売 請求棄却
から購入した賃貸運用の中古マンションについて、売主である被告Ｙ2又 として、原告らの請求を棄却した事例
買
は訴外会社には売買契約上の説明義務違反があり、説明内容とは異
なりローン負担額や必要経費といった支出が賃料や減税効果と要った
収入等より上回ったため、持ち出しを余儀なくされたのであり、また、被
平成20年12月26日
損害賠償請
告Ｙ1は上記売主となった会社と不可分一体であって共同売主として責
東京地裁 平1８
求事件
任があるなどと主張して、訴外会社から購入した物件に関しては被告Ｙ1
（ワ）1６７３７号
に対し、被告Ｙ2から購入した物件に関しては被告Ｙ1及びＹ2に対し、債
務不履行ないし不法行為に基づき損害賠償を請求した事案
◆被告会社を仲介業者としてハワイ州の土地を買い受け、また、被告
会社との間で締結した請負予約に基づき同土地の工事申込金を支払っ
平成20年12月25日
損害賠償請 た原告が、上記売買に関して被告に不法行為又は債務不履行があった
東京地裁 平1９
などと主張して、被告らに対し、損害賠償及び上記申込金の返還を求め
求事件
（ワ）２４1３1号
た事案

453

平成20年 6月25日
大阪地裁 平1８
（ワ）３７５５号

454

平成20年 4月28日
東京地裁 平1７
（ワ）２０６８７号

◆（1）仲介業者である被告会社には、売主の売却希望価格が著しく不 不動産売 3割
相当である場合、顧実に対し、土地の实際の価格に関する情報を提供 買
する義務がある、（2）上記請負予約における工事申込金の不返還条項
は、消費者契約法10条により無効であるとした上で、損害賠償について
3割の過失相殺を認め、原告の請求を一部認容した事例

◆マンションの高層階を購入した原告らが、被告らが近隣に別のマン
ションを建築した結果眺望が悪くなったとして説明義務違反等に基づく
損害賠償を求めた事案
◆超高層マンションの高層階の専有部分を購入した原告らが、分譲業
損害賠償請
者である被告らに対し、被告らが同マンション分譲後に約82.5ｍ離れた
求事件
場所に別の超高層建築物を建設した結果、専有部分からの眺望が悪く
なったと主張して、眺望に関する説明義務違反等に基づく損害賠償を求
めた事案

◆契約締結に先立ち中高層建築物が建築されて眺望が変化する可能 不動産売 請求棄却
性につき十分に説明していたとして説明義務違反等を否定した事例
買
◆原告らは被告らから重要事項説明を受けるなどして同所に超高層建
築物が建設される可能性があることを知っていたなどの事实関係の下
では、被告らに上記説明義務違反等はないとされた事例

◆不動産業者である被告から土地建物を購入した原告が、被告におい
売買代金返 て、本件建物において以前に飛び降り自殺があったことを知りながら、
還等請求事 その事实を告げずに原告に不動産を売却したことを理由に、被告に対し
損害賠償の支払を求めた事案
件

◆不動産を取り扱う専門業者として、建物から居住者が飛び降り自殺し 不動産売 主張なし
た死亡事故につき告知、説明すべき義務があったとした上、原告からの 買
懲罰的損害賠償請求を否定し、告知・説明義務違反と相当因果関係の
認められる2500万円の範囲内で請求を一部認容した事例
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通番

455

456

457

301

458

459

460

461

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆被告会社を介して被告から土地を購入した原告が、頻繁に浸水被害 ◆降雤により浸水しやすいという土地の性状は、治水事業や排水事業 不動産売 請求棄却
を受けるという瑕疵があるとして、被告会社に対して説明義務違反に基 の進捗具合など、土地以外の要因によって左右されることが多いことか 買
づき、被告に対して瑕疵担保責任に基づく損害賠償を請求した事案
ら、一定時期に冠水被害を生じたことのみをもって直ちに土地自体の瑕
平成19年10月30日
疵と認めることはできないとして、また、水害歴について説明義務がある
損害賠償請
東京地裁 平1８
ことを基礎付ける明確な法令上の根拠や宅建業界の慣習を認めること
求事件
（ワ）1７４３８号
はできず、被告会社にとっても水害歴を調査することは困難であったと
して、請求を棄却した事例
平成19年 7月23日
東京地裁 平1８
（ワ）７６５０号

平成19年 7月19日
東京地裁 平1７
（ワ）２５００４号

平成19年 5月29日
東京地裁 平1７
（ワ）1５５２５号

平成19年 4月25日
東京地裁 平1７
（ワ）２２６６９号

平成19年 4月12日
東京地裁 平1８
（ワ）６４４２号

平成19年 3月 5日
東京地裁 平1８
（ワ）８２３号

◆本件土地等を購入した原告が、同土地に隣接する本件道路が私道で
あったこと等により損害を被ったとして、本件土地等の購入を媒介し、あ
損害賠償請
るいは同土地上に新築する建物の設計業務をした被告らに対し、不法
求事件
行為に基づき損害賠償を求めた事案

損害賠償等
請求事件

◆被告らから土地を購入した原告が当該土地上に建物を新築して住ん
でいるところ、本件土地は建築基準法上の接道義務を満たさないことが
後に判明したことから、被告ら及び本件土地の売買の仲介をし、かつ、
原告との間で上記建物新築の請負契約を締結した被告会社に対して損
害賠償を請求した事案

◆原告は、被告らが本件道路が私道であることを説明せず、契約を締 不動産売 請求棄却
結するのを傍観し説明義務に違反したと主張するが、被告らは予め用 買
意した重要事項説明書に基づいて本件道路に関して私道である等を説
明したとして、原告の損害賠償請求をいずれも棄却した事例
◆売主である被告らには、錯誤による売買契約の無効、隠れた瑕疵に 不動産売 主張なし
よる売買契約の解除は否定した上で、瑕疵担保責任に基づく損害賠償 買
を、仲介した被告会社には、説明義務違反による損害賠償を、建物新
築の請負契約についても錯誤無効は否定した上で調査義務を怠った債
務不履行の限度で、被告らの各責任を肯定した事例
◆本件土地が上記接道義務を満たさないものの、現に原告が同土地上
に建物を新築して居住している状況及び将来隣地所有者から土地の一
部を譲り受けて上記接道義務を満たす可能性もあることなどの事情か
ら、上記各損害につき、売買代金の二割、請負代金の一割とした事例

◆被告乙の仲介により被告甲から区分所有建物を買い受けた原告が、
購入した物件に漏水の隠れた瑕疵があり、かつ、この点につき虚偽の
説明を受けたとして、被告甲に不法行為・債務不履行・瑕疵担保責任
損害賠償請
を、被告乙に不法行為・債務不履行責任を追及した事案
求事件

◆漏水の原因は、内装業者等による防水工事が不十分であったこと
不動産売 請求棄却
や、建物の経年务化・記録的な台風被害といったことによるとも考えら 買
れ、建物自体に雤漏りを生じさせる構造上の欠陥があったとはいえない
し、被告らが雤漏りのおそれや大規模修繕の可能性につき虚偽の説明
をしたとか、その調査義務や説明義務を尽くさなかったともいえないとし
て、請求を棄却した事例

◆マンションを購入した原告らが、隣接するビルに入居している会社の
喫煙审がベランダ向かいにあり、そこに出入りする従業員の視線が気
になり住居の平穏が得られないとして、販売代理人である被告Ａ会社に
損害賠償等
は本件喫煙审の存在についての説明義務違反、売主であるＢ会社には
請求事件
本件居审の隠れたる瑕疵に基づいて、慰謝料としての損害賠償を請求
した事案

◆被告Ａには販売代理人として本件喫煙审の存在を把握の上説明する 不動産売 請求棄却
注意義務があったとは認められないこと、被告Ｂにも本件喫煙审の存在 買
が本件居审の瑕疵には当たらないことを認定判断して原告らの請求を
いずれも棄却した事例

◆建売分譲住宅を購入した原告が、被告である売主と、同じく被告であ
る仲介業者に対し、原告宅前の道路にゴミ集積場が設置されることを説
明する義務を怠ったことを理由として、債務不履行あるいは不法行為に
慰謝料請求
基づく損害賠償（慰謝料）を請求した事案
事件

◆被告らは設置の可能性につき繰り返し説明していること、また、設置 不動産売 請求棄却
がほぼ確实となった時点において、被告売主が原告に対し、設置場所 買
につき、上記場所に設置するのか、もしくは原告宅の階段下にくりぬき
型のものを設置するのかについて確認を求めたところ、原告は前者を選
択した事实などに鑑みて、被告らは説明義務を尽くしていたと認定し、原
告の請求を棄却した事例

◆原告は、被告Ｙ1社から本件建物及びその敶地借地権を購入したが、
その際、被告は本件建物の外壁や基礎コンクリートなどにひび割れ等
の重大な欠陥があることを知りながらその旨説明せず、又は、本件建物
損害賠償請
の上記欠陥等存否について調査すべき注意義務があることを怠り、原
求事件
告に本件建物を購入させたとして、被告らに対し損害の賠償を請求した
事案

◆むしろ原告は本件売買契約当時、本件建物に居住する意思はなく、 不動産売 請求棄却
また、そのようなことは不可能であることを認識しており、建物を取り壊し 買
て改築する意思で購入したものである以上、建物の不具合について説
明しなかったことは違法な行為と解することはできないとして、請求を棄
却した事例
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

462

463

464

302

465

466

467

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成19年 2月 1日
東京地裁 平1７
（ワ）２６８1４号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆被告売主らからマンションの一审を買い受けた原告らが、被告売主ら ◆本件改装工事の騒音等は受忍限度を超えるものではなく、また、原
に対して、原告ら住戸の直上階の被告買主らの行った改装工事による 告ら住戸には本件売買契約を締結した目的を達することができない瑕
騒音は受忍限度を超えていたため、被告売主らはかかる工事を予定し 疵があるとはいえないとして、原告らの請求を棄却した事例
損害賠償請 ていた被告買主らに当該住戸を販売しない義務若しくは原告らに対して
同工事の内容を説明する義務に違反する債務不履行又は原告ら住戸
求事件
の瑕疵担保を理由として、本件売買契約の解除及びこれに伴う約定違
約金支払などを求めた事案

◆崖地に面する土地とその土地上に建つ建物を購入し、その後、同土
地上にプレハブ建物を建てた買主が、台風による崖崩れでプレハブ建
平成18年10月23日
損害賠償請 物が土砂に流され、プレハブ建物内に保管してあった絵画が水に濡れ
東京地裁 平1７
るなどの被害を被ったとして、売主、売主側の仲介業者、買主側の仲介
求事件
（ワ）1０９３1号
業者を相手に損害賠償の支払を求めた事案

平成18年 8月30日
東京高裁 平1７
（ネ）４４２1号

平成18年 5月25日
東京地裁 平1７
（ワ）1８９６９号

◆マンションを購入した原告が、同マンションの隣にオートレース場があ
り、騒音が発生することについて説明がなかったと主張し、債務不履行
又は不法行為に基づき、売主である被告A及び販売代理人である被告
Bに対し、損害賠償及び騒音防止工事を請求した事案
損害賠償等
請求事件

損害賠償請
求事件（甲事
件）、損害賠
償請求事件
（乙事件）

◆マンションの売買において防火戸の電源スイッチが切られて作動しな 不動産売 主張なし
い状態で引き渡されたことについて売買の目的物に隠れた瑕疵があっ 買
たとし、その瑕疵によって発生した損害につき民事訴訟法二四八条に基
づき相当な損害額が認定された事例

◆マンションを購入した原告が隣にオートレース場があり騒音が発生す 不動産売 請求棄却
ることの説明が購入にあたりなかったとして債務不履行ないし不法行為 買
に基づく損害賠償を売主である会社及び販売代理人会社を被告らに請
求したところ、被告らのチラシ等の周辺案内図の記載には表示されてい
ないものの、重要事項説明書にマンションの西側道路を挟んだ隣接地
にはオートレース場があり騒音・震動・臭気等が生じる旨の記載をして
事前に原告へ送付し、かつその全文を原告へ読み上げて説明している
ことから、被告らには説明義務違反はなかったとして原告の請求を棄却
した事例

◆マンションの買主であるＣの権利義務を4分の3の割合で取得した控
訴人が、売主である被控訴人Aについては防火戸の電源スイッチが切
られて作動しない状態で引き渡されたことにつき売買の目的物に隠れた
瑕疵があったことなどにより、また、売主の販売代理人であった被控訴
平成17年 9月16日
損害賠償請 人Bについては上記電源スイッチの位置、操作方法等を説明すべき義
最高裁第二小法廷
務を怠った注意義務違反があったことなどにより、原状回復するための
求事件
平1６（受）1８４７号
費用や減価による損害を被ったと主張して、被控訴人Aに対しては売主
の瑕疵担保等による損害賠償の一部として、被控訴人Bに対しては不
法行為等による損害賠償の一部として、支払を求めた事案

平成17年 5月30日
大分地裁 平1６
（ワ）２９７号

過失割合

◆本件土地に直接面する傾斜地に一般的な危険を超える、崖崩れ等の 不動産売 請求棄却
特別の危険が存在すると認めることはできず、したがって、崖崩れ発生 買
の予見可能性も認められないから、被告らに崖崩れ発生に関する説明
義務や調査義務違反を認めることはできない旨判示して、買主からの
損害賠償請求をいずれも棄却した事例

◆マンションの買主であるＣの権利義務を4分の3の割合で取得した控
訴人が、売主である被控訴人Aについては防火戸の電源スイッチが切
られて作動しない状態で引き渡されたことにつき売買の目的物に隠れた
瑕疵があったことなどにより、また、売主の販売代理人であった被控訴
損害賠償請 人Bについては上記電源スイッチの位置、操作方法等を説明すべき義
求控訴事件 務を怠った注意義務違反があったことなどにより、原状回復するための
費用や減価による損害を被ったと主張して、被控訴人Aに対しては売主
の瑕疵担保等による損害賠償の一部として、被控訴人Bに対しては不
法行為等による損害賠償の一部として、支払を求めた事案

◆被告からマンションを購入した原告A、同B及び同Cが、原告Aにおい
ては、被告の従業員からペット類の飼育が禁止されるマンションである
と説明を受けて購入したにもかかわらず、後にその飼育が許容されるマ
ンションとして販売されていたことなどにより生活の平穏等を害されて精
神的苦痛を被ったなどと主張し、原告B及び同Cにおいては、被告の従
業員からペット類の飼育が許容されるマンションであると説明を受けて
購入したにもかかわらず、従前その飼育が禁止されるマンションとして
販売されていたことなどにより犬の飼育ができなくなって精神的苦痛を
被ったなどと主張して、被告に対し、不法行為（民法715条）又は債務不
履行（415条）に基づく損害賠償を求めた事案

分類

不動産売 請求棄却
買

◆売主から委託を受けてマンションの専有部分の販売に関する一切の 不動産売 主張なし
事務を行っていた宅地建物取引業者に専有部分内に設置された防火 買
戸の操作方法等につき買主に対して説明すべき信義則上の義務があ
るとされた事例

◆分譲マンションの販売業者である被告会社の従業員が、ペット類飼育 不動産売 5割
の可否につき販売時期によって異なる説明をして正確な情報提供を
買
怠ったなどとして、購入者である原告らの一部に対する不法行為の成立
を認め、慰謝料請求が認容された事例
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

468

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成16年12月 2日
大阪高裁 平1５
（ネ）３５９０号

469

平成16年 9月22日
福岡地裁 平1５
（ワ）９７４号

470

平成16年 6月 4日
東京地裁 平1５
（ワ）1４1５７号

平成16年 4月23日
東京地裁 平1４
（ワ）２００３８号

472

平成16年 3月31日
札幌地裁 平1５
（ワ）５８８号

303

471

473

474

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆被控訴人乙山両名から建物を買い受けた控訴人が、本件建物はそ
の西側隣人とのトラブルによって居住の用に耐えないとして、①被控訴
人乙山両名及びその仲介業者である被控訴人会社に対し、被控訴人ら
損害賠償請 は控訴人に対する説明義務に違反し、また被控訴人乙山両名は控訴
求控訴事件 人を欺罔したとして、不法行為による損害賠償を求め、②予備的に、被
控訴人乙山両名に対し、本件不動産の売買契約は錯誤により無効であ
るとして、不当利得返還請求権に基づき、代金相当額の支払等を求め
た事案
◆原告が被告に対し、被告は原告に対してマンションを販売する際、
ペットの飼育に関して不適切な説明を行い、原告を同マンションでのペッ
トの飼育が可能であると誤信させてその売買契約を締結させたと主張し
損害賠償請
て、債務不履行やマンション売買契約の錯誤無効などに基づき、損害賠
求事件
償または不当利得の返還を請求した事案

過失割合

◆被告の従業員は本件マンションにおけるペット飼育に制約があること 不動産売 請求棄却
を説明したのであり、被告には説明義務違反はなく、また、原告は全面 買
的にペット飼育が可能というわけではないが、他人に危害を加えない、
迷惑をかけない範囲では禁止されていない旨の説明を受け、そのとおり
認識していたのであるから、原告に錯誤があったということはできないな
どとして原告の請求を棄却した事例

◆マンション分譲業者からマンション一审を購入した原告が、購入後に ◆原告主張の請求原因事实をいずれも排斥して請求を棄却した事例
近隣土地上に葬儀場の建物が建築されたことから、錯誤無効、売主で
損害賠償等 ある被告の詐欺を理由とする取消、説明義務違反を理由とする債務不
履行による契約解除、さらには不法行為を理由として売買代金返還と慰
請求事件
謝料の支払いを求めた事案

不動産売 請求棄却
買

◆被告仲介会社の仲介により被告売主から土地建物を買い受けた原
告が、売買契約時に、当該土地建物において過去に火災等が発生した
ことがある旨の説明がなかったとして、被告らに瑕疵担保ないし不法行
為に基づく損害賠償責任を求めた事案

◆火災による焼損が隠れた瑕疵に当たるとした事例
不動産売 主張なし
◆瑕疵担保責任を負わない旨の特約が適用されないとした事例
買
◆売主と買主の双方から仲介を依頼された仲介業者は、売主の提供す
る情報のみに頼ることなく、自ら通常の注意を尽くせば仲介物件の外観
から認識することができる範囲で、物件の瑕疵の有無を調査して、その
情報を買主に提供すべき契約上の義務があるとした上で、当該建物の
焼損の確認義務違反を認めた事例

◆原告らは、被告Ａが建築し、被告Ｂが販売した15階建てマンション（本
件マンション）の高層階の区分建物を購入したところ、被告Ａが本件マン
ションの南側に15階建ての新マンションを建築したことにより、原告らの
損害賠償請
各区分建物からの眺望等を阻害するに至ったが、これはマンション業者
求事件
としての信義則に違反するなどとして、原告らが、被告らに対し、不法行
為ないし債務不履行に基づき損害賠償を請求した事案

◆本件マンションの販売契約締結時に新マンションの計画を説明するこ 不動産売 主張なし
とは不可能であったなどとして被告Ｂの賠償責任は否定したものの、被 買
告Ａについては、信義則上その眺望を害しないよう配慮する義務がある
ところ、かかる義務に違反したとして賠償責任を認めて請求を一部認容
した事例

損害賠償請
求事件

◆金融機関の従業員から勧められて、同金融機関の融資を受けて接道
要件を具備しない宅地を購入した顧実が、同従業員に接道要件不具備
平成15年11月 7日
損害賠償請
についての説明義務を怠った過失があるなどと主張して、同金融機関
最高裁第二小法廷
求事件
に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案
平1４（受）４５８号

平成15年 2月 3日
東京地裁 平11
（ワ）２11９３号

分類

◆土地建物を購入した者が隣人の苦情により居住することができなく
不動産売 主張なし
なった場合、隣人からの苦情についての説明義務が尽くされていなかっ 買
たとして、土地建物の売主および不動産仲介業者の損害賠償責任が認
められた事例

◆金融機関の従業員が顧実に対し融資を受けて宅地を購入するように 不動産売 請求棄却
勧誘する際に当該宅地が接道要件を具備していないことを説明しな
買
かったことが当該宅地を購入した顧実に対する不法行為を構成すると
はいえないとされた事例

◆原告らは、従前から、被告公団（以下「公団」という。）が設営していた ◆被告公団のした建替事業に際して、新団地の分譲住宅の購入者に対 不動産売 主張なし
千葉県柏市所在の旧光ヶ丘団地及び横浜市所在の旧日吉団地の住戸 する説明義務違反があるとして、購入者から住宅・整備公団に対する損 買
を賃借しており、公団による両団地の建替事業の際、新団地の分譲住 害賠償請求が一部認められた事例
宅を購入した者であるが、その後、両新団地の分譲住宅が大幅に値下
損害賠償請
げをして一般に売り出されたのは、公団の原告らに対する債務不履行
求事件
ないし不法行為であると主張し、予備的に分譲住宅の売買契約が錯誤
により無効であると主張し、公団の権利義務関係を承継した被告に対
し、損害賠償ないし不当利得返還を請求した事案
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

475

476

477

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成14年 6月24日
東京地裁 平1０
（ワ）２５６７３号

平成14年 5月29日
広島高裁 平1２
（ネ）５４７号

平成14年 4月22日
東京地裁 平1０
（ワ）２３1６６号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆控訴人から土地を買い受けた被控訴人が、本件土地に建物を建築す
る場合に住民による反対運動が起こりうることを説明しなかったこと、並
びに、控訴人、自治会及び住民有志の団体で構成される三者協議会
不当利得返
が、被控訴人の集中浄化槽使用に同意しなかったことが債務不履行に
還請求控訴
あたるとして売買代金等の返還を求めた事案
事件

◆住民が一定の抵抗を示すであろうことは、本件のような位置・形状の 不動産売 請求棄却
土地の売買において一般的に予想されるものであって、売主が説明す 買
べき事柄とはいえないとし、浄化槽利用の申入れは債務履行終了後約
8年が経過した後のことであり、しかも、契約時に予定していた利用方法
とも異なっていることから、控訴人が浄化槽を利用できるよう協力し、あ
るいは利用を妨げてはならない義務を負うとは解されないとして、請求
を認容した原判決を取り消して、請求を棄却した事例

平成14年 1月23日
東京高裁 平1２
（ネ）３７０６号

参考事情

◆原告らが、不動産仲介業者である被告会社の仲介によって、被告Ｙ1 ◆急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によって建築制限 不動産売 主張なし
から同人所有に係る土地を購入したところ、その後同土地に厳しい建築 等が存することを理由とする土地売買契約の錯誤無効、瑕疵担保責任 買
規制等が存在することが判明したとして、被告Ｙ1に対し、主位的に、売 による解除、損害賠償請求がいずれも認められなかった事例
売買代金返
買契約の錯誤無効に基づき売買代金の返還を求め、予備的に、瑕疵担
還等請求事
保責任に基づき売買契約の解除による売買代金の返還又は損害賠償
件
を求めるとともに、被告会社に対し、債務不履行（説明義務違反）に基
づき損害賠償を求めた事案

304
479

平成14年 2月22日
東京地裁 平1２
（ワ）２８０1８号

過失割合

◆接道義務を満たしていないことから土地上に建物建築ができないこと 不動産売 主張なし
が売買目的物の隠れた瑕疵に当たるとされた事例
買
◆瑕疵担保による損害賠償請求権が目的物の引渡しから一〇年の経
過により時効消滅したとされた事例
◆仲介業者には、上記建物再建築ができない事实につき説明義務違
反が存するが、これによる損害賠償請求権も時効消滅したとされた事例
◆買主の売主、仲介業者に対する不法行為に基づく損害賠償請求が
認容された事例

◆マンション居审の買主である原告が、被告らは、本件建物のリビング
ルームの開口部に変圧器付きの電柱が存在することを知りながら、これ
を秘匿して、原告に本件建物を販売し、原告に適正価格を超える金員を
支払わせ、かつ、精神的損害を与えたとして、被告Ｙ1に対しては売買契
約上の説明義務違反に基づき、被告Ｙ2に対しては不法行為による損害
賠償請求権に基づき、連帯して損害賠償を求めた事案

478

分類

◆被告Ｙ1から土地建物を買った原告が、同土地は建物の再建築が不
可能な土地であったとして、売主である被告Ｙ1に対しては、〈1〉瑕疵担
保責任に基づく損害賠償（売買契約を解除したことを前提とするもの）、
〈2〉瑕疵担保責任に基づく損害賠償（売買契約を解除したことを前提と
損害賠償請 しないもの）、〈3〉不法行為に基づく損害賠償、〈4〉売買契約が錯誤によ
り無効であることを理由とする不当利得の返還を求め、さらに、売買契
求事件
約の仲介業者である被告Ｙ2及び被告Ｙ3に対しては、〈5〉債務不履行に
基づく損害賠償及び〈6〉不法行為に基づく損害賠償を求めた事案

◆マンション居审の売買契約がマンションの建築前及び建築中に締結 不動産売 否定
される場合には、売主及び販売代理人は、買主に対し、マンションの近 買
くに変圧器付き電柱が存在すること、その内容、位置関係等について説
明すべき信義則上の義務があるとされた事例

損害賠償請
求事件

◆一審被告Ｙ1からマンション（本件建物）の区分所有権を購入した一審
原告らが、後に区分所有者となったＹ2及びＹ3が、建築確認申請に際し
て同建物の敶地とされた土地の一部を当時の所有者から買い受けて、
建売住宅を建築して分譲したため、本件建物の容積率が建築基準法に
違反する結果となり、損害を被ったと主張して、一審被告Ｙ1、Ｙ2及びＹ3
に対し、損害賠償を請求し、〈2〉本件建物敶地内の駐車場部分を権原な
損害賠償等
く占有していると主張して、一審被告Ｙ1に対し、その明渡しを請求し、
請求控訴事
〈3〉権原なくして本件建物の6階部分（登記簿上5階部分。以下同じ）を増
件
築したと主張して、一審被告Ｙ1に対し原状回復を請求し、〈4〉共用部分
である本件建物5階（登記簿上4階。以下同じ）のベランダを権原なくして
浴审等に改装し、占有していると主張して、一審被告Ｙ4に対し、原状回
復を請求した事案

◆マンションの所有者が、これを分譲する際、購入者に対し、その敶地 不動産売 請求棄却
についての権利関係について説明する義務を怠った場合、不法行為責 買
任を免れないが、損害の発生が認められないとして、購入者の売主に
対する損害賠償請求が棄却された事例
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本件マンションは、平成11年5月ころに
工事が開始されたところ、工事中、マン
ションの工事現場は工事囲いがされ、
躯体部分はシートで覆われていたもの
であるから、外部からマンションの全貌
を把握することは困難であり、まして、
購入した居审がどの辺に位置するかを
見分けることは極めて難しい状況で
あったと認められるから、原告が、本件
売買契約締結の前後、また、契約締結
後に何度か工事現場に臨んだことが
あっても、そのような工事現場の状況
等に紛れて、本件変圧器付き電柱が存
在することを見落としたとしても、あなが
ち無理からぬものがあり、過失があると
まではいえない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

480

481

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成12年 8月31日
大阪高裁 平1２
（ネ）５1９号

305

平成12年 6月28日
東京高裁 平1２
（ネ）６６５号

483

平成12年 3月24日
京都地裁 平1０
（ワ）２４７号

485

486

事案の概要

裁判所の判断

◆第一審被告Ｙ1から土地建物を買い受けたと原告らが、いずれも土地
に地盤沈下が発生したため建物に不具合が生じたと主張して、①被控
訴人らが、Ｙ1に対し、（ア）主位的に、(a)瑕疵担保責任を理由とする売
買契約解除に基づく原状回復請求として、売買代金の返還及び損害賠
償の支払、選択的に、(b)詐欺に基づく各売買契約の取消し又は錯誤に
基づく売買契約無効を理由とする不当利得の返還及び損害賠償の支
平成13年12月26日
損害賠償請
払を求め、（イ）予備的に、瑕疵担保責任に基づく補修費等の損害賠償
東京高裁 平1３
求控訴事件
の支払を求め、②被控訴人らが上記売買を仲介した控訴人会社Ｙ2及
（ネ）３８２５号
びＹ3に対し、それぞれ、売買の目的物である地盤の性質及び施工され
た基礎工事の内容についての説明告知義務違反を理由として、共同不
法行為又は債務不履行に基づく損害賠償の支払を求めた事案

482

484

事件名

分類

過失割合

◆宅地建物取引業者は、信義則上、買主が売買契約を締結するかどう 不動産売 主張なし
かを決定づけるような重要な事項につき知りえた事实については、買主 買
に説明・告知する義務を負い、土地が軟弱地盤であることを認識しなが
ら説明・告知しなかった場合は、買主に対する損害賠償責任を免れない
とされた事例

◆不動産仲介業者である被控訴人の仲介により不動産を売却した控訴
人が、被控訴人は、買主の造成能力や契約後の行動を詳細に調査す
る義務を負っていたのにこれを怠ったとして、被控訴人に対し、債務不
履行または不法行為に基づく損害賠償を請求した事案

◆不動産仲介業者は、課税上有利であることを示して不動産取引を勧 不動産売 請求棄却
め、委託者がそのことを主たる動機として仲介を委託した場合には、不 買
動産取引による課税の有無あるいは課税額等につき調査確認してこれ
を委託者に説明し、委託者に不測の損害を与えないよう配慮すべき業
務上の注意義務が存するが、課税されるか否かが買主の第三者への
転売という取引外の行為にかかっている場合には、買主自ら当該土地
を造成する意思と能力を有すると一応認められれば、それ以上、買主
の造成能力、契約後の資力の変化等をチェックし、買主が第三者へ当
該土地を転売するおそれがあるか否かを調査する義務までは負わない
とされた事例

◆被控訴人には、顧実から税金について質問があったときは課税条件
その他の事实関係を十分調査して慎重に回答すべき義務があるのに、
被控訴人はこれを怠って控訴人らに損害を与えたなどと主張して、損害
損害賠償請
賠償を求めた事案
求控訴事件

◆宅地建物取引業法は、宅地建物取引主任者をして、顧実に宅地建物 不動産売 請求棄却
の概要や法的規制等の取引に関する重要な事項を説明させることによ 買
り当該取引の内容を契約当事者に理解させることを企図しているもので
あり、宅地建物取引による課税の有無を顧実に説明する義務までを課
すものではないとして、宅地建物取引主任者の顧実に対する責任を否
定した事例

◆被告会社が分譲したマンションを購入した原告らが、広告等に全戸南
向きと表示されていたのに实際はかなり西を向いており、これによって
損害賠償請
損害を被ったとして、被告会社に対し、債務不履行ないしは不法行為を
求事件
理由に損害の一部の賠償を請求した事案

◆「全戸南向き」と宠伝してマンションを販売したが、实際には「全戸南
向き」でないことが判明した場合、売主に不正確な表示・説明を行わな
いという信義則上の付随義務の違反があったとして債務不履行による
損害賠償責任が認められた事例

損害賠償請
求控訴事件

◆マンションの一审を購入した原告が、その交渉段階において、販売担
当者から南側部分の眺望が将来不明確であるのに、眺望の良さが長期
間継続すると断定して勧誘されて同审を購入し、その後間もなく南側の
平成11年12月13日 不当利得金
隣地に別のマンション二棟が建設されて眺望の良さを失い、精神的損
大阪地裁 平８（ワ） 返還請求事
害を被ったとして、契約交渉段階における信義則上の説明義務違反に
1９４５号
件
基づき、共同売主ないし販売代理人である被告らに対し慰謝料等の支
払を求めた事案

不動産売 主張なし
買

◆同一所有者の広大な土地に一八棟のマンションが建設された場合
不動産売 請求棄却
に、右マンションの建設、販売を行った右所有者の関連会社及び事業 買
提携会社について、北側マンションの購入者に対しての眺望に関しての
説明義務違反はなかったとされた事例

◆被告Y2の仲介で所有者である被告Y1から土地と地上建物を買い受 ◆適法な建築確認を受けておらず、建築基準法上の接道義務を満たさ 不動産売 主張なし
けた原告らは、被告らは、本件土地建物に瑕疵があることを知りなが
ない土地建物の売買につき、売主及び仲介業者の不法行為等の責任 買
平成11年 9月30日
損害賠償請 ら、原告らに本件土地建物を買い受けさせたとして、不法行為、瑕疵担 が認められた事例
大阪高裁 平８（ネ）
求控訴事件 保責任及び売買契約上あるいは仲介契約上の債務不履行による損害
２０５９号
賠償を請求した事案

平成11年 9月 8日
東京高裁 平11
（ネ）２２６４号

◆分譲マンション販売業者である被控訴人から建物を購入した控訴人 ◆マンション購入後その南側隣地に高層マンションが建築されることに 不動産売 5割
が、被控訴人に対し、一次的に、建物売買契約には南側隣地に建物が なった場合、右マンションの購入を勧誘した不動産業者に告知義務違反 買
建たないことを保証する旨の特約があったところ、本件建物の南側隣地 の債務不履行責任が認められた事例
手付金返還
にマンションが建築されたため、右特約が履行不能になったとして、特
請求控訴事
約違反による売買契約の解除に基づき、手付金の返還を求め、二次的
件
かつ選択的に、錯誤無効または説明義務違反に基づき、手付金相当額
の返還または手付金相当額の損害金の支払を求めた事案
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

487

488

489

490

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

平成11年 1月25日
東京地裁 平1０
（ワ）９11３号

◆マンション建築分譲業者である被告との間でマンションの売買契約を
締結した原告が、右売買契約の錯誤無効または詐欺取消しを理由に、
売買代金返 不当利得返還請求権に基づき、手付金の返還を求めるとともに、不法
還請求事件 行為請求権に基づき契約書に貼付した印紙代相当額の損害賠償金の
支払を求めた事案

◆原告は、その所有土地の一部を被告に売り渡した際、被告から土地
譲渡の課税につき誤った説明を受けたため、税務上の優遇措置の適用
を受けられると信じて売買契約を締結した上、その譲渡所得につき税務
平成10年11月26日
損害賠償請 申告したが、その後優遇措置の適用を受けられないことが判明し、修正
大阪地裁 平1０
申告により追加納税等を余儀なくされ損害を被ったとして、被告に対し、
求事件
（ワ）1７４号
不法行為又は債務不履行（売買契約における説明義務違反）を理由に
損害賠償を求めた事案

◆マンションを分譲、販売した宅建業者が購入者に対して高速道路の 不動産売 請求棄却
地下トンネル排気塔等の環境悪化が懸念される施設の建設が計画され 買
ていることを告知しなかったことが、錯誤、詐欺、告知義務違反に当たら
ないとされた事例
◆原告が建設業者である被告にその所有土地の一部を売却した際、本 不動産売 3割
来右土地譲渡の課税について、優遇措置が受けられないのに、被告の 買
誤解から右措置を受けられる旨原告に説明したため、これを信じた原告
が、その後修正申告により追加納税等を余儀なくされ損害を被ったこと
について、被告に契約締結上の過失があるとされた事例

◆不動産業者である被告Ｙ1所有のマンション居审を被告Y2の仲介によ ◆マンションの売買の仲介人及び売主の各従業員の買主に対する説明 不動産売 主張なし
り購入した原告らが、被告らの従業員は南西側の隣接地に建物が建築 義務違反を認めて、買主の仲介人及び売主に対し、買主が支出した費 買
される計画があるという事实を認識していたのにもかかわらず、虚偽の 用全額及び弁護士費用の損害賠償を認めた事例
平成10年 9月16日
損害賠償請
説明をしたとして、被告らに対し、説明義務違反を理由とする不法行為
東京地裁 平８（ワ）
求事件
又は使用者責任に基づく損害賠償として売買代金・諸費用、住宅ローン
1９３６９号
利息、弁護士費用を請求した事案
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◆土木建築工事の設計請負業等を営む被告社員の、等価交換方式に ◆財産的損害について民事訴訟法二四八条の適用によりされた事例 不動産売 2割
よれば税金はかからないからマンションの建築をしたらどうか等の勧め 節税のため等価交換方式によるマンションの建築の勧誘につき建設業 買
によりYとの間でマンションの建築請負契約を締結したうえマンションを 者の契約締結上の過失に基づく損害賠償責任が認められた事例
建築し、完成したマンションを売却し原告らが、被告の社員が誤った説
明により、マンションの建築・売却を行い、その結果として、所得税及び
地方税の納税を余儀なくされたとして、契約締結上の過失があるなどと
主張し、被告に対して納税額相当の損害賠償を請求した事案
491

平成10年 4月22日
損害賠償請
東京高裁 平８（ネ）
求控訴事件
５９３号

492

◆原告が被告らに対し、被告らが原告に対し虚偽の事实を申し向けて ◆ハワイ島の土地の分譲を仲介した不動産業者及びその代表者が現
平成10年 1月23日
損害賠償請 ハワイの土地の購入を勧誘するという詐欺行為を行ったとして被った損 地価額等の説明を怠ったとして不法行為責任が認められた事例（過失
東京地裁 平７（ワ）
害の賠償を求め、貸付金の返還を求めた事案
相殺三割）
求事件
９９６０号

493

494

参考事情

◆宅地建物取引業者の媒介により不動産を購入した者が、カーポート ◆媒介をした宅建業者には、公道に通じる土地の通行承諾の有無につ 不動産売 主張なし
の利用に伴う私有地の通行権の有無に関する右業者の説明義務違反 いての説明義務があるのに、これに違反したとして、買主に対する損害 買
平成11年 8月31日
損害賠償請
により損害を被ったとして、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠 賠償責任が認められた事例
奈良地裁葛城支部
求事件
償を求めた事案
平1０（ワ）２２４号

不動産売 3割
買

◆マンションを買取れば短期間内に高額で転売して利益を交付すると ◆マンションを買取れば短期間内に高額で転売して利益を交付すると 不動産売 7割
のセールスマンの申入に応じてマンションを購入したのに買取時より尐 のセールスマンの申入に応じてマンションを購入したのに買取時より尐 買
平成 8年 9月25日
損害賠償請
額でマンションを転売せざるを得なかった控訴人が、不動産会社会社で 額でマンションを転売せざるを得なかった場合に使用者である不動産会
大阪高裁 平８（ネ）
求控訴事件
ある被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案
社の不法行為を認め、買取った者にも七割の過失があるとされた事例
２1４号
◆被告Ｙ1の仲介により被告Ｙ2から宅地を購入した原告が、本件土地の ◆公道に幅（間口）一・二三メートルで接しているに過ぎず、そのため建 不動産売 主張なし
範囲、本件路地状部分の最狭部分等を十分に調査してその真实を原告 築基準法上の接道義務を満たしていない宅地の売買につき、売主及び 買
平成 6年 7月25日
損害賠償等
に告げるべき注意義務があつたのに、これを怠ったとして、損害賠償を 仲介業者の不法行為責任が認められた事例
東京地裁 平３（ワ）
請求事件
求めた事案
６８1３号
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控訴人らは、顧問税理士にその経営す
る会社等の決算書類及び税務申告書
の作成等を依頼していたことが認めら
れるから、その税理士に一言相談しさ
えすれば、本件一及び二の土地の譲渡
及び本件のマンションの区分所有建物
の取得、売却等に関し、課税の特例の
適用を受けるについて適切な指導・助
言が得られ、それに従った適切な節税
方法を考案・工夫すれば、これほど多
額の課税は発生しなかったと考えられ
るにもかかわらず、顧問税理士等の専
門家に全く相談していないから、控訴人
らにも各損害の発生につき過失がある
ものというべきであり、その過失割合は
2割と認めるのが相当である。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

495

496

裁判年月日・裁判
所・事件番号
昭和63年 6月28日
札幌地裁 昭５７
（ワ）２８２1号

昭和58年 7月19日
大阪高裁 昭５８
（ネ）５４４号

307

497

平成23年 4月20日
東京地裁 平２０
（ワ）２９４２５号

498

平成22年 3月19日
東京地裁 平２1
（ワ）３８７1号

499

500

平成22年 3月15日
東京地裁 平２1
（ワ）４1００号

平成22年 2月23日
東京地裁 平２1
（ワ）８６８６号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆マンションを購入した原告らが、マンション売主らに対し、保証特約違 ◆マンションの売主等に対する日照、通風、眺望の享受を保証する旨 不動産売 請求棄却
反、契約締結の準備段階における信義則上の責任などの債務不履行、 の契約が成立したとは認められず、契約締結準備段階の信義則上の義 買
務違反についても、あえて売主を誤信させて、売買した事实を見あたら
損害賠償請 または、不法行為に基づいて損害賠償を求めた事案
ないため説明義務違反とはいえないとして不法行為責任に基づく損害
求事件
賠償請求を棄却した事例
◆買主が、家屋建築を目的とする土地の売買において、宅地建物取引
業者たる売主及び仲介業者に当該土地に対する建築規制が存すること
の説明義務を尽さなかつた違法があるとして、契約の解除及び不法行
為に基づく損害賠償請求を求めた事案

◆家屋建築を目的とする土地の売買において、宅地建物取引業者たる 不動産売 主張なし
売主及び仲介業者に当該土地に対する建築規制が存することの説明 買
義務を尽さなかつた違法があるとして、契約の解除及び損害賠償請求
が認められた事例
◆宅地建物取引業者が、その媒介に係る土地売買の買主に対し、当該
土地が建築規制を受ける土地であることを取引主任者をして説明させる
義務を尽くさなかつた違法があり不法行為責任を負うとした事例

◆被告Ａ社の仲介で被告Ｊ社から本件居审を賃借した原告が、被告Ａ社
との間のラティスの設置費用に関する弁償合意の債務不履行又は不法
行為の損害賠償請求権に基づき、被告Ａ社に対し、ラティス設置費用の
支払を、原告の本件居审からの退去は賃貸借契約上の解約申し入れ
による退去ではないから、解約の場合に1か月前の書面による申し入れ
損害賠償請 を要するという本件契約条項は適用されないなどとして、被告Ｊ社に対
し、不当利得返還請求権に基づき本件居审の18日分の日割家賃相当
求事件
額の支払を、被告らが本件建物に関する瑕疵を説明せず、また、同瑕
疵を修補せずに放置したため損害を被ったなどとして、被告ら及び被告
Ｊ社代表取締役である被告Ｙ1に対し、損害賠償等を求めた事案

◆上記弁償合意は認められず、また、本件建物の工事前の状態が本件 不動産賃 主張なし
建物の瑕疵と評価できないから、説明義務違反及び瑕疵修補義務違反 貸借
も認められず、また、本件契約条項は消費者契約法に違反しないなどと
した上で、原告の負担部分と被告Ｊ社の負担部分を具体的に判断して
敶金返還額を算定し、請求を一部認容した事例

損害賠償請
求控訴事件

◆建物賃借人であった原告が、本件建物が楽器の演奏ができない建物 ◆原告から被告に対し、ライブイベントを行うという本件建物の使用目 不動産賃 請求棄却
であったにもかかわらず、賃貸人であった被告が楽器の演奏が可能で 的は伝えられていないというべきである上、本件建物は、音量や演奏時 貸借
特許権侵害
あるとの事实に反する説明をして、建物賃貸借契約を締結させたため、 間帯に配慮すれば、十分に楽器演奏が可能な遮音性能を備えていると
差止等請求
原告は損害を被ったとして、被告に対し、債務不履行又は不法行為に いうべきであるから、「ピアノ、楽器演奏可」とした点につき、被告に説明
控訴事件
基づき、損害賠償を請求した事案
義務違反は認められないとして、原告の請求を棄却した事例
◆被告は原告社団に対し、ａマンションの本件建物を貸し渡し、本件賃 ◆本件工事は受忍限度を超えるものではなく、また、被告は説明義務を 不動産賃 請求棄却
貸借契約は原告社団の理事長及びその同居する妻である原告Ｘ1らの 負わないなどとして請求を棄却した事例
貸借
居住のためにのみ使用することを義務つけるものであったことから、被
告は原告社団に対し、原告社団の理事長及びその家族が快適な居住
ができるように配慮すべき義務を契約上負っていたというべきである
敶金返還等
が、本件マンションの設備更新工事により、すさまじい騒音が発生して
請求事件
原告Ｘ1らが通常の生活することは不可能となったため、原告社団は
引っ越し先の選定に入り、被告に本件建物を明渡したのであり、被告に
は工事の説明義務違反などの債務不履行があるとして、原告社団らが
被告に対し、損害賠償を請求した事案
◆原告会社が、被告会社の仲介のもと、被告Ｙ1との間で本件建物の賃 ◆被告会社及び被告Ｙ1において、本件建物面積について虚偽の情報 不動産賃 請求棄却
貸借契約をしたところ、①被告会社は宅建業者としての信義誠实義務 を提供したとはいえず、債務不履行や不法行為は認められないとして請 貸借
に違反し、かつ、誇大広告禁止義務に違反した、②被告Ｙ1は虚偽の事 求を棄却した事例
損害賠償請
实を説明してはならない義務に違反したと主張して、原告会社及びその
求事件
代表者である原告Ｘ1が被告らに対し、債務不履行及び不法行為に基づ
き損害賠償を請求した事案
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

501

502

308

503

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成19年 7月13日
東京地裁 平1８
（ワ）９５８０号

平成18年12月 6日
東京地裁 平1８
（ワ）３５号

平成17年 8月12日
札幌地裁 平1６
（ワ）1９６号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆原告が、被告に対し、定期建物賃貸借契約の終了に基づき、建物の ◆本件定期建物賃貸借契約が有効に存続している間は、原告は、賃貸 不動産賃 請求棄却
明渡を求めるとともに、未払賃料等の支払を求めた事案
人として本件建物部分を賃借人である被告に使用・収益させる義務が 貸借
あるから、被告の使用収益が現に妨げられた結果として賃料が不相当
になったのであれば、それに対応する範囲において、賃料の全部又は
一部の支払を拒絶しうるとする余地があるが、建物の安全性の点は、宅
地建物取引業者や賃貸業者の一般になすべき説明事項に含まれてい
たとは考えられないこと、契約書に記載されている住所と建物内にあっ
建物明渡請
た説明書の住所が異なっていたからといって被告の本件建物部分に対
求事件
する使用収益が妨げられることにはならないこと、契約書に記載された
設備状況と实際の設備との相違やテレビ、エアコンの不具合等の問題
点については証拠がないばかりか、それが賃料を不相当とするほどの
具体的な使用収益上の支障となったとも考えがたいことなどの理由で被
告の主張を退けた事例
◆被告Aから建物を賃借した原告Ｘが、仲介人である被告B及び被告C
において、原告Ｘの賃借建物の階下の部屋で死者が出ていた事实があ
るのに、賃貸借契約締結に際してこの事实を告知しなかった説明義務
損害賠償請
違反ないし詐欺行為があったとして、被告B及び被告Cに対し、債務不
求、反訴請
履行又は不法行為に基づき、被告Aに対し、不法行為（被告Cの使用者
求、建物賃
としての責任）に基づき、損害賠償を求めた（甲事件）のに対し、被告A
料等請求事
が、原告Ｘ及び原告Ｘの連帯保証人である丙事件被告Ｙに対し、延滞賃
件
料及び共益費並びに賃料相当損害金等の支払を求めた（乙事件及び
丙事件）事案

◆賃貸借契約につき建物の階下の部屋で半年以上前に自然死があっ 不動産賃 請求棄却
た事实は、社会通念上、賃貸目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景 貸借
等に起因する心理的欠陥に該当するとまではいえず、仲介人にかかる
事实を告知し、説明すべき義務はないとされた事例

◆被告から賃貸ビルの入居を勧誘された原告が、被告に対し、勧誘の
際、被告の担当者が、原告を入居させるために、虚偽の説明を繰り返し
行い、原告名義で第三者に対し入居前提の内装工事の開始の指示を
損害賠償請 するなどした結果、損害を受けたとして、主位的に被告担当者の行為が
詐欺による不法行為を構成するものとして民法715条の使用者責任に
求事件
基づき、予備的に被告の行為がいわゆる契約締結上の過失に該当す
るとして民法709条の不法行為責任に基づき、損害の賠償を求めた事
案
◆不動産仲介業者である被告Ａを介して築五〇年になる木造二階建て
建物（本件建物）の賃貸借契約を締結した飲食店を経営する原告が、当
該建物の敶地の所有者である被告Ｂから、借地人であり本件建物の貸
主である被告Ｃとの間で締結された借地契約における地上建物の新
損害賠償請 築、改築、増築、大修繕をするには着工前に地主であるＣの書面による
同意を得なければならない旨の特約（本件特約）があることを理由に原
求事件
告による本件建物の飲食店営業用への改装について工事の中止を求
められ、結局原告が本件建物の賃借の目的を達することができずに契
約解除に至ったため、原告が各被告らを相手に損害賠償を請求した事
案
◆繁華街で飲食接待業を営む目的で建物の賃貸借契約を締結した原
告が、建物に根抵当権を設定されていることを事前に仲介人である被
損害賠償請
告から告知されなかったため、建物を明け渡さざるを得なくなり損害を
求事件
被ったとして、被告に損害賠償を求めた事案

◆いわゆるメディカルビルの入居勧誘に際し、不動産業者が入居希望 不動産賃 主張なし
者に誤った情報を提供して他の医療機関が同ビルに入居確实であると 貸借
の期待を持たせたとして、不動産業者の不法行為責任が認められた事
例

◆不動産仲介会社の被告Ａは本件特約の存在を知っていたにもかかわ 不動産賃 主張なし
らず、賃借後に原告が行おうとしている工事の中身を確認せずに契約 貸借
仲介し、本件特約の存在を原告に説明すべき注意義務に違反したもの
で不法行為を構成すると認定し、他の被告らに対する原告の債務不履
行ないし不法行為責任は否定した上で被告Ａに対して損害賠償請求の
一部を認容した事例

504

平成17年 4月 5日
東京地裁 平1４
（ワ）７９９０号

505

平成17年 3月30日
東京地裁 平1６
（ワ）３５２８号

506

◆喫茶店の賃借権などを譲り受けた原告が、仲介業者である被告に対 ◆差押中の建物の賃借権譲受人が建物の競落により損害を被つた場 不動産賃 6割
昭和62年 3月24日
合、譲受人側の仲介人が、差押の事实及びその法的な影響についての 貸借
損害賠償請 し、損害の賠償を求めた事案
名古屋地裁 昭６０
説明義務を怠つたとして損害賠償責任を認めた事例
求事件
（ワ）２1６９号

◆仲介人である被告に説明義務違反があるとして、原告請求を一部認 不動産賃 主張なし
容した事例
貸借
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆いわゆる不動産（ホテル）共同投資を行った原告らが、ホテル持分の
販売者である被告Ｙ1、右持分の賃借人である被告Ｙ2、購入資金の融
資者である被告Ｙ3及び右融資の連帯保証人である被告株式会社Ｙ4を
相手方として、各原告と被告らとの間の契約が一個であること又は一体
性を有することを前提として、右契約についての出資法違反、貸金業法
違反、錯誤による無効若しくは詐欺取消しによる不当利得返還請求権
若しくは債務不履行に基づく解除による原状回復請求権に基づき、又
は被告らの共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、原告らの各
支払額から受領した賃料額を控除した金員等の支払を求めた事案

507

平成 9年 7月28日
不当利得請
東京地裁 平５（ワ）
求事件
２1３６２号

309
508

平成19年 9月27日
大阪高裁 平1８
（ネ）1７８８号

509

平成19年 3月16日
東京地裁 平1６
（ワ）1４５1８号

510

平成23年 3月25日
東京地裁 平２1
（ワ）1５００５号

根抵当権抹
消登記手続
等請求控訴
事件

◆一〇年後の買取保証付きでホテルの実审等の共有持分（以下「本件
商品」という。）を販売するとともに販売会社の系列会社が買主から本件
商品を賃借する、いわゆる不動産共同投資の商品の売買及び賃貸借
並びに買主に対する購入資金の融資及びその連帯保証は、それぞれ
個別に締結したと認められ、全体として一個の契約又は一体的な契約
であるとはいえないとされた事例
◆本件商品の売買は、不動産の取引としての实体を伴っていると認め
られ、出資法一条及び二条一項に違反しないとされた事例
◆本件商品の購入資金の融資及び連帯保証は、賃金業法一二条、一
三条及び一七条に違反しないとされた事例
◆本件商品の売買時において、販売会社による一〇年後の買取保証
の实行、賃借人による継続的な賃料の支払が不可能であったことを理
由とする買主の動機の錯誤無効及び販売会社の詐欺による契約の取
消しが認められなかった事例
◆本件商品の購入資金の融資者及びその融資の連帯保証人は、買主
に対し、本件商品についての調査、説明等をする義務違反並びに販売
会社及び賃借人の債務の履行を確保する義務違反があったとはいえな
いとされた事例
◆本件商品の購入資金の融資者、その融資の連帯保証人及び本件商
品の賃借人は、買主に対し、販売会社の債務不履行に基づく原状回復
義務を連帯して履行しなければならない関係になく、その責任を負わな
いとされた事例
◆本件商品に係る販売会社、賃借人、融資者及び連帯保証人につき買
主に対する共同不法行為が認められないとされた事例
◆本件商品の融資の連帯保証人からの求償金等の請求に対し、買主
は、本件商品の販売会社又は賃借人の債務不履行を理由として将来
的に弁済を拒絶することはできないとして、抗弁の接続が否定された事
例
◆一審原告は、取引銀行である一審被告銀行から、一審被告不動産会 ◆本件敶地問題ついて、一審被告らには、契約に付随する信義則上の
社を紹介され、資産運用方法として一審被告銀行から新規借入を受け 説明義務違反があり、これにより生じた損害を連帯して賠償すべき責任
て一審原告の所有する土地に賃貸物件を新築し、その敶地の一部を売 があると認められた事例
却してその売却代金と賃貸料収入で借入金の返済を行う投資プランの
提案を受けたところ、かかる投資プランに基づいて賃貸物件を新築した
後に、敶地の一部を売却することにより同じ土地が全く別個の2つの建
築物の敶地として二重に使用されることになる等の問題があったことか
ら、敶地の一部を売却して返済をすることができなくなった等の損害を
被ったとして、一審原告が一審被告らに対し、不法行為又は債務不履
行を理由として損害賠償を求めた事案

分類

過失割合

不動産運 否定
用

◆原告が、被告に対し、米国不動産の小口化商品として、投資組合の ◆本件投資取引は不動産を实質的に所有し、減価償却費を損金計上 不動産運 請求棄却
持分を販売し、当該不動産の運用収益期間終了後、債務承認契約に基 することによって税の繰延べ効果を享受する合理性のある商品である 用
約定金請求
づく精算金の支払を求めたところ、被告が原告に対し、上記投資取引に などとして、原告の請求を認容し、本件投資取引が公序良俗に反して違
事件、同反
関する原告の説明義務違反等を主張し、損害賠償の支払を反訴で求め 法であるなどの被告の主張を排斥した事例
訴請求事件
た事案
◆東京弁護士会所属の弁護士である原告が代表を務める弁護士法人
において、被告Ｙ1から債務整理の委任を受けたところ、被告Ｙ1が委任
事務の処理をめぐって東京弁護士会に対して原告の懲戒請求を行った
ことにつき、原告が、被告Ｙ1は懲戒事由がないことを知りながら懲戒請
損害賠償請
求を行ったものであるとし、また、本件懲戒請求は、弁護士である被告Ｙ
求事件
2が、被告Ｙ1を扇動し、または被告Ｙ1の説明に対する調査義務を怠っ
たことによってされたものであるとして、被告らに対し、共同不法行為に
基づき、損害賠償を求めた事案

◆十分な法律知識を有しない被告Ｙ1が、被告Ｙ2の説明を聞き、上記弁 弁護士業 主張なし
護士法人の和解の方法に問題があると考えて代表弁護士である原告 務
に対して行った本件懲戒請求は、およそ事实上又は法律上の根拠を欠
くにもかかわらずあえて行ったものとは認められないし、被告Ｙ2には原
告主張の調査義務の懈怠があったとは認められない等判断して、原告
の請求を棄却した事例
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参考事情

不動産共 主張なし
同投資

特に記載なし。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

511

512

513

514

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

平成20年 3月27日
東京地裁 平1９
（ワ）３1６６０号

◆原告が、弁護士である被告に、原告の親の公正証書遺言の作成等を
委任したのに、適切な措置を講じなかったため、原告が取得すべき財産
を取得できなかったとして、主位的に、債務不履行による同財産相当額
平成19年 3月28日
損害賠償請
の損害賠償を、予備的に、期待権侵害又は説明義務違反に基づく慰謝
さいたま地裁 平1６
求事件
料を求め、これに対し、被告が、本訴請求は不当訴訟であるとして、損
（ワ）1３０1号
害賠償を請求した事案

平成19年 2月19日
東京地裁 平1７
（ワ）２２３９４号

516

平成23年 1月28日
東京地裁 平２1
（ワ）２４1０９号

◆弁護士である原告（反訴被告）が依頼者である被告（宗教法人ー反訴
原告）から二つの事件（一、被告所有の土地の賃借人らが長期間更新
料の支払いを拒み、地代を供託している事件、二、被告が所有する別
の土地の賃借人の賃料滞納に伴う建物収去土地明渡に関する事件）を
順次受任して着手金や経費等の支払いを原告が被告から受けつつ処
報酬金等請
理に当たっていた事案
求、不当利
得返還等請
求事件

平成12年 7月26日
東京地裁 平11
（ワ）1３９1０号

518

平成元年 8月 7日
横浜地裁 昭６1
（ワ）２２６３号

過失割合

◆証拠等から認められる事实によれば、被告には説明義務違反の事实 弁護士業 否定
はないが、その事務処理は著しく不適切で不十分な対応であったと認め 務
られる一方で、原告が同財産を取得できなかったことによる損害と被告
の弁護活動と因果関係は認められないことから、200万円の限度で期待
権侵害による慰謝料請求を認容し、被告の不当訴訟の主張を排斥した
事例
◆原告の一事件に関する債務不履行はなく、二事件の処理についても 弁護士業 主張なし
一定の合理性があり被告からも了解を得ていたと認定し、本訴である原 務
告から被告に対する未払報酬請求の一部が認容され、被告の原告に
対する不当利得返還請求及び債務不履行に基づく損害賠償請求の反
訴はいずれも棄却された事例
◆被告が原告に事件処理の説明を求めたのにこれに応じなかったこと
等を理由として被告が原告所属の弁護士会に懲戒請求したことが原告
の名誉を毀損するとして原告が被告に対して求めた損害賠償請求（本
訴請求の一部）が、委任事務について原告の被告への事前説明と被告
の意向の事前確認に十分でない点があったことから、被告の懲戒請求
が不法行為を構成するとまではいえないとして原告の当該請求部分が
棄却された事例

◆原告が、税務顧問業務を依頼していた被告に対し、免税業者である ◆そもそも原被告間で税務契約が成立していたとは認められず、被告
原告が売上に係る消費税額と仕入額に係る消費税額との差額部分の に原告主張の信義則上の義務があったともいえないとして、原告の請
還付を受けるためには消費税課税事業者選択届出書を提出する必要 求を棄却した事例
損害賠償請 があり、被告はその旨の説明義務があったのにこれを怠ったため、原告
は同届出書を提出できず還付が受けられなかったと主張して、税務契
求事件
約又は信義則上の注意義務に反した債務不履行に基づく損害賠償を
求めた事案

◆宅建業者Ｙ1の仲介で外国法人から不動産を購入した原告が、仲介
契約に基づく重要事項説明義務違反及び税理士Ｙ2の税務指導契約に
基づく適切な税務指導義務や信義則上の注意喚起義務の違反により、
平成22年10月18日
損害賠償請
過大な税負担をした等として、債務不履行や不法行為による損害賠償
東京地裁 平２1
求事件
請求をした事案
（ワ）３７８３８号

517

分類

参考事情

◆原告は一方的な希望を述べていただけで被告らとの間に委任契約は 弁護士業 主張なし
成立していないし、交渉の成り行きから一定の説明義務は負うもののそ 務
の義務違反は認められないなどとして、原告の請求をいずれも棄却した
事例

◆原告が弁護士である被告に対して、被告が、原告から依頼された債 ◆被告は原告に対する適切な報告や助言を怠り、委任契約の終了時に 弁護士業 主張なし
務整理を適切に行わず原告が債権者から給料債権の差押えを受ける おける委任事務の説明をして引き継ぐ義務を怠ったとして慰謝料を一部 務
損害賠償等
のを放置したなどとして委任契約の解除に基づく既払い金の返還、委任 認容した事例
請求事件
契約上の善管注意義務違反に基づく損害賠償等を求めた事案

310
515

裁判所の判断

◆交通事故を起こしその法的処理等を委任した原告が、受任者である
弁護士の被告らは、損害賠償請求権の時効中断について相当でない
教示・説明をし、自賠責保険金請求権との異同及び時効に関する説明
平成20年10月30日
損害賠償請
義務に違反したため、原告は交通事故の相手方等に対する権利を失
東京地裁 平1９
求事件
い、あるいは被告らの不当な弁護活動によって期待権が侵害されたと
（ワ）1０４６６号
主張して、被告らに対し損害賠償を請求した事案

◆税理士の消費税還付制度に関する説明指導義務違反により、既払
損害賠償請 消費税の還付を受けることができなかったとして、税理士を相手に、債
務不履行又は不法行為に基づき損害賠償を求めた事案
求事件

税理士業 請求棄却
務

◆Ｙ2に支払われた報酬金は売買契約の情報提供に対する紹介料や謝 税理士業 請求棄却
礼金だから税務指導契約は成立せず、Ｙ1やＹ2に源泉徴収義務を指摘 務
すべき信義則上の注意義務もないとした上、Ｙ2への報酬金の支払は税
務指導料名目で行われ、税務署が源泉徴収義務を課したことは相当で
あるから、Ｙ2が原告の出捐によりその納付を免れたことは不当利得とな
るとして請求を一部認容した事例
◆原告と税理士との間に黙示の税務顧問契約が成立したものとは認め 税理士業 請求棄却
られず、信義則上も消費税還付制度に関する説明指導義務を負ってい 務
るとはいえないとして、右請求がいずれも棄却された事例

◆税理士である被告に相続税申告手続の税務代理を委任した原告が、 ◆税理士に対して行った相続税納税猶予の要件についての説明義務
損害賠償請 説明義務違反を理由として、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた 違反を理由とした損害賠償請求が棄却された事例
事案
求事件
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税理士業 請求棄却
務

被告の主張する過失は、原告の主張と
因果関係がなく、過失相殺すべき事情
は認められない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

519

520

521

311
522

523

524

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成18年 5月29日
東京地裁 平1７
（ワ）２1９５９号

平成14年 5月20日
東京地裁 平1３
（ワ）1８２４４号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆訴外会社が原告のために同社所有の不動産に第1順位の抵当権を
設定するとの説明を信じて訴外会社に融資した原告が、訴外会社の説
明は虚偽であり、原告は後順位の担保権設定登記を確保するにとど
まったことから、関係登記手続をした司法書士である被告Ｙ1に過失が
あるとして、同被告に対し民法709条に基づき、被告Ｙ2は被告Ｙ1の使用
損害賠償請
者であるとして、民法715条1項に基づき、損害の賠償を求めた事案
求事件

◆訴外会社から同社所有の不動産に第一順位の抵当権を設定すると 司法書士 請求棄却
の説明を信じて融資をした原告が、結果的に第二順位の抵当権しか設 の業務
定できず融資金債権が回収不能となったことから関係登記手続をした
司法書士及びその使用者を被告として回収不能となった融資金相当額
の損害賠償を請求したところ、関係登記義務者の意思確認や既設定の
他社による第一順位の被担保債務が弁済されたかどうかという事实関
係の調査は融資者である原告がなすべきもので、関係書類の検討と登
記手続を委任されたにすぎない被告司法書士には上記事項の調査確
認義務があったものとは認められないとして請求がいずれも棄却された
事例

◆有限会社から株式会社に組織変更をするに当たり、司法書士の補助
者である被告Ｙ1が实際に増資をしなくても計算上の増資を行うことで組
織変更は可能であり、この方法を用いても税務上問題もないと不適切な
説明を行い、この説明に従い組織変更をした結果、会社の株主である
損害賠償請 原告らは、实際に増資した場合よりも多額の税金を課税されたとして、
不法行為に基づき、被告Ｙ1及びその使用者である被告Ｙ2に対し、税金
求事件
の差額及び慰謝料の損害賠償を求めるとともに、組織変更を委任した
原告会社は、債務不履行に基づき、被告Ｙ2に対し、委任の対価として
支払った金員の返還を求めた事案

◆有限会社から株式会社に組織変更するに際し、司法書士の補助者 司法書士 主張なし
が不適切な説明をして不相当な方法を教示し、株主である原告らに多 の業務
額の税金を負担させたことが違法であり、過失があったとして、株主の
当該補助者及びその使用者である司法書士に対する損害賠償請求が
認容された事例

◆交換を登記原因として手続をするよう司法書士である被告に依頼した
原告らが、被告が、原告らが負担すべき登録免許税を安価にするよう
注意義務を尽くさなかったことから、原告らは不必要な支出を余儀なくさ
平成10年 3月25日
損害賠償請
れたとして、被告に対し、損害賠償を請求した事案
東京地裁 平８（ワ）
求事件
11０５５号

◆司法書士が、遺産共有状態にある複数の不動産をいずれも単独所 司法書士 請求棄却
有にすべく、それぞれの持分を相互に移転する旨の所有権移転登記手 の業務
続を受任した際、登録免許税が安価である「共有物分割」を登記原因と
せず、より高額の登録免許税を課せられる「交換」を登記原因としたこと
につき、登記手続委任者らに対する調査義務違反及び説明義務違反
はないとした事例

◆訴外人に融資したものの、同融資に伴い設定された担保が無価値で
あったため、回収不可能となった原告が、担保設定を依頼した被告司法
書士に対し、担保が無価値となる危険性を説明しなかった義務違反等
平成10年 3月 6日
損害賠償請
があるとして、また、本件融資の話を持ちかけた被告に対し、あたかも
福島地裁郡山支部
求事件
十分な担保価値があるかのような言動を用いて原告に回収不可能な融
平７（ワ）２７1号
資をさせたとして、それぞれに損害賠償を求めた事案

◆認定事实によれば、被告が原告の判断を誤らしめる程度の違法と評 司法書士 請求棄却
価できる言動をしたとは認められず、原告は自ら融資についての意思を の業務
決定したといえ、また、被告司法書士は本件融資についての立会いまで
依頼されておらず、単に根抵当権設定登記手続及び公正証書作成嘱
託手続の依頼を受けたにすぎないから、原告の各請求は理由がないと
して、棄却した事例

平成23年 1月26日
東京地裁 平２1
（ワ）９４８８号

平成22年 7月12日
東京地裁 平２０
（ワ）３０７５２号

◆元フランチャイジーである被告が、フランチャイザーである原告から著 ◆認定事实によれば、原告の提供した売上予測（シミュレーション）は、 フランチャ 請求棄却
しく合理性を欠いた売上予測等の情報提供を受けてフランチャイズ契約 十分な合理性を有するとはいえないものの、加盟希望者である被告代 イズ
損害賠償等
を締結し、これにより損害を被ったなどとして、原告に損害賠償等を求め 表者は、過去の勤務経験や知識、自己の調査結果に基づき、本件フラ
請求事件（第
た（第1事件）のに対し、原告が、被告及び連帯保証人に本件契約に基 ンチャイズ店の開店を決意したと推認され、本件シミュレーションが同人
1事件）、ロイ
づくロイヤリティ等未払金の支払等を求めた（第2事件）事案
に契約締結の判断を誤らせるおそれが著しく大きいものであったとは認
ヤルティ等請
められないから、原告の本件シミュレーションの提示は、信義則上の保
求事件（第２
護義務に違反するとはいえないなどとして、被告の請求を棄却する一
事件）
方、原告の請求を一部認めた事例
◆被告会社Ｙ1及び被告会社Ｙ2が運営するフランチャイズシステムの加
盟店であった原告が、同フランチャイズシステムの内容が契約前に受け
ていた説明と異なるとして、契約の詐欺取消し、錯誤無効、又は債務不
損害賠償請 履行解除を主張し、被告会社ら及び被告会社らの代表取締役である被
告Ｙ3に対し、詐欺又は情報提供義務違反の不法行為による損害賠償
求事件
請求権又は会社法350条の規定に基づき、支払った金銭、支出した費
用、逸失利益等の賠償を求めた事案

◆本件加盟店契約締結の経緯、本件店舗開店までの研修その他の準 フランチャ 請求棄却
備状況、本件店舗開業後の被告会社らの加盟店に対するサポート状況 イズ
に鑑みて、被告らの行為が不法行為を構成するとはいえないとして、原
告の被告らに対する請求を棄却した事例
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

525

平成22年 5月27日
大阪地裁 平２０
（ワ）６６1号

526

平成22年 2月19日
東京地裁 平２1
（ワ）５００６号

527

平成22年 1月26日
東京地裁 平２０
（ワ）２３６０５号

事件名

裁判所の判断

分類

過失割合

◆被告の未払債務を認定して、未払のロイヤルティ等の支払請求を認 フランチャ 請求棄却
め、また、本件ＦＣ契約終了後の競業禁止期間を5年とする競業禁止特 イズ
約は公序良俗に反するものではないとした上で、本件ＦＣ契約解除後も
類似事業を営む被告の競業避止義務違反を認めて、営業の差止請求
も認めた事例（第1事件）
◆被告が主張するような原告の情報提供義務違反、適正なエリア設定
義務違反及び経営指導義務違反は認められないとして、被告の損害賠
償請求を棄却した事例（第2事件）

◆被告との間で皮革製品の洗浄等の事業に関するフランチャイズ契約
を締結するなどした原告らが、被告には同契約の締結の際及び同契約
損害賠償請 締結後、信義則上及び同契約に基づく保護義務違反があり、また、同
契約締結後、同契約に基づく指導援助義務違反があったと主張して、被
求事件
告に対して損害賠償等を求めた事案

◆フランチャイザーが負うべき保護義務の範囲は、知識及び経験の格 フランチャ 請求棄却
差並びに契約締結に至る経緯等を総合考慮した上で決するべきところ、 イズ
被告はできる限り実観的かつ的確な情報を提供する義務を負うものと
解するのが相当であるとしたが、本件では被告に同義務違反は認めら
れない等として、請求をいずれも棄却した事例

◆原告Ｘ1が被告会社に対し、弁当宅配事業のフランチャイズ契約につ
き、情報提供及び経営ノウハウ提供義務違反、営業権侵害、優越的地
位濫用による信義則上の保護義務違反があるとして、債務不履行又は
損害賠償請 不法行為に基づく損害賠償を求め（第1事件）、被告会社が原告Ｘ1及び
求事件、損 同人が代表取締役を務める原告会社に対し、ロイヤリティの支払い及
害賠償等請 び競業避止義務違反行為の差止め等を求め（第2事件）、原告会社が
被告会社に対し、原告Ｘ1から契約上の地位を引き継いだとして、第1事
求事件
件と概ね同旨の理由に基づく損害賠償及び契約解除に基づく原状回復
等を求めた（第3事件）事案

◆被告会社に義務違反が認められるが原告らには損害がなく、ただ原 フランチャ 請求棄却
告会社に原状回復請求権は生じており、他方、被告会社が競業避止義 イズ
務違反を主張することは信義則上許されないがロイヤリティの支払いは
請求し得るとされた事例
◆別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として相殺の抗弁
を主張することは許されず、そのことは各訴訟が併合審理されている場
合でも同様であるとされた事例

312

◆原告が、被告に対し、被告との間で締結したフランチャイズ契約締結
時における説明義務違反を理由とした債務不履行に基づく損害賠償及
び同契約に関する契約書中の条項44条1項に基づく損害賠償を請求す
るとともに、上記各損害賠償請求に対する遅延損害金を請求した事案

◆フランチャイザーが、リロケイト物件に関して勧誘を行う場合には、フ フランチャ 5割
ランチャイジーになろうとする者に対し、旧店舗の売上实績や、旧店舗と イズ
比較して新店舗の売り上げが改善すると判断した理由等、新店舗の売
上予測が、旧店舗の売上实績を踏まえてもなお合理的なものであるか
否かを判断するための情報を提供すべきであるところ、本件では、被告
は、原告に対して、旧店舗の売上实績等を開示しなかったことから、信
義則上の保護義務違反としての説明義務違反が認められると判断され
た事例

◆被告の展開する印章作成、販売等に関するフランチャイズ事業に加
盟していた原告が、被告に対し、被告の誤った売上予測に基づき店舗を
開店したが売上低迷により閉店を余儀なくされたと主張して、債務不履
行（情報提供義務等）ないし不法行為（独占禁止法違反等）に基づい
て、損害賠償請求した事案（本訴請求）
◆被告が原告に対し、上記フランチャイズ事業に関する未払のロイヤリ
ティ、物品賃料及び売買代金の支払を請求した事案（反訴請求）

◆本件売上予測が不合理なものということはできず、独占禁止法19条 フランチャ 請求棄却
にいう不公正な取引等に該当するとは認められないとして原告の請求 イズ
を棄却した事例
◆原告のロイヤリティ支払義務を認め被告の反訴請求を認容した事例

◆出張オイル交換業等を営む訴外甲社との間で加盟店契約等をした原
告10名が、甲社には業務委託をする意思がなく加盟店において十分な
利益を上げることができないにもかかわらず、高額な加盟金等を徴収す
る目的で不当な勧誘を行い原告らに加盟店契約をさせて加盟金等の支
払いをさせたことが詐欺又は説明義務違反による不法行為に当たると
平成20年12月17日
損害賠償等 主張して、被告乙（甲社の代表取締役）に対して民法709条、同法719条
東京地裁 平1８
及び旧商法266条の3に基づき、被告丙（甲社の取締役）に対して被告
請求事件
（ワ）９３０４号
乙の業務執行に対する監視業務の懈怠及び不当な勧誘行為を理由に
旧商法266条の3に基づき、被告丁（甲社の取締役）に対して旧商法266
条の3に基づき、加盟金相当額の損害賠償を求めた事案

◆甲社が具体的な数字を示して一定の収入金額や業務委託件数を保 フランチャ 請求棄却
証するという趣旨の説明がされたと認めることはできず、甲社が实質上 イズ
加盟店への業務委託を行う意思がないとまで認めることもできないなど
として、甲社が内容虚偽の説明をするなど不当な勧誘を組織的に行っ
たとか、違法な説明義務違反があったとは言えないとして、その余の点
について判断するまでもなくいずれも理由がないとして請求を棄却した
事例

528

平成21年11月26日
損害賠償請
仙台地裁 平1８
求事件
（ワ）1２４３号

529

損害賠償請
求事件（本
訴）、賃料等
請求反訴事
件（反訴）

530

事案の概要

◆高齢者向け弁当宅配事業を営むフランチャイザーである原告が、元
フランチャイジーである被告に対し、本件フランチャイズ契約（本件ＦＣ契
約）に基づき、未払のロイヤルティ等の支払を求めるとともに、本件ＦＣ
ロイヤルティ
契約解除後も被告が高齢者向け弁当宅配事業を継続しているとして、
等請求事
競業禁止特約に基づき、営業の差止めを求めた事案
件、損害賠
◆上記被告が、上記原告に対し、本件ＦＣ契約に関する原告の債務不
償請求事件
履行に基づく損害賠償を求めた事案

平成21年 9月15日
東京地裁 平1９
（ワ）２０６７６号
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆被告会社とフランチャイズ契約を締結し、フランチャイザーとして店舗
を開業経営したが経営不振によりこれを閉鎖・廃業した原告が、主位的
損害賠償請 に、被告会社の従業員らの不法行為（従業員ら個人も被告）及び使用
者責任に基づいて、予備的に、被告会社の債務不履行に基づいて損害
求事件
賠償請求した事案

◆被告会社の従業員らに不法行為責任があるとは認められないが、契 フランチャ 8割
約締結に至る過程において、契約当事者としての信義則上の説明義務 イズ
を尽くしていたとは認められないとして被告会社の債務不履行を認め、
原告の損害を認定し、その8割を過失相殺して、原告の請求を一部認容
した事例

531

平成20年 9月 3日
東京地裁 平1８
（ワ）２７９８７号

532

平成19年10月 1日
東京地裁 平1７
（ワ）1７３２1号

◆貸植木のリース及び生花の販売等を目的とするフランチャイズシステ
ムのフランチャイザーである被告との間でフランチャイズ契約を締結した
損害賠償等
原告が、契約締結前の交渉段階において被告が不適切な説明をしたと
請求事件
して、契約締結上の過失に基づく損害賠償を請求した事案

◆被告は、売上げ等の収支及び紹介する本部委託先に関して、契約締 フランチャ 6割
結に当たって実観的な判断材料となる正確な情報を提供すべき信義則 イズ
上の義務を怠ったなどとして、請求が一部認容された事例（過失相殺6
割）

平成19年 8月30日
千葉地裁 平1６
（ワ）1７４４号

◆被告Ｃ（フランチャイザー）との間でたこ焼き店のフランチャイズ契約を
締結した原告Ａ（フランチャイジー）が、(ア)被告Ｃの勧誘方法、営業指導
及び店舗改装業者の指定にそれぞれ違法があった、(イ)被告Ｅ建設の
損害賠償請 店舗改装工事に瑕疵があった、(ウ)被告Ｃ及び被告Ｅ建設（以下、両名
求、違約金 を併せて「被告ら」という。）が共謀して店舗改装費用につき過大請求し
等請求事件 た、などと主張して、被告らに対し、以下の金員の支払いを求めた事案

◆たこ焼き店のフランチャイズ契約の締結に際して、フランチャイザー
フランチャ 7割
が、自営業を営んだことのない主婦のフランチャイジー候補者に対し、 イズ
その自己資金だけでは開業することが困難となるであろうことを告げ
ず、初期投資総額の見込額等を記載した文書を交付せずに、加入金等
を入金させた後にその不返還を定めた契約書に署名押印させたこと
が、同候補者に対し同契約を締結してフランチャイジーになるか否かを
判断するに足りる必要かつ十分な情報を適時かつ正確に提供・開示す
べき信義則上の義務を尽くしたとはいえないとされた事例

533

534

313
535

536

537

平成19年 6月26日
東京地裁 平1７
（ワ）1８２４７号

◆運転代行業のフランチャイズチェーンを展開する原告が、フランチャイ ◆車両の賃貸借契約を裏付けるに足りる証拠はないことから、原告の フランチャ 請求棄却
ジーの債務を保証した被告に対し、ロイヤルティ、自動車賃料残額等の 請求のうち車両賃貸借契約に基づくものは理由がないとし、フランチャ イズ
支払を求めた事案
イザーは、交渉過程において、契約を締結するかどうかを判断するため
に重要な事实について可能な限り実観的・正確・適正な情報を開示・提
ロイヤルティ
供する義務があるが、原告が加盟店の募集に当たりその誘因の手段と
等請求事件
して、重要な事項について十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大
な開示を行ったとは認められないとして、請求を一部認容した事例

◆自動車運転代行業のフランチャイズ事業を展開する被告との間でフ
ランチャイズ契約をした原告らが、各契約締結の際に被告従業員から
十分な説明を受けられず、あるいは虚偽又は不正確な説明を受けたと
平成18年12月 8日
損害賠償請
して、被告に債務不履行又は不法行為（使用者責任）による損害賠償を
さいたま地裁 平1６
求事件
請求した事案
（ワ）８２７号

平成18年 1月31日
福岡高裁 平1７
（ネ）３３４号

損害賠償請
求控訴事件

平成18年 1月31日
福岡高裁 平1６
（ネ）２０５号

損害賠償、
損害賠償（本
訴）、求償金
等（反訴）請
求控訴事件

◆フランチャイザーには、当該フランチャイズ契約に関する適切な情報 フランチャ 4割
を提供し、当該情報の内容を十分に説明しなければならない信義則上 イズ
の保護義務があり、売上及び営業利益に関し、被告従業員による説明
義務違反が認められることから、加盟金相当額の損害を認めた一方
で、原告らの事前の準備や覚悟が十分でなかった面も否定できないとし
て、4割の過失相殺をした事例

◆一審原告らが、コンビニエンスストアのチェーン店を展開している一審
被告との間でコンビニエンスストア・フランチャイズ契約を締結したと主
張し、同契約を締結するに当たっては、一審被告は一審原告らに対し保
護義務としての情報提供義務を負っているところ、この義務を怠ったた
め、一審原告X1が開業費用等の損害を被り、一審原告X2も精神的損
害を被ったとして、債務不履行に基づく損害賠償及び遅延損害金の支
払いを求めた事案

◆フランチャイズ契約締結に際して、フランチャイザーにフランチャイ
フランチャ 2割5分
ジーになろうとする者に対する情報提供義務違反があるとして、契約締 イズ
結上の過失による損害賠償（過失相殺2割5分、遅延損害金年5分）が認
められた事例
◆一審原告ら夫婦が、コンビニエンスストアのチェーン店を展開している
一審被告との間で、フランチャイズ契約を締結するに当たって、一審被
告が損益分岐点をはるかに下回る売上予測の数値を開示せず、一審
原告らの店舗も損益分岐点をクリアーできるかのような説明に終始した
ことが情報提供義務に違反するとして、一審原告らの一審被告に対す
る開業関係費用の損害賠償請求を認めた事例（過失相殺二割五分）
◆一審原告妻は、一審原告夫の連帯保証人にすぎないが、实質的に
はフランチャイジーは一審原告ら夫婦であって、一審被告は、一審原告
妻の被った慰謝料についても損害賠償の支払義務を負うとした事例

◆本件は、被控訴人（フランチャイザー）との間でフランチャイズ契約を ◆フランチャイズ契約を締結した上、コンビニエンスストアを開店した者 フランチャ 3割
結んでコンビニエンスストアを開店したものの、営業不振で閉店を余儀 が、売上不振により閉店を余儀なくされた場合、フランチャイザーに保護 イズ
なくされた控訴人らが、被控訴人に対し、契約締結に先立って実観的か 義務違反があったとしてその損害賠償責任が認められた事例
つ的確な情報を開示するなどの信義則上の保護義務を怠った（債務不
履行又は不法行為）として、損害賠償を求め（第1事件、第2事件本訴）、
他方、被控訴人が控訴人Ｘ2に対し、同契約に基づく未送付金のうちの
仕入代金等の支払を求めた（第2事件反訴）事案
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番
538

539

540

314

541

542

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆焼肉レストランの店舗業務委託契約につき、原告が被告の債務不履 ◆売上予測、収入予測、自社競合店の出店予定等の情報に関し、信義 フランチャ 否定
平成17年12月20日
損害賠償請 行（情報提供義務違反、指導援助義務違反、営業店舗変更義務違反、 則上負う、実観的かつ的確な情報を提供すべき義務及びそれらにつき イズ
東京地裁 平1６
契約更新義務違反）により生じた損害の賠償を求めた事案
説明する義務に違反するとして、被告の損害賠償責任を肯定した事例
求事件
（ワ）1４２４６号
◆控訴人が、被控訴人との間にフランチャイズ契約を締結してコンビニ
エンスストアを経営したことに関し、被控訴人には同契約締結段階にお
平成17年 6月22日 損害賠償等 いて不正確で信頼のできない情報を提供したため、多額の損害を被っ
名古屋高裁金沢支 請求、商品 たと主張して、被控訴人に対し、情報提供義務違反による損害賠償を請
部 平1４（ネ）1４８ 代金等請求 求した事案
号
控訴事件

◆フランチャイザーからの実観性かつ的確性を欠いた売上予測等に関 フランチャ 主張なし
する情報提供によってフランチャイズ契約を締結したフランチャイジー
イズ
が、開業後に経営者に通常要求される経営努力ないしは営業努力を尽
くしても当該店舗の売上げが上がらず、営業損失が生じ、そのためにフ
ランチャイジーが損害を被った場合には、このような営業損失による損
害は当該情報提供義務違反と相当因果関係のある損害というべきであ
るとして、かかる因果関係を認めなかった原審を一部変更した事例

◆脱退会社との間でコンビニエンスストアのフランチャイズ契約を締結し
た被控訴人Ａが、脱退会社に対し、脱退会社が被控訴人Ａに対して適
正かつ合理的な情報（売上予測及び利益予測）を提供すべきであるの
平成17年 6月20日 損害賠償等 にこれを怠ったとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、ま
名古屋高裁金沢支 請求、精算 た、脱退会社から提供された上記情報が適正かつ合理的なものである
部 平1５（ネ）1４２ 金請求控訴 と誤信して本件契約を締結したとして、同契約の錯誤無効による不当利
得返還請求権に基づき、それぞれ、損害賠償等を求めた訴訟と、脱退
号
事件
会社が、本件契約に基づき、被控訴人らに対し、中途解約に伴う精算
金等の支払を求めた訴訟が併合審理された事案

◆コンビニエンスストアのフランチャイザーによる過大な売上予測を店 フランチャ 主張なし
舗の廃業により信頼したフランチャイジーが損害を被ったことにつき、フ イズ
ランチャイザーに情報提供義務違反があったとして総額約二八五万円
の損害賠償を命じ、フランチャイズ契約の中途解約に伴う精算金とし
て、フランチャイジーらに対して総額約三〇三万円の支払が命じられた
事例

売買代金請
求、不当利
得返還請
求、商品代
平成17年 3月24日 金請求、商
那覇地裁沖縄支部 品代金等請
平11（ワ）３７３号
求、損害金
請求、損害
賠償等請求
事件

平成15年 4月28日
金沢地裁 平11
（ワ）６４1号

◆本件は本訴（商品代金等請求）及び反訴（損害賠償等請求）など合計
6件の弁論が併合された事案であるが、大要、原告がコンビニエンススト
ア経営に関する加盟契約を締結した被告らに対し、未払の商品代金等
の支払を請求したところ、被告らが、①加盟契約の錯誤無効、②原告は
実観的な資料に基づく正確な情報を提供すべき義務等に違反したか
ら、これに基づく損害賠償請求権等と上記商品代金請求権を対当額で
相殺する、③原告の上記商品代金等の請求は信義則に反する等と主
張して、支払義務を争った事案

◆コンビニエンスストアのフランチャイズ契約を締結した原告Ａが、被告
会社に対し、被告会社が原告Ａに対して適正かつ合理的な情報（売上
予測及び利益予測）を提供すべきであるのにこれを怠ったとして、不法
損害賠償等 行為による損害賠償請求権に基づき、また、被告会社から提供された
請求、清算 上記情報が適正かつ合理的なものであると誤信して本件契約を締結し
金請求事件 たとして、同契約の錯誤無効による不当利得返還請求権に基づき、金
員の支払を求めた事案

◆コンビニエンスストアの経営を目的とする加盟契約について、フラン フランチャ 請求棄却
チャイザーの担当者に、実観的かつ合理的な資料に基づく正確な情報 イズ
を提供すべき義務や閉店を指導すべき義務の違反がなかったとして、フ
ランチャイザーに対する損害賠償請求が認められなかった事例

◆コンビニエンスストアのフランチャイズ契約（本件契約）において、売 フランチャ 主張なし
上予測及び利益予測が誤っていたことについて過失があったとして、フ イズ
ランチャイザーの情報提供義務違反による賠償責任を認める一方で
（甲事件）、フランチャイザーのフランチャイジーに対する勘定残高及び
解約違約金の請求については、フランチャイザーの情報提供義務違反
行為がなければ、フランチャイジーは本件契約を締結しなかったのであ
り、勘定残高及び解約違約金の請求は権利の濫用であるか信義に反
し、許されない（乙事件）とした事例
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参考事情
特に記載なし。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆原告が、エステティックサロンチェーン事業を行っていた被告会社との
間で、原告をフランチャイジー（加盟店）、被告をフランチャイザー（フラン
チャイズチェーン事業者）としてフランチャイズ契約を締結し、原告が店
舗経営を行っていたところ、経営が行き詰まり、結局閉店することとなっ
たが、その責任が被告会社並びにその従業員である被告Ｙ1及び被告Ｙ
2にあるとして、被告らに対し、契約上の義務違反もしくは不法行為に基
づき、損害賠償を請求した事案

543

544

315
545

546

平成14年 7月29日
東京地裁 平11
（ワ）1４４０号

平成14年 4月18日
名古屋高裁 平1３
（ネ）５1６号

損害賠償請
求事件

分類

過失割合

◆エステティックサロンチェーン事業のフランチャイジー（加盟店）として フランチャ 55%
既存の店舗で営業していた第三者から営業譲渡を受けて新たにフラン イズ
チャイジー（加盟店）となった原告が、フランチャイザー（事業者）である
被告会社に対し、店舗開店後まもなく閉店せざるを得なくなったのは、
被告会社の被告従業員らの責任によるものであるとして、被った営業譲
渡契約代金ほかの開業準備費用等の損害賠償を請求したのに対し、被
告従業員らには加盟契約締結段階の情報提供義務違反、加盟契約締
結後の指導援助義務違反等はないと判断したものの、本件営業譲渡に
あたっては、被告会社が原告に対し、できるだけ適正かつ正確な情報を
提供する義務を負っていたのに当該店舗の経営状況に関する不正確な
情報を与えて原告の判断を誤らせて営業譲渡契約の締結を決意させた
として被告従業員らの不法行為を認定し、被告従業員と被告会社に損
害賠償を命じた事例
◆フランチャイジーが独立の経営主体であることを前提に、フランチャイ
ザーから提供された情報の正確性及び信用性についての検討、吟味が
不十分であったことや店舗開店後四〇日あまりで店舗経営を断念したこ
とについて、原告にも落ち度があったとして、原告に生じた損害の五五
パーセントを過失相殺により減じた事例

◆フランチャイザーである一審被告とフランチャイズ契約を締結した一 ◆フランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを開店した者が フランチャ 4割
審原告らが、開店直後から売上が伸びず、経営に行き詰まって半年ほ 経営不振により閉店に追い込まれた場合、フランチャイザーに情報提供 イズ
どで閉店に追い込まれたことに関し、売上予測等に関し虚偽の事实を 義務違反があったとして不法行為責任が認められた事例
損害賠償請
告げた等と主張して、一審被告に対し、不法行為、契約締結上の過失、
求控訴、承
あるいは不当利得（詐欺取消、錯誤による契約無効）に基づいて、同契
継参加申立
約を締結したことによって生じた損害の賠償を請求したのに対し、一審
事件
被告が、本件契約を解除したと主張して、一審原告らに対し、本件店舗
の閉店に伴う清算金等の支払を求めた事案

◆フランチャイジーである原告が、被告は、商圏調査報告書の交付と被
告従業員の説明を通じて、实現不可能な売上数値を告げて原告を欺罔
平成13年11月27日
売買代金等 し、フランチャイズ契約を締結させたのであるから、詐欺又は保護義務
大阪地裁 平11
違反による不法行為責任を負うと主張して、損害賠償を求めた事案
請求事件
（ワ）８３３０号

◆フランチャイズ契約を締結してカメラ店を出店した者が、売上不振によ フランチャ 5割また
り閉店に追い込まれたことにつき、フランチャイザーの市場調査の内容 イズ
は7割
等が実観性に欠け、実観的かつ的確な情報を提供すべき信義則の保
護義務違反があったとして、フランチャイジーの損害賠償請求が認容さ
れた事例

◆被告会社との間でフランチャイズ契約を締結した各原告が、右各契約 ◆コンビニエンスストア加盟店の経営破綻につき、フランチャイズ契約 フランチャ 5割／7割
／8割
平成13年 7月 5日 損害賠償請 は無効である等と主張して損害賠償等の支払を求め、各原告の債務不 時においてフランチャイザーの説明義務違反があるとし、加盟店のフラ イズ
千葉地裁 平８（ワ） 求、清算金 履行を理由に右各契約を解除したとする被告会社が、各原告及びその ンチャイザーに対する損害賠償請求が認容された事例
1８７５号
等請求事件 連帯保証人である被告等に違約金等の支払を求めた事案
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要
◆フランチャイジーである控訴人が、クリーニング店のフランチャイズ事
業をしている被控訴人との間で、クリーニング店の経営を目的とするフ
ランチャイズ加盟店契を締結し、クリーニング店を開業したが業績が上
がらず、被控訴人の指導を受けたが一向に好転しなかったため、約九
か月で閉店し、本件契約の締結に際して提供された売上予測等の情報
が適正でなく、被控訴人が適正な情報を提供すべき信義則上の保護義
務に違反したとして、開業に要した費用等の損害賠償請求をした事案

平成11年10月28日
損害賠償請
東京高裁 平11
求控訴事件
（ネ）７７号

548

平成10年 3月18日
名古屋地裁 平８
（ワ）３０２８号

316

547

549

裁判所の判断

分類

◆クリーニング店のフランチャイズ契約を締結した際に、フランチャイ
フランチャ
ザーから提供された情報が適正でないとして、フランチャイジーがフラン
イズ
チャイザーに対してした保護義務違反による損害賠償請求が認容され
た事例（過失相殺七割）
◆控訴人は、クリーニング業は全くの素人であったので、開業に当たっ
ては相当多額の開業費用を要することなどからも、開業することに対す
る不安が極めて大きかったが、契約に先立って被控訴人から示された
開業予定地（物件）に関する売上予測等の最終的な資料によっても、月
四〇万円程度のオーナー手取額が得られるとされ、かつ、営業不振の
場合には、営業権の本部移管まで約束されたため、本件契約の締結及
び開業に至ったのであるから、契約に先立って被控訴人が控訴人に対
して示した情報が実観的かつ的確な情報でなく、これにより控訴人のフ
ランチャイズ・システムへの加入（契約者の締結及び開業）に関する判
断を誤らせたといえる場合には、被控訴人は、前記信義則上の保護義
務違反により、控訴人が右加入により被った損害を賠償する責任を負う
というべきであるとされた事例
◆被控訴人による不正確な情報の提供と控訴人による行徳店の開業
及びその経営破綻との間には相当因果関係があると認められるから、
被控訴人は、前記信義則上の保護義務違反により、控訴人が本件契約
の締結及び行徳店の開業により被った損害を賠償する責任を負うという
べきであるとされた事例
◆控訴人としても、被控訴人が提供した資料等を検討、吟味することが
十分に可能であったといわなければならず、そうすれば、同一商圏内に
多数の競合店が存し、被控訴人がした売上試算、予測が的確なもので
あったかについて疑問をもってしかるべきである（現に、国民金融公庫
からは、立地条件が悪いなどとして融資を断られている。）ところ、控訴
人としても、不安感を抱いていたものの、最終的には被控訴人の売上試
算、予測をよりどころとして月四〇万円程度のオーナー手取額が得られ
るものと信じて被控訴人のフランチャイズ・システム加入を決定したもの
である。これは、多額の開業資金を投下して商売を始めようとする者とし
ては、フランチャイザーの言動に寄りかかりすぎた軽率なものであったと
いわざるを得ない。以上の諸点に、控訴人が開業期間中、赤字であった
とはいえ前記損害に係るリースないし購入機器等を使用して売上を得て
いたこと、その他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮すると、被控
訴人の前記義務違反による損害賠償額を定めるに当たっては、公平の
原則に照らし、控訴人に生じた前記損害について七割の過失相殺をす
るのが相当であるとされた事例

過失割合
7割

◆原告が、被告に対して、右持ち帰り弁当販売店の経営とその破綻に ◆持ち帰り弁当販売のフランチャイズ契約においてフランチャイザーの フランチャ 8割
損害賠償請 ついて、被告の契約締結上の過失又は契約義務違反によるものである フランチャイジーに対する情報提供義務違反による損害賠償請求が認 イズ
として、損害の賠償を請求した事案
容された事例（過失相殺八割）
求事件

◆被告の組織するフランチャイズチェーンに加入した原告が、詐欺、契 ◆フランチャイズ契約締結にあたつて、加盟店となる者に対し、売上予 フランチャ 請求棄却
約締結上の過失があったと主張して、損害の賠償を求めるとともに、予 測等について内容虚偽の情報を提供したとは認められず、また情報提 イズ
損害賠償請
備的に、店舗運営業務委託契約の規定が公序良俗に反するものである 供義務の違反も認められないとして、加盟店からの詐欺又は契約締結
平成 7年 8月25日
求、店舗使
と主張して、委託預託金の返還を求めた（本訴事件）のに対して、被告 上の過失に基づく損害賠償請求が棄却された事例
大阪地裁 平５（ワ）
用料請求事
は、原告が契約で定められている店舗使用料を支払わないとしてその
７９３３号
件
支払を求めた（反訴事件）事案
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆フランチャイザーである控訴人の主宰するフランチャイズ組織の会員
となったフランチャイジーである被控訴人は、思うような利益が上がらな
かったことから、平成三年一月、控訴人に対し脱会届を提出したところ、
契約に基づく解約一時金の請求を受けたので、右債務の不存在確認な
どを求めたのに対し、控訴人は、反訴として、被控訴人に対し、解約一
時金や違約金の支払を請求した事案

550

317
551

552

分類

過失割合

◆加盟店側から解約する場合には本部に五〇〇万円の解約一時金を フランチャ 主張なし
支払わなければならないとのフランチャイズ契約における定めが、公序 イズ
良俗に違反するとされた事例
◆サービスマーク等を表示した看板等がフランチャイズ契約解消後に残
存していたことをもって、撤去義務違反とは認められないとされた事例
◆被控訴人がグループ組織加盟に際し控訴人と契約した当時は、被控
訴人は自由になんらの負担なく契約関係を終了することができたこと、
問題の第一三条を含む本件会員契約書の作成に当たり、控訴人から各
条項についての説明がなかったこと、右契約書による契約当時被控訴
人はグループ組織の一員として営業すべく多額の投資を行ったばかり
で、右契約を拒むことは事实上困難であったこと、右契約書の前記第一
二条の契約の有効期間の定めと第一三条の任意契約解除の定めの関
係は、一義的に明白とはいえず、第一二条は期間満了を第一三条は期
間中の合意解除を定めたと解する余地がないわけではなく、被控訴人
代表者がそのように理解したとしても無理からぬ点もあること、第一三
条の解約一時金の支払が期間満了時にも支払うべきものとすると、金
額が下限のみ五〇〇万円と定められ、上限の定めがないこともあって、
被控訴人からの期間満了による契約関係の終了を著るしく困難なもの
とし、会員契約の継続を相当程度強制する結果となること、従前解約一
時金は特段の事情がない限り免除されるのが例であったのに、控訴人
に対しては会員契約上その他の業務に関係した非違とは直接関係のな
い理由で免除しないこととされたことが明らかであるから、本件会員契
約書第一三条の存在を根拠に被控訴人に五〇〇万円の解約一時金の
支払を強制することは、著るしく正義に反し、公序良俗に違反するものと
いわねばならないとされた事例

不当利得返
還等、違約
平成 7年 2月27日
金等反訴各
東京高裁 平６（ネ）
請求控訴、
２２８０号
附帯控訴事
件

◆フランチャイザーである原告が、フランチャイジーである被告に対し、
本件店舗の原状回復費用、未払賃料及び本件什器等の運送料の支払
を求めたのに対し、被告が、原告に対し債務不履行による損害賠償を
物品賃貸料 求めた事案
平成 5年11月29日
等請求、損
東京地裁 平３（ワ）
害賠償請求
４４７６号
事件

◆フランチャイズ・システムにおいては、店舗経営の知識や経験に乏しく フランチャ 4割
資金力も十分でない者がフランチャイジーとなる場合が多く、専門的知 イズ
識を有するフランチャイザーがこうしたフランチャイジーを指導、援助す
ることが予定されているのであり、クレープ販売のフランチャイズ契約に
おいて、フランチャイザーが最低保証売上高に関する実観的かつ的確
な情報を提供すべき信義則の保護義務に違反したとして、債務不履行
による損害賠償責任が認められた事例
◆右損害賠償責任につき、フランチャイジーに四割の過失相殺が認め
られた事例

◆パンの製造販売に関するフランチャイズ・チェーンの本部である被告
との間で被告のチェーン店になる契約を締結した原告が、原告が店舗を
開こうとした場所が立地条件の整っていない場所であったにもかかわら
損害賠償請 ず、被告が、誤った需要予測に基づいて原告に開店を促し、原告の経
求本訴、売 営破綻を招いた旨主張し、被告の契約締結上の過失及び独占禁止法
掛代金等請 違反の不法行為に基づいて、被告とのフランチャイズ契約を締結したこ
求反訴事件 とによって生じた損害の賠償を請求し、これに対し、被告は、反訴を提
起し、原告に対し、パン等の商品の売掛代金、什器、備品の売買代金、
フランチャイズ契約上のロイヤリティを請求した事案

◆フランチャイズ・チェーン店の経営行詰りによる閉店につき、フラン
フランチャ 7割
チャイザーがフランチャイジーに対して適正な情報を提供すべき信義則 イズ
上の保護義務を怠ったとして、フランチャイザーの損害賠償責任が認め
られた事例

平成 3年10月 1日
京都地裁 昭６３
（ワ）1８０８号
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

553

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成19年 7月25日
東京地裁 平1８
（ワ）1４２２３号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆原告が、被告に対し、原告が被告との間で締結した契約が特定商取
引に関する法律にいう業務提供誘引販売契約に該当し、同法58条1項
に基づき同契約を解除したなどと主張して、不当利得返還請求権に基
づく登録料等の返還及び同契約の解除前にこれに基づき被告から受託
した業務の委託料等の支払を求めるとともに、被告が原告が副業として
上記契約に基づくネットショップを運営している事实を原告の勤務する
損害賠償等 会社に通知したことが不法行為に当たるとして、損害賠償を求めた事案
請求事件

分類

過失割合

◆被告らとの間で開業指導養成及び業務委託に関する契約並びに運 ◆被告らには代理店の仕事の要点、営業の实態を説明すべき注意義 代理店契 否定
送委託代理店契約を締結して冷凍軽貨物運送業務を開始した原告が、 務があったがこれを怠ったとして、共同不法行為が成立するとされた事 約
当初の説明の仕事量が確保できないとして、損害賠償を請求した事案 例

318

554

平成13年 7月31日
東京地裁 平11
（ワ）２００９1号

555

平成23年 4月19日
東京地裁 平２２
（ワ）２８３４０号

556

平成23年 2月18日
東京地裁 平２1
（ワ）1５1８５号

557

558

参考事情

◆情報通信機器等を販売する被告と代理店としてネットショップを副業 代理店契 主張なし
として運営するための契約を締結した会社員である原告が、当該契約 約
の解除を理由に被告に支払った登録料等の金員の不当利得返還請求
につき、当該契約は業務提供誘引販売取引に該当するとして、特定商
取引に関する法律に基づく解除により原告が被告に支払った金員のう
ち登録料、研修料の返還請求を認容し、その余の原告と被告の取引部
分は業務提供誘引販売取引に該当しないとして棄却した事例
◆被告が原告の勤める会社に対して原告がネットショップを運営してい
る事实を知らせたことが不法行為を構成するものではないとして原告の
被告に対する損害賠償請求を棄却するとともに、被告による原告に対
する不法行為（原告が被告の顧実に支払督促を申し立てた行為）並び
に上記契約の契約手数料やキャンセル料等に基づく債権を自働債権と
した相殺の主張も排斥した事例

損害賠償請
求事件

◆被告が製造した芝刈り機を使用中に指を負傷した原告が、被告に対 ◆取扱説明書には注意喚起の記載があり、原告の行為は一般人が通 製造物の 請求棄却
し、製造物責任や不法行為責任に基づき損害賠償請求をするとともに、 常行う行為とはいえず、通常予見される使用形態ではなく、本件製品
瑕疵
損害賠償請
国に対し、回収命令発令義務違反による国家賠償請求をした事案
が、意思に反して回転刃を始動させる危険性を有し、通常有すべき安全
求事件
性を欠いていたとはいえないなどとして、請求を全て棄却した事例
◆原告が、その所有する居审に設置されていた電気温水器の漏水に
◆本件温水器の取扱説明書に説明義務違反はなく、本件温水器にも通 製造物の 請求棄却
損害賠償請 よって損害を被ったとして、本件温水器の製造者である被告に対し、損 常有すべき安全性を欠くといえるほどの設計上の過失があるとは認め 瑕疵
害賠償を求めた事案
られないとして、請求を棄却した事例
求事件

◆信用協同組合である上告人の勧誘に応じて上告人に各500万円を出
資したが、上告人の経営が破綻して持分の払戻しを受けられなくなった
被上告人らが、上告人は、上記の勧誘に当たり、上告人が实質的な債
務超過の状態にあり経営が破綻するおそれがあることを被上告人らに
平成23年 4月22日
損害賠償請 説明すべき義務に違反したなどと主張して、上告人に対し、主位的に、
最高裁第二小法廷
不法行為による損害賠償請求権又は出資契約の詐欺取消し若しくは錯
求事件
平２０（受）1９４０号
誤無効を理由とする不当利得返還請求権に基づき、予備的に、出資契
約上の債務不履行による損害賠償請求権に基づき、各500万円及び遅
延損害金の支払を求めた事案

◆契約の一方当事者は、契約締結に先立ち、信義則上の説明義務に 契約締結 請求棄却
違反して、契約締結の可否に関する判断に影響を及ぼすべき情報を相 上の過失
手方に提供しなかった場合であっても、相手方が契約締結により被った
損害につき債務不履行責任を負わないとされた事例

◆信用協同組合である上告人の勧誘に応じてこれに出資したものの、
経営破綻により持分の払戻しを受けられなくなった被上告人が、上告人
は、勧誘の際、实質的な債務超過状態にあり早晩破綻するおそれがあ
ることを説明すべき義務に違反したなどとして、第1次請求として主位的
に不法行為に基づき、予備的に出資契約上の債務不履行に基づき、第
平成23年 4月22日
損害賠償等 2次予備的請求として出資契約の錯誤無効を理由とする不当利得返還
最高裁第二小法廷
請求権に基づき、損害賠償等を求めたところ、原審が上告人の債務不
請求事件
平２２（受）1０７９号
履行責任を認めた第1審を支持し、控訴を棄却したため、上告人が上告
した事案

◆契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明 契約締結 請求棄却
義務に違反して当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼ 上の過失
すべき情報を相手方に提供しなかった場合には、当該一方当事者は、
相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき不法行為によ
る賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行に
よる賠償責任を負うことはないとされた事例
◆本件契約の締結に先立ち、上告人による信義則上の説明義務違反
に基づいて生じた損害は、本件契約上の債務不履行ではなく不法行為
により賠償すべきと解されるところ、本件では3年の消滅時効が成立す
るとして、原判決を破棄して第1次請求を棄却し、第2次予備的請求につ
き原審に差し戻した事例
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被告らは、原告が直接収入等について
質問しなかったことをもって、過失相殺
すべきであると主張するが、代理店募
集が被告両名間の代理店募集委託契
約に基づいてされていたことに照らす
と、当然収入等の契約内容の説明は募
集をしている被告1においてすべきもの
であり、しかも、応募した原告が、被告1
の説明をもって被告2の説明と同一であ
ると考えたことは、当然のことであるか
ら、被告2の指摘する点が原告の過失
に当たるということはできない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

559

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成19年10月 2日
京都地裁 平1８
（ワ）1５６号

319

560

平成18年 1月25日
東京地裁 平1５
（ワ）２５９３９号

561

平成23年 3月29日
東京地裁 平２1
（ワ）４６８５６号

562

平成23年 2月25日
東京地裁 平２２
（ワ）３３1６８号

563

564

565

平成23年 1月12日
東京地裁 平２２
（ワ）６９６３号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆賃貸マンションの賃貸借契約の締結について、原告会社が、賃貸マ
ンションの所有者たる被告に対し、賃貸借契約締結前の準備段階での
契約締結拒否につき、賃貸借契約締結の準備段階における信義則上
の義務違反に基づき、損害の賠償等を求めた事案
◆賃貸マンションの所有者である被告が賃貸借契約締結を拒絶したこと
損害賠償請 につき、原告Ａが被告に対し損害の賠償等を求めた事案
求事件

◆被告が、契約書を完成させて契約を締結する段階に至って原告会社 契約締結 請求棄却
に十分な説明を行うことなく一方的に契約の締結を拒み、しかも契約を 上の過失
拒むについて何ら合理的な理由がない等として、信義則上、損害を賠償
する責任を負うものと解するのが相当であるとしながらも、原告会社が
損害として主張する賃借権相当額等は、本件賃貸借契約が成立すると
の期待が侵害されたことによる損害ではないとして、請求が棄却された
事例
◆本件賃貸借契約は原告を入居者として予定していたものであって、原
告入居予定者が日本国籍でないことを理由として被告所有者が契約の
締結を拒絶したことにつき、被告の不法行為責任を認めた事例

◆大学の教授であった原告が、以前に大学校長から六〇歳定年後も勤
務延長の申し入れがあったことを前提に、その後の大学校長が勤務延
長の实現を図る方策を講じなかったこと、大学校長や大学校の職員ら
損害賠償請 が原告の勤務が延長されないことがほぼ明らかになったことを告知せ
ず、定年退職後に非常勤講師として勤務する意思の確認や条件等の説
求事件
明をしなかったとして、信義則上の義務違反による国家賠償請求並びに
契約締結上の過失又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事案

◆当時の大学校長が原告に勤務延長の申し入れをしたような实態はな 契約締結 請求棄却
く、その後の大学校長及び職員らにも原告の定年退職に当たって信義 上の過失
に反する対応はなく、当時の大学校長が原告に勤務延長の申し入れを
したことを前提とする契約締結上の過失又は不法行為は前提を欠くとし
て原告の請求をいずれも棄却した事例

◆中古車販売業者である被告から中古車を購入した原告が、被告に対
し、修復歴等の重要事項について説明を受けていなかったとして、消費
売買代金返
者契約法4条に基づき、中古車売買契約を取り消し、売買代金の返還
還等請求事
及び慰謝料等の返還を求め、予備的に説明義務違反の債務不履行等
件
を原因とする契約解除による損害賠償を求めた事案

◆被告が修復歴等の説明を怠ったものとは認められないなどとして、主 その他
位的請求を棄却するとともに、本件中古車には隠れた瑕疵はなく、使用
に耐えうるものであったことが認められ、信義則上の説明義務違反や債
務不履行を窺わせる事情を認めるに足りる証拠は無いから、契約解除
の主張は理由が無いとして、予備的請求についても棄却した事例

請求棄却

◆パチンコに関する情報提供の代金を支払った破産者訴外Ａの破産管
財人である原告が、パチンコに関する情報を有料で提供する等を業とす
損害賠償請 る被告に対し、パチンコ攻略法の情報購入を勧誘し、訴外Ａから代金を
騙取したとして、不法行為ないし使用者責任による損害賠償請求権に
求事件
基づき、代金相当額の損害金等の支払を求めた事案

◆被告は、訴外Ａに対し、有益なパチンコ攻略法等の情報を有していな その他
いにもかかわらず、それを有しており、被告のパチンコ攻略法情報によ
りパチンコにより稼げるものと信じ込ませたとして被告従業員による欺罔
行為を認定し、当該欺罔行為の結果、訴外Ａが錯誤に陥り、金員を騙取
され損害を被ったとして、原告の請求を全部認容した事例

主張なし

◆原告が、被告の従業員の欺罔行為により、被告が提供する「モバイ ◆被告従業員らの勧誘は、いずれも欺罔行為であると認められ、原告 その他
ル」や攻略情報等を使用すればパチンコ等の収支を上げられると信じ、 は、その欺罔行為により錯誤に陥り、そのため、本件取引を行ったと認
そのため、640万円余りもの金員を支払ったため、被告に対し、上記詐 められるとして、原告の請求を全部認容した事例
不当利得返
欺を理由に本件取引を取り消すとの意思表示をしたとして、被告に対
還請求事件
し、不当利得返還請求権に基づき、原告が支払った金員等の支払を求
めた事案

主張なし

◆本件クラブのメンバーである原告らが、同クラブの地区の最高責任者
の地位にあった被告が本件クラブ事務局用の不動産を取得した際、原
告らに対する説明義務を懈怠したと主張して、被告及び同人が取締役
平成22年12月28日
損害賠償請 を務める被告会社に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償
東京地裁 平２1
を求めた事案
求事件
（ワ）９４８４号

◆本件不動産は、所有者から被告会社に売却され、被告会社から原告 その他
らが金銭を預託した法人へ売却されているが、被告と不動産の所有者
が意を通じて不動産の購入にかかる取引を行ったことを認めるに足りる
証拠はなく、所有者が恣意的に本件物件の売却価格を高額にしたこと
は認められず、被告がこれらの取引によって原告らが金銭を預託した法
人の利益を犠牲にする一方で、被告会社に利益を得させたと認めるに
足りる証拠はないなどとして、原告らの主張を棄却した事例

請求棄却

◆控訴人から自動車整備を請け負った被控訴人が、自動車整備等の ◆自動車整備業者は、事前にその内容を依頼者に説明し、その了解を その他
代金の支払を求めたところ、控訴人が過剰整備である等として争った事 得た上で作業に取りかかるのが通常であるところ、被控訴人は控訴人
案
に対して、实施した作業内容を説明し、その了解を得ていたものと推認
されるから被控訴人が实施した整備が請負内容となっていたとし、以前
平成22年12月20日
の修理時にオイル漏れが発生していたとは認められないことから、その
請負代金請
東京地裁 平２２
修理時において点検義務を尽くさなかった為に、オイル漏れに気付かな
求控訴事件
（レ）５４５号
いでパワーステアリングポンプを交換しなかったにもかかわらず、本件
契約においてこれを請求するのは権利の濫用である旨の控訴人の主張
は採用することができないとして、控訴を棄却した事例

請求棄却
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

566

567

568

320
569

570

裁判年月日・裁判
所・事件番号
平成22年12月 1日
東京地裁 平２２
（ワ）４４９２号

平成22年 9月 2日
東京地裁 平２1
（ワ）1４９９号

平成22年 8月30日
東京地裁 平２1
（ワ）４０３５８号

平成22年 6月 9日
東京地裁 平２２
（レ）９1号

平成22年 4月 9日
東京地裁 平1８
（ワ）２６４０２号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆被告との間でパチンコ・パチスロ関連情報等の提供契約を締結した原
告が、被告からパチンコ等に確实に勝てる攻略法が存在し、上記契約
をすることによって投下費用に相当する収入を得られるかのように偽ら
不当利得返
れ、その旨誤信させられたとして、詐欺を理由に上記契約を取り消すと
還請求事件
の意思表示をして、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、契約
代金及びこれに対する法定利息の支払を求めた事案

◆被告は、広告、パンフレット、従業員の勧誘を通じて、原告に対し、確 その他
实に勝てるパチンコ等攻略法が存在し、被告と上記契約を締結すること
により、確实に利益を獲得できると欺罔し、原告にその旨誤信させて、
上記契約を締結させたということができるなどとし、請求を全部認容した
事例

主張なし

◆訴外会社との間で結婚相手の紹介を受けるという内容の契約を締結
して代金を支払った原告が、訴外会社の取締役であった被告らに対し、
説明義務違反等を主張して、不法行為等に基づく損害賠償を請求した
事案

◆訴外会社は、原告に対し、希望条件に合った異性を紹介することは その他
困難であり、また、中途解約した場合、代金額の半分程度を占める関連
海外法人への支払代行分については、一般に返金計算の対象外とす
る扱いをしていたにもかかわらず、これらの事实を原告に説明していな
かったなどと認め、被告らは、訴外会社の取締役として、その説明義務
を尽くさないような業務を推進していたといえるとして、不法行為責任を
認め、上記請求を認容した事例

否定

◆被告会社からパチンコの攻略情報を購入した原告が、被告会社が一
連の勧誘行為において、断定的判断を提供し、虚偽の情報を提示した
などと主張して、被告会社らに対して、不法行為又は不当利得に基づ
き、損害の賠償又は不当利得の返還として、原告の被った財産的損
損害賠償請
害、精神的損害及び弁護士費用の支払を求めた事案
求事件

◆被告会社は实効性の認められないシステムに基づく本件攻略情報を その他
購入するよう勧誘し、本件攻略情報が有効である旨原告を誤信させて
原告から金員の交付を受けたもので、本件契約について消費者契約法
上の取消事由となるだけでなく詐欺行為として不法行為に該当すると
し、被告会社と代表取締役である被告Ｙ1については共同不法行為が成
立するとし、被告Ｙ1と取締役である被告Ｙ2はともに会社法429条1項に
よる取締役の責任を負うとする一方、慰謝料請求には理由がないとし
て、原告の請求を一部認容した事例

主張なし

◆控訴人が被控訴人に対し、主位的に、被控訴人が控訴人をだまし
て、控訴人の土地に物置を設置する工事を行う旨の契約を締結させ、
代金を支払わせたのは、不法行為に当たると主張して、不法行為に基
づき損害賠償の請求を、予備的に、本件契約は錯誤によるもので無効
損害賠償等 であると主張して、不当利得に基づく返還請求として、既払代金の返還
請求控訴事 の支払を求めた事案
件

◆被控訴人が詐欺の故意を有していたことを認めるに足りる証拠はな その他
いのであり、被控訴人について詐欺による不法行為は成立しないし、ま
た、控訴人は、被控訴人は専門業者として本件契約締結の際に適切な
説明をして控訴人に通路の確保に関する錯誤を誘発しない配慮義務を
負うのに、確認が不十分で通路の確保を行わず、控訴人に通路の確保
ができると誤信させたのは、説明義務、配慮義務に違反するものであ
り、過失による不法行為を構成すると主張するものの、被控訴人は控訴
人に対し通路についての意向を調査して確認する義務を負うとはいえな
いなどとして過失による不法行為の成立も否定するとともに、錯誤無効
も認められないとして請求を棄却した事例

請求棄却

◆原告が、訴外会社の執行役員であった被告Ｙ5から、訴外会社のＩＰテ
レビ電話事業に関し不实の説明を受けて正規販社業務協約等を締結
し、そのため加盟金相当額等の損害を受けた旨主張して、同被告に対
して民法709条に基づいて、また、訴外会社の取締役等である被告ら
損害賠償請
（被告Ｙ5を含む）に対しては、被告らはＩＰ電話の利用者増を見込めない
求事件
ことを知りながら、取締役の監視監督義務等に違反し、原告に多額の加
盟金等を支払わせたなどと主張して、民法719条に基づいて、損害賠償
として加盟金相当額等の連帯支払を求めた事案

◆被告Ｙ5が不实の説明をしたとの原告主張の事实は認められないし、 その他
広告と異なってごく僅かなサーバーしか稼働していなかった通信とは異
なり、訴外会社は、当時、現实にテレビ電話事業を拡大すべくその事業
に取り組んでいたと推認されるのであって、してみれば、他に特段の事
情も窺えない本件においては、当時、訴外会社の取締役らであった被
告らにおいて、いかに営業努力をしてもＩＰ電話の利用者を確保すること
は到底困難である旨認識していたとは認めることができないなどとして、
請求を棄却した事例

請求棄却

損害賠償請
求事件
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参考事情

被告らは、原告が入会するに当たり、メ
ンバーの数が訴外会社の提供すべき
重要な役務内容と考えているといった
言動を一切しておらず、そのことを明示
しないままに契約締結を行っており、尐
なくとも過失が存在すると主張するが、
原告は、入会にあたり、訴外会社の会
員数自体を重要な役務内容と考えてい
たとは認められず、むしろ、原告にとっ
て、希望する条件に沿った男性を紹介
してもらえることが重要な役務内容で
あって、そのことは、本件契約締結にあ
たって当然の前提になっていた。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

571

572

321

573

574

575

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成22年 3月12日
東京地裁 平２０
（ワ）２４３０号

事件名

分類

過失割合

◆原告が、総合建設設計施工請負等を業とする被告会社及びその代 ◆原告主張の、弁済名下の金銭交付や事業費支払いの約束はいずれ その他
表取締役被告Ｙ1に対し、融資を利用したマンション建設を勧められ、建 も認められず、また十分な説明も行われていたとして、原告の請求が全
設請負契約等を締結したが、これに関連して、被告会社については、法 部棄却された事例
律上の原因がないのに元利金の弁済名目で原告から金銭を受け取り
損害賠償等
不当に利得し、また事業費支払い約束があったと主張してそれらの金
請求事件
銭の支払いを求め、更に被告らに対し、説明義務違反等の共同不法行
為によりマンションの売却を余儀なくされたと主張して将来20年間に得
べかりし賃料相当額のうちの一部の支払いを求めた事案

事案の概要

裁判所の判断

請求棄却

参考事情

◆被控訴人に懲戒解雇された（本件各懲戒解雇）ものの、判決により解
雇無効が確定して復職した控訴人らが、被控訴人に対し、控訴人らを解
雇したこと及び控訴人らの社会保険資格等の回復措置ないし適切な説
明を怠ったことが債務不履行ないし不法行為を構成すると主張して、債
平成22年 2月26日
損害賠償請 務不履行ないし不法行為に基づき損害賠償を請求した事案
福岡高裁宮崎支部
求控訴事件
平２1（ネ）1５９号

◆本件各懲戒解雇が控訴人らに対する債務不履行ないし不法行為を その他
構成するとはいえないとしたものの、被控訴人は、控訴人らに対し、社
会保険の被保険者資格等の回復方法及びその利害得失等について具
体的に説明する義務を負っていたところ、これを怠った過失があり、債
務不履行ないし不法行為に基づき、これにより控訴人らの被った損害を
賠償する義務を負うとし、控訴人らは、解雇時に遡って加入していた場
合に得られた年金額と復職時に再加入したことにより得られた年金額と
の差額分の損害を被ったなどとして、請求を一部認容した原判決は相
当であるとした事例

請求棄却

◆破綻した信用組合である1審被告に出資した1審原告が、上記出資時
点で1審被告は实質的な債務超過状態であり早晩破たんの恐れがある
ことを1審被告の役員らにおいて認識し又は容易に認識し得たにもかか
わらず、これを告げずに出資勧誘をしたとして不法行為ないし債務不履
行に基づき、出資金相当額の損害金の支払を求めるなどしたところ、1
審被告の債務不履行責任を認めて出資金相当額の損害賠償を認めた
ことから、1審被告が控訴し、1審原告が遅延損害金の起算日につき附
帯控訴した事案

◆本件出資契約の締結に当たっての説明義務違反は、契約締結前と その他
はいえ、その成立過程において本件出資契約を締結するか否かや契約
条件等に係る意思決定のための情報の提供という本件出資契約自体と
密接な関係にある点についての義務違反であって、本件出資契約の付
随的義務違反として債務不履行責任を生ぜしめるなどとして、控訴及び
附帯控訴を棄却した事例

否定

◆原告Ｘ1、Ｘ2は、被告らから債券を利用した融資話を受け、その融資
に基づき、インドネシアでの開発事業を立案し準備を進めていたが、当
該債券が偽造債券であることが判明したことから融資を得られず、イン
損害賠償請
ドネシアで開発事業を行おうとしていた原告会社も、インドネシアで偽造
求事件
債券による詐欺行為を働いたという印象を与えて信用を毀損されたとし
て、原告らが、被告に対し、損害賠償の支払を求めた事案

◆被告Ｙ1は本件債券が偽造であり、これを担保に融資を得ることがで その他
きないことを認識しており、被告Ｙ2も被告Ｙ1に対し本件債券に関する取
得経緯、使用許可を受けた経緯、真偽の確認方法、換金方法などを具
体的かつ詳細に聴取して、原告らに説明する信義則上の義務があった
ところ、これを怠った過失があるとして、原告Ｘ1、Ｘ2の被告Ｙ1、Ｙ2に対
する損害賠償請求を一部認容した事例

2割／5割 被告Ｙ1の不法行為の内容や程度と原
告Ｘ1らの落ち度を考慮したものであ
る。

◆訴外亡Ｂの被告に対する貸金返還債務を相続した原告が、被告は、
金銭消費貸借の付随義務、又は、信義則、若しくは、銀行の顧実に対
する情報提供義務に基づいて、訴外亡Ｂとの折衝内容等が記述されて
情報開示請
いる記録書、借入申込書、稟議書等の各文書を原告に対して開示すべ
求事件
き義務を負っている旨主張し、被告に対し、当該各文書の開示を求めた
事案

◆当該各文書は、原告が貸金返還債務の内容を正確に把握するため その他
に必要な情報が記載されている文書とはいえないなどとし、金銭消費貸
借の付随義務ないし信義則によって、原告に対する開示義務が生じる
とは解し難いなどと判断し、請求を棄却した事例

請求棄却

平成22年 2月26日
大阪高裁 平２1
（ネ）２４５５号

平成22年 2月25日
東京地裁 平1９
（ワ）1９９８４号

平成22年 1月22日
東京地裁 平２1
（ワ）２７４９０号

損害賠償等
請求控訴、
同附帯控訴
事件
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本件出資に係る被告の勧誘態様は、被
告ａ支店の支店長が原告経営の会社
事務所を訪れ、「将来、普通銀行に転
換する予定です。自己資本比率8％を
目指していますが、わずかに足りませ
ん。自己資本比率アップのキャンペー
ンに是非協力してください。最低、500
万円はしてください。」などと述べて勧誘
したもので、被告の財務状況等を単に
告げなかったというより、むしろ被告の
経営や財務の实態を秘匿又は誤解さ
せるようなものであったという点で違法
性の高いものである上、他方、原告は、
被告に定期預金を有していた以外に
は、上記原告経営の会社を含め、被告
との間に格別の取引関係はなかったも
ので、被告からの勧誘の際、たまたま
上記定期預金の満期がきていたことや
原告の娘が当時被告に勤務していたこ
と等の事情からこれに応じることになっ
たものにすぎず、格別の落ち度は認め
られない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

576

577

578

322
579

580

裁判年月日・裁判
所・事件番号
平成22年 1月22日
東京地裁 平２1
（ワ）２００６３号

平成22年 1月21日
東京地裁 平２０
（ワ）３２０７８号

平成22年 1月15日
東京地裁 平２1
（ワ）２６６1２号

平成21年12月 9日
東京地裁 平２1
（ワ）２1３７1号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

平成21年 8月31日
大阪地裁 平２０
（ワ）1４1９８号

582

平成21年 7月27日
東京地裁 平1９
（ワ）２５５３４号

過失割合

◆従量課金制の設定がされたのは被告側で行った接続ないし設定方法 その他
の誤りに起因するものであるし、原告は、被告に配布したマニュアル冊
子において接続方法やパソコンの自動切断について注意喚起も行って
いたとして、請求を全部認容した事例

主張なし

◆被告Ｙ1が賃借店舗で営んでいた弁当店事業を原告に譲渡する旨の
原告と被告Ｙ1との間の事業譲渡契約に関し、原告が、被告Ｙ1に対し、
本件事業譲渡契約の履行不能解除を原因とする既払金の返還を求め
た事案
◆原告が、被告Ｓに対し、本件事業譲渡契約の媒介を目的とする仲介
契約の条件不成就を原因とする既払金の返還を求めた事案
◆本件事業譲渡契約の契約過程において、真实は訴外Ｂから賃借権
損害賠償請
譲渡等の承諾を得る見込みがないのに、被告Ｙ1及び訴外Ｃ（被告Ｓの
求事件
会長であった者）において、それぞれ訴外Ｄ（原告の父であり、本件事業
譲渡契約締結に当っては原告から代理権の授与を受けており、原告代
理人として行動していた者）に対し、被告Ｙ1は訴外Ｂとは長年懇意であ
り、賃貸借契約の譲渡について当然承諾を得られる旨の虚偽の説明を
した共同不法行為があるとして、被告らに対して、損害賠償請求をした
事案

◆本件事業譲渡契約の内容として、被告Ｙ1が、訴外Ｂ（店舗の賃貸人） その他
から店舗の賃借権譲渡の承諾を取得すべき合意又は事業譲渡契約の
性質上当然の義務を含んでいたと認めることはできないとして、被告Ｙ1
の義務違反を否定し請求を棄却した事例
◆原告主張の解除条件の合意を認めることはできないとして請求を棄
却した事例
◆詐欺行為の前提としての本件店舗の賃借権譲渡の承諾を得られる
見込みはなかった事实を認めるに足りないとして請求を棄却した事例

請求棄却

◆故人の法定相続人の1人である原告が、故人と被告信託銀行が、金
銭消費貸借契約及び故人の遺言執行業務等の事務に係る委任契約を
締結したなどと主張して、融資をした経緯、融資担当者の遺言の勧誘の
情報開示請
経緯、故人との折衝内容等が記載されている記録書や稟議書を開示す
求事件
るよう請求した事案

◆銀行法12条の2は、内閣府令で定めるところによって、預金等に係る その他
契約の内容等参考となる情報を提供することを義務付ける規定である
が、前記各書類はこれにあたらないし、故人と被告信託銀行との間の委
任契約は仮に存在したとしても、遺言公正証書の作成により終了してお
り、原告にその作成経緯等を報告する義務はないとして、請求を棄却し
た事例

請求棄却

◆一般消費者である原告が、パチンコ攻略情報を販売する株式会社で ◆消費者契約法4条1項2号により本件契約を取り消すことができ、ま
その他
ある被告との間で、パチンコ攻略情報を有料で提供する旨の契約を締 た、被告の勧誘行為は不法行為にも該当するなどとして、原告の請求を
結し、原告は合計430万円を支払ったが、被告から提供された情報は
全て認容した事例
代金返還請 まったく効果がなく、原告は利益を一切上げられなかった、また、原告は
被告提供の情報をもとに軍資金20万円を支出して遊戯を行い、軍資金
求事件
相当の損害を被ったなどとして、本件契約の取消しや不法行為に基づ
き、被告に対し、450万円の支払を求めた事案

◆被告が主催するモータースポーツ競技会で走行中に発生した事故に
よって頸椎捻挫となり、自動車を損壊した原告が、被告の安全配慮義務
平成21年10月16日
損害賠償請
違反や不法行為を主張して慰謝料の請求をした事案
東京地裁 平２1
求事件
（ワ）６２４０号

581

分類

◆被告との間でインターネット接続サービスを提供する契約を締結した
原告が、被告に接続使用料の請求をしたところ、従量課金制に係る説
接続利用料
明義務違反や利用者に長期にわたる接続につき注意喚起すべき義務
請求事件
を怠ったことを理由として被告が権利濫用の抗弁を主張した事案

◆コースの安全性に何らかの問題があったとは認められず、事前に
コースの走行方法等についても説明がされていた上、被告に、参加者
に事前にコース上を歩行させたり、ペースカーで誘導したりする安全配
慮上又は信義則上の義務はないとして請求を棄却した事例

その他

主張なし

請求棄却

◆破綻した信用協同組合である被告に対して出資した原告が、被告の
役員らが、被告が实質的に債務超過状態にあり、監督官庁から破綻の
認定を受けるおそれがあることを認識し又は容易に認識できたにもかか
わらず、これを告げずに出資を勧誘したことが不法行為ないし債務不履
損害賠償等 行に当たるなどと主張して、被告に損害賠償等を求めた事案
請求事件

◆不法行為による損害賠償請求権と債務不履行によるそれとは競合す その他
るものであると解した上、被告には不法行為が成立するもののこれは消
滅時効が完成しているが、説明義務違反の債務不履行責任も認められ
るとして、原告の請求を一部認容した事例

否定

◆原告らが、被告の設置するＡ大学大学院博士課程に在籍中、指導担
当助教授であったＢからセクハラ又はパワハラ被害を受けたが、被告
損害賠償請 が、辞職したＢの後任指導者を速やかに採用せず、他の学生に対する
適切な説明を怠るなど、適切な研究環境を提供すべき義務に違反した
求事件
と主張して損害賠償を求めた事案

◆被告には辞職したＢの後任指導者を速やかに採用し、他の学生に対 その他
する適切な説明をするなどの措置を講ずべき義務があるところ、被告が
これらの義務を果たしたとは認められないとして、損害額を認定の上、
請求を一部認容した事例

主張なし
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参考事情

原告の請求は、出資金自体の返還を
求めるものではなく、被告による不当な
勧誘行為に基づいて支払った金銭的損
害の賠償を求めるものであるから、そ
の損害回復の必要性は出資者責任の
要請とは無縁であり、被告の主張はそ
の損害賠償責任を軽減する理由とはな
らず、他に賠償額の制限をすべき理由
は認められない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

583

584

裁判年月日・裁判
所・事件番号
平成21年 7月 9日
東京地裁 平1９
（ワ）８８２５号

平成21年 5月25日
東京地裁 平２０
（ワ）２７０３６号

323
585

586

587

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

◆請負人である被告Ｙ1の事实上の倒産により工事が放置された原告
が、Ｙ1に対して、不法行為又は債務不履行責任に基づいて損害賠償を
請求し、被告Ｙ2に対して、Ｙ1を完成保証ビルダーとして登録していたＹ2
損害賠償請
の過失行為により、又は、Ｙ1をＹ2の代理人又は表見代理人として完成
求事件
保証契約が成立したとして損害賠償を求めた事案

◆Ｙ1が工事を放棄したことが債務不履行にあたり、Ｙ1が原告から完成 その他
保証契約締結のための費用を徴収した直後に、Ｙ2に対して完成保証契
約の申込みを行わなかったことは不法行為にあたるとしたが、Ｙ2の情
報提供は登録業者の工事施工能力を保証したものではないから不法行
為にはあたらないとし、Ｙ2がＹ1に対し、基本代理権を授与していたこと
を認めるに足る証拠はないから保証契約の成立も認められないとした
事例
◆被告甲からパチンコの攻略情報を購入した原告が、被告甲に対し、 ◆原告は、被告甲から購入したパチンコの攻略情報は、被告甲が一般 その他
消費者契約法4条違反により売買契約を取り消したとして売買代金の返 には知られていない特別な情報を有していて、それにより確实に利益を
還を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償を求め、また、本件攻 得られると思わせる内容になっており、本来予測することのできないパ
略情報に関する記事を発行する雑誌に掲載した被告乙に対しても、同 チンコで獲得できる出球の数について断定的判断を提供したものと解さ
様の請求をした事案
れ、消費者契約法4条1項2号所定の断定的判断を提供したと判断した
事例
◆被告甲が、断定的判断を提供して本件攻略情報を購入させたこと
は、消費者契約法上の取消事由だけでなく、社会通念上違法な行為と
して不法行為にも該当するが、不法行為による損害とは不法行為により
現实に生じた金銭的な被害をいうところ、①パチンコをしたことによる損
害については、まさにパチンコをしようと判断したことで支出することに
なった金員のことであって、本件攻略情報の購入それ自体によって発生
した法律上の相当因果関係のある損害とは認められず、②逸失利益に
損害賠償請
ついては、原告が实際に支出した金員の補償ではなく、本件攻略情報
求事件
の購入に際して保証されたという利益を支払うように求めるものであっ
て、ここでいう損害とは認められず、③本件攻略情報を購入させたこと
は財産権を侵害する不法行為であるところ、財産権を侵害する不法行
為において慰謝料請求が認められるのは相手が殊更に精神上の攻撃
を与えることを目的として不法行為をしたような特段の事情がある場合
に限られ、本件ではそのような特段の事情は認められないとした事例
◆被告乙は、その発行するパチンコ情報誌で、被告甲のパチンコ攻略
情報を紹介したが、被告乙と雑誌の購入者との間で直接雑誌の売買契
約が成立しているわけではなく（同情報誌は書店等から購入される）、被
告乙が掲載内容を保証する契約が成立したということもできないとして
消費者契約法に基づく請求は理由がないとした事例

過失割合
主張なし

主張なし

◆被告会社の広告等を見てパチンコ攻略情報の提供契約を申し込み、
代金を支払った原告が、被告会社及びその代表取締役である被告Ｙ1
に対し、被告会社の行為が詐欺行為であるとして、不法行為に基づく損
平成21年 4月24日
損害賠償等 害賠償金の支払を求めた事案
名古屋地裁 平２０
請求事件
（ワ）５４０７号

◆パチンコの遊技において、いわば必勝法と評価し得るパチンコ攻略法 その他
は存在しないというべきであると判断した上で、被告会社のパチンコ攻
略法情報提供行為は不法行為上としての違法性を有するとして、また、
被告Ｙ1は、被告会社の代表取締役として法令遵守義務を負う立場にあ
りながら、被告会社の事業を積極的に推進していること等から、不法行
為責任を負うとして、被告らの共同不法行為を認定し、原告の請求の一
部を認容した事例

主張なし

◆控訴人が、被控訴人に対して普通預金口座開設の申込みを行った際
に、被控訴人が、外国人登録証明書の写しも必要であるとして口座を開
損害賠償等 設しなかったことは違法であるとして、不法行為に基づく損害賠償を請
請求控訴事 求したところ、原審で棄却されたため、控訴した事案
件

◆私企業である金融機関がどのような書類で本人確認を行うかは、各 その他
金融機関の裁量に委ねられていること等からして、被控訴人が外国人
登録証明書の写しの提出を求め、その提出がなかった場合に口座開設
をしなかったことは、違法、不当であるとは認められず、また、本件にお
いて、説明義務違反や目的外使用があったと認めるに足る証拠もない
こと等から、控訴を棄却した事例

請求棄却

◆原告は、訴外Ｄ社に代わり、訴外Ｒ社に立替払を行ったが、訴外Ｒ社
の代表取締役である被告Ｍに対して、立替金の使途につき詐欺若しく
は告知義務違反があったとして、不法行為又は役員等の第三者に対す
る損害賠償責任に基づき、損害金及び遅延損害金の支払を求め、訴外
損害賠償請
Ｄ社の代表取締役であった破産者である被告Ｋに対し、訴外Ｄ社の担当
求事件
者による詐欺行為を看過したという役員等の第三者に対する損害賠償
責任に基づき、損害金及び遅延損害金の合計額の破産債権を有するこ
との確認を求めた事案

◆被告Ｍの行為は詐欺には該当しないが、説明義務に違反し、損害と その他
の間に因果関係も認められるが、原告にも訴外Ｄ社の資金繰り等の状
況に関する調査に欠ける点があったこと等相当程度の落ち度があった
ことから、原告側の過失割合を5割と認定し、訴外Ｄ社の担当者に不法
行為責任を問うことはできないため、被告Ｋは責任を負わないと判断し、
被告Ｍに対する請求の一部のみを認容した事例

5割

平成21年 4月14日
東京地裁 平1９
（レ）４６７号

平成21年 3月27日
東京地裁 平1９
（ワ）1５４４1号
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

588

平成21年 3月27日
東京地裁 平1８
（ワ）1７５８1号

589

平成21年 3月13日
東京地裁 平２０
（ワ）２８４２８号

590

591

平成21年 3月 5日
東京地裁 平1８
（ワ）２５０５９号

平成21年 3月 2日
東京地裁 平1９
（ワ）２３０３７号

事件名

593

平成21年 2月19日
東京地裁 平1８
（ワ）２７1４３号

平成21年 2月13日
東京地裁 平1９
（ワ）２７８６４号

裁判所の判断

分類

過失割合
主張なし

◆インターネットの情報提供等を目的とした会社である被告に勤務して
いた原告が、被告に対し、残業代、付加金を請求するとともに、残業代
賃金等請求
を請求するに当たって脅迫があったとして不法行為に基づき損害賠償
事件
を請求した事案

◆原告は被告より、今後、残業代を請求しないとの条件の下に72万円 その他
余りの支払を受けたのであり、もはや原告に対して残業代請求権を有し
ないとするとともに、また、本件において脅迫は認められないなどとし
て、請求を棄却した事例

請求棄却

◆分離前の相被告会社に所有不動産の売却を依頼していた原告らが、
相被告会社は売買代金額につき虚偽の説明をして差額を不当に取得し
たとして、相被告会社の代表者である被告に共同不法行為に基づく損
損害賠償請
害賠償請求をした事案
求事件

◆仲介業者にすぎない相被告会社が、原告らとの売買契約における代 その他
金額よりも高い代金額で土地建物を売却し、差額を原告らに引き渡さな
いことは財産権侵害の不法行為であり、相被告会社は差額を不当に領
得しているから、差額につき賠償義務を負うところ、被告は代表取締役
として上記不法行為に加担していたと認められるとして、請求を全部認
容した事例

主張なし

◆原告らが、宅地建物取引業者である被告らから、土地区画整理事業 ◆被告らには、賦課金について具体的に説明すべき売買契約上の義務 その他
の施行区域内にあり仮換地指定がされた土地を購入したところ、土地区 があったのにこれを怠った債務不履行があるなどとして、請求が一部認
画整理組合の総会決議に基づく賦課金の納付を余儀なくされたため、 容された事例
損害賠償等
被告は売買契約の締結に際して説明義務を怠った等と主張して、債務
請求事件
不履行又は不法行為等に基づき、賦課金相当額の損害賠償を求めた
事案

主張なし

324
592

事案の概要

◆期間1年の有期雇用契約で稼働していた原告が、退職届の提出は錯 ◆雇用期間は終了しており、原告は疾病により労務提供ができない状 その他
誤無効であるとして地位確認等の請求をするとともに、慰謝料等の請求 態だったから、退職届の提出が錯誤により無効としても、地位確認や賃
をした事案
金請求権は認められないが、有期雇用者に休職規程を適用しないのは
任命規程の文言に反する運用で無効だから、被告が原告に休職規程
地位確認等
の適用がないかの説明をし、原告に休職の適用を受ける機会を喪失さ
請求事件
せたことは、雇用契約上の義務違反となるとして、慰謝料請求を認容し
た事例

損害賠償請
求事件

過払金返還
請求事件

◆被告が開発したソフトウェアにつき被告との間で利用契約を締結した
原告が、被告に対し、被告が本件ソフトの動作環境について正確な説
明をせず、その後約束した改良作業も怠ったため、同ソフトを使用した
事業の継続を断念せざるを得なかったとして、債務不履行に基づく損害
賠償と、債務不履行による解除を理由とする同契約所定の月額利用料
の支払義務の不存在確認を求めた事案

◆被告には信義則上の説明義務違反が認められるが、ソフトの改良約 その他
束がされたとは認められず、また本訴提起前に契約を解除したという原
告の主張を認めるに足りる証拠はないとし、被告の過失相殺の抗弁を
排斥した上で、原告の請求を一部に限り認めた事例

否定

◆貸金業者である被告から金員を借り入れ、返済を繰り返してきた原告
が、過払金の発生を理由とする不当利得返還請求本訴を提起した後、
被告に取引履歴の開示を求めてもこれに一切応じないとして、取引履歴
の開示及び損害賠償を求めた事案

◆認定事实から、被告の提出しない従前の取引履歴について、その存 その他
在が推認できるとした上、原告が、貸金業者の消費貸借契約上の付随
義務である取引履歴開示義務に関し、訴訟で直接履行請求することは
できないとして、取引履歴開示請求を棄却したものの、被告が、合理的
な説明なく容易に開示をしなかった本件取引履歴開示拒否は、原告に
対する不法行為に当たるとして、損害賠償請求を一部認容した事例
◆貸金業者の取引履歴の開示義務は、債権債務内容を明らかにするこ
とが困難である借主が、債務内容の疑義を明らかにし、紛争を解決する
ための手段として認められるものであるから、借主が、貸金業者に対
し、消費貸借契約上の付随義務である取引履歴開示義務につき、訴訟
において直接履行請求することはできないとされた事例

主張なし
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被告は、本件契約の締結に先立って、
原告に対し、本件ソフトが日本語ＯＳの
パソコンに対応する製品である旨を説
明すべき義務を負っていたにもかかわ
らず、海外で使用する場合に必要とな
る動作環境について具体的な説明を
行っていない以上、他方で、顧実である
原告が、使用条件等についての確認を
怠ったという事情をもって、過失相殺の
対象とするのは、損害の公平な分担と
いう過失相殺の趣旨に照らして相当と
はいえない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

594

595

596

325

597

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事案の概要

裁判所の判断

◆原告の元従業員である被告が、在職中の不動産取引において、原告
に事情を秘して、非正規の仲介業者を経由し、原告の支払った仲介手
数料名目の金員の一部を受け取った背任行為をしたとして、原告が、被
平成20年11月26日
損害賠償請
告に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案
東京地裁 平1９
求事件
（ワ）２４２３７号

平成20年 9月19日
東京地裁 平1９
（ワ）1６２1０号

売買代金本
訴請求事
件、売買代
金反訴請求
事件

◆原告が被告に対し、両名間の自動車売買契約に基づいて代金を請
求したところ（本訴請求）、被告は、原告は被告が希望する車の仕様及
びこの仕様の特別仕様車が約1か月後に発売されることを知っていなが
らこれとは異なるタイプの在庫車について売買契約を締結させたとし
て、本件売買契約の錯誤無効ないし詐欺取消を主張をするとともに、不
当利得に基づく返還請求、不法行為に基づく慰謝料等を請求した（反訴
請求）事案

分類

◆被告が原告代表者に対して虚偽の説明をすることで、法律上許容さ その他
れる額を超過する仲介手数料を原告に支払わせ、訴外仲介業者に支
払われた仲介手数料の約半分を被告が受け取っていたなどの認定事
实からすると、被告は、本件支払につき、その違法性や原告が法律上
当然に負担すべき義務のないことを認識していたと優に推認されるなど
として、被告の不法行為責任を認め、請求を全部認容した事例

◆Ｙ社の提供するインターネットオークションサービスを利用して詐欺の ◆原判決を引用・補正しつつ、Ｘらの控訴審において追加・敶衍した主
被害にあったＸらは、Ｙ社に対し、詐欺の被害を生じさせないオークショ 張は採用することができないとして、控訴を棄却した事例
ンシステムを構築すべき注意義務を怠ったとして、債務不履行又は不法
行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審は請求を棄却したため、Ｘら
平成20年11月11日
損害賠償請
が、Ｙ社は民事仲立人（あるいは、それに類似した立場）でありＸらの損
名古屋高裁 平２０
求控訴事件
害について責任を負う、古物営業法21条の2よりＹ社は出品者情報の真
（ネ）４２４号
偽を確認する義務があるなどと主張を追加・敶衍して控訴した事案

その他

◆外国車の販売ディーラー店である原告の販売責任者が顧実である被 その他
告に販売車両に関する重要な事实の説明義務違反があったことを認定
し、本件車両の売買契約には被告に要素の錯誤があり無効であるとし
て、本訴である原告から被告に対する売買代金請求を棄却し、反訴で
ある被告から原告に対する既払いにかかる手付金や本件車両の自動
車税の支払いのほか不法行為を理由とする慰謝料及び弁護士報酬を
含めて請求を一部認容した事例

◆ゴルフ会員権を購入した原告らが、銀行である被告に対し、被告がゴ ◆ゴルフ場経営会社が特に安全であると保証するなどの説明をした事 その他
ルフ場経営会社から委託を受け原告らに対して販売する際、無担保・無 实は認められないし、被告に説明義務違反等の不法行為は認められな
保証で譲渡困難な長期債権であることなどゴルフ会員権の有する危険 いとして請求をいずれも棄却した事例
平成20年 3月19日
損害賠償請
性等についての説明義務を怠ったなどとして、不法行為による損害賠償
東京地裁 平1７
求事件
請求権に基づき、ゴルフ場経営会社の倒産により原告らが被った償還
（ワ）1９５０６号－２
予定預託金相当額の損害の賠償を請求した事案

598

平成19年12月 3日
東京地裁 平1８
（ワ）２３６1６号

599

平成19年 8月31日
東京地裁 平1９
（ワ）７５２1号

600

事件名

平成19年 8月30日
東京地裁 平1８
（ワ）７９００号

過失割合
主張なし

請求棄却

主張なし

請求棄却

◆亡Ａの相続人である原告らが、Ａの遺言に基づいて遺言執行者となっ
た被告Ｙ1ら及びその補助者である被告Ｙ2信託銀行が不当な遺言執行
を行ったとして、不法行為に基づく損害賠償及びＡの相続財産目録等の
交付を請求した事案

◆包括遺贈の遺言執行者等が法定相続人に対して相続財産目録を交 その他
付せず、事前に通知をしないまま遺産の不動産を処分したことなどが違
法であるとして、法定相続人から遺言執行者等に対する損害賠償請求
が認容された事例
◆遺言執行者は、相続人に対し、遅滞なく被相続人の相続財産目録を
作成・交付し、遺言執行の状況について適宜説明・報告すべき義務があ
るところ、被告らはこれを怠ったものであるとして、損害賠償請求の一部
を認容したが、本件の審理において相続財産目録が書証として提出さ
れていることからその交付を命ずる必要はないなどとして、その交付請
求を棄却した事例

主張なし

◆故Ｂの相続人である原告が、被告が真意に基づかない遺言書をＢに
作成させ、また、原告が被告に交付したＢの遺産分割協議書を、個人情
損害賠償請 報の保護に関する法律に違反して、目的外に使用し、漏洩を繰り返した
ことにより、原告に対して精神的苦痛を与えたとして、被告に対し、不法
求事件
行為に基づき慰謝料等の支払を求めた事案

◆Ｂの真意が本件遺言とは異なるとする原告の主張を認めるに足りる その他
証拠はないから、本件遺言がＢの真意に基づかないとは認められない
とし、また、被告の本件遺産分割協議書の利用は、目的外利用とは認
められず、かつ第三者に対する提供とは認められず、漏洩とはいえない
として、原告の請求を棄却した事例

請求棄却

◆インターネット接続サービス契約に基づき自己のホームページ等に裸
体の画像ファイルを掲載していたナチュリズム思想家が、閲覧停止等の
措置を受けるなどしたことが債務不履行であるとして、被告らサーバー
損害賠償等
に対し、上記契約に基づきファイルの閲覧を可能にする措置を求めると
請求事件
ともに、表現の自由侵害という不法行為を受けたとして慰謝料を請求し
た事案

◆裸体画像ファイルが全体として公序良俗に違反するとして行われた被 その他
告らによる閲覧停止等の措置は当事者間の約款に照らしても合理性が
ある上、被告らに説明義務や弁解等の機会付与義務は認められないと
して、請求を棄却した事例

請求棄却

損害賠償等
請求事件
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A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

601

裁判年月日・裁判
所・事件番号

過失割合

主張なし

◆被告司法書士会が、その所属司法書士である原告に対し注意勧告を ◆本件注意勧告の理由とされた依頼者に対する説明義務を果たしてい その他
行った事案
ないとの判断に問題とすべき点があるとは解されないし、原告の防御権
を侵害する違法な手続に基づくものだともいえないから、本件注意勧告
損害賠償等
決定が違法であるとはいえないし、原告の名誉が毀損されたとも認めら
請求事件
れないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例

請求棄却

◆使用者である被告Aの指示により被告Bが管理する焼却炉において ◆特別な社会的接触の関係にあれば直接の労働契約関係にない場合 その他
廃材を焼却していた際に生じた爆発により負傷した原告が、被告らに対 でも安全配慮義務が生じ、本件当事者はそのような関係にあるが、焼
して安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償の支払を求めた事案 却炉の利用方法が簡単である上、構造及び使用方法について一応の
平成19年 5月30日
損害賠償請
説明が行われており、被告らにおいて原告が爆発を生じさせる方法で
さいたま地裁 平1６
求事件
焼却炉を利用することを予見することは不可能であったことを理由に安
（ワ）1９８５号
全配慮義務違反は存在しないと判断され、請求が棄却された事例

請求棄却

603

326

平成19年 4月26日
東京高裁 平1８
（ネ）６０３1号

平成19年 3月 5日
東京地裁 平1８
（レ）４３４号

607

平成19年 2月15日
東京地裁 平1６
（ワ）1０４８０号

608

平成19年 2月 8日
東京地裁 平1８
（ワ）６２００号

◆被控訴人が、控訴人との契約を、特定商取引法48条1項に基づき
クーリングオフしたとして、控訴人に対し、入会金等の支払を求めたとこ
入会金等返 ろ、原判決がこれを全部認容したのに対し、被控訴人が同法条は法の
還請求控訴 下の平等に反する旨等を主張して控訴した事案
事件

分類

◆被告会社の元従業員である原告らが、被告会社従業員持株会に対 ◆持株会規約の定めや従前の株式の買取状況からすれば、株式買取 その他
し、被告会社株式の買取り等の請求を、被告会社に対し、被告持株会と 価格を一株当たり一〇〇〇円の割合とする旨の黙示の合意が成立して
同様の請求及び損害賠償請求をした事案
いたと認めるのが相当であるとして、被告持株会に対する株式の買取り
及び繰越金の返還請求を認め、また、被告会社が被告持株会と同じ法
的責任を負うとはいえないものの、株式の時価が一株一〇〇〇円を
損害賠償請
割ったときにその旨の事实を原告らに説明する義務を怠ったから、株式
求事件
の価値が下落した時点以降原告らが支払を継続した拠出金相当額の
損害を賠償すべきであるとして被告会社に対する損害賠償請求の一部
を認めた事例

平成19年 8月24日
東京地裁 平1９
（レ）1３1号

平成19年 6月 8日
東京地裁 平1８
（ワ）11４８８号

606

裁判所の判断

主張なし

平成19年 7月 3日
東京地裁 平1６
（ワ）４０９５号

605

事案の概要

◆特定商取引法48条のクーリングオフ制度は、特定継続的役務の提供 その他
を事業として行い、その内容・効果等にも精通している事業者と、知識・
情報等に乏しい消費者との間に、本来的一般的に内在する格差を是正
して取引の公正公平及び適正円滑を図るため、必要かつ合理的なもの
というべきであり、憲法14条の定める法の下の平等や公序良俗に反す
るものとはいえないとして、控訴を棄却した事例

602

604

事件名

◆会員となった顧実に対して不動産競売物件の記録を提供するなどの
業務を行う被控訴人が、顧実である控訴人に対し、不動産競売物件に
請負代金請 関する競売手続の情報を提供した上で、控訴人との間で、当該不動産
求控訴、同 の占有者との間で明渡しに関する和解交渉を行うことなどを請け負う旨
附帯控訴事 の請負契約を締結し、約定の業務を遂行したとして報酬の支払を請求し
たのに対し、原判決がその請求の一部を認容したことを不服として控訴
件
人が控訴した事案

◆本件請負契約は、その内容から、弁護士法72条本文に違反する事項 その他
を目的とする契約にあたり、業務性も認められることから、本件契約は
民法90条により無効であるとして、控訴を認容し、被控訴人の請求を棄
却した事例

主張なし

◆控訴人が、出張ホストクラブを経営する被控訴人との間で、被控訴人
から仕事の斡旋を受ける旨の契約を締結し、被控訴人に対し入会金及
び研修費を支払ったが、被控訴人が仕事の斡旋をしなかったことが債
入会金等返
務不履行に当たるとして当該契約を解除し、被控訴人に対し、既払の入
還請求控訴
会金等の返還を求めたのに対し、原判決が請求を棄却したことから、控
事件
訴人が控訴した事案

◆被告の主張する入会金及び研修費は、アロマトリートメントの研修費 その他
及びその道具の購入代金であり、被控訴人は、本件契約締結に際し
て、出張ホストの仕事の斡旋を保証するものではないこと等を説明して
おり、被控訴人は、本件契約上、控訴人に一定数の女性実を斡旋したり
する義務を負うものではなく、被控訴人が控訴人に仕事の斡旋をしな
かったとしても、本件契約上の債務不履行にはあたらないとして、控訴
を棄却した事例

請求棄却

◆結婚記念のダイヤモンドの指輪を共有していた原告らが被告百貨店
で同店の名で被告補助参加人が提供する宝石のリフォームを依頼した
ところ、リフォーム後には人工石のキュービック・ジルコニアが当該指輪
寄託物返還
に取り付けられて返還されたとして、ダイヤモンドの返還、損害賠償及び
等請求事件
原告の一人への名誉毀損に基づく謝罪広告を請求した事案

◆依頼時の石は元々人工石であったとする被告の主張を排斥してダイ その他
ヤモンドであったと認定判断し、被告の説明義務違反を理由とする債務
不履行又は不法行為並びに名誉毀損については原告の主張を排斥し
たが、当該ダイヤモンドの返還及び返還の強制執行が功を奏さない場
合の代償金の支払を命じるとともに不法行為による慰謝料請求と弁護
士費用の一部を認容した事例

主張なし

◆原告が、被告に対し、主位的に、支払った海外レース参戦費用につ
いて、原告が立替えて支払う旨の合意があったとして、同合意に基づき
立替金等請 費用の返還を求め、予備的に、被告自身には返済する資力がないの
に、これがあるかのような虚偽の説明をしたことにより費用の立替払を
求事件
させられたなどとして不法行為に基づく損害賠償を請求した事案

◆契約に至る経緯、契約書の内容、原告の報道対応、レースにおける その他
ロゴの表示などを総合すれば、原告の支払がマネージメント契約に基づ
く義務の履行として行われたことを優に認定することができるとし、また、
すぐに判明するような虚偽の説明を被告がしたとは到底考えられないと
して請求を棄却した事例

請求棄却
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通番

609

610

611

裁判年月日・裁判
所・事件番号
平成19年 1月29日
名古屋地裁 平1８
（ワ）４４５２号

613

614

事案の概要

裁判所の判断

◆パチスロ攻略情報を販売している被告の従業員が断定的判断を提供
したことにより、高額の会員登録料・情報料を支払ったと主張する原告
が、被告に対し、本件契約の取消しに伴う不当利得の返還を求めるとと
損害賠償請
もに、存在しない情報を売るという本件行為は詐欺であるとして、不法
求事件
行為に基づく損害賠償を求めた事案

分類

◆本件事情の下では、被告は断定的判断を提供していたと認められ、 その他
原告は消費者契約法4条1項2号により本件契約を取り消すことができる
から、被告は原告が支払った登録料等の返還義務を負い、また、本件
攻略情報はまったく虚偽のものであり、被告はそれを知りつつ原告と本
件契約を締結したのであるから、本件契約締結行為は不法行為である
として損害賠償責任も認めた事例

過失割合
主張なし

◆被告の従業員であった訴外人の妻である原告が、被告に対し、説明 ◆いわゆる電力会社である被告の従業員であった訴外人が他社に出 その他
義務違反等により保険金を受け取ることができなかったとして、損害金 向したが、訴外人が同職場でうつ病に罹患し自殺するに至ったことに関
等の支払を求めた事案
し、被告には、従業員の出向により被告の団体定期保険制度を利用す
ることができなくなる不利益があることから、団体定期保険を脱退した者
には被保険者選択を受けることなく個人保険に移行することができる特
典があることを説明すべき義務があったにもかかわらず、その義務を
損害賠償請
怠った過失があるとした上、被告において個人保険移行の説明を行っ
求事件
ていれば訴外人において個人保険に移行していた蓋然性が認められる
として、訴外人の妻である原告の請求を一部認容した事例（訴外人も自
ら被告に対し保険の継続に関し照会や助言を求めるなど自助努力を
怠ったとして過失相殺五割）

5割

◆スキー場等のリゾート施設を所有していた訴外会社の清算型民事再
生手続に際し、営業譲渡を受けることを予定して設立された会社である
原告が、上記再生手続に必要な資金として三〇〇〇万円を支出したに
もかかわらず、訴外会社が破産し、三〇〇〇万円の資金の回収が不能
となったことにつき、上記民事再生手続の申立代理人であった被告には
損害賠償請 实際には原告が訴外会社に支出する三〇〇〇万円が共益債権となら
ず回収不能となるリスクがあり、また、被告において共益債権化すること
求事件
が可能であったにもかかわらず、そのリスクについて説明したり、共益
債権化するための措置をとったりしなかったため、原告において同額の
損害を被ったことから、原告が被告に対し説明義務違反等に基づく損害
賠償の支払を求めた事案

◆訴外会社代表者が三〇〇〇万円の支出を共益債権として回収するこ その他
とを考えていたとは認められず、むしろ回収不能のリスクを弁えた行動
をとっていたなどとして、被告の義務違反行為を否定し、原告の請求を
棄却した事例

請求棄却

◆被告旅行会社の主催するアフリカツアーに参加してマラリアに罹患し ◆被告においてマラリア罹患の具体的危険性に関する予見可能性がな その他
て死亡した訴外人の相続人である原告らが、被告においてツアーにお かったから、マラリアの危険性について積極的に情報を提供する義務違
平成18年11月29日
損害賠償請
けるマラリアの危険性を告知する義務及びツアー後の注意喚起義務を 反や注意喚起義務違反があったとは認められないとされた事例
東京地裁 平1６
求事件
怠ったと主張して損害賠償の支払を求めた事案
（ワ）11９２８号

請求棄却

◆原告が、被告の設けていた年金共済制度である酒販年金制度に関
し、（ア）原告の夫と被告との間で締結された契約につき、①第一次的
に、「具体的説明義務」違反に基づき、債務不履行あるいは不法行為を
主張して損害賠償を求め、②第二次的に、「一般的・抽象的説明義務」
違反に基づき、債務不履行あるいは不法行為を主張して、損害賠償を
平成18年10月25日
損害賠償請 求め、③第三次的に、「信義則上の掛金元本返還請求権」に基づき、の
東京高裁 平1８
求控訴事件 金員の支払を求め、（イ）原告と被告との間で締結された契約につき、④
（ネ）２８３４号
第一次的に、「一般的・抽象的説明義務」違反に基づき、債務不履行あ
るいは不法行為を主張して、損害賠償を求め、⑤第二次的に、「信義則
上の掛金元本返還請求権」に基づき、金員の支払を求めた事案

◆私的年金契約について、制度運営者には、加入者に年金受給権の その他
給付方法を選択させるに当たり、制度破綻の可能性、これにより加入者
が被る年金不支給等の不利益について具体的に説明すべき年金契約
上の付随的義務違反等があり、債務不履行が認められるとした原審の
判断が変更され、制度運営者に義務違反はないとされた事例

請求棄却

◆被告Ａが開設するゴルフ場のゴルフ会員権を被告Ｂ銀行から融資を
受けて購入した原告が、本件会員権の値上がりが確实であるとの説明
を信じて購入したもののそうではなかったことから、主位的には被告両
名の共同不法行為により損害を被ったことによる賠償を、予備的には被
損害賠償請 告Ａに対して会員権購入契約の錯誤無効による不当利得返還あるいは
退会を理由とする預り保証金の返還を求めた事案
求事件

◆断定的説明、預託金返還が受けられなくなる危険性の説明不足、値 その他
上がり確实との虚偽の説明など被告Ｂ銀行の担当者による不法行為に
該当するような販売行為を行った事实を認めることができず、販売行為
について被告両名間で共謀した事实も認めることができないことから共
同不法行為による損害賠償には理由がなく、投機目的で原告が本件会
員権を買ったことから錯誤の主張にも理由がなく、原告が本件会員権購
入に当たり借り入れた融資金の返済が済んでいないことから預託金返
還請求権を行使することもできないとして、原告の請求がいずれも棄却
された事例

請求棄却

平成19年 1月26日
東京地裁 平1７
（ワ）1７９６９号

平成19年 1月24日
東京地裁 平1６
（ワ）1７３６６号

327
612

事件名

平成18年 8月30日
東京地裁 平1７
（ワ）1０２６６号

90 / 99 ページ

参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

615

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆土地を単独所有ないし共有している原告らが、本件土地について登
記簿上根抵当権者とされている被告Ｙ1及び被告Ｙ2に対し、根抵当権設
定契約とともになされた原告Ｘ1と被告銀行との間の金銭消費貸借契約
は、原告Ｘ1が实現不可能な返済計画を实現可能と誤信したことにより
平成18年 6月12日 根抵当権抹 締結したものであったから、動機の錯誤により無効であり、根抵当権設
最高裁第一小法廷 消登記手続 定契約も同様に錯誤により無効であると主張して、所有権に基づき根抵
平1６（受）1２1９号 等請求事件 当権設定登記の抹消登記手続を求めるとともに、原告Ｘ1が、本件各貸
付をした被告銀行及び本件建物の建築計画を作成した被告Ｙ3が实現
不可能な返済計画を实現可能と誤信させたと主張して、選択的に不法
行為又は債務不履行に基づき、損害賠償を請求した事案

分類

◆顧実に対し、融資を受けて顧実所有地に容積率の上限に近い建物を その他
建築した後にその敶地の一部を売却して返済資金を調達する計画を提
案した建築会社の担当者に、建築基準法にかかわる問題についての説
明義務違反があるとされた事例
◆顧実に対し、建築会社の担当者と共に前記計画を説明した銀行の担
当者には建築基準法にかかわる問題についての説明義務違反等がな
いとした原審の判断に違法があるとされた事例

過失割合
主張なし

◆海外の芸術大学への留学などを斡旋する被告経営学院へ入学した ◆被告には消費者契約法に基づく取消原因となる不利益事实の不告 その他
原告が、消費者契約法に基づく入学契約の取消による授業料等の返還 知であるとか不法行為を構成する説明義務違反はなかったとして、原告
不当利得返
及び入学に当たっての被告の説明義務違反を理由とする不法行為に基 の請求がいずれも棄却された事例
還請求事件
づく損害賠償を請求した事案

請求棄却

平成18年 5月19日
東京地裁 平1６
（ワ）２３６８３号

平成18年 4月24日
東京地裁 平1６
（ワ）２４０２７号

◆被告の年金制度が破綻して年金支給が困難になる具体的可能性が その他
生じているにもかかわらず、被告S共済組合の私的年金受給権を有す
る原告にその説明義務を尽くさなかったため同人に一時金としての年金
一括受給と月額当たりの年金分割支給の選択の情報がないままに月
額による分割受給を選択して損害を被らせたとして年金契約上の付随
的義務に違反する債務不履行による損害賠償が命じられた事例
◆原告が被告に対してした一般的・抽象的説明義務（すなわち本件年
金制度を設計、運営、加入募集してきた者として、制度への加入あるい
は年金の受給方法の選択に先立って制度の一般的な破綻の可能性、
これにより原告が被る年金不受給、支給金の元本割れ等の不利益につ
いて説明した上で年金の一括か分割かの受給選択を行わせるべき契
約上の、あるいは不法行為法上の信義則に基づくもの）及び信義則上
の掛け金元本返還請求権（すなわち契約締結時に支給金の元本割れ
の不利益について説明が行われ加入者がこれを了解した旨の特段の
合意がない限り、信義則上元本の支払いが保証された契約とみる）の
主張についてはいずれも合理的な根拠がないものとして排斥した事例

主張なし

617

◆原告が、被告の設けていた年金共済制度である酒販年金制度に関
し、（ア）原告の夫と被告との間で締結された契約につき、①第一次的
に、「具体的説明義務」違反に基づき、債務不履行あるいは不法行為を
主張して損害賠償を求め、②第二次的に、「一般的・抽象的説明義務」
違反に基づき、債務不履行あるいは不法行為を主張して、損害賠償を
求め、③第三次的に、「信義則上の掛金元本返還請求権」に基づき、の
金員の支払を求め、（イ）原告と被告との間で締結された契約につき、④
第一次的に、「一般的・抽象的説明義務」違反に基づき、債務不履行あ
損害賠償請
るいは不法行為を主張して、損害賠償を求め、⑤第二次的に、「信義則
求事件
上の掛金元本返還請求権」に基づき、金員の支払を求めた事案

618

◆原告が、被告に対し、携帯電話料金の支払を請求したところ、被告
が、通常通話分の支払義務を認めた上で、特殊通話利用分（パケット通
電話料金請 信料等）については、契約時に料金設定に関する十分な説明がなかっ
たから支払義務はないとして争った事案
求事件

◆被告は、料金プラン等の一応の説明を受けており、本件携帯電話機 その他
を受領した時点でガイドブックを受け取っているのであるから、この説明
を読めば、原告の料金設定がいくらであるかは十分理解できたといえ、
その支払を拒むことはできないとして、原告の請求を全部認容した事例

主張なし

平成18年 2月22日
名古屋簡裁 平1７
（ハ）７６３６号

616

328
619

620

621

◆被控訴人の勧誘によってゴルフクラブの会員権を購入した控訴人ら ◆破綻したゴルフ場経営会社のゴルフクラブ会員権を購入した者が預 その他
が、勧誘行為が違法であったとして、被控訴人に対し、不法行為に基づ 託金の返還を受けられずに損害を被った場合、会員権の購入を勧誘し
平成17年11月29日
損害賠償請
き、上記ゴルフクラブを運営する会社が破綻し控訴人らが預託した金銭 た金融機関の職員に同会社の財務状況等について説明すべき義務の
大阪高裁 平1７
求控訴事件
のうち返還されなくなった分の損害金等の支払を求めた事案
違反があったとして、金融機関の不法行為責任が認められた事例
（ネ）1４０９号

5割

◆控訴人花子が、被控訴人銀行に対し、被控訴人銀行の太郎に対する
上記貸付は、相続税対策を目的とするところ、同被控訴人の担当者は、
相続税制の法改正について説明しなかったなどの義務違反があるとし
債務不存在 て、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めたのに対し、債
確認等、同 権回収株式会社である被控訴人Ｙが、控訴人花子に対し、上記代位弁
反訴請求控 済による求償権に基づき、控訴人一郎及び控訴人二郎に対し、上記連
帯保証契約に基づき、連帯して支払を求めた事案
訴事件

◆昭和六三年の税制改正で相続税課税が取得価格によることになった その他
ことについて不動産取得融資の際に銀行担当者が説明しなかった場
合、銀行に条理上の説明義務の違反があるとし、融資を受けた者の銀
行に対する損害賠償請求が認められた事例
◆相続税対策により銀行から融資を受けた不動産を購入した者が、不
動産価格の下落等により損害を被った場合、融資した銀行の担当者に
税制改正や相続税対策の効果等についての説明義務があったとして、
銀行の損害賠償責任が認められた事例

3割

◆控訴人が被控訴人に対し、被控訴人が設置運営する大学の特技（ス
ポーツ）推薦入学試験を控訴人が受験し、不合格となったことについて、
平成16年10月14日
損害賠償請
債務不履行又は不法行為により、損害賠償を求めた事案
大阪高裁 平1４
求控訴事件
（ネ）３７1４号

◆大学が、特技（スポーツ）推薦入学試験制度について受験者に対し適 その他
切な説明をしないばかりか、誤った情報を提供し説明義務に違反したと
して、その誤信によって受験生が被った損害の賠償請求を認めるとした
事例

主張なし

平成17年 3月31日
東京高裁 平1６
（ネ）1０５号
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

622

裁判年月日・裁判
所・事件番号

分類

過失割合
主張なし

5割

◆被控訴人には、債権者として主債務者である有限会社Ｃの信用状況
について調査し、その結果得られた情報や手形割引に関する情報等
預金払戻請 を、連帯根保証をした控訴人らに提供すべき信義則上の義務があるか
求控訴事件 否かが争われた事案

◆主債務者の信用状態に関する調査は、被控訴人が与信取引の開始 その他
や継続等を決するに当たり、その意思形成を円滑、適切に行うことを目
的としてされるものであることなどから、被控訴人に、調査等の結果得ら
れた情報を控訴人らに提供すべき義務があったものとは認められない
とした事例

請求棄却

◆原告らが、旅行会社である被告に対し、旅行の中止について、①出
発前に米同時多発テロによる旅行の中止が予測され、取消料の負担な
しに旅行契約の解除を認める旅行約款条項が適用されたとして、同条
項に基づく解除を認める取扱いをする義務及び同解除ができることを説
損害賠償請 明する義務、②海外危険情報の発出の有無及びその内容を説明する
義務をいずれも尽くさず、これにより中止を余儀なくされた本件旅行に参
求事件
加させられたとして、債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権
に基づき損害賠償を求めた事案

◆旅行会社の主催する「西トルキスタン・大シルクロード」という名称の その他
海外パック旅行が米国同時多発テロの影響で途中で中止された場合、
旅行会社には、旅行出発時において、旅行者が取消料の負担なしで旅
行契約解除を認める旅行約款条項に関する説明義務違反があるとされ
た事例
◆旅行会社が旅行者に対する取消料の負担なしの解除ができることの
説明義務に違反した場合、旅行者に旅行契約を解除するかどうかの選
択判断の機会喪失の損害を与えたものであるとして、慰謝料各五万円
が認められた事例

主張なし

◆控訴人の所属する広島市立Ｂ中学校野球部が野球大会に出場すべ
く学校外の会場に赴いた際、会場付近の公園内で待機中に、同じく野球
部員である被控訴人生徒らが控訴人に向けて投げたドングリが控訴人
の右眼に当たり、控訴人が右眼角膜穿孔と外傷性白内障の傷害を負
い、視力低下・調節障害等の後遺障害が残ったとして、控訴人が、Ｂ中
平成15年12月25日
損害賠償請
学を開設している被控訴人広島市に対しては、国家賠償法1条1項に基
広島高裁 平1５
求控訴事件
づき、被控訴人生徒らに対しては共同不法行為に基づき、それぞれ損
（ネ）９1号
害賠償を請求したところ、原判決は請求を棄却したことから、控訴人が、
Ａ教諭の過失や報告義務について追加の主張をして控訴した事案

◆Ａ教諭において、ドングリ投げが行われて本件事故のような事故が発 その他
生すると予見することが可能であったとはいえず、生徒の動静を確認す
べき義務はなく同人に過失はないとし、また、Ａ教諭らは本件事故後10
日から2週間程度、野球部員から話を聞くなどし、本件事故後原因等を
調査するとともに、その調査結果に基づいて図面を作成して、これを示
して控訴人の親権者に説明したことが認められ、報告義務違反は認め
られないなどとして、控訴を棄却した事例

請求棄却

◆原告らが、若年時より長期間にわたって喫煙を継続したため、肺が
ん、喉頭がん、肺気腫に罹患したとして、被告らがたばこと健康に関す
る正確な情報を提供するなどの有効な喫煙規制対策をとらずにたばこ
を販売し、又は販売させたことなどが違法であるとして、被告会社に対し
て民法709条に基づき、同被告の歴代の代表取締役に対しては商法266
条の3に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条に基づき、原告の損
害を連帯して賠償するよう求め、さらに被告会社に対し、原告らの人格
権が侵害されていることを理由に、侵害行為の差止めとして、販売制
限、広告の禁止、有害表示の掲載等を求めた事案

◆長期間にわたるたばこ喫煙者が肺がん、肺気腫等に罹患したとして、 その他
被告に対し、たばこと健康に関する正確な情報を提供するなど有効な喫
煙規制対策をとらずにたばこを販売し、又は販売させたことが違法であ
るとして行った損害賠償請求について、違法性がないとして請求が棄却
された事例
◆長期間にわたるたばこ喫煙者が肺がん、肺気腫等に罹患したとして、
被告の歴代の代表取締役に対して行った商法二六六条の三に基づく損
害賠償請求について、違法性がないとして請求が棄却された事例
◆長期間にわたるたばこ喫煙者が肺がん、肺気腫等に罹患したとして、
国に対して行った国家賠償法一条に基づく損害賠償請求について、違
法性がないとして請求が棄却された事例
◆長期間にわたるたばこ喫煙者が肺がん、肺気腫等に罹患したとして、
被告に対して行った、たばこによる人格権侵害行為の差止めとしての販
売制限、広告の禁止、有害表示の掲載等の請求について、違法性がな
いとして請求が棄却された事例
◆たばこの有害性を理由に、喫煙者からの被告に対するたばこの販売
の制限、広告の禁止、有害表示及び損害賠償の請求が棄却された事
例

請求棄却

624

平成16年 5月26日
広島高裁 平1６
（ネ）1６号

329
627

裁判所の判断

◆銀行である原告が、被告に対し、貸金契約に基づく支払を請求したの ◆銀行ローン付きのゴルフ会員権の購入の勧誘につき、欺罔行為に匹 その他
貸金請求控 に対して、被告が、原告に虚偽の説明があったと主張して不法行為に基 敵する過失があったとして、銀行の不法行為責任が認められた事例
づく損害賠償を請求した事案
訴事件

平成16年 8月 9日
東京高裁 平1６
（ネ）1５６６号

626

事案の概要

◆貸金業者である訴外会社及び同社から営業譲渡を受け、その後商号 ◆営業譲渡を受ける際、被告は、訴外会社の債務につき免責される旨 その他
を変更した被告との間で、継続的に借入れと返済をしてきた原告が、過 の登記をしたが、そのことにつき顧実には何ら説明していないのに加
払金の発生を主張してその返還等を求めた事案
え、被告が訴外会社の商号を継続使用していたなどの諸事实からすれ
平成16年10月13日 不当利得金
ば、被告は、商法26条1項により、訴外会社の過払金返還債務について
神戸地裁 平1５
返還請求事
も弁済する義務があり、また、被告が免責登記を主張するのは信義則
（ワ）1７６５号
件
に反し許されないとした上で、みなし弁済の適用、消滅時効の成立など
の被告の各主張を排斥して、原告の請求を全部認容した事例

623

625

事件名

平成16年 1月28日
東京地裁 平1４
（ワ）1３８２７号

平成15年10月21日
損害賠償等
東京地裁 平1０
請求事件
（ワ）1０３７９号
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要
◆被告のパソコン講座の予約制を申し込み、同講座を受講した原告
が、厚生労働省の教育訓練給付制度を利用して受講することを希望し
ていたが、被告の説明不足のために、同制度を利用することができな
かったとして、被告に対し、損害賠償を請求した事案

628

629

330

630

631

632

平成15年10月 3日
大津地裁 平1４
（ワ）５４０号

平成15年10月 2日
神戸地裁 平1４
（ワ）1３７５号

損害賠償請
求事件

◆Ｂ社の自動車の販売及び修理等を業とする原告よりＢ社製のフルタ
イム4ＷＤ車（本件自動車）を購入した被告Ａが、被告Ｂにおいて、本件
自動車の前輪2本のタイヤをＥ社製の新品のタイヤに交換し、その後、
被告Ａが高速道路を走行中に本件自動車のボンネット内で火災が発生
する事故が生じたため、被告Ａは原告に本件修理を依頼したことについ
自動車修理 て、原告が被告Ａに対し、修理代金を請求したところ、被告Ａは、本件火
災事故は原告が被告Ａに販売した本件自動車のミッションのシフト不良
等代金請
求、損害賠 の欠陥に起因するものであり、原告が行った修理は、その欠陥を修理し
償請求事件 ただけのものであるから、被告Ａにはその修理代金を支払う義務がない
として争った事案

裁判所の判断

平成14年 3月19日
神戸地裁 平1２
（ワ）２５３２号

過失割合
2割

◆本件火災事故は、本件自動車の欠陥に起因するものとは認められな その他
いから、被告Ａの上記主張はこれを採用することができないとして、原告
の請求を全て認容した事例
◆被告Ａが、原告には、タイヤの装着等につき誤りのないよう周知徹底
を図る義務を怠ったなどの過失があり、また、被告Ｂにはタイヤ交換に
おいて過失があり、上記火災事故はこれらの過失が競合したことにより
発生したものであるとして、原告及び被告Ｂに対し、債務不履行ないし
不法行為に基づき賠償請求をしたところ（第2事件）、原告には、メー
カーの指定した方法でタイヤを装着する必要があることを周知徹底させ
る義務違反があり、また、被告Tにもタイヤ交換において説明義務違反
が認められ、本件火災事故は、原告及び被告Tの各過失が競合して発
生したものと認められるとし、また、被告Ａにも過失が認められるとして、
5割の過失相殺をするなどして、被告Ａの請求を一部認容した事例

5割

◆アメリカにおいてヘリコプターの操縦免許を取得する専門学校と原告 ◆原告らに対する被告の説明義務違反の主張は排斥したものの訓練
らは入学契約を締結したものの、語学力等の力不足のために追加出費 態勢には不備があったとして、被告の債務不履行と因果関係のある原
平成14年11月21日
損害賠償請
を余儀なくされた末に免許取得できなかったことが被告の説明義務違反 告らの損害の一部を認定判断した事例
東京地裁 平1２
求事件
ないし誠实訓練違反であるとして損害賠償を請求した事案
（ワ）８７２９号

平成14年 3月27日
東京地裁 平11
（ワ）８４７３号

分類

◆原告は、本件給付制度を利用することを前提として本件講座を受講し その他
たことが認められ、予約制に本件給付制度が適用されないことを予め
知っていたならば、予約制を利用しなかったものと判断するのが相当で
あり、被告の従業員であるＣは講座の内容だけでなく、予約制では本件
給付制度を利用することができない旨の正確な説明をすべき義務があ
り、この点の説明を怠ったＣの行為には過失があるとし、原告が給付制
度を利用して受講することを申し出ていない点を考慮して2割の過失相
殺をするなどして請求を一部認容した事例

その他

主張なし

◆Ａ社からゴルフ会員権を購入し、被告銀行らから提携ローンにより購
入資金を借り入れた原告らが、Ａ社は事实上倒産状態となり、ゴルフ会
員権売買契約はＡ社の債務不履行を理由に解除されたことから、提携
ローンによる借入に際し、被告銀行らに説明義務違反があったなどと主
張し、債務不履行又は不法行為による損害賠償を求めた事案

◆ゴルフ場建設・販売業者がゴルフ場の開場予定期日から九年を経過 その他
してもこれを開場しないことが、ゴルフ会員権購入者に対する債務不履
行を構成するとされた事例
◆与信業者（銀行）が实質的にみて、ゴルフ場建設・販売業者の共同事
業者とみるべき实態があり、与信業者もゴルフ場を完成させる債務を負
うと認めるべき特段の事情がない以上、与信業者にゴルフ場を完成さ
せる債務不履行責任はないとされた事例
◆ゴルフ会員権購入者に対する与信業者（銀行）従業員の勧誘・説明
に、虚偽の情報の提供などはなく、説明義務違反は認められないとし
て、与信業者の債務不履行、不法行為による責任がいずれも否定され
た事例
◆ゴルフ場建設・販売業者の債務不履行を与信業者に帰せしめるのを
信義則上相当とする特段の事情がないことから、ゴルフ場の未完成を
もって与信業者（銀行）に対する抗弁事由にならないとして、与信業者
（銀行）のゴルフ会員権購入者に対する貸金返還請求が認容された事
例

主張なし

◆音楽塾を経営する被告との間で、被告が経営する「Ａ」のインストラク
ター科に入会する旨の契約を締結した原告が被告に対し、被告が説明
どおりの授業を行わなかったとして、原告が月謝・維持費名目で支払っ
た107万1000円について、債務不履行、錯誤無効、詐欺取消を主張し
損害賠償請
て、同額の支払を求め、また、原告がカリキュラム代の名目で支払った
求事件
525万円については不法行為に基づき、さらに、慰謝料300万円を債務
不履行及び不法行為に基づき請求した事案

◆月謝等にかかる請求ついては、被告に全面的に債務不履行があった その他
とか、原告に要素の錯誤があったとか、被告の行為が詐欺となるとまで
断定することは困難であるとしたものの、レッスン内容は不十分、不完
全であるとして、20万4200円の返還義務を認め、また、被告が原告に対
し、音大プラスα の授業を行うとか特別のカリキュラムを組むなどと説明
してカリキュラム代等を納めさせたことは不法行為にあたるとして、カリ
キュラム代525万円全額の支払を認め、さらに、慰謝料100万円を認定し
て、請求を一部認容した事例

主張なし

貸金請求、
貸金等請求
反訴、損害
賠償等請
求、損害賠
償等請求反
訴事件
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参考事情
原告は、Ｂ校でＣに本件講座の受講を
申し込む際に、本件給付制度を利用し
て受講することを申し出ていないとこ
ろ、尐なくとも原告が、本件講座の受講
申込みの際に、本件給付制度を利用し
て本件講座を申込むものであることを
説明していたならば、Ｃが予約制を勧め
ることがなかったことから、その点にお
いて消費者契約法3条2項の趣旨及び
公平の見地から過失相殺をするのが相
当である。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

◆土砂崩れにより死亡した訴外人一家四名の相続人である原告らが、 ◆土砂崩れにより建物で就寝中の一家四名が生き埋めになって死亡し その他
右土砂崩れを起こした土地の所有者で、かつ、訴外人に対して右土地 た事故につき、当該家族の居住していた土地・建物の売主らに不法行
に隣接する土地・建物を売却した被告会社並びに同被告の代表者であ 為に基づく損害賠償責任が認められた事例
る被告Ｙ1及び被告Ｙ2に対して不法行為に基づき、また、被告会社に対
して工作物責任又は瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を請求した事案
633

634

平成13年 2月14日
大阪地裁 平1０
（ワ）４1８７号

過失割合
否定

損害賠償請
求事件

◆原告が、主位的には、被告との間で、ダイヤルＱ2回線を利用してイン
ターネットに接続した利用者に対して、プロバイダーがサーバーに搭載
している画像情報を提供し、その利用代金をＮＴＴが代行して徴収し、プ
ロバイダーの銀行口座宛て送金するというシステムの運営管理業務を
平成12年11月30日
売買代金返 委託する契約を締結したが、被告には債務不履行があるとして、予備的
東京地裁 平11
還請求事件 には、被告との間で、本件システムに使用するサーバーについての売
（ワ）111４４号
買契約を締結し、その代金を支払ったが、右売買契約は錯誤により無
効であるとして、原告が被告に支払った金員の支払を求めた事案

◆ＸがＹとの間で「情報料回収代行サービス回線を利用してインターネッ その他
トに接続した利用者に対しプロバイダーがサーバーに搭載している画像
情報を提供し、その利用代金をＮＴＴが代行して徴収しプロバイダーの
銀行口座宛て送金するというシステムを利用した事業」に参加する契約
を締結し、一二〇〇万円を支払った場合において、この契約はわいせ
つ画像をインターネット上で閲覧可能な状態に置き、収益をあげることを
目的としたものであり公序良俗に反し、無効であり、支払われた一二〇
〇万円は不法原因給付に当たるとされた事例

請求棄却

◆Ｘは、結婚を前提とする交際相手を紹介する役務を提供するＹと会員 その他
契約を締結したところ、Ｙは女性会員名簿を送付するのみであり、「交際
希望申込カード」にＸの氏名、電話番号を載せたが、名簿を送付する紹
介方法は会員契約に違反するものではなく、カードに氏名、電話番号を
掲載することも事前の承諾がありプライバシーを侵害するものではない
とされた事例

請求棄却

参考事情
居住者は、本件土地・建物を住居として
使用するにつき生命、身体に対する最
低限の安全性を備えていると信頼して
いたと認めるのが相当であって、その
危険性を認識するのは困難であり、か
つ、右信頼は保護に値するといわざる
をえず、また、東側一階の部屋で就寝
することにつき、その危険性を認識する
ことは困難であったといわざるをえず、
本件結果の発生につき亡訴外人に過
失があったと認めることはできない。

平成12年 9月29日
東京地裁 平1２
（ワ）９５７０号

平成12年 9月28日
東京地裁 平11
（ワ）1０1６８号

◆原告が、被告に対し、ゴルフ会員権の購入資金を融資した金銭消費
貸借契約に基づき、貸金及び遅延損害金の支払を求めたところ、被告
貸金請求事
が、原告に対し、右契約の締結につき説明義務違反及び保護義務違反
件
による損害賠償請求権を有するとして、相殺を主張した事案

◆ゴルフ会員権の購入資金を融資したＸがＹに対し、金銭消費貸借契約 その他
に基づき貸金請求をした場合において、Ｘの担当者が貸付けに際し説
明義務違反及び保護義務違反があったとするＹの反論が認められな
かった事例

主張なし

636

◆ヘリコプターの免許取得のため、被告会社との間で飛行操縦訓練校
入学契約を締結し、学費等を支払った原告が、被告会社は、原告に虚
平成10年 6月12日
損害賠償請 偽説明をし、適切な訓練や指導をしなかったとして、被告会社、同社代
大阪高裁 平８（ネ）
求控訴事件 表取締役及び被告会社の实質的経営者らに対し、損害賠償を求めた事
２７1０号
案

◆ヘリコプターの操縦免許を取得するため、その教習を实施する会社と その他
の間に入学契約を締結して教習を受けたが、免許を取得できなかったこ
とにつき、会社は説明義務及び誠实訓練義務に違反して債務不履行及
び不法行為責任を負うとされた事例

4割(職
権）

◆原告らが、U日本校の誘致は被告らの共同事業によるものであり、ま
た、同校に関する被告1の表示及び説明並びに被告2の宠伝を信頼して
同校に入学したところ、その实態が被告らの当初の表示及び説明等と
平成 7年 5月23日
損害賠償請 著しく相違するものであったばかりか、遂には同校が閉校するに至った
大阪地裁 平３（ワ）
こと等により、財産的損害及び精神的損害を被ったとして、同校の共同
求事件
３11８号
事業者である被告らに対し、民法七〇九条、七一九条に基づき、損害
賠償を請求した事案

◆外国大学が、日本校を開設するにあたり学生らに行つた表示及び説 その他
明に虚偽又は誇大な点があつたとして同大学の不法行為責任を認めた
事例
◆外国大学の日本校誘致に関与した地方公共団体の不法行為責任が
否定された事例

否定(判 特に記載なし。
決上不分
明）

331

635

◆被告の会員となった原告が、被告に対し、「結婚が決まるまで、お世
話致します」との約定に反し原告に合った女性を紹介しなかったこと、原
告の了解なく「交際希望申込カード」に原告の氏名、自宅の電話番号を
損害賠償請
載せることにより原告のプライバシーを侵害したこと等を理由に、債務不
求事件
履行ないし不法行為に基づき損害賠償を請求した事案

637

638

639

◆被告会社とドライバー保険契約を締結した原告が、本件契約の締結 ◆いわゆるドライバー保険の締結に当たり、保険代理店において同居
の際に誤った説明を受けたと主張して、これに起因する損害について、 の親族所有の自動車を借用運転中の事故が保険の対象とならない旨
平成 7年 4月28日
損害賠償請 被告会社に対しては募集取締法一一条一項、一六条一項一号に基づ の特約を保険契約者に積極的に告知する義務はないとされた事例
東京高裁 平４（ネ）
いて、被告江頭に対しては不法行為に基づいて連帯のうえ、金員の支
求事件
４２０４号
払を求めた事案
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その他

請求棄却

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

640

641

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成 4年 4月22日
東京地裁 昭６1
（ワ）３８３０号

平成元年 4月25日
山形地裁 昭６1
（ワ）1２４号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

◆いわゆる豊田商法（金のペーパー商法）の被害者である原告らが、取
引に関与した元従業員である被告らを相手にして不法行為による損害
賠償を求めるとともに、国に対して公正取引委員会及び通産省の不作
為を理由に国家賠償法一条一項による損害賠償を求めた事案
損害賠償請
求事件

◆訴外会社と純金ファミリー契約を締結した原告らが、同社従業員であ
る被告らに対し、積極的に虚偽の事实、すなわち、同社が間違いなく金
地金を保有しており、満期には金地金が確实に返還され、かつ、それま
での間、約定の賃料名下の金員が支払われると申し向けるなどして長
時間執拗に勧誘し、その旨誤信した原告らに純金ファミリー契約を締結
損害賠償請
させて、売買代金名下に現金を交付させたものであるから、それが不法
求事件
行為に該当するとして、損害の賠償を求めた事案

◆被告会社の仲介により店舗の賃貸借契約を締結した原告が、被告会 ◆宅地建物取引業者が建物の賃貸借の仲介をするに当たり、賃貸人
社の注意義務違反により、本件店舗の所有者を誤信したとして、被告会 の所有権の存否の調査を怠つた義務違反があるとして不法行為責任
社に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案
が認められた事例
642

332
643

644

645

646

昭和59年 2月24日
東京地裁 昭５６
（ワ）1２６５５号

平成23年 5月17日
東京地裁 平２1
（ワ）３０４０２号

その他

過失割合

◆（出典誌に判決全文が掲載されていないため不明）
不明

主張なし

否定

◆宅地建物取引業者につき、仲介の目的たる山林について保安林指定 その他
の有無を調査しなかつたとして不法行為責任を認めた事例

主張なし

◆マンション経営契約を、元本確实、高利回りの有利な利殖法と宠伝、 その他
勧誘させた会社の幹部らについて、元本返済の確实性を認めることは
できないとして不法行為等に基づく損害賠償責任を肯定した事例
◆不特定多数の者に対し仮登記を経由すれば出資する元金は安全で
あると説明してなされたいわゆるマンション経営契約が詐欺であるとして
損害賠償請求が認められた事例

否定

◆宅地建物取引業者は取引関係者に対し取引に伴う課税について説 その他
明等をする義務を原則として負わないが、信義則上負う場合もあること
を認めた事例

不明

◆Ａ社の従業員であり、Ａ社の従業員らで組織する被告の会員であった ◆不法行為に基づく損害賠償請求を除いて原告らの請求を認容した事 その他
原告Ｘ1が、Ａ社を退職した際に被告から所定の精算金が支払われてい 例
ないなどと主張して、被告に対し、精算金等の支払を求め、また、同じく
被告の会員であった原告Ｘ2及びＸ3が、Ａ社を退職した際に被告から支
精算金等請
払を受けた精算金は不当利得ではないなどと主張して、被告との間で
求事件
精算金返還義務の不存在確認を求め、さらに原告らが、被告に対し、被
告の虚偽説明等により精神的苦痛を受けたとして不法行為に基づく損
害賠償を求めた事案
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参考事情

主張なし

損害賠償請
求事件

昭和55年 6月 5日
◆山林の買主である被上告人が、不動産仲介業者である上告人に対
損害金等請
最高裁第一小法廷
し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案
求事件
昭５４（オ）1２５２号
◆訴外会社との間でいわゆるマンション経営契約を締結した原告が、同
社の従業員らに対し、詐欺等を理由とする不法行為に基づいて損害賠
償を求めた事案
昭和51年 8月23日
損害賠償請
東京地裁 昭４８
求事件
（ワ）1０５７号

昭和49年11月 6日
大阪高裁 昭４５
（ネ）８９０号

分類

◆いわゆる豊田商法を行つていた株式会社が独占禁止法一九条並び その他
に不当景品類及び不当表示防止法四条の適用対象となる事業者に当
たるとされた事例
◆公正取引委員会がいわゆる豊田商法につき個々の消費者との関係
で独占禁止法並びに不当景品類及び不当表示防止法に基づく調査、
審判等の権限を行使する義務を負つていたとは認められないとされた
事例
◆通商産業省がいわゆる豊田商法につき特定個人に対する関係で条
理ないし慣習等に基づき公正取引委員会に通報、協力する義務を負つ
ていたとはいえないとされた事例
◆会社従業員は、会社が自分達への異常な高額給与を含め、多額の その他
経費を費やしていて、極めて高率の収益を維持しなければ実に対する
純金ファミリー契約上の義務を履行し得ないことを認識していた一方、マ
スコミの厳しい批判報道にもかかわらず、自社がどのようにして高収益
を得ているか具体的に納得のいく説明を受けていない場合、会社が実
から金地金売買代金名下に受領した金員を経費に費消しているとの批
判報道が真实であつて、金地金を約定どおり実に償還することが不可
能または著しく困難であることを容易に認識しえたものというべきである
とされた事例

主張なし

原告が本件店舗を明渡したのは、訴外
会社から、本件店舗を明け渡すよう申
出を受け、次いで同年三月一九日ご
ろ、本件建物の占有移転禁止の仮処
分を受けたため、やむを得ず、本件店
舗での喫茶店の営業を中止し、明渡す
合意を行ったものであり、明渡しを行っ
た点に過失はない。

原告にも、不動産に関する取引を行う
者として軽率な点はあったものの、被告
らのマンションの青田売という、刑事上
詐欺罪にも問われた行為の違法性の
程度に照らすと、原告の過失は斟酌す
べきではない。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

647

648

649

333

650

651

裁判年月日・裁判
所・事件番号
平成23年 4月14日
東京地裁 平２1
（ワ）２４２７３号

平成23年 1月28日
東京地裁 平２1
（ワ）３３８５９号

平成22年 7月 2日
東京地裁 平２０
（ワ）２２３３４号

平成22年 2月25日
東京地裁 平２０
（ワ）７３２７号

平成21年 5月21日
東京地裁 平1８
（ワ）11６３５号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆原告のためオーストラリアにおける査証取得申請事務代行業務を受
託していた旅行代理店たる被告の従業員が、最終的に手配した査証の
有効期限につき誤った情報を原告に提供した結果、これを信頼して査証
損害賠償請
有効期限後も同国に滞在していた原告に、不法滞在者としての不利益
求事件
を負わせたことを理由として、原告が被告に対して損害賠償を求め、損
害論が争われた事案

◆原告が同国における雇用契約の根拠として提出する契約書には様々 その他
な不審な点があり、紛争が発生した後に意図的に作成された可能性が
高く、信用できないとし、また、原告の主張する現在の症状と被告の行
為との間に相当因果関係は認められないなどとして、休業損害や通院
費等の請求を認めず、原告の請求を慰謝料及び弁護士費用の限度で
一部認容した事例

主張なし

◆外国銀行である被告との間で、外貨建て定期預金契約を締結した原
告が、円高が進行したためこれを解約したところ、元本を上回る損失が
発生し、預金を相殺されるとともに借入金債務等を負担することになっ
損害賠償請
たため、被告に対し、損害賠償を求めた事案
求事件

◆金融商品の販売等に関する法律3条の施行日以前に締結された本件 その他
の契約につき、被告が同条の説明義務を負うとはいえず、これは施行
日以後に自動更新された契約についても同様であるなどとして説明義
務違反を否定し、原告の投資経験や資産状況に照らして適合性原則違
反も認められず、相殺義務違反など原告が主張するその余の被告の義
務違反も認められないとして、原告の請求を棄却した事例

請求棄却

◆本件投資をした原告が、①同投資に関する被告会社の勧誘が出資
の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律1条及び2条1項に
違反し、また、②出資のリスク等を正確に認識するに足りる情報を提供
すべき義務を怠った違法があるとして、被告会社に対しては不法行為、
使用者責任又は旧民法44条に基づき、被告Ｙ2に対しては被告会社の
損害賠償請
違法な勧誘を主導したとして不法行為に基づき、被告会社代表取締役
求事件
である被告Ｙ1に対しては旧商法266条の3に基づき、損害賠償を請求し
た事案

◆①本件投資は、その性質上、元本の全額返還が前提とされない「投 その他
資」であると認められ、元本の全額返還が前提とされる「預り金」には当
たらないものと解されるので、出資法2条1項は適用されないこと、本件
投資契約の要約書面は出資元本全額が払い戻されることを前提にした
記載であるとは認められず、被告会社の勧誘が出資法1条に違反して
いるとはいえないとして、被告会社の勧誘が出資法に違反しているとは
いえないこと、②本件投資の相手方は被告会社ではないと認められ、被
告会社が本件投資のリスク等を説明する義務を負っているとはいえな
いなどとして、不法行為の成立を否定し、請求を棄却した事例

請求棄却

◆原告ら及び被告は、いずれも歯科医師であり、歯科医院を共同経営
していたところ、共同経営から撤退した原告らが被告に対し、共同経営
の際に指導料として被告に代わって負担していた家賃の一部の返還を
求めるとともに、被告に説明義務違反があるとして損害賠償を求めるな
どした（本訴）のに対し、被告が原告らに対し、原告らには指導料の支払
義務があるとして指導料の支払を求めた（反訴）事案

◆原告ら及び被告は本件歯科医院の営業譲渡を目的としており、原告 その他
らの支払っていた指導料は将来の譲渡代金に充当されるものであっ
て、共同経営が廃止された場合には返還義務が認められるが、被告の
説明義務違反は認められないなどとして、本訴を一部認容するととも
に、反訴を棄却した事例

主張なし

◆東京証券取引所のマザーズ上場企業である被告親会社又は被告子
会社の株式を取得した原告らが、被告親会社の有価証券報告書の重
要事項に虚偽記載があり、また、被告子会社の株式交換に関する公表
及び業績公表に虚偽があったため、損害を被ったと主張して、被告会社
ら、同社の取締役、監査役、同社から監査を受嘱していた監査法人、公
認会計士等に対し、損害賠償を求めた事案
◆親会社の有価証券報告書における証券取引法21条の2第1項、24条
の4所定の「重要な事項」について、虚偽記載の有無及び当該事实が認
められた場合における当該親会社等の損害賠償責任の有無につき争
われた事案

◆有価証券報告書の重要事項についての虚偽記載及び東京証券取引 その他
所の規則に基づく適時開示における虚偽公表の事实を認め、本件親会
社の株式取得者に対し、本件親会社、同社取締役、監査役、同社から
監査を受嘱した監査法人及び公認会計士らの損害賠償責任を認めた
事例
◆東京証券取引所の規則に基づく公表（適時開示）により虚偽の事实を
公表した会社等の不法行為責任について、同規則には虚偽公表に対
する法的責任については特別に設けられていないものの、会社情報の
正確な提供等は有価証券の公正な価格形成の確保にとって重要である
から、虚偽公表が行われたことにより当該会社の株式を取得した者に
損害を生じさせた場合には、当該取得者が公表事实に虚偽があること
を認識しながら当該株式を取得した等の特段の事情がない限り、当該
損害につき、不法行為による損害賠償責任を負うとされた事例
◆株式会社により、有価証券報告書の重要事項の虚偽記載及び東京
証券取引所の規則に基づく適時開示において虚偽公表がされた場合
に、同事实を知らずに当該会社の株式を取得した者が被った損害につ
いて、本件有価証券報告書提出後及び虚偽公表後の株式取得者は、
潜在的には、当該株式の取得時点で、本来あるべき市場株価と現实の
市場株価（取得株価）の差額（取得時差額）相当の損害を被ったといえ、
当該虚偽記載等が明らかになり、株式の市場価格が下落し、取得時差
額相当の損害が現实化、顕在化した時点で、損害が現实に生じたとみ
るべきであるとした上で、証券取引法21条の2第2項が適用される場合
は、同項で推定される損害額から同条5項による減額を行った額を損害
額とし、同条2項が適用されない場合は、民事訴訟法248条により、同様
の方法で損害額を算定した事例

主張なし

指導料返還
等請求本訴
事件、指導
料請求反訴
事件

各損害賠償
請求事件
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

652

653

裁判年月日・裁判
所・事件番号

平成19年 8月28日
東京地裁 平１８
（ワ）１０７５３号

平成19年 5月23日
東京地裁 平１６
（ワ）９０１２号

事件名

分類

過失割合

◆金融機関である被告に対し長期分割の貸金債務を負っている原告
が、同債務を繰上弁済する際に、被告担当者から、繰上弁済に伴う税
務上の問題について適切な説明をされなかったために、償還期間を短
縮する方法を選択した結果、租税特別措置法41条（住宅借入金等を有
損害賠償請
する場合の所得税額の特別控除）、41条の5（居住用財産の買換え等の
求事件
場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除）の適用が受けられなくなり
損害を被ったと主張して、被告に対し、信義則上の説明義務違反を理由
として民法415条、709条、715条に基づく損害賠償を請求した事案

事案の概要

◆金融機関である被告から住宅購入資金のため長期分割の貸金債務 その他
を負っている原告が被告の担当者の助言を聞いて繰上弁済をしたため
に租税特別措置法上の控除制度（本件控除制度）の適用を受けられな
くなったとして求めた損害賠償請求が、被告担当者には税法上の本件
控除制度の適用の有無につき説明すべき信義則上の義務を一般的に
負っていると認めることはできないから被告の債務不履行ないし不法行
為は成立しないとして棄却された事例

裁判所の判断

請求棄却

◆訴外会社（破産会社）と投機的商品取引をした原告が同社の担当者
による違法行為があり損害を被ったとして訴外会社の破産管財人及び
損害賠償請 同社の代表取締役（破産者）の破産管財人には各破産債権の確定を、
求事件、破 同社の取締役二名には損害賠償を求めた事案
産債権確定
請求事件

◆担当者による適合性原則違反、断定的判断の提供、説明義務違反、 その他
一任売買等といった原告主張の違反行為を否定し、取締役二名には任
務懈怠が認められないとして損害賠償請求を棄却したが、担当者らによ
る過大建玉の違法があったとして訴外会社の使用者責任及び代表者の
分離保管義務違反による株式会社の代表取締役としての損害賠償責
任を肯定し、原告にも五割の過失相殺をした上で両者の破産管財人に
対する破産債権の確定請求を一部認容した事例

5割

◆証券取引法17条に定める損害賠償責任の責任主体である「有価証 その他
券を取得させた者」を証券の発行者、募集若しくは売出しをする者、引
受人又は証券会社等に限られないと解するとしても、被告らは、原告の
本件株券購入に際し、原告から何らの利益も受けずに、原告からの求
めに応じて情報を提供したり、書面を作成したに過ぎないこと、及び原
告は短資業を営む会社であり、本件目論見書の分析は十分に可能なこ
となどから、被告らは「有価証券を取得させた者」に該当せず、被告らに
賠償責任を認めることはできないとして請求を棄却した事例

請求棄却

◆投資顧問会社である被告会社と投資顧問契約を締結していた原告 ◆投資顧問契約を締結した顧実に対して特定のファンドへの投資を助 その他
が、被告会社の代表者である被告Ｃ川は、特定のファンドのリスクを一 言した投資顧問業者について、リスクの説明義務違反はないとして損害
切説明することなく、これに投資するよう勧誘したため、これを信じて本 賠償責任が否定された事例
損害賠償本 件ファンドに投資した原告は、本件ファンドの価格の下落によって損害
訴、同反訴 を被ったとして、被告Ｃ川に対しては不法行為に基づく損害賠償請求と
して、被告会社に対しては代表者の不法行為についての法人の責任
請求事件
（商法二六一条三項、七八条二項、民法四四条一項）に基づいて、損害
賠償を求めた事案

請求棄却

◆被告会社の代表取締役である被告らが不实の目論見書等を使用し
て原告に有価証券を取得させたとして、証券取引法17条に基づく損害
賠償等を請求した事案
654

334

655

656

657

658

平成17年10月25日
損害賠償請
東京地裁 平１５
求事件
（ワ）９２３６号

平成17年 4月26日
東京地裁 平１５
（ワ）２８６６６号

◆原告らが、被告の推進する公社共同事業制度を利用して被告から融
資を受けて共同住宅を建築したところ、被告に説明義務違反があったた
めに、原告Ｘ1が前金を支払った建設会社が倒産し、また、予定された賃
料収入等を得られないなどの損害を被った等と主張して、被告に対し、
損害の賠償及び契約の錯誤無効又は詐欺取消しに基づく債務不存在
確認を求めるとともに、その債務不存在を前提として、被告申立てによ
る不動産競売事件の配当表の書換えを求めたのに対して、被告が原告
らに対し、前記の融資金の返還を求めた事案

◆財団法人の推進する事業制度を利用して融資を受け共同住宅を建 その他
築した建築主が、財団法人の説明義務違反により前金を支払った建設
会社が倒産し予定された賃料収入が得られなかったなどの損害を被っ
た旨の主張が認められなかった事例

主張なし

◆原告花子が、被告銀行に対し、被告銀行の太郎に対する上記貸付
は、相続税対策を目的とするところ、同被告の担当者は、相続税制の法
債務不存在 改正について説明しなかったなどの義務違反があるとして、債務不履行
平成15年11月28日
確認等本訴 又は不法行為に基づく損害賠償を求めたのに対し、債権回収株式会社
東京地裁 平１４
請求、同反 である被告Ｙが、原告花子に対し、上記代位弁済による求償権に基づ
（ワ）２１１０５号
訴請求事件 き、原告一郎及び原告二郎に対し、上記連帯保証契約に基づき、連帯
して支払を求めた事案

◆相続税対策として高額の不動産を購入するためにされた融資契約に その他
際し、銀行の担当者が顧実に虚偽の説明をしたとは認められず、また、
担当者には信義則上、税制改正につき説明すべき義務があったとは認
められないとして、顧実の銀行に対する不法行為による損害賠償請求、
説明義務違反による損害賠償請求等がいずれも棄却された事例

主張なし

◆被告が発行するビデオ情報誌が風説を流布したことにより、訴外会社
の株式につき作為的相場が形成され、その結果当該株式を購入してい
損害賠償請 た原告が、その売却機会を逸することによって、損害を被ったとして、被
告に対し、不法行為（民法709条）に基づき損害賠償を請求した事案
求事件

◆Ａ社の株式売買で損失を生じたＸが、株式市況に関するビデオ情報を その他
提供する株式会社Ｙにおいて、風説を流布したことによりＡ社の株式に
つき作為的相場が形成され売却機会を逸したことにより損害を被ったと
して、Ｙに損害賠償請求をしたのに対し、Ｙの行為とＸの主張する損害と
は相当因果関係が認められないとされた事例

請求棄却

平成16年 1月28日
東京地裁 平１４
（ワ）１２０１８号

平成15年 6月18日
東京地裁 平１４
（ワ）１９３５６号

損害賠償等
請求、建物
譲渡代金等
請求反訴、
配当異議事
件
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参考事情

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

659

660

661

662

335
663

664

665

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆銀行が土地の所有者に建物を建築する資金を融資するに当たり、返 その他
済計画に関わる建築基準法上の規制について、同所有者に正確な情
報を説明しなかった過失があるとし、同所有者の銀行に対する損害賠
償請求が認容された事例

主張なし

◆原告が被告Ｙ1、Ｙ2及び被告会社に対し、貸金返還債務ないし連帯保 ◆金融機関の従業員が顧実に対し、相続税対策のために融資を受けて その他
証債務の履行を求めたのに対し（甲事件）、被告Ｙ1が、相続税対策とし 不動産を購入するよう勧誘した際に、不法行為責任を負うような説明義
平成14年11月26日 貸金請求、
て、原告の従業員の指導に従って原告から27億円を借り入れて不動産 務違反があったとは認められないとされた事例
東京地裁 平１３
損害賠償請
を購入したところ損害を被ったとして、原告の説明義務違反の不法行為
（ワ）８８２２号
求事件
を理由に損害賠償を求めた（乙事件）事案

主張なし

◆原告がカードローン契約に基づく債務の履行を請求したのに対し、被 ◆重度の視力障害者とのカードローン契約に基づき妻が無断でカード その他
を利用して行った金銭の借入れにつき、銀行の説明義務違反、貸手責
求償金請求 告が説明義務違反などを主張して争った事案
任が否定された事例
事件

主張なし

◆原告が被告に対しクレジットカード利用契約に基づき立替金の請求を
したが、被告は契約締結の事实を否認する一方、海外で利用した代金
の円換算方法（特に換算日）について原告から明確な説明がなかったと
立替金請求 して代金の支払を拒んだ事案
事件

◆原告と被告との間に本件クレジットカード利用契約が成立した事实を その他
認めることができるとし、会員規約によると交換レートの時期についてそ
の明示に欠けるところはなく、また、被告からの円換算方法についての
照会に対して原告は回答書を送付するなど業者としての説明義務を果
たしており、かえって、利用した後に円換算の時期や方法について知ら
なかったとの被告の弁解は信義則に反し許されないとして請求が認容さ
れた事例

主張なし

◆被告Ｙ1の従業員から、不動産を購入してその購入代金を同被告から
借り入れる方法による相続税対策をすることの勧誘を受け、被告Ｙ2の
仲介により、被告Ｙ3から土地建物を購入し、かつ、その購入代金等を被
告Ｙ1から借り入れた訴外人の相続人である原告が、被告Ｙ1はそれらの
平成13年 2月 7日
損害賠償請 点について虚偽の説明をしたなどと主張して、被告Ｙ1に対し、不法行為
東京地裁 平５（ワ）
（説明義務違反）に基づき、本件不動産の売買代金及び仲介手数料相
求事件
１５４８３号
当額の損害賠償を求めるとともに、本件不動産の取引に関与したその
余の被告らに対し、不法行為、不当利得等に基づき、売買代金相当額
等をそれぞれ請求した事案

◆資産家（顧実）が都市銀行の担当者から相続税対策として銀行から その他
融資を受けて不動産を購入することを勧められ、貸出金利が相続税対
策の实効性の重要な要素となる場合において、銀行担当者が貸出金利
につき真实は年一〇・三五パーセントないし一〇・四五パーセントである
のに年七・六パーセントであると虚偽の説明をしたときは信義則上要求
される説明義務違反であるとして、顧実の被った不動産の売買代金及
び仲介手数料相当額の損害賠償請求が認められた事例（過失相殺三
割）

3割

平成15年 1月24日
大阪地裁 平１２
（ワ）１３０３１号

平成14年 9月 6日
東京地裁 平１３
（ワ）１７４２７号

平成14年 6月14日
東京簡裁 平１４
（ハ）３６４１号

平成12年 8月21日
東京地裁 平１１
（ワ）１５１１１号

◆土地を単独所有ないし共有している原告らが、本件土地について登
記簿上根抵当権者とされている被告Ｙ1及び被告Ｙ2に対し、根抵当権設
定契約とともになされた原告Ｘ1と被告銀行との間の金銭消費貸借契約
は、原告Ｘ1が实現不可能な返済計画を实現可能と誤信したことにより
根抵当権抹 締結したものであったから、動機の錯誤により無効であり、根抵当権設
消登記手続 定契約も同様に錯誤により無効であると主張して、所有権に基づき根抵
等請求事件 当権設定登記の抹消登記手続を求めるとともに、原告Ｘ1が、本件各貸
付をした被告銀行及び本件建物の建築計画を作成した被告Ｙ3が实現
不可能な返済計画を实現可能と誤信させたと主張して、選択的に不法
行為又は債務不履行に基づき、損害賠償を請求した事案

◆金融機関（銀行）からの顧実に対する貸金請求に対し、顧実が当該 ◆金融機関に説明義務違反はなく、相殺の主張が認められなかった事 その他
貸金は貸主である金融機関が提携紹介した海外不動産物件への投資 例
貸金請求事 資金であり、右物件の価額低下による損害は金融機関の説明義務違反
に基因するなどとして、債務不履行又は不法行為による損害賠償請求
件
権による相殺を主張した事案

◆被告の修学資金貸与制度により資金の貸与を受けていた原告が、被 ◆医大の修学貸与資金制度に関して、大学の指示した派遣病院での勤 その他
告の指示に従い返還免除期間（一定期間指定される医療機関に勤務す 務が返還免除の対象とならなかった場合に、大学側に説明義務違反が
ると右貸与金返還が免除される）の算定を前提としてA病院に勤務した あったとして損害賠償が認められた事例
ところ、右病院は免除の対象外として返還金を請求されたことから、被
告の説明義務に反した指示により損害を被ったとして、不法行為に基づ
く損害賠償請求をし（主位的請求）、被告に勤務する教授から右免除対
平成12年 6月28日
損害賠償請 象とならないB病院への勤務を指示されたところ、原告がこれを拒否す
福岡地裁小倉支部
ると、医局からの退局を強要され、その後免除対象となる産業医等とし
求事件
平１１（ワ）２３１号
ての勤務が不可能となったとして、右教授らの行為は違法性があり被告
に対して使用者責任（民法七一五条）に基づく損害賠償を請求した（予
備的請求）各事案
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参考事情

請求棄却

1割

本件では、原告は、右病院への派遣を
指示されるについて、右病院での勤務
が免除対象外で免除期間に算入されな
いことを医局はもちろん誰からも説明さ
れておらず、事前に医局の助教授か
ら、専修医の六年までは専修医期間な
ので、産業医等に関係なく、どこの病院
でも就労できる旨説明を受けており、右
勤務は医局からの派遣であり、週二回
無休での大学勤務や医局からの雑用
などもあり、原告は当然免除期間に含
まれることに何の疑いもなく一年間右病
院で勤務していたものである。

A-3 情報提供義務に関する裁判例

通番

666

667

裁判年月日・裁判
所・事件番号

事件名

事案の概要

裁判所の判断

分類

過失割合

◆本件土地を購入した原告らが、被告Ｙ2の従業員らは、原告らに対し、 ◆虚偽の情報の提供により不当に高い価格で土地を購入させたいわゆ その他
執拗に勧誘し、本件土地の価値が实際の一五倍から二五倍あるものと る原野商法において不動産会社及び銀行に対する損害賠償請求が認
誤信させて本件土地を購入させ、他方、被告銀行は、原告らの本件土 められた事例
地購入について、専用の提携ローンを用意し、本件土地を不当に高く評
平成 6年 9月26日
損害賠償請
価したうえ、原告らから改めて抵当権の設定を受け、本件土地が被告銀
名古屋地裁 昭６０
求事件
行の評価額程度の価値を有するものと原告らを誤信させたと主張して、
（ワ）３８２６号
被告らの行為は共同不法行為であるとして、損害賠償の支払を請求し
た事案

主張なし

◆信用金庫と預金等の継続的な取引を行っていた原告らが、信用金庫 ◆金融機関の担当職員が顧実に対し定期預金を設定する際、普通預 その他
の担当職員に数々の不正行為等があったとして、信用金庫に対し、預 金にオーバーローンを生じることを説明しなかつたことに過失があるとし
損害賠償請
金等の払戻しや不法行為に基づく損害賠償を求めた事案
て、金融機関がローンの利息と定期預金の利息の差額の損害賠償責
求事件
任を負うとされた事例

主張なし

平成 4年11月 4日
東京地裁 平元
（ワ）１２７４８号
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