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Ⅰ　はじめに

本稿では民法の改正法案において新たに設けられた保証契約における情報提供

義務の位置づけについて検討する。まずⅡの総論において一般的な情報提供義務

につき確認し、Ⅲにおいて様々な情報提供義務の理念・要件・効果等を分析する。

次にⅣにおいて、改正法案の内容をみたうえで、Ⅴの私見において保証契約の特

殊性から本改正法案の妥当性を再考し保証契約における情報提供義務の位置づけ
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を検討する。

Ⅱ　情報提供義務総論

契約締結過程における説明が契約締結後に問題になる場面において、故意に真

実でない説明がなされて民法96条の要件を満たすときは詐欺が成立する。しかし

詐欺が成立せずとも、説明義務を契約締結関係に入った当事者に生じる義務とと

らえて、損害賠償を認める学説がある。

情報提供義務が課される根拠として事業者と消費者の間の情報量およびその分

析能力の格差が挙げられる。本来、契約締結は私的自治の原則に基づき必要な情

報収集は各人が行い、自己の目的に適合する契約を選択して同時に不必要な契約

を避けることが要請されている。しかしながら現代社会においては契約が複雑化

し製品やサービスも高度に専門化しているため、情報収集の私的自治をすべての

契約に適用すると、一方当事者の選択する自由が奪われるだけでなく本来望んで

いなかった契約に拘束される危険がある。情報量・分析能力の格差に加えて、一

方当事者が事業者であることへの信頼を情報提供義務が課される根拠の一つとす

るフランス法から導き出された考えがある。双方ともに契約における信義則を基

礎としているが、後者は契約当事者が互いに相対立する利益を追求する関係とと

らえる従来の契約観とは性格を異にしている。情報提供義務は情報収集の私的自

治という原則を希薄にし、むしろ情報力における構造的格差是正と事業者に寄せ

られている信頼保護のため生じた義務と考えられる。

それではどのような場合に情報提供義務が課せられ、内容はどのようなものと

なるのか。上述したように、事業者と消費者の間の情報格差と事業者への信頼保

護のため事業者に情報提供義務が課せられる。したがって事業者を一方当事者と

する契約においては、相手方の契約締結の判断を左右し得る事実と判断に関する

情報提供義務を事業者は負う。さらに相手方の契約目的が明らかにされていた場

合はその目的に従って必要な情報を提供しなければならない。詐欺とは異なって

過失による情報提供義務違反も違法となり、また、事業者が情報をそもそも保有

していない場合には同種の事業者として通常の注意義務を払って調査をする義務

が課せられるとする判例もある1）。もっとも、具体的義務内容は契約類型により

異なる。これに対して当事者がともに事業者であるか、あるいはともに事業者で

ない場合については、故意の情報秘匿や虚偽情報提供は違法と解されるものの、
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自ら進んで情報を提供する義務はない。このように当事者の態様が情報取得に関

する責任配分に影響するが、契約締結の態様も情報提供義務の内容・程度の判断

材料となる。

不当表示や情報の秘匿によって契約が締結された場合、情報提供義務違反を理

由とする損害賠償義務のみならず、詐欺の成立が認められることがある。詐欺が

成立するためには表示者に故意が必要であるというのが伝統的な理解であり、情

報提供義務違反のうち、とくに故意による義務違反の違法性を重視し取り消しを

承認するのが詐欺取消制度といえる。また情報提供義務違反により詐欺が成立す

る場合、表意者は契約の取り消しに加えて、取り消しによっては回復されない損

害についても詐欺者に対し情報提供義務違反を理由とする損害賠償を請求できる。

このことにより契約の効力を否定するだけでは填補されない表意者の損害を回復

させている。情報提供義務違反により要素の錯誤が生じた場合にも同様の請求が

認められる。情報提供義務違反行為が認められたが詐欺が成立しない場合につい

ては、表意者は契約を取り消すことはできないが、適切な情報があれば締結して

いなかったであろう契約による出捐を財産的損害として賠償請求ができる。契約

は有効としながらも損害賠償請求を肯定することに対し、一見評価矛盾とも考え

られる。しかし例えば売買契約において、契約自体は有効として評価しつつ買主

の情報提供義務違反に基づく損害賠償責任を認めることは、「売主は目的物の所

有権は回復できないが、当該契約を締結することによって生じた財産的損害は経

済的に回復されるという、独自の救済方法」と位置付けられるとしている2）。

Ⅲ　情報提供義務の類型

本章では様々な情報提供義務を類型化し、分析する。まず 1において消費者保

護を目的としているものとして不動産取引・保険契約・消費者契約における情報

提供義務につきみる。次に 2において当事者の実質的公平を図ることを目的とし

ているものとして金融取引・フランチャイズ契約における情報提供義務につきみ

る。そして 3において医療過誤における情報提供義務につきみていくこととする。

1　消費者保護を目的として設けられたもの

（ 1） 不動産取引における説明義務

不動産取引における説明義務は、信義則のみならず消費者保護を根拠に設けら
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れている。例えば、宅建業法は宅建業者に重要事項説明義務を課している（宅建

業法35条）。この規定は「少なくとも次の各号に掲げる事項について」と規定し

ているため、同条の列挙事項以外にも情報提供義務の内容となる場合があり、幅

広く情報提供義務を認めている。実際、不動産取引における説明義務の内容を一

般的に定めることは困難である。住居は人間にとって不可欠であることから多く

の人が不動産取引の消費者となり、消費者の動機や目的が多様にならざるを得な

いからだ3）。

不動産取引における説明義務で最も難しい問題は、当事者の動機や目的をどの

程度保護するかという点にある。判例は、説明懈怠が居住目的の当事者の最低限

の目的である居住それ自体を阻む恐れの大きい事項のみならず、買主が期待して

いる目的物の質に関する事項も情報提供義務の内容として認めている。例えば、

東京地判平11.2.25判時1676号71頁は、マンション販売業者が建物建設計画の事実

を告げず日照阻害が生じた事案についてマンション販売業者の説明義務違反を認

めた。このように判例は消費者の動機・目的を広く情報提供義務の内容として認

めているが、義務違反の効果については必ずしも買主の救済が図られているわけ

ではない。買主の最低限の目的である居住が達成できない場合の説明義務違反は、

金銭的解決が行われても解決にはならないため、通常詐欺・錯誤による取消・無

効で解決がなされる。しかし、ペットを飼いたかったのにペット禁止の住宅だっ

た場合など個々の買主が有する主観的な動機・目的が達成できなかった場合につ

いて、判例はほとんど過失相殺で解決しているのが現状である4）。

（ 2） 保険契約と説明義務・告知義務

保険者の説明義務は、保険業法の中にその規定がある（保険業法300条 1項 1号）。

この規定は保険契約の公正さの確保、保険契約者の保護を根拠とする。保険者は、

通常保険募集人を通じて保険契約を勧誘し、保険契約者と保険契約を締結するた

め、説明義務は保険者のみならず保険募集人についても課されている。この説明

義務違反の効果として、保険業法は罰則規定も設けている（同法317条の 2 4号）。

しかし、これらの規定は保険者や保険募集人が説明義務違反を多数行った場合や

恒常化している場合のみを問題とするのが通常であり、過失により説明不足が発

生したなどの個別案件についてまで適用されるものとは解されていない。そこで、

民法上の説明義務が問題となる。保険者に民法上の説明義務が認められる根拠は、

信義則であり、契約一般の情報提供義務の根拠と同様である。そして、この説明
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義務違反の効果として保険者に損害賠償責任を認めている。

保険契約の情報提供義務において特徴的なのは、保険者に説明義務が課されて

いるだけでなく、専門家でない保険契約者側にも告知義務が課されている点であ

る。これは保険契約者または被保険者が保険契約の際、悪意または重過失によっ

て重要な事実を告げずまたは不実の情報を提供した場合、保険者はその保険契約

を解除し保険金の支払いを免れることができるというものである。この規定は商

法上の規定ではあるが（商法644条 1項、645条、678条）、通常保険約款にも同様の

規定が設けられている5）。

（ 3） 消費者契約法における情報提供義務

そもそも消費者契約法は消費者と事業者との間の情報格差・交渉力格差の存在

を認めたうえで、これを是正して消費者保護を図ることを目的とするものである。

そこで消費者契約法は上記目的を達成するため、事業者の情報提供義務や一定の

場合に消費者に契約の取消権を認める規定を置いている6）。

まず消費者契約法 3条 1項は取り消し等の私法的効力を有する一般的な情報提

供義務ではなく、契約締結に当たって消費者契約の内容についての必要な情報を

提供するよう努力義務を定めている。そうだとしても、消費者契約における事業

者に対する一般的な情報提供義務の理念を明確化し、今後の消費者契約の解釈の

指針として意義のあるものといえる7）。

具体的には不法行為における違法性・過失の認定や消費者契約上の信義則ある

いは公序の判断の際に考慮される余地があるだろう8）。

また 3条 2項は消費者に理解する努力義務を課しているようにも思えるが、こ

れを怠ったからといって消費者側の過失が存在するとして、安易に過失相殺が認

められたり取消権が否定されたり、損害賠償が認められたりするなど直接的な効

力を生ずるような規定ではない9）。

次に 4条において契約締結過程での事業者の以下の不適切な勧誘行為に対して

消費者に取消権を与えた。

①誤認行為（重要事項に関する不実告知、将来の変動が不確実な事項についての断

定的判断の提供、重要事項に関する消費者の不利益事実の故意の不告知）、②困惑行為

（住居・就業場所からの不退去による勧誘行為、勧誘場所からの退去を阻害する勧誘行

為）これらの規定は積極的に不適切な情報提供行為をした場合を詐欺の拡張形態

として、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知の 3類型が定められ
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たものである。また民法の意思表示規定との整合性から、誤認を要件としたもの

と考えられる。

2　実質的公平を図ることを目的として設けられたもの

（ 1） 金融取引と説明義務

金融商品は非物理的存在であることと価値の変動性から、業者と顧客の間に知

識と情報取集能力のみならず情報の分析能力にも格差が生じる。そのことから、

多くの判例で説明義務違反による業者側の責任が認められてきた。また情報の分

析能力の格差を是正するために、顧客が理解できるような説明をする義務だけで

はなく、顧客が不当に不利益を負わないよう場合によっては助言を行う義務も認

められてきた。説明義務は契約自由の実質的確保という観点から認められ、助言

義務は顧客が専門家に寄せる信頼と、公正な市場を確保するための専門家として

の公的な責任を根拠とし、両者はそれぞれ異なる根拠に立つ。

金融取引において、情報提供義務が問題となるのは特に変額保険契約とワラン

ト取引である。東京高判平8.1.30では、相続税対策のため変額保険に加入した原

告に対し、保険会社および外務員に顧客が理解するに至る十分な説明がなされて

いなかったとし情報提供義務違反を認め、過失相殺を行ったものの原告の不法行

為責任に基づく損害賠償請求は認められた。同判決では変額保険が相続税対策に

なると顧客が信じ契約に至ったことを保険会社側は知っていたため、信義則上顧

客の判断に錯誤がないか判断の基礎となる事実を説明すべき義務があったとし

た10）。またワラント取引において証券会社の助言義務違反に基づく不法行為責任

が大阪地堺支判平9.5.14などで認められている11）。一方限られた領域ではあるが、

契約の効力否定が認められた判決もある。東京高判平14.4.23、大阪高判平15.3.26、

横浜地判平16.2.25は融資一体型の変額保険契約において、保険契約と融資契約に

いずれもが要素の錯誤により無効だとした12）。

（ 2） フランチャイズ契約における情報提供義務

そもそもフランチャイズ契約とは、フランチャイズ・システムを形成する契約

をいう。フランチャイズ・システムとは、フランチャイザー（本部）とフランチャ

イジー（加盟店）による一種の共同事業形態である。フランチャイザーは商標の

使用許諾、経営のノウハウの供与および営業活動に対する継続的な指導・援助の

義務を負担し、フランチャイジーは統一的なシステムに従って営業する義務をそ
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れぞれ負うとされている。すなわちフランチャイザーは一種の情報提供義務を負

うのである。そして、フランチャイジーは営業不振があった場合にフランチャイ

ザーによる事前の説明が不十分であったために契約・開業へミスリードされたと

主張する。これがフランチャイズ契約における情報提供義務の問題である。そう

だとすれば情報提供義務はその店舗の営業不振がフランチャイザーの不当な行為

とフランチャイジーの営業努力の不足のいずれに帰せられるべきかというリスク

分配を根拠として設けられているといえる13）。またフランチャイザーとフラン

チャイジーとの間の情報格差を前提とし、情報を持たないフランチャイジーを保

護することを目的としていると言い換えることもできるだろう14）。

フランチャイザーの情報提供義務を基礎付けるものとして中小小売商業振興法

11条が存在する。また開示項目について①フランチャイズ契約の内容・主要な条

項、②フランチャイザーの過去の経歴等、③フランチャイジーが開業後の見通し

を立てるための情報に大別することができるところ、中小小売商業振興法では開

示すべき情報の内容につき①、②までと規定している15）。

もっとも、フランチャイズ契約において最も問題となるのは売上予測・収益予

測等に関する情報である。フランチャイザーが現実に売上予測・収益予測等を呈

示した場合、それについて情報提供義務違反が肯定され、損害賠償が認められる

ための要件として 2つある。まず信義則によって規律されるような密接な関係が

当事者間に生じていること16）。次にフランチャイザーによる予測の算出方法が合

理的ではなかったということである。予測の算出方法が合理的であれば、予測と

現実の乖離の程度はあまり重要な意味をなさない。このような判断方法は債務不

履行の有無と通ずるところがあり、フランチャイズ契約の締結前にもかかわらず、

売上・収益の予測をフランチャイザーの契約債務の一環と位置付けたに等しいと

いえる17）。また売上・収益予測以外の情報についても、客観的かつ的確な情報を

提供すべき信義則上の義務があるとされている18）。

情報提供義務違反の類型として大きく 2つの責任の問い方がある。まず、事業

としての実態がまったく存在しない詐欺の事案では、フランチャイザーの情報提

供義務違反につき、不法行為に基づく損害賠償請求が端的に問題とされる。これ

以外の事案では、フランチャイザーは適正な情報ないし正確な情報をフランチャ

イジーに対して提供すべき信義則上の義務を負い、損害賠償請求が問題となる。
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3　医療過誤における情報提供義務

医師は患者に対して、自ら行う診療行為のほか、疾病と向き合う患者が自らの

あり方を熟慮し決定するに際し必要な情報を提供する義務を負う19）。

まず専門家である医師と素人である患者との間には膨大な情報の格差が存在し

ている。また医師は患者の疾病に立ち向かう人格的地位を尊重する必要がある。

そこで医師と患者との間の情報格差を是正し患者の自己決定権を尊重するために、

医師の情報提供義務は設けられているのである。患者の自己決定権を根拠として

いることにかんがみれば、情報提供義務違反にあたるか否かは患者の希望や生活

条件など個人的な事情を考慮した具体的な基準によって判断されるべきである20）。

そして情報提供義務違反の責任追及として 2つの構成が存在する。

まず、契約責任に基づく債務不履行として損害賠償責任を問う構成がある。こ

れは医師と患者を対等な当事者として、診療を準委任契約ととらえるものである。

そして情報提供義務を契約内容に取り込める場合にはその違反を理由に債務不履

行責任を問うのである。

一方、専門家である医師と素人である患者は対等とはいえないとして、医師が

専門家として合理的な行動をしたかどうかで医師の責任を規律することもできる。

この考え方に立てば、情報提供義務違反を故意・過失とし不法行為責任を問うこ

ともできる。現在では債務不履行ないし不法行為を選択的に併合して損害賠償請

求するのが一般的である21）。

以上のように情報提供義務はその根拠によって 3つに分けることができるが、

保証における情報提供義務はどの類型にあてはまるのか、それともまったく別の

類型であるのか。以上のことを論じていくにあたり、まず保証における情報提供

義務の改正の過程をみていきたい。

Ⅳ　改正法における情報提供義務

1　一般的な情報提供義務

契約を締結するに際して必要な情報は、各当事者が自ら収集するのが原則であ

るといわれてきたが、当事者間に情報の格差がある場合等には当事者の一方が交

渉の相手方に損害を被らせないようにするため契約締結過程における信義則上の
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説明義務・情報提供義務を負うことがあるとされている。このような義務の一内

容として、判例上、契約締結過程における信義則上の説明義務違反を理由とする

損害賠償責任を認めるものがある。現代においては、当事者間に情報量・情報処

理能力に格差がある場合も少なくないため、契約締結過程における信義則上の説

明義務又は情報提供義務違反を理由とする損害賠償責任についての規律を設ける

べきであるという考え方がある。

これに対して、説明義務等の存否や内容は個別の事案に応じて様々であり、一

般的な規定を設けるのは困難であるとの指摘、濫用のおそれがあるとの指摘、特

定の場面について信義則を具体化により信義則の一般規定としての性格が不明確

になるとの指摘などもある。

そこで説明義務・情報提供義務に関する規定を設けるという上記の考え方の当

否について、規定の具体的な内容を含めて検討されることになった。しかし結果

としては、コンセンサス形成が困難であるため要綱仮案では規定されなかった。

その理由を詳しく考えるべく、債権法改正における情報提供義務の明文化の議論

の過程をみていく。

基本方針では従来の判例、学説などから契約の一方当事者が、信義誠実の原則

に従い相手方に対して情報提供義務・説明義務を負う場合があること、および、

情報提供義務・説明義務に違反した交渉当事者は、それによって相手方が被った

損害を賠償しなければいけないとし、義務を負うかの判断の要件要素を明文化し

ようと学会から提示した。

（ 1）当事者は、契約の交渉に際して、当該契約に関する事項であって、契約

を締結するか否かに関し相手方の判断に影響を及ぼすべきものにつき、契約の性

質、各当事者の地位、契約交渉における行動、交渉過程でなされた当事者間の取

決めの存在およびその内容等に照らして、信義誠実の原則に従って情報を提供し、

証明をしなければいけない。

（ 2）（ 1）の義務に違反した者は、相手方がその契約を締結しなければ被らな

かったであろう損害を賠償する責任を負う22）。

どのような要件のもとで情報提供義務・説明義務が発生するのかについて、そ

の要件を定式化するのは我が国の判例・学説に照らしても当事者の属性など多様

な考慮要素を総合的に考えているため困難ではあるが、少なくとも相手方の判断

に関わる情報の要件を少しでも明確に示すことが望ましく、裁判所に予測可能性

を与えられる。そこで（ 1）では裁判例を参考に契約の性質、各当事者の地位、
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契約交渉における行動、交渉過程でなされた当事者間の取決めの存在およびその

内容を、情報提供義務・説明義務の有無の判断の要素を列挙している。また情報

提供義務とは相手方の自己決定権の侵害をさせないためでもあるため、「契約を

締結するか否かに関し相手方の判断に影響を及ぼすべきもの」と対象を限定して

いる。次に、情報提供義務・説明義務を負うものがそれに違反した場合は、信義

則に従って情報を提供し、又は説明をしなかった交渉当事者は、それにより相手

方がその契約を締結しなければ被らなかったであろう損害を賠償する責任を負う。

対して、情報提供義務違反をしなければ契約を締結していたであろうと考えられ

る場合、その契約を締結したならば得られたであろう利益は本提案（ 2）には含

まれない23）。

この基本方針の提案には部会資料、中間的な論点整理等でいくつかの意見、批

判が挙がっている。まず最初に問題となるのが情報提供義務を明文化すること自

体が必要なのかという批判である。説明義務等についての規律を設けるかどうか

については、これに積極的意見と慎重的意見とがあった24）。最終的には情報提供

義務・説明義務は明文化されなかったがその理由については後述する。

次に問題となるのが説明の対象となる事項について争いがあり、①「契約を締

結するか否かの判断に影響を及ぼす事項」と②それ以外の些細な事項も含めた

様々な事項（当事者が契約を締結した目的物を適切に達成する事項の説明、目的物の

使用方法の説明など）を区別して、②を規定に含めるか否かが問題となる。①は

契約締結の意思決定に向けた説明義務は実質的な契約自由を確保することが目的

とされるのに対し、②は目的物の適切な使用方法などの説明義務は、当事者が契

約を締結した目的を適切に達成する義務としており、観点を異にすると考えられ

る25）。そこで、中間試案では①「契約を締結するか否かの判断に影響を及ぼす事

項」のみを明文化することにしている。これは①は情報提供義務といわれるもの

の中でも典型的な重要な類型であること、②は契約の解釈から導くことができる

ことも多く、不随義務・保護義務の内容に含まれることもある場合があるが、①

は契約締結前でしか機能しないため、明文がなければ信義則という一般条項しか

導けないことを考慮したためである。

規定を設けるとした場合のその内容について、①どのような場合に情報提供義

務または説明義務が生ずるか、②情報提供義務または説明義務の有無を判断する

にあたっての考慮要素を列挙するかどうかなどが問題となる。①については、情

報提供または説明をしないことが相手方に対して信義則違反になる場合に、情報
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提供義務・説明義務が発生することを要件とするものである。根拠としては、当

事者間に情報格差があり、一方当事者の知識・経験の欠如を放置したのでは当事

者の意思決定の自由が侵害され、市場メカニズムが機能しないといえる場合には、

契約自由の原則を実質的に確保するため、意思決定の基盤を整備する責任として、

他方の当事者に情報提供義務・説明義務が認められていることにおおむね異論は

ないと考えられている26）。これに対して、上記のこの義務は必要かという議論に

もあったように、情報提供義務や説明義務が認められる場合は様々であり、信義

則から具体的な要件を定めることは困難であるという意見があった27）。

②に関しては、①の信義則に反するかどうかの判断における考慮要素であり、

提案では当事者が信義則に従って情報提供・説明をしなければならないとしたう

えで信義則に従っているかどうかを「契約の性質、各当事者の地位、契約交渉に

おける行動、交渉過程でなされた当事者間の取決めの存在およびその内容等」に

照らして判断するとしている。「契約の性質」として、取引の専門性、損害の発

生リスク、リスクの客観的に認知度等が考慮されることになると考えられる。「当

事者の地位、特性」としては、専門者、情報収集の手段の有無、職業、学歴など

を考慮することになると考えられる。また「当事者の交渉における行動」を考慮

する帰結として、例えば、事実の一面のみを強調した場合には、それと矛盾する

事項について説明義務が認められやすくなると考えられる。中間試案においてこ

のような考慮要素を但し書き（ 3）においても継承しており、情報の提供を受け

るべき者が問題となる情報を入手することを期待できないことを要件としてい

る28）。

最後に情報提供義務の違反の効果について「相手方がその契約を締結しなけれ

ば被らなかったであろう損害を賠償する責任を負う」と規定することと考えられ

る。これに対して、原状回復的損害賠償を批判する立場からは、説明義務違反に

基づく効果として、契約の無効又は取消しが認められるべきであると基本方針の

提案を批判している。しかし、説明義務違反に基づく無効又は取消しを認めるこ

とは、従来の裁判例は過失相殺という手法を用いて情報収集の失敗のリスクを両

当事者に柔軟に配分してきたところ、契約の効力を否定されると、いずれかの当

事者がそのリスクを全面的に負担しなければならず、柔軟な解決が困難になると

いう批判があり得る。取消しに関しては、情報提供義務違反に基づく取消しを認

める制度として、錯誤や詐欺が考えられる。情報提供義務違反の効果として取消

しを認めるのであれば、錯誤の要素性や故意などが要件とされるこれらの制度と
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同程度の要件が必要になるためバランスを取るのが問題となる。そこで中間試案

ではこれらを考慮し、情報提供義務違反の効果を損害賠償にとどめ、契約の取消

しが認められるのは、情報を提供しないことが錯誤又は詐欺に該当する場合に限

定している29）。

「民法（債権関係）に関する中間試案」では基本方針とそこまでは変わってはい

ないが、構成が変更され当事者は自ら必要な情報を収集することが原則とされ、

この原則に対する例外が情報提供義務を負う場合がある規定として設けている。

契約の当事者の一方がある情報を契約締結前に知らずに当該契約を締結したた

めに損害を受けた場合であっても、相手方は、その損害を賠償する責任を負わな

いものとする。ただし、次のいずれにも該当する場合には、相手方は、その損害

を賠償しなければならないものとする。

（ 1）相手方が当該情報を契約締結前に知り、又は知ることができたこと。（ 2）

その当事者の一方が当該情報を契約締結前に知っていれば当該契約を締結せず、

又はその内容では当該契約を締結しなかったと認められ、かつ、それを相手方が

知ることができたこと。（ 3）契約の性質、当事者の知識および経験、契約を締

結する目的、契約交渉の経緯その他当該契約に関する一切の事情に照らし、その

当事者の一方が自ら当該情報を入手することを期待することができないこと。

（ 4）その内容で当該契約を締結したことによって生ずる不利益をその当事者の

一方に負担させることが、上記（ 3）の事情に照らして相当でないこと30）。

中間試案の 1文に原則を明文化し、規定を新たに設けた。 2文には原則である

1文に対する例外として、基本方針で提案された当事者の一方に情報提供義務を

負わせ、違反した場合は損害賠償しなければならない場合もあるとして、基本方

針から条文の構成を変更し、要件を増やしている。なおこのとき、規定を設けな

いという考え方も有力になっていた31）。情報提供が発生するための要件が本文

（ 1）から（ 4）までで明文化しようと考えられたものである。本文（ 1）は情

報を提供する側の当事者がその情報を知っているか、知ることができたことを必

要であるとしている。本文（ 2）は、問題となる情報が契約締結の可否又は契約

条件の判断（個別の当事者の）に影響を与えるものであること、情報を受けるべ

き側の当事者のこれらの判断に影響を与えるものであることにつき情報を提供す

る側の当事者が知ることができたことを要件とするものである。本文（ 3）は基

本方針の方で述べたため割愛する。最後に本文（ 4）は（ 1）から（ 3）までの

要件だけでは情報提供義務が発生するための機能として範囲が広すぎ、これを限
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定する働きがある。取引において、情報の優位な立場を利用し利益をあげること

は信義則には反しないし、自由競争の範囲内である。そこで、本文（ 4）はその

情報を知らずに契約をすることによって相手方に生ずる不利益を負担させること

が相当でない場合に限って、情報提供義務が生ずることとしている。本文（ 1）

から（ 4）は従来から判例上で認められてきた情報提供義務をそのまま明文化し

たものであり、拡大、縮小するものではない。ただし、これらが判例の要件を的

確に具体化することができているかは検討の余地があると考えられた32）。

このように基本方針、中間試案では情報提供義務を明文化しようと、情報提供

の対象、条件、信義則に反するかの考慮要素、情報提供義務違反の効果などを要

件化していたが要綱仮案ではコンセンサス形成が困難であることから取り上げら

れなかった。これは基本方針のときから主張されているように信義則の適用の結

果から形成されてきた情報提供義務を過不足なく適切に明文化することが困難で

あり、情報提供義務が課される場面は千差万別であり一律の規定を設けるのは難

しいといわれていた。その理由を詳しく書いていく。

中間試案においては情報提供義務の判断を硬直させる可能性があるという批判

に対して、従来の判例を定式化できれば、その判断を安定的にするとともに予測

可能性を与えることになるとする。従って、問題はこれまでの裁判例の背景とさ

れてきた考え方を適切に抽出し、当事者の予測可能性を確保する程度に明確で、

かつ、柔軟な判断を阻害しないようにすることだと考えられる。それに対し、明

確に従来の考え方を抽出することはできないという批判がさらにある。最初に原

則として情報提供義務を負わない旨の規定を前置きすることに関すると、一方で

は、原則賛成の立場にたち、当事者の一方が相手方に対する情報提供義務を義務

付けられる場合があるとすると、情報提供のために必要な努力を怠った当事者を

いたずらに保護することになり、また、取引の安全を害し、事業者の経済活動に

萎縮効果をもたらしかねないと批判する意見がある。他方、原則明文化にそもそ

も反対し、規定が設けられれば、信義則に基づく情報提供義務を肯定する従来の

裁判例の考え方と抵触することになる、あるいは、投資商品の勧誘や不動産取引

の場合においては当事者に情報提供義務があることがむしろ原則であると主張す

るものがある。仮に中間試案のこの考え方が正しいとしても、さらに、その原則

を敢えて明文で規定することの当否については問題になり得る。即ち、これが正

しいとしても明文化することによって自己責任が過度に強調されることになり、

情報提供義務の生ずる場面が限定される危険があるとも考えられる。一方で、情
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報提供義務に関する規律を設けることによって逆に情報提供義務の範囲が拡大す

るのではないかとの懸念も示されている33）。

中間試案が示した具体的な要件は情報提供義務が生ずる場合を適切に切り出し

て記述することができるかどうかが問題になってくる。特に一方が自ら情報を入

手することを期待することができないことという要件と、損害を一方に負担させ

ることが相当でないことという要件の 2つについての明確性が問題になる。特に

後者については、パブリック・コメントの手続に寄せられた意見の中にも、裁判

規範として機能するのは困難であるとの批判が見られた。情報提供義務の存否に

関する判断は事案に応じた柔軟なものとする余地を残しておくことが必要である

と考えられ、期待可能性や相当性などの評価的な要素を持つ要件を残してくこと

は避けられないと考えられる。また、特に後者の情報の収集の失敗の危険を一方

に負担させることが相当かどうかという要件は、信義則に関する民法 1条 2項に

比べてもそれほど具体性が高まっているわけではなく何も規律したことにならな

いとの批判も考えられる。また中間試案が示した要件が適切かどうかについても、

異なる立場からそれぞれ批判が向けられている。一方では、中間試案の要件は情

報提供義務の発生を広く認めすぎており、これまでの裁判例に比べ、情報を提供

する側の当事者に過大な負担を課すことになるという批判がある。他方、これと

逆の立場からは中間試案は、従来の裁判例に比べて情報提供義務が生ずる場面を

限定しすぎているとの批判がある34）。

情報提供義務のコンセンサス形成が困難であるという批判から、中間試案とは

異なる情報を対象とする情報提供義務を明文化しようとする意見も出てきた。そ

れは少なくとも問題となる情報の範囲が相手方の生命、身体、財産などの利益に

損害が生ずる可能性が高い重要な情報については、情報提供義務を課すという考

え方である。しかし、この考え方にも問題があり、財産的な利益に対する損害が

生ずる可能性が高い情報にまで対象を広げるのであれば、単に一方の当事者がそ

の情報を知らないことの危険性を知っているだけでその情報の提供を義務づける

のは、義務の範囲が広すぎるように思われる。例えば不動産や金融商品への投資

はリスクが伴うのが通常であるが、このような財産的な損失が生ずる可能性があ

るからといって、相手方の属性や経験、知識などの事情にかかわらず情報提供義

務を生じさせる必要はないと考えられるし、従来の裁判例とも整合しないと考え

られる35）。

債権法改正では現代の情報の格差がある契約が多いことから、説明義務・情報
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提供義務を信義則から適切に具体化し明文化しようと試みた。しかし、原則、要

件は従来の判例の範囲から拡大されたり、限定されたりする可能性があるとして

信義則から予測可能性が確保できる程度の具体化を適切にすることが困難ではな

いかということから要綱仮案では採用されなかった。

ここまでの情報提供義務の総論、各論、改正法案についての内容、効果等の検

討を踏まえて、改正法案における保証契約の情報提供義務は、情報提供義務全体

の中の位置づけはどうなるのかを議論の過程を通して考えていく。

2　保証契約における情報提供義務

現行法において債権者が主債務者のほかに（連帯）保証人との間でも（連帯）

保証契約を締結する場合に、（連帯）保証人に対する情報提供義務、説明義務に

ついては規定されてない。しかし、実務では保証人に対する説明の程度について

もバラつきがある、また根保証の意味の無理解、保証期間の意味についての誤解

などが問題になっている。この点に関して改正が検討されている。保証の情報提

供義務を明文化する理由については平成16年の民法改正の際に、参議院法務委員

会において、「契約の書面化等の趣旨が保証人の保護にあることから保証契約の

締結に際し、銀行を始めとする融資機関の保証人への説明責任が十分になるよう

な措置を講ずること」との付帯決議がされていた。そこでなお一層の保証人保護

の拡充を求める立場から、債権者に対する保証人への説明義務、主債務者の信用

状況（資力）の提供義務の方策を採用すべきという意見から今回の改正法案に規

定することになった36）。

改正過程の最初として、民法（債権法）改正検討委員会によって作成された「債

権法改正の基本方針」の条文では情報提供を書面で行うように規定している。

（ 1）保証契約は書面でなければその効力は生じない。（ 2）債権者は、保証契約

の締結にあたって、次に定めるところに努めなければいけない。（ア）契約条項

は明確かつ平易な言葉で表現されること（イ）保証人に、その責任の内容につき

正確な認識を形成するに足りる情報を提供（ウ）保証人の資力に比して、過大な

責任を負わせないこと（ 3）保証引受契約を締結する債務者についても（ 2）と

同様とする37）。

しかし、この提案による情報提供義務を具体化する場合には問題点が出てくる。

第一に契約締結にあたっての説明義務一般は別個に提案されており、定められた

要件に従い、詐欺取消権、損害賠償請求権といった救済が与えられることになっ
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ていること。また約款による保証の場合は約款規定の対象となり得るため重複し

そもそも必要となり得るか、また他の提案にある救済が認められなくなる可能性

がある。第二に保証引受契約による保証の場合、契約当事者である債務者と保証

人であるにもかかわらず、債務者が情報提供義務違反をしたことで債権者がリス

クを被るのは不公平であるという問題がある。これらの判断のもと、（ 2）では

問題点を軽減、消滅させるため「努めなければならない」という努力義務として

解釈できるようにし、一定の規律を明記している38）。

次に「民法の改正に関する中間試案」では保証引受契約での情報提供義務を債

権者に負わせることで債務者の情報提供義務違反により不利益を被るという問題

は保証引受契約が保証契約と同視する案は採用されなかったため解決し、債権者

のみが情報提供義務を負うことになった。

事業者である債権者は、個人を保証人とする保証契約を締結しようとする場合

に、保証人に対して次の事項を説明しなければならない（債権者がこれを怠った場

合には、保証人がその保証契約を取り消すかはこの時点では検討中）。（ア）保証人は

主債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負うこと。（イ）

連帯保証である場合には、連帯保証人は催告の抗弁、検索の抗弁および分別の利

益を有しないこと。（ウ）主債務の内容（元本の額、利息・損害金の内容、条件・期

限の定め等）。（エ）保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合には主債務

者の信用状況39）。

この中間試案にもより深く検討するべきことや、問題点がある。まず債権者は

保証人に対して主債務者の「信用状況」について情報提供義務を負うという考え

を取ると、説明すべき要件とその具体的内容等について更に検討する必要がある。

また、情報提供義務については、①保証人になろうとする者が主債務者から保証

の委託を受けているか否かによって対象となる情報の規定の内容に差異を設ける

のか。②債権者が現実には知らず、知ることができたにすぎない情報についても

提供する義務が生ずるのか。③保証人が自ら入手すること期待することができな

い情報のみを規定内容の対象とするか。④義務違反の効果として詐欺取消を認め

るのが妥当であるかの 4つである。次にこれらの問題を考えていく。

主たる債務者の「信用状況」（本文エ）に関して、保証人は主債務者の債務不

履行が生じない限りその責任が顕在化しないためリスクを理解せずに保証契約を

結ぶ場合がある。保証人のリスクを理解するために保証人が現実に保証債務を履

行する可能性の指標として、主債務者がその債務を履行する能力を有するかどう
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か、主債務者の「信用状況」についての理解が重要である。債権者の「信用状況」

ついての情報提供義務は契約締結時に債権者が知っているか、又は容易に知るこ

とができた主たる債務者の財産状態（資産、収入等）や、主たる債務者が債務を

履行することができなくなるおそれに関する事実（弁済計画等）を説明の対象と

することを踏まえて検討する必要がある。しかし、一方では債権者が主たる債務

者の信用状況を把握しているとは限らず、仮に把握していたとしても企業秘密に

あたる、知ってはいなかったが知り得たとき（この点についてはさらに情報を仕入

れるために調査が必要）情報提供義務違反となる可能性があるという意見がある40）。

また、これらの情報には主債務者の個人情報に該当するものも含まれており、

第三者である債権者にその提供を義務付けることが適当であるかは意見が分かれ

る。この点は特に保証人が主債務者の委託を受けていない場合、主債務者にとっ

ては自ら委託していないのにもかかわらず債権者が収入、資力を開示することは

妥当ではない。最後に従来の裁判例において信義則に基づく情報提供義務の損害

賠償が多かったため中間試案では情報提供義務違反の効果を損害賠償義務として

いる。保証契約の締結にあたっての情報提供義務違に取消の効果を認めるのであ

れば、その根拠や、錯誤、詐欺等の他の制度とのバランスが問題となってくる。

このように中間試案では債権者に情報提供義務を負わせることによる主債務者の

「信用状況」に関しての問題点が出てきた41）。

「民法の改正に関する要綱仮案」では中間試案の信用状況の課題から出てくる

事業者である債権者は主債務者の資力を全て把握していない、企業秘密にあたる

等を情報提供義務を債権者から債務者に転換することで解決している。

主債務者は、事業のために負担する債務についての保証を委託するときは、委

託を受ける者（法人を除く）に対し、次に掲げる事項に関する情報提供義務を負う。

（ 1）主債務者は、事業のために負担する債務についての保証を委託するときは、

委託を受ける者（法人を除く）に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しな

ければいけない。（ア）財産及び収支の状況（イ）主たる債務以外に負担してい

る債務の有無並びにその額及び履行状況（ウ）主たる債務の担保として他に提供

し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。（ 2）主債

務者が（ 1）の説明をせず、または事実と異なる説明をしたために委託を受けた

者（保証人）が（ 1）の（ア）から（ウ）までに掲げる事項について誤認をし、

それによって保証契約の申込み、その承諾の意思表示をした場合において、主債

務者が（ 1）の説明をせず、または事実と異なる説明をしたことを債権者が知り、
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または知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる42）。

（ 1）は、保証が個人保証である場合において、保証人に対する契約締結時の

主債務者の情報提供義務を定めるものである。主債務者が保証人となろうとする

者に対して提供しなければならないと中間試案にそったものである。委託を受け

た保証人についてのみ規定を設けるのは、保証人が予想に反して保証債務の履行

を求められるという問題が、主債務者の強い要請を信じ、人間関係上から断りき

れずに保証を締結してしまうという場面で典型的に生じているからである。これ

に対し、委託を受けない保証人は主債務者の意思とは無関係に保証人になるもの

であるから、主債務者の資力等についての情報収集は保証人自身の責任で行うべ

きであり、情報提供義務の範囲から外している43）。また、主債務者がその財産の

状況等についての情報提供義務を負うのは、主債務者が事業のために負担する債

務についての保証を委託する場合としている。事業のために負担する債務は多額

になりやすい傾向があるため、保証人にとって主債務者が返済できるかどうかに

関する情報が重要であると考えられるためである。これは保証人が自律的な判断

をするために必要な基盤を整備するものにとどまるため、当事者の合意を優先し

ているので貸金等債務に限るわけではない、即ち私生活のための債務以外という

ことになる44）。

各号（ア）から（ウ）までの事項は主債務者自身が、あるいは他の担保から主

債務を履行することができるかどうか、かつ保証人が保証債務の履行を求められ

るかどうかの予測をするために不可欠な事項である。なお中間試案においては主

債務者ではなく、債権者が委託を受けた保証人に対し主債務者の信用状況を説明

する義務があった。しかし、主債務者と保証人との間に保証委託契約の両当事者

という関係がある場合に、主債務者に関する情報提供義務を契約当事者でない債

権者に負わせることには合理性がないという批判がある。また中間試案で挙げた

問題（債権者が主債務者の信用状況をすべて把握できるとは限らない）がある。そこ

で（ 1）では主債務者の資力等についての説明責任を主債務者自身に負わせるこ

とで上記の問題を解決している45）。

（ 2）は、①主債務者が上記各号に該当する事項について情報の提供をせず、

または事実と異なる情報を提供したために、②保証人がこれらの事項について誤

認をし、それによって保証契約の申し込みまたは承諾の意思表示をした場合に、

③主債務者による情報不提供・不実情報提供の事実について債権者が悪意・有過

失であるならば、保証人が保証契約を取り消すことができるとするものである。
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③の要件を設けることで、善意無過失の債権者の保護を図っている。過失があっ

たかどうかは金融機関に高度の調査義務を負わせることで「知ることができた」

と評価することができる。主債務者の情報提供義務違反の結果として債権者との

間で保証契約を締結した保証人に取消権を与えるという構図は第三者による詐欺、

民法96条 2項と同じ構造であり、保証契約締結により保証債権を取得する債権者

の利益を考慮する必要があることから、情報提供義務違反を理由とする保証人の

取消権を認める際にも、債権者の悪意有過失を課したものである46）。予想外に保

証債務の履行を求められることを回避するという保証人の利益と、あずかり知ら

ない事情によって担保を失われるのを回避するという債権者の利益とを調整しよ

うとしている47）。

「民法の一部を改正する法律案」は要綱仮案の提案をそのまま採用し、債務に

含まれる委託された根保証か特定保証かを問わず情報提供義務の範囲になった48）。

基本方針（保証契約のみ）、中間試案では債権者に対して主債務者の資力等の情

報を提供しなければいけないという案だったが、債権者に情報提供義務を負わせ

る根拠がない、債務者の義務違反を債権者が負うことは不公平、主債務者の資力

等を知りえたときも情報提供義務違反を債権者が負うのか等の問題があった。そ

こで、要綱仮案では主債務者自身に自己の資力等の情報を提供する義務を負わせ

ることで上記の問題を解決し、かつ96条 2項（第三者詐欺）と同じ構造を採り、

債権者が主債務者の情報提供義務違反を知り、または知ることができたとき（悪

意有過失）保証人は保証契約を取り消すことができるとしたことで債権者の利益

と保証人の保護のバランスをとっているといえるだろう。しかし、効果として債

権者に過失まで含めて取り消しを認めるのは賛否両論があり、そのほかにも検討

すべきことがある。それらをみながら考察していく。

Ⅴ　私　見

1　保証契約において情報提供義務を設けた目的

保証における情報提供義務は、構造的な情報格差の存在ではなく、保証人保護

を根拠として設けられている。民法で情報提供義務が明文化されただけでなく、

保証人保護を目的としている点でも、保証契約が初めてである。本稿で述べたよ

うに、消費者契約や保険業法、宅建業法などの特別法では、消費者保護を目的と

して特別法の中で努力義務あるいは説明義務を設けている。これらの特別法にお
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ける情報提供義務では対応しきれない事案について、民法上または商法上の情報

提供義務で解決を図っているが、その根拠は信義則（民法 1条）に求められ、契

約一般の情報提供義務と同様である。つまり、一般法である民法では従来信義則

のみを根拠に情報提供義務が認められていたのである。しかし、今回の改正で信

義則ではなく、保証人保護を目的として保証の情報提供義務が設けられたのであ

る。その理由として、保証契約が他の契約と異なる性質を有していることが挙げ

られる。

まず、保証契約は当事者の一方のみが債務を負担している契約であるといえる。

当該契約を締結することによって保証人は主たる債務者の債務を保証するだけで

あり、他方の契約当事者である債権者は何ら債務を負っていない。これは本稿で

述べた情報提供義務が設けられている契約にはない性質である。

また、保証契約は債権者と保証人の間で締結される契約であるが、改正法案

465条の10第 1項では主たる債務者が保証人に対して保証あるいは根保証を委託

する際に、主たる債務者に対して情報提供義務を課している。つまり、この規定

は保証契約の前提として、主たる債務者と保証人が保証委託契約を締結すること

を念頭に置き、保証委託契約上の情報提供義務違反の効果として保証契約を取り

消すことができるというものである。すなわち、保証における情報提供義務は、

契約当事者間のみで問題となっているのではなく、保証契約の当事者である債権

者、保証人に加え主たる債務者という三者間で問題とされているのだ。このよう

に三者間で情報提供義務が問題となる契約は保証契約のみである。

情報提供義務を課すことで保証人保護を図る必要があるもう一つの理由として、

保証契約が締結される実態にある。保証契約は人的関係に基づいて締結される場

合が多い。例えば、保証人が主たる債務者の親族である場合、主たる債務者に懇

願され主たる債務者の財産状況を知らずに情によって保証人が保証契約を締結し

てしまうことがある。この場合、保証人は主たる債務者の財産状況を知らないた

め、予想を上回る債務を負担することとなり保証人の生活にも影響を与える可能

性がある。実際、このような個人保証人の危険性を考えて、個人保証を廃止すべ

きだとする意見が多く法制審議会に寄せられている。個人が保証契約を締結する

ことは保証人に過大な債務を負わせる危険があるため、保証人保護を手厚くすべ

きだということがわかる。

以上のことから保証における情報提供義務は、保証人保護を目的として設けら

れたものと解することができる49）。
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2　効　果

（ 1） 取り消しの妥当性

上述のように情報提供義務違反の効果としては、不法行為に基づく損害賠償責

任を問うものや信義則に基づき損害賠償責任を問うものが類型的に主たるもので

ある。もっとも、保証契約は、情報提供義務違反があり、「それを債権者が知り

又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる」と

規定している。これは保証契約における情報提供義務違反につき第三者詐欺にも

似た構造を用いて、保証契約の取り消しを認める効果を規定したものである。な

ぜ保証契約の情報提供義務違反の効果は取り消しという構成をとっているのか。

その妥当性につき以下検討する。

この点、保証契約において損害賠償により損害を補塡することが困難であるこ

とが考えられる。仮に保証契約の情報提供義務違反の効果として損害賠償を規定

したものとすれば、その賠償責任者は主たる債務者ということになるだろう。し

かし、主たる債務者は通常無資力であることが考えられるため、結局保証人は主

たる債務者に対して損害賠償を請求したとしても、金銭的救済を受けることは難

しい。

したがって、保証契約において情報提供義務違反の効果として金銭によって損

害を補塡することは難しく、損害賠償では保証人救済の実効性を欠くこととなる。

そうだとすれば、保証人救済の実効性の観点から情報提供義務違反の効果として

は契約の解消を定めることが妥当であると考えられる。したがって、情報提供義

務違反の効果として、保証契約を取り消し、保証債務を遡及的に消滅させる（121

条）ことで保証人を保証債務から免れさせることによって保証人の救済を図るこ

とは妥当であると考えられる。

（ 2） 取り消しの範囲

保証契約の情報提供義務違反の効果は取り消しを規定し、提供しなければなら

ない情報として「 1　財産及び収支の状況、 2　主たる債務以外に負担している

債務の有無並びにその額及び履行状況、 3　主たる債務の担保として他に提供し、

又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容」を規定している。

これらの情報のうち一部でも適切な情報が提供されなかったのであれば、いかな

る場合でも契約の取り消しを主張することができるのか。文言上何ら規定されて
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いないことから解釈の余地があるだろう。

この点、少しの情報提供の漏れがあったこと一時をもって、保証契約の全部を

取り消すことができるとするのは当事者の合理的意思に合致せず妥当でないと考

える。重大な情報提供義務違反があれば契約の全部を取り消すことも必要となる

が、あまり契約締結のうえで重視すべきでない情報提供義務違反があれば契約の

全部を取り消すことは妥当でない。小さな情報提供義務違反があればその範囲に

おいて一部取り消しを認めていくべきである。そこで、取り消しの効果について

個別具体的に検討し、情報提供義務違反の程度によって取り消しの範囲を変えて

いくことが必要となると考える。

3　要　件

保証契約は情報提供義務違反につき「誤認をし、それによって保証契約の申込

み又はその承諾の意思表示をした場合」と規定しているように情報提供を怠るこ

とによって①誤認を生じさせ、②それによって意思表示したことを要件としてい

る。これは錯誤、詐欺の要件と類似しているものである。また効果も契約の取り

消しとして契約を解消するものであり、錯誤・詐欺と類似している。以上より、

保証契約における情報提供義務の規定は錯誤・詐欺の拡張規定として考えるべき

である。

そして後述するように契約の取り消しの要件は錯誤・詐欺に比べ大きく緩和さ

れていることがわかる。その理由として今回の債権法改正は保証人保護の拡充を

図ることを目的としているためであると考えられる。以下、要件の妥当性につき

検討する。

（ 1）「債権者が知り又は知ることができたとき」の意義

まず、改正法案は「債権者が知り又は知ることができたとき」に、保証人は保

証契約を取り消すことができる、とする。これは情報提供義務違反に対してあた

かも第三者詐欺にも似た構造を用いて、保証契約の取り消しを認める効果を規定

したものである。これに対して、第三者詐欺は「相手方がその事実を知っていた

ときに限り」取り消すことができると規定している。このように比較してみると、

保証契約における情報提供義務違反では、取り消しの要件が第三者詐欺に比べ緩

和されていることが分かる。

そもそも第三者詐欺において「相手方がその事実を知っていたときに限り」取
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り消すことができると規定しているのは「相手方の利益と欺罔された者の利益の

調和を図る趣旨」50）である。同様に保証契約においても保証契約の相手方たる債

権者の保護を図る必要がある。なぜなら、契約当事者でない主たる債務者がきち

んと情報提供したのか否かは債権者のあずかり知らないことであるためである。

これを受けて保証契約は「債権者が知り又は知ることができたとき」に取り消す

ことができると規定している。上述のような保証契約の特殊性にかんがみれば保

証人保護の必要性が高いことから、取り消しの要件が緩和されたものと考えられ

る。

確かに取り消しの要件を緩和させることで保証人保護を図ることは可能である

が、債権者にどこまでの注意義務を負わせるべきなのか。債権者にどこまでの過

失を求めるべきか「債権者が……知ることができたとき」の意義につき検討の余

地があるだろう。

（ 2） 主たる債務者の帰責性

次に保証契約の情報提供義務は文言上故意・過失を要求されておらず、主たる

債務者は故意・過失がなくとも情報提供義務違反による責任を負うものであると

解することもできる。これに対し、詐欺においては欺罔行為によって表意者を錯

誤に陥れ、錯誤によって意思表示させるという二段の故意が必要となる。このよ

うに保証契約では主たる債務者に故意・過失がなくとも契約の取り消しを認める

点において、詐欺の成立範囲を拡張したものといえる。これは過失による詐欺や

過失がない場合でも詐欺を認めることと同義となっているのではないだろうか。

この点、主たる債務者に何らの帰責性もなく情報提供がなされなかった場合にま

で契約の取り消しを認めるのはあまりに主たる債務者に酷であると考える。した

がって、情報提供義務違反につき主たる債務者に帰責性を要求するか否かも検討

の余地があるだろう。

（ 3） 保証人の帰責性

錯誤において表意者に重過失があれば契約の無効を主張することはできないと

している。その趣旨は表意者に重過失がある場合にまで表意者を保護する必要は

なく、取引相手の取引安全を図ることにある。これに対し、保証契約においては

保証人が情報を受け取るにつき重過失ある場合にも取り消しを主張できるものと

も思える。これにより保証人保護の拡充を図ることは可能であるが、保証人に重
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過失ある場合にまで取り消しを認める必要はあるのか。

確かに上述のような保証契約の特殊性にかんがみれば、保証人保護の必要性は

高く取り消しを広く認めるべきとも思える。もっとも保証人に帰責性がある場合

にまで取り消しを認めるのは著しく当事者間の公平を失する。また、錯誤との均

衡を図る必要もあるだろう。そこで、主たる債務者による情報提供義務違反が

あった場合にも、保証人に重過失がある場合には取り消しの主張を信義則上制限

すべきであると考える。

4　条文を新たに設ける意義

保証契約につき新たに情報提供義務を設ける意義はあるのか。民法上に錯誤無

効や詐欺取り消しといった契約の解消の規定が存在していることから必要性につ

き疑問がある。

この点、上述のように錯誤・詐欺に比べ、取り消しの要件が緩和されているこ

とから保証人保護の拡充の観点から一定の意義はあるだろう。

また、従来の判例では動機の錯誤については、保証人の救済を図ることができ

なかった。例えば最判昭32.12.19の判例では、他に連帯保証人がある旨の債務者

の言葉を信じて連帯保証をした場合に要素の錯誤となるかが争われた。この点、

「保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であって、他に連帯保証人

があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保

証契約の内容となるものではない」と判示し、動機の錯誤に過ぎないとして錯誤

無効の主張を認めなかった51）。

そうだとしても改正法案の情報提供義務を用いれば、保証人の救済を図ること

が可能となるのではないだろうか。連帯保証人の有無は改正法の「主たる債務の

担保として他に提供し、又は提供しようとするもの」にあたり情報提供の対象と

なるものである。そこで、連帯保証人の有無につき「主たる債務者がその事項に

関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供した」のであれば保証契約を

取り消して保証人保護を図ることができる余地がある。

したがって、主たる債務者の情報提供義務を設けることで動機の錯誤の場合で

あっても契約を取り消して保証人保護を図ることが可能になったといえる。情報

提供の対象となっている事項は保証契約の動機となるに過ぎない事項であるが、

保証人にとって契約締結するか否かを判断するうえで非常に重要なものであると

考える。このような事項につき、適切な情報を得られなかった場合に契約の取り
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消しを認めることに、条文を新たに設けた意義が十分にあるものと考える。
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