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おわりに

はじめに

食品は、我々の生活に必要不可欠であり、健康や生命にも影響を及ぼしうるものである。し

たがって、食品表示による情報の提示は、消費者の保護にとって、重要な手段である。

2011 年 11 月 25 日に、消費者への食品の情報提供に関する欧州議会及び理事会規則が公表

された。この規則は、従来の食品表示に関する指令を改正し、2014 年 12 月 12 日に施行され、

加盟国での国内法の制定をまたず、直接の法的効力を有する 1)。

本規則の目的を規定する 3 条は、加盟国に共通するルールという観点から、規則の目的とし

て、適法に製造され、市場に出された食品の域内での自由な流通を達成することを挙げ、製造
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者の適法な利益を保護し、質の良い製品の製造を促進することも考慮することを述べるほか、

高水準の消費者の健康と利益保護を達成するには、最終消費者に、特に、健康、経済的、環境

的、社会的、倫理的考慮のもと、情報に基づく選択をし、食品の安全な利用をなす基礎を提供

することが必要であるとする。

本規則は、その活動が消費者への食品に関する情報提供に関係する限り、食品の製造・流通

のあらゆる段階の食品事業者と、不特定多数の者に食事を提供する者 (mass carter)2) により供

給される食品と、これらの者に供給される予定の食品を含む、最終消費者に供される、あらゆ

る食品に適用される (1 条 3 項 )。

上記 3 条の目的を実現する手段として、食品情報の表示が義務づけられる。その内容として、

包装済み食品では、9 条 1 項で、食品名、成分リスト、アレルギー情報 ( アレルギーと不適合

を引き起こす付則Ⅱの添加物および補助物質 )、特定の添加物、あるいは、特定の類型の添加

物の量、食品の正味量、賞味期限または消費期限、特別の保存条件・使用条件、食品業者の名

称・住所、26 条で規定されている原産国または原産地、説明が無いと使用困難とされるもの

について使用に関する説明、アルコール度数が 1.2％を超える飲料についてのアルコール度数、

栄養表示について、表示する義務があるとしている。

これに対し、包装されていない食品については、44 条により、アレルギー情報 (9 条 1 項 (c))

の表示のみ義務づけられる。

我々消費者は、一般的に、食品を購入する際には、食品表示を目安にしていると言ってよい

であろう。しかし、本規則も、それ以前のドイツにおける食品表示法も、食品事業者の食品に

関する表示義務を規定するが、食品表示と消費者に対する民法上の責任との関係を明確に規定

しているわけではない。本稿では、これに関し、特に見解が分かれている、食品の売主の瑕疵

担保責任を中心に、賞味期限の契約責任における意義を検討したい。

１．賞味期限と消費期限

賞味期限とは、正しい保存条件の下、その性質を少なくとも保持 ( 固有の性質を保持 ) でき

る日付である ( 規則 2 条 2 項 (r)) と定義されている。

これ以前の食品表示法においては、「適切な」保存条件の下、という文言であったが、最小

限の性質の保持 ( 固有の性質の保持 ) の確定の際には、正確かつ確定された状態に基づくもの

でなければならず、例えば、消費者による、誤った根拠に基づく可能性がある保存は考慮され

るべきではないことから、「正しい」という文言に変更された 3)。

「固有の性質」は、食品が、感覚的 ( 外観、香り、味、歯ごたえ等 )、化学的、物理的、微生

物学的に望ましい性質を呈し、表示された適切な栄養価に本質的に合致しているという観点か
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ら、決定される 4)。

固有の性質が保持される期間は、通常は、製造者の評価により決定され、場合によっては、

製造者は、食品が、その固有の性質を、表示された期間保持することを、保存テストにより実

際に確認しなければならならず、これは文章をもって示さねばならない 5)。

さらに、消費者の健康被害については、製造物責任による請求が問題になる。これらを背景

に、製造者により確定された賞味期限、または、包装しなおされた場合の、もしくは、販売業

者による消費期限は、独断で変更してはならない。このことは、個々のケースの事情によって

は、刑法 267 条の文書偽造となりうる 6)。

微生物学的に腐敗しやすい食品については、消費期限が表示される。そのような食品は、よ

り短い時間の経過で、人間の健康に対する直接的な危険を呈しうることから、賞味期限ではな

く、消費期限が表示される (24 条 1 項 )。

消費期限が表示される食品について、完結的なリストは存在しない。これに関し、EU 委員

会は、消費期限を表示する決定に関する責任は、食品事業者にあるとする 7)。さらに、食品に、

賞味期限と消費期限のいずれを表示するかという判断については、食品事業者のうち、製造者

に特別の責任がある 8)。

製造者が賞味期限を表示するならば、製造者は、食品が、賞味期限の経過後、一定期間は、

消費かつ販売可能であることを間接的に表明するといえる。しかしながら、原則として、賞

味期限は、食品が、賞味期限経過後も、消費可能なことの保証ではない。賞味期限の意味は、

‘best-before( その前なら最良 )’ という表記において、適切に示されるといえる。

賞味期限が経過した結果、製造物の製造者は、製造物の固有の性質に対し、もはや責任を負

わない。賞味期限は、法的な意味での保証ではない。賞味期限は、製造物を正しく保存してい

ることを条件として、製造物が固有の性質を保持することを記しているにすぎない。また、食

品としての性質を保持するが、消費に適しているかは、個々のケースで、消費者が自己の家庭

で、自己の責任で、あるいは、食品を市場に出した者により確認されなければならない。

これに対し、消費期限が経過した食品は、24 条 1 項で、食品法の原則と要請に関する

Regulation(EC) No. 178/2002 の 14 条 2 項から 5 項までの規定に基づき安全でないとされる。

すなわち、健康に有害か、人間が消費することに適さず、安全でなく、したがって、流通させ

てはならない ( 上記規則 14 条 1 項 )。9)

しかし、賞味期限が経過した食品は、販売することが可能である。賞味期限が経過した食品

の販売に際し、その責任者は、これは、通常は、製造者ではなく、販売業者であるが、特別の

注意義務と、指示義務を負う。責任者は、商品の販売可能性を誠実に確信しなければならな

い。10)
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賞味期限を経過したにもかかわらず、消費の適性があり、販売可能かの判断は、市場に出さ

れる製造物への検査による事実的確認が行われねばならない。これに必要な検査は、食品の観

察であり、さらに、微生物学的、化学的、あるいは感覚的検査をなすこともありうる。検査が

行われれば、この確定に基づき、新しい賞味期限を設定しうる 11)。

もっとも、食品事業者は、自己の管理下の事業の範囲内で、最終消費者を誤解させ、あるいは、 

消費者保護の水準と、最終消費者による情報に基づく選択の可能性を低下させるのであれば、

食品情報の改変を行ってはならない (8条 4項 1文 )。また、他の事業者が、賞味期限を延ばすケー

スもありうるが、食品事業者は、食品情報のいかなる改変についても責任を負う (8 条 4 項 2

文 )。12)

２．賞味期限の経過と欠陥概念

２．１．問題状況

1 で見たように、賞味期限が経過した食品は、消費期限が経過した食品と異なり、その流通

を禁止されてはおらず、一般には、一定期間、その消費が可能であるとされている。

このことから、特に、賞味期限が経過した食品を巡り、通常は賞味期限を設定したわけでは

ない販売業者と最終消費者との間で民事責任が争われる場合に、賞味期限の経過が、いかなる

責任の要件について、いかなる形で評価されるのか問題となる。

これについては、特に、物的瑕疵に関する規定の解釈に関して、議論がなされてきた。

ドイツで、これに関する議論が活発になされた、2002 年の債務法現代化法による民法典の

改正前 ( 改正前の条文について、以下、単に民法と記す )13)、瑕疵ある物の責任に関して、民

法 459 条は、「価値又は通常の使用若しくは契約上予定された使用に対する適性を消滅又は減

少させる」欠陥 (1 項 )、および保証された性質の欠如 (2 項 ) を瑕疵と定義し、危険移転時 ( 民

法 446 条 1 項により動産の場合は引渡し時 ) に存在する瑕疵に基づき、売主の瑕疵担保責任が

認められ、買主は、売買の解除、または代金減額の請求ができるとした ( 民法 462 条 )。ただし、

売買の締結時に、買主が、瑕疵があることを知っている場合、または、重大な過失により欠陥

を知らない場合については、売主が欠陥を知りながら告げなかったか、売主が欠陥の不存在を

保証した時を除き、売主の瑕疵担保責任は排除される ( 民法 460 条 )。そして、保証された性

質を欠如する場合、または売主が欠陥を知りながら沈黙した場合には、解除または減額に代え、

不履行に基づく損害賠償を請求できるとしていた ( 民法 463 条 )。

種類物については、上記の規定に対する特別規定として、民法 480 条が置かれ、解除または

減額に代えて、瑕疵のない物の給付を請求することができ ( 同条 1 項 )、また、危険が買主に

移転する時に、物が保証された性質を欠くとき、または売主が瑕疵を知りながら告げなかった
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ときは、買主は、解除、減額または瑕疵のない物の給付に代えて、不履行に基づく損害賠償を

請求することができるとしていた ( 同条 2 項 )。また、瑕疵担保責任の排除に関する民法 460

条は、特定物のみならず、種類物に関しても適用されると解されている 14)。

これらの売主の瑕疵に関する責任について、欠陥と性質の保証の欠如からなる瑕疵のうち、

性質の保証については、契約上表示され、表示に対し、責任を負うという義務負担の意思が必

要であるが、食品の販売のケースで、賞味期限との関係で、こうした意思は認められず、性質

の保証は否定されることに一致しているといってよい。15) したがって、欠陥 ( 改正後は物的瑕

疵概念に組み込まれる ) について、賞味期限の経過をいかに評価するか、さらに、民法 460 条

による売主の瑕疵担保責任の排除にあたり、買主が、賞味期限の表示を見落として、賞味期限

が経過した食品を購入したというケースについて、買主の重過失を認定して良いかという形で

問題となる。

２．２．Köhler の見解

消費者が食品を購入した時点で、賞味期限が経過し、食品の固有の性質を喪失していたなら

ば、売主に民法 459 条以下の瑕疵担保責任があることは明らかである。

これに対し、消費者が食品を購入した時点で賞味期限は経過していたが、商品それ自体には

問題がない場合に、瑕疵が認められ、売主の瑕疵担保責任が生ずるか問題となる。16)

Köhler は、賞味期限に関し、民法 459 条 1 項の物的瑕疵のうち、契約により予定された使

用に対する適性の消滅または減少の問題として検討する。すなわち、その場合、目的物の欠陥

が認められるには、売買の目的物の状態が、契約当事者が契約締結の際に共通して前提にした

状態と異なり、この相違が、売買目的物の価値、または、通常の使用もしくは契約で予定した

使用に対する適性を滅失または減少させている必要がある。目的物の状態は、この物の性質に

より定められる。そして、賞味期限は、この意味において、性質を表す。というのは、それは、

製造者の評価により、商品が古くなる過程で、その固有の性質が保証されるまでの時点を示す

からである。これについては、第一に、賞味期限が経過していないことが、契約の締結の際に

当事者に共通して前提とされているのか、そして、第二に、賞味期限の経過が、商品の価値、

あるいは、使用の適性を、著しく損なっているかという問題が生ずる。

第一の問題については、たとえ、購入の際に、賞味期限が述べられることがなくとも ( 通常

はそうである )、買主の正当な期待は、新鮮な商品、すなわち、少なくとも賞味期限を経過し

ていない商品を取得することである。したがって、一般的な解釈原則 ( 民法 133 条、157 条 )

によれば、両者の売買の表明は、賞味期限が経過していないことが、商品の契約上の性質とな

ると解することができる。
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第二の問題に関して、賞味期限の経過の結果、商品がその固有の性質をもはや有していない

のであれば、消費者にとって、価値と使用の適性は疑いなく損なわれている。しかしながら、

これに関して、具体的な、争われているケースで、買主が証明しなければならないとされる品

質の低下が、そもそも生じていなければならないのか、あるいは、賞味期限の経過は、それ自

体で見て、商品の価値と使用に対する適性への侵害を根拠づけるのかという問題が、さらに生

ずる。これらへの侵害は、商品が、事情によっては、賞味期限の経過後の長期間全く問題がな

いことがありうることから、明らかではないからであり、この問題についての判断基準は、契

約上予定された商品の使用目的であり、それは、最終消費者への販売については、いずれにし

ても、典型的には、相当な消費期限内での商品の危険のない消費である。

賞味期限が、購入の時点で経過しているのであれば、消費者は、製造者の表示に従い、商品

が問題のない状態であるという認識をもはや持たず、さらに、品質低下が生ずることの一定の

危険が存在する。ウサギ肉判決では、品質低下の疑いを、買主が期待可能な措置により除去で

きない場合には、品質低下の疑いだけでも、すでに、欠陥を根拠づけると述べている。しかし、

疑いは、品質低下の存在の一定の危険と同義である。それゆえ、問題は、買主が、期待可能な

措置により、確実性を備えうるかが焦点となる。多くの製造物について、嗅覚、味覚、あるい

は、視覚の検査により、製造物に問題がないか確認しうるが、そのような検査が確実に可能で

あるとしても、両者の利益衡量の際に、それは、買主に、期待可能とはいえないであろう。例

えば、生クリームの袋を購入し、商品を詰める際に、賞味期限がすでに経過していることに気

づいた場合に、その新鮮さを検査するために、店で袋を開けることを買主に期待することは困

難であり、また、それを自宅で行い、そして腐敗したクリームを商人に返却することも、同様

に困難である。したがって、消費者と販売者の関係において、賞味期限の経過による品質低下

の危険は、販売者が負わねばならない。17)

さらに、たとえ、賞味期限のわずかな経過により、品質低下の危険が取り立てて言うほどで

ないとしても、相当な消費期限に対する消費者の認識可能で正当な利益は考慮されねばならな

い。商品が古いほど、品質低下の危険が高まる。そこから、なるほど、商品が、販売の時点で、

推測上の消費期限が賞味期限より後である場合に、民法 459 条 1 項の瑕疵があるという結論を

引き出すことまではできないが、いずれにしても、この考慮によって、賞味期限の経過が、そ

れ自体として、商品の欠陥を表し、買主は、生じた品質低下の具体的な証明をすることなく、

売主の瑕疵担保責任を主張しうることを確認できる。そこから、同時に、賞味期限の経過は、

製造物に問題が無いことを証明すれば除去される、欠陥の単なる外観を根拠づけるものではな

い。商人は、賞味期限の超過による顧客の訴えを、製造物の問題のない性質を検査により明ら

かにすることによって、斥けることはできない。しかしながら、例えば、長期の賞味期限で、
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それをごく僅かしか経過していない場合には、個々のケースにおいて ､民法 459 条 2 項で、瑕

疵として考慮されないとされる、重大でない価値、あるいは、適性の減少しか存在しないこと

はありうる。

また、賞味期限の経過が表示され ( 通常は、値引きを伴って )、販売される場合は、製造物は、

製造物の欠陥を根拠づけない。なぜなら、この場合、製造物は、賞味期限の経過という性質と

ともに提供され、現実の性質は、商品のあるべき性質とは異なっていないからである。18)

Köhler は、具体的な品質低下が確認できない場合に、品質低下の疑いが、買主に期待可能

な措置で除去できない限り、欠陥を表すとしたウサギ肉判決を、その内容を詳細に扱うこと

なく示し、これを、賞味期限を経過した食品のケースを考えるにあたっての基礎とし、賞味

期限の経過それ自体が、契約により予定された使用に対する適性の消滅または減少となる欠

陥を表すとした。Köhler が、自己の見解の根拠として、ウサギ肉判決を挙げること、さらに、

Köhler がここで示した、消費者が売場で商品の品質を検査することの期待可能性、消費者の

相当な (賞味期限経過後の )消費期限への利益の検討など、以下で見て行く議論の出発点となっ

ている。

２．３．Lindacher の見解

民法 459 条 1 項の瑕疵の解釈については、もっぱら、Köhler の見解を紹介し、それを支持

し、販売の時点で、すでに、賞味期限を経過した食品は、実際の性質を考慮することなく、民

法 459 条 1 項の瑕疵があるとする。

これに関し、賞味期限が過ぎた食品は、かなりの値下がりした価格でしか売却できないこと

を追加的に挙げている。19)

２．４．ウサギ肉判決

賞味期限の経過それ自体が、欠陥となりうるとした Köhler の見解の根拠として挙げられて

いるウサギ肉事件の 2 つの判決を見ていく。この事件は、そもそも、食品の賞味期限が問題と

された判決ではなく、この問題に関し、ウサギ肉判決を見解の根拠として取り上げることへ、

Meyer から批判がなされている。

[ ウサギ肉判決① ]20)

原告は、獣肉等を輸入する販売会社であり、1963 年 11 月 27 日に電話で、あるいは、翌日に、

H 市でセルフサービスの倉庫を経営している被告１の仕入係を相手に、一口のウサギのもも肉

と背肉を、直ちに供給するということで、販売した。商品の原産国については、売買の際には、

語られなかった。1963 年 11 月 28 日に、原告は、ハンブルクの冷凍倉庫から受け取った商品を、
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25 箱に包装して、運送業者を通じて出荷し、翌日の朝、ハノーファーの被告 1 のもとに届いた。

原告は、これに関し、代金の支払いを求めたが、被告 1 は、この供給を、売買契約の履行とし

て認めず、それゆえ、その支払いを拒否した。

被告 1( 以下、単に被告とする ) には、後に明らかになったように、供給されたウサギ肉は、

アルゼンチン産のウサギ肉 1964 箱からのものであり、それは、ハンブルクの衛生局が、1963

年 11 月 7 日に、サルモネラ菌汚染の疑いにより仮の差押えをしていた。しかし、原告が、専

門家に、10 頭のサンプルを検査させ、それが問題のないものと判断されたことにより、差押

えは、1963 年 11 月 19 日の衛生局の原告への書状により、破棄された。原告の供述によれば、

すでに、被告との売買契約の締結の際に、ハンブルクの衛生局により、大量のアルゼンチン産

のウサギ肉が、サルモネラ菌汚染のため、差し押さえられていたことは、専門家の間では、一

般に知られていた。

1963 年 11 月 28 日に、Bild 紙は、約 50000 のサルモネラ菌に汚染されたアルゼンチン産の

ウサギ肉が、先週に、ハンブルクとロッテルダムを経て輸入されていたことを大々的に報道し

た。また、ハンブルクの獣医師によれば、冷凍のアルゼンチン産のウサギ肉の 31 パーセントが、

サルモネラ菌に汚染されていることが確認され、ウサギ肉の消費は、生命に危険な可能性があ

り、ウサギ肉への接触でも、すでに、悪しき結果を伴う感染に至る可能性があるとのことだった。

被告の仕入係 P が、1963 年 11 月 28 日の 9 時頃に、同僚の F を通じて、この新聞報道を知り、

ドイツの他の全国紙も、この経過を、その時点で扱っていた。

被告は、原告に、1963 年 12 月 2 日に電話で、供給された商品が、アルゼンチン産のウサギ

肉なのか尋ね、その際、被告は、商品が売れないため、原告に、商品の引き取りを求めた。同

時に、ハノーファー市当局は、被告に供給された分を、サルモネラ菌汚染の疑いにより、差し

押さえた。1963 年 12 月 10 日の書状により、被告は、原告の商品を改めて提供した。ウサギ肉は、

さしあたり貯蔵されたままで、長期の貯蔵の結果、腐敗し、消費に適さなくなったことにより、

1966 年 12 月 2 日に結局、廃棄された。

[ 判決理由 ]

当事者の争いは、原告が供給したウサギ肉に、危険移転の時点で、民法 459 条 1 項における

欠陥があり、それゆえ、民法 462 条による解除権があるかが問題である。

まず ( 上告に反して )、転売用の食品として、供給されたウサギ肉が、危険移転の時点で、

人間の健康を危険にさらすサルモネラ菌に汚染されている場合に、民法 459 条 1 項の意味の欠

陥があることに疑いはない。なぜなら、その場合、それは、契約に予定された使用にとって、

まさに適性がないからである。

なるほど、原告が被告に供給した分のウサギ肉について、そのようなサルモネラ菌の汚染が
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確定していないという上告は正しい。しかし、それにもかかわらず、この商品は、この場合の

事情の下で、民法 459 条 1 項の欠陥があるとみなされうる。

被告に供給された分のウサギ肉は、アルゼンチン産のウサギ肉の輸入によるもので、それ

は、被告に販売する前にすでに、相当量が、健康に有害なサルモネラ菌による汚染が確認され

ており、その結果、ハンブルクの衛生局は、原告により輸入された 1964 箱のウサギ肉を差し

押さえねばならないと考えた。この具体的で重要な事実により、この供給分にも、サルモネラ

菌に汚染された肉があるというもっともな疑いが、根拠づけられる。この疑いは、1964 箱か

ら、10 のサンプルを、原告が委託した専門家に検査させ、問題がないとされたことによっては、

排除されない。ハノーファー市当局も、これにより、疑いが排除されたとは見ず、それゆえ、

原告が被告に供給した 25 箱のウサギ肉全部を押収した。被告が、このような事情の下、商品

に対するサルモネラ菌汚染の疑いを排除できたといえるのは、被告が、ハノーファー市当局の

命令に従い、被告に供給された分のウサギ肉に、専門家による検査を受けさせる場合のみであ

る。しかし、このような検査は、商品自体より、費用が掛かるため、被告に期待可能ではない。

このような実際には排除できないサルモネラ菌汚染の疑いは、商品がもはや売れないことに、

必然的に至る。広く公衆に、大衆紙を通じて、サルモネラ汚染の重大な汚染が示されていたこ

とから、このことは直ちに明らかである。しかし、これが生じない場合でも、基本的には、異

ならない。その場合でも、誠実な商人の取引は、被告に、転売前に、被告が認識した具体的な

疑いの事情を買主に説明する義務を負わせる。このことは、その場合に、同様に、非売性を生

じさせ、したがって、民法 459 条 1 項の売買契約で当事者が予定する使用を不可能とする ｡

この危険移転の時にすでに存在する商品の非売性の瑕疵は、上告の見解と異なり、もっぱら

一般的な市場の影響に帰されるのではなく、供給された商品自体に、いずれにしても、その価

値評価にとって決定的な、物に条件付けられる事情に根拠づけられる。なぜなら、非売性は、

この場合、商品が、サルモネラ菌汚染の疑いがあるアルゼンチン産のウサギ肉の輸入品からの

ものであることに基づくからである。説明された事情の下では、そのような欠陥は、民法 459

条 1 項に広く含まれる欠陥概念に含まれる。したがって、被告は、民法 462 条により解除する

ことができる。

ウサギ肉判決①では、被告が購入したウサギ肉は、汚染が確認されたアルゼンチン産のもの

であり、汚染が疑われ、差し押さえられた 1964 箱からの供給であった。しかし、具体的に、

被告に供給されたウサギ肉について、サルモネラ菌汚染が確定しているわけではない。このサ

ルモネラ菌汚染の疑いは、被告 ( 買主 ) が、供給されたウサギ肉について、検査をうけさせる

ことで排除できるが、これは商品自体よりも費用が掛かり、被告に期待可能ではない。これを

前提として、サルモネラ菌汚染の疑いは残り、その結果、商品が売れないということで、民法
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459 条 1 項の売買契約で当事者が予定する使用 ､ この場合、転売することに対する適性が損な

われ、欠陥が認められている。

[ ウサギ肉判決② ]21)

ウサギ肉判決①を補足するものとして、以下の判決が出された。

原告は、被告 1( その人的責任社員が被告 2 である ) から、20,000 キロのアルゼンチン産の

皮なしの冷凍ウサギ肉を購入した。商品は、原告に、1963 年 8 月 27 日に引き渡され ( 以下、

第一の供給とする )、原告は、商品代金を支払った。H 市は、1963 年 11 月 6 日に、この倉庫

に貯蔵され、包装されたウサギ肉と、1963 年 6 月 18 日のさらなる売買契約に基づく、1963 年

9 月 19 日の被告の供給 ( 第二の供給とする ) からの 4.66 トンの残余品について、仮差押えをし、

11 月 28 日に、本差押えをなした。

原告は、被告 1 の 1963 年 11 月 28 日の書状により、H 市公安当局が、1963 年 11 月 6 日の

命令により、サルモネラ菌汚染の疑いがあることを理由に、ウサギ肉を差し押さえたという事

実に基づき、原告が、ウサギ肉から生じた損害について、被告に責任を負わせなければならな

いことに気づいたと明らかにした。

1963 年 12 月 11 日に、原告は、専門家に、ウサギ肉のサルモネラ菌について検査を委託した。

専門家は、第二の供給からのみサンプルを採り、8 個のサンプルのうちの 2 つが、サルモネラ

菌群発生の汚染を呈した。

この上告手続きでは、原告が、20 トンのウサギ肉ついての 1963 年 6 月 8 日の契約 ( 第一の

供給のもの ) について解除権が認められるかが争われた。

[ 判決理由 ]

控訴裁判所によれば、第一の供給は、ハンブルクの衛生局によっても、原告が依頼した専門

家によっても検査されておらず、第二の供給が、一部、サルモネラ菌の汚染を呈していたこと

から、第一の供給がサルモネラ菌に汚染されていたことを結論づけることは、いまだできない

とする。たしかに、両回とも、ウサギ肉は、同じ食肉店からのものであるが、両回のウサギ肉

が、食肉店で一緒に貯蔵され、冷凍前に同じ液体で洗浄されていたことの根拠はなく、双方の

供給の商品は、異なる時に、異なる船で輸送された。第一の供給のウサギ肉にも、サルモネラ

菌汚染の疑いがあり、商品全体が売れないという事情は、1963 年 8 月 27 日の危険移転の時に、

疑いが、まだ存在しないことから、解除を根拠づけないとした。

しかし、第一の供給の 20 トンのウサギ肉が、この時点で欠陥を呈していなかったという控

訴裁判所の見解に従うことはできない。

この第一の供給の全部、あるいは、一部が、サルモネラ菌に感染していることは、なるほど

確定することはできなかったが、しかしながら、それは重要ではない。H 市公安局は、ウサギ
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肉について、1963 年 11 月 6 日に、仮差押えを、1963 年 11 月 28 日に本差押えをし、それによ

り、原告は、売買契約で予定されていた転売ができなくなった。1963 年 8 月 27 日に生じた危

険移転後に差押えが宣告されたことは、控訴裁判所の見解に反して、瑕疵担保責任の義務の妨

げとならない。サルモネラ菌に汚染されたことが証明された商品が出た第二の供給と同じ加工

所からのものであり、双方の供給は、同じマークの商品を含んでおり、第一の供給が汚染され

ていたという疑いは、少なくとも容易に考えられることから、差押えは違法ではなかった。ウ

サギ肉の公衆への転売の際に、健康の危殆化の客観的な危険が根拠づけられ、商品が警察の押

収を受けたという事情は、すでに、民法 459 条 1 項の瑕疵を根拠づける。この瑕疵は、すでに、

1963 年 8 月 27 日の危険移転の際に、存在する。健康の危殆化と、それとともに、商品が回収

される根拠が、当時、認識されていなかったことは、些細なことである。瑕疵が、危険移転の

時点で存在するかという問題にとって、瑕疵が現れる時点ではなく、瑕疵の根拠がある時点が

重要である 22)。

警察の押収は別として、転売予定の食品について、健康を危殆化する汚染の単なる疑いと、

それより必然的にもたらされる非売性もまた、すでに瑕疵を形成する。

不当にも、控訴裁判所は、疑いが危険移転の後に初めて現れたことから、この欠陥が、危険

移転の際に、まだ存在しなかったという見解をとった。控訴裁判所は、この見解を、最初の上

訴判決 ( ウサギ肉判決① ) から導き出すことができ、それと結びついていると考えている。控

訴裁判所は、「サルモネラ菌汚染の疑いがある徴候は、その疑いが、商品の売買性を侵害する

場合には、おそらく、すでに、商品の瑕疵の徴候を含む。もっとも、疑いが、供給の後にはじ

めて現れたため、このケースで、これが該当するのは、疑いが、正当なものであると証明され

た場合に限ってである。」と述べている。

控訴裁判所は、これについて、疑いが瑕疵を形成するのは、商品が実際にサルモネラ菌に汚

染されたことが、後に証明される場合に限ってであると、明らかに解している。そのように解

するのであれば、それは無意味である。実際にサルモネラ菌に汚染された供給は、危険移転の

際にすでに、―当時、隠れていたにすぎない―瑕疵があり、それは、疑いなく、瑕疵担保によ

る請求を発生させ、「疑い」を、そもそも、問題にする必要はない。もともと、民事部は、サ

ルモネラ菌の感染が、実際に存在することが証明されなければならないとは述べておらず、疑

いが正当なものであることを要求した。民事部判決の表現は、危険移転後に現れた非売性が瑕

疵を形成するのは、非売性が依拠し、それにより、危険移転前に生じた事実により根拠づけら

れている疑いが排除されない、すなわち、疑いとして、当然、存続する場合に、瑕疵を形成す

るにすぎないことを、もっぱら意味している。逆に、当時の見解によれば、危険移転後に生じ

た非売性が瑕疵を形成しないのは、実際に商品が汚染されていなかったため、疑いが後に正当
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でないことが判明した場合である。

この意味における「疑い」は、商品に関する、危険移転後にはじめて成立した価値の減少の

判断ではなく、売買性を侵害した事実が存在することのなお認識されていない可能性であると

しても、危険移転の際にすでに存在する判断である。サルモネラ菌の汚染の疑いは、この場合

問題になっている 1963 年 6 月 18 日の契約の供給についても決して欠けていない。

ウサギ肉判決②では、第二の供給には、サルモネラ菌汚染が確認されたが、第一の供給につ

いては、同じ食肉店からのものであるが、汚染を確定することはできなかった。そして、①判

決から、新たに問題となったのは、第一の供給での引渡しがなされた 8 月 27 日の危険移転の

時点では、サルモネラ菌汚染の疑いが、いまだ存在しなかったことである。これについては、

瑕疵が、危険移転の時点で存在するかという問題にとって重要なのは、瑕疵が現れる時点では

なく、瑕疵の根拠が存在する時点であるとする。そして、危険移転後に現れた非売性が瑕疵を

形成するのは、非売性が依拠し、それにより、危険移転前に生じた事実により根拠づけられて

おり、このような疑いが排除されない、すなわち、疑いとして存続する場合に、瑕疵となると

する。

さらに、控訴裁判所は、「疑い」が瑕疵となるのは、商品が実際にサルモネラ菌に汚染され

たことが、後に証明される場合に限ってであると解していたが、連邦通常裁判所は、実際にサ

ルモネラ菌に汚染された供給は、危険移転の際にすでに、―当時、隠れていたにすぎない―瑕

疵があり、それにより、瑕疵担保による請求ができ、そもそも、「疑い」を問題にする必要は

ないとする。

２．５．Meyer の見解

Meyer は、Köhler と Lindacher の見解について、批判的な検討を行い、自説を提示している。

まず、Köhler と Lindacher の見解は、品質低下の疑いと欠陥の等置に関するウサギ肉判決

に基づく連邦通常裁判所の判断、時間の経過による品質低下の危険の上昇、賞味期限経過の際

の販売の困難性という三つの観点に基づくとし 24)、Meyer は、この観点に含まれる要素につ

いて検討を加える。以下、順を追って見て行く。

①　品質低下の危険の上昇に関して

たしかに、商品が古くなることにより、品質低下の危険が上昇する。しかしながら、この事

情は、民法 459 条 1 項の意味の瑕疵を根拠づけることはできない。さもなければ、商品は、そ

の製造の時点から、欠瑕があることが ( 原則として ) 始まる。瑕疵に関するそのような理解は、

取引上の理解とは一致せず、売主に、瑕疵担保責任を常に負わせることになり、不適切である。

また、相当な消費期限に対する買主の利益は、瑕疵を根拠づけることはできない。瑕疵が存
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在するのは、商品が、契約上前提とされた目的に適していない場合、すなわち、取引の目的物

の実際の状態が、契約当事者が契約締結の際に、共通で前提とした状態と異なる場合である。

買主が予見していた商品の消費期限は、契約当事者により、共通で前提とされていない。該当

する意思の合致も存在せず、消費期限は、両者にとって、取引の基礎となっていない。むしろ、

買主の個人的な動機が問題となっている。このことは、瑕疵を根拠づけるのに充分ではない。

商品が古くなるにつれ、品質低下の危険が上昇するという単なる事実は、民法 459 条 1 項の瑕

疵を根拠づけることにはならない。24)

②　賞味期限の経過の際の販売の困難性について

なるほど、賞味期限が経過している際には、販売の困難性は、買主の目から商品の価値評価

が低下していることにより、根拠づけられる。しかしながら、このことは、商品の瑕疵を認め

るのに充分ではない。瑕疵概念に関する主観的価値評価が、原則として、考慮されないことは

認められている。販売の困難性は、価値評価の低下が、主観的観点、あるいは、客観的観点に

基づくかを認識させることはない。なるほど、主観的価値評価は、契約上の合意、あるいは、

保証により、瑕疵概念にとって重要となる。しかしながら、通常の食品の売買では、典型的には、

契約の前提を形成することも、保証を示すこともない。売主は、例外的なケースでのみ、譲渡

した商品の価値評価のための表明を示すにすぎない。

したがって、賞味期限の経過の際に、販売の困難性を示すことは、民法 459 条 1 項における

瑕疵を根拠づけることはできない。25)

③　連邦通常裁判所のウサギ肉判決

Köhler と Lindacher は、この判決が、自己の見解の第一の論拠となっている。しかしながら、

その両者の論拠は、連邦通常裁判所の判決の射程を誤解している。

そもそも、ウサギ肉判決は、伝統的な欠陥概念の拡張という結果となる、二つの特殊性を示す。

一つめの特殊性は、欠陥と、欠陥の疑いの等置である。Lindacher は、それに基づいており、

また、Köhler は、瑕疵担保責任における欠陥として、実際の品質の瑕疵だけではなく、すで

に根拠づけられた、期待可能な手段では除去されえない疑いも考慮されることに着目する。

第二の特殊性は、純粋な環境関係性が欠陥を根拠づけることにある。民法 459 条 1 項の瑕疵

について、当該目的物自体に備わっているような性質のみが問題となることが、ライヒ裁判所

と連邦通常裁判所の判決では、長い間、認められていた。なるほど、すでに、ライヒ裁判所では、

瑕疵の概念を、物的瑕疵を越えて拡張し、その性質と、その前提とされた持続性により、取引

上の見解によれば、目的物の価値評価に影響する、目的物の事実的関係、経済的関係、あるい

は、法的関係が重要なのかが完全に焦点になっていた。しかしながら、これらの関係は、商品

自体の性質に、その根拠を有し、そこから出発し、それに一定期間付着し、目的物の外部の事
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情から引き出されることによって初めて生じたわけではないことが常に要求される。

ウサギ肉判決の欠陥概念は、この定義に反する。欠陥の疑いは、具体的に問題となっている

肉から生ずる事情ではなく、売買目的物の外部にある、すなわち、同じ輸入業者からの他の肉

からサルモネラ菌を含んでいることが明らかにされたという事情から生ずる。連邦通常裁判所

は、ウサギ肉判決で、伝統的な判例から離れ、瑕疵を認めるために、このような純粋な環境関

係性を充足させる。その点で、例外判決といえる。他の状況で、この判決を、どの程度引き合

いに出すことができるか問題となる場合に、この判決の特殊性を、無視してはならない。26)

④　賞味期限の経過に関する比較

賞味期限の経過は、伝統的な意味での欠陥ではなく、欠陥の疑いを根拠づける。さらに、賞

味期限の経過については、純粋な環境関係性が問題となり、当該食品自体に根拠を有する関係

は問題にならない。それは、賞味期限の経過が必然的に食品の変化に至らず、それとは無関係

であることから、明らかであるといえる。これらの点は、賞味期限の経過が、原則として、欠

陥とされないことの根拠となる。

ウサギ肉事件の事情は、四つの基本的な観点で、賞味期限の経過の際の事情とは異なる。

第一に、サルモネラ菌は、伝染病とされるサルモネラ症を引き起こし、典型的には、賞味期

限が経過した際に存する危険よりも、著しく重大である。そのような重大な侵害は、賞味期限

の経過の際には、問題にならず、この場合、もっぱら、商品が、その固有の性質を失う可能性

があることが問題となるにすぎない。

第二に、ウサギ肉判決では、サルモネラ菌による汚染の具体的な根拠が存在した。供給全体

のうち、少なくとも、一部は、サルモネラ菌に汚染されていることが明らかになり、また、衛

生局も、他の多くの市公安局も、肉を確認し、あるいは、差し押さえ、連邦通常裁判所も、そ

の措置の適法性を疑わなかった。これに対し、裁判所は、この重要な具体的事実により、荷の

うちにサルモネラ菌に汚染された肉があるという充分正当な疑いが根拠づけられると述べる。

しかし、賞味期限の経過は、等価値の疑いを根拠づけない。なるほど、商品が固有の性質を失っ

た可能性があるが、しかしながら、立法者の意思によれば、賞味期限の経過は、製品は、流通

を前提とした性質を呈しないことを直ちに意味するわけではない。賞味期限の経過の場合、民

法 459 条 1 項の瑕疵の根拠は、ウサギ肉判決の場合より著しく弱い。

第三に、商品の検査の期待不可能性に関する違いである。ウサギ肉判決では、連邦通常裁判

所は、検査は、商品自体より費用がかかることから、期待不可能性を述べている。賞味期限の

経過の際には、それは、通常、問題にならない。

Köhler 自身が認めたように、日常生活の製品については、香り、味覚、視覚の検査により、

それらに問題がないか、たいてい確認できる。そのような検査は、買主には、直ちに期待不可
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能ではなく、サルモネラ菌感染に関する非常に費用のかかる検査とは等置されない。特に、こ

の関係で、なぜ、Köhler が、商品を家で検査し、場合によっては、腐敗が確認されたときに、

商人に戻すことが期待可能ではないという見解に達しうるかを、理解することはできない。自

己の権利を認める期待不可能性を語りうるのは、特別の事情が、これを正当化する場合に限っ

てである。賞味期限の経過の際には、原則として、このようなことを問題にしえない。

また、ウサギ肉事件では、卸売業者が商品の購入者であった。賞味期限の経過の際には、通

常は、最終消費者が問題となる。しかし、最終消費者は、卸売業者よりも、むしろ、商品の品

質を検査する可能性を有する。すなわち、最終消費者は、食品を、消費の前に、直接、検査し

うるが、卸売業者は、その可能性を有さない。検査は、しばしば、卸売業者について、商品に

瑕疵がないことが明らかにになっても、包装が壊され、もはや商品が利用できないことと結び

ついている。

第四に、商品の売買性について、比較されるべき状況が異なる。連邦通常裁判所は、ウサギ

肉が非売品であることに決定的に焦点を合わせている。このことは、サルモネラ菌汚染の疑い

の際には、おそらく、さらなる理由は不要である。賞味期限が経過している商品は、法的にも、

実際上も、決して非売品ではない。法的に非売品ではないのは、賞味期限が、立法者意思によ

れば、腐敗期限、最終消費期限、あるいは、最終販売期限と等置していないからである。さら

に、Köhler は、賞味期限をすでに経過した食品の販売は、詐欺禁止を定める食品必需品法 17

条 1 項 2b 号の違反とならないことを認めている。

以上から、ウサギ肉判決と賞味期限の経過の際の事情の根本的相違が存することが示される。

ウサギ肉判決については、著しい危険の事情が問題であり、疑いの根拠は、より具体的であり、

商品の検査は、期待不可能であり、さらに、商品それ自体は販売困難である。連邦通常裁判所が、

欠陥の疑いと欠陥自体を等置し、純粋な環境関係性を決定的なものと考えることを、そのよう

な事情で、適切であると見なすならば、それを理解することはできる。しかしながら、賞味期

限の経過の際の事情は、それと等置されない。Köhler と Lindacher が、その根拠づけに関して、

それでもなお、この判決に拠るのであれば、彼らは、連邦通常裁判所が述べたことの意味と射

程を誤解しているといえる。

以上の検討の結果、Meyer は、賞味期限の単なる経過は、当該商品に欠陥があるとみなさ

れうることにはならず、Köhler と Lindacher の見解は否定されるべきであると結論する。そ

れは、これらの見解が根拠とするウサギ肉判決が、賞味期限の経過と等置しえない、特殊な状

況と関係していることに基づく。27)

Meyer は、Köhler と Lindacher とは異なり、賞味期限の経過を、欠陥とみなすことはでき

ないとした。特に、Köhler と Lindacher が、自説を支える論拠とした、ウサギ肉判決について、
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欠陥概念の拡張をなしたものとし、ウサギ肉事件でこれを認めるだけの状況と同様のものが、

賞味期限の経過に見られるかについて検討し、これを否定した。Meyer の分析に関し、さらに、

Michalski・Riemenschneider が批判的検討を行っている。

２．６．Michalski・Riemenschneider の見解

Michalski・Riemenschneider は、Köhler や Meyer の見解で取り上げられている、物の「古さ」

の評価、環境関係性の問題、消費者の消費期限への期待、そのほか、立証の問題に関して検討

しつつ、賞味期限の経過は、客観的欠陥となりうるとしている。

そもそも、通説的な主観・客観的欠陥概念は、あるべき性質を定めるためには、契約で合意

された性質から優先的に設定していく。それには、目的物の性質に関する契約当事者の意思の

合致が必要であり、使用目的の単なる一方的な表明では、充分でない。ただし、民法 459 条 2

項と異なり、特定の性質を保証するという売主の保証意思は不要である。そのような合意が、

売買目的物が賞味期限を経過していないことを目指しているのかは、いずれにしても、疑わし

く、したがって、賞味期限それ自体が、その物の性質に組み込まれのかに判断が移る。

判例によれば、民法 459 条 2 項の保証の内容となりうる性質に、同時に、より狭い「性質」

概念が基礎となる 1 項の欠陥を根拠づける性質が必ず認められるわけではない。物的性質に加

え、それによれば、目的物の環境に対する経済的関係、および、法的関係が考慮され、それら

は、物の実際の性質にその基礎を有し、そこから出発し、一定の期間、物に伴っている。すな

わち、決定的なのは、売買目的物の特徴が、直接的に、内在していることである。通説的見解

は、それに対して、二つの見解の同一性から出発し、その結果、賞味期限の経過のみで、原則

として、欠陥となりうるとするが、しかし、賞味期限が、判例が支持する概念の意味での性質

を表すことについては、一部、争いがある。それに関し、Meyer は、この判決を、自己の見

解の根拠として述べてはいないが、連邦通常裁判所の見解によれば、例えば、自動車の古さは、

原則として、性質の特徴を表さないとする。なるほど、賞味期限は、直接的に、製造物の古さ

を逆推論することは許さない ( ただし、同一種類の製造物について、より短い賞味期限が、よ

り古い製造日をおそらく暗示するという逆推論は可能である )。しかしながら、連邦通常裁判

所は、同じ判決で強調するのは、古さが、欠陥を根拠づけるように作用しうるのは、それによ

り、物の適性が、著しく減じられる場合であり 28)、それは、まさに、賞味期限の経過の際に、

消費の適性を考慮して、起こりうる。したがって、この判決は、欠陥が存在しないことに対す

る根拠として、挙げることはできない。

食品の賞味期限は、物の物的瑕疵と関係し、すなわち、物自体に基礎を有し、このことは、また、

物質的組成のいかなる変化の際にも、賞味期限は、新たに定められねばならないことから示さ
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れる。賞味期限の経過は、必ずしも、食品の変化ということにはならず、そこから、もっぱら、

外部の事情とされるという Meyer の根拠は、事態を無視しているといえ、Meyer は、賞味期

限が、性質の特徴となりうるかという問題を、単なる賞味期限の経過が、欠陥をあらわすのか

という問題と混同している。外部から運ばれてきた事情は、もっぱら、賞味期限の法的定義で

あり、それは、多くの他の物の物的性質が、恣意的な、すなわち、性質から示されたわけでは

ない定義の適用に起因するのと同様であるにすぎない。それと分けなければならないのは、こ

の法的定義の個々の製造物への適用であり、それは、固有の性質、すなわち、製造物の性質の

最小限の保持を示すものである。したがって、賞味期限とは、商品の性質の特徴を表すもので

あり、欠陥があることを根拠づけるよう作用しうることが、主観的・客観的瑕疵概念に基づき、

確認できたといえる。これにより、さらなる問題として、単なる賞味期限の経過が、実際に、

民法 459 条 1 項の欠陥を根拠づけるかが問題となる。29)

主観的欠陥概念について、契約締結の際の契約当事者が、個々の製造物について、賞味期限

が経過していないことを、沈黙したまま、有るべき性質として、合意したことを、Köhler の

見解と同じく、前提としうるかが問題となる。このことは、最終的には、個別のケースの問題

であるが、通常は、認められない。

Köhler の見解に従うのであれば、賞味期限が経過していないことは、あるべき性質の基準

となる。食品が、あるべき性質を示さないのであれば、すなわち、賞味期限が経過した製造物

が販売されたならば、欠陥の定義の意味において、あるべき性質との不利益な相違が存在する。

ただし、これは、この不利益な相違が、民法 459 条 1 項の重大でないとは言えない減価に至り

うるかという問題と分けられねばならない。賞味期限の経過により、品質低下の危険が上昇し、

それに従い、製造物の売値は低下し、しかも、食品市場での明白な価格低下が示すように、そ

れにより、欠陥の性質が根拠づけられるほど著しい。その際、製造物に、品質低下が実際に生

ずるかは、まったく些細な問題である。というのは、当事者は、主観的欠陥概念について、消

費の適性等とは異なる、あるべき性質の基準を合意しうるからである。Köhler により引用され、

Meyer により、当然、批判された、連邦通常裁判所のウサギ肉判決に立ち戻ることは、問題

を無視する。合意されたあるべき性質が、賞味期限を越えていないことであれば、そのほかに、

品質低下が欠陥を表しうるかは、完全に些細なことである。

さらに、あるべき性質に関する合意が否定される場合、その具体化のためには、いかなる性

質が、物の一定の態様への属性から通常示されるか ( 客観的欠陥概念 ) が焦点となる。したがっ

て、食品について、賞味期限の遵守が、食品の通常の性質に属し、その結果、経過それ自体が

欠陥を表しうるかが問題とされる。

ごく僅かしか存在しない純粋な客観的欠陥概念の支持者の一人である Knöpfle によれば、通



ドイツにおける賞味期限と瑕疵担保責任：鈴木　美弥子184

常の性質を定めるにあたっては、まず、取引上の見解に拠り、そのようなものが欠如する際に

は、買主と売主の衡量が必要であるとし、また、国家の規範の意味も考慮すべきとする。これ

に関し、取引上の見解については、アンケートによれば、質問者の 89 パーセントは、賞味期

限を特に重要な表示として位置づけ、少なくとも、購入の際に、それに従うのであれば、販売

の際に、常に一定の賞味期限の残存期間を示さねばならないという取引上の見解と、その内容

が普通であることを認めることについての大いなる理由となる。また、国家の規範の考慮とし

て、通常の性質を定めるあたり、食品表示法 7 条 1 項 ( 賞味期限 ) も重要であるとする。なる

ほど、賞味期限の経過の前に、質的な問題のなさに対する製造者の保証はないが、しかし、経

過により、製造者の視点からは、腐敗の危険は、製造者が、決して、腐敗の危険を保証しよう

としないほど高まり、むしろ、売買は、この点で、危険行為となる。製造者でさえ、賞味期限

が経過した商品を、それにより、減価したものと位置づけるので、賞味期限が経過したにもか

かわらず、商品を欠陥がないものとして位置づけることは、消費者には期待できない。

また、Köhler が述べた、相当な消費期限に関する消費者の利益を考慮すべきとの問題があ

るが、Köhler は、この考えを、合意された、有るべき性質を考える際に用い、( 個人的な動機

は考慮されないという )Meyer のおそらく正当な批判にさらされている。しかし、保存商品な

ど、特定の商品については、一定の保存能力を期待されているが、賞味期限の経過後は、日に

日に、品質低下の危険は高まり、消費者、あるいは、買主は、実際上の使用を強いられる。そ

れにより、まさに、消費者が期待する利益が失われるといえる。

さらに、買主には証明法上の困難があり、これは、賞味期限の経過それ自体を欠陥と認める

適切な利益衡量により除去されうる。商品の受取り後、売主は、物的瑕疵が、危険移転の際に

すでに存在していたことを証明しなければならない。質的瑕疵、すなわち、消費の適性を、買

主は、なお、相対的に容易に確認し、証明しうるが、しかし、賞味期限が経過している商品を

取得した場合に、その発生時点の立証は容易ではない。賞味期限の経過まで、条件に従った保

存を行っていた場合には、質的瑕疵がある危険は少なく、期間の終了近くになると、その危険

が高くなると予想される。期限の経過とともに、製造者への信頼性が低下し、日に日に、腐敗

の蓋然性は、多かれ少なかれ、非常に高まる。賞味期限の経過前に商品を取得し、家で、品質

低下を確認し、最終的に、経過する前に、瑕疵を責問する買主は、相対的に、瑕疵が、危険の

移転の際に、すでに存在していたという主張を認めさせることにさほど困難はない。それに対

して、賞味期限を経過した製品の買主が、何日もたって、場合によっては、何週間もたって初

めて ( 保存食品の場合 )、意図して消費する際に、瑕疵を確認するようなケースについては、

法状況は異なる。腐敗の蓋然性は、日に日に上昇するため、瑕疵が、家で保存中に初めて発生

し、危険移転 ( 民法 446 条 ) の時点では、いまだ存在していない可能性が高い。買主は、この
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ような場合、著しい証明困難にある。したがって、適切な危険の分配の観点から、賞味期限の

経過それ自体を欠陥と認めることが要請される。売主は、これが認められたとしても、賞味期

限が経過した商品を販売することは、売主の裁量に任されていることから、ほとんど負担を受

けないといえる。30)

Michalski・Riemenschneider は、製造物の古さも、また、賞味期限 ( の経過 ) についても、

決して物の外部の事情ではなく、物の性質を表すものであるとし、欠陥を表しうるものとする。

賞味期限については、通常は、契約の際に、これについて合意があったといえず、賞味期限の

経過について、主観的欠陥は問題にならず、あるべき性質が物の通常の性質により定められる

客観的欠陥になりうるか検討された。客観的欠陥概念を支持する Knöpfle が提示する観点も充

足し、また、消費期限に対する消費者の利益、買主の立証困難の下での利益衡量の結果、賞味

期限の経過自体により、民法 459 条 1 項の欠陥が認められるとする。

２．７．検討

賞味期限の経過を欠陥とみなしうるかについて、その前提としての、あるべき性質を定める

にあたり、Köhler は、そして、Köhler を支持する Lindacher も、食品の賞味期限が経過して

いないことを、通常、契約当事者は、これを共通して前提にしているとする。さらに、Köhler

は、賞味期限の経過自体が、価値、または、通常の使用もしくは契約上予定された使用の適性

の重大な滅失または減少となるかについて検討し、ウサギ肉判決の判断をもとに、売主と買主

の利益衡量から、商品の品質の検査 ( 確認 ) を買主に期待することはできず、消費者の相当な

消費期限に対する期待の保護の考慮からも、賞味期限の経過それ自体で欠陥が認められるとす

る。また、Michalski・Riemenschneider の見解では、賞味期限が経過していないことについ

て、通常は、契約の際に合意があったといえず、主観的欠陥ではなく、客観的欠陥の問題とな

るとする。ただし、その際、もし、その合意が見られるのであれば、合意された性質に相違す

るということで、直ちに、欠陥が認められると述べている。そして、賞味期限の経過した食品

について問題となる客観的欠陥が見られるかについての検討で、具体的な内容は異なるものの、

Köhler と同様の、消費期限に対する消費者の利益の考慮や、買主の立証困難に関する売主と

買主の利益衡量を経て、賞味期限の経過自体で、欠陥があると認められるとする。

これに対し、Meyerは、食品の賞味期限が経過していないことが、当事者の合意に含まれるか、

さらに、賞味期限の経過により、価値、または、通常の使用もしくは契約上予定された使用の

適性に対する重大な滅失または減少があるかについて、特に分けて検討していないが、Köhler

の見解を支える重要な観点について、特に、見解の根拠とされているウサギ肉判決を取り上げ

つつ検討を行っている。Meyer の見解のうち、④で示される、ウサギ肉事件と、賞味期限の
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経過のケースでは、事情が異なるといった点は肯首しうる。

また、後に連邦通常裁判所から出されたグリコール判決では、ウサギ肉判決①・②からの「転

売のための売買の際には、供給された商品に欠陥が認められるのは、具体的な事実に基づき、

健康を害する性質について、容易に思い浮かぶ疑いがあり、この疑いが、買主に期待可能な措

置により排除することができず、それゆえ、契約により前提とされた商品の販売性が失われる

場合である。」、「商品の健康を脅かす汚染の排除できない疑いと、それによりもたらされる非

売性は、汚染の疑いが、たしかに、危険移転後に生じたが、しかし、危険移転の前に存在したが、

認識されていなかった事実に基づく場合に、危険移転の際に存在する瑕疵を表す」というルー

ルを、最終消費者に販売する物に適用することが可能かは判断しないとしている 31)。グリコー

ル事件では、前審の手続中にグリコールが含まれていないことが判明したことから、たしかに、

判断の必要性はなかったのであるが、裁判所は、このルールを食品に欠陥の疑いがあるケース

に幅広く適用することには消極的であるとも考えられる。

しかし、Meyer のように、賞味期限の経過それ自体を欠陥と認めないことは、妥当でない

と考える。

たしかに、Köhler は、賞味期限の経過それ自体を欠陥と認めるという見解を提示するにあ

たり、ウサギ肉判決を引用しているが、それは、根拠というより、むしろ、賞味期限の経過に

より、経過前と比較し品質の低下が予想されることをもって、賞味期限の経過それ自体で欠陥

となるという着想の端緒としてであり、それゆえ、この賞味期限の経過に関する判断について、

ウサギ肉判決を直接的な根拠とし、同じ判断をなしているわけではない。

ウサギ肉事件では、供給されたウサギ肉のサルモネラ菌感染の疑いという、個別的なケース

での、買主に期待可能な措置により排除できない具体的な危険の疑いが問題になっている。こ

れに対し、食品の賞味期限の経過については、賞味期限という客観的な基準により、その経過

後は、個別具体的な危険を問うことなく、賞味期限の経過それ自体を欠陥と認めるべきかとい

う、売主と買主の利益衡量を含む、政策的考慮に基づく判断の問題であるといえる。

また、賞味期限の経過それ自体を欠陥と認める、Köhler 、Michalski・Riemenschneider は、

その結論を出すにあたり、どの段階での考慮かは異なるものの、消費者の消費期限への利益保

護を考慮し、それに加え、売主と買主の利益衡量を行っている。Köhler が示すように、商品

の検査について、買主が売主よりも期待可能とはいえず、また、Michalski・Riemenschneider

の証明困難の救済の観点からも、売主が危険を負うべきとすることは妥当であると思われる。

このほか、従来の欠陥概念から問題とされていた、賞味期限の経過に関し、その環境関係性、

外部性から欠陥になりえないという Meyer の指摘に対しては、Michalski・Riemenschneider

の説明で克服可能であり、また、判例では 32)、同じく物の外部の法的評価ともいえる公法上
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の建築規制が瑕疵とされていることに鑑みれば、賞味期限の経過自体が、欠陥となることに問

題はないと思われる。

３．賞味期限の経過と瑕疵担保責任の排除

３．１．問題状況

買主が、商品を購入した後にようやく、賞味期限が経過していることを確認したケースが、

しばしば生ずる。これについては、買主が、売買の締結時に、重過失により欠陥を知らなかっ

た場合、売主が欠陥を知りながら告げなかったか、欠陥の不存在を保証した時を除き、売主の

瑕疵担保責任は排除されるとする、改正前では民法 460 条 2 文の問題となる。これに関し、具

体的には、買主が、契約締結の際に、賞味期限を確認しなかった（見落とした）ことが、重過

失で欠陥を認識しなかったことに該当するかについて、議論がなされてきた。

３．２．Köhler の見解① － 賞味期限の経過と責任排除に関する見解

Köhler の見解については、ここでは、時期が異なる 2 つの論文を、取り上げたい。まず、

時期的にも早い、賞味期限が経過した場合の瑕疵担保責任の排除に関する論文からの見解を見

る。

買主が、契約締結の際に、賞味期限を確認しなかったケースについて、セルフサービスでの

購入と、サービスのもとでの購入に分けて検討する。

セルフサービスの店での購入の際は、顧客は、個々のケースで、製造物の賞味期限がすでに

経過している可能性があり、特に、これにより、食品法の規定による非売性を生じさせないこ

とを認識している、あるいは、それを考慮しなければならない。顧客は、製造物を一瞥しさえ

すれば、賞味期限の経過を確認することは困難ではない ( ただし、賞味期限の表示が不明確、

あるいは、値札で隠されているような場合には該当しない )。この賞味期限の確認は、消費者

の習慣にも合致し、おそらく、このような取引慣行が認められているといってよいであろう。

いずれにしても、販売者にとって、事情により、何日も経過してはじめて返還された商品は販

売できないことが予想されるため、消費者に対し、そのような検査を期待してよいとすべきで

ある。この特別な事情は、通常は、平均的な顧客にとって、その怠りが重過失の非難となる検

査義務を根拠づける。

これについて、例外が認められるのは、買主が、一度に大量に購入するケースである。この

場合、すべて個別に検査することは期待可能ではないからである ( 例えば、何箱ものバターを

購入する際に、一番上の箱のみ賞味期限内のものであったようなケース )。また、賞味期限に

ついて、印刷が悪い、あるいは、その他の理由で、読むのが困難か、ほとんど読めないケース
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も同様である。さらに、重過失の判断の際に、主観的な、行為者の個性に基づく事情を考慮す

べきである。賞味期限を認識する、あるいは、その意味を把握することが直ちにできないよう

な者が ( 子供、視覚障害者、高齢で病弱者、言語が理解できない外国人、精神障がい者 )、賞

味期限の確認を行わないことについて、重過失が排除される。

これに対し、サービスのもとでの購入の際には、事情が異なる。店員が、顧客のために商品

を選ぶ際には、賞味期限を経過していない商品のみが販売されることを、顧客は期待してよい。

この限りで、買主には追加の検査義務がなく、民法 460 条 2 文による責任排除は問題にならな

い。33)

また、買主に重過失がある場合の民法 460 条 2 文による売主の責任排除については、売主が

悪意で欠陥を沈黙していなかったこと、さらに、欠陥の不存在を保証していないことも要件と

なっている。これに関し、セルフサービスの購入のケースで、いかなる場合に、賞味期限の経

過について売主の故意の沈黙が存在するかが問題となる。故意の沈黙には、まず、売主の悪意

が必要であり、売主は欠陥を知らねばならない、あるいは、その存在の可能性を考慮に入れな

ければならず、さらに、買主が実際の状況を認識した際には、契約を締結しない、あるいは、

この条件では締結しないことを、売主は認識しなければならない。また、欠陥の沈黙が必要で

あり、この前提として、売主の具体的な説明義務の違反が必要である。売主は、賞味期限の経

過の可能性を、個々の商品について、考慮しなければならず、問題は、売主の説明義務の違反

に集中する。説明義務の範囲は、購入対象物の検査に対する買主の可能性と能力により定めら

れるが、セルフサービスの店で、顧客は、賞味期限を知ることは困難ではないので、いずれに

しても、賞味期限の経過に関する販売者の一般的な説明義務は否定される。34)

Köhler は、この論文では、買主の賞味期限の確認に関する実情を考慮し、売主の瑕疵担保

責任の排除に関する要件を検討している。セルフサービスの店で賞味期限を経過した食品を購

入した場合、原則として、買主に、重過失が認められる一方、売主には、賞味期限の経過に関

する一般的な説明義務はなく、故意の沈黙が認められず、通常は、瑕疵担保責任が排除される。

これに対し、サービスのもとでの購入の場合は、そもそも、買主が、売主と重ねて、賞味期限

を確認する必要 ( 義務 ) は無く、売主の責任排除は認められないとする。

３．３．Lindacher の見解

Lindacher の見解は、欠陥について、Köhler と同じ見解をとっていたのに対し、売主の重過

失の認定については、Köhler とは見解を異にする。

買主に重過失の非難を行いうるかは、契約締結の際に、買主に検査義務を課すことの可否と、

その範囲に拠る。これについて、出発点としては、買主には、一般的な検査義務はない。しか
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し、特別の事情により、個々のケースで、信義誠実の原則により、その怠りが重過失となりう

る検査義務が根拠づけられる。

例えば、重過失が認められる場合として、買主が特別の専門知識を有するが、売主が専門知

識を有しないケース ( 例えば、自動車の販売業者が、代金の支払いとして、中古車を受け取っ

たが、検査をしなかった )、買主が、瑕疵に気付いていたが、検査をしなかったケース、買主は、

目的物を検査したが、杜撰さにより、目立つ瑕疵を見落としたケース、一定の目的物について、

買主による検査が必ず行われねばならない取引慣行がある場合に ( 家屋、中古車、貴重品、美

術品 )、検査を行わなかったケース、買主に特別な注意を促す事情が存在するにもかかわらず、

検査を怠ったケース等がある。

賞味期限の表示を読む買主の義務は、売買締結の際の検査義務の、この事情での現れである。

民法 460 条 2 文による売主の責任排除の認否について決定的なのは、顧客が、製造物を一瞥し

ただけで、賞味期限の経過を自ら確認することが困難でないことではなく、むしろ、顧客が、

売主の瑕疵担保責任に基づく請求の喪失を回避するにあたり、法的に、そのような製造物を一

瞥する義務があるか否かである。

買主に検査義務が認められるには、実際の取引慣行のほか、それを義務に高めるにあたって

は、利益衡量を経る必要がある。

法の経済的分析を義務づける衡量では、その端緒は、最安価回避者を問うことであるが、そ

れにとどまらず、意図的に売主の契約相手へ機能と義務を割り当てることによって、買主の契

約違反が、実際上制裁無く成立することに ( 売主に対し法的責任を負うわけではないが、売主

への責任追及ができなくなる )、注目すべきである。顧客によるセルフサービスの売買につい

ては、販売業者によるものよりも、安価であることが確認でき、また、いずれにしても、顧客

は、商品を手にとる。しかし、販売業者が、食品の売買について、特に留保せず、生鮮品に責

任を負うのであれば、棚に、賞味期限が経過していない商品のみを置くことに配慮することは、

販売業者の第一の仕事である。検査を行わない、あるいは、過失ある検査によって、新鮮さが

失われていることは、( 組織 ) 過失、あるいは、販売業者に帰責可能な従業員の過失に基づく。

したがって、買主の検査義務を認め、また、通常のケースで、それを怠った場合に、民法 460

条 2 文で、買主の重過失の肯定し、売主が賞味期限が経過した商品を置くことが法的に危険と

されないことは、不適切である。35)

Köhler の見解①が、売買の実際の状況から、買主の重過失の認定を行うのに対し、

Lindacher は、重過失の前提として、そもそも、買主に賞味期限の経過を確認する義務を認め

るべきかという観点から検討を行い、賞味期限内の食品の販売に本来配慮すべき売主との利益

衡量の結果、それを否定した。
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３．４．Köhler の見解② － 立法趣旨から見る責任排除に関する見解

前出の Köhler の見解①から ( さらに、上記の Lindacher の見解からも ) ４年後にだされた論

文をもとに、Köhler の立法趣旨から検討した瑕疵担保責任の排除に関する見解を見る。①の

論文とは異なり、賞味期限を念頭において執筆されたものではないが、賞味期限を巡る当事者

の実際が全面に出た①の論文の理論的基礎が窺え、また、後出の Michalski・Riemenschneider

が、この論文も含め、検討していることから、ここで扱うこととする。

民法 460 条 2 文は、買主が、契約締結の際に、目的物の欠陥を重過失で知らなかった場合に、

売主が欠陥の不存在の保証をなしたか、欠陥を悪意で沈黙していた時を除き、売主の瑕疵担保

責任の排除を規定する。これがなぜ認められるかに関し、2 つの見解がある。

一つ目の見解は、重過失が何か義務違反の行為の非難を含むのであれば、その前提として、

買主に、「目を開けて置く義務」があることに基づくものである。これは、民法典の立法理由

の視点であり、一般的な法の見解により、誰もが注意すべきであるという原則が適用される。

しかし、この目を開けて置く義務は、取得者の軽過失が譲渡者の責任を排除するほど、高度の

ものであってはならない。

二つ目の見解によれば、民法 460 条 2 文の法政策上の正当化は、今日では、( 第一の見解の

ような )「目を開けない者は、財布を開ける」という古びた原則と表現の中に見い出すことは

できず、その代わりに、この規定を、売主にとって立証軽減として機能するものと見る。これ

に関しては、二重の観点がある。一つめは、瑕疵の認識に関する立証の軽減である。買主は、

明白な欠陥の場合でさえ、後で、何も見ず、気付かなかったと主張しうるため、買主の欠陥の

認識を、売主が証明することが困難であることを考慮しなければならない。この場合、買主が、

瑕疵の責問を、確かに、買主のその認識を証明することはできないが、もともと認識がはっき

りしていなかったという状況によって提起したのであれば、民法 460 条 2 文は、立証の軽減と

して機能する。さらに、買主が詳細に検査をしない中古物を販売する売主は、買主は、物をそ

のままで買おうとすることを一般に前提にしうることから、民法 460 条 2 文は、中古物等の取

得の際の立証の軽減となる。36)

しかし、民法 460 条 2 文は、実務上、売主について、確かに、立証軽減として作用しうるが、

例えば、買主が、物を、契約締結後に初めて目にしたため、契約締結時に、瑕疵を、立証上、

認識しなかったケースを、説明することはできない。また、買主が中古物の詳細な検査を放棄

する場合、必ずしも、買主が物をそのまま買おうとしているとは限らず、買主は、物に瑕疵が

ないことを信頼しているからこそとも考えられる。さらに、買主が、病気や時間不足で、検査

を断念する、売主にとっても認識可能な実質的な理由をもっている可能性がある。買主が容易

に認識可能な瑕疵を知っていた、あるいは、それを受容したことの推定は、根拠づけられない。
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したがって、買主が、たしかに瑕疵を知らなかったが、容易に認識可能であったことが、な

ぜ買主に不利になるのか、また、瑕疵担保による請求の排除は、買主が注意しなかったことの

制裁であるが、しかし、なぜ買主が、そもそも注意すべきなのかについての説明がなお必要で

ある。

これらについては、買主が瑕疵について悪意である場合の民法 460 条 1 文に関し述べられて

いること、すなわち、売主の利益のために、また、十分正しく理解された買主の利益において

も、契約の遂行と、それに続く瑕疵担保責任の際に生ずる費用と危険が回避されるべきであり、

買主が、売買の際に、目を開け、買主が瑕疵を認識する場合に、その利益を、すでに売買締結

の際に認めることは、それが契約の断念であれ、好条件の決定によってであれ、買主に期待可

能であるということが、妥当する。

これに基づき、民法 460 条 2 文の 2 つの例外が説明される。売主が、望むと望まざるを問わ

ず、保証を示すのであれば、売主は、買主に、性質の存在を信頼してよいことを示す。その場

合、買主は、ありうる瑕疵を確認するため、物を詳細に検証する義務を負っていない。売主が、

瑕疵を、故意に沈黙するならば、売主は、保護に値せず、また、保護が不要である。いずれに

せよ売主が知る以上のことを、売主は、買主から知ることはできない。売主が、それにもかか

わらず、契約を締結し、履行する場合、売主は、契約履行と、自己の危険に基づく担保責任の

費用と危険を考慮して行為する。また、売主が瑕疵を認識していても、売主の担保責任が排除

される民法 460 条 1 文との相違が正当化される限りで、この時点で瑕疵を知らず、直ちに、認

識しなければならない買主よりも、売主は、瑕疵の問題をすでに契約締結の際に解決しようと

している。

また、民法 460 条 2 文が買主の重過失を求め、軽過失では充足しないことは、同様に、費用

の衡量に基づく。軽過失の際に、買主から、瑕疵担保の権利を奪うのであれば、買主は、その

場合、売主が節約しうる、それに応じたより高い検査の費用を支出しなければならない。しか

し、このことは、典型的には、売主が、瑕疵の検査を、買主より費用的に有利に行いうるため、

適切ではない。37)

そして、民法 460 条の立法理由から、民法 460 条 2 文の重過失の基準の具体化の根拠が得ら

れる。重過失とは、取引上必要な注意義務の重大な違反がある場合、あるいは、誰にとっても

明らかなことの不遵守がある場合に認められる。この定式を用いるには、いかなる注意義務が

問題となるか、あらかじめ明らかにする必要がある。買主は、契約履行と瑕疵担保責任の費用

と危険を回避するために、瑕疵担保責任の排除という制裁について、売主の利益においても、

また、自己の十分に理解できる利益においても、物的瑕疵の問題を、契約締結の際すぐに、規

定するように促されるという民法 460 条 2 文の立法理由から、いずれにしても、自身を損害か
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ら守る注意義務ではなく ( 少なくとも、この義務が優位することはない )、むしろ、売主を損

害から守る義務が問題となる。

なるほど、この場合、売主自身を損害から守ることは、売主の問題であるという異議が生じ

うる。このことは、たしかに正しいが、しかし、売主の瑕疵保責任は、すでにこのことを考慮

している。売主の瑕疵担保責任は、予防的に働く、すなわち、売主が、瑕疵ある給付をなすこ

とを防ぎ、物に瑕疵があるか契約前に検査することを促す。法は、契約の両当事者に、契約締

結前に、あるいは、遅くとも契約締結の際に、物に瑕疵があるか、注意する責任を課す。確か

に共同責任が様々に評価される。売主は、自らに責任なく瑕疵を認識しなかったという危険を

負わねば成らず、買主は、自身が重過失で瑕疵を認識しなかった危険のみを負うことになる。

不必要な費用とリスクを回避するための両当事者の共同責任からは、2 つのことが生ずる。

一つ目として、重過失の非難を回避するため、買主が瑕疵を認識するために最小限用いる注

意は ( 最小限の情報の費用 )、契約の締結、契約の履行、瑕疵担保責任に関して予見される費

用と危険に基づき、それに比例しなければならない。この費用と危険が高くなるほど、最小限

の情報の費用も上昇する。その際、重過失の検討の際、売買の際の個人の関係性 ( 単に、専門

家と素人の単なる相違だけではなく、情報の可能性を妨げる、あるいは軽減する、買主のその

他の事情等も加わる ) が考慮される。さらに、特定の物の売買の際に、瑕疵の数と可能性によ

り、情報の費用は分割 ( 注意が軽減 ) され、しかし、瑕疵が確実になる場合には、買主に特別

の注意が求められる。二つ目として、売主が、契約締結の前に ( 瑕疵担保責任の回避の際に )、

物に瑕疵がないことについて確認する義務があるため、売主の情報の支出が少ないほど ( 売主

が専門家であるケース )、買主の情報の費用が減少する。38)

Köhler は、民法 460 条 2 文は、売主の利益のためにも、また、買主の利益においても、契

約の遂行と、それに続く瑕疵担保責任の際に生ずる費用と危険を回避するため、物的瑕疵の問

題を、契約締結の際すぐに、確定するためのものであるとし、これにあたり、買主に注意が求

められるとする。この場合、買主の注意義務は、自ら自身を損害から守るというよりも、むし

ろ、買主を損害から守るためのものとされ、民法 460 条 2 文の意義も、買主の注意義務にして

も、売主の利益を中心にして、解している。

３．５．Michalski・Riemenschneider の見解

Michalski・Riemenschneider は、Köhler の見解を批判する。

Köhler の分析によれば、民法 460 条 1 文、2 文の立法理由は、買主が、売主の優位する利益

のために、しかし、自身の利益のためにも、契約の遂行と瑕疵担保責任の費用と危険を回避す

るために、物的瑕疵について、契約締結と同時に規定するというものであり、その際、買主に
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期待される最小限の情報の費用は、ありうる費用と危険にならわねばならないとする。

しかし、買主自身の利益を示すのであれば、担保責任の排除という制裁を正当化することは

できない。私的自治の枠内では、自身を損害から守る義務は、個人にはなく、そのような義務

は、加害者に対して、よりいっそう生じない。したがって、瑕疵を認識し、あるいは、重過失

により欠陥を認識していなかったにもかかわらず、売買契約を締結し、物的瑕疵に対する権利

を後に主張する危険を引き受けることは買主自身の裁量である。さらに、第二の根拠、すなわ

ち、買主に認められた売主の利益については、ほとんど説得力がない。なるほど、民法 460 条

2 文は、買主に、一般的な検査義務を負わせることはないが、しかし、そこで命ぜられた法的

効果は、根拠が与えられることなく、買主に、自身のために、目を開けておくことを強いる。

Köhler の着想によれば、買主に求められる最小限の情報の費用は、最終的には、売主のための、

民法 460 条 2 文の制裁を伴う買主の契約前の情報提供義務の特別な形を表す。買主は、重過失

と結びつくことにより、売主が取り決めた物を欠陥なく譲渡しうるか、買主が事前に確かめる

ことなく、契約を締結したことを非難される。しかしながら、契約当事者について、契約前の

情報提供義務と説明義務について、他の当事者に、契約の遂行の危険に対して警告する内容の

ものは存在しないことに、争いがない。契約前のこれらの義務は、いずれの契約の当事者に対

しても、後の契約義務に従うことができるよう配慮すること求めるものである。瑕疵担保責任

の規定の予防的効果は、Köhler の見解とは異なり、買主に課される義務に対する根拠となら

ない。さらに、それを通じては、売主と買主の双方に、欠陥の不認識について重過失がある場

合に、なぜ、買主に、瑕疵担保責任の排除が負わされるのか、明らかにされない。39)

また、Köhler のこのアプローチは、要求された最小限の情報の費用の基準ではない。なぜ

なら、用いられる注意と、ありうる費用とリスクが、相互に比例しなければならないというこ

とが確定されても、個々のケースで比例していることについては、何も述べていないからであ

る。また、買主と売主は、民法 460 条 2 文の効果について、適切な比例に関して完全に対立し

た利益を有する。それゆえ、Köhler のアプローチは、危険を担う。すなわち、売主にとり有

利な経済的考慮方法のために法に置かれる原則・例外メカニズム－買主が物的瑕疵を安価に確

定しうるとされるやいなや、売主の責任が排除される－が効力を失う危険である。

民法 460 条 2 文の立法理由は、売買法全体の物的瑕疵担保責任から明らかになる。すなわち、

一つは、売主の瑕疵責任を保証すること、もう一つは、取引の容易さを、それにより、できる

限り損なわないことである。

瑕疵担保責任の短期の時効や、通常、物的瑕疵がある場合には、民法 119 条 2 項による錯誤

による取消の根拠も存在しうるが、その適用が排除されることから、現行の物的瑕疵担保責任

は、できる限り妨げられることのない商品の結びつきを可能にするという思想に基づき形成さ
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れているというテーゼから出発して、そこから、民法 460 条 2 文の立法理由も、個々のケース

における注意義務も確認されるべきである。ここから、瑕疵担保による請求権の遅れた主張は、

経済取引において、契約締結の際の権利主張よりも、負担であることから、民法 460 条 2 文は、

買主に、取引の利益において、注意義務を課すといえる。

Köhler とは異なり、売主の利益の承認は、Obliegenheit の形で課される買主の義務の第一

の目的ではなく、売主の利益は、むしろ、一般的な取引上の利益の重要な一部として、間接的

に考慮されるに過ぎない。

また、売主と買主の双方に、欠陥を認識しなかったことに重過失がある場合に、なぜ買主が

瑕疵担保の請求権を失うかについては、買主に課される注意義務により、瑕疵担保による請求

を通じて、取引の負担が回避されるのであれば、買主の負担で、瑕疵担保責任が排除されると

いう形での制裁によってのみ、この規定の目的が達成され、また、取引の容易さは、立法者の

意思によれば、買主の請求権に優位して当然であるからということで説明できる。

立法理由に基づき、買主に、個々のケースで用いられる注意義務が生ずるが、売主は、契約

締結とともに、欠陥のない物の譲渡を担保するため、買主は、原則として、物に欠陥が無いこ

とを信頼してしかるべきであり、民法 460 条にもかかわらず、買主には売主との関係で一般的

な検査義務はない。もっとも、買主は、売主が生じさせた信頼に、無批判に拠ってはならない。

ただし、買主の注意が喚起されるのは、信頼の基礎が揺るがされる場合である。その根拠は、

第一に、既知の、すなわち、通常、かつ、しばしば生ずる欠陥の情報、第二に、具体的な指摘、

あるいは、自己の認識である。そのような根拠から生ずる検査義務の範囲は、取引ができる限

り妨げられずに進むという目標に拠るべきである。厳格すぎる検査義務は、その妨げとなる。

それゆえ、情報の取得の容易さに重要な役割が認められ、他方、請求権の後の主張により発生

する可能性がある費用と危険は、Köhler の見解と異なり、全く下位の、副次的な意味しかな

い。40)

また、消費者が食品の賞味期限を検査しない場合に、欠陥の明白性の観点は、消費者の重過

失に関する多かれ少なかれ決定的な根拠として見なされる。しかし、そもそも、検査を行う根

拠がないのであれば、すなわち、買主は、売主が生じさせた欠陥のないことの信頼に拠ってよ

いのであれば、そもそも、欠陥の明白性 ( 容易な認識可能性 ) は問題にならない。さらに、賞

味期限の概要を定める食品表示法 7 条は、食品についての検査義務の承認に反対するものとい

える。立法理由によれば、表示義務は、消費者への情報提供と消費者保護に役立つはずである。

Köhler や他の者の見解に従うのであれば、製造者に向けられた表示命令により、事実上、そ

の検査義務が、消費者の負担で根拠づけられる。しかし、これにより、表示義務の対象として

賞味期限を挙げる食品表示法 3 条 1 項、7 条は、民法 460 条 2 項を通じて、物的瑕疵責任排除
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の独自の根拠となり、それは、明らかに、規定の目的に反する。また、純粋に実際的な考慮も

また、同じ結論に至る。重過失を認めるのであれば、消費者に、スーパーマーケットのすべて

の商品の検査を強いることになる。しかし、それは、消費者に期待可能ではなく、販売業者に

のみ、正当である。それゆえ、消費者は、食品を賞味期限を検査することなく購入しても、原

則として、重過失はない。41)

Michalski・Riemenschneider は、瑕疵担保責任排除の規定の趣旨を、Köhler が、売主の利

益を中心に据えることを批判し、それは、取引の円滑にあり、それに基づき、買主の義務を考

えるべきとする。そして、買主は原則として、瑕疵がないことを信頼してよく、消費者は、食

品を賞味期限の検査することなく購入しても、原則として、重過失はないとする。

３．６．検討

Köhler の見解①において、瑕疵担保責任の排除にあたって、買主の重過失の認定は、スーパー

マーケットのような、セルフサービスの店での購入の際、賞味期限の確認は容易にできるとい

う実態から、買主がそれを怠った場合には、重過失が認められるとした。

これに対し、Lindacher は、買主の重過失の認定にあたり、その前提として、そもそも、賞

味期限を確認する義務があるかという形で検討すべきであることを提示した。そして、実際に

賞味期限を確認できるとしても、買主に賞味期限を確認する義務を認めるべきでないとして、

買主に確認の怠りがあっても重過失はないと判断すべきとする。

さらに、Michalski・Riemenschneider は、瑕疵担保責任の排除については、売主と買主と

の間の義務や危険の分配の問題であるという視点を示した。そして、Köhler の見解②において、

民法 460 条 2 文の趣旨を、売主の利益を本位として、契約の遂行と、それに続く瑕疵担保責任

の際に生ずる費用と危険を回避することとし、買主の重過失の前提としての注意義務も、売主

を損害から守るためのものとしたことを、Michalski・Riemenschneider は批判し、その趣旨は、

取引の円滑を図るためのものであり、これに基づき、買主の義務も構成されるべきとした。

瑕疵担保責任の費用と危険を回避するため、買主よりも、売主の利益を優先し、買主に、

売主の権利を防禦する義務を認めるのであれば、それを支える明確で積極的な価値提示が

必要であると思われるが、Köhler の見解には、その説明が見受けられない。それに対し、

Michalski・Riemenschneider が提示する、取引の円滑の確保という趣旨は、売主と買主双方

の利益を合わせたものであり、両者に重過失がある場合に、瑕疵担保責任が排除されること

について、売主に対する買主の利益の優越以外で説明することを可能にする。したがって、

Michalski・Riemenschneider の取引の円滑という規定の趣旨の理解と、売主と買主の両者の

利益の調整ということから、なにか確認が必要となる根拠が存在しない限り、買主が賞味期限



ドイツにおける賞味期限と瑕疵担保責任：鈴木　美弥子196

を確認しなくとも重過失が認められないとする結論を支持したい。

４．債権法現代化法による改正後の状況

賞味期限に関する本稿で扱ったテーマに関する議論は、1990 年代までに集中している。そ

れでは、2002 年の債権法現代化法に基づく改正により、この議論の結論は影響をうけるか確

認したい。

改正により、売主に対し、物の瑕疵及び権利の瑕疵のない物を買主に取得させる義務が規定

された ( 民法 433 条 1 項 2 文 )。そして、この義務の前提として、物の瑕疵 ( 民法 434 条 ) と

権利の瑕疵 ( 民法 435 条 ) に関する定義規定が置かれ、これは、特定物・種類物の区別なく適

用される。

物の瑕疵について規定する改正後の民法 434 条は、旧民法 459 条における欠陥 (1 項 1 文 )

と保証された性質の欠如 (2 項 ) の区別をなくした。そして、物に瑕疵がないとは、まず、物

の危険移転時に合意した性質を有することとし ( 民法 434 条 1 項 1 文 )、性質の合意がない場

合には、物が契約で予定した使用に適する場合 ( 同条 1 項 2 文 1 号 )、あるいは、物が通常の

使用に適し、かつ同種の物において普通とされ、買主がその種類の物から期待できる性質を有

する場合 ( 同条 1 項 2 文 2 号 ) には瑕疵がないものとする。また、現民法の瑕疵についての買

主の認識または重過失による売主の瑕疵担保責任の排除については、買主に重過失がある場合

の旧民法の欠陥の不存在の保証が、物の性質の保証となったことを除き、要件は変わらぬまま、

改正後は民法 442 条 1 項による。

旧民法 459 条 2 項で規定されていた性質の保証にあたるものについては、改正後は、民法

434 条 1 項 1 文が適用される。旧法における保証に係わる売主に関する特別の効果 ( 旧民法

460 条 2 文、463 条 ) については、改正後は、民法 443 条の売主もしくは第三者による物の性

質の保証、または、性質保持の保証の引受けに拠ることになる ( 民法 442 条 1 項、276 条１項 )。

また、同条 2 項では、物が一定の期間に一定の性質を備えていることの保証が引き受けられた

ときは、保証の有効期間に表れた瑕疵は、保証から生じる権利の根拠となるものと推定される

ことが規定された 42)。

債権法改正の前に、旧民法 459 条、あるいは、旧民法 463 条 2 文について、欠陥の疑いしか

ないケースにつき、いくつかの判決が出されていたが、現在の民法 434 条の適用の下でも同様

に、効力を主張できるとされている。43)

おわりに

我々消費者は、食品を、小売業者を通じて取得するのが一般的である。そして、食品を売場
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で選ぶ場合、賞味期限は重要な要素である。

しかし、賞味期限自体は、食品を製造し、包装するものが定め、表示することが一般的であ

り、販売業者が関与することはほとんどない。

賞味期限を確認し、それを除外することは、売主にとっても、買主にとっても、ウサギ肉事

件での、サルモネラ菌感染の検査とは異なり、それ自体単純な行為である。しかしながら、そ

れにあたって、特に、セルフサービスの店での購入の際の瑕疵担保責任の排除に関して明らか

なように、それは、売主と買主との間の義務や危険の分配の問題である。さらに、その具体的

な決定にあたっては、賞味期限切れの食品が出ないようにする商品管理のためのコストの問題

も、実際には影響を及ぼすであろう。

買主の重過失の認定にあたっては、例えば、個々人の事情により、表示の確認が困難といっ

たことも勘案される。高齢化社会が加速する現在、実際に、表示の確認が困難であったという

ケースも増加しよう。その際、賞味期限を確認できないということで買主の重過失が認定され

ず、売主の責任が排除されないとしても、実際に、買主が売主の責任の追及を行うことは少な

いであろう。やはり、安全な食品の流通は重要であり、賞味期限に関して本稿が扱った問題に

ついて、それが促進されるよう、売主の責任を認め、それが排除されにくいよう、理論構成す

ることが望ましいと考える。

注

1） REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25  
October 2011 on the provision of food information to consumers  
ただし、挽肉に関する表示 ( 付則 Part B) は ､2014 年 1 月 1 日から、栄養表示 (9 条 1 項 ( ℓ )) は、

2016 年 12 月 13 日から適用される (55 条 )。
 また、ドイツにおいて、本規則の前に存在する食品表示法 (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung- 

LMKV) の主要な内容は、最終消費者に販売される食品のラベル、表示、および、広告に関する

Council Directive of 18 December 1978(79/112/EEC) に基づき制定され、度々の改正を経てきた。この

規定は、消費者、および、飲食店、共同給食施設、内部で食品が消費される事業者へ供給される包装

された食品に適用され、売場で直ちに消費者に引き渡すために製造し、その場で、セルフサービスに

よってではなく、譲渡する包装された食品には適用されない。包装されていない商品については、食

品表示法の適用はなく、添加物許可法により、一定の添加物のみ表示することになっていた。Walter 
Zipfel, Lebensmittelrecht Band II, Beck, München 2003, C 104 Vorb. Rn. 2 ff., § 1 Rn. 2; Markus Weck, 
Lebensmittelrecht, 2. Auflage, 2013, S. 29.

2) ‘mass carter’ とは、レストラン、社員食堂、学校、病院、最終消費者が直ちに消費できるような食品

を作る給食会社 ( 自動車や、固定、あるいは可動の売台を含む ) のような施設を意味する (2 条 2 項 (d))。
3) Wolfgang Voit/Markus Grube, Lebensmittelinformationsverordnung Kommentar, 2013, Art. 24 Rn. 10.
4) Voit/Grube,a.a.O., Art. 24 Rn. 25; Weck, a.a.O., S. 40.
5) Voit/Grube,a.a.O., Art. 24 Rn. 16 ff; Weck, a.a.O., S. 41.
6) Weck, a.a.O., S. 40.
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8) Weck, a.a.O., S. 41.
9) Voit/Grube,a.a.O., Art. 24 Rn. 55; Weck, a.a.O., S. 41.
10) Weck, a.a.O., S. 40.
11) Voit/Grube,a.a.O., Art. 24 Rn. 53.
12) Voit/Grube,a.a.O., Art. 24 Rn. 54.
13) 瑕疵担保責任に関係する条文については、拙稿「ドイツにおける製品に対する販売業者の責任根拠に

ついて」東京外国語大学論集第 77 号 209 頁以下 (2008 年 ) において、改正の前後に分け、詳細に扱っ

たので、本稿では、検討の前提として、枠組みのみを記す。

14) 民法 460 条が、特定物だけではなく、種類物にも適用されるとすることに反対意見も存在する。こ

の反対意見は、種類物売買について、民法 460 条が規定するケースはありえないということから出

発する。というのは、売主が、種類物から欠陥のある物を選び、買主に引き渡す、あるいは、送付

する場合に、初めて瑕疵が存在し、この将来の事情について、買主は契約締結時に知ることはでき

ないからである。この考察は、通常のケースでは、正しい。しかし、その種類物全体にある性質が

問題になる限り、契約締結の際に認識する可能性がある。また、その他の例外として、売主が供給

予定の物が、他の種類物一般が有していない特定の性質を呈している場合にも、適用可能である。

Soergel, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Schuldrecht II Band 3, 12. Auflage, 1991, § 460 Rn. 2; 
Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen Zweites 

Buch. Recht der Schuldverhältnisse §§433-534 13. Aufl, 1995, § 460 Rn.1
15) 性質の保証については、賞味期限の経過前の販売では、賞味期限を表示する商品の販売により、そ

の商品の品質保証を、さらに、賞味期限経過後は、商品の販売にあたり、賞味期限が経過してい

ないことを、性質の保証として引き受けているのかという形で問題とされている。賞味期限経過

前の購入のケースに関しては、食品表示法での規定の趣旨として、賞味期限の意義は、製造者に

よる「保証」でははなく、「情報提供」と解されてされており、それが売主の性質の保証となる

には、その引受けの意思が必要であると述べられている。Hermut Köhler, Zivilrechtliche Aspekte  
des Mindesthaltbarkeitsdatums bei Lebensmitteln, DB 1985, 215, 217 f.; Thomas J. Meyer, Ablauf des  
Mindesthaltbarkeitsdatums und zivilrechtlicher Fehlerbegriff, BB 1987 287, 288; Lutz Michalski / Markus  
Riemenschneider, Die zivilrechtliche Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums für den Verbracher, BB  
1993, 2097, 2098, 2099.  
　また、賞味期限経過後の購入の場合、たしかに、レジでの購入について、売主の保証の受入れの意

思を認めることはできないが、販売業者が、顧客の質問に対して、賞味期限が経過しても、絶対的な

消費の適性があることを説明したような場合には、保証の引受けが認められることを付言するものも

ある。Michalski / Riemenschneider, a.a.O., 2099.
16) Köhler, a.a.O., DB 1985, 215.
17) Köhler, a.a.O., DB 1985, 215 f. 
18) Köhler, a.a.O., DB 1985, 216.
19) Walter F. Lindacher, Zur Gewährleistungshaftung des Händlers bei Veräußerung von Lebensmitteln nach 

Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums, NJW 1985, 2933 f.
20) BGH JZ 1970, 28 f.
21) BGH NJW 1972, 1462 f.
22) この点を支持する連邦通常裁判所の判決として、ウサギ肉判決②は、危険移転前にすでに存在してい

る公法上の建築制限により、土地の引渡し後に、建築許可が与えられないことから、土地の売買契約

で前提とされた建築の可能性がない事件で、公法上の建築制限が、民法 459 条 1 項の意味の物的瑕疵

であることを認めたものと (BGH WM 69, 273 f.)、また、契約締結の際にすでに出されていた公法上の

建築制限に基づき、賃貸借契約の締結後に出された当局の建築禁止が、すでに、契約締結の際に存在
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した瑕疵を表すことを認めた (BGH NJW 1971, 555) 二つの判決を示した。

23) Meyer, a.a.O., BB 1987 287, 288.
24) Meyer, a.a.O., BB 1987, 288 f.
25) Meyer, a.a.O., BB 1987, 289.
26) Meyer, a.a.O., BB 1987, 289.
27) Meyer, a.a.O., BB 1987, 289 f.
28) 中古のコンバインの売買で、購入したコンバインが、すぐに動かなくなってしまった事件の判決で、「自

動車の古さは、それ自体、価値又は通常の使用若しくは契約上予定された使用に対する適性を消滅又

は減少させる欠陥 ( 民法 459 条 1 項 ) ではない。中古自動車や中古の機械が、ほとんど使用されてい

なかった、あるいは、継続的に整備されていたため、その古さにもかかわらず完全に機能することは

十分ありうる。そのような場合には、その古さが、通常の、あるいは、契約上予定される使用の適性

を著しく減少させるのであれば、欠陥となりうる」と述べている。BGHZ 78, 216, 218.
29) Michalski/Riemenschneider, a.a.O., BB 1993, 2097. 
30) Michalski/Riemenschneider, a.a.O., BB 1993 2097 f. 
31) グリコール判決 (BGH NJW 1989, 218 ff.) は以下のものである。

 　原告は、注文に基づき、被告に、1985 年 3 月 20 日に 1983 年産のラインヘッセンの W のアウスレー

ゼ 120瓶と 1982年産のオーストリアのGのアウスレーゼ 200瓶を、1985年 4月 16日に 1982年産のオー

ストリアのGのアウスレーゼ 150瓶を供給した。3月 20日に供給されたオーストリアのGのアウスレー

ゼには、グリコールが添加されており、この添加によって、アウスレーゼの要件を充たすようになった。

4 月 16 日に供給されたオーストリアの G のアウスレーゼには、前審のなかで、争い無く、グリコール

が含まれていないとされた。1985 年の夏に、いわゆるグリコールスキャンダルが発覚し、連邦保健省は、

1985 年７月 10 日にオーストリア産ワインの消費に警告を発した。原告は、1985 年 8 月 13 日に、ライ

ンヘッセンの W のアウスレーゼと、4 月 16 日に供給したオーストリアの G のアウスレーゼを、さらに、

12 月 12 日に、3 月 20 日に供給されたオーストリアの G のアウスレーゼを責問した。被告は、代金の

支払いを拒み、契約の解除を求めた。

 　4 月 16 日に供給され、前審でグリコールが含まれていないとされたオーストリアの G のアウスレー

ゼについては、以下のように述べる。

 　なるほど、連邦通常裁判所は、冷凍ウサギ肉にサルモネラ汚染の疑いがある事件で、転売のための

売買の際には、供給された商品に欠陥がありうるのは、その原産により、具体的な事実に基づき、健

康を害する性質について容易に思い浮かぶ疑いがあり、この疑いが、買主に期待可能な措置により排

除することができず、それゆえ、契約により前提とされた商品の販売性が失われる場合であると判断

した。連邦通常裁判所は、後に、この判決を、転売予定の食品について、商品の健康を脅かす汚染の

排除できない疑いと、それによりもたらされる販売困難性は、汚染の疑いが、たしかに、危険移転後

に生じたが、しかし、危険移転の前に存在したが、認識されていなかった事実に基づく場合に、危険

移転の際に存在する瑕疵を表すことを補充した。

 　しかしながら、この原則は、この事件のように、転売用の商品ではなく、買主自身、あるいは、そ

の客人の消費を予定するものである場合にも適用できるかについては、そのような疑いが、4 月 16 日

の供給からの G のアウスレーゼに関し、実際にまず生じなければならないのか、さらに、それが、危

険移転の前に存在する事実で根拠づけられていたのかというさらなる問題と同様に、その答えは必要

ではない。なぜなら、いずれにしても、健康を脅かす性質の疑いが、被告の解除権を生ずる瑕疵とな

りうるのは、契約で予定したワインの消費可能性を損ねるという事実が存在する可能性が存続する場

合に限ってである。しかしながら、このことは当てはまらない。原告により行われ、被告により受け

入れられた調査結果により、ワインにグリコールが含まれておらず、したがって、もともとおそらく

生じていたグリコールの疑いは排除されたのである。

32) これを認めるものとして、例えば、本稿注 (22) で挙げた連邦通常裁判所の判決がある。
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37) Köhler, a.a.O., JZ 1989, 764.
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う。Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen Buch 

2 Recht der Schuldverhältnisse §§433-480, 2014, § 442 Rn. 30.
43) Stephan Lorenz, Schadenersatz statt der Leistung Rentabilitätsvermutung und Aufwendungsersatz im  

Gewährleistungsrecht, NJW 2004 26, 26 f.; Staudinger, a.a.O., § 434 Rn. 158.  
また、疑いを瑕疵とする、改正後に出された判決として、LG Bonn NJW 2004, 74 ff.( 戸建住宅の材木

の瑕疵について )､OLG Karlsruhe NJW-RR 2009, 134 ff.( 転売用の食肉の瑕疵について ) などがある。
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Abkürzungsverzeichnis
BGH ･･･ Bundesgerichtshof
LG ･･･ Landesgericht
OLG ･･･ Oberlandesgericht
BGHZ ･･･ Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BB ･･･ Betriebs-Berater (Zeitschrift)
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Mindesthaltbarkeitsdatum und 
Gewährleistungshaftung im deutschen Recht

SUZUKI Miyako

Der Zweck dieses Aufsatzes ist, die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums für die 

Gewährleistungshaftung zu untersuchen.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist dasjenige Datum, bis zu dem ein Lebensmittel 

seine spezifische Eigenschaft bei richtigen Aufwahrungsbedingungen mindestens behält.  

Während ein Lebensmittel nach Ablauf des Verbrauchsdatums nicht verkehrsfähig ist, trifft dies 

auf ein Lebensmittel, das mit MHD gekennzeichnet ist, nicht zu. Daraus ergibt sich die Frage, 

ob der Ablauf des MHD der Fehler ist, der Gewährleistungshaftung auslöst. Der Schluss ist zu 

ziehen, dass beim Erwerb von einem Lebensmittel mit dem abgelaufenen MHD der Fehler liegt. 

Wenn dem Käufer beim Vertragsschluss der Fehler infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt 

geblieben ist, kann ein Haftungsausschluss sich ergeben. Beim Kauf im Selbstbedienungsladen 

ist zu fragen, ob die Unterlassung, das MHD zu feststellen, zu grober Fahrlässigkeit führen kann. 

Dieses Problem ist mit Rücksicht auf die Verkehr sicherer Lebensmittel und in Ewägung der 

Interessen von dem Verkäufer und dem Kaüfer zu antworten. Der Käufer darf sich grundsätzlich 

auf die Fehlerfreiheit der Sache verlassen. Die Unterlassung , den Ablauf des MHD zu feststellen, 

führt zu grober Fahrlässigkeit des Käufers, wenn die Vertrauensgrundlage schüttert.


