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ｏ駅：図・戸扉】己寧・艀百一」昂・ず｛・原８己：『『の一一・Ｐ震一ケ‐
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ら、その法的性質いかんが問題とされるが、それを請負契約と

Ⅲ西ドイツにおいて、建築家の行う設計業務・監理業務の

｜建築設計・監理契約についての状況

第一節建築設計・監理契約の法的性質

九八頁。

篠原弘志編『判例研究取引と損害賠償』二九八九年）三

（３）尾中晋子「医師の民事責任ｌ麻酔事故判例の研究ｌ」

叢、創刊号（一九八七年）三頁。

（２）山村忠平「会計士の対第三者責任」中央学院大学法学論

［国、巨富已幽ニョー旨与のく⑪『＆ぬの。”」曰・←⑭Ｎ【』迩句⑭－，

解すべきか委任契約と解すべきか、判例・学説上いまだ見解が
定まっているとはいいがたい。我が国のこのような状況下で建
てＢＧＢの判例・学説上、日本民法の学説以上に議論が集積し

築設計・監理契約の法的性質を考察するとき、この問題に関し
ていることから、また日本民法がドイツ法を母法としているこ

と、そして西ドイツにおいても我が国においても建築設計・監
理契約が民法典に規定されていないことの共通性があることか
唆を与えてくれるものと思われる。さらには、専門家としての

らも、西ドイツにおけるこの問題に関する議論は、何らかの示

地位を確立していると思われる西ドイツの建築家が「職業的専

（１）

契約は、①設計業務の委託を内容とした「建築設計契約」、②

委託を内容として注文主と建築家（野・亘希胃）間で締結される

監理業務の委託を内容とする「建築監理契約」および③設計・

（２）

門家」としていかなる契約賀任を負っているのかを知ること

の責任を考察するときに有用であろうと思われる。しかし、Ｂ

監理双方の業務の委託を内容とする「建築設計・監理総合契

（３）

は、我が国においていわゆる「職業的責任論」として建築家
ＧＢにおける典型契約と日本民法典のそれとでは内容上異なっ

約」の三種類に分類しうる。

②この建築設計・監理契約の法的性質いかんについては、

（２）

ている面もあることから、西ドイツの議論をそのまま日本に持

一九○六年以来長期に渡って論争されてきている。論争は、

ち込むわけにはいかない。そこで、その点に留意しつつ、西ド

一九五九年の連邦通常裁判所判決で、いったん終止符が打た

（４）

イツでは建築設計・監理契約の法的性質についてどのように論

（３）

争されてきたのか、そして建築家の暇疵担保責任がどのような

れたかのように思われた。しかし一九八一年に債務法改正の鑑

定意見においてムズィーラク（三ｃｍ一⑮一国六）がこの問題を取り上げ、

（５）

ものと考えられているのかをみることにしたい。
（１）⑫：畠の一・三旨、訂尉『【Ｃヨョの昌響『目ョ屡品の『一一のう２
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一九八四年のドイツ法曹大会においてタイヒマン（『ａｎラョ：曰）

一九八三年に同じ鑑定意見でカイルホルッ（【ｇｌ－－ｏ一瞬｝が、また

る。このように建築設計・監理契約の法的性質いかんが問題に

中のどの契約類型にしたがって紛争を解決すべきかが問題とな

しないまま建築設計・監理契約が締結された場合に、ＢＧＢの

合には、問題は生じない。しかしながら、その法的性質を決定

（６）

が問題Ｉこして取り上げている。さらに、今日、職業上の責任

貴任の中で、建築設計・監理契約の法的性質について述べて

（『の一・三の『）が、その問題の一環として取り上げた建築家の法的

か考察の対象とされている。建築設計・監理契約を履繍契約と

とする向きもみられるが、主として、雇傭契約と請負契約と

されるとき、西ドイツでは、有倣事務処理契約をも考察の対象

（７）

が重要な法律問題となっているが、’九八五年にタイヒラー

いる。このように、建築設計・監理契約の法的性質について

位紐づけるか、請負契約と位避づけるかの問題は、それぞれの

（９）

は、今日もなお、学説上研究が継続的になされている。これは、

法律効果が異なっていることから、実務上非常に重要な意味を

（８）

ＢＧＢに建築設計・監理契約について特に明文で規定されてお

からであろうと思われる。また、西ドイツにおいては、建築家

猪問題が取り上げられていることも要因のひとつになっている

および西ドイツ償務法改正の作業上、現行請負契約法における

の契約をどのように位置づけるべきか解釈上対立が生ずること、

た、その場合の損害賠償請求について、屈繍契約においてはＢ

三三条以下）、履傭契約においては債務不圃行資任を負う。ま

請負契約ではそれについて暇疵担保責任を負うが（ＢＣＢ第六

きる（ＢＣＢ六三一条二項）。仕事の内容に欠陥があった場合、

ければならないが、請負契約では履行補助者を用いることがで

すなわち、雇傭契約においては債務者自身が債務を履行しな

（Ⅶ）

らず、その法的性質を決定づける際にいくつかの典型契約類型

もっている。

に関する判例が多くみられることからみて、建築家の法的貴任

ＧＢ第一九五条により三○年、請負契約の場合ＢＣＢ第六三八

が考えられ、しかもそれぞれの法律効果が異なることから、そ

を追及する社会的姿勢も、無視できない要素であるように思わ

条により五年の短期時効に服する。期間満了一別の注文主によ

③既に述べたところであるが、建築設計・監理契約につい

についてのみ報酬を請求しうるにすぎない（ＢＣＢ第六二八条

る解除に際し、雇傭契約の場合、被傭者はすでに給付した部分

（Ⅱ）

れる。

ては、ＢＧＢに明文化されていない。そこで、建築設計・監理

一項）。他方請負契約では、ＢＣＢ第六四九条により、免れた

八九

契約の締結に際してあらかじめその法的性質を決定していた場
建築設計・監理契約に閲する一考察三）（花立）
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九○

そして本稿では、「建築設計・監理契約」は、建築家の設

法学志林第八十七巻第三号

計・監理業務を内容とする契約一般を指すときに用いること

（昭）

費用を差し引いて、憤務の未履行分についても請負人に報酬錆

設計・監理契約を三つに分類しうるとしている。

（２）只出．ご『《・く。目呂・巨・Ｓｇ・只出脚璽】・吋思・は、建築

計・監理総合契約」と呼ぶことにする。

れを「建築設計契約」、「建築監理契約」、および「建築設

内容とする建築家契約」と呼んでいるが、本稿では、それぞ

務のみを内容とする建築家契約」、「設計・監理業務の双方を

イツでは「設計業務のみを内容とする建築家契約」、「監理業

とする。さらに個々の業務を内容とする契約に関して、西ド

求権が認められている。大まかな点のみを一不したが、請負契
約と雇傭契約とでは、法律効果に右のごとき相違がある。
以下で、建築設計契約、建築設計・監理総合契約そして建築

監理契約の順に、それぞれの法的性質に関する議論をみていき
たい。

（１）西ドイツでは、設計・監理業務の委託を内容とする契約

を、「シ『ロゴ罵言⑱己くの『５ｍ」という。「シ月三〔・盲目くの１『畠」は、

建築家の行う監理業務の法的性質について屈繍契約であると

（３）幻ｐご風・ぐ。冒扇．⑨．』９９両ＯＢ・曽型．この判例の中で、

・建築家契約となろうか。ところで、西ドイツにおいては、医師

の医療業務の委託を内容とする契約を「シ『且くの『Ｐ『。、（、：『ぬの一・

うに、医療・弁護という業務をなす者を主体にした契約名が

（５）宣旨溌曰⑱一四戸・同回【ぬ⑥三旨云の⑦脇の颪（厨庁８祠目頭の色［胃三の。

（４）只畠．ご『［・ぐ。目呂・』］・】患Ｐ国】四Ｎ笛・閏の．

判断されている。

画．“○・・幻１．．３・）」、弁謹士の業務の委託を内容とする契約を

用いられているようである。これに対し日本では、たとえば

】①②］っの。】唖】⑪軍。

自己ぐ・厨・三時：ロ『ロ汀『“『汀旨。、；呼冒－１司扁言い厩。』・

「冗円言い：三色一［いく①且『色、（⑫月岡⑦一・口．②○・．”合・垣、。）」というよ

医療契約（西井龍生「医療契約と医療過誤訴訟」遠藤浩・林

（６）【の】｝ず。－早口目『円写［．。Ｅ色、言の。：」ぐｃ『閤一】｜篇、目『ごワの『‐

良平・水本浩監修『現代契約法大系第七巻サービス・労務

胃すの】Ｅ局１冊枠ゴー丘『巾９厨厘。自戸巳困．ｍ・塁昌。

乏の『【この『５，鳥・宮⑫》くの『冨己一目鴇包１＄国。｛巨。」富っ｛騨一、煥一の二

（７）『色のニョ：。・同冒で｛】、写一声骨可曾蔚Ｚ２天。旨§二目」⑰鋺

うに、医師や弁護士の行う契約上の主たる業務内容から契約

供給契約』二九八四年）’五三頁）・弁護委託契約というよ

名称が考えられているように思われる。そこで、本稿におい

『、ニン・］②⑭全の・い『｛｛，

・杼巨吻・寺の。］口１：。冒頤阻囚轡三宮品ご震》因：』・ａロ［月壺［３）

ては、西ドイツにおける契約名「少罵三〔①天（の弓の『《「畠」を建

って、「建築設計・監理契約」と呼ぶことにした。

築家契約とはせずに、契約の業務内容である設計・監理をと
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（８）弓の旨二一の【っ国の『巨｛豐蝕（〔ご『一コ。旨く⑰風、写⑦『皀曰、のＰご』Ｐ印・巴】
｛｛。

（９）宣戸】望の一四戸・鐘・色・○・つめ』噛四望（・
幻旦己’陣唖侯

（、）ぐ、｜・ＦＣＣゴの『・ロ四切已『一く四房■凹巨『の、言・』，醇已二四ｍの．】拐頭・
（、）ＢＣＢ第六三八条第一項は、請負人の担保責任期間を、
一般に六ヵ月、土地の作業について一年、建築について五年

学説でも一般に支持されている（く噸一・Ｆ。○ずｇ：ｐ『国目

少ずい、ラョ［〔・同一目⑩一胃、○ず巨一」ご⑥『蔑一［ヨ脇の．『・弓。〔⑦｜・言の『宍この『（『四ｍ

頃←『辛い句三月穿一『訂ヨマ切写『顕の『一胃琴の⑫の厨、同ケ臣向う二ｍ’国巨向｝・『・

目塁娑。一一、三のくの『〔『賃の．－℃召・←．シこ｛｜畠の．ｍ・囲い（以下では

についての詳細に関しては、ご・ニロ目⑭言⑪『》口山巨謨吊『【⑩｜の一‐

三句『どの『５ｍとする））。なお、ＢＧＢ第六三八条のいう建築

ぐの１『凹砠⑫訂⑫【コョョ巨弓、§脚巨冒同ごう⑱房‐シ『のご【鼻一句ぢく句『〔『蝉、（湧く

．なお、西ドイツにおける建築家のための約款ごシ一一鯨①ヨュコの

鋤目。鴇ミヨの一目のく。。⑰ｇ韓国。■・Ｚ』三】弓Ｐご望｛・参照。

そこで、建築設計・監理契約の法的性質を請負契約とした場

は、冨両ご訂一房，シ『・互扁弄扇。ぐの二『趣、二「の：：この豊の場合第六

と鼠によると、建築家の担保責任及び損害賠償責任の期間

と定めている（東秀彦訳「全訳独逸民法」の訳を参考）。

ＢＣＢ第六三八条のいう六ヵ月、一年または五年のいずれの

の場合第九条により、葛両ご芹一［⑩‐缶『向喜の【§ごｍ『５，宮『」のロ

条第一項により、葛向ヨゴ⑦一扇‐シ『・三一の寿目く⑩『〔『色、『『の一目一塾、：葛

合、建築設計・監理契約における暇疵担保資任の期間として、

履行する業務が、ＢＧＢ第六三八条の一般にあたるのか、土

時効を適用すべきであるのかが問題となる。まず、建築家の

いとき及び法律で短期の時効期間を予定していないときは、

建築家の最後の仕事の引き取り〈建築物の引き取り時を意味

『凹昌：】一号ａｓシ烏冨Ｅ３の場合第一○条により、特約がな

するＪものではない）から、五年とされている（口①【：己冒】②。冒局

地の作業についてにあたるのか、または建築についてにあた

判所は、建築物という概念には全体としての建築のみならず

Ｚ【・巴、忠屋の【皇のシロョの亘目、ご目」『、一両冒己［①三目“：」①『

るのかを検討しなければならない。これについて連邦通常裁

に貢献する業務も建築の一部分であるから、建築家の業務も

くＣ『己一色。色ご噸⑩この『［『叫鴇■ニゴュシ『、ご〔①言の弓の『【『街：｛昇の⑩颪巨」、

ロ■ロ」の園『、二【①宍【①ロ訂ヨョ①『目『〔所溺ｓ一百コ、ぐＣ甸鈩『、三［の貢⑩ロー

建築の一部分もまた含まれるのであり漣そして建築家の建築
またそこに包摂されるとする。そうして、建築家の給付には

く印フ己、コユ臣。鴎尹一一館のョのヨ①『ぐの『一『偶⑪ケ①②ヨゴョ■。鴇。爵『シ『、三，

『『⑱宮■一色頤の。■コユニの。『色巨弓】ず一一二ｍコユの。シ扁守御岳８二二局Ｎ色『

ＢＧＢ第六三八条の五年が適用されるとする（因の罠ロ『戸・
竜・目②．司・】ぬ宙・■Ｑ白曽・農】・）・建築家の仕事に欠陥が

九一

［巾青２く⑮『［『鍔のご◎曰曽・冨蝕『御］⑫患・）。参考までに、請負人の場

あった場合の建築家の担保寅任にＢＧＢ第六三八条における

建築についての五年の時効を適用するとした判例の見解は、
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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について、通説を代表すると思われるシュマルッル（⑪。盲目一Ｎ一）

九二

は、まず、建築家の個々の業務に対する報酬を定めた頭○酋

法学志林第八十七巻第三号
合の瑠疵担保質任の期間は、西ドイツにおける約款のひとつ

（５）

請負契約的性質を有しているとみられる、とする。さらに、建

るから、ＨｏＡＩに示された業務を内容とする建築設計契約は

ＨｏＡＩの基準にしたがって請求することが可能となるのであ

あり、各業務の完了があってはじめてその業務に対する報酬を、

すなわち、ＨＯＡＩに示された諸業務のそれぞれが完了業務で

巨己１句『閂口砿８－２『の．以下ＨｏＡＩとする〉から判断している。

（４）

（ぐ①８『ユニ巨己、写す禺昌の因○コ○国『の｛耳Ｆ①】⑩Ｅ二ｍｇ己の『シ『の言［句云［２

ごシ一一ｍのョ①ヨ①ぐ毎『〔『潟⑫ワの」三ｍ■二ｍ⑥己臣『旦局シこめ｛号冒品『◎宮
切目一色⑫〔目晦：〈湧く甲、一屋〈〉３第一三条第四項では、建築物及
び材木の侵食、腐食等については二年、可燃性のものについ

ては一年とされている（因の天：三三肖壺目、ｚ『・圏、忠屋の『」話

シコョの一色目恥骨『向日ロ庁三巨息ご国血こぐの『〔国ぬい日巨⑫〔の『ｑ【澪胡扁穿：」
菖叩少息のす◎厨「巨且シニ（〔『騎冊・写忌一ヶ⑱己巨己四一一ｍの日の旨目・庁‐
い◎皀旦の『の己巨皀旦園巨叩睦【鴎一】、一】のコニ「毎『｛『津頤餉｜】の二一コ、巨己砿の己、Ｃニヨーの夛自巨禺の『

築設計契約の法的性質を請負契約であると結論づける根拠とし

①旨の『シゲ冒夛目：⑱胤豈の】己、：、曹皀臣『：島①国巨邑旦の映胃ロー】】（①萱：‐
という点からみると、請負人よりも建築家の賀任の方が重い

築設計契約を締結する際、建築家には、無形の建築計画が有体

て、建築設計契約の債務からそれを求めている。すなわち、建

寓目冒曾く・目〕己・言聖「劃一℃患・）。この結果、契約責任の期間
といえる。このことは、建築家の社会的な職業上の地位にお

ける貴任についての考え方を反映しているものと思われる。

（、）く、一・Ｆ。：①『・四・四・○・・両」己・闇〕．

り、建築家が、その契約上の債務として、設計に関する個々の

およびその他の設計業務の完了を注文主から委託されるのであ

物としての建築物に至るのに欠くことのできない設計図書作成

業務を完了することを約束するのみならず、最終結果すなわち

二建築設計契約

Ⅲ建築設計契約の法的性質について、ヤーゲンプルク

１建築設計契約の法的性質

ことをも約束するのであるから、設計業務には請負契約の性質

建築物に直接に結び付く設計業務を暇疵のないように履行する

建築設計契約における建築家の債務の内容を、単に雇僻契約上

が認められるというのである。のみならず、シュマルッルは、

（２）

（］・脆目冒温）によれば、’九一九年にライヒ裁判所がそれを請
②学説においても、建築設計契約を請負契約とみることに

（１）

負契約であると判断して以来、判例は変更されていない。
ついて、管見しえた範囲ではあるが反対はみられない。建築

の「労務（豆の。“〔）」の提供ではなく、瑠疵のない完全な「仕

（３）

設計契約の法的性質がなぜ請負契約的性質であるとされるのか
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事」の完成であるとし、この点をも、建築設計契約の法的性質

である基礎調査もまた請負契約であるとされている。建築家の

多様な種類の無形の業務がある。例えば、建築設計契約の一部

もあるが、それはごく限られた場〈ロにすぎないとされている。

ある。そこで、業務によっては、雇傭契約法が適用される場合

みを債務とし、仕事の結果について担保責任を負わない場合で

と直接的には関係しないような業務で、単に業務をなすことの

の性質を雇傭契約と解すこともある。たとえば、建築物の完成

解することに異論はない。しかし場合によっては、例外的に、そ

③学説は、一般的に建築設計契約の法的性質を請負契約と

ければならない、ということと関係して、基礎調査のような無

期間でなければ、三○年間という長期にわたって責任を負わな

われる。すなわち、建築設計契約の場合、請負契約上の五年の

を請負契約の性質と解することに影響を及ぼしているものと思

さらには、西ドイツ債務法における時効問題も、建築家の業務

義務の不履行が注文主の重大な財産損害にいたるか．ｂである。

は、たとえ暇疵のない建築物が完成されたとしても、これらの

このような業務もまた請負契約の法的性質を有するとされるの

（６）

を請負契約と解す根拠にしている。

倒したがって、一九一九年のライヒ裁判所判決以来、判例

形の業務もまた、請負契約的性質を有しているとみることに異

完成すること」という建築家の給付が、まさに請負契約の要素

と述べているほどで塾麺・建築設計契約の場合、「設計図醤を

かなるものであったかは、完成した設計図書のみならず、それ

されることがある。たとえば、建築家の作成した設計図書がい

建築家の業務というものは、その履行の結果が建築物に具現

（９）

のみならず学説上も、建築設計契約の法的性質を請負契約とみ

（７）

ることに異論はないようである。この見解の一致について、ガ

２建築家の設計業務と建築物との関係

論はないのであろうと思われる。

ォホ（の目・亘が、西ドイツにおいては建築設計契約の法的性質

を示しているといえること、さらに、完成した設計図書につい

に基づいて建築された建築物それ自体にも具現する。そこで、

⑪建築家の設計業務と建築物との関係における問題

て瑠疵があったような場合、その設計図書を修正し完全なもの

建築物に生じた欠陥から、建築家の仕事に欠陥があったことが

を請負契約とみることについて一度も問題視されたことがない、

に仕上げることができるので、その法的性質を判断するにあ

判明することがある。つまり、建築家の業務と建築物とは、密

九三

接な関係にある。したがって、建築家は、自己の瑠疵ある給付

たってそれほど困難は生じないであろうと思われる。しかし、

建築設計契約には有形の設計図書作成という業務のみならず、
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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の結果生じた建築物の暇疵について何らかの責任を負うことに

計図書作成という業務を例にとることにする。

九四

疵｜股について、自動的に建築家が責任を負うわけではない。

務の範囲が一体どこまでなのか、すなわち、暇疵のない設計図

瑠疵なく完成する義務を負う。そこで、瑠疵なく完成すべき義

とから出発すると、その契約において、建築家は、設計業務を

まず、建築設計契約の法的性質を請負契約と解するというこ

すなわち、建築家の作成した設計図響に暇疵があり、そうして

なるのである。しかしそうだからといって、建築物に生じた瑠

設計図書通りに建築された結果建築物にもその暇疵が現れた場

いて建築される建築物もまたその範囲に含まれるのか、という

ことが問題となる。それは、建築家の設計図衝作成という仕事

書の完成のみがその範囲なのか、もしくはその設計図番に基づ

の完成を約束した建築設計契約における償務の具体的な内容、

の責任を免れることができないのである。その資任の根拠とな
る建築設計契約の締結に際して、建築家は、瑠疵のない設計図

合には、建築家は、その建築物に生じた暇疵について、何らか

笹の完成を約束するが、建築請負人のように建築物それ自体の

すなわち本来の償務とは何かという問題である。

の完成のみをいうのであって、その設計図轡に基づいて施工さ

築設計契約上の瑠疵のない仕事の完成とは暇疵のない設計図轡

この本来の償務とは何かという問題について、一方では、建

暇疵のない完成をも約束するわけではない。そこで、設計図番
ち、設計図轡の瑠疵について、およびその暇疵ある設計図密に

を作成し完成するという給付を願行した結果について、すなわ
基づいて建築され、有体物となった建築物の瑠疵について、建

②債務の内容と法律効果の差異

設計契約における本来の俄務として、暇疵のない設計図轡の完

限定的に考える見解がある（限定説）。しかし他方では、建築

俄務の内容に含められるわけではない、として、憤務の内容を

れ完成されるべき建築物それ自体に瑠疵のないことまで本来の

設計段階における設計業務というものには、建築についての

築家がどのような資任を負うのかが、問題となる。

企画や建築許可の申請、設計図書作成等多種多様な業務がある。

成を約束する以上、その設計図轡に基づいて施工され完成する

その建築物の瑠疵についても設計図書についてと同じ瓦任を負

建築物に暇疵のないことをも約束しているのであり、建築家は

う、として、債務の内容を拡大的に考える見解がある（拡大

み合わせて、もしくはすべての業務を給付内容とするのである

が、ここで給付義務の内容がどのように考えられているかとい

建築設計契約は、それらのうちの一つの業務あるいは数種を組

うことをみるにあたり、建築設計契約の典型的な内容である設
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合、設計図書に瑠疵があり、それに基づいて建築された結果建

説）。客観的に建築家に暇疵ある履行があり、すなわちこの場

ことがある。まず、債務の内容を限定的に解すのであるから、

したがって暇疵のない設計業務に限定すると、不都合の生じる

を負い、そして三○年の時効（ＢＣＢ第一九五条）に服する、

一一一三条以下）を負うのであるが、その設計図書の欠陥に起因す
る建築物の瑠疵については、常に積極的債権侵害に基づく責任

債権侵害に基いて三○年間にわたり責任を負うことになる。つ

起因して生じた建築物の瑠疵について、建築家は、常に積極的

権侵害に基づく責任を負う。その結果、欠陥のある設計業務に

三四条、第六一一一五条および第六三八条にしたがって責任を負い、

建築家は、設計業務の欠陥についてはＢＧＢ第六三一一一条、第六

ということになる。他方、後者の拡大説によれば、設計図書そ

まり建築家は、建築物の暇疵について三○年間予測しえない経

築物に瑠疵が発生した場合、前者の限定説によれば、建築家は、
設計図書の暇疵については請負契約上の担保資任官ＧＢ第六

れ自体の暇疵についても、それに起因する建築物の瑠疵につい

済的危険にさらされることになる。そこで、建築物に生じた瑠

つまり、本来の債務の内容をどのように解するかで、右のごと

てＢＧＢ第六三八条の五年の短期の時効期間に服すことになる。

三条、第六三四条および第六三五条に基づく責任を負い、そし

どうかが問題となる。このように、建築家の作成した欠陥のあ

ＧＢ第六三三条以下の暇疵担保責任で処理する余地がないのか

疵について、積極的憤権侵害で処理することが妥当なのか、Ｂ

設計業務の欠陥から発生した瑠疵結果損害については積極的債

ても、建築家は〈請負契約上の担保責任、つまりＢＧＢ第六三

き違いが生じてくるのである。

果に大きな差があるので非常に重要な問題となる。とりわけ、

で処理するか、または積極的債権侵害で処理するかで、法律効

る設計図書に起因する建築物の瑠疵を、ＢＧＢ第六三三条以下

ついて、西ドイツでは、前者のごとく暇疵のない設計業務をな

損害賠償請求権の時効について差が大きくなる。すなわち、そ

この建築設計契約における本来の債務とは何かという問題に

すことのみをいうのであって、建築請負人と同様に建築物それ

の建築物の欠陥についてＢＧＢ第六三三条以下で処理すると、

九五

的償権侵害にしたがって処理すると、建築家は三○年の時効に

第六三八条により五年の時効に服すことになるが、それを積極

その欠陥について建築家は暇疵担保責任を負い、そしてＢＧＢ

自体に瑠疵のないことまでをその内容として約束するわけでは
（ｍ）

ない、とする限定説が一般に支持されている。

③建築家の暇疵ある仕事についての担保期間
しかし、建築設計契約における本来の債務の内容を限定説に
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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九六

建築物との密接な関係を根拠にして、建築家の暇疵ある給付に

するために、つまり、結果の妥当性のために、建築家の業務と

長期的すぎる。そこでこのような責任期間の不都合をクリアー

起因する建築物の瑠疵による損害について、積極的憤権侵害に

（ｕ）

をなすべきだ、という考えが生じてくる。

建築物の暇疵についてもまたＢＧＢ第六三三条以下で法的処理

起因して生じた建築物の損害についてはＢＧＢ第六三三条以下

服すことになる。そこで、このような責任期間の不都合を考

側建築物についての建築家の責任

で処理すべきだ、と解すのである。この説によれば、建築家は、

任を負うことになる。しかし、三○年という期間はあまりにも

右にみた限定説の見解、すなわち、建築設計契約の債務の内

設計図書のみならずその建築物の損害についても請負契約上の

基づく損害賠侭責任およびＢＧＢ第一九五条により三○年間責

容を建築請負人同様に建築物に瑠疵のないことまでをも含むと

暇疵担保責任を負い、そしてその資任についてＢＣＢ第六三八

ない設計業務に限定しつつ、なおかつ建築家の業務に起因する

するのではなく、それを設計業務を暇疵なく完了することに限

条に基づく五年の短期時効に服することになるのである。

慮して、折衷的に、建築設計契約における償務の内容を瑠疵の

ＧＢ第六一一一三条以下で処理するとする考え方を、ここではさし

定した場合に、建築家の設計業務に起因する建築物の暇疵をＢ

一九六二年連邦通常裁判所も、建築家の設計図轡の欠陥に起

因した建築物の瑠疵について、建築家に積極的債権侵害に基づ
めている。

く責任ではなく、ＢＧＢ第六三五条に基づく損害賠償責任を認

みたい。

あたって、③折衷説と⑪暇疵結果損害説とに分類して整理して
③折衷説

味するのであって、建築請負人と同様に建築物についてをも償

約における債務の内容を、瑠疵のない設計図書の完成のみを意

判例・通説の見解であるといえよう。この見解は、建築設計契

ついて、ＢＧＢ第六三三条以下で処理しようとする折衷説が、

る。しかし、かつては、建築物に発生した損害を、積極的債権

べきだと解する税が、今日の判例・通説の支持するところであ

起因して生じた建築物の損害をＢＧＢ第六三一一一条以下で処理す

なく設計業務に限定しつつもなお、建築家の設計業務の欠陥に

右にみたごとく、建築設計契約の債務の内容を、建築物では

⑪暇疵結果損害説

（吃亘咀）

建築家の作成した設計図書の欠陥に起因する建築物の暇疵に

的に解する。そうなると、建築家は、自己の欠陥のある給付に

務の内容としているわけではない、として建築家の債務を限定
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（脇）

以上みたごとく、建築家の給付の欠陥に起因して発生した建

⑤おわりに

としている。

の一九六二年判決を次のように批判する。すなわち、建築家が

侵害で処理すべきだとする見解もあった。ヘス（宝巾溌）は、前述

建築物の完成に間接的にのみ関係しているのにすぎないにもか

うべきであるのかという問題を考える際、とくに、損害賠償に

築物の瑠疵による損害について、建築家がどのような責任を負

ついての責任期間が中心的な視点となるように思われる。つま

かわらず、その建築物について建築請負人と同じ暇疵担保責任

り、時効期間が、五年か、さもなければ三○年かというのでは

を負うということは、建築家に酷な結果をもたらすことになる
から、その建築物に生じた損害については積極的債権侵害で処

あまりにも差がありすぎるし、さらに、一一一○年の資任期間は、

のないことを約束しているわけではない、という。つまりヘ

あって、その設計業務に基づいて完成される建築物にまで瑠疵

回避しようとする。つまり、資任期間の問題から、結果の妥当

年の貴任期間から生じる建築家の予測しえない経済的な負担を

をＢＧＢ第六三一一一条以下で処理すべきだと解することで、三○

築家の業務の欠陥に起因する建築物に発生した暇疵による損害

（Ｍ）

理すべきである、と。そして、建築設計契約において、建築

現代では長期間すぎると考え・られている。判例・通説は、建

スは、確かに建築家の仕事と建築物は密接な関係にあるといえ

性を考慮して、ＢＧＢ第六三八条の短期の時効期間を適用す

（Ⅳ）

が、その義務は、まさに設計業務の範囲に限定された義務で

家は設計業務について暇疵なく嗣行すべき義務を負うのである

るが、建築家は建築設計契約において、単に利用可能な法律に

（応）

合致した暇疵のない設計図瞥の作成およびその他の設計業務に

るように思われる。

建築設計契約における建築家の給付は設計業務の完了で終了し、

とを約束しているわけではない、というのである。そうして、

きない、価値がない、または価値が低い場合にかぎってＢＧＢ

賠償については、当初は始めから暇疵のために目的物が利用で

九五条の三○年を適用することになる帰結を回避すべく、損害

妥当なものでないと解される傾向にある。そこで、ＢＧＢ第一

右のごとく、請負契約においては、三○年という質任期間が

〈順）

ついて暇疵がないように艇行することを約束するのであって、

その仕事の暇疵について、つまり設計図書の暇疵については暇

建築物それ自体についてまで建築請負人と同様の責任を負うこ

疵担保責任を負うが、設計図書の欠陥に起因する建築物の暇疵

第六三五条および第六三八条が適用されていたのが、後に暇疵

九七

については積極的悩権侵害に基づいてその損害を賠償すべきだ、
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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損害と暇疵結果損害とに分類して前者にはＢＧＢ第六三五条お
よび第六三八条、後者には積極的債権侵害およびＢＧＢ第一九
五条が適用されるに至った。そしてその後それらを発展させて、

仕事の瑠疵と密接かつ直接的な関係にある損害、およびより近
い瑠疵結果損害についてはＢＧＢ第六一一一五条および第六三八条、
そしてより遠い瑠疵結果損害については積極的債権侵害および

九八

なお本件ではさらに、その給付に対する建築家の報酬請求

築設計契約を請負契約とみているとしているようである。

権の消滅時効が、ＢＣＢ第一九五条にもとづいて三○年なの

か、またはＢＣＢ第一九六条にしたがって二年なのかも争わ

れた。裁判所は、建築家のなした企画及び芸術的な行為はＢ

ＧＢ第一九六条の第一号にも第七号にもあてはまらないとし

たカンマー裁判所の判断を支持して、本件にＢＧＢ第一九五

ＧＢ第一九五条により三○年と解されることとなった。それ

条を適用した。これより、建築家の報酬請求権の時効は、Ｂ

るに至っている。さらには、建築設計・監理契約の場合、主た

いてはＢＣＢ第一九五条による三○年が適用され、ＢＧＢ第

以来、このように、請負契約における報酬請求権の時効につ

ＢＧＢ第一九五条にしたがって処理するという定式化がなされ

る義務と付随義務とによる分類がなされ、前者の義務違反によ

鈩『、三〔⑦【［の百・ｍ・シニ｛｜②、の后望・留・宛目・患（以下では、ロ①

（２）黒四一・〕品８ヶ眞碕・国ロュ冨己《ヘ」“ぬの昌巨『中ロの西“（冒二砿号吻

酊②印］③』・）。

の判例を変更している（口⑦西．ご『【・く・冒③。『・］旨い．只窟国

第七号にしたがって二年で時効にかかると判示し、これまで

まるとして、建築家の報酬請求権はＢＣＢ第一九六条第一項

約に基づく給付もＢＣＢ第一九六条第一項の第七号にあては

する建築設計契約に基づいて報酬を請求した事件〉、請負契

（建築家が設計ならびに材料および費用見積の委託を内容と

が、連邦通常裁判所は、一九七二年七月六日の判決において

（ぐ画一・輿甲戻ご『【．ご◎ョ鴎・」・＄②Ｐ関田Ｎ念・倍⑭．）。ところ

一九六条第一項による二年は適用されないと解されていた

る損害についてはＢＧＢ第六三五条で、後者の義務違反による

損害については積極的債権侵害にしたがって処理するまでに、
判例上展開されてきている。すなわち、このような解釈の展開

により、積極的債権侵害およびＢＧＢ第一九五条の適用範囲が

大幅に狭められてきている。この点については、建築家の瑠疵
担保責任の損害賠償の項で詳細を検討したい。
（１）丙。．ご『【．ご・目『・巨・ご］Ｐ”○Ｎ弓・】侶・この判例は『
病院建設の企画および設計図書作成を行った建築家が注文主

に対してその報酬を請求した、という事件である。本件では、
病院建設の企画およびその設計図書作成という給付が請負契
くものと判断した。ヤーゲンプルクは、この点から判例が建

約に基づくものかどうかが争われ、裁判所は請負契約に基づ
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エニ冒局」の鋲シ『、三〔⑱蚕目とする。）。
四・○・・い・日。

（３）い○の『帰一・色・色・○；”」曰・』】：⑰①②】固い口引『句一ロゴョ色三】・岱・

（４）雷Ｃ苣は、。。ン（の①冒す『ｇｏ『二目己、｛（】『シ『の三【の【一句豆一
一℃ｇ・）、一九七四年七月改正（切目」のい“目の侭の『・Ｚ「』置く・ョ

九五○年一一月八日施行（団巨己の吻冒鼠儒『・Ｚ『・国①く・ョｍ・巨・

贋・『・皀昌・）、ＨｏＡＩ施行にともなって廃止）をもとに、

（８）の色巨⑤ケ［）⑦『ご房『宍ご句『与国碇・螢．シこ｛’四ｍＰ】＠ｍｍ彗幻」。．←『。

凶⑦写目、く：三色。淀①｜『Ｃｌ、句⑪のう筐３ヨユ：シラミの二二巨畠郡一】の『の冑一一

（９）同二一ｍ■へ国一蟄二・□一の’幻の、旨⑪で『月夛目宛」の⑭口○田目『両言う⑭‐

薗巨。】③。。○のケＥ『一竺出頤鼬弓］』⑭ロ］巨口曰］垣、③。』①、⑦ｃｍｏｍＣ。

ユのめゆ①いい国。■ワ、一目国曽】・而可竺円ゴ『一一一一（】『〒庁『ョ目。穴ｏ『ず一。ご

］②ぬいロ⑫』唾瞠・

（、）く碗一・二二句『■句『ヘ宅路［Ｃ『ぐ幻のロラ｛眠｛『印】鴇コケ、ニョ、聖扁コロヮン巨（｜“ぬＰ

害を六三五で処理すべきだとしたうえで、八五二条（不法行

（皿）損害賠償請求権については、「暇疵惹起損害を含む全損

為の消滅時効Ⅱ被害者が損害および賠依義務者を知った時か

一九七七年七月施行された報酬規定である（更忌一・扇・星９

］ｍ・迄念・）。この改正では、全五九条だったものが一挙に一○

－）命『。ｍ・患属）・これは、一九八五年一月改正された（要田一

三条に墹大された。増大された部分はほとんど技師に関する

張がみられる。」右の「立場をとる学説の中にも、積極的憤

うになった時から六三八条の時効期間を適用すべきだとの主

権侵害による損害賠償請求権について、損害発生時を起算点

ら三年）を類推して、原告が掴害を主張することができるよ

物と屋外施設についての規定に新たに屋内についての規定が

ものであり、建築家に関する部分については、改正前の建築

加えられた他、ほとんど変更はないようである。さらに、一

として六三八条を類推すべきだとする」見解もある（岡孝

約法大系第七巻サービス・労務供給契約」（一九八三年）三

「燗報提供者の賀任」遠藤浩・林良平・水本浩監修『現代契

九八八年四月一日にも改正されている。

○六頁参照）という。

（５）⑫、ラョ色一脚一・シ弄冒の一一の『『凶晒①言凶巨『』安月二局雪のご言（Ｅ二ｍ。】酉、Ｐ
る）。

⑩・恩（以下、シ云冒の一一の『『“ぬ：目『シ『、三［句盲８冨一巨局とす
（６）⑪ローーョ四一割一・色・色・○・｛少云冒の一一⑩『『四ｍの曰昌『シ『、三（の三目ラニ‐

築家がガレージ付家屋についての建築設計契約に基づいて給

（皿）団。■・ロ『〔．ご目】垣・『』⑤Ｂ》ロの函、胃・豊】・本件は、建

九九

レージに瑠疵が発生し損害が生じているのでその損害の賠値

注文主が建築家の暇疵ある設計図書に基づいて施工されたガ

付を履行した後に注文主に対し残りの報酬を請求したところ、

冒畠）ｂ・厨・ヤーゲンプルクもこれを支持する（」色的の弓皀「甲
湧・色．。。（己】の亟凹（旨二ｍ」關尹『、三（の蚕⑥ロ）壹吻蝉宛二画・句、。）。
⑨いつ幻ユコ・『Ｐ

（７）ぐ、一・』四ｍのコケ色『館・色．③・○・（Ｃ一⑮餌凹｛冒曰恥二厨シ『向二〔①盲句口）。
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一○○

ス・上田誠一郎Ⅱ佐々木典子Ⅱ潮見佳男訳「ドイツ債務法の

法学志林第八十七巻第三号

を建築家に請求し、そして建築家の報酬請求との相殺を申し

改革についての必要性および栂想」。

さらに、西ドイツ民法典における時効問題については、半

出た、という事件である。本件では、ガレージに生じた損害

田吉信「消滅時効法改正に関するペータース、ツィンマーマ

についての注文主の損害賠償請求権がＢＣＢ第六三五条およ
び六三八条によりすでに時効にかかっている、と建築家が主
ようにＢＧＢ第六三五条および第六三八条で処理すべきか、

張したため、ガレージの損害を原告である建築家の主張する

三建築設計・監理総合契約

（旧）同室の。へ、一貫《・凹・四・○，・印・雪．

ンの提案（一）」法学志林第八十三巻第三号一一四’一二○
頁、「同（二）」法学志林第八十三巻第四号一五六頁〔下森他
編『西ドイツ債務法改正鑑定意見の研究法政大学現代法研
究轡鐵掛９』二九八八年）所収、四五頁以下〕が参考になる。

またはそれを積極的悩権侵害に基づきそしてＢＧＢ第一九五
べきかが争点となった。連邦通常裁判所は、観念的な無形の

条により損害賠償請求権がまだ時効にかかっていないと解す

はじめに

給付の暇疵が必然的に建築物に移った、つまりそれが建築物
の暇疵に「実現された」として、暇疵ある設計給付と建築物

おいて長期に渡って議論されている。｜建築設計・監理総合契約

西ドイツでは、この契約の法的性質いかんが、判例・学説に

設計・監理業務双方の委託を内容とする契約を、建築設計・監
理総合契約としたことは、前述のとおりである。

方の委託を内容とする契約を締結することになる。このうちの

計段階から監理段階まで関与する場合、設計および監理業務双

みの委託を内容とする契約に分けられる。さらに、建築家が設

階に沿い、設計業務のみの委託を内容とする契約、監理業務の

で、建築家の業務の委託を内容とする契約に関しては、右の段

建築家の業務は、設計段階と監理段階とに大別される。そこ

に生じた損害間の密接かつ直接的な関係を根拠にガレージに
生じた損害を暇疵損害であると結論づけている。
（咽）くぃ一・岡一二自己一座Ｆ：○・・⑫ｇ・

（Ｍ）西：６帝四国｛旨。晩；シ『・一言の天国｛Ｂ『高口頭・一；の「，
『一向一》『⑱－，．軍営』その『蚕。ごｍ③。⑭．←⑤｛・

（応）因厨い・色色．。．。⑫・巴・
（肥）■厩⑩。■・色．Ｃ・・⑫」三・

（Ⅳ）民商第九三巻第二号一七頁に、「ドイツ民法には三○年
の通常の期間と並んで最低六週間までの多数の短期時効期間
が存する。これに関し三十年というのは、我々のめまぐるし

い時代にあっては明らかにきわめて長すぎる。」というメ

ディクスの見解が紹介されている（ディーター・メディク
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の法的性質の検討に際しては、第一に、その契約の内容となる

１建築設計・監理総合契約の法的性質を判断する際の方

あり、それらの業務がいかなる法的性質を有しているのか、そ

方を、本稿ではさしあたり、⑩重点説、②併存説および③請負

ては、三つの考え方に大別することができる。その三つの考え

まず、建築設計・監理総合契約の法的性質の決定方法に関し

法

れぞれ別個に議論されている。まず、設計段階の建築家の給付

説と称しておくことにする。

設計業務と監理業務の各々の性格がかなり相違していることも

については、とくに設計図書という完成すべき目的物があるた

重点説とは、建築設計・監理総合契約における雇傭契約的性

仙重点説

（２）

め、容易に請負契約に結びつけられうる。他方、監理段階にお
に伝える、工事の確認および報告をする、施工計画を検討し助

ける建築家の業務というものが、例えば、設計の意図を施工者

は、その契約においてどちらがより重要な行為であるのかを一

質を有する監理業務と、講負契約的性質を有する設計業務とで

般的に決定し、璽要であると考えられる方を、その契約の法的

言するというように何かを作成し完成する業務でないこと、そ

としても、建築家にその建築物についてまで資任を負わせると

性質を決定づける要素とし、他方の醜要でないとされる方の要

してさらに、それらの業務の結果が建築物と密接な関係にある

することは建築家にとって酷であるように考えられ、監理段階

索をそれに従属させる、という理論である。

る業務、すなわち請負契約的性質を有する設計給付と、雇鮒契

務および設計業務の双方に、雇傭契約に基づく法律効果が適用

の法的性質を雇繍契約と解することになる。その結果、監理業

理業務の方がより重要な業務であると考えるならば、その契約

もし、建築設計・監理総合契約において、設計業務よりも監

（３）

の給付の法的性質は、鳳怖契約的なものだと一般に解されてい

約的性質を有する監理給付とが混在する契約である、というこ

されるのである（この説は、’九一四年のライヒ裁判所判決に

る。そうなると、建築設計・監理総合契約は、法的性質の異な

とに猩麩。ところが、雇傭契約と請負契約とでは、その法律

おいて採り入れられたものである）。他方、監理業務よりも設

計業務のほうに重要性があるとするならば、その契約は請負契

関しては、その契約の法的性質を、請負契約と解すべきか、雇

約として処理される。その結果、設計業務にも監理業務にも請

効果が異なる。したがって第一一に、建築設計・監理総合契約に
傭契約と解すべきか、またはその混合契約と解すべきなのかが、

一○一

学説上議論されることになるのである。

建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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この請負説は、ヘスの支持するところである。請負説によれば、

負契約的性質を有していると解すべきだ、というものである。

一○二

負契約上の法律効果が適用されることになるのであるくこの説

建築設計・監理総合契約における建築家のすべての業務には、

法学志林第八十七巻第三号

であり、現在の通説もまたこれに依拠しているといえよう）。

は、一九五九年に連邦通常裁判所によって採り入れられたもの

結論からみれば、重点説において監理業務よりも設計業務の方

請負契約上の法律効果が適用されることになる。したがって、

際に、／重点説に依拠するならば、その契約の法的性質を雇傭契

に重要性があるとする場合と同じ結果になるのであるが、根拠

したがって、建築設計・監理総合契約の法的性質を決定する
約とみる雇傭契約説と、それを請負契約とみる請負契約説との

づけの点で異なるので、重点説と請負説とを同一視することは

建築設計，監理総合契約の法的性質を判断する際にとられる

できないように思われる。

二つの見解に分類されることになる。

方法に関しては、以上の三説に大別しうる。以下で、これら三

②結合説
結合説とは、請負契約的性質を有する設計段階の業務と雇傭

税の学説史的位圃づけを検討するが、時間的な流れに沿って、

２建築設計・監理総合契約の法的性質に関する判例・学説

契約的性質を有する監理段階の業務のうちのどちらか一方に重

Ⅲ一九一四年ライヒ裁判所判決

判例・学説をとりあげていくことにする。

ではおもにテンペル（『のご扇一）があげられる。この説によれば、

約であるとするものである。この結合説の支持者として、学説

建築設計・監理総合契約の法的性質についてはじめて判断を

きをおいたり有力視したりすることなく、建築設計・監理総合

設計業務については請負契約法にしたがって処理され、監理業

示したといわれるのが、一九一四年一二月一日のラィヒ裁判所

契約を、雇傭契約と請負契約の双方の要素が組み合わさった契

務については雇傭契約法にしたがって処理される、ということ

の判決である。本件で、ライヒ裁判所は、建築設計・監理総

可分の関係にあり、そして本来建築物の完成によってはじめて

請負説とは、建築家の諸業務というものが、建築物完成と不

③請負説

次のように述べた。すなわち、設計業務は、建築物の建築に向

判断した。その設計業務の意義について、ライヒ裁判所は大略

たる内容が設計業務にあるのか、または監理業務にあるのかを

合契約の法的性質を決定するにあたって、まず、その契約の主

（４）（５）

になる。

意義をもつものであるから、設計業務も監理業務もどちらも請
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における契約の法的性質を雇傭契約だと判断したのであった。

設計業務それ自体に独自の重要性はない、と。そうして、一般

総合契約においては、設計業務のみが問題の場合は別として、

つまり監理業務をなすための準備活動であり、建築設計・監理

けた猪業務の一部分を概成するにすぎず、建築家の後の業務、

エプリニウス（辱『冒旨⑰｝も、監理業務が結果つまり建築物の完

契約の法的性質を請負契約だと主張した。同様に一九三六年、

的性質を有しているという点をも理由に、建築設計・監理総合

築物の完成に向けたものであるから、監理業務もまた請負契約

の検討に加え、監理業務が、注文主にとって最終目的である建

けることはできない、と。さらにパトゥリは、報酬規定の配分

た。さらに一九一一一七年、コーバー（炭呂の『）は、重点説に依拠し、

成と結び付く給付であることを重視して、請負契約説を主張し

的にその契約における本来の対象は監理業務にあるとし、本件

②一九一四年ライヒ裁判所判決以降の判例・学説
解は、ヘスによると以下のようであった。すなわち、戦前の

ほうがより重要な行為であるから、その契約については請負契

建築設計・監理総合契約においては監理業務よりも設計業務の

（６）

③一九一四年のライヒ裁判所の判決以降、判例・学説の見
判例は、一九一四年のライヒ裁判所判決を支持し、建築設計・

何学説においては右のように、重点説に依拠するものの設

約的性質を有しているとみるべきだ、とする見解を主張した。

計業務に重要性があるとして、または報酬規定の配分内容を検

ていた。また、学説においても雇傭契約説が支配的であった。

監理総合契約の法的性質を雇傭契約とする雇傭契約説を採用し

しかし、その見解に反対して、建築設計・監理総合契約の性質

することにより、建築設計・監理総合契約を請負契約と解する

討することで、さらには監理業務の法的性質を請負契約と判断

伽例えば、一九三○年にホーニガー（窪：昌碇の『）が、一九

ものもあったが、結局、それらの見解は、一般には受け入れら

を請負契約とみるべきだとする請負契約説もあった。
三二年にパトゥリ（で皇〔『一）が、そして一九三九年にマイスター

西ドイツにおいては、請負契約と雇傭契約との最も大きな相

れなかった。

している。すなわち、「建築家・技師のための報酬規定」にお

違点は、仕事の結果について寅任を負うか否かにあるといわれ

（三：（の『）が、報酬規定の配分内容を根拠に履傭契約説に反対
ける建築家の各仕事に対する報酬の配分表によると、報酬全体

ついても資任を負う場合にはその契約は請負契約と結びつけら

ている。つまり、労務を提供する契約において、嗣行結果に

（７）

の七五％が設計図轡作成の仕事に対して配分されている。その

一○三

割合からみれば、設計業務を監理業務の副次的なものと位腿づ
建築設計・監理契約に関する一考察（二）（花立）
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一○四

いて、建築設計・監理総合契約の法的性質を請負契約とする見

ヘスに依拠して右にみたごとく、一部の高等裁判所判例にお

解をとる兆しがみえていた。そうして、一九五九年、ついに連

③一九五九年連邦通常裁判所判決

計・監理総合契約の法的性質いかんについて、判例・学説上雇

邦通常裁判所は、ライヒ裁判所の判例を自ら変更し、建築設

れ、仕事の結果にではなく仕事の過程についてのみ責任を負う

傭契約説が主流であった当時は、その契約において建築家は自

計・監理総合契約の法的性質を請負契約だと解したのである。

という場合にはその契約は雇傭契約と結びつけられる。建築設

己の仕事を信義誠実の原則に従い、一定の注意義務を遵守して

（８）

履行すればよい、と考えられ、建築家が設計業務および監理業

一九五九年の連邦通常裁判所判決は、建築設計・監理総合契

約の法的性質を決定する際、ライヒ裁判所と同様に重点説に依

務の履行結果について瑠疵担保責任を負わなければならない、
とする考え方が、一般的に受け入れられなかったのではないか

おいては監理業務よりも設計業務のほうがより重要な業務であ

るとして、その性質を請負契約だと判断した。連邦通常裁判所

拠したのであるが、ライヒ裁判所の判断とは逆に、その契約に

は、まず、建築家の設計業務について、設計業務はラィヒ裁判

と思われる。つまり、建築家に履行の結果について担保責任を
えられたからであろうと思われるのである。結局のところ、建

所の考えるような監理業務のための準備作業ではないし、監理

負わせることは、建築家に酷な結果をもたらすことになると考
築設計・監理総合契約の法的性質いかんについて請負契約説を

段階においても設計の重要性は減退しない、と述べる。そして、

るのに必要な仕事であり、それらの業務を建築物が暇疵なく完

建築家のなす各業務というものは、建築計画を具体的に実現す

とはできなかった。

⑪戦後もなおしばらくの間、連邦通常裁判所は、’九一四

採用する見解は、判例・通説の支持する雇傭契約説を斥けるこ

年のライヒ裁判所の見解を支持し、建築設計・監理総合契約の

は、建築設計・監理総合契約における主要な部分が設計業務に

雇傭契約的な性質ではないとする。すなわち、連邦通常裁判所

あり、またその契約における業務の法的性質を請負契約と解す

成するようその目的に沿って行わなければならないのだから、

徐々にではあるが、下級裁判所において、’九一四年のライヒ

ず、学説においても、雇傭契約説が支配的であった。しかし、
裁判所判決が建築設計・監理総合契約について採り入れた雇傭

べきであるとし、このことから建築設計・監理総合契約の法的

法的性質を雇傭契約と解する立場を変更しなかった。のみなら

契約説を斥け、請負契約説を採用する判例があらわれてきた。
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⑥判例の傾向

四判例変更以降

負契約的性質の設計業務と雇傭契約的性質の監理業務が等しく

ることから出発する。そしてべ建築設計・監理総合契約は、請

要でないと決定することのできない等価値の業務である、とす

と監理業務は、それぞれを比較街量して一方が重要で他方が重

ｉテンペルの見解

この一九五九年の判決以降、連邦通常裁判所は、建築設計・

併存する内容の契約であり、請負契約法または雇側契約法のい

性質を請負契約と結論づけ、ライヒ裁判所の判例を変更したの

監理総合契約の法的性質を請負契約であると確認してきて

ずれか一方のみを適用して処理されるべきものではない、と主

テンベルは、まず建築設計・監理総合契約における設計業務

いる。そして右の判例は、建築家の設計業務、監理業務の委

である。

託を内容とする契約一般、つまり、建築設計契約および建築設

張するのである。この結合説によれば、設計業務については請

（９〉

計・監理総合契約の他、建築監理契約をも請負契約的性質を有

負契約上の法律効果が適用され、監理業務については雇傭契約

た建築設計・監理総合契約を請負契約とする見解が支持される

柵成されているのに、なぜその契約に唯一絶対的に一つの契約

すなわち、建築設計・監理総合契約は異なる法的性質の内容で

テンベルは、重点説について次のように疑問をなげかける。

法にしたがって処理されることになる。

（、）

しているとみる方向に向かわせるきっかけにもなっている。

⑪学説

ようになり、現在ではこれが通説だといえよう。しかし、学

類型をあてはめるのか、つまり、なぜ設計業務または監理業務

学説においても、この一九五九年連邦通常裁判所に採用され

説上、建築設計・監理総合契約の法的性質いかんについて請負

のどちらか一方の法的性質を変更してしまわなければならない

判例・通説は重点説に依拠するが、ヘスは請負説に依拠して判

法的性質が雇傭契約と解されて、その契約全体が雇傭契約法に

年のライヒ裁判所判決においては、建築設計・監理総合契約の

テンペルのこの疑問を検討してみると、たしかに、一九一四

（Ⅶ）

契約と解する見解が一般的ではあるものの、その契約の法的性

のだろうか、と。

断する。テンペルは結合説を主張する。他方で、学説の中には

したがって処理されたのであるから、請負契約的性質だとされ

〈脳）

質を決定する際の方法については、一部異なる見解もみられる。

について、テンペルのごとく疑問を呈する見解もみられる。

一○五

また、建築設計・監理契約に一つの契約類型をあてはめること

建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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個別給付をいくつかまとめた場合にも法的処理に問題が生じる

一○六

であろう、と。たしかに、ロッハーがいうように、建築家の

法学志林第八十七巻第三号

ろ設計業務について建築家が瑠疵担保寅任を負う必要がないの

業務を細かく検討すれば、単純に処理しえない場面がでてくる

（旧）

’九五九年の連邦通常裁判所判決では、その契約の法的性質を

ように思われる。たとえば、設計段階における業務には、設計

で、建築家の責任が軽減される結果になったことになる。他方、

図轡作成業務もあるが、周辺地区住民に対する説明立ち会いや、

近隣建築物の調査またはそれについての指導・助言を内容とす

のであるから、雇繍契約的性質を有するとされる監理業務につ
いても建築家が瑠疵担保寅任を負うことになって、建築家の資

請負契約と解し、その契約を請負契約法にしたがって処理した

任が加璽されたことになる。

おいても設計図番を補完するために図轡類の作成されることが

ケジュールの調整といった業務も含まれる。他方、監理段階に

る近隣環境調査、またそれらの調査をなすスタッフの選任やス

の法的性質を無視して他方の業務の法律効果に従わせてしまう

いては請負契約法、後者の業務については雇傭契約法にした

ある。右の業務が組み合わされている場合に、前者の業務につ

この点についてテンペルは、判例のように、一方の業務をそ
という法的処理のありかたは、法的安定性を害することに帰着

に思われる。つまり、個々の業務を個別に抽出してその法的性

がって処理することが果たして何ら問題なく行えるのか、疑問

（皿）

すると批判する。そうして、建築設計・監理総〈ロ契約におい

いずれをも軽視することなく互いにまったく等しく併存する緒

でも、通説を代表すると思われるロッハーＰＲ胃『〉は、次の

しかし、テンペルの右のような結合説には批判もある。なか

おける先の業務について、請負契約法にしたがって処理をする

か、もはやその段階で一個の問題となり、たとえば設計段階に

七五条の有償事務処理契約）のいずれの法律効果を適用すべき

質を検討すると、請負契約または恩傭契約（またはＢＧＢ第六

ては、それぞれの業務に適合した法律効果を適用すべきであり、
（Ｍ）

ように批判する。すなわち、建築設計・監理総合契約における

つの契約の中で異なる法律効果が混在することになれば、問題

ことに疑問が生じる場合もあるように思われる。さらには、一

合契約ととら、えるべきだというのである。

個々の業務にそれぞれに相応した法律効果を適用するという法

伽ヘスの見解

の解決が煩雑になるおそれもあると考えられうる。

的処理は、一つの契約の中に異なる法律効果が混在することに
なり、時効、危険負担、および解除等に関して個別に判断を要

する際に困難な問題が生じることになるであろうし、さらには
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質を請負契約と解すのであるが、重点説からではなく、別の観

ヘスは、判例・通説と同様建築設計・監理総合契約の法的性

要な業務であり、またその目的のためのみの業務であるから、

内装・外装の業務や配管設歴業務等と同様に、建築物完成に必

る、と。また、建築家の諸業務は、請負人の行う基礎工事や

の行う監理業務もまた請負契約的性質を有していると解せられ
（〃）

点からそのように結論づけるのである。ヘスはまず、建築家の

請負人の行う業務と同様の性質のものだという。そしてさ・わ

（咽）

｜方の法的性質を他方の性質の異なる業務にもあてはめてその

行う設計業務と監理業務は本質的に同価値の業務であるとし、

いるのでなく何らかの具体的な成果をもたらすことをも対象に

に、ＢＧＢ第六三一条の『完成』が、有体物のみを対象として

〈応）

ある。そして、判例・通説もテンペルも設計業務と監理業務

法的性質を変更してしまうという判例の考え方に批判的で

の『結果』という概念が有体物に限定されているわけでない以

上その条文が無形の観念的な仕事を排除しているとは考えられ

していること、およびＢＣＢ第六三一条第二項後段の労務提供

ないことを根拠に、建築家の監理業務のような観念的な無形の

の法的性質を前者は請負契約的性質、後者は雇偏契約的性質を
の業務、すなわち監理業務の性質もまた請負契約的性質を有し

有しているとすることから出発しているが、ヘスは、その両方
ていると解して、建築設計・監理総合契約を請負契約法で処理

仕事もまた請負契約の対象となるとし、この点からも建築設

ヘスの見解によれば、判例・通説と同じ結論に帰着するので

（四）

すべきだと考えるのである。そしてヘスは、監理業務の請負契

計・監理総合契約の法的性質を請負契約だと結論づける。

の債務の内容について、暇疵のない設計業務・監理業務を履行

あるが、ヘスの見解に支持者は少ない。これは、ヘスが建築家

としての建築物を実際に施工する段階においては、建築請負人

約的性質について大略次のように説明する。すなわち、有体物

は物理的・手作業的な仕事を行い、建築家は観念的な無形の仕

のと思われる。つまり、ヘスのように建築物にまで憤務の内

するとともに建築物にも瑠疵がないことを含めることによるも

事（Ⅱ監理業務）を行う。その意味では、両者はたしかに異な
る領域において仕事をする。しかし、建築請負人も建築家も、
す、という意味では、両者は同じ領域で仕事をしている。つま

家の仕事の欠陥と結びつけられ、建築家にとって不当な結果が

容の範囲を拡大すると、建築物に発生したすべての暇疵が建築

（、）

ともに注文主の股終目的である建築物の完成に向けて仕事をな
り、建築請負人は建築物についての請負人であり、建築家は同

生じるおそれもあると考えられる。このことから、判例・通説

一○七

じ建築物の『観念的な』請負人である。このことから、建築家
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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一○八

約だと解すものと思われる。また、ラーレンッＦ胃の目）は、

（割）

は、建築家の債務の内容について、それを暇疵なく仕事を完了

建築設計・監理契約について、もっとも請負契約に近い特殊類

（幻）

することに限定するという限定説を採用している。

する説は、とくに建設契約法（厩巨くの『一国鴇『①。三）の専門家の間

型とみるべきだとしている。しかし、このような見解を支持

する見解

耐建築設計・監理契約一般を一契約類型で処理しえないと
①はじめに

クス〈三のｓ２ｍ）は、とくに明確な理由を述べているわけではな

いが、建築家の給付のうちとくに行為をなすことが強調される

には、管見しえた範囲ではあるがみられなかった。なおメディ

どのようにみるべきかというものであった。この他、学説の中

ような給付については、慎重に補足的に雇傭契約法を適用すべ

これまでみた見解は、建築設計・監理総合契約の法的性質を
には、建築設計・監理契約一般としてとりあげ、その法的性質

③建築家の業務に有償事務処理契約の性質をみる見解

（郡）

について述べる見解もある。この見解によると、建築家の業務

きであろうと述べている。

は多櫛であり、したがって個別に検討すると一概に一つの典型

有償事務処理契約の法的性質をも加味して検討すべきだとする

契約と雇繍契約とが考察の対象とされている。しかしその際、

既にみたごとく、建築設計・監理契約に関しては一般に請負

右の見解に従うと、建築設計・監理契約一般として項目を別に

向きもある。ムズィーラクは、情報提供義務、協力義務、調整

契約類型を適用しうるかどうか疑問だとされる。そこで本来、

すべきことになるが、建築家の多槻な業務を含む建築設計・監

義務等（ＢＣＢ第六七五条）、指示の変更（ＢＣＢ第六六五条）、

照会・報告義務（ＢＧＢ第六六六条）、引き渡し義務（ＢＣＢ第

いと思われるので、ここで整理しておくことにする。

六六七条）等、建築家の業務にも委任規定を適用しうるので、

理総合契約の項の中に加えても特段の支障が生じるものではな

テンペルのごとく、建築設計・監理契約は一契約類型にあて

②｜契約類型にあてはめられないとする見解

有償事務処理契約も考えられるとする。しかし、カイルホル

委任契約的性質を無視できないとし、建築家の業務に関しては

ッは、建築家の業務に委任契約の規定を適用すると、建築家に

（鰯）

ス〈向い用『ヘミミ①『“）は、混合契約をも契約のカテゴリーとみる場

はめることができないとする見解もある。エッサー・パイアー

〈ロに、建築家に適切な責任を配分しうるという。つまり、建

決定権が認められので権限を与えすぎることになると批判的で

（型）

築設計・監理契約の法的性質を請負契約と雇傭契約との混合契
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（班）

なり、またテンベルのような方法をとると一つの契約の中に異

と債務の範囲を拡大して建築家に不当な結果をもたらすことに

ある。またロッハ１Ｊも、たしかに建築家は委託者の財産的利

なる法律効果が点在することになって実務上混乱が生じると批

る。このような問題点について、通説は、ヘスのように考える

のために独自の財産管理行為を行うことばないから、建築家の

有利になるよう取り計らうが、だからといって建築家が委託者

判するのみで、実際上直接に答えていない。

よれば、どちらかの法的性質を変更してしまうことにもなりう

通常の給付の範囲を越えて財産管理義務を負わない限り、建築

益を保護しなければならないし、建築費用についても委託者に

設計・監理契約が有償事務処理契約として処理されることはな

を請負契約と解した上で本来の債務の内容を建築家の業務に限

さらには、判例・通説にしたがって建築設計・監理総合契約

く幻）

３繕び

の結果三○年の時効が適用される。しかし判例・学説は、建築

いと述べる。

家の業務と建築物との密接かつ直接的な関係を根拠にして請負

は楓極的価権侵害に基づいて処理されることになり、そしてそ

をどのように解すべきか、に関する西ドイツの判例・学説上の

定すると、建築家の業務に起因する建築物の欠陥に関する問題

議論をみた。このことから、現在の判例・通説は、設計業務と

契約法に熱づく短期の時効を適用し、右の帰結を回避している。

以上、法的性質の異なると考えられている設計業務と監理業

監理業務の重要性について一般的に比較検討し、重要とされる

務双方の委託を内容とする建築設計・監理総合契約の法的性質

要素をもとに契約の法的性質を決定することが明らかにされた。

方法をとれば、つまるところ建築家の監理業務にも請負契約的

建築家の業務と建築物との関係を判断の根拠に極くこのような

いるように思われる。

しかし、このような決定方法には、依然として問題が残されて

劣をつけることの可否がそもそも問題とされるべきであろう。

その請負契約的性質を説明することで、その契約全体の法的性

いても、監理業務と建築物との密接かつ直接的な関係を根拠に

いる。この現実にしたがうなら、建築設計・監理総合契約にお

契約の法的性質もまた請負契約的性質を有していると解されて

性質をみることとなり、しかも現にそのような方法で建築監理

すなわち設計・監理業務のいずれもが建築物を建築する際に不

質を無理なく決定することが可能となる。そうなると、いまだ

まず、ヘスやテンベルが主張するように、それらの業務に優

可欠なものであり、どちらかを下位に置くことで契約の法的性

一○九

質を判断する方法には無理があるように思う。また、重点説に
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）

Hosei University Repository

法学志林第八十七巻第三号

に建築設計・監理総合契約における設計業務と監理業務とを区

別して優劣をつけ、契約の主たる要素が設計にあるとする方法
を採り続けることに合理性は見出せず、また一九一四年以来の

重点説に依拠すべき特段の理由もないと思われる。
しかしながら他方で、個々の給付を取り出してその性質に見
合う典型契約を適用することにかなりの批判があるにもかかわ

二○

でもなく、通例その理鎗の主張者の名前を用いてヘスの見解

とくに例えば「請負理論」という用語を用いられているわけ

といわれている。この見解が他の二つの方法論をとりあげる

以上無視できない重要な見解であり、他の二つの方法論と比

較して下位におくべきものでないと思われるので、三つの見

ついて、他の二つの見解をだれだれの見解と称するならとも

解を並列に取り扱うことにした。そうなると、最後の見解に

かく（実際はこのうちのひとつの主張者が判例も含めてたく

さんいるので一人の名前をとくに持ち出しえない〉、そうで

らず、それでもまだ、建築設計・監理契約を一つの契約類型にあ

なかったら繍負理輪とでも表す必要がある。しかしながら、

（３）一念一・ＦＣＣ訂『・色・色○・．元号・囲醇⑫月『鴇一．ご・四・○・幻１．．日

て、右のように呼ぶことにした。

ドイツ語をそのまま用いることを避け、本稿ではさしあたっ

の貿任の範囲に関する責任論とを明瞭に区別するためにも、

おそれがある。そこで、法的性質を決定する方法論と建築家

用いると、先にあげた法的性質を決定する方法論と混同する

る。このドイツ語にしたがってその貿任論をあらわす用語を

定繍負論」（１－：ご砿§守『：酉の三・『弄二８１の）なる寅任論があ

論と、建築家の寅任は約束した仕事に限定されるとする「限

大鋼負論」（島：２の篇『（の三句『天ｓ８『一ｍ）とでも呼ぶような理

めぐり、建築家の資任が建築物それ自体にも及ぶとする「拡

約を請負契約と解した場合に、建築家の本来の悩務の範囲を

既に建築設計契約のところでもふれたが、建築設計・監理契

てはめられないとし、そうして建築家の給付の中で業務をなす
（鋼）

ことが強調される部分には慎重に補足的に雇傭契約法をも適用

すべきだ、とする見解もみられることは注目に値する。この
ことは、現行ＢＣＢの下で、建築設計・監理契約の法的性質を舗
負契約と決定すること、およびそれにしたがって個々の問題を
（１）⑩息『和①一・四・四・○・宛含・念目⑨Ｓ岸ＰＲテの『・色・色．○・．量Ｐ

処理することに、困難が伴うことを示しているものと思われる。
眉』》三§の『へ弓・異。『・Ｐ『団：ロ『・異協・画．シ屋「｜農の．｝②雷・臣已・

ｓｍ〈以下Ｐ『ロ騨昌）『・§醜とする）白・胃ゴョ：Ｐ：．Ｐシ畠．
（２）本来、本稿で重点説としたものは陳ゴミの『已巨昌一ョの二一（×｜の、

併存説としたものを【・ョ豆。具一目趣目③二〕ａ⑯という（Ｆ８汀『．
。・・ｂ：題。・隠岬・〉。ところが、二種またはそれ以上の典型契
約の要素を含む建築設計・監理総合契約の法的性質を決定す

る方法として、右にあげた方法の他に、その契約が請負契約
の要素のみを含むとする見解もある。この見解については、
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下二階および地上二階までできあがった時点で、被告である

告である注文主と原告である建築家との間で締結された。地

についての設計業務および監理業務を内容とする契約が、被

（４）ぐ、一・餌の脇・画・■．。・・⑫・農．

注文主の経済的事情からその建設が一旦中止された。その後

田巨吻③煙】。

計・監理総合契約に基づいて建築家が注文主に対し報酬を請

（５）”Ｐご『（・く・弓一・］騨己】←・幻ＯＮ爵・計・本件は、建築設

の五階分についての監理を原告とは別の建築家に委託した。

経済的事情の好転した注文主は当該建築を再開したが、残り

そこで、原告である解除された建築家が、契約で約束された

求した事件であり、報酬請求権の時効に関連して、その契約
その契約における設計業務が請負契約の対象だとして本件契

の法的性質いかんが争点のひとつとなった。控訴裁判所は、
約を請負契約であると判断したが、ライヒ裁判所は、設計業

に請求した。これに対し被告である注文主は、建築家との契

全報酬額の五万ＤＭを、ＢＣＢ第六四九条に基づいて注文主

約を解除したこと、つまり、建築家に残り五階分についての

務もまた場合によっては雇傭契約の対象となりうるし、かつ

本件契約においては設計業務よりも監理業務が主たる業務だ

さらに注文主は、建築家の報酬請求に対して、建築家は約束

て損害を被り彼に対する信頼が失われたからだ、と主張した。

された全報酬額を請求したが建築家の報酬請求権はＢＣＢ第

監理を委託しなかったことについて、原告の契約侵害によっ

ていないが、設計業務の厨傭契約的性質を明らかにすること

として、控訴裁判所と反対の結論をだしている。本判決は、

によって監理業務の届傭契約的性質とをあわせて本事案にお

それが重点説に依拠しているかどうかを必ずしも明らかにし

ける契約を履傭契約と結論づけているわけではなく、設計業

いての報酬としては約束された全報酬の八分の三に相応し、

六二八条に基づくものであり、地下二階および地上二階につ

だから、それ以上の報酬を建築家に支払う義務はもはやない、

しかも八分の三以上の報酬額を建築家に既に支払ってあるの

務と監理業務とを比較し、一般的に建築設計・監理総合契約
一つの根拠としているので、亜点説に依拠していないわけで

して、その注文主の解除がＢＣＢ第六二六条以下とＢＣＢ第

成時点で原告である建築家との契約を解除したことを前提と

本件においては、被告が地下二階および地上二階までの完

と主張した。

においていずれが主たる要素になっているかをも判断の際の
はないと思われる。
（７）ぐぬ一・⑫○句員の一・画・臼。Ｃ・・宛二コ・一目⑫の巳．

六四九条のいずれに基づくのか、についてが争点とされた。

（６）四ｍ協・四・曲・○・ぐぃ・噛望一・

大要以下のようなものである。地下二階地上七階趣の建築物

（８）質蚤．Ｃ三。ご◎ョ患・】］．ご巴・函⑦室感②】・隠』・この事案は、
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Hosei University Repository

法学志林第八十七巻第三号
もし、本件の契約の法的性質を歴鮒契約だと解すと、注文

己ゴム。②③『》国】四Ｎ⑤いいＣ』・色２一・

’一一一

隙、⑭》いわう一目す【『】のヨコい、盲』一二『円一二庫の⑩○三」の『①『『の一一》一迫函副・元旦冨・

瞠冨巨己四選（以下では、ｍの盲－１『の：［とする）｝三の【胃『へ

（、）、。⑯『霜一・■・津・○，．”二口．⑬】目中田】印Ｆ【門斎『・由・色・○・・両ユコ・

求権は、ＢＧＢ第六二八条に基づき、約束された業務のうち

【『色ぬい『円盲。：一】く。■臣。二軍⑦国・四四コ」ず巨島二冊ご『一く四【⑥。

勺慕一。『・四・四・○・〈［）⑦『、｝色色ロ『《》罵困）・力【一二・ｍ。Ｃ引く属目・切目ぐの『‐

主の解除権行使はＢＣＢ第六二六条および六二七条に基づく

の既履行部分についてのみ認められるから、既履行部分の範

ものであり、さらに期間満了前の解除の際の建築家の報酬請

囲をこえた建築家の報酬請求は認められない、という結講に

亘○己へ三ｍ。【い、二ｍ「．四○シ閂・ぬ。シ巨二“ぬの一】⑪田ごｍ』旨こ畠：ごこ『甲

シ臣二四ｍのマ』昌一・叩・】←】“【⑩一一二【］一Ｎ・由・回．。・・⑫・瞳｛｛・》室の盟滞へ穴Ｃ『‐

、』・凶・○。（Ｃ一の室包｛冒曰昶旦①⑩シ『向一三の云一の己）．ｍ・国軍・『⑫同ゴョ缶一Ｎ｜・ロ曰の

【）凹巨『の、云扇・］や巽今・”」己・巨葬口『。×。［津朋。。」の只溺⑫、ずこ一旦『句同旨。】】。

六四九条に基づくものであり、期間満了前の解除の際の建築

至る。他方、もし、建築設計・監理総合契約の法的性質を請

家の報酬請求権の範囲は、ＢＣＢ第六四九条第二文により、

一・ｍｐこぎ．⑪．⑬畠．（以下では、口の題画（［目頭とする）《宅・三

因②｛Ｅ己昶：⑩シ『内宮扁盲①己巨且』のｍ団色目。扇『。の一】目⑩，凸・少員‐

負契約であると解すならば、注文主の解除権行使はＢＣＢ第

免れた費用を差し引いた未履行分についても及ぶので、建築

ご『Ｐ宛旦。．⑭②『》⑪①一一ｍ『・エ：」’六．ヨョの回国『曽ョ■ご【ぬの『一一、汀の口

「『一ｍ一一コ宛・くの『［『画ぬい『の○ず【［毎『ン『、｜】一一の天（のロ巨己」因色昌。狼⑱弓一ｍ目『①。

家の主張が認められる、ということに至る。そこで、本件に
おける設計業務および監理業務を内容とする建築設計・監理

（いの協一税一》■○二・⑦．シ色｛｜岱碩ｐ】垣『９両ニョ・』Ｃ｛（・・こい曇「・

総合契約の法的性質いかんについて争点となった。

（、）目のヨロ⑥一・Ｎこ『幻①、言い。三一』『」のいシ円安一〔の戸【巾。この『一『野鴨‐更］四Ｎ

第一審は、本件契約を雇傭契約と解して被告の解除権がＢ
ＣＢ第六二七条に基づくものであり、しかも、注文主の報酬

ヲＣ）・

（退）『のョっ⑦一・口・色．。．〈Ｎこ『元①号［い量目『）］、．⑬色・

旨・旧」・」易ご量・単急（｛．（以下では、Ｎこ『幻月ラ【⑳冒冒『とす

（過）くい一・．『の【二℃の｜・色．四・○・（Ｎ二『宛の。旨い息冒『）・⑫・いち・

支払い義務は既願行部分に限られるのであるから、被告は原

れ以上の報酬額を既に支払ってあるので原告の請求は認めら

告に対して三二五○○ＤＭの報酬を支払うべきであるが、そ
れない、と判示した。原告である建築家は、控訴したが、第

（川）『⑱ョで⑥一・ぐ可『（国、閉ｅ冒一」く句『颪一冒一脇Ｐ己三・⑫』昌（以下

（旧）ＰＣ。｝】の『・囚・囚・○・・両ユニ・圏哩．

ぐの『［『農協、｝Ｅ一二くの『蔑一［己朋句とする）・

二審は第一審の判決を支持してこれを棄却した。そこで原告
は上告したのであった。
（９）たとえば、くぬ一・再冶西吋呂・爵》ｚ］三】日△・鼠一三］三
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（畑）室命溌・色・色．○・・⑭．」＄・
（Ⅳ）エ①錫・缶・凸．。．》⑫．｛⑭．

（旧）頭巾脇・色向・〔）．．⑫・一ｍ・
（四）西厭い。②・四・○・・の。ｇ・

（卯）エ毎協］ロ・色．。・・⑫．』堂｛・

（皿）く碩一・］色、の二一》二『宇色・色．○・（Ｃ一のエ四「一【】。天」の⑫シ『句ゴー【天、一の。）・

亟噛宛旦ロ・の、》Ｆ◎のうの『・四・■．。．。”ユコ・侭・》⑫○一一冒鞆』一閃一・蟄・色・○・
（Ｃ】の四色『【巨。ｍ）。、・ぬ全［・
し色（一画、Ｐ己震・切・い］曙・

（理）、肘⑫句『ヘごくの鴬『勿・の句一巨一」『の句宮口囚ニュー，【｝の⑫＠コ」⑥『⑮『『の一一・の・
（幻）Ｆ囚『の。Ｈ・Ｐ①》『ずこのゴュのいめ、｜】Ｐ】一ユ『の、ゴ【い閣色ゴユ】『・頭二ヶ宮コユ
ニ、添溺ｃゴー⑦『①『弓⑥一一・】塑・シニニ色詫①。］ＰｍＰ⑫．置雪・
】⑪、『。⑫。】⑪⑤。

（型）三ｍ＆２９ｍ○一〕ロー《一『命（才与『『用苛國・己の『⑰『弓の一一》拳・尹巨｛一画硯Ｐ
（露）｝旨⑫一の一四天・印一・色．。・・⑫．届と｛｛・

に照らした上での検討および承諾、施工計画の検討・助言、工

理業務を内容とする契約をいう。

事の確認および報告、契約目的物の引き渡しの立ち会い等の監

１建築監理契約の法的性質

Ⅲこの建築監理契約について、判例は、雇傭契約的性質を

有していると解していた。ところが、一九七○年代頃より建築

（ｌ）

監理契約の法的性質を請負契約とみる判例がでてきて、現在で

②このような判例の流れの背景として、さしあたって次の

はその性質を請負契約とする傾向にあるとい・エよう。
二点が考えられうる。

⑥そのひとつとして、社会的に職業上の責任追及が厳格化

している傾向にあることを指摘しうるであろう。近時、医師、

することの許される資格を得てプロフェッションとしてその業

建築に関する特殊な知識を有し、所定の審査を経て建築家と称

いるが、建築家についてもまた同様の傾向にある。建築家は、

（２）

弁護士および公認会計士等の専門家の責任が法律問題となって

（”）『，ｃ９句『ごｍ・色．○・・両ユコ．旧い『・

（妬）【国－ず。一Ｎ一色・の。Ｃ・・⑫，い顎「「・
（犯）富⑱ユー目切・竪・四・○・》⑫』留・

四建築監理契約

ついてはその安全上必ず建築家の設計・監理業務を要すると規

定されている以上、専門家としての責任がある。さらには、建

務に従事するのであり、また、一定規模以上の建築物の建築に

建築監理契約は、たとえば、工事請負契約への協力、設計図

築家の業務の性質上、必然的に建築家の業務の結果の大半が建

はじめに

書の意図を施工者に正確に伝えるための施工者との打ち合わせ、

築物それ自体の個性となって具現することから、建築家が業務

一一一一一

設計図轡の意図を伝える図面等の作成、施工図瞥等の設計図書
建築設計・監理契約に関する一考察（二）〈花立）
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一一四

時効規定を適用しなければならなくなるので、その契約に短期

法学志林第八十七巻第三号

それ自体のみならず、その結果についてもまた寅任を負うこと

分性を根拠に、その性質を請負契約と判断してきたと思われる。

時効の五年をあてはめるべく、監理業務と建築物完成との不可

い経済的危険を回避することに、つまり、ＢＧＢ中の近時問題

裁判所は、債務者である建築家の立証の困難および予見しえな

伽第二に、ＢＧＢにおける時効制度も、判例の傾向の背景

に異論がないものと思われる。

のひとつにあげられるものと思う。たとえば、建築監理契約に

しかし、時効の問題から建築監理契約の法的性質を請負契約

２建築家の監理業務と請負規定との関係

ているようにみ、詮麺。

とされている不十分な時効規定の適用を回避することに努力し

おいて、建築家が監理業務上設計図書に従った施工が行われて
いないことを発見できたのにそれを見過ごしたままに施工が終

は、施工が設計図宙どおりになされるよう建築請負人に指摘・

設計図街とは異なる施工による瑠疵が発見された場合、建築家

とみると、請負契約規定の不備が新たに問題となる。まず、請

了し、注文主に引き渡しがなされた結果、数年経って建築物に

助言、および確認をなし、さらにそのことについて注文主に報

また、物質として有体化しえない観念的な無形の仕事を通して

負契約は、原則として有体物の作成・変更を目的としうるし、

ば、請負契約において有体物を作成するのでなく、無形の仕事

もたらされる結果をも目的としうる。しかし、ロッハーによれ

告すべき義務を遵守しなかったのであるから、その義務違反に
の法的性質を麗繍契約とみると、その義務違反について建築家

ついて資任を負わなければならない。ところが、建築監理契約

は三○年間責任を負う。他方、その性質を請負契約とみる場合、

その規定が主として有体物作成の場合を対象にしていると認め

を目的にしうるかという観点から請負契約規定を吟味すると、

（３）

られ、したがって、建築設計・監理契約に関する諸問題の解決

その義務違反について建築家は五年の短期時効に服することに

の困難性は、もっぱら有体物を念頭においている請負契約規定

なる。一二○年の時効期間というのは、既に述べたごとく、あ
まりにも長期間すぎて、現代の生活のテンポには適応しないと

それ自体が一つの原因になっている。

確かに、請負契約の不備という点ではＢＣＢ第六三三条の修

（６）

困難および予見しえない経済的危険をもたらすものであり、長

考えられている。つまり三○年の時効期間は、債務者に立証の

補規定を例にあげることができる。たとえば、ＢＧＢ第六三三

（４）

の法的性質を雇側契約とすると、ＢＧＢにおける問題点のある

期に過ぎるといわれている。そこで裁判所は、建築監理契約
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しまった場合、その業務自体の欠陥を除去することはもはや不

無形の業務それ自体については、それが実際上既に履行されて

築請負人に対する施工についての助言・指導といった観念的な

請負契約法にしたがって解決を図ることができる。しかし、建

うな有体物を作成する場合には有体物の欠陥を修正しうるので、

条の修補の可能性という点についてみてみると、設計図書のよ

という問題が顕在化してくるのである。

にしたがって処理しようとすると、新たに請負契約規定の不備

た問題である。このように、無形の業務に関して、請負契約法

る損害との関係を、法的処理と関連していかに解すべきかもま

ほかにも、建築家の無形の観念的な業務の瑠疵とそれに起因す

しがあったかどうかの判断が困難であるという問題もある。

の困難な問題もある。さらには、無形の観念的な給付の引き渡

こと、および請負人の瑠疵除去工事に際して協力することもま

て、その欠陥のある仕事についてあらためて仕事をやりなおす

とになるのか、または、それでは建築家にとって酷であるとし

のある場合損害賠依（ＢＣＢ第六三五条）によって処理するこ

除・減額（ＢＧＢ第六三四条第二項）もしくは建築家に帰貴性

ついては、暇疵の除去が不可能だとして、常に即時無催告解

えられるのであるが、請負契約規定には、監理業務のような無

監理契約の法的性質を請負契約と解すほうが合理的であると考

ため、時効の問題から結果の妥当性を考慮するとなると、建築

一二○年であるから、整合性に欠けるという意見がある。その

契約において設計ミスを不注意で見過ごした場合の寅任期間が

には請負契約規定により責任期間が五年であるのに、建築監理

とすると、建築家が建築設計契約において設計ミスをした場合

しかしそうだからといって、監理業務の法的性質を雇傭契約

（８）

可能である。そこで、そのような無形の観念的な仕事の暇疵に

た修補の概念に含むと解して、ＢＣＢ第六三三条第二項で処理

仕事のように無形の観念的な仕事の修補可能性については自ず

ないので、右にあげたごとく請負契約規定の不備として新たに

形の行為およびその結果についての規定が十分に用意されてい

（９）

する必要があるのか、が解釈上問題となる。つまり、建築家の
と限界があり、そしてそのような仕事の欠陥について実務上妥

つまり、建築設計・監理契約における諸問題に関して請負契

別の問題が生じてくる。

契約法の規定の不備という問題が生じてくるので莚巫。また、

約規定で処理するとなると、請負契約規定と無形の仕事との関

当な法的処理をするとなると、無形の仕事の暇疵に関する請負

建築家が瑠疵担保責任を負う際に、建築物の瑠疵が建築家の行

係から生じる様々な問題が、現行ＢＧＢにおける問題として新

一一五

為の暇疵と同一視されるのはどの範囲までなのか、という認定
建築設計・監理契約に関する一考察三）〈花立）
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法学志林第八十七巻第三号
（皿）

たに生じてくるのである。

一一一ハ

容であった場合には、それは雇傭契約と解されている。

問題について、判例は、その契約一般を請負契約とみるべきだ

建築家の監理行為の法的性質をどのようにみるべきかという

について、その監督という監理業務と建築物の完成との間に密

いう監理業務のみの委託を内容とする建築監理契約の法的性質

もつとも雇傭契約的性質を有していると考えられていた監督と

ところが、’九八一年の連邦通常裁判所判決は、一般的に

と判示しているわけではない。監理業務といっても多様な業務

した。ｊｂし、連邦通常裁判所のように、建築物と建築家の行

接な関係があるということを理由に、請負契約であると判示

３監理業務の一部について

があり、それらのうちの個別業務のいくつかを内容とする建築

（皿）

監理契約において、それらの業務の性質については請負契約的

ては請負契約の規定にしたがって処理すべきだと解すのであれ

為の間の密接な関係ということを根拠にして、監理業務に関し

が当初の建築計画の達成Ｔ建築物完成）という目的に沿った

ば、ロッハーのいうごとく、建築家のすべての業務というもの

性質を有しているとみるべきだ、と判示してきたにすぎない。
たわけではないので、必ずしも、判例が建築監理契約を一般に

つまり、すべての監理業務の法的性質が判例において検討され
請負契約的性質を有しているとみている、と結論づけることは

から建築家の諸業務をみていくならば、今後、監理業務のみな

そこで、建築物完成と建築家の行為の間の不可分性という観点

のすべてを請負契約法の下に位置づけることが可能となる。

〈卿）

行為に組み込まれるのであるから、監理業務を内容とする契約

見解が支配的である。しかし、例外的に雇繍契約とすべき場合

学説においても、建築監理契約の法的性質を請負契約とみる

できないが、その傾向に向かっているとはいえよう。

もあると解されており、しかも、どのような場合を例外的に雇

らず、建築家の行う業務を内容とする契約は、すべて請負契約

（Ｍ）

法にＩしたがって処理される可能性があるように思われる。

（Ⅱ）

みられるようである。そうして学説上、雇傭契約的性質を有

傭契約とするべきかについては、通説においても見解に相違が
するとされる監理業務と請負契約的性質を有するとされる監理

（２）ぐ、｜・『の胃ゴーの早画・四・○・・⑫・園ろ（［。

説醇囚Ｕ西Ｎ巴》９分国⑦四Ｎ馬．］＆．

（１）雇鮒契約説』幻ｏＮ３・哩屋》元○御患・］巴・請負契約

（３）建築家の請負契約における資任期間が五年であることに

業務との両方が建築監理契約の内容である場合には、その建築

契約的性質を有するとされる監理業務のみが建築監理契約の内

監理契約一般の法的性質は請負契約と解され、例外的に、雇傭
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ついては、第二章の第一節建築設計・監理契約の法的性質

と、用地取得の際の注文主への助言という監理業務について

力、工事費支払い審査、総賀用の決定、行政官庁との交渉）

（８）く淀一・Ｆ目胃『．、・四・○・・宛《一コ，周の．

（７）ぐぬ一・Ｆ。。－】の『・型・雀・○・・カユョ・』』⑤．

（６）Ｆ○島の『》色・色．（）・・カユョ・闇①いく西一・四⑦閉・四・四・○・・ｍ・量．

（５）ぐ、一・両｝］一の。、国一色［〔６．四・○・ｍ・置・

のみが委託された場合には建築監理契約の法的性質を履傭契

もっぱら注文主の財産的利害に関する行為でしかもその行為

行為のうち、建築物それ自体に直接かかわる行為ではなく、

法的性質を請負契約であるとするが、ロッハーは建築家の諸

理業務について、シュマルッル、ヤーゲンプルクはこれらの

における給付仕様書の作成、調整、見積書の人手といった監

の法的性質を雇傭契約であるとする。ＨｏＡＩ’五’六、七

は、ロッハー、シュマルッル、ヤーゲンプルク三者とも、そ

はじめにの項の注匝）参照。

（４）西ドイツ民法典における時効問題については、第二章の

（９）」農のコケＥ『ぬ。四・四・○・（□話頭篁冒。殖』の⑬少『の三［の天扁。）．⑩．『の．

第一節の一建築設計契約の項の注行）参照。

ｎ）なお、諭負契約規定に関する問題は、償務法改正作業に

るとする。また、ＨＯＡＩ一五’一における基礎調査業務も

約と解すべきだとして、これらの業務の性質を廠繍契約であ

蝋側契約であるとし、さらに、完成した建築物の管理や各種

おいても議論されている（く”一・葛・篇『鯛・題・趣・○餌『里・テョ：。．
三の『云ご＄『〔『長い『円言いＩの冒巾宍巨『Ｈ⑰■一一：凶・Ｚ」二］患い・□念「「・・

⑬．■．。．》六ｍ――ず○一Ｎ・四・四・○・曲声。与一の『・］戸】ユ具のロ国、ここＱ元の｛。『ョ［一⑰娘

烏三・）。また、請負契約規定と建築家の仕事との関係におけ

にすでに建築物が完成してしまっているのであるから、それ

轡類作成という業務については、それらの業務を始めるとき

要｛冒員」の⑰シ『⑥三局【（８）．③腺幻（一コ．『Ｐ）の三者の見解から、

’九）における監督という行為のみを内容とした建築監理契

（皿）因の震ご『（．ご・ョ隠』。．］場』・ロロ冒貫一ｓ・’九八一
年連邦通常裁判所は、ＧＣＡ一九ｌ「Ｇ（現ＨｏＡＩ一五

契約的性質を有するとみるべきだとする点に、賛成している。

ロッハーのすでに建築物が完成した後の業務については雇鮒

らの性質を雇傭契約と解すべきだとする。ヤーゲンプルクは、

る問題については第二章の第二筋建築設計・監理契約におけ
る建築家の暇疵担保資任の項参照。

（く祠一・四・四・○・・元旦ロ・閂匿・）、シュマルッル（ご砠一・蝕・四・○・〈ワーの

（Ⅲ）参考までに、通説を代表すると思われる、ロッハー

どのような場合を例外的に雇術契約とするのかその違いをあ

ェ聾「一二．頤）・の・鴎・）、およびヤーゲンプルク（く弱一・画・色．。．〈□一の

げておく。

二七

ハーは、この場合は麗傭契約に含めて考えるべきだとして一

約の法的性質を請負契約と判示した。ヤーゲンプルクとロッ

ＧＣＡ一九ｌｌＧの業務の監理（請負契約の準備および協
建築設計・監理契約に関する一考察〈二）（花立）
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一一八

の報酬支払い要件としての建築家の仕事の完了および引取につ

法学志林第八十七巻第三号

九八一年判決に反対するが、シュマルッルはこの判決を支持

いて、報酬請求権の時効、および担保請求権の時効等について

は建築設計・監理契約に関する諸問題を解決することは困難で

明文化すべきであるとする。また、タイヒマンは、現行法で

（３）

している。

（旧）ＰＣ島の『》苧聖，○・・両」ロ。、い』，
（皿）ぐぬ一・円の】ロゴ目：Ｐ。．②．。．》シ目・

あるから、建築設計・監理契約のための規定が必要であると述

・監理契約の法的性質は一般に請負契約であると考えられてお

みてきた。今日、判例・学説および実務においても、建築設計

以上、建築設計・監理契約の法的性質に関する判例・学説を

れているが、その約款が今後どのように発展していくのか、さ

ては、建築家をめぐる諸問題の解決のために広く約款が用いら

される見込みは薄いといわれている。そこで西ドイツにおい

べている。しかし、現在のところ、償務法改正草案が立法化

五結び

り、それを前提に問題の解決を図ろうとしている。しかし、建

か、裁判所および学界の動向に関心がもたれるところである。

らには現行法のもとで請負契約がどのように解釈されていくの

下では、「討議報告」とする）。

（５）山本豊「西ドイツにおける債務法改正の現況（続）討議
報告」法学志林第八十七巻第二号（一九八九年）三○頁（以

（４）目の一同寄目：三・四・色’○，．ｍ・国『「。

（３）穴、ニラ。’い》色，凹・○・一ｍ・望一・

（２）閉庁】｜テＣｌ制・艶・四・○．。⑫．旨い．

以下参照。

現況（続）」法学志林第八十七巻第二号二九八九年）｜頁

シユレヒトリーム、岡孝訳「西ドイツにおける債務法改正の

（１）債務法改正についての般近の悩報として、ペーター．

（５）

築家をめぐる諸問題の解決には、常に、時効の問題と、無形の

（４）

業務を契約目的とした場合の請負契約規定の不備という問題が
ついてまわる。そこで、既にふれたように、建築設計・監理契

約に関しては、立法による解決が必要であると考えられている。
（１）

西ドイツにおいては、債務法改正のための見解が出されてい
るが、その中の建設契約法や委任契約法において、建築設計・

現行請負契約法を一部修正し補足する必要があるが、建設契約

監理契約についても意見が述べられている。カイルホルッは、

立して類型化する必要はないと灸塞。そして、右の修正・補

法については請負契約法の中に取り込むべきであり、とくに独

足は建築設計・監理契約にも及ぶから、建築設計・監理契約に

関しては、建築設計・監理契約が請負契約であること、注文主
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第二節建築設計・監理契約における建築家の

ところで、その検討に入る前に、建築設計・監理契約上の本

来の債務とは何かという解釈論上の問題と関連して、建築家の

一建築家の責任

こでは設計業務と建築物との関係のみを扱ったので、ここでは

築設計契約のところでも触れたので繰り返すことになるが、そ

題をみておかなければならない。この問題については、既に建

設計・監理業務と建築物との関係をどのように解すべきかの問

１請負契約上の責任

．暇疵担保責任

以上みてきたところから、西ドイツにおいては、判例・学説

問題についてはとくにそれを雇傭契約と約束している場合は別

らかとなった。そして、建築設計ｂ監理契約において発生した

計・監理契約上建築家は建築物についてなぜ質任を負わなけれ

まず、建築家の行為と建築物との関係に関しては、建築設

側問題の所在

川建築家の業務と建築物との関係

として、ＢＧＢ第六三一条以下の請負契約規定にしたがって処

ばならないのか、という問題がある。すなわち、建築家は、建

建築家の業務一般を想定することにする。

理すべきである、と解されている。したがって建築家は、業

築設計・監理契約において設計・監理業務を暇疵なく完了する

れを請負契約と解すのが妥当であると考えられていることが明

務の欠陥について、請負契約に基づく瑠疵修補（ＢＧＢ第六三

ことを約束するのであって、建築物それ自体に瑠疵のないこと

上建築設計・監理契約の法的性質いかんについて、原則的にそ

三条）、解除・減額（ＢＧＢ第六一一一四条）、そしてＢＧＢ第六一一一

をも約束しているわけではない。しかも、実際上建築請負人

（１）

五条に基づく損害賠償の暇疵担保貿任、さらに積極的債権侵害

のように直接的に建築物に手を下すわけではない。このことか

（４）

に基づく損害賠償の責任を負うことになるのである。しかし、

ら、建築家が業務の暇疵について賞任を負うことに異論はない

（２）

建築設計・監理契約上の問題を請負契約規定にしたがって処理

べきなのかが問題となる。この問題は、とくに建築家にとって

としても、建築物に生じた暇疵についてまで、なぜ責任を負う

（３）

ある。そこで以下、建築家の瑠疵担保責任についてどのよう

⑪建築家の義務

利害関係の強い問題である。

二九

するとしても、その規定の及ぶ範囲については個別の議論が

２建築家の責任

な議論があるのかをみていくことにする。

建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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法学志林第八十七巻第三号
（７）

一二○

建築物の暇疵が建築家の暇疵ある業務によって生じた場合に、

的に建築家の仕事の暇疵とされるわけではない。すなわち、

（８）

ある。しかしそうであるか・わといって、建築物の暇疵が自動

れた設計業務または監理業務について、確約された性質を備え

業務を以下のように履行すべき義務を負う。すなわち、約束さ

その建築物の瑠疵と建築家の業務の瑠疵とが同一視され、建築

建築設計・監理契約が締結されると、建築家は、約束された

その契約において約束された使用の適性を消滅または減少する

たものであるように、さらには価格をまたは通常の利用価値や

のである。したがって、建築物の暇疵が建築家の暇疵ある給付

家の業務に瑠疵があった、すなわち義務違反があったとされる

に帰せられうるときは、建築家はその建築物の瑠疵について、

ような暇疵がないように、そしてまた建築技術について一般に
承認された規制を遵守して、履行すべき義務を負うのである。

あったとされた場合、建築家はその建築物についてどのような

陥に起因して建築物に暇疵が発生しそして建築家に義務違反が

そうして次に、客観的に建築家の業務に欠陥があり、その欠

②建築家の建築物についての責任

義務違反を理由に責任を負うことになるのである。

最良の給付をなすことを債務とするわけでなく、建築家の給付

しかしだからといって、質的にできるだけよい給付を、つまり

（５）

責任を負うべきなのかが問題となる。この問題は、建築設計・

と解されている。

というものは、平均的で利用可能なものであれば十分である、

そして、右のごとき履行義務を負う建築家は、以下の場合に

回建築家の義務違反

じられている。

③建築設計・監理契約における本来の債務

監理契約における本来の債務とは何かということと関連して論

まず、建築設計・監理契約の本来の債務の内容について、一

義務違反があったとされる。まず、建築家の欠陥のある設計業

方では、ＢＧＢ第六三一条にいう仕事の完成とは、建築設計契

務および監理業務というものが、通常建築物それ自体の暇疵の
あるから、その完成した建築物の状態をみれば、建築家が諸

中に沈澱し、そしてそれが建築物の暇疵として具現するもので

約においては設計業務の完了をいい、建築監理契約においては

（６）

い。そこで、建築物の瑠疵が客観的に建築家の暇疵ある給付に

ては設計・監理業務の完了をいうのであって、建築設計・監理

監理業務の完了をいい、さらに建築設計・監理総合契約におい

業務を取り決めどおりに履行したか否かを読み取れることが多

瑠疵である、つまり建築家に義務違反があったとされるので

起因する場合には、その建築物の瑠疵は同時に建築家の仕事の
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契約上それらの業務を暇疵なく完了することがその内容だ、と

をも約束しているのだ、と解すことも可能である。つまり、本

務を請け負う以上、完成した建築物に暇疵の生じないことまで

補が可能である場合にその業務自体の暇疵を修補する義務を負

束すると解すのであるから、建築家は業務の欠陥については修

債務の内容について建築家は業務を瑠疵なく完了することを約

他方、前者の見解によると、建築設計・監理契約上の本来の

合に、積極的憤権侵害に基づいて賠倣義務を負うことになる。

来の債務の内容について、前者は設計・監理業務を瑠疵のない

は本来の俄務の内容ではないから修補義務を負わないというこ

うとしても、欠陥のある業務に起因する建築物の暇疵について

解しうる。しかし他方において、暇疵のない設計業務・監理業

い建築物であることをも含むのだと拡大的に解すのである。し

についても修補義務を負うとする見解もみられる。そうして、

とになる。しかし、この見解に依拠しつつもなお建築物の瑠疵

ようになすことであると限定的に解し、後者はそれを暇疵のな

たがって、建築設計・監理契約上本来の償務の内容について、

にあるので、暇疵結果損害と解され積極的債権侵害に基づいて

建築物の暇疵については、その損害は本来の俄務内容の範囲外

右のように二通りの解釈が成り立つことになるＱ
このような本来の債務の内容についての解釈の相違は、建築

⑪法的処理の相違

させることになって酷な結果をもたらす、という帰結に至る。

る建築家に、立証の困難および予見しえない経済的危険を負担

Ｂ第一九五条による三○年の時効期間が適用され、俄務者であ

暇疵のない建築物であることをも含めて考えるわけであるから、

このことから、建築家の業務と建築物完成との密接な関係とい

賠倣義務を負うことになる。しかし、そのように解すと、ＢＣ

建築家の暇疵ある給付に起因する建築物の暇疵について、建築

うことを根拠にして、建築家の瑠疵ある給付に起因する建築物

ると、建築設計・監理契約における本来の憤務の内容について

家には、まずＢＣＢ第六三三条二項における暇疵修補の義務が

の暇疵についてもまた、瑠疵結果損害ではなく瑠疵損害だと解

家の責任内容に影響が及んでくる。すなわち、後者の見解によ

については、ＢＣＢ第六三四条第二項による解除・減額、また

すべきであり、そうして、建築家にはそれについてＢＧＢ第六

生じるであろう。そうして修補が不可能なとき、建築物の瑠疵
はＢＧＢ第六三五条および六三八条に基づく損害賠償の責任を

三五条および六三八条に基づく賠償義務を負わせるとすべきだ、

（９）

負い、例外的に建築物の暇疵による損害が拡大損害であると解

という見解が支配的である。ところが、この支配的見解のょ

一一一一

される場合、例えば、注文主の生命・身体への侵害があった場
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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（７）岸汽印巫。ご『【。ごＣ目】唖・ろ．】や句『・『四門写の二一⑩ｘ一天ｃ。冨ニーニコユ

法学志林第八十七巻第三号

うに解していくと、建築設計・監理契約における本来の債務内

１問題の所在

ニ暇疵修補（ＢＧＢ第六三三条）

ユ⑩い」シ『の三局弄扁。）。⑰少幻』。・函函・

〈、）Ｐ。、訂『・田．四・○・・幻」三・園のこ猪§す色『ｍ・画・色・○．（□一のエ四（［ロョ、

（９）Ｆｃ９①『・色・色．。．。”ユコ・閂韻・

（８）言。『一ｏｎ寿・ロ一の四○少員言号『で『②×厨・】臣⑪．”」言・］』。

色・由・○・・ｍ．⑰全（・－Ｆ胃ケロ厨酉・色・出・○・・両ニョ・患．

亟辛・丙ユコ』郭、３日色一副一・色・“・○・〈ロー句函芭｛言己硬〉・丙」己．②⑨頭の畷》

目⑫②亀》］四ｍｍ■す臣『中四・四’○・（Ｃ一の四聾「旨二ｍ二隅シ『の一】一一の天（９）ご

＄⑫回ｚ『・】。】②邨田。、可の『・塾・色．。・・宛ユコ，和蝕①』、。③『館の一一アユ二・ｍつ

色『の三【①旨のご『円旨一】、琴の【両已【ｍｓｍ】ここ畠目（『国労両）・砲．シ臣（｜畠⑩。

見解と同じ結論に帰着することになる。しかし、侭務の内容に

容について、暇疵のない建築物であることをも含むとする先の
ついて暇疵のない建築物をも含むとする見解に依拠すると、建
築物の瑠疵が即建築家の業務の暇疵と結びつけられ、建築家が

建築物の暇疵｜般について責任を負うことになるおそれがある
（い）

ことから、その見解は採用しえないと批判されている。
右にみたごとく、建築設計・監理契約の本来の憤務内容をど
の相違を前提に、暇疵修補〈ＢＧＢ第六三三条）、減額・解除

建築家の暇疵修補に関しては、本稿ではとくに二点の問題を

のように考えるかで、法的処理が異なってくる。以下では、こ
（ＢＧＢ第六三四条）、損害賠償（ＢＣＢ第六三五条）について順

について建築家に修補義務を負わせることはできない、と解す

することは、もはや不可能である。このことから、仕事の欠陥

したがって、既になされてしまった仕事それ自体の欠陥を修補

まり、建築家の諸業務は、もっぱら観念的な無形の業務である。

建築家は瑠疵修補義務を負うのか否か、という問題である。つ

に意義があるのかどうかの問題から出発するもので、はたして

そして施工完了後に（Ⅱ事後的に）仕事の暇疵を修補すること

第一は、無形の業務の瑠疵を修補することが可能かどうか、

取り上げることにする。

に検討していくことにする。
（１）Ｆ旨ヶ；五・四鯨（（目需‐：１斤周一、ず：っ、い『…二目厘巨君？
砿⑰■・己⑭Ｐ幻」。。”、。

（２）呼夛一門盲１のョ・§○・〈呼冒－１§宮）『丙」ご・歯．

（３）ぐ碗一・Ｆ月云・『．：。Ｐ冗目・隠ロゴの曰の『弓蔚《。『・密・雪○・・
ｍ』『】》■①勝つ、．②。。．。⑫．、望．

（４）Ｆ三ケ四厨云一・四．■・○，。”ユコ．⑰一・

亟公》臣亘・画印砕ニョ画一劇一・：。．（ロ③四画｛２局）肉：．、》百・斎『．

（５）く侭一・』篇目ヶ巨侭・・・四・○（ロの田倒［旨。宛」，シＲ三一の宍一目）》

：。○：Ｚ二・巴⑨ざ⑦『ぬ⑯一・：ｐ『臣二・ｍ】：⑫＄⑬．
（６）Ｆ色『の：。②・四・○・》、．⑭今箪．
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完了後、すなわち事後的に設計図瞥の暇疵を修正しても無意味

ば設計図書の暇疵に起因して建築物に暇疵が生じたとき、施工

うる、と解すべきなのかが問題となるのである。また、たとえ

三三条第二項の修補にあたるとして建築家に修補義務を負わせ

べきなのか、または、仕事をやりなおすこともまたＢＧＢ第六

ついてもまた、本来の憤務内容の解釈のしかたで見解が異なっ

されたところである。そして、建築家の暇疵修補義務いかんに

その解釈いかんで法的処理に違いがあることは、既に明らかに

建築設計・監理契約における本来の債務の内容については、

Ⅲ建築家の修補について

２建築家の瑠疵修補義務

てくる。以下では、憤務の内容を、業務を暇疵なく行うのみな

であるから、建築家に修補義務はないと解すべきかどうかが問
題になる。そしてさらに、建築家の瑠疵ある給付に起因して建

らず履行の結果の現れる建築物についても暇疵のないことを含

と限定的に解す見解を⑪限定説として分類し、建築家の暇疵修

むと解す見解を⑥拡大説とし、他方、業務を暇疵なく行うこと

補についてみることにする。

が同一視されるとき、その建築物の瑠疵についてもまた建築家
には暇疵修補義務があると解すことが可能なのかどうかが問題

築物に暇疵が発生しその建築物と建築家のなした業務の暇疵と

となるのである。

りそれに起因して建築物に瑠疵が発生し損害が生じている場合、

権）についての問題である。客観的に建築家の給付に暇疵があ

していると解すと、建築物に客観的に建築家の瑠疵ある業務に

暇疵のない建築物であることをも本来の俄務の内容として約束

．‐建築設計・監理契約において業務をなすことのみならず

伺拡大説

建築家にとっては、直ちに金銭による損害賠彼責任に応じるよ

をなしたのであるから、建築家は請負契約法にしたがい、当該

起因する暇疵が発生した場合、建築家が給付義務に反する履行

第二は、建築家が自ら暇疵修補をなす権利（建築家の修補

な場合があることから、注文主の損害賠侭請求権行使に対して

義務を負う、という結論に至る。しかし、建築家は建築請負人

建築物の暇疵についてまずＢＧＢ第六三三条第二項による修補

りも専門知識を用いて自ら暇疵を修補したほうが経済的に有利

となるのである。

一一一一一一

建築家の瑠疵修補の内容が問題となる。この見解によると、建

のごとくに実際的に建築物の暇疵除去工事をなしえないので、

建築家の方から暇疵修補権を主張しうるか、ということが問題
以下、建築家の暇疵修補義務と建築家の暇疵修補権とに分け
て検討する。
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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第二項第二文）、または、ＢＧＢ第六三四条第一項もしくは暇疵

請負人が暇疵除去について拒否しているか（ＢＣＢ第六三三条

らためて監理することが修補の内容であるとされる。そうして、

の暇疵除去工事に際して建築家が設計の暇疵を修正しそしてあ

築家による瑠疵修補可能性を積極的に考えることから、請負人

ない建築物であることをも含むとすると建築家の注意義務の範

ついては触れられていなかった。しかし、債務の内容を瑠疵の

と解すべきであろうか。管見しえた範囲において、この問題に

の修補工事に際して、建築家は暇疵修補に協力する義務を負う

生する場合もある。この場合の建築請負人による建築物の暇疵

が発生した場合をみたが、建築請負人の仕事によって瑠疵が発

ｍ右では、建築家の暇疵ある給付に起因して建築物に暇疵

一二四

除去が不可能でＢＧＢ第六三四条第二項により請負人に修補義

囲が相当広くなるので、建築家が義務違反のなかったことを立
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務を課すことができない場合には建築家の修補は不可能となり、

証するのは困難であり、実際上建築請負人の瑠疵修補について

（１）

肋次に、建築家の暇疵ある業務によって発生した建築物の

したがって建築家の修補義務は否定される、と解されている。

その建築物の暇疵が建築物引き渡し後数年たって発見された場

暇疵なく完了することのみが憤務の内容だとして本来の悩務の

①他方、建築設計・監理契約においては設計・監理業務を

ｉ修補可能性に関する問題点

⑪限定説

協力義務がないとすることは容易でないように思われる。

合、建築家は建築物について自ら暇疵除去の工事を行うことが

内容を限定的に解す見解によると、ＢＣＢ第六三三条二項の修

工中の建築請負人によってなされうるので問題はない。しかし、

暇疵が施工中に発見された場合のその除去については、当該施

できないので、建築請負人に暇疵の修補を依頼することになる。

暇疵のないことをも約束しているわけではないことから、およ

その際、建築家が自己の名前で建築舗負人と暇疵修補を内容と

び建築家の給付の性質上既になされてしまった業務の欠陥を修

が問題となってくる。すなわち、まず、建築家がその建築物に

のことについては、管見しえた範囲ではあるが、とくに触れら

補義務が建築家の業務に関してもまた適用されうるのかどうか

れていなかったが、この見解によると、建築家自らが瑠疵修補

わち修補は不可能だと解すると、注文主は建築家に対して、Ｂ

補しえないから建築家に修補義務を課すことはできない、すな

名前で建築請負人とその契約を締結するのかが問題となる。そ

をなすことになろうから、建築家の名前で請負人にその除去工

する請負契約を締結することになるのか、あるいは、注文主の

事を依頼することになろうか。
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し、右のような即時の請求権行使は、建築家にとって酷な結果

除・減額または損害賠償の請求権を行使することになる。しか

ＧＢ第六三四条第二項または第六三五条に基づいて即時に解

生じないと解されている。

ことに異論はなく、かつ他の建築関係者との責任の境界問題も

要な場合には、限定説においても、建築家の修補義務を認める

疵の修補をなしうる有体物作成のような業務で、暇疵修補が必

れている、またはさらに進んで施工が終了した時点で、たとえ

③問題となるのは、建築請負人によって既に施工が開始さ

（３）

をもたらすことになるおそれがある。このことから、建築家の
次に、建築家の業務が既になされてしまっており、その業務自

ば設計図書の中に、または監理業務に欠陥のあったことが判明

給付についてもまた修補可能性が認められると解すとなると、
体の欠陥を除去しえない以上、建築家が仕事をあらためてやり

について修補義務を負うのか、また建築物に現れた暇疵につい

した場合である。このような場ムロに、建築家が、業務の欠陥

（４）

られるのか、という建築家による暇疵修補の内容が問題となっ

なおすことになるのか、そしてその場合をも修補の概念に含め

る。これらの問題に関しては、限定説にたちながらもなお見解

ても修補する義務を負うのか、ということが問題となるのであ

②まず、建築家の業務の中でも明らかに修補可能な給付が

が分かれるところである。以下、修補義務否定説と修補義務肯

てくる。

ある。例えば、建築費用見積書や基本設計図書・実施設計図書

かっては、判例の中に、建築家による暇疵の修補を認めたも

①判例

Ⅲ修補義務否定説

定説とに分類して見解をみることにする。

も施工開始前にその暇疵が発見されたという場合には、暇疵の

うに、施工開始前の段階における設計給付に瑠疵があり、しか

等に暇疵があり、施工開始前にその暇疵が発見された場合のよ

修補を行いうるし、また暇疵修補をなす必要性もあり、修補可

築物完成後に作成される建築物の各部についての暇疵担保期間

能性ということが問題になることはない。また、たと・えば建

による暇疵の修補を、ＢＧＢ第六一一一三条第一一項における暇疵修

性を認めた。しかしなが・ｂこの一九六一年の判例は、建築家．

あると認めた。また、一九六一年の判例も建築家の修補可能

のがあった。一九六○年の判例は、明確に建築家に修補義務が

一二五

補として認めたのではない。すなわち、この判例は、損害賠償

（６）

（｛⑪）

一覧表作成というような給付が暇疵をもって履行されたとして

（２）

も、常に修補を行うことができるので修補可能性という問題は
生じない。したがって、建築家の業務のうちでも、建築家が暇
建築設計・監理契約に閲する一考察（三（花立）
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のありかたとして、金銭によるのみならず、暇疵の修補によっ

なる要件のもとでその「通例」にあてはまるのかについて、具

と解している。しかし、「通例」とはどのような場合で、いか

における建築家の暇疵除去は、「通例」まったく不可能である、

｜｜ニハ

て賠彼することも可能だとしたのである。つまり、裁判所は、

体的には何も一不していないと批判されている。
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たしかに建築家の暇疵修補を認めたのであるが、それをＢＧＢ

学説において、建築家の修補可能性については見解が分かれ

②学説

（Ⅲ）

第六三一一一条におけるのではなく、ＢＧＢ第六三五条の損害賠償

のひとつの方法として認めたのである。したがって、この判例

二年の連邦通常裁判所判決を支持して、「これは（この場合建

しかしながら、’九六五年の連邦通常裁判所判決は、一九六

築家のなした業務の暇疵そのものを修補したことにはならない

強調する。そして、たとえ建築物の暇疵を修補したとしても建

理契約の本来の債務の内容が給付をなすことにあるという点を

’一月二三日の連邦通常裁判所判決を支持し、建築設計・監

（烟）

まず、ポットⅡフリーリング（勺２【酉翅二の｜ご噸）は、一九六一年

ている。

にＢＣＢ第六三三条の建築家による修補についての先例的な価
値が認められないとしても、裁判所が建築家の修補可能性を考
（７）

築家による瑠疵修補ｌ筆者注）何ももたらさないであろう。暇

し、また建築家の仕事の瑠疵を修補することは不可能である、

、えることに事実上歩み寄ったものと考えられている。

疵ある設計図書を単に変更したとしても暇疵は取り除かれない

としていわゆる事後的な建築家の修補義務を否定する。

（８）

し、また怠った監理についてはもはや補いえない。つまり、建

同様にロッハーは、まず、たとえば施工開始前に設計図書の

（⑬）

築家自らによる建築物の暇疵除去は、建築家の仕事を修補した

欠陥を修正する場合のように暇疵修補が可能な場合には、建築

（９）

ことにはな．ｂないであろう」と述べている。そうして判例は、
（、）

今日も、建築家の仕事の修補というものは、通例『不可能であ

家の仕事の暇疵についての注文主の修補請求権を肯定する。し

内容としていないこと、および建築家が建築物の暇疵を具体的

ところで判例は、既にみたごとく、施工終了後に、いわゆる

事後的に仕事の暇疵を修補したとしてもなにももたらさないし、

に除去しても建築家の給付の欠陥が取り除かれないことを理由

かし、建築家の本来の債務が建築物に暇疵がないことをもその

る』、という立場を採り続けている。

また建築物の暇疵を建築家が自ら除去したとしても建築家の仕

に、建築家の暇疵修補義務を否定している。

（Ｍ）

事の瑠疵を除去したことにはならないので、ＢＧＢ第六三三条
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を一律に否定してしまうことに合理性があるのだろうか、と疑

この見解は、右のような見解に対し、建築家による瑠疵修補

れが不可能な場合には存在しないとし、そのような例として、

問を呈するのである。右にみた見解は、建築家の修補義務の有

またメディクス（三のｓ２ｍ）も、注文主の暇疵除去請求権はそ
建築家の設計ミスは施工終了後、すなわちいわゆる事後的に通
（脂）

例もはや修正をなし、えない、と述べている。

基づくものだと述べるように、いわゆる事後的な瑠疵修補を

きず、したがって暇疵の除去もまたなしえないとする考え方に

けではないから建築物の暇疵除去を建築家に請求することがで

し、また建築家が有体物としての建築物に責任を負っているわ

した後では、例えば設計図醤を修補したとしても無意味である

エーレンⅡプラット（向う『の。へ国一質〔）が、建築物の施工が終了

設計業務および監理業務をなしうるし、また講負人の暇疵除去

築家の暇疵ある給付に起因する建築物の暇疵除去工事に必要な

建築家は、たとえば暇疵ある設計図書を修正しうるし、また建

自らの手で除去することはできない。しかし、実務に照らすと、

建築家は、建築家の給付の欠陥によって生じた建築物の瑠疵を

意味だ、ということに帰着する。たしかに否定説のいうように、

なる。そしてさらに、事後的に設計図轡の欠陥を修正しても無

た無形の業務の欠陥を修補することは不可能だ、ということに

いう関係に視点を置いて考察する。そうであれば、既になされ

無という問題を、建築家の仕事の暇疵それ自体とその除去、と

否定する見解は、建築家の仕事の暇疵修補を無意味であると考

工事に際して注文主に協力することも可能であり、かつそれが

右の建築家による暇疵の修補可能性を否定する見解について、

え、そして建築設計・監理契約における価務の内容上建築物に

必要な場合もある。このことから、すでになしてしまった行為

すことのみに限定し、建築物に暇疵がないことについてはその

他方、建築設計・監理契約における悩務の内容を、業務をな

、修補義務肯定説

めてやりなおすという形態をも含めることによって建築家の暇

際に協力することのみならず、その際に建築家が仕事をあらた

とせず、建築家による暇疵修補の方法として、暇疵除去工事の

の暇疵について、いわゆる事後的に暇疵を修補しても無意味だ

（脇〉

である。

生じた欠陥について建築家にその除去を請求しえないと解すの

内容でないとする説に依拠しつつもなお、建築家の給付の欠陥

疵修補義務を認めようとするのである。

一二七

まず、エーレンⅡプラットは、暇疵のあるまたは不完全な設

に起因する建築物の暇疵について、建築家にその修補義務を認
めるべきだとする見解もある。

建築設計・監理契約に関する一考察（三（花立）
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になしうろことから、建築物が出来上がった後でも、瑠疵の除

業務と異なり、事後的であろうといつでも修正して完全なもの

計に限定しているものの、設計図書の暇疵は補完しえない監理

建築家が設計図書を修正しそして完全なものになった設計図醤

築家の業務の欠陥に起因する建築物の暇疵除去工事に際して、

疵の修補を委託する必要はない。しかしながら、たとえば、建

がって建築家は自己の名前でおよびその費用で建築請負人に瑠

一二八

去に際して修正ないし完全なものにされた設計図書が必要であ

の協力が必要不可欠となる場合もある。このような場合に建築

に鵠づいて修補工事をあらためて監理するという形態の建築家
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る場合には、建築家の暇疵修補義務を認めるべきだとして、修
（Ⅳ）

補可能性を一律に否定する者・えに批判的である。

た、注文主にとっても、建築家の業務の欠陥に起因して生じた

家がなす行為もまた、建築家の仕事の暇疵修補なのだ、と。ま

疵修補が合理的である、という。つまり、ヤーゲンプルクは、

建築物の暇疵についてそれを熟知している当該建築家による暇

ヤーゲンブルクは、否定説と同様修補可能性について、建築
それ自体に直接影響の及ばない業務の暇疵については建築家に

家の業務のうち施工開始前または完成後の業務のように建築物
その修補義務を課すことができる、とする原則から出発するも

は否定されうるのであるが、実務上建築家の業務の欠陥に起因

法理論的には、施工終了後すなわち事後的な建築家の修補義務

やかに、かつ適切に解決するためには、解釈論上建築家の修補

する建築物の暇疵修補について、当事者が社会的・経済的に速

（岨〉

のの、建築家による暇疵修補の内容に、暇疵除去工事に際して

まず、先の一九六二年の判例について、判例が建築物の出来

（四）

必要な設計図書作成および監理をなすことを含めよ、つとする。
上がった後の建築家の修補義務を否定して金銭による損害賠依

題は、いかにして速やかにかつ完全に建築物の暇疵を取り除く

家に監理業務について義務違反があり、そして建築請負人の瑠

の暇疵修補可能性について次のようにいう。すなわち、建築

ゾァゲル（⑫月晶の｜〉は、監理業務に欠陥があった場合の建築家

義務を認めるほうが合理的だ、とするのである。

かということにあり、損害賠彼にあるのではないと批判的であ

疵除去工事に際して建築家が監理をなす必要がある場合、例外

で問題解決を図ったが、注文主にとってもっとも関心のある問

る。そして次のように述べる。たしかに、建築設計・監理契約

的に建築家による建築物の暇疵修補が実現可能になる、と。そ

して、建築請負人が暇疵除去を拒否するか、またはその暇疵に

（鋤）

ではないから、建築家に修補義務、とくに請負人のごとく実際

上暇疵のない建築物までが本来の債務の内容とされているわけ

に建築物の暇疵を除去する義務を負わせることはできず、した
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ついて注文主に請求権が認められない場合には建築物の暇疵除

た、ＢＧＢ第六三三条第二項第一文による建築家の修補義務に

じた建築物の暇疵を取り除くために請負人を招聰することもま

築家の観念的な作成者としての役割〈協力）をそのまま保つこ

作成者であると解されるので、暇疵除去に際しても、同様に建

明らかに建築家に暇疵修補義務を認めたものがある。その判例

ところで、かつての判例の中には、既にみたところであるが、

⑥暇疵修補可能性に関する結び

みられる。

（四）

るという形態で暇疵除去についての義務を負う、とする見解も

また、場合によって建築家は、修補の作業をあらたに監理す

〈麹）

疵責任のある建築家の設計・監理業務を必要とする場合には、

去は不可能となるが、請負人が暇疵除去工事を行い、しかも瑠

あたる、として修補の内容を広く解している。

建築家は修補義務を負うことになる、という。

カイザー（宍鳥の『）も、建築家の修補可能性について積極的に

とが首尾一貫しているから、建築物の瑠疵の除去工事を実施す

は次のようにいう。すなわち、建築家は引き受けた建築物の

考える。すなわち、建築家は、（暇疵ある）建築物の観念的な

る際、建築家の業務の範囲内（設計・監理業務）で瑠疵除去工

設計および監理業務の範囲内で家屋が暇疵なく建築されるよう

るよう建築家は注意しなければならないとする裁判所のいう原

らにカイザーは、建築物が設計どおりにかつ暇疵なく建てられ

暇疵除去の際にも同様に協力しあうべきだというのである。さ

築家と請負人が実際の建築に際して分業して協力しあうように、

注文主に協力しなければならない」、として、建築家の事後的

注）建築家は、業務完了後建築物の暇疵を調査し取り除く際に

包括的に委託された（設計・監理双方の業務を委託されたＩ簸者

は問題ではない、と。さらには、「民嚇部の確定判例によれば、

除去を請求することができる。暇疵についての建築家の帰責性

じた場合、注文主は、ＢＧＢ第六三三条二項に基づいて瑠疵の

の範囲内において義務の不履行があったことによって暇疵が生

（割）

めに建築物に暇疵が生じたときには、請負人と分業的に暇疵除

事に寄与しうる場合で、しかも建築家の給付に欠陥があったた

注意すべき義務を負う。そして、建築家に設計または監理業務
（釦）

則にしたがうなら、暇疵除去の工事に際して、当該建築家に、

な協力義務を課した判例もある。このような判例の考え方か

去工事に協力しなければならない、と提案する。つまり、建

設計・監理業務を通して建築物の暇疵が除去されるよう注意す

らすれば、学説のいうごとく建築家による暇疵除去の方法とし

（蜜〉

べき義務を課すことが、理論的に筋が通りかつ首尾一貫してい

一二九

ることになるという。そうして、建築家の暇疵ある業務から生
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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暇疵は、建築請負人によって具現された建築家の業務の瑠疵で

一三○

ある。したがって、建築物に顕在化したその瑠疵は、建築家の

法学志林第八十七巻第三号
て、実際の瑠疵除去工事に際して関与ないしは協力するという

のように解されている。そうであるならば、建築家の業務の欠

形態をも認める余地があるように思われるが、判例がこのよう

陥に起因する建築物に生じた瑠疵が取り除かれることは、とり

の暇疵との関係については、判例・学説上、既にみたごとく右

そもそも、建築家の業務というものは、主として観念的な無

業務の瑠疵だということになる。建築家の仕事の瑠疵と建築物

形の行為である。このような既になされてしまった無形の行為

うるように思われる。このように解すことが可能であれば、残

もなおさず、建築家の業務の欠陥が除去されることだ、と解し

ている。

の暇疵を、現実に引き戻して修補するということは、凡そ不可

な方法を、建築家の仕事の欠陥を修補するものではないと解し

能なことである。したがって、そのような視点から無形の行為

形物の瑠疵を取り除いても、既になされてしまった業務の暇疵

いうことに帰着する。そして、無形の業務の瑠疵に起因する有

解すことで、たとえば設計図番の瑠疵を事後的に修正すること

暇疵修補が可能となるのではないだろうか。また、そのように

する、という形態をも含むと解すことによって、建築家による

要な設計業務をなし、請負人の暇疵除去工事をあらためて監理

この建築家の暇疵修補の内容については、暇疵除去の工事に必

を取り除くことができない以上、業務の暇疵は取り除かれてい

も無意味ではなくなるように思われる。しかし、判例および一

る問題は、建築家による瑠疵催補の内容に関しての解釈である。

ない、ということになる。つまり、このような考え方は、有形

部学説がこのような考え方で問題解決を図ろうとしていないこ

の瑠疵修補の可能性いかんについて考察するなら、無形の業務

物に付着した瑠疵を除去することのみがＢＣＢ第六三三条第二

それ自体の暇疵修補はどのように解釈しても不可能である、と

項にいう瑠疵除去だと解すものであり、そうであることから出

なお、瑠疵除去工事に建築家が協力することもまた修補の一

とは、すでに述べたところである。

という結論に至るものと思われる。

発する限り、無形の業務の瑠疵を除去することは不可能である

多くは建設契約法の専門家よって主張されている。このことは、

形態だとして建築家による瑠疵修補を認めようとする見解は、

修補は可能になろう。すなわち、まず、建築家の業務に欠陥が

建築家による暇疵修補をＢＧＢ第六三四条第二項の意味で不可

しかし、修補の内容を解釈上拡大することで、無形の業務の

ありそれに起因して建築物に暇疵が生じた場合、建築物のその
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会を与えることで、建築家にとって経済的に不利になる損害賠

を与えることになる帰結を回避し、そして建築家にも追完の機

能だとして注文主に即時に解除・減額または損害賠俄の請求権

目的すなわち瑠疵のない仕事の完成を達成するために作業と材

場合には一方では修補にあたると解しうるし、他方には、契約

ととほとんど差がないことになる。したがって、このような

ぶ場合には、暇疵修補を行うとしてもあらためてやりなおすこ

⑧請負契約においては、ＢＧＢ第六三三条第二項の修補に

の関係上請負人の暇疵修補にあたる、と解していた。この考

のうちの一部のみをあらためてやりなおすことは建築物全体と

判例は、このようなやりなおしの場合について、建築物全体

く、あ．ｂためて仕事を完成しなおすことだとも考えられうる。

（麺）

料が供給されるであろうから、概念的には、もはや修補ではな

（配）

償請求から建築家を救う必要があるとする考え方が背景にある
ものと思われる。
（跡）

関して、引き渡し後に欠陥のあった業務をあらためてやりなお

えにしたがうと、先の例の場合、請負人が建築物全体の建築を

②「仕事のやりなおし」とＢＧＢ第六三三条第二項との関係

すこともまたＢＣＢ第六三三条第二項の範囲に含められるのか

（卯）

どうかが問題とされている。

しかし、請負人が壁のタイル貼りのみを請け負っていたときは、

部と解され、あらためて貼り直すことが暇疵修補とみなされる。

請け負っていたときは、タイル壁部分が建築物全体のうちの一

能な場合でも、建築請負人の義務は、限定的に、法律に明示さ

貼り直しは修補にあた．ｂない、ということになる。このよう

この問題について、かっては、瑠疵の除去がはじめから不可

れた義務Ｔ瑠疵除去義務）の有無のみが問題とされ、仕事を

（弧）

あらためてやりなおして完成する義務を負うことはない、と考

に判例は、仕事をあらためて完成しなおすことと修補との関係

（幻）

、Ｚ・りれていた。

ところで、瑠疵除去と仕事をあらためてやりなおすこととの

そのような考え方を改めた。すなわち、裁判所は、引き渡し

を限定的に解していたが、一九八五年の判例の中で、裁判所は

に貼られたタイルのほとんどが接着方法に欠陥があったために

（蛇）

間に明確な線を引くことは困難である。たとえば、建築物の壁

る場合には、修補請求権に基づいてやりなおしを請求すること

ができる、と判示したのである。この結果、注文主は引き渡し

後も、あらためて仕事をやりなおす方法でのみ暇疵が除去され

後もＢＧＢ第六三三条第二項に基づいて、暇疵修補のみならず、

はがれ落ちたような場合、それを修補するには損傷したタイル

の代わりに新しいタイルを用いて請負人があらためてそれを貼

一一一一一

りつける工事を行うとなると、しかもそれがかなりの部分に及
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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法学志林第八十七巻第三号
（”）

一一一一一一

ある。

ためて完成しなおすことを求めるのは不当であろうとの見解が

（銅）

単なる修補では不可能かまたは不十分な場合には、仕事をあら

今日の学説上の見解も、引き渡し後、修補が不可能かまたは

が影響を及ぼすことはない。つまり原則として、請負人がいか

結果が目的であって、請負人の仕事を完成させる経過に注文主

たは一定の仕事を完了することである。このような完成という

約束された仕事の完成、つまり仕事で一定の物を完成させるま

また次のような見解もある。すなわち、請負契約の目的は、

ためてやりなおすよう請求し』つることになった。しかし右の
（鋼）

修補に失敗したといった一定の要件の下で、仕事をあらたに完

なる方法で俄務とされた結果をもたらすのかについては、注文

もある。

判例については、例外的にやりなおしを認めたのだとみる見解

成しなおすよう請求する権利を注文主に与えることを認める、
建築家の仕事に欠陥があった場合にあらためて仕事を完成し

仕事をあらためてやりなおすように請求があった場合、請負人

主が決定することはできない。そうであるならば、注文主から

（銅）

とするのが支配的であると思われる。

なおすことについて、管見しえた範囲にすぎないが、明確な判

が、修補作業を行うか、または注文主の請求通りあらためてや

なお、請負人にとっては、暇疵修補として仕事をあらためて

事を完成しなおすよう繍求したとしても、暇疵の除去を行うか、

主が欠陥について一度も暇疵の除去を請求せずにあらためて仕

ｈソ○なおすかを選択し決定しうる、と。この見解によると、注文

（郷）

断を示した判例は見当たらなかった。今後の判例が待たれる。
やりなおすことをも義務づけられることで、暇疵についての責
（洲）

任が重くなったともいえるが、請負人はＢＧＢ第六三三条第二

●または仕事をあらためてやり●なおすかは、請負人の側に選択権
があることになる。

項第三文の規定によって保護されている。

⑪しかし、暇疵修補として仕事のやりなおしを認めると、

なお、請負契約における暇疵修補に仕事のやり●なおしを●も含
むかという問題は、債務法改正作業においても議論されている。

つぎにその範囲が問題となる。つまり、注文主は欠陥のある仕
事について、欠陥の暇疵修補を一度も請求することなく始めか

その中で、暇疵除去請求権は、修補請求権とや．りなおし請求権

選ぶかの選択梅は請負人にあるとする、と提案されている。

〈”）

とを含むと規定すべきであり、そしてそれらのうちのいずれを

ら仕事をやりなおすよう請求しうるか、という問題である。
この問題については、修補で暇疵を取り除くことが可能であ

り、またそうすることで注文主の利益にかなう場合には、あら
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③緒び

Ｂ第六三五条）の請求権を行使しうることになる。したがって、

に基づき、注文主は即時に解除・減額、または損害賠償（ＢＣ

つきその建築物を設計し監理した建築家が関与して行われる必

建築家にとっては、修補可能性を認められる方が妥当な結果を

要性があるような場合には、建築家による暇疵修補を認めるべ

以上のことから、建築家の給付の欠陥について、およびそれ

わゆる事後的な設計図轡の欠陥の修正を無意味だと解すか、そ

きであるように思われる。そして、仕事のやり直しを修補の概

に起因する建築物の暇疵について、建築家に修補義務があるの

れとも無意味ではないと解すか、という点の考え方いかんに

念に含める傾向にあることに鑑みても、建築家のいわゆる事後

もたらすように思われる。また、注文主にとっても、特殊な建

よって異なる結論に至ることが明らかになった。つまり、判例

的な仕事のやり直しもそれが必要である限り、それを修補とし

築物で、建築家の暇疵ある仕事に起因する建築物の暇疵除去に

のように、建築家の業務の暇疵と建築物の暇疵とを区別して、

て認めることに特段の不都合は生じないであろう。また、建築

の暇疵を修補したことになるのか否か、また施工終了後の、い

建築物の瑠疵を修補しても建築家の仕事の暇疵を修補したこと

家の暇疵修補を認めない判例および一部学説が、建築家の暇疵

かという問題は、建築物の瑠疵を修補することが建築家の仕事

ても建築物の暇疵が除去されるわけではないから無意味だと解

べていないことからみても、建築家の暇疵修補を否定すること

修補を認めた場合にいかなる特段の支陣が生じるかについて述

にはならないし、また事後的に設計図書の欠陥を修正したとし

い、ということになる。他方、たとえば建築物に生じた暇疵を

の瑠疵除去工事をあらためて監理するという形態で既になされ

仕事をあらためて完成しなおす請求権も含まれるとする判例・

ところで、ＢＣＢ第六三三条第二項に基づく修補請求権に、

でどのような合理性があるのかが疑問に思われる。

すのであれば、建築家が暇疵について修補義務を負うことはな

取り除くためには修正され完全にされた設計図書が必要なこと

てしまった監理業務の欠陥を修補しうると解すと、建築家の修

る。なぜなら、下級審判例において、建て直すしかないような

学説上の見解は、日本民法の解釈論上参考になるものと思われ

もあるから、建築家の瑠疵修補は無意味ではない、また建築物

補義務は認められるべきだ、という結論に至る。もし、建築家

（㈹）

の暇疵修補をＢＧＢ第六三四条第二項の意味で不可能だと解す

の方法として修補に代えて建て替え費用相当額を認めた判例

暇疵のある建築物に関して、建て直すという方法を修補の一つ

一一一一一一一

と、建築家の業務の欠陥については、ＢＧＢ第六三四条第二項
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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と、建て替え費用相当額を認めるのは解除と同じだとしてこれ

る。その理由づけとして、平等の原則、およびＢＣＢ第二四二

学説では、建築家の修補権を認める傾向にあるように思われ

一三四

を認めない判例とが対立しており、建て直すしかないような
れる。

条による信義誠実の原則、ＢＧＢ第二五四条二項一文があげら

法学志林第八十七巻第三号

暇疵のある建築物についてどのように考えるべきかが問題とさ

（畑）

れているからである。

ば、それに相応した修補についての権利を与えなければ首尾一

平等の原則を根拠にして、建築家に修補義務を課すのであれ

山問題の所在

という点から建築家の修補権を肯定する見解がある。この見

貫しないことになるというように、相応した権利と義務の関係

３建築家の修補権

建築家の修補権とは、注文主の損害賠値請求に対して、まず

る。この修補権は、建築家にとって非常に重要な権利であると

銭賠償請求から建築家を免れさせるために考愈された理論であ

する。

害をより少ない費用で除去する可能性を与えるべきだとも主張

『：、“ご「一一、胃）があるから、注文主は、建築家に対し、その損

解はさらに、当事者には損害を回避する義務〈砕一〕且：切目且句‐

（綱）

暇疵修補を行わせよと申し出る権利であり、注文主の即時の金

いえよう。なぜなら、もしも建築家の方から、注文主に、建築

二条の信義誠実の原則にしたがって認められるべき権利である

解除・減額および損害賠倣の請求権行使に対し、ＢＧＢ第二四

また、建築家の修補樅というものは、注文主の不当な即時の

（相）

家の特殊専門知識を活用し自己に有利な条件で暇疵の修補を申
（他×咽）

し出ることができるならば、建築家は注文主の経済的に重大な

とする見解もある。しかし、今日、ＢＧＢ第六三三条または

損害賠償請求を回避しうることになるからである。

②判例の見解

学説上の見解の発展にもかかわらず建築家の修補可能性を認め

に対して修補権を主張した判例はみあたらなかった。判例は、

られているので、注文主としてはまず第六三一一一条に基づく請

めていないので法律に根拠がみあたらず選択しえない、と考え

題は、ＢＧＢ第六三四条第一項の第三文において二者択一を認

第六三五条に基づく請求梅を注文主が選択しうるかどうかの問

（細）

管見しえた範囲ではあるが、建築家が注文主の損害賠俄請求

ないのであるから、建築家の修補権を認める余地はないように

求権を行使することになる。そうなると、修補権が解除・減額

〈⑪）

思われる。

③学説の見解
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るべき権利だとするよりは、むしろ、注文主の修補請求権に相

または損害賠償の不当な請求権行使に対して信義則上認められ

⑤修補権を否定することによる問題点

を受け入れる必要があろう、としている。

みが『疑念のない、有望な措値」である場合には注文主はそれ

原則として建築家の修補権も認めていない。そうなると、建

（鋤〉

応して建築家の追完権を認めることが信義則に適う、とするほ

しかし判例は、建築家の修補可能性を認めておらず、そして

四注文主の義務

築物の欠陥に関して、注文主はまず建築請負人の方に修補ない

（副）

うが自然であるように思われる。

ところで、学説上、建築家が当該暇疵について自己の責任を

は、注文主が建築家に対し、即時に損害賠倣を請求することへ

否定するとき、自己の責任を認めて損害賠依を申し出たとき、

と導くことになる。このような状況について、注文主に即時に

にのみ瑠疵修補責任の集中するおそれがある。そしてこのこと

の結果について疑問があって十分な瑠疵修補を期待できないよ

し瑠疵の除去を請求することになろう。その結果、建築請負人

うな場合であれば、注文主が建築家の修補権を認めないで他の

金銭賠償を請求しうるというボーナスを与えることになるから、

または建築家の申し出た暇疵修補の範囲・工事の時期およびそ

請求権を行使したとしても、信義誠実の原則に反した権利行使

建築家の修補権を認めないことは合理的でない、とする見解が

（把）

であるとはいえない、と解されている。そしてさ・わに、建築

ある。さらにこの見解は、立法論として、建築家の追完の可

に組み入れることに不備があったからであり、判例が建築家に

（鉋）

の機会を与えず自ら修補を行った場合には、建築家に対する注

家が修補権を主張するにもかかわらず、注文主が建築家に修補

能性を否定することになるのは建築設計・監理契約を請負契約

純粋な瑠疵除去に関与する権利を認めないところでは、その不

文主の損害賠償請求権行使に対して、建築家は、ＢＧＢ第二五
四条第二項第一文による寄与過失を主張することができると解

術を修正する必要があるとしている。

とになる。これについて、連邦通常裁判所は、ＢＧＢ第二五

以上、建築家の修補権をみたが、学説上建築家の修補権は肯

⑥修補権に関する結語

（鋤）

されている。それにより、注文主の損害賠倣額は減らされるこ

四条第二項第一文が存するからといって注文主が、建築請負人

は、建築家の修補条件・内容等に問題がある場合を除いては、

定されている、ということができよう。それによれば、注文主

（⑲〉

による暇疵除去の計画案として申し出された『不確実な除去の

一三五

試み』をかならずしも受け入れる必要はないが、暇疵除去の試
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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一一一一一ハ

一国「｛、回）ごくの『青い。詞可⑫扇。｝】『一（（毎『■の『目：曰【。『ず－．．２ョｓ・
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建築家に瑠疵を修補する機会を十分に与えなければならないこ

〔］⑩す■月い［農色ヨー、，』已昌］農Ｐ皀震。⑫．ｇ》］畠の己冒品・旬・色・○・

（４）穴昌胤『・色・色．。．．”」旨・ぬ『◎．

（３）⑦包己房ョ・色色．。・・⑫．、③．

元旦皀画』『。

〈ロ局四四（冒与、二句い」尹月三房云一①。）・迩二・”」曰・筥印ＰＣ、写①『・毎．四・○・．

とになろう。

しかし、この問題にはまだ解決されるべき点がある。たとえ

ば、注文主がＢＣＢ第六三三条第二項に基づく修補の請求では
なく、即時に損害について金銭賠償を請求しうるのはどのよう

な要件のもとでそうすることができるのか、という問題である。

ったため、ＢＣＢ第六三三条三項による費用の陪倣を義務づ

しているものの、当該事件では建築家が修補義務に応じなか

本件で裁判所は、建築家は請負人としての義務を有すると

（５）国Ｕ嚢》ご『（・く。冒呂・凸・一恵Ｐぐ可『画一②ｓ・『⑬⑤．

ことができる場合には、注文主は即時に建築家に対し金銭賠償

けた。したがって裁判所は、建築家が自己の修補義務を具体

つまり、建築家が建築請負人に修補義務を果たすよう請求する
を請求しえないであろう。さらに、建築家が注文主の損害の除

己巴・Ｚ】三一②円・哩巴・）。これは、排水設備設計に暇疵があ

の修補可能性の問題に触れている（更昌・ロ二．ご・冒巴・旨・

（６）一九六一年一一月二三日連邦通常裁判所判決は、建築家

的にどのようになすべきかの問題にふれる必要がなかった。

去を引き受けその損害の除去をみずから処理するという権限を
契約において与えられている場合には、注文主は即時に金銭賠
値を請求しえない。それでは、どのような場合に注文主は、即
時に金銭賠倣を請求することができるのであろうか。すなわち、

注文主が即時に損害について金銭賠償を請求しうるとされる場

されたために、その暇疵によって排水設備が故障したという

り、そのうえさらに監理段階においてもその瑠疵が見過ごさ

な場合をいうのかが依然としてあいまいなままである、と問題

合の、建築家の申し出た『不確実な除去の試み』とはどのよう

に質任を負うわけではなく、排水設備に関する設計・監理業

事案である。裁判所は、建築家は具体的な排水設備それ自体

（“）

提起されている。

についての工事開始前、つまり瑠疵の修補をなしうる段階を

越えたならば、もはや建築家には修補義務はないとして、建

務について責任を負う、という。そして、具体的な排水設備

築家の給付の欠陥の現れた排水設備の暇疵についての建築家

（１）くい一・宝＄ヅ四・“’○・・叩・患（｛．

厩巨已『・隠Ｐａ・少員（一四ｍの．ご＄・園。・農Ｐ⑦：【の。．宛のｎ－－Ｅａ

（２）六画厨・『》□・の爵。齋一富「旨。聰『の、一ニョ厩巨で『且い：」
で『一一、盲１冊シ『・言の盲目：『ｚ：ラ序脇の『目爽陥冒冊（目：鴇一‐
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てしまった行為を修補することは不可能であると述べている。

ては、それは無形の観念的行為であるからもはやそのなされ

て完全にしたとしても無意味であるし、また監理給付につい

完成してしまっている場合には、事後的に設計図碑を変更し

建築家の瑠疵ある設計・監理業務に基づいてすでに目的物が

の修補義務を否定した。その理由として、連邦通常裁判所は、

（遇）三の二局層・の、ゴＥ一色『円宮屋龍｝①き『）【一句『ｍ『『昌一］⑬．シ二（｜潟の．

（Ｍ）ＰＲ写の『・凶・色．。・・幻」己．いい⑪．

（皿）で。ニヘ『『一ｍ一言季、．■・○・・元ニョ．←ｇ・

（⑫）［巽】産．こ『（．ごＣョ暉四・］】・】芭巴マヱ」三】』認・当やつ．

（ｕ）の色三の目色．③・○・・⑫・塵『・

（、）く碗一・ｍ○四・Ｅ『〔つぐＣ三］、．③。｝や謎・Ｚ」ごくご葛。］⑪い』・

（９）賢い函・国の鴛云一．ごＣョ】．⑬．Ｓ⑤⑭。。⑫凶マヱ」ごく］覇、。こ『①．

－℃、『。、』①『・

そうして、建築家が契約に反する給付をなしたということで、

（肥）両三目へロ一色二・四・』，○・・い・餌Ｐ

損害賠償請求権（ＢＧＢ第六三五条）が注文主に認められる、

〈Ⅳ）届三ｍヨヘ国一三一・色・色．○・・⑫。⑫Ｃ・

”」ご・四ｍ》］色、句コケ色『頓鈩云冒の一一ｍ宛、向う扇｛『畠自目『シ『ｎ三房云一のゴー

（旧）」四ｍのロー旨『館・色・色・○・（［二句壷四一旨長生限シ『の三房汚【の己｝・竝今・

と判示した。このように裁判所は、建築家の暇疵修補を否定
ところが、この中で裁判所は、建築家の損害賠倣の中身に

し、損害賠償を認めたのである。

ついて、金銭による賠倣のみならず瑠疵の修補を行うことに

（⑬）［声〕津．ご『一・くＣョ『・口屋岳・Ｚ」三］』簡彗医息・

少弄冒の一一の”の、一二唾｛『騰自とする）・

（卯）野）の『需一・色・色．。・・完」己』い《一目吻争臣更】■・

：二一長の三目『盲（Ｅ畠・ぬ．シロ（一・鴇．ご忠・・ｍ・患〔〈以下、

る。つまり、裁判所は、たしかに積極的に建築家の修補可能

（別）六二⑯、『・色・色．。・・元」。・ぬ『。．

よっても賠償をなしうるとして、損害賠償の一つの方法とし

性を認めようとしているものの、それをＢＣＢ第六三三条で

（犯）【昌思『》山・Ｐ○・・両ユコ・鱈『ｃ・

て建築家が暇疵除去をなすことができるものと解したのであ

る。しかしながら、このような損害賠彼の方法についての考

一三七

なおこの判例の中で、裁判所は、建築家は請負人としての

（幽）更ｗ函。ご『一・ぐ。ｇ陣⑭．居一・巳③Ｐくの『い】患Ｐ『藍色．

（鋼）ぐぬ一・Ｆ四局員・色．四・○・・⑫・塵、』・

いｓ・）、ガンテン（。・・・（）・・、垣一・）がこれを支持している。

ヤーゲンプルク（四・②．。。（Ｃ一ｍ四塁冒呂」のいシ『、一二〔の盲①。）．い

なく、ＢＣＢ第六三五条の賠倣の一形態として認めたのであ

え方は、一九七八年の連邦通常裁判所判決の中で、明確に斥
戸⑬、⑬。）。

けられている（■の勇己１．ご・目］、．③．］胃塵・Ｚ一三】召由・
（７）ぐ天一・。②。【８．四・四・○・・②亀．
（８）更昌・ロ『｛・く（》ヨヨ。。』患凹・Ｚ］三］⑪ｇ・］←ｇ・

建築設計・監理契約に関する一考察（二）（花立）
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（釦）くぃ｜・里四のいの・の．②’○・・⑰・易「・

一三八

（犯）貝〉頭》ご『《，くＣ目】Ｃ・］ｃ・皀困．、｝“巨丙ご患・患・

請負人の修補義務の範囲内だとしている。

の賠倣を義務づけた。したがって裁判所は、建築家が自己の

義務に応じなかったため、ＢＣＢ第六三三条三項による費用

（調）くい一・ｍ｜田淵・画・色・○．。⑪．ｇ・

義務を有するとしているものの、当該事件では建築家が修補

修補義務を具体的にどのようになすべきかの問題にふれる必

（狐）⑫一品すＥ『殖・ロの蚕「銭写『一の一蛆Ｅ二ｍすのヨョロ色巨くの１国中、．シＥ｛｜潟⑩。
】⑤⑫Ｐ幻二コ』。』・

要がなかった。しかしもし言及する必要があったならば、建
築家が舗負人と同じ暇疵除去をなしえないから、建築家に、

く句『［『緒》】息Ｐ印』酋菖・『【○ケ一句『》ｐｏｍｍＣ－Ｅ一旦『の、旨豈】一・

（躯）【。『】三の■ず。『ｍ・同『富一一臣．頤ニコユ〔甲の｝乱与『一旬】⑰旨曰爽ケの一目二ｑ六‐

缶巨｛一四ｍの．ご雪．⑫』ｓ｛．（以下では、い○冒一。『句向う【とする）》

建築物の暇疵除去に際して協力するという形態で自己の業務

塵一いの⑪＠回・ロ’○・・⑩，い⑪如冨の」－２ヅロ・色．○・・⑩』ｍｃいぃロゲー円冒『一のョ・

の欠陥を完全にすることを義務づけたであろうか、それとも
けたであろうか。

曰⑱－９ョ自己早門】・麓・○・・シ、ｃ【（．

巴・色．。．〈、）ｎ．巨一」『①、汀［）・幻」。．⑭『③一向切叩⑦『へ三畳ｑ臼田酉・巴。。’・切・圏←弘

業務をあらためてやりなおすという形態の瑠疵修補を義務づ
（顔）■Ｏ展ご貝・ぐ◎ョｇ・］唖・巳匿・ＰＥ宛』⑪⑪⑰．⑭局・

（”）Ｆ禺句目・色・包・○・一の．』、つ・

⑭、Ｃ・

（妬）穴○ず一⑥『・“・色．。．（の、盲】一二『円冒｝．⑫。Ｓ“》Ｆ色『の目。、・四．○・・⑫。

解として、陣）の『、の一・。・・・○・・召。』ｇ「｛・目留旨．。

なお、引き渡し後の仕事のやりなおし請求権を認めない見

（妬）「やりなおし」の用語については、三宅正男『契約法
（各論）下巻』現代法律学全集九、八八六頁（宵林瞥院、一
九八八年）における「やり直し」を参考にした。なお、仕事
Ｔ業務）をあらためて完成しなおす、仕事をあらためてや

（犯）団一儲陥・蝕・醤・○・・⑫．、』・

りなおす、および仕事をやりなおすは、本稿では同義とする。

（”）【皇路『・色・田．。．・元旦二・コ》ト四局目・色・色．○・・の・鷺⑤．

他に修補にかわる損害賠償として建て替え費用相当額を認め

補の方法として再築法を採用し建て替え費用の賠倣を認めた。

（釦）大阪高判平元二月一七日、判時一一一一二三号七九頁は、修

画②『『’

（羽）、、．Ｐ皆一切り琴の『］■ユの［①昌晶ｍＣ－ｍ［｝危い、ゴー房器・Ｚ』三巳匿・

（躯）ぐぬ一・国一画研Ｐ閂淵『両『冨一一目鴨：いつ『臣、寺巨且附言①穴ｃ二六局‐
【嵐⑩『目、一ヨミ可『宍くの１『畠・己麗・吻・路・

（四）穴昌滞『》四・画・○・・両ユコ・計・

（釦）雷崗凄ご『〔．ご・ョ山・酉・】⑤ｓ・．『・い・写ｇｌ２寿・ロケ目，：邑
建物全体のうちの一部のみをあらためてやりなおすことは、

色『、三｛の一目局のゴー』号の【両冒円夛句－１目腕の。（弓■』両〉Ｚ円・］ｓ函・が、

Hosei University Repository

一八五頁、大阪高判昭和五八年一○月二七日、判時一一一二

たものに、大阪地判昭和五九年一二月二六日、判夕五四八号

号七八頁、判夕五二四号二三六頁がある。．
（似）神戸地判昭和六三年五月三○日、判時一一一九七号一一八

”ユニ・塵騨

（“）』色胃二ケＥ『ｍ・秒・色．。．（Ｃ一の■国｛Ｅ息烏⑫シ『、三【の盲目）壹⑫←・

箸『巾の｝目牢』・少巨｛一回晩⑦．】』霞．Ｚ二・９９（以下、Ｃ凹吻己『－ご具①

（帽）」四ｍ目一〕臣『ぬ。□場でユ§房、一色員円三一一目ｍ一》一の、の一ユの『力円二〔⑫‐

（妬）〒宍溺いごｍ・色・○・・⑫．『⑦一口ご」言『」【・凶二『門汚呂冨、ここ、：切

因目『①、旨とする）．

ほどの瑠疵の場合修補は不能だとし、さらに、建て替え費用

一℃『つつめい②｛・

言四回函の庁邑ヨロ②巨乏⑩『宍」Ｅ【の琴二ｍヨシ『の三［の天忌。。こ『Ｐ塵囚巨丙

頁、判夕六九一号一九九頁。この判例は、建て替えを要する
を損害と認めると実質的に解除以上のことを認める結果にな

（仰）○塾。房。ご色・色．。；⑫・の望．

るとする。

（蛆）く函一・Ｆ○．訂『》の．四・○・・両ユョ・いぢ・

（⑲）く、一・石ｏ〔〔へ『『】の一冒砠・凹・四・○・・元」二・Ｓ②⑭Ｆ○○一房『・恥】・包・○・・

〈⑫）一両一・Ｆ２テの『国・毎．○・幻」ロ・巴Ｐ
免れるためにも重要なものであることから、約款の中では、

亟合元【一二・二℃．

宛ニョ・画⑭＠コ」撹巾己弓巨『、。四・＄。。．（ご－の四四｛冒。晩ユ、勿尹『、ゴー爲云（３）・

（妃）建築家の修補梅確保が注文主の金銭での損害賠倣請求を
建築家の修補権について条項に加えられている。たとえば、

（印）【扇雷。ご『【，ご◎目］膳・『・］召］・函：詞屋召・巴・

ごシ一荷のョ⑱冒巾く①『一『畠貌一汪娩ニョョ邑愚①。目ョ同一。宵一房‐シ『の三‐
〔の盲の弓の『（『長（シぐン）．、の第五条の五に、「建築家が建築物の

』召］庄一目元』日画・ａ）において、迎邦通常裁判所は、控訴

裁判所が、建築家が自ら暇疵を除去するよう配慮する極限を

（印）一九七一年七月一二日の判例〈更畠．ご『（・く・冒局・『・

ることができる。」と規定されている。この条項の有効性に

文主には原則としてＢＣＢ第六一一一三条第二項の瑠疵除去請求

有するとした判断に、同意しえないとしている。そして、注

損害を理由に金銭で損害賠彼請求された場合、建築家は、注

ついては議論のあるところであるが、普通取引約款規制法

文主に、損害の除去を注文主が建築家に委託するよう請求す

（の冊の肩目『幻渦の一目、」田元円冒銅二ｍ『シ一一ｍのョ①旨：○＄、颪「厨ずの‐

められる、と述べている。

権ではなく、ＢＧＢ第六三五条に基づく損害賠償請求権が認

（唾）⑦凹昌のＰ四・④．。．。⑫．②里・

」ごｍＥ眉目Ⅱシ○国の）第一一条第一○号のｂに違反しないとし

（詔）Ｃ邑三のＰ四・四・○，。、．②望『・

一三九

てその有効性が一般に認められているようである（【筥協『・轡・
［：｛。『冒巨一画『この『（『篇目。ごｓ・い，沼『・）。

色．。．》幻」ロ・目今》穴ご胃写四一一四・冒穿四一雨天。。〔『。一一のく《）ゴン『ら三局宍‐
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一四○

作成という業務については、施工開始前であれば解除が可能で

である。すなわち、設計段階における業務、たとえば設計図書

ら、建築設計・監理契約においても解除可能な場合があるから

’一一解除権・減額請求権（ＢＧＢ第六三四条）

（魂）くぬ一・。：肩早色・四・○・・ｍ・路・

注文主は、解除権・減額請求権の行使の前提として、まず、

に返還し、注文主は建築家の作成した設計図書を建築家に返還

することになるであろう。また監理業務のうちでも、建築物の

ある。この場合、建築家はすでに支払われている報酬を注文主

各部分についての暇疵担保期間一覧表作成というような建築物

ＢＧＢ第六三四条第一項にしたがい、暇疵修補期間を定め、そ

らない。しかし、’九七四年六月一○日連邦通常裁判所判決に

してその期間経過後は暇疵修補を拒否する旨催告しなければな

よれば、当事者間の信頼関係が今後契約保持を期待しえないほ

同様に解除の可能性があると考えられよう。したがって、注文

完成後の業務および建築物とは直接関係しない業務については、

ることはできない、と考え．われている。

主の解除権がはじめからまったく暗黙に排除されている、とす

（１）

は、催告は不要である。

ど根本的に揺らいでいる、またはすでに破壊されている場合に
Ｉ解除

の履行がなされると、注文主の解除梅は排除されてしまうから

ないといわれている。なぜなら、いったん建築家によって給付

る給付の価値と暇疵のない給付の価値との間に差がある場合に

は解除ほど困難ではない。注文主の減額請求権は、暇疵のあ

仙解除権行使には困難な問題があるが、減額権行使の場合

２減額

（３）

建築設計・監理契約において、解除権は重要な役割を果たさ

である。つまり、建築家の給付が建築物に現れるやいなや、契

を完成させたが、その設計図書にしたがって施工し建築物を完

生じる。たとえば、設計図書作成を約束した建築家が設計図書

（４）

約をなかったものとして巻戻すことができるのは、注文主から

た無形の給付については返還がもはや不可能であり、その場合

建築家に対してすでに支払われた報酬のみであって、履行され

である、または敵地内に建築物がおさまらず他人の土地を侵害

成させると、その建築物には歪みが生じて居住するには不適当

するような結果をもたらすような暇疵のある設計図書であった

（⑦』〉

場合、もはやその設計図書は、価値を低下または失っていると

いる。

しかしだからといって、はじめからまったく注文主の解除権

は建築設計・監理契約を解除することができない、と解されて

が暗黙に排除されていると結論づけることはできない。なぜな

Hosei University Repository

いえよう。このように建築家の履行した給付に価値が認められ

監理業務をなすことを約束しているのであって建築物に暇疵が

ゲンプルクは、建築設計・監理契約において、建築家は設計・

（－，）

ない場合には、建築家の報酬額をゼロになるまで減額すること

減額された報酬額が契約締結の際にはじめから低く約束されて

この問題について、暇疵のある給付が履行された場合には、

つと解すべきかも問題になる。

⑫ところで、減額請求権に関しては、減額の算定時点をい

（、〉

が可能である。すでに報酬を支払っていた場〈ロ、注文主はＢ

．ｂである、と説明している。

生じないことをもその内容として約束しているわけではないか

（６）

ＧＢ第八一二条第一項に基づき、減額分の返週を請求しうる。
（７）

まだ報酬を支払っていなかった場合には、減額分について建築
いて解除権を排除するという約束がなされていたとしても、注

家の報酬請求梅は失われる。また、建築設計・監理契約にお
文主には減額請求権を行使することが認められる。さらにそれ

時点と解すべきであるとする見解、または暇疵の確定時と解

（、）

いた額と同一であると考えられるので、減額の算定時点を契約

しかし、注文主が減額請求権を行使したとしても、それは建

す見解もあったが、今日の判例および学説上、引き渡しの時を

（：〉

は、暇疵が重大でない場〈ロにも認められると解されている。

算定時点とすると解されているようである。また、建設契約

いるぐ○画へ函（くの『」ご碩巨品切ｏ『ニョ巨己舵｛二『因③巨一の一骸三コ、目一『⑮一一国

における約款として、西ドイツにおいて広く一般に用いられて

（肥）

のであって、建築家の給付の暇疵から発生した損害を賠償する

築家の報酬請求権の額を低下させることにのみ影響を与えるも

る給付に起因する損害について賠償を請求する権利が認めら

ものではない。したがって、注文主にはなお、建築家の暇疵あ
れる。たと・えば、建築家の暇疵のある給付が履行されたため

（』一一ｍのョ・旨の国冊ニョョ目昶の。凄『１－のシこい冨一］『巨晨ぐ・ロ、：｜の－，

（９）

に注文主が支出しなければならない設計図書変更のための費用、

③なお、減額の算定は以下のようになされている。まず、

砿一目碇：｝）においても、引き渡しの時が算定時点とされている。

て履行された給付の客観的価値の比率を求める。そして約定報

暇疵のない給付であった場合の給付の客観的価値と暇疵をもっ

および建築物の暇疵の修補を監理するための費用に応じて、建

であるが、建築物それ自体の瑠疵を除去するために要する費用

る。たとえば約定報酬額が一万ＤＭで、暇疵ある建築家の給付

酬額にこの比率をかけたものが建築家の減額された報酬額とな

築設計・監理契約において約束された報酬から減額されるわけ
は、減額の範囲で賠償されるのではなく、ＢＣＢ第六三五条に

一四一

基づいて賠償されると解されている。この理由について、ヤー
建築設計・監理契約に関する一考察（二）（花立）
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の客観的価値が四千ＤＭであるとされ、そうして実際に建築家
が瑠疵なく給付を履行した場合の給付の客観的価値が一万二千
ＤＭであるという場合、減額された報酬額は、三、一一一三三ＤＭ

三三画になる。これは左記のように示しうる。

←臣ごワニ（蝿開針伊鋪ユｓ鶉函罫田圃）

四四［冒弓、」の⑬シ『の三［の【［①。〉・唖←・冗皀■・璽里。

一四二

（８）くぃ一・Ｆ○の可の『ご色・色・○・・両」。・匿い可］農①ロケＥ『甲凹・■．。．〈□一句

一戸】ロ、この眼シ月三［句盲①。）・亟一・アユ旨・凸・

（９）ＰＣ、富『。“・田．。・・”且曰・唖台聿】色、８ヶＥ【、。②．⑤．○・くり一句雪菖‐

冗」二・色・

（皿）］色鴇。》こ『、。四・四・○・〈□一句竃②｛Ｅ口頭」Ⅸシ『、三（の寿【の曰）。⑫会

（ｕ）■の脇・Ｐ色．○・・の．②。．

国囚巨つ『ｃ淵溺）・元旦ロ・〕】⑩ムキズ筥淵『・四・四・○・・両ユョ・噌『⑫⑪」四ｍのコー

（吃）⑫一ｍ昶丘こ『寧四’四・○・・”」ロ』冒鋺言句『この『へ勺四ｍ［。『・画・色・○．（□の『

ケ貝、。Ｐ笛．。．（つ荷困＆【：、ユ⑥⑪シ『、三一ｍ蚕：）・函Ｐ・両旦訂・さ》

ｘ】ＰｇｃＤ室Ⅱ妙．曽琶・薯ロ三
后妄ごロ三（趨開Ｓ伴う詑専ｓ親屋罫宙画） 〈彗儲歯里蜜）（熟蟹室雲豊）

しかし、暇疵のない給付であった場合の客観的価値および瑠

の欠陥を修正しなければならない。また、監理業務の欠陥また

計図轡に欠陥があった場合、注文主の謂求権に基づき設計図醤

家に暇疵の修補を請求Ｉしうる。そこで建築家は、たとえば設

（。Ⅱ）

ては、注文主はまず、ＢＧＢ第六一一一三条第二項に基づいて建築

ある給付に起因して建築物に暇疵が発生した場合、学説によっ

山建築家の業務に欠陥があった場合、また建築家の欠陥の

はじめに

四損害賠償（ＢＧＢ第六三五条．六三八条）

（Ｍ）山本・前掲「討議報告」二九頁。

（、）く量、目・色・色．○・・両」二・ｍ忠・

戸」二画一四・

ｍ〉、ゴョ劃一Ｎ一・■・由・○．（□胃四四「〔Ｐ三ｍ）・幻ユゴ・“②》ＰＣ●二①『・凸・Ｐ○・・

（旧）

疵のある給付による場合の客観的価値の算定は実務上困難であ

るといわれている。そこで、償務法改正の草案においては、
いうことである。

（川）

減額算定について、裁判官の自由な評価に委ねることにしたと
（１）国畠．ご『〔・く・ョｓ・の．｝し『」・臣箪区丙巳『⑨．届『。

（２）急一・四冊：・轡・Ｐ⑫。ご》』国鴨弓巨『駒．。。“○・ｓ一③室塵｛一目、
」困尹『ｏ一三の云曾）・鷲・恩。．⑬③｛Ｆｇｌ〕の『・四・四○８国。・障さ。
（３）」色、８ケＥ品・色・色．○・ｓ一の四皇一目、二四シＲ三［鼻［目）．⑫一・
幻」。②『。

（４）くい一・Ｆ：写の『・四・・・○・．”１コ・的←⑭．

（６）⑪一偶冒伺・ＰＰＣ．．”１コ』の昌・

（５）Ｆ月夛①『・“・包・○・両二コ・いち．

（７）【皇路『・囚・四・○・・両」。・日⑭．
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ある。ところが、建築物の暇疵の修補に際して過分の修補費

監理するという形態で、瑠疵の修補について義務を負うことも

よって建築家は、建築物に生じた瑠疵の除去工事をあらためて

は設計図趣の欠陥が建築物の瑠疵となって現れたとき、場合に

かわりに、建築家に過失がある場合ＢＣＢ第六三五条により不

うし、また実際的でｊもない。そこで注文主は、解除・減額の

についての措置としては十分な満足を与えない場合もある

とっては修補請求権も解除・減額請求権も、発生している暇疵

による損害を賠償するものではない。したがって、注文主に

べて減額権は実務上しばしば行使されるｊｂのの、当該の瑠疵

（６）

用を要するときは、請負人は注文主の修補請求権を拒否するこ

履行に基づく損害賠償を舗求することになろう。つまｈソ、注

建築家は修補を拒否することができることになろう。さらに

性を認めた場合で、修補に際して過分の費用を要するときは、

請求権を拒否しうる。そこで、建築家による暇疵修補の可能

ＢＣＢ第六三三条第二項第三文により、請負人は注文主の修補

またはそれは積極的償権侵害に基づいて賠依されるべきなのか、

て、それはＢＧＢ第六三五条に基づいて賠償されるべきなのか、

ある給付に起因して建築物またはその他に発生した瑠疵につい

の問題点を取り上げることにする。まず第一に、建築家の暇疵

②損害賠倣請求権に関する問題については、ここでは三つ

（２）

とができる〈ＢＧＢ第六三三条第二項第三文）。たとえば、完成

注文主は、暇疵修補についての期間を定めてその期間徒過後は

という法適用上の境界画定の問題である。第二は、建築家に

（８）

した床の色が約束された床の色とわずかに違いがあり、約束さ

Ｉこい。ｚ卜守フ。

文主にとってば、実際上重要な請求権は損害賠償請求権である

修補を拒否する旨催告し、そうしてその期間を徒過した場合、

よって賠倣されるべき損害の範囲についてである。第三に、建

（『Ｊ）

れた床の色に修正するには床を新しく張り替えなければならず、

ＢＧＢ第六三四条に基づく解除・減額請求権、または建築家に

築家の仕事に暇疵があったとして注文主が損害賠倣請求権を行

（９）

修正に際して高額の費用の支出を要することになるような場合、

過失があったときＢＣＢ第六三五条に基づく損害賠使請求権を

使する際、建築家の帰資性を必要とするが、その帰貴性につい

（３）

行使し』つる。しかし、受領された無形の給付を相手方に返還

ては建築家に注意義務違反があったか否かがひとつの判断材料

（４）

することが通常不可能であることから、解除権は、たとえば設

になる。そこで、その場合の注意義務の判断基準について若干

（５）

計業務が完了してもまだ施工段階に入っていない場合のように

取り上げたい。

一四三

ごく限られた場合にのみ行使されうるにすぎない。これにくら
建築設計・監理契約に閲する一考察三）（花立）
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一四四

しかし、建築設計・監理契約上この判例により定式化された基

損害賠償責任の法適用上の境界画定についても適用されていた。

の基準は、建築設計・監理契約における暇疵担保責任に基づく

式化がなされてきている、と一般に解されている。そして、こ

仙境界画定に関する問題点

る損害賠償との境界画定

１ＢＧＢ第六三五条による損害賠倣と穂極的債権侵害によ

建築家の暇疵ある給付に起因して建築物またはその他に損害

述するように、建築家にとって不都合な点を解決しえない場合

がある。そこで、建築設計・監理契約上の建築家の損害賠倣質

準にしたがって損害賠償責任の境界画定問題を処理すると、後

任に関して、判例は、判例法理による基準とは別の判断基準を

が発生した場合のその暇疵に基づく損害賠償責任について、Ｂ
より、建築家のその責任期間は短期の五年となる。他方、もし

ＧＢ第六三五条にしたがって処理すると、ＢＧＢ第六三八条に
その瑠疵に基づく損害賠償資任について積極的債権侵害が適用

ことにするが、まずは請負契約一般における判例の経緯をみて、

も採用するに至っている。以下で、その判例の経緯をみていく

その後に、建築設計・監理契約において当該問題に関し判例が

一九五条により三○年となる。つまり、暇疵に基づく損害賠倣

どのような傾向にあるのかをみることにする。

されると、建築家のその損害についての貴任期間は、ＢＧＢ第

およびＢＧＢ第一九五条とのいずれの法を適用すべきなのか、

償責任の法適用上の境界画定基準を、以下のように定式化して

⑥判例は、請負契約における暇疵担保責任に基づく損害賠

基準としての定式化

②請負契約一般における判例法理による境界画定のための

資任に、ＢＧＢ第六三五条および第六三八条と積極的価権侵害

その解釈いかんで法的効果に差が生じてくるのである。とくに、
が生じてくる。そこで、請負契約においては、ＢＣＢ第六三五

損害賠倣の責任期間について、五年間か三○年間かの大きな差

条が適用される損害と、積極的悩権侵害が適用される損害との

このように請負契約においては、暇疵担保責任に基づく損害

基づいて賠償されるべき損害との境界を、因果関係についての

債権侵害に基づいて賠償されるべき損害とＢＣＢ第六三五条に

シユレヒトリームによると、まず、ライヒ裁判所は、積極的

きたといわれている。

賠伎責任について、法適用上の境界画定が問題とされる。この

基準を用いて画定しようとした。すなわち、瑠疵と損害とが間

である。

分岐点の解釈、すなわち境界画定の基準が重要な問題となるの

問題に関しては、判例により、境界画定のための基準として定
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第六三五条に基づく請求梅が与えられる、という画定基準で

が与えられ、直接的な因果関係にある場合に（のみ）はＢＣＢ

接的な因果関係にある場合には積極的債権侵害に基づく請求権

つけ、しかも窓枠と壁との間に隙間が生じてそこから雨水が室

から窓枠に歪みが生じ、その歪みのために窓枠が壁部分に傷を

とえば、請負人による窓枠の取りつけ工事に不備があったこと

ＣＢ第六三五条と積極的償権侵害との境界について、次のよう

その後、判例は、暇疵担保責任に基づく損害賠償についてのＢ

し、この基準によって境界を画定するようになった。さらに

用し、瑠疵結果損害には積極的償権侵害を適用する、と定式化

害された利益にしたがい、暇疵損害にはＢＣＢ第六三五条を適

による基準を採用していた。しかし後に連邦通常裁判所は、侵

ある。連邦通常裁判所になってからも、当初はライヒ裁判所

ついては暇疵結果損害として繭極的債権侵害にしたがって処理

理由にＢＧＢ第六三五条で処理され、雨水による機器の損傷に

傷について、工事の暇疵と密接かつ直接的な関係にあることを

判例上の画定基準によれば、窓枠それ自体の損傷、および壁の

傷については積極的債権侵害にしたがって処理された。後に、

にＢＣＢ第六三五条が適用され、壁の傷および室内の機器の損

無価値か、価値が低いかまたは使用しえない場合に、その損害

定基準では、請負人による工事の暇疵のために始めから窓枠が

内に流れ込んで室内の機器を損傷するに至った場合、当初の画

（叩）

に画定基準を定式化している。すなわち、「仕事の瑠疵と密接

による機器の損傷をも、請負人の工事の暇疵ともっとも近い関

されるようになった。さらにその後の画定基準によると、雨水

（Ⅱ）

かつ直接的な関係にある損害およびもっとも近い暇疵結果損
害」にはＢＣＢ第六三五条が適用され、「より遠い暇疵結果損

係にある暇疵結果損害として、ＢＣＢ第六三五条にしたがって

（哩）

害」には積極的悩権侵害が適用される、と定式化した。そし

処理されるに至っている。

（皿）

て判例は、今日までこの見解を堅持している。そうして〈「や、

回このような判例の傾向については、判例はＢＣＢ第六三

その判断基準の視点は、どのような場合に、そして何がもっと
も近い暇疵結果損害にあたると解されるかに絞られている、と

よびＢＧＢ第一九五条の適用範囲を縮小してきた、ということ

五条および第六三八条の適用範囲を拡大し、穂極的俄権侵害お

伽請負契約一般における損害賠償の境界画定問題について

ができよう。このことは、とりもなおさず、判例が請負人の責

いうことができると思われる。

は、右のように、判例による定式化に変化がみられる。この変

任期間を短縮しようとしてきたことを示している。したがって、

’四五

化を具体例でみると、次のようにたるであろう。すなわち、た
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）

Hosei University Repository

一四六

には事案の結果の妥当性に適合するように基準を用いてきてい

法学志林第八十七巻第三号
判例により定式化された基準の内容の変化は、資任期間につい

問題を判断している、といえる。つまり、裁判所自身が、ＢＣ

るので、事例を類型化することは困難である。したがって、裁

Ｂ第六三五条に基づく損害賠傲と祇極的債権侵害に基づくそれ

判所はほとんど予見不可能な方法で損害賠償の法適用上の境界

ところが、この判例法理による画定基準は、請負契約におけ

との境界画定の問題をやっかいなものにしている、と。この

ていえば舗負人にとって妥当な結果をもたらしてきた、ともい

る想定しうるすべての事例を包括するようなものではない。そ

ように、学説においては、判例による損害賠彼の境界画定のた

うことができると思われる。

の上、ＢＧＢにおける時効問題、すなわち請負契約上ＢＣＢ第

（Ⅳ〉

六三八条の五年でなければ、ＢＧＢ第一九五条の三○年の責任

めの基準の適用のあり方に対して批判がなされており、あらた

．（旧）

期間となるというように時効期間の差異の大きさによる問題上、

に定式化を試みようとする見解もあるが、この基準自体につ

つ直接的な関係にある損害、およびもっとも近い暇疵結果損

界画定については、今日、判例により、「仕事の暇疵と密接か

③右にみたごとく、請負契約一般における損害賠償法の境

づく損害賠償質任に関する判例の傾向

③建築設計・監理契約における建築家の暇疵担保責任に基

（旧）

個別事例においてはいずれの資任期間を適用すれば妥当なのか

いてはなお有用だとしてそれを支持する見解もある。

その時々の具体的な契約内容上の妥当な結果を勘案して、ＢＧ

をも考慮しなければならない。このことから、判例は、結局は

（Ｍ）

Ｂ第六三五条を適用するか、積極的憤権侵害を適用するかを判

㈹学説には、このような判例の態度について、常に具体的

断してきている。

事例の結果がどのようであれば妥当であるのかという観点から
な境界画定のための基準とを合理的に一致させることに苦労し

法的処理をしてきているので、判例は事例の公平性と理論的

とは、すでにみたところである。

る。そして、この見解を判例が堅持していると解されているこ

害」には積極的償権侵害が適用される、と定式化がなされてい

害」にはＢＧＢ第六三五条が適用され、「より遠い暇疵結果損

（崎）

ている、と指摘する見解がある。さらに、連邦通常裁判所の

と判断されたことから、建築設計・監理契約においても、判例

そうして、建築設計・監理契約の法的性質が判例上請負契約

〈胆）

この問題の考え方について、学説には次のような批判もある。

理による定式化がいかに明確になされたとしても、判例が実際

すなわち、損害賠倣貴任の法適用上の境界画定のために判例法
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後には、その基準とは別の判断基準も用いられるようになった

容について請負契約一般とは若干異なる解釈がなされ、しかも

計・監理契約においては、判例法理による法適用上の基準の内

責任の境界画定問題を判断することとなった。しかし、建築設

は、右の基準を用いて建築家の暇疵担保責任に基づく損害賠償

他の暇疵となって具現するからである。また、建築設計・監理

・務それ自体に暇疵として現れるものではなく、通例建築物その

形の観念的なものであることから、建築家の業務の暇疵は、業

うものが、設計図瞥作成のような一部業務を除き、主として無

たがって処理されることになる。なぜなら、建築家の業務とい

建築家の暇疵ある給付に起因する建築物その他に生じた瑠疵は、

契約における本来の債務の内容は、既にみてきたように、通説

⑪判例は当初、ＢＣＢ第六三五条に基づく損害賠償請求権

仕事に直接付着するものでもない。したがって、建築家の暇疵

的見解によれば、建築物に暇疵がないことをも内含するもので

の適用範囲を狭く解していた。すなわち、判例は、暇疵のため

担保責任に基づく損害賠償責任は、通例、積極的債権侵害に基

の暇疵担保責任に基づく損害賠償賢任の境界画定についての判

に始めから利用できない、無価値である、または価値が低い場

づくこととなる。そうなると、暇疵について、建築家にＢＣＢ

と解されている。以下で、建築設計・監理契約における建築家

合に限定してＢＧＢ第六三五条を適用した。そこで、たとえ

第一九五条により三○年間資任を課すことになる。しかし、三

はなく、約束された業務を暇疵なく完了することであるから、

ば、建築家の作成した設計図轡に欠陥があることから始めから

○年という責任期間はあまりにも長期にすぎ、建築家にとって

例の傾向をみることにする。

それを使用できない場合に、建築家にその設計図響の暇疵につ

の瑠疵担保責任に基づく損害賠償貴任をＢＧＢ第六三五条で処

は酷である。そこで、建築設計・監理契約においては、建築家

（卯）

いての瑠疵担保責任として、ＢＧＢ第六三三条以下およびＢＧ

何このことから、判例は、ＢＧＢ第六三五条に基づいて賠

たものと思われる。

理するために、解釈によりその適用範囲を拡大する必要があっ

Ｂ第六三五条に基づく損害賠償責任が課されることになる。

ところで、このような帰結を導くことになるのは、ＢＣＢ第

狭い損害概念が根底にあるからである。そして、この狭い損害

償されるべき損害の領域に、建築家の暇疵ある給付に起因して

六三五条は仕事に直接付着した損害にのみ適用される、という

概念から出発すると、建築家の暇疵担保責任に基づく損害賠償

建築物に生じた損害を認めるに至ったのであろう。エーレンⅢ

一四七

寅任は、ほとんど澱極的債権侵害およびＢＣＢ第一九五条にし
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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積極的債権侵害によるＢＧＢ第一九五条の三○年の適用範囲を

を徐々に拡大してきた。この判例の傾向は、とりもなおさず、

一四八

プラットによれば、判例はこれを、建築家の観念的な給付の暇

縮小してきた、ということを示すものである。このように、判

法学志林第八十七巻第三号

疵が建築物の瑠疵となって具現されたとして、暇疵ある給付と

例は、前述の法適用上の画定基準およびその内容を解釈するこ

とにより、建築家の暇疵担保責任に基づく損害賠償の責任期間

（割）

づけをもって導出した。その後判例は、暇疵結果損圭口の中で

建築物の損害との間に密接かつ直接的関係がある、という理由

を当初に比して大幅に縮小した。しかし、それでもなお、建築

〈狸｝

険にさらすことになるのである。判例は、画定基準の内容を解

ＢＧＢ第六三五条の適用される損害は、建築物に顕在化した損

釈することで、建築家の責任期間を短縮化してきた。したがっ

害だけだ、と確認している。したがって、建築設計・監理契

れ、それに起因して建築物以外に生じた損害については穣極的

て、それでもなお残る責任期間の問題に対処するには、つまり

家の暇疵ある給付に起因して建築物以外に生じた注文主の財産

債権侵害およびＢＣＢ第一九五条にしたがって処理されること

積極的債権侵害を適用することになる帰結を回避するには、も

上の損害については、建築家を三○年間予測不可能な経済的危

となった。その結果、建築設計・監理契約における損害賠償の

はや判例法理による基準を変更するか、またはそれとは別の判

た損害についてはＢＣＢ第六三五条および第六三八条で処理さ

境界画定問題については、建築家の仕事の暇疵が結果としてど

断基準をも設ける必要がでてきたものと思われる。

約においては、建築家の暇疵ある給付に起因して建築物に生じ

こに現れたのかが、重要な問題となった。すなわち、判例上、

適用され、建築物以外の注文主の財産領域に生じたときには積

建築物に生じた場合にはＢＧＢ第六三五条および第六三八条が

別が重要な判断基準となったのである。そうして、その損害が

れとも建築物以外の注文主の財産領域に生じたのか、という区

めに注文主が余分に支出しなければならなかった費用について

疵なく完成したものの建築家による費用見積に誤りがあったた

建築物以外に生じた暇疵結果損害、たとえば、建築物自体は暇

いて賠佼されるべき損害の範囲をさらに拡大した。すなわち、

給付に起因して発生した損害のうち、ＢＣＢ第六三五条に基づ

そして一九八○年代になって、判例は、建築家の欠陥のある

（邸）

建築家の仕事の欠陥に起因する損轡が建築物に生じたのか、そ

たのである。

もまた、ＢＧＢ第六三五条を適用して法的処理をなすに至った

極的憤権侵害およびＢＣＢ第一九五条が適用されると判断され
㈹右にみたように、判例は、ＢＣＢ第六三五条の適用範囲
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した。すなわち、損害が、建築家の主たる義務違反によって生

用いられてきた判例法理による基準とは別の判断基準をも採用

のである。このよう去仏帰結に至るために、判例は、これまで

件の事実関係は大略以下のようである。建築監理契約上、建築

由に、ＢＣＢ第六三五条に基づく損害賠償責任を認めた。本

生した場合について、監理業務についての主たる義務違反を理

（鋤）

じたのか、付随義務違反によって生じたのかによって境界を画

る追加代金の請求につき、それが適正なものだとして注文主に

家が、基礎工率における鉄筋の仮枠工事についての請負人によ

損害が、建築物に生じたのかそれとも建築物以外の注文主の財

かし、その仮枠工事については、当初の請負契約の中にすでに

代理して承認し、そして追加の代金を注文主に支払わせた。し

（魂）

定する方法である。つまり、建築家の暇疵ある仕事による結果
産損害として生じたのかによるのではなく、主たる義務違反に

注文主が建築家に対し、余分に支払った代金費用を損害として

含まれていた。したがって、注文主は、仮枠工事についての代

理由とする損害については積極的償権侵害に基づいて賠償され

賠償請求したところ、建築家がその損害賠償請求権は時効にか

よって生じたのかそれとも付随義務違反によって生じたのかに

ることと去仏った。そして、シニマルッルによれば、主たる義

かっていると主張した、という事件である。裁判所は、本件に

よって判断するのである。その結果、主たる義務述反によって

務とは、建築物が設計通りかつ暇疵なく完成するよう配感する

おける損害、すなわち、建築物に暇疵が生じたわけでもなく、

の代金の返還を請求したが、それを拒否された。このことから、

義務をいい、付随義務とは、主たる義務以外の義務で、注文主

さらに建築物の瑠疵によって発生した損害でもない、注文主の

金を二重に支払ったことになる。そこで注文主は、請負人にそ

の財産領域に損害を与えないよう履行すべき義務をいうものと

財産損害として生じた損害について、次のように判示した。す

生じた損害にはＢＣＢ第六三五条が適用され、付随義務述反を

解されている。しかし、付随義務とは建築家０と注文主の特別

なわち、建築監理契約上「助言義務（扉『・冒長いつ二一・ゴー）」およ

〈師）

（輯）

な信頼関係から生じるものであり、個別かつ包括的に示すこと

び「資金・税金等に関する配慮義務（扉［忌巨長吻己二一，三［）」は建

築家の本来的な給付にあたるから主たる義務であり、その主た

（幻）

のできない多様宍仏性質のものだ、といわれている。

回まず、’九八一年五月二一日の連邦通常裁判所判決が、

る義務違反については、建築家の仕事の暇疵と損害との密接な

一四九

関係上、ＢＧＢ第六三五条に基づいて損害賠償しなければなら

建築家の監理業務の欠陥に起因する損害が、建築物それ自体に
発生したのではなく、建築物以外の注文主の財産損害として発
建築設計・監理契約に関する一考察（二）（花立）
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判断に際しての一つの基準として採用した始めてのものだとい

題について、主たる義務と付随義務とに分類することをもその

られないとした。この判例は、建築家の損害賠償の境界画定問

八条によりすでに時効にかかっているとして、その請求は認め

ない、と。そうして、注文主の損害賠償請求権はＢＣＢ第六三

判断される。その上で、主たる義務迎反による建築家の仕事と

よって生じたのか、または付随義務違反によって生じたのかが

建築設計・監理契約上の損害が、建築家の主たる義務違反に

ある、と解されている。そこでこの定義にしたがって、まず、

務以外の義務で、注文主の財産領域を侵害しないという義務で

するよう配題する義務をいい、他方、付随義務とは、主たる義

とは説既に述べたごとく、建築物が設計通りかつ瑠疵なく完成

一五○

われている。さらに、’九八一年一一月五日の迎邦通常裁判

密接かつ直接的に関係する損害にはＢＧＢ第六三五条が適用さ
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所判決も、右の判例と同じ見解に立っている。そしてその中

れ、付随義務違反による損害については穂極的償権侵害にした

（”）

で、裁判所は、建築物ではなく注文主の財産損害として生じた

（釦）

建築家の暇疵ある給付に起因する損害についてＢＧＢ第六三五

がって処理されるのである。

果が建築物に暇疵として現れていなければならないことばない、

ｇところが後になって、建築家の付随義務の範囲に関して、

条にしたがって処理するにあたり、建築家の暇疵ある給付の結

て賠償されるべき損害があるのではないか、ということが問題

付随義務遮反とされる損害の中にもＢＣＢ第六三五条に基づい

うな義務であるのか、さらに付随義務にあたる義務とはどのよ

視されるようになった。このことから、主たる義務とはどのよ

正当化しようとしている。

Ⅲ要するに、判例の立場は、建築家の瑠疵担保質任に基づ

と強調し、その損害につきＢＣＢ第六三五条で処理することを

く損害賠倣の境界画定問題について、建築家の暇疵ある給付の

いた注文主の財産領域に損害を及ぼさない義務もまた建築家の

うなものかが議論されるに至り、そうして、付随鍵務とされて

主たる義務に入る、と解されるようになった。その結果、当初

注文主の財産損害として現れたのかの判断基準によるのではな

付随義務違反とされた注文主に生じた建築物以外の財産上の損

結果が建築物に瑠疵となって生じたのかそれとも建築物以外の

のか、それとも付随義務違反によって生じたのかの判断基準に

く、今や、その損害が建築家の主たる義務違反によって生じた

と、その損害はＢＧＢ第六三五条に基づいて賠償されることに

害でも、それが主たる義務違反によって生じたものと解される
そうして、建築設計・監理契約における建築家の主たる義務

よって境界を画定する方法へと移行する傾向にあるのである。
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（釦）

このように、建築物それ自体ではなく建築物以外に生じた建

〈仏ったのである。

（粥）

らであろう。したがって、〈「日の学説上損害賠償の境界画定

問題については、建築家の義務のうちの付随義務の範囲が問題

伽学説上、暇疵担保責任に基づく損害賠倣責任の境界画定

ず、械極的債権侵害の適用範囲を狭める経緯を示すものである。

されることとなった。このような見解の流れは、とりもなおさ

もまた、ＢＣＢ第六一一一五条および第六三八条にしたがって処理

鴫に取り込まれるようにたり、その結果、今やその損害の多く

討することによって、それがしだいに建築家の主たる義務の範

づいて賠彼されていたのであるが、その後付随義務の概念を検

に後には付随義務違反によるものとして、積極的債権侵害に基

果損害として、次いでより遠い暇疵結果損害として、そしてさら

重要な「情報義務（シ口吻天目｛（ｍご｛一一◎ず【）」、費用に関する「助言義

建築経過および見込まれる完成予定日のように注文主にとって

積極的債権侵害の適用となる付随義務違反について、具体的に、

範囲はわずかに残っているにすぎないとしている。さらには、

が実際には主たる義務であるから、穂極的俄権侵害を適用する

したとｊ、いえる。またロッハーは、いわゆる付随義務の大半

が、建築設計・監理契約上の建築家の主たる義務の領域を拡大

三五条が適用されるとする見解がある。この点で、ＨｏＡＩ

務が「主たる義務の性質」を有しており、それにはＢＧＢ第六

まず、学説の中には、ＨＯＡＩ第一五条におけるすべての業

とされている、ということができよう。

問題について、請負契約一般における判例法理による基準の他

務〈西の日日ロ、⑫ご｛一局盲）」、および生じた瑠疵の原因に関する「説

築家の義務違反による損害の一部については、かつては瑠疵結

に、まず建築家の義務を主たる義務と付随義務とに区分し、そ

明義務（シロニー時巨晶の己｛一一・宮）」等の違反がそれにあたるとする

（狐）

して損害がいずれの義務違反によって生じたかをもその判断要

見解がある。判例上建築家の諸業務すべてについて主たる義

（頚）

素に採り入れることに、格別の批判は見受けられない。しかし

務かまたは付随義務かの判断がなされているわけではないので、

（妬）

ながら、主たる義務についてはともかく、付随義務とはいかな

右のごとく、学説では、たとえば「助言義務（因の『昌巨品のご｛一一・旨）」

（ｗ）

るものをいうのかについての統一的な見解は、学説上みられ

について付随義務とみる見解と主たる義務とする見解とに分
（㈹）

一五一

（調）

ない。これは、すでに述べたように、付随義務というＪｂのが

かれるように、一部業務について付随義務か主たる義務かの識

（鋼）

建築家と注文主間の特別な信頼関係から生じるものであり、個

論がなされている。

（犯）

別かつ包括的に示すことのできない多様な性質のものであるか
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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一五二

解されている。その基準とは、「仕事の瑠疵と密接かつ直接に
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しかし、建築家に関する事件ではないが、ある義務が「説明

の短期時効、「より遠い暇疵結果損害」については積極的憤権

侵害および第一九五条の三○年の時効を適用する、というもの

関係する損害」についてはＢＧＢ第六三五条および第六三八条

である。この基準は、当初、仕耶に直接付着した損害で、その

義務〈尹巨｛寿一睡『目鴨ロ［一一・旨）」にあたるのか「助言義務（肝『四‐
からみて、建築家のある義務が主たる義務にあたるのか付随義

暇疵のために始めから使用できない、価値がないまたは価値が

（目嘱己（’－，頁）」にあたるのかが、判例上問題とされていること
務にあたるのかの議論のみならず、その義務の内容もまた、今

低下している場合にのみＢＧＢ第六三五条が適用されるという

定する基準の解釈に行き詰まりがみられること、また付随義務

損害賠彼寅任に関しては、判例法理による法適用上の境界を確

義務も生じることもあろうと思われる。したがって、建築家の

れているわけではないので、今後、付随義務と解される新たな

化については、基準の適用上その境界部分が不明確だとして識

準を用いて法的処理をしてきている。しかし学説上、この定式

おける暇疵担保貿任に基づく損害賠償責任については、その基

のである。判例は、この基準を今日もなお堅持し、請負契約に

ライヒ裁判所の見解を、後に、連邦通常裁判所が発展させたも

（狐）

たごとく、今日建築家の付随義務の全てについて具体的に示さ

後問題とされていくように思われる。さらには、すでに述べ

の範囲と内容についてどのように解すべきか、という問題が依

論されている。つまり、仕事の外に生じた損害を「仕事の暇

疵と密接な関係にある」と評価することは、非常に困難である。

（他）

然として残っているということができるように思われる。
側結語

のをいうのかは、不明確である。また、ある損害がなぜより遠

い暇疵結果損害として積極的悩権侵害に基づいて賠倣されるこ

とくに、基準のいう「より遠い暇疵結果損害」とはいかなるも

とになるのか、その理由を説明することも困難である。この

以上、請負契約における建築家の暇疵担保責任として、ＢＣ
場合と、積極的償権侵害および第一九五条の三○年の時効が適

ことから、今日では、なにが「より遠い暇疵結果損害」にあた

Ｂ第六三五条および第六三八条の五年の短期時効が適用される

用される場合との、損害賠償に関する境界画定の問題をみた。

すなわち、請負契約一般における損害賠償の境界画定の問題

ようとしたり、またそれを明確に示すことは不可能だとして新

るのかについて議論され、具体的な状況を念頭にそれを説明し

（綱）

それによると以下のことが明らかとなった。

上、判例は、その判断に際しての基準を定式化した、と一般に
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基準にはその解釈上なお問題点がある、ということができよう。

の内容をこのように解釈することにより責任期間を短縮化して

ところが、建築設計・監理契約上、判例が画定のための基準

任期間を当初に比して大幅に縮小化してきた。

ところで、建築設計・監理契約上の暇疵担保責任に基づく損

たな定式化を試みる学説もある。したがって、判例法理による

害賠倣責任に関しても、建築設計・監理契約の法的性質が請負

の見積に欠陥があったことから予定額よりも多くの費用を支出

い場合が残ることとなった。たとえば、建築家による建築費用

することになったが、建築物それ自体は暇疵なく完成した、と

きたにもかかわらず、それでもなお責任期間について妥当でな

をしていた。すなわち、判例は、基準通り、当初は暇疵損害に、

いう場合、注文主が予定よりも多く支払わねばならなかった費

契約と解されたことから、判例は、その基準を用いて法的処理
後には建築家の業務の暇疵と「直接または密接に関係する損

用は、注文主にとって重大な財産上の損害にあたる。そしてこ

の場合の注文主の財産上の損害は、建築物それ自体に暇疵と

ついては積極的債権侵害にしたがって処理するに至ったのであ

る。そして判例は、基準における「仕事の暇疵と密接な関係に

なって生じたものでもない。このような損害について注文主が

害」について、ＢＣＢ第六三五条で処理し、それ以外の損害に

ある損害」について、建築家の暇疵ある仕事の結果が建築物に

で処理される。つまり、右の例のように建築物は暇疵なく完成

建築家に対し賠償を請求した場合、判例上、そのような損害は、

すなわち損害と暇疵との間に密接かつ直接的な関係がある、と

したものの建築家の業務に欠陥があったことから建築物以外に

暇疵となって顕在化した場合にのみ、その損害にはＢＣＢ第六

いうことを根拠にしている。そうして、建築家の暇疵ある仕事

生じた注文主の財産上の損害は、判例では、常により遠い暇疵

三五条および第六三八条が適用される、とした。これは、建築

に起因する損害が建築物以外のところに現れた場合、その損害

結果損害と解されるのである。すなわちこのことは、建築家は、

珊疵結果損害として、械極的悩権侵害およびＢＧＢ第一九五条

は、積極的債権侵害およびＢＣＢ第一九五条で処理されたので

建築物以外に生じた瑠疵結果損害のすべてについて、積極的債

建築物に暇疵となって顕在化したものではないから、より遠い

ある。この時点まで、判例は、建築設計・監理契約における損

権侵害に基づき三○年間責任を負わなければならない、という

家の観念的な給付の暇疵が建築物の暇疵となって具現された、

害賠償に関する境界の問題上いわゆる判例法理による基準をそ

結果に帰着する。この三○年間という資任期間については、既

一五三

のまま適用し、そしてその内容を解釈することで、建築家の貴
建築設計・監理契約に関する一考察（二）（花立）
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にみたごとく、西ドイツ債務法改正における重要なテーマの一

務違反による損害についてはＢＣＢ第六三五条で、そして付随

害を与えない義務だ、と解されている。判例は、この主たる義

Ｌて、付随義務とは、主たる義務以外で注文主の財産領域に損

一五四

つであるように、あまりにも長期間で現代のテンポに合わない
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と考えられている。そこで判例は、建築設計・監理契約におい

に向かった。このことにより、いわゆる判例法理による境界画

定基準によって、建築物に生じたのではない注文主の財産上の

義務違反による損害については積極的債権侵害で処理する傾向

損害につき、これをより遠い瑠疵結果損害として積極的債権侵

て、建築家の暇疵担保責任に基づく損害賠償の資任期間との関
間）の適用範囲を拡大する必要があったものと思われる。そう

係上、ＢＧＢ第六三五条および第六三八条（五年の短期責任期
なると、いわゆる判例法理による基準が適用され、そして具体

建築設計・監理契約におけるこのような判例の傾向は、ほか

しうることになった。

でもなく、ＢＧＢにおける時効期間の問題、つまりＢＧＢ第六

害で処理し建築家に三○年間の責任を課す、という帰結を回避

れが適用されうる場合がなお残ったのであるから、それ以上積

三八条の五年の短期時効でなければＢＧＢ第一九五条の三○年

ＢＯＢ第一九五条の適用が制限されてきたにもかかわらず、そ
極的侭権侵害の適用が制限されるに至るように基準の内容を解

という現代においてはあまりにも長期にすぎる責任期間から生

的事案に即してこれが解釈されることで積極的償権侵害および

理による画定のための基準では、建築家にとって妥当な解決を

釈することには困難があったものと思われる。つまり、判例法

じていることが明らかで」ある。すなわち、右にみたごとく、建

の仕事の欠陥が建築物に暇疵となって顕在化したときにのみ、

築設計・監理契約の場合、判例法理による基準通りに、建築家

その損害にＢＧＢ第六三五条が適用されるのでは、建築家は、

それとは別の考え方を採り入れる必要があったのであろう。そ
こでおそらく、判例は、さらに主たる義務と付随義務とに分類

図ることがもはや困難であるから、基準を変更するか、または

し、それらのうちのいずれの義務違反によって生じた損害かを

き、常に三○年間責任を負うことになる。そこで、そのような

仕事の欠陥から生じた建築物以外の注文主の財産上の損害につ

うに、判例上、主たる義務違反による損害にはＢＧＢ第六三五

損害についても建築家が短期の責任期間に服することになるよ

判断して法を適用するという考え方を、損害賠倣の境界画定上
シュマルッルによれば、この主たる義務とは、建築物が設計

探り入れたものと思われる。

通りかつ暇疵なく完成するよう配慮する義務をいい、これに対
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義務とに分類して法適用を決定するという境界画定方法は、資

が採り入れられたものと思われる。つまり、主たる義務と付随

的債権侵害およびＢＧＢ第一九五条を適用する、という考え方

条および第六三八条、そして付随義務違反による損害には積極

害賠償請求権を有する注文主自身に生じた損害については、Ｂ

用すべきである、という見解がある。また、原則的には、損

害賠償請求権にはすべてＢＧＢ第六三五条および六三八条を適

られる。まず、請負契約においては、暇疵担保責任に基づく損

の帰結に至ることを回避し、妥当な解決を図るための提案がみ

そして、学説には、損害賠償について判例のような法的判断

しかしながら、右にみた判例の傾向は、建築家に暇疵担保資任

権侵害の適用範囲がますます狭められていくものと思われる。

いくならば、今後付随義務とされる範囲が、すなわち積極的償

ＧＢ第六三五条の適用外であり、積極的債権侵害に基づいて賠

生じた損害を賠償したことによる注文主の損害については、Ｂ

ＧＢ第六三五条にしたがって処理され、瑠疵のために第三者に

（帽〉

うな責任期間という視点から建築家の損害賠倣責任を考慮して

任期間との関係上考慮されたものであるともいえよう。このよ

を課すことになって建築家を不利な立場におくことになるよう

に関しては、ＢＧＢ第六三五条と積極的俄権侵害との区別をや

価されるべきだ、とする見解もみられる。さらにまた、損害

（価）

にみえるが、建築家の損害賠倣責任について、三○年という責

め、暇疵結果損害にもまたＢＧＢ第六三八条の短期責任期間を

接かつ直接的な関係、またはより遠い瑠疵結果損害という定式、

しかし、判例の見解、すなわち仕事の瑠疵と損害との間の密

三八条における六ヵ月、および一年の短期時効を延長し、時効

とする見解がある。そしてこの時効に関しては、ＢＯＢ第六

立法によって、新しく時効規定を定める方法によるしかない、

いて、この損害賠償の境界画定における問題を解決するには、

（ｗ）

任期間の適用範囲を狭めるわけであるから、結果的には、建築

適用すべきだ、とする意見もみられる。さらには、時効につ

および主たる義務と付随義務との区分によって境界を画定する

（帆）

家に利益をもたらしている。

という考え方は、つまるところ事案の結果の妥当性を勘案して

ら生じる問題を緩和することになろう、ともいわれている。

期間を統一することが、積極的債権侵害とＢＧＢ第六三五条か

（梱）

適用されてきている。そのため、実務上、損害を類型化して損

一五五

条における三○年という時効規定が請負契約における瑠疵担保

以上のことからみて、西ドイツにおいては、ＢＣＢ第一九五

（⑬〉

害賠倣の境界画定を予測することが困難になっている。このこ
たり的に解決を図っている、との批判がなされている。

とから学説では、判例の傾向について、結果の妥当性から場当
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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い、不良コンクリートを使用させた、または設置された排水設

一五六

備に故陣が生じた、というように、建築物に付着する暇疵が発

法学志林第八十七巻第三号

責任に基づく損害賠償の法的処理のありかたに強い影響を及ぼ
（釦｝

していることが明らかとなった、ということができると思わ

生した場合には、当然にＢＧＢ第六三五条の適用範囲となると

２損害賠償の範囲

ころである。建築物を売り渡す目的で建築物建設を注文した商

れる。

にその賠償を請求しえたのかをみておくことにする。建築家の

場合がある。このような価値が低下したことで商人に生じた損

取引界においては予定された売買価格を下げなければならない

去したとしても隠れた暇疵の嫌疑というものが消えないので、

人にとって、一度瑠疵が発見されると、たとえ暇疵を完全に除

暇疵ある給付に起因して発生した損害について、際限なく建築

次に、参考までに、これまでどのような損害について建築家

家が資任を負うとなると、建築家は責任の範囲を予測しえない

五条が適用される。また、暇疵のある建築物と暇疵のない建築

物との間の技術的価値の違いからくる損害にもＢＣＢ第六三五

害については、もっとも近い暇疵結果損害としてＢＧＢ第六三

条が適用される。ロッハーによれば、建築家の業務の欠陥に基

不安定な地位に圏かれることになる。そこで、建築家によって

つくすことが不可能であること、そして判例が事例ごとに判断

れまでみてきたことによれば、請負契約における損害を想定し

れる。また暇疵修補に要する費用のための融資を得る場合の

づくすでに支払われている報酬の返還請求権もここに含ま

賠侭されるべき損害の範囲を画定する必要がある。しかし、こ

してきているので予測が困難であることのゆえに、損害賠悩の

れまで行ってきたように事例ごとに損害賠償の範囲を判断して

ことが明らかである。しかし今後もなお、判例は、おそらくこ

代わりの住居のための費用等）がここにあたる。暇疵の有無

築物を利用できなかった期間に要した費用（ホテル使用料金、

補中の損失利益、とくに得るはずであった賃貸料金、および建

費用も、ＢＣＢ第六三五条の適用範囲である。さらに、瑠疵修

（麺｝

範囲についてはいまだ明確にされているとはいえない、という

いくことになるものと思われる。そこで以下では、単にこれま

〈郷）

での請負契約一般における傾向を整理しておくことにする。

についての審査および鑑定を依頼する際に要した費用もまた、

〈副）

⑩ＢＣＢ第六三五条の適用範囲

もっとも近い暇疵結果損害としてＢＧＢ第六三五条の適用をみ
ている。

（醜）

客観的に建築家の暇疵ある給付に起因して、例えば、壁の防

音についての配慮が足りなかった、地下室天井の補強が足りた
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るが、管の組立の欠陥によって流れ出た油による損害、油だき

がって賠倣される。また、建築家の給付とは関係しない例であ

身体・生命への侵害に基づく損害は、積極的俄権侵害にした

②積極的債権侵窒ロの適用範囲

くに要求される高度の注意義務を遵守しなければならないと述

業に従事する場合には、医師や弁護士等と同様にその職業上と

的に、建築家は特殊な業務を履行する専門家であって、その職

求される専門知識だとする見解Ｊｂある。同様な見解が、具体

意とは、仕事の完成のためにその時々の営業上または職業上要

れている。さらにＢＣＢ第二七六条第一項第二文の必要な注

（諏）

設備の配置がえ後の油送管火災による建築物の損害、請負人の

くる。西ドイツでは、建築家として職業に従事する際、とく

二ｍ）

組み立てた発熱体の壁が薄すぎて暖房機器の圧力に耐えられな

にフリー建築家は必ず当該州の建築家会に所属しなければなら

（調）

いことによって生じた水による損害も積極的債権侵害に基づい

ない。そこに所属する建築家は、建築家という職業に従事する

の規定に従わなければならない。そして建築家会に所属する建

（調〉

て賠償されている。さ・らに、土地について誤った鑑定をした

以上遵守すべき事柄を定める建築家法や職業規則およびその他

であるとされている。しかし既にみたごとく、当初付随義務違

（託）

いう場合の損害が、機種的悩権侵害に基づいて賠倣されるべき

ためにその鑑定にしたがって取引をしたところ損害を被ったと

反によって生じたと解された注文主の財産損害について、その

があり、また高度の注意義務を負う。そこで具体的には、建築

築家は、専門家としてその職業上注文主の信頼にこたえる必要

る注意の程度にしたがってその義務をはたしたかどうかが判断

ると解す傾向にあることに鑑みて、今後このような損害もまた

財産に損害を及ぼさないこともまた建築家の主たる義務にあた

されるというのである。また、たとえば、欠陥のある業務をな

を有していない場合であっても、建築家という職業上要求され

３ＢＣＢ第六三五条の要件としての帰資性

した建築家が高齢に達していても、高齢を理由に注意義務の程

家と称して業務に従事するならば、たとえ建築家としての資格

ＢＣＢ第六三五条の要件である帰資性については、ＢＣＢ第

度が引き下げられるわけではなく、建築家に対して通常要求さ

ＢＣＢ第六三五条に含められていくものと思われる。

て責任を負う。そして取引上要求される注意義務を遵守してい

れる注意の程度にしたがって注意義務を果たした否かが判断さ

二七六条第一項第一文にしたがい、建築家は故意・過失につい

れるという。

（㈹）

たかどうか（ＢＣＢ第二七六条第一項第二文〉を判断する根拠と

一五七

して、具体的な状況およびもたらされる危険の大きさがあげら
建築設計・監理契約に関する一考察三）（花立）
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法学志林第八十七巻第三号
（１）これについては、第二章の第二節の一の暇疵修補の項参

幻」。。⑨い

一五八

（肥）］色需コワこ『ぬ一回・色．。．（ワョのエ②｛自己、旦囲シ『句三【の冑の己）。③」・

（Ⅳ）ぐ函一・三⑱」『目助・色・“．。・・⑫』巴・

照。

（２）Ｆ色忌二劃・艶，四・○・・ゆ・唾、⑪．

（旧）エの一局目ｍ三二『凶巨『シゲ碗『の冒巨二ｍごＣロコ芹冨一の。Ｅ口」の。［（の『コー

（皿）向》｜⑱。へ里缶Ｆ囚’四・○・・⑫．⑰】・

（加）■⑦協・四・⑪．○・・⑫。⑪⑤．》覇一一一の二へ匡昌［・図・色。。・・、。Ｓ・

丙」百・②鱒

（⑲）」四ｍのコケ色『頭・色・色，。．（Ｃ一のエ色｛２回頭ユ願シ『ロゴ】〔の寿［の。）つゆ」・

⑭Ｃｍ０

【⑦『目冨：鴇一「ｃｌｍｍ岨向う臣のコーョミの『宍この『〔『緒⑫『円頁ｚ］三一℃題．

（３）くに一・三①」－２⑫》色・色○・・の．】認．
］①②貯め。⑤二・

（４）○一…『．厚いシ『、三一の青の。『：二コこの『で国〆】切・哩・ショー・函の》
（５）」畠の二ケ巨品・⑪・色・○・｛シ弄冒句一一ｍ宛の、言い（『四ｍ目）．⑫①ｍ一・
（７）●盲器『・囚’出’○・・ｍ・筐。

（理）吊る田・己『（・く・昌己．⑤．』弓ＰＺ］三】弓の．】ｇ隙本件は、

（６）三．『一目天・騨自・○・・元：．］一・

（９）三価１－２四．・・“ｐ》⑫』ｇ・なお、解除・減額のかわりに損

（８）Ｆ色局冒・色・劃，○・・ｍ・鼠⑪．

所有者に融資をしたところ、建築家による評価額に誤りがあ

委託者が、建築家による不動産の鑑定結果にしたがってその

り、融資額を全額回収しえなかったことによる損害について

害賠償を請求するにあたっては、解除・減額を請求しうる際
通例修補に関する期間を設定して、その期間徒過後には修補

にかかっていると主張した、という事件である。裁判所は、

賠償請求し、これに対し建築家がその損害賠償請求梅は時効

の要件を満たしていることが原則として必要であり、そこで、
を拒否する旨脳告し、そしてその徒過したことが必要である、

はないこと、および建築家の仕事と損害との間に密接かつ直

控訴裁判所の、損害が建築家の仕事の瑠疵から生じたわけで

と解されている（尻α夛一の『．②．。．。．》の．一一望．）。
（、）呼三⑦。云日のョ・“・弩．。．（呼写巨匡『の⑤盲）．⑫』Ｓ・

これまでの判例に従い、ＢＣＢ第六一一一五条および六三八条は

見祇・鑑定・情報の欠陥による「暇疵結果損害」について、

持し、その請求権は時効にかかっていないとした。さらに、

積極的俄権侵害に基づいて賠倣されるべきだとした判断を支

接的な関係があったわけではないことを理由に、その損害は

（、）陳三門盲己の冒・：ｐ〈〃冒匡『円旨）．⑫」さ・

（烟）くぬ一・』・鴇：こ『甲。．“．。（ロ⑯房（【目、１級シ『、三一の盲目）．
⑫←ご幻』。・③⑬可同一】一のヨヘ四四［［・色・色．。・・い・ｇ・
（ｕ）呼牙一円弄【１のョ・色・蜜．。（三ｍ『汚く③『冒爽）・の・の沼・

（烟）向この弓へ国一目【・口・凹・○・・ｍ・ｍＰ

（応）同三句。へ国一色【【・色・色．。・・い⑭公。
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期限通りに履行することをいう。そして、付随義務には一般

的なものとそうでないものがある。一般的な付随義務には、

たとえば、契約当事者には、第三者に対する損害賠償資任を

身体・生命の侵害のみならず、物質的損害も含まれ、さらに

そうして、この中で裁判所は、建築家の仕事の瑠疵と「密

適用されない、と確認している。

接かつ直接に」関係する結果損害で、ＢＧＢ第六三五条が適
いる。

および「助言義務（国§Ｅ局いつ【一】・言）」がある、と（二直腸◎だ．

建築家には、非常に多くの「説明義務（シ巨諄｜醜『：鴨己一一一，一二）」

うに配慮する義務がある。この一般的な付随義務を除いて、

負うことで支出することになる財産損害を被ることのないよ

用される範囲は、建築物に顕在化した損害だけだ、と述べて
（幻）更い王・〔）『〔．ご◎日ろ．⑤．ごゴロｚ］ごく】⑤『Ｐ田◎ぬ．
ご［〔宮『⑪【一・ｍ・凹・○・・宛１コ・召・

（鋼）更】頭》ご『【。ご◎ョ⑰．』】・］畠一・ｍ｜自刃巳蘭・】患．なお、ぐ頭一．

ら生じるものであり、付随義務とは、相互に配慮するという

モーロックは、主たる義務とは契約上債務とされた給付か

宛の・ラ厨－２声。。凄『：吻厩巨乏，：・ぬ．シ屋『｜農の．］＆⑰．ｍ』②】・）。

（妬）く、－．ｍ◎ラョ②一御一つｚのこの『⑱。』の曰Ｎこの『両の、冒筈『２云巨。碗一ヨ

いては「忠実義務｛司月屋８（一一・》【のご）」（法律基本用語辞典、一

原則から生じるものである、という。そして、付随義務につ

一四ｍ③っ】②⑭輿切。⑬垣瞠・

（妬）三の『己の『へ宅園ｓユ三里一の『。Ｆ①×』宍：烏い、｝：『ののう【⑫。⑨，シ目（‐

シ『、三［の界【の■ず＆〔でこり旨『の、ラ【叩ごくのぬく◎己ユの『ご○⑰一こぐのづくの『‐

西康人「第二四二条」椿寿夫・右近健男縞『ドイツ償権法総

九八五年の訳による）、「配愈義務（冨勗。『ぬ８｛一月ラ（２）」（今

｛『長いくの『一骨目、三コ目⑥巴、更ＵＰｚ」三一℃田》】『】『（以下
（”）三①『曰⑰『へで□い〔。『へ三写一一の『・囚・嘩・○・・②。』尼．

る、としている〈三・『一月【・②・囚ｂ・・里。』。）。

論」二九八八年）一二頁の訳による）と称することができ

では、Ｚのこの弓：』８Ｎとする）・

（羽）⑫○ず目色一旦。■・型，○・（Ｚ①臣①『の■」の目）。、．－コ『・

（羽）更】望。ご『［．ご◎冒巴．③．］⑤、］・因色色元巳曽・』旨・

またヤーゲンプルクは、付随義務には、技術上の領域にお

のような経済上の領域における義務も含まれる、という。そ

ける建築家の義務のみならず、「助菖義務（扉『昌目彌已｛｜】のう［）」

（弧）、冨壺。ご『［．ご◎ヨロ・臣・皀匿・因由巨幻］』⑬⑭亨屋、．
（弧）く頤一，同ゴーの己へ国四Ｆ＄・閂一・○・・⑫．⑭里・

’五九

だ、としている（』四ｍ⑦コヶニ『宛．“ｂ○・（シ云冒の一一の幻月ヶ【ｍ｛『農：）・

から分けられうるものではなく、それと密接に関迎した義務

して、この付随義務というものは、実際上、主たる給付義務

（犯）付随義務の説明については、学説上その表現が少しずつ
異なっている。

たとえば、プッソウ（三巨溌ｇご）は、次のように説明する。
すなわち、主たる義務とは、約束された給付を暇疵なくかつ
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⑫⑤⑫。）◎

この他、本文中であげたシュマルッルの見解、すなわち契
約上の主たる義務とは建築物が設計通りかつ瑠疵なく完成す
るよう配慮する義務をいい、これに対して、付随義務とは、
注文主の財産領域を侵害しないという契約上の多様な義務を
いう、とする見解もある。

このように、請負契約における主たる義務と付随義務との

説明に関しては、学説上各者微妙に違いがみられるのである。
我が国において西ドイツにおける付随義務に関する多数の論
文がみられるように、付随義務それ自体については多様な問
題点があることからみても、それは当然であるように思われ
る（今西康人、前掲書「第二四二条」一一頁以下、およびそ
ついては、必ずしも容易ではないが、いずれにせよそれほど

こに示された文献）。この主たる義務と付随義務との画定に

と注文主との特殊な信頼関係から生じるもので、個別的にか

重大ではない、という見解もみられる（屏開『ヘヨこの『⑫．：．
。・・⑫．瞠曽・）。しかし、建築家の付随義務というものは建築家

つ包括的には示すことのできない多様な付随義務があり、こ
のことから、判例もこの領域に関しては膨大な量があり、そ
こでは事案ごとの特別な事情が問題とされている。このこと

に鑑みて、建築家の付随義務が拡大されることで建築家の責
任がとめどもなく広がってしまうおそれがある、とする見解
もあるように（三⑤『。①『へ勺閉８『へ宣毎一一の『・螢・毯・○・・⑫。ｇ』・）、また、

一六○

とくに責任期間について法的効果に大きな差があることから
みても、損害賠償について主たる義務と付随義務という分類

によって境界を画定しようとする場合には、ある義務が主た
る義務にあたるのか、または付随義務にあたるのかが、依然

として問題とされるであろうと思われる。

（鋼）言、『。⑩『へ宅国：『へ巨毎一一酉．：。（）．．ｍ・患】・

（型）】色穏『】｜】巨品・色・色・○・〈少云【この一一の内角宮印「『茜①二）今印・冨・

（顕）向う｜の口へロ一色Ｆ四．四・○・・ｍ・霞・

（幻）ご◎『｜・白戸“・謬・○・・Ｚご」Ｐ

（鋼）缶。：の『・出・四・○・》丙」。・悼急・

これに賛成している。

（郷〉葛の『冨の『へ勺“い［・『．：。。（Ｐ『切目官・§噸）・田口・】圏『・が、

冗合】い◎・

（調）」四ｍ２ケ目顎智・鐸。（）。ｅ｝・田・｛（：、」９胃、言の宍〔２〉・坤］・

（側）たとえば、設計作業を開始する一別に建築確認の認可可能
性について考慮する際にそれに関して建築家が指示をなす義
務といった「指示義務（頭目竃：己「｜】・一〕【）」、その他「情報義務
〈シこぃ云目［〔いつ｛一一・一〕こ」および「調整義務（【８『旦亘の『目明‐
ロ（一一の盲）」等について付随義務か主たる義務かの議論がなさ
れている〈ぐ、一・口（二》禺醗夢：・○・両：．■②｛｛・鄙乏而冒①『へ恩：『・

聖・四・。（】淵『、自己『。白のいい）『幻」二・局怠｛〔・〉。また、この他に、

「目、各二】。旨」について付随義務かどうかを問題とする見解

「○｛｛、。｝】胃目傾いつ｛一一同旨」、「国の一巾弄『自函：二，三」、および「で『毎，
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もある（三ｍ『■の『へ宅禺（Ｃ『へご身’一の『・色・ＰＣ．。⑫・酉②一・）。

〈記）Ｆ○のうの『・餌・國・○・・両ユコ・哺置・

（死）属〕西．ご『一・くＣョ巴・Ｐ・］胃ｍ・因（】重凶。・塁一・

応こ』】・印、軸ＰＣ島の『・⑭・色．○・．宛旦弓・⑭念一三の『。＄『「で尻（Ｃ『一色・』・○・

（狐）（）｛し⑦ワニの恩一」。『｛・瞠唾。⑭．」④暉鍾・因曽】元一℃⑭Ｐ』←一・

（［×》『口四Ｅｂ『Ｏ脚、認）・元二コ・ニヨ①。

（魂）字扇室。ご『【．ごＣョ圏・己・己司（）・Ｚ」三】弓一・ｇ・

（“）」｛｜需二亘長。②．②．。．（シ云冒①一一の幻⑰向う（い｛『ロ鴇。）》⑫・召一・

（髄）Ｆ冒冨『叛三・色・色．。・・丙ユニ翁『色・

（錨）ぐ、｜・」四ｍｍ。｝）こ『病・色・ロ・○．（□一句■の｛Ｅ二値」の切尹『○一三＄云一の。〉一

（媚）■『。×・尿｝の酸〔］コユの『晩ののう巨一ユ『の、旨・局・シニ｛｜艶鴇・訶旦。・曙ご・

（訂）Ｐ。ｓの『・四・四・〔）・・元（一己・吋堂・亜同旨三○『一・鼻・色・・・（）・・元ニョ・

（⑫）三『命『司句『へ勺尉〔。『。四・四・（）．（【爵ｗ『ｍｍＥ己『Ｃ月膀）壹丙ユ｜】』『ぬ．

（妬）三の『。、『へ勺色いＳ『・四・四・○・（【〕⑦【岸｝酉巨『》『ｃＮｍいい）・詞」。』】『『・

（⑬）向》｜の二へ■’三（・色・色・○・》い③④．

（灯）両壺一の己ヘ臣『貝（・窪・聾．。．》②．⑫一・
（躯）三且一目砂・勢・笛．。．．⑪』臼・
〈⑬）野心一］一男寺〔１句ョ・色色・○・（⑫。｝昌一ニス再三）・両ユコ・冨些・

Ｏロ６．

（釦）諦負契約における損害賠償に閲しては、この他に、請負

A，、、

一峅一霧瀧側獺

／ｌＩｒｃ

人によって賠俄されるべき孤響とは何かという問題も残され

ノ－

ているといわれている。すなわち、納負契約において、請負

仇､Ｃ

人は物の性状に関して一定の義務を負うとされるが、その

一一ハ一

℃,゛

義務によって注文主のいかなる損害および損失がカバーさ

て、性質についての義務違反と、請負人の一般的損害回避

れるべきなのかが明らかにされていないという問題、そし

義務ないしは不腿行による損害とが、いかに画定れるべき
なのかもまた明確でない、という問題が提起されている
（⑫昌一月冒『一の目・由・笛．。．（⑫○ヶ臣一」『の。旨）・幻」二・雪鈎当・）・
再」二・選》ＦＣｎ言『一四・四・○・・幻二コ・砲駐⑭ごくｑ二⑦『へ已園一○『・空・雪・○・

（団）く淀一・］毎昶の二ケこ『中四・四・○・（豆の四回（Ｅ口頭」①⑪シ『ｃ三一①天一目）・
（【）の『国色巨や『ＯＮ⑥閉）・元旦己・臣『罰
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