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旅行は、時間とお金と健康の三つが揃わないと出かけることができな

い究極の贅沢です。旅行は、事前の計画どおりには進まないのが当たり

前であり、それがまた旅の醍醐味でもあるわけですが、それでも何らか

のトラブルで旅行が中断してしまったり、出発できなかったりした場合

には、旅行業者との間で紛争が生じることがあります。

法律的な紛争については、裁判所で法的判断が下されて解決するのが

本来のあり方ですが、旅行トラブルについては、係争対象となる金額が

少額であることも一因となって、訴訟になることは比較的稀です。旅行

トラブルは、ほとんどが、各地の消費生活センターが実施する消費生活

相談において対応がなされている実情にあります。

このように訴訟件数が少ないことに起因して、弁護士や裁判官の大部

分は、旅行契約については取り扱ったことがなく、基本的な知識を保有

していないといっても過言ではないでしょう。また、消費生活相談員に

おいても、旅行契約について一から説明をする体系的な教科書がなく、

正確な知識の習得に困難がある状況です。

筆者は、兵庫県弁護士会の弁護士として長年消費者保護委員会に所属

し、主としてクレジット契約・複合契約論や約款論を専門に研鑽を積ん

できましたが、旅行契約が複合契約の一つであり、約款によって規律さ

れていることから興味をもつようになりました。兵庫県弁護士会（当時

の神戸弁護士会）が「旅行業約款改正に関する意見書」（平成 ３年 ３月）

を公表し、旅行分野への関心を払ってきた伝統があったこともあり、旅

行契約についても研究を重ねてきました。その集大成として、本書を上

梓するものです。

本書は、旅行契約について解説した基本書です。

本書の特徴は、次のとおりです。

①�　旅行契約に関する基本書です。

　�　本書は、旅行契約について体系的に解説した教科書であり、旅行

契約についての初学者が学習するべき内容が説明されています。
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②　実務的な書籍です。

　�　旅行契約をめぐる紛争についての実務的な解決指針を示す内容で

あり、旅行契約に関する主要な判例も引用しています。

③　消費者保護の立場から解説した書籍です。

　�　法的紛争に直面した旅行者が、消費者の立場でどのようなことを

主張立証すればよいのかを明らかにしており、消費者契約法、景品

表示法等の消費者保護法の要点についても触れています。

④　理論的根拠を踏まえた書籍です。

　�　令和 ２年（２0２0年） ４ 月 １ 日施行の改正民法（債権関係）の観点

から標準旅行業約款についての解釈論を展開しており、法律実務家

が民法との関係を理解しやすい内容となっています。

⑤　体系的な記述の書籍です。

　�　旅行業法や標準旅行業約款の単なる逐条解説ではなく、体系的な

記述となっており、この一冊で網羅的に旅行契約に関する争点を把

握できることをめざしています。

本書の読者として主として想定しているのは、旅行契約の問題に初め

て取り組む法律実務家（弁護士、裁判官）や、より深く勉強をしたいと

考えておられる消費生活相談員ですが、旅行トラブルに直面して弁護士

に依頼せずに訴訟を提起しようとしている消費者にもお役に立てると考

えます。

本書は、兵庫県弁護士会消費者保護委員会編『旅行のトラブル相談

Q&A』（民事法研究会・２0１6年）および兵庫県弁護士会消費者保護委員

会編『旅行判例セレクション』（民事法研究会・近刊）を踏まえたもので

あり、兵庫県弁護士会消費者保護委員会の旅行部会の先生方の深い知見

と的確な問題分析によるご指導に深く感謝する次第です。また、本書の

刊行にあたっては、南伸太郎氏をはじめとする民事法研究会の方々に多

大のご尽力を賜りました。この場を借りて御礼申し上げます。

令和 ３年 ３月

弁護士　鈴 木　尉 久
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第２章　募集型企画旅行契約

第 １ 総　論

１　企画旅行契約の概念

企画旅行とは、「旅行業者が、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供

を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が旅

行業者に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、

これにより実施する旅行」をいう（募集型約款 ２条 １項、受注型約款 ２条

１項）。

標準旅行業約款上の企画旅行は、旅行業者による旅行計画の作成を本

質とし、これによって手配旅行と区別される。旅行計画の要素は、①旅

行の目的地および日程、②運送・宿泊のサービスの内容、③旅行代金額

である。

２ 　企画旅行契約の種類

企画旅行契約には、募集型企画旅行契約と受注型企画旅行契約の ２種

類がある。

募集型企画旅行契約とは、旅行業者があらかじめみずからの発意に

よって旅行計画を作成し、当該旅行計画に関する広告表示によって旅行

者を募集して実施する企画旅行契約をいう（募集型約款 ２条 １項）。募集

とは、不特定または多数の者に対して、旅行契約の申込みを誘引するこ

とを意味する。一般的には、「パッケージツアー」や「パック旅行」と

呼称される。
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第１　総　論

受注型企画旅行契約とは、旅行業者が、旅行者の依頼を受けてその要

望に沿った内容の旅行計画を作成し、旅行者に提案して実施する企画旅

行契約をいう（受注型約款 ２条 １項）。修学旅行や職場旅行が典型である。

募集型か受注型かは、旅行計画作成の契機が、旅行業者側が旅行者の

依頼を受けることなくあらかじめ作成することになったものか（募集

型）、それとも旅行者の依頼を受けて初めて作成することになったもの

か（受注型）の違いにすぎず、いずれであっても、旅行業者には、債務

としての旅程管理債務および安全確保義務並びに責任としての旅程保証

責任、特別補償責任が生じる。

３ 　募集型企画旅行契約の特徴

旅行者が旅行業者との間で募集型企画旅行契約を締結する場合、①旅

行者と旅行業者との間に締結される契約（旅行契約）と、②旅行者が、

運送機関から提供される運送サービス、宿泊施設から提供される宿泊

サービス等を享受する契約（旅行サービス契約）という ２種類の契約が

重畳的に締結されることになり、複数からなる②の契約を、①の契約に

おいて旅行業者が統合するという二層構造がみられる。

旅行契約は、このような複合契約としての性格をもち、旅行サービス

は、契約当事者たる旅行業者から直接提供されるのではなく、運送機関

や宿泊施設といった第三者から間接的に提供される特徴を有する。この

点から、裁判実務上、旅行業者の債務不履行については、①旅行業者の

旅行サービス提供者に対する管理可能性を念頭におきつつ義務違反がな

かったかどうかを判断する、②そのうえで、旅行者に対して適切な説明

がなされたかどうかを判断する、という判断枠組みがとられていると指

摘されている
26
。
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第２章　募集型企画旅行契約

４ 　企画旅行契約の法的性質

⑴　企画旅行契約の法的性質決定
ア　典型契約論

民法が規定する１３種類の契約類型を典型契約という。典型契約規定

は、各契約の本質的要素を定める冒頭規定とそれ以外の事項を定める任

意規定によって構成されており、どのような本質的要素が合意されたか

によって契約が性質決定され、本質的要素以外の契約内容は、当該契約

が属する典型契約規定に含まれる任意規定によって補充されると考えら

れている（任意規定の契約内容補充機能）。

〔性質決定→典型契約類型へのあてはめ→任意法規による補充〕とい

う枠組みを利用することによって、合理的な契約解釈をすることが可能

になるのである。

そのため、企画旅行契約の法的性質決定が問題とされる。

イ　企画旅行契約の法的性質に関する判例・学説

企画旅行契約の法的性質に関しては、大別して準委任契約説、請負契

約説、売買契約説がある
27
（企画旅行契約の法的性質につき〔表 ５〕参照）。

26　大村敦志「（論点講座）もうひとつの基本民法�債権各論編⑼サービス契約―
旅行契約を素材に」法学教室２97号（２005年）３6頁。大村教授は、旅程変更の事案

を分析して上記の判断枠組を指摘されているが、旅程変更以外の場面でもこのよ

うな判断枠組は妥当すると思われる。

27　堀竹学「企画旅行契約の法的性質」北東アジア研究１8・１9合併号（２0１0年）３３
頁。個々の学説の概要については、宮川・前掲（注１0）１３頁～ ２２頁、森嶋秀紀

「主催旅行契約における旅行業者の債務と責任㈢ヨーロッパ諸国の法理等を参考

に」名古屋大學法政論集２08号（２005年）２57頁。
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第１　総　論

〔表 5 〕　企画旅行契約の法的性質

学　説 内　　容 第一次的責任についての帰結

準委任契
約説

旅行業者は、各種運送・宿泊
サービス等の手配を基本的な義
務内容とし、旅行者とサービス
提供事業者との間に立って旅行
者がサービスを受けられるよう
個別的に代理、媒介、取次する
ことを引き受けるにすぎず、旅
行契約の法的性質は準委任であ
るとする見解（裁判実務）

旅行業者は、旅行を構成する各
種運送・宿泊サービス等を自ら
引き受けるものではないから、
旅行中に生じた旅行者の損害に
ついては、旅行業者が第一次的
に責任を負うことはない。

請負契約
説

旅行業者は、自己の判断に基づ
いて独自に各種運送・宿泊サー
ビス等を選択し、組み合わせて
一括して提供し、その対価も包
括して受け取っているものであ
るから、旅行契約の法的性質は
請負であるとする見解

サービス提供事業者は、旅行業
者の履行補助者として扱われる
ことになり、旅行中に生じた旅
行者の損害については、旅行業
者が第一次的に責任を負う。

売買契約
説

旅行業者は、各種運送・宿泊
サービス等の個々の給付を集積
して、それらのサービスを受け
られる地位を一個の商品の形態
で売り出しているものであっ
て、旅行契約の法的性質は商品
売買契約に類似したものである
とする見解

旅行を構成するサービスの内
容、品質に契約不適合があった
場合には、旅行業者が第一次的
に責任を負う。

準委任契約説とは、旅行業者は、各種運送・宿泊サービス等の手配を

基本的な義務内容とし、旅行者とサービス提供事業者との間に立って旅

行者がサービスを受けられるよう個別的に代理、媒介、取次することを

引き受けるにすぎず、旅行契約の法的性質は準委任であるとする見解を

いう。準委任契約説によれば、旅行業者は、旅行を構成する各種運送・

宿泊サービス等をみずから引き受けるものではないから、旅行サービス
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