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〈論 文〉

日本における消費者契約に する法的規律の展開
安永 正昭*

1)

 言

日本では、昨年(2000年)5月に、いわゆる消費者契約法に して、重要な立

法が2件あった。1つは、｢消費者契約法｣、他の1つは、｢金融商品の販 等に

する法律｣である。いずれも、本年4月1日から施行されている。前者は、

事業者と消費者との間の契約一般に して、消費者の誤認、困惑に基づき成

立した契約の取消と、消費者の利益を不当に害することとなる契約 項の無

効を 容とする民事特別ル〡ルであり、後者は、金融サ〡ビスの利用者保護

を図る目的で(｢消費者｣取引に限定されない)、 く金融商品につき、金融商

品販 業者の顧客に する 明義務を課し、 明しなかったことによって生

じた損害の賠償責任を民法の特例として定めるものである。

ここでは、このような法律が立法されるに至った経緯、背景、法律の 容

の紹介、およびその位置づけをしたい。

Ⅰ. 問題の所在

(1) 現代における消費者契約の意義

今日の社 では、人々は消費者として、日々の生活のあらゆることを、通

常、事業者との契約を通して 現している。食料品、衣料品などの生活必需

品の取得、電化製品、自動車など動産の購入、住宅․マンションの購入など

の不動産取引、さらには、各種のサ〡ビス給付〡例えば、保 ․銀行․証券

などの金融サ〡ビス、医療、運送、不動産の賃借、建築請負などの給付〡を
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受けること、これらはすべて契約に依存する。

そして、近年は、経 の 展、科 技術の進 によって、商品やサ〡ビス

の種類․ 容が多 化․複 化し、それに伴って、契約の種類がますます多

になり、かつ契約の 容も一層複 なものとなってきている。各種の金融

サ〡ビスがその典型例であるが、他にも、パック旅行契約、物やサ〡ビスの

給付と信用供与とが不可分一体となっている複合的取引など、多 化․複

化の例はいくらでも げることができる。消費者にとって、商品․サ〡ビス

選 の幅が がっていくという便利な側面があるが、他面で、契約 容を理

解することが困難であるという問題が存在する。とりわけ、サ〡ビス給付に

おいては給付されるサ〡ビスの 容それ自体が契約 項によって取り決めら

れており、消費者にとって理解の困難さから生ずる問題の度合いがより大き

い。なお、契約締結の形態についても、 の、 面、通信によるものに加

えて、最近では、インタ〡ネットを通して消費者が事業者と契約を締結する

(電子商取引)という全く新しい形態が急速に普及してきており、新たな法律

問題が生じている。

(2) 消費者契約における構造的問題

上記のように、消費者契約が多 化․複 化していることもあって、事業

者と消費者の間の、情報を得る能力、それを分析․判 する能力、交 力の

格差が がっており、そのことから、消費者契約においては構造的にいろい

ろなトラブルが生じている。

とりわけ、次の二つの場面で問題が 在化している。第一は、契約の締結

過程において、第二は、契約の 容の面においてである。

第一の、契約の締結過程では、以下のような問題が指摘できる。すなわち、

消費者が、知識․情報の格差から、商品やサ〡ビスの 容、質、あるいはそ

れらの値段、契約 件などについて十分な理解をしないまま、契約を結んで

しまう。あるいは、自分にとってそれが必要なものかどうかについての十分

な判 をすることができないまま、不意打ち的に契約を結んでしまうことが

ある(訪問販 形態などが典型例)。さらには、 質な事例では、事業者が情

報․判 力の格差を利用して、詐欺的、 迫的な方法で物․サ〡ビスを り

込んでしまうということまである(催眠商法などの特殊販 形態がその例)。

第二の、契約の 容の適正さの面であるが、消費者を 象とした契約は、
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その大部分において、事業者の側が事前に一方的に準備した価格、契約の付

的 件により締結される(通常、｢普通契約約款｣(以下｢約款｣と呼ぶ)による)。

消費者側には、交 の余地、契約 件について選 の余地はほとんどない。

そのようなところから、免責 項などに典型的にみられるように、事業者の

側に有利で、消費者の側に不利な 容の契約 項が契約の 容に含まれるこ

とが少なくない。

(3) 法的 応の必要性

事業者․消費者間の情報、判 力、交 力等の格差から、消費者契約の締

結過程、あるいはその契約 容について構造的に生ずる上記のような諸問題

に して、適切な法的 応をとることは極めて重要な課題である。消費者契

約法ができるまで、日本では、これらの問題にいかなる法的 応をしてきた

のか、この点についてまず する。

Ⅱ. 日本におけるこれまでの法的 応

(1) 論

これまでは、民法に規定されている諸規定を活用し(判例)、また、取引形

態に応じて制定されてきた個別業法によりこれらの問題に してきた。個

別業法で重要なものとして、｢割賦販 法｣、｢訪問販 等に する法律｣(6月

1日から｢特定商取引に する法律｣に名称が改められる)をあげることができ

るが、他にも、｢宅地建物取引業法｣｢証券取引法｣｢ 占禁止法｣など多くの業

法が消費者契約の適正化に わっている。

以下、契約締結過程の適正化と、契約 容面での適正化に分けて、 す

る。

(2) 契約締結過程の適正化

契約締結過程での適正化に して、これまでの法的な 応としては、個別

業法によるもの、および、一般的に、民法レベルの｢意思表示․法律行 制

度｣によるもの(意思表示の取消)、および債務不履行、不法行 制度によるも

の(損害賠償)をあげることができる。
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(ａ) 個別業法による規製

例えば、割賦販 業者に し割賦販 件の表示義務を課す(割賦販 法3

)、訪問販 にかかる契約締結の 誘に際して不 告知、威迫․困惑行

の禁止(訪問販 法5 の2)、訪問販 形態での販 行 についてク〡リング

․オフの 利の付与(割賦販 法4 の3、訪問販 法6 )、宅地建物取引業者

に する誇大 告等の禁止(宅地建物取引業法32 )あるいは重要事項の 明

義務(宅地建物取引所業法35 )などのような規製がこれに当たる。いずれに

おいても、規製は有効に機能しているといえる。例えば、ク〡リング․オフ

の 利は、本 は、不意打ち的に締結させられた一定の契約からの離 を保

障するものであるが、 際はそれを越えて、(訪問販 形態に限られるが)契

約締結過程において問題のある事案について、契約の拘束から消費者を簡

な手 で解放する法的手段として重要な役割を果たしている。

しかし、個別業法による規製には、一定の限界がある。第一に、それら業

法の規定は、民事法的ル〡ルではなく(上記のうち、ク〡リング․オフ は

例外である)、違反の場合に業者に罰則を課すなどという効果が生ずるにと

どまり、規製に違反があった場合にも、個別の契約の法的効力には影響が及

ばないとされてきた。また、第二に、すべての種類の事業について個別業法

が存在するわけではなく、したがって、業法が制定されていない事業につい

ては、なんら規製がないことになる。

類似の手法として、地方自治体で、当該自治体の消費者保護 例等に基づ

き、消費者契約一般を 象に、事業者の不当な取引方法に する規製が行わ

れているところがある(京都、神 市など)。但し、違反のサンクションとし

ては、業者の指導․氏名の公表などであり、これも民事法ル〡ルではなく、

すでに契約を締結している者にとって十分な救 手段であるとは言えない。

(ｂ) 民法による 応

(ⅰ)意思表示․法律行 制度

契約締結過程において十分な情報が与えられない、あるいは、ゆがめられ

た情報が与えられたなどの事態に して、民法は、第一に、意思表示にかか

る詐欺․ 迫取消(民96 )、錯誤無効(民95 )のル〡ルを用意している。し

かし、それらの適用の要件はかなり 格に定められている。 の一部に、

より容易にその適用を認め、消費者保護を図るべきであるとの解 提案はあ
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るものの、一般には認められてはいない。

詐欺( 迫も同 )に該当するためには、いわゆる｢二重の故意｣(①相手方を

思い違いをさせる故意、②思い違いによって契約を結ばせようという故意)

が必要とされ、訴訟においてそれを証明することは相当困難である。また、

契約締結に際して錯誤があることを理由に無効を主張することは有力な手段

である。しかし、このような場合には通常それは意思決定過程の錯誤、すな

わち動機錯誤であり、判例によると、その動機が意思表示者(消費者)により

表示され契約の要素となっていることが求められており、その証明は必ずし

も容易ではないとの指摘がなされてきた。

したがって、これまで、裁判で、これらの規定が適用され消費者が救 さ

れたという事例は、極めて が少ない。例えば、高 者が詐欺的な商法によ

り契約を締結させられたなどというもっとも良く耳にする事例にたいしては、

先ほど述べたように、むしろ、ク〡リング․オフの 利行使により部分領域

でその救 が図られてきたということがいえる。

(ⅱ) 明義務違反による損害賠償請求

第二に げなくてはならないものは、債務不履行(いわゆるculpa in con-

torahendo法理) ないし不法行 制度に基づく損害賠償による救 である(判

例では一般に後者が使われる)。判例では、契約の締結に際し、事業者が消

費者に して、投資リスクなどの重要な情報を提供しなかったことを理由に、

損害賠償の請求を認めるというものがある。商品の先物取引、マンションの

買、インパクトロ〡ン(外貨建ての金 の貸付で 替相場の変動によるリ

スクを借主が負担するもの)の事例などでそのような裁判例が出始め、その

後、日本経 が大きな不況に見舞われた後には、生命保 社の｢変額保 ｣

あるいは証券 社の｢ワラント｣(新株引受 付社債(ワラント債)から分離され

た新株引受 証券で、ハイリスクハイリタ〡ン商品の典型)などの金融商品

で損害賠償請求が認められたものがある。｢変額保 ｣を例にとると、これは、

顧客から集めた金を保 社の他の資産と分離して株式など有価証券に投資

して運用するもので、解約返戻金の額が株価の変動に左右される、すなわち、

株価の上昇によって大きく資産を やせる反面、株価の下落によるリスクを

顧客が負担するという商品であるが、1990年代の日本の株式市場の株価暴落

により損失を被った契約者が、保 社の外交員によるリスクの 明が十分
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でなかったとして、保 社等の責任を追及する訴訟が 多く提起されてい

る(銀行が保 料支 いの資金を貸し付ける形態である場合には銀行の責任

もあわせて追及される)。例えば、最判1996年10月28日金法1469号49頁は、｢

募集人は、顧客に し、変額保 に する誤解から る損害 生を防止する

ため、変額保 が定額保 と著しく性格を異にし、高 益性を追求する危

性の高い運用をするものであり、かつ、保 契約者がその投資リスクを負い、

自己責任の原則が働くことを 明すべき法的義務を信義則上負っており、本

件では、保 外務員の 明義務違反及び｢ 定的判 の提供｣があった｣との

原審判 を是認している。

このような裁判例は、一方で個別具体的な事件で適用され被害当事者に損

害賠償というかたちでの救 を与え、他方で、一般に事業者に情報提供の義

務を意識させるという意味で重要である。ただ、どのような 係において情

報提供の義務があるとされ、さらにその義務違反が認定されるかについては、

個々具体的な事件 に、その情報が当該消費者の自律的決定にとっていかに

重要であったかなどの点を個別に考慮して判 されるので、結論についての

予測可能性が必ずしも高くはないという問題がある。なお、裁判では、上記

のように、消費者勝訴の例もあるが、敗訴の事例の方が大きな割合を占める。

(3) 契約 容の適正化

消費者契約は事業者の提示する約款によるなされることが多く、この問題

は、主として、約款の 項の適正化というかたちで論じられてきた。

約款の利用は、一方で、大量取引を同一 件で迅速に 理するため、ある

いは、法の規定の不十分なところを補うため、必要である。しかし、他方で、

その作成が一方の当事者である事業者の手に係るので、マイナス面が指摘さ

れる。すなわち、事業者が契約上の危 、不利益を一方的に消費者に 嫁し

(例えば、自らの義務を減免し(損害賠償責任、瑕疵担保責任の減免など)、相

手方である消費者の 利を縮減する(解約 の 奪、制限など)、自分の 利

を特別に確保する(高額の解約料、何時でも解約ができるなど))、しばしばそ

れが合理的限度を超えているということである。しかも、これが、消費者契

約当事者間での知識․情報、あるいは交 力の格差によって(あるいは、約

款の均一的適用の要請もあって)、脩正されないまま契約に取り込まれる。

課題は、このマイナス面をいかに、どの程度まで取り除くかであり、その法
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的な方策の現 はどうなっているのか。

(ａ) 個別業法による規製

これには2種類のものがある。第1は、当該事業を展開するにつき、約款の

作成を義務づけ、その作成変更につき所管行政 の認可事項、届出事項とす

るものである。各種の保 約款、運送約款などがその例である。認可等に際

して、所管する行政 の監督、指導がなされ、当該約款の 項の適正化が図

られるという仕組みである。この中には、いわゆる標準約款制度も含まれて

おり、標準約款と同一の約款 容であれば認可を受けたものとみなしている

(道路運送法11 3項、旅行業法12 の3など)。もっとも、認可を受ければ、

約款は私法的な効力においても問題がないということになるわけではなく、

裁判所による事後的な無効判 解 による脩正はあり得る。以上の行政 の

コントロ〡ルと結合した個別業法による規製は、日本でこれまでかなり効果

をあげてきた約款コントロ〡ルの方法である。

第2は、個別の業法の中で、一定の特約につき、民事法的に無効とする規

定を置くものである。例えば、ク〡リング․オフの 利を排除する特約は無

効(割賦販 法4 の3第7項、訪問販 法6 8項)、解除 の行使に し顧客に

不利となる特約は無効(割賦販 法5 2項)、契約の解除等に伴う損害賠償額

の予定等の定めであって法の規定する制限額を超えるもの(割賦販 法6 、

訪問販 法7 )などであり、この種の規定は他にも相当 存在する。

(ｂ) 民法の規定による規製

約款の規定は、民法90 の公序良俗規定に基づく無効判 、又は、民法1

2項の信義則による約款の適用主張の制限、ないし、契約の脩正的解 と

いう手法による裁判所のコントロ〡ルに服している。無効判 事例はあまり

多くない。例えば、 客の死傷事故による運送人の損害賠償額を100万円に

限定した 航空運送約款は公序良俗に反して無効である(大阪地判1967年6

月12日判例時報484号21頁、同 な趣旨を、東京高判1989年5月9日判例時報1

309号28頁)、消費者に不利な 的合意管轄 項は公序良俗に反して無効で

ある(高松高裁 1987年10月13日判時1275号124頁)などの裁判例がある。ま

た、信義則による約款の適用制限の例、脩正的解 の例として、例えば、最

判1987年2月20日民集41 1号159頁は、自家用自動車保 普通保 約款にお
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いて、 人事故の場合に、保 契約者又は被保 者から事故通知を受けるこ

となく事故 生から60日を経過したときは、保 者は損害を一切 補しない

旨の免責規定を置いている事案につき、事故通知義務を課す趣旨․目的の理

解、および、この 項がまさに排除している損害 生通知義務に する商法

658 の規定の解 から、これを｢期間 に事故通知を受けなかったことによ

り、保 者が損害を被ったときにおいて、これにより保 契約者に して取

得する損害賠償請求 の限度において｣縮減させる規定、と解 している。

しかし、裁判所は、これまで、民法の一般 項、とりわけ、民法90 無効

を適用した約款コントロ〡ルには必ずしも積極的ではなかった、と評価され

ている。90 についての最近の 究は、取引公序に反する契約の無効を積極

的に認めるべきであると主張するが、裁判所は、90 の文言、および、これ

までの90 に する判例を考慮して、無効の判 基準を、なお相当 格にと

らえており、｢著しい不正義․不道 ｣に該当するとされるものでない限りな

かなか無効とは判 しない、という 況であった(山本敬三․後 ＮＢＬ論

文21頁)。そういう意味で、裁判所による無効判 の根 となる、新たな特

別民事ル〡ルの制定が期待される 況にあった。

Ⅲ. 消費者契約法の成立とその 容

1. はじめに

(1) 基本的考え方

消費者と事業者との間の消費者契約においては、情報、交 力の点で大き

な格差が存在し、 等な 係にないまま契約締結が行われ、契約締結過程を

めぐるトラブル、契約の 容にかかるトラブルが多 する 況にある。消費

者問題は、目的物の欠 という側面に最初注目が集まったが、今日では、む

しろ、この契約の問題に重点が移ってきているといて過言でない。

このような 況に し、日本における消費者契約の適正化に する法的規

律の現 は、前述の通りであり、要約すれば以下のようなものである。すな

わち、第一に、個別業法による規製が行われており、それは当該事業に係る

契約に しては有効なものであるが、ただそれは事業者に する行政的な規

製(行政 分、罰則などというサンクション)という手法によるものを中心と

しており、直接、契約の効力に影響を及ぼすというものではなく(但し、業
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法中に、消費者を不利に扱う特約の無効を導きうる民事 体法規定が一部含

まれてはいる)、また、個別の業法によっているため、その適用範囲は当該

事業に限定され消費者契約の全体をカバ〡するものではない、という限界が

ある。第二に、民法上の諸制度、例えば、意思表示․法律行 制度、あるい

は、公序良俗、信義則などの一般 項を適用することで消費者保護を図ろう

と努力しているが、地位互換的な 等当事者間での契約に適用される古典的

な規範のままでは、知識․情報、交 力等に格差のある事業者と消費者間の

契約紛 を解決するには一定の限界があるといわざるを得ない。

このようなところから、長い間、消費者契約一般に適用される民事特別法

の制定を望む意見が かった。

また、この立法についてのもう一つの大きな背景事情として、近時の規製

緩和の流れを げなくてはならない。すなわち、業法に基づく行政による事

前規製から市場での自由競 メカニズムを重視する方向への政策 換が行わ

れており、そのために、公正で自由な競 を確保できる市場ル〡ルの整備が

なされる必要があり、消費者契約法もその一環と位置づけられたのである(

規製緩和時代にふさわしい｢消費者のための新たなシステムづくり｣との位置

づけ)。すなわち、このような消費者契約一般に適用される公正で予見可能

性が高い民事法上のル〡ルを作ることにより、消費者契約をした者が、事後

的に、裁判の場で、適切に救 を得ることができる環境が整うわけであり、

これによって始めて、規製緩和を 行することが許されるのである。

(2) 消費者契約法の成立

以上のような経緯の中で、経 企 の 民生活審議 を中心に 年に亘

って 討がなされてきたところ、2000年5月に消費者契約法が成立するはこ

びとなった(施行は2001年4月1日)。法の位置づけとしては、民法、商法の一

般法に して、特に消費者契約に し適用される民事特別法であり、他の消

費者契約を規律する割賦販 法などの個別業法中の民事 体法規定との 係

では、これが、消費者契約についての一般法の地位に立つことになる(立法

担当者による解 が公刊されている。経企 民生活局消費者行政第一課編

逐 解 消費者契約法 (商事法務 究 2000年12月)。以下 逐 解 で引

用。なお、この本の226頁以下に 文の英語 が 載されている))。

消費者契約法1 は、この法律の目的を、消費者契約において、｢消費者と
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事業者との間の情報の質及び量並びに交 力の格差にかんがみ｣て、第一に、  

｢事業者の一定の行 により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契

約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとする｣と

ともに、第二に、｢事業者の損害賠償の責任を免除する 項その他の消費者

の利益を不当に害することとなる 項の全部又は一部を無効とすること｣に

より、消費者の利益の擁護を図ること、としている。

立法者の意図としては、第一については、｢民法における詐欺、 迫の要

件の緩和および抽象的な要件の具体化․客 化を図るものであり、事業者の

不当な 誘によって締結した契約から消費者が離 することを容易にすると

共に、消費者の立証負担を くする意義がある｣と述べられており、他方、

第二については、｢消費者の利益を不当に害する契約 項については、無効

とすべき 項を民法よりも具体的に規定し、不当な 項の効果を否定するこ

とをより容易なものとしている｣という( 逐 解 12頁)。

(3) 立法経緯等

しかし、立法にいたる経過では、 民生活審議 で 討を始めた当初の提

案(特に、後 ․ 民生活審議 消費者政策部 中間報告｢消費者契約法(仮称)の

具体的 容について｣1998年1月を 照)が、その後の審議の過程で、事業者

側へのヒヤリングの結果( い 重論)に配慮して、相当程度後退している。

その際の立法担当者の意識としては、明確な予見可能性の高いル〡ルを作ら

なくてはならないということであり( 質な消費者の不当な訴訟を排斥する

ため？)、明確な要件を確立できる事柄に限って 文化するという方針が採

られたようである。そこで、例えば、｢情報提供義務の不履行それ自体を取

消事由とすること｣｢不意打ち 項は契約 容とならないとすること｣｢契約

項の明確化。不明確 項は消費者の有利に解 する｣などの提案は 文とし

て取り込まれなかったし、｢不当 項リスト｣も当初より大幅に縮小されてい

る。消費者側の団体からは、このように後退した 容では、立法する意味が

ほとんどないという意見まで出された。以上のような経緯から、消費者契約

法については、一般に、あまり積極的な評価がなされていない。もっとも、

この法は、契約当事者を 等とする古典的モデルと異なる原理で構成されて

いる。すなわち、事業者と消費者との間の情報、交 力の格差を正面から認

めて、それにふさわしい｢消費者契約｣に する一般的な民事ル〡ルを作ろう
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としているわけであり、このこと自体には少なからぬ意味があるという指摘

もある(松本恒雄․後 ․法 セミナ〡論文6頁以下)。

以下では、特に、契約締結過程、および契約 容に する規律を し、

その意義を考えてみたい。

なお、この法は、もちろん消費者契約に適用されるのであるが、その適用

範囲を確定するメルクマ〡ルについては、消費者契約法第2 の定義規定に

よることになる。議論は省略するが、 文は、以下の通りである。｢(1)この

法律において｢消費者｣とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事

者となる場合におけるものを除く。)をいう。(2)この法律において｢事業者｣

とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者とな

る場合における個人をいう。(3)この法律において｢消費者契約｣とは、消費者

と事業者との間で締結される契約をいう。｣

2. 契約締結過程に するル〡ル

(1)  (誤認又は困惑による意思表示の取消)

消費者契約法4 は、民法の意思表示に する規定の特則として、事業者

の一定の行 により消費者が｢誤認｣し、又は｢困惑｣して意思表示をした場合

に取消 を認めた。規定の意図としては、民法における詐欺、 迫の要件を

緩和して、事業者の不当な 誘によって締結した契約から消費者が離 する

ことを容易にするものとされる。 際にかかる意図が、 文 容に適切に反

暎されているかを 討する。

｢誤認｣類型は、消費者契約の多 化․複 化のなかで事業者と消費者の間

に情報格差があり、適切な情報の与えられないまま契約をした一定の場合に

つき、契約の効力を否定したものである。もっとも、誤認は、それをもたら

す事業者の行 が、｢不 告知｣｢ 定的判 の提供｣｢不利益事 の不告知｣の

3つの場合に限定されている。また、｢困惑｣類型は、不退去․監禁の場合に

限定されている。

なお、この規定が置かれたからといって、これまで判例などで、契約成立

の適正化に使われてきた、いろいろな制度、例えば、前述の 明義務違反を

理由とする損害賠償請求などは何ら変わりなく適用される。また、民法の詐

欺․ 迫取消の規定の適用を妨げるものではないことは、わざわざ第6 に

規定されている(本法は民法․商法の特別法ではあるが一般法たる民法の適
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用を排除しない趣旨である)。

(2) ｢不 告知｣ 又は ｢ 定的判 の提供｣ による ｢誤認｣ 類型 (法4 1項)

事業者が消費者契約締結を 誘するに際し、①契約の｢重要事項｣(＝物品

․ 利․役務その他契約の目的となるものの質、用途その他の 容、同 に

契約の目的となるものの 価その他の取引 件)であって｢当該消費者契約を

締結するか否かについての判 に通常影響を及ぼすべきもの｣につき｢不 の

告知｣をし、又は、②契約の目的となるものに し、 におけるその価額、受

け取るべき金額その他の における変動が不確 な事項につき｢ 定的判

の提供｣をしたことで、消費者が｢誤認｣をし(①では、不 告知された 容

が であると誤認、②では、当該提供された 定的判 の 容が確 であ

るとの誤認)、その誤認によって｢申込み又は承諾の意思表示｣をした場合、

それを取り消すことができる。具体例としては、①では、建物の 買で建築

後10年であるのに5年と 明された場合( 逐 解 72頁)、②では商品先物取

引で、必ず100万円儲かると告知された場合( 逐 解 75頁)、などである。

(3) ｢不利益事 の不告知｣ による ｢誤認｣ 類型 (法4 2項)

事業者が消費者契約締結を 誘するに際し｢重要事項又は重要事項に 連

する事項について｣｢利益となる旨を告げ｣、かつ、｢当該重要事項について｣｢

当該消費者の不利益となる事 (当該告知により当該事 が存在しないと消

費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかった｣ことによって、

消費者が当該事 が存在しないとの誤認をし、｢申込又は承諾の意思表示｣を

した場合、それを取り消すことができる。積極的に不 の情報を与えたので

はないが、利益となる旨を告げて、反 に不利益な事 を故意に告げなかっ

たことが問題となる。具体例としては、マンション住 の 買で、眺望․日

当たり良好と告知したのみで、半年後には隣地にこれに障害を与える建設計

があることを知りつつ告げなかった場合( 逐 解 79頁)などである。

(4) 不退去․監禁による ｢困惑｣ 類型 (法4 3項)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について 誘をするに際し、当該消

費者に して次に げる行 をしたことにより困惑し、それによって当該消

費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すこ
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とができる。すなわち、①〔不退去〕とは当該事業者に し、当該消費者が、

その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したに

もかかわらず、それらの場所から退去しないこと。②〔監禁〕とは当該事業

者が当該消費者契約の締結について 誘をしている場所から当該消費者が退

去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去さ

せないこと、である。

(5) 討

以上、要件について取り上げた。民法の詐欺․ 迫等の類型と比べて、確

かに、前述の｢二重の故意｣が要件となっていない点で緩和されているといえ

る。しかし、立法の意図、すなわち、事業者と消費者の間に情報、交 力の

格差があり、そのことが原因で消費者が自律的な自己決定をなしえていない

場合に、消費者に取消を認めようとする意図と比べてみると、 文では、保

護を与えることができる要件が すぎて、不十分なものであるといわざるを

得ない。以下に指摘する。

(ａ) 情報提供努力義務

じつは、事業者の情報提供努力義務が、法第3 で規定されている。しか

し、これは に｢努力義務｣とされているにとどまる。すなわち、｢事業者は、 

……消費者契約の締結について 誘をするに際しては、消費者の理解を深め

るために、消費者の 利義務その他の消費者契約の 容についての必要な情

報を提供するよう努めなければならない。｣、と。当初の 民生活審議 消

費者生活部 中間報告では、情報提供義務については、｢消費者契約におい

て、事業者が、契約の締結に際して、契約の基本的事項その他消費者の判

に必要な重要事項について、情報を提供しなかった場合又は不 のことを告

げた場合であって、当該情報提供があった又は当該不 の告知がなかったな

らば消費者が契約締結の意思決定を行わなかった場合には、消費者は当該契

約を取り消すことができる。｣とされ、情報提供義務が明記されその不履行

が取消に結びつけられていたのである(後 ․｢消費者契約法(仮称)の具体的

容について｣18頁、金法1509号15頁)。努力義務では、民事法ル〡ルとして

は、なんら具体的な意味を持ち得ない規定となってしまった(沖野 已․後

ＮＢＬ論文27頁)。
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(ｂ) 誤認類型について

本法では、前述の、ル〡ルの明確化の要請の下で、結局、情報提供が不適

切な場合のうち上記の(2) ∼(3) の事例に限定して規定がおかれたわけであ

る。しかし、この規定では、次の2つの重要な事例が 象から外れてしまい、不

都合があるという指摘がなされている(沖野 已․後 ＮＢＬ論文19頁)。第

一は、｢不 告知｣誤認取消の類型において、取消が認められる不 告知の

象が｢重要事項｣(契約の目的物、その 価)に限定されており、｢それ以外の付

的な事情｣は、たとえそれが当該契約を締結するかどうかを決定するにつ

き極めて重要な事項であっても、それについての不 告知は取消事由となら

ないとされている点である。したがって、たとえば、｢電話のデジタル回線

化に伴って の電話機は使えなくなりますよ｣と言って(不 告知)、電話機

を販 した場合、このことは本 の意味での｢重要事項｣についての不 告知

には当たらないから(契約の目的物についての不 告知ではなく、動機に

するものに過ぎないから)、本法での取消は認められない(民法の詐欺、錯誤

を主張することになろうか)。

また、第二に、不利益事 の不告知類型であるが、重要事 の全くの不告

知はこれに当たらない(｢重要事項又は重要事項に 連する事項について当該

消費者の利益となる旨を告げ｣ていないと、故意の不告知が問題となり得な

い)。したがって、例えば、当該契約についての消費者側の解除 の有無に

ついて、それが非常に制限されているにもかかわらず、わざと何らそのこと

を告げなかった場合には、この 文での取消は問題とならない。

さらに、不適切な情報の提供により意思表示をしたという 純な因果 係

ではなく、間に、｢誤認｣の存在を要件とし、二重の因果 係(事業者の行

→誤認→意思表示)を要求している点で、要件が しくなっているとの指摘

もある(潮見佳男․後 ․法 セミナ〡論文13頁)。

(ｃ) 困惑類型について

同 なことが、困惑類型についても指摘でき、民法の 迫には当たらない

が、訪問販 のセ〡ルスマンの態度が怖くなって(｢威迫により｣)契約してし

まったなどの場合は、規定に取り入れられていない。また、困惑についても、

それが不退去․監禁となる場合に限られており、よく問題となる、勤務先へ

の電話 誘が繰り返され困惑した場合、あるいは、いわゆる催眠商法などは
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全く顧慮されていないし(沖野 已․後 ＮＢＬ論文21頁。沖野は、より

く、｢消費者の意思決定を不当にゆがめる非良心的な態 の 誘行 ｣という

よう得な要件を期待している)、さらに、不退去․監禁となるためには消費

者側が退去に する意思を表明しておくことを必要としている。

(6) 金融商品の販 等に する法律

契約締結の際の情報の提供という問題に密接に 係するので、少し 道に

それるが、同 に新規立法された金融商品販 法に言及しておきたい。

これは、金融サ〡ビスの利用者(消費者に限定されてはいない)の保護を図

るため、 く金融商品(法第2 列 の預貯金、信託、保 、有価証券等)の販

等に際し、金融商品販 業者に、顧客( 門的知識経 を有するいわゆる

プロは除く)に する｢重要事項｣の 明義務を課し、 明をしなかったこと

により当該顧客に損害が生じた場合における当該業者の損害賠償の責任(元

本欠損額をその損害額と推定している)を民法の特例として定める、という

法律である(この法律の解 として、後 ․金融商品販 法 究 編 Ｑ&Ａ

金融商品販 法ハンドブック などがある)。

明すべき｢重要事項｣とは何を指すのかが問題であるが、それは法第3

に規定され、要するに、元本欠損のおそれとその要因、すなわち、｢市場リ

スク｣｢信用リスク｣により元本欠損のおそれがあることである。具体的には、金

融商品の種類によって異なるが、例えば、証券 社が 株式を顧客に販

する場合には、｢株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産

等、 行 社の財務 態の 化により損失を被ることがあります。｣などと

明をする義務が課せられるということになる(前者が｢市場リスク｣の 明、後

者が｢信用リスク｣の 明となる)。

この法の趣旨は、金融商品の販 においては、金融商品販 業者と一般の

顧客との間に情報格差があることを正面から認め、多 化․複 化した金融

商品のとりわけリスクに する情報を提供させ、その義務の不履行の場合に

は損害賠償責任を課すということで、一般顧客の保護を図るものであるとい

うことができる。他面、この法は、業者にリスクを中心とした重要事項の

明義務を課すことで、逆に、顧客がリスクをテイク(負担)すべき(自己責任を

負うべき)市場環境の整備を図るという意味をももっているということがで

きる。
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民法で認められる 明義務違反を理由とする損害賠償責任(民709 )と比較

してみると、金融商品販 法では、①業者に一定の｢重要事項｣について 明

義務が法定され、②損害との因果 係の立証責任が 換されているので、訴

える顧客の側の 明義務の有無に する立証、および損害の因果 係に す

る立証の責任が 減されており、顧客保護にとって有利である。もっとも、

この法律では 明義務が課されている範囲が上記の｢重要事項｣に限定されて

いるが、民法709 の適用による場合にはこれ以外の事項についての 明義

務違反も問題とされる余地があるなどの点で相違がある。

さらに、消費者契約法との適用 係であるが、本法と、消費者契約法の｢

不 告知｣｢ 定的判 の提供｣｢不利益事 の不告知｣による誤認取消の規律

は類似している。したがって、金融商品の販 に しては双方が適用される

可能性がある。相違は、いうまでもなく効果の点にあり、消費者契約法では

意思表示の取消、本法では損害賠償となる。これまでの判例の考え方によれ

ば、前者で取消し原 回復をする方が、後者の損害賠償よりも、過失相殺が

ない分だけ有利である。

3. 契約 容に するル〡ル

(1) 

契約 容の規製に する法 況の現 は、前に述べたとおりであり、消費

者保護という 点からは、必ずしも 足すべき 況にはなく、立法による規

製が期待されてきた。消費者契約法の第三章がまさにこれに 応する部分で

ある。立法の趣旨は、消費者契約において、情報、交 力において格差のあ

る消費者の正当な利益が不当な 容の契約 項により侵害された場合に、こ

のような不当 項の効力を否定することにより当該消費者の利益を回復する、

というところにある( 逐 解 132頁)。 

なお、契約 容の規製についての規製原理․根 についてであるが、それ

は、｢消費者契約｣であるが故にこのような規律をするというものであり、｢

普通取引約款による契約｣であるが故に規律をしようとするものではない。

つまりいわゆる約款規製法ではない。それは、法第一 の文言、すなわち、

｢この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交 力の格差

にかんがみ、(中略)、事業者の損害賠償の責任を免除する 項その他の消費

者の利益を不当に害することとなる 項の全部又は一部を無効とすることに
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より、消費者の利益の擁護を図り、(後略)｣というところから明らかである。

以上のようなことから、第一に、約款を規製する法律の場合に、約款規製原

理から、通常置かれる 文である、｢約款の開示․契約への組み入れ｣、｢個

別取り決めの約款に する優先｣などの規定がおかれていない(｢不意打ち

項｣規製が置かれていないのも同 な理由からか？)。第二に、その適用範囲

は、当然、消費者契約に限られることになる。したがって、しばしば問題と

なる、例えば、次のような契約には適用がない。サラリ〡マンを めた者が、

あるフランチャイズ(例えば、弁当の販 業)の加盟店となることを決意し、

フランチャイズ本部と加盟店契約を｢約款｣により締結したという場合などは、

契約者がいかに消費者と類似した立場にあろうとも、この者は事業のために

契約を結んでいるので消費者には該当せず(法2 2項)、消費者契約とはなら

ないから、したがって、その約款中に不当 項があっても、その規製はこの

消費者契約法によってではなく、一般法である民法の規定に基づいてなされ

ることになる。

さて、この第三章の 容であるが、一定の消費者契約の 項を｢無効｣とす

るもので、無効が問題となりうる具体的 項としては、①事業者の損害賠償

の責任を免除する 項(8 )、②消費者が支 う損害賠償の額を予定する 項

等(9 )であり、加えて、一般 項として、③信義則に反して消費者の利益を

一方的に害する 項(10 )が げられている。以下、簡 に紹介する。

(2) 事業者の損害賠償の責任を免除する 項の無効 (8 )

消費者契約における、債務不履行(①②)、不法行 (③④)、瑕疵担保(⑤)に

ついての損害賠償責任の全部免除 項、一部免除 項を問題としている。

①債務不履行による損害賠償責任の｢全部免除 項｣は無効である。②同じ

く｢一部免除 項｣については、当該事業者、その代表者又はその 業員の故

意又は重過失があっても免除するとする場合は、その限りで無効である(故

意、重過失があれば 責性が重く一部免除であっても無効であるが、 過失

の場合はこの限りではない)。

消費者契約の当事者間では、①②のような債務不履行責任についての免責

のみではなく、あわせて生じうる不法行 責任についての免責も許さないと

している(例えば、医療の契約で、｢いかなる理由があっても一切損害賠償責

任を負わない｣という 項がある場合)。すなわち、③消費者契約における事
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業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行 による損害賠償責任

の｢全部免除 項｣は無効である。④同じく｢一部免除 項｣については、②と

同 、故意又は重過失免責は無効である。

⑤消費者契約が有償契約である場合において、事業者の瑕疵担保責任につ

いて、｢損害賠償責任の全部免除 項｣は無効である。損害賠償以外の責任(

解除、代金減額)を免除することはこの中に含まれないし、損害賠償責任を

一部免除するものは有効である(但し、後述法第10 の適用はあり得る)。こ

れには例外があり、つぎのような代替的救 手段が置かれている場合には、

賠償責任全部免責であっても無効とはされない。すなわち、(ａ)｢当該事業者

が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を脩補する責任を負

うこととされている場合｣、および、(ｂ)当該事業者の委託を受けるなどした

｢他の事業者｣が代わって、｢当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償

する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責

任を負い、又は当該瑕疵を脩補する責任を負うこととされている場合｣であ

る。後者の例としては、例えば、ファイナンスリ〡スにおいて、 リ〡ス事

業者はユ〡ザ〡に し瑕疵担保責任免除特約を置くが、リ〡ス事業者と 主

たる供給者(サプライヤ〡)の間で、サプライヤ〡がユ〡ザ〡に する瑕疵担

保責任を負担すべきこととされている事例、を げることができる( 逐 解

153頁)。

(3) 消費者が支 う損害賠償の額を予定する 項等の無効 (9 )

(ａ)解除に伴う｢損害賠償額の予定｣、又は｢違約金 項｣で、｢これらを合算

した額が、当該 項において設定された解除の事由、時期等の 分に応じ、

当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均

的な損害の額を超えるもの｣である場合には、｢当該超える部分｣が無効であ

る。これは、不当な額の損害賠償額の予定等を無効とするもので、効果とし

ては全部無効ではなく、｢平均的な損害額｣を超える部分のみを無効とするも

のである。

(ｂ)当該消費者契約に基づき支 うべき金 の全部又は一部を消費者が支

期日までに支 わない場合における｢損害賠償額の予定｣、又は｢違約金

項｣で、これらを合算した額が、年14．6％の割合で計算した額を超える場合、 

｢当該超える部分｣は無効とする。趣旨は①と同 である。金 債務について
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弁 期日を過ぎた 延賠償を 象とする規定である。一般に定着している 

14.6％(日 4 ＝ 金の不 いの場合の延 の計算の基準)までは損害賠償

額の予定を許すが、これを越えることは許さないという趣旨である。

(4) 信義則に反して消費者の利益を一方的に害する 項の無効 (10 )

法10 は、｢民法、商法その他の法律の公の秩序に しない規定の適用に

よる場合に比し、消費者の 利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費

者契約の 項であって、民法第一 第二項に規定する基本原則に反して消費

者の利益を一方的に害するものは、無効とする。｣との一般 項を置いた。

利制限 項等が民商法の任意規定から乖離していること、その乖離が信義

則に反するほどであることを要件とするのであるから、そもそも任意規定と

無 係な 項(例、暴利行 など( 逐 解 175頁))は、この規定による判

の 象とはならない。

逐 解 によると、｢無効とされる可能性のある 項｣の例として以下の

ようなものが げられている。①消費者からの解除․解約の 利を制限する

項、②事業者からの解除․解約の要件を緩和する 項、③紛 解決に当た

っては、事業者の選定した仲裁人の仲裁によるものとする旨の 項、④消費

者の一定の作 または不作 により、消費者の意思表示がなされたもの又は

なされなかったものとみなす 項、⑤事業者の証明責任を 減し、又は消費

者の証明責任を加重する 項、⑥消費者の 利の行使期間を制限する 項。

(5) 討

(ａ)不当 項リスト

1998年1月の消費者政策部 中間報告(後 ｢消費者契約法(仮称)の具体的

容について｣30頁以下、金法1509号16頁以下 照)からすると、かなり後退し

ている。そこでは、ＥＣ指令(消費者契約における不公正 項に する1993

年閣僚理事 指令)や、ドイツのＡＧＢＧ(1976年)、韓 約款規製法(1986年、19

92年改正)を 考に、相当 の不当 項リストの 討が予定され、それを当

然無効のブラックリストと、不相当という評価を経る無効のグレイリストに

分別することが考えられていた。

リストに げるべき不当 項として、そこでは、例えば、①事業者の責任

を不相当に くする 項(7項目)、②事業者に一方的な 限を与える 項(6項
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目)、③その他事業者に有利な 項(2項目)、④消費者の 利を不相当に制限

する 項(7項目)、⑤消費者に過重な義務を負わせる 項(3項目)、⑥契約の

解除․解約に する 項(3項目)、⑦損害賠償額の予定，違約罰等に する

項(2項目)、⑧紛 解決に する 項(2項目)、⑨その他、一定の作 ․不作

に表示としての意味を持たせる 項など(3項目)、合計35項目の 項が 討

の 象となっていた。しかし、消費者契約法では、結局、このうち①と⑦と

が採り上げられたのみである。立法に当たって、無効判 につき予見可能性

の高い明確な要件を設定できるもののみをリストに げるという方針がここ

でも重視されたからである(山本敬三․後 ＮＢＬ論文27頁、なお、星野․

後 ＮＢＬ論文15頁は、｢公正｣が 現される目的であるとすれば、法規定の

明確性はその手段の 係にあり、前者のために後者が劣後することもやむを

得ないはずであると指摘する)。したがって、評価の余地ある無効 項(グレ

イリスト)が敬遠されたわけである。これは、おそらく、評価の余地ある規

定を置くと、 質なクレ〡ム․裁判が 大して、(事業者が)その 応に困る

ということを懸念してのものであろうが、消費者の証明責任の 減、あるい

は、紛 理基準の明確化(特に裁判外での紛 理の基準として働く)とい

う個別 項規製の意義と必要性を考慮すると、あまりに限定的な列 である

といわざるを得ないであろう(山本敬三․後 ＮＢＬ論文27頁、23頁)。

(ｂ)一般 項

法第10 の一般 項による無効判 は、そういう意味では、大きな役割が

期待される。ところで、10 は、｢信義則｣を｢無効｣判 の基準にすえている。

これは、 は民法の特則としてはかなり大きな意味がある。これまでの判例

では、前述のように、原則として、約款 項の無効判 を、無効の効果を規

定する民法90 の公序良俗違反を根 にしていた。そして、その無効判 の

基準は相当 格であったことは述べたとおりである。他方、民法1 2項の信

義則は、無効という効果を規定しておらず、 利の行使、義務の履行に す

る一般原則であるので、約款の規製に しては、不当な約款 項の援用を信

義則に反するとして押さえるとか、不当な 項の脩正的解 というかたちで

機能してきた。そして、その適用基準は、公序良俗則と比べて比較的緩やか

であったといってよい。まさに、この適用基準の比較的緩やかな｢信義則規

定｣と｢無効｣効果とが結合したことが、不当な約款規製につき大きな意義が
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あるのである。これまで、民法の一般 項のレベルで行われてきた約款規製

と比較して、この一般 項は、今後かなり大きな意味を持つことになると期

待される。

なお、一般 項の適用要件として、 利制限 項等が民商法の任意規定か

ら乖離していることが要求されているが、任意規定以外に、判例の積み重ね

で多くの解 規範が創造されている今日、それらからの逸 についてはこの

一般 項で判 しないとすることは、問題があるとする指摘がある(山本敬

三․後 ＮＢＬ論文22頁)。

Ⅳ. 結 語

以上が日本の消費者契約法に する現行ル〡ルの である。期待されて

いた民事特別法たる消費者契約法が成立․施行され、消費者契約の適正化の

問題について、これまでの、個別業法、および一般法たる民法による規律か

ら、一 、新しい時代に進んだと言うことができよう。ただ、述べたように、

新法の 容を詳しくみてみると、最終の段階で、明確なル〡ルを作るという

意識が かったため、 文の展開が自己制約的で、必ずしも理想の消費者契

約に する一般民事ル〡ルとなっていないという恨みが る。これで、消費

者契約に する諸問題に 効的に できるかどうか、また、裁判 務で使

われるようになるのか、懸念する者もある(山本敬三․後 ＮＢＬ論文14頁)。

したがって、この消費者契約法ができたことで、この問題につき、具体的に

どういう変化が現れてくるかは予測しがたいところである。

とりあえず、ここでは、民事法ル〡ルとして、当事者の 等を前提とした

民法․商法の｢一般契約法ル〡ル｣の他に、当事者の 等を前提としない、つ

まり、事業者と消費者の情報、交 力の格差を正面から見 えた｢消費者契

約法ル〡ル｣が成立したこと、およびそれを前提に消費者契約 係を 理し

ようとする法の態度が確立したことを大きな前進としてとらえておきたい。

消費者契約法は裁判規範であるが、この法ができたことによる｢一般的効

果｣ももちろん期待できるわけで、第一に、事業者の消費者契約に する

務にも、より適正化の方向で影響があることは否定できない。企業のコンプ

ライアンス(法令遵守)は、今日、事業者にとって極めて重要な問題であると

意識されている(法務部門にコンプライアンス問題 策室が設置されるのが
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常識となっている)。この法の基準が事業者の守るべき最低限のラインであ

ると意識されることによって、大きく前進が期待できるかも知れない。この

面でも、今後の推移を見守りたい。

第二に、日本では、消費者問題について、 の 民生活センタ〡、地方自

治体に設置されている消費生活センタ〡での消費者相談、苦情相談による紛

解決 務が果たしている役割が極めて大きい。ここにおける 務の指針と

して、本法の成立した意味はやはり大きいと言わなくてはならない。積極的

な活用が望まれている(この法案に する での付 決議 照( 逐 解 2

39頁以下))。
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