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第

章

「消費者契約法」とは

事
例

Ａさんは、消費者問題に関心がありますが、契約ルールとして「消費者契約
法」があることを知りました。そこで、つぎのような疑問がうまれました。契
約についてのルールは、すでに民法などがあるのに、いまどうして「消費者契
約法」が必要なのだろうか。また、その内容はどのようなものなのか。これま
でとなにが変わり、消費者にとってどれだけ意味のある立法なのだろうか。

問題点
○消費者契約法が制定されるまで
○これまでの契約ルールとその問題点とは
○消費者契約法の必要性とは
○消費者契約法のポイントとは
○消費者契約法の効果とは
○消費者契約法の課題とは
○平成 18 年改正
○平成 20 年改正

■消費者契約法
【目的】
第１条
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渉力の格差にかん
がみ、事業者の一定の行為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、事
業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することと
なる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止す
るため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとするこ
とにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健
全な発展に寄与することを目的とする。

【附則】
この法律は、平成 13 年４月１日から施行し、この法律の施行後に締結された消費
者契約について適用する。
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【附則】
（平成 18・６・７法 56）

【施行期日】
１

この法律は、公布の日から起算して１年を経過した日〔平成 19 年６月７日〕か
ら施行する。

【検討】
２

政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施
の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の消費者
契約法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

■民法
【基本原則】
第１条
①私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
②権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
③権利の濫用は、これを許さない。

【公序良俗】
第 90 条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

解説１
⑴

消費者契約法が制定されるまで（立法の背景）

消費者「保護」から消費者「権」へ
昭和 43 年（1968）、消費者行政の基本
法である「消費者保護基本法」が制定され
ました。これ以後、この法律（以下「基本
法」）にもとづいて消費者行政がおこなわ
れ、商品やサービスの安全・品質に関する
規制、消費者取引のルールの整備や規制が
進められてきました。消費者保護基本法の
もとでは、規制や整備は、行政が事業者の
活動に関与したり、介入するといった方法
でおこなわれました。ですから、この当時
の消費者法の特徴は、行政法・行政中心主
義であったといえます。ここでは、規制の
主体は、各産業分野の主務官庁でした。た
とえば、訪問販売や割賦販売の分野は通産

省、貸金業の分野は大蔵省というように、
主務官庁が特定の産業分野のコントロール
をおこないながら、消費者保護をはかって
きたのです。
しかし、基本法が制定されて 30 数年が
経過し、消費者問題や環境問題といった生
活にかかわる問題への一般の人々の関心
は、とても広く、また深くなりました。私
たちがイメージする消費者像そのものも変
化してきました。これを簡潔に表現したも
のが、
「消費者『保護』から消費者『権』へ」
です。これまでのように、消費者が保護の
対象・客体にとどまるのではなく、消費者
が主体者・権利者になって、消費者問題の
発生の予防や解決をはかることが必要な社
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占めるようになっていました（国民生活セ
ンター調べ）。原因はいろいろ考えられま
すが、主としてつぎの点があげられるで
しょう。
①消費者行政や消費者教育の積み重ねの
なかで、消費者の権利意識が高まった

会になったのです。「消費者の自立」、「消
費者の自己責任」と表現してもよいでしょ
う。
一方では、行政も変化せざるをえない社
会になりました。とくに行政規制による市
場運営の手法は、国際水準からみると不透
明で公正性に欠けるなどの問題が諸外国か
ら指摘されました。このような批判にこた
えるために、1990 年代以降、規制緩和を
キーワードとして、行政や立法はいちじる
しい変化をとげるにいたっています。
このような流れのなかで、消費者保護基
本法が大改正され、名称も「消費者基本法」
と 改 め ら れ ま し た（ 平 成 16 年（2004）
６月）
。消費者基本法は、消費者の権利を
明文で定めるなど、より進んだ法律となり
ました。
このように、現代社会は「消費者の自立」
と「規制緩和」の潮流が同時に進行する社
会です。つぎに、くわしく述べましょう。
⑵ 消費者契約トラブルの増加
消費者のかかわる販売や消費者契約に関
する相談件数は、激増してきました。たと
えば、消費生活センターなどへの相談件数
をみると、平成元年度には 10 万 6900 件
でしたが、基本法改正の前年の平成 15 年
度には全相談件数 183 万件のうち 86％を

こと
②消費者相談のシステムが確立したこと
③消費者と事業者間の情報の量や質、交
渉力の格差が構造的となり、トラブル
の解決が消費者個人の力では難しく
なったこと
とくに、契約トラブルは、③の格差を利
用した事業者の契約支配によるものが多く
なりました。たとえば、事業者が十分な情
報提供や説明をせずに勧誘をおこない、消
費者の意思形成が十分でないまま契約がな
されたり、事業者の契約支配にもとづく不
当な契約条項の押しつけがなされるように
なりました。
⑶ 規制緩和と消費者法
消費者法における規制緩和とは、これま
での行政による事前の参入規制を中心とし
た法規制ではなく、公正な競争ルールのも
とに各当事者が自己責任にもとづいて行動
し（私法的）
、ルール違反があれば裁判で
解決する（司法的）という側面をもってい
ます。いいかえれば、行政規制から民事ルー
ルにもとづく（私法的）、裁判による（司
法的）解決への変化です。規制緩和と消費
者法の関連としては、つぎの点が重要です。
①規制緩和は、政策運営における基本原
則の大きな転換であること
政策運営は、行政による事前規制か
ら市場参加者が守るべきルールの整備
へと変化しました。政策目的は、市民
の自由な選択を基礎とした、公正で自
由な競争が行われる市場の実現に置か
れます。
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②規制緩和は、無責任な自由放任、弱肉
強食を実現するものではないこと
消費者の自己責任を問いうるために

解説２

は、公正で自由な競争が確保されるよ
うな、新しい消費者法のシステムが必
要になります。

これまでの契約ルールとその問題点とは

それまでの消費者取引トラブルへの対応
は、民法や個別法、業界独自の取組みなど
が中心でした。しかし、社会の変化は、従
来の手法の再検討をうながしました。
⑴ 民法と消費者法
民法は、契約の当事者は、ロビンソン・
クルーソーのように経済的合理人として行
動し、必要な情報はみずからの責任におい
て収集し、それをもとに自主的に意思決定
をするものと想定しています（
「古典的市
民法原理」などといわれます）
。ですから、
民法はこれに反するような悪質な行為だけ
を問題としてきました。そして、対等な立
場にある当事者間の自由競争の場である、
契約の準備・交渉の段階は、原則として法
的な問題にならないと考えてきました。当
事者間の合意によって契約が成立し、ここ
ではじめて権利・義務が生ずるとしている
のです。
しかし、現代社会は、事業者と消費者間
の情報の量や質、交渉力の格差が構造的に
ある社会です。つまり、格差のある対等で
はない当事者間における契約が問題となる
のです。とくに、契約の準備・交渉段階で
の不適切な勧誘行為の問題や、契約内容の
一方的決定から生ずる問題が増大していま
す。これらに対応するのに、民法にはつぎ
のような限界があります。
①不適切な勧誘行為があった場合には、
錯誤・詐欺・強迫などの規定の適用が
考えられます。しかし、あとに述べる
ように、民法の要件は厳格で適用がむ
ずかしく、消費者トラブルの解決には

十分ではありません。
②民法の規定の多くは任意規定ですか
ら、特約によって排除されることが予
定されています。しかし、事業者が契
約内容を決定できる状況にある場合、
事業者は自分に一方的に有利な特約を
契約条項として作成し、これを消費者
に押しつけます。これに対しても、民
法は有効に機能するとはいえません。
③消費者トラブルを解決するために、信
義則や権利濫用の禁止（民法１条）、
公序良俗（民法 90 条）などの一般条
項が用いられます。一般条項は、個別
のトラブルには柔軟に対応できます。
しかし、規定内容が抽象的であるため、
一般的な予見可能性が低くなり、安定
した法の適用ができないという問題が
あります。
⑵ 個別法（業法）と消費者法
これまでの割賦販売法や訪問販売法な
ど、個別法（業法）にもとづく消費者契約
の適正化は、行政がその業種の取引の特性
や実情を前提に規制を加えるので、一定の
効果が認められます。しかし、つぎのよう
な限界があります。
①新しい問題への対応の困難性
個別法は、トラブルが多発するなど
規制の必要な特定の分野に限定されて
制定されるため、脱法的な悪質商法や
ニュービジネスは規制の対象外となっ
てしまいます。
②消費者の権利実現手段の不十分性
一般に、消費者利益は、行政が事業
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者に規制をおこなった結果の反射的、
間接的な利益にとどまると考えられて
おり、個別法の目的に消費者利益が含
まれていても、その実現は行政権の行
使に任されることが多く、消費者みず
からがそれを実現する手段が認められ
ない場合があります。
③個別法の実効性の問題
個別法は、一定の場合に行政処分が
できることを規定していますが、その
判断は行政庁の裁量に任されており、
事業者が行為規範に違反しても、当然
に行政処分がなされるわけではありま
せん。また、個別法に違反する事項が
あったからといって、
直接契約の有効・
無効、取消しの問題になるとは限りま
せん。つまり、個別法の実効性に問題
がある場合があります。
④消費者問題の多様性
消費者取引に関して多種多様な事業
が展開されているので、これらすべて
に行政がかかわるのは困難です。また、

解説３

消費者契約法の必要性とは

先にみてきたように、これまでの制度の
枠組みでは、消費者がみずから問題を解決
するための手段はほとんどないといってよ
い状態でした。そこで、事業者と消費者が
公正な競争ルールのもとで自己責任にもと
づいて行動し、ルール違反に対しては、ルー
ルにしたがった司法的な解決をおこない、
消費者利益の確保が可能となるような新し
い民事ルールが必要となりました。

解説４
⑴

あらゆる業種に個別法を制定し規制す
るのも難しいでしょう。
⑶ 業界の取組み
産業界では、標準約款の作成、自主ルー
ルの作成・運用など業界独自の取組みをお
こなっています。しかし、つぎのような問
題があります。
①法的拘束力の根拠
自主ルールや標準約款は、事業者や
その団体が作るものですから、法的拘
束力に問題があり、また、規制をして
もいわゆるアウトサイダーには、その
効果がおよびません。
②新しい分野、新しい商品・サービスを
カバーすることの困難性
③公正性確保の困難性
契約ルールを契約の一方当事者であ
る事業者の団体が作成するのですか
ら、公正性が確保されない場合が生じ
ます。
④業界ごとの対応の不均衡の存在

このような状況のなかで、消費者契約法
は、民法の特別法として、事業者と消費者
に着目した新たな民事ルールを制定すると
いう目的をもって制定されました。
消 費 者 契 約 法 は、 平 成 12 年（2000）
４月 28 日に成立し、消費者契約法・附則
により、平成 13 年４月１日より施行され
ました。

消費者契約法のポイントとは

目的
消費者契約法は、契約の取消権や不当な

条項の無効を主張できる権利を消費者に認
め、消費者契約から生ずるトラブルや被害
5
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を抑制することや適格消費者団体に差止請
求権を認めて被害の拡大等を防止すること
を目的とします。
⑵ 対象
消費者と事業者の締結した消費者契約が
対象となります。

ない
・自宅に居座ったり、営業所に閉じこ
めたりして契約を結ばせる
などの勧誘をおこない、消費者がそれ
により「誤認」、「困惑」をして契約を
した場合、消費者はその契約の取消し

⑶

内容
①消費者契約の締結過程にかかわるトラ
ブルが解決できるようになります。
事業者が、
・契約の重要な内容について事実と違
うことをいう
・将来の見込みを断定的にいう
・消費者に不利益なことを故意に告げ

解説５
⑴

ができます。
取消権は、
「だまされた」などと気
づいてから６か月間、契約成立後から
５年間以内であれば行使できます。
②消費者契約の契約条項に関して、消費
者の利益を不当に害する一定の条項の
全部、または一部が不当条項として無
効となります。

消費者契約法の効果とは

消費者契約法の役割
①民事ルールの確立の第一歩
消費者契約法の制定により、事業者
と消費者における民事ルールの確立に
一歩を踏み出すことができました。こ
れにより、公正で予見可能性の高い
ルールの整備が可能となります。
②裁判規範としての機能
消費者契約法は、裁判規範として、
消費者利益の確保を容易にし、解決を
迅速にすることが期待されます。
また、
ルール化されたことによる法的安定性
の向上、争点の単純化・明確化、審理
の拡散の防止などが可能となりました。
③裁判外紛争処理における機能
消費者利益の確保がどのような場合
に法的に認められるかが明確になるこ
とにより、公正で円滑な裁判外紛争処
理が可能となります。

⑵

総合的な消費者法の確立
消費者契約法の制定により、十分とはい
えませんが、つぎのような総合的な消費者
被害の防止・救済策の確立が進むことにな
りました。
①消費者の安全の徹底
総合的な消費者被害救済策の推進→
製造物責任法
品目の特性に応じた安全対策の推進
→食品衛生法、農薬取締法、消費生
活用製品安全法、電気用品安全法、
建築基準法など
②消費者取引の適正化
総合的な消費者被害救済策の推進→
消費者契約法
取引の特性に応じた消費者取引の適
正化→特定商取引法、割賦販売法、
旅行業法、保険業法、宅地建物取引
業法など
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解説６

消費者契約法の課題とは

消費者契約法は成立しましたが、残され
た課題もたくさんあります。つぎに、その
主要な点をあげておきましょう。くわしく
は本著のなかで説明します。
①事業者の情報提供・説明が法的義務で
はなく、努力義務とされたこと。（31
ページ以下参照）
②消費者を威迫・困惑の場合の取消権が
善意の第三者に対抗できないこと。
（58 ページ参照）
③過失による事実の不告知が取消しの対
象とならないこと。（47 ページ参照）
④取消権行使の期間制限が民法規定より

解説７

大幅に後退したこと。
（72 ページ参照）
⑤諸外国の立法例と比べて、不当条項の
範囲が狭いこと。
⑥「不意打ち条項」に関する規定がもり
こまれなかったこと。
⑦「作成者不利の原則」
が規定されなかっ
たこと。
⑤〜⑦は、定型化された契約条項（約款）
による契約の規制をおこなう場合の検討事
項です。⑥・⑦は立法段階で議論になりま
したが、最終的には認められませんでした。
約款規制として問題となるところです。

平成 18 年改正

消費者契約法の立法時の附帯決議（法を
制定する場合に、今後の検討課題や注意点
等を議会で決議しておくもの）では、施行
後の状況につき「分析・検討を行い、必要
があれば５年を目途に本法の見直しを含め
所要の措置をとること」とされていました。
また、関連して司法制度改革推進計画（平
成 14 年閣議決定）、国民生活審議会の検
討などがおこなわれました。これらを受け
て、平成 18 年に消費者契約法が改正され
ま し た（ 平 成 18 年 ６ 月 ７ 日 公 布、 平 成
19 年６月７日施行）。
改正法は、
「消費者団体訴訟制度」を導
入したものですが、その必要性は、つぎの
ような点に置かれています。
①消費者契約に関連した被害は、同種の
被害が多数発生する
②個々の消費者は、契約の取消し等によ
り個別的・事後的に救済されるが、個

別的な解決にとどまるために、他の消
費者が同種の被害を受ける可能性があ
る
③被害が広がる前に、事業者による不当
な勧誘行為や契約条項の使用を差し止
める必要がある
④これまで消費者団体の事業者への改善
申入れは、法的な裏づけがないために
実効性に問題があった点を改善できる
⑤団体訴権は、ＥＵ諸国を中心に広く認
められている
改正によって、消費者全体のために適格
消費者団体が、消費者契約法に違反する事
業者の不当な行為に対して差止請求権を行
使できるようになりました。ＥＵ諸国に比
べると団体訴権の導入が大幅に遅れました
が、現在では、わが国の消費者被害の救済
と予防に大きな意味をもつ制度に発展しつ
つあります。
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解説８

平成 20 年改正

平成 18 年改正では、消費者団体訴訟に
よる差止めの適用範囲は、消費者契約法４
条、８条〜 10 条に限定されていました。
しかし、平成 20 年（2008）に成立した
特定商取引法、景品表示法に消費者団体訴
訟制度を導入する改正法（改正特定商取引
法、改正景品表示法、改正消費者契約法）

によって、差止めの適用範囲が特定商取引
法、景品表示法にも拡大されました。
景品表示法に関する消費者団体訴訟制度
は、 平 成 21 年（2009） ４ 月 １ 日 か ら、
特定商取引法に関する消費者団体訴訟制度
は、平成 21 年 12 月１日から施行されて
います。
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