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「救済現場から見た若者の消費者被害」 

 ～いわゆる「つけ込み型」事例を中心として～ 

 

2018.1.24 五條 操（大阪弁護士会） 

１ 被害年齢 

成人後に集中 

  現状で２０歳未満は未成年取り消しによる保護あり。 

  なお，未成年者に意図的に詐術を用いるよう事業者が働きかける事案の他，

ネット上の契約等で契約者本人に成人であることを確認させる記載がある

ケース等でのトラブルが散見される。ただし，事業者側の本人確認方法のず

さんさが指摘されるところである。 

 •¦ 契約上の消費者被害におけるもっとも有効な救済手段は無理由解約権

である。若者の消費者被害でも同様で，未成年取消とクーリング・オフ

が実務における救済手段の二本柱である。 

  ⇒ 成年年齢引き下げにより１８，１９歳の若年者は未成年取消権を失う

ことになる。 

 

２ 被害の典型例としての「つけ込み型」勧誘 

⑴ 定義の一例 

事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し，当該消費者の知

識・経験・判断力の不足を不当に利用し，当該消費者に過大な不利益をも

たらす契約の勧誘を行うこと 

同勧誘により行われた意思表示について取消権を付与すべきかが議論 

されている。 

 

 ⑵ 事例 友人関係・先輩後輩関係につけ込んだ勧誘 

ア 国民生活センター発表資料・平成２６年５月８日「相談急増！大学生

に借金をさせて高額な投資用ＤＶＤを購入させるトラブル」1 

 ① 契約者は２０歳代学生・男性。２０歳の誕生日に高校時代の友人 

から電話で呼び出された。食事しながら友人に「ぜひ会ってほしい人が

いる。いい話がある」と言われ，断りきれずに別の喫茶店で業者の担当

者と会った。その場で投資用ＤＶＤを使ったシミュレーションを説明さ

れた。担当者と友人から「１，２カ月で２０万円は稼げる。こんないい

話はない。ここで決めなければもう二度とこんな話はしない」などと言

われ，断りきれずに契約に同意した。その場で，指定された学生ローン

２社から「車を買う」名目でそれぞれ３０万円を借りてくるように言わ

れた。自分は免許がないので一度は借りられなかったが，再度「時計を

買う」名目で借りるよう指示され，総額６０万円を借りた。喫茶店に戻

り，業者の担当者にお金を渡し，契約書に記入してＤＶＤを受け取った。

その後はＤＶＤの利用方法は教えてもらえず，誰かを紹介すると一人に

                         
1  http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140508_1.html 
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つき10万円渡すということばかり強調される。解約し，返金して欲しい

（２頁）。 

 ② 契約者は２０歳代学生・男性。大学の友人に「女子と飲み会しよう」

と誘われて行ってみたら，その友人一人だけで一緒にご飯を食べた。投

資の話をされ，その後喫茶店に行ったところ業者が既に待っていて「投

資は１００%中９５%の人は負ける。勝つ５%の人間はプロ。プロは投資

額に対し年間１０%の利益を得ている。絶対にもうかる」と投資用ＤＶ

Ｄの購入を勧められた。「サークルの仲間がみんなやっている。お前だ

けやっていない」と友人から言われた。消費者金融からお金を借りて契

約するように言われ，借金の際は月収１８万円以上と言うように指示さ

れ，店の前まで案内された。実際は月収８万くらいの収入しかない。Ｄ

ＶＤの中身は投資の本に記載されているどこにでもあるような内容で

がっかりした。契約の際，友人が私の携帯電話で断りもせずに証券口座

を開設した。職業欄に「役職あり」と入力したようで，後日証券会社か

ら「役職の記入がない」と連絡があり，何のことかわからず「自分は学

生である」と言ったら口座をストップされた。友人との間もぎくしゃく

した。支払いも大変だ。これ以上友人との関係を悪くしたくないと解約

を思いとどまっていたが，ここにきてふっきれた。解約したい（３頁）。 

③ 契約者は２０歳代学生・男性。高校の先輩から「もうかる投資シス

テムがある」と言われ，喫茶店で会社の人と合流して説明を聞いた。先

物取引の投資システムについて説明され，プロのトレーダーとして稼い

でいる話を聞かされた。「投資をするにはＤＶＤソフトの購入が必要だ

が，そのソフトを使えばすぐに元を取れる」と言われた。お金がないと

言ったら，先輩から「会社員と言って，車の頭金として借りるように」

と言われ，消費者金融３社から２０万円ずつ借りて支払った。その後，

購入者が参加するセミナーを受けたら，新規に人を紹介すると１０万円

もらえると説明された。ＤＶＤを見たが内容はたいしたことがないと思

った。ＤＶＤの代金を支払ったり投資の元手を得るために人を紹介して

紹介料を得ることが必要で，人を紹介することがそもそもの目的だとわ

かった。自分は投資に興味があっただけで，人を紹介して紹介料を得よ

うとは思わない。解約して返金して欲しい（３頁）。 

イ 国民生活センター発表資料・平成１９年３月２２日「消費生活相談の

事例から見た消費者契約法の問題点と課題（中間整理）」2 

  友人に誘われ出向くと，業者の社員が一緒にいて宝石を見せられた。

「高額だが，他の人を会員に誘うと紹介料が入り儲かる。商品も値上が

りする。」と説明され，友人と気まずくなりたくなかったので購入した

（６０万円・２０歳代男性）（９頁）。 

 

⑶ 就職活動時の学生の不安な心理等につけ込んだ勧誘（大阪地裁平成２１

                         
2  http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20070322_2.pdf 
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年３月４日和解3） 

  英会話教室等を運営する事業者に対する適格消費者団体による差止請

求訴訟における和解の事例 

 ア 勧誘手法等（訴状等より） 

① 大学生，とりわけ就職活動中の者を勧誘ターゲットとしている 

② 事業者は，大学や就職説明会場近辺での路上でのアンケートにより勧

誘ターゲットに対する電話番号等の個人情報を取得 

③ アンケートに記載された電話番号に対し，不招請の執拗かつ迷惑な電

話勧誘を繰り返す。「ガイダンス」のため事業所に呼び出すが，勧誘目

的を明確にしていない 

④ 被告は，事業所においては，不実告知，不利益事実の不告知，退去妨

害のほか，威迫困惑行為，迷惑勧誘（長時間勧誘），判断力不足に乗じ

た勧誘，適合性原則違反の勧誘行為を行い，契約締結のためにあらゆる

手法を用いていること 

 ・ 実際には予約を取るのが困難だったのに，「いつでも好きなときに

予約を取れる。」などと述べていた。 

   ・ また，就職活動のための英会話の必要性を長時間訴えた上，高額の

契約を勧誘し，被勧誘者が，「家に帰って親と相談したい」などと述

べると「親は関係ない，自分は成人した大人なんだから自分一人でで

きるよね。自分の意思で決断できるでしょ。」「この場で決断しなさ

い。」「英語ができるようになって変わった自分を親に見せればい

い。」などと述べ，その場で契約することを求めたり，被勧誘者が「お

金がない」と述べるとアルバイトすれば代金を支払えるなどとしてい

る。 

  イ 訴訟の経過等 

 本件では，被害者１０名前後から聞き取りを行った上で訴えを提起し

ていたこと，また，事業者は勧誘方法の同質性が高かったこともあり，

比較的手厚い立証が可能な事案であった。 

事業者は概ね上記事実関係を認め，今後違法行為を行わないこと及び

違反時の違約金の支払いを事業者が約束し，和解に到っている。 

 しかし，個別事案において，事業者が勧誘行為の大半を否定した場合，

立証は容易ではない。 

 

 ⑷ 若年者の経験不足，未成熟性に漬け込んだ勧誘 

ア 東京地判平成１８年１１月２８日（平成２３年度消費者契約法（実体

法部分）の運用状況に関する調査結果報告３４２頁・２４） 

被告会社から宝石を購入した原告ら３名が，被告会社は，商品の勧誘

の際，故意に各原告の社会的経験や能力の不足に乗じて，価格に応じた

価値のない宝石を購入させたとして，売買契約の錯誤無効，クーリン

グ・オフに基づく解除，不法行為に基づく慰謝料を求めた事案。 

                         
3  http://www.kc-s.or.jp/upload/f10000059_2.pdf 
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社会的経験に乏しい若者に対して執拗に高価な宝石の購入を働きかけ

て宝石の売買契約を締結させ，ショッピングクレジットによる支払約束を

させたことが，購入者の自由な意志決定を妨げた違法なものであるとし，

故意に，違法な勧誘行為によって原告らをして売買契約を締結させたもの

であって，その行為は不法行為に当たるとされた。 

① 午前11時ごろから午後5時ごろまで昼食もとらせず，執ように宝石の

購入を勧誘し，原告甲山が購入を断ることができない状況に追い込んだ。

社会的経験が十分ではない，成年に達したばかりの原告甲山の思慮不足，

無分別に乗じ，虚偽の事実を申し向けた。 

② 原告乙川が脳に腫瘍ができて手術を何回か受け，判断能力が低く，社

会的経験も十分ではなく，思慮不足，無分別であったのに乗じて，虚偽

の事実を申し向けた。 

③ 原告丙谷が断りの電話を架けると，「約束を破るとはどういうことか」

と執ように責め，やむなく営業所を訪れると，原告丙谷が社会的経験が

十分でなく，成年に達したばかりで，思慮不足，無分別であるのに乗じ

て，虚偽の事実を申し向けた。 

 イ タレント・モデル契約等（国民生活センター平成２８年１１月３０日プ

レスリリース4） 

インターネットで見つけた芸能事務所のオーディションを申し込んだ。

1次試験の書類審査，2次試験の実技審査，3次試験の面接を受けて合格し

た。事務所とのマネジメント契約書に署名し，同じグループの芸能スクー

ルに通うよう言われ，推薦書を渡され同じビルのスクールに出向いたとこ

ろ，入学金約45万円と月謝約35,000円をすぐに払ってほしいと言われた。

高額で躊躇すると月約15,000円の60回分割払いを提案され，「このくらい

の意気込みがないと芸能界では生き残れない」と強く言われた。減額でき

ないかお願いしたが，「そんなことでは芸能活動などできない」と高圧的

な態度で言われ怖くなり，了承してしまった。しかし，やはり高額で払え

ない（20代，女性）。 

 

３ 「つけ込み型」勧誘の特徴 

 ⑴ 人間関係の利用 

学校，職場，ＳＮＳ等の人間関係等 

 仲介者らに対する信用と契約に対する信用を混同させたり，仲介者との

関係が悪化したり気まずくなったりすることを危惧することで，契約が断

りづらい状況を作出。 

 従前の関係を利用するものも多く，新たに形成するものに限られない。

いうまでもなく，上記の効果は新規に形成された関係よりも従前より存在

する関係のほうが強力であり，後記専門調査会報告書が法規制を前者の場

合に限定していることには疑問がある。 

 

                         
4  http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20161130_1.pdf 
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⑵ 対象者の脆弱性の「総合的」利用 

 「つけ込み型」勧誘の勧誘者は，経験・知識の不足や誤解し易さ，意思

表明能力や，不意打ち的状況に対する対応力の不十分さといった，対象者

の脆弱性を臨機応変に利用して契約にこぎつける。いうまでもなく勧誘者

の目的は契約を成立させることであり，特定の機序で対象者を誤認させた

り，困惑させて契約することが目的ではない。 

 

⑶ 「ねらい撃ち」傾向 

対象者の職業，性格や趣味等に即した形での勧誘手法が用いられている。

対象者の年齢如何を問わない従前からの傾向だが，近年特に強化されてい

る。特に若年者の場合，ＳＮＳ等による個人情報の取得による情報の事前

取得の充実が影響していると思われる。 

 

 ⑷ ＳＮＳ等による「同じ話題に興味を持つ人を集める力」の利用 

   ＳＮＳは，ハッシュタグ等により，同じ話題に興味を持つ人を集めるこ

とが容易に可能である。そのため，勧誘側が使用する勧誘パターンに合わ

せ，「利殖やお金儲けに興味がある人」「美容に興味がある人」「芸能界に

興味がある人」といった共通性のある人（すなわち，騙され易さや脆弱性

の内容にも共通性がある人）を集めることができる。勧誘側は，自らの勧

誘パターンに適合する被勧誘者を効率的に集めることが可能となる。 

 

 ⑸ 従前の消費者保護規定の回避 

  ・ 消費者金融からの借入（金融業者との関係性の切断） 

  ・ 「後出し」マルチ等の法規制の要件外し 

    

４ 「つけ込み型」勧誘の特徴と規制実態 

⑴ 実態と規制手法の乖離 

悪質な事業者はあらゆる手段を用いて不当な契約を締結させようと働

きかけてくる。他方で，現行法上の契約取り消しモデルは，意思表示の形

成過程における特定の不当な働きかけ⇒それに基づく意思表示という機

序を取消権の根拠としている。そのため，事案全体を見るとどう見ても問

題があると思われる勧誘をしていても，取消権の構成要件上はぴったりと

当てはまらない場合がある。 

  表意者の意思決定に対する働きかけの違法性や問題性を総合的に評価

して契約の効力を否定する消費者契約の実態に即した法制度が必要だが，

要件が不明確であること等を理由に，事業者側を中心に反対する意見が強

い。 

しかし，一般条項である以上，要件が抽象的であることはむしろ当然で，

要件を「明確化」することは，規制逃れを生むことにもつながる。 

 

⑵ 従来型の契約取り消し手段における立証等の困難性 

 ア 消費者被害事例においては，違法な勧誘の中核部分は口頭で行われる
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ことが多く，被害者が契約動機として挙げる勧誘も口頭によるものであ

ることが多い。 

一方，形式的には書面が整えられ，不利益事実について説明を受けた

とされる内容虚偽の書面に署名させられていることとすら珍しいこと

ではない。 

一般的な裁判実務では立証手段として書証が重視される。書証の内容

と矛盾するような勧誘内容について，勧誘者がこれを否定している場合，

被害者の供述のみをもって立証することは容易ではない。 

ＳＮＳやデジタルツールの利用により勧誘内容の立証可能性は増し

ているとはいえ，勧誘内容を録音している例は少ない。 

  イ 加えて，勧誘に対する脆弱性を有する人は，事実の再現性等の能力に

おいても問題があるケースが少なくない。勧誘内容について正確に記憶

していなかったり，正確に供述する能力が不足している結果，訴訟等に

おいて不利益な扱いを受ける例がある。 

  ウ 更に脆弱な当事者は，意思決定における機序が一般的な消費者に比べ

大雑把であることが多く，「安くなる」「儲かる」などと言われ，その具

体的内容について検討することなく契約に至ることがある。その場合，

そもそも裁判所が「なぜそのような勧誘文言で騙されるのか？」につい

て疑問を持つことすらあり，その場合，これを説得するために多大な労

力が必要となる。 

上記のような，従来型の誤認／困惑型の取消類型の更なる整備は必要

ではあるが，それのみをもって，消費者保護として十全といえるわけで

はない。 

 

⑶ 「つけ込み型」勧誘に対する現行法での取扱等 

現行消費者契約法では，取消権が付与されておらず，上記の勧誘により

締結された契約が公序良俗違反等により無効となりうるか，あるいは契約

を締結させる行為が不法行為となりうるに過ぎない。 

消費者契約に関する法規制の「三階建て」の比喩に例えると，いわゆる

「つけ込み型」勧誘そのものを問題とした場合，現行法では，「二階部分

（消費者契約法）」や三階部分（個別規制法）に，「つけ込み型」勧誘に対

する適切な規制が存在しない5ため，専ら「一階部分」（民法等，消費者契

約の特性とは無関係に立法された一般私人間の法規範）が規制の中心とな

っている。 

 

 ⑷ 消費者契約法専門調査会での議論 

消費者契約法専門調査会報告書では，「つけ込み型」勧誘の内，勧誘者

が消費者の合理的な判断ができない状況を作出している問題事例の典型例

である下記２類型について，取消権を付与するよう提案している 

                         
5 特商法は判断力の不足に乗じた契約締結行為を禁止しているが（法７条４号，施行規則７

条２号３号），契約取消効は付与していない。 
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① 当該消費者がその生命，身体，財産その他の重要な利益についての損

害又は危険に関する不安を抱いていることを知りながら，物品，権利，役

務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該損害又は危険を回避す

るために必要である旨を正当な理由がないのに強調して告げること 

② 当該消費者を勧誘に応じさせることを目的として，当該消費者と当該

事業者又は当該勧誘を行わせる者との間に緊密な関係を新たに築き，それ

によってこれらの者が当該消費者の意思決定に重要な影響を与えることが

できる状態となったときにおいて，当該消費者契約を締結しなければ当該

関係を維持することができない旨を告げること 

しかしながら，上記報告書が指摘する類型は，「つけ込み型」勧誘を網

羅的にカバーするものではない。 

具体的には，（１）勧誘者が消費者の合理的な判断ができない状況を自

ら作出している事例で上記２類型に該当しない類型のほか，（２）勧誘者が，

消費者の判断力不足や経験不足など，消費者がもともと合理的な判断がで

きない状況にあることを不当に利用して勧誘を行って契約をさせる類型

（状況非作出型）については，取消要件の明確性等の問題についてコンセ

ンサスが得られなかったとして，取消権付与の提案に至らなかった。 

特に，上記（２）の類型（状況非作出型）については，内閣府消費者委

員会が，内閣総理大臣に対する平成２９年８月８日付け答申書において，

上記報告書を受けて，「つけ込み型」勧誘の内，高齢者・若年成人・障害者

等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契

約の勧誘が行われた場合における取消権の付与を「喫緊の課題」であると

付言している点は極めて重要である。 

 

  高齢化が進展する我が国における高齢者の消費者被害への対応という

側面のみならず，とくに若年者については，民法の成年年齢の引き下げに

よって増加が危惧される若年者の消費者被害への対応として，２⑴に記載

したような要件の下，消費者契約について取消権を認めるべきであり，昨

年の答申内容を早急に立法化することに加え，速やかな立法化が必要なの

ではないか。具体的には，下記のような規定の法制化などが考えられると

ころであろう。 

 

【 条文試案 】 
消費者は，事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し，当

該消費者の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し，当該消費者に過大

な不利益をもたらす契約の勧誘を行い，その勧誘により当該消費者契約の

申込み又はその承諾の意思表示をしたときは，これを取り消すことができ

る。 

 

５ その他の特徴・事例等 

 ⑴ 「違法行為」へのコミット 

  ア 職業，収入欄への虚偽記載 
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    単に与信先等を欺罔するにとどまらず，これらの記載を被勧誘者にさ

せることにより，被勧誘者が契約をキャンセルしたり，関係先に相談

したりしにくくなる効果を期待しているフシがある。 

  イ マルチ等の勧誘側へのコミット 

   

⑵ インターネット等による勧誘 

   理解力不足や情報不足を利用 

ア お試し価格商法（定期購入） 

イ フリーミアム 

 「ただより高いものはない」のかもしれないが，近年かなり高度なサ

ービスが全く無料で利用できることが増えており，むしろ民間事業者に

よる無料サービスが，生活上の重要なインフラにすらなっている。若年

層はこれらの無料サービスを所与の前提として享受しており，「無料だ

から怪しい」というだけでは，リテラシーとして不十分 

以上 


