
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者契約に関する検討会 

第12回 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者庁消費者制度課 

  



第12回 消費者契約に関する検討会 

 

 

１．日 時：令和３年１月27日（水）９:00～11:56 

 

２．場 所：オンライン開催 

 

３．議 題 

いわゆる「つけ込み型」勧誘に関する取消権等の規律について等 

 

４．出席者 

 （委員） 

山本敬三委員（座長）、沖野委員、垣内委員、河村委員、楠委員、小浦委員、 

後藤委員、髙橋委員、坪田委員、遠山委員、西田委員、平尾委員、山下委員、 

山本和彦委員、山本龍彦委員、渡辺委員 

（事務局） 

坂田審議官、黒木消費者制度課長、福島課長補佐 

 （オブザーバー） 

 国民生活センター、法務省、最高裁判所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

【１．開会】 

○山本座長 

それでは、定刻になりましたので、第 12回消費者契約に関する検討会を開

催いたします。本日も、委員の皆様には御多忙のところ、御出席いただきまし

て、ありがとうございます。本日の議題は、「いわゆる『つけ込み型』勧誘に

関する取消権等の規律について等」です。なお、本日は、楠委員が途中で一時

的に御退席されるというご連絡をいただいております。 

まず、事務局から、接続と資料の確認をお願いいたします。 

 

○黒木消費者制度課長 

※接続確認を行う。 

続きまして、資料の確認をさせていただきます。本日の資料ですが、「議事次

第」に記載のとおり、資料１が、事務局資料でございます。資料２、３が、平尾

委員のご提出資料でございます。以上３点でございます。 

 

○山本座長 

それでは、議事に入りたいと思います。本日の議題につきましては、今回と次

回の２回に分けて検討したいと思います。本日は、事務局資料における提案Ⅰ及

びⅡについて、まず、事務局から資料をご説明いただき、その後、委員間での意

見交換を行いたいと思います。なお、今回、平尾委員から資料をご提出いただい

ていますが、意見交換の際に関連する範囲についてご説明をお願いいたします。 

まず、事務局より、資料１のうち、総論部分と提案Ⅰについて説明をお願いい

たします。 

 

【２．提案Ⅰ「困惑類型の脱法防止規定」の説明】 

〇福島課長補佐 

それでは私から説明させて頂きます。どうぞよろしくお願いします。 

資料は、資料１になります。２ページに目次を書いているところです。消費者

庁としましては、今回は立法提案としまして、提案ⅠからⅢまでの３つを考えて

おります。その上で、補論といたしまして過量契約取消権につきましては、既に

規定があるわけですけれども、その「同種」という要件の解釈については昨年取

り上げたところで、その点についても補論という形で議論させて頂ければと思

います。 

次のページにいっていただきまして、まず消費者契約法の不当勧誘に関する
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規律の全体像をご紹介しております。事業者の不当な勧誘行為によって消費者

が契約を締結したときは、消費者は契約を取り消すことができる。一言でいえば

消費者契約法の不当勧誘はそういうものでして、消費者契約法４条は、事業者の

不当な勧誘行為を具体的に規定しているところです。 

次のページにいっていただければと思います。では具体的にどういう行為が、

違法な勧誘行為と規定されているかというところの全体像を整理したものです。

黒字の部分が現行法でして、赤字の部分、特に★がついているものが、今回立法

提案をしたいと思っているところになります。少しご紹介しますと、まず 2000

年に消費者契約法ができたわけですが、その時点では、消費者の「誤認」を作出

する行為である不実告知などが規定されており、また消費者の「困惑」を作出す

る行為として、言わば強迫類似のものが規定されていました。このような中で

2016 年に改正が行われまして、消費者の合理的判断ができない事情等を不当に

利用する行為、よくいう「つけ込み型勧誘」として、過量契約取消権が設けられ

ました。その上で、2018 年の改正になりますけれども、困惑を作出したと言え

る範囲内でつけ込み型を取り込むということで、「つけ込み困惑型」と今回呼ん

でおりますけど、そういうものが消費者の「困惑」を作出する行為として加えら

れたところです。 

以上が現行法の全体像である中で、今回立法提案をしたいと思っているとこ

ろを少しご紹介しますと、結論を先取りすることになりますが、「困惑」を作出

する行為のうち、強迫類似型について、脱法防止行為としてある種の汎用性のあ

る規定を設けられないかというのが「提案Ⅰ」、それから、つけ込み型勧誘のう

ち、過量契約以外にも、判断力が低下した消費者の生活に著しい支障を及ぼす契

約についての取消権を設けられないかというのが「提案Ⅱ」、それから、現行法

では「誤認」を作出する行為、「困惑」を作出する行為となっているわけですが、

新たに消費者の「浅慮」を作出する行為というかたちで規律できないかというの

が「提案Ⅲ」となっているところです。今日はこのうち提案ⅠとⅡについて事務

局からご説明させていただきまして、ご議論頂ければと思っております。 

それでは、提案Ⅰにまいりたいと思います。５ページ以下になります。提案Ⅰ

は困惑類型の脱法防止規定になります。 

６ページ以下が具体的な議論の中身になっておりまして、少し間が開きまし

たので、復習と申しますか、遡ったところからご紹介しますと、困惑類型として

４条３項があるわけですけれども、立法当初におきましては不退去と退去妨害

の二つが定められていました。そういう中で 2018年の改正で６個の行為が追加

されまして、結果、困惑類型として８つの行為が並んでいる状況です。これをど

うみるかというところで、ずっと議論がされて参りましたように、強迫類似型と

つけ込んで困惑させる型という２つに分類できるのではないかというところが
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議論されてきたかと思います。 

７ページは、いま私がご紹介したところでして、立法時は強迫類似型に限られ

ていたけれども、2018 年の改正では強迫類似型のみならず、つけ込んで困惑さ

せる型も追加されたことをご紹介しています。 

８ページにいって頂きまして、では、この困惑類型について、どういう課題が

あるのかを簡単に整理しています。消費者の困惑を作出する行為として、今ご説

明しましたように、個別具体的な行為が８つ列挙されている状態にありまして、

このような状態は、困惑類型が全体として分かりにくい規律になっているので

はないかといったご指摘やそれから、悪質な事業者が、脱法行為、形式的には要

件には該当しないものの、実質的には各項と同程度に不当性のある行為を防止

する必要があるのではないかというご指摘があったところかと思います。 

それでは前回どのような議論があったのかと申しますと、９ページをご覧頂

ければと思います。「強迫類似型」と「つけ込み困惑型」に分けまして、それぞ

れについて脱法を防止するための、ある種の汎用性のある規定を設けたいとい

うものが、簡単に申し上げますと前回の提案だったところです。 

次のページにいって頂きまして、では、前回どういう意見があったかというこ

とを少しご紹介しますと、まず、提案の方向性として、汎用性のある規定を設け

ることに賛成する意見があった一方で、これに対して、現行法４条３項各号と同

様に消費者の「困惑」を作出する行為を個別具体的に規定すればいいのでないか

というご意見もあったところかと思います。 

それから、提案の方向性に賛成する意見も含めてになるのですが、前回の規定

案の文言に対しては様々なご意見を頂きまして、正当な営業活動も含まれてし

まうのではないかとか、特に、つけ込み困惑型になりますけれども、「合理的な

判断をすることができない事情」と書いてしまうと、あらゆる事情が入ってしま

うのでないかといったご指摘を頂いたところでした。 

これを受けてどういうふうに検討していくのかというのが 11ページ以下にな

ります。まず、そもそものところに立ち返って整理してみたところでして、左側

になりますけれども、本来の契約としては、消費者は、契約をするか、あるいは

契約をしないかを自由に判断することができる。改正民法にも入りましたよう

に、何人も契約をするかどうかを自由に決定することができるのが大前提、出発

点になると思います。そういう中で困惑類型がどのように位置づけられるのか

を考えますと、消費者が本当は契約する、しないの自由がある中で、事業者が契

約をしない側の判断をすることを妨げることによって、結局、消費者は契約をす

るしかない、その方法を選択するしかない状況にある種追い込まれる。下の説明

ありますように、消費者は「困惑」し、困り、戸惑って、本心としては契約をし

たくないものの、契約をするしかないという心理状態に置かれるという形で整
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理できるのかなと思っているところです。 

12 ページいって頂きまして、そうしますと、困惑作出行為を全体としてみる

と、契約をしない旨の判断を妨げる行為という形で全体をくくることができる

と考えているところですが、「強迫類似型」と「つけ込み困惑型」ではかなり違

うところがあるのかなと考えているところです。具体的には、「強迫類似型」は

まさに強迫類似になりますので、事業者の客観的な行為態様から判断できるで

あろうと、それに対して、「つけ込み困惑型」は、消費者の合理的判断ができな

い事情を踏まえて判断することになるわけですが、前回ご指摘がありましたよ

うに、「合理的判断ができない事情」というものは多様ですので、これを包括し

た汎用性のある規定を設けようとすると、どうしても抽象度の高いものとなら

ざるを得ません。端的に申し上げると「合理的判断ができない事情」と書くしか

ないと思われるところで、やはり現時点でつけ込み困惑型を包括した規定を設

けることは困難ではないかと考えたところです。 

その上でどうするのかというところで、13 ページにいって頂きますと、困惑

類型のうち、強迫類似型に限って規定を設けるというのが今回の提案です。前回

の提案では、勧誘の態様及び取引上の社会通念に照らして契約の締結をしない

旨の判断を妨げる行為という形で一つの定式化を試みたわけですが、これに対

しては、正当な営業活動も含まれ得るというご指摘があったところです。と申し

ますのも、契約を締結しない旨の判断を妨げるというのは、悪質なものを念頭に

置けば分かり易いわけですけれども、ある種どの事業活動も契約を締結するよ

うに促していく側面がありますので、そうすると、あらゆる活動が契約を締結し

ない旨の判断を妨げているという評価ができてしまうのではないかというご指

摘を頂いたところでした。我々としましては、そこまで広いものを念頭に置いて

いるわけではなく、あくまでも商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くものに

限定したいということが念頭にありますので、今回の提案としましては、①取引

上の社会通念に照らして②信義則に反し、契約の締結をしない旨の判断を妨げ

る行為という形で定式化できないのかというのが今回の提案です。あくまでも

参考にはなりますけれども、現在の消費者契約法の不当条項のところで、信義則

を使って不当条項を絞り込むという規定があります。 

次のページにいって頂きまして、結論としまして、今回の提案になります。「困

惑」類型のうち、強迫類似型について、脱法防止規定を設けるという提案でして、

一つの規定案のイメージとして、取引上の社会通念に照らして、民法第１条第２

項に規定する基本原則、信義則に反し、当該消費者の当該消費者契約を締結しな

い旨の判断を妨げる行為という形で定めて、それによって消費者が困惑し、消費

者が契約を締結した場合には、契約を取り消すことができるというルールを設

けることを考えています。※印は補足の説明でして、形式的には各号には該当し
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ないものの、実質的には同程度の不当性を有しているといえるものを対象とす

ることを念頭に置いた規定案になります。 

最後に、15 ページで想定される事例を一つご紹介しております。これは、こ

れまでの検討会でもご紹介していた事例で、いわば迷惑勧誘とよばれるような

ものです。事案の概要のうち、後ろ方にでてきます「事業者が怒り出したら怖い

と思い、断り切れず」という辺りが、契約を締結しない旨の判断を妨げていると

いえるわけですが、その過程において、下線部でご紹介していますように、何度

も電話があるとか、話を聞かずに断るのはおかしいと言われた、それから、聞く

気があるのか、どうなんだと怒りだした、この辺りは現行法の契約前活動の損失

補償請求とやや近いところがあると思いますが、こういった事情、あるいは、深

夜０時半まで拘束されたといった事情、その後も何度も電話がかかるといった

事情がございまして、こういったものを、取引上の社会通念に照らすと信義則に

反するといえるのでないかと考えています。一番下の※印にありますように、こ

れは法４条３項８号に形式的に該当するとはなかなか認められない事案ですが、

同程度の不当性を有しているといえるわけでして、今回対象にしている規定案

の対象になり得るものでないかということでご紹介しました。私からは以上に

なります。 

 

【３．提案Ⅰ「困惑類型の脱法防止規定」についての意見交換】 
○山本座長 

それでは、まず、提案Ⅰ「困惑類型の脱法防止規定」について、委員の皆様か

らご意見やご質問をいただきたいと思います。私からアイウエオ順で指名をさ

せていただき、一通りご発言いただいた後、他の委員の御発言に対してご意見や

ご質問があれば発言していただく機会を設けたいと思います。なお、発言される

委員におかれましては、円滑な進行のため、おおよその目安ですけれども、３分

以内でご説明いただきますよう、ご協力のほどお願いいたします。 

いつもと同様に３つのグループに分けて順にお聞きしていきたいと思います。

第一グループが沖野委員、垣内委員、河村委員、楠委員、小浦委員、第二グルー

プが後藤委員、髙橋委員、坪田委員、遠山委員、西田委員、第三グループが平尾

委員、山下委員、山本和彦委員、山本龍彦委員、渡辺委員ということとさせてい

ただきます。今日の後半、提案Ⅱにつきましては、この順序を逆にするとご理解

下さい。 

それでは、まず、第一グループの沖野委員からお願いいたします。 

 

○沖野委員 
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ご提案についてですけれども、私自身はやはり汎用性のある規定が必要では

ないかと考えております。その観点からこのような方向というのはあり得るの

ではないかと思われるところです。具体的には、消費者が契約を締結するかどう

かいう選択、あるいは判断をするところ、その一方の方向、しないといのうの妨

げるという、そういう判断を奪ってしまって、契約に追い込む。それが、困惑さ

せるような行為であるということが、困惑が要求されることによって分かる。さ

らにその行為というものが、取引通念に照らして信義則に反するという形で、そ

もそも商慣行などからしても逸脱している行為なのだということが捉えられて

いるというものではないかと思います。 

ただ、少し気になる点としましては、今回、強迫類似の類型とそれから合理的

な判断ができない事情につけ込んだ行為というのを２類型に分けて、合理的な

判断ができない状態につけ込むということは対応しないというご説明だったん

ですけれども、結局、合理的判断につけ込んで、それに乗じて締結に追い込むと

いうものも、困惑というものもどう捉えるかという面はあるかと思いますけれ

ども、やはり取引通念に照らして、信義則に反して、消費者の判断を非常に歪め

てしまう、一方に追い込むというようなものでもありますので、強迫類型だけを

捉えているというよりは、両者を統合したような扱いとして位置づけられるの

はないかというふうに思っております。現在の規定も、既に二つの類型で、一応

その消費者の属性を問わないとか、主観を問わないとかという形で、確かに立て

つけが違う面があるのですけれども、強迫が持つ、「本当はしたくなんだけれど

も、まだマシということで契約締結する」というものと、「この契約がいいと思

ってやっているという、合理的な判断ができないからいいと思っている」という

ものとして二つを対比してみると、厳然と切り分けられているわけではなく、少

しもう入り組んだ形になっておりますので、あくまで強迫対応のものだと限定

的に考える必要はないのではないかと思っています。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、次に、垣内委員、お願いいたします。 

 
○垣内委員 

はい、垣内でございます。この提案Ⅰの背景にあります問題意識、全体として

分かりにくい規律になっていたりとか、脱法行為に関して対応できないのでは

ないかという点については、ご指摘の通り問題があると考えております。その上

で、直前の沖野委員のご発言にありましたけれども、今回その強迫類似型とつけ

込み困惑型のうち、つけ込み困惑型とされているものについては、なかなか難し

いのではないかとされているということですが、確かに、全てを包括的にカバー
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するような規定を適切に文言化するということは難しいというのは理解できる

ところではありますけれども、全体でなくても何か一定の類型だけれども、ある

程度包括的なものを考えことはできないかなと思うところもあります。ただ私

が具体的な名案を今の段階で持っているということはありません。それから強

迫類似型に関してなんですけれども、こちらの方は前回の提案と比べて文言を

さらに明確化されたということで、13 ページのところでしょうか、取引上の社

会通念に照らして信義則に反して、契約の締結をしない旨の判断を妨げる行為

といった定式化をご提案を頂いているところですけれども、これが前回の提案

と比較して、どの程度、具体化された、或いは明確になったのかと考えますと、

これもなかなか難しいのかなと思います。社会通念に照らして信義則に反する

ということですが、社会通念の内容もオープンですし、信義則というのも一般条

項でありますので、結局その契約の締結をしない旨の判断を妨げる、要するに勧

誘行為がそれはまずいよねと、取り消すべきであるというようなものを取り消

しましょうという以上に、何か実質がここから読み取れるかというと、そこはな

かなか難しいような気が現状ではしております。そうしますと、ここをもう少し

具体化できないかということが、一つ課題なのかなと私自身感じておりまして、

これも全体をいきなり包括するのが仮に難しいのであれば、例えば、退去とか退

去妨害とか契約への義務実施等のような、契約の締結をしないという判断をす

る場合に消費者が被るべき不利益のようなものを作出すると、その不利益によ

る心理的圧迫を用いて契約締結を迫るといったような、社会通念に照らして信

義則に反する類型に含まれるということになるんだと思いますけれど、もう少

し中間的な、しかし、少し具体性のある類型を考えるということも一つの方向な

のかなと思います。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、次に、河村委員、お願いいたします。 

 
○河村委員 

はい、ありがとうございます。前回の提案からするとやや後退したという印象

を受けます。国会の付帯決議を見ましても、消費者の事情に踏み込んで消費者の

救済を促しているというふうに読むことができます。それから判断すると、あの

事業者の行為様態から判断される強迫類似型に限って規定法を設けるのは、や

や目的からズレるのかな、という印象を持ちます。 

やはり包括的な規定を作り、クリアでない部分、曖昧な部分は判例等で詳細を

明らかにするのが望ましいと考えます。もちろんそれにコストはかかるので、最

初のうちは大きな不確実性が生まれるわけですが、やはりいろんな様々な消費
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者がいる、様々な商取引があるという中で、脱法行為を防ぎながらやっていくと

なると、やはり時間をかけながら裁判所の判断・判例等で作っていくというのが

経済合理性の観点からしても望ましいと思います。ただ、この局面では、消費者

の保護と救済と、それから事業者の利害に明らかにトレードオフがあるような

状況と見えまして、消費者の救済・保護を進めれば進めるほど、事業者にとって

不利になる側面が増えるような印象を受けております。その観点からすると、今

回のご提案というのは前回と比べると、若干、事業者の側に利害を寄せていると

いうことかなと感じております。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。続いて、小浦委員、お願いします。 

 
○小浦委員 

はい、ありがとうございます。私は、まず、強迫類似型に脱法防止規定を設け

ることに賛成です。けれども、やはり皆さんおっしゃったように、今回見送られ

るかもしれない「つけ込み困惑型」ですね。消費者の合理的判断できない事情を

含めての判断のとこが難しいのでないかというところは、非常に残念に思って

いるところです。 

現在でも、やはりこのつけ込み型の勧誘で消費者の相談が増えている実態も

ありますし、追加の資料で出して頂きました国民センターの資料を見ても、たく

さん相談事例がございました。ですので、やはり消費者契約法の目的である消費

者の保護を図るというところに、まず立ち戻って頂きまして、つけ込み困惑型も

包括できるような規定ができないかなと思っております。 

沖野委員のお話を聞いておりまして、軽度の強迫型と、４と３番に分けたよう

な、類似を分けるのではなく、この中で包括してできるような脱法防止の規定も

考えられるのではないかなあと今お話し聞きながら思ったところです。ぜひ、消

費者保護の観点からここのところは検討をぜひ進めて頂きたいところでござい

ます。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、ここまでところで、事務局からお答えす

ることはありますでしょうか。 

 
○福島課長補佐 

特にございません。ありがとうございました。 
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○山本座長 

それでは、続きまして、第二グループに移らせていただきます。まず、後藤委

員からお願いいたします。 

 
○後藤委員 

今回の事務局案については、方向性については、特に反対はいたしません。つ

け込み型については、事務局案では「取引上の社会通念に照らして信義則に反し」

という表現が入りましたが、これは趣旨としては十分理解できますが、前回の議

論でも申し上げたとおり、事業者側の立場からすると、まだまだ、正当な営業活

動も含まれる恐れがと考えられます。通常、ある契約を締結する際には、消費者

の方に製品やサービスについての説明等を十分に行う必要があり、その上でご

理解を頂いて購入して頂くということになります。その構造上、どうしても消費

者と事業者の関係でいきますと、常に事業者側は、専門的知識を活用することに

なりますので、それが判断を妨げる行為として判断をされてしまって、取消の対

象という状況におかれるのは、取引の安定という観点から考えると事業者側に

とって非常に厳しい状況に置かれる懸念が残ります。 

もう一つは、先ほど裁判の積み重ねとありましたが、実際には、規模の小さい

事業者が裁判で訴えられ、いろいろな対応をしていくのは、経営上きわめて難し

い状況に置かれることになります。したがって裁判の積み重ねに委ねるという

のは妥当性があるようで、現実的にはかなり厳しいと考えます。むしろどういっ

た行為が、違法性が高いのか、それをきちんと類似的に外形的にも分かるように

していただかないと、事業者側としては安定した事業活動ができないと思って

います。ですから「信義則に反し」という趣旨は十分理解できるのですが、信義

則違反とは、具体的な行為としてとらえるとどういうものなのか、提示し、明確

にして頂ければと考えています。事例として挙げられている事案は誰でも判断

できる極めて悪質性の高いものです。ただ、勧誘行為のうちで違法性を帯びてく

る限界点はどのあたりからなのか。この限界点の部分が一番問題になろうかと

思います。その辺りを明確にしていかないと、事業者は実際に取引をするときに、

大分不安定な状況に置かれます。ここを整理できれば、全面的に賛成したいと思

っております。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、髙橋委員、お願いいたします。 

 
○髙橋委員 

はい、ありがとうございます。私も今回の事務局の提案には基本的に賛成でご
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ざいます。今回のご提案、強迫類似型に特化して規定するということでございま

すが、消費者側の事情には考慮せずに、勧誘の対応行為を客観的に捉えようとい

うことなのかなと理解いたしまして、そしてこれはあくまで裁判規範だとしま

すと、ある程度汎用性の高い規定になると、どうしても明確性が失われるという

のは仕方がないと思っています。一点、前々から気にはなりますのは、この信義

則という言葉をここで使ってしまいますと、民法の一般的な信義則１条２項だ

けでは足りないのかいうことをどうしても考えてしまうわけです。それはやは

り、もしこの４条３項、これは項立てを分けるということなんでしょうか。強迫

類似型に関してのみ分けて、そこに何か柱書みたいな形でこういう条文にのせ

るとした場合に、ここに改めて信義則に反しということを言った方が、より消費

者に特化した形での、勧誘対応規制になってるんだよということは説明できる

のはなぜなのか説明できると、より説得力があがるのかなと思っている次第で

す。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、坪田委員、お願いいたします。 

 
○坪田委員 

はい、想定される事例のように怒鳴られ、この期に及んで断ったら怖いと思っ

て損害賠償を求められる前に契約締結をしてしまうことで起こる被害を救済で

きる点では、一歩前進したと思っております。この点につきましては、事務局案

に賛成です。断って怒られたら怖いから契約を締結してしまい、「後でクーリン

グ・オフをすればいいと思いました。」という消費者の相談を受けることがよく

あります。しかし、クーリング・オフができる取引形態というのは限られていま

すので、残念ながらクーリング・オフはできないということで、被害の救済が大

変に困難な事が多々ある状況です。 

しかし、今回は強迫類型に限ってということですが、客観的には見れば断れば

いいのにと思われる事案であっても、消費者は様々な事情から合理的判断がで

きない状況に置かれまして、契約締結をしない旨の判断を妨げられ、結果として

契約をしています。トイレの水の詰まりであるとか、玄関の鍵の解錠など、困っ

ている状況につけ込まれています。明らかに怒鳴ったり、脅されたりして契約締

結させられるよりも、むしろ巧妙な手口だと思っております。 

確かに抽象度は高くなりますけれども、次々と新たな商品やサービスが登場

し、それに伴う勧誘が出てきますと、法改正しても、結局後追いにならざるを得

ません。消費者契約法の包括的民事ルールという趣旨を踏まえ、これにつきまし

ても更なる検討が必要ではないかと思っております。以上です。 
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○山本座長 

ありがとうございました。それでは、遠山委員、お願いいたします。 

 
○遠山委員 

はい、よろしくお願いいたします。提案Ⅰについて、消費者庁資料 13ページ、

14 ページで示されている大きな方向性について、理解できなくはありません。

つけ込み困惑型の脱法防止の規定は設けないとする点については、賛同いたし

ます。 

しかし、強迫類似型の脱法防止規定に関するご提案について、これまでにも申

し上げた通り、「当該消費者契約を締結しない旨の判断を妨げる行為」として取

消しの対象とされる行為には、あらゆる通常の営業活動が含まれ得ると考えて

おり、現在のご提案では、結局、事業者の勧誘行為が信義則違反か否かだけが問

題となるように思われますが、これを客観的に判断するのはかなり難しいと考

えられます。 

また、今回ご提案の「取引上の社会通念に照らして、信義則に反し、契約を締

結しない旨の判断を妨げる行為」では、考えようによっては、資料６ページなど

に挙げられたつけ込み困惑型のようなものも含まれるように読めます。さらに、

14 ページ枠外の※印では、「形式的には各号」、ここは法４条３項１号、２号、

６号から８号だと思いますが、それら「各号に該当しないものの、実質的には同

程度の不当性を有しているといえるものを対象とする」とされており、その点に

賛同はいたしますが、今回の消費者庁のご提案では、そのことが条文としてどの

ように表現されるのかよく分かりません。 

今回のご提案は、強迫類似型に限って脱法防止規定を設けるというものです

が、強迫よりも信義則違反のほうが広い概念であるように思われるところ、「消

費者の「判断」を妨げた」か否かは、「消費者の判断」が消費者の内心に係るも

のであることから、外形的、客観的には分からないことが多く、そのため、「当

該消費者の当該消費者契約を締結しない旨の判断を妨げる行為」については、つ

け込み困惑型との切り分けや、「形式的には各号に該当しないものの、実質的に

は同程度の不当性を有している」という点を含め、条文上、事業者の不当な行為

を更に具体化、明確化する必要があると考えます。具体的には、この規律が消費

者側の事情や契約内容の不当性を問題としないものであることから、当該事業

者が、当該消費者に畏怖を生じさせることまではなくとも、資料６ページに挙げ

られた強迫類似型の規定のように、少なくとも、「当該消費者が自由な意思決定

をすることができない状況を作出した」ことや各号が例示であることなどを明

確にする必要があると考えます。 
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この点、これまでも申し上げた通り、事業者としては、私法の規定であったと

しても、「適切な事業活動はこうである」と、これを行為規範的に捉えて日々の

事業活動を行っており、「取引上の社会通念に照らし、信義則に反し」という抽

象的な規定では、苦情や訴訟を減らそうとしている事業者の事業活動において、

行き過ぎた自粛を招く懸念があると考えています。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、西田委員お願いいたします。 

  

○西田委員 

法律の技術論的なところは、私には分からないんですけれども、まずは物理的

な意味での強迫と言いましょうか、そういったところに留まっていたものが、言

葉によるもの、心理学的な視点からの強迫といったものが、加えられるようとし

ているということに関して、大変意味深いものを感じていて、高く評価したいと

思っています。 

ただ、問題は、そういう心の中っていうために、客観的に外部から判断するの

は難しいという事が先ほど何人かの方がおっしゃってるんだろうと思いますけ

れども、そこは、だからこそ、これまであまりこういう事が法律の中には入って

こなかったのかとは思います。消費者保護の観点からして、何とかしてそういっ

た心理的な意味での強迫といったものを捉えないと、実際つけ込み型の困惑類

型が、たくさんあると思いますので、何とか形のあるものにして頂きたいなとい

うふうに思っています。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局から、お答

えいただければと思います。 

 
○福島課長補佐 

御意見どうもありがとうございました。今のところ、特にコメントすることは

ございません。ありがとうございました。 

 

○山本座長 

今回の提案で、仮に何らかの規定を設けられるとすると、項立てを変更して編

成するということがあり得るのかというご指摘がありましたが、これは今後の

課題ということでしょうか。 

 



13 
 

○福島課長補佐 

大変失礼いたしました。ご指摘の点につきましては、前回の資料でも少しご紹

介しておりますが、強迫類似型とつけ込み困惑型で項を分けた上で、一方につい

て汎用性のある規定を設けるといったことも考えられるのかなと思っていると

ころですが、そこは更に検討して参りたいと思っております。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、最後のグループで、平尾委員からお願い

いたします。 

 
○平尾委員 

はい、よろしくお願いいたします。この提案Ⅰについては、賛成いたします。

創設そのものに強く賛成すると共に、文言内容についても、提案された内容で賛

成をいたします。まず脱法防止規定である以上、抽象的、規範的な要件であるこ

とが必要でありますので、こういった規範的要件をぜひ作るべきだと考えてお

ります。この提案につきましては、消費者契約法 10 条の不当条項のところで、

既に規律があるものを参考にしているものですので、立法上も特に問題がない

というものであると考えております。 

ただ、前半に何人かの委員からの意見がありましたが、やはり、強迫類似型だ

けではなく、つけ込み型類型も包含するような内容の規律に、ぜひして頂きたい

という意見です。それから、日弁連からも意見を上げさせて頂いておりますが、

誤認類型も含めた広い意味での、脱法禁止規定というのがやはり必要ではない

かと考えております。もちろん、今回の提案に反対するものではありません。ま

ずは今回の提案を作ることがぜひ必要という意見でございますが、更に進んで、

今言ったような不当勧誘全体の脱法禁止規定を作ることもぜひ検討して頂きた

いという意見でございます。 

それから、事例を若干紹介させて頂きます。国民生活センターの平成 30年 12

月 20日の報道発表資料を資料として上げさせて頂きました。これは水漏れ修理

や、鍵ですね解錠ですかね、こういった暮らしのレスキューサービスのトラブル

での被害が多発しておりまして、これの注意喚起の資料でございます。特に、排

水管のトラブルは、この年末年始も非常に被害が多かったところですが、昨年の

10月 27日にも排水管の高圧洗浄のトラブルの注意というのが、国民生活センタ

ーで注意喚起されていたところでございます。当初、千円か二千円という内容の

インターネット広告があり、その広告を見て、実際に呼んでみると、最終的に 30

万とか 40万とか 50万とか、高額な費用を請求されるという事案でございます。

実際呼んだ後、作業しないとトイレが使えないでしょうとか、鍵の場合は部屋に
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入れないでしょうと言われて、困惑を誘発されて契約締結に至るというような

ケースです。 

これらのケースは、実際被害の相談を受けていますと、必ずしも退去・不退去

ではありませんし、それから、平成 30年改正でできた契約前の作業実施とか損

害賠償するとか、それにも明確に当てはまらないケースが多々ございます。必ず

しも作業実施を伴わないまま、契約に締結に至るケースもよくあります。最初に

自分から呼んでいるので、呼んだ以上断れないという心理状態を不当に利用さ

れて、契約締結に持ちこもれているケースもあるし、或いは、その場で若干誤認

を誘発する、本来であれば 30万、40万、50万かかるかのような資料を見せられ

て、ウチなら半分でやりますよと、その半分も実際はかなり高額なんですけれど

も、そういったものや、或いは急かされるケースもありますし、いろんな事例が

ございます。こういった事例を救済する法規範が、現行法ではやはり不十分であ

ると思います。現行法では要件に必ずしも当てはまらない。 

こういったものを救済することが、やはり消費者契約法の規定として必要だ

と考えておりまして、その規定の作り方としては、やはり包括規定を作らないと

ダメだと思います。要件を具体化・明確化し、しぼった取消要件を作っていって

も、後追い、後追いとなっていきますので、なんらか規範的要件の脱法禁止規定

がないと対応できない状況です。そして、いつまでも被害が繰り返されていくこ

とになろうかと思いますので、まずは今回提案して頂いた、提案Ⅰについては、

今回の改正でぜひ実現して頂きたいと思います。以上でございます。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、山下委員、お願いいたします。 
 

○山下委員 

はい、ありがとうございます。私は、このご提案賛成でございます。強迫類似

の行為について包括的に禁じる規定というのは、非常に必要性が高いものと考

えますし、つけ込み型勧誘について除外するという点は必ずしも賛同はできな

いものの、全てを包括した規定というものを作ろうとすると、どうしても要件が

曖昧になってしまうという点からしまして、強迫類似の行為について先行して

規制を設けるという事務局のご提案の方針には基本的には賛同したいと思って

おります。 

もう一つは、事務局がご提案された、信義則に反し判断を妨げる要件でござい

ます。この要件につきましては、その信義則という一見、曖昧そうな表現を使わ

れていて、その絞りの範囲が曖昧ではないかという懸念を持ったわけですけれ

ども、よく読んでみますと、信義則に反し判断を妨げるという形で、判断を妨げ
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る対応が、信義則違反であるというそういう要件の絞り方をされていると理解

いたしました。 

判断を促す行為を排除するということを、まず一段階目でした上で、更にその

判断を妨げる行為の内、信義則に反するものを二重に排除するという形で、その

取引の不安定さというものに対する懸念を排除しようという努力されていると

いうふうに評価しております。さらにその信義則に反するものが社会通念に照

らしということで、絞られていると共に、他の困惑類型との比較でも過度に広い

ものは入らないということになるという意味で、かなり考えられた要件の成立

ではないかというふうに私自身は評価しております。ですので、今回の事務局の

ご提案に賛成したいと思います。以上です。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、山本和彦委員、お願いいたします。 

 
○山本和彦委員 

はい、意見と言うよりは感想ですが、二点申し上げたいと思います。 

一つは今回の提案が、いわゆる強迫類似型に絞って、つけ込み困惑型というも

のを排除しているということなんですけれども、この文言、この 14ページの左

側のカギ括弧にされているのが、仮に条文の文言だとすると、これでそういう意

図が達せられているのかというのが、やや疑問です。 

前回までの提案は、恐らくその勧誘の対応というところで、勧誘者側の行為の

問題であって、受け手側の消費者側の問題ということではないんだということ

を表そうとしていたのでないかと思っていたのですが、この勧誘の対応という

のがここで無くなるとするとですね、果たして、その困惑類型ではなく、つけ込

み型ですかね、が排除されているのかというのがやや疑問で、沖野委員あるいは

遠山委員が、方向は別だったとかと思いますけれども、同様のご指摘をされてい

たように思いますけれども、私も同様の感想を持ちます。この勧誘の対応という

のが外れて、外れた理由というのも、もう一つ良く分かりませんけれども、果た

して事務局が意図されているものが、条文として表現されているだろうかとい

う疑問です。 

第二点は、取引上の社会通念に照らし信義則に反しという文言ですが、やはり、

かなり曖昧であることは否定できないということは皆さんご指摘の通りのとこ

ろではないかと思います。今、直前山下委員の信義則に反し契約の締結をしない

旨の判断を妨げる行為ということで、ある程度特定をされているのではないか

というご指摘がありましたが、前回もご議論あったと思いますが、今回もご議論

ありますが、契約締結しない旨の判断を妨げるというのは、契約の締結をする旨
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の判断を助長する行為と基本的には裏表の関係に立っているのではないかと思

いますので、契約締結を助長するのというのは、結局、ＣＭとか営業行為すべて

基本的には含まれていて、契約の締結をしないという消費者の行為を妨げてい

るということになるのではないかという気がするので、そこで必ずしも絞った

ことには、私はならないような気がするということです。 

13ページには、消費者契約法 10条との対比が書かれていますけど、消費者契

約法 10条は恐らく、出発点が、任意規定、民法上の任意規定なので、それより

も不利な契約条項という形で、一定程度明確性が保たれているのではないかと

思うのですが、今回の提案は、出発点が取引上の社会通念ということで、これも

ご指摘ありましたように、出発点がそれに比べるとかなり不透明なところがあ

るという処に、問題があるのかなと思っています。 

私自身も一般的な規定は必要だろうと思っていますし、一般的な規定を作ろ

うとすれば、それはある程度曖昧なものになることは、やむ得ないと思うのです

けれども、やはりもう少し明確化の努力というのは必要なんじゃないかと思っ

ています。ここで書こうしているのが、条文 13ページところに書かれているよ

うに、商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠くものに限定するという意図だと

すれば、何かやはりもう少しそれを明確に、何というか明らかにできるような、

後藤委員も極めて悪質なもので、同業者等から見てこれダメだよねという様な

ものには異論はないという趣旨のご発言をされたと思いますが、私もそういう

ものを捉える、例に挙がっているものは、この提案Ⅰの想定される事例というの

は、恐らくそれは誰が見ても駄目だよねということだと思うんですが、こういう

もの一定の商慣行があるとして、商慣行からみて著しく逸脱しているというと

いうところを、その信義則に反しというので事務局がそれを書こうしてるのか

なと思うのですが、信義則というのがあまりに一般的であるが為に、それが必ず

しも伝わる形にはなっていないのかなという感じがするので、これは、事務局は

大変なあれだと思いますが、もう一歩ご努力を頂ければいいのかなと思います。

以上感想でした。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、山本龍彦委員、お願いいたします。 

 
○山本龍彦委員 

はい、山本龍彦です。よろしくお願いいたします。大きく二点ございます。一

点は先生方いろいろご指摘あったと思うんですけれども、やはり信義則の絞り

をかけたことの意味ないし意義がもう少しクリアになってくるといいのではな

いかと思いました。社会通念に反するという、これも先生方ご指摘あったと思う
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のですけども、社会通念に反するに加えて、信義則に反するということを加えて

いることの意義ですね。 

趣旨としては、恐らく広げすぎないというところで、二重の絞りをかけたんだ

ろうと思いますけれども、その妥当性を少し検討しなれければいけないのかな

という印象を持ちました。あとは、この規定の趣旨に照らしてこの信義則という

のが果たしてマッチしているのかどうか。信義則というのは信頼を裏切らない

ということなわけですけれども、はたして信頼の問題なのかと。資料で挙げられ

てる事例１を見ても、そもそも信頼が成立していないと申しますか、それ以前の

問題のような感じもいたしますので、そこに信義則を持ってくることに若干の

違和感がございました。 

もう一点ですけれども、私の専門が憲法学でして、先ほどからこの規定の明確

性、あるいは不明確であることによる萎縮効果のような話がございましたが、基

本的に、このような勧誘行為は「コマーシャルスピーチ」、いわゆる「営利的言

論」ということになりますので、他の一般的な言論、特に政治的言論に比べて萎

縮効果があまり大きくないと言われるところであります。そのため、通常の言論

制約の場合に必要な明確性は求められないと思います。その意味では、信義則の

考え方については、もう少し詰めなければいけないと思っていますけれども、条

文上、その「次に掲げる行為」とあって、「その他の」のような形でいくのであ

れば、「次に掲げる行為」の前に本文に挙げられている行為と類似した行為が、

恐らくそこで想定されるのだということは、ある程度予測がつくのだろうと思

います。 

もう一点は、これも先ほどからご議論あると思うのですけれども、困惑の定義

なのですが、スライドの 11ページをみると、本心としては契約したくないもの

のという、契約するしかないという心理状態におかれるというふうに書いてあ

りまして、私は民法ないし消費者法の専門でないので、頓珍漢なことを申し上げ

るかもしれないのですが、契約したくないという意思がハッキリしているけれ

ども、いろんな行為を受けて、いろんな事をされて、契約するしかないという状

態に置かれたと。契約したくないという意思が、ある程度明確になっている場合

を言うのかなという印象を持ちました。スライドに挙げられている事例を見て

も、やっぱり高いので微妙ですと答えているわけで、恐らくここでは契約したく

ないという意思は本人としても自覚していると。ところが、それを表現できない

という行為ですので、そうなってくると割と対象は絞れるのかなという印象を

持ちました。逆に申しますと、つけ込み型の場合には、そもそも契約を自分がし

たいのか、したくないのか、よく分からないという、だから契約したくない意思

が明確には存在しない状態で、いろいろとつけこまれるということなので、その

困惑の定義を、契約したくないという意思をある程度明確に持っていて、それを
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表現できない状態というふうに考えますと、一定程度、規定の意味が絞りこまれ

ていくのかなあというふうに感じました。すみません、雑駁ですが以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、渡辺委員、お願いいたします。 

 
○渡辺委員 

はい、アジアインターネット日本連盟の渡辺です。困惑類型の内、強迫類似型

について脱法防止規定を設けるという方向については、異論はございません。ま

た規範的な規律であるために、ある程度抽象度の高い条文にせざるを得ないと

いう点も理解しております。 

しかしながら、山本和彦先生と全く同じ意見なんですけれども、取引上の社会

通念に照らして信義則に反しという文言は、仮にこの文言の意味することが、例

えば、ある業界の通常の商慣行では、通常考えられないというレベルだとするな

らば、いわゆる強迫類似とかあるいは著しく社会的妥当性を欠くというものよ

りも、より広い定義になっているのではないかという印象を持っております。従

いまして、条文としては、今回議論しております強迫類似と言えるような事業者

の著しく不当な行為のみをカバーするように条文としてはもう少しやり直す必

要があるのかなという印象をもっております。以上でございます。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答え

いただければと思います。 

 
○福島課長補佐 

様々なご意見を頂きまして、どうもありがとうございました。本当に、まさに

様々なご意見を頂いた中で、一つ共通点があるとすれば、現在の規定案では、ち

ょっと、もう一歩ではないかというご指摘がかなり多かったのかなと思ってい

るところです。この点は、更に検討して参りたいと思いますけれども、今、委員

の皆様から頂いたご意見を踏まえ、更に委員の皆様の間でもご議論、ご検討頂け

ればと思っております。 

 

○山本座長 

分かりました。以上で、楠委員からまだご意見いただいておりませんけれども、

一通りご意見をお伺いできたと思います。時間がかなり押しているのですが、他

の委員のご発言に対して、更にご意見やご質問を希望される方は、お名前と発言
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を希望する旨をチャットで送信していただければと思います。その際には、おお

よその目安ですけれども、１分程度でご説明いただきますようお願いいたしま

す。ご意見につきましては、私の指名を待ってご発言をいただきますようにお願

いいたします。 

今、事務局からもありましたように、全体として、このような強迫類似の行為

について受け皿的な規定を設けること自体については、ほぼご異論はなかった

のではないかと思います。問題は、それをどう規定するかというところでした。

特に、形式的には現在の各号に該当しないものの、実質的には同程度の不当性を

有しているものという方向性は示されているが、果たしてこれが上手く表現さ

れているかどうか分からない。あるいは、商道徳に反して著しく社会的妥当性を

欠くという方向性は理解できるけれども、これでうまく表現されているのかや

はり問題であるというご指摘がありました。 

さらに、いくつかご提案も出ていたように思います。例えば、締結しない場合

の不利益を作り出し、その心理的圧迫をもって取引をするというような方向で

絞り込むことが考えられるのではないか。あるいは、自由な意思決定ができない

状態を作出した場合であるということ、各号が例示であるということを受け皿

規定的に明確にすることもあり得るのではないか。あるいは、単に信義則に反し

ではなく、一定の商慣行があるとして、著しくそれを逸脱してるというような規

定の仕方もあるのではないか。まだ漏れているかもしれませんが、いくつかのご

提案があったと思います。 

これらを踏まえてどう定めるかが、立法する上で最も重要な課題ですので、と

りわけこのあたりについて補足的なご意見ないし、新しいご提案等がありまし

たらお出しいただければと思います。ご発言があればチャットでお申しつけ下

さい。 

それでは、山下委員、お願いいたします。 

 
○山下委員 

はい、ありがとうございます。山本和彦委員から私の発言にコメント頂いたの

で、一つだけ言わせて頂かないといけないかと思ったのですが、私はやっぱり、

判断を促すのと判断を妨げるという表現は、やはり一定の差はあるのではない

かと思います。 

もちろん、その二つについてですね、区別が難しい場合は非常にあること自体

は、私は否定しませんけれども、テレビＣＭを見た場合に判断を妨げられている

というふうに評価をする人は、恐らくいないわけでございまして、そこはやはり

その規範に起こした場合に判断を妨げるという表現における一定の絞りという

ものはあるというふうに考えた上で、そこに信義則という表現を課していると
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いう意味での二重の絞りと言うふうに考えたという次第でございます。補足で

ございますが、以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。他にご発言はありますでしょうか。 

それでは、垣内委員、お願いいたします。 

 
○垣内委員 

どうもありがとうございます、垣内です。今、山本和彦委員と山下委員との間

で議論になっていた点については、私自身は確かにニュアンスとして違うよう

な気がするものの、理屈としては裏表なのかなという感じもいたしまして、そこ

はいろいろな議論の余地があるのかなと感じました。 

それから資料 11ページの記載に関しまして、山本龍彦委員から本心としては

契約をしたくないという意思があるというところに着目をしてはいかがかとい

うご示唆があったかと思います。この本心としては契約をしたくないもののと

いう表現が、どの程度のことを指しているのかというのも、いろいろな受け止め

方があろうかと思います。したいと積極的には思っていない、ためらいのような

ものを考えるのか、したくないとハッキリとした意思があるにも関わらずとい

うところまでいったときに、初めて発動するような規律を想定するのか、その辺

りも実質論と申しますか、幅があり得るところかと思いますので、一つの検討課

題なのかという気がしました。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。山本龍彦委員、お願いいたします。 

 
○山本龍彦委員 

すみません、時間が押している中で申し訳ありませんが、先ほどのご議論、大

変興味深く伺っていて、私は山下先生のお考えに近いなあと思いました。 

「促す」と、やっぱりモヤモヤとしている中で、いろいろ言われて、ある種、

誘導のような形になる場合と、止めたいな、したくないなと思っている場合は、

確かに微妙なところがあると思うんです。しかし、嫌だな、したくないなと思っ

ているんだけれども、リベンジのような報復が予想され、何か怖いなと、それを

最終的に意思決定できないというところでは、何か違いがあるように思います。

そうすると、この条文、この項ですね、３項の強迫類似については、やっぱり射

程が絞られるのではないかと思いました。ただ先生方いろいろご議論あり、お考

えも良く分かるので、その辺りやはり十分議論して、条文でそこまで書き込めな
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いはずなので、やはりその解釈としてこうであるということを示していくとい

うことは必要だろうと思います。すみません、以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。先程ご意見をいただいた際に、強迫類似型に絞ると

言っているけれども、つけ込み困惑型にあたるものも包接するような提案にな

っているのでないかというご指摘が何人の方からありました。これは、読み方の

問題もあるのですけれども、そういう側面もあるかと思います。 

ただ、民法の強迫を考えてみましても、害悪を告げ、それで表意者が畏怖をし

て意思表示をするという仕組みですが、害悪を告げてそうすることが、更に違法

なものであることが必要であると一般に理解されているところです。 

そうしますと、表意者、消費者契約の場合ですと、消費者にとって、それが害

悪になるか、畏怖をきたすような違法な害悪なのかは、消費者側の事情も考慮し

ないと判断できないのではないかと思います。強迫でもこのようになっている

としますと、消費者側の事情を全く捨象して、事業者側の行為態様のみを切り出

して、それで強迫類似の規定を設けるのは、そもそも強迫もそうなっていないと

いう点からみますと、そう綺麗な切り分けはできないのではないかと思います。 

事業者側の行為態様を評価するとしても、その際には、消費者側の事情もあわ

せて考慮しないと、その行為態様が違法というか、信義則に反するというか、あ

るいは著しく商慣行に反するというかは別として、そのような評価をすること

はできないことになるのではないかと思います。 

いずれにしましても、現在の提案では、つけ込み困惑型で考えられるような、

消費者側の事情を事業者が知っていたというような絞り込みはされていません。

その意味では、つけ込み困惑型との仕分けが一応された上での提案がされてい

るといえます。ただ、問題は、やはり行為態様が外形的・客観的にもう少し特定

できるような形になっていないと、事業者側も何が本当にしてはいけないか、何

をすると取消しになるかが分かりにくい。そこの手当てが必要ではないかとい

う指摘がされているところかと思います。 

取り分け今の点について、ご発言がありましたらお願いできればと思います。

今後、丁寧に議論を続けないといけないのですけれども、そうたくさんの時間が

あるわけでもありませんので、この機会にご発言いただいておきますと、次の検

討の際に非常に役に立ちますので、もしあればお出しいただければと思います。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次の課題もありますので、

この部分につきましては、本日はここまでとさせていただき、いただきました意

見については事務局で整理して、次回お示しするということで宜しいでしょう

か。事務局から何かありますでしょうか。 
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○福島課長補佐 

特にございません。貴重なご意見をたくさん頂きまして、どうもありがとうご

ざいました。 

 

○山本座長 

ありがとうございました。それでは、後半もありますので、今から５分程休憩

を取りたいと思います。ただ、一度会議から退出されますと、もう一度参加申請

が必要になりますので、退席はされないようにご注意下さい。開始時間は、10時

26分とさせていただきたいと思います。それでは、休憩といたします。 

 

【４．提案Ⅱ「判断力不足に着目した規定」についての説明】 
〇山本座長 

皆様、お戻りでしょうか。それでは、次に、提案Ⅱ「判断力不足に着目した規

定」について検討を行いたいと思います。まず、事務局より資料１のうち 16ペ

ージから書かれている提案Ⅱについてご説明をお願いいたします。 

 
〇福島課長補佐 

それでは説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

提案Ⅱは 16ページ以下で、17ページで背景をご紹介しています。提案の背景

とて、高齢化社会が進展する中で、認知症高齢者等の消費者被害が深刻化してい

ることがあります。これを背景として、2016年の改正では過量契約の取消権が、

2018 年の改正では判断力の低下による不安の告知の規定が設けられたわけです

が、それでもなお残された課題として、判断力の著しく低下した消費者が、自ら

の生活を脅かすような内容の契約を締結したときには、契約の取消しによる救

済を認めるべきなのではないかということがあるのではないかと思っていると

ころです。指摘されております若年者の問題については、主として、次回取り上

げます消費者の「浅慮」を作出する行為として対応したいと思っております。 

次のページにいっていただきまして、前回の提案ということでご紹介します

と、前回提案は客観的な要件として（ⅰ）と（ⅱ）というものを設けておりまし

て、（ⅰ）として消費者が加齢または心身の故障により判断力が著しく低下して

いること。それから（ⅱ）として契約内容が消費者の生活に著しい支障を及ぼす

ものであること。こういった客観的な要件（ⅰ）と（ⅱ）というものを設けてお

りました。その上で、（ⅲ）事業者の主観として、事業者が（ⅰ）と（ⅱ）の両

方を知りながら勧誘し、それによって消費者が契約を締結した場合には取り消
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すことができるというものが前回の提案でした。 

次のページにいっていただきまして、前回の提案に対する意見をいくつかご

紹介したいと思っております。19 ページは大きなところでして、前回の提案は

民法の暴利行為準則によって無効となりうるような契約を特に取り上げて規律

したものになるのではないかという議論がされた上で、その上になりますけれ

ども、消費者契約法に個別具体化した規定を設けることには意味があるのでは

ないか、民法で無効になるものであったとしても、別途、消費者契約法で設ける

ことに意味があるというご意見がある一方で、そうではなくて、やはり反対解釈

による誤ったメッセージ、他のものは有効だという誤ったメッセージのおそれ

などから規定を設けること自体に懐疑的なご意見があったかと思っているとこ

ろです。 

以上が大きなところでして、次のページにいっていただきまして、規定案の具

体的な中身についてもいくつかの点が議論になったところかと思います。「判断

力が著しく低下」の意義、または「生活に著しい支障を及ぼす」の意義、それか

ら「判断力の著しい低下」を「知りながら」勧誘の意義、それぞれ議論があった

ところでして、以上順番を少し入れ替えて検討してご説明したいと思っており

ます。 

21 ページのほうお願いいたします。まず判断力の著しい低下というところで

ございますが、この「著しく」という部分は不要なのではないかといったご意見

があったところですが、判断力の低下を客観的に判断できる基準を検討したら

どうかと思っているところでして、そのために、判断力の軽微な低下を除外する

という意味で、著しく低下の「著しく」はいるのかなと思っているところです。 

判断力の著しい低下という文言につきましては、既に先ほど少し触れました

2018 年改正で設けられた判断力の低下による不安をあおる告知の規定で使われ

ている文言でして、そこでは解釈がある程度決まっているところです。ご紹介し

ますと、国会の答弁で示されているところでございますが、認知症を発症してい

る場合には一般的にはこの要件に該当する。軽度認知障害やうつ病などの場合

には、ケースバイケースで、個別具体的な事情を踏まえて判断するという解釈が

示されているところです。 

それで、先ほど少し客観的に判断できる基準ということをお話ししましたけ

れども、この部分をどういうふうに判断するのか、判断方法が問題になるのでは

ないかと思っています。判断方法として、上のマルに書きましたのは、よく言わ

れるように長谷川式認知症スケールなど色々なものがありますが、いずれにし

ても、これらを用いて医師が診断することが考えられるのではないかと思って

いるところです。ただ、他方で、下のほうのマルにいきまして、契約時に医師の

診断がなければならないとすると、かなり数が限られるわけでして、契約締結後
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の診断結果であっても、他の事情も含めて総合的に判断した結果、契約時点にお

いて遡って判断力が著しく低下していたといえることもあるのだろう。裁判例

とかを見ますとそういうものもありますので、そういうある種遡って認定する

こともあるのではないかと思っているところですけれども、何かしらお医者さ

んとかそういった客観的な判断が必要で、本人とか周りの人が、判断力が著しく

低下していたのだと言うだけでは足りないのではないかと思っているところで

す。 

22 ページにいっていただきます。それで、判断力の著しい低下を知りながら

という部分ですけれども、ここは全体にかなり議論があったところでした。特に、

消費者の判断力が著しく低下していたとしても、それを外形的に判断すること

が困難なのではないかというご指摘があったところかと思います。そこで、今回

の提案としましては、先ほどご説明した形で「著しい」低下ということは要件と

する一方で、判断力の著しい低下に関する事業者の主観要件、知りながらとか、

知っていた、知るべきだったといった主観は要件としないことが考えられるで

はないかとしており、このような形でここは前回提案と少し修正しているとこ

ろでございます。ここはご議論いただければと思っています。 

23 ページに行っていただきまして、生活への著しい支障につきましても前回

ご意見をいただきました。特にご意見があったのが、真に必要があって居住不動

産を処分する場合にも対象となるのは適当ではないのではないかという点でし

て、検討した結果、この要件について評価を伴う規範的要件として位置付けては

どうかと考えているところです。具体的には、その下に書いてある通りでして、

例えば、消費者が居住している不動産を処分しているとき、あるいは継続的に支

払義務を負う場合に毎月の支払額が月収の一定割合を超えるようなとき、こう

いった評価を根拠づける事実がある場合には、生活に著しい支障に該当する方

向で作用するわけですが、他方で、評価を妨げる事実として、契約が消費者の知

識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして消費者の保護に欠ける

ものではないとき、そういった場合については評価を障害するものとして、総合

的に生活への著しい支障があるかどうかを判断する。そういった要件にできな

いかと考えているところです。 

24ページにいっていただければと思います。24ページは参考としてつけてい

るものでございます。23 ページの最後に、評価を妨げる事実として、消費者の

保護に欠けるものではないときを解釈で行ったらどうかというものをご紹介し

ました。24 ページはあくまでもご参考で、そのまま使えるかどうか、この議論

が使えるかどうかに議論の余地があるのはもちろんあるのですけれど、金商法

には暴利行為による無効というものを規定したものがありまして、その中では

消費者の保護に欠ける場合にはこの限りではないといった条文もありますので、
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こういったものを参考に、解釈として消費者の保護に欠けるものではないとき

を取り込んではどうかということをご提案した次第です。24 ページはご参考と

してお付けしたところになります。 

以上踏まえて、25 ページになりますが、これが今回の提案になります。まず

客観的な要件としまして、消費者が加齢または心身の故障により判断力が著し

く低下していること、ここは先ほど申し上げましたように、より客観的に判断で

きる基準を検討することが必要かなと思っているところです。そのうえで客観

的な要件としてもう１個ありまして、契約が消費者の生活に著しい支障を及ぼ

すものであること。これらの客観的な要件のうち、生活に著しい支障を及ぼすも

のであることを事業者が知りながら勧誘し、消費者が契約を締結した場合には

取り消すことができるというルールでして、前回提案との規定上の違いとしま

しては、判断力の著しい低下については、事業者が知りながらという部分が及ば

ないというところが違っているところかと思います。 

最後、簡単にはなりますが、26ページ、27ページで事例をご紹介しているの

で、少しご説明したいと思います。26ページ、27ページはいずれも前回第５回

の資料でご紹介したものでございますけれども、26 ページの事例２は認知症高

齢者に対して複数の生命保険を締結させて生活に支障が生じるほど高額な保険

料を支払わせた事例です。それから 27ページは認知症高齢者に対して次々色々

な物を販売した事例でして、このような事例につきましても要件を満たす場合

には今回の規定案によって取り消しの対象となりうるのかなと思ってご紹介し

ています。私からは以上になります。 

 

〇黒木課長 

座長一言だけ申し訳ありません。事務局からの説明の途中で傍聴のみなさん

への配信が一部途切れたという状況があったということでございます。申し訳

ございません。傍聴の皆様におかれましては後ほど議事録等を参考にしていた

だければと思います。失礼いたしました。 

 

【５．提案Ⅱ「判断力不足に着目した規定」についての意見交換】 

〇山本座長 

それでは、提案Ⅱ「判断力不足に着目した点」について委員の皆様からご意見

やご質問をいただきたいと思います。要領は先ほどと同じですが、順序を逆にさ

せていただきます。ただ、沖野委員が 11 時までということでしたので、まず、

第一グループは沖野委員から始めて、次に、渡辺委員以下平尾委員までというこ

ととさせていただきます。それでは、沖野委員、お願いします。 
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〇沖野委員 

ありがとうございます。いくつか申し上げたいと思うのですけれど、結論から

申し上げます。むしろ前回の形で、かつ、重過失を入れたほうがいいのではない

かというふうに感じているところでございます。と申しますのも、一番わからな

いのはおそらく当該消費者にとって生活に著しい支障を及ぼすことになる契約

というのが一体どういうもので捉えられるのかということで、それが必ずしも

はっきりしないということが一番問題にあるのかなと思っているところです。

一つは例えば居住不動産などを売却するというものは、それだけで直ちに著し

い支障を及ぼす契約だとなるところ、それを妨げになる事情があればそうはな

らないということなんですけれども、そうしますと事業者から見ますともう住

んでいる不動産を売却することが基本的にアウトで、しかしなぜ売るんですか

とかこの後の居住はどうするんですかとか、そういう確認をしないと契約締結

できないということになってしまいますけれども、そういう枠組みでいいのか

が疑問です。知らなければ構わないんだということなんですけれども、かなり知

ることをしないと契約締結ができなくなるんじゃないかと懸念されます。それ

に対して判断力のほうに問題があるからそういう契約をしようとしてるという

点をとらえ、判断力の状態について知っているあるいは当然わかっているはず

だという形のほうがまだ望ましいのではないかと思われるところです。次に、こ

の著しい支障は、当該消費者にとってですので、一般的にはともかく当該消費者

にとっていうことですが、そのような契約はすべきではないということになり

ますと、いわゆる狭義の適合性原則を非常に広くもたらすことになると思われ

るんですけれども、それで大丈夫なのかも気になります。やはり判断力が十分に

あるということを確認しないと到底できなくなりはしないかと、そうすると判

断力の点もやはり検討することになりはしないだろうかというのが気になって

おります。最後に、もう一つが、著しい支障になるかということについて、具体

例との関係です。具体例として挙げられていますのはいずれも複数契約あるい

は次々販売というもののように見受けられます。次々販売の規律との関係もあ

りますが、この具体例においてに、そのうちの一つの契約だけで著しい支障とい

うことになるのかどうか。一つの契約だけで独立して該当するというのではな

く複数積み重なってそうなるとすると、それとともに、これまでどういう契約を

してきているのか、他に何を買っているのか、そういうことを判断しないと該当

性が判断できないということになります。これは、一方ではなるべく何も聞かな

いで取引をするほうがよいとなるとこの規律が働かないことになりかねません

し、逆に色々聞かなければいけないということになりますと、不用意な情報取集

によって別の被害が出ることになりかねないと感じておりまして、いずれの面

からも難があるのではないかと思っているところです。以上です。 
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〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、渡辺委員、お願いします。 

 
〇渡辺委員 

はい、アジアインターネット日本連盟の渡辺でございます。まず判断力が著し

く低下した方について生活に著しい支障を生じるような高額な取引をさせるべ

きではないという今回の議論の主旨について理解をしております。また、今回ご

提案頂いておりますように判断力の著しい低下につきまして客観的に判断でき

る基準を検討するという方向については賛同するところでございます。一方で、

今回の提案では判断力の著しい低下に関して事業者の主観は要件としないとい

うふうにされております。もしそうであるならばそもそもこのようなご提案が

つけこみ型勧誘といえるのかどうかということがそもそも一つ疑問に感じます。

また健全な事業者からすれば、客観的な判断基準さえクリアすれば、事業者の

知・不知を問わずに取り消しができうることになりまして、消費者からの不意打

ち的な主張が可能になってしまう恐れもあります。また、先ほどご説明がありま

したけれども、契約時ではなく契約締結後の診断結果でもよいとするのであれ

ば、なおさらというふうに思います。インターネット取引は対面ではありません

ので、消費者の判断能力について、事業者側から消費者に対して確認の協力を求

めることもなかなか難しい面がございます。私も過去の検討会で申し上げまし

たけど、確かに事業者が消費者の判断力を外部から知るというのは難しい面が

あるんですけど、今回のご提案のようにそもそも判断力に関して事業者の知・不

知を問わないというふうにするのは、ありえない提案かと思っておりまして、事

業者が知っていること、あるいは知らないことについて過失があるということ

については要件とする必要があると考えます。以上です。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、山本龍彦委員、お願いいたします。 

 
○山本龍彦委員 

はい、山本です。非常に難しいなと思いながら先生方のご意見を伺っていまし

た。私自身は主観要件、事業者が知りながらについてですけれども、判断能力の

件についても生活に著しい支障を及ぼすかという点についても、なんていうん

でしょうね、事業者としてはなんとなくイメージ、なんとなくイメージと言うと

無責任ですけども、思うに事業者としては結局知らなかったという答弁がやは

り成り立ちうるし、その点、その認知等に、判断能力が低下した方との間でどう
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いうやりとりがあったかということについては判断能力が低下している方はあ

まり思い出せないというか、そのときにどういうやりとりがあったかどうかな

かなか思い出しがたいので、そういう意味で事業者がそのあとにあの時に確認

しましたよねとか、そういうことを後々お話されたときにはどうしても事業者

側が有利になってしまうように思います。そういう意味で主観要件を入れると

いうことについては慎重であるべきなのかなという考え方を持っています。た

だ結局はその主観要件を外した場合にやはり事業者側としてそういう意味では

酷というか、そういうところがあるというのが理解できるわけですけど、なんて

いうんでしょう、わたし自身はこの問題は当然、法律で事後に取消すということ

はもちろんセーフガードとしてあってよいと思いますけど、なるべくこういう

ことが起きないように事前に対応することがこの問題について特に重要かなと

思っていまして、以前ご提案いただいているように、例えば色々とそれ自体が問

題があるといえばあると思うんですけど、そのときの契約の状況というのを例

えば録音、録画しておくかとか、電話での勧誘については録音しておく。これは

事業者側が一般的に行っていることかもしれませんが、そういった録音テープ

について消費者側もアクセスできるようにしておくとかですね。そういう録音

録画デジタル時代ですので、そういうことによって第三者の視点というものを

いれる、意識させることによって不当な勧誘契約を防いでいるということが特

に重要ではないかなと思っております。ですから、事後にこういう形で取消し、

提案も必要かもしれませんけど。やはり要件付けは非常に難しいかなという印

象をもっています。すみません、差し当たり以上です。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、山本和彦委員、お願いいたします。 

 
〇山本和彦委員 

はい、わたしは基本的には沖野委員、あるいは渡辺委員のご意見に同感を感じ

ます。この判断力の著しい低下についての事業者の知・不知の問題をしないとい

うことになると、これは取引相手方、事業者の立場からすると結局②のその契約

が消費者の生活に著しい支障を及ぼすものであるかどうかということで契約を

するかどうか判断することになって、それが消費者の契約、生活に著しい支障を

及ぼしそうだということになると結局契約を断るということになるというふう

に思うんですね。で、その(２)の要件について今回規範的な要件として考えると

いうこと、それ自体わたしは賛成というかそうならざるを得ない。単に家を売っ

た居住用の家を売ったからだめということではないだろうと思うんですが、そ

れが今回の提案で、明らかに条文上明らかになっているかということは、判断と
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してはそうならざるを得ないと思っていて、ただそういうふうに考えると事業

者のそれについて知・不知っていうのは規範的要件について悪意というのは、ど

うしても一種の判断を伴うものになってですね、事業者としては非常に判断が

困難になってくるのだろうと想像します。かつ(１)についての知・不知は問わな

いということは、それがわからなくとも後から取り消される恐れがあると事業

者の立場に立てばそうなるわけでして、そうすると大きな規模の契約について

は非常に事業者は躊躇するというか、契約を締結しにくい方向に働くのだろう

と思います。それが果たして良いのかどうかっていうことは、かなり私は疑問に

感じる部分があるのではないかと思っています。そういう意味では(１)につい

て、(１)で判断力を著しく低下していることを事業者が知っていてかつ生活に

著しい支障を及ぼす判断的なものが含まれるとしても、それがわかっていれば

だめですよというのは私はルールとしてはありうるものかと沖野委員が言われ

た通り、知っていなくともそれについて知らなかったことに重過失があるとか

というところまで含めるとかというのはあり得るのかと思うのですが。そこを

全くなくしてしまってということになると、渡辺委員が言われたように、そもそ

もそれはつけこみ型というかそういうものなのかということも問題になるよう

に思います。ちょっと今回の提案には疑問を禁じ得ないという感想を持ってい

ます。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。山下委員、お願いします。 

 
〇山下委員 

私はですね、 (１)の消費者の判断力が著しく低下しているということについ

ての事業者の主観的要件を外すというのは場合によってはありうるかなと思っ

ています。民法の第三者による強迫の事例などを考えますと、強迫を受けたこと

について相手方が知らないというケースであっても取消しができるというのが

一般的な解釈ではないかと思います。ですので、本人が判断できない状況につい

て本人の帰責性が無いというような状況で契約締結の意思表示をした場合に、

それを取り消すことができる場合というものをつくることが場合によっては正

当化されるという気はいたしております。ただですね、私が若干気になることは、

生活に著しい支障を及ぼすという要件にどこまでが入るのかということで、こ

れにより事業者にとっての不意打ち性というものがだいぶ違ってくるというふ

うに感じる次第であります。説明資料で例として挙げられているケースは、事業

者には原因はわからないけども、消費者が何かの理由により明らかにおかしい

契約をしていると気づいてよいようなケースで、原因が判断力の低下かどうか
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はわからないけども、契約に不自然があるというような状況を例として挙げら

れているように思います。生活に著しい支障を及ぼす契約というのがそういう

ものであるという限定があるのであれば、それにも関わらず事業者が疑問に思

ったことを、原因を明らかにせずに契約締結に至るというようなケースでは、判

断力の低下を知らなかったという抗弁は使えないというような、そういう主旨

の条文であるというのであれば賛成できるのですが、生活に著しい支障がある

という要件が何を意味するのかという部分がちょっと不明確であるのでこのま

まではやはり全面的には賛成できないというのがわたしの意見でございます。

以上です。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、平尾委員、お願いいたします。 

 
〇平尾委員 

平尾です。私の意見としましては規定を設ける方向性そのものは賛成いたし

ます。ただ内容については若干疑問があり、特に要件が厳格すぎるという意見で

ございます。もう少し高齢者の判断、つけこみ型について救済範囲が広い要件と

する必要がございます。特に２の要件、生活に著しい支障を及ぼすものという点

につきましては、前回申し上げましたがこれではかなり狭すぎると思います。日

弁連意見は後で見ていただければ結構ですけども、契約目的と対価が著しく不

均衡である場合やおよそ経済的合理性を欠く場合といったものも更に取消し対

象とすることができるといった要件の立て方が必要であると考えております。

特に高齢者、障害者につきましては、今単発の契約で生活が脅かされないとして

も、将来的には脅かされるということが容易に想定されると思います。高齢者、

障害者の方は、今後の収入が少なく、現在有る貯蓄に頼る、今あるストックに頼

って生活しています。将来的な収入がそれほど見込めないのであれば、現時点で

は、生活に著しい支障という財産毀損でないとしても、５年後１０年後の生活を

考えた場合には、生活に支障が生じるような財産毀損されているということが

あると思います。そういった高齢者被害、障害者被害を救済することを念頭にお

いて考えれば、生活に著しい生活に支障を及ぼす契約のみを取り消し対象とす

るのはかなり狭すぎると考えます。次に、主観的要件のほうですが、様々な議論

がありましたが、消費生活相談の現場の方からの声を聞きますと、主観要件があ

るため、事業者から「知らなかったよ」と言われれば救済ができないという、非

常に不合理な場面があるとのことです。これでは、解決に結びつきませんので、

できることなれば主観的要件は撤廃すべきだと考えています。但し、理論上、つ

けこみ型勧誘の取消しには、なんらかの主観が必要ということであれば、少なく



31 
 

とも故意に限らず過失も含めるべきと考えております。故意だけではなくて過

失、すなわち知ることができた場合も取消しができるといった要件の立て方を

するべきと思います。それから最後になりますが、やはり今回の要件立ては狭い

という印象です。繰り返しになりますが平成 30年改正時の国会の附帯決議を確

認する必要があります。若年成人の救済は別の規定でやるとしても、高齢者、障

害者等の方の救済については、知識、経験、判断力不足などの消費者が論理的判

断とすることができない事情を不当に利用して契約締結する場合をきちんと救

済できる法律を作らなければなりません。附帯決議は、今回の検討会できちんと

議論して成果物をあげてください、と要請しており、この要請に答えるのが、こ

の検討会に課せられた使命だと思っております。そうすると、国会の要請に対し

ては、今回のこの規定ではちょっと答えとしては不足しているというのが私の

意見です。特に包括、脱法禁止規定のところで、つけこみ型類型の脱法禁止規定

を、今回は見送るということであれば、なおのこと、ここの提案Ⅱの規定につい

ては、もう少し救済範囲を広げたものであるべきだと考えております。以上でご

ざいます。 

 
〇山本座長 

どうもありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局から

お答えすることはありますでしょうか。 

 
〇福島課長補佐 

現時点では特にございません。どうもありがとうございました。 

 

〇山本座長  

それでは、第２グループに移りたいと思います。西田委員からお願いいたしま

す。 

 
〇西田委員 

これまでの委員の方々のご意見、いちいち納得できるなあと思って聞いてお

りました。特に、やっぱり著しい低下という判断の問題をやって、それをこう、

捉えるのか。それから次々商法のような場合で、ひとつひとつの商品の金額は大

したことなくても、合計すると、あるいは後のことを考えると、生活にやっぱり

著しい影響があるだろうと予測されるというような場合はどうするのかという

ようなことは、確かにそうだ、と思って聞いていたんですが。やはり私は、また

同じことを言いますが、法律の専門家ではないので、なんとも技術論的には分か

らないんですけれども、脆弱性を考えますと、高齢者そして障害者といった人々、
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どこかで基準を置いて、そういう人たちに対しては、特定の配慮は確実にいるん

じゃないかと思います。そこで判断するのが、契約の後でも、今回の提案では、

大丈夫にするっていうのは非常に有効な話だと思うのですが、そこにある程度、

義務付けるというか、利用者は知らなかった、では通用しないようにするために、

ある特定の条件の人に対しては、何らかの確認をしないといけない、みたいなこ

とってできないんだろうかと、素人的に思ったりしました。とにかく、たとえば

消費者側にとっての味方になる方々、家族とかが多いのかもしれませんが、家族

が使えない場合もあるでしょうから、そういった点で弁護士さんや、消費者セン

ターの方とか、誰かそういった消費者の味方になる方々が、個人情報を把握する

形になるとは思うんだけれども、そういった形でカバーできないだろうかなと

素人的に思っています。以上です。 

 
〇山本座長 

 ありがとうございました。それでは、続いて、遠山委員、お願いいたします。 

 
○遠山委員 

 はい、よろしくお願いいたします。若干、長くなるかもしれませんが、ご容赦

いただければありがたいと思っております。 

消費者庁資料 25ページで示されている大きな方向性については、理解できな

いわけではありません。しかし、「判断力不足に着目した規定」は、第１回検討

会の資料として出されていた『消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研

究会報告書』を初めとして、これまで、「消費者が合理的な判断をすることがで

きない事情を不当に利用して勧誘する行為」である、いわゆる「つけ込み型勧誘」

として議論されてきたものと認識していますが、今回のご提案では、「消費者の

判断力が著しく低下していること」に関する事業者の主観を要件としないこと

から、もはや「つけ込み型勧誘」ではなく、議論の前提が大きく変わっているも

のと考えます。そのため、要件（ⅰ）に関する今回のご提案を前提とする場合、

勧誘の不当性がどこにあるのか、それが取消しに値すべきものかを含め、改めて

全体を検討し直す必要があると考えます。 

例えば、資料の 26ページ、27ページに想定される事例として挙げられている

事例は、いずれも、複数の契約が累積して「当該消費者の生活に著しい支障を及

ぼす」こととなった事例と考えられます。そうすると、過量契約に関する規定の

ような「同種」に関する要件や、累積を判断する期間などに関する要件を設ける

必要が生じるように思われますが、その場合、過量契約における「通常の分量」

は、「消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結

について勧誘する際の「消費者の生活の状況」及び「これについての当該消費者
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の認識」に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定

される分量等をいう」とされており、「消費者の判断力の程度」と「消費者の生

活への支障」の二つを要件とする今回のご提案と、過量契約の規定との関係はど

のように整理されるのか、また、過量契約の規定で対応できるのではないかなど

の点を整理する必要があると考えます。 

 また、判断力が低下した方々への対応については、この検討会以外にも様々な

場で議論されており、そこでは、事業者に対して、お客様の状況を確認すること

も含めて、認知症など判断力の低下した方々に寄り添った対応が求められてい

ることは、これまで申し上げた通りです。一方、事業活動には、金融サービスの

ように、高齢顧客の判断力を確認し、それに応じた対応を行うことが求められる

方向にあるものから、小売り、交通のように、「その場で」取引が行われ、高齢

顧客の状況がにわかには確認できないものもあり、判断力の低下した高齢顧客

への対応における課題は必ずしも一様ではありません。 

従って、今回のご提案を前提とするとしても、今回のご提案は要件（i）「消費

者の判断力が著しく低下していること」について、事業者の主観を要件としない

こととされていますが、その場合でも、このような各事業活動の特性に鑑みれば、

事業者が当該消費者の判断力を確認しようとする場合には、消費者にはそれに

ご協力いただけること、そして、日常的に「その場において」取引が行われる、

個々には比較的少額な取引については、取消しの対象外とすること、が必要と考

えます。具体的には、たとえば、前者に関し、民法 21条の制限行為能力者の詐

術と同様の規定や確認に応じていただけない場合は除外するような規定を、後

者に関し、民法９条但し書きと同様の規定を設ける必要があると考えています。 

 次に、要件の（ⅱ）については、資料 23ページでは、「（ⅱ）を評価を伴う要

件として位置付け」、「当該消費者が居住している不動産を処分するとき」及び

「消費者が継続的に支払義務を負う場合において、毎月の支払額が月収の一定

割合」を超えるとき」を取り消しうるべきものであるとの「評価を根拠づける事

実」とし、一方で、「評価を妨げる事実」があった場合は取消すことができない

ものとするという提案がなされています。 

しかし、資料の 25ページでは、要件（ⅱ）について、前回から特段の変更が

行われておらず、資料 23ページのご提案が、これとの関係で、どのような意味

を持つのか、よく分かりません。また、前回、要件（ⅱ）の該当例とされた、「③

その他消費者の生活を著しく困難にするとき」の取扱い等が不明であり、やはり

条文上、不当な行為をより明確にする必要があると考えます。 

この点、平成 30年２月 16日に閣議決定された政府の『高齢社会対策大綱』で

は、高齢者の居住の安定確保として、「公的保証による民間金融機関のバックア

ップなどによりリバースモーゲージの普及を図り、高齢者の住み替え等の住生
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活関連資金を確保する。」とされ、また、令和元年度「厚生年金保険・国民年金

事業の概況」によると、令和元年度末の厚生年金保険第一号受給者の老齢年金の

平均年金月額は 14万 6,000円、国民年金受給者の老齢年金の平均年金月額は５

万 6,000 円とされるなか、令和元年６月の金融審議会市場ワーキング・グルー

プ報告書に関して「老後２千万問題」と言われたように、多くの高齢者がリタイ

ア後は預貯金など金融資産を取り崩して生活しておられる実態がありますが、

それにもかかわらず、資料 23 ページにあるように、「当該消費者が居住してい

る不動産を処分するとき」や「消費者が継続的に支払義務を負う場合において、

毎月の支払額が「月収の一定割合」を超えるとき」、「一定割合」がいくらぐらい

なのかという問題もありますが、そうしたものをデフォルトとして、取り消し得

べきもの、つまり「不当な勧誘行為」との評価を根拠づける事実とすることには、

大きな違和感が残ります。 

したがって、「居住用不動産の処分」ということを要件と考えるのであれば、

そもそも不当性を基礎づける要素を加えるとともに、「毎月の支払額」について

は、少なくとも、月収だけではなく、「資産の額も考慮して支払能力を超える場

合」などとすべきと考えます。 

また、資料 23ページにおいて、「評価を妨げる事実」とされている事項は、通

常、事業者には知りえない事項であることから、「事業者がそれについて立証責

任を負わない形とする」か、または、「事業者が当該消費者の知識、経験、財産

の状況などを確認しようとする場合には、消費者にはそれにきちんと答えてい

ただけることが担保される形とする」のでなければ、判断力の著しい低下が疑わ

れる高齢者との間で取引を行うことに対しては、成年後見制度の利用を待つな

ど、事業者が取引を控えざるを得ないことが懸念されます。以上です。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、坪田委員、お願いいたします。 

 
〇坪田委員 

はい、坪田です。提案Ⅱにつきましては方向性は事務局案に賛成でございます。

通常高齢者が被害に遭って、被害に遭った後にやはり判断力に少し問題がある

のではないかということで医師の診断を受けることが多くあります。先に認知

症の診断を受けて被害に遭っている例はあまりないと思っています。判断力の

低下について事業者の主観は要件としない点は、知らなかった、気づかなかった

ということによって適用を逃れることを防ぎますので良いと考えています。21

ページに判断方法について記載がありますが、いま申し上げました通り、契約締

結後につきましても、総合的に判断するというのはとても良いと考えておりま
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す。また、医師の判断によりまして医学上の検査結果に数値が出るわけですけど

も、必ずしも契約締結行為における重要な判断力につきましては、やはり科学的

にだけでは推し量れない様々な事情が実際あると思いますので、そういったと

ころを総合的に判断して、判断力の低下であることを読み解くことできるよう

な形に、ぜひ逐条解説の中でもしていただきたいと考えております。 

著しい支障についても、現場で使える内容にしていただきたいと考えており

ます。高齢者が不動産を所有していることがあります。もちろん、23 ページの

下に記載があります評価を妨げる事実について承知しておりますが、それ以外

の今回の改正の提案に関係する部分でございます。たとえ不動産をもっていた

としても判断力が低下している高齢者は、不動産を売却して現金化することに

は心身共に大きな負担を伴い、一人でできないことも考えられます。そうであれ

ば、日々の暮らしを賄う年金などの一定の収入のなかで考えることを明確にし

ていただきたいです。また高齢者は今後の収入がなく、蓄財を取り崩してこれか

ら続く生活を賄っていかないといけません。それだけに蓄財を当てにした取引

には問題があると考えています。消費者被害におきましては、「資産家だからそ

れくらいは」と問題意識を持っていない事業者も見受けられます。もちろん、そ

うではない事業者のほうが多いとは思いますが、消費者契約法が手当てすべき

消費者被害は、このような問題事業者との取引であることは言うまでもありま

せん。この点についても逐条解説に明確に書き込んでいただきたいと思います。 

加えて著しい支障に気が付かなかったという問題が起きることが懸念されま

す。判断力が低下していることもあり、消費者は素直にどんどん契約をすること

があります。事業者は、「気持ち良いほど喜んでご契約していただきました。」と

言いますが、その結果現金に窮し、食費も楽しみも削らなければならないという

被害者がいます。事業者は取引のプロとして顧客と接してきたノウハウがあり

ます。これに基づき営業活動をしているので、少し注意すれば支障が生じるかど

うかについて気づく場合が十分に想定されると思います。従いまして、過失、そ

れが無理であれば重過失を要件に入れていただきたいと考えております。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、髙橋委員、お願いします。 

 
〇髙橋委員 

私も既にみなさまのご意見とほとんど同じではございますが、25 ページの提

案Ⅱの形のままではなかなか難しかろうかと思います。今までのご議論になか

った点を一つだけお話させていただきたいんですけど、24 ページの金商法 171

条の２という規定をご参照になっている点です。この規定はですね、無登録業者
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による未公開株販売という非常にリスクが高い上に情報がないという商品を販

売した場合に原則無効というものです。それをしただけだけで無効なんですね。

その上で登録業者側でこれが適合性原則に資するものであって特に不当でなか

った場合にはこれは例外的に有効にしてあげてもいいという金商法にしては珍

しく私法上の効果まで立ち入った規定なんですね。それと今回のご提案がパラ

レルになっているかと言われますと、なってないわけです。そう言いますのも、

まずは形式的な要件について仮に思考実験として申し上げるとすれば、この消

費者が非常に高齢で判断力が劣っている状況プラスこの財が非常にリスクが高

いものであると、つまり当該消費者の生活に著しく支障が及ぼすぐらいの規模、

取引規模として大きい例えば不動産取引という話だと思いますけれども、取引

が大きい、またあるいは例えば継続的な契約で何らかの説明が必ず必要である

というような、業者との間にある程度やりとりがあるような場面であることが、

無登録業者による未公開有価証券の販売と同じくらい悪質と評価できるかと言

えばこれは難しいかと思います。悪質とまでは言えないとしても、非常に注意を

要する取引だということになってくると、もう少し絞って少なくとも取引の内

容をかなり絞り込まないと難しいのではないのかなというふうに思った次第で

あります。それから事業者側の主観的要件ですが、「知りながら」ということで

善意悪意ということを問題にしているわけですけれども、その対象が取引の内

容だけでいいかということにはやっぱりどうしてもなるかなと思います。金商

法 171 条の２のほうの取引の内容だけでなく、より広く適合性の原則の話をし

ているわけで、この取引が当該消費者、当該取引相手にとって非常に意味のある

もので、このような注意は尽くしていますよということを示さなければならな

い。業者側で示すというべきなので、少なくとも立証責任自体も違うというわけ

で、そういった構造になっているのです。金商法の規定に寄せるという案をもし

考えるのであれば、もう少し客観要件を絞ったほうがいいし、主観要件のほうも

もう少し考えたほうがいいなという、適合性のほうに引き寄せるほうがいいの

ではないかという認識を持っております。私からは以上です。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、後藤委員、お願いいたします。 

 
〇後藤委員 

今回の事務局の提案についての意見ですが、沖野委員が述べられた意見に近

いです。特に気になるのは 25ページの「事業者が当該消費者の生活に著しい支

障を及ぼすものであることを知りながら」というのは、知らなければいいのか、

または、消費者に聞くということを要件とするか否かということです。仮に、必
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須要件となると、個人の事情に事業者が深く関与する話になります。また、事業

者は、個別具体的に消費者の事情を知った上でないと、契約ができないというこ

とになり、かなりの負担となります。なので、重大な過失とならないよう、どの

ように対策を講じれば、このような契約を防止できるのか、きちんと明確にする

必要があります。もう一点では、遠山委員からもお話が出ましたけども、比較的

少額の金額の契約まで、個別に対処するのか。当然金額の問題というのは個々の

契約者の生活の状況によって異なりますが、基本として設ける以上は、一定の線

引きというものをしませんと、取引そのものが難しくなると思います。その辺り

線引きについては、この検討会でもですね、議論をしていただいたほうがよろし

いと思っております。あと、もう一点、前回の専門調査会の中で、過量性の判断

において、たくさんの量を購入した際は生活に支障が著しく及ぼすものと判断

するのか、議論がありました。そのときは具体的な基準は法律や報告書の本文に

は記載できませんでしたが、報告書の注釈にこの場合は過量の契約に該当しな

いことを書き込んでいただいた記憶があります。なので、規定される場合は、そ

ういった配慮をしていただけるのかどうかも、事業者としては大きなポイント

になろうかと思っています。以上です。 

 
〇山本座長 

どうもありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局から

お答えをお願いします。 

 
〇福島課長補佐 

ご意見どうもありがとうございました。共通する大きな問題につきましては、

また後でご議論の際に発言する機会があればと思いますが、ひとまず遠山委員

から今回事務局資料の意味についてご質問があったので、そこの点に限ってお

答えしたいと思います。 

ご質問は２点あったかと思いまして、提案２のうち簡単に申し上げますと１

つめは、23ページの生活への著しい支障のこのスライドと、25ページの規定案

の関係ということになるかと思います。今回の提案としましては、規定案として

は消費者の生活に著しい支障を及ぼすものであることというように、この部分

は前回の提案を維持、同じものとしたうえで、23 ページではこの要件の解釈と

してこういう規範的要件としてこういう解釈をできないのかというように提案

したところです。既に何人かの委員の方からご指摘がありましたように、本当に

解釈としてできるのかという問題もありますので、場合によってはこの部分を

更に条文として具体化することもありうるのかなと思っておりますが、資料と

しては前回の規定案を維持する、生活に著しい支障という要件として解釈でや
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ろうとしたというのがこの資料になっているところです。 

それからもう１点遠山委員から 23 ページと 18 ページの前回提案の関係につ

いてもご指摘があったかと思います。前回提案が 18ページで（ⅱ）の該当例の

案のところの③という形で、その他消費者の生活を著しく困難にするときとい

うこと前回資料では書いていたところです。この部分につきましては、前回は①、

②に収斂されないのではないかということで③もあり得るとして③を書いたわ

けですが、今回の提案は、23 ページにありますように、２つに絞って提案した

ところでして、事務局資料の意図としては２つに限定したという趣旨で資料を

作ったところです。ひとまず私からは以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。さらに後ろの事例との関係ですけれども、過量契約

に関する規定との関係についても質問があったように思いますが、これはいか

がでしょうか。 

 
〇福島課長補佐 

過量契約との関係について複数の委員の方からご指摘があったと思います。 

前回と事例が少し違っている部分がありますが、今回の規定案としましては、生

活に著しい支障を及ぼすとなっているわけですが、これにはいくつかのパター

ンがあると思っておりまして、不動産の売買のように一回で消費者の生活に著

しい支障を及ぼすものもあれば、複数の契約によって全体として生活に著しい

支障を生じるものもあるかと思っております。規定案としましては後者の複数

の契約によって全体として消費者の生活に著しい支障を及ぼすものについても

対象としたいと思っているところですが、規定案で契約を取り消すと書いたと

きに、本当にそこまで読めるのかという問題がありますし、既にご指摘がありま

したように、過量契約取消権で複数契約の規定があるわけですので、そことの役

割分担をどうするのかという問題もあるのではないかと思っております。そこ

はさらに検討してまいりたいと思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、第３グループに移りたいと思います。小

浦委員からお願いいたします。 

 
〇小浦委員 

小浦でございます。私も今回の消費者庁の提案の方向性には賛成をするもの

です。気になりますのは、２の生活を著しい支障を及ぼすというところの著しい
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が救済の時に狭くなるのではないかなと気になっています。消費者が望まない

ものを契約させられた場合、やはり著しい支障になる前もあると思っているん

ですね。そういうところも救済されるよう幅広く規定をしていただきたいなと

思っております。評価を妨げる事実として、知識、経験、財産の状況に照らして

消費者の保護に欠けるものというふうな表現になっていますけれども、一時的

にですね、先ほどの消費者庁のご説明にありましたように、複合的に総合的にも、

支障が起きる場合もあるのでしょうけど、一回の契約でたちまち著しい支障が

起きることはないと思われていても、やはり年金生活にしてみればだんだん貯

金を取り崩していくことが将来的には消費者保護の観点からは欠けるものでは

ないかなというふうに考えますので、ここのところももう少し中身を検討して

いただきたいなと思っているところです。それからですね、(３)の事業者が知り

ながらという、知りながらですけれども、色々ご意見はございましたけれども、

相談現場での話を聞きますと、知らなかったということで通されてしまうと救

済につながらないということもございますので、過失を規定に加えていただけ

るとより消費者の保護につながるのではないかと考えております。以上です。 

 
〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、楠委員、お願いいたします。先ほどの提

案Ⅰについてご発言いただけませんでしたので、併せてご発言いただけますで

しょうか。 

 
〇楠委員 

承知いたしました。まずは提案Ⅱについてからですけれども、やはりこういっ

た要件というものは外形的に判断できることが重要となってまいりますので、

事務局提案にあるような事業者の主観を要件としないようなこと、この方向性

には賛成をさせていただきます。一方で、どれだけ生計に影響するかというとこ

ろも個別の事情としても非常に重要なんですけど。実際の相手に判断力がある

と考えているか否かということをなんとか外形的にみることができないだろう

かというときに、おそらく取引条件ですとか、あるいは、例えばリバースモーゲ

ージ自体がだめということではなくて、そこにおける住宅価格が適正に算定さ

れているかも含めてですね。たぶん総合的に見ていく必要があると思いまして、

そこはいわゆる消費者の方の状況だけではなくて、取引の実態に不当性がない

かというところに着目するという考え方もあるのではないのかなと拝見して感

じたところであります。 

提案Ⅰについて概ね事務局の方向に賛成ではあるのですけど、まずは強迫型

の類型に限定して網をかける範囲をみていくことになると当然そこから漏れる
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部分というのは入ってくることは既に多くの方から指摘があったところだと思

いますけれど、そこに関しましても今回なかなか法律に入れることは難しいと

いうことですけれども、よりどういったものが引き続き問題として起こってい

るのかきちんとモニタリングしていきながら、より外形的にこれを規定できる

ようにみていく必要があるのかなと思います。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、河村委員、お願いいたします。 

 
〇河村委員 

法律・商取引の実務の立場から専門的な話が大変参考にさせていただいてお

ります。そうしたご意見ご見解と比べますと、とてもずれた意見になるかもしれ

ないと恐れていますが、経済学の観点から申し上げます。まず判断力の低下に関

して、知りながら、という要件が削除されたのは前進だと考えます。知りながら、

を要件としますと、他の先生方、委員がおっしゃっているように抗弁が可能にな

り、消費者の立証責任、立証コストが高くなり、国会附帯決議で明示的に謳われ

ている判断力が不足した消費者の救済にならない可能性が高くなると考えられ

ます。但し、生活に著しい支障を及ぼすものであることという規定に関しては規

定そのものの存在意義に疑問がありまして、特にこの規定は損害額が少額なら

泣き寝入りしろという以上の解釈がなかなか難しい。つまりこの点に関しては

消費者、事業者間の利害に、トレードオフがある中で利害を事業者側に寄せてい

るものという解釈を個人的にはしております。事業者にとってこの要件が大変

不利になること様々な問題があること十分に理解できます。しかしながら、認知

症等に起因する契約取引の契約取消しを一定の取引リスクとして、例えば価格

を若干上げる、または消費者の判断力を判定、または可能な限り簡易に判定でき

るように取引のやり方を改善できる方策をとることは不可能ではありません。

ただし、国内で操業するすべての事業者がこのリスクに直面すれば、それ自体が

各事業者の相対的競争力を下げるというものにはなりません。例えば判断力低

下に起因する取消リスクによって事業者のコストが若干上がり価格も上がると

しても、それは判断力が低下した消費者の保護救済のコストを判断力が低下し

ていない健常な消費者、ひいては社会全体で負担するというような考え方も経

済学的にはできます。したがって今回のご提案の方向は妥当なものと考えます。

以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、垣内委員、お願いいたします。 
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○垣内委員 

 まず生活への著しい支障という要件に関してなんですけれども、資料 23ペー

ジあたりの記載に関しまして、すでに何人かの先生方からご発言がありました

けれども、私も生活への著しい支障という概念は、基本的には生活への客観的な

影響とその程度ということで整理をしないと、内容が極めて曖昧と申しますか、

不明確なものになってしまうということではないかと思います。支障があるの

かどうか、あるとして、その程度がどの程度なのかということを、この著しい支

障という要件で問題とするということなのではないかと考えています。そうし

たときに、それがある種の規範的要件であるという見方は、できないわけではな

いと思いますが、23 ページの評価を妨げる事実とされているような契約の内容

とかですね、目的の一種の合理性みたいな事情について、これを評価を妨げる事

実という方向を考慮することになりますと、これは著しい支障という概念がか

なり曖昧なものになるのではないかと思われます。こうした事を考慮すること

そのものは合理性があるとは思いますけれども、そうであれば、これは生活への

著しい支障とは別の要件で組み込むということのほうが適切なのではないか。

生活への著しい支障が、仮にあるとしても、それがここで評価を妨げる事実で挙

げられているようなものであると認められるのであれば、取消しは認められな

い、このような形になるのではないかというように思います。 

 ただ、そう解釈しても、著しい支障の「著しさ」の評価との関係で、全体の相

関関係で見ていくというような解釈論がさらにあり得る、というような議論が、

もしかしたら出てくるのかもしれませんけれども。しかし、条文上で著しい支障

の中に全て入っています、というのは少し、無理があるように思えます。それか

ら判断力の著しい低下を知りながらという要件を設けるかどうかということに

関してですけれども、前提として、私、不勉強で分からないところがありまして、

あとで事務局からご教示いただきたいと思っているんですが、現行の４条３項

の、たとえば本提案に関係する規定ですと５号で、当該消費者が加齢または心身

の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計健康その他の事

項に関して、現在の生活に過大な不安をいだいていることを知りながら、という

要件が立てられているんですけれども、ここでの「知りながら」の対象というの

は、現在の生活水準に多大な不安をいだいているということに限られるのか、そ

れともそれが判断力の著しい低下に由来していることを含んでいるのでしょう

か。文言上は含んでいるというのが素直なように思われますけれども、そうだと

すると、今回の提案はそれとは異なる規律を提案しているということなのか、そ

れとも５号そのものが判断力の低下部分については悪意の対象とはしていない

のか。あとでお教えいただければと思います。 
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 いずれにしましても、今回の提案は、この提案に関する各自の判断力の著しい

低下について、悪意を要求しないということですが、本当にそれでいいのかとい

うことについて、すでに何人かの委員の先生からご発言があったところですけ

れども、私も若干、それでいいのかという不安感と申しますか、疑問を感じると

ころがあります。ただ、ひとつ説明するといたしますと、 そもそも、生活に著

しい支障を生ずるような契約であるという時にもかかわらずそうした契約をし

てしまうということについては、これは判断力が十分でないのではないのかと

いうことを疑わせる徴表にはなるのではないかと思われます。ただ、それでも先

程の評価障害事実のような、その消費者の知識、経験、財産状況とか、契約の目

的、あるいはその契約の内容の合理性というようなことも含めて考えていいの

かと思いますけれども、そうした点が、なんら問題のない契約であるということ

であれば、それは合理的であるということになるのかもしれませんので、それは

先程申しましたように、取消権を阻却するという規律がありうるのではないか

と思いますけれども、そうとも言えないとなってきたときに、生活の著しい支障

が生ずるものであって、この評価障害事実のような事情も認められないという

ことであったとしますと、それは判断力の著しい低下がなければ、そのような契

約をしないのではないのか、という疑いが相当に基礎づけられるような局面で

はないかと思われます。 

 その意味では、第一次的な要件として、著しい低下を知りながら、ということ

を積極的な要件としては要求しないという考え方も、あるいはありうるのかな

という感じがしたところです。ただその場合は、事業者のほうで、それにもかか

わらず判断力があると信ずべき正当な理由がある場合にはこの限りでないとい

ったような、無過失であったということを立証して取消しを免れるというよう

な規律はさらに設ける必要が、なお残るのではないかというような感じもして

おります。そのあたりが私自身としては課題としては感じているというところ

になります。以上です。 

 
○山本座長 

ありがとうございました。それでは、ここまでのところで、事務局からお答え

をお願いいたします。 

 
○福島課長補佐 

ご意見どうもありがとうございました。垣内先生からご質問あったところに

お答えしたいと思います。事務局資料で申しますと６ページをご覧いただけれ

ばと思います。困惑類型のうち 2018年の改正で入った第５号、一番下のところ

になりますが、判断力の低下による不安をあおる告知についての解釈のご指摘
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だったかと思います。条文としては、ここに書いてあるのは概略になりますけれ

ども、加齢または心身の故障により判断力が著しく低下していることにより現

在の生活に不安を抱いている、そういう不安を事業者が知っていながら、不安を

あおって生活維持は困難であると告げたというものが条文になっています。で

すので、条文としては知っていたことの対象は不安になっていて、その不安の理

由として、判断力が著しく低下しているというような条文になっているところ

です。そこから先は解釈になりますけれども、垣内先生がおっしゃったように、

判断力が低下しながら不安を抱いていること全体について、知っていたかどう

かという解釈になるのかなと思っているところです。 

解釈がどうであれ、いずにせよ、今回の提案は、判断力が著しく低下している

こと、それ自体を知っていたという要件になっていますので、そこは 2018年改

正によるこの５号の規定とは違っているところかなと思っているところです。

私からは以上です。 

 

○山本座長 

どうもありがとうございました。以上で、委員の皆様から一通りご意見をお伺

いすることができたと思います。ここからは、他の委員のご発言に対してご意見

やご質問を希望される場合は、先程と同様の要領で、チャットでお申し出くださ

い。 

ここまでご意見をいただいて、私なりに理解したところを申し上げておきま

すと、今回の提案については、大きく分けますと、二つの考え方の方向性がある

ように思います。 

一つは、これまでずっと検討してきましたように、これはつけ込み型に関する

規定をさらに整備するものであるという考え方です。この考え方からしますと、

今回の提案のように、加齢または心身の故障により判断力が著しく低下してい

るという要件はよいとしても、それについての事業者の主観的要件を定めてい

ないとすると、これは、つけ込み型とはもはや言えないのではないかというご指

摘が出て来ることになります。つけ込み型として考えるとするならば、判断力が

著しく低下していることについて、事業者が少なくとも知っていたことが必要

だが、それだけでは足りない場合もあり、さらに重大な過失があったことという

要件を立ててカバーするのが適当ではないかというご意見がかなりたくさんあ

ったところです。 

もちろん、その方向で行く場合でも、生活に著しい支障を及ぼすものであるこ

とという要件については、これで十分なのかどうか、もっと絞り込む、とりわけ

取引内容を絞り込むという方向を考えなければならないのではないかというご

指摘もあったところです。いずれにしましても、つけ込み型として整備していく
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以上は、このあたりを更に詰める、ないしは考え直す必要があると考えられます。 

もう一つは、必ずしも明確にご指摘があったわけではないのかもしれません

が、私なりに今回の提案を見ていますと、つけ込み型とも言えるわけですけども、

むしろどちらかというと、判断力が著しく低下しているという能力不足の方を

保護するための規定と位置付けることもできそうです。 

民法で言いますと、そのようなものとして、意思能力に関する規定があります。

意思能力がなければ、意思表示は無効とするという規定ですが、ご承知の通り、

意思無能力の判断は非常に難しくて、しかも非常にハードルが高いものです。実

際に、たくさん裁判例ありますけれども、無効を認めるほど判断能力がなかった

わけではないとされる場合が多く、これではなかなか救済ができない。この提案

は、そこを消費者契約に関して広げるという意味をもつものとして見ることが

できるかもしれません。意思能力については、意思能力がなければ、相手方が知

らなかった場合でも、意思表示は無効とされますので、この提案はそのような方

向性と整合性があるということができます。 

また、成年後見制度は、審判をして、定型的に行為能力があるかどうかを確定

することを前提とした制度ですけれども、そこでも、成年後見の場合は、事理弁

識能力がない、保佐の場合は、著しく不十分である、補助の場合は不十分である、

というグラデーションをつけて規定されていますが、これらについても相手方

が知っていたかどうかは問わずに、この要件を満たせば取消しを認める。ただ、

成年後見は、事理弁識能力が欠如している場合ですので、日常生活に必要な行為

を除いて、取消しが認められるのに対して、保佐は、事理弁識能力が著しく不十

分である場合について、重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為など

重要な行為類型に限って、取消しを認めるという仕組みになっています。今回の

提案をこれに引き付けて考えてみますと、著しく判断力が低下しているという

保佐に相当するような場合を想定し、重要な行為類型として、生活に著しい支障

を及ぼすものを対象としている。ただ、これは、外形的に明確に判断することは

難しいものなので、事業者が知りながらという要件が付け加えられている。立証

責任をどうするのかは次の問題である。このような方向で考える道も、ないわけ

ではありません。もちろん、規定としては、大きくは違わないのかもしれません

が、考え方の方向性が少し違ってくるように思います。 

これまでずっと前者の道を考えてきました。しかし、後者の道も考えられなく

はないだろうと思います。とりわけ、高齢化社会の中で判断力が低下している消

費者について、被害の救済をはかる必要があることは、ずっと以前から言われて

いることでして、結果としてそのような要請をすくい取ろうとするものと位置

づけることができなくはありません。ただ、これは大きな問題ですので、そうで

はなく、やはりこれまで検討してきた判断力の低下についての主観的要件、つま
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り過失や重過失等を含めて考えていくという方向を詰めていくべきであるとい

う考え方も、十分ありうることです。このあたりが今日、お伺いしていて、検討

すべきポイントではないかと思った次第です。 

少し長くなってしまって恐縮ですが、それでは、ご意見があればチャットでお

申し出ください。いかがでしょうか。先程と同様でして、次回に詰めた検討をし

ようとしますと、可能な限り、それまでにご意見をいただいておくほうが、検討

しやすくなるということがありますので。ご発言があればお願いしたいと思い

ます。 

では、遠山委員、続いて山本龍彦委員、お願いいたします。 

 
○遠山委員 

すみません。一点、事務局に、イメージでよいのでご質問したいのですが、「月

収の一定割合」について、どの程度になったら一定割合を超えていて、「生活に

著しい支障を及ぼす」という要件にあたると具体的に考えておられるのか、議論

の前提がイメージしづらい面もあるので、教えていただければと思っておりま

す。以上です。 

 
○山本座長 

 それでは、事務局からお願いいたします。 

 
○福島課長補佐 

ご質問どうもありがとうございました。現時点では特定の数字を念頭に置い

ているわけではなくて、月収の一定割合という形で区切ること自体について、ご

意見をいただければと思っていたところです。現時点で事務局として、５割です

とか３割ですとか、そういうことをお示しできるものではございません。 

 

○山本座長 

遠山委員、よろしいでしょうか。それ自体が検討対象であるということのよう

です。よろしいでしょうか。 

 
○遠山委員 

分かりました。であれば、申し上げた通りです。すみません。ありがとうござ

いました。 
 

○山本座長 

 それでは、山本龍彦委員お願いいたします。 



46 
 

 
○山本龍彦委員 

 はい、すみません。ありがとうございます。時間がない中で、しかも抽象的な

お話になるんですけれども。認知症の問題というのは、本当に大げさに言えば、

今後の日本の大きな社会問題ですし、この条文が、我々の社会がどういう社会で

ありたいのか、我々がどういうふうに高齢化の問題に向き合うのかという、「日

本のかたち」を示すような、象徴的な条文になるのではないかという印象を持っ

ています。「2040年問題」というふうに言われますけれども、これから高齢者と

いうのが非常に増えていく中で、従来の商慣行そのものが、本当にそれまでのも

のでよいのか、根本的に問われているのではないかと思います。そういう意味で

は、座長がおっしゃった二つのアプローチ、どちらもありうるなというふうに、

非常に説得的なご説明だったと思うんですけれども。私自身、二番目のアプロー

チもありつつ、つまり保護的なアプローチもありつつ、やっぱり商慣行と申しま

すか、高齢者との間のコミュニケーションの在り方そのものを見直すひとつの

きっかけになるとすると、やっぱり第一のアプローチにこだわるという手もあ

るのかなと。そうすると、先程、私も主観要件に対して懐疑的な視点を示しまし

たけれども、主観要件を残しつつ、その立証責任を工夫するとかですね、そのよ

うな方向性もありうるかと思います。結局、多分、主観要件を普通に残してしま

うと、やっぱり消費者の側、高齢者ないし認知症の患者の方が、契約のときにつ

け込まれて、さらにもう一回、救済とか訴訟手続きのときに、またつけ込まれる

という、二重のつけ込まれみたいなことが起きるかもしれません。主観要件を単

純に残すと、そういうことが起きてしまうこともあるので。やっぱりそこは、絶

対、避けるべきだろうと。そういう意味では、主観要件を入れる場合には、調整

と申しますか、二重のつけ込みがないように、救済ないし訴訟手続きで、ある意

味、配慮するような、主観要件の立証責任の配分等でカバーするような形で、新

しいコミュニケーションの形式を積極的につくっていくという側面もあるんじ

ゃないかなと。そういうふうに感じた次第です。すみません。以上です。 

 
○山本座長 

 ありがとうございました。それでは、坪田委員、お願いいたします。 

 
○坪田委員 

 はい、ありがとうございます。成年後見制度の活用というのが一番のポイント

であるかと思いますが、実際には消費者被害が起こってから、医師の診断を受け

て、そういった制度の活用にいくのが現実です。そういったことから、認知症の

方なり、認知症になりかけている方の判断力不足による消費者被害がたくさん
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起こっているという現実があります。これを救済するにあたりましては、ご本人

が記憶力が曖昧になっていることから、事実確認が大変難しくなっております。

また、新しい取引形態がたくさん出てきておりますので、これまで被害が多かっ

たという特定商取引法では救済できないものも多数あります。 

高齢者の消費者被害を救済するための法律というものがない中で、消費者契

約法の活用が非常に望まれています。これは好むと好まざるとにかかわらず、高

齢社会を迎えた日本の消費者問題では、外せないと思っておりますので、検討を

よろしくお願いしたいと思っております。以上です。 

 
○山本座長 

 ありがとうございました。平尾委員、お願いいたします。 
 

○平尾委員 

釈迦に説法みたいな話で申し訳ございません。成年後見制度、保佐制度、補助

制度、なんですけれども、今後、これらを積極的に利用すればいいというわけで

はありません。実際、高齢者見守りの現場でみていますと、大多数の高齢者の方

は、後見制度の利用を拒否されます。これらの制度は、本人の財産管理権限を大

きく制限するものですので、現実的には、後見制度の利用は躊躇されることが多

く今後も限定的な利用状況が続くと思います。そうすると、「後見制度があるか

ら保護がされる」というような議論の立て付けは、ちょっと間違っていると考え

ます。判断力不足、保佐や補助状態であっても、後見制度を利用しないでいる方

達が大多数いますので、そういった方達の保護を、後見制度の利用促進とは別に

図ることが必要と考えます。そこを消費者契約法の取消規定で、きちんとカバー

していくことが要請されているところでございます。以上です。 

 

【６．閉会】 

○山本座長 

 ありがとうございました。ほかはよろしいでしょうか。 

 それでは、たくさんのご意見をいただきまして、どうもありがとうございまし

た。本日はここまでとさせていただきます。いただきましたご意見については、

事務局で整理し、次回にお示しするということでよろしいでしょうか。事務局か

ら何かありますでしょうか。 

 
○黒木課長 

 本日も貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。次回でございます
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けれども、２月 12日午前中で、本日ご議論いただきました、つけ込み型等に関

する取消権の規律について、今回の資料の続きの部分をご議論いただくことを、

予定をしております。具体的な開始時間につきましては、追ってご連絡をさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

○山本座長 

 ありがとうございました。なお、本日の議論については、運営要領に基づいて

事務局と私とで議事録を作成し、委員の皆様にご確認いただいた上で公表した

いと考えています。 

 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところ、お集

まりいただきまして、どうもありがとうございました。今後ともどうか、よろし

くお願い申し上げます。それでは、これで第 12回検討会を終了いたします。 
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