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携帯電話利用契約における
解約金条項の有効性

丸　山　絵美子

〔NTTドコモ〕
①一審：京都地判平成 24・3・28判時 2150号 60頁、金商 1402号 31頁
②二審：大阪高判平成 24・12・7判時 2176号 33頁、金商 1409号 40頁
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③一審：京都地判平成 24・7・19判時 2158号 95頁、金商 1402号 31頁
④二審：大阪高判平成 25・3・29 2013WLJPCA03296002〔ウェストロージャパン〕
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⑤一審：京都地判平成 24・11・20判時 2169号 68頁
⑥二審：大阪高判平成 25・7・11 2013WLJPCA07116001〔ウェストロージャパン〕

【訴訟の概要と問題の所在】

本稿が扱う 6つの判決は、携帯電話の利用契約における解約金条項の
有効性について判断を示している。事業者が異なるいずれの携帯電話利
用契約においても、2年の定期契約を選択すれば、毎月の基本使用料金
が半額となるが、期間満了前に解約をした場合には、9975円の解約金
を支払う契約条項（以下、「本件解約金条項」という）が置かれている。
本件解約金条項の無効を争う際の根拠は、消費者契約法（以下、「法」
という）9条 1号または法 10条に求められている。現在公刊されてい
る上記 6つの判決は、いずれも、本件解約金条項は損害賠償額の予定・
違約金条項にあたるとして、法 9条 1号の適用を認めるが、2年の定期
契約を消費者が中途解約する際の「平均的な損害」の額をどのように算
定すべきかについて見解が分かれている。結論的には、1ヶ月という区

判例研究



法政論集　252号（2013）311

〈188〉　携帯電話利用契約における解約金条項の有効性（丸山）

分で平均的な損害を算定し 23ヶ月目以降の解約金は平均的な損害の額
を超えているとして本件解約金条項を一部無効と判断した③判決を除
き、すべての判決が 9975円は平均的な損害の額を超えないとしている。
また、法 10条の判断においては、いずれの判決も、法 10条前段該当性
を認め、③判決を除いたすべての判決が、後段該当性を否定し、本件解
約金条項は有効であるという判断を示している（③判決は法 9条 1号に
より無効となる限りで、法 10条によっても無効となるとする）。

6つの判決において問題となっている携帯電話利用契約には、消費者
が、解約金条項を伴った 2年の定期契約を選択することによって、基本
使用料金が、期間の定めのない通常契約を選択した場合と比べ、半額と
なるという特徴があり、このような取引条件や給付内容・契約に伴うリ
スク等の特徴を踏まえて不当条項規制を行う必要があると考える。そこ
で、以下では、①～⑥判決について、事実および判旨の概要を確認した
後、本件解約金条項の目的や携帯電話利用契約の特徴、プラン選択の意
義について、不当条項規制との関係において、検討を加える 1）。そのう
えで、①～⑥判決における検討の順番とは異なるが、まずは、法 10条
の適用・解釈問題として本件解約金条項の有効性について検討し、次に、
法 9条 1号の平均的な損害の解釈という問題についても一考する。なお、
携帯電話利用契約の内容・取引条件等に照らせば更新前と更新後とを区
別して議論する必要はないと考えるので、更新後解約金条項の有効性と
いう争点に関する検討は省略する。

【事実の概要】

1　請求の内容

本件各訴訟においては、適格消費者団体が原告（以下、「団体Ｘ」と
いう）となって、携帯電話利用契約における解約金条項は法 9条 1号ま
たは法 10条に該当して無効であるとして、法 12条 3項に基づき、被告

1） 本判例研究は、拙稿「不当条項の規制と価格の低額化―『不当条項規制と商
品設計・価格設定の自由』に関する一考察―」民商 148巻 3号掲載予定を基礎
とする具体的検討である。
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会社ら（以下、「Ｙ」と表示する）に対して当該条項の内容を含む契約
締結の意思表示の差止めを請求している（①②③④⑤⑥）。また、上記
解約金条項に基づき解約金をＹに支払った消費者ら（以下、「個人Ｘ」
という）が、上記条項の無効を主張して、Ｙに対し不当利得返還請求を
している（①②③④）。

2　契約内容および解約金条項

Ｙは、携帯電話利用契約において、顧客が 2年間の定期契約を選択す
る場合に、基本使用料金を、期間の定めのない通常契約を締結した場合
の半額とし、顧客が中途で契約を解約する場合には、9975円（消費税
込み）の解約金を支払わなければならないと約款上に規定している。
この定期契約は、NTTドコモおよび KDDIの契約約款によると、2年
が経過すると自動的に更新され、当初契約も更新後契約も、更新時期と
なる 2年に 1度の 1ヶ月間に解約を申し出ない限り、解約金を支払わな
ければならない（①②③④）。ソフトバンクの契約約款によると、2年
経過後に契約が自動更新された場合、翌月および翌々月の基本使用料金
が無料とされ、また、初回更新の際には、更新月のほか、翌月も解約金
を支払わずに解約できる（⑤⑥）。なお、NTTドコモの場合、消費者の
死亡後一定期間内の解約や中途解約と同時に一般契約の身体障がい者割
引を受けることになった場合などは、解約金の支払いは不要である旨の
記載があることも認定されている（①②）。

【判旨の概要】

1　条項の性質

解約金は対価の一部あるいは契約の主要な目的の一部を構成するもの
であり、本件解約金条項はいわゆる中心条項として消費者契約法の規制
対象外となるという主張がＹ側より行われているものの、裁判所はこの
ような条項の捉え方を採用していない（①②⑤⑥参照）。いずれの判決も、
「解約金条項」は、契約の解除に伴う「損害賠償額の予定または違約金
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条項」であると認定している。なお、⑥判決は、中心条項・付随条項と
いう考え方についてやや詳しく説明を展開したうえで、解約金条項は、
多数の取引条件がパッケージとして一体化した料金プランの中に組み込
まれた取引条件の一つで、中心条項であるというＹの主張に対し、契約
における対価の決定に関わる条項としての側面を有することは否定でき
ないが、広い意味で契約の履行過程で生じるトラブルに対処するための
条項という性質を有し、中心条項とは言えないと説明している。　

2　法 9条 1号

各判決は、「平均的な損害」の額について、基本的には、立法担当行
政庁の解説 2）と同様に、同一事業者が締結する多数の同種契約事案につ
いて類型的に考察した場合に算定される平均的な損害の額をいうもので
あり、具体的には、解除の事由、時期等により同一区分に分類される複
数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値を
意味するという理解を出発点とする。
もっとも、①～⑥判決は、今回の事案において、法 9条 1号にいう平

均的な損害の額を具体的に算定するにあたって、幾つかの異なる考え方
を示している。
（1）「標準基本使用料金からの割引分×利用期間」を基礎に、2年間
を 1区分（定期契約顧客を一体）として算定する考え方（①②判決）
まず、①判決は、「平均的な損害」を算定するにあたり、定期契約を
締結する顧客を一体としてみることを前提とする。そして、消費者は、
2年間の契約期間内に中途解約しないことを条件に、標準基本使用料金
の 50％の値引きを受け、Ｙは 2年間に安定した収入を得られるのであ
れば、割引を行っても採算に見合うと判断した上で割引率を 50％と設
定したものと考えられるので、中途解約の場合、この期間の標準基本使
用料金と割引後基本使用料金との差額がＹに生じた損害ということがで
きるとする。そして、標準基本使用料金で契約を締結する者がおよそ存
在しないとは考えられないことにも言及している。なお、法 9条 1号は、

2） 消費者庁企画課『逐条解説　消費者契約法〔第 2版〕』（商事法務、2010年）
209頁。
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民法 416条によれば請求できる損害すべてを許容するものではなく、機
会の喪失が観念できるような場合以外、履行利益を平均的な損害に含め
ることはないとして、中途解約時から期間満了までの売上累積額を算定
の基礎とすることはできないと述べている。②判決も、①判決を基本的
に維持しつつ、「割引分は、もともと減額されなかったはずの減額分を
取り戻すというもの」で、「割引プランは、当該商品の利用者数、途中
解約者数等を想定した上で構成された商品」であり、「想定範囲を超え
て多数の契約者が解約するような場合は予定されて」おらず、「実際に
生じる損害に対して解約金が少額であるとしても」、商品全体として利
益があげられる設計であれば不合理ではないとして、割引料金、定期契
約、解約金をワンセットとする割引プランにおいて、中途解約しない顧
客と中途解約する顧客、解約時期などが想定の範囲内に収まり利益を獲
得することが重要であることが強調されている。この説示からは、解約
金条項は解約による経済的な損失を可能な限り填補する目的で置かれて
いるというよりも、解約者数や損失を一定の範囲に抑える機能を果たす
ものであることが承認されたうえで、平均的な損害を算定するとすれば、
割引分の解約までの累積額となるという判断が示されていると言えよ
う。
具体的には、各料金プランの平成 21年 4月から平成 22年 3月までの

月ごとの稼働契約者数（前月末契約者数と当月末契約者数を単純平均し
たもの）を単純平均し、それぞれに料金プランごとの割引額（標準基本
使用料金と割引後基本使用料金との差額）を乗じて加重平均した金額を
算出し、平成 21年 8月 1日から平成 22年 2月 28日までの解約者につ
いて、経過月数ごとの解約者数に、それぞれの経過月数を乗じて加重平
均した月数を算出し、差額の加重平均額×解約までの経過月数の加重平
均月数＝平均的な損害額（①では 3万 240円、②では 2万 4800円）と
している。9975円はこれを下回るので、解約金条項が法 9条 1号に該
当しないとする。
（2）「（1カ月の売上－節約費）×残期間」を基礎に、1カ月を 1区分
として算定する考え方（③判決）
まず、法 9条 1号の平均的な損害は、民法 416条にいう通常損害に対

応するもので、約定解除権行使に伴う損害賠償の範囲も民法 416条によ
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るものと等しく、履行利益の賠償と解されるとする。そして、解除事由、
時期等により同一の区分に分類される同種の契約における平均値を求め
る方法により行うべきであるとする。具体的には、ARPU（通信事業者
の 1契約あたりの 1か月の売上を表す数値）を基礎に、節約費を差し引
き、これに解約時から契約期間満了時までの期間を乗ずる方法により行
うのが相当であるとする。そのうえで、解約時期の違いが 1か月の範囲
内であれば、Ｙに生じる平均的な損害の額に著しい差異が生ずるとまで
は評価できないこと等を考慮し、解約時期を 1か月毎に区分して平均的
な損害を算定すべきであるとする。具体的な計算の結果、23か月目以
降に解約した場合に超過部分が生じ、その部分は法 9条 1号によって無
効となるとした。
なお、基本使用料における割引額の累積を基礎とする考え方について

は、契約の継続期間が長くなるほうがＹの期待が実現される関係にあり、
基本使用料金の値上げによって平均的な損害の額を操作できるのは妥当
ではないなどとして疑問を提起する。
（3）「固定費用×残期間」を基礎に、2年間を 1区分として算定する
考え方（⑤判決）
⑤判決は、③判決と同様に、逸失利益の考慮が許されるのが原則とす

る。もっとも、ホワイトプランＮは、2年間という期間が定まっている
継続的契約であり、2年という区分を基礎とするべきとしたうえで、平
均的な損害の額とは、逸失利益に契約残期間を乗じた金額をいうものと
解すべきであり、また、通信料等による利益は、消費者の使用量により
金額が変動し、解約を指向する消費者は使用量を抑制する可能性がある
ことからすれば、通信料等に関する収入と費用を除き、基本使用料やオ
プション料、保証料金などの固定的な費用を基礎に算定するという立場
を示す。契約残期間や本件逸失利益が 1割程度変動しうることを考慮し
ても、本件契約の平均的な損害の額は 9975円を上回ることになるという。
（4）「（1カ月の売上－節約費）×残期間」を基礎に、2年間を 1区分
として算定する考え方（④⑥判決）
④判決は一審の③判決の考え方を採用せず、2年間を 1つの区分とす
ることを前提としたうえで、定期契約の APRUを基礎に、月額を算定し、
平均的な残期間を乗ずる方法によって、平均的な損害の額を 4万 9640
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円と算出する。なお、累積割引額を基礎とする考え方については、契約
の継続期間が長くなるほうがＹの期待に沿うはずであり、定期契約の契
約者から通常契約の通信料金を得ることは予定されていないなどとして
疑問を提起する。
⑥判決は、本件契約は大規模インフラをもって不特定多数の顧客に対

し定員を限定せずに提供されるサービスであり、契約目的に代替可能性
がある類型の契約ではなく、2年間の中途解除に対して一括して解約金
条項が定められているのも不合理ではないなどと述べ、2年間という時
期の区分を前提に平均値を求めるという見解に立つ。そして、平均的な
損害の額は、民法 416条にいう通常生ずべき損害と同義であって、営業
上の利益（逸失利益）が含まれるとしたうえで、ARPUを基礎に、平均
的な残期間を乗じた額が平均的な損害の額であるとし、9975円を超え
ないとした。

3　消費者契約法 10条

（1）法 10条前段該当性について
（ⅰ）役務提供契約における受領者側の解除自由という一般法理
①②判決は、民法は委任契約及び準委任契約（民法 651条 1項）のほ

か、雇用契約（同 627条 1項）及び請負契約（同 641条）においても役
務の提供を受ける者がいつでも契約を一方的に解除することができると
規定しており、このような規定の背景には役務の提供を受ける者がもは
や役務の提供を受けることが不要となったにもかかわらず、受領を強い
られるのは妥当ではなく、役務の提供を受ける者に対して一方的な解約
権を付与することによって役務の提供を受ける者をこのような事態から
解放し、それによって経済的な不効率を回避するとの基本的な考え方が
存在すると述べる。そして、本件解約金条項は、常に一定の金額の支払
義務を課しているものであり、「公の秩序に関しない規定」に比較して
消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重しているというべきである
とする。
③判決は、委任契約・準委任契約及び請負契約等の役務の提供を給付

内容とする契約において、役務の提供を受ける者が、役務の提供者に生
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じる損害を填補する限り、不必要となった役務の受領を強いられること
はないという一般法理を定めているとし、本件解約金条項は、解約に伴
いＹに生じる損害の有無及びその多寡にかかわらず一律に一定の金員の
支払義務を契約者に課す点において、消費者の権利を制限し、消費者の
義務を加重しているとした。④⑥判決は、③判決とほぼ同様の判断を示
している。
（ⅱ）準委任契約―民法 651条
⑤判決は、大量・定型的な携帯電話の利用契約である点で当事者双方

の対人的信頼関係・信任関係を基礎とする準委任契約そのものとはいえ
ないが、法律行為以外の事務の委託とみることもできるため、準委任契
約類似の無名契約として、民法 651を参考に考え、事由のいかんを問わ
ず更新月など以外の場合の解除に一律に金銭的負担を課している本件解
除料条項は、消費者の権利を制限し義務を加重するものといえるとする。
（2）法 10条後段の考慮要素
いずれの判決も、契約成立の経緯、消費者・事業者間の情報の質・量

並びに交渉力の格差その他の諸般の事情を総合考慮して法 10条後段該
当性について判断することを出発点とする。そして、解約金条項には、
解約を制限する効果があることを認めつつ、以下の点を考慮して、解約
金条項による解約権の制限は、信義誠実の原則に反して消費者を一方的
に害するものとは言えないとしている。
①②判決は、1） 割引条件に違反した場合に一定の金額を支払うこと
は、その金額が合理的な範囲にとどまっている限り、およそ法律上の原
因が何ら存在しないとか、およそ経済的合理性が何ら存在しないとかい
うことはできない。2） 標準基本使用料金は実質的価格として機能して
おり、消費者には実質的な選択が存在しないとは言えない。3） 9975円
は「平均的な損害」を超えるものではなく、合理的な範囲のものであり、
また、基本使用料金の割引は、役務提供型契約における一般法理に基づ
く解約権について制限を受けることに見合った対価ということができ
る。さらに、4） 携帯電話カタログには本件契約の内容に関する説明が
ある、といった点を挙げる。
③判決は、1） 2年という期間は著しく長期と言えない。2） 9975円は
法 9条 1号により無効となる部分以外は合理的範囲の額にとどまってい



304

判例研究　〈195〉

る。3） 契約書、説明書類、パンフレット等に解約金や更新についての
説明があることを挙げ、平均的な損害の額を超えない部分は信義則に反
して消費者の利益を一方的に害するものではないとする。
④判決は、1） 2年は通信契約の性質に鑑みて著しく長期間にわたって

解約を制限するとはいえない。2）9975円は平均的な損害を超えない合
理的な範囲の額にとどまっている。3） 契約者は通常契約と比較したう
えで、定期契約を選択することができ、基本使用料金が通常契約の場合
の半額に設定されている。4） 割引と解約金について、契約書、説明書類・
パンフレットで説明されている、といった事項を挙げる。
⑤判決は、1） 基本使用料金が安くなっているという利益がある。2） 
申込内容確認書、重要事項説明書、ウェッブサイトに解約金の説明があ
り、解約金条項について十分に認識した上で契約を締結したと言える。

3） 解約金は平均的な損害を下回るものである。4）更新月と翌月は無
料で解約できる。そして、5） 解約金のかからないプランが形骸化して
いるとまでは言えず、選択の自由がないとまでは言えないことも挙げる。
⑥判決は、1） 申込内容確認書に説明とチェック欄があり、その他配

布物やウェッブ、カタログにおいてプランや解約金の説明が行われてい
る。2） 他のプランを選択する顧客も存在する。3） 解約金は平均的な損
害の額を下回っている。4） 基本使用料の面で優遇がある。5） 更新月に
は負担なく解約できることを挙げている。

【研究】

1　本件解約金条項の目的、携帯電話利用契約の特徴、
　  選択的料金プランの意義

（1）本件解約金条項の目的―法 9条 1号の射程
消費者の解約に対し金銭的な負担を課す条項の態様は様々である。解

除による事業者の履行利益（本来契約の履行によって得られた額）をす
べて支払わせるような条項、履行利益を出発点に％を掛け合わせた金額
を支払わせる条項、申込金など比較的少額の一定額の金銭を不返還とす
る条項、未履行給付に対する対価である前払い金を不返還とする条項、
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長期・大量購入割引などがあった場合の差額を清算する条項などを挙げ
ることができる 3）。
①～⑥判決が適用を肯定している法 9条 1号は、問題の条項が解除に

伴う「損害賠償額の予定・違約金条項」であることを前提とする。法 9
条 1号の適用を認めた従来の判例は、「損害賠償額の予定・違約金条項」
を比較的広く捉える傾向にあると言える。たとえば、学納金返還請求事
件の最高裁判決 4）は、学納金不返還特約を、「在学契約が解除された場
合に本来は大学が学生に返還すべき授業料等に相当する額の金員を大学
が取得することを定めた合意」と述べつつ、不返還特約は入学辞退によっ
て大学が被る可能性のある「収入の逸失その他有形、無形の損失や不利
益等を回避、てん補する目的、意義を有するほか、早期に学力水準の高
い学生をもって適正な数の入学予定者を確保するという目的に資する側
面も有する」と述べて、授業料等に関する不返還特約は、解除に伴う「損
害賠償額の予定・違約金条項」に該当するとしている。また、消費者契
約法の立法者は、違約罰的な金銭も法 9条 1号の規制対象となり、違約
罰条項のほかに損害賠償額の予定条項が設けられている場合には、これ
らを合算した額が平均的な損害を超えてはならないと説明している 5）。
従来の判例の傾向からすれば、当該条項が存在しない場合に実体法上事
業者に損害賠償請求権その他何らかの金銭の支払い請求権が帰属するか
どうか、その金銭の支払い請求権の性質は厳密に損害賠償請求権なのか
などを問わずに、消費者の解除に対し金銭的負担を課す条項一般に、法
9条 1号の適用が認められていく可能性がある。もっとも、このような
広い適用傾向に伴い、「平均的な損害」の額をいかなる指針に基づいて
算定すべきかについて議論を生じる結果となっていた。
本件解約金条項は、2年の定期契約にもかかわらず、消費者が期間満
了前に解約する際に、解約時期を問わず、一律 9975円を徴収するもの
である。この額と金銭負担の課し方からは、9975円は当該解除によっ

3） 契約解除にあたって消費者に金銭的な負担を課す条項の実態については、消
費者契約における不当条項研究会『消費者契約における不当条項の横断的分析
〔別冊 NBL92号〕』（商事法務、2009年）156頁以下〔丸山絵美子〕。

4） 最判平成 18・11・27民集 60巻 9号 3437頁、最判平成 18・11・27民集 60
巻 9号 3597頁など。

5） 消費者庁・前掲注 2）208頁 ~209頁。
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て生じる事業者の履行利益の喪失を補償するものでも、現実に生じた事
務処理費用を補償するものでも、対価の保持や通常料金との差額精算な
どを直接の目的とするものでもなく、解約数を全体として一定程度に抑
えることを一次的な目的とするものと考えられる。
経済的な不利益の填補以外を一次的な目的とする条項を、一定の「額」
を基準とする法9条1号によって規制することには問題があると考える。
なぜなら、不当性判断に際し、条項の目的の合理性を勘案した総合的な
考察が行われるべきであるところ、一定の額のみを規制基準とする法 9
条 1号は上手く機能しないと考えられるからである。
したがって、本件解約金条項は取引全体における解約数を一定範囲に

制限することを直接的な目的とするものとして、法 9条 1号ではなく、
法 10条によって規制すべきと考える。もっとも、従来の判例の傾向か
らすれば、解約時に消費者に金銭的負担を課す条項に対し広く法 9条 1
号の適用が認められていく可能性は否定し得ないところではある。
（2）携帯電話利用契約の特徴
携帯電話利用契約は、役務の提供を主たる要素としつつ、設備利用（賃
貸借）的な側面も伴う給付内容であると言える。また、性質上、一定の
継続を予定し、定員などはなく、他の契約とかかわりなく新規顧客との
契約が可能であるという特徴もある。そして、継続的な役務提供契約に
ついては、給付の有用性・適合性に関する不確実性や長期性故の不確実
性が伴う傾向にあるが、特定商取引に関する法律（以下、「特商法」と
いう）の規制対象となっているエステティックや語学教室などの特定継
続的役務提供と比較した場合（特商法 41条参照）、携帯電話利用契約は、
不確実性が低いタイプの契約であると言うことができる。消費者におい
ても携帯電話利用の有用性・適合性、一定範囲の事情変更の可能性につ
いて、契約締結時にリスク判断が可能であることを指摘できる。
①②③④⑥判決は、民法は、役務提供型契約については、不要になっ

た役務の受領を強制しても仕方がないといった観点から、役務を受領す
る側に、任意解除権を与えていることを指摘する（民法 641条、651条）。
ただし、通信サービスは、消費者が現実に利用するかどうかにかかわら
ず、利用できる状態を保持していれば事業者は履行を果たすことができ、
携帯電話利用サービスの一側面である賃貸借型契約では任意解除権は用
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意されていないことにも注意が必要である。役務提供型契約も多様であ
り、典型的な委任・寄託契約では、役務が不要となった場合、委任者・
寄託者の法益にかかわる事務処理の継続を受任者・受寄者にやめてもら
う積極的な必要性が高いことが多く、自由な解除への要請は強いが、現
代型の役務提供契約では、解約の可否は対価を巡る経済的利害の問題に
収斂することが多い。継続的消費者契約においては消費者に解除自由を
認めることが経済的効率性にも適うことが多いとしても、契約の種類・
内容によって、生じるリスクや妥当なリスク分配のあり方には違いが生
じる 6）。結局、本件解約金条項が、2年間について一定の解約制限という
効果をもたらすとしても、9975円の解約金支払い義務による解約制限
が、条項を設定する目的の合理性と上述の契約の特徴等を踏まえて、条
項無効とする程度に不当と言えるかが問われることになる。
（3）取引条件の異なる料金プランの存在と不当条項規制
さらに、本件解約金条項の合理性を考えるにあたっては、異なる価格

と取引条件の組み合わせから、消費者が選択を行っていることの意義を
問題とすべきである。類似の状況として、「保険の填補範囲と保険料」
との組み合わせ、定期券、NHKの受信契約などにおける「長期・大量
購入割引料金と中途解除時の清算条項」との組み合わせなどを挙げるこ
とができる。商品を設計する際、事業者は、異なる商品の内容・取引条
件と異なる価格とを組み合わせた選択肢を提供することによって、消費
者の需要と商品内容や取引条件との適合性を高め、全体としての利潤を
増やすことを企図していると言える。また、異なる価格が組み合わされ
ることによって、消費者は契約締結時に問題の条項も含め注目し検討を
行うことになる。たとえば、役務提供契約においては任意解除権が役務
受領者に任意規定として付与されているとしても、個別の役務受領者が
自ら長期利用を希望し、または任意解除権の行使は不要であるが、安い
料金での役務提供を希望することもある。事業者が多数の消費者と個別
に交渉し合意を形成することにはコストがかかるとしても、「任意解除
権の制限 +安い価格」と「任意解除権の承認 +高い価格」という選択
肢を予め設定し、消費者に選択させることには、それほどのコストがか

6） 自由な契約解除にかかわる利益の分析については、拙稿「契約における信頼
要素と契約解消の自由（7・完）」専修大学法学論集 96号 58頁以下。
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からないとすれば、その選択肢の中から顧客に自己選択させることに
よって、任意規定とは異なる権利・義務の設計を、個別の顧客による自
己選択という観点から正当化することが考えられることになる。
この意味での自己選択が行われる場合、むしろ個別交渉合意が存在す

るものと捉えて、あるいは中心条項である（価格や主たる給付内容の定
め）として、選択された「当該条項と価格」の組み合わせを不当条項規
制から外してもよいのではないかという見方も出てこよう（⑤⑥判決に
おいて、解約金条項をパッケージ化された商品の取引条件の一部として
中心条項と捉えるというＹ側の主張がみられたところである）。しかし、
あくまで事業者からの一方的な選択肢の提示であり、また一事業者の提
供する複数の条件からの選択であって、他の事業者の取引条件との比較
検討が契約締結時に一般的に行われるわけではない。そうであれば、個
別交渉合意とも、本来的な中心条項とも異なるものとして、当該条項と
価格の組み合わせを意識して消費者が選択したということを、当該条項
の不当性審査の考慮要素と位置づけることが適切となる。
（4）不当性判断における総合考慮要素―価格も含めた選択行動と契約
の特徴
異なる取引条件と異なる価格とが組み合わされた選択肢から消費者が

選択をすることによって不当性が疑われる条項が有効と判断されるの
は、消費者が、当該条項がもたらす不利益も含め、十分な情報と理解の
下で自己選択したと言える場合である。この判断に際し、選択の余地が
あることや選択肢間の差異を消費者が十分に認識・理解していたか、問
題の条項がもたらす不利益の内容について十分に理解・判断できていた
か、実質的に自己の意思に基づいて選択したと言えるかといった事情が
考慮される。たとえば、価格間の差額が著しく、あまりにも高額な価格
と結びついている故に、消費者が有利な取引条件を現実に選択すること
がないといった場合には、実質的な自己選択が存在しないと言えるので、
形式的な選択があってもそのことから条項の有効性を基礎づけることは
できなくなる。また、取引条件が複雑である故に契約締結時に条項の不
利益と価格との見合いについて十分な理解が及ばない場合や給付の特徴
を踏まえれば条項がもたらす不利益の不確実性が高く一般的な消費者の
能力では合理的な判断が難しいといった場合にも、やはり形式的な選択



法政論集　252号（2013）299

〈200〉　携帯電話利用契約における解約金条項の有効性（丸山）

があったというだけでは、条項の不当性は補償されないと言えよう。不
当性判断の総合考慮の中で、価格と取引条件とが組み合わされた選択肢
からの選択であるという契約締結時の定型的な事情や、役務提供契約の
不可視性・継続的契約における事情変更可能性など契約の特徴とそれに
伴うリスクなどが考慮されることになると考える。
以上の考察を踏まえ、まずは、本件解約金条項について、法 10条に

よる規制について検討する。

2　法 10条による判断

（1）法 10条前段該当性
①～⑥いずれの判決も、法 10条前段の審査にあたり、役務提供契約
または準委任契約における役務受領者側の解約自由を定める規定及び解
約時の損害賠償支払い義務に関する規定と比較し、一律に一定額の支払
い義務を課す解約金条項が、「民法、商法、その他の法律の公の秩序に
関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または
義務を加重する」場合に該当するとしている。
本件解約金条項は、2年の定期契約にもかかわらず、消費者が期間満
了前に解約する際に、一律 9975円を徴収するもので、事業者に生じる
実損害を包括的にカバーすることを目的とするというよりも、一定の解
約抑止の効果を狙うという性質が強いと考える。①～⑥判決も、本件解
約金条項に解約を制限する効果があると言及している。解約を一定範囲
に制限するため、解約に対し一律の金額を徴収することを任意法は予定
しておらず、法 10条前段該当性は肯定されてよかろう。
（2）法 10条後段該当性
仮に、割引プランの選択という事情がなければ、たんに契約目的の特

徴等を考慮して、解約制限が不当か否かを論じることになるが、本件に
おいては、契約締結時に、「本件解約金条項を伴う定期契約と割引価格」
という選択肢を消費者が選択したということを、法 10条後段の判断に
おいて考慮することになる。前述の通り、異なる価格と異なる取引条件
とが組み合わされた選択肢から消費者が選択したことが、不当性の疑わ
れる条項の有効化に作用するのは、消費者が選択肢の内容を明確に認識
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し、当該条項に伴うリスクを正確に理解した上で、自己選択していると
言える場合である。したがって、契約締結時の一般的な事情として、選
択肢の設定の仕方が明確であったか、あるいは過度に誘導的でなかった
かなど消費者にとっての現実的な選択可能性があったか否かが考慮に入
れられることとなる。また当該条項に伴う利害得失を消費者が一般的に
判断できるかどうかを、当該条項がもたらすリスクの不確実性の大きさ
など契約目的の特徴などをここで考慮に入れつつ、検討することになる。
①②⑤⑥判決においては、標準基本使用料金が機能している（通常契約
を選択する消費者もいる）ことが言及され、また、すべての判決が書面
やパンフレット等において解約金条項についての説明が行われているこ
とを法 10条後段の考慮要素していること、③④判決が 2年という期間
が通信契約に特徴に照らして著しく長期とまでは言えないことを考慮し
ていることは、このような文脈において理解できる。
本件解約金条項は、2年の定期契約について、解約自体を排除するも
のではなく、一定の解約抑止力を有するにとどまっている。また、携帯
電話利用契約は、特商法の規制対象とされている特定継続的役務提供と
は異なり 7）、相性・適合性が役務提供開始後に発覚するような不確実性
は少なく、利用が不要となる事情変更の可能性も少ないと言える。消費
者のリスク判断可能性という観点からみて 2年という期間の設定が長す
ぎるとも言えないことになる。標準基本使用料金を支払うことによって
期間の定めない契約とするという選択肢が機能しているという事実認定
を前提とすれば、2年の定期契約を自身で選択したはずの消費者の解約
行動を一定程度に抑えようとする事業者の目的にも合理性が認められる
ことになる。そして、解約金条項についての説明も行われており、プラ
ンの選択肢自体は明確で複雑なものではない。消費者は、解約金条項を
含んだプランを選択するにあたって、必要な情報と理解の下で、実質的
な自己選択していると言えるのではあるまいか。

7） 特商法の適用対象とされる特定継続的役務提供契約は、役務の不可視性、事
情変更の発生可能性において、契約に伴う不確実性が非常に高いものであり、
消費者たる顧客には、拘束的な長期契約に伴うリスクを事前に十分に判断でき
ないという特徴がある。契約締結時に価格と組み合わさった契約期間の選択肢
が存在する場合でも、解約権排除や解約制限が許容されるハードルは高いと言
える。
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これらの事情を総合考慮すれば、解約金条項を「民法 1条 2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」と評価すること
は難しく、解約金条項は有効と考えられる 8）。
　

3　法 9条 1号の射程

（1）条項の性質と法 9条 1号の射程
前述の通り、解約による経済的不利益填補を直接的な目的としていな

い条項を、一定の額を基準とする法 9条 1号によって規制することには
疑問があると考える。しかし、従来の判例の傾向からすると、法 9条 1
号にいう解除に伴う損害賠償額の予定・違約金規制は、消費者の解除に
対し金銭的負担を課す条項に広く適用が肯定されていく可能性もあるよ
うに思われる。そこで、仮に、本件解約金条項が解除に伴う「損害賠償
額の予定・違約金条項」にあたるという判断が示された場合、法 9条 1
号の「平均的な損害」の額をどのように捉える余地があるのか検討を試
みておくこととする。
（2）中途解約による平均的な損害の額
2年の定期契約における中途解約に伴う平均的な損害額は、どのよう

な考え方に基づいて算定され得るか。③～⑥判決は、民法 416条が前提
となるという。しかし、ここでの消費者の解約行動は、債務不履行（民
法 415条が扱う事態）ではない。法 9条 1号の適用を肯定した従来の判
例は、問題の条項が存在しない場合、事業者は、消費者に対し、損害賠
償など何らかの金銭を請求できるのかといった観点からの検討を行って
いないが、本来、不当条項規制におけるブラックリストは、法 10条の
具体化とも言うべきものだとすれば、本件解約金条項が存在しないと仮
定した場合、解除をした消費者に対し、何らかの金銭の支払い請求権が
事業者に帰属すると考えることができるかという観点から考察を進めて
おくことが有益であろう。
まず、携帯電話利用契約について、準委任類似の性質を強調し、民法

8） 各社が同一の解約金額を設定し、他社への解約金支払いを実質的に免れさせ
るような別の手段で顧客の奪い合いをする現在のビジネスモデルが競争法等の
観点から望ましいか否かは別の問題である。
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651条の従来の判例理論に従う立場を採れば、単なる期間の定めは受任
者の利益にあたらず、携帯電話利用契約の中途解約はとくに不利な時期
の解除にも該当しないので、消費者は損害賠償の必要がないということ
が出発点となる。しかし、このような立場に対しては、人的信頼を基礎
としない現代型の役務提供契約について、民法 651条をそのまま参照す
ることに疑問が提起される 9）。これに対し、民法 641条や賃貸借的要素
もあることを強調すれば、期間を定めた以上、期間満了までの利益獲得
への期待は節約費等を差し引いた上で保障されてよいとして、2年の逸
失利益を基礎として賠償額を算定するという方法もあり得ることにな
る。しかし、この場合には、大量消費者取引において 2年の拘束単位を
出発点に賠償額を算定してよいのか、すなわち、期間中の契約拘束と事
業者の利益獲得への期待はそのまま保護に値するものなのかが問われる
ことになる 10）。
しかし、さらに考察を要するのは、本件では、単なる定期契約におけ

る中途解約が問題となったのではなく、2年の定期契約を条件に価格の
割引が行われていた事例であったという点である。交通機関の定期券や
NHK受信料の中途解約時対価清算のように明示的な条項がある場合は
もちろん、異なる条件と異なる価格との組み合わせからの選択であった
にもかかわらず、割引の前提である条件が満たされない場合、たとえば、
割引の条件であった期間満了が果たされない場合、明示的な合意がなく
とも、解約を認める代わりに経過期間に対する割引の清算が行われるこ
とが当事者の通常の意思に合致しているという取引はあり得るのではな
かろうか。携帯電話利用契約についても、仮に本件のような解約金条項
が存在せず、また、期間の定めのない標準基本使用料金による契約とい
う選択肢が現実的に機能しているという場合には、事業者は 2年に満た

9） 消費者契約法の適用事例について、民法 651条を直ちに参照しようとする態
度に疑問を呈する検討として、潮見佳男「学納金不返還条項の不当性―立命館
大学学納金返還請求訴訟第 1審判決（大阪地判平成 15・12・1）を契機として」
NBL797号（2004年）21~22頁、大澤彩「携帯電話利用契約における解約金条
項の有効性に関する一考察―役務提供契約における商品設計のあり方と民法・
消費者法―」NBL1004号（2013年）20頁。

10） 不確実性の均衡、あるいは大量取引を前提とした最安価リスク回避の観点が
考慮される。中田裕康『継続的取引の研究』（有斐閣、2000年）188頁以下〔初
出 1996年〕、拙稿「継続的役務提供契約の解消に関する一考察（三・完）」法
学 61巻 5号（1997年）1044頁以下、大澤・前掲注 9）22頁以下など参照。
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ない期間に対しては、割引後基本使用料金の 2年分の総額を限度として、
標準基本使用料金での収入を期待しているとも言える。標準基本使用料
金との差額の清算は、厳密には、事業者に帰属する損害賠償請求権とい
うよりは、既履行役務の対価清算の問題となるが、従来の判例からすれ
ば、法 9条 1号にいう損害賠償額の予定・違約金条項は長期・大量割引
の部分解約時の対価清算条項をも含む広いものと解釈される可能性があ
る 11）。このような理解に立てば、標準基本使用料金と割引料金との差額
を平均的な損害の額の基礎として考える①②判決の方向性を、割引後基
本使用料金で 2年を満了するよりも、中途解約した方が支払総額が少額
となる限度で、採用することもあり得るのではなかろうか。
筆者自身は、携帯電話利用契約において一律少額で定められた解約金

条項に対し法 9条 1号の適用を認め、平均的な損害の額を基準に、それを
超過するか否かで不当性を判断することには懐疑的な立場を採るもので
ある。しかし、仮に、法 9条 1号の適用を認める立場を採用した場合には、
平均的な損害の額については、上述のような解釈があり得ると考えてい
る。もっとも、法 9条 1号の広い活用という傾向について付言するならば、
現行の法 9条 1号は不当条項のブラックリストでありながら、損害賠償額
の予定・違約金条項や平均的な損害の額の解釈を通じて、あたかも一般条
項的に機能することになるのではないかという問題点も指摘できる 12）。

11） 特定継続的役務提供契約の中途解約時における損害賠償額の予定・違約金の
上限を定める特商法 49条に関してではあるが、最高裁は、大量購入割引にお
ける対価清算条項について、実質的には損害賠償額の予定・違約金の定めとし
て機能するとして、特商法 49条 2項 1号による規制が及ぶとした（最判平成
19・4・3民集 61巻 3号 967頁）。

12） 対価清算条項に対する特商法 49条 1項および 7項の適用に関し、中途解約
権の実質的保障目的が損害賠償額の予定・違約金条項規制に含まれるとして既
履行給付の対価清算条項に違約金上限規制を及ぼすことを認める場合、民法
90条や消費者契約法 10条と同様の一般条項的規律を見出すことになることが
指摘されていたところである（潮見佳男「特定継続的役務提供契約の中途解約
と提供ずみ役務の対価確定法理」ジュリ 1302号〔2005年〕93頁）。
＊脱稿後、岡林伸幸「②の判批」判評 656号 19頁に接した。
※本研究は、科学研究費補助金基盤研究（C）課題番号 25380102の助成を受け
たものである。
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