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序論
第1節

問題の所在と課題設定

不当な契約条項に対する消費者の保護という問題は、今や世界的に共通となっている。
この問題に対して、中国では、強力な行政規制が行われている一方、1993 年の消費者権
利利益保護法124 条において消費者契約に適用される不当条項規制2に関する規定が置かれ、
ついで 1999 年の契約法3においてすべての契約に適用される不当条項規制に関する規定が
定められ、さらに 2013 年の消費者権利利益保護法の改正により、不当条項規制に関する規
定が改正され、消費者公益訴訟も導入された。しかし、これらの規定が設けられたとはい
え、その規定にはいくつか妥当性を欠くところがあり、その解釈と適用においても様々な
問題が現れてきた。このような状況の下で、中国の不当条項規制にどのような問題が残さ
れているのか、それらの問題をどのように解決すべきかについて、全体的、総括的に検討
する必要がある。
一方、日本では、契約条項の内容規制については、古くから約款規制4論という形で、そ
の後、特に 1990 年代以降はいわゆる不当条項規制論という形で、活発な議論がなされてき
た。2000 年に成立した消費者契約法 8 条から 10 条に不当条項規制に関する規定が設けら
れ、2006 年の同法の改正により適格消費者団体による差止訴訟制度が導入された。さらに、
2013 年には、消費者裁判手続特例法制定により集団的被害回復制度が導入された（3 年以
内施行予定）
。消費者契約法成立以降、同法によって不当な契約条項を無効とする裁判例が
頻出し、学説も条文の文言解釈のあり方や、不当条項リストの拡充化等について議論を展
開している。また、消費者契約法の改正に向けて不当条項規制に関していくつかの改正提
案が提示されている。さらに、民法（債権関係）改正の議論においても、消費者契約に限
定しない約款規制を行うことが検討されている。以上のような議論の中には、日本の不当
条項規制の課題およびその解決策が示されており、それは中国の今後の不当条項規制を展
望する際の有益な示唆を提供することができると考える。

1

中国語原文は「中華人民共和国消費者権益保護法」である。1993 年 10 月 31 日採択・公
布、1994 年 1 月 1 日施行、2009 年 8 月 27 日第 1 回改正、2013 年 10 月 25 日第 2 回改正。
2
本稿では、
「不当条項規制」という言葉を、
「不当な内容の契約条項に対して規制を行う」
という意味で用いている。
3
中国語原文は「中華人民共和国合同法」である。1999 年 3 月 15 日採決・公布、同年 10
月 1 日施行。
4
本稿では、
「約款規制」という言葉を、
「多数の取引において画一的に用いることを予定
してあらかじめ作成された契約条項に対して規制を行う」という意味で用いている。
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そこで、本稿は、不当条項規制をめぐる問題について、中国における不当条項規制の現
状を考察・分析した上で、その特徴と問題点を明らかにして、問題を起こした原因を究明
したい。また、日本の消費者契約法立法前および立法後の議論を参考にしながら、具体的
な規制のあり方という技術的側面のみならず法原理的側面を含めて、日本法の中国法への
示唆を指摘したい。具体的には、不当条項規制の正当化根拠を探り、規制のアプローチ、
規制対象、不当性の判断基準、不当条項規制の効果、規制方法等の諸問題の分析を試みた
い。

第2節

本稿の構成

以上のような問題意識と課題設定に基づき、本稿は以下の構成からなる。
まず、第 1 部で中国法を検討する。
第 1 章では、不当条項をめぐる消費者問題の現状を考察し、主にどのような規制手段が
用いられているかを明らかにする。
第 2 章では、不当条項に対する行政規制の状況を把握し、その特徴および問題点を明ら
かにする。
第 3 章では、消費者権利利益保護法、契約法、改正消費者権利利益保護法における不当
条項規制に関する内容およびその運用状況を裁判例・学説の分析によって検討し、私法規
制の特徴および問題点を明らかにする。
次に、第 2 部で日本法を検討する。
第 1 章では、
消費者契約法成立前の不当条項規制に関する裁判例・学説状況を考察する。
消費者契約法は立法前の不当条項規制をめぐる議論を大幅に縮小した形で制定されたので、
立法前の議論、特に同法の立法化に向けた段階および立法過程における議論を検討するこ
とによって、今後の不当条項規制論を構築する上で参考になるものを探る。
第 2 章では、消費者契約法成立後、同法における不当条項規制に関する規定をめぐる裁
判例・学説の議論、および同法の改正に関する提案、さらに民法（債権関係）の改正議論
における不当条項規制に関する内容を検討する。それを通じて、現行法に残された課題お
よび学説・実務から提示された解決策を明らかにする。
以上の検討を踏まえ、日中の比較法的考察に基づき、結論として、日本法から中国法へ
の示唆をまとめ、中国における不当条項規制制度の今後の展開に対して一定の視点を提示
する。
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第1部

中国法

第1章

不当条項規制現状の概要

第1節

不当条項をめぐる消費者問題の現状

中国では、1979 年の改革開放政策の実施により、経済体制改革が行われ、産業・市場構
造に劇的な変化が生じた。その結果、経済は持続的に成長し、市場に物があふれ、大量生
産・大量消費の新しい時代に突入した。また、産業構造や市場構造の変化と共に、サービ
ス業も迅速に発展してきた。これらの商品売買やサービス提供には契約の存在が欠かせな
い。それゆえ、一方では契約が活発に利用されるようになってきている。しかし他方では、
契約をめぐるトラブルも年々増えてきている。2013 年の消費者の消費者協会5への契約に
関する苦情申立6件数は 11 万 8 千件以上に達した7。その中には、不当条項に対する苦情が
数多く存在し、消費者紛争領域の大きな問題となっている8。このような契約条項は、多く
の場合において合理性を欠き種々の問題を抱えていることから、中国では「覇王条項（横
暴で筋が通らない契約条項）
」とも呼ばれている。
2002 年から、中国消費者協会は各地方消費者協会支部が収集した覇王条項を公式サイト
で公表している。2015 年 1 月の現時点まで、公表された覇王条項は 500 条以上あり、業種、
内容は多岐にわたっている9。その中で、業種から見ると、不動産売買、保険、運輸、通信
サービス、ツアー旅行、飲食サービスに関連する条項が多い。条項の内容から見ると、事
業者の免責条項10（例えば、
「商品購入後の品質問題に対して一切責任を負わない」という
条項）
、消費者が債務不履行した場合の過大な違約金条項（例えば、「消費者の原因でツア
ーをキャンセルした場合、予約金は一切返還しない」という条項）
、消費者の権利を制限す
る条項（例えば、
「荷送人が荷物を運送業者に渡した日から 30 日以内に賠償請求をしない

5

消費者に消費情報および相談を提供し、消費者の苦情報告を受け、ならびに苦情報告事
項に対し調査、和解活動等を行う社会団体である。全国消費者協会と各地方の消費者協会
支部が存在する。なお、その活動が行政機関の指導の下で行われおり、経費も行政機関か
ら提供されているので、準行政組織であるとみなすことができる。
6
中国語原語は「投訴」である。但し、「投訴」は日本語の苦情申立より範囲が広い。
7
「2013 年全国消協組織受理投訴情況分析」（中国消費者協会の公式サイト
http://www.cca.org.cn/web/ＸfＸＸ/picSh ow.jsp?id=66799）
。
8
「董京生説消除不平等格式条款政府応該転変角色」
（中国消費者協会公式サイト
http://www.cca.org.cn/web/search/searchShow.jsp?id=38368&pid=313&kind=5）
。
9
中国消費者協会公式サイト http://www.cca.org.cn/web/dcjd/newsList.jsp?id=313。
10
本稿では、免責条項という言葉を、責任を排除する条項（以下「責任排除条項」という）
および責任を制限する条項（以下「責任制限条項」という）どちらも含む意味で用いてい
る。
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場合、荷送人が損害賠償請求権を放棄したこととみなす」という条項）等の条項がある。

第2節

不当条項規制の手段

上記のような不当条項問題に対して、業界の自主規制、消費者協会による規制、行政に
よる規制、私法による規制が行われている。
まず、業界の自主規制として、各業界協会が事業者の契約作成に対して指導し、統一的
約款の作成も行っている。ところが、約款設定者たる事業者と消費者とが利害につき対立
関係にあり、業界協会も結局事業者の利益を優先するので、業界の自主規制に大きな期待
をすることはできない。
また、消費者協会は事業者が作成した契約について調査・審議を行い、不当と判断した
契約条項を公式サイト等の場で公表するとともに、関係事業者に対して契約の適正化を要
請している。また、契約内容に関する紛争が生じた場合、消費者協会は契約当事者に対し
て斡旋・調停を行い、不当な契約内容について事業者と交渉し、改正を促すことも行って
いる。このような消費者協会による規制は、消費者教育の一環として有意義である。しか
し、事業者が消費者協会からの適正化要求や、消費者協会による斡旋・調停に従う法的義
務がなく、これら全ての措置が事業者に対する法的拘束力を備えていないため、実効性を
担保することができない。
したがって、
不当条項に対して、
行政および私法による規制が重要な手段となっている。
以下では、中国における行政による不当条項規制と私法による不当条項規制について具体
的な考察を行う。

第2章

行政による不当条項規制

中国で、不当条項に対する行政規制として、行政機関による約款の認可審査・届出、モ
デル契約書の使用推奨、行政処罰が行われている。本章では、これらの規制方式の内容を
考察し、行政規制の特徴および問題点を明らかにする。
第1節

行政機関による約款の認可審査・届出

まず、法律で定められた契約の認可権限等に基づく行政機関による契約書の認可審査あ
るいは届出が行われている。例えば、保険約款には主務官庁に対する約款の認可審査ある
いは届出が必要である。保険法 107 条によれば、社会公衆の利益に関係する保険、法に基
づき強制保険を実行する保険、および新たに開発した生命保険等の保険約款および保険料
9

率は、保険監督管理機構（保険監督管理委員会）による審査・認可を得なければならず、
それ以外の保険約款および保険料率は、保険監督管理機構（保険監督管理委員会）に届出
をしなければならない。
また、
地方の行政法規に基づく契約書の認可申請あるいは届出も行われている。例えば、
上海市約款監督条例1111 条では、次の 6 種の約款について、工商行政管理部門への届出お
よびその変更の届出を義務付けしている。すなわち、①建物の売買・賃貸借契約及びそれ
にかかわる仲介・委任契約、②マンション管理契約・住宅内装契約、③旅行契約、④電気・
水・ガスの供給契約、⑤運送契約、⑥郵便・電信契約である。届出を怠り工商局から催促
されても届け出をしない場合、500 元以上 5000 元以下の過料が科される。

第2節

モデル契約書の使用推奨

モデル契約書とは、契約管理機関および関係業務主管部門が規範を統一して作成し、全
国または地方において使用が推奨される一種の標準化契約文書である12。
中国では、1980 年代からいくつかの地方の工商行政機関はモデル契約書の使用の推奨活
動を行っており、1990 年からその活動が全国に拡がってきた。1990 年 3 月、国務院13は、
国工商行政管理総局の全国で経済モデル契約書制度を推奨する要請14に同意し、全国の行
政機関に経済モデル契約書の使用を普及することに関する通達15を出した。さらに、国工
商行政管理総局は同年 8 月に経済モデル契約書管理弁法16という行政規則17を公布し、経済
モデル契約書の制定、公表、修正、使用等のルールを定めた。ところが、同規定は経済契
約のみに適用することができるが、消費者契約には適用できなかった。なぜなら、当時中
国で経済契約といえば、主に社会主義公有制組織間で国の計画の実現を目的として締結さ

11

中国語原語は「上海市合同格式条款監督条例」である。2000 年 7 月 13 日採択・公布、
2001 年 1 月 1 日施行。
12
王宝発『合同糾紛的予防与解決』
（法律出版社、2000 年）43 頁。
13
中国の最高国家行政機関であり、日本の内閣に相当する。
14 中国語原語は「関与在全国逐歩推行経済合同示範文本制度的請示」である。
15 中国語原語は「関与在全国逐歩推行経済合同示範文本制度的請示的通知」である。
16
中国語原語は「経済合同示範文本管理弁法」である。1990 年 8 月 20 日公布・施行、2010
年 11 月 30 日廃止。
17
行政規則とは、中央の国務院所属の部や委員会等が、法律、国務院の行政法規・決定・
命令にもとづいて当該部門の権限内で制定するものである。木間正道＝鈴木賢＝高見澤磨
＝宇田川幸則『現代中国法入門（第 6 版）』（有斐閣、2012 年）104 頁参照。
10

れる契約を指し18、消費者契約は経済契約の範囲に含まれなかったからである。ところが、
1993 年の経済契約法の改正で経済契約が消え去り、同年の憲法改正で経済契約という用語
も抹消され、契約における社会主義的要素が一掃されたため、1990 年代後半から、消費者
契約領域のモデル契約書の使用が推奨されはじめた。現在では、売買契約や賃貸契約や旅
行契約等多くの分野においてモデル契約書の使用が推奨されている。モデル契約書の使用
推奨は一種の行政指導行為であり、一般に、モデル契約書の使用は強制ではない。しかし、
実際、主管行政部門はその職権を利用して、モデル契約書の利用程度を事業者の評価指標
の 1 つとしているので、
「使用推奨」というより「使用強制」に近いといわざるを得ない19。

第3節

行政処罰

2010 年 10 月、国工商行政管理総局は契約違法行為監督処理弁法20を公布し、その 9 条～
11 条において、事業者が約款により消費者と契約を締結したとき、次の行為を禁止すると
定められた。
①事業者が約款において、相手方の生命身体の侵害に対する責任、故意・重過失による
相手方の財産の侵害に対する責任、自己が提供した商品・サービスにつき法に基づいて負
担しなければならない保証責任、法に基づいて負担しなければならない違約行為にかかる
自己の責任、その他の法に基づいて負担すべき責任を排除・制限する内容を定めること。
②事業者が約款において、法定限度または合理的な金額を超える違約金・損害賠償金、
約款を提供する事業者が負担しなければならない経営リスク、その他の法に基づいて消費
者が負担すべきではない責任を消費者に負担させる内容を定めること。
③事業者が約款において、法に基づく契約の変更・解除権、違約金支払請求権、損害賠
償請求権、約款の解釈をする権利、約款をめぐる紛争につき訴訟を提起する権利、消費者
が法に基づいて有するべきその他の権利を、排除する内容を定めること。
これらの規定に違反した事業者に対しては、法令の定めがあればそれに従い、法令の定
めがないときは、工商行政管理機関がその情状に応じて警告や、違法収益の 3 倍以下の過
料に処する。しかし、当該過料の上限は 3 万元とされ、違法収益がないときは 1 万元以下
の過料とされている（同弁法 12 条）
。
18

木間正道ほか・前掲注(17)163 頁。
何永琼「示範合同的制度考察」北大法律評論第 9 巻第 2 輯（2008 年）385 頁。
20
中国語原語は「合同違法行為監督処理弁法」である。2010 年 10 月 13 日採択・公布、同
年 11 月 13 日施行。
19
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この弁法の施行を受けて、中国各地の工商行政管理機関は、相応の対策に乗り出してい
る。例えば、北京市工商行政管理局は、消費者との間で締結する自社の契約を点検するよ
う各事業者に要求し、公平性を欠く違法な契約条項と疑われるものを公表するとともに、
その事業者に対する行政指導を行い、定められた期限までに是正しなかった事業者を同弁
法に基づき処罰するものとしている21。また浙江省椒江工商行政管理機関は、会員カード
に「カード会員規約についての最終的な解釈権は、当店に属する」との記載をしていたス
ーパーマーケットに対し、同弁法に違反する顧客の解釈権の排除を行ったとして調査を開
始し、最終的に過料の処分を下した22。
さらに、2012 年 1 月 4 日、国工商行政管理総局は、
「約款を利用して消費者の合法的な
権利利益を侵害する行為を是正する運動の開催に関する通知」23を全国の各地方工商行政
管理および市場監督管理局に出して、契約違法行為監督処理弁法に従って、規定に違反し
た事業者を厳しく処罰するよう呼びかけた。

第4節

行政規制の特徴および問題点

上記のように、中国では消費者契約における不当条項に対して強力な行政規制が行われ
ている。行政機関による契約書の認可審査あるいは届出は、不当な契約の使用を事前にチ
ェックすることができるし、またモデル契約書の推奨使用も一定のあり得べき契約条項を
提示しているという意味で、利点がある。また、行政処罰を科すことによって、違法行為
を行った事業者からある程度の利益を吐き出させることができ、違法行為の抑止にも一定
の効果がある。
しかし、これらの行政規制に対しては次のような問題点を指摘することができる。
第 1 に、行政機関による契約書の認可審査あるいは届出が行われているが、その対象は
特定の契約類型に限定されており、すべての契約類型に対応することができない。
第 2 に、モデル契約書はもっぱら行政の手に委ねられ作成されており、事業者に有利な

21

「工商部門公布首批 27 種不公平消費格式条款」 (北京市工商行政管理局公式サイト
http://www.hd315.gov.cn/ＸwzＸ/sjdt/201106/t20110607_474873.htm)
22
「椒江工商分局首次適用『合同違法行為監督処理弁法』対濫用「最終解釈権」作出処罰」
（浙江省台州市政府公式サイト http://www.zjtz.gov.cn/zwgk/ＸＸ
gk/051/05/0506/201012/t20101223_75983.shtml）
23
中国語原文は「関与開展整治利用合同格式条款侵害消費者合法権益専項行動的通知」で
ある。
12

内容が取り入られることが多い。さらに、中国では、行政と事業者が分離されていない24と
いう計画経済の残滓により、行政は事業者との利益が癒着し、本来消費者保護の関連から
行政を行うべきであるのに、逆に自ら事業者の利益から出発し行政機関権力を濫用し、か
えって消費者にとって不公正な条項がモデル契約書に入られている可能性が否定できない
25

。例えば、国家郵政局・国家工商行政管理総局が作成した国内郵政サービス契約のモデ

ル契約書では、郵政企業の損害賠償責任について、
「保険に加入していない郵便物を紛失ま
たは毀損した場合の最高賠償額は郵便料金の三倍を超えてはならない」という郵政企業の
損害賠償責任を制限するような内容が記載されている。
第 3 に、行政処罰では既に生じた消費者被害を救済することができない。

第3章

私法による不当条項規制

不当条項を規制するために、1993 年に制定された消費者権利利益保護法は、中華人民共
和国の立法史において初めて私法ルールとして消費者約款を規制する内容を取り入れ、
「消
費者にとって不公平・不合理な約款が無効である」という一般規定を定めるとともに、不
当条項リストとして「事業者の免責条項」を挙げている（同法 24 条）
。
その後、1999 年に制定された契約法は、全ての契約を適用対象とする一般的な不当条項
規制に関する内容を取り入れた。具体的には、不当な免責条項を無効とするという個別的
な規制規定（同法 53 条）を設けるほか、約款規制の一般規定（同法 39 条）および不当条
項リスト規定（同法 40 条）を設けている。
さらに、2013 年に消費者権利利益保護法が改正され、不当条項リストとして「消費者の
権利を排除・制限する条項」および「消費者の責任を加重する条項」が追加された（改正
法 26 条）
。
このように、中国における私法による不当条項規制は、一般法である契約法、および消
費者を保護の対象とする特別法である消費者権利利益保護法によって行われている。理論
24

計画経済体制下の中国においては政府による企業の経営管理が行われていた。例えば、
企業経営陣の任免、人選、合併、分割、株式情報、増資・減資、利潤分配、解散、破産な
ど重要な経営方針の決定はすべて、政府および共産党のコントロール下にあった。これに
対して、1980 年代以降は政府と企業の機能の分離、社会公共管理機能と国有資産出資者機
能の分離という方針にもとづき、国有企業の改革が進められるようになった。しかし、実
際には、今日もなお行政機関（例えば、各クラスの国有資産管理委員会）の幹部が国有企
業の経営者として天下りするケースが多数存在しており、政府・党のコントロールから完
全に脱したとは評価しがたい。
25 杜軍『格式合同研究』
（人民法律出版社、2002 年）372 頁～373 頁。
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的にいえば、消費者契約条項の効力判断が問題になった場合、優先的に消費者権利利益保
護法の関連規定を適用すべきである。ところが、消費者権利利益保護法改正前の裁判実務
の状況26を見ると、消費者契約条項の効力判断が問題となった場合、特別法である消費者
権利利益保護法 24 条を根拠規定とする裁判例もあり、一般法である契約法の関連規定を根
拠規定とする裁判例もあり、果てはその両方を根拠規定とする裁判例さえある。
本章では、消費者権利利益保護法（第 1 節）
、契約法（第 2 節）
、改正消費者権利利益保
護法（第 3 節）による不当条項規制に関する内容およびその適用状況を検討し、最後に私
法規制の特徴および問題点を明らかにする（第 4 節）。
第1節

消費者権利利益保護法における不当条項規制

第1款

消費者権利利益保護法の立法背景、概要

計画経済体制下にあった 1980 年代までの中国では、国は物の主な生産者・設定者であり、
人々は国の定額配給によってしか物を入手できなかったため、典型的な商品経済関係が形
成されなかった。したがって、この時期において人々はまず物の入手に精一杯であり、消
費者被害が発生したとしても社会問題にまでは至らなかった27。しかし、1990 年代以降、
市場経済システムの導入によって、中国ではかつての先進国の経験より遥かに速いスピー
ドで大量生産、大量消費の社会が実現した。その結果、人々が享受する商品やサービスが
豊かになる一方、品質の低さ、偽物・模造品の流通、抱き合わせ販売等により、数多くの
消費者被害も顕在化した28。これに対して、各地方は地方性法規29を制定し、1989 年 10 月
までに全国 27 の省、
自治区、
直轄市で消費者権利利益を保護する条例が制定された。他方、
全国レベルの消費者保護に関する立法活動は 1985 年から起動し、1990 年に消費者権利利
益保護法（草案）が起草され、数回の改訂を経て、消費者権利利益保護法は 1993 年 10 月
31 日に採決・公布され、1994 年 1 月 1 日から施行されている30。
同法は、全 8 章 55 条からなり、消費者の合法的な権利利益を保護し、社会経済秩序を維
26

改正消費者権利利益保護法は 2014 年 3 月 15 日から施行されたが、施行後日が浅く、ま
た中国においては全ての裁判例が公開されているわけではないことから、本稿執筆時点に
おいて筆者は同法施行後の裁判例を収集することができなかった。
27
李昌麟＝許明月『消費者保護法（第 2 版）』（法律出版社、2005 年）17 頁。
28
李海峰「中国における消費者問題の変化と消費者保護に関する一考察」山口経済学雑誌
53 巻 6 号（2005 年）155 頁。
29
省・自治区・直轄市、または、省・自治区政府の所在都市、国務院が指定した大都市の
人大およびその常務委員会により制定される法令である。木間正道ほか・前掲注(17)103
頁。
30
李昌麟＝許明月・前掲注(27)34 頁。
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持し、社会主義市場経済の健全な発展を促進することをその目的としている（1 条）
。多く
の市場関連法律と同様に、同法は公法規定と私法規定、実体法規定と手続法規定が共にお
かれている。具体的には、消費者保護のための国の基本方針、国と消費者協会等の消費者
組織が果たすべき役割等の内容と消費者の権利、事業者の義務を定めるほか、紛争解決の
手段、消費者被害に対する事業者の民事責任、刑事責任、行政上の責任（行政処罰）を定
める。

第2款

不当条項規制に関する内容および評価

消費者権利利益保護法 24 条 1 項は「事業者は、約款31、通知、声明、店頭告示等の方式
により、消費者にとって不公平・不合理な規定を定めることや、消費者の合法的な権利利
益を害したときに負うべき自己の民事責任を制限または排除してはならない」と規定し、2
項は「約款、通知、声明、店頭告示等が前項に列記した内容を含むとき、その内容は無効
となる」と定める。
このような不当条項規制に関する規定を導入した理由について、立法担当者は以下のよ
うに説明している。
「約款等は事業者により一方的に予め作成されたものであるため、経済
的に劣弱な消費者には約款の内容について交渉の余地がなく、『一括承認』か『一括拒否』
しか残されていない。約款等の内容の形成に対して消費者の意思が十分関与していないた
め、事業者が約款などに自己に有利な内容を取り入れる可能性が高い。したがって、消費
者の利益を保護するために、本条は約款等の内容に対して規制を行う」32。
以下では、当該規定の規制対象、不当性の判断基準、不当条項規制の効果について詳細
に検討する。
1．規制対象
（1）消費者契約
消費者権利利益保護法は、消費者と事業者との間で締結される契約、いわゆる消費者契
約を規制対象とする。しかし、同法は消費者、事業者の定義規定を設けておらず、消費者
または事業者が一定の行為を実施する場合に同法を適用するという形で定める。同法 2 条

31

中国語原語は「格式合同」である。
「様式条項」、
「定型条項」、
「標準様式条項」、「フォ
ーム約款」等とも訳されているが、本稿では「約款」と訳出する。また、約款の概念をど
のようなものとして捉えるかは、それ自体が 1 つの問題であり、次節で改めて検討する。
32
国家工商行政管理局法条司編『消費者権利利益保護法釈義』
（長春出版社、1993 年）52
頁。
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は「消費者は、生活のために、商品を購入・使用する場合、または役務を受ける場合、そ
の権利利益が本法により保護される」と定め、同法 3 条は「事業者は、消費者にその生産・
販売する商品または役務を提供する場合、本法を遵守しなければならない」と定める。
これらの規定によると、消費者を「生活のために、商品を購入・使用する者または役務
を受ける者」
、事業者を「消費者にその生産・販売する商品または役務を提供する者」と理
解することができる。このように、事業者は消費者に商品または役務を提供する者と定義
されているのであるから、消費者契約であるか否かは主に消費者概念により判断されるこ
ととなる。そして、消費者を判断する際、生活のためといった行為の目的が判断の基準と
なっている。しかし、これらの規定だけでは、消費者契約を理解するにはなお不明な点が
多い。例えば、消費者は個人に限定されるのか、
「生活のため」をどのように理解すべきか、
事業者を判断する際営利目的の考慮が必要か等の問題が残されている。
（2）約款等の方式
消費者権利利益保護法 24 条は「約款、通知、声明、店頭告示等の方式による契約条項」
を規制対象としている。ところが、これらは具体的にどういう物を指しているのか、また、
約款とその他の方式とはどういう関係があるのかは、同法において定義規定が設けられて
いないので、その判断自体が困難である。
この点について、立法担当者は、約款を「事業者が消費者と契約を締結するために一方
的に予め設定した契約条項」と定義し33、通知、声明、店頭告示等の方式について、
「これ
らの方式は事業者が消費者に対して取引に関する内容を明示する手段である。そのうち、
通知、声明、店頭告示は取引市場によく見られる方式であるが、これら以外のものには、
説明、注意事項などの方式がある」と説明している34。
また、約款とその他の方式との関係について、前述した立法担当者の同法 24 条の立法目
的に対する説明からみると、立法者は、約款とほかの方式には、内容が事業者に一方的に
決められること、事前に用意されることという共通性があることを認めているといえる。
さらに、立法担当者は「事業者が約款のほかに、通知、声明、店頭告示等の方式により約
款の内容を説明または補足した場合、当該通知（声明あるいは店頭告示）は約款の一部と
なる。一方、事業者が通知、声明、店頭告示等の方式だけにより消費者に取引に関する内
容を知らせた場合、当該通知（声明あるいは店頭告示）は独立した約款となる」
（括弧は原
33
34

国家工商行政管理局法条司・前掲注(32) 50 頁。
国家工商行政管理局法条司・前掲注(32)51 頁。
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文）と説明している35。この説明によると、立法担当者は通知、声明、店頭告示のいずれ
も約款の存在形態にすぎないと認識しているように思われる。それゆえ、同法 24 条は約款
を規制対象としていることになる。消費者権利利益保護法が「約款」とその存在形態であ
る通知、声明、店頭告示を規制対象として並列していることは、条文の整合性を欠いてい
るといわざるをえない。
それでは、消費者権利利益保護法の立法者はなぜ約款のほかに、通知、声明、店頭告示
を同法 24 条の規制対象として定めたのであろうか。
この点に関する立法者による説明や文献は存在しないが、消費者権利利益保護法立法当
時の中国における消費者取引の実情からある程度その原因を推量することができる。1990
年代初期の中国はまだ計画経済システムから市場経済システムへ移行する過渡期にあり、
正式な契約書によって取引を行うことは一般的ではなかった。多くの場合、
事業者は通知、
声明、店頭告示等の方式により、消費者に取引に関する内容を知らせた。したがって、立
法者はこのような消費者取引の実情に注目して、中国の現実問題を解決するために、通知、
声明、店頭告示を不当条項規制の対象として明示したものと思われる。
（3）契約の中心条項が規制対象になるか
契約の主要目的や価格に関する中心条項も消費者権利利益保護法 24 条の規制対象にな
るかについては、同法は明文で規定していない。
2. 不当性の判断基準
消費者権利利益保護法 24 条は、
「消費者にとって不公平・不合理な内容」
、「消費者の合
法的権利利益に損害を及ぼす場合における事業者の民事責任を制限または排除する内容」
を無効としているので、消費者にとって不公平・不合理であるか否か、事業者の民事責任
を制限または排除する内容であるか否かが契約条項内容の当不当を考慮する基準であると
思われる。
しかし、事業者の民事責任を制限または排除する内容も、消費者にとっては不公平・不
合理であるため、両者を判断基準として並列するのは、条文の整合性に問題があると思わ
れる。また、規制基準として、不公平・不合理というだけでは抽象的であるといわざるを
得ない。これに対して、立法担当者は「『不公平・不合理』の判断基準は、消費者権利利益
保護法が確立した自由意思、平等、公平、信義則であり、これらの原則に違反した契約条

35

国家工商行政管理局法条司・前掲注(32)51 頁。
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項は『消費者にとって不公平・不合理な条項』と認めることができる」と説明している36。

3．不当条項規制の効果
消費者権利利益保護法 24 条 2 項によれば、約款、通知、声明、店頭告示等が前項に列記
した内容を含むとき、その内容は無効となる。このように、無効となるのはあくまで当該
条項のみであり、契約全体を無効とするわけではない。なお、契約条項自体の無効の範囲
は全部無効となるか、それとも不当とされる限度において無効となるかについては、明文
で規定されていない。

第3款

裁判例

ここでは、消費者権利利益保護法施行後同法 24 条が適用された裁判例を取り上げる。な
お、消費者権利利益保護法と契約法の両方が適用された裁判例は、次節の契約法の関連規
定の議論で検討する。また、中国では公開されている裁判例は一部しかないという状況も
あり、本稿で検討の対象とする裁判例は、北大法意という中国裁判例データベースを通じ
て筆者が独自に収集したものである。
【1】海南省海口市新华区人民法院（1997）新民初字第 297 号
Ｙ写真館の店頭告示において、
「本撮影店でネガをお渡しできるのは、24 インチ以上の
サイズの写真を印刷する場合に限ります。それ以下のサイズの写真のネガを希望される場
合、プラス 150 元かかります」という注意事項が書かれていた。ＸらはＹ店で芸術写真を
撮影してもらって、後日写真とネガを取りに行ったとき、Ｙは店頭告示にしたがって写真
と拡大した写真 2 枚のネガしか渡さなかった。そこで、Ｘらは提訴し、すべてのネガを渡
すことを求めた。
裁判所は、
「消費者が支払った料金の対価にはネガとポジの両方を含むべきであるので、
Ｙの当該注意事項は、消費者にとって不公平・不合理であり、消費者権利利益保護法 24
条により、無効である」と判断した上で、ＹがＸにネガを渡すこと、およびＸらの休業補
償 300 元を支払うことを命じた。

【2-1】雲南省昆明市盤龍区人民法院（2001）盤法消字第 001 号
2000 年 11 月、ⅩはＹ電信会社の販売代理店で電話の IC カードを購入した。当該 IC カ
36

国家工商行政管理局法条司・前掲注(32)52 頁。
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ードの表面の右下に「当該カードの使用期限は 2003 年 4 月 30 日までです」と表示され、
カードの裏面に「使用期限が過ぎた場合、当該 IC カードは利用不可となり、残高は返還さ
れません」と表示されていた。そこで、ⅩはＹのカードの有効期限を設定する行為は無効
であり、その行為の取り消しまたは有効期限の変更を請求し提訴した。
裁判所は、
「Ｙは自身の技術条件により、販売する IC カードに使用期限を明らかに規定
した。Ⅹもこの規定を知った上自ら当該サービスを選択したため、Ｙの当該規定は『明ら
かに公平を失い、消費者の権利利益を侵害する』ものではない」とし、Ⅹの請求を棄却し
た。

【2-2】雲南省昆明市中級人民法院（2001）昆民終字第 803 号
【2－1】事件の第 2 審で、裁判所は、
「当該規定は約款の性質を有するが、Ｙは技術設備
の原因により合理的なサービスの利用期限を設定し、しかもそのことを事前にⅩに告示し
たのであるから、これはＹの当該規定は消費者権利利益保護法 24 条に定められた『消費者
にとって不公平・不合理な条項』ではない」とし、Ⅹの上訴を棄却した。

【3】北京市第二中級人民法院（2002）二中民終字第 6872 号
Ⅹの母親はＹ劇場で歌舞団の公演を観覧するため、入場券 2 枚を購入した。しかし、入
場の際にⅩの入場が禁止されたため、Ⅹらはその公演を観覧することができなかった。そ
こで、ⅩはＹに対し損害賠償を請求した。これに対して、Ｙは「入場券の裏面に『身長 1.2
メートル以下の児童は入場禁止』という規定がある」ことを理由として、抗弁した。
裁判所は、
「民事活動の実行は、社会公共利益を損害してはならない。
（中略）今回の歌
舞団の公演は児童を対象にするものではないので、Ｙの『身長 1.2 メートル以下の児童は
入場禁止』との規定は公序良俗に違反せず、消費者にとって不公平・不合理な条項ではな
い」として、Ⅹの請求を棄却した。

【4】四川省成都市高新技術産業開発区人民法院（2004）高新民一初字第 381 号
Ⅹは友人とＹレストランで食事した際にお酒を持ち込んだため、Ｙから 100 元のアルコ
ール類持ち込みサービス料を徴収された。そこで、ⅩはＹに対し 100 元のサービス料の返
還を請求し提訴した。これに対して、Ｙは「当店では『アルコール類の持ち込みがある場
合、本店で販売される同種のアルコール類の代金の 20％をサービス料として徴収します』
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という規定があり、その規定はレストランのメニューに記載している」と抗弁した。
裁判所は、Ｙの情報開示義務違反によりⅩの請求を認めたが、Ｙの規定が消費者権利利
益保護法 24 条の規定に違反するか否かについては、
「消費者権利利益保護法 24 条に定めら
れた『不公平・不合理』は経営者と消費者の関係を規律する抽象原則であり、経営者が作
成した契約条項が同規定に違反するか否かを判断するとき、具体的な情況にしたがって判
断しなければならない。わが国の飲食サービス業の価格は価格法37、価格詐欺行為を禁止
する規定38等の法律法規の規制を受けなければならない。したがって、Ｙのアルコール類
持ち込みサービス料を徴収する規定が消費者にとって不公平・不合理な条項であるか否か
を判断するとき、Ｙの徴収した費用の項目及びその金額が上記の規定に違反したか否かを
判断しなければならない。本件において、Ｙの規定は上記の規定に違反しないので、消費
者にとって不公平・不合理な条項ではない」とした。

【5】深圳市福田区人民法院（2008）深福法民一初字第 2839 号
ⅩはＡ病院に見舞いに行った際に、Ｙが管理するＡ病院の有料駐車場に止めていた車が
盗難されたため、ⅩはＹに損害賠償を求めた。これに対して、Ｙは駐車場に掲示している
看板および駐車券裏面にある注意事項にある「車から離れるとき、施錠してください。駐
車場内で発生した損傷事故・盗難事故について、本社は一切賠償しません」旨の条項に基
づき、賠償を拒否した。そこで、Ⅹは車の損害賠償を求めて提訴した。
裁判所は本件条項の効力について、
「本件条項は、Ｙが負うべき自己の民事責任を排除す
るために一方的に作成した免責条項であり、消費者権利利益保護法 24 条に違反するため、
無効である」と判断した。

【6】上海市奉賢区人民法院(2011)奉民一(民)初字第 235 号
ⅩはＹ乗馬クラブに入会し、Ｙと入会契約を締結した。その後のある日、Ⅹは落馬し怪
我したため、Ｙに損害賠償を求めた。これに対して、Ｙは入会契約「乗馬場内で発生した
いかなる事故について、Ｙの一切の責任を排除する」旨の条項に基づき、賠償を拒否した。
そこで、Ⅹは損害賠償を求めて提訴した。
中国語原語は「中華人民共和国価格法」である。1997 年 12 月 29 日採択・公布、1998
年 5 月 1 日施行。
38
中国語原語は「禁止価格詐欺行為的規定」である。2001 年 11 月 7 日採択・公布、2001
年 1 月 1 日施行。
37
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裁判所は、
「当該条項はＹが消費者の合法的な権利利益を害したときに負うべき民事責任
を排除し、消費者権利利益保護法 24 条に違反した」として、本件条項を無効とした。

【7】広東省東莞市中級人民法院民事判決書（2013）東中法民一終字第 1025 号
ⅩはＹデパートで買い物した際、Ｙデパートの駐輪場に止めていた自転車が盗難された
ため、ⅩはＹに損害賠償を求めた。これに対して、Ｙは駐輪場の立て看板に「駐輪場内で
発生した事故、盗難等について、Ｙは一切責任を負わない」と書いていたことを理由とし
て損害賠償を拒否した。そこで、Ⅹは自転車の損害賠償を求めて提訴した。
裁判所は、
「駐輪場の立て看板の内容はＹの責任を排除し、消費者の合法的な利益を損害
した」として、消費者権利利益保護法 24 条に基づいてその内容を無効とした。

以上の裁判例を通じて、次のことを指摘することができる。
第 1 に、規制対象について。消費者権利利益保護法 24 条によれば、同条は約款、通知、
声明、店頭告示等の方式による消費者契約の契約条項にしか適用されない。しかし、これ
らの訴訟で、問題となった契約が消費者契約であるか否かについて、いずれの判決も言及
していないが、同法 24 条の適用が認められていることから、いずれの判決も問題となった
契約が消費者契約であると認めたといえる。次に、契約条項の形式について、
【6】以外に、
他のいずれの事案においても、問題となった契約条項は通知、声明、店頭告示の形式であ
る。さらに、具体的な内容を見ると、免責条項等の付随条項（
【5】
【6】
【7】
）があり、契約
の目的物や対価等に関する中心条項もある（
【1】
【2】
【3】
【4】
）。
第 2 に、不当性の判断基準について。【1】
【2】
【3】
【4】は問題となった条項が「消費者
にとって不公平・不合理であるか否か」を不当性の判断基準としている。なお、不公平・
不合理であるか否かの考慮要素は多様である。条項の無効を認めた【1】は目的物と対価の
均衡性を重視して不公平・不合理と判断した。一方、条項の有効を認めた【2－1】は事業
者の経営上の必要性および消費者が事前に契約内容を知ったこと、
【2－2】は「事業者の技
術レベルの制限および消費者に事前に告示したこと、【3】は公序良俗に違反しないこと、
【4】は取締法に違反しないことを理由として、不公平・不合理ではないと判断した。また、
【5】
【6】
【7】において、問題となった条項のいずれも事業者の全ての責任を排除する内容
であるため、
判決のいずれも問題条項が 24 条に掲げる不当条項リストにある事業者の免責
条項に該当すると認め、条項の無効を認めた。
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第 3 に、不当条項規制の効果について。契約条項の不当性を認めた裁判例のいずれも条
項の全部無効を認めた（
【1】
【5】
【6】
【7】
）
。

第4款

まとめ

以上の検討から、消費者権利利益保護法における不当条項規制の状況を次のようにまと
めることができる。
第 1 に、規制対象について。消費者権利利益保護法の適用対象が消費者契約となってい
るため、消費者権利利益保護法における不当条項規制の規制対象はまず消費者という基準
によって画されている。消費者であるか否かについて、同法 2 条によれば、
「生活のため」
といった行為の目的が判断の基準となっている。裁判実務では、裁判所は同法 24 条を適用
して契約条項の効力を判断する際に、問題となった契約が消費者契約であるか否かに言及
していないものの、
問題となった事案をみると、
いずれも同法 2 条に該当する事案である。
また、同法 24 条はその規制対象を約款、通知、声明、店頭告示等の方式による契約条項と
している。しかし、同条文の立法理由、約款等の概念、約款とその他の方式との関係に対
する立法担当者の説明を分析することにより、通知、声明、店頭告示等のいずれも約款の
存在形態であることが分かった。したがって、消費者権利利益保護法 24 条の適用条項は約
款であり、約款の存在形態として、通知、声明、店頭告示等があると理解するべきであろ
う。裁判実務では、問題となった事案のほとんどが通知、声明、店頭告示に関する事案で
ある。さらに、契約の中心条項も規制対象になるか否かについて、明文で規定していない
が、裁判実務では、同法 24 条を適用して契約の目的物や対価を定める契約条項の有効性を
判断する裁判例がある。
第 2 に、不当性の判断基準について。同法 24 条は一般条項として不公平・不合理という
抽象的な判断基準を定める。不公平・不合理の具体的な判断について、立法担当者から「消
費者権利利益保護法が確立した自由意思、平等、公平、信義則に違反した契約条項が消費
者にとって不公平・不合理な条項である」という見解を提示されているが、この見解はあ
くまでも抽象的な原理を用いて抽象的な概念を解しているという他ない。他方、裁判実務
では、不公平・不合理の判断にあたって、目的物と対価の均衡性、公序良俗違反の有無、
取締法の違反の有無、消費者契約条項の内容を知ったか否か等多様な要素が考慮されてい
る。また、同法 24 条は不当条項リストとして事業者の免責条項を掲げており、人身損害の
免責条項か財産損害の免責条項か、責任排除条項か責任制限条項かを問わず、如何なる事
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業者の免責条項も無効とされる。裁判実務では、問題となった免責条項のいずれも事業者
の全ての責任を排除する内容であるため、例外なく条項の無効を認めた。
第 3 に、不当条項規制の効果として、契約条項その全部が無効となるか、それとも不当
とされる限度において無効となるかについては、同法では明文で規定されていない。裁判
実務では、契約条項の不当性を認めた裁判例のいずれも条項の全部無効を認めた。

第2節

契約法における不当条項規制

消費者権利利益保護法は、特別法レベルで消費者約款を規制するルールを設けた。その
後、一般法レベルで消費者契約に限定しない約款規制を行うことや、個別条項規制として
免責条項規制を行うことが検討され、1999 年に制定された契約法にその内容が立法化され
た。本節では、契約法立法前の学説の議論状況（第 1 款）、契約法立法過程における議論状
況（第 2 款）を確認した上で、契約法に盛り込まれた不当条項規制に関する内容およびそ
の適用状況を検討し（第 3 款）
、契約法における不当条項規制の特徴を明らかにする（第 4
款）
。
第1款

立法前の学説の議論状況

1．免責条項規制に関する議論
（1）崔建遠の研究39
崔建遠の論文「免責条款論」は中国においてこの研究分野で創始的な意義があると評価
されている40。
崔は、免責条項を契約当事者の責任をあらかじめ排除・制限する契約条項の総称と定義
した上で、免責条項の効力判断について次のような判断基準を提案している41。①現行法
の規定に基づいて免責条項の効力を判断する。免責条項も民事行為の 1 つとして、民法通
則 58 条42で定められる民事行為の無効事由規定および同法 59 条43で定められる民事行為の
39

崔建遠「免責条款論」中国法学 1991 年第 6 期 77 頁以下。
韓世遠「免責条款研究」梁慧星主編『民商法論叢・第 2 巻』
（1994 年） 457 頁。
41
崔建遠・前掲注(39)80 頁以下。
42
民法通則 58 条は、民事行為の無効原因として、①行為無能力者が実施した行為、②制
限行為能力者が法に基づいて独自で実施することができない行為、③詐欺・強迫による意
思表示、他人の危機に乗じた真実の意思に背く行為、④悪意で通謀し国家、集団または第
三者の利益を害する行為、⑤法律・社会公共の利益に反する行為、⑥経済契約で、国家の
指令性計画に違反する行為、⑦合法的形式で不法目的を隠蔽する行為を定める。
43
民法通則 59 条は、民事行為の取消・変更について、
「次に掲げる行為について、当事者
の一方は、人民法院または仲裁機関に対し、変更または取消を請求する権利を有する。①
40
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取り消し事由規定の規制を受けなければならない。すなわち、免責条項が民法通則 58 条ま
たは 59 条の規定に違反する場合、当該免責条項の効力は否定されることになる。②リスク
分配の理論によって免責条項の効力を判断する。③債務者の帰責事由の軽重によって免責
条項の効力を判断する。債務者の故意または重過失による行為は非難・否定されるべき行
為であるので、債務者の故意または重過失による免責条項は無効とすべきである。これに
対して、債務者の軽過失による行為も非難されるべきであるが、このような行為が社会秩
序・社会公徳に与える損害は比較的軽微であるので、債務者の軽過失による免責条項まで
も無効とすべきではない。しかし、上記の 3 つの判断基準はどのような関係があるのかに
ついて、崔は述べていない。

（2）韓世遠の研究44
韓世遠は、免責条項の効力の発生原因および免責条項に対する規制の根拠を探究し、諸
外国の免責条項規制制度を比較・検討した上で、免責条項の効力判断について議論してい
る45。
まず、韓は、免責条項に対する規制制度を検討する前提として、次の 2 つの問題を考え
る必要があると指摘する46。①民事責任が契約当事者の協議によって排除される法的根拠
はどこにあるのか、②免責条項を規制する根拠はどこにあるのか。①の問題に対して、民
事責任は主に契約当事者の利益に関わるものであり、一般的には第三者と関係しない。し
たがって、第三者の利益に関係しない限りにおいて、
「私法自治」および「契約自由」の原
則によって、民事責任が契約当事者の協議によって排除されることは認められる。中国で
は民法通則 4 条が明確に自由意思47の原則を定めており、民事行為における私法自治を認
めている。したがって、当事者が自由意思によって民事責任を排除することに対して、法
律はそれに干渉する必要はない。②の問題について、現代社会において約款契約を大量に
使用する事情が存在し、かつ消費者の権利利益を保護するとの要請の下で、免責条項に対
する規制が求められている。

行為者は行為の内容に対して重大な錯誤があった場合、②明らかに公平を失する行為の場
合」と定める。
44
韓世遠・前掲注(40)455 頁以下
45
韓世遠・前掲注(40)455 頁以下。
46
韓世遠・前掲注(40)459 頁。
47
中国語原語は「自願」である。
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次に、韓はイスラエル、ドイツ、イギリス、フランスおよび日本の 5 か国における不当
条項規制制度を概観し、それぞれ立法規制、行政規制、司法規制および社会団体規制に分
けて考察を行った上で、4 つの規制手段の優劣を分析している48。結論として、中国で免責
条項規制制度を制定する際に、諸外国の制度を参考しながら、各規制手段を総合的に活用
することが重要であると指摘している49。そのうち、免責条項の効力について、韓は民事
行為の一般的な無効事由によって判断するほか、免責条項に特別な無効事由を定める必要
があると指摘する50。前者について、民法通則に定められる民事行為の一般的な無効事由
規定を利用することがあるが、その際には次の 2 つの問題が存在する。①民法通則が定め
る民事行為の一般的な無効事由の範囲が広すぎること、②民法通則の一般規定により、民
事行為の効力が否定された場合、その民事行為が絶対的・全部無効とされるが、その合理
性について疑問が残ること。一方、後者について、現行法ではそのような特別な規定が設
けられていない。これに対して、韓は、①人身に損害を与えた場合の責任を排除する条項、
②債務者の故意または重過失による財産損害が生じた場合の責任を排除する条項、を無効
とするという規定を設けるべきであると提案している。これらの免責条項を無効とする根
拠としては、主に社会利益の考慮が挙げられている。すなわち、人身利益には社会利益と
しての側面があり、それは文明社会生活の基礎でもある。その利益を個人に自由的に処分
させることは基本的人権を侵害することになる。また、債務者の故意または重過失による
財産損害が生じた場合の責任を排除することを許すことは、法律行為の安全という社会利
益に違背し、財産権利を保護するという社会利益にも合致しないからである。

2．約款規制に関する議論
契約制定前に、約款をどのように規制すべきかについて、議論されていた。その内容と
しては、
約款の特徴および約款の問題性を指摘した上で、
諸外国の約款規制制度を紹介し、
中国での約款規制の不足を改善するための対策を提示することが含まれている51。これら

48

韓世遠・前掲注(40)467 頁以下。
韓世遠・前掲注(40)483 頁。
50
韓世遠・前掲注(40)502 頁。
51
王利明「標準合同的若干問題」中南政法学院学報 1994 年第 3 期 73 頁、黄秋生「標準合
同相関問題研究」現代法学 1996 年第 3 期 65 頁、李永軍「対我国格式合同的思考」工商行
政管理 1996 年第 19 期 34 頁、張経「格式合同的法律規制」工商行政管理 1997 年第 3 期 22
頁、劉凱湘＝姚明「論標準合同的意義缺陥与完善対策」北京商学院学報 1997 年第 5 期 35
頁、張暁軍「試論定式合同」中国人民大学学報 1998 年第 1 期 74 頁、魏改蓮「論格式合同
49
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の点について以下のようにまとめることができる。なお、これらの議論は厳密な約款定義
を提示しないまま行われていた。
まず、約款の特徴として、多数取引の画一的処理を目的とすること、あらかじめ作成さ
れること、通常約款設定者が経済的に強い立場にあること、内容、形式が相当期間に固定
化されることが挙げられている52。
次に、約款の問題点として、顧客の契約自由を制限すること53、および契約当事者間の
公平性を阻害すること54が指摘されている。前者について、
「約款は一般的には事業者がそ
の契約内容を一方的に予め定めたものなので、契約内容について顧客と交渉することはは
じめから予定されておらず、顧客には事業者との取引を拒絶するかそれとも事業者が提供
した約款の内容に包括的に従うしか選択肢はない。なお、約款は公共事業等の領域で大量
に使用されており、これらの公共事業が市場において一般的に独占的な地位を有している
ことから、消費者は公共事業のサービスや物資を取得するためにその事業者と契約を締結
せざるを得ない。
」と論じられている55。後者について、「約款によって契約内容が予め定
められており、約款設定者も通常は経済的に強い立場にある者であるので、利潤を追求す
るという本質を持つ事業者が、約款に自己に有利な内容を取り入れることも多い。また、
約款の内容が複雑で、しかも小さな活字で書かれており、かつ、顧客は経済的弱者であり、
彼らは取引に不慣れで、法律的な知識も乏しいため、約款の内容に目を通すこともなく、
時には約款の存在にさえ気づかないで、その適用を承諾してしまうことも少なくない。そ
のような場合、顧客の正当な利益が侵害されてしまう」と指摘されている56。
また、約款規制の方法として、ほとんどの学説は、立法的規制、行政的規制、司法的規
制の 3 つを提示している。立法的規制については、契約法の立法において約款規制制度を
導入すること57や、特別法としての約款規制法を制定することが提案されている58。さらに、

的法律規制」社科縦横 1998 年第 5 期 27 頁等。
52
王利明・前掲注(51)73～74 頁、劉凱湘＝姚明・前掲注(51)35～36 頁、張暁軍・前掲注
(51)77 頁。
53
王利明・前掲注(51)76 頁、黄秋生・前掲注(51)66 頁。
54
王利明・前掲注(51)76 頁、黄秋生・前掲注(51)66 頁、劉凱湘＝姚明・前掲注(51)38 頁、
張暁軍・前掲注(51)77 頁。
55
王利明・前掲注(51)76 頁、黄秋生・前掲注(51)66 頁。
56
王利明・前掲注(51)76 頁、黄秋生・前掲注(51)66 頁、劉凱湘＝姚明・前掲注(51)38 頁、
張暁軍・前掲注(51)77 頁。
57
王利明・前掲注(51)78～79 頁、黄秋生・前掲注(51)67 頁、李永軍・前掲注(51)34 頁、
劉凱湘＝姚明・前掲注(51)38 頁、張暁軍・前掲注(51)79 頁。
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立法化にあたっては、約款と法律規定の区別づけの問題や、約款の拘束力の問題、約款の
解釈の問題、不当な約款の判断基準及び不当な約款の効力の問題等の問題を解決しなけれ
ばならないと主張されている59。行政的規制については、工商行政部門の約款に対する監
督・管理を強化すること60や、不当な約款を使用した事業者に行政処罰を与える制度を導
入すること61や、フランスの「濫用条項委員会」のような独立した機関を設立し約款の事
前規制を行うこと62等が提案されている。司法的規制については、裁判所の約款の効力に
対する審査及び約款に対する解釈を強化することが主張されている63。具体的には、民法
通則に定められた信義則、公平原則、等価有償の原則によって約款の効力を判断して、不
当な約款の効力を否定すること、約款設定者に不利な解釈準則、合理的・合目的解釈準則、
統一的解釈準則にしたがって約款条項を解釈することである。以上の 3 つの規制方法のほ
か、消費者団体等の社会団体による規制も提案されている。具体的には、消費者団体が積
極的に約款の作成作業に参加すること、消費者の苦情報告を受るとともに苦情報告事項に
対して調査、和解活動を行うこと、事業者の不当な約款を使用し消費者の利益を損害した
行為に対し、マスコミを通じてそれを公表、批判すること等がある64。

3．まとめ
不当条項規制をめぐる従来の学説の議論は、契約条項の内容に着目して免責条項を対象
とする研究と、契約の形式に着目して約款を対象とする研究とがあり、いずれも主に不当
な免責条項・約款をどのように規制するかについて議論がなされてきた。
免責条項規制に関する議論は、免責条項の効力判断がを中心とされており、民事行為の
無効事由規定・取り消し事由規定を基準にすること、債務者の帰責事由の軽重を基準にす
ること等が提案されている。
一方、約款規制に関する議論は、立法・司法・行政・社会団体による規制が提唱されて
いる。しかし、それぞれの規制方法については、あくまで外国の制度の概括的な紹介とそ

58

王利明・前掲注(51)78～79 頁、張暁軍・前掲注(51)79 頁。
王利明・前掲注(51)79 頁。
60
李永軍・前掲注(51)34 頁。
61
張経・前掲注(51)22 頁。
62
張暁軍・前掲注(51)80 頁。
63
王利明・前掲注(51)79 頁、李永軍・前掲注(51)34 頁、黄秋生・前掲注(51)67 頁、劉凱
湘＝姚明・前掲注(51)38 頁、張暁軍・前掲注(51)79～80 頁。
64
李永軍・前掲注(51)35 頁。
59
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の規制方法における課題の提示にとどまり、外国の制度に対する詳細な分析、中国での問
題状況の分析およびそれに対する具体的な対策が論じられていない。

第2款

立法過程における議論状況

立法前の議論の影響から、契約法立法過程において、免責条項規制および約款規制に関
する立法化が進められた。以下では、契約法の立法背景および制定過程を確認した上で、
立法過程に提案された不当条項規制に関する内容を明らかにする。
中国は 1980 年代に、経済契約法65（社会主義経済組織間の契約法）、渉外経済契約法66（渉
外経済組織間の契約法）と技術契約法67（技術提供に関する契約法）という三つの契約法
を制定した。これらの法律は当時の中国で市場取引に規範を与え、当事者の合法的権利利
益を保護し、市場経済の発展を促進し、市場経済秩序を維持するうえで重要な役割を果た
していたと評価される68。しかし、計画経済体制に基づく三つの契約法体系は重大な欠陥
を含んでいた。すなわち、旧ソ連から引き継がれた「経済契約」という法概念の存在のゆ
え統一的な契約概念が認められていなかったため、多元的な契約法体系になっており、極
めて複雑な構造になっている69。しかも、三つの契約法は立法の重複と矛盾がある一方で、
規律範囲の狭さによって多くの空白も存在している70。このような契約体系は、社会主義
市場経済体制の要請を満たすことができなかったため、1993 年春、全国人大常務委員会71
（以下、
「常委会」と略する）は、経済契約法を改正した後に、直ちに統一契約法を制定す
るという立法方針を固めた72。

65

中国語原文は「中華人民共和国経済合同法」である。1981 年 12 月 13 日採択・公布、1982
年 7 月 1 日施行、1999 年 10 月 1 日廃止。
66
中国語原文は「中華人民共和国渉外経済合同法」である。1985 年 3 月 21 日採択・公布、
同年 7 月 1 日施行、1999 年 10 月 1 日廃止。
67
中国語原文は「中華人民共和国技術合同法」である。1987 年 6 月 23 日採択・公布、同
年 12 月 1 日施行、1999 年 10 月 1 日廃止。
68
梁慧星「中国統一契約法の起草（上）」国際商事法務 26(１)（1998 年）61 頁。
69
王晨「中国契約法典制定過程から見た自由と正義」大阪市立大学法学雑誌 48（4）(2002
年)378 頁。
70
王利明著・小口彦太訳
「中国の統一的契約法制定をめぐる諸問題」
比較法学 29 巻 2 号
（1996
年）159 頁～162 頁。
71
中国の最高国家権力機関である全国人民代表大会（全国人大）の常設機関。全国人大の
閉会中に、全国人大に代わって最高国家権力、立法権を行使する。木間正道ほか・前掲注
(17)82 頁。
72
王晨・前掲注(69)378 頁。
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その後、同全国人大常務会法制工作委員会73は専門家研究検討会を招集し、一部の学者
に契約法の立法方針となる立法案をゆだね、その上で法律の起草作業を 12 の大学および研
究機関いそれぞれ委任した。これらの大学、研究機関から提出された条文に基づき、3 名
の学者によって作成された契約法建議稿74（以下「学者建議稿」という）が 1995 年 1 月に
法制工作委員会に提出された。その後、法制工作委員会は学者建議稿を基礎としつつ、1995
年 10 月に第 1 次草案75、1996 年 6 月に第 2 次草案76、1997 年 5 月に第 3 次草案77、1998 年
9 月に最終草案78を作成した。なお、このうち、内容が公開されているのは学者建議稿およ
び最終草案のみであるため、ここではこの両者の内容を対比しつつ、立法過程に提案され
た不当条項規制に関する内容を明らかにする。
まず、免責条項規制について、学者建議稿は、①相手方の人身に損害を与えた場合の責
任、②故意または重大な過失により相手方の財産に損害を与えた場合の責任、③消費者権
利利益保護法により排除または制限を禁止された責任、④その他の公序良俗に違反する責
任を排除または制限する条項を無効とした（34 条 2 項）。これに対して、最終草案は③お
よび④を削除し、①および②の場合の免責条項を無効とした（53 条）
。
次に、約款の内容規制について、学者建議稿は、
「約款が信義誠実の原則に反して相手方
に不合理な不利益を与える場合、これを無効とする。次のいずれかの事情がある場合は、
信義誠実の原則に反して相手方に不合理な不利益を与えたものと推定する。①約款が法律
の基本原則に適合せず、または法律の強行規定を回避する場合、②約款が契約によって発
生する重要な権利または義務を排除または制限し、契約目的の達成を不可能にする場合」
と定めた（57 条）
。これに対して、最終草案は、
「約款において本法 52 条及び 53 条に定め
る事由がある場合、または約款設定者の主たる義務を排除し、相手方の主たる権利を排除
する場合は、当該約款が無効である」と定めた（38 条）
。
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全国人大常務委員会の事務機構である。有能な法務官僚を集め、法案作成のスペシャリ
ストとして、主要な法案起草作業を事実上担っているとみられる。木間正道ほか・前掲注
(17)83 頁。
74
中国語原語は「統一合同法建議草案（第一稿）
」である。なお、同草案は梁慧星主編『民
商法論叢・第 4 巻』439 頁～539 頁に資料として掲載されている。
75
中国語原語は「統一合同法草案試擬稿（第二稿）
」である。
76
中国語原語は「統一合同法草案試擬稿（第三稿）
」である。
77
中国語原語は「統一合同法草案徴求専家意見稿（第四稿）」である。
78
中国語原語は「統一合同法草案徴求全民意見稿（第五稿）」である（全国人民代表大会の
ウェブサイトに掲載されている
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/17/content_5003981.htm）
。
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第3款

契約法における不当条項規制に関する内容および適用状況

以上のような議論を経て制定された契約法は、消費者契約を含め、一般的な不当条項規
制について、不当な免責条項の無効規定を設けるほか、約款の内容規制規定を導入した。
不当な免責条項の無効について、同法 53 条は「契約における次の免責条項は無効である。
①相手方の人身に傷害を与えた場合、②故意または重過失によって相手方の財産に損害を
与えた場合」と定める。
約款の内容規制について、同法 39 条 1 項前段は「約款を採用して契約を締結する場合、
約款設定者は公平原則にしたがい、当事者間の権利および義務を確定しなければならない」
と定め、2 項は「約款とは、当事者が反復して使用するために予め設定され、かつ契約締
結時に相手方と協議されていない条項である」と定める。また、同法 40 条は「約款が本法
52 条79と 53 条に規定する事情を有するか、または約款設定者の責任を排除・制限もしくは
相手方の責任を加重しまたは相手方の主たる権利を排除する場合には、当該条項は無効で
ある」と定める。
以下では、これらの規定の適用状況を検討する。
1．不当な免責条項の無効
契約法 53 条によれば、人身損害の免責条項および故意または重過失による財産損害の免
責条項は無効となる。なぜこれらの免責条項の効力を否定するかについて、立法担当者は
「このような免責条項は、信義則や公序良俗に反するため、法により禁じなければならな
い」と説明している80。
以下では、同法 53 条の規制対象および不当性の判断基準について検討する。
（1）規制対象
契約法 53 条は、すべての契約における免責条項に対する規制を行っている。すなわち、
消費者契約であれ事業者間の契約であれ、約款によるものであれそれ以外のものであれ、
不当な免責条項であれば規制される。たとえ個別交渉を経て合意された免責条項であって
79

契約法 52 条は、契約の無効について、次のように規定する。契約は次の事情のいずれを
有する場合無効となる。①当事者の一方が詐欺または強迫の手段を用いて契約を締結し、
国の利益に損害を及ぼすとき。②当事者が悪意をもって通謀して国、集団または第三者の
利益に損害を及ぼすとき。③合法的な方式を用いて不法の目的を覆い隠すとき。④社会公
共利益に損害を及ぼすとき。⑤法律または行政法規上の強行規定に違反するとき。
80
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会編『中華人民共和国合同法釈義』（法律出
版社、1999 年）93 頁。
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も、規制対象から除外されない。したがって、同法 53 条は契約条項の内容にのみ着目して
規制を行っているといえる。

（2）不当性の判断基準
契約法 53 条は、人身損害と財産損害を区別し、人身損害についての免責条項は一律無効
とし、財産損害についての免責条項は債務者の帰責事由の軽重によって区別し、故意また
は重過失による免責条項は無効とする。なお、債務者の責任の性質（債務不履行責任・不
法行為責任・瑕疵担保責任）によって、免責条項の無効の判断基準が変わることはない。
また、債務者の責任の排除の程度（全部排除・一部排除）によって免責条項の無効の判断
基準が変わることもない。
以下では、人身損害の免責条項と財産損害の免責条項の不当性の判断基準についてそれ
ぞれ検討する。
（Ⅰ）人身損害の免責条項
（ⅰ）裁判例
【8】河南省新郷市中級人民法院（2009）新中民一終字第 201 号
ⅩはＹ老人福祉施設と契約を締結し、Ｙの施設に入居した。その後、ⅩはＹの施設内で
転倒し、怪我をしたため、Ｙに対し損害賠償を求めた。これに対して、Ｙは次のように抗
弁し、賠償責任を否定した。契約には、
『Ⅹは入居期間中に病気になったり事故で怪我をし
たとしても、Ｙは如何なる責任も負わない』と定める。本件において、Ⅹが転倒して怪我
をしたのは自己の不注意であり、事故といえる。したがって、本施設は損害賠償責任を負
うべきではない。
裁判所は、
「本件条項はＹが負うべき責任を排除し、契約法の関連規定に違反したため、
無効である」と判断し、Ｘの請求を認めた。

【9】河南省新郷県法院（2009）新民初字第 65 号
2008 年 7 月 7 日、ⅩはＹ病院で帝王切開出産手術を受けて、11 日に退院した。その後、
Ⅹは産後出血、貧血、術部の炎症等の原因で子宮切除手術を受けた。そこで、ⅩはＹに対
し損害賠償を請求した。これに対して、Ｙは自己の治療行為には医療過誤が存在せず、ま
た、Ⅹが退院したときＹとの間で締結した「退院協議書」に記載されていた「ＹはⅩの病
状を考慮し、退院することが良くないと判断しⅩに告知したが、Ⅹは自ら退院することを
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求めたのであるから、退院後に問題が発生した場合、Ｙは如何なる民事責任も負わない」
という規定を根拠として、損害賠償責任を負わないと抗弁した。
裁判所は、ⅩとＹの間で締結した「退院協議書」について、
「当該『退院協議書』はＹが
提供した約款であり、
約款でＹの人身損害賠償責任を排除したため、
契約法 53 条に基づき、
当該規定は無効である」と判示した。

（ⅱ）検討
契約法 53 条によれば、人身損害が生じた場合、加害者に故意、重過失がある場合はもち
ろん、加害者に軽過失がある場合も含め、加害者の責任を排除・制限する条項はすべて無
効である。このような強制的な立法を行った理由として、立法担当者は以下のように説明
している。
「まず、人間の健康及び生命の安全は法律によって特別に保護されるべきもので
ある。にも関わらず、相手方の人身に対して損害を与えた責任を排除することを許せば、
当事者が契約という形式を利用して相手方の生命を損なうことを認めるに等しく、国民の
身体的権利を保護する憲法の原則に反することになる。また、実際、このような免責条項
は契約の相手方の真意に従わない場合も多い」81。
加害者に故意または重過失がある場合、その責任を排除・制限する条項を無効にするこ
とは評価されているが、軽過失による免責条項も無効とする点については、これに反対す
る意見がある。その意見によると、
「特殊な業界」の活動（例えば病院での治療行為や、自
動車の運転教育等）は、その活動自体が高度な危険性を有するため、免責条項を使用して
軽過失による人身損害の責任を排除・制限することが許されなければ、これらの業界の活
動の進行、発展を制限してしまう恐れがあるという82。
他方、裁判実務において、問題となった契約条項は、いずれも債務者の帰責事由の軽重
を問わずすべての責任を排除する内容であったため、裁判所は簡単にそれらの条項を無効
とした。

（Ⅱ）財産損害の免責条項
（ⅰ）裁判例
【10】海南省海南市中級人民法院（2002）海南民終字第 70 号
81
82

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(80)94 頁。
王利明＝房紹坤＝王軼著『合同法・第 2 版』
（中国人民大学出版社、2007 年）112 頁。
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2001 年 6 月 30 日、ⅩはＹ（不動産会社）が管理するマンションの駐車場にバイクを駐
車した。Ｙの警備員はⅩから駐車料 1 元を徴収し、駐車スペース利用証明書を渡した。し
かし、その後、Ⅹのバイクが盗難された。そこで、ⅩはＹに対し、損害賠償を請求した。
これに対して、Ｙは「駐車スペース利用証明書の裏面に記載された注意事項には、
『本社が
徴収する駐車料は、土地を占有する費用であり、保管費用ではない。本駐車場で発生した
損傷・盗難事故について、本社は如何なる責任も負わない』という規定がある」ことを理
由として、原告の請求棄却を求めた。
裁判所は、
「ⅩがＹに駐車料を支払い、ＹはⅩに駐車スペース利用証明書を渡しているこ
とから、ⅩとＹは車両の管理契約を締結したといえる。Ｙが作成した駐車スペース利用証
明書にはＹの免責条項が存在するが、当該条項は契約法 40 条の規定に違反しているので、
無効とすべきである」とし、Ⅹの請求を認めた。

【11】遼寧省瀋陽市中級人民法院（2005）瀋中民三合終字第 540 号
2003 年 12 月 1 日、ⅩはＹ（運輸会社）にハードディスク 2 台の配達を依頼した。しか
し、その後、Ｙが当該貨物を紛失したため、ⅩはＹに対し貨物の損害賠償を請求した。こ
れに対して、Ｙは「速達運輸契約には、貨物を紛失または破損した場合、Ｙは運送料の 3
倍の金額まで賠償するという約定がある」ことを理由に、Ⅹの請求を拒否した。
裁判所は、
「運輸契約の表面の下のところに、
『本契約に署名する前に、裏面に記載して
いる諸条項を詳しくご覧ください。本契約に署名した場合、裏面に記載している諸条項に
同意したと看做します』という条項が存在するので、ＹはⅩに当該条項に対する必要な注
意喚起をしたといえる。また、Ⅹは運輸契約に署名したとき、運輸契約の裏面にある諸条
項に異議を提出しなかったため、当該約款は当事者双方に拘束力がある。したがって、Ｙ
は契約の約定に従って、Ⅹに賠償すれば良い」という結論を出した。

【12】江蘇省東台市人民法院（2009）東民二初字第 217 号
ⅩはＹ銀行とネットバンキングサービス協議書を締結し、ネットバンキングサービスを
利用した。ところが、その後第三者によりⅩの口座から 118840 元が引き出されたため、Ⅹ
はＹに対して損害賠償を求めた。これに対して、Ｙは銀行のネットバンキングシステムが
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安全性を有すること、ネットバンキングサービス協議書 2 条 5 項83によってＹの責任が排
除されることを理由として、Ⅹの損害賠償請求を拒否した。そこで、Ⅹは損害賠償を求め
て提訴した。
裁判所は、ⅩとＹの間で締結したネットバンキングサービス協議書 2 条 5 項の効力につ
いて、
「ネットバンキングサービス協議書は当事者双方の自由意思によって締結されたので、
その効力を認めるべきである。
しかし、当該協議書は約款の方式によって作成されており、
契約法 40 条によれば、約款設定者は自らの責任を排除もしくは相手方の責任を加重しまた
は相手方の主な権利を排除する場合には当該条項が無効となる。本件において、Ｙは約款
によってＸが預金者として有すべき基本権利を排除し、銀行が負うべきリスクを預金者に
転嫁している。これは現行の法律の規定に違反し、預金者の預金の安全を保障する義務に
も違反しているので、当該免責条項は無効である」と判断した。

【13】上海市虹口区人民法院(2009)虹民一(民)初字第 3018 号
ⅩはＹ銀行とクレジットカード会員規約を締結し、Ｙ銀行からクレジットカードを発行
してもらった。その後、盗難によってカードが他人に不正使用されたため、ⅩはＹに損害
賠償を求めた。これに対して、Ｙは会員規約にある「カードの紛失・盗難の届け出日より
前に生じた不正使用について、当行は一切責任を負わない」旨の条項に基づき、損害賠償
を拒否した。そこで、Ⅹはカードの不正使用による損害の賠償を求めて提訴した。
裁判所は、本件条項の有効性について、
「契約法 206 条により、受任者の過失により委任
者が損害を被った場合、委任者は受任者に対して損害賠償を請求することができる。この
ことから、本件条項によれば、Ｙの過失によりクレジットカードが不正使用された場合で
も、カードの紛失・盗難の届け出日より前に生じた損失はすべてⅩが負うべきであるとさ
れる。したがって、本件条項はⅩの主な権利を排除し、Ｙの責任を排除したといえる。し
たがって、契約法 40 条および消費者権利利益保護法 24 条に基づき、本件条項は無効であ
る」と判断した。

（ⅱ）検討
契約法 53 条によれば、
財産損害の免責条項の当不当の判断基準は債務者の帰責事由の軽
83

判決文において、ネットバンキングサービス協議書の内容が明らかにされていないが、
判決全体を通じて、当該協議書 2 条 5 項はＹの免責を定めていると思われる。
34

重であり、故意または重過失による免責条項のみ無効とされる。その立法の根拠として、
立法担当者は、
「故意または重過失により相手方の財産に損害を与えた場合の免責条項は、
相手方を騙して契約上の利益に損害を与えるために利用される可能性があり、公平原則の
みならず信義則にも大きく反するので、無効にしなければならない」と説明している84。
しかし、軽過失の場合の免責条項を無効としなかった根拠は説明されていない。
裁判実務において、問題となった契約条項のほとんどは、債務者の帰責事由の軽重を問
わずすべての責任を排除する内容であったため、裁判所は簡単にそれらの条項を無効とし
た。唯一免責条項の有効性を認めた裁判例【11】において、裁判所は契約書に注意喚起条
項が存在することで、債務者が契約締結時に免責条項に関する必要な注意喚起をしたこと
を認め、それを理由に免責条項の効力を認めた。この判旨によれば、債務者が免責条項に
関する注意喚起さえすれば、その免責条項は有効である。しかし、契約法 53 条は明確に不
当な免責条項の無効を定めるため、注意喚起の存在は免責条項を有効にする理由にならな
いと思われる。

2．約款の内容規制
契約法はドイツの約款規制法に学び、
一般的な約款規制の制度を導入した。
具体的には、
約款の定義および約款設定者の開示義務に関する規定、約款の解釈に関する規定、約款の
内容規制規定が設けられている。
契約法に約款規制の制度を導入した理由について、立法担当者は以下のように説明して
いる。
「約款による契約は、
取引効率の向上と契約締結コストの節約というメリットがある。
他方、約款設定者はその有利な地位を利用して自己に有利な条項、相手方に不利な条項を
作成することができるというデメリットもある。これに対して、消費者権利利益保護法は
消費者を保護するために、約款規制に関する一箇条の規定を設けた。しかし、その規定は
あまりにも簡単で、しかも不合理な約款の被害者は消費者に限らない。そこで、消費者、
労働者、中小事業者等の経済的弱者の保護をするために、契約法により具体的な約款規制
に関する規定を設けた」85。
以下では、規制対象、不当性の判断基準、不当条項規制の効果について検討し、契約法
における約款の内容規制の特徴を明らかにしたい。
84
85

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(80)94 頁。
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(80)50 頁。
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（1）規制対象
(Ⅰ)約款
契約法は、消費者権利利益保護法にはみられなかった約款の定義規定を設けている。す
なわち、約款とは「当事者が反復して使用するために予め設定され、かつ契約締結時に相
手方と協議されていない条項」である（契約法 39 条 2 項）。
この定義によれば、中国でいう約款概念には、①反復して使用するため、②予め設定さ
れる、③契約締結時に相手方と協議されていない、という 3 つの要素が含まれている。
なぜこのような定義規定を設けたかについて、立法担当者による解説書では、①申込み
の対象が広範であること、②内容が相当期間に固定化されていること、③内容が具体的か
つ精細であること、④約款設定者側が設定すること、という約款の特徴がその理由として
挙げられている86。しかし、立法担当者が挙げているこれらの約款の特徴と契約法の定義
規定に示された約款の 3 要素には、異なるところが相当あるといわざるを得ない。
契約法成立後、この定義規定について、学説では、いくつかの点が議論されている。
第 1 に、
「反復して使用するため」という要素について、約款設定者は反復して使用する
という意図があるだけで十分なのか、それとも実際に反復して使用したことが必要となる
のか。
すなわち、
一方当事者が作成した契約条項が 1 回しか使用されていなかった場合も、
約款の規律対象とするのかが問題となる。この点について、学説では、約款設定者が反復
して使用する意図さえあれば十分であるという見解が一般的である87。その理由として、
反復して使用するために作成された契約条項でも、実際 1 回しか使用されないという実情
の存在88や、
「反復して使用することは、設定者が約款を予め設定する目的であり、約款の
特徴ではない」89等が挙げられている。しかし、約款設定者にそのような意図があるか否
かは主観的な問題であり、それを判断の基準として認めて良いのか、疑問である。
第 2 に、
「契約締結時に相手方と協議されていない」という要素について、おそらく立法
者には、個別交渉がなされた条項を規律の対象外とする意図があったと思われる。
しかし、
この要素について、次のような異論がある。すなわち、
「相手方と協議されていない」とい

86

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(80)70 頁。
王利明「対合同法格式条款規定的評析」中国政法大学学報 1999 年第 6 期 4 頁、高聖平
「格式条款識別探析－兼評我国相関地方立法」吉首大学学報（社会科学版）第 26 巻第 2
期（2005 年）105 頁、王緒花「浅談格式条項」法政与社会 2011 年第 6 期 102 頁等。
88
王利明・前掲注(87)4 頁、王緒花・前掲注(87)102 頁等。
89
高聖平・前掲注(87)105 頁。
87
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う文言は、中国語では「未与対方協商」と表記され、直訳するなら「まだ相手方と協議さ
れていない」という意味になる。これでは約款設定者と相手方は協議する余地があるにも
かかわらずそれをしていなかったという意味にもとることができる。これに対して、
「未与
対方協商」という文言は約款の特質を正確に表現していないという見解がある90。
「なぜな
ら、約款は定型性という特質を有しているからである。すなわち、約款は不特定の顧客の
ために作成されており、その相手方は完全な同意か完全な拒否のいずれかを選ぶしかなく、
内容を変更させることはできない。したがって、約款のこのような特徴からすれば、
『協議
されていない』ではなく『協議することが不可能な』と表記するべきである」91という。
実際、契約法の起草作業初期の学者建議稿において、約款の定義を「当事者の一方が不特
定多数の者と契約を締結するために予め設定し、かつ相手方にその内容の変更を許さない
契約条項」としていた。これはまさに上記の指摘の通りである。
他方、裁判実務において問題となった契約条項が、契約法 39 条 2 項で規定する約款の 3
要素を有するか否かについては、あまり議論されていない。ほとんどの裁判例は契約法の
規定をそのまま適用し、直ちに「契約法 39 条 2 項の規定により、当該契約条項が約款であ
る」との結論を出して、具体的な事案の分析を行わない。筆者の調べた限り、唯一契約条
項が約款に該当するか否かを検討した裁判例は次の事案である。
【14】河南省焦作市解放区人民法院（2003）解民初字 506 号
ⅩはＹ公共交通会社の営業所でバスの乗車 IC カードを購入し、そのカードに 100 元を入
金した。その後、ⅩはＹに対してカードの退会を申し込み、残高の払い戻しを求めた。こ
れに対して、Ｙは「カードを退会するとき、残高は払い戻さない」というカードの裏面に
記載されていた使用注意事項に基づき、残高の払い戻しを拒否した。そこで、Ⅹは当該注
意事項が消費者の権利を排除したと主張し、残高の払い戻しを求めて提訴した。
裁判所は、Ｙが作成した公共バス乗車 IC カード使用注意事項について、「当該注意事項
は、双方当事者が平等・自由意思に基づき、個別交渉を経て作成されたわけではなく、Ｙ
が大量に反復して使用するために、事業者の事業活動に便宜をはかる目的で一方的に作成
したもので、いわゆる約款である」と判断した。
この判決において、裁判所は契約法 39 条 2 項の約款の定義規定に照らして、①当事者間
で個別交渉がなされていないこと、②設定者が大量に反復して使用する目的を有すること、
90
91

王利明・前掲注(87)4 頁。
王利明・前掲注(87)4 頁。
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③設定者が一方的に作成したこと、
を理由に契約条項が約款であると認めた。
②の点では、
上記検討した学説の見解と一致している。すなわち、約款の認定において、契約条項が実
際に反復して使用されたか否かを問わず、設定者が大量に反復して使用する目的を有すれ
ば良い。

（Ⅱ）契約の中心条項
契約の中心条項も約款の内容規制対象となるか否かについて、契約法は明文で規定して
いない。学説では、この問題は提起すらされていない。

（2）不当性の判断基準
（Ⅰ）一般条項
契約法 39 条 1 項前段は、
「約款を採用して契約を締結する場合、約款設定者は公平原則
にしたがい、当事者間の権利および義務を確定しなければならない」と定める。この規定
は、約款の内容規制の一般条項とされる92。ところが、契約法立法段階において、約款の
内容規制の一般条項として、
公平原則を採るか信義則を採るかについて、
議論されていた。
以下では、公平原則が採用された理由を探り、39 条 1 項前段における公平原則の意味およ
び公平原則違反の基準に関する立法担当者の見解、学説、裁判例を検討し、約款の内容規
制の一般条項における不当性の判断基準を明らかにする。
（ⅰ）公平原則の採用
契約法 39 条 1 項前段は公平原則を基準としているが、学者建議稿は、ドイツの約款規制
法（76 年）9 条を参考に、約款の内容規制の一般条項として信義則を基準とした93。しか
し、最終的に信義則に代わって公平原則が約款の内容規制の一般条項とされた。その理由
について、立法資料には説明されていないが、中国における公平原則と信義則の関係に対
する一般的な理解がそのヒントになると思われる。
公平原則と信義則の関係についていえば、理論的には公平原則は信義則に含まれるとい

92

蘇号朋『格式合同条款研究』中国人民大学出版社（2004 年）190 頁、李昌麒＝許明月・
前掲注(27)243 頁、高聖平「試論格式条款効力的概括規制―兼評我国合同法 39 条」湖南師
範大学社会科学学報第 34 巻第 3 期（2005 年）73 頁、崔吉子「消費者合同法的私法化趨勢
与我国的立法模式」華東政法大学学報第 87 期（2013 年）98 頁。
93
高聖平＝劉璐主編『民事合同理論与実践・定式合同巻』
（人民法院出版社、1997 年）137
頁。
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う考え方もあるが、民法通則において民法の基本原則として両者が個別に規定されている。
その理由として、
「公平原則は主に外面的な利益の均衡性をはかることで権利義務関係を調
整するのに対して、信義則は主に当事者に対して善意や誠実といった内心の状態を要求す
ることにより、結果として内面的な利益関係の衡平を実現させるものである」という両者
の相違が挙げられている94。このような相違は契約法の規定にも明確に表れている。契約
法 5 条は「当事者は公平原則にしたがいそれぞれの権利義務を確定しなければならない」
と定めており、同法 6 条は「当事者は権利を行使し、義務を履行する場合、信義則にした
がわなければならない」と定める。これらの規定によれば、公平原則は契約内容（契約で
定められる当事者間の権利・義務）に対する要求であり、当事者間の権利・義務の均衡性
を求めており、信義則は契約当事者の行為態様（権利の行使、義務の履行）に対する要求
であり、契約のすべてのプロセスにおける当事者間の公平性を求めている。
したがって、立法者は上記の公平原則と信義則の相違により、約款の内容を規制すると
いう観点から、一般条項において信義則の代わりに公平原則を採用したと考えられる。

（ⅱ）公平原則の意味および公平原則違反の基準
中国では、公平原則は契約法をはじめとする民事法の基本原則でもある。そこで、以下
では、まず民事法、契約法の基本原則としての公平原則に関する解釈論を簡単にまとめ、
その上で、約款の内容規制基準としての公平原則の内容について検討し、公平原則違反の
判断基準を明らかにする。
①民法通則の基本原則としての「公平原則」および「明らかに公平性を失っている民事行
為」の判断基準
公平原則が最初に中国の法令に登場したのは、1986 年に制定された民法通則95である。
同法 4 条は「民事活動は、自由意思、公平、等価有償、信義則の原則を従わなければなら
ない」と定めており、さらに、59 条 2 項は「民事行為は明らかに公平性を失っているもの
である場合、当事者が人民法院あるいは仲裁機関に変更あるいは取消をするように請求す
る権利を有する」と定める。また、
「明らかに公平性を失っているもの」の判断基準を明示

94

梁書文＝回明＝楊振山主編『民法通則及配套規定新釈新解』
（人民法院出版社、1996 年）
19 頁。
95
中国語原文は「中華人民共和国民法通則」である。1986 年 4 月 12 日採択・公布、1987
年 1 月 1 日施行。
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するために、1988 年に作られた民法通則の適用に関する司法解釈96（以下「民法通則司法
解釈」という）72 条は以下のように定める。「民事行為の一方の当事者が自己の優越的立
場または相手方の無経験を利用して、双方の権利・義務が明らかに公平・等価有償の原則
に違反する状態にしたとき、明らかに公平性を失っているものと認定することができる」
。

②契約法の基本原則としての公平原則および「契約締結時に明らかに公平性を失っている
契約」の判断基準
契約法は民法通則と同様に、公平原則を契約法の基本原則として定める。
「当事者は公平
原則にしたがいそれぞれの権利義務を確定しなければならない」
（同法 5 条）。さらに、同
法 54 条 2 項は「契約が締結時に明らかに公平性を失っている場合、契約の当事者は契約の
変更または取り消しを請求することができる」と定める。
ア．契約法 5 条に関する解釈
立法担当者は契約法 5 条を以下のように解釈する。
「公平原則は契約当事者間の権利・義
務の公平性、合理性を求めおり、契約当事者間の給付の均衡性、契約における負担および
リスクの合理的な分担を強調する。具体的にいえば、以下の 3 つの内容を含む。第 1 に、
契約を締結する際には、
公平原則にしたがい当事者の権利・義務を確定しなければならい。
第 2 に、公平原則にしたがいリスクの合理的な分担を決定する。第 3 に、公平原則にした
がい契約違反責任を決定する」97。
他方、学説による解釈は、以下のようにまとめることができる。
「契約法 5 条でいう公平
原則とは、契約で定められる当事者の権利、義務が均衡性を有することである。具体的に
は、以下の 3 つの内容が含まれる。第 1 に、当事者間の給付と反対給付は均衡性を有する
こと。第 2 に、リスクが合理的に分担されること。第 3 に、その他の契約上の負担が合理
的に分担されること。例えば、契約の付随義務が合理的に配置されることや、損害賠償責
任が合理的に帰属されること等である」98。

イ．契約法 54 条 2 項に関する解釈

96

中国語原文は「最高人民法院関与貫徹執行『中華人民共和国民法通則』若干問題的意見
（試行）
」である。1988 年 1 月 26 日採択・公布、同年 4 月 2 日施行。
97
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(80)5 頁。
98
韓世遠『合同法総論・第 3 版』32 頁～33 頁、崔建遠主編『合同法・第 5 版』
（法律出版
社、2010 年）17 頁～18 頁。
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立法担当者は契約法 54 条 2 項を以下のように解釈する。「契約締結時に明らかに公平性
を失っている契約とは、一方当事者が軽率または無経験の場合において締結された契約で
あり、契約に定められた当事者間の権利、義務が著しく不均衡であるということである。
目的物の価値に著しく見合わない価格や、責任の分担、リスクの分担が著しく不合理な場
合等が含まれる。
『明らかに公平性を失っているか否か』の要件には、当事者間の利益が著
しく不均衡であるという客観的要件と、契約の一方が故意に自己の優越的立場または相手
方の軽率、無経験を利用したという主観的要件が必要である」99。この解釈は前述の民法
通則司法解釈に基づいてされたと思われる。
他方、学説ではでは、明らかに公平性を失っている契約の要件について、二重要件説と
単一要件説の対立がみられる。
多数説である二重要件説の主旨は上記の立法担当者の見解と同様である。すなわち、明
らかに公平性を失っていることを認定するには、当事者間の利益（権利・義務）が著しく
不均衡であるという客観的要件と、契約の一方が故意に自己の優越的立場または相手方の
軽率、無経験を利用したという主観的要件が必要である100。客観的要件である当事者間の
利益が著しく不均衡であるか否かを判断する際には、その不均衡の程度が社会の公平観念
の受忍限度を超えたか否かを基準とし、需給関係や取引の習慣等の要素を考慮すべきであ
ると主張されている101。また、主観的要件である自己の優越的立場を利用したの一例とし
て、事業者が消費者に約款を提示し契約を締結したことが挙げられている102。なぜなら、
消費者は経済的に弱い立場にあり、約款の内容について、約款設定者である事業者と交渉
する余地がない。特にその事業者がある物あるいは役務の市場を独占している場合、消費
者に残された選択肢は、事業者から提示された約款を受け入れて契約するか、その物や役
務の取得自体を断念するしかないからである103。相手方の軽率、無経験を利用したという
要件について、
「無経験とは、一般的な生活経験または取引経験を欠くことであり、この場
合、被害者は自己の軽率、無経験を証明するのみならず、契約の相手方がその軽率、無経

99

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(80)57 頁。
王利明ほか・前掲注(82)『合同法・第 2 版』177 頁、胡長清『中国民法総論』（中国政
法大学出版社、1997 年）204 頁、楊立新『合同法総則・上冊』
（法律出版社、1999 年）171
頁、李永軍『合同法原理』
（中国人民公安大学出版社、1999 年）277 頁、王利明『合同法新
問題研究・修訂版』(中国社会科学出版社、2011 年)377 頁。
101
王利明・前掲注(100)379 頁。
102
王利明・前掲注(100)380 頁。
103
王利明・前掲注(100)380 頁。
100
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験を利用したことを証明しなければならない」と主張する104。
これに対して、少数説である単一要件説によれば、明らかに公平性を失っている場合の
構成要件は 1 つしかない。すなわち、客観的に見て当事者間の権利、義務が明らかに不均
衡であり、双方の利益が著しく不均衡であれば、当事者間の契約が公平を失っているとい
えるという105。したがって、単一要件説は結果の客観的な公平性しか求めておらず、当事
者の主観状況（結果の不公平性をもたらした原因）を考慮しない。これに対して、結果の
公平性しか考慮しないことは、明らかに公平性を失っていることの適用範囲を拡大し、取
引の秩序や安全を妨害する恐れがあると批判されている106。

③約款の内容規制における公平原則の意味および公平原則違反の基準
ア．学説
契約法 39 条 1 項前段における公平原則の意味について、学説では、
「39 条 1 項前段でい
う公平原則は同法 5 条でいう公平原則と同様な意味を持っており、約款当事者間の利益の
均衡性を求める。なお、5 条は契約のすべての当事者への義務付け規定であることに対し
て、39 条 1 項前段は約款設定者のみへの義務付け規定である。それは、約款の内容が設定
者により一方的に作られたからである」という見解をする学説が多い107。
また、約款が契約法 39 条 1 項前段の公平原則に違反するか否かの判断基準について、同
法 54 条 2 項が規定する「契約締結時に明らかに公平性を失っている契約」に関する考え方
が契約法 39 条 1 項前段の公平原則違反を判断する際に適用されるという学説が多い108。

イ．裁判例
【15】関東省広州市白雲区人民法院（2001）雲法民初字第 1430 号
Ⅹは友人とＹレストランで食事した際にお酒を持ち込んだ。食事後、Ｙはレストランの
掲示板に記載された「アルコール類の持ち込みがある場合、サービス料として 20 元を徴収

104

王利明・前掲注(100)381 頁。
梁慧星『民法総論・2007 年版』
（法律出版社、2007 年）209 頁。韓世遠・前掲注(98)172
頁。
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梁慧星「合同法的成功与不足（上）
」中外法学 1999 年第 6 期 22 頁、王利明・前掲注(87)10
頁、高聖平・前掲注(92)74 頁等。
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します」
という規定に基づき、
Ⅹから 20 元のアルコール類持ち込みサービス料を徴収した。
そこで、ⅩはＹに対してサービス料の返還を請求し提訴した。
一審裁判所は、
「Ⅹは消費者として、ある物を購入するか否か、ある役務を受けるか否か
を自己の意思で決定する権利がある。本件規定はⅩの自主選択権を侵害し、消費者権利利
益保護法の関連規定に違反している。また、本件規定はＹがⅩに提供した約款であり、当
該約款によれば、Ｙが消費者に持ち込み飲み物に関わるサービスを提供したか否かに関わ
らず、消費者に定額のサービス料を徴収することができる。この内容は公平原則に反し、
無効である」と判示し、Ⅹの請求を認めた。

【16】広東省珠海市闘門区人民法院（2003）闘法民二初字第 793 号
Ⅹの父親はＹ学校と入学契約書を締結して、Ｙに学費と諸経費あわせて 39000 元を支払
い、当日Ⅹを入学させた。しかし、Ⅹは翌日 1 人で学校から離れ、その後不登校となった
ため、Ⅹの父親はＹに対してⅩの退学を申し入れ、納付した学雑費の返還を請求した。こ
れに対して、Ｙは入学契約書の「Ⅹが途中退学して一方的に契約を解除した場合、納付し
た学雑費等の費用は一切返還しない」旨の条項に基づき、学雑費の返還を拒否した。そこ
で、Ⅹは学雑費の返還を求め提訴した。
裁判所は、
「当該条項は、Ⅹに過失があるか否か、Ⅹの過失の軽重の程度にかかわらず、
Ⅹが退学したら違約金としてすべての学雑費を返還しないと規定したため、不公平である」
、
「契約法 39 条、40 条の規定により、当該違約責任条項は無効である」と判示し、Ⅹの請
求を認めた。

④まとめ
約款の内容規制における公平原則の意味について、学説では、契約法 39 条 1 項前段にお
ける公平原則が民事法ないし契約法の基本原則としての公平原則と同様な意味を持つと理
解され、契約当事者間の利益（権利・義務）の均衡性が求められる。具体的には、給付と
反対給付の均衡性、リスクの合理的な分担、付随義務、損害賠償責任等の合理的な分担が
求められる。
また、約款が公平原則に違反するか否かの規準について、学説では、契約法 54 条 2 項に
規定する契約締結時に明らかに公平性を失っていることに関する考え方が同法 39 条 1 項前
段の公平原則違反を判断する際に適用されるという学説が多い。契約法 54 条 2 項に定めら
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れる契約締結時に明らかに公平性を失っていることに関する考え方といえば、立法担当者
および多数説の見解では、契約締結時に明らかに公平性を失っていることを認めるには、
当事者間の利益（権利・義務）が著しく不均衡であるという客観的要件と、契約の一方が
故意に自己の優越的立場または相手方の軽率、無経験を利用したという主観的要件が必要
である。なお、多数説によれば、事業者が消費者に約款を提示し契約を締結したこと自体
が主観的要件である優越的立場の利用とみなすことができる。したがって、約款が公平原
則に違反するか否かの判断基準は、当事者間の利益（権利・義務）の均衡性となる。
他方、裁判実務において、裁判所も問題となった約款条項が公平原則に違反すると認め
た場合、客観的要件しか考慮していなかった。

（Ⅱ）不当条項リスト
契約法 39 条 1 項前段の一般条項の下で、同法 40 条は日本の不当条項リストに相当する
規定を設けている。同法 40 条は「約款が本法 52 条と 53 条に規定する事情を有するか、ま
たは約款設定者の責任を排除・制限もしくは相手方の責任を加重しまたは相手方の主たる
権利を排除する場合には、当該条項は無効である」と定める。契約法 52 条は、詐欺・強迫・
悪意通謀・脱法行為・社会公共利益の侵害・強行規定違反等契約の無効事由を定めたもの
である。また、同法 53 条は、前述の通り、人身損害、故意または重過失による財産損害が
生じた場合の免責条項が無効であると定める。
上記の条文を整理すると、中国契約法における約款に関する不当条項リストには、①法
定の契約の無効事由がある場合、②法定の免責条項の無効事由がある場合、③約款設定者
の責任を排除・制限する条項、④約款の相手方の責任を加重する条項および⑤約款の相手
方の主たる権利を排除する条項の 5 つが含まれ、これらの条項は無効となる。
以下では、これらのリストに関する立法担当者の見解、学説、裁判例を検討し、それぞ
れのリストにおける不当性の判断基準を明らかにする。なお、②と③は両方とも約款設定
者の免責条項に関する内容であるため、合わせて検討する。
（ⅰ）法定の契約の無効事由がある場合
契約法 40 条は、約款が法定の契約の無効事由がある場合を約款の不当条項リストの 1
つとして定める。ここには、立法者の契約法の強行規定が約款に対して硬性規制としての
役割を有することを強調する意図が現れている。
契約法 52 条は契約の無効事由について、以下の事情を挙げている。①当事者の一方が詐
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欺または強迫の手段を用いて契約を締結し、国の利益に損害を及ぼすとき。②当事者が悪
意をもって通謀して国、集団または第三者の利益に損害を及ぼすとき。③合法的な方式を
用いて不法の目的を覆い隠すとき。④社会公共利益に損害を及ぼすとき。⑤法律または行
政法規上の強行規定に違反するとき。このように、一般に契約が無効とされるための要件
は、かなり厳格である。
消費者契約の当事者および内容からすれば、契約の無効事由規定によって消費者契約条
項が無効となる可能性があるのは、契約法 52 条 4 号及び 5 号が定める事由が存在する場合
に限られると思われる。なぜなら、消費者契約の内容によって国の利益や集団または第三
者の利益を損害することは不可能であり、
「合法的な方式を用いて不法の目的を覆い隠す契
約」も結局第三者の利益を侵害することになるので、消費者契約にふさわしくないからで
ある。なお、消費者契約が強行規定に違反した場合、無効となるのは当然であるので、こ
こでは、同法 52 条 4 号の規定を分析することを通じ、消費者契約条項の効力の判断を検討
する。
契約法 52 条 4 号は「社会公共利益に損害を及ぼす契約は無効である」と定める。ここで
いう社会公共利益について、中国の多くの民法学者は、
「社会公共利益は諸外国の民法に定
められる公序良俗の概念に相当する」と理解している109。契約法の立法担当者による注釈
書でも、
「わが国では、公序良俗の概念を使用していないが、社会公共利益の原則を確立し
ている」と説明されており110、社会公共利益が公序良俗の概念に相当することを認めてい
るといえる。実際、この規定のほか、同法 7 条は「当事者は、契約を締結し、または履行
する場合は、法律及び行政法規を遵守し、社会道徳を尊重し、社会の経済秩序を乱しては
ならず、社会公共利益を害してはならない」と定めており、民法通則 7 条および同法 58
条 1 項 5 号も契約法と同様の規定を設けている。ところが、中国の裁判実務において、裁
判所が公序良俗違反を理由として契約の効果を否定した事例のほとんどは、家族関係を破
壊するような内容に関わるものである。例えば、愛人に対する財産の贈与契約は公序良俗
違反であるため無効とされる111。
したがって、中国では強行規定に違反する場合を除き、契約の無効規定を適用して消費
者契約の不当条項規制の効果を否定することはほぼないといえる。
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梁慧星『民法総論・2007 年版』(法律出版社、1999 年)49 頁。
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民法院（2001）判決、四川省瀘州市中級人民法院（2001）判決等。
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（ⅱ）約款設定者の免責条項
契約法 40 条によれば、同法 53 条の不当な免責条項に該当する約款条項のほか（40 条 1
号）
、約款設定者の責任を排除する約款条項も無効とされる（40 条 2 号）。また、同法 39
条 1 項後段は約款設定者の約款の免責条項についての注意喚起・説明義務を定める。ここ
で問題となるのが契約法 40 条 2 号の「約款設定者の責任を排除する」という文言を同法
39 条 1 項後段および同法 53 条との関係においてどのように理解すべきかという点である。
①契約法 40 条 2 号と同法 53 条の関係について
まず、契約法 53 条は「人身損害、故意または重過失による財産損害が生じた場合の免責
条項は無効である」と定める。この規定によれば、債務者の軽過失による財産損害の免責
条項は無効とならない。ところが、同法 40 条 2 号は「約款設定者の責任を排除する条項は
無効である」と定める。この規定を文言通りに解釈すれば、約款設定者の軽過失による財
産損害の免責を含め、如何なる免責条項も無効となる。それでは、契約法 53 条と同法 40
条 2 号の関係をどのように理解すれば良いであろうか。
この点について、立法担当者は契約法 40 条 2 号が同法 53 条の特別規定であると解釈す
る112。この見解を支持する学説も見られる113。これらの見解によれば、一般契約の場合、
債務者の軽過失による財産損害の免責条項は無効とならないが、約款の場合、約款設定者
の帰責事由の軽重を問わず、如何なる免責条項も無効となる。しかし、このような解釈は
社会における取引の現実を考慮せず、合理性を欠くとの批判がある114。なぜなら、現代社
会において、約款はあらゆる分野に浸透し、その利用は普及しており、特に消費者契約の
場合、消費者が出会う契約の圧倒的多数は約款である。その中には免責条項が記載されて
おり、かつ、それらの免責条項は合理的なリスク分配の固定化であり、肯定に値するもの
もあるからであるという。
これに対して、立法目的から考えれば、立法者には約款の免責条項を一律に無効とする
意図はないと主張する見解がある115。なぜなら、その証左にリスクを合理的に分配する免
責条項であれば、すべて立法の承認を得てきた。したがって、契約法 40 条 2 号に言う「約
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款設定者の責任を排除する条項」も、同法 53 条のように「人身損害、故意または重過失に
よる財産損害が生じた場合の責任を排除する条項」に限定すべきである。
条文の文言を忠実に解釈するならば、前者の解釈が合理的である。しかし、その反対意
見が指摘するように、約款の免責条項をすべて無効とするのは債務者にとって過酷で、ビ
ジネス展開には大きな支障が生じうる。他方、後者の解釈は内容的には合理的であるが、
契約法 40 条 2 号に如何なる制限要件も規定していない以上、
「人身損害、故意または重過
失による財産損害が生じた場合の責任を排除する条項」に限定して解釈するのは困難であ
る。
これに対して、梁慧星教授は、文言上の矛盾を避けるために、契約法 40 条 2 号に定めら
れる「約款設定者の責任を排除する」の「責任」を「主要義務」へと読み替えるという意
見を述べている116。確かに、
「責任」の代わりに「主要義務」を使用するのは、文言上の矛
盾を解消することができる。しかし、
「責任」と「主要義務」は異なる概念であり、
「責任」
を「主要義務」へと読み替えるのは妥当な解釈ではないと思われる。

②契約法 39 条 1 項後段と同法 40 条 2 号の関係について
契約法 39 条 1 項後段は約款設定者の約款の免責条項についての注意喚起・説明義務を定
める。すなわち、約款設定者は合理的な方法で相手方に対して約款設定者の免責条項に注
意するよう提示し、相手方の要求に応じて当該条項について説明しなければならない。し
たがって、約款設定者は上記の注意喚起・説明義務を尽くしているなら、同法 53 条の不当
な免責条項に該当しない約款の免責条項は有効であることを意味する。ところが、契約法
40 条 2 号によれば、約款設定者の責任を排除する如何なる条項も無効となる。これに対し
て、契約法 39 条 1 項後段と同法 40 条 2 号の主旨が矛盾しているという指摘がある。すな
わち、免責条項は結局無効となるのならば、約款設定者に免責条項についての注意喚起・
説明義務を求める意味はないではないかという指摘である117。
これに対して、契約法 39 条 1 項後段における免責条項と同法 40 条 2 号における免責条
項は情況・性質が異なるから、二つの条文に矛盾があるとは言えないという反対の見解が
ある118。この見解によれば、契約法 39 条 1 項後段でいう免責条項は未来に生じる可能性の
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梁慧星「中国的消費者政策和消費者立法」法学 2000 年第 5 期 26 頁。
楊心忠「我国合同法免責条款効力問題探討」法学研究 2008 年第 1 期 21 頁。
王利明・前掲注(100)223 頁～224 頁。
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ある責任を排除するものであるが、同法 40 条 2 号でいう免責条項は未来の責任ではなく、
約款設定者が既に現在負うべきところの責任を不合理かつ不当に排除したものであるため、
無効とされる119。しかし、通常、免責条項は当事者が未来に生じる可能性のある責任を排
除するため、予め契約においてその旨を定める条項であると理解されているため120、契約
法 40 条 2 号でいう免責条項を現在負うべき責任を排除する条項と解釈するのは妥当ではな
いと考える。

③まとめ―契約法 40 条 2 号の解釈について
上記のように、
条文間に矛盾が生じた原因は契約法 40 条 2 号に規定する約款設定者の責
任を排除する条項の解釈にあると思われる。確かに、文言から見れば、約款設定者の責任
を排除する条項には何の制限も付されていないので、これをすべての免責約款と解釈する
ことができる。しかし、このように解釈するならば、同法 39 条 1 項後段の規定が無意味に
なってしまう。したがって、法律の体系的な解釈に着目すれば、約款形式による免責条項
も、同法 53 条に規定するように人身損害、故意または重過失による財産損害が生じた場合
の責任を排除する条項に限定する方が合理的に思われる。そうであれば、契約法 40 条には
既に同法 53 条の規定を準用と規定されているので、それと同じ内容である「約款設定者の
責任を排除する」条文を設ける必要はなくなるであろう。

（ⅲ）約款の相手方の責任を加重する条項
①裁判例
【17】上海市虹口区人民法院(2010)虹民一(民)初字第 1080 号
ⅩはＹトレーニング・ジムと「ジム指導サービス提供契約」を締結し、受講料を前払い
した後に、予約制のレッスンを受講した。その後、ⅩはＹのサービスに不満を持ち、Ｙに
対して退会することおよび受講していない部分のレッスン代の返還を申し入れた。これに
対して、Ｙはジム指導サービス提供契約の「Ⅹは定められた期間内にすべてのレッスンを
受講しなければならない。Ⅹが当該期間満了までにレッスンの受講を辞める場合、既に支
払ったレッスン代は返還しない」旨の条項に基づき、レッスン代の返還を拒否した。そこ
で、Ⅹはレッスン代の返還を求めて提訴した。
119
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王利明・前掲注(100)223 頁～224 頁。
崔建遠・前掲注(98)239 頁。
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裁判所は、
「本件契約の内容は、ＹがⅩにサービスを提供し、Ⅹがその対価を支払うこと
である。本件条項によれば、Ⅹが当該期間満了までにレッスンの受講を辞めた場合、Ｙは
Ⅹにいかなるサービスを提供しなくても、そのレッスン代を取得することができる。この
内容は公平原則に違反し、Ⅹの責任を加重したため、契約法 40 条、消費者権利利益保護法
24 条に基づき、本件条項は無効である」と判示し、Ⅹの請求を認めた。

【18】北京市朝陽区人民法院（2011）朝民初字第 17236 号
Ⅹ不動産仲介業者はＹと「不動産売買仲介契約」を締結し、その契約において、
「契約締
結後 1 年以内に、ⅩはＹに物件を紹介し、かつＹはⅩから提供された情報を利用して不動
産を購入した場合、Ｙが仲介契約における債務を履行したとと同視し、Ⅹは手数料として
Ｙに不動産の販売価格の 1％の金額を支払わなければならない」という条項が定められる。
契約締結後、ⅩはＹに本件物件を紹介し、物件の下見に同行した。しかし、その後、Ｙは
不動産の価格及び仲介手数料で折り合いがつかなかったため、他の仲介業者を通じて本件
物件を購入した。そこで、Ⅹは本件条項に基づき、Ｙに不動産の販売価格の 1％の金額に
相当する手数料 13000 元の支払いを求めて提訴した。これに対して、Ｙは本件条項の無効
を主張した。
裁判所は、本件契約が約款によることを認めた上で、
「ⅩがＹに対して本件条項を開示・
説明したことを証明できず、かつ本件条項はＹの責任を加重したため、本件条項は無効で
ある」と判示し、契約法 427 条121の趣旨に従って、Ⅹの仲介活動に必要な支出費用 1000
元の限度での請求を認めた。

【19－1】上海市黄浦区人民法院（2012）黄浦民一(民)初字第 95 号
ⅩはＹ美容院と契約期間が半年間の「美容サービス提供契約」を締結し、Ｙに対して 10
万元のダイエットコース代を支払った。契約書において、
「Ⅹの個人的事情により途中解約
した場合、コース代は返還しない」という条項が定められている。しかし、1 カ月後、Ⅹ
はＹが提供するコースのダイエット効果がないことを理由に、契約の解除およびコース代
の返還を求めた。

121

契約法 427 条は、
「契約を成立できなかった場合、仲介人は委任者に対して報酬の支払
を要求してはならない。但し、仲介人は仲介活動に掛かった必要費用の支払いを委任者に
要求することができる」と定める。
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裁判所は、
「Ｙが事前に本件条項をⅩに通知していたため、本件条項は有効である」と判
示し、Ⅹの請求を棄却した。そこで、Ⅹは上訴した。

【19－2】上海市第二中級人民法院（2012）沪二中民一（民）终字第 879 号
【19－1】の上訴審判決で、裁判所は「本件条項は明らかにⅩの責任を加重し、Ⅹの権利
を排除したため、無効である」と判示し、契約の履行度合、Ⅹの契約解除の原因等を総合
考慮し、Ⅹの請求を一部認めた。

②検討
契約法 40 条 3 号は、包括的に「約款の相手方の責任を加重する条項は無効である」と定
める。しかし、この規定は、リストとして抽象的で、明確性と実効性を欠くといわざるを
得ない。すなわち、この規定はあくまでも不当条項の類型を定めるにとどまり、具体的に
どのような条項が「約款の相手方の責任を加重する条項」であるのか、その判断基準（判
断要素）も示されていないため、リストとしての意味がなくなる恐れがある。
学説では、
「約款の相手方の責任を加重する」について、
「相手方の責任を加重すること
とは、相手方が負う責任と有する権利が不均衡であり、相手方が負う責任と約款設定者が
負う責任が不均衡であるということである。相手方の責任を加重するか否かは、法律、一
般の取引習慣等により判断する」122という解釈が見られる。
他方、裁判実務において、上記の 3 件の裁判例から見れば、そのうち、2 件は契約の解
除に伴う違約金条項に関する事件（
【17】
【19】
）で、1 件は契約の対価に関する事件（
【18】
）
である。
消費者契約の場合、消費者の責任を加重する条項に関する最も典型的な例は過大な違約
金条項だと思われる。
違約金について、契約法およびその司法解釈は違約金を制限する規定を設けている。こ
れらの規定は過大な違約金であるか否かの判断基準を定める。
契約法 114 条 2 項によれば、
「契約で定めた違約金が実際に生じた損害より著しく高額で
ある場合、当事者は人民法院または仲裁機関に対し適当な減額を請求することができる」
。
また、最高人民法院が 2009 年 2 月に制定した契約法の適用に関する司法解釈（二）123（以
122
123

李昌麒＝許明月・前掲注(27)244 頁。
中国語原文は「最高人民法院関与適用中華人民共和国合同法若干問題的解釈（二）」で
50

下「契約法司法解釈（二）
」という）は、高額な違約金の判断基準について、より具体的な
規定を設けた。同司法解釈 29 条は、
「①当事者が約定の違約金が過大であると主張し、適
当な減額を請求する場合、人民法院は、実際の損害を基礎として、契約の履行状況、当事
者の過失の程度等の要素を総合的に考慮して、公平原則と信義則に従って考量し、裁決し
なければならない。②当事者の約定した違約金が、実際に生じた損害の 30％を超えた場合、
一般に契約法 114 条 2 項の定める『実際に生じた損害より著しく高額』であると認定する
ことができる」と定める。契約法 114 条 2 項の「実損害」という単一な判断基準に対して、
契約法司法解釈（二）は総合的な要因の判断基準を定めた。
さらに、契約法司法解釈（二）が公布された直後、最高人民法院は契約紛争の処理に関
する指導意見124（以下「指導意見」という）を公布した。そのなかで、過大な違約金の調
整について、
「人民法院は、契約法 114 条 2 項に基づき過大な違約金を調整する場合、案件
の具体的事情、違約によって生じた損害を基準とし、契約の履行程度、当事者の過失、取
引における当事者の立場、約款の適用の有無等の要素につき、公平原則と信義則に基づき
総合的に考量しなければならず、決まった割合を簡単に採用する等の一刀両断的な方法を
避け、硬直的な司法がもたらすであろう実質的不公平を防止しなければならない。（中略）
人民法院は挙証責任を正確に確定しなければならず、違約した側は違約金約定が過大であ
ることの主張につき証明責任を負い、違約していない側が違約金約定の合理性を主張する
場合、相応の証拠を提出する義務を負う」と定める。指導意見も契約法司法解釈（二）と
同様に総合的な要因の判断基準を採用し、しかも、契約法司法解釈（二）より多くの考慮
要素を示している。例えば、取引における当事者の立場や約款の適用の有無が考慮の要素
に取り入られた。また、契約法司法解釈（二）29 条 2 項の位置づけの問題に対して、指導
意見は、明確に「決まった割合を簡単に採用する等の一刀両断的な方法を避け、硬直的な
司法がもたらすであろう実質的不公平を防止しなければならない」と示すとともに、
「過大
な違約金の証明責任は違約側にある」ことを明らかにした。
上記の規定により、過大な違約金であるか否かの判断基準は実損害を超えたか否かであ
り、その考慮要素として、契約の履行状況、当事者の過失の程度、取引における当事者の
立場、約款の適用の有無等の多項目の要素が挙げられている。

ある。2009 年 2 月 9 日採択・公布、同年 5 月 13 日施行。
124
中国語原文は「関与当前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見」である。
2009 年 7 月 7 日公布・施行。
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（ⅳ）約款の相手方の主たる権利を排除する条項
①裁判例
前掲【14】裁判例
裁判所は、
「Ⅹがあらかじめ乗車 IC カードに入金した行為は、一種の前払い消費方式で
ある。
Ⅹは使い切れなかった残高の払い戻しを求めることは、
Ｙの権利利益を侵害しない。
Ｙの残高を払い戻さないという規定は、消費者の自主的に消費方式を選択する権利を排除
しているため、無効とすべきである」と判示し、Ⅹの請求を認めた。

【20】広東省仏山市中級人民法院（2006）仏中法民五終字第 30 号
ⅩはＹと分譲マンション売買契約書によりマンションの売買契約を締結した。当該契約
書において、Ｙがマンションの引渡しを遅延した場合の違約金条項が定められていた。し
かし、その後、Ｙは約定した引渡し日の 3 ヶ月後にⅩにマンションを引渡ししたため、Ⅹ
はＹに対し違約金を請求した。これに対して、ＹはⅩが売買契約に伴い署名したマンショ
ン分譲証明書の「当該不動産に対して、不満がなく、如何なる賠償も請求しない」旨の条
項に基づき、違約金の支払を拒否した。そこで、Ⅹは違約金の支払を求めて提訴した。
裁判所は、
「当該証明書はＹによって作成された約款契約であり、その『当該不動産に対
して不満がなく、如何なる賠償を請求しない』条項はⅩの主な権利を排除したため、契約
法 40 条の規定に基づき、無効とする」と判示し、Ⅹの請求を認めた。

【21】北京市海淀区人民法院民事裁定(2008)海民初字第 30043 号
ＹはⅩネットショップと売買契約を締結し、テレビを購入した。その契約には、
「本契約
に基づく一切の紛争について、Ｘ本社の所在地の人民法院に提訴しなければならない」と
いう条項がある。その後、ⅩとＹの間にトラブルが発生し、Ⅹはその本社所在地の裁判所
に提訴した。これに対して、Ｙは上記条項の無効を主張し、裁判管轄権に対して異議申し
立てを行った。
裁判所は、本件管轄権条項の効力について、
「ネットショッピングの場合、通常取引の金
額はそれほど高くない。他方で、買主が遠隔地にいることが多い。その場合、紛争が生じ
て裁判になったとき、管轄権に関する約定は経済的・時間的な問題と関わる。本件条項に
よれば、Ⅹが原告であっても、被告であっても、契約の履行地がどこにあっても、Ⅹの所
52

在地の人民法院が管轄権を有する。その結果、Ⅹはどのような場合でも長距離の移動をす
る必要がなく、時間と費用を節約することができる。これに対して、Ｙは遠隔地での訴訟
遂行のため、長い移動時間を使うのみならず、高額の交通費も負担しなければならない。
民事訴訟法によれば、契約に関する紛争が生じた場合、被告所在地の人民法院または契約
の履行地の人民法院が管轄権を有する。したがって、本件条項はＹの権利を排除したため、
契約法 40 条および消費者権利利益保護法 24 条に基づき、無効である」と判示した。

②検討
契約法 40 条 3 号によれば、約款の相手方の主たる権利を排除する条項は無効である。こ
こでも、約款の相手方の主たる権利が具体的に何を指しているのかは不明確であり、約款
の相手方の主たる権利を排除する条項であることの判断基準（判断要素）が問題となる。
この点について、学説では、
「主たる権利とは法律が定める権利である（例えば、消費者
権利利益保護法に定められる消費者の諸権利）
」
（括弧原文）125という見解、
「裁判所が事件
を審理するなかで当事者の利益の均衡をはかり、公平原則にしたがって主たる権利を決定
するべきである」126という見解、
「契約の性質そのものにもとづき主たる権利を確定すべき
である」127という意見が見られる。
他方、裁判実務において、
【14】はバス乗車ＩＣカード残高の払い戻しを認めないとする
条項が消費者の自主選択権を排除したと認めたから、消費者の自主選択権を主たる権利と
した。
【20】は消費者の損害賠償請求権を排除したと認めたから、消費者の損害賠償請求権
を主たる権利とした。
【21】は裁判管轄条項が消費者の管轄裁判所を選択する権利を排除し
たと認めたから、消費者の管轄裁判所を選択する権利を主たる権利とした。偶然かもしれ
ないが、これらの裁判例を見る限りにおいては、裁判所は消費者の主たる権利を消費者権
利利益保護法に定められる消費者の諸権利とする傾向があるといえる。

（3）不当条項規制の効果

125

消費者権利利益保護法第 2 章は、安全を求める権利（7 条）、知る権利（8 条）
、自主選
択権（9 条）
、公平取引権（10 条）
、賠償を求める権利（11 条）、社会団体を結成する権利
（12 条）
、知識を獲得する権利（13 条）
、人格権（14 条）
、監視権（15 条）の 9 つの消費者
の権利を定める。
126
王利明・前掲注(87)9 頁。
127
李昌麒＝許明月・前掲注(27)244 頁。
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不当条項リストを定める契約法 40 条は約款の無効を定める。なお、不当条項リストに該
当した場合の条項が全部無効となるか、それとも一部無効となるかは明文で定められてい
ない。この点について、学説上はほとんど議論されていない。他方、裁判例では、約款の
効力を否定した裁判例のほとんどは条項の全部無効を認めており、唯一一部無効判断がさ
れているのは【18】だけである。
また、一般条項規定の 39 条 1 項に効果規定が設けられていないため、約款が公平原則に
違反した場合の効果が明らかになっていない。
この問題を解決するために、契約法司法解釈（二）10 条は、
「約款設定者が契約法 39 条
1 項の規定に違反し、約款が同法 40 条に定められる事情を有する場合、人民法院は当該約
款の無効を認めなければならない」と定める。しかし、この司法解釈は公平原則違反の効
果の問題を解決していないのみならず、逆に誤解を招くような内容を取り入れてしまった。
なぜなら、この司法解釈によれば、約款の無効を認めるには、40 条に定められる無効事由
を要するのみならず、
約款設定者が 39 条 1 項の規定に違反することも必要となるからであ
る。
学説では、多数説は「約款設定者が 39 条の公平原則に違反した場合、
『契約が締結時に
明らかに公平性を失っている場合、契約の当事者は契約の変更または取り消しを請求する
ことができる』と定める契約法 54 条 2 項の規定に基づき、約款の相手方は約款の変更また
は取り消しをすることができる」と主張している128。これに対して、少数説は「約款の不
当条項リストを定める契約法 40 条が約款の無効を定めるから、
一般条項規定である公平原
則に違反した約款も無効とすべきである」と主張している129。
他方、裁判例では、問題となった条項が公平原則に違反したと認めた裁判例のいずれも
当該条項の全部無効を認めている。

第4款

まとめ

契約法の関連規定は不当条項規制の適用範囲を拡大したのみならず、消費者権利利益保
護法の規定を具体化・明確化したと評価されている130。しかし、以上の検討から、契約法

128

梁慧星・前掲注(108)45 頁、王利明「対合同法格式条款規定的評析」政法論壇 1999 年
第 4 期 10 頁、高聖平・前掲注(92)76 頁等。
129
田磊
「格式条款的立法規制簡析―以中徳比較法為視角」
晋中学院学報第 29 巻第 2 期
（2012
年）57 頁。
130
王利明・前掲注(87)3 頁、崔吉子・前掲注(87)96 頁。
54

における不当条項規制には次のような問題が残されていると指摘することができる。
1．規制対象
規制対象について、契約法は基本的に約款を規制対象としている。例外として、免責条
項の場合は約款によるものであるか否かに関わらず、規制対象としている。
契約法は消費者権利利益保護法にない約款の定義規定を設けている。この規定によれば、
まず、個別交渉条項は不当条項規制の対象外とされる。また、取引の相手の不特定多数性
を表す「反復して使用するため」という要件について、反復して使用するという意図さえ
あれば十分であるという見解が一般的である。
また、中心条項を適用対象から除外するか否かについては、明文で定めていない。学説
では、この問題は提起すらされていない。他方、裁判実務においては、レストランのサー
ビス料の徴収条項や、不動産仲介手数料条項等契約の代金に関する中心条項が約款の内容
規制対象とされている。

2．不当性の判断基準
（1）約款の内容規制の一般条項
契約法 39 条 1 項前段は約款の内容規制の一般条項として公平原則を定める。約款の内容
が公平原則に違反したか否かの判断基準について、学説では、契約当事者間の利益（権利・
義務）の均衡性を考えて判断すると主張されている。具体的には、給付と反対給付の均衡
性、リストの合理的な分担、付随義務、損害賠償責任等の合理的な分担が考慮される。し
かし、契約当事者間の利益の均衡性という基準も未だ抽象的・観念的であり、具体的な利
益衡量基準の判断の積み重ねが待たれる。他方、裁判実務においても、問題となった約款
が公平原則に違反するか否かについて、具体的な分析が行われていなかったことから、公
平原則違反の具体的な判断基準を抽出することは困難である。

(2)不当条項リスト
契約法は免責条項の無効という個別規定を設けるほか、無効となる約款の不当条項リス
トを設けている。
まず、免責条項の効力判断について、学説は主に次の 2 点について検討を行っている。
第 1 点は免責条項の効力判断に関する規定の間に矛盾があるという問題である。すなわち、
契約 39 条１項後段によれば、約款設定者が注意喚起・説明義務を尽くしているなら、同法
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53 条の不当な免責条項（人身損害および故意または重過失による財産損害に関する免責条
項）に該当しない免責約款は有効である。ところが、同法 40 条 2 号の約款設定者の責任を
排除する条項を文言通りに理解すると、全ての免責約款が無効となる。この点について、
学説では、契約法 40 条 2 号の責任を主要義務へと読み替えることや、契約法 39 条 1 項後
段の責任を未来に生じる可能性のある責任と解し、同法 40 条 2 号の責任を現在負うべき責
任と解することにより、その矛盾を解消しようとする解釈論が展開されている。しかし、
主要義務を排除することの正当性は免責条項の妥当性判断とは理論的には異なるため、責
任を主要義務と読み替えることは妥当ではない。また、現在負うべき責任と理解したとし
ても現在の意味が不明であり、仮に現在を契約締結時と理解しても、通常約款の中に契約
締結時約款設定者が負うべき責任を排除する条項を取り入れることは考えられない。した
がって、解釈論でこの問題を解決するのは困難である。第 2 点は軽過失による人身損害に
関する免責条項の効力の問題である。契約法 53 条は軽過失による人身損害の免責条項を無
効としている。これに対して、特殊な業界の活動の萎縮という観点から反対の見解が見ら
れる。他方、裁判例では、問題となった契約条項のいずれも債務者の帰責事由の軽重を問
わずすべての責任を排除するという内容であったため、裁判所は簡単に条項の無効を認め
ている。
次に、契約法 40 条は、約款の不当条項リストとして、契約の一般的無効事由に該当する
条項、約款の相手方の責任を加重する条項、約款の相手方の主な権利を排除する条項を定
める。
契約の一般的無効事由に該当する条項について、管見の及ぶ限りでは、裁判実務におい
て、契約の一般的無効事由に該当することを理由に約款の無効を認めたケースは 1 件も存
在しない。
約款の相手方の責任を加重する条項について、学説では、約款の相手方が有する権利と
負う責任の均衡性、約款当事者間の負う責任の均衡性を考慮して、問題となった条項が約
款の相手方の責任を加重したか否かを判断すると主張されている。他方、裁判例では、契
約の解除に伴う過大な違約金条項や、過大な不動産仲介料金条項が約款の相手方の責任を
加重した条項として判断され、条項の無効が認められている。
約款の相手方の主たる権利を排除する条項について、学説では、主たる権利を法律の明
文に定められる権利と解する見解、当事者の利益の均衡性や公平原則により主たる権利で
あるか否かを判断するとする見解、契約の性質に基づき主たる権利であるか否かを判断す
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るとする見解がある。他方、裁判例では、消費者の取引内容の自主選択権、損害賠償請求
権、管轄裁判所の選択権を排除した条項が無効と認められている。
このように、
契約法 40 条は不当条項の類型を定めるに止まり、リストとしては抽象的で、
明確性と実効性を欠くといわざるを得ない。学説では深い議論が行われておらず、解釈論
の展開が進んでいない状態である。また、裁判例でも、事件を具体的に分析せず、漠然と
これらのリストを持ち出す判決が数多く存在している。

3．不当条項規制の効果
不当条項であると評価された場合の効果について、免責条項規制に関する契約法 53 条は
免責条項の無効を定めており、また、約款の不当条項リストを定める同法 40 条も約款の無
効を定める。ところが、約款規制の一般条項を定める同法 39 条 1 項に効果規定が設けられ
ていないため、
約款が公平原則に違反した場合の効果が明らかになっていない。学説では、
多数説は約款の変更または取消を主張しているが、少数説は約款の無効を主張している。
他方、裁判例では、ほとんどの裁判例は条項の全部無効を認めている。

第3節

改正消費者権利利益保護法による不当条項規制

第1款

消費者権利利益保護法の改正背景

2013 年 10 月 25 日、消費者権利利益保護法の改正が決定され、2014 年 3 月 15 日から施
行された（以下「新法」という）。改正が行われた背景として、立法担当者は、近年の経済
社会の絶え間ない発展に伴い、中国の消費方式、消費構造および消費理念のいずれにおい
ても大きな変化が生じており、その影響から消費者保護の分野においても新たな状況や問
題が多く現れていることを挙げている131。

第2款

改正過程における不当条項規制に関する議論

2013 年の改正では、旧法の大半の部分に対して追加・修正が行われており、不当条項規
制に関する規定も改正の対象となっている。その理由として、立法担当者は以下の 3 点を

131

李適時「関与『中華人民共和国消費者権益保護法修正案（草案）』的説明―2013 年 4 月
23 日在第 12 届全国人民代表大会常務委員会第 2 次会議上」全国人民代表大会常務委員会
法制工作委員会編・李適時主編『中華人民共和国消費者権益保護法釈義（最新修正版）』
（法
律出版社、2013 年）342 頁。
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挙げている132。第 1 に、旧法 24 条は不公平・不合理という抽象的な判断基準を定めたが、
実効性を欠くため、より具体的な判断基準を定める必要があること。第 2 に、旧法 24 条は
不公平・不合理な約款の一例として、事業者の免責条項を挙げた。しかし、実務において、
その他の不公平・不合理な約款も多数存在しており、しかもこれらの約款には一定の共通
性があるので、その共通性から具体的なリストを定める必要があること。第 3 に、ヨーロ
ッパや日本、韓国が不当条項の具体的な判断基準（具体的な不当条項リスト）を定めてい
ること。
以上のような理由で、新法は、不当条項規制について以下のように定める。
「事業者は、約款、通知、声明、店頭告示等の方式により、消費者の権利を排除・制限
し、または事業者の責任を排除・制限し、または消費者の責任を加重する等消費者にとっ
て不公平・不合理な規定を定めることをしてはならない。
約款、通知、声明、店頭告示等が前項に列記した内容を含むとき、その内容は無効であ
る。
」
（26 条 2 項・3 項）
。

第3款

改正後の不当条項規制に関する内容および評価

1．不当条項規制
新法 26 条では、
旧法における規制基準に関する法条文の整合性の問題が解決されている。
すなわち、一般条項として、消費者にとって不公平・不合理な条項は無効となる。不当条
項リストとして、消費者の権利を排除・制限する条項、事業者の責任を排除・制限する条
項、消費者の責任を加重する条項がある。
不当条項のリストには、契約法 40 条で規定されていなかった、消費者の主な権利に限ら
ずすべての権利を制限する条項、事業者の責任を制限する条項が追加された。
しかし、判断基準の具体化の問題がまだ残されている。また、規制対象の問題も未解決
のままであり、不当条項の無効の範囲についても明文で定められていない。

2．公益訴訟
新法は、
「多数の消費者の権利利益を侵害する行為に対して、中国消費者協会および省、
自治区、直轄市に設立された消費者協会は、人民法院に訴訟を提起することができる」と

132

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(131)111 頁。
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定める(47 条)。立法担当者は、同規定は消費者公益訴訟に関する規定であるという133。公
益訴訟について、2012 に改正された民事訴訟法 55 条は、
「環境汚染、多数の消費者の合法
的権利利益の侵害等の社会公共利益を害する行為に対して、法律が規定する機関および関
係組織は、人民法院に訴訟を提起することができる」と定めている。新法 47 条はこれを受
けて新設された条文であると思われる。
このように、新法は消費者公益訴訟の主体のみ規定したが、訴訟の内容、具体的な手続、
訴訟費用の負担、判決効の範囲など不明確なところが多い。これに対して、立法担当者は、
「公益訴訟に関する具体的な内容について、改正過程において意見が纏まらなかったため、
今回は訴訟の主体のみ明文で定め、その他の問題は今後の課題にする」134と説明している。
したがって、実際、消費者公益訴訟が不当条項規制において役割を果たせるにはまだほど
遠い状態である。
ところで、消費者公益訴訟ではないが、公益訴訟制度として環境公益訴訟の法整備が進
んでおり、その内容からある程度消費者公益訴訟の将来像をうかがうことができる。
2014 年 4 月に改正された環境保護法 58 条 1 項は、
「区を設けている市級以上の人民政府
民政部門に登録しており、環境保護公益活動に専門的に連続して 5 年以上従事し、かつ違
法記録がない社会組織は、人民法院に環境公益訴訟を提起することができる」と定める。
同年 12 月に公布された最高人民法院の司法解釈「環境民事公益訴訟案件審理の適用法律に
かかわる若干問題に関する解釈」135は環境保護法 58 条 1 項の内容を具体化し、環境公益訴
訟の内容をより詳しく定める。その内容によれば、訴訟の原告は、区を設けている市級以
上の人民政府民政部門に登録している社会団体、民間非営利性事業団体および財団である
（2 条）
。訴訟内容として、原告は被告に対して、侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、
原状の回復、損失の賠償、謝罪を請求することができる（18 条）
。その中、原状回復の方
式として、人民法院は、被告に生態環境が破壊される前の状態・機能に修復すること、あ
るいは生態環境修復に必要とする費用（生態環境修復費）を負担することを命じることが
できる（20 条）
。損失の賠償として、人民法院は、被告に生態環境機能の損失を賠償する
ことを命じることができる（21 条）
。生態環境修復費および生態環境機能損失賠償金は、
破壊された生態環境の修復に使用しなければならない（24 条 1 項）。なお、状況により、
133

全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会 ・前掲注(131)213 頁。
全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会・前掲注(131)222 頁。
135
中国語原文は「最高人民法院関与審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釈」
である。2014 年 12 月 8 日公布、2015 年 1 月 7 日施行。
134
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他の環境公益訴訟で敗訴した原告が調査、検査、鑑定等をする際に必要とする費用も、上
記の生態環境修復費および生態環境機能損失賠償金から支給されることが可能である（24
条 2 項）
。
以上のように、環境公益訴訟の訴訟内容および生態環境修復費、生態環境機能損失賠償
金の用途からみると、環境公益訴訟は、破壊された環境の修復および環境破壊拡大の防止
を目的とし、既に損害を受けた被害者の救済に資する制度ではない。このような環境公益
訴訟の法整備の状況から、新消費者権利利益保護法に導入された消費者公益訴訟も既に損
害を受けた被害者を救済するということではなく、被害の事前防止・拡大防止を目的とし
ているのではないかと推測する。

第4節

まとめ―私法による不当条項規制の特徴および問題点

以上の検討から、私法による不当条項規制の特徴および問題点を次のようにまとめるこ
とができる。
第1款

規制のアプローチ、規制の正当化根拠

不当条項規制について、一般法である契約法は、不当な免責条項を無効とする個別的な
規制規定を設けるほか、消費者約款を含む一般的な約款規制制度を導入し、約款の内容に
対する直接的な規制を行っている
（不当な免責条項に対する個別規制＋一般的な約款規制）
。
また、特別法である消費者権利利益保護法は、消費者約款を規制対象とし、不当な内容の
消費者約款条項を無効とすることによって規制を行っている（消費者約款に対する規制）
。
したがって、中国における不当条項規制は、免責条項に対する規制を除いて、基本的に約
款アプローチを採用しているといえる。
約款アプローチを採用した理由について、立法担当者の説明によれば、約款は約款設定
者により一方的に作成され、相手方は約款内容の形成に実質的に関与できないため、約款
内容に合理性の保障がないからである。すなわち、契約法と消費者権利利益保護法のいず
れも約款による契約形式のもたらす弊害に着目して、その弊害を除去するために不当条項
規制を行うのである。
しかし、消費者契約において、消費者が契約条項の内容の形成に実質的に関与できない
のは約款による契約の場合に限られるのか、なお検討する必要があると思われる。

第2款

規制対象
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第 1 款で述べたように、中国では、不当条項に対する規制は、不当な免責条項を除いて、
基本的に約款を規制対象のメルクマールとしている。契約法にある約款の定義規定によれ
ば、約款と認めるには、
「反復して使用するため」、
「予め設定される」、
「契約締結時に相手
方と協議されていない」という 3 つの要件を満たす必要がある。また、その後の学説の議
論から、1 回限りの契約に使用するために作成された契約条項、および個別交渉がなされ
た条項が規制対象から除外されるということが確認できた。
また、契約の主要目的や価格に関する中心条項も規制対象になるのか否かについては、
明文で規定されておらず、学説でも議論されていないが、裁判例では中心条項に対して規
制を及ぼすことを肯定している。なお、そもそも中国の学者や実務者が中心条項と付随条
項を区別して規制するという意識すらないと推測される。

第3款

不当性の判断基準

1．一般条項
消費者権利利益保護法は、不当条項規制の一般条項として不公平・不合理という抽象的
な判断基準を定める。これに対して、立法担当者から「消費者権利利益保護法が確立した
自由意思、平等、公平、信義則の原則に違反した契約条項が消費者にとって不公平・不合
理な条項である」という見解を提示されているが、この見解はあくまでも抽象的な原理を
用いて抽象的な概念を解するというしかない。他方、裁判実務では、不公平・不合理の判
断にあたって、目的物と対価の均衡性、公序良俗違反の有無、取締法の違反の有無、消費
者契約条項の内容を知ったか否か等の多様な要素が考慮されている。
契約法 39 条 1 項前段は約款の内容規制の一般条項として公平原則を定める。約款の内容
が公平原則に違反したか否かの判断基準について、学説では、契約当事者間の利益（権利・
義務）の均衡性を考えて判断すると主張されている。具体的には、給付と反対給付の均衡
性、リストの合理的な分担、付随義務、損害賠償責任等の合理的な分担が考慮される。し
かし、契約当事者間の利益の均衡性という基準も未だ抽象的・観念的であり、具体的な利
益衡量基準の判断の積み重ねが待たれる。他方、裁判実務においても、問題となった約款
が公平原則に違反するか否かについて、具体的な分析が行われていなかったため、公平原
則違反の具体的な判断基準を抽出することは困難である。
このように、不当条項規制の一般条項の判断基準が抽象的で、実効性を欠くことが問題
となっている。とりわけ、中国で学説の議論が進まず、裁判例が重視されていない現状の
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下では、立法による規制基準の具体化が最も求められている。

2．不当条項リスト
契約法も消費者権利利益保護法も免責条項を不当条項リストに入れる。ところが、両法
の免責条項に対する規制基準は異なる。契約法は、人身損害と財産損害を区別し、人身損
害についての免責条項は一律的に無効とし、財産損害についての免責条項は債務者の帰責
事由の軽重によって区別し、故意または重過失による免責条項は無効とする。他方、消費
者権利利益保護法は、人身損害と財産損害を区別せず、如何なる事業者の免責条項も無効
とする。特別法が優先的に適用されるという原則により、消費者契約における免責条項は
全て無効となる。このような厳しい規制は消費者の利益の保護には有利であるが、それに
反対する意見が述べるように、事業活動の萎縮との関係から見ると、現行法の一律的な規
制が妥当であるか否かについては、改めて検討する必要があると思われる。
また、契約法は、契約の一般的無効事由に該当する条項、約款の相手方の責任を加重す
る条項、約款の相手方の主な権利を排除する条項を約款の不当条項リストに入れる。消費
者権利利益保護法改正に際して、消費者の権利を排除・制限する条項、消費者の責任を加
重する条項がリストに追加されている。しかし、このような相当抽象度が高い条項はリス
トとして明確性と実効性が欠けているといわざるを得ない。すなわち、相手方の責任（消
費者の責任）
、相手方の主な権利（消費者の権利）とは具体的に何を指しているのかが不明
確であるばかりでなく、責任を加重するまたは権利を排除する条項であることの判断基準
（判断要素）も示されていないため、リストとしての意味がないといえよう。そもそも、
何が不当な条項であるかを消費者および事業者に明確に示すことが、一般条項のほか、具
体的に不当とされる条項をリストアップすることの目的であるはずである。したがって、
より具体性、例示性があるリストを定めることが求められている。

第4款

不当条項規制の効果

不当条項であると評価された場合の効果について、消費者権利利益保護法 24 条は消費者
約款の無効を定めており、契約法においては約款の不当条項リストを定める同法 40 条、免
責条項規制に関する同法 53 条は条項の無効を定める。ところが、条項全体が無効となるの
か、それとも一部無効になるのかについては、明文で定めておらず、学説においても議論
されていない。他方、裁判実務では、ほとんどの裁判例では契約条項の全部無効を認めて
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いる。

第5款

規制方法

消費者権利利益保護法の改正により、一部の消費者協会が公益訴訟を提起することがで
きるようになった。しかし、新法は消費者公益訴訟の主体のみ規定したため、訴訟の内容、
具体的な手続き規定、訴訟費用の負担、判決効の範囲など不明確なところが多い。公益訴
訟制度として、中国では環境公益訴訟の法整備が進んでいる。その内容から、公益訴訟の
目的は既に損害を受けた被害者を救済するということではなく、被害の事前防止・拡大防
止であると推測する。

＊中国の私法による不当条項規制に関わる条文
法律

条文

適用

適用

取引

条項

39 条

全ての

1項

契約

不当性の基準

効果

効果規
約款

公平原則

定ない

前段
①契約法 52 条が定める契約の無効事由があること。
契約法

②契約法 53 条が定める免責条項の無効事由があること。
40 条

全ての

約款

契約

③約款設定者の責任を排除・制限すること。

無効

④約款の相手方の責任を加重すること。
⑤約款の相手方の主たる権利を排除すること。

53 条

全ての

免責条項

契約

①人身損害の免責。
②加害者の故意または重過失による財産損害の免責。

消費者

約款、通知、 ①消費者にとって不公平・不合理であること。

権利利

声明、店頭

益保護
法（改正
前）

24 条

消費者

告示等の方

契約

式による条

②事業者が負うべき民亊責任を排除・制限すること。

項
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無効

消費者

約款、通知、 ①一般条項：消費者にとって不公平・不合理であること。

権利利

声明、店頭

②不当条項リスト：

消費者

告示等の方

ア、消費者の権利を排除・制限すること。

契約

式による条

イ、事業者の責任を排除・制限すること。

項

ウ、消費者の責任を加重すること。

益保護

26 条

法（改正
後）

上記条文間の関係：
まず、全ての取引契約に適用される契約法の規定と消費者契約のみに適用される消費者
権利利益保護法の規定は、一般法と特別法の関係である。
次に、契約法の規定のなか、39 条 1 項前段は約款の内容規制に関する一般条項規定であ
り、40 条は約款の内容規制の不当条項リストである。また、同法 53 条は免責条項の無効
事由を定める規定である。
理論的にいえば、消費者契約条項の効力判断が問題になった場合、優先的に消費者権利
利益保護法の規定を適用すべきである。ところが、消費者権利利益保護法改正前の裁判実
務の状況を見ると、消費者契約条項の効力判断が問題となった場合、消費者権利利益保護
法 24 条を根拠規定とする裁判例もあり、契約法の関連規定を根拠規定とする裁判例もあり、
果てはその両方を根拠規定とする裁判例さえある。

第2部

日本法

第1章

消費者契約法立法前の状況

消費者契約法は立法前の不当条項規制をめぐる議論を大幅に縮小した形で制定された。
したがって、同法立法前の議論、特に同法の立法化に向けた段階および立法過程における
議論を検討することによって、今後の不当条項規制論に新たな検討材料を加えることがで
きると考える。以下では、消費者契約法立法前の行政規制（第 1 節）、裁判例（第 2 節）
、
国民生活審議会・学説による議論（第 3 節）を検討する。
第1節

行政規制

日本では戦後から、約款に対して、行政規制が多用された。それは、主に個別業法に基
づく監督官庁による規制であり、認可権限もしくは一般的監督権限を通じて行われた。具
体的には、
①法令で定められた約款の認可権限等に基づく、行政庁による約款の認可規制、
②約款を直接規制する法令はないが、一般的監督権限を背景とした行政指導を通じての関
与、③法令に基づき行政庁による標準約款の作成等の規制方式がある。このような行政規
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無効

制は、行政庁の強力な権限を背景にして高度な法の実効性があるため、一定の役割を果た
したと評価されていた136。
ところが、1990 年代に入り、市場メカニズムをより重視する経済社会システムへの転換
のため、規制緩和が進展し、事前規制から事後規制へ、行政規制中心から司法（私法）規
制の重視への転換が求められ、従来業法中心の約款規制のあり方は変化が求められた137。

第2節

裁判例

消費者契約法が成立する前、日本の裁判例は、公序良俗・信義則といった一般条項を適
用し、また、契約条項の解釈等の手法を活用し、不当な内容の契約条項の規制を行ってき
た。本節では、これらの裁判例を検討し、具体的にどのような条項が公序良俗・信義則違
反の対象とされていたのか、どのような契約条項の解釈ルールが適用されていたのかを明
らかにしたい。なお、本稿の主題は消費者契約における不当条項規制であるので、ここで
は、消費者契約関係の裁判例のみを検討の対象とする。
第1款

公序良俗違反による不当条項規制

1．事業者の損害賠償責任を排除・制限する契約条項
【日 1】大阪地判昭和 42・6・12（判時 484 号 21 頁）
Ｙ航空会社の飛行機が墜落し、乗客 9 名が死亡した事件において、被害者の遺族がＹ
に対して総額 2592 万余円損害賠償訴訟を提起した。これに対して、Ｙは、当時のＹ会社
運送約款 24 条
（乗客の死亡または傷害によって生じた損害に対して会社が賠償の責を負
う場合の賠償額は、乗客 1 人について金 100 万円を最高限度とする旨を定めていた）が
本件事故に適用があり、本訴請求もその制限に服さねばならないと主張した。
判決は、まず、責任制限自体の適法性について、人命尊重、被害者救済の救済と事業
者の育成、保護という 2 つの要請の調整という見地から解決されるべき問題であり、運
送人の責任を制限することの事業者経営上の必要性ないし合理性およびこれを禁ずるこ
とが必ずしも一般乗客にとって有利とばかりはいい得ないことおよび国際航空運送に関
するワルソー条約およびハーグ議定書においても運送人の有限責任が規定され広く承認
されていることを考慮すると、責任限度を制限すること自体を当然に違法、無効である

136

山下友信「取引の定型化と約款」竹内昭夫＝龍田節編『現代事業者法講座四巻・事業者
取引』
（東京大学出版社、1985 年）23 頁。
137
松本恒雄「競争政策と消費者政策」公正取引 558 号（1997 年）12 頁。
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とまでは断定し得ないが、損害が航空運送人ないしその設定者の故意または重大な過失
により発生した場合には、衡平の観念により、運送人は責任制限の条項を援用すること
は許されないと判示した。次に、100 万円を責任限度額とした本件約款の責任制限条項
の効力について、本件約款に定める 100 万円の限度額が飛行機の乗客が死亡した場合に
実際に発生するであろうと予測され得る損害額に比して著しく低額であるのみならず事
業者の維持、育成という点からみても必要な最小限の限度額といい得ないのであり、か
かる条項の適用を強いることは公序良俗に反し許されないものと解するのが相当である
とした。

【日 2】富山地判平成 6・10・6（判時 1544 号 104）
Ａは、Ｙの経営するスイミングクラブに所属し、同クラブで練習中、プールの水底に
いるところを発見され、病院に搬送されたが、溺水死した。Ａの父ＸはＹに対し、施設
利用契約に基づく安全配慮義務違反、不法行為または設定者責任に基づき損害賠償を求
めて提訴した。これに対し、Ｙは、Ａの死亡は心臓または脳の患によるものであること、
Ａは健康な男子であり、ＹらがＡの溺水死を予見することはできないこと、クラブの会
員規約において、Ｙに故意または重大な過失がない限り責任を負わないことの特約のあ
ること等を主張した。
判決は、Ｙに安全配慮義務違反があり、損害賠償責任を認めた。その際、免責特約に
ついて、Ａが本件免責条項の内容を認識・了解し、これに合意したものと認めるのは困
難であり、仮に、合意が成立したものと認めることができるとしても、本件契約の内容、
本件契約に基づく施設利用の実情等に照らすと、本件免責条項が、被告に本件契約上の
債務不履行がありその結果会員の生命・身体に重大な侵害が生じた場合においても、被
告が損害賠償責任を負わない旨の内容を有するものであるとすれば、右規約はその限り
において、公序良俗に反し、無効といわなければならないと判示した。

【日 3】東京地判平成 12・1・28（判時 1716 号 89 頁）
米国の語学研修中に寮のベッドから落ちて傷害を負ったＸが、当該語学研修を企画、
募集したＹに対して、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を請求した。これに対し
て、Ｙは、学校の斡旋、入学手続の代行業者にすぎず、留学先での安全確保の義務まで
は負わないとし、免責特約（
「Ｙは、いかなる原因であれ、人または物に対する損失、損
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害、損傷に対し、責任を負わない」
）がある等として、損害賠償責任を争った。
判決は、Ｙに安全配慮義務違反があり、損害賠償責任を認めた。その際、免責特約に
ついて、Ｘが本件免責特約の内容を認識し、了解し、これに同意したものと認めるのは
困難であり、のみならず、本件免責特約は、その文脈からみて、不可抗力によりＹがＸ
に対しサービスを提供することができない場合を定めると見るのが相当であり、本件の
ようなＹがＸに対し負う債務不履行責任まで排除するものと認められないし、仮にその
ような趣旨であれば公序良俗に反し無効であるとした。

【日 4】東京地判平成 13・6・20（判タ 1074 号 219 頁）
ＸがＹ1 の開催したスキューバダイビング講習会に参加し、その海洋での講習会場に
泳いで向かう途中で溺水し、重大な後遺障害を負った。そこで、Ｘは主催者Ｙ1 及び講
師Ｙ2 に対して、損害賠償を請求し提訴した。これに対して、ＹらはＹ2 に過失はなく、
仮に、Ｙ2 に過失が認められるとしても、免責同意書（「Ｘに傷害、死亡、その他の損害
が生じた場合、Ｙは如何なる結果に関しても責任を負わないこと同意する」
）に基づき、
責任を負わないと主張した。
判決は、Ｙ2 に過失があることを認め、Ｙらの不法行為責任を認めた。その際、免責
同意書について、人間の生命・身体のような極めて重大な法益に関し、免責同意者被免
責者に対する一切の責任追及を予め放棄するという内容の免責条項は、被告らに一方的
に有利なもので、原告と被告会社との契約の性質をもってこれを正当視できるものでは
なく、社会通念上もその合理性を到底認め難いものであるから、人間の生命・身体に対
する危害の発生について、免責同意者が被免責者の故意、過失に関わりなく一切の請求
権を予め放棄するという内容の免責条項は、少なくともその限度で公序良俗に反して、
無効であるとした。

2．過大な違約金・損害賠償額予定条項
【日 5】福島地判昭和 34・11・18（下民 10 巻 11 号 2450 頁）
Ⅹは代金 1,030,000 円余でＹに自動車（トラック）を売却したが、Ｙは賦払金のうち
230,000 円余を支払っただけにとどまっていた。Ⅹは売買契約を解除して自動車を引き上
げた。本件では、売買代金と同額の違約金の約定がなされていた。Ⅹは残債務額から本件
自動車の時価 320、000 円を控除した額を求めて提訴した。
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判決は、本件違約金の特約の効力について、使用期間にかかわらず一律に代金と同額の
違約金を支払うものとする本件のような違約金特約は、買主にとって極端に苛酷な場合が
生じうるので、民法 90 条により無効であるとした。

【日 6】前橋地桐生支判昭和 38・12・2（下民 14 巻 12 号 2395 頁）
ⅩはＹ会社から 308、680 円余で自動車 1 台を月賦購入し、公正証書が作成された。公
正証書には、所有権留保条項のほか、契約解除の場合には、自動車を引きあげかつ既払金
は返還せず未払金相当額を違約金として支払うべきこと、ただし、自動車の時価を参酌し
て違約金を減額することもあるという条項が置かれていた。Ⅹはその自動車の引渡を受け
34、000 円の支払をしたがその後月賦金の支払をしなかったので、Ｙは公正証書の執行文
の付与を受け強制執行をさせた。これに対して、Ⅹはその強制執行をしているのが不当で
あると主張し訴訟を提起した。
判決は、本件違約金約款について、割賦金の不払の生じた時期に関わらず一様の規律を
しており合理性がない（早期に解除された場合には、目的物の減額があまりないので、買
主に不当である）とし、またいずれの場合にも買主は自動車を返還した上に代金を支払わ
ねばならずこれは酷であり、公序良俗に違反し無効であるとした。
以上のように、裁判例では、事業者の免責条項、過大な違約金・損害賠償額予定条項が
公序良俗違反によってその効力が否定された。
事業者の免責条項の無効を認めた裁判例のいずれも人身損害に関する事業者の免責条項
であり、これらの条項が公序良俗違反とされた共通の理由は人命・身体という法益の重大
性だと考えられる。しかし、公序良俗の適用範囲について、判断が分かれている。【日 1】
は事業者が故意または重大な過失の場合のみ公序良俗違反が適用されるという判断基準を
示した一方、賠償の限度額が実際の損害より著しく低額であり、事業者の維持・育成とい
う点からみても必要な最小限の限度額といい得ないということを理由として公序良俗違反
を認めた。
【日 4】も同じ趣旨である。これに対して、【日 2】
【日 3】は事業者の過失の程
度にかかわらず、その債務不履行責任が認められた以上免責条項が公序良俗に反して無効
となるとした。
また、違約金・損害賠償額の予定条項の無効を認めた【日 5】
【日 6】では、違約金の相
当性が問題となっている。

68

第2款

信義則による不当条項規制

【日 7】盛岡地判昭和 45・2・13（下民集 21 巻 1・2 号 314 頁）
Ｘは訴外Ａから保険目的物件を競落し購入したが、その建物が火災により全焼したため、
Ｘは火災保険の目的物件を競落により承継取得した者であり、保険金を請求し得るとして、
Ｙに対し保険金の支払いを求めたところ、Ｙは火災保険約款における「保険の目的の譲渡
につき保険証券への承認裏書手続がされていない場合には保険会社は裏書手続がされるま
での間に生じた損害をてん補する責に任じない」条項を理由として、Ｘの保険金請求を拒
絶した。そこで、Ｘは保険金の支払を求めて提訴した。
判決は、商法の規定（
「著しい危険の増加」がない限り、保険の目的の譲渡の場合、保険
契約者または被保険者において別段の手続をとらなくても、保険契約は譲受人との間に存
続する）とくらべて、本件約款の条項は商法の規定の趣旨並びに信義則、衡平の原則に照
らし、そのまま是認することができないとし、Ⅹの請求を認めた。

【日 8】名古屋高判昭和 60・9・26（判タ 568 号 70 頁）
Ｙは、
「海外旅行」をエサにした英会話教材販売会社の販売員に勧誘を受け、信販会社の
ローンを利用して、同会社販売の英会話教材を買い受けた。しかし、実際には同会社が教
材を売り込むのが主目的であり、海外旅行は副次的なものであったため、Ｙは頭金を支払
っただけで代金を支払わなかった。そこで、代金の立替払いをした信販会社Ⅹが未払い代
金の支払いを求めたが、Ｙは、海外旅行に安く行ける会員になることに主眼があって、書
籍を買うつもりではなかったのであるから、書籍等の売買契約は錯誤によるものとして無
効であり、Ⅹとの立替払契約も同様に無効である等と反論した。
これに対して、判決は錯誤による売買契約の無効を認めた上で、Ⅹの立替払契約に存す
る抗弁切断条項について、
「以上によると、控訴人と訴外会社は経済的に密接な連繁関係に
あるし、本件売買契約と法律上別個であるとはいえ、右売買契約における顧客の資金を調
達する手段的機能を有し、訴外会社は本件商品を販売するとともに、本件立替払契約締結
についての一切の手続を代行するという密接不離の関係にあるのである。してみると、本
件において本件売買契約が無効となり、顧客である被控訴人にとって、所期の目的を達成
することができず、右契約は無意味となったにも拘らず、本件立替払契約に基づく割賦金
の支払のみを存続させること、すなわち前認定の事実関係の下において、控訴人が、訴外
会社と控訴人との別個独立性を主張し、本件立替払契約に存する抗弁切断条項を理由に、
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被控訴人が訴外会社に主張できる本件売買契約の錯誤による無効を、信販会社の控訴人に
主張できないとすることは、顧客である被控訴人にとって極めて酷であるといわざるを得
ず、取引上の信義則に反するものといわねばならない」とした。

【日 9】大分簡判平成 6･12･15（判時 1539 号 123 頁）
Ⅹは、外国語教室を経営するＹとの間で、Ⅹの娘ＡがＹの教室で外国語講座を受講する
旨の外国語受講契約を締結し、即日入会金 3 万円を、後日に 1 年間の会員費 41 万円を支払
った。しかし、その後、ⅩはＡが二度にわたり受講を拒否されたとして、Ｙの債務不履行
を理由として本件契約を解除する旨の意思表示をし、主位的に債務不履行による損害の賠
償としてⅩの既払い総額と遅延利息の支払いを、また、予備的に契約解除による不当利得
返還請求として既払い金からすでに受講したレッスンの対価を控除した代金の支払いを求
めて提訴した。
判決は、
Ⅹの主位的請求を棄却し、
予備的請求のうちの会費部分の返還請求を認容した。
その際、
「
『規約書』には、
『教室では、会員費の払い戻しはいたしません』とあり、Ⅹもこ
れを承諾して本件契約を締結したものである」というＹの主張に対して、
「右文言は教室で
予め印刷されたものであり、いかなる場合でも会費を返還しないという約定は、消費者で
あるⅩにのみ一方的に不利益なものであるから、信義則に反し無効であると解するのが相
当である」と判示している。

以上のように、裁判例では、火災保険約款における保険金請求権の排除条項、立替払契
約等第三者与信型消費者信用取引における抗弁権切断条項、準委任契約における損害賠償
額予定条項が信義則違反によってその効力が否定された。なお、
【日 7】
【日 8】は、契約条
項自体を無効にしているわけではなく、当該条項に用いた権利主張が当該具体的な事情の
もとにおいて信義則上制限されるとしている。

第3款

契約条項の解釈

日本の裁判例では、民法の一般条項を適用して不当条項を規制するほか、よく活用され
た手法のもう 1 つは、契約条項の解釈を通じて契約当事者の利益を調整することである。
契約条項を正面切って無効とする処理方法より、むしろ裁判例がこの手法を好んでいると
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言われている138。その理由の 1 つは、不当条項を無効とするための根拠と基準が十分に確
立していなかったことである139。すなわち、明示的な強行法規があるわけではないところ
では、それを無効とするためには公序良俗をはじめとした一般条項にたよらざるをえない
が、一般条項による場合には、個々の事情を総合的に評価することが多いため、何を不当
条項として無効とするか、一義的に確定することはむずかしい。また、一般条項違反によ
る無効判断は、条項の効力を、問題となっている事案の内容とは関係なく抽象的に全否定
するものであり、そのような大なたを振るうのは慎重であるべきであるとの考えもあった
かもしれない140。
そこで、本款では、契約条項の解釈による不当条項規制ルールについて検討したい。な
お、契約条項の解釈と言っても、問題が多く生じたのは約款条項の解釈である。したがっ
て、以下では、主に学説が提示している約款の諸解釈準則とそれらの準則を利用して不当
条項の規制に効果的に導いた関連裁判例について検討する141。
1．客観的・統一的解釈の準則
客観的・統一的解釈の準則というのは、多数契約の画一的処理と顧客の平等な対応のた
めに、その取引が予定する顧客の平均的・合理的な理解可能性を基準と解釈する準則であ
る。これは、多量取引の合理化を図るため、当該約款による契約ないし取引を定型化し、
画一的、統一的に処理することを狙ったものであるので、客観的に表現された約款文言の
みを解釈対象としなければならず、当該契約を取り巻く諸事情を考慮すべきではないとす
る142。この準則はドイツ法、特にライザーの学説に影響された日本の伝統的な通説であっ
た143。
日本の判例は、
ドイツの判例のように明確的客観的・統一的解釈とは明示していないが、
暗黙裡にこの準則から出発しているようである144。その例として、以下のような裁判例が

138

山本豊「契約の内容規制（その 2）－不当条項規制」法教 340 号（2009 年）119 頁。
山本敬三「消費者契約における契約内容の確立」別冊 NBL54 号『消費者契約法―立法へ
の課題』
（商事法務研究会、1998 年）87 頁。
140
山本豊・前掲注(138)119 頁。
141
なお、日本の判例は学説ほど意識的に約款固有の解釈方法を論じてはいない。（河上正
二『約款規制の法理』
（有斐閣、1988 年）260 頁）
142
勝野義孝『生命保険契約における信義誠実の原則―消費者契約法の観点をとおして―』
（文眞堂、2002 年）53～54 頁。
143
河上・前掲注(141)259 頁、山下友信「普通保険約款論（5）
」法協 97 巻 3 号（1980 年）
331 頁。
144
河上・前掲注(141)260 頁。
139
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ある。
【日 10】札幌高判昭和 33・6・7（判時 156 号 21 頁）
電信為替送金契約における免責条項の解釈について、判決は「普通取引条項の性格を有
する契約のうちの免責条項の解釈に当つては、その取引条項が社会機構全般において有す
る使命を考え、一方において、時間節約、大量取引、費用節減等社会生活向上のために果
す事業者並びに制度の維持という点を考慮しつつも、その合理的存在理由を超えて免責条
項を適用すべきものではなく、制度維持のために制度利用者の受忍しなければならぬ合理
的な危険負担の範囲内において適用されるものと解釈しなければならない。
（中略）前記の
免責条項も、被仕向銀行において、電報送達紙の持参人に為替金を支払うことが明らかに
送金受取人または送金依頼人を害するものなることを知っているとき、もしくはそのこと
を知らなかつたことについて重大なる過失があると認められるときには、その適用をみな
いものと解しなければならない」とした。
【日 11】秋田地判昭和 31・5・22（下民集 7 巻 5 号 1345 頁）
傷害特約保険契約の被保険者が交通法規に違反して事故を起した場合の保険者の免責条
項の解釈について、判決は「保険者の一方的に決定された約款に基づいてのみ契約をなし
得るに過ぎない保険契約のような附合契約の場合においては、一般人が容易に理解し得る
よう規定するを望ましいものというべく、保険契約における免責条項においては殊更に条
項の概念の明確は望ましいものというべきを以て、本件免責条項としての『重大な過失』
という如き抽象的条項の解釈に際しては附合契約における一般人の理解という点を考慮し
てなさるべきものと考える」とし、具体的に本件では、
「被保険者の重大な過失とは、保険
者に免責を与えることが当然であると一般人が認め得るような被保険者の過失と解すべき
であり、そうだとすると、若し吉彦の右交通取締法規違反を以て被保険者に重大な過失あ
りとするならば都鄙における交通の現状では、一般人は傷害特約保険契約の締結をちゅう
ちょするであろうし、延いては保険経営の技術面においても支障を来たす結果となるを以
て保険経営の技術面からの要請される義務違反として重大な過失ありともいえない」とし
た。
しかし、一方この準則を批判する立場が有力である。すなわち、この約款の客観的解釈
原則は、その根拠を約款が定型的・画一的な処理により大量の取引を合理化する機能を果
すことから求めているが、これに対しては、
「大量に取引するのは事業者の勝手であり、大
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量取引をするという理由だけでこれを特別に保護する必要はない」という批判145がある。
そして、むしろ当該約款を用いた契約の具体的場面での個別事情（例えば、個別具体的な
当事者の意思だとか、その者たちの認識可能性、さらには当該契約を取り巻く諸事情）を
積極的に考慮していくべきである146という批判もある。

2．合理的・目的論的解釈の準則
合理的・目的論的解釈の準則というのは、契約や約款条項がある目的を持っていること
は確かであるから、約款を解釈する際にもなるべくその目的に合理的に合致した解釈がな
されねばならないという準則である147。その例として、以下のような裁判例がある。
【日 12】熊本地判昭和 50・5・12（判タ 327 号 250 頁）
「保険金の支払義務履行地特約」の形で規定された保険約款の裁判管轄条項の解釈につ
いて、判決は「約款の内容が保険契約者、被保険者、保険金受取人の利益保護の見地から
不合理である場合には、司法的判断によって、右約款を合理的に理解できるよう解釈し、
もし、解釈の限度を越えるほど不合理であれば、その拘束力を否定すべきである」とし、
具体的に本件では、
「前記約款 26 条の規定は、保険金の支払場所を限定したものと解する
ことは、約款の合理的解釈からも、また現行の保険業務の慣行からも妥当でなく、むしろ、
右規定は保険金の原則的支払場所を例示したにすぎず、前記熊本支社が行っている支払方
法を否定する趣旨ではないと解するのが相当である」とした。
【日 13】大阪高判平成 15・11・27（金判 1202 号 23 頁）
海外旅行傷害保険の目的である保険約款の「被保険者が旅行行程中に携行する被保険者
所有の回り品」の意味について、判決は「
『携行』の一般的な意味である『たずさえて行く
こと』あるいは『持って行くこと』を合わせ考慮し、本件約款 3 条 1 項を全体としてみる
と、同条項に定める保険の目的は、事故時におけるその物に対する被保険者の支配・管理
の有無、程度を問わず、広く『被保険者が旅行に携えて行く（あるいは持って行く）被保
険者所有の身の回り品』の意味に解すべきである」として、本件では「ドイツで研究中の
大学助教授が大学の研究棟のロッカーに入れていて盗難にあったカメラにつき海外旅行傷
害保険の目的である『携行する身の回り品』に当たる」とした。
145

高橋三知雄「ブォルフ「法律行為における決定の自由と契約による利益調整」
（2・完）
」
関西法学 21 巻 4 号（1972 年）129 頁。
146
山下友信・前掲注(143)336 頁。
147
河上・前掲注(141)261 頁。
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3．制限的解釈の準則
制限的解釈の準則というのは、約款はその設定者の有利に定められがちであり、相手方
の保護という観点から出来るかぎり、設定者に有利な条項は制限的に解釈されるべきであ
るという準則である148。その例として、以下のような裁判例がある。
【日 14】最判昭和 62・2・20（民集 41 巻 1 号 159 頁）
自家用自動車保険契約において、
保険契約者または被保険者が事故発生から 60 日以内に
保険者に通知することをおこたった場合は、保険者は原則として損害を填補しない旨の条
項について、判決は「保険契約者または被保険者が保険金を詐取しまたは保険者の事故発
生の事情の調査、損害てん補責任の有無の調査若しくはてん補額の確定を妨げる目的等保
険契約における信義誠実の原則上許されない目的のもとに事故通知をしなかった場合にお
いて保険者は損害のてん補責任を免れうるものというべきであるが、そうでない場合にお
いて、保険者が前記の期間内に事故通知を受けなかつたことにより損害のてん補責任を排
除されるのは、事故通知を受けなかつたことにより損害を被ったときにおいて、これによ
り取得する損害賠償請求権の限度においてであるというべきであり、前記 14 条もかかる趣
旨を定めた規定にとどまるものと解するのが相当である」とし、保険者の免責抗弁を斥け
た。
【日 15】東京地判昭和 47・6・30（判時 678 号 26 頁）149
加害者が事故通知義務を怠ったことを不填補事由とする条項について、判決は「その条
項が適用される場合は、アフロスと呼ばれる事故後保険契約で数時間の差が問題となる場
合あるいは日時の経過によって保険者においてチェックすれば損害の発生あるいは増加が
防止しえた場合等に限定されているというべきである」とした。
【日 16】東京地判平成 9・2・13（判時 1627 号 129 頁）
会員がスポーツクラブ内で足を滑らせて転倒し、負傷した事案において、被告の施設の
設置または保存の瑕疵を認めた上で、会則による免責特約（「本クラブの利用に際して、会
員本人または第三者に生じた人的・物的事故については、会社側に重過失のある場合を除

148

日本では、制限的解釈の内容としては約款条項を相手方に対して不利益に拡張ないし類
推して解釈すべきではないという意味で用いられることが多いように思われる（山下・前
掲注(143)法協 97 巻 3 号 336 頁）
。
149
本判決を「設定者不利の準則」の表われと見る見解もある（商事法務研究会編『約款に
関する判例の分析研究』
（商事法務研究会、1983 年）76 頁）。
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き、会社は一切損害賠償の責を負わないものとする」）について、判決は「社会通念上、普
通の知識、経験を有する成年の男女がスポーツ活動を行う場合には、スポーツ活動そのも
のに伴う危険については、通常予測される範囲において、スポーツ活動を行う者がこれを
自ら引き受けてスポーツ活動を行うものと考えられているのであり、本件規定は、このよ
うな社会通念を踏まえて、スポーツ施設を利用する者の自己責任に帰するものとして考え
られていることについて、
事故が発生しても、被告に故意または重過失のある場合を除き、
被告に責任がないことを確認する趣旨であり、本件施設の設置保存の瑕疵による損害賠償
責任は、利用者の自己責任に帰する領域のものではなく、もともと被告の故意過失を責任
原因とするものではないから、右規定の対象外である」として、スポーツクラブ経営者の
免責抗弁を斥けた。

4．不明確準則
不明確準則というのは、約款文言について複数の解釈可能性が残るために約款の解釈に
ついて疑いがある場合には、約款を作成または使用した当事者に不利に解釈されなければ
ならないという準則である150。これは、表現設定者には複数の解釈可能性を残すことのな
いように明確に表現する義務があったのに、その義務を果さなかったがゆえに、自己に不
利益な解釈可能性を負担しなければならないとの理解に根ざしたものである151。明確さを
欠いた条項に適用される「制限的解釈」であり、
「設定者不利の準則」とも言われる152。そ
の例として、以下のような裁判例がある。
【日 17】札幌高決昭和 45・4・20（下民集 21 巻 3・4 号 603 頁）
保険約款中の裁判管轄条項（保険契約に関する訴訟については当会社の本店所在地を管
轄する裁判所を合意により管轄裁判所とする）について、判決は「一般の保険契約者にと
つては、それは甚だ不便なことであり、場合により（殊に遠隔地居住者の如き）
、紛争解決
を始めから断念せざるを得ないに等しい結果を招来することにもなるのであって、右の如
き管轄の限定は到底一般の理解に達する所以ではない。疑わしい場合は、むしろ一般契約
者の利益に解釈すべく、本件管轄約款は、相手方の本店所在地の裁判所が法定管轄権を有
しない場合にも、これに管轄権を認めた、いわゆる付加的合意管轄の定めと解するのが相
150

潮見佳男「普通取引約款」谷口知平＝五十嵐清編『新版注釈民法（13）』
（有斐閣、1996
年）194 頁。
151
潮見・前掲注(150)194 頁。
152
河上・前掲注(141)261 頁。
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当である」として、専属的合意管轄であるとの保険会社の主張を斥けた。
【日 18】神戸地判平成 11・4・28（判タ 1041 号 267 頁）
生活協同組合の火災共済事業規約の免責条項について、判決は「被告主張の内容の地震
免責条項を定めるのであれば、被告としてはそのように二義を許さない形で明確に規定す
べきであったのであり、それが明確でないことによる不利益は共済事業者であり、本件規
約設定者である被告が負うべきものと解するのが相当である。したがって、右のように一
義的でない保険規約の免責条項の内容については限定的に解釈すべきであり、本件免責条
項が適用される火災には、発生原因不明の（地震によって生じたとはいえない）火災が、
地震によって延焼した場合を含まないものと解するのが相当である」として、生活協同組
合の免責抗弁を斥けた。

5．まとめ
以上のように、日本の裁判例はさまざまな契約解釈準則を利用して、不当条項を適正な
内容をもつように解釈し、その規制を行ってきた。しかし、契約条項の解釈とは言え、実
際の裁判例では、契約の用語を普段より広く解し事業者の義務を拡大すること（例えば前
掲【日 13】
）
、約款設定者に有利な条項を制限的に解し消費者の責任を制限すること（例え
ば前掲【日 14】
）
、意義不明確な条項を消費者に有利に解しその内容を確定すること（例え
ば前掲【日 17】
）がなされており、これはまさに隠れた内容規制だということができる。

第3節

議論の状況

日本では、不当条項規制に関する議論は、
「消費者保護の必要」がどのように「不当な内
容の約款の規制」につながるのかについてスタートした。その後、国民生活審議会・学説
では、約款にとどまらず広く契約条項の内容規制に関する議論が展開されて、不当な契約
条項を無効とする等、その私法上の効力について検討されることとなった。さらに、第 16
次国民生活審議会以降は、立法化の具体的検討を行っている。その成果として、同審議会
は 3 つの報告書を発表している。この 3 つの報告書の内容はその後の消費者契約法の叩き
台となり、その後の学説の議論も主にこの 3 つの報告書内容をめぐって行われている。以
下では、約款規制論段階の国民生活審議会および学説の議論（第 1 款）
、消費者契約法の立
法が提案された段階の国民生活審議会および学説の議論（第 2 款）
、消費者契約法立法に関
する具体的な立法提案が提示された段階の国民生活審議会および学説の議論（第 3 款）に
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分けて検討を行う。
もっとも、消費者契約法立法前の議論の詳細な内容について、すでに大澤彩が包括的な
紹介を行っている153。そこで、本稿では、あくまで検討にとって有益な示唆となるものを
中心に扱うことを予めお断りしておく。
第1款

約款規制論

1．国民生活審議会の議論
国民生活審議会は、1980 年から約款の適正化について、調査・審議を行い、その成果を
約款適正化の方向を示す提言として取りまとめ、一般に公表するとともに、関係当事者面
に対して、提言の趣旨に沿った対応を図るように要請した。
第 8 次国民生活審議会消費者政策部会154（1980 年 3 月～1981 年 10 月）は、約款取引委
員会を設け、消費者取引に用いられる各種の約款についての包括的な調査・審議を行い、
適正な約款の基本的要件として、
「公平性を確保すること」、
「解釈に幅が生じないような規
定を定めること」
「取引実態と約款の規定とを一致させること」、
、
「理解しやすくすること」
、
「適切な開示がなされること」を掲げて、契約条項ごとの適正化の一般原則を提示した上
で、生命保険、旅行、冠婚葬祭互助会、銀行ローン、自動車販売、クレジットカード及び
会員制ゴルフクラブの 7 業種の約款の問題を明らかにしてその適正化の方向を示した。
第 9 次国民生活審議会消費者政策部会155（1982 年 6 月～1984 年 3 月）は、引き続き約款
取引委員会を設け、消費者取引に用いられる各種の約款についてその適正化の方向を検討
するとともに、諸外国における約款規制の実状等について調査審議を行った。その中間報
告では、貨物運送、宿泊および倉庫寄託の 3 種のサービス業に関する適正な約款のモデル
を提示し、最終報告では、銀行取引と損害保険の 2 業種の約款の適正化の方向を示し、約
款適正化のための方策を提示した。具体的には、
「約款適正化とは、法律に反しない、ある
いは社会通念に照らして不合理ではないということだけではなく、消費者にとってわかり
やすいこと等、約款適正化の基本的考え方に沿っていることを意味するものである」、
「約
款に係るトラブルを防止するためには、約款が取引に使用される前にその適正化を図るこ
とが重要である」
、
「更に、約款は事業者が予め作成するものであり、消費者の選択の自由

153

大澤彩『不当条項規制の構造と展開』（有斐閣、2010 年）73 頁～141 頁。
第 8 次国民生活審議会消費者政策部会報告書、経済企画庁国民生活局消費者行政第一課
編『消費者取引と契約―約款の適正化を中心として』（大蔵省印刷局、1982 年）7 頁以下。
155
第 9 次国民生活審議会消費者政策部会報告書、経済企画庁国民生活局消費者行政第一課
編『消費者取引と約款』
（大蔵省印刷局、1984 年）1 頁以下。
154
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が制限されているとともに、消費者は専門的知識等に精通していないことから、特に消費
者の立場に立ち、消費者の正当な利益を反映した約款とすることが重要である」といった
基本的な考え方を示した上で、
「適正な約款の要件」として次の 7 つを挙げた。①消費者向
け約款を作成すること、②消費者にとって重要な事項は約款に記載すること、③事業者と
消費者の責任配分等について公平性を確保すること、④解釈に幅が生じないような規定と
し、解釈に疑義がある場合は設定者である事業者に不利に解釈すること、⑤取引実態と約
款の規定とを一致させること、⑥消費者にとって理解しやいものとすること、⑦適切な方
法で開示がなされること。さらに、長期的課題として民事関係諸法の改正を含めた約款適
正化のための立法取組みの必要性を指摘していた。
第 11 次国民生活審議会消費者政策部会156（1986 年 9 月～1988 年 9 月）では、サービス
取引に伴う問題点を約款適正化の観点から検討するために、有料老人ホーム、スポーツク
ラブ、リゾートクラブ、生活用品レンタルの 4 つの個別業種の約款および情報化・国際化
に伴うサービス取引の問題点を調査・審議していた。その上で、4 つの業種に共通する問
題点として、給付内容の不明確、事業者の免責条項の不当性を指摘し、約款適正化の方法
としては事業者、行政、裁判所、立法の役割が重要であると指摘していた。
こうした国民生活審議会消費者政策部会による個別約款の改善提言は、
「それを踏まえた
業界による自主的な改善努力に結びつく場合が多く、相当の効果をあげた」と評価される
一方、
「部会で取り上げられなかった他の多くの業界の個別約款については、当然のことな
がら改善効果は及ばなかったし、また改善提言の対象とされた約款であっても、部会の提
言には法的強制力はなく、したがって、当該業界が自主的に改善するかあるいは監督官庁
の改善のための行政指導発揮の意欲に依存せざるを得ない」という問題点も指摘されてい
る157。また、これらの議論は、
「総合的・包括的な観点からの約款の適正化」を基本的な考
え方として確立したが、具体的な議論は依然として「行政中心」による個別業種ごとの約
款の事前規制であった。

2．学説
不公正約款から消費者の保護という時代の要請に応じて、1970 年から約款規制に関する

156

第 11 次国民生活審議会消費者政策部会報告書、経済企画庁国民生活局消費者行政第一
課編『サービス取引と約款』
（大蔵省印刷局、1988 年）2 頁以下。
157
落合誠一『消費者契約法』
（有斐閣、2001 年）3 頁。
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本格的な研究が相次いで発表され、学会全体の動きとしても現れる。
（1）1981 年の日本私法学会シンポジウム「約款―法と現実」
1981 年の日本私法学会民商合同部会では、「約款―法と現実」を題としたシンポジウム
が開かれ、約款取引の現実の姿と現実の紛争の分析を対象とし、約款規制の総論および保
険・運送・倉庫約款、消費者信用取引約款、旅行業約款に関する各論を検討している。そ
のなか、山田卓生は、総論的な検討として、
「約款規制」において、規制対象となる約款に
ついて、欧米各国の約款規制法のやり方および日本における約款問題の実態から、主とし
て消費者取引において用いられる約款を規制対象と考えていくことが必要であると主張し
158

、具体的には約款の内容規制のみならず、作成・渡す・開示の明確化や、約款に規定す

べき事項についての規制も考えられるとする159。また、約款規制の方法として、立法的規
制、行政的規制、司法的規制と約款監視委員会による準行政的・準司法的規制を提示して
いる。立法的規制については、作業量としては、一般法をつくって、あとは各契約の特質
に応じた規制をする方が少なくですむが、実現可能性の面からは業種ごとのコントロール
の方が一般法より大きいと指摘している160。司法的規制については、ドイツの団体訴訟制
度に注目している161。

（2）個別条項規制についての本格的研究
①免責条項規制をめぐる研究
広瀬久和は、免責約款を無効とする判断枠組みについて、ドイツの判例の検討を通じて
抽出されたものとして、次のような基本的判断枠組みを提示している162。①契約内容とし
ての免責条項に対する直接的規制については、担保型責任の減免と故意・過失型責任の減
免に類型化し、それぞれの判断基準と検討しており、②対価的契約内容としての免責の範
囲と個別的事案における有責性との齟齬に基づく相対的規制、③顧客間の関係の質的相違
は、裁判所が個別的事情をどこまで配慮し得るかを左右する重要な視点になりうる、④被
侵害利益の重大さや被害者層の広さ等から被害者の保護が特に要請される場合や、契約自
由の原理の前提条件が充たされていない場合や、市場経済原理がうまく働かない場合には、

158
159
160
161
162

山田卓生「約款規制」私法 44 号 7 頁。
山田・前掲注(158)8 頁～9 頁。
山田・前掲注(158)11 頁。
山田・前掲注(158)12 頁。
広瀬久和「免責約款に関する基礎的考察」私法 40 号（1978 年）180 頁以下。
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別の観点からの規制が必要となる。
加藤一郎は、免責条項の効力の判断に考慮すべき要素として、自由な意思（合意の自由
性）
、内容の合理性、選択と折働の余地をあげて、免責条項を無効とすべき法的理由づけと
して、一般的には民法 90 条の公序良俗違反を活用することを主張している163。その理由と
して、まず、公序良俗違反以外には、免責条項を広く無効とするだけの適切な根拠が存在
せず、他方で、公序良俗の内容が弾力的であり、時代とともに流動しうるものであるから、
消費者保護が重要な理念とされるようになった時代でもそれを活用することは十分可能で
あると挙げられている164。また、このような公序良俗違反の活用は、免責条項だけではな
く、そのほか消費者に一方的に不利な契約条項についても考えられるとし、合理性のある
任意規定より不当に消費者に不利となる契約条項を無効とすることによって、任意法規の
強行法規化に近い結果をもたらしていくことになるであろうとしている165。
山本豊は、免責条項の内容的規制の基準について、まず、故意・重過失による責任は原
則としてその免責は許容されず、例外として履行補助者の重過失によって人身事故以外の
事故が生じた場合に限り、しかも、保険保護による責任の肩代わりが認められる場合や、
料率選択、業種によって一定の責任制限が許容されるべき場合に限るとする166。また、軽
過失免責については、一概に不合理と断ずることはできず、ただ、免責条項を許容して債
権者に損害保険をかけさせる方向の処理と免責条項を否定して債務者に責任保険をかけさ
せる方向の処理とを比較して、後者による損害分散の方が解決として勝ると考えられる場
合や、人身損害の場合は免責条項を無効とすべきであるとする167。
②違約金・損害賠償額の予定条項規制をめぐる研究
能見善久は、違約金・賠償額の予定に対する規制のあり方について、公序良俗違反を理
由に過大な違約金・賠償額の予定を規制してきた従来の判例・学説は基本的に支持される
べきであるが、しかし日本の判例・学説の分析を通じて、いわゆる「暴利行為」の要件が
備わる場合にはじめて公序良俗違反があるとして賠償額の予定の規制を認める見解は適切
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加藤一郎「免責条項について」加藤一郎編『民法学の歴史と課題』（東京大学出版社、
1982 年）257 頁～260 頁。
164
加藤一郎・前掲注(163)260 頁。
165
加藤一郎・前掲注(163)261 頁。
166
山本豊『不当条項規制と自己責任・契約正義』（有斐閣、1997 年）153 頁～154 頁。初
出は、同「免責条項の内容的規制のための基準について」私法 49 号（1987 年）
。
167
山本豊・前掲注(166)154 頁～156 頁。
80

ではないと指摘している168。その上で、伝統的な暴利行為論の要件は、賠償額の予定を全
部無効とする場合にのみ要求することにし、一部無効＝減額をもたらすにすぎない公序良
俗違反としては別の要件を考えるのが適当であるという見解を提唱している169。すなわち、
全部無効型公序良俗違反と均衡回復公序良俗違反を区別し、その要件・効果等につき別異
に解するべきであるとしている。具体的には、
「均衡回復型公序良俗違反」の場合には、
「著
しく過大」であるという客観的な要素の存在だけで足りるとし、一方で、賠償額の予定が
約款によって定められた場合には具体的な事情を考慮しない抽象的な規制を行い、原則と
して当該条項の全部が無効となるとする。

（3）約款規制に関する包括的な研究
①河上正二『約款規制の法理』
河上正二は、約款アプローチを採って、約款を中心とした規制（特に司法的規制）のシ
ステムを考えることとする。それは、法的安定性・規制の実効性・約款問題の包括的処理
の可能性等の点で、
「約款」概念を立てた上で、これを中心に議論を進め、実質的に同様な
状況下にある個別的契約の領域についてその規制原理を類推するなり、別個の規制原理を
立てて補充してく方が、考え方として優れているように思われるからである170。そして、
約款の判断について、
「多数契約の画一的処理を予定して作成された定型的契約条項（群）
は、契約書式・標準契約書を含め、すべて『約款』と見ることができ、その際、条項の量・
範囲・複雑さ・難易度・内容の片務性・国的規制の有無・提示の化体は問わないし、必ず
しも不動文字である必要もない」とする171。
その後、河上は、ドイツ法と日本法を比較して、約款をめぐる紛争が裁判所に係属した
場合に施される司法的規制の構造を、約款の個別契約への採用の有無、約款の解釈、約款
の直接的内容規制の 3 段階に分けて検討を行っている。河上によると、約款による契約の
契約内容は大きく分けて、
「核心的合意部分」と「附随的合意部分」から成り、そして、約
款「採用」の根拠の問題と、内容的合理性の吟味の問題は、一応峻別すべきである172。約

168

能見善久「違約金・損害賠償額の予定とその規制（5・完）」法学協会雑誌 103 巻 6 号
1104 頁～1107 頁。
169
能見・前掲注(168)1107 頁～1108 頁。
170
河上・前掲注(141)121 頁。
171
河上・前掲注(141)132 頁。
172
河上・前掲注(141)432～433 頁。
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款「採用」レベルについて、核心的合意部分については伝統的な意味での意思表示の瑕疵
が問題となるが、付随的合意部分が、核心的合意部分に依拠して連動することによって初
めて契約内容を構成し得るとする以上、核心的合意部分に矛盾したり、これを根本から覆
す条項は、連動の対象となり得ず、契約内容になり得ない173。約款の「解釈」レベルにつ
いて、核心的合意部分は通常の合意の場合と同様に当事者の意思が探究され、個々の諸事
情が考慮されるが、付随的合意部分は約款の相手方に対応する顧客の意思が欠けているた
め、平均的合理的顧客の意思を基準に、「客観的解釈」が行われる174。「直接的内容規制」
レベルについて、その基本的な考え方は、顧客の奪われた自由への代償たる約款設定者側
の利益調整義務から導かれ、約款の相手方は信義則上、将来の顧客の利益を適正に考慮す
る義務を負い、裁判所の監視に服すると言うべきである。その際の判断基準は任意法規範
に求められ、任意法に含まれた正義内容の程度に応じて、逸脱を正当化するための合理的
理由、すなわち、顧客の契約内容形成・選択の自由の喪失の程度、および任意法規範の現
実類型への適合度の 2 点が約款の相手方から示される必要がある175。
最後に、河上は約款規制の様々なレベルで類型的処理が必要であると指摘し、その指標
として、取引当事者の性格（約款の相手方の業種・規模、顧客の性格、両当事者の関係）
、
契約形態（目的物の性格、取引の連続性・一回性・第三者との結合）
、条項（関連する利害
が経済的損害か身体的損害か、条項の提示内容が選択的なものか一律的なものか）を挙げ
ている176。また、約款内容の不公正さは、原則として対価の低額であるという事情によっ
て正当化されないと指摘している177。
②山本豊の研究
山本豊は、付随的契約条項を研究の対象とし、主にドイツ法との比較研究を行っている178。
まず、規制アプローチについて、約款使用というより、むしろ知的ないし経済的交渉力格
差を問題としつつ（交渉力アプローチ）、約款使用ということは他の多くのファクターと並
ぶ一ファクターにすぎないものとして斟酌していれば足りるのではないかと主張している
173

河上・前掲注(141)250～254 頁。
河上・前掲注(141)434 頁。
175
河上・前掲注(141)435 頁。
176
河上・前掲注(141)435 頁。
177
河上・前掲注(141)436 頁。
178
山本豊・前掲注(166)3 頁以下、初出は同「附随的契約条項の規制における自己責任と
契約正義―西ドイツ約款規制論に見る」法学 44 巻 3 号 380 頁以下、4 号 506 頁以下（1980
年）
。山本豊・前掲注(166)105 頁以下、初出は同「附随的契約条項の全部無効、一部無効
または合法解釈について」法学 50 巻 5 号（1987 年）819 頁以下。
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。また、規制効果について、原則として、ある契約条項が強行法規等と部分的に抵触す

る場合に抵触する限りで一部無効となり、例外的に全部無効を認めるとしても、それは慎
重であるべきだと述べている180。
③広瀬久和「附合契約と普通契約約款―ヨーロッパ諸国における規制立法の動向」
広瀬久和は、附合契約・約款に対するヨーロッパ諸国の立法化の動向として、一方で、
従来からの司法的（事後的）コントロールに加えて、何らかの事前的・抽象的コントロー
ルが採用されているといった共通性が存在する反面、ある条項を評価するにあたって、そ
れが通常の契約の中の一条項であるのか、普通契約約款の中の一条項であるのかで、相違
をもうけるか否かという視点の差が存在すると指摘した上で、諸国の立法を「約款」型規
制、
「消費者保護」型規制と「混合」型規制に分けて考察を行っている181。その結果、諸外
国の立法の共通点と差異点を指摘し、1970 年代以降のヨーロッパでは、附合契約ないし約
款の規制をめぐり、消費者保護を中心とした政策志向型の解決方法と、商人間取引を含め
てより一般的な契約における正義の達成が志向された紛争志向型の解決方法とが、ともに
いわば立体的に組み合わされつつ大きなシステムを形づくりつつあると表現することがで
きようと述べている182。
（4）学説のまとめ
この時期の学説は国民生活審議会での
「行政中心」による個別業種ごとの議論を超えて、
約款ないし不当条項の司法的規制を中心とする包括的な研究が行われていた。これらの研
究は外国法と比較しながら、約款規制ないし不当条項規制のあり方を探り、そのあり方を
考える際のメルクマールを複数提示している。
例えば、規制のモデルとして、
「消費者」を規制の軸とする消費者アプローチと「約款」
を規制の軸とする約款アプローチがそれぞれ提案されており、具体的には内容規制のみな
らず、開示の明確化や、約款に規定すべき事項についての規制も必要であると指摘されて
いる。
また、不当性の判断基準として、信義則や公序良俗等の民法の一般条項の柔軟適用のみ
ならず、任意法規範の逸脱という具体的な判断基準の提示や、核心的契約条項と付随的契
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山本豊・前掲注(166)75 頁。
山本豊・前掲注(166)138 頁以下。
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広瀬久和「附合契約と普通契約約款―ヨーロッパ諸国における規制立法の動向」芦部信
喜ほか編『岩波講座・基本法学 4 契約』（岩波書店、1983 年）313 頁以下。
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広瀬・前掲注(181)345 頁以下。
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約条項の判断基準を区別すること等が検討されている。さらに、判断基準を明確するため
には、不当条項をリスト化して一般条項に併置することが提案されている。個別条項規制
の場合、免責条項を担保型責任の減免と故意・過失型責任の減免、故意・重過失免責と軽
過失免責に類型化して、違約金・損害賠償額の予定条項を全部無効型と均衡回復型類型化
して、それぞれの判断基準が示されている。
このように、この時期の学説の議論はその後の不当条項規制論の礎を築き、議論の中心
を行政規制から司法規制へと規制の方向性を変化させたともいえる。

第2款

消費者契約法の立法化へ向けた議論

1．国民生活審議会の議論
第 14 次国民生活審議会消費者政策部会183（1992 年 12 月～1994 年 12 月）は、閣議決定
された「公的規制緩和の推進」の流れを背景にして、市場メカニズムをより重視する経済
社会システムへの転換のため、規制緩和の推進および自己責任原則が重視される中で、今
後の消費者問題に対する消費者行政のあるべき方向性について検討・審議を行った。消費
者と事業者との間に情報力・交渉力の格差が存在することから、消費者が適切な選択を行
うことができる環境を整備し、
事後的救済制度を充実させることが重要である。このうち、
契約条項の内容規制について、約款にとどまらず広く契約条項の内容規制が検討され、不
当な契約条項を無効とする等、その私法上の効力について検討することが必要であると指
摘されている。この報告は、消費者契約法の立法化への先駆的政策提言としての重要な意
義があると評価されている184。
続く第 15 次国民生活審議会消費者政策部会（1995 年 1 月～1997 年 1 月）185は、第 14
次の審議会報告を踏まえて、規制緩和の中で消費者が適切な選択を可能にして消費者の選
択の自由を確保するための環境整備を行うという観点から、消費者取引をめぐる問題を総
合的に検討し、今後の消費者取引の適正化の方向性について検討を行った。そのなかで、
契約条項の適正化について、
「契約条項の開示も重要であるが、消費者と事業者との間の交
183

第 14 次国民生活審議会消費者政策部会消費者行政問題検討委員会報告書、経済企画庁
国民生活局消費者行政第一課編
『消費者取引の適正化に向けて―第 15 次国民生活審議会消
費者政策部会報告とその資料』
（大蔵省印刷局、1997 年）173 頁以下。
184
落合・前掲注(157)3 頁。
185
第 15 次国民生活審議会消費者政策部会報告書、経済企画庁国民生活局消費者行政第一
課編
『消費者取引の適正化に向けて―第 15 次国民生活審議会消費者政策部会報告とその資
料』
（大蔵省印刷局、1997 年）1 頁以下。
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渉力に大きな格差が存在することを考えると、より直接的に不当な契約条項を排除してい
ることも必要である」と指摘されている。そのために、
「規制緩和の重要性が叫ばれている
ところであるから、公的規制を強化せず、信義則等の民法の一般原則に関する規定につい
て、その内容を具体化したものを解釈基準として取り込んだ具体的かつ包括的な民事ルー
ルを作ることが望ましい」と提案されている。その際に参考になるものとして 1993 年の
EC 指令が挙げられている。
このように、消費者契約条項の適正化について、国民生活審議会の議論は、最初の「行
政中心による個別業種ごとの約款の事前規制」から、
「司法による包括的な契約条項の事後
規制」に重点を移し、その際に、
「消費者と事業者の間に情報力・交渉力の格差が存在する
ことから、より直接的に不当な契約条項を排除するために、具体的かつ包括的な民事ルー
ルを作るべき」というスタンスを確立した。

2．学説
（1）大村敦志の研究
大村は、契約内容の司法的規制について、一般契約法の観点から既存の法技術の利用状
況を概括的に分析している186。その結果、古典的な契約法が内容規制のために用意してい
た法技術である強行規定違反、公序良俗違反のみならず、契約の不成立、詐欺・錯誤等契
約全体の無効化をもたらすものや、信義則による権利義務の制限も内容規制に利用される
ようになっている。このような多彩な内容規制の技術は、意思に関する規制と内容に関す
る規制が相互に浸透し融合する傾向があること、契約内容規制の際に契約締結過程や契約
の履行過程が考慮に入れられていること等特徴が見られる。しかし、これらの法技術の拡
張・転用により、それぞれの法理の意義、相互関係は不明瞭になっていることから、契約
法の構造を再検討し、個別の法理についてより立ち入った実証的な検討をすることが必要
とする187。
（2）潮見佳男の研究
潮見は、日本における約款規制論の到達点および残された問題を検討した上で、約款論
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大村敦志『契約法から消費者法へ』
（東京大学出版会、1999 年）、初出は同「契約内容
の司法的規制」NBL473 号 34 頁、474 号 32 頁(1991 年)。
187
大村・前掲注(186)82 頁～83 頁。
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の進路について以下のように提示している188。第 1 に、規制のアプローチについて、潮見
は、
「約款規制型アプローチ」
に固執する必要性につき再検討を加える必要があると指摘し、
「契約の本体部分をも例外とすることなく、公序論、詐欺・錯誤理論のみならず契約締結
上の過失理論をも視野に入れながら、両当事者の地位、契約の準備交渉（勧誘）から契約
締結、そして履行にまで及ぶ交渉過程での両当事者の主観的態様および意思と、対価的均
衡の要素を含む内容面の不当性の評価の点で、
『不公正取引』という枠組みの中で問題を捉
えていくことに積極的意義と活動を見出す」とする。第 2 に、商人間取引における約款・
不公正条項規制か、対消費者取引における約款・不公正条項規制かについて、商人間でも
経済的に優越した地位の濫用という問題が生じうるから、不公正な条項を内容とする契約
につき、公序良俗違反を理由とする契約の無効、あるいは不法行為を理由とする損害賠償
の可能性があるとし、一方で対消費者取引において、知的・経済的面において劣後する消
費者の権利を保護し、立法あるいは司法的規制を妥当させる必要があるとする。第 3 に、
対価・本体的給付部分（核心的合意部分）への規制について、核心の合意部分についても、
「そこに意思があるから」という点よりも、法秩序により保障されている自己決定権を行
使して、契約内容を自律的に形成することのできる機会が当該契約交渉過程で確保されて
いることこそが、決定内容に対する拘束力と強制力の付与という契約の国的保障につなが
るわけであって、この点において、内容規制面に関する限り、核心的合意部分を特別扱い
する必要はないとする。第 4 に、規制手段について、行政によるコントロールや、消費者
団体による差止請求等の事前的規制も約款内容の適正化に意義があるとする。
（3）石原全の研究
石原全は、契約条件の適正化をいかなる見地に立つかについて、消費者の取引能力の非
均衡性ではなく、契約内容形成力の濫用阻止を意図とする約款規制法の立場が適切である
が、日本における今日の消費者の置かれた状況から消費者保護法として立法化を図るのが
望ましいと指摘する189。立法形態として、ドイツの法律の中に一般条項をまず規定し、そ
の具体化として当然無効条項、相対的無効条項をあげる形態で 3 層構造をとる形態を提唱
する190。なお、不当条項リストとしての条項を完全に網羅するのは困難で、解釈問題が生
じるから、そのときは合理的解釈を原則として、これによっても疑問が生じるときは不明

188
189
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潮見・前掲注(150)211 頁～213 頁。
石原全「契約条件の適正化について」ジュリスト 1139 号（1998 年）48 頁～49 頁。
石原・前掲注(189)49 頁。
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確原則によるものとする191。また、規制の基準について、公序良俗を消費者契約に適用さ
れるとしても、それは最終的な手段であって、消費者契約の適正化としては効率的ではな
いので、信義則を一般条項として採用し、
「信義則の要請に反して消費者に不当に不利益な
条項」を不当条項規制の基準とする。その場合、不当性とは、一方的に契約内容を形成す
る者が、
契約相手方の利益を十分に考慮せずに、
しかも妥当な埋め合わせを認容しないで、
濫用的に自己の利益を契約相手方の負担の下で貫徹しようとすることである。不当性を判
断する際には、消費者が交渉をなし得る程度、具体的契約締結状況の特殊性、消費者の当
該契約における特別な利益、結合契約等における他の契約条項との関連等の契約締結時点
の一切の事情を考慮すべきである。さらに、具体化基準として、ドイツ約款規制法を参考
し、任意法の本質的基本思想と一致しないこと、契約上の本質的権利または義務を非常に
制限し、契約目的達成を困難にすることを提示している192。
（4）山本豊の研究
山本豊は、
「約款規制」において、公序良俗・信義則といった一般条項の適用や契約条項
の解釈等の手法による契約条項規制が行われていた状況に対して、不当条項規制問題を立
法で明確にルール化する必要があると指摘している193。そして、立法論としての約款規制
について、ドイツの議論から示唆を得て、交渉力の観点から「定型的に交渉力不均衡が存
在すると認められる取引類型を他に析出できるならば、そのような類型を不当条項規制立
法の対象としてしかるべきであるが、現状ではそのような類型の析出が困難であるために、
ひとまず消費者契約に適用対象を絞った立法を構想することは、ありうるべき立法政策の
1 つとして支持されて良い」とする194。
さらに、山本豊は、
「契約の内容規制」において、具体的な立法論という角度から契約の
内容規制について検討を行っている195。まず、不当条項規制の適用範囲について、山本は、
横軸に契約当事者の取引における立場に着目した分類として、
「市民間契約・消費者契約・
事業者間契約」という区分を置き、縦軸に契約の締結の仕方に着目した分類として、
「実質
的交渉による契約・個別ケース条項による契約・約款による契約」という区分を配して、9
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石原・前掲注(189)49 頁。
石原・前掲注(189)以下。
193
山本豊「約款規制」ジュリスト 1126 号（1998 年）115 頁。
194
山本豊・前掲注(193)116 頁。
195
山本豊「契約の内容規制」私法 61 号（1999 年）6 頁以下。詳細な内容は、同「契約の
内容規制」別冊ＮＢＬ51 号（1998）57 頁以下を参照。
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通りに場面を分けて検討している196。その結果、消費者契約の場合は、個別的交渉が行わ
れても、適用範囲からただちに除外せず、交渉の有無は不当性判断の際の一要因として考
慮に入れると述べている197。一方、契約の主たる給付内容を定める条項（中心条項）およ
び価格を定める条項は、不当条項規制の効果規制規定の適用範囲から除外すべきであるが、
そのような条項の内容は客にとって可能な限り分かりやすく記述されなければならないと
している198。次に、契約条項の不当性を判断する際に任意規定にどのような意義が認めら
れるべきという問題について、
「任意規定の（半）強行法化」の考え方は、契約条項の当否
をまったく白紙で判断したり、契約全体の対価的バランスの問題に直ちに還元するよりは
有益な方法であるが、実定法的な基準として任意規定と異なる契約条項は不当なものと推
定するというようなことを条文の中に盛り込めるかというとなお検討すべき問題が多いと
指摘している199。最後に、山本は、一般条項と並んで、一般規定を具体化した不当条項リ
ストを設けることを、法的予測可能性を確保する意味で望ましいと述べて、リストの性格
として「強行法モデル」と「推定モデル」があるが、基準の明確性を重視して「強行法モ
デル」をとるとしている200。リストアップの方針について、
「従前の裁判例や消費者相談実
務における問題とされた条項や我が国の各種の消費者契約で現に使用されている条項のな
かから、比較法的見地を参考にしながら、リストアップすることにする」と指摘し、条項
候補としていくつかの具体的な条項を提案している201。
（5）座談会「消費者契約適正化のための検討課題」
1997 年、国民生活審議会が発表した「消費者取引の適正化に向けて」という報告書を背
景にして、
「消費者契約適正化のための検討課題」をテーマとした座談会が開催された。そ
のなかで、不当条項規制について以下の点が議論されている。
①適正化の対象について
まず、
適正化の対象を消費者契約にするか、
それとも約款にするかという問題について、
およそ消費者取引であるということに加え、さらにそれが約款による取引であることによ
ってより立ち入った規制が正当化できるという見解がある202。すなわち、二段のコントロ
196
197
198
199
200
201
202

山本・前掲注(195)11 頁。
山本・前掲注(195)10 頁～11 頁。
山本・前掲注(195)11 頁。
山本・前掲注(195)12 頁。
山本・前掲注(195)別冊ＮＢＬ51 号 85 頁。
山本・前掲注(195)別冊ＮＢＬ51 号 86 頁～87 頁。
落合誠一ほか「座談会 消費者契約適正化のための検討課題（1）
」NBL621 号（1997 年）
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ール。一方、消費者契約というふうに絞れば約款にこだわる必要がない203、交渉力格差と
情報力格差に便乗した不当な契約条項の押しつけは、約款の場面だけにでてくるものでは
ないから、約款を保護の対象を画する基準に使うより消費者基準によるべきという見解も
ある204。
この点と関連して、個別交渉がなされた契約が規制対象から除くかについて、個別交渉
があったとしても、それで直ちに情報格差や交渉力格差が埋め合わされるものではないの
で、入口の議論として規制対象から除くべきではない、しかし、実質的に保護の必要性が
ないと認定されたもの（例えば、実質的に契約全体としての不公正さ、特に事業者・消費
者関係に由来する不公正さをカバーするほどの中身のある情報提供に基づいた実質的交渉
があった場合）だけを排除していくというふうな仕組みにする必要もあると主張されてい
る205。
また、主要目的・価格条項に規制を及ぼすか否かについて、マーケットの論理、特に価
格というのは市場の論理によって決められるべきであること206、対価等は契約の一番大き
な要素で、それを無効にするのは条項規制ではなく契約規制の問題であること207、客観的
な給付の不均衡の問題は消費者契約適正化法の問題ではなくて、民法の従来から公序良俗
等でやってきた問題として従来どおりやればよいということから208、規制を及ぼさないほ
うがいいという見解がみられる。
②不公正判断の基準について
不公正判断基準規定のあり方について、リスト型と一般条項型があること、およびその
組み合わせという形にすることは一致した見解が見られている。
「『不公正』を一般的な言
葉で表現する場合、日本の一部の裁判例で使っていた『著しく不合理』、『著しく合理性を
欠く』という表現で一般条項としてはよいではないか」209、
「EC 指令の『信義誠実』では
なく、直接『不公正』や『不均衡』といった基準を用いたらいいのではないか」210という
15 頁大村発言。
203
座談会・前掲注(202)15 頁松本発言。
204
座談会・前掲注(202)16 頁鎌田発言。
205
座談会・前掲注(202)17 頁鎌田発言。
206
落合誠一ほか「座談会 消費者契約適正化のための検討課題（2）
」NBL622 号（1997 年）
31 頁落合発言。
207
座談会・前掲注(206)31 頁～32 頁鎌田発言、大村発言。
208
座談会・前掲注(206)32 頁松本発言。
209
座談会・前掲注(206)30 頁松本発言。
210
座談会・前掲注(206)37 頁松本、鎌田発言。
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提案がある。そして、リストのあり方について、ブラック・リスト例は既存の法律や判例
から抜き出して来ればある程度できる211が、グレイ・リストの場合に、法律ではない形で
作って、事業者が適正な約款を作成するための注意すべき事項といったものにするのか、
それとも、法律のなかに書き込んで、立証責任と結びつけて契約条項の有効性を判断する
ものにするのかという問題があると指摘されている212。
③不公正条項排除の方法について
不公正条項排除の方法として、行政的救済と消費者団体訴訟制度が検討されている。前
者については、フランスの不当条項委員会のように、具体的な判断準則の形成を裁判所以
外の専門的な機構に委ねる考え方213や、韓国の公正取引委員会のように、約款の不当性、
不公正性について一定の判断をして、排除命令を出すという仕組み214が提案されている。
後者については、その導入に対して見解の一致が見られるが、原告適格の問題、判決の効
力の問題等の問題が提起されている215。
④不公正判断基準規定のあり方について
不公正判断基準規定のあり方について、
「不公正」や「不均衡」といった基準を一般条項
ルールに入れること216や、ブラック・リストとグレイ・リストを設けること217が提案され
ている。
（6）まとめ
この時期の学説、これまでの日本の約款論、不当条項規制論を概観し、残された問題点
を抽出し、今後の方向性を検討するものが多い。これらの学説は、不当条項規制問題を立
法で明確にルール化する必要があるという共通認識を持ち、立法する際に問題となりうる
点を詳しく検討している。
第 1 に、規制アプローチについて、約款規制を主張する見解もあるが、消費者問題の深
刻化という現実、消費者と事業者の間の交渉力・情報力の格差等の理由から、消費者アプ
ローチにより消費者契約を適用対象とする立法が妥当であるという見解が多く支持されて
211

座談会・前掲注(206)30 頁松本発言。
座談会・前掲注(206)32 頁松本、大村、鎌田発言。
213
落合誠一ほか「座談会 消費者契約適正化のための検討課題（3）
」NBL624 号（1997 年）
56 頁大村発言。
214
座談会・前掲注(213)57 頁大村、松本発言。
215
座談会・前掲注(213)59 頁～60 頁。
216
落合誠一ほか「座談会 消費者契約適正化のための検討課題（4・完）」NBL626 号（1997
年）37 頁松本、鎌田発言。
217
座談会・前掲注(216)44 頁鎌田発言。
212
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いる。
第 2 に、規制対象について、まず、個別交渉がなされた契約が直ちに規制対象から除外
されないと主張する見解が多い。また、中心条項への規制については、マーケット論理を
重視して規制対象から除外すべきであるという見解と中心条項についても自己決定権の行
使の困難さから規制対象から除外すべきではないという見解の対立が見られる。
第 3 に、
不当性の判断基準として、
「信義則の要請に反して消費者に不当に不利益な条項」
、
「任意規定に違反すること」
、
「不当性を判断する際には契約締結時点の一切の事情を考慮
すべき」
、
「信義誠実ではなく、直接『不公正』や『不均衡』という基準を用うこと」が提
案されている。判断基準を明確にするためには、
「一般条項と並んで、不当条項リストを設
けること」に対して意見が一致しているが、リストのあり方について、ブラック・リスト
のみ設けることか、ブラック・リストとグレイ・リスト両方とも設けることか、見解が分
かれている。
第 4 に、不公正条項排除の方法について、行政的救済や消費者団体訴訟制度が提案され
ている。

第3款

消費者契約法の立法過程における議論

第 16 次国民生活審議会以降、国民生活審議会では、消費者契約法の制定に向けてより具
体的な立法提案が提示された。これに対して、学界の議論の多くもそうした立法提案を素
材として検討を行っている。本格的な立法過程における議論といえる。本款では、まず、
国民生活審議会の 3 つの報告書における不当条項規制に関する内容を概観した上で、立法
過程における学説状況を考察する。
1．国民生活審議会の議論
第 16 次国民生活審議会以降は、消費者契約法の立法をめぐって、次の 3 つの報告書を発
表している。①第 16 次国民生活審議会消費者政策部会中間報告「消費者契約法（仮称）
」
の具体的内容について」
（1998 年 1 月）
（以下「第 16 次中間報告」と略する）
、②第 16 次
国民生活審議会消費者政策部会報告「消費者契約法（仮称）の制定に向けて」（1999 年 1
月）
（以下「第 16 次最終報告」と略する）、③第 17 次国民生活審議会消費者政策部会報告
「消費者契約法（仮称）の立法に当たって」
（1999 年 12 月）
（以下「第 17 次報告」と略す
る）
。以下では、これらの報告書における不当条項規制に関する内容を概観する。
（1）第 16 次中間報告
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同報告が提案する「契約内容の適正化のためのルールの内容」は次のとおりである。
①不当条項の無効
消費者契約において、不当条項は、その全部または一部について効力を生じない。不当
条項とは、信義誠実の要請に反して、消費者に不当に不利益な契約条項をいう。
②個別的ケースにおける不当条項の評価方法
不当条項の評価は、契約が締結された時点を基準としたすべての事情を考慮して判断す
る。
③不当条項の評価の対象外となる事項
契約の主な目的及び提供される物品または役務の価格もしくは対価とその反対給付たる
物品または役務との均衡性については、不当条項の評価の対象としない。
④不当条項リスト
不当条項リストを作成し、当然に無効とされる条項をブラック・リストとして、不相当
と評価された場合にのみ無効とされる条項をグレイ・リストとして、それぞれ列挙する。
どのような条項がリストに掲げるべきかについては、9 種類に分けて、35 項目の条項が挙
げられている。
⑤契約条項の明確化等
契約条項は、常に明確かつ平易な言葉で表現されなければならない。
⑥契約条項の解釈原則
契約条項の解釈は合理的な解釈によるが、それによっても契約条項の意味について疑義
が生じた場合は、消費者にとって有利な解釈を優先させなければならない。
（2）第 16 次最終報告
同報告が提案する「契約内容の適正化のためのルールの内容」は次のとおりである。
ア、基本的な考え方
事業者が、契約内容を形成する過程で不利な立場にある消費者の利益について適切に配
慮する義務を負うことは、信義則の要請するところである。事業者の定める契約条項が、
消費者取引の信義則に照らして、消費者に不当に不利益なものであると判断される場合に
は、その効力は否定されるべきである。
イ、不当条項の意義
不当条項を具体的に示し無効とすることは、消費者の証明負担の制限、取引の安全の確
保、紛争処理基準の明確化、といった意義がある。
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ウ、不当条項の判断基準
①事業者が合理的な理由なくして一方的に法律関係を変動させることを可能とするも
のであるか。
② 消費者にとって過酷な要求となるものであるか。
③ 消費者的地位を不安定な状態に置くものであるか。
④消費者の法律上の権利を合理的な理由なく制限するものであるか。
エ、不当条項規制の射程
①契約の主な目的及び商品または役務の価格若しくは対価とその反対給付である商品
または役務との均衡性については、不当条項の評価の対象外である。
②実質的交渉の有無の判断や証明は現実的には極めて困難であり、また、不当条項を
無効とする規定は個人の意思によって左右することを許さない強行規定としての性格を
有することに鑑みれば、個別交渉があれば排除できる規定は不適切である。
オ、不当条項の分類
消費者契約法における証明責任については民事訴訟法の原則通りとし、グレイ・リス
トの証明責任についてもこれと同様の取扱いをしたとしても特段の問題は生じないもの
と考えられることから、不当条項をブラック・リスト及びグレイ・リストにあえて分類
する必要はない。
（3）第 17 次報告
第 17 次報告では、
「無効とすべき不当条項」として、9 つのものが挙げられている。そ
のうち、①から⑧は、不当条項リストに対応する個別条項規制（6 つの免責条項と 2 つの
違約金条項）であり、⑨が一般条項にあたる。
⑨の一般条項として、
「正当な理由なく、民法、商法その他の法令中の公の秩序に関しな
い規定の適用による場合よりも、消費者の権利を制限することによってまたは消費者に義
務を課すことによって、消費者の正当な利益を著しく害する条項」が示されている。
また、説明として、①～⑨の規定は消費者契約についてのみ妥当することが強調されて
おり、また契約の主な目的及び価格に関する条項等①から⑨に当てはまらない条項の効力
については、民法（公序良俗、信義則違反、権利の濫用等）によるとされている。

（4）まとめ
3 つの報告書の論点をまとめると以下のような内容となる。
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①一般条項の内容について
第 16 次中間報告および最終報告では、信義則が指針となることが前提とされていたが、
第 17 次報告では、そうした基準は採用されていない。
そして、第 16 次中間報告で具体化されていなかった「不当性」の判断基準について、最
終報告ではいくつかの指針を挙げており、第 17 次報告では「任意規定との比較」や「正当
な理由なく」
「消費者の正当な利益を著しく害する」というより具体的な判断基準を示して
おり、不当条項の範囲を限定した。
②不当条項リストの設置について
不当条項リストの設置については、転々とした変化が見られる。第 16 次中間報告ではブ
ラック・リストとグレイ・リストを分類し、数多くの個別リストを挙げているが、最終報
告になると、180 度の転換となり、リスト分類の不要が主張された一方、具体的なリスト
も挙げられていない。しかし、第 17 次報告では、再びリストが挙げられるようになった。
なお、ブラック・リストとグレイ・リストという分類の方式が採用されず、リストの内容
を見ても第 16 次中間報告と比べて著しく限定された。
③規制対象について
一貫して、契約の中心条項が規制対象外とされている。また、個別交渉条項の取り扱い
について、第 16 次中間報告および最終報告は個別的に交渉された条項も不当条項規制対象
となると強調しているが、第 17 次報告はこの点について明言していない。
④契約条項の明確化、解釈について
第 16 次中間報告では、直接的な内容規制のみならず、契約条項の明確化や、解釈に関す
る提案も見られるが、最終報告以降こうした提案がなくなった。

2．学説
（1）第 16 次中間報告に対する学説の検討
第 16 次中間報告で示された「消費者契約法（仮称）」に対して、複数の学説がそれを素
材として検討を行っている218。それらの検討内容を以下のようにまとめることができる。

218

例えば、山下友信「消費者契約立法の特質と機能」ジュリスト 1139 号（1998 年）55
頁、千葉恵美子「消費者契約―国民生活審議会消費者政策部会中間報告を踏まえて」法律
時報 70 巻 10 号（1998 年）17 頁、河上正二「『消費者契約法（仮称）
』について―消費者取
引における包括的民事ルールの策定に向けて」法教 221 号（1999 年）69 頁、北川善太郎「消
費者契約立法に残されたもの―覚書」ＮＢＬ676 号（1999 年）15 頁等がある。
94

第 1 に、規制のアプローチについて、
「消費者契約（仮称）
」は消費者アプローチを採用
しているが、これに対して、
「消費者契約法も実質的には約款規制が中核にある」219ことや、
「実際には消費者が出会う契約条件の圧倒的多数は交渉の余地なく定型化された『約款』
であり。
（中略）
『消費者契約法（仮称）
』が提案する『不意打ち条項の禁止』や『不当条項
規制』は『約款』ならではの介入の側面もあるように思われる。まして、抽象的審査や団
体による差止訴訟の可能性を探るとすれば、
『約款』概念を敢えて排除することが得策であ
ったかは疑問の余地がある」220といった指摘が見られる。
第 2 に、規制対象について、まず、中心条項を適用対象外とされることに対して、賛成
する見解がある221一方、
「サービス給付を目的とする契約において、主たる給付と従たる給
付の区別が必ずしも容易ではない」といった疑問も呈されている222。また、交渉の有無を
問わないことに対して、
「当事者の市場における自己責任を強調し、消費者が契約内容につ
いてきちんとした合意ができるようにと環境整備を要求しながら、他方で、いかに当事者
間の交渉の成果たる合意でろうともその内容に介入すべしとする態度には一貫しないもの
があるので、実質的交渉があったと事業者が立証できた場合には適用対象から外すべきで
ある。もしそうであれば、
『交渉を欠いた付随的契約条項』といえば、ほとんどの場合『約
款』そのものであるから、不当条項規制は『約款条項』に対象を限定するというのも一考
であるということになる」と指摘されている223。
第 3 に、一般条項について、信義誠実を基準とすることが評価されているが224、
「不当条
項の評価は契約が締結された時点を基準としたすべての事情を考慮して判断する」ことに
対して、
「裁判上の解釈指針としてはともかく、『全事情の考慮』を全面に押し出すことは
考えるものである」と指摘されている225。
第 4 に、不当条項リストについて、一般条項を置いたうえで不当条項リストを作成する
手法は支持されている226。その一方で、不当条項リストを法律の中にいれないで政令・省
令で不当条項リストを定める方法については、この方法は事業者団体の構成員の遵守可能

219
220
221
222
223
224
225
226

山下・前掲注(218)55 頁。
河上・前掲注(218)69 頁。
河上・前掲注(218)72 頁。
北川・前掲注(218)15 頁。
河上・前掲注(218)72 頁。
河上・前掲注(218)72 頁、山下・前掲注(218)54 頁。
河上・前掲注(218)72 頁～73 頁。
千葉・前掲注(218)17 頁、河上・前掲注(218)73 頁。
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なルールを監督官庁とのすり合わせのうえで決定する手法を意味しているとすれば、規制
緩和の流れに反する可能性があること227や、ルールの明確化からすれば基本的なものは予
め明示しておくことが好ましいこと228が指摘されている。具体的なリストの設定について、
「消費者の人身損害につき事業者に故意・重過失がある場合の責任制限条項や瑕疵担保責
任の全面排除条項、我が国で問題化している解除権制限条項や高額の違約金条項等、最小
限必要なものを早急にリスト化する必要がある」と提示されている229。
第 5 に、規制方法について、消費者団体に不当条項の差止請求を認めることを真剣に検
討すべきであると指摘されている230。
（2）現代契約法制研究会での議論
①全体的議論
第 16 次中間報告の公表を受けて、法務省民事局は、消費者契約法が民法の重要な特別法
としての地位を占めることが予想されることに鑑み、民事基本法の 1 つとしての民法を所
管する立場から、国生審中間報告が提示した消費者契約法の内容について、主として民法
の観点から検討を加えること等を目的として、同局内に「現代契約法制研究会」を設置し
た231。同研究会は、第 16 次中間報告および第 16 次最終報告を踏まえて、消費者契約法の
あり方について、様々な観点から議論されており、そのなかの「契約内容の適正化」の部
分を以下のようにまとめる。
第 1 に、消費者契約法の基本理念と契約内容の適正化の整合性（消費者契約法アプロー
チ）について、国民生活審議会があげている「事業者・消費者間の格差の是正による取引
環境の整備」という理念は、契約締結過程の適正化についての正当化根拠としては十分な
妥当性を有するが、これをそのまま契約内容の適正化についての正当化根拠とすることが
できるのかとの指摘がある。この点について、消費者契約法が契約の内容に対して直接介
入することを正当化するためには、むしろ実質的な約款規制を消費者契約法の枠組みの中
において実現しようとする考え方が必要なのではないかという意見がある232。これに対し
て、消費者の交渉力不足による格差の是正という観点から、約款によらない消費者契約一
227

千葉・前掲注(218)17 頁。
河上・前掲注(218)73 頁。
229
河上・前掲注(218)73 頁。
230
河上・前掲注(218)74 頁。
231
現代契約法制研究会「消費者契約法（仮称）の論点に関する中間整理」ＮＢＬ664 号（1999
年）44 頁。
232
現代契約法制研究会・前掲注(231)46 頁。
228
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般についても契約内容の適正化を導くことが可能であるという意見がある233。また、約款
規制の理念と消費者契約の理念とを組み合わせたところを規制するという方法も考えられ
るのではないかという意見もある234。
第 2 に、不当条項規制の根拠として、国民生活審議会があげている信義則の他に、消費
者取引における公序とでもいうべきものを内容とする「公序良俗」の観点からのとらえ方
もあり得るのではないかという指摘があるが、これに対して、
「公序良俗」の概念が元来限
定的であるために、それにひきずられて不当条項と認められる範囲が不当に狭くとらえら
れてしまうのではないかという反論もなされている235。
第 3 に、不当条項規制対象について、まず、国民生活審議会が契約の主要目的や対価を
評価の対象外としていることについて、契約の主要目的に当たるか附随条項かの判断が微
妙な条項もあるという指摘や、対価の均衡性についても、すでに民法の「暴利行為」の類
型について従来から裁判所が介入していることから、これらを評価の対象外とすることの
合理性が疑わしいという指摘がある236。また、個別交渉がなされた条項についても審査の
対象とする点については、理論的に正当化できないという反対意見と、交渉の有無の判断
は難しいということや個別交渉があっても内容的には不当な条項があるということから賛
成する意見もある237。
第 4 に、一般条項について、不当条項規制の一般条項を設けることについては支持され
ているが、国生審中間報告の「信義誠実の要請に反して」という要件に関しては、信義則
を前面に打ち出すと現行の民法 1 条 2 項とは別に規定を置く必要があるのかという批判を
招きかねず、むしろより具体化した形での基準を定めるべきとの指摘もあるが、これに対
して「不当性」
「合理性」といった基準によるとしても、その判断にあたって結局は信義則
に頼らざるをえないのではないかという指摘もある238。
第 5 に、不当条項リスト化の当否について、法律の中に不当条項リストを定めることに
よって契約当事者にとって予測可能性の向上を評価する意見がある一方、内容変更の迅速
性・柔軟性といった観点から、法律ではリストを規定しないという方法、あるいはリスト

233
234
235
236
237
238

現代契約法制研究会・前掲注(231)46 頁。
現代契約法制研究会・前掲注(231)55 頁。
現代契約法制研究会・前掲注(231)55 頁。
現代契約法制研究会・前掲注(231)58 頁。
現代契約法制研究会・前掲注(231)58 頁。
現代契約法制研究会・前掲注(231)57 頁。
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としては抽象的なもの数個にとどめ、あとはコンメンタール等の解説に委ねるという方法
もあり得るではないか、という意見もある239。
②沖野私案
現代契約法研究会、現代契約法制研究会のメンバーの一員である沖野眞已は、両研究会
での議論を踏まえて、第 16 次中間報告書の内容について検討し、
「『要綱試案』私案」を発
表している。そのなかの不当条項規制に関する部分を以下のようにまとめる。
規制アプローチについて、消費者アプローチと約款アプローチは立法の手法として、完
全に排他的なものではなく、消費者アプローチを基軸にしながら約款がゆえに特有の規律
をおくこともできるし、また、約款アプローチを基軸にしながら事業者と消費者の契約に
おける約款条項については特に厳しい規律を置いたり、契約条件・契約条項の問題は約款
をもって画しながら、締結における十分な意思の確保のための措置については消費者をメ
ルクマールとした規律をし、それを合わせて行うこともできると指摘している240。なお、
不当条項規制と並んで、締結過程の規律を 1 つの柱とする立法内容からは、約款取引に限
定されず消費者契約法として規律をおく方がより整合的であるとしている241。
契約条件の内容規制の根拠として、たとえ開示が尽くされ、さらには消費者がその形式
的な意味を理解していても、
「実質的に意味ある同意」をそこに求めるのはむずかしいこと
を挙げている242。
不公正条項の判断基準について、
「法の見地から許容しがたいほどの」「不利益を消費者
にもたらす」という判断基準の中核から、
「契約目的、他の契約条件、当事者の交渉の経緯
その他の事情に照らし、消費者の期待に反し消費者に著しく不利な内容であること」とい
う基準を提案している243。
不公正条項の判断要素について、すべての事情を総合的に判断せざるをえず、考慮され
る具体的な事情として、当事者の交渉の経緯、内容的に関連する当該契約の他の条項、依
存関係にある他の契約の条項を挙げている244。不公正条項判断の基準時を契約締結時にと
した報告書の立場について、不公正リストによる抽象的判断には妥当としても、個別事例

239
240
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244

現代契約法制研究会・前掲注(231)58 頁。
沖野眞已「消費者契約法（仮称）の一検討（2）NBL653 号（1998 年）14 頁～15 頁。
沖野・前掲注(240)15 頁。
沖野眞已「消費者契約法（仮称）の一検討（6）NBL657 号（1999 年）48 頁～49 頁。
沖野・前掲注(242)52 頁～53 頁。
沖野・前掲注(242)58 頁。
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ごとに交渉の経緯等すべての事情を総合しての判断には妥当しないと指摘している245。
不公正条項リストの設置について、リストは裁判所および両当事者にとって判断コスト
を削減することに意義があると指摘し、法律中の一般条項および「ミニ一般条項」、政令・
省令その他の形でのガイドラインとして「不公正条項リスト」の 3 段階構成を提案してい
る246。すなわち、法律上には「不公正条項」の一般規定を一段具体化し、そのような場合
に「不公正条項」となるかにつき指針を与える規定を設け、それに私法上無効という効果
を付与し247、しかし、事業者がその「相当性」を示すことによって「不公正条項」性が否
定される248。一方、問題視される情報は社会や取引の変化とともに変わりうるから、具体
的場面における判断の困難さを減じるためには、個別具体的な条項の列挙・リストは、法
律で定めるのではなく、政省令による（あるいはその他の形のガイドラインや公式解説に
よる）249。
不公正条項の対象範囲について、まず、事業者と消費者との間に情報および交渉力の大
きな格差のある状況で、個別交渉の存在をもって評価対象から除外するのは、形式的交渉
をもって、
「不公正条項」規制を逃れることにつながりかねず不適切であり、実質的交渉の
有無・程度を「不当性」の判断基準の一要素として考慮するのが適切と指摘している250。
次に、契約の主要目的と対価の均衡を「不公正条項」の評価の対象外としている中間報告
書の立場について、契約の目的物や価格はそれ以外の「付随的条件」とは別の扱いを要す
るとしても、一律に評価の対象から除外する定めをおくと、対象範囲の画定というハード
ルを余分に設けることになり、その必要がどこにあるのか疑問を提出している251。
不公正条項の効力について、全部無効と一部無効の両方の選択肢を認め、その選択につ
いては特に基準を設けず、よって裁判所に委ねる構成としている252。
「一部無効」を肯定す
る理由として、
「一部無効」によって許容される範囲まで特約の効力を認めてしかるべき場
合があること、
「一部無効」が妥当な場合があるにも関わらず常に「全部無効」とすること
は、翻って「不公正条項」の認定の余地を狭めることになりかねないこと、
「ここまでは許

245
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沖野・前掲注(242)58 頁。
沖野・前掲注(242)54 頁。
沖野・前掲注(242)54 頁。
沖野・前掲注(242)56 頁。
沖野・前掲注(242)54 頁。
沖野・前掲注(242)57 頁。
沖野・前掲注(242)57 頁。
沖野・前掲注(242) 51 頁。
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容される範囲だ」ということが裁判所によって具体的に示されることはその後の同様の条
項の策定に格好の指針を与えることを挙げている253。
（3）日本私法学会シンポジウム「
『消費者契約法』をめぐる立法的課題」
消費者契約法の本格的な立法に向けて、1999 年の日本私法学会では「『消費者契約法』
をめぐる立法的課題」と題するシンポジウムが開かれた254。同シンポジウムにおいて、諸
報告は、主にそれぞれの立場から国生審報告の問題点と克服すべき課題を指摘しつつ議論
を行っている255。以下では、不当条項規制に関連する 4 つの論文を取り上げる。
①河上正二「総論」
河上正二は、まず、消費者契約に対する厳格な内容規制の根拠について、国生審報告を
分析した結果、
「事業者が事前に一方的に作成する『約款』を利用して自己に有利な契約を
する場合があることを問題としており、
『消費者契約』であること（そこではほとんどの場
合『約款』が利用されるが）は必ずしも決め手ではない。つまり、
『約款による契約』では、
当事者の意思の関与の希薄化による合意の正当性保障メカニズムが一般に機能しがたい点
が、通常の合意以上に厳格な内容審査を正当化している」と指摘している256。その上で、
河上は、国生審報告で提案されている「消費者契約法」では、意識的に「約款」という言
葉が使用されていないことに対して、消費者が出会う付随的な契約条件の圧倒的多数（ほ
とんどすべて）は定型化された「約款」であること、国生審報告で現れた内容規制への介
入根拠、抽象的審査や団体による差止請求の可能性等から、約款概念を敢えて排除するこ
とが立法のあり方として疑問が残ると指摘している257。
また、国生審報告が給付の中心的部分を不当性判断の評価の対象外としたことに対して
は、
「何をいくらで入手するかといった対価的判断や契約への適合性の有無といった問題は、
契約そのものの成否にかかわる中心的問題であり、専ら当事者の主体的判断に委ねること
が望ましく、
（少なくとも消費者契約法のレベルでは）適切な判断を可能にするための側面
支援（契約締結過程の環境整備）にとどめようとすることは、1 つの立場として肯定され
よう」と賛成し258、実質的交渉の有無を問わないで規制対象としていることに対して、
「『実
253

沖野・前掲注(242)51 頁。
私法 62 号（2000 年）4 頁以下。より詳細な内容として、河上正二ほか著『消費者契約
法－立法への課題』別冊 NBL54 号(商事法務研究会、1999 年)がある。
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河上正二「
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河上・前掲注(255)13 頁～14 頁。
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河上・前掲注(255)16 頁～17 頁。
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質的交渉の欠如』を前提として介入を正当化するとすれば、
『実質的交渉』があった場合に
は（その可能性は極めて小さいとしても）
、民法の一般原則に戻るべきである」と批判して
いる259。
②潮見佳男「不当条項の内容規制」
潮見佳男は、不当条項の内容規制を支える基本原理と不当性の判断構造について、以下
の 3 点から検討を行っている260。①消費者契約法で問題とされる「不当性」の内容が、こ
れに対応する民法における概念ないし制度とどのような関係にあるのか、②消費者契約に
おける不当条項の内容規制はいわゆる付随的契約条件のみを対象とするのか、それとも、
契約の中心にある給付・対価部分への介入をも司るのか、③消費者契約法における不当条
項の内容規制は、個別的に交渉された条項にも及ぶのか。
まず、①の点について、潮見は、国生審報告が不当条項の無効評価の基準を信義則に求
めたことに対して、
「わが国の伝統的な民法理論を前提にしますと、信義則は主として権利
行使・義務履行の態様を規制するものとして理論化されてきたものであり、契約を無効評
価する基礎としては、必ずしも十分な検証を経ていない。民法サイドにおいて、契約の有
効・無効に関する評価とその基本原理は、合意の瑕疵に根拠を有するものを除けば、主と
して公序良俗の問題領域で展開を見てきたので、
『不当性』概念に対する民法側の理論ベー
スでの比較の相手は公序良俗に求めるのが適切である」261と指摘している。その上で、潮
見は、暴利行為・過大利得類型を手がかりにして、消費者契約法における不当条項規制を
民法の公序良俗違反の枠の中に組み込むことを検討したが、暴利行為の理論は給付と対価
の不均衡を矯正するものであり、ひとつひとつの附随的な契約条件に対する内容規制する
のは難しいし、また暴利行為理論は公益的観点から考案されたものであり、消費者個人の
利益保護のためにどこまで拡張・転換できるかは疑問があるので、民法の伝統的な公序良
俗論は消費者契約の不当条項規制に対する十分な受け皿を備えていないという結論を出し
ている262。そこで、潮見は、
「契約から生ずる消費者の個別的権利保護を直接の目的とする
包括的民事ルールを、公益的観点に出た国・社会秩序の維持を当面の主たる目的とする民
法 90 条とは別に、消費者契約法という民事特別法の中で、設定する」ことを提案する263。
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河上・前掲注(255)14 頁。
潮見佳男「不当条項の内容規制」前掲注(254)私法 40 頁以下、別冊 NBL115 頁以下。
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次に、②の点について、潮見は、
「給付・対価部分へは、不当条項規制としては介入しな
い」という考え方に対して、その考え方が成り立つためには、契約の中心部分とそれ以外
の附随的部分との区別が可能であること、中心部分について消費者が合理的に判断できる
だけの基盤が契約準備交渉・締結段階で整備されていること、市場において競争メカニズ
ムが完全に機能していることという 3 つの前提が充たされている必要があるが、それらの
前提が充たされるか否かは疑問であると指摘している264。その上で、潮見は、個人の私的
権利を保護するという目的、民法の一般理論レベルでの保護を超えて消費者を保護すると
いう点から、給付・対価部分への介入を消費者契約法の包括的民事ルールに組み入れて扱
うべきと主張している265。
最後に、③の点について、潮見は、個別交渉条項も消費者契約法の不当条項規制対象に
なるという考え方（肯定説）について、
「肯定説は、私的自治・契約自由を原則の地位から
引き摺り下ろし、国により『規制された契約』の考え方をもって原則に据えるという立場
にあって、それは従来の契約観、ひいては、そもそも民事ルールを支える基本原理自体を
根底から覆す可能性を秘めた」と指摘し、個別交渉条項を不当条項規制対象外であるとい
う考え方（否定説）について、
「個別決定がなされていない」という理由に基づく介入がな
されないだけであって、伝統的な意味での「公序良俗」ならびに「消費者がおあれた契約
上の地位の均衡」
、
「契約全体から見た権利・義務の均衡」という観点からの規制には服す
ると指摘している266。
③山本豊「不当条項規制と中心条項・付随条項」
山本豊は、不当条項規制における中心条項と附随条項との区別に関する従来の議論を検
討した上で、中心条項と附随条項との区別の根拠、区別の基準、その基準の具体的あては
めといった課題について検討している。
まず、中心条項と附随条項の区別の根拠について、従来の学説があげてきた「市場メカ
ニズムが一定程度機能する問題であるという観点」
、
「主観的意思の関与の有無という視点」
、
「契約全体の規制と個別条項の規制とを分けて考えるという視点」のいずれかの視点で一
元的に説明するのは困難であって、中心条項とされる事項に応じて多元的な説明が与えら

264
265
266

潮見・前掲注(260)46 頁。
潮見・前掲注(260)47 頁。
潮見・前掲注(260)48 頁～49 頁。
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れべきであると指摘している267。すなわち、
「給付と反対給付との均衡性」は「市場メカニ
ズムの機能」という点から、
「契約の主な目的」は「主観的意思の関与の有無」という観点
から説明されるものである。
次に、区別の基準について、まず、契約の要素、すなわち、それが欠ける場合には契約
の主な目的を確定することができないため、契約全体を無効とせざるをえないような事項
は、個人の自由に基礎をおく私法システムにおいて、当事者が契約自由を行使して決定す
るしかないものでるという見地から、不当条項規定は適用されない268。また、主たる給付
の均衡、とりわけ対価も市場システムにおいて需要・供給によって決定されるのであり、
予め与えられた法的基準によって決定されるのではないから、原則として内容規制対象と
ならないが、例外として、法令が価格を規律したり価格計算の基準を定めるときは、当該
規律と異なる価格条項は不当条項規制規定の適用対象になる269。これに対して、従たる給
付についての価格条項は、それが主たる給付の価格条項と位置のうえで結びついていて、
顧客の目に通常、総価格の一部と映る場合には、不当条項規制の適用対象にならないとす
る270。また、上記のような価格を直接に決定する純然たる価格条項だけが不当条項規制対
象からはずれるだけで、その他の広い意味で価格に関連する条項は、不当条項規制規定の
適用対象になる271。例えば、価格変更条項、期限利益喪失条項、遅延損害金条項等の対価
請求権の成立要件や支払条件を定める条項、法律上事業者に課せられた義務を履行する費
用を消費者に転嫁する対価条項等があげられている。
④潮見佳男＝角田美穂子「不当条項リストをめぐる諸問題」
潮見佳男は、不当条項リストを設ける際の注意点について以下のよう述べている。①不
当条項リストをブラック・リストとグレイ・リストに分けた不当条項リスト二分論で重要
なのは、ブラック・リストを導入するか否かにある272。②不当条項リストを設ける場合に、
「具体的な法律効果と結びついたリストか、それとも不当性判断を示した一般条項を具体

267

山本豊「不当条項規制と中心条項・付随条項」別冊ＮＢＬ54 号（1999 年）104 頁～105
頁。
268
山本豊・前掲注(267)105 頁。
269
山本豊・前掲注(267)106 頁～107 頁。
270
山本豊・前掲注(267)108 頁。
271
山本豊・前掲注(267)109 頁。
272
潮見佳男＝角田美穂子「不当条項リストをめぐる諸問題」別冊ＮＢＬ54 号（1999 年）
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的事件に適用するに当たっての指針にすぎないか」を議論する必要がある273。
その上で、潮見は、
「消費者と事業者との間で締結された契約において、消費者を不当に
不利にする内容の契約条項は無効である」という旨を定める「大きな一般条項」を消費者
契約法中に設けた上で、次に、この「大きな一般条項」がそれぞれの局面で具体化・類型
化されたものとして、いわゆる「不当条項リスト」を設計するという構想を提示している274。
その際、不当条項リストは、具体的な要件・効果ルールを記述したものとしてとらえるも
のではなく、リスト化された個別条項を構成する各種ファクターを相関的に考量すること
により「不当性」に関する判断が導かれる「小さな一般条項」群として理解されるもので
あると指摘している275。
（4）第 17 次報告に対する学説の検討
第 17 次報告が公表された後、複数の学説が第 16 次中間報告、第 16 次最終報告および第
17 次報告を含めて、総合的な検討を行っている。それらの検討内容を以下のようにまとめ
る。
第 1 に、不当条項規制の根拠（出発点）について、国民生活審議会報告は「自己責任」
の原則を出発点とし、消費者が自己責任を負えるようにするための環境を整備するという
考え方を持っている。これに対して、その観点からただちに出てくるのは契約締結過程の
適正化であり、不当条項規制の必要性を導くことが難しいので、不当条項規制をおこなう
ためには、消費者と事業者の間の情報力・交渉力に格差があることから、表面から消費者
の保護という観点を認める必要があると指摘されている276。
第 2 に、一般条項について、それを設定することが支持されているが、その要件の妥当
性が問題とされている277。まず、第 17 次報告が挙げている「任意規定の適用」という要件
について、判例等によって形成された解釈のためのルールや契約に関する一般法理等も問
題の解決に重要な役割を果してきたので、明文の規定に限らず、不文の任意法規や契約に
関する一般法理を含めて、現行法上消費者に不利に変更しているか否かが基準になるとい

273

潮見＝角田・前掲注(272)169 頁。
潮見＝角田・前掲注(272)170 頁。
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潮見＝角田・前掲注(272)170 号。
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山本敬三「消費者立法と不当条項規制―第 17 次国民生活審議会消費者政策部会報告の
検討」ＮＢＬ686 号（2000 年）33 頁～34 頁。
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星野英一「
『消費者契約法（仮称）の具体的な内容について』を読んで」ＮＢＬ683 号
（2000 年）12～13 頁、山本敬三・前掲注(276)22～23 頁、平田健治「消費者契約法の位置
づけ」ＮＢＬ688 号（2000 年）41 頁。
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うべきであること278や、解釈の混乱等の問題から当該要件の採用に消極的であるべきであ
ること279が指摘されている。次に、第 17 次報告では、無効とされる条項は「正当な理由な
く」
、
「消費者の正当な利益を」
、
「著しく害する」条項に限定されている点について、
「消費
者の正当な利益」を害する条項という限定は無意味であり、
「著しく害する」という限定は
そのまま解釈すると、きわめて悪意な場合のみが無効とされることになり、結局民法 90
条と同じことになると批判されている280。また、
「正当な理由なく」と「消費者の正当な利
益を著しく害する」という制約が加えられており、最終的な無効判断に至るまでの距離が
大きいと指摘さている281。これに対して、
「正当な理由なく」にあたる限定がなければ、消
費者に不利な条項はおよそ無効ということになりかねないことから、必要であるという賛
成の見解がある282。さらに、
「正当な理由」の有無の判断基準として、
「その条項を有効と
することによって消費者が受ける不利益と、その条項を無効とすることによって事業者が
受ける不利益とを衡量することによって判断される」と提示されている283。
第 3 に、不当条項リストについて、個別条項規制を定める必要があるが、その種類と数
があまりに限定されすぎていることは問題とされている284。これに対して、
「事業者に一方
的な権限を与える条項」と「契約の解除・解約に関する条項」が追加されるべきと提案さ
れている285。また、第 17 次報告が挙げている個別条項の特徴および問題点も指摘されてい
る286。
第 4 に、不当条項規制対象について、まず、契約の主要目的・価格が規制対象から除外
されている点について、この除外が成り立つためには、①契約の中心部分とそれ以外の附
随的部分との区別が可能であること、②中心部分について消費者が合理的に判断できるだ
けの基盤が契約準備交渉・締結段階で整備されていること、③市場において競争メカニズ
ムが完全に機能していることが前提として不可欠であるが、②との関係で、第 17 次報告で
は事業者の情報提供義務が努力規定にとどめられている等から、消費者契約の中心部分に
ついて特別な内容規制を不要とすることができるか否かは大きな問題であると指摘されて
278
279
280
281
282
283
284
285
286

山本敬三・前掲注(276)22 頁。
平田・前掲注(277)41 頁～42 頁。
山本敬三・前掲注(276)22 頁～23 頁。
平田・前掲注(277)41 頁。
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いる287。また、個別交渉条項の取扱いについて、消費者が必要な情報の提供を受け、しか
も個別的に交渉して合意を行うときにまで、現行法よりも無効とすべき範囲を広げる理由
はあく、
「自己決定に基づく自己責任」という基本原理とも相容されないと指摘され、
その上で、個別交渉があったとして有効とされてしまう危険については、個別交渉があっ
たといえる要件をきびしくすることで対処すれば足りると指摘されている288。
第 5 に、不当条項規制の効果について、独立した規定をおくことが提案されている。つ
まり、消費者契約の場合、ある条項が不当条項に当たる場合には、その条項は全部無効と
すべきであり、無効とされた条項は任意法規（明文の任意規定だけではなく、不文の任意
法規も含まれる）によって補充される（ただし、契約から別段の趣旨がでてくるときは、
それにしたがう）289。全部無効にした理由として、消費者契約では、事業者が契約条項を
一方的に作成するのが通常であるという事情があるからと指摘されている290。つまり、消
費者契約のこのような事情から、予防・制裁ないしはみずから条項を作成した者の帰責と
いう観点を重視するならば、一部無効という一般契約の原則と違って、条項の全部無効を
認めるべきである291。
第 6 に、規制方法として、消費者紛争調停制度の創設が提唱されている292。
（5）まとめ
この時期において、国民生活審議会の立法提案の下で、不当条項規制の立法化における
各論点がより明確となり、各論者の考え方もより具体的に提示されている。

第4款

まとめ

上記のように、消費者契約法を立法する前に、国民生活審議会や学説では、豊富な議論
が展開された。1980 年代の「約款規制論」段階では、国民生活審議会は、消費者保護の観
点から「行政による約款の適正化」について議論を行い、他方、学説では、
「行政中心」に
よる個別業種ごとの議論を超えて、一歩先に約款ないし不当条項の司法的規制を中心とす
287

山本敬三・前掲注(276)28 頁、北山修悟「消費者契約に関する法整備の今後の課題―消
費者紛争調停程度の創設の提唱」ＮＢＬ686 号（2000 年）39 頁も同じ趣旨の問題を指摘し
ている。
288
山本敬三・前掲注(276)29 頁。
289
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同「不当条項に対する内容規制とその効果」民事研修 507 号（1999 年）20 頁以下も参照。
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る包括的な研究が行われて、不当条項規制のあり方を考える際のメルクマールが複数提示
されていた。その後、消費者契約法の立法化が国民生活審議会で提言されて、学説でも本
格的な議論がなされていた。さらに、第 16 次国民生活審議会以降、国民生活審議会では、
具体的な立法提案が提示されて、学説でもそうした立法提案を素材としてより具体的な議
論を行われていた。具体的な議論の内容としては、以下のようにまとめることができる。
1．規制のアプローチ、規制の正当化根拠
国民生活審議会での議論は、消費者と事業者との間に情報力・交渉力の格差が存在する
ことが認識され、最初の約款の適正化から約款にとどまらず広く契約条項の内容規制を検
討し、直接的に不当な契約条項を排除するために、具体的かつ包括的な民事ルールを作る
というスタンスを確立した。
これに対して、学説では、規制アプローチをめぐって、約款アプローチと消費者アプロ
ーチの対立が見られる。
約款アプローチの立場では、約款には「当事者の意思の関与の希薄化による合意の正当
性保障メカニズムが一般に機能しがたい」という介入を必要とする要因を集約しているこ
と293、不当条項規制における約款の「多数の取引に画一的に用いる」という性格を無視す
ることができないこと294、現実の取引における約款の多数性ということ295から、約款が使
用された取引であることに着目し、規制範囲を画すると主張されている。
これに対して、消費者アプローチの立場では、約款であるか否かを問わず、契約当事者
間の交渉力の格差を着目して、規制範囲を画し、その 1 つの取引類型は消費者と事業者間
の契約である。その理由として、交渉力格差や情報量格差に便乗した不当な契約条項の押
しつけは約款の場面だけに出てくるものではないこと296、交渉力不均衡状態で結ばれた契
約については十全の意味での自己責任を問うことはできないこと297、不当条項規制と並ん
で、締結過程の規律も 1 つの柱とする立法内容からは、約款取引に限定されず消費者契約
法として規律をおく方がより整合的である298と挙げられている。
約款アプローチと消費者アプローチの実質的な差は、不当条項規制の根拠にあると思う。
293

河上正二「約款の適正化と消費者保護」岩村正彦ほか編『岩波講座・現代の法 13 消
費生活と法』
（岩波書店、1997 年）118 頁～119 頁。
294
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295
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296
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約款アプローチの規制根拠としては、約款という契約締結の仕方により、顧客側の意思的
関与の希薄さ、実質的交渉の欠如生じて、合意の正当性保障メカニズムが一般に機能しが
たいから、規制が要請される。これに対して、消費者アプローチの規制根拠としては、事
業者と消費者の取引における立場により、交渉力の格差が生じて、合意の正当性保障メカ
ニズムが一般に機能しがたいから、規制が要請される。また、法の適用範囲からいうと、
両見解の実質的な差異は「個別の実質的交渉を経た契約条項に対しても民法レベル以上の
介入を行うべきか」という点にある。
2．規制対象
（1）中心条項について
中心条項を規制対象とするか否かについて、国民生活審議会報告は市場への過剰介入は
好ましくないから、中心条項を規制対象としていない。
学説でも、中心条項に対して、顧客の選択意識が働きやすく（伝統的な意思理論）、競争
メカニズムが機能することが期待されること（マーケットの論理）299、対価等は契約の一
番大きな要素で、それを無効にするのは条項規制ではなく契約規制の問題であること300、
客観的な給付の不均衡の問題は消費者契約適正化法の問題ではなくて、民法の従来から公
序良俗等でやってきた問題として従来どおりやればよいということから301、価格の不当を
判定する法的基準が一般的には存在しない等の理由から、中心条項を規制対象外とする見
解が多い302。
しかし、その考え方が成り立つためには、①契約の中心部分とそれ以外の附随的部分と
の区別が可能であること、②中心部分について消費者が合理的に判断できるだけの基盤が
契約準備交渉・締結段階で整備されていること、③市場において競争メカニズムが完全に
機能していることという 3 つの前提が充たされている必要があると指摘されている303。
（2）個別交渉がなされた条項について
個別交渉がなされた条項を規制対象とするか否かについて、国民生活審議会報告は実質
的交渉の有無の判断や証明の困難さ、不当条項規制規定の強行規定としての性格から、個

299
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別交渉がなされた条項も規制対象としている。
これに対して、学説では、見解が分かれている。規制対象とする見解として、消費者契
約の場合は、個別的交渉が行われても、適用範囲からただちに除外せず、交渉の有無・程
度を不当性判断の際の一要因として考慮に入れるべきとする見解304や、実質的交渉の有無
の判断が難しいこと、個別交渉があったとしても、それが直ちに情報量格差や交渉力格差
が埋め合わされるものではないことから、規制対象とする見解が見られる305。これに対し
て、規制対象としない見解では、
「自己決定に基づく自己責任」という基本原理から、実質
的交渉があったと事業者が立証できた場合には個別交渉がなされた条項を規制対象としな
い306。
基本的にこの問題は規制アプローチの選択と直結している。すなわち、約款アプローチ
をとる見解は、個別交渉がなされた条項を規制対象としない立場で、他方、消費者アプロ
ーチをとる見解は、個別交渉がなされた条項も規制対象とする立場である。
3．不当性の判断基準
（1）一般条項
国民生活審議会報告は、
「信義誠実の要請」という基本的な考え方を示して、その具体的
な要件についても示している。
これに対して、学説では信義則違反を不当性の判断基準とする見解が多く支持されてい
る307が、信義則違反ではなく、直接「不公正」や「不均衡」といった基準も提案されてい
る308。また、具体化基準の提案として、「任意法規範の逸脱」309、「契約上の本質的権利ま
たは義務を非常に制限し、契約目的達成を困難にすること」310、
「その条項を有効とするこ
とによって消費者が受ける不利益と、その条項を無効とすることによって事業者が受ける
不利益との衡量」311、「消費者の期待に反し消費者に著しく不利な内容」312等が見られる。
それから、不当性の考慮要素も提示されている。例えば、消費者が交渉をなし得る程度、
具体的契約締結状況の特殊性、消費者の当該契約における特別な利益、結合契約等におけ
304
305
306
307
308
309
310
311
312

山本豊・前掲注(195)10 頁～11 頁、沖野・前掲注(242)57 頁。
座談会・前掲注(209)16 頁鎌田発言。
河上・前掲注(218)72 頁、山本敬三・前掲注(282)29 頁。
石原・前掲注(189)49 頁、河上・前掲注(218)72 頁、山下・前掲注(218)54 頁等。
座談会・前掲注(216)37 頁松本、鎌田発言。
河上・前掲注(293)122 頁、石原・前掲注(189)49 頁以下。
石原・前掲注(189)49 頁以下。
山本敬三・前掲注(276)23 頁。
沖野・前掲注(242)52 頁～53 頁。
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る他の契約条項との関連等の契約締結時点の一切の事情を考慮する313、当事者の交渉の経
緯、内容的に関連する当該契約の他の条項、依存関係にある他の契約の条項等すべての事
情を総合的に判断し、なお、契約締結時の事情とは限らない314等がある。
（2）不当条項リストの設定
国民生活審議会第 16 次中間報告はブラック・リストとグレイ・リストをそれぞれ列挙し
たが、第 16 次最終報告はブラック・リストとグレイ・リストを分類しないことにした。ま
た、第 17 次報告は、6 つの免責条項と 2 つの違約金条項が無効とすべき不当条項リストと
して挙げられている。
学説では、法定予想可能性を高めるために、一般条項を置いたうえで不当条項リストを
設けることは多くの学説で主張されている315。リストのあり方として、基準の明確性を重
視して、推定モデル（グレイ・リスト）より強行法モデル（ブラック・リスト）を取るこ
とや316、法律で推定条項317として「ミニ一般条項」を定め、個別具体的な条項の列挙リス
トは、政省令あるいはその他の形のガイドラインや公式解説によること318が提案されてい
る。また、不当条項リストを設ける際の方針としては、従前の裁判例や消費者相談実務に
おいて問題とされた条項や我が国の各種の消費者契約で現に使用されている条項のなかか
ら、比較法的知見を参考にしながら、リストアップすることが提示されている319。さらに、
具体的な条項の提案もなされている320。
4．不当条項規制の効果
国民生活審議会報告は不当条項規制の効果について、明示しておらず、課題として残し
た。
学説では、予防・制裁ないし自ら不当条項を作成した者の帰責という観点の重視から、

313

石原・前掲注(189)49 頁以下。
沖野・前掲注(242)58 頁。
315
山本豊・前掲注(195)別冊ＮＢＬ51 号 85 頁、潮見＝角田・前掲注(272)167 頁、千葉・
前掲注(218)17 頁、河上・前掲注(225)73 頁、山本敬三・前掲注(282)27 頁等。
316
山本豊・前掲注(195)別冊ＮＢＬ51 号 86 頁。
317
一般規定を一段具体化し、そのような場合に「不公正条項」となるかにつき指針を与え
る規定を設け、それに私法上無効という効果を付与し、しかし、事業者がその「相当性」
を示すことによって「不公正条項」性が否定される。
318
沖野・前掲注(242)54 頁。
319
山本豊・前掲注(195)別冊ＮＢＬ51 号 86 頁。
320
山本豊・前掲注(195)別冊ＮＢＬ51 号 86 頁～88 頁、河上・前掲注(218)73 頁、山本敬
三・前掲注(276)27 頁、潮見＝角田・前掲注(272)172 頁以下等。
314
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全部無効を主張する見解がある一方で321、強行法規等と部分的に抵触する場合、その抵触
部分のみの効力を否定すれば足りるから、原則的に一部無効とし、例外定な場合全部無効
を認めるという提案や322、全部無効と一部無効の両方の選択肢を認め、その選択について
は特に基準を設けず、よって裁判所に委ねる構成としている提案がなされている323。
5．規制方法
学説では、行政によるコントロールや、消費者団体による差止請求等の事前的規制324、
消費者紛争調停制度の創設325等が提案されている。

第2章

消費者契約法立法後の状況

第1節

消費者契約法の制定

消費者契約法が制定される前、高齢化、グローバル化、サービス業等の急速な進展にと
もない、契約・販売方法に関するトラブルが急激に増加した。そのような問題の対応とし
て、従来は個別の特別法あるいは業法、さらには監督官庁による行政規制が重要な役割を
演じてきた。しかし、消費者ニーズの多様化に伴い様々なニュービジネスが現れてきてい
る中で、個別法ではすき間なく対応することが困難であり、また、業界の保護育成をも目
的の 1 つとする監督官庁による行政的規制にも限界があった。また、民法による対応では、
契約が対等な当事者のものであることを前提としているため、要件の厳格さや、一般条項
の抽象性のために、これらの規定を活用して速やかに問題を解決するのは一般に困難であ
る。一方、諸外国では、消費者契約には事業者と消費者との間に格差のあることが自覚さ
れ、消費者契約の適正化のために行政的規制のみならず、民事法を制定してルールを定め
ることがなされていた。例えば、約款規制法は 1970 年代からドイツ等ヨーロッパの諸国で
制定され、アジアでも韓国約款規制法等が制定されていた326。
このような状況のなか、消費者取引被害の防止・救済のためには、具体的かつ包括的な
民事ルールの立法化が必要となり、消費者契約法が 2000 年 4 月 28 日に成立し、翌年の 4

321

山本敬三「不当条項に対する内容規制とその効果」民事研修 507 号（1999 年）20 頁、
潮見・前掲注(260)別冊ＮＢＬ54 号 153 頁。
322
山本豊・前掲注(166)138 頁以下。
323
沖野・前掲注(242)51 頁。
324
潮見・前掲注(150)214 頁～215 頁、河上・前掲注(218)74 頁。
325
北山・前掲注(293)41 頁。
326
消費者契約法の立法背景について、内閣府国民生活局消費者庁企画課編『逐条解説 消
費者契約法（第 2 版）
』
（商事法務、2010 年）3 頁以下等を参照。
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月 1 日から施行された。同法は、事業者と消費者との間に情報の質と量、交渉力に構造的
な格差があることを正面から認め（1 条）、その格差を是正するために、消費者への不公正
な契約勧誘行為に対して取消を認め、不公正な契約条項を無効としている。そして、少額
でありながら高度な法的問題を孕む紛争が拡散的に多発するという消費者取引の特性にか
んがみ、同種紛争の未然防止・拡大防止を図るために、2006 年の同法の改正により、適格
消費者団体による不当な勧誘、不当な契約条項の使用に対する差止制度を導入した。

第2節

不当条項規制のアプローチ、規制の正当化根拠

消費者契約法 1 条は「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
言及し、一般的にこれは不当条項規制の根拠を示していると目される。すなわち、
「取引が
多様化・複雑化するなかで、消費者と事業者との間に情報力・交渉力の構造的な格差があ
ることにより、消費者は契約内容形成に実質的に働きかけることはできない。そこで、消
費者が不当な契約条項により重い義務を負ったり本来有する権利を奪われたりする場合、
消費者の正当な利益を保護するため当該条項の効力の全部または一部の効果を否定するこ
とが適当である」327ということである。ここで、ポイントとなるのは「情報力・交渉力の
格差」である。すなわち、一般的な不当条項規制の正当化根拠は、契約当事者の間に情報
力・交渉力の格差が存在することである。消費者契約法はその一適用場面を実定法化して、
8 条～10 条の不当条項規制ルールを定めた。そこで、問題となるのは、消費者と事業者と
の情報力・交渉力格差の意味を不当条項規制の場面でどのように理解するのか。立法担当
者の見解では、情報力の格差とは、
「事業者は当該業に関連する法律、商慣習について、一
般的に消費者より詳しい情報をもっており、また、当該契約条項についても自らが作成し
たものであることが通常であるため、
1 つ 1 つの条項の意義についての知識をもっている」
ことを指し、交渉力の格差とは、
「同種の取引を大量に処理するために、事業者によってあ
らかじめ設定された契約条項を消費者が変更してもらうことはほとんど現実的ではない」
ことを指す328。また、交渉力の格差（不均衡）の意味について、条項の了知（期待可能性
の欠如）
、交渉期待可能性の欠如、選択期待可能性の欠如と解した見解が有力である329。
以上のような規制根拠の下で、消費者契約法は消費者アプローチを採用し、規制におい
327

内閣府・前掲注(326)175 頁。
内閣府・前掲注(326)73 頁。
329
山本豊「消費者契約法 10 条の生成と展開－施行 10 年後の中間回顧」NBL959 号（2011
年）15 頁。
328
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て「約款」概念を介入しておらず、不当な内容の契約条項を無効としている。具体的には
一般条項を置き、2 つの不当条項リストを設けている。

第3節

消費者契約法における不当条項規制

消費者契約法では、不当条項問題に対処して、8 条から 10 条までの規定を置き、消費者
契約における一定の内容の契約条項を無効とすることにしている。8 条は事業者の免責条
項、9 条は消費者が支払う損害賠償額の予定に関する条項について定めており、10 条は一
般的な受け皿として、消費者の利益を一方的に害する条項に関する規定を置いている。以
下では、これらの規定に関する裁判例の適用状況、学説の議論及び改正提案について考察
し、不当条項規制の一般条項および不当条項リストのあり方について検討する。

第1款

8 条の免責条項の規制

8 条は、事業者の損害賠償責任を導く法的根拠となりうる債務不履行・不法行為・瑕疵
担保について、事業者の免責条項が無効となる場合を定める。
同条の特徴として、債務不履行責任・瑕疵担保責任のみならず、契約当事者間で生じる
不法行為責任を免責する条項も同様に不当条項として無効としている点と、責任排除条項
と責任制限条項を区別したうえで、故意・重過失については責任制限条項でも無効とする
ことを明らかにし、軽過失については責任排除条項に限って無効とした点、を挙げること
ができる。
本款では、8 条が適用された裁判例の状況を確認した上で、同条をめぐる学説の議論を
整理し、8 条における不当性の判断基準および同条の射程を明らかにしたい。
1．裁判例の状況
消費者契約法成立後、8 条をめぐる裁判例はわずかしか存在していない。①インターネ
ットオークションでの中古車の売買契約における瑕疵担保責任の免責条項が、8 条 1 項 5
号により無効とされた事件（【日 19】大阪地判平成 20・6・10 判タ 1290 号 176 頁）、②外
国為替証拠金取引約款における「コンピュータシステム、通信機器等の障害により顧客が
生じた損害について、事業者が免責する」条項について、8 条 1 項 1 号および同項 3 号に
照らして、顧客に生じた損害のうち被告に帰責性の認められない事由によって生じた損害
について、事業者の免責を規定したものと解した事件（
【日 20】東京地判平成 20・7・16
金法 1871 号 51 頁）はその例である。
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2．学説の議論
学説では、主に以下の問題が議論されている。
（1）軽過失による責任制限条項の効力について
8 条 1 項 1 号から 4 号までは、事業者の債務不履行・債務の履行に際して発生した事業
者の不法行為に基づく損害賠償について、責任排除条項を無効とし、責任制限条項につい
ては事業者に「故意または重大な過失」がある場合に限り無効とする。すなわち、これら
の条文により、軽過失による債務不履行・不法行為責任の責任制限条項は 8 条の規制対象
外となっており、
その妥当性は同法 10 条の一般条項や民法の規定にゆだねることになって
いる。この点について、学説ではその不徹底さが指摘されている330。これに対して、個別
事情を考慮して判断するのが妥当であるとすれば軽過失責任制限条項をグレイ・リストと
して定め、事業者に証明責任を転換することという改正が提案されている331。

（2）人身損害の免責条項の別途リスト化について
8 条は財産損害と人身損害を区別せず、一律に軽過失による責任制限条項を 8 条の規制
対象外としている。これに対して、人身損害の免責条項の場合、生命・身体という重大な
法益を合意によって、ないしは、損害発生が未確定な時点で消費者契約における契約条項
ないし約款によって処理することの可否を考慮するとともに、人命尊重・被害者保護の必
要性と、消費者にとって有益なサービスを提供する事業の保護の必要性の比較衡量した上
で、その正当化の可否を検討する必要があるという指摘がある332。一方、人身損害の場合
保護すべき利益の重要性（絶対的な要保護性）および処分不可能性に鑑みて、事業者が軽
過失の場合も含め、財産損害と別途に人身損害の免責条項をブラック・リストに掲げられ

330

山本敬三「消費者契約法の意義と民法の課題」民商 123 巻 4･5 号（2001 年）534 頁、河
上正二「消費者契約における不当条項の現状と課題」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実態分析（別冊 NBL92 号）』
（商事法務、2004 年）15 頁。
331
日本弁護士連合会「消費者契約法の実体法改正に関する意見書(2014 年版)」
(http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140717
_3.pdf) 76 頁、近畿弁護士会連合会消費者保護委員会『消費者取引法試案―統一消費者
法典の実現をめざして』
（消費者法ニュース発行会議、2010 年）消費者法ニュース別冊 74
頁。
332
清水真希子「人身損害の免責条項、裁判管轄条項、仲裁条項、準拠法条項」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 NBL128 号）』
（商事法務、2009 年）64 頁。
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るべきであるという提案がある333。

（3）瑕疵担保責任の減免について
8 条 1 項 5 号と 2 項は、事業者の提供する物に隠れたる瑕疵があった場合の瑕疵担保責
任に関するもので、原則として損害賠償責任の責任排除条項を無効とする一方で、例外的
に瑕疵なき代替物の提供または瑕疵修補がなされる場合か、第三者によって損害賠償責任
の全部もしくは一部が引き受けられている（肩代わりされている）場合には、適用を排除
するものとしている。
民法 572 条によれば、事業者が瑕疵の存在を知りながら告げなかった場合を除き、消費
者との間に瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることができる。すなわち、瑕疵担保に
関する規定は任意規定である。したがって、消費者契約法が、瑕疵担保責任の責任排除条
項を無効としたことは、民法の規定をかなり大きく変更したといえる。その基礎にあるの
は、
「事業者は、消費者に対し一定の目的物を給付することを約束した以上、実際に給付し
た目的物に瑕疵があったときは、原則として責任をまぬがれることはできない」という考
え方である334。
ここでも、債務不履行責任と不法行為責任の場合と同じく、問題となるのは、瑕疵担保
責任に基づく損害賠償責任の責任制限条項が 8 条の規制対象外となっている点である。
また、債務不履行責任と不法行為責任の免責条項の場合と異なって、瑕疵担保責任の場
合は例外的に責任排除条項が有効とされる。このような規定が置かれたのは、商品に隠さ
れた瑕疵がある場合に、販売業者以外の製造者等が瑕疵担保責任を負う方が消費者の救済
に資する場合があることから、消費者が直接の取引相手方以外の事業者から商品の瑕疵に
対する救済を受けられるときに、消費者契約中の免責条項を無効とするまでもないと、考
えられたことによる335。しかし、問題は、①代替物の提供または瑕疵修補がなされる場合
でも、これが功を奏さない場合（たとえば、何度も修理しようとしたが、直らないとき）
や、②代替物を提供しまたは瑕疵修補をしたが、それでも償われない損害（たとえば、代
替物提供や修補を受けるまでの間、その物を利用しえなかった損害や瑕疵から生じた拡大
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潮見佳男『債権総論Ⅰ（第 2 版）
』
（信山社、2003 年）415 頁、民法（債権法）改正検討
委員会編『詳解・債権法改正の基本方針Ⅱ契約および債権一般（1）』
（商事法務、2009 年）
119 頁。
334
山本敬三・前掲注(330) 536 頁。
335
潮見・前掲注(333)413 頁。
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損害）が消費者に残る場合や、③第三者によって損害賠償責任の全部もしくは一部が引き
受けられているが、その履行が適切になされなかったときである。このような場合、責任
排除条項は有効視されるのかが問題となる。この点について、山本豊教授は以下の解釈論
を提示している336。まず、①の場合、2 項 1 号の文言上は、その場合も 1 項 5 号が適用さ
れないと読めなくはないが、規定の趣旨からして、その場合には 1 項 5 号が適用され、責
任排除条項は無効とされるべきである。②の場合、5 号が定める損害賠償責任とは、瑕疵
を理由とする無過失損害賠償責任であり、その内容は代金減額的なものであると解し、そ
れ以外の損害賠償の免責については、その責任の性質（債務不履行責任か不法行為責任）
に応じて 1 項 1 号から 4 号までの規定が適用されると解する。また、③の場合にも、規定
の趣旨からしてその場合には 1 項 5 号が適用され、責任排除条項は無効とされるべきであ
る。そして、仮にこのような解釈がとれないとしても、そのような条項は 10 条により無効
とされるべきだと主張されている。しかし、条項の妥当性を 10 条にゆだね、「不当条項規
制の適用範囲の明確化」の問題がまだ残されている。

（4）事業者の債務を排除する条項の効力
消費者契約法は、事業者の免責条項について定める。しかしながら、契約において事業
者の債務を排除する条項、例えば「当駐車場に駐車中の自動車に積載されている物件につ
いて、当社は保管義務を負わない」旨の駐車場利用契約書の条項は、8 条の規定を適用す
ることができるかには疑問が残っている。
条項の文言通りに解せば、債務不履行による損害賠償責任の前提をなす債務は除外され
ており、債務はないから、その債務不履行もありえず、8 条の契約条項に該当しないこと
になりそうである。
この点について、落合教授は、契約条項の文言のいかんにかかわらず、実質的に事業者
の債務不履行責任を全部排除する効果をもつ条項は、8 条に該当するとみるべきであると
主張する337。なぜなら、
「8 条の条項の典型例と考えられる『一切損害賠償責任を負いませ
ん』との文言も、実は債務がないから損害賠償責任はそもそも発生せず、したがって責任
を負うことはないとの趣旨か、それとも責任の発生を前提にしてその責任を負わないとの
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山本豊「消費者契約法（3）
・完―不当条項規制をめぐる諸問題」法教 243 号（2000 年）
59 頁。
337
落合・前掲注(157)119 頁。
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趣旨かは、はっきりしないのであり、そのどちらかであるかを区別することなく、当該契
約条項の趣旨を実質的に判断して 8 条の該当性の有無を判断している。したがって、債務
の範囲を限定・排除する契約条項を、
『一切責任賠償の責任を負いません』との契約条項の
場合と解釈上区別して扱うのは妥当ではない」からである338。
これに対して、山本豊教授は、債務を排除する条項に 8 条を適用しないことは不都合が
生じることを認めるが、8 条の対象とするのが、損害賠償責任を排除する条項である以上
は、債務排除条項については、同条は適用されないと解さざるを得ないと述べている339。
また、債務を排除することの正当性は免責条項の妥当性判断とは理論的には異なるため、
債務排除条項は免責条項と区別してリストかすべきという提案も見られる340。

第2款 9 条の損害賠償額の予定・違約金条項の規制
消費者契約法 9 条は、消費者が支払う損害賠償の予定する条項等の無効を定める。
1 号は、消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定、違約金を定めた条項について、その
種の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分が無効であると定める。
また、2 号は、消費者契約から発生する金銭債務の不履行についての損害賠償額の予定な
いし違約金条項は、年 14.6%を超える部分については、無効であると定める。
消費者契約法成立後、9 条 1 号をめぐる裁判例は、一連の大学学納金返還請求訴訟や、
中途解約に伴う違約金・損害賠償額の予定条項が問題となった事案が複数存在している。
これらの裁判例では、平均的な損害の意義、考慮要素、立証責任の所在、9 条 1 号の射程
等の問題が議論されている。
本款では、9 条 1 号の規定の由来を確認した上で、9 条 1 号が適用された主な裁判例をま
とめ
（裁判例は網羅的ではなく、
学説の議論の対象となっているものを中心に取り上げる）
、
これらの裁判例に現われた解釈の問題およびこれらの裁判例に対する学説の議論を整理し、
9 条 1 号における不当性の判断基準および 9 条 1 号の射程を明らかにしたい。
1．9 条 1 号の規定の由来
第 17 次国民生活審議会消費者政策部会報告において、「契約の解除に伴う消費者の損害
賠償の額を予定し、または違約金を定める場合に、これらを合算した額が、事業者に通常
338

落合・前掲注(157)119 頁。
山本豊・前掲注(336)57 頁。
340
大澤彩「不当条項リストの補完」河上正二編集『消費者契約法改正への論点整理』（信
山社、2013 年）74 頁。
339
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生ずべき損害を超えることとなる条項」が「無効とすべき不当条項」の 1 つとして提案さ
れていた。これは、事業者は基本的に「実損」
（民法 416 条で請求できる範囲）がカバーで
きれば足り、消費者の債務不履行からそれ以上の利益を引き出す必要はないという発想に
基づく議論であったということである341。その段階では、
「解除の事由や時期等」による区
分や平均的な損害という概念は見られなかった。しかし、その後の国会の審議段階で経済
企画庁が作成した法案において現行法の 9 条 1 号のような規定が現われた。なぜ平均的な
損害という概念が導入されたについては、不明であるが、学者によるいくつかの考察が見
られる。
まず、消費者契約 9 条 1 号は民法 420 条の一般理論を修正し、消費者にとって自己の債
務不履行により事業者にどれほどの「具体的損害」が生じたのかを立証することが困難で
あるが、一般的な消費者として平均的な損害についての資料は入手することはできるし、
その程度の努力はしなければならないということが考慮され、平均的な損害という文言が
設けられたという考察がある342。
また、そもそも「平均的」という概念は、割賦販売法や特定商取引法において、商品の
引渡し等の前において認められる損害賠償額である「契約の締結及び履行に通常要する費
用」の説明において、平均的な損害の概念が用いられていた事実があり、消費者契約法 9
条 1 号の立法に当たって、このような従来の消費者保護法規における各種の規定を参考と
しつつ、それらに含まれていた諸要因を総合的に勘案して平均的な損害を算定するという
考え方が採られたという考察も見られる343。
上記のように、9 条 1 号の規定の制定経緯が明らかにされていないので、その規定ぶり
が、何に由来するものであるのかは明らかではない。この点については、事業者に生じた
具体的な損害を消費者が証明することの困難さを解消するための便宜上の処理として平均
的な損害概念を導入した見解と、割賦販売法等の従来の消費者保護法規における規定を参
考して 9 条 1 号の規定を設けたとする見解に分かれている。そして、9 条 1 号の規定の由
来に対する見解の相違は、異なる 9 条 1 号の解釈論に導いた。以下では、9 条 1 号の解釈
論に入りたい。
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丸山絵美子「損害賠償額の予定・違約金条項および契約解消時の清算に関する条項」別
冊 NBL128 号（2009 年）147 頁。
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潮見・前掲注(333)400 頁。
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森田宏樹「消費者契約の解除に伴う『平均的な損害』の意義について」潮見佳男ほか『特
別法と民法法理』
（有斐閣、2006 年）119 頁。
118

２．裁判例の状況
【日 21】東京地判平成 14・ 3・25（金判 1152 号 36 頁）
Ｙは飲食店Ⅹとの間で約 2 ヶ月後に開催予定のパーティーの予約をした。その際ＹはⅩ
から口頭で、
「予約を解約する場合には、原則として、実施日前日まで解約料は不要だが、
当該予約と日程上重なり合う予約あるいはその問い合わせをうけて、先の予約客に確認し
た上、先の予約客から実施するとの確答を得た場合、先の予約客がその後解約すれば営業
保証料として一律 1 人当たり 5229 円を徴収する」と説明された。予約の翌日、他の客から
の問い合わせがあったとの確認連絡が入り、Ｙは最終的に 1 人 4500 円、30～40 名という
内容でパーティーを実施する旨の返答をしたが、同日中にやはり解約したい旨の申し出を
した。そこで、ⅩがＹに対し、営業保証料（5229 円×40 名）の支払いを求めて提訴した。
判決は、平均的な損害の意義について、
「契約の類型ごとに合理的な算出根拠に基づき算
定された平均値であり、解除の事由、時期の他、当該契約の特殊性、逸失利益・準備費用・
利益率等損害の内容、契約の代替可能性・変更なし転用可能性等の損害の生じる蓋然性等
の事情に照らし、判断するのが相当である」とした上で、
「本件予約の解約は、開催日から
2 ヶ月前の解約であり、開催予定日に他の客からの予約が入る可能性が高いこと、本件予
約の解約によりⅩは本件パーティーにかかる材料費、人件費等の支出をしなくて済んだこ
と」
、他方、
「Ⅹは本件予約の解約がなければ逸失利益を獲得することができたこと、本件
パーティーの開催日は仏滅であり結婚式 2 次会等が行われにくい日であること、本件予約
の解約はＹの自己都合であること、及びＹ自身も 36000 円程度の営業保証料の支出はやむ
を得ないと考えていること」から、民訴 248 条の趣旨に従って、1 人当たりのパーティー
の料金 4500 円の 3 割に予定人数の平均である 35 人を乗じた額 47250 円を平均的な損害と
して、その限度での請求を認めた。

【日 22】大阪地判平成 14・7・19（金判 1162 号 32 頁）
ＹはⅩに対し自動車の注文を行った。注文書の特約事項には「万一私の都合で契約を撤
回した場合は、損害賠償金（車両価格の 15/100）及び損害作業金（実費）を請求されても
異議ありません」との定めがあった。ところが、注文の翌々日にＹはⅩに対し注文を撤回
した。そこで、Ⅹは特約事項に基づき車両代金の 15％に当たる 178500 円の支払いを求め
て提訴した。
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判決は、
「平均的な損害の額」の立証責任は事業者にあるとした上で、撤回（解除）が契
約の翌々日であったこと、契約締結に際して担当者は代金半額の支払いを受けてから車両
を探すと述べていたから、Ｙによる契約解除によってⅩには現実に損害が生じておらず、
契約締結後わずか 2 日で解約したのだから販売によって得られたであろう粗利益（得べか
りし利益）が消費者契約法 9 条の予定する平均的な損害に当たるとは言えないとして、Ⅹ
の請求を棄却した。

【日 23】さいたま地判平成 15・3・26（金判 1179 号 58 頁）
LP ガス販売業者のⅩはＹとの間で、
LP ガスの供給元を変更するためのガス切替工事の請
負および LP ガスの販売供給を内容とする契約を締結したが、ボンベ交換等の供給を受けて
から 5 ヶ月後、ＹはⅩに対し解約の意思表示をした。そこでＸはＹに対して、
「Ｙがボンベ
交換後 1 年未満で LP ガス販売業者を変更した場合に、ＹはⅩに対し、8 万 8000 円の違約
金を支払う」旨の違約金条項に基づき違約金 8 万 8000 円を請求した。
判決は、平均的な損害の立証責任は事業者側にあるとした上で、
「ガス切り替え工事のた
めに一定の工事費用や通信費等の事務費用等がかかることは想定されるが、いずれも高額
なものではなく、本件契約が締結されてから解約まで約 5 か月経過し、原告はガス料金に
より一定限度これら費用を回収していると考えられること等に照らすと、平均的な損害額
について原告から具体的な主張立証がない以上、本件において『平均的な損害』やそれを
超える部分を認定することは相当でない」とし、Ⅹの請求を棄却した。

【日 24】東京地判平成 16・ 7・21 平 15（レ）368 号（LEX/DB 登載）
ⅩはＹとの間でまぶたの裏を縫う手術を行うという手術契約を締結し、Ｙに対して手術
料として 63 万円を支払った。契約書において「患者の都合により手術を取り消す場合、段
階日に応じた違約金が発生する。手術当日に取り消した場合の違約金は手術代金全額であ
る」という違約金条項が定めらている。その後、Ⅹは手術当日に手術を取りやめるとの意
思表示を行い、手術料の返還を求めた。
判決は、本件違約金条項について、
「他の美容整形外科医院においても、Ｙと同様に上記
のような段階的な違約金額の定め及び手術当日の解約の場合、違約金額を手術代の全額と
定める医院が存在すること、本件手術と同様の手術を他の美容整形外科医院で行った場合
の費用は 50 万円ないし 70 万円であることからすると、Ｙの違約金 63 万円が平均的損害を
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超えるものとは認めることができない」として、Ⅹの違約金条項の全部無効または一部無
効の主張を認めなかった。

【日 25】東京地判平成 16・7・29 平 15（ワ）4485 号（LEX/DB 登載）
ゴルフ会員権の売買を業とするⅩは、Ｙとの間で会員権売買契約を締結し、その契約にお
いて「Ｙが契約に違約した場合、購入希望価格の 2 割をⅩに支払う」と定められる。しか
し、その後、ＹはⅩに本件売買契約の解除を申し出た。これに対して、ⅩはＹに対し債務
不履行に基づく約定の違約金の請求をした。
判決は、本件違約金条項について、
「消費者契約法 9 条 1 号の平均的損害とは、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
害の額を意味し、当該業種における業界の水準をさすものではない」、
「本件会員権の相場
は、短期間で顧客の購入価格の約 1 割前後の変動をしていることが認められ、本件会員権
を購入する会員権業者は、販売を予定していた購入希望者がキャンセルすると短期間で購
入価格の約 1 割程度の損失を被る可能性が常時存在している。本件会員権と同程度の価格
のゴルフ会員権において、原告のような会員権業者の仕入価格と販売価格の差額は、約 90
ないし 100 万円程度であり、同額の売買差益が見込まれることになる。さらに売買契約の
解除によって会員権業者に通常生じる損害としては、営業活動に従事した従業員の給与や
費用等の営業費用が存在することは明白である。会員権業者の平均的損害が売買手数料に
限定される理由はない」
、
「法律要件分類説によれば、消費者契約法 9 条 1 号は、民法 420
条を前提として違約金の合意に基づく権利発生の障害事由を定めたものとして権利障害規
定に該当し、法律効果の発生によって利益を受ける側の消費者がその立証責任を負ってい
るところ、本件では被告に平均的損害を超えることの立証責任があることになるが、被告
は上記認定を覆すに足りる立証をしていない」として、購入希望価格の 2 割を違約金とし
た定めは消費者契約法 9 条 1 号に違反して無効であるとは認められず、Ⅹの請求を認めた。

【日 26】東京地判平成 17・9・9（判時 1948 号 96 頁）
Ⅹは挙式予定日の 1 年以上前に、Ｙ（結婚式場及び結婚披露宴会場の経営者）のところ
で式場及び披露宴会場の予約を行い、10 万円の申込金を支払った。ところが、その 6 日後、
Ⅹはその予約を撤回し、申込金の返還を求めた。これに対して、Ｙは「申込日から結婚式
及び結婚披露宴の 90 日前までに申込を取り消した場合には、実費総額に加え、取消料とし
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て申込金 10 万円を支払う」旨の条項に基づき返還を拒否した。そこで、Ⅹは申込金の返還
を求めて提訴した。
東京地裁は、消費者契約法 9 条 1 号による条項無効について、本件条項が違約金を定め
る条項に該当するとした上で、
「挙式予定日の 1 年以上前からＹ店舗での挙式等を予定する
者は予約全体の 2 割にも満たないのであるから、Ｙにおいても、予約日から 1 年以上先の
日に挙式等が行われることによって利益が見込まれることは、確率としては相当少ないの
であって、その意味で通常は予定し難いことといわざるを得ないし、仮にこの時点で予約
が解除されたとしても、その後 1 年以上の間に新たな予約が入らないことにより、Ｙが結
果的に当初の予定通りに挙式等が行われたならば得られたであろう利益を喪失する可能性
が絶無ではないとしても、そのような事態はこの時期に平均的なものとして想定し得るも
のとは認め難いから、当該利益の喪失は法 9 条 1 号にいう平均的な損害に当たるとは認め
られない」として、本件取消料条項を消費者契約法 9 条 1 号に基づいて無効とした。

【日 27】東京高裁平成 20・12・17（金判 1313 号 42 頁）
ガス供給業者ⅩはＹらとの間で LP ガス設備貸与契約・LP ガス供給契約を締結し、各契
約には「Ｙらの都合により、Ⅹとの間の契約を解約する場合、Ｙらは、Ⅹに対し LP ガス消
費設備の補償費を支払う」という条項が含まれていた。その後、ＹらはⅩに対し解約の意
思表示をしたため、ⅩはＹらに各補償費名目の金員とこれに対する遅延損害金の支払を求
めて提訴した。
判決は、本件補償費の定めは、LP ガス消費設備の価格補填の目的に出たものといえず、
解約に伴う違約金の定めとした上で、貸与契約の解消によりⅩに生ずべき平均的な損害に
ついて、
「被控訴人らとの間でＬＰガス消費設備及び給湯器の貸与契約を締結するに先立ち、
自らの判断の下に各建物にそれらの設備を設置したのであるから、その設置に要した費用
は被控訴人らとの間の契約解消による損害とはなり得ない。また、契約締結に関する事務
処理費用については、契約の中途解約により契約が遡って失効するわけではないし、解約
後に格別の費用が発生するというわけでもないから、その費用を損害と認めることはでき
ない。次に、契約の解消に伴い上記各設備の撤去に要する費用が問題となり得るが、上記
認定したＬＰガス消費設備の敷設状況に照らすと、それらは各建物に付着して独立性を失
い、社会経済上も建物と一体となったものとみるのが相当で各建物に付合しており、その
所有権は各建物を有償取得した被控訴人らに帰属するものというべきである。そうすると、
122

控訴人にはＬＰガス消費設備及び給湯器の貸与に関する契約が終了した場合であっても、
被控訴人らの所有に係る上記各設備を撤去すべき義務があるとはいえないから、その撤去
に要する費用も控訴人に生ずべき損害ということはできない。そして、他に貸与契約の中
途解約により控訴人に生ずべき損害の発生をうかがうべき資料もないから、本件各合意に
定める補償費はその全額が消費者契約法 9 条 1 号の規定により無効というべき」とし、Ⅹ
の請求を棄却した。

【日 28】横浜地判平成 21・7・10（判時 2074 号 97 頁）
Ｙは遺産分割に係わる事務を弁護士Ⅹに委任し、Ⅹとの間で遺産分割事件処理契約書を
締結した。その契約において、
「着手金を 500 万円、委任の目的を達したときの報酬を 3000
万円と定めたほか、Ⅹがその責めによらない事由で解任されたときは委任の目的を達した
ものとみなし報酬の全額を請求できる」旨の特約（以下「本件特約」という）があった。
しかし、その後、Ｙが着手金の内金 200 万円を支払い、遺産分割調停事件が係属中Ⅹを解
任し、本件委任契約を解除した。そこで、Ⅹは未払の着手金と成功報酬の支払いを求めて、
提訴した。
判決は、本件特約を解約に伴う違約金条項とした上で、本件特約が消費者契約法 9 条 1
号に違反するか否かについて、
「Ⅹに生ずべき損害としては、①当該事件処理のために特別
に出捐した代替利用の困難な設備、人員整備の負担、②当該事件処理のために他の依頼案
件を断らざるを得なかったことによる逸失利益、③当該事件に係る委任事務処理費用の支
出、④当該事件処理のために費やした時間及び労力、⑤本件委任契約の定める報酬を得る
ことができなかった逸失利益等が考えられる。そこで、これらを上記平均的な損害に加え
ることができるか否かを順次検討するに、まず、消費者契約法 9 条 1 号が典型的に想定し
ているのは、上記①、②のような損害であると解されるが、通常の弁護士の業務態勢を想
定した場合に、本件遺産分割調停事件の受任のためにこのような損害が通常発生するとは
言い難いから、これを平均的損害に加えることはできない。次に、上記③、④は、通常、
着手金によって賄うことが予定されているものと解されるから（本件においても、現実に
着手金によって賄われる範囲に収まっている。）、みなし成功報酬によって賄われるべき損
害に加えることはできないというべきである。最後に、上記⑤は、これをそのまま平均的
損害に加えてしまうと、中途解除に係る損害賠償額の予定または違約金を適正な限度まで
制限することを意図する消費者契約法 9 条 1 号の趣旨が没却されてしまうことは明らかで
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ある。委任事務の大半が終了していながら、受任者の責めに帰することのできない事由に
より委任契約が解除されたというような場合に、別途、民法 130 条の適用があり得ること
は格別、約定の報酬額を逸失利益として、これをそのまま平均的損害に含めるような扱い
は許されない。以上によれば、本件において、消費者契約法 9 条 1 号が定める平均的な損
害は存在せず、本件特約は全部無効である」とし、Ⅹの請求を棄却した。

【日 29】～【日 33】一連の学納金返還請求事件
【日 29】最二判平成 18・11・27（民集 60 巻 9 号 3437 頁）
、
【日 30】最二判平成 18・11・
27（民集 60 巻 9 号 3597 頁）
、
【日 31】最二判平成 18・11・27（民集 60 巻 9 号 3732 頁）
9 条 1 号が適用された事例の中心は、いあゆる「学納金返還請求訴訟」である。
各事案には一定の特殊性があるが、その事実のほとんどは共通するものであり、次のよ
うなものである。すなわち、学生Ⅹらが大学Ｙとの間で在学契約を締結し、学生納付金（入
学金、授業料、施設利用料等）を支払った後、大学への入学を辞退した上で、Ｙにその学
納金の返還を請求した。これに対して、Ｙは「学生納付金はいかなる理由があっても返還
しかい」旨の不返還条項を援用して返還を拒否した。そこで、ⅩらはＹに対して学納金の
返還を求めて提訴した。
「学納金不返還条項」の有効性について、下級審レベルでは判断が分かれていたが、平
成 18 年に出された 3 つの最高裁判決がその争いに終始符を打つことになった。
最高裁の判旨は、以下の通りである。
まず、
「在学契約の解除」について、
「教育を受ける権利を保障している憲法 26 条 1 項の
趣旨や教育の理念に鑑みると、大学との間で在学契約等を締結した学生が、当該大学にお
いて教育を受けるか否かについては、当該学生の意思が最大限尊重されるべきであるから、
学生は、
原則として、
いつでも任意に在学契約等を将来に向かって解除することができる。
」
次に、
「学生納付金を返還しないとの特約の法的性質」について、入学金とそれ以外の授
業料・諸会費等に分けて判断した。入学金については、
「入学金は、その額が不相当に高額
である等他の性質を有するものと認められる特段の事情のない限り、学生が当該大学に入
学し得る地位を取得するための対価としての性質を有するものであり、当該大学が合格し
た者を学生として受け入れるための事務手続き等に要する費用にも充てられることが予定
されているものというべきであり」
、
「その納付後在学契約が解除され、あるいは失効して
も、その性質上大学はその返還義務を負うものではないから、不返還特約のうち入学金に
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関する部分は注意的な定めにすぎない。
」授業料等については、「授業料等は、一般的に教
育役務の提供等、在学契約に基づく大学の学生に対する給付の対価としての性質を有し、
その部分は、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」であるから、
「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授業料等の収入の逸失その他
有形、無形の損失や不利益等を回避、填補する目的、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
して、不返還特約のうち授業料等に関する部分は、在学契約の解除に伴う損害賠償額の予
定または違約金の定めの性質を有するものと解するのが相当である。
」
その上で、
「違約金等条項（不返還特約のうち授業料等に関する部分）の効力」について、
「在学契約の解除に伴い大学に生ずべき平均的な損害は、1 人の学生と大学との在学契約
が解除されることによって当該大学に一般的、客観的に生ずると認められる損害をいうも
のと解するのが相当である。
そして、
上記平均的な損害及びこれを超える部分については、
事実上の推定が働く余地があるとしても、基本的には、違約金等条項である不返還特約の
全部または一部が平均的な損害を超えて無効であると主張する学生において主張立証責任
を負うものと解すべきであり」
、
「大学が入学者を決定するに当たって織り込み済みのもの
と解される在学契約の解除、すなわち、学生が当該大学に入学することが客観的にも高い
蓋然性をもって予測される時点よりも前の時期における解除については、原則として、当
該大学に生ずべき平均的な損害は存じないものというべきであり、学生の納付した授業料
等は、原則として、その全額が当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものといわなけ
ればならない。これに対し、上記時点以降の解除であれば、当該大学が入学者を決定する
に当たって織り込み済みのものということはできないため、学生の納付した初年度に納付
すべき授業料等については、原則として、当該大学に生ずべき平均的な損害を超える部分
は存じないものというべきである」
。その結果、「一般に、4 月 1 日には、学生が特定の大
学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測される」ため、原則として、
「在学
契約の解除の意思表示が 3 月 31 日までにされた場合に、不返還特約はすべて無効となり、
同日より後にされた場合に、不返還特約は有効となる」。ただし、推薦入試の場合には、
「在
学契約を締結した時点で当該大学に入学することが客観的にも高い蓋然性をもって予測さ
れる」ため、その解除により当該大学に、平均的な損害が生じることとなり、また入学式
への無断欠席を辞退とみなす取り扱いをしている場合に、4 月 1 日は基準とならない。
その後、鍼灸学校のケース【日 32】最二判平成 18・12・22（判時 1958 号 69 頁）でも、
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最高裁判所は、上記と同様の法理の適用を認めており、さらに、平成 22 年には、新年度の
4 月 7 日までは合格者に欠員が出た場合の補欠合格が予定されている大学の推薦入学試験
で合格し入学手続きをした者が、4 月 5 日に入学辞退をした場合において、授業料等の学
生納付金は一切返還しない旨の不返還特約の有効性が争われた事案【日 33】最三判平成
22・3・30（判時 2077 号 44 頁）で、補欠合格者を決定することが予定されているからとい
って、大学において 4 月 1 日以降に在学契約を解除されることが織り済みであるとはいえ
ず、授業料等は、
「大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく、上記解除との関係
では本件不返還特約はすべて有効」であると判示した。
以上のように、
「学納金不返還条項」をめぐる争いについては、一連の最高裁判決により
その判断枠組みがほぼ確定している。すなわち、
「入学金」は学生の地位の対価、ないしは
準備行為の対価であるから返還不要である。一方、
「授業料」は教育役務等の対価であり、
在学契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金の定めの性質を有する。その不返還
条項の有効性判断について、原則として、在学契約の解除の意思表示が 3 月 31 日までにさ
れた場合に、不返還特約はすべて無効となり、同日より後にされた場合に、不返還特約は
有効となる。

【日 34】～【日 39】一連の携帯電話利用サービス契約の中途解約金事件
この一連の事件は下級審判決として、以下の 6 つの判決が出されている。
【日 34】京都
地判平成 24・3・28 判決（判時 2150 号 60 頁）
、
【日 35】大阪高判平成 24・12・7 判決（判
時 2176 号 33 頁）
、
【日 36】大阪高判平成 25・3・29（判時 2219 号 64 頁）
、
【日 37】京都地
判平成 24・11・20（判時 2169 号 68 頁）、
【日 38】京都地裁平成 24 年 7 月 19 日判決（判時
2158 号 95 頁）
、
【日 39】大阪高判平成 25・7・11（LEX・DB 登載）
。
事実の概要は以下の通りである。携帯電話利用サービス契約約款において、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 円の解約金を支払う旨の条項
がある。これに対して、適格消費者団体Ｘは、本件解約金条項が消費者契約法 9 条 1 号ま
たは 10 条に該当して無効であるとして、同法 12 条 3 項に基づき、携帯電話会社Ｙ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求めた。
9 条 1 号の該当性について、各判決は、本件解約金条項を「契約の解除に伴う損害賠償
額の予定または違約金条項」と認定した上で、基本的に 9 条 1 号における平均的な損害を
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「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」と理解し、
「その額は、解除の事由、時期等により同一区分に分類される複
数の同種の契約における平均値を用いて、各区分毎に、解除に伴い事業者に生じる損害を
算定すべきである」としている。各事案において、平均的な損害の額の具体的な算定方法
は異なるが、結論として、1 ヶ月という区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【日 38】
を除き、
他のすべての判決は 9975 円の解約金が平均的な損害の額を超えないと判示してい
る。
最高裁は平成 26 年 12 月 11 日に、適格消費者団体Ｘの上告を受理しない決定をした。条
項は適法として差し止めを認めなかった二審判決が確定した。

３．裁判例から提起された問題点の整理および学説の議論
(1)平均的な損害の意義について
（Ⅰ）立法担当者の見解
平均的な損害の意義について、立法担当者は「『平均的な損害』とは、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と
いう趣旨である。具体的には、解除の事由、時期等により同一の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ものである」344
と解釈している。しかし、この見解はあくまで平均的な損害＝「損害の平均値」というこ
としか言及せず、具体的にどのような損害が含まれるのかまで明言していない。
（Ⅱ）裁判例
前掲諸判決において、
【日 21】
【日 25】
【日 30】が平均的な損害の意義について明示的に
上記の立法担当者とほぼ同旨の定義をしている以外に、その他の判決のいずれも平均的な
損害についておおむね上記の意味に解していることにとどまり、明確な定義をしていない。
それでは、上記裁判例における平均的な損害は具体的に何を指しているのかを見てみよう。
【日 21】は、平均的な損害として、
「事業者は本件パーティーにかかる材料費、人件費
等の支出」のほか、
「事業者は本件予約の解約がなければ得られたであろう逸失利益」も含
めて考慮した。
【日 22】は、
「事業者に現実に生じた損害（売買契約の対象車両を確保した
場合支払った代金）
」を平均的な損害として考慮したが、注文車両が他の顧客に判断できな
344

内閣府・前掲注(326)209 頁。
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い特注品ではないことや、解除時期が早かったことを理由に、
「販売によって得られたであ
ろう粗利益（得べかりし利益）が『平均的な損害』に当たらない」とした。
【日 23】は、
「ガ
ス切替工事のために一定の工事費用や通信費用等の事務費用」を平均的な損害と判定した。
【日 24】は、業界平均の手術代を平均的な損害として考慮した。
【日 25】は、
「会員権業者
の売買差益」と「従業員の給与や費用等の営業費用」を平均的な損害として考慮した。
【日
26】は【日 21】と同様に、
「事業者は本件予約の解約がなければ得られたであろう利益」
や「本件契約の履行のための出捐」を事業者の平均的な損害として考慮した。【日 28】は
平均的な損害として、
「当該事件に係る委任事務処理費用の支出」と「当該事件処理のため
に費やした時間及び労力」を考慮した。
【日 29】【日 30】【日 31】
【日 32】【日 33】は平均
的な損害として、
「1 人の学生と大学との在学契約が解除されることによって当該大学に一
般に、客観的に生ずると認められる損害」と解し、当該学生が当該年度に納付すべき授業
料等を観念している345。
以上のように、裁判例では平均的な損害として、大まかに分類すれば、
「事業者の契約の
履行のための出捐」と「解約がなければ得られたであろう事業者の逸失利益」が挙げられ
ていた。前者について、すべての判決がそれを平均的な損害として認めているが、後者に
ついて、
【日 21】
【日 24】
【日 25】
【日 26】【日 29】
【日 30】
【日 31】【日 32】
【日 33】はそ
れを平均的な損害に含まれるとしているが、
【日 22】【日 23】
【日 27】【日 28】はそれを否
定している。
（Ⅲ）学説
上記の裁判例の分析により、平均的な損害の意義について、問題となっているのは平均
的な損害に「事業者の逸失利益」が含まれるか否かということである。
この点について、従来の学説は、平均的な損害の判断基準に関して、条項がない場合に
損害賠償請求の根拠となり得る民法規範によって認められる賠償の範囲を指針とするもの
と考えてきた346。すなわち、従来の学説では、消費者契約法 9 条 1 号は、消費者契約につ
いては、
「実損害」を超える過大な損害賠償額の予定条項は不当条項の 1 つとして無効であ
る旨を規定したものであると理解されており、
「実損害」とは民法 416 条にいう「通常生ず
べき損害」の意味であって、そこには当然に事業者の逸失利益が含まれると考えられてい

345

潮見佳男「
『学納金返還請求』最高裁判決の問題点（下）―民法法理の迷走」NBL852 号
（2007 年）62 頁。
346
丸山・前掲注(341)154 頁。
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た347。山本敬三教授は「
『平均的な損害』という概念は、あくまでも民法 416 条を前提とし
つつ、それを定型化した基準を消費者契約に関し強行法規化したものとして位置づけるこ
とができる」348と解している。潮見教授も、
「『平均的な損害』とは、消費者の当該債務不
履行により事業者は通常どの程度の損害を被ったであろうかということを規準に判断され
るものであり、民法 416 条 1 項に言う『通常生ずべき損害』に対応する」と述べている349。
これに対し、消費者契約が多数の同種の契約の締結を前提としたものであり、他の顧客
から利益を得ることが可能である点を考慮することによって、消費者契約法 9 条 1 号を消
費者契約特有の契約解消ルールとして位置づける考え方がある。森田教授は、消費者契約
法 9 条 1 号の制定過程（立法担当者が法案化する過程で、割賦販売法や特商取引法等の規
定を 1 つの参考として、消費者契約法 9 条 1 号の要件を設定した）、消費者契約の履行前に
おける原状回復賠償の正当化（消費者契約において事業者の主導のもとで勧誘・交渉が行
われ、消費者は契約の内容について十分に熟慮することなく契約の締結に至ることが少な
くないことから、契約解除に伴う損害賠償額を原状回復賠償に限定することによって、消
費者が望まない契約から離脱することを容易にする）等を根拠として、消費者契約法 9 条
1 号にいう『平均的な損害』の概念は、従来、割賦販売法や特定商取引法において契約の
解除に伴う損害賠償額の制限に関して採られていた、契約の履行前の段階において解除に
伴う損害賠償請求は原状回復賠償に限定されるという法理をすべての消費者契約に一般化
したものとして理解されるべきであると主張している350。しかし、そうは言っても、消費
者契約において、事業者は契約の履行前の段階では、当該契約から得べかりし賠償を請求
することはいっさい否定されることになるわけではない。森田教授によれば、原則として、
契約の締結および履行のために通常要する平均的な費用（必要経費）の額が『平均的な損
害』額となるが、その例外として、契約の目的に代替性がないため、当該契約の締結によ
り他と契約を締結する機会を失ったことによる営業上の逸失利益が生じる場合には、原状
回復を考えるさいには、このような機会の喪失による損害も『平均的な損害』に含めなけ
ればならない351。森田教授の理論に基づいて考えれば、①⑥判決のようなパーティー予約、
結婚式場における結婚披露宴の予約や、整形手術の予約等は、同じ場所で、同日の同じ時

347
348
349
350
351

森田・前掲注(343) 100 頁。
山本敬三・前掲注(334)72 頁。
潮見・前掲注(338)400 頁。
森田・前掲注(343) 93 頁以下。
森田・前掲注(343) 141 頁。
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間帯に 2 つのパーティーや結婚披露宴を実施することや、手術を行うことはできないから、
その契約の目的に代替性がないため、他と契約を締結する機会を失ったことによる逸失利
益が平均的な損害に含められるべきである。一方、②判決の場合、Ｙの注文車は他の顧客
に販売できない特注品ではないし、③判決と⑦判決の場合、事業者が他の者と契約するこ
とは阻害されていないから、その契約の目的に代替可能性があったといえるから、事業者
の逸失利益が平均的な損害に含まれない。
また、千葉教授は、
「消費者契約法 9 条 1 号を民法 416 条の定型化ととらえるのは狭すぎ
であり、9 条 1 号については、割賦販売法や特定商取引法等の特別法上の規制原理（履行
前解除における損害賠償の制限を『給付されていない目的物の対価を請求することができ
ない』という規制原理）を考慮することによって、民法の一般原理を修正する消費者契約
の解消に関するルールとして位置づけなおすことができる」と述べている352。
以上のように、平均的な損害について、9 条 1 号は民法 416 条や民法によれば認められ
る損害賠償額を前提とする考え方では、そこには当然に事業者の逸失利益が含まれる。こ
れに対して、9 条 1 号を消費者契約特有の契約解消ルールとして位置づける考え方では、
履行前解除において契約の目的に代替性がなく機会の喪失が観念できる場合にのみ、事業
者の逸失利益が平均的な損害に含まれる。
（Ⅳ）法改正の提案
上記のように、平均的な損害という曖昧な概念が存在するこそ、損害の対象が不明確と
なっている。
この問題に対して、諸外国における違約金・損害賠償額の予定の規制基準として「実損
害」という概念が用いられていること、日本の違約金・賠償額の予定条項の有効性をめぐ
る裁判例で「実損害」に比べて当該予定賠償額が過大であるか否かが 1 つの判断基準とさ
れていたことから、平均的な損害の代わりに、
「実損害」という概念を使用するという提案
や353、平均的な損害の概念を消費者特有のものと明文で規定した上で、原則としてその対
象を信頼利益に限定し、例外として契約の時期の区分、契約の目的等に照らし、他の顧客
を獲得する等によって代替することが不可能となり、利益を得る機会を喪失した場合、逸

352

千葉恵美子「損害賠償の予定・違約金条項をめぐる特別法上の規制と民法法理」山田古
希『損害賠償法の軌跡と展望』
（日本評論社、2008 年）403 頁以下。
353
大澤彩「消費者契約法における不当条項リストの現状と課題」NBL958 号（2011 年）50
頁。
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失利益を損害に含めることを明文で定めるという提案がある354。

(2)平均的な損害の算定における考慮要素
（Ⅰ）
「解除の事由」
9 条 1 号は平均的な損害を算定する上で考慮すべき要素として、
「解除の事由」を取り入
れている。ところが、立法担当者は「消費者側の『解除事由』という要素により事業者に
生ずべき損害の額が異なることは一般的には考え難い」355と説明している。
前掲諸判決において、
【日 21】は「解除の事由」を考慮要素の 1 つとすることを明言し、
実際の平均的な損害の算定においても、増額要因として、
「本件予約の解約はＹの自己都合
であること」を挙げているほか、その他の判決は「解除の事由」を考慮していない。
他方、学説では、
「消費者からの解除事由のいかんにより消費者に生ずべき平均的な損害
の額が左右されるという理論的関係があるのかは疑問であり、許容されるべき違約金額に
は解除事由により差がつけられるべきであるが、それは事業者に生ずる平均的損害額が異
なるからではなく、別の理由によって正当化されるべきである」356と批判する見解がある。
これに対して、
「9 条 1 号が、民法理論によれば事業者にまったく損害賠償請求権が発生し
ない消費者の解除の事態に対して置かれている損害賠償額の予定条項をも、規制対象とす
る趣旨であるならば、このような事態の適切に処理するためには、
『平均的な損害』の解釈
において解除において解除の事由をも考慮して対処せざるを得なくなる」357という見解が
ある。

（Ⅱ）
「解除時期」
9 条 1 号によれば、
「解除時期」も平均的な損害を算定する上で考慮される。
前掲諸判決において、多くの判決は契約の解除の時期を注目して「平均的損害」の算定
を行っている。
【日 21】において、本件予約の解約が開催日から 2 ヶ月前の解約であり、
開催予定日に他の客からの予約が入る可能性が高いことが平均的な損害の算定の減額要因
354

大澤・前掲注(340)79 頁～80 頁。
内閣府・前掲注(326)191 頁。
356
山本豊「消費者契約法 9 条 1 号にいう『平均的な損害の額』
」判タ 1114 号（2003 年）
76 頁。
357
丸山絵美子「契約の解除と違約金条項―1 東京地裁平成 14・3・25 判決 2 大阪地裁平成
14・7・19 判決」廣瀬久和＝河上正二編『消費者法判例百選（別冊ジュリスト 200 号）』
（有
斐閣、2010 年）98 頁。
355
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の 1 つとして挙げられている。
【日 23】では、契約が締結されてから解約まで約 5 か月経
過し、解約によって生じた事務費用はガス料金により一定限度回収していることから、損
害が認められなかった。
【日 26】においても、本件予約の解除が予定日の 1 年前の解除で
あり、予定日から 1 年以上先の日に挙式等が行われることによって利益が見込まれる確率
は相当少なく、解除後 1 年以上の間に新たな予約が入ることも十分期待にあるから、平均
的な損害が差し引きゼロとなった。
【日 29】【日 30】【日 31】【日 32】
【日 33】は、4 月 1
日より前の解除かそれ以降の解除かでまったく異なった判断を示した。
すなわち、
一般に、
4 月 1 日には、学生が特定の大学に入学することが「客観的にも高い蓋然性をもって予測
される」ので、在学契約の解除の意思表示が、3 月 31 日までにされた場合には、原則とし
て、大学に生ずべき平均的な損害は存在しないが、同日よりも後にされた場合には、大学
に生ずべき平均的な損害が初年度に納付すべき授業料の全額となる。また、
【日 34】～【日
39】は、平均的な損害の額を考えるに当たり、解除の時期的区分により同一の区分に従い、
各区分毎に、解除にに伴い事業者に生じる損害を算定している。さらに、
【日 22】では、
解約が契約締結後わずか 2 日であったため、事業者の逸失利益がただちに平均的な損害の
賠償範囲外とされた。これらの判決において、契約の解除の時期がまさに平均的な損害の
算定における一番の決め手であった。

（Ⅲ）その他の考慮要素
解除の事由、時期のほか、業界の慣行が考慮されている判決も現れている。
【日 24】は
他の病院でも同種の特約が存在することを判決の理由とした。これに対して、慣行が参考
資料となることは否定できないとしても、当該慣行の妥当性自体が 9 条 1 号で精査される
べき場合もありうることから、慣行等を考慮するに当たっては慎重に行う必要があると指
摘されている358。

(3)平均的な損害の立証責任
平均的な損害の立証責任の所在について、消費者契約法には特別な規定が置かれていな
い。
前掲諸判決において、平均的な損害の主張立証責任を消費者が負うのか、事業者が負う
358

大澤彩「不当条項規制関連裁判例の傾向から見る消費者契約法の課題」『消費者契約法
（実体法部分）の運用状況に関する調査報告書』
（商事法務研究会、2012 年）77 頁。
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のかについて、判断が分かれている。
【日 22】
【日 23】
【日 27】は事業者にその立証責任が
あるとしたが、
【日 25】は消費者がその立証責任を負うとした。一方、一連の学納金返還
訴訟において、下級審判決では判断が分かれていた359、最高裁はこの点について、
「平均的
な損害およびこれを超える部分については、事実上の推定が働く余地があるとしても、基
本的には、違約金等条項である不返還特約の全部または一部が平均的な損害を超えて無効
であると主張する学生において主張立証責任を負うものと解すべきである」と判断し、消
費者が平均的な損害の立証責任を負うことを明確にした。このような最高裁の判断につい
て、最高裁が 4 月 1 日より前の解除か否かで二分して、前者の場合は損害なし、後者の場
合は全額を平均的損害とみなしているのであるから、本判決中の立証責任に関する部分の
実質的意義は学納金事件に関してはまったくないと指摘されている360。
学説では、立証責任の分配に関する伝統的な考え方である法律要件分類説に従う限り、
損害賠償額の予定ないし違約金の額が平均的な損害を超える場合にはその超える部分を無
効とする消費者契約法 9 条 1 号は、損害賠償額の予定ないし違約金の合意に基づく権利発
生の障害要件を定めたものとして権利障害規定に当たるから、無効を主張する消費者側が、
平均的な損害についての立証責任を負うことになるとの見解が有力に主張されている361。
これに対して、
「1 条の趣旨と消費者が当該事業者の平均的損害を立証することの困難さか
ら、平均的損害の額の立証責任は事業者に転換する」362ものと、
「民事訴訟の原則通り消費
者に立証責任を課した上で、事実上の推定等を活用することで消費者の立証の程度を制限
することが期待される」363という説がある。後者の場合、事実上の推定の活用による場合
には、どのような事実から平均的な損害を推定するかが問題になるが、業界一般における
平均的な損害や、当該事案における実損害等が考えられるとされ364、また、消費者が平均
的損害はないと主張し、事業者側がその主張を否認する場合、事業者は単に「否認する」
あるいは「争う」と否認するのみならず、その理由として、平均的損害の具体的内容にま

359

具体的な状況について、朝倉・前掲注(372)27 頁以下参照。
松本恒雄「入学辞退と学納金返還請求」廣瀬久和・河上正二編『消費者法判例百選（別
冊ジュリスト 200 号）
』
（有斐閣、2010 年）92 頁。
361
森田宏樹「消費者契約の解除に伴う『平均的な損害』と標準約款」国民生活研究 43 巻
1 号（2003 年）44 頁以下、山本豊・前掲注(356)73 頁。
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で踏み込んだ否認をすべきとの指摘365や、事業者に合理的な算定根拠を示す資料の提出を
認めるとの指摘366がなされている。さらに、立証責任の転換を明文で定めることが提案さ
れている367。

(4)9 条 1 号の射程について
9 条 1 号は、
「契約の解除に伴う」損害賠償額の予定、違約金条項のみを規制対象として
いる。すなわち、事業者が契約を解除しない場合の損害賠償額予定条項等について、本号
は適用されず、10 条が適用される368。また、契約条項が「損害賠償額の予定または違約金
条項」でなければ、本号も適用されず、10 条が適用される。したがって、9 条 1 号の適用
を考える際に、まず問題となってくるのは条項の性質決定である。
この点について、前掲諸判決のいずれも、問題にかかわる条項が「契約の解除に伴う損
害賠償額の予定または違約金条項」と認定している。しかし、学説では、批判の見解が見
られる。まず、
【日 21】のパーティー予約中途解約条項について、ここでの契約は請負的
要素のある契約であり、注文者は契約を解除できるところ（民法 641 条）
、営業保証金シス
テムは、注文者の解除権を実質的に行使できなくなるものとして、消費者契約法 10 条に抵
触する可能性も十分にあると指摘がされている369。また、学納金返還請求事件における学
納金不返還条項について、授業料等の不返還特約は、文字どおり、学生が教育サービスの
提供という給付を受けなくても、その対価である授業料等を学校法人側が保持することが
できるという「対価の不返還条項」
（対価保持条項）としてとらえ、民法 90 条および消費
者契約法 10 条によって処理すべきという見解や370、実質的な解除権制約条項として検討を

365

朝倉佳秀「消費者契約法 9 条 1 号の規定する『平均的損害』の主張・立証責任に関する
一考察」判タ 1149 号（2004 年）34 頁。
366
後藤巻則「消費者契約法の問題点と課題」国民生活センター・消費者契約法に関する研
究会『消費者生活相談の視点からみた消費者契約法のあり方』（国民生活センター、2007
年）19 頁以下、消費者庁委託調査『消費者契約法の運用状況に関する検討会報告書（2014
年 10 月）
』(http://www.caa.go.jp/planning/pdf/141015_report_whole.pdf) 58 頁。
367
大澤・前掲注(340)78 頁。
368
賃貸者契約終了の翌日から明渡し済までの倍額賠償条項は「本件契約解除そのものによ
って生じる損害賠償の額を予定したものではなく、本件契約の終了事由にかかわらず、本
件契約終了後に賃借人が本件建物を明け渡さないことに対する損害金の定めであるから消
費者契約法 9 条 1 号の適用はない」とした事例がある（東京地裁平成 25・4・16）
。
369
坂東俊夫「パーティーを内容とするサービス契約の中途解約による損害賠償額と消費者
契約法の『平均的損害』の認定」リマークス 27 号（2003 年）41 頁。
370
潮見・前掲注(345)60 頁以下。
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加えるべきであり371、消費者契約法 10 条によって処理すべきであるという見解がある。さ
らに、携帯電話利用サービス契約の中途解約金事件おける解約金条項について、本件の解
約金条項の一次的な目的は事業者の経済的な不利益を填補することではなく、取引全体に
おける解約数を一定範囲に制限することであり、解約金条項の不当性判断は条項の目的の
合理性を勘案した総合的な考察が行われるべきであるので、一定の額のみを基準とする法
9 条 1 号ではなく、法 10 条によって規制すべきという批判の見解がある372。
このように、9 条 1 号の規制対象が極めて限定されているため、学説では「対価保持条
項」や「解除権制約条項」が 9 条 1 号の規制対象ではないと主張されていた。しかし、こ
れらの条項が、
「消費者から事前に受け取った金銭を返還しない」ことにより、実質的に消
費者の利益を害する可能性がある点で損害賠償額の予定・違約金条項と類似する機能を果
たしている373。
これに対して、学説では、損害賠償額の予定・違約金条項規制に関する従来の議論（一
方の債務不履行に対して予定されている金銭支払い合意への規制）
、消費者契約法 9 条の制
定背景（特商法等の規制モデルの参考等）
、契約条項の実態（契約の終了事由は解除に限ら
ず、解除以外の理由で契約が終了した場合に損害賠償の額を予定し、または違約金を定め
る条項も存在する）等から、解除にかかわらず、かつ金銭債務の支払い遅滞に限定せずに、
より広い形で損害賠償額の予定等条項にかかる不当条項リストが作成されるべきと主張さ
れている374。

第3款

不当条項リストの補完に関する議論

消費者契約において、不当条項リストは 8 条、9 条のみにとどまっている点に対して、
学説・実務では、リストの不十分が批判されており、リストの補完が多く提案されている375。

371

後藤巻則「学納金不返還条項の不当性」民商 136 巻 4･5 号（2007 年）624 頁以下、窪田
充見「入学金・授業料返還訴訟における契約の性質決定問題と消費者契約法」ジュリスト
1255 号（2003 年）92 頁。
372
丸山絵美子「携帯電話利用契約における解約金条項の有効性」名古屋大学法政論集 252
号（2013 年）302 頁。
373
大澤・前掲注(353)46 頁。
374
丸山・前掲注(341)147 頁以下。
375
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実態分析』
（商事
法務、2004 年）別冊 NBL92 号、同『消費者契約における不当条項の横断的分析』
（商事法
務、2009 年）別冊 NBL128 号、大澤・前掲注(153)458 頁以下、同「不当条項規制関連裁判
例の傾向から見る消費者契約法の課題」
・前掲注(358)90 頁、同「消費者契約法における不
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本款では、これらの提案におけるリストのあり方および具体的なリスト種類を抽出し、今
後のリストの補完の方向性を明らかにしたい。
1．不当条項リストのあり方
不当条項リストを補完する場合、法律にブラック・リストとグレイ・リストを設けるこ
とが多く提案されている376。ブラック・リストとグレイ・リストという 2 種類のリストを
作成するのは、不当条項リストは、一方では、明確性の観点からは、その要件が明確であ
って、それに該当すれば他の要素を考慮することがなく不当条項と評価されることが望ま
しいが、他方、規律の内容によっては、個別事情を考慮して評価することが必要な場合も
存在しているからである377。条項の不当性判断を硬直的なものとしないために、2 種類の
リストを定めることは有益な方法である378。
また、法律の他に、業種毎のリスト等を政令レベルで設ける提案もある379。
そして、リストを設けるにあたって、内容面での民商法規範との整合性、消費者保護の
見地の考慮や380、文言面での抽象度と明確さのバランスの考慮（明確すぎる言葉ではなく、
ある程度の抽象度を持った文言を定める必要がある）381が必要とされている。

2．具体的なリストの提案
具体的なリストについて、さまざまな提案がされているが、これらの提案の内容から主
に以下のようなリストの類型を抽出することができる。
（1）事業者の責任・負担を不相当に軽くする条項
例えば、事業者の債務を排除する条項、事業者の証明責任を軽減する条項など。

当条項リストの現状と課題」前掲注(353)43 頁以下、日弁連改正試案(2014 年)・前掲注
(331)58 頁以下、近弁連改正試案(2010 年)・前掲注(331)69 頁以下、民法(債権法)改正検
討委員会・前掲注(333)頁 111 頁以下等。
376
河上「消費者契約における不当条項の現状と課題」前掲注別冊 NBL92 号 10 頁、同別冊
NBL128 号 16 頁、大澤・前掲注(353)48 頁、日弁連改正試案(2014 年) ・前掲注(331)64 頁、
民法(債権法)改正検討委員会・前掲注(333)頁 113 頁、消費者庁委託調査・前掲注(366)64
頁等。
377
民法(債権法)改正検討委員会・前掲注(333)113 頁。
378
大澤・前掲注(340)68 頁。
379
大澤・前掲注(153)459 頁。
380
河上・前掲注(376) 別冊 NBL128 号 16 頁、民法（債権法）改正検討委員会・前掲注(333)129
頁以下。
381
河上・前掲注(376) 別冊 NBL92 号 10 頁、河上正二「消費者契約法の展望と課題」現代
消費者法 14 号（2012 年）76 頁、大澤・前掲注(153)460 頁。
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(2)事業者に一方的な権限を与える条項
例えば、事業者に契約内容の一方的な変更権限を与える条項、事業者が正当な理由なし
に任意に契約から離脱することができたり、事業者の任意となる条件に事業者の履行をか
からせる条項、事業者が第三者と入れ替わることを許す条項など。
（3）消費者の権利を不相当に排除・制限する条項
例えば、事業者に契約違反があった場合に消費者が事業者に対して取得する損害賠償請
求権、解除権その他契約違反を理由とする救済手段の全部または一部を剥奪する条項、消
費者側の抗弁権・留置権・相殺権を剥奪する条項、消費者の権利行使期間を法律で定めら
れた期間を短縮する条項など。
（4）消費者の義務・負担を不相当に重くする条項
例えば、
意思表示の擬制によるリスクを消費者に負担させる条項、
リスク転嫁条項など、
消費者に不利な専属的合意管轄を定めた条項など。

第4款

10 条の一般条項による不当条項規制

10 条は、不当条項規制の一般的な受け皿として、次のように定める。「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
たは消費者の義務を加重する消費者契約条項であって、民法 1 条 2 項に定める基本原則に
反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
。
消費者契約法成立後、敷引特約や更新料特約等、賃貸借契約における契約条項を中心と
して消費者契約法 10 条の適用が争われてきたが、それ以外にも早期完済違約金条項や、保
険契約における無催告失効条項等の有効性が問題となった事案が複数存在している。これ
らの裁判例は、10 条の要件および適用基準をめぐる解釈論的問題を提起している。
本款では、10 条が適用された主な裁判例をまとめた上で（裁判例は網羅的ではなく、学
説の議論の対象となっているものを中心に取り上げる）
、これらの裁判例に現われた解釈の
問題およびこれらの裁判例に対する学説の議論を整理し、一般条項における不当性の判断
基準、規制対象、規制の効果を明らかにしたい。
1．裁判例の状況
（1）一連の建物賃貸借契約における特約事件
消費者契約法成立後、10 条の適用が最も活躍したのは建物賃貸借契約条項の効力をめぐ
る裁判例である。周知のように、日本の建物賃貸借契約において、
「原状回復特約」、
「敷引
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特約」
、
「定額補修分担金特約」
、
「礼金不返還特約」
、「更新料支払特約」等様々な特約が存
在し、これらの特約の名目はさまざまであるが、共通するポイントは、賃借人が月々の賃
料以外の金員の支払を負担することである。そこで、このような契約条項が消費者契約法
10 条の適用により無効となるか否かが主たる問題となった。以下では、これらの特約の主
な趣旨を確認した上で、各特約の効力をめぐる裁判例を整理してまとめて紹介する。
「原状回復特約」とは、賃借人が退去するとき、建物の自然損耗および通常の使用によ
る損耗も含めて原状回復義務を負う旨の特約である。
「敷引特約」とは、建物の賃貸借契約において、賃貸借契約終了時に、敷金ないし保証
金等の名下に賃借人から賃貸人に差し入れられた金員のうち一定額ないし一定割合を控除
してこれを賃貸人が取得し、建物明渡し後に残額を賃借人に返還する旨の特約である382。
「定額補修分担金特約」とは、退去時の一定額の補修分担金を入居時に支払い、その金
額を上回る原状回復費用が生じた場合でも、故意または重過失による物件の損傷や改造を
除き、原状回復費用を賃借人に求めることができない旨の特約である383。
「礼金不返還特約」とは、入居時に賃借人が賃貸人に支払った礼金は、賃貸借契約終了
時に賃借人に返還されない旨の特約である。
「更新料支払特約」とは、賃貸借契約が契約期間の満了によって終了する際に、当該契
約を更新するために、賃借人が賃貸人に対して一定額の更新料を支払う旨の特約である。

ア、
「原状回復特約」をめぐる裁判例
原状回復特約を有効とした裁判例

原状回復特約を無効とした裁判例
【日 40】京都地判平成 16･3･16（消費者法ニュース 59 号 90 頁）
【日 41】大阪高判平成 16･12･17（判時 1894 号 19 頁）
【日 42】大阪高判平成 17･1･28（ LEＸ/DB 登載）
【日 43】東京簡判平成 17･11･29 （LEＸ/DB 登載）

上記のように、原状回復特約の有効性をめぐる 4 件の判決のいずれもその効力を否定し
ている。ところが、消費者契約法 10 条の適用について、その判断枠組みは異なっている。
【日 42】は 10 条の前段要件（民法 601 条と比較して特約が賃借人の義務を加重すること
382

武藤貴明「時の判例 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷
引特約が消費者契約法 10 条により無効となる場合」ジュリスト 1431 号（2011 年）143 頁。
383
牛尾洋也「建物賃貸借における敷金・更新料・補修分担金の各特約と消費者契約法 10
条」私法判例リマークス 41 号（2010 年）49 頁。
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が認められる）だけで特約の無効を導き、後段要件の信義則違反の内容について何ら言及
していないが、
【日 43】はそれと逆に、後段要件だけで特約の無効を認めている。これに
対して、
【日 40】
【日 41】は前段要件と後段要件それぞれ判断した上で、特約の無効を認め
ている。前段要件について、
【日 40】は民法 483 条と比較して、
【日 41】は民法の規定のみ
ならず、判例や学説ではの一般法理とも比較して、その該当性を認めている。後段要件に
ついて、両判決とも賃借人が原状回復の内容の想定、費用の見積もり方法等の情報が適切
に提供されておらず、自己に不利益であることが認識できないまま特約に合意した点に注
目して、それが後段要件に該当するとしている。
【日 41】はさらに、紛争となった場合の
賃借人の訴訟負担も考慮して賃借人の不利益を判断している。

イ、
「定額補修分担金特約」をめぐる裁判例
定額補修分担金特約を有効とした裁判例

定額補修分担金特約を無効とした裁判例

【日 44】さいたま地判平成 22･3･18（LLI 登載）

【日 45】京都地判平成 20･4･30（判タ 1281 号 316 頁）
【日 46】京都地判平成 20･7･24（ LEＸ/DB 登載）
【日 47】大阪高判平成 20･11･28（判時 2052 号 93 頁）
【日 48】大阪高判平成 21･3･10（ LEＸ/DB 登載）
【日 49】大阪高判平成 22･3･11（ LEＸ/DB 登載）

上記のように、定額補修分担金特約の有効性をめぐる裁判例では、多数の判決はその効
力を否定している。これらの判決のいずれも 10 条に適用について、前段要件と後段要件そ
れぞれを判断して、特約が無効であると判断している。前段要件の該当性について、いず
れも民法 598 条、616 条と比較して、その該当性を認めている。後段要件の該当性につい
ては、
【日 47】
【日 48】
【日 49】は特約の内容に焦点を当てて当事者間の利益の均衡性を重
視してその該当性を判断しており、
【日 45】
【日 46】
は当事者間の利益の均衡性のみならず、
賃借人が実際の補修費用の算定に関する情報が与えられていなかったこと、相手方と交渉
してその金額を変更することが困難であること等の契約締結の態様も考慮して後段の該当
性を判断している。
一方、特約の効力を肯定した【日 44】は、10 条の適用について、後段要件だけで特約の
有効を導いた。しかも、特約の内容（権利金や礼金の支払の有無等）だけ注目してその該
当性を判断している。
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ウ、
「敷引特約」をめぐる裁判例
〈下級審裁判例の整理〉
敷引特約を有効とした裁判例
【日 50】京都地判平成 20･11･26（LEＸ/DB

敷引特約を無効とした裁判例
【日 53】堺簡判平成 17･2･17 (LEＸ/DB 登載)

登載）
【日 51】大阪高判平成 21･6･19 （LEＸ/DB

【日 54】神戸地判平成 17･7･14(判時 1901 号 87

登載）

頁)

【日 52】横浜地判平成 21･9･3（ LEＸ/DB

【日 55】京都地判平成 18･11･8 (LEＸ/DB 登載)

登載）
【日 56】大阪地判平成 19･3･30(判タ 1273 号 221
頁)
【日 57】京都地判平成 19･4･20 (LEＸ/DB 登載)
【日 58】大阪地判平成 17･4･20(LEＸ/DB 登載)
【日 59】明石簡判平成 17･11･28（ LEＸ/DB 登載）
【日 60】西宮簡判平成 19･2･6 （LEＸ/DB 登載）
【日 61】名古屋簡判平成 21･6･4 （LEＸ/DB 登載）
【日 62】京都地判平成 21･7･23（判タ 1316 号 192
頁）
【日 63】京都地判平成 21･7･30（ LEＸ/DB 登載）
【日 64】大阪高判平成 21･12･3 （LEＸ/DB 登載）
【日 65】大阪高判平成 21･12･15（LEＸ/DB 登載）
【日 66】京都簡判平成 22･2･19（ LEＸ/DB 登載）
上記のように、敷引特約の有効性をめぐる下級審裁判例では、その多くは当該特約を無
効としている。これらの裁判例では、消費者契約法 10 条前段の該当性について、敷引特約
を民法 601 条（使用収益の対価は「賃料」だけである）と比較してその該当性を認めた判
決が多数存在するが（【日 55】
【日 57】
【日 58】
【日 62】
【日 63】⑥⑧⑨⑬⑭）、民法の規定
のみならず学説や判例の集積によって一般的に承認された不文の任意規定や契約に関する
一般法理と比較しても敷引特約が賃借人の義務を加重するものであることが認められると
している判決も存在する（【日 54】
【日 56】【日 64】⑤⑦⑮）
。次に、10 条後段の該当性に
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ついて、ほとんどの判決は賃借人と賃貸人の間の情報・交渉力の格差を是正するという法
的趣旨にしたがって、敷引特約の内容（敷引特約の合理性、敷引率の合理性）の判断のみ
ならず、賃借人が敷引特約の法的性質や敷引特約の目的等について十分に認識・理解した
上で敷引特約に合意したか否か、賃借人が交渉によって敷引特約を排除することが困難で
あるか否か等の契約締結段階の要素も考慮に入れている。ところが、その判断枠組みには
多少の差異が存在する。明確的に敷引特約の合理性（賃借人に敷引金を負担させることに
正当な理由がない）を否定した上で 10 条の該当性を認めた例（【日 55】
【日 55】
【日 56】
【日
59】
【日 62】⑤⑥⑦⑩⑬）と、敷引特約の合理性を言及せず、ただ賃借人の敷引特約の目
的・法的性質に対する認識・理解や、交渉期待可能性の欠如により 10 条の該当性を認めた
例がある（
【日 57】
【日 63】
【日 64】
【日 65】⑧⑭⑮⑯）。
一方、
特約を有効とした 3 件の裁判例ではも、10 条後段の要件の該当性の判断において、
契約条項の内容のみならず、契約締結段階の諸事情も考慮に入れている。しかし、これら
の事情について、
【日 52】③判決は上記の無効判決と異なる評価を行っている。敷引特約
の合理性について、その空室補償的な性質としての合理性を認めており、また敷引特約の
内容（敷引率等）が明記されること、賃借人が賃貸人から契約書の内容の説明を受けてい
ること、賃貸物件が相当量の供給があることから、当事者間の情報・交渉力の格差を否定
している。一方、
【日 50】
【日 51】①②判決では、無効判決の⑧等と似たような判断枠組み
をしているが、その事案では、契約書に「賃借人は原状回復義務を負うが、賃貸人の負担
となる通常損耗等については本件敷引金でまかない、原状回復を要しないことおよび原状
回復費用は家賃に含まれない」旨が明記されているという特殊な事実が存在するので、こ
のような結論に導いたと考えられる。

以上のような状況の下で、平成 23 年 3 月 24 日、最高裁は敷引条項が消費者契約法 10
条により無効であるかについて、初めて判断を示した(【日 67】最一判平成 23・3・24 民
集 65 巻 2 号 903 頁)。なお、本判決は上記有効判決【日 50】
【日 51】の事案の最高裁判決
であるので、事案としてはやや特殊なところが存在するが、判決は賃貸借契約の一条項の
有効性判断という枠を超えて、10 条の解釈一般、さらには、当事者の締結した契約の内容
に対する裁判所の介入・不介入のあり方一般について重要な含意を有すると評価されてい
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る384。
最高裁の判旨は、以下の通りである。
まず、敷引特約の性質について、
「居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、契約
当事者間にその趣旨について別異に解すべき合意等のない限り、通常損耗等の補修費用を
賃借人に負担させる趣旨を含むものというべきである。
」
その上で、
消費者契約法 10 条の前段要件の該当性について、
「賃借物件の損耗の発生は、
賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものであるから、賃借人は、特約のない
限り、通常損耗等についての原状回復義務を負わず、その補修費用を負担する義務も負わ
ない。そうすると、賃借人に通常損耗等の補修費用を負担させる趣旨を含む本件特約は、
任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の義務を加重するものというべき
である」とした。後段要件の該当性について、
「通常損耗等の補修費用は、賃料にこれを含
ませてその回収が図られているのが通常だとしても、これに充てるべき金員を敷引金とし
て授受する旨の合意が成立している場合には、その反面において、上記補修費用が含まれ
ないものとして賃料の額が合意されているとみるのが相当であって、敷引特約によって賃
借人が上記補修費用を二重に負担するということはできない。また、上記補修費用に充て
るために賃貸人が取得する金員を具体的な一定の額とすることは、通常損耗等の補修の要
否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から、あながち不合理なものとは
いえず、敷引特約が信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにい
うことはできない」とした上で、
「敷引金の額が敷引特約の趣旨からみて高額に過ぎる場合
には、賃貸人と賃借人との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差を背景に、賃借
人が一方的に不利益な負担を余儀なくされたものとみるべき場合が多いといえる。（中略）
敷引特約は、
当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、
賃料の額、
礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価
すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額で
ある等特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害す
るものであって、消費者契約法 10 条により無効となると解するのが相当である」とした。
本件では、敷引額が経年に応じて増加し賃料の 2 倍弱～3.5 倍強であり、高額に過ぎると
評価することはできず、本件特約が消費者契約法 10 条により無効であるということができ
384

山本豊「借家の敷引条項に関する最高裁判決を読み解く―中間条項規制法理の消費者契
約法 10 条への進出」NBL954 号（2011 年）13 頁。
142

ない。
その後、同年 7 月 12 日、最高裁(【日 68】最一判平成 23・7・12 判時 2128 号 43 頁)は 3
月 24 日の判決と同様に、
「賃貸人が契約条件の 1 つとしていわゆる敷引特約を定め、賃借
人がこれを明確に認識したうえで賃貸借契約の締結に至ったのであれば、それは賃貸人、
賃借人双方の経済的合理性を有する行為と評価すべきものであるから、消費者契約である
居住用建物の賃貸借契約に付された敷引特約は、敷引の額が賃料の額等に照らし高額に過
ぎる等の事情があれば格別、そうでない限り、これが信義則に反して消費者である賃借人
の利益を一方的に害するものということはできない」と判じ、本件において敷引金の額は
月額賃料の 3.5 倍程度にとどまり高額ではないから、敷引条項が 10 条後段要件に該当せず、
無効であるということができないとした。

エ、
「礼金不返還特約」をめぐる裁判例
礼金不返還特約を有効とした裁判例

礼金不返還特約を無効とした裁判例

【日 69】京都地判平成 20･9･30 （LEＸ/DB 登

【日 70】大阪簡判平成 23･3･18（LEＸ/DB 登載）

載）
【日 69】は礼金が賃料の一部前払いとしての性質を有すると認めた上で、消費者契約法
10 条の前段要件に該当するかについて、毎月末を賃料の支払時期と定める民法 614 条本文
と比べ、賃借人の義務を加重していると考えられるから、該当するとしている。後段要件
の該当について、まず、礼金の金額の相当性について、同じ地域や他の地域における平均
礼金額と比べて本件礼金が高額ではないとし、契約に礼金の金額や不返還が明記されてい
ること、礼金が返還されないことは一般的に周知されていること、賃借人は自己の要望で
本件物件を選択したこと、政府が作成した標準契約書にも礼金制度を認容していることか
ら、後段要件に該当しないとしている。
【日 70】は礼金が広義の賃料の前払であり、賃借
権設定の対価や契約締結の謝礼という性質を有し、礼金に一定の合理性があるから、直ち
に礼金特約が消費者契約法 10 条の後段要件に該当しないとしたが、礼金に前払賃料として
の期間対応性に応じて、契約期間経過前退去の場合に前払分賃料相当額が返還されないと
する部分について一部無効としている。

オ、
「更新料支払特約」をめぐる裁判例
〈下級審の整理〉
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更新料特約を有効とした裁判例

更新料特約を無効とした裁判例

【日 71】東京地判平成 17･10･26（LLI 登載） 【日 77】京都地判平成 21･7･23（判時 2051 号 119
頁）
【日 72】東京地判平成 18･12･19（LLI 登載） 【日 78】大阪高判平成 21･8･27（判時 2062 号 40
頁）
【日 73】京都地判平成 20･1･30（判時 2015

【日 79】京都地判平成 21･9･25（判時 2066 号 84

号 94 頁）

頁）

【日 74】大津地判平成 21･3･27（判時 2064

【日 80】京都地判平成 21･9･25（判時 2066 号 95

号 70 頁）

頁）

【日 75】大阪高判平成 21･10･29（判時 2064

【日 81】京都地判平成 21･9･25（LEＸ/DB 登載）

号 65 頁）
【日 76】京都地判平成 22･10･29（判タ 1334

【日 82】大阪高判平成 22･2･24（京都敷金・保証

号 100 頁）

金弁護団 HP 掲載）
【日 83】大阪高判平成 22･5･27（京都敷金・保証
金弁護団 HP 掲載）

上記のように、更新料特約の有効性をめぐる下級審裁判例は、当該特約を有効とするも
のと無効とするものに分かれている。この結論の相違は、更新料の法的性質の理解の相違
を前提として、消費者契約法 10 条における「信義則」違反についての判断の相違に起因す
るものであると考えられる385。
まず、更新料の法的性質について、更新料を有効とした裁判例では、更新料を更新拒絶
放棄の対価（
【日 71】
【日 72】
【日 73】
【日 77】）や、賃貸権強化の対価（【日 71】）や、賃
料の補充・賃料の一部前払い（【日 71】
【日 73】
【日 74】
【日 76】
）や、賃借権設定の対価の
追加分ないし補充分（【日 75】
）として認めて、更新料に一定の法的意義を見出した。一方、
更新料を無効とした裁判例では、そのほとんどは更新料の不明確さ、対価性の乏しさ、不
合理さを指摘している。
次に、消費者契約法 10 条の前段要件の該当について、
【日 71】がその要件に該当しない

385

大澤彩「建物賃貸借契約における更新料特約の規制法理（上）－消費者契約法 10 条に
おける「信義則」違反の意義・考慮要素に関する一考察」NBL931 号（2010 年）19 頁、牛
尾・前掲注(383)46 頁、秋山靖浩「居住用建物の賃貸借における更新料特約（その 2）」法
セ 55(12)（2010 年）93 頁。
144

と判断したほか、その他の判決はいずれもその要件該当性を認めている。なお、更新料を
賃料の補充・賃料の一部前払いと捉える裁判例は、当該条項を民法 614 条（賃料の支払時
期は月末である）と比較し（
【日 73】
【日 74】
【日 76】
）
、賃借権設定の対価の追加分ないし
補充分と捉える裁判例は、借地借家法 28 条（賃貸借契約の期間満了後も、賃借人は原則的
に何らかの金銭的給付をせず、賃貸借契約の更新を受けることができる）と比較し（【日
75】
）
、更新料の不明確さ、対価性の乏しさ、不合理さを指摘裁判例は、民法 601 条（使用
収益の対価は「賃料」だけである）と比較している（
【日 78】
【日 79】
【日 80】
【日 81】
【日
82】
【日 83】
）
。
また、消費者契約法 10 条の後段要件の該当について、①②判決が特約の内容、すなわち
更新料の金額の相当性のみ考慮要素に入れたほか、その他の判決は更新料特約の内容のみ
ならず契約を締結した際の諸事情を考慮している。しかし、これらの考慮要素について、
更新料を有効とした裁判例と無効とした裁判例が立場の対立により、その考慮の仕方がか
なり異なっている。まず、更新料の金額の相当性について、有効とした裁判例では、更新
料の対価性を前提に、契約期間や賃料に照らして、賃料の 1～2 ヶ月分という金銭を支払わ
せるのは不相当ではないとしている（
【日 73】
【日 74】【日 75】
【日 76】
）
。これに対して、
無効とした裁判例では、更新料は対価性の乏しい給付であると理解されたので、そのよう
な更新料として賃料の 1～2 ヶ月分の金銭を支払っても、その支払に対応する利益を受けら
れず、不相当であるとしている（
【日 78】
【日 79】
【日 80】
【日 81】
【日 82】
【日 83】
）。次に、
契約を締結した際の諸事情について、情報･交渉力の格差の存在と説明の欠如が挙げられて
いる。有効とした裁判例では、更新料特約の内容が明確であり、特約の存在および金額の
説明がされた上で、賃貸人と賃借人の間に情報の格差がなく（【日 73】
【日 74】
【日 75】
【日
76】
）
、また交渉力の点について他の物件の選択可能性があると指摘している。これに対し
て、無効とした裁判例では、更新料特約の存在や金額についての説明のみならず、更新料
特約の法的性質・趣旨（【日 78】
【日 79】
【日 80】
【日 81】
）や、さらに借地借家法の法定更
新の制度（
【日 78】
【日 79】
）についての説明が要求されている。

このような状況の下で、平成 23 年 7 月 15 日、最高裁は更新料条項が消費者契約法 10
条により無効であるかについて、初めて判断を示した（
【日 84】最二判平成 23・7・15 民
集 65 巻 5 号 2269 頁)。
最高裁の判旨は、以下の通りである。
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まず、更新料の法的性質について、
「更新料は、賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を
構成するのが通常であり、その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することがで
きることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続する
ための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。
」
その上で、消費者契約法 10 条前段の要件について、「民法等の法律の公の秩序に関しな
い規定、すなわち『任意規定』には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれる
と解するのが相当である。そして、賃貸借契約は、賃貸人が物件を賃借人に使用させるこ
とを約し、
賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約することによって効力を生ずる
（民
法 601 条）のであるから、更新料条項は、一般的には賃貸借契約の要素を構成しない債務
を特約により賃借人に負わせるという意味において、任意規定の適用による場合に比し、
消費者である賃借人の義務を加重するものに当たるというべきである」とした。後段要件
について、
「消費者契約条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか
否かは、消費者契約法の趣旨、目的（同法 1 条参照）に照らし、当該条項の性質、契約が
成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格
差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである。
（中略）賃貸借契約書に一義的
かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される
期間等に照らし高額に過ぎる等の特段の事情がない限り、消費者契約法 10 条にいう「民法
1 条 2 項に定める基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない
と解するのが相当である」とした。

（2）一連の携帯電話利用サービス契約の中途解約金事件（前掲【日 34】～【日 39】
）
10 条の該当性について、いずれの判決も、10 条前段の該当性を認め、
【日 36】判決を除
いて、他のすべての判決は後段該当性を否定し、本件解約金条項が有効であると判示して
いる。10 条後段の該当性を判断する際に、いずれの判決も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、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、解約金条項による解約権の制限は、信義
則に反して消費者を一方的に害するものとはいえないとしている。各判決の具体的な考慮
要素は以下の通りである。
【日 34】
【日 35】は、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
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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こと、標準基本仕様料金は実質
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いえないこと、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こと、携帯電話カタログには本件契約の内容に関する
説明があること、といった点を考慮している。
【日 36】は、2 年という期間は著しく長期といえないこと、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ること、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考慮し、平均的な損害の額を超えな
い部分は有効であると判示している。
【日 37】は、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
はいえないこと、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こ
と、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こと、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こと、といった点を考慮している。
【日 38】は、基本使用料金が安くなっているという利益があること、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こと、解約金は平均的な損害を下回るものであること、更新月と
翌月は無料で解約できること、解約金のかからないプランが形骸化しているとまではいえ
ず、選択の自由がないとまではいえないこと、といった点を考慮している。
【日 39】は、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こと、他のプランを選択する顧客も
存在すること、解約金は平均的な損害の額を下回っていること、基本使用料の面で優遇が
あること、更新月には負担なく解約できること、といった点を考慮している。

（3）保険料不払いによる無催告失効条項事件
【日 85】横浜地判平成 20・12・4(金商 1327 号 19 頁)
Ｘは、Ｙ（生命保険会社）との間でＹがＸに渡した総合医療保険普通保険約款および平
準定期保険普通保険約款の内容を前提として保険契約（本件契約）を締結した。当該保険
約款には、保険料の払込期月後の 1 ヶ月のみを払込猶予期間とし、同猶予期間内に当該保
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険料の払込がない場合に、保険契約を同猶予期間満了日の翌日から自動的に失効させるこ
とを定める条項（本件無催告失効条項）が存在し、解約返戻金の範囲内での保険料自動貸
付制度や、保険契約の失効後も保険者の承諾による復活制度が定められていた。契約締結
後、Ｘは口座の残高不足で保険料の支払が未納となった。Ｙは、督促はがきを発送したが、
Ｘは未納した保険金の支払をしなかったため、本件保険契約が失効となった。その後、Ｘ
は復活の申込みをしたが、ＹはＸの健康状態を主たる理由に復活を拒絶した。そこで、Ｘ
は、本件無催告失効条項が公序良俗、信義則に反してまたは消費者契約法 10 条に該当して
無効であって、本件契約が失効していないこと、仮に本件契約が失効したとしても、Ｘの
復活申込みを拒絶した被告の行為は信義則に反し、権利濫用であることを主張して、本件
契約の存在確認を請求した。
判決は、Ｘの主張をいずれも排斥して、請求を棄却した。消費者契約法 10 条との関係で
は、同条の前段要件には該当することは認めるが、長めの猶予期間が設定され、自動貸付
条項・復活条項という配慮が存在することを指摘して、後段要件は満たさないと判断した。
そこで、Ｘは控訴した。

【日 86】東京高判平成 21・9・30(金商 1389 号 14 頁)
判決は、
次のとおり判断し、
本件失効条項は消費者契約法 10 条により無効であるとして、
Ⅹの請求を認容した。まず、10 条前段要件について、「本件無催告失効条項は、保険契約
者がその保険料支払債務を履行しない場合に保険者がその履行の催告をすることを要しな
いとしている点及び保険者が保険契約者に対して契約解除の意思表示をすることを要しな
いとしている点において、同法の公の秩序に関しない規定（民法 540 条 1 項及び 541 条）
の適用による場合に比し、消費者である保険契約者の権利を制限しているものである」と
認めた。次に、10 条後段要件について、
「本件無催告失効条項は、消費者である保険契約
者側に重大な不利益を与えるおそれがあるのに対し、その条項を無効にすることによって
保険会社が被る不利益はさしたるものではないのである（現状の実務の運用に比べて手間
やコストが増大するという問題は約款の規定を整備することで十分回避できる。）から、民
法 1 条 2 項に定める基本原則である信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害す
るものである」と判断した。また、Ｙが約款外の実務において督促はがきを送付したこと
について、
「これは保険契約上の義務として行っているものではないから、本件保険約款自
体の有効性を判断する際に考慮すべき事情とはいえない」とした。
148

【日 87】最二判平成 24・3・16 (民集 66 巻 5 号 2216 頁)
判決は、本件無催告失効条項の消費者契約法 10 条の該当について、まず、前段要件の該
当を認めた。後段要件について、
「本件失効条項は弁済期限の 1 カ月後に履行の催告なしに
契約を失効させる趣旨のものであるという理解を前提に、民法 541 条による履行の催告の
趣旨は、債務者に債務不履行があったことを気づかせ、契約が解除される前に履行の機会
を与える点にあるところ、保険契約の場合には、保険契約者が保険料支払債務の不履行に
気づかない事態が生じる可能性が高いため、履行の催告なしに契約が失効する本件失効条
項によって保険契約者が被る不利益は決して小さくないが、他方、契約が失効するのは履
行期の 1 カ月後であるところ、これは民法 541 条により求められる催告期間よりも長く、
加えて、本件自動貸付条項により、保険契約者が保険料の不払いをした場合にも、その権
利を保護するために一定の配慮が行われている。さらに、本件各保険契約締結当時、払込
みが遅延した保険契約者に対してＹが督促の通知を行う体制を整え、そのような実務上の
運用が確実にされていたとすれば、通常、保険契約者は保険料支払債務の不履行があった
ことに気づくことができると考えられる。多数の保険契約者を対象とするという保険契約
の特質をも踏まえると、
保険約款において、
保険契約者が保険料の不払いをした場合にも、
その権利保護を図るために一定の配慮をした上記イのような定めが置かれていることに加
え、Ｙにおいて上記のような運用を確実にした上で本件約款を適用していることが認めら
れるのであれば、本件失効条項は信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものには
当たらない」とし、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した。なお、本判
決には反対意見が付されている。

(4) 早期完済違約金条項事件
【日 88】京都地判平成 21・4・23（判時 2055 号 123 頁）
Ｙは、利息付金銭消費賃貸借契約の借主が貸付金の返済期限が到来する前に、貸付金を
全額返済する場合に（期限の利益を喪失したことによる返済を除く）返済時までの期間に
応じた利息以外に返済する残元金に対し割合的に算出される金員を貸主に対し支払う旨を
定める契約条項（本件条項 A）
、および借主が期限の利益を喪失し、貸付金の残元金を直ち
に返済すべき義務が発生した場合に、返済時までの期間に応じた利息および遅延損害金以
外に返済する残元金に対して割合的に算出された金員を貸主に支払う旨を定める契約条項
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（本件条項 B）を用いており、また、借主が期限前に貸付金の全額を返済する場合に、借
主が利息および遅延損害金以外の金員を貸主に支払う旨を定める契約条項（早期完済違約
金条項）を用いていた。そこで、Ｘ適格消費者団体は、Ｙが借主である消費者との間で金
銭消費賃借契約を締結する際に使用し、または使用する恐れがある上記契約条項は消費者
契約法 10 条に該当し無効であると主張して、Ｙに対し、同契約条項を含む契約締結の差止
めおよび同契約条項を含む借用証書の用紙の廃棄を求めた。
判決は、本件条項 A が消費者契約法 10 条に違反するものであるとして、Ｘの差し止め請
求を認めたが、本件条項 B に関しては、同条項を用いた消費者賃借契約は現に行われてお
らず、将来も不特定多数の消費者との間でこのような契約が締結する可能性がないので、
Ｘの訴えを棄却した。そこで、Ｘ、Ｙとも控訴した。

【日 89】大阪高判平成 21・10・23 平成 21 年（ネ）第 1437 号(裁判所 HP)
判決は、消費者契約法 10 条の前段要件の該当性について、判決は幾分もって回った表現
を使用しているが、実際は強行規定である利息制限法違反を理由に、前段要件に該当する
ことを認めている。後段要件の該当性について、
「本件条項 A は、同条項を含む金銭消費賃
借契約が利息制限法所定の制限の範囲内の利息を定めるものである場合にも、他の契約条
項または本件条項 A が適用される具体的状況によっては、民法または商法の規定による消
費者の義務を加重するものとして機能するが、本件条項 A またはこの条項を含む金銭消費
賃借契約をみても、そのような事態が生じ得ることは一見して明らかであるといえず、消
費者にとってはそのようなことを理解することが困難である。しかも、被告Ｙは『自由返
済方式』を宣伝していたが、本件条項 A のような早期完済違約金条項は、自由返済の概念
と必ずしも整合せず、消費者をいたずらに混乱、困惑させるものである。したがって、本
件条項 A は、仮に同条項を含む金銭消費賃貸借契約が利息制限法所定の制限の範囲内の利
率を定める場合にも、
これが民法または商法の規定に比し消費者の義務を加重するときは、
信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法 10 条により無効
となると評価せざるを得ない」としている。

2．裁判例から提起された問題点の整理および学説の議論
（1）10 条の基本構造
10 条は不当条項規制の判断について、幾分もって回った表現を使用しているので、まず
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文言の整理をする必要がある。
学説の多くは、10 条の内容を、①「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」
である任意規定によって形成される権利義務関係に比べて、当該の契約条項が消費者の権
利を制限し、または消費者の義務を加重していないか（前段要件）、②「民法 1 条 2 項に定
める基本原則」である信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか（後段
要件）の 2 つの要件から成ると整理している386。しかし、前段要件と後段要件の関係につ
いて、見解が分かれている。1 つの見解は、契約条項が任意規定から乖離し（前段要件を
満たす）
、その乖離の程度が信義則違反といえる場合にはじめて後段要件も満たすことによ
り、消費者契約法 10 条で無効となるとする387。すなわち、この見解によれば、10 条は、
「①
任意規定からの乖離」＋「②乖離の程度が信義則に違反」＝「契約条項の無効」という図
式で構成されている。また、任意規定からの乖離について合理的な理由がない場合に信義
則違反として契約条項を無効とするという見解がある388。すなわち、この見解によれば、
10 条は、
「①任意規定からの乖離＋乖離について合理的な理由の欠如」＝「②信義則違反」
＝「契約条項の無効」という図式で構成されている。契約条項が前段の任意法規範から乖
離していれば、消費者の権利を制限し、義務を加重したことになるからである389。ここで、
10 条前段要件に該当したことが後段要件の判断に考慮されている。
一方、裁判例では、一部の例外的な例（
【日 42】【日 43】【日 44】
）を除いて、ほとんど
の裁判例は 10 条の適用について、
前段要件と後段要件それぞれ判断した上でその適用の有
無を判断しており、しかも基本的に「①任意規定からの乖離」＋「②乖離の程度が信義則
に違反」＝「契約条項の無効」という図式で判断を行っている。そうは言っても、実際、
前段要件の充足を淡々と認めた上で、後段要件について丁寧な吟味を加えてその充足の有

386

山本豊・前掲注(145)124 頁、佐久間毅『民法の基礎（第 3 版）』
（有斐閣、2008 年）215
頁、四宮和夫＝能見善久『民法総則（第 8 版）』（弘文堂、2010 年）250 頁、中田邦博「消
費者契約法 10 条の意義―一般条項は、どのような場合に活用できるか、その限界は」法セ
549 号（2000 年）39 頁、落合・前掲注(157)146 頁以下、山本敬三『民法講義Ⅰ総則（第 2
版）
』
（有斐閣、2005 年）276 頁以下等。
387
四宮和夫＝能見善久・前掲注(386)251 頁、中田邦博・前掲注(386)39 頁、山本敬三・前
掲注(334)539 頁。
388
山下友信『保険法』
（有斐閣、2005 年）124 頁、後藤巻則「消費者契約法 10 条の前段要
件と後段要件の関係について」
『松本恒雄還暦記念・民事法の現代的課題』
（商事法務、2012
年）57 頁以下。
389
後藤・前掲注(388)60 頁。
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無を判断し、契約条項の無効判断を行うという裁判例の傾向が見られる390。

(2)前段要件について
（Ⅰ）任意規定の範囲
10 条は、任意規定について「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」と定
めるが、その条文の意味は法律の明文の規定のみを意味するのか、それとも不文の法理等
も含むのかは、見解が分かれている。
（ⅰ）立法担当者の見解
立法担当者は限定的な解釈を取って、
「『その他の法律』とは、任意規定を有する法律で、
民法、商法以外のものを指す。暴利行為等そもそも民・商法等の任意規定と無関係なもの
は本条の対象にならない」391と説明している。
（ⅱ）学説
学説ではも、
「10 条はそもそも民法や商法に何らかの規定が存在することが前提である」
という限定的な理解を取っている見解がある392。
これに対して、多数の見解は、
「明文の規定に限らず、判例等で一般に認められた不文の
任意規定のほか、契約に関する一般法理もふくまれる」と主張している393。その理由とし
て、
「不当条項規制の趣旨」
、
「明文・不文の区別の不当性」等が挙げられている394。すなわ
ち、消費者契約について不当条項規制をおこなう必要があるのは、事業者と消費者の間に
情報・交渉力の格差があるため、消費者は本来ならば同意する必要がなかった条項を含む
契約をしてしまう可能性があるからであり、これによると、基準となるのは、そのような
特約がなければ消費者に認められていたはずの権利義務を消費者の不利に変更しているか
否かであるということになる。また、そうした特約がない場合の権利義務を定めるのは、
明文の任意法規にかぎらず、不文の任意規定や契約に関する一般法理も、特約がない場合
の権利義務を規律する点で変わりはない以上、扱いを異にする理由はない。

390

山本豊・前掲注(329)18 頁。
内閣府・前掲注(326)201 頁。
392
松本恒雄「規制緩和時代と消費者契約法」法セ 549 号（2000 年）7 頁。なお、松本教授
は、10 条は、信義則に反して消費者に不当に不利な契約条項は無効とる旨の EU 型の一般
条項ではなく、部分的な「ミニ一般条項」であると批判している。
393
落合・前掲注(157)147 頁、山本豊・前掲注(138)127 頁、中田・前掲注(386)39 頁、山
本敬三・前掲注(334)等。
394
山本敬三・前掲注(386)276 頁。
391
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（ⅲ）裁判例
下級審裁判例では、一部の判決は 10 条でいう任意規定に不文の法理も含むと解釈したが
(【日 41】
【日 54】
【日 56】
【日 64】)、ほとんどの判決は明文規定と比較して前段要件の該
当性を判断した。このように、下級審では見解が分かれていた。
こうした状況の中で、更新料特約に関する最高裁判決【日 84】は、正面から「任意規定
には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれる」と判示した。そこで、判例上
任意規定が明文の規定に限らないという解釈が定着したといってもよいだろう。

（Ⅱ）前段要件の存在意義
上記のように、学説や裁判実務からみると、任意規定の範囲が無限に拡大する傾向があ
り、また、裁判実務において契約条項の無効判断は実質的には後段要件の充足の有無によ
り左右される傾向があるということから、任意規定からの乖離という要件の存在意義が問
われている。
この点に対して任意規定からの乖離要件の実質的意義は、注意的規律や中心条項への 10
条の不適用を明らかにすること395、契約条項の無効という結論を導くための最小限の要請
を提示していること396にあると主張されている。
これに対して、任意規定からの乖離要件には特段の意味がないことから、10 条の前段要
件を「当該条項がない場合との比較」とすることが多くの改正提案に提案されている397。

（3）後段要件について
（Ⅰ）10 条でいう「信義則」と従来の民法上の「信義則」との関係
10 条でいう「信義則」と従来の民法上の「信義則」との関係について、立法担当者は以
下のように説明している。
「従来の民法上の「信義則」によって、個別の条項に基づく権利
主張が制限されている。
（中略）
（一方、10 条によって、個別の条項が）信義則違反に該当
する場合には、権利の行使を認めないとするにとどまらず消費者契約に関して一定の特約

395

山本豊・前掲注(329)21 頁。
道垣内弘人「消費者契約法 10 条による無効判断の方法」能見善久ほか編『民法の未来：
野村豊弘先生古稀記念論文集』
（商事法務、2014 年）394 頁。
397
日弁連改正試案（2014 年）
・前掲注(331)58 頁、近弁連案（2010 年）
・前掲注(331)68
頁、民法（債権関係）改正中間試案・前掲注(333)375 頁等。
396
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を一律無効とし、当事者の意図した法的効果を当然にはじめからなかったことにする」398。
すなわち、信義則違反の効果が異なるということである。
一方、学説では、10 条が民法 1 条 2 項の信義則を基準とした意味については、従来の民
法上の基準がそのまま適用されることを確認したものであるという理解（確認説）399もあ
るが、多数の見解は、本条は民法では必ずしも無効とされていない条項を新たに無効と評
価することを可能にしたものであると理解している（創造説）400。すなわち、ここでの信
義則は、民法上のそれとは異なり、構造的な格差のある当事者間を律する独自の消費者公
序を判断する基準としての意義を持つと思われる401。
裁判例ではも、この点について詳しく論じているものがある。大津地判平成 18・6・28
判決は、
「消費者契約法 10 条は。
（中略）これを文理のみから解釈すれば、同条により無効
とされる消費者契約の条項とは、一見、民法の一般条項（民法 1 条 2 項、90 条）により無
効とされるものに限られるようにもみえる。しかしながら、消費者契約法は、事業者と消
費者という契約当事者間に情報の量および質並びに交渉力の格差があることを前提とし、
当該格差を是正することにより消費者の利益の擁護を図ることを目的とする法律であり
（消費者契約法 1 条）
、その限りにおいて、民法が前提とする対等な当事者像に修正を加え
るものといえる。しかも、消費者契約法 10 条は、法文の位置づけからみて、同法 8 条およ
び 9 条を包含する一般条項と解されるところ、同法 8 条および 9 条が列挙する無効事由に
は、現行法の解釈上、必ずしも公序良俗（民法 90 条）や信義則（民法 1 条 2 項）に反しな
いものも含まれている。そうすると、消費者契約法 10 条は、民法上の一般条項によっては
必ずしも無効とならず、あるいは権利行使に制約を受けない条項でも、事業者と消費者と
の間の情報力・交渉力の格差によって、消費者の利益が不当に侵害されているものと評価
される場合には、これを無効とすることによって消費者の利益を擁護する趣旨の規定であ
ると解するのが相当である」と判示しており、創造説の立場を明らかにしている。
では、こういう消費者公序としての「信義則」の具体的な判断基準・考慮要素は如何な
るものであろうか、次の項目で考察したい。

（Ⅱ）後段要件の意義
398
399
400
401

内閣府・前掲注(326)221 頁～222 頁。
内閣府・前掲注(326)177 頁。
中田邦・前掲注(386)39 頁。
潮見佳男編『消費者契約法・金融商品販売法』（経済法令研究会、2001 年）90 頁。
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（ⅰ）判断基準
10 条後段は信義則違反とともに「消費者の利益を一方的に害する」という文言を取り入
れた。そこで、信義則違反と「消費者の利益を一方的に害する」との関係について検討さ
れている。すなわち、信義則違反が「消費者の利益を一方的に害する」ことの判断基準と
位置づけるか
（信義則に反する程度に消費者の利益を一方的に侵害するというような解釈）
402

、それとも信義則違反と「消費者の利益を一方的に害する」ことが両方とも無効の要件

なのか。これについて、前者のように消費者の利益を一方的に害する条項に信義則違反の
ものとそうでないものがあると解釈するのは問題があるとされている403。一方、後者のよ
うに解すると信義則違反の消費者契約条項であっても、それが消費者の利益を一方的に害
することによって初めて無効になるということにより、よほど悪質な条項以外は無効とは
ならないかのようか誤解を生みかねない404。このように、10 条の幾分持って回った表現は、
「基準の明確性」に対する強い要請に応えようとしたが、かえって分かり難いものとなっ
ているという批判がされている405。これらの批判を踏まえ、
「信義則」を不当条項規制の「根
拠」や「法理」として認めつつ、直接の「基準」としない見解がある406。この見解によれ
ば、規制基準を策定する際には、不当条項規制の目的である「契約当事者間の不均衡の是
正」をより具体化かつ客観化した文言を盛り込むことが必要である407。その一つは「消費
者の利益を一方的に害する」という基準である408。
「消費者の利益を一方的に害する」の解釈について、具体的には、
「消費者と事業者との
間にある情報、交渉力の格差を背景として不当条項によって、消費者の法的に保護されて
いる利益を信義則に反する程度に両当事者の平衡を失う形で侵害すること」409や、
「自己の
利益のみを考えて、相手方の利益を配慮しないような態度を許さないという考え方から、
正当な理由もなく、双方の利益の間に不均衡をきたすこと」410や、
「事業者が消費者の正当
な利益に配慮せず、自己の利益を専ら優先させて消費者の利益を害する結果をもたらすこ
402

内閣府・前掲注(326)220 頁。
北川善太郎『民法総則（第 2 版）
』（有斐閣、2001 年）133 頁。
404
河上・前掲注(330)18 頁。
405
河上・前掲注(404)18 頁。
406
大澤・前掲注(153)453 頁。
407
大澤・前掲注(153)455 頁。
408
平尾嘉晃「不当条項規制に関する一般条項」河上正二編集『消費者契約法改正への論点
整理』
（信山社、2013 年）95 頁。
409
内閣府・前掲注(326)222 頁。
410
中田邦・前掲注(386)39 頁、山本敬三・前掲注(386)277 頁。
403
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と」という解釈411がある。これらの解釈から、契約条項の不当性を判断する際に、
「当事者
の利益の均衡性」は判断の中核となっていることが分かる。すなわち、契約条項によって
消費者が受ける不利益とその条項を無効にすることによって事業者が受ける不利益とを衡
量し、両者が均衡を失していると評価できる場合に、事業者による消費者の利益の不当な
侵害として、当該契約条項が無効となる。ただし、ここでいう「均衡性を失している」と
いうのは、たとえば、51 対 49 ならば、そのように評価されるというものではなく、
「合理
性を欠いた不均衡」が求められる412。
裁判例を総じてみても、裁判所が後段要件に当たるか否かを判断する際に、その判断基
準の中核が「当事者の利益の均衡性」にあることが分かる。例えば、
「無催告失効条項は、
消費者である保険契約者側に重大な不利益を与えるおそれがあるのに対し、その条項を無
効にすることによって保険会社が被る不利益はさしたるものではないから」
、無催告失効条
項を無効とした【日 86】
、
「敷引金の額が敷引特約の趣旨からみて高額に過ぎる場合には、
賃貸人と賃借人との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差を背景に、賃借人が一
方的に不利益な負担を余儀なくされたものとみるべき場合が多いといえる。
（中略）本件に
おいて敷引金の額は高額ではないから」
、敷引条項を有効とした【日 67】
【日 68】
、
「賃貸借
契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契
約が更新される期間等に照らし高額に過ぎる等の特段の事情がない限り、消費者契約法 10
条にいう民法 1 条 2 項に定める基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものには
当たらない」とした【日 84】等がそのことを示している。
そこで、次に問題となるのは「当事者の利益の均衡性」を判断する際に具体的に考慮さ
れるのはいかなる要素であるかという点である。

（ⅱ）考慮要素
消費者契約法成立後、信義則違反の考慮要素について、裁判例で一定の蓄積があり、学
説でも活発に議論されている。ここでは、裁判例から提起された問題点を整理し、裁判例
及び学説の議論をまとめる。
①問題となる条項の他の契約条項の考慮
10 条後段該当性の判断をする際に、問題となる条項の他の契約条項を考慮すべきなのか
411
412

落合・前掲注(157)152 頁。
道垣内・前掲注(396)394 頁。
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という問題がある。例えば、当該条項が消費者に不利益なことを規定していても、他の条
項においてその不利益が実質的にカバーされることがあれば、総合的に判断して、有効判
断をすることができるか。
ア、裁判例
この点について、賃貸借契約における敷引金条項事案において、最高裁判決【日 67】は
敷引金条項の効力を判断するにあたって、賃料の額も考慮に入れて検討している。
「敷引金
の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には、当該賃料が近傍同種の建物の賃料
相場に比して大幅に低額である等特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃
借人の利益を一方的に害するものであって、10 条により無効となる」
。すなわち、賃料が
低額であることは、敷引金条項の信義則違反の阻却事由となっている。
また、保険料不払いによる無催告失効条項事案において、
【日 86】
【日 87】も無催告失効
条項の効力を判断するにあたって、その条項と関連する猶予期間、自動貸付制度、復活制
度を定める他の条項も併せて考慮に入れて検討している。原審判決は、これらの条項のい
ずれも失効条項を有効とする事情にはならないと評価しているが、最高裁判決は自動貸付
制度については失効条項の有効性を導く事情として評価しており、復活制度については評
価する事情として明示されていない。
さらに、携帯電話利用サービス契約の中途解約条項をめぐる事案において、
【日 36】を
除いて、他のすべての判決は中途解約条項の効力を判断するにあたって、基本使用料金が
安くなっていることを考慮に入れて検討している。
このように、多くの裁判例は契約条項の有効性を判断する際に、問題となる契約条項だ
けではなく、他の契約条項を含め契約全体における当事者間の利益の均衡性を考慮してい
る。

イ、学説
学説ではも、条項の信義則違反の該当性の判断において、他の条項が考慮に入れられる
べきと主張されている413。民法（債権関係）の改正に関する中間試案も、契約条項の不当
性を判断するに当たって、問題となる契約条項のみならず、他の契約条項を含めて契約内

413

鹿野菜穂子「保険契約約款における「無催告失効条項」の効力(東京高裁平成 21.9.30
判決)」金融判例研究 20 号（2010 年）77 頁。
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容の全体を考慮するとしている414。

②契約締結過程における事情の考慮
ア、裁判例
消費者契約法が事業者と消費者の間の情報力・交渉力の格差を是正するために制定され
たので、裁判例のなか、このような趣旨を意識しながら、信義則違反の判断をする際に、
契約締結過程における事情を考慮している裁判例が多数存在している。
その代表は、更新料特約に関する最高裁判決【日 84】である。同判決は、10 条後段の該
当性について、
「消費者契約法の趣旨、目的に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに
至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸
般の事情を総合考量して判断されるべき」と判示している。
このほか、下級審でも契約締結過程における事情を信義則違反の考慮要素として挙げて
いるものが複数見られる。
賃貸借契約における特約をめぐる事案において、まず情報力の格差の点について、契約
締結段階における事業者の契約条項に対する説明の仕方・情報提供の仕方や、消費者の契
約条項に対する認識度・理解程度が挙げられている。しかし、この点について、有効例と
無効例が立場の対立により、その考慮の仕方にかなり異なっている。まとめていえば、有
効例では、契約条項の内容が明確であり、事業者がその「存在」
「中身」について説明する
ことがあり、消費者もそれを認識さえすれば十分である（【日 52】
【日 73】
【日 74】
【日 75】
【日 76】）
。これに対して、無効例では、事業者が契約条項の「存在」や「中身」について
説明するのみならず、契約条項の趣旨・法的性質（【日 57】
【日 63】【日 64】【日 65】
【日
77】
【日 78】
【日 79】
【日 80】
【日 81】）や、具体的な費用の算定方法（
【日 40】
【日 41】
【日
45】
【日 46】
）等についての説明も求められており、消費者がこれらのことを認識・理解し
た上で契約を締結することが要求されている。次に、交渉力の点について、有効例では、
消費者の取引相手の選択可能性があること（
【日 52】
【日 74】）
、消費者が自己の要望で契約
を締結したこと（
【日 69】
）を理由として当事者間の交渉力の格差を否定している。これに
対して、無効例では、消費者に交渉期待可能性の欠如（
【日 45】
【日 46】【日 57】
【日 63】
【日 64】
【日 65】
）や、検討時間の不足（【日 83】）や、条項の対等な検討機会の欠如や（【日
414

民法改正中間試案の補足説明〔確定全文＋概要＋補足説明〕
（信山社、2013 年）377 頁。
なお、要綱仮案では、約款規制に関する規定の創設は取りまとめに至らず、保留となった。
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78】
）
、市場チャンスの利用期待の不可能性（
【日 57】
）や、事業者が消費者に特約を一方的
に押し付けている状況（【日 54】
）等を挙げて、信義則違反の要件の充足の理由の 1 つとし
て、契約条項を無効にしている。
携帯電話利用サービス契約の中途解約条項をめぐる事案において、すべての判決はウェ
ッブやカタログ等において解約金に関する説明が行われていること、他のプランを選択す
る自由があることを考慮している。
このように、消費者に対する説明や情報提供の状況、交渉状況等の契約締結の態様に係
る事情も契約条項の効力判断の際の考慮に入れるのは、
裁判例の主流となっている。
なお、
同様に考慮に入れるといっても、説明状況、交渉状況の考慮の仕方により、結果が分かれ
うる。説明内容、交渉状況を緩めに求める場合（例えば、説明の内容を条項の「存在」の
み求める）
、契約条項の有効が導かれるが、逆に、これらの内容を厳格に求める場合（例え
ば、説明の内容を条項の「法的性質」まで求める）
、契約条項の無効が導かれる。

イ、学説
学説では、
「当該契約条項が信義則違反となるかの判断は、当該消費者契約締結時を基準
とし、その時点までの一切の事情が考慮され、具体的には、当事者の情報力・交渉力の格
差の程度・状況、消費者が合意に向けて誘導されたか、当該物品・権利・役務が当該消費
者のほうから特別に求めたものか否か、当該条項が消費者にとって明確で理解しやすいも
のであるか否か、消費者に当該条項の基本的内容を知る機会が与えられていたか否か等が
考慮されるべきである」とする説が有力に主張されている415。
これに対して、現在日本で 10 条の適用をめぐる多くの裁判例で問題となっているのが建
物賃貸借契約等価格と密接な関連を有し、契約締結時に消費者が注目し選択の考慮要素と
する条項であり、裁判例の判断はこのような条項の特質（中間条項性）とかかわっている
から、典型的な付随条項において内容の不当評価が無効判断の基準とされるべきであると
主張する見解がある416。したがって、この見解によれば、契約条項の不当性を判断する際
に、契約締結過程における事情を考慮するか否かは、契約条項の性質により異なる。価格
と密接な関連を有する中間条項の場合は契約締結過程における事情を考慮する必要がある
が、免責条項等の典型的な付随条項の場合は契約締結過程における事情を考慮すべきでは
415
416

落合・前掲注(157)150 頁以下。
山本豊・前掲注(329)NBL959 号 23 頁。
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ない。
また、不当性判断は条項内容自体の妥当性により判断すべきであり、契約締結過程にお
ける交渉状況は規制対象とすべきか否かの段階で考えるべきという見解417、条項の不当性
判断にあたっては、契約の個別的プロセスにかかわる要素によって条項の不当性判断が異
なってくるものはあるが、基本的には条項の客観的な内容面での要素を重視すべきという
見解418が見られる。

③条項外実務の考慮
この問題を提起したのは、保険料不払いによる無催告失効条項事案である。すなわち、
条項の内容だけをみれば 10 条の規定に反するものであるが、条項外の実務対応措置によっ
て消費者の不利益を除去・緩和していることを考慮して、
有効判断をすることができるか。
原審判決【日 86】は消極的な立場で、「本件で問題となっているのは、本件無催告失効
条項自体が 10 条の規定により無効となるか否かであって、約款外の実務の対応措置が保険
契約上の義務として行っているものではなく、保険契約者のためには恩恵的なものにすぎ
ないから、本件保険約款自体の有効性を判断する際に考慮すべきではない」としている。
これに対して、最高裁判決【日 87】は積極的な立場を取って、条項外の実務対応措置が確
実にされているか否かを重要な考慮要素として挙げている。学説ではも、多数の学説は積
極説をとっている419。なお、差止訴訟において、契約条項の効力判断は条項外の実務対応
を考慮せずに行われるべきと主張されている420。なぜなら、差止請求制度には差止判決を
契機として一般的な実務対応を適切な範囲で条項面に反映するよう促すという重要な機能
が期待されており、条項外実務を考慮に入れて、条項を有効とし、差止請求が棄却される
ことになると、当該条項はその文言のまま温存されることにより、こうした差止制度の機
417

大澤・前掲注(358)87 頁。
平尾・前掲注(408)96 頁。
419
鹿野・前掲注(413)78 頁、足立格「最高裁、保険料不払いによる無催告失効条項を消契
法 10 条により無効とした東京高判平成 21・9・30 を破棄・差戻し」NBL974 号（2012 年）4
頁、渡邊雅之「生命保険約款における無催告失効条項に関する最高裁判決が約款実務に与
える影響」金融法務事情 1943 号（2012 年）83 頁、鬼頭俊泰「保険契約における無催告失
効条項が消費者契約法 10 条に該当せず有効であるとした事例」法律のひろば 65 巻 5 号
（2012 年）72 頁、原田昌和「医療保険・生命保険の無催告失効条項と消費者契約法 10 条
（最判平 24・3・16）
」現代消費者法 16 号（2012 年）127 頁、山下友信「生命保険契約に
おける継続保険料不払いと無催告失効条項の効力：最二小判平 24.3．16 を契機として」金
融法務事情 1950 号（2012 年）46 頁等。
420
山本豊「適格消費者団体による差止請求」法律時報 83 巻 8 号(2011 年)33 頁。
418
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能が発揮できなくなってしまうからである421。
さらに、条項外実務の考慮と関連して、考慮される実務の時的制限という問題が議論さ
れている。条項外実務を 10 条後段要件該当性の判断に考慮しないという態度を取った見解
として、それは契約締結後の事情だからという理由が挙げられている422。すなわち、契約
締結後の事情が 10 条後段要件該当性の判断にあたって考慮すべきなのかという問題が出
てくる（条項の事前的審査・事後的審査の問題）
。
最高裁判決【日 87】は「契約締結当時における保険料督促の態勢とその確実な運用の有
無」を条項の 10 条該当性の判断において考慮する旨を判示した。
他方、学説では、
「当該契約条項が信義則違反となるかの判断は、当該消費者契約締結時
を基準とし、その時点までの一切の事情が考慮される。契約条項は契約時までの事情を考
慮してなされる当事者間のバーゲニング（取引）の結果であることを前提とするから、当
事者が考慮しなかった契約締結後の新たな事情を根拠として当該条項を無効とするのは、
基本的には好ましいことではないからである。
」とする説が有力に主張されている423。これ
によると、契約締結後の事情は考慮すべきではない。その理由としては、契約締結後の事
情ゆえ契約条項の効力を左右するものではないと思われる。
これに対して、契約締結後の事態の展開を契約「解釈」を通じて条項内容に取り込むと
いうテクニックを用いて、契約締結後の事情を考慮して契約条項の効力を左右することへ
の疑念を避けるという事案処理を説く見解が見られる424。また、「消費者契約法 10 条にお
ける信義則違反性。
（中略）の判断においても、契約時のみならず契約後の事情も含め一切
の事情が考慮され得る」と言い切る見解425や「原則として、契約が締結された時点を基準
としたすべての事情を考慮して判断するが、必要な場合（例えば、契約締結後事業者が消
費者に継続して情報を提供し、消費者がそれを確認し契約条項に関する理解が深まった場
合）には契約締結後の事情を考慮することも認められて良い」という見解426も見られる。

421

山本豊「契約条項の内容規制における具体的審査・抽象的審査と事後的審査・事前的審
査」
『松本恒雄還暦記念・民事法の現代的課題』（商事法務、2012 年）54 頁。
422
原田・前掲注(419)126 頁。
423
落合・前掲注(157)150 頁以下。
424
山下友信＝米山高生編『保険法解説』（有斐閣、2010 年）694 頁以下〔沖野眞已〕
。
425
鹿野・前掲注(413)78 頁。
426
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編『コンメンタール消費者契約法（第 2 版）』
（日本評論社、2010 年）198 頁、道垣内・前掲注（396）397 頁。
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④個別事情の考慮
契約締結過程における事情や、条項外実務の考慮と関連して、これらの事情の具体性の
問題が議論されている。すなわち、契約締結過程における事情や条項外実務を 10 条後段要
件該当性の判断にあたって考慮に入れるとしても、事業者の一般的な行動を考慮するのか、
それとも、問題となっている事件における個別事情を考慮するかという問題がある。
まず、契約締結過程における事情を考慮に入れた一連の建物賃貸借特約に関する事案に
おいて、最高裁判決を含めほとんどの判決は当該事件における個別事情を考慮している。
「契約が成立するに至った経緯」の考慮（
【日 84】
）や、
「賃借人が敷引特約を明確に認識
した上で賃貸借契約の締結に至ったか否か」の考慮（【日 68】
）等がその具体例である。
また、保険料不払いによる無催告失効条項事案において、最高裁判決【日 87】は督促を
行う態勢整備と実務上の確実な運用を 10 条後段要件の判断において考慮すると判示した
が、考慮される実務上の運用は個別事案における具体的な運用実態まで含まれるのかにつ
いて、特段の言及をしていない。
この点に対して、
「本件失効条項が約款の条項であり、同種の保険契約に一般的に適用さ
れるので、10 条後段要件該当性の判断にあたっても、個別契約固有の事情を考慮すべきで
はない。約款による契約と個別交渉による契約とでは、10 条後段要件についての判断にお
いて方法論を区別する」という見解が見られる427。すなわち、この見解では、各事案の個
別事情に即して条項の有効・無効の判断をすべきではない。また、
「約款を用いた消費者契
約では、いかに消費者契約であるとはいえ、約款使用による一元的処理を通じての取引の
合理化・効率化の要請を考慮に入れて、不当性を判断することが求められるから、契約の
定型的基礎事情は考慮されるものの、個別事情は考慮されるべきではない」という見解も
ある428。この見解も契約条項の効力判断において個別事情の考慮を排除している。ただし、
これらの見解のいずれも契約条項が約款である場合を前提としている。つまり、消費者契
約法による消費者保護について、約款に着目して、その内容をコントロールするという側
面を強調する場合には、紛争当事者の個別事情は、契約条項の不当性判断において考慮さ
れないと考えるべきである429。
これに対して、個別事情を考慮することは、事業者側に不利に働く場合と有利に働く場
427

山下友信・前掲注(419)41 頁。
潮見佳男「消費者契約である生命保険契約における保険料不払いによる無催告失効条項
の効力」ジュリスト増刊 1453 号（2012 年）68 頁。
429
道垣内・前掲注（396）391 頁。
428
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合とがありうるので、約款コントロールと個別事情を考慮することは矛盾しないと主張す
る見解がある430。この見解によれば、10 条後段要件に該当するか否かの判断において、事
案における消費者の知識・関心等の程度が重要であり、消費者側に情報・交渉力がなく、
当該条項の合理性の有無について自覚的な判断ができないときに、それを利用して、事業
者が不当な利益を挙げているかが契約条項の不当性判断の重要なポイントの一つである431。
したがって、事案に問題となっている具体的な当事者の具体的状況が考慮されるべきであ
る432。
また、個別訴訟か適格消費者団体による条項差止訴訟かによって、条項の審査基準の抽
象度が変わるという議論がなされている。その見解によれば、差止訴訟の判断において、
その性質上、個別的な当事者の事情が考慮に入れられない433。

（4）10 条の対象
10 条はその規制対象について、
「消費者契約の条項」と定めるが、個別交渉がなされた
条項や、
契約の主要目的や価格に関する条項も 10 条の対象になるのかは課題として残され
ている。
①個別交渉がなされた条項について
「個別交渉がなされた条項」について、立法担当者は、事業者と消費者の間に個別に交
渉があった条項についても、適用対象となると述べている434。
学説では、
「適用説」と「不適用説」に分かれている。
前者の見解によると、消費者契約法は事業者・消費者間の構造的な情報・交渉力の格差
から生じる意思表示の瑕疵・不当な内容の条項を問題にしていること435、消費者契約にお
いて契約条項について実質的交渉が行われることはほとんど考えられないこと、それにも
かかわらず個別交渉条項を除外することにすると、形式的に交渉をよそおって脱法をはか
る事業者が現れたり、交渉の有無をめぐって紛争が生じ、迅速な解決を妨げるおそれがあ
るから、個別交渉がなされた条項でも、不当条項規制対象に含めるべきである436。
430
431
432
433
434
435
436

道垣内・前掲注（396）391 頁。
道垣内・前掲注（396）395 頁～396 頁。
道垣内・前掲注（396）398 頁。
山本豊・前掲注(421)53 頁、道垣内・前掲注（396）389 頁。
内閣府・前掲注(326)22 頁。
平尾嘉晃・前掲注(408) 99 頁。
山本豊・前掲注(336)63 頁。
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これに対して、後者の見解は、
「消費者契約法による不当条項規制は、情報・交渉力の格
差を理由に、民法よりも無効とされる条項の範囲を広げるものであるが、消費者が必要な
情報の提供を受け、個別的に交渉して合意するときまで、民法よりも無効とすべき範囲を
広げる理由はない。そこまで広げれば、自己決定に基づく自己責任という基本原則と相容
れなくなる」と述べている437。

(2)契約の中心条項について
「契約の主要目的や価格に関する中心条項」について、立法担当者は、これらの条項は
本法の無効とすべき契約条項の評価の対象外となる事項であると表明し438、学説の一部も
この見解を取っている439。その理由は、
「正当価格」を決定することの困難さや、これらの
条項は消費者と事業者との間でなされる取引の本体部分を構成し、それは基本的に市場の
取引において決定され、国の介入は抑制されるべきであるからである440。これに対して、
事業者と消費者の間に情報量・交渉力の点で構造的な格差があることをふまえると、契約
の主要目的や価格については消費者が事業者と対等な決定ができると想定することには疑
問が残るので、消費者契約の中心部分について特別な内容規制を不要とすることができる
か否かは大きな問題であると指摘する学説もある441。また、消費者契約法 10 条が適用され
るか否かについては、そもそも対価か否かで区別するのではなく、条項の明確性や当事者
間の交渉力の有無等を考慮に入れる必要があるという学説もある442。
実際の裁判例では、
「契約の主要目的や価格に関する条項」について、消費者契約法 10
条の適用が問題とされた事案はないが、同条が適用された建物賃貸借特約に関する事案に
おいて、これらの条項が賃料額（契約の価格）と密接な関連を有する。このような条項を、
対価条項とも典型的な付随条項（周辺条項）とも異なる中間条項（価格関連条項）として
理解している判例や学説の多くは、不当条項規制を及ぼすことを肯定している443。これに
対して、賃借人が賃貸物件を選択するに際し、賃料のみならず礼金や更新料等の一時金を

437

山本敬三・前掲注(276)29 頁。
内閣府・前掲注(326)23 頁。
439
落合・前掲注(157)152 頁、山本豊・前掲注(336)62 頁。
440
落合・前掲注(157)152 頁～153 頁。
441
山本敬三・前掲注(334)545 頁。
442
大澤彩「建物賃貸借契約における更新料特約の規制法理（下）－消費者契約法 10 条に
おける「信義則」違反の意義・考慮要素に関する一考察」NBL932 号（2010 年）58 頁。
443
山本豊・前掲注(384)21 頁。
438
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いくら支払うかは、物件の対価性を比較する上で大きな要素であるので、更新料や礼金等
の金額も賃料と並んで対価性を持つことを否定できない以上、一時金については消費者契
約法の対象外となると考えるのが素直な解釈であるという反対の意見が見られる444。加え
て、明確に不当条項規制の中心条項への適用を否定すると言及した裁判例がある445。

（5）10 条の効果
10 条によれば、10 条の要件を満たした場合、当該契約条項は無効となる。しかし、その
無効の範囲は全部無効となるか、それとも信義則に反し消費者の利益を不当に害する限度
において無効になるかについて、明文で規定されていない。
この点について、学説では、
「全部無効説」と「一部無効説」に分かれている。
多くの学説は、消費者契約の内容の適正化を進める見地、予防・制裁ないし自ら不当条
項を作成した者の帰責という観点の重視から、不当条項を全部無効とすべきと主張してい
る446。これに対して、一部の学説は、全部無効論は、無効判断をすることを裁判官に躊躇
させ、条項の合理的解釈や制限的解釈という手法をますます愛用させる帰結をもたらすこ
とになりかねないこと、具体的なリストの拡充を阻止する方向に働く懸念が大きいことを
指摘して、一部無効にすべきと主張している447。
他方、裁判例では、一部無効を認めた裁判例は極わずかしか存在せず(【日 58】
【日 70】)、
契約条項の無効を認めた裁判例のほとんどは「無効である」と判示することにとどまり、
契約条項が全部無効となるか一部無効となるかは不明である。

第4節

適格消費者団体による差止請求制度および集団的消費者被害回復訴訟制度

上記のように、消費者契約法は不当条項問題を対処するため、8 条から 10 条までの規定
を設けて、消費者契約における一定の内容の契約条項を無効とすることにした。しかし、
これらの規定は個別の消費者被害の救済が図られているが、同種の消費者被害の発生や拡
大を防止するには限界がある。また、消費者被害の特徴として、同種の被害が多数発生し
444

宮崎裕二「賃貸借契約と消費者契約法―一実務家から見た更新料等の一時金の約定の効
力について」法時 1016 号（2009 年）372 頁。
445
京都地裁平成 24・ 3・28（判時 2150 号 60 頁）、大阪高裁平成 25・ 7・11（LEX/DB 登
載）
。
446
山本健司「契約適合性判定権条項等 4 類型の契約条項について」別冊 NBL128 号、24 頁、
山本敬三・前掲注(334)543 頁、民法(債権法)改正検討委員会・前掲注(333)111 頁。
447
山本豊・前掲注(336)63 頁。
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ながらも、個々の被害は比較的低額なものにとどまることが多いことや、消費者側に情報
力・交渉力が不足していることにより、個々の消費者が自ら訴えを提起して被害回復を図
ることが困難である。
これらの問題に対して、消費者取引における被害の事前防止・拡大防止のために、2006
年 5 月 31 日の消費者契約法の改正において、適格消費者団体による差止請求制度が導入さ
れた（本制度は 2007 年 6 月 7 日から施行された）
。さらに、消費者契約に関して相当多数
の消費者に生じた財産的被害について、集団的に回復するために、2013 年 12 月 4 日に、
民事の裁判手続の特例として、
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手
続の特例に関する法律」
（以下「集団的消費者被害回復訴訟制度」という）が成立し、同月
11 日に公布された（本法は附則の一部を除いて、公布の日から起算して 3 年を超えない範
囲内において政令で定める日から施行することとなされている）
。
ここでは、日本における不当条項規制の方法の到達点を考察するという目的から、適格
消費者団体による差止請求制度と集団的消費者被害回復訴訟制度をコンパクトにまとめる
ことにする。

第1款

適格消費者団体による差止請求制度

本制度は、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をす
ることができる訴権を付与した制度である。
差止請求の対象は、事業者等による不特定かつ多数の消費者に対する、不当勧誘行為（消
費者契約法 4 条 1 項～3 項）
、不当契約条項を含む申込または承諾の意思表示（消費者契約
法 8 条～10 条）である。
差止の内容は、①当該行為の停止、②予防、③当該行為に供した物の廃棄若しくは除去
その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる
（12 条 3 項）
。
なお、適格消費者団体の差止請求権は、2008 年改正によって、景表法に定める優良誤認
行為および有利誤認行為（景表法 11 条の 2）
、特商法に定める各行為（特商法 58 条の 4 以
下）にも拡大されている。
差止請求権制度が導入されて以来、2014 年 12 月 25 日現在、12 法人が同法 13 条 1 項に
基づく内閣総理大臣による適格消費者団体の認定を受けて、差止請求関係の業務を行って
きている。そのなか、不当条項使用に関する差止請求訴訟で判決が出た事案は 12 件あり、
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提訴後に訴訟上の和解、請求の認諾で終了した事案は 30 件ある448。そのほか、訴訟外で適
格消費者団体が差止請求権を基礎として事業者と交渉等をする事案も数多く存在する449。

第2款

集団的消費者被害回復訴訟制度450

本制度は、消費者被害の特徴を踏まえ、二段階の訴訟手続を創設している。
まず、第 1 段階の手続において、適格消費者団体が、事業者に対し、相当多数の消費者
に共通する事実上および法律上の原因に基づき、個々の消費者によりその金銭的支払請求
に理由がない場合を除いて、金銭を支払う義務を負うべきことの確認を求めて訴えを提起
し、
裁判所は事業者の当該義務の有無を審理し、確定的な判断を下す
（共通義務確認訴訟）
。
共通義務確認訴訟において事業者に共通義務が存在することが認められた場合に、第 2
段階の手続として、適格消費者団体が、救済対象となりうる消費者に対し、通知・公告を
行って個別請求権の届出の授権を受け付け、授権をした対象消費者につき個々の請求権の
存否および損害額について、事業者の認否または裁判所による「簡易確定決定」により確
定させ、簡易確定決定に対して異議がある場合には、さらに「異議後の訴訟」において確
定させる（対象債権の確定手続）
。
本制度の対象事案として、事業者の係争利益把握可能性および第 2 段階での簡易迅速な
審理を確保する観点から、対象となる請求権の発生原因が明確に法定されている。具体的
には、事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、①消費者契約に基づく履行
請求、②不当利得に基づく請求、③契約上の債務不履行もしくは瑕疵担保責任による損害
賠償請求、④不法行為に基づく民法の規制による損害賠償請求である（3 条 1 項）。また、
請求可能な損害の範囲から拡大損害や、逸失利益、人身損害、慰謝料が除外されている（3
条 2 項）。

第5節

まとめ

消費者契約法成立後、不当条項規制について、学説では同法規定に内在する問題点が指

448

消費者庁 HP http://www.caa.go.jp/planning/indeＸ.html#m02 （2014 年 12 月 25 日
最終訪問）
449
各適格消費者団体のウェブサイト参照。
450
加納克利＝松田知丈「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特
例に関する法律の概要」現代消費者法 22 号（2014 年）43 頁以下、大高友一「集団的消費
者被害救済制度の成立の意義と課題」現代消費者法 23 号（2014 年）4 頁以下を参照。
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摘されているとともに、裁判例では 9 条 1 号や 10 条を中心に活発な解釈論が展開されてい
る。さらには、消費者契約法の見直しという観点のみならず、民法（債権関係）改正との
関係からも議論されている。本章ではこれらの議論を中心に消費者契約法における不当条
項規制の状況について考察してきた。最後に、本章のまとめを行うとともに、日本法の成
果およびその問題点を明らかにしたい。
第1款

規制アプローチ、規制の正当化根拠

消費者契約法は、
「消費者と事業者との間の情報力・交渉力の構造的な格差」という規制
根拠に基づき、消費者アプローチを採用し、契約の形式（約款によるものであるか否か）
を問うことなく、特定の消費者契約条項を無効としている。
すなわち、消費者契約法の考え方として、消費者がある条項によって不当な利益を得る
ことは、消費者と事業者の間に情報力・交渉力の構造的な格差があることにより、消費者
は契約内容形成に実質的に働きかけることはできないからであり、契約の形式とは関係な
いということである。

第2款

規制対象

消費者契約法は不当条項規制対象を「消費者契約条項」と定めるが、個別交渉がなされ
た条項や、契約の中心条項が規制対象になるのかは課題として残されている。
まず、個別交渉がなされた条項について、学説では、消費者契約法の立法趣旨、紛争の
迅速な解決および消費者と事業者間の実質的な交渉の困難さから規制対象とする肯定説と、
個別交渉がなされた以上は自己責任を負うべきという理由から規制対象としない否定説の
対立が見られる。
次に、契約の中心条項について、見解も分かれている。これらの条項を規制対象から除
くべきと主張する見解の主な理由は、マーケット論理から、取引本体部分は基本的に市場
取引によって決定され、国の介入は抑制されるべきであることにある。これに対して、反
対意見として、消費者と事業者の間に情報力・交渉力の構造的な格差があることにより、
契約の中心条項についても消費者が事業者と対等な決定ができるかという疑問があり、そ
こに介入する可能性が残されていると主張されている。他方、裁判例では、
「契約の主要目
的や価格に関する条項」
について、
消費者契約法 10 条の適用が問題とされた事案がないが、
関連問題の検討において明確に不当条項規制の中心条項への適用を否定すると言及した裁
判例が見られる。また、建物賃貸借特約の有効性に関する事案において、消費者契約法 10
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条が適用されたケースが多く存在している。これらの特約は契約の価格と密接な関連を有
し、中間条項（価格関連条項）といえる。

第3款

不当性の判断基準

不当条項規制の規制基準について、立法段階からその明確さが求められており、それを
追求するために、消費者契約法はその規定の要件を明確的に設けるようにしている。
１．一般条項
一般条項の 10 条は、契約条項の無効要件として、任意規定からの乖離（前段要件）と信
義則違反（後段要件）を定める。
両要件の関係について、学説では、前段要件が後段要件の考慮要素の一つであると主張
する見解と、両要件は別個要件であることを主張する見解が見られる。他方、裁判実務に
おいて、一部の例外的な例を除いて、ほとんどの裁判例は両要件を別個要件としてそれぞ
れ判断した上で契約条項の有効性を判断している。なお、実際、前段要件の充足を淡々と
認めた上で、後段要件について丁寧な吟味を加えてその充足の有無を判断し、契約条項の
無効判断を行うという裁判例の傾向が見られる。
まず、前段要件の任意規定からの乖離について、任意規定の範囲が議論されている。立
法担当者や少数説は「任意規定を明文の規定に限定する」と主張しているが、多数説は「明
文の規定に限らず、不文の任意規定や一般法理も含まれる」と主張している。他方、裁判
例では、下級審では見解が分かれていたが、最高裁判決は正面から「任意規定には、明文
の規定のみならず、一般的な法理等も含まれる」と判示したため、判例上任意規定が明文
の規定に限らないという解釈が定着したといってもよい。このように、任意規定の範囲が
無限に拡大する傾向があり、また、裁判実務において契約条項の無効判断は実質的には後
段要件の充足の有無により左右される傾向があるということから、任意規定からの乖離要
件には特段の意味がなく、その代わりに「当該条項がない場合との比較」を前段要件とす
る改正提案が多く見られる。
次に、後段要件の信義則違反について、裁判例や学説の議論から、信義則違反であるか
否かの判断基準の中核が「当事者の利益の均衡性」にあることが分かる。すなわち、契約
条項によって消費者が受ける不利益とその条項を無効にすることによって事業者が受ける
不利益とを衡量し、両者の間に合理性を欠いた（過大な）不均衡が生じたと評価できる場
合に、当該契約条項が無効となる。
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さらに、
「当事者の利益の均衡性」
を判断する際の考慮要素について、裁判例や学説では、
次のいくつかの点が議論されている。
①問題となる条項の他の契約条項の考慮
裁判例では、多くの裁判例は契約条項の有効性を判断する際に、問題となる契約条項だ
けではなく、他の契約条項を含め契約全体における当事者間の利益の均衡性を考慮してい
る。この考え方は学説ではも、多く支持されている。
②契約締結過程における事情の考慮
裁判例では、消費者に対する説明や情報提供の状況、交渉状況等の契約締結過程におけ
る事情も契約条項の効力判断の際の考慮に入れるのは、裁判例の主流となっている。しか
し、同様に考慮に入れるといっても、説明状況、交渉状況の考慮の仕方により、結果が分
かれうる。説明内容や、選択自由を厳格に求める場合、契約条項が無効とされる。
他方、学説では、契約過程における事情を含め、契約締結時点までの一切の事情を考慮
にいれるべきとする説が有力に主張されているが、不当性判断は条項内容自体の妥当性に
より判断すべきであり、契約締結過程における交渉状況は規制対象とすべきか否かの段階
で考えるべきという反対の見解が見られる。
③条項外実務の考慮
この問題を提起した保険料不払いによる無催告失効条項事案において、原審判決は消極
的な立場を取ったが、最高裁判決は積極的な立場を取って、条項外の実務対応措置が確実
にされているか否かを重要な考慮要素として挙げている。学説ではも、多数の学説が積極
説を取っている。なお、差止訴訟の場合は、差止判決を契機として一般的な実務対応を適
切な範囲で条項面に反映するよう促すという差止制度の機能を発揮するために、条項外実
務は考慮要素から除外されるべきと主張されている。
条項外実務の考慮と関連して、
考慮される実務の時的制限という問題が議論されている。
契約締結後の事情を考慮すべきではないという見解によれば、契約条項は契約時までの事
情を考慮してなされる当事者間の取引の結果であることを前提とするから、契約締結後の
事情ゆえ契約条項の効力を左右するものではない。これに対して、契約締結後の事情を契
約解釈を通じて条項内容に取り込むことや、事業者の情報提供により消費者の条項に対す
理解が深まった場合に例外に契約締結後の事情を考慮することが主張されている。
④個別事情の考慮
契約締結過程における事情や、条項外実務の考慮と関連して、これらの事情の具体性の
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問題が議論されている。
契約締結過程における事情を考慮に入れた一連の建物賃貸借特約に関する事案において、
最高裁判決を含めほとんどの判決は当該事件における具体的な事情を考慮している。
他方、学説では、約款条項の場合、その内容をコントロールするため、紛争当事者の個
別事情を考慮せず条項の抽象的審査を行うべきとする見解と、
個別事情を考慮することは、
事業者側に不利に働く場合と有利に働く場合とがありうるので、約款コントロールと個別
事情を考慮することは矛盾しないと主張し、条項の具体的審査を行うべきとする見解の対
立が見られる。
また、差止訴訟の場合は、その性質上条項の抽象的な審査が求められると主張されてい
る。

２．不当条項リスト
（1）現存のリスト
消費者契約法は不当条項の規制基準を明確にするために、8 条と 9 条に不当条項リスト
を設けた。これらの規定は適用範囲を明確的に規定しており、免責条項と損害賠償の予定・
違約金条項の 2 種類の条項の不当性判断の有力な基準を示している。
しかし、他方で、適用範囲の過度な明示により、規定の適用範囲が限定されており、規
定の不徹底さが指摘されている。8 条といえば、軽過失による責任制限条項、事業者の債
務を排除する条項のリスト化や、人身損害の免責条項の別途リスト化が議論・提案されて
おり、9 条といえば、契約の解除にかかわらず、かつ金銭債務の支払い遅滞に限定せずに、
より広い形で損害賠償額の予定条項にかかるリストの作成等が議論・提案されている。
また、リストの不当性判断の基準に関する問題として、9 条 1 号の平均的な損害という
基準はその表現の曖昧さから、損害の対象および立証責任の所在が不明確である。これに
対して、立法後の裁判例および学説の活発な議論により、解釈論が展開されている。
まず、平均的な損害に事業者の逸失利益が含まれるかの点について、裁判例では見解が
分かれている。学説ではも、9 条 1 号は民法 416 条や民法によれば認められる損害賠償額
を前提とする考え方により、平均的な損害に当然に事業者の逸失利益が含まれるとする見
解と、9 条 1 号を消費者契約特有の契約解消ルールとして位置づけ、契約の目的に代替性
がない限り、事業者の逸失利益が平均的な損害に含まれるとする見解の対立が見られる。
また、平均的な損害の算定における考慮要素として、9 条 1 号は「解除の事由」と「解
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除時期」を明示している。
「解除事由」について、ほとんどの裁判例は平均的な損害を算定
する際に「解除の事由」を考慮していないし、学説ではも、
「解除の事由」は事業者が被る
損害の額に影響を与える要素ではないと言われている。
「解除の時期」について、裁判例で
は、多くの判決は契約の解除の時期を注目し、契約の解除の時期がまさに平均的な損害の
算定における一番の決め手となっている。また、解除の事由、時期のほか、業界の慣行が
考慮されている判決も現れている。
平均的な損害の立証責任について、下級審判決では判断が分かれていたが、学納金返還
訴訟の最高裁は事実上の推定の働く余地を認めながら、原則として消費者が立証責任を負
うことを明確にした。学説では、消費者が立証責任を負うとする見解が有力に主張されて
いるが、消費者の立証困難から、立証責任の転換の明文化、事実上の推定の活用、事業者
に合理的な算定根拠を示す資料の提出を認めること等が多く提案されている。

（2）リストの補完
消費者契約において、不当条項リストは 8 条、9 条のみにとどまっている点に対して、
学説・実務では、リストの不十分が批判されており、リストの補完が多く提案されている。
リストのあり方として、法律にブラック・リストとグレイ・リストを設けることや、法
律の他に、業種毎のリスト等を政令レベルで設けることが提案されており、リストを設け
るにあたって、内容面での民商法規範との整合性、消費者保護の見地の考慮や、文言面で
の抽象度と明確さのバランスの考慮が提示されている。
具体的なリストの種類として、事業者の責任を不相当に軽くする条項や、事業者に一方
的な権限を与える条項、消費者の権利を不相当に制限する条項、消費者の義務を可重する
条項、紛争解決に関する条項等さまざまな提案が提示されている。

第4款

不当条項規制の効果

不当条項規制の効果について、9 条は条項の一部無効を認めているが、一般条項の 10 条
は無効の範囲が全部無効となるか一部無効となるかを明文で規定していない。この点に対
して、学説では、少数説は裁判官の全部無効判断への躊躇を配慮して一部無効とすべきと
主張しているが、多数説は予防目的・制裁的観点を重視して全部無効とすべきと主張して
いる。他方、10 条が適用された裁判例では、一部無効を認めた裁判例は極わずかしか存在
せず、契約条項の無効を認めた裁判例のほとんどは「無効である」と判示することにとど
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まり、契約条項が全部無効となるか一部無効となるかは不明である。

第5款

規制方法

不当条項規制の方法として、まず、消費者取引における被害の事前防止・拡大防止のた
め、2006 年に適格消費者団体による差止請求制度が導入され、適格消費者団体が事業者に
対して不当条項使用に関する差止を請求することができるようになった。
また、消費者の財産的被害の集団的な回復のため、2013 年に集団的消費者被害回復訴訟
制度が導入され、二段階の特殊な民事裁判手続が創設された。

結語―日中法の比較による中国法への示唆
以上、中国での不当条項規制の現状および日本での不当条項規制の議論状況を検討して
きた。
中国では、消費者契約における不当条項に対して、依然として行政による規制が主たる
手段として使われている。その背景には中国の経済体制および庶民の意識が作用している
と思われる。中国では、計画経済期においては、契約の本質的な機能は国の経済計画の準
備、具体化および実行であったため、行政機関による契約の管理・監督が常に行われてい
た451。1980 年代から中国は計画経済から市場経済への移行に着手しているが、市場に対す
る政府の介入が依然として蔓延しており（例えば、民間企業の金融、エネルギー、通信、
自動車などの重要産業への参入を制限すること、補助金や資金調達および税制などの面で
国有企業を優遇し、民間企業より国有企業に有利な競争条件を与えること、外国企業に圧
力を加えて技術移転を促すことや、中国からの輸出に有利なように人民元相場を低く抑え
ることなど）
、競争市場が完全に形成されていないことから、未だ市場経済への移行が完了
したとはいえない452。したがって、行政規制を主たる手段としていることは、計画経済期
の残滓ともいえる。また、問題が発生すると必ず行政を頼ろうとする庶民の意識が影響し
ていると考えられる。なお、不当条項に対する行政規制には一定の事前予防効果が見られ
るが、第 1 部第 2 章で検討したように、行政規制には次のような問題が存在している。第
1 に、行政機関による契約書の認可審査あるいは届出の対象は特定の契約類型に限定され
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王晨『社会主義市場経済と中国契約法』
（有斐閣、1999 年）15 頁。
世界銀行＝国務院発展研究中心連合課題組『2030 年的中国 建設現代、和諧、有創造
力的社会』
（中国財政経済出版者、2013 年）28 頁。
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ており、すべての契約類型に対応することができない。第 2 に、モデル契約書はもっぱら
行政の手に委ねられ作成されており、行政と事業者が分離されていないという計画経済の
残滓により、モデル契約書に事業者に有利な内容が取り入られる可能性は否定できない。
第 3 に、行政処罰では既に生じた消費者被害を救済することができない。
他方、私法による規制として、消費者権利利益保護法および契約法は不当条項規制に関
する私法ルールを導入した。消費者に私法ルールを利用して自らの利益を自らの手で守ら
せる権利を与えたことは評価すべきであろう。しかし、第 1 部第 3 章で検討したように、
私法規制には主に次のような問題が存在している。
第 1 に、条文の整合性の問題である。例えば、消費者権利利益保護法 24 条（新法 26 条）
において、約款と約款の存在形態である通知、声明、店頭告示とが規制対象として並列さ
れていることや、免責条項の効力判断に関する契約法 39 条 1 項後段と同法 40 条 2 号、同
法 53 条の間に矛盾があることなどを挙げることができる。条文の整合性の問題が生じた主
な原因は、法制定に至るまでの理論的な検討が不十分であったことにあると考えられる。
中国では、法律を制定する際に、外国法に既に存在している規定から利用できそうな部分
をそのまま取り入れるだけで、規定を支える法理に対する研究・検討は必ずしも十分では
ないと言われており453、そのことも影響していると思われる。
第 2 に、消費者私法理論が確立されていないことがある。まず、消費者権利利益保護法
改正前の裁判実務の状況を見ると、消費者契約条項の効力判断が問題となった場合、特別
法である消費者権利利益保護法 24 条を根拠規定とする裁判例もあり、一般法である契約法
の関連規定を根拠規定とする裁判例もあり、果てはその両方を根拠規定とする裁判例さえ
ある。したがって、実務者から見ると、消費者と事業者間の契約を規律する消費者権利利
益保護法 24 条の規定と、
対等な立場にある当事者間の契約を規律する契約法の関連規定に
は差異がないようである。また、不当条項規制の規制対象、不当性判断基準、規制効果に
関する学説の議論においても、消費者契約の特殊性から出発して独自の民事ルールを策定
することはほとんど検討されていない。そもそも、中国では、消費者を経済的弱者として
保護するという発想はあるものの、当事者の属性（一方が消費者であり他方が事業者であ
ること）を考慮して、一般的な民亊ルールに一定の修正を加え、消費者取引における独自
の民亊ルールを創設すること、いわゆる消費者私法理論がまだ確立されていないと思われ
る。
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河山肖水著・鈴木賢＝宇田川幸則共訳『中国養子法概説』（敬文堂、1998 年）146 頁。
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第 3 に、消費者私法ルールの明確性の欠如である。消費者私法理論が確立さていないた
め、
現行の中国の不当条項規制に関する私法ルールには不明確な点が数多く存在している。
ところで、中国も近い将来に市場経済への移行の完了が予想され、その場合にはかつて
の日本と同様に、行政改革、景気対策、国際化への対応等の問題に直面して、行政規制中
心から司法（私法）規制の重視への転換が求められると思われる。それを踏まえ、結論と
して、消費者契約における不当条項規制の私法ルールを明確させるために、日中法の比較
による中国法への示唆を探り、中国における不当条項規制制度の今後の展開について検討
する。具体的には、基本的にどのような考え方の下で不当条項規制を行うのか、その規制
範囲をどこまで設定するのか、具体的にいかなる基準によって不当性を判断するのか、さ
らにその規制を実効的なものにするためにいかなる方法がとられるのか等の点について検
討し、一定の方向性を提示したい。

第1節

規制のアプローチ、規制の正当化根拠

中国では、一般法である契約法は、不当な免責条項を無効とする個別的な規制規定を設
けるほか、消費者約款を含む一般的な約款規制制度を導入し、約款の内容に対する直接的
な規制を行っている（不当な免責条項に対する個別規制＋一般的な約款規制）
。また、特別
法である消費者権利利益保護法は、消費者約款を規制対象とし、不当な内容の消費者約款
条項を無効にすることによって規制を行っている（消費者約款に対する規制）
。
したがって、
中国における不当条項規制は、免責条項に対する規制を除いて、基本的に約款アプローチ
を採用しているといえる。約款アプローチを採用した理由について、消費者権利利益保護
法および契約法の立法担当者の説明によれば、約款は設定者により一方的に作成され、相
手方は約款内容の形成に実質的に関与できないため、約款内容に合理性の保障がないから
である。すなわち、消費者権利利益保護法・契約法のいずれも、一方当事者が約款によっ
て契約条項内容を一方的に決定していることを規制根拠としている。この立場では、契約
内容の一方的決定が問題であって、契約当事者がどのような立場においても、規制の範囲
は約款に限られる。
一方、日本では、消費者契約法制定前から、不当条項規制のアプローチをめぐって、約
款アプローチと消費者アプローチの対立が見られた。両者の実質的な差は、不当条項規制
の根拠にあると思われる。約款アプローチを主張する見解によれば、約款という契約締結
の仕方により、顧客側の意思的関与の希薄さや、実質的交渉の欠如により、合意の正当性
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保障メカニズムが一般に機能しがたいことから、規制が要請される。これに対して、消費
者アプローチを主張する見解によれば、事業者と消費者の取引における立場により、情報
力・交渉力の格差が生じ、それにより合意の正当性保障メカニズムが一般に機能しがたい
ことから、規制が要請される。すなわち、不当条項規制の正当化根拠は顧客側の契約内容
の形成への関与が実質的働かず、契約内容の合理性の保障がないため、積極的に内容規制
を行う必要があるということにある。ただし、顧客側の意思の関与の希薄さを導いた原因
として、契約締結の仕方と当事者の属性あるいは取引における立場が考えられる。前者は
約款規制アプローチの考え方であり、後者は消費者アプローチの考え方である。消費者契
約法は結局、消費者と事業者との間の情報力・交渉力の構造的な格差という規制根拠に基
づき、消費者アプローチを採用し、契約の締結の仕方（約款によるものであるか否か）を
問うことなく、特定の消費者契約条項を無効としている。
民法全体の立法手法はともかくとして、消費者契約の場合、
「消費者がある条項によって
不当な利益を得ることは、
『約款』である場合に限られず、契約当事者間の情報力・交渉力
の格差がある契約であれば、全ての場合において見られる」という日本消費者契約法の考
え方は合理性があるものと考える。
さらに一歩進んでいえば、これは国の政策判断の問題でもある。すなわち、広い範囲で
消費者を救済するという政策を取る立場なら、契約の締結仕方にかかわらず、不当条項規
制が行われるべきである。
したがって、消費者契約における不当条項規制の根拠が消費者と事業者の間にある構造
的な格差にあり、しかも広い範囲で消費者を救済する必要があることを考えれば、中国に
おいても、消費者契約の条項について、消費者アプローチを採用し、約款による契約か否
かを問わず不当条項規制を行うべきと考える。

第2節

規制対象

第1款

個別交渉がなされた条項

前述のように、中国は免責条項を除いて、基本的に約款による契約を不当条項規制の対
象としている。約款の定義規定によれば、契約締結時に相手方と協議されていないという
ことが約款の要件となっているので、個別交渉がなされた条項は不当条項規制の対象から
除外されている。
一方、日本では、個別交渉がなされた条項の規制の可否について、消費者契約法の立法
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段階から議論されたものの、明文で規定されなかったため、現在でも議論が続いている。
個別交渉がなされた条項を規制対象から除外する主な理由は、私的自治との相容性、すな
わち、個別交渉がなされた以上は自己責任を負うべきであるということにある。他方、個
別交渉がなされた条項も規制対象にする理由として、事業者と消費者の間にある構造的な
格差により、現実に実質的な交渉がなされることは期待できないこと、実質的な交渉の有
無の判断が困難であることが挙げられている。
この問題は前述の不当条項規制の正当化根拠の問題と密接に結び付いていると思われる。
約款の場合、個別交渉がなされた上で締結された合意であれば、約款が用いられているこ
とに起因する問題が解消されるので、規制する必要がなくなる。しかし、消費者契約の場
合、事業者と消費者の間に情報力・交渉力の構造的な格差が存在する以上、現実に実質的
な交渉がなされることは期待できないから、個別交渉がなされたとしても規制する必要が
なお存在する。
また、私的自治との相容性という観点から見ても、私的自治原則は、契約当事者間が実
質的な交渉が可能な対等な立場において契約することを前提としている。しかし、消費者
契約の場合、この前提条件が満たされていないため、一般的な私的自治原則を修正するこ
とが要請される。
したがって、消費者契約における不当条項規制の根拠から考えれば、個別交渉が行われ
たからといって、規制対象から直ちに除外されるべきではない。

第2款

契約の中心条項

契約条項の内容からみると、契約の主要目的や価格に関する中心条項を不当条項規制規
定の適用範囲から除くか否かについて、中国では明文で規定されておらず、学説でも議論
されていないが、裁判例では中心条項に対して規制を及ばすことを肯定している。なお、
そもそも中国の学者や実務家には中心条項と付随条項を区別するという意識すらないと推
測される。
一方、日本では、中心条項と付随条項を区別して規制することは、伝統的には約款規制
論で用いられてきた。すなわち、約款規制論を主張する見解によれば、中心条項について、
通常顧客の主観的な意思が関与し、伝統的な意味で合意の実質が備わるため、中心条項は
約款規制の対象から除外されるべきである。これに対して、反対意見として、消費者と事
業者の間に情報力・交渉力の点で構造的な格差が存在することで、契約の中心条項につい
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ても消費者が事業者と対等な決定ができるかという疑問があり、そこに介入する可能性が
残されていると主張されている。
この問題も不当条項規制の根拠から考える必要がある。消費者と事業者間の情報力・交
渉力の構造的な格差が存在ゆえ不当条項を規制するという日本消費者契約法の考え方から
すると、中心条項と付随条項を区別せず規制することは筋が通ったものといえる。なぜな
ら、消費者と事業者間の構造的な格差により、中心条項の場合でも、消費者に事業者と実
質的な交渉を行った上で、合理的な選択・決定することを期待することができないからで
ある。
また、中心条項を不当条項規制の対象外とするの理由として、マーケット論理により、
取引本体部分において競争メカニズムが機能することは期待できるから、中心条項は基本
的に市場取引によって決定され、国の介入は抑制されるべきであると主張されている。し
かし、市場において競争メカニズムが完全に機能しているのかは疑問である。
さらに、そもそも契約の中心的部分と付随的部分が判然と区別できるか否かという現実
問題がある。
日本の消費者契約法 10 条が適用された建物賃貸借特約に関する事案において、
これらの特約が契約の価格と密接な関連を有している。
以上の点を踏まえると、消費者契約の場合、中心条項も不当条項規制の対象外とされる
べきではないと考える。

第3節

不当性の判断基準

第1款

一般条項

不当条項の判断基準として、中国法では公平原則、日本法では信義則を定める。なお、
公平原則も信義則も不当性の判断基準を示したというより、なぜ不当条項を規制すべきか
という法理を示したといえる。そこで、こうした抽象的な法理を具体化した基準を設ける
必要があると考える。
日本では、消費者契約法成立前から、具体的な判断基準のあり方が模索されており、
「任
意法規範の逸脱」
、
「契約上の本質的権利または義務を非常に制限し、契約目的達成を困難
にすること」
、
「その条項を有効とすることによって消費者が受ける不利益と、その条項を
無効とすることによって事業者が受ける不利益との衡量」、「消費者の期待に反し消費者に
著しく不利な内容」等が提案された。結局、消費者契約法は、10 条の一般条項に任意規定
からの乖離、
「消費者の利益を一方的に害する」といったより具体的な要件を取り入れてい
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る。しかし、その後の議論により、任意規定からの乖離という要件の存在ゆえに契約条項
の無効とされる余地が狭くなっていることが分かった。これに対して、判例・学説では、
任意規定の範囲を明文の規定に限らず、不文の任意規定や一般法理まで無限に拡大解釈さ
れるようになり、任意規定からの乖離要件の不要論に至った。その場合、任意規定からの
乖離の代わりに当該条項がない場合との比較という要件が提案されている。
以上の日本の経験から、中国において不当性の判断基準を明確にするために、より具体
化した基準を設ける必要があるが、明確性を追求するあまり文言を細かくし、規制範囲を
限定しすぎないことが重要であることがわかる454。
不当条項規制の目的からいえば、契約条項が不当であるか否かを判断する際に、根本的
に考えなければならないのは、当事者間の利益の均衡性といった取引の公正さである。す
なわち、契約条項によって消費者が受ける不利益とその条項を無効にすることによって事
業者が受ける不利益とを衡量し、両者が均衡を失していると評価できる場合に、事業者に
よる消費者の利益の不当な侵害として、当該契約条項が無効となる。ただし、ここでいう
「均衡性を失している」というのは、たとえば、51 対 49 ならば、そのように評価される
というものではなく、合理性を欠いた不均衡が求められる455。実際、中国でも日本でも多
くの裁判例・学説では、当事者間の利益の均衡性が不当性判断の中核となっていることを
確認することができた。問題は、このことを一般条項規定においてどのように規定すべき
かである。その際に、日本の消費者契約法 10 条の「消費者の利益を一方的に害する」とい
う文言や、中国契約法制定過程において提案された「契約の相手方（消費者契約の場合は
消費者）に不合理な不利益を与える」という文言が参考になるだろう。
それでは、条項の不当性判断に当たって具体的にどのようなことを考慮して「当事者間
の利益の均衡性」を判断すべきであろうか。
この点について、中国では、単に当事者の利益の比較考量を意識していることにとどま
っており、ほとんどの判決書は記載内容が簡潔で詳細な議論が行われていないため、裁判
例から不当性判断における考慮要素を抽出することが困難であった。比較的に詳細な議論
が行われた僅かの裁判例において、事業者が事前に消費者に対して契約条項の存在を告知
したことが考慮されていることが判明した。
一方、日本では、消費者契約法制定過程の国民生活審議会において、不当条項の定義と
454
455

大澤・前掲注(153)455 頁。
道垣内・前掲注(396)394 頁。
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並んで個別的ケースにおける不当条項の評価方法が提案されており、また、最近の民法（債
権関係）改正の議論や消費者契約法の改正に向けた議論においても、不当条項規制の一般
条項に評価規定が併記されており、その際考慮に入れられる要素として、契約の性質・趣
旨、契約締結時の事情、契約全体の内容、取引慣行等が挙げられている。また、消費者契
約法成立後、10 条をめぐる裁判例では、一般条項の信義則違反の有無を判断する際に考慮
されるべき要素に言及するものが多数存在し、学説ではも活発な議論が行われている。こ
れらの議論から、次のような示唆が得られる。
①問題となる条項の他の条項の考慮
日本の裁判例・学説では、問題となる条項の効力を判断する際に他の条項（契約内容）
も考慮に入れるべきという考え方が一般的である。不当条項規制は契約条項自体の効力を
問題にするので、基本的に問題となった契約条項の内容を見てその効力を判断すべきであ
る。しかし、場合によっては、その条項の内容が他の条項と依存関係にあること（問題の
条項が他の条項と相まって消費者の利益を害するあるいは逆に他の条項により消費者の不
利益が除去ないし緩和される場合）もありうるので、このような場合には、契約条項の効
力を判断する際に他の条項の存在も併せて考慮されなければならないと考える。
②契約締結過程における事情の考慮
消費者に対する説明や情報提供の状況、交渉状況等の契約締結の態様に係る事情も契約
条項の効力を判断する際に考慮することは、日本の裁判例の主流となっている。しかし、
学説が指摘するように、現在のところ 10 条の適用をめぐる多くの裁判例で問題となってい
るのが、建物賃貸借特約等価格と密接な関連を有する条項であり、裁判例における不当性
判断の仕方は、このような条項の特質（中間条項性）とかかわっている。したがって、契
約締結過程における事情の考慮の有無は、契約条項の性質によって異なる扱いをする必要
があると考える。具体的には、条項内容が客観的に見て不公正であると評価できるような
場合は、契約締結過程における事情を考慮する必要がない。他方、条項内容のみ条項が不
当であるか否かを判断することが困難な場合は、契約締結過程における事情を考慮に入れ
るべきである。
なお、契約締結過程における説明や情報提供の状況、交渉状況を条項の不当性判断の際
に考慮に入れたとしても、具体的にいかなる説明、交渉を求めるべきかという問題を避け
て通ることはできない。日本の裁判例ではも、説明状況、交渉状況の考慮の仕方により、
契約条項の効力判断の結果が分かれている。説明内容、交渉状況を緩めに求める（例えば、
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説明の内容を条項の「存在」のみ求める）裁判例では、契約条項が有効とされるが、逆に、
これらの内容を厳格に求める（例えば、説明の内容を条項の「法的性質」まで求める）裁
判例では、契約条項が無効とされる。この問題は不当条項規制の根拠から考えなければな
らない。消費者契約の場合、消費者と事業者の間にある情報力・交渉力の格差により、消
費者が当該条項に伴う利害得失を判断することができないゆえに不当条項を規制する必要
がある。したがって、契約締結過程における事情を考慮に入れる場合、事業者は消費者が
一般的に当該条項に伴う利害得失を判断する際に必要な情報、取引選択肢を明確に提供す
れば十分であると考える。
③条項外実務の考慮、契約締結後の事情の考慮
日本の最高裁判決も学説の多くも条項外実務を考慮すべきと主張している。上記の「当
事者の利益の均衡性」
という契約条項の不当性判断基準からすると、
条項の内容に限らず、
事業者が行った条項外実務により、消費者の不利益が回避された場合、この要素も考慮さ
れるべきと考える。これと同じ観点から、契約締結後の事情でも、その事情により消費者
の不利益が回避された場合、契約条項の不当性判断において当該事情を考慮すべきと考え
る。
④個別事情の考慮
日本の学説では、約款条項の内容をコントロールするため、紛争当事者の個別事情を考
慮せず条項の抽象的審査を行うべきとする見解がある。しかし、その反対意見が述べるよ
うに、個別事情を考慮することは、事業者側に不利に働く場合と有利に働く場合もありう
るので、個別事情を考慮しないことは必ず契約内容の適正化を導くわけではない。
また、そもそも契約は一定の環境の下で個別的に締結されており、個別訴訟で肝心なこ
とは具体的な事案を処理することである。例えば、問題の事案において実際に実務対応が
なされていないのであれば、一般的実務対応がなされていても、それにより個別事案を処
理することは妥当とは言えない。
したがって、契約締結時における事情や条項外実務を考慮する場合、個別当事者間にお
ける事情を考慮すべきと考える。
⑤個別訴訟と団体による差止訴訟とで考慮要素が異なるか
個別訴訟と団体による差止訴訟における不当条項判断の考慮要素を分ける必要があると
考える。例えば、団体による差止訴訟の性質により、条項の審査は個別事情を考慮せず抽
象的に審査する必要があり、また、差止判決による契約内容の適正化を進めるという差止
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制度の機能を発揮するために、条項外実務は考慮要素から除外されるべきである。
中国法において、不当条項規制の一般条項に具体的な考慮要素を列挙した「評価規定」
を設けるべきか、設ける場合にいかなる要素を考慮すべきかについては、慎重な検討を要
するが、日本法の議論から、少なくとも以下の点を指摘することができる。
契約条項の不当性を判断する際に、基本的には条項自体の内容の合理性を注目するべき
であるが、当事者の利益の均衡性という判断中核から、問題となった条項以外の要素によ
って消費者の不利益が実質的にカバーされることがあれば、その要素を総合的に考慮して
条項の不当性を判断すべきである。例えば、問題となる条項の他の契約条項、消費者に対
する説明や情報提供の状況、交渉状況等の契約締結の態様に係る事情、条項外の実務の運
用状況等を考慮に入れることが可能である。その場合、個別訴訟においては個別当事者間
における事情を考慮すべきであるが、団体による差止訴訟においては個別事情を考慮せず
抽象的に審査すべきである。

第2款

不当条項リストの設定

不当性判断基準の明確化のもう 1 つの方法は不当条項リストの併用である。具体的にど
のような条項が不当条項に該当するかを例示的に掲げることについては、危険条項につい
ての消費者と事業者への情報提供機能、無効条項に対する予防機能と市場における実質的
競争促進機能、および裁判外での紛争処理機能がある456。このことは中国でも日本でも意
識されている。しかし、問題は不当条項リストをどのように作成するのかである。以下で
は、日中法の比較から、中国と日本の現存のリストの改善およびリストの補完の留意点に
ついて、さしあたりいくつかの点を提示する。
1．現存のリストの改善
(1)事業者の免責条項
中国法でも日本法でも事業者の免責条項を不当条項リストとして掲げている。しかし、
その判断基準が異なる。中国法は、消費者契約の場合、人身損害の免責条項か財産損害の
免責条項か、責任排除条項か責任制限条項かを問わず、如何なる事業者の免責条項も無効
としている。一方、日本法は、責任排除条項と責任制限条項を区別したうえで、故意・重
過失については責任排除条項でも責任制限条項でも無効とし、軽過失については責任排除
条項に限って無効としている。これに対して、日中両国で、軽過失による免責条項、特に
456

河上・前掲注(381)75 頁。
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軽過失による人身損害に関する免責条項を無効にすべきか否かについて、議論されている。
1 つの方向性として、財産損害の場合は、個別の事情（たとえば、合理的な理由の有無等）
を考慮して不当性を判断することで、グレイ・リストとして定め、人身損害の場合は、人
間の生命・身体という法益の重要性および処分不可能性から、原則として一切の人身損害
に関する免責条項を無効とし、例外として法令により損害賠償責任が制限されているとき
は、それをさらに制限する部分についてのみ無効とすることが考えられる。
(2)損害賠償額の予定・違約金条項
損害賠償額の予定・違約金条項について、中国ではリスト化されていないが、消費者の
責任を加重する条項の一種として実務上認められている。また、債務者の債務不履行に対
する損害賠償額の予定・違約金について、契約法に裁判所が過大な違約金を調整すること
ができるという規定が設けられている。その後の契約法の司法解釈により、具体的な過大
な違約金の判断基準が示されている。すなわち、過大な違約金であるか否かの判断基準は、
実損害を超えたか否かであり、その考慮要素として、契約の履行状況、当事者の過失の程
度、当事者の締結地位の強弱、約款の適用の有無等の多項目の要素がある。この判断基準
によれば、損害の対象には逸失利益も含まれるが、損害の算定において、契約締結段階の
当事者の地位の強弱も考慮されるため、例えば事業者間契約であるか消費者契約であるか
によって損害が異なりうる。
一方、日本では、消費者契約の場合、契約の解除に伴う損害賠償額の予定・違約金条項
について、平均的な損害を超えた部分を無効としている。消費者契約法立法後、曖昧な平
均的な損害という概念自体に損害の対象が不明確であるため、学説・裁判実務において見
解が分かれている。
平均的な損害と比べて、実損害という概念は損害の対象は明確であるが、消費者契約に
おいて事業者の主導のもとで勧誘・交渉が行われ、消費者は契約の内容について十分に熟
慮することなく契約の締結に至ることが多いという消費者契約の特性から考えると、民法
の実損害の損害対象をある程度限定する必要があると思われる。また、同一の事業者が多
数の同種の契約を締結することが前提とされている消費者契約の特性に基づくこと、また、
不当条項リストが消費者団体訴訟における規制基準となることも考えると、平均的な損害
を基準とすることには一定の意味があると考える。したがって、平均的な損害の概念を消
費者特有のものと明文で規定した上で、原則としてその対象を信頼利益に限定し、例外と
して契約の時期の区分、契約の目的等に照らし、他の顧客を獲得する等によって代替する
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ことが不可能となり、利益を得る機会を喪失した場合、逸失利益を損害に含めることを明
文で定めるという提案が有用であると考える。

2．リストの補完
現存の不当条項のリストが貧弱なものであり、それを充実させる必要があるということ
は、中国でも日本でも指摘されている。具体的にどのようなものをリストに掲げるべきか
については、今後慎重な検討を要するが、ここでは、日本法の議論から、リストを補完す
る際に留意すべき点をあげる。
(1)リストのあり方
不当条項リストを作成するに当たっては、ブラック・リストとグレイ・リストに分けて
定めることが望ましいと考える。一定の要件を満たせば他の要素を考慮するまでもなく当
然に無効とされるべき条項をブラック・リストとして掲げることは、具体的な要件が存在
するゆえに不当性判断がより容易となるが、反面、条項の不当性判断が硬直的な運用を招
くことがあり、またブラック・リストの結果の厳しさからリストアップされる条項の数が
限られることが想定される。そのため、ブラック・リストと合わせて、不当条項であるこ
とを推定した上で、他の事情を踏まえれば当該条項の合理性が認められうる条項をグレ
イ・リストとして定めることが効果的な方法であると考える。
(2)リストの民商法規範との整合性、消費者保護の見地の考慮について
リストを設定する際に、現存の民商法規範との整合性や消費者保護の見地の考慮が必要
である。現存の民商法規範には契約当事者間の権利・義務を合理的に分配するルールが定
められている。リストを設定する際に、これらの民商法規範において合理性が認められて
きたルールとの整合性が図られるべきである。他方で、消費者と事業者の間に存在する構
造的な格差により、対等な立場にある当事者間の契約を前提とするルールを修正し、消費
者保護の見地から消費者と事業者間の権利・義務を合理的に分配する独自のルールを作る
必要がある。
(3)リストの抽象度と明確さのバランスの配慮について
リストの抽象度と明確さのバランスの配慮が必要である。リストが抽象的すぎで、実効
性を欠くというのは現在の中国法の問題の 1 つである。これに対して、日本法の問題とし
て、規定の明確さを重視しすぎて、リストの適用範囲が限定される結果となった。例えば、
9 条 1 号の「契約の解除に伴う」という限定や、2 号の金銭債務の支払い遅滞への限定が 9
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条の射程を狭くしてしまった。しかし、立法後の議論から、契約条項の実態や本来的な損
害賠償の予定・違約金条項規制の理念からすれば、上記の限定なしで、消費者の義務違反
に対する損害賠償の予定等条項への規制の拡大可能性が十分存在するから、より広い形の
不当条項リストが作成されるべきであることが分かる。したがって、民法の条文程度かこ
れをやや具体化した程度の抽象度を想定しておくことが望ましい。
(4)リストの内容の選定・表現の確定
リストの内容の選定は、主にその国での消費者トラブルの実態を踏まえて、リスト化す
ることが必要である。リストすべき不当条項の種類や具体的な文言をいかに定めるかにつ
いては、本稿の日中比較だけでは不十分であるが、日本におけるリストの充実化に関する
提案から、少なくとも以下のような内容がリストにすることが可能だと考える。
ア、事業者の責任・負担を不相当に軽くする条項（例えば、事業者の債務を排除する条
項、事業者の証明責任を軽減する条項など）
。
イ、事業者に一方的な権限を与える条項（例えば、事業者に契約内容の一方的な変更権
限を与える条項、事業者が正当な理由なしに任意に契約から離脱することができたり、事
業者の任意となる条件に事業者の履行をかからせる条項、事業者が第三者と入れ替わるこ
とを許す条項など）
。
ウ、消費者の権利を不相当に制限する条項（例えば、事業者に契約違反があった場合に
消費者が事業者に対して取得する損害賠償請求権、解除権その他契約違反を理由とする救
済手段の全部または一部を剥奪する条項、消費者側の抗弁権・留置権・相殺権を剥奪する
条項、消費者の権利行使期間を法律で定められた期間を短縮する条項など）
。
エ、消費者の義務・負担を不相当に重くする条項（例えば、意思表示の擬制によるリス
クを消費者に負担させる条項、リスク転嫁条項など、消費者に不利な専属的合意管轄を定
めた条項など）
。

第4節

不当条項規制の効果

不当条項規制の効果について、中国法では、一般法である契約法において、一般条項の
公平原則に違反した場合の約款の効力に関する規定が存在しないという立法上の問題があ
るが、裁判例では、ほとんどの裁判例は契約条項の全部無効を認めている。
日本では、不当条項に該当する消費者契約条項はその全体が無効となるか、それとも一
部無効になるかについて、見解が分かれている。一部無効を認める最大の利点は、
「ここま
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では許容される範囲だ」ということが裁判所によって具体的に示されることはその後の同
様の条項の策定に格好の指針を与えることにある。しかし、消費者契約の内容の適正化を
進める見地から、不当条項設定者に対する制裁および不当条項の抑制を考えるなら、不当
条項を全部無効にするのが適合的であると考える。

第5節

規制方法

私法規制の方法として、個別訴訟による判決効は訴訟当事者にしか及ばないので、消費
者被害救済の効果は限定的である。この点について、中国では、2013 年の消費者権利利益
保護法の改正により、
一部の消費者協会が公益訴訟を提起することができるようになった。
しかし、具体的な訴権内容が明文で規定されておらず、関連する下位法令および司法解釈
も制定されていないため、本稿執筆段階では不明である。ところで、公益訴訟制度では、
環境公益訴訟の法整備が進んでおり、消費者公益訴訟にも大きな影響を与えることが予想
される。そこで、環境公益訴訟制度の内容から判断すると、消費者公益訴訟の目的もまた
既に被害を受けた消費者の救済ではなく、被害の事前防止・拡大防止に置かれることが推
測される。日本では、消費者被害の事前防止・拡大防止のために適格消費者団体による差
止請求制度が導入され、適格消費者団体が事業者に対して不当条項使用に関する差止を請
求することができる。
同様に消費者被害の事前防止・拡大防止を目的としていることから、
将来中国の公益訴訟制度を充実する際には、日本の差止請求制度の内容が中国にとって参
考となるであろう。
また、中国とは異なり、日本では、被害の事前防止・拡大防止に限らず、既に被害を受
けた消費者を集団的に救済することも公益訴訟の目的とされている。この目的を達成する
ために、集団的消費者被害回復訴訟制度が導入され、二段階の特殊な民事裁判手続が創設
された。消費者被害には少額同種の被害が多発するという特徴があり、少額の被害者にと
っては、被害額と紛争解決に要する費用・労力を勘案すると、個別訴訟の提起による被害
回復は割に合わないことが多い。この状況は中国でも同様である。したがって、中国も積
極的に集団的消費者被害回復訴訟制度の導入を検討する必要がある。その際に、日本法は
参考とすべきモデルの一つとなるであろう。
なお、消費者公益訴訟の主体から見ると、新消費者権利利益保護法は一部の消費者協会
のみに公益訴訟の訴権を与えている。消費者協会は社会団体であると言われているが、そ
もそも同協会は行政機関である工商行政管理局の下に設置されており、その活動は行政機
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関の指導の下で行われ、経費も行政機関から提供されている。そればかりでなく、中央・
地方を問わず、同協会の理事会構成メンバーのほとんどは共産党や国家機関の幹部、およ
び各業界団体の幹部により構成されており、そのトップには工商行政部門の幹部が就任し
ている457。これらのことから、同協会の実質は準行政組織であるとみなすことができよう。
したがって、今後中国では消費者協会が公益を目的とした民亊訴訟を提起することになる
が、その実態は日本の消費者団体訴訟とは異質なものとなる可能性が高いと思われる。

第6節

残された課題

不当性の判断基準を明確するために、現存の免責条項、違約金条項のほか、リストを充
実させることが必要である。リストの充実化について、本稿はリストの一般的なあり方お
よびリスト化可能な類型について考察したにとどまっており、各種の紛争類型との関連で
どのような具体的なリストを作成するべきかについては検討することができなかった。
また、規制方法として、日本法の到達点として消費者団体による差止請求制度、集団的
消費者被害回復訴訟制度に言及したが、これらの制度内容の具体的な検討や中国に導入す
る場合の現行法との整合性に関する検討をすることができなかった。
さらに、本稿は主に消費者契約分野における不当条項規制のあり方について検討したも
のである。したがって、事業者間契約も含め一般契約における不当条項規制のあり方に関
する議論は検討していない。これらはいずれも今後の課題として残される。

中国消費者協会第 5 期理事会名簿（中国消費者協会公式サイト
http://www.cca.cn/public/detail/21369.html）
。
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・山本豊「消費者契約法 9 条 1 号にいう『平均的な損害の額』」判タ 1114 号（2003 年）
・森田宏樹「消費者契約の解除に伴う『平均的な損害』と標準約款」国民生活研究 43 巻 1
号（2003 年）
・坂東俊夫「パーティーを内容とするサービス契約の中途解約による損害賠償額と消費者
契約法の『平均的損害』の認定」リマークス 27 号（2003 年）
・窪田充見「入学金・授業料返還訴訟における契約の性質決定問題と消費者契約法」ジュ
リスト 1255 号（2003 年）
・河上正二「消費者契約における不当条項の現状と課題」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実態分析』別冊 NBL92 号（商事法務、2004 年）
・朝倉佳秀「消費者契約法 9 条 1 号の定める『平均的損害』の主張・立証責任に関する一
考察」判タ 1149 号（2004 年）
・加藤雅信ほか「鼎談 民法学の新潮流と民事実務（第 6 回）約款論を語る」判例タイム
ズ 1189 号（2005 年）
・森田宏樹「消費者契約の解除に伴う『平均的な損害』の意義について」潮見佳男ほか『特
別法と民法法理』
（有斐閣、2006 年）
・野々山宏「契約内容の適正化と消費者契約法の実務上の留意点」法教 311 号（2006 年）
・太田雅之「消費者契約法の適用―その現状と課題」判タ 1212 号（2006 年）
・潮見佳男「
『学納金返還請求』最高裁判決の問題点（下）―民法法理の迷走」NBL852 号
（2007 年）
・後藤巻則「学納金不返還条項の不当性」民商 136 巻 4･5 号（2007 年）
・後藤巻則「消費者契約法の問題点と課題」国民生活センター・消費者契約法に関する研
究会『消費者生活相談の視点からみた消費者契約法のあり方』
（国民生活センター、2007
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年）
・朝倉佳秀「
『平均的な損害』の主張立証責任の所在に決着」NBL849 号（2007 年）
・千葉恵美子「損害賠償の予定・違約金条項をめぐる特別法上の規制と民法法理」山田古
希『損害賠償法の軌跡と展望』
（日本評論社、2008 年）
・山本豊「契約の内容規制（その 2）－不当条項規制」法教 340 号（2009 年）
・丸山絵美子「損害賠償額の予定・違約金条項および契約解消時の清算に関する条項」別
冊 NBL128 号（2009 年）
・宮崎裕二「賃貸借契約と消費者契約法―一実務家から見た更新料等の一時金の約定の効
力について」法時 1016 号（2009 年）
・丸山絵美子「契約の解除と違約金条項―1 東京地裁平成 14 年 3 月 25 日判決 2 大阪地裁
平成 14 年 7 月 19 日判決」廣瀬久和・河上正二編『消費者法判例百選（別冊ジュリスト
200 号）
』
（有斐閣、2010 年）
・松本恒雄「入学辞退と学納金返還請求」廣瀬久和・河上正二編『消費者法判例百選（別
冊ジュリスト 200 号）
』
（有斐閣、2010 年）
・牛尾洋也「建物賃貸借における敷金・更新料・補修分担金の各特約と消費者契約法 10
条」私法判例リマークス 41 号（2010 年）
・大澤彩「建物賃貸借契約における更新料特約の規制法理（上）－消費者契約法 10 条にお
ける「信義則」違反の意義・考慮要素に関する一考察」NBL931 号（2010 年）
・大澤彩「建物賃貸借契約における更新料特約の規制法理（下）
」NBL932 号（2010 年）
・秋山靖浩「居住用建物の賃貸借における更新料特約（その 2）
」法セ 55(12)（2010 年）
・鹿野菜穂子「保険契約約款における「無催告失効条項」の効力(東京高裁平成 21.9.30
判決)」金融判例研究 20 号（2010 年）
・山本豊「借家の敷引条項に関する最高裁判決を読み解く―中間条項規制法理の消費者契
約法 10 条への進出」NBL954 号（2011 年）
・山本豊「消費者契約法 10 条の生成と展開－施行 10 年後の中間回顧」NBL959 号（2011
年）
・大澤彩「消費者契約法における不当条項リストの現状と課題」NBL958 号（2011 年）
・武藤貴明「時の判例 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷
引特約が消費者契約法 10 条により無効となる場合」ジュリスト 1431 号（2011 年）
・丸山絵美子「
『更新料特約』の効力」消費者法ニュース 86 号（2011 年）
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・大澤彩「不当条項規制関連裁判例の傾向から見る消費者契約法の課題」
『消費者契約法（実
体法部分）の運用状況に関する調査報告書』
（商事法務研究会、2012 年）
・後藤巻則「消費者契約法 10 条の前段要件と後段要件の関係について」『松本恒雄還暦記
念・民事法の現代的課題』
（商事法務、2012 年）
・山本豊「契約条項の内容規制における具体的審査・抽象的審査と事後的審査・事前的審
査」
『松本恒雄還暦記念・民事法の現代的課題』（商事法務、2012 年）
・河上正二「消費者契約法の展望と課題」現代消費者法 14 号（2012 年）
・足立格「最高裁、保険料不払いによる無催告失効条項を消契法 10 条により無効とした東
京高判平成 21・9・30 を破棄・差戻し」NBL974 号（2012 年）
・渡邊雅之「生命保険約款における無催告失効条項に関する最高裁判決が約款実務に与え
る影響」金融法務事情 1943 号（2012 年）
・鬼頭俊泰「保険契約における無催告失効条項が消費者契約法 10 条に該当せず有効である
とした事例」法律のひろば 65 巻 5 号（2012 年）
・原田昌和「医療保険・生命保険の無催告失効条項と消費者契約法 10 条（最判平 24・3・
16）
」現代消費者法 16 号（2012 年）
・山下友信「生命保険契約における継続保険料不払いと無催告失効条項の効力：最二小判
平 24.3．16 を契機として」金融法務事情 1950 号（2012 年）
・潮見佳男「消費者契約である生命保険契約における保険料不払いによる無催告失効条項
の効力」ジュリスト増刊 1453 号（2012 年）
・丸山絵美子「携帯電話利用契約における解約金条項の有効性」名古屋大学法政論集 252
号（2013 年）
・道垣内弘人「消費者契約法 10 条による無効判断の方法」『民法の未来：野村豊弘先生古
稀記念論文集』
（商事法務、2014 年）
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