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1．はじめに

不当条項が契約に盛り込まれていた場合、民法および消費者契約法によ
れば当該条項が無効となる。しかし、あくまで当該契約における当該条項
が無効になるだけであり、当該条項の無効を主張した当事者は救済される
が、将来別の契約で当該条項が用いられないことにすることや、最初から
当該条項を契約書に盛り込ませないという効果を直接に生じさせるもので
はない。2007年に施行された改正消費者契約法によって適格消費者団体
に差止請求権が認められたのは、これらの予防的効果を実現するためで
あった。
個々の契約における当該条項の無効や適格消費者団体による差止請求以

外に、事業者が不当条項を契約に盛り込むインセンティブを削ぐ方策はな
いのだろうか――この点を考える上で参考となり得るのが、フランスでの
2014年の消費法典改正 1）によって設けられた濫用条項リスト違反行為への
行政罰（amende administrative）2）付加である。これによってフランス消費
法典では不当条項規制の効果として、「書かれざるものとみなす」という
民事効、適格消費者団体による差止請求に加え、行政制裁が設けられた。
取引類型を問わず消費者契約一般に適用される消費法典において行政罰が
設けられた点で興味深い。

1） 「消費に関する 2014年 3月 17日の法律第 2014-344号」（La loi no2014-344 du 
mars 2014 relative à la consommation（JO 18 mars 2014, p.5400）による改正である。
改正全体については、立法紹介の公表を予定している。

2） 「行政罰」とは、「行政法上の義務に違反する行為に対して、一般統治権に基づき、
制裁として科せられる罰」をいい（法令用語研究会編『法律用語辞典（第 4版）』（有
斐閣、2012年）、「刑事罰と過料」を指すが（中川丈久「行政法による法の実現」
長谷部恭男ほか編集委員『岩波講座現代法の動態 2法の実現手法』（岩波書店、
2014年）136頁）、ここでは、フランスの amende administrativeの訳語で行政機関が
科す罰金のことであり刑事罰とは別個のものとして「行政罰」という言葉を用いる。
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そこで、本稿では近時、日本でも学説・実務で指摘されている、事業者
が不当な契約締結行為や不当な内容の契約によって利益を得るインセン
ティブを削ぐための行政制裁の可能性について、不当条項規制を素材に若
干の検討を加えたい。もっとも、本稿の直接的な関心は、日本でも不当条
項規定違反に行政罰を導入する際の具体的な行政手続のあり方よりは、不
当条項規制にあたって民事法に加えて行政法が活用されることの理論的意
味と限界にある。また、筆者は行政法については門外漢である。そのため、
本稿は日仏の詳細な行政手続の内容については立ち入らず、民事法研究者
の観点から消費者契約の内容適正化にあたっての公法・私法の役割につい
て一言するものであることをお断りしたい。

2．フランス法－ 2014 年消費法典改正による行政罰付与

（1）2014年法の概要と目的

2014年法の目的は、フランス消費法の EU法および判例への適合、お
よび、法規定の実効性や消費者保護担当行政機関の規制行為の実効性を保
証することである 3）。2014年法についてはグループ訴権が注目されること
が多いが、本稿で着目するのは消費者法の実効性を強化する観点から実現
した様々な改正である。具体的には複数の規定違反の刑事罰の罰金が引き
上げられた点や、行政機関の調査・規制権限が強化された上で、契約法分
野における事業者の法令不遵守に対して直接行政罰を科す旨の規定が新設
されたという点をあげることができる。後者については情報提供義務違反
（L.111-6条・現 L.111-1条以下および L.131-1条以下）4）、濫用条項のブラッ
ク・リスト違反（L.132-2条・現 L.241-1条）がその例であるほか、隔地
者間契約・営業所外契約に関する規定違反も対象となっている。また、行

3） Projet du loi relative à la consommation, Etude d’impact, p.2 （https://www.legifrance.
gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027383756&type=general
に掲載されている）。

4） なお、フランス消費法典は 2016年 7月に編成の大幅な見直しがなされ、条文
番号が大幅に変更されるとともに、規定の内容も一部修正された。本文では旧条
文とあわせて新条文番号も示す。ただし、脱稿直前の見直しであったため、本稿
では新規定の内容に十分対応できなかった。この見直しについても注 1で述べた
立法紹介で触れる予定である。
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政機関からの濫用条項削除命令や違法行為中止命令に応じなかった場合に
も行政罰が科される。制裁の強化・多様化は、EU法由来のものではなく、
フランス法独自のものである 5）。
それでは、契約法規定、特に濫用条項に関する規定の違反に対する行政
罰が設けられたのはなぜなのか、項を変えて整理する。

 

（2）行政罰と濫用条項規制

消費法典 L141-1-2条（現 L.522-1条以下）では行政罰について以下のよ
うに定めている。

L141-1-2条　Ⅰ（現L.522-1条）　競争および消費を担当する行政機関は、
L.511-5、L.511-6および L.511-7条に定められた規定違反、および、同条
に定められた命令手段の不履行に制裁を与える行政罰を発する権限を有す
る機関である。
Ⅱ（現 L.522-2条）　自然人については 3000ユーロを超える、または、
法人については 15000ユーロを超える行政罰を受ける違反に対する制裁を
発する行政行為は、この期間内に当該違反についての調査、確認または制
裁を目的としたいかなる行為もなされない場合には、違反行為がなされた
日から起算して 3年の経過によって時効にかかる。
（以下、現 L.522-3条）自然人については 3000ユーロを越えない、または、
法人については 15000ユーロを超えない行政罰を受ける違反への制裁を発
する行政行為の時効期間は、前条で特定された区別に従って、違反行為が
なされ、実行された日から起算して 1年である。
Ⅲ（現 L.522-4条）行政罰を受ける違反を証明する調書の複写は問題と
なっている当事者に送付される。
Ⅳ（現 L.522-5条）　あらゆる決定の前に、行政機関は問題となってい

る当事者に対して検討されている制裁について書面で通知する。その際当
事者に対しては、関係書類を検討すること、および、自己が選出した助言
者によって補佐されることが可能であることを示し、L.522-10条に定めら

5） Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor-Brouillaud, Loi du 17 mars 2014 : 
nouvelles mesures protectrices du consommateur, D. 2014, chr. 879, no15.
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れたデクレで定められた期間内に書面による異議、および、必要な場合に
は口頭による異議を提出することができることを示す。
この期間が過ぎれば、行政機関は理由付き決定で罰を発する。
Ⅴ（現 L.522-6条）　行政機関によって出された決定は、公表されうる。
L.522-5条で定められた対審の手続きの際に、行政機関はあらかじめ罰

を受ける者に対して、検討されている公表の内容および方法を通知する。
（以下略）。

刑事罰を引き上げる規定や行政罰を新設した規定に対しては企業活動を
脅かすものであるとの批判があったが、憲法院は行政罰と刑事罰が重ねて
適用される場合には、行政罰および刑事罰を合わせた額が、科される制裁
のうちの高い方を超えないようにするといういわゆる比例原則の尊重に留
意するのであれば有効であると判断した 6）。また、裁判による場合であれ
ば保障される対審の原則が行政機関による制裁の場面でも尊重される限り
で有効であるとされた 7）。
また、行政罰付与にあたり、行政罰の執行機関である DGCCRF（競争・

消費・詐欺防止局）の権限も強化された。DGCCRFには、2014年以前に
も消費法典 L141-1条（現 L.511-3条）に基づいて濫用条項の調査・確認
権限および命令権限が与えられていたが、今回の改正で DGCCRFに事業
者の事業所等への立ち入り権限や事業者の帳簿等の引き渡しや複写を求め
る権限等が認められるなど違反行為の調査・確認権限が強化された上で、
さらに DGCCRFは民事裁判所または行政裁判所に対して、必要があれば
アストラントを付して、消費者に提示または向けられた契約または約款に
おける違法または濫用条項の削除を求めることができるとされる（同条Ⅷ・
現 L.524-1条以下）など、権限の強化が見られる。
濫用条項のブラック・リスト違反に行政罰を科す規定は以下の規定である 8）。

L.132-2条（現 L.241-2条）　L.212-1条に言う契約において、L.212-1条

6） Cons.const., déc. no2014-690 DC, consid.86.
7） この点はもちろん日本で行政手法による制裁を科す場合にも問題となりうる。
佐伯仁志『制裁論』（有斐閣、2009年）18頁以下を参照。

8） L.132-2条の訳は 2016年の編成見直し後の条文訳である。
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第 4項の適用によって定められるデクレから生じる 1または複数の濫用条
項が存在する場合、自然人については 3000ユーロを超えない額で、および、
法人については 15000ユーロを超えない額での行政罰が科される。この［行
政］罰は、第 5編第 2章第 2節に定められた要件のもとで発せられる。

以上のように、いわゆるブラック・リストに違反する 1または複数の濫
用条項を用いている場合に罰金が科される。行政命令に違反する場合のみ
ならずブラック・リスト違反に対しても直接行政罰が科される点に特徴が
ある。ブラック・リスト違反の場合に限定されているのは、行政罰を科す
のは違反の程度がより重大な場合に限るという趣旨である。また、事業者
に対してなされる濫用条項の削除命令は公表の対象となるという規定も設
けられた 9）。否定的な公表をされることへの恐怖心が事業者の行動を改め
ることに結びつきうるからである 10）。

2014年の消費法典改正で行政罰が設けられた理由として、具体的に以
下の点があげられている。
第 1に、消費法典における刑事罰が実効的に機能していないという実態が

あげられる 11）。刑事規定違反の場合に拘禁刑が科されることはまれで、科さ
れる場合にも執行猶予が付くことが多い 12）と指摘されている。そうすると、
不十分かつ不確実な刑事罰よりも、行政罰の方がより実効的である  13）。
第 2に、行政罰であれば刑事罰に比べて迅速な手続きによって実行でき
る 14）と期待されている。すなわち、裁判所での解決は迅速性が要求される
経済活動に比して時間がかかることから、行政罰が設けられると裁判所の

9） 現 L.521-2条。2015年の消費法典改正で同条 2項の公表を行う場合、事業者は
命令を発する前になされる対審手続きにあたって公表される旨および公表方法に
よってあらかじめ伝えられること、および、公表は事業者による費用でなされる
旨が規定された（現 L.521-2条 3項）。

10） Stéphanie Piédelièvre, Droit de la consommation, 2eéd, Economica, 2014, no466, p.467.
11） Jérôme Julien, Présentation de la loi no2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 

consommation, CCC 2014, dossier 2, no16.
12） Jean Calais-Auloy, Les sanctions en droit de la consommation, in Les droits et le Droit : 

mélangés dédiés à Bernard Bouloc. Dalloz, 2007, p.76.
13） Christophe Blanchard, Quelle sanction pour faire cesser les infractions au droit de la 

consommation ?, RLDA 2015, p.71.
14） Table ronde no3 : de nouveaux outils de défense du consommateur, Petites affiches 27 

juin 2014, no128, p25.（AB）.
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負担は軽くなり、また、制裁も迅速に科されるとの期待である 15）。

（3）学説の評価　

（a）前提－フランスにおける濫用条項規制の民事的効果
濫用的であるとされた条項は書かれざるものとみなされる（消費法典

L.132-1条 6項・現 L.241-1条 1項）。この場合、当該濫用条項のみが無効と
なり、当該条項を除いた形で契約の効力は維持される（消費法典 L.132-1条
8項・現 L.241-1条 2項）。仮に契約全体の無効という効果がもたらされる
とすると、消費者は、契約自体による利益を失わないために、当該条項が
濫用的であると主張することを放棄すると危惧されることから、濫用条項
のみを契約から取り除き、消費者は契約自体による利益は享受できるとい
う規制方法は消費者にとっても有益である。また、事業者に対しても再び
濫用条項を用いさせないというインセンティブを持たせる意味も持つと考
えられている 16）。
もっとも、条項が無効とされてもその効果が当該事件の当事者のみに及

ぶものである点で制裁として限界がある 17）。事業者としては裁判に持ち込
まれて当該条項が書かれざるものとみなされたとしても、当該条項のみが
排除されるだけであり、失うものがない 18）。また、当該条項が無効である
ことを知らない消費者が当該条項に従ってしまうことから、結局当該条項
が将来の契約でも用いられてしまうからである 19）。そのため、事業者・消
費者間の将来の契約に用いられる文書内に存在する条項を実質的に削除す
ることになる消費者団体による違法行為差止訴訟制度（L.421-6条・現
L.621-1条以下）が設けられている。また、2014年の消費法典改正によって、
認可を受けた消費者団体は、まだ提示されていない契約も含めたあらゆる
類似する契約における条項が書かれざるものとみなされるということを宣
言してもらうよう、民事裁判所または刑事裁判所に請求することができる

15） Table ronde no3 : de nouveaux outils de défense du consommateur, Petites affiches 27 
juin 2014, no128, p26.（GL）.

16） Jérôme Julien, Droit de la consommation, LGDJ, 2015, no226, p.272.
17） Piédelièvre, supra note 10, no467, p.467.
18） Julien, supra note 16, no227, p.273.
19） Yves Picod, Droit de la consommation, 3eéd, Sirey, 2015, no320, p.206.
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こととなった（L.421-6条 3項・現 L.621-8条 2項）20）。
以上の消費者団体による違法行為の差止は将来の損害を回避するととも

に集団的な消費者に射程が及ぶため有効であるが、個々の契約を無効にす
るという民事的制裁は原則として補償的なものであり、抑止力が弱いとさ
れている 21）。

（ｂ）行政罰付与の意味
今回の行政罰付与も直接的には濫用条項規制の実効性の強化を目指した

ものである 22）。消費者が裁判に訴えることを躊躇しがちであることにつけ込
んで事業者が濫用条項を用いるという状況を変える上で、事業者にとって
脅威となる金銭的制裁や違法であることを公表するという手法を用いたの
である 23）。この手法について、理論的には次の 2点が指摘されている。
第 1に、今回の行政罰付与は、消費法が個人的利益のみならず集団的利
益を保護するものであることを示しているという指摘である 24）。フランス
では消費法がいわゆる弱者である契約当事者の個人的利益を保護するもの
であることを超えて、市場における経済主体である消費者一般の集団的利
益・一般利益を保護するものであるとの指摘が多くみられる 25）。ここで市
場が公正に機能する上では、契約に関するルールも標準化されることが求
められる。その表れとして、濫用条項規制に即していえば、濫用条項リス
トによる一般的・抽象的な判断が志向される。これは民法典が想定してい
る交渉を経た契約とは異なり、実務上は契約書が標準化されていることか
らも要請される 26）。そのことから、今回の行政罰付与についても、規制の

20） Piédelièvre, supra note 10, no468, p.470.
21） Calais-Auloy, supra note 12, p.80.
22） Aubert de Vincelles et Sauphanor-Brouillaud, supra note 5, no31.
23） Philippe Schultz, Les mesures renforçant la protection des consommateurs dans les 

contrats de consommation en général, Gaz.Pal,2014, éd.spécialisée, no15.
24） Natacha Sauphanor-Brouillaud, Les sanctions des règles protectrices des 

consommateurs dans la loi relative à la consommation, RDC 2014, 471, no41.
25） 多くあるが、例として、Natacha Sauphanor-Brouillaud, Le code de la consommation 

a l’épreuve d’un droit commun, in Les 20 ans du code de la consommation : nouveaux 
enjeux, sous la direction de Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor-Brouillaud, 
Lextento, 2014.フランス消費法における集団的利益について言及している日本の
文献として、ムスタファ・メキ（大澤彩訳）「消費法― 一般理論の試み―」新世
代法政策学研究 15号（2012年）129頁以下、フィリップ・ストフェル＝マンク（山
城一真訳）「消費法の法典化」民商法雑誌 146巻 4＝5号（2012年）をあげておく。

26） Sauphanor-Brouillaud, supra note 25, nos16 et s., pp.14 et s.
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実効性の追求という目的の下、立法者が消費者を集団として保護するもの
であり、そのために契約法分野に行政機関が介入する権限を与えたもので
あるとの見方が示されている 27）。
第 2に、その一方で公法が私法へ介入することへの否定的な評価も見ら
れる。濫用条項規制に則して言えば、当該条項がブラック・リストに反し
て濫用的な条項と言えるか否かは単純に決められるものではない上に、こ
の判断が争われた場合に行政裁判官が判断することに対する懸念も示され
ている 28）。濫用条項規制違反については、事業者が濫用条項使用行為に対
して刑事的制裁を科すことがこれまでも検討はされつつも採用されていな
い。その理由として、刑事規定違反の場合には罪刑法定主義の原則ゆえ、
濫用条項の柔軟な概念とは相容れないものであることがあげられてい
る 29）。同じ懸念が行政罰をめぐって示されているのである。
また、行政機関に制裁権限が与えられるのは人の健康や安全性が問題に
なるような、あくまで例外的な場合に限られるべきであり、かつ、行政機関
が権限を逸脱したような場合に行政裁判所が修正できるという条件の下で
正当化されるものである。制裁は対審の原則の下で裁判官によって科される
ことが原則だからである 30）。そうすると、行政罰を科す権限を行政機関に与
えることは権力分立の原則に反することにもなる 31）。
他にも、行政罰は密室で科されるものであり、行政罰が科されたという

ことが公表されることも義務づけられてはいないため、行政罰が不透明な
手続きにおいて科される危険性や 32）、結果として消費者や消費者団体が補
償を受けるために訴訟を起こすことが妨げられるという指摘もなされてい
る 33）。また、地方行政機関において行政罰が科されることになると、当該
条項が制裁の対象となるか否かの評価（濫用性の評価）が地方によって異
なる可能性があり、同一の条項がある地域では行政罰の対象となるが、別

27） Natacha Sauphanor-Brouillaud, Rapport de synthese, RLDA 2015, no105, p.93.
28） Laurent Leveneur, Administrative, vous avez dit administrative ? Comme c’est bizarre, 

CCC 2014, repéré 8. ; Table ronde no3 : de nouveaux outils de defense du consommateur, 
p25.（MeJ-LF）.

29） Jean Calais-Auloy et Henri Temple, Droit de la consommation, 9eéd, Dalloz, 2015, 
no176, p.181.

30） Calais-Auloy, supra note 12, p.80.
31） Calais-Auloy et Temple, supra note 29, no678, p.678.
32） Natacha, supra note 24, no41.
33） Table ronde no3 : de nouveaux outils de defense du consommateur, p25（AB）.
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の地域では行政罰が科されないという処罰の不公平を生じさせることも懸
念されている 34）。また、DGCCRFの職員の数を増員しない限り、行政罰の
実効性は向上しないとの指摘もなされている 35）。

3．フランス法からの示唆と日本法の検討

（1）不当条項の全部無効による「制裁」の可能性

日本でも不当条項の無効という効果論において、不当条項を設けた者へ
の制裁という視点がすでに見られる。具体的には、ある条項に不当と評価
される部分がある場合にどの範囲でその拘束力を否定すべきかについて、
当事者の合意を尊重するために不当と評価される部分のみ効力を否定すべ
きとの立場と、不当な条項の作成を助長することのないよう、約款や消費
者契約においては基本的に当該条項全部の効力を否定すべきとの立場が対
立している。ここで、後者の見解では不当な条項の作成を助長しないため
という将来の紛争予防の視点や、不当条項を作成する事業者に制裁を加え
るという発想が見られる。無効原因がある部分以外の条項を定めておけば、
少なくとも法定の制限の範囲内の利益を確保することができることとなっ
て、不当な条項の作成を助長する結果となりかねないことがその理由であ
る 36）。また、みずから許される限度を超えて不当な条項を作成した以上、
条項全体が無効とされたとしてもやむをえないというのも理由としてあげ
られる。このように、予防・制裁ないしは帰責という観点を重視するため
に、消費者契約では当該条項の全部無効を認めるべきであるとの見解が示
されていた 37）。ここでは、無効規範について、取引当事者個人の意思自律
の保護というレベルを超えて、社会の秩序維持といった個別取引の外にあ
る価値実現が目的とされている 38）。

34） Table ronde no3 : de nouveaux outils de defense du consommateur, p26（MeJ-LF）.
35） Sauphanor-Brouillaud, supra note 24, no41.
36） 民法（債権法）改正論議でも見られた議論である（商事法務編『民法（債権関
係）部会資料集第 1集〈第 3巻〉』（商事法務、2011年）314頁以下）。

37） 山本敬三「不当条項に対する内容規制とその効果」みんけん 507号（1999年）
26頁以下。

38） 丸山絵美子「契約の内容規制の局面における私法規範の保護目的と消費者利益
の実現手段」千葉恵美子＝長谷部由起子＝鈴木將文編『集団的消費者利益の実現
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しかし、個々の消費者による不当条項の無効主張によって不当条項の予
防・制裁を実現することには限界もある。消費者被害の多くは少額被害で
あり、個々の消費者が被害回復のために費用と時間を要する民事上の訴え
を提起するインセンティブは高くはない。また、そのためにはそもそも個々
人が自分を不当条項の被害者だと認識しなければならない。このように、
被害者自らのイニシアチブで救済を求めなければならないところに民事的
無効の限界がある 39）。そこで、次に述べるように違法行為を行った事業者
が得た不当な利益を剥奪する等の制裁的手段や集団的消費者被害のための
制度の必要性が主張されることになる 40）。

（2）集団的利益としての消費者の利益保護に関する議論

集団的消費者利益の実現に向けた実体法の役割については、最近、日本
でも活発に議論されている 41）。それらの議論においては、個人としての消
費者を民法によって保護するという側面のみならず、集団としての消費者
の利益を保護するために集団的被害を抑止したり、集団的被害回復を行う
必要性があることから、無効・取消しなどを効果として有する民法のみな
らず、行政法・刑事法による抑止・制裁をも念頭に置いた消費者法システ
ムの構築が模索される。ここで集団としての消費者の利益に配慮する消費
者法を「マクロ消費者法」と呼ぶ見解によれば、市場における取引の結果
として消費者がその生命・身体を侵害されたり、生活を破壊されることが
ないように配慮することも、マクロ消費者法の重要な理念であり、マクロ
消費者法が個々の消費者の私的利益よりも消費者全体にかかわる公共的な
利益に関心をもつ以上、是正措置などの行政規制が中心となる 42）。ここで

と法の役割』（商事法務、2014年）77頁。
39） 中川丈久「消費者被害の回復―行政法の役割―」現代消費者法 8号（2010年）34頁。
40） 中田邦博「日本における広告規制の概要―消費者法の観点から―」現代消費者
法 32号（2016年）6頁。

41） 主なものとして、「特集　集団的消費者利益の実現と実体法の役割」現代消費
者法 12号（2011年）4頁以下、千葉＝長谷部＝鈴木編・前掲注（38）、吉田克己「保
護法益としての利益と民法学―個別的利益・集合的利益・公共的利益―」民商法
雑誌 148巻 6号（2013年）572頁以下、山城一真「集団的消費者利益―『利益帰属』
構成の有用性をめぐって」吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』（商事
法務、2014年）478頁以下を参照。

42） 吉田克己「市場秩序と民法・消費者」同『市場・人格と民法学』（北海道大学
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の行政規制の意味は、予め社会の領分において内容が著しく不当な契約を
市場から放逐することによって、個人の領分における実質的選択の自由、
自己決定を確保することにある 43）。
不当条項規制についても、集団的消費者利益の実現という観点からの議

論が見られる。それによると、契約条項が実質的に交渉の余地なく一方的
に設定されている状況に、典型化された介入根拠を見いだすのであれば、
個別に交渉された合意として認定できない以上、個別消費者の知識・能力
や、競争不全の下での情報取得状況といった主観的要件ではなく、当該条
項についてあるべきリスク分配・権利義務関係からの正当な理由なき逸脱
を基準に類型的・客観的にその不当性判断が行われるべきである 44）。しか
し、効果については、多数取引に用いられる約款上の条項規制においては、
無効規範の目的が個人の保護というよりも、付随条項間の競争が市場にお
いて機能不全に陥る事態への対応にあるとして集団的利益との接点を見い
だしつつ、絶対無効を認めるほどの市場・社会への影響を不当な付随条項
に認めることは難しいことから、結局私法の無効規範の目的はあくまで直
接的には個人の利益の保護であり、集団的利益の保護にとっては間接的な
貢献を果たすものにすぎないという指摘もなされている 45）。
以上の議論をふまえると、不当条項規制が消費者の集団的利益の実現、

および、そのための市場機能の回復のためでもある以上、行政規制になじ
むものと言える。日本でも一部の業界で行政による監督がなされているこ
とや、フランスで濫用条項委員会という独立した行政機関が公表する勧告
が不当条項規制に大きな役割を果たしていること 46）は、その証左でもある。

（3）行政による「制裁」の意義と限界

問題は、行政による監督や勧告という形ではなく「制裁」という形で集
団的な消費者の利益実現のために不当条項を規制することの是非である。
一般論としては、規制緩和の中、ルール違反に対して制裁を科す事後的

出版会、2012年）207頁以下（初出：2008年）。
43） 吉田・前掲注（42）216頁。
44） 丸山・前掲注（38）82頁以下。
45） 以上、丸山・前掲注（38）83頁以下。
46） 詳細は、拙著『不当条項規制の構造と展開』（有斐閣、2010年）の随所で述べている。
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コントロールに比重が移っていく中、特に消費者法分野では、行政制裁制
度を整備して、通常の違反行為に対しては行政庁が機動的に行政制裁を使
用し、刑罰は悪質・重大な場合に限って使用する制度にしていくことが望
ましいとの指摘がある 47）。また、行政制裁金は検察の人的資源等の制約を
受けることなく、専門的知識をもった行政機関が自ら制裁手続きを発動す
ることができる点にメリットがあることから、刑事罰同様罪刑法定主義の
原則、責任主義の原則、罪刑均衡の原則が妥当することを前提としつ
つ 48）、独占禁止法、金融法、食品衛生法などでは行政制裁金の導入が検討
されてもよいとの見方もある 49）。さらに、具体的な方策として、違法行為
の再発に十分な抑止力となるだけの金額の過料を行政官庁が科すことがで
きる制度の創設を検討すべきとの見解も示されている 50）。
また、最近では消費者被害の回復のために行政が果たしうる役割につい

ても活発に議論されている 51）。例えば、消費者庁に設けられた「消費者の
財産被害に係る行政手法研究会」では、消費者被害回復のための様々な行
政手法の可能性が検討された 52）。そのうち、本稿に関連しうるものとして、
課徴金納付命令や違法収益の没収といった形で法令違反をした事業者から
一定の金額を国庫に移転したうえで、さらにその国庫金を被害者に配分す
ることにより、消費者被害を一定程度回復させるという手段が注目され
る 53）。課徴金については、以前は、不正に得た利益を国家が剥奪するもの
であると言われていたが、最近では法令違反が将来繰り返されることを抑
止するために金銭的負荷をかけるものであると言われる。すなわち、法令
違反に対する差止や再発防止措置、違反によって得られる利得よりも低い
額の罰金等だと、違反抑制のインセンティブとしては十分でないことから、

47） 佐伯仁志「消費者と刑法」中田邦博＝鹿野菜穂子編『基本講義消費者法〔第 2版〕』
（日本評論社、2016年）48頁。

48） 佐伯・前掲注（7）18頁。
49） 佐伯・前掲注（7）45頁。
50） 松本恒雄「消費者被害の賠償・返金と不当収益の剥奪―被害救済とコンプライ
アンス促進との有機的結合に向けて―」鹿野菜穂子＝中田邦博＝松本克美編『長
尾治助先生追悼・消費者法と民法』（法律文化社、2013年）296頁。

51） 中川丈久「消費者被害の回復－行政法の役割－」現代消費者法 8号（2010年）
34頁以下。宮澤俊昭「消費者法と公私協働」千葉＝長谷部＝鈴木編・前掲注（38）
470頁以下等を参照。

52） http://www.caa.go.jp/planning/index9.html
53） 中川丈久「消費者と行政法」中田＝鹿野編・前掲注（47）38頁。
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法令違反をすると法令違反によって得られるであろう額よりも確実に高額
な金銭をとるために課徴金制度の意義がある 54）。このような課徴金制度の
意義を踏まえると、違法行為の経済的な誘因を除去する経済的な抑止の意
味を持つ制裁の一種とも言える 55）。ただし、被害者に国庫金への支払請求
権を与えるためには結局立法政策に委ねられる 56）。
それでは、不当条項規制においても行政手段による被害抑止のための制

裁や被害回復制度を設けることが望ましいのであろうか。これに対しては、
無限連鎖講や過量販売など、当該取引に見いだされる定型的な契約締結状
況ゆえに、一定の内容の契約締結が行政処罰や刑事処罰を伴って禁止され
ることはあっても、市場において合意優先の原則が妥当する限り、行政処
罰や刑事処罰をもちいて一定の内容の契約を禁止することは難しい、との
慎重な見解が存在する 57）。この論者によれば、不当条項一般について行政
の規制や監督は存在せず、規制がある場合にも行政処分や罰則は存在しな
いことが、内容規制に対する行政的介入の慎重な姿勢を示している 58）。
しかし、前述したように約款によって当事者の合意が希薄化されている

今、合意優先の原則だけで行政による「制裁」可能性を否定することには
限界があるように思われる。むしろ、不当条項規制において行政による「制
裁」を行うことに問題があるとすれば、訪問販売など一定の状況下に置か
れた消費者に限定することなく、消費者契約一般に適用する形で

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

不当条項
規定違反への行政制裁を設けるという点、および、フランス法でも指摘さ
れていたように、条項の不当性判断は客観性・画一性が求められる行政規
制になじみにくいという点にあるのではないだろうか。
この点に関連して、すでに民事的効果とともに行政上の指示や行政罰が

設けられているクーリング・オフ制度について、個別具体的な消費者が置
かれた状況ではなく、構造的に問題になる私的自治の機能不全の一定の状
況下にある者に対して定型的・画一的・集団的に保護の可能性を与える制

54） 中川丈久「改正景品表示法における課徴金制度－広告規制における行政法の役
割－」現代消費者法 32号（2016年）40頁。

55） 佐伯・前掲注（7）11頁、佐伯仁志「法の実現手法」長谷部恭男ほか編集委員・
前掲注（2）17頁。山本隆司「集団的消費者利益とその実現主体・実現方法」千
葉＝長谷部＝鈴木編・前掲注（38）235頁も参考になる。

56） 中川・前掲注（53）38頁以下。
57） 丸山・前掲注（38）85頁。
58） 丸山・前掲注（38）86頁。
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度であることから、撤回権の民事的効果が業法による行政措置や刑事罰と
結合していることとも親和的であるとしつつ、行政規制を付与しているこ
とから、高度の法的能力を備えた裁判官とは異なる行政職員が大量の事例
を処理するためにも、当事者の主観的な要素や微妙な法的判断を含まない
定型的で客観的な要件設定が必要であるとの示唆が参考となる 59）。
このように、一定の定型的な場合に限定された制度においても、行政規

制を付与するためにはさらに当事者の主観的な要素や微妙な法的判断を含
まない定型的で客観的な要件設定が必要であるといえる。これを不当条項
規制にあてはめると、例えばフランスのように、常に無効とされる条項の
リスト、いわゆるブラック・リストと行政罰を結びつけるというのが、行
政規制を付与するための定型的で客観的な要件設定の在り方として考えら
れる。しかし、一定の業種にのみ適用される不当条項リストであればある
程度定型的で客観的な要件設定が可能であろうが、消費者契約一般に適用
される不当条項リストでの定型的で客観的な要件設定には限界があるだろ
う。また、問題とされた条項が不当条項リストに該当するか否かは、フラ
ンスでも指摘されているように必ずしも容易ではなく、行政機関にその判
断をどこまで期待できるのか、疑問が残る。

4．おわりに

消費者法においては消費者個人の利益保護のみならず、集団的消費者の
利益保護、ひいては公正な市場取引秩序の維持も要請され、そのために、
当事者の要請によって国家が契約に介入する民事裁判という手段のみなら
ず、禁止規定を設けて国家のイニシアチブによってその実現を図る行政規
制も活用される 60）。フランスにおける 2014年の消費法典改正による行政罰
付与もこのような見方からは一定の合理性を有するものと言える。消費者
契約において契約の標準化が進んでいる現在では、不当条項による集団的
消費者被害が生じやすいことからも合理性は否定できない。しかし、本稿

59） 以上につき、松岡久和「消費者撤回権と民法法理」現代消費者法 16号（2012年）
56頁以下。

60） 大村敦志「消費者・消費者契約の特性」同『消費者・家族と法』（東京大学出
版会、1999年）40頁。また、千葉恵美子「本シンポジウムの目的」現代消費者
法 12号（2011年）7頁も参照。
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でも述べたように、行政機関による条項の不当性判断への懐疑的な見方も
指摘されていた通りである。
不当条項規制においては、事後的な行政制裁を科すよりも、条項の不当

性ができる限り客観的な基準で示されることで事業者が不当条項を契約書
に盛り込まないようにするという点や、将来二度とその不当条項を盛り込
ませないための差止制度によって、あまりに悪質な契約条件をあらかじめ
市場から排除することで消費者の選択の自由を実質的に確保することが肝
要ではないだろうか 61）。また、不当勧誘や悪質商法の事件とは異なり、不
当条項が問題となる場面では事業者も適正な条項がどのようなものかを試
行錯誤している側面もあることから、よほど悪質でない限り不当条項を用
いた事業者への制裁よりは、不当と評価された条項が今後用いられなくな
ること 62）や、不当と評価されうる条項をあらかじめリスト化して示すとい
う方向性が重要ではないだろうか。そのために、現在はきわめて限定され
ている不当条項リストを充実させ、事業者が契約書を作成するための基準
（不当条項予防のための基準）および団体訴訟等にも活用できる紛争解決
基準を客観的に示すことが重要であろう。その際に、フランスで言えば濫
用条項委員会のような独立した行政機関によって業種ごとのリストを作
成・勧告するといった形での規制モデルは考えられるだろう。
以上のように、本稿は不当条項規制における行政による制裁については

4 4 4 4 4 4 4

慎重な見方を示しているが、他の場面、例えば、契約締結過程における行
政制裁の可能性はあるのだろうか。これについては、フランスで不当勧誘
規制など結局個人としての消費者保護の実効性は、無効による代金の返還
請求といった民事効によって担われるのではないかと指摘されている点が
参考となる 63）。現に今回の 2014年消費法典改正ではこれまで刑事罰しかな
かった脆弱性の濫用規定違反（消費法典 L.122-8条・現 L.121-8条）64）に民
事的効果（無効）が付与されている（現 L.132-13条）。この改正は日本で

61） 約款の事前審査や使用差止についての規定を設けるか否か検討すべきとする大
村敦志『消費者法（第 4版）』（有斐閣、2011年）280頁参照。

62） 丸山絵美子「契約の内容規制と消費者の利益・公正な市場の実現」現代消費者
法 12号（2011年）34頁。

63） Sauphanor-Brouillaud, supra note 24, no10.
64） この規定については、拙稿「消費者の『脆弱性』をめぐる立法論的課題・序論
―『適合性原則』から『濫用』へ」柳明昌編著『金融商品取引法の新潮流』（法
政大学出版局、2016年）89頁以下で論じた。
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論　　説

も 2004年の特定商取引法の不実告知と故意による事実不告知に取消権が
付与された（特定商取引法 9条の 3）という点を想起させる。このように
契約締結過程規制では、本稿が扱ってきた「民事的規制への行政規制の付
与」とは逆の「行政・刑事規制への民事的規制の付与」も見受けられる。
消費者法システムにおける民事規制・行政規制の役割分担という根本的な
課題を提起するものであり、今後の課題としたい。

※千葉恵美子先生には、先生が研究代表者でいらっしゃった「科研費基
盤研究（A）公正取引市場の実現を目的とする消費者の集団的利益救済・
予防システムの総合的構築」に参加させていただいた。同研究会での議論
から刺激を受けなければ本稿は完成どころか着手にすら至らなかった。検
討すべき点は多く残されているが、研究会へお声がけ下さった千葉先生に
心より感謝を申し上げたい。
※本稿は科研費（基盤研究（C）課題番号 26380133）の研究成果である。
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