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　平成28年5月25日に、消費者契約法、特定商
取引に関する法律（以下それぞれ「消契法」、
「特商法」とします。）がそれぞれ改正されま
した。
　本稿では、1で消契法、2で特商法のそれ
ぞれの主たる改正内容について説明します。

消契法の改正内容1
　同法は平成28年6月3日に公布され、平成29
年6月3日に施行となっています。
1  契約取消関係
（1）  不実告知における「重要事項」の範囲の

拡大
ア　今回の改正前において、不実告知による
取消の要件である「重要事項」の対象は、①
「消費者契約の目的となるものの質、用途その
他の内容」（消契法第4条4項1号）に関する事
項と、②「消費者契約の目的となるものの対
価その他の取引条件」（同項2号）に関する事
項に限定されていました。
イ　上記のように不実告知における重要事項
の対象が「消費者契約の目的となるもの」に
関する事項に限定されていたことから、契約
をするに至った動機といった、契約の目的の
前提となる事実は、「消費者契約の目的となる
もの」に該当せず、これに関する不実告知が
あっても取消権の行使ができませんでした。
　例えば、動機に関する重要な事項について
業者が不実の告知をし、これによって契約を
締結させられた場合でも、取消しができない
という不都合があったわけです。
ウ　本改正では、「物品、権利、役務その他の

当該消費者契約の目的となるものが当該消費
者の生命、身体、財産その他の重要な利益に
ついての損害又は危険を回避するために通常
必要であると判断される事情」もまた、「重要
事項」に含まれる旨の規定が新設されました
（新法第4条5項3号）。
エ　例えば、自宅を訪問した事業者が床下を
点検し、「床下がかなり湿っている。このまま
では家が危ない。」と言われ、床下への換気扇
の購入・設置の契約を締結したという事案で、
事業者の上記告知が不実であった場合、事業
者の告知内容は、当該消費者の財産（自宅）
への損害又は危険を回避するために通常必要
であると判断される事情、と言えますので、
本改正により取消権が行使できるようになっ
たと言うことができます。
（2）新たな取消類型の新設（過量販売）
ア　社会の高齢化の進展に伴い、高齢者の消
費者被害が多発しており、事業者が、認知症
等を患った高齢者等の判断能力が不十分であ
ることを利用して不必要な契約を締結させた
事例も多く見られるようになりましたが、改
正前の消契法ではこのような事例を対象とし
た規律はなく、公序良俗や不法行為等の一般
的な規定による救済に委ねられていました。
イ　本改正では、高齢者の判断能力の低下等
につけ込んで大量に商品を購入させるような
被害事案に対応するため、
①「勧誘をするに際し」
② 契約の目的物の分量、回数または期間が
「当該消費者にとっての通常の分量等」を
「著しく超えるものであること」を「知って
いた場合」に

消費者契約法、特定商取引に
関する法律の改正について

第二東京弁護士会　消費者問題対策委員会　副委員長　川井 康雄 （57期） ●Yasuo Kawai

D13254_48-51.indd   48 17/03/06   18:06



NIBEN Frontier●2017年4月号 49

③ 消費者が、その勧誘によりこの消費者契約
の申込み・承諾の意思表示をしたとき
に取消権が認められることになりました（新
法第4条4項前段）。
　なお、過量契約には、1回の契約で過量とな
る単一契約型と、当該消費者の過去の取引実
績と当該契約の分量を合算すると過量となる
複数契約型がありますが（これは後述する特
商法の規律と同様です）、いずれの類型におい
ても、事業者において、当該分量が過量であ
ることの認識が必要となります。
　また、過量であるか否かは、①消費者契約
の目的となるものの内容および②取引条件、
ならびに③事業者がその締結について勧誘を
する際の消費者の生活の状況および④これに
ついての当該消費者の認識を総合的に考慮し
た上で、一般的・平均的な消費者を基準とし
て、社会通念を基に規範的に判断するものと
されています。
ウ　例えば、健康食品販売の事業者が、消費
者に対して、摂取しきれないほどの大量の健
康食品を販売した場合、当該事業者が、当該
消費者にとっての通常の分量等を著しく超え
るものであることを知りながら、勧誘をして
販売したのであれば、取消しが認められると
いうことになります。
　なお、あくまでも事業者の勧誘と消費者の
申込みないし承諾の意思表示との間に因果関
係があることが必要ですので、何ら、勧誘も
受けずに自ら立て続けに健康食品を注文した
という場合はこれに該当しません。
（3）取消権の行使期間の延長
ア　消契法の取消権は、「追認をすることがで
きる時から6か月間」または「当該消費者契
約の締結の時から5年」と規定されていました
（消契法第7条1項）。
イ　消費者被害の事例では、消費者がどこに
相談してよいか分からないまま時間が経過す
る、騙されて恥ずかしい等々と思い悩むうち
に時間が経ってしまった等の事情により、6か
月の行使期間内には取消権を行使することが
難しいとの指摘がありました。
ウ　今回の改正では、上記の問題を解決する

ため、「追認をすることができる時」からの行
使期間が1年間に伸長されました（新法7条。
なお「当該消費者契約の締結の時から5年」に
ついては変更ありません）。
2  契約条項の無効関係
（1）  不当条項の追加（消費者の解除権を放棄

させる条項）
ア　改正前の消契法10条では、①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、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条
項であって（第一要件）、②民法第一条第二項 
に規定する基本原則に反して消費者の利益を
一方的に害するもの（第二要件）は、無効と
されていました。
イ　しかし、同条項は要件が抽象的であり、
具体的にいかなる条項が無効となるのかの予
見可能性に乏しい面がありました。
　そこで、従前第10条の適用が争われた裁判
例、消費生活相談事例等も踏まえた上で、実
際に用いられている契約条項の例を基に検討
がなされました。
ウ　上記検討を踏まえ、本改正では、
① 事業者の債務不履行により生じた消費者の
解除権を放棄させる条項
② 有償契約である消費者契約の目的物に隠れ
た瑕疵があること（請負契約の場合には、
当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があ
ること）により生じた消費者の解除権を放
棄させる条項
が不当条項として新たに追加されました（以
上新法第8条の2、1号2号）。
エ　例えば、携帯電話端末の売買契約におけ
る「契約後のキャンセル、返品、返金、交換
は、一切できません」という条項は、ほかに
事業者の債務不履行があった場合には解除を
認めるといった条項が定められていない限り、
新法第8条の2の1号により無効となると考えら
れます。
（2）  消契法10条（消費者の利益を一方的に害

する条項）の第一要件の例示
ア　改正前の消契法10条の規定は前記のとお
り第一要件と第二要件があるところ、第一要
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件について、最判平成23年7月15日（民集65巻
5号2269頁）が判示した趣旨を明確にするた
め、「消費者の不作為をもって当該消費者が新
たな契約の申込み・承諾をしたとみなす条項」
が第一要件の中で例示されることになりまし
た（新法第10条前段）。
イ　例えば、ウォーターサーバーのレンタル
と水の宅配の契約に関する無料お試しキャン
ペーンの規約の中に、無料お試し期間中に、
貸出しを受けた全てのレンタル商品が返却さ
れなかった場合は、新たな有料の契約に自動
的に移行するという契約条項が含まれていた
という場合は、これに該当するものと考えら
れます。

特商法の改正内容2
　施行は公布日（平成28年6月3日）から1年6
か月以内とされています。
1  指定権利の見直し（訪問販売・電話勧誘販売）
　訪問販売・電話勧誘販売・通信販売におい
ては、対象となる商品、役務についての指定
制度は廃止されましたが、権利についてだけ
は指定権利制が維持されていました（スポー
ツ施設等の利用権、映画等の鑑賞の権利、語
学教室の利用権）。
　今回の改正では指定権利制の全面的な廃止
には至りませんでしたが、その見直しがなさ
れ、「指定権利」は「特定権利」の名称に変更
となり、規制対象が拡大されることになりま
した。
　具体的には、特定権利は新法において、
ア　 施設を利用し又は役務の提供を受ける権
利のうち国民の日常生活に係る取引にお
いて販売されるものであって政令で定め
るもの

イ　 社債その他の金銭債権
ウ　 株式会社の株式、合同会社、合名会社若
しくは合資会社の社員の持分若しくはそ
の他の社団法人の社員権又は外国法人の
社員権でこれらの権利の性質を有するも
の

とされており（新法第2条4項1号ないし3号）、

アの具体的な範囲は特商法施行令で今後（来
年春ころと見込まれます。）詳細が定められる
こととなっています。
2  FAX広告へのオプトイン規制（通信販売）
（1）従来、通信販売において、電子メール広
告について請求ないし承諾のない消費者に対
する送付を禁止していましたが（第12条の4）、
同規制がFAX広告にも適用されることになり
ました（新法第12条の5）。
（2）これにより、通信販売事業者は、FAX広
告を出そうとする場合、事前に相手の請求を
受けるか承諾を得なければならず、かつ、当
該請求または承諾については記録を作成し保
存しなければならないものとされました（同3
項）。
　また、その上で送付するFAX広告には、相
手がそのFAX広告の提供を受けない旨の意思
を表示するための事項を表示しなければなら
なくなりました（同4項）。
3  過量販売の申込みの撤回等（電話勧誘販売）
（1）特商法では、平成20年改正において訪問
販売に過量販売規制が導入されましたが、本
改正で、同様の規制が電話勧誘販売にも及ん
だことになります。
　過量販売は、その目的物の総量からすれば
不当な勧誘がなされたことが推認できるもの
の、特に複数契約型、次々販売の事例では、
同じような勧誘が一定期間にわたって繰り返
されることになり、個々の勧誘行為の違法性
の立証が困難という問題がありました。
　そこで、その総量に着目し、その日常生活
において通常必要とされる分量を著しく超え
て商品や特定権利が販売され、あるいは役務
提供契約が締結された場合には、申込者に当
該契約の締結を必要とする特別の事情がな
い限り、勧誘態様を問うことなく、行政処分
（指示等）の対象とするとともに、申込みの撤
回または解除が認められることとなったもの
です。
（2）本改正で、同規制が電話勧誘販売にも導
入された結果、例えば、事業者が電話により
勧誘を行い、布団を4か月間で6回購入させた、
などの契約は、特段の事情のない限り、契約
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締結時から1年以内に限り、　契約を破棄する
ことができるようになりました（新法第24条
の2）。
　なお、「通常必要とされる分量を著しく超
える」か否かについては、一般通常人の契約
行動における購入分量が原則的な目安とされ
ますが、この点、公益社団法人日本訪問販売
協会が平成21年10月に「通常、過量には当た
らないと考えられる分量の目安」を公表して
いますので参考になるかと思います（http://
jdsa.or.jp/quantity-guideline/）。
4  取消権の消滅時効の伸長
　これも消契法の改正と同様で、特商法の定
める取消権は追認可能時から6か月の消滅時
効、契約締結時から5年の除斥期間にかかると
されていましたが、消滅時効の6か月が1年に
伸長されました（新法第9条の3）。
5   指示制度の整備、業務停止命令の強化、
業務禁止命令の創設等

　悪質業者に対応するための各種規定が整備
され、業務停止命令の期間が1年から2年に伸
長され、業務禁止命令が新設され、罰則の引
き上げもなされることになりました。
　なお、新設された業務禁止命令とは、次々
と法人を立ち上げては同種の違反行為を繰り
返す悪質業者に対応するためのものであり、
業務停止を命じられた事業者の取締役やこれ
と同等の支配力を有する者等に対して、業務
停止を命じるとともに、当該停止を命じられ
た範囲の業務を、法人を立ち上げるなどして
新たに開始すること等を禁止することができ
るようになりました。

最後に3
　今回の改正は、日弁連の平成28年5月25日
付「『消費者契約法の一部を改正する法律』及
び『特定商取引に関する法律の一部を改正す
る法律』の成立に関する会長声明」（http://
www.nichibenren.or.jp/activity/document/
statement/year/2016/160525_2.html）にあると
おり、従来から改正が求められてきた内容の一
部が実現されたものであり、特商法の訪問販

売及び電話勧誘販売における事前拒否者への
勧誘禁止制度（「Do-Not-Call、Do-Not-Knock
制度」）をはじめとして、改正が見送られた点
がいくつもあり、こうした積み残しの課題に
ついては今後もその動向が注目されるところ
です。 
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