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消費者庁 

内閣府特命担当大臣 江﨑 鐵磨 様 

内閣府 

消費者委員会事務局 御中 

 

第二東京弁護士会     

会長 伊東 卓   

 

消費者契約法専門調査会報告書に対する意見書 

 

第１ 意見の趣旨 

内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会（以下「専門調査会」という。）

が２０１７年８月４日に取りまとめた「消費者契約法専門調査会報告書」（以下

「報告書」という。）は，専門調査会が２０１６年１２月に取りまとめた「消費

者契約法専門調査会報告書」において「今後の検討課題」とされた論点について，

改正に向けた具体的な道筋を示したものであり，その点については高く評価する。

しかし，消費者契約法の立法目的に規定されている「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」に鑑みての「消費者の利益の擁護」の観点か

らすれば，内容に不十分なところが認められる。そこで，「消費者の利益の擁護」

の観点から更なる検討をすべきと特に考える点について，以下のとおり意見を述

べるものである。 

１ 合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型

（つけこみ型勧誘）に関し，困惑類型とは別の類型として，「事業者が，消

費者の判断力や（特に若年等の）知識・経験の不足，心理的な圧迫状態，従

属状態など，当該契約を締結するか否かについて合理的な判断を行うことが

できないような事情を利用して，不必要ないし不当な契約を締結させた場合

に，当該契約の効力を取り消すことができる」旨の規定を消費者契約法に設

けることを求める。 
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２ いわゆる困惑類型に関して，取消しの対象となる事業者の行為として，消費

者契約法４条３項１号，２号に定める不退去・退去妨害に加えて，「威迫」，

「勧誘目的を告げずに消費者に接近した場合に，合理的な理由もなく，当該消

費者契約を締結しなければ当該消費者に生じ得る損害又は危険を過度に強調

して告げる場合」，「執拗な勧誘」を加えると共に，引き続き他の困惑類型と

して規制対象となるべきものを検討することを求める。 

３ 以下の条項について，不当条項として無効とする旨の条項を設けることを求

める（いわゆる「ブラックリスト」の追加）。 

（１）契約文言の解釈権限を事業者のみに付与する条項，及び，法律又は契約に

基づく当事者の権利・義務の発生要件該当性又はその権利・義務の内容につ

いての決定権限を事業者のみに付与する条項 

（２）本来であれば全部無効になるべき条項に，その効力を強行法規によって無

効とされない範囲に限定する趣旨の文言を加えたもの（いわゆるサルベージ

条項） 

（３）消費者の後見，保佐又は補助（以下「後見等」という。）の開始を解除事

由とする条項 

４ 消費者契約法１０条を以下のとおり改正することを求める（いわゆる「グレ

ーリスト」の追加）。 

事業者の軽過失による人身損害について責任の一部を免除する条項につい

ては，任意規定の適用による場合に比べ，消費者の権利を制限しまたは消費者

の義務を加重する条項の一例として追加する。 

５ 消費者契約法４条１項１号の不実告知における「勧誘」要件に，ある広告が，

消費者において当該広告が誘引する契約に関する重要事項を具体的に認識し

得るようなものである場合の当該広告を含める旨の規定を置くと共に，その余

の取消類型との関係で広告を「勧誘」に含められるか否かについて更に整理を

進めることを求める。 

 

第２ 意見の理由 

 １ はじめに 

   昨年５月２５日，第１９０回国会において，「消費者契約法の一部を改正す
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る法律」が可決され，成立した。 

   消費者契約法においては，高齢者の消費者被害や，情報通信技術の発達に伴

う消費者被害等の予防・救済に資する改正点がいくつか見られたが，その一方

で，従前から改正が求められていた点について改正が見送られた。 

   改正の後，専門調査会では，２００６年９月７日（第２５回）から本年８月

４日（第４５回）までに２３回の会議が開催され，本年８月付の「消費者契約

法専門調査会報告書（案）」として議論の取り纏めがなされた。 

   本意見書では，同取り纏めを前提に，高齢者の消費者被害が増加している近

年の状況と，成年年齢の引き下げが近く見込まれている現状を踏まえ，特に早

急に改正がなされるべき点（つけこみ型勧誘の場合の契約取消しの新設，困惑

類型の追加，不当条項の追加，勧誘要件の緩和）について，意見を述べるもの

である。 

 

 ２ つけこみ型勧誘について（意見の趣旨１項について） 

 （１）つけこみ型勧誘に対する対応の必要性等 

ア 高齢化の進展の影響も受け，事業者が，消費者に合理的な判断をするこ

とができない事情があることにつけ込んで，契約を締結させることによる

消費者被害が発生している。 

   イ この点，全国の４７都道府県における消費生活条例においては，一般的

なつけこみ型勧誘に関する規定が設けられている（別紙（第３０回専門調

査会参考資料２）「つけこみ型」の欄参照）。 

このように，条例においては既につけこみ型勧誘に対する規制が遍く規

定され，運用がなされている実態があることから，一般的に消費者契約法

に取り入れる必要性についての共通理解は形成されており，少なくとも行

政規制においては，同別紙記載の各条例で定められる程度の要件により適

切な運用が可能であることを裏付けられていると考えられる。 

なお，専門調査会における中間取りまとめ（２０１５年８月）や同報

告書（同年１２月）においても，こうした消費者の判断力の不足等を利用

して不必要な契約を締結させる事例について一定の手当が必要であるこ

とについては異論のないものとされており，問題はその規制のあり方にあ
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ると言える。 

ウ さらに，現在成年年齢引き下げに関する法案の提出が近く見込まれると

ころ，仮に同法案が成立した場合，これまで未成年者取消制度のもとで保

護されていた者に対し，その未熟さ等につけ込んだ被害が想定されること

から，かかる観点からもつけこみ型勧誘に対する規制を早急に設ける必要

があるといえる。 

 この点，日弁連の本年２月１６日付「民法の成年年齢引下げに伴う消費

者被害に関する意見書」においても，「消費者契約法を改正し，事業者が

消費者の判断力，知識，経験等の不足につけ込んで締結させた契約につい

て，消費者が契約を取り消すことができる規定を定めること」が成年年齢

引き下げと同時に行われることが必要不可欠であると指摘されていると

ころである。 

（２）具体的な条項について 

ア つけこみ型勧誘に対する規制のあり方については，専門調査会において

議論が重ねられている。 

ここでの議論では，広くつけこみ型勧誘を規制すべき必要性と事業者の

正当な事業活動を阻害しないようにすべき要請との均衡をいかに図るか

という観点から，従来の相談事例からつけこみ型勧誘と思われる被害事例

を類型化し，そこから規制内容を導き出そうとした結果，規制の範囲が過

度に限定されたものとなっている。 

しかし，消費者被害の現場では，ある規制ができた場合に，当該規制が

及ばない，いわば抜け道を悪質事業者が見つけ出そうとするのが常であり，

前記の規制の仕方では，新たな被害が発生した場合にその後追い的な規制

を繰り返すことになりかねないから，より規制の趣旨に立ち返った規定が

必要と考えられる。 

イ この点，同種の規制について海外へ目を向けると，フランスでは，国民

的な議論を背景に２００１年に人権及び基本的権利の侵害をもたらすセ

クト団体の抑止及び抑圧の強化に関する２００１年６月１２日法律（セク

ト規制法）により，「無知・脆弱性不法利用罪」という新たな犯罪が導入

されている。 
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同罪は，「未成年者に対して，もしくは年齢，病気，身体障害，身体的

欠陥，精神的欠陥または妊娠状態のため，著しく脆弱な状態にあることが

明白な者または行為者にそれが認識される者に対して，もしくは重大また

は反復した圧力行為または判断を歪めうる技術の結果，心理的または身体

的服従状態にある者に対して，その者に重大な損害を与えうる作為または

不作為に導くために，その者の無知または脆弱状態を不法に利用すること

は，３年の拘禁刑および３７万５０００ユーロの罰金に処せられる」とい

うものである（「フランスにおけるセクト対策と信教の自由」小泉洋一，

甲南法学２００６年）。 

ウ また，ドイツ民法は第１３８条２項において，「ある者が当該法律行為

により相手方の窮状，経験のなさ，判断能力の欠如または著しい意思の弱

さにつけ込んで，みずからのする給付に対して著しく均衡を失する財産的

利益を自己又は第三者に与えることを約束させ，または現実に与えさせた

場合」に，当該法律行為を無効としている（第２９回専門調査会【資料４

－２】 第 7回 成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ【資料１】

照会事項に対するコメント，７頁）。 

上記フランス，ドイツのいずれの規制も，規制の範囲を過度に限定する

ことなく，その規制の趣旨から，消費者の何らかの脆弱性につけ込むこと

で不当な結果を得ようとする行為そのものを規制対象としていることが

判る。 

上記海外での規制例は，消費者の何らかの脆弱性につけ込むことで不当

な結果を得ようとする行為そのものを規制対象としてもその運用が可能

であること，特にフランスにおいては刑事規制であってさえも適切な運用

が可能であることを示すものといえる。 

エ そこで，つけこみ型勧誘については，特に被害類型から規制内容を絞り

込むことをせずに，事業者が，消費者の判断力や（特に若年等の）知識・

経験の不足，心理的な圧迫状態，従属状態など，消費者が当該契約を締結

するか否かについて合理的な判断を行うことができないような事情を利

用して，不必要ないし不当な契約を締結させた場合には，当該契約の効力

を取り消し得るとする規定を消費者契約法に設けるべきと考える。 

http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/seinen/doc/161116_shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/seinen/doc/161116_shiryou1.pdf
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/seinen/doc/161116_shiryou1.pdf
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  この点，日弁連の２０１５年９月１０日の意見書（専門調査会「中間取

りまとめ」に対する意見書）においても同様の趣旨の規定が求められてい

ると共に，事業者の取引安全への配慮は「利用」要件及び「不必要」の要

件により充足されると指摘されているところである。 

オ なお，専門調査会の現在までの議論状況では，つけこみ型勧誘が困惑類

型の一つとして位置づけられるに至っているが（第３６回専門調査会資料

１，２頁），つけこみ型勧誘では，例えばデート商法の被害者は「困惑」

せずに契約申し込みをすることが優に想定されるし，霊感商法の被害者が

精神的な抑圧による隷属状態で契約申し込みをさせられる場合なども，そ

の精神状態を「困惑」で捉えることは困難である。 

したがって，つけこみ型勧誘については，困惑類型とは別に，特定の脆

弱性につけ込むことで不必要ないし不当な契約を締結させた場合を取消

類型として新設すべきである。 

 

３ 困惑類型の追加について（意見の趣旨２項について） 

（１）類型追加の必要性等 

ア 現行法第４条第３項では，困惑類型として，①不退去（同項１号），②

退去妨害（同行２号）のみが取消事由とされている。 

しかしながら，不退去や退去妨害は業者との対面を前提としているとこ

ろ，特に電話勧誘販売等において，事業者が執拗かつ威迫的な言動等を繰

り返すことにより，消費者がやむなく契約に応じてしまうなどの被害事例

が多々あるところ，かかる事例では現行法の規定では十分な対処ができな

い。 

また，畏怖や恐怖までは生じさせていないこと等により，民法第９６条

第１項の強迫には該当しないものの，不退去・退去妨害以外の困惑惹起行

為に基づき消費者契約が締結されたという被害事例が存在し，かつ，それ

に対して裁判所が法的救済の必要性を肯定している裁判例も多数存在し

ている。 

さらに，今後想定されている高齢化社会の進展を踏まえれば，不退去・

退去妨害以外の困惑惹起行為に対する法規制は必要不可欠である。 
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イ この点，全都道府県における消費生活条例において，不退去，退去妨

害を除く困惑型勧誘に関する行為規制規定が設けられており，全国的な規

律が必要といえる（別紙（第３０回専門調査会参考資料２）「困惑型（不

退去，退去妨害除く）」の欄参照）。 

例えば東京都の消費生活条例では，「消費者を威迫して困惑させ，又は

迷惑を覚えさせるような方法で，若しくは消費者を心理的に不安な状態若

しくは正常な判断ができない状態に陥らせ，契約の締結を勧誘し又は契約

を締結させること。」（東京都消費生活条例第２５条第１項第４号）を不

適正な取引行為として禁止している。 

このような規制が既に全国に条例として存在していることは，不退去，

退去妨害以外の困惑型勧誘に対する規制が必要であることを示すものと

いえる。 

 （２）取消し対象となる不当な威迫型勧誘行為について 

困惑類型の取消規制は，事業者側の不当な行為により消費者の意思決定を

歪めることが問題の本質であるところ，行き過ぎた事業者側の行為態様を適

切に捉えて規律するという観点からは，不退去，退去妨害に限らず，執拗な

勧誘や威迫する言動での勧誘等事業者による一定の不公正な行為があり，そ

のような行為をしたことによって消費者が困惑し，それによって消費者が契

約を締結した場合に限定した上で，消費者契約を取り消すことができるとい

う規律を設けるべきである。 

かかる場合であれば，事業者の予測可能性は確保されるといえ，また現行

法で救済されない消費者の保護が図られることとなる。 

具体的な困惑類型については，日弁連の２０１５年９月１０日の意見書

（内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会「中間取りまとめ」に対する

意見書）において，新たな困惑取消類型として「威迫」「執拗な勧誘」が必

要であるとされている。 

これら両類型は，特定商取引法上でも既に禁止行為とされている（執拗な

勧誘は再勧誘の禁止として規制されている。）ところであるが，民事効に直

結していないことから，消費者被害救済のためにこれを取消類型に含めるべ

き必要性，合理性は十分に認められるものである。 
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さらに，専門調査会においてはつけこみ型勧誘の一類型として，困惑類型

に入れるべきかどうか議論がなされてきた「勧誘目的を告げずに消費者に接

近した場合に，合理的な理由もなく，当該消費者契約を締結しなければ当該

消費者に生じ得る損害又は危険を過度に強調して告げる場合」についても，

特商法において不意打ちが懸念される取引類型であるアポイントメントセ

ールス（勧誘目的秘匿）の場合で，しかも消費者に生じ得る損害又は危険を

過度に強調して告げる場合であるから，新たな困惑類型として規制されるべ

きものと考えられる。 

さらに，前記の行き過ぎた事業者側の行為態様を適切に捉えて規律すると

いう困惑類型の本質的な問題意識からすれば，引き続き他の困惑類型として

規制対象となるべきものを検討すべきである。 

 

４ 不当条項の追加（意見の趣旨３項，４項について） 

 （１）不当条項の追加の必要性について 

非常に多くの約款取引が行われている電子商取引や情報財取引等に関す

る法的問題点について，民法や関連法令の適用関係を明らかにするために経

済産業省が公表している「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」では，

消費者契約法１０条に照らして無効となる可能性のある条項として， 

i) 民法第５７０条の瑕疵担保責任に基づく解除や債務不履行による

契約解除などの法律上認められる解除権を消費者につき制限する

条項や事業者側の契約解除権を拡大する条項 

ii) 事業者側にだけ仲裁人の選定権のある仲裁条項 

iii) 一般の取引慣行に照らして黙示の意思表示とまでは言えない消費

者の一定の作為・不作為につき，意思表示を擬制する条項（例えば，

一定期間に返答がなければ同意とみなすネガティブ・オプションな

ど） 

iv) 消費者の証明責任を加重し，又は事業者の証明責任を軽減する条項 

v) 消費者の法令上の権利の行使期間を制限する条項 

が挙げられている。 

同準則は，電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について，
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民法をはじめとする関係法規がどのように適用されるのかを明らかにするこ

とにより，取引当事者の予見可能性を高め，取引の円滑化に資することを目

的として，２００２年３月に策定され，以後，電子商取引や情報財取引等を

巡る取引の実務等に応じて改訂されてきたものであり，消費者契約法におけ

る不当条項をいかに規定すべきかに関する重要な立法事実足り得るものとい

える。 

この点，２０１６年改正では，上記i)に相当する内容のうち，特に「事業

者の債務不履行があった場合や事業者から引き渡された目的物に瑕疵があっ

た場合に，本来消費者に認められる解除権をあらかじめ放棄させる条項」が

無効となる不当条項の類型に追加された（８条の２）。またiii)に相当する

内容について，「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の

申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」について１０条に

おける任意規定の適用による場合に比べ，消費者の権利を制限しまたは消費

者の義務を加重する条項の例として追加された。 

そこで，追加されたこれらの各事項のみならず，並行して取り上げられて

いるその他の事項およびそれに準ずる事項についても，同様に規定化を検討

すべきである。 

（２）専門調査会での議論状況 

   以下，４点に亘る条項の追加は，専門調査会において，新たな無効条項，あ

るいは消費者契約法１０条前段の例示として加えられることで検討が続けら

れたものである。 

   そこで，以下，各条項の内容と，それが無効条項ないし消費者契約法１０条

前段の例示として加えられるべきことについて指摘する。 

（３）いわゆる「ブラックリスト」の追加 

ア 一方的な解釈，決定権限を事業者に付与する条項 

（ア）契約文言の解釈権限を事業者のみに付与する条項，及び，法律若しくは

契約に基づく当事者の権利・義務の発生要件該当性若しくはその権利・義

務の内容についての決定権限を事業者のみに付与する条項は，事業者側が，

契約締結後の事情に応じて，実質的に契約内容を一方的に，事業者側に最

大限有利に変更させることができることとなり，不均衡である。また，裁
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判所での争いとなれば，事業者による解釈そのものの適否が問われ得るも

のの，少なくとも訴訟外での交渉においては，消費者としてはまずは事業

者側の解釈を一方的に尊重せざるを得ず，著しく不当である。また，一方

的な解釈判断権を事業者側に与える条項は規制対象として明確にでき，事

業者の予測可能性を害することもない。 

（イ）したがって，一方的な解釈，決定権限を事業者に付与する条項について

は，新たな無効条項とすべきである。 

 イ いわゆるサルベージ条項 

（ア）本来であれば全部無効になるべき条項に，その効力を強行法規によって

無効とされない範囲に限定する趣旨の文言を加えたもの（サルベージ条項。

例えば，「法律で許容される範囲において一切の責任を負いません」等の

規定）は，「ブラックリスト」として無効とされる条項に追加されるべき

である。 

（イ）このような契約条項を有効とすれば，消費者としては強行法規違反とは

どのような場合を指すのか，何の権利，利益を放棄したのかも具体的にイ

メージできないままに契約を締結することとなり，少なくとも訴訟外の交

渉においては，何が強行法規違反なのかを消費者の側で明らかにしなけれ

ばならないと思い込む結果，消費者側の泣き寝入りを誘発する危険がある。

一方，かかる条項を許容することは，事業者に対して，消費者にとって理

解しやすい条項を作成するインセンティブを失わせ，一律に強行法規に違

反しない限度まで権利を拡張し，義務を免れ得るための免罪符として使わ

れるおそれがある。 

また，サルベージ条項は規制対象として明確にでき，事業者の予測可能

性を害することもない。 

（ウ）この点，専門調査会においても，事業者に対して条項を明確に定める

べき動機づけを与える必要性があること，事業者が無効の範囲を操作でき

る可能性があることなどから，サルベージ条項を無効とすべき旨の提案が

なされていたが，法改正等に逐一対応をすることは不可能であるなどとす

る事業者側の反対意見により，消費者契約法逐条解説等で紹介することで

適正な条項作成を促す方向で議論がなされるに至っている。 
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   しかし，サルベージ条項により消費者が不利益をうけるおそれがある

ことは異論がないところであり，法改正等に対応することは，当該分野で

事業活動を行う事業者の責任においてなされるべきものであり，少なくと

も消費者の犠牲の下にサルベージ条項が許容されるべきではない。 

   したがって，同条項については新たな無効条項として明文化すべきで

ある。 

  ウ 消費者の後見等の開始を解除事由とする条項 

（ア）上記「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」では言及がないもの

の，専門調査会でも議論されているとおり，「消費者の後見等の開始を解

除事由とする条項」について，無効とすべき旨の条項を設けるべきである。 

（イ）成年後見制度は，判断能力が不十分であるため，契約等の法律行為が困

難な人について，後見人等の機関がその判断能力を補うことにより，被後

見人の権利を擁護することを目的とするものである。しかるところ，「消

費者の後見等の開始を解除事由とする条項」は，後見制度の利用によりか

えって消費者に不利益を生じさせる点で類型的に不当性が高い。そして，

成年後見制度の趣旨に反する点で信義則に反して消費者の利益を一方的

に害するものであり，解除事由として明確であって事業者の予見可能性も

確保されていると考えられるから，例外なく無効とする規定を設けるべき

である。 

（４）いわゆる「グレーリスト」の追加（事業者の軽過失により消費者の生命又

は身体に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項） 

ア 現行法上，消費者の生命又は身体に生じた損害を賠償する責任の全部を免

除する条項については無効とされている（消費者契約法第８条第 1項第 1号，

第３号）が，軽過失による場合に一部の責任を免除する条項は無効とはされ

ていない。 

しかしながら，生命・身体は他の法益と比べて類型的に要保護性が高く，

合意による処分には適さないものである。また，類型的に利用者の身体生命

に対する危険を伴う役務を提供する事業者は，当該損害を想定し保険に加入

することで当該リスクに備えることが可能である。 

このように考えれば，人身損害に関しては，軽過失による場合の一部の責
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任免除条項も類型的に不当性が高く，一律無効とすべきとも思われる。 

イ もっとも，人身損害を生じさせるようなケースも様々な態様が想定される

ことから，一律無効とまですると，社会的に有用な事業活動を阻害する可能

性もあり得る。 

そこで，現行法の規定を修正し，事業者の軽過失による人身損害について

責任の一部を免除する条項については，任意規定の適用による場合に比べ，

消費者の権利を制限しまたは消費者の義務を加重する条項の一例として１

０条に追加し，当該消費者契約の目的・種類・性質・内容，免責の内容や程

度に応じて無効とすべきか否かを判断すべきである。 

なお，専門調査会においては，本論点についても事業者側の反対意見によ

り，消費者契約法逐条解説等で紹介することで適正な条項作成を促す方向で

議論がなされるに至っているが，事業者の軽過失により人身損害の被害にあ

った消費者の救済を図るべき要請は大きく，また，１０条後段による調整を

図ることで事業者に不当な不利益が生じることもないから，上記のとおり１

０条前段の一例に加えるべきである。 

５ 勧誘要件の緩和（意見の趣旨５項について） 

（１）現行法の消費者契約法第４条は，事業者が消費者契約の締結について「勧

誘」をするに際し，不当な勧誘行為を行った場合の意思表示の取消しを規定

しているが，不特定多数に向けられた広告，チラシ等が含まれるか否かにつ

いて「勧誘」の解釈上疑義が生じている。 

消費生活相談事例等では，不特定多数向けの広告や表示に掲載された不実

告知に相当する内容を信じた消費者の事例が少なくなく，さらに，近年のイ

ンターネットの普及に伴い，インターネットの画面上で不実告知に相当する

内容が掲載され，それを信じた消費者がトラブルに巻き込まれる事例も多く

見受けられる。不特定多数向けの広告，パンフレット，チラシ等が「個別の

契約締結の意思形成に直接影響を与えているとは考えられない」といった理

解は， 消費者契約の被害実態から乖離している。 

（２）広告というものは，その性質上，最終的には契約締結に向けられて出され

るものである。 

このことからすると，不特定多数向けの広告と思われるものであっても，
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事業者が，当該事業者と消費者との間でのある特定の取引を誘引する目的を

もってした行為については，それを受け取った消費者との関係では，個別の

契約を締結する意思の形成に向けられたものと評価することができる。 

（３）この点，２０１７年１月２４日最判は，不特定多数の者に向けられた広告

であっても「例えば，事業者が，その記載内容全体から判断して消費者が当

該事業者の商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体

的に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者に向けて働きかけ

を行うときは，当該働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与える

こともあり得る」と判示しており，上記の考えに沿うものといえる。 

（４）もっとも，広告も様々な媒体によるものが考えられ，例えば紙面上の広告

の場合，スペース上の問題から，不利益事実の不告知の取消規制を導入する

ことは現実的でない場合が考えられる。 

そこで，まずは，ある広告が，消費者において当該広告が誘引する契約に

関する重要事項を具体的に認識し得るようなものである場合に，不実告知に

よる取消しにおける「勧誘」要件に該当する旨の規定を置くと共に，その余

の取消類型との関係について更に整理を進めるべきである。 

以上 














