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刊行に寄せて

『コンメンタール消費者裁判手続特例法』の刊行に寄せて

　日本弁護士連合会が、2009年10月に「『損害賠償等消費者団体訴訟制度』

要綱案」を公表するなど、長年にわたって立法を提言し取り組んできた集団

的消費者被害回復訴訟制度を導入するための「消費者裁判手続特例法」が成

立し、2016年10月に施行されることになった。

　この法律は、情報力や交渉力の格差などから救済がされずに放置されるこ

とが少なくない消費者被害について、限定された類型のみを対象とするもの

ではあるが、特定適格消費者団体が提起する訴えに基づき、被害を受けた消

費者の時間と費用の負担の軽減をできる限り図ることによって、被害回復の

実現をより容易にしようとするものである。

　民事裁判を通じて真の権利救済がなされるようにすることは、頼りがいの

ある民事司法の実現の観点から極めて重要なことであり、当連合会において

も2008年11月に集合的権利保護訴訟制度プロジェクトチームを発足させるな

どして、制度実現に向けて最大限の取組みを行ってきた。私はこのプロジェ

クトチームの初代座長を務めたこともあり、ようやく集団的消費者被害回復

訴訟制度が実現に至ったことは、非常に感慨深いものがある。

　立法の過程において、「要綱案」と比較し、消費者被害救済の立場からは

後退したものとなったとはいえ、消費者被害の救済を容易にするこの法律が

十分に活用され、消費者利益の擁護が図られることが大いに期待される。そ

のため、当連合会では、この法律の立法経過を踏まえた逐条解説が、特定適

格消費者団体関係者、弁護士、裁判官はもとより企業の実務担当者や消費者

被害救済に携わる全ての方々に利用されることを期待して、本書を刊行する

こととなった。本書が幅広く活用されることを希望する。

　2016年10月

� 日本弁護士連合会会長　中本　和洋
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Ⅰ　立法の背景

₁　消費者のための実効的な被害回復手段の必要性⑴

ⅰ　消費者被害に対する救済手段の限界

　消費者取引の特徴の 1 つは多数の消費者と事業者との間で同種の取引が同

時に行われることにあり、事業者の提供する消費財やサービスに問題があっ

た場合、同種の被害が同時に多数生じうる構造を持つ。国民生活センターお

よび各地の消費生活センターに寄せられた消費者被害に関する相談件数は、

200８年度に100万件を下回ったものの、引き続き９0万件前後の水準で推移し

ており、近年は若干の増加傾向にある（国民生活センター「消費生活年報

201₅」８頁以下）⑵。消費生活センター等に相談が寄せられていない被害も多

数存在することを考慮すれば、消費者被害の発生状況は極めて深刻である。

　しかし、消費者の多くは、事業者との取引において何らかの被害を受けた

と感じても訴訟提起までは考えない。

　実際、消費者庁が2011年 1 月に行った調査⑶によれば、半数以上の消費者

が仮に被害を受けた場合は30万円以下の被害額でも訴訟等の手段を考えると

回答しつつ（Ｑ13）、実際に被害を受けたと感じた消費者のうち現実に訴訟

を提起したと回答した者は0.８％にすぎず、被害金額も100万円以上の者に限

られていた（Ｑ ６ ）。さらに、被害を受けたと感じた消費者のうち４４.６％の者

　⑴　日弁連「『損害賠償等消費者団体訴訟制度』要綱案」（200９年９月1８日）。
　⑵　なお、201４年度の消費相談件数は９₅万４₅９1件であった。
　⑶　消費者庁「『消費者被害についての意識調査』について（平成 22 年度第 1 回消費生活ウォッ

チャー調査）」（2011年）〈http://www.caa.go.jp/planning/pdf/110722survey.pdf〉（201６年 ９ 月
12日最終確認）。
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は誰にも相談をせず（Ｑ ９ ）、誰かに相談をした消費者であっても3９.0％の者

は特に行動をとらなかったと回答している（Ｑ ６ ）。

　このように被害を受けた消費者が多数存在するにもかかわらず、その被害

の回復が妨げられているのは、事業者と消費者間の情報力や交渉力の格差か

らくる消費者の権利行使の困難性に加え、消費者自身の弱さや負担転嫁能力

の欠如という消費者の特性（日弁連『消費者法講義〔第 ４ 版〕』（日本評論社、

2013年）21頁以下）によるものである。これに加えて、わが国におけるこれ

までの司法的救済システムは個人のイニシアティブに基づく個別救済を基本

としていることから、被害を受けた消費者が救済を求めるために費用・時

間・手続等の面で負担を強いられる場合には、被害者が被害回復を希望して

いても、なんらの被害回復手段も利用することなく被害を受けたままで放置

されてしまうことが少なくない。

　この結果、わが国では消費者被害の多くが回復されず、事業者の利得とし

て残ってしまっている現状にある⑷。このような状況を社会システムとして

放置することは、悪質な事業者を利するのみであって、極めて不適切であ

る。

ⅱ　消費者被害に対する集団的な救済手段の必要性と消費者裁判手続特例

法の意義

　とはいえ、これまでのような個別救済を基本とする現行の民事訴訟制度の

基本的な枠組みを前提とする限り、このような消費者被害救済における現状

を改善することは基本的に不可能と考えられる。現在の消費者被害救済にお

ける限界は、現行の司法的救済システムの限界そのものだからである。

　すなわち、消費者被害を実効的に救済するためには、現行の民事訴訟制度

の枠組みを超えて、個別の被害者の費用・時間・手続の負担を最小化した集

団的な被害救済制度を導入することがどうしても必要不可欠である。この点

で、消費者被害を集団的に救済するという我が国にこれまでなかった訴訟制

　⑷　消費者庁が公表した「平成27年版国民生活白書」によれば201４年度における消費者被害に伴
う消費者の損失額は全国で約６.7兆円に上ると推計されている（12６頁以下）。この消費者の損失
の大半は事業者の利得となっているものと考えられる。



3

Ⅰ　立法の背景

度を実現する消費者裁判手続特例法は、我が国における消費者問題の歴史に

おいて画期的なものとして意義深い。

２ 　集団的な消費者被害回復のためのアプローチ

ⅰ　集団的な消費者被害回復のためのさまざまなアプローチ⑸

　消費者被害をどのように効果的に救済していくのかということは、どの国

でも生じている普遍的な問題である⑹。また、消費者被害の効果的な救済の

ためには、集合的な手続が必要との認識も共通のものとなりつつある⑺。し

かし、そのためのアプローチについては、さまざまなものがあり得る。とり

わけ裁判所の手続を利用したアプローチについては、大きく分けて以下の 2

つのタイプがある。

①　オプトアウト方式

　ある代表者が共通した利害関係を有する「クラス」を代表して訴訟を提起

することができ、「クラス」に属する当事者は当該訴訟からの除外（オプト

アウト）を積極的に申し出ない限り、当該代表者の追行する訴訟の結果に有

利にも不利にも拘束されるという訴訟手続のことをいう。アメリカ合衆国に

おけるクラスアクション手続が最も代表的なものであり⑻、主に英米法体系

　⑸　諸外国の集団的消費者被害救済制度を比較検討したものとして、内閣府国民生活局「集団的
消費者被害回復制度等に関する研究会報告書」（平成21年 ８ 月）1６頁以下がある。

　⑹　「消費者の紛争解決及び救済に関する OECD 理事会勧告（Recommendation of the Council 
on Consumer Dispute Resolution and Redress）」（2007年 7 月12日採択）においては、「加盟国
において存在する仕組みや法文化の多様性に関わらず、効果的な消費者紛争解決及び救済措置
の主要な特性を設定する共通の原則の必要性について、意見の一致がある」（内閣府国民生活
局消費者企画課国際室仮訳）との認識が指摘されている。

　⑺　EU においては、2013年６月、加盟各国に対して集団的救済制度を EU 全体の共通原則に準じ
るよう求める勧告を欧州委員会が採択した。その勧告の概要については、大高友一「集合的救
済制度に関する2013年 ６ 月11日欧州委員会勧告について」消費者法ニュース ９８号（201４年）
10８頁以下参照。

　⑻　アメリカ合衆国のクラスアクション手続に関する文献としては、上原敏夫『団体訴訟・クラ
スアクションの研究』（商事法務研究会、2001年）、大村雅彦＝三木浩一編『アメリカ民事訴訟
法の理論』（商事法務、200６年）などがある。クラスアクション手続の実務運用を紹介するも
のとしては、日弁連・京都弁護士会「アメリカ合衆国クラスアクション調査報告書」（2007年
12月）、近畿弁護士会連合会「米国クラスアクション実務調査報告書～クレームアドミニスト
レーターによる消費者への効果的な通知と分配～」（201６年 ８ 月）がある。
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の国の一部において導入がされている⑼、⑽。

　このオプトアウト方式の訴訟手続においては、対象となる被害者は積極的

に訴訟手続に参加しなくとも訴訟の結果として得られる利益を享受すること

ができるため、事業者と消費者間の情報力や交渉力の格差からくる消費者の

権利行使の困難性を最も効果的に克服することができる。その一方で「クラ

ス」に属する当事者が濫用的に訴訟を提起するなどの弊害もあると指摘され

ており（山本・解説４４頁以下）、前記の国々以外においてはほとんど採用され

ていないのが現状である。

②　オプトイン方式

　オプトアウト方式とは逆に、ある代表者が共通した利害関係を有する「ク

ラス」を代表して訴訟を提起することができるが、「クラス」に属する当事

者が積極的に当該訴訟への参加（オプトイン）を積極的に申し出た場合に限

り、当該代表者の追行する訴訟の結果に拘束されるという訴訟手続のことを

いう。

　オプトアウト方式とは異なって積極的に当該訴訟への参加を積極的に申し

出た当事者のみが救済の対象となるため、オプトアウト方式のような濫用的

な事例が生じるおそれは相対的に低い。このオプトイン方式は主として欧州

を中心として導入されているが⑾、単純なオプトイン方式の場合、被害救済

の前提として被害者に手続への参加を求めることとなる以上、手続参加への

ハードルが高いままであれば個別訴訟による被害救済と同様の状況が生じる

　⑼　オプトアウト方式による集団的な訴訟手続を有する主な国としては、カナダとオーストラリ
アがある。このうち、カナダについては後記 2 段階型のクラスアクション手続であるが、オー
ストラリアについてはアメリカ合衆国と同じ 1 段階のようである（山本・解説４６頁以下参照）。

　⑽　カナダに関する文献としては、大村雅彦「カナダ（オンタリオ州）のクラスアクション制度
の概要�上�下」NBL９11号・９12号（200９年）、同「カナダ（ブリティッシュ・コロンビア州）の
クラスアクションの概要�上�下」NBL９６６号・９６7号（2011年）、日弁連「カナダにおけるクラス
アクションの実情調査報告書～ブリティッシュコロンビア州における実務を中心として～」

（2010年12月）などがある。
　⑾　ドイツの法的サービス法による集束的請求、フランスの共同代位訴権、オーストラリアの代

表訴訟、スウェーデンの集団訴訟手続などがある。日本の選定当事者制度もこのタイプの集団
的救済制度に分類できる。
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第 ₂部　逐条解説　消費者裁判手続特例法

第 2部　逐条解説　
消費者裁判手続特例法

◆第 ₁条　目的

第�₁ 条　この法律は、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、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
差により消費者が自らその回復を図ることには困難を伴う場合があること
に鑑み、その財産的被害を集団的に回復するため、特定適格消費者団体が
被害回復裁判手続を追行することができることとすることにより、消費者
の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。

Ⅰ　趣　旨

　本条は、本法の目的を示したものである。

Ⅱ　解　説

₁　消費者被害の実情

　消費者被害の特性として、同種の被害が多発・拡散すること、消費者と事

業者との間における情報や交渉力の非対称性が構造的に存在すること、個々

の消費者が自ら訴えを提起して被害の回復を図ることを断念しがちであるこ

と（被害が少額であること）等があげられる。

　たとえば、少額の被害の場合、被害に遭ったとしても、裁判にかかる費用

を考えて諦めてしまう消費者がいたり、被害を受ける消費者が高齢であった

り認知症を患っていたりするなど、社会的弱者である場合もある。また、そ
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もそも被害に遭った際に、訴訟を提起するという対応を行う消費者は少数で

ある。被害の実効的な回復を図るには、被害者に代わって、被害回復の手続

を追行する主体が必要と考えられる。

　このような消費者被害の特性から、消費者被害が発生しても、既存の訴訟

手続を前提とした場合、訴訟によって被害の回復を試みようとする消費者は

一般に少ないことが予想され、その結果、事業者が、違法な行為によって得

た利益の大部分を保持できる結果となってしまう。これは、正義に反する事

態であるとともに、将来の違法行為を助長するおそれがある（山本・解説 ３

頁）。そこで、特別の訴訟手続の創設が導かれた。

２ 　立法目的と消契法との関係

　2000年に定められた消契法は、「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」が構造的に存在することを認め、「消費者の利益の擁

護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与する」

ことを目的とした（同法 １条）。同法 １条に定められている文言は、本法 １

条に引き継がれている。消契法 １条に定める目的規定は、消費者取引におい

て事業者と消費者との間に構造的な格差が存在していることを正面から認め

たこと（消契法コンメンタール１8頁）に意義があったが、これは本法において

も同様である。

　このように、消費者契約法および本法は、消費者と事業者との間の情報の

質および量並びに交渉力の「格差」を是正するという共通の目的を有する。

この点、情報の質および量並びに交渉力の格差は、消費者と事業者との間の

あらゆる局面において存在する。

　このうち、消契法は、契約締結場面において現れる格差あるいは事業者が

定めた不当な契約条項について適用されるものであった。

　本法は、消費者が実際に被害を受けた後の被害回復局面において適用され

るものであり⑴、より実効的に消費者と事業者との間の格差が是正されるこ

とが期待される。被害回復が実現すれば、被害回復を受けた消費者が新たな

消費をすることにより、健全な事業者への需要を喚起し、ひいては経済の成
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長を促すことにもなる（一問一答 2頁）。

３ 　本法の概要

　本法は、「被害回復裁判手続」（第 2章）を、「共通義務確認訴訟に係る民

事訴訟手続の特例」（同章第 １節）および「対象債権の確定手続」（同章第 2

節）からなる 2段階型の訴訟制度とし、これらの手続を追行する主体となる

「特定適格消費者団体」（第 ３章）について規律を設けている。

４ 　解釈指針としての本条の重要性

　上述したように、消費者と事業者との間の情報の質および量並びに交渉力

の格差は、消費者と事業者との間のあらゆる局面において存在する。したが

って、被害回復局面においても、構造的格差のある消費者の保護を図り、被

害回復の実効性を確保することは、本法の基本的な考え方というべきであ

る。 2条以下の各条文の解釈においても、本条の趣旨および本条で示された

立法目的を基本的かつ最も重要な解釈指針とし、消費者保護の視点に立った

解釈をすべきである。

◆第 ２条　定義

第�２ 条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定
めるところによる。
　一�　消費者　個人（事業を行う場合におけるものを除く。）をいう。
　二�　事業者　法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人
をいう。

　三�　消費者契約　消費者と事業者との間で締結される契約（労働契約を除

　⑴　消費者基本法は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんが
み」、「消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生
活の安定及び向上を確保することを目的と」し（同法 １条）、「消費者に被害が生じた場合には
適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重する」としており（同法 2
条）、本法は消費者基本法の目的および基本理念を具体化したものといえる。
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