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　本書の前身である『Q＆Ａ　訪販・通販・マルチ110番』が「110番シリーズ」

として刊行されたのは、消費者契約法の制定前の平成11年です。「特定商取

引に関する法律」（特商法）もいまだ「訪問販売等に関する法律」（訪販法）と

いう名称で、規制対象も訪問販売と通信販売とマルチ商法だけでした。クー

リング・オフの規定はありましたが、それ以外の契約の取消しなどは一般法

である民法によっていました。

　その後、「訪問販売等に関する法律」は「特定商取引に関する法律」へと名

称を変え、特定継続的役務提供契約や業務提供誘引販売など規制対象を増や

し、また、意思表示の取消しや消費者団体訴訟など、消費者トラブルに対処

する制度も整備されています。

　そして、平成29年にも特商法は改正されました。本書は、この改正法の

制定に合わせ、そして、「110番シリーズ」のリニューアルに呼応して、従来

の内容を大幅に見直しました。全体を構成し直し、Ｑ（設問）を全部作り直し、

解説の部分については冒頭にポイントを設け、また、図表も多用するなどし

て、読者に理解してもらいやすいように工夫しました。また、Ｑとして掲載

しきれない論点については、随所にコラムとして掲載しています。110番シ

リーズ時の初版のはしがきに、「できるだけ具体的な事実でＱを構成して一

般の消費者にわかりやすくし、トラブル解決に役立ててもらいたい」こと、

あわせて「法律や政令・規則をできるだけ掲載して、消費者問題の専門家に

も参考としていただく」ことをめざしたという内容が書いてありますが、本

書ではそのことをより進化させたつもりです。

　編集委員は、大阪弁護士会消費者保護委員会の委員長や副委員長経験者を

中心に担当してもらい、問題点の摘出とＱの作成を行いました。そして同委

員会で特商法関係を中心に研究している方々に解説部分の執筆をお願いしま

した。さらに、民法・消費者法を専門とする学者でもある坂東俊矢弁護士に

は し が き

user
テキストボックス
坂東俊矢　監修久米川良子・薬袋真司・大上修一郎・名波大樹・中井真雄　編著『特定商取引のトラブル相談Ｑ＆Ａ』民事法研究会発行



はしがき

2

監修をお願いし、編集委員と坂東弁護士とで何度も会議を行って、全体の見

直しを行いました。またコラムは、編集委員と坂東弁護士とで手分けをして、

執筆しました。特商法の解説書の決定版を作る意気込みで取り組みました。

　時代が変わり、法律の整備が進んでも、消費者トラブルは相変わらず多い

ままです。また、インターネット取引などを通して新たなトラブルも起こっ

ています。本書は、そのような今の時代のトラブル解決のために役立つもの

をめざしました。

　最後になりましたが、民事法研究会を退職された鈴木真介氏、その後を担

当してくださった大槻剛裕氏に深い感謝の意を表します。お二方がいなけれ

ば、本書は完成できなかったと思っています。

　平成30年９月

編者を代表して　久米川　良子
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Ｑ１　特定商取引法とはどのような経緯から生まれた、
どのような法律か

　「特定商取引に関する法律」とは、どのような経緯から生まれた法律

ですか。また、具体的にどのような内容を定めた法律なのでしょうか。

▲ ▲ ▲

Point

①　特定商取引法は、その時々の具体的な消費者トラブルや消費者事件に対

応して、消費者を保護することを目的とした法律です。

②　特定の商取引に関する行政規制法として、行政処分や刑罰などが定めら

れています。

③　クーリング・オフや取消権など、特定の商取引に関して消費者が契約の

効力を否定する民事ルールが定められています。

④　禁止行為が行政処分、刑罰および取消権につながる複合的な法律になっ

ています。

１　「特定商取引に関する法律」の制定と規制対象取引の拡大

　当初、消費者問題の焦点は食品の品質や安全性にありました。森永ヒ素ミ

ルク事件（昭和30年）やニセ牛缶事件（昭和35年）などが社会問題となり、そ

れをきっかけに、行政が事業者を規制、監督する業法として、食品衛生法の

改正や景品表示法、薬事法（現医薬品医療機器等法）などの法律が制定されま

した。

　昭和40年代に入ると、消費者に対する商品の販売方法の多様化が進みま

した。その典型が訪問販売と通信販売でした。これらの取引が消費者の商品

選択を広げた一方で、そうした取引による契約に関する苦情も増加しました。

訪問販売や通信販売での消費者の利益が保護され、健全な事業の発展が図ら
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れるための法的な基盤が不可欠になったのです。また、昭和45年頃には、

マルチ商法が社会問題となりました。こうした商法で消費者が損害を被らな

いための法規制が必要になりました。昭和51年に「訪問販売等に関する法律」

（訪問販売法）が制定された背景にはこうした事情があります。したがって、

訪問販売法の規制対象取引は、訪問販売と通信販売、それに連鎖販売取引の

３類型でした。

　その後、訪問販売法の規制対象となる取引類型は拡大をし、規制の強化が

図られます。

　たとえば、昭和60年前後にかけて、金のペーパー商法で深刻な被害を生

じさせた豊田商事事件が起こりました（コラム①参照）。豊田商事事件では、

電話や訪問などで勧誘を受けた高齢者が事務所に連れて行かれて契約を締結

させられたため、訪問販売に該当せず、訪問販売法による救済は困難でした。

昭和63年の訪問販売法改正では、キャッチセールスやアポイントメントセー

ルスも訪問販売として規制の対象とするとともに、クーリング･オフの期間

を８日間に延長する等の改正が行われています。

　また、平成８年には電話勧誘販売、平成11年には特定継続的役務提供が

規制対象取引に加えられました。平成12年にモニター商法や内職商法の規

制を目的に業務提供誘引販売取引が規制対象とされましたが、その際に法律

の名称が「訪問販売等に関する法律」から「特定商取引に関する法律」（特定

商取引法）へと変更されています。平成24年には訪問購入が規制対象取引と

され、現在は７類型の取引と商品の送りつけ商法であるネガティブ・オプショ

ン（法59条）が特定商取引法の規制を受けています（これらの具体的な内容につ

いてはQ２参照）。

２　行政規制法としての特定商取引法

　特定商取引法は、行政が訪問販売業者や通信販売業者等を規制する法的な

基盤となる行政規制法としての側面をもっています。いわゆる業法ですが、
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一方で開業に際して許可や登録を要請するといった、貸金業法や旅行業法な

ど他の業法では規定されている開業規制はありません。なお、訪問販売協会

や通信販売協会については、その設立目的が限定されています（訪問販売協

会は法27条、通信販売協会は法30条）。

　特定商取引法の特徴は、業者の行為についてさまざまな規制が設けられて

いることです。

　まず、消費者に対して正確な情報を開示させるための規制として、書面

の交付義務や広告規制などが定められています（法４条・５条・11条等）。ま

た、消費者の自主的な判断を可能とするための規制として、威迫・困惑（威

迫して困惑させること）を禁止するなど、さまざまな勧誘についての禁止行為

を定めています（法６条等）。さらに、取引類型ごとに定められている規制が

あり、たとえば訪問販売では、事業者の氏名等の明示義務（法３条）、平成20

年改正で追加された契約を締結しない意思を表示した者に対する再勧誘等の

禁止（法３条の２）などが規定されています。

　こうした行為規制に事業者が違反した場合、事業者には必要な措置を講ず

ることを命ずる指示または２年間以内の業務の停止が、主務大臣（法67条）

または政令による委任を受けた都道府県知事（法68条）から命じられます（行

政処分）。また、平成28年の改正で、業務停止命令を受けた事業者の役員等

が別の法人を立ち上げて業務を継続することを禁止する業務禁止命令も規定

されました（法８条の２等）。さらに、事業者が行為規制や指示、業務停止命

令に違反した場合には、刑罰が科せられることもあります（法70条～ 74条。

Q56参照）。

　なお、特定商取引法が行政規制法としての性質を有するところから、法の

適用や条文の解釈について、政令（施行令）や省令（施行規則）が重要です。また、

通達や指針、ガイドラインで行政庁としての考え方が明示されている部分も

多く、これらも法の適用を考えるうえで大きな意味をもちます。
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３　民事ルールとしての特定商取引法

　特定商取引法には、その制定当初から訪問販売と連鎖販売取引にクーリン

グ・オフが定められていました（法９条等）。消費者が無条件で契約を解除で

きるクーリング･オフは、特定商取引法で規制対象とされた取引での契約被

害の救済に大きな意味をもっています。それに加えて、特定商取引法は、こ

の間の改正によって、消費者が締結した契約の効力を否定する民事ルールの

充実が図られています。

　平成16年には、不実告知等を理由とする契約の取消権（条文では意思表示

の取消しと記載されていますが、本書では契約の取消しと表記する場合がありま

す）が定められました（法９条の３等）。事業者が禁止行為に反する勧誘行為

を行ったことを理由に、契約を取り消すことができることが明示されたので

す。また、平成20年には、通常必要とされる分量等を著しく超えて訪問販

売で契約の勧誘を行った場合の契約解除権が定められました（法９条の２）。

過量販売や次々販売に対する被害の救済が意図されています。平成28年に

は、電話勧誘販売についても同様の規定が定められました（法24条の２）。

４　複合的な法律としての特定商取引法と適格消費者団体による

差止め

　たとえば、訪問販売を例にすれば、事業者に対する行為規制としての禁止

規定である法６条の効果は、指示や業務停止命令といった行政処分、懲役や

罰金といった刑事罰だけでなく、法９条の３を通して、契約を取り消すこと

ができるという民事ルールにつながっています。その意味で、特定商取引法

は、他の法律とは異なり、特定の取引類型での消費者の保護を複合的な手段

で図る法律です。なお、平成20年の改正で、それまでの消費者契約法だけ

でなく、特定商取引法にも適格消費者団体による不当勧誘、不当条項、誇大

広告に関する差止請求権が定められています（法58条の18 ～ 58条の25）。
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Ｑ12　不実告知によって締結した契約はどうなるか
　自宅にやってきた業者から「消火器を設置する義務がある」と言われ

て、消火器を購入しました。しかし、調べてみると設置義務がないこと

がわかりました。すでに契約から６カ月が経過しているのですが、契約

をなかったことにすることはできませんか。

▲ ▲ ▲

Point

①　クーリング・オフができない場合であっても、事業者が不実告知をして

いた場合には、契約を取り消すことができます。

②　不実告知による契約の取消しは、事実ではないと知った時から1年間行

使できます。

１　問題の所在

　設問では、すでに契約から６カ月が経過していますので、法定書面が交付

されていれば、クーリング・オフはできません（書面交付については、Ｑ13・

Ｑ14参照）。

　もっとも、事業者が、消火器の設置義務がないにもかかわらず、設置義務

があると事実と異なることを告げています。このような行為は、禁止行為と

されています（法６条１項、Ｑ10参照）。そこで、この点を理由に契約を取り

消すことができるかが問題となります。

２　不実告知による契約の取消権

⑴　不実告知の禁止

　事業者が〔表２〕の①から⑦の事項について不実のことを告げる行為（不実
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告知）は禁止されています（法６条１項）。「不実のことを告げる」というのは、

客観的に事実と異なることを告げることです。この場合、事業者の故意・過

失は必要とされていません。

　事実を告げない行為（事実不告知）も禁止されていますが、禁止行為される

のは、故意のある場合に限られ、その対象も上記①から⑤までの事項に限定

されています（法６条２項）。なお、⑥および⑦に関する故意の事実不告知は、

行政処分である指示の対象とされています（Ｑ10参照）。

⑵　不実告知による取消し

　〔表２〕の①から⑦の事項について不実告知があった場合に、その告げら

れた内容が事実であると消費者が誤認して契約をしたときは、消費者は契約

〔表２〕　不実の告知の対象となる事項

重要事項（法６条）
不実告知
（１項）

事実不告知
（２項）

①商品の種類および性能若しくは品質、または権利もし
くは役務の種類およびこれらの内容、商品の効能、商品
の商標または製造者名、商品の販売数量、商品の必要数量、
役務または権利に係る役務の効果（１号）

◯ ◯

②商品もしくは権利の販売価格または役務の対価（２号） ◯ ◯
③商品・権利の対価または役務の対価の支払時期および
方法（３号）

◯ ◯

④商品の引渡時期（権利の移転時期または役務の提供時
期）（４号）

◯ ◯

⑤申込みの撤回または解除に関する事項（クーリング・
オフの規定に関する事項を含む）（５号）

◯ ◯

⑥顧客がその契約の締結を必要とする事情に関する事項
（６号）

◯ △（※）

⑦その契約に関する事項であって、顧客等の判断に影響
を及ぼすこととなる重要なもの（７号）

◯ △（※）

　※：指示対象行為にとどまり、違反に罰則はなく、また取消権も発生しない。
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を取り消すことができます（法９条の３第１項１号）。

　なお、上記①から⑤の事項について、故意による事実不告知がなされた場

合も同様に契約の取消しが認められます（法９条の３第１項２号）。指示の対

象にとどまる上記⑥および⑦の事項に関する事実不告知の場合には、取消権

は認められません。

３　取消しができる期間

　取消権は、追認をすることができる時から１年以内に行使しなければ時効

によって消滅します（法９条の３第４項前段）。従来は６カ月とされていまし

たが、平成28年の法改正により１年に延長されました。「追認をすることが

できる時」とは、「取消しの原因となっていた状況が消滅した」時（民法124条）

で、消費者が誤認をしたことに気づいた時です（通達）。

　また、取消権は、契約を締結した時から５年が経過した場合にも消滅しま

す（法９条の３第４項後段）。

４　取消しの効果

⑴　取消しの効果

　不実告知を理由に契約を取り消した場合、契約は初めにさかのぼって無効

となります（民法121条）。したがって、契約は当初からなかったことになり、

消費者は、事業者に支払った代金の返還を求めることができます。同時に、

事業者から商品を受け取っている場合には、これを返還しなければなりませ

ん。もっとも、消費者の返還義務については、民法703条（不当利得の返還義務）

の規定に従って、消費者の返還義務は、現に利益の存在する限度に限られる

と解されています。

　この点、平成29年改正の民法（2020年４月１日施行）は、取消しによる清算

の法的性質を原状回復義務と定めました（改正民法121条の２）。そうなると、

商品を消費してしまった消費者は、利益が現存していなくても、商品相当額
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を返還しなければならなくなり、消費者に不利になってしまいます。そこで、

従来の扱いを維持するために、平成28年の特定商取引法の改正により、契

約を取り消すことができることを知らなかった消費者の返還義務を現に利益

を受けている限度に限定する規定が設けられました（法９条５項。施行は改正

民法の施行日である2020年４月１日）。

⑵　第三者との関係

　取消しの効果は、善意の第三者に対抗することができません（法９条の３

第２項）。

　この点、平成29年改正の民法により、詐欺による取消しについて、第三

者は、善意に加えて過失がないことも必要と定められました（改正民法96条

３項）。そこで、特定商取引法による取消しについても、同様の改正がなさ

れています（施行は改正民法の施行日である2020年４月１日）。

５　設問の場合

　消火器の設置義務の有無は、特定商取引法の「契約の締結を必要とする事

情に関する事項」に該当します。相談者は、これにより消火器の設置義務が

あると誤信して契約を締結しています。設置義務がないことを知ってから１

年を経過していませんし、また、契約締結から５年も経過していません。し

たがって、相談者は取消権を行使して、契約をなかったことにすることがで

きます。
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〔監修者・編者・執筆者紹介〕

                                              ※ ●は監修者、◯は編者

                                                          （50音順）

　淺井　章（あさい　あきら）　　　  弁護士、心斎橋総合法律事務所
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