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本書は、日本版クラスアクションとも呼ばれる消費者被害の集団的な回復

を目的とする新しい裁判制度について、理論的および実践的な課題を検討し

たものである。

この新しい裁判制度は、2013（平成25）年12月、消費者の財産的被害の集

団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律（平成25年法律96号。

消費者裁判手続特例法）によって創設された。それから�年余りが経過した

が、この法律に定められた共通義務確認訴訟が提起されたのは、わずか�件

にすぎない。

この間、下位法令となる政省令と「特定適格消費者団体の認定、監督等に

関するガイドライン」の策定、そして裁判所規則の策定に時間を要し、法律

の施行は2016（平成28）年10月であった。その後も、この訴訟制度の提訴資

格者である特定適格消費者団体の認定手続に時間を要したので、結局実質的

にこの法律が始動したのは2017（平成29）年からである。そのうえ、この制

度によって集団的に回復される消費者被害は法施行後の消費者契約を原因と

するものに限るとされた（同法附則�条）ため、被害回復の対象となる案件

が現れるのにも時間を要し、初めてこの法律に基づく共通義務確認訴訟が提

起されたのは、2019（平成31）年のことであった。

本書の元となった論考は、雑誌「現代消費者法」に掲載した「論点解説

消費者裁判手続特例法」と題する連載である。その執筆が始まったのは2015

（平成27）年、すなわち、この法律の施行前であり、連載の途中で下位法令

とガイドラインが公表され、参考文献も次々と発表されてきた。連載の前半

と後半とでは、前提となるデータの量が全く異なってきたので、今回、本書

をまとめるにあたって、前半部分を見直し、また「現代消費者法」以外の媒

体に執筆したいくつかの論考も実質的に組み込むことにより、この法律に対

する筆者なりの考察をあらためて見直す機会となった。

消費者裁判手続特例法の創設した裁判手続は、特定適格消費者団体が事業
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者に対して提起する共通義務確認訴訟と、そこで「共通義務」が認められた

ことを前提に、個別の被害を受けた消費者の事業者に対する被害回復債権を

確定する簡易確定手続および異議後の訴訟という、二段階に分かれている。

そしてこの法律のユニークなところは、第一段階の共通義務確認訴訟におい

て、個別の消費者からの依頼や授権を必要とせずに、特定適格消費者団体が、

抽象的な「対象消費者」の「対象債権」を主張し、これに対応する「共通義

務」があることの確認を事業者に対して請求するという構造である。

このうち確認の対象である「共通義務」は、従来の通常の訴訟物論との関

係でどう把握するのか、立法は明確ではない。そもそも立法過程においては

最終段階まで「共通争点」という言葉を用いていて、「共通義務」という言

葉が登場したのは法案化の直前になってであった。そこで立法に携わった民

事訴訟研究者の間でも、「共通義務」の意味の理解が一致しているわけでは

ない（この点は本書第�章で詳しく論じている）。

また、「対象消費者」という概念も、実際に損害を被ってその回復のため

の債権を有する具体的な人々そのものではなく、一定の属性で範囲を画した

抽象的な存在を意味する。本書第�章では、これをバーチャルな存在といっ

ているが、具体的な被害当事者は、第二段階において自らがその属性を有す

ると主張して、手続に参加するのである。

このように、一般的な民事訴訟においては訴訟事件の特定要素として重要

な訴訟物と当事者のいずれについても、共通義務確認訴訟では抽象化され、

通常の訴訟のようには特定されないまま、審理判断の対象となっている。そ

してこの抽象化された概念を前提に、請求の併合形態や判決の効力に関する

理解も、そして特に明文で認められている仮差押えに関する理解も、一般の

民事訴訟とは異なる考慮が必要となってきている。

これに対して第二段階の簡易確定手続は、本書第�章で検討したように、

共通義務があることを認めた判決等の効力を前提にして、被害を受けた消費

者が簡易確定手続申立団体に授権し、その団体が個々の消費者の有する債権

の届出をして、相手方が認めれば確定するが、認めなければ裁判所が判断を
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するという構造である。これは破産債権確定手続と類似するものとして構想

されているので、比較的理解しやすい制度である。ただし、多数の届出消費

者が団体を通じてまとまって権利行使をするという趣旨でありながら、債権

確定の時期はバラバラになりうるし、当初の債権届出書の段階で既に訴状と

同程度の記載を要求され、集団化のメリットが十分活かされたものとはいい

難いようにも思われる。

他方で、法制定後に作成された内閣府令やガイドラインでは、特に被害回

復を求める消費者の利益を保護することが重視された。このこと自体はもち

ろん当然であるが、少額多数被害で個別提訴が著しく困難な、あるいは不可

能な消費者の利益を回復するための手続というそもそもの前提からはかけ離

れた議論になっていったようにも思われる。

これらの問題点は、あるものは解釈や運用を通じて克服されているべきも

のかもしれないが、立法の見直しによって改善しなければならないものもあ

る。そうした見直しのための検討も、本書第�章において不十分ながら行っ

たところである。本書の内容が、集団的消費者被害の回復のための裁判制度

を実効性ある形で運用し、また見直されていく方向の一助となれば幸いであ

る。

さて、本書の作成にあたっては、この制度の立案にあたった消費者庁の関

係者、この制度の実務を担う特定適格消費者団体およびその母体となる適格

消費者団体の関係者との意見交換やご教示から多くのものを得た。筆者は本

書の元となった上記連載が開始される前に前著『消費者のための集団裁判

──消費者裁判手続特例法の使い方』（LABO・2014年）を発表したが、この

前著に対するご意見・ご批判も多数頂戴した。さらに、特定適格消費者団体

をめざす適格消費者団体の関係者の会合、特に特定非営利活動法人消費者支

援ネット北海道（ホクネット）の各種会合による実務的な検討に参加の機会

を得て、貴重な情報を得た。2018年�月までの勤務校である北海道大学大学

院法学研究科では、民事法研究会において数回にわたって消費者裁判手続特

例法に関する研究報告を行い、意見交換をすることができた。加えて2016年
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度から独立行政法人国民生活センターの松本恒雄理事長を研究代表者とする

科学研究費基盤研究�の研究ブロジェクト「消費者被害の救済手法と抑止手

法の多様化及び両者の連携に関する比較法政策的研究」（課題番号16H03574）

に参加する機会を得て、研究会における発表と意見交換を行うとともに、フ

ランスのグループ訴権の現地調査にも赴くことができた。2017年の日本比較

法学会および2018年の日本消費者法学会では、それぞれのシンポジウムにお

いて科研費研究プロジェクトの内容報告と質疑の機会を得た。そのほか、本

書の元となる連載や研究発表、個別論文などについては、神奈川大学法学部

の井上匡子教授から不断の助言と激励をいただき、また貴重なご意見を数多

くいただいた。本書は、これらの機会を通じて得た知見や報告内容も踏まえ

て、まとめ上げたものである。

また、本書の元となった上記連載の発案から各回の作成、そして本書に取

りまとめるまで、株式会社民事法研究会で「現代消費者法」副編集長である

大槻剛裕氏に多大なご支援を賜った。感謝を記したい。

なお、本書の出版に際しては、筆者が2018年から勤務する成城大学法学部

より、出版助成を受けることができた。あらためて御礼申し上げる。

2019年�月28日

成城大学�号館にて

町村 泰貴
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第�章 総 論



第�節 消費者裁判手続特例法の意義

� 集団的消費者被害回復手続の必要性

⑴ 消費者の被害回復の障害

消費者が事業者との取引に関連して損害を被ったという場合、事業者に落

ち度があれば、消費者はその損害に見合う金銭を事業者に請求することがで

きる。これは実体法の帰結であり、不法行為、不当利得、あるいは債務不履

行における履行請求や損害賠償などの請求権を行使すれば、被害回復が可能

となる。

しかしこれらの請求権を個々の消費者が法的に行使するには、被害が少額

にとどまること、被害者が多数に及ぶこと、そして被害回復の可能性に気づ

きにくいことといった特徴が障害となる。

被害額が少額になることは、消費者庁の資料
1

でも、消費者被害にあたると

認識した取引での支払額は�割以上が30万円以下と答えており、個々に弁護

士を選任するなどして民事訴訟を提起するコストには見合わないものが大部

分である。また同じ被害が多数の消費者に生じるということは、相手方事業

者が任意に被害回復を行うことを妨げるインセンティブになってしまってい

る。そして被害回復の可能性に気づきにくいことは消費者庁の調査
2

にも現れ

ており、消費者被害を受けたと認識した人の中で消費者相談をしたが、それ

以上のことをしなかったと答えた人は39％に上っている。そしてその理由と

しては、自ら交渉しても被害回復ができるとは思わなかったとする人が

43.6％、自分にも責任があると思ったという人も43.6％となっている。

これらの特徴から、被害に遭った消費者は裁判へのアクセスが困難である
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1 「『消費者被害についての意識調査』について（平成22年度第�回消費生活ウォッチャー調

査）」（2011年�月実施）。

2 消費生活ウォッチャー調査・前掲（注�）参照。



とともに、それ以前に、法へのアクセスも十分ではないことがわかる。裁判

へのアクセスは、法律扶助の充実などが有効な対策となるが、法へのアクセ

スが妨げられていれば、消費者の側の積極的・能動的な行動も当然には期待

できない。長期的な対策としては法教育の要素を含んだ消費者教育が必要と

なるし、被害発生時にも、いわばプッシュ型の情報提供や寄り添い型の支援

などが必要となる。そして個々の消費者の被害を法的手段によって回復する

ためには、そのような消費者が参加できるための制度的な基盤が必要となる。

⑵ 集団的な被害回復制度の必要性

そこで、これらの障害を克服して、少額多数の消費者被害の回復を現実の

ものとするため、集団的な被害回復制度が必要となる。

従前の民事訴訟法の下でも、個別の消費者一人ひとりが弁護士を選任して

訴え提起をするだけでなく、特定の弁護士（弁護団）が同じ境遇の多数の消

費者による訴えをまとめて提起することを意図して事件を受任する方式（い

わゆる弁護団方式）により集団化する方法がとられてきた。また、制度的に

は、民事訴訟法30条の選定当事者制度が「共同の利益を有する多数の者」の

訴えを一人ないし少数の代表者によって提起できるものとして存在し、1996

年の現行民事訴訟法では追加的選定を可能にすることで、選定当事者制度を

用いた集団提訴を容易にすることが企図されていた。

もっとも、弁護団方式が多用された一方で、選定当事者制度はほとんど活

用されなかった
3

。これは選定当事者による訴訟追行によって確かに一定の規

模の経済は実現できるものの、その効果は弁護団方式とほとんど変わらず、

かえって選定当事者となる者の負担が重くなるほか、初めからすべての者が

通常共同訴訟の当事者として扱われるよりも手続的に複雑になるという難点

もあった。

また、いずれにしても少額多数の消費者被害回復については、原告となる

べき消費者が最初から積極的に訴え提起を決断し、弁護団方式なら訴状や委

第�節 消費者裁判手続特例法の意義
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3 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ〔第�版追補版〕』（日本評論社・2014年）314頁

参照。



任状に署名や押印をして提出しなくてはならず、選定当事者制度でも選定行

為をしなければならない。これを一般にオプトイン方式と呼ぶが、上述した

障害（上記⑴参照）がある中で、多数の消費者が少額の被害回復を求めて、

自ら提訴に必要な行為をすることを求めるオプトイン方式は、やはり限界が

あった
4

。

� 諸外国の対応

以上のような消費者被害の特徴は、大量生産・大量消費社会であれば国を

問わないものであるので、多くの国で、消費者被害回復を実効的に行うべき

制度がさまざまに展開されている。

⑴ オプトアウト方式

まず特定の原告が被告事業者に対して消費者被害回復を求める訴えを提起

して、訴えの対象たる被害を受けた消費者が自ら適用除外を申出ない限り、

その判決の効力が全員に及ぶとする類型がある。これをオプトアウト方式と

いい、アメリカ合衆国のクラスアクション制度
5

がその典型とされている。ア

メリカの連邦民訴規則Federal Rules of Civil Procedure
6

23条に規定されてい

る制度は、共通する利益を有する多数者（これをクラスという）のうちの一

部が原告となり、そのクラス全員のために訴訟追行し、その結果出された判

決や和解の効力がクラス全員に有利不利を問わず及ぶというものである。ク

ラスメンバーはクラスアクションによる訴訟が認められると、その旨の告知
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4 消費者の集団化と選定当事者の難点については、山本�頁以下参照。

5 わが国でアメリカのクラスアクションを紹介するものは数多いが、差し当たり浅香吉幹『ア

メリカ民事手続法〔第�版〕』（弘文堂・2008年）35頁以下、リチャード. L. マーカス（大村雅彦

訳）「アメリカのクラスアクション──疫病神か救世主か』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）225頁、楪博行「クラスアクションの成立認証手続と事

実審理」白鴎24巻�号（2018年）249頁、同「クラスアクションの代理人を巡る問題」273頁、

同「クラスアクションにおける典型性の要件について」白鴎24巻�号（2017年）73頁など参照。

なお、日本の消費者裁判手続特例法立法準備のために検討されたものとして、三木96頁以下。

6 連邦民訴規則は連邦裁判所の下での訴訟手続法であり、これ以外に各州裁判所には独自の訴

訟手続法が存在する。クラスアクションも各州にそれぞれ規定がある。



を受け、除外の申出をすれば判決等の効力を受けない。

⑵ オプトイン方式

逆にわが国の選定当事者制度と同様のオプトイン方式は、ドイツの法的サ

ービス法が消費者団体に個別の消費者の有する請求権を譲り受けて取立ての

ための訴訟を提起することを認めているもの
7

、フランス法において認可を受

けた消費者団体が消費者から書面による委任を受けてその損害賠償請求権を

行使できる共同代位訴権
8

などがある。

スウェーデン法
9

も、集団訴訟の対象となる請求権を有する者、消費者団体

等の団体、消費者オンブズマン等の公的機関の三種類の者が、争点の共通性、

代表の適切性、共通争点の支配性、手段としての優位性などに相当する集団

訴訟の認可要件を満たした請求を訴求することができ、この訴訟において、

訴え提起後の一定の期間内にクラス構成員への告知を国費により行い、その

期間内に届出をしなかったクラス構成員は、離脱したものとみなされる
10

ので、

オプトイン方式といってよい。

⑶ 併用型

これに対してオプトアウトとオプトインとの併用型ともいうべき制度が、

ノルウェーに見られる
11

。ノルウェー法は、上記のスウェーデンと類似の制度

が置かれているが、その中で個別審理が必要な個別争点が存在せず、請求金

額が非常に小さく相当多数の者にとって個別訴訟の提起が困難である場合に

はオプトインを必要とせず、オプトアウトの意思を表明しなければ判決の効

第�節 消費者裁判手続特例法の意義

5

7 宗田貴行「ドイツにおける集団的消費者被害救済制度に関する調査報告」比較法研究センタ

ー編『アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、ブラジルにおける集団的消費者被害の回復制度

に関する調査報告書』（2010年）42頁、特に43頁以下、高田昌宏「ドイツにおける消費者保護の

ための集団的権利保護の制度」比較法研究センター編・同前85頁、特に86頁以下、同「ドイツ

における集団的訴訟制度の概要」NBL964号（2011年）44頁、965号（2011年）78頁参照。

8 山本67頁参照。

9 萩原金美『スウェーデン手続諸法集成』（中央大学出版部・2011年）�頁に翻訳がある。以下、

スウェーデンの集団訴訟手続に関する法律の内容・訳語は同書による。

10 集団訴訟手続に関する法律14条。

11 三木浩一「ノルウェーにおけるクラスアクション（集団訴訟制度）の概要」NBL915号

（2009年）41頁、916号（2009年）56頁。



は、消費者が事業者に対して有するべき対象債権について、請求権競合の関

係が成立する場合である。

事例

B 社は、多数の消費者（A1〜A100）に、高級ブランドのバッグのニセモノ

を正規品であるとして販売した。

上述の例で、事業者は購入者に対して民法96条の詐欺または消費者契約法

�条�項�号の重要事項の不実告知を理由とする取消しによる原状回復義務

（不当利得返還請求権）と、不法行為に基づく代金相当額の損害賠償義務とが

それぞれ成立し、これらは同時に複数の請求権が成立するが、そのいずれか

の請求権について給付してしまえば他のすべての請求権も消滅する、言い換

えれば�回の給付しか正当化しないという意味で、請求権競合の関係に立つ
89

。

この例において、共通義務確認の訴えを特定適格消費者団体が提起すると

したら、その訴訟物の構成はどうなるのであろうか。

一般の給付訴訟においては、同一当事者間に請求権が競合して成立する場

合のみを対象として訴訟物の構成を考えればよかったが、共通義務確認の訴

えにおいては、より複雑となる。すなわち共通義務に対応する複数の請求権

が一人の消費者に競合して成立することもありうると同時に、消費者によっ

てはそのいずれかの請求権のみが成立するという場合が考えられるからであ

る。上述の例でいうならば、取消権を行使した消費者には不当利得返還請求

権と不法行為に基づく損害賠償請求権とが競合して成立するが、取消権を行

使せずに行使期間が満了した消費者には不法行為に基づく損害賠償請求権だ

けが成立するということがありうる。そして共通義務が請求権ごとに認めら

れるのか、請求権すべてを包括して認められるのかという考え方の具体的帰

結にあたっては、複数の請求権が競合して成立する消費者の立場といずれか

の請求権しか成立しない消費者の立場の双方を考慮して検討する必要がある。

第�章 共通義務確認の訴え
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89 このほか、有名ブランドの真正品を目的物とする債務の不履行を理由とする損害賠償請求権

も成立するが、ここでは省略する。



そこで、給付訴訟における代表的な訴訟物の学説から、共通義務確認訴訟

についてどのように考えられるかを検討してみよう。

� 新訴訟物理論によった場合＝受給権構成

まず、新訴訟物理論
90

（以下、「新説」ともいう）によった場合の考え方から

検討してみよう。

新訴訟物理論は、実体法上の給付請求権をそのまま訴訟物とするのではな

く、これを給付を受ける法的地位または受給権として訴訟上再構成された地

位・権利を訴訟物とする。この考え方は、いうまでもなく給付訴訟を念頭に

置いたものであるので、確認訴訟については確認対象たる権利義務法律関係

が訴訟物とされる。そこで、共通義務確認の訴えでは、新説に立っても、確

認対象たる実体法上の請求権に対応する義務の存否が訴訟物となることが考

えられる。

しかし、確認の利益の関係上、給付訴訟により実現できる給付請求権の確

認を求めることは通常許されない
91

。ところが共通義務確認の訴えは、多数の

消費者に共通する金銭支払請求権に対応する義務の確認を求めるものであり、

個別の消費者が提起するとすれば給付の訴えとなるべき請求権の存否を対象

とするものである。

また、確認訴訟であれば当然に実体法上の権利または法律関係が訴訟物と

なるというものでもない。債務不存在確認請求については、消極的確認対象

たる権利が実体法上競合する場合にそれらを包含する地位ないし権利の不存

在を訴訟物とするとの考え方も有力である
92

。

確認訴訟についても訴訟上の地位ないし権利として再構成されたものが訴

第�節 共通義務確認の訴えの対象
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90 新訴訟物理論も多様な考え方がありうるが、ここでは差し当たり、新堂幸司教授の考え方を

前提とする。新堂幸司『新民事訴訟法〔第�版〕』（弘文堂・2011年）311頁以下。

91 ただし、最判平成11年�月21日民集53巻�号�頁は、条件付き権利としての建物賃貸借にお

ける敷金返還請求権の存在確認を適法と認めていた。

92 新堂幸司「『訴訟物』の再構成」『訴訟物と争点効�上』（有斐閣・1988年（初出1959年））68頁

以下。そこでは消費貸借金返還債務不存在確認の訴えを提起して勝訴した者が、後に消費貸借

契約の無効を理由とする不当利得返還請求訴訟を提起された場合に、既判力が及ぶべきと論じ

られている。



訟物になると考える余地があるとすると、上記の例における特定適格消費者

団体の共通義務確認の訴えは、被告事業者が対象消費者に対して共通して負

う当該ニセモノの売買代金相当額の返還義務（の存否）が訴訟物となり、売

買契約の不実告知または詐欺に基づく取消しを理由とする不当利得返還請求

権か、不法行為に基づく代金相当額の損害賠償請求権かは、共通義務を根拠

づける理由にすぎないものと位置づけることも可能である。

以下、これを受給権構成と呼ぶ
93

。

� 旧訴訟物理論によった場合＝個別請求権構成

旧訴訟物理論
94

（以下、「旧説」ともいう）は実体法上の請求権をそのまま訴

訟物と位置づけるので、共通義務確認の訴えにおいても同様に解するものと

考えられる。したがって上記設例では、不実告知または詐欺を理由とする取

消しの意思表示に基づく不当利得請求権と
95

、不法行為に基づく損害賠償請求

権とに対応する売買代金相当額の共通義務（の存否）という�通りの訴訟物

が観念し得て、特定適格消費者団体が共通義務確認の訴えを提起する際は、

そのいずれか、またはそのすべてを訴訟物として特定して請求することとな

る。

第�章 共通義務確認の訴え
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93 なお、新訴訟物理論をとるからといって必然的に共通義務確認の訴えにおいても受給権構成

をとらなければならないというものではない。たとえば消極的確認の訴えについて実体法上の

請求権ごとの不存在確認と解する立場はあり得るし、給付訴訟においてもたとえば手形債権と

原因債権のように�回の給付を求める複数の請求権が訴訟物として別々と考える場合もあり得

るからである。そこで本書では、新訴訟物理論ないし訴訟法説とは一応区別して、受給権構成

と呼ぶこととした。

94 旧説については、差し当たり、伊藤眞教授の教科書によることとする。伊藤眞『民事訴訟法

〔第�版〕』（有斐閣・2018年）210頁以下。

95 消費者契約法�条�項の不実告知を理由として取り消したか民法96条�項の詐欺を理由に取

り消したかは、適用法条が異なるので、実体法上の請求権が別異となり、訴訟物としても異な

るとの考え方もあり得るが、旧訴訟物理論においても、たとえば賃貸借契約の終了に基づく明

渡請求権について、終了原因が期間満了か解除かによって明渡請求権が異なるとは解さない一

元説が有力説とされる。倉田卓次監修『要件事実の証明責任 契約法下』（西神田編集室・1998

年）602頁以下参照。これと同様に、不当利得返還請求権の根拠法条が消費者契約法か民法かに

よって実体法上の請求権は異ならないと解することができる。同旨、笠井正俊「消費者裁判手

続特例法に基づく請求・審理・裁判等に関する手続上の諸問題」千葉ほか編362頁以下、特に

375頁以下。
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