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平成12年 4 月28日に成立し、翌13年 4 月 1 日に施行された消費者契約法

は、その後、平成28年 5 月25日（同29年 6 月 3 日施行）の第 1 次改正、同30

年 6 月 8 日（令和元年 6 月15日施行）の第 2 次改正を経て、現在に至ってい

ます。このような改正の経緯を前提に、本書は、『特定商取引のトラブル相

談 Q＆ A』の姉妹版として企画され、主に、平成30年 8 月25日に開催され

た平成30年度近畿弁護士連合会夏季研修会「近時の主要消費者法 3法改正に

おける消費者被害の予防・救済の到達点」において、消費者契約法を担当し

た、大阪弁護士会、京都弁護士会、滋賀弁護士会の各消費者保護委員会所属

の弁護士有志が集まって執筆をしました。

本書のコンセプトは、姉妹版である『特定商取引のトラブル Q＆ A』と

同様、できるだけ具体的な事実で Qを構成しあてはめをすること、解説の

部分では冒頭でポイントを設け、図表も多用することで、読者にわかりやす

くするよう工夫することで、消費者契約法を理解しやすくするとともに、少

しでも消費者契約トラブルの解決に役立ててもらうことをめざしています。

また、Q＆A形式において、できるだけその一つのQ＆Aで問題となる事

例に関する条文の理解ができるにようにすることで、拾い読みも可能とな

り、気軽に読めるようにしました。

本書が、日々、消費者契約に係るトラブルの相談を受けられる消費生活セ

ンターの相談員や、消費者問題を扱う弁護士や司法書士などの法律実務家の

方々にご参考いただき、消費者契約トラブルの予防・被害回復の一助となる

ことを願っております。

最後になりましたが、本書の出版にあたり株式会社民事法研究会の大槻剛

裕氏、野間紗也奈氏には多大なご尽力を賜りました。この場を借りて御礼申

し上げます。

令和 3年 8月
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断ってもしつこく勧誘されて契約してしまった場
合、契約を取り消すことはできるか

▲ ▲ ▲

Point

①　消費者契約法は、威迫・困惑類型による不当勧誘行為として不退去・退
去妨害を定めています。
②　不退去・退去妨害により困惑して契約した場合、消費者は、その意思表
示を取り消すことができます。

１	 はじめに

事業者が消費者に対し、契約の締結の勧誘をするに際し、消費者の住居等

から退去せず（不退去）、あるいは一定の場所から消費者を退去させなかっ

た（退去妨害）結果、消費者が契約を締結させられる場合があります。この

ような場合、民法の強迫（同法96条 1 項）が成立すれば、消費者はその意思

表示を取り消すことができます。しかし、民法の強迫が成立しないとして

も、不退去や退去妨害によりなされた契約の意思表示の瑕疵は重大ですの

で、消費者はその意思表示の効力を否定できるとするのが妥当です。そこ

で、消費者契約法は、事業者の不退去や退去妨害という不当勧誘行為により

Q12

突然かかってきた電話で、簡単な副業についての無料セミナーだと

誘われました。試しに行ってみると貸会議室での無料セミナーの後、

個室に呼ばれ、数人に囲まれて午後3時から午後11時まで、有料会員

についての勧誘を受けました。何度断ってもしつこく勧誘されて、帰

してもらえない状況の中で、やむなく契約書にサインしてしまいまし

た。契約を取り消すことはできないのでしょうか。
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契約をさせられた消費者に対し、その意思表示を取り消すことができること

としました（法 4 条 3 項 1 号・ 2 号。取消しの効果についてはQ26参照）。

２	 退去妨害による困惑取消し

⑴　退去妨害

退去妨害とは、事業者が消費者契約の締結に係る勧誘をしている場所から

消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず、その場所から消費者

を退去させない場合をいいます（法 4 条 3 項 2 号）。

「勧誘をしている場所」は、事業者が勧誘をしている場所であれば足り、

路上もこの要件に該当します（「勧誘」についてはQ 6 参照）。

「退去する旨の意思表示」は、社会通念上、退去する意思を示したと評価

できれば足り、「帰ります」などと直接表示した場合に限られません（〔図表

6 〕参照）。

〔図表6〕退去・不退去の意思表示がされたと評価される場合

退　去 不退去

時間的余裕がない
旨の告知

「時間がない」「別の場所で
用事がある」など

「時間がない」「今取り込み
中」など

契約締結をしない
旨の明確な告知

「要らない」「結構です、お
断りします」など

「要らない」「結構です、お
断りします」など

口頭以外の手段に
よる意思の明示

出口に向かう、手を振りな
がら立ち上がるなど

手振りで帰ってくれという
動作をするなど

「退去させないこと」とは、勧誘場所から消費者が退去・脱出することを

困難にする行為をいいます。その方法は、物理的な方法であるか心理的な方

法であるかを問いません（前者については、たとえば、業者が消費者の周囲を

囲んで勧誘をする場合など。後者についてはQ27参照）。また、拘束時間の長短

も問いません。なお、退去を不可能もしくは著しく困難にされる必要までは

ないとされています。
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⑵　消費者の困惑

事業者の退去妨害行為により消費者が困惑したことが必要です。「困惑」

とは、精神的に自由な判断がしにくくなる心理状態をいい、畏怖（おそれお

ののくこと）も含む広い概念です。元々、退去妨害は消費者を威迫し困惑さ

せる行為として類型化されたものですので、退去妨害があれば、消費者の困

惑は事実上推定されると考えるべきです（なお、「困惑」概念については、平

成30年法改正により、その内容について変遷があるといわれています。詳しくは

Q13参照）。

⑶　二重の因果関係

退去妨害による困惑取消しが認められるためには、事業者の退去妨害によ

り消費者が困惑し、それにより契約の意思表示をしたことが必要となります

（二重の因果関係。退去妨害→困惑→意思表示という二重の因果関係が必要）。

したがって、最終的に納得して契約した場合は、困惑したために契約した

とはいえず、取消しは認められません。ただし、消費者が最終的に納得した

という事実は事業者が立証すべきです（大分簡裁平成16年 2 月19日判決・判例

集未登載）。

3 	 不退去による困惑取消し

⑴　不退去

不退去とは、事業者に対し、消費者が、その住居またはその業務を行って

いる場所から退去すべき意思表示をしたにもかかわらず、（事業者が）それ

らの場所から退去しない場合のことです（法 4 条 3 項 1 号）。

「当該事業者」は、一般的には契約締結を勧誘している事業者を指すと考

えられますが、契約当事者たる事業者と勧誘者たる事業者とが異なる場合、

両者を含めて考えるべきです。

その住居またはその業務を行っている場所とは、消費者がその公私にわた

り生活に用いている家屋等の場所をいいます。そのうち、「その住居」は、
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狭い意味での住居や居所に限られず、消費者の私生活が平穏に営まれている

場所のことです。また、「その業務を行っている場所」は、消費者が労働を

行っている場所に限られず、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う意

思をもって行われる事務がなされている場所のことです（大学の教室も大学

生が業務を行っている場所に該当します）。

「退去すべき旨の意思を示した」とは、社会通念上、退去する意思を示し

たと評価できれば、退去の場合と同様、黙示的であってもよく、「帰ってく

れ」などと直接表示した場合に限られません（〔図表 6 〕参照）。

「それらの場所から退去しないこと」とは、その住居等から退去しないこ

とで、速やかに退去しなかったという事実があれば足り、滞留時間の長短を

問いません。

⑵　消費者の困惑・二重の因果関係

事業者の不退去により消費者が困惑し、それにより消費者が契約の意思表

示をしたという二重の因果関係が必要なことは退去妨害と同じです。

4 	 設問の場合

設問の場合、相談者は、個室に呼ばれ、数人に囲まれて午後 3時から午後

11時まで、断ってもしつこく有料会員への勧誘をされて、退去の意思表示を

したにもかかわらず帰してもらえない状況の中で、やむなく契約書にサイン

をしています。よって、退去妨害により困惑して契約をしたといえ、法 4条

3項 2号により契約を取り消すことができます。また、簡単な副業について

の無料セミナーだと誘われ、指定された場所で有料会員契約を締結させられ

ています。これは、特定商取引法の訪問販売にあたり（販売目的隠匿型アポ

イントメントセールス。特定商取引法 2 条 2 項、特定商取引法施行令 1 条 1 号。

詳細は特商法Q＆AのQ 7 参照）、要件を満たせば、クーリング・オフにより

契約をキャンセルすることもできます。
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