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4 5条 の取扱い をめ ぐる方 向性
一

問題 の所在

消費者契約 の締結 にあた つて、事業者 自体 は特 に不適切な勧誘を行 っ
てい ない ものの、そ の事業者 か ら契約締結 に関す る 「媒介」 の委託を受
けた第三者 または代理人が、同法 4条 1項 か ら3項 までに規定する行為 に
該当する不 当な勧誘 を行 うことが ある。そ の ょ うな場合 に、媒介者 また
は代理人の行為を事業者 の行為 と同視 して、消費者による契約取消権 の
行使 を認め るのが、消費者契約法 5条 の規定 で ある。
この5条 をめ ぐっては、 とりわ け、事業者 一消費者間 の売買契約ない し
役務提供契約

(以 下、「売買契約等」 とい う)と

同時 にク レジッ ト契約 が

締結 された場合において、前者 の契約 が4条 の適用 によ り取 り消 された場
合 に、後者 の契約 が 5条 により取 り消 され るか否かが議論 されてい る。
ところが、事業者、すなわち販売業者ない し役務提供事業者

(以 下、「販

売業者等」 とい う)が 、事実上、信販会社 を代行 してク レジッ ト契約

(立

替払契約)を 締結す る行為が5条 にい う「媒介」 にあたるか否かについて、
立法 担 当者 が執筆 した『逐条解説

『逐条解説』
消費者契約法』 (以 下、

とい う)で 展開 された制限的解釈 の影響 を受 けて、その範囲を限定的 に
一― しか も、
『 逐条解説』 よりもさらに狭 く―一 解する裁判例が存在す る。
また、5条 は、契約 当事者間 に4条 が適用 される ことを前提 とする。そ
の4条 の規定 の うち、5条 が適用 される場面 で問題 となる可能性 が高 い不
実告知 (4条 1項 1号 )お よび故意 による不利益事実 の不告知 (4条 2項 )

一‑

36 (219,一

消費者契約と媒介――消費者契約法5条 の意義
は、それ らの行為 が 「重要事項」 (4条 4項 1号 ・2号 )に 関す るものであ
ることを要求 している。 しか し、5条 1項 が、「媒介」を した第二者 の行為
に4条 を 「準用」す るとい うスタイルをとるため、事業者 (販売業者等)一
消費者間 の売買契約等 に関する 「重要事項」 と、信販会社 ―消費者間 の
ク レジ ッ ト契約 に関す る 「重要事項」 とが同一の もので あるのか、それ
とも異なるもので あるのかが議論 され ている。
さらに、2008年 の特定商取引法 (特 定商取引 に関す る法律 )・ 割賦販売
旧・個品
法改 正 によってクレジッ ト契約 (個 別信用購入あ っせん契約 〔
割賦購入 あ つせ ん契約〕)の 取消権 が導入 されたことに伴 い (割 賦販売法
35条 の3の 13〜 35条 の3の

16)、

消費者契約法 5条 の存在意義 が改めて問

われ る とい う事態 も生 じている。
そ こで、本稿 では、消費者契約法 5条 をとりま く議論 の現状 を、実際 に
公表 された裁判例 の分析 もふまえて整理 した うえで、現在 さまざまな形
で議論 をされて いる民法 ◆消費者契約法改 正の動 向をふま えつつ 、同条
が もつ 今後 の発展 の可能性 を検討する こ とに したい。
具体的 には、次 の二で消費者契約法 5条 の概要を再確認 した うえで、三
で 同条 にい う「第 二者」 による 「媒介」、お よび四で同条適用 の前提 とな
る4条 にい う「重要事項」 の解釈 をめ ぐる議論 を、裁判例 の動 向をふまえ
つつ確認す る。 さらに、五で5条 と割賦販売法上 の ク レジ ッ ト契約 の取消
権 との 関係 を整理す る。その うえで、六 で現在 の民法 ・消費者契約法改
正をめ ぐる議論 にお ける同条の取扱 い と5条 の今後 の発展 の可能性を考え
ることに したい。
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消費者 契約 法 5条 の 内容

1 5条 の 概要
(1)5条 1項 の概要
まず、 本稿 で 直接 の検 討対象 とす る消 費者契約法 5条 1項 の 内容 を概 観

してお くこ とにしよ う。
法形式 としては、次 の よ うなやや複雑な形 をとる。1項 では、事業者か
ら委託を受 けた受託者 たる第三者

(そ

の第三 者 か ら委託 を受 けた二 次受

託者お よびそれ以降の数次 にわたる受話者 を合む)力 ヽ
4条 1項 か ら3項 ま
でに該当す る勧誘を行 った場合 に、 同条を準用する。
この1項 は、民法 96条 2項 に定める第三者による詐欺 (0強 迫 )の 特則
である。すなわち、第二者による詐欺 との関係 では、①次 の2で 述べ るよ
うに相手方 がその ことを知 つてい る場 合 (悪 意 )に のみ表意者 による契
約 の取消 しが可能 となるが、消費者契約法 5条 1項 はそ うした相手方 の主
観的事情 にかかわ らず取 り消 せ る点、②事業者 か ら 「媒介」 の委託 を受
けた第二 者 が、詐欺 とまではいえない ものの誤認類型 (4条 1項 ・ 2項 )
に属す る不適切な勧誘行為を した場合 に契約取消 しを可能 とす る点で、
民法 96条 2項 の要件 が二 重 に緩和 されてい る。なお、 第二者 による強迫
の場合 には、民法 96条 2項 の反対解釈 によ り、表意者保護 の要請 が強い
こ とを理 由 に、そ もそ も相手方 の悪意 の有無 にかかわ らず取消 しが可能
とされている。 その ため、第 三 者 による強迫 との関係 で要件 が緩和 され
ているのは、強迫 とまではいえない ものの困惑類型 (同 条 3項 )に 属する
不適切な勧誘行為をした場合 にも取消 しが可能 とされ る部分のみ となるヽ
1消 費者庁企画課編『逐条解説

消費者契約法 (第 2版 )』 (商 事法務、2010年 )159頁 、
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編『 コンメンタール消費者契約法 (第 2版 )』 (商
事法務、2010年 )109〜 110頁 。

‑ 38 (217)―

消費者契約 と媒介 ―― 消費者契約法 5条 の意義

また、1項 の要件は、C事 業者から委託を受けた「第二者」による勧誘、
②事業者から第三者に対する消費者契約締結の「媒介」の委託、③ 「第
二者」が4条 1項 から3項 までに規定する行為をすること、の3つ である。
(2)5条 2項 の概要
本稿 で直接対象 とするわ けではないが、念のため、消費者契約法 5条 2
項 の 内容 について も ここで概観 してお くことにしよ う。
2項 では、事業者 の代理人および 1項 の受託者 たる第三者 の代理人

(い

ずれ も復代理人お よびそれ 以降 の数次 にわたる復代理人を合 む)が 、消
費者またはそ の代理人 (や は り復代理人お よびそれ以降 の数次 にわたる
復代理人 を合む)に 対 して 4条 1項 か ら3項 までに該当す る勧誘 を行 った
場合 に、それぞれ の代理人を、同条 にい う事業者 。消費者、 さらに5条 に
い う受託者等 に読み替 える。
この 2項 は、代理行為 において錯誤 。詐欺 ・強迫等がなされた場合 の意
思表示 の効力 については代理 人を基準 にして判断する旨を定 めた民法 101
条 1項 の規定 の趣 旨を、誤認類型 ・困惑類型 に属す る不適切な勧誘行為が
あ った場合 にも及 ぼす もので ある

2。

なお、 ここでい う消費者 の代理人に

は、消費者 の コン トロール下 に置 かれている と考 えられる ことを理由に、
弁護士等 の事業者 が代理人 を務 める場合 も合 まれ る点 に留意 された い

3。

2 5条 の必要性 と適用範囲
消費者 か らみれば、事業 者 か ら委託 または委任 を受 けて、 当該事業者
と自らとの 間の契約 を締結 させた媒介者 または代理人は、事業者 と同視
し うる存在 として行動 している とい える。 また、事業 者 は、媒介者また
消費者庁編 。前掲注 1) 160頁 、 日本弁護 士連 合会編 。前掲注 1)113〜 114頁 。
消費者庁編 。前掲注 1) 162‑163ア 護。
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は代理人 との間 でもともと委任や委託 とい う法律上 の関係 を構築 してい
る以上、それ らの者 の状況 を知悉 しているか、あるいは、知悉 している
べ きであろ う。そ うであるな らば、事業者は、仮 にそれ らの者 が不当な
勧誘 をした ことを認識 していなかった として も、契約交渉 を開始するま
ではそれ らの者 となんらの関係 をもって こなか った消費者 に くらべ ると、
要保護性 が低 い とい える。
しか しなが ら、現行 の民法典 の もとでは、契約 当事者以外 の第 二者 が
不当な勧誘行為 を行 った こ とによ り契約 を締結 した とい う場合 に、それ
に対応す るための規定 が必 ず しも十分 に用意 されて い るわ けではな い。
この よ うな場合 において もっ とも適用 され る可能 性 がある規定 は、第三
者 による詐欺 につ いて定めた民法 96条 2項 であろ う。 ところが、す でに

1(1)で ふれた よ うに、同条は、その適用 場面 を、契約 の相手方 が第三
者の詐欺 について知 つてい る (=悪 意である)場 合 に限定 している

4。

た、そ もそ も、「詐欺」 であること自体 が、いわ ゆる

ま

二段 の故意 "(=

相手方を欺 岡 して錯誤 に陥れ よ うとす る故意 十錯誤 によつて意思表示 さ
せ よ うとす る故意 )の 存在 を要件 とす るもので ある

5。

消費者 が これ らの

要件 をすべ て立証す ることは、非常 に困難 で ある。

以上の状況を考慮すれば、消費者契約法 5条 のような規定が設 けられた
のは、ある意味で必然的であつたとい うことができる。立法担当者 によ
り編集された『逐条解説』において、同条の立法趣旨が、「第二者の不適
切な勧誘行為に影響 されて消費者が 自らの意に沿わない契約を締結 させ
られる」場合 に、「契約の成立 についての合意の瑕疵 によって消費者が当
該契約に拘束 されることは衡平を欠 く」 ことにあるとされているのも

6、

当然 といえよ う。
4民 法 96条 2項 の適用 可能性 とその
合会編 。前掲注 1)109〜 110頁 。
5我 妻榮『新訂民法総則 (民 法講義
6消 費者庁編 。前掲注 1)154頁 。

限界 につい て言及す る もの として、 日本弁護士連
I)』

(岩 波書店、 1965年

‑40(215)一

)308〜 309頁 。
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ところが、すで に―で述べ た よ うに、そ の『逐条解説』 によって消費
者契約法 5条 の適用範囲を狭めるよ うな解釈論 が展開され、 さらにそれに
沿 つた 一― む しろ、それ よ りもいっそ う限定する形 で一― 判断 が な され
た裁判例が公表 されてい る。
次 の三で は、 まず 同条 の 「第二 者」 による 「媒介」 をめ ぐって展開 さ
れた解釈論 について、検討す ることにしたい。

三

1

「第 二者」 によ る 「媒介」をめ ぐる解釈論の展 開

ク レジ ッ ト契約 と「第 二者」による 「媒介」

消費者契約法 5条 の適用 の可否をめ ぐる裁判例 に 目を向けると、事業者
(販 売業者等)一 消費者間 の売買契約等 の締結 にあたってク レジ ッ ト契

約 が用い られた場合 において、前者 の売買契約等が同法4条 によ り取 り消
された ときに、後者 の ク レジ ッ ト契約 も同法 5条 によ り取 り消 されること
になるか否かが問題 となることが多 い。
す で に周知 の よ うに、法 形式上は、事業者 (販 売業者等 )一 消費者間
の売買契約等 と、信販会社 ―消費者間 の ク レジ ッ ト契約 は、別個 の契約
として捉 えられ る。 もっ とも、実際には、後者 の契約 は、信販会社 と消
費者 との間 で別個独立 に締結 され るわ けではな く、前者 の契約 が締結 さ
れる際 に、販売業者等 が信販会社 を代行す る形で 同時 に締結 され ること
が通例 で ある。そのため、「第二者」 で ある販売業者等 が後者 の クレジッ
ト契約 を 「媒介」 している と捉 えた うえで、前者 の売買契約等が 4条 によ
り取 り消 された場合 には、後者 の ク レジ ッ ト契約 も5条 によ り取 り消 され
ることになる と考 え られ る。

ところが、
『逐条解説』が 「第二者」 による 「媒介」 ―
介」 ―

とりわけ 「媒

とい う要件を厳格 に捉えていることの影響を受けて、その適用
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範 囲 が限定的 に解 され て い る裁 判例 も散 見 され る。
そ こで、5条 1項 にい う 「第 二 者」 と 「媒介」 について 、 それ ぞれ、
『逐
条解 説 』 に よる見解 とそれ に対 す る学 説 の批判 を概観 した うえで、 実 際
の裁 判例 の 動 向 を分 析 ・ 検 討 す る こ とに したい。

2

事 業者 か ら委託 を受 けた 「第 二 者 」 の 範 囲

(1)『 逐条解説』 の見解

す でに二 1(1)で 述べ たよ うに、「第三者」 とは、事業者か ら直接 の委
託を受けた者 のみな らず、そ の者 か らさらに委託 を受 けた者、 またそ の
先 に続 く多段階 にわたる委託 を受 けた もの を合む、広 い概念 で ある。
『逐条解説』 では、 この 「第三 者」 の例 として、生命保険会社 の代理
店・営業職員 の一部、携帯電話サ ー ビス契約 にお ける携帯電話販売会社
等 があ げられ ている

7。

(2)学 説 の動 向
日本弁護士連合会 の コ ンメンタールでは、 これ らの者 に加 えて、不動
産 の売買・賃貸 を仲介 した宅地建 物取 引業者、ク レジ ッ ト契約や リース
契約 の仲介 を した販売店、住宅 ロー ンの設定 に際 し信用保証契約や 火災
保険契約 を媒介 した銀行、旅行サ ー ビス を手配 した旅行業者、保険 ・証
券 の外交員

(た だし、事業者 の履行補助者 とされ 4条 が直接適用 される場

合 もあ りうる)力 ｀「第 三 者」 の例 とされてい る

8。

7消 費者庁編 。前掲注 1)157〜 158頁 。
8日 本弁護 士連合会編 ・前掲注 1)111〜 112頁 。 なお、佐 久間毅教授 は、第三 者 の範
囲 につ き、「5条 1項 は従来 と異 なる新 たな準則 を定立 したのではな く、従来す で に存
していた準則 を明確化 した にす ぎない 」 と指摘す る (佐 久間毅 「消費者契約法 と第二
2001年 〕64頁 )。
者・ 代理」 ジ ュ リス ト1200号 〔

―‑

42 (213)一
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(3)裁 判例 の動向
実際 の裁判例 では、5条 の適用 の可否が直接判断 されたものが7件 存在
する

9。

うち、適用 を肯定 した ものが 5件 ([1]・

否定 した ものが2件

([5]・

[7])で ある

([カ

[2]・ [3]・ [4]・ [6])、

ッコ]内 の数字 は、後掲 「消

費者契約法 5条 関連裁半J例 一 覧表」 の裁判例番号 を指す 〔
以下同様〕)。
すでに1で 述べ たよ うに、消費者契約 では、商品の販売業者等 が販売契
約等 を締結する際 に、同時 にク レジ ッ ト契約 を締結す ることが少な くな
いため、上記 の裁判例 で もク レジ ッ ト契約 の取消 しの可否が問題 となる
ことが多 い。
ちなみ に、売買契約等 と同時 にクレジッ ト契約 が締結 されて い る場合
には、 割賦販売法 上の抗弁 の対抗 (抗 弁権 の接続 )を 主張す ることが し
ば しばみ られ るЮ。 しか しなが ら、抗弁 の対抗 は未払金が ある場合に支払
い を拒絶す るための規定 であるため、すでに支払済み の既払金が ある場
合 にそれ を取 り戻す こ とはできない。そ こで、実際 の裁判例 では、消費
者契約法 5条 を用 いて ク レジ ッ ト契約 を取 り消 し、それ を取 り戻す とい う
9後 に 4(4)で 検討す る平成 23年 最高裁判決で も、原告が消費 者契約法 5条 を適用 し
て 契約 を取 り消す ことを主張 してい るが、取消権 が時効 によ り消滅 した こ とを理 由 と
して、実体的な判断 は行われ てい ない 。そ こで、平成 23年 最高裁判決 につ いて は、後
掲裁判例 一 覧表 か ら除外 してい る。
Ю
後掲裁判例 [1]で は、2008年 改 正前割賦販売法 30条 の 4に 基 づ く抗弁 の対抗 も主張
されて い る。 このほか 、同条 に基 づ く抗弁 の対抗 が主 張 された裁 判例 として、新潟地
長岡支判平成 17年 8月 25日 消費者法 ニ ュー ス 68号 61頁 (第 一 審 〔
要 旨のみ掲載〕
)。 東
京高裁平成 18年 1月 31日 消費者法 ニ ュー ス 68号 301頁 (控 訴審 〔
)、
要 旨のみ掲載〕
佐
世保簡判平成 17年 10月 18日 消費者法 ニ ュース68号 61頁 (要 旨のみ掲載)、 宮津簡判平
成 21年 9月 3日 Westlaw」 apan(ゥ ェ ス トロー・ ジ ャパ ン)法 令 ・ 判例デ ー タベ ース
(判 例番号 :2009WLJPCA09036001)、
等 がある。 なお、東京地 判平成 17年 3月 10日
LLI統 合型判例情報 システム (「 判例秘書」アカデ ミック版)判 例検索 伴J例 番号 ∞∞93/
全文掲載 )。 消費者法 ニ ュース72巻 29頁 (要 旨のみ掲載 )は 、立替払契約 が 1回 払 いで
あるため割賦販売法 は適用 されな い としつつ 、信義則 を理 由 として、抗弁 の対抗 を認
めてい る。なお、現段階 で裁判例 に現れ ているのは、いずれ も 2008年 改 正 前同法 30条
の 4に 基 づ く主張であ る。2008年 改正後 は 同条 は総 合信用購入 あ つせ んにお ける抗弁
の対抗 の規定 とな り、個別信用購入あつせ んにつ いて は同法 35条 の 3の 19が 新設 され
ている。
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主張がなされるようにな つたのであるH(な お、2008年 の特定商取 引法・
割賦販売法改 正 に伴 い、特定商取 引法 上 の不実告知 ・故意 による不告知
による販売契約 の取消 しが 問題 となる場面 では、 ク レジ ッ ト契約 も取消
しの対象 とされ る ことにな つたが、そ の 点 は後 の五 を参照)。
実際の裁判例 の うち、5件 (肯 定例 4件 〔[1]・
1件 〔[7]〕

[2]・ [3]・ [6]〕

・ 否定例

)は ク レジ ッ ト契約 にかかわ るもので あるが、残 り2件

例 1件 〔[4]〕 ・否定例 1件 〔[5]〕

(肯 定

)は 貸金 の連帯保証契約 にかかわるもの

であるも
ク レジ ッ ト契約 に関する裁判例 の うち、否定例 [7]は 次 の 3(3)(ウ

)

で検討す る 「媒介」性 を否定 したものであ り、販売業者 の 「第三 者」性
を否定 した ものではない。肯定例 は、当然 の ことなが ら、販売業者 自体
の 「第二者」性 を肯定す る

(な

お、裁判例 [2]は 、販売業者 が 「5条 所

定 の受話者等 の代理人」 にあたるとする)。 例 えば、信販会社 の承認 を得
ていない代理店が商品を販売 したケースである裁判例 [6]は 、そ うした
代理店 が、承認 を得 た代理店 たる 「第 二者」か ら委託 を受 けた者 で ある
として、「第三者」 の範囲を拡大 して捉 える立法趣 旨にも合致 した解釈 を
展開 してい る。
また、貸金 の連帯保証契約 に関す る裁判例 [4]は 、保証人 に保証契約
の締結 をもちかけた借主が貸金業者 の 「媒介 の委託 を受 けた第 二 者」 に
あたる としたが、控訴 審判決 である裁判例 [5]は これを否定 した。 もつ
とも、 ここでは借 主が第 三者 で あるか否 か とい う判断 が 「媒介」 の解釈
にかかつてい ると思われる。そ こで、裁判例 [5]に つ いては、次 の 3(3)
(イ

)で 詳 し く検討す ることにしたい。

nも つ とも、契約が公序良俗違反 により無効で ある として信販会社 へ の既払 金返還請
求を認容 した事例 (倉 敷簡判平成 20年 4月 25日 国民 生 活セ ンター ホ ームペ ー ジ発表情
)も 存在す る点 には注意が必要である。 また、後 の 4(5)
平成 20年 10月 16日 付〕
報 〔
(イ )で ふれ るよ うに、 ク レジ ッ ト契約 に消費者契約 法4条 を直接適用 した事例 も存在
する。

一‑
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3

.

第 二 者 に よる 「媒介 」 の 範 囲

(1)『 逐条解説』 の見解

『 逐条解説』 では、「媒介」を 「ある人 と他 の人 との間 に法律関係 が成
立 す るよ うに、 第二者 が両者 の間 に立 って尽 力す る こ とをい う」 と定義
す る。
ところが、 この定義 には、事例解説 の中でさらに絞 りがかけられている。
すなわち、 ここでい う「両者 の間 に立 って尽力す る」 とは、「通常、契約
締結 の直前 まで の必要 な段取 り等 を第二者 が行 つて お り、事業者 が契約
締結 さえ済 ませればよい よ うな状況」 を指す とい う。その うえで、商品・
サ ー ビスの宣伝 の依頼 を受 けた者 は、直前 まで必要な段取 りは行 ってい
ないことか ら、そもそも 「媒介」 の委託 を受 けた ことにな らない とする。
また、消費者契約 の勧誘行為 の委託 につい ても、「媒介」 にあた らない
程度 の勧誘 もあ りうる として、 当然 に 「媒介」 の委託 を した ことにはな
らない とす る2。

(2)学 説 の動 向
(1)で 述べ た『逐条解説』 の見解 に対 して、立法 にも関与 した落合誠
一教授 は、例 えば、顧 客 の紹介 だ けを委託 されそれ以上 の尽力は しない
保険業 の紹介代 理店 の よ うに、尽力 の対象 が消費者契約締結 にいたる一
連 の過程 の一部 に限定 され る場合で もあ って も 「媒介」 に該 当す るとい
うB。 また、 日本弁護士連合会 の コン メンタール も、「媒介」 とは、「一般
に、他人間 の法律行為すなわち契約 の成立 に尽 力する事実行為 をいい、
消費者を勧誘す る行為 も合まれ る」 として、「媒介」 の 内容 を広 く捉 えて
12以 上 につい ては、消 費者庁編 。前掲注 1)155〜 156頁 。 もっ とも、宣伝 の依頼 につ
いては、「最終的 には個別 具体例 に即 し、司法 の場 において判断 され る」 とい う留保 が
設 け られ てお り、全面的 に 「媒介」性 を否定 してい るわ けではない とも考 え られ る。
13落
合誠 一『消費者契約法』 (有 斐閣、2001年 )98〜 99頁 。
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い るユ。ちなみ に、文言上、委託 の内容 が 「消費者契約 の締結 の媒介」 に
限定 されてい る点 につ き、事業 者 か ら消費者 へ の情報提供 が 問題 となる
場合 には、情報提供 に関 して委託 があ ったか否 か こそが重 要 となるはず
であるとい う批判 もあるb。
この 「媒介」 の有無 をめ ぐり、消費者契約 において と りわ け問題 とな
りうるのが、1で 述 べ た よ うに、クレジ ッ ト契約 で ある。 この点 につ き、
上述 した 日本弁護士連合会 の コンメンタール では、「加盟店 によつてクレ
ジッ ト契約 自体 につ いて誤認惹起行為があ った場合や、困惑惹起行為 に
よって売買契約 とともにクレジッ ト契約が締結 された場合 には、本条項
の対象 とな り、 ク レジ ッ ト契約 が取 り消 され る」 とする。 これに対 して、
加盟店が売買契約 についてのみ不実告知 を行 つた場合 には、割賦販売法
によ り抗弁 の対抗 (抗 弁権 の接続 )が 認 められ るが、それ とともにクレ
ジッ ト契約 を取 り消す ことがで きるか どうかは、 同 「契約 の法的特質や

4条 4項 の『重要事項』を どの よ うに考 えるかにかかっている」 とした う
えで、「加盟店 とク レジ ッ ト業者 との一体性 を重視す る考 え方 にたてば、
ク レジ ッ ト契約 の取消 を肯定す ることになろ う」 と指摘 している謁。

(3)裁 判例 の動 向
(ア )「 媒介」 の肯定例

す でに、2(3)で も紹介 した ところであるが、裁判例 にはクレジッ ト

M日 本弁護士連合会編

。前掲注 1)111頁 。

5潮 見佳男編『消費者契約法・ 金融商品販売法 と金融取引』 (経 済法令研究会、2001年

)

45〜 46頁 (佐 久間毅執筆部分 )。 もっ とも、佐 久間教授 は、多段階 にわた る委託が事
業者 の承認 による もので も、 またやむ をえない事情 による もので もな い場合 には、取
消権 の行使は否定 され ると説 く (同 書 46頁 )。 なお、消費 者契約法制定前 の もので ある
が、媒介・ 仲介が行われ る場合 に、 適切 な情報提供 (広 告や広報な ど不 特定多数 に対
す るものも合む)に つ いての委託が認め られ る限 りは事業者 の行為 と同視 して もよい
と説 くもの として、沖野 真已 「契約締結過程 の規律 と意思表示理論」河上正 三ほか『 消
費者契約法 ―― 立法へ の課題 (別 冊 NBLno.541』 (商 事法務研究会、1999年 )45〜 46頁。
Ю 日本弁護士連合会 。
編 前掲注 1)112頁 。
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契約 と貸 金 の 連帯保証 契約 につ い て、 それ ぞれ肯定例 ・否 定例 が 存在 す
る。

肯定例では、「媒介」の存在 については、あまり問題 とされずに認めら
れている。例 えば、裁判例 [3]は 、①売買契約 と立替払契約は密接不可
分であること、また②販売業者の従業員が立替払契約の同意を取 り付け
たことの2点 をあげて、販売業者によるクレジット契約締結行為が 「媒介」
にあたるとする。

(イ

)媒 介 の否定例 。その 1‑―

「媒介」要件 の加重 とその不当性

これに対 して、否定例では、「媒介」の要件 にいずれも絞 りがかけられ
ている。
まず、貸金 の連帯保証契約 に関す る裁判例 [5]は 、「第二者」 とは 「事
業者 の共通 の利益 のために契約締結 に尽 力 し、勧誘行為 が事業者 の行為
と同視 で きるような関係」 にあるもの をい うと定義す る。そ の うえで、
借主 は貸金業者 の事業活動拡大等 のためではな く、あ くまで 自らの資金
獲得 とい う利 益 のた めに保証 人 となるよ うに依頼 をして いるとして、保
証人を貸金業者 に紹介す る行為 は 「媒介」 にあた らない と判示す る。 こ
こでは、 (1)で 紹介 した『逐条解説』 の定義 に、 さらに 事業者 の共通
の利益 の ために"と い う加重 された絞 りがか けられて い る。
しか しなが ら、「媒介」 に上記 の よ うな絞 りをか け る合理的な理由はま
った くない。結果 として、媒介 によ り事業者 の共通 の利益が実現 され る
ことはあるにせ よ、
『逐条解説』 の見解 によつて も、ある人 と他 の人 との
間 に法律関係 が成 立 す るよ うに尽力すれ ば足 りるので あ り、 む しろ共通
の利益 の実現を問題 にす ると、5条 の適用範囲がきわめて限定 され、そ の
立法趣 旨を著 し く損な うおそれ がある。 おそ ら く、裁判所 は、借主が保
証人 を立てる ことはそもそ も自己都合 であ り、媒介 の委託 を受 けたもの
ではない と考 えて、「媒介」 の範 囲を狭 く捉 える ことに した ので あろ う。
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しか し、 実 際 には、 借主 が 自発 的 に保証 人 を立 て る こ とは少 な く、 む し
ろ貸主 が保 証 人 を立 て る よ う仕 向 け る の み な らず 、 商 エ ロー ン をめ ぐる
問題 で 顕在 化 した よ うに(保 証 人 か らの 回収 自体 を 目的 とした 貸付 けが
行われ る こ ともあ る点 に留意す べ きで あ るr:し たが つ て、 事業者 の具体
的 な行為 態様 に よ うて は、 借 主 の 行 為 が 「媒 介 」 とされ 、保証 契約 そ の
もの を取 り消す こ とがで きる場面 が あ る と思 われ る。

(ウ

)「 媒介 」 の 否定例 。そ の 2‑― 「媒 介 」要件 の厳格 解 釈 とそ の不 当
性

裁判例 [7]は 、「媒介」 の定義 そ の もの は (1)で 紹介 した『逐条解説 』
の見解 を採用 す るが、「通 常、契約締結 の 直前 まで の必 要 な段取 り等 を第
三 者 が行 って お り、事業者 が 契約締 結 さえ済 ませ れ ば よい よ うな状況 」
とい う部分 をきわ めて厳格 に捉 えて い る。 具体 的 には、 まず次 の 3点 を指

摘する。すなわち、①信販会社は、販売業者 と加盟店契約を締結 して立
替払契約申込用紙を交付 しているが、販売業者 に立替払契約締結 のため
の代理や媒介を委託 していない点、②信販会社は、立替払契約 の申込み
を受 けて独 自に消費者である購入者に架電 し、商品購入 の事実の有無・
契約内容の了解 の有無・立替払契約の申込意思の有無を確認 している点、
③ ② の際に販売業者の不実告知が商品の購入動機であるとの申 し出が消
費者からはな く、一連の対応 に不審がなかったことか ら申込みの受話を
決定 した点の3つ である。 これらの点をふまえて、信販会社は独自に消費
者の意思確認や与信調査を行つているとした うえで、「被告販売会社の尽
力によ り、被告信販会社が原告

(消 費者 ―一筆者注)と

契約締結さえ済

ませればよいとい う状況 になっていたと認めることはできない」として、
17卵 正道 =卵
原
原洋子『利息制 限法潜脱 克服 の実務 (第 2版 )』 (勁 草書房、2010年 )
6頁 、宇都宮健 児編『多重債務被害救済 の実務 (第 2版 )』 (勁 草書房、2010年 )32〜 33
頁 (宇 都宮健 児執筆部分 )。

―‑
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た しか に、上記 の うち、① については『逐条解説』 の よ うに 「媒介」
をきわめて限定的 に提 えればそ うした指摘 も不可能ではない。 しか しな
が ら、 (2)で 紹介 した落合教授 の見解 の よ うに、「媒介」 とは、そもそも
ある人 と他 の人 との間に法律関係が成立す るよ うに一連の過程 の一部 で
も尽力す れ ばそれで足 りるはず で ある。 もし、「媒介」をする者 に 「契約
締結 の直前 まで の必 要な段取 りをすべ て行 つてい る」 とい う形 でお膳立
てをすべ て整 えることまで求めるので あれば、それは履行補助者 として
本人 と同視すべ きであつて、「本人」 の履行補助者 とは異な る 「媒介」 と
い う概念 を定立 した意 味 を著 し く減 じることになろ う。
② については、仮 に信販会社 が独 自の確認 をした としても、次 の 4で 論
じるよ うに、そ もそも信販会社 と販売業者、 さらに両者が消費者 と締結
する売買契約 とク レジ ッ ト契約 の一体性 を考慮すれば、「媒介」により締
結 されたクレジ ッ ト契約 の最終段階 の確認 を した にす ぎな い とい うべ き
であろ う。
さらに、③ については、信販会社か らの電話 では どの よ うな商品を購
入 したかを尋ねる ことは あ って も、そ の商品を どのよ うな 目的 で購入 し
たかまで尋ねる ことはな く、 また尋ね られ て もい ない事項 に回答す る こ
とはないのが通常で ある以上、 自発的 に消費者 が商品購入 の動機 を告 げ
ていない点 を こ とさら非難す るのは、 い ささか牽強付会 にす ぎるとい う
べ きで ある。
なお、本判決 の控訴審 では、第 1回 口頭弁論手続期 日において、信販会
社 は消費者 に既払金全額 を返還す る とともに、消費者 は販売業者 と合意
解除 した うえで リニ ュー アル費用 として 1万 円を支払 う代わ りに、商品を
返還す る 旨の、実質的 に消費者逆転勝訴 ともい うべ き和解が成立 してい
ることを付言 しておきたい。
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信販会社 と販売業者等 との関係

(1)ク レジ ッ ト契約 にお ける 「媒介」 をめ ぐる問題
ク レジ ッ ト契約 にお ける販売業者 の行為 が 「媒介」 にあたるか否 か と
い う点をさらに一歩進 んで考 えれば、すでに1で 述べ たよ うに、そもそも、
信販会社 と販売業者等 は、消費者 との関係 でみ ると、法形式上は別 の契
Ю
約主体であるとしても、実質的 には一体 とも捉 えられるべ き関係である 。
実際、 [7]の 事例 で も、信販会社は契約 の最終段階 で架電 をす るとい う
形 で登場す るにとどま り、ク レジ ッ ト契約締結 の基本的な部分 はすべ て
販売業者 が行 つている。
1で もふれた販売契約等 とクレジッ ト契約 の関係をめ ぐって は、 いわゆ
る 「抗弁 の対抗 (抗 弁権 の接続 )」 をめ ぐる議論 の 中でその関係 が検討 さ
れ ている。特 に、平成 2年 に、最高裁判所 が、2008年 改正

前 "害 J賦 販売

法 30条 の 4が 定 める 「抗弁 の対抗」 につ き、同規定を 「創設的規定」 と
捉える判決

(以 下、「平成 2年 最高裁判決」 とい う)Dを 下 したことを受 け

て、学説 では、両者 の関係 を民法上 の一般理論 をふまえて改め て両者 を
密接 な関連性 をもつ もので ある と強調 した うえで、同規定 を 「確認的規
定」 と捉 える動 きが進 んできた。
ところが、平成 23年 に、最高裁判所 は、販売契約 が無効 となる場合 に
おいて、購入者がク レジ ッ ト契約 に基 づ き支払 った既払金 の返還 を求め
ることができるか否か とい う点 につ き、「創設的規定説」を採用 した平成
郎 池本誠司 「
消費者契約法 5条 によるク レジッ ト契約 の取消 し」国民 生活研究 47巻 4号
(2008年 )4〜 6頁 、座談会 「割賦販売法 の大改正 一― 産業構造審議会割賦販売分科会
基本問題小委員会報告 を受 けて」 ク レジッ ト研究 40号 別冊 (2008年 )24頁 (船 矢祐 二
発言部分 )、 後藤 巻則 「ク レジ ッ ト契約 にお け る販 売業者 の法的地位」現代消費者法 1
号 131〜 1"頁 12u19年 後藤巻則 =池 本誠司『割賦販売法』 (勁 草書房、2011年 )318〜
319頁 (池 本誠司執筆部分 )も 、 こ うした実態 を指摘す る。
Ю 最判平成 2年 2月 20日 裁判集民事 159号 151頁 、判時 1354号 76頁 、判 夕731号 91頁 、
金法 1263号 27頁 、 金半1849号 3頁 。
)、

―‑
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2年 最高裁判決 を引用 した うえで、特段 の事情がない限 り、ク レジ ッ ト契
約 は無効 にな らない とい う判決 (以 下 「平成 23年 最高裁判決」 とい う)20
を下 した。
割賦販売法をめ ぐる2つ の最高裁判決 の動向は、3(3)で 検討 してきた
ク レジ ッ ト契約 が消費者契約法 5条 にい う「媒介」にあたるか否かを考 え
る うえで も、そ の 内容 を制限的 に解するか否か とい う点 で、大 きな影響
を与え うる。
そ こで以下 では、 (2)で 平成 2年 最高裁判決 の概要 を紹介 した うえで、

(3)で その後 の学説 の展開を簡潔 に振 り返る。 さらに、 (4)で 平成 23年
最高裁判決 の概要 を紹介 した うえで、 (5)で 2つ の最高裁判決 の問題点を
検討 し、割賦販売法上の議論が消費者契約法 5条 の 「媒介」をめ ぐる議論
にどの ような影響 を与 えるか、改 めて考 えることにす る。

(2)平 成 2年 最高裁判決
(ア

)事 案 の概要

平成 2年 最高裁判決 は、1984(昭 和 59)年 の割賦販売法改正前 に締結 さ
れた呉服販売契約 に伴 うク レジ ッ ト契約 (個 品割賦購入あ つせ ん契約 /
〔
現 。個別信用購入あ つせ ん契約〕
)￨こ 基づ く立替金請求 の可否が争われ
たものである。具体的な事案は、以下 の通 りで ある。 1982(昭 和 57)年
8月 に、購入者 Y(被 告 ・控訴人・被上告人)と 販売業者 Aと の間で呉服

の販売契約 が締結 されたが、Aが 購入 した商品を引き渡 さなか つた。その
ため、 1983(昭 和 58)年 5月 になって Yと Aと の間で 同契約 が合意解除
されたにもかかわ らず、Aは 代金を返還 しなかった。その後、販売契約 と
同時 に締結 されたク レジ ッ ト契約 に基づ き、Aに 代金を立替払い した信販
会社 X(原 告 ・被控訴人 0上 告人)が 、Yに 立替金 の支払い を求めて訴訟

20最

判平成 23年 10月 25日 金 判 1378号 12頁 。

‑ 51 (204)一

法政研究 16巻 1・

2・ 3・

4号 (2012年 )

を提起 した。
れ
第 一 審判決 では、 Yが 口頭弁論期 日に出頭 しなか つ たた め、Xが 勝 訴
した。 これ に対 して、Yは 、上記 の よ うに売 買契約 が合意解 除 され た場合
には、Xに よるク レジ ッ ト契約 に基 づ く立替金支払請 求 も信義則 に反 し許
され な い として控訴 した。 第 二 審判決

22で

は、 この Yの 主張 が認 め られて

Xが 敗 訴 した。 そ こで 、Xが 上 告 した。

(イ

)判 旨

最高裁 は、 次 の よ うに述 べ て、 1984年 改 正 後 02008年 改 正 前割 賦販 売
法 30条 の 4の 規 定 が 「創 設 的規 定」 で あ る とした うえで、 1984年 改 正 前
に締結 され た ク レジ ッ ト契約 につ いて 、購 入者 は、特 段 の 事情 が あ る場
合 を除 いて、 売 買契約 上 生 じてい る事 由 を も って 信販 会社 か らの 履 行請
求 を拒絶 す る こ とはで きな い と判示 した。

「購入者が割賦購 入あ つせ ん業者

)の

(以 下 「あ つせ ん業者」 とい う。

加盟店 である販売業者 か ら証票等 を利用する ことな く商品を購入す る際
に、あつせ ん業者 が購入者 との契約及 び販売業者 との加盟店契約 に従い
販売業者 に対 して商品代金相 当額 を一括 立替払 し、購 入者があ っせ ん業
者 に対 して立替 金及 び手数料 の分割払 を約す る仕組み の個品割賦購入あ
つせ んは、法的 には、別個 の契約関係 である購入者・ あ つせ ん業者間 の
立替払契約 と購入者・販売業者間 の売買契約 を前提 とするもので あるか
ら、両契約が経済的、実質的 に密接な関係 にあることは否定 し得ない と
しても、購入者 が売買契約上生 じている事由をもって 当然 にあつせ ん業

者に対抗することはできないとい うべきであり、昭和59年 法律第49号

(以

)に よる改正後の割賦販売法30条 の4第 1項 の規定
下 「改正法」とい う。
は、法が、購入者保護の観点から、購入者において売買契約上生じてい
劉 福岡地大牟田支判昭和58年 10月 21日 金判 849号 8頁 。
22福
岡高判昭和 59年 6月 27日 金判849号 7頁。
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る事由をあ つせ ん業者 に対抗 し得 る こ とを新 たに認 めたものにほか な ら
ない。 したが って、右改 正前 においては、購入者 と販売業者 との 間 の売
買契約 が販売業者 の商品引渡債務 の不履行 を原 因 として合意解除 された
場合 であっても、購入者 とあ っせん業者 との 間 の立替払契約 において、
かか る場合 には購入者 が右業者 の履行請求 を拒み得 る旨の特別 の合意が
あるとき、又 はあつせん業者 において販売業者 の右不履行 に至 るべ き事
情 を知 り若 し くは知 り得 べ きであ りなが ら立替払を実行 したな どの右不
履行 の結果 をあ っせ ん業 者 に帰せ しめるのを信義則 上 相当 とする特段 の
事情 がある ときでない 限 り、購入者が右合意解除 をもつて あ つせ ん業 者
の履行請求 を拒む こ とはできない もの と解するのが相当である」 (下 線 は
筆者 が付記 )。
具体的 には、本事案では、次の ような判示がなされた。まず、Aが Xの
加盟店 として契約締結 の衝 にあた り、 また Yと の 間で合意解除 にともな
う諸問題 を責任 をもって処理す る旨約 した として も、それ だ けでは 「特
別 の合意」ない し 「特段 の事情」があるとはい えない。また、X一

Y間 の

立替払契約 に 「商品 の瑕疵又は引渡 の遅延が購入 目的 を達成する ことが
できない程度 に重大 であ り、購入者がそ の状況 を説明 した書面 をあ つせ
ん業者 に提 出 し、右状況 が客観的 に見 て相 当な場合 には、購入者 は瑕疵
故障等 を理 由 にあ っせ ん業者 に対す る支払を拒 む ことができる」 旨の契
約条項 があ り、それ が 「特別 の合意」 とい えるとしても、Yが 当該手続 を
履践 した等 の事実が確定 されていない。最高裁は、以上 の理由か ら、Yが
勝訴 した原 審判決 を破棄 し、原審 に差 し戻 した。

(3)学 説 の動 向
123で 紹介 した最高裁判決を受けて、学説で も活発な議論が展開され た。
本稿では直接 の論点ではないため、詳細な検討 は割愛するが、具体的には、
抗弁 の対抗 の規定である 1984年 改正後 ・2008年 改正前割賦販売法 30条 の
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4に ついて、 これ を 「創設的規定」 とした平成 2年 の最高裁判決 の論理 に
よるので はな く、単なる 「確認的規定」 にす ぎない として、その両者 の
密接な関係 に着 目して新 たな論理を構築 しよ うとする動きが有力である

23。

例 えば、抗弁 の対抗 は、「異なる契約上 の債務ない し給付間 の牽連性」
、
すなわち売買契約 の場合 で あれば、「売買代金債務 との間 に対価関係が認
め られ る 目的物引渡債務等 と立替 金等債務 との間 にも発 生上、履行上、
存続 上の牽連関係 がある」 が ゆえ に認 め られ るとす る見解があるた。
それ とは別 に、信用購入あ つせ ん契約 を 「買主か ら信販会社 に対する
第二 者 の弁済 の委託契約」 と捉 えた うえで、抗弁 の対抗 を民法上 の法理
か らしても当然 に認 め られ るとす る見解 もある。すなわち、 この よ うな
立場 か らは、立替払 い は信販会社 の契約 上の債務履 行 で ある と同時 に買
主 の代金債務 に関す る第 二者 の弁済 として の意味 をもち、法定代位

(民

法 500条 )に より、信販会社 は、立替払契約 上の債権 に加 えて、債権 の効
力お よび担保 として売主が買主 に対 して有 していた一切 の権利 ―T具 体
的には、代位 によって発 生す る求償権、代位 によ り取得 された売買契約
上の債権 一― を行使 で きることになる (同 法 501条 )。 この うち代位 によ
り取得 された売買契約 上の権利 については、 通説的立場 ではその債権が
移転す ることにほかな らないので、その債権 に付着する種 々の抗弁権

(売

買契約 の無効 ・取消 し等 による代金債務消滅 の抗弁 を合む)も 移転後 の
債権 にそのまま付着する。 したがって、買 主 は信販会社 に対 し、 それ ら
の抗弁権 を、民法上 の一般法理か らして当然 に主張 し うる こ とになるる。

器 学説 お よび裁判 の
例 動向については、後藤 =池 本 。前掲注 18)351〜 369頁 (池 本執
筆部分 )、 さらに後掲注 24)お よび 25)の 文献等 を参照。
Z千 葉恵美子 「割賦販売法上 の抗弁接続規定 と民法」『創刊 50周 年記念論集 Ⅱ 特別
法か らみた民法』民商法雑誌 93巻 臨時増刊号 (2)(1986年 )280〜 308頁 (引 用 は 293
頁)。
あ 加藤雅信『新民法大系Ⅲ
債権総論』 (有 斐閣、2005年 )282〜 293頁 。
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(4)平 成 23年 最高裁判決
(ア

)前 提 ―‑2008年 害J賦 販売法改 正前後 にお ける議論状況

1984年 割賦販売法改 正 によって導入 された 「抗弁 の対抗」 は、あ くま
で、購入者 が信販会社 に対 して、 売買契約等 に伴 って締結 されたク レジ
ッ ト契約 に基づ く立替 金 の支払 い をしていない場合 に主張できるもので
ある。 ところが、現実 には、 ク レジ ッ ト契約 に基づ く立替 金 の支払い を
行 った後 に、販売契約等 に契約解消事由が生 じ、実際 に契約 が解消 され
る (例 えば、商品 の引渡 しや役務 の提供 が行われず に債務不履行 を理由
に解除 され る)こ とも少 な くな い。そ の場合 には、購入者 が信販会社 に
対 してす でに支払 った立替金 (既 払金)の 返還 を求 めることができるよ
うにも思われ る。
ところが、割賦販売法 には、2008年 改正前 の段階で、既払金返還 請求
を認める条文は存在 しなか つたため、前段 に述べ た よ うな事情 があ った
場合 に、信販会社 が購入者 の既払金返還請求 に応 じな けれ ばな らないか
否 かが争われ てきた。 この点 につい ては見解 が分 かれて いたが、学説 で
も肯定す る方 向を示す見解 が強 ま り、また、裁判例 で も、信販会社 の加
盟店調査義務連反 による公序 良俗違反ない し不法行為責任等 を根拠 とし
てそれ を認 めるものがい くつ かみ られた

26。

す でに、 (1)で も言及 した よ うに、2008年 割賦販売法改 正 に よって、
売買契約等 に契約取消事由が生 じた場合 には、それ に伴 うク レジ ッ ト契
約 も解消する ことが可能 とな った (詳 細 については、五を参照)。
本改 正 に より、現在 の法制 の もとでは、上述 した既払金返還請求が可
能 とな つたが、2008年 改 正後割賦販売法 が施 行 され る以前 に締結 された
26学

説お よび裁判例 の動向については、平成 23年最高裁判決 の控訴審判決 (後 掲注 28))
の判例研究で ある尾島茂樹・判例評論 614号 (2010年 )7〜 15頁 (判 時 2066号 169〜 177
頁)、 得津晶・ 北大法学論集 61巻 2号 (2010年 )148〜 127頁 、潮見佳男ほか編『 金融 ・
消費者取引判例 の分析 と展開 (金 融・商事判例増刊 1336号 )』 0010年)158〜 161頁 (鹿
野菜穂子執筆部分 )。 なお、後藤 =池 本 ・前掲注 18)309〜 312頁 (池 本執筆部分)も
参照。
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契約 につ いて は、 依然 として、 既 払金返還 請 求 の 可否 が 問題 とな る。
この 問題 につ い て、 最 高 裁 判 所 は、「抗 弁 の 対抗 」 につ い て 「倉1設 的
規 定 」説 を採用 した平 成 2年 最 高裁 判 決 を引用 した うえ で、 既 払 金返 還
請 求 の 場面 で も、 同様 に 「創 設 的規 定」説 を維持 す る こ とを明 らか とし
た。 以下、簡単 に事 案 を紹介 した うえで、 判 旨を確 認 して お く こ ととし
よ う。

(イ

)事 案 の概要

2003(平 成 15)年 3月 に、購入者 X(原 告・控訴人・ 被 上告人)は 、 い
わゆ るアポイ ン トメン トセール スによ り、販売業者 Aと の 間で宝飾品 の
売買契約 を締結 し、それ と同時に、信販会社 B(被 告)と の間でクレジッ
ト契約 を締結 した。その後、Xは 、約 2年 6カ 月間 にわた り、Bお よび Y
(2004年 にBか ら営業譲渡 を受 けた信販会社 〔
承継参加人兼参加人・ 被

控訴人・上告人〕
)￨こ 対 して立替金 の返済を続 けたが、2005(平 成 17)年
10月 にな つて、売 買契約 にお ける勧誘態様等 に問題 があつた として支払

いを停止 した。その後、Xは 、Bお よび Yに 対 して、売買契約 が公序良俗
違反 により無効 であった こと、または、消費者契約法 5条 に基づ く契約取
消 しを理由 としてそれ と一体 の関係 にあるクレジッ ト契約 に基づ いて支
払 つた既払金 の返還 を求めて訴 えを提起 した。 これ に対 して、Yは 、Xに
対 して、未払 い とな つて い る立替金残額 の支払い を求めた。
第一審判決27は 、売買契約 が公序良俗違反 として無効 となるものではな
いこ,と 、また、消費者契約法 7条 によ り、同法 5条 に定める取消権 は時効
によつて消滅 していることを理 由 として、Xの 請求 を棄却 し、Yか らの立
替金残額 の支払請求を認容 した。 これ に対 して、控訴審判決28は 、販売契
約 が公序良俗違反 によ り無効 となることか ら、2008年 改 正前割賦販売法
27津 地伊勢支判平成 20年 7月 18日 金 1378号 24頁 。
判
28名 古屋高判平成 21年 2月 19日 判時 2047号 122頁 ・ 金判 1378号 18頁 。
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30条 の 4の 規 定 に基 づ き、Xが Yか らの立替金残額 の請求 を拒絶 で きる と
して Yの 請 求 を否定 した うえで 、 ク レジ ッ ト契約 もそ の 目的 を失 つて 失
効す る として、 Xの 請 求 を認 容 した。 そ こで 、 Yが 上 告 した。

(ウ

)判 旨

す でに

(ア

)で 述べ たよ うに、最高裁判所は、平成 2年 最高裁判決が採

用 した 「創設的規定」説 を前提 として、次 の ような形で、Xか らの既払金
返還 請求 が否定 され る 旨を判示 した。
「(1)個 品割賦購入あ つせ んは、法的 には、別個 の契約関係 で ある購入
者 と割賦購入 あ つせ ん業者

(以 下

「あ つせ ん業者」 とい う。)と の間の立

替払契約 と、購入者 と販売 業者 との間 の売買契約 を前提 とするもので あ
るか ら、両契約 が経済的、実質的 に密接 な関係 にある ことは否定 し得な
い として も、購入者 が売買契約 上生 じている事 由をもって 当然 にあ っせ
ん業者 に対抗す ることはできない とい うべ きで あ り、割賦販売法 30条 の
4第 1項 の規定は、法 が、購入者保護 の観点 か ら、購入者 において売買契
約 上生 じている事 由をあ つせ ん業者 に対抗 し得 ることを新 たに認 めたも
の にはかな らな い (最 高裁昭和 59年 (オ )第 1088号 平成 2年 2月 20日 第
三小法廷判決 ・裁判集民事 159号 151頁 参照 )。 そ うす る と、個品割賦購
入あ つせ んにお いて、購入 者 と販売業 者 との 間 の売買契約 が公序良俗 に
反 し無効 とされ る場合 で あ って も、販売業者 とあっせ ん業者 との関係、
販売業者 の立替払契約締結手続 へ の関与 の 内容及び程度、販売業者 の公
序良俗 に反 す る行為 につい てのあっせん業者 の認識 の有無及 び程度等 に
照 らし、販売業者 による公 序良俗 に反す る行為 の結果 をあ っせ ん業 者 に
帰せ しめ、売買契約 と一体的 に立替払契約 につい て もそ の効力を否定す
ることを信義則 上 相 当 とす る特段 の事情 がある ときでない限 り、売買契
約 と別個 の契約 である購入者 とあ っせ ん業者 との間 の立替払契約 が無効
となる余地はな い と解す るのが相当で あ る。

―‑
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(2)こ れ を本 件 につ いて み る と、 Aは 、Bの 加 盟店 の一つ にす ぎず 、 A
とBと の 間 に、 資本関係そ の他 の密接 な関係 があることは うかがわれ ない。
そ して、Bは 、本件立替 払契約 の締結 の手続 を全 て Aに 委 ね てい たわ けで
はな く、 自 ら Xに 本件 立 替 払契約 の 申込 み の意思 、 内容等 を確 認 して、
本件 立 替払契約 を締結 してい る。 また、Xが 本件立替 払契約 に基 づ く割賦
金 の 支払 につ き異議等 を述 べ 出 した の は、長 期 間 にわ た り約 定 どお り割
賦 金 の支払 を続 けた後 にな つてか らの ことで あ り、Bは 、本 件 立 替払契約
の締結前 に、Aの 販売行為 につ き、他 の購入者 か ら苦情 の 申出を受 けた こ
とや 公 的機 関 か ら問題 とされ た こ ともなか つ た とい うので あ る。
これ らの 事 実 に よれ ば、 上 記特 段 の 事情 が あ る とい うこ とはで きず 、
他 に上 記特段 の事情 に当た る よ うな事実 も うかがわれ な い 。 したが って、
本件 売 買 契約 が公 序良俗 に反 し無 効 で あ る こ とに よ り、本 件 立 替 払契約
が無 効 になる と解すべ き もので はな く、Xは 、Bの 承継人 で ある Yに 対 し、
本件 立 替 払契約 の 無効 を理 由 として、本件 既 払 金 の返還 を求 め る こ とは
で きな い 」。

そ の うえで、原審 と同様 に、消費者契約法 5条 に基づ く請求も、同条 7
条によつて時効消滅 しているとして、原審判決を破棄 自判 し、Xの 請求を
棄却 した。なお、未払い分 の立替金支払請求については、Yが 上告受理 申
立て の理 由書 を提 出 しない とい う理 由で却下 している。

(5)2つ の最高裁判決 の 問題点 と消費者契約法 5条 へ の影響
(ア

)2つ の最高裁判決 の問題点

以上で確認 した よ うに、平成 2年 最高裁判決 と平成 23年 最高裁判決 は、
いずれも、「抗弁の対抗」を定めた2008年 改正前割賦販売法 30条 の4が 「創
設的規定」 で あ って、特段 の事情 がない限 りは、原則 として法 に定め ら
れた事項以外 は許 されない ことを前提 として い る。
しか し、売買契約 とク レジ ツ ト契約 は、実態 として、信販会社が最終

‑58(197)一

消費者契約 と媒介 ――消費者契約法5条 の意義

段階以外 の場面 で登 場 せ ず、契約締結 に際 してそ の基本的な部分 を販売
業者が行 つている。そればか りではな く、すでに (3)で 紹介 した ように、
民法 の一般理論 との関係では、同規定 を 「創設的規定」 と捉 える最高裁
判所 の立場 ではな く、「確認的規定」 と捉 える立場 の方 が整合性が とれる

との指摘がなされている。この (3)で 紹介 したいずれの立場をとるにせ
よ、売買契約とクレジット契約は、そもそも民法の一般理論の面からし
て一体的なもの と考えられる。
以上 の点を考慮すれば、2つ の判決 で示 された最高裁判所 の態度は、民
法 の一般 理論 と相容れない もの と評価す ることが可能 となろ う。

(イ

)消 費者契約法 5条 へ の影響 。その 1‑― 民法 の一般理論 との整合性

それ では、上記 の2つ の最高裁判決は、消費者契約法 5条 との関係 で ど
の よ うな影響 を及 ぼす であろ うか。

2つ の最 高裁判決 の 立 場 を前提 とすれ ば、2008年 改 正 後割賦販売法
が施行 され る前 に契約 が締結 された事案 においては、消費者契約法 5条 を
用 いた解決を行 うことが考 えられる。実際、裁判例 [7]の 事案は、まさ
にその よ うな場面 での 問題 といえる。 ところが、 この裁半J例 [7]に おい
ては、売買契約 とク レジ ッ ト契約 につ きまった く別異 の法形式 で ある こ と
のみを強調 し、一連の過程 の 中で行われ た信販会社 による一部 の独 自行
為 のみ にことさ らに注 目 して、購入者 の請求 を否定 した。
しか しなが ら、 (ア )で 述べ た民法理論 との整合性 とい う観点 は、ひ と
り2008年 改正前割賦販売法 30条 の4を め ぐる議論 にのみ該 当す るので は
な く、消費者契約法 5条 の適用場面 でも同様 に該当するもので ある。 この
ような観点を等閑視 して、形式的な法形式 のみを強調す る裁判例 [7]の
態度は、両契約 の関係 の本質を見失 っている もの と評価できるであろ う。
む しろ、両契約 の本質 を考慮すれば、「媒介」 とい う枠組みを超 えて両者
を一体的 に捉 える方向も考 えられる。 実際 に、いずれ も本稿 では直接 の
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検討対象 としていない裁判例 の 中に、消費者契約法 5条 を用 いず に、4条
の規定 をク レジ ッ ト契約 に直接適用 しているものが存在す る点 にも留意
してぉきたぃ

29。

なお、
『 逐条解説』は、消費者契約 の取消 しは善意 の第二者 に対抗 でき
ない とする4条 5項 の規定 について、そ こでの第三者 に信販会社 が含 まれ
うるとい う立場 をとるm。 しか し、上述 した点 も考慮 した うえで、 ク レジ
ッ ト契約 は売買契約 と同時 に成 立 している以 上、信販会社 は新 たな利害
関係 を有するに至 った とはいえず、同項 にい う善意 の第三 者 にはあた ら
ない とい う解釈〕を採用すべ きで ある。
もっ とも、割賦販売法上 にクレジッ ト契約取消権 が導入 された ことに
より、消費者契約法 5条 の役割が相対的 に小 さくなつているともい えるが、
この点 につい ては五で改 めて検討 したい。

(ウ )消 費者契約法 5条 へ の影響・ そ の 2‑一

消滅時効 との関係

また、平成 23年 最高裁判決 では、 ク レジ ッ ト契約 の締結 か ら6カ 月以
上を経過 したことを理 由 に、消費者契約法 7条 の消滅時効期間が経過 して、
購入者 Xに よる取消権行使が否定 され ている。
この点 については、立法 時 か ら消滅時効期間が非常 に短 く、被害者救
29小

林簡判平成 18年 3月 22日 消費者法 ニ ュー ス69号 188頁 (悪 質 リフォームによる床
下補強 工 事 〔
床 下補強契約〕 に伴 って締結 され た立替払契約 が、故意 による不利益事
4条 2項 〕 に基 づ き取 り消 された事例 )、 東京地判平成 21年 6月 19日 判時
実 の不告知 〔
2058号 69頁 (包 茎手術・ 亀頭 コラー ゲン注入術 に関す る診療契約 に伴 って締結 された
4条 2項 〕 に基づ き取 り消 された事例)。
立替払契約 が、故意 による不利益事実 の不告知 〔
なお、東京簡判平成 15年 5月 14日 最高裁判所ホ ームペ ー ジ (全 文掲載 )。 消費者法 ニ ュ
ース 60号 213頁 (要 旨のみ掲載 )は 、絵画 の展示販売 に伴 う立替払契約 に基づ き信販
会社 か らな され た支払請求 に対 して、購入者 か ら販売店 の行為が 4条 3項 2号 に該 当す
るため立替払契約 も5条 1項 によ り取 り消 され る とい う抗弁が提出 された。 しか し、裁
判所 は後者 について判断す ることな く、前者 に該 当す ることのみ を理 由 として、原告
である信販会社 の請求 を斥 けてい る。
∞
消費者庁編 。前掲注 1)149〜 152頁 。
鋭 日本弁護士連合
会編 。前掲注 1)107頁 。
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済 の実効性 を妨 げるので はないか とい う批判 がな され ていた。ただ、実
際 の裁判例 をみ る と、被害者 が実際に取消権 を行使す ることが可能 とな
る時点まで、消滅時効 の起算点 を繰 り下 げるな どして、柔軟 な解決 を志
向 している

32。

平成 23年 最高裁判決 の事案をみ ると、アポイ ン トメン トセールスの方
法 によ り、 いわゆる 「デ ー ト商法」 (異 性 による勧誘を通 して購入者 の心
理的関心を喚起 し、商品を購入 させ る取引手法 )が 行われ ている。 この
商法 では、実際 に契約 を締結 した後 も、業者側 が購入者 の心理的拘束 を
利用 して、事実上、 クー リング・オ フ権や取消権等 の行使 をさせない よ
うにす る ことも少な くない。た しか に、本事案 では、購入者 か ら信販会
社 Yに 対 して支払拒絶 の意思表示 がなされたのは、契約締結時か ら約 2年
6カ 月 を経過 した時点で あるが、その間め状況 を確認すれ ば、実際 には取

消権行使 ができなか つた状況 にあることも十分考 えられ る。そ の意味 で
は、契約時点か ら6カ 月 を経過 した ことのみを理 由 として請求 を否定する
のでは な く、 より詳細な事実認定 を求め て破棄 差戻 しとす る方法 を とる
ことも可能 であ った よ うに思われ る。
いずれ にしろ、 い うまで もない ことではあるが、消滅時効期間 の問題
は、本稿 で検討対象 とする消費者契約法 5条 の解釈 に直接関わるもので は
ない ことだ けは確認 しておきたい。なお、将来的 には、消費者被害救済
の実効性 を高 めるため、7条 の期間 を仲長す る必要がある ことはこれまた
い うまで もない ことも付言 してお く。

32消 費者契約法 7条 をめ ぐる学説 。裁判例 の状況 につい ては、 宮下修 ― 「消費者契約
『 困惑類型』 をめ ぐる議論 と裁判例 の
法 4条 の新たな展開 (3・ 完)一 『誤認類型』・
4号
63頁
50巻
も参照。
生
)61〜
(2010年
活研究
動 向」 国民
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消費者 契約 法 4条 と 5条 の 関係 一― 「重要 事項 」 の 意 味

1 4条 と5条 における 「重要事項」の範囲 をめ ぐる問題
す でに二 1(1)で 述 べ た よ うに、消費者契約法 5条 は、「第 二者」 が4
条 1項 か ら3項 までに規定 す る行為 をす ることを要件 としてい る。 この 4
条 の規定 の うち、5条 が適用 される場面 で問題 となる可能性が高い不実告
知 (4条 1項 1号 )お よび故意 による不利益事実 の不告知 (4条 2項 )は 、
その適用 の前提 として、それ らの行為が 「重要事項」 (4条 4項 1号 ・2号 )
に関するもので ある こ とを要求 している。
ところが、5条 1項 は、媒介 をした第二者 の行為 に4条 を 「準用」す る
とい うスタイル をとるため、売買契約等 に関する 「重要事項」 と並 んで、
信販会社 との間 の ク レジ ッ ト契約 に関す る 「重要事項」 について消費者
が主張 ・立証 しな けれ ばな らないのか 一― すなわち、4条 1項 1号 ない し
2項 が直接適用 される売買契約等 にお ける 「重要事項」 と、それを 「準用」
す るクレジッ ト契約 の 「重要事項」 の 内容 が異なるのか ―― とい う問題
が生 ずる こ とになる。

2

売買契約・ 役務提供契約 とク レジ ッ ト契約 におけ る 「重要事項」の
異同

(1)『 逐条解説 』 の見解

『 逐条解説』では、4条 4項 お よび 5条 の記述 のいずれ において も、特
にこの点 に関する言及はない。
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(2)学 説 の動 向
日本弁護 士連 合会 の コ ンメンタール は、4条 4項 の 「重要 事項」 の解説
に関連 して、「ク レジ ッ ト契約 と加 盟店 ◆消費 者 間 の契約 の密接 関連性 か
らす れ ば、加 盟店 と消費 者 の 間 の契約 の 役務 内容や 商 品 内容 は ク レジ ッ
ト契約 の 『重 要 事項 』 にあた る とい うべ きで あ る」 とす る33。
また、 池本 弁護 士 は、 割賦 販売法 2条 3項 ◆4項 に よれ ば、 ク レ ジ ッ ト
契約 の 内容 は、 特 定 の販 売業 者等 に よる商 品等 の販 売代 金 にあて る こ と
を 「契約 内容 」 また は 「取 引条件 」 とす る契約 とされ て い る として、立
替 金 の使途 で あ る販 売 契約 等 の 内容や効 力 は、 単 な る動 機 で はな く、 ク
レジ ッ ト契約 の 本 来 的 な構成 要 素 にあた る、 す なわ ち 「重 要事項 」 に該
当す る と述 べ る34。

(3)裁 判例 の動 向 とそ の検討
三 2(3)で あげた裁判例 の うち、5条 の適用が否定 されたもの について
は、三 3(3)で 検討 した 「媒介」 の有無 のみ が問題 とな つてお り、「重要
事項」 につ いて は、 問題 とな つてい ない。
また、 肯定例 をみて も、上記 の 日本弁護士連合会 の コンメンタールの
立場 と同様 に、売買契約 にお け る 「重要事項」 の判断 とク レジ ッ ト契約
にお け る 「重要事項」 の判断 を区別せず に同一の次元 で行 つている。す
で に三 4(5)で 検討 した よ うに、販売契約 とク レジ ッ ト契約 が実質的な
面 にとどま らず、契約法理 の面 か らみて も一 体的なもの と評価可能 であ
る こ とか らすれ ば、 この ような裁判例 の態度 を首肯すべ きで ある。
なお、 この点 については、5条 ではな く、4条 2項 を直接適用 した事例
では あるが、そ の適用対象 となる 「不利益事実」 につ き、分割払 い とい
う事項その ものは不利益事実ではない とす る一方で、分割払いの用途
日本弁護士連合会 編 ・ 前掲注 1)91頁 。
初 池本 。前掲注 18)15〜 19頁 、後藤 =池 。
本 前掲注 18)319〜 321頁
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因)で ある工 事 自体 に有効性がない ことは不利益事実 であるとした裁判
例 の存在 を指摘 してお くことにしたい

35。

また、裁判例 [6]で は、架空 ク レジ ッ ト契約 を締結すれば従前 に締結
したクレジッ ト契約 を解約で きる とい う販売業者 の告知 した事項 自体 が
ク レジ ッ ト契約 自体 の 「重要事項」 とされて い る。 ここでは、販売 の実
態を伴わない架空 ク レジ ッ ト契約 とい う特殊性 を考慮する必要があろ う。

消費者契約法 5条 と割賦販売法上の ク レジ ッ ト契約 の取消権 との関係

五

1

割賦販売法 におけるク レジ ッ ト契約取消権 の導入

すでに、一および三 4(4)(ア )で もふれ た ところであるが、2008年 の
特定商取引法・割賦販売法改 正 に伴い、特定商取引法 上の不実告知・ 故
意 による不告知 による販売契約 の取消 しが 問題 となる場面 では、 ク レジ
ッ ト契約 (個 別信用購入あ つせ ん契約 )も 取消 しの対象 とされ ることに
なつた

(割 賦販売法 35条 の3の

13〜 16)。 これは直接 には、クレジッ ト契

約等を利用 した販売契約等 に取消 し 。無効事由が存在す る場合 に、従来
は抗弁 の対抗 とい う形 で 未払金 の支払拒絶 は認 め られて いた ものの、既
払金 の返還 に関する規定 がなか つた ことか ら、 ク レジ ッ ト会社 と消費者
との間で紛争が多発 していた ことに対応す るために設 け られ た規定 であ
る

36。

具体的 には、 ク レジ ッ ト契約 を利用 して、特定商取引法 の規制対象

となる取引の うち通信販売を除 く5つ の取引 (訪 問販売 ・電話勧誘販売・
35小

林簡判平成 18年 3月 22日 ・ 前掲注 29)引 用判例。なお、 この点 について は、宮下
・
修 一 「消費者契約法 4条 の新たな展開 (2)― 『誤認類型』
『 困惑類型』をめ ぐる議
論 と裁判例 の動 向」国民 生 活研究 50巻 3号 (2010年 )31頁 も参照。
∞ 2008年 割賦販売法改 正前 の状況 と、改正後 に設 け られた ク レジ ッ ト契約 に関す る契
約取消権 の規定 の趣 旨につい ては、後藤 =池 本 。前掲注 18)309〜 324頁 (池 本執筆部
分)。 とりわ け、同書314〜 317頁 は、 この契約取消権 が消費者契約法 5条 の考 え方 を参
考 に立法 された ことを指摘す る。
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連鎖販売取引・特定継続的役務提供 ・業務提供誘引販売契約 )に よる販
売契約 に関わ るク レジ ッ ト契約 において、その契約締結 の判断 に影響 を
及 ぼす重要なもの、または、割賦支払総額 ◆毎月 の支払金額 ・支払回数・
支払期間 ・支払方法 の不実告知・ 不告知があ った場合 には、 当該 ク レジ
ッ ト契約 も取 り消 され ることになる

37。

2 5条 の役割 ―― 割賦販売法上の取消権 との関係
消費者契約法 と特定商取引法 で 同様 の規定がある場合 には、特別法 で
ある特定商取引法 の規定 が優先的 に適用 され る

(消 費者契約法 11条

2項

参照)。 すなわち、両者 に規定が設 けられ ている不実告知および故意 によ
る事実 の不告知 については、特定商取引法 上の規定が優先適用 される こ
とにな り、特定商取引法 の適用対象 となる取 引に伴 い締結 されたク レジ
ッ ト契約 についても、1で 紹介 した取消権 を行使 してそれを解消す る こと
になる。その分、消費者契約法 5条 が果 たすべ き役割は、2008年 の特定商
取引法 ・割賦販売法改正 以前 に くらべ る と、やや 小 さくな つてい るとい
うことがで きよ う。
もっ とも、特定商取引法 の適用対象 となる取引は消費者契約全体 の約
半数 で あ って、消 費者契約 において不実告知 ・故意 による事実 の不告知
があ った場合 のすべ て をカバ ーす るわ けではない

38。

提供

(消 費者契約法 4条

また、断定的判断 の

1項 2号 )、 事業者 の不退去 (同 法 4条 3項 1号 )、

事業者 による消費者 の退去妨害

(同 法 4条

3項 1号 )力 ｀
問題 となる場面 で

37具

体的な取消 しの要件お よび効果 について は、後藤 =池 本 。前掲注 18)324〜 342頁
(池 本執筆部分 )。
38国 生 セ ン ターの PIO― NET(全
民 活
国消費生活ネ ッ トワー ク・ システム)に 2010年
度 中 に寄 せ られた消費生活相談情報 の件数 は 88万 7,972件 にのぼる。 この うち、「店舗
外販売」 (=訪 問販売 十通信販売 +マ ル チ取引 +電 話勧誘販売 十ネガテ ィブ 。オプシ ョ
ン +そ の他無店舗販売)の 件数 は 42万 6,659件 (48.0%)で ある (国 民生活セ ンター編
国民生活 セ ン ター、2011年 〕18頁 お よび 36頁 )。
『 消費生活年報 2011』 〔
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は、そ もそ も特定商取引法上 に取消権 の規定 が用意 されてい ない ことか
ら、依然 として、消費者契約法 5条 が十分な役割 を果たす ことが期待 され
ている。
この ような状況に鑑みれば、ク レジ ッ ト契約 において消費者契約法 5条
を活用 してい こ うとす る試みは、2008年 の特定商取引法・ 割賦販売法改
正後 もそ の意義 を失 つてお らず、それ らの法律 で新設 されたク レジ ッ ト
契約 の取消権 とのバ ランス をとる意味をふまえる と、む しろます ます重
要 にな つて きて い ると評価する こ とがで きるであろ う。

3

割賦販売法 上の取消権 の法的性質

2で 検討 した ように、割賦販売法上 の ク レジ ッ ト契約 の取消権 の適用範
囲は、消費者契約法 5条 の適用範囲と重な つてい る。 もつ とも、特定商取
引法上 の不実告知 ・故意 による事実 の不告知 を理 由 とす る取消権 は、消
費者契約法 上 のそれ よりも要件 が緩和 されて い ることか ら、適用範囲が
広 く、使 い勝手 の よい もの とな つてい る

39。

その意味では、特定商取引法

および割賦販売法上の取消権 の規定 は、消費者契約法 4条 ・5条 でクレジ ッ
ト契約 を取 り消す ことができない場合 もカバ ーす るもので あるとい える。

そこで、両者の法的な性質、すなわち、割賦販売法上の取消権の規定
は、①消費者契約法5条 がクレジット契約にも適用されることを確認的に
規定したものか、それとも②同条が直接適用されないところを創設的に
規定 したものか、が 問題 となる。いわば、三 4で 検討 した2008年 改正 前
割賦販売法 30条 の 4を め ぐる状況 と同様 の検討 を行 う必要 がある。

39こ の につ いては、
点
宮下修 一 「消費者契約法 の改 正課題 ―― 契約取消権 お よび情報

提供義務 を中心 として」法時 79巻 1号 (2007年 )92〜 93頁 、同 「消費者契約法 4条 に
おける契約取消権 の意義 一― そ の現状 と課題」静 岡大学法政研究 11巻 1=2=3=4合 併号
(2007年 )96〜 99頁 、同 。前掲注 32)67〜 69頁 。
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この点 につ き、 クレジ ッ ト契約 では信販会社が加盟店 を通 じてクレジ
ッ ト契約 を獲得す る営業活動 を行 つてい る、 すなわち実際 の契約 の締結
行為は加盟店 によ り行われてい ることか ら、そもそも加盟店 は 「媒介者」
すなわち消費者契約法 5条 にい う「第 三者 (受 話者等 )」 に該当 し、割賦
販売法 上の取消権 の規定 はそれ を確認的 に規定 したものにす ぎない とい
う見解がある。 この見解 は、2008年 の特定商取引法 ・割賦販売法改正 を
め ぐる議論 において、消費者契約法 4条 3項 1号 ・2号 が適用 される場面 で
は、 同法 5条 によ リク レジ ッ ト契約を取 り消す ことがで きると説明されて
いた ことも、そ の論拠 としているЮ。
す でに、三 4(5)で 検討 した よ うに、売買契約等 とク レジッ ト契約 は、
実態 として、 契約締結 に際 してその基本的な部分 を加盟店である販売業
者等 が行 うとい うばか りではな く、そ もそ も民法 の一般 理論 の面か らし
て も一体的な もの と考 え られ る。その ことを考慮すれば、割賦販売法 上
の取消権 の規定 は消費者契約法 5条 の確認規定であるとする上記 の見解 が
支持 され るべ きである。
また、消費者契約法 4条 では取 り消す こ とができない ものの特定商取引
法上 の規定 によ り取 り消す ことがで きる場合 において行使 され る割賦販
売法上の取消権 について も、そ の部分 は2008年 の特定商取引法 ・割賦販
売法改正 によ り創設 された と解す るべ きではない。2008年 を さかの ぼる
こ と4年 前、特定商取引法 上の契約取消権 が新設 された 2004年 の 同法改
正は、 同法固有 の事情 ではな く、あ くまで急増す る消費者 トラブル に対
応す るために、それ らの トラブルが生 じてい る取引 の相当部分 をカバ ー
していることをふ まえて行われた もので ある
・ 。2008年 の特定商取引法 ・
割賦販売法改正 も、消費者契約 をめ ぐる被害 の増加、 さらにそ の契約 に
池本 。前掲注 18)6頁 、後藤 =池 本 ・ 前掲注 18)317〜 319頁

(池 本執筆部分 )。

4消 費者庁取 引 。物価対策課 =経 済産業省商務情報政策局消費経済対策課編

『 平成 21

年版

特定商取 引 に関す る法律 の解説』 (商 事法務、2010年 )91頁 。

―‑
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伴 い締結 され るク レジ ッ ト契約 が悪 質 な消 費者被 害 を助長す る よ うな役
2。

割 を果 た してい る とい う状 況 を念頭 にお いて 行われ た もので あ る

これ

らの 点 を考 慮 すれ ば、 本段 冒頭 に述 べ た場 合 は、 む しろ、消 費 者 契約 法

5条 が本来規律す べ き場面 の一 部 を、割賦販売法 上 の取消権 の規 定 が い わ
ば 「肩 代わ り」 して 規律 して い る とい うこ ともで きる。 したが つて 、 こ
の場合 であ って も、割賦販売法 上 の取消権 の規定 は、消費者契約法 5条 の
確認規 定 で あ る とい う見解 を維持 す る こ とは可能 で あ ろ う。

民法・ 消費者 契約 法改 正 をめ ぐる議 論 と消費者 契約 法 5条 の 取扱 い

六

1

緒論

現在、民法改正へ 向けた議論 が進んでいるが、そ こでは、民法 の 中に消
費者契約法 の規定を取 り込 も うとする提案 もなされている。また、その一
方 で、民法 とは別 に、消費者契約 法や特定商取引法・ 割賦販売 法 の規定
を統合 して、統 一的な消費者取引法 を制定 しようとする提案 も存在す る。
そ こで以下では、消費者契約法 5条 の取扱 いに絞 って、立法動向を簡単
に振 り返 つてみ ることにしたい。

2

民法改正全向けた動 きと5条 の取扱 い

(1)民 法

(債 権法 )改 正検討委員会案

民法 の債権法 と総則 の うち意思表示 に関連す る部分 の改正をめぎす民法
。
(債 権法)改 正検討委員会 (委 員長 :鎌 田薫 早稲田大学教授)が 示 した
「債権法改正の基本方針」によれば、消費者契約法 4条 1項 1号 の不実告知
。
費者庁 =経 済産業省編 I前 掲注 41)29〜 32頁 、後藤 =池 本 前掲注 18)25〜 34
頁 (池 本執筆部分 )。

42消

一‑
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と同条 2項 の故意 による不利益事実の不告知は、民法上の意思表示の中に新
1.5。 15】
に
設 され る 「不実表示」 による取消 しを定 めた一般規定 である 【

1.5.15】 の2項 は、表意者 の意思表示 の判断
吸収 される ことになる。その 【

に通常影響 を及ぼすべ き事項 につ き第二者が事実 と異なる ことを表示 した
場合 には、①第 三者 が相手方 の代理人そ の他そ の行為 につ き相手方 が責

任を負うべき者であるとき、または②相手方が第二者の表示につき悪意・
有過失の ときに、表意者が契約を取 り消す ことができるとしている

43。

上記 の うち、② は第三者 による詐欺 と同様 の規定を不実表示の場合 に

設けようとする提案である。また、①は、消費者契約法が事業者による
第 二 者 へ の媒介 の委 託 を要件 として い る の に対 して、 さ らにそれ を一 般

化 したものである。 この① は、三3お よび4で 検討 した消費者契約法 5条
にい う、「媒介」 とい う要件を排除 している。もっ とも、表意者
契約 の場合は消費者)の 相手方 となる者

(消

(消 費者

費者契約 の場合 は事業者)

が責任 を負 う範囲を、第二者の うち、「その行為 につ き相手方が責任を負
不実表示をした場合 に限定 している。ただ、そ こであげら
うべ き者」力｀
れてい る具体例 によれば、相手方が一般 の個人である場合 にはここでい
う「相手方が責任 を負 うべ き者」にあたらないと考 える余地もあるが、
相手方が事業者である場合 にはそれにあたるとされている

44。

また、消費者契約法 4条 1項 2号 の断定的判断の提供、4条 3項 1号 の事
業者の不退去、同項 2号 の事業者 による消費者への退去妨害 については、
1.5。 19】
1.5。 18】 ・ 【
として、民法上に消費者契約 の特則 として
それぞれ 【

規定することが提案 されている。これ らの提案は、いずれも第三者が上
記 の各行為を行 った場合 には、不実表示の場合 と同様 の規定を設けて、
契約取消 しを認めている
43民 法

(【 1.5.18】

(債 権法)改 正検討委員会編『詳解

1.5。 18】 2
1.5。 19】 2項 〔
2項 ・3項 、【
【

債権法改正の基本方針

事法務 、2009年 )124〜 125頁 。
44民 法 (債 権法 )改 正 検討委員会編 。前掲注 43)127〜
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項 ・ 3項 を準用 〕)巧 。

(2)民 法 改 正 研 究会 案
担保法を除 く民法の財産法全体 の改正をめざす民法改正研究会 (代 表
加藤雅信・上智大学教授 )の 「民法改正

:

国民・ 法曹・ 学界有志案」 に

よれば、「不実表示」につ いては、1で 紹介 した 「債権法改正の基本方針」
と同様 に、民法上 に一般規定 を設 け ることを予定 している (56条 1項 )46。
ただ し、煩瑣 な改正 を避 ける等 の理 由か ら、消費者契約 についてはレフ
ァレンス規定 を置 くにとどめるとい う方針 を採用 しているため

47、

消費者

契約法 5条 の規定 も同法 にその取扱 いが委ね られてお り、個別には言及 さ
れて いない。

(3)法 制審議会 ・ 中間的な論点整理
2009年 11月 に設置 された法制審議会民法 (債 権関係 )部 会 (部 会長

:

鎌 田薫 ・早稲 田大学教授 )は 、1年 半 にわた り検討を重ねて、2011年 4月
に 「民法 (債 権関係)の 改正 に関す る中間的な論点整理」 (中 間的な論点
整理 )を 公表 した。 それ によれ ば、意思表示 に関する規定 を、詐欺 ・強
迫 のみな らず、不実表示がある場合 にも拡充す ることが提案 されて い る
が (第 30 意思表示・5 意思表示 に関す る規定 の拡充)、 第三者が不実
表示を行 つた場合等 については特 に言及 されていない

48。

また、断定的判

断 の提供や事業者 の不退去・事業者 による消費者 の退去妨害 の規定 を消
費者契約 の特貝Jと して民法 の 中 に設 けるか否 か とい う点 につい ては、そ
45民 法

(債 権法 )改 正 検討委員会編 。前掲注 43)149〜

160頁 。
民法改正研究会編『民法改正 国民・ 法曹 ・ 学界有志案』 (法 律時報増刊 )(日 本評
論社、2009年 )125頁 。
47民
法改正研究会編 ・前掲注 46)66頁 。民法改正研究会の立場 の詳細 は、民法改正研究
会『民法改正 と世界 の民法典』 (信 山社出版、2009年 )23〜 25頁 (加 藤雅信執筆部分)。
48商
事法務編『民法 (債 権関係)の 改 正 に関す る中間的な論点整理 の補足説明』 (商 事
汚姜務暮、2011詢 ド) 247‑250ア 護。

―‑
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れ 自体 が特 に言及 されていない。
もっ とも、法制審議会 にお ける議論で用 い られ た部会資料 12‑2に よれ
ば、少な くとも消費者契約法上 の不実告知 ・故意 による不利益事実 の不
告知 を、民法上 の一般規定 として取 り込む か否 かを検討す る過程で、関
連論点 として第二者 に よる不実表示 の規定 を設 け るべ きか否か提示 され
る とともに、参照条文 として消費者契約法 5条 があ げられ ている

49。

なお、 この法制審議会の部会資料 12‑2に 対 しては、大阪弁護士会から、
第二者 による不実表示については、①第三者が法人の従業員等相手方が
責任 を負 うべ き者である場合、または②第二者 による不実告知の事実 に
つ き相手方が悪意・有過失の場合も取消 し対象 とするべ きであるとする、
(1)で 紹介した 「債権法改正の基本方針」 と同様 の内容の意見が公表さ
れてい る

50。

3

消費者取引法制定へ 向けた動 きと5条 の取扱 い

2で 紹介 した民法改正へ 向けた動 きに対 して、近畿弁護士会連合会消費
者保護委員会 は、統一消費者法典 の制定 をめ ざして 「消費者取引法試案」
を公表 している。それによれば、取消権 に関す る規定 として、 [1‑3‑2‐ 6](媒
介 の委託 を受けた第二者及 び代理人)に 、現行 の消費者契約法 5条 の規定
を踏襲する形 で

(た

だ し、 民法 96条 1項 の詐欺 の場合 にも同様 の効果 が

生 じる ことを明示 した うえで)規 定 を設 けているЫ。
ここでは、本稿 で検討 した 「媒介」 をめ ぐる議論そ の もの は、特 に条
49民

事法研究会編集部編『民法

(債 権関係)の 改 正 に関す る検討 事項』 (民 事法研究会、

2011年 )339‑346頁 。

m大 阪弁護士会編『 民法

法制審 の検討事項 に対
(債 権法)改 正 の論点 と実務 (上 )
す る意 見書』 (商 事法務、2011年 )760頁 。
引 近畿弁護士会連合会消費者保護委員会編『消費者取 引法試案 ―― 統 一 消費者法典 の
実現 をめざして
。

(消 費者法 ニュース別冊)』 (消 費者法 ニ ュース発行会議、2010年 )52〜

54]釘
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文化 に際 して反 映 され てい な い 。

4 5条 の 取扱 い をめ ぐる方 向性
2で 検討 した よ うに、 消費 者契約 法 5条 をめ ぐる民法 改 正 の議論 で は、
独立 した 条文 では な く、不実表示や 断定 的判 断 の提 供 の規 定 に融 合 させ
る とともに、「媒介」 とい う要件 を排 除 した うえで、 少 な くとも事業 者 一
消費 者 間 の契約 で 多段 階 にわ た る 関係 が生 じた 場 合 にお け る取 消権 行使
の範 囲 を拡大す る こ とが提 案 され てい る。

筆者 自身も、「媒介」 とい う要件 がもつ 限界性 をふまえれば、その要件
を排除す るとい うこ とには賛成である。また、「債権法改正の基 本方針」
の提案す る 「その行為 につ き相手方が責任 を負 うべ き者」 とい う表現 に
つい て も、そ の解説 にあるよ うに、 相手方 が事業者 で ある場合 には基本
的 には取消権 の行使 が可能 となるとい う立 場 をとるので あれば、そ の見
解 を採用す ることに特 に異論 はない。
しか しなが ら、その ような規定 を消費者契約法を改正するとい う形 で設
けるのではな く、民法 の 中に取 り込 も うとする考え方 には賛成 できない。
筆者 としては、 これ らの規定 を一般法 として の民法 に組み込 む こ とに
より、逆 に制約 二― 要件 の厳格化 。効果 の縮小な ど二十 が生 じるので は
ないか と危惧 して い る。 実際 に、不実表示 の規定 を一般的な形で規定す
ることについ ては、実務界 か ら、直接 には 「債権法改 正の基本方針」 に
対す るもので はあるが、表意者保護 と表意 者 の相手方ない し取引の安全
の保護 とのバ ランス、 契約実務 の取扱 い との相違点、消費者 の相手方 に
なる場合 の消費者保護 な どについて十分な検討がな され ていない とい う
ことを理 由 にして、否定的な意見 も強 く出 され ているジ。
認 金融法委

員会 「不実表示 にかかる債権法改 正 に関す る論点整理」NBL940号 (2010
年)18〜 25頁 。
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もし民法 に組み込 む こ とによりそのよ うな事態 が生 じるので あれば、
む しろ現行 の消費者契約法 を改 正 し、取消権 に関す る規定を拡 充す る と
い う方法 ―― 将来的 には、統 一 的な消費者法典 を制定 して統合す ること
も視野 に入れて一― を とることが、現状 では最善 の策 である とい えるで
あろ う

53。

なお、最後 に、今後 の民法 と消費者契約法 の改 正の方向性 について一
言 してお くこととしたい。 両者 の関係 につ き、消費者法独 自の発展 を図
るのか、あるいは民法へ の統合 を図るのか、「いずれ の道 を選ぶかは、 日
本 の法体系 の全体像 をどの よ うに構想す るか とい う根本問題 にかかわる」
もので ある

54。

「ぁる規律 をどの法典 に収 めるべ きか とい う問題 は、単 な

55で
る法制 上の整理 の問題 で ある とい う見方」
は論 じきれない 問題 で ある

こ とを肝 に銘 じて お くべ きであろ う。

【
付記】
本稿 は、2010年 11月 に急逝 された津谷裕貴先生の追悼論文集『消費者
保護 と法』 (民 事法研究会、2011年 )に 寄稿するために、執筆 されたもの
で ある。 ところが、筆者 の作業 の遅れか ら、原稿 を提出 した時点ではす
でに出版準備 が進 んでいたため、 掲載す ることが叶わなか った。本来 で
あれ ば、 このよ うな形で公表す べ きではないが、追 悼論文集編集委 員 の
諸先 生方、また、民事法研究会 編集部 のみな さま より、別 の媒体 で掲載
しては ど うか とい う温 かいお言葉 をいただい た こともあ り、そ の後 に出
された裁判例 の紹介 を合む修正 を加 えた うえで、今回、本誌 に寄稿す る

53こ の点 について は、宮下 。
前掲注 32)75〜 76頁 も参照。
54山 本敬三 「
契約規制 の法理 と民法 の現代化 (2・ 完)」 民商法雑誌 141巻 2号 (2009年 )
451褻 。
55法 制審議会民法
『会 第 10回 会議議事録 45頁 。なお、 同議事録 について
(債 権 関係 )音
は、法務省ホームペ ージで閲覧可能である (ア ドレス :http://Ⅵ 甲￢r.moi.go.jp/∞ ntellt/
000050017.pdf)。
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ことに した も ので あ る。追悼論 文集編 集委 員 の 先 生 方 お よび民 事法研 究
会編集部 の み な さま の ご厚 情 に心 か ら感謝 申 し上 げ る とともに、亡 くな
られ た津谷 先 生 な らび に ご遺族 の み な さま に この よ うな形 で 論 文 を献 呈

する ことにつ いて心 よりお詫び申 し上 げたい。同時に、津谷先生 に、 こ
の場 を借 りて、哀心 より追悼 の意 を表す る次第 で ある。
なお、本稿 は、科学研究費補助 金 (課 題番号 :23530092)の 研究成果
の一部 で ある ことも付言 しておきたい。
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消費者 契約 法 5条 関連裁判例 一 覧表
裁判例
番号

裁判所

判 決
年月 日

出

(H=平 成)

典

1

東京簡裁

H16.11.29

Law.com(第 一法規
法情報総合デ ー タベ ー
ス・判例体系)28100407
LLI判 例検索 (LLI統 合
型 法 律 情 報 システ ム
[「 判例秘書」アカデ ミ
ック版 ])05960069

2

札幌地裁

H17.3.17

消費者法 ニ ュース
64号 209頁 (要 旨のみ掲
載 。本文確認済み)

東京簡裁

H19.7.26

5条 適用
の有無

契約内容

○

学習教材 (単 なる書籍販売ではな
く、通信添削指導・入試情報提供 。
フ リーダイヤル による学習・教育
相談等の役務提供契約を包合)の
訪問販売
★立替払契約

○

ネックレスの展示販売
★立替払契約

○

防湿斉1置 きマ ッ トの訪間販売
★立替払契約

○

貸金 の連帯保証

Dl‐

Dl― Law.corn28152648

LLIttJll彩 じ素06260017

裁判所ホ ームペ ージ
右京簡裁

H21.1.13

消費者法 ニ ュース84号
お 頁 (要 旨のみ掲載 。本
文未見)

京都地裁

H21.5.21

23頁 (要 旨のみ掲載 。本

消費者法 ニ ュース84号

貸金の連帯保証

文未見)

大津地裁
長浜支部

三島簡裁

H21.10.2

H22.10.7

消費者法 ニ ュース82号
206頁

消費者法 ニ ュース 88号
5セ ツ
野津
典)。 397
頁 (要 旨お よび解説掲
載)

225]= (7卜

―‑
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○

デー ト商法 (ス ーツ・ コー トの購
入/た だ し、商品受領せず)
→購入 のつ どク レジッ ト契約締結
→販売店が、上記クレジッ ト契約
を解約するため と称 して、男Jの 信
販会社 と新たに架空 のクレジッ ト
契約 を締結

健康電気器具の売買契約
マルチ商法〕
)
売取引 〔
★立替払契約

(連 鎖販

※両契約 とも取消 しを求める

消費者契約 と媒介 一― 消費者契約法 5条 の意義

準用対象条文

断

の

概

要

4条 1項 1号

未成年者 (15歳 )の 息子に勧誘
→ 契約者 :母 親 =中 国人 (日 本語が よく理解できず)
最初 に、割賦販売法 30条 の4適 用 の有無 を判断
→ 合意解約 :業 者 に帰責性 があれば抗弁事由に該 当
→業者は、母親がよく理解 していない とい う実態を知 りなが ら、金額等重要事項の説明
をことさらにせず =契 約締結に際 して信義則違反 の特段の事情が存在 し、帰責性あ り
→ または特定商取引法上の特定継続的役務提供契約 として中途解約 も可能
→ いずれ にしろ、抗弁事由あ り=割 賦販売法 30条 の4適 用
次 に、4条 1項 1号 お よび5条 適用 についても判断
→ クレジッ ト契約 :事 業者たる原告が販売店 に消費者契約 の締結 につ き媒介 をす るこ
とを委託 した もの =5条 適用

4条 3項 2号

・ 購入者 =81歳 で度重なる貴金属購入 で代金支払いが困難
・ 立替払委託契約 の委託 :5条 の 「委託」 十従業員 による勧誘 :5条 の受託者等 の代理人
による 「媒介」
=5条 適用

4条 3項 1号

・ 販売店解散後 に権利義務を承継 した者 +信 販会社 に対 して訴訟提起
・ 売買契約 と立替払契約は密接不可分 +販 売会社従業員が立替払契約 の同意 の取 り付 け
→ 「媒介」 =5条 適用

4条 1項 1号
4条 1項 2号

4条 1項 1号
4条 1項 2号

貸金業者が借主 に連帯保証人を探 して くるよ う依頼
→連帯保証契約締結 の媒介 を依頼
=5条 適用
・ 「媒介 の委託を受けた第二者」 =事 業者 の共通 の利益 のために契約締結 に尽力 し、勧
誘行為 が事業者 の行為 と同視 できるよ うな関係
→借主 =貸 金業者 の事業活動拡大等 のためではな く、あ くまで 自らの資金獲得 とい う
利益 のために保証人 となるよ う依頼
→ 貸金業者 と共通の利益を有 してお らず、第二者 にあた らない =5条 不適用

0販 売店担 当者が無断 でクレジッ ト契約作成
4条 1項 1号

→超人口座 (支 払延滞者用 の専用 日座)に 、当該延滞者ではない原告名で振込
◆被告信販会社 の承認 を得ていない代理店 による販売
→ 承認 を得た代理店たる 「第三者 か ら委託 を受 けた者」

=5条 適用

4条 1項 1号

)
手数料含む〕
代金 =47万 円余 (立 替 金債務 63万 円余 〔
→ 29万 円余既払 い
→ 既払い分 のみ販売会社 ・信販会社 の双方 に請求
5条 の 「媒介」 =販 売会社 の尽力によつて信販会社 が消費者 と契約締結 さえ済ませれ
ばよい とい う状況 にした こと (『 逐条解説』 の定義 )
→①媒介 の委託な し十②独 自に商品購入の事実・契約内容 の了解 ・立替払契約 申込意
思確認 +③ ② の際に動機 の 申 し出がな く、不審な点な し
→ 「媒介」な し=5条 不適用
控訴審 (静 岡地裁)第 2回 口頭弁論期 日 (平 成 23年 2月 15日 )で 和解成立 =信販会社
既払金全額返還 /消 費者 :信 販会社 に1万 円支払 つた うえで商品返還
:
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