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■ 消費者保護法制講演会 ■
中国 における消費者撤 回権 と実際 の動向
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中国

中華人民共和国消費者権益保護法 は、 1993年 に採択 され、 199441月 1日 より施行 された。 そ し
て、2008年 、 この法律 の改正 は全国人民代表大会常務委員会 の立法計画に収 め られ、今後全面的 な

改正が行われる予定である(1ヽ 今回の法律改正の理由は次の通りである。第一に、本法が施行 され
て以来、中国経済が著 しく発展 していることから、改正により現実社会 に対応すべ きである。 この
十数年間、中国社会 は衣食 の問題が解決 され、徐々に豊かになってきてお り、消費者権益保護の間
題 について、 より多様 な対応が必要 とされている。 これは、改正を促進す る根本的な原因である。
第二に、消費領域 に関す る公衆的な事件が増え、 これが改正を促進す る直接 な原因 となっている。
各国の消費者法の立法と改正 の多 くは、消費者運動 とこれに係わる公共事件による推進 と関連 して
いる。近時、中国では、食の安全、乗用車、家屋などの高額取引、ネッ ト上の消費、金融消費など
に関する事件が発生 し、法の改正が注目の的とな った。第二に、中国の社会主義の色彩を持つ独特
の法体系の もとで、具体的な消費者法整備が研究の重要なテーマとなる。欧米などの各国の改正、
とりわけ消費者金融問題の議論は、整備のために良 い経験 と理論を提供 して くれた。
現在、整備 については、国家工商総局が主な責任部門 となっており、2009年 には改正 に関す る座
2ヽ
2010年 11月 の報道によれば、改正草案 は国務院に提出され、改正の作業が進め
談会が行われたく
られている(い 。 しか し現段階では、改正は議事に取 り上げられていない。改正 に関する学界の議論
を巡 っては、消費者権益保護法研究会、最高人民法院応用法学研究所、人民大学民商法律研究セン
ターが共催することにより、総論、消費者 と経営者の権利 と義務、消費者権利 の保護、法律責任 に
ついて 4つ の研究会が開催された ヽ
撤回権の理論 と制度設計 はホットな話題 となり、改正の中核 となる問題でもあるため、本文 は制
度設計を中心 に現状 などを踏まえ紹介 したい。
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― 、消費者撤回権 の名称 と法体系 における位置 づ け
撤回権 に対 し否定的な見解 も存在 しているカメ5ヽ 現在は、学界 においてこの制度を規定す る傾向
が顕著である。従来の法律では撤回権がないため、その名称および位置づけは重要な議論となった。
撤回権 に類似す る名称 には、
、
「後悔権」
「取消権」、
「冷静期」が存在 している。後悔権は、道徳
的マイナス評価の側面をもち、消費者が契約を守 っていないという誤解をもたらす。また、消費者
自身の原因により取引を取り消 したイメージを与える。 しかし、実際、権利の行使 は事業者の故意・
過失 による場合 も含 まれているため、 この制度 を消費者の後悔権 と称すべきではない。取消 しと撤
回は、契約法における意思表示制度において区別 されており、意思表示の効力発生 のものと未発効
の ものにそれぞれ対応 している。中国民法通則 と契約法では、取 り消 しうる民事行為、債権保全の
取消権が規定されてお り、契約法各論および破産法において も取消権制度が定められている。取消
権の概念 がよ く利用 されているが、その体系化が遅れている。消費者権益保護法 に撤回権を導入す
ることは、混乱 している取消権概念 と一線を引くことができよう。
また、消費者が撤回権を行使 した場合、消費者 と経営者間では契約が締結 されているが、撤回権
の存在 により消費者が契約効力の拘束から解放 されることになる。 したが って、消費者にとって消
費者契約 は成立 しているが効力未発生であり、その効力に拘束 されていない権利の名称 を撤回権 と
するならば、契約法における取消権と撤回権 とを区別す る方法 に一致 させることになろう。なお、
冷静期制度 は、英米法の表現であり、中国大陸の伝統 と符合せず、消費者の権利の側面を明確化す
ることもできないため、その使用 に賛同 しない。
立法体系を巡 って、2002年 ドイツ債権法改正では、消費者撤回権 は民法 に取 り込まれているが、
この影響を受け、中国法においても民法又は契約法 により撤回権を規定すべきとする意見がある。
しか し、 ドイツが直面 している消費者主体の確定、消費者撤回権根拠説明に係わる問題 は中国にお
いて も存在する。
さらに、中国の民法制定又 は契約法改正の困難 さを考えると、消費者法制 において撤回権を規定
するのは現実的な考えであると言えよう。消費者法 における位置づ けを巡 り、消費者収益保護法 の
改正案では消費者契約 という章が設けられておらず、消費者の権利 。義務が骨格 とされているため、
第二章 の消費者の権利の部分で規定すべ きであろうd工 商総局の改正案第 2稿 では、撤回権 はその
第 9条 の消費者の自主的選択権の第 4項 により規定 されている。筆者の観点 として、撤回権内容の
複雑 さおよび理論上の明晰 さに鑑みると、詳細な規定を設けるべ きであり、単独 に 1か 条又 は数か
条 によってその行使に関する規則を明確すべ きである。

―
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二 、撤回権 を正当化する根拠
撤回権は消費者 に有利であるが、民法 における契約自由、契約遵守の基本原則に反 しているだけ
でなく、経営者の負担をも加重 している。 したがって、 この制度の正当性を探究するのが重要な問
題であろう。
現在、その正当性の一般的な理解 として、消費者 は弱い立場にあること、又は契約締結過程の意
思の不自由であることが考えられている°ヽ こうした理解がやや不十分であり、他の二つの側面か
ら分析を行 うべ きである。第一に、契約の観念上の変化 は撤回権の樹立 に可能性を与えたのか、第
二に、消費者は現行法制において有効 に救済 されるかである(1ヽ
契約観念の変化 について、形式上古典期 の契約自由は基本原則 とされているが、契約の実質的自
由観 は契約法 に一定 の変化をもたらしている。
「 契約 の死Jお よび私法自治を実現する能力に対す
る ドイツ学者の反省を受け、契約の形式的自由と実質的自由の関係を考える必要性が浮上するよう
になった。 そして、撤回権は実質的な契約 の自由を維持する道具になると理解されている。ヽ
現行法制度が有効 な救済を与えられるか否かについて、仮にその他の制度から救済 されることが
可能 であれば、意思自治 という私法原則 に甚大な破壊を与えるため、撤回権を設けるべきではない。
仮 に関連する救済制度が存在 していなければ、撤回権制度の必要性を証明できるようになる。
中国現行の法規定 を見ると、撤回権 と同様な法律効果をもたらす制度としては、契約法上の効力
発生 させない制度、契約解除制度、試用売買契約および製品品質法の「三包」制度がある。

i、

契約法上の効力を発生させない制度

民法通則では、民事法律行為の効力発生要件が規定されており、契約法 において、契約 の成立 と
効力発生 とが区別 されている。理論的には、ある契約は成立すれば、効力発生要件を満た していな
くても、一律無効 とされるわけではない。 この契約は無効と有効の中間状態に属 し、取 り消 しうる
契約、効力未定 の契約、条件又は期限付 き契約 にな りうる。
契約の効力発生制度を用いて撤回権を解釈すれば、消費者が契約を締結 しても直ちに法律効果を
生 じさせずに、消費者のために一定の期間を設けて契約の拘束力を受けるか否かを考える機会を与
えることになる。 この理解 は条件付き契約 に類似 してお り、すなわち特定の法定期間内に消費者が
契約を撤回 しないことを契約の効力発生要件 としている。 しかし、両者の相違は、条件付き契約は、
当事者の約定 によるものであ り、その条件は法律 によって直接規定す ることがで きないのに対 し、
撤回権 は法律が規定する権利である点で両者 は異なる。
仮 に撤回権は契約の効力が生 じなかったことによるものであると理解するならば、契約法 におけ
る契約成立 と効力発生の基本規定に反することになる。なぜなら、当事者が発生要件を約定するこ
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と又 は法定 の効力発生要件 を満 たさないことがない限 り、契約法44条 によれば、法律 に従 い成立 し
た契約 は成立時か ら効力 が発生す るか らである。具体的な消費者契約 において、契約 が成立 し、か
つ法定 の効力発生要件を満 た した場合、 その契約 がす ぐに効力が発生 しないことは、取 り消 しうる
又 は効力未定 の契約 に属 さず、条件又 は期限付 きの契約 とも異 なる。 そのため、 なぜ このような契
約 は効力が発生 しないのかという論理上 の疑間 を もた らす。

2、

契約解除制度

契約法93・ 94条 は、契約 の解除制度 を規定 してお り、協議 による解除 と法定解除制度 が設 け られ
ている。消費者撤回権 は法定 の権利 に属す るので、当事者 の協議 による解除 と無 関係 であるため、
法定解除制度 に関連 して いると言 えよ う。 しか し、撤回権 を法定解除 と考 える場合 は、以下 の問題
が生 じる。
第一 に、99年 の契約法 の立法意図を見 ると、契約 の解除 は厳格 な制限 を受 ける。消費者 に法定期
間内 における任意解除 の権利 を付与すれば、契約法 の立法趣 旨に反す ることになる。
第 二 に、94条 は五 つの法定解除事項 を列挙 して い るが、仮に消費者 に、無条件 の撤回、情報、判
断能力上 の理由、あるい は経営者 の微少 な瑕疵 を理 由に、 その撤回 の権利を認 めれば、 94条 との間
に皿蛭 が生 じる。
。
第 三 に、契約法 では、解除 と債務不履行 の損害賠償 が併存 できる ヽ つ まり、撤回権 が解除権 に
取 って代 わ られると、 消費者 が損害賠償責任 を負 う可能性 が現れる。 しか し、 この方法 は、消費者
が コス トを負担 せずに保護 されるとい う制度趣 旨に反す る。

3、

試用売買契約

契約法分則 (各 論)の 売買契約 の規定 において、試用売買契約 が定 め られて いる。 その規定 によ
れば、約定 された試用期間内 にお いて、買主 は購入す るか否かを自由に決 めることがで きる。試用
売買契約規定 における法的効果 は、撤回権 のそれ と相似 して いるが、両者 は同様 なものではない。
試用売買契約 お いては、両者 が試 用 の内容 を約定 しなければ、買主 は関連す る権利 を有 しな いこと
になる。 これに対 し、消費者契約 における法定 の撤回権 を特別 に設 ける ことは、消費者 は事業者 と
撤回 の事項 を約定す る必要がな くなり、 よ り消費者 の保護 に有利 となる。

4、

製品品質法 における「 三包」制度

製品品質法40条 は、販売者 の修理、交換、返品義務 を規定 しているが、返品 の要件 について明確
に定 めていない。 また、行政法規 の レベルでは、 1986年 には「 一部 の国産電器 に関す る三包規定」
があ り、後 に1995年 の「 一部 の商品の修理、交換、返品責任規定」 に取 って代 わ られた。 この規定
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は3つ の状況を定 めている。第一に、商品が販売された日から7日 間以内に故障が生 じれば、消費
者 は修理、交換、返品を選択することがで きる。第二に、三包期間内に、 2回 の修理を経てなお正
常に使用できない場合、返品を選択することがで きる。第二に、三包期間内に、交換の要件 を満た
しているが同様な商品がなく、消費者はその他の型の商品 と交換 した くない場合 には返品を要求す
ることができる。
三包制度は消費者保護に資するが、撤回権制度の趣旨と大きな違 いがある。
まず、三包は品質の保証の角度から消費者 を保護 してお り、撤回権 は消費者の自由意思を保障 し
ているため、両者 の趣旨が異なる。次 に、三包の対象は基本的に製品に限定 しているのに対 し、撤
回権の適用範囲はよ り広範 に渡る。そして、三包における返品は2回 の修理など具体的制限がある
のに対 し、撤回権 はそのような制限が存在 しない。
したがって、現行の法律上の規定 における消費者撤回権の効果 に類似する制度、つまり契約効カ
発生、契約解除、試用契約あるいは三包制度 は撤回権 と代わることができず、立法 によ り消費者撤
回権を規定することの意義がある。

三 、消費者撤回権制度 の構築
撤回権制度 を構築す る際に、その先決条件は如何に消費者概念を確定するかである。 これは立法
時の難 しい問題であると同時に消費者法制制定の共通問題であるが、本文では触れない。撤回権制
度が必然的に触れる問題として、撤回 しうる契約の種類、撤回権の保障方法、撤回権の期限及 びそ
の行使方式が存在する。

1、

消費者撤回権の適用範囲

如何なる契約 にたいし撤回権を行使 しうるかは、制度設計において最 も議論のある問題である。
現在のほとんどの規定は、列挙方式を採用 している。2002年 に制定 された「 上海市消費者権益保護
条例」28条 は、郵送方式売買、 テレビ販売、ネット販売などの新 しい販売方式を規定 しているが、
訪問販売 のみ、商品購入日よ り7日 以内に説明不要での返品を認めている。但 し、保存期間が 7自
より短 い商品を除 く。汚れ及 び損傷 のない商品について、消費者は返品時の費用 を負担 しない。
「 河南省消費者権益保護条例」27条 は、郵送方式売買、 テレビ販売、ネッ ト販売,電 話販売 などの
販売方式 について撤回権を認めている。2005年 に制定された国務院の「 直接販売管理条例」25条 が
規定する交換及び返品制度は、撤回権と類似する効果がある。 しかし、具体的な適用 については消
費者 に対 し一定の制限を設けてお り、 そして、 その適用の範囲は直接販売、すなわち、企業が雇用
した販売員が企業の固定の販売場所以外で直接に最終の消費者 に販売する方法 に限定 されている。
―‑51‑―
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事実上、 1996年 に制定 された「 遼寧省 の消費者権益保護法 の実施規定」 12条 は、商品 の原状 が保
持 され る場合、消費者 は 7日 以内 に返品する ことがで き、経営者 は全額 の代金 を返還 しなければな
らな いと規定 していた。 しか し、 この規定 の効果 は限定的なものにとどまり、 その後 の地方 の立法
において採用 されていなか った。
電子商取引 の領域 では、 2000年 に制定 された北京市工商局 の「 電子商務監督管理暫定方法」 26条
は、品質上 問題な い商品で も未使用 であれば、消費者 は商品を受 け取 ってか ら7日 以内に交換又 は
返品する ことがで きると規定 している。 この規定 は北京市内で行われる電子商取引 に限定 して適用
される。2011年 に制定 された商務部 の「第二方電子商務取引平台服務規範」 は、冷静期制度 を設 け
ることを企業 に推奨 し、消費者 は冷静期内 に理 由な しに注文 を取 り消す ことがで きると規定 して い
る。 しか し、 この規定 は撤回権導入 の前兆 であるとみる ことがで きない。 なぜな ら、規定 は冷静期
の設定を推奨 しているだけであり、強行規定 ではな く、また、規定 の具体性 を欠女口するため統一 的
に適用す ることが困難 であるとい う問題 も存在す るか らである

(102。

消費者権益保護法を改正す る過程 では、
「 改正第 二稿」 9条 4項 は、電話販売、郵送販売、訪問
販売 などの非固定場所 での販売方式 によ り購入 した商品 について、消費者 は、商品 の再度 の販売 に
影響 を与 えない限 り、商品 を受 け取 ってか ら30日 以内 に、費用 を負担せずに返品す ることがで きる
と規定 している。
上述 の諸規定 をみると、撤回権又 は類似す る制度 の適用範囲を定 め るものに は二種類 ある。第一
に、撤回できる契約 の種類 を限定 し、 これにはある業界、例 えば、直接販売あるいはネ ット販売 の
業界 に対す る特殊 な規定 もあれば、消費者法制で の郵送売買、 テ レビ販売、 ネ ッ ト販売、電話販売
の領域 について規定す るもの もある。第二に、撤回権 が適用す る具体的 な領域を限定 せずに、商品
の原状 の保持 および法定 の期 日内に返品可能性を強調す るものがある。
理論的 な議論 は前者 の立法方式 に傾斜 し、す なわち消費者撤回権 は如何 なる種類 の契約又 は契約
締結方式 において適用 されるのかを明確す る ことに重心を置 く。現在、理論上一 般的 に認 め られて
い る領域 として、訪問販売、 テ レビ販売、 ネ ッ ト販売 などの遠距離販売 がある。 ある学者 は、撤回
権 の適用 で きる領域を二分化 し、第一 は、契約締結方式 が特殊 な場合、例 えば、訪問販売、遠距離
販売 の場合、第二 は、取引の 目的物 は消費者 にとって重要 であり、取引が複雑難解 の場合 に分類 し
よ うとす る①。 また、 ある学者 は三種類 の契約、す なわち、 ネ ッ ト取引、代金 を先 に払 い後 に契約
が締結 される消費行為、乗用車、家屋など巨額 の消費行為 において適用すべ きであるとす る⑫も議
論 が活発化す る領域 として以下 の ものが ある。
第一 に、巨額 の消費行為 である。 これ らの消費行為 について、明確 な金額基準 が設 けられてお ら
ず、家屋 および 自動車 の売買行為 が取 り上 げられて い る。消費者 が クル ーズ船 あるいは飛行機 の購
入 のよ うな贅沢品 を購入する例が現れている。 しか し、普通 の消費者 が これ らの行為 をす るのは不
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可能 に近 く、贅沢品 を購入す る行為 の主体 は、法律上 の保障 と救済 を求 め る能力 を持 つ ため、撤回
権制度 の適用範囲外であり、議論 の対象外 である。 しか し、家屋あるいは乗用車 の購入 は、金額 が
巨大 であ り、多 くの消費者 の利益 に係わ ってい る。 また、 この領域では詐欺 あるいは誤 った内容 の
紹介 が多 く存在 している。 したが って、撤回権 を設 ける必要性 がある。
上述 の見解 に対す る批判 は、主 に関連す る利益集団 による ものである。例 えば、家屋 の売買 につ
いて撤回権 を設 ける ことに対 し、不動産開発業者および関連する売買企業 が反対 してお り、撤回権
の制定 については建設部 (建 設省)の 重視又 は支持 が得 られていない。 自動車売買 の撤回権 は、生
産 ,売 買す る企業 によって反対 され、 自動車業界協会 も反対意見を提出 して い る。
筆者 は、 この二つの契約類型 に撤回権を設 けることに賛同 しな いが、 その理 由 は異 なる。
未完成 の家屋 の売買 が認 め られていることか ら売買契約が煩雑、不確定 な ものにな り、 これは撤
回権 を設 ける原因 となる。 しか し、実際 の制度運用 は困難 である。 まず、歴史 および現実 の原因が
あるため、 こうした家屋 の売買 に撤回権 を適用 で きるかは、 その判断 が難 しい。次 に、たとえ分譲
用 の家屋売買 に限定 したとして も、未完成 の家屋売買 が認め られて い るため、契約締結か ら竣工 ま
で数年を要す る場 合 があ り、撤 回権 の期間 を設定す るのは容易ではな い。 さらに、撤回権 は投機的
行為を助長する恐れがあり、価額が下落す る際 に、購入者 は撤回権 を利用 して契約 の履行を拒絶 し、
その損失 を減 らそ うとする。そ して、家屋 の購入 は通常消費者個人 の決定事項 ではな く、家族 など
の集団決定 の場合 が多 いため、消費者が情報分析 あるいは判断 の面 では弱 いと認定 しがたい。最後
に、最高人民法院 の関連す る司法解釈 は、家屋売買契約 の締結及 び履行時 の詐害行為 については特
別 な規定 を設 け、懲罰損害賠償常1度 の適用対象 となっているため、消費者 にとって一定 の保護 が得
られ る。
自動車売買 については、筆者 の反対理由は次 の通 りである。 まず、 自動車購入 の金額が大 きいと
はいえ、売買契約 自体 が複雑 でない上、分割払 いによって購入す る者 が少 な く、 そ して、訪問売買
又 は遠距離売買 の状況 が存在 しない。消費者 は通常現地 で車両 をチ ェ ック又 は試乗 し、撤回権を設
けるべ き状況 と相違す る。次 に、消費者が実 際 に車両 を使用 した後、 その再販売 に影響を及 ぼすた
め、経営者 にとつて大 きな負担 となる。

)。

第二 に、金融領域 における消費者保護問題である。 アメ リカの リーマ ンシ ョックの影響 によ り、
中国 において も金融消費契約 の締結過程 が重視 され、金融監督管理部門によ リー連 の規定が制定 さ
れた。現在、保険領域 の撤回権制度が比較的円熟 し、保監会 (中 国保険監督管理委員会)が 2006年
に「健康保険管理弁法」 を制定 した。 その15条 は、長期健康保険商品については契約 の猶予期を設
け、契約条項 に加入者 の猶予期 の権利 を明確 に記載 しなければな らない。 ここでは、長期健康保険
商品 の猶予期 は10日 以上 とす ることを規定 している。 また、保険業界 にお ける保険商品にはほぼ猶
予期 の条項 が設 けられて い る。 さらに、2012年 8月 29日 の保監会 が公布 した2013年 13号 公告では、
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銀行、郵政機構 で購入 した一年以上 の期間を有す る人身保険契約 について猶予期 があ り、契約書 が
到達 してか ら10日 以内 に無条件 に保険契約 を解除 でき、契約作成 コス ト以外 の保険費用 をすべて返
還す ると規定 して い る6公 告 とはいえ、保険者 を有効 に制約 す ることがで きよう。 これに対 し、銀
行 あるいは証 券領域で は、撤回権 に関す る明確 な規定 が設 けられて いない。 これは商品 の特徴 と関
連 している。商業銀行 の貯金業務 の リスクが少 な いことが周知 され、通常撤回 の問題が生 じない。
証券商品 に関 しては、取引の実態か らして、撤回権 を設 けに くい。
金融領域で最 も議論 されて いるのが、銀行 あるいは保険機構 による金融商品である。撤回権設置
に反 対す る見解 が挙げ る理由は、次 の通 りである。第一 に、一部 の金融商品の期限 が短 く、撤回権
を設 ければ金融商品の期限 を設定するのが困難 になる。第二 に、証券、外貨類 の商品 に撤回権 を設
けると、消費者 の逆方向へ の選択 をもたらす。第二に、閉鎖的投資計画 において、撤回権 は管理上
の困難 を もたらし、商品 の運営 に影響 を及ぼす。以上 のよ うに、反対理由は主 に技術面 の問題 に集
約 して い る。逆 に、撤回権 に賛成す る見解 はヽ その理由 として、銀行、保険機構 および代理機構 の
投資企画 については、販売過程 で過度 の勧誘、誤 った説明、詐欺 などの問題が存在 してお り、一 般
的 な消費者 は投資商品 の理解能力 には限界があるため、撤回権 はその利益保護 に資す ることが挙 げ
られる。筆者 は、基本的 にその制定 に賛同す るが、規定 を明確す ることが欠 かせない と考 えて いる。
第二 に、撤回権 適用除外 の領域 である。販売方式又 は領域 に即 して撤回権 の適用する範囲を確定
す る際 に、立法 を精緻化す るために一定 の除外領域 を設 ける必要 がある。一部 の地方立法では留保
規定 が設 けられて いるが、改善点 が残 されてお り、 また、消費者権益保護法改正草案 では除外領域
に触れ られて いないため、議論 する余地がある。例えば、上述 の遼寧省 の規定 では、食品、薬品、
化粧品 を適用 か ら排除 して い る。 また、2000年 に制定 された北京 の電子商務監督管理暫定弁法26条
は、列挙 の方法 により、経営者 の コン トロールで きない時価 の下落、複製 しやす い有体物、消費者
の特殊 な要求 に基 づ き製造 した商品、新聞・ 雑誌、新鮮品 およびデ ジタル化商品 とい う除外 に関す
る六種類 の状況 を取 り上 げて いる。筆者 は、列挙 の方法 には次 のよ うな問題があると考 える。第一
に、 その範囲 の画定 が曖味 になる。第二 に、一部 の商品が撤回権 によ リカバ ーで きない。第二 に、
立法機関 は列挙 の方法 によ りすべての商品 を取 り上 げる ことができない。
したが って、 ある商品が撤回権 の適用範囲に属するか否 かの判断 は、専門機構 に委 ねるべ きであ
る。当該機構 は、消費者保護 の行政機構、 あるい は市場 管理機構 (工 商行政管理機構、商務部門)
が考 え られる。あるい は、業界 の管理部門、事業者協会、消費者協会 などが一緒 に決定す る こと も
考 え られよう。

2、

消費者撤回権 の保障および撤回権期限 の設置

消費者権益保護法改正後、消費者撤回権 が設 けられる可能性 が高 いが、立法す る際に消費者 の利
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用上 の利便性 を考慮す る必要性 がある。法律 が強制的 に撤回権 を規定 したとして も、すべての消費
者 が これを正確 に理解 できるとは限 らな い。 したが って、経営者 の告知義務を設 ける ことを考 える
べ きである。
経営者 に過重 の告知義務 を要求すれば、経営 の コス トが増加する。一般的な意 見 は、経営者 が こ
の義務を履行すべ きだ と考 える。 この義務 は消費者 の知 る権利 の条項 で規定す る方法 もあるが、知
る権利 の内容面 が広範 のため、撤回権告知義務がぼやけて しまう。撤回権 の条文 において規定すべ
きと考 えて い る。
告知内容面 について、撤回権、 その期限、条件、行使方法を明確すべ きか否 か とい う問題が存在
す る。注意すべ きなの は、明晰、分 か りやす い文言 によ り消費者 に撤回権 の あること、撤回権表示
の相手方、場所、連絡方法、期 日、 および理由がな くて も、撤回権行使可能 であることを告知すべ
きとい う点である。 また、法律 は、形式要件 に即 して撤回 の意思表示をすればよ いことを明言すべ
きである。
告知 の方式 については、訪問販売であれば、 日頭 による告知 の可能性 もあるが、通常 の場合 は書
面 による告知 が必要 であろう。 ネッ ト取引 の場合 には、電子文書 による告知 が考 え られ、電話 によ
る販売 の場合 には、録音記録 を利用す ることがで きる。 テ レビ販売 は、放送時 に告知 させ ること、
金融機関 の商品販売 においては通知書 の義務化 が考 え られる。 これ らの告知義務を規定す ることは、
事業者 にとって大幅 の コス ト増加 にはな らず、消費者にとつて明確 な提示を獲得す ることが でき、
有効 な方法 と言 えよ う。 もちろん、事業者 は口頭 の告知 を利用す ることもで きるが、紛争 が生 じた
際 には、事業者 が告知義務を履行 したことを証明で きなければ、不利益 を受 ける ことになろう。
それか ら、告知義務不履行 の法的責任 については、現行 のほとんどの規定 は、商品が到着 してか
ら期 日について条文 を設けているが、経営者 は、積極的 に告知義務 を履行 せず、撤回権 の行使期間
が過 ぎる ことを期待す る恐れがある。 そのため、 ドイッ法 の規定を参照 し、権利行使 の起算点を、
経営者 が正確 に撤回権 の告知義務を履行 した日、 とすべ きであ り、 その場合 は期間 を 7日 とす る。
さらに、義務不履行時 の懲罰的告知期間 を設 けること も考 え られ る。例 えば、義務 を履行 しなか っ
た場合、期間 を14日 とす る。 さらに、経営者 の長期間義務不履行 を防 ぐため、 6か 月あ るい は 1年
の最長 の撤回権行使期間 を設 ける こと、す なわち、消費者 は契約締結後
か ら 6か 月

3、

(あ

(あ

るいは商品受 け取 る日)

るいは 1年 )を 超過すれば、撤回権が消滅するとい う方法 も考 え られる。

消費者撤回権 の行使

消費者 が撤回権 を行使する際 に無因撤回原則を堅持すべ きである。す なわち、理 由を説明 しな く
て も撤回権 を行使 できる。消費者 の意思判断に二定 の制限条件 を付加す ることは、撤回権 の根幹を
揺 さぶ る ことになる。
―‑55‑

静岡法務雑誌 第 5号 (2013年 3月 )

撤回権行使 の方式 について、消費者 は訴訟又 は仲裁 の方法 によらな くて も、相手方 に通 知 さえす
ればよい。 また、通知 の形式 は書面方式 によ らな くて も、例えば、商品の売買契約 では、返品 の方
式 によ り撤回 の意思表示を し、電話、郵送、 ネッ ト売買 では、経営者 が利用 したのと同様 な方法 に
よって表示すれ ばよい。 もちろん、 こうした方法を利用 した場合 は、挙証 のために証拠 を保存する
必要性 がある。 そういう意 味では、書面方式 が有利 である。
その他 の考慮 すべ き具体的問題 は、次 の通 りである。
第一 に、撤回 される商品についてである。消費者 と経営者 の利益 を衡量 して、返品 の問題 を考 え
るべ きである。現在、一部 の地方立法 では返品 の条件 が設 けてお らず、文言上 の理解 として制限が
な いが、実務 では一 定 の紛争を引 き起 こ している。 また、一部 の地方立法 は、返品 の条件 を設 けよ
うとして い るが、 その根拠 が統一 されて いない。消費者権益保護法修正草案第二稿 9条 は,商 品 の
再販売 に影響 を及ぼさないとい う要件 を設 けて いる。直接販売管理条例 は、未開封 という条件を設
けて いる。北京市工 商局 の「 電子商務監督管理暫定方法」 は、品質上問題 ない商品 の未使用 を条件
として設定 して いる。筆者 は、草案第二稿 の規定 が適切 であると考 える。未開封 を条件 にするな ら
ば、消費者 が検品不能 のため、撤回権行使 に不利益 を もた らす。品質上問題 ない商品 の未使用 を要
件 にす ることに も問題 がある。第一 に、品質上 問題 があるな らば、使用 の如何 と関係 な く三包 (修
理、交換、返品)の 規則 に従 い、消費者 が救済 される。第二 に、品質上問題がない場合 は、未使用
商品 のみ撤回権 が認め られるとされると、撤回権行使期間内、消費者 が使用費 の支払 を条件 に返品
する ことがで きな くな り、撤回権が制限される。 いわんや,消 費者 が商品 を使用 しなければ、問題
があるかどうか の判断 がで きない。
第二 に、撤回権 が引 き起 こす コス ト負担問題 である。開封後 の再度 の包装 のコス ト以外 に、運送
費用 の負担 も考 えるべ き問題 である。近時、中国 の運送 コス トが上昇 し、 それが経営者 の負担 とな
りつつ ある。 ドイツなどの海外 の立法お よび国内現行 の規定をみると、通常、消費者 は運送費用 を
負担 していない。仮 に、商品が使用 された場合、一定 の使用費 が要求 されるのが現状である。勿論、
一 部 の事業者 は運送 コス トについて異 なる見解 を示 している。例えば、VANCLと い うネ ッ トで
化粧品 および衣類などを販売 して いる会社 は、30日 以内の無条件交換を規定 して い るの。 その会社
の幹部 によれば、 た しかに商品 の交換 は郵送 コス トを増加 させるが、統計 によれば多 くの消費者 は
商品交換す ると同時 に新 たに注文 している。 そのため、実際、会社 にと つて商品交換 によるコス ト
の上昇 はそれはど顕者 な ものではな く、 む しろ、会社 のこ うした方針 は、企業 イメージを向上 させ
るため、販売 の増加 につ なが る。
第二 に、消費者 の慣習 と経営者 のプラ ック リス トの問題 である。消費者撤回権 を導入す る際 に
幸人 (中 国系 の人)の 特徴を考慮す る必要性 がある。一部 の英米留学生 は、パ ーティーなどに参加
するためスニ ツを購入 し、 その後撤回権 を利用 して返 品す ることがある。 そのため、事業者 は華人
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に対 し撤回権 に係わ る特別条項を設 けざるを得 な くなる。 た しかに、 これ らの悪意 の撤回権 の行使
を巡 っては、場合 によって店 が プラ ック リス トを作成す ることによ り対応 してお り、 これは一種 の
自己防衛策 と言 えな くはない。 しか し、 プラ ック リス トが氾濫すると、重大な問題をもた らす。近
時 この問題 が浮上 し、前述 の「 VANCL」 は、 プラ ック リス トを作成 し、悪意によ って返品 した者
め この
と認定 され た場合、 再度 の購入 を不能 にす る手法 を採用 していると暴露 され た゛
。
問題 は
「 VANCL」 のみな らず、多 くの大型 のネ ッ トショッ ピングを経営する企業 も類似す る手法 を採 っ
ている。 それ以外 に、
「 春秋航空会社」、
「 ケ ンピンスキーホテルJに お いて も、 プラ ック リス ト問
の。 これ らの
題が生 じている。
事件 において、多 くの場合 は、当事者 は事業者 との間 に紛争 が生 じた
ため、取引 の相手 か ら除外 された。 ブラック リス トの実態 がイ ンターネ ッ トなどで報道 されると、
その他 の消費者 の反感が引 き起 こされやす いが、法律 によ り予防す べ きか否かを巡 り多 くの議論 が
存在 して い る。事業者 が ブラ ック リス トを作成す ることは経営 に関す る自由競争 の範疇内 に属す る
ため法律 の介入 を避 けるべ きとする見解 が存在す る一方、 それ らの行為 は消費者 に対する復讐行為
であ り、事業者がその優勢を利用 して消費者 の基本権利 を侵害 したため、法律 によってプラック リ
ス トの作成行為 を規制す るべ きとい う見解 も現 れている。 プラ ック リス トの問題 については、事業
者 が取引 を引 き受 ける義務を負 うべ きか否かによ って判断が分 かれ る、 と筆者 は理解 して い る。す
なわち、 プラック リス トの作成が消費者 の選択権などの基本権利 の行使 に影響を及ぼさない場合 は、
法律 は事業者 の営業 の 自由を尊重するべ きである。 これに対 し、 イ ンフラに関わるサ ー ビスを提供
して い る事業者、 または市場 において支配的 な地位を持 つ事業者 は、公衆 に対 しサ ー ビスを提供す
る普遍的 な義務 を負 うため、法律 によ ってプラックリス トの作成 を禁ずるべ きである。 これは、 サー
ビスを提供す る普遍的 な義務 か らの要求 であると同時 に、 これ らの企業が プラ ック リス トを もって
実質的 に消費者撤回権 の行使を回避 させないことか らの要求 である。

四、 結 語
2012年 8月 中旬、中国において「 京東」
、
、
「蘇寧」
「 国美」 という三つの電子商取 引企業が価格戦

を行 った。二つの企業が低価格のセールを実施 していると宣伝 しているが、それぞれ価格に関する
つ
詐欺を行い、消費者 に誤解を与えたため。
、国家発展改革委員会によって処罰された。現段階では、
中国において行政主管部門による処罰が市場秩序を維持する主な手段であるが、今回の事件 により
二つの問題 を露呈 させた。第一に、行政罰が軽 いため、事業者が消費者を誤解 させる行為をするこ
とによって利益 を創出することがで きる。すなわち、価格戦の宣伝効果が通常の広告より大きいの
に対 して、行政の過料の額が低 く、事業者の不当行為を威嚇することがで きない。第二に、消費者
はとって民事権利を主張するコス トが高 く、少額のため司法手続 きによる紛争解決を避けようとし
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て い る。仮 に消費者法規 がネッ トシ ョッピングに関す る撤回権 を規定すれば、 このよ うな事業者 の
°
。
不当行為 を防げるであろう 。今回 の事件 を受 けて、消費者撤回権制度 に対す る理論上 の注 目度 が
高 ま った。
中国消費者法規 の改正作業 が計画 されて い るが、 なお時間 がかか ると予想 される。 その理 由 は、
立法機関 の改正 へ 向けた緊急性 に対す る認 識 に関連 しているのみな らず、改正 が広範 に渡 って影響
を及ぼ し、多 くの利害関係 に触れて い ることにある。学界にお いて は、改正 の問題 を巡 り議論 が活
発 してお り、撤回権 は重要 の焦点 の一つとなっている。
中国 の立法機関における大 まかな規定を設 けるとい う慣習、 および従来 の法律構造 に鑑みると、
今回 の改正 は構造 に係 わる重大な変更がないと予想 される。 したが つて、撤回権 は単独 の条文 の方
式 によ り制定 されるであろう。 この条文 において、撤回権 に関す る適用範囲、期限、費用負担、事
業者 の義務 などが定 め られ、撤回権 の実効性 を高 めることに役 に立 つであろう。 そ して、詳細 な規
定、例 えば、事業者 の告知義務 の不履行 の法的効果、撤回権適用 の除外 などについては、国務院
(工 商、商務部門)の 解釈、最高人民法院 の司法解釈、 あるいは地方 の法規 によ り完備 されよう。
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およびhttp://news xinhuanet com/fortune/
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2011‐ 10/21/に122183246

【参 考条 文 】
契約法 (合 同法)93条
当事者 は、合意 により契約 を解除す ることがで きる。当事者 は一方 が契約 を解除 の条件 を約定す
る ことがで きる。契約解除 の条件 が成就 したときに、解除権 を有する者 は契約を解除す ることがで
きる。

契約法 (合 同法)94条
次 に掲げ る ことのいずれかが生 じた場合、当事者 は契約 を解除する ことがで きる。
1、

不可抗力 によ り契約 の 目的が実現で きな くな ったとき。

2、

履行 の期限が満了す る前 に、当事者 の一 方 が主 な債務 を履行 しな いことを、明確 に表示する
か又 は 自己の行為 で表 明 したとき。

3、

当事者 の一方 が主 たる債務 の履行 を遅延 し、催告後 も合理的な期限内 になお履行 しなか った
とき。

4、

当事者 の一方 が債務 の履行 を遅延 し、又 はその他 の違約行為があ って、契約 の目的が実現 で
きな くな った とき。

5、

法律 で規定 されたそ の他 の場合。

製品品質法40条
1、

販売 された商品について、次 に掲 げる事項 のいずれかが生 じた場合 には、販売者 は、修理、交
換、返品 の責任 を負わなければな らない。製品を購入 した消費者 に損害 を もた らしたときは、
販売者 は損害 を賠償 しなければな らない。

(1)使 用上欠 かせない性能 を具備 しなか ったが、事前 に説明 されて いなか ったとき。
(2)製 品あ るいはその包装 で明記 された品質基準 に符合 しなか ったとき。
(3)製 品の説明あ るいは実物 の見本 などで明確 された品質 に符合 しなか ったとき。
2、

販売者 が前項 の規定 によ り修理 、交換、返品、損害賠償 の責任を尽 くした場合 において、 その
責任 は生産者又 は販売者 に製品を提供 したその他 の販売者 が負 わなければな らない ときは、販
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売者は、生産者又 はその他の販売者 に責任を追及する権利を有する。
3、

販売者が 1項 の規定する修理、交換、返品、損害賠償責任を尽 くさなかったときは、製品品質
監督部門又は工商行政管理部門はその行為を正すことができる。

4、

生産者間、販売者間、生産・ 販売者間で締結 された売買契約、請負契約 において相違す る約定
が存在するとき、契約当事者 はその約定 に従う。

上海市消費者権益保護条例28条
経営者が郵送販売、 テ レビ (電 話)販 売またはネット販売など方式で商品を販売す る場合 には、
商品の外観、品質および性能などが広告宣伝と一致す ることを保証 しなければならず、そして、約
束 した期間内に商品を提供 しなければならない。
経営者が訪問販売の方式 により商品を推奨販売す る場合 には、被訪問者の同意を得なければなら
ない。訪問時に、販売員が経営者の授権証明および本人の身分証書を見せなければならず、そして、
書面 の方式 により消費者に商品の性能、特性、型番、価格、販売後のサービスおよび住所などを告
知 しなければならない。
経営者の訪問販売商品については、消費者 は、商品を受領 した日より7日 以内に理由の説明な く
返還することができる。 ただし、商品の品質保存期間が 7日 より短 い場合を除 く。商品に汚れ、損
害がないとき、返還時に消費者が一切の費用をも負担 しない。

河南省消費者権益保護条例27条
経営者 は、郵送販売、テ レビ販売、ネット販売、電話販売などの方式により商品を提供 した場合
には、約定 に従い商品を提供 しなければならず、かつ、経営者の名称、連絡方法などの状況 を如実
に消費者 に告知 しなければならない。約定通 りに提供 しなかった場合には、消費者の要求 に従 って
約定通 りに履行 し、又 は返金をしなければならず、かつ、 これにより生 じた消費者が支払 った通信
費用、郵送費用などの合理的な費用を負担 しなければならない。

国務院直接販売管理条例25条
1、

直接販売企業は、完備 した商品交換、返品制度を制定、執行 しなければならない。

2、

消費者 は、直接販売製品を購入 して30日 以内であり、かつ、製品が未開封の場合、直接販売
企業が発行 した領収書、又 は購入証明書をもって、直接販売企業およびその付属機構、所在
地のサービス提供所、又 は実際の販売員 に交換、返品を要求することがで きる。直接販売企
業およびその付属機構、所在地のサービス提供所、又 は実際の販売員 は、消費者 による交換、
返品請求がなされてから7日 以内に、領収書 または販売証書で明記された金額 に従 い交換、
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返品を処理 しな ければな らな い。
3、

実際の販売員 は、直接販売製品を購入 して30日 以内、製品が未開封 の場合、直接販売企業 が
発行 した領収書、又 は購入証明書 を もって、直接販売企業及 びその付属機構、所在地 のサ ー
ビス提供所 に交換、返品を要求す ることができる。直接販売企業及 びその付属機構、所在地
の サー ビス提供所 は、実際 の販売員 による交換、返品請求がなされてか ら7日 以内に、領収
書又 は販売証書 で明記 された金額 に従 い交換、返品を処理 しなければな らな い。

4、

前 2項 の状況 に属 さない場合 において、消費者、実際 の販売員 が交換、返品を請求 したとき
は、直接販売企業及びその付属機構、所在地 のサー ビス提供所、又 は実際 の販売員 は、相関
する法律法規 の定 め、又 は契約 の約定 に従 い、交換、返品を処理 しなければな らない。

遼寧省消費者権益保護法の実施規定 12条
消費者 は、購入 した商品 (食 品、薬品、化粧品を含 めず)の 従来 の状況を保持 したときは、 7日
以内 に返品を要求する ことがで きる。経営者 は、全部 の代金 を返還 しなければな らず、一切 の費用
を要求 してはな らない。

北京市電子商取引監督管理暫定弁法26条
1、

品質上問題 のない使用 されて いなか った商品 は、消費者 はこれを受領 してか ら7日 以内に交
換 または返品することができる。交換又 は返 品 に伴 い生 じた運送、包装、郵送などの費用 は、
消費者 が負担する。次 に掲 げる ことのいずれかが生 じた場合、経営者 は無条件返品責任 を免
れ る。

(1)商 品価格が市場動向によ り下落 し、 かつ、 その下落を経営者が コン トロールできない
とき。

(2)簡 単 に複製 できる有形 の商品 であるとき。
(3)消 費者 の特殊 な要求 に応 じて特別 に製作 した商品 であるとき。

(4)新 聞、雑誌 であるとき。
(5)生 鮮商品 であるとき。
(6)デ ジタル化 された商品 であるとき。 (厳 重な過 ち、 ウィルスなどの破壊性 プ ログラム
が入 って い る物 を除 く。)
2、

前項 で い うデ ジタル化 された商品は、 ネ ッ トにおいて使用権授与 の方式 によ り取引 されたネ ッ
トで転送 される電子書籍、映像音声資料、PCソ フ トなどの商品 を指す。

‑61‑

静岡法務雑誌 第 5号 (2013年 3月 )

商務部第二方電子 商取引平台服務規範 65条 第 3項
経営者 が冷静期 を設 ける ことを奨励 し、消費者 は、冷静期 において理 由な く取引を取 り消す こと
がで きる。

消費者権益保護法修訂草案第 2稿 9条
1、

消費者 は、商品又 はサ ービスを 自主的 に選択す る権利 を享有す る。

2、

消費者 は、商品又 はサ ービスを提供する経営者、商品品種又 はサ ービスの方式 を 自主的 に選
択す ることがで き、商品 を購入するか否か、 サ ービスを受 けるか否かを自主的に決定す る こ
とができる。

3、

消費者 は、商品又 はサ ー ビスを 自主的 に選択す る際 に、比較、鑑別、選別 をする権利 を有す
る。

4、

電話販売、郵送販売、訪間販売 などの非固定場所 での販売方式 により商品 を購入す る場合 に
は、消費者 は商品を受領 した30日 以内に一 切 の費用 を負担 せず に返 品す ることがで きる。 た
だ し、商品の再度 の販売 に影響 を及ぼす場合 を除 く。

中国保険監督管理委員会健康保険管理弁法 15条
長期健康保険商品 は、契約 の躊躇期 を設 けなければな らず、 かつ、保険契約条項 において加入者
の躊躇期間中の権利 を明記 しなければな らな い。長期健康保険商品の躊躇期 は、 10日 以上でなけれ
ばな らない。
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