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                   要約 

 消費者法において、消費者は事業者に比べて、「情報の質及び量並びに交渉力」が劣る弱

者であるという特性が前提となっている。また、消費者の弱者性に着目した消費者政策が

とられている。このような弱者である消費者の利益を擁護し、それが公正な取引につなが

るよう消費者を支援することは重要である。けれども、近年の学説や判例では、消費者の

特性は、単に弱者であるばかりでなく、多様な特性があるという見解がみられるようにな

った。消費者紛争の解決の支援についても、消費者の弱者性を前提にした支援のみでなく、

多様な消費者の特性に適する支援のあり方が求められると思われる。そこで、本稿では、

学説や判例に見られる消費者の特性を明らかにした上で、個別具体的な消費者の特性に適

した ADR手続の対応について考察する。 
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１． はじめに 

消費者と事業者の間にある力の格差の存在は、消費者基本法に明記され、消費者契約法

や特定商取引法、割賦販売法などの消費者法の前提となっている。しかしながら、最近の

論考では、消費者は、保護される存在のみではないという見解がある。 

また、社会の変化により、継続性を重視する新たな契約類型が増加(内田、2001)1してい

る。その結果、契約関係を維持しながら、紛争解決を図ることを望む場合も増えていると

考えられる。このような継続的関係を重視した契約は、当事者の信頼が基礎にあると考え

られるため2、紛争解決には当事者の信頼性の回復が重要な課題となると考えられる。 

 本稿では、まず、学説や判例などにより、消費者の多様な特性を明らかにしたい。その

上で、消費者紛争を扱う ADR手続に関する EU司令を参考にして、現代の消費者の特性や

ニーズに適する ADR手続について考察したい。 

 

                                                   
1 内田貴『契約の時代 日本社会と契約法』岩波書店(2001)、pp.22-24.を参照。 
2 内田(2001)、前揚注 1、pp.73-81.において、契約法における信義則に関する裁判例の分析によって、①

契約締結過程における信頼責任、②情報提供義務や助言義務、③交渉義務、④損害回避義務、⑤継続性原

理、⑥当事者の利害を調整する中間的解決が述べられ、契約は当事者の信頼関係に基づくことが示唆され

ている。 



２．消費者の特性に関する学説の動向 

 民法上の「人」が「形式的に平等な抽象的人格」と捉えられているのに対して、「消費者」

は、「具体的人格」が想定されている3。「消費者」という概念について、現在の学説では、

いくつかの特性があげられている。ここでは、それらの学説を取り上げて、消費者の特性

を明らかにしたい。 

 

(1) 弱者としての消費者 

 一般に、消費者は、事業者に比べて、「情報の質及び量並びに交渉力」が劣る4と考えられ

ている。 

商品・サービスの発展に伴い、消費者の持つ情報が常に陳腐化していることや、消費者

は当該商品やサービスの専門家ではない(加賀山、1994)5などという背景によって、事業者

の側に情報が偏在している(大村、1998)6。一方、事業者は販売方法について専門的技能を

持ち、あらかじめ定められている契約内容に沿って勧誘がなされる。そのため、消費者が

年齢や知識、社会的経験において事業者より優れているとしても、事業者の申出を吟味す

る必要な時間と比較検討する上で必要な情報を与えられていない（長尾、1992）7。さらに、

消費者は、射幸心や虚栄心や非科学性などに起因する心理的な弱点を持っており8、宣伝広

告やセールス技術などの外部的な影響を受けやすい(大村、1998)9。また、消費者は「生身

の人間」であるために、生命や健康侵害、生活環境侵害への危険性があるといえ、人格権

や人格的利益を侵害されることがある10。そして、経済的な損失であっても、消費者の生活

に与える影響は深刻である11。以上のような状況によって、消費者は事業者に比べて、「情

報の質及び量並びに交渉力」が劣る弱者として捉えられている。 

 

(2) 合理的判断のできる消費者 

 消費者の行動の特性に着目して、消費者が全て弱者であるという前提とは異なる視点で

消費者を捉える動きもある。それは、消費者には、賢く合理的判断のできる消費者像と、

                                                   
3 谷本圭子「『消費者』という概念」廣瀬久和・河上正二編『別冊ジュリスト 200 号 消費者法判例百選』

有斐閣(2010.6)、p.10を参照。 
4 消費者基本法 1条に明記されている。 
5 加賀山茂「わが国の消費者保護の実態と問題点」森泉章・池田真朗『消費者保護の法律問題』勁草書房

(1994)、p.45.に消費者保護の必要性として消費者の特性があげられている。 
6 大村敦志『消費者法』有斐閣(1998)、p.20を参照。 
7 長尾知助『消費者私法の原理―民法と消費者契約―』有斐閣(1992)、pp.74-76.に、事業者の相手方の弱

者性として消費者の特性が指摘されている。 
8 第一次国民生活向上対策審議会答申では、以上の 3つの理由により、消費者保護が必要であると記載さ

れている。 
9 大村(1998)、前揚注 6、p.20.を参照。 
10 吉田克己「市場秩序と民法・消費者法」現代消費者法 No.1 民事法研究会(2008)、pp.76-78.において、

消費者法における人間像として、市場秩序において保護される消費者と市場秩序を守る消費者について言

及されている。そこでは、消費者は「弱者」であるわけではなく、「生身の人間」であるから保護されるの

であると指摘されている。 
11 日本弁護士連合会『消費者法講義』日本評論社(2004)、pp.18-19.には、消費者の特性として、①供給者

と消費者の格差、②消費者の弱さ、③消費者の負担転嫁能力の欠如の三点が指摘されている。 



弱く合理的な判断ができない消費者像がある(中田、2009)という見解である12。また、事業

者と消費者間の情報格差に付け込んだ攻撃的な勧誘によってもたらされる心理的な影響か

ら、賢く合理的な消費者も消費者紛争を抱える(村本、2009)13ことが少なくないことも指摘

されている。 

 

(3) 自己決定を望む主体的な消費者 

他の見方は、消費者を取り巻く状況から消費者の特性を捉え、消費者が「相手事業者よ

り弱い」から「保護」するのではなく、「自己決定が阻害される」ため「自己決定可能とす

るような条件整備」をすべきである(谷本、2000)14という見解である。これは、消費者契約

法で示された「消費者の利益の擁護」、つまり、消費者取引市場における消費者の選択の自

由を中核とする消費者の利益を擁護し、消費者が満足できる消費者取引が現実に広く実現

される社会整備の実現15につながる見解である。消費者は、不当な取引がなされた場合には

取消権を行使でき、不公正な契約条項は無効となるからこそ、公正な取引市場の下で、消

費者の主体的な自己決定が促進されると考えられるのである。 

また、消費者と事業者の情報格差のもとで自己決定の基盤を奪われているという現状を

克服し、支援を得て自己決定の主体になろうとする消費者(吉田、1999)16は、紛争の解決に

あたっても、主体的に解決することを望み、そうできる支援を期待しているのではないだ

ろうか。このように、相談機関に問題の解決を全面的に委ねたいと思う消費者ばかりでは

なく、自分で解決したい、自分の納得いく解決を目指したい17という消費者も存在すると考

えられる。 

 

３．消費者の特性に言及した裁判例 

 消費者紛争を扱う ADR(Alternative Dispute Resolution)手続では、法的側面が重視され

る18。また、家族紛争やコミュニティ紛争などを扱う他の ADR 手続と同様に、当事者であ

                                                   
12 中田邦広「契約の内容・履行過程と消費者法」現代消費者法 No.4 (2009)、pp.26-27.は、消費者像の

二極化を指摘する。 
13 村本武志「実務から見た民法改正と消費者法」現代消費者法 No.4 民事法研究会(2009)、pp.38-45.で

は、事業者の不当な勧誘の中で、消費者が合理的に注意を払う行動が取れないことも多いことを指摘し、

不招請勧誘の禁止や、クーリング・オフ制度の拡大を提言している。 
14 谷本圭子「民法上の『人』と『消費者』」磯村保・今西康人・右近健男・大島俊之・田中克志・西村峯裕・

湯浅道男『民法学の課題と展望』(2000)、pp.73-92.では、保護される存在としての消費者に対して批判的

見解が述べられている。 
15 落合誠一『消費者契約法』有斐閣(2001)、pp.48-49.を参照。 
16 吉田克己「民法学における『人間像』の転機―総論・近代から現代へ」法セミ 529号(1999)、pp.34-51.

を参照。 
17 吉田勇「日本社会に対話促進型調停を定着させる二つの試み(一)」熊本法学 116号(2009)、p.174.では、

対話促進型調停が納得のいく解決に適合的な手続であるといえ、社会的条件の一つとして、市民社会の成

熟化に伴い、紛争当事者には自分で解決したい、自分の納得いく解決を目指したいという思いが強まって

いることが指摘されている。 
18 NOTE OF CONFERENCE held by the Center for Socio-Legal Studies, Oxford on 28 October 2011 

sponsored by Swiss Re and the Foundation for Law Justice & Society “THE HIDDEN WORLD OF 

CONSUMER ADR: REDRESS and BEHAVIOR”, pp.3-14. において、ドイツでは、全ての消費者 ADR

機関は、独立・衡平・適性、透明性、実効性、合法性、公平な手続を持っていることが紹介されている。



る消費者の個別事情が訴訟よりも考慮される。そのため、訴訟による解決が個別具体的な

消費者にとってどうであったかを捉え、その上で個別具体的な消費者に適する ADR手続に

ついて検討することが必要であろう。そこで、ここでは、消費者契約法や特定商取引法、

割賦販売法などの消費者法を争点とする判例を中心に、消費者の特性が考慮された裁判例

を検討する。 

 

(1) 消費者の弱者性に言及した裁判例 

① 敷引特約について 最判 平成 23年 3月 24日19  

（事実の概要）居住用建物の賃貸借契約に、保証金のうち一定額を控除し、これを賃貸

人 Y が取得する旨の敷引特約が付されていた。賃借人 X は、同特約は消費者契約法 10 条

により無効であるとして、同契約の締結時に差し入れた保証金のうち返還を受けていない

21万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。 

 （判旨）消費者契約である賃貸借契約においては、賃借人は、通常、自らが賃借す

る物件に生ずる通常損耗等の補修費用の額については十分な情報を有していない上、

賃貸人との交渉によって敷引特約を排除することも困難であることからすると、敷引

金の額が敷引特約の趣旨からみて高額に過ぎる場合には、賃貸人と賃借人との間に存

する情報の質及び量並びに交渉力の格差を背景に、賃借人が一方的に不利益な負担を

余儀なくされたとみるべき場合が多いといえる。・・・・・・本件敷引金の額が高額に

過ぎると評価することはできず、本件特約が消費者契約法 10条により無効であるとい

うことはできない。 

 

② 布団モニター商法について 大阪高判 平成 16年 4月 16日20 

 （事実の概要）「簡単なレポートを販売会社に提出するだけで、布団代を上回るお金がも

らえて、布団代を信販会社に支払ってもお金が残り、いい小遣い稼ぎになる」などと言わ

れて、布団の売買契約及びモニター契約を締結した Xらは、信販会社 Yに対して割販法 30

条の 4の支払い停止の抗弁権の確認を求めた。 

（判旨）本件モニター商法は、破綻不可避の反社会的なものであるのみならず、欺

瞞的勧誘を伴う詐欺的商法にも該当するものであって、公序良俗に反する違法な取引

であるところ、これを生み出した本件各売買契約と本件モニター契約は不可分一体の

契約であって、モニター特約付寝具販売契約ともいうべきものであると認められるか

ら、上記各契約は、公序良俗に反し全部無効であるといわなければばらない。 

 第一審被告らは、消費者の軽率さ（落ち度）や経済的弱み等を利用した販売店の組

織的でかつ巧みな勧誘によって、本件モニター商法に引き込まれたものであるから、

第一審被告らに上記契約に際して何らかの落ち度があったとしても、公平の理念にか

                                                                                                                                                     
また、日本においては、国民生活センターADRが、法的に合理的な解決を見つけて終了する場合もあるこ

とが紹介されている。一方、イギリスでは、法もしくは行動基準に基づく解決と、公平及び合理的な解決

があることが紹介されている。 
19 最判平成 23年 3月 24日、最高裁判所 HP 最判例情報 
20 大阪高判平成 16年 4月 16日、消費者法ニュース No.60、2004.7、pp.137-145.を参照。 



んがみ、その落ち度をもって信義則に反するものであるということはできないものと

いうべきである。 

 

(2) 消費者の心情に言及した裁判例 

① 消費者の期待や信頼の侵害による不法行為を否定 最判 平成 21年 12月 10日21  

（事実の概要）中学校 Y の生徒を募集する際に、学校案内や学校説明会等において約束

した教育を、子の入学後に廃止したことは、Y と保護者 X らとの間で締結された在学契約

上の債務不履行に当たり、また、Xらの学校選択の自由を侵害し、不法行為を構成するなど

と主張して損害賠償等を求めた。 

 （判旨）親が、学校が生徒募集の際に行なった教育内容等についての説明、宣伝に

より、子にその説明、宣伝どおりの教育が実施されなくなった結果、親の期待、信頼

が損なわれた場合において、上記期待、信頼は、およそ法律上保護される利益に当た

らないとして直ちに不法行為の成立を否定することは、子に対しいかなる教育を受け

させるかは親にとって重大な関心事であることや上記期待、信頼の形成が学校側の行

為に直接起因することからすると、相当ではない。 

 他方、上記期待、信頼は、私法上の権利といい得るような明確な実態を有するもの

ではない。・・・・・・特定の親が、子の入学の後教育内容の変更により、自己の抱い

ていた期待、信頼が損なわれたと感じたからといって、それだけで直ちに上記変更が

当該親に対する不法行為を構成するものということはできない。 

 

(3) 消費者の弱者性に否定的な言及をした裁判例 

① 敷引特約について 最判平成 23年 7月 12日22 

（事実の概要）居住用建物を賃借した賃借人 X は、本件契約締結時に保証金として 100

万円（預託分 40 万円、敷引分 60 万円）を賃貸人 Y に預託していた。X は、Y に対して、

同契約の締結時に入れた保証金のうち、契約終了の際に返還を受けていない 80 万 8074 円

及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。 

（判旨）本件契約書には、１ヶ月の賃料の額のほかに、X が保証金 100 万円を契約

締結時に支払う義務を負うこと、そのうち本件敷引金 60万円は本件建物の明け渡し後

も Y に返還されないことが明確に読み取れる条項が置かれていた。本件敷引金の額は

その 3.5倍程度にとどまっており、高額に過ぎるとは言い難い。 

賃借人は、賃借に当たって自らの諸状況を踏まえて、賃貸人が示す賃貸条件を総合

的に検討し、賃借物件を選択することができる状態にあり、賃借人が賃借物件を選択

するにつき消費者として情報の格差が存するとは言い難い状況にある。本件では、賃

貸借契約締結後、最初の更新時に賃借人 X は賃料値下げを賃貸人 Y に了解させている

のであるから、Xが Yに比して弱い立場にあったものとは認められない。 

  

                                                   
21 最判平成 21年 12月 10日、判タ No.1318 2010.5.1、pp.94-99.を参照。 
22 最判平成 23年 7月 12日、最高裁判所 HP 最判例情報 



② 更新料及び定額補修分担金について 最判平成 23年 7月 15日23 

（事実の概要）居住用建物を賃借した賃借人 X が、更新料の支払いを約する条項は消費

者契約法 10 条または借地借家法 30 条により、定額補修分担金に関する特約は消費者契約

法 10条により無効であると主張し、賃貸人 Yに対し、支払い済みの更新料及び定額補修分

担金の返還を求めた。 

 （判旨）更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃借人と賃貸

人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に、賃借人と賃貸人

との間に、更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について、看過し得ない

ほどの格差が存するとみることもできない。 

 

③ 通信料金の返還請求 京都地判 平成 24年 1月 12日24 

（事実の概要）Xは、携帯電話端末をモデムとして用いて、パソコンでインターネット通

信をすることができるサービスを利用し、上記通信に係わる通信料金として電気通信事業

者 Yに 20万 6571円を支払った。Xは、Yに対して、①一般消費者が上記サービスを利用

する際に通信料金として通常予測する額である 1万円を超える部分は、消費者契約法 10条

若しくは公序良俗に反して無効であると主張し、また、②Yが上記通信契約に関し、Xに対

し、上記サービスを利用する際の通信料金を具体的に説明する義務若しくは同サービスの

利用により通信料金が高額化することを防止するための措置を採るべき義務の履行を怠っ

たと主張して、通信料金の返還を求めた。 

 （判旨）Xは、パケットという単位は不明確かつ不可視であり、消費者は、ウェブ等

を閲覧するに際し、あらかじめ通信量を把握することができず、パケット通信により

高額な通信料金が発生するおそれがあること等を理由として、本件パケット料金条項

は、不意打ち的に高額な料金を消費者に課すものであり、一般法理に比して消費者に

不利益を与えるものである旨主張する。 

 しかしながら、・・・・・・本件パケット料金条項は、通信情報量に応じた客観的な

料金算定方法が定められており、消費者は、カタログにおけるパケット通信料金の目

安に関する記載や月々の通信料金等から、当該パケット通信により発生する通信料金

をある程度予測することも可能であり、Yが契約者に無料で提供する利用料金照会等の

サービスにより、自ら事後的に通信量を把握することもできる。・・・・・パケット通

信においては、通信情報量によっては通信料金が予想外に高額化する可能性ないし傾

向があること等を考慮しても、本件契約における通信料金の算定方法が、消費者にと

って不明確かつ不可視であるとか、何らかの一般法理に比して消費者に不利益を与え

るとはいえない。従って、Xの主張は採用できない。 

 

(4) 裁判例にみる消費者像と法的解決 

 裁判において、消費者法の前提となっている「情報の質及び量並びに交渉力」について

                                                   
23 最判平成 23年 7月 15日、最高裁判所 HP 最判例情報 
24 京都地判平成 24年 1月 12日、最高裁判所 HP 最判例情報 



の消費者の弱者性によって判決が出される場合は多いであろう。また、消費者の軽率性や

経済的弱みに事業者がつけこんだことから公序良俗違反が認められた判決もあった。 

一方、最近の判決では、消費者が契約について検討するだけの十分な情報を相手事業者

から提供されていたことや、消費者が値引き交渉に成功したという事実によって、消費者

の情報力や交渉力に関する弱者性が認められなかった判決もみられるようになった。 

 また、現実の世界では、相手に対する期待や信頼関係の崩壊に起因する紛争は多いと思

われるが、裁判では、そのような消費者個人の心情が法的解決には結びつかなかった。 

  

４．消費者の特性と消費者紛争のための ADR 手続に関する質 

日本では、消費者の弱者性に基づき、消費者保護を目的とした消費者の救済を図る ADR

手続が整えられつつある25。そのような手続も重要であるが、これまで検討してきた消費者

の特性を考慮すれば、多様な消費者の特性に適した幅広い見地から ADR手続を整備するこ

とが求められるであろう。そこで、ADR手続の質について、2011年に出された EU指令「消

費者紛争のための ADR と EC 指令の改正」26に記載されている ADR 手続の実効性と公平

さを参考に考察する。 

EU指令では、消費者の経済的弱者性に対する支援については、「ADR手続は無料もしく

は、消費者が支払う費用は少ないこと」と記されている。日本においても、行政や業界団

体及び消費者団体が実践する ADR手続に対する消費者の金銭的負担は少ない。 

次に、情報については、EU 指令において、多くのことが挙げられている。例えば、「消

費者は、解決案に合意する前に、その解決案が裁判による決定よりも有利とはいえない場

合もあると知らされること」がある。また、「解決案を受け入れる、または断る前に、消費

者は独立した助言を求める権利を持っている」ことも明示されている。さらに、消費者に

も事業者にも、「自らの見解を表現でき、相手や専門家の話を聴くことができる」、「解決案

に合意する前に、その合意の法的効果について情報を得られる」、「熟考するための合理的

な期間を許される」ことが規定されている。 

日本において、消費者が専門家の助言を得る制度としては、弁護士相談や建築士相談な

どがある。消費者が ADR手続実施者からの助言を通じて、解決案に応じるまたは、何らか

の解決行動をする際に、手続実施者以外の専門家から直接情報を得ることができれば、消

費者自身が、いくつかの視点から熟考することにつながる。そうなれば、手続実施者や相

手事業者に説得されて仕方なく合意するということが少なくなると考えられる。これは、

合理的な判断ができる消費者や、主体的な解決を望む消費者には必要不可欠な制度である

だろう。弱者である消費者にとっては、ADR 機関の相談担当者が、紛争に関する問題を消

費者と協働して捉え、専門家に相談するポイント等を整理しておくことも必要となる。消

費者が弁護士や技術的専門家に手軽に相談できる場が整備されているとは言い難い現状で

                                                   
25 “THE HIDDEN WORLD OF CONSUMER ADR: REDRESS and BEHAVIOR”(2011)、前揚注 18 に

おいて、菅原郁夫によって、国民生活センターADRと金融 ADRについての実践や課題が報告されている。 
26 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUCIL “on alternative dispute 

resolution for consumer disputes and amending Regulation(EC) No 2006/2004 and Directive 

2009/22/EC (Directive consumer ADR)”, Brussels, XXX COM(2001) 793/2, pp.16-17.を参照。 



は、ADR 機関が専門的相談機関と連携し、消費者と専門家をつなぐ機能も備えておくこと

が重要である。 

また、「相手に自らの見解を表現し、相手の話を聴く手続」は、弱者である消費者の後見

人として、手続実施者が消費者の保護を目的に当事者に妥当な解決を導く手続とは異なる

方法である。「両当事者が相手に自らの見解を表現して、相手の話を聴く手続」は、両当事

者と手続実施者が同席する面談形式の話し合いによって実現される。このような面談を効

果的に実現するためには、消費者と事業者の話し合いや、両当事者がお互いの立場及び状

況などを認め合うことを支援するような対話促進型調停（メディエーション）が整備され

ることも必要であろう。けれども、行政型 ADR機関においては、不当な契約で被害を受け

た消費者の被害を回復することや、消費者全体の利益を考慮すること、公正な取引の実現

という目的を持って整備されている。合理的な判断ができる消費者や主体的な解決を望む

消費者、事業者との信頼関係の回復を望む消費者など、消費者の多様な特性に適した ADR

手続を実現するためには、消費者団体等の民間型 ADR機関が、消費者と事業者の対話を促

進し、信頼関係の再構築の実現を担う役割を広げることを期待したい。 
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