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比較法による消費者撤回権法制の改正案の検討 
―アルゼンチン、コロンビア、スペイン、フランスを参考に―

前田研究会
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Ⅰ　はじめに

本稿は、我が国のクーリング・オフ制度（消費者撤回権）に関する規律について、

アルゼンチン、コロンビア、スペイン、フランスの法制度との比較によりその改
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正案を検討するものである。現在、日本の特定商取引法においては、訪問販売、

電話勧誘販売などにおいて、一定期間内であれば消費者側から無条件で契約を解

除することができるクーリング・オフ制度が規定されている。このような制度が

あるにもかかわらず、2013年度に国民生活センターに寄せられた相談件数をみる

と、契約・解約に関して訪問販売では71,284件、電話勧誘販売では61,088件と、

いまだ多くの消費者が問題を抱えている現状がうかがえる。そこで諸外国のクー

リング・オフ制度に目を向け、現行日本法の問題に対する改善点を検討していく。

消費者が撤回権をスムーズに行使し得ない要因として、消費者が事業者から受

け取る撤回権に関する情報の不足、及び撤回権行使方法の煩雑さなどが考えられ

る。

そもそもクーリング・オフ制度は、意思不確定な状態での契約締結に対する救

済措置として存在するが、そのような意思不確定な状態で契約に至ることを防ぐ

ためには、消費者に対する事業者の情報提供義務の強化・充実が大事である。

これらの要因を踏まえ、第 1章では、事業者が消費者に対して負う情報提供義

務について述べ、①情報提供義務の内容、②情報提供義務違反の効果について検

討する。第 2章では、①撤回権の行使要件、②行使後の効果、③適用除外につい

て検討する。そして最後に、以上のことを比較・検討した上で、我が国の特定商

取引法等の消費者法制に関して具体的な改正案を提案する。我々の提案の骨子は

以下の 5点にまとめられる。

・情報提供義務の内容の改善

・一般的情報提供義務の設置

・情報提供義務違反の効果の改善

・撤回権行使方法の改善

・適用除外対象項目の改善

に関する新たな提案である。

Ⅱ　情報提供義務の内容

1　一般的な情報提供義務

ここでは販売類型問わずすべての事業者に課される義務のことを一般的な情報

提供義務と定義する。そして、消費者にとっては欠くことのできない重要な情報

がこれに該当する。ただ、我が国の特商法では個別の取引類型別の規定にしか
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なっていないため、一般的な情報提供義務という括り自体が存在しないのが現状

である。「製品及び役務の本質的特徴」、「価格」及び「履行期限」は、比較法対

象のいずれの国でも一般的な情報提供義務として明文化されている。

以下では違いが生じているもの（ 8か所）について検討する。

最初に「言語の指定」についてであるが、アルゼンチン、コロンビア、スペイ

ンがカタルーニャ語（スペイン語）を指定しているのに対し、フランス及び日本

には定めがない。しかし当研究会としては、一般的な消費者保護法が存在しない

我が国の現状においては、特定商取引法等に一般的な情報提供義務を定め、言語

の指定を取り入れるべきであると考える。なぜなら、例えば輸入品の場合、国民

が理解できる言語によって記載されていることが、取引の安全に寄与すると考え

るためである。そして、この「言語の指定」に関する規定は専門家だけではなく

一般消費者を名宛人とすべきであるから、諸外国におけるように本来ならば一般

的な情報提供義務という類型を設けて規定し、啓発的な側面をも強調すべきであ

ろう。

第 2に「保証」について述べる。ここではアフターサービスとしての保証を指

す。アルゼンチン消費者保護法10条の 1（d）1）、コロンビア法1480号24条 2項 1

号2）、スペイン消費者保護法60条 2項 E3）において一般的な情報提供義務として

規定されている一方で、フランスは隔地取引・営業所外取引の条文（L121-17条 6

号）において、また日本では訪問販売に関し特商法規則 3条と電話勧誘販売に関

し同規則17条 7号においてのみ規定されている。いずれも内容について特筆すべ

き違いはない。違いがあるのは「保証」に関する規定を配置する場所である。す

なわち、アルゼンチン、コロンビア及びスペインのように販売類型を問わない一

般的な情報提供義務として規定すべきかどうかが問題となる。我々が調査した

国々の中でフランスと日本のみが取引類型ごとの条文で「保証」を定めているも

のの、その文言には差がないことから、取引類型ごとに分けて規定する特段の必

要性はないと考える。さらに、結局は隔地取引・営業所外取引のそれぞれに規定

を置いていることに鑑みれば、「保証」は消費者にとって取引類型を問わず重要

な情報であるといえる。よって、「保証」は一般的な情報提供義務として規定す

べきと考える。しかし、冒頭で述べたように我が国の特商法は取引類型別の規定

のみを定め、一般的な情報提供義務という括り自体を有さないというのが現状で

ある。したがって、一般的情報提供義務に関する条文を新たに導入する必要があ

るだろう。
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第 3に「クレームの手段」については、現在一般的な情報提供義務として条文

があるのはスペインのみであり、その他の国については一般的な情報提供義務と

はせず、取引類型別の条文で定めている。しかしながら、取引形態を問わず、必

要かつ重要な情報であれば一般的な情報提供義務として定めるべきというのが当

研究会の考えであり、当該「クレームの手段」も、そのような必要かつ重要な情

報であると考える。

第 4として、コロンビアのみが規定しているのが「取扱説明」である。これは

「正しい使用と消費、製品の保存とインストール、役務の利用についての取扱説

明」がなされていなければならないというもので、非常に細かい規定ということ

ができる。したがって、当研究会としては一般的な情報提供義務のレベルで定め

る必要はないと考える。

第 5に「事業者の身元」は、事業者の名前や住所、連絡先等の情報を指してお

り、アルゼンチン、スペイン、フランスは一般的な情報提供義務としているが、

コロンビアは隔地取引（電子商取引）の条文にしか規定されていない。これは隔

地取引や訪問販売の如何を問わず、あらゆる取引において必要な情報であると考

える。

第 6として「水道・電気・ガス・地域暖房への適用の可否」とは、体積や量を

特定して販売することができないこのような商品を対象とした取引についても、

情報提供義務が課されるということを規定したものである。これは、スペイン及

びフランスにおいて一般的な情報提供義務としているが、アルゼンチンでは取引

類型ごとの情報提供義務として規定している。一方、日本及びコロンビアには定

めがないため、「製品及び役務の本質的特徴」の条文を解釈適用しているものと

考えられる。しかし、これらの製品は明確な値段が定まっていないことから、契

約内容は消費者の不利になりがちであり、消費者保護を特に意識すべき取引であ

るといえる。よって、我が国においてもスペインやフランスのように、一般的な

情報提供義務とした上で取引類型ごとの情報提供義務としても規定すべきと考え

る。

第 7に「追加費用」とは、輸送にかかる費用や、郵便料金等支払い手段を利用

するにあたって必要となる費用等を含めた最終的な価格のことである。これにつ

いてはアルゼンチン、スペイン、フランスが一般的な情報提供義務として規定す

る一方で、コロンビアは電子商取引の条文においてのみ規定している。内容につ

いては各国で若干の違いが見られる。まず、アルゼンチンは追加費用を消費者が
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負担すべきとだけ規定している。次に、スペイン及びフランスはさらに事業者が

追加費用についての情報を事前に消費者に通知することができなかった場合に、

事業者の負担となり得る旨を規定している。この点について、事業者側が後から

料金を請求すると消費者にとっては思わぬ負担となり、取引の安全を害する。そ

してこのことは取引類型を問わず当てはまる。よって、追加費用に関して事前の

通知を欠いた場合にその費用は事業者が負担すべきとする旨を、一般的な情報提

供義務として規定すべきと考える。

第 8として「撤回権の有無」は、アルゼンチン、スペイン、フランスが一般的

な情報提供義務として、コロンビアは隔地取引と電子商取引の条文において規定

されている。しかしこれは欠くことのできない消費者の重要な権利であるため、

一般的な情報提供義務として全事業者に課すべきだと考える。

表 1　一般的情報提供義務 (1)

アルゼンチン コロンビア スペイン フランス 日　　本

言語の指定 消費者保護法
10条の 1

法1480号23条 消費者保護法
60条 2項 G

× ×

製品及び役務
の本質的特徴

消費者保護法
10条の 1（a）

法1480号24条 

1項 2号、 3

号、 4号

消費者保護法
60条 2項 A

L111- 1の 1 特商法 4条 1号、
18条 1号、37条
2項 1号、55条
2項 1号

取扱説明 × 法1480号24条
1項 1号

× × ×

価格 消費者保護法
10条の 1（f）

法1480号24条
2項 2号

消費者保護法
60条 2項 C

L111- 1の 2 特商法 4条 2号、
18条 2号、42条
2項 2号、 3項
2号

履行期限 消費者保護法
10条の 1（e）

法1480号24条
1項 3号

消費者保護法
60条 2項 D

L111- 1の 3 特商法 4条 4号、
18条 4号、42条
2項 4号

事業者の身元 消費者保護法
10条の 1（b）
（c）

×（電子商取
引に記載あ
り）

消費者保護法
60条 2項 B

L111- 1の 4 規則 3条 1号、
17条 1号、28条
1号、43条 1号
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2　営業所外取引の場合の情報提供義務

（ 1） 営業所外取引

営業所外契約に関して、アルゼンチンとコロンビアには個別規定がない。一方、

スペイン、フランス及び日本では個別の規定が見られる。したがって、以下では、

スペイン、フランス及び日本の 3国について見ていく。

役務と製品に関しての基本的情報の提供は 3国すべてにあり、同時に同意のあ

る契約書の提出義務も 3国ともに契約上必要な条件となっている。

次に、値段が定まっていない水道、ガス、電気や、暖房などのシステムを利用

した際の料金の精算方法について、日本にのみ規定がないことがわかる。こう

表 2　一般的情報提供義務 (2)

アルゼンチン コロンビア スペイン フランス 日　　本

水道・電気・ガ
ス・地域暖房へ
の適用

× × 消費者保護法
60条 3項

L111- 1の 4 ×

動産の交換部品
の入手日

× × × L111- 3 △公正競争規
約 5条 1項 5

号

追加費用 消費者保護法
10条の 1（g）

×（電子商取
引に記載あ
り）

消費者保護法
60条 bis 1項

L113- 3 - 1

条 I項
×

支払い手段を使
用するための料
金

× × 消費者保護法
60条 ter 1項

L113- 3 - 1

条 I項
×

撤回権の有無 新民商法1111

条
×（隔地取引
・電子商取引
に記載あり）

消費者保護法
60条 2項 H

L121-19 特商法 4条 5

号、18条 5号、
37条 2項 4号、
42条 2項 5号、
6号、55条 2

項 4号

保証 消費者保護法
10条の 1（d）

法1480号24条
2項 1号

消費者保護法
60条 2項 E、
F

×（隔地・営
業所外にあ
り）

△規則 3条、
17条 7号

クレームの手段 × × 消費者保護法
60条 2項 K

× ×
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いった製品については明確な値段が定まっていないため、契約内容は消費者に不

利とされている。従って、スペインやフランスで定めているように、日本でも同

じ詳細規定を設けることが妥当だと思われる。しかし、営業所外取引ではなく、

一般的情報提供義務の方で規定を設けるべきである。

続いて、撤回権行使に伴う製品の返送料金の負担に関する規定はスペインとフ

ランスが設けている。スペインとフランス、いずれの国においても製品の返送料

金は消費者の負担になると規定されており、日本の特定商取引法（ 9条 4項）に

比べて消費者への保護が手薄いことがわかる。

スペインとフランス、いずれの国も自身の行動規範と法を遵守した証明責任に

関する規定を設けている。規定に則り法を遵守し、それを誓うと記されている。

そして、契約の解除（クーリング・オフ）に関する規定は 3国すべてが設けて

いる。クーリング・オフに関する規定は消費者保護において最も重要な規定の 1

表 3　営業所外取引の情報提供義務

営業所外取引
アルゼン
チン

コロン
ビア

スペイン フランス 日　　本

役務に関しての
基本情報の提供

× × 消費者保護法99

条 1項
フランス消費法典
L121-18

特定商取引に関す
る法律
第 4条

同意のある契約
書の提出義務

× × 消費者保護法99

条 2項
フランス消費法典
L111-1，L111- 2

1号

特定商取引に関す
る法律
第 4条

水道、ガス、電
気、等について
の請求の詳細

× × 消費者保護法99

条 3項
フランス消費法典
L111-1，L111- 2

4号

×

返送料金の消費
者負担
（撤回権行使に
伴う）

× × 消費者保護法97

条 1項 J（消費
者が負担する）

フランス消費法典
L111-1，L111- 2

3号（消費者が負
担する）

特定商取引法 9条
4項（事業者が返
送料金を負担）

事業者の行動規
範の存在、履行
の証明責任

× × 消費者保護法99

条 4項
フランス消費法典
L111-1，L111- 2

5号

×

契約の解除に関
する規定

× × 消費者保護法
97条 1項 i

フランス消費法典
L111- 1  6号

特定商取引に関す
る法律
第 4条 5項
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つであるため、基本的にはすべての国が設けている規定である。

営業所外契約において日本法に設けるべき改正案としては、料金の定まってい

ないシステムにおいての請求についての詳細、そして製品の返送料金についての

負担の規定を設けることである。こういった値段が明確に定まっていない商品を

提供する場合、消費者に料金の詳細を提示しない限り圧倒的に消費者側の不利益

につながると考えられるからである。

（ 2） 電話勧誘販売

電話販売において、アルゼンチンとコロンビアには類型としての電話販売に関

する規定が存在しない。一方で、EU指令に基づいて国内法が整備されたスペイ

ンでは96条4）に、またフランスでは消費法典 L121条5）に明文規定があり、同様

に日本でも特定商取引法24条に記されている。したがって、ここでもスペイン、

フランス及び日本の 3国について見ていく。

まず契約を行う上での必須要件である製品及び役務の本質的特徴については 3

国ともに条文に記されている。

次に書面、又は永続的な媒体での契約の必要性について 3国ともに明文化され

ており、契約を行う上で情報を残す重要な手がかりとなるため、本質的特徴同様

に必須要件と言える。

次に、契約に関する勧誘の電話をかけることができる時間帯の規定に関しては、

スペインの96条 2項6）にのみ規定が見られる。通常、事業者側の営業時間に沿っ

て勧誘電話をかける時間が決まっているはずであるが、おそらくスペインでは消

費者側へかかる迷惑を考慮して作られた法律だと考えられる。例え事業者側の企

業が休日に営業していようとも、家族で時間を過ごしている休日に勧誘電話がか

かってきたら不快になる人もいるだろう。消費者のためを考慮した良い規定と言

える。

事業者側の身分の提示は、契約を行う上では必須条件である。契約する相手の

情報がわからないと、消費者にとって著しく不公平になってしまうからである。

これらの規定については 3国ともに規定があり、問題はない。

最後に、契約の撤回方法（クーリング・オフの方法）の通知義務に関しては 3国

すべてにおいて規定がある。契約においての撤回方法は極めて重要な情報である。

全体的に見ると電話販売における日本の法律はスペインやフランスといった

ヨーロッパ諸国の法律に引けをとらないほど充実しており、さほど改善すべき内
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容も見られない。勧誘電話の時間的制限を新たな規定として加えることも重要か

と思われるが、この規定がないことによって消費者側が著しく不利になることも

ないため、電話販売における法律の規定において改正案はないと思われる。また、

日本の法律が消費者保護を十分に行い、信頼できるものだと言える。

3　隔地取引の場合の情報提供義務

製品及び役務の本質的特徴については、コロンビアでは法律1480号50条（b）

において、「提供された製品について、確実で、信用でき、十分で、明白で、か

つ最新の情報を提供すること。特に、大きさ（tamaño）・重さ（peso）・寸法

（medida）・材質（material del que está fabricado）・性質（naturaleza）・産地（origen）・

製造方法（modo de fabricación）・成分（componentes）・使用権（usos）・用法（forma 

de empleo）・所有権（propiedades）・品質（calidad）・適切さ（idoneidad）・数量

（cantidad）又は、画像が付いているかいないかに関わらず、消費者にとって製品

に最も近い表現となるために重要な特徴や特性を示さなければならない。また、

申込みの有効期間及び製品の在庫を示さなければならない。継続的な契約におい

ては最低契約期間を伝えなければならない。製品の広告が製品自体の画像を含む

表 4　電話勧誘販売の情報提供義務

アルゼ
ンチン

コロン
ビア

スペイン フランス 日　　本

製品及び役務の
本質的特徴

× × 消費者保護法96

条 1項、 2項
フランス消費法典
L111-1，L111-2，
L121-17

特定商取引に関す
る法律第18条

書面、または永
続的な媒体での
契約の必要性

× × 消費者保護法96

条 5項
フランス消費法典
L121-20

特定商取引に関す
る法律19条、24条

勧誘の電話をか
けられる時間帯
の規定

× × 消費者保護法96

条 2項
×
（時間帯の規定は
ない）

×
（時間帯の規定は
ない）

身分、そして契
約内容の明示化
義務

× × 消費者保護法96

条 2項
フランス消費法典
L121-19- 1

特定商取引に関す
る法律16条

撤回方法の通知
義務

× × 消費者保護法96

条 5項
フランス消費法典
L121-20

特定商取引に関す
る法律24条
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場合は、画像の縮尺について正しく記載しなければならない」。以上のことから、

コロンビアでは画像に対する規制が厳しいことがわかる。

フランス法（L121-19条 3号）では、その商品又はサービスの主たる特徴、値段、

契約期間及び撤回権とのみ表記、スペイン法60条 A7）では商品やサービスの主な

特徴、使用される媒体、サービスや商品の範囲と規定、アルゼンチン法では特別

に規定はなく、一般的な情報提供義務に関する規制がここでも妥当すると考えら

れる。

日本の特商法11条で通信販売について定められている情報提供義務の内容は、

商品、権利又は役務の価格、支払時期及び支払方法、商品の引渡時期、クーリン

グ・オフに関する事項が定められている。さらに特商法規則 8条において、事業

者の氏名、住所等、申込みの有効期限、代金以外に負担すべき金銭があるときは

その内容及びその額、瑕疵担保責任に関する規定、デジタルコンテンツに関する

特別な規定、広告及び電子メール広告に関する規定が定められている。

諸外国と日本に共通する情報提供義務の内容としては、商品の価格、撤回権の

存在があるが、そのほかの事項、すなわちコロンビアで規定されている、大きさ・

重さ・寸法・材質・性質・産地・製造方法・成分・使用権・用法・所有権・品質・

適切さ・数量もしくは他の適切な要因といった特徴や特性、製品の広告が同製品

の画像やグラフを含む時はその画像表現に対する厳しい規制が存するが、日本に

はこれらの規定はない。これらの情報は非常に細かいものではあるが、通常の店

頭販売においては消費者が認識できる情報であり、隔地取引という意思不確定な

状態での契約となりやすい取引形態においても、消費者が店頭販売と遜色ない情

報を受け取ることができるようにするものとして、参考にすべきである。

事業者の身元に関しては、比較対象国のすべてで事業者自身の情報を消費者に

提供しなければいけないことが記載されており、差異は見受けられなかった。

契約の履行に必要な言語で記載する必要性については、スペインのみが97条 H

により明文化されている。

また、情報の伝え方に関してはコロンビアでは提供された製品について、「確

実で、信用でき、十分で、明白でかつ最新の情報」を提供しなければならない。

一方フランスでは、L121-19- 3条 1項8）において、「隔地契約が締結された場合、

事業者は消費者に対して、読みやすく、かつ、わかりやすく、L121-17条の項目

における情報を用いられる隔地伝達手段に則した方法で情報を提供できる状態に

なければならない」とあり、またスペインにおいても内容はほぼ同様であるが、
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98条 1項9）に次のように記載されている。「隔地契約が電子的な手段で成立した

場合、契約成立前に事業者は97条 1項 A、E、P、G10）に記されている情報を明

確に、分かりやすく 提供しなければならない」。

撤回権の行使手順（に関する情報提供義務）については、我々が調査した国々の

すべてで定められている。更に、ヨーロッパのフランス（L121-17条 2項）11）とス

ペイン（106条）12）では行使方法が限定されており、フォームを通して撤回権を行

使しなければならない旨が記されている。

アフターサービスや保証については、コロンビア（24条）13）、フランス（L121-17

条 6号）14）、スペイン（97条M、N）15）では定めがあるものの、アルゼンチン及び

日本では明文規定がない。具体的に見るとコロンビアでは「消費者、使用者が購

入した商品に随伴する保証に関係する情報」としか書かれていないが、フランス

（L121-17条 6号）とスペイン（97条M、N）では商品の保証制度と消費者へのアフ

ターサービスの定めがある。保証制度やアフターサービスとは会社が独自に設定

しているものであり、法的な裏付けが必ずしもあるわけではない。日本では保証

の情報提供義務のみあるので、会社が独自に設定したアフターサービスの規定は

日本にも提案したいと考える。

業界ルールの明示に関しては、コロンビア（50条）16）、フランス（L121-17条 6

号）17）、スペインが定めている。スペイン法97条 O18）によれば、はっきりと事業

者間で業界ルールを定め、それを掲載しないといけない。また、フランス（L121-

17条 6号）でも行動規範の存在を伝えなくてはならないとされているが、行動規

範の策定に誰が参加するかは明らかではない。コロンビア（50条）に関しては、

消費者がコロンビアの消費者保護局のウェブサイトページに入ることができるよ

うリンクを貼らなければならないと定めている50条に基づいて、同ウェブサイト

に掲載されている業界ルールに関する情報提供義務を負うと解することができる。

水道やガス、及び地域の暖房システムなどに関してはフランス法（L121-17条 4

号）19）とスペイン法60条 2項20）のみが項目を設けている。なぜなら、水道やガス、

地域の暖房システムなどは明確な料金がわかりにくいため、それらの計算方法を

明示する義務を課している。水道やガス、地域の暖房システムなどのわかりにく

い商品に関しての計算方法は日本でも規定するべきだと考える。

契約期間と期間延長の可能性については、スペインでは60条 Pにおいて、コ

ロンビアでは法律1480号46条 4項21）及び50条（b）22）において契約の継続期間に

ついての規定を設けている。フランスでは L121-19条 3号23）において契約の継続
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期間の通知についての規定を設けている。日本では特商法11条 3号24）において

商品の引き渡し時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期についての明文

規定がある。

事業者の身元を明らかにするということと、連絡手段を明らかにすることにつ

いては、スペインの60条 B25）では事業者の身分についての情報を提供すること

を義務付けており、一方 Dでは60条 C26）に記載された情報と異なる情報や不足

している情報がある場合、事業者の本社の住所などの正確な身元の記載をするこ

とを義務付けている。コロンビア法1480号46条 3項27）では事業者の身元に関す

る情報提供義務の明文規定がある。フランスでは L121-17条 6号28）において、事

業者自身の身元に関する情報提供義務の明文規定がある。日本では特商法 8条に

販売業者又は役務提供者の氏名、住所及び電話番号の明文規定があり、事業者の

表 5　隔地取引の情報提供義務

アルゼン
チン

コロンビア スペイン フランス 日　　本

製品及び役務の
特徴

× 24条
50条（b）

60条 A L121-19条 1項
1号
L121-19条 3号

特商法11条

事業者の身元 × 46条 3項 60条 B、D L121-17条 6号 特商法 8条

追加料金発生の
可能性

× 50条（c）
（d）

60条 E、F L121-17条 2項 特商法 8条 4項

消費者に向けた
言語での記載

× × 97条 H × ×

撤回権の行使手
順

34条 46条 4項
50条（c）

60条 I L121-17条 2項 △

アフターサービ
ス、保証

× 24条 97条M、N L121-17条 6号 ×

業界のルール × 50条 97条 O L121-17条 6号 ×

水道やガスなど
の場合

× × 60条 2項 L121-17条 4号 ×

契約期間、期間
延長の可能性

× 46条 4項
50条（b）

60条 P L121-19条 3号 特商法11条 3号

返品は消費者負
担

× × 97条 J L121-17条 3号 ×

適用除外 × × 97条 L L121-17条 5号 ×
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身元と連絡手段を共に明示している。

追加料金発生の可能性については、スペイン法の60条 E29）と F30）では、それ

ぞれ追加料金の発生する条件について記されている。Eでは、合計費用について

正確な表示がない場合に、それらの詳細を消費者に伝えなければならない。Fで

は、総コストの計算に課されたコストの詳細を記さなければならない旨を記して

いる。コロンビア法1480号50条（c）31）及び（d）32）では追加料金に関する規定が

設けられている。フランス法では L121-17条 2項33）において、一般的な情報提供

義務を転用する明文規定がある。日本でも特商法 8条 4項には「法第十一条第一

号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭がある

ときは、その内容及びその額」と明示されている。

返品送料の消費者負担に関して、97条 J34）によりスペイン法では、商品の返品

送料は消費者の負担となる。フランスでは121-17条 3号35）において、商品やサー

ビスの返送料金は消費者負担となる規定がある。一方、コロンビアと日本には隔

地取引における返品送料の規定は存在しない。

隔地取引における適用除外については、フランス、スペイン、コロンビアでは

隔地取引の条文においては特に適用除外を定めていない。よって、適用除外につ

いては包括的な規定である法1480号47条を適用するものと考えられる。

Ⅲ　情報提供義務違反の効果

ここで述べる義務違反の義務とは大きく分けて 3つになる。 1つ目は一般的な

情報提供義務（販売類型を問わずすべての事業者に課される義務）、 2つ目は販売類

型ごとに定められた情報提供義務、最後は撤回権の存在と行使方法に関する情報

提供義務である。それぞれの義務に違反した際に発生する効果を各国ごとに確認

していく。

1　一般的な情報提供義務に違反した場合

一般的な情報提供義務違反の効果としてアルゼンチンでは a）強制履行、b）

代替物引き渡し、及び、c）契約解除がある。これは事業者に債務の本旨である

製品等の引き渡し義務の不履行があった場合と同じ効果である（アルゼンチン消

費者保護法10条の 2）36）。コロンビアは情報提供義務に不備があった場合、消費者

は期限まで何ら弁明することなく撤回権を行使することができ37）、製造者や供給



276　法律学研究58号（2017）

者はそれによって生じたすべての損害について責任を負うものとしている。文言

上は適用範囲が広いように読める38）。ただし、製造者又は供給者が不可抗力や偶

発性、情報の誤りが避けられなかったことを証明した場合はこの限りでない。な

お学説39）では、情報の不備によって、必ずしも消費者の同意のない契約である

として無効になるのではなく、契約における瑕疵となり、契約を取消すことが可

能となるとしている。スペインにおいては、消費者保護法60条40）において一般

的な情報提供義務に関して明文化されているが、義務違反の効果に関する情報は

明文化されていない。フランスでは公の秩序に違反した場合の効果として契約が

無効となる（L111- 7条）41）42）。さらにフランスでは明確な行政制裁額が定められ

ている（L111- 6条）43）。

2　取引類型ごとの情報提供義務に違反した場合

次に取引類型ごとに定められた情報提供義務違反について確認する。日本では

訪問販売につき特商法 8条44）と通信販売につき特商法15条45）のように定めてい

るにすぎず、契約の効果については述べていない。フランスでは隔地取引、営業

所外契約取引共にそれぞれ L121-19- 3条46）と L121-18- 1条47）に規定があり、

L121-17- 1条にあるすべての情報を含まなければ契約は無効となる48）。スペイン

においても、隔地取引、営業所外取引共に、契約書面交付義務を果たしていない

場合は、契約は100条 1項49）によって消費者の請求により取り消すことができる。

この場合も、100条 2項50）により消費者の全面的な責任である場合を除いて、事

業者の側から契約の無効を申し立てることができず、100条 3項51）によって情報

提供義務の履行の証明は事業者が負う。一方、アルゼンチン52）とコロンビアに

関しては取引類型ごとに定められている規定が存在せず、既述の一般的な情報提

供義務違反の効果が適用されるものと考えられる。

結論でも述べるとおり、日本は代金などの重要な情報に関して情報提供義務違

反があった場合には契約を無効とすべきと考える。なぜならフランス式では情報

提供義務違反が一つでもある場合契約が無効となり、事業者の負担が過大となる

からである。段階的に分けて効果を発揮するべきだろう。

3　撤回権の存在と行使方法に関する情報提供義務に違反した場合

最後に撤回権の存在と行使方法に関する情報提供義務違反の効果について述べ

る。コロンビアにはこの点に関する明文がないので一般的情報提供義務違反の効
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果が適用されることになり、具体的には製造者や供給者がそれによって生じた全

ての損害について責任を負う。日本では法定書面の交付がない限りはクーリン

グ・オフ期間が進行しないので、撤回権の行使はいつまでも可能であるという意

味での制裁がある。また、契約取消権により、契約を取り消すことができ、この

ように契約の効果に影響を与えることができる。アルゼンチンでは、新民商法

1111条53）により、撤回権は、消費者がその権利についてしかるべく情報提供さ

れない限り消滅しないとされている。この点、日本との違いは契約の効果に影響

を与えるかどうかの明文規定が存在しない点であり、撤回権を行使できる期間が

延びるだけである。スペイン消費者保護法105条 1項54）では、事業者が撤回権に

ついて十分な情報を提供していない場合、情報提供義務違反として消費者が元々

与えられていた撤回可能期間から追加で12か月間の撤回権を与える。しかし、そ

の12か月の期間中に正しい情報を提供された消費者は、その日から14日間撤回権

を行使することが可能となる。このようにスペインも日本やアルゼンチンと同様

に撤回権行使の期間が延長されるが、期限付きで延長されることが違いである。

また、情報提供が行われた場合の期間についても明記してある。フランスでもス

ペインと同じ内容が L121-21- 1条55）にて規定されている（L111- 7条）。

表 6　情報提供義務違反の効果

アルゼンチン コロンビア スペイン フランス 日　　本

①一般的な情報
提供義務違反

消費者保護法
10条の 2

法1480号23条、
24条

消費者保護法
71条 3項

L111- 7条
L111- 6 - 1

×

②取引類型ごと
に定められた情
報提供義務違反

消費者保護法
10条の 2

法1480号23条、
24

通信販売、訪
問販売97条 6

項、100条

隔地取引
L121-19- 3

営業所外
l121-18- 1　
L111- 6 - 1

訪問販売：
特商法 8条
通信販売：
特商法15条

③撤回権の存在
と行使方法に関
する情報提供義
務

新民商法1111

条
× 消費者保護法

105条 1項
L121-21- 1

Legifrance 

L121-21- 1

特商法 9条の
3、24条の 2、

40条の 3、49

条の 2、58条
の 2



278　法律学研究58号（2017）

Ⅳ　撤回権の行使要件と行使後の効果

1　撤回権の行使要件

（ 1）　アルゼンチン

表 7　撤回権行使要件　アルゼンチン

起算点 商品引渡し日又は契約締結日のいずれか遅い方から10日間　

撤回権者 消費者

適用範囲 A.訪問販売
B.通信販売

効　　果 契約の解除

（ 2）　コロンビア

タイムシェアリング契約と隔地取引以外の契約については、「製造者もしくは

供給者により供与される融資制度」を支払方法として選択した場合にのみ撤回権

が認められる。「融資制度」とは、デパート等の販売会社との間の二者間のクレ

ジットに限られ、信販会社を通じた三者間のいわゆるクレジット払いは含まない

とされており、この点が批判の対象となっている56）。

表 8　撤回権行使要件　コロンビア

起算点
物：引渡し時から 5日間
役務：契約締結時から 5日間　　　

撤回権者 消費者

適用範囲 A物の売買・業者が許諾したクレジット払いの役務の提供
Bタイムシェア
C伝統的でない方法を使った売買・隔地取引

効　　果 契約の解除
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（ 3） スペイン

表 9　撤回権行使要件　スペイン

起算点 消費者が商品を受領した日から数えて14日間（104条）

撤回権者 消費者

適用範囲　 隔地取引（通信販売）、営業所外取引（訪問販売）

効　　果 契約の解除

（ 4） フランス

表10　撤回権行使要件　フランス

起算点 商品引き渡し日、役務提供日から14日間

撤 回 者 消費者

適用範囲 隔地取引（通信販売）、営業所外取引（訪問販売）

効　　果 契約の解除

2　行使後の効果

第 1に、契約解除申請書面を受領したことの通知に関して、アルゼンチンでは

事業者は、消費者の住所宛に72時間以内に契約の解除の書面を受け取ったという

連絡を送らなければならない57）。このような規定は日本にはない。

第 2に、代金返還の期限に関して、コロンビア、スペイン、フランスでは、撤

回権が行使された時点から事業者が代金返還するまでの期限を定めている。コロ

ンビアでは30日以内58）、スペイン、フランスでは14日以内59）としている。日本で

は「速やかに」という文言はあるものの60）、具体的日数は規定されていない。

第 3に、代金返還が遅れた場合の処置に関して、スペイン、フランスでは、事

業者の代金返還が、定められた期限を過ぎて行われる場合の扱いについても規定

されている。スペインでは、支払い能力があるにもかかわらず代金返還に不当な

遅れが生じた場合は、元々の額の倍額の請求が可能となる61）。フランスでは、返

済期日後の10日目以降に返還が行われたなら費用は自動的に法定利率によって高

くなる。利率は10日から20日の間だと 5％、20日から30日までの間だと10％、30

日から60日の間だと20％、60日から90日までの間だと50％となり、その後は 1か

月の遅れにつき 5％がその商品の価格と法定利率に追加される62）。

第 4に、商品の返送費用の扱いに関しては各国で異なる。日本では、事業者が
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返送費用を負担すると規定されているのに対し63）、コロンビア、スペイン、フラ

ンスでは、消費者が返送費用を負担するとしている64）。さらにスペイン、フラン

スでは、事業者は通常の事業者の提示する配送手段よりも消費者がより高い配送

手段を選択した場合は代金返還にその額を追加する必要はないとしている65）。

第五に、支払い方法に関して、スペイン、フランスでは、事業者は代金返還を

最初の取引の支払い方法によって行うと規定している。ただし、消費者の突然の

拒否や、消費者に費用のかからない支払い方法を使用する場合はこの限りでない

としている66）。

3　適用除外

スペイン及びフランスは EU指令をそれぞれスペイン語、フランス語に翻訳し

ており、適用除外の項目は13項にわたる。一方でアルゼンチン、コロンビア及び

日本は上記 2か国に比して規定は少ない。

オーダーメイドの商品に関しては、アルゼンチンは1116条（a）、コロンビアは

コロンビア法1480号47条67）、EUも 3項で規定、一方の日本では記載がない。

相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少

する恐れがある商品に関しては 5か国すべて記載がある。

ダウンロードされた商品はアルゼンチン1116条（b）と EU指令（13項）には

あるがコロンビアと日本には規定がない。

新聞及びその他の定期刊行物に関しては EU（10項）、アルゼンチ1116条（c）

には規定があるが日本及びコロンビアにはない。

逆に賭博、宝くじはコロンビアのみ規定がある（法律1480号47条）。

価格変動のあるものは、コロンビア（法律1480号47条）と EU（ 2項）が規定し

ている。

役務提供に関してはアルゼンチン以外が規定している。

日本を除く 3か国以上が規定するのは「オーダーメイド商品」、「ダウンロード

商品」、「新聞や定期刊行物」、「価格変動するもの」である。

特商法ではなく細則の特商法規則を見てもやはり上記 4つは規定がないため、

特商法規則の規定事項の中でいずれをメーンの特商法に移すかという事ではなく、

特商法にも特商法規則にも規定がないような事項の内の何を特商法に新たに規定

するか考えていく。

「オーダーメイド商品」については唯一日本を除く 4か国すべてに規定がある。
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個人用のものとして特注した製品にも撤回権が存在するのは生産者にとって著し

く不利益があると思われるので適用を除外すべきだと思われる。

「ダウンロード商品」については、ダウンロードした瞬間にすべてのコンテン

ツを瞬時に利用できる性質を考えると期間を設けて撤回権を認める意義が薄そう

なので、こちらも除外すべきであろう。

「新聞及び定期刊行物」についてはアルゼンチン及び EU指令で規定があるが、

こちらもやはり商品の性質上、一定期間しか価値が生じえないものであり、（例

えば日刊新聞の場合 1日である）ダウンロード商品と根本的に同じ理由から適用除

外事項に加えるべきと考える。

「価格変動するもの」は、金融市場における変動に左右され、かつ、この変動

が撤回期間内に起こりうるものを指すと思われるが、変動するものであることは

自明であり消費者もそれをわかって購入するはずなので、確かにこれに撤回権を

認めるのは消費者への過剰な保護と言えるので適用を除外すべきである。

以上 4つが日本の特商法特商令いずれにも記載がない一方で日本以外の 3か国

以上に規定のある事項という事になる。上記のように検討するとやはりこの 4つ

は適用を除外するに十分に足る理由があるといえる。特商法に新たに追加したい。

「相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減

少する恐れがある商品」についてはすべての国に規定があるのでこのまま規定す

る。

次に既に特商法に記載のある事項について検討していく。

「提供済み役務」は日本を含め 4か国が規定するものだが、その性質からも当

然適用除外は認められるべきであろう。

「密封されたものを開封し、それが製品の品質を損ないうるもの」については

日本とＥＵは別個メーンの法律で規定しているが、「相当の期間品質を保持する

ことが難しく、品質の低下により価額が著しく減少する恐れがある商品」に定義

上内包していい事項と考え、割愛してもいいと考える。この項目については日本

の特商令ではかなり細かくその製品を説明している。しかしメーンの特商法では

そこまでの詳述は不要だろう。

最後にその他の事項について検討する。

「賭博や宝くじに関する契約」はコロンビアのみが規定している事項である。

性質としては価格が時期や当不当によって幾様にも変わりうることを考えれば事

実上「価格変動するもの」と同じ理由で適用を除外すべき事項と捉えられる。
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以下に述べる残りの EU指令 5項目については、コロンビア、アルゼンチン及

び日本の特商法にも特商令にも規定がないことになる。

・その性質によれば、引き渡し後にその他の物品と分離できずに混合された物品

の供給。

・酒類であって、価格が売買契約の締結時に合意されていて、その引き渡しが30

日を経過した後にしか行うことができず、時価が事業者によって支配すること

ができない市場の変動に左右されるものの供給。

・消費者が、緊急の修理又は保守を行うために、事業者の訪問を特に要求した場

合の契約。事業者が当該訪問の際に、消費者によって特に要求されたものに加

えて役務を提供し、又は保守者もしくは修理を行う際に使用する必要のある交

換物品以外の物品を提供した時は、撤回権は、当該追加的な役務又は物品につ

いて適用するものとする。

・引き渡し後に開封された、未開封の音声若しくは動画の記録物又はコンピュー

ターのソフトウェアの供給。

・公開の競り売りで締結される契約。

「提供時に見分けがつかなくなる混合物」については当然撤回権の行使が不可

能になるので除外すべきだし、そういった商品の多さを考えればメーンの特商法

に規定して良いだろう。

「酒類で、かつ時価が変動」については「価格変動するもの」と同義と捉える

ことができるので適用の除外を規定してもいいと思われる。わざわざ酒類だけ別

個に特商法に規定する必要性については疑問が残るので「価格変動するもの」、

として金融商品や賭博及び宝くじと並列して記載することにする。

「消費者が、緊急の修理又は保守を行うために、事業者の訪問を特に要求した

場合の契約」は消費者の要請が強いという特質を考慮して生産者保護の観点から

特商法に追加したい。「引き渡し後に開封された、未開封の音声若しくは動画の

記録物又はコンピューターのソフトウェアの供給」は、当然適用除外事項だが別

個規定の EU指令に対してアルゼンチンの法律を参考にすると同国は「消費者に

より読み取られた音声録音もしくはビデオ又はディスクの録画、情報通信プログ

ラムに関する契約、例えば、その永続的使用のために即時にダウンロードされも

しくは再生され得る、電子的手段により供給された情報通信ファイル」、すなわ

ち「ダウンロード商品」の中に括って規定している。これを倣うのが良いだろう。

「公開の競り売りの契約」については EU指令を参考にして特商法に追加すべ
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きだろう。

以上より適用除外については以下の規定にする。

①　消費者の指示通りに作られた物品又は明らかに個人用のものとして作られた

物品の供給（「オーダーメイド商品」）。

②　消費者により読み取られた音声録音もしくはビデオ又はディスクの録画、情

報通信プログラムに関する契約、例えば、その永続的使用のために即時にダウ

ンロードされもしくは再生され得る、電子的手段により供給された情報通信

ファイル（「ダウンロード商品」）。

③　新聞、定期刊行物又は雑誌の供給（「新聞及び定期刊行物」）。

④　物品又は役務であって、価格が、事業者が支配できない金融市場における変

動に左右され、かつ、この変動が撤回期間内に起こりうるものの供給。また、

酒類であって、価格が売買契約の締結時に合意されていて、その引き渡しが30

日を経過した後にしか行うことができず、時価が事業者によって支配すること

ができない市場の変動に左右されるものの供給。あるいは賭博や宝くじの役務

に関する契約（「価格変動するもの」）。

⑤　その性質上、返還することができないか、迅速に劣化し得る製品（「相当の期

間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少する恐れがある

商品」）。

⑥　消費者の事前の明示的な同意を得て、かつ契約の全部が事業者によって履行

されたのであれば撤回権を失うことに関する消費者の承認をもって履行が開始

された時の役務提供契約であって、役務の全部が提供されたもの。また居住以

外の目的での宿泊設備、物品の運送、レンタカー・サービス、配膳、又は、当

該契約が特定の期日もしくは期間に履行されることが定められているものであ

るときは、余暇活動に関する役務の履行（「提供済み役務」）。

⑦　その性質によれば、引き渡し後にその他の物品と分離できずに混合された物　

品の供給（「提供時に見分けがつかなくなる混合物」）。

⑧　消費者が、緊急の修理又は保守を行うために、事業者の訪問を特に要求した

場合の契約。事業者が当該訪問の際に、消費者によって特に要求されたものに

加えて役務を提供し、又は保守者もしくは修理を行う際に使用する必要のある

交換物品以外の物品を提供した時は、撤回権は、当該追加的な役務又は物品に

ついて適用するものとする（「消費者が、緊急の修理又は保守を行うために、事業

者の訪問を特に要求した場合の契約」）。
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⑨　公開の競り売りで締結される契約（「公開の競り売りの契約」）。

Ⅴ　結　論

1　体系的法典整備と 3段階の情報提供義務

情報提供義務の内容については、「言語の指定」など、諸外国にはあって日本

にはない内容を盛り込むとともに、法典の構造から改善を検討する必要がある。

すなわち、日本の特商法は取引類型ごとにしか規定がないために規定の重複が見

られ、一般消費者にとって把握しづらいものにさせている一因であると考えられ

る。フランス、スペイン及びアルゼンチンのように、クーリング・オフに関する

規定を統一的に定めることが適切である。そうすると、第 1に、取引類型に限ら

ずすべての事業者に課される規定、第 2に、通信販売取引及び営業所外取引（訪

問販売及び電話勧誘販売）の事業者に課される規定、及び第 3に、通信販売の事業

者のみに課される規定というように、 3階建ての構造にして、一般消費者にもわ

かりやすい体系的な法典の整備が行われるべきである。なお、クーリング・オフ

に関する統一的な規定は、我が国において通信販売にクーリング・オフを認める

かはさて置き、 2段階目の通信販売及び営業所外取引に関する規定で定められる

べきであろう。

2　情報提供義務違反の効果

情報提供義務違反の効果に関して、日本では業務の停止命令など事業者に対す

る行政制裁のみだが、スペイン及びフランスでは行政制裁に加えて、契約の効果

に影響を与える明文規定が存在し、契約が無効となるか又は消費者の側から契約

を取り消すことが出きる。コロンビアでは明文規定は存在しないものの、23条68）

の解釈により契約を取り消すことができる。なお、情報提供義務違反の効果とし

て契約を無効とするフランスの規定は、消費者保護に役立つものであるが、フラ

ンス式では情報提供義務違反が一つでもある場合契約が無効となり69）、事業者の

負担が過大となる。これを日本に盛り込む際には、代金などの重要な情報に関し

て情報提供義務違反があった場合にのみ契約を無効とすべきと考える。

3　撤回権（クーリング・オフ）の行使方法

撤回権（クーリング・オフ）の行使方法に関して、日本では「書面により」と
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のみ規定されていて、細かな行使方法は消費者に一任されている。フランス、ス

ペインのような契約書に付したフォームへ記入するだけで行使できる制度は、撤

回権行使の煩雑さを減らすことに大いに役立つものと思われる。

4　撤回権行使後の効果

撤回権行使後の効果について、諸外国に存在する、契約解除申請書面を受領し

たことの通知、代金返還の期限、返還期限に遅れた場合の返還金額の追加といっ

た規定は日本には存在しない。しかしこれらは事業者の代金返還を確実なものと

するために、日本法にも盛り組むべき規定である。

5　適用除外

適用除外について、「オーダーメイド商品」、「ダウンロード商品」、「新聞や定

期刊行物」、「価格変動するもの」は 3か国以上で適用除外の対象となっているに

もかかわらず日本には規定がないものであり、それぞれについて検討してみても、

日本法に盛り組むべきものであると考えられる。

（注記）フランス消費法典の条番号は2016年 7月 1日改正前のものである。

1） アルゼンチン消費者保護法（Ley de Defensa del Consumidor）10条 1項（d）号
では「本法の規定に従い、保証の特徴への言及」と定められている。

2） コロンビア法1480号（Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor）24条 2項では、
「供給者が提供しなければならない情報」と定め、同項 1号では「消費者や使用
者に随伴する保証に関係する情報」、同項 2号では「現行法において含まれた規
定を考慮した価格」と定める。

3） スペイン消費者保護法（Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usarios y 

otras leyes complementarias）60条 2項では、「商品の保証期間や、その他のアフ
ターサービスについての情報や条件」と定める。

4） スペイン消費者保護法96条では、「隔地契約での勧誘連絡」と定める。
5） フランス消費法典（Le Droit de Consommation」L121-20条では、「商品の販売
の契約を電話で行う事業者は自身の身元等を明示しなければならない」と定める。
また、「電話による訪問販売の後、事業者は消費者に要求の確認と L121-17条に
示された内容を含んだ情報を書面もしくは永続的な媒体で伝えなければならない。
消費者は同意を書面で署名するか電子的手段で行うとこれに従う」と定める。
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6） スペイン消費者保護法96条 2項では、「電話での契約の場合、そして商業目的で
ある電話の場合、消費者と事業者との間の会話で身分を含めた情報を明確にはっ
きりと伝えなければならない。そしてその契約は 9時から21時の間、そして休日
や祝日以外で行われる」と定める。

7） スペイン消費者保護法60条 Aでは、「商品やサービスの主な特徴、及び使用さ
れる媒体、商品、サービスの詳細」と定める。

8） フランス消費法典 L121-19- 3条 1文目では、「電子的に締結された契約に関し
ては、事業者は消費者が注文を決定する前に、読みやすくわかりやすい方法で、
消費者が注文した商品やサービスの本質的な特徴についての情報を明示する。そ
の値段、契約期間、そして必要であれば、事業者側の義務の期間といった情報で
ある。以上のことは L121-17条によって規定されている」と定める。

9） スペイン消費者保護法98条 1項では、「隔地契約が電子的な手段で成立した場合、
契約成立前に事業者は97条 1項 a，e，p，qに記されている情報を明確に、分か
りやすく 提供しなければならない」と定める。

10） スペイン消費者保護法97条 1項 Aでは、「 商品やサービスの主な特徴、使用さ
れる媒体、サービスや商品の範囲」と定め、同項 Eでは、「合計費用についての
正確な表示ができない場合に、税金や送料、配達料、手数料などで追加料金が発
生する可能性がある旨を伝えなくてはならない。そして、可能な限り総費用を明
示し、その詳細も記載しなければならない」、Pでは、「契約の継続期間。もし期
間の定めがない契約や自動延長される契約なら、解除の状況」、Gでは、「消費者
の義務の最小期間と契約の派生的な使用権者」と定める。

11） フランス消費法典 L121-17- 2条では、「撤回権行使のための条件、期限と行使
方法とフォームの情報を提供することが国務院によって規定されている」と定め
る。

12） スペイン消費者保護法106条では、「撤回権を行使する際、その旨を事業者に知
らせなければいけない。その際、消費者は、法律のフォームを記入し、それを使
用できる。
付嘱書のフォームの記入、あるいはウェブサイトやメールを通じて撤回権の旨

を行使することができる。また、その際事業者は消費者の意思の受領書を提出し
なければならない」と定める。

13） コロンビア法24条 2項 1号では、「消費者や使用者に随伴する保証に関係する情
報」と定める。

14） フランス消費法典 L121-17条 6号では、「保証サービス、アフターサービス」と
定める。

15） スペイン消費者保護法97条Mでは、「商品についての法的な保証制度を設ける
必要がある」と定め、Nでは、「また、消費者そしてサービスへのアフターサー
ビスの存在」と定める。

16） コロンビア法50条では、「供給者は電子商取引に使われた手段で、消費者がコロ
ンビアの消費者保護局のページに入ることができるようにするために、リンクを
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明らかにしなければならない」と定める。
17） フランス消費法典 L121-17条 6号では、「行動規範の存在」と定める。
18） スペイン消費者保護法97条 Oでは、「行動規範（código de conducta）の存在と

その内容の取得方法」について定める。行動規範とは、法律によるもの以外に、
契約や経済活動を行う上での事業者のマナーや遵守すべき行動としての行為義務
を記している。
つまり、事業者の間で、コンプライアンスの関係で業界ルールを定める場合が

これにあたる。自主規制の場合には、その情報提供をしなければいけない。例え
ば、業界組合のホームページ上でルールが記載されている場合は、その存在を伝
えなくてはいけない。

19） フランス消費法典 L121-17条 4号では、「水道、ガス、電気、都市暖房システム
に関して行使後に撤回の場合、一部支払い料金が発生するので L121-21- 5条の
計算方法で算出する」と定める。

20） スペイン消費者保護法60条 2項では、水道やガスや電気代など、明確な料金が
わかりにくい場合にはその料金等についての詳細も述べる必要があることを定め
る。

21） コロンビア法46条 4項では、「取得前に、商品の処分権や撤回権、撤回権を行使
するための条項、商業の状態の継続期間の条項、引渡しの日時を知らせなければ
ならない」と定める。

22） コロンビア法50条（b）では、「連続的な交渉においては最低の期間を伝えなけ
ればならない」と定める。

23） フランス消費法典 L121-19- 3条では、「隔地取引においては、事業者は消費者
に契約を締結する前に、わかりやすく読みやすく、商品や役務の本質的な特徴を
以下の順に通知しなければならない。その値段、その契約の期間、そして、その
契約下における事業者の L121-17条に示されている義務内容の最低期間である」
と定める。

24） 特商法11条 3号（商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期）。
25） スペイン消費者保護法60条 Bでは、「事業者の身分についての情報」と定める。
26） スペイン消費者保護法60条 Dでは、「Cに記載された情報と異なる情報や不足
している情報がある場合、事業者の本社の住所などの正確な身元の記載」と定め
る。

27） コロンビア法1480号46条 3項では、「必要な記録を保持し、売買契約と、納入業
者及び商品の製造者の身元を消費者の認識に置かなければならない」と定める。

28） フランス消費法典 L121-17条 6号では、「事業者自身の情報」と定める。
29） スペイン消費者保護法60条 Eでは、「合計費用についての正確な表示ができな
い場合に、税金や送料、配達料、手数料などで追加料金が発生する可能性がある
旨を伝えなくてはならない。そして、可能な限り総費用を明示し、その詳細も記
載しなければならない」と定める。

30） スペイン消費者保護法60条 Fでは、「通常のコスト計算の方法とは異なる手段で
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コストとの計算、追加が課された場合は、その詳細や使われたシステムなどを明
確にする必要がある」と定める。

31） コロンビア法50条（c）では、「物を購入するために消費者が支払わなければな
らない税金・経費・費用を含めた製品の総額を通知しなければならない。適切で
ある場合には、適切に、そして別に郵送料を知らせなければならない」と定める。

32） コロンビア法50条（d）では、「たとえ契約する意思を表示していなかったとし
ても、商取引が行われる前後に閲覧・印刷・ダウンロード用に簡単にアクセスで
きて自由に使用できる契約の一般的条件を公表すること。あらかじめ、電子商取
引の終了・納入業者や小売業者は消費者に対して完全な描写・個々の物の価格・
商品や役務の総額・追加の経費や費用すべての商品の注文の概要を提示しなけれ
ばならない」と定める。

33） フランス消費法典 L121-17条 2項では、事業者が商品や役務に対する L113-
3 - 1条とこの条文の 3項に記載されている追加料金を明示していなければ、そ
れらの料金を消費者負担ではなくなることが規定されている。

34） スペイン消費者保護法97条 Jでは、「撤退権を行使、あるいは返品する際には、
送料及び手数料は消費者の負担であることを伝えなければならない。及びその詳
細についても同様である」と定める。

35） フランス消費法典 L121-17条 3号では、行使した場合の返送料金は消費者が負
担しないといけないと定める。

36） アルゼンチン消費者保護法10条 2の 1項にて「債務不履行。事業者による契約
の申し込みの不履行は、不測の事態や不可抗力の場合を除き、消費者の自由な選
択に基づく次の権限を与える。a）強制履行、b）同等の代替物の受領、c）契約
の解除」と定める。

37） Javier M. Rodríguez OlmoS, “La interpretación de los contratos con el consumidor: 

elementos para la contextualización de la problemática (Primera parte),” In:Revista 

de Derecho Privado, No 24, Enero-Junio de 2013, p. 163.

38） この点は判例によって確定される。
39） Luis Carlos Plata López, “Formalización y documentación de los contratos  como 

límite a la autonomía privada. Un estudio desde los contratos de consumo y la Ley 

1480 de 2011 de Colombia,” In:Opinión Jurídica, Vol.14, No 27, Enero-Junio de 2015, 

p. 113.

40） スペイン消費者保護法60条にて「 1消費者及び事業者の契約を締結前に、事業
者は商品や契約内容について明確で理解しやすいよう情報を提供する必要があ
る」と定める。

41） フランス消費法典 L111- 7条では、「本章（chapitre）の規定は、公の秩序（公序）
に関する規定である」と定める。

42） Philippe Schultz, “Les mesures renforçant la protection des consommateurs dans 

les contrats de consommation en général,” Gazette du Palais, Édition spécialisée, 

dimanche 20 au jeudi 24 avril 2014, nos 110 à 114, p. 1403 et suiv; Carole Aubert de 
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Vincelles, “La mise en conformité du Code de la consommation au droit européen 

par la loi Hamon,” Revue des Contrats 3, septembre 2014, p. 456 et suiv.

43） フランス消費法典 L111- 6条では、「L111- 1条から L111- 3条に対する違反は、
自然人につき3,000ユーロ以下、法人につき15,000ユーロ以下の行政制裁に服する。
当該制裁は、L141- 1 - 2条所定の条件の下で宣告されるものとする 」と定める。

44） 特商法 8条にて「その販売業者又は役務提供事業者に対し、 1年以内の期間を
限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることがで
きる」と定める。

45） 特商法15条にて「 1年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一
部を停止すべきことを命ずることができる」と定める。

46） フランス消費法典 L121-19- 3条では、「事業者は、注文の際に消費者に明示的
に支払の義務を確認させることに留意しなければならない。そのために、消費者
によって、その注文を法律上有効にする為に利用された機能は、明瞭で読みやす
い記載を含む。これに反する場合は無効を制裁とする」と定める。

47） フランス消費法典 L121-18- 1条では、「事業者は消費者に営業所外契約の正確
な日付を、当事者双方の署名を付した書面、あるいは消費者の同意があれば双方
の契約を確認したうえでの書面以外の永続的媒体を通して提供する。この契約は
L121-17－ 1条にあるすべての情報を含まなければならない。これに反する場合
は無効を制裁とする」と定める。

48） Jérôme Huet, “Incidence de la loi Hamon, sur les contrats électroniques,” Revues 

des Contrats 4, Décembre 2014, p. 634 et suiv; Nathalie Rzepecki, “Le renforcement 

de la protection pour les contrats conclus à distance et hors établissement,” Gazette 

du Palais, Édition spécialisée, dimanche 20 au jeudi 24 avril 2014, nos 110 à 114, p. 

1407 et suiv; Natacha Sauphanor-Brouillaud, “Les sanctions des règles protectrices 

des consommateurs dans la loi relative à la consommation,” Revue des Contrats 3, 

septembre 2014, p. 472 et suiv.

49） スペイン消費者保護法100条 1項では、「98条、99条の契約書面交付義務を果た
していない場合は、契約は無効になりうる（請求によって取り消すことができ
る）」と定める。

50） スペイン消費者保護法100条 2項では、「いずれの場合も、消費者の全面的な責
任である場合を除いて、事業者の側から契約の無効を申し立てることができな
い」と定める。

51） スペイン消費者保護法100条 3項では、「本条の履行の証明は事業者が負う」と
定める。

52） 前田美千代「ラテンアメリカの消費者法制ピックアップ―コロンビアとアルゼ
ンチンの消費者撤回権（クーリング・オフ）―」（消費者法ニュース106号、
2016）133-134頁。

53） アルゼンチン新民商法1111条では、「撤回権は、消費者がその権利についてしか
るべく情報提供されない限り、消滅しない」と定める。
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54） スペイン消費者保護法105条 1項では、「事業者が撤回権について十分な情報を
提供していない場合、情報提供義務違反として消費者が元々与えられていた撤回
可能期間から追加で12か月間の撤回権を与える。しかし、その12か月の期間中に
正しい情報を提供された消費者は、その日から14日間撤回権を行使することが可
能となる」と定める。

55） フランス消費法典 L121-21- 1条では、「解除権があるときは権利行使の条件や
期間、書式が国務院の命令により定められていることを消費者に伝えなくてはな
らない」という条件下で、消費者に撤回権に関する情報が伝えられなかったとき、
最初の撤回期限から12か月延長される。しかしながら、こうした情報の提供が延
長期間内に行われたときは、消費者が情報を受けた日から14日を期限に解除期間
は期限切れとなる。

56） 前田美千代「ラテンアメリカの消費者法制ピックアップ―コロンビアとアルゼ
ンチンの消費者撤回権（クーリング・オフ）―」（消費者法ニュース106号、
2016）132-133頁。

57） 消費者保護法10条の 3では、「消費者の住所宛に72時間以内に契約の解除の書面
を受け取ったという連絡を送らなければならない」と定める。

58） コロンビア法1480号47条では、「製造者・供給者は消費者の撤回権行使時から30

日以内に、値引いたり天引きする等の処置をとることなく、支払われた額を全額
返金しなければならない」と定める。

59） スペイン消費者保護法107条 1項及びフランス消費者法典 L121-21- 4条では、
「撤回権が行使された場合、事業者は遅滞なく、消費者が撤回することを決断し
た日から遅くとも14日以内に配送の費用を含め、消費者が支払った合計金額を返
済しなければならない」と定める。

60） 特商法96条 6項にて「役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等
があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、
申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない」と定める。

61） スペイン消費者保護法107条 2項では、「支払い能力があるにもかかわらず返済
に不当な遅れが生じた場合は、元々の額の倍額の請求が可能となる」と定める。

62） フランス消費者法典 L121-21- 4条。
63） 特商法 9条 4項「申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る
商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要
する費用は、販売業者の負担とする」と定める。

64） スペイン消費者保護法108条 1項及びフランス消費者法典 L121-21- 4条では、
「消費者の義務として商品の返品における発送手数料を原則負担しなければなら
ない」と定める。
また、コロンビア法1480号47条では、「返送にかかる費用は消費者が負担する」
と定める。

65） スペイン消費者保護法107条 2項及びフランス消費者法典 L121-21- 4条では、
「事業者は通常の事業者の提示する配送手段よりも消費者がより高い配送手段を
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選択した場合は代金返還にその額を追加する必要はない」と定める。
66） スペイン消費者保護法107条 2項及びフランス消費者法典 L121-21- 4条では、
「事業者はこの代金返還を最初の取引の支払い方法によって行う。しかし、消費
者の突然の拒否や、消費者に費用のかからない支払い方法を使用する場合はこの
限りでない」と定める。

67） コロンビア法1480号47条では、「（ 1）消費者の意思でその提供が始まった役務
に関する契約、（ 2）その価格が製造者による制御不能な金融市場の変動を免れ
ない製品又は役務の提供に関する契約、（ 3）製造された物を供給する契約にお
いて、消費者の特注品又は明らかに個人用の製品の提供に関する契約、（ 4）物
の供給の契約において、もとから返すことができない又は速く劣化したり賞味期
限が切れてしまう製品の提供に関する契約、（ 5）賭博や宝くじの役務に関する
契約、（ 6）長持ちしない製品の購入に関する契約、（ 7）個人使用の製品の購入
の契約」と定められている。

68） コロンビア法1480号23条では、「製造者及び納入業者は欠陥のある製品について
の定めを害することなく、製品について明白かつ正確で、十分で、タイムリーで、
理解でき、簡潔で、適切な情報を提供しなければならず、不適切で不十分な情報
提供がなされたことによって生じたすべての損害について責任を負う。最低限の
情報提供はカスティーリャ語（スペイン語）でなされなければならない。
保険契約では、保険会社は一方的に被保険者の契約の効力を変更する時は、30

日以内に被保険者に通知し、保険料の調整に取り掛からなければならない」と定
めている。

69） 脚注42及び脚注48に記載した文献参照。
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