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序　章

契約自由の原則は、国家の干渉を許さず、契約者双方の意思に基づいて法律関

係を形成することができると保障するものである。しかしながら事業者、消費者

間の契約において必ずしも正当な意思決定がなされるわけではない。知識や情報

等の理由から消費者側は極めて不利な立場にあり、契約自由の原則によって逆に

自由な意思決定ができないということになる。契約自由といえど、やはり一定の

規律に服するべきであり、事業者、消費者間の契約内容を制限するための約款規

制が不可欠である。

消費者契約法は第 8、 9、10条にて消費者契約の条項の無効について定めてお

り、 8、 9条で個別に不当条項をリスト化して規制、10条で不当条項規制の一般

条項について定めるという構造をとっている。しかしこれらの条文はリスト化に

よる適切な規制ができているとは言い難いものであり、また諸外国の規制と比べ

ても明らかに見劣りのするもので、検討の必要性は明らかである。現に、不当条

項の曖昧さがトラブルを引き起こしている例も少なくない。

それを受けて近年、消費者契約法を改正しようとする動きがみられている。本

論文では、現代法における不当条項規制の過程、条文の関係性を検討し、どのよ

うに改正していくべきか、また、不当条項リストの拡充の方向性について論じて

いく。

Ⅰ　不当条項の日本法への取り込み

まず、本議論のテーマである「不当条項規制」という考えがどのように生まれ

たかを検討する。初めて日本で約款の拘束力に関する大正 4年12月24日判決が

「約款論」の登場であると考えられる。その後、関東大震災において問題となっ

た「地震免責約款」の効力をめぐる議論がなされ約款の法的性質に向けられた議

論が盛んとなった。1960年代に入ると法律行為自由の原則と約款規制の関係など

約款規制の内容に目が向けられるようになり、1970年代にはこれがさらに具体化

され諸外国での約款規制、不当条項規制立法を意識し方策が勘案されるようにな

り、現在の「不当条項規制論」という形に繫がっていったのである。

特に1980年代から個別条項に関する研究が多くなされるようになり、その中で
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不当条項規制において一般条項がどのような働きをするかということが明確に意

識されるようになった。そこで個別条項の規制を検討するにあたって、公序良俗

論を弾力的に用いていくことが主張された。さらには、不当条項を単に公序良俗

違反として処理するのではなく、具体的な要件や効果などを検討し、提案する研

究も現れるようになった。1990年代に入ると立法を意識した不当条項規制の在り

方が検討されるようになり、これまでに増して不当条項規制を設けることで生じ

る問題や今後の方向性などが議論されるようになった。というのは公序良俗を

ベースとした約款規制には具体的な方向性が見受けられないことからある一定の

範囲外に限界があり、条文化することで明確な規制基準を設けるべきだと考えら

れたからである。また、情報力や量といった面で圧倒的に有利である事業者から

消費者を保護するために、不当な約款を無効とする「消費者アプローチ」を中心

に置いた具体性を持った包括的な民事規律が展開し、今日の条文に顕れていると

いえる1）。

Ⅱ　 8条と10条の関係とその問題点

8条と10条は、 8条で個別の条項を規制し、そこから漏れるものを一般条項的

効力を有する10条によって捕らえるという関係にある。しかしながら、多種多様

な約款が事業者によって設けられる中でたった 2条、しかも多くの場合、免責事

項に重点を置いている条文しかないという点で以下のような問題が生じている。

1　 8条の問題点

多くの学説は、具体的に条項が不当である場合に無効とすることができる条文

ができたことにポジティブな見解を示しているものが多い。というのは、民法の

一般原則のみの主張で裁判を起こしてもその結果をまるで予想できないことが多

かったことに加えて、一般原則のみでは事業者に対して約款の変更を求める圧力

になり得なかったという理由がある。一方で個々の条項への批判というものも挙

げられた。まず、事業者が消費者に対する損害賠償責任を免除する条項を列挙し

ている 1項は無効の範囲の拡大と基準の明確化を実現したものだが、債務を排除

する条項は 8条に当たらず、10条によって処理されるのは、「債務」と「責任」

を別次元で判断するのは不当だという考えがある。 8条は責任制限条項に関して

は事業者の故意・過失を要求し、単なる過失の場合は面積を認めている。しかし、
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これだけでは事業者を保護する理由にかけるために10条によって妥当性を判断す

ることになっている。 8条 1項 3号の「民法の規定による」という制限は条の適

用範囲を不当に狭めているという指摘もある。この場合もやはり、10条によって

対応することになる2）。

2　10条の問題点

また、10条自体にも問題が見受けられる。まず何よりも、抽象的でその意味す

るところや適用範囲が分かりにくいと指摘されている3）。また、要件についても

明確さに欠けている。消費者法10条には「任意規定との比較」が一つの要件とさ

れている。東京地方裁判所平成15年11月10日、大阪高等裁判所平成16年12月17日

などの判決ではまず、当事者らが結んだ契約が「民法やその特別法上の契約であ

るか」というのを検討したうえで「民法 1条 2項」すなわち信義則違反に当たる

かを検討している。しかしながら、最高裁判所平成18年11月27日等では「当事者

間の契約が民法等の公の秩序に関しない規定」による規律を予定しているといえ

ないと判断された場合には、信義則違反を検討することなく10条の適用が否定さ

れている。つまり、判例は10条によって信義則を検討し「消費者の利益を一方的

に害するもの」の規制範囲を広げ、容易化するという点で有意義ではある。しか

し、10条に当たるかの判断が「民法その他の法律」に当たるかどうかという契約

自体の性質によるものであると、その後に信義則違反であるかの検討に意味がな

いのではないかと考えられる4）。

3　問題点総括

以上のことから 8条は規制要件を具体化したことでかえって不都合な限定のも

と、多くの事案で10条に頼らざるをえないという要件の定め方に問題があるとい

える。また、10条自体の要件も矛盾点を内包しており、冒頭で述べたような 8条

と10条の関係が適正であるかは疑問が残る。

Ⅲ　再改正の方向性

1　消費者保護と約款規制の在り方

消費者契約法は消費者の問題を解決するための法律である。消費者契約法 1条

では「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力にかんがみ」とある
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ように、消費者が事業者との関係では経済的に不平等であり、その不均衡を是正

するというのが消費者契約法の基本理念であり、不当条項の趣旨である。「不平

等」、「不均衡」という言葉からは民法の一般原則である信義則や公序良俗、権利

の濫用といった抽象的な問題であると考えられる。しかしこれらは、当事者間の

行為についての検討で用いられるものであり、その行為の結果として生じた客観

的な損害を処理する不当条項規制が必要なのではないだろうか。具体化した基準

を設けることによって裁判で争った場合、判断基準をより客観的に判断できるよ

うにすることによって「事業者と消費者の不均衡の是正」を積極化することがで

きる。また、10条の曖昧さは 8条のリストの充実化でその実効性や法的安全性を

確保することができ、本来事前規制であることが望ましいとされる消費者保護の

趣旨に適しているといえる5）。

2　グレーリストの導入とブラックリストの充実化

不当条項規定の改正について学説間で最も多く議論されているものがグレーリ

スト（無効を推定すべき条項のリスト）の導入とブラックリスト（無効とみなすべき

条項のリスト）の充実化についてである。そもそも消費者契約法の制定過程にお

いて、ブラックリストとグレーリストに分けることが国民生活審議会では前提と

して議論されており、グレーリストの意義等についても検討がなされていた。し

かしながら多くの学説はもっぱらブラックリストのみの導入を推す意見や、経済

状況に応じて政令等で規制対象を増減することができるガイドラインで足りるの

ではないかという見解もあった。結果、導入されたのは強行規定であるブラック

リストであるが、その限定的な範囲と立証責任の曖昧さからその性質というもの

が不明瞭である6）。そこでたった 2条からなる列挙する不当条項リストを批判し、

種類及び数の見直しを求める声が多く挙げられている。以降は、今日支持されて

いるグレーリストの導入に関する分析をその法的性質に触れながら検討していき

たいと思う。

Ⅳ　新たなリストの導入

我が国の現行消費者契約法で、不当条項リストとして機能する条項が 8条と 9

条のみにとどまっていることは既に述べた。また両条項はいずれも事業者側の反

証を許さないブラックリストであり、不当条項とされる蓋然性が高いものの事業
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者側の反証や対価との関係等他の事情によっては合理性を認めうるという契約条

項、いわゆるグレーリストにあたる規定は存在しない。これらの点について学説

からは、対象となる範囲が極めて限られ、立証責任のありかも不明確であること

から、リストとして不十分であるとの批判がなされており、現在、改正検討委員

会ではブラックリスト・グレーリストの併用を念頭にリストの充実化に向けて調

整が進んでいる7）ほか、複数の団体・研究会によりリストの具体的な提案がなさ

れている。そこで、本稿では現行法成立の背景や諸外国におけるリストの在り方

を踏まえ、リストの充実化を検討したい。

1　ブラックリストの充実化にあたって

まず、現行法 8条に規定される条項は、改正後もブラックリストとして維持さ

れるべきである。不当条項規制を含む消費者契約法について、河上が「幸いにも

一定の成果を上げ、裁判例の蓄積などによって、少しずつその真価を発揮しつつ

あ」る、と分析する8）ように、明確な規定が置かれたことそれ自体には学説から

も肯定的な評価がなされている。 8条に置かれているのは数少ない不当条項リス

トであり、ブラックリストとして機能しているものをあえて除外する必要はない

であろう。

また、現行法 8条に規定がなく、 8条で挙げられている条項と同程度に不当な

条項についても、ブラックリストとして掲げられるべきである。債務の履行自体

の拒否を認める条項やサルベージ条項等、現行法 8条の直接適用はできないが、

明らかに消費者を不当に害すると認められるものは、10条という一般条項に頼る

までもなく、リスト化によって対処することが予見可能性の観点から望ましいと

考えられる。

2　グレーリストの導入にあたって

条項の不当性が問題となる場合、いかなる事情があっても常に不当といえる条

項よりは、むしろ個別の事情や他の条項を考慮することで不当かどうか判断され

る条項のほうが多いといえよう9）。ブラックリストではそういった条項を無効と

して消費者保護を図ることができず、リストの効果も限定的になる。そのため、

不当性は推定されるが反証の余地を残すグレーリストを用いることで、リストを

充実させる必要がある。しかし、前述のとおり現行消費者契約法にはグレーリス

トの規定が存在しない。
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そもそも現行法では、なぜグレーリストが設けられなかったのであろうか。

1998年に国民生活審議会が発表した中間報告では、不当条項リストをブラックリ

スト・グレーリストで列挙することとしていた。日本弁護士連合会も、1999年の

「消費者契約法日弁連試案10）」の中で、ブラックリストとグレーリストに二分し

た不当条項のリスト化を提案している。しかしその後各界へのヒアリングにおい

て事業者特に経済界から強い反対論が沸き起こり、それを受けた最終報告及び以

降の試案等ではグレーリストを用いるやり方は採用されなかった11）。

現行法制定時にグレーリストの使用を見送った背景としては、次の理由が考え

られよう。すなわち、①条項が不当として無効になるための要件が極めて抽象的

で予見可能性がない、との事業者側からの根強い反対意見があったこと、また②

諸外国でも必ずしもブラックリスト・グレーリストの分け方をしているわけでは

ないこと、である。

これらのうち、②は今日においていささか的を射たものでないといえるだろう。

例えばフランスでは、当初からデクレによる濫用条項のリストアップが想定され、

それが果たされなかった後も消費法改造委員会や濫用条項委員会によって具体的

なリストの提案が頻繁に行われていた。その結果2008年の消費法典改正で、デク

レによるブラックリストとグレーリストを用いた濫用条項規制が行われることに

なったのである12）。同様にドイツでも「評価の余地のない禁止条項」と「評価の

余地を伴う禁止条項」という形でブラックリスト・グレーリストによる分け方を

とっており13）、比較法の観点からはむしろグレーリストが必要だとする見解に傾

くことになる。

①については、立案担当者が「無効となりうる条項の要件が不明確なまま列挙

され、対象が限定されると、列挙された事項に該当する条項については無効とす

る必要のないものまで、無効であるとのクレームが増大するなどして、取引を無

用に混乱させるとの懸念が強かった」という理由を挙げ14）、これに関して河上が

「不当とされる条項の多くをカバーしているものの要件・効果が不明確な抽象的

なリストを定めるよりも、さしあたって現実に問題の多いとされた条項に種類を

限定してでも要件・効果が明確なもののみをリスト化する方針がとられたものと

思われる」と指摘する15）ように、グレーリスト導入の最も大きな障害の一つを

成すものであった。今回の法改正にあたっても、事業者の中にはリスト化に反対

する意見が多数みられ、例えばヤフー株式会社は、「公序良俗に反するような合

意の効力が認められないことについては異論がないが、ある条項の当・不当の判
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断は、個別の具体的な状況によって変わりうるため、立法者がありとあらゆる

ケースを予見しすべからくあらゆるケースに該当するような不当条項を一般的に

記述する形で抽出することは不可能である。不当条項のリスト化は現実的ではな

く、かえって、そのようなものを定めてしまうと過剰な規制となり自由な経済活

動を萎縮させる可能性もある16）。」としてリスト化に反対する旨の意見書を法務

省に提出している。事業者としては、グレーリスト内の規定については争っても

合理性が認められるかが分かりにくく、結局ブラックリストと同じように扱うし

かない、というのである。明文規定に依らず、各業界に自主規制を要請するガイ

ドラインを設けるべきではないか、等の意見も挙がっている17）。

しかし、そもそも広範な契約類型が存在する中で、現行法 8条・ 9条に規定さ

れるほかは全て10条という一般条項に委ねられており、裁判所によって条項の有

効性判断が変わってしまう現状のほうが、事業者・消費者双方にとって条項の不

当性に関する予見可能性を奪うものである。少なくともグレーリストを設けるこ

とで事業者が条項策定時に留意すべき点が明確になるというメリットがあり、ま

た業界ごとのガイドラインを作る際の指針としての役割を果たすことができるこ

とから、ブラックリストだけでなくグレーリストを用いる意義はあるといえよう。

以上より、従来のブラックリストに加えて新たにグレーリストを併設すること

で、不当条項リストを充実させるべきであると考える。

明文化するにあたって、この両リストはどのように書き分けるべきか。諸外国

の法をみると、ドイツ民法は前述のとおり「評価の余地のない禁止条項」と「評

価の余地を伴う禁止条項」とに二分している。フランス消費法典18）は先に公序

規定を設け、その後ろに「禁止されていると推定される」条項を設けている。我

が国においては民事の場において古くから使用されてきた書きぶりに倣い、他の

要件を考慮するまでもなく無効となるブラックリストについては、反証を許さな

い「みなし規定」、他の事情により無効とはならない余地を残すグレーリストに

ついては、反証により修正可能な「推定規定」とするのが合理的といえるだろう。

以下、新規にリスト化を検討すべき条項を、個別に検討していくことにする。

Ⅴ　リスト案の個別検討

現在、複数の団体が新たに設けるべきリスト案を示している。本論文では、日

本弁護士連合会の試案19）に沿い、ブラックリスト 6案とグレーリスト17案につ
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き、事業者からの意見も踏まえながら新設の理由と必要性につき論じることとす

る。以下、試案における条項案の順序どおりに検討する。

1　ブラックリストによって無効とみなすべき条項

（ 1） 契約文言の解釈において、事業者に排他的権利を認める条項

私的自治の原則により、契約当事者は合意した契約内容にのみ拘束される。こ

れは、消費者契約上の消費者にも当然に発生する権利義務である。しかし、仮に

契約上内容に契約書の文言の解釈を事業者に一方的に委ねる、消費者の権利発

生・行使の要件を事業者の判断に委ねる、事業者の負担する責任もしくは責任免

除の判断を事業者に委ねる、等の条項が含まれていた場合、これらが有効と認め

られてしまえば、契約当事者の一方にのみ契約内容の決定権を与えることになる。

つまり消費者は、自らが合意していない契約内容に拘束される恐れが生じ、私的

自治に反する。よって、このような条項はブラックリストにより無効とすべきで

ある。

（ 2） 消費者の法的解除権を認めない条項

事業者の債務不履行等を理由とする消費者の解除は、消費者にとって重要な権

利の一つである。このような条項は民法等によって認められた消費者の重要な権

利を奪うものであり、不当だとして、現行法においては第10条によって解決が図

られる典型例の一つであった。（右京簡易裁判所平成18年 3月10日判決、大阪地方裁

判所平成17年 9月30日判決）しかし、現状として事業者の債務不履行を理由とする

解除権を否定する契約条項は数多くみられる。このような条項は消費者の利益を

不当に害し、合理性が認めがたいとしてブラックリストにより無効とすべきであ

る。

（ 3） 役務提供契約において、事業者に消費者の同意なく第三者への地位承継

を認める条項

建築請負契約や学習塾等における役務提供契約において、請負業者が無断で別

業者に請負人の地位を承継したり、特定講師の名前で受講生を募集しながら塾側

で勝手に行使を変更した場合、注文者や受講者が期待した内容の給付を受けられ

なくなるおそれがある。役務提供契約において消費者は、その提供の内容や質に

着目して契約を締結しており、このような契約において消費者の同意なく一方的
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に事業者が契約上の地位を第三者に承継できると、消費者の利益を不当に侵害す

る。諸外国を見ても、類似条項規制を設けた立法例20）が多いことからも、この

ような条項はブラックリストにより無効とすべきといえる。

なお、当初の試案では、「事業者が第三者と入替ることを許す条項」という文

言が使われていた。しかし、これに対して貸金業者から「債権流動化の経済的効

果とその必要性から、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律及

び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律が制定されたことにかんが

みると、債権譲渡に関する条項を不当条項とすることは適当でない21）。」との反

対意見が提出された。これを受けて、対象を「役務提供」に限定し、解決を図っ

たと考えられる。

（ 4） 債権譲渡につき消費者に意義を留めない承諾を予め認める条項

民法における債権譲渡では事前承諾が認められており、かつ民法第468条第 1

項により、債務者が単に債権譲渡を承諾する旨の表示をした場合は、異議を留め

ない承諾となると解されている。しかし、消費者に一方的に異議のない承諾を事

前に強制するような条項は、合理性を認め難く、消費者の利益を不当に侵害する

ため、ブラックリストにより無効とすべきである。

当該条項の規制については、事業者から反対意見が提出されている。貸金業者

は、「債権流動化の経済的効果とその必要性から、債権譲渡の対抗要件に関する

民法の特例等に関する法律及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法

律が制定されたことにかんがみると、債権譲渡に関する条項を不当条項とするこ

とは適当でない22）。」として、当該条項の規制に反対している。しかし、民法の

特例等に関する法律第 4条第 2項により、譲受人が債務者に対して新たな債権者

たる地位を対抗するためには登記事項証明書の交付による通知または債務者の承

諾を要していること、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律は、そ

の名のとおり資産の流動化を目的とする法律であり、消費者契約に準用すること

が妥当とはいえないことから、当該条項の規制は妥当であると考えられる。

（ 5） 事業者が債務を履行しないことを許容する条項

そもそも契約とは、契約当事者間で合意した内容に当事者を拘束することに

よって契約の目的を達成する法律行為である。債務不履行を認める条項は、契約

の拘束力を実質的に失わせ、契約の有効性を奪う条項といえる。事業者が任意に
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債務を履行しないことを許容する条項が認められれば、消費者は事業者に対し履

行請求できないこととなり、消費者にとっては契約の拘束力を一方的に奪われる

ことになる。このような条項は、ブラックリストにより無効とすべきである。

なお、当初の試案では「事業者の債務不履行についての責任を排除または制限

する条項」という文言が使われていた。しかし、これに対して電気通信事業者か

ら「電気通信設備の保守・工事や障害発生対応等の事由による一時的なネット

ワークの中断は、事業者の都合により一方的に行われ、また、緊急対応のために

事前通知がなし得ない場合もある23）。」等、航空事業者から「安全運航を第一と

する航空運送事業においては、悪天候、機材の故障、その他の運航の安全に影響

を与える事態に対し、航空運送事業者は欠航、発着地の変更、旅客の搭乗制限等

の必要な措置をとることができ、また、それにより生じた損害につき免責される

こととしている24）。」等といった反対意見が提出された。これを受けて、文言を

変更し、無効とする範囲を狭めたことで解決を図ったと考えられる。

（ 6） サルベージ条項

「強行法規に反しない限りでは、当該条項は有効とされる。」等、事業者の責任

減免や消費者の権利剝奪について事業者によって定められている契約条項を、

「サルベージ条項」という。このような契約条項は、強行法規に違反しない限界

まで事業者の権利を拡大し、免責され得ることを定めるものであり、仮にこのよ

うな条項が認められれば、事業者が適正な内容での契約条項の策定をする意識を

持たなくなる可能性がある。また、消費者に対して、消費者契約の条項がどこか

ら強行法規に違反するのかを立証するよう求めることにもなりかねない。更に、

消費者が無効の立証をなし得る可能性は低く、結果として泣き寝入りせざるを得

ない可能性が高く、消費者の権利ないし利益を著しく害するといえる。このよう

な条項は、ブラックリストにより無効とすべきである。

2　グレーリストによって無効と推定すべき条項

（ 1） 消費者の一定の作為又は不作為により、消費者の意思表示を擬制する条項

通常、意思表示は自己に特定の法律効果が生じることを自覚したうえで行われ

る。しかし、直接の意思表示ではなく、特定の時点における消費者の作為・不作

為によって、承諾や権利行使放棄といった意思表示を擬制する条項が使用される

ことが多くある。例えば長期にわたる役務提供契約において、契約終了の半年前
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までに更新拒絶がない場合に、更新拒絶権の放棄とみなすような条項が挙げられ

る。このような条項は、擬制される法律効果によっては、消費者に予期せぬ不利

益を与える可能性が高く、消費者の法的地位を著しく不安定にする。その一方、

意思表示が擬制されてもやむを得ない消費者の作為・不作為も想定の可能性がな

いとはいえず、回避措置として、擬制された意思表示を取り消すことができる旨

等が定められていれば、一概に当該条項の全てが不合理であるとも言い切れない。

しかし、消費者契約においては、事業者と消費者の間で情報量・経済力・交渉力

等に差異があり、両者の衡平を保つためには、消費者の証明責任を軽減すること

が有効である。諸外国を見ても、類似条項規制を設けた立法例が複数存在する25）。

よって、このような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事

業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、グレーリス

トにより規制すべきである26）。

当該条項の規制については、事業者から反対意見が提出されている。電気通信

事業者は、「電話サービスにおいて、一定の期間利用がなかったり契約者の移転

による連絡先不明をもって事業者から契約を解除すること、また、逆に一定期間

以上の利用、解約禁止を条件として安価な料金設定すること、並びに、一定の電

話番号のダイヤルをもってサービス利用契約の申込の意思表示とみなすことなど、

これらの事項が何らの条件もなく不当条項であるとすると、事業者の効率的経営、

創意工夫による新サービスの開発等を妨げることになる27）。」「国際電話等におい

ては、一定の電話番号のダイヤルをもってサービス利用契約の申込の意思表示と

みなすという契約の形態をとっているが、これを個別契約に切り替えることにな

ると、消費者に大きな混乱をもたらすおそれがある28）。」として、当該条項の規

制に反対している。しかし、合理的反証により、有効と認める余地があること、

ドイツ民法約款国約款規制法でも同様の趣旨の立法が存在すること等から鑑み、

当該条項の規制は妥当であると考えられる。

（ 2） 一定の事実により、意思表示の到達を擬制する条項

民法第97条第 1項により、隔地者間における意思表示は、到達主義が原則とさ

れている。また、同第98条により、表意者が相手方の所在を知ることができない

場合であっても、公示によって意思表示を到達させることができる。しかし当該

条項は、両条文によって認められた手段を経ずに、意思表示が到達した場合と同

様の法律効果の発生を認めるものである。現状として、事業者がある通知を行う
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場合に、事業者からの通知が延着や不到達となっても、その延着や不到達につき

消費者による落ち度が認められれば、事業者は通常到達すべき時に到達したもの

と擬制できる規定が存在する。この場合、事業者は公示による方法と比較して、

時間的にも費用的にも有利となる一方、消費者は些細な落ち度によって事業者の

意思表示の到達が擬制され、予期せぬ不利益を被ることになり、消費者の法的地

位を著しく不安定にする。その一方、通知内容の重要度によっては消費者が被る

不利益の程度が些末である可能性があること、表意者の意思表示が相手方の領地

可能な状態に置かれた場合には、現実には了知していなくても、意思表示の到達

が認められること（最高裁判所昭和36年 4月20日判決、最高裁判所平成10年 6月11日

判決）等から、このような場合を具体的に想定する条項であれば合理性を肯定す

ることもできる。また、当該条項の無効化につき、事業者から以下の反対意見が

提出されている。電気通信事業者は、「電気通信事業者が行う契約の解除や利用

停止等に関する通知については事業者が届出を受けている氏名、住所等への郵便

等の通知をもってその通知を行ったものとみなす規定は、消費者が本来果たすべ

き義務を遵守していない場合には、不当条項に該当しないこととすべきであ

る29）。」として、銀行業者は、「消費者が住所変更の届出を失念した場合など、消

費者の責めに帰すべき事由がある場合まで不当条項とすべきではない30）。」とし

て、当該条項規制に反対している。以上を踏まえ、このような条項が消費者の利

益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条

項の有効を認める余地を残す、グレーリストにより規制すべきである31）。

（ 3） 事業者による給付内容等の一方的決定ないし変更を認める条項

契約当事者は、締結された契約に定められた給付内容に拘束されるため、両者

による新たな合意がない限り、一方当事者が勝手に給付内容の決定ないし変更を

することはできないのが原則である。しかし、契約書中に「弊社が決定する条件

で」等といった文言を加え、事業者に対してのみ、契約締結後の決定権限や変更

権限を留保する実例は数多い。このような契約が認められれば、消費者は、契約

締結時に予測していなかった不利益を被る可能性が高い。特に、その決定や変更

が給付の目的物等契約内容の本質的な部分に関する場合、決定や変更の内容が消

費者の契約締結目的に反するとしても、消費者は当然にその決定ないしは変更に

拘束されることとなり、契約関係からの離脱も許されなくなってしまう。このよ

うな条項は、消費者の利益を不当に侵害するものといえる。諸外国を見ても、類
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似条項規制を設けた立法例は多く存在する32）。その一方で、事業者には、新たな

法規制や、変化する経済環境に迅速に対応することが求められている。当該条項

によって、膨大な数の消費者取引について個別に合意を取り付けることなく、新

法への対応や経済変動に伴う給付の対価的均衡の維持が可能となり、この場合に

は事業者の合理性は認められると考えられる。また、当該条項の無効化につき、

事業者から数多くの反対意見が提出されている。例えば電気通信事業者は、「約

款上、事業者がサービス内容や料金等を一方的に変更できること、変更した場合

には変更後の約款が適用される旨を定めているが、このような条項が不当条項に

なると、事実上、電気通信サービスの提供が不可能になる。不特定多数の消費者

を相手方とする取引においては、個別に契約内容の変更や賠償事由・賠償額につ

いて協議をすると、コストが増加して料金の高騰を招いたり、利用者によって取

り扱いが異なり契約約款が本来予定していない差別的取扱が生じるなど、必ずし

も合理的とはいえない33）。」として、航空事業者は、「航空機のやむを得ない事由

により出発を遅らせることが不当条項となり、その責任を負うことになれば、航

空会社にとっては膨大なコスト増になってしまう。天候、管制、機材の具合、旅

客の搭乗状況等、航空会社にとっては管理不能な要因によって遅延が生ずる場合

もあり、このような場合にまで航空会社が法的責任を問われることになるのは妥

当ではない。天候や機材繰り等の関係で運送契約の全部又は一部を履行すること

ができないとき、旅客を他の航空機や他の輸送機関で運送を行うことが不当とさ

れれば、航空運送事業者として、状況に応じた臨機応変な対応を行うことができ

なかったり、必要以上の費用負担を強いられたりすることとなる34）。」として、

その他鉄道事業、自動車販売業、銀行業も当該条項規制に反対している。さらに、

当該条項は契約の中心条項とはいえない以上、当該条項の不当性により常に無効

が認められるのは妥当とはいえない35）。以上を踏まえ、このような条項が消費者

の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当

該条項の有効を認める余地を残す、グレーリストにより規制すべきである36）。

（ 4） 消費者が、事業者からの一方的な追加担保の要求に応じることを定める

条項

旧銀行取引約定書第 4条には、「債権保全を必要とする相当の事由が生じたと

きは、請求によって直ちに貴行の承認する担保若しくは増担保を差し入れ、又は

保証人を立て若しくはこれを追加します。」とあり、銀行の一方的な追加担保の
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徴求を認めていた。しかし、「債権保全を必要とする相当の事由」の意味する所

が不明瞭であり、銀行による一方的判断で債務者に過大な担保提供義務を課すお

それがあるとして問題視されてきた。このように、事業者からの一方的な追加担

保の要求が認められれば、過剰の担保徴求により、消費者の利益を不当に侵害す

る可能性が高い。その一方、債権保全のための適正な担保要求は、事業者にとっ

て必要かつ合理的であり、消費者にとっても、追加担保によって取引が継続でき

るという利点が存在する。よって、このような条項が消費者の利益を不当に侵害

すると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認め

る余地を残す、グレーリストにより規制すべきである37）。

（ 5） 事業者の担保保存義務を免除する条項

旧銀行取引約定書保証条項には、「保証人は、貴行がその都合によって担保若

しくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。」とあり、銀行に担保

保存義務の免除特約を認めてきた。これは、銀行が故意または重過失によって担

保価値を減少させた場合にまで免責が認められることになるとして、問題視され

てきた。特に保証人の責任については、民法改正試案においても責任を限定すべ

きとの検討がなされている。このことからみても、旧銀行取引約定書保障条項は、

担保価値の減少に伴う責任を消費者たる保証人に一方的に押し付けており、消費

者の利益を著しく害するといえる。判例でも、民法第504条を排除するような担

保保存義務免除特約につき、原則としては有効としつつも、故意または重過失が

認められる場合等、信義則により一定の制限がかかることを認めていることから、

債権者の担保保存義務の免除を認めることは、消費者の利益を不当に侵害すると

いえる。（最高裁判所平成 2年 4月12日判決）その一方、長期間継続する取引にお

いては、担保の解除や差し替えの必要が生じる可能性があり、このような要請に

迅速に応じ、取引の円滑化・安全化を図る上では、当該免除条項が認められる余

地も残すべきといえる。よって、このような条項が消費者の利益を不当に侵害す

ると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める

余地を残す、グレーリストにより規制すべきである38）。

（ 6） 消費者の期限の利益を喪失させる条項

民法第137条に規定されている期限の利益喪失事由はあらゆる契約に共通する

合理的な期限の利益喪失事由であるから、このような事由のみが定められている
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場合には、消費者の利益を不当に侵害するとはいえない。しかし、「本契約に定

める条項に違反したとき」等、民法第137条に規定された事由以外の事由、特に

消費者に対する信用不安が増大するとはいえない事由や直ちに期限の利益を喪失

させる程重大とはいえない約定違反事由等においても、期限の利益を喪失させる

旨が定められている契約は数多くみられる。些末な事情による期限の利益を喪失

が認められると、消費者は全額一括請求という履行が事実上不可能な金銭債務を

負うこととなり、消費者に過大で予期できない不利益を与えることになる。その

一方、民法137条に定められた事由以外でも、債務者の信用不安が生じたと客観

的に認められる事由が存在する場合には、期限の利益を喪失させるのが広く認め

られてきたこともまた事実である。（神戸地方裁判所平成20年 1月30日判決）また、

裁判上の和解においても、分割払い債務の支払いを 2回分怠った場合に期限の利

益を失わせる条項は、広く用いられている。このような場合にも一律に不当条項

として無効とすることは、債権確保の観点から妥当とはいえない。また当該条項

につき、貸金業者より、「約定による支払を怠った場合や申込書等に虚偽の内容

があった場合など、真意誠実の原則に反し、消費者の責めに帰すべき事由が存す

るような場合は、当然に相当な理由に該当するものといえる39）。」との意見が提

出されている。以上を踏まえ、このような条項が消費者の利益を不当に侵害する

と推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余

地を残す、グレーリストにより規制すべきである40）。

（ 7） 事業者の消費者に対する法令上の責任を制限する条項

事業者が定める免責条項の中で、紛争事例が多い損害賠償義務に関する免責条

項については、現行の消費者契約法第 8条第 1号と第 5号において無効みなし規

定とされている。しかし、当該条文に該当しない場合にも、適用対象を拡大すべ

きである。

そもそも契約自由の原則により、契約の一方当事者の債務不履行責任等の法的

責任を予め特約によって制限することは、有効であると解されている。しかし消

費者契約においては、通常契約条項は事業者が一方的に作成しており、かつ、事

業者は当該契約についての専門知識を有していることから、自己が負う可能性の

ある危険を予測し、予め免責条項を設けておく事が可能である。しかし消費者は、

そのような危険の存在を予測する事は事実上不可能といえ、契約締結段階で事業

者が設ける免責条項の意義を図ることも難しく、このような条項は消費者の利益
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を不当に侵害するといえる。この点については、現行の消費者契約法第10条に

よっても無効となり得る41）。その一方、免責を一切認めないとすると、契約内容

によっては事業者が義務を履行するうえで過大な危険を負う結果となる場合や、

損害額が過大になる場合が想定され、そのような場合には事業者の一定の適正な

手続きにより、責任の制限を認めることが合理的である場合も考えられる。この

点につき、事業者から数多くの意見が提出されている。例えば、電気通信事業者

の「電気通信事業者は、不特定多数の消費者に対してサービスを提供しており、

免責条項が認められないと、一度に多大な損害賠償義務が発生するおそれがあり、

その結果、低廉な料金でのサービス提供に支障をきたすことにもなる42）。」等、

航空事業者の「手荷物の破損等についてその都度実際の損害額を賠償することに

なれば、運送の性質上、十分に配慮を行っても破損等が発生することを回避する

ことのできない航空運送事業者に対して、重い賠償責任を課すことになる43）。」

等、その他銀行業、損害保険業、警備業等からの意見がある。以上を踏まえ、こ

のような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者の合理

的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、グレーリストにより規

制すべきである44）。

（ 8） 履行補助者についての事業者の責任減免条項

事業者が定める免責条項の中で、紛争事例が多い損害賠償義務に関する免責条

項については、現行の消費者契約法第 8条第 1号と第 5号において無効みなし規

定とされている。しかし、当該条文に該当しない場合にも、適用対象を拡大すべ

きである。

そもそも従来の判例法理により、事業者が使用する第三者の行為につき、履行

補助者に故意・過失が認められる場合には事業者が債務不履行責任を負うと解さ

れている。報償責任や危険責任といった法理から考えても、事業者の判断により

選定した第三者の行為につき、事業者が責任を負うことは合理的かつ公平である。

つまり、履行補助者の行為に関する事業者の責任を制限ないし免責する事を認め

ることは、事業者が自らの判断によって選定した第三者を使用する事によって生

ずるリスクを消費者に負担させるものであり、消費者の利益を不当に侵害すると

いえる。よって、このような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したう

えで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、グ

レーリストにより規制すべきである45）。



168　法律学研究55号（201６）

なお、当初は当該条項をブラックリストにより無効みなし規定とすべきとの見

解も存在した46）。しかし、現行法の適用対象を拡大するという点を考慮し、拡大

部分については一定の反証余地を残すべきと結論付けたと考えられる。

（ 9） 消費者の権利行使や意思表示に、事業者の同意や対価の支払い等を要求

する条項

法律上、権利行使や意思表示の際に制限が課される場面は極めて限定的である。

しかし現状として、「A.消費者が法律上の権利を行使するために事業者の同意を

要件とし、または事業者に対し対価を支払うべきことを定める条項」、「B.事業

者に対する給付請求権の行使方法を限定する条項」、「C.事業者または第三者に

対する損害賠償その他法定の権利行使方法に制限を課す条項」といった、消費者

の法定の権利行使や意思表示に対する制限を課す条項が用いられることが多い。

Aの具体例としては、賃貸借契約の更新料支払条項（大阪高等裁判所平成22年 5月

27日判決）、Bの具体例としては、保険金請求や預金の払戻しに消費者に一定手

続を求める条項、Cの具体例としては、標準宅配便運送約款第24条第 1項、同第

27条第 3項等が挙げられる。これらはいずれも消費者の事業者に対する責任追及

の手段を極めて狭めるか、事実上奪うこととなり不当といえる。その一方、条項

で規定されている要式に従うことが困難とはいえない場合や、特定事項の証明と

しての合理的な書類提出が求められているにすぎない場合も想定され、それらを

一律に不当とみなすことは妥当とはいえない。よって、このような条項が消費者

の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当

該条項の有効を認める余地を残す、グレーリストにより規制すべきである47）。

（10） 事業者の原状回復義務または清算義務の減免条項

幼稚園や学校等の授業料値上げ等による入園・入学取りやめの際、事業者には

消費者に対する不当利得を許容していることから、前納金の返還が認められるべ

きであるところ、現状として不返還条項を定めた契約が数多く存在する。（大阪

簡易裁判所平成25年 2月22日判決、名古屋地方裁判所平成24年12月21日判決）一律に

不返還を定める条項は、事業者に不当利得を許容することとなり、消費者の利益

を不当に侵害するといえる。その一方、不返還となる対象物と清算手続きに要す

る費用負担等と比較衡量した結果、合理性が認められる場合も想定され得る。

よって、このような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事
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業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、グレーリス

トにより規制すべきである48）。

（11） 消費者に過大な損害賠償の予定または違約金を定める条項

消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定条項や違約金条項が、当該事業者に

生ずべき平均的損害を超える場合、現行の消費者契約法第 9条第 1項において、

平均的損害を超える部分を無効とみなす規定が定められている。しかし、当該条

文に該当しない場合にも、適用対象を拡大すべきである。

そもそも民法第416条により、債務不履行に基づく損害賠償の対象は、通常生

ずべき損害及び当事者がその事情を予見し、または予見することができた特別事

情により生じた損害であるとされるが、同第420条第 1項前段には、契約当事者

が損害賠償の予定を定められる旨、同後段には、裁判所が賠償額の増減をするこ

とができない旨、同条第 3項には、違約金は損害賠償の予定と推定する旨が規定

されている。しかし、予定された賠償額や違約金が実際に生じた損害額よりも過

大だった場合、債務者に著しい負担を課すこととなり、両当事者の公平の観点に

反する事態が生じることから、過大な賠償額を予定する契約条項については、そ

の全部又は一部を民法第90条による公序良俗違反として無効とすることで解決を

図ってきた。（東京高等裁判所平成 8年 3月28日判決、大阪高等裁判所平成10年 6月17

日判決、名古屋高等裁判所昭和45年 1月30日判決）消費者契約においては、事業者

が契約条項を一方的に作成している場合がほとんどであることから、損害賠償額

の予定や違約金条項につき、事業者が消費者の利益を不当に侵害し、不当な利得

を取得する危険性が高い。その一方、契約によっては事業者に特別な損害が発生

することも想定され、そのような特別な損害が相当程度発生する可能性が認めら

れる場合には、それに見合う損害賠償額の予定や違約金を定めることには合理性

がある。また、当該条項規制については、事業者から反対意見が提出されている。

警備事業者は、「顧客の料金不払を理由とした契約解除に伴う損害賠償額の予定

は、通常事業者の宇部狩詞契約料金相当額となっているが、事業者にとって最大

の関心事である契約料金について、その支払がない場合の取扱として、何ら問題

はない49）。」として、鉄道事業者は、「消費者が請求できる乗車券を使用開始後に

自己の都合で旅行を取りやめる場合の払戻等の取扱条項を制約することは、不特

定多数の消費者に対して迅速かつ公平に対応するうえでやむを得ない措置であ

る50）。」として、銀行業は、「消費者との契約にあわせて銀行が市場で資金調達を
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している場合は、契約解除により銀行に損害が生じることがあるが、これを消費

者に転嫁できず銀行が負担することとなると、提供できる金融商品が制限され、

かえって消費者の利便性を害することになる51）。」として、当該条項規制に反対

している。以上を踏まえ、このような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推

定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を

残す、グレーリストにより規制すべきである52）。

（12） 消費者の留置権相殺権及び同時履行の抗弁権を排除する条項

留置権相殺権及び同時履行の抗弁権は、全て契約当事者にとっての担保として

の機能を果たす権利といえ、契約内容に関わらず、契約当事者に最低限認められ

るべき権利である。これらを制限する条項は、契約の内容に関わらず保証される

べき消費者の最低限の権利を奪うものであるから、法令上制限が認められる場合

を除き、合理性に欠けるといえる。当初、当該条項はブラックリストにより無効

みなし規定とすべきとの見解も存在した53）。しかし、領収証の交付を後履行にす

る等、消費者の利益を不当に侵害するとまではいえない場合も想定できる。この

点、通信販売業者より、「前払式通信販売については、訪問販売等に関する法律

所定の承諾等の通知をする事により認められている54）。」との意見が提出されて

いる。以上を踏まえ、このような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定し

たうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、

グレーリストにより規制すべきである55）。

（13） 消費者の法定解除権を制限する条項

消費者の法定解除権を認めない条項については、先述の通りブラックリストと

して無効とみなすべきである。しかし、当該条文に該当しない場合にも、適用対

象を拡大すべきである。諸外国を見ても、類似条項規定を設けた立法例は多く存

在する56）。

例えば契約後一定期間は解除を認めない解除制限項や、解除事由に制限を設け

た条項等、消費者の法定解除権に制限を加える条項は、消費者の利益を不当に侵

害するといえる。その一方、制限内容が軽微である場合等、解除制限の理由と内

容が一定の合理性を有する場合もある。また、解除時期によっては、事業者に著

しい損害が発生するおそれもある。ともすると、解除できる場合を消費者の病気

や転居の場合に限定する等、一定の制限を加えることは、直ちに不当とはいえな
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い57）。この点、電気通信業者より、「専用線 IP接続サービスで、最低限利用期間

を 1年間としたり、解約の申出を解約予定日の 3か月前までとする規定は、専用

回線が第一種電気通信事業者から同様の条件で提供されることを理由とする。ま

た、インターネット接続サービスで解約申出を 1か月前としたり、解約日を月の

特定の日に限定する規定は、解約のための事務手続、料金の精算等を簡易・効率

的にするためである58）。」との、前払式証票発行事業者より、「前払式証票の発行

にはコストがかかるため、換金を自由に認めると発行者のコスト負担が大きくな

り、事業の採算が悪化するとともに、出資法との抵触の問題も生じかねない。一

方、消費者としては、換金が認められないことによりプレミアム等がつく場合も

あることから、原則として、換金を認めていないことを不当な解約制限ととらえ

るべきではない59）。」との意見が提出されている。以上を踏まえ、このような条

項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者の合理的な反証に

よっては当該条項の有効を認める余地を残す、グレーリストにより規制すべきで

ある60）。

（14） 継続的な消費者契約において、事業者からの解約申入れを認める条項

期間の定めのない継続的契約関係の終了の際には、解約申入れから一定の合理

的期間を経過してから解約の効果が発生するとするのが通常である。しかし、当

該条項は事業者からの解約申入れにより猶予期間を経ることなく、直ちに契約関

係を終了させることを認めるものである。これは、消費者の利益を不当に侵害す

るといえる。その一方、継続的な消費者契約の内容によっては、当該条項が許容

される場合も想定できる。よって、このような条項が消費者の利益を不当に侵害

すると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認め

る余地を残す、グレーリストにより規制すべきである61）。

（15） 消費者の証明責任を加重する条項

民法第415条の債務不履行責任について、「事業者の責めに帰すべき事由」まで

消費者に証明させるような、証明責任を法定の場合よりも消費者に不利に定める

条項は、現行消費者契約法第10条でも無効となり得る条項であり、消費者の利益

を不当に侵害するといえる。このような条項は消費者に予測し得ない過度の負担

を強いる可能性があり、実質的に消費者の権利義務を左右し得るといえる。この

ような条項は、消費者の権利行使期間を制限することとなり正当化し得ないとし
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て、ブラックリストにより無効化すべきとの見解もある62）。しかし、当該条項の

中には、実質的に消費者の権利義務を左右しない場合も想定できる。よって、こ

のような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者の合理

的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、グレーリストにより規

制すべきである63）。

（16） 消費者に不利な管轄裁判所を指定する条項

現状として、管轄裁判所を事業者の住所地や営業所所在地に限定する条項や、

法律上の管轄と異なる裁判所を専属管轄とする条項等、任意規定適用の場合と比

較して、消費者の裁判を受ける権利に制限を加えている条項は多数存在している。

確かに、民事訴訟法において、合意管轄条項が専属裁判管轄を定めていたとして

も、他の裁判所への移送が認められる余地を残すことが明記されているが、必ず

移送決定がなされる保証はない。そもそも、管轄裁判所に関する条項は、契約締

結段階の消費者は通常認識すらしていない場合が多く、専ら事業者が自己の便宜

のために設定しているといえる。これは遠隔地での裁判追行を強いられる等、消

費者の権利行使を事実上制限する効果を持つといえ、消費者の利益を不当に侵害

する。ただし、前述のとおり民事訴訟法による救済の余地等も認められることか

ら、このような条項が消費者の利益を不当に侵害すると推定したうえで、事業者

の合理的な反証によっては当該条項の有効を認める余地を残す、グレーリストに

より規制すべきである64）。

（17） 他の法形式を利用して、この法律または公序良俗に関する法規定の適

用を回避する条項

現状として、事業者が契約の法律構成を組替る等の方法により、消費者契約法

の不当条項規制や民法、特定商取引法等の強行法規から逸脱して消費者の利益を

不当に侵害しようとする場合がある。具体例としては、継続的役務提供契約の中

途解約自体を禁止する契約条項を定める、労働契約のような形態をとりながら自

社製品等を売りつける、学習塾等において特定商取引法の清算規定を回避するた

めに一定期間が経過したら未受講授業も受講したものとみなす、等が挙げられる。

このような契約は脱法行為であり、合理性は認められず、契約の有効性を肯定す

ることは社会正義に反する。そこで、このような条項が消費者の利益を不当に侵

害すると推定したうえで、事業者の合理的な反証によっては当該条項の有効を認
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める余地を残す、グレーリストにより規制すべきである65）。ここでいう合理的な

反証とは、他の法形式を利用することに合理的な理由があり、かつ、消費者の利

益を信義則に反する程度にまで害しない、ということである。

Ⅵ　まとめ　グレーリストの更なる検討と残された課題

1　グレーリストの更なる検討

以上のリスト案の内グレーリストについては、各条項の要件を明確にできる反

面、限定的要件が設けられ、結果的に規制の射程が限定されるおそれがある。ま

た、解釈の余地を残す条項も存在する。したがって、当該リスト案の実効性を確

保するためには、各条項に抵触した場合無効と認められる度合いがどの程度であ

るかを一定程度明確にしておく必要があるといえる。その基準としては、現実紛

争、抵触が疑われるが現状としては有効と認められている実態、事業者からの意

見、従前の各事業者の取組み、等の有無、頻度を総合衡量すべきである。これら

を考慮したうえで、以下、グレーリストにつき、無効と認められる度合いの高い

条項と低い条項に分類する。

（ 1） 無効の度合いの特に高い条項

（10）事業者の原状回復義務または清算義務の減免条項

（12）消費者の留置権相殺権及び同時履行の抗弁権を排除する条項

（15）消費者の証明責任を加重する条項

（17）他の法形式を利用して、この法律または公序良俗に関する法規定の適用

を回避する条項

（ 2） 無効の度合いの高い条項

（ 1）消費者の一定の作為または不作為により、消費者の意思表示を擬制する

条項

（ 5）⑤事業者の担保保存義務を免除する条項

（ 8）⑧履行補助者についての事業者の責任減免条項

（ 9）⑨消費者の権利行使や意思表示に、事業者の同意や対価の支払い等を要

求する条項

（11）消費者に過大な損害賠償の予定または違約金を定める条項
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（ 3） 無効の度合いの低い条項

（ 3）事業者による給付内容等の一方的ないし変更を認める条項

（ 4）消費者が、事業者からの一方的な追加担保の要求に応じることを定める

条項

（ 6）消費者の期限の利益を喪失させる条項

（ 7）事業者の消費者に対する法令上の責任を制限する条項

（14）継続的な消費者契約において、事業者からの解約申入れを認める条項

（16）消費者に不利な管轄裁判所を指定する条項

（ 4） 無効の度合いの特に低い条項

（ 2）一定の事実により、意思表示の到達を擬制する条項

（13）消費者の法定解除権を制限する条項

そして、分類された条項を無効の度合いが高い順に列挙する形で条文化し、ど

の条項が制定の際により慎重な検討を要するか、また訴訟においてどれほど強力

な反証を必要とするか、一応の指針を示すことで、より実効性のある規制を実現

する。

2　残された課題

ここで取り上げた内容は不当条項規制を巡る諸問題のうち一部を扱ったものに

すぎない。例えば、消費者契約法によるリストに加え、業界ごとにより詳細なガ

イドラインを策定することも考えられる。その際には、特別法によるか、行政が

主導するか、それとも業界の自主性に任せるかといった問題や、出来上がったそ

れに法的拘束力を持たせるか否か等について、具体的に検討される必要があるだ

ろう。翻って、不当条項規制の目的である「不均衡の是正」は事業者・消費者間

のみならず契約当事者一般にも当てはまるとすれば、今回の債権法改正では見送

られたものの、民法典の中で規制を行うこともあり得よう。これについては民法

と消費者法の基本原理に立ち返り、その関係性や射程などを十分に議論すること

が求められる。ここではそれらの検討を割愛したが、不当条項規制の実現のため

に、避けては通れない課題だといえる。

1） 大澤彩『不当条項規制の構造と展開』（有斐閣・2010年）140頁
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