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(要旨) 
 

○ 本年６月からスタートする消費者団体訴訟制度は、消費者被害の発生や拡大を防ぐ仕組みとして、

消費者契約法を改正し導入された。 

○ この制度は、ドイツを始めとするＥＵ諸国で導入されている制度に倣い、消費者全体の利益を守る

観点で、消費者団体に差止請求権を付与したものだ。ただし、制度の濫用を防ぐために、権利を行

使できるのは政府が認定した「適格消費者団体」に限られている。加えて、確定判決等が出ていれ

ば、別の団体が改めて提訴することはできないようになっている。 

○ 差止の対象となるのは、消費者契約法に違反する不当な行為である。具体的には、消費者の利益を

一方的に害するような「不当な契約条項の使用」や重要事項の不実告知や断定的判断の提供を始め

とする「不当な勧誘行為」に対して、適格消費者団体から差止の請求が行われる。 

○ この制度が、事業運営にもたらす変化としては、業務改善の申入れを契機とした適格消費者団体と

の対話が増加することと、対話の状況について情報開示が進展することの２つを認識することが必

要だ。したがって、事業者側においては、事前準備を含めた対応が今まで以上に重要になってくる。 

 
 
１．消費者団体に、消費者の代弁者として

の活動を期待するのは、決して一過性

の動きではない 
消費者団体訴訟制度は、消費者の代弁者として

の積極的な活動が期待される消費者団体に、法

的な裏づけを与えることで、消費者の視点に立

った活動をしやすくさせるものだ。この動きは

市場メカニズムを活用しようとする消費者政策

の思想の変化を背景にしたものであり、決して

一過性のものではないことを前回述べた。 

実際に、団体訴訟制度については、独占禁止法、

景品表示法、特定商取引法といった他の法律で

も、導入に向けた検討が始められている。した

がって、まずは改正された消費者契約法の内容

の理解を深めることが重要だ。 

そこで、今回は消費者契約法の内容を確認し

た後で、この制度が事業運営にもたらす変化に

ついて見通しを述べたい。 

２．消費者団体訴訟制度の内容 
（１）消費者団体訴訟制度は、消費者被害の発生

や拡大を防ぐ仕組みとして導入された 

01 年４月に施行された消費者契約法は、消費

者の救済を容易にするために、消費者が契約の

取消しや無効を主張できる類型を定めた。しか

し、このような救済は事後的であるため、消費

者被害の発生や拡大を防ぐことはできない。そ

こで、事業者の不当な行為を抑える仕組みが必

要だと各方面から指摘され、消費者団体訴訟制

度が検討されることになった。 

検討の際には、どのような者に権利を付与す

ることが適当であるかという点から議論が開始

された。このとき消費者団体には消費者基本法

で示された消費者の視点に立った活動が期待さ

れているという特性が確認され、「消費者団体

が事業者の不当な行為を抑止する重要な担い手

として考えられる」との結論が得られた。 
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（２）消費者団体に差止請求権は付与されたが、

損害賠償請求権については今後の検討課

題とされた 

消費者団体訴訟制度は、団体訴訟という語感

からアメリカの集団訴訟（クラス･アクション）

を連想しやすいが、制度の内容としては次の違

いがある。 

第一に、アメリカの制度では被害を受けた集

団（クラス）の中から、裁判所が訴訟の代表者

を認定する。つまり、被害者と訴訟を提起する

者とは一致する。これに対し、日本の制度は、

ドイツを始めとするＥＵ諸国で導入されている

制度に倣い、消費者全体の利益を守るために、

直接の被害者ではない消費者団体に対し、特別

に差止請求権を付与したという違いがある。 

第二に、アメリカの制度では、集団訴訟を通

じて事業者の不当な行為を抑制するために差止

を請求することに加え、個々の消費者が受けた

損害についての賠償請求も行われる。片や、日

本の制度では、前者の差止請求権については導

入されたが、後者の損害賠償請求権は今後の検

討課題とされた。 
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確かに、個々の消費者に代わって消費者団体

が損害賠償を請求できれば、少額の被害が多数

に及ぶ場合の被害救済が容易になるというメリ

ットがある。しかし、日本では、すでに少額の

被害を被った消費者の救済を容易にするために

様々な取組みが実施されている。具体的には、

少額訴訟制度の拡大や簡易裁判所の機能の充実

が進められており、消費者団体に損害賠償請求

権を付与しなければ、少額被害の消費者を救済

できないという極端な状況にはない。言いかえ

ると、損害賠償請求権を導入する場合には検討

する手順として、現在進められている取組みの

成否について評価を行う必要があるといえる。

実際に、衆参両院でも「消費者団体が損害賠償

を請求する制度については、司法アクセスの改

善手法の展開を踏まえつつ、その必要性を検討

する」との趣旨の附帯決議がなされている。 

 

 

 

（３）権利を行使できるのは政府の認定を受け

た適格消費者団体 

消費者団体に差止請求権を与えるといっても、

全ての団体が対象になる訳ではない。制度の濫

用を防ぐため、権利を行使できるのは内閣総理

大臣の認定を受けた「適格消費者団体」に限ら

れている（消費者契約法第 13 条）。 

団体の適格性については、資料１のように相

当高いハードルが設けられている。例えば、①

団体の活動目的として、消費者全体の利益擁護

を目的としていること（注１）、②特定非営利

活動法人（ＮＰＯ）または公益法人であること、

③原則２年以上の活動実績があること、③健全

な財政基盤や専門的な知識・経験を有する人材

（消費生活相談員、弁護士、司法書士等）を確

保していること等である。 

資料１ 適格消費者団体の要件 

項目 要件 

団体の目的
定款等で消費者全体の利益擁護を

目的として規定していること 

 

法人格 

特定非営利活動法人（ＮＰＯ） 

または 

公益法人（一般社団法人または一

般財団法人） 

活動実績 原則２年以上の活動実績 

体制整備お

よび人的資

源・財政基

盤 

業務規程、組織体制の適切な整備

専門的な知識・経験を有する人材

（消費生活相談員、弁護士、司法

書士等）の確保 

健全な財政基盤の確保 

 

 

事業者等か

らの独立性

特定事業者の関係者が理事会の３

分の１を超えていないこと 

同一業界の関係者が理事会の２分

の１を超えていないこと 

個別案件で役職員が差止請求の相

手方である事業者と利害関係が生

じた場合の弊害排除措置を定めて

いること 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

前

規

制

 

その他 

暴力団等の反社会的存在から独立

していること 

政治団体でないこと 

 

監督措置 

３年毎の更新制 

報告徴収および立入検査 

認定の取消し 

 

 

事

後

規

制

 

 

情報開示 

定款、業務規程、財務諸表、収入

の明細、寄付金に関する事項等の

事務所への備置き（５年間） 

差止請求に係る判決および和解の

内容についての情報提供 

（出所）消費者契約法および政省令、ガイドラインより、当研

究所作成。 
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その上で、認定を受けた後もモニタリングの

対象となり、必要に応じ報告徴収や立入検査が

行われる。加えて、事業活動や活動資金の透明

性を確保するため、定款、業務規程、財務諸表、

収入の明細や差止請求に係る判決の内容につい

ての情報公開が義務付けられている。 

現在３千団体近くある消費者団体の中で資料１

の要件を満たす団体がどの程度存在するかはわ

からないが、報じられる所では、準備を進めて

いるのは８団体である（注２）。具体的には、

①消費者機構日本、②埼玉消費者被害をなくす

会、③全国消費生活相談員協会、④あいち消費

者被害防止ネットワーク、⑤京都消費者契約ネ

ットワーク、⑥消費者支援機構関西、⑦ひょう

ご消費者ネット、⑧消費者ネット広島の名前が

挙がっている。 

 
（注１）営利目的だったり、消費者問題とは異なる分野

の活動を目的とする団体であれば認定されない。 

（注２）品川尚志「適格消費者団体の役割と今後の活動

について」『ＥＳＰ』経済企画協会（2006 年９

月号）、29 頁の記載に基づく。 

 

（４）確定判決等が出ていれば、他の適格消費

者団体は差止請求権を行使できない 

新しい制度の下では、適格消費者団体であれ

ばどの団体も差止請求権を行使できる。このこ

とを事業者からみると、一つの案件に対し、繰

り返し対応を迫られる可能性がある。そこで、

事業者側の負担を軽減するために次の手当てが

されている。（同法第 12 条第５項、第 44 条、

第 45 条）。 

まず、確定判決等が出ていれば、別の適格消

費者団体が差止請求権を行使することはできな

い（注３）。例外的に、再訴が認められること

もあるが、それは①消費者契約法上の不当な行

為について実質的な審理に入ることなく、確定

判決が出されているケース（注４）や、②確定

判決が示された訴訟の口頭弁論終結後に生じた

事由に基づいて権利が行使されるケースに限ら

れている。 

逆に、確定判決が出ていなければ、追加的に他

の団体も差止請求権を行使できる。ただし、そ

の場合でも、同一の案件に対しての裁判であれ

ば裁判所の判断により、複数の裁判を一つの裁

判として取扱うことができる（注５）。 

 
（注３）確定判決のほかに、裁判上の和解、請求の承諾・

放棄、調停合意、仲裁判断等の確定判決と同等

の効力を有するものがあれば、別の団体は差止

請求権を行使できない（内閣府国民生活局消費

者団体訴訟制度検討室「改正消費者契約法の解

説」『ＮＢＬ』№837、2006 年７月、17 頁）。 

（注４）例えば、訴える権利がないとして訴えそのもの

が却下された場合や、事業者に損害を加えるこ

とを目的とした請求であるとして、請求が棄却

された場合等である。 

（注５）当事者の所在地、争点、証拠の共通性を始めと

するその他の事情が考慮され、訴訟の全部また

は一部が裁判所の判断により移送される。そし

て、複数の裁判が同じ裁判所に係属した時点で、

併合が強制され、訴訟としては一本化すること

ができる。 

 

（５）差止請求の対象は消費者契約法に違反す

る不当な行為 

適格消費者団体により、差止が請求されるのは、

消費者契約法に違反する不当な行為である。 

具体的には、事業者の損害賠償責任を免除する

条項などの「不当な契約条項の使用」（同法第

８条から第 10 条）や、不実告知や断定的判断の

提供を始めとする「不当な勧誘行為」（同法第

４条）が差止の対象になる（資料２）。 

法文上は「（不当行為を）現に行いまたは行

うおそれがあるとき」と規定されている（同法

第 12 条）。つまり、被害を与えるおそれがあれ

ば、被害が生じていない場合でも適格消費者団

体は差止を請求できる。 

差止請求がどのように行われるかというと、

「不当な契約条項を契約内容とする契約を締結

してはならない」といった請求がされ、その内

容を認める判決が示されることが考えられる。

判決の内容に事業者が従わなければ、ペナルテ

ィとして民事執行法上の間接強制金の支払いが

命じられる。金額算定にあたっては、不特定か

つ多数の消費者が受ける不利益がとくに考慮さ

れることになっている。 

差止請求としてどのようなレベルの内容まで

が認められるかというと、法文上は「当該行為

に供した物の廃棄もしくは除去」との例示がさ



れており、事業者が作成した約款や販売・勧誘

マニュアルの破棄といったことは認められる可

能性が高い。ただし、より積極的なレベルの請

求、例えば「現在使用している条項を○○のよ

うに修正せよ」等の請求まで認められるかどう

かという点は、識者の間でも解釈が分かれてい

る（注６）。 

なお、差止請求をする相手は、契約の主体と

なる事業者に止まらない。委託先（再委託を受

けた者も含む）や代理人も対象に含まれる。す

なわち、仮に業務を委託した先や代理店が不当

な勧誘行為を行えば、消費者団体は現に行為を

行っている者に対し、差止を請求することにな

る。このとき委託元である事業者に対しては、

現場で不当な行為が行われないように是正の指

示等を行うことも消費者団体は請求できる。 
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（注６）「消費者団体訴訟制度をめぐって」『ジュリス

ト』№1320、2006 年 10 月、25－27 頁での有識

者の見解に基づく。 

（６）適格消費者団体には、提訴の前に書面によ

る事前請求が義務付けられている 

適格消費者団体による差止請求の手続きの流

れを資料３で整理した。この資料に沿って説明

すると、適格消費者団体の作業は、被害情報の

収集を行い、事業者の行為が消費者契約法に違

反するかどうかの分析からスタートする。その

上で違法性があると判断すれば、事業者に対し

業務改善の申入れを行う。 

業務改善の申入れにも係らず、事態が改善され

なければ次の手順に進むが、その場合でも突然

訴訟が提起される訳ではない。訴えが提起され

る前には、請求の要旨および紛争の要点等が記

載された書面の提出が消費者団体に義務付けら

れ、訴訟手続きに入るには１週間の期間を経た

後でなければならない（同法第 41 条）。 

もっとも、１週間経てば事業者側の同意を得

ることなく消費者団体は提訴できる。このため

猶予期間としては短いともいえるが、実務的に

は、当事者間で協議に入っていればすぐに提訴

される可能性は低いとみられている（注７）。 

 
（注７）「消費者団体訴訟制度をめぐって」前掲論文、

37 頁の有識者の見解に基づく。 

 
３．事業運営を行う上で、今までと何が変

わるのか 
以上、消費者団体訴訟制度の内容について概

観してきた。それでは、この制度は事業運営に

どのような変化をもたらすだろうか。 

まず「制度導入により訴訟リスクが増大する

のではないか」との見通しが報じられることが

ある。訴訟の数という点では、消費者契約法が

施行されて以来、平均すると毎年 18 件の訴訟が

提起されてきた（注８）。他方、消費者契約法

に関連し、国民生活センターに寄せられる相談

の数は毎年 1,755 件にも上り、単純にみて両者

の間には 100 倍規模の開きがある。 

寄せられた相談のうち、苦情やトラブルとい

えるものがどの程度あるかはわからないが、

個々の消費者に代り消費者団体が権利を行使す

るという制度の趣旨を踏まえると、これまでは

資料２ 消費者契約法に違反する不当行為 

類型 具体例 

事業者の損害賠

償責任を免除す

る条項 

いかなる理由があっても事業者は

一切の損害賠償を負わないとする

条項 

消費者が支払う

損害賠償の額を

予定する条項等 

消費者が解約した場合、支払い済

の代金を一切返金しないとする条

項 

 

不

当

な

契

約

条

項 
消費者の利益を

一方的に害する

条項 

賃貸借契約で、借主に過重な原状

回復を義務付ける条項 

重要事項の不実

告知 

 

「この機械を取り付ければ電話代

が安くなる」と勧誘し、実際には

効果の無い機械を販売する行為 

断定的判断の提

供 

 

元本保証のない金融商品を「確実

に値上がりする」と説明して、販

売する行為 

不利益事実の不

告知 

 

眺望および日照を害する隣接マン

ションの建設計画を知りながら、

販売するマンションについて「眺

望と日照良好」と説明する一方

で、隣接地の建設計画の事実を説

明しないで販売する行為 

不退去 

 

消費者の自宅等において、消費者

が退去して欲しい旨を告げている

のにも係わらず、勧誘する行為 

 

 

 

 

 

 

不

当

な

勧

誘

行

為 

退去妨害 

 

事業者の販売店等で、消費者が自

宅に帰りたい旨を告げているのに

も係わらず、勧誘する行為 

（出所）内閣府国民生活局『消費者団体訴訟制度』の冊子（３

頁）で紹介されている事例より、当研究所作成。 



費用を考慮すると個人では経済合理性がないと

して提訴を見合わせた分が、これからは上積み

されることになる。 
ただ、提訴するという行動に対しては、消費

者団体が慎重なスタンスで臨む可能性もある。

というのも、消費者に代わり権利を行使する消

費者団体には、提訴する以上は最高裁まで争い、

勝訴を勝ち取ることが期待されるという見方も

あるからだ（注９）。いずれにせよ、訴訟とい

う形をとるかどうかはともかく、これからは業

務改善の申入れを契機として、消費者団体との

対話の機会が大幅に増えることを認識すること

が必要だ。 

これまでは裁判が起こされた後も、当事者間

の交渉は続き、最終的には和解に至ることが多

かった。和解する際には、内容を公表しないと

いう条件を付けることが一般的である。このた

め、交渉の結果が公表されるケースは少なかっ

たといえる。ところが、これからは裁判を経る

かどうかを問わず、またどのような形で決着す

るにせよ、消費者団体からの業務改善の申入れ

に対し、どのように対応したかが開示されると

いう点が違ってくる（注 10）。 

消費者団体との対話の状況が情報開示される

ことを前提にすると、事業者側においては事前

準備を含めた対応が、今まで以上に重要になっ

このとき、消費者団体との対話の状況について てくることは間違いない
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① 消費者からの被害の連絡・相談受付

② 被害情報の収集・分析

③ 事業者に対し、業務改善の申入れ

④ 事業者に対し、書面による事前請求

⑤ 訴え提起

⑥ 判決(確定）

適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
活
動

改善された場合 和解

改善されない場合

１週間の猶予期間

国民生活センターや地方公共団体
との連携

【和解の概要】

【判決の概要】

他の適格消費者団体との連携
消
費
者
に
対
し

、
判
決
等
に
関
す
る
情
報
提
供

内閣総理大臣・国民生
活センターによる公表

内閣総理大臣・国民生
活センターによる公表

内閣総理大臣への報告および
他の適格消費者団体への通知

必要に応じて、差止請求権
の共同行使も検討

内閣総理大臣への報告

内閣総理大臣への報告

。そこで、次回は制度

への対応として事業者は何を意識し、どのよう

な準備を進めていく必要があるのかという点に

ついて考察していきたい。 

情報開示が一段と進むことにも、留意しなけれ

ばならない。資料３で示した手続きの流れから

わかるように、消費者団体が業務改善の申入れ

 をした結果については、判決や裁判外での和解
（注８）消費者契約法が施行されて５年間経過した時点

で、相談は 8,776 件、訴訟は 92 件となっている

（国民生活センター「消費者契約法に関連する

消費生活相談件数と裁判の概況～法施行後５年

～」2006 年 10 月６日）。 

を含め国民生活センターおよび適格消費者団体

を通じ、情報提供が行われる（同法第 27 条、第

39 条）。 

資料３ 適格消費者団体による差止請求の流れ（概念図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「判決の概要」として公表されるものには、確定判決と同一の効力がある裁判上の和解、調停合意等も含まれる。 

（出所）消費者契約法および政省令、ガイドラインより、当研究所作成。 
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（注９）京都大学山本教授は「消費者団体訴訟制度は、

提訴したら最高裁判決を勝ち取るという話と考

えている」との見解を述べられている（座談会

「消費者力を活かした市場の監視～消費者団体

訴訟制度～」『ＥＳＰ』経済企画協会（2006 年

９月号）、９頁）。 

（注 10）紛争になる前の段階（例えば、申入れがあって

事業者がすぐに訂正したという場合）であれば、

行政からは公表されない。ただし、適格消費者

団体には必要な情報の開示義務が課せられて

いるため、同団体としての判断により公表され

ることがあり得る（内閣府「消費者団体訴訟制

度シンポジウム」、2006 年 11 月 21 日での質疑

応答での有識者の発言に基づく）。 

 

（続く） 
たかさき やすお（主任研究員） 


