
日時 ２０２１年７月３日（土）午後１時～午後５時 

形式 Zoom ウェビナーによるオンライン配信 

主催 日本弁護士連合会 

進 行 次 第 
開会挨拶                                           午後１時～    

 原 章夫 氏（弁護士・日本弁護士連合会副会長） 

  

 趣旨説明                                    

野島 佳枝 氏（弁護士・日弁連消費者問題対策委員会副委員長）  
 

 基調講演「コロナ禍における消費者トラブルの現状」                午後１時１０分～  

 加藤 玲子 氏（独立行政法人国民生活センター） 

 

 基調講演「コロナ禍における消費者被害への実務的対応」           午後１時４０分～  

本間 紀子 氏（弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員） 

 

基調講演「コロナ禍における消費者契約の理論的問題点～役務提供契約における債務不履

行と任意解除に関する問題を中心として～」           午後２時１０分～  

田中 洋 氏 （神戸大学大学院法学研究科教授）           

（休憩・１５分） 

基調講演「コロナを巡る公法と市民生活 － 『消費者の権利』の視点から」午後３時１０

分～  

岩本 諭 氏（佐賀大学経済学部経済法学科教授） 

 

 パネルディスカッション                                     午後３時５５分～  

【パネリスト】 

 加藤 玲子 氏 （独立行政法人国民生活センター） 

本間 紀子 氏 （弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員） 

 田中 洋 氏   （神戸大学大学院法学研究科教授） 

岩本 諭 氏    （佐賀大学経済学部経済法学科教授） 

【コーディネーター】 

 洞澤 美佳 氏  （弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員） 

 

 閉会挨拶・まとめ                                             午後４時５５分～  

 釜井 英法 氏  （弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員長） 

第３１回日弁連夏期消費者セミナー 

コロナ禍と消費者 
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登壇者 プロフィール 

■加藤 玲子（かとう れいこ）氏

○独立行政法人国民生活センター職員

２０００年度 独立行政法人国民生活センター入所。

入所後は、月刊「国民生活」等の編集業務、消費生活相談業務、消費生活相談

員資格試験業務等に従事。 

２０２１年４月より現職。 

■本間 紀子（ほんま のりこ）氏

○東京弁護士会会員

２００１年 弁護士登録

２００７年～四谷の森法律事務所

○委員会活動等

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会（消費者契約法部会）委員

東京弁護士会消費者問題特別委員会委員

独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会特別委員

特定非営利活動法人消費者機構日本（ＣＯＪ）検討委員

■田中 洋（たなか ひろし）氏

〇神戸大学大学院法学研究科教授 

専門：民法 

２００５年３月 京都大学法学部卒業 

２００７年３月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻修了 

２００７年４月 京都大学大学院法学研究科助教 

２０１０年４月 神戸大学大学院法学研究科准教授 

 ２０２１年４月より現職 

〇主要研究業績：  

・『売買における買主の追完請求権の基礎づけと内容確定』（商事法務，２０１

９年） 

・「不法行為法の目的と過失責任の原則」現代不法行為法研究会編『不法行為

法の立法的課題』（商事法務，２０１５年）１７頁 



■岩本 諭 （いわもと さとし）氏 

○佐賀大学経済学部経済法学科 教授・副学長・全学教育機構長 

専門：経済法、消費者法、消費者教育学 

○その他職歴（現職のみ）：  

消費者庁消費者教育推進会議（２０１７年～２０１９年から会長代行）、佐賀県

消費生活審議会委員（会長代行）、佐賀労働局紛争調整委員会（委員長）、適格消

費者団体・佐賀消費者フォーラム理事長 

○著書： 

・『競争法における「脆弱な消費者」の法理――顧客誘引に対する規制と規律の

複線化の考察』２０１９年９月、成文堂 

論文 

・「国民生活安定緊急措置法と消費者―経済法学の立場からの検討―」現代消費

者法４９号所収、２０２０年１２月、民事法研究会 

・「プラットフォーム通信販売事業者の二重価格表示に対する景品表示法に基づ

く措置命令取消訴訟判決－『Ａｍａｚｏｎ事件』」令和元年１１月１５日東京地

裁判決」『公正取引』８３７号所収、２０２０年７月、公正取引協会 

・「デジタルプラットフォーマ―と競争法―消費者の権利の視点からの課題整理

―」現代消費者法４６号所収、２０２０年３月、民事法研究会 

・「競争法の消費者保護機能の可能性と課題」日本経済法学会編『競争法と消費

者』日本経済法学会年報第４０号所収、２０１９年９月、有斐閣 

 



コロナ禍における

消費者トラブルの現状

令和３年７月３日

独立行政法人国民生活センター
相談情報部 加藤 玲子
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2020年5月1日～9月15日
新型コロナウイルス給付金
消費者ホットライン

「新型コロナウイルス関連」の相談件数

新型コロナウイルス関連の相談件数

（注）本資料のデータは、2021年5月31日までのPIO-NET登録分。
「新型コロナウイルス関連」は、消費者からの相談の背景に「新型コロナウイルス」が関連していると思われる消費生活相談を対象としている。
（注）「主な相談内容」は、国民生活センター「新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要（2020年１月～４月）」（2020年5月19日）および
「新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要（2020年8月まで）」（2020年9月17日）をもとに、最近の相談傾向を加え作成。

緊急事態宣言①
4/7～5/25

緊急事態宣言②
1/8～3/21

2021年2月15日～
新型コロナワクチン詐欺ホットライン

緊急事態宣言③
4/25～6/20
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新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要

2

2020年1～3月
マスクが品不足、高価格
・個人商店でマスクが通常の5倍の価格で販売されている。問題ではないか。

（2020年2月）

・大手通販サイトでマスクが高値で取引されている。マスク不足なのに問題ではないか。
（2020年3月）

マスク

2020年4月～
注文した覚えのないマスク、届いたが不良品
・荷物が届いたので開封してみると、マスクが50 枚入っていたが、頼んだ覚えがない。
請求書は入っていないが、中国語で書かれた合格証が入っていた。

（2020年4月）

・通販サイトでマスクを注文したが７月末に届くはずが、届かない。通販サイトにメールで
督促した後に商品は届いたが、汚れやほつれのある不良品だった。

（2020年8月）
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新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要

3

消毒液、その他

2021年
コロナ検査キット
・新型コロナウイルスの検査キットを買って検体を送ったが、期限を過ぎても検査結果
が来ない。どうしたらよいか。

（2021年4月)

2020年
詐欺サイト
ネットショップで消毒用アルコールを注文し、銀行振り込みで3,000円支払った。商品が

届かないので確認したところ、実在するネットショップを装った偽サイトのようだ。実在の
ネットショップには「偽サイトに注意」という記載があった。 （2020年4月)

次亜塩素酸水
コロナウイルス対策用に店舗で除菌剤を購入。表示を見ると、成分に「次亜塩素酸水、
弱酸性」とあり、消費期限2 年間と表示されていた。「次亜塩素酸水」を薄めずに直接手
に振りかけて大丈夫なのか。 （2020年3月）
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新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要

4

スポーツクラブ、ヨガ教室

ヨガ教室の休会費
4月に緊急事態宣言が出されたので、ヨガ教室が休止となったが、約3,000円の休

会費が発生している。レッスンできないのに会費が発生することに納得いかないので
電話をしているが全くつながらない。退会したいが、入会1年未満の退会は違約金が
2万5000円かかる。

（2020年4月)

賃貸アパート等

入居していない賃貸アパートの家賃
大学生の娘が就職活動をするため、3月から5月上旬までウィークリーマンションの申

し込みをした。しかし、コロナの影響で会社説明会等が開催されず、インターネットで就
職活動をすることになった。3月分の家賃は支払うつもりだが、4月以降は免除してほし
い。

(2020年3月）
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新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要

5

旅行関連

2020年
海外旅行ツアーのキャンセル料

3月中旬に海外旅行を予定していたが、クルーズ船内での感染症のニュースを見て
怖くなりキャンセルしたところ、旅行代金180万円のうちキャンセル料20万円と言われ
た。ところがその後、事業者がツアーをすべて取りやめると発表し、旅行申込者には
全額返金されることとなったので、自分も同じ扱いをしてもらえないか。

(2020年3月)

2021年
航空チケットの返金トラブル
・５カ月前、海外ＯＴＡを通じて航空券を購入したが、コロナウイルスの影響で欠航と
なった。未だに返金がない。 （2021年4月）

・昨年3月に海外旅行のため、ＬＣＣ公式サイトから航空券を予約したが、コロナの影
響で日本人は入国できないためキャンセルしたが、未だに返金処理されず不満だ。

（2021年4月）
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新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要

6

結婚式関連

2020年
キャンセル料

3月中旬に結婚式をする予定だが、参列者が新型コロナウイルスに感染すると困る
のでキャンセルしようと思い、式場に連絡したところ「不可抗力の事態であれば代金
200万円全額返金となるが、今回は当たらない。規定により今日だと45％、明日だと
100％のキャンセル料がかかる」と言われた。コロナウイルスは不可抗力の事態では
ないのか。 (2020年2月)

2021年
延期後のキャンセル料
・2020年３月に挙式予定だったが、何度かの延期の後に結局キャンセルすることとし
た。キャンセル料の金額に納得できない。 (2021年5月)

結婚式と地域が絡んだ問題
・友人の結婚式参列のためにホテルを予約していたが、新型コロナの影響で延期とな
り、予約していたホテルをキャンセルした。ホテルから「返金できないかわりに1年間有
効の宿泊券を渡す」と言われたが、その後もその地域に緊急事態宣言が出て結婚式
は延期となりその地域に行く予定がない。有効期限を延長してほしい。

（2021年5月) 
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（注）本資料のデータは、2021年3月31日までのPIO-NET登録分。
（注)「主な相談内容」は、国民生活センター「「新しい“消費”生活様式」の影響で相談増加！？インターネット通販のトラブルにあらためて注意！」
（2020年9月17日）をもとに作成。

インターネット通販のトラブル相談が増加！

「新しい“消費”生活様式」でのトラブル相談
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「新しい“消費”生活様式」の消費生活相談の概要

8

特にインターネット取引での主なトラブル

「お試し」定期購入
健康食品、化粧品、飲料等

・低価格でのお試しだけのつもりが、
複数回購入が条件の定期購入だった

・未成年者のトラブルが目立つ

オンラインゲーム（表参照）

・スマートフォンやゲーム機から
の高額課金

・小中学生、特に男子

身の回り品⇒偽サイト
・紳士・婦人洋服、
・ブランド品のかばん、靴
・家具・家電

「サービス」の契約トラブル
（サブスクリプション)
・映画等の配信サービスなど

年度 2017 2018 2019 2020
相談件数 4,089 4,925 5,395 6,456（前年同期 4,942）

（表） ＰＩＯ－ＮＥＴに登録されたオンラインゲームの相談件数の推移

（相談件数は2021年3月31日現在。経由相談含まず）11 / 81



「物のウイルス対策等をうたう『次亜塩素酸水』」
(2020年12月24日公表)

「除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか？-新型コロナウイルスに関連して-」 (2020年5月15日公表)

○情報提供先（インターネットショッピングモール）の対応
・モール内での注意喚起

・過去の購入者へメールを送信

・取扱店舗への適切な情報提供の喚起

新型コロナウイルスに関連し、除菌や消毒をうたう商品についてPIO-NETに837件の相談（2020年４月末日まで）が寄せられていたことから、

除菌や消毒をうたう商品に含まれる成分等について、その時点で分かっていた情報を取りまとめ、迅速に公表

9

○消費者へのアドバイス
・手指からの新型コロナウイルスの除去には、
流水と石けんを使った丁寧な手洗いを。
手洗いができない場合に消毒効果が期待できるのは、
70％のエタノールなど

・身近なものの消毒には、次亜塩素酸ナトリウムを薄めて拭いた後、
水拭きを

・除菌や消毒をうたう商品を購入・使用する際は、広告や表示をよく確認

物に付着したウィルスに有効とされる次亜塩素酸水に関する相談が

多く寄せられており、手に刺激を感じた等の危害事例も

⇒市販されている15銘柄について、有効塩素濃度、pH、表示等を調査

「液体とジェルタイプの除菌・消毒・手指洗浄用アルコールの
エタノール濃度」 (2020年9月17日公表)

各地消費生活センターから、除菌・消毒・手指洗浄用のアルコールに

関するテスト依頼が複数件あり、商品テストの結果、一部では商品本

体の表示等に問題

⇒市販されている30銘柄について、 エタノール濃度や表示等を調査

・商品に含まれるエタノール濃度と本体表示
濃度に大きな差はなかった

・商品本体とウェブサイトの記載の濃度に
差異があるものがあった

・薬機法上、問題となるおそれがある表示
がみられた

・消防法上必要な表示がない銘柄があった

主な調査結果

公表後、一部の事業者がウェブサイトの表示を改善

・商品の有効塩素濃度や液性が、表示と

異なっている銘柄があった
・有効塩素濃度や有効期限等の表示が
ない銘柄があった

・化粧品に酷似した効果等に関する表示

がみられる銘柄があった

主な調査結果テスト対象30銘柄 テスト対象15銘柄

公表後、一部の事業者が本体表示やウェブサイトの表示の
改善や商品の回収等を実施

新型コロナウイルス感染症に関連した商品テスト等
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【QRコードリーダー】が開きますので
【QRコード】を読み込んでください

QRコードからの登録方法

「国民生活センター」が表示
されますので【追加】をタップ

【ホーム】（画面左下）をタップ①

③
② 【友だち追加】（画面右上）をタップ

【QRコード】（上部中央）をタップ

④

⑤

チャットボットで身近な消費者トラブルを解決！くらしに役立つメッセージをお届け！

国民生活センター 公式LINEアカウント

[QRコード]を読み取って「友だち追加」！

LINE ID：@line_ncac

2020年5月21日開設
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コロナ禍における
消費者被害への実務的対応

２０２１年７月３日

弁護士 本間 紀子

第３１回日弁連夏期消費者セミナー

コロナ禍と消費者
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１．日弁連（消費者問題対策委員会）の取組み

２．消費者契約に関する検討会における議論
～不測の事態における消費者契約のキャンセル
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日弁連・消費者問題対策委員会の取組み
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日弁連・消費者問題対策委員会の取組み

• 日弁連としての取組み
• COVID-19対策本部を設置

• 中間報告書

• HPで情報発信－新型コロナウイルス対応関連情報
• 新型コロナウイルス法律相談 全国統一ダイヤル（2020/4/20～2020/7/22）
• 全国一斉 新型コロナウイルス感染症 生活相談ホットライン（2021/2/25）

• 消費者問題対策委員会の取組み
• 新型コロナウイルス消費者問題Q＆A、追補版の作成・公表
• 持続化給付金の不正受給に対する注意喚起
• その他
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新型コロナウイルス法律相談全国統一ダイヤル
（2020/4/20～2020/7/22）

• 新型コロナウイルス法律相談全国統一ダイヤ
ル報告書

• 対象期間
• ２０２０年４月２０日～２０２０年７月２２日

• 対象件数
• １８５９件

• 相談内容の傾向
• 労働問題（３０％）と消費者問題（２１％）に関する
相談が多く、この２つで全相談の過半数を占めて
いる

• 借入金問題（７％）と公的支援制度（１１％）に関す
る相談は、全体に占める割合は大きくなかった
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• 消費者問題に関する相談
• キャンセル料 １９４件

• 返金 ７８件

• 悪質商法 １０件

• その他 ４３件

• 結婚式のキャンセルに関する相談が多
かったように見受けられる（各弁護士会
からの回答）

新型コロナウイルス法律相談全国統一ダイヤル
（2020/4/20～2020/7/22）
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全国一斉 新型コロナウイルス感染症
生活相談ホットライン（2021/2/25実施）

• 新型コロナウイルス感染症関連法律相談事例収集

• 対象期間
• ２０２１年２月１日～２０２１年３月３１日

• 収集対象
• ①各弁護士会が実施した新型コロナウイルス感染症関
連の法律相談（集計のうち１５％）

• ②２０２１年２月２５日に実施したホットラインの電話相談
（集計のうち８５％）

• 対象件数
• １０２４件

• 傾向
• 消費者問題に関する相談は２１％→４％に減少（３７件）
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• 消費者問題に関する相談件数は減ってきているが、その中でも、キャンセルに
関する相談が多くを占めている状況

• 報告書より－「キャンセル料」の事例（p12）
• 相談：結婚式の契約をしたが開催が困難となり、キャンセルしたところ業者からキャンセル料
を請求されている／前払金を返金してほしい

• 回答：消費者契約法９条１号（平均的損害）等を踏まえた交渉を行う。民事調停や弁護士会
のＡＤＲを紹介したものもあった。

全国一斉 新型コロナウイルス感染症
生活相談ホットライン（2021/2/25実施）
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新型コロナウイルス消費者問題Q＆A

•１．スポーツジム・塾との契約等について

•２．結婚式のキャンセルについて

•３．イベントのキャンセル関連について

•４．旅行のキャンセルについて

•５．交通関係（航空券、鉄道定期券等）のキャンセルについて

•６．宿泊（ホテル等）のキャンセルについて

•７．債務（借金）の支払について

•８．いわゆる「給与（給料）ファクタリング」について

•９．いわゆる「事業者ファクタリング」について

•１０．住宅関連について

•１１．悪質商法や特殊詐欺への対策について

新型コロナウイルス消費者問題Ｑ＆Ａ（２０２０年６月／同年８月改訂）

•１２．ＧｏＴｏトラベルキャンペーンについて

•１３．自然災害債務整理ガイドラインの適用について

新型コロナウイルス消費者問題Ｑ＆Ａ追補版（２０２１年２月）
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• 契約（規約、約款）において、何らかキャンセル料に関する定めがあるのが通常
• 但し、顧客（消費者）の都合による解約を前提としていると解される

• 設題の状況において、顧客の都合による解約と評価してよいか？
• 結婚式の開催が社会通念上、履行不能と評価しうるような状況下での解約は、不可抗力によるものとして、顧客都合を

前提とするキャンセル料規定の適用はないと考えられる

• 不可抗力による解約といえない場合でも、平均的な損害の額を超える部分は無効（消費者契約法９条１号）

• 契約（規約、約款）に、不可抗力による解除に関する規定がない場合
• 民法により判断される

• →危険負担の債務者主義の原則（民法５３６条１項）で、反対給付の履行（代金の支払い）を拒むことができると考えられる

• 不可抗力か否かを問わずキャンセル料規定を適用すると規定されている場合
• 民法により判断される（そのような規定は消費者契約法１０条に反し無効となるため）

• 解除が不可抗力によるものと評価できない場合でも、平均的損害の額を超えたキャンセル料請求は不可
（消費者契約法９条１号）

新型コロナウイルス消費者問題Q＆Aより
－結婚式のキャンセルについて

Ｑ７ 新型コロナウイルスの影響で、やむなく結婚式をキャンセルした。直前だったので多額のキャンセル
料を請求されたが、支払わなければならないか
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論

消費者庁「消費者契約に関する検討会」

•消費者契約法の第３次改正に向けた検討が行われている

•２０１９年１２月～現在（第１９回まで開催済み）

不測の事態における消費者契約のキャンセルについて等

•全国の消費生活センター等が受け付けたコロナ関連の相談において、解約・解約料に関する相談多数

•内閣府消費者委員会の「消費者基本計画工程表の素案（令和２年５月）に対する意見」（２０２０年５月
２９日）において、「第２ 新型コロナウイルス感染症・災害への対応」として、「自己都合と評価するのは
酷なキャンセルの問題について、消費者契約に関する検討会の検討も踏まえながら対応すること」

•第１０回（２０２０年１１月１１日）、第１１回（２０２０年１２月２日）の検討会において、第３次改正に向けた
議論とは離れて、検討が行われた

•第１０回検討会：事業者アンケート、業界ヒアリング／消費者モニター調査の結果等

•第１１回検討会：消費生活相談事例の紹介、有識者ヒアリング
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１０回資料１
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_mat
erials/review_meeting_001/021919.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論

• 不測の事態にかかるキャンセル規定を定めている 全体の２７．６％
• 返金・契約変更をした理由（複数回答可）

• 商品・サービスの提供をできなかったため ５８．５％
• 企業イメージの低下を避けるため ２９．３％
• 消費者との信頼関係を維持するため ６１．０％
• 新型コロナウイルスによる損失を消費者に転嫁するのは酷と考えたため ６１．０％

• 不足の事態にかかるキャンセル規定を定めなかった理由（複数回答可）
• 個別の事案に応じて様々な対応を行っており、規約に対応を明記するのが困難 ７８．１％
• （結婚式）業界のモデル約款の中に不測の事態にかかるキャンセル規定が存在しなかった ８３．３％

• 新型コロナウイルスにより消費者がキャンセルした場合の対応（複数回答可）
• キャンセルにより生じた損害の全部・一部について消費者に負担を求めた ２３．１％
• 全額返金した ５１．６％
• 履行時期の変更等の契約内容の変更を行った ２８．６％

• キャンセルにより生じた損害の全部・一部について消費者に負担を求めた理由（複数回答可）
• 消費者に説明して納得が得られたため ５１．１％
• 消費者のキャンセルにより損害が生じていたため ３７，８％
• 消費者都合によるキャンセルと考えたため ３３．３％

事業者アンケートの結果

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１０回資料２－１
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_mat
erials/review_meeting_001/021919.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論

• 業界団体、事業者へのヒアリングを実施
• 旅行業界
• ホテル業界
• 航空業界
• 結婚式業界
• フィットネス業界
• 遊園地／テーマパーク業界
• コンサート業界
• リフォーム業界

• ＜まとめ＞
• 検討会資料では、＜まとめ＞として、「消費者との信頼関係を重視して、約款や規約等に記載がなくとも
自主的な対応を行った例が多く見られた」とされている

業界ヒアリングのまとめ

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１０回資料２－２
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_mat
erials/review_meeting_001/021919.html）28 / 81
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論

• 緊急事態宣言前／宣言中／宣言後
に分けて、質問

• キャンセルした時期

• 契約金額が最も高額だったものにつき、
キャンセル料や代金を支払ったか否か

• 業界によりバラツキはあるが、キャンセル
料を支払うことなくキャンセルできたケー
スが多い

• キャンセル料を支払った場合、納得して
支払ったかどうか →右図

消費者モニター調査の結果

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１０回資料３－１
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_mat
erials/review_meeting_001/021919.html） 29 / 81
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支払うことに納得できた理由

• ほとんどの業界で、時期を問わず、Ａが多い

• 宣言中は、Ａのほか、ＢＣＤが微増

• 宣言後は、宣言前に比べてＥも増加

A) 規約や申込書にキャンセル料が発生する／代金を
返金しないと記載されていたから

B) 事業者から根拠の説明を受けたから
C) 事業者と話し合うのが面倒だったから
D) 負担する金額が小さかったから
E) 事業者も苦しい状況にあると思ったから
F) その他

支払ったが納得できなかった理由

• ほとんどの業界で、時期を問わず、Ａが多い

• ＣとＤは結婚式に関して多い（回答者数が少ない点に注意）

A) 実際にサービス等を利用できていないから
B) 支払った金額が大きかったから
C) 事業者から十分な説明がなかったから
D) 規約や申込書などにキャンセル料等に関する記載がな

かったから
E) その他

消費者モニター調査の結果

不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１０回資料３－１
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_mat
erials/review_meeting_001/021919.html）

30 / 81

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_materials/review_meeting_001/021919.html


• 第１１回検討会 議事録別紙

1. 不測の事態におけるキャンセル全般について

2. 事業者の対応・取組について

3. 消費者の反応・意識について

4. 調査結果等から示唆される事項について

5. 不測の事態における消費者契約のキャンセルの整理方法

6. 不測の事態が事業者・消費者に与える影響

7. 委員からの示唆

不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/meeting_mat
erials/review_meeting_001/022116.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録
別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_syste
m/meeting_materials/review_meeting_001/022116.html）32 / 81



不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録
別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_syste
m/meeting_materials/review_meeting_001/022116.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録
別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_syste
m/meeting_materials/review_meeting_001/022116.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録
別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_syste
m/meeting_materials/review_meeting_001/022116.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録
別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_syste
m/meeting_materials/review_meeting_001/022116.html）
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不測の事態における消費者契約のキャンセルについて
～「消費者契約に関する検討会」における議論
－各委員の意見の概要より－

出典：消費者庁「消費者契約に関する検討会」第１１回議事録
別紙
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_syste
m/meeting_materials/review_meeting_001/022116.html）
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履行不能

•債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるとき（民法４１２条の２第１項）

•新型コロナウイルスの影響／判断は容易ではない

•最終的には裁判所が判断

危険負担

•当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履
行を拒むことができる（民法５３６条１項・債務者主義）

•双方に帰責性がない場合には、消費者からの解除であっても、危険負担の債務者主義の原則により、代金等を支払う必要は
ないことになる

自己都合？

•社会通念上、履行不能とまではいえない場合

•消費者からの解除＝「消費者の自己都合による解除」と評価してしまってよいのか？？？

•消費者に帰責性がない場合であっても、消費者の自己都合による解除となるのか？

不測の事態における消費者契約のキャンセル
～消費者からの解除
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• 大学のラグビーチームが合宿のため旅館の宿泊予約をしていたが、宿泊予定者の一部が新型インフルエンザに
罹患したことを理由に、宿泊前日にキャンセルした事案

• 「契約成立の後、お客様のお申出があった場合やその他お客様の都合により、旅行の取消又は変更が生じたと
きは、取消料をお支払いいただきます」

• 「宿泊前日の予約取消・・・宿泊料金の１００％に相当する取消料」

ラグビーチーム判決の事案（東京地裁平成２３年１１月１７日・判タ１３８０号２３５頁）

• 「お客様の都合」とは、旅行者に帰責事由がある場合に限定する趣旨ではなく、宿泊施設側の事情や天変地変
等によることなく、旅行者側の事情によって取り消した場合を広く含むものと解される。

• 控訴人（ラグビーチーム）は、新型インフルエンザに感染すると生命に対する危険が高いため、感染者の旅行自
粛が求められていたことから、控訴人に取消料の支払義務を負わせるのは公平の原則及び信義則に反する等と
主張するが、新型インフルエンザが他の病気と比較して致死率が特に高いものとは認められず、また、新型イン
フルエンザの感染者等について、法令上外出が禁止されていた等の事情は存しない（感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律４４条の３第２項、第３項においても、都道府県知事が、新型インフルエンザに
かかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、外出禁止の努力義務を課すことができるに留まる）こと
からすると、控訴人の主張は採用できない。

判旨－規約の「お客様の都合」の解釈に関する部分

不測の事態における消費者契約のキャンセル
～消費者からの解除
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ご清聴ありがとうございました
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

コロナ禍における消費者契約の理論的問題点

役務提供契約における債務不履行と任意解除
に関する問題を中心として

神戸大学大学院法学研究科
田中 洋

報告の目的

新型コロナウィルスの感染拡大の影響により，消費者が関わる契約上
のトラブルも数多く生じている。そうした契約上のトラブルには，とりわけ，
学習塾との契約や結婚式場との契約といった，いわゆる「役務提供契約」
におけるトラブルが少なくない。

本報告では，コロナ禍における役務提供契約上のトラブルに焦点を当て
て，理論的な観点から検討を行う。

具体的には，役務提供契約において，コロナ禍を原因として，①役務提
供者（事業者）が役務の提供をしなかった（することができなかった）場合の
法的取扱いや，②役務受領者（消費者）がキャンセル・中途解約を申し出
た場合の法的取扱い（中途解約の可否や中途解約に伴う損害賠償の規
律）を検討の対象とする。
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

報告の構成

1. コロナ禍が役務提供債務にもたらす影響

2. 役務提供者の債務不履行が存在する場合

3. 役務提供者の債務不履行が存在しない場合

＊ 本報告では，平成29年改正後の民法の規定を前提とする。

１ コロナ禍が役務提供債務にもたらす影響
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

コロナ禍による役務提供契約上のトラブル

• トラブルの具体例（新型コロナウィルス消費者問題Q＆Aから）

•新型コロナウイルスの影響により，通っていたスポーツジムが一
時的に閉鎖してしまった。支払済みの会費を返還してもらいたい。

•緊急事態宣言が発令されたのにもかかわらず，子どもが通って
いる学習塾が対面での授業を継続している。子どもを通わせたく
ないので契約を解除したい。

•結婚式場での結婚式を予定していたところ，新型コロナウイルス
の影響により，やむなくキャンセルした。ところが，式場から多額
のキャンセル料を請求された。

トラブルへの法的対応

こうしたトラブルの際に役務受領者（消費者）が希望する対応

・ 役務提供者との契約関係の解消

・ 役務提供者に既に支払った金銭の返還

・ 役務提供者に対する代金・報酬や損害賠償等の支払拒絶 など
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

トラブルへの法的対応

•規約等による解決の可能性

こうしたトラブルへの対応について規約（約款）や合意がある場合には，
原則として，その規約等に従う。

•不当条項規制の対象となる可能性

もっとも，その規約等が消費者契約法上の不当条項規制（消契法8条
～10条）の対象となる可能性もある。

とりわけ，消費者契約法10条による規制は，民法等が定める任意法規
との比較を基準とするものであることから，規約等がなかった場合も含め
て，いずれにしても，民法等の任意法規によると，どのように解決される
かを考えておく必要がある。

トラブルへの法的対応

•民法等によるトラブルへの対応

民法等が用意している原則的な規律の枠組みは，次の２つの場合に
分けて整理することができる。

１ 役務提供者の債務不履行が存在する場合

・ 役務提供債務の不履行（履行不能）の場合の報酬請求の否定

・ 役務提供契約の債務不履行解除の可能性

２ 役務提供者の債務不履行が存在しない場合

・ 役務提供契約のキャンセル・中途解約（任意解除）の可能性

（＋その場合における損害賠償の要否）
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

２ 役務提供者の債務不履行が存在する場合

役務提供債務の内容とその不履行

•役務提供債務の内容

役務提供契約に基づいて役務提供者が負う債務は，①それぞれの
契約の内容（趣旨・目的）に従った役務の提供を行うことのほか，②そ
の役務の提供に際して，役務受領者の生命・健康等が害されないよう
に必要な措置を講じることにまで及ぶ。
→ 契約の趣旨・目的や信義則に従った債務内容の確定

新型コロナウィルスの感染拡大が懸念される状況下では，役務提供
者は，目下の状況に応じて，役務受領者への感染を防止するために
必要な措置をとりながら，役務の提供を行う義務を負うと解される。
→ 感染防止措置をとるために，提供される役務の具体的内容が当初予定して
いたものから変更されることもありうる（例：授業のオンライン化など）。
前提となる状況の変化に応じて，必要とされる感染防止措置なども変更す

る可能性がある（債務内容は状況に応じた流動的なものとなる）。
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供債務の内容とその不履行

•役務提供債務の不履行

そのようにして確定された内容の債務が履行されない（履行できな
い）場合には，役務提供者の債務不履行があることになる。
→ その不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるかどうかは問わない（事
実としての債務不履行）。

なお，新型コロナウィルスの感染拡大が懸念される状況下において，
役務提供者が，役務受領者への感染を防止するために必要な措置を
とりながらでは，契約の趣旨・目的に適った役務の提供を行うことがで
きない場合には，役務提供者の債務は「履行不能」と評価される。
→ 役務の内容からして，必要な感染防止措置と契約の趣旨・目的に適った役
務の提供とが両立しえないような場合には，役務提供債務は「履行不能」であ
ると評価するほかない。

役務提供債務の不履行と報酬債権

•役務提供契約における報酬債権の発生メカニズム

① 契約の成立による抽象的報酬債権の発生

契約の成立により，抽象的な報酬債権は発生する。

（請負の報酬債権につき，大判明治44年2月21日民録17輯62頁など）

② 役務の提供による具体的報酬債権の発生

もっとも，役務提供者が具体的に報酬の支払を請求をするために
は，役務の提供が実際に行われたことが必要である。
→ 具体的報酬債権（請求力・給付保持力のある具体的な報酬債権）は，役
務の提供があってはじめて発生する。
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供債務の不履行と報酬債権

•役務提供債務の不履行（履行不能）と報酬債権の帰すう

原則：役務の提供がされない限り，その対価である具体的報酬債権は
発生しない（報酬請求不可＋前払分は役務提供債務が履行不能であれば返還）。

→ ノーワーク・ノーペイの原則（←報酬債権発生メカニズムからの帰結）
これは，コロナ禍が原因の不履行（債務者の責めに帰することができない
事由による不履行）の場合であっても変わりはない。

例外：役務提供債務の履行不能が「債権者の責めに帰すべき事由」に
よるものであるときには，報酬請求が認められる（民法536条2項前段）。

もっとも，その場合に，報酬請求をする役務提供者は，「自己の債務を免れる
ことによって得た利益」を償還する義務を負う（同項後段）

役務提供契約の債務不履行解除

•債務不履行による契約解除の要件

（１）催告解除：民法541条

・債務の不履行＋催告＋相当期間の経過が必要。

・ただし，軽微な不履行の場合には，契約の解除はできない。

（２）無催告解除：民法542条1項

履行不能の場合など，「催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行
がされる見込みがないことが明らかであるとき」には，無催告解除が可能。

＊ 平成29年改正後の民法では，債務者の帰責事由は要件ではない。

→ コロナ禍が原因の不履行（債務者の責めに帰することができない事由によ
る不履行）の場合でも，上記の要件を満たせば，契約の解除が可能
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の債務不履行解除

•役務提供債務の不履行と役務提供契約の解除

（１）解消可能性のある不履行の場合（必要な感染防止措置を伴った役務提供が
可能であるのに，されていない場合など）

→ 原則として，催告解除による

（２）解消可能性のない不履行の場合（感染防止措置を伴った役務提供が不可能
な場合など）

→ 無催告解除によることが可能

継続的役務提供契約の場合（一時的不能と解除）：継続的役務提供契約において，履
行不能の状態が一時的なものにとどまるときには，将来的な履行不能状態の解消の可
能性を考慮に入れてもなお契約目的の達成ができないと評価できる場合に，契約の解
除が認められる（民法542条1項5号〔×1号〕）と考えられる（なお，役務の提供がされて
いない間は，いずれにしても，その対価である具体的報酬債権は発生しない）。

３ 役務提供者の債務不履行が存在しない場合
ー役務提供契約の任意解除と損害賠償
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

•民法が定める任意解除の２類型

① 請負型の任意解除

② 委任型の任意解除

民法641条 請負人が仕事を完成しない間は，注文者は，いつでも損害を賠償して契
約の解除をすることができる。

民法651条 委任は，各当事者がいつでもその解除をすることができる。

２ 前項の規定により委任の解除をした者は，次に掲げる場合には，相手方の損害を
賠償しなければならない。ただし，やむを得ない事由があったときは，この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

二 委任者が受任者の利益（専ら報酬を得ることによるものを除く。）をも目的とす
る委任を解除したとき。

役務提供契約の任意解除の規律

•請負型の任意解除

（１）趣 旨

①請負契約における仕事は専ら注文者の利益のために行われるところ，
注文者にとって不要となった仕事を完成させるのは費用と労力の無駄で
あり，②請負人も損害賠償を取得すれば損失を被らないことから，注文
者に，損害賠償を伴った任意解除権を認める。

（２）任意解除の可否

仕事の完成前であれば，注文者は，いつでも任意解除が可能。

ただし，仕事が可分であり，かつ，既履行部分について注文者が利益を有す
るときには，その既履行部分については契約を解除することができない（未履
行部分についての一部解除への制限：大判昭和7年4月30日民集11巻780頁）
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

•請負型の任意解除

（３）任意解除に伴う損害賠償の必要性

任意解除をする場合には，請負人への損害賠償が必要。

（４）損害賠償の内容：任意解除によって請負人が受ける損害

①約定報酬額－（②解除により支出を免れた費用＋③解除により他
の仕事の引受けが可能となったことによって取得した利益）

＝ ①仕事のために支出した費用＋②その仕事によって得べかりし利
益－③解除により他の仕事の引受けが可能となったことによって取
得した利益

役務提供契約の任意解除の規律

•請負型の任意解除

（４）損害賠償の内容：任意解除によって請負人が受ける損害（図表）

ー

約定報酬額＝利益＋費用

支出を免れた費用

その仕事によって得べかりし利益

支出した費用

他の仕事の引受けが可能
となったことによる利益
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

•委任型の任意解除

（１）趣 旨

委任は専ら当事者間の個人的信頼関係に基づくものであり，自らの信任
しない者に事務処理を委ねることになるのは適切でないことなどから，当
事者に（原則として損害賠償を伴わない）任意解除権を認める。

（２）任意解除の可否

各当事者は，いつでも任意解除が可能。

（３）任意解除に伴う損害賠償の必要性

原則：損害賠償は不要。

例外：民法651条2項各号に定める場合には，損害賠償が必要。ただし，
やむを得ない事由があったときには，損害賠償は不要。

役務提供契約の任意解除の規律

•委任型の任意解除

（４）費用償還義務の発生可能性

委任者が任意解除をした場合でも，委任者は，（原則として損害賠償義
務は負わないものの）受任者が委任事務を処理するのに必要と認められ
る費用をすでに支出していたときには，その費用の償還義務を負う（民法
650条1項）。

→ 委任型の任意解除に際しても，費用償還義務の形で，委任者に金銭
の支払義務が発生することがある。

51 / 81



コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

•役務提供契約一般の任意解除に関する規律モデル

民法上の典型契約にあたらない役務提供契約については，「準委任」
であると性質決定する傾向もみられる。

しかし，そうした役務提供契約のすべてを「準委任」と性質決定して，
委任型の任意解除の規律を準用することは適切ではないと指摘されて
いる。それによると，民法651条が定める委任型の任意解除の妥当範
囲は，当事者間の個人的信頼関係を基礎とする契約類型に限定され
るべきであるとされる。

→ 役務提供契約一般に妥当する任意解除の原則的規律（一般型の
任意解除の規律）を探求する試みへ

役務提供契約の任意解除の規律

•役務提供契約一般の任意解除に関する規律の提案

① DCFR（Draft Common Frame of Reference：ヨーロッパの比較
法に基づくモデル法の草案）

邦訳：窪田充見ほか監訳『ヨーロッパ私法の原則・定義・モデル準則：共通参
照枠草案（DCFR）』（法律文化社，2013年）

② 「債権法改正の基本方針」（研究者による改正提案）
民法（債権法）改正検討委員会編『債権法改正の基本方針〔別冊NBL126
号〕』（商事法務，2009年）

民法（債権法）改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針Ⅴ―各種
の契約（２）』（商事法務，2010年）
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

• DCFRにおける任意解除権の規律：Ⅳ.C.-2:111条

（１）趣 旨：契約の拘束力の例外として任意解除権が認められる理由

売買契約などにおいては，買主は，契約締結後に商品が不要となった場
合でも，それを転売することが可能である（契約を維持したままでも，目的
財産の転用が可能である）のに対して，役務提供契約においては，役務受
領者は，契約締結後に役務が不要となった場合に，その役務（の成果）を
転売するといったことが必ずしもできない（契約を維持したままでは，提供さ
れる役務が無駄になってしまう可能性が高い）。

そこで，特に役務提供者の金銭的利益が十分に保護されているのであれ
ば，役務が不要になった段階で，役務提供契約の解消を認めることが有用
であることから，役務受領者に任意解除権を認めることとした。

役務提供契約の任意解除の規律

• DCFRにおける任意解除権の規律：Ⅳ.C.-2:111条

（２）任意解除の可否

役務受領者は，いつでも契約関係を解消することができる。

（３）任意解除に伴う損害賠償の必要性

原則：損害賠償が必要。

例外：契約関係の解消が「正当化」される場合は損害賠償は不要。
契約関係の解消が「正当化」される場合とは：①明示的な契約条項により解
除権が認められる場合，②他の法規定により解除権が認められる場合（債務
不履行解除が認められる場合，期間の定めのない継続的契約を合理的期間
を定めて解消する場合）
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

• 「債権法改正の基本方針」における任意解除権の規律

【3.2.8.10】（役務受領者の任意解除権）

〈１〉 役務提供者がその役務の提供を完了しない間は，役務受領者は，いつでも契
約の解除をすることができる。

〈２〉 〈１〉の場合において，役務提供者は，解除によって生じた損害の賠償として，
次の各号に掲げる額を請求することができる。

〈ア〉 成果完成型の役務提供契約においては，約定の報酬から解除によって支
出を免れた費用［自己の債務を免れることによって得た利益］を控除した額

〈イ〉 履行割合型の役務提供契約においては，既に行った役務提供の履行の
割合に応じた報酬およびその中に含まれていない費用

役務提供契約の任意解除の規律

• 「債権法改正の基本方針」における任意解除権の規律

（１）趣 旨

任意解除権の承認：「役務提供が完了する前において，当該契約に
よって実現する利益が消滅した場合には，役務受領者は，役務提供
の受領を強制されるべきではないことから，将来に向かって当該契約
を解除することを認める」 （詳解Ⅴ・38頁）

損害賠償の必要性：「役務受領者の任意解除権を認めるときには，
他面で，役務提供者にとっては，当該契約に合理的に期待される利
益を得る機会が一方的に奪われることになるから，原則として，このよ
うな役務提供者の利益は，損害賠償によって調整されるべきであろ
う」（詳解Ⅴ・38頁）
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

• 「債権法改正の基本方針」における任意解除権の規律

（２）任意解除の可否

役務受領者は，原則として任意解除ができる。

（３）任意解除に伴う損害賠償の必要性

任意解除をする場合には，役務提供者への損害賠償が必要。

（４）損害賠償の内容

成果完成型：約定報酬額から支出を免れた費用（＋解除によって他
から取得した利益）を控除した額（→請負型と同じ）

履行割合型：既に行った役務提供の履行の割合に応じた報酬＋そ
の中に含まれていない費用

役務提供契約の任意解除の規律

• まとめ：一般型の任意解除の規律として想定されるもの

（１）任意解除の可否

役務受領者は，原則として，いつでも任意解除ができる。

（２）任意解除に伴う損害賠償の必要性

任意解除をする場合には，役務提供者への損害賠償が必要。

（３）損害賠償の内容

損害賠償の内容については，「債権法改正の基本方針」が報酬の定め
方に応じた具体的な基準を提案している。もっとも，その内容について，
どの程度のコンセンサスがあるかは定かではない。
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

•特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」の規律

（１）役務受領者の任意解除権（中途解約権）の承認

特商法上の「特定継続的役務提供契約」にあたるものについては，役
務受領者は，クーリング・オフ期間経過後も，将来に向かって契約を解
除することができる（特商法49条1項）。

（２）解除に伴う役務受領者の金銭支払義務の制限

役務提供事業者は，上記により特定継続的役務提供契約が解除され
たときは，損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても，
法令で定められた一定の金額を超える額の金銭の支払を役務受領者に
対して請求することができない（特商法49条2項）。

役務提供契約の任意解除の規律

•特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」の規律

（３）「特定継続的役務」に該当するもの－政令指定役務

役務の種類 役務提供期間 対価の金額

エステティックサロン
１月を超えるもの

５万円を超え
るもの

美容医療

語学教室

２月を超えるもの

家庭教師

学習塾

パソコン教室

結婚相手紹介サービス

56 / 81



コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

役務提供契約の任意解除の規律

•特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」の規律

（４）規律の特徴－民法上の規律との比較

ア 一般型（請負型含む）の任意解除との比較
任意解除が原則可能⇒この原則をそのまま規定したもの。
任意解除に伴う損害賠償が原則必要⇒その損害賠償額を制限
したもの。

イ 委任型の任意解除との比較

任意解除が原則可能⇒この原則をそのまま規定したもの。
任意解除に伴う損害賠償は原則不要⇒損害賠償額の制限として
機能するわけではないが，委任者の費用償還義務の範囲を制限
するものとして機能する可能性はある。

役務提供契約の任意解除の規律

•特定商取引法上の「特定継続的役務提供契約」の規律

（５）特商法と消費者契約法

「特定継続的役務提供契約」にあたる契約については，①役務受領者
の任意解除権（中途解約権）が認められ，②解除の場合に支払うべきも
のとされる損害賠償等についても，一定の金額に制限される（片面的強
行規定，特商法49条7項）。

「特定継続的役務提供契約」にあたらない契約については，特商法上
の規制の対象とはならないが，消費者契約法上の不当条項規制の対
象になりうる（例えば，①任意解除の制限は，消契法10条による規制の
対象，②解除に伴う損害賠償の額の予定等は，消契法9条1号による規
制の対象になりうる）。
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コロナ禍における消費者契約の理論的問題点（田中）

おわりに

•民法の基本的な枠組みによると，役務提供者の債務不履行が存在
するかどうかにより，法的解決の方向性は大きく分かれる。

•役務提供契約における債務内容の確定とその不履行の有無の判断
は，その時々の状況に応じた流動的なものとならざるを得ない（その
ため，実際上の判断に困難が伴うことも少なくない）。

•役務提供契約一般の任意解除の規律のあり方（とくに任意解除に
伴う損害賠償の規律）については，学説においてもなお議論が成熟
しているとはいいがたく，今後も検討をすすめていくことが必要（この
種の一般的な規律は，原則的な解決の方向性〔民法上のデフォルト
の規範〕を見定めるうえで重要度は高い）。

おわりに

• その一方で，コロナ禍という異常リスクに対して，（通常リスクへの対
応を予定した）民法の一般的な規律で対処することには限界もある。
そのような異常リスクに対処するための理論枠組みとして，「事情変
更の原則」による対応（契約改訂や解除）が考えられてよいのではな
いか（ただ，裁判所による適用のハードルは高そうである）。
＊ 継続的契約については，「やむを得ない事由」による解除（民法628条類
推）の可能性も検討の余地があるが，現状ではその可否や内容について
十分に議論が詰められているわけではない（むしろ，コロナ禍への対応と
しては「事情変更の原則」によるほうが直截的であるように思われる）。

• コロナ禍に起因するリスクへの対応については，既存の法による解
決よりも，当事者の交渉によって柔軟に解決することが望ましい場
合も少なくない（再交渉による契約内容の変更など）。

→ 再交渉の場面では弁護士のサポートを得られることが望ましいことも。
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第３１回日弁連夏期消費者セミナー
２０２１年７月３日 オンライン開催

コロナを巡る公法と市民生活
－ 「消費者の権利」の視点から

佐賀大学経済学部経済法学科教授 岩本 諭

Satoshi Iwamoto©All Rights Researved
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報告内容

１．消費者/国民の活動・生活と関連法制度
（１）国民生活安定緊急措置法
（２）新型インフルエンザ等対策特別措置法

２．消費者を取り巻く環境変化－コロナ禍、および併行する市場
の変容の中で

３．惹起した課題－「消費者の権利」から見た整理
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１消費者/国民の活動・生活と関連法制度
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（１）国民生活安定緊急措置法（国民生活安定法）

• １９７３（昭和４８）年制定、今回４７年ぶりに適用された法律。

• ニクソン・ショック以降のインフレ・物価高騰の中で、１９７２年
の第４次中東戦争による原油価格の引上げで、未曾有の物価高と、
石油関連商品の品薄により、国民生活に「重大な影響」発生のおそ
れ（いわゆる石油ショック）

⇒同法に基づき、ガソリン、灯油などについて、国が「標準価格」を設定・指
示

• その後、実は、石油元売り業者、石油販売会社、スーパー等が「買
占め」「売り惜しみ」、さらに「カルテル」による生産・販売調整
による人為的価格の引上げが実態〔作られた石油ショック〕

• いずれも、公正取引委員会により独占禁止法違反で摘発され、石油
元売り業者と経営者に対する独占禁止法初の刑事告発がなされた。
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国民生活安定法の制定、目的
【制定、関連法】

• １９７３年7月、「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措
置法（以下、「買占め措置法）」の制定 ※投機防止法ともいわれる。

• １９７３年１２月、「石油需給適正化法」、「国民生活安定法」の２法を
制定・施行

• １９７３年１２月、買占め措置法と物価統制令（勅令として1946年3月3日
制定・施行、1952年4月1日に法律として施行。）の改正

【法の基本的性格】

• 国民生活安定法は、買占め措置法によっては事態収束が困難な場合に、政
府が同法施行令に基づき指定した物資について「標準価格」を決定し、標
準価格を超えた価格での取引が認められるときに標準価格以下での指定物
資の販売を指示する等、価格と事業活動への直接介入による対応を行うも
のである。

• 緊急措置法の名称であるが、期限の定めのないという意味で恒久法として
制定された法律である。内容的には「限時法的性格」の法律である。
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国民生活安定法の概要
【法の目的（１条）】

「この法律は、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処す
るため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の
価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安
定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする。」

【主な制度】

• 「標準価格」～標準価格に関する制度（３－５条）※オイルショックで

適用、特定標準価格（８－９条）と課徴金制度（１１条）

• 生産、輸入、保管、設備投資に関する指示等（１４－２５条）

• 特定地域を対象とする売渡し、輸送、保管に関する指示等（２２
条）※コロナ禍で適用

• 割当て、配給等（２６条） ※コロナ禍で適用
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今回（2020年3-8月）の発動内容
• 法２２条「割当て又は配給等」に基づき、３月上～下旬に、国がマ
スクを買い上げ、北海道の一部自治体に優先配布を実施（初の適
用）。

• いわゆる「転売規制」の実施－法２６条の適用（初の適用）

• ただし、「転売規制」は、経済産業省が、内閣府消費者委員会の意
見を聞き、マスク、アルコール消毒液について、２０２０年８月２
８日に「転売規制の解除」の政令を公布し、翌日に施行。

• 国民生活安定緊急措置法は、「市場経済の原則」に介入する性格の
法律であることから、緊急の場合にのみ適用される。
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出典：経済産業省ウェブサイト
（https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522003/20200522003.
html?ref=nslp_at_1945557735446232644_nslnk_2）
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（参考）転売行為について
【転売行為】

BtoC、CtoCとして行われる自由な経済活動であるが、個別の法律にお
いて「不正」とみなされる転売行為は、刑事罰の対象となる。

【転売規制に関する法令】

以下の３法令および自治体条例で禁止される。

①物価統制令（1946年制定）９条の２「ダフ屋行為」

②チケット転売禁止法（2018年制定、興行チケットを１円でも高く販
売する行為がアウト）

③国民生活安定緊急措置法２６条

④各自治体の条例（例、佐賀県迷惑防止条例８条）
※但し、かかる条例、関係規定を持たない自治体がある。
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（２）新型インフルエンザ等対策特別措置法

• 特措法（2012年制定、2021年最終改正）１条「目的」

「この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、
新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかっ
た場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民
経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、➊新型インフルエン
ザ等対策の実施に関する計画、➋新型インフルエンザ等の発生時における
措置、❸新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、❹新型インフルエ
ンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特
別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律（平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。）
その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律
と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新
型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並び
に国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的
とする。」（注：数字挿入、色分けは報告者による）
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特措法の概要
➊「計画」～国（法６条）、都道府県（法７条）、市町村（法８条）、行政機関の長等の「物資及び資材の備蓄等」（法
１０条）、差別禁止（１３条２項、新設）

➋「発生時の措置」～国、自治体等の対策本部の設置・廃止（１４条～２６条）、特定接種の指示（２８条）、特定検疫
（２９条）、運航制限の要請（３０条）、医療（３１条）、臨時の医療の実施（３１条の２、新設）

❸「まん延防止等重点措置」（３１条の４～３１条の６、新設）

❹「緊急事態宣言等」（３２条～）

「緊急事態におけるまん延の防止に関する措置」として、

• 感染を防止するための協力措置（３２条）

• 住民に対する（予防接種法に基づく）予防接種の実施（３３条）

⑤「国民の生命及び健康」の保護、「国民生活及び国民経済」への影響の最小化

• 医療体制の確保（４７条～）

• 物資、ライフライン等の安定供給（５０条～）

• 売り惜しみ・買占め緊急措置法、国民生活安定緊急措置法、物価統制令その他の法令に基づく適切な措置（５９条）

• 事業者支援（６３条の２、新設）
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（３）国民生活安定法、特措法

国民生活安定法、特措法は、いずれも、国家が「市場」「事業
者の自由な事業活動」に直接介入・統制する点において、市場
経済を国家のベース・原則であることを宣言する独占禁止法の
目的（「公正且つ自由な競争（の促進）」を以て「一般消費者
の利益（の確保）」と「経済の民主的発達」を実現）と対峙す
る内容を定めており、その運用は「時限」的でなければならな
い。現況において、前者は2020年3月～同年8月末であったのに
対して、後者の法運用は断続的に行われている。

また、両法律ともに、対象となる商品、地域、規制内容につい
て、政令において具体的な「指定」が行われている。迅速な対
応が可能となる一方で、運用の態様によっては広範な行政裁量
を付与することになる。
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２．消費者を取り巻く環境変化－コロナ
禍、および併行する市場の変容の中で

71 / 81



環境変化（１）

いわゆる‘すごもり需要’の増加によるオンラインショッピングの
利用急増 ⇒消費者相談／トラブルの増加 （詳細は加藤報告）

2019年からデジタルプラットフォーマー（DPF）に対する法制度設
計が開始。※日本では、DPFは、取引型（通販型）、非取引型（無料SNSサービス提供
型）の２分類を前提としている。

①2019年12月、公正取引委員会「デジタルプラットフォーム事業者と
個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関
する独占禁止法上の考え方」策定・公表

②2020年5月制定「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正
性の向上に関する法律」（DPF透明化法）

③2021年4月制定「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者
の利益の保護に関する法律」（DPF消費者保護法）
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環境変化（２）

いわゆる「Go To」キャンペーン/政策に見られる（国家援助
型）消費/経済活動の誘導（inducement）

消費者行動、すごもり需要→消費・決済のIT化の加速（ポイン
ト還元等による誘引・利用促進）

B to C（Business to Consumer）に、G to C（Government to 
Consumer）の色彩

※消費者教育学、消費者法上の「医療消費者」の観点から今般の諸動向に関する問題があ
るが、本報告で取り上げる余裕はない。別途検討したい。
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環境変化（３）－整理

問題の所在／鍵概念としての「情報」

• マスク、消毒液の不足、個人SNSを発信源とするトイレット
ペーパー、一部食料品の品薄/買い付け と情報

• オンラインショッピングにおける広告、SNS（口コミ等）によ
る顧客誘引 と情報

• 国家援助による事業者／事業活動と消費者への利益還元 と
情報
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３．惹起した課題
－「消費者の権利」から見た整理
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「消費者の権利」と情報

消費者基本法（2004年制定）が定める8つの権利に掲げられる「安全の権
利」、「選択の権利」が適切に行使されるためには、「情報の権利（知る
/知らされる権利）」が‘実質的に’確保されていることが前提。

• 情報の「質」の保証・確保があってはじめて、「安全」「選択」の質が確
保される。

• たんなる情報（information、個人ツイート）の不正確性・曖昧性を治癒
する情報（data、国や自治体、事業者団体が収集・保有）の提供により、
意思決定/自己決定を可能とする（情報intelligence、慌てて店頭に行か
なくてもよい等の行動選択）

消費者の権利行使の基盤構築の必要性

• 今後起こりうる品薄等の事象に際して、国は国民生活安定法2条2項、特措
法59条に基づき、また自治体は消費生活条例の関連規定に基づき、安定供
給に関する適切な情報発信を行うことが求められる。

• 住民（消費者）による「情報の権利」行使を可能/容易するための基盤な
いしネットワークの構築が必要とされる（適格消費者団体等の役割）。
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情報の「質」の確保と消費者教育の役割

• 「消費者と事業者との間の情報の質及び量・・・の格差」（消
費者契約法、消費者基本法、消費者教育推進法の各1条）は、
拡大の一方。

• 客観的かつ裏付けのある情報を担保する仕組みの実現は可能か
どうか（AI利用、第三者機関の設置等の議論があるが、表現の
自由などの人権との緊張関係の克服も不可避）

• 個人（消費者）における「情報を読み解く力」の涵養・育成が
急務

※日本消費者教育学会・第41回全国大会（2021年10月3-4日、オンライン開催）では、「デジタ
ルプラットフォーマーと若年消費者～『情報』を読み解く教育の実現に向けて～ 」をテーマと

してシンポジウムが開催される。
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消費者のぜい弱性

消費者基本法（2004年）2条2項「年齢その他の特性」への配慮

消費者法における「消費者のぜい弱性」の重視（消費者委員会
報告書、2019年）

• 身体上のハンディキャップに対する配慮欠如がもたらす情報ア
クセス障害（→生命、人体へのリスクに直結）

• 危機事象の中で、施策が「配慮」に留まると救済/保護が困難、
とりわけ情報アクセスにおけるぜい弱性

消費者の多様性/特性への「政策的な配慮」から「政策の原点/
支柱へ」とするパラダイム・シフトの必要性
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消費者と事業者の関係－権利の視点から

消費者庁消費者教育推進会議「緊急時における消費者行動につ
いて」2021年1月13日。

• 消費者と事業者の関係性（日本的特殊/日本特有の関係性）の
再確認と捉え直し

• 市民法秩序における形式的対等性と「消費者の権利」を前提と
した経済法と消費者法による実質的対等性の確保

cf.‘消費者主権’と「消費者の権利」

事業者における意識改革
※拙稿「消費者と事業者の対等性と『消費者志向経営』」日立消費者関連センターレポートNo.147≪
特集・新型コロナウイルスと消費者問題≫2020年6頁。
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本報告の御清聴に

厚く御礼を申し上げます
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