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消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書に対する意見書 

 

２０２１年（令和３年）年１１月１０日 

日本弁護士連合会 

 

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

（以下「特例法」という。）は，特定適格消費者団体が消費者に代わって被害の集団

的な回復を求めることができる二段階型の訴訟制度（以下「本制度」という。）を設

けるものとして制定され，２０１６年１０月に施行された。特例法の附則第５条は，

施行後３年を経過した場合の見直しを規定しており，消費者庁は，法改正に向けて，

２０２１年３月から消費者裁判手続特例法等に関する検討会を開催し，同年１０月，

同検討会報告書（以下「報告書」という。）を公表した。 

報告書に対する当連合会の意見は，以下のとおりである。 

 

第１ 対象となる事案の範囲 

１ 請求・損害の範囲の見直し 

 (1) 慰謝料 

【意見の対象】 

慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定さ
れる額が認定される場合，すなわち，不法行為の場合には被侵害権利・法益及び
その侵害態様が，債務不履行の場合には債務及びその不履行の態様が，相当多数
の消費者について共通し，かつ，慰謝料額の算定の基礎となる主要な事実関係が
相当多数の消費者について共通する場合については，本制度の対象とすることが
考えられる。（略） 
もっとも，いわゆる個人情報漏えい事案における慰謝料を対象とすることにつ

いては，なお慎重な検討を要するとの指摘があった。 
（略）慰謝料を本制度の対象とする場合においてもなお，過失による個人情報

漏えい事案については対象外とすべきと指摘された。 
他方で，個人情報の意図的な目的外利用のような事案については，（略）上記の

点があてはまらず，本制度の対象とすべきと考えられる。 

【意見の内容】 

慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定され

る額が認定される場合（画一的に算定される場合）には本制度の対象とする，との

提案及び慰謝料が本制度の対象となり得る基準について賛成する。 

個人情報漏えい事案における慰謝料請求を故意の場合に限定することには反対す

る。少なくとも重過失による場合は対象とすべきである。 
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【意見の理由】 

① 慰謝料請求の一部を対象とすることについて 

事業者と消費者との格差是正の観点から消費者の少額多数被害の回復を図ると

いう本制度の創設理由に照らせば，請求の存否及び額を判断するために，個々の

消費者の事情を考慮しなければならない部分が大きい事例以外は，原則として本

制度の対象事案とすべきである。むしろ，慰謝料請求を一律対象外とすることが

不当である。慰謝料請求のうち画一的に損害額の算定をすることが可能なものに

ついては，支配性の要件や係争利益の把握可能性という二つの要請を類型的に満

たすものである。 

当連合会は，２０２０年７月１６日付け，「消費者の財産的被害の集団的な回復

のための民事の裁判手続の特例に関する法律の見直しに関する意見書」（以下「２

０２０年意見書」という。）で，共通義務確認訴訟の対象となる損害の限定を撤廃

すべきである，との意見を述べた。本提案は，慰謝料を本制度の対象とすべき，

との当連合会の意見とも合致するものであり，評価できる。また，画一性が認め

られるための具体的基準も概ね妥当である。 

② 個人情報漏えい事案について，故意による場合のみを対象とすることについて 

個人情報漏えい事案は，共通の原因によって多数の消費者が定型的に被害を受

ける典型例であり，漏えいによる精神的苦痛の評価もある程度定型的な判断が可

能である。その一方で，本事案における認容額の水準を考慮すると，賠償額は低

額にとどまり，泣き寝入りを強いられる被害者も多いことが想定される。よって，

個人情報漏えい事案は正に本制度の対象とするにふさわしく，本制度による救済

の必要性も高いものである。 

上記のように，個人情報漏えい事案は，本制度の対象とするにふさわしく，ま

た本制度による救済の必要性も高いことからすると，故意による漏えいの場合の

みを本制度の対象とし，過失による漏えいを対象外とする理由は全くない。また，

特定適格消費者団体のみが訴訟提起し得るという本制度の下においては，過失に

よる個人情報漏えい事案も対象としたとしても，濫訴のおそれなどあり得ない。 

この点，事業者の過失による個人情報漏えい事案を本制度の対象にすると，事

業活動に委縮効果があるとの見解もあり得る。しかし，「高度情報通信社会の進展

に伴い個人情報の利用が著しく拡大していること」に鑑み，個人情報の適正な管

理のために事業者に義務を課すことは社会的要請であり，また，「個人情報の適正

かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生

活の実現に資するもの」と言える（個人情報の保護に関する法律第１条参照）。個

人情報漏えい事案を本制度の対象とすることで，むしろ，事業者の個人情報保護
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の意識が高まり，より適正な個人情報の管理が期待されるところである。事業者

の事業活動を委縮させるというよりも，より適正な業務運営に資するというべき

である。 

よって，故意・過失による個人情報漏えいにより生じ得る慰謝料請求はいずれ

も本制度の対象とすべきであり，過失による場合を対象外とすることに反対する。

事業者が「知らなかった」，つまり故意がないとさえ言えば責任を免れ得るとする

のは妥当でない。 

仮に，過失による個人情報漏えい事案を本制度の請求対象としないことが政策

的にやむを得ないとしても，少なくとも「重過失」による個人情報漏えい事案に

ついては対象とすべきである。 

(2) その他の現行法上対象外とされている請求・損害 

【意見の対象】 

慰謝料以外に対象外とされている損害（いわゆる拡大損害，逸失利益及び人身
損害）について（略）。 
また，（略）特別法上の規定による不法行為に基づく損害賠償請求が対象外とさ

れている点については，（略）。 
これらの点については，今後の消費者被害の発生・拡大の状況や制度の運用状

況を踏まえ，引き続き検討すべき課題とすることが考えられる。 

【意見の内容】  

 現行法で対象外とされている損害（拡大損害，逸失利益及び人身損害）も，慰謝

料と同様にその額を画一的に算定できる場合には，本制度の対象とすべきである。

また，特別法上の規定による不法行為に基づく損害賠償請求も，本制度の対象とす

べきである。 

これらの点につき引き続き検討し，本制度の対象とするための体制を早急に構築

すべきである。 

【意見の理由】 

 当連合会は，２０１２年８月３１日付け「『集団的消費者被害回復に係る訴訟制度

案』に対する意見書」（以下「２０１２年意見書」という。）において，金融商品取

引法及び製造物責任法上の損害賠償請求権につき制度の対象とすべきである旨を提

言し，また，２０２０年意見書において，共通義務確認訴訟の対象となる損害の限

定を撤廃し，不法行為に基づく損害賠償請求について，特別法によるものを対象外

としている部分を削除すべきである旨を提言してきた。この点に関する改正の必要

性は現在も何ら変わりはない。 

報告書では慰謝料について，画一的に算定し得るものについては制度の対象とす

るとの提案がされている。拡大損害，逸失利益及び人身損害においても画一的に算
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定し得るものについては制度の対象とすることを考えるべきである。 

また，特別法上の規定による不法行為に基づく損害賠償請求について，当該特別

法の規定により十分に消費者被害の救済が行われているという実情にはないから，

特定適格消費者団体が訴訟を提起する形で被害回復を容易にする武器を与えること

はアンバランスになるという立法時の考慮は適切なものではない。よって，特別法

上の規定による不法行為に基づく損害賠償請求を制度の対象とすることについて，

速やかな改正に向けた検討が行われるべきである。 

 

２ 被告の範囲の見直し 

【意見の対象】 

不法行為に基づく損害賠償請求について，現行法上被告に該当する事業者が故
意又は重大な過失による不法行為責任を負う場合において，当該事業者と故意又
は重大な過失による共同不法行為責任を負う個人を共通義務確認訴訟の被告とな
る者に追加することが考えられる。 

【意見の内容】 

事業者以外の個人を被告に含めるという点には，賛成する。 

ただし，事業者以外の個人を被告に含める場合の要件として，事業者が故意・重

過失により不法行為責任を負う場合で，かつ当該個人も故意・重過失により共同不

法行為責任を負う場合と，二重に限定を加えることは要件が厳格に過ぎ，反対する。 

【意見の理由】 

 特例法第３条第３項は，共通義務確認訴訟の被告を事業者に限っており，事業者

が法人である場合に役員や法人を実質的に支配している者（以下「役員等」という。）

等は被告とできない。 

しかし，安愚楽牧場事件やＬ＆Ｇ事件の例からも分かるとおり，多数の被害を生

む消費者事件の典型とも言える投資利殖商法やマルチ商法等では，法人だけでなく，

実際に利益を得ている役員や首謀者に責任追及ができなければ，実効性のある被害

者救済は実現不可能である。実際に，販売預託商法等の詐欺的投資スキームによる

被害は蔓延しており，集団的被害回復のニーズは高く，多くの情報が特定適格消費

者団体に寄せられているところ，こうした被害の救済を可能とすべきである。 

また，通常の訴訟においては，事業者の役員等も当然に当該事業者とともに被告

となり得るのであって，これと区別すべき事情はない。さらに，原告となるのは内

閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体に限定され，行政による監督がなさ

れるのであるから，事業者側が懸念するような不必要な役員等への責任追及，濫訴

等は考えにくい。 

この点，本制度は，消費者と事業者との情報の質及び量並びに交渉力の格差等に
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より，消費者が被害回復のための行動を取りにくいことに着目して，新たな裁判手

続を創設するものであること，相当多数の消費者の請求を一括して判断するもので

あるため被告となる者の応訴の負担が加重される側面があることから，本制度の被

告となり得るものは事業者に限っている，とされている1。 

しかし，個人に対する請求であっても特定の消費者契約に関する請求には変わり

がなく，消費者紛争の範囲を画することはできる。また，法人たる事業者が違法行

為を行っているといっても，結局のところ，具体的には，自然人が違法行為を行っ

ていると言える。そして，事業者の役員等が民法上の不法行為責任を追及される場

合は，自ら違法行為をしているか，違法行為を行っている自然人に指揮命令してい

るか，監視監督を怠っているなど，具体的な関与がある場合である。このような場

合には，多数の請求を受けたとしても，そのような行為を自らしたのであるから酷

ではない。また，消費者庁による特例法立法時の説明でも，法人格が形骸にすぎな

い場合や法人格が濫用されている場合には，代表者等の個人が事業者とみなされる

ことはあり得るとして，特定の個人が本制度の被告となり得ることを示している2。 

したがって，不法行為責任を負う事業者とともに共同不法行為責任を負う個人に

ついても，本制度において対象となる被告に追加するべきである。 

もっとも，その場合の事業者の不法行為責任を，故意・重過失によるものに限定

した上，共同不法行為責任を負う個人についても，故意・重過失によるものとして

いる点は，過度に要件を加重するものであって妥当でない。本来，個々の消費者と

の関係では，過失であっても通常の不法行為責任を負い得るものであることを踏ま

え，過失による場合を含めるなど要件を緩和すべきである。 

 

３ 直接的な契約関係にないが一定の関与をした事業者に対する請求 

【意見の対象】 

契約当事者でない事業者による景品表示法上の不当表示に係る不法行為に基づ
く損害賠償請求につき，当該事業者に対する請求が「消費者契約に関する」請求
に含まれ，当該事業者が「勧誘をし，当該勧誘をさせ，若しくは当該勧誘を助長
する事業者」に該当する場合は被告となるという解釈を明確化することが考えら
れる。 

【意見の内容】 

本提案に賛成する。 

【意見の理由】 

                         
1 消費者庁消費者制度課編「一問一答消費者裁判手続特例法」（商事法務，２０１４年）３１頁 
2 同上 
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虚偽又は誇大な広告・表示があった場合には，広告・表示が多数の消費者を対象

とする性質を有するため，共通の原因によって消費者被害が多発している可能性が

あり，また，損害額も基本的に共通するものと考えられる。 

したがって，虚偽又は誇大な広告に関する事案は，本来的に本制度に馴染むもの

である。 

また，現行法上，事業者の優良誤認表示・有利誤認表示に対しては，適格消費者

団体による当該表示の差止請求が可能である（不当景品類及び不当表示防止法（以

下「景品表示法」という。）第３０条第１項）ところ，かかる表示を信頼して事業者

と契約をした消費者が損害を被った場合，本制度を利用して被害回復も請求できる

とすることは本制度の理念に沿う。 

 現行法は，係争利益把握の観点から被告の範囲を「消費者契約の相手方である事

業者」「消費者契約の締結について勧誘をし，当該勧誘をさせ，若しくは当該勧誘を

助長する事業者」等と規定していることから，メーカー等，消費者とは直接契約関

係にない事業者が虚偽又は誇大な広告・表示をしたような場合，広告は勧誘に当た

らないから，本制度の対象とはならないのではないかという疑問があった。 

 しかしながら，景品表示法上の表示は，自己の供給する商品又は役務についての

ものである。広告・表示をした事業者は，自己の供給する商品又は役務の数量や価

格は把握できるはずであるから，直接の契約当事者でなくても係争利益を把握でき

ないことは考えにくい。景品表示法上の表示に関する損害賠償請求につき，直接の

契約当事者に限定する必要性はない。 

 勧誘については，不特定多数の消費者に生じた被害を集団的に救済するための本

法において，不特定多数の消費者に対して行うものは入らないなどと限定する必要

性はなく，文言上もそのように限定する根拠はない。景品表示法上の表示も勧誘に

当たり得るものである。 

したがって，契約当事者でない事業者による景品表示法上の不当表示に係る不法

行為に基づく損害賠償請求につき，当該事業者に対する請求が「消費者契約に関す

る」請求に含まれ，当該事業者が被告となり得るという解釈を明確化することに賛

成する。  

 

第２ 共通義務確認訴訟における和解 

【意見の対象】 

共通義務確認訴訟における和解内容に係る制限を無くし，様々な類型の和解が
可能となるよう関係規定を整備することが考えられる。具体的なポイントは以下
のとおりである。 



7 

① 内容についての規律の在り方 
和解可能な内容の範囲を拡大する意義に鑑みれば，個々の事案に応じて柔軟に

和解内容を調整可能とすることが望ましいことから，可能な和解の範囲を追加規
定するのではなく，和解内容を限定する法第１０条の規律を削除することが考え
られる。 
もっとも，運用に資するよう，一般的に考え得る和解の例についてガイドライ

ン等で示していくことは有益と考えられる。（略） 
② 想定される和解の類型及び留意点と必要な所要の措置 
和解内容に着目すると，まず，共通義務の存否について明らかにせず解決金の

支払を約す和解が想定できる。共通義務の存否を巡る争いに拘泥することなく柔
軟かつ迅速な解決が期待できる。このような和解をする場合には，共通義務確認
訴訟において，共通義務の存否が明らかにならないまま終了することになること
との関係で，原告であった特定適格消費者団体及び他の特定適格消費者団体によ
る共通義務確認の訴えの再訴の可否が問題となる。原告であった特定適格消費者
団体との関係では，通常は和解において不起訴の合意がなされると考えられる
が，他の特定適格消費者団体との関係では，そのような不起訴の合意がなされた
場合には，他の特定適格消費者団体も同様に当該事業者との関係で当該共通義務
に係る訴えを提起できなくなることとする規律を設けることが考えられる。 
事業者が対象消費者全体に支払うべき金額の総額を定める和解も想定される。

事業者にとってのリスクコントロールが図りやすくなると考えられるが，このよ
うな和解をする場合，個々の消費者が支払を受けられる金額は，手続に加入する
消費者の人数により変動し得ることになるから，この点に係る消費者への情報提
供が重要になると考えられる。 
さらに，事業者が第三者に寄附を行うことを合意する和解も想定される。この

ような和解は，事業者の手元に不当な取引により得た利益を残さず，そのレピュ
テーションの回復に資するものであり，寄附という形で社会的な課題解決に役立
てられ，ひいては消費者利益の擁護につながることが期待される。もっとも，
個々の消費者の被害救済こそが原則であって一義的にはその実現を追及するべき
と考えられることから，このような和解を行うのは，合理的な方法によっても消
費者への支払が現実的にかなわない場合や，和解による救済を選択した消費者が
見込みより少なかったことなどにより残余金が生じる場合等が念頭に置かれるこ
ととなろう。また，寄附先を共通義務確認訴訟の当事者である特定適格消費者団
体自体とすることは，利益相反の観点から避けるべきあり，後記第３で指摘する
指定法人等の公益的な主体とすることが適切と考えられる。（略） 
このほかに，和解内容の類型としては，共通義務の存在を認めるとともに，

個々の消費者への支払額又はその算定方法を定める和解も想定できる。 
また，これらの和解内容が法に抵触しないことを明確にするため，和解に基づ

く事業者から消費者への支払や第三者への寄附，特定適格消費者団体が事業者か
ら違約金等を受け取ることを財産上の利益の受領の禁止等（法第８３条，第９３
条）の対象外とすることが考えられる。 
本体的な和解内容以外に付随的に和解に盛り込まれる事項として，和解内容に

ついての口外禁止や秘匿条項を定める場合が考えられる。これについては，法が
求める対象消費者への情報提供（法第２５条ないし第２７条，第９０条）や特定
適格消費者団体による通知・報告（法第７８条）等に抵触しない範囲で，個々の
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事案に応じて必要かつ適切な範囲で定めることができると考えられる。 
次に，和解内容の実現に向けた手続に着目すると，まず，現行法における簡易

確定手続のような二段階目の手続を利用しない和解が想定できる。この場合に
は，共通義務確認訴訟と併行する形で，訴訟外において，消費者に和解に関する
情報を提供し，支払対象となる消費者を確定し，支払を実施するという手順を進
めることとなる。和解成立時期は，この手順のいずれの段階とすることも可能と
考えられ，例えば，和解成立後に和解内容の履行として上記各手順を進める場
合，支払対象となる消費者を確定させた上で対象消費者の確認を含む和解を成立
させた後に和解内容に沿って支払を実施する場合，対象消費者の確定・支払を完
了した上でそれらの内容と紛争が解決したことを確認する和解をする場合などが
考えられる。これらの和解を可能にするために，二段階目の手続以外の場合にお
ける事業者から特定適格消費者団体に対するその保有する消費者の氏名・住所・
連絡先の開示や特定適格消費者団体の報酬・費用に関する規定を整備することが
考えられる 。 
また，二段階目の手続を利用する和解も想定できる。このような和解も可能と

するために，共通義務の存否を明らかにしない和解により共通義務確認訴訟が終
結した場合にも，二段階目の手続を利用できるようにする規定を整備することが
考えられる。 
③ 適正性の確保 
和解内容の適正性確保については，特定適格消費者団体間の相互牽制及び行政

による監督といった現行法上の規律によることとし，この規律の枠内で和解可能
な内容の範囲の拡大に伴う所要の対応をすることが考えられる。 
また，ガイドライン等で留意事項等を明確化することも有益と考えられる。 

④ 実効性の確保 
実効性確保について，基本的には現行の関係法令の枠組みで対応することが考

えられる。 

【意見の内容】 

共通義務確認訴訟における和解内容に係る制限をなくし，様々な類型の和解が可

能となるよう関係規定を整備することについて賛成する。 

また，和解の適正性の確保及び和解の実効性の確保についての方針についても，

基本的に賛成する。 

【意見の理由】 

 個々の事案に応じた柔軟な対応による紛争の早期解決を可能とすべく，和解の範

囲が限定されないようにすることが必要である。 

共通義務の存否について明らかにせず解決金の支払を約す和解は，可能とすべき

和解の類型である（２０２０年意見書）。また，事業者が第三者に寄附を行うことを

合意する和解は，事業者に不当な利益が保持されたままになるという不都合の解消

等のために可能とすべき和解の類型である（２０２０年意見書）。他にも報告書が想

定される類型として挙げている，事業者が対象消費者全体に支払うべき金額の総額

を定める和解や共通義務の存在を認めるとともに個々の消費者への支払額又はその
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算定方法を定める和解も，それらが解決のために適切という事案があり得る。 

 和解内容の適正性については，現行法の枠内（特定適格消費者団体間の相互牽制

や行政による監督）で十分確保可能であると考えられる。さらに，和解の実効性確

保についても，多種多様な和解を可能とすることで現行の関係法令の枠組みで全て

対応できるかは不明な点があるものの，和解により事業者の自主的な履行を期待す

るという事案解決の方向性には賛成できるものである。 

 

第３ 対象消費者への情報提供の在り方 

１ 通知方法の見直し 

【意見の対象】 

特定適格消費者団体が実施する通知と公告のうち，通知に前者（注：プッシュ
型の情報提供）の機能を担わせ，公告が後者（注：プル型の情報提供）の機能を
担えるようにすることとし，必要な規定の整備を行うことが考えられる。具体的
には，通知において公告を確認するために必要な事項（ウェブサイトのＵＲＬ
等）を記載したときには，現行法が定める通知事項の一部の記載を要しないこと
とすることが考えられる。 

【意見の内容】 

 本提案に賛成する。 

【意見の理由】 

 簡易確定手続の実効化のためには，対象消費者に現実に手続参加してもらうこと

が何より重要であり，この点で手続参加の判断に必要な情報が適切なタイミングで

対象消費者に伝わるようにすることが重要である。現在は対象消費者に対する通

知・公告において，授権判断に必要な情報を網羅的に提供することとなっているが，

報告書にも記載されているとおり，提供された情報を消費者がどのように活用する

か，すなわち情報提供が果たす機能から考えた場合，情報が提供される場面・状況

において適切に活用される情報量というものを考えるべきである。過大な情報をい

きなり提供すると，内容が理解できない，あるいは時間がない消費者は，その時点

で諦めて放置してしまうおそれがあるからである。 

 そのため，特定適格消費者団体からの通知には，消費者に自身が対象であること

の自覚を促し，関心を抱いた消費者にはより詳細な情報や公告内容をＵＲＬ等で確

認することができるようにするということで，状況により情報量を変化させること

は合理的かつ効果的である。 

 また，情報は提供の必要性があるからこそ提供されるものである以上，不必要な

場合まで提供することは情報過多であるとともに合理性がない。場面により提供す

べき情報を解釈で明確化することも合理的かつ効果的である。 
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この意味で，特定適格消費者団体が通知すべき事項を現行法よりも減少させ，公

告すべき事項とは差異を設けるべきである。 

 

２ 役割分担と費用負担の見直し 

(1) 特定適格消費者団体及び事業者の役割分担及び費用負担の在り方の見直し 

【意見の対象】 

事業者の個別連絡義務及び公告に要する一定額の支払義務に関する規定を設け
た上で，その実現手段について，基本的に当事者間の対応に委ねることとするこ
とや，共通義務確認訴訟又は簡易確定手続に付随する裁判として，裁判所におい
て，特定適格消費者団体及び事業者双方の意見を聴いた上で，事業者が個別連絡
義務を負うか否か，事業者が公告に要する一定額の支払義務を負うか否か，及
び，支払義務を負う場合の金額について判断し，その結果，個別連絡義務や支払
義務を負うと判断する場合にはその旨を命じる手続を導入することが考えられる
（略）。 

【意見の内容】 

 特定適格消費者団体が対象消費者に通知・公告をするという役割を維持しつつ，

事業者が対象消費者への連絡手段に関する情報を保有している場合は事業者から対

象消費者に個別連絡する義務を負うこと，事業者が公告に要する一定額の支払義務

を負担する場合があることを認めることには賛成する。 

【意見の理由】 

 対象消費者に簡易確定手続の存在を認知させるという個別通知の制度趣旨からす

れば，特定適格消費者団体からよりも，既に対象消費者と一定の関係や相互認識が

ある事業者からの通知の方が，よりスムーズに行えるであろうことは明らかである。

また，事業者が対象消費者の連絡先情報や手段を有している場合であれば，事業者

から対象消費者へ通知する方が労力や費用の点で低廉に抑えられることも明らかで

ある。そのため，事業者から通知を行うことは，個別通知の制度趣旨からすれば極

めて適切である。 

また，対象消費者に個別通知を行きわたらせ簡易確定手続への参加の機会を増加

させるためには，特定適格消費者団体の個別通知費用負担を減少させ，かつ，参加

した対象消費者の回収額を増大させることが重要である。そのため，事業者が対象

消費者の連絡先情報や手段を有している場合には，事業者が個別連絡を行うことや

公告費用の負担を行うことが制度全体の活用性のためには効果的である。 

その上で，特定適格消費者団体と事業者の役割分担や費用負担の在り方は事案に

よりケースバイケースであることが想定されるため，あらかじめ一律に決めるので

はなく，裁判所において双方の意見を聴いた上で事案に応じて裁判所が命じる手続

を設けることは，柔軟な手法として評価できる。 
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(2) 行政の役割の拡充 

【意見の対象】 

内閣総理大臣による公表について，プル型の情報提供を効果的に実施すること
で消費者が本制度を活用しやすくする観点，及び個別通知が困難な事案において
不特定多数の消費者に向けたプッシュ型の情報発信としての機能を強化する観点
から，公表事項・公表態様の拡張等を図ることが考えられる。 

【意見の内容】 

本提案に賛成する。 

【意見の理由】 

 いまだ十分ではない特定適格消費者団体による通知・公告だけではなく，内閣総

理大臣による公表も行うことは，対象消費者に情報を信用させて簡易確定手続への

参加を促す効果がある。したがって，その拡張は，広く対象消費者の被害回復につ

ながると言え，本制度の趣旨に沿うものである。 

(3) 指定法人の活用 

【意見の対象】 

指定法人において，特定適格消費者団体による通知・公告や内閣総理大臣によ
る公表を受託できるようにすることが考えられる。 

【意見の内容】 

本提案に賛成する。加えて，指定法人が公表を受託するに当たり，公表に必要な

費用を国が負担することを検討すべきである。 

【意見の理由】 

 指定法人制度の導入に賛成することは後述する第５①のとおりである。 

報告書記載のとおり，指定法人がかかる情報提供を行うことにより，対象消費者

にとって信頼できる情報を一元的に確認・受信することが可能になり，本制度への

参加を促進することも期待できる。 

また，指定法人が後述する第５①に記載する業務を遂行することは，特定適格消

費者団体の負担軽減に資するものである。 

 

３ 情報提供の実効性を高めるための方策 

【意見の対象】 

① 保全手続の導入 
裁判所の関与の下，事業者が保有する対象消費者の氏名及び住所又は連絡先の

各情報を，共通義務確認訴訟が終了するより前の段階で保全する仕組みを設ける
ことが考えられる。 
② 第三者の協力を得る仕組み 
事業者が対象消費者に関する情報を保有しない場合に，特定適格消費者団体が
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事業者以外に対象消費者に関する情報を保有する第三者の協力を得られるように
する必要があるとの意見があり，そのような協力を可能とする仕組みについて検
討したが，（略）更に検討を要することから，制度的な手当てについては将来的な
検討課題とすることが考えられる。 

【意見の内容】 

裁判所の関与の下，対象消費者の情報を，共通義務確認訴訟が終了する前の段階

で保全する仕組みを設けることに賛成する。 

特定適格消費者団体が対象消費者に関する情報を保有する第三者の協力を得るこ

との制度的手当ての検討は，早急になされるべきである。 

【意見の理由】 

 当該事業者が，簡易確定手続が開始された際，対象消費者に関する情報の一部し

か保有していない，あるいは全く保有していない場合，特定適格消費者団体が簡易

確定手続にて対象消費者の情報提供を求めても事業者の情報提供は不十分なものと

なる。これでは，現行法が事業者に対して対象消費者の情報提供義務を認めた趣旨

が完全に没却されてしまう。そのため，事業者が保有する対象消費者の情報を，共

通義務確認訴訟が終了するより前の段階で保全する仕組みを設け，対象消費者の被

害救済をより実効化させることが必要である。 

特定適格消費者団体に，より多数の対象消費者に関する情報を提供されることが

本制度の理念にかなうという点は，かかる情報が第三者の手元にある場合でも同じ

である。また，第三者が，事業者が保有していない対象消費者に関する情報を保有

していることも考えられ，この点からも，特定適格消費者団体が，事業者のみなら

ず，第三者に対して対象消費者に関する情報提供を要請できることは有用である。 

この点，報告書は，第三者に対する情報提供の要請について積極的ではないもの

の，その有用性は否定していない。事業者の特定適格消費者団体に対する情報提供

義務を定めた現行法の趣旨を更に実効化させるため，第三者の協力を得る仕組みに

ついては検討課題として，速やかに検討を開始することが必要である。 

 

第４ 実効性，効率性及び利便性を高める方策  

１ 特定適格消費者団体の情報取得手段の在り方 

(1) 適格消費者団体との連携及び行政機関が保有する情報の提供 

【意見の対象】 

① 適格消費者団体との連携協力規定の明文化 
適格消費者団体と特定適格消費者団体とが連携協力することは，被害回復裁判

手続の追行に必要な情報の共有を含めて特定適格消費者団体による被害回復の実
効性を高めることにつながると考えられることから，当該連携協力について法文
上明確にすることが考えられる。 
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② 行政機関が保有する情報 
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等

の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号。以下「特商法等改正法」とい
う。）により，特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特商
法」という。）及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律（昭和６１年法律第
６２号。以下「預託法」という。）等の改正と併せた法の改正により，内閣総理大
臣は，内閣府令で定めるところにより，特定適格消費者団体の求めに応じ，当該
特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度にお
いて，当該特定適格消費者団体に対し，特商法又は預託法に基づく処分に関して
作成した書類で内閣府令で定めるものを提供することができるものとされた。
（略） 
上記以外に行政機関が保有する情報として，例えば，景品表示法に基づく処分

に関して作成した書類の特定適格消費者団体への提供も可能とするべきとの意見
があったが，（略）執行への影響等も踏まえた，将来的な検討課題とすることが考
えられる。 

【意見の内容】 

特定適格消費者団体と適格消費者団体との情報提供による連携を明文化すること

に賛成する。 

 景品表示法に基づく処分に関して作成した書類の特定適格消費者団体への提供も

可能とするべきである。また，将来的な検討課題とするならば，早急に検討する体

制を構築すべきである。 

【意見の理由】 

① 団体相互の情報連携について 

適格消費者団体が差止請求を行った際の記録の提供や適格消費者団体と連携し

た情報収集活動については，適格消費者団体と特定適格消費者団体との間の望ま

しい連携の在り方である。現行法の規定では必ずしもこれが許容されるかどうか

が明らかでないのであれば，許容されることを明記することが望ましい。 

② 行政処分情報の提供について 

行政処分の対象となり得るような行為を継続的に行って消費者に損害を与えて

いる事業者に対しては，行政庁が適時に業務停止等の行政処分を行ってそのよう

な違法な行為をやめさせることはもちろんであるが，併せて，被害回復も集団的

になされるような仕組みを構築することが，現実の被害回復に資するだけでなく，

違法な事業活動への強力な抑止ともなり得るものと考えられる。 

今回，特定商取引に関する法律と特定商品等の預託等取引契約に関する法律の

改正により，行政処分のために行政が得た情報を特定適格消費者団体に提供する

ことが認められた。このことで，特定適格消費者団体が，業務停止等の行政処分

を受けても違法な事業活動を止めない事業者に対して，行政から得た情報を活用
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して当該事業者に対する被害回復業務を遂行することで，結果として，事業者が

違法な事業活動を停止することが期待できる。行政庁から特定適格消費者団体に

対して必要な情報を提供し，対象消費者の被害回復を図ることは，消費者被害の

予防及び回復に向けた，行政と特定適格消費者団体との間の役割を踏まえた適切

な連携の在り方である。 

かかる連携の在り方は，景品表示法に基づく処分に関して作成した書類の提供

についても同様である。景品表示法の優良誤認表示等に対する措置命令について

は，いわゆるクロレラチラシ最高裁判所判決（最判平成２９年１月２４日）が，

不特定多数に対する表示であっても勧誘行為となり得る，と判示したことから，

不当表示の禁止を命じる行政処分は，民事効と密接な関連を持つに至っている。

実際，検討会での特定適格消費者団体のヒアリングにおいても，消費者庁の措置

命令を契機として返金申入れを行い，返金が実現した事例が紹介されていた。 

そもそも，多数の消費者が事業者の不当表示により消費者契約を締結したこと

で損害を被った場合は，本制度の対象となり得るものであり，行政処分に関して

作成した書類を特定適格消費者団体に提供したとしても，それ自体で，当該事業

者を不当に不利に扱ったとも言えない。 

したがって，景品表示法に基づく処分に関して作成した書類についても，特定

適格消費者団体への提供を可能とするべきである。 

(2) 事業者の財産に関する情報の取得 

【意見の対象】 

簡易確定手続において事業者の財産に関する情報の開示手続を設けるべきであ
るとの意見もあったが，（略）今後の運用状況等も踏まえた，将来的な検討課題と
することが考えられる。 

【意見の内容】 

 特定適格消費者団体が，将来的に，一定の要件の下で，事業者の財産に関する情

報を取得できるようにするための法制度を検討するため，早急に検討体制を構築す

べきである。 

【意見の理由】 

 特定適格消費者団体にとって，事業者の財産情報は，当該事業者を提訴するか否

かの判断を大きく左右する。特定適格消費者団体としては，現実の被害回復可能性

が低い事業者を提訴することによる時間的・費用的なロスを避けることが負担軽減

につながるものである。また，時間的・費用的なロスを避けられるのは対象消費者

にとっても同様である。 

この点，特定適格消費者団体が本制度を利用するに当たり，既存の情報取得手段
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ではなく，事業者の財産に関する情報を取得する制度を設ける必要性はあるものの，

事業者の営業秘密や個人情報保護とのバランスや，債務名義存在前に財産開示請求

を認めていない他の法律との関係から，かかる制度を直ちに設けることには慎重な

意見がある。 

しかし，共通義務確認訴訟で事業者の共通義務が確認されれば，事業者は対象消

費者に対して義務を負担することが確定するものであり，個々の消費者が事業者に

対して，実質的には共通義務の限度で債務名義を取得したと同視することもでき，

当該時点以降は事業者が有する財産の開示を求めることができる，との制度設計も

考えられる。この意味で，事業者の財産開示につき，他の法制度との間で均衡を失

しない制度を設けることは可能である。 

したがって，制度設計のための検討体制を構築すべきである。 

(3) 第三者の協力を得る仕組み 

【意見の対象】 

事業者に関する情報の取得についても，（略）制度的な手当てについては将来的
な検討課題とすることが考えられる。 

【意見の内容】 

 特定適格消費者団体が，将来的に，例えば事業者の所在に関する情報を保有する

第三者に協力を得られるための法制度を検討するために，早急に検討体制を構築す

べきである。 

【意見の理由】 

 特定適格消費者団体が，第三者から事業者の所在に関する情報を取得できること

は，当該事業者に対して提訴することを促進し，対象消費者の被害回復に資するこ

ととなる。また，特定適格消費者団体にとって，第三者も事業者の所在に関する正

確な情報を有していないことが判明すれば，当該事業者に対する提訴を断念するこ

とで，時間的・費用的ロスを回避するという判断も可能となり，負担軽減につなが

る。 

 この点，特定適格消費者団体が，第三者から事業者に関する情報提供を可能とす

る制度を設けることの必要性は認めつつ，第三者は本制度の当事者ではないこと，

事業者の営業秘密や個人情報保護，他の法制度との比較から，かかる制度の設置に

慎重な意見もある。 

しかし，他方で，特定の第三者が，対象消費者の被害救済のために，特定の有益

な情報を保有する蓋然性が高い場合もある。その場合に，特定適格消費者団体にと

って当該情報を取得する必要性が高い場合に限り，事業者の不利益に配慮しつつ，

当該第三者が一定の範囲で特定の情報を提供するという制度設計は考えられる。 



16 

この意味で，第三者が有する事業者に関する情報につき，他の法制度との間で均

衡を失しない制度を設けることは可能であり，制度設計のための検討体制を構築す

べきである。 

 

 ２ 簡易確定手続開始の申立義務を免除する範囲等 

【意見の対象】 

① 簡易確定手続開始申立義務が免除される「正当な理由」 
同要件に該当する場合について，解釈を明確化することが考えられる。例え

ば，事業者について破産手続開始決定がなされた場合，消費者が得られる回収額
が消費者が負担することとなる費用を下回ることが明らかになった場合，また，
消費者全体の被害回復がなされたことが明らかな場合などが考えられる。 
② 通知・公告義務が免除される場合，授権契約を拒絶・解除できる場合 
これらについても，基本的に①と同様に解釈を明確化することが考えられる。 

③ 簡易確定手続開始申立ての申立期間 
例えば，法定の期間を３～４か月に延長することや，裁判所が伸長可能な期間

にすることが考えられる。 

【意見の内容】 

 簡易確定手続開始の申立てが免除される「正当な理由」の解釈を明確化するとい

う点に賛成する。 

 特定適格消費者団体の通知・公告義務を免除する「正当な理由」や，授権契約を

拒絶・解除できる「正当な理由」についても解釈を明確化することに賛成する。 

特定適格消費者団体がなす簡易確定手続開始申立ての申立期間を３～４か月に延

長することや，裁判所が伸長可能な期間にする，という提案に賛成する。 

【意見の理由】 

簡易確定手続開始申立てが免除される「正当な理由」や，通知・公告義務を免除

する「正当な理由」，授権契約を拒絶・解除できる「正当な理由」の解釈を明確化す

ることは，特定適格消費者団体の手続的負担を緩和することにもつながることから，

その方向性には賛成する。 

もっとも，特定適格消費者団体としても，当該事業者に破産手続開始決定がなさ

れているなど，正当な理由の存否が客観的に判断できる場合であればともかく，一

定の評価・判断を要する場合，その判断は容易でなく，申立期間が現行法の不変期

間１か月から一定程度延長されるにしても，特定適格消費者団体の負担が軽減され

る場面は限定的であると言わざるを得ない。 

そこで，簡易確定手続開始の申立期間を，現行の１か月から３～４か月程度に延

長することは評価できる。加えて，事案や状況によっては，「正当な理由」の有無を

判断するのに３～４か月程度でも不十分な場合があり得ることから，裁判所の許可
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を得て更に伸長可能とすべきである。 

なお，「正当な理由」がある場合の例示として，消費者全体の被害回復がなされた

ことが明らかな場合が挙げられている。特定適格消費者団体としては，事業者の自

主返金がどの程度なされているか，事業者からの報告が得られなければ申立てに踏

み切らざるを得ない。また，事業者の自主返金の状況によっては３～４か月では見

通しが立たない場合も十分に考えられる。 

この点からも，申立期間を一定程度延長するだけではなく，裁判所の許可による

更なる伸長も可能とすべきである。 

 

 ３ 手続のＩＴ化 

【意見の対象】 

① 裁判手続のＩＴ化 
基本的には民訴法等の帰趨に応じて適切な対応をすることとし，その際には以

下の点に留意することが考えられる。 
・事件記録の閲覧等及び和解を記載した調書の閲覧等の請求主体に関する議論と
の関係で，主に共通義務確認訴訟において，利害関係人に対象消費者が含まれ
るか否かの整理 

・送達の特例（法第５１条）に関する必要な検討 
② 特定適格消費者団体と対象消費者との間の手続のＩＴ化 
例えばこれを可能にするツールの開発等を進めることで，対象消費者にとって

の利便性の向上，特定適格消費者団体にとっての効率性の向上・事務負担の軽減
につながると考えられる。その際，開発等に要する費用の負担についてできる限
り配慮する必要がある。また，ＩＴを利用できない消費者への配慮が必要であ
り，書面等による手続遂行も並行して可能とすることが必要である。 

【意見の内容】 

 本提案に賛成する。 

【意見の理由】 

 特定適格消費者団体と対象消費者の手続をＩＴ化することは，同手続簡素化によ

る利便性の向上や事務負担の軽減につながる。この点は，ＩＴ化を可能とするツー

ルの開発についても同様である。 

 もっとも，ツールの開発に当たっては，本制度のうち簡易確定手続だけ先行して

ＩＴ化し，電子データでの書面等の提出が認められる反面，対象消費者との手続が

書面によるままだと，特定適格消費者団体にはＩＴ設備を導入・維持しつつ書面で

の対応をする負担が生じる可能性があるため，この点に関する配慮が必要である。 

また，ツールの開発等について，特定適格消費者団体の財政基盤に鑑みれば，各

団体が開発するのは困難である。このため，後述の指定法人がツールの開発等を行

い，その際，国が予算措置を講じることなどを含め，必要な支援を求める。 
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第５ 特定適格消費者団体の活動を支える環境整備 

【意見の対象】 

① 消費者団体訴訟制度の運用を支える主体 
上記各課題に総合的に対応する方策として，消費者団体訴訟制度の実効的な運

用を支える第三者的な主体を法的に位置付ける指定法人制度を導入することが考
えられる。（略） 
このような指定法人制度の適正性確保のためには，担うべき役割に照らして適

切な指定基準を定め，必要な行政監督等に関する規定を整備すること及び透明性
を確保することが必要となると考えられる。また，指定法人制度が実効性あるも
のとなるためには，指定法人の人的・物的・財政的体制を確保することも重要と
なる。 
② 消費者団体訴訟制度や（特定）適格消費者団体に関する理解の促進等 
特定適格消費者団体が適時により実効性の高い情報を得るために，消費者被害

に関する情報が集まる国民生活センター及び消費生活センター等を含めた地方公
共団体との連携を一層促進すべきであり，そのための方策として，どのような情
報が有益であるかについて，あるいは特定適格消費者団体の活動成果が具体的に
どのように地域の消費者に還元されるかについて，消費生活相談の現場や地方公
共団体の担当者の理解を促進する取組等が考えられる。 
また，認知度・理解度についての課題への対応として，一般消費者及び事業

者・事業者団体に向けて，（特定）適格消費者団体の活動・役割等の情報をより効
果的に提供する方策の検討を進めることも考えられる。特に，一般消費者との関
係では，具体的な事例等を通して周知するなど，より理解が得られやすい方法を
工夫することが考えられる。 
さらに，現在の団体業務と関連性があり，団体の強みをいかせるような，継続

的な収益事業を可能とする方策についての検討を進めることも考えられる。 
③ （特定）適格消費者団体の事務負担の軽減等 
既述の通知・公告事務の見直しや対象消費者との手続に資するツールの開発等

に加え，簡易確定手続や同手続における和解に係る事務を指定法人に委託できる
ようにすることも被害回復裁判手続における特定適格消費者団体の事務負担の軽
減につながると考えられる。 
また，対象消費者への説明や意思確認に関する団体の負担について，消費者の

利益に配慮しつつ軽減する方策として，例えば，説明義務・意思確認の方法の一
定の簡素化，二段階目の手続で集合的な和解をなし得ることの明確化などが考え
られる。 
認定・監督上の事務負担との関係では，特定認定の有効期間を適格認定の有効

期間と同じ６年とすることが考えられる。 
さらに，特定認定の更新基準について，被害回復関係業務及び訴訟外の被害回

復活動等を加えることが考えられる。 
その他，上記以外にも，団体の負担を踏まえ，必要かつ相当な範囲で認定・監

督上の規律を見直すことが考えられる。 

【意見の内容】 

① 消費者団体訴訟制度の実効的な運用を支える第三者的な主体を法的に位置付け
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る指定法人制度を導入することに賛成する。また，その際，担うべき役割に照ら

して適切な指定基準を定め，必要な行政監督等に関する規定を整備すること，ま

た，指定法人の人的・物的・財政的体制を確保することに賛成する。 

② （特定）適格消費者団体の認知度を高めるための方策として，一般消費者，事

業者及び事業者団体に向けて，（特定）適格消費者団体の活動，役割等の情報をよ

り効果的にするための方策の検討を進めることに賛成する。また，団体業務と関

連性があり，継続的な収益事業を可能とする方策を検討することに賛成する。 

③ 本提案に賛成する。 

【意見の理由】 

① 消費者団体訴訟の運営を支える主体について 

被害回復制度の実効性を高めるためには，特定適格消費者団体の活動を支える

環境整備が必要であり，その一方策として，消費者団体訴訟制度の実効的な運用

を支える第三者的な主体を法的に位置付ける指定法人制度を導入することに賛成

する。 

指定法人が具体的にどのような役割や業務を担うかなどについては，（特定）適

格消費者団体その他関係機関の意見を踏まえて定められていくべきことではある

が，指定法人による，公的に認証された立場からの，かつ有意義な支援活動が行

われることにより，消費者団体訴訟制度を担う（特定）適格消費者団体の財政基

盤の安定化，事務負担の軽減，認知度の向上等の面で効果が期待できる。 

当連合会は，これまで，消費者団体訴訟制度の目的を達成するために公的活動

を行っている（特定）適格消費者団体への直接的な支援（財政的支援を含む）が

必要であるとしてこれを求めてきたが（２０１２年意見書等），本提案の指定法人

制度は，当連合会のこれまでの提案と矛盾するものではなく，その一手法と位置

付けることができる。もちろん，（特定）適格消費者団体への財政的支援を含む直

接的な公的支援も行われるべきであるが，それとともに，本指定法人制度は，（特

定）適格消費者団体の活動を支えるためのものとして有効な制度であると言える。 

もっとも，指定法人制度が実効性あるものとなるためには，指定法人が十分な

活動を行うことができるよう，指定法人の人的・物的・財政的体制を確保するこ

とが重要であり，指定法人に対する資金援助を含めた公的援助がなされなければ

ならない。 

② 消費者団体訴訟制度や（特定）適格消費者団体に関する理解の促進について 

特定適格消費者団体がより実効性の高い情報を適時に得るためには，消費者被

害に関する情報が集まる国民生活センター及び消費生活センター等を含めた地方

公共団体との連携がなされていることが有用である。その連携は一層促進される
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べきであり，その際，どのような情報が有益であるかについて，あるいは特定適

格消費者団体の活動成果が具体的にどのように地域の消費者に還元されるかにつ

いて，消費生活相談の現場や地方公共団体の担当者に理解されていることが，適

時のより実効性の高い情報の提供につながると言える。したがって，連携促進の

ための方策として，そのような理解を促進する取組等が行われることに賛成する。 

また，認知度・理解度についての課題への対応として，一般消費者及び事業

者・事業者団体に向けて，（特定）適格消費者団体の活動・役割等の情報をより効

果的に提供する方策を検討することは，一般消費者からの情報提供を促進し，あ

るいは，（特定）適格消費者団体の活動に賛同する一般消費者や事業者・事業者団

体からの寄附等を促進する可能性があることから賛成する。 

さらに，現在の団体業務と関連性があり，団体の強みをいかせるような，継続

的な収益事業を可能とする方策を検討することは，団体の財政基盤の安定にも資

することから賛成する。もっとも，（特定）適格消費者団体が，継続的な収益事業

を行うことで，本来の業務（被害回復業務，差止業務）を十分に遂行できなくな

ることは団体の存在意義を没却するものであることから，本来の業務遂行に支障

が生じないよう配慮されたい。 

③ （特定）適格消費者団体の事務負担の軽減等 

いずれの提案も，（特定）適格消費者団体の負担軽減という観点からのものであ

り，（特定）適格消費者団体が被害回復業務・差止業務に専念することが可能とな

ることから，賛成する。 

特に，特定認定の有効期間を，適格認定の有効期間と同じ６年に延長すること

について，本法施行後の特定適格消費者団体の活動状況を見ても，３年ごとの更

新を維持しなければならない理由はない。特定適格消費者団体の更新手続の事務

負担を軽減し，より被害回復関係業務に注力できるよう，適格認定と同様に６年

ごとの更新手続とすることが望ましい。 

 

第６ その他 

 １ 破産手続との関係 

【意見の対象】 

破産手続開始の申立ての主体となることについては，特定適格消費者団体に一
般的な形で破産申立権を認めるという方向性は，慎重に検討する必要があると考
えられる。（略） 
他方，本制度に基づく手続が追行される中で事業者が破産状態に至った場合，

具体的には簡易確定手続から破産手続への円滑な移行を可能とするために特定適
格消費者団体に破産申立権を認めるという方向性については，一定の必要性・有
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効性が認められる。しかし，この方向性についても，（略）将来的な検討課題とす
ることが考えられる。 

【意見の内容】 

一定の必要性・有効性が認められており，特定適格消費者団体に破産申立権を付

与する方向で諸課題の検討を速やかに開始すべきである。 

【意見の理由】 

販売預託商法や詐欺的投資スキームによる被害が蔓延しており，集団的被害回復

のニーズは高く，多くの情報が特定適格消費者団体に寄せられている。しかし，事

業者の資力が不明な場合が多く，共通義務確認訴訟手続中又は簡易確定手続中に事

業者が倒産状態になった場合，手続を進めても被害回復が図れない。破産債権に係

る金銭の支払義務について，共通義務確認の訴えを提起することができる場合にお

いて，相手方事業者に破産原因があるときは，特定適格消費者団体が破産の申立て

を行うことができるよう速やかに検討を開始すべきである。 

特定適格消費者団体に破産申立権を付与する場合，報告書も挙げているように予

納金の負担の在り方，破産原因の疎明及びそれに関する情報取得手段の在り方，破

産手続における特定適格消費者団体の立場，特定適格消費者団体の報酬・費用の在

り方といった課題があり，特定適格消費者団体に過度な負担とならない実行可能な

制度設計が必要である。 

 

 ２ 検討会の検討対象外とした事由 

【意見の対象】 

以上で検討したもの以外にも，将来的な課題として，訴訟外での協議の促進や
いわゆるオプトアウト方式の検討を指摘する意見があった。 
上記のような点についても，今後の本制度の見直し及び運用の各状況等も踏ま

えながら，将来的な検討課題とすることが考えられる。 

【意見の内容】 

オプトアウト方式の導入について，速やかに検討をすべきである。 

【意見の理由】 

本制度は，少額多数の消費者被害の特性に鑑み創設された制度であるにもかかわ

らず，少額な被害については被害者のインセンティブや費用・報酬が賄えないなど

の理由から，現行のオプトイン方式のみでは有効に機能することに支障があること

は，これまでの運用状況からも明らかにである。少額債権について被害回復を図る

ためには，より効率的に集団的な回復を図る制度が必要であり，オプトアウト方式

による提訴を検討する必要がある。具体的には，対象債権の債権額が一定額以下の

債権額については，オプトアウト方式により訴えを提起することができるよう，所
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要の規定を特例法に設けることが検討されるべきである。諸外国では，アメリカ，

カナダの英米法の国だけでなく，ＥＵでも採用されることが認められており，ノル

ウェー，デンマーク，ベルギー等オプトイン方式とオプトアウト方式の併用制が採

用され，運用されている。 

このため「将来の課題」として後回しとするのではなく，少額多数の消費者被害

の救済に不可欠な制度として，導入の検討を速やかに開始すべきである。 


