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はじめに 

日本弁護士連合会第63回人権擁護大会シンポジウム第2分科会「超高齢社会における消

費者被害の予防と救済を考える～誰一人取り残さない社会を目指して～」は，「超高齢

社会」をテーマに据えたものであるが，そこで検討すべき課題は属人的な高齢者保護の

問題にとどまらず，全ての消費者にも関わる「消費者のぜい弱性（vulnerability）」の

問題を含むものであった。 

そして，「消費者のぜい弱性」の検討を行うに当たり，単に日本国内の問題や対策だ

けを検討するだけでは不十分であり，海外の状況についても調査を行う必要があるとい

う認識に至った。 

この点，ＥＵ及びイギリスにおいては，2005年のＥＵ不公正取引行為指令（Unfair Com

mercial Practices Directive 2005 2005/29/EU：UCPD）の採択以降，「ぜい弱な消費者」

（被害に遭いやすい消費者，Vulnerable Consumer）あるいは「消費者のぜい弱性」（消

費者被害の遭いやすさ，Consumer Vulnerability)に着目した消費者政策が実施されてお

り，またそのための研究も進んでおり，中でもイギリスでの研究は先進的なものとなっ

ている。 

そこで，本シンポジウム第2分科会実行委員会内に海外調査班を結成し，主にイギリス

の状況について調査を行うことになった。 

もっとも，全世界的な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延状況下で現地へ

赴くことは困難であったことから，調査はウェブ会議システムによって実施した。 

調査対象は，エクセター大学ロースクールの研究者，金融行動監視機構（Financial Co

nduct Authority：ＦＣＡ），及び，取引基準協会（Chartered Trading Standards Insti

tute：ＣＴＳＩ）の３か所で，いずれもイギリス国内の大学・機関である。 

調査の実施に当たっては，菅富美枝教授（法政大学）にコーディネーターをお願いし，

先方とのアポイントメント，ウェブ会議の設定，事前質問事項の翻訳，当日の進行に至

るまで多岐にわたって御対応いただいた。また，通訳としてはカライスコス・アントニ

オス准教授（京都大学）に御対応いただいた。いずれも多大なる御尽力を賜り，両先生

に対しては，改めて心より感謝申し上げる次第である。 

なお，海外調査班が行った上記調査の概要は，本分科会の基調報告書内に【付録３】

として編入されているが，本稿は基調報告書内に掲載していない資料・情報も含むもの

であり，ウェブサイトのみで公開するものである。 
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【海外調査班メンバー】 

氏名（所属） ＼ 調査対象 エクセター大学 ＦＣＡ ＣＴＳＩ 

黒木和彰（福岡県弁護士会） ○ ○ ○ 

五十嵐潤（第二東京弁護士会） ○ ○ ○ 

桑原義浩（福岡県弁護士会） ○  ○ 

国府泰道（大阪弁護士会） ○ ○ ○ 

塩地陽介（宮崎県弁護士会）＊ ○ ○ ○ 

新山奈津子（鹿児島県弁護士会）    

野々山宏（京都弁護士会） ○ ○ ○ 

堀川直資（第一東京弁護士会） ○ ○ ○ 

増田朋記（京都弁護士会） ○ ○ ○ 

薬袋真司（大阪弁護士会） ○ ○ ○ 

【コーディネーター・通訳】 

コーディネーター 

菅富美枝教授 

（法政大学） 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

通訳 

カライスコス アントニオス准教授

（京都大学） 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

※１ ＊印は，海外調査班のチーム・リーダー 

※２ 〇印は，オンラインによるヒアリングへの出席を意味する。 
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第１ エクセター大学（University of Exeter） 

１ ヒアリング調査の対象 

  本調査においては，Zoomを用いて，エクセター大学の准教授等からヒアリングを

行った。応対いただいた方は，以下のとおりである。 

【対象】エクセター大学（ロースクール所属研究者） 

応対者 Dr Joasia Luzak エクセター大学准教授 

 主に消費者保護法，特に事業者の情報提供義務に関する研究を

行っている。 

 Dr Severine Saintier エクセター大学准教授 

 契約法が専門。主にＢtoＢの関係から研究を始めていたが，近

時ではＢtoＣの関係，その中でもぜい弱な当事者をどのように

保護することができるのかということを研究している。 

 Dr Timothy J. Dodsworth エクセター大学講師 

 ドイツ法・イギリス法などを中心に，契約法の根拠，基盤とな

るような価値観について研究している。その関係で市場の規律

にも研究対象を向けており，例えばエネルギー市場のようにほ

ぼ強制的に契約を締結するような関係の中でぜい弱性について

も研究している。 

２ ヒアリング調査の趣旨 

エクセター大学の上記准教授らは，消費者保護法等の研究者であり，消費者のぜ

い弱性に関する定義や枠組みについての研究を行っている。そこで，ぜい弱な消費

者を保護する施策を検討する観点から，イギリスやEUにおける消費者のぜい弱性の

捉え方や，その対応のための法的枠組み等について聴取することとした。 

３ 調査日時 

  2021年6月7日（月）午後6時30分～午後8時30分 

 

４ 調査内容（ヒアリング結果） 

(1) ぜい弱性の定義について 

ア 調査内容の要旨 
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・ぜい弱性は新しい概念であるが，実際には消費者法という領域が生じたときか

ら存在している。全てのＢtoＣ契約において，情報の格差などを理由として消

費者が弱い当事者として扱われてきた。 

・ぜい弱性には内在的要因と外在的要因の双方を根拠とするものがある。伝統的

には上記のとおり，消費者は，主に情報の格差を元に，より弱い当事者である

と扱われ，そこにさらに年齢や軽信性，あるいは身体的・精神的なぜい弱性と

いうものも要因として考慮されてきたが，これらは全て消費者の内在的な特徴

である。一方で，今日では，アルゴリズムの存在やビッグデータといった現象

が外在的要因として挙げられ，追加的な要素として，消費者に限らず，個人的

な属性に関係なく，全ての者がぜい弱なものとしてリスクにさらされ得るとい

うことが明確にされた。このため，ぜい弱性について，どのような保護水準が

望ましいのか，そしてどのようにぜい弱性を定義付けるのかを再検討する必要

が生じている。 

・ぜい弱性の定義付けについては，それによって分類が可能になるという利点が

ある一方で，その定義から漏れた人が除外されて保護を受けることができなく

なるという問題があり，限界がある。ぜい弱性は全ての人間に内包されている

ものであるという政治学者フィネマンの考え方を元に，どのようにしたら消費

者のぜい弱性を乗り越えるための「枠組み」を設けることができるのかという

ことが重要である。 

・従来，特定の者をぜい弱な者と位置付けることで，その者に対するスティグマ

（烙印押し）が存在していた。そこからパターナリズム的な保護を提供するとい

うような方向性が存在していたが，ぜい弱な者として位置付けられた者が，その

ような位置付けゆえに，より弱くなっていくという可能性が潜んでいた。個人的

な属性とは無関係に，全ての者がぜい弱となり得るということを検討して，「枠

組み」に目を向けた場合には，そのような点もより改善することが可能となる。 

・ぜい弱性の概念については，ＥＵ消費者法においてシフトがみられている。かつて

は不公正取引指令において，基準とされる平均的な消費者について，精神的・身体

的な弱さ，年齢又は軽信性等を理由とするぜい弱な消費者集団がターゲットとされ

ている場合においては，その集団における平均的な消費者を元に判断されることと

されており，ＥＵ法ではこれが唯一ぜい弱性に関するものであった。しかし，最近

は，外在的な要因を考慮したぜい弱性の捉え方が台頭しつつあり，例えば，金融取

引において，ローン契約が複雑なため，平均的な消費者であってもその経済的効果

を十分に把握できないことから，全ての消費者が文脈によってはぜい弱になり得る

というような考え方である。 

イ 分析 

（ア）「消費者のぜい弱性」に関し，日本おいて，消費者と事業者との間の，保

有する情報の質や量，交渉力における構造的な格差の存在が前提とされ，現

在に至るまで消費者関連施策において重要な観点となってきている。このよ

うな消費者法領域における伝統的な考え方は，ＥＵにおいても共通するもの

であった。 

しかしながら，今日においては，急激かつ著しい高齢化の進行の中で，認
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知症等によって判断力の低下した高齢者を狙うなどの「つけ込み型」の不当

な勧誘が横行し，上記のような伝統的な構造的格差に依拠するのみでは，消

費者被害の本質を捉えることができず，被害を防止・救済するために十分な

施策を進めることはできないのではないかと考えられるようになってきてい

る。そして，現在は，消費者関連法の改正の議論の中でも，高齢者，若年成

人，障がい者等の知識・経験・判断力の不足に乗ずる「つけ込み型勧誘」を

理由とする取消権の導入等の検討へと発展してきているのである。 

このような日本における議論に関し，上記の調査結果は大変示唆的であっ

た。すなわち，ＥＵにおいても，消費者と事業者と間の構造的な格差が基礎

に置かれながら，消費者のぜい弱性の内在的要因として年齢や軽信性，ある

いは身体的・精神的なぜい弱性というものも取り込まれているということが

示された。加えて，外在的要因としてアルゴリズムの存在やビッグデータと

いった近年の情報通信技術の発展の中で見られる現象が挙げられた上で，こ

れによって全ての者がぜい弱なものとしてリスクにさらされ得るとうことが

明確に指摘されている。 

日本においても，ぜい弱性に対するこのような科学的分析を前提とし，消

費者と事業者との間の構造的格差に拘泥することなく，高齢者，若年成人，

障がい者等が持っているぜい弱性の内在的要因を考慮しつつ，また他方で，

外在的要因によって誰しもがぜい弱性を持ち得ることを視野にいれた制度を

検討する必要があろう。 

（イ）また，上記調査結果におけるぜい弱性の定義付けに関する示唆も重要なも

のである。上記調査においては，ぜい弱性の定義付けによって特定の者をぜ

い弱な者として分類することの限界と懸念が明確に指摘されていた。つま

り，高齢者や障がい者といった属性をもとに特定の者をぜい弱な者と位置づ

け，そこからパターナリズム的な保護を提供するというのみでは，そのよう

な烙印押しによって一層ぜい弱性を強める危険があるという点である。これ

では一定の者を取引から排除してしまうという結果につながってしまい，そ

の権利を擁護しつつ主体性を認めて社会的包摂を実現するということができ

なくなってしまう。そこで，全ての消費者が文脈によってはぜい弱になりう

ることを前提とした枠組み作りが必要だと指摘されている。 

上記のとおり，年齢や精神的・身体的な弱さは，ぜい弱性の内在的要因と

なるものである。したがって，ぜい弱性に対応した制度を検討するにあたっ

て，これらの要因が考慮されるべきことは間違いない。しかし，これらの要

因を有する特定の消費者への対応のみを論じるのではなく，誰しもが共通し

て有しうる要因であるという観点からの制度的対応が必要という観点である

と考えられる。そうした制度を作ることは容易ではないが，日本において

も，烙印押しによる負の効果や，定義付けによる分類によってかえって対象

者がこぼれ落ちてしまうことのリスクは十分に考慮して対応を検討しなけれ

ばならないものであろう。 

(2) Dr Severine及びDr Timothyの研究（関係的契約理論）について 

ア 調査内容の要旨 
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・Dr SeverineとDr Timothyの研究は，関係的契約理論1を用いて，新しい理論的

バックグラウンドを築くというものである。そこには二つの中心的事項がある。

一つ目は，重要なサービスについて法律上の規制をもたらし，その中で消費者

をどのように保護するのかという点。また，二つ目は，消費者契約に社会的ア

プローチをもたらすという点である。 

・関係的契約理論は，理論自体としては影響力がないと指摘される。しかし，Ｂ

toＢの文脈のものではあるが，①長期的契約関係があること，②柔軟に協力し

発展していくという要求，③契約中心的なアプローチという三つの要素が活用

できると考えられる。契約の具体的な条項を超えて，当事者間の関係そのもの

を見ていくものである。 

・契約中心的アプローチの共通目的は社会的機能である。例えば，電話やエネル

ギー通信のサービスの提供について，契約が終了したときに自動的にこれらの

提供がなくなるわけではない。契約を超えて将来に向けた機能というものがあ

る。社会的な機能に目を向けた場合，取引上の機能よりもこちらが重要という

ことが分かる。 

・関係的契約理論への批判として，契約自由の原則と相容れないというものがあ

る，しかし，ぜい弱な消費者の合理的な期待に添うものであり，事業者の自主

基準（British Standards 18477）にも既に見られる枠組みであって，事業者

側は既にこれを認識して対応している。 

・このような枠組みは，提供者に消費者が依存をしていることを理由とする。サ

ービスの提供を受けない場合に社会的に除外されるリスクがあり，契約更新と

いう時点において強い依存が見られる。長期的契約関係があることでより強く

依存することとなる。 

・柔軟に協力し発展していくという要求については，事業者の採択しているＩＳ

Ｏ2にも盛り込まれている。ぜい弱性の効果として依存が見られ，事業者側にこ

の依存を乗り越えるための義務を課すという考え方である。事業者側に契約更

新時の確認義務を課すことや，社会的料金を消費者側に示すことなどである。 

・関係的契約理論は，基礎的なサービス契約において消費者を保護するより効率

的な規制をもたらすことができる。契約関係における社会的目的や社会的要素

 
1 今回の調査ではこの理論の詳細までには立ち入らなかったが，契約を純粋な意思理論に固執するのではな

く，社会的行動に関わるものとして「協力」といった要素から捉えるものと考えられた。ぜい弱な消費者と

の関係においては，通信サービスなどの社会的な機能を有する基礎的なサービスからぜい弱な消費者が除外

されない枠組みという観点で重要となる考え方と捉えられる。 
2 ＩＳＯとは，スイスのジュネーブに本部を置く非政府機関 International Organization for 

Standardization（国際標準化機構）の略称。ＩＳＯの主な活動は国際的に通用する規格を制定することであ

り，ＩＳＯが制定した規格をＩＳＯ規格という。ＩＳＯ規格は，国際的な取引をスムーズにするために，何

らかの製品やサービスに関して「世界中で同じ品質，同じレベルのものを提供できるようにしましょう」と

いう国際的な基準であり，制定や改訂は日本を含む世界 165 ヵ国（2014 年現在）の参加国の投票によって決

まる。身近な例として，非常口のマーク（ISO 7010）やカードのサイズ（ISO/IEC 7810），ネジ（ISO 68）と

いった ISO 規格が挙げられる。これらは製品そのものを対象とする，「モノ規格」である。 

一方，製品そのものではなく，組織の品質活動や環境活動を管理するための仕組み（マネジメントシステ

ム）についてもＩＳＯ規格が制定されている。これらは「マネジメントシステム規格」と呼ばれ，品質マネ

ジメントシステム（ISO 9001）や環境マネジメントシステム（ISO 14001）などの規格が該当する。つまり，

「ＩＳＯマネジメントシステム規格」とは，“ＩＳＯが策定したマネジメントシステムに関する規格”という

ことになる（一般財団法人日本品質保証機構ホームページより）。 
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を考慮し，依存することによって生じるぜい弱性にも対応することが可能とな

る。 

イ 分析 

消費者契約に関して，関係的契約理論を背景に，社会的目的や社会的要素を

考慮して消費者保護のための規制を考えるという視点は大変に示唆的であっ

た。 

エネルギーや通信サービスの提供が社会的な機能を有する基礎的なサービス

であることは明らかである。そして，これらのサービスについては，提供を受

けられなければ社会的に除外されるという結果となり，消費者は基本的に提供

者たる事業者に強く依存することとなっている。日本においても，このような

観点から消費者保護のための規制を考えることは重要である。エネルギーや通

信サービス等の基礎的サービスに関しては，日本においても既に一定の規制政

策がとられている状況にあるが，消費者のぜい弱性への対応という観点から，

上記のような関係性や，契約の社会的機能を正面から見据えて，消費者保護の

為の施策を考えていくことが必要となろう。 

(3) ぜい弱性を背景に消費者に付与すべき権利について 

ア 調査内容の要旨 

・消費者に解除を認める場合に，消費者がつけ込まれたことのみをもって足りるのか，

契約内容の不当性が必要かという点であるが，イギリスとＥＵは双方のアプローチ

をとっている。ぜい弱性へのつけ込みがあった場合に，誤認惹起や攻撃的な取引方

法に当たれば，その不当性のみをもって解除を認めている。契約内容の不当性につ

いては，ＥＵの不公正契約条項指令に見られるアプローチである。 

・ぜい弱性への更なる視点として，まだ存在していないが，立証責任を転換するアプ

ローチが良いと考えている。消費者がぜい弱性を立証すれば，不当でないことを事

業者が立証しなければならないというアプローチである。 

イ 分析 

事業者によって消費者のぜい弱性へのつけ込みがあった場合に，どのような要件

のもとで消費者に解除や取消し等の権利を付与するべきか、という点については，

日本でも様々なアプローチが取られている。 

契約を締結するか否かについて消費者の自由な意思決定を欠いているという点に

着目すれば，ぜい弱性につけ込んだ勧誘によって契約締結に至ったということが重

要であり，契約内容の不当性は問題とはならないとも考えられる。一方で，例えば

消費者契約法の過量契約取消のように，契約目的の分量等が過量な内容となってい

るということから，契約を締結する時点において当該消費者が合理的な判断をする

ことができない事情を有していたことを推認するという規定のあり方も存在してい

る。 

いずれのアプローチにおいても重要となるのは，ぜい弱性へのつけこみがあった

ということを過度に限定的に捉えるのではなく，適用可能な場面を広いものとし，

実際に発生する被害事例に対応可能な規定とすることであろう。 

この点，消費者による各要件についての立証の困難さが，実際の運用の大きな課

題となっていることは否定しがたく，調査の中で示された，消費者がぜい弱性を立
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証すれば不当でないことを事業者が立証しなければならないというアプローチは，

実務的運用の観点から大変示唆的である。 

(4) エンフォースメントについて 

ア 調査内容の要旨 

・エンフォースメントは，ぜい弱性に関する中心的事項となる。既存のものとして集

団的救済や監督する当局による制裁があるが，いずれもやや制限的である。例えば

イギリスではエネルギー当局が価格の上限を定めたが，長期間かかった上に，より

大きな問題を生じさせている。 

・独立したオンブズマンというものもあるが，機能させるには，積極的に関与する消

費者が必要となる。 

・事業者側の積極性をもたらす枠組みを当局が促すという方策がよいと思われるが，

規制当局の数は限られており，全ての分野にあるわけではないことが問題となる。 

・効率的な制裁を設けることが義務付けられているが，実際には加盟国によってバラ

バラだったという過去のエンフォースメントの実施状況を踏まえ，２０１９年のＥ

Ｕ指令3は作成された。大きな原動力となったのは，フォルクスワーゲンのスキャ

ンダルである。その結果，同指令によって，損害賠償や価格の減額，解除などの民

事上の救済が定められた。 

・ぜい弱な消費者の保護について実体法上の権利を付与したものの，エンフォースメ

ントを加盟国に委ねてきたために，ＥＵ法は失敗してきた。最近は集団的救済につ

ながる差止指令や，ＡＤＲなど徐々に解決してきている。 

・集団的救済スキームについて，イギリスでは競争・市町庁（ＣＭＡ）に権利が付与

されているが，損害額の特定をＣＭＡが行わなければならず，また，実際の損害額

を超えて請求することはできないとされている。このため，ＣＭＡはそもそも請求

しないか，請求しても評価額を実際よりも少なくするというようなことが出てくる。

ＥＵ法では，この問題に対し，まず確認判決を得た上で，損害額は個々のレベルで

具体化するという手法がとられている。 

イ 分析 

消費者のぜい弱性に着目した各制度についてのエンフォースメントは，EU・イギ

リスにおいても必ずしも成功していない状況のようであったが，規制当局が事業者

の積極性を促す枠組みを設けることや，集団的救済スキーム，ADRなどの手法が解

決策として触れられている。 

日本おいても，適格消費者団体による差止請求や，特定適格消費者団体による集

団的消費者被害回復訴訟などの制度が存在しており，エンフォースメントの観点か

ら，これらの制度が実効的に機能することが期待されている。もっとも集団的消費

者被害回復訴訟については，限定的な適用対象や，通知その他の費用負担などの運

用面の困難さがあり，制度の見直しの必要性が指摘されている。 

ADRの運用などとも併せ，諸外国の動きも参考にしつつ一層の検討が必要である。 

(5) デジタル化とぜい弱性の在り方について 

ア 調査内容の要旨 

 
3 消費者保護規範の実効性確保と現代化に関する指令（現代化指令，Enforcement and Modernisation 

Directive (EU)2019/2161）。 
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・デジタル化は，消費者のぜい弱性に関して役立つとも考えられる。なぜならば，新

たなデジタル化の環境では全ての者がぜい弱となり得るため，ぜい弱であるがゆえ

に追加の保護を全ての消費者にという方向性が考えられるからである。また，ビッ

グデータを駆使して年齢や意思能力を把握することも可能となっており，このよう

な新たな技術を用いてぜい弱な者を把握して保護をするということが考えられる。 

イ 分析 

現代社会において複雑化したサービスは高齢者等でなくてもその理解が容易では

なく，デジタル化は外在的要因として，消費者のぜい弱性を強める要因となってい

る。 

もっとも上記調査においては，このような変化が，ぜい弱性が特定の属性の者に

のみ生じるものではなく，すべての消費者に共通し得る性質であるという考えを明

らかにするという点が指摘されている。 

日本においても，これまでは高齢者や障がい害者，若年者といったカテゴリー的

な属性に着目した検討が中心となってきたように思われるが，社会のデジタル化に

よって，ぜい弱性に起因する消費者被害が広がりをみせていることは明らかである。 

こうした状況は，上記のとおり，ぜい弱性とは，誰しもが共通して有しうる要因

であるという観点からの制度的対応が必要ということの一層の根拠となるものであ

る。 
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第２ イギリス金融行動監視機構（Financial Conduct Authority：ＦＣＡ） 

１ ヒアリング調査の対象 

本調査においては，Teamsを用いて，イギリスの関係機関の職員等からヒアリン

グを行った。調査対象は以下のとおりである。 

【対象】イギリス金融行動監視機構(ＦＣＡ) 

応対者 Vivienne Man 氏 消費者戦略・政策担当 

 Danielle Banaszak 氏 政策アドバイザー 

 Natalie Zorzella 氏 上級参与・弁護士 

 Jamie Fleet 氏 消費者戦略・政策担当 

２ ヒアリング調査の趣旨 

ＦＣＡは2012年12月に設立（実際の活動は2013年開始）されたイギリスの金融規

制当局である。前身は金融サービス機構（Financial Services Authority：ＦＳ

Ａ）であり，金融サービス業（銀行，金融会社，金融アドバイザー，ブローカーな

ど）に携わる企業の行動を規制している。イギリス政府とは独立して運営されてお

り，運営資金は金融サービス業の企業やメンバーからの会費で賄われている。 

ＦＣＡは，2021年2月23日に「ぜい弱な顧客の公正な取扱いに関する企業向けの

ガイダンス」4 (以下「本ガイダンス」という。)を公開したことから，イギリスの

金融サービス業におけるぜい弱な消費者の保護に関する政策の状況を聴取すること

にした。 

３ 調査日時 

2021年6月10日（木）午後6時30分～午後7時40分 

４ 調査内容（ヒアリング結果） 

(1) ＦＣＡの概要 

ア ＦＣＡとその法的枠組み 

・ＦＣＡの活動の主な根拠法は「2000年金融サービス・市場法」5で，これにより権

限が設定されている。また，「消費者権利法」6と「不公正取引からの消費者保護規

則」7を含む広範な消費者保護法も根拠となる。また，二次立法として規制活動命

令（対象となる活動を定めたもの）があり，ＦＣＡの規制の対象が規定されている。 

・ＦＣＡには4つの機能（①認可，②ガイダンス等の発行，③監視，④エンフォース

メント）がある。各機能の概要は以下の通り。 

①認可 悪質な事業者には認可を与えず排除する。 

②ガイダンス等の発行 金融サービス業者の行動指針（ルールやガイダンス）

を法令に基づいて発令する。「ガイダンス」は事業者が

ルールを遵守する上での最善の方法を示すものであ

る。 

③監視 ルールやガイダンスが事業者に遵守されているかどう

かを監視し，様々な証拠収集を行う。 

④エンフォースメント 事業停止措置や罰則等を科すことがある。 

 
4 Guidance for firms on the fair treatment of vulnerable customers 

5 2000 年金融サービス・市場法（Financial Services and Markets Act 2000） 
6 2015 年消費者権利法（Consumer Rights Act 2015）。不公正な契約条項の規制などを規定している。 
7 2008 年不公正取引からの消費者保護規則（ＣＰＲｓ，The Consumer Protection from Unfair Trading 

Regulations 2008）。誤認惹起的取引行為や攻撃的取引行為を規制している。 
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イ ＦＣＡの目標 

・ＦＣＡの目標は，①消費者の保護，②市場の完全性の促進，③競争の促進の3つで

ある。①の消費者の保護という点では，事業者は消費者の利益を遵守し，さらには

公正に取り扱わなければならない。ＦＣＡにとって，特にぜい弱な顧客を取り扱う

ことが最優先の項目となっており，本ガイダンスの公開に至った。 

(2) 本ガイダンスの目的 

・本ガイダンスの目的の第一は，ぜい弱な消費者に対する公正な取扱いをビジネスモ

デルに取り入れることである。製造・生産からビジネスモデル全体についてこれを

浸透させ，ぜい弱な消費者に対する不公正な取扱いを減少させることを目的とする。 

・目的の第二は，事業者が顧客のぜい弱性を理解することである。本ガイダンスによ

って，事業者に自らの企業活動がどのような影響を持つかを理解してもらうことも

目的である。事業者は，消費者の特別なニーズを把握した上で，特別なニーズに対

応する能力を身に付ける必要がある。 

・目的の第三は，ぜい弱な消費者が他の顧客と同様の取扱いと結果を得ることである。

ぜい弱な状況にある消費者が他の顧客と同様に公正な取扱いと結果を得られるよう

にすることも目的である。これが，非常に重要である。 

(3) ぜい弱な消費者とは何か 

・以下の表は，ぜい弱な消費者，ぜい弱な顧客を定義している。いかなる場合でも，

いかなる者であっても，全ての者がぜい弱性を有し得る。表は，どのような理由で，

どのような状況で，どのような事態が生じ得るのかを把握した上で，それぞれに対

する対応を示すものである。 

＜ＦＣＡ提供資料からの抜粋（翻訳）＞ 

「ぜい弱な消費者」とは，個人的な状況のために，特に影響を受けやすい人の

ことである。特に，企業が適切なレベルの注意を払って行動していない場合

は，損害が発生する。 

健康 生活上の出来事 
回復力 

（レジリエンス） 
能力 

身体障害 退職 

不十分な（支出が

収入を上回る）又

は不安定な収入 

財務事項の管理に

ついて知識や信頼

が少ない 

重度又は長期の

病気 
遺族  債務超過  

リテラシー又は計

算能力の低さ 

聴覚又は視覚障

害 
インカムショック 低貯蓄  低英語力 

メンタルヘルス

不調 
人間関係の崩壊  

感情的な回復力が

低い  

デジタルスキルが

乏しい，又は存在

しない 

中毒 
家庭内暴力（経済

的虐待を含む） 
 学習困難 

精神的能力が低

いか，認識機能

障害 

介護の責任  

ヘルプ・サポート

へのアクセスがな

い，又はアクセス

が少ない 
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人々の金融サービ

スの経験に影響を

与えるその他の状

況例：移民，有罪

判決 

  

ア 障害者権利条約との関係 

・障害者権利条約に相当する国内法があり，これにより平等性を確保しようとしてい

る。上記の表にも障がいの有無に関する項目がある。一例を示すと，平等法8につ

いてはＦＣＡにエンフォースメントの権限はない。しかし，ＦＣＡは企業に遵守を

促しており，ガイダンスにも同様の項目を入れ，障がいを持つ者に対する合理的で

平等な取扱いを求めている。 

イ 公正で一貫性のある取扱いの確保 

・本ガイダンスは通過点であり，終点ではない。企業は，弱者である顧客の公正な取

扱いをビジネスに完全に組み込んで一貫して行動する必要があり，本ガイダンスは

そのための方法を示している。 

・ＦＣＡは，弱者を含む全ての顧客に対して公正な対応を行うよう求め，企業を評価

し，課題を提起する。また，ガイダンスのコンセプトを組織の文化やプロセスに組

み込む作業を組織全体で行う（例：承認，監督，方針）。そして，ガイダンスを利

用して，企業が「原則」に違反した場合には，その責任を追及する。 

ウ 本ガイダンスの実施状況の監視（モニタリング） 

・ＦＣＡが本ガイダンスを取りまとめる際には，事業者側・消費者側の幅広い意見を

聞いて，その広い支持を受けた。公開後も一般的に良い状態で受け入れられている。 

・ＦＣＡが本ガイダンスを公表した2021年2月以降も利害関係者との連携を継続して

いる。監視を続けながら，ぜい弱な消費者と一般の顧客との取扱いの違いがどのよ

うに埋められているかということに注視している。 

・今後目指しているのは本ガイダンスの効果を評価することであり，2023年と2024年

に実施して，更に見直しをする予定である。 

(4) 2021年5月に発表した諮問書 

・ＦＣＡは2021年5月に「A new Consumer Duty」（直訳：新しい消費者義務）という

諮問書を発表した。 

・ＦＣＡは高い水準の消費者保護の実現を目指している。事業者において，消費者が

どのようなニーズを持っているかをどのように把握しているのか，そのために事業

者がとった行動が有効であったのかという点を，ＦＣＡが評価することを目指して

いる。 

・諮問書に対してはパブリックコメントで様々な意見が寄せられており，新たな原則，

ルール，ガイダンスの公表を検討している。 

・目標達成の上で最も重要な事項は，①コミュニケーション，②製品とサービス，③

カスタマーサービス，④価格と価値の4項目である。これらが最も実現が困難なこ

とだからである。 

・①コミュニケーションにおいては，事業者が消費者に提供する情報は，公正で，明

 
8 2010 年平等法（Equality Act 2010） 
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確で，かつ誤認惹起的でないことが確保されていなければならない。現状では，事

業者が複雑な商品を提供しているため，十分に理解可能な情報提供が困難になって

いるのが課題である。 

・②の製品とサービスについては，適切でない人に対してそれらが提供されるケース

が問題である。事業者は，自らが提供する商品・サービスが誰のニーズに向けられ

たものなのか，提供された消費者にとって適したものなのか，必要な人に届けられ

ているのかを確認する必要がある。 

・③の顧客サービスについては，事業者が消費者に提供するサービスについて，代金

の支払後に実際にその商品やサービスを利用できなかったなどという問題が生じて

いる。ＦＣＡが重視しているのは，購入した消費者が期待したものを受け取ること

ができることであり，事業者がこれを阻害してはならないということである。 

・④の価格と価値については，商品やサービスに相応の価値があり，消費者が支払っ

た価格に対して受ける利益が不相当ではないことが必要である。ここで生じている

問題は，特定の商品やサービスを購入した消費者に対して付加的な負担が掛けられ

ていることや，忠実な顧客であればあるほど支払うべき価格が高額になり，結局は，

商品やサービスを変えた方が得になるということである。 

５ 分析 

⑴ 金融監督機関であるＦＣＡが消費者保護を「最優先の項目」としていること 

今回のヒアリングで調査の対象とした本ガイダンスは，金融サービス業全体に対し，

ぜい弱な顧客の公正な取り扱いに関する指針を定めたものである。 

ＦＣＡによる規制の対象となる企業は，銀行，保険会社，投資会社等，イギリスの

全ての金融機関・金融サービス業者であるが，対銀行，対保険会社という形で個別に

指針を定めるのではなく，すべての金融機関等に対する指針を示している点で，本ガ

イダンスは特徴的であるといえる。 

また，ＦＣＡは消費者政策を担当する機関ではなく金融業に対する監督機関である

が，消費者保護を重要な目標の一つに掲げ，かつ，ぜい弱な顧客の公正な取り扱いを

「最優先項目」として位置付けて，本ガイダンスを公開している。そして，全ての金

融業者に対してぜい弱な消費者とはどういう状況にある人たちであるのか，どういう

損害を受ける可能性があるのかを理解するよう求め，また，ぜい弱な消費者の公正な

扱いをビジネスモデル，文化，ポリシー，およびプロセスに組み込むことを求め，ぜ

い弱な消費者が他の顧客と同じ公正な待遇と結果を受けられるようにすることを目指

している。 

ＦＣＡが金融市場の健全性を確保していくうえで消費者保護を重要視しており，特

に，ぜい弱な状況にある消費者を保護することを「最優先項目」として，全ての金融

事業者に対して対応を求めていることは注目される。 

⑵ ＦＣＡは企業がぜい弱な消費者を理解して適切な行動をとることを求めていること 

本ガイダンスにおいて，ＦＣＡは，企業に対してぜい弱な消費者に対する公正な取

り扱いを求めている。ここにおけるぜい弱な消費者とは，「高齢者」，「障がい者」，

「若年者」といったカテゴリーで把握されているものではなく，「いかなる場合でも，

いかなる者であっても，全ての者がぜい弱性を有し得る。」という見解が示されてい

る。 
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前記の表で示されている通り，ぜい弱な消費者とは，健康上の理由や，生活上の出

来事，不利益な状況からの回復力の不足，知識やスキル，環境を含めた能力の不足等，

「個人的な状況のために特に影響を受けやすい人のことである」とされ，「特に，企

業が適切なレベルの注意を払って行動していない場合は，損害が発生する。」とされ

ている。 

すなわち，「ぜい弱な消費者」とは「ぜい弱な状態にある消費者」であると捉えら

れており，本ガイダンスでは，どういう状況にある人がぜい弱な状態になり，企業が

注意を払わなければ損害を発生させてしまうことになるのかを企業に理解させ，適切

な行動をとるよう求めているということができる。 

これは，「高齢者」，「障がい者」，「若年者」といった特定のカテゴリーに属する人

に対しては特定の商品を売ってはいけないとか，売り方に注意しなければならないと

いうような対応を求めるのではなく，顧客のカテゴリー的属性のみにとらわれること

なく，顧客の状況に配慮したうえで適切な注意を払い，損害を生じさせないよう求め

るものである。 

⑶ 消費者のぜい弱性に関するＦＣＡの理解 

イギリスにおいても，「高齢者」，「障がい者」，「若年者」というカテゴリーに属す

る人が，ぜい弱な状況にあって金融取引において損害を被るケースは少なくないと思

われる。 

しかし，ぜい弱な状況にあって損害を被る可能性があるのはこれらのカテゴリーに

属する人たちだけではなく，年齢や障がいはぜい弱性を基礎づける要素に過ぎないと

考えられる。ＦＣＡも，特定のカテゴリーに属する人をぜい弱な消費者と位置付ける

ようなアプローチをとっておらず，誰もがぜい弱性を有し得るという理解に立って，

本ガイダンスを作成している。 

このような，消費者のぜい弱性に関するＦＣＡの理解は，今回の海外調査でヒアリ

ングを行ったエクセター大学の研究者の認識と基本的に一致するものであり，イギリ

スにおいては主流の考え方になっているものと推測される。 

高齢者や障がい者が被害に遭いやすい傾向があるとしても，これらの属性に注目し

て特別に保護する政策をとることは，そのカテゴリーに属する人の保護に資する反面，

能力が不十分であるとか弱者であるという烙印押しにもつながりかねない。また，そ

のカテゴリーに属さない消費者がぜい弱性を有していても特別な保護の対象とならな

くなるという不都合も生じることになる。 

したがって，本ガイダンスで示されているぜい弱性に関する理解とこれに対する対

応は，保護が必要な人（ぜい弱な状況にある消費者）に対して適切な保護を行うため

には，有益なアプローチであるといえる。 

⑷ ガイダンスとエンフォースメント（執行） 

ガイダンスの拘束力において，ＦＣＡはウェブサイトにおいて，「ガイダンスは，

ＦＣＡの規則が適用される人々を拘束するものではありません。」としており，本ガ

イダンスに違反したとしても直ちに執行の対象となるものではないと考えられる 

もっとも，今回のヒアリングにおいて，ＦＣＡは「ガイダンスを利用して，企業が

『原則』に違反した場合には，その責任を追及する。」としており，本ガイダンスは

単なる努力目標や倫理規定ではなく，執行にも利用されるものである。すなわち，本
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ガイダンスは，企業が原則に反したか否かをＦＣＡが判断する際に重要な基準として

用いられるものと考えられる。 

なお，本ガイダンスは2021年2月に公開されたばかりであり，ヒアリングを行った

同年6月時点では本ガイダンスを利用した執行状況は確認できなかった。今後，ＦＣ

Ａが本ガイダンスに基づく監督を進め，執行にも反映されることにより，ぜい弱な消

費者に対する保護が一層進むことが期待される。 

⑸ 我が国の政策への導入が求められること 

我が国においては，金融サービスに関する監督官庁である金融庁が金融事業者に対

して「顧客本位の業務運営に関する原則」を示すなど，顧客の保護に関する様々な施

策が行われている。また，損害を被るケースが少なくない高齢者との取引に関して，

業種ごとにガイドラインを作成するなどの施策も行われている。 

確かに，被害が発生する傾向が高い高齢者等のカテゴリーに注目して，実際に被害

が発生している業種や商品に着目したうえで規制を行うことは，現に発生している被

害を抑止していくうえでは効果が期待できる。 

しかし，誰もがぜい弱性を有し得るという前提で，金融事業者に対して対応を求め

るというアプローチは，我が国においてはまだ導入されていないものと見受けられる。 

ＦＣＡが本ガイダンスで示したような，金融サービス業全体に対し，顧客のカテゴ

リー的属性を絞ることなく，「ぜい弱な状況にある消費者」がどういう人たちである

のかを企業に理解させ，損害を発生させないために適切な対応を求めるというアプロ

ーチは，我が国においても有効であると思われる。 

また，このアプローチは，被害が多発している高齢者との取引に関して規制を行う

ことなどと矛盾するものではない。被害に遭った高齢者が，高齢であるということ以

外に具体的にどのような要因でぜい弱な状況になり，被害に遭ったのかを分析して理

解することで，年齢以外の要因も抽出することができれば，高齢者以外のぜい弱な状

況にある顧客の保護に応用することができる。そうすると，金融庁が示している「顧

客本位の業務運営」というものにも合致するので，積極的に導入することが求められ

る。 
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第３ イギリス取引基準協会（Chartered Trading Standards Institute：ＣＴＳＩ） 

１ ヒアリング調査の対象 

本調査においては，Teamsを用いて，イギリスの関係機関の職員等からヒアリン

グを行った。ヒアリングの対象は以下のとおりである。 

【対象】イギリス取引基準協会（ＣＴＳＩ） 

応対者 Andy Allen 氏 サービスディレクター（品質管理） 

 国際消費者センターに所属し，越境取引に関する消費者部門に

所属経験があり，ぜい弱な消費者の保護に関する研究も行って

いる。ＡＤＲの研究チームにも所属している。 

２ 調査の趣旨 

ＣＴＳＩは，イギリスの各自治体の有する取引基準局で活動する人材の支援，教

育を行っているほか，事業者に対する研修，取引基準の普及，消費者保護・啓発に

関する活動を行っている非営利団体である。そのため，ＣＴＳＩは消費者にとって

身近な存在であると言えることから，イギリスにおける消費者に関する各種施策の

内容について聴取することとした。 

３ 調査日時 

2021年6月14日（月）午後6時30分～午後7時55分 

４ 調査内容 

(1) ぜい弱な消費者概念のアプローチの変化 

・1990年代において，ぜい弱な消費者として想定されていたのは高齢者であった。

しかし，その後，アプローチの変化があり，ぜい弱性の概念を広く捉えるよう

になった。高齢者だけでなく，特定の状況において，誰もがぜい弱になり得る

ことが判明した。 

・もっとも，ぜい弱性を認定することは困難であり，ぜい弱性が認められるのは

高齢者や若者といったカテゴリー的属性によるという考え方はいまだ根強い。 

(2) 消費者に対する支援 

・従来は地方公共団体が個々に消費者に対する助言を行っていたが，地方によっ

て財源が異なるという問題があったことから，2004年に全国消費者助言ライン

が設置され，全国規模で消費者に対する電話やメールでの助言を行うことがで

きるようになった。具体的には，消費者の相談を受け付け，消費者の権利や事

業者の行為の適切性等について助言を行うものである。地方公共団体による助

言は二次的な機能を果たしているが，事業者が訪問してきた際に緊急に対応す

るチームも用意されている。 

・2012年には全国消費者助言ラインが市民助言サービスとして整理され，相談の

対象が拡充され，債務超過や労働，社会福祉に関する相談も対象となった。 

・また，全国取引基準局委員会（National Trading Standards Board：ＮＴＳ

Ｂ）が創設され，地方レベルの取引基準局の調整を行っている。 

・さらに，従来のぜい弱な消費者に対する地方レベルの支援に代わって，全国詐

欺的行為バスターズチームが創設された。 

(3) 「訪問販売お断り区域」（No Cold Calling Zones）9について 

 
9 訪問販売が頻繁に繰り返される通りなどをノー・コールド・コーリング・ゾーンとして指定すると，指定さ
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・これについては，自宅にいる消費者がターゲットにされている場合について，

かなり成功しているといえる。導入するか否かの判断は住民に委ねられており，

任意である。 

(4) 「訪問販売お断りステッカー」(No cold-callers sticker)について 

・消費者が拒絶した場合に勧誘を行うことが禁止され，不公正取引行為指令（Ｕ

ＣＰＤ）10及び不公正な取引からの消費者保護規則（ＣＰＲｓ）11に法的根拠が

あり，違反行為については法律上犯罪として扱われる（ＣＰＲｓが立っている

立場）。ステッカーを貼り付けることで事業者の悪質性を推認させている。 

・取引基準局が利用を促進していることもあり，利用が広がっている。消費者に

おける知名度も上がっており，消費者が求めている。ステッカーには取引基準

局の電話番号も記載してあり，法執行が行われることが明示されていることで，

単なるお願いを超えた効果がある。 

・ゾーンやステッカーに関する統計資料はないが，よく使われているスキームで

ある。現に訪問販売に関する犯罪は減っている。訪問販売に関する苦情は全体

の8％程度。 

(5) 「隣人見守りスキーム」（Nominated Neighbour Scheme）12について 

・ゾーンやステッカーと比較して，あまり知られていない。非常に効果的である

が，限定的な範囲でしか利用されていない。 

・高齢の消費者や学習障害がある者等，ぜい弱性のかなり高い者についてはマッ

チングする。 

(6) 「消費者行動規範認証スキーム」（Consumer Codes Approval Scheme：ＣＣ

ＡＳ）について 

・事業者が認可を受けないと登録できないもので，事業者が登録するための基準

を定めている。領域によっては独自のメンバーシップのスキームを持っている

こともある。事業者の間では非常に人気があり，登録することがブランドにな

っている。 

・トラストマークスキームのほか，チェックアトレード（Checkatrade）や消費

者団体ウィッチ（Which?）の事業者認可スキーム等がある。これらの基準は

個々に異なっている。 

・トラストマークスキームは，これに参加したい事業者がその団体に自身の行動

基準を見てもらい，認可してもらい，構成員となる。ウィッチ（Which?）は，

登録している事業者が基準に合わせていく。 

・「自信を持って購入する」スキーム，適正事業者登録制度（トレーダーレジス

ター）等は地方政府の取引基準局によって提供されるものである。「自信を持

って購入する」スキームは全国レベルであらゆる事業者が参加できるものであ

 
れた区域内においてコールド・コーリング（業者が事前の予告なしに，家を訪問し，サービスや商品を売

りつけること（訪問販売））が禁止されるもの。 
10 ＥＵ不公正取引行為指令（Unfair Commercial Practices Directive 2005 2005/29/EU：ＵＣＰＤ） 
11 前掲注 7・2008 年不公正取引からの消費者保護規則参照。 
12 信頼できる近隣住人を予め指定して「隣人見守りカード」に記入しておき，訪問販売を受けた際に，

カードを提示して，まずは当該隣人のもとに行くように指示することによって不招請の訪問販売に備

えておくもの。 
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る。登録された適正事業者を検索するための専用ページ13もある。 

・認可スキームについては，分野によってかなりの事業者が参加しているが，費

用がかかり，また，遵守のためのコンプライアンスのコストがかかる。これが

消費者に転嫁されるという問題がある。 

(7) 実効性確保（エンフォースメント）について 

・取引基準局が重要な役割を果たしている。侵害判定レベル1では，違反事業者

について，事業者が自主行動基準を満たしていると言ったにもかかわらず実際

にはそうではなかった場合について，取引基準局が訴追をする。よく見られる

ものであり，容易であるが，消費者が通報しないと機能しない。 

・また，事業者が自主行動基準に違反したと分かった場合，取引基準局がエンフ

ォースメントするが，消費者からの通告があった場合，これらの自主行動基準

は消費者立法を取り込んでいるので，その消費者法違反についても訴追をする

ことになる。 

・ＡＤＲについて定めることは義務ではないが，事業者が特定の事業者団体に所

属し，当該団体においてＡＤＲが定められていれば法律上も義務が生じる。 

・自主行動基準に一旦署名すると，遵守しないと法令に定められた遵守事項違反

であるとして，訴追を受け，また，誤認惹起として扱われる。 

５ 分析 

⑴ 「ぜい弱な消費者」概念について 

ＣＴＳＩにおいては，高齢者というカテゴライズされた概念を，次第に広く捉

えるようになり，誰もがぜい弱になり得るものとアプローチを変化させている。 

もっとも，従来の，高齢者や若者を「ぜい弱な消費者」とする，カテゴライズ

された概念も根強いようであるが，研究者やＦＣＡと同様，ＣＴＳＩにおいても

アプローチを変化させていることから，こうした理解の変化は，イギリスにおい

て浸透しつつあるようである。 

⑵ 訪問販売お断りステッカーについて 

ＣＴＳＩのヒアリングによれば，ＣＰＲｓにおいて訪問販売お断りステッカー

に法的効果の根拠が認められているということである14。このＣＰＲｓは，ＥＵ

の不公正取引行為指令を国内法化するものである。ＣＰＲｓは，不公正な取引行

為を禁止し（３条(１)項），付表１に掲げられた行為を不公正な取引行為と定め

ている（同条(４)項(d)）。そして，付表１では「消費者からの退去又は再訪問

の拒否の要請を無視して消費者の自宅を訪問すること」が掲げられている（２５

号）。訪問販売お断りステッカーを無視した勧誘が，当該規定に該当する不公正

な取引行為になると解釈している。こうした解釈が，地方レベルで訪問販売お断

りステッカーを配布する動機付けとなり，配布の取組を支えているものと考えら

れる。 

日本では訪問販売お断りステッカーについて法律上の効果までは認められてい

ない。消費者庁は訪問販売お断りステッカーについて，意思表示の対象や内容が

 
13 適正事業者登録制度（Trader Register）https://www.traderregister.org.uk/ 

14 ＣＰＲｓ付表 1 
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不明瞭であるとするが，規定の文言の相違などがあるとしても，イギリスでは拒

絶対象の内容に若干の相違はあるものの，消費者庁のような理解をしていない点

が注目される。 

訪問販売の場合，消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差

に加え，飛び込み訪問という勧誘の不意打ち性が認められることにより，こうし

た格差が増幅される。判断力が不十分な状況にある消費者の場合には，その格差

はさらに増幅される。その結果，高齢者，特に判断力が不十分な状況にある高齢

者にあっては，訪問販売によるトラブルの割合が非常に高いものとなっている。

この点を踏まえるならば，日本においても，積極的に訪問販売お断りステッカー

に法律上の効果を認めて，その利用を促すべきであろう。また，そのために従来

の消費者庁の解釈は見直しが必要なのではないか。 

⑶ ノー・コールド・コーリング・ゾーン及び隣人見守りスキームについて 

これらは，地域での取組や近隣との連携によって消費者被害を防止するための

仕組みである。ノー・コールド・コーリング・ゾーンは，地域全体で不招請勧誘

による被害を防止しようとする制度であり，消費者被害の予防に備える姿勢が地

域で醸成されていくというものである。隣人見守りスキームは，ぜい弱な消費者

を取引から単純に遠ざけるのではく，取引を行うことは否定せず，近隣との関係

を利用して，被害を予防しようとするものである。このような取組は，不招請勧

誘への対応という観点では，訪問販売お断りステッカーの貼付という個人的な対

応に加えて，地域とのつながりを意識した「＋α」の取り組みという点で注目に

値する。 

同時に，見守りネットワークという側面からみても，これらの取組は，見守り

活動によって，早期の相談による被害予防・被害救済を行うことの枠を超えた，

積極的な「＋α」の取り組みとして注目に値しよう。 

日本においては，消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会の設置や消

費生活協力団体・協力員への委嘱等により，地域における見守りネットワークの

構築に向けた取り組みが進められている（消費者庁「地方消費者行政強化作戦２

０２０」）。もっとも，地域全体による取り組みによって消費者被害を予防して

いこうというゾーン設定の取り組みや，具体的な人と人のつながりにより消費者

被害を防止していこうという隣人見守りスキームは，見守り活動からさらに一歩

踏み込んだ取り組みである。日本はイギリスよりも高齢化の進行が顕著であるこ

と等を踏まえると，日本における今後の取り組みにおいて，イギリスの取組は非

常に参考になろう。 

⑷ 消費者行動規範認証スキームについて 

消費者行動規範認証スキームは，事業者と取引のある消費者一般に対して意義

のある制度であって，必ずしもぜい弱な消費者を対象とした制度ではない。もっ

とも，不公正な取引行為により，ぜい弱な消費者は一般的な消費者よりも，より

深刻な被害を受けることが多い。それゆえ，取引の公正を確保することはぜい弱

な消費者にとって大きな利益となる。自主行動基準の認証制度が社会的に広く利

用されることにより，取引の公正が確保されることは，一般消費者以上に，ぜい

弱な状況にある消費者の利益につながるものである。このような意味で，事業者

19



 

 

が認証スキームに参加し，コンプライアンスが遵守され，消費者一般の取引の公

正が広く図られることによって，必然的に，消費者一般に含有されるぜい弱な消

費者の保護も図られることにつながる。 

イギリスでは，トラストマークスキーム，認可スキーム，事業者登録制度など

が積極的に活用されている。日本においても，景品表示法に基づく公正競争規約

（同法３１条）や業界団体による登録制度なども存在するが，社会的な認知度も

必ずしも高くない。イギリスに比べて，積極的に利用されているとはいいがたい。

取引の公正を確保するためには，法的規制が重要ではあるが，事業者自身による

自主的な努力も重要である（消費者基本法５条１項１号）。これらの制度を積極

的に活用できるか，そのためにはどのような取組が必要なのかを検討し，模索す

ることが，日本における今後の課題であろう。 

注目したい点は，ＣＰＲｓ（およびＥＵの不公正取引行為指令）が，自主行動

基準を法的規制に取り込んでいる点である。すなわち，自主行動基準は事業者の

自主ルールであるところ，ＣＰＲｓは，事業者が自主規制（自主行動基準）に拘

束されることを取引行為において示していた場合には15，その基準に違反するこ

とは，ＣＰＲｓが禁止する不公正な取引行為と扱っている（５条（３）項

（ｂ））。これにより，自主行動基準そのものの意義が高まり，より強い規範と

しての効力を持つこととなっている。 

⑸ 地方における法執行について 

最後に，ＣＴＳＩのヒアリングによれば，イギリスでは法執行において，取引

基準局が重要な権限をもち，実際にその役割を果たしているようであった。 

ＣＰＲｓは，地方行政機関に執行権限を認めるが，同規則は，広く事業者の不

公正な取引行為を規制しているだけに，地方の権限も非常に幅のあるものとなっ

ている16。日常的に，消費者に身近な存在として消費者被害の実態を把握し得る

立場にある機関が法執行を行うことによって被害の実態把握及び迅速な執行が期

待でき，そのことが，消費者被害の予防，救済に資するものと思われる。 

もっとも，法執行については，単に権限を付与するだけでは，その権限を十分

に果たすことはできない。特に，権限行使に必要な予算の確保も不可欠である。

イギリスにおける地方消費者行政における予算の確保の仕組みなども，今後の参

考になる点があるのではないかと感じられた。 

  

 
15 単なる目標を示した規定に留まるものは含まない。 
16 地方行政機関には，ＣＰＲｓ以外にも，2015 年消費者権利法（Consumer Rights Act 

2015）等による執行権限も認められている。 
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第４ 参考資料 

１ 参考法令 

(1) イギリス法 

① 2000年金融サービス・市場法（Financial Services and Markets Act 2000） 

＜https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents＞ 

1986年の金融サービス法に代わる金融サービス分野を規制する法律として，2000

年に制定された。金融サービス機構（Financial Services Authority：ＦＳＡ）を

公的な規制機関であると位置付け，一元的な規制を行っていた。2012年の金融サー

ビス法等により大幅な修正を受けている。 

  ② 2012年金融サービス法（Financial Services Act 2012） 

      ＜https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/contents＞ 

ＦＳＡに代えて，金融行動監視機構（Financial Conduct Authority：ＦＣＡ），

健全性監督機構（Prudential Regulatory Authority：ＰＲＡ）及び金融政策委員

会（Financial Policy Committee：ＦＰＣ）を監督機関に位置付けた。ＦＣＡは，

2013年4月から，預金・保険等以外の認可・監督を行うとともに，預金・保険等の

会社の業務も監督している。 

③ 2015年消費者権利法（Consumer Rights Act 2015）17 

＜https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted＞ 

既存の消費者保護法を統合する形で2015年に制定された法律。商品・サービス及

びデジタルコンテンツの販売・提供に関する規律と不公正な契約条項の規制，消費

者ＡＤＲに関する規定などを内容とする。 

④ 2008年不公正取引からの消費者保護規則(The Consumer Protection from Unfair

 Trading Regulations 2008：ＣＰＲs）18 

＜https://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/contents/made＞ 

ＥＵの不公正取引行為指令を国内法化するための立法で，誤認惹起取引行為や攻

撃的取引行為を広く禁止する。ＥＵの指令その内容は基本的にはＥＵ指令と同様で

あるが，包括的な禁止規定に罰則を持つなどの特色がある。2014年の改正で，民事

効（解除，代金減額，損害賠償）の規定を導入している。 

⑤ 2010年平等法（Equality Act 2010）19 

＜https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents＞ 

イギリスにおける差別禁止法の中心的な法律であり，年齢，障がい，性適合，婚

姻・市民パートナーシップ（同性婚），人種，宗教・信条，性別，性的指向を理由

とする差別について，直接差別（障がい者に対し直接不利益な取扱いをする場合），

間接差別（障がい者に対し差別的な規定，基準又は慣行を適用する場合），障がい

に起因する差別（障がいに対する均衡の取れた扱いであることを証明できない場

合），合理的調整（Reasonable adjustment）の義務を果たさないことによる差別等

 
17 菅富美枝「2015 年イギリス消費者権利法の新体制(1)(2)」消費者法ニュース 106 号 202 頁，同 107 号 251

頁（2016 年）参照。 
18 鹿野菜穂子「イギリスにおける広告規制―広告規制の変遷とＥＣ不公正取引方法指令の概要―」現代消費

者法 6 号 51 頁（2010 年）参照。 
19 内閣府「平成 23 年度内閣府委託報告書 障害者差別禁止制度に関する国際調査」第 4 章参照。 
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を禁止している。 

(2) ＥＵ法 

① 不公正取引行為指令（Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC：Ｕ

ＣＰＤ)20 

＜https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0029＞ 

2005年に採択された不公正な取引行為を包括的に禁止する指令。取引分野横断的

に広く不公正な取引行為（unfair commercial practices）21を禁止する。「誤認惹

起的取引行為」（Misleading commercial practices22）と迷惑行為，強制，不当な

影響力の行使といった「攻撃的取引行為」（Aggressive commercial practices）に

関して規定する。付表には，具体的に禁止される行為のリストも示されている。な

お，2019年の現代化指令により改正を受けている。 

② 消費者権利指令(Consumer Rights Directive 2011/83/EU）23 

＜https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0083＞ 

2011年に採択された指令であり，訪問販売指令（85/577/EEC），通信販売指令（9

7/7/EC）を一本化するともに，電子商取引に対する規定も設けている。情報提供義

務に関する規定や，訪問販売・通信販売における撤回権（クーリング・オフ）に関

する規定，売買契約における物品の引渡し・危険の移転に関する規定などで構成さ

れる。 

③ 消費者保護規範の実効性確保と現代化に関する指令（Enforcement and Modernis

ation Directive (EU)2019/2161，現代化指令）24 

＜https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj＞ 

不公正契約条項指令（93/13/EEC），価格表示指令（98/6/EC），不公正取引方法指

令（2005/29/EC），消費者権利指令（2011/83/EU）の既存の4つの指令を改正する指

令。四つの指令の罰則規定を整備するとともに，不公正取引行為指令において不公

正な取引行為を追加し，消費者権利指令におけるオンライン取引等に関する規律を

強化するなどの改正を内容とする。加盟国は，2021年11月28日までに国内法化を行

わねばならないとされている。 

２ 参考文献 

(1) 菅富美枝『新消費者法研究―脆弱な消費者を包摂する法制度と執行体制』（成文堂，

2018年） 

 
20 翻訳として，中田邦博＝カライスコス・アントニオス「ヨーロッパ私法の現代化と日本私法 2005 年 5 月

11 日の域内市場における事業者の消費者に対する不公正取引方法に関する欧州議会及び理事会指令

(2005/29/EC)」龍谷大学社会科学研究年報 47号 195 頁（2016 年）がある。 
21 この不公正な取引行為には，広告・勧誘時の行為だけではなく，取引中の行為など取引の全過程における

行為も含まれる。 
22 積極的に誤った状況をもたらす「誤認惹起作為」と情報提供を怠る「誤認惹起不作為」の双方が含まれ

る。 
23 翻訳として，寺川永＝馬場圭太＝原田昌和「2011 年 10 月 25 日の消費者の権利に関する欧州議会及び理事

会指令」関西大学法学論集 62巻 3 号 1208 頁（2012 年）がある。 
24 現代化指令について，主として不公正取引行為指令に焦点を当ててその内容を紹介するものとして，中田

邦博＝カライスコス・アントニオス＝古谷貴之「ＥＵにおける現代化指令の意義と不公正取引方法指令の

改正(1)(2)」龍谷法学 53巻 2号 209 頁，同 3 号 1037 頁（2020 年）がある。現代化指令による改正後の不

公正取引行為指令の翻訳も掲載されている。 
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(2) カライスコス・アントニオス『不公正な取引方法と私法理論：ＥＵ法との比較法的

考察』（法律文化社，2020年） 

(3) 鹿野菜穂子「イギリスにおける広告規制―広告規制の変遷とＥＣ不公正取引方法指

令の概要―」現代消費者法6号51頁（2010年） 

(4) 菅富美枝「2015年イギリス消費者権利法の新体制(1)(2)」消費者法ニュース106号2

02頁，同107号251頁（2016年） 

(5) ライヒ・ノルベルト（角田美穂子訳）「ＥＵ法における『脆弱な消費者』について」

一橋法学15巻2号469頁（2016年） 

(6) 菅富美枝「『脆弱な消費者』と包摂の法理（上）（下）―イギリス法，ＥＵ法から

の示唆―」現代消費者法33号47頁（2016年），同35号56頁（2017年） 

(7) 松本恒雄「『脆弱な消費者』概念と消費者政策」国民生活研究58巻2号1頁（2018年） 

(8) 菅富美枝「『脆弱な消費者』を包摂する法・社会制度と執行体制―イギリス法から

の示唆」国民生活研究58巻2号12頁（2018年） 

(9) 欧州委員会（European Commission）「欧州連合の主要市場における消費者の脆弱

性（最終報告）」（Consumer vulnerability across key markets in the European 

Union （Final report））（2016年） 
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Claim

INFORMATION OBLIGATIONS
(e.g. total amount of credit & borrowing rate)

balance of power fair competition

TRANSPARENCY 

CONSUMER VULNERABILITY
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Research questions

• What is a transparent disclosure online?
• Is the transparency assessed

consistently? What are its requirements?

• Should transparency requirements vary
e.g. due to consumers’ characteristics/
vulnerability?

•
•

•
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Accounting for vulnerability

Are not all consumers vulnerable to 
disclosures?
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Research project

• ‘The ABC of Online Disclosure Duties: Towards a More Uniform Assessment
of the Transparency of Consumer Information in Europe’ (Open Research Area
project, Nr NWO 464-15-192)

• Prof A.J. Wulf, Prof M.B.M. Loos, Dr Ognyan Seizov, M. Junuzović

• ABC

Nr NWO 464-15-192

• A.J.Wulf M.B.M.Loos Ognyan Seizov M.Junuzović
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Research project

• methodology:
– assumption: online provision of information should be transparent (UCTD, CRD,

CCD)
– RQ: What is/should be/could be transparent provision of information?
– interdisciplinary literature review

• O. Seizov, A.J. Wulf & J. Luzak, ‘The Transparent Trap: A Multidisciplinary Perspective on the Design of
Transparent Online Disclosures in the EU’ (2019) 42 Journal of Consumer Policy 149-173

– comparative legal research (Croatia, England, Germany)
• M. Junuzović, ‘Transparency of (Pre-)Contractual Information in Consumer Credit Agreements: Is Consistency the

Missing Key’ (2018) Croatian Yearbook of European Law & Policy
• J. Luzak & M. Junuzović, ‘Blurred Lines: Between Formal and Substantive Transparency in Consumer Credit

Contracts (2019) 8 Journal of European Consumer and Market Law 97-107

– qualitative empirical research (CR, EN, DE, PL and NL)
• O. Seizov & A. Wulf, ‘Communicating Legal Information to Online Customers Transparently: A Multidisciplinary

Multistakeholderist Perspective’ (2020) Journal of International Consumer Marketing
• J Luzak, ‘Doprecyzowanie zasady transparentności w polskim prawie konsumenckim’ (2020) 1 Studia Prawa

Prywatnego.

– quantitative empirical research

• :
– (UCTD, CRD, CCD)
– RQ:
–

• O. Seizov, A.J. Wulf & J. Luzak, ‘The Transparent Trap: A Multidisciplinary Perspective on the Design of
Transparent Online Disclosures in the EU’ (2019) 42 Journal of Consumer Policy 149-173

–
• M. Junuzović, ‘Transparency of (Pre-)Contractual Information in Consumer Credit Agreements: Is

Consistency the Missing Key’ (2018) Croatian Yearbook of European Law & Policy
• J. Luzak & M. Junuzović, ‘Blurred Lines: Between Formal and Substantive Transparency in Consumer

Credit Contracts (2019) 8 Journal of European Consumer and Market Law 97-107

– (CR, EN, DE, PL and NL)
• O. Seizov & A. Wulf, ‘Communicating Legal Information to Online Customers Transparently: A

Multidisciplinary Multistakeholderist Perspective’ (2020) Journal of International Consumer Marketing
• J Luzak, ‘Doprecyzowanie zasady transparentności w polskim prawie konsumenckim’ (2020) 1 Studia Prawa

Prywatnego.

–
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Disclosure problem

• The Supplier shall Deliver the Goods to the Customer on or by the Date of Delivery.
Unless otherwise agreed in writing by the Customer, Delivery shall be on the date and to
the address specified in the Award Letter. Delivery of the Goods shall be completed once
the completion of unloading the Goods from the transporting vehicle at the Delivery
address has taken place and the Customer has signed for the Delivery.

• Any access to the Customer’s premises and any labour and equipment that may be
provided by the Customer in connection with Delivery of the Goods shall be provided
without acceptance by the Customer or the Crown of any liability in respect of any
actions, claims, costs and expenses incurred by third parties for any loss of damages to
the extent that such loss or damage is not attributable to the negligence or other wrongful
act of the Customer or its servant or agent. The Supplier shall indemnify the Customer
and the Crown in respect of any actions, suits, claims, demands, losses, charges, costs
and expenses, which the Customer or the Crown may suffer or incur as a result of or in
connection with any damage or injury (whether fatal or otherwise) occurring in the course
of Delivery or installation to the extent that any such damage or injury is attributable to
any act or omission of the Supplier or any of his sub-Suppliers. (…)

(https://www.gov.uk/government/publications/short-form-terms-and-conditions)

•

•

(…)
(https://www.gov.uk/government/publications/short-form-terms-and-conditions)
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Transparent disclosures

• Multidisciplinary literature review
– communication science

• e.g. pop-up/ mouse-over definitions of professional
terms

•
–

•
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Transparent disclosures

• Multidisciplinary literature review 
– critical linguistics

• e.g. attention to grammar and syntax

• These Terms and Conditions shall be governed by the law
applicable in the country where we have our main seat. You submit
to the exclusive jurisdiction of the courts of that country to settle any
dispute which may arise under these Terms and Conditions.

• In case of any dispute that may arise with regard to the product, the
law of the country where our company is located applies and only
the courts of that country are allowed to hear the case.

•
–

• e.g. 

•

•
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Transparent disclosures

• Multidisciplinary literature review 
– eye tracking/neuroscience

• e.g. ‘novice’ vs ‘expert’ variants of disclosure

• These Terms and Conditions shall be governed by the law
applicable in the country where we have our main seat. You submit
to the exclusive jurisdiction of the courts of that country to settle any
dispute which may arise under these Terms and Conditions.

• In case of any dispute that may arise with regard to the product, the
law of the country where our company is located applies and only
the courts of that country are allowed to hear the case.

•
–

•

•

•
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Accounting for vulnerability

What about vulnerable consumers?
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Vulnerability factors

• Age, credulity, physical or mental infirmity 
– particularly susceptible

• What would be necessary?
– identification of online consumers
– recognition of vulnerability
– adjustment of disclosure

•

–
•

–
–
–
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Identification & recognition
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Identification & recognition

Identification & recognition
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Vulnerability and disclosures

• Identification of consumers & recognition 
of vulnerability
– self-disclosures

• bias
– Big Data and algorithms

• explicit or implicit findings on consumers’ 
characteristics

• Adjustment of disclosures to 
accommodate vulnerability

•
–

•
–

•

•
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Adjustment of disclosures
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VULNERABILITY: 
A DEFINITION?

Consumer vulnerability v individual vulnerability

Individual vulnerability: difficult to define as 

•Fluid
•Constant
•Fluctuates
•Situational

Definition helps for taxonomy of solutions but risk of definition boxing 
individuals out (Brown, ‘Unboxing vulnerability’ JBL 2019, 511)

Professor Fineman’s vulnerability theory: design a framework and tools to 
help vulnerable consumers’ resilience 

•
•
•
•

Brown, ‘Unboxing vulnerability' JBL 2019, 511
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RELATIONAL
CONSUMER 
CONTRACTS: A 
NEW THEORY TO 
ACHIEVE SOCIAL 
JUSTICE?
DD R  T I M O T H Y  J  D O D S W O R T H

D R  S É V E R I N E  S A I N T I E R

J
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AIM OF THE 
PAPER
• Paper to use ‘relational contract 

theory’ as a possible conduit by 
which to provide effective 
regulation of essential services 
contracts to protect vulnerable 
consumers

• Paper contributes to the (wider) 
debate on the search for a more 
social approach to (consumer) 
contract to protect vulnerable 
consumers

•

•
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CONSUMER LAW: A BROKEN WORLD?
• Consumer law: considerable protection for consumers through (European) legislative intervention BUT

• Primary aim of legislation: to complete internal market

• Instrumentalisation of consumer law: undermines efficiency and perpetuates inequalities (leaving those in need behind): Micklitz

• Essential services contracts: more than transactional: also a social function (energy poverty, social exclusion)

• Recognition of the need to acknowledge the social nature of contract law-move towards more social rights: Services of general 
Economic Interest (water, energy, postal services, telecom) and their access protected: art 14 TFEU and art 36 Charter of Fundamental 
Rights

• Move to a more social approach not materialized

• Failure to put such rights at the core of the legislation: move from economic to social rights not happened: vulnerable not 
protected

• Artificial separation of consumers (transaction/market rights) and citizen (social rights)

• Rise of inequalities (COVID-19): vulnerability increased, need for action (even more) necessary

•

•

• :Micklitz

•

•
TFEU 14

36

•

•

•

• COVID-19
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REGULATING WITH (CONSUMER) 
CONTRACT LAW

• Need for action raised in academic circles now acknowledged widely:
• In policy and regulatory circles: BEIS – Modernising consumer markets (2018)

• Lack of proper basis for action: need for regulatory legitimacy with proper tools and clear aims 
(Social manifesto)

• Regulating (essential services) through contract: regulatory legitimacy (wider role than merely 
transactional) BUT also businesses: voluntary standards: British Standards 18477 on Identifying and 
responding to consumers in vulnerable situations

• Relational contract theory: the right tool as larger concerns of public policy and social solidarity: 
allows to start from a basis of needs of the parties (more coherent view, Willett), so greater 
coherence of protection

• One size fits all won't capture the vulnerability (need to recognize the various ‘images’ of the 
consumer (Leczykiewicz and Weatherill, The images of consumer, law in EU law Hart, 2016 ): 

• Need for flexibility in contracting: to see the ‘relation’
• To provide justice: (Riefa and Saintier, Vulnerable consumers and the law; consumer protection and access to 

justice, 2020)

•
• BEIS - Modernising consumer markets (2018)

•

•

18477 

•
Willett

•
Leczykiewicz and Weatherill, The images of consumer, law in EU law Hart, 2016 
•
• Riefa and Saintier, Vulnerable consumers and law; consumer protection and 

access to justice, 2020
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RELATIONAL CONTRACT THEORY
• Relational contract theory: lack of doctrinal impact (Tan, ‘Disrupting doctrine’ (2019) 

Legal Studies, 98-119) BUT nevertheless embraced by courts for B2B contracts

• Three elements (Collins, is relational contract a legal concept in Edelman, Degeling & 
Goudkamp (eds) Contract in commercial law, 2016, Thomson Reuters)

• Long term business relationship with pay-offs for both
• Requirement of adaptation, cooperation and evolution
• Necessity to achieve success of venture: cooperation, loyalty of commitment (a contract-centric 

approach)

• Some adaptation necessary

• Recent trends by the courts in B2B: contract-centric approach: Al Nehayan v Kent
(2019); Bates v Post Office Ltd (2020) 

• Tan, ‘Disrupting doctrine’ 
(2019) Legal Studies, 98-119)

BtoB

• 3 Collins, is relational contract a legal concept in Edelman, Degeling & 
Goudkamp (eds) Contract in commercial law, 2016, Thomson Reuters

•
•

•

•

•
Al Nehayan v Kent (2019); Bates v Post Office Ltd (2020) 
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COMMON AIM (CONTRACT-
CENTRIC APPROACH)
• Social function translates to a common aim

• Common aim is around building social structure of delivery and security of the goods and 
services.

• The social function transcends the purely transactional aspect of the contract: 
• Social aspect is what brings the relational element to the contract.

• Also in line with reasonable expectations of the parties (businesses BS18477, vulnerable consumers’ needs to be 
protected against social exclusion (financial, digital, fuel poverty) bring adaptation, cooperation etc)

• Heightened needs of the vulnerable consumer: dependency
• Risk of social exclusion

• Dependency (measured through time) and important at given time

• 'there must therefore be a wider, political aim to the supply of an essential product which can loosely be defined as the 
protection of society'.

•
•

•
•

• BS18477

•
•

•

•
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LONG TERM RELATIONSHIP

• Recent trend by the courts: Al Nehayan v Kent (2019); Bates v Post Office Ltd (2019) 
long term relationship not always a necessary element

• All essential services contract are relational from the beginning

• Al Nehayan v Kent (2019); Bates v Post Office Ltd 
(2019) long-term relationship not always a necessary element

•
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REQUIREMENT OF ADAPTATION, 
COOPERATION, EVOLUTION
• The need to adapt, cooperate and evolve arises from the vulnerability (as an 

expectation of vulnerability)

• Dependency which requires adaptation

•

•
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APPLYING 
THEORY IN 
PRACTICE: 
OBLIGATIONS

• Dependency as a consequence 
of vulnerability: obligation to overcome 
dependency (resilience, Fineman)

• Time as a factor: added obligation to check at 
time of renewing (Bisping & Dodsworth)

• Supporting to overcome the barriers to 
access the market: social tariff?

• Supporting to overcome the vulnerability to 
achieving overarching aim

• Self-interest of the supplier to be considered 
in the light of the common core: Not just to 
point out the best tariff (Riefa et al) but to 
either move to a social tariff or to adjust the 
contract to the changed circumstances

•

Fineman
•

Bisping & Dodsworth

•

•

•

Riefa et 
al
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CONCLUSION
Relational theory can provide effective 
regulation of essential services contracts to 
protect vulnerable consumers

Fulfilling social and transactional aims of 
the contractual relationship (legitimate 
expectations)

Dependency is what drives the need for 
additional obligations
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FCA Official 

Agenda 
1. Introductions 

2. Explain the challenges around vulnerability in Japan, and 
research plans  

3. Introduction to the FCA and our legal framework  

4. Who are Vulnerable Consumers? 

5. Link between our Vulnerability Guidance, our Public 
Sector Equality Duty and the UK Equalities Act  

6. Vulnerability Guidance 

7. New Consumer Duty (Duty of Care) consultation 

8. Discussion   

4 

 
1.  

2.   

3. FCA   

4.  

5. 
  

6.  

7. Duty of Care  

8.    
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Legal context 

• Primary Legislation 

• Main enabling act - Financial Services and Markets Act 2000 sets out powers 

• Broader consumer protection legislation including: 

• Consumer Rights Act (including prohibition on unfair terms in consumer contracts) 
• Consumer Protection from Unfair Trading Regulations (including prohibition on unfair, aggressive or 

misleading trading practices. 

• Secondary Legislation – Regulated Activities Order – sets out what is in 
scope 

• Authorisation: gateway controlling who can engage in regulated activities 

• Rules and guidance on how they can behave – powers under FSMA to make 
rules (binding- “must”) and guidance (interpretive – “should”). Set out in 
‘FCA Handbook’ as well as ‘non-handbook guidance’. 

• FCA Principles are the rules we made that are of fundamental importance 
and apply broadly across all regulated activities. 

• Supervision and Enforcement of rules and statute, subject to internal 
processes, and external judicial control. 

3 
  

6 

 

•  

•  - 2000 Financial Services and Markets Act 2000
 

•  

•  
•  

• - -  

•  

• FSMA -"must" -"should"
FCA  

• FCA  

•  
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FCA Official 

The regulatory context: our objectives 

• Regulated firms should  treat all consumers fairly throughout the entire  g
customer journey 

y g
, whatever the size of the firm or the nature of the  j y

activities they undertake 
• 

y
Our principles include explicit and implicit guidance on the fair treatment of  p p
customers 

• Principle 6: ‘ A firm must pay due regard to the interests of its  p p y g
customers and treat them fairly 

FCA Official 
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FCA

 

• 

 
• 

  

• 6  

FCA
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FCA Official 

Purpose of the Vulnerability Guidance 

1. Ensure firms embed the fair treatment of vulnerable  

consumers into their business models, culture, policies and  p
processes throughout the whole consumer journey. 

2. Firms should understand what harms their customers are  

likely to be vulnerable to. 

3. Consumers in vulnerable  circumstaces should receive the  

same fair treatment and outcomes as other customers. 

FCA Official 

10 
  

FCA
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FCA Official 

Who are vulnerable consumers? 

‘A vulnerable consumer is someone who, due to their personal circumstances, is especially susceptible to 

harm, particularly when a firm is not acting with appropriate levels of care . .’ 

Health Life Events Resilience Capability 

Physical disability Retirement Inadequate (outgoings  
exceed income) or erratic  
income 

Low knowledge or confidence in  
managing financial matters 

Severe or long term illness Bereavement Over indebtedness Poor literacy or numeracy skills 

Hearing or visual impairment Income shock Low savings Low English language skills 

Poor mental health Relationship breakdown  Low emotional resilience Poor or non - existent digital skills 

Addiction Domestic abuse (including economic  
control)  

Learning difficulties 

Low mental capacity or  
cognitive impairment 

Caring responsibilities No or low access to help or  
support 

Other circumstances that affect  
people’s experience of financial  
services  eg , migration, convictions 

FCA Official 

12 
 

FCA
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13 
  

FCA Official 

Link between our Vulnerability Guidance, our Public  

Sector Equality Duty and the UK Equalities Act  

• The Equality Act protects people with certain personal characteristics from  The Equality Act pro
discrimination. 

• As a public body, under the Equality Act we are subject to requirements of  As a public body, under the Equality Act we are subject to requirements of p y q y j q
the Public Sector Equality Duty (PSED). This means we must look for ways  the Public Sector Equality Duty (PSED). This means we must look for ways q y y ( )
to eliminate discrimination and advance equality of opportunity between  to elimina
people. 

• The Equality and Human Rights Commission (EHRC) is the regulator  The Equality and Human Rights Commission (EHRC) is the regul
responsible for enforcing the Equality Act 2010.  

• In the vulnerability Guidance, we highlight that there is an overlap  In the vulnerability Guidance, we highlight that there is an overlap y g g
between certain protected characteristics and characteristics of  between certain p
vulnerability,  

ain p
eg 

rotected chapp
disability. 

• We also remind firms to consider their obligations under the Equality Act.  We also remind firms to consider their obligations under the Equality Act. g q y
We are clear that our Guidance seeks similar outcomes to the duty under  We are clear that our Guidance seeks similar outcomes to the duty under 
the Equality Act to provide reasonable adjustments to disabled people.  

There are nine protected  
characteristics under the Equality  
Act:  
• Age 
• Gender reassignment 
• Being married or in a civil  

partnership 
• Being pregnant or on maternity  

leave 
• Disability 
• Race 
• Religion or belief 
• Sex 
• S exual  orientation. 

14 

 

FCA

•   

•   

• Equality and Human Rights Commission (EHRC) 2010
  

• 
  

• 

9
  

•  
•  
• 

• 
• 
•  
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•  
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15 

Ensuring fair and consistent treatment 
The Guidance is a milestone, but not an end-point. 

It will require a step change for (some) firms, focusing on what they should do to ensure the fair treatment of vulnerable 
customers is fully embedded into their business.  

Firm actions: 

 Consider how to use the Guidance to understand vulnerability, respond to vulnerable customers’ needs and to ensure 
they are treated fairly. 

 Embed the Guidance concepts in firm culture, policies and processes throughout the consumer journey (i.e. not just on 
the front line), tailored appropriately for the firm’s business model/s. 

FCA actions:  

 Assess and challenge firms to demonstrate fair treatment of all customers, inc. vulnerable.  

 Embedding work across the organisation to incorporate the guidance concepts into our own culture and processes (e.g. 
Authorisations, Supervision, Policy) 

 Use the Guidance to hold firms to account where they breach the Principles. 

16 
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Key areas of the guidance 

9 

FCA Official 

View the full version of our infographic 
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FCA Official 

Monitoring the Vulnerability Guidance  

Stakeholder  
engagement 

Consultative approach  pp
to developing the  p g

Guidance 

Stakeholder events &  
FCA communications  

Guidance sits under  
our existing Principles  g p
for Business which we  
can enforce against 

Monitoring firm  g
activity on the fair  y

treatment of  
vulnerable customers 

Supervision &  p
Enforcement 

Monitoring  g
consumer &  

firm data 

Evaluation 

Integrating  g g
Vulnerability Guidance  y

into Supervisory  p y
Approach 

Use Financial Lives  
Survey data to  y

compare outcomes for  p
consumers with and  

without characteristics  
of vulnerability 

Post - Implementation  p
Review planned for  p

2023/4 
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FCA Official FCA Official 

The new Consumer Duty 

A higher  standard of consumer protection in retail markets 

Creates an environment for consumers to make good  
decisions 

Requires firms to:  

• ask themselves what outcomes consumers should be  
able to expect from their products and services  

• act to enable rather than hinder these outcomes  

• assess the effectiveness of their actions.  

Is a package of measures  - a new principle and a suite of  p g
rules and guidance 

22 
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The new Consumer Duty structure 
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FCA Official 

Questions?  

26 
 

FCA Official 

Annex
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27 

FCA Official 

Detailed summary of Vulnerability Guidance 
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FCA Official 

www.fca.org.uk 
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不公正取引からの消費者保護規則（ＣＰＲｓ）の概要 

１．ＣＰＲｓとは 

(1) ＥＵ不公正取引行為指令（ＵＣＰＤ）の国内法化 

→イギリスの「2008年不公正取引からの消費者保護規則」（Consumer Protection 

from Unfair Trading Regulations (CPRs) 2008）は，ＥＵの不公正取引行為指

令（Unfair Consumer Practices Directive 2005/29/EC：ＵＣＰＤ）1を国内法

化するものである。 

(2) 2014年規則改正 

→ＣＰＲｓは，2014年に改正され，新たに第4Ａ章が追加され，被害を受けた消費

者が民事ルールによって救済されることができるようになっている。 

２．ＣＰＲｓの内容2 

(1) 「取引行為」（規則2条） 

 →「取引行為」は，商品に関連する取引前，取引の途中，取引の後であるかを問

わず，消費者への又は消費者による商品の販売促進，販売若しくは供給に直接

関連する，事業者によるあらゆる行為，不作為，態度，表現，又は，取引上の

通信(広告及び販売促進活動を含む)をいう。 

 →基本的にはＵＣＰＤと同様であるが，事業者が消費者から購入する取引も含む

点においてＵＣＰＤとは異なる。 

(2) 「商品」(規則2条) 

 →「商品」とは，物品，サービス，デジタル・コンテンツ，不動産，権利義務

等。 

(4) 一般規定（規則3条(1)項，(3)項） 

 →不公正取引行為の禁止（ＵＣＰＤ5条(1)項，(2)項に対応） 

 →一般規定に違反する行為も罰則の対象とされる（規則8条） 

  もっとも，「知りながら」（Knowingly）又は「意に介さずに」

 
1 ＵＣＰＤは，事業者と消費者との間の不公正な取引行為（広告・勧誘から契約終了後までの行為を

広く対象とする）について，業種・業態いかんにかかわらず横断的に禁止するものである。加盟国

は，この指令を国内法化し，執行及び罰則を導入しなければならない。 
2 公正取引庁（Office of Fair Trading：ＯＦＴ）のガイダンス「Consumer Protection from Unfair 

Trading」＜https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ 

attachment_data/file/284442/oft1008.pdf＞参照。なお，公正取引庁（ＯＦＴ）は，2014 年に競争・

市場庁（Competition and Market Authority：ＣＭＡ）に統合されている。 
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（Recklessly）に行った場合に限られる。 

(4) 基準となる3つの消費者標準（規則2条(2)項～(6)項） 

 →①「平均的消費者」 

   …適度に情報に通じており，合理的に注意深く，かつ，慎重であるという特

性を考慮（ＥＵ司法裁判所の考え方） 

  ②「取引行為の対象となった消費者集団の平均的構成員」 

   …取引行為が特定の消費者集団に向けられている場合 

  ③「ぜい弱な消費者」 

   …明確に特定できる消費者集団が，精神的若しくは身体的なぜい弱性，年齢

若しくは軽信性から，その取引行為又は基礎となる商品に対して特にぜい

弱であり，このことを事業者が合理的に予見することができ，かつ，当該

行為が当該集団のみの経済行動を実質的に歪める可能性がある場合 

(5) 誤認惹起行為 

 →誤認惹起作為（規則5条），誤認惹起不作為（規則6条） 

  …罰則（規則9条，10条） 

 →付表１・1号～23号（ＵＣＰＤの付表Ⅰに対応） 

  …罰則（規則12条） 

(6) 攻撃的取引行為（規則7条） 

  …罰則（規則11条） 

 →付表１・24号～31号（ＵＣＰＤの付表Ⅰに対応） 

  …罰則（規則12条） 

 →訪問販売に関するもの 

  …消費者が退去するよう，又は，再訪問しないように要請したにも関わらず，

消費者の自宅を訪問することは不公正な取引行為となる（付表１・25号） 

(7) 執行等 

 →調査権限（規則19条） 

  …ＣＭＡ（競争・市場庁），各地方度量衡局とＤＥＴＩＮＩ（北アイルランド

企業貿易投資省）（規則2条(1)項） 

 →差止請求（規則26条） 

   企業法の付則13・9B の追加 

 →不実証行為（不実証行為，規則27条） 

  …事業法218A条の挿入 

(8) 自主規制（自主行動基準）に関する規定 

 →自主規制が，一定の要件の下，法的規制に取り込まれる形となっている 
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  ・不公正な取引行為を助長する自主行動基準の禁止（規則4条） 

  ・以下の行為は不公正な取引行為となる 

   ①自主行動基準に拘束されると表示したにもかかわらず遵守しない（規則5条

(3)項(b)） 

   ②参加していない自主行動基準に参加していると述べる（規則付表１・1号） 

   ③公的に承認されていない自主行動基準を，承認を得たものだと述べる（規

則付表１・3号） 

３．2014年改正規則 

(1) 2014年消費者保護（改正）規則（The Consumer Protection (Amendment) 

Regulations 2014）により，ＣＰＲｓは，第4Ａ章が挿入されるなど大きく改正さ

れた。 

(2) 民事ルールの導入 

 →誤認惹起作為及び攻撃的取引行為に関し（誤認惹起不作為については対象

外），不公正な取引によって被害を受けた消費者は，救済を受けるために，以

下の３つの権利を持つこととなった3。 

  ①契約解除権（規則27Ｅ条～） 

   …契約日から90日間，商品が完全に消費された場合などは除く。 

  ②代金減額請求権（規則27Ｉ条） 

   …解除と代替関係。25％，50％，75％，100％の４つの段階 

  ③損害賠償請求権（規則27Ｊ条） 

   …解除又は減額に付加 

(3) その他の改正事項 

 →商品にデジタル・コンテンツが含まれること等を明記した（規則2条(1)項） 

  その他 

 
3 その後，ＥＵも，ＵＣＰＤに損害賠償，代金減額，解除の３つの民事効を導入することを要請する

に至っている（現代化指令(EU)2019/2161 による改正後の UCPD11ａ条）。イギリスの 2014 年改正

規則は，これに先駆けて民事効を導入したものである。 
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【仮訳】不公正取引からの消費者保護規則（抄訳） 

 この翻訳は，海外調査の内容を理解するための一助としていただくために作成した仮訳です。規則の適

用に関する法的助言を行うために作成したものではなく，翻訳の正確性・厳密性を保証するものではあり

ません。 

 なお，下線部は，2014 年改正規則による改正の対象となった部分であり，□枠で囲んだ部分は，同改正

規則による改正後の条文です。また，規則に付されている注や付表 2などの記載は省略しています。 

 

The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 

2008年不公正取引からの消費者保護規則 

Made   8th May 2008 

2008年 5月 8日 制定 

Coming into force   26th May 2008 

2008年 5月 26日 施行 

The Secretary of State, being a Minister designated for the purposes of section 2(2) of the European Communities 

Act 1972 in relation to measures relating to consumer protection and to the control of advertising, makes the 

following Regulations in exercise of the powers conferred upon him by section 2(2) of that Act; 

国務大臣は，消費者保護及び広告の規制に関する措置に関して 1972年欧州共同体法第 2条 2項の目的で指定

された大臣として，同法第 2条 2項によって与えられた権限を行使して以下の規則を制定する。 

In accordance with paragraph 2(2) of Schedule 2 to that Act, a draft of this instrument was laid before Parliament 

and approved by a resolution of each House of Parliament. 

同法付表 2第 2項(2)に従い，この規則案は国会に提出され，各議院の決議により承認された。 

 

PART 1 GENERAL 

第 1章 総則 

Citation and commencement 

引用及び施行 

1.  These Regulations may be cited as the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 and shall 

come into force on 26th May 2008. 

第 1条 この規則は，「2008年不公正取引からの消費者保護規則」として引用することができ，2008年 5月

26日に施行される。 

Interpretation 

解釈 

2.-(1) In these Regulations— 

第 2条-(1) この規則において， 

“average consumer” shall be construed in accordance with paragraphs (2) to (6); 

 「平均的消費者」は，本条(2)から(6)に従って解釈される。 

“business” includes 

  (a) a trade, craft or profession, and 

  (b) the activities of any government department or local or public authority; 

 「事業」には，以下のものが含まれる。 

  (a) 商業，手工業，職業，及び， 

  (b) 政府機関，地方自治体又は公的機関の活動。 

“CMA” means the Competition and Markets Authority; 

 「ＣＭＡ」とは，競争・市場庁をいう。 
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“code of conduct” means an agreement or set of rules (which is not imposed by legal or administrative 

requirements), which defines the behaviour of traders who undertake to be bound by it in relation to one or more 

commercial practices or business sectors; 

 「自主行動基準」とは，１つ又は複数の取引行為又は業種に関し，それに従うことを約束した事業者の行

動を規律する合意又は一連の規則（法律又は行政上の要求によって課されるものではないもの）をいう。 

“code owner” means a trader or a body responsible for— 

  (a) the formulation and revision of a code of conduct; or 

  (b)monitoring compliance with the code by those who have undertaken to be bound by it; 

 「基準責任者」とは，以下に責任を負う事業者又は団体をいう。 

  (a)自主行動基準の策定及び改訂，又は， 

  (b)自主行動基準に従うことを約束した者による自主行動基準の遵守の監視。 

“ commercial practice” means any act, omission, course of conduct, representation or commercial 

communication (including advertising and marketing) by a trader, which is directly connected with the 

promotion, sale or supply of a product to or from consumers, whether occurring before, during or after a 

commercial transaction (if any) in relation to a product; 

 「取引行為」とは，商品に関する取引の前，取引の際，又は取引の後のいずれかであるかを問わず，消費

者への又は消費者による商品の販売促進，販売若しくは供給に直接関連する，事業者によるあらゆる作為，

不作為，態度，表示，又は，取引上の通信（広告及び販売促進活動を含む）をいう。 

“consumer” means any individual who in relation to a commercial practice is acting for purposes which are 

outside his business; 

「消費者」とは，取引行為に関連して，事故の事業以外の目的で行動する個人をいう。 

“consumer” means an individual acting for purposes that are wholly or mainly outside that individual’s 

business; 

「消費者」とは，完全に又は主として自己の事業以外の目的で行動する自然人をいう 

“DETINI” means “the Department of Enterprise, Trade and Investment in Northern Ireland; 

 「ＤＥＴＩＮＩ」とは，北アイルランド企業貿易投資省をいう。 

“digital content” means data which are produced and supplied in digital form; 

 「デジタル・コンテンツ」とは，デジタル形式で作成・提供されるデータをいう。 

“enforcement authority” means the CMA, every local weights and measures authority and DETINI; 

 「執行機関」は，ＣＭＡ，各地方度量衡局及びＤＥＴＩＮＩをいう。 

“goods” includes ships, aircraft, animals, things attached to land and growing crops; 

「物品」には，船舶，航空機，動物，土地定着物及び栽培中の植物を含む。 

“goods” means any tangible moveable items, but that includes water, gas and electricity if and only if they are 

put up for sale in a limited volume or set quantity; 

 「物品」とは，有形の動産を意味し，限定された数量又は設定された量で販売される場合に限り，水

道，ガス，電気も含む。 

“invitation to purchase” means a commercial communication which indicates characteristics of the product and 

the price in a way appropriate to the means of that commercial communication and thereby enables the 

consumer to make a purchase; 

 「購入の誘引」とは，商品の特徴及び価格を取引上の通信手段に適した方法で示し，それによって消費者

が購入することができるようにする取引上の通信をいう。 

“local weights and measures authority” means a local weights and measures authority in Great Britain (within 

the meaning of section 69 of the Weights and Measures Act 1985); 
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 「地方度量衡局」とは，英国の地方度量衡局（1985年度量衡法第 69条の意味におけるもの）をいう。 

“materially distort the economic behaviour” means in relation to an average consumer, appreciably to impair 

the average consumer's ability to make an informed decision thereby causing him to take a transactional decision 

that he would not have taken otherwise; 

 「経済行動を実質的に歪める」とは，平均的消費者との関係において，情報を得た上での意思決定を行う

消費者の能力を明らかに損ない，その結果，それがなければ消費者が行わなかったであろう取引上の意思決

定を行わせることをいう。 

“premises” includes any place and any stall, vehicle, ship or aircraft; 

 「施設」には，あらゆる場所，屋台，車両，船舶，航空機が含まれる。 

“product” means any goods or service and includes immovable property, rights and obligations; 

「商品」とは，あらゆる商品又はサービスを意味し，不動産，権利義務を含む。 

“product” means— 

  (a) goods, 

  (b) a service, 

  (c) digital content, 

  (d) immoveable property, 

  (e) rights or obligations, or 

  (f) a product of the kind mentioned in paragraphs (1A) and (1B), 

but the application of this definition to Part 4A is subject to regulations 27C and 27D;. 

 「商品」とは，以下のものをいう。 

  (a) 物品， 

  (b) サービス， 

  (c) デジタル・コンテンツ， 

  (d) 不動産， 

  (e) 権利・義務，又は， 

  (f) 本条(1Ａ)項及び(1Ｂ)項に記載する種類の商品。 

 ただし，この定義の第 4Ａ章への適用は，規則第 27Ｃ条及び 27Ｄ条に従う。 

“professional diligence” means the standard of special skill and care which a trader may reasonably be 

expected to exercise towards consumers which is commensurate with either— 

  (a) honest market practice in the trader's field of activity, or 

  (b) the general principle of good faith in the trader's field of activity; 

 「職務上の注意」とは，以下のいずれかに相応した，事業者が消費者に対して行使することが合理的に期

待される専門の技量及び注意の水準をいう。 

  (a) 当該事業者の活動分野における誠実な市場慣行，又は， 

  (b) 当該事業者の活動分野における信義誠実の一般原則。 

“ship” includes any boat and any other description of vessel used in navigation; 

 「船舶」には，航行に使用されるあらゆる船及びその他のあらゆる種類の船舶が含まれる。 

“trader” means any person who in relation to a commercial practice is acting for purposes relating to his 

business, and anyone acting in the name of or on behalf of a trader; 

 「事業者」とは，取引行為との関連において，自身の事業に関連する目的で行動する者，及び，事業者の

名前で，又は事業者のために行動する者をいう。 

“trader”— 

  (a) means a person acting for purposes relating to that person’s business, whether acting personally or 

through another person acting in the trader’s name or on the trader’s behalf, and 

  (b) except in Part 4A, includes a person acting in the name of or on behalf of a trader; 

 「事業者」とは 

  (a) 自ら行動するか，その者の名前で若しくはその者のために行動する者を介してかを問わず，そ

の者の事業に関連する目的で行動する者をいい，かつ， 
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  (b) 第 4Ａ章の場合を除き，事業者の名前で又は事業者を代理して行動する者を含む。 

“transactional decision” means any decision taken by a consumer, whether it is to act or to refrain from 

acting, concerning— 

  (a) whether, how and on what terms to purchase, make payment in whole or in part for, retain or dispose of a 

product; or 

  (b) whether, how and on what terms to exercise a contractual right in relation to a product. 

 「取引上の決定」とは，以下の点に関する消費者が行う決定であり，行動を取るか，取らないかを問わな

い。 

  (a) 商品を購入するかどうか，どのように，どのような条件で購入するか，商品の全部又は一部の支

払いを行うかどうか，商品を保持するかどうか，又は商品を処分するか， 

  (b) 商品に関する契約上の権利を行使するかどうか，どのように，どのような条件で行使するか。 

(but the application of this definition to regulations 5 and 7 as they apply for the purposes of Part 4A is 

subject to regulation 27B(2)) 

（しかし，この定義の第 5条及び第 7条の適用については，第 4Ａ章を適用するにあたっては，第 27Ｂ条

(2)項の規定に従う。） 

 

(1A)  A trader (“T”) who demands payment from a consumer (“C”) in full or partial settlement of C’s 

liabilities or purported liabilities to T is to be treated for the purposes of these Regulations as offering to 

supply a product to C. 

(1Ａ) 事業者（以下,「Ｔ」という）に対する消費者（以下，「Ｃ」という）の負債又は負債であると主

張するものの全部又は一部の支払いをＣに請求するＴは，この規則を適用するにあたっては，Ｃに商品

の供給を申し出たものと扱われる。 

(1B)  In such a case the product that T offers to supply comprises the full or partial settlement of those 

liabilities or purported liabilities. 

(1Ｂ) このような場合，Ｔが供給を申し出た商品は，これらの負債又は負債であると主張されるものの

全部又は一部の支払いにより構成されるものとする。 

(2)  In determining the effect of a commercial practice on the average consumer where the practice reaches or is 

addressed to a consumer or consumers account shall be taken of the material characteristics of such an 

average consumer including his being reasonably well informed, reasonably observant and circumspect. 

(2) 取引行為が消費者に対して行われ，又は，取引行為が向けられている場合において，平均的消費者に

対する取引行為の影響を確定する際には，適度に情報に通じており，合理的に注意深く，かつ，慎重であ

るという平均的消費者の主要な特性を考慮する。 

(3) Paragraphs (4) and (5) set out the circumstances in which a reference to the average consumer shall be read 

as in addition referring to the average member of a particular group of consumers. 

(3) 平均的消費者に言及する状況について述べる本条(4)項及び(5)項は，特定の消費者集団の平均的な構成

員に付加的に言及するものと読まれなければならない。 

(4)  In determining the effect of a commercial practice on the average consumer where the practice is directed 

to a particular group of consumers, a reference to the average consumer shall be read as referring to the 

average member of that group. 

(4) 取引行為が特定の消費者集団に向けられている場合，平均的消費者に対する取引行為の影響を確定す

る際には，平均的消費者への言及は当該集団の平均的な構成員を指していると読み替える。 

(5)  In determining the effect of a commercial practice on the average consumer— 

  (a) where a clearly identifiable group of consumers is particularly vulnerable to the practice or the underlying 

product because of their mental or physical infirmity, age or credulity in a way which the trader could 

reasonably be expected to foresee, and 

  (b) where the practice is likely to materially distort the economic behaviour only of that group, 
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  a reference to the average consumer shall be read as referring to the average member of that group. 

(5) 平均的消費者に対する取引行為の影響を確定するにあたり，以下の要件を考慮する。この場合，平均

的な消費者への言及は，その集団の平均的な構成員を指していると読み替える。 

  (a) 明確に特定できる消費者集団が，精神的若しくは身体的なぜい弱性，年齢若しくは軽信性から，

その取引行為又は基礎となる商品に対して特にぜい弱であり，このことを事業者が合理的に予見する

ことができ，かつ， 

  (b) 当該行為が当該集団のみの経済行動を実質的に歪める可能性がある。 

(6)  Paragraph (5) is without prejudice to the common and legitimate advertising practice of making 

exaggerated statements which are not meant to be taken literally. 

(6) 前項は，文字通りに受け取られることを意図していない誇張された表現を行うという，一般的で合法

的な広告活動を行うことを妨げるものではない。 

 

PART 2 PROHIBITIONS 

第 2章 禁止 

Prohibition of unfair commercial practices 

不公正な取引行為の禁止 

3.-(1)  Unfair commercial practices are prohibited. 

第 3条(1) 不公正な取引商行為は禁止する。 

(2)  Paragraphs (3) and (4) set out the circumstances when a commercial practice is unfair. 

(2) (3)項及び(4)項は，不公正な取引行為が行われる状況を述べるものである。 

(3)  A commercial practice is unfair if— 

  (a) it contravenes the requirements of professional diligence; and 

  (b) it materially distorts or is likely to materially distort the economic behaviour of the average consumer with 

regard to the product. 

(3) 取引行為は，以下の場合には，不公正である。 

  (a) 職業上の注意の要請に違反し，かつ， 

  (b) 商品に関する平均的な消費者の経済行動を実質的に歪めているか，又は歪める可能性がある。 

(4)  A commercial practice is unfair if— 

  (a) it is a misleading action under the provisions of regulation 5; 

  (b) it is a misleading omission under the provisions of regulation 6; 

  (c) it is aggressive under the provisions of regulation 7; or 

  (d) it is listed in Schedule 1. 

(4) 取引行為は，以下のいずれかの場合には，不公正である。 

  (a) 第 5条の規定に基づく誤認惹起的作為であるとき， 

  (b) 第 6条の規定に基づく誤認惹起的不作為であるとき， 

  (c) 第 7条の規定に基づく攻撃的なものであるとき，又は， 

  (d) 付表 1に記載されているものであるとき。 

Prohibition of the promotion of unfair commercial practices 

不公正な取引行為の促進の禁止 

4.  The promotion of any unfair commercial practice by a code owner in a code of conduct is prohibited. 

第 4条 基準責任者が，自主行動基準において，不公正な取引行為を助長することは禁止する。 

Misleading actions 

誤認惹起作為 

5.-(1)  A commercial practice is a misleading action if it satisfies the conditions in either paragraph (2) or 

paragraph (3). 
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第 5条-(1) 取引行為は，本条(2)項又は(3)項のいずれかに該当する場合には，誤認惹起作為である。 

(2)  A commercial practice satisfies the conditions of this paragraph— 

  (a) if it contains false information and is therefore untruthful in relation to any of the matters in paragraph (4) 

or if it or its overall presentation in any way deceives or is likely to deceive the average consumer in relation 

to any of the matters in that paragraph, even if the information is factually correct; and 

  (b) it causes or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision he would not have 

taken otherwise. 

(2) 取引行為が，以下の要件を満たす場合 

  (a) 誤った情報を含むことで，(4)項の事項に関して不実であるか，又は，情報が事実としては正しい

場合であっても，何らかの方法で(4)項の事項について平均的消費者を誤認させ，若しくは，誤認さ

せるおそれがあり，かつ， 

  (b) 平均的消費者に，その取引行為がなければ行わなかった取引上の決定を行わせる場合，又はそのお

それがある場合。 

(3)  A commercial practice satisfies the conditions of this paragraph if— 

  (a) it concerns any marketing of a product (including comparative advertising) which creates confusion with 

any products, trade marks, trade names or other distinguishing marks of a competitor; or 

  (b) it concerns any failure by a trader to comply with a commitment contained in a code of conduct which the 

trader has undertaken to comply with, if— 

    (i) the trader indicates in a commercial practice that he is bound by that code of conduct, and 

    (ii) the commitment is firm and capable of being verified and is not aspirational, 

  and it causes or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision he would not have 

taken otherwise, taking account of its factual context and of all its features and circumstances. 

(3) 取引行為が，以下の要件を満たし，かつ，その特徴及び状況を考慮して，平均的消費者に，その取引

行為がなければ行わなかった取引上の決定を行わせる場合，又はそのおそれがある場合。 

  (a) 比較広告を含め，商品の販売行為であって，競業事業者の商品，商標，商号その他の識別記号と

の混同を生じさせる場合，又は， 

  (b) 事業者が遵守することを約束した自主行動基準に含まれる義務を遵守しない場合において，以下

の要件に該当する場合， 

    (i) 当該事業者が当該自主行動基準に拘束されていることを取引行為において示しており，か

つ， 

    (ii) 当該義務が，目標的なものでなく，検証が可能であり，かつ，確固たるものである。 

(4)   The matters referred to in paragraph (2)(a) are— 

  (a) the existence or nature of the product; 

  (b) the main characteristics of the product (as defined in paragraph 5); 

  (c) the extent of the trader's commitments; 

  (d) the motives for the commercial practice; 

  (e) the nature of the sales process; 

  (f) any statement or symbol relating to direct or indirect sponsorship or approval of the trader or the product; 

  (g) the price or the manner in which the price is calculated; 

  (h) the existence of a specific price advantage; 

  (i) the need for a service, part, replacement or repair; 

  (j) the nature, attributes and rights of the trader (as defined in paragraph 6); 

  (k) the consumer's rights or the risks he may face. 

(4) 本条(2)項(a)に指摘する事項は，以下のとおりである。 

  (a) 商品の存在又は性質， 

  (b) 製品の主な特徴（(5)項に定義されるもの）， 

  (c) 事業者の約束の及ぶ範囲， 
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  (d) 取引行為の動機， 

  (e) 取引過程の性質， 

  (f) 事業者若しくは商品の直接的若しくは間接的な後援若しくは認証に関連する表示又は記号， 

  (g) 価格又は価格の算出方法， 

  (h) 価格についての特別の優遇の存在， 

  (i) サービス，部品，交換又は修理の必要性， 

  (j) 事業者の性質，属性及び権利（(6)項に定義されるもの）， 

  (k) 消費者の権利又は消費者が負うことになる危険。 

(5)  In paragraph (4)(b), the “main characteristics of the product” include— 

  (a) availability of the product; 

  (b) benefits of the product; 

  (c) risks of the product; 

  (d) execution of the product; 

  (e) composition of the product; 

  (f) accessories of the product; 

  (g) after-sale customer assistance concerning the product; 

  (h) the handling of complaints about the product; 

  (i) the method and date of manufacture of the product; 

  (j) the method and date of provision of the product; 

  (k) delivery of the product; 

  (l) fitness for purpose of the product; 

  (m) usage of the product; 

  (n) quantity of the product; 

  (o) specification of the product; 

  (p) geographical or commercial origin of the product; 

  (q) results to be expected from use of the product; and 

  (r) results and material features of tests or checks carried out on the product. 

(5) 本条(4)項(b)における「商品の主な特徴」には，以下のものが含まれる。 

  (a) 商品の入手可能性， 

  (b) 商品の利点， 

  (c) 商品の危険， 

  (d) 商品の設計， 

  (e) 商品の構成， 

  (f) 商品の付属品， 

  (g) 商品に関する販売後の顧客支援， 

  (h) 商品に関する苦情の処理方法， 

  (i) 商品の製造方法及び製造日， 

  (j) 商品の提供方法及び提供時期， 

  (k) 商品の納入， 

  (l) 使用目的への適合， 

  (m) 商品の使用方法， 

  (n) 商品の数量， 

  (o) 商品の仕様， 

  (p) 商品の原産地又は製造販売元， 

  (q) 商品の使用から期待される結果，及び 

  (r) 商品に対して行われた試験又は検査の結果及び素材の特徴。 

(6)  In paragraph (4)(j), the “nature, attributes and rights” as far as concern the trader include the trader's— 
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  (a) identity; 

  (b) assets; 

  (c) qualifications; 

  (d) status; 

  (e) approval; 

  (f) affiliations or connections; 

  (g) ownership of industrial, commercial or intellectual property rights; and 

  (h) awards and distinctions. 

(6) 本条(4)項(j)における事業者についての「性質，属性及び権利」には，事業者に関する以下のものが含

まれる。 

  (a) 特定情報， 

  (b) 資産， 

  (c) 資格， 

  (d) 地位， 

  (e) 許認可， 

  (f) 所属又は提携関係， 

  (g) 工業所有権，商業所有権，知的財産権の所有権，及び 

  (h) 賞又は表彰。 

(7)  In paragraph (4)(k) “consumer's rights” include rights the consumer may have under sections 19 and 23 or 

24 of the Consumer Rights Act 2015. 

(7) 本条(4)項(k)における「消費者の権利」には， 2015年消費者権利法の第 19条及び第 23条又は第 24条

に基づいて消費者に求められる権利が含まれる。 

Misleading omissions 

誤認惹起不作為 

6.—(1)   A commercial practice is a misleading omission if, in its factual context, taking account of the matters in 

paragraph (2)— 

  (a) the commercial practice omits material information, 

  (b) the commercial practice hides material information, 

  (c) the commercial practice provides material information in a manner which is unclear, unintelligible, 

ambiguous or untimely, or 

  (d) the commercial practice fails to identify its commercial intent, unless this is already apparent from the 

context, 

and as a result it causes or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision he would 

not have taken otherwise. 

第 6条-(1) 取引行為は，事実関係における本条(2)項に掲げる事項を考慮して，次の事項のいずれかに該当

し，その結果，平均的消費者にその取引行為がなければ行わない取引上の決定を行わせる場合，又はそのお

それがある場合には，誤認惹起不作為となる， 

  (a) 取引行為が重要な情報を省略している， 

  (b) 取引行為が重要な情報を隠匿している， 

  (c) 不明確にし，分かりにくくし，曖昧にし，若しくは時機を失して提供している，又は， 

  (d) 状況から明らかな場合を除き，取引行為の取引上の意図を明らかにしない。 

(2)  The matters referred to in paragraph (1) are— 

  (a) all the features and circumstances of the commercial practice; 

  (b) the limitations of the medium used to communicate the commercial practice (including limitations of space 

or time); and 
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  (c) where the medium used to communicate the commercial practice imposes limitations of space or time, any 

measures taken by the trader to make the information available to consumers by other means. 

(2) 本条(1)項における事項とは，以下のものをいう。 

  (a) 取引行為のあらゆる特徴及び状況， 

  (b) 取引行為を伝達するために使用される媒体の制限（空間又は時間による制限を含む），及び， 

  (c) 取引行為を伝達するために使用される媒体に，空間又は時間の制限がある場合は，他の手段で消

費者が情報を入手できるようにするために事業者が講じた措置。 

(3)  In paragraph (1) “material information” means— 

  (a) the information which the average consumer needs, according to the context, to take an informed 

transactional decision; and 

  (b) any information requirement which applies in relation to a commercial communication as a result of a 

Community obligation. 

(3) 本条(1)項における「重要な情報」とは，以下の情報をいう。 

  (a) 平均的消費者が情報を得た上での取引上の決定を行うために，状況に応じて必要とする情報，及

び， 

  (b) 共同体法の定める義務の結果として，取引上の通信に適用される情報提供の要求事項。 

(4)  Where a commercial practice is an invitation to purchase, the following information will be material if not 

already apparent from the context in addition to any other information which is material information under 

paragraph (3)— 

  (a) the main characteristics of the product, to the extent appropriate to the medium by which the invitation to 

purchase is communicated and the product; 

  (b) the identity of the trader, such as his trading name, and the identity of any other trader on whose behalf 

the trader is acting; 

  (c) the geographical address of the trader and the geographical address of any other trader on whose behalf 

the trader is acting; 

  (d) either— 

    (i) the price, including any taxes; or 

    (ii) where the nature of the product is such that the price cannot reasonably be calculated in advance, the 

manner in which the price is calculated; 

  (e) where appropriate, either— 

    (i) all additional freight, delivery or postal charges; or 

    (ii) where such charges cannot reasonably be calculated in advance, the fact that such charges may be 

payable; 

  (f) the following matters where they depart from the requirements of professional diligence— 

    (i) arrangements for payment, 

    (ii) arrangements for delivery, 

    (iii) arrangements for performance, 

    (iv) complaint handling policy; 

  (g) for products and transactions involving a right of withdrawal or cancellation, the existence of such a right. 

(4) 取引行為が購入の誘引である場合，本条(3)項の重要な情報である他の情報に加えて，状況から明らか

でない場合には，以下の情報が重要な情報となる。 

  (a) 購入の誘引が伝達された媒体と製品に適した範囲での製品の主な特徴， 

  (b) 事業者の特定情報（商号など）及び事業者の代理を務める他の事業者の特定情報， 

  (c) 事業者の地理上の住所及び事業者の代理を務める他の販売者の地理上の住所， 

  (d) 以下のいずれか， 

    (i) 税金を含む価格，又は， 

    (ii) 商品の性質上，価格を事前に合理的に計算できない場合は，価格の計算方法， 
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  (e) 必要に応じて，以下のいずれか， 

    (i) 全ての追加の運賃，配送料，郵便料金， 

    (ii) これらの料金が事前に合理的に算出することができない場合には，追加の料金の可能性があ

るという事実， 

  (f)職務上の注意の要求から逸脱している場合には，以下の事項， 

    (i) 支払の方法， 

    (ii) 配送の方法， 

    (iii) 履行に関する取り決め， 

    (iv)  苦情処理方針， 

  (g) 撤回権又は取消権を伴う商品及び取引にあっては，そのような権利の存在。 

Aggressive commercial practices 

攻撃的な取引行為 

7.-(1)  A commercial practice is aggressive if, in its factual context, taking account of all of its features and 

circumstances— 

  (a) it significantly impairs or is likely significantly to impair the average consumer's freedom of choice or 

conduct in relation to the product concerned through the use of harassment, coercion or undue influence; 

and 

  (b) it thereby causes or is likely to cause him to take a transactional decision he would not have taken 

otherwise. 

第 7条-(1) 取引行為は，事実関係におけるすべての特徴と状況を考慮して，以下の場合には，攻撃的なも

のである。 

  (a) 嫌がらせ，強制，若しくは，不当な影響力を用いて，平均的消費者の当該商品に関する選択若し

くは行動の自由を著しく損ない，又は損なうおそれがあり，かつ， 

  (b) それによって，消費者にその取引行為がなければ行わない取引上の決定を行わせる場合又はその

おそれがある。 

(2)  In determining whether a commercial practice uses harassment, coercion or undue influence account shall 

be taken of— 

  (a) its timing, location, nature or persistence; 

  (b) the use of threatening or abusive language or behaviour; 

  (c) the exploitation by the trader of any specific misfortune or circumstance of such gravity as to impair the 

consumer's judgment, of which the trader is aware, to influence the consumer's decision with regard to the 

product; 

  (d) any onerous or disproportionate non-contractual barrier imposed by the trader where a consumer wishes 

to exercise rights under the contract, including rights to terminate a contract or to switch to another 

product or another trader; and 

  (e) any threat to take any action which cannot legally be taken. 

(2) 取引行為が，嫌がらせ，強制，又は，不当な影響力を用いるものであるかどうかを判断する際には，

以下の点を考慮しなければならない。 

  (a) 取引行為その時期，場所，性質，又は，執拗さ， 

  (b) 威迫的又は虐待的な言葉や態度の使用， 

  (c) 事業者が，消費者の判断を歪めるまでの重大な特定の不幸又は状況を認識し，これを利用して，

商品に関する消費者の意思決定に影響を与えること， 

  (d) 消費者が契約に基づく権利(契約の解除，他の商品若しくは他の販売者への切り替えなど)の行使を

希望する場合に販売者が課す負担の大きい，又は不釣り合いな非契約上の障壁，及び， 

  (e) 法的に許されない行為をするとの威迫。 

(3)  In this regulation— 

  (a) “coercion” includes the use of physical force; and 
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  (b) “undue influence” means exploiting a position of power in relation to the consumer so as to apply pressure, 

even without using or threatening to use physical force, in a way which significantly limits the consumer's 

ability to make an informed decision. 

(3) 本条の規律において， 

  (a) 「強制」には，有形力の行使を含む， 

  (b) 「不当な影響力」とは，有形力の行使又はその威嚇を使わないものであっても，消費者に対する

優越的な地位を利用して，情報に基づいて意思決定を行う消費者の能力を相当程度に制限する方法に

より圧力をかけることをいう。 

PART 3  OFFENCES 

第 3章 犯罪 

Offences relating to unfair commercial practices 

不公正な取引行為に関する犯罪 

8.-(1) A trader is guilty of an offence if— 

  (a) he knowingly or recklessly engages in a commercial practice which contravenes the requirements of 

professional diligence under regulation 3(3)(a); and 

  (b) the practice materially distorts or is likely to materially distort the economic behaviour of the average 

consumer with regard to the product under regulation 3(3)(b). 

第 8条-(1) 事業者は，次の場合には，罪を犯したものとする。 

  (a) 第 3条(3)項(a)に定める職務上の注意に反することを知りながら，又は，意に介することなく取引

行為を行い，かつ， 

  (b) その取引行為が，第 3条(3)項(b)に定める商品に関する平均的消費者の経済行動を実質的に歪め，

又は歪める可能性がある。 

(2) For the purposes of paragraph (1)(a) a trader who engages in a commercial practice without regard to 

whether the practice contravenes the requirements of professional diligence shall be deemed recklessly to 

engage in the practice, whether or not the trader has reason for believing that the practice might contravene 

those requirements. 

(2) 本条(1)項(a)の適用にあたり，職務上の注意に反するかどうかを考慮することなく取引行為を行った事

業者は，その取引行為がその要請に反する可能性があると信じる理由があるかどうかにかかわらず，意に

介することなくその取引行為を行ったものとみなされる。 

Offences relating to unfair commercial practices 

不公正な取引行為に関する犯罪 

9.  A trader is guilty of an offence if he engages in a commercial practice which is a misleading action under 

regulation 5 otherwise than by reason of the commercial practice satisfying the condition in regulation 5(3)(b). 

第 9 条 事業者が，第 5 条(3)項(b)の要件を満たす取引行為である場合を除き，第 5 条の定める誤認惹起作

為を行った場合，罪を犯したものとする。 

Offences relating to unfair commercial practices 

不公正な取引行為に関する犯罪 

10.  A trader is guilty of an offence if he engages in a commercial practice which is a misleading omission under 

regulation 6. 

第 10条 事業者が，第 6条の定める誤認惹起不作為を行った場合，罪を犯したものとする。 

Offences relating to unfair commercial practices 

不公正な取引行為に関する犯罪 

11.  A trader is guilty of an offence if he engages in a commercial practice which is aggressive under regulation 7. 

第 11条 事業者が，第 7条の定める攻撃的な取引行為を行った場合，罪を犯したものとする。 

Offences relating to unfair commercial practices 
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不公正な取引行為に関する犯罪 

12.  A trader is guilty of an offence if he engages in a commercial practice set out in any of paragraphs 1 to 10, 12 

to 27 and 29 to 31 of Schedule 1. 

第 12 条 事業者が，付表 1～10，12～27，29～31 のいずれかに該当する取引行為を行った場合，罪を犯した

ものとする。 

Penalty for offences 

刑罰 

13.  A person guilty of an offence under regulation 8, 9, 10, 11 or 12 shall be liable— 

  (a) on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum; or 

  (b) on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding two years or both. 

第 13条 第 8条，第 9条，第 10条，第 11条又は第 12条に規定する罪を犯した者は，以下の責任を負う。 

  (a) 略式判決の場合，法定上限を超えない罰金，又は， 

  (b) 起訴による有罪判決の場合，罰金若しくは 2年以下の懲役，又は，その併科。 

Time limit for prosecution 

公訴の期限 

14.-(1) No proceedings for an offence under these Regulations shall be commenced after— 

  (a) the end of the period of three years beginning with the date of the commission of the offence, or 

  (b) the end of the period of one year beginning with the date of discovery of the offence by the prosecutor, 

whichever is earlier. 

第 14条-(1) この規則に定める罪についての訴訟は，以下のいずれか早い方が経過した後は開始されない。 

  (a) 犯罪を実行した日から 3年の期間 

  (b) 検察官が犯罪を発見した日から起算して 1年の期間 

(2)  For the purposes of paragraph (1)(b) a certificate signed by or on behalf of the prosecutor and stating the date 

on which the offence was discovered by him shall be conclusive evidence of that fact and a certificate stating 

that matter and purporting to be so signed shall be treated as so signed unless the contrary is proved. 

(2) 本条(1)項(b)の適用に当たって，検察官が署名し，検察官が違反行為を発見した日を記載した証明書

は，決定的な証拠となり，その事項を記載しており，そのように署名がされたとされる証明書は，これに

反する事実が証明されない限り，そのように署名されたものとして扱われる。 

(3)  Notwithstanding anything in section 127(1) of the Magistrates' Courts Act 1980, an information relating to 

an offence under these Regulations which is triable by a magistrates' court in England and Wales may be so 

tried if it is laid at any time before the end of the period of twelve months beginning with the date of the 

commission of the offence. 

(3) 1980年治安判事裁判所法第 127条(1)の規定にかかわらず，イングランド及びウェールズの治安判事裁

判所が裁くことのできる，この規則に定める罪に関する情報は，犯罪の実行日から始まる 12か月の期間

の終了前に提出された場合，裁判をすることができる。 

(4)  Notwithstanding anything in section 136 of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 summary 

proceedings in Scotland for an offence under these Regulations may be commenced at any time before the end 

of the period of twelve months beginning with the date of the commission of the offence. 

(4) 1995年（スコットランド）刑事訴訟法第 136条の規定にかかわらず，スコットランドにおける，この

規則に定める罪の略式手続は，犯罪の実行日から 12か月間の期間が終了する前であれば，裁判を行うこ

とができる。 

(5)  For the purposes of paragraph (4), section 136(3) of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 shall apply 

as it applies for the purposes of that subsection. 

(5) 本条(4)項の適用にあたり，1995年スコットランド刑事訴訟法第 136条(3)項は，同項の適用にあたるも

のとして適用される。 
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(6)  Notwithstanding anything in Article 19(1) of the Magistrates' Courts (Northern Ireland) Order 1981 a 

complaint charging an offence under these Regulations which is triable by a magistrates' court in Northern 

Ireland may be so tried if it is made at any time before the end of the period of twelve months beginning with 

the date of the commission of the offence. 

(6) （北アイルランド）1981年治安裁判所令の第 19条(1)項の規定にかかわらず，この規則に基づく犯罪

を告発する訴状であって，北アイルランドの治安判事裁判所で裁くことができるものは，犯罪の実行日か

ら 12ヶ月間の期間が終了する前に提出されたものであれば，裁判を行うことができる。 

Offences committed by bodies of persons 

団体による犯罪 

15.-(1)  Where an offence under these Regulations committed by a body corporate is proved— 

  (a) to have been committed with the consent or connivance of an officer of the body, or 

  (b) to be attributable to any neglect on his part, 

  the officer as well as the body corporate is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished 

accordingly. 

第 15条-(1) 企業により犯されたこの規則に違反する罪に関し，以下の事項が証明された場合には，その企

業と役員は，罪を犯したこととなり，それにより訴追され，処罰される。 

  (a) 組織の役員の同意又は共謀によって犯されたこと，又は， 

  (b) 役員の任務懈怠に起因すること。 

(2)  In paragraph (1) a reference to an officer of a body corporate includes a reference to— 

  (a) a director, manager, secretary or other similar officer; and 

  (b) a person purporting to act as a director, manager, secretary or other similar officer. 

(2) (1)項において，法人の役員とは，以下のものを含む。 

  (a) 取締役，支配人，秘書，又はその他の同様の役職，及び， 

  (b) 取締役，支配人，秘書，又はその他同様の役職として称して行動する者。 

(3)  Where an offence under these Regulations committed by a Scottish partnership is proved— 

  (a) to have been committed with the consent or connivance of a partner, or 

  (b) to be attributable to any neglect on his part, 

  the partner as well as the partnership is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished 

accordingly. 

(3) スコットランドの組合企業により犯されたこの規則に違反する罪は，以下の事項が証明された場合，

組合企業とともに組合員は，罪を犯したこととなり，それにより訴追され，処罰される。 

  (a) 組合員の同意又は共謀のもとに行われたこと，又は， 

  (b) 組合員の任務懈怠に起因すること。 

(4)  In paragraph (3) a reference to a partner includes a person purporting to act as a partner. 

(4) (3)項において，組合員とは，組合員として称して行動する者を含むものとする。 

Offence due to the default of another person 

第三者の過失による違反行為についての犯罪 

16.-(1)  This regulation applies where a person “X”— 

  (a) commits an offence under regulation 9, 10, 11 or 12, or 

  (b) would have committed an offence under those regulations but for a defence under regulation 17 or 18, 

  and the commission of the offence, or of what would have been an offence but for X being able to rely on a 

defence under regulation 17 or 18, is due to the act or default of some other person “Y”. 

第 16条-(1) 本条の規定は，ある人物（「Ｘ」という）が，以下の行為を行った場合に適用される。 

  (a) 第 9条，第 10条，第 11条，又は第 12条に基づく罪を犯し，又は， 

  (b) 第 17条又は第 18条に基づく抗弁がなければ，各規定に定める罪を犯し， 
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かつ，第 17条又は第 18条に基づく抗弁が成立しなければ罪となる行為が，他の人物（「Ｙ」という）の

行為又は不履行によるものである。 

(2)  Where this regulation applies Y is guilty of the offence, subject to regulations 17 and 18, whether or not Y is 

a trader and whether or not Y's act or default is a commercial practice. 

(2) この規定が適用される場合，Ｙは，Ｙが事業者であるか否か，Ｙの行為若しくは不履行が取引行為で

あるか否かに関わらず，第 17条及び第 18条の規定に従い，罪を犯したことになる。 

(3)  Y may be charged with and convicted of the offence by virtue of paragraph (2) whether or not proceedings 

are taken against X. 

(3) Ｙは，Ⅹに対する訴訟が行われたか否かに関わらず，(2)項による犯罪を理由に起訴され，有罪判決を

受ける可能性がある。 

Due diligence defence 

相当な注意に基づく抗弁 

17.-(1) In any proceedings against a person for an offence under regulation 9, 10, 11 or 12 it is a defence for that 

person to prove— 

  (a) that the commission of the offence was due to— 

    (i) a mistake; 

    (ii) reliance on information supplied to him by another person; 

    (iii) the act or default of another person; 

    (iv) an accident; or 

    (v) another cause beyond his control; and 

  (b) that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an 

offence by himself or any person under his control. 

第 17条-(1) 第 9条，第 10条，第 11条又は第 12条の規定に違反する行為を行った犯罪についての手続に

おいて，対象とされている事業者が以下の事実を証明する場合は抗弁となる。 

  (a) 問題となる禁止された取引行為が，以下のいずれか理由によるものであること 

    (i) 過失， 

    (ii) 第三者から提供された情報に依拠したこと， 

    (iii) 事業者以外の者の行為又は不履行， 

    (iv) 事故，又は， 

    (v) 事業者が制御できないその他の原因， 

  (b) 事業者自身又は自身の管理下にある者が違反することを避けるために，あらゆる合理的な予防措

置をとり，あらゆる相当な注意を払ったものであること。 

(2) A person shall not be entitled to rely on the defence provided by paragraph (1) by reason of the matters 

referred to in paragraph (ii) or (iii) of paragraph (1)(a) without leave of the court unless— 

  (a) he has served on the prosecutor a notice in writing giving such information identifying or assisting in the 

identification of that other person as was in his possession; and 

  (b) the notice is served on the prosecutor at least seven clear days before the date of the hearing. 

(2) 何人も，以下の場合を除いて，裁判所の許可を得なければ，本条(1)項(a)の(ii)又は(iii)に掲げる事

項を理由として，本条(1)項に規定する抗弁に依拠することができない。 

  (a) 検察官に対して，自分が所持しているその第三者を特定し，又は特定するに役立つ情報を書面で

通知し，かつ， 

  (b) その通知が審理の日の少なくとも 7日前に検察官に送達されている。 

Innocent publication of advertisement defence 

悪意なき広告の抗弁 

18.-(1) In any proceedings against a person for an offence under regulation 9, 10, 11 or 12 committed by the 

publication of an advertisement it shall be a defence for a person to prove that— 
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  (a) he is a person whose business it is to publish or to arrange for the publication of advertisements; 

  (b) he received the advertisement for publication in the ordinary course of business; and 

  (c) he did not know and had no reason to suspect that its publication would amount to an offence under the 

regulation to which the proceedings relate. 

第 18条-(1) 広告の公表によって行われた第 9条，第 10条，第 11条又は第 12条に違反する行為を行った

犯罪についての手続において，その者が，以下のことを証明する場合，抗弁となるものとする。 

  (a) その者は，広告を公表し，又は，広告の公表を手配することを業務とする者であり， 

  (b) その者が，通常の業務の過程において，公表するための広告を受け取り，かつ， 

  (c) その公表が，手続の対象となっている違反行為となることを知らず，また，疑う理由がなかった

こと。 

(2)  In paragraph (1) “advertisement” includes a catalogue, a circular and a price list. 

(2) 第(1)項の「広告」には，カタログ，チラシ，価格表が含まれる。 

PART 4  ENFORCEMENT 

第 4章 執行 

Duty and power to enforce 

執行の義務と権限 

Duty and power to enforce 

19.-(1)  It shall be the duty of every local weights and measures authority and DETINI to enforce these 

Regulations  (other than Part 4A) . 

第 19 条-(1) この規則（第 4Ａ章を除く）を執行することは，各地方度量衡局及びＤＥＴＩＮＩの義務とす

る。 

(1A)  The CMA may also enforce these Regulations. 

(1Ａ) ＣＭＡも，この規則を執行することができる。 

(2)  Where the enforcement authority is a local weights and measures authority the duty referred to in paragraph 

(1) shall apply to the enforcement of these Regulations within the authority's area. 

(2) 施行機関が地方度量衡局である場合，本条(1)項に定められた義務は，同局の区域内におけるこれらの

規則の執行に適用される。 

(3)  Where the enforcement authority is DETINI the duty referred to in paragraph (1) shall apply to the 

enforcement of these Regulations within Northern Ireland. 

(3) 施行機関がＤＥＴＩＮＩである場合には，本条(1)項に定められた義務は，北アイルランドにおけるこ

れらの規則の執行に適用される。 

(4) In determining how to comply with paragraph (1), or as the case may be, paragraph (1A), every enforcement 

authority shall have regard to the desirability of encouraging control of unfair commercial practices by such 

established means as it considers appropriate having regard to all the circumstances of the particular case. 

(4) すべての執行機関は，本条(1)項又は場合によっては，本条(1Ａ)項を遵守する方法を決定するに当たり，

各個別事案の場合のすべての状況を考慮して適切と考える，確立された手段によって，不公正な取引行為

の規制を推進することの有用性を考慮しなければならない。 

(5)  Nothing in this regulation shall authorise any enforcement authority to bring proceedings in Scotland for an 

offence. 

(5) この規則のいかなる規定も，執行機関がスコットランドで違反行為の訴訟を起こすことを許可するも

のではない。 

Power to make test purchases 

テスト購入の権限 

20.  

83



第 20条 〔削除されている〕 

Power of entry and investigation, etc. 

立入と調査等の権限 

21. 

第 21条 〔削除されている〕 

Power to enter premises with a warrant 

令状による敷地内への立ち入り権限 

22. 

第 22条 〔削除されている〕 

Obstruction of authorised officers 

権限のある職員への妨害 

23. 

第 23条 〔削除されている〕 

Notice of test and intended proceedings 

テスト及び意図された手続きの通知 

24. 

第 24条 〔削除されている〕 

Compensation 

補償 

25. 

第 25条 〔削除されている〕 

Application of Part 8 of Enterprise Act 2002 

2002年企業法第 8章の適用 

26.  In Schedule 13 to the Enterprise Act 2002 (listed Directives and Regulations), after paragraph 9B insert— 

    “9C  Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair 

business-to-consumer commercial practices in the internal market.”. 

第 26条 2002 年企業法の付表 13（列挙された指令及び規則）において，9Ｂの後に以下を挿入する。 

  「 9Ｃ 域内市場における事業者の消費者に対する不公正な取引行為に関する 2005 年 5 月 11 日の欧州

議会及び理事会の指令 2005/29/EC」 

Evidence as to factual claims 

事実主張に関する証拠 

27.  After section 218 of the Enterprise Act 2002 insert— 

第 27条 2002年企業法第 218条の後に，次の内容を挿入する。 

    “218A    Unfair commercial practices: substantiation of claims 

  「 218Ａ条 不公正な取引行為：主張の立証 

    (1)  This section applies where an application for an enforcement order or for an interim enforcement order is 

made in respect of a Community infringement involving a contravention of Directive 2005/29/EC of the 

European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer 

commercial practices in the internal market. 

  (1) この規定は，域内市場における事業者の消費者に対する不公正な取引行為に関する 2005年 5月 11

日の欧州議会及び理事会の指令 2005/29/ECの違反を含む共同体違反に関して執行命令又は暫定執行命

令の申立が行われる場合に適用される。 

  (2)  For the purposes of considering the application the court may require the person named in the application 

to provide evidence as to the accuracy of any factual claim made as part of a commercial practice of that 
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person if, taking into account the legitimate interests of that person and any other party to the 

proceedings, it appears appropriate in the circumstances. 

  (2) 裁判所は，申立を審理するために，申立の相手方及びその他の訴訟当事者の正当な利益を考慮し

て，適切であると判断される状況にある場合には，申立ての相手方に，その者の取引行為の一部とし

て行われた事実に関する主張の正確性に関する証拠を提出するよう求めることができる。 

    (3)  If, having been required under subsection (2) to provide evidence as to the accuracy of a factual claim, a 

person— 

      (a) fails to provide such evidence, or 

      (b) provides evidence as to the accuracy of the factual claim that the court considers inadequate, 

the court may consider that the factual claim is inaccurate. 

  (3) 本条(2)項に基づき事実に関する主張の正確性に関する証拠の提供を求められた場合において，以

下のいずれかの場合には，裁判所は，事実上の主張が不正確であるとみなすことができる。 

    (a) 提出を求められた証拠を提出しなかった場合，又は， 

    (b) 事実に関する主張の正確性に関する証拠が提出されたが，これを裁判所が不十分なものであ

ると評価した場合。 

    (4)  In this section “commercial practice” has the meaning given by regulation 2 of the Consumer Protection 

from Unfair Trading Regulations 2008.”. 

  (4) この規定において，「取引行為」は，2008年不公正な取引行為からの消費者保護規則第2条におい

て定められたものをいう。」 

PART 4A  CONSUMERS’ RIGHTS TO REDRESS 

第 4Ａ章 救済を受ける消費者の権利 

When does a consumer have a right to redress? 

いかなる場合に消費者は救済を受ける権利を有するか？ 

27A.-(1)  A consumer has a right to redress under this Part if— 

  (a) the conditions in this regulation are met, and 

  (b) the conditions (if any) in the following provisions of this Part for the availability of that right are met. 

第 27Ａ条-(1) 以下の場合，消費者はこの章に基づいて救済を受けることができる。 

  (a) 本条に定める要件が満たされている場合， 

  (b) 本章の次条以下の規定にある権利を行使することができるとする要件（もしあれば）が満たさ

れている場合。 

(2)  The first condition is that— 

  (a) the consumer enters into a contract with a trader for the sale or supply of a product by the trader (a 

“business to consumer contract”), 

  (b) the consumer enters into a contract with a trader for the sale of goods to the trader (a “consumer to 

business contract”), or 

  (c) the consumer makes a payment to a trader for the supply of a product (a “consumer payment”). 

(2) 本条の定める要件の第一は，以下のものである。 

  (a) 消費者が，事業者との間で，事業者による商品の販売又は供給に関する契約（以下，「ＢtoＣ

契約」という）を締結する， 

  (b) 消費者が，事業者との間で，事業者に対して商品を販売するための契約（以下，「ＣtoＢ契

約」という）を締結する，又は， 

  (c) 消費者が，事業者に対して商品の供給に対する支払いを行う（以下，「Ｃペイメント」とい

う）。 

(3)  Paragraph (2)(b) does not apply if, under the contract, the trader supplies or agrees to supply a product 

to the consumer as well as paying or agreeing to pay the consumer. 

(3) 本条(2)項(b)は，契約に基づいて事業者が消費者に商品を供給し，又は，供給することに同意する

場合，及び，消費者への支払いを行う，又は，支払うことに同意する場合には適用されない。 
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(4)  The second condition is that— 

  (a) the trader engages in a prohibited practice in relation to the product, or 

  (b) in a case where a consumer enters into a business to consumer contract for goods or digital content— 

    (i) a producer engages in a prohibited practice in relation to the goods or digital content, and 

    (ii) when the contract is entered into, the trader is aware of the commercial practice that constitutes the 

prohibited practice or could reasonably be expected to be aware of it. 

(4) 本条の定める要件の第二は，以下のとおりである。 

  (a) 事業者が商品に関連して禁止された取引行為を行った場合，又は， 

  (b) 消費者が物品若しくはデジタル・コンテンツの事業者から消費者への契約を締結する場合に

は， 

    (i) 製造者が商品又はデジタル・コンテンツに関連して禁止されている取引行為を行い，か

つ， 

    (ii) 契約締結時に，事業者が禁止行為を構成する取引行為を認識しているか，又は認識するこ

とが合理的に予想される場合。 

(5)  In paragraph (4)(b) “producer” means— 

  (a) a manufacturer of the goods or digital content, 

  (b) an importer of the goods or digital content into the European Economic Area, or 

  (c) a person who purports to be a producer by placing the person’s name, trade mark or other distinctive 

sign on the goods or using it in connection with the digital content, 

  and includes a producer acting personally or through another person acting in the producer’s name or on 

the producer’s behalf. 

(5) 本条(4)項(b)において，「製造者」とは，以下のいずれかの者をいい，個人的に行動する製造者，

又は，その者の名前で若しくはその者のために行動する第三者を通じて行動する製造者を含む。 

  (a) 商品又はデジタル・コンテンツの製造者， 

  (b) 商品又はデジタル・コンテンツの欧州経済領域への輸入者，又は， 

  (c) 商品にその名前，商標又はその他の特徴的な標識を付し，デジタル・コンテンツに関連してそ

の標識を使用することにより，製造者であると称する者。 

(6) The third condition is that the prohibited practice is a significant factor in the consumer’s decision to 

enter into the contract or make the payment. 

(6) 本条の定める要件の第三は，禁止行為が，消費者が契約を締結し又は支払いをする決定において重

要な要因となっていることである。 

What does “prohibited practice” mean in this Part? 

この章における「禁止行為」とは何か？ 

27B.-(1)  In this Part “prohibited practice” means a commercial practice that— 

  (a) is a misleading action under regulation 5, or 

  (b) is aggressive under regulation 7. 

第 27Ｂ条-(1) この章において，「禁止行為」とは，以下に該当する取引行為をいう。 

  (a) 第 5条に規定する誤認惹起作為，又は， 

  (b) 第 7条に規定する攻撃的な取引行為。 

(2)  Regulations 5 and 7 apply for the purposes of this Part as if for the definition of “transactional decision” in 

regulation 2(1) there were substituted— 

  “transactional decision” means any decision taken by a consumer to enter into a contract with a trader for 

the sale or supply of a product by the trader, or for the sale of goods to the trader, or to make a payment 

to a trader for the supply of a product.”. 

 (2) この章の適用にあたり，第 5 条及び第 7 条は，第 2 条(1)項の「取引上の決定」の定義を以下の内容

に置き換える。 

  「『取引上の決定』とは，事業者による商品の販売若しくは供給のために事業者と契約を締結するこ

と，事業者への商品の販売のために契約を締結すること，又は，商品の供給のために消費者が支払い

を行うことについて，消費者が行う決定をいう。」 

What immoveable property is covered by this Part? 

不動産についていかなるものが，この章の適用の対象となるか？ 
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27C.-(1)  In this Part “product” does not include immoveable property other than a relevant lease. 

第 27Ｃ条-(1) この章において，「商品」には，関連賃貸借以外の不動産は含まれない。 

(2)  In this regulation “relevant lease” in relation to England and Wales means— 

  (a) an assured tenancy within the meaning of Part 1 of the Housing Act 1988, or 

  (b) a lease under which accommodation is let as holiday accommodation. 

(2) この規則では，イングランド及びウェールズに関する「関連賃貸借」は，以下のいずれかをいう。 

  (a) 1988年住宅法の第 1章に規定された保証付き賃貸契約，又は， 

  (b) 宿泊施設を休日の宿泊施設として貸し出すための賃貸借。 

(3)  But none of the following are relevant leases for the purposes of paragraph (2)(a)— 

  (a) a lease granted by— 

    (i) a private registered provider of social housing, or 

    (ii) a registered social landlord within the meaning of Part 1 of the Housing Act 1996; 

  (b) a lease of a dwelling-house or part of a dwelling-house— 

    (i) granted on payment of a premium calculated by reference to a percentage of the value of the dwelling-

house or part or of the cost of providing it, or 

    (ii) under which the lessee (or the lessee’s personal representatives) will or may be entitled to a sum 

calculated by reference, directly or indirectly, to the value of the dwelling-house or part; 

  (c) a lease granted to a person as a result of the exercise by a local housing authority within the meaning of 

the Housing Act 1996 of its functions under Part 7 (homelessness) of that Act. 

(3) ただし，本条(2)項(a)の適用にあたっては，以下のいずれも，関連賃貸借には該当しない。 

  (a) 以下の会社が提供する賃貸借， 

    (i) 登録された民間の社会住宅提供者，又は， 

    (ii) 1996年住宅法第 1編の意味での登録社会的土地所有者， 

  (b) 住宅又は住宅の一部の賃貸借であって， 

    (i) 住宅又は住宅の一部の価値又はその提供に要する費用の一定割合を基準に計算された保険

料の支払いにより付与されるもの，又は， 

    (ii) 賃借人(又は賃借人の個人的代理人)が直接又は間接的に住宅又はその一部の価値を参照し

て計算された金額を受け取る権利を有すること，又はその可能性があること， 

  (c) 1996 年住宅法の意味における地方住宅局が，同法第 7 章（ホームレス問題）に基づく機能を行

使した結果，ある人物に与えられた賃貸。 

(4)  In this regulation “relevant lease” in relation to Scotland means— 

  (a) an assured tenancy within the meaning of Part 2 of the Housing (Scotland) Act 1988, or 

  (b) a lease under which accommodation is let as holiday accommodation. 

(4) この規則において，スコットランドに関する「関連賃貸借」は，以下のものをいう。 

  (a) 1988年住宅（スコットランド）法の第 2章の意味における保証付き借地権，又は， 

  (b) 宿泊施設が休暇用宿泊施設として貸し出されている賃貸借。 

(5)  In this regulation “relevant lease” in relation to Northern Ireland means— 

  (a) a private tenancy within the meaning of Article 3 of the Private Tenancies (Northern Ireland) Order 2006, 

or 

  (b) a lease under which accommodation is let as holiday accommodation. 

(5) この規則において，北アイルランドに関する「関連賃貸借」は，以下のものをいう。 

  (a) （北アイルランド）2006年個人賃借令の第 3条に規定されている個人賃借，又は， 

  (b) 宿泊施設が休暇用宿泊施設として貸し出されている賃貸借。 

(6) But neither of the following are relevant leases for the purposes of paragraph (5)(a)— 

  (a) a lease of a dwelling-house or part of a dwelling-house— 

    (i) granted on payment of a premium calculated by reference to a percentage of the value of the dwelling-

house or part or of the cost of providing it, or 

    (ii) under which the lessee (or the lessee’s personal representatives) will or may be entitled to a sum 

calculated by reference, directly or indirectly, to the value of the dwelling-house or part; 

  (b) a private tenancy resulting from the exercise by the Northern Ireland Housing Executive of its functions 

under Part2 (homelessness) of the Housing (Northern Ireland) Order 1988. 

(6) 以下のいずれも，(5)項(a)の目的に関連賃貸借には含まれない。 
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  (a) 住居用家屋又は住居用家屋の一部の賃貸借― 

    (i) 住宅又は住宅の一部の価値若しくはその提供に要する費用の一定割合を基準に計算された

保険料の支払いにより付与されるもの，又は， 

    (ii) 賃借人（又は賃借人の個人的代理人）が直接若しくは間接的に住宅若しくはその一部の価

値を参照して計算された金額を受け取る権利を有すること，若しくはその可能性があること， 

  (b) 北アイルランド住宅局が（北アイルランド）1988 年住宅令の第 2 部（ホームレス）に基づく機

能を行使した結果生じた民間借地権。 

What financial services are covered by this Part? 

この章において，どのような金融サービスが対象となるのか？ 

27D.-(1)  In this Part “product” does not include a service provided in the course of carrying on a regulated 

activity within the meaning of section 22 of the Financial Services and Markets Act 2000, other than a 

service to which paragraph (2) applies. 

第 27Ｄ条-(1) この章において，「商品」には，2000年金融サービス・市場法第 22条の定める規制活動の

遂行の過程で提供されるサービスは含まれず，(2)項が適用されるサービスを除くものとする。 

(2)  This paragraph applies to a service consisting of the provision of credit under an agreement which is a 

restricted-use credit agreement within paragraph (a) or (b) of the definition of that term in article 60L(1) of 

the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001. 

(2) 本項は，2000年金融サービス・市場法の 2001年（規制対象業務）令第 60Ｌ条(1)における定義の(a)

又は(b)に該当する制限付き使用クレジット契約である契約に基づくクレジットの提供によるサービス

に適用される。 

(3)  But paragraph (2) does not apply to an agreement under which the obligation of the borrower to repay is 

secured by a legal or equitable mortgage on land (other than timeshare accommodation). 

(3) ただし，(2)項は，借主の返済義務が土地（タイムシェア宿泊施設を除く）に設定されたコモンロー

又はエクイティ上の譲渡抵当によって担保されている契約には適用されない。 

(4)  In paragraph (3)— 

  “mortgage” includes a charge and (in Scotland) a heritable security; 

  “timeshare accommodation” means overnight accommodation which is the subject of a timeshare contract 

within the meaning of the Timeshare, Holiday Products, Resale and Exchange Contracts Regulations 

2010. 

(4) (3)項において， 

 「譲渡抵当」とは，チャージ型担保及び（スコットランドにおいては）相続可能な担保を含む。 

 「タイムシェア宿泊施設」とは，「2010 年タイムシェア，ホリデー商品の再販及び交換契約規則」の意

味におけるタイムシェア契約の対象となる宿泊施設をいう。 

(5)  The fact that the supply of a product within regulation 2(1A) and (1B) may constitute an activity within 

article 39F (debt-collecting) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 

2001 does not prevent this Part from applying in relation to that supply. 

(5) 第 2条(1Ａ)項及び(1Ｂ)項に該当する商品の提供が，2000 年金融サービス・市場法の 2001年（規制

対象業務）令第 39Ｆ条（債務回収）に該当する活動を構成する可能性がある場合でも，その提供に関し

て本章が適用されることを妨げるものではない。 

When does the right to unwind apply to a business to consumer contract? 

ＢtoＣ契約を解除する権利が適用されるのはどのような場合か？ 

27E.-(1)  A consumer has the right to unwind in respect of a business to consumer contract if the consumer 

indicates to the trader that the consumer rejects the product, and does so— 

  (a) within the relevant period, and 

  (b) at a time when the product is capable of being rejected. 

第 27Ｅ条-(1) 消費者は，ＢtoＣ契約に関して，以下の時期において，消費者が事業者に商品を受け取る

ことを拒否する旨を示し，かつそれを行った場合には，契約を解除することができる。 

  (a) 「関連期間」の期間内であり，かつ， 

  (b) その商品を拒否することが可能な時期である。 

(2)  An indication under paragraph (1) may be something that the consumer says or does, but it must be clear. 
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(2) 本条(1)項に基づく表示は，消費者の言動であってもよいが，明確でなければならない。 

(3)  In paragraph (1)(a) “the relevant period” means the period of 90 days beginning with the later of— 

  (a) the day on which the consumer enters into the contract, and 

  (b) the relevant day. 

(3) 本条(1)1項(a)において，「関連期間」とは，以下のいずれかの日から 90日間をいう。 

  (a) 消費者が契約を締結した日，及び， 

  (b) 「関連日」。 

(4)  In this Part “the relevant day” means the day on which— 

  (a) the goods are first delivered, 

  (b) the performance of the service begins, 

  (c) the digital content is first supplied, 

  (d) the lease begins, or 

  (e) the right is first exercisable, 

  (as the case may be). 

(4) 本章において「関連日」とは，以下のいずれかの日をいう（具体的な場合に応じて）。 

  (a) 商品が最初に引き渡された日， 

  (b) サービスの履行が開始された日， 

  (c) デジタル・コンテンツが最初に提供された日， 

  (d) 賃貸借の開始日，又は 

  (e) 権利が最初に行使可能となった日。 

 

(5)  But in the case of a mixed contract, “the relevant day” means the latest of the days mentioned in paragraph 

(4) that is relevant to the contract. 

(5) ただし，「混合契約」の場合，「関連日」は，本条(4)項に記載された日のうち，契約に関連する最

も遅い日を意味する。 

(6)  In this Part “mixed contract” means a contract relating to a product which consists of any two or more of 

goods, a service, digital content, immoveable property or rights. 

(6) 本章の適用にあたり，「混合契約」とは，商品，サービス，デジタル・コンテンツ，不動産又は権

利のいずれか 2つ以上から構成される商品に関する契約をいう。 

(7)  For the purposes of this Part, where the consumer’s access to digital content on a device requires its 

transmission to the device under arrangements initiated by the trader, the day on which the digital  content 

is first provided is— 

  (a) the day on which it reaches the device, or 

  (b) if earlier, the day on which it reaches another trader chosen by the consumer to supply, under a contract 

with the consumer, a service by which digital content reaches the device. 

(7) 本章の適用にあたり，消費者がデバイス上のデジタル・コンテンツにアクセスする際に，事業者が

開始した取り決めに基づいてデジタル・コンテンツをデバイスに送信する必要がある場合，デジタル・

コンテンツが最初に提供された日は，以下のとおりとする。 

  (a) デジタル・コンテンツがデバイスに到達した日，又は， 

  (b) それ以前の場合は，デジタル・コンテンツがデバイスに到達するサービスを消費者との契約に

基づいて提供するために消費者が選択した別の事業者に到達した日。 

(8)  For the purposes of paragraph (1)(b), a product remains capable of being rejected only if— 

  (a) the goods have not been fully consumed, 

  (b) the service has not been fully performed, 

  (c) the digital content has not been fully consumed, 

  (d) the lease has not expired, or 

  (e) the right has not been fully exercised, 

  (as the case may be). 

(8) 第(1)項(b)の適用にあたり，商品は以下の場合に限り，拒否することが可能である(具体的な場合に

応じて）。 

  (a) 商品が完全に消費されていない， 

  (b) サービスが完全に実施されていない， 
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  (c) デジタル・コンテンツが完全に消費されていない， 

  (d) 賃貸借契約が終了していない，又は， 

  (e) 権利が完全に行使されていない。 

(9)  For the purposes of paragraph (8)— 

  (a) goods have been fully consumed only if nothing is left of them, and 

  (b) digital content has been fully consumed only if the digital content was available to the consumer for a 

fixed period and that period has expired. 

(9) 本条(8)項の適用にあたり， 

  (a) 商品の場合は，何も残らない場合に限り，完全に消費されたものとし， 

  (b) デジタル・コンテンツの場合は，デジタル・コンテンツが一定の期間消費者に提供され，その

期間が終了した場合に限り，完全に消費されたものとする。 

(10)  A consumer does not have the right to unwind in respect of a business to consumer contract if the 

consumer has exercised the right to a discount in respect of that contract and the same prohibited practice. 

(10) 消費者は，その契約及び禁止行為に関して，代金減額の権利を行使した場合，ＢtoＣ契約に関し

て，契約を解除することはできない。 

How does the right to unwind work in the case of a business to consumer contract? 

ＢtoＣ契約の場合，解除する権利はどのように機能するか？ 

27F.-(1) Where a consumer has the right to unwind in respect of a business to consumer contract— 

  (a) the contract comes to an end so that the consumer and the trader are released from their obligations 

under it, 

  (b) the trader has a duty to give the consumer a refund (subject as follows), and 

  (c) if the contract was wholly or partly for the sale or supply of goods the consumer must make the goods 

available for collection by the trader. 

第 27Ｆ条-(1) ＢtoＣ契約に関し，解除の権利を有する場合，以下の効果が生ずる。 

  (a) 契約は終了し，消費者及び事業者は，契約に基づく義務から解放される。 

  (b) 事業者は，消費者に対し，返金する義務を負う(ただし，次項以下の要件を満たす必要があ

る。)，かつ 

  (c) 契約の全部又は一部が商品の販売又は供給である場合，消費者は事業者が商品を回収すること

ができるようにしなければならない。 

(2)  The consumers entitlement to a refund works as follows. 

(2) 消費者の返金を受ける権利は次項以下のとおりである。 

(3)  To the extent that the consumer paid money under the contract, the consumer is entitled to receive back 

the same amount of money (but see paragraphs (7) to (10)). 

(3) 消費者が契約に基づいて金銭を支払った範囲内で，消費者は同額の金銭を受け取ることができる

（ただし，(7)項～(10)項参照）。 

(4)  To the extent that the consumer transferred anything else under the contract, the consumer is entitled to 

receive back the same amount of what the consumer transferred, unless paragraph (5) applies. 

(4) 消費者が契約に基づき何か他のものを譲渡した範囲において，消費者は，本条(5)項が適用されない

限り，消費者が譲渡したものと同額のものを受け取ることができる。 

(5)  To the extent that the consumer transferred under the contract something for which the same amount of 

the same thing cannot be substituted— 

  (a) the consumer is entitled to receive back in its original state whatever the consumer transferred, or 

  (b) if it cannot be given back in its original state, the consumer is entitled to be paid its market price as at the 

time when the product was rejected. 

(5) 消費者が契約に基づき，同額の同一物を代替することができないものを譲渡した範囲においては 

  (a) 消費者は，消費者が譲渡したものを元の状態にて受け取ることができる，又は， 

  (b) 元の状態に戻すことができない場合には，消費者は，商品が拒絶された時点での市場価格を受

領することができる。 

(6)  There is no entitlement to a refund if none of paragraphs (3) to (5) applies. 

(6) 本条(3)項から(5)項のいずれにも該当しない場合は，返金を受けることはできない。 
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(7)  The consumer’s entitlement to receive back the same amount of money as the consumer paid is qualified 

by paragraphs (8) to (10) if— 

  (a) the contract was for the sale or supply of a product on a regular or continuous basis, and 

  (b) the period beginning with the relevant day and ending with the day on which the consumer rejected the 

product exceeds one month. 

(7) 以下の場合，消費者が支払った金額と同額の金銭を受領する消費者の権利は，本条(8)から(10)項によ

って制限を受ける。 

  (a) 契約が，定期的又は継続的な商品の販売又は供給を目的としたものであり，かつ， 

  (b) 関連日から始まり，消費者が製品を拒絶した日で終わる期間が 1か月を超える場合 

(8) In that case the consumer is only entitled to receive back the amount (if any) found by deducting the market 

price, when the consumer rejected the product, of the product supplied up to that time from the amount the 

consumer paid for it. 

(8) この場合，消費者は，消費者が商品に対して支払った金額から，その時点までに供給された製品

の，消費者が製品を拒絶した時の市場価格を控除して求められた金額（もしあれば）のみを取り戻すこ

とができる。 

(9)  But paragraph (8) does not apply if it is not appropriate to apply that deduction having regard to— 

  (a) the behaviour of the person who engaged in the prohibited practice, and 

  (b) the impact of the practice on the consumer. 

(9) ただし，以下の点を考慮して，当該控除を適用することが適切でない場合には，本条(8)項は適用し

ない。 

  (a) 禁止行為を行った者の行動，及び， 

  (b) 当該行為が消費者に与えた影響。 

(10)  Where the product supplied up to the time when the consumer rejected it consists wholly or partly of 

goods, their market price is only to be taken into account under paragraph (8) to the extent that they have 

been consumed. 

(10) 消費者が拒絶した時点までに供給された商品の全部又は一部が物品によって構成されている場合，

それらの市場価格は，消費された範囲においてのみ，本条(8)項に基づいて考慮される。 

How does the right to unwind work in the case of a consumer to business contract? 

ＣtoＢ契約において，解除する権利はどのように機能するか？ 

27G.-(1)  A consumer who has a right to redress in respect of a consumer to business contract has the right to 

unwind in respect of that contract. 

第 27Ｇ条-(1) ＣtoＢ契約に関して救済を受ける権利を有する消費者は，その契約を解除することができ

る。 

(2)  Where paragraph (1) applies— 

  (a) the consumer has the right to treat the contract as at an end so that the trader and the consumer are 

released from their obligations under it, and 

  (b) the consumer has the right within paragraph (5) or (6). 

(2) 本条(1)項が適用される場合， 

  (a) 消費者は，事業者及び消費者は契約に基づく義務を免れ，契約を終了したものと取り扱うこと

ができ，かつ， 

  (b) 消費者は本条(5)項又は(6)項の権利を持つ。 

(3)  To treat the contract as at an end, the consumer must indicate to the trader that the contract is ended. 

(3) 消費者は，契約を終了したものとして扱うには，事業者に対して，契約が終了した旨を表示しなけ

ればならない。 

(4)  An indication under paragraph (3) may be something that the consumer says or does, but it must be clear. 

(4) 本条(3)項に規定する表示は，口頭又は態度によるものであってよいが，明確でなければならない。 

(5)  If the trader is able to return the goods to the consumer in the condition they were in when sold by the 

consumer— 

  (a) the consumer has a right to the return of the goods, and 

  (b) the consumer must repay to the trader the amount (if any) that the trader has paid for the goods. 
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(5) 事業者が，消費者が販売したときの状態で，商品を消費者に返還できる場合には， 

  (a) 消費者は商品の返還を受けることができ，かつ， 

  (b) 消費者は，事業者がその商品に対して支払った金額（もしあれば）を事業者に返済しなければ

ならない。 

(6)  If paragraph (5) does not apply, the consumer has a right to a payment from the trader of the amount (if 

any) by which the market price of the goods when the trader paid for them exceeds what the trader paid 

for them. 

(6) 本条(5)項が適用されない場合，消費者は，事業者が商品を購入したときの市場価格が，事業者の商

品購入額を超える差額(もしあれば)を事業者から支払いを受けることができる。 

How does the right to unwind work if payments are demanded which are not due? 

支払うべきではない支払いを要求された場合，支払いを取り消す権利はどのように機能するか？ 

27H.—(1) A consumer has the right to unwind in respect of a consumer payment for a product within 

regulation 2(1A) and (1B) if the consumer was not required to make all or part of the payment. 
第 27Ｈ条-(1) 消費者は，第 2条(1Ａ)項及び(1Ｂ)項に該当する商品に対するＣペイメントに関して，支

払の全部又は一部を行う必要がなかった場合には，支払いを取り消すことができる。 

(2)  Where paragraph (1) applies, the consumer has the right to receive back from the trader— 

  (a) the same amount of money as the consumer paid to the trader, or 
  (b) in a case where the consumer was required to make part of the payment, an amount equal to the part 

of the payment the consumer was not required to make. 

(2) 本条(1)項が適用される場合，消費者は，事業者から以下のものを取り戻すことができる。 

  (a) 消費者が事業者に支払った金額と同額の金銭，又は， 

  (b) 消費者が支払いの一部を行う必要があった場合には，消費者が行う必要のなかった支払いの一

部に相当する金額。 

How does the right to a discount work? 

代金減額請求の権利は，どのような仕組みか？ 

27I.—(1)  A consumer has the right to a discount in respect of a business to consumer contract if— 

  (a) the consumer has made one or more payments for the product to the trader or one or more payments 

under the contract have not been made, and 
  (b) the consumer has not exercised the right to unwind in respect of the contract. 
第 27Ｉ条-(1) 消費者は，以下の場合，ＢtoＣ契約について代金の減額を請求することができる。 

  (a) 消費者が，事業者に対して，商品に対する 1回以上の支払いを行った場合か，契約に基づいて 1

回以上の支払いを行っていない場合であり，かつ， 

  (b) 消費者がその消費者契約に関して解除の権利を行使していない場合。 

(2)  If the consumer has made one or more payments, the consumer has the right to receive back from the 

trader the relevant percentage of the payment or payments. 

(2) 消費者が 1回又は数回の支払いを行っている場合，消費者は，事業者からその支払いにつき関連減

額率での返金を受けることができる。 

(3)  If one or more payments have not been made, the consumer has the right— 

  (a) to reduce by the relevant percentage as many of those payments as is appropriate having regard to the 

seriousness of the prohibited practice, or 
  (b) in a case within paragraph (6), to reduce all of those payments by the relevant percentage. 
(3) 1回又は複数回の支払が行われていない場合，消費者は，以下のことを行うことができる。 

  (a) 禁止行為の重大さを考慮して，適切と思われる支払額を関連減額率の割合で減額すること，又

は 

  (b) 本条(6)項の範囲内の場合では，これらの支払のすべてに関連減額率での減額をすること。 

(4)  Subject to paragraph (6), the relevant percentage is as follows— 

  (a) if the prohibited practice is more than minor, it is 25%, 
  (b) if the prohibited practice is significant, it is 50%, 
  (c) if the prohibited practice is serious, it is 75%, and 
  (d) if the prohibited practice is very serious, it is 100%. 
(4) 本条(6)項に従うことを条件に，関連減額率は下のとおりとする。 
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  (a) 禁止行為が軽微とはいえない場合は 25％とする， 

  (b) 禁止行為が重要なものである場合は 50％とする， 

  (c) 禁止行為が深刻なものである場合は 75％とする， 

  (d) 禁止行為が非常に深刻である場合は 100％とする。 

(5)  The seriousness of the prohibited practice is to be assessed by reference to— 

  (a) the behaviour of the person who engaged in the practice, 
  (b) the impact of the practice on the consumer, and 
  (c) the time that has elapsed since the prohibited practice took place. 
(5) 禁止行為の深刻さは，以下の点を考慮して評価する。 

  (a) その取引行為を行った者の行動， 

  (b) 消費者に対するその取引行為の影響，及び， 

  (c) 禁止行為が行われてから経過した期間。 

(6)  Paragraph (4) does not apply if— 

  (a) the amount payable for the product under the contract exceeds £5,000, 

  (b) the market price of the product, at the time that the consumer entered into the contract, is lower than 

the amount payable for it under the contract, and 
  (c) there is clear evidence of the difference between the market price of the product and the amount 

payable for it under the contract. 
(6) 本条(4)項は，以下の場合には適用しない。 

  (a) 契約に基づいて商品に対して支払われる金額が 5,000ポンドを超え， 

  (b) 消費者が契約を締結した時点における商品の市場価格が，契約に基づいて商品に対して払われ

るべき金額よりも低く，かつ， 

  (c) 製品の市場価格と契約に基づいて支払うべき金額との差を示す明確な証拠がある。 

(7)  In such a case, the relevant percentage is the percentage difference between the market price of the 

product and the amount payable for it under the contract. 

(7) このような場合，関連減額率は，製品の市場価格と契約に基づいて支払うべき金額との差の割合と

なる。 

(8)  The application of this regulation does not affect any of the other rights and liabilities under the contract. 

(8) 本条は，契約に基づくその他の権利及び責任に影響を与えない。 

How does the right to damages work? 

損害賠償請求の権利は，どのような仕組みか？ 

27J.—(1)  Subject as follows, a consumer has the right to damages if the consumer— 

  (a) has incurred financial loss which the consumer would not have incurred if the prohibited practice in 

question had not taken place, or 
  (b) has suffered alarm, distress or physical inconvenience or discomfort which the consumer would not 

have suffered if the prohibited practice in question had not taken place. 
第 27Ｊ条-(1) 消費者は，以下の場合に，損害賠償請求を行うことができる。 

  (a) 問題となっている禁止行為が行われてなければ，消費者が被ることのなかった経済的損失を被

った場合，又は， 

  (b) 問題となっている禁止行為が行われていなければ消費者が被ることのなかった恐怖，苦痛，又

は身体的な不便さや不快感を被った場合。 

(2)  The right to damages is the right to be paid damages by the trader for the loss or the alarm, distress or 

physical inconvenience or discomfort in question. 

(2) 損害賠償請求の権利は，問題となっている損失又は恐怖，苦痛，物理的な不便さ，不快さについ

て，事業者から損害賠償を受ける権利である。 

(3)  The right to be paid damages for financial loss does not include the right to be paid damages in respect of 

the difference between the market price of a product and the amount payable for it under a contract. 

(3) 経済的損失についての損害賠償請求の権利には，商品の市場価格と契約に基づいて支払われる金額

との差額に関する損害賠償請求は含まれない。 

93



(4)  The right to be paid damages under this regulation is a right to be paid only damages in respect of loss 

that was reasonably foreseeable at the time of the prohibited practice. 

(4) この規定に基づく損害賠償請求の権利においては，禁止行為の時点において，合理的に予見可能で

あった損失のみが，その権利の対象となる。 

(5)  A consumer does not have the right to damages if the trader proves that— 

  (a) the occurrence of the prohibited practice in question was due to— 

    (i) a mistake, 
    (ii) reliance on information supplied to the trader by another person, 
    (iii) the act or default of a person other than the trader, 
    (iv) an accident, or 
    (v) another cause beyond the trader’s control, and 

  (b) the trader took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the occurrence of the 

prohibited practice. 

(5) 事業者が以下のいずれかを立証した場合には，消費者の損害賠償請求の権利は認められない。 

  (a) 問題となる禁止行為が，以下のいずれかの理由によるものであること， 

    (i) 過失， 

    (ii) 第三者から提供された情報に依拠したこと， 

    (iii) 事業者以外の者の行為又は不履行， 

    (iv) 事故，又は， 

    (v) 事業者が制御できないその他の原因， 

  (b) 事業者自身又は事業者の管理下にある者が違反することを避けるために，あらゆる合理的な予

防措置をとり，あらゆる相当な注意を払ったものであること。 

How can a consumer enforce the rights to redress? 

消費者はどのように救済の権利を行使できるか？ 

27K.—(1)  A consumer with a right to redress under this Part may bring a claim in civil proceedings to 

enforce that right. 
第 27Ｋ条-(1) この章に基づく救済を受ける権利を有する消費者は，その権利を行使するために民事訴訟

を提起することができる。 

(2)  In Scotland, proceedings to enforce the right to unwind may be brought before the sheriff or in the Court 

of Session. 

(2) スコットランドにおいては，解除の権利を行使するための手続は，州裁判所判事又は民事上訴裁判

所に裁判所で行うことができる。 

(3)  Paragraph (4) applies if in proceedings under this regulation the consumer establishes that the 

consumer has— 

  (a) the right to unwind, 
  (b) the right to a discount, or 
  (c) the right to damages. 
(3) この規定に基づく手続において，消費者が，以下の権利を有することを証明した場合に，本条(4)項

を適用する。 

  (a) 解除の権利， 

  (b) 代金減額請求の権利， 

  (c) 損害賠償請求の権利。 

(4) The court must make an order that gives effect to— 

  (a) that right, and 
  (b) any associated obligations of the consumer under this Part. 
(4) 裁判所は，以下の事項を実現するための命令を下さなければならない。 

  (a) 証明された権利，及び， 

  (b) この章に基づく関連する消費者の義務。 

(5)  The Limitation Act 1980 applies to a claim under this regulation in England and Wales as if it were an 

action founded on simple contract. 

94



(5) 1980年制限法は，イングランド及びウェールズにおいて，この規定に基づく請求には，単純な契約

に基づく訴訟と同様の形で適用される。 

(6)  The Limitation (Northern Ireland) Order 1989 applies to a claim under this regulation in Northern Ireland 

as if it were an action founded on simple contract. 

(6) 1989年（北アイルランド）制限令は，北アイルランドにおいて，この規定に基づく請求には，単純

な契約に基づく訴訟と同様の形で適用される。 

How does this Part relate to the existing law? 

この章は，現行の法律とどのように関連するのか？ 

27L.—(1) Nothing in this Part affects the ability of a consumer to make a claim under a rule of law or equity, 

or under an enactment, in respect of conduct constituting a prohibited practice. 
第 27Ｌ条-(1) この章のいかなる規定も，禁止行為を構成する行為に関して，コモンロー若しくはエクイ

ティ（衡平法）又は制定法に基づいて，消費者が請求を行うことができることに影響を与えない。 

(2) But a consumer may not— 

  (a) make a claim to be compensated under a rule of law or equity, or under an enactment, in respect of 

such conduct if the consumer has been compensated under this Part in respect of the conduct, or 
  (b) make a claim to be compensated under this Part in respect of such conduct if the consumer has been 

compensated under a rule of law or equity, or under an enactment, in respect of the conduct. 
(2) 前項の規定にかかわらず，消費者は，以下のことを行うことはできない。 

  (a) 消費者が当該取引行為に関して，この章に基づいて補償を受けている場合，当該取引行為に関

して，コモンロー若しくはエクイティに基づいて，又は制定法に基づいて賠償を請求すること，又

は， 

  (b) 消費者が当該取引行為に関して，コモンロー若しくはエクイティに基づき，又は制定法に基づ

いて補償されている場合，当該取引行為に関して，この章に基づいて賠償を請求すること。 

(3)  In this regulation “enactment” includes— 

  (a) an enactment contained in subordinate legislation within the meaning of the Interpretation Act 1978, 
  (b) an enactment contained in, or in an instrument made under, a Measure or Act of the National 

Assembly for Wales, 
  (c) an enactment contained in, or in an instrument made under, an Act of the Scottish Parliament, and 
  (d) an enactment contained in, or in an instrument made under, Northern Ireland legislation. 

(3) 本規則において「制定法」とは以下を含む。 

  (a) 1978年解釈法における意味に該当する下位法令に含まれる制定法， 

  (b) ウェールズ国民議会の施策又は法律に含まれる制定法，又はそれに基づいて作成された文書， 

  (c) スコットランド議会の法律に含まれる制定法，又はそれに基づいて作成された文書，及び， 

  (d) 北アイルランドの立法に含まれる制定法，又はそれに基づいて作成された文書。 

Inertia selling 

27A 27M.—(1)  This regulation applies where a trader engages in the unfair commercial practice described in 

paragraph 29 of Schedule 1 (inertia selling). 

第 27Ａ 第 27Ｍ条-(1) 本条は，事業者が付表 1の 29に記載されている不公正な取引行為（押しつけ商法）

を行った場合に適用される。 

(2)  The consumer is exempted from any obligation to provide consideration for the products supplied by the 

trader. 

(2) 消費者は事業者が提供した商品の対価を支払う義務を免れる。 

(3)  The absence of a response from the consumer following the supply does not constitute consent to the 

provision of consideration for, or the return or safekeeping of, the products. 

(3) 供給後に消費者からの応答がない場合であっても，商品の対価を支払うこと，又は，商品を返送し若

しくは保管することについて，同意をしたことにはならない。 

(4)  In the case of an unsolicited supply of goods, the consumer may, as between the consumer and the trader, 

use, deal with or dispose of the goods as if they were an unconditional gift to the consumer. 
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(4) 要請をしていない物品の場合には，消費者は，その事業者との関係において，商品が消費者への無条

件で贈与された物であるとみなして，使用し，取扱い，又は廃棄することができる。 

 

PART 5  SUPPLEMENTARY 

第 5章 補則 

Crown王室 

28.-(1) 

第 28条-(1) 〔削除されている〕 

(2)  The Crown is not criminally liable as a result of any provision of these Regulations. 

(2) 王室は，この規則のいかなる規定によっても，刑事上の責任を負わない。 

(3)  Paragraph (2) does not affect the application of any provision of these Regulations in relation to a person in 

the public service of the Crown. 

(3) 本条(2)項は，王室の公務に従事する者に関し，この規則のいかなる規定の適用にも影響を与えない。 

Validity of agreements 

契約の有効性 

29.  Except as provided by Part 4A, an agreement shall not be void or unenforceable by reason only of a breach 

of these Regulations. 

第 29条 第 4Ａ章において規定されている場合を除き，この規則に違反したことのみを理由として，契約が

無効又は執行不能になることはない。 

 

Amendments, repeals and transitional and saving provisions 

改正，廃止，経過措置及び保存規定 

30.-(1)  Schedule 2 (which contains amendments) shall have effect. 

第 30条-(1) 付表別表 2（改正を内容とする）は効力を有する。 

(2)  Schedule 3 (which contains transitional and saving provisions) shall have effect. 

(2） 付表 3（経過及び留保規定を内容とする）は効力を有する。 

(3)  Schedule 4 (which contains repeals and revocations) shall have effect. 

(3) 付表 4（廃止と撤廃を内容とする）は効力を有する。 

SCHEDULE 1 Commercial practices which are in all circumstances considered unfair 

付表１ あらゆる状況で不公正とみなされる取引行為 

1.  Claiming to be a signatory to a code of conduct when the trader is not. 

１ 事業者が自主行動基準に署名していないにもかかわらず，署名していると述べること。 

2.  Displaying a trust mark, quality mark or equivalent without having obtained the necessary authorisation. 

２ 必要な承認を得ることなく，トラストマーク，品質マーク又は同等の記号を表示すること。 

3.  Claiming that a code of conduct has an endorsement from a public or other body which it does not have. 

３ 自主行動基準が公的機関又はその他の団体から承認されていないにもかかわらず，承認されていると述

べること。 

4.  Claiming that a trader (including his commercial practices) or a product has been approved, endorsed or 

authorised by a public or private body when the trader, the commercial practices or the product have not or 

making such a claim without complying with the terms of the approval, endorsement or authorisation. 
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４ 事業者（その取引行為を含む）若しくは商品が，公的機関若しくは私的機関から承認，保証又は認可さ

れていないにもかかわらず，これらを得ていると主張し，又は，承認，保証若しくは認可の条件に従って

いないにもかかわらず，そのような主張をすること。 

5.  Making an invitation to purchase products at a specified price without disclosing the existence of any 

reasonable grounds the trader may have for believing that he will not be able to offer for supply, or to 

procure another trader to supply, those products or equivalent products at that price for a period that is, and 

in quantities that are, reasonable having regard to the product, the scale of advertising of the product and 

the price offered (bait advertising). 

５ 商品，これに関する広告規模及び提示される価格に照らして，合理的な期間，当該商品若しくはこれと

同等の商品を供給することができない，又は，これを他の事業者に供給させることができないと判断され

る合理的な根拠を持っているにもかかわらず，それを開示することなく，そのような価格で商品の購入の

誘引を行うこと（おとり広告）。 

6.  Making an invitation to purchase products at a specified price and then— 

  (a) refusing to show the advertised item to consumers, 

  (b) refusing to take orders for it or deliver it within a reasonable time, or 

  (c) demonstrating a defective sample of it, with the intention of promoting a different product (bait and 

switch). 

６ 特別の価格での商品を購入の誘引をしておきながら，他の商品の販売を促進する意図をもって，次のい

ずれかの行為をすること（おとり商法）。 

  (a) 広告した商品を消費者に見せることを拒否すること， 

  (b) 合理的な時間内に，その商品の注文を受けること，又は，商品を配送することを拒否すること， 

   又は， 

  (c) 別の商品を販売促進することを意図して，欠陥のある見本を提示すること。 

7.  Falsely stating that a product will only be available for a very limited time, or that it will only be available 

on particular terms for a very limited time, in order to elicit an immediate decision and deprive consumers of 

sufficient opportunity or time to make an informed choice. 

７ 消費者が十分な情報を得た上で選択を行う十分な機会又は時間を与えないようにするために，直ちに意

思決定を行うことを促して，事実ではないにもかかわらず，非常に限られた期間のみ，又は，非常に限ら

れた期間内においてのみ特別な条件で商品を購入することができると述べること。 

8.  Undertaking to provide after-sales service to consumers with whom the trader has communicated prior to a 

transaction in a language which is not an official language of the EEA State where the trader is located and 

then making such service available only in another language without clearly disclosing this to the consumer 

before the consumer is committed to the transaction. 

８ 事業者が，取引前にその所在するＥＥＡ加盟国の公用語ではない言語で取引前に連絡を取っていた消費

者に対し，アフター・サービスを提供することを約束しながらも，別の言語でのみ当該サービスが利用可

能であるとしていることについて，消費者が取引する前に明らかにしないこと。 

9.  Stating or otherwise creating the impression that a product can legally be sold when it cannot. 

９ 合法的に販売できない商品を，合法的に販売できるように述べ，又は，その他の方法で印象づけるこ

と。 

10.  Presenting rights given to consumers in law as a distinctive feature of the trader's offer. 

10 法律で消費者に与えられる権利を，事業者の申込みの特有の特徴であるかのように述べること 

11.  Using editorial content in the media to promote a product where a trader has paid for the promotion 

without making that clear in the content or by images or sounds clearly identifiable by the consumer 

(advertorial). 
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11 商品の販売促進のために，そのための費用を支払ったメディアの論説記事を使用しておきながら，その

記事内容において，若しくは，消費者が明確に識別できる画像や音声により，そのことを明示しないこと

(記事広告)。 

12.  Making a materially inaccurate claim concerning the nature and extent of the risk to the personal security 

of the consumer or his family if the consumer does not purchase the product. 

12 消費者が商品を購入しない場合に，消費者又はその家族の個人的な安全性に対する危険の性質及び程度

について，実質的に不正確な説明を行うこと。 

13.  Promoting a product similar to a product made by a particular manufacturer in such a manner as 

deliberately to mislead the consumer into believing that the product is made by that same manufacturer 

when it is not. 

13 特定の製造業者の商品に類似した製品を，同じ製造業者の商品ではないにもかかわらず，消費者に意図

的に誤認させるような方法で宣伝すること。 

14.  Establishing, operating or promoting a pyramid promotional scheme where a consumer gives 

consideration for the opportunity to receive compensation that is derived primarily from the introduction of 

other consumers into the scheme rather than from the sale or consumption of products. 

14 消費者の受け取る報酬が，その商品の販売又は消費に由来するのではなく，主として他の消費者をその

仕組みに参加させることによりもたらされることを期待させるピラミッド型販売促進の仕組みを構築，運

営又は促進すること。 

15.  Claiming that the trader is about to cease trading or move premises when he is not. 

15 事業者が，事実ではないにもかかわらず，事業を終了し，又は，事業所を移転しようとしていると述べ

ること。 

16.  Claiming that products are able to facilitate winning in games of chance. 

16 商品が，射幸ゲームの勝敗における勝率を上げることができると述べること。 

17.  Falsely claiming that a product is able to cure illnesses, dysfunction or malformations. 

17 虚偽であるにもかかわらず，商品が，病気，機能障害又は形態異常を治すことができると述べること。 

18.  Passing on materially inaccurate information on market conditions or on the possibility of finding the 

product with the intention of inducing the consumer to acquire the product at conditions less favourable 

than normal market conditions. 

18 通常の取引状況よりも不利な条件で商品の購入を誘引することを目的として，取引状況又は商品の発見

可能性について，実質的に不正確な情報を伝えること。 

19.  Claiming in a commercial practice to offer a competition or prize promotion without awarding the prizes 

described or a reasonable equivalent. 

19 取引行為において，所定の賞品又はこれと同等であると合理的に認められるものを提供しないにもかか

わらず，競争による選抜又は懸賞提供による販売促進を行うと述べること。 

20.  Describing a product as ‘gratis’, ‘free’, ‘without charge’ or similar if the consumer has to pay anything other 

than the unavoidable cost of responding to the commercial practice and collecting or paying for delivery of 

the item. 

20 取引行為に対応するため，商品の受領又は配送の費用以外の費用を支払わなくてはならないにもかかわ

らず，商品を「無料」，「無償」，「課金なし」若しくはこれに類似する表現を行うこと。 

21.  Including in marketing material an invoice or similar document seeking payment which gives the 

consumer the impression that he has already ordered the marketed product when he has not. 

21 販売促進のための資料の中に，消費者が注文をしていないにもかかわらず，既にその商品を注文したと

の印象を消費者に与える請求書その他支払を求める類似の文書を含ませること。 
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22.  Falsely claiming or creating the impression that the trader is not acting for purposes relating to his trade, 

business, craft or profession, or falsely representing oneself as a consumer. 

22 事業者が，事実でないにもかかわらず，自己の商業，事業，手工業若しくは職業に関係する目的で行動

していないと述べ，若しくは，そのような印象を与え，又は，自身が消費者であると述べること。 

23.  Creating the false impression that after-sales service in relation to a product is available in an EEA State 

other than the one in which the product is sold. 

23 事実ではないにもかかわらず，商品に関するアフター・サービスが，その商品が販売されたＥＥＡ加盟

国とは異なるＥＥＡ加盟国で利用可能であるとの印象を与えること。 

24.  Creating the impression that the consumer cannot leave the premises until a contract is formed. 

24 消費者が，契約が成立するまで，営業所から退去することができないという印象を与えること。 

25.  Conducting personal visits to the consumer's home ignoring the consumer's request to leave or not to 

return, except in circumstances and to the extent justified to enforce a contractual obligation. 

25 契約上の義務を履行するために，国内法の下で正当化される状況及び範囲にある場合を除き，消費者が

退去するよう，又は，再訪問しないように要請したにも関わらず，消費者の自宅を訪問すること。 

26.  Making persistent and unwanted solicitations by telephone, fax, e-mail or other remote media except in 

circumstances and to the extent justified to enforce a contractual obligation. 

26 契約上の義務を履行するために正当化される状況及び範囲にある場合を除き，電話，ファクシミリ，電

子メール，その他の通信手段を用いて，執拗に要請のない勧誘を行うこと。 

27.  Requiring a consumer who wishes to claim on an insurance policy to produce documents which could not 

reasonably be considered relevant as to whether the claim was valid, or failing systematically to respond to 

pertinent correspondence, in order to dissuade a consumer from exercising his contractual rights. 

27 保険契約上の請求をしようとする消費者に対して，契約上の権利の行使を阻止するために，請求が有効

であるかどうかに関連するとは合理的に考えられない書類の提出を要求し，又は，適切な通信文書に組織

的に対応しないこと。 

28.  Including in an advertisement a direct exhortation to children to buy advertised products or persuade their 

parents or other adults to buy advertised products for them. 

28 広告において，児童に対して，広告にかかる商品を購入するよう，又は，親その他の成人に対して広告

にかかる商品を購入するように説得することを，直接勧めること。 

29.  Demanding immediate or deferred payment for or the return or safekeeping of products supplied by the 

trader, but not solicited by the consumer  

29 消費者が要請していないにもかかわらず供給した商品について，即時払い若しくは後払いを求め，又

は，返品若しくは保管を要求すること。 

30.  Explicitly informing a consumer that if he does not buy the product or service, the trader's job or livelihood 

will be in jeopardy. 

30 消費者が商品又はサービスを購入しないと，事業者の仕事又は生計の維持が危うくなることを明示する

こと。 

31.  Creating the false impression that the consumer has already won, will win, or will on doing a particular 

act win, a prize or other equivalent benefit, when in fact either— 

  (a) there is no prize or other equivalent benefit, or 

  (b) taking any action in relation to claiming the prize or other equivalent benefit is subject to the consumer 

paying money or incurring a cost. 

31 以下のいずれかの場合であるにもかかわらず，消費者がすでに賞品又はその他同等の利益を既に獲得し

ている，これから獲得する予定である，又は，特定の行為を行うことで獲得できるとの誤った印象を与え

ること。 
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  (a) ―実際には賞品又はその他の同等の利益は存在しない，又は， 

  (b) ―賞金又はその他の同等の利益を求めるための行為には，消費者が金銭を支払うか，又は，費用

を負担することが必要である。 

SCHEDULE 2 Amendments 

付表２ 改正 

PART 1 Amendments to Acts 

第１章 法律の改正 〔省略〕 

PART 2 Amendments to other legislation 

第 2章 他の法形式の改正 〔省略〕 

SCHEDULE 3 Transitional and Saving Provisions 

付表 3 経過及び留保規定 〔省略〕 

SCHEDULE 4 Repeals and Revocations 

付表４ 廃止と撤廃 〔省略〕 

PART 1 Repeals 

第１章 廃止 〔省略〕 

PART 2 Revocations 

第２章 撤廃 〔省略〕 
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ＥＵの法制度と不公正取引行為指令（ＵＣＰＤ）の概要 

１．ＥＵ（欧州連合）1 

(1) ＥＵとは 

→ＥＵ（欧州連合：European Union）は、欧州連合条約（マーストリヒト

条約）に基づいて、経済・通貨統合、外交・安全保障等の分野で協力を進

めている政治・経済統合体。1993年11月の連合条約の発効により創設され

た。現在、加盟国は27カ国2、総人口4億4732万人。加盟国による国家主権

の一部移譲により、より強力な国家連合的機構を形成している。 

(2) ＥＵの主要な機関 

 ア 欧州理事会（European Council） 

  →政治レベルの最高協議機関。ＥＵ各国首脳、欧州理事会議長及び欧州委

員会委員長により構成（通常年4回開催）。 

 イ 理事会（Council） 

  →決定機関。ＥＵ各国の閣僚級代表により構成されるEU の主たる決定機

関（外務理事会、総務理事会、経済・財政理事会等分野毎に開催され

る）。 

 ウ 欧州委員会（European Commission） 

  →加盟国の合意に基づき欧州議会の承認を受けた委員で構成（各国1名の

計27名、任期5年）。政策・法案を提案し、理事会決定等を執行する。 

 エ 欧州議会（European Parliament） 

  →5年ごとの直接選挙で選ばれる議員で構成。当初は諮問的機関であった

が、権限が強化されてきている。特定分野の立法における理事会との共

同決定権、ＥＵ予算の承認権、新任欧州委員の一括承認権等を有する。 

 オ ＥＵ司法裁判所（the Court of Justice of the European Union） 

  →ＥＵの法体系の解釈等を行う裁判所。「司法裁判所」「総合裁判所」

「専門裁判所」で構成される。ＥＵ法の統一的解釈・適用を確保するた

めに、加盟国の国内裁判所が「先決付託」を行い、「先行判決」を下す

という制度がある。 

 

1 外務省「ＥＵ関連用語集」＜http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keyword.html＞参照。 
2 加盟国は、加盟順に、イタリア、オランダ、ドイツ、フランス、ベルギー、ルクセンブル

ク、デンマーク、アイルランド、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、オーストリア、フィンラ

ンド、スウェーデン、キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、

マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア、クロアチアであ

る。イギリスは、1973 年 1月 1 日から 2020 年 2 月 1日まで加盟。 
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２．ＥＵ法とＥＵ指令3 

(1) ＥＵ法の体系 

 ア 一次法（primary law） 

  →ＥＵの憲法に相当するもの。ＥＵの基本諸条約、ＥＵ基本権憲章、ＥＵ

司法裁判所の判例法において発展させられた法の一般原則などが含まれ

る。 

 イ 二次法（secondary law） 

  →一次法（条約）を根拠に制定されるＥＵの法令。「規則」「指令」「決

定」「勧告」及び「意見」の5種類がある（ＥＵ機能条約288条1項）4。 

 ウ 判例 

  →欧州司法裁判所の判決。先例拘束性はないものの、事実上の拘束力をも

つ。 

(2) 規則と指令 

 ア 規則（regulation） 

  →加盟国に対し、国内法への適用を待たずに直接拘束力を有するＥＵの法

令。ＥＵ加盟国の法令を統一するために制定される。 

 イ 指令（directive） 

  →加盟国を拘束するが、その具体的な形式及び手法は加盟国に委ねられる

タイプのＥＵの法令。国内法化にあたり、加盟国には一定の裁量権が認

められる。 

(3) 指令による平準化のタイプ 

 ア 下限平準化（minimum harmonization） 

  →指令の国内法化にあたり、最低限度の規制のみを定め、加盟国により厳

しい規制を行うことを認めるもの。 

 イ 完全平準化（maximum harmonization) 

  →指令の国内法化にあたり、より厳しい規制を認めないもの。 

(4) 補足 

 ア 指令の法令番号 

→年／番号／制定機関5，又は（制定機関）／年／番号 

 
3 庄司克宏『新ＥＵ法基礎編』参照。 
4 「決定」（decision）は法的拘束力を持つが、一般的には適用されない（特定された対象のみ

に効力を持つ）。「勧告」（recommendation）と「意見」（opinion）には拘束力はない。 
5 末尾の EEC、EC、EU という異なった符号は、制定機関（欧州経済共同体〔EEC〕、欧州共同体

〔EC〕、欧州連合〔EU〕）の相違による。 
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 イ 消費者法関連のEU指令6 

  →不公正契約条項指令（93/13/EEC）、消費者権利指令（2011/83/EU）等 

 ウ ＥＥＡ（欧州経済領域）7 

  →ＥＵに参加していない国（欧州自由貿易連合〔ＥＦＴＡ〕に加盟する

国）が、ＥＵとの単一市場に参加できる枠組み 

 

３．ＵＣＰＤ（不公正取引行為指令）8 

(1) ＵＣＰＤとは 

 ア 「不公正取引行為指令」（Unfair Commercial Practices Directive 

2005/29/EC）は、2005年に採択された指令。既に存在した誤認惹起・比

較広告指令（2006/114/EC）から、ＢtoＣ取引の部分を分離して、広告以

外の誤認惹起取引行為に拡大するとともに、あわせて攻撃的な取引行為を

規制対象とする。 

 イ 国内法化の期限＝2007年6月12日（2009年12月までにすべての加盟国が

完了） 

 ウ 基本的には完全平準化を求める指令である（4 条）。 

  例外：①金融サービス及び不動産（3条9項） 

     ②2013年6月12日までは加盟国がより厳しい規制を許容する（3条5

項）。 

 エ この指令は契約法には何らの影響を与えるものではない（3条2項）9。

また、商品の健康及び安全性に関する規律にも影響を与えない（3条3項） 

(2) 適用範囲・定義 

 

6 本城昇『不公正な消費者取引の規制―米国・ＥＵ・韓国の法制を中心に―』48頁以下参照。 
7 ＥＥＡの参加国は、ＥＵ加盟国及びアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインの３

国。なお、スイスはＥＵとの間の個別協定で類似の関係を築いている。 
8 Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC。「不公正取引方法指令」「不公正商慣

行指令」とも訳される。本城昇『不公正な消費者取引の規制―米国・ＥＵ・韓国を中心に―』

59頁（日本評論社、2010年）、中田邦博・鹿野菜穂子編『ヨーロッパ消費者法・広告規制法の

動向と日本法』253頁以下（鹿野菜穂子執筆）、267頁以下（角田美穂子執筆）（日本評論社、

2011年）、カライスコス・アントニオス『不公正な取引方法と私法理論：ＥＵ法との比較法的

考察』（法律文化社，2020年）各参照。現代化指令による改正前の同指令の翻訳として、中田

邦博＝カライスコス・アントニオス「ヨーロッパ私法の現代化と日本私法 2005年5月11日の域

内市場における事業者の消費者に対する不公正取引方法に関する欧州議会及び理事会指令

(2005/29/EC)」龍谷大学社会科学研究年報47号195頁（2016年）がある。 
9 後述の現代化指令により、加盟国は民事効を導入することが要請されることとなった。 
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ア 「事業者による消費者に対する取引行為」を対象とする。取引行為と

は、消費者に対する商品の販売促進、販売若しくは供給に直接関連するも

のであって、事業者によるあらゆる作為、不作為、態度、又は、表示、広

告及び販売促進活動を含む取引上の通信（2条(d)）。 

  →販売促進行為、金融取引は対象となる。 

   事業者の買取行為や経済的利益に関わらないと取引は対象外である。Ｂ

toＢ取引も対象とならない。 

 イ 商品とは、物品又は役務である（不動産、権利及び義務を含む）（2条

(c)）10。 

 ウ 「事業者」とは、自らの商業、事業、手工業又は職業に関連する目的で

行動するあらゆる自然人又は法人、及び、事業者の名で、又は、事業者の

ために行動する者をいう（2条(b)）。 

 エ 「消費者」とは、自らの商業、事業、手工業又は職業以外の目的で行動

するあらゆる自然人をいう(2条(a))。 

 オ 取引前、取引の過程、取引後の行為に適用される（3条1項）。 

(3) 不公正な取引行為（一般規定） 

 ア 不公正な取引行為は禁止される（5条1項）。 

   不公正な取引行為とは、職務上の注意の要請に違反し、かつ、平均的消

費者（一定の集団に向けられた場合はその平均的構成員）の商品に関する

経済行動を実質的に歪め，又は歪めるおそれがあるもの（5条2項）。 

 イ 「誤認惹起取引行為」と「攻撃的取引方法」は下位概念であるが、必ず

しもこの2つに限定されるものではない。 

 ウ 「ぜい弱な消費者」（vulnerable consumer）に関する規定がある(5条3

項)。 

  →取引行為が、明確に特定できる消費者集団が、精神的若しくは身体的な

ぜい弱性、年齢若しくは軽信性から、その取引行為又はその対象となる

商品に対して特にぜい弱であり、このことを事業者が合理的に予見する

ことができ、かつ、当該行為が当該集団のみの経済行動を実質的に歪め

る可能性がある場合 

 エ 「消費者の経済行動を実質的に歪める」とは、取引行為を用いて、情報

を得た上での意思決定を行う消費者の能力を明らかに損ない、その結果、

それがなければ消費者が行わなかったであろう取引上の意思決定を行わせ

ることをいう（2条(e)）。 

 
10 後述の現代化指令により、デジタル・サービス、デジタル・コンテンツも商品に含まれるこ

とを明記する内容に改正されている。 
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(4) 誤認惹起取引行為 

 ア 「誤認惹起的行為」（誤認惹起作為〔6条〕＋誤認惹起不作為〔7条〕）

は、不公正な取引行為として禁止される（5条4項(a)）。 

 イ 「誤認惹起作為」とは、虚偽の情報を含むために不実であるか、若しく

は，6条1項(a)～(g)に定める事項について、全体的な表示を含む何らかの

方法により、たとえ情報が事実上正しいものであっても、平均的消費者の

誤認を招き、若しくは、誤認を招くおそれがあり、平均的消費者にその取

引行為がなければ行わなかった取引上の決定を行わせる場合，又はそのお

それがある場合をいう（6条1項）。具体的な状況を考慮して、6条2項各号

の事項に関わるときにも同様とされる（同条2項）。 

 ウ 「誤認惹起不作為」とは、その事実関係におけるそのすべての特徴及び

状況並びに通信媒体の制限を考慮して、平均的消費者が情報に得た上での

取引上の意思決定を行うために、その状況に応じて必要である重要な情報

を提供しなかったことにより、平均的消費者にその取引行為がなければ行

わない取引上の決定を行わせる場合又はそのおそれがある場合をいう（7

条1項）。 

  →重要な情報とみなされる事項（7条4項） 

 エ 誤認惹起取引行為のリスト（付表Ⅰ 1号から23号）11 …ブラックリスト

（5条5項） 

(5) 攻撃的取引行為 

 ア 攻撃的な取引行為（8条・9条）は、不公正な取引行為として禁止される

（5条4項(b)）。 

 イ 「攻撃的取引行為」とは、その事実関係におけるすべての特徴及び状況

を考慮して、嫌がらせ、有形力の行使を含む強制若しくは不当な影響力に

より、商品に関する平均的消費者の選択又は行動の自由を著しく損ない、

若しくは損なうおそれがあり、平均的消費者にその取引行為がなければ行

わない取引上の決定を行わせる場合，又はそのおそれがある場合をいう

（8条）。 

→該当性を判断する際の考慮事項（9条） 

 ウ 攻撃的取引行為のリスト（付表Ⅰ 24号から31号） …ブラックリスト

（5条5項） 

(6) 執行と自主規制 

 ア 執行（エンフォースメント）（11条） 

 
11 後述の現代化指令により、11ａ号及び 23ａ号～23c 号が追加されている。 
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  →不公正な取引行為を排除するために適切かつ効果的な手段（訴訟提起権

限を含む）を設ける必要がある。 

 イ 不実証表示ルール（12条） 

 ウ 罰則（13条） 

→実効的であるとともに、比例的かつ抑止的なものでなければならない。

12 

 エ 自主規制（自主行動基準）に関する規定 

  →定義（2条(f)） 

  →自主規制が、一定の要件の下、法的規制に取り込まれる形となっている

（6条2項(b)、付表Ⅰ 1号、3号） 

(7) 現代化指令による改正 

 ア 現代化指令（(EU)2019/2161）13 

→ＥＵの「消費者のためのニューディール」14の一環として採択された指

令の１つであり、不公正契約条項指令（93/13/EEC）、価格表示指令

（98/6/EC）、不公正取引行為指令（2005/29/EC）、消費者権利指令

（2011/83/EU）の4つの既存の指令を改正するもの。 

 イ ランキングやオンライン・マーケットプレース（オンライン・モールや

ネット・オークション等）に関連した情報の不提供が誤認惹起不作為とな

ることを規定するとともに（ＵＣＰＤ7条4項(f)及び同条4a項）、ランキン

グ表示、チケットの転売及びオンライン・レビュー（口コミ評価）に関す

る不公正な取引行為となるブラックリストを追加する（改正ＵＣＰＤ付表

Ⅰ 11ａ号、23ａ号～23ｃ号）。 

 ウ 不公正な取引行為により被害を受けた消費者の救済手段として、損害賠

償請求、代金減額請求、契約解除について、比例的かつ効果的な制度導入

を加盟国に要請する（改正ＵＣＰＤ11ａ条）。 

 エ 禁止に違反して不公正な取引行為がなされた場合における罰則の適用に

ついて、指標を導入するとともに、最高額を最低でも200万ユーロ以上と

しなければならないとするなどの整備を行う。 

 オ その他、訪問販売等についての加盟国独自の規制を許容すること（改正

ＵＣＰＤ3条5項）、加盟国で品質の異なる商品を同一の商品であるかのよ

 
12 後述の現代化指令により、改正がなされている。 
13 現代化指令による不公正取引行為指令の改正については、中田邦博＝カライスコス アント

ニオス＝古谷貴之「ＥＵにおける現代化指令の意義と不公正取引方法指令の改正(1)(2)」（龍谷

法学 53 巻 2 号 209 頁、3 号 293 頁）参照。 
14 「消費者のためのニューディール」（（New Deal for Consumers）政策の概要については、消

費者庁「欧州委員会提案『消費者のためのニューディール』について」（平成 30 年 10 月 3 日・

第 10 回第４期消費者 基本計画のあり方に関する検討会資料）参照。 
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うに販売する行為が誤認惹起作為に該当すること（改正ＵＣＰＤ6条2項

(c)15）などを規定する。 

 カ 現代化指令は、2019年12月18日に公布され、2020年1月7日に施行され

ている。この指令に基づいて、加盟国は、2021年11月28日までに国内法

化の手続を取り、2022年5月28日にその国内法を施行しなければならない

（現代化指令7条1項）。 

 
15 ＥＵ内で問題となった食料品等の二重品質問題に対応する規定である。 
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【仮訳】不公正取引行為指令（抄訳） 

 この翻訳は，海外調査の内容を理解するための一助としていただくために作成した仮訳です。指令の適

用に関する法的助言を行うために作成したものではなく，翻訳の正確性・厳密性を保証するものではあり

ません。 

 なお，下線部は，現代化指令（EU）2019/2161による改正の対象となった部分であり，□枠で囲んだ部分

は，同指令による改正後の条文です。また，指令に付されている立法理由，注，付表Ⅱ等の記載は省略して

います。 

 

DIRECTIVE 2005/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

欧州議会及び欧州理事会の指令 2005/29/EC 

of 11 May 2005 

2005年 5月 11日 

concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending 

Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament 

and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council 

域内市場における事業者の消費者に対する不公正な取引行為，及び，欧州理事会指令 84/450/EEC，欧州議会

と欧州理事会の指令 97/7/EC，98/27/EC，2002/65/EC，及び，欧州議会と欧州理事会の規則（EC）No2006/ 

2004に関する 

(‘Unfair Commercial Practices Directive’) 

(「不公正取引行為指令」) 

(Text with EEA relevance) 

（欧州経済領域協定に関連する文章） 

〔立法手続・立法理由に関する部分は省略する〕 

CHAPTER 1  GENERAL PROVISIONS 

第 1章 総則 

Article 1  Purpose 

第 1条 目的 

The purpose of this Directive is to contribute to the proper functioning of the internal market and achieve 

a high level of consumer protection by approximating the laws, regulations and administrative provisions 

of the Member States on unfair commercial practices harming consumers' economic interests. 

 この指令の目的は，消費者の経済的利益を害する不公正な取引行為に関する加盟国1の法律，命令，及び行

政規則の内容を接近させることにより，域内市場の適切な機能に寄与し，高水準の消費者保護を実現するこ

とにある。 

Article 2  Definitions 

第 2条 定義 

For the purposes of this Directive: 

 この指令の適用にあたり， 

  (a) ‘consumer’ means any natural person who, in commercial practices covered by this Directive, is acting 

 

1 （訳注）ＥＥＡ（欧州経済領域協定）に関連する指令であるので，加盟国はＥＥＡ加盟国を意味する。 
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for purposes which are outside his trade, business, craft or profession; 

  (a) 「消費者」とは，この指令の対象となる取引行為において，自らの商業，事業，手工業又は職業以

外の目的で行動するあらゆる自然人をいう。 

  (b) ‘trader’ means any natural or legal person who, in commercial practices covered by this Directive, is 

acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession and anyone acting in the name 

of or on behalf of a trader; 

  (b) 「事業者」とは，この指令の対象となる取引行為において，自らの商業，事業，手工業又は職業に

関連する目的で行動するあらゆる自然人又は法人，及び，事業者の名で，又は，事業者のために行動す

る者をいう。 

  (c) ‘product’ means any goods or service including immovable property, rights and obligations; 

  (c) 「商品」とは，不動産及び権利義務を含む，あらゆる物品又は役務をいう。 

  (c) ‘product’ means any good or service including immovable property, digital service and digital 

content, as well as rights and obligations; 

  (c) 「商品」とは，不動産，デジタル・サービス，デジタル・コンテンツ，権利義務を含む，あらゆ

る物品又は役務をいう。  

  (d) ‘business-to-consumer commercial practices’ (hereinafter also referred to as commercial practices) 

means any act, omission, course of conduct or representation, commercial communication including 

advertising and marketing, by a trader, directly connected with the promotion, sale or supply of a 

product to consumers; 

  (d) 「事業者の消費者に対する取引行為」（以下，「取引行為」ともいう）とは，消費者に対する商品の

販売促進，販売若しくは供給に直接関連するものであって，事業者によるあらゆる作為，不作為，態度，

又は，表示，広告及び販売促進活動を含む取引上の通信をいう。 

  (e) ‘to materially distort the economic behaviour of consumers’ means using a commercial practice to 

appreciably impair the consumer's ability to make an informed decision, thereby causing the 

consumer to take a transactional decision that he would not have taken otherwise; 

  (e) 「消費者の経済行動を実質的に歪める」とは，取引行為を用いて，情報を得た上での意思決定を行

う消費者の能力を明らかに損ない，その結果，それがなければ消費者が行わなかったであろう取引上の

意思決定を行わせることをいう。 

  (f) ‘code of conduct’ means an agreement or set of rules not imposed by law, regulation or administrative 

provision of a Member State which defines the behaviour of traders who undertake to be bound by the 

code in relation to one or more particular commercial practices or business sectors; 

  (f) 「自主行動基準」とは，加盟国の法律，命令，又は行政規則によって課されたものではない合意又

は規則であり，特定の取引行為又は業種に関して，事業者がこれに拘束されることを約束した場合にお

ける，事業者の行動を規律するものをいう。 

  (g) ‘code owner’ means any entity, including a trader or group of traders, which is responsible for the 

formulation and revision of a code of conduct and/or for monitoring compliance with the code by those 

who have undertaken to be bound by it; 

  (g) 「基準責任者」とは，事業者若しくは事業者団体であって，自主行動基準を策定，改訂し，及び／

又は，基準に拘束されることを約束した事業者の自主行動基準の遵守を監視する責任を負う者をいう。 

  (h) ‘professional diligence’ means the standard of special skill and care which a trader may reasonably 

109



be expected to exercise towards consumers, commensurate with honest market practice and/or the 

general principle of good faith in the trader's field of activity; 

  (h) 「職務上の注意」とは，その事業者の活動分野における誠実な市場慣行及び信義誠実の一般原則に

照らして，事業者が消費者に対して行使することが合理的に期待される専門の技量及び注意の水準を

いう。 

  (i) ‘ invitation to purchase’ means a commercial communication which indicates characteristics of the 

product and the price in a way appropriate to the means of the commercial communication used and 

thereby enables the consumer to make a purchase; 

  (i) 「購入の誘引」とは，使用される取引上の通信手段に適した方法で，商品の特性及び価格を示し，

それに基づき消費者が購入できるようにする取引上の通信をいう。 

  (j) ‘undue influence’ means exploiting a position of power in relation to the consumer so as to apply 

pressure, even without using or threatening to use physical force, in a way which significantly limits 

the consumer's ability to make an informed decision; 

  (j) 「不当な影響力」とは，有形力の行使又はその威嚇を使わないものであっても，消費者に対する優

越的な地位を利用して，情報に基づき意思決定を行う消費者の能力を相当程度に制限する方法により

圧力をかけることをいう。 

  (k) ‘transactional decision’ means any decision taken by a consumer concerning whether, how and on 

what terms to purchase, make payment in whole or in part for, retain or dispose of a product or to 

exercise a contractual right in relation to the product, whether the consumer decides to act or to refrain 

from acting; 

  (k) 「取引上の決定」とは，商品の購入，代金の一括若しくは分割での支払い，商品の保持若しくは処

分，又は，商品に関する契約上の権利の行使について，これらを行うか否か，いかに行うか，及び，ど

のような条件で行うかに関する消費者が行う決定をいう。 

  (l) ‘regulated profession’ means a professional activity or a group of professional activities, access to 

which or the pursuit of which, or one of the modes of pursuing which, is conditional, directly or 

indirectly, upon possession of specific professional qualifications, pursuant to laws, regulations or 

administrative provisions. 

  (l) 「規制された専門職」とは，法律，命令，又は行政規則に基づき，職業に就くこと，職業活動を行

うこと，又は職業活動の方法の一部について，特定の職業資格を有することが直接的又は間接的な条件

とされている職業活動又は一連の職業活動をいう。 

  (m) ‘ranking’ means the relative prominence given to products, as presented, organised or 

communicated by the trader, irrespective of the technological means used for such presentation, 

organisation or communication; 

  (m) 「ランキング」とは，事業者が提示，整理又は伝達する商品に与えられる相対的な優位性をいい，

その提示，整理又は伝達に使用される技術的手段を問わない。 

  (n) ‘online marketplace’ means a service using software, including a website, part of a website or an 

application, operated by or on behalf of a trader which allows consumers to conclude distance 

contracts with other traders or consumers. 

  (n) 「オンライン・マーケットプレイス」とは，事業者によって，又は事業者の代わりに運営される

ソフトウェアを使用したサービスであって，消費者が他の事業者又は消費者との間で通信取引によ
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り契約を締結できるものをいい，ウェブサイト，ウェブサイトの一部，又はアプリケーションによ

る場合を含む。 

Article 3  Scope 

第 3条 適用範囲 

1.  This Directive shall apply to unfair business-to-consumer commercial practices, as laid down in Article 

5, before, during and after a commercial transaction in relation to a product. 

１ この指令は，商品に関する取引の前に，取引の際に，又は取引の後に，事業者が消費者に対して行う第 5

条に定める不公正な取引行為に適用される。 

2.  This Directive is without prejudice to contract law and, in particular, to the rules on the validity, 

formation or effect of a contract. 

２ この指令は契約法，特に契約の有効性，成立，効果に関する規律に影響を与えない。 

3.  This Directive is without prejudice to Community or national rules relating to the health and safety 

aspects of products. 

３ この指令は，商品に関する健康及び安全性の側面に関連する欧州共同体又は国内法には影響を与えない。 

4.  In the case of conflict between the provisions of this Directive and other Community rules regulating 

specific aspects of unfair commercial practices, the latter shall prevail and apply to those specific aspects. 

４ この指令の規定が，不公正な取引行為の特定の側面を規制する欧州共同体の他の規定と抵触する場合，

当該特定の側面については，後者が優先的に適用される。 

5.  For a period of six years from 12 June 2007, Member States shall be able to continue to apply national 

provisions within the field approximated by this Directive which are more restrictive or prescriptive 

than this Directive and which implement directives containing minimum harmonisation clauses. These 

measures must be essential to ensure that consumers are adequately protected against unfair 

commercial practices and must be proportionate to the attainment of this objective. The review referred 

to in Article 18 may, if considered appropriate, include a proposal to prolong this derogation for a further 

limited period. 

５ 加盟国は，2007年 6月 12日から 6年間は，この指令と近接した分野に該当する各国の規定で，この指令

よりも制限的又は規範的で，かつ，下限平準化条項を含む指令を国内法化した規定を引き続き適用すること

ができる。これらの措置は消費者が不公正な取引行為から十分に保護されることを確保するために不可欠

なものでなければならず，その目的の達成に比例的でなければならない。第 18条に定める見直しには，適

切と認められる場合には，この適用除外をさらに一定期間延長する提案を含めることができる。 

5.  This Directive does not prevent Member States from adopting provisions to protect the legitimate 

interests of consumers with regard to aggressive or misleading marketing or selling practices in the 

context of unsolicited visits by a trader to a consumer’s home or excursions organised by a trader with 

the aim or effect of promoting or selling products to consumers. Such provisions shall be proportionate, 

non-discriminatory and justified on grounds of consumer protection. 

５ この指令は，加盟国が，事業者による消費者の自宅への未承諾の訪問，又は事業者が消費者に賞品を

宣伝し若しくは販売する目的で若しくは販売するという効果を意図して企画する小旅行に際して，攻撃

的又は誤解を招くような販売促進又は販売行為に関して，消費者の正当な利益を保護するための規定を

設けることを妨げない。当該規定は，比例的，非差別的であり，消費者保護の観点から正当化されるも
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のでなければならない。 

6.  Member States shall notify the Commission without delay of any national provisions applied on the 

basis of paragraph 5. 

６ 加盟国は，第5項に基づいて適用される国内法の規定を遅滞なく欧州委員会に通知しなければならない。 

6.  Member States shall notify the Commission without delay of any national provisions adopted on 

the basis of paragraph 5 as well as of any subsequent changes. The Commission shall make this 

information easily accessible to consumers and traders on a dedicated website. 

６ 加盟国は，第 5 項に基づいて採用した国内規定及びその後の変更について，遅滞なく欧州委員会に通

知しなければならない。欧州委員会は，この情報を専用のウェブサイトにおいて，消費者及び事業者が

容易にアクセスできるようにしなければならない。 

7.  This Directive is without prejudice to the rules determining the jurisdiction of the courts. 

７ この指令は，裁判所の管轄権を決定する規律に影響を与えない。 

8.  This Directive is without prejudice to any conditions of establishment or of authorisation regimes, or 

to the deontological codes of conduct or other specific rules governing regulated professions in order to 

uphold high standards of integrity on the part of the professional, which Member States may, in 

conformity with Community law, impose on professionals. 

８ この指令は，加盟国が，共同体法に準拠して，規制された専門職に要請できる高水準の誠実性を維持する

ために，開業若しくは認可制度上の条件，又は，職業倫理上の自主行動基準，その他専門職に対して課すこ

とができる特別の規律に影響を与えない。 

9.  In relation to ‘financial services’, as defined in Directive 2002/65/EC, and immovable property, Member 

States may impose requirements which are more restrictive or prescriptive than this Directive in the 

field which it approximates. 

９ 指令 2002/65/ECが定義する「金融サービス」と不動産については，加盟国は，この近接領域において指

令よりも，制限的又は厳格な要件を課すことができる。 

10. This Directive shall not apply to the application of the laws, regulations and administrative provisions 

of Member States relating to the certification and indication of the standard of fineness of articles of 

precious metal. 

10 この指令は，貴金属品の品質基準についての認証及び表示に関する加盟国の法律，命令，及び行政規則

には適用しない。 

 

Article 4  Internal market 

第 4条 域内市場 

Member States shall neither restrict the freedom to provide services nor restrict the free movement of 

goods for reasons falling within the field approximated by this Directive. 

 加盟国は，この指令の近接領域に含まれることを理由として，役務を提供する自由を制限し，又は，商品の

自由な移動を制限することはできない。 

 

CHAPTER 2  UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES 

第 2章 不公正な取引行為 
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Article 5  Prohibition of unfair commercial practices 

第 5条 不公正な取引行為の禁止 

1.  Unfair commercial practices shall be prohibited. 

１ 不公正な取引行為は禁止する。 

2.  A commercial practice shall be unfair if: 

  (a) it is contrary to the requirements of professional diligence, and 

  (b) it materially distorts or is likely to materially distort the economic behaviour with regard to the 

product of the average consumer whom it reaches or to whom it is addressed, or of the average member 

of the group when a commercial practice is directed to a particular group of consumers. 

２ 取引行為は，次の場合は，不公正である 。 

  (a) 職務上の注意の要求に違反し，かつ， 

  (b) 取引行為が行われ，若しくは取引行為が向けられる平均的な消費者の当該商品に関する経済行動を，

又は，その取引行為が特定の消費者集団を対象とするときは，その平均的な構成員の当該商品に関する

経済行動を，実質的に歪め，又は歪めるおそれがあること。 

3.  Commercial practices which are likely to materially distort the economic behaviour only of a clearly 

identifiable group of consumers who are particularly vulnerable to the practice or the underlying product 

because of their mental or physical infirmity, age or credulity in a way which the trader could reasonably 

be expected to foresee, shall be assessed from the perspective of the average member of that group. This 

is without prejudice to the common and legitimate advertising practice of making exaggerated 

statements or statements which are not meant to be taken literally. 

３ 取引行為が，明確に特定できる消費者集団のみにおける経済行動を実質的に歪めるおそれがあり，かつ，

事業者において，その消費者集団が，精神的若しくは身体的なぜい弱性，年齢若しくは軽信性から，その取

引行為又はその対象である商品についてぜい弱であることを合理的に予見できる場合には，その集団の平

均的構成員の立場から評価を行う。これは，誇張された記述又は文字通りに受け取られることを意図してい

ない記述を行うという，一般的かつ合法的な広告活動を妨げるものではない。 

4.  In particular, commercial practices shall be unfair which: 

  (a) are misleading as set out in Articles 6 and 7, 

    or 

  (b) are aggressive as set out in Articles 8 and 9. 

４ 取引行為は，特に以下の場合には、不公正である。 

  (a) 第 6条及び第 7条に定める誤認惹起的なものであるとき，又は， 

  (b) 第 8条及び第 9条に定められた攻撃的なものであるとき。 

5.  Annex I contains the list of those commercial practices which shall in all circumstances be regarded 

as unfair. The same single list shall apply in all Member States and may only be modified by revision of 

this Directive. 

５ 付表 I は，あらゆる状況において不公正とみなされる取引行為を列挙するものである。このリストは，す

べての加盟国に適用され，この指令の改訂によってのみ修正することができる。 

Section 1  Misleading commercial practices 

第１節 誤認惹起的取引行為 

Article 6  Misleading actions 

第 6条 誤認惹起作為 
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1.  A commercial practice shall be regarded as misleading if it contains false information and is therefore 

untruthful or in any way, including overall presentation, deceives or is likely to deceive the average 

consumer, even if the information is factually correct, in relation to one or more of the following elements, 

and in either case causes or is likely to cause him to take a transactional decision that he would not have 

taken otherwise: 

１ 取引行為は，虚偽の情報を含むために不実であるか，若しくは，次に掲げる 1 つ以上の要素に関して，全

体的な表示を含む何らかの方法により，たとえ情報が事実上正しいものであっても，平均的消費者の誤認を

招き，若しくは，誤認を招くおそれがあり，平均的消費者にその取引行為がなければ行わなかった取引上の

決定を行わせる場合，又はそのおそれがある場合には，誤認惹起的であるとみなす。 

  (a) the existence or nature of the product; 

  (a) 製品の存在又は性質。 

  (b) the main characteristics of the product, such as its availability, benefits, risks, execution, composition, 

accessories, after-sale customer assistance and complaint handling, method and date of manufacture 

or provision, delivery, fitness for purpose, usage, quantity, specification, geographical or commercial 

origin or the results to be expected from its use, or the results and material features of tests or checks 

carried out on the product; 

  (b) 製品の主な特徴。例えば，入手可能性，利点，危険性，設計，構成，付属品，アフター・サービス

及び苦情処理，製造若しくは提供の方法及び日付，納品，使用目的への適合，使用方法，数量，仕様，

原産地若しくは商業上の製造販売元，商品の使用により期待される結果，又は，商品について行われた

試験若しくは検査の結果及び素材の特徴など。 

  (c) the extent of the trader's commitments, the motives for the commercial practice and the nature of the 

sales process, any statement or symbol in relation to direct or indirect sponsorship or approval of the 

trader or the product; 

  (c) 販売者の約束の及ぶ範囲，取引行為の動機及び販売過程の性質，事業者若しくは商品に対する直接

若しくは間接的な支援又は許認可についての表示若しくは記号。 

  (d) the price or the manner in which the price is calculated, or the existence of a specific price advantage; 

  (d) 価格若しくは価格の算出方法，又は価格についての特別の優遇の存在。 

  (e) the need for a service, part, replacement or repair; 

  (e) サービス，部品，交換又は修理の必要性。 

  (f) the nature, attributes and rights of the trader or his agent, such as his identity and assets, his 

qualifications, status, approval, affiliation or connection and ownership of industrial, commercial or 

intellectual property rights or his awards and distinctions; 

  (f) 販売者又はその代理人の性質，属性及び権利。例えば，特定情報及び資産，資格，地位，承認，提

携又は関係，工業・商業・知的財産権の保有，又は賞及び表彰など。 

  (g) the consumer's rights, including the right to replacement or reimbursement under Directive 

1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the 

sale of consumer goods and associated guarantees  (8), or the risks he may face. 

  (g) 1999年 5月 25日の消費用動産売買契約及び付随保証の一定の側面に関する欧州議会及び理事会指

令 1999/44/EC2に基づく交換又は償還の権利を含む消費者の権利，又は消費者が負うことになる危険。 

 

2 （訳注）指令 1999/44/ECは，消費用動産の売買契約に関する特定の側面に関する欧州議会及び理事会指令

（Directive (EU)2019/771）により，2022年 1月 1日に廃止され，同指令への言及と読み替えられる（同指

令 23条） 
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2.  A commercial practice shall also be regarded as misleading if, in its factual context, taking account of 

all its features and circumstances, it causes or is likely to cause the average consumer to take a 

transactional decision that he would not have taken otherwise, and it involves: 

２ 取引行為は，以下の場合において，その事実関係において，その特徴及び状況を考慮して，平均的消費者

に，その取引行為がなければ行わない取引上の決定を行わせる場合，又はそのおそれがある場合には，誤認

惹起的であるとみなす。 

  (a) any marketing of a product, including comparative advertising, which creates confusion with any 

products, trade marks, trade names or other distinguishing marks of a competitor; 

  (a) 比較広告を含め，商品の販売行為であって，競業事業者の商品，商標，商号その他の識別記号との

混同を生じさせるとき。 

  (b) non-compliance by the trader with commitments contained in codes of conduct by which the trader 

has undertaken to be bound, where: 

  (b) 事業者が，拘束されることを約束した自主行動基準に含まれる義務を遵守しない場合において，次

に該当する場合。 

     (i) the commitment is not aspirational but is firm and is capable of being verified, 

      and 

     (ii) the trader indicates in a commercial practice that he is bound by the code. 

    (i) その義務が目標的なものではなく，強制力を有し，かつ確認可能であり，かつ， 

    (ii) 事業者が，取引方法において，自らが自主行動基準に拘束されることを約束していること。 

 (c) any marketing of a good, in one Member State, as being identical to a good marketed in other 

Member States, while that good has significantly different composition or characteristics, unless 

justified by legitimate and objective factors. 

  (c) 正当かつ客観的な要因によって正当化される場合を除き，加盟国で販売されている商品が，他の

加盟国で販売されている商品と著しく異なる組成又は特性を有するにもかかわらず，同一の商品で

あるかのように販売すること。 

Article 7  Misleading omissions 

第 7条 誤認惹起不作為 

1.  A commercial practice shall be regarded as misleading if, in its factual context, taking account of all 

its features and circumstances and the limitations of the communication medium, it omits material 

information that the average consumer needs, according to the context, to take an informed 

transactional decision and thereby causes or is likely to cause the average consumer to take a 

transactional decision that he would not have taken otherwise. 

１ 取引行為は，その事実関係におけるそのすべての特徴及び状況並びに通信媒体の制限を考慮して，平均

的消費者が情報を得た上での取引上の意思決定を行うために，その状況に応じて必要である重要な情報を

提供しなかったことにより，平均的消費者にその取引行為がなければ行わない取引上の決定を行わせる場

合，又はそのおそれがある場合には，誤認惹起的であるとみなす。 

2.  It shall also be regarded as a misleading omission when, taking account of the matters described in 

paragraph 1, a trader hides or provides in an unclear, unintelligible, ambiguous or untimely manner 

such material information as referred to in that paragraph or fails to identify the commercial intent of 

the commercial practice if not already apparent from the context, and where, in either case, this causes 

or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision that he would not have taken 

otherwise. 
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２ 取引方法は，第 1項に定めた事項を考慮して，同項に定める重要な情報を秘匿し，不明確にし，分かりに

くくし，曖昧にし，若しくは時機を失して提供し，又は，状況から明らかな場合を除き取引行為の取引上の

意図を明らかにしなかったことによって，平均的消費者にその取引行為がなければ行わない取引上の決定

を行わせる場合，又はそのおそれがある場合も，誤認惹起的であるとみなす。 

3.  Where the medium used to communicate the commercial practice imposes limitations of space or time, 

these limitations and any measures taken by the trader to make the information available to consumers 

by other means shall be taken into account in deciding whether information has been omitted. 

３ 取引行為の伝達に使用される媒体が，空間的又は時間的な制限がある場合には，その制限，及び，他の手

段で消費者が情報を入手できるようにするために事業者が講じた措置は，情報が省略されたかどうかを判

断するに際して考慮されなければならない。 

4.  In the case of an invitation to purchase, the following information shall be regarded as material, if not 

already apparent from the context: 

４ 購入の誘引の場合，状況から明らかな場合を除き，以下の情報は，重要なものとみなす。 

  (a) the main characteristics of the product, to an extent appropriate to the medium and the product; 

  (a) 媒体及び製品について適切な範囲での製品の主な特性。 

  (b) the geographical address and the identity of the trader, such as his trading name and, where 

applicable, the geographical address and the identity of the trader on whose behalf he is acting; 

  (b) 事業者の地理的住所及び商号などの特定情報，また，事業者が他の事業者に代わって活動する場合

には，他の事業者の住所及び特定情報。 

  (c) the price inclusive of taxes, or where the nature of the product means that the price cannot reasonably 

be calculated in advance, the manner in which the price is calculated, as well as, where appropriate, 

all additional freight, delivery or postal charges or, where these charges cannot reasonably be 

calculated in advance, the fact that such additional charges may be payable; 

  (c) 税金を含む価格，又は，商品の性質上，価格を事前に合理的に計算できない場合は，価格の計算方

法，及び，全ての追加の運賃，配送料，郵便料金，若しくは，これらの料金が事前に合理的に計算でき

ない場合には，かかる追加料金の可能性があるという事実。 

  (d) the arrangements for payment, delivery, performance and the complaint handling policy, if they 

depart from the requirements of professional diligence; 

  (d) 職務上の注意の要求と異なる場合には，支払，配送，履行の方法，及び苦情処理方針に関する取り

決め。 

 (d) the arrangements for payment, delivery and performance, if they depart from the requirements of 

professional diligence; 

  (d) 職務上の注意の要求とは異なる場合には，支払，引渡し，及び履行の方法に関する取り決め。 

  (e) for products and transactions involving a right of withdrawal or cancellation, the existence of such a 

right. 

  (e) 撤回権又は取消権を伴う場合の商品及び取引の場合には，その権利の存在。 

 (f) for products offered on online marketplaces, whether the third party offering the products is a trader 

or not, on the basis of the declaration of that third party to the provider of the online marketplace. 

 (f) オンライン・マーケットプレイスで提供される商品に関し，その商品を提供する第三者がオンライ

ン・マーケットプレイスの提供者に申告した内容に基づいて，その第三者が事業者であるか否か。 
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4a.  When providing consumers with the possibility to search for products offered by different traders 

or by consumers on the basis of a query in the form of a keyword, phrase or other input, irrespective 

of where transactions are ultimately concluded, general information, made available in a specific 

section of the online interface that is directly and easily accessible from the page where the query 

results are presented, on the main parameters determining the ranking of products presented to the 

consumer as a result of the search query and the relative importance of those parameters, as opposed 

to other parameters, shall be regarded as material. This paragraph does not apply to providers of 

online search engines as defined in point (6) of Article 2 of Regulation (EU) 2019/1150 of the European 

Parliament and of the Council. 

４ａ 異なる事業者又は消費者が提供する商品について，消費者がキーワード，フレーズ，その他の入力

形式のクエリ検索を利用できる場合，最終的にどこで取引が成立するかに関わらず，検索クエリの結果

として消費者に提示される商品のランキングを決定する主なパラメータ，及び，他のパラメータと比較

してこれらのパラメータの相対的な重要性に関するもので，クエリ結果が提示されるページから直接か

つ容易にアクセス可能なオンライン・インターフェースの特定のセクションで利用可能な一般的な情報

は，重要な情報とみなす。本項は，欧州議会及び欧州理事会の規則(EU)2019/1150の第 2条(6)において

定義するオンライン検索エンジンのプロバイダーには適用されない。 

5.  Information requirements established by Community law in relation to commercial communication 

including advertising or marketing, a non-exhaustive list of which is contained in Annex II, shall be 

regarded as material. 

５ 広告又は販売促進活動を含め，取引上の通信に関連して共同体法が定める情報に関する要求事項は，重

要であるとみなし，これに該当するものを付表Ⅱに非限定的なものとして列挙する。 

6. Where a trader provides access to consumer reviews of products, information about whether and how 

the trader ensures that the published reviews originate from consumers who have actually used or 

purchased the product shall be regarded as material. 

６ 事業者が商品についての消費者レビューへのアクセスを提供する場合，公開されたレビューが実際に

商品を使用又は購入した消費者からのものであることを事業者が確保するかどうか，及び，これを確保

する方法に関する情報は，重要であるとみなす。 

Section 2  Aggressive commercial practices 

第 2節 攻撃的取引行為 

Article 8  Aggressive commercial practices 

第 8条 攻撃的取引行為 

A commercial practice shall be regarded as aggressive if, in its factual context, taking account of all its 

features and circumstances, by harassment, coercion, including the use of physical force, or undue 

influence, it significantly impairs or is likely to significantly impair the average consumer's freedom of 

choice or conduct with regard to the product and thereby causes him or is likely to cause him to take a 

transactional decision that he would not have taken otherwise. 

 取引行為は，その事実関係において，すべての特徴及び状況を考慮して，嫌がらせ，有形力の行使を含む強

制若しくは不当な影響力により，商品に関する平均的消費者の選択又は行動の自由を著しく損ない，若しく
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は損なうおそれがあり，平均的消費者にその取引行為がなければ行わない取引上の決定を行わせる場合，又

はそのおそれがある場合には，攻撃的であるとみなす。 

Article 9  Use of harassment, coercion and undue influence 

第 9条 嫌がらせ，強制及び不当な影響力の行使 

In determining whether a commercial practice uses harassment, coercion, including the use of physical 

force, or undue influence, account shall be taken of: 

 取引行為が，嫌がらせ，有形力の行使を含む強制又は不当な影響力を用いるものであるかどうかを判断す

る場合には，次の事情を考慮しなければならない。 

  (a) its timing, location, nature or persistence; 

  (a) 取引行為の時期，場所，性質，又は執拗さ， 

  (b) the use of threatening or abusive language or behaviour; 

  (b) 威迫的又は虐待的な言葉や態度の使用， 

  (c)  the exploitation by the trader of any specific misfortune or circumstance of such gravity as to impair 

the consumer's judgement, of which the trader is aware, to influence the consumer's decision with 

regard to the product; 

  (c) 事業者が，消費者の判断を歪めるまでの重大な特別の不幸又は状況を認識し，これを利用して，商

品に関する消費者の意思決定に影響を与えること， 

  (d) any onerous or disproportionate non-contractual barriers imposed by the trader where a consumer 

wishes to exercise rights under the contract, including rights to terminate a contract or to switch to 

another product or another trader; 

  (d) 契約の解除，他の商品若しくは他の販売業者への切り替えなど，消費者が契約に基づく権利の行使

を希望する場合に，事業者が，契約に基づかない過剰な又は均衡を欠く負担をもって妨害すること， 

  (e)  any threat to take any action that cannot legally be taken. 

  (e) 法的に許されない行為をするとの威迫。 

CHAPTER 3  CODES OF CONDUCT 

第 3章 自主行動基準 

Article 10  Codes of conduct 

第 10条 自主行動基準 

This Directive does not exclude the control, which Member States may encourage, of unfair commercial 

practices by code owners and recourse to such bodies by the persons or organisations referred to in Article 

11 if proceedings before such bodies are in addition to the court or administrative proceedings referred to 

in that Article. 

 この指令は，第 11条に定める裁判手続又は行政手続に追加される限りにおいて，加盟国が推奨することの

できる基準責任者による不公正な取引行為の監督を排除することはなく，また，同条に定める個人又は団体

が監督機関に審査を求めることを妨げない。 

Recourse to such control bodies shall never be deemed the equivalent of foregoing a means of judicial or 

administrative recourse as provided for in Article 11. 

 監督機関への審査請求は，第 11条に定める司法上又は行政上の不服申立てを行うことを妨げるものであっ

てはならない。 

CHAPTER 4  FINAL PROVISIONS 

第 4 章 最終規定 
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Article 11  Enforcement 

第 11条 執行 

1.  Member States shall ensure that adequate and effective means exist to combat unfair commercial 

practices in order to enforce compliance with the provisions of this Directive in the interest of consumers. 

１ 加盟国は，消費者の利益のため，この指令の規定を遵守させるよう，不公正な取引行為に対抗するための

十分かつ効果的な手段を確保しなければならない。 

  Such means shall include legal provisions under which persons or organisations regarded under 

national law as having a legitimate interest in combating unfair commercial practices, including 

competitors, may: 

  その手段として，国内法において，競合する他の事業者を含め，不公正な取引行為を抑止することに正当

な利益を有するとみなされる者又は団体に対し，以下のことを行うことができる法律上の規定を設けるこ

とを含む。 

  (a) take legal action against such unfair commercial practices; 

  and/or 

  (b) bring such unfair commercial practices before an administrative authority competent either to decide 

on complaints or to initiate appropriate legal proceedings. 

  (a) 不公正な取引行為に対して提訴すること。 

   及び／又は 

  (b) 不公正な取引行為に対する苦情について決定を行い，又は，適切な法的手続を開始する権限を有す

る行政機関に申立を行うこと。 

  It shall be for each Member State to decide which of these facilities shall be available and whether to 

enable the courts or administrative authorities to require prior recourse to other established means of 

dealing with complaints, including those referred to in Article 10. These facilities shall be available 

regardless of whether the consumers affected are in the territory of the Member State where the trader 

is located or in another Member State. 

  各加盟国は，これらのうち，どの手続を利用可能とするか，及び，第 10 条で言及されているものを含め，

裁判所又は行政機関が，苦情に対処するために他に設けられた不服申立手段への事前の申立を要求できる

ようにするかを決定する。これらの手続は，影響を受けた消費者が，事業者の所在地である加盟国の領域内

にいるか，他の加盟国にいるかに関わらず利用できるものでなければならない。 

  It shall be for each Member State to decide: 

  (a) whether these legal facilities may be directed separately or jointly against a number of traders from 

the same economic sector; 

  and 

  (b) whether these legal facilities may be directed against a code owner where the relevant code promotes 

non-compliance with legal requirements. 

  以下の事項は，各加盟国が決定する。 

  (a) これらの法的手続を，同一の経済部門に属する複数の事業者に対し，個別に又は併合して行えるか

どうか，及び， 

  (b) 自主行動基準が法律上の要求を遵守しないことを助長する場合に，これらの法的手続を基準責任者

に対して行えるかどうか。 

2.  Under the legal provisions referred to in paragraph 1, Member States shall confer upon the courts or 

administrative authorities powers enabling them, in cases where they deem such measures to be 
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necessary taking into account all the interests involved and in particular the public interest: 

  (a) to order the cessation of, or to institute appropriate legal proceedings for an order for the cessation 

of, unfair commercial practices; 

    or 

  (b) if the unfair commercial practice has not yet been carried out but is imminent, to order the prohibition 

of the practice, or to institute appropriate legal proceedings for an order for the prohibition of the 

practice, 

  even without proof of actual loss or damage or of intention or negligence on the part of the trader. 

２ 加盟国は，本条第 1項に定める法律上の規定に基づき，関連するあらゆる利益，特に公共の利益を考慮し

て，措置をとることが必要であると認められる場合には，実際の損失若しくは損害，若しくは，事業者側の

故意若しくは過失の証明がない場合であっても，裁判所又は行政機関に，以下の権限を付与しなければなら

ない。 

  (a) 不公正な取引行為の中止を命令する，若しくは，中止命令のための適切な法的手続を行うこと， 

   又は， 

  (b) 不公正な取引行為は行われていないものの，これが差し迫っている場合に，当該行為を禁止し，若

しくは，当該行為の禁止命令のために適切な法的手続を行うこと。 

  Member States shall also make provision for the measures referred to in the first subparagraph to be 

taken under an accelerated procedure: 

—either with interim effect, 

 or 

—with definitive effect, 

  加盟国は，本項前段に定めた措置が迅速な手続の下で行うことを確保するために，次のいずれかの規定

を整備しなければならない。いずれかを選択するかは，加盟国の判断による。 

―暫定的な効果を持つもの， 

   又は， 

―最終的な効果を持つもの。 

  on the understanding that it is for each Member State to decide which of the two options to select. 

Furthermore, Member States may confer upon the courts or administrative authorities powers enabling 

them, with a view to eliminating the continuing effects of unfair commercial practices the cessation of 

which has been ordered by a final decision: 

  (a) to require publication of that decision in full or in part and in such form as they deem adequate; 

  (b) to require in addition the publication of a corrective statement. 

  さらに，加盟国は，終局判断により中止を命じられた不公正な取引行為の継続的な影響を排除するため

に，裁判所又は行政機関に，以下の権限を付与することができる。 

  (a) その判断の全部又は一部を，裁判所又は行政機関が適切と判断する形式で公表することを要求する

こと， 

  (b) 追加として，訂正文の公表を要求すること。 

3.  The administrative authorities referred to in paragraph 1 must: 

  (a) be composed so as not to cast doubt on their impartiality; 

  (b) have adequate powers, where they decide on complaints, to monitor and enforce the observance of 

their decisions effectively; 

  (c) normally give reasons for their decisions. 
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３ 第 1項に定める行政機関は，以下の要件を備えなければならない。 

  (a) 公平性に疑念を生じない組織構成であること， 

  (b) 行政機関が苦情に対して決定を下す場合には，その決定の遵守を効果的に監視し，実行化するため

に適切な権限を有すること， 

  (c) 原則として，その決定に理由を付すこと。 

  Where the powers referred to in paragraph 2 are exercised exclusively by an administrative authority, 

reasons for its decisions shall always be given. Furthermore, in this case, provision must be made for 

procedures whereby improper or unreasonable exercise of its powers by the administrative authority or 

improper or unreasonable failure to exercise the said powers can be the subject of judicial review. 

  第 2 項に定める権限が行政機関のみによって行使される場合，常にその決定には理由が付されなければ

ならない。加えて，この場合，行政機関による権限の不適切な若しくは不合理な行使，又は当該権限の不適

切な若しくは不合理な不行使について，司法審査の対象とすることができる手続についての規定を設けな

ければならない。 

Article 11a  Redress 

第 11ａ条 救済 

1.  Consumers harmed by unfair commercial practices, shall have access to proportionate and effective 

remedies, including compensation for damage suffered by the consumer and, where relevant, a price 

reduction or the termination of the contract. Member States may determine the conditions for the 

application and effects of those remedies. Member States may take into account, where appropriate, 

the gravity and nature of the unfair commercial practice, the damage suffered by the consumer and 

other relevant circumstances. 

２ 不公正な取引行為によって損害を受けた消費者は，その被った損害に対する賠償請求に加え，必要に

応じて代金の減額又は契約の解除を含めて，比例的かつ効果的な救済措置を利用できなければならない。

加盟国は，これらの救済措置の適用条件及び効果を決定することができる。加盟国は，必要に応じて，

不公正な取引行為の重大性及び性質，消費者が被った損害及びその他の関連する状況を考慮することが

できる。 

2.  Those remedies shall be without prejudice to the application of other remedies available to 

consumers under Union or national law.’; 

２ これらの救済措置は，ＥＵ法又は国内法に基づいて消費者が利用できる他の救済措置の適用を妨げる

ものではない。 

Article 12  Courts and administrative authorities: substantiation of claims 

第 12 条 裁判所及び行政機関：主張の立証 

Member States shall confer upon the courts or administrative authorities powers enabling them in the 

civil or administrative proceedings provided for in Article 11: 

 加盟国は，裁判所又は行政機関に対して，第 11条に規定された民事手続又は行政手続において，次のこと

を行う権限を与えなければならない。 

  (a) to require the trader to furnish evidence as to the accuracy of factual claims in relation to a 

commercial practice if, taking into account the legitimate interest of the trader and any other party to 

the proceedings, such a requirement appears appropriate on the basis of the circumstances of the 

particular case; 

  (a) 事業者及びその他の手続当事者の正当な利益を考慮して，当該要件が特定の事案の状況に照らして
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適切であると思われる場合には，事業者に対して取引行為に関連する事実に関する主張の正確さに関

する証拠の提出を要求すること， 

  and 

  (b) to consider factual claims as inaccurate if the evidence demanded in accordance with (a) is not 

furnished or is deemed insufficient by the court or administrative authority. 

  及び 

  (b) (a)に基づいて要求された証拠が提出されない場合，又は，裁判所若しくは行政機関が不十分と判

断した場合に，事実に関する主張を不正確なものとみなすこと。 

Article 13  Penalties 

第 13 条 罰則 

Member States shall lay down penalties for infringements of national provisions adopted in application of 

this Directive and shall take all necessary measures to ensure that these are enforced. These penalties 

must be effective, proportionate and dissuasive. 

 加盟国は，この指令に基づいて制定された国内法の規定の違反に対し，罰則を定め，これが確実に適用され

るために必要なあらゆる措置を講じなければならない。これらの罰則は，効果的，比例的，かつ抑止力のある

ものでなければならない。 

Article 13  Penalties 

第 13 条 罰則 

1.  Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of national 

provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that 

they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. 

１ 加盟国は，この指令に基づいて制定された国内法の規定の違反に対し，刑罰に関する規律を定め，こ

れが確実に適用されるために必要なあらゆる措置を講じなければならない。規定される刑罰は，効果的，

比例的，かつ抑止力のあるものでなければならない。 

2.  Member States shall ensure that the following non-exhaustive and indicative criteria are taken into 

account for the imposition of penalties, where appropriate: 

２ 加盟国は，罰則の適用にあたり，例示的な指標となる以下の基準が考慮されることを確保しなければ

ならない。 

  (a) the nature, gravity, scale and duration of the infringement; 

  (a) 侵害の性質，重大性，規模及び期間， 

  (b) any action taken by the trader to mitigate or remedy the damage suffered by consumers; 

  (b) 消費者が被った損害を軽減又は救済するために事業者が行った措置， 

  (c) any previous infringements by the trader; 

  (c) 事業者の過去の違反行為， 

  (d) the financial benefits gained or losses avoided by the trader due to the infringement, if the relevant 

data are available; 

  (d) 関連するデータが利用できる場合には，違反行為によって事業者が得た金銭的利益又は回避した

損失， 

  (e) penalties imposed on the trader for the same infringement in other Member States in cross-border 

cases where information about such penalties is available through the mechanism established by 

Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council 
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  (e) 越境取引の事案において，欧州議会及び理事会の規則(EU)2017/2394によって確立された仕組み

により罰則に関する情報が利用できる場合には，同じ違反行為に対して他の加盟国で事業者に課さ

れた刑罰， 

  (f) any other aggravating or mitigating factors applicable to the circumstances of the case. 

  (f) 当該事案の状況に適用しうるその他の加重要因又は軽減要因。 

3.  Member States shall ensure that when penalties are to be imposed in accordance with Article 21 of 

Regulation (EU) 2017/2394, they include the possibility either to impose fines through administrative 

procedures or to initiate legal proceedings for the imposition of fines, or both, the maximum amount 

of such fines being at least 4 % of the trader’s annual turnover in the Member State or Member States 

concerned. Without prejudice to that Regulation, Member States may, for national constitutional 

reasons, restrict the imposition of fines to: 

３ 加盟国は，規則（EU）2017/2394第 21条に基づく制裁措置の枠内において，行政手続により賦課金を

課すか，司法手続で罰金を課すか，そのいずれか又は双方を確保しなければならず，罰金・賦課金の最

高額は，該当する１つ又は複数の加盟国における事業者の年間売上高の 4％以上になることを確保しな

ければならない。加盟国は，その規則の適用を妨げることなく，国内の憲法上の理由から，制裁の賦課

を次の場合に限定することができる。 

  (a) infringements of Articles 6, 7, 8, 9 and of Annex I to this Directive; and 

  (a) この指令の第 6条，第 7条，第 8条，第 9条，及び付属書 Iの違反行為，及び， 

  (b) a trader’s continued use of a commercial practice that has been found to be unfair by the competent 

national authority or court, when that commercial practice is not an infringement referred to in 

point (a). 

  (b) 取引行為が，(a)の違反行為を構成しない場合において，所轄の機関又は裁判所によって不公正

であると認定した行為を事業者が継続して用いるとき。 

4.  For cases where a fine is to be imposed in accordance with paragraph 3, but information on the 

trader’s annual turnover is not available, Member States shall introduce the possibility to impose 

fines, the maximum amount of which shall be at least EUR 2 million. 

４ 第 3項に基づいて制裁を課す場合において，事業者の年間売上高に関する情報を入手できないときは，

加盟国は，最高額を 200万ユーロ以上としなければならない。 

5.  Member States shall, by 28 November 2021, notify the Commission of the rules and measures 

referred to in paragraph 1 and shall notify it, without delay, of any subsequent amendment affecting 

them. 

５ 加盟国は，2021年 11月 28日までに，第 1項に定める規定及び措置を欧州委員会に通知し，これらに

影響をするその後の改正についても，遅滞なく通知しなければならない。 

Article 14  Amendments to Directive 84/450/EEC 

第 14条 指令 84/450/EECの改正 

〔省略〕 

Article 15  Amendments to Directives 97/7/EC and 2002/65/EC 

第 15条 指令 97/7/EC，及び，2002/65/ECの改正 

〔省略〕 

Article 16  Amendments to Directive 98/27/EC and Regulation (EC) No 2006/2004 
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第 16条 指令 98/27/EC，及び，規則(EC)No2006/2004の改正 

〔省略〕 

Article 17  Information 

第 17条 情報 

Member States shall take appropriate measures to inform consumers of the national law transposing this 

Directive and shall, where appropriate, encourage traders and code owners to inform consumers of their 

codes of conduct. 

 加盟国は，この指令を国内法化する法律を消費者及び事業者に周知するため適切な措置を講じなければな

らず，適切な場合には，事業者と基準責任者が，自らの自主行動基準を消費者に周知することを促さなければ

ならない。 

Article 18  Review 

第 18 条 見直し 

1.  By 12 June 2011 the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a 

comprehensive report on the application of this Directive, in particular of Articles 3(9) and 4 and Annex 

I, on the scope for further harmonisation and simplification of Community law relating to consumer 

protection, and, having regard to Article 3(5), on any measures that need to be taken at Community 

level to ensure that appropriate levels of consumer protection are maintained. The report shall be 

accompanied, if necessary, by a proposal to revise this Directive or other relevant parts of Community 

law. 

１ 欧州委員会は，2011年 6月 12日までに，この指令，特に第 3条(9)項及び第 4条並びに付属書 Iの適用

について，消費者保護に関する共同体法のさらなる平準化及び簡素化の範囲，並びに，第 3条(5)項を考慮

して，適切な水準の消費者保護を確実に維持するために共同体が講ずる必要のある措置についての包括的

な報告書を欧州議会と理事会に提出しなければならない。この報告書には，必要に応じて，この指令又は他

の関連する共同体法を改正する提案を伴うものでなければならない。 

2.  The European Parliament and the Council shall endeavour to act, in accordance with the Treaty, 

within two years of the presentation by the Commission of any proposal submitted under paragraph 1. 

２ 欧州議会と理事会は，委員会が前項に基づいて提出した提案が示された時から 2 年以内に，条約に従っ

て，措置を講ずるように努めなければならない。 

Article 19  Transposition 

第 19条 国内法化 

Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to 

comply with this Directive by 12 June 2007. They shall forthwith inform the Commission thereof and 

inform the Commission of any subsequent amendments without delay. 

 加盟国は，2007年 6 月 12日までに，この指令を遵守するために必要な法律，命令，及び行政規則を定め，

公表しなければならない。加盟国は，遅滞なく，欧州委員会にその旨を通知し，その後の改正についても遅滞

なく欧州委員会に通知するものとする。 

They shall apply those measures by 12 December 2007. When Member States adopt those measures, they 

shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their 

official publication. Member States shall determine how such reference is to be made 

 それらの措置は 2007年 12月 12日までに適用しなければならない。加盟国がそれらの措置を採用する際に

は，本指令への言及を含むか，その公式発表の際に当該言及を伴うものとする。加盟国は当該参照がどのよう
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に行われるかを決定するものとする。 

Article 20  Entry into force 

第 20条 発効 

This Directive shall enter into force on the day following its publication in the Official Journal of the 

European Union. 

 この指令は，欧州連合の官報に掲載された日の翌日に発効する。 

Article 21  Addressees 

第 21条 名宛人 

This Directive is addressed to the Member States. 

 この指令は，加盟国を名宛人とする。 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANNEX I  COMMERCIAL PRACTICES WHICH ARE IN ALL CIRCUMSTANCES CONSIDERED 

UNFAIR 

付属書Ⅰ いかなる状況においても不公正とされる取引行為 

 

Misleading commercial practices 

誤認惹起的取引行為 

1.  Claiming to be a signatory to a code of conduct when the trader is not. 

１ 事業者が自主行動基準に署名していないにもかかわらず，署名していると述べること。 

2.  Displaying a trust mark, quality mark or equivalent without having obtained the necessary 

authorisation. 

２ 必要な承認を得ることなく，トラストマーク，品質マーク又は同等の記号を表示すること。 

3.  Claiming that a code of conduct has an endorsement from a public or other body which it does not have. 

３ 自主行動基準が公的機関又はその他の団体から承認されていないにもかかわらず，承認されていると述

べること。 

4.  Claiming that a trader (including his commercial practices) or a product has been approved, endorsed 

or authorised by a public or private body when he/it has not or making such a claim without complying 

with the terms of the approval, endorsement or authorisation. 

４ 事業者（その取引行為を含む）若しくは商品が公的機関若しくは私的機関から承認，保証，若しくは認可

されていないにもかかわらず，これらを得ていると主張し，又は，承認，保証，若しくは認可の条件に従っ

ていない  にもかかわらず，そのような主張をすること。 

5.  Making an invitation to purchase products at a specified price without disclosing the existence of any 

reasonable grounds the trader may have for believing that he will not be able to offer for supply or to 

procure another trader to supply, those products or equivalent products at that price for a period that is, 

and in quantities that are, reasonable having regard to the product, the scale of advertising of the 

product and the price offered (bait advertising). 

５ 商品，これに関する広告規模及び提示される価格に照らして，合理的な期間，当該商品，若しくはこれと

同等の商品を供給することができない，又は，これを他の事業者に供給させることができないと判断される

合理的な根拠が存在するにもかかわらず，これを明らかにすることなく，そのような価格で商品を購入の誘

引を行うこと（おとり広告） 
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6.  Making an invitation to purchase products at a specified price and then: 

 (a) refusing to show the advertised item to consumers; 

  or 

 (b)  refusing to take orders for it or deliver it within a reasonable time; 

 or 

 (c)  demonstrating a defective sample of it, 

  with the intention of promoting a different product (bait and switch) 

６ 特別の価格での商品を購入の誘引をしておきながら，他の商品の販売を促進する意図をもって，次のい

ずれかの行為をすること（おとり商法）。 

  (a) 広告した商品を消費者に見せることを拒否すること。 

   又は， 

  (b) 合理的な時間内に，その商品の注文を受けること，又は，商品を配送することを拒否すること。 

   又は， 

  (c) 別の製品を宣伝する意図で，欠陥のあるサンプルを提示すること。 

7.  Falsely stating that a product will only be available for a very limited time, or that it will only be 

available on particular terms for a very limited time, in order to elicit an immediate decision and deprive 

consumers of sufficient opportunity or time to make an informed choice. 

７ 消費者が十分な情報を得た上で選択を行う十分な機会若しくは時間を与えないようにするために，直ち

に意思決定を行うことを促して，事実ではないにもかかわらず，非常に限られた期間のみ，又は，非常に限

られた期間に特別な条件のみで商品を購入することができると述べること。 

8.  Undertaking to provide after-sales service to consumers with whom the trader has communicated 

prior to a transaction in a language which is not an official language of the Member State where the 

trader is located and then making such service available only in another language without clearly 

disclosing this to the consumer before the consumer is committed to the transaction. 

８ 事業者が，取引前には，その所在する加盟国の公用語ではない言語で連絡を取っていた消費者に対し，ア

フター・サービスを提供することを約束しながらも，別の言語でのみ当該サービスの利用が可能であるとし

ていることについて，その消費者が取引する前に明らかにしないこと。 

9.  Stating or otherwise creating the impression that a product can legally be sold when it cannot. 

９ 合法的に販売できない商品を，合法的に販売できるように述べ，又は，その他の方法で印象づけること。 

10.  Presenting rights given to consumers in law as a distinctive feature of the trader's offer. 

10 法律で消費者に与えられる権利を，事業者の申出の特徴であるかのように述べること。 

11.  Using editorial content in the media to promote a product where a trader has paid for the promotion 

without making that clear in the content or by images or sounds clearly identifiable by the consumer 

(advertorial). This is without prejudice to Council Directive 89/552/EEC. 

11 商品の販売促進のために，そのための費用を支払ったメディアの論説記事を使用しておきながら，その

記事内容において，若しくは，消費者が明確に識別できる画像や音声により，そのことを明示しないこと

(記事広告)。この規定は，理事会指令 89/552/EECの適用を妨げない。 

11a.  Providing search results in response to a consumer’s online search query without clearly 

disclosing any paid advertisement or payment specifically for achieving higher ranking of products 

within the search results. 
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11ａ 検索結果内で製品のより上位のランキングを達成するために，有料広告又は特別な支払いをしてい

ることを明確に開示することなく，消費者のオンライン検索クエリに対して検索結果を提供すること。 

12.  Making a materially inaccurate claim concerning the nature and extent of the risk to the personal 

security of the consumer or his family if the consumer does not purchase the product. 

12 消費者が商品を購入しない場合に，消費者又はその家族の個人的な安全性に対する危険の性質及び程度

について，実質的に不正確な説明を行うこと。 

13.  Promoting a product similar to a product made by a particular manufacturer in such a manner as 

deliberately to mislead the consumer into believing that the product is made by that same manufacturer 

when it is not. 

13 特定の製造業者の商品に類似した製品を，同じ製造業者の商品ではないにもかかわらず，消費者に意図

的に誤認させるような方法で宣伝すること。 

14.  Establishing, operating or promoting a pyramid promotional scheme where a consumer gives 

consideration for the opportunity to receive compensation that is derived primarily from the introduction 

of other consumers into the scheme rather than from the sale or consumption of products. 

14 消費者の受け取る報酬が，その商品の販売又は消費に由来するのではなく，主として他の消費者をその

仕組みに参加させることによりもたらされることを期待させるピラミッド型販売促進の仕組みを構築，運

営又は促進すること。 

15.  Claiming that the trader is about to cease trading or move premises when he is not. 

15 事業者が，事実ではないにもかかわらず，事業を終了し，又は，事業所を移転しようとしていると述べる

こと。 

16.  Claiming that products are able to facilitate winning in games of chance. 

16 商品が，射幸ゲームの勝敗における勝率を上げることができると述べること。 

17.  Falsely claiming that a product is able to cure illnesses, dysfunction or malformations. 

17 虚偽であるにもかかわらず，商品が，病気，機能障害又は形態異常を直すことができると述べること。 

18.  Passing on materially inaccurate information on market conditions or on the possibility of finding 

the product with the intention of inducing the consumer to acquire the product at conditions less 

favourable than normal market conditions. 

18 通常の取引状況よりも不利な条件で商品の購入を誘引することを目的として，取引状況又は商品の発見

可能性について，実質的に不正確な情報を伝えること。 

19.  Claiming in a commercial practice to offer a competition or prize promotion without awarding the 

prizes described or a reasonable equivalent. 

19 取引行為において，所定の賞品又はこれと同等であると合理的に認められるものを提供しないにもかか

わらず，競争による選抜又は懸賞提供による販売促進を行うと述べること。 

20.  Describing a product as ‘gratis’, ‘free’, ‘without charge’ or similar if the consumer has to pay anything 

other than the unavoidable cost of responding to the commercial practice and collecting or paying for 

delivery of the item. 

20 取引行為への対応として，商品の受領若しくは配送の費用の支払のために費用以外を支払わなければな

らないにもかかわらず，商品を「無料」，「無償」，「費用負担なし」又はこれに類似する表現を行うこと。 
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21.  Including in marketing material an invoice or similar document seeking payment which gives the 

consumer the impression that he has already ordered the marketed product when he has not. 

21 販売促進のための資料の中に，消費者が注文をしていないにもかかわらず，既にその商品を注文したと

の印象を消費者に与える請求書その他支払を求める類似の文書を含ませること。 

22.  Falsely claiming or creating the impression that the trader is not acting for purposes relating to his 

trade, business, craft or profession, or falsely representing oneself as a consumer. 

22 事業者が，事実でないにもかかわらず，自己の商業，事業，手工業若しくは職業に関係する目的で行動し

ないと述べ，若しくは，そのような印象を与え，又は，自身が消費者であると述べること。 

23.  Creating the false impression that after-sales service in relation to a product is available in a Member 

State other than the one in which the product is sold. 

23 事実ではないにもかかわらず，商品に関するアフター・サービスが，その商品が販売された加盟国とは異

なる加盟国で利用可能であるとの印象を与えること。 

23a.  Reselling events tickets to consumers if the trader acquired them by using automated means to 

circumvent any limit imposed on the number of tickets that a person can buy or any other rules 

applicable to the purchase of tickets. 

23ａ 個人が購入できるチケットの枚数制限やチケット購入に適用されるその他の規則を回避するため

に，自動化された手段を用いてイベントチケットを取得し，そのチケットを消費者に転売すること。 

23b.  Stating that reviews of a product are submitted by consumers who have actually used or 

purchased the product without taking reasonable and proportionate steps to check that they originate 

from such consumers. 

23ｂ 実際にその商品を使用又は購入した消費者によって提供されたものであることを確認するための合

理的かつ適切な手段を講ずることなく，商品のレビューがそのような消費者により提供されたものであ

ると表明すること。 

23c.  Submitting or commissioning another legal or natural person to submit false consumer reviews 

or endorsements, or misrepresenting consumer reviews or social endorsements, in order to promote 

products. 

23ｃ 商品の販売促進のために，誤った消費者レビュー若しくは推奨文，若しくは，偽りの消費者レビュ

ー若しくは推奨文を提供し，又は，他の法人若しくは自然人が提供するよう依頼すること。 

Aggressive commercial practices 

攻撃的取引行為 

24.  Creating the impression that the consumer cannot leave the premises until a contract is formed. 

24 消費者が，契約が成立するまで，営業所から退去することができないという印象を与えること。 

25.  Conducting personal visits to the consumer's home ignoring the consumer's request to leave or not to 

return except in circumstances and to the extent justified, under national law, to enforce a contractual 

obligation. 

25 契約上の義務を履行するために，国内法の下で正当化される状況及び範囲にある場合を除き，消費者が

退去するよう，又は，再訪問しないように要請したにも関わらず，消費者の自宅を訪問すること。 

26.  Making persistent and unwanted solicitations by telephone, fax, e-mail or other remote media except 
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in circumstances and to the extent justified under national law to enforce a contractual obligation. This 

is without prejudice to Article 10 of Directive 97/7/EC and Directives 95/46/EC and 2002/58/EC. 

26 契約上の義務を履行するために，国内法の下で正当化される状況及び範囲にある場合を除き，電話，ファ

クシミリ，電子メール，その他の通信手段を用いて，執拗に要請のない勧誘を行うこと。この規律は，指令

97/7/ECの第 10条並びに指令 95/46/EC及び同 2002/58/ECを害するものではない。 

27.  Requiring a consumer who wishes to claim on an insurance policy to produce documents which could 

not reasonably be considered relevant as to whether the claim was valid, or failing systematically to 

respond to pertinent correspondence, in order to dissuade a consumer from exercising his contractual 

rights. 

27 保険契約上の請求をしようとする消費者に対して，契約上の権利の行使を阻止するために，請求が有効

であるかどうかに関連するとは合理的に考えられない書類の提出を要求し，又は，適切な通信文書に組織的

に対応しないこと。 

28.  Including in an advertisement a direct exhortation to children to buy advertised products or persuade 

their parents or other adults to buy advertised products for them. This provision is without prejudice to 

Article 16 of Directive 89/552/EEC on television broadcasting. 

28 広告において，児童に対して，広告にかかる商品を購入するよう，又は，親その他の成人に対して広告に

かかる商品を購入するように説得することを，直接勧めること。この規定はテレビ放送に関する指令

89/552/EECの第 16条の適用を妨げない。 

29.  Demanding immediate or deferred payment for or the return or safekeeping of products supplied by 

the trader, but not solicited by the consumer except where the product is a substitute supplied in 

conformity with Article 7(3) of Directive 97/7/EC (inertia selling). 

29 商品が指令 97/7/ECの第 7条(3)項に基づいて供給された代替給付物である場合を除き，消費者が要請し

ていないにもかかわらず供給した商品について，即時払い若しくは後払いを求め，又は，返品若しくは保管

を要求すること(押し付け商法)。  

30.  Explicitly informing a consumer that if he does not buy the product or service, the trader's job or 

livelihood will be in jeopardy. 

30 消費者が商品又は役務を購入しないと，事業者の仕事又は生計の維持が危うくなることを明示すること。 

31.  Creating the false impression that the consumer has already won, will win, or will on doing a 

particular act win, a prize or other equivalent benefit, when in fact either: 

  — there is no prize or other equivalent benefit, 

  or 

  — taking any action in relation to claiming the prize or other equivalent benefit is subject to the 

consumer paying money or incurring a cost. 

31 以下のいずれかの場合であるにもかかわらず，消費者がすでに賞品又はその他同等の利益を既に獲得し

ている，これから獲得する予定である，又は，特定の行為を行うことで獲得できるとの誤った印象を与える

こと。 

  －実際には賞品又はその他の同等の利益は存在しない。 

  又は， 

  －賞金又はその他の同等の利益を求めるための行為には，消費者が金銭を支払うか，又は，費用を負担す

ることが必要である。 
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ANNEX II  COMMUNITY LAW PROVISIONS SETTING OUT RULES FOR ADVERTISING AND 

COMMERCIAL COMMUNICATION 

付属書 II 広告及び商業的通信に関する規則を定めた共同体法の規定 

〔省略〕 
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