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申 入 書 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 当団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費者の被害の防止及び救済な

どを目的とし、消費者団体や消費者問題に取り組む弁護士・消費生活相談員等の専門家、

研究者、一般消費者等によって構成され、平成２２年４月１４日に消費者団体訴訟制度の

適格消費者団体として消費者契約法（以下「消契法」といいます。）１３条の内閣総理大臣

の認定を受けている特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）です。 

今般、貴社が管理・運営する声劇等の配信プラットフォームサービス「ボイコネ」（以下

「本サービス」といいます。）における利用規約（以下「本規約」といいます。）につき、消費

者保護の観点から検討をさせて頂きました結果、消契法に鑑み、消費者の利益を害し不

当ないし不適切と思われる記載がありました。 

つきましては、別紙のとおり、申入れをさせていただきますので、ご検討の上、貴社の見

解や対応につき、令和２年１１月２０日までに上記連絡先宛書面にてご回答くださいますよ

うお願い申し上げます。 

なお、本申入書の内容、本申入れに対する貴社のご回答の有無、内容及び本申入れ

以降の経緯・内容等については、消費者被害発生防止の観点から、当団体のホームペー

ジその他適宜の方法により公表させて頂くことがありますことを申し添えます。 

敬具 
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申入れ事項 

第１ 免責条項について 

１ 対象条項 

第 5 条（登録事項の変更） 

2. 当社は、会員が前項の通知を怠ったことにより、会員並びに第三者が損害を被った

場合であっても、⼀切責任を負わないものとします。 

第 6 条（アカウント） 

3. アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関

する責任は会員が負うものとし、当社は⼀切の責任を負いません。 

第 7 条（本サービスの提供） 

5. 当社は、本サービス内にて、広告を掲載する場合があります。当該広告に掲載され

るリンク先のサービスは本サービスとは別のサービスであることを利用者は理解し、当社

は、リンク先のサービスについては⼀切の責任を負わないものとします。 

6. 本サービスは、日本国内での利用を前提としています。日本国外での本サービスの

利用について、当社は⼀切の責任を負いません。 

第 9 条（第三者サービス等） 

2. 当社は、利用者の第三者サービス等での行為、利用者と当該第三者との間の紛争

等について、⼀切責任を負わないものとします。 

第 22 条（クレーム等の対応） 

3. 前項の規定にかかわらず、第 1 項のクレーム等が当社の責めに帰すべき事由に基

づき発⽣した場合であっても、利用者が第 1 項の規定に反し当社にクレーム等の発生

を速やかに通知しない等の事由により、当社が適切な防御を行う機会を逸することにな

った場合は、当社は当該クレーム等に関して⼀切の責任を負わないものとします。 

第 23 条（決済） 

3. 会員が本サービスに入力した決済手段または金融機関の情報が第三者に利用され

または入力情報の内容が不正確であったことによって会員に生じた損害については、

当社は⼀切責任を負わないものとします。 

第 26 条（デジタルアイテムの不正利用） 

1. 当社は、会員が保有するデジタルアイテムが第三者により不正利用されたことによ

り、会員が損害を被った場合でも、かかる損害について⼀切の責任を負わないものとし

ます。 

第 31 条（ロイヤルティ） 

6. 当社は、会員が口座情報を適時に届け出なかったことその他本規約に反したことに

よりロイヤリティが受領できなかった場合であっても、かかる損害について⼀切の責任を

負わないものとします。 

第 32 条（保証の制限） 

2. 利用者は自らの責任に基づいて本サービスを利用するものとし、当社は、本サービ

スに関して利用者同⼠、その他の第三者との間で発生した⼀切のトラブル（トラブルが
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本サービスの利用中に生じたか否かは問わない）の内容およびこれにより利用者に発

生した損害・不利益等を補償する責任を負うものではありません。 

7. 本サービスの利用に際しての所得税その他公租公課の納付の要否については、利

用者の責任と負担において行っていただくものとし、当社は、何ら責任を負わないものと

します。（略） 

第 33 条（免責および損害賠償の制限） 

1. 当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスにつ

いての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において保証しないとしてい

る事項、責任を負わないとしている事項、利用者の責任としている事項については、一

切の責任を負いません。 

2. 当社の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して利用者に損害が生じた場

合、当社が負う損害賠償責任の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除い

て、金１万円を上限とします。 

3. 前条および本条各項の規定を含む本規約上の規定で当社の責任を免除・限定す

る規定が、消費者契約法、民法等の法律の適用により無効または合意しなかったものと

みなされた場合には、当社は、利用者に対して、現実に生じた損害を賠償する責任を

負うものとします。 

第 34 条（本サービスの休止） 

4. 当社は、本条に基づいてなされた本サービスおよび本ソフトウェアの休止によって利

用者に生じた不利益、損害について責任を負いません。 

第 35 条（本サービスの廃止） 

4. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社は本サービスおよび本ソフト

ウェアの廃止によって、利用者に生じた不利益、損害について何ら責任を負いません。 

第 39 条（契約終了後の処理） 

4. 当社は、本条に基づいてデータを消去したことによって会員に生じた損害を賠償す

る義務を負わないものとします。 

第 44 条（反社会的勢力の排除） 

2. 当社は、利用者が前項に違反した場合、何らの催告なく利用契約の全部を直ちに

解除することができる。この場合、当社は、利用者に対して何らの損害を賠償する責任

を負わないものとします。 

第 48 条（視聴等） 

2. 当社は、視聴等によって、リスナーに生じる損害について⼀切の責任を負わないも

のとします。 

第 49 条（コメント・お題投稿） 

2. リスナーは、コメントおよびお題の投稿時には、第 21 条（会員コンテンツの提供条

件）を遵守の上、自己の責任で行うものとし、当社は、コメントおよびお題の投稿に関

し、他の会員との間で生じたトラブルまたは紛争について、⼀切の責任を負いません。 

第 53 条（シナリオの投稿） 



 

4 

2. ライターは、シナリオの投稿時には、本規約第 21 条（会員コンテンツの提供条件）を

遵守の上、ライターが自己の責任で行うものとし、当社は、ライターの投稿したシナリオ

に関して他の会員との間で生じたトラブルまたは紛争について、⼀切の責任を負いませ

ん。 

２ 申入れの趣旨 

(1) 本規約５条２項、６条３項、７条５項・６項、９条２項、２２条３項、２３条３項、２６条１項、

３１条６項、３２条２項・７項、３３条１項、３４条４項、３５条５項、３９条４項、４４条２項。４

８条２項、４９条２項及び５３条２項を、削除するか、貴社が責任を負わないのは貴社

に故意・過失がない場合に限られる旨を明示してください。 

(2) 本規約３３条２項を削除してください。 

(3) 本規約３３条３項を削除してください。 

３ 申入れの理由 

(1) 全部免責規定について 

 消費者契約において、事業者が債務不履行又は不法行為による損害賠償責任の

全部を免除する旨の条項は、無効になります（消契法８条１項１号・３号）。 

ところが、上記申入れの趣旨(1)に挙げた各条項は、デジタル・プラットフォーム事

業者である貴社の債務不履行又は不法行為によって、本サービスの利用者に損害

が生じた場合でも、貴社の損害賠償責任を全部免除する規定となっています。 

よって、申入れの趣旨(1)に挙げた各条項は、消契法８条１項１号及び３号に反し無

効となります。 

(2) 本規約３３条２項（一部免責規定）について 

消契法において、軽過失の場合に損害賠償責任の一部を免除することは許容され

ていますが、その免責の程度が信義則に反する程度に著しい場合には、消契法１０条

により無効となります。 

本サービスでは、利用者の保有する知的財産権の侵害等により相当の損害を被る

可能性があります。それにもかかわらず、損害賠償額の上限を１万円とすることは、実

際に生じた損害に比べて少額すぎる場合があり、免責の程度が信義則に反する程度

に著しいと評価できます。 

よって、本規約３３条２項は消契法１０条により無効となります。 

(3) 本規約３３条３項について 

ア 同条項によれば、本来であれば全部無効となるべき申入れの趣旨(1)に挙げた各

免責条項が消契法等により「無効または合意しなかったものとみなされた場合」

にだけ、貴社は損害賠償責任を負うこととなります。これは、本来であれば全部無

効となるべき条項について、その効力を強行法規によって無効とされない範囲に

限定する趣旨の条項（サルベージ条項）にあたります。 

このような条項は、本来であれば全部無効となるべき条項を存続させるおそれが

あるとともに、消費者にとって有効とされる条項の範囲が不明確となり、消費者の権

利行使に対する萎縮効果を生むため、消費者に一方的に不利益な条項として消
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契法１０条により無効になると考えられます。 

なお、消費者庁ウェブサイトで公表されている消契法３条の逐条解説（平成３１

年２月版）においても、事業者は、消費者にとって「消費者契約の内容が、その解

釈について疑義が生じない明確なもので、かつ消費者にとって平易な」条項を作

成するよう配慮する努力義務を負っていることから（消契法３条１項１号）、本条項の

ようなサルベージ条項を使用せずに具体的に条項を作成するよう努めるべきとされ

ています。 

イ また、本規約３３条３項の「現実に生じた損害を賠償する責任負う」との文言が、

貴社の損害賠償責任を制限する趣旨であれば、貴社に故意・重過失がある場合

にも一部免責をすることとなるため、同条項は、消契法８条１項２号・４号に反し無

効となります。 

 

第２ ロイヤルティ無効に関する規定 

  １ 対象条項 

第 39 条（契約終了後の処理） 

3. 会員は、利用契約の終了と同時に、会員が保有しているデジタルアイテムが消滅す

ることおよび当該会員に支払われることになっていたロイヤリティが無効となることに同

意します。 

２ 申入れの趣旨 

本規約３９条３項後段（一方的にロイヤルティを無効とする規定）を削除してください。 

３ 申入れの理由 

本サービスにおいて、貴社は、会員からの振込申請を受け、会員が保有するボイポ１

ポイントにつき、１円をロイヤルティとして会員に支払うことになっているため（本規約

３１条１項）、本規約３９条３項後段の「会員に支払われることになっていたロイヤリティ」と

は、会員による振込申請がなされ、会員の貴社に対する金銭支払請求権が既に発生し

ていることを意味します。 

しかるに、契約が終了しただけでは、既に発生済みの権利義務は当然に無効になる

ものではないにもかかわらず、本規約３９条３項後段は、契約終了に際し、理由を問わ

ず、会員が貴社に対して有している金銭債権を喪失させることができるものとしており、

信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえます。 

よって、本規約３９条３項後段は、消契法１０条により無効となります。 

 

第３ コンテンツの知的財産権に関する規定 

  １ 対象条項 
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第 20 条（会員コンテンツの知的財産権） 

2. 会員は、当社に対し、当社が以下の目的で会員コンテンツを、地域または期間の限

定なく、使用および利用（二次利用を含みます）するための無償かつ取消不能の利

用権を許諾します。 

(2) 本サービスその他当社が提供するサービスのプロモーションを行う目的（オンライン

イベントまたはオフラインイベント等での上映その他の利用を含みます） 

(4) 本サービスその他当社が開発するサービスの企画・運営、共同研究において利

用、改変する目的 

4. 会員は、前二項に定める当社及び他の会員の使用又は利用に関し、著作者人格

権を行使しないものとします。 

２ 申入れの趣旨 

(1) 本規約２０条２項(2)及び(4)について、利用許諾の範囲を本サービスに関連するも

のとするよう改めてください。 

(2) 本規約２０条４項について、本規約５３条４項と同様の改定をしてください。 

３ 申入れの理由 

(1) 本規約２０条２項(2)及び(4)について 

法で定められた権利制限の場合を除いては、著作権者から利用許諾を得た者は、

その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利

用することができるに留まります（著作権法６３条１項・２項）。 

しかし、本規約２０条２項(2)及び(4)によれば、利用許諾の範囲を本サービスだけで

なく、「その他当社が提供するサービス」又は「その他当社が開発するサービス」を含

めているため、貴社が行っている電子書籍事業やゲーム事業などでの様々なサービ

スにおける営利目的でのプロモーションや企画・運営において、本サービスとは無関

係に本サービスの会員コンテンツを無制限に無償で利用できることになります。その

ため、本サービスの利用者が保有する著作権の許諾の内容が不明確かつ広範すぎ

るものとなり、当該著作権が不当に制限されるおそれがあります。 

また、本サービスの運営上、本サービスでの利用を貴社に許諾するだけで十分で

すし、貴社が本サービス以外で会員コンテンツを利用したい場合には、個別に許諾

を得ることで対応できるため、貴社に特段の不都合はないと考えられます。 

 よって、本規約２０条２項(2)及び(4)は、消費者の権利を一方的に制限するものとし

て、消契法１０条により無効になると考えられますので、申入れの趣旨(1)のとおり求め

ます。 

(2) 本規約２０条４項について 

貴社は、令和２年７月６日付けで、本サービスでの会員コンテンツに関し、本規約

を遵守しない利用に対しては著作者人格権を行使できるよう、本規約５３条４項を

改定されました。 

しかし、本規約２０条４項も、改訂前の本規約５３条４項と同様に、本規約を遵守し

ない利用に対しても著作者人格権を行使できない内容となっているにもかかわら

ず、改訂がされていません。 
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よって、申入れの趣旨(2)のとおり求めます。 

第４ 専属的合意管轄条項について 

１ 条項の内容 

第 46 条 (準拠法および裁判管轄) 

利用契約に関する事項については、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

２ 申入れの趣旨 

本規約４６条後段のうち、「専属的」との文言を削除してください。 

３ 申入れの理由 

民事訴訟法５条は、個別事件における請求や当事者の属性を考慮して、事件と最も

密接に関連する土地について特別裁判籍を定めており、原告の提訴上の便宜が図ら

れています。 

ところが、オンラインプラットフォームサービスという本サービスの性質上、日本全国の

顧客との間で紛争が生じる可能性があるにもかかわらず、本規約４６条後段は、他の管

轄を排除して大阪地方裁判所を管轄とするものとなっています。 

よって、本規約４６条後段は、民事訴訟法５条の適用による場合に比し、消費者の権

利を一方的に制限する内容となっており、消契法１０条により無効となると考えられま

す。 

以 上 


