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委 員 長 あ い さ つ

改めて被害の現場から
日弁連消費者問題対策委員会委員長　池本誠司（埼玉）

　昨年11月４日の理不尽極まりない
事件に倒れた津谷裕貴委員長の後任
として，１月の全体委員会で委員長
に選任されました。昨年12月までは
消費者庁参与として週３回ほど出勤
する体制でしたが，偶然にも１月か
ら参与制度が変わり，２か月に１回
程度の参与会議に出席する方式とな
りましたので，その空き時間を当
委員会の活動に注ぐこととしまし
た。
　津谷さんとは，豊田商事事件以来，
「消費者問題の取組は，被害に始ま
り被害に終わる」の理念の下で共に
取り組んできました。既存の判例や
法制度で被害者を切るのでなく，被
害者を救済するために法解釈や判例
を変え，法制度や行政を動かす。こ
れ以上の被害を繰り返さないため
に，法改正運動に取り組む。こうし
た熱い思いは消費者弁護士共通だと
言えます。
　当委員会に結集した全国の消費者
弁護士は，多重債務被害の救済・防
止のためみなし弁済規定の判例を変
え，貸金業法を改正しました。訪問
販売・クレジット被害を救済・防止
するため特定商取引法・割賦販売法
を改正しました。先物・証券・金融
取引の被害救済に取り組んできた経
験から，金融商品取引法や商品取引

所法の改正を獲得しました。より多
くの被害救済と防止のため，消費者
庁の創設を成し遂げました。弁護士
会だけではできない大きな法制度の
改正を，消費者・市民・労働者団体
とともに実現しました。
　ここ数年，様々な法改正が実現し，
一段落した感があります。しかし，
新しい法制度の評価は，あくまでも
被害の現場から見直す必要がありま
す。
　例えば，決済代行業者が介在した
出会い系サイト被害や提携リースを
利用した詐欺商法被害や未公開株被
害は，改正法によっても的確に救済
されませんが，そうであれば新たな
法改正の取組が必要です。
　消費者庁が創設され，地方消費者
行政の強化が進みつつある現在，今
後のあるべき消費者行政の強化策が
議論されています。国が地方消費者
行政の水準確保や財政措置に責任を
持って推進すべきなのか，地方自治
体と地域住民が消費者行政の強化を
主体的に取り組むことを重視し，国
は先駆的事例の紹介や一括交付金に
とどめるべきなのか，理念的にはい
ずれも間違いではないように見えま
す。しかし，これを被害の現場から
見直すならば，被害者を放置せずこ
れ以上の被害を繰り返さないため

に，国に対しては全国の消費者行政
システムが早急に整備されるよう最
大限の施策と財政措置を要求する必
要があります。他方で国ばかりを当
てにせず，地方自治体に対しても消
費者行政に人員と予算を注ぐよう要
求し，姿勢を転換させなければなり
ません。
　消費者被害の救済・防止は弁護士
だけでは実現できませんから，地域
の消費生活センターの相談員研修会
に参加して共に議論したり，地域の
消費者団体の活動に参加して消費者
力の向上に協力することも重要で
す。
　消費者被害の救済・防止を実現す
るために，私たち弁護士にできるこ
とは山ほどあります。
　こうした熱い思いを共有する委
員・幹事が，先輩も後輩もお互いに
「さん」で呼び合い，全員参加で最
大限の活動を展開する，当委員会の
作風を大切にしたいと思います。
　何よりも，当委員会の活動の源泉
は，各地弁護士会の消費者問題対策
委員会の活動や消費者弁護士の個別
事件の取組にこそあります。各地の
被害の現場からの発信をお願いしま
す。
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させ，顧客カード等の顧客管理等に
関して備え置く書面に記載すること
を義務づけることを求めました。こ
れは，業者の不正行為を防止し併せ
て違反があったとき不正行為の存在
を裏付けられるようにするためで
す。
イ  また本指針では，適合性に関し
不適当と認められるおそれのある勧
誘に関し，従来のガイドラインが具
体例を挙げていた部分が割愛されて
いました。そこで意見書では，その
部分を従来のガイドラインに明示さ
れていた点をそのまま記載するよう
求めています。
ウ　さらに本指針では，新規委託者
保護の規定が置かれていないので，
意見書では従来のガイドラインにあ
った規定をそのまま付け加えるよう
に求めています。
⑶　勧誘等における禁止事項
　この点については，本指針が，ス
テッカー等で「勧誘お断り」などと
表示されているものに関し「意思表
示の対象やその内容が不明確であ
る」ことから，それを無視して勧誘
することも直ちに禁止事項に該当し
ないとすることに対し，従来のガイ
ドラインより後退するものとして，
批判し，従来のガイドラインの解釈
に戻すよう求めました。
  また，監督指針では，不招請勧誘
禁止に関してその対象となる取引が
どのようなものなのか具体的な例示
がないことについて，解釈の混乱と
不招請勧誘を禁止した意義を損なう
おそれがあることから，具体的な例
示を明示すべきであると，しました。
⑷　差玉向かいに関する説明義務
　今回初めて，差玉向かいに関する
説明義務が規定されましたが，どの
ような内容の説明をすべきかに関す
る規定が抽象的で分かりにくいとい
う問題があります。例示するなどし
て具体化を図るべきだとの意見を述
べました。

金融サービス部会　副委員長
大迫惠美子（東京）

1　デリバティブ取引に関する不招
請勧誘規制等の見直しについての意見
⑴　2010年10月22日付けで金融庁は
「平成22年金融商品取引法改正に係
る政令・内閣府令案等」を公表し，
意見募集を行いました。当連合会は，
本論点について意見をとりまとめ，
同年11月15日に金融庁総務企画局市
場課へ提出しました。　　
　当初，リーマンショックの影響も
あって，多数の者が多額の損害を被
っているとの現状認識から，金融庁
においても金融デリバティブ商品を
消費者に販売する方法を見直す必要
性を痛感したものと期待していまし
たが，残念ながら金融庁から出され
た案は極めて不十分なものでした。
　そのため，当連合会の意見も，そ
の点を指摘する，厳しいものとなり
ました。
⑵　不招請勧誘禁止の広範な導入を
要請
　当連合会は，従来から不招請勧誘
禁止を広く導入すべきであるとの意
見を表明してきましたが，今回の意
見もこれに従っています。特に通貨
オプション取引や金利スワップ取引
が個人のみならず中小・零細企業に
も多くの被害を生み出している現状
を鑑みれば，こうした企業に対する
販売にも不招請勧誘を禁止すべきと
しました。
　また，今回，不招請勧誘禁止が見
送られた，仕組み債，仕組み預金，
ノックイン型投資信託など，金融デ
リバティブを組み込んだ債券（仕組
み債）等を販売するには，不招請勧
誘を禁止すべきであるとの意見も述
べました。
　さらに，取引所取引であるFX取
引などのデリバティブ取引も不招請
勧誘を禁止すべきとしました。
　今後も被害を拡大しそうな勢いを
見せる複雑でリスクの高いデリバテ
ィブ商品に関しては，当連合会は引
き続き，不招請勧誘禁止の導入を求
めて活動を続けなければならないも
のと考えています。
2　商品先物取引業者等の監督の基
本的な指針（案）に対する意見

⑴　2010年11月13日，経済産業省及
び農林水産省は「商品先物取引業者
等の監督の基本的な指針（案）」に
ついて意見募集を行いました。当連
合会は，本論点について意見をとり
まとめ，同年12月10日に経済産業省
商務流通グループ商務課へ提出しま
した。
　11年１月１日から改正商品先物取
引法が施行され，それに伴い，従来，
各取扱業者に対して示されていたガ
イドラインも改正の必要に迫られて
いました。今回，経済産業省・農林
水産省は，これまでのガイドライン
という形式を改め，監督指針として
各取扱業者に示すこととし，その結
果，違反と処分との関係を，より一
層明確にしたものと考えられます。
　監督指針は，商品取引員その他の
取扱業者の業務全般について細目を
定めているため，範囲は極めて多岐
にわたります。そこで，当連合会は，
このうち，委託者保護にかかわる規
定に関する①適合性原則，②勧誘等
における禁止事項，③差玉向かいに
係る説明義務，の３点について，以
下のとおり意見を提出しました。
⑵　適合性原則　　
ア　本指針案では，「投資可能資金
額」について，「顧客が商品デリバ
ティブ取引の性質を十分に理解した
上で，損失（手数料を含む。）を被
っても生活に支障がない範囲で定め
る資金額であり，顧客の適合性を判
断する上で重要な要素と考えられる
ところ，商品先物取引業者は，顧客
に投資可能資金額の申告を求める際
は，その意味を顧客が理解できるよ
う，特に，老後の生活の備えとして
蓄えた資産まで投資することとなっ
ていないか，説明を受けた商品デリ
バティブ取引の仕組み・リスク等を
分かりやすく説明し，顧客が十分に
理解しているかについて，適切に把
握しているか。」としています。
　しかし，意見書では，これでは不
十分とし，さらに，顧客から投資可
能資金額の申告を求めるに際して
は，当該資産の内容，金額，預け先，
本来の使用目的などを具体的に申告

リ ポ ー ト

「平成22年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について」
に対するデリバティブ取引に関する不招請勧誘規制等の見直しについての
意見及び「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針（案）」に対する意見



日弁連 消費者問題ニュース141号（2011年３月） 3

リ ポ ー ト

消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書
1　インターネットを通じた消費者
被害
　例えば，インターネットショッピ
ングで詐欺にあった場合，どうやっ
て損害賠償請求すれば良いでしょう
か？この問いに対して，ある人は，
インターネットショッピング詐欺を
した売主に請求すればよい，と答え
るかも知れません。
　では，インターネットショッピン
グの売主はどこにいるのでしょう
か？それに対して，特定商取引法で
表示されている事業者の住所地と答
える人が多いと思います。
　次に，その住所地が不明の場合は
どうすれば良いのでしょうか？それ
に対しては，インターネットショッ
ピングの売主が利用していたインタ
ーネット接続事業者（プロバイダ）
から，売主の情報を開示してもらえ
ば良いと答えるかもしれません。
　では，プロバイダに対する発信者
情報の開示請求は可能でしょうか。
意外なことに，そのような請求は，
法律上認められていません。
2　プロバイダ責任制限法の問題点
　インターネットを悪用した者に関
する情報の開示を受けるための法律
は，2002年に施行された「特定電気
通信役務提供者の損害賠償責任の制
限及び発信者情報の開示に関する法
律」（プロバイダ責任制限法）だけ
です。

　しかし，プロバイダ責任制限法は，
立法の過程で，通信の秘密を重視し
すぎたために，要件や開示の対象が
非常に限定されており，被害救済に
は極めて不十分な内容となっていま
す。
　例えば，インターネットの電子掲
示板を用いた誹謗中傷行為に対して
は開示が認められますが，ショッピ
ングサイトを騙るネット詐欺に対し
ては開示が認められません。また誹
謗中傷行為であっても，電子掲示板
を使った場合は開示が認められます
が，メールを使った場合は認められ
ませんし，メールアドレスは開示さ
れますが，電話番号は開示されませ
ん。しかも，発信者の通信履歴が消
されてしまえば，何も出来ず，保存
を求める権利も無いのです（抹消禁
止の仮処分はありますが，多大な費
用と労力がかかります）。
　当連合会は，そのようなインター
ネット時代における法制度の不備の
改善のために2010年11月16日付け
「消費者の救済のための発信者情報
開示制度に関する意見書」を公表し
ました。
3　特定商取引法の改正
　特定商取引法（特商法）で，インタ
ーネットの問題を取り扱うべきとい
う意見については，違和感を抱く方
もおられるかも知れません。しかし，
ネット通販は，通信販売として規制

の対象ですし，迷惑メールについて
も，迷惑メール防止法と同等の規制
がなされているなど，意外に特商法
はIT問題を取り扱っているのです。
　特商法には，主務大臣が，販売業
者等と取引する者に対して，参考と
なるべき報告や資料の提出を命ずる
規定はありますが，この規定は，積
極的に活用されているとは言い難い
状況です。消費者保護の実現のため
には，行政に任せっぱなしではなく，
消費者が自ら被害回復を図ること
と，それを可能にする制度が重要な
のです。
　また，販売業者は，特商法によっ
て，事業者の連絡先等について表示
義務があるのですから，開示請求を
認めたとしても，通信の秘密の観点
から問題にするような不利益はあり
ません。
　今回の意見書は，そのような事情
から，プロバイダ責任制限法の問題
点を踏まえて特商法を改正し，消費
者からプロバイダ等に対して，柔軟
かつ迅速な開示を求める権利を付与
しようという内容となっています。
意見の要旨は以下のとおりですが，
詳細は当連合会のホームページをご
参照下さい。

通信・ネットワーク部会　副委員長
壇　俊光（大阪）

１ 　現在の「特定商取引法」について，消費者の被害救済の観点から，消費者からの，事業者及び当該情報の
保有者に対する，権利救済に必要な情報の開示請求権を設けられたい。その際には，以下の点を満たすこと
が必要である。

⑴ 　消費者に対して電気通信を用いて違法に権利侵害した場合について，広く発信者情報開示請求の対象とす
るべきである。

⑵ 　消費者に対して電気通信を用いて違法な行為を行った場合，違法なメールの送信等を含め発信者情報開示
請求の対象とするべきである。

⑶ 　消費者から開示請求可能な情報の内容は，発信者の特定及び権利救済に必要な情報かつ保存している情報
について認められるべきである。

⑷ 　消費者から，プロバイダ等に対して，当該情報にかかる発信者情報の保存を求める民事上の請求権を創設
するべきである。

⑸ 　消費者が，裁判によって，発信者情報の開示を求める場合については，消費者に対して不当な立証責任を
負わせないようにするべきである。

⑹ 　発信者への事前通知については，原則として必要であるが，消費者からの発信者情報開示請求について，
特段の事情が存する場合は事前通知を不要とするべきである。

⑺ 　発信者情報開示の裁判上の請求については，請求者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするべきで
ある。

２　ADRを用いた紛争解決
　迅速な発信者情報開示のために，発信者情報開示請求の適法性を判断するADRを創設し，これらの機関の判
断に従って発信者情報を開示した場合は，事後的に発信者情報開示が否定された場合であっても，免責される
制度が必要である。
３　開示の不当拒否に対する措置命令
　開示を不当に拒否する事業者等に対しては，監督省庁に適切な措置を求める命令を発する権限を与え，事業
者等がこれに従わない場合は刑事処罰が認められることが必要である。
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1　シンポジウムの目的
　2010年11月11日，弁護士会館で，
標記シンポジウムが開催されまし
た。
　本シンポは，我が国で多数の保証
被害が生じているという実態を踏ま
え，あるべき保証制度の仕組みを検
討することを目的に開催されまし
た。
2　シンポジウムの内容
　本シンポは，平井宏和当委員会多
重債務部会長（愛知県）の挨拶から
始まりました。続いて，保証被害の
実態を理解してもらうため，岡島順
治会員（静岡県）と茆原洋子会員（横
浜）から，保証被害の実例が報告さ
れました。岡島会員からは，保証被
害にあった当人のビデオレターを交
えた報告があり，保証被害にあった
個人の悲痛な思いを聞くことができ
ました。茆原会員からは，多額の債
務を負担して自殺してしまった保証
人の例や，過剰な債務が健康被害を
及ぼしている例などの報告ととも
に，急務として，「保証人にも総量
規制を適用する」，「保証債務の分割
弁済を認める」などの法整備が必要
であるとの提言がなされました。
　続いて，千綿俊一郎会員（福岡県）
から，保証被害に関する判例紹介が
なされ印鑑盗用事例で有権代理が認
められてしまったケースや保証人の
錯誤の主張が認められなかったケー
スなど，保証人を保護することので
きない現行法の問題点が指摘されま
した。さらに，千綿会員は，判例分
析のなかで，例えば，民法95条の適
用の際に「要素」の範囲を広く解す
ることで適用を認めている事例や，
金融機関の不適切な説明を「不実の
告知」として，消費者契約法に基づ
く取消しを認めている事例，公序良
俗違反などの一般原則を理由に保証
契約の無効を認めた事例があること
を指摘されました。これらの事例は，
裁判所が保証人の保護を図る必要が
あると認めつつも，適切な条項がな
いという法の不備を現すものである
と思われます。

　現行法の問題点が浮き彫りにされ
たところで，引き続き千綿会員から，
ドイツ，アメリカ，イギリス等の保
証人制度が紹介され，髙橋敏信会員
（大阪）からは，フランスの保証制
度が紹介されました。フランスでは，
契約締結の際に手書きで署名しなけ
ればならないこと，連帯保証の債務
総額が制限されていること，保証債
務と保証人の財産が比例性を欠いて
はいけないとされていること（比例
原則）など，日本の保証制度を検討
する上で参考となる制度の紹介でし
た。
　以上の報告を踏まえ，シンポジウ
ムの後半では，道垣内弘人東京大学
大学院法学政治学研究科教授，前川
清成参議院議員，山野目章夫早稲田
大学大学院法務研究科教授，黒木和
彰当委員会幹事（福岡県）をパネリ
ストに迎えたパネルディスカッショ
ンが行われました。
　パネルディスカッションでは，黒
木会員から，「自然人保証は，自殺
という深刻な被害を招く反面，保証
人個人の資力に限界があるため意義
に乏しいのではないか」と問題提起
がありました。
　前川議員からは，金融機関が融資
の際に包括保証をとることが多い
が，これは，金融機関の融資判断の
リスクを，金融機関から個人に転嫁
させるものではないかとの指摘があ
りました。
　これに対し，道垣内教授は，法律
で保証契約を禁止することは難しい
のではないかと指摘し，自然人保証
の廃止ではなく，説明義務を強化し
てはどうかと提案されました。
　山野目教授は，生活費の貸付けに
限って，個人保証を禁止することに
は根拠があるのではないかと発言さ
れました。
　また，会場で発言された中村廉平
商工組合中央金庫法務室長は，融資
先のほとんどが中小企業であるとい
う実情，経営者の資金調達の必要性，
融資が萎縮するおそれなどを理由に
「停止条件付連帯保証」（経営者の法

令違反や金融機関に対する虚偽申告
を停止条件として，保証人の責任を
発生させる考え方）という新しい考
え方を提案されました。
　その後，諸外国の法制度にならっ
て，保証制度に比例原則を導入して
はどうかという観点で議論が行われ
ました。
　比例原則の導入については，道垣
内教授，山野目教授から，それぞれ
導入の必要性があるとのご意見を頂
戴しましたが，政策的色合いが濃く，
民法の一般規定としてではなく，個
別法に規定すべきではないかとの提
案がありました。
　パネルディスカッションのまとめ
として，黒木会員から，自然人保証
がどれほどの意義を持つのか，今一
度検討し，21世紀に通用する保証制
度をつくりたいと，保証制度改正に
ついての意気込みが語られました。
　最後に，伊澤正之当連合会常務理
事（栃木県）から，本シンポの成果
を法改正に結びつけたいとの閉会の
挨拶があり，本シンポは終了となり
ました。
3　シンポジウムを終えて
　本シンポの判例分析や諸外国法と
の比較検討においても，我が国の保
証制度の不備が浮き彫りとされたよ
うに思います。
　本シンポでの議論も踏まえて，今
後は，現実の法改正に向けて，我が
国にあるべき保証制度，保証被害を
一つでも多く減らすことのできる保
証制度を模索し，提案していかなけ
ればならないと思います。

多重債務部会
荘司円香（栃木県）

リ ポ ー ト

シンポジウム「保証制度を考える～保証被害のない
社会を目指して」
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　2010年12月４日（土），当連合会
主催，東京三弁護士会共催により，
標記シンポジウムが開催されまし
た。
1　シンポの目的
　食品安全に関しては幅広くかつた
くさんの問題がありますが，本シン
ポジウムでは，食品安全基本法と消
費者の権利，食品安全委員会とリス
ク評価・管理のあり方，及び，食品
安全庁の創設の可能性とそのあり方
について意見交換がなされました。
　また，本シンポジウムは二部構成
となっており，第一部では基調報告
及び食品安全に関するリレー報告
（５本）がなされ，第二部ではパネ
ルディスカッションが行われまし
た。
2　基調報告及びリレー報告
　第一部では，まず基調報告として，
植田勝博会員（大阪）から，我が国
の食品安全基本法が本来の柱である
べき消費者の権利を規定せず食品安
全行政への消費者の実質的参加を認
めない等不十分なものであり，同法
に基づき設置された食品安全委員会
も消費者の保護を基本とした独立・
一貫した機関として機能していると
は言い難いとの報告があり，食品安
全基本法への消費者の権利の導入及
び食品安全委員会の改革や食品安全
庁の創設に関する提言がなされまし
た。
　次いで，リレー報告として，食品
安全委員会におけるクローン評価に
関する問題（中川素充会員・東京），

食品表示制度の矛盾及び我が国の食
品添加物規制に関する問題（中村幹
雄鈴鹿医療科学大学薬学部客員教
授），こんにゃく入りゼリーの問題
についての報告（中村忠史会員・東
京），リスク評価の検討（柳原敏夫
会員・東京）韓国食品安全行政に関
する調査報告（筆者）がなされまし
た。
3　パネルディスカッション
　第二部のパネルディスカッション
は，コーディネーターとして神山美
智子会員（東京），パネリストとし
て松本恒雄氏（内閣府消費者委員会
委員長，一橋大学大学院法学研究科
教授），中島貴子氏（国際基督教大
学非常勤講師），山浦康明氏（日本
消費者連盟事務局長），石川直基会
員（当委員会食品安全部会長・大阪）
の４氏により行われました。
　パネルディスカッションでは，食
品安全基本法と消費者の権利に関し
て，我が国の食品安全基本法も韓国
の食品安全基本法と同様に食品安全
が消費者・国民の権利であることを
明記して，各種委員会・審議会への
消費者代表の参加などの消費者参加
を進めることや，食品被害救済制度
を早急に設けるべきであるといった
意見が出されました。
　また，消費者の食品安全委員会に
対する不満が強い理由として，①食
品安全委員会に消費者団体が入って
おらずリスク評価に消費者の意見を
反映させる点が不十分であること，
②リスクコミュニケーションが不十
分であること，などが指摘されまし
た。食品安全委員会とリスク評価・
リスク管理のあり方については，現
在，食品安全委員会は食の安全に関
して「科学的知見に基づき客観的か
つ中立公正にリスク評価を行う」と
の考え方に立っていますが，そもそ
も一般的にリスク評価は価値中立的
ではあり得ないという前提に立つべ

きであること，リスク評価にあたっ
ては様々な分野の専門家と市民の双
方が参加することが必要であり，食
品のリスク評価にあたってもその評
価が政策に結びつくものである以
上，消費者の参加が必要であり，ま
た可能であるといった意見が出され
ました。
　そして，リスク評価・管理のあり
方に関しては，産業振興行政と規制
行政・安全行政は分離し，フードチ
ェーン全体を通じたリスク分析に基
づく安全行政に取り組むことが必要
であり，食品安全庁を創設する場合
には，まずは産業振興行政と食品の
リスク評価・管理を分けた上で，リ
スク評価・管理を食品安全庁に一元
化すべきであるとの意見が出されま
した。
4　まとめ
　本シンポジウムでは，第一部及び
第二部ともに多岐にわたる報告及び
意見が出され，大変有意義なものと
なりました。また，食品安全のリス
ク評価に関して，消費者の普通の感
覚が反映されるような枠組み作りを
すべきであること，安全行政は産業
振興を行う省庁が行うのではなく，
独立した，そして消費者参加の保障
された機関で行うべきことを再認識
しました。

食品安全部会
船江莉佳（第二東京）

リ ポ ー ト

シンポジウム「あるべき食品安全基本法について
～食の権利宣言～」
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1　2011年１月15日（土）午後１時
30分から４時30分まで，四谷の主婦
会館プラザエフにおいて，当連合会
主催のシンポジウム「建築基準法を
守れ！～安全な住宅の回復のための
補修方法を考える～」が開催されま
した。
　冒頭の我妻崇副会長（仙台）の挨
拶では，当連合会が，2001年に「消
費者のための家づくりモデル約款の
解説」を出版し，今般，その改訂版
が発行されたこと，シンポジウムの
サブタイトルである「安全な住宅の
回復のための補修方法を考える」の
趣旨の説明がなされました。
2　次に，三浦直樹会員（当委員会　
土地・住宅部会部会長，大阪）の基
調報告では，「欠陥住宅問題は人権
問題である」との問題意識が提示さ
れ，1995年に発生した阪神・淡路大
震災以降における当連合会の欠陥住
宅問題への取組み状況と建築訴訟に
おける近時５つの最高裁判決が被害
救済の潮流を示しているとの説明が
ありました。
　その後，実際の９つの事例が示さ
れ，その判決，鑑定や調停案におけ
る瑕疵の存否や補修方法の判断が不
合理なのではないかという指摘がな
されました。
3　続いて，谷合周三会員（東京）
から，「消費者のための家づくりモ
デル約款の解説（第２版）」の特徴，
とりわけ，建物に瑕疵があった場合
の補修方法について，予め，請負契
約で特定しておくことを提案した点
に大きな意味があるとの説明がなさ
れました。例えば，鉄筋のコンクリ
ートのかぶり厚さ不足があった場合
の補修方法を，請負契約書において，
「建物をジャッキアップし，当該不
良部分の基礎を必要な範囲でいった
ん除去し，再施工を行う。」などと
具体的に特定するといった具合で
す。

4　その後，パネルディスカッショ
ンの導入として，「建築紛争調停の
現場」と題する模擬調停が行われま
した。実例をもとにしたもので，ま
ず，筆者が事案の概要を写真，図面
を示しながら説明をしました。
　模擬調停では，裁判官，調停委員
２名（いずれも建築士），消費者側
代理人，消費者側建築士，施工者側
代理人をいずれも当委員会土地・住
宅部会のメンバーが演じました。そ
の中では，①法律判断に調停委員が
口を出し，これを消費者側弁護士が
咎めても，裁判官が調停委員の発言
を制止しない（調停委員に丸投げ），
②調停委員の見解の根拠が「私の経
験上」というものでしかない（調停
委員が構造計算した結果，瑕疵がな
いと判断したと言いつつ，消費者側
代理人が構造計算書を見せるよう求
めても拒絶する）など，問題がある
と考えられる場面が示されました。
5　続いて，吉岡和弘会員（仙台）
がコーディネーターとなり，一級建
築士・元日本建築家協会副会長の河
野進氏，一級建築士・新建築家技術
者集団会員の富塚孝氏，立命館大学
法科大学院教授（民法）の松本克美
氏，元裁判官の藤本久俊氏に筆者を
加えた５名がパネリストとなって，
パネルディスカッションが行われま
した。
　まず，筆者が，模擬調停を受けて，
①明確な根拠がなくとも，調停委員
の見解が正しく，証拠として提出さ
れている消費者側建築士の見解は誤
っているという前提で，議論を深め
ることなく調停が行われる場合があ
る，②法律判断についてまで，裁判
官が調停委員に丸投げする場合があ
るが，これは，裁判官が調停委員の
見解に対し疑問を呈することが難し
い状況にあるからなのではないか，
③調停委員が消費者側建築士に反感
を持っているのではないか，との３

つの問題提起をしました。
　東京地裁の調停委員でもある河野
氏は，請負契約の内容を明確にする
ため詳細な設計図，仕様書，工事代
金内訳書が作成されるべきである
（現状は必ずしもそのようになって
いない）とされ，当連合会が消費者
のための請負契約書のひな形を作成
した趣旨について賛同されました。
　施工会社の経営者である富塚氏
は，建築士の倫理観，責任感を高め
る必要性を強調されました。
　松本教授は，法的な判断と専門家
の知見の関係について言及され，法
的な判断については裁判官に責任が
あり，調停においても裁判官が議論
をリードする必要がある，裁判官が
置かれている環境に公正性を疑わせ
る事情があるのであれば，現状の改
善が必要である，と述べられました。
　藤本元裁判官は，建築の専門家で
ある建築士の鑑定や建築士調停委員
の存在は，有益なものであって，仮
に，裁判所の運営に問題があるのだ
とすれば，弁護士がその改善を求め
て活動すべきであるし，また，裁判
所は，正しいことを受け入れる度量
がある組織であると述べられまし
た。
6　本シンポジウムの参加者は約90
名で，活気に満ち，今後の当連合会
の活動につながる有益な議論がなさ
れたと感じました。

土地・住宅部会
石川和弘（札幌）

リ ポ ー ト

シンポジウム「建築基準法を守れ」
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　2011年１月27日，弁護士会館17階
において当連合会主催の標記シンポ
ジウムが，約140名の参加（テレビ
中継全国24ヶ所）を得て開催されま
した。
1　宇都宮健児当連合会会長の開会
挨拶で始まり，石戸谷豊当委員会副
委員長（横浜）の基調報告において，
現在，地方分権が強調されているが，
消費者庁国会における議論と「法施
行後３年以内に，…国が行う支援の
あり方について所要の法改正を含む
全般的な検討を加え，必要な措置を
講ずる」と定めた消費者庁等設置法
附則４項によれば，地方強化に向け
て積極的な対策が検討されるべきこ
と，また，国民生活センターが事業
仕分けの対象とされ「必要な機能を
消費者庁に一元化して法人を廃止す
ることも含め」た検討が開始されて
（行政刷新会議及び閣議決定）大問
題となっていることが報告されまし
た。
2　報告として，相談窓口の必要性
や相談態勢に関し，①消費者委員会
参事官諏訪園貞明氏から，消費生活
相談に関する実態調査報告（消費生
活相談員の増員に伴い，特に相談者
への対応の質が向上したこと，PIO-
NET 新設によってあっせん件数，
対応の質が向上したことなど）がな
されました。②兵庫県但馬県民局但
馬生活科学センター消費生活相談員
の義本みどり氏より，県北部但馬地
域の県と市町が消費生活相談事務を
共同で処理する「たじま消費者ホッ
トライン」の取組状況とそれによっ
て相談・あっせんの質の向上につな
がっているなどの報告がされまし
た。③東北大学公共政策大学院准教
授の山口正行氏からは，同大学院の
プロジェクトが昨年10月に発表した
地方消費者行政活性化のための対応
策（提言）とりまとめるに当たって
実施したヒアリングに見る相談対応
態勢のニーズ，行政関係者及び消費
者団体に対するアンケートの報告

（法執行をより効果的にする方策と
して消費者庁が都道府県の法執行強
化を支援・協力することなどの回答
が多かったこと），広域連合構想や
広域連携の手法等について説明がな
されました。
　次に，消費者委員会地方消費者行
政専門調査会委員である国府泰道会
員（大阪）から，本年１月25日に出
された調査会報告書案とこれまでの
議論状況について論点整理と問題点
の指摘がなされました。
　続いて，消費者庁地方協力課長林
俊行氏より，消費者庁制度WGの
とりまとめ（１月24日付）と「住民
生活に光を注ぐ交付金」について説
明がなされました。
3　パネルディスカッションは，群
馬県生活文化部消費生活課長野本守
利氏，山口正行氏，義本みどり氏，
国府泰道会員をパネリストに迎え，
コーディネイターを当委員会幹事鈴
木裕美会員（仙台）が担当しました。
　まず，野本氏からは，群馬県の取
り組みと課題，将来にわたり機能を
継続的に発揮できる基盤作り，全て
の県民が身近な場所で均等で専門的
な相談サービスを受けられる態勢整
備のために，相談員のさらなる増員，
関係部局との連携強化，消費生活セ
ンター未設置町村に対する働きかけ
（人口・財政規模が一定規模以上の
町における単独整備，単独設置が困
難な地域では周辺市町村との連携態
勢の整備）等報告がありました。
　山口氏は，広域連携の手法に関し
て，責任の明確化からはむしろ広域
連合が望ましいことや，県との連携
が重要であることなどを指摘しまし
た。
　国府会員は，報告書案と前記制度
WGの取りまとめを比較し，地方が
担っている部分，国の財政的支援の
役割が明確でないと指摘しました。
　野本氏は，法の整備で強い期待感
を持っていた。消費者行政活性化基
金が終了した後にも何らかの手段が

必要で，県や市町村が消費者行政に
本気で予算と人員を注ぐ政策方針を
とるために，もっと継続的な誘導策
が必要であると指摘しました。
　義本氏は，利用者である住民のた
めに相談員が県や市の組織を有効に
活用できるような態勢作り，国民生
活センターについては，そのノウハ
ウを学び，利用できるようにするこ
とが重要であって廃止などとんでも
ない，消費者庁には，私たちが取り
組めるように財政的なものも含めた
支援を強く期待するとしました。
　会場発言では，来場されていた福
嶋治彦消費者庁長官に対する質問も
出ました。
4　福嶋長官は，ご挨拶において，
消費者行政の充実と地方分権はイコ
ールであり，地域主権が大前提，消
費者行政だけ特別扱いしてくれとい
うような例外を認めたら地方分権は
進まないことなどについて力説され
ました。
　池本誠司当委員会委員長より「各
地で地元の自治体に働きかけをし，
地方から声を向けていきましょう」
とのまとめがなされ，我妻崇当連合
会副会長の挨拶にて閉会しました。
　地方消費者行政を強化する必要性
が確認できた反面，地方分権改革と
の関係をどう考えるかという大きな
問題が浮き彫りとなりました。今後
の各地域での取組が重要と考えま
す。

消費者行政部会
原　彰宏（熊本県）

リ ポ ー ト

シンポジウム「地方消費者行政の望ましい姿と
国の支援のあり方を考える」
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1　執行手続の無力化は民事訴訟制
度全体を崩壊させることになりま
す。データ処理に関する技術の導入・
整備の速度にはまさに日進月歩の感
がありますから，執行裁判所や金融
機関等は，常に執行手続を時代に即
したものとしていく工夫と努力を
し，あるいはそのような工夫と努力
を受入れていかなければなりませ
ん。
2　このような問題意識を反映した
ものとして，預金債権の執行につい
て，差押命令送達の日から３営業日
の間に発生する（増加する）預金部
分について包括的差押命令を発令し
た奈良地裁平成21年３月５日決定
（消費者法ニュース79号200頁），高
松地裁観音寺支部平成21年３月25日
決定（消費者法ニュース80号347頁）
があります。預金口座から頻繁に出
金手続を繰り返すことによって強制
執行手続を不当に回避しようとする
手段に対抗して債権執行手続の実効
を図ろうとしたものです。
　同旨の申立について，東京高裁平
成20年11月７日決定（金融法務事情
1865号50頁・判例タイムズ1290号
304頁）は金融機関の煩瑣の問題を
過大に取り上げて特定を欠くとして
います。ただ，同高決も「社会通念
及び現在の銀行実務に照らすと」と
いう前提を置いており，将来の状況
の変化によってはこの種の差押命令
の申立でも差押債権の特定が認めら
れ得ることを否定する趣旨ではない
と考えられます（笠井正俊「金融・
消費者取引判例の分析と展開」金融・
商事判例増刊1336号188頁参照）。
3　また，民事執行規則133条２項
にいう「特定」の概念は「公平」の
ための評価的概念となっていますか
ら，金融機関が債権の「特定」のた
めにされたいわゆる23条照会に適切
な応答をしない場合には，その不利
益を債権者に帰せしめるべきではあ
りません。
　このような問題意識を反映して，
筆者は，取扱支店の特定をせずに全

支店を支店番号順に順位付けてした
預金債権差押命令を申し立てまし
た。これに対し，静岡地裁下田支部
平成22年８月26日決定（金融法務事
情1913号６頁・消費者法ニュース86
号289頁・本ニュース139号），水戸
地裁龍ヶ崎支部平成22年９月28日決
定（金融法務事情1913号７頁）は預
金債権差押命令を発令しました。
　銀行を第三債務者としてする預金
債権差押にあたって取扱支店を限定
（特定）する必要があるか否かにつ
いて，CIF（シフ）の整備等を踏まえ
た上，事前に第三債務者である銀行
に対して23条照会をしたにも関わら
ず銀行が回答しなかった結果生じる
不利益を債権者に押し付けるのは法
秩序全体を支配する公平の観点から
許されないのではないでしょうか。
　差押手続における準占有者への弁
済（民法478条）のあり方，差押手
続に関連する債務不履行責任を軽減
する約款の許容範囲（消費者契約法
との関係），送達先の届け出制など，
充実した議論が尽くされることが期
待されます（現代消費者法９号70頁
の拙稿参照）。
　同様の問題意識からの事例とし
て，保険解約返戻金等の執行に当た
って，23条照会に応じなかった生命
保険会社の生命保険契約については
証券番号による特定をしなくても契
約日順での特定（「複数の生命保険
契約があるときは，契約日の早いも
のの順による」等）が可能であると
した東京高裁平成22年９月８日決定
（金融・商事判例1354号38頁・金融
法務事情1913号92頁・消費者法ニュ
ース86号287頁・本ニュース139号）
があります。却下決定を維持した東
京高決もあり，実務の一時的混乱が
予想されないではありませんが，今
後の実務の健全化の契機となること
が期待されます。
4　このほか，筆者が，強制執行の
ために債務者の転居届を探知するべ
くした23条照会に対して郵便事業会
社が通信の秘密，信書の秘密，個人

情報の保護などを理由に回答を拒絶
したことが不法行為を構成するとし
て提起した損害賠償請求訴訟につい
て，東京高裁平成22年９月29日判決
（原審東京地裁平成21年７月27日判
決（判例タイムズ1323号207頁））は，
依頼者の受ける利益は反射的なもの
であるとして控訴は棄却したもの
の，23条照会の意義を高く評価し，こ
れを郵便法上の義務や守秘義務に優
越する旨明示して報告義務があるこ
とを明確に判示しました。その上で，
「補論」として，確定判決という債務
名義を得ながら，執行を免れるため
に住居所を変えたものと推認される
債務者につき，「その新住所地を知
りたいと考えた控訴人の代理人弁護
士らが，23条照会に一縷の望みを託
したにもかかわらず，それが叶えら
れなかったことの法的意味合いを問
うものであった。被控訴人は，本件
照会に対する報告を拒絶したが，そ
れは通信の秘密を守る役割を有する
機関としての責任感に基づくもので
あった」，本件照会事項（①転居届
の有無，②転居届の提出年月日，③
転居届記載の転送先）については「23
条報告義務があり，これを拒絶する
ことには正当な理由がないのであ
る。そこで，当裁判所としては，被
控訴人に対し，この判決を契機とし
て，本件照会に改めて応じて報告す
ることを要請したい。また，さらに，
新住所という転居先に記載された情
報に関しては，本判決の意のあると
ころを汲み，23条照会に応ずる態勢
を組むことを切に要請したいと考え
る。」と説示しました。23条照会は，
裁判所からもこのような高い評価を
受けているものなのですから，弁護
士会，弁護士にもその正しい運用の
ために不断の努力をすることが求め
られるのではないでしょうか。
　　

金融サービス部会
荒井哲朗（東京）

リ ポ ー ト

民事訴訟制度の実効性の回復に向けた試み
～差押債権の特定と23条照会の関係等～
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事 情件 報
東京 商品先物取引・「差玉向かい」の説明義務違反と取引上の実損との因果関係を明確に認めた判決

東京高裁平成22年10月27日判決（確定）

　本判決は，国内公設の商品先物取引被害事件において，
「差玉向かい」についての外務員の説明義務を明確に認め
た最高裁第二小法廷平成21年12月18日判決（判例時報2072
号14頁，本ニュース135号５頁）の差戻審判決です。最高
裁判決は，差玉向かいについて委託者全体と業者との間に
利益相反関係があることを認め，結論として，特定の商品
の先物取引について差玉向かいを行っている業者が，専門
的な知識を有しない委託者から当該特定の商品を受託しよ
うとする場合には，当該業者の従業員は，信義則上，その
取引を受託する前に，委託者に対し，その取引について差
玉向かいを用いていること及び業者と委託者との間に利益
相反関係が生ずる可能性の高いものであることを十分に説
明すべき義務を負うと判示しました。
  この最高裁判決では，差玉向かいの説明義務違反と取引
による損害との因果関係について必ずしも明示的な判示が
なかったため，差戻審ではその点が争点となりました。特
に，最高裁判決が，差玉向かいの説明義務の根拠として，
差玉向かいによる利益相反関係では業者が故意に委託者に
投資判断を誤らせるような不適切な情報を提供する危険が
内在することは明らかであると指摘している点から，業者
から具体的に不適切な情報提供があり，それによって損害
が生じて初めて因果関係が認められるのではないかという

点が問題となりました。
　しかし，顧客は，取引を委託している業者が自分と利益
相反関係にある差玉向かいをしていることを知れば，そも
そも取引の委託をしないと考えるのが経験則上当然です。
この点について，本判決は，「被控訴人Ａ（＝外務員）が
差玉向かいについての説明義務を尽くしていれば，控訴人
（＝顧客）は，被控訴人会社（＝業者）に委託して本件取
引を行わなかったことが考えられ，また，本件取引を始め
たとしても，被控訴人らから提供される情報を信用し，こ
れに依拠して取引をすることはなかったものと考えられ，
いずれにしても本件取引どおりの白金の先物取引が行われ
たとは考え難い。」とし，取引上の実損は，差玉向かいの
説明義務違反という不法行為によって生じた損害と認める
のが相当である，と判示して，差玉向かいの説明義務違反
と取引上の全ての実損との因果関係を単純明快に認めまし
た。
　本判決の結論自体は，当該事件の個別事情（控訴人の投
資経験や一貫した相場観）から過失相殺5割をしています
が，上記因果関係については最高裁判決の考えを最大限反
映した判示となっており，同種事案での参考になると思い
ます。

平澤慎一（東京）

東京
未公開株商法において，発行会社と勧誘に利用された携帯電話の名義人に幇助に
よる不法行為責任を認めた判決
東京地裁平成22年12月22日判決（確定）

１　本件は，氏名不詳者（ブローカー）が被害者に未公開
株商法の勧誘電話を行った後，被害者を喫茶店に呼び出し，
同所で未公開株の引渡しと代金の受領を行った事案です。
本判決では，自社の株券を未公開株商法のブローカーに交
付した発行会社（ランサーテクノロジー）に対し，ブロー
カーに株式を譲渡すれば，譲渡した株式が未公開株商法に
利用されることは容易に予見できたのであるから，ブロー
カーに株券を交付した行為は，上記未公開株商法の幇助（民
法719条２項）に当たると判示しました。
２　また，本件では，被害者への勧誘に利用されたレンタ
ル携帯電話の契約名義人に対しても訴えを提起しました。
これに対し，契約名義人である被告は，「儲け話があると
持ちかけられ，運転免許証の写しを知人Ａに渡した。免許
証写しが携帯電話のレンタル契約に無断で利用されてしま
ったようだが，自分はレンタル携帯電話を利用しておらず，
未公開株商法に関与していない。また，譲渡した免許証写
しが携帯電話のレンタル契約に利用されることや，その電
話が未公開株商法に悪用されることまでは全く予見できな
かった。」と主張していました。

　これに対し本判決は，運転免許証の写しを渡したことに
よって，受領者に携帯電話のレンタル契約を締結させ，同
電話番号を利用した未公開株商法を容易にさせているか
ら，免許証写しを渡した行為が未公開株商法の幇助に当た
るとした上で，予見可能性がないとの主張に対しては，免
許証写しを渡すことによって，その受領者等が免許証写し
を利用することは予見できたのであるから，その結果，携
帯電話のレンタル契約が締結され，未公開株商法が行われ
たことにつき少なくとも過失があったと判示して，過失に
よる幇助責任を認めました。
３　近時の詐欺商法においては，実行行為者が詐欺商法に
必要な道具（預金口座，電話番号，バーチャルオフィス，
株券）を匿名で用意した上で実行することが通例となって
おり，実行行為者を突き止めることは必ずしも容易ではあ
りません。そこで，実行行為者のみならず，詐欺商法に必
要な道具の提供者に対して，（過失による）幇助責任を認
めることにより，賠償責任の対象者を広げた点に本判決の
意義があると考えます。

太田賢志（東京）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
文献紹介  第 21回日弁連夏期消費者セミナー報告書「消費者団体が社会を変える」

　本書は，2010年７月３日，平城遷都1300年祭に沸く奈良（奈
良商工会議所）で開催された，当委員会主催の標記セミナーを紙
上再現したものです。
　金城学院大学教授丸山千賀子氏には，世界の消費者団体など広
い視点から講演をしていただき，特定非営利活動法人消費者支援
機構関西（KC’s）検討委員会委員長である五條操氏には，差止
請求事例など具体的な講演をしていただきました。さらに，パネ
ルディスカッションでは，両氏に加えて，埼玉県消費者団体連絡
会代表幹事・事務局長である伊藤恭一氏とこむらいふ奈良代表辻
由子氏をパネリストに迎え，佐々木幸孝会員のコーディネートで，
消費者団体間の連携，地域に密着した消費者団体の活動，消費者
団体の財源と参加者の確保，消費者団体への弁護士の関与など，

実践的な議論を深めていただきまし
た。
　消費者団体の活動がますます重要と
なる中，本書は，消費者団体の在り方
について，幅広く論じられて示唆に富
むものとなっておりますので，是非ご
一読をお勧めします。
　本書は，日弁連ホームページの会員
専用ページに掲載されております。
　問合先：日弁連人権第二課
　　　　　TEL：03（3580）9968

文献紹介  「カナダにおけるクラスアクションの実情調査報告書」
　2010年９月，当委員会と不当収益・集合訴訟WGとの共同で，
カナダにおける二段階型クラスアクション制度に関しての実情調
査を実施しました。
　現在，政府では集団的消費者被害救済制度の導入に向けた検討
が進められているところ，民事訴訟によって被害を救済する「集
合訴訟」については，事業者の責任原因等の共通争点部分を先行
して審理し確定させた上（第一段階），その後，被害者に訴訟参加
や届出等を求め，届出等をした被害者につき因果関係や損害額等
の個別争点部分の審理を行う（第二段階）とする二段階型を軸と
して議論がなされています。このような情勢のもと，オプトアウ
ト方式を基本としながら，二段階方式の要素を加味した特色のあ

るクラスアクション制度を導入
し，被害者救済に一定の成果を
上げながら，比較的弊害の少な
い運用がなされているといわれ
るカナダの実情を詳細に調査・
報告することにより，これから
のわが国における議論や検討の
一助としようとするものです。
　調査報告書は当連合会HP（http://www.nichibenren.or.jp/ja/
committee/list/shohisha.html）にて公開されていますので是非
ご覧下さい。

催 事  第 22回日弁連夏期消費者セミナー

日　時　2011年7月16日㈯　正午から午後4時30分
場　所　弁護士会館2階クレオ
テーマ　「不招請勧誘規制のあり方～津谷前委員長の足跡を辿り，繋げてゆく」
問合先　日弁連人権二課（TEL：03‒3580‒9968）

　当委員会では，日常的な目前の業務を少し離れて消費者問題を大きな視点から捉え，今後の消費者被害救済に生かしていくことを目的として，
毎年「夏期消費者セミナー」を開催しています。今年のテーマは，不招請勧誘規制です。消費者相談の現場では，不招請勧誘の事例が多く持ち
込まれ，消費者被害の温床ともいうべき事態になっているにもかかわらず，必ずしも有効な規制方法が整備されていません。昨年11月に急逝
された当委員会の前委員長津谷裕貴弁護士は，この問題に深く取り組み，「不招請勧誘規制のあり方について（上）（下）」（国民生活研究50巻
１号，２号）で最先端の研究も残されました。
　このセミナーでは，津谷前委員長の足跡を辿りつつ，あらためて不招請勧誘の実態，規制の必要性・方向性について議論し，これまでの成果
を確認しながら，さらなる議論の発展を目指します。

　弁護士は「トップシーズン」というものが余り

なく，一般に異動や転勤もなく１年の節目を意識

することが割と少ないとはいうものの，私はやは

り春は一つの区切りという気がします。日本人の

習性？確定申告が終わりホッと（ゾッと）とする

から？裁判所が「開店休業」だから？「弁護士に

なって何年が経つ」と思い，来たりし道に誤りは

ないかと立ち止まって考えるいい機会だからで

す。私自身恐らく弁護士人生の折り返し付近かと

勝手に思い，初心に立ち返って決意を新たにしな

がら，志半ばに凶刃に倒れた津谷裕貴前委員長の

無念さがこみ上げるこの春です。

　本号（１頁）では，前委員長の志を継いだ池本

誠司新委員長が，「消費者被害の救済・防止を実

現するために，私たち弁護士にできることは山ほ

どあります。」として，被害現場からの情報発信，

被害現場からの見直しの重要性を訴えられていま

す。本ニュースがその媒体としての役割を十分発

揮できるよう，これまで以上に心掛けたいと思い

ます。

城野雄博（愛知県）
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