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リ ポ ー ト

地方の消費生活センターを支える国民生活センターの
機能強化を求める
1 　東日本大震災と消費生活相談体制
　東日本大震災と原発事故による未
曾有の災害が，東日本各地に広がっ
ています。まずは，被災者の暮らし
の再建に向け全国から最大限の支援
が必要ですが，その次には地域の住
民・消費者が頼りにする地方自治体
の消費生活センターが機能を発揮す
ることが重要です。
　ところが，被災地の相談窓口が未
だに閉鎖状態であったり，相談員が
通勤できない状態であるなど，被災
地の消費生活相談体制が大きな打撃
を受けています。また，相談窓口が
開かれていても，震災関連の相談や
放射能関連の相談は，普段の相談処
理とは異なる最新かつ専門的な情報
がなければ適切な回答ができませ
ん。今こそ，国民生活センター（国
セン）が地方支援の機能を発揮する
ときです。
2 　国センの廃止を含む業務見直し
　このような状態の中，消費者庁は，
国センについて，直接相談を2011年
４月から廃止し，その他の業務全般
につき法人の廃止を含む見直しを進
めています。消費者庁内にタスクフ
ォースを設け，同年４月末頃に論点
の中間整理を行い，夏頃に結論を出
す予定です。タスクフォースでの議
論を見ると，国センの相談，研修，
商品テスト，情報提供，ADR手続
の各業務について，民間に委託でき
るのではないか，都道府県が担うべ
きではないかなどと個別に切り分
け，相談情報の分析・提供業務につ
いては国センよりも消費者庁の方が
効果的ではないかという意見が見受

けられます。
　相談現場と直結して地方の相談業
務を質的に支えてきた国センの高度
の相談支援機能を解体するおそれす
らある深刻な事態です。ひいては地
方の消費生活相談の質の低下を招く
ことが危惧されます。
3 　国セン見直しに関する日弁連意
見書
　当連合会は，11年２月18日，「国
民生活センターの業務・事業見直し
に関する意見書」を発表し，国と地
方の消費者行政を全体的に強化する
観点での検討が重要である旨を指摘
しました。概要は以下のとおりです。
　①地方消費者行政の強化の観点か
ら国センの機能強化を検討すること
が消費者庁設置法の国会審議での方
向性であり，独立行政法人を統廃合
する観点よりも優先すべきである。
②消費者被害情報の分析提供は，法
執行機関である消費者庁とは独立し
て迅速に実施すべきであり，消費者
庁に統合することは適切でない。③
地方の相談業務を支援するには，国
セン自らが直接相談処理を行うとと
もに，全国の相談情報（PIO-NET）
の分析業務と連動しつつ，法執行業
務とは独立して実施すべきである。
④相談員・職員への教育研修業務は，
高度の専門性と独立性をもって全国
の水準を向上することが求められて
おり，一層の体制強化が求められる。
⑤商品テスト業務は，製品関連の相
談処理のためには必要不可欠であ
り，都道府県のテスト機能が低下し
ている今日，国センの役割が一層重
要となる。⑥国センの紛争解決手続

（ADR）は，消費生活センターの解
決困難な事案を高度の専門性をもっ
て解決することによって，相談処理
の水準を向上する機能がある上，処
理結果の概要を公表することによっ
て地方センターでの相談処理の指針
を示す役割が重要である。⑦国セン
の組織・体制のあり方としては，独
立行政法人にこだわる必要はないも
のの，相談現場感覚を中核とする国
センの業務は一体的組織であってこ
そ真の機能を発揮する。
4　地方から声を挙げよう
　東日本大震災の後，国センは「震
災関連悪質商法110番」を開設しま
した。地方センターの相談業務を支
援する国センの本領発揮と言えま
す。国を挙げて大震災対策が喫緊の
課題となっている現在，消費者庁が
国センの組織の見直しの議論に時間
をかけること自体，適切といえるの
か疑問もありますが，地方消費者行
政を質的に支えるためには，国セン
の機能と体制が解体されることがな
いよう，地方から意見を挙げること
が重要です。地方消費者行政に対す
る国の財政支援のあり方について
も，消費者委員会の建議が11年４月
15日に発表され，これから消費者庁
において具体的な方策が検討される
ときです。地方消費者行政を財政面
と内容面で支えるため，国センと消
費者庁の役割発揮を地方から求めま
しょう。

委員長
池本誠司（埼玉）
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1　シンポジウムの概要
　2011年２月26日，主婦連会館にて，
標記のシンポジウムが開催されまし
た。
　シンポジウムの目的は，近年の内
外の消費者法の発展等を踏まえつ
つ，現在進められている民法（債権
法）の改正との関連をも意識して，
これからの消費者法の展望を考える
というものでした。100名以上の来
場者があり，このテーマへの関心の
高さを実感しました。以下，概要を
報告します。
2　第一部（基調報告・基調講演）
⑴　２つの基調報告
　まず，最初の基調報告は，近江直
人会員（秋田）からの「消費者契約
法施行から10年の軌跡と今日的課
題」でした。消費者契約法の制定経
過，消費者契約法が約款等に関する
裁判に与えた影響，消費者団体の差
止請求訴訟制度の導入の影響，そし
て，今日的課題などが報告されまし
た。特に，学納金訴訟などを例に，
消費者契約法が裁判に与えた影響が
丁寧に報告されました。
　続いての基調報告は，筆者からの
「近弁連消費者保護委員会『消費者
取引法試案』について」でした。10
年の近弁連消費者保護委員会の夏期
研修会で作成された「消費者取引法
試案」を紹介しました。試案のねら
い，試案の内容，消費者行政との関
係などを報告しました。この試案が，
消費者契約法と景品表示法・特定商
取引法を統合しようとしていること
を紹介し，あわせて，現在の「行政
ルールのすき間」についての問題提
起などを行いました。
⑵　基調講演
　基調講演は，大澤彩氏（法政大学
准教授）の講演「欧州における消費
者法の最近の動向について」でした。
　内容は､ 最近注目されているフラ
ンス消費法典について，成立経過，
構成の概要，特徴，問題点と将来，
そして民法典との関係などでした。
フランス消費法典は，既存の消費者
関連の法律を統合する形で形成され

たため，一方では統一性の観点から
問題があるとされつつも，民法に統
合するということは考えられていな
いということでした。また，フラン
スでは，行政機関による柔軟かつ迅
速な公的介入がなされているという
ことでした。さらに，「濫用条項委
員会」という一種の行政機関が，不
当条項に対する勧告や提案を行って
いるということも紹介されました。
3　パネルディスカッション
　第２部は，シンポジウムと同一テ
ーマのパネルディスカッションでし
た。パネリストは，廣瀬久和氏（青
山学院大学教授），松本恒雄氏（一
橋大学教授），平野裕之氏（慶應義
塾大学教授），国府泰道会員（大阪），
そして，コーディネーターが齋藤雅
弘会員（東京）でした。
　消費者法の現状の評価，消費者法
のあり方，消費者概念のとらえ方，
行政法・刑事法との関係，消費者民
事法（民事ルール）と民法典あるい
は消費者法典との関係などを巡っ
て，活発に意見の交換がなされまし
た。紙幅との関係で，印象に残った
点に絞ってパネリストの意見を紹介
します。
⑴　廣瀬氏の意見
　まず，取引分野における団体訴訟
の成果を評価し，安全の分野にも団
体訴訟制度を導入すべきではないか
との指摘がありました。また，人間
の判断の「限定合理性」（情報処理
や推論において限定された能力しか
持たないことから，情報を得てもそ
の判断の合理性には限界があるこ
と）を踏まえて，行動経済学等の知
見を踏まえた議論が必要であるとの
指摘もなされました。消費者法と民
法との関係は，一般法的な形にして
民法に入れるのはよいが，消費者法
の方は独自に発展することが好まし
いとのことでした。
⑵　松本氏の意見
　まず，消費者政策は，行政ルール，
民事ルール，自主規制の組み合わせ
が重要な視点であり，複数のルール
を想定した「ベスト・ミックス」と

いう観点が必要だとのことでした。
また，民法との関係については，消
費者契約法の実体規定については，
発展途上のルールなので民法とは別
の法律が好ましいとの意見でした。
もっとも，「解釈準則」を入れたり，
個々の条文において「例外規定」を
設けたりすることには賛成であると
のことでした。
⑶　平野氏の意見
　まず，ドイツは消費者私法しか考
えないのに対して，フランスにおい
ては，行政・刑罰をも含めた総合的
な法律として，消費者法及び消費法
典を考えているという点の指摘がな
されました。また，債権法の見直し
は時間をかけてじっくりと行うべき
との意見でした。さらに，消費者法
は包括法典化の方向が好ましいと考
えているとのことでした。
⑷　国府会員の意見
　まず，悪質な電話機リースなどを
例に消費者以外にも保護を広げる必
要があるとされ，また，保証人の悲
惨なケースの経験をもとに，保証人
制度の見直しの必要性が強調されま
した。さらに，法律を守らせるため
には行政ルールも必要であるという
エンフォースメント（実効性確保）
の観点と，過量販売解除権のように
意思表示理論を時には超えることも
必要であるという政策目標実現とい
う観点の２つに照らして，消費者法
は，民法とは別に独自の発展が好ま
しいとの意見でした。

民法改正部会（包括消費者法班）

薬
み な い

袋真司（大阪）

リ ポ ー ト

シンポジウム「消費者法の課題と展望～民法
（債権法）改正問題を契機として～」
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緊急シンポジウム「津谷裕貴弁護士の功績と日弁連
の課題～津谷裕貴委員長殺害事件を受けて」
1　はじめに
　2011年３月３日，弁護士会館にお
いて，標記シンポジウムが開催され
ました。
　10年11月４日，当委員会の現職の
委員長であった津谷裕貴会員が殺害
されるという痛ましい事件がおきま
した。津谷裕貴会員は，長年，消費者
被害の救済，なかでも先物取引被害
の救済や不招請勧誘の問題に情熱を
もって取り組んで来られました。津
谷裕貴会員は，当連合会が，その設
立を20年来推進してきた09年９月の
消費者庁発足時の当委員会委員長で
あり，当委員会はもちろん，当連合
会とってもかけがえのない貴重な人
材でした。当シンポジウムは当委員
会の総意を受け，当連合会が主催し
たもので，津谷裕貴会員の功績，と
りわけ消費者法分野での業績を振り
返る形で開催されたものです。
　当日午後５時30分から８時までと
遅い時間であったにもかかわらず，
津谷会員の人柄か，当委員会の委員・
幹事をはじめ多くの弁護士，市民合
わせて140名を超える参加者で会場
は満席となり，マスコミ報道もされ
ました。また，当シンポジウムは，
全国29の単位会及び支部会でもテレ
ビ会議により中継され，特に秋田弁
護士会では会員の過半数が参加した
とのことです。多数の方が参加され
たことに篤く御礼申し上げます。
2 　シンポジウムの内容（これより
後は「津谷さん」と呼ばせてくだ
さい。）
　総合司会は，飯田修会員（東京），
大迫恵美子会員（東京）の両当委員
会副委員長がつとめました。我妻崇
当連合会副会長（仙台）は開会挨拶
で，東北弁連等の活動を通じて知っ
た津谷さんの人柄などを話しまし
た。その後，津谷さんを偲び，黙祷
が捧げられました。
　前半は現状の報告として，当委員
会から，前副委員長である吉岡和弘
会員（仙台），秋田弁護士会から，
秋田弁護士会消費者問題対策委員会

委員・当委員会副委員長である江野
栄会員，そして，事件の背景・経過・
現状につき，秋田弁護士会消費者問
題対策委員会副委員長・当委員会副
委員長である近江直人会員からそれ
ぞれ報告がされました。これらの報
告を受け，ご遺族から津谷さんの奥
様である良子さん，長男である俊さ
ん，次男である翔さんがそれぞれ津
谷さんへの思いを述べられました。
「110番をして，警察官が来てくれさ
えすれば助けてもらえるという私の
思いは，大きく違ってしまいました。
ああ，あのとき手を離さなければ，
犯人の腕をずっとつかんでさえいれ
ば，夫は死なずにすんだかもしれな
いと，本当に何度も何度も後悔しま
した。」と切々と語る良子さんの言
葉に，多くの参加者が涙を浮かべて
いました。
　後半は，前半の報告を受け，リレ
ー・ディスカッションを行いました。
コーディネーターを当委員会副委員
長である筆者がつとめ，前半で報告
した吉岡会員に加え，業務妨害対策
の立場から当連合会業務妨害対策委
員会委員長である藤川元会員（東
京），当連合会の立場から宇都宮健
児当連合会会長，当委員会の今後の
課題の立場から池本誠司当委員会委
員長（埼玉）の４人のパネラーが，
それぞれ①津谷さんへの思い，②津
谷さんの消費者法領域に関する功
績，③弁護士業務妨害事件への対処
法などを話しました。パネラーそれ
ぞれの15分という持ち時間では話し
きれないほど貴重な話でした。
　シンポジウムの前日である３月２
日には，愛媛の法律事務所に弁護士
の居場所を教えろと男が押しかけ，
応対した事務員である娘さんが申し
出を断ったところ，娘さんを暴行・
脅迫する事件が起こりました。この
事件は，10年６月，横浜で前野義広
会員が殺害された事件，津谷さんの
事件を彷彿とさせる戦慄すべき事件
です。事件当日，当連合会より会長
声明が出されたことを踏まえ，宇都

宮会長は「弁護士が業務妨害で脅さ
れたり，命を奪われるというのは，
弁護士が守るべき市民の権利が危う
くなり，ひいては司法制度，民主主
義の根幹を揺るがす」と指摘したう
えで，閉会挨拶で「会長として業務
妨害対策をきっちりとり，二度とこ
のような事件が起きないように全力
で取り組む。弁護士が本当に困って
いる人が目の前にいるのに，危ない
からといって引くことになれば，人
権擁護，社会正義の実現という弁護
士の使命を果たすことができない。」
「今日の集会は，津谷さんの功績を
偲ぶとともに，一人ひとりが津谷さ
んの志を受け継いで，しっかり頑張
ろうという思いを固める集会になっ
たのではないか。」と締めくくられ，
参加者全員が共通の意識を持つこと
ができたと思います。
3　シンポジウムを終えて
　津谷さんは生前よく「消費者被害
の予防には不招請勧誘の禁止が最も
重要だ」と言っておられました。津谷
さんの死は痛恨の極みです。シンポ
ジウムを経て改めて津谷さんの功績
の大きさを感じます。今後私たちは
津谷さんの遺志を受け継いでいきま
す。当委員会では，11年７月16日，第
22回夏期消費者セミナー「不招請勧
誘規制のあり方について―津谷裕貴
前委員長の足跡を辿り，繋げてゆく」
を弁護士会館で開催します。多数の
方に参加いただければ幸いです。
 （心より合掌）

副委員長
紀藤正樹（第二東京）
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1　はじめに
　当連合会は，2011年２月17日付け
で標記意見書を提出しました。これ
は，いわゆるミニカップタイプ（ビ
ニール袋に入った立方体のものを含
む）のこんにゃく入りゼリーについ
て，厚生労働大臣に対し，食品衛生
法に基づいて，その安全性を確保し
うる規格や基準を設定することを求
めるとともに，内閣総理大臣（消費
者庁長官）に対し，消費者安全法に
基づいて（必要に応じて同法施行令
を改正して），事業者に対し，その
安全性を確保しうる改善するよう勧
告し，事業者が正当な理由なくかか
る措置を取らなかった場合は措置命
令を発令することを求めるもので
す。
2 　こんにゃく入りゼリーの危険性
と規制の必要性
　こんにゃく入りゼリーによる窒息
事故は98年ころからその危険性が取
りざたされるようになり，09年まで
の間に確認されただけでも22人の死
亡事故が発生しています。被害者の
ほとんどは乳幼児か高齢者です。こ
んにゃく入りゼリーによる窒息事故
を契機として食品による窒息事故に
ついても関心が高まるようになり，
年間4000人以上の死亡事故が発生し
ているという重大な事実が明らかに
なってきました。このような事実が
あるにもかかわらず，厚生労働省は，
食品衛生法が予定する規制は食品衛
生を確保するためのものであり，食
品の物性や形状に起因する窒息事故
は想定していないという立場を堅持
したままです。そのため，食品によ
る窒息事故の防止を行う所轄官公庁
が存在しないかのような事態とな
り，消費者安全法により隙間事案に
対応する規定が制定される契機とも
なりました。しかし，そもそも厚生
労働省の所掌事務は食品による危害
を防止することを含み，食品衛生法
は食品の物性や形状による危害を排
除しているとは解されません。食品
安全委員会は10年６月に食品健康影
響評価「食品による窒息事故」を公
表しました。そこでは，①食品別の
窒息事故の発生頻度，②窒息事故が
発生する危険要因（食品以外の要因，
食品側の要因，食品固有の要因）が

検討されています。こんにゃく入り
ゼリーの窒息事故の発生頻度につい
て，餅より低く飴と同程度であると
いう部分のみが喧伝されましたが，
リスクアセスメントにおいては，事
故発生頻度だけでなく，事故の被害
程度が分析されなければならず，事
故頻度が低くとも発生する被害の程
度が重篤であれば，欠陥が認められ
消費安全性に欠けると判断しなけれ
ばなりません。これをこんにゃく入
りゼリーについて検討すると，窒息
事故の発生頻度は低いものの，いっ
たん呼吸気管に詰まると取り出すこ
とが非常に困難となるばかりか，空
気が脳に供給されずに短時間で脳死
状態になるという重篤な被害が発生
しやすいということがまったく捨象
されています。また，危険要因につ
いて検討すると，こんにゃく入りゼ
リーの表面が平滑で弾力性があり噛
み切りにくく，気管に嵌りやすい直
径約30ミリ前後という大きさやミニ
カップから噛まないまま飲み込みや
すいという物性や形状は乳幼児や高
齢者を中心として窒息事故が発生し
やすいことが指摘されます。このよ
うに，こんにゃく入りゼリーは事故
被害の程度が重篤となりやすいこ
と，さまざまな危険要因がすべて兼
ね備わっていることから，事故発生
頻度が餅や飴より低くても規制が必
要であることが明らかになります。
3　消費者庁の対応と問題点
　消費者庁は，食品安全委員会の評
価書を前提としながらも，詳細な追
跡調査を行って窒息事故が発生する
と重篤な被害が招来されているこ
と，信州大学医学部に再現実験を嘱
託して窒息しやすい物性や形状であ
ることを客観的に裏付けている，市
場調査を行って乳幼児や高齢者の摂
取ができるだけ回避されるような販
売方法がとられていないことを明ら
かにするなどして，こんにゃく入り
ゼリーの物性や形状について一定の
規格・基準を設けて事業者に自主規
制を求める施策を講じるようになり
ました。
　しかし，消費者庁は，消費者安全
法による規制には踏み切ることがで
きないでいます。それは，消費者安
全法の隙間事案についての規制が

「重大事故の発生又はそのおそれ」
としながら（同法第２条第６項），
政令で定める内容として，「窒息そ
の他その生命又は身体に対する著し
い危険が生じたこと」として（同法
施行令第２条第４項），同法の予定
する適用範囲を政令で狭めてしまっ
ていること，09年９月１日に同法が
施行された以降，こんにゃく入りゼ
リーによる窒息事故の発生が確認で
きないことに起因する。そこで，同
法施行令第２条第４項を「窒息又は
そのおそれ」と改正するか，そもそ
も，こんにゃくゼリーの事案は同項
の「その他生命又は身体に対する著
しい危険が生じたこと」という要件
に該当すると解釈することができれ
ば，こんにゃく入りゼリーを規制す
ることが可能となります。そしてそ
のような政令の改正や解釈は同法第
２条第６項と整合性を維持していま
す。本意見書は，消費者安全法，同
法施行令について上記のような改正
又は解釈を用いて事業者を規制する
ことが可能であり，そのように規制
すべきであると結論づけています。
4 　損害賠償請求を棄却した判決と
問題点
　10年11月17日，神戸地裁姫路支部
はこんにゃく入りゼリーで窒息死し
た幼児の両親の製造・販売事業者に
対する損害賠償請求を棄却する判決
を言い渡しました。この判決の問題
点は，こんにゃく入りゼリーが窒息
事故を起こしやすい危険要因を有す
るにもかかわらず，それを単にこん
にゃく入りゼリーの「特性」と判断
し，パッケージ等の警告表示の有用
性を過大に評価し，幼児の誤飲（保
護者の過失）と結論づけていること
ですが，本意見書の趣旨からは肯定
することはできません。
　こんにゃく入りゼリーについて，
内閣府消費者委員会はきわめて不充
分な「提言」を行うにとどまってお
り，その機能不全が明らかにされた
事例でもあったことを附言しておき
ます。

PL・情報公開部会
中村忠史（東京）

リ ポ ー ト

こんにゃく入りゼリーの規制を求める
意見書について
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第１　消費者庁における検討状況
　消費者が安心して安全で豊かな消
費生活を営むことができる社会の実
現のためには，消費者の生活の場で
発生した消費者事故が放置されるこ
となくきちんと調査され，事故の予
防・再発防止に結びつけられるとと
もに，被害の迅速・適正・確実な救済
が図られることが必要不可欠です。
　2010年３月に閣議決定された消費
者基本計画で，消費者庁は，平成23
年度のなるべく早い時期に関係省
庁・機関の協力を得て最も効果的に
機能する事故調査の仕組みを構築す
ることが明確に示されました。これ
を受け，現在，消費者庁の「事故調
査機関の在り方に関する検討会」（に
おいて，11年５月末の取りまとめを
目指して検討が進められています。
第２ 　事故調査機関・制度の整備は
製造物責任法制定時からの課題

　94年の製造物責任法制定当初か
ら，製品被害の救済の促進と製品事
故が未然に防止される安全な社会の
実現のためには，事故原因究明機関
の充実が不可欠であると言われ続け
てきました。しかし，運輸安全委員
会や国民生活センター，製品評価技
術基盤機構（NITE），保健所，消防
署などが事故調査に関与してきたも
のの，運輸安全委員会の他には事故
調査を専門とする機関はほとんど整
備されず，運輸安全委員会も含め事
故調査機関に求められる機能・属性・
制度の在り方について十分な検討す
らなされてきませんでした。
　このため，事故調査機関のない事
故分野がある，事故調査が事業者に
依存し中立性が確保されていない，
事故調査が不十分なまま放置されて
いる，警察の捜査と競合する場合に
は原因究明に必要な証拠や関係者の
供述を確保できないといった様々な
問題が生じていました。
第３ 　当連合会意見書で新しい事故
調査機関の創設を提言

　当連合会では，こうした問題意識
のもと，11年２月24日に「消費者事
故等についての事故調査機関・制度
の在り方に関する意見書」を発表し，
消費者庁長官及び内閣府消費者委員
会委員長に提出しました。
　提言のポイントは以下のとおりで

す。
１ 　事故の原因究明の目的は同種事
故の再発防止のみならず広く消費
者事故のない社会の実現を目指す
必要があり，そのためには発生し
た被害の適正・確実な救済も事故
原因究明の目的とされるべきであ
る。
２ 　消費者事故のすべての事故調査
機関には，①再発防止や②リスク
抽出機能に加えて，③被害者から
の事故原因究明要請への対応機
能，④事故関係者に事故の原因究
明に必要な証拠物の提出を求め関
係者から事情を聴取する権限，⑤
警察に対して証拠物や実況見分調
書，検察庁に対して不起訴記録の
提出を求める権限，⑥原因究明の
結果に基づいて，事業者に対して
事故の再発防止のための改善や安
全対策を講ずることを直接勧告し
改善や安全対策として講じた措置
の報告を受ける権限，⑦原因究明
の結果に基づいて関係行政機関に
対し事故の再発防止のための措置
や安全対策を建議・勧告し，その
結果講じた措置の報告を受ける権
限，⑧事故調査機関が行った⑥や
⑦に関する情報を公表する権限，
⑨事故情報の収集・分析といった
機能や権限が求められる。
３ 　消費者事故のすべての事故調査
機関は，次の属性を具備すべきで
ある。
　 　①独立性（原因究明にあたって，
当該分野の所轄官公庁の影響がお
よばないこと。また，刑事責任の
訴追等の他の要因に劣後すること
なく独自に調査を行えること。）
②専門性（当該分野の専門的技術
的な知識や経験，調査能力を備え
た人的・物的体制が整備されてい
ること）。③公正性（特定の人的
関係等に拘束されたり，配慮する
こともなく公正な判断が行えるこ
と。）④被害者・被害者遺族への
慰謝・精神的ケアにも配慮する姿
勢　⑤製品事故や施設等の消費者
事故の原因調査機関においては，
消費者の使用実態に配慮して原因
究明を行う姿勢
４ 　以上をふまえ，具体的には次の
機能と権限をもつ新たな事故調査

機関（以下，「新事故調査機関」
という）を設置すべきである。
　⑴ 　消費者事故の調査全般につい
て調査が適切になされているか
を調査・指導・調整する機能と
権限を有する常設の統括部門
（消費者事故等の調査全般に対
する網羅的なチェックと対外機
関との調整機能を担う部門）と，
実際に事故調査を行う部門を設
置する。

　⑵ 　新事故調査機関の統括部門
は，①事故調査が必要な事故等
を抽出し，事故調査が確実にか
つ適切に実施されているかどう
かをチェックする，②適正な原
因究明がなされていない場合に
は実施を要求する，　③消費者
事故等全般についての事故原因
究明に関する相談・苦情を受付
け，事故調査機関への報告徴収
等の調査を行い，適切な調査の
実施を要求する，④警察や消防
等，消費者事故の原因究明と競
合する職務を所管する関係機関
との間で原因究明を阻害する事
態が生じた場合に，事故調査へ
の協力を要求する。

　⑶ 　事故調査部門は，①消費生活
用製品安全法が対象とする製品
に関する事故等及び既存の原因
究明機関が存在しない事故（以
下，「すき間事故」という）等につ
いての原因究明　②消費生活用
製品安全法が対象とする製品に
関する事故等及びすき間事故等
について，消費者事故等の被害
者や一定の要件を満たす消費者
団体から原因究明の申し出を受
け付けて行う原因究明を行う。

第４　今後の課題
　今回の意見書は，総論的なもので
あり，今後，それぞれの消費者事故
の分野に対応する事故調査機関をど
う整備していくか，警察の捜査と事
故調査の関係をいかに調整するかな
ど，引き続きあるべき事故調査機関
と制度の具体化に向けて検討が必要
です。

PL・情報公開部会
片山登志子（大阪）

リ ポ ー ト

消費者事故等についての事故調査機関・
制度の在り方に関する意見書
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事 情件 報
大阪 50㌧３億円の大梵鐘請負契約に関し消費者契約法に基づく取消を認めた判決

大阪地裁平成23年３月４日判決（被告控訴）

１　原告は当時満92歳の一人暮らしの女性で，かねてより，
早逝した娘の慰霊に全財産を注ぎたいと考えていました
が，認知症が進行したために，複数の関係業者に大梵鐘（日
本最大級）の製作を打診して見積書を提出させ，また，そ
の設置場所（寺院 /墓苑）の選定にむけて種々奔走させな
がら，さほど正当な理由もなく翻意を繰り返していました。
２　ところが，平成18～19年頃には，認知症の更なる進行
と焦燥感が募ったことから，原告は自ら複数業者に架電し
て来訪を請い，平成19年２月，そのうちの１社である被告
業者から「50㌧３億円」「設置場所は追って選定」との見
積書を得て，同旨の注文書を手渡しました。見積書と注文
請書では，代金総額の支払について「契約金（前金）２億
円」「納入後１億円」と記載されており，原告は同年３月
１日，この２億円を支払いました。
３　その直後，社内で検討した結果として，被告業者担当
職員が「製作請負契約書」を調製して持参し，原告に署名
捺印させました。契約書には①中途解約の場合は２億円を
没取する，②設置場所の選定責任は原告が負う旨が記載さ
れていました。しかし，同職員は原告に，契約書記載を朗
読して聞かせたものの，同時に，先日の契約内容を詳しく

書いたものと言う補足説明を行なって，その旨誤信した原
告から署名捺印を得たものでした。
４　訴訟提起の段階では，種々の無効事由を指摘（消費者
契約法９・10条を含む）しましたが，証人尋問（但し被告
側のみ）を経た段階で，消費者契約法４条不実告知，少な
くとも不利益事実の不告知による取消の主張を追加しまし
た。その結果，判決は「前払いされた２億円が契約解除の
場合にはそのまま違約金になるにもかかわらず，そのこと
を故意に告げなかったことにより，原告にそのことを誤信
させ（中略）本件請負契約の締結に至らせた」と判示して，
消費者契約法４条２項の取消事由の存在を認め，２億円の
返還請求を認容しました。なお，その余の原告主張，例え
ば認知症による意思無能力などについては判断しませんで
した。
５　本件では，対象となった商品と役務が，良く見聞きす
る消費者向け商品・役務とは異なり，「50㌧大梵鐘」「３億
円請負契約」という非常に金額の大きな契約でしたが，消
費者契約法はこのような契約でも活用できることを報告す
る次第です。

三木俊博・国府泰道（大阪）

仙台 シックハウス症候群が公務災害と認定された裁決例
地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会平成23年２月24日裁決（確定）

１　事案の概要等
　宮城県内の公立高校に勤める50代の女性教諭が，平成20
年４月，校舎改築に伴い，仮設プレハブ校舎での勤務を命
ぜられたところ，口腔内上顎の粘膜疹，強い疲労感，口喉
の異常な渇き，鼻炎，目眩等のシックハウス症状に襲われ
た事案です。教諭の公務災害請求に対し，原処分は「公務
外の災害」と認定しました。そこで，原処分を不服として
審査請求を行ったところ，原処分取消 ･公務災害認定を得
ました（当職らは審査請求段階から受任しました）。
２　争点と主張 ･立証
　原処分の判断は，論理性 ･整合性 ･合理性を欠く杜撰な
ものでしたが，被災者の身体被害のシックハウス性を否定
したことから，審査請求では，①身体被害がシックハウス
症候群であるか否か，②被災当時，シックハウス症候群に
罹患する程度の化学物質が放散していたか否かが中心的争
点となりました。
　①については，原処分段階で提出済のシックハウス症候
群とする医師の意見書の合理性を改めて主張するととも
に，シックハウス症候群の第一人者宮田幹夫医師（北里大
学医学部名誉教授）の科学的検査に基づく診断 ･意見書を
提出しました。②については，原処分段階ではなかった建
築当時の測定原データを入手の上，建築分野におけるシッ

クハウス問題の第一人者木津田秀雄一級建築士の意見書を
提出しました。このような医学的・建築学的側面からの主
張 ･立証に加え，多数の同僚や生徒らも同種被害を受けて
いた点を陳述書にまとめる等，丹念な立証活動を重ねまし
た。
３　本裁決の意義
　被災者の被害が正しく認定されただけでなく，本件は公
務災害事案における認定である点に大きな意義がありま
す。民間企業の労災被害事案は（その救済が不十分とはい
え）多くの裁判が積み重ねられ，その結果，労災認定基準
も改善されてきました。他方，公務災害事案では，泣き寝
入りが多く，適正な権利実現のための裁決・裁判例の集積
が少ないことから，本事案の原処分に象徴される旧態依然・
シックハウス等への基礎的知見すら有しない杜撰な判断が
なされる傾向にありました。係る意味でも本裁決の判断は，
現在の医学的・建築学的知見をもとに，原処分の誤りを正
し，適正な判断がなされたもので，シックハウス被害の予
防と救済に役立つものと思われます。
　また，本裁決は確定しています。シックハウス事案で公
務災害が認定されたケースは，全国でも２例目と思われま
す。

吉岡和弘・千葉晃平（仙台）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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事件情報
東京

地方銀行の証券子会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反に該
当し，違法であるとした判決　東京地裁平成23年２月28日判決（確定）

１　本件は，老後資金の大部分を静岡銀行に国債として保
有し，年金生活をしていた独居高齢者（本件取引当時81歳）
である原告に対して，静岡銀行の証券子会社である静銀
TM証券の外務員が，国債が満期償還になった直後に，複
雑な仕組みの投資信託である「ノックイン型投資信託」に
国債の満期償還金を投資するよう勧誘して，そのほぼ全額
（約6600万円）をこれに投資させたところ，同投資信託は
早期償還したものの，同外務員はさらにその償還金全額（約
7000万円）で同型のノックイン型投資信託を購入するよう
勧誘し，原告にこれを購入させた結果，日経平均株価の下
落に伴いノックインが生じ，多額の損害が発生したという
事案です。
２　主たる争点は，適合性原則違反，説明義務違反でした
が，判決は，まず適合性原則違反について，「本件投資信
託は，リスク性が高く，かつ仕組みやリスク等について理
解することが容易でない商品であったのに対して，原告は，
理解力や経験が十分ではなく，積極的な投資意向を有して
いたとはいえない者であったといえ，本件投資信託の取引
に関する原告の適性は低かった」と判示しました。しかし，
「原告の適性は低い」と指摘するにとどまった本判決は，
適合性原則違反の有無を独立の違法要素として明示的に判

断することを避けたものといえます。
　続けて判決は，説明義務違反の有無について，①預金や
国債を保有していたにすぎず積極的な投資意向を有してい
たとはいえない原告が，リスク性が高く，仕組みやリスク
についての理解が容易でない本件投資信託に，勧誘を受け
た当日に約7000万円を集中投資することを決めていること
からすると，原告は本件投資信託のリスク等について十分
な理解をしていなかった，②高齢者に対する内部ルールが
履践されていなかった，③日経平均株価が株価観測期間中
（５年間）にワンタッチ水準（当初株価の65％）を下回る
可能性がどの程度であるか（平均約59％）について何ら説
明していなかったことを総合的に考慮して，説明義務違反
を認定しました（過失相殺４割）。
　３　本判決は，大阪地裁平成22年８月26日判決（本ニュ
ース139号）に続く銀行が関連したノックイン型投資信託
についての顧客勝訴判決です。株価観測期間中にワンタッ
チ水準を下回る具体的な確率（平均約59％）が認定されて，
これが商品のリスク性向の評価や説明義務の対象事項に関
する判示に影響を与えている点が同種事案の参考になると
思います。

太田賢志（東京）

仙台
パチンコ攻略法の売買が強度の違法性を有する不法行為であり会社及び元取締役
に対する損害賠償請求が認容された判決　仙台地裁平成23年４月１日判決（確定）

１　本件は，主に東北地方に在住する原告61名が株式会社
KO企画及び同社の元役員らに対して，現実には存在しな
いパチンコ必勝法をあるかの如く広告宣伝し，高額な商品
を次々売りつけるなどしたことに対し，消費者契約法等に
違反するとして，慰謝料及び弁護士費用を含めて，不当利
得及び不法行為に基づく請求をした事案です。実に原告の
うち８割近くが100万円以上（最も多い原告で約1300万円）
を支払っていました。
２　本判決は，パチンコ等に関して，その勝敗については
偶然性が高いものであるにもかかわらず，被告会社の商品
及び情報を購入しそれに従ってパチンコ等を実践すればよ
り多くの出玉等を獲得できることが確実である旨等の断定
的判断の提供をしていたことを認めました。そして，被告
会社の業務体質や一連の商法自体について，強度の違法性
が認められるというべきであり，かかる被告会社の営業方
法や被告会社の原告らに対する商品ないし情報の販売行為
が不法行為にあたることは明らかである旨判示しました。
　また，被告会社の元取締役らが消費者契約法等法令を遵
守する義務を負う立場にありながら，上記のとおり強度の
違法性が認められる被告会社の事業をむしろ推進し，パン
フレットや広告等において，被告会社の商品や情報を購入

すれば確実に利益を獲得できるとの原告らの誤信を助長す
る行為を行っていたこと等を認め，取締役としての任務を
懈怠し，その結果原告らに被らせた損害賠償義務を免れな
いと判示しました。
　本判決は，過失相殺も認めず，慰謝料を除き，原告の被
告会社への支払が認められた分については請求額どおり認
容し（認容額は約１億3086万円），被告会社及び複数の元
取締役との連帯責任を認めました。
３　これまでもパチンコ攻略法に対する返還請求等を認容
した判決は多く出されてきました（同社に対する名古屋地裁
平成21年４月24日判決等）が，本件は，パチンコ攻略法に関
する請求訴訟としては，はじめての集団提訴であり認容額
も１億以上となり規模も大きいものでした。そのため，パ
チンコ必勝法なるものが現実には存在しないこと，会社の
組織的不法行為性や断定的判断の提供により金員を支払っ
た者は被害者であるということがより明らかとなりました。
　被告会社は，訴訟係属中に清算手続に入るなどしました
が，弁護団は，先日債権者破産を申し立て東京地方裁判所
に，今後被告会社の金員の流れについて明らかにしていき
たいと考えています。

鶴見聡志（仙台）

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

文献 介紹事催・
文献紹介  「改訂　欠陥住宅紛争解決のための建築知識」

　本書は，欠陥住宅紛争に携わる弁護士を対象に，“紛争解決の

ために必要な建築知識”を分かり易くレクチャーするとの執筆方

針で，弁護士と建築士が共同執筆・編集したものです。一読すれ

ば建築の体系的な基礎知識が収得できますし，個別事件に対して

スポット的に利用することも可能です。改訂版では“耐震強度偽

装事件”後の大幅な法改正や重要な判例をフォローしています。

　問合先：株式会社ぎょうせい

　　　　　TEL：03（6892）6566

　編　集： 第二東京弁護士会消費者問題

対策委員会／99建築問題研究

会共編（Ｂ5判）（345頁）

　価　格：4,500円（税込み）

文献紹介  「割賦販売法」2011年１月発刊

　本書は，クレジット被害の防止と救済に向けた割賦販売法の改

正（2009年12月施行）を踏まえつつ，割賦販売法の全体像を紹

介した本格的解説書です。難解な専門用語が氾濫する割賦販売法

を，分かりやすい略語を活用して記述し，図表を用いて解説して

いますので，クレジットの仕組みや被害の実情を正確に把握する

ことができます。法改正の審議にも関与した筆者が，改正の経緯

や改正事項を詳細に解説するとともに，政省令にも言及していま

す。また，クレジット被害の救済に活用できる民事関連規定の解

説に，民法・消費者契約法の視点からも

検討を加えていますので，消費者被害事

件に取り組む弁護士，司法書士，消費生

活相談員にとって必携の書です。

　問合先：勁草書房

　　　　　TEL：03（3814）6861

　著　者：後藤巻則・池本誠司

　価　格：3,465円（税込み）

催 事  第22回日弁連夏期消費者セミナー

テーマ：不招請勧誘規制のあり方について～津谷裕貴前委員長の足跡を辿り，繋げてゆく。

日　時：平成23年７月16日㈯　12時～16時30分

場　所：弁護士会館2階クレオ

講　師：後藤巻則氏（早稲田大学大学院法務研究科教授），野々山宏会員（独立行政法人国民生活センター理事長）

パネリスト：池本誠司会員，吉岡和弘会員ほか

コーディネーター：石戸谷豊会員

問合先：日弁連人権第2課（TEL：03-3580-9968）

　「消費者被害が後を絶たない大きな原因として，勧誘方法の規制，とりわけ消費者が要請もしないのに電話，訪問などによる勧誘，いわゆる不招

請勧誘が不十分なことにある。」，「消費者市民社会の実現は，オプトインの不招請勧誘規制導入の可否にかかっている。」（津谷裕貴「不招請勧誘規

制のあり方について」（国民生活研究50巻１号，２号）。

　不招請勧誘規制は，条例から始まり，金融商品取引法，商品先物取引法，特定商取引法など法律レベルでの範囲が広がりつつありますが，その根

拠や目的，対象となる取引や顧客の範囲，勧誘の方法，効果など，さまざまな論点があります。このセミナーでは，不招請勧誘規制の必要性や法的

な根拠について学習し，これまでの成果をふまえて，津谷前委員長の提言を実現するために，今後どのような視点からどのように活動を展開してい

けばよいのかを議論します。

　2011年が始まってまもなく東日本大震災が

発生しました。信じられない光景を目の当たりに

して，呆然とするばかりでした。

　しばらくしてから，私たち弁護士にできること

は何なのか考え始めました。当連合会や単位会で

も，地震対策の研修が開催され，これまで多数の

会員の方が受講されております。研修の受講，法

律相談の担当が必要とされています。

　阪神大震災ではリフォーム等に関して悪徳商法

が多数発生しておりました。東日本大震災でも事

態が落ち着けば同じようなことが予測されます。

今後も息の長い支援を続けていかなければなりま

せん。

　最後に，亡くなられた多数の方々のご冥福を祈

念し，謹んでお悔やみ申しあげますとともに，当

地の弁護士の方を含む罹災された皆様に心よりお

見舞い申しあげます。

 岡田　崇（大阪）

編 ■ 集 ■ 後 ■ 記 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


