
1日弁連　消費者問題ニュース144号（2011年９月）

CONTENTS / 2011.9    No.144
リポート…………………………………………………………… 　1

仙台弁護士会の被災者救済活動
特集………………………………………………………………… 　2

第22回夏期セミナー報告「不招請勧誘規制のあり方について～故津谷裕貴・
前日弁連消費者問題対策委員会委員長の足跡を辿り，繋げてゆく～」
リポート…………………………………………………………… 　7

牛肉等の生食による食中毒防止のための規格基準の早期策定及び監視指導
の強化等を求める意見書／シンポジウム「集合訴訟シンポジウム」─集団
的消費者被害救済制度の実現／提携リース取引を規制する法律の制定を求
める意見書／出会い系・SNS被害対策連絡協議会開催について
事件情報……………………………………………………… 　11
「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の限定解釈を否定した判決
文献・催事紹介………………………………………………… 　12

リ ポ ー ト

仙台弁護士会の被災者救済活動�

1　東日本大震災による被災者被害
の状況
　東日本大震災により発生した津波
は，多数の住宅や自動車を一瞬にし
て飲み込みました。その結果，住宅
ローンや自動車ローンを抱えなが
ら，復興に向けた生活再建が必要と
なる被災者が多数生まれました。特
に，津波が襲った沿岸地域では，自
動車の保持は生活をする上でも就業
をする上でも必要不可欠であるた
め，自動車の買い換え時にローンが
組めなくなることは死活問題です。
このことは，仙台弁護士会が震災後
から行っている震災電話相談，避難
所相談及び各市町村役場での震災相
談等（2011年８月５日現在で合計
15,496件）の相談内容から，その深
刻さが浮き彫りとなっています。ま
た，ほとんどの金融機関は，被災者
に対して当面の返済を自主的に猶予
していますが，一部の金融機関は「う
ちは１か月しか猶予しない」などと
主張しており，返済を猶予してもら
えない方を救済する必要がありまし
た。
2　仙台弁護士会の活動
　この問題に対し，仙台弁護士会は，
３つの活動方針を打ち立てました。
①信用情報機関に対し，金融機関か
ら事故情報が寄せられても，一律に
少なくとも１年間は事故情報登録を
しないよう要請すること，②個人再
生手続において自動車ローンについ
ては弁済協定による保持を認めるよ
う裁判所と協議すること，③既存債
務からの解放を求める10万人署名活
動を行うことです。当会では，津波
で住宅を失った被災者が，賃借物件

に住む場合であっても，既存債務の
負担が復興の足かせになるとの判断
から，いわゆる二重ローンを組む場
合の救済ではなく，既存債務からの
解放こそが必要不可欠であると考
え，あえて二重ローンという言葉を
用いていません。
　このうち，①については，６月２
日付けで，要請書「被災者の信用情
報取扱について」を採択し，翌３日，
当会から３名の会員が，全銀協，
CIC及びJICCに赴きこれに基づく要
請を行いました。これは，大震災後
３か月が経過しようとしていたの
で，延滞情報の登録を阻止し，その
間に既存債務から解放するための制
度作りを進めるべきとの判断から行
いました。
　②については，当会と仙台地方裁
判所破産部との間で定期的に開催さ
れている倒産法運用協議会の議題と
したところ，震災により交通に不便
が生じている場合には，債務者の実
情に応じて民事再生法119条２号を
柔軟に適用していくとの運用が確認
されました。
　また，③については，当会におい
て，６月15日に「東日本大震災の被
災者が抱える既存債務からの解放を
求める緊急提言」を採択し，同日か
ら請願署名活動を開始しました。当
会の目標は，１か月間で10万筆の署
名を集め，請願を行うことでした。
署名活動開始とともに，会をあげて
週３日，昼と夕方に各１時間の街頭
署名活動を継続して行いました。さ
らに，署名活動の様子を新聞に掲載
してもらうともに，津波被災地域の
12万2000世帯を中心に署名用紙を地

元新聞に折り込み，周知を図りまし
た。さらに，日弁連，各地の弁護士
会に協力要請を行ったところ，多大
なる御協力とご支援をいただきまし
た。その結果，わずか１か月の間に，
全国各地から107,335筆もの署名を
集めることができました。ひとえに
全国のみなさんのおかげですので，
この場を借りて厚くお礼申し上げま
す。
3　今後の活動方針
　この膨大な署名用紙は，７月27日
に議員会館で開催された「二重ロー
ン問題・事業者向け買取機構の早期
設置を求める院内集会」において，
森山博仙台弁護士会会長から紹介議
員に手渡されました。どの議員も，
署名の山を見て驚嘆の声を上げてい
たのが印象的でした。当会としては，
今後は，私的整理ガイドラインにつ
いてその実効性を高めるべく尽力
し，これが功を奏しないようであれ
ば，既存債務からの解放を求め，抜
本的な制度設計を要請していく予定
です。

佐藤靖祥（仙台）
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「不招請勧誘規制のあり方について
～故津谷裕貴・前日弁連消費者問題対策委員会委員長の足跡を辿り，繋げてゆく～」

基 調 講 演

「消費生活相談にみる不招請勧誘の実態と問題点」�
野々山宏（独立行政法人国民生活センタ－理事長・弁護士）

り組んできた
が，時期尚早
という形で終
わってしまっ
た。
　そんな中，

事件が発生したが，兄の業績は絶対
日の目を見ないといけないとずっと
思っており，秋田市議会の議員に立
候補し，当選する事ができた。期待
に応えるため，不招請勧誘規制が，
市民に身近な決まりとして実現する
ために，取り組んでいる。
2　「津谷弁護士の会」の活動報告
など（要旨，吉岡和弘当委員会元委
員長（仙台））
　津谷さんを失って８か月が経っ
た。前述の論文は，今日の日のため
に彼が書いたように思えて，非常に
残念でならない。
　しかし，彼の問題提起を受けたこ
のセミナーを契機に津谷さんの一番
のライフワークであった不招請勧誘
が大きく動き出す出発点になればと
期待している。
　11年７月８日，東北弁護士会連合
会大会において，画期的な決議をあ
げていただいた。内容は，弁護士に
対する業務妨害に対して，断固戦う
という決意表明と，津谷さんの死を
惜しむとともに，本件での秋田県警
の対応を厳しく批判するものであ
る。秋田県警の対応が適切なもので
あったのかについて，外部委員を入
れた第三者機関を立ち上げ，透明性
を持った検証，真相究明をするよう
秋田県警に求めるという，踏み込ん
だものである。
　「津谷弁護士の会」に皆さん方も
ぜひ結集していただいて，津谷さん
の思いを代弁するため，今後とも御
支援御協力をお願いしたい。
3　本セミナーの趣旨説明（飯田修
当委員会副委員長（東京））
　本セミナーのタイトルにもなって

いる前述の
論文は，消
費者被害の
実態の考察
か ら 始 ま
り，不招請
勧誘規制の
在り方についてあらゆる方向から詳
細に分析された一級の論文であり，津
谷さんの自伝・遺言のようでもある。
津谷さんは論文で次のように述べて
いる。「消費者被害が後を絶たない，
その大きな原因として，…いわゆる
不招請勧誘規制が不十分なところに
ある。」，「不招請勧誘規制は，消費
者の権利の侵害であり，『呼ばれな
ければ来るな』という原則で，事業
者の権利とどう調整するか，折り合
いを付けるかなどという発想は御法
度である。」，「不招請勧誘規制の実
現は，消費者が主役，行政のパラダ
イム転換，消費者市民社会の実現の
本気度を問われる試金石である。」，

「1983年から弁護士として消費者事
件に取り組んできたが，当時，豊田
商事事件や先物取引などの投資被害
が多発し，社会問題にもなっていた。
再発防止のためには，電話，訪問販
売を禁止するのが最も易く効果的な
方法であるが，実現することはな
かった。」，「ある意味では，不招請勧
誘が日本経済を支えていたといって
も言い過ぎではないかもしれない。」，

「しかし，それが一気に変わった。
…事業者優先から消費者・生活者優
先，行政のパラダイム転換，消費者
市民社会の実現といった，いわば我
が国の進むべき道を大きく転換しよ
うとするその拠点として，司令塔を
消費者庁とこれを監視する消費者委
員会が担うこととなった。」，「消費
者社会の実現は，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。」，本セミナーでは，以上のよう
な津谷さんの提言を繋げていきたい。

　2011年７月16日，弁
護士会館２階クレオに
おいて，約150名の出
席を得て，当委員会主
催の，標記のセミナー
が開催しました。本セ
ミナーは，津谷裕貴前
当委員会委員長が残し

た論文である「不招請勧誘規制のあ
り方について（上）（下）」（国民生
活研究第50巻第１号・第２号）を出
発点に，津谷前委員長が取り組んで
いた不招請勧誘規制の在り方を考え
るものです。開催にあたり，新里宏
二当連合会副会長（仙台）より，「津
谷さんが取り組んできた不招請勧誘
の規制が一部法制化されていく中
で，凶刃に倒れてしまったことは残
念でならないが，法改正，日本の被
害救済を遅らせてはいけない。当連
合会は，11年３月23日から法テラス
と協力しながら，被災者支援の電話
相談，避難所での相談を実施してお
り，２万件を優に超える相談がある
ほか，法的制度の改革を，積極的に
提案している。津谷さんの業績を確
認しながら，みんなで彼の思いを繋
いでいってもらいたい。」という開
会挨拶がされました。以下，本セミ
ナーの要旨を掲載します（本要旨に
関する責任は，ニュース・出版部会
にあります。）。
1　津谷聡氏（秋田市議会議員）の
活動報告
　津谷前委員長の御令弟であり，秋
田市議会議員である津谷聡氏より，
報告がなされました。要旨は以下の
とおりです。
　兄が，昨年のちょうど今ころ，前
記の論文を，集大成のものを作らな
ければいけないと自分で決め，連日
徹夜のように書いていたのを懐かし
く思い出している。また，兄は，生
前に不招請勧誘の条例の提案を秋田
県にし，条例化を実現させたいと取

　野々山氏からは，国民生活セン
ターに寄せられた消費者相談のデー

タをもとに，不招請勧誘の実態とそ
の問題点につき講演していただきま

した。要旨は以下のとおりです。

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ�ー

第22回　夏期消費者セミナー報告
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1　PIO-NETシステムの集約にみ
る「不招請勧誘」の実態と分析
　国民生活センターには，全国各地
の自治体における消費者相談の内容
が，PIO-NETというオンラインシ
ステムによって集められているが，

「不招請勧誘」というキーワードは
ない。そこで，「訪問販売」と「電話
勧誘販売」という取引形態に関する
相談から統計上の特徴を分析した。
　2001年から2010年までの消費生活
相談件数は，04年をピークに190万
件あったが，10年には88万件ほどに
なった。そのうち訪問販売に関する
相談は05年が11万9000件とピークで
あり，10年は６万8000件と減少して
きているが，相談全体に対する割合
としては，７％から８％に推移して
おり，割合としては減っていない。
　電話勧誘販売は，08年までは減少
しているが，09年，10年と増加し，
10年では５万3000件と訪問販売に迫
る勢いである。
　訪問販売と電話勧誘販売に関する
相談の合計では，毎年合計10万件以
上もの相談がある。
2　特商法改正によっても除外され
た分野で相談が増加
　新聞と浄水器は常に相談件数の上
位にある。
　また，01年では，教材セットなど
の娯楽教養用品のようなものが非常
に多いが，10年を見ると，修理サー
ビス，あるいは電気温水器，屋根工
事・塗装工事など，工事関係のもの
が増えてきている。テレビ放送サー
ビスなど通信関係のものも増えてき
ている。特商法の改正により，指定
役務，指定商品がなくなったが，例
外として金融関係，通信関係などが
除外され，それらの除外分野におい
て，訪問販売の相談が増えてきてい
る。すなわち特商法における隙間の
部分が，相談としては増えてきてい
るのである。
　電話勧誘販売でも，10年は，未公
開株，公社債，新築分譲マンション，
光ファイバー等々が多い。未公開株
や公社債は，金融関係の投資取引で

数％あった。
　注目すべきは，欲しくなり契約を
した人は訪問販売では2.7％，電話
勧誘に至っては0.9％であり，消費
者には不招請勧誘のニーズはないと
いうことである。
6　不招請勧誘規制の視点
　不招請勧誘の規制について，私見
であるが次の５つの視点で考えた
い。
⑴不招請勧誘は，消費者の生活の平

穏，生活そのものの基盤の侵害に
つながっていること。不招請勧誘
規制は，営業の自由を害するとい
う反論があるが，生活や生存の問
題と営業の自由というのを同等に
並べるべきではない。

⑵特商法の規制に端的に表れている
ように，規制に隙間があればそこ
に被害がシフトしていくため，不
招請勧誘規制を行う上において
は，隙間があってはならないこと。

⑶被害者が消費者の中でも高齢者な
ど弱者が多いことを認識すべきで
あること。

⑷不招請勧誘は，劇場型勧誘被害な
ど，詐欺商法の温床となっている
ことを認識すべきこと。

⑸津谷前委員長が指摘していたよう
に，消費者市民社会の実現という
視点をもつこと。消費者市民社会
は，市民が自分の判断で能動的に
商品を選択していく消費行動を取
ることが根幹であり，それが可能
な市場を作る必要があるが，不招
請勧誘はこれを侵害していると考
えられる。

あり，特商法では除外になっている
分野である。新築分譲マンションも
宅建業関係であり除外分野，光ファ
イバー，インターネット接続回線も
通信関係として，除外分野である。
　ここでも法の隙間に相談が多い。
3　被害の高額化
　契約金額の推移をみると１件あた
りの被害平均額が次第に高額化して
いるという特徴がある。特に電話勧
誘販売では，10年前の01年は平均額
が54万円あまりだったものが，10年
では239万円と４倍以上となってお
り，非常に高額化している。
4　相談者の高齢化
　70歳以上の高齢者の相談者に占め
る割合をみると，訪問販売では，01
年では70歳代と80歳以上を合わせる
と全体の25％，電話勧誘販売では，
5.4％だった。
　これに対し10年では，訪問販売で
は，70歳代と80歳以上を合わせると
全体の45％と増加しており，電話勧
誘販売では，40％にのぼっており，
01年に比べると電話勧誘販売の相談
者が急速に高齢者にシフトしてい
る。
5　不招請勧誘には消費者のニーズ
はない
　国民生活センターでは，「国民生
活動向調査」を行っており，06年は
不招請勧誘をテーマに，訪問販売と
電話勧誘販売に関する質問をしてい
る。大都市に居住する既婚女性3000
人を無作為にピックアップし，回答
をもらったところ1800件の回答を得
た。
　その集計によると，過去１年間に
訪問販売による勧誘を受けた経験が
あった人は77％，電話勧誘を受けた
人は89％という結果となり，非常に
多くの人が不招請勧誘を受けた経験
があった。勧誘時にどのような経験
をしたかとの質問に対しては，断っ
たが帰ってもらうのに苦労したとい
うのが32.4％，電話勧誘では，断っ
たが切るのに苦労したというのが
31.9％であった。さらに，恐怖心を
あおるようなことを言われた人も

基 調 講 演

「不招請勧誘規制の根拠と必要性及びその法体系上の位置づけ」�
後藤巻則（早稲田大学大学院法務研究科教授）

　後藤教授からは，不招請勧誘規制
の理論的な根拠と位置づけについて
講演していただきました。その要旨
は，以下のとおりです。

1　不招請勧誘の問題性
　裁判例をみると，不招請勧誘のみ
を理由として損害賠償請求を認めた
事例はなく，適合性原則違反，説明
義務違反と相まって不法行為責任を

認めたものが少数みられるくらいで
ある。しかし，消費生活相談の現場
では，不招請勧誘規制の考え方の適
用が問題となる事例が多く見出され
る。不招請勧誘の問題として，次の
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ような点を指摘することができる。
　第１に消費者に対する攻撃性の問
題がある。
　第２に消費者の情報不足の問題が
ある。
　第３に正常な判断能力が欠けてい
る人への勧誘が多くみられるという
問題がある。
　第４に契約締結が勧誘対象者の生
活を脅かすという問題がある。
2　外国の例に見る不招請勧誘規制
の正当化根拠
　商品宣伝のために各家庭に頻繁に
電話をするといった行為は，ドイツ
では古くから，私生活への不当な侵
入としてプライバシー侵害というふ
うに考えられてきた。アメリカでも
2003年10月から，プライバシー侵害
の観点から，事前に電話勧誘禁止を
届けていた消費者には，電話をかけ
るのを禁止する制度（Do not call制
度）が導入されている。05年にEU
で採択された不公正取引方法指令
は，消費者に対する不公正な取引方
法として，誤認された取引方法とし
て23類型，攻撃的な取引方法として
８類型を掲げて，これらの取引方法
を禁止している。
3　日本における不招請勧誘規制の
正当化根拠
　プライバシーは当初，私生活の平
穏に着目して展開された。やがて，
プライバシー権を，自己に関する情
報をコントロールする権利とする見
解や，私事についての自律権・自己
決定権としてとらえる見解が登場し
た。
　裁判例では，東京地裁昭和39年９
月28日の「宴のあと」事件判決にお
いて，プライバシーを「私生活をみ
だりに公開されないという法的保障
ないし権利」と定義された。ただ，
最高裁平成15年３月14日判決におい
ては，他人にみだりに知られたくな

の議論の中では，困惑というのは，
私生活の平穏を害することだという
形で広くとらえられていた。このよ
うに困惑の概念を広くとらえ，不招
請勧誘規制を取り込む方向で消費者
契約法を改正することで取消しを認
めることが考えられる。
　ただし，困惑概念をどこまで拡張
するのか，難しい問題がある。この
点で，EUの不公正取引方法指令の
８類型が参考になる。この指令は，
国内法における契約の有効性に関す
るルールに変更を加えないが，フラ
ンスでは，国内法化するに際して無
効という効果を付与している。
6　不招請勧誘と民法（人格権）
　不招請勧誘も適合性原則違反も，
契約に引き込んではいけない人を引
き込むもので，人格権侵害である。
　不招請勧誘による損害賠償は，不
法行為として可能であるが，不招請
勧誘の規制を規定することによっ
て，損害賠償請求の指針が与えられ
る。そこで，法体系上の位置づけと
して，不招請勧誘規制と適合性原則
を行為規範として消費者契約法に入
れる。それから，その背後にある人
格権を尊重すべきだという考え方を
民法に入れる。これが今後考えてい
くべき方向性になる。

い情報という意味でプライバシーを
定義しているが，判例上，みだりに，
私的生活領域への侵入が許されない
ことがプライバシー権の内容となる
ことは疑いない。
　さらに，判例上，平穏生活権とい
う権利が認められている。これは，
たとえば平穏な家庭生活を営んでい
る者に対し，執拗に面会を求め，頻
繁に電話をするなどしたことが，人
格権の違法な侵害と認められること
があるというものである。
　このような私生活の平穏は法的に
保護される権利ないし利益であると
考えることができる。
　事業者の営業の自由との関係につ
いて，憲法学においては，営業の自
由は，憲法29条２項に基づき，表現
の自由とは異なり制約が認められや
すい権利とされているのであるか
ら，私生活の平穏を重視してよい。
4　不招請勧誘規制の法体系上の位
置づけ
　不招請勧誘は，個別領域において
業法で規制されている。業法での規
制は，速やかに規制することができ
る，事前の規制をすることができる
という点で実効性が高い。しかし，
業法の対象になっていない場合に
は，規制の対象にならないという問
題点がある。また，実際に不招請勧
誘によって契約が締結された事例な
どにおいては，契約の取消とか損害
賠償といった民事ルールによる規制
が検討に値する。
　業法的なルールと民事的なルール
とは，両方をうまく組み合わせて協
働させるという考え方が，法律学全
体のトレンドでもある。さらには，
独占禁止法等の市場ルールとも協働
させることが望ましい。
5　不招請勧誘規制と消費者契約法
　消費者契約法の中に，困惑という
類型がある。第16次国民生活審議会

　池本氏，後藤教授，津谷氏，野々
山氏，吉岡氏をパネリストとして，
石戸谷豊当委員会元委員長（横浜），
飯田氏をコーディネーターとしてパ

ネルディスカッションが行われまし
た。討議の概要は次のとおりです。
1　当連合会による不招請勧誘規制
の取組

　最初に池本氏が当連合会の取組を
次のとおり報告した。
　いわゆる豊田商事事件の発生を受
けて，当連合会は1987年11月の訪問

パネルディスカッション
【パネリスト】［五十音順］
　池本　誠司（当委員会委員長）
　後藤　巻則（早稲田大学大学院法務研究科教授）
　津谷　　聡（秋田市議会議員）
　野々山　宏（独立行政法人国民生活センター理事長・弁護士）
　吉岡　和弘（元当委員会委員長）
【コーディネーター】
　石戸谷　豊（元当委員会委員長）
　飯田　　修（当委員会副委員長・ニュース出版部会）
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取引及び通信取引規制法要綱試案に
おいて初めて不招請勧誘規制を提言
した。同規制は，その後もっぱら金
融商品の分野で議論が展開され，95
年には先物取引被害の分野で議論さ
れ，97年から03年にかけては外国為
替商品取引から他の投機的な投資取
引全般にまで議論が広がった。その
結果，05年，金融商品先物取引法に
不招請勧誘規制が導入された。当連
合会は特定商取引法の分野でも規制
すべきだとの意見を出し，それが08
年の法改正での拒否者への勧誘禁止
へと実を結んでいる。これらは津谷
前委員長の尽力の賜である。
2　金融先物取引法に不招請勧誘規
制が導入された効果
　続いて，荒井哲朗会員（東京）が
次のとおり報告した。
　05年の規制導入にあたって，業界
からは「経済活動に対する不当な干
渉で営業の自由を侵す」と指摘され
た。しかし，そのような主張が誤り
であることがFX規制の結果によっ
て明らかとなっている。この時，不
招請勧誘の禁止とともに，登録制，
資本金要件，自己資本比率規制とい
う厳格な規制が導入された。その結
果，取扱業者は数分の１に激減した
と言われるが，口座数は急増し（04
年に８万9000口座→08年に123万口
座），預かり資産も増え，参加する
一般投資家も増えた。また，感覚的
には被害件数は激減している。攻撃
的な勧誘に曝されていない人が市場
に参加することによって市場が健全
化している。
3　商品先物取引分野についての不
招請勧誘規制
　大迫惠美子当委員会副委員長（東
京）からは商品先物取引分野につい
ての報告が以下のとおりあった。
　戦前，商品先物取引は本来プロが
行う取引だった。それが一般消費者
を巻き込んでいったため，どんどん
消費者被害が広がった。当連合会は
この被害を防止するため，不招請勧
誘規制を検討し，意見書を繰り返し
出してきた。09年の産業構造審議会
では津谷前委員長が業界側代表者と
息詰まる議論を戦わせて，成果を勝
ち取った。前委員長は「繰り返し毎
回不招請勧誘禁止と言うべきだ」と
訴え，他の消費者団体にも働きかけ
てねばり強く不招請勧誘規制を訴え
た。商品先物取引への不招請勧誘規
制は11年１月１日から施行され，一
般消費者への被害はほぼなくなっ

上で，「消費者契約法の困惑型類型
を拡大して取消権を獲得していくの
が現実的だとは思うが，例えば消費
者取引法のような包括的な実体法を
作って，その中に不招請勧誘禁止と
違反に対する民事効を入れることも
検討すべきだ」と述べた。
6　Do Not Call
　不招請勧誘禁止を実現する１つの
方策として，アメリカ・カナダ両国
で実施されているDo Not Call（勧
誘電話拒否登録制度）について，09
年１月，秋田県議会の迷惑勧誘禁止
条例制定に関するプロジェクトチー
ムの現地調査に同行した江野栄会員

（秋田）から，次のとおり要旨の報
告があった。
　①米国では03年10月，カナダでは
08年９月に始まった，②事業者から
の電話勧誘を望まない消費者が，そ
の電話番号の登録を申し出るとリス
ト（Do Not Call List）に掲載される，
③電話勧誘を行おうとする事業者

（テレマーケター）は，必ず定期的
に（カナダでは毎月）同リストを購
入しなければならず，同リストに掲
載されている電話番号には電話勧誘
が禁止される，④米国では人口の７
割，カナダでは５割程度が登録して
いる，⑤違反した場合，電話１回に
つき，米国では１万6000米ドル以上，
カナダでは１万5000加ドルの行政罰
が課せられる，⑥その執行実績の担
保により，８～９割程度の登録者が
被害の減少を実感しており，Do 
Not Call Listがいわゆる「カモリス
ト」になって，逆に勧誘電話が増え
てしまうという事態は確認されてい
ない，⑦初期投資は米国では約18億

た。
　なお，11年４月からは個人に対す
る店頭デリバティブ取引でも不招請
勧誘が禁止された。
4　特定商取引法及び特定電子メー
ル法へのオプトイン規制導入
　齋藤雅弘会員（東京）は以下のと
おりオプトイン規制導入の経過を報
告した。
　02年，特定商取引法の改正及び特
定電子メール法の制定によって，オ
プトアウト規制が導入された。しか
し，オプトアウト規制の前提となる
送信停止の連絡メールがかえって迷
惑メールを増加させたこともあり，
オプトイン規制への転換の必要性が
強まった。また，社会のインフラと
しての公共財が迷惑メールで占拠さ
れてしまう弊害やメール受信に課金
される損害や不当な勧誘メールで被
害が生じることなども指摘された。
そこで，08年の特定商取引法及び特
定電子メール法の改正により，オプ
トイン規制への転換が図られた。こ
れによって国内発の迷惑メールはか
なり減ったが，インターネットには
国境がないことから，同規制の実効
性はいまだ十分ではない。
　なお，ドイツでは，迷惑メールは
不正競争防止法で違法とされている
し，EUでは不招請電子メールは禁
止されている。
5　業法規制，民事ルール規制
　後藤氏は，業法規制，民事ルール
規制について，「業法規制に違反し
たものにどのような民事的効力を与
えるかは重要な問題である。被害救
済を考える上では民事的なアプロー
チをすることが有効である。例えば，
不招請勧誘で私生活の平穏が侵害さ
れた場合は，意思表示の取消のみな
らず損害賠償の問題にもなりうる。」
と指摘した。
　これを受けて野々山氏は「多くの
被害実態を見ると，訪問販売，電話
勧誘販売に対してはオプトインでき
ちんと規制すべきだ。行政規制，罰
則規制，民事規制の３つがきちんと
働かないと有効に機能しない。不招
請勧誘に対するオプトイン規制を導
入すべく，実体法である消費者契約
法の改正を論ずべきである。攻撃的
勧誘にあった場合に消費者に撤回権
を認めるような民事ルールも考える
べきだ」と述べた。
　吉岡氏は，「不招請勧誘規制にお
いて重要なのは，規制に隙間があっ
てはならない点である」と指摘した
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円，カナダでは約８億円かかってお
り， 特 に カ ナ ダ は，Do Not Call 
Listを購入する事業者の加盟料や購
入料金により，独立採算性で制度が
運営されている，⑧制度の課題とし
て，適用除外が広いこと（慈善団体
の募金活動，選挙などの政治活動，
世論調査，過去18か月の間に取引の
あった事業者からの勧誘等。カナダ
では新聞勧誘も除外されている。），
国境を越えた電話勧誘への対応が難
しいことが指摘されている。
　これを受けパネラーからは，「非
常に注目すべき制度だと思うし，不
招請勧誘と拒否者への勧誘禁止の中
間の制度だと位置付けている。」（池
本氏），「海外調査に同行した兄（津
谷前委員長）は，導入当初は多少の
問題はあるかもしれないが，悪い業
者を駆逐し，本当によい業者を残す
ために我が国にも導入すべき，と
言っていた。」（津谷氏）旨の各意見
が述べられ，同制度の導入を支持し
た。
7　各方面の取組
　不招請勧誘禁止の実現を目指す各
方面からの報告として，①オプトイ
ン型の条例の制定を目指す秋田県及
び秋田市（津谷氏），京都府及び京
都市（加藤進一郎会員・京都）の各
取組，②10年４月，オプトアウト型
の条例を制定した奈良県生駒市（山
崎敏彦会員・大阪）の現状（訪問販
売被害はほとんど無くなった）や工
夫（２種類のステッカーを全戸配布
して市民に選択してもらうことによ
り，「行政による営業妨害」という
批判を回避した），③08年改正で「拒
否者への勧誘禁止」の導入にとど
まった特定商取引法の再改正を目指
す消費者団体の取組（拝師徳彦会員・
千葉県）等が紹介された。
　また，03年11月，近畿弁護士会連
合会が採択した「不招請勧誘禁止の
立法化を求める決議」にも奔走した
山崎会員は，「皆が嫌がっているん
だから，嫌がっていることをしちゃ
いけないし，そこに営業の自由はな
いだろう。」というのが基本的な視
点であり，06年６月の商品取引所法
改正の国会審議の際にも，参考人と
して同旨の意見陳述をしたが，これ

を聞いた自民党議員が「不招請勧誘
を禁止されたら会社が成り立たな
い，立ち行かなくなるというのであ
れば，不招請勧誘で会社が成り立っ
ていたのかということにもなる。」
等として，業界団体幹部を追及して
くれており，理解を得られたものと
思う旨述べた。
8　立法による不招請勧誘禁止の必
要性
　これを受けパネラーからは，「消
費者が，条例制定運動等を通じて社
会構造をよりよくするという価値判
断を展開していくことによって，初
めて不招請勧誘禁止も実現できる。」

（池本氏），「立法による不招請勧誘
禁止の実現に向け，当連合会が正に
本気で取り組む時機が到来したので
はないか。」（吉岡氏），「真の不招請
勧誘禁止はオプトイン型の立法に
よってのみ成る。」（野々山氏），「条
例制定に向けた努力が必ずや立法化
の際に役立つ。」（後藤氏）旨の各意
見が述べられ，あくまで立法による
不招請勧誘禁止の実現を目標とすべ
きことで一致した。
　石戸谷氏からは，近時の被害実態

（未公開株商法等のように最初から
詐欺目的で，被害回復が困難な事例
が増えている）からすると，立法化
には民事ルール（民事効）の導入に
加えて，業法による罰則規定の必要
性を痛感する旨のコメントがなされ
た。
9　質疑応答
　東日本大震災後の訪問販売の実状
と自衛策についての質問に対して，
野々山氏は，高額かつ杜撰な工事が
多いのが実状であり，自衛策として
は訪問販売には応じないことが一番
大切であると答えた。
　また，消費者契約法の意義につい
ての質問に対して，更新料に関する
問題の多い最高裁判決があったから
といって，消費者契約法が効果を発
揮していないということではなく，
様々な勧誘への対応や契約条項の改
善に活用されている。もっとも，不
招請勧誘規制については，私生活の
平穏を害する行為を消費者契約法の
困惑類型を拡張して適用していくの
も一つの方法ではあるが，それでは

不十分であり，不招請勧誘そのもの
を要件として取消や撤回ができると
いう法律にしていくことが必要であ
るし，民事規定のみならず，行政規
制なり罰則を必ず併用して対応する
ことが必要であると答えた。
�　まとめ
　野々山氏は，不招請勧誘規制につ
いては，やはり迷惑であること，す
なわち，毎日電話が来てうんざりす
ることが問題であって，そこから考
えていくべきであるものの，最終的
には被害が生じているということが
一番重要であると述べた。
　津谷氏は，本セミナー開催のお礼
の挨拶とともに，秋田市に不招請勧
誘禁止条例を作るという立候補の目
的達成のために頑張りたいと述べ
た。
　吉岡氏は，津谷氏への期待を述べ
た後，柴田トヨ氏の詩を次のとおり
紹介した。「電話が鳴ると。重い体
をやっと持ち上げて，それでやっと
の思いで受話器を持ち上げたら，何
か物を買えと言われると。断ると，
声色が変わってしまうと。こういう
電話をしないで済む方法はないだろ
うか。」その上で，不招請勧誘につ
いて，難しい言葉ではなく，わかり
やすいコピーを作って世論を変えて
いくことが大切であると提案した。
　飯田氏は，今日の報告を元にして，
新たな議論が起こるきっかけにした
いと思うという感想を述べた。
　石戸谷氏は，津谷前委員長の論文
の一番最後の文である「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。」
を紹介して，原点を押さえながら次
へ進もうという意気込みを述べた。

まとめ・閉会挨拶　池本誠司（日弁連消費者問題対策委員会委員長）

　最後に，池本当委員会委員長は，
本セミナーを総括して次のとおり述

べた。
　冒頭発表があった被害事例を見て

も，訪問販売・電話勧誘販売といっ
た不招請勧誘が被害の温床であるこ
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特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ�ー

リ ポ ー ト

牛肉等の生食による食中毒防止のための規格基準�
の早期策定及び監視指導の強化等を求める意見書
1　ユッケによる食中毒事件の発生
　2011年４月17日から23日にかけ
て，富山県，福井県等３県２市にお
いて，同一の焼肉チェーン店の複数
の店舗で生肉であるユッケを食べた
ことが原因で腸管出血性大腸菌
O111による集団食中毒が発生しま
した。11年５月27日現在，有症者数
169人，うち４名が死亡という大き
な事件に発展しました。
2　これまでの規制の状況
　牛肉等の生食に対しては，旧厚生
省が，1998年９月11日付けで生食用
肉の衛生基準を策定し，各都道府県・
政令市・特別区宛に通知していまし
た。
　しかし，上記衛生基準には強制力
がなく，都道府県の食品衛生監視員
は，飲食店などに十分な監視指導が
できない状態で，02年から毎年，生
食用の肉について食品衛生法に基づ
く罰則付き規格基準を作るよう厚生
労働省に要望していましたが，見送
られていました。

　厚生労働省では，ようやく11年７
月６日，薬事・食品衛生審議会食品
衛生分科会食中毒・乳肉水産食品合
同部会において，生食用牛肉の規格
基準案が策定され，食品安全委員会
による健康影響評価を経た後，11年
10月を目処に，規制する予定とされ
ています。
　当連合会は，以上の事態に鑑み，
11年７月14日，「牛肉等の生食によ
る食中毒防止のための規格基準の早
期策定及び監視指導の強化等を求め
る意見書」を公表しました。
3　意見書の概要
　意見書では，まず，生食用の牛肉
について，生食用食肉の衛生基準よ
りも安全性を高める方向で規格基準
を策定することを求めました。
　次に，今回の規制案では，対象肉
が牛肉だけとなっていましたので，
生食用の牛レバー，馬肉，鳥肉及び
豚肉についても，規格基準を早急に
定めるべきことを求めました。
　そして意見書では，規格基準の策

定に加えて，当該規格基準が営業者
等によって遵守されているかを監視
指導する体制の強化も求めました。
具体的には，食品衛生監視員の増員，
また，農林水産本省，地方農政局及
び地方農政事務所の表示・規格課な
どに配置されている食品表示Ｇメン
を食品衛生行政に活用することなど
です。また，韓国では，消費者が食
品衛生監視員となっている制度があ
ることから，この制度を参考にした
制度を導入することや，消費者から
の通報制度の法制度化などを求めま
した。さらに，今回の食中毒事件で
は，消費者庁が本来果たすべき食品
事故情報の収集・分析・公表体制が
十分ではなかったことから，体制を
充実強化すべきことを求めました。

食品安全部会
副委員長　石川直基（大阪）

とが分かる。その中でも投資取引，
商品先物取引の分野，それから，イ
ンターネットの電子メールの広告分
野等で不招請勧誘禁止が実現できた
のは，その分野で特に被害が深刻
だったということとともに，消費者
の意に反する勧誘をするビジネスモ
デルが不適切であったことについ
て，世論の理解を得ることができた
からである。
　そこで，訪問販売あるいは電話勧
誘販売一般についての不招請勧誘禁
止を目指すには，被害事実を皆で共
有して，不招請勧誘は許さないとい
う消費者の声を集めて，企業にビジ
ネスモデルの転換を迫っていくこと
が大事である。
　具体的には，新聞は民主主義を支
えていると言っているのに，新聞業
界による訪問販売トラブルは常に消
費者被害の上位にある。この矛盾を
どう解決するのかと迫っていく。ま
た，普段の消費者運動の中でも付き
合いがある生協にも，拒否者の勧誘

禁止から不招請勧誘禁止という流れ
を率直に伝えて，その中でどういう
ビジネスモデルに転換する必要があ
るのかということを一緒に語ってい
く。
　そうやってビジネスとしても不招
請勧誘禁止というのが，社会のルー
ルとして成り立つのだということを
各地で立証していく必要がある。
　これまで当委員会では不招請勧誘
禁止について各部会で個別に取り組
んできたが，11年４月に包括消費者
法部会を作って，不招請勧誘禁止を
含む一歩先の消費者法の全体像を目
指そうとしている。
　また，これを実現するためには，
当連合会のみならず，各地で，ステッ
カー運動等を消費者団体と一緒に進
める，あるいは事業者団体と協議を
行うなどの取組をやりながら，全体
として大きな運動をつくっていくと
いうことが不可欠だと思う。津谷さ
んの遺志を継いでこれらを進めてい
きたいので，御協力をお願いしたい。

　最後に，津谷前委員長の所属して
いた秋田弁護士会副会長の近江直人
会員が，本セミナーに以下のとおり
閉会の挨拶をした。
　不招請勧誘禁止に向けて弁護士の
果たす役割は非常に大きい。
　津谷前委員長がこのセミナーを聞
いて，どう思っているだろうか。「い
いぞ，いいぞ，もっとやれと，どん
どんやれ。」と言うだろう。今後こ
の活動を津谷前委員長の遺志を継い
で，続けていきたい。
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リ ポ ー ト

改正貸金業法完全施行１周年記念シンポジウム�
「完全施行後の状況から今後の多重債務救済を考える」

1　はじめに（シンポジウムの意義）
　2011年６月20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６月18日に改正貸金業法が完
全施行されたことにより，グレー
ゾーン金利の廃止を含む上限金利規
制や総量規制がなされ，新たに多重
債務者を生まない社会の実現に向け
て大きな一歩が踏み出されました。
　その一方で，貸金業者から規制緩
和の巻き返しがあり，また，改正貸
金業法によってはまだ解決されない
問題もあります。
　そこで，完全施行から１年経過し
た時点で状況を把握するとともに，
今後の課題を検討しておく必要か
ら，標記シンポジウムを開催するこ
とになりました。
　当日は，多重債務問題の解決のた
めに最前線で活動している宇都宮健
児当連合会会長の開会挨拶で始ま
り，元債務者からの証言，金融庁担
当者及び鈴木嘉夫会員（大阪）から
の報告の後，今後の多重債務者救済
のための方策についてパネルディス
カッションを行いました。
　以下，シンポジウムの概要を報告
します。
2　改正貸金業法完全施行後の１年
の状況について
　まず，金融庁担当者から改正貸金
業法完全施行前後の推移について，
実際のデータに基づいて報告がなさ
れました。主なものを紹介しますと
次のとおりです。
①金融庁，財務局，日本貸金業協会

に寄せられたヤミ金相談件数は，
減少している（10年４月～６月の
３か月の相談が1214件であったの
に対し11年１月～３月の期間は
982件）

②5件以上無担保無保証借入の残高
がある人数は07年３月末に171万
人だったが，11年３月末には70万
人にまで減少している。また，１
人あたりの残高金額も07年３月末
の時点では116.9万円であったが，
11年３月末の時点では67.1万円に
まで減少している。

③自殺者における多重債務が理由と
なっている者は，07年は1973人
だったが，10年においては，1306
人にまで減少している。

④改正貸金業法施行後の借入状況に
ついて，３年以内借入経験者のう
ち，改正貸金業法施行後，「貸金
業 で 借 入 申 込 み し た 」の は，
55.2%，そのうち，「希望どおりの
金額で借入ができた」のは69.7%。
希望どおりに借入ができなかった
時の対応として，「支出を控えた・
諦めた」が最も多く56.9%，「銀行
カードローン」からの借入を行う
者が11.8%，「ヤミ金」利用は0.3%，

「クレジットカードの現金化」の
利用は3.2%となっている。

　続いて，鈴木会員からは，自然人
自己破産新受月別件数（全国）につ
いて，07年から11年における１月と２
月の合計件数をみると，07年は21,813
件であったが，徐々に減少を続け，
11年は15,041件にまで減少している
等（個人再生事件に関しても同様の
傾向）完全施行後の状況について実
際のデータをもとに報告がなされま
した。その後，民主，自民，公明，
みんなの４党の有志議員ら約30人に
より「貸金業法改正」に関する勉強
会が発足，同法を見直す必要性など
を検討するといった現在の政治情勢
についても報告がなされました。
3　パネルディスカッション
　パネルディスカッションは，コー
ディネーターとして鈴木会員，パネ
リストとして新里宏二当連合会副会
長（仙台），村上晃会員（長野県），
木村裕二会員（東京）の合計４氏に
より行われました。
　まず，金融庁等からの報告を受け
て，改正貸金業法の完全施行後の状
況について，各パネリストからはい
ずれも特に問題がないという感想が
述べられました。
　そして，通常の貸金業者から借入
ができない人がヤミ金に流れ，ヤミ
金被害が増加することが懸念されて
いた点について木村会員から，ヤミ
金相談件数が改正貸金業法の完全施
行以降に増加したという事実はな

く，むしろ減少傾向にあることが当
連合会の相談件数や警察の検挙件数
に関するデータに基づいて具体的に
報告され，改正貸金業法の完全施行
後は特に混乱もなく，多重債務問題
解決は確実に進んでいる旨の意見が
交わされました。
　その一方で，新里会員から，東日
本大震災への「支援策」の一環とし
て，貸金業法施行規則の一部が改正
され，被災地では借入時の要件が一
部緩和されたことから，多重債務を
誘発しやすい状態になりつつあると
の懸念も示されました。
　続いて，村上会員からは，生活福
祉資金貸付制度等セーフティーネッ
ト貸付制度のこれまでの経過と国の
施策が不十分であるといった現状の
説明がありました。また，今後の課
題として，生活再建支援体制を整え
て，セーフティーネット貸付制度を
広め充実させるため，公的支援も含
めて具体的な方策を早期に検討し，
実践していくことが必要であるとの
提案がなされました。
　そして最後に，今後の展望につい
ての各パネリストの意見が述べられ
て，充実したパネルディスカッショ
ンが締めくくられました。
4　おわりに
　シンポジウムは，各地から多くの
方々にご参加いただき，活発な意見
交換がなされ，成功裏に閉じました。
　改正貸金業法施行から１年，多重
債務者は現在減少傾向にあるもの
の，貸金業者側からの巻き返しの防止
と更なる取組が必要だと感じました。

多重債務部会
副委員長　平井宏和（愛知）
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リ ポ ー ト

シンポジウム「集合訴訟シンポジウム」�
─集団的消費者被害救済制度の実現
1　シンポジウムの目的
　2011年７月30日，当連合会主催に
て，約90名の参加者を得て標記シン
ポジウムが開催されました。10年10
月より，内閣府消費者委員会におい
て，集団的消費者被害救済制度専門
調査会が行われています。11年８月
に専門調査会で取りまとめを行い，
12年の通常国会に法案提出の予定と
なっていることから，制度実現にあ
たり，あるべき集団的消費者被害救
済制度の内容を検討すべく，開催さ
れました。
2　基調報告
　中本和洋当連合会副会長の開会挨
拶に続き，専門調査会の委員を務め
る大高友一会員（大阪）より，集団
的消費者被害救済制度の必要性及び
専門調査会における議論状況につい
て基調報告がありました。専門調査
会では，４つの手続モデル案（Ａ～
Ｄ案）が提案され，そのうちいわゆ
る二段階型（手続を二段階に分け，
一段階目で共通争点，二段階目で個
別争点に関する審理を行うもの）の
Ａ案の手続モデルを採用する方向で
議論が進んでいること，二段階型で
はより多くの被害者の参加が期待で
きる等のメリットがあるものの，二
段階目で個別被害者の加入が前提と
されていることから，そもそも少額
事案では制度が機能しない可能性が
ある上，二段階目に加入してもらう
には個別被害者への通知・公告を要
するところ，適格団体は財政的に厳
しく費用負担には限界があり，結局，
制度が機能しないおそれがあると
いった問題点の指摘や制度実現に向
けた今後の課題について，報告があ
りました。
　引き続き，消費者庁の財産の隠匿・
散逸防止策及び行政による経済的不
利益賦課制度に関する検討チームに
アドバイザーとして参加している江
野栄会員（秋田）より，同検討チー
ムの議論状況について基調報告があ
りました。同検討チームにおいては，
悪質事業者に対する消費者庁による

破産申立制度の創設，偽装表
示事案に絞っての賦課金制度
の導入，悪質商法・不当勧誘
事案等について行政上の措置
として行為の差止めや違法状
態の是正・回復を命じる方法，
行政上の措置の前提として事
業者の財産状況や第三者に対
する調査権限の整備等につい
て検討が行われてきており，
さらに検討を要する課題が多いもの
の，こちらも，11年８月に取りまと
めが予定されているとの報告があり
ました。
3　パネルディスカッション
　以上の基調報告を踏まえ，大村雅
彦中央大学法科大学院教授，野々山
宏国民生活センター理事長（京都），
五條操会員（大阪），中村雅人会員（東
京），大高会員をパネリストに迎え，
江野会員，濱口博史会員（東京）を
コーディネーターとして，パネル
ディスカッションが行われました。
　事業者側から濫訴の懸念が示され
ていることについては，アメリカの
クラスアクションを念頭においての
批判であり，そもそも日本には懲罰
賠償やディスカバリーもなく，前提
となる法制度が異なる上，手続追行
主体を適格消費者団体に限るとなれ
ば，濫訴という批判にどれほどの根
拠があるのか，集団的に一回的解決
をはかりうる仕組みは事業者にとっ
てもメリットがあるとの意見があり
ました。
　手続モデルについては，当連合会
がまとめた要綱案に近いＣ案（一段
階のオプトアウト方式）をＡ案と融
合させ，可能な場合には総額判決を
認めるべきとの意見があり，乗り越
えるべき課題はあるものの，検討に
値する案であるとの意見がありまし
た。被害者集団も手続追行主体とす
ることは，その適格性をどう判断す
るかの手続的問題はあるものの，弁
護団方式と組み合わせて破産管財人
的役割を担うような位置づけができ
れば，認める余地があるのではない

かという意見がありました。また，
食中毒・製品事故等の人身被害事案
等についても集団的解決は可能であ
り，適格団体に参加している弁護士
はノウハウを有しており，二段階型
のメリットは個別争点があっても集
団的解決を可能とするところにある
のだから，個別性に拘泥せず同事案
等も制度の対象とすべきとの意見が
ありました。
　対象消費者への通知・公告のあり
方，費用負担については，一段階目
で事業者が敗訴したのであれば，責
任原因の基本的要件について過失等
があったことになるから，事業者側
に負担させるのが穏当ではないかと
の意見がありました。また，適格団
体が手続追行主体となる以上は，資
金面でのサポートは必須であり，行
政の関与も含め，多角的に取り組ん
でいく必要があるとの意見がありま
した。
　最後に，各地の適格団体より，被
害救済の実効性ある制度にしてほし
い等の強い要望，制度実現の暁には
責任を持って積極的に取り組んでい
きたいとの会場発言があり，盛り上
がりを見せました。今後，消費者庁
において法制化作業に入り，12年の
通常国会に法案が提出される予定で
すが，事業者側の巻き返しも予想さ
れ，予断を許さない状況です。より
良い制度の実現を目指して，今後，
さらに運動を盛り上げていく必要性
を強く認識しました。

消費者契約法部会
本間紀子（東京）
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リ ポ ー ト

提携リース取引を規制する法律の制定を求める意見書�

1　はじめに
　当連合会は，2011年７月14日付け
で「提携リース取引を規制する法律
の制定を求める意見書」を取りまと
め，同月22日付けで，経済産業省そ
の他関係機関宛てに執行しました。
　この意見書は，リース業者と提携
関係にある悪質なサプライヤー

（リース物件の販売業者）が，ファ
イナンス・リース取引の一形態であ
る，「提携リース（「小口リース」と
呼ばれる）」という取引を利用し，
深刻な利用者被害（中小零細事業者
が中心）を発生させていることから，
利用者保護のための法的規制の導入
を求めるものです。
　提携リース取引とは，リース業者
とサプライヤー間の業務提携関係に
基づき，サプライヤーが，リース業
者と利用者との間のリース契約締結
の交渉・申込手続などを代行して，
契約の媒介あっせんを行うことに
よって行われるファイナンス・リー
ス取引です。
　提携リース取引は，取引構造，取
引の顧客・サプライヤーに対する経
済的機能，不当取引が生じる構造的
危険性（①販売業者の不当勧誘・債
務不履行・不要な高額商品の契約に
よる購入者の過大な債務負担のリス
ク，②信販会社・リース会社が販売
業者に対して管理・監督が期待でき
ないこと）など様々な点において，
割賦販売法における個別信用購入
あっせん取引（個別クレジット取引）
と類似性があることから，割賦販売
法における個別クレジット取引の規
制を参考に規制内容を提言していま
す。
2　意見書の概要
⑴総則
　規制対象となる「提携リース」取
引については，脱法的取引防止の観
点から，法律構成や契約形態にこだ
わることなく，実質的に同様の経済
的効果をもたらす取引の行為自体に
着目してこれを定義付け，広く規制
対象とするように求めています。
　また，保護の対象となる「利用者」
の範囲については，被害者の多くが
事業者であるので，消費者に限定せ
ず，法人・個人を問わず，特段の限
定をすべきではないとしています。
⑵行政規制について

①書面交付義務（情報提供義務）
　契約内容等の情報を利用者が十分
に提供するため，契約内容やリース
料算出の根拠等を書面化して利用者
に交付することをリース業者に義務
づけるものです。
②不招請勧誘の禁止
　不必要な契約の締結防止のため，
勧誘者に対し，契約勧誘をするに当
たっては，勧誘を受ける意思がある
ことの確認義務を負わせ，勧誘を受
ける意思が確認できない者に対する
以後の勧誘を禁止するものです。
③サプライヤーに対する調査義務及

び不適正勧誘に基づくリース契約
締結禁止

　個別クレジット取引における加盟
店調査義務と同様の趣旨から，リー
ス業者に対し，サプライヤーに対す
る調査義務を課し，具体的な勧誘に
際してサプライヤーの不適正勧誘が
ある場合には，リース契約の締結を
禁止するものです。
④支払能力を超えるリース契約締結

の禁止
　支払能力を超えるリース契約の発
生防止のため，リース業者に，契約
申込時に申込者の支払能力調査義務
を課し，支払能力を超える契約の締
結を禁止するものです。
⑤過量リース契約締結の禁止
　過量リース契約の発生防止のた
め，リース業者に，契約申込時に，
過量リース契約かどうかについての
調査義務を課し，その疑いがある場
合には，契約締結を禁止するもので
す。
⑥役務の対価をリース契約の対象と

することの禁止
　リース契約の高額化を防止するた
め，リース契約の対象を物件（動産
及びソフトウェア）の調達価額に限
定し，これ以外の役務の対価等を契
約の対象としてリース料に組み込む
ことを禁止するものです。
⑦残リース料等の上乗せの禁止
　リース契約の高額化や次々リース

（過量リース）の防止のため，旧契
約の残リース料や中途解約金を新契
約のリース料に組み込み上乗せする
こと禁止するものです。
⑧行政規制の実効化
　リース業に登録制の開業規制を導
入し，行政規制違反には業務改善命

令等の行政監督等を行うことができ
る法整備を求めるものです。
⑶民事規制（民事ルール）
①サプライヤーの行為をリース業者

の行為と同視する規定の導入
　提携リース取引では，サプライ
ヤーは，リース業者の委託を受けて
契約の媒介・斡旋を行っているので，
勧誘から締結の過程においてサプラ
イヤーが行った行為をリース業者の
行為と同視する内容の解釈規定を導
入し，サプライヤーの行為の責任を
リース業者に負わせようとするもの
です。
②利用者の支払拒絶権
　ⅰリース物件に関連したサプライ
ヤー・利用者間の契約ⅱリース契約
に関連してサプライヤーが利用者に
する約束（リース料支払を負担する
などの約束）がある場合に，サプラ
イヤーの契約不履行・約束違反が
あった場合に，利用者のリース料の
支払拒絶を可能とするものです。
③リース契約のクーリング・オフと

既払金返還義務
　提携リース取引の大多数が，訪問
販売による不意打ち的勧誘を伴うも
のであることから，利用者に，書面
が交付されてから一定の期間内にお
ける無条件のリース契約の解約権

（クーリング・オフ権）を認め，リー
ス契約がクーリング・オフされた場
合には利用者が支払った既払金の返
還義務をリース会社に課すもので
す。
④不適正な勧誘に基づくリース契約

の取消権と既払金返還義務
　サプライヤーの不適正な勧誘に基
づいて，利用者の意に反した契約が
締結された場合の取消権を利用者に
付与し，取り消された契約に基づく
利用者の既払金の返還義務をリース
会社に課すものです。
⑤過量リース契約の解除権と既払金

返還義務
　過量リース契約について，利用者
に一定期間内の解除権を付与し解除
された過量契約に基づく既払金の返
還義務をリース業者に課すもので
す。

統一消費者信用法部会
副委員長　松尾善紀（大阪）
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リ ポ ー ト

出会い系・SNS被害対策連絡協議会開催について�
1　ネット利用者が，無料サイトや，
突然送られてきた芸能人を装うメー
ルによって，有料の悪質出会い系サ
イトに誘導され，多額の利用代金の
請求を受ける被害が増加の一途をた
どっています。
　悪質な出会い系サイトは，直接
カード会社と契約できないのです
が，海外等の決済代行業者が介在し
て，クレジット会社と契約し，クレ
ジット会社から請求を受ける事案が
見られます。こういった事案では，
決済代行業者に対する規制が野放し
であるなどの問題が指摘されてきま
した。
　最近ではクレジットカードによる
ほか，直接振込による被害，電子マ
ネー業者を通じた被害などその態様
も，様々です。
2　2011年７月２日，埼玉県におい
て，こういった被害に取り組む各地
の弁護士有志による第一回の連絡協
議会を開催しました。既に弁護団が

結成されている東京・横浜・愛知・
埼玉等を中心に９都県の弁護士39名
が参加しました。
　会議では，まず，被害事例の把握
や相談，受任のために，各地の消費
者支援センターとの協力や連携が重
要であることが報告されました。次
に，実際の被害救済にあたっては，
初動が重要であること，解決水準と
しては，例外はあるものの，①クレ
ジット請求については，チャージ
バックや決済代行業者からの取消依
頼によって，多くの事案で請求が取
消されていること，②電子マネー業
者を通じたものや，③現金振込の事
案は，振り込め詐欺被害救済法に基
づく口座凍結要請を背景に全額ない
しそれに近い額の返金を受けること
も珍しくないことが報告されまし
た。
　また，口座凍結をきっかけに出会
い系サイト業者が実際に摘発された
事例なども報告されました。愛知弁

護団ではすでに信販会社を相手にし
た訴訟も提起しているなど各地で被
害救済にむけて創意工夫のある取り
組みをしていることが報告され，参
加者一同大きな刺激を受け，被害者
救済・法改正に向けた取組に対する
決意を新たにしました。
3　これに先立つアンケートでは34
弁護士会から回答を受けましたが，
弁護士会として特別な取組をしてい
る会が11会，有志弁護団が結成され
ているのが５会（東京を１として含
む）しかないという実態もあります。
インターネット上では行政書士事務
所や探偵事務所を名乗った２次被害
救済広告が氾濫しています。今後も
取組を発展させる必要があります。
次回は11年11月12日に名古屋で開催
が予定されています。

長田　淳（埼玉）

　欠陥マンションの購入者が施工業者等の不法行為責任
を追及していた「別府マンション事件」に関する第２次
上告審の判決です。
　責任を認めた大分地裁判決を覆し，「強度の違法性」論
で絞りをかけて責任を否定した福岡高裁に対し，第１次
上告審たる最高裁第二小法廷平成19年７月６日判決は，

「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」により居住
者等の生命，身体又は財産が侵害された場合は特段の事
情がない限り，これによって生じた損害について不法行
為責任を負う，と判示しました（本ニュース120号10頁）。
　ところが，差戻審の福岡高裁は平成21年２月６日，判
決は「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」を「居
住者等の生命，身体又は財産に対する現実的な危険性を
生じさせる瑕疵」をいう，と極めて限定的に解釈して不
法行為責任を否定しました。そのため，この解釈をめぐ
って実務は混迷を極め，最高裁が指針を示すことが期待
されていました。
　第２次上告審は，この期待に見事に応え，「建物として
の基本的な安全性を損なう瑕疵」とは，居住者等の生命，
身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい，これら
に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず，

放置するといずれは危険が現実化するような瑕疵は，「建
物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」に該当すると
断じました。例として，単に美観や居住環境の快適さを
損なう瑕疵は該当しないが，構造耐力に関わる瑕疵はも
とより，外壁の剥落事故やベランダからの転落事故をも
たらす瑕疵や，漏水や有害物質の発生による健康被害を
もたらす瑕疵などはこれに該当すると明示しました。
　さらに，損害論に関しても，「～瑕疵により，居住者等
の生命，身体又は財産が侵害され，これによって生じた
損害」という表現があたかも拡大損害（＝瑕疵結果損害）
の発生を前提にするかのようであった第１次上告審とは
異なり，第２次上告審は，より端的に，「～瑕疵がある場
合には，当該瑕疵の修補費用相当額の損害賠償を請求で
きる」と判示し，瑕疵の存在自体による損害（＝瑕疵損害）
の問題であることを明示しました。
　再度の破棄差戻しとなり，平成８年の提訴から15年経
っても最終解決に至っていない点には忸怩たるものがあ
りますが，欠陥住宅の被害救済の見地からは，非常に有
意義な判決です。
 三浦直樹（大阪）

事件情報
「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の限定解釈を否定した判決
最高裁第一小法廷平成23年７月21日判決（破棄差戻し）大分
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　編集後記を書かせていただくのは初めてとなり
ます。どうぞよろしくお願いいたします。
　第22回夏期消費者セミナーでは，津谷裕貴前
当委員会委員長が殺害された事件のその後の経過
報告がなされました。そして，津谷前委員長が熱
心に取り組んでこられた不招請勧誘規制の在り方
について，最新の事情・理論の報告と，熱い議論
がなされました。

　私は，夏期消費者セミナーを通して，消費者被
害をなくすためには不招請勧誘を規制することが
極めて重要であること，実効的な規制を実現する
ためには検討すべき課題がたくさんあることを知
りました。そして，それとともに，津谷前委員長
の残された功績の大きさと，みんなから慕われ愛
されるお人柄を感じました。
　東日本大震災に関しては，復興が進む中，ロー

ンの問題，原発問題など，多くの問題が残ってい
ます。
　不招請勧誘規制についても，震災に関する問題
の解決についても，弁護士として今できることは
何かを考え，取り組み，少しでも力になることが
できればと思っています。
� 髙谷　政史（奈良）

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

（「消費者問題ニュース」は再生紙を使用して作成しています。）

文献紹介 新・金融商品取引法ハンドブック（第３版）
　本書は，消費者の立場から金融商品取引法と関連法を解説した
書籍の第３版です。2007年に施行され，その後毎年改正されて
きた金融商品取引法について，直近の11年５月改正（未公開株
への対応等）を含めすべて対応し，関連法である金融商品販売法
の逐条解説，11年１月施行の商品先物取引法の要点解説もあり
ます。
　さらに，実務を意識して，最近紛争が多発している仕組債・デ
リバティブ取引について，その取引の仕組み，紛争の実情，関連
する法令の解説と問題点に120頁を割いており，その種の相談，

事件処理に有用と思われます。また，第２版
に引き続き，最新の重要判決が金融商品ごと
に幅広く紹介されている点も便利なもので
す。是非お読みください。

A5判　528頁／3990円（税込）
桜井建夫，上柳敏郎，石戸谷豊著
（問い合わせ）日本評論社
　　　　　　（TEL03-3987-8621）

催 事 日本消費者法学会　第４回大会「集団的消費者利益の実現と実体法の役割」

会費　　学会員無料・一般参加者2000円
報告　「集団的消費者利益の実現を巡る民事実体法上の観点からの私論」（岡本裕樹・名古屋大学）

「集団的消費者利益の実現と行政法の役割－不法行為法との役割分担を中心として」（原田大樹・九州大学）
「契約の内容規制と消費者の利益・公正な市場の実現」（丸山絵美子・名古屋大学）
「独占禁止法における集団的消費者利益の実現と行政の役割」（林秀弥・名古屋大学）
「表示規制分野における私的利益の保護と公的規制」（鈴木將文・名古屋大学）
「消費者取引における情報力の格差と法規制－消費者法と市民秩序法の相互関係」（千葉恵美子・名古屋大学）

司会　　河上正二教授（東京大学）
コメンテーター　吉田克己（北海道大学），長谷部由起子（学習院大学），山本隆司（東京大学）

日　時：2011年11月５日㈯午前９時30分～午後５時
場　所：京都大学吉田キャンパス法経４番教室（本部構内法経学部本館１階）
主催者：日本消費者法学会（（株）民事法研究会内）
問合先：TEL03-5798-7238　FAX　03-5798-7278

催 事 第66回先物取引被害全国研究会滋賀（草津）大会のご案内

参加費：研究会（セミナー含む）9000円，懇親会9000円
内　容：ブラッシュアップセミナー「先物取引被害から最近の詐欺的投資被害まで，最新の判例と実務的技術」（斎藤英樹弁護士）

記念講演「潮見不法行為理論からみるわが国の先物等詐欺的投資取引被害に関する理論の現状と展望」（仮称）（潮見佳男教授・京都大学）
「詐欺的投資業者からの現実的な被害回復を勝ち取るための理論と実務」（荒井哲朗弁護士ほか）
現在の民事執行の法律・実務の問題点と打開策に関する討議
「近時の金商法改正の要点と実務に関する報告」
「各地の裁判・和解報告」

　滋賀県草津市にて第66回先物取引被害全国研究会が行われます。２日にわたって，上記のとおり盛り沢山の内容を予定しています。皆様ふ
るって御参加ください。

日　時：2011年10月28日㈮午前10時～午後５時50分，29日㈯午前８時30分～午前11時30分
場　所：クサツエストピアホテル（滋賀県草津市西大路町４-32）
問合先：弁護士　立花隆介　Tel:079-225-5522　Fax:079-225-5533

文献・催事紹介文献・催事紹介

催 事 シンポジウム「地方消費者行政の充実強化のため国の役割を問う」（仮題）

内　容：⑴各都道府県におけるこれまでの国の財政措置（地方消費者行政活性化基金，地方交付税，住民生活に光をそそぐ交付金）の検証と評価
　①　消費者委員会の建議とその後の消費者庁の対応についての報告
　②　これまでの財政措置，①の消費者庁の対応に対する各自治体関係者の意見
　③　あるべき財政支援の姿
⑵今後あるべき国の支援策の在り方についてのパネルディスカッション等

　本シンポでは，消費者委員会の建議，地方自治体の意見を踏まえて，これまでの国の３つの財政措置の評価・検証を行い，真に地方自治体が
必要とする国の財政措置，地方消費者行政の充実強化のために今後あるべき国の支援策の在り方について議論を深めたいと思います。ぜひ御参
加ください。

日　時：2011年10月19日㈬　午後６時00分～午後８時00分
場　所：弁護士会館（参加無料）
問合先：日弁連人権第二課　TEL　03-3580-9512　FAX　03-3580-2896
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