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リポート

地方消費者行政の充実強化のための
国の役割を問うシンポジウム�
1　2011年10月19日，弁護士会館で，
標記シンポジウムが開催されまし
た。会場に来場した参加者は75名，
全国26弁護士でテレビ会議で中継さ
れ，各地の関心の高さが窺われまし
た。
2　まず，石戸谷豊会員（横浜）は，
消費者庁は地方消費者行政の充実を
論じる原点である消費者庁国会での
超党派合意及びこれに基づく設置法
附則３項・４項に盛り込まれた内容
を遵守すべきと報告しました。
　国府泰道会員（大阪）は，内閣府
消費者委員会の建議をふまえつつ，
地方消費者行政充実強化のための国
の取組み状況とその問題点につい
て，地方交付税の増額が必ずしも消
費者行政予算の拡充につながってい
ないこと，消費者行政活性化基金も
期間限定の財源のため継続的事業へ
の利用が少ないこと等の報告をしま
した。
　次に，消費者庁地方協力課長の林
俊行氏は消費者庁の予算概算要求等
重点施策について，震災復興及び食
の安全・安心確保に向けた取組みの
強化が最優先の課題の一つである
が，消費者行政充実のための財源確
保については，自治体の裁量で消費
者行政も含め自由に活用できる形が
望ましいと述べました。
　井原真吾会員（千葉県）は，当連
合会が全国の都道府県及び市を対象
に実施したアンケート集計結果につ
いて，地方消費者行政活性化基金の
存在が，地方消費者行政を進める上
で有効な一方で，期間限定の基金で
あったために消費生活相談員の雇

用，処遇改善も，利用をためらった
自治体が多いこと，住民生活に光を
注ぐ交付金（光交付金）方式では消
費者行政に十分に基金が回らなかっ
たこと，相談員や職員対象の研修会
の実施，消費者教育・啓発事業にも
多くの予算が割かれており，今後の
事業継続の必要性が高く意識されて
いる一方，消費者行政に特化した国
の財政支援は望ましくないとの考え
を，ほとんどの自治体が「そう思わ
ない」とする回答結果を報告しまし
た。
　立命館大学政策科学部教授の平岡
和久氏から，ナショナルミニマムを
確実に確保するために国庫負担金が
当分の間必要であること，長期にわ
たる地方行革の弊害や，地域主権改
革下での新たな人権確立に向けた国
の関与の消極性などの問題点が報告
されました。
3　パネルディスカッションは，パ
ネリストに内閣府消費者委員会委員
長で東京大学大学院法学研究科教授
の河上正二氏，熊本県環境生活部県
民生活局消費生活課主幹の三角登志
美氏，平岡氏，石戸谷会員，コーディ
ネーターを国府会員が行われまし
た。河上氏から消費者委員会委員長
としての意見が述べられた後，三角
氏から，10年３月に策定された熊本
県消費者施策の推進に関する基本計
画の取組みや，消費生活相談機能の
強化，多重債務問題にかかる施策の
充実等の目標を達成できた背景に
は，用途を限定した交付金の存在が
大きいこと，その委託事業である生
活再生支援事業等について国の支援

を強く期待するとしました。石戸谷
会員は，11年４月22日付けの当連合
会の意見を踏まえ，地域主権改革に
ついて徹底して審議すべきと述べ，
平岡氏は，消費者の権利を擁護する
ために，現状ではナショナルミニマ
ムとして財政・人員の配置のための
基準を設けることも必要と述べまし
た。
　全国消費者行政ウォッチねっとの
拝師徳彦会員（千葉県）より，住民
サイドから国に声を上げていくため
の請願活動として現時点で100を超
える意見書が上がっているとの会場
発言がなされました。
4　パネルディスカッションの最後
に，池本誠司当委員会委員長（埼玉）
から，地方分権改革と地方消費者行
政の充実の関係を大いに議論する
他，消費者庁は交付金の使われ方を
検証し，各地で，地方消費者行政の
実態を調査し，議論してもらいたい
とまとめがなされました。

消費者行政部会
原　彰宏（熊本県）
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リポート

消費者の食品に対する安全・安心の確保のために放射性物質
汚染食品による内部被ばくを防止する施策の実施を求める意見書�
1　はじめに～放射性物質による食
品汚染の発生・拡大
　2011年３月11日，東日本大震災が
発生し，福島第一原子力発電所にお
いて事故が発生し，原子炉格納容器
から放射性ヨウ素，放射性セシウム
などの放射性物質が大量に放出され
ました。そのため，我が国の土壌，
河川，海洋が放射性物質に汚染され，
最初に野菜類と飲料水，その後魚も
放射性物質に汚染されていたことが
判明しました。同年７月以降は，放
射性セシウムに汚染された稲わらを
餌にしていた肉用牛が内部被ばく
し，放射性セシウムに汚染された肉
用牛が出荷されて流通消費されてい
たこと，同年９月には，検査対象地
域から出荷されて市販されていた埼
玉県産の製茶３検体，千葉県産の製
茶１検体から暫定規制値を超える放
射性セシウムが検出されたことが判
明しました。
　国は，同年３月17日，食品の放射
性物質について暫定規制値を定め
て，各自治体に検査計画を実施させ，
暫定規制値を超えて放射性物質に汚
染された食品については出荷制限を
行うなど流通を防止するべく対策を
していましたが，その対策は，放射
性物質が検出される都度後追い的に
なされたものであり，また，局所的
であって，全面的な対策ではなく，
放射性物質に汚染された食品を飲食
することによる内部被ばくを防止す
る施策は十分ではありませんでし
た。
　当連合会は，同年４月14日付け「東
日本大震災に関する第一次緊急提
言」第４の６項「食品及び飲料水の
放射能汚染に対する対策」の中で，
厚生労働省の策定した暫定規制値を
当面維持して安易な緩和をしないこ
と，また，規制値を超える食品等の
網羅的，継続的，かつ統一的検査体
制を取ることなどを求める意見を出
していましたが，その後，食品安全
委員会における放射性物質の食品健
康影響評価案が公表されたこと，暫

定規制値を超過した食品が流通して
いた実態などを受け，同年10月19日，
本意見書をとりまとめ，同月28日関
係機関に執行しました。
2　意見書の概要
　本意見書の概要は次のとおりで
す。
⑴　厳格な基準値設定の要請
　暫定規制値は，あくまで緊急時の
ものであり，今後数十年にわたる放
射性物質による影響を勘案し，厳格
な基準を定める必要があります。こ
の点，食品安全委員会は，同年７月
26日，放射線による影響が見いださ
れているのは，通常の一般生活にお
いて受ける放射線量を除いた生涯に
おける累積の実効線量としておおよ
そ100mSv（ミリシーベルト）以上
と判断したとの健康影響評価案を公
表しました。
　しかし，かかる評価は，100mSv
以下では健康影響がないかのように
誤解させる内容で，問題のある評価
でした。
　100mSv以下の低線量被ばくの健
康影響については，科学者の間でも
見解の一致しないところですが，国
際放射線防護委員会（ICRP）は，
放射線による健康影響には閾値はな
く，線量に比例して健康影響が出る
との仮説（LNT仮 説）に立ち，
1990年勧告で，一般公衆の個人線量
限度を一年間で1mSvとしていまし
たので，かかる基準を参考にするこ
とが，相当であると考えられます。
　そこで，食品中に含まれる放射性
物質の基準について，ICRPの1990
年勧告による一般公衆１年当たり
1mSvを参考にして厳格な基準値を
設定すべきことを要請しました。
　なお，この1mSvが，外部被ばく，
内部被ばくを包含する数値であるこ
とから，自然放射線における外部被
ばく，内部被ばくの平均的割合を考
慮して，食品摂取による内部被ばく
としての許容量を設定し，さらに，
水道水，牛乳・乳製品，野菜類，穀
類，肉・卵・魚，加工食品等の日本

人の食品摂取の実態等を踏まえて，
食品ごとの基準を設定するべきであ
ることを指摘しました。そして，こ
の基準は，食品衛生法11条１項の規
格基準として定めることを要請しま
した。
⑵　検査体制の充実の要請
　食品の放射性物質の検査体制につ
いて，対象地域で生産・採取された
食品全種を流通前に検査すること，
そのため，検査機器等の拡充を国の
責任において早急に図るべきこと，
さらに，産地偽装等の防止のため，
都道府県の食品衛生監視員による監
視指導を強化すべきことを要請しま
した。
⑶　表示制度の導入の要請
　食品ごとに放射性物質の測定値，
測定機器及び検出限界を表示する制
度を導入することを要請しました。
⑷　子どもに対する配慮の要請
　子どもに対する放射性物質の健康
影響への不安を解消するため，食品
の基準値の10分の１以下の測定値で
あったことを表示する任意の表示制
度を国において導入すること，学校
給食においては，学校設置者は，給
食に使用される対象地域の食材が，
全て放射性物質の検査済みのもので
あることを確認し，さらに，保護者
からの求めがあれば，検査内容を保
護者に情報提供することを要請しま
した。
⑸�　情報提供のあり方についての要
請
　放射性物質の安全性について消費
者に情報提供をする場合は，低線量
被ばくについて，殊更安全性を強調
することなく，科学的に安全性が確
認されていないことを前提に，放射
性物質の含まれる食品については，
過剰摂取を控えるように注意喚起を
促すなど，適切な情報提供を行うこ
とを要請しました。

食品安全部会
副委員長　石川直基（大阪）
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リポート

「事故調査機関の在り方に関する
検討会取りまとめ」に対する意見書�

リポート

「プロバイダ責任制限法検証に
関する提言（案）」に対する意見書�

　消費者庁では，2010年３月に閣議決
定された消費者基本計画に基づき，消
費者事故等の独立した公正かつ網羅的
な調査機関の在り方について検討が行
われていましたが，11年５月に「事故
調査機関の在り方に関する検討会取り
まとめ」（以下，「取りまとめ」といい
ます。）が報告されました。
　当連合会では，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」（本誌
142号５頁参照）を提出していますが，
「取りまとめ」の具体化が迅速かつ適
正になされるよう，11年７月14日にさ
らに意見書を提出しました。意見のポ
イントは以下のとおりです。
1　「取りまとめ」では，新たに設置
される「消費者事故等調査機関」（仮称）
の調査対象は「すき間事故」とされ，
①事故の調査をする体制がない分野の
事故，②事故の調査をする体制はある
が，その目的や権限との関係では消費
者保護の観点から十分な調査を進める
ことが困難な分野の事故，③分野横断

的であるために，消費者保護という統
一的な観点で調査を進めることが困難
な事故が含まれるとしているが，すき
間事故の具体的な内容が明確ではな
く，製品事故，食品事故及び施設等事
故（昇降機事故を含む。）については，
早急に専門分野別の事故調査体制を整
備すべきであること。
2　「取りまとめ」では，消費者事故
等の事故調査について，独立した公正
な視点に立った評価とチェックを実施
するための体制として「消費者事故等
調査評価会議」（仮称）を整備すると
しているが，同機関が，既存の専門分
野事故調査機関（運輸安全委員会等）
及び新設される「消費者事故等調査機
関」（仮称）のいずれの調査に対しても，
真に独立してその機能を果たしうるよ
う，充実した体制と権限を整備すべき
であること。
3　新しい事故調査の体制整備におい
ては，事故調査機関に求められる「独
立性」，「公正性」，「網羅性」，「専門性」
がすべて充足されるよう，十分な人的・

物的・財政的体制を確保するとともに，
専門的知識・経験を有した専門家を配
置し，既存の調査機関や民間の有識者
や消費者団体・被害者支援団体との強
い連携体制を構築すべきであること。
4　事故調査と刑事責任追及のための
刑事手続が競合する場合においても，
事故調査のための現場検証や関係者か
らの事情聴取が不十分にならないよう
体制・環境・法制度の整備がおこなわ
れるべきであること。
　消費者庁では，次期の通常国会に消
費者安全法等の改正法案を提出し平成
24年度から「消費者安全調査会」を中
核とする新たな消費者事故等調査体制
をスタートさせるとし，人員や予算要
求をしています。
　当連合会では今後も充実した事故調
査体制と権限が整備されるようさらに
提言を続けていく所存です。

PL・情報公開部会
片山登志子（大阪）

1　はじめに
　当連合会は，2011年６月30日付けで
『「プロバイダ責任制限法検証に関する
提言（案）」に対する意見書』を取り
まとめ，執行しました。本意見書は総
務省「利用者視点を踏まえたICTサー
ビスに係る諸問題に関する研究会」の
取りまとめた提言（案）についてのパ
ブリックコメント募集に応じたもの
で，当連合会の10年12月３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」（本誌141号３頁参
照）に引き続くものです。
2　プロバイダ責任制限法による発信
者情報開示制度の限界
　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）は，
一定の要件の下，総務省令で定める発

信者情報の開示をプロバイダや電子掲
示板の運営者等に請求できると定めて
います。
　しかしながら，現行法の発信者情報
開示請求は要件が厳しく，開示制度は
その機能を十分には発揮してはいない
ことから，開示制度を消費者被害の回
復にとって有効ならしめるために，本
意見書を執行しました。
3　意見書の趣旨
⑴「情報の流通により」権利が直接侵
害されてない場合についても広く発信
者情報開示の対象にすべきである。
⑵「権利侵害の明白性」については，「明
白」という文言はあまりにも限定的で
あり，紛争類型ごとに必要な要件を明
確に規定するべきである。
⑶「開示する発信者情報の範囲」につ
いては，少なくとも裁判上の請求にお

いては裁判所が必要と認めた情報の範
囲に従うべきであり，総務省令に限定
列挙された範囲に限られない包括的な
規定を設けるべきである。
⑷「通信履歴の保存義務」について，
開示を求める情報に関する通信履歴を
一定期間保存することを請求できる規
定を設けるべきである。
⑸以下の事項を検討されたい。
・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こと
・発信者情報開示の訴訟の管轄を被害
者の住所地とすること
・発信者情報開示の不当拒否に対して
主務大臣による措置命令を可能にす
ること
電子商取引・通信ネットワーク部会
副委員長　山崎泰正（長野県）
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リポート

不当景品類及び不当表示防止法の抜本的改正を求める意見書について
～不当表示規制の強化による消費者被害事前抑止の方策～�
1　意見書提出の目的と意義
　当連合会は，2011年８月18日付け
で「不当景品類及び不当表示防止法
（以下「景表法」という。）の抜本的
改正等に関する意見書」を公表しま
した。
　景表法は，主として不当表示（消
費者に対して虚偽または欺まん的情
報を提供することにより合理的判断
を誤らせる可能性のある表示・広告
等）を規制することにより，消費者
の被害や不利益を事前に防止するた
めの法律です。同法は，表示・広告
を行う事業者の業種や商品・役務等
の種類の如何を問わず，あらゆる消
費者取引を対象とする一般的包括的
規制です。大規模な消費者被害が発
生するに際しては，広告を通じた一
般消費者に対する虚偽情報提供が先
行し，これが消費者が詐欺的取引に
誘引されるきっかけになっているこ
とが非常に多いと言えます。また，
近時はインターネット等の電子商取
引が消費者取引の中の相当割合を占
めるようになり，ネット上の広告規
制の適正化が求められています。さ
らに，景表法の不当表示規制は，最
近，消費者団体訴権の対象の１つと
されました。このような状況下，10
年９月に新設された消費者庁に移管
された景表法は，益々その重要性を
増していますが，消費者被害の事前
抑止の観点からは，その執行力は必
ずしも十分とは言えません。
　そこで，本意見書では，景表法の
抜本的な改正に向け，以下のような
諸施策を挙げました。�
2　不当表示の違法類型の範囲拡張
　不当表示の違法類型の範囲拡張が
必要です。現行景表法には，「優良
誤認表示」（実際よりも商品等の品
質・性能等が著しく優良であると誤
認させるような虚偽情報の提供）と，

「有利誤認表示」（実際よりも商品等
の取引条件が著しく有利であると誤
認させるような虚偽情報の提供）等
が規定されています（景表法４条１
項１号・２号）。これらは，かなり
適用範囲の広い規制ですが，基本的
に積極的な虚偽情報提供のみを対象
としていて，悪質事業者が，商品の
品質・性能等あるいは取引条件の内
容について，その一部である優良・
有利な部分だけを殊更に取り上げて
それだけを表示し，これと裏腹の関
係にある不良・不利な部分は敢えて
表示しない内容の広告・表示には及
ばない可能性があります。これは，
勧誘段階であれば，消費者契約法上
の不利益事実の不告知にほぼ相当す
る場面ですが，勧誘に先立つ広告に
よる誘引の段階には，同法の規制が
及ばない可能性があります。その他，
商品等の内容だけでなく，広告元事
業者の属性を偽る方法で消費者に誤
認を与えるという不当表示類型も，
悪質商法被害においては多く見られ
る現象なので，これも違法類型に加
える必要があります。
3　課徴金ないし経済的不利益賦課
制度の導入
　不当表示規制の執行力を強化する
ためには，違反行為に対する課徴金
又は経済的不利益賦課制度の導入が
有効と考えられます。これは，09年
の通常国会に上程されていたのです
が，消費者庁移管のために先送りさ
れています。違法広告による不当表
示は，事業者に悪意がない場合であ
れば，消費者庁の措置命令により摘
発時点以降の不当表示を止めてもら
えば良いとも言えますが，悪質事業
者による不当表示の中には，最初か
ら意識的に一般消費者に対して虚偽
情報提供を行って誤認させ，不正な
利益を挙げることを目的とした詐欺

的なものも多数存在します。その場
合，詐欺的な悪質事業者に対して不
当表示の将来的中止だけを求めて
も，その摘発時点までの不当な利益
を当該事業者は保持できることにな
りますから，当該事業者は同じよう
な行為を繰り返す懸念があり，抑止
力として脆弱過ぎると言わざるを得
ません。したがって，景表法による
不当表示規制の実効性確保のために
は，是非とも近い将来に導入される
必要があります。
4　都道府県知事の権限強化
　都道府県知事の権限を強化して消
費者庁本体と同様の措置命令の権限
を付与する必要があります。不当表
示による消費者被害は全国津々浦々
で発生し得るのであり，これらに迅
速柔軟に対応するためには，現在の
都道府県知事に付与されている指示
命令の権限（罰則の裏付けのない命
令権限のみ）を強化し，消費者庁の
有している措置命令（罰則の裏付け
のある命令権限）まで認める必要が
あります。
5　不当表示の違反行為の情報収集
手段の充実
　消費者団体をはじめとする一般私
人が，消費者庁に対して不当表示の
情報を申告する権限を景表法の条文
に明記し，消費者庁が不当表示に該
当する違反行為の情報を迅速に入手
する手段の充実が図られる必要があ
ります。課徴金等が導入されて執行
力が強化されただけでは不十分で，
消費者庁が違反行為の存在を迅速に
探知するルートが充実していなけれ
ばならないからです。

独禁法部会
宮城朗（東京）



事件情報

5日弁連　消費者問題ニュース145号（2011年11月）

１　居住用建物賃貸借契約における敷引条項や更新料条
項が消費者契約法10条により無効か否かが争われた事案
について，最高裁は，上記①判決及び②判決で敷引条項
につき，③判決で更新料条項につき，いずれも有効と判
断しました。しかし，これら最高裁判決は，消費者契約
法の理念・立法趣旨を正しく理解しているとは到底言い
難く，下級審で，敷引特約や更新料特約に合理性がない（無
効である）という判断が多数を占めていただけに，無効
と判断することによる社会的な混乱を避ける政策的判断
を優先させたものとしか考えられません。
２　消費者契約法は民法の考え方とは異なり「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か
んがみ」「事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他
の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又
は一部を無効とする」「ことにより，消費者の利益の擁護
を図」っています。つまり，既に合意された契約内容に
ついて消費者と事業者の格差を前提として不当かどうか
を審査し，不当であれば無効としなければならないので
す。
　この点，②判決は「賃貸人が契約条件の一つとしてい
わゆる敷引特約を定め，賃借人がこれを明確に認識した
上で賃貸借契約の締結に至ったのであれば，それは賃貸
人，賃借人双方の経済的合理性を有する行為と評価すべ
きものである」とし，③判決は「更新料条項が賃貸借契
約書に一義的かつ具体的に記載され，賃借人と賃貸人と
の間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している
場合に，賃借人と賃貸人との間に，更新料条項に関する
情報の質及び量並びに交渉力について，看過し得ないほ
どの格差が存するとみることもできない」としています。
しかし，②③判決のように，不当条項かということを判
断せずに合意があるから格差がないとするのは，消費者
契約法の趣旨からすれば論理が逆であると言わざるを得
ず，最高裁の不当条項審査の役割の放棄を意味します。
３　そのほか，①判決は，何らの理由なく敷引条項が「通
常損耗等の補修費用を賃借人に負担させる趣旨を含む」
とし，「敷引条項が設定されている場合には，通常損耗の
補修費用が含まれないものとして賃料の額が合意されて
いるとみるのが相当」としていますが，これは基本的に
通常損耗の回復費用を賃借人負担とすることはできない
とした最高裁平成17年12月16日判決（判例時報1921－61）
との抵触を避けるための論理操作であり，実質的には同
最判に抵触しています。
　そして，「敷引特約は，当該建物に生ずる通常損耗等の
補修費用として通常想定される額，賃料の額，礼金等他
の一時金の授受の有無及びその額等に照らし，敷引金の

額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には，当
該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額
であるなど特段の事情のない限り，信義則に反して消費
者である賃借人の利益を一方的に害するものであって，
消費者契約法10条により無効となる」としています。し
かし，消費者にとって通常損耗の補修費用がどの程度要
するか，適正な月額賃料がいくらかは容易に知り得ない
のであって，知り得ない情報に照らして「高額」かどう
かは判断できないし，まして，賃料の鑑定等をするなど
してこれらの情報を入手して敷引条項の無効を主張する
ことはほとんど不可能です。
　結局，①判決は，敷引条項を有効とすべきとの結論先
行で，強引な論理操作を行い，一般人の感覚とはかけ離
れて月額賃料９万6000円の3.5倍強の敷引金額を高額では
ないと言い切るもので，消費者契約法の求める不当条項
審査を放棄しています。
４　さらに③判決は，十分な説明もなく，更新料条項を「一
般に，賃料の補充ないし前払，賃貸借契約を継続するた
めの対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解
するのが相当である」としていますが，月額賃料とは別
に「更新料」で賃料を取得する必要性は全くなく，むしろ，
中途解約での更新料の精算がないことからすれば「賃料」
でないことは明らかであり，更新の対価と見ることは，
借地借家法による賃借人の強固な立場からすれば不合理
です。また，「一定の地域において，期間満了の際，賃借
人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存
することは公知であることや，従前，裁判上の和解手続
等においても，更新料条項は公序良俗に反するなどとし
て，これを当然に無効とする取扱いがされてこなかった
ことは裁判所に顕著である」と指摘していますが，この
ような論理がまかり通るのであれば，既に社会に存する
不当条項はおよそ全て有効となりかねません。
　結局，③判決も，更新料条項を有効とすべきとの結論
先行で，強引な論理操作を行い，一般人の感覚とはかけ
離れて１年の更新期間で賃料２か月分相当額の更新料を
高額ではないと言い切るもので，消費者契約法の求める
不当条項審査を放棄しています。
５　②判決に岡部最高裁判事の反対意見が付されている
ように，法的正当性，時代的正当性を欠いた判決は，例
えそれが最高裁判決であったとしても，社会がこれを許
さずいずれ変更される運命にあります。弁護団では，し
かるべき時期（最高裁判事の構成がある程度替わった時
期）に，判例変更を求める闘いを挑む所存です。

京都敷金・保証金弁護団　長野浩三（京都）

敷引条項・更新料条項に関する３つの最高裁判決
～最高裁は消費者契約法の理念を理解していない～
①最高裁第一小法廷平成23年３月24日判決（最高裁HP）
②同第三小法廷平成23年７月12日判決（最高裁HP）
③同第二小法廷平成23年７月15日判決（金融・商事判例1372－７）

京都



事件情報

6 日弁連　消費者問題ニュース145号（2011年11月）

１　本件は，沖縄県内でFX取引による運用名目に元本保
証で資金を集めた会社（代表者らは出資法違反等で有罪）
及びその資金の受け皿となった有限会社の各監査役（後
者の監査役は弁護士資格を有する）に対し，出資金の償
還を受けられなかった被害者が損害賠償を求めた事案で
す。
２　監査役の対第三者責任について，「中小企業の監査役
の権限は，監査の範囲が会計に関するものに限定される
ことが多いので，監査役につきこの責任が認められる例
は少ない。」（江頭憲治郎「株式会社法（第３版）」498頁）
とされています。
３　一審名古屋地裁は，上記文献の指摘どおり，監査役
の職務懈怠は認めつつ，損害との間に因果関係が認めら
れないとして請求を棄却しましたが，名古屋高裁は次の
とおり述べて一審判決を破棄し，請求を全部認めました。
「株式会社の監査に関する商法の特例に関する法律22条及
び旧有限会社法33条ノ２は，監査役に対し，『会計に関す
る議案』の調査を職務とする一方で，いずれの規定とも
３項において，『職務を行うため必要があるときは，会社
の業務及び財産の状況を調査することができる』との権
限を付与している。取締役の不正行為を防止するための

チェック権限が監査役に付与されていることからすれば，
会社の財産が損なわれ，それによって会社債権者に差し
迫った被害の発生が予見されるような特段の事情がある
場合には，監査役は調査の権限を行使して，その結果に
基づいて取締役に違法行為を中止することを求める権利
と義務が生ずるというべきであり，監査役が取締役の違
法行為を放置することはそれ自体違法性を帯びることに
なる。」「（各監査役らが，この権限を行使していれば，）
巨額の債務若しくは虚偽の記載を発見することができ，
取締役に対し，違法行為の中止を求めることができる。」
　弁護士は会計や監査事務の専門家ではないし，就任後
間がなかった点はあるものの，監査役に就任直前頃には，
新聞報道で問題が指摘されていたこと，その後関係各所
が捜査機関により捜索されたといった事情から上記権限
を行使すべきであったのであり，特に弁護士は，法律の
専門家として企業活動の健全性をチェックすべき立場に
あるという点が指摘されています。
４　本判決は，監査役の責任を厳格化するものであり，
会社法上においても重要な判断を示したものといえます。

岩本雅郎（愛知県）平良卓也（沖縄）

１．本件投資信託は，日経平均株価の値動きにより償還
条件が決まり，最長預入期間は３年，１年目に５～７％
程度（２・３年目は0.5％）の分配金が支払われ，ⅰ期間
中５回の判定日に日経平均株価が当初株価（スタート株
価）を上回っていれば早期償還され，ⅱ早期償還されず，
かつ日経平均株価が期間中一度もスタート株価を30％以
上下回る（これをノックインと称します）ことがなけれ
ば満期に元本が全額返還されるが，ⅲノックインすると
元本保証がなくなり，スタート株価に対する償還時の日
経平均株価（エンド株価）の下落率に応じた額（元本×
エンド株価／スタート株価）で償還されるというもので
す。１年目のリターン（分配金）の高さが強調され，リ
スクが把握しにくい商品です。原告女性は購入当時79歳
で，被告中央三井信託銀行に対し長年にわたり定期預金
及び確定利回りの貸付信託（合計1290万円）のみを保有
していましたが，同行から自宅訪問による勧誘を受けて
全額をこの投信に投入し，一度早期償還された後に再購
入し，ノックインにより元本が約４割減少する損失を受
けました。原告は，銀行に対する安心感や信頼感から，
元本割れのリスクをほとんど意識させられないまま，定
期預金のような感覚で購入していました。

２．判決は，損失が元本の相当部分に及ぶ可能性がある
こと，株価が上昇して得られる利益に比べて被り得る損
失が大きいこと，日経平均株価は平成２年以降は頻繁に
30％以上の下落幅を示していること，期間が３年と長期
であること等を指摘して，相当にリスクの高い取引類型
であり，これを販売する被告においては顧客の適合性を
慎重に判断する必要があったが，原告は，ハイリスクを
覚悟してまで積極的に資産運用を図る意図を有していた
とは考えられず，自らの責任で投資判断が可能な程度に
まで本件商品を理解した上で購入したと評価することは
できないとして，適合性原則違反を認めました（ただし，
購入に家族が関与したことなどから，８割もの過失相殺
が行われました。）。
３．近時は銀行においてもハイリスクでかつ理解しにく
い商品が販売されており，ノックイン型投資信託はその
典型例です。同種事案として大阪地判平成22年８月26日
（本誌139号６頁），東京地判平成23年２月28日（同142号
７頁）がありますが，本件は大手の信託銀行が大量に販
売した商品のケースとして紹介します。

飯田修（東京）

監査役の第三者責任を肯定した事例
（名古屋高等裁判所平成23年８月25日判決，上告及び上告受理申立）愛知

大手信託銀行の高齢者に対するノックイン型投資信託の販売について，適合性原則違反を認めた判決
（東京地裁平成23年８月２日判決～確定）東京



事件情報

7日弁連　消費者問題ニュース145号（2011年11月）

１　和牛預託商法を全国的に展開していた株式会社安愚
楽牧場は，2011年８月１日，配当が困難となって事実上
破綻し，８月９日，民事再生を申し立てました。出資者
は約７万人，出資金額は約4300億円とされています。
　この事態を受け，８月10日，被害対策弁護団（団長：
紀藤正樹弁護士）が結成され，９月１日に東京で行われ
た説明会には，実に約3000名の被害者が参加されました。
各地でも弁護団が結成され，被害110番や説明会に多くの
被害の声が寄せられています。
２　安愚楽牧場は，1981年12月の設立以来，
　・オーナーに繁殖牛を購入させ，その飼育を安愚楽牧

場に委託する。
　・オーナーに対し，契約期間中，購入価格の３～８％

の利益金を毎年支払うとともに，契約期間満了時に
繁殖牛を購入価格と同額で買い戻す。

　という和牛預託商法を行っていました。
　安愚楽牧場は，投資雑誌や経済雑誌等で経済評論家の
評論記事の体裁をとった事実上の広告・宣伝をはじめ，
テレビ・新聞・雑誌等の広告・宣伝を広く行っていました。
これが被害者，被害金額の拡大につながったものと思わ
れます。
３　和牛預託商法については，以前から様々な問題点が
指摘されていました。例えば，繁殖牛が確実に毎年子牛
を産むことはあり得ないのに，利益金は毎年支払われて

いたこと等から，継続的に新規オーナーの加入がなけれ
ば，この投資スキームは維持することができず，いわば
自転車操業であった可能性が極めて高いこと等です。
　和牛預託商法は，90年代半ばに一度社会問題となり，
97年には東京三会を中心に弁護団が結成され，大半の業
者が破綻しました。安愚楽牧場は，07年に破綻した「ふ
るさと牧場」とともに生き残った業者の一つです。
　しかも，2011年４月下旬以降，買戻金や利益金の支払
いが滞り，資金繰りが著しく悪化していたにもかかわら
ず，年利換算で16.6％もの高利回りを謳ったコースまで販
売しており，極めて欺瞞的なものであった可能性が高い
といえます。
４　弁護団は，現在，管理命令の申立てをし管財人によ
る手続遂行を求める一方，役員・関連企業に対する損害
賠償，財産保全のための破産申立，刑事責任の追及等を
検討しています。
　被害は全国に及び，被害者数，被害金額からしても，
戦後最大の投資被害事件ともいえます。各地の弁護士に
おかれては，弁護団結成等を始め被害者に寄り添った活
動を求める次第です。

中川素充（東京）

（編集部注）東京地裁は11月８日，民事再生手続を廃止す
る決定をしました。

１　適格消費者団体である消費者ネット広島（本誌139号
５頁参照）としては第１号となる消費者団体訴訟（差止
訴訟）事件の報告をします。
　被告は貸衣裳業者で，中途解約時の精算条項につき，
①予約日から衣装利用日の４日前までに解約した場合，
解約日が利用日のどれだけ前であっても30％，②前写し
終了後は100％のキャンセル料が発生する，と定めた条項
が問題となりました。「前写し」とは，成人式や卒業式と
いった本番の日より前に衣装を借りて撮影することです。
２　訴訟では，上記①及び②の定めが，いずれも消費者
契約法９条１号の「平均的な損害の額を超えるもの」と
して無効であると主張して，当該不当条項の使用の差止
を請求しました。
　６回目の期日となる2011年６月３日，被告が請求の趣
旨を全部認めた上で，今後不当な契約条項を使用しない
旨誓約し，違反した場合に違約金を支払う旨の条項も付
加した和解が成立しました。詳しくは，当ネットのホー
ムページ（http://www.shohinet-h.or.jp/）をご参照くだ
さい。
３　被告事業者に対しては，08年10月７日に質問書とい

う形式で，問題の契約条項の解釈や使用状況を確認する
ところからスタートしました。その後，改善を求める「申
入書」を送付したところ，事業者は不当ではないと反論し，
何度かやりとりを繰り返しましたが議論が平行線となり，
10年10月５日，やむなく提訴に及んだものです。
　実は，提訴前に最後通牒として送付することが義務づ
けられている差止請求書面を送付するや否や，この事業
者は契約条項を改訂し，訴訟では，改訂済みであり不当
条項は使用していないとして訴えの却下を求めてきまし
た。しかし，被告が改訂を主張しても将来にわたり使用
しないことが確実とは言えないとして，不当条項使用の
「おそれ」がある限り，訴訟要件に問題はないとして，被
告に対し，「おそれ」がないことの証明を求めました。
４　本件訴訟は，地元のマスコミに大きく取り上げられ，
被告には抵抗感があったようです。報道の在り方も含め，
一般の方々に，消費者団体訴訟について，広く正しい理
解が得られるようにしていくことが，今後の課題のひと
つであると感じさせられた事件でもありました。

山本一志（広島）

安愚楽牧場被害対策弁護団結成について東京

『消費者ネット広島の第１号差止訴訟』の報告広島
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　今年の夏，伊勢神宮を旅してきました。来年が
「式年遷宮（しきねんせんぐう）」の年にあたって
いるとのことで，新しい社殿の建築が進んでいま
した。「式年遷宮」とは，20年に一度，内宮と外
宮にある社殿をすべて作り替えて，神座を遷すと
いう神事です。お伊勢さん観光案内人の方曰く，
古いものがないのがお伊勢さんだそうです。
　現代人なら，こうして伝統技術を伝えていくの

だろうと理屈で納得しますが，1300年前からず
っと行なわれてきたと知ると，その重みを感じず
にいられません。
　また，外宮にある「忌火屋殿（いみひやでん）」
では，現在も毎朝，神に供える食事が作られ，盛
りつける素焼きの器は，常に新しく焼いた器を用
い，下げられると壊すそうです。素焼きの器を焼
く人，食事を作る人，神に捧げる人。毎日，私た

ちの知らないところで黙々と神への祈りが捧げら
れているのです。
　今年は３月の大震災をはじめ，さまざまな天災
があり，多くの命が失われました。祈りを捧げる
という行為が尊いものに感じられ，心打たれたの
も，今年が大変な年だったからかもしれません。
来年はよい年になるようにと願うばかりです。
� 末吉宜子（東京）

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 「貧困ビジネス被害の実態と法的対応策」
　日本の貧困率が16％にも達すると，消費者問題は貧困問題を
抜きに考えることが出来なくなっています。当然の如く，貧困者
を食いものにする新手のビジネスが次々と現れてきました。本書
では，これを「貧困ビジネス」と呼んでその被害の類型化を図り，
法的対応策を試みました。貧困者は日常の生活に窮し，社会的，
経済的にも不安定な状態にあり，交渉力，契約締結能力が極端に
低く，悪質な事業者から格好のカモにされます。
　新しい手口としては，生活保護申請代行業（囲い屋），追い出
し屋，保証人ビジネス，悪質人材派遣業，臓器売買，戸籍売買な
どがあり，従来の高金利，サラ金，年金担保ローン，売春，風俗

営業，手配師なども存在します。今，私達は
悪質ビジネスに対応する法的実務を求められ
ています。是非一読をお願いします。

編著　日本弁護士連合会貧困問題対策本部
発行　株式会社民事法研究会
　　　TEL　03－5798－7257
定価　2,520円（税込）
A5判　264頁

催 事 「消費者法の課題と展望Ⅲ～消費者法の『かたち』を考える」

　当委員会に本年度創設された「包括消費者法部会」で企画している連続シンポジウム「消費者法の課題と展望」の第三弾にあた
るこの企画では，オーストラリア新消費者法と，現実化しつつある集団的被害回復制度を採り上げる予定です。
　この部会は，本来消費者庁のもとで一元的・統一的な政策が望まれる消費者行政が，消費者法が事業分野ごとの縦割り規制のた
めに，規制相互間に隙間が生じたり，齟齬や矛盾も生まれている実情に鑑み，これらの弊害を除去し，バランスのとれた包括的な
消費者法を立案することと，その立法運動をすることを目的として設立されました。その最終的な目標は，包括消費者法の制定で
あり，そのための具体的な立法提言を行うことにあります。しかしながら，現時点ではまだ研究が立法提言に至るまでには成熟し
ておらず，かつ世論の状勢としても立法へ向けた機運は無いに等しい状況です。そのため当部会では，本年度は諸外国の消費者法
制を研究するとともに，全国各地で地元の学者や弁護士，消費生活相談員が中心となって考える連続シンポジウムを行って立法へ
の機運を盛り上げていくことの２つに重点を絞って活動していくこととしました。
　シンポジウムの第１弾は，本年２月26日に東京で（「民法改正問題を契機として」），第２弾は本年11月19日に名古屋で（「不招
請勧誘と適合性の原則をめぐって」）開催されました。また第４弾は当委員会の信用法部会と共催で，来春福岡にて訪問買取をテー
マにとしたシンポジウムを予定しています。包括消費者法実現までの道のりは険しいとはいえ，当部会の活動がこの議論を少しず
つでも広めてゆくことに繋がるよう尽力したいと思っています。

日　時：2011年12月24日㈯　午後１時～午後４時30分
場　所：大阪弁護士会館
問合先：日弁連人権第二課　TEL　03-3580-9969　FAX　03-3580-2896

文献・催事紹介文献・催事紹介

催 事 2012年消費者問題リレー報告会（第17回）開催のお知らせ

　毎年新年早々，東京で，消費者法ニュース発行会議主催の「消費者問題リレー報告会」を開催しています。報告されるテーマは，
⑴消費者問題関連立法・政策への取組，⑵日弁連，消費者関係団体，司法書士等の活動，⑶弁護団活動など最先端の消費者問題に
関するもので，報告テーマ数は全部で40前後になります。報告会終了後には懇親・交流会も行います。ご参加希望の方は，１月15
日までに，釜井宛に上記FAX又はメールにてお申し込み下さい。

日　時：2012年１月21日㈯　午後０時～午後５時30分（懇親・交流会は報告会終了後～７時）
場　所：弘済会館（東京都千代田区麹町 5－１），最寄り駅「四ッ谷駅」
会　費：弁護士・司法書士3000円，その他の方2000円
問合先：釜井英法（東京）FAX（03-5951-6944）またはメール（kamai@mb.infoweb.ne.jp）
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