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シンポジウム

これからの保証制度を考える
～保証被害のない社会を目指して～�
1　はじめに
　2011年11月10日，弁護士会館17階
において，標記シンポジウムが開催
されました。
　現在，法務省法制審議会民法（債
権関係）部会において，論点整理の
ためのパブリックコメントが行わ
れ，第２読会が開始されています。
この中で，民法改正に伴う保証制度
の見直しも検討されています。
　当連合会も，保証制度に関し，11
年９月15日付けの「民法改正に対す
る意見書」において，主債務者が消
費者である場合における個人の保証
の禁止及び主債務者が事業者である
場合における経営者以外の第三者の
保証の無効等の提言を行っていると
ころです。民主党のマニフェストで
も，「自殺の大きな要因ともなって
いる連帯保証人制度については，廃
止を含め，在り方を検討する。」と
されています。
　従来から，保証契約については，
情義性，無償性が指摘されていたと
ころであり，諸外国の制度（特にフ
ランスの制度）の検討等を通じて，
これからの保証制度の在り方を考え
る機会とすべく，標記シンポジウム
を開催することになりました。シン
ポジウムの概要は以下のとおりで
す。
2�　第三者保証に関する金融庁の監
督指針について
　金融庁の「主要行等向けの総合的
な監督指針」及び「中小・地域金融
機関向けの総合的な監督指針」等に
おいて，①「経営者以外の第三者の
個人連帯保証を求めないことを原則
とする融資慣行の確立」，②「保証

履行時における保証人の履行能力等
を踏まえた対応の促進」を内容とす
る改正が行われ，11年７月14日から
施行されていますが，改正の経過及
び内容について，金融庁監督局総務
課監督調査室課長補佐の前島晋介氏
から説明がなされました。詳しくは
金融庁のホームページをご覧くださ
い。
3�　日弁連の民法（債権法）改正に対
する意見書（保証関連）について
　この点に関し，筆者から前記の当
連合会の保証債務に関する意見の解
説をさせていただきました。今回の
意見は，保証被害撲滅のための大き
な一歩であり，その実現のため最大
限の努力が必要です。また，会場から，
保証人紹介業問題被害者の会代表の
鈴木俊志氏より，保証ビジネスをめ
ぐる被害実態が紹介されました。
4　フランス保証制度視察報告
　当委員会の千綿俊一郎会員（福岡
県）から，11年９月に実施したフラ
ンス保証制度視察に関する報告がな
されました。フランスの保証制度の
特色は，①「脱個人保証」，「保証会
社対応」が進行している，②企業代
表者についても個人保証に頼らない
運用が模索されている，③保証人保
護規制が積極的に評価されている，
④「手書要件」が実効性のある規制
として評価されている，⑤保証責任
の限定化が図られている，⑥「解除
権」が機能するための運用が工夫さ
れている，⑦保証人に対する保証契
約締結後の「情報提供」方法も充実
している，⑧「比例原則」が金融機
関の実務において定着している，⑨
金融機関の責任，警告義務という考

え方が明定されている，⑩保証人の
家族の保護も重視されている，⑪判
例が，法改正や実務運用の先駆けと
なっている，等とのことでした。
5�　保証制度に関する法制審議会の
議論の状況と日弁連意見書に対す
る意見
　早稲田大学大学院法務研究科教授
の山野目章夫氏から，法制審の議論
状況に即して，実務家から提案され
た重要な当連合会の意見について，
保証禁止（無効）に何らかの条件を
付けるのか付けないのか等，より具
体的に提案すべきであるとの貴重な
意見をいただきました。
6�　今後の法制審議会における保証
制度に関する議論について
　法制審議会民法（債権関係）部会
幹事の深山雅也氏より，法制審議会
の動向についての説明がなされ，中
間試案が13年２月頃に公表される予
定であること等が述べられました。
7　最後に，当連合会新里宏二副会
長から，当連合会意見の実現に向け
ての決意が語られました。

多重債務部会・副委員長
平井宏和（愛知県）

山野目章夫早大教授
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シンポジウム

消費者法の課題と展望Ⅱ
～不招請勧誘の規制と適合性の原則をめぐって～�
1　シンポジウムの概要
　2011年11月19日，愛知県弁護士会
館において，当連合会・中部弁護士
会連合会・愛知県弁護士会の共催で，
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不招請勧
誘規制と適合性の原則が先駆的に発
展している金融・投資取引の分野で
の議論を整理し，消費者法全体への
展開（一般化）の在り方を検討しよ
うというものです。
2　２つの基調報告
　最初の基調報告は，正木健司会員
（愛知県）の「不招請勧誘の規制」
でした。この報告は，不招請勧誘規
制について，①その必要性を不招請
勧誘の問題性から指摘し，②同規制
の意義及び根拠について整理し，③
その基本的視点を提供し，④金融商
品取引及び⑤それ以外における同規
制の状況を整理し，⑥条例による同
規制の状況や，⑦「訪問販売お断り
ステッカー」に関する取組，⑧諸外
国における状況について概観し，⑨
同規制の導入に向けて，現在の議論
状況を整理しつつ，消費者法全体へ
の展開の可能性とそのアプローチの
方法等について検討するというもの
でした。
　続いての基調報告は，平野憲子会
員（愛知県）の「適合性の原則～実
務的観点から～」であり，①適合性
原則の意義，②金融・投資分野にお
ける規制，③それ以外における規制，

④違反の効果，⑤最高裁平成17年７
月14日判決の「著しく」の要件の検
討，⑥適合性原則の適用範囲，⑦顧
客の属性についての業者の調査義務
について報告がなされました。
　２つの基調報告は，いずれも綿密
なもので，金融投資取引での制度・
議論を整理しつつ，消費者法一般へ
の今後の展開可能性（民事効を含む）
に向けた有益な視点を提示するもの
であり，報告者の熱意が伝わってく
るものでした。
3　基調講演
　基調講演は，宮下修一氏（静岡大
学法科大学院准教授）の「適合性の
原則の理論的考察―民事責任の在り
方を中心に」でした。
　その内容は，適合性の原則につい
て，意義・根拠を確認しつつ，①「適
合性原則」を投資取引を超えて一般
法化（少なくとも消費者法の一般法
化）することは可能か，②行政規制
ルールと異なる民事ルールとして効
果を付与することは可能か（民事責
任，特に契約解消の可能性）につい
て，具体的な検証作業を踏まえて，
立法の在り方を検討する（具体的に
要件・効果の検討を行う）もので，
非常に有意義なものでした。
4　パネルディスカッション
　パネリストは，大田清則会員（愛
知県），宮下修一氏，上杉めぐみ氏（愛
知大学法学部法学科助教），中村礼
子氏（消費生活相談員・全国消費生
活相談員協会中部支部副支部長），

コーディネーター
は，牧野一樹会員（愛
知県）でした。ここ
では，まず，適合性
原則について，①投
資被害救済実務での
扱い，②投資分野で
の理論的位置づけ，
③投資分野以外での
必要性，④消費者法
に一般化できるかに
ついて検討する際の
視点，⑤投資分野以
外に拡大するための

要素，⑥要件をどう考えるか（「著
しく」の要件の問題性について議論
されました。なお，最高裁判決の調
査官解説においても，「著しく」と
いう要件はレトリックの意味合いが
強く，実質的なハードルの高さは意
味しないと指摘されている。），⑦違
反の効果が議論されました。
　次に，不招請勧誘禁止について，
①投資分野で導入された経緯，②諸
外国における規制，③禁止の根拠，
④投資分野以外への一般化の必要
性，⑤投資分野以外に拡大する際の
視点，⑥禁止が必要と思われる取引
分野，⑦禁止の対象となる勧誘手法
（「リアル・タイム」＝訪販・電話勧
誘といった双方向対話型の勧誘と，
「ノン・リアル・タイム」の区分など），
⑧オプトイン・オプトアウトの使い
分け，⑨違反の効果などについて議
論されました。
　大田会員，中村氏，牧野会員から
は，被害の現場での経験に基づいた
意見が述べられ，それを踏まえつつ，
宮下氏と上杉氏から外国の制度の紹
介や理論的観点からの意見が述べら
れ，さらには会場からも積極的に質
問や意見が述べられました。
5　特別講演
　ジョン・ヒョジュン氏（韓国消費
者院常任理事）の挨拶と，イ・ジン
スク氏（韓国消費者院対外協力室国
際協力チーム次長）の報告「韓国に
おける適合性の原則と不招請勧誘問
題」がありました。
6　今後の議論
　閉会にあたり，池本誠司当委員会
委員長（埼玉）から，シンポジウム
での整理・議論を踏まえて，今後の
議論につなげていくこと，立法へ向
けた取組を行うことの重要性が指摘
されました。本シンポジウムの成果
が，今後の議論の発展や立法化への
取組につながっていくことが大いに
期待されます。

包括消費者法部会
赤松純子（大阪）
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リポート

第14回多重債務相談に関する全国協議会の開催�
1　協議会のテーマ
　2011年10月22日，午後１時から午
後５時まで弁護士会館クレオにて第
14回多重債務相談に関する全国協議
会を開催しました。
　今年は，
　①�　いわゆる「二重ローン」問題
の立法の進展状況（新里宏二副
会長）

　②�　貸金業法完全施行後１年を経
過して（木村裕二会員・東京）

　③�　「債務整理事件処理の規律を
定める規定」について（平井宏
和当委員会副委員長・愛知県）

　④�　多重債務相談の相談件数の推
移と労働相談・生活保護などの
生活相談実施状況について（貧
困問題対策本部）

をテーマとして，報告，意見交換を
しました（このほかに例年通り，ア
ンケートの報告を行いました。）。
2　二重ローン問題
　いわゆる「二重ローン問題」は東
日本大震災における被災者が，復興
するに当たり，既存の借入れに加え，
新しい借入れを余儀なくされてしま
うことです。このような二重ローン
問題を放置していては，被災地の復
興はありえません。そこで，債務者
の自助努力による生活や事業の債権
を支援するためのスキームとして，
11年７月15日に研究会（座長：高木
新二郎氏）が策定した「個人債務者
の私的整理に関するガイドライン」
について新里副会長から報告をいた
だきました。被災者支援の問題は全
国の弁護士会で活発に取り組まれて
いる問題ですから，今回の報告を活
用して，各弁護士会に持ち帰り，更
なる取組が期待できるものと思いま
す。
3　貸金業法関係
　「貸金業法完全施行後，１年を経
過して」では，昨今，貸金業法改正
（グレーゾーン金利の廃止，総量規

制の導入等）に関し，業者側から，
かえってヤミ金が暗躍する余地を広
げると主張されるなど，ゆり戻しの
動きがあることから，議論しました。
実際の調査を基に，貸金業法改正と
ヤミ金の数には因果関係がないこ
と，改正前より多重債務問題が改善
傾向にあることの報告をいただきま
した。
4�　債務整理事件の規律を定める規
定
　「債務整理事件の処理の規律を定
める規定について」では，11年２月
15日に当連合会が定めた同規定の解
説を行い，その上で全国の状況につ
いて情報交換を行いました。
5�　多重債務相談と生活相談につい
て
　最後の「多重債務相談の相談件数
の推移と労働相談・生活保護などの
生活相談実施状況について」では，
昨今，様々な要因から多重債務相談
が減少傾向にある弁護士会が多いた
め，空いた多重債務相談の枠を利用
する方法を議論しました。現在，各
地の弁護士会では，多重債務相談が
減少傾向にある一方で，労働相談，
生活保護に関する相談は，まだまだ
弁護士に関するアクセスが十分では
ないという側面があることから，空

いた多重債務相談を労働相談，生活
保護に転用すれば，充実した相談の
提供，職域の拡大双方の側面から有
益であると考えられます。今回は主
として，これらの相談の実施方法，
具体的な弁護士会の報告を中心に情
報交換を行いました。今回の情報交
換を活用して，出席者が弁護士会に
持ち帰り，さらに充実した相談を実
現していくようになるものと思われ
ます。
6　最後に　
　この全国協議会は今回で14回を数
えました。当初は多くの弁護士会で
多重債務相談の実施について多くの
改善の必要があったため，情報交換
という形ではじめたものですが，現
在では各弁護士会の多重債務相談は
飛躍的に充実し，今後は数的だけで
なく質的な充実，特に多重債務とい
う形だけにとらわれない，貧困問題
や非正規雇用の問題も含んだ解決が
可能となる相談が求められていま
す。
　今年も土曜日にもかかわらず，多
数の弁護士会の担当者の出席をいた
だきました。本当にありがとうござ
いました。

多重債務部会
小野仁司（横浜）
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リポート

消費者事故等の調査体制の整備についての
会長声明・意見書�
1　見えてきた事故調査機関の概要
　本紙前号（145号）でもご報告し
ましたが，消費者庁で検討が続けら
れてきた消費者事故等の独立した公
正かつ網羅的な調査機関の整備に関
する議論が大詰めを迎えています。
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」という。）が公表され，
その後の消費者基本計画の見直しに
おいても，「消費者安全の確保のた
めに必要な事故調査が十分になされ
ているとはいえない生命・身体分野
の消費者事故等の調査を行う体制を
整備」すること，12年度中の体制の
具体化を目指すことなどが明確に示
されたことを受け，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，12年度から「消
費者安全調査会」（仮称）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，12年度概算要
求において次のような新体制の概要
を示し，人員や予算要求をしました
（以下「新体制の概要」という。）。
⑴�　消費者庁に「消費者安全調査会
（仮称）」（いわゆる８条機関）を
設置し，７名程度の非常勤委員が，
独立して，基本方針の策定，調査
結果の公表にあたり，事故の再発・
拡大防止のため内閣総理大臣や消
費者庁長官への勧告，関係省庁等
への意見具申，事業者・事業者団
体等への提言を行うとともに，他
機関による事故調査結果も含めた
個別事故調査の評価を行う。
⑵�　個別の事故調査については，消
費者安全調査会の下に「事故調査
部会」を設置して調査対象事案の
選定と事故調査の実施を行う。事
故調査の対象は，製品，食品，施
設・役務等で，生命・身体分野の
消費者事故等に網羅的に対応し，
消費者安全の確保のために必要な
事故調査が十分になされていると
はいえない消費者事故等について
は自ら調査を実施する。
⑶�　幅広い分野の専門性と調査手段
を確保するため，様々な分野の専
門家を「有識者バンク」に登録し，
個別調査対象事案に応じて調査担
当の専門委員に委嘱するという体
制を整備するとともに，大学，民
間団体の研究機関等との連携ネッ
トワークを構築する。
⑷�　被害者に対して積極的に情報提

供や説明を行うとともに，被害者
等からの事故調査等の申立てを受
ける体制を整備する。
2�　早期の実効性ある事故調査体制
の整備が必要
　しかし，これまで消費者事故等を
所管してきた関係省庁からは，新た
に独立した事故調査機関を設置する
ことの必要性に対する疑問も呈され
おり，早期実現が危ぶまれる情勢に
あります。
　当連合会は，既に11年２月24日及
び７月14日の２回にわたって消費者
庁に意見書を提出し，消費者事故等
についての独立した公正かつ網羅的
な調査機関が設置されることを求め
るとともに各意見書の趣旨の実現を
要望したところですが，こうした情
勢を受け，早期にかつ消費者の視点
に立った真に独立した公正かつ実効
性のある事故調査体制が確実に整備
されることを求めて，11年11月24日
に会長声明を発表するとともに，改
めて11年12月15日付け意見書を消費
者担当大臣，消費者庁長官，消費者
委員会委員長に宛てて執行しまし
た。
3　会長声明・意見書のポイント
⑴�　消費者保護の観点に立った事故
調査を網羅的に実施する機関の早
期整備の必要性
　既存の事故調査体制がない分野
はもとより，製品事故，食品事故，
施設等事故（昇降機事故を含む。）
など，既存の事故調査体制があっ
ても，その目的や権限との関係で
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
についても，自ら調査を実施する
対象とすることを明確にし，真に
消費者保護の観点に立った消費者
事故等の調査を網羅的に実施する
体制を12年度中に整備すべきであ
ること。
⑵�　事故調査に必要な権限の行使を
強制力をもって担保すること
　事故調査に必要な現場保存，報
告徴収，質問，立入調査，物品集
取，資料提出等の権限が確実に行
使されるよう，権限行使に従わな
かった事業者等に対し一定の制裁
を課すなど強制力をもって権限行
使を担保する法律規定を整備すべ
きこと。
⑶�　事故調査機関の調査報告書等の
刑事事件への使用に関する制限を

整備すること（以下の点について
早急に法制度の整備を含めた体制
が確立されるべきであること）
　ア�　新たな事故調査機関が，警察
や検察等の捜査機関と協力して
事故現場の保存や事故関係者か
らの客観的証拠の押収又は収集
にあたり，これら客観的証拠を
捜査機関と相互利用できる体制
を構築すること。

　イ�　新たな事故調査機関による事
故関与者への事情聴取の結果の
刑事手続における利用制限を明
確にすること。

4�　新体制の概要が示す消費者事故
等調査体制のその他の課題
　新体制の概要が示す事故調査体制
には，上記意見書で指摘した問題点
以外にも以下のような組織や体制の
不十分さがあります。
⑴　消費者安全調査会の組織の問題
　新体制の概要が示す組織の構想
は，検討会取りまとめが，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に「消費
者事故等調査評価会議（仮称）」
の整備を目指すとした方針から後
退しており，将来的には，消費者
事故等の事故調査全般について独
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機関
を，独立性の高い常設機関として
設置することが必要です。
⑵　個別の事故調査体制の不十分さ
　新体制の概要が示すような，個
別調査対象事案に応じて調査担当
の専門委員に委嘱するという体制
では，専門分野ごとに細分化され
た技術的側面からの事故の原因分
析に陥ることが懸念されます。事
故調査機関は，一定数の多様な分
野の専門家からなる常設の機関と
して設置され，総合的な視点で
個々の事故原因を分析し，製品の
リスクを分析するシステムとして
構築されるべきです。
5　以上のように，新体制の概要が
示す新たな消費者事故等調査体制に
はまだまだ多くの問題点があり，真
に消費者視点に立った実効性のある
調査が確実に実行されるよう，当連
合会として意見を述べ続けていく必
要があります。

PL・情報公開部会
片山登志子（大阪）
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リポート

内閣府消費者委員会委員の任期を終えて～中村雅人会員～�
　2011年８月末日をもって，内閣府
消費者委員会委員長代理としての２
年間の任期を終えた中村雅人会員
（東京）から，消費者委員会の在り
方から消費者行政への提言まで率直
に語っていただきました（以下の記
事は，11年12月16日のインタビュー
に基づき，ニュース・出版部会にお
いて内容をまとめたものです（写
真）。）。
1　創設期の苦労　
　消費者委員会は09年９月１日に発
足しましたが，私は，その２か月前
の７月１日に内閣府参与という役職
の辞令を受け，準備段階から関わり，
会議は毎週のように行われました。
ただ，委員選任の手続は政治マター
だったため不透明で，委員の中には
立法時に関わっていない方が多く，
関連する法律や政省令，国会の審議
過程に関する知識のない方も相当数
含まれており，会議を進めるために，
私があたかも法制局事務局のように
イロハからレクチャーを施さなけれ
ばならないような状況でした。９月
１日の委員会発足時に複数の委員が
選任を辞退するという異例の事態が
発生したのも，元をたどれば，内閣
府が委員の人選について，熟慮を欠
いたためと思っています。
2�　消費者委員会発足後の委員会の
運営の状況
　消費者委員会には関与しなければ
ならない法律だけでも30本はあり，
分野も取引，安全，表示など，懸案
事項が次々とあがってきますから，
網羅的な発言ができる人材がいなけ
れば委員会の機能は半減してしまい
ますが，それができる人材があまり
に少ない状況でした。弁護士は，消
費者被害の現場に直接関わっている
だけではなく，法律の解釈，適用に
ついても専門ですから，こういった
ニーズを満たしやすいと思います。
私は会議の際には，常に消費者庁法
令集を傍らに置いて臨んでいまし
た。これまでは，私と山口廣さん（第
二東京）との二人でしたが，今は山
口さん一人となってしまったので，
孤軍奮闘で苦労しているのではない
かと思います。当委員会の委員をは
じめとする周囲のサポートは必須で
す。

　なお，審議経過や法令を理解して
いないのは，消費者委員会事務局も
同じで，私が説明をして理解しても
らいながらやっていく場面もありま
した。
3　消費者委員会での活動実績
　消費者委員会には下部機関とし
て，いくつかの専門調査会がありま
す。委員間でそれぞれ担当を決めて，
担当している調査会については常時
その審議に加わっています。担当者
は原則二人で，私は，消費者安全，
公益通報などに関与し，必要に応じ
て，建議等を行ってきました。
　消費者委員会発足後最初の建議は
アメリカで問題となっていたトヨタ
車の件のリコール問題で，まさに私
の担当でした。
　委員の中には，建議を出すこと自
体に消極的な委員もいましたが，私
は，消費者委員会の本来的機能であ
る消費者行政全般に対する監視機能
を重んじ積極的に進めていくことを
強く主張しました。消費者委員会は
「所掌事務を遂行するため必要があ
ると認めるときは，関係行政機関の
長に対し，報告を求めることができ
るほか，資料の提出，意見の開陳，
説明その他必要な協力を求めること
ができる。」とされていますが（消
費者庁及び消費者委員会設置法第８
条），各省庁では当初，根拠法の存
在すらも知らなかったため，まずは
規則を示すなどして粘り強く説得を
するところから始めました。その後
もデータの提出方法が不十分であっ
たり，資料に不備があるなどして苦
労しました。調査は提出される資料
を検討するにとどまらず，自ら自動
車会社などに出向いてヒアリングを
し，その過程で，行政が持っている
情報は実は膨大な量で表面的なもの
にとどまらないこと，自動車業界は，
こういった情報を踏まえて動いてい
ることを知りました。
　これらの調査を踏まえ，建議の文
案を作成したわけですが，私自らが
文案作成に関与しました。そして，
10年８月に建議が出ると行政はたち
まちこれに従ってくれました。やり
がいとともに，弁護士活動では得ら
れない手応えを感じた瞬間でもあり
ます。

　当連合会では行政等に対して意見
書を発信する機会が多数あります。
しかし，これを受け取る行政の側か
らいえば，せいぜい意見書の一つが
きたという程度の認識にすぎず，こ
れを具体的に反映するためのシステ
ムがありません。これはきわめて問
題です。すなわち，意見書を発信し
た後もそのままにせず，行政の中に
食い込んでいき，その内部で議論を
させなければなりません。法律で位
置づけられた消費者委員会は，それ
ができるのです。現在は，山口さん
がこれを担ってくれています。
4�　今後の消費者行政の在り方に向
けて
　このように消費者委員会と弁護士
会とのパイプを大事にしていく必要
があり，そのためには，消費者委員
会の動きを弁護士会にも浸透させて
いく仕組みを作らなければなりませ
ん。また後任の委員を早期に準備し
ておく必要があります。えてして審
議会の委員は名誉職になりがちです
が，消費者委員会では第一線で活躍
できる人材が求められています。ま
たこれを支えていく事務局体制の充
実も望まれるところです。
��さらに組織の充実を図るととも
に，今後は，消費者委員会は，監視
機能に特化していった方がよいと考
えています。審議会機能をできる限
りはずして，監視や国民の意見をど
んどん反映させていく，その手段の
一つとして，PIOネットなどの情報，
収集，発信など国民生活センターの
機能と合体や強く連携させることも
ありうるでしょう。
　消費者行政は，まさに今，初期点
検をしなければならない状況にある
と思います。

右端が中村雅人会員



事件情報

6 日弁連　消費者問題ニュース146号（2012年１月）

１　「返済期間，返済金額等」の記載がなければ悪意受益者
　最高裁第一小法廷平成23年12月１日判決（プロミス，
CFJ），同平成23年12月15日判決（アコム）（名古屋消費者
信用問題研究会HP参照）は，いずれも，貸金業法17条が
定める書面に確定的な「返済期間，返済金額等」の記載
に準じる記載がない場合，みなし弁済が成立する余地は
なく，最高裁平成19年７月13日判決のいうみなし弁済の
適用があると認識を有したことにつきやむを得ないとい
える「特段の事情」はないとし，貸金業者は悪意の受益
者と推定されると判示しました。
２�　返済期間，返済金額等の記載のない期間とその記載
を始めた期間をまたいでいる場合
　17条書面に返済期間，返済金額等の記載がない時期と
その記載を始めた時期（アコムは平成13年11月，プロミ
スは平成14年10月，アイフル平成14年８月，CFJは平成16
年10月から）をまたいで取引を継続している事案で，記
載を始めた時点ですでに過払金が発生している場合は，
その後も貸金業者は悪意受益者であると，本件最高裁判
決は判示しました。
　では，記載を始めた時点で，利限法所定の法定利率で
引直計算をしてもなお債務が残る場合には，どうなるで
しょうか。いわゆる親亀子亀理論（１回でもみなし弁済
規定の適用がない取引があればその後の17条，18条書面
の記載事項に瑕疵を生じるので，それ以降，みなし弁済
の成立の余地はない。）によれば，貸金業者は悪意受益者
と認定されます。

　いわゆる乖離理論（法律上有効に存在する残債務額と
書面に記載されている内容が乖離している場合にはみな
し弁済が成立しない）による場合，18条書面に記載され
た残債務額と有効に存在する債務額とが僅差であると，
貸金業者の悪意が覆滅する余地はありえます。
３�　取引の途中に返済金額が記載された17条書面が交付
された場合
　この最高裁判決によると，17条書面に「返済期間，返
済金額等」の記載後，取引を開始し，自社ATMのみを利
用して取引を続けた場合，貸金業者の悪意推定は覆滅す
ることになる余地はあります。ただし，何百台とある大
手消費者金融業者のATMは全国一斉に交換されたわけで
はないので，当該借主に対して「返済期間，返済金額等」
の記載のある17条書面が貸付当初から交付されていた事
実をジャーナル等で個別に立証できなければ，貸金業者
の悪意は覆滅しません。
　また，提携CDの利用や銀行振込返済があった場合は，
みなし弁済は成立しないので，なお貸金業者は悪意の受
益者です（東京高裁平成22年９月30日判決，大阪高裁平
成23年４月20日判決等）。
　とすると，銀行振込や提携CDの利用が可能な業務体制
を構築して融資を実行している以上，みなし弁済が成立
すると認識していたこと自体ありえず，本来的に貸主は
悪意の受益者といえるでしょう。

瀧康暢（愛知県）

１　本件は最高裁平成23年７月21日判決（本紙144号11頁）
の基準（建物の瑕疵が，現実的な危険をもたらしている
場合に限らず，これを放置するといずれは居住者等の生
命，身体又は財産に対する危険が現実化することになる
場合には，建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に
該当する。）に従い，「建物としての基本的な安全性を損
なう瑕疵」があるとしたものです。
　建物の主たる欠陥は，①基礎部分の鉄筋かぶり厚さが
21～25mm程度の部分が少なくとも２箇所ある，②基礎部
分の厚さが100～130mm程度の部分が少なくとも２箇所あ
る，③居間東側外壁下部の基礎立ち上がりに一体のコン
クリートが形成できていない状態（コールドジョイント）
が生じている，④基礎底面の深さ（根入れ深さ）が
100mm程度である，⑤基礎立ち上がり，外周部立ち上が
り付近にクラックが生じている，⑥床下通気口で，基礎
のコンクリートから鉄筋が露出している等でした。いわ
ゆる「欠陥現象」はほとんど発生していない事案でした。
２　１審（仙台地裁平成21年12月16日判決）は，基礎部
分につき「かぶり厚さが建築基準法施行令79条で定める
厚さに足りていなくても応力計算では取り立てての問題
は生じない」等と判示して解体やり直しの必要を否定し

ました。
３　これに対し，控訴審は，前記最高裁判決を引用し，「基
礎における鉄筋のかぶり厚さは，鉄筋の防錆，付着強度
の観点から要求されているものであって，その不足によ
って建物強度に不足を生じることはないけれども，これ
が不足すると，長期的にコンクリートが中性化し，内部
の鉄筋に錆が生じるなどして，コンクリートの爆裂に至
るおそれがあり，かぶり厚さや基礎の厚さの不足の程度
が大きく，法令違反の程度が大きいことに照らすと，現
時点で，検査のために破壊したコンクリート下部の鉄筋
部分に錆が生じておらず，危険が差し迫ったものとまで
はいえないことを考慮しても，建物の基本的な安全性を
損ない，これを放置すると居住者の生命，身体，財産に
対する危険が現実化するおそれがある瑕疵といえる。」と
判示し，基礎撤去・再施工を認めました。
４　「欠陥現象」がほとんど発生していないため，控訴審
の感触も芳しくありませんでしたが，前記最高裁判決を
受け，爆裂の危険等を繰り返し主張した施主側の主張を
認めたものであり，極めて有意義な判決です。

千葉達朗（仙台）

貸金業者の悪意を認めた最高裁平成23年12月１日判決と17条書面改訂後の悪意愛知

「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の存在が認定された事例
（仙台高裁平成23年９月16日判決・確定）宮城
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7日弁連　消費者問題ニュース146号（2012年１月）

１　被害者（女性）は小規模会社の経営者でしたが，本
件仕組債を購入した当時は育児のため休業中でした。被
害者は，預金のあった銀行の支店で被告証券会社を紹介
され，本件仕組債（額面3000万円，５年満期）を購入し
ました。この商品は，東証マザーズ指数がノックイン価
格（購入指数の55％）より下がると償還金額が指数の２
倍に連動して減額され，一方指数がノックイン価格より
下がらない限り減額はなく，逆に早期償還価格（購入指
数の約５％上昇した指数）を超えると購入額が全額返還
されて，指数上昇の利益を得られません。また，クーポ
ン判定価格より指数が上回っていれば年10％のクーポン
（利息金）が得られますが，それを下回ると年0.1％しかク
ーポンを得られません。つまり，指数上昇の利益は得ら
れず年10％の利息だけがメリットである一方，下落のリ
スクが２倍に高い商品です。
２　一審（東京地裁平成23年３月31日判決）は，担当者
の説明義務違反を認めましたが，被害者の過失相殺を
80％としました。本判決は，「本件仕組債は，償還価格と
その時期，受取利息の利率の決定条件が複雑であって，
一般投資家にとっては知識・経験の乏しい新規性・独自

性のある金融商品である」とし，「リスクの内容を具体的
かつ正確に認識させ，顧客が冷静かつ慎重な判断が可能
となるよう，過不足のない情報提供を行い説明を尽くす」
べきとしました。その上で本件の説明に用いた資料につ
いて，「確かに満期償還額の変動リスクや価格変動リスク
その他のリスク説明はあるものの，その記載は概して具
体性を欠いた単調・平板なものであり，本件取引から実
際に生じうる具体的なリスクを意識・注意喚起させる上
で不十分なものと評さざるを得ない」，と指摘し，「（一審
原告が）本件仕組債の特徴，性質，リスクの具体的内容
につき正確に理解していたことをうかがわせるものでは
ない」等と判示して，担当者の説明義務違反を認めました。
一方，被害者について，担当者も十分ではないが相当程
度具体的な説明をしていること，参考書面資料も交付し
たこと等などから，70％の過失相殺をしました。
３　本判決は，70％の過失相殺には疑問が残りますが，
仕組債の独自性・新規性を踏まえて，形式的なリスク説
明があるだけでは足りないとして，説明義務を高度に要
求したともいえる判決でありご紹介します。

栗原浩（第一東京）

１　本件は，顧客が担保として約１億円を差し入れて，
３か月ごとに決済期がくる通貨オプションを，５年間・
20回分，まとめて売買するというものです（最初にオプ
ション売買の差額金として約200万円を受け取る。）。原告
は，米ドル建て等で雑貨輸入，国内卸を行う年間売上18
億円程度の中小企業です。
２　具体的には平成19年７月に，豪ドルが106.92円となっ
ている時に，向こう５年間，３か月ごとに，豪ドルが91
円を上回った金額（円）の10万倍の利益が得るのに対して，
下回った金額（円）の30万倍の損失が発生するという取
引をしたことになります。ただし，豪ドルが一度でも
108.6円以上になるとこの取引はすべて終了するという条
項が付いているため，利益限定，損失「無限大」の取引
ということになります。ところが，契約後，豪ドルが約
81円まで下がる等したことから，特に平成20年10月には，
６日に1100万円，７日に700万円，８日に2700万円などと，
連日のように何百万円，何千万円という追加担保を支払
うことになりました。これは，オプションの必要担保が「ブ

ラックショールズ式」という金融工学を駆使した計算式
によって算出されることによるものですが，その結果，
原告は倒産の危機に瀕するに至りました。
３　本判決は，「顧客に通貨オプション取引を勧誘する場
合は，単に追加担保が発生する可能性があるという抽象
的な説明をするだけでなく，為替相場の変動とその場合
に必要となる追加担保額を顧客が具体的にイメージでき
るようなシミュレーション等の資料を示すなどして，判
りやすく説明する義務がある。」などとして，被告日興コ
ーディアル証券（現・SMBC日興証券株式会社）に対し，
担保についての説明義務違反による不法行為を認め，原
告の過去の同種取引経験等を根拠に７割の過失相殺の上
2517万円余りの損害賠償を命じました。
４　本来，５年先の為替予測などおよそ不可能で，豪ド
ルの実需でもない限り本件取引自体が不当なはずで，控
訴審ではこの根本的な問題について主張を尽くす予定で
す。

山崎敏彦（大阪）

仕組債を販売した三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に説明義務違反を認めた判決
（東京高裁平成23年10月19日判決（確定）（証券判例セレクト41巻掲載予定））東京

通貨オプション取引につき証券会社の説明義務違反を認めた事例
（大阪地裁平成23年10月12日判決（双方控訴））大阪
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　2011年の「今年の漢字」は「絆」が選ばれま
した。広く固い「絆」をあらゆる場面で実感する
年でした。この場をお借りしまして，全国からお
寄せいただいた様々な支援と励ましに感謝申し上
げます。
　「広い絆」も大切ですが，私はこのところ，「世
代間の絆」も大切だと思っています。ここで言う

世代間とは直接の意思疎通が困難な1000年単
位以上のことです。西暦869年には貞観地震に
伴い仙台平野に大津波が押し寄せたそうです。津
波の到達点には「波分（なみわけ）神社」が建て
られましたが，私たちはこの警告を見過ごしてし
まいました。「世代間の絆」を大切に，先人の経
験を自らの知恵にしていれば，もっと被害を減ら

せたことでしょう。また，原発を利用する者には
廃棄物処理について未来永劫重い責任があるはず
ですが，私たち一人一人はこれを自覚しているで
しょうか。
　今年は復興元年。「世代間の絆」を大切にする
気持ちで取り組みたいものです。
� 十河弘（仙台）

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 消費者取引と法─津谷裕貴弁護士追悼論文集
　本書は、凶刃に倒れ帰らぬ人となった、当委員会前委員長の故
津谷裕貴弁護士の追悼論文集です。
　津谷前委員長は，消費者取引被害の予防と救済に弁護士として
生涯を掛け，特に不招請勧誘規制を我が国に導入する活動につい
て大きな足跡を残されました。また，若き会員に対しては，良い
先例となる判決の獲得だけでなく，学会への積極的参加，論文の
執筆等を通じて学者と交流・議論し，研究を深めることを強く勧
め，自らも多数の論考を公表してこられました。本書は，津谷前
委員長の思いを形に残し，その遺志を引き継ぎ，消費者法をさら
に発展させるために公刊されたものです。
　本書は第一部と第二部から構成されています。第一部は「研究
者編」と「実務家編」の２章に分かれ，「研究者編」では，津谷
前委員長が代表幹事を務めた「先物取引被害全国研究会」で講演
をして下さった研究者を中心に研究論文を寄せていただき，「実
務家編」では，津谷前委員長とともに消費者被害救済に取り組ん
できた多数の会員に，これまで培ってきた経験と見識を踏まえて

執筆していただきました。第二部は津谷前委
員長の遺した多数の論文の中から，実践的，
学問的にも重要なものが整理してまとめられ
ています。いずれも，消費者取引と法につい
ての最先端の論考で消費者法の研究者や実務
家にとって極めて有意義で有用なものと確信
します。
　本書は消費者問題に携わる弁護士には必携
の１冊であると同時に，本書に掲載された論
文を皆さんが著書，論文等で引用していただ
くことで，広く津谷さんの名が人々の記憶に
刻まれて行くと思います。このような意味でも，本書が広く活用
されることを切望します。
津谷裕貴弁護士追悼論文集刊行委員会　編
発行　株式会社民事法研究会　TEL　03-5798-7257
定価　9,450円（税込）　A5判上製　856頁� 齋藤雅弘（東京）

催 事 表示問題シンポジウム～表示規制と消費者被害の事前抑止～

内　容（予定）：
　⑴　基調講演（表示規制問題と消費者団体訴訟における差止制度等について）
　　　　北海学園大学法学部政治学科教授　向田直範氏
　⑵　パネルディスカッション
　　�　景品表示法，特定商取引法等の一般的な表示規制の外，電子商取引上の表示規制と食品・健康食品の表示規制を題材として，
①消費者被害の事前抑止のために，あるべき表示規制，②現行法上の表示規制の構造と問題点，③その改善策等について議論
します。

日　時：2012年２月18日㈯　午後５時30分～午後８時（開場午後５時）
場　所：弁護士会館17階（参加無料・申込不要）
問合先：日弁連人権第二課　TEL　03-3580-9982　FAX　03-3580-2896

文献・催事紹介文献・催事紹介

催 事 シンポジウム「ネット消費者被害を考える」

　インターネットが普及し，今や不可欠なインフラとなる一方，ネットを悪用した消費者被害も増加しています。ネットに関する
立法は技術の進歩へ十分には対応できておらず，ネットの特質を踏まえた消費者保護のパラダイムシフトが必要とされています。
そこで，偽出会い系サイト，アフィリエイト等の具体的問題を通じ，今後の立法課題を探っていきます。ネット同時動画配信も予
定しております（詳細は追って当連合会WEBサイト等でお知らせします。）。

日　時　2012年３月３日㈯　午後１時～午後５時
場　所　弁護士会館17階（参加無料・事前申込不要）
問合先　日弁連人権第二課　TEL03-3580-9508　FAX03-3580-2896

催 事 消費者法の課題と展望Ⅳ～せますぎる特商法の適用範囲を検証する～特商法による消費者被害救済対象の拡大に向けて～（仮称）

　未公開株や怪しい社債を始め，カラオケ著作権の権利，水資源の権利，老人ホームの入居権などと称する権利の販売，貴金属等
の訪問買取，電話勧誘販売等の方法による外貨投資商法，医療機関債の販売など，特商法の適用外取引におけるトラブルの実態と
その救済の在り方などについて検討します。

日　時：2012年３月24日㈯　午後１時～午後４時30分
場　所：福岡商工会議所（福岡市博多区博多駅前２丁目９－28）
問合先：日弁連人権第二課　TEL　03-3580-9969　FAX　03-3580-2896
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