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リポート

保証制度の抜本的改正を求める意見書について
1

はじめに
日本弁護士連合会は，2012年１月
20日付けで，
「保証制度の抜本的改
正を求める意見書」を採択しました
ので，その経過，内容等についてご
報告いたします。
現在，
法制審議会民法（債権関係）
部会において，民法改正に関する議
論が行われていますが，11年４月12
日には「中間論点整理」が公表され，
同年７月からは「中間試案」の取り
まとめに向けた議論（いわゆる「第
２ステージ」
）が開始されました。
この第２ステージにおいては，12年
３月頃，保証の問題が取り上げられ
る見通しであったため，それに先
だって，当連合会としての意見を表
明すべく，意見書を採択したもので
す。
民法改正の論点は極めて多岐にわ
たっていますが，
当連合会としては，
特に重要な論点に対しては，できる
だけ具体的に提案していこうと考え
ており，その第一弾が保証について
の本意見書です。
2 今回の意見書の特徴
今回の意見書の大きな特徴とし
て，
「具体的な条文案を提案した」
という点があります。第１条として
「個人保証の原則的禁止」，第２条と
して「契約締結時の説明義務，情報
提供義務」
，第３条として「契約締
結後の情報提供義務」，第４条とし
て「比例原則（過大な保証の禁止）」

を提案しています。当連合会は，こ
れまでも「消費者基本計画の策定に
関する意見書（05年１月20日）」な
どで，消費者信用における個人保証
の禁止などを訴えてきましたが，さ
らに緻密な検討を経て一歩踏み込ん
だ提案をしたものです。
その他，根保証契約全般について
現行民法の規制（04年に改正された
貸金等根保証契約についての規制）
を及ぼすべきであること，催告・検
索の抗弁権，分別の利益など保証人
保護のための規定を今後も維持すべ
きことを主張しています。
3 個人保証の禁止
今回の意見書では，個人の保証は，
①経済的破綻の原因となっているこ
と，②自殺の原因となっていること，
③再チャレンジの阻害要因となって
いることなどを理由として，原則と
して禁止されるべきと主張していま
す。民主党のマニフェストにおいて
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，廃止
を含め，在り方を検討する」とされ
ていますが，このような考え方に賛
同するものです。
これに対しては，「保証に対する
過度の規制は貸し渋りを招くおそれ
がある」などという指摘もあります。
しかしながら，08年以降は政府系金
融機関において第三者保証が原則と
して禁止されていますし，11年７月
14日の金融庁の監督指針改正により

日弁連 消費者問題ニュース147号（2012年３月）

かかる規制が一般の金融機関（主要
銀行，中小地域金融機関）にまで拡
張されたという現実があり，むしろ，
これらの金融実務を法律上も根拠付
けしていくべきと言えます。
そこで，今回の当連合会の提案は，
①経営者保証，②消費者間の取引に
おける保証，③居住用建物賃貸借の
保証，④その他法令が認めた場合を
除いて，個人保証を禁止することを
内容としています。
4 許容される保証における規制
上記のように個人保証を原則とし
て禁止するとしても，一部許容され
る保証が残りますので，かかる場合
の規制として，①契約時点の規制と
しての比例原則，すなわち，過大な
保証の禁止（貸金業法13条の２，特
商法９条の２，フランス消費法典
L313－10条 な ど を 参 考 と し ま し
た。），②履行請求時点の規制として
の責任減免規定（身元保証法５条を
参考としました。），③契約時や契約
後の説明義務，情報提供義務を提案
しています。
なお，意見書は，当連合会のホー
ムページにも掲載されていますの
で，是非ご覧ください。
多重債務部会

千綿俊一郎（福岡県）
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リポート

シンポジウム

「消費者法の課題と展望Ⅲ～消費者法の『かたち』を考える～」
1

シンポジウムの概要
2011年12月24日，大阪弁護士会館
において，当連合会・近畿弁護士会
連合会・大阪弁護士会の共催で，標
記シンポジウムが開催されました。
消費者契約法の施行を含め，近年の
消費者関連の法律の進展は著しく，
また，消費者庁・消費者委員会の発
足により，消費者行政の一元化との
関係を踏まえての消費者法の在り方
も検討される必要があります。さら
に，現在，債権法の見直しでは民法
典に消費者概念を取り込むことも視
野に入れた議論がなされようとして
います。本シンポジウムは，このよ
うな状況を踏まえて，消費者法のあ
るべき「かたち」を検討しようとい
うものです。
2 消費者契約法・特定商取引法の
成果と課題（平田元秀会員（兵庫
県）
）
消費者契約法制定後の消費者法の
発展や，不法行為法のジャンルでの
我が国の判例の保護水準は非常に高
いものであることが説明されるとと
もに，その反面，消費者契約法，特
商法の最高裁判例においては，学納
金 判 決，NOVA事 件 判 決 以 降， 敷
引特約有効判決，平成23年10月25日
判決（デート商法において特段の事
情のない限りクレジット契約を有効
とした）など，判例の展開が「不安
定」になっているという問題が指摘
され，今後，法律を作るとした場合，
これらの判例の「不安定展開」をど
う評価し，どう対処するのがよいか
を検討すべきことが指摘されまし
た。

3 集団的消費者被害救済制度の導
入（野々山宏会員（京都））
内閣府消費者委員会の下に設置さ
れている集団的消費者被害救済制度
専門調査会において現在検討されて
いる制度骨子が説明され，同制度の
あるべき姿が，弁護士としての立場
から説明されました。たとえば，制
度骨子が提案する対象事案につい
て，「消費者契約の締結又は履行に
際してされた」としてPL製造物責
任が除かれている点について狭すぎ
るのではないかとの問題も指摘され
ました。また，集団的消費者被害の
救済のために，同制度と併せて，課
徴金などの行政による経済的不利益
賦課制度を導入すること，悪質商法
の事業者に対して訴訟をしていては
財産の隠匿・散逸をしてしまうため
に，悪質商法を財産分野の「重大事
故等」（消費生活安全法）と位置付
けた上で，「重大事故等」に対して，
勧告，命令，処罰をできるようにす
べきであることも示されました。
4 豪州新消費者法の紹介（タン・
ミッシェル教授（帝塚山大学法学
部教授））
豪州消費者法（ACL）の特徴と
して，具体的には，欺瞞的行為につ
いては禁止行為とされ事業者間でも
適用されること，非良心的行為とい
える不公正行為についても禁止行為
であり，事業者間でも交渉力等に格
差があれば適用されることなどが紹
介された。
また，私人だけではなく行政が代
表訴訟をすることができ，消費者被
害への包括的な救済（差止命令，契

約の取消・無効，契約の内容の変更，
損害賠償）や刑罰・罰金を図ること
ができるとのことでした。
5 パネルディスカッション
パネルディスカッションでは，坂
東俊矢会員（大阪・京都産業大学大
学院法務研究科教授）をコーディ
ネーターとして，平田会員，野々山
会員，石原純子氏（消費生活相談員・
消費生活コンサルタント），前川清
成会員（大阪・参議院議員）により，
さまざまな立場での視点から，ある
べき消費者法のかたちが議論されま
した。
消費者被害救済に携わる弁護士と
しての立場として，平田会員からは，
適合性の原則や不招請勧誘の導入お
よび刑事規律の重要性などが指摘さ
れました。野々山会員からは行政機
関の措置と民事ルールは両方大事で
一緒にしてはならず，その上で実効
性確保の面からも，消費者団体の役
割が重要であることなどが指摘され
ました。また，石原氏からは，相談
員の立場から，消費者被害の相談現
場での行政規制の重要性が指摘さ
れ，現在の消費者契約法は民事ルー
ルのみであるため不十分であること
が訴えられました。さらに，前川会
員からは，政治家としての視点も交
え，消費者庁の現状及び行政に依存
しすぎることなく消費者の自立が目
指されるべきことが指摘されるな
ど，各人の視点から，あるべき消費
者法の「かたち」が語られました。
6 今後の展開
今回は「消費者法の課題と展望」
のシンポジウム第３弾でしたが，第
４弾として12年３月24日に「消費者
法の課題と展望Ⅳ～狭すぎる特商法
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～」が福岡において開催されまし
た。今後開催予定の各シンポジウム
により，消費者法のあるべき姿につ
いて，ますます議論が深まることが
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

シンポジウム

「表示規制と消費者被害の事前抑止について」

1

況，景品表示法を消
はじめに
費者被害防止に活用
消費者が，新聞・雑誌・テレビ等
するための今後の課
のマスメディアやインターネット等
題等についてご講演
に掲載された不当な表示・広告を
いただきました。こ
きっかけに悪質事業者にアクセスし
こ で， 向 田 教 授 は，
て被害に遭うケースが非常に多く見
規制窓口の一元化と
受けられます。表示・広告に対する
苦情受付窓口の多様
規制の強化は消費者被害を防止する
化，景品表示法に無
ために必須のものです。
過失損害賠償責任・
しかしながら，表示に関する規制
消費者個人による違
は，景品表示法の他に，食品表示に
反行為の差止請求・
ついてみてもJAS法，食品衛生法，
課徴金制度を導入すること等を提言
健康増進法等様々な法律に規制が分
されました。
かれているなど大変複雑であり，一
次に，事業者団体が主体となって
般消費者はもとより我々弁護士に
各業界の表示内容の自主規制として
とっても理解し難いものとなってい
制定した「協定または規約」（旧公
ます。また，景品表示法を始めとす
正競争規約）を統轄する全国組織「社
る表示規制の所管は消費者庁に移さ
団法人全国公正取引協議会連合会」
れましたが，運用が活発になってい
の副会長である糸田省吾氏から「食
るとはいい難い状況です。
品表示統一法の基本構想」とのタイ
このような状況を踏まえ，当連合
トルでご講演いただきました。ここ
会では，2011年８月18日に「不当景
で，糸田氏は，現在のように食品表
品類及び不当表示防止法の抜本的改
示に関する規制が複数の法律にまた
正等に関する意見書」を発表し，景
がっている状況では，二重行政の弊
品表示法をその不当表示の抑止とい
害（法執行の簡明性・迅速性が失わ
う中核的な機能にふさわしく，例え
れる，法執行の整合性が欠如する，
ば「不当表示等防止法」，「消費者取
消極的権限争いが生じる等）が生じ
引における表示の適正化等の推進に
るとした上で，「食品表示統一法」
係る法律」
，
「消費者取引表示適正化
を制定すべきであると提言し，その
基本法」等に改め，規制対象や規制
基本理念，法律の構成等について解
手段の拡充等を図るべきなどの提言
説されました。
を行いました。
3 パネルディスカッション
これを受け，景品表示法を始めと
基調講演を受け，向田教授，糸田
する表示規制の強化を各方面に訴え
氏に加えて，当委員会食品安全部会
るとともに，最近，活発な議論が行
の石川直基副委員長（大阪）及び電
われている食品・健康食品関係と電
子商取引の表示規制の実態確認と， 子商取引・通信ネットワーク部会の
壇俊光会員（大阪）をパネリストと
その実効性，改善の方向性を検証す
するパネルディスカッションが行わ
るため，12年２月18日，弁護士会館
れました。コーディネーターは当委
において標記のシンポジウムが開催
員会独占禁止法部会の宮城朗会員
されました。
（東京）でした。パネルディスカッ
2 基調講演
ションでは，①食品，特に健康食品
まず，向田直範北海学園大学法学
表示の問題，②インターネット取引
部政治学科教授からは「表示規制と
の問題，③表示問題の横断的問題等
消費者被害の事前抑止」とのタイト
について議論が行われました。
ルで，表示規制の一般法である景品
石川会員からは，健康食品の表示・
表示法の沿革，消費者庁移管による
広告に記載されている効能が実際と
改正の経緯と改正法の概要，運用状
日弁連 消費者問題ニュース147号（2012年３月）

異なることなどから様々な消費者被
害が発生していることを受けて「健
康食品の表示規制について」と題す
る報告がなされました。
また，壇会員からは，「ネット取
引における広告表示の問題点」と題
して，口コミサイト，情報商材詐欺，
フリーミアム（携帯ゲームサイトの
ように基本的なサービスや製品を無
料で提供し高度な機能や特別な機能
について料金を課金するビジネス），
偽出会い系サイト，オークション被
害等の近時増えつつあるネット消費
者被害について具体例を交えた報告
がありました。
これらの報告を受けて，糸田氏か
らは，表示規制の実効性を高める方
法についてコメントがありました。
また，向田教授からは，理事長を務
められている「適格消費者団体消費
者支援ネット北海道」
（通称ホクネッ
ト）の活動状況も踏まえたコメント
がありました。
4 最後に
表示については，健康食品やイン
ターネット取引などで新たな問題が
生じている一方で，消費者庁は地方
組織がないことやマンパワーの問題
で十分に対処できていないという状
況も浮き彫りになりました。本シン
ポジウムがこのような現状を打破す
る一里塚となればと思います。
独禁法部会

佐藤千弥（東京）
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リポート

インターネットを用いた商取引における
広告の適正化を求める意見書について
当連合会は，2012年２月17日付け
で，
「インターネットを用いた商取
引における広告の適正化を求める意
見書」を取りまとめ，２月27日に消
費者庁に対して執行しましたので，
ご紹介します。
1 はじめに～法改正の必要性～
日本でのインターネットの商用利
用開始から約20年が経過し，今やイ
ンターネットは社会にとって必要不
可欠なインフラとなりました。消費
者向け電子商取引は拡大の一途を辿
り（2010年で7.8兆円市場），それに
伴い，インターネット取引による消
費者トラブルも多発しています。
近年においては，
「偽出会い系サ
イト」が“サクラ”を用いて利用客
から利用料を詐取する，あるいは，
入札手数料を入札者から徴収する
オークションサイトの中に，消費者
に対し安く落札できると謳う一方，
裏で「BOT」
（ボット）と称される
不正プログラムに自動入札させて入
札価格を吊り上げ，結局安価での落
札をさせず，無駄に入札手数料を支
払わせる「ペニーオークション」と
いう詐欺的被害事案が目立っていま
す。
これら，詐欺的被害事案の原因と
して指摘できるのが，インターネッ
トでは通信している相手を確認する
方法に乏しいこと，利用しているシ
ステムの仕組みや実態，内実を外部
から知り得ないことです。
つまり，インターネットを用いた
取引においては，取引相手の属性や
信頼性，商品や権利，役務の内容，
性質，効用等を十分確認できず，イ
ンターネット上の広告や表示を見て
これらを判断するより他ありませ
ん。
「偽出会い系サイト」でいえば，
“サ
クラ”がメールの相手だということ
が分かっていれば，当該サイトを利
用する消費者はいないでしょうし，
「ペニーオークション」でも実際に
安価では落札できないようになって
いると知っていれば，入札手数料を
払ってまで入札する消費者はいない
でしょう。それにもかかわらず，こ
4

クラ”を使っているにもかかわらず，
ういったサイト運営者のシステムが
“サクラ”の使用を表示しなかった
不可視となっているために，消費者
とみなされることとなります。
が被害に遭ってしまうのです。
3 意見書の骨子⑵～表示義務違反
2 意見書の骨子⑴―重要不利益事
の民事効
項の表示義務
現在の特定商取引法でも，通信販
そこで，今回の意見書ではまず，
売について一定事項についての表示
特定商取引法を改正し，インター
義務付け（積極的広告規制）を行い，
ネットを利用する通信販売の広告に
誇大広告等の禁止（消極的広告規制）
際し，重要不利益事項（当該売買契
を規定していますが，これらの表示
約又は当該役務提供契約に関する事
義務に違反してなされた契約に関す
項であって，顧客又は購入者若しく
る民事効を定めた規定はありませ
は役務の提供を受ける者に不利益と
ん。そのため現行法では，これらの
なり，かつ，その判断に影響を及ぼ
表示義務違反により取引をさせられ
すこととなる重要な事項）について
た消費者の救済手段としては，錯誤・
表示義務を課すことを求めていま
詐欺といった民法の一般規定による
す。
か，消費者契約法４条の取消権くら
現行の特定商取引法12条でも，誇
大広告等の禁止を規定しています。 いしか，方法がありません。
しかし，錯誤や詐欺については，
しかし，前掲の例で云えば，
“サクラ”
使用できる場面が非常に限定されま
や“BOT”の存在を強いて表示し
す。
ないからといって，直ちに同条に抵
また，消費者契約法４条について
触するとは解されませんし，これら
も，インターネット等の通信手段に
の実態を調査する方法は消費者には
よる表示等が同条の「勧誘」にあた
無いのが通常です。したがって，イ
るか，契約の動機にわたる事項の誤
ンターネットを利用する通信販売で
認が同法の「重要事項」にかかる誤
は，商品，指定権利，役務の購入の
認といえるのか，解釈が判例実務上
決定において，上記不利益事実にか
明確化しているといえる段階には未
かる情報が提供されていることが重
だありません。
要です。
消費者保護の充実のために，イン
そこで，意見書では，特定商取引
ターネットを利用した通信販売につ
法を改正して，重要不利益事項につ
いて，表示義務違反の場合の取消権
いて業者に表示を義務付けること
を定めるべきです。取消しの対象と
で，消費者に適切な情報提供を行う
なる事項については，特定商取引法
ことを求めています。
の訪問販売等の場合と同様，類型化
あわせて，この重要不利益事項の
し，具体的に規定することによって，
表示義務についても，特定商取引法
取消ができる場合を容易に理解し，
12条の２で規定する，いわゆる「不
当てはめができるような規定を設け
実証広告規制」（業者に表示の裏付
ることが望まれます。
けとなった合理的資料の提出を命
そこで，意見書では，インターネッ
じ，それを提出しない場合は，誇大
トを用いた通信販売の広告につい
広告等とみなす。）の対象とするこ
て，広告規制違反があり，その結果，
とを求めています。
申込者に誤認を生じさせた場合に
こうすることで，例えば偽出会い
は，当該契約の申込の取消しを可能
系サイトで“サクラ”を使っている
とする規定を設けることを求めてい
ことが重要不利益事項に該当するこ
ます。
ととなり，主務官庁は当該業者に対
し“サクラ”を使っていないことの
合理的資料による立証を求めること
電子商取引・通信ネットワーク部会
ができることになります。そうして，
副委員長 山崎泰正（長野県）
当該業者が立証できないときは，
“サ
日弁連 消費者問題ニュース147号（2012年３月）

リポート

消費者のための食品安全確保に資する
基本的事項の改正を求める意見書について
1 食品安全基本法の「基本的事項」
の改正
食品安全基本法21条１項に基づ
き，2004年１月，政府は，食品の安
全性の確保に関する同法所定の諸施
策の実施に関する「基本的事項」を
閣議決定していますが，来る13年６
月を目処に改正を行う方針が打ち出
されました。
2 改正に必要な視点
「基本的事項」の改正にあたって
は，上記閣議決定後の食品の安全性
の確保に関する状況を斟酌する必要
があります。すなわち，中国産冷凍
餃子事件，汚染米不正流通事件，メ
ラミン汚染菓子事件，こんにゃく入
りゼリー窒息事故，ユッケ食中毒死
亡事件，食品の放射性物質による汚
染等，数々の事件・事故が発生した
一方で，政府の対応は，食品の安全
性の確保に関する施策が総合的に推
進されてきたとはいえません。また，
食品安全委員会が行うリスク評価
は，科学的知見だけでは明らかにな
らないリスクに対して十分なもので
はなく，消費者のための視点が不足
しているといった問題点がありま
す。
当連合会は，
「基本的事項」の改
正について，こうした視点から消費
者の食の安全確保に資するべく，
「消
費者の安全が確保され，商品及び役
務について消費者の自主的かつ合理
的な選択の機会が確保され，消費者
に対し必要な情報及び教育の機会が
提供され……消費者に被害が生じた
場合には適切かつ迅速に救済される
ことが消費者の権利である」（消費
者基本法２条１項）ことも踏まえ，
12年２月17日付けで以下のような意
見書をとりまとめ，消費者庁その他
の食品安全関連省庁に執行しまし
た。
3 意見の要旨
⑴ リスク評価について，次の点を
求めています。
① 食品健康影響評価にあたって
は，科学的知見に限界があるこ

とを認識し，科学的に健康影響
を明らかにできない場合は，予
防原則に従った評価をするこ
と。
② 食品健康影響評価にあたって
は，特定の人口集団（乳児，高
齢者，障がいがある人等抵抗力
の弱い集団）に対する配慮を重
視すること。
③ 食品安全委員会の委員につい
て，リスク管理機関（農水省，
厚労省）から研究費の助成を受
けている等利益相反関係にある
者を除外し，また，消費者の意
見を代表する者を含めること。
⑵ リスク管理について，次の点を
求めています。
① 食品健康影響評価の結果に基
づいた施策の実施にあたって
も，前記特定の人口集団に対す
る配慮を重視すること。
② 国民の健康の保護が最も重要
であるという基本的認識の下，
牛肉（内臓を除く）以外の生食
用食肉（内臓含む）の規格基準，
こんにゃく入りゼリーの規格基
準を速やかに定めること。
③ 食品に対する監視指導を強化
すべく，都道府県の食品衛生監
視員を増員し，また，食品表示
Ｇメンを食品衛生行政に活用す
ること，韓国における消費者食
品衛生監視員制度を参考にした
制度の導入，消費者からの通報
制度の法制度化を速やかに図る
こと。
④ 食品の安全確保のための規格
基準がないあるいは不十分な場
合に，消費者がその制定・改正
を求めたり，また，行政が規格
基準違反行為を放置している場
合，消費者がその是正措置を求
めうるなど行政上の措置請求の
制度を導入すること。
⑶ リスクコミュニケーションにつ
いては，食品の安全性の確保に関
する施策に対し，消費者の意見を
実効的に反映させるため，意見募

日弁連 消費者問題ニュース147号（2012年３月）

集の期間や意見交換会等での消費
者からの意見陳述時間を十分確保
することや，説明会への参加希望
者が多数の場合は抽選制を導入す
ること等を求めています。
⑷ 食品表示の一元的な規制を定め
るにあたっては，消費者に食品の
安全を求める権利，食品の選択の
自由を求める権利，食品に関する
情報について知る権利があること
を明記し，食品表示がこれら消費
者の権利に資することを確認した
上で，表示すべき食品表示の項目，
内容を，消費者の権利を確保する
ために必要かつ十分な内容とする
ことを求めています。
⑸ 健康食品について，その実態を
調査し，表示，広告，販売方法に
ついて規制を行うことや，消費者
の健康を損なう恐れのあるものに
ついては，販売禁止としたり，有
害性を除去できるように規格基準
を策定することを求めています。
⑹ 放射性物質汚染食品に関する施
策については，当連合会の11年10
月19日付け「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」の内容に加えて，福島県民
の被ばく，特に食品摂取の影響を
継続的に調査し，また，計画的避
難区域内の動植物の放射性物質に
よる影響を調査し，放射性物質の
健康影響の研究を行うことを求め
ています。
⑺ その他，食中毒事件・食品事故
の被害者救済制度の創設，リスク
管理機関としての消費者庁の在り
方についても言及していますが，
詳しくは当連合会のホームページ
をご参照ください。
食品安全部会
副委員長 石川直基（大阪）
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事件情報
横浜

耐震強度不足マンションについて取壊し・建替え相当額の賠償を命じた判決

（横浜地裁平成24年１月31日判決（被告ERI及び原告ら控訴））

１ 横浜市鶴見区の分譲マンション「セントレジアス鶴
見」は，2002年10月，指定確認検査機関である日本ERI株
式会社による建築確認を受け，03年12月に完成，全37戸
の区分所有権が建築主である株式会社ヒューザーから購
入者である原告らに移転されました。05年11月，一連の
耐震偽装の発覚を受け，横浜市がヒューザー物件を調査
した結果，建築基準法が求める必要な耐力が全箇所１で
あるところ，本件マンションでは最低値で0.64しかないこ
とが判明しました。09年８月，本件マンションの全区分
所有者53名は，株式会社たる設計事務所及び同事務所の
一級建築士の構造計算の誤りと，これを見逃した民間確
認検査機関のERIの過失，同機関を監督する特定行政庁・
横浜市の責任を問い，本件マンションの取壊し・建替え
相当額の損害賠償（合計14億3636万7151円）を求めて提
訴しました。これに対し，ERI，設計事務所及び一級建築
士につき請求額のほぼ全額（合計14億0818万9644円）を
認容し，横浜市に対する請求を棄却したのが本判決です。
２ 本判決は，まず，当初提出を受けた構造計算書に誤
りがあることをERIが指摘しておきながら，修正（構造担
当者による誤った手書修正）後再提出された計算書の誤

大阪

リーマン仕組債で個人投資家が勝訴した判決

（大阪地裁平成23年12月19日判決，（双方控訴）（金融・商事判例1385号26頁））

１ 本件は，2008年９月に破たんし，現在に至る世界不
況の象徴となったリーマン社が発行者である仕組外債（以
下「リーマン仕組債」という。
）を売りつけられた個人投
資家が販売業者のみずほ証券を訴えた事件で，同証券に
個人投資家に対する損害賠償を命じたものです。
２ 被害者は，本件当時，会社の退職を直前に控えてい
た独身女性で，母親と二人暮らしをしていました。投資
経験としては，もっぱら国債（3000万円）と国内企業の
普通社債を購入保有するにとどまっており，慎重な性格
の個人投資家でした（ただし直前に銀行から勧誘され少
額の投資信託を購入保有）
。被告みずほ証券の外務員は，
08年５月末，このような被害者にリーマン仕組債（2000
万円）の仕組みとリスク事項について通り一遍の説明で
済ました上，
「早期に（元本）償還される」
「最悪でも三
菱商事の株式が手元に来る（以下このような言い回しの
勧誘文言を「最悪文言」という。
）
」
「三菱商事の株式は値
上がり間違いない（ので実際の損失負担は考えなくても
よい）
」と強烈に勧誘しました。また，当時既にリーマン
社の信用不安が顕在化していたことをよく知っていたに
もかかわらず，そのことを被害者には知らせませんでし
た。さらに，保有国債の中途売却に伴う若干の損失実現
を嫌って躊躇する被害者に対し，新規公開株をあてがっ
て若干の利益を与えることまでして（国債損失の穴埋め），

6

りを是正させることなく建築確認を行ったと認定し，同
社は国賠法に基づく損害賠償責任を負うと判示しました。
また，本件設計業務全般を受託し，自らの名で建築確
認申請をした一級建築士については，同建築士が意匠を
専門とし，構造は構造事務所に依頼したとの事実関係を
前提としても，同建築士が設計全体について責任を負う
べき立場にあるとして不法行為責任を認め，設計事務所
は会社法350条の責任を負うとしました。
他方，横浜市については，指定確認検査機関は行政と
は独立して公権力の行使である建築確認業務を行ってい
るのであり，同機関の行った建築確認に瑕疵がある場合
には，その国賠法上の責任は同機関自身が負うのであり，
横浜市長が建築基準法上の監督権限の行使を怠った事実
も認められないとして責任を否定しました。
３ 本判決が①指定確認検査機関の責任を認めた点，②
損害の範囲について取壊し・建替えを相当とした点は極
めて画期的です。もっともERIの責任根拠を国賠法に求め
る反面，横浜市の責任を否定した点に関し，原告らは引
き続き控訴審にて主張を尽くす予定です。
城田孝子（横浜）

リーマン仕組債を押し売りしました。
３ 本件判決は，被害者の適合性に疑問ありとして，そ
れだけに充分な説明を尽くすべきところ，前記態様での
勧誘・説明は「流動性リスクや信用リスクについてはひ
と言ずつ触れる程度にとどめ（た）」だけであって「発行
体が破たんした場合には株式は返って来ないことを明示
し，○○課長が多用していた『最悪文言』が信用リスク
に対する意識を薄くするものであったことを補い得るよ
うな説明には至らなかった」，その結果「著しく不適切な
勧誘であった」と判示して説明義務違反の違法を認めま
した。
４ この判決は，適合性原則違反を認定するまでには至
らなかった点，過失相殺（被害者落度）を３分の１とし
て認容額を約1478万円にとどめた点は問題がありますが，
リーマン仕組債の違法勧誘を認定して個人投資家に対す
る損害賠償を認容した最初の判決（ただし公刊された限
りで）として意義あるものと思われます。
日髙清司（大阪）・三木俊博（大阪）
（＊）リーマン社の普通社債に三菱商事株式への転換条件を組
み込んだ「私募債」
「外国債券」としての「他社株転換可
能債券」
（略称：EB）
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事件情報
京都

携帯電話をパソコンに接続してパケット通信を行ったために生じた高額な
パケット通信料金について，携帯電話会社の損害賠償責任を認めた判決

（京都地裁平成24年１月12日判決（確定））

１ 本件は，アクセスインターネット（携帯電話端末と
パソコンを接続し，携帯電話端末をモデムとして用いる
ことにより，パソコンでインターネット通信をすること
ができるサービス）を利用した消費者が，７日間のうち
に20万円あまりのパケット料金を課金されて支払った後
に，消費者が，電気通信事業者に対し，上記約20万円か
ら予想できる利用料金額１万円を差し引いた額の支払を
求めた事案です。
２ 本件パケット通信契約は，１パケット＝0.2円という
ものです。しかし，コンピュータに表示されているウェ
ブサイトがいったい何パケットなのかは使用している消
費者には予測できないし不明です。このようなパケット
通信契約は消費者が予測できないような高額なパケット
料金が発生する危険性があり，実際に数十万円から数
百万円という通常消費者が予測できない料金を請求され
ている事例が多発し，大きな社会問題になっていました。
３ 本件につき，裁判所は，①消費者が予想できる料金
である１万円を超える部分については消費者契約法第10
条により無効であるとの主張，②契約時の説明義務・情
報提供義務違反については，それぞれ認めませんでした
が，③消費者がアクセスインターネットの利用を開始し，
通信料金が高額化した段階における情報提供義務違反に

東京

ついては，消費者に生じる予測外の財産的負担の拡大防
止という観点から，情報提供の必要性の程度が高まると
いえるのであり，この段階において事業者に課される情
報提供義務の有無については別途検討する必要があると
した上で，本件の通信契約が高額な通信料金を発生させ
る危険性があるものであること，パケットメーターや一
定額通知サービスはあるものの活用しない利用者がいる
ことも十分予測されること等から，事業者は，本件契約
の付随義務として，消費者の予測外の通信料金の発生拡
大を防止するため，高額なパケット料金が発生した事実
をメールその他の手段により消費者に告知して注意喚起
をする義務を負うとして，パケット料金が５万円を超え
た翌日の一定時刻以降に発生したパケット料金約15万円
を損害として事業者の債務不履行による損害賠償責任を
認めました。他方，消費者にも不注意があるとし，３割
の過失相殺がされました。
４ 本判決が，実際にパケット通信料金が高額化した段
階での措置をなす義務を事業者に認め，事業者の債務不
履行責任を認めた点はこれまでになかった手法と思われ，
画期的です。
長野浩三（京都）

未公開株詐欺事案で，携帯電話レンタル事業者に対し過失の幇助責任を認めた判決

（東京地裁平成24年１月25日判決（確定））

１ 本件は，いわゆる劇場型未公開株詐欺の事案であり，
未公開株の発行会社とともに携帯電話レンタル事業者を
被告としていました。判決で裁判所は，携帯電話レンタ
ル事業者が携帯電話不正利用防止法上の「貸与業者」（同
法10条１項）に当たること，本人確認につき高度の注意
義務が課されていることを前提に，携帯電話レンタル事
業者従業員の過失による幇助を認定し，使用者責任（民
法715条１項）及び共同不法行為責任（同法719条１項）
を認めました。
２ 判決は，本人確認の際に使用された免許証につき，
①住所の虚偽及び②運転免許証番号の不一致があること
を認定した上で，携帯電話不正利用防止法の改正の経緯
を踏まえ，
「レンタル携帯電話は，振り込め詐欺をはじめ
として，自らの氏名や立場を明らかにすることができな
い者の詐欺行為の重要なツールとして利用されているこ
とは否定しえない」とした上で，
「レンタル携帯電話を犯
罪行為に利用しようとする者は，携帯電話レンタル事業
者に対して提示する運転免許証等の公的証明書を偽造す
ることは容易に想定される」ゆえに「携帯電話のレンタ
ル事業者には，借受希望者から本人確認のために運転免
許証等の公的証明書が提示された場合には，それが偽造
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されたものであるか否かを慎重に調査すべき高度の注意
義務を課せられていると解するのが相当である」としま
した。
そして，上記①，②の事実は従業員が簡易な調査をす
れば偽造の事実が容易に判明したことに加え，今回の借
受希望者が一度に３台も借りようとしていたこと，それ
にもかかわらず印鑑すら持っていなかったことも付加し
た上で，これを借受希望者に貸与すれば詐欺行為等の犯
罪に利用されるに至ることを予見することは十分に可能
であったというべきであり，上記①，②を見抜けなかっ
た同社従業員には「看過しがたい過失」があったとして，
従業員が未公開株発行会社らの不法行為を過失により幇
助したことを認め，携帯電話レンタル事業者は，使用者
責任及び共同不法行為責任を負うと判示しました。
３ 携帯電話レンタル事業者による不用意な携帯電話の
貸与については，今回，携帯電話不正利用防止法を前提
としてその責任が認められましたが，不正利用の多様化
に伴い，固定電話やIP電話回線のレンタル等の不正利用
の増加も実感しています。これらについても，法的整備
や司法の理解が不可欠と考えています。
浅井淳子（東京）
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文献・催事紹介
文献紹介 弁護士専門研修講座

消費者法の知識と実務

本書は2010年春から東京弁護士会で６回連続で実施された
「消費者法専門講座」の講義録です。
消費者トラブルでは次から次へと新しい手口による被害が発生
し，一方，これに対応する消費者法の改正が頻繁に行われ，新し
い判例の蓄積もなされています。そのため，消費者被害事件解決
に必要な「消費者法」の基本的知識の理解や実務的手法の習得は，
個々の弁護士にとって必ずしも容易ではありません。
そこで，本書は「消費者法」のうち特に重要度が高い分野とし
て，①消費者契約法，②・③特定商取引法（２回），④割賦販売法，
⑤投資取引被害，⑥最近の消費者被害トラブルという項目に分け，
実務的視点から各法律の概要や論点，実務上のノウハウなどを，
新

しい判例などに触れながら解説しています。
消費者法を概観し基礎知識を習得する入
門書として，消費者トラブル解決に関する専
門的ノウハウを得る実務書として，広く活用
していただけるものと思います。
編著

東京弁護士会弁護士研修センター運営
員会
発行 株式会社ぎょうせい
定価 3,800円（税込）
A5判・361頁

文献紹介 失敗例に学ぶ「内部告発」―公益通報制度を知り，守り，活かす
内部告発者を保護することを目的とした「公益通報者保護法」
は，2006年４月に施行されました。東京弁護士会では，この法
律の施行と同時に，「公益通報者保護特別委員会」を設置し，公
益通報制度の健全な運用を目指して，制度の調査・研究，事業者
へのこの制度の周知や通報担当弁護士の派遣，通報者へのアドバ
イスなどの活動をしてきました。
本書は，同委員会の５年あまりにわたるこうした活動をもとに，
現状における公益通報制度の問題点と解決法を提示しようという
ものです。
委員会の活動で検討してきた事例には，通報または通報処理に
失敗した例が多く集まるため，あえて，「失敗例に学ぶ」と銘打

ったものです。プロロ－グでは，いくつかの
公益通報事件の失敗例を重ね合わせたフィク
ションを物語風に展開していて，本題へのよ
い導入部となっています。
公益通報に関係する弁護士や業務担当者に
とって，必見の書です。
編著 東京弁護士会公益通報者保護特別委員会
発行 法律情報出版株式会社
定価 2,100円（税込）
A5判・207頁

文献紹介 【実務法律学全集13】Q&A賃貸住宅紛争の上手な対処法〔第５版〕
ご好評をいただき版を重ねて参りましたが，第４版（2007年

いう視点を重視して改訂作業を行いました。

１月）
以降，賃貸住宅法の分野では，大きな動きがありました。
「追

トラブルの上手な予防・解決のために，是非，

い出し屋」など新たな社会問題が発生し，また，敷引や更新料に

ご活用ください。

ついて，これを有効とする最高裁判例が相次いで出されました。
さらに，東日本大震災に伴い，賃貸住宅に関しても震災ならでは

編著

仙台弁護士会

の様々な問題が生じました。そこで，第５版では，
「追い出し屋」
・

発行

株式会社民事法研究会

サブリースなど最近の問題について新たな設問を加えて裁判例を

定価

3,570円（税込）

補充するとともに，震災と建物賃貸借について新たな設問を設け

A5判・422頁

ました。また，今回は，消費者契約法から見た建物賃貸借契約と

催事

シンポジウム「広がれ，消費者市民教育！～消費者教育推進法が成立して，教育現場はどう変わる？」

日 時：2012年５月26日㈯ 午後１時～午後４時30分
場 所：弁護士会館２階講堂「クレオBC」（参加無料・事前申込必要）
問合先：日弁連人権第二課 TEL03-3580-9910 FAX03-3580-2896
消費者市民教育の理念を掲げた消費者教育推進法の制定にむけた議論がなされる中，消費者教育の具体的実践が課題となってい
ます。そこで本シンポジウムでは，講演（河上正二内閣府消費者委員会委員長，西村隆男横浜国立大学教授）
，パネルディスカッシ
ョン（東珠実椙山女学園大学教授，島田広会員ほか）を通じ，消費者市民教育とは何か，教育現場でどのように実践していけばよ
いのか，教育行政においてどのような施策が望まれるのかを考えます。

編

■

集

■

後

■

記

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■

本誌は従前，東京三会の皆様には個別発送され

関係したリポートが２件掲載されております（３

囲や，これが人体に与える影響などについて，皆

ておりましたが，予算削減のため残念なことに，

面，４面）。また，携帯電話に関する事件情報が

が信頼できる情報の不足に悩まされ，信頼できる

今号からは個別発送をすることができなくなり，

２件掲載されております（７面上段・下段）。こ

情報の重要性が痛感されたように思われます。

代替の方法により配布させていただくこととなり

れは社会における情報伝達技術が発達したことの

ました。東京三会の皆様にはご不便をおかけしま

表れと思われます。

して，大変申し訳ございません。
今号には，インターネットにおける商品表示が

本誌は，今後とも皆様に信頼できる情報をお伝
えするよう努めてまいります。

しかし，東日本大震災・原子力発電所事故発生



野田隆史（広島）

以来この１年間，被災状況，放射性物質の飛散範
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