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リポート

シンポジウム　「ネット消費者被害を考える」	
1　はじめに
　2012年３月３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。
　インターネットが不可欠なインフ
ラとなる一方で，ネット上の消費者
被害も増加の一途を辿っています。
この現状に，消費者保護法制は追い
付いていません。
　当連合会は，発信者情報開示及び
インターネット広告の適正化の意見
書を取りまとめる等して，法改正等
を求めてきました。
　そこで，今回のシンポジウムにお
いては，今後の立法課題について考
える機会としました。
2　基調講演
　①東京都消費生活総合センター相
談員の木村嘉子氏が，被害相談の最
前線から見た現行制度の問題点を，
②ヤフー㈱の別所直哉氏が，ネット
事業者としての消費者保護の取り組
みと今後の課題を，③北海道大学大
学院町村泰貴教授が，法制度の概観
と従来の法規制がネット消費者取引
に馴染まない理由を，④壇俊光会員
（大阪）が，ネット消費者被害の予防・

救済の実務上の問題点を，それぞれ
講演しました。
　救済上の問題点として，①事業者
の匿名性（そもそも事業者が分から
ない，事業者が判明しても消費者か
らの連絡手段が明確でない），②複
数の事業者による複雑な契約関係
（ショッピングモール，アフィリエ
イト等），責任の所在が不明確，③
救済についての民事ルールが未整
備，④ネットはボーダーレスであり，
国内ルールだけでは実効性が乏しい
ことから，規制対象及び執行力につ
いての国際協調の必要があること等
が明らかとなりました。
　また，アンケートの結果，発信者
情報開示請求に携わる実務家の多く
が，詐欺等の事案でも開示請求を認
めるべきと考えていることを発表し
ました。
3　パネルディスカッション
　基調講演を行った４名がパネリス
ト，齋藤雅弘会員（東京）がコーディ
ネーターとなり，パネルディスカッ
ションを行いました。
　契約の複雑性については，契約の
関与者が表示されるべきことや，直

接被害を生ぜしめた事業者のみなら
ずシステム提供者（ショッピング
モールの主催者等）も責任を負うべ
き場面があることが議論されまし
た。
　表示・広告の適正化については，
ネット取引では広告が直接消費者の
意思を生ぜしめる点で勧誘に類似
し，その適正を確保すべき必要性は
高く，その信頼性を高める制度とし
て，広告であることの明示義務（ス
テルスマーケティングの規制）や，
重要不利益事実の表示義務，不適正
広告についての民事効（取消権）の
必要性が議論されました。
　また，携帯ゲームの「ガチャ」に
見られる射倖性取引については，適
合性原則についての調査義務を課す
等の方法により，一定の縛りを設け
る必要があるとの指摘がなされまし
た。
　今後の課題については，過度な規
制により消費者の羽ばたきを潰して
はならないが，一方で，取引の透明
性が必要であること，そのために被
害実態の早期の把握と被害救済が実
現できる法制度が必要であることが
述べられました。
4　配信
　このシンポジウムはUstream
（http://www.ustream.tv/channel/
jfba-sympo0303）及びニコニコ生放
送（http://live.nicovideo.jp/gate/
lv80045353）にてネット同時配信さ
れました。
　双方とも当面の間，視聴が可能で
す。延べアクセス数は現在（12年４
月20日時点），実に25,000回に達し
ており，ネット消費者被害への関心
の高さが窺われます。

電子商取引・情報ネットワーク部会
山崎泰正（長野県）※映像画面上及び画面右側のコメントはネット配信中に視聴者によって書き込まれた

もので，パネリストの発言ではありません。
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リポート

宅地被害者の救済及び予防のための
法改正等を求める意見書	
1　東日本大震災と宅地被害
　当連合会は，2005年11月，鳥取で
開催された人権擁護大会において，
95年の阪神・淡路大震災を教訓とし
て「安全な住宅に居住する権利」が
基本的人権であることを宣言し，住
宅の安全性を確保するための諸施策
を求める「安全な住宅に居住する権
利を確保するための法整備・施策を
求める決議」を発表し，消費者に対
する重大な人権侵害である欠陥住宅
被害の予防と救済に向けて数々の取
り組みを行ってきました。
　しかし，11年３月11日に発生した
東日本大震災によって，地滑り，地
割れ，沈下および液状化等により宅
地が使用不能になる「宅地被害」の
問題が，新たにクローズアップされ
ました。住宅の安全性を確保するた
めには，当然の前提として，その敷
地である宅地の安全性が確保されて
いなければならないのです。
　そこで，宅地被害にあわれた方々
や地盤工学会など関係団体へのヒア
リング，現地調査などを踏まえ，宅
地被害者の救済と今後の予防のため
の提言として，12年３月15日付けで
標記意見書をとりまとめました。そ
の概要は以下のとおりです。
2　宅地被害者の救済について
　宅地被害者が，現行制度における
被害救済の内容，他の被災地での運
用実態等について分かりやすい説明
と情報提供を受けられ，統一的かつ
継続的な相談ができるよう，国及び
被災地の自治体に統一的な被災者相
談窓口の体制を整備するとともに，
被災者の方々がこれに容易にアクセ
スできるよう周知・徹底すべきです。
　また，宅地被害者が，生存権の基
盤である安全な宅地ひいては住居を
再び確保し，生活再建を図れるよう，
これまで原則として住宅のみを対象
としていた被災者生活再建支援法の
対象に宅地も加えるとともに，被災

宅地の再造成・是正，買取り，移転
に対する公的助成の制度や税制上の
優遇措置等の制度を創設ないし拡充
する必要があります。
3　宅地被害の予防について
　国は，これまでも自然災害による
被害が予測される範囲等を示した，
いわゆるハザードマップの作成を進
めてきました。しかし，その作成・
公表が対象地域の地価下落を招きか
ねないといった経済的要請から，対
象となる地域も情報公開の程度も極
めて限定的でしかなく，広く一般市
民に知られるものではありませんで
した。そこで，今回の震災を教訓と
して，災害時における国民の生命・
身体・財産を守るためには，ハザー
ドマップの対象範囲を拡大し，より
迅速な完成を図るべきは当然であ
り，さらには宅地の安全性の前提と
なる基礎的情報，すなわち，地盤の
許容応力度・土質等の性状，過去の
土地形状・利用状況等の土地の性状
に関わる来歴情報，及びハザード
マップ掲載情報を始めとする各種災
害を想定した地形情報について，確
実かつ優先的に伝えるため，これら
の情報を宅地建物取引業者が説明義
務を負う「重要事項」（宅地建物業
法35条１項）として明文化し，宅地
購入者らに正確な情報を伝えること
を義務化すべきです。
　また，スウェーデン式サウンディ
ング試験等の簡易な地盤調査で問題
なしとされていた宅地において液状
化被害が発生した事例が複数報告さ
れていることや，造成盛土が崩壊し
た地域において一定の深さまでの地
質構成を含む地盤調査が十分になさ
れていれば被害を予防できた可能性
も十分に考えられること等に照らし
て，住宅建築の際，設計者及び施工
業者に原則として標準貫入試験によ
る敷地の地盤調査を義務付け，仮に
物理的な制約等から貫入試験を実施

できない場合には，代替措置を執っ
た上で，貫入試験を実施しないこと
によって生じる危険性について，建
築主に十分に説明することを義務付
けるべきです。
　さらに，そもそも現在の宅地造成
に関する法規制は，専ら宅地造成等
規制法に基づく技術基準およびこれ
を具体化した宅地防災マニュアル等
しかないところ，①規制の対象・範
囲が限定されており，②地盤の締め
固め等に関する具体的規制がなく，
③完了検査制度しかない，といった
点で極めて不十分であるので，今後
は，宅地防災マニュアルを法制化す
るなど，宅地の安全性の技術基準を
定め，法制化する必要があります。
4�　不法行為の消滅時効・除斥期間
について
　そもそも宅地被害には，地震等の
災害や長期間の継続的使用に対して
脆弱な瑕疵のある宅地造成がなされ
ていたという不法行為の側面もある
にもかかわらず，平時には問題は潜
在的であり，沈下等の現象が起きる
まで問題が顕在化することがないた
め，被害発生時には既に「不法行為
の時から20年」（民法第724条後段）
の除斥期間が経過していることが
多々あります。そこで，現在及び将
来の宅地被害に関する民事的救済の
ため，こと宅地被害に関しては，上
記20年の起算点を「損害の全部又は
一部の発生」によって損害が顕在化
した時と解すべきことを内容とする
注意的規定を盛り込んだ特別法を制
定し，不法行為の認識可能性が存し
ない状況下で除斥期間が成立するこ
とのないようにすべきです。

土地住宅部会
副委員長　三浦直樹（大阪）
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リポート

今後の大震災に備えるための建築物の
耐震化に関する意見書	
1　耐震改修問題と日弁連の取り組み
　1995年の阪神・淡路大震災におい
て亡くなられた6433人の７割（統計
によっては９割）超は，倒壊した建
築物や家具等の下敷きになる等の圧
死であったと言われていますが，そ
の遺族のうち994世帯に対して神戸
大学が行った調査結果によると，そ
の98％が，81年６月施行のいわゆる
新耐震基準に準拠しない既存不適格
建築物だったそうです。
　そこで，当連合会では，既に05年
11月の人権擁護大会「安全な住宅に
居住する権利を確保するための法整
備・施策を求める決議」において，「建
築物の耐震改修の促進に関する法律
を改正し，住宅を含め耐震基準を満
たさない建物について，耐震改修促
進のための施策を充実させること。」
について提言しています（本誌111
号８頁参照）。
　その後，全国122の自治体に対し
て耐震診断・耐震改修補助事業の実
施状況に関するアンケート調査を行
う等して，11年３月，「既存不適格

建築物の耐震化に関する意見書」を
準備しましたが，東日本大震災発生
直後ということで保留扱いとなって
いました。
2　東日本大震災と耐震改修の重要性
　東日本大震災においては，津波に
よる被害が注目されていますが，延
べ46万戸以上もの建物被害の中には
既存不適格建築物も相当数あったも
のと思われます。また，先般，首都
直下型地震の発生確率に関する報道
をめぐって耐震改修の必要性がク
ローズアップされたことは記憶に新
しいところです。
　そこで，そのような問題意識も加
味した改訂を重ね，12年３月15日付
で標記意見書をとりまとめました。
その概要は以下のとおりです。
3　耐震診断・耐震改修の義務化
　耐震改修促進法に実効性が伴って
いないことから，まずは耐震診断の
実施を徹底するため，81年６月１日
施行のいわゆる新耐震基準に準拠せ
ずに築造された建築物の所有者に対
し，一定期間（例えば３年）内に，

耐震診断を受診する義務を課するべ
きです。
　そして，耐震診断受診の結果，現
行建築基準法所定の耐震基準を満た
していないことが判明した場合，当
該建築物の所有者に対して，一定期
間（例えば５年）内に同基準を満た
すように改修するか除却する義務を
課するべきです。
4　費用負担について
　現行法上，耐震診断・耐震改修に
対する国ないし自治体の補助事業が
決して十分とは言えません。そこで，
上記のとおり耐震診断・耐震改修を
徹底するためには，耐震診断の費用
全額，及び耐震改修の費用または除
却の費用につき，憲法第29条第３項
の「正当な補償」にあたるものとし
て，国または自治体が相応の負担を
すべきです。

土地住宅部会
副委員長　三浦直樹（大阪）

リポート

住宅建築請負契約における前払金の規制に関する意見書	
1　過大な前払金による被害
　2009年１月，静岡県の株式会社富
士ハウスが破産し，2200名以上の注
文者が45億円以上に相当する工事の
施工を受けられない被害が発生しま
した。また，同年４月には，埼玉県
の株式会社アーバンエステートが破
産し，493世帯の注文者が実際の工
事出来高を超える代金277億円相当
の損害を被りました。着工前なのに
多額の銀行ローンだけが残ってしま
い，自己破産のやむなきに至った方
さえいました。
　このような被害の再発を防止する
ため，12年３月15日付で，住宅建築
請負契約における前払金に関する規
制を提言する標記意見書をとりまと
めました。その概要は，以下のとお
りです。
2　建設業法の改正
　現行建設業法では，請負業者の見
積書作成は努力義務でしかなく（同

法20条１項），注文者からの請求が
ない限り契約締結前に提示する義務
すら負いません（同法20条２項）。
　そこで，同法を改正し，住宅建築
請負業者は，注文者に対し，請負契
約締結に際して，設計図書，請負代
金内訳明細書及び建設工事の見積書
を交付すべきとするべきです。
　また，現行法では工程表の作成・
交付義務が定められていませんの
で，この点も改正し，請負契約締結
の後，速やかに工程表を作成・交付
する義務を課すべきです。
3　過剰な前払金に関する規制
　09年３月，業界団体たる社団法人
住宅生産団体連合会は，前記各事件
を受けて，「個人の注文者と住宅建
設工事の請負契約を締結する場合の
前払い金等に関するガイドライン」
を策定しましたが，任意のガイドラ
インに過ぎません。そこで，これを
徹底するため，これを法制化して，

工程表に見合わない過剰な前払金の
請求を禁止するとともに，違反した
場合の行政処分も含めた法的規制を
設けるべきです。
4　履行確保の措置
　前払金に見合った履行を確保する
ため，新築住宅の供給者に一定の瑕
疵担保責任の履行確保措置として保
証金供託ないし保険加入を義務付け
た特定住宅瑕疵担保責任履行確保法
にならって，被害発生時に備えた強
制加入の賠償責任保険制度，及び事
業規模に応じた供託制度を設けるべ
きです。さらに，完成保証を業とし
て行う業務を許可制にして，一定の
財政基盤等を要件とする等の法規制
を行う必要があります。

土地住宅部会
副委員長　三浦直樹（大阪）
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リポート

消費者契約法実体法改正に向けて	
第１�　「消費者契約法日弁連改正試
案」について

1　はじめに
　当連合会は，2012年２月16日「消
費者契約法日弁連改正試案」（以下
「本試案」という。）を策定し，公表
しました。
　本試案は，あるべき消費者契約法
実体法規定の条文案を提示し，その
解説を併記しました。
2�　消費者契約法の制定経緯とその
後
　もともと，消費者契約法は，その
制定にあたり，当時のヨーロッパの
立法例やEU指令に匹敵するような
内容での立法を目指していました
が，全ての消費者契約に適用される
という点からも，社会的影響が大き
く，最終的には，大きく後退した内
容で，00年に成立しました。
　その際，５年後に見直すという衆
参両院の附帯決議が付されました。
　その後，施行後５年を控え，ある
いは経過した時期（04年から07年）
に，消費者契約法実体法規定の改正
を見据えた作業がなされました（不
当条項に関する実態調査，不適正勧
誘行為に関する諸外国の立法調査，
現行法に関する評価・検討）が，結
局は，未だ改正されていません。
3�　消費者契約法実体法改正に関す
る動き
　ただ，近時の民法改正を巡る議論
では，民法の内容として，不当条項
規制，継続的契約に関する解約権等，
消費者契約の特則を設ける必要があ
るか否か，という点で議論がなされ
ました。
　また，10年に閣議決定された「消
費者基本計画」においても，民法改
正議論と連携した消費者契約法の検

討が課題の１つとして位置づけら
れ，内閣府消費者委員会でも，11年
12月に「消費者契約法に関する調査
作業チーム」が立ち上がる等，消費
者契約法実体法規定の見直しに向け
た行動が始まっています。
4　本試案の概要
　このような観点から，現行消費者
契約法が有する４つの課題（①不当
勧誘行為規定の不十分さ，②不当条
項規定の不十分さ，③不当勧誘行為・
不当条項規定以外の新たな規範を制
定する必要性，④いわゆる「消費者
的事業者」の契約被害への対処の必
要性）の克服に向け，本試案を策定
しました。
第２�　シンポジウム「消費者契約法
の実体法改正に向けて」

1　はじめに
　消費者契約法の施行から10年以上
を経過しましたが，立法時の附帯決
議や「消費者基本計画」にもかかわ
らず，不当勧誘行為や不当条項の規
制などの実体法改正は未だ行われて
いません。他方で，現在，法制審議
会民法（債権関係）部会では，民法
改正の議論の中で，新たな消費者保
護規定の要否・内容が論じられてい
ます。かかる状況を踏まえ，具体的
な消費者契約法の改正試案を提言
し，実体法改正の議論を促進させる
べく，12年３月30日，日比谷コンベ
ンションホールにて，当連合会主催
の標記シンポジウムが開催されまし
た。
2　基調報告
　基調報告として，当委員会の山本
健司会員（大阪）から，本試案提言
の経緯と意義，消費者被害の現状と
実体法改正の必要性，これらを踏ま
えた本試案の概要が説明されました。

3　本試案の報告
　基調報告を受けて，当委員会委員
ら（上田憲会員（大阪），上田純会
員（大阪），前川直善会員（金沢），
野田幸裕会員（第一東京），平尾嘉
晃会員（京都），牧野一樹会員（愛
知県），吉野晶会員（群馬））より，
不当勧誘行為規定，不当条項規定を
中心に，本試案の具体的内容につい
ての個別概要報告がありました。
4　研究者による講評
　本試案の概要報告を受け，河上正
二・東京大学大学院法学政治学研究
科教授よりご講評をいただきまし
た。河上教授からは，実体法の見直
しは民法改正との関係で両輪として
動いていくべき焦眉の課題であると
のコメントのほか，①消費者・事業
者の概念決定についての問題，②情
報提供義務違反における主観的要件
の要否，③勧誘概念の拡張の当否，
④不実告知・不利益事実不告知の対
象に主観的評価を含むことの当否，
⑤取消しの効果，⑥不当条項規制（中
心条項の規制の仕方，ブラック・グ
レーリスト区別の意義等），⑦不招
請勧誘，適合性原則違反の位置付け
などといった個別の内容について，
貴重なご指摘をいただきました。
5　今後の取り組み
　本シンポジウムには120名という
多数の方々にご参加いただき，その
中には消費者契約法制定を担った当
時の立法担当者や民法改正審議を担
当している法務省参事官も含まれて
いました。
　本試案とりまとめとこれを発表す
る本シンポジウム開催により，消費
者庁設置問題により中断していた実
体法改正に向けた動きの本格的再開
を宣言することができたと思いま
す。当部会としては，上記内閣府消
費者委員会における調査作業チーム
の立ち上げにより再開された政府に
おける検討作業に対し，議論状況等
に応じて適時提言をしていくなど，
関係各位と連携しながら，実体法改
正に向けた積極的な取り組みを進め
てまいりたいと思います。

消費者契約法部会
井田雅貴（大分県）
堀田伸吾（新潟県）
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シンポジウム
「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～」
1　シンポジウムの概要
　2012年３月24日，当連合会・九州
弁護士会連合会・福岡県弁護士会の
共催で標記のシンポジウムが開催さ
れました。近年，未公開株・社債の
販売を始めとして，「怪しい権利」
の販売トラブルが急増しています。
また，貴金属等の訪問買取，外貨投
資商法，医療機関債の販売なども問
題となっています。ところが，これ
らの取引においては，特商法の適用
による消費者保護が図られていませ
ん。そこで，本シンポジウムでは，
トラブルの実態報告とともに，効果
的な対策として，特商法の適用対象
の拡大に向けた提言を行うこととし
ました。
2　基調報告
　村千鶴子会員（東京，東京経済大
学教授）の報告では，まず，⑴貴金
属等の訪問買取につき，特商法の第
７類型「訪問買入」として規制が導
入された点について，改正法案の概
要として，①政令指定物品制度と
なったこと（ただし，どれだけ「広
く」指定できるかがポイント），②
各行為規制，③クーリングオフの導
入などが解説されました。次に，⑵
指定権利制が残存しているところ，
指定できる「権利」の定義が狭いこ
とから「怪しい権利」の販売被害が
多発していること，また，指定は可能
だが政令指定されていない権利（有
料老人ホームの利用権等）に関する
被害の問題なども報告されました。
　岡小夜子会員（福岡県）からは，「特
商法26条の適用除外取引等の問題」
につき，①不動産関係（宅建業法）
では，キャッチセールスやアポイン
トメントセールスに適用がなく，
クーリングオフ妨害の規定もない，
②旅行・留学関係（旅行業法）では，
留学あっせん業者への指導等に関し
ては監督官庁が定まっておらず，海
外の学校への入学手続等の代行等の
業務に法的規制がない，③通信関係

（電気通信事業法，放送法）
では，訪問販売で契約して
もクーリングオフできな
い，④医療関連では，しみ・
しわとり，インプラント等
について，中途解約権がな
い，⑤学習関係（特定継続
的役務提供に当たらない分
野）では，ミュージックス
クールやアメリカでの公認
会計士取得講座，予備校な
どで中途解約権がない，⑥
結婚相手紹介サービス類似
のサービス（婚活パーティー，合コ
ンサービス）では，違約金に何らの
規制もないなどの問題点が指摘され
ました。
　堀井奈津子氏（消費者庁消費者制
度課長）からは「消費者安全法の改
正案～すき間事案（財産被害）への
対策について～」として解説がされ
ました。現状，消費者の財産被害が
発生しているにも拘わらず，各省庁
所管の個別法・個別業法等で対応で
きない財産被害事案が存在すること
を踏まえ，今般の改正法案では，生
命身体に関するすき間事案とパラレ
ルに，財産被害のすき間事案（「多
数消費者財産被害事態」が発生した
場合）について，消費者庁が事業者
へ勧告・命令できることを新たに導
入するとのことです。この法案は，
13年４月１日に施行が予定されてい
ます。
3　パネルディスカッション
　吉原洋会員（福岡県）をコーディ
ネーターとして，朝見行弘会員（福
岡県，久留米大学法科大学院教授），
村会員，岡会員，井出龍子氏（社団
法人全国消費生活相談員協会常任理
事）をパネリストとしてパネルディ
スカッションが行われ，特商法でカ
バーできない複数の問題について，
①条文解釈も絡んで特商法の規制対
象から外れる取引と，②他の法律が
あることで特商法の適用除外とされ

る取引に分けて，井出氏から現場の
実情が説明され，各パネラーから意
見が述べられました。①の問題に関
して，たとえば，指定権利制につい
ては，井出氏から「水源地の権利」「温
泉付き有料老人ホーム利用権」など
多数の問題事例があることが報告さ
れました。朝見会員からは，消契法・
民法での処理に加えて，消費者安全
法でのすき間対策ということになる
が，消費者安全法には民事ルールが
ないので問題が残ることが指摘さ
れ，岡会員からは，指定権利制では
結局イタチごっことなってしまうこ
と，そもそも特商法の適用にすき間
を作ること自体が問題であることが
指摘されました。村会員からは，商
品・役務の指定制が撤廃され，権利
についての指定制のみが維持された
当時の経緯が説明され，本来はこの
ときに権利についても指定制が撤廃
されるべきであったことが指摘され
ました。②の問題に関しては，除外
規定の全撤廃は不当であり非現実的
でもあるが，個別法に消費者保護規
定を置く（または，特商法の準用を
すれば整合性も持たせられ合理的）
などの形で消費者保護について手当
をすべきということで各パネラーの
意見は一致しました。

包括消費者法部会
赤松純子（大阪）
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6 日弁連　消費者問題ニュース148号（2012年５月）

１．クオークローン→プロミス債権譲渡事案とは
　プロミスは完全子会社のクオークローンとサンライフ
（以下，サンライフは省略）の貸金業を廃業させて顧客を
プロミスが引継ぐことにし，2007年７月頃から顧客に切
替を勧誘し，拒絶された顧客については同年10月にプロ
ミスに債権譲渡しました。プロミスは切替・債権譲渡に
際し併存的債務引受をし，実際09年３月までに取引履歴
開示請求をした顧客には過払金を返還していました。し
かし，４月以降は，08年12月15日に債務引受を撤回した
と主張し返還を拒否しています。なお，プロミスが承継
した「債権」は09年４月１日付でネオラインキャピタル（現
クロスシード）に債権譲渡されました。
２．切替事案の最高裁判決とその射程
　切替事案では最高裁平成23年９月30日第二小法廷は判
決でプロミスが過払金返還債務を承継すると判断しまし
た。しかし，この判決は，勧誘時に切替がプロミスグル
ープの再編によることやプロミスが紛争解決の窓口にな
ることを記載した残高確認書兼振込代行申込書に過払債
権者が署名したことから切替契約にあたり過払金債務を

承継の合意をしたものと解すべきことを理由としていま
す。過払債権者の署名のない債権譲渡事案で同様に解す
ることができるかは，必ずしも明らかではありませんで
した。
３�．債権譲渡事案についての最高裁上告受理とプロミス
の請求認諾
　債権譲渡事案につき払承継を否定した東京高裁平成23
年６月22日判決に対する上告受理申立事件で，最高裁第
二小法廷は，12年２月３日，上告受理を決定し，口頭弁
論期日を同年３月30日と指定しました。これにより，債
権譲渡事案についても同様の結論となる判決が言い渡さ
れる期待が高まりました。プロミスは請求額の２倍の和
解金を提示してきましたが拒否したところ，期日におい
て請求認諾し，判決に到りませんでした。
　しかし，最高裁が債権譲渡事案で上告を受理して口頭
弁論期日を指定したという事実は残りますので，今後勝
てると確信しがんばりたいと思います。

伊藤良徳（第二東京）

クオークローン→プロミス債権譲渡事案，最高裁上告受理と
プロミスの請求認諾東京

九州初の適格消費者団体が誕生�
１　非営利活動法人大分県消費者問題
ネットワーク（以下「当団体」という。）
は，2012年２月28日，適格消費者団
体に認定されました（http://www.
caa.go.jp/planning/pdf/120228oita.
pdf）。
　　全国で10番目，九州で初めての適
格消費者団体となり，筆者は理事長
を務めております。
２　当団体は，07年より任意団体とし
て活動を始め，08年２月に非営利活
動法人化した後，適格消費者団体化

羽 ば た く 仲 間

に向け，大分県下における各種講演
や，消費生活相談員養成研修の受託
等徐々に活動実績を積み重ねてきま
した。
　　主たる業務約款是正活動について
は，適格消費者団体として認定を受
ける前から，８事業者に対し，条項
是正を申し入れてきました。
　　当時はまだ正式な適格消費者団体
ではないことから，申し入れに事業
者がきちんと対応してくれるか不安
がありましたが，どの事業者も対応
はあり，当団体と事業者との間で条
項不使用の合意書を作成したり，自
主的に約款を変更するなどの成果を
あげました。
　　事業者のこのような対応も，先輩
適格消費者団体の活動があったから
こそ，と理解しています。当団体も，
今後，先輩団体に続く所存です。
　　当団体は，適格消費者団体として
の認定を受けた後早速，差止請求（法

第41条第１項）をしました（http://
oita-shohisyanet.jp/）。
３　なお，認定を受けたことで，既に，
複数団体からお問い合わせいただい
ております。大規模な弁護士会があ
る地域でなくとも（大分県弁護士会
は12年４月１日時点で131名），適格
消費者団体としての活動は十分可能
です。

消費者契約法部会
井田雅貴（大分県）
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7日弁連　消費者問題ニュース148号（2012年５月）

１　本件は，いわゆる買取仮装型劇場型未公開株詐欺事
案（二次被害）で，被告である発行会社Ｍ社が，70代男
性である原告との間で作成した執行受諾文言付公正証書
に基づき，強制執行（預金債権に対する差押え）を行っ
た事案です。裁判所は，買取仮装業者から原告に対する
詐欺を認め，買取仮装業者を第三者とし，発行会社を悪
意とする第三者詐欺（民法96条２項）に基づく取消しを
認め，請求異議（公正証書の執行力の排除）を認めました。
２　判決は，買取仮装業者（Ｓ証券。実体なし）が，原
告手持ちの未公開株や社債（被害額約2800万円）を買い
取るのでその代わりＳ証券の顧客に代わって被告株式を
買い付けてほしいなどと勧誘し，原告を欺罔したと認定
しました。そして，被告が原告らからの電話や書面の連
絡のみで1000万円以上もの多額の株式の買付に応じる積
極的な姿勢を示していること，いずれも70才以上で，何
ら縁故も面識もない原告や協力被害者３名（Ａら）に対し，
発行済み株式の約４割もの株式を，株式取得の理由や経
緯等の質問もせず取得させようとしていること，被告が
原告，Ａら以外の相当数の者との間でも事案が類似する
紛争を抱えていることなどの事実を認定し，「被告は，原
告が株式の換金性その他，投資としての重要事項に関し，

Ｓ証券，Ｒ証券その他の者の詐欺によって，錯誤に陥っ
ている可能性を認識しつつも，強引にでも原告に株式買
付金を支払わせて，自己の自由となる資金を確保するた
め，原告が錯誤によって意思表示することを容認，歓迎し，
何ら原告の錯誤を是正することなく，かえって本件契約
の締結や株券の交付で原告の誤信を強め，後日，原告が
錯誤に気付いて，株式買取金を任意に支払おうとしなく
なることを見越して，本件執行証書の作成等の措置も講
じており，Ｓ証券による詐欺を容易にさせる行為をして
おり，被告には悪意があったと認めるのが相当」として，
「原告が被告に対してＳ証券の詐欺を理由として本件契約
の締結及び本件執行証書（公正証書）作成における意思
表示を取り消すことができる」としました。
３　原告，Ａらもいずれも本件が未公開株・社債の二次
被害であり，執行受諾文言付公正証書の何たるやを知ら
ず，余裕資金もない高齢被害者の財産をもむしりとろう
とする，極めて悪質な事案といえます。今後控訴審もあ
りますが，まずは正当な判決をいただき安堵していると
ころです。
� 浅井淳子（東京）

１　本件は，大和証券の外務員が，年金生活者で認知症
に罹患していた80代の独居高齢者に対して，リスクが中
位から高位の投資信託を多数回勧誘してこれに投資させ，
訴訟提起時において約740万円の損失が発生したという事
案につき，損害額の約８割にあたる600万円を支払う内容
の和解が成立した事例です。
２　主たる争点となる適合性原則違反に関して，取引当
時の原告の能力等が問題となりましたが，本件では医師
の診断書により数年前から老人性認知症を発症していた
旨診断されていることに加え，大和証券は2007年９月末
からコンピューターによる電話録音を行っていたことか
ら，原告と担当外務員との会話を録音した媒体が存在し
ていたことや，成年後見開始決定が確定した後に，その
ことを知らない外務員が原告に投資信託の勧誘を行った
場面を録音した媒体の存在などから，大和証券の外務員
は，原告が取引内容を理解していないことを認識してい
たにもかかわらず，継続的に投資信託の勧誘を行ってい
たことが明らかとなりました。
３　具体的には，外務員の勧誘に対して，原告は「はい
はい」などと相づちを打つだけで会話の内容をほとんど
理解しておらず，そのような原告に対して，外務員が「（既
存の投資信託を売却することにより生じる損失は，新規

に投資信託を購入することにより）すぐに挽回ができる
と思いますので。」などと断定的な判断を提供して，新た
に投資信託を購入させ，さらに外務員が投資信託の購入
手続きを終了して帰宅しようとすると，既存の投資信託
等を売却して新たに投資信託を購入した経緯を理解して
いない原告が「そうすると，今日は・・」と外務員が訪
問した意図を尋ねる質問をし，これに対し外務員が「買
い付けを行いました。」と返答をしたところ，原告は「へ
っ？」「これから買い付けをするところですか。」と応答
するなど，原告は投資信託を購入したことすら理解して
おらず，それにもかかわらず外務員は購入の意思につい
て原告に再度確認をすることなく足早に退去する様子な
どが録音されていました。
４　このように，本件では勧誘状況の録音媒体が複数存
在したこと等で，大和証券の外務員が，認知症を罹患し
た独居高齢者に対し，同人の能力が低下していることに
付け込み，中位から高位のリスクがある投資信託を繰り
返し販売していたことが明らかになったことから，裁判
所が尋問を前にして積極的に和解勧試を行い，これによ
り平成24年３月21日に損害額の８割を支払う内容の和解
が成立したものです。

太田賢志（東京）

買取仮装型未公開株被害事案で，公正証書に基づいてなされた強制執行に対し，
第三者詐欺の成立を認め請求異議を認容した判決
（東京地裁立川支部平成24年３月22日判決（被告控訴））

東京

認知症の独居高齢男性に投資信託を販売した事案で大和証券と訴訟上の和解が成立した事例
（東京地裁平成22年（ワ）第22904号，（民事37部合議））東京
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　本誌の編集に携わるようになってから，早６年
目に突入しました。ニュースの編集をしていると，
その時々の消費者問題の傾向，事件情報の傾向な
どを肌で実感することができます。ここのところ不
当と感じる最高裁判決が続いている中で，きらり
と光る事件情報を見つける事が出来る喜びはこの
部会に在籍しているからこその賜と思ってます。

　ところで，いつまでも新人気分が抜けきらない
今日この頃でしたが，５年の在籍中に，何度とな
く部会員の入れ替わりに直面して，慣れ親しんだ
部会員の卒業に寂しく思い，新たな仲間と知り合
える喜びもあるような微妙な気持ちを味わってき
ました。本誌が発行される前後はちょうど委員会
の委員の改選時期にもあたります。本誌はいわば

旧メンバーで力を合わせて作った最後のニュー
ス。次年度は当部会も大幅に人員が入れ替わり新
生部会として新鮮な気持ちでみなさまにニュース
をお届け出来るかと思います。

洞澤美佳（第二東京）

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 「消費者相談マニュアル第２版」（東京弁護士会消費者問題特別委員会編）

　本書は，2003年８月に刊行された「消費者相談マニュアル」
の改訂版です。この８年の間に，特定商取引法・割賦販売法の改
正，金融商品取引法の施行など，消費者関連の法令の抜本的改正
が相次ぎ，また，消費者被害の内容も複雑化・多様化してきまし
た。
　本書は，第１章で消費者問題全般に共通する基本知識を扱い，
第２章では，具体的な事例をあげて，その処理に必要な知識と解
決の方策を解説しています。取り上げている事例は，いずれも消
費者センタ－や弁護士会の消費者相談の現場で，実際に生じてい
る事例を可能な限り網羅していますので，消費者相談に携わる弁

護士に必携の書です。執筆を担当している
のは，東京弁護士会の消費者問題特別委員
会の委員を中心に，日頃から消費者被害救
済の最前線で戦っている弁護士ですので，
貴重なノウハウの集大成といえます。

編者　東京弁護士会消費者問題特別委員会
発行　株式会社商事法務
定価　5,670円（税込）
A5判・711頁

文献・催事紹介文献・催事紹介

催 事 「消費者法の課題と展望Ⅴ～悪質商法に利用されない決済制度の確立をめざして～
消費者トラブルの国際的対応も交えて（仮称）」

　出会い系サイト，情報商材商法などの被害をとりあげ，クレジットカード決済における決済代行制度について，①被害を防止する，
②お金を取戻す，③悪質加盟店をシステムから排除するという３つの観点から検討するとともに，クレジットカード以外の決済方
法である電子マネーやコンビニ決済（収納代行）の問題についても併せて検討します。

日　時：2012年７月７日㈯　午後１時～午後４時30分
場　所：弁護士会館講堂「クレオ」（東京都千代田区霞ヶ関１－１－３）
問合先：日弁連人権第二課　TEL　03-3580-9969　FAX　03-3580-2896

催 事 「第23回日弁連夏期セミナー（大阪）開催のお知らせ」
子どもをとりまく消費者被害～ネット社会における大人の役割

講師・パネリスト
　篠原嘉一氏（兵庫県情報セキュリティサポーター）
　長谷川元洋氏（金城学院大学国際情報学部国際情報学科教授）
　石原純子氏（NPO法人消費者情報ネット理事長・消費生活コンサルタント）
　小菅浩幸氏（電気通信サービス向上推進協議会　苦情・相談検討WG　主査・電気通信事業者協会　消費者支援委員）
コーディネーター：岡田崇会員（大阪）

　ネット環境が普及し，携帯電話やゲーム機からもインターネットへアクセスすることが可能になったことに伴い，悪意をもった
大人が子どもに接触する機会が増えています。
　子どもや子どもをとりまく大人はこのような環境の変化によりどのような被害を受けているのか。子どもを守るために大人はど
うすればよいのか。
　第17回（2006年）以来の大阪の地で様々な関係者と共に考えます。是非お越しください。

日　時：2012年７月14日㈯　正午～午後４時30分
場　所：大阪弁護士会館10階1001・1002会議室
主　催：日本弁護士連合会・大阪弁護士会（予定）
問合先：日弁連人権第二課　TEL 03-3580-2896　FAX　03-3580-2896


