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リ ポ ー ト

消費者安全調査委員会（消費者事故調）スタート

　消費者庁・消費者安全調査委員会
（以下「消費者事故調」といいます。）
が2012年10月１日に発足して１か月
になります。11月８日までで既に
297件にのぼる問い合わせ，27件の
調査申出がなされました。
　しかしながら，消費者事故調の調
査を実施する体制はまだまだ不十分
です。全国地域婦人団体連絡協議会
等の消費者団体は，11月５日に，以
下の概要の８項目の提言を消費者事
故調に提出しました。
　11月６日に開催された第２回の消
費者事故調では，①10月31日に再度
の戸開走行死亡事故を起こしたシン
ドラー社製エレベーターについて，
６年前の東京都港区で発生した事
故，②平成17年11月に東京都港区で
発生したパロマ製ガス湯沸し器 CO
中毒事故，③東京都港区のビルで発
生したエスカレーター巻き込み転落
死事故の３件について，国土交通省
や経済産業省が過去に行った調査内
容を評価すると共に，ほかに２件（非
公表）について自ら調査に入ること
になりました。
　一番の問題は，調査を担当する専
門家の確保です。同日段階では，専
門委員８人と，臨時委員19人が指名
されています。しかし，審議等の公
開問題は未解決のまま走り出してお
り，以下の提言は十分検討されてい
ません。
　このようなスタートを切った消費
者事故調に対しては，日弁連として
も，今後もしっかり監視して，意見
を言い続け，国民の期待に答え得る
機関にしていく必要があります。
（全国地域婦人団体連絡協議会等に
よる）

1　調査体制，事務局体制の整備を
急ぐべきです
　実際に調査を担当する専門委員等
の選任はまだまだ不十分です。
2　国民が納得できる具体的事案の
選定基準を作るべきです
　「事故等原因調査等の対象の選定
指針」は非常に簡単なものであり，
個別の事案の選定には不十分です。
3　国民が納得できる調査・審議に
するために，審議は公開をすべき
です
　第１回の委員会で採択された運営
規程５条では「……調査委員会の会
議の公開及び議事録の公表は，行わ
ないものとする。」とされています。
これは行政手続法や消費者庁設置の
精神にも反します。
　事案を公表することで，同種被害
の情報が集まり，事故の全貌をつか
めます。プライバシー，企業秘密の
保護に欠ける場合のみ非公開にすれ
ば十分です。
4　被害者参加を認めるべきです
　調査を申し出た被害者や遺族に
は，手続参加どころか傍聴すら認め
られていません。刑事裁判ですら犯
罪被害者の手続参加が認められてい
ます。運輸安全委員会では，原因関
係者が公開を求めた場合は意見聴取
が公開とされますし，公開の意見聴
取会や傍聴の規程もあります。
5　関係者の調査手続を早急に整備
すべきです
　事故調査は，被害者や遺族が納得
するものでなくてはならず，疑問点
をつぶさに聞くところから原因究明
は始められるべきです。運輸安全委
員会運営規程３章が規定しているよ
うな関係者の調査手続きを早急に整

備すべきです。
6　捜査機関と同時に調査に入れる
ようルールを確立すべきです
　事故発生後最初に現場に入り独占
的に証拠を確保する警察や消防の捜
査が行われている間は，捜査中を理
由に調査が阻まれ，起訴されても
延々と公判前整理手続が非公開で行
われます。
　運輸安全委員会のように少なくと
も警察庁と覚書をかわし，捜査と同
時に事故原因調査に入るべきです。
7　調査の進行経過を公表すべきで
す
　非公開の審議では，進行状況すら
分からず，被害者の不安はぬぐえま
せん。運輸安全委員会は，調査経過
の公表を実施しています。是非，こ
のような制度を採用すべきです。
8　不服申立て制度を設けるべきで
す
　消費生活用製品安全法に基づく事
故情報の公表には第三者判定委員会
の審議を経ていますが，その結論に
ついては独自の不服申出制度があり
ません。ところが，被害者がメーカ
ー等に損害賠償の交渉や裁判をする
と，メーカー等は，ここで出た結論
を流用して被害者救済を拒否する例
がしばしば見られます。
　このような事態は，消費者事故調
の結論に対しても起こり得ることか
ら，消費者事故調の結論に対して，
独自の不服申立て制度を設けるべき
です。

PL情報部会

中村雅人（東京）
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消費者教育推進法成立，
各地域での推進体制作りが課題
1　消費者教育推進法の制定・公布
　「消費者教育の推進に関する法律」
（以下「推進法」といいます。）は，
2012年８月10日衆議院で法案が可決
成立し，同月22日，公布されました。
　今後は，年内に施行され，その後，
同法により設置される消費者教育推
進会議での審議等を経て政府の消費
者教育に関する基本方針が策定さ
れ，それに前後して，地方でも消費
者教育推進地域協議会の開催や消費
者教育推進計画の策定が検討される
ことになります。
　日弁連では，2009年２月19日に「消
費者教育推進法の制定を求める意見
書」を，2011年４月15日に「消費者
の権利を保障し消費者市民教育を推
進する実効性のある消費者教育推進
法制定を求める意見書」をそれぞれ
発表し，積極的に推進法制定のため
の運動を進めてきました。今回の立
法はその大きな成果といえ，とりわ
け，同法の掲げる基本理念には，日
弁連の意見書の内容が多く盛り込ま
れています。
2　消費者教育推進法の特徴
⑴　「消費者市民社会」を打ち出し
たこと
　推進法の最大の特徴は，「消費者
市民社会」の考え方を打ち出したこ
とです。消費者教育の定義規定にお
いて，消費者市民社会を「消費者が，
個々の消費者の特性及び消費生活の
多様性を相互に尊重しつつ，自らの
消費生活に関する行動が現在及び将
来の世代にわたって内外の社会経済
情勢及び地球環境に影響を及ぼし得
るものであることを自覚して，公正
かつ持続可能な社会の形成に積極的
に参画する社会」（２条２項）と規
定し，基本理念（３条）においても，
「消費者市民社会を構成する一員と
して主体的に消費者市民社会の形成
に参画し，その発展に寄与する」消
費者＝消費者市民の育成支援を掲げ
（同条２項），そのために必要な多角
的な視点に立った情報提供（同条５
項）をうたっています。
　こうした消費者教育により，単な
る商品やサービスの受け手ではな
く，日常の商品選択や消費者として

の様々な行動を通じて，社会をより
公正で持続可能なものに変えてい
く，主体的・能動的な消費者の育成
が目指されています。
⑵　「生きる力」を育む実践的消費
者教育
　推進法のもう一つの特徴は，消費
に関する単なる知識の伝授ではな
い，実践的な消費者教育を目指して
いることです。
　基本理念（３条）では，「消費生
活に関する知識を修得し，これを適
切な行動に結び付けることができる
実践的な能力が育まれること」（同
条１項）を掲げました。
⑶　体系的で効果的な消費者教育の
推進
　消費者教育は，ライフステージに
応じて体系的に，そして様々な生活
の場面の特性に応じた適切な方法に
より行われる必要があります。また，
学校と地域，さらには消費者団体な
ど社会で活動する多様な主体が連携
しながら教育を進めることが，効果
的な消費者教育にとって欠かせませ
ん。
　さらに，環境教育推進法に基づく
環境教育や食育基本法に基づく食
育，最近広がりを見せている国際理
解教育，弁護士会や司法書士会が力
を入れている法教育など，消費者教
育と関連する教育との有機的な連携
により，大きな教育効果が期待でき
ます。
　そこで，推進法は，基本理念（３
条）において，消費者教育は上記の
各理念に則って行われなければなら
ないことを定めました（同条３項，
４項及び７項）。
　なお，現在，消費者庁において「消
費者教育推進のための体系的プログ
ラム研究会」が立ち上げられ，消費
者教育の体系化に向けた作業が進め
られています。
⑷　推進体制の確立
　こうした理念に則った消費者教育
を効果的に進めるために，消費者庁
に消費者教育推進会議をおき（19
条），同会議の意見を踏まえて国が
基本方針を定めて施策を推進すると
いう体制を整えました（９条）。地

方自治体についても，努力義務では
ありますが，同様の措置をとるよう
規定されました（20条及び10条）。
財政上の措置についても国の義務
（地方自治体は努力義務）が定めら
れており（８条），今後は消費者教
育に関する予算の拡充が期待されま
す。
3　今後の展望と課題
　消費者被害のない公正で持続可能
な消費社会の確立のために，主体的・
能動的に選択し行動する消費者を育
む消費者教育は，日本社会全体の未
来にとって重要な意味をもつ，創造
的な営みです。日々の生活の中で，
自分が手にする商品が公正な取引を
通じて作られたものかどうか，自分
が支払うお金が誰を潤すことになる
のか，といったことに関心をもって
選択し行動する消費者が増えれば，
消費者行政の活性化につながり，さ
らには事業者の事業活動にも少なか
らぬ影響を与え，地域経済の活性化
にもつながります。 
　今後の取組として重要なのは，地
方における消費者教育推進地域協議
会の組織や，それをきっかけとした
多様な主体の連携による教育推進体
制の整備です。とりわけ，消費者団
体と行政とがしっかり連携するこ
と，これまで消費者教育とつながっ
てこなかった，関連教育分野との連
携をはかること，さらには学校や地
域ごとの連携のネットワーク作りが
課題となります。
　各地の弁護士会でも，上述の「体
系的プログラム研究会」や今後設置
される予定の消費者教育推進会議の
成果も参考にしつつ，消費者行政や
消費者教育の関係者と積極的に意見
交換をしながら，消費者教育の体制
整備に取り組んでいただければ幸い
です。来年2013年が「日本の消費者
教育元年」といえるような年になる
よう，充実した取組を進めたいもの
です。
　　

消費者教育・ネットワーク部会

島田　広（福井）
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1　はじめに
　2012年９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。消費者庁が検討中の食品表示
の根拠法の一元化に関し，８月に同
庁から「食品表示一元化検討会報告
書」が公表されたのに合わせ，消費
者側から見た「あるべき食品表示」
について考えることを目的としたも
のです。
2　基調報告
⑴　まず，主婦連合会会長で，食品
表示一元化検討会（以下，「検討会」と
いいます。）の委員も務められた山根
香織氏が「食品表示一元化検討の現
状説明」のテーマで報告されました。
　山根氏は，検討会を「消費者の思
いが届かなかった」と総括されまし
た。表示一元化については主婦連も
大いに期待し，他団体と連携して食
品表示法要綱案を提出する等積極的
に活動したものの，それらは全く参
考にされなかった，また，事業者の
負担が強調される一方で消費者の視
点からの議論は不十分であり，消費
者のための表示法を責任を持って作
り上げようという姿勢は最後まで見
受けられなかったと振り返られまし
た。そして，今回の報告書では先送
りされた点も多く，引き続き消費者
の権利の確保のために積極的に働き
かけたいと述べられました。
⑵　次に，石川直基会員（大阪）が
「今あるべき食品表示の一元化～食
品表示一元化検討会報告書を受け
て」と題して報告を行いました。
　石川会員は，報告書の問題点とし
て，一部法令のみの「一元化」の検
討にとどまったこと，執行体制や表
示違反に対する規制の一元化までは
検討されていないことを挙げまし
た。また，現在の表示のわかりにく
さの原因が，表示ルールの不統一や
表示と中身のずれにあるにもかかわ
らず，「文字を大きくする」という
改善策では，読みやすくなりこそす
れ，わかりにくさの改善にはならな
いと指摘し，消費者の知る権利，安

全を求める権利，食べたいものを選
ぶ選択の権利に答える形での一元化
が求められると結びました。
⑶　農学博士の藤田哲氏（藤田技術
士事務所）は，「世界で最も遅れた
日本の食品表示制度」と題して報告
されました。
　まず，世界の主要国の表示基準の
紹介があり，日本と各国の食品表示
に著しい差があることが実際の表示
で示され，各国がいかに詳しくかつ
わかりやすい食品表示を実施してい
るかが一目瞭然でした。「わかりや
すくする」ということは，「字を大
きくして表示を簡素化すること」で
はない，ということがよく理解でき
ました。また，食品添加物表示制度，
加工食品表示制度について，問題点，
改善点の指摘がなされました。
　そして，表示制度の実効性確保の
ためには不正表示を厳しく取り締ま
る体制が不可欠であるということ
を，各国の例を紹介しつつ指摘され
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では，光
前幸一会員（東京）をコーディネー
ター，基調報告者３名をパネリスト
として，基調報告の内容を踏まえた
議論が行われました。
　表示のわかりにくさについては，
山根氏が，本来，表示は消費者の選
択のためにあり，誤認させないこと
が重要であるのに，現状はこれに沿
うものではないと指摘，石川会員か
らも，内容を正しく表示するルール
をきちんと適用することで，生産者
がそのルールを遵守し，安全確保に
つながるとの指摘がなされました。
　加工食品の原料原産地表示の問題
では，藤田氏が，農畜産物の管理・
生産・流通が適切に行われたならば，
同じ品質であれば原産地による差異
はないとして表示は不要とするのに
対し，山根氏は，加工食品に含まれ
る食材の産地を知りたいというのは
消費者の自然な要求であり，また，
わずかな加工だけで表示が不要とな

るとすれば，それがまたわかりにく
さにつながる等の点から，表示は必
要と述べ，意見は分かれました。こ
の論点は検討会では棚上げにされた
問題であり，今後も議論を深めてい
く必要があります。
　表示の規制に関しては，近時の健
康食品の表示・広告が指摘されまし
た。過剰な広告や表示が過大な効果
を期待させるという問題があります
が，それらへの適正な規制ができて
いない現状について，意見・提言が
出されました。会場からも「日本の
食品は（必要な表示がされていない
割には）宣伝文言が多すぎるのでは
ないか」という質問があり，藤田氏
の「外国では日本のような宣伝はし
ておらず，日本では当たり前のよう
にされる表現も禁止されているもの
が多い。日本は表示に対する礼節が
ない」旨の回答には拍手が起こりま
した。
4　おわりに
　今回のシンポジウムは平日夕刻の
開催でしたが，多くの市民にもお集
まりいただき，また，会場質問も多
く寄せられ，日常生活と直結する
「食」の分野への関心の高さがうか
がわれました。
　消費者庁はこれから新法の立案に
かかるようですが，本シンポジウム
での議論をさらに深化させ，食品表
示一元化の在り方を今後も発信した
いと思います。
　　

食品安全部会

西野大輔（秋田）

シンポジウム

シンポジウム「今あるべき食品表示の一元化
～適正な表示ルールの確立を目指して～」
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　日弁連は，2012年６月28日，「賃
借人居住安定化法案（追い出し屋規
制法案）の制定を求める意見書」を
発表しました。概要は，以下のとお
りです。
1　追い出し屋規制法案制定の必要
性
⑴　政府は，2010年の通常国会に「賃
借人の居住の安定を確保するための
家賃債務保証業の業務の適正化及び
家賃等の取立て行為の規制等に関す
る法律案」を提出しました。同法案
は，①家賃債務保証業者の義務的登
録制などの業務規制，②不当な家賃
取立行為の罰則による禁止，③家賃
等弁済情報提供事業（家賃滞納情報
等のデータベース化）の規制を柱と
していました。
⑵　折からの不況で失業や減収によ
り家賃を支払えなくなった賃借人に
対して，人を威迫し，又は私生活・
業務の平穏を害するような方法で家
賃を取り立てたり，果ては，実力で
賃貸物件から退去させたりする「追
い出し」被害が，以前から社会問題
となっていました。野放しにされて
いた家賃債務保証業者に法の網をか
ぶせ，すべての賃貸事業者による不
当な家賃取立行為を厳しく規制する
同法案は，国民の居住権を保障する
上で必要不可欠なものであり，一刻
も早い成立が望まれていました。し
かし，同法案は，参議院では全会一
致で可決されたものの，衆議院では，
度重なる継続審議の結果，2011年臨
時国会で審議未了により廃案となっ
てしまいました。国土交通省は，住
宅局に安心居住推進課を設置して，
法案成立後の監督行政を担うことを
予定していました。立法当局が，「住
まいの貧困」の解消を求める国民の
声に応えられなかったことは，きわ
めて遺憾というべきでしょう。
⑶　しかしながら，今日もなお，「追
い出し」被害は根絶されていません。
最近は，家賃債務保証業者等が滞納
家賃の一括弁済を強硬に主張し，そ
れ以外の提案を受け付けずに，一方
的に期限を区切って明渡しを迫るな

ど，手口がより強引になってきてい
るとさえ言えます。信頼関係破壊の
法理などの賃借人保護の法制度を無
視し，法に定められた手続をとるこ
となく，実力行使により明渡しを強
行する事業者の行為を規制し，賃借
人の居住の安定を確保することは，
喫緊の課題です。
2　求められる法案の概要
⑴　家賃債務保証業等の適正化
　家賃債務保証業については，①義
務的登録制を柱とする参入規制を設
け，②業務内容については，賃借人
から委託を受けて賃貸人と保証契約
を締結し，保証債務を履行した場合
に，事後的に求償権を行使すること
に限定し（賃貸人に代わって，家賃
を回収したり，明渡しを請求するこ
との禁止），③保証委託契約につい
ても，賃借人の利益が守られるよう
私法上の効力に関し一定の規制（保
証料の上限規制，違法な「追い出し」
行為の事前認容条項の無効，求償権
の違約金の上限規制，求償権につい
ての連帯保証人取得の禁止，家賃債
務保証業者以外に非事業者たる保証
人がいる場合，他の保証人との関係
において非事業者たる保証人に不利
な条項の制限など）を行うことなど
が盛り込まれるべきです。
⑵　不当な取立行為の禁止
　人を威迫し，又は，私生活・業務
の平穏を害するような家賃等の取立
てを禁止し，違反した者に対しては，
業務の形態を問わず，これを処罰す
る規定を設けるべきです。具体的に，
深夜・早朝の督促禁止，勤務先等へ
の連絡の禁止，貼り紙の禁止，第三
者に対する弁済要求の禁止など，貸
金業法と同様の取立行為の規制を設
けるべきでしょう。また，鍵を交換
するなどして賃借人の使用を阻害し
たり，賃借人の私物を搬出・処分す
る行為も禁止すべきです。
　なお，不動産業界の一部から，個
人の賃貸事業者について不当な取立
行為の禁止の適用を除外する旨の意
見も出ていますが，賃貸住宅の80％
を占める個人事業者に適用がないと

すると，規制が尻抜けになってしま
うものであり，適用除外をすべき理
由はありません。
⑶　家賃滞納データベース業の禁止
　2012年２月から，任意団体による
家賃滞納情報のデータベース化が稼
働しています。このようなデータベ
ースは，専ら，過去の家賃滞納を理
由として，保証委託・賃貸借契約の
締結を拒否するために利用されるも
のでしかなく，非正規労働者やシン
グルマザーなど社会的弱者が民間賃
貸住宅市場から閉め出されることに
なり，「住まいの貧困」を悪化させ
ることが懸念されており，現に，そ
のような事態も発生しています。
　また，データ等の管理を厳格に行
ったとしても，家賃滞納情報を利用
した入居差別や，他のデータとの照
合による架空請求，ヤミ金などの悪
徳業者への転売などの悪用の懸念は
払拭されません。
　このようにみると，家賃滞納デー
タベースは「百害あって一利なし」
というべきであり，賃借人の居住権
を確保するために，端的に禁止する
ことを含めた措置を講ずることが求
められます。
3　国民の居住権保障に向けた住政
策の転換を
　これまで住まいの確保は，いわば
国民の「甲斐性」として扱われ，市
場に任されていたと言っても過言で
はありません。しかし，国民が安心
して住まい，社会生活を送ることが
できるようにするためには，そのよ
うな政策がもはや通用しないことは
明らかです。
　国は，賃貸住宅においても，積極
的な基盤整備を行うべき責務があり
ます。その責務を果たす第一歩とし
て，政府は，追い出し屋規制法案を
早期に国会に提出し，国会は，充実
した審議の上で，速やかに成立させ
ることが求められています。
　　

土地・住宅部会

増田　尚（大阪）

リ ポ ー ト

賃借人居住安定化法案（追い出し屋規制法案）
の制定を求める意見書
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1　概要
　2012年６月15日，日弁連は，「投
資信託・投資法人法制の見直しに関
する意見書」を金融担当大臣及び金
融庁長官宛てに提出しました。
　本意見書は，当委員会の金融サー
ビス部会においてその原案を作成し
たものです。以下，本意見書提出の
経緯・背景と，その内容についてご
紹介します。
2　本意見書提出の経緯・背景
⑴　投資信託・投資法人法制の見直
しとワーキング・グループの設置
　2012年１月27日に，金融庁・金融
審議会で，投資信託・投資法人法制
の見直しに関する諮問が行われ，「投
資信託・投資法人法制の見直しに関
するワーキング・グループ」（WG）
が設置されました。以後このWGは，
12年３月７日から同年10月26日にか
けて合計11回開催され，現在も継続
中です。
　このWGでは，いわゆる運用報
告書の改善等の問題も検討されてい
ますが，特に一般投資家に販売され
る投資信託の商品内容についての規
制を新設すべきか否かが重要な論点
となっており，12年11月末ないし12
月ころには一定の結論を出すものと
みられます。
⑵　投資信託に関する（被害）相談
状況
　投資信託に関する現状に目を向け
ると，投資信託に関する（被害）相
談は，近年増加の傾向にあります。
例えば，国民生活センターに寄せら
れた投資信託に関する相談は，ここ
５年間で約２倍に増加しています
（PIO‒NETより）。
　そして，近時の相談の特徴として，
いわゆるデリバティブを組み込んだ
複雑な仕組みの投資信託に関する相
談が，特に増加しているということ
が挙げられます。このような投資信
託は，例えば「日経平均リンク型投
資信託」といわれる投資信託の場合，
デリバティブを組み込んだ特殊な債
券（仕組債）に集中的に投資して，
一定期間中に設定された価格（ノッ

クイン価格）を１度も下回らなけれ
ば，投資家は一定の配当金を得られ
ますが，１度でも下回ると，元本が
原則として毀損され，償還額が日経
平均株価に連動することになるな
ど，商品の仕組みが複雑で，リスク
が高いものとなっています。
　このようなデリバティブを組み込
んだ複雑な投資信託は，従来一般的
であった株式や不動産等を投資対象
とする投資信託とは根本的に異なる
もので，プロである委託会社等に資
金の運用を委ね，その運用が成功す
れば利回りを得られるという，一般
投資家がイメージする投資信託の在
り方と全く異なる仕組みになってい
ます。
⑶　現在の法令等
　他方で，現在の投資信託及び投資
法人に関する法律及び金融商品取引
法では，いわゆる商品内容に関して
は一般的な規制をおいておらず，ま
た個々の規制も極めて限定されたも
のとなっています。そこで，日弁連
としては，これらの状況を踏まえ，
投資家保護と公正かつ健全な市場を
実現するという観点から，意見を述
べたものです。
3　意見書の概要※
⑴　商品組成を規制する一般的規定
の設置
　第１に，いわゆる商品組成に関す
る一般的義務を定めた規定を定める
べきです。具体的には，商品組成に
おいて，当該投資信託が想定する顧
客層に当該投資信託の特性やリスク
が適合する合理的根拠を求めること
などが考えられますが，このような
一般的規定を置くことにより，政令
やガイドラインで具体的な規制をお
く際の論拠にもできるようになりま
す。
⑵　商品組成に関する具体的規定の
設置
　第２に，具体的な規定としては，
例えば，運用対象については，流動
性がありかつ日々の市場価格情報を
入手できるものに限定することや，
特に消費者（専門的知識や経験等が

十分でない一般顧客）が購入する投
資信託については，市場における売
却が可能で，一般投資家が客観的な
市場価格を容易に確認することので
きる上場有価証券等に限定すること
などを検討すべきです。
　また，その運用方法については，
投資リスクの低減という観点から合
理性が認められる範囲において分散
投資を義務付けたり，デリバティブ
取引については，リスクの量を一定
の範囲で制限したり，特に消費者が
購入する投資信託についてはデリバ
ティブ取引の利用をヘッジ目的に限
定することなどを検討すべきです。
4　まとめ
　上記のような，投資家保護の観点
から重要と思われる点について，
WGが出す結論がどのようなものと
なるかは，執筆時点（編者注：2012
年11月上旬）では未だ定まっており
ません。特に，本意見書が内容とす
る，勧誘規制にとどまらない商品規
制の導入については，業界側の強い
反対もあり，最終報告がどのような
ものとなるか予断を許しません。当
委員会（金融サービス部会）として
は，その結論にかかわらず，今後も
様々な形で更に意見を述べていきた
いと考えています。
　　

金融サービス部会

島　幸明（第二東京）

　　
※ 　「投資信託」とは，一般的に「委
託者指図型投資信託及び委託者非
指図型投資信託」（投資信託及び
投資法人に関する法律２条３項）
を意味しますが，本意見書では，
主として「証券投資信託」（委託
者指図型投資信託のうち主として
有価証券に対する投資として運用
するものであって，政令で定める
もの。同法２条４項）を念頭にお
いて意見を述べるものです。

リ ポ ー ト

投資信託・投資法人法制の見直しに関する意見書
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1　はじめに
　特定商取引法の改正（2012年８月
10日成立，同月22日に公布，施行は
2013年２月頃の予定）により，これ
まで国民生活センターでも注意喚起
されていた「訪問購入」（業者が自
宅に押しかけ，貴金属などを強引に
買い取る商法）が特商法の第７類型
として新たに規制の対象となり，訪
問販売に類似した規制が設けられた
他，訪問購入特有の規制も設けられ
ました。とりわけ，オプトイン型不
招請勧誘の禁止が導入されたこと
は，画期的であったと言えるかと思
います。
2　訪問購入の適用対象
　「訪問購入」の規制対象は，当初は，
被害が多発していた貴金属に限定さ
れていましたが，最終的には，原則
すべての物品（58条の４）となりま
した。他方，消費者の利益を損なう
おそれがないと認められる物品又は
規制をした場合に流通が著しく害さ
れるおそれがあると認められる物品
（58条の４），購入業者がその営業所
等以外の場所において物品につき売
買契約の申込みを受けることなどは
通例であり，かつ，通常売買契約の
相手方の利益を損なうおそれがない
と認められる取引態様（58条の17第
２項２号）については，一部ないし
全部が適用除外とされました。具体
的な適用除外は，改正法の施行まで
に政令で定められることになります
が，例外となる物品，取引態様につ
いては，限定的なものにするべきと
考えます。その他，来訪要請を受け
た場合（58条の17第２項１号）や営
業のためである場合（58条の17第１
項）などが適用除外となることは，
訪問販売と同様です。
3　主な規制等
⑴　訪問販売同様の規制としては，
氏名・勧誘目的等の明示義務（58条
の５），勧誘を受けることの確認義
務（58条の６第２項），再勧誘の禁
止（同条第３項）などがあります。
なお，勧誘を受けることの確認義務
は，訪問販売では単なる努力義務で

あることに対して，訪問購入では，
明示的な義務となっています。
　そして，特筆すべきは，「勧誘の
要請をしていない者」に対する営業
所等以外の場所における勧誘等の禁
止，すなわちオプトイン型不招請勧
誘が禁止されたことです（58条の６
第１項）。これは，当初の法案では
含まれていなかったのですが，訪問
購入における被害は，特定の物品で，
一度，失われると回復が困難となる
側面を有するもので，未然防止の必
要性が高かったことから，修正案で
盛り込まれました。高齢者は時には
恐怖心から勧誘を拒絶できないこと
もあるため，事業者との接触自体を
抑止する規制として，評価されます。
ただ，適用除外となる「来訪要請」は，
対象となる物品及び金額等を明示
し，具体的に契約内容が特定された
上での締結を請求した者というよう
に，限定的に解すべきと考えます。
⑵　勧誘中の規制として，不実の告
知等が禁止されていること（58条の
10）も，訪問販売と同様ですが，取
消権が存在しないことが異なりま
す。しかし，一定の民事効を認める
べきであったと思います。
⑶　契約時等の書面交付義務（58条
の７等）及び，書面交付時から８日
間のクーリングオフ（58条の14第１
項）が可能なことやクーリングオフ
に関する制度内容等も，訪問販売と
同様です。
　ただ，訪問購入の場合，前記のご
とく，対象が特定の物品であるため，
購入業者が，当該物品を転売してい
たり，貴金属等では溶解処理をして
いたりするなど，その返還を求める
ことが困難となる場合が想定されま
す。そこで改正法では，クーリング
オフ可能期間中の引渡拒絶権を認め
（58条の15），購入業者は，消費者に
対して，物品引渡拒絶権につき，告
知義務があり（58条の９），その旨は，
書面記載事項ともされました。また，
購入業者がクーリングオフ可能期間
中に第三者に当該物品を引き渡すと
きは，遅滞なく，その消費者に対し

て通知するとともに（58条の11），
転売先となる第三者に対しても，ク
ーリングオフされる可能性等を通知
しなければならない（58条の11の２）
とされています。そして，現実に消
費者がクーリングオフを行使した場
合には，善意・無過失以外の第三者
に対抗することができるとし（58条
の14第３項），クーリングオフ行使
時に，第三者に所有権を主張できる
可能性を高めています。
4　今後の課題
　以上のように，「訪問購入」とい
う特性から，今回の改正は，勧誘前
の不招請勧誘，契約後の引渡拒絶権，
転売時の通知義務などの規制がなさ
れました。しかしそれでも悪質な購
入業者によって，善意無過失の第三
者に転売されたり，溶解処理をされ
たりして，当該物品の返還を求める
ことができず，損害賠償等の金銭に
よる解決を余儀なくされることはあ
り得ます。損害額の算定は，損害賠
償である以上，原則として時価とな
らざるを得ませんが，その時価の算
定が単なる時価（中古価格）となっ
た場合，消費者としては，十分な救
済が受けられないこともあります。
　今回の改正の附則で，政府は，ク
ーリングオフを行使した場合におい
て，訪問購入に係る物品の占有を確
実に回復し又は保持することができ
るようにするための制度について検
討を加え，その結果に基づいて所要
の措置を講ずるものとされています
（附則４条第１項）。今後の被害事例，
救済方法には，十分，注視していく
必要があるかと思います。
　　

信用法部会

松苗弘幸（埼玉）

リ ポ ー ト

特定商取引法の改正で「訪問購入」が規制対象に
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事 情件 報
東京 振込詐欺救済法に基づき銀行口座の凍結措置を要請した被害者側弁護士に対する損害賠償請求が棄却された事例

東京地裁平成24年９月13日判決（確定）

１　本件は，犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回
復分配金の支払等に関する法律（振込詐欺救済法）３条に
基づき，「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請
書」（いわゆる日弁連書式）を使用して，銀行に口座凍結
措置を求めた弁護士（被告）に対して，同口座の名義人（原
告）が「被告が，本件口座が犯罪に利用されているとの証
拠を全く有しないのに口座凍結要請をしたため，原告は取
引先を失うなどの損害を負った」旨主張して，約1600万円
の損害賠償を求めた事案です。
２　本件の前提となった被害は，既に多額の被害に遭って
いた被害者（91歳女性）が，氏名不詳者から「被害を取り
戻すために社債を購入しないか。発行会社は紹介する。」
旨の勧誘を受け，これを信じ発行会社から紹介された貸金
業者から自宅を担保に融資を受けた後，当該貸金業者の従
業員が指定する複数の銀行口座（このうちの１つが原告名
義）に，融資金の大半を振り込まされたという事案でした
（劇場型・自宅乗っ取り型詐欺）。
３　本判決は，①被告が被害者との面談により事実経過を
把握し，資料を精査して被害者の認識との整合性を確認す
ることで被害者の供述の正確性を確認していることから，
その調査に不十分な点があったとはいえない，②被害者の

供述や資料を総合すると，本件口座が犯罪に利用されてい
ると考えるにつき合理的な理由があったというべきと指摘
して，被告の行為は不法行為には当たらないとして原告の
請求を退けました。なお，原告は，被告が③被害者に係わ
った他の業者等に口座名義人による詐欺の有無を問い合わ
せるべき，④口座名義人の登記事項証明書を取得するべき，
とも主張していましたが，本判決はいずれも「その必要は
ない」と判示しています。
４　本判決は，振込詐欺救済法３条に基づく預金口座の凍
結の主体はあくまで金融機関であるとしつつ，被害者側の
弁護士が口座の凍結措置を要請する（口座の不正な利用に
関する情報を提供する）際には，当該口座が振込利用犯罪
行為（同法２条３項）に利用されているかどうかにつき一
定の調査義務を負うことを明らかにした点，調査義務とし
て，口座名義人の関係者への問合せや登記事項証明書の取
得までは不要とした点において，事例判断とはいえ意義が
あるものと思います。今後，調査義務の具体的な範囲及び
程度について，更なる判断の集積が望まれるところです。

消費者教育ネットワーク部会
中村新造（第二東京）

大阪 電話機等の提携リース被害集団訴訟において，リース会社の監督責任を認めた判決
大阪地裁平成24年７月27日判決（双方控訴）

１　本件は，販売店の訪問販売員により，「電話機が使用
できなくなる」，「電話料金が安くなる」，「いつでも解約で
きる」等の詐欺的勧誘で電話機等のリース契約を締結させ
られた顧客ら28名と保証人ら15名が原告となって，のべ41
件のリース契約につき，リース会社のクレディセゾンおよ
び提携販売店７社に対し，損害賠償等を求めた事案です。
２　本判決は，リース会社は，原則として提携販売店の勧
誘方法等営業活動を管理，監督する義務は負わないとしつ
つ，「リース会社が提携販売店の違法行為を知り，又は知
り得たにもかかわらず漫然と顧客とリース契約を締結した
というような特段の事情が認められる場合には，リース会
社は，提携販売店に違法な営業活動がないかを調査し，必
要に応じて，両者の法律関係及び経済的影響力に応じた指
導・監督をすべき注意義務があったものとして，不法行為
責任を負う」と判示し，実質的にリース会社の加盟店管理
義務を認めました。
　その上で，リース会社に寄せられたクレームや新聞報道
などから，「遅くとも平成17年11月初めには，電話機等の
リース契約に関して，提携販売店が違法勧誘を行うことが
あるとの社会的認識が広く形成されていた」と認定し，同
時期以降に締結されたリース契約に関し，提携販売店によ

る違法な勧誘の実態を認定し，販売店管理義務違反に基づ
く既払リース料と弁護士費用相当額の損害賠償を認めまし
た。
３　また，特商法26条１項１号の「営業のために若しくは
営業として」の解釈につき，「相手方の属性や経費計上の
有無といった形式的側面のみならず，事業内容，当該商品
の使用目的，使用状況，当該商品の設置場所等といった当
該取引の実体的側面も考慮して判断すべきである。」とし
て，個別の事情を詳細に検討した上，鉄工所，飲食店，幼
児教室，印刷所，瓦販売施工等を営む個人事業主，板金塗
装業を営む株式会社等についてもクーリングオフを認めま
した。
４　本判決は，何よりも提携リースというビジネスモデル
の問題点に正面から切り込み，リース会社の提携販売店に
対する監督責任を認めた点で画期的な判決です。
　他方，一般人より情報を得やすいはずのリース会社の監
督責任の発生時期が遅きに失している点，提携販売店によ
る詐欺をリース会社にとっての第三者詐欺（民法96条２項）
としている点等につき，現在，控訴中です。

土地・住宅部会
三浦直樹（大阪）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
文献紹介  消費者事件実務マニュアル―被害救済の実務と書式―（補訂版）

　本書は，福岡県弁護士会の消費者委員会が企画執筆したもので，
2011年３月に初版が，2012年６月に補訂版が発刊されました。
　第１編では，「住宅リフォーム」など32の被害類型ごとに，典
型的な被害の内容，適用法令，参考判例・参考文献を記述し，全
ての被害類型について，内容証明などの書式が添付されています。
第２編では，保全・執行や移送・文書提出命令など，被害救済の
過程で問題となる法的手続について解説されています。第２編で
も，11の全ての項目において，参考書式例が添付されています。
　近時，投資被害をはじめとして，消費者をめぐる紛争事例は増
加傾向にあり，公刊物にも多数の判例が掲載されています。初版

では約500の判例が掲載していました
が，補訂版ではさらに約60の判例が
追加されました。
　消費者被害救済に取り組む会員に役
立つ書物としてご紹介いたします。
　　
Ａ５判　471頁／3990円（税込）
福岡県弁護士会消費者委員会編
民事法研究会

文献紹介  中小事業者の保護と消費者法―ドロップシッピング，提携リース，フランチャイズ，不動産サブリースをめぐって―

　本書は，2011年秋に開催された近弁連大会におけるシンポジ
ウム「中小事業者の保護と消費者法～契約弱者の救済に向けて～」
と大会決議「契約弱者としての中小事業者の保護の拡充を求める
決議」をとりまとめたものです。
　研究報告では，中小事業者が巻き込まれている取引被害の実情
を明らかにするとともに，救済に向けた検討が紹介されています。
実行委員らの渾身の研究発表です。
　パネルディスカッションは，加藤雅信教授，河上正二教授，池
本誠司弁護士，金子武嗣弁護士の４名のパネリストの議論です。
大会直後より多方面から活字化の要望が寄せられたほど，示唆に

富む内容です。
　本書の価値は，実務的な参考書であ
るとともに，「消費者保護とは何か」「民
法とは何か」を考え直すことを求める
強烈な問題提起にあると思われます。
　　
Ａ５判　356頁／3465円（税込）
近畿弁護士会連合会・大阪弁護士会編
民事法研究会

催 事  第47回　全国証券問題研究会・富山大会

日　時：2013年2月15日㈮　11時～18時，16日㈯　9時～12時

場　所：富山国際会議場大手町フォーラム（富山市大手町1‒2：JR 富山駅からセントラム（市内電車）で約7分）

問合先：弁護士 野澤健　電話 075‒231‒1106

　充実した内容の入門講座があると共に，志谷匡史神戸大学教授によるご講演をはじめ証券取引から金融デリバティブ取引まで各種金
融商品取引被害救済に役立つ実践的且つ理論的なプログラムを多数準備しております。多数のご参会をお待ちしております。なお，本
研究会の参加資格は，個人投資家側で金融商品取引被害事件を担当する弁護士であり，①過去４大会のいずれかに出席している方，②
本研究会地区幹事を含む２名の推薦を受けた方等に限定させて頂いております。

　私は、2006年度、2007年度と、ニュース

出版部会に所属していましたが、弁護士会の副会

長になるにあたり退任。今度は後任者が副会長に

なるので、今年から４年ぶりに復帰しました。５

年ぶり２度目の編集長です。

　委員会内に知らない部会が結構増えていたのに

も驚きましたが、ニュース出版部会の運営でも、

編集の仕方が変っていたり、年号の表記が変って

いた（昔は年号元号併記でした）りと、すっかり

浦島太郎状態でした。考えてみると、消費者問題

そのものもかなり様変わりしていますね。

　出資法所定の制限利率が改正されたり、クレジ

ットに関する規制が強化されてクレジットがらみ

の悪徳商法が激減したり。私が弁護士になってか

らの12，3年でもずいぶんと変りました。

　今はサクラサイトや投資詐欺など、悪徳とか何

とか以前に完全に詐欺の事件が花盛りですが、こ

れらについても、どんどん取り組んで撲滅へ向け

て頑張っていかなくてはいけませんね。

 大村真司（広島）

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