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リポート

個人保証に依存しない中小企業融資の実現を
～シンポジウム「民法（債権法）改正における�
個人保証規制と債権譲渡特約等の制度の行方」報告～
1�　民法改正「中間試案」と保証人
保護
　民法改正に関する中間試案では，
中小事業者向け融資における経営者
を除く第三者保証の禁止を「引き続
き検討する」こと等が提案されてい
ます。パブリックコメント募集期間
中である2013年４月23日に司法制度
調査会と当委員会にて企画された標
記シンポジウムは国会議員・法務省
関係者・中小企業経営者など約100
名が参加し，また全国26弁護士会・
支部に中継される大変タイムリーな
企画となりました。
2�　中間試案の読み方～山野目章夫
教授の基調講演
　本シンポジウムでは，法制審幹事
である早稲田大学大学院山野目章夫
教授より，中間試案における保証人
保護規定について基調講演がありま
した。保証人保護規定に関する提案
の多くは「…は引き続き検討する」
との表現が用いられているが，これ
は議論が熟しておらず難しい論点だ
ということであり，今後の審議で帰

趨が決まる緊張感のある論点である
との解説がありました。また，特に
重要な規定は「個人保証の制限」と
「裁判所による減免」「比例原則」で
あり，これらの明文化により「説明
義務・情報提供義務」についての規
定が「光る」こととなる，今後この
中間試案の提案が成案するか否かは
国民の声の盛り上がり次第であると
締めくくられました。
3�　債権譲渡禁止特約と中小企業の
資金調達の円滑化
　続くパネルディスカッションで
は，「個人保証の規制」とともに個
人保証に依存しない中小企業向けの
融資の実現を目指して，債権の譲渡
禁止特約の改正提案を中心に議論が
なされました。「中間試案」では譲
渡禁止特約の効力を弱める提案がな
されており，これにより中小企業の
資金調達が円滑化されるのではない
かという見方もなされているところ
です。
　パネリストは山野目教授に加え，
福岡県中小企業家同友会代表理事中

村高明氏，法制審委員であ
る中井康之会員（大阪），
当委員会委員千綿俊一郎会
員（福岡県），コーディネー
タ－は当会司法制度調査会
副委員長児玉隆晴会員（東
京）でした。
　パネルディスカッション
ではまず，保証人保護につ
いて，千綿会員より，当委
員会が３年ごとに実施して
いる「破産記録及び個人再

生記録調査」の結果として，破産の
原因の約25％が「保証や肩代わり」
であること，「住宅ローンを払い終
わったばかりの自宅を手放した」な
どの保証被害であることが報告され
ました。中村氏からは中小企業経営
者の立場から，自らも自宅を担保に
提供し，保証人となったにも関わら
ず，更に第三者保証人を求められ，
知り合いの経営者にお願いをしたこ
とや知人の社長が貸しはがし・貸し
渋りにより事業破綻に追いやられた
ことなど，保証をめぐる実例が紹介
されました。中井会員からは，法制
審において「個人保証の禁止」につ
いては，研究者等から民法上「無効」
となる理論的根拠を明らかにするこ
とが厳しく求められたこと，「経営
者」の定義について今後慎重な議論
が必要なことなど法制審における議
論状況が紹介されました。
　その後，個人保証に依存しない中
小企業の資金調達として着目されて
いる動産・売掛金担保融資（ABL）
の積極活用，債権譲渡禁止特約の効
力を緩和する中間試案についても熱
心な議論がなされました。
4　保証人保護のための民法改正を
　本シンポジウムには前川清成，真
山勇一両参議院議員も参加されまし
た。保証人保護と債権譲渡という２
つのテーマから中小企業向け融資の
あり方を複合的に捉える充実したシ
ンポジウムとなりました。

多重債務部会
辰巳裕規（兵庫県）
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シンポジウム　「韓国フランチャイズ調査報告と今後のフランチャイズ法制を
考える」報告～フランチャイズ法制定のために～�
1　はじめに
　2013年４月25日，標記シンポジウ
ムが開催されました。
　シンポジウムを開催するにあた
り，当委員会の独禁法部会のメン
バーが中心となり，2013年２月26～
28日に韓国の公正取引委員会と韓国
調停院を訪れました。標記シンポジ
ウムは，その内容を報告することが
一つの大きな目的でした。また，韓
国訪問の際には，現地の方々のご協
力を得て，フランチャイジーの被害
救済に取り組んでいるクォン・ミョ
ンギョン弁護士と面会する機会も得
られました。そして，同弁護士にも
シンポジウムに参加することについ
てご快諾をもらい，韓国の実情につ
いても報告を行って頂くことになり
ました。
　そのうえで，今後日本においてフ
ランチャイズ法制定を実現するため
にどのような動きが必要か，また，
どのような法律にすべきかについて
の議論を中心としたパネルディス
カッションを行いました。以下，詳
細を報告します。
2　各調査報告について
⑴　韓国公正取引委員会
　河田英正当連合会副会長より開会
の挨拶がなされたあと，最初に，筆
者が韓国公正取引委員会訪問の報告
を行いました。
　公正取引委員会では，フランチャ
イズ部門課長補佐のイム・キョンハ
ン氏にご対応頂きました。
　韓国では，フランチャイズを規制
する加盟事業法が2002年に制定され
ており，加盟事業法の内容について
説明を受けました。加盟事業法では，
公正取引委員会に加盟希望者に提供
する情報公開書を登録しなければな

らず，また，加盟金は一旦銀行に預
けて直ちに加盟本部が受け取れない
仕組みになっているとのことでした
（預値制度）。収益予測の開示につい
ては義務ではないが，提示する場合
には書面で行うことになっているこ
とから，開示する加盟本部がほとん
どいないとのことでした。
　前述の情報公開書について，真実
性の審査まで公正取引委員会が行
い，虚偽や不正な情報を登録してい
た場合には登録拒否や取消ができる
という点については驚きました。
⑵　韓国調停院
　次に，当委員会の田島啓己委員（沖
縄）より，韓国調停院訪問の報告が
なされました。韓国調停院は，韓国
公正取引委員会の下部組織として
2008年２月に設立された紛争調整機
関です。年々調停件数は増えている
こと，調停の成立割合が昨年は８割
を超えたこと，申立費用が無料であ
ること，申立から手続終了まで原則
60日とされ，実際の平均手続き期間
も48日と短期間で処理されているこ
と等驚きの連続でした。
⑶�　クォン・ミョンギョン弁護士特
別報告「韓国のフランチャイズ事
情と法改正運動」
　クォン弁護士からは，加盟事業法
が制定されている韓国でも，依然と
して，コンビニエンスストアを中心
としてフランチャイジーの被害が後
を絶たないという点について報告が
ありました。具体的には，前述の収
益予測について，加盟本部が口頭で
過大な収益予測を述べるケースや，
近隣出店の問題等について実情を説
明してくれました。そのうえで，こ
れらについて規制するよう法改正を
求めていることについても説明がな
されました。
3　パネルディスカッション
　以上の報告者３名に加えて，クォ
ン弁護士と同じくフランチャイズ被
害の問題に取り組んでいる韓国のキ
ム・チョルホ弁護士と当委員会の中
村昌典委員（東京）をパネリストに
迎え，当委員会の中野和子副委員長
（第二東京）をコーディネーターと

してパネルディスカッションがなさ
れました。
　まずは，田島委員と筆者が韓国の
公正取引委員会と調停院を訪問した
感想について述べた後，既に加盟事
業法が制定されているにもかかわら
ず被害がなお減っていないという韓
国の実態についてクォン弁護士とキ
ム弁護士に改めて述べてもらいまし
た。
　そのうえで，日本においても，ま
ず韓国と同じようにフランチャイズ
を規制する法律が必要であること，
その内容については，韓国での法改
正の動きも踏まえて，売上予測等も
含めて情報提供義務を課すこと，情
報提供義務違反の民事効（解除，損
害賠償等）の規定を盛り込むべきこ
との是非等について議論がなされま
した。
　最後に，具体的な法改正の運動方
法について，国会議員等政治家の協
力が不可欠であることがキム弁護士
等から指摘され，パネルディスカッ
ションは終了しました。
4　今後の法制定に向けて
　パネルディスカッション終了後，
中野副委員長が，閉会に際して，今
日のシンポジウムの内容を踏まえ
て，日本においてもフランチャイズ
法制定に向けての動きを加速してい
きたい旨の挨拶を行い，シンポジウ
ムは終了しました。
　今後，当委員会の独禁法部会が中
心となり，フランチャイズ法制定に
向けて，韓国の加盟事業法等を参考
にしながら，具体的なあるべき法案
の内容を検討する予定にしておりま
す。

独禁法部会
松井良太（大阪）
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「不当景品類及び不当表示防止法の改正に
関する意見書」について�
1　意見書の趣旨
　当連合会では，2011年８月18日に
「不当景品類及び不当表示防止法（以
下「景表法」という。）改正を求め
る意見書を提出しました。ところが，
消費者庁に設置された「消費者の財
産被害に係る行政手法研究会」が最
終とりまとめ案を公表する予定であ
るところ，取りまとめ案の初稿では，
不当表示に対する賦課金制度は，こ
れを必要とする立法事実が存在しな
いとの整理がなされていました。そ
こで当連合会は，上記の意見書のう
ち，特に「課徴金ないし経済的不利
益賦課制度の導入」に絞り，2013年
３月22日付けで標記意見書を取りま
とめ，同月25日に，消費者庁長官，
公正取引委員会委員長，内閣府消費
者委員会委員長，経済産業大臣，各
政党その他関連機関宛てに提出・公
表しました。
　意見書の要点は，不当表示に対す
る課徴金制度の導入の必要性と執行
力の強化の２点です。
2　�景表法違反の不当表示に対する
課徴金制度の導入の必要性につ
いて

⑴　現在，不当表示が多種多様なメ
ディアによる広告の中で横行し，折
り込みチラシ，新聞広告，インター
ネット上の広告は，不特定多数の消
費者を契約に誘引するために非常に
有効な手段となっています。このよ
うな広告は消費者の意思決定に大き
な影響を与えており，いったん事業
者が不当表示をしてしまえば，それ
によって消費者が被害を蒙っても事
後的に救済することは困難です。
　そこで，広告されてしまった不当
表示につき，表示をすることによっ
て得られる利益を超えるペナルティ
を与えることにより，不当表示を抑
制することが効果的となります。
⑵　現在は，不当表示に対しては今
後使用しないという措置命令が可能
ですが，これだけではすでに不当表
示に基づいて契約をした消費者の被
害を救済することはできず，不当表
示で得られた利益は事業者に温存さ
れることになってしまいます。

　例えば，2012年11月16日，消費者
庁は，ブロードバンドIP通信サービ
ス等を業とするイー・アクセス株式
会社に対して，LTE通信の最高速
度75Mbpsとなる地域が極めて限定
されていたにもかかわらず「東名阪
主要都市人口カバー率99％」と表示
し優良誤認させたという理由で，同
表示を差し止める等の措置命令を発
しました。しかし，すでに不当表示
によって契約した消費者は，違約金
を支払わなければ解約できない状態
にあり，措置命令によって救済が受
けられるわけではありません。
⑶　このように，明らかに事実と異
なる誇大な表示をする事業者が存在
するのは，後に不当表示と認定され
てもなお利益を確保できるからに他
なりません。
　そこで，本意見書では，課徴金あ
るいは経済的不利益を賦課する制度
を導入し，不当表示をすることは利
益にならないという状況を作り出し
てはじめて不当表示を抑止する効果
を生むとして，同制度の導入を求め
ました。
⑷　本意見書を公表，同じく通信
サービス等を業とするKDDI株式会
社は，上記イー・アクセス株式会社
に対して措置命令が出ているにもか
かわらず，2012年末まで，iPhone5
はLTEで受信時最大75Mbps，2012
年度末には実人口カバー率約96％な
どと表示し続けていた件について，
消費者庁は，実際には2013年３月末
日までであっても実人口カバー率は
14％でしかなかったという不当表示
を認定し，2013年５月21日，措置命
令を発しました。このように課徴金
ないし不利益賦課制度には，十分な
立法事実があるということができま
す。
3�　上記課徴金制度の運営のために
必要となる執行力の強化について
⑴　消費者庁は，直近１年は，毎月
２件程度の不当表示の措置命令を発
していますが，膨大な広告数からす
れば，不当表示のうちのほんのわず
かといえます。
　また，不当表示とされた広告も，

措置命令までには長期間を要してい
ます。例えば，2012年８月31日付け
で行われた株式会社ドクターシーラ
ボに対する措置命令は，「DRソニッ
クＬ・Ｉ」という美容機器に脂肪分
解効果や細胞の活性化を図る効果が
あるという合理的根拠がなかったと
するものですが，この不当表示は
2010年12月から１年８か月も続いて
いました。本意見書執行後の2013年
４月23日付で行われた一般社団法人
美容整体協会に対する措置命令は，
「小顔矯正」の役務に合理的根拠が
ないとするものですが，この不当表
示も2011年10月から１年半続いてい
ました。
　措置命令を行った事案であって
も，命令以前に優良誤認をして契約
をした消費者が多数存在したと考え
られますし，類似の表示を行ってい
る他の事業者は，特段の指摘もなく
事業を継続しているのですから，消
費者被害を抑止するのに十分とは到
底いえません。
⑵　消費者庁は，課徴金制度の導入
に消極的との意向を明らかにしてい
ますが，このような消極論は，課徴
金制度導入後の業務範囲拡大に比し
て地方支局を含めた現在の執行体制
の脆弱性への懸念に起因するものと
思われます。
　そこで，本意見書では，課徴金制
度を導入してもなお機能する体制づ
くりとして，不当表示規制担当部門
である消費者庁表示対策課の体制強
化と，公正取引委員会の地方支局の
職員が消費者庁職員の身分を兼ねる
という制度的工夫をして消費者庁の
執行力強化を図ることを提案してい
ます。
　十分な執行体制の下で，課徴金制
度を導入すれば，何の合理的根拠も
ない安易な広告をして消費者を誤認
させる不当表示は確実に減少すると
考えます。

独禁法部会
副委員長　中野和子（第二東京）
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1　安愚楽牧場事件と法改正の動き
　被害者約７万3000名，被害額約
4207億円に上る「安愚楽牧場事件」
の発生を契機に，特定商品等の預託
等取引契約に関する法律（以下「特
定商品預託取引法」という。）の改
正の議論が始まりました。
　自民党消費者問題調査会は，2012
年11月，特定商品預託取引法と併存
する「預託等取引特定事業法」の制
定を提言し，消費者庁は，2013年３
月，特定商品預託取引法の省令改正
（財務書類開示義務の記載事項の追
加等）を提案する中で，当連合会は，
2013年３月14日，「預託商法被害と
特定商品等の預託等取引契約に関す
る法律の改正の在り方に関する意見
書」を発表しました。
2　現行特定商品預託取引法の欠陥
　1985年に破綻した豊田商事は，金
地金の販売と預託の取引を，高齢者
を中心に訪問販売の方法で展開しま
したが，その実態は，金地金の保有
も運用もない現物まがい商法であ
り，被害者約３万人，被害額約2000
億円に上る大規模被害を発生させた
事件でした。その反省から，1986年
に特定商品預託取引法が制定された
のです。
　現行特定商品預託取引法は，契約
書面交付義務，クーリング・オフ，
勧誘行為規制，財務書類備付義務，
中途解約権（違約金の上限10％）な
どの規制を定めています。
　しかし，現行法には次のような欠
陥があることが指摘できます。
①　定義規定は，３か月以上の期間，
商品等を預託し，利益を提供するこ
とを約する契約（法２条）と定めて
おり，商品販売＋預託取引という預
託商法の構図のうち預託契約部分だ
けで定義付けています。そのため適
用対象が拡散し規制内容が緩くなら
ざるを得ず不十分です。
②　政令指定商品制を採用している
ため被害の後追いを繰り返していま
す。1997年頃に発覚した和牛預託商
法は，10社以上が社会問題化しまし
たが，当時は政令指定商品となって
いなかったため，事後的に「家畜」

を追加指定しました。しかし，その
後，2002年に破綻した健康食品の預
託商法の八葉物流事件（被害者約
４万5000名，被害額約1500億円）や
絵画レンタル商法事件やIP電話中継
局の預託商法事件などは，いずれも
適用対象となっていません。
③　また，安愚楽牧場事件の経緯を
踏まえれば，指定商品として現行法
の適用を受けても，法規制の実効性
が不十分だと言わざるをえません。
2011年８月に破綻した安愚楽牧場
は，1997年以前から事業活動を継続
していた事業者でしたが，結局は破
綻に至るまで行政規制権限が発動さ
れませんでした。
④　現行法の規制内容の不備として
は，営業活動中は問題が顕在化しに
くいため立入調査等の行政権限発動
に至る前の段階での情報収集手段が
不十分であること，行政規制権限の
主体が消費者庁のみであるため調
査・処分の体制が不十分であること，
事業者の営業実態に関する継続的な
情報（年度ごとの運用実績等）を消
費者に提供する義務付けがないこと
などが指摘できます。
3　法改正の提言内容
　以上のような問題点の分析を踏ま
え，当連合会の意見書は次のような
法改正を提言しました。
①　定義規定について，「預託利益
を収受しうることをもって誘引し」，
「当該商品を販売する取引」として，
「預託利益誘引販売取引」という定
義を定めた上で，政令指定商品制は
廃止することを提言しています。特
定商品取引法における利益誘引型取
引である「連鎖販売取引」と「業務
提供誘引販売取引」の定義規定の定
め方や指定商品制を採用していない
ことを参考にしたものです。
②　規制内容の追加事項として，広
告記載事項・誇大広告規制を設ける
こと，不実の告知等の取消権を付与
すること，行政庁の調査権限におい
て合理的根拠資料の提出要求を設け
ること，都道府県にも行政権限を付
与することなどを提言しました。こ
れらも特定商取引法の「連鎖販売取

引」や「業務提供誘引販売取引」の
法規制の手法を参考にしたもので
す。
③　規制内容のもう一方の追加事項
として，毎年度の業務財務状況報告
書の交付義務や，主務大臣による破
産申立権限の付与を提言しました。
これは商品預託取引が投資商品の性
質を有することを踏まえ，金融商品
取引法を参考に規制事項を加えたも
のです。
　なお，提言は特定の商品を消費者
に販売し，これを事業者が預託を受
ける契約形式に注目して適用対象を
定めていますが，商品の所有権が消
費者に帰属しない取引（不特定物の
預託で所有権が受託事業者に帰属す
るもの）は，金融商品取引法の「集
団的投資スキーム」にも該当するこ
とになり，両者は重複適用されるべ
きです。
4�　自民党調査会の立法提言，消費
者庁の省令改正案との関係
　自民党の「預託等取引特定事業法」
制定の提言は，特定の商品に関する
預託取引事業に関して，許可制度を
伴う継続的な監督制度を設けるとい
うもので，特定商品預託取引法と併
存させる提案ですから，当連合会の
提言とも併存し得る内容です。むし
ろ，自民党の立法提言は，許可制を
導入するに値する特定の商品に関す
る預託取引に限定して，より厳しい
規制を設ける提案ですから，商品預
託取引全般を規制する特定商品預託
取引法の改正も不可欠であると言え
ます。
　消費者庁が提案している財務書類
の開示事項の追加は，それ自体は有
益な事項ではありますが，こうした
省令改正や政令指定商品の追加とい
う措置だけで預託商法被害の防止対
策を終わりにすることは許されませ
ん。
　大規模消費者被害の早期取締りに
結びつく法改正の提案をぜひとも実
現しましょう。

統一信用法部会
池本誠司（埼玉）

リポート

「預託商法被害と特定商品等の預託等取引契約に関する法律の改正の
在り方に関する意見書」～安愚楽牧場事件を契機として～�



事件情報

5日弁連　消費者問題ニュース154号（2013年６月）

１　事案の概要
　本件は60歳男性が，イタリアの有名ブランド「ビアンキ」
のクロスバイク（自転車）で平坦路を走行中，自転車の
前ホークのサスペンション（以下「本件サスペンション」
という。）が突如分離して，本件サスペンションのアウタ
ーパイプと前輪が丸ごと抜けたことにより，顔面から前
方に落下転倒し，頸部から下が全麻痺となったことから，
当該自転車を輸入したサイクルヨーロッパジャパン（ビ
アンキの親会社の日本法人）を被告として（なお，本件
サスペンションは台湾製，当該自転車の製造元も台湾メ
ーカーでした），製造物責任法１条に基づく損害賠償を請
求した事案です。
２　争点と裁判所の判断
⑴　欠陥の有無
　本件サスペンションが分離した原因は，本件サスペン
ションのキャップに溝があり水分が侵入する，水抜きの
機構がなくスプリングが腐食する，本件サスペンション
内に貫通ボルト等の分離防止機構がなく，スプリングが
破断した場合には分離してしまうという点にあり，裁判
所は「そもそも自転車で走行中に分離転倒することなど
ユーザーは予期しておらず，８万円近い相当に高額な自
転車であることから考えても，６年程度の使用期間で分
離するのは欠陥を有していると言わざるを得ない。」旨判
断しました。

⑵　因果関係の有無
　また，被告会社は，本件サスペンションの分離と被害
者の転倒との因果関係を強く争いましたが，裁判所は，「目
撃証言が『穴に落ち込むように転倒した』というもので
あること，本件サスペンションのインナーパイプの傷が
前方のみについていること等から，本件サスペンション
の分離によって転倒した」旨の判断を示しました。
⑶　過失相殺
　被告は，被害者が日常のメンテナンスを怠っていたこ
とも事故の一因であるとして相応の過失相殺を主張しま
したが，裁判所は自転車を扱う大半の一般のユーザーと
しての視点から，「原告もメンテナンスに一定の配意をす
べきではあったが，一般のユーザーで定期点検に出す者
は少なく，また点検に出しても必ずしもサスペンション
は見てくれないことから，１割を過失相殺する。」旨の判
断を示しました。
３　結論
　以上のとおり，多少の減殺はされたものの，原告の主
張はほぼ容れられ，総額１億8930万円（被害者本人１億
金１億4717万6388円，被害者契約保険会社求償金3883万
8016円，被害者妻330万円）の支払いと仮執行宣言が命じ
られました。

鈴木周（第二東京）

自転車の製造物責任が認められた判決
（東京地裁平成25年３月25日判決（被告控訴））東京

消費者庁に赴任して�
１．私は，2011年８月，任期付職員と
して，消費者庁の消費者安全課に着任
し，それ以来，消費者事故の事故調査
機関である消費者安全調査委員会（以
下「調査委員会」といいます。）に関
する業務に携わっています。具体的に
は，調査委員会の設置にかかる消費者
安全法の改正，調査委員会の設立準備，
そして現在は，調査委員会の事務局で
ある事故調査室のメンバーとして，調
査委員会をサポートしております。
２．着任当初は，弁護士の仕事と行政
の仕事との違いに戸惑い，自分が果た
し得る役割を見出すこともできずに思
い悩むこともありました。しかし，当
時は，当委員会でも大活躍されている
大先輩と一緒に仕事をしていたので，
その大先輩からいつも的確な御指導を
受けることができ，非常に恵まれてい
たと感謝しております（その方が任期
を終えて弁護士業務に戻られたときの
不安たるや，筆舌に尽くし難いもので
した。）。

翔 た く 仲 間

　業務内容としても，消費者庁に赴任
する前は，取引に関する財産被害の事
件には関わっていましたが，生命身体
に関わる消費者事故の事件に関与した
経験はありませんでした。このため，
事故調査とは何か，安全とは何か，を
一から勉強することになったわけです
が，これらは知れば知るほど奥深く興
味の尽きない分野でした。さらに，役
得とでも申しましょうか，設立準備等
のために，様々な有識者に会って直接
話を聞く機会が数多くあったのです
が，その話はいずれも非常に刺激的で
魅力的なものばかりでした。
３．調査委員会は，消費者安全法改正
の成立から発足まで約１か月の準備期
間しかなかったため，発足時には必要
最低限の準備しかできず，とにかく走
りながら直面する問題に１つ１つ対応
しているというのが正直なところで
す。けれども，（事故の責任追及では
なく）事故の原因を究明して，将来の
事故の発生を防止するための提言を行

う調査委員会が，
消費者安全の実現
のために果たし得
る役割は非常に大
きいと思います。
私自身，そのよう
な調査委員会のサ
ポートという業務
に携わることができることを大変有り
難く感じるとともに，これからも調査
委員会が十分な調査等を行うことがで
きるよう努力してまいりたいと思いま
す。
　現在，様々な御批判があることも承
知しておりますが，調査委員会の目的，
事故調査の理念を御理解いただき，引
き続き御支援いただけますようお願い
申し上げます。

消費者庁消費者安全課　事故調査室
課長補佐（企画担当）

白石裕美子（第一東京）



事件情報

6 日弁連　消費者問題ニュース154号（2013年６月）

１　本件は，平成17年３月に成年後見開始の審判を受け，
その後状態が改善し，平成19年11月に後見が取り消され
たという76歳の女性が，平成20年１月に証券会社の外務
員から勧誘を受けて問題となった投資信託の取引を開始
し，親族が取引に気づき終了させるまで，投資信託（15
回購入，10回売却）などの取引によって893万973円の損
失が発生したという事案です。
２　原審（京都地裁宮津支部）では，後見が取り消され
たことや以前の投資経験（株式，投資信託，外国債券）
等から本件取引当時，判断能力が低下していたとはいえ
ないことを前提に，適合性原則違反，説明義務違反，無
意味な反復売買・乗換売買のいずれも否定しました。
３　これに対し，本判決は，最判平成17年７月14日の判
示内容に沿って適合性の要件を論じたうえで，①本件投
資信託は為替リスク，株価変動リスク等があり，R&Iのリ
スク分類ではRC3以上で，最もリスクの高いRC5も含まれ
ていたこと，②1000万円以上の集中投資が行われたこと
や以前の取引は比較的安全な取引で本件取引が以前の投
資内容とは質的にも量的にも異なるものであること，③
成年後見が取り消されてはいるものの証券取引を行うほ

どの能力はなかったこと，等から適合性原則違反を認め
ました。
　説明義務違反についても，自己責任による投資判断の
前提として，当該商品の仕組みや危険性等について当該
顧客が具体的に理解することができる程度の説明を当該
顧客の投資経験，知識，理解力等に応じて行う義務があ
るとしたうえで，外務員は商品の仕組みの概要やリスク，
コスト等の基本的な情報について一応の説明はしたが，
顧客の属性等に照らし，本件商品の内容，仕組み，リス
クの質と程度，乗換売買を行う理由，メリット・デメリ
ットについて十分に説明したものとはいえないとして，
これを認めました。
　さらに，証券会社が顧客の利益よりも自らの手数料収
入の獲得等という利益を優先させ，顧客に不適切に多量・
頻繁な取引を勧誘することは，金融商品取引法36条の誠
実・公正義務にも違反し，許されないとしたうえで，各
取引に合理性がないことを指摘し，手数料稼ぎのために
乗換売買を勧誘したものであるとして，無意味な反復売
買，乗換売買を認めました（過失相殺２割）。

大濱嚴生（京都）

１　本件は，中央三井信託銀行（当時）の行員が，予め，
定期預金全額の解約用紙とノックイン投信の申込用紙を
用意した上で原告宅を訪問し，定期預金2100万円全額を
解約させ，ノックイン投信の購入に充てさせたことにつ
いて，原告が同行に対し，適合性原則違反，説明義務違
反を理由に不法行為による損害賠償請求をした事案です。
２　本件で問題となったノックイン投信は，ノックイン
条件付日経平均連動債に集中投資する投資信託です。３
年の間に一度でも当初株価から３割以上下落したら，以
後は株価下落率に応じて損失が出ます。株価がどんなに
上昇しても得られるのはわずかな分配金だけです。途中
売却するには大きな制限があるため，投資判断する時点
で日経平均株価指数の３年間の推移を予測しなければな
りません。
　原告は投資経験がなく，投資に関心もありませんでし
た。原告は難聴であり，投資関連の専門用語を聞いて理
解する能力はありませんでした。そのような原告が本件
ノックイン投信に保有資産2800万円の７割以上を投資し
ました。
　投信を販売した被告は，ノックイン投信が「投資経験
のない顧客に適した商品である」という誤った理解をし

ていました。そして被告は，原告が4200万円以上の資産
を有していると述べたとか，３年間日経平均は３割以上
下がらないと思うと述べたとか，説明を聞いて理解して
いたなどと主張しました。
３　これに対して本判決は，被告の主張をすべて排斥し，
銀行が作成したヒアリングシートや業務日誌の記載が信
用できず，銀行員の供述も信用できないとしました。そ
して本件商品は「元本が確保された高い利回りの預金あ
るいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高
い」とし，かかる金融商品は原告の意向と実情に照らし
適合しないとして適合性原則違反を認めました。また１
時間弱の説明を受けても原告がノックイン投信の特性と
リスクを理解できたとは考え難く，原告が理解できるよ
うな説明はなかったとして説明義務違反を認めました。
社会常識に適った認定です。
　また，本判決は，過失相殺を行うことが相当であると
は認められないとして，解約させられた定期預金の利息

（逸失利益）の損害まで含めて原告の主張を全面的に認容
しました。銀行窓販の悪質な実態を浮き彫りにした判決
といえます。

中嶋弘（大阪）

投資信託の売買について，適合性原則違反，説明義務違反，無意味な反復売買，
乗換売買を認め逆転勝訴した判決
（大阪高裁平成25年２月22日判決（確定））

大阪

ノックイン投信勧誘について適合性違反・説明義務違反が認められた判決
（大阪地裁第８民事部合議係平成25年２月20日判決（確定））大阪



事件情報

7日弁連　消費者問題ニュース154号（2013年６月）

１　商品先物取引について，適合性原則違反等による違
法性を認めながらも業者による消滅時効の抗弁を容れて
請求を棄却した原審判決を破棄した高裁判決を紹介しま
す。
２　本件の取引期間は平成14年２月14日から同年３月14
日で，被害者は，その後しばらくは，損失結果を自己責
任と考え，諦めていました。ところが，平成23年３月１日，
ある法律事務所へ過払金返還の法律相談に赴いたことが
きっかけで，先物取引で被った損失について相談しよう
と思い立ち，同年３月４日，筆者が相談を受けました（提
訴は同年５月６日）。
３　ところで，この先物取引業者は名古屋市に本社のあ
る業者で，平成17年秋頃，刑事事件がらみで東海地方を
中心に多数のマスコミ報道が行われていました。原審は，
この事実を取り上げ，新聞記事の中には，本件取引で主
張される違法性に繋がる内容のものが多数含まれており，
一般通常人を基準とすれば，これら新聞報道により，取
引による損失が不法行為によるものであると認識し得る
ものであったとして，消滅時効の抗弁を認めました。
４　しかし，不法行為を基礎づける事実については被害
者の現実の認識を要求し，不法行為であるという法的評
価については一般人の判断を基準にすべきというのが判

例・多数説です。
　名古屋高裁は，民法724条前段にいう「損害及び加害者
を知った時」とは，被害者が，加害者に対する損害賠償
請求をすることが事実上可能な状況の下，それが可能な
程度に損害及び加害者を知った時を意味するところ，本
件取引は，その取引自体は適法な取引であるが，適合性
原則違反及び新規委託者保護義務違反による違法行為が
あったというものであるから，本件取引が終了し，本件
取引による損失を被ったことを知っただけでは，事実上
可能な程度に損害及び加害者を知ったということはでき
ないと判断しました。その上で， 平成23年３月４日に弁護
士から違法な勧誘行為によって損失を被った可能性があ
る旨指摘されたことにより，損害及び加害者を知ったも
のであるとして，時効の抗弁を退けました。
　なお，控訴人は新聞報道の内容から本件取引の不法行
為性を認識し，また認識することができたという業者の
主張については，本件訴訟に至るまで報道の内容を認識
していなかったと認定し，排斥しました。
５　本判決に対しては，業者から上告がされています。
先物取引と消滅時効の問題は，下級審レベルで判断が分
かれていますので，今後の動きに注意が必要です。

石川真司（愛知県）

１　原告が平成４年と平成７年に，住友生命の「新教育
保険」（通称「ちびっこライフ」）に加入した際，外務員（募
集人）から，右肩上がりに積立金が殖え，満期において
多額の受取金を得られるかのような具体的金額を記載し
た設計書を示され，「これだけもらえます」と説明された
ため，原告が，設計書記載の金額を受け取ることができ
ると誤信し保険料を支払い続けたところ，平成22年に至
り満期時受取金額が支払総額を下回る（元本割れする）
ことがわかったため，住友生命に損害賠償等を求めた事
案です。
２　原告は，貯蓄型保険に加入する契約者は貯蓄機能を
重視しているから元本割れするかどうかが重要であり，
満期時受取金額の形成要因と変動幅及び元本割れの危険
性を説明すべきだと主張しました。
　被告は，子ども保険は保障機能を有しているから元本
概念が妥当しない，保険料の内の積立金自体は減ってい
ないから元本割れしていない，設計書に「積立金は当社
所定の利率で積み立てます」「この利率は経済情勢により
変動することがあります」等記載されていることから設
計書を交付すれば説明として十分である等主張しました。
３　本判決は，設計書の記載を「熟読検討すれば」満期
時受取金額の意味を正解することができるとし，支払保

険料総額より満期時受取総額が下回る可能性があること
の記載までは不要であると判示しましたが，保険の仕組
みに通じていない者はそこまで考えが至らないこと，外
務員は育英資金の積立利率やこれが変動する可能性につ
いて説明していないこと，原告が貯蓄機能を重視してい
たこと，外務員自身が満期時の最低受取金額を理解して
いなかったこと等を認定し，保険契約の重要な内容につ
いて説明義務違反があったと認めました。
　また，平成７年の契約は原告から契約を申し出ており
勧誘はなかったのですが，判決は，平成４年の勧誘によ
って原告が誤解していた以上，外務員は，誤解を解き，
保険の仕組みについて改めて理解させる必要があったの
に，これを行わなかったとして，説明義務違反を認めま
した。
４　本判決が，法人の不法行為責任や錯誤無効を認めな
かった点，損益相殺と過失相殺を「合わせて」５割とし
ている点には疑問がありますが，顧客に保険の仕組みを
理解させず元本割れの危険性を説明しなかったため満期
時受取金額について誤解させた場合に説明義務違反にな
ることを認めた点は，生命保険の不当勧誘事案において
大いに参考にすべきです。

中嶋弘（大阪）

先物取引被害事案について業者による消滅時効の抗弁を排斥した判決
（名古屋高裁平成25年２月27日判決（被控訴人上告））名古屋

住友生命の子ども保険の勧誘に関し説明義務違反を認めた判決
（大阪地裁平成25年４月18日判決（原告控訴，被告附帯控訴））大阪
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　今回の編集では，期間が短かったため原稿の収
集，補正でタイトな時間の中各部会担当者及び執
筆者の皆様には大変なご苦労をかけました。深く
感謝したいと思います。
　不慣れな作業でしたが何とか発行にこぎ着けら
れたことでホッとしているところです。
　今回の編集を通じ日弁連全体の消費者問題の傾
向，情報を的確に伝える使命の重さを感じており

ます。今後もこの使命はますます重要性を増して
くることと思います。
　今回は，民法改正問題，フランチャイズ問題，
預託金取引契約に関する法律等，今日の社会問題
に関する意見書等重要な問題を取り上げることが
できました。
　昨今，私が日常担当している高齢者を狙った悪
質な投資詐欺が横行している状況にあり，６月１

日には高齢者に関するシンポジウムが行われまし
たが，今回は時期の問題で残念ながら取り上げる
ことができませんでした。私としては，これを取
り上げられなかったことは多少残念な思いもある
のですが，今後はそれらの判例等の紹介も含めニ
ュースの編集に関わっていきたく考えています。

中城剛志

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・催事紹介文献・催事紹介
文献紹介 「判例に学ぶ　消費者契約トラブルへの対処法」

　本書は，長崎県弁護士会消費者問題特別委員会が長崎県司法書
士会消費者委員会と協力し，２年をかけて執筆した力作です。消
費者問題を扱う弁護士にとって，消費者契約法，特定商取引法，
割賦販売法の「消費者３法」を使いこなすことは不可欠です。本
書は，「消費者３法」を「学び，理解し，そして使いこなす」こ
とができるよう，条文の読み方等の丁寧な解説，豊富な裁判例の
分析と紹介がなされています。初めて消費者問題に携わる弁護士

はもちろん，実践経験を積んだ中堅弁護士も，
基礎を学び直し知識を盤石にするために大変
有意義な文献です。
A5判　676頁／3990円
長崎県弁護士協同組合　発刊
（購入方法は長崎県弁護士会にお問い合わせく
ださい。）

文献紹介 「過払金返還請求・全論点網羅2013」

　過払金返還請求の主要論点は，最高裁の判断が出揃った感はあ
ります。しかし，貸金業者側は，抵抗の姿勢を緩めず，次々と特
異な論点を創出し，過払金の返還を逃れようとしています。耳慣
れない論点に遭遇すると，反論に窮する事態も生じます。そこで，
現時点で，見渡せる限りの論点全部を拾って解説し，借主側の主
張の足掛かりとすることを目的に本書を編纂しました。全論点と
も，当該論点で準備書面を作成し，さらに先進的な判決を勝ち取

った弁護士が執筆し，記述内容は具体的，実
践的です。過払金返還請求訴訟で，「困ったら
手にとる」書籍といえます。公刊物未登載判
例250件付録CD-ROM収録。
A5判　508頁／5040円（税込）
発行・連絡先　民事法研究会
監修　名古屋消費者信用問題研究会

催 事 第48回　全国証券問題研究会・福岡大会

　充実した内容の入門講座，証券取引（株式，投資信託，仕組債，金融デリバティブ取引等）被害救済に役立つ実践的かつ理論的
なプログラム，勝訴判決報告など多数準備しています。今回は，明治大学の川地宏行教授をお迎えして，デリバティブ商品及び仕
組債に関するご講演を頂く予定です。なお，本研究会は，過去４大会のいずれかに参加したことがある方，あるいは地区幹事を含
む直近４大会参加者２名の推薦のある方に参加資格を限定させて頂いております。

日　時：2013年９月６日㈮　10時～18時，７日㈯　10時～12時
場　所：アクロス福岡（福岡市中央区天神１-１-１：地下鉄空港線天神駅徒歩３分）
問合先：西本暁（横浜）　TEL　045-663-6933

催 事 第24回　日弁連夏期消費者セミナー「多様化した墓・葬儀のサービスを巡る消費者トラブル～老いと死の準備を考える～」

　かつては死の準備をするなんて縁起が悪いと避けられがちだった問題ですが，超高齢化社会，少子化の時代に突入し，このような考
え方は大きく変わりつつあります。今では子どもたちに迷惑をかけたくない，跡取りがいない，自分で自分の最期をコーディネイトし
たいといった多様なニーズが増えてきました。このような潮流の中，埋葬についての意識の変化なども手伝い，お墓や葬儀サービスは
昔とは比較にならないほど多様化しています。まさにこれらの多様化は社会の変化を表す縮図です。とはいえ本年３月28日，国民生
活センターから発表された情報によれば，数年前に比べてこの種の相談は非常に増えています。みなさんはお墓や葬儀サービスについ
てどれくらいのことをご存じですか？このセミナーでは，今更聞けないお墓や葬儀の基礎知識から，近時の相談の傾向や解決事例など
の紹介，多様化した墓・葬儀サービスの思わぬ落とし穴などを学びつつ，安心して老いを迎え，安らかに最期を迎えるために，今私た
ちはどうしたらよいのか，ということを考えていきたいと思っております。多数のご参加をお待ちしております。

日　　　時：2013年７月13日㈯　13時～17時30分
場　　　所：日比谷図書文化館地下１階日比谷コンベンションホール（要申込み。定員170名）
講　　　師：小谷みどり氏（第一生命経済研究所主任研究員），森謙二氏（茨城キリスト教大学教授）
パネリスト：石田幸枝氏（公益社団法人全国消費生活相談員協会消費生活専門相談員），濵名雅一氏（全日本葬祭業協同組合連合会副会長）
コーディネイター：洞澤美佳会員（当委員会ニュース出版部会副委員長　第二東京）
問い合わせ先：日弁連人権第二課　電話　03-3580-9968
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