
1日弁連　消費者問題ニュース155号（2013年９月）

1　シンポジウムの内容
　当連合会の主催で，2013年６月28
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。研究者の
木村裕二氏による基調報告「利息制
限法等による金利規制を巡る情勢と
今後の在り方について」，当委員会
の吉野建三郎委員（佐賀県）による
調査結果報告「2011破産記録調査か
らみる上限金利引下げの必要性」に
続き，「生活を破壊しない金利・利
息制限法等の上限金利の在り方につ
いて」をテーマに，静岡大学の鳥畑
与一教授，佐賀大学の三好祐輔准教
授，柴田昌彦税理士（利息制限法金
利引下実現全国会議）による，連続
講演がありました。
　木村裕二氏からは，豊富な図表や
グラフが示され，利息制限法等によ
る金利規制が多重債務被害の解消と
未然防止に不可欠の要素であるこ
と，改正貸金業法等の完全施行によ
り，多重債務問題が解決に向かうと
ともに経済的要因による自死者が減

少していることから，今後ともこう
した施策が進められるべきであり，
金利の引上げや自由化は誤りである
こと等が論証されました。吉野委員
からは，日弁連の破産記録調査から
も，利息制限法上限金利引下げの必
要性が提示されました。鳥畑教授か
らは，米国等の強欲金融の過酷さが
暴露され，「奪う金融」の非情・不
合理性と「育てる金融」の必要性が
力説されました。三好准教授からは，
実際の貸金業者等の調査から，利息
制限法上限金利引下げの可能性が説
明されました。柴田税理士からは，
長年の税理士実務の経験と知見か
ら，現実のデータを分析した上で，
利息制限法上限金利の引下げが必要
であることの論拠が提示されまし
た。
　いずれも確かなデータに裏打ちさ
れた，先見と示唆に富む報告と講演
であり，その後，登壇者と会場の参
加者との間で交わされた質疑・応答
を通じ，さらに問題の所在と今後の

方向性が明確にされま
した。
2　貸金業法の改正
　2010年６月の改正貸
金業法完全施行によ
り，貸付総量は年収の
３分の１までに規制さ
れ，貸付上限金利は年
率20％まで低下し，稀
代の悪法である「みな
し弁済規定」も撤廃さ
れました。この法改正
と政府の「多重債務問
題改善プログラム」等
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リポート

シンポジウム「生活を破壊しない金利を求めて！
～利息制限法等の上限金利の見直しを考える～」�

により，全国的な債務相談窓口の整
備，多重債務者の激減，経済的理由
による自死の減少等の目覚ましい成
果を上げることができました。
　ところが，一部の議員から，総量
規制の撤廃，貸付上限金利の引上げ・
撤廃等を目指すという，改正貸金業
法改悪の動きが出ています。このよ
うな改悪は，多重債務問題の災禍を
再燃させるものであり，絶対に阻止
しなくてはなりません。
3�　利息制限法上限金利引下げの必
要性
　改正貸金業法により上限金利は低
下しましたが，一方で，現行利息制
限法が規定する年率20％は同法制定
の1954年以来変わっておらず，当時
と現在の銀行金利を比較するだけで
も，高利に過ぎることが明らかです。
同法所定の上限金利内の貸付によっ
ても，返済が困難になり，生活が破
たんしたり，事業継続が不可能に
なったりするという報告が相次いで
います。
　当連合会は，これまで，利息制限
法上限金利の引下げを訴えてきまし
たが，今回のシンポジウムは，当連
合会の取組みを具現化するプロセス
の一環と位置付けられるものです。
本シンポジウムを契機として，同法
の上限金利引下げの実現に向け，「意
見書」や「決議」の採択，そして政
治への働きかけ等，具体的な運動を
始めるべきです。

　及川智志（千葉県）
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「多様化した墓・葬儀のサービスをめぐる
消費者トラブル～老いと死の準備を考える～」

基調講演

「多様化した葬儀サービスをめぐる消費者トラブル」�
小谷みどり（第一生命経済研究所主任研究員）

　2013年７月13日，日比谷図書文化館地下１階日比谷コンベンショ
ンホールにて，117名の出席を得て，当連合会主催の標記セミナー
が開催されました。
　開会に際し，当連合会河田英正副会長より，「日常業務に追われ
ている中で，一息ついて，長い目で，余裕を持ってテーマを広い見
地から考える機会を持とうということで，この夏期セミナーが始ま
りました。」，「今回のテーマは，死を考える，見つめていかなけれ
ばならないという，誰にでもあり，そして，今，非常に注目を浴び
ているテーマでもある。今日は様々な観点から，私たちの生き方そ
のものを考えるというような視点も含めて，議論されるものと思い
ます。」と開会の挨拶がありました。
　引き続き，当委員会の城野雄博委員（愛知県）から，「昨今，お
墓やお葬式についての多様性が，マスコミでも報道されている。お
葬式であればサービスであるし，お墓であればその利用者ということで，私どもは皆，消費者の立場にあり，そこに
当然，消費者問題がある。本日のセミナーを，今後の実務，また今後の生き方にも役立てていければと思います。」
と企画の趣旨説明がありました。
　以下，セミナーの要旨を掲載します（本要旨に関する責任は，ニュース・出版部会にあります。）。

　小谷氏からは，葬儀サービスをめ
ぐるトラブルについて，トラブルが
起こる背景，消費者トラブル防止に
向けて，海外の事例から学ぶべきこ
となどについて講演して頂きまし
た。要旨は次のとおりです。
1　葬儀の変容
　葬儀のトラブルの背景として，葬
儀が変容してきたことがある。一つ
目は，葬儀形態が変わってきたこと
である。1999年には自宅で葬儀をし
ていた人は39.9％いたが，10年後の
2010年にはわずか8.8％となった。
そのかわり葬祭業者のセレモニー
ホールでの葬儀が７割を超えた。そ
ういう変化の中で葬儀費用について
のトラブルも起こってくる。
　二つ目は，葬儀関連事業に異業種
からの参入が相次いでいることであ
る。人口動態統計でも今後亡くなる
方が増えることが予想され，それを
見越して，ビジネスとして葬儀関連
事業が注目されている。このことは，

葬儀業者の質の格差を引き起こして
いるという問題に繋がっている。イ
ンターネットを活用した葬儀仲介業
者も増えており，消費者トラブルの
原因となっている。
　三つ目は，葬儀の小規模化，簡素
化が顕著になってきたことである。
その結果，葬儀１件当たりの単価が
落ち込んでいる。また，しきたりに
こだわらない人が増え，宗教色のな
い葬式を希望する人も増えており，
戒名料が高い，戒名は必要なのか，
といった消費者トラブルが生じる側
面にもなっている。
2�　言葉の整理－葬儀，告別式，自
然葬，樹木葬

　葬儀をめぐる言葉の意味につい
て，整理をしておく必要がある。葬
儀とは，「葬送儀礼」のことで，本
来は，亡くなる前から亡くなった後
までの一連の儀式をいう。亡くなる
前の「臨終の儀式」，亡くなった後
の「枕経」や「お通夜」「お葬式」「供

養」などである。また，「葬式」に
は「葬儀式」と「告別式」があるが，

「葬儀式」は宗教的な儀式で，僧侶
が読経している時間，神父や牧師が
聖書を読んでいる時間である。「告
別式」は，本来，宗教とは何の関係
もなく，参列者が個人とお別れをす
る儀式である。
　また，「自然葬」「樹木葬」は，「葬」
という文字は入っているが，いずれ
も葬式のことではなく，「自然葬」
は散骨をこのように呼んでいる市民
団体がある，ということであり，「樹

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ�ー

第24回夏期消費者セミナー報告
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木葬」とは，墓石のかわりに木を立
てるというお墓の形の概念である。
こうした言葉の混乱が消費者の誤解
を招く一因ともなっている。
3　葬儀費用の内訳
　消費者の最大のトラブルの原因は
葬儀費用である。一般的な分類とし
ては，「葬儀施行費用」（祭壇，霊柩
車など），「宗教関連費用」（戒名や
読経のお布施など），「飲食接待費用」

（通夜ぶるまい，精進落とし，会葬
者への返礼品）に分けられる。
　葬儀費用がいくらかかるか，とい
う時，この分類のどの範囲のことを
言っているのか明確でなく，トラブ
ルになることがある。
　また，「葬儀の平均費用」がメディ
アに取り上げられることが多く，そ
れより「安い」とアピールする葬儀
業者もある。しかし，最高額と最低
額の差が大きすぎるため，そういう

中で「平均費用」を出すことには意
味がないのではないか。
4�　消費者トラブルを避けるための
方策－アメリカと台湾の事例に学ぶ

⑴　アメリカ
　1984年に連邦商業委員会（FTC）
がフューネラル・ルールを制定した。
一言で言うと，葬儀社は全ての商品
サービスの単価を開示しなければな
らない，というルールである。1994
年の改正により，事前相談に来た人
や，電話・郵便による問い合わせに
も，全ての商品サービスの単価を開
示しなければならないこととなっ
た。このルールは非常に具体的で，
パッケージプラン（葬儀一式）の場
合は必ず内容をすべて明示する，全
ての商品サービスについて，単価と
合計費用をすべて明記する，高価な
棺を勧めてはいけない，安い棺があ
ることを明記する，等といった事項

が定められている。そして，全ての
葬儀社はフューネラル・ディレク
ターを配置しなければならず，葬祭
学部を設置する大学が多数ある。葬
儀のプロフェッショナルを育成する
ことが消費者保護に繋がる，という
考えである。
⑵　台湾
　2002年に内政部が「葬儀管理条例」
を制定した。葬儀社は営業許可を得
て，会社登記，営業登記を行い，地
元の葬儀協会に加入する義務があ
る，全ての商品サービスの単価を示
さなければならない，定期的に役所
の監査を受けなければならない，等
の規定がある。また，生前契約を締
結した葬儀社は契約価格の75％を保
全する義務がある。日本の互助会は
50％を保全すれば足りる。また，
2012年には納棺師管理法が制定さ
れ，納棺師は国家資格となった。

基調講演

「現代の墓地問題」�
森謙二（茨城キリスト教大学文学部文化交流学科教授）

　森教授から，埋葬・墓制の歴史と
最近の問題点について講演して頂き
ました。要旨は次のとおりです。
1　墓地の歴史
⑴　現代につながる埋葬・墓制が登
場するのは12世紀末であり，明治維
新になると，祖先祭祀が国民道徳の
基礎として位置付けられ，墳墓を祭
祀財産として〈家〉によって継承さ
れるべきとする観念が一般的になっ
た。墓制としては，火葬の浸透とと
もに，墳墓の承継が法律上も「家督
相続」の特権と位置づけられ，収れ
んされていった。
⑵　20世紀の末には日本の火葬率は
99％を超え，焼骨の処理の多様化を
求めるようになった。また，この頃
になると，少子化等の影響により，

〈家〉によって墳墓を継承していく
ことが困難になった。こうして焼骨
の保存・承継が困難になってきたこ
とから，合葬式共同墓，樹木葬，散
骨といった新しい焼骨の処理方法が
提案されるようになる。
2　戦後の墓地問題
⑴　戦後の墓地法制の出発点
　日本の墓地対策は，祖先祭祀とい

う道徳的な規範を基盤にして，刑法
と墓地埋葬法によって展開されてい
た。埋葬するのは祭祀承継者の役割
という考え方は，少なくとも当時と
してはこれでよかった。
　行政は，地方公共団体によって墓
地を提供していくことが本来の姿で
あるが，宗教法人が墓地を作ること
に対して許可を与えるという許可行
政に目的を移してきた。行政が公益
事業として宗教法人あるいは公益法
人に許可を与えて作った墓地のこと
を，一般的には事業型墓地と呼んで
いる。1946年９月，当時の内務省が
いわゆる宗教法人に対しても墓地の
新設を認めてもいいという通達を出
したが，この通達が戦後の墓地行政
のあり方を大きく変えた。
⑵　名義貸しによる墓地開発
　事業型墓地は，営利企業が宗教法
人の名義を借りて墓地開発を行い，
使用権を販売するが，同時に墓石を
販売して利益を上げる。消費者は，
その墓地を使う限りにおいて，その
営利企業と付き合っていかざるを得
ない状況に置かれる。1980年から
1990年くらいまでの間は，これが大

きな問題を抱えていた。
3　現代とこれからの墓地問題
⑴　家族構造の変化と葬送の個人化
　1990年以降は，合計特殊出生率（女
性１人当たりが産む子供の数）の低
下，高齢化・長寿化による葬式の規
模縮小，未婚率の急速な増加により，
跡継ぎを持てない人が増えた。
　また，祖先祭祀は，死後のことは
子孫に任せるという考え方である
が，意識調査によれば，お葬式は故
人の遺志を尊重すると考える人が増
えている。祖先祭祀は子孫の義務と
考える人が多数であるが，そう思わ
ないという人も若干ずつ増えてきて
いる。
⑵　新しい葬法の展開と問題点
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　跡継ぎを確保することができない
人々が多くなってくる中で，合葬式
の共同墓，樹木葬，散骨といった新
しい葬法が出てきた（スライドで紹
介。写真参照。）
　合葬式の共同墓については，何の
かかわりもない人たちが一緒に合葬
されることがどういう意味を持つの
かを考えておく必要性がある。また，
墓地埋葬法の概念として，埋葬は土
葬すること，埋蔵は骨を埋めること，
収蔵は納骨堂の中に骨を納めること
をいうが，合葬式の共同墓は，埋蔵

なのか収蔵なのかが明確でなく，つ
まり墳墓か納骨堂かによって許可の
在り方が基本的に異なり，市町村に
よっても扱い方が違う。
　樹木葬については定義がなく，雰
囲気だけで，自然葬であるとか樹木
葬であると称してこういった墓地が
販売されている。
　散骨に関しては，法律の規定がな
く墓地としての許可は不要である。
市町村は，これを差し止めるために
は禁止条例を作らなければいけな
い。
⑶　祖先祭祀に代わる葬送の秩序
　跡継ぎを前提にしている現行法の
墓地承継のシステムは，これからは
機能していかなくなる。したがって，
まず国は墓地埋葬法を改正して，埋
蔵や収蔵等の定義自体をやり直さな
いといけない。地方自治体は，許可
行政を中心にした法の整備も含め
て，住民に対してどういうサービス
ができるかを考える必要性がある。

さらに，墓地に関する法理論を再構
築しなければいけない。
　最後に，自己決定ということが言
われるが，他者に対するまなざしを
どう考えるのかである。お葬式は，
自分のためだけではなく死んだ人間
とお別れする人との関係をどういう
形の中で考えるのか。お墓に関して
も，祭祀承継者がそれを引き取るこ
とに権利の中心があるのではなく，
死んだときに誰かから埋葬される権
利があるという枠組みづくりが必要
になってきている。

1�　葬儀費用をめぐるトラブルの現
状

　石田氏から，公益社団法人全国消
費生活相談員協会（全相協）に寄せ
られた実際の相談事例として，「①
冠婚葬祭互助会（互助会）の満期金
は祭壇にしか使えず高額な出費に
なった，②互助会に解約を申し出た
ら，高額の解約料を請求された，③
父の葬式をインターネットで探した
業者に頼んだが，事前の説明といろ
いろと食い違いがあり，責任者に説
明を求めても連絡がない，④お寺に
葬儀を依頼したら，戒名料，読経料
等で220万円もの請求書が届いた」
等の紹介があった。また，適格消費
者団体として，解約返戻金を契約金
額の50パーセントと定めた互助会の

規約につき，消費者契約法に基づき
不当条項の使用差止めを裁判外で請
求したところ，80パーセントに是正
される等の成果があった事例（詳細
は全相協HPで公表），割賦販売法上
の前払式特定取引（同法２条５項）
に当たらない前払式葬祭サービス契
約（同法35条の３の２第１号，同法
施行令２条参照）についても，約款
の適正化と内部保全措置（例えば分
別管理）の導入を経済産業省，消費
者庁，消費者委員会に働きかけてい
る旨の報告があった。
2　葬祭業者の取り組み
　これに対し，濵名氏は「葬祭業者
は日本全国に５千から６千くらいあ
るが，葬祭業には法規制が全くなく，
極端な例では「マンションの１室に

電話１本」という業者もあり，確か
に問題のある業者も存在する。業界
団体として最大規模（加盟業者約
1400社）の全日本葬祭業協同組合連
合会（全葬連）では，傘下の各都道
府県組合において自主規制を行って
悪質な業者を排除する努力をしてい
る他，『葬祭サービスガイドライン』
を策定してサービス水準の向上に努
めている。費用の明朗化は我々の長
年の懸案であり，二十数年前に東京
の組合で価格表を策定したことがあ
るが，公正取引委員会から価格カル
テルに当たると指導され断念した経
緯がある。葬儀に必要なものをパッ
ケージ化した『パッケージプラン』
は不要なものまで盛り込む意図はな
く，利用者の便宜を考えて提案して

パネルディスカッション
パネリスト
　小谷みどり（第一生命経済研究所主任研究員）

　森　　謙二（茨城キリスト教大学文学部文化交流学科教授）

　濵名　雅一（全日本葬祭業協同組合連合会副会長）

　石田　幸枝（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）

コーディネーター
　洞澤　美佳（弁護士／第二東京弁護士会）
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おり，実際およそ８割の方は『パッ
ケージプラン』の中から選択してい
る。もっとも，近年都内では５割以
上が家族葬となって来ており，葬儀
費用は全体的に低価格化が進んでい
る。」旨述べた。
3　原因と対策
　小谷氏からは「互助会を巡るトラ
ブルの背景として，戦後互助会が加
入者を増やす一方，核家族化が進行
し親が互助会に加入していることを
知らない世代が増えていることや，
葬儀費用の低価格化，葬儀自体を行
わない等の意識の変化が原因と考え
られる。葬祭業者が提案する『パッ
ケージプラン』はあくまで最低料金
であり，これにオプションサービス
を付けると思った以上に費用が嵩む
点がトラブルに繋がっている。トラ
ブルを避けるためには，見積もりを
とったり，それが無理な場合でも，
遺族の中で比較的冷静な判断ができ
る立場の人が契約に立ち会うといっ
たことが必要だと思う。」旨の指摘
があった。
4　お布施とは？
　小谷氏は「そもそも，檀家集団は
菩提寺の運営を共同で支えるパトロ
ンであり，葬儀の際に支払うお布施
はパトロンとしての務めであり，読
経や戒名の対価ではないという理解
が必要である。」旨指摘した。濵名
氏は「現状，寺院内部ではお布施の
料金表を策定しているケースが少な
からずあり，僧侶を派遣する業者に
至っては明確な料金表をインター
ネット上で公表している。トラブル
防止の観点から，我々葬祭業者がお
布施を預かることはせず，直接寺院
に支払ってもらっている。」旨述べ
た。
5　お墓をめぐるトラブルの現状
　石田氏から，全相協に寄せられた
実際の相談事例として，「①墓地の
使用契約をした後，使用前に解約を
申し出たが，使用料全額の支払いを
求められた，②葬儀社から紹介され
た石材店でお墓を150万円で購入し
たが，後から永代使用料70万円の請
求を受けた，お寺からお墓を移す（改
葬）にはお寺の同意書が必要で，そ
のために高額な離檀料が必要と言わ
れた」等の紹介があった。また，適
格消費者団体として，契約者（使用
者）が墓石を建立するタイプの納骨

堂使用契約に関し，解約返戻金をゼ
ロと定めた条項につき，消費者契約
法に基づき不当条項の使用差止めを
裁判外で請求したところ，墓石建立
前には全額返金する旨是正する等の
成果があった事例（詳細は全相協
HPで公表）の報告があった。森氏
からは「墳墓（お墓）は墓地にしか
建てられないが，納骨堂は墓地以外
の場所（例えばビルの中）にも建て
られる上，委託を受けた他人の遺骨
を収蔵する点で両者は区別される。
戦後，宗教法人に開放された事業型
墓地や納骨堂の場合，祭祀承継者の
存在を前提とした永代使用権という
法的構成が主流であるが，祭祀承継
者がいない場合に備えて新たな法理
論を考える必要が出てきている。」
旨の指摘があった。
6　離檀料
　お墓を移転（改葬）しようとする
ときに菩提寺から離檀料なるものを
請求されるという事案について，小
谷氏は「離檀料を要求する根拠はな
いものの，僧侶の側からすると檀家
が減ることにより寺院経営にも影響
を与えることから，請求してみたら
払ってもらえればいいなというレベ
ルで離壇料を請求しているのではな
いか。対処方法としては，宗派の本
山に相談するのが一番効果的であ
る。」旨述べた。
7　永代供養墓・合葬墓
　小谷氏は，「永代供養墓とは，管
理者，たとえばお寺の代がある限り
供養するという墓のことであるが，
墓自体が永久に存続するということ
はなく，一定の期間が経過すれば合
葬してしまうタイプのものが圧倒的
に多い。合葬墓とは，一定の人数ま
で一緒に入る墓だが，家族，友達，
近所の人等どのような関係の人でも
よく，必ずしも見ず知らずの人と入
るというものでもない。」旨述べ，
森氏から，「一番大きな問題は，言
葉の定義がなされないまま，多様な
現実が進んでいっていることだ。」
との指摘があった。
8　お葬式・お墓の位置づけの変化
　濵名氏から，「お葬式には，もと
もと，①故人を弔い送り出す，②家
族のつらさを和らげる，③世間に対
するお披露目といった意義があった
が，③の要素は家督相続の廃止から
減少し，宗教的な儀礼を全部排除し

ようという考え方が強くなってきた
こともあり，初七日とか二七日とか
四十九日とか一周忌を排除する傾向
にある。そのため，親類縁者や友人
から声かけがされる機会まで失われ
てしまい，何年も悲しみが癒えてい
ない遺族がいる。そのため，グリー
フケアという仕事が立ち上がってい
る。」等と遺された遺族にとっての
葬儀の位置づけの変化について説明
があった。それに付け加えて，小谷
氏から，葬儀のみならずお墓も含め
て，「90年代以降，遺された遺族が
考える問題だったのが，自分の問題
として考えようという風潮が出てき
たことの影響が大きいと思う。自分
の問題として死を考えようという風
潮が出てきたことによって，例えば
自分の葬式はしてもらわなくてよ
い，自分の墓は小さくていいとか，
撒いてくれたらいいというような発
想で，それが，自己決定を尊重しよ
うという流れの中で，葬儀の縮小化，
墓の多様化につながってきたのでは
ないか。ところが，人の死というの
は，本人だけの問題ではないから，
墓があり，葬儀の儀礼があるので
あって，行き過ぎた自己決定によっ
て，遺族がその死を受容できないと
いう問題がある。人に迷惑をかけな
い死に方というのがいい死に方なん
だという感覚が世の中に蔓延してい
るが，人は一人で絶対死ねないわけ
で，手間をかけずに死ぬということ
はもうあり得ない。その手間を迷惑
と思うかどうかというのは，遺され
た人とその人との人間関係によるも
のであり，縁を絆に変えることが重
要である。」旨述べた。
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9　終活を考える
　小谷氏は，消費者の事前の準備に
ついて，「欧米の葬儀社ではプレニー
ド（生前契約）という制度がある。
有名人の中にはある程度の年になる
と埋葬方法についての希望を遺言に
記載している方が多い。日本で準備
をしていこうというときには，葬儀
社から見積もりを取って費用を確認
すると共に，将来的に葬儀の契約の
主体となる家族立会いのもとで費用
の準備を進めていく必要がある。自
分の死の準備をする上では，家族と
のコミュニケーションが不可欠であ
る。どのような葬儀をしてほしいの
か，自分が死んだ後に誰に伝えてほ
しいのか，そのようなことを話し合
うことにより，亡くなった本人の思
いを酌むことができ，本人の人間関
係も知ることができる。そのような
プロセスが一番大事である。」旨述
べた。
�　葬送の自由
　 森 氏 か ら，「 葬 送 の 自 由 と は，
1990年代前後ぐらいから使われ出し

た言葉で，当初は家の枠組みを前提
にしないと葬儀を挙げることができ
ず，お墓も買うことができなかった，
このような枠組みから解放されてい
く言葉として使われていた。ところ
が，その後，散骨や樹木葬のように
焼骨を処理する自由として使われ始
め歪曲化されてしまった。」旨の指
摘があった。
�　よりよい死を迎えるために
　最後に，自分にとっても，遺され
た家族にとっても，よりよい死を迎
えるために，どうしたらいいのかに
ついて，各パネリストから意見が述
べられた。
　小谷氏は，「自分の死を考えると
いうことも大事だが，逆に自分は同
時に大切な人を亡くす遺族にもなり
得ることから，両者の観点から死と
いうものを考える必要がある。」旨
述べた。
  森氏は，「人間にとって親密な関
係をどのように維持することができ
るかが大事であり，生きるという上
においても，死ぬことにおいても大
きな資産になる。このことを子ども
のころから教えていかなければなら
ない。」旨述べた。
　濵名氏は，「家族葬のとき，会場
となっている葬儀社に，家族から参
列を断られたが，こっそり行っても
大丈夫かという問い合わせが多く寄
せられている。本当に家族だけでよ
いか，事前に時間と心の余裕をもっ
て葬儀社に相談したほうがよい。」
旨述べた。

　石田氏は，「葬儀やお墓のことに
ついて忌み嫌うのではなく，いろい
ろ話を聞いて，事前に決めていくこ
とが必要である。」旨述べた。
�　質疑応答
  火葬のやり方についての質問に対
して，森氏は，「日本の火葬の技術
というのは，他の国と違って，でき
るだけ原形を残すというやり方をし
てきている。そこで，最近，散骨や
樹木葬という形が出てきたとき，骨
を砕く必要が出てくる。これに対し
て，ヨーロッパでは，原形を残すこ
とはなく，全て骨砕機にかけている。
骨砕機にかけた骨を土の中にそのま
ま埋めたとしても，焼いている骨は
変質していることから，時が経過し
ても自然に還ることはない。」旨返
答した。
　この問題に関する法的枠組みにつ
いての質問に対して，森氏は，「ヨー
ロッパでは，ローマ法以来，遺体や
遺骨は無主物であり，社会全体が管
理するという考え方であるのに対し
て，日本では，遺体や遺骨は家族に
所有権があるという考え方である。
にもかかわらず，社会の変化により
家族が責任を持てなくなってきてお
り，これからどう理論構成するのか
が問題である。」旨述べた。
　このほか，葬儀業者の登録制・認
可制が必要ではないか，互助会の解
約返戻金の問題が将来的に大きな社
会問題になるのではないだろうか
等，多数の質問・意見が寄せられた。

まとめ・閉会挨拶　国府泰道（日弁連消費者問題対策委員会委員長）

　最後に，国府泰道当委員会委員長
より，本セミナーの総括と閉会の挨
拶がありました。要旨は以下のとお
りです。
　今日のセミナーでは非常に多様な
お話が聞けた。日常の生活から考え
れば，お葬式の消費者問題といえば，
家族が亡くなって混乱しているとこ
ろに付け入られて法外な価格の契約
をした，そういう契約トラブル的な
もの等しか考えないが，今日のお話
では，非常に多様なお葬式の形式が
出てきており，また，お墓の在りよ
うも非常に多様になっており，その
中で様々な消費者問題が生じてくる

ということを感じた。
　歴史的に考えると，1990年代から
変化が出てきているというのが森先
生のお話だった。確かに我が国の社
会はこの20年の間に大きく変わっ
た。以前は，お葬式の問題にしても，
自分の経験としては，地域社会，自
治会の役員等が手作りのお葬式を
やってくれる，その中で家族として
は任せておけばいい，死んでゆく者
も何の不安もなく後に委ねておけば
いい，そんな時代だった。戦後何十
年もの間，そういうパターンで社会
が動いてきていた。それが今から20
年位前から大きく変わってきて，個

別化あるいは多様化が進み，自分が
死んだ後のことまでいろいろ考えて
おかなければならないという，社会
の在りようが大きく変わっているこ
とを感じた。1990年代は少子高齢化
や規制緩和の進行など様々な意味で
転機があり，社会が大きく変わって
きた。今日は，お葬式とお墓のテー
マを通じて，その社会の大きな変化
を感じた。
　来年以降も，日ごろ仕事に追われ
ている頭を切り替え，視野を広くす
るようなテーマでセミナーを開催し
ていただきたい。
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リポート

シンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅶ　高齢者の消費者被害の予防と救済�
～地方行政における取組と効果的な救済ルールの提言～」
1　はじめに
　2013年６月１日，標記シンポジウ
ムが開催されました。ますます，増
加・深刻化する高齢者の消費者被害
について，現状を踏まえつつ，予防
と救済のために何をすべきか，情報
の共有と議論が行われました。
2　基調報告
⑴　高齢者をめぐる消費者被害の現状
　国民生活センター情報相談部の浦
川有希氏より高齢者の相談数増加の
状況，昨年度多かった相談傾向（健康
食品の送り付け商法等）の説明のほ
か，高齢者の相談状況を整理したデー
タなども提供していただきました。
⑵　消費者庁の取組
　消費者庁消費者政策課の坂田昌平
氏から，本年４月に取り纏められた

「高齢者の消費者トラブル防止のた
めの施策の方針」を中心に「悪質電
話勧誘撃退モデル事業」などの紹介
や，地方の先進的な高齢消費者被害
予防の取組例の紹介がありました。
⑶　東京都のガイドライン
　東京都が，都内自治体に高齢者消
費者被害防止のネットワークづくり
を促すために策定した「高齢者の消
費者被害防止のための地域における
しくみづくりガイドライン」につい
て，策定に関与された池本誠司会員

（埼玉）より報告がありました。
⑷　足立区における取組（市町村の
先導的な取組み）
　上記ガイドラインの実施自治体で
ある足立区消費者センターの髙野龍
一所長からは，足立区にて実施され
ている，「孤立ゼロプロジェクト」，
消費生活啓発員「くらしのおたすけ
隊」の養成等により，センターへの
相談数が年々減少しているという成
果が上がっているとの報告がなされ
ました。
⑸　高齢者被害の予防と救済に関す
る提言（試案）
　当委員会の薬袋真司会員（大阪）
より，「高齢者取引カードと高齢者
解除権」の試案が報告されました。
不招請勧誘や高リスクの投資取引な
ど一定の取引については，原則とし

て家族・助言者の立会いを求
めるという勧誘ルールの導入
を基本とする提案で，その
ルールの適用を希望しない人
には「カード」を取得しても
らうというものでした。勧誘
ルールに違反した場合に解除
という民事効を認めるもので
したが，勧誘ルールと一体と
なった予防にも重点をおいた
提言でした。
3　パネルディスカッション
　基調報告に続き，坂東俊矢京都産
業大学教授をコーディネーターとし
てパネルディスカッションが行われ
ました。河上正二内閣府消費者委員
会委員長，野々山宏国民生活セン
ター理事長，当連合会高齢者・障害
者の権利に関する委員会の委員であ
る八杖友一会員（第二東京），「高齢
者取消権」に関する論文を執筆され
大学の講師も務められている松井美
知子消費生活相談員，薬袋会員がパ
ネリストとして登壇されました。
　最初に，野々山理事長から，高齢
者被害増加の原因として，高齢者人
口の増加に加え，資産の高齢者への
集中，高齢者の孤立化などが挙げら
れ，どうやって情報を高齢者に届け
るのか，見守り体制を含めた今後の
政策対応の重要性についてお話があ
りました。松井相談員からは相談現
場の視点から，繰り返し二次被害に
遭ってしまう高齢者の具体例などか
ら，高齢者の特性を踏まえた対応策
が必要だとのお話がありました。
　次に，この問題への現行法理によ
る対応と限界について，薬袋会員か
ら，適合性の原則や特定商取引法等
の規定とその限界と必要な立法につ
いての意見が述べられました。河上
委員長からは，「高齢者取消権」を
以前提案された際に，個体差がある
のに年齢で線引きが出来るのかとい
う意見があったというエピソードの
紹介があり，状況の濫用や適合性原
則という考え方を取消や解除に繋げ
ることや，年齢という一律的な基準
を用いることも正面から検討するこ

とが必要かもしれないなどのご発言
がありました。
　続いて，成年後見制度の活用と課
題について，八杖会員より，日頃か
ら高齢者問題に取り組んでおられる
観点から，まずは既存の制度を福祉
の現場にきちんと伝え，見守りに活
かすことの必要性が高いこと，成年
後見制度が被害予防に一定の役割を
果たしているが，本人の自己決定と
の間で一定難しい問題もあるなどの
お話がありました。
　そして，薬袋会員提案の高齢者解
除権について，議論がなされました。
今後さらに議論を深めていく必要が
あるところですが，河上委員長の「高
齢者というのはあらゆる消費者の典
型的弱点を備えた消費者であろう」
という発言が印象に残りました。
　最後に，高齢者被害防止のための
見守りについて，ネットワークの構
築を含め意見が交わされました。見
守りの重要性は一致するところであ
り，上記東京都のガイドラインをは
じめとする先進的な見守り態勢など
についての情報が広く共有され，被
害予防の活動を充実させていくこと
が重要であるということが確認され
ました。
4　最後に
　弁護士会館に約130名もの方が来
場された上，全国29箇所の会場にも
配信されるなど，高齢者の消費者被
害に対する，皆さんの問題意識の高
さが表れたシンポジウムとなりまし
た。当日の配付資料は，当連合会の
サイトからダウンロードできます。

包括消費者法部会
川本真聖（大阪）



事件情報

8 日弁連　消費者問題ニュース155号（2013年９月）

１　はじめに
　出会い系サイトにおいてサクラを用いて詐欺的な方法
で高額な利用料金を支払わせるいわゆるサクラサイト被
害が生じた場合，被害回復を図るために，サイト運営業者
の他にクレジット会社，決済代行会社，電子マネー会社な
どと交渉を行いますが，交渉がうまく行かない場合にはサ
イトの運営業者に対して詐欺の不法行為による損害賠償
請求訴訟を提起することになります。
　しかし，このサクラサイト被害案件でのサイト運営業者
に対する訴訟で勝訴判決を得るのは決して容易ではあり
ませんでした。
　といいますのは，詐欺的な方法でサイト利用料金を支払
わされたことを完全に立証するためには，サイト上でどの
ようなメールのやりとりがされていたかを検証する必要
がありますが，サクラサイト被害が発生するサイトの多く
では，サイト内のメールのやりとりを２週間前後で閲覧で
きないような状態にしており，サイト上でのメールのやり
とりを検証するのが困難だからです。
２　一審の横浜地裁判決
　今回の案件の一審の横浜地方裁判所で，元サイト利用者
側の損害賠償請求を棄却する判決が出されました。理由と
しては，「不法行為として主張する被告の行為，さくらと
称する者の原告に対するメールの送信日時及び内容，これ
によって生じた原告の誤信の内容，誤信に基づく被告への
送金ないしポイント購入の時期及び金額は特定されて」い
ないこと，「さくらと称する者と被告との関係等について
は，その主張上，全く明らかでな」いということが挙げら
れています。
　要するに詐欺の不法行為について，いつどのような内容
のメールが送られてきて，そのメール内容に騙されていつ
お金を払ったのかについて詳細な主張立証を求め，これが
ないことを理由に棄却された訳です。
　しかしながら，前述のように，多くのサクラサイト被害
案件では，横浜地裁判決の言う「さくらと称する者の原告
に対するメールの送信日時及び内容」を立証するのが困難
ですので，この論理がまかり通ってしまうとサクラサイト
被害案件の大半が裁判上の救済を受けられないというこ
とになりかねません。
３　東京高裁判決
　この判決が，サクラサイト被害救済の妨げになっている
との声が大きくなったことから，サクラサイト被害全国連
絡協議会に所属する弁護士が中心となってこの案件の控
訴審を受任することになりました。その結果，平成25年６
月19日に東京高等裁判所でサイト利用者側の全面逆転勝
訴判決が言い渡されました。この判決では，事実認定の部
分と不法行為の成否とに分けて判断がされています。
４　事実認定
　まず，事実認定の部分では，サイト利用者が代理人弁護

士に述べたことをまとめた陳述書に記載された内容がそ
のまま事実として認められています。
　この案件においても，サイト内メールは殆ど残っておら
ず，サイト内メールが届いた事を知らせるサイト利用者の
パソコンのメールアドレスに届くメールが一部残ってい
るだけでした。
　そして，この東京高裁判決では，残った断片的なメール
から全体の事実関係を推定するという手法をとらず，単純
に陳述書の記載内容をそのまま事実として認定しました。
　サイト運営業者側が具体的な反論を行わなかったこと
から，「弁論の全趣旨」というのも事実認定の根拠として
あげています。一般的に陳述書のみでそれ以外の証拠が足
りない場合には，その人の主張事実を認定してもらうこと
が困難な案件が多いのですが，本件では「弁論の全趣旨」
によって利用者の主張事実を認めるという判旨になった
ところにも意義があります。
５　不法行為の成否
　東京高裁判決では続いて，不法行為の成否を検討してい
ます。
　そこで，①見も知らない被控訴人に対し，指示に従えば
多額の金員を供与するのを「あり得ない不自然な話で」実
現する意思，能力がないこと，②「暗号入力操作」などの
指示に合理性を見いだしがたいこと，③高額な利用料金を
支払わせることによって利せられるのは被控訴人だけで
あることから，メール交換した相手方をサクラと判断し，
不法行為が成立すると結論づけました。
　なお，判決では，控訴人代理人利用体験にも触れられて
いますが，「（この控訴人代理人利用体験）もこれ（メール
交換相手がサクラであること）を裏付けている」と論じら
れているのみであり，メール交換相手がサクラであること
を裏付ける一事情という位置づけをしているにすぎませ
ん。
　「利用体験」が一人歩きして，利用体験がないからサク
ラサイト被害が認められないという誤解をされている方
もおられるようですが，前提となる事実関係は，詳細な陳
述書と相手方が反論をしなかったことによる「弁論の全趣
旨」により認められたものです。利用体験によって事実認
定がされたものではありません。サクラであることの評価
の部分についても上述の「利せられるのは業者だけ」など
の３点によるものであり，利用体験については，サクラと
の評価を裏付ける一事情という位置づけをしているにす
ぎず，「利用体験」がない場合にサクラと評価できないと
いう意味ではないと思います。
　このような東京高裁の判決の論理を正確に理解をして
いただいた上で，サクラサイト被害救済に役立てていただ
ければ幸いです。

 福本悦朗（東京）

サクラサイト被害についての全面逆転勝訴判決
（東京高裁平成25年６月19日判決（上告））東京



事件情報

9日弁連　消費者問題ニュース155号（2013年９月）

１　はじめに
　本件は，被害者が，消費者被害の被害回復のために，
偽装質屋を営む債務者らに対し破産申立てを行ったとこ
ろ，裁判所が予納金等の費用について国庫仮支弁を認め
たという事案です。
⑴　いわゆる偽装質屋としての営業
　債務者等は，年金担保貸付を行っていたのですが，平
成16年の貸金業法改正により貸金業者が通帳等を預かる
行為を明文で禁止しました（貸金業法20条の２）。そこで，
債務者らは，銀行の自動口座振替方法を利用して年金等
公的給付の受給日に受給者の口座から貸金返済金を振替
えるという方法を用いることにより，改正法を潜脱する
行為を繰り返していました。しかし，平成18年の貸金業
法改正に伴い（完全施行は平成22年６月）出資法の上限
金利が20％に引き下げられたため，貸金業の形態のまま
では暴利を得ることが困難となりました。そこで，債務
者等は，貸金業法の適用がなく，出資法の上限金利につ
いて特例が存在する質屋営業（質屋営業法36条，上限金
利は年利109.5％）に着目し，質屋営業を装って貸金業を
行うこととしました。
　しかし，この営業実態は，年金担保を前提としており，
①担保価値のない物品を質入れさせ，②年金等公的給付
の受給日に銀行自動振替サービスを利用し，または，実
際に取立てを行っており，質屋営業の形式をとりつつ，
実質的には無登録で貸金業を営んでいたのです。
⑵　福岡県警による捜索と廃業
　債務者等は，貸金業の規制を潜脱する目的の下，質屋
営業を装い，高齢者等に対し不当に高利で金員を貸し付
けていたとして，債務者等に対し，貸金業法違反（無登
録営業）の被疑事実で福岡県警の捜索を受け，営業の継
続が困難になり，平成24年11月８日，店舗すべてについ
て廃業届を提出して廃業しました。
２　破産手続の費用に関する国庫仮支弁（破産法23条）

について
⑴　旧破産法140条
　旧破産法140条は，債権者以外の者が破産の申立てをす
る場合には，費用の予納義務を課さずに，破産手続の費
用を仮に国庫から支弁するとしていましたが，自己破産
の申立ての殆どを占める個人債務者の場合，免責決定を
受けることが主な目的であり公益性が乏しいという理由
で，仮支弁決定がなされることはありませんでした。
　実際，旧法について，平成11年以降，破産手続の費用
について国庫仮支弁が認められた事例は，年間数件程度
のみであったようです。
⑵　現行破産法23条
　現行破産法は，破産手続費用の予納義務を全ての申立
人に対して課しました（破産法22条）。ただ，国庫仮支弁
の制度は同法23条として残しています。この具体的な要
件は，①申立人の資力，②破産財団から手続費用を償還
できる見込み，③破産手続を開始することの必要性が「特
に」高い場合であることが必要です。

３　偽装質屋に対する破産申立てについて国庫仮支弁が
認められた理由

⑴　申立人の資力
ア 年金生活者や生活保護受給者であること
　本件の申立人の収入の殆どは年金や生活保護ですから，
このような申立人が，破産手続申立費用を負担するとい
うことは，通常は困難です。
イ 日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）の

支援が，債権者破産の場合にはなされないこと
　総合法律支援法30条により，法テラスは業務方法書を
作成しているのですが，同11条１項３号は保証金を立て
替えるとしています。しかし，この立替えに関する別表
３の立替え基準によると，破産手続では自己破産の場合
の予納金を定めているだけです。従って，保全事件の仮
差押え・仮処分の保証金は，法テラスの立替えが可能で
すが，債権者破産申立ての場合の予納金支出基準が定め
られていない以上，被援助者について，法テラスの定め
る援助要件に合致する資産状況であったとしても，法テ
ラスは，業務方法書の定めのない債権者破産の場合の予
納金の援助を受けることができません。
ウ 弁護士（弁護団）の予納金の立替払いと弁護士職務基

本規程25条
　弁護士職務基本規程25条は，弁護士と依頼者との金銭
の貸借を「特別の事情」を除いて禁止しています。国庫
仮支弁が認められるべき事案として申立をしている場合，
裁判所から仮支弁決定が否定されない限り，「特別の事情」
があるとは言えないでしょう。
⑵　破産財団から手続費用を償還できる見込み
　債務者等の資産に関する弁護士法23条の２による調査
の結果，債務者恵比寿につき約２億1700万円，債務者ダ
イギンにつき約１億9000万円の預金がありました。この
預金が，破産財団を構成すれば，破産財団から手続費用
を償還できることは明らかです。
⑶　破産手続を開始することの必要性
　本件の申立人等の請求債権は，いわゆる全額説を前提
として最大300万円程度から50万円程度です。従って，申
立人等の個別債権の回収だけを目的とするのであれば，
個別権利行使の方が効率的です。
　しかし，個別権利行使では，他の潜在的な債権者の平
等な事案の解決に繋がらないため，敢えて破産手続を利
用したものです。従って，本件では，公益性が当然認め
られるというべきです。　
４　結論
　本件のように，低所得の高齢者に対する違法な貧困ビ
ジネスの犯罪収益を，被害者が主導して平等に分配する
法的手続である破産申立ての障害となっていた申立費用
について，国庫による仮支弁が認められたことは，今後
の類似事例の解決に大いに資するものです。

黒木和彰（福岡県）

債権者破産申立てについて国庫仮支弁（破産法23条）が認められた決定
（福岡地裁平成25年４月26日決定）福岡



事件情報

10 日弁連　消費者問題ニュース155号（2013年９月）

１　本件は，未成年者（16歳）が，親の財布から無断で
持ち出したクレジットカードを不正に使用したという事
案です。
　ただし，単純な第三者による不正使用事案ではなく，
未成年者がいわゆるキャバクラ店において遊興したとい
うものであって，風営法や未成年者飲酒禁止法に違反す
る利用内容であり，しかも，未成年者の思慮不足に乗じ
て働きかけ，不正使用に便乗して著しく高額な代金を発
生させるなど店側の不正行為・暴利行為があったと認め
られる事案であったため，そのような公序良俗違反行為
が介在して不正使用が行われた場合におけるカード会員
の支払責任の有無が問題とされました。
２　本件判決は，原因契約であるキャバクラ店での接客
契約の全て（553万8226円）について未成年者取消を認め，
さらに，大部分（476万5056円）について不正行為・暴利
行為があったと認定し，公序良俗違反による無効を認め
ました。
　その上で，本件判決は，カード利用代金債務の存否に
ついては，直ちに原因契約の無効取消原因に左右される
わけではなく，盗難カード等の不正使用があった場合を
規律する会員規約の解釈・適用の問題であるとした上で，

「信販会社の義務が十分に果たされずに不正使用が拡大

し，しかも窃盗犯人と加盟店との間の原因契約が公序良
俗に反するという場合，裁判所としては，加盟店の公序
良俗違反行為に対する寄与の度合い，信販会社による本
人確認の状況等の諸事情を総合的に考慮し，不正使用に
よる損害を会員に転嫁することが容認し難いと考えられ
る場合」は，会員に支払責任を負わせる旨を定めた会員
規約に基づく「会員に対するカード利用代金請求が権利
の濫用となる（あるいは信義則に反する）として民法１
条２項ないし３項に基づく公権的解決を図ることができ
る」との規範を示しました。
　そして，本件の具体的な事案において，店側の不正行為・
暴利行為があったとして公序良俗違反により無効とされ
た接客契約に対する利用代金の請求（476万5056円）につ
いては，全て権利の濫用ないし信義則に反するものとし
て許されないと判示したのでした。
３　本件判決は，不正使用事案における安易な会員への
リスク転嫁を否定したものであり，クレジットカードに
よる決済システムの安全性確保に対するカード会社側の
責務を考えるにあたって大きな意義を有するものと考え
られます。

増田朋記（京都）

１　本件は，未公開株詐欺商法の被害者に対し，同被害
を回復することができる旨虚偽の事実を告げて行われた
買取り仮装型の劇場型詐欺商法について，まず被害金送
金口座を犯罪利用口座として凍結申請し，次いで後日判
明した送金先口座の移転先，移転元の各口座名義人らも
相手方として共同不法行為に基づく損害賠償請求を行っ
たところ，原判決が移転元に対する請求を棄却したのに
対し，控訴審において逆転勝訴し，移転元の口座名義人
に対する請求を認容した判決です。
２　本判決は，「本件口座（移転元）は，本件詐欺により
詐取された金員の移動には関係していない」としながら
も，犯行者が本件詐欺を含めて相当数の同種詐欺を行い，
多数の預金口座を利用して，相互間に資金移動を行い，
犯罪収益を隠匿していたことから，移転元の口座提供者
も，口座を詐欺行為に利用させることによって，本件犯
行を含む同種詐欺の犯行全般に加担していたと認定して，
口座提供者に対する共同不法行為に基づく損害賠償請求
を認めました。
３　多数の預金口座を利用して，犯罪収益金を組織的に
循環させる手口を用いている場合，口座提供者について，
個別的な送金に関する関与の有無により共同不法行為の

成否を論じるのは，木を見て森を見ない議論であるよう
に思われます。この場合，いわばマネーロンダリングの
システムの構築に加担した口座提供者は，犯罪収益金の
隠匿のために行われた個別の資金移動において，提供し
た預金口座がたまたま利用されなかったとしても，マネ
ーロンダリングシステムの構築に助力した者として，同
システムが犯罪に利用されたことにより生じた損害につ
いて共同不法行為責任を負うとする本判決は，犯罪事象
全体を俯瞰的に捉えたうえで法解釈を行うものであり，
非常に説得的であると思います。
４　劇場型詐欺商法に利用される主な道具として（携帯・
IP）電話，預金口座，法人格などが挙げられますが，こ
れらの道具を故意・過失により提供した者に対する不法
行為責任が適切に認められることにより，この種の不法
行為が減少することが期待されます。なお，同種の判決
として東京地判平成24年１月25日（携帯電話レンタル業
者について，先物取引裁判例集64巻422頁），東京地判平
成24年８月10日判決（法人格，預金口座提供者について，
判例時報2174号73頁）があります。

太田賢志（東京）

家族によるクレジットカードの不正使用事案で，カード会社（アメックス）の
利用代金請求が権利濫用ないし信義則違反に該当するとして制限された事例
（京都地裁平成25年５月23日判決（確定））

京都

犯罪利用口座の移転元口座の名義人に対する損害賠償請求が認められた判決
（東京高裁平成25年４月24日判決（確定））東京
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１　本件は，証券取引による損害（約2500万円）の回復
を希望していた70代女性が，探偵業者（株式会社）から
損害を回復してあげると言われ，約370万円もの「調査費
用」を支払わされた事案であり，会社，代表取締役Ａ及
び取締役らに対し不法行為及び会社法429条１項に基づく
損害賠償請求をしたものです。
　本判決は，会社及びＡに不法行為責任を認めた原判決
を全面的に是認し，Ａらの控訴を棄却しました。
２　主な争点は，実質的な契約内容が，証券取引の損害
回復であったか，契約書記載の証券会社従業員の勤務場
所調査にすぎなかったか，という点でした。当方は，実
際の依頼内容は証券取引の被害回復であり，弁護士法違
反を免れるために契約書上は勤務場所調査と記載したに
すぎないと主張しました。
３　原判決は，勤務場所調査費用としては高額にすぎる，
当時原告が証券会社を相手方として自ら申し立てていた
斡旋手続において600万円が提示されており原告はこれを
上回る金額の回復を期待して本件契約を締結したと推認
される，従業員の勤務先が分かっても損害回復には直ち
につながらないことから原告は勤務場所調査のみである
と認識して金員を支払ったとは到底解されない，と認定
し，また，契約書に「成功報酬は14％」とあるところ，

証券損害額の14％に消費税を加えると実際の支払額と同
額となることから，Ａは原告に対し，証券損害を回復で
きる旨を説明し，具体的な回復見込額を提示した上でそ
の14％相当額を成功報酬額としたものと解するのが相当
であるとしました。
４　そして，これらの事実と，被告会社の料金体系に反
して前払いさせていること，仮に被告らの主張通り勤務
先の調査をしていたとしても，多額の費用の支払いを受
けながら調査報告書すら作成せず，路上における口頭報
告に止めること自体が探偵業者としておよそ考え難いこ
と等の事情から，「Ａは，原告から調査費用名目で多額の
金員を詐取することをもくろみ，…原告に本件証券損害
の回復を持ち掛け，…成功報酬額を提示しつつ，契約上
の受任内容については巧みに調査業務にすり替えたうえ
で本件契約を締結し，被告会社によって本件証券損害の
回復がされるものと信じた原告から金員の支払いを受け，
これを領得したものと推認することができる」として，
会社及びＡの共同不法行為責任を認めました。なお，平
取締役らについては，同取締役らが関与していたことを
認めるに足りる的確な証拠はないとして請求を棄却しま
した。

浅井淳子（東京）

１　平成22年５月，原告は海外商品先物取引業者「株式
会社アスター」の外務員の飛び込み訪問を受けて，原油
の先物取引を開始しました。平成22年７月にはアスター
に半年の業務停止の行政処分が下りるものの，アスター
の外務員はそれを秘し，商号変更しただけと称して別途
設立された「株式会社日本アスター」での取引へ誘導し
ました。取引においては，営業社員が次々と交替しなが
らも，一貫した「当たり玉」（浮き玉・利益確定玉）勧誘
が行われました。
2  責任論につき，判決は，アスターへの業務停止と日本
アスターの設立時期の近接性，従業員及び顧客の移転・
事務所の共通性，両社の名刺デザインの酷似などから，「被
告日本アスターは，被告アスターが業務停止命令により
業務ができないにもかかわらず，これを免れるという違
法・不当な目的で設立されたものと認められる。したが
って，被告アスター及び被告日本アスターが，原告に対し，
別の法人格を有することを主張することは，権利濫用に
あたり，許されない。」と法人格否認の濫用事案に該当す
るとして，アスター時代の取引での損害についての責任
を日本アスターにも（その逆も）認めました。
３　また，営業社員の責任については「原告との取引を

継続する限り，利益を約束しながら，執拗かつ強引に迫
る勧誘方法によって取引の拡大を図っていくこととなる
ことを共通の理解としており，（中略）順次，交替し，次
第に上位の者が原告の担当となり，専ら，利益を約束し
ながら，執拗かつ強引に迫る勧誘手法を用いて取引を拡
大させていった。これらの点にかんがみると，上記被告
らは，連携しながら，組織的に原告との取引を遂行した
と認めるのが相当である。」と不法行為責任を認めました。
その上で，各代取については違法な取引を行わないよう
監視する義務違反があったとしました。他方，管理部社
員については審査関与の証拠がないとしてその責任を否
定しました。
４　海外商品先物取引は，平成23年１月から許可制が導
入されており，平成22年７月に半年間の営業停止処分を
受けたアスターは処分時点で既に死に体となっていたも
のです。本判決は，アスターが行政処分を逃れて許可制
導入前に駆け込み的に詐欺を行うために別法人を立ち上
げたことを認定し，法人格の否認の法理で同一性を認め  
たもので，意義があると思われます。

加藤進一郎（京都）

証券取引による損害を回復すると称して高額の調査費用を受領した
探偵業者に対し，不法行為に基づく損害賠償請求を認容した判決
（東京高裁平成25年４月17日判決（確定）（原審　東京地裁平成24年11月30日判決））

東京

業務停止命令を受けた海外商品先物取引業者が別法人を立ち上げて違法営業を継続したケースにつき法
人格否認の法理を用いて両社の同一性を認め，各営業社員の違法行為を組織ぐるみのものと認めた判決
（京都地裁平成25年４月24日（勝訴部分確定））

京都
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　ここ数年，「終活」という言葉が流行り，自分
の人生をどう終えるか考える人が増えています。
家族に迷惑をかけたくないという思いから，お葬
式やお墓について，これまでの伝統にとらわれず
簡略化した方法を望む声も少なくないようです。
　しかし，夏期消費者セミナーにご登壇いただい
た方々のお話にもあったとおり，「死」は，本人
だけでなく，周りの人たちの問題でもあります。

「迷惑をかけない」方法が，死を受け入れ乗り越
えていかねばならない周りの人たちにとっても，
本当によい方法といえるのか考える必要があるよ
うに思います。
　昨秋，私の祖父が亡くなりました。祖父とは，
一緒に暮らしていた時期もあり，近年までよく戦
争の話を聞いていました。私は，これまでお葬式
や法要にほとんど関心がありませんでした。しか

し，祖父のお葬式や法要で家族が集まり祖父の思
い出話を語り合うことで，少しずつ祖父の死を受
け入れつつあるように思います。
　大切な家族に対し，迷惑をかけないようにと遠
慮させるのではなく，「困ったときはお互いさま」
と安心して手間をかけ合えるような関係を築いて
いきたい。そんなことを感じた今日この頃です。

吉田すみ江（三重）
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（「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 「Q&A悪質リース被害の救済 電話リース被害大阪弁護団のノウ・ハウと実践」

　本書は，悪質リース商法（提携リース問題）に先駆的に取り組ん
できた大阪弁護団の実践的蓄積をQ&Aの形にまとめたものです。
　分かりやすい言葉で，提携リースの基本事項から説明し，次々
リースやホームページリースなどの具体的な問題を紹介し，被害
調査時のポイント，活用できる重要判例，法的主張や留意点など
を解説しています。集団訴訟の判決の概要などの資料も参考にな
ります。

　数多くの事件で培った知識・ノウハウがコ
ンパクトに凝縮されていて，十分に実践的な
手引となる一冊といえます。
A5判　126頁／1365円（税込）
発行　民事法研究会
高橋正人　編

文献紹介 「フランチャイズ事件処理の手引」

　これまでのフランチャイズ事件関係の書籍は，フランチャイズ
本部側・協会側の視点のものがほとんどでした。しかし，日弁連
消費者問題対策委員会独禁法部会は，消費者と同様に情報と資力
に格差のある中小事業者が加盟店になる場合に不公正な取引を押
し付けられないための手引きとして，本書を作成しました。資料
や判例を豊富に掲載していますので，フランチャイズ契約の締結
時には予想だにしないことが争点になっていることがわかり，契

約条項の運用状況も理解していただけるもの
です。もちろん，加盟後に紛争になった場合
の交渉や訴訟提起の視点としても役立つもの
になっています。
A5判　308頁／3150円（税込）
発行　民事法研究会
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

国民生活センターの非常勤専門職員に就任して�
１　2012年７月から国民生活センター
の非常勤専門職員に就任し，１年３ヶ
月ほど経ちました。名古屋在住のまま，
月に13日ほど品川の国民生活センター
に通っております。国民生活センター
での所属は，紛争解決委員会ですが，
必要があれば相談情報部や研修の業務
も手伝っております。
２　紛争解決委員会では，年間約150
件のADR手続を実施しております。弁
護士会の紛争解決センター，民事調停，
業界ADRなど，たくさんのADR手続
が存在しておりますが，国民生活セン
ターのADR手続は，消費者紛争に特化
していることが最大の特徴です。まず，
個々の手続を主導する仲介委員は，消
費者問題に関する専門的知見を有する
方々に就任していただいています。ま
た，消費者と事業者との間には情報・
交渉力の格差があることを踏まえ，事
務局が，申請書を作成することを支援
したり，必要があれば申請者にかわり

翔 た く 仲 間

資料を収集したりします。従いまして，
他のADR手続よりも消費者にとって
使い勝手の良いADR手続ではないか
と思います。
　しかしながら，すべての消費者紛争
が対象になるわけではありません。同
種の被害が多数であるおそれがある場
合や，重大な危害が及んだり及ぶおそ
れがある場合を対象としております。
と言いますのも，国民生活センターの
ADR手続は，その結果の概要を公表し，
他の紛争の解決指針とすることが想定
されています。そのため，消費者紛争
であれば常に対象になるのではなく，
結果の概要を公表するにふさわしい案
件を手続の対象としているのです。
　手続の対象に該当するか否かについ
ては，最終的には仲介委員が判断いた
しますが，事前にお問い合わせいただ
ければ見込みを回答しております。ま
た，手続の対象に該当するとしても，強
制力のある手続ではないために，最終

的な和解の成立が
難しいことが予想
される類型の案件
もあります。もし
ADR手続を申請
しようとする場合
は，手続の対象に
該当するか否かな
どを，事前に事務局にご相談いただけ
れば，手続をスムーズに進めることが
可能になります（電話：03-5475-1979）。
３　最後になりますが，日弁連消費者
問題対策委員会の皆様方には，国民生
活センターの紛争解決委員会の委員に
多数就任していただき，また，研修そ
のほかの業務でも，多数ご担当いただ
いております。日頃からの国民生活セ
ンター業務へのご協力に，深く感謝し
ております。今後も，国民生活センター
へのご支援をよろしくお願い申し上げ
ます。

小田典靖（愛知県）




