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内閣府消費者委員会での３年9.5ヶ月／「えっ，まだ成立してなかった
の？！ 集団的消費者被害回復訴訟制度」
／
「消費者市民教育を実践する～
消費者教育推進法の成立を受けて～」／
「クレジットカード取引等の適正
化実現のため割賦販売法の改正を求める意見書」について／「質屋営業
法改正に関する意見書」について
セブンイレブンが加盟店の見切り販売を妨害したとして，独禁法25条の損害賠償責任
を認めた判決／耐震強度不足マンション事件における和解報告／ソフトウェア売買代金
の立替払契約について，契約対象がホームページの作成等の役務提供である旨事業者が
誤信したとして，立替払契約申込の意思表示を要素の錯誤により無効とし，信販会社に
対して既受領立替金を返還するよう命じた判決／３銘柄参照型EB債（株価連動債）の
販売に際し，SMBC日興証券の説明義務違反を認めた事例（過失相殺７割）

リポート

内閣府消費者委員会での３年 9.5 ヶ月
1

責任は重く多忙だった
2009年９月にスタートした消費者
庁と消費者委員会。私は，他の委員
より２ヶ月半遅れて委員になりまし
た。１期目は中村雅人弁護士をはじ
め，先達の委員と共に，松本恒雄委
員長を何度も突き上げ厳しい議論も
しました。２期目になると弁護士委
員は私一人となり，週一回の公式会
合さえ皆勤できない委員も少なくな
く，責任はより重くなりました。
2 前例のない素晴らしい行政組織
消費者委員会は，他の行政組織か
ら独立して，政府部門のあらゆる消
費者関連行政について自ら調査し，
建議・提言等により，運用や法制度
の改善を求める権限を有していま
す。
建議等をするだけでなく，その建
議等がどう実現されているか検証評
価し，
再建議等をすることによって，
実施を求め続けることもできます。
言いっ放しではなく，関係行政部局
に具体的に改善を求め，その実現を
見 届 け る 権 限 と 責 任 が あ り ま す。
テーマ選択や建議・提言でどこまで
踏み込むか，特に２期目には河上正
二委員長と共に本当に悩みました。
3 成果と課題
金融庁には，無登録事業者の未公
開株等の販売を民事上無効とすると
共に，懲役５年以下に重罰化する等
の金融商品取引法の改正をしていた
だきました。提言後も再三実現を求
め続け，
ようやく実現に至りました。
厚生労働省には，有料老人ホーム
の入居一時金の退去時返還のあり方
について重要な法改正をしていただ

き，新たにサービス付き高齢者住宅
制度がスタートしました。脱法ハー
ブで多くの若者が死亡する等の事態
も消費者問題と考え，取締りの強化
を提言し，かなりの改善が実現しま
した。また，美容医療の広告，特に
インターネットによる過度な広報の
改善や，不要不急で高額になりがち
な美容医療の施術前の説明義務の制
度化をお願いしました。現在，その
作業中のはずです。一方で，各自治
体の保健所と農林水産省・消費者庁
共管のJAS法を執行している食品Ｇ
メンについては，抜本的体制強化を
しないと今後も重大な消費者問題が
起こると思うことが再三でしたが，
踏み込めませんでした。
国土交通省には，自動車リコール
制度の運用改善に始まり，投資用マ
ンションの悪質な販売勧誘への規制
強化や住宅リフォームトラブル抑止
策の実施等を求めました。建設業法
20条を改正しリフォーム時にも詳細
見積りの作成交付を義務付ける等の
抜本的な改善策を検討いただいてい
ます。さらに，鉄道運賃，特に加算
運賃の取り止めの基準の明確化や運
輸審議会等運賃問題への利用者の声
の反映のあり方についても改善作業
の途上です。
総務省には，テレビ・携帯，イン
ターネット等の電気通信事業者やそ
の代理店の販売上のトラブル抑止の
ための法改正を含む改善の実施を約
束いただきました。
このように，多くの法改正，運用
改善を実現しました。もっとできる
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はずだったという思いと，動こうと
しない行政部局の重い腰を動かすこ
との困難を痛感しました。
4 関係省庁との対立の克服
消費者委員会は，建議や提言の案
を作り，関係省庁へ球を投げます。
数日後に球が返されます。一度で承
諾ということはほとんどありませ
ん。委員会としてなぜこの改善を求
めているのか，様々な角度から理由
を改めて説明します。委員として省
庁担当者と一対一で協議することも
よくありました。その上で，仕方な
く主張を取り下げるか，なお主張を
貫くか，決断を迫られます。今年８
月６日に８省庁に建議した詐欺的投
資勧誘対策は，時間やマンパワーの
制約がある中で丸１年をかけ検討
し，ようやく建議したものですが，
それでも消費者庁は，建議事項の一
つの特定商取引法の指定権利制廃止
を応諾しませんでした。今後も同様
の困難に直面するでしょうが，どう
するのが消費者のためになるのか，
という視点から実効性のある意見発
信をしていくべきと思います。
山口廣（第二東京）
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リポート

シンポジウム「えっ，
まだ成立してなかったの？！
集団的消費者被害回復訴訟制度」
1

はじめに～シンポジウムの目的
訟制度について，制度ができた場合
2013年８月28日，当連合会の主催
にどうなるのかを具体的な題材を
で，弁護士会館において，標記シン
使った劇という形で，一般消費者に
ポジウムが開催されました。集団的
も分かりやすく伝えることができま
消費者被害回復訴訟制度の導入を内
した。
容とする「消費者の財産的被害の集
また，寸劇の最後には，相談員の
団的な回復のための民事の裁判手続
方々が「集団的消費者被害回復制度
の特例に関する法律案」は2013年の
のうた」と題する替歌を歌い，会場
通常国会へ提出されましたが，成立
からも歌に合わせて拍手が出るな
することなく継続審議となったた
ど，会場全体が一体となって盛り上
め，同法案の早期成立を求めるべく， がりました。
開催されました。
4 パネルディスカッション
2 基調講演
帝塚山大学法学部のタン・ミッ
福原哲晃当連合会副会長の開会挨
シェル教授，適格消費者団体特定非
拶に続き，消費者庁消費者制度課長
営利活動法人消費者機構日本の磯辺
の加納克利氏より，「集団的消費者
浩一専務理事，甲南女子大学文学部
被害回復訴訟制度法案の概要」と題
４年生の網干翔子氏，黒木理恵会員
する基調報告がありました。同法案
（大阪）をパネリストに迎え，二之
の特徴として，一段階目で共通義務
宮義人会員（京都）をコーディネー
について審理・判決がなされ，二段
ターとして，パネルディスカッショ
階目で個々の消費者の債権について
ンが行われました。
簡易な手続で決定がなされる二段階
まず，それぞれの立場から，集団
型の手続を採用していること，同法
的消費者被害回復訴訟制度の持つ意
案では，訴えることができるのは特
義について意見が出されました。具
定適格消費者団体に限られ，対象と
体的には，大学生の網干氏からは，
なる事案についても一定の限定がな
実際に自分が遭った消費者被害事例
されていること，同種被害が多発す
をふまえ，被害回復をしやすくする
るという消費者被害の特性や個々の
制度であることが，ミッシェル氏か
消費者が訴訟で被害回復を図るのは
らは，諸外国における状況をふまえ，
困難であることから，消費者の被害
同制度の導入は緊急の課題であるこ
回復の実効性を確保する必要がある
とが指摘されるなど，各パネリスト
ことなどが報告されました。
から制度導入の必要性は明らかであ
3 寸劇
るという意見がありました。
基調報告に続き，公益社団法人全
次に，法案の問題点について，二
国消費生活相談員協会の相談員の
段階目の通知・公告にかかる費用を
方々により，
「新制度が出来たら」
特定適格消費者団体が負担しなけれ
と題して，入学を辞退したのに学費
ばならない点や，法律施行前に締結
を返還しない専門学校を題材とした
された消費者契約に関する請求権に
寸劇が行われました。一般の方に分
ついては対象とならないとなってい
かりにくい集団的消費者被害回復訴
ることから，適用範囲が狭まり，混
乱を生じさせるのでは
ないかといった点が指
摘されました。
さらに，同制度につ
いて主に事業者側から
出されている濫訴の懸
念に対しては，現状の
適格消費者団体による
差止活動の実績をふま
え，濫訴のおそれなど
はなく，むしろ十分に
活用されないおそれが
2

あることから，積極的な制度の活用
のために支援が必要であるとの意見
や，同制度は訴訟主体が特定適格消
費者団体に限定され，二段階目での
被害者の積極的な参加が必要とされ
るなど，アメリカのクラスアクショ
ンとは全く異なる制度であり，これ
らを同列に論じること自体がナンセ
ンスであるとの意見がありました。
加えて，自分から積極的に被害回
復の請求を行わないような消費者ま
でもが同制度を利用して被害回復を
する必要はないのではないか，わざ
わざ寝た子を起こす必要はないので
はないかとの事業者側からの指摘に
対しても，被害回復をしようとする
場合の精神的・経済的負担が大きい
ために諦めざるを得ないのが現在の
状況であり，決して寝ているわけで
はないとの意見や，本来，事業者が
持ち続けるべきでない不当な利得を
被害者に返すというだけの話であっ
てそのような事業者の利得は保護に
値しないのではないかとの意見があ
りました。
最後に，同制度については，たく
さんの課題や，現実に運用していく
場合の悩みなどがあるとしても，ま
ずは一刻も早く制度をスタートさせ
ることが必要だとの意見が各パネリ
ストから出され，同様の会場発言も
ありました。
5 おわりに
今回のシンポジウムは，多くの
方々のご参加の下，集団的消費者被
害回復訴訟制度の実現を待ちきれな
いという雰囲気にあふれたものとな
りました。また，寸劇や替歌による
分かりやすい制度の説明や，大学生
がパネリストとなり，実体験をふま
えながら，まさに一般消費者の目線
で制度について考えていくといった
点で，内容的にも消費者目線に立っ
た充実したシンポジウムとなりまし
た。
消費者契約法部会

上田孝治（兵庫県）

日弁連 消費者問題ニュース156号（2013年11月）

リポート

シンポジウム「消費者市民教育を実践する
～消費者教育推進法の成立を受けて～」
1

はじめに
2013年９月21日の午後１時～午後
４時30分，弁護士会館２階クレオに
おいて，標記シンポジウムが開催さ
れました。
主催は当連合会および東京三会
で，後援は消費者庁，文部科学省，
日本消費者教育学会，公益財団法人
消費者教育支援センターです。
消費者教育推進法に関して当連合
会が実施するシンポジウムは，2012
年５月26日開催のシンポジウム「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？」
（本誌149号２頁で紹介）
以来となります。その間，消費者教
育の推進に関する法律（以下「消費
者教育推進法」という。）が成立（2012
年８月10日）
，施行（同年12月13日）
されています。昨年は教育現場での
実践を中心に据えたのに対し，今年
は誰しもが消費者教育の担い手とな
りうることを前提に連携のあり方に
まで視野を広げました。したがって，
昨年のシンポジウムと同じ視点に立
ちながら，今年はより大きく裾野を
広げた内容となりました。
2 問題提起
平澤慎一会員（東京）から，今回
のシンポジウムに関して問題提起が
ありました。その内容は，消費者教
育推進法の制定を受け，これまでの
消費者教育と「消費者市民教育」の
違い，
「消費者市民教育」と被害救
済との関係，
「消費者市民教育」と「自
己責任」の関係，連携の重要性と多
岐にわたりました。特に，「消費者
市民社会」は被害にあいにくい消費
者を育てること，消費者市民教育の
実践が消費者の自己責任（落ち度）
を強調するものであってはならず，
国際消費者機構（CI）が提唱する消
（※注） とは異なる
費者の５つの責任
ものであるとの指摘がありました。
3 講演
片山朗消費者庁消費生活情報課長
から「今後の消費者教育の推進」と
題して，消費者教育推進法の概要，
基本方針の内容に加え，消費者安全
戦略との関係について講演していた
だきました。本年６月28日に閣議決
定された「基本方針」に基づき，こ

れからどのような施策を進
めていくのかについて，「消
費者教育の体系イメージ
マップ」等を用いて説明がな
されました。
また，色川卓男静岡大学教
授から「消費者教育推進法の
もとでの，地方における消費
者教育施策の推進について」
と題して，地方及び教育現場
からみた消費者教育行政の
あり方について講演していただきま
した。もう40年も以前から「消費者
保護と消費者教育とは相互に補い合
うものであり，両者が車の両輪のよ
うにはたらいてこそ，消費者行政の
実があがる」（「生活経営学」国民生
活研究所・1969年）と言われてきた
が，ようやく立法につながったとい
うお話が印象的でした。
これを受けて，島田広会員（福井）
から「行動する消費者を育てる」と
題して，消費者一人一人が消費者市
民社会の担い手であるという講演が
ありました。成功体験があると長続
きする，という話は教育全般でいえ
ることでしょう。
4 事例発表
まず，愛媛県砥部町の武田咲枝消
費生活相談員から「砥部町における
高齢者見守りネットワーク」につい
て事例報告をしていただきました。
これは，行政が相談員，警察，社会
福祉協議会と連携して，高齢者の「見
守り」をするというもので，実際に
被害の発見や防止につながった事例
も複数ご紹介いただき，地道な活動
の大切さを痛感しました。
続いて，岐阜市立精華中学校の神
山留美子教諭から「かしこい消費者
を目指して～教員と消費生活相談員
との連携」について報告していただ
きました。学校と行政（消費生活セ
ンター）がそれぞれの枠を超えて連
携し，生徒に消費行動がもつ社会的
な意味を気付かせていく過程が詳細
に報告されました。それぞれの組織
が連携を取っていくことの難しさ，
しかしその枠を乗り越えて連携でき
たときに子ども達に生じた化学反応
について生き生きと報告されていた
のが印象的です。
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5

パネルディスカッション
シンポジウムの最後は，パネル
ディスカッション「わたしが実践す
る消費者市民教育」です。パネリス
トに，川口康裕消費者庁審議官，色
川卓男静岡大学教授，神村明利静岡
県「ふじのくに」担当者，島田広会
員を迎え，それぞれの立場から，消
費者市民教育のとらえ方，消費者教
育の担い手作り，諸機関の連携作り，
今後の展望等について意見交換がな
されました。特に，「教育」とはい
うものの，学校現場にとどまらず，
国，地方公共団体，消費者団体，事
業者団体，法曹等が主体となるべき
こと，それぞれの連携が重要となる
ことが確認されました。
6 最後に
消費者教育推進法が成立してから
僅か１年余り。消費者市民教育を，
誰が，誰に対して，どのように進め
て行くのか，まだ「答え」はない状
況です。そのような状況の下，今回
のシンポジウムは，異なる立場の人
達が一同に会し，それぞれの立場か
ら自由に意見を交換する良い機会と
なりました。参加者が各自，自分な
りの「ヒント」を見つけて日々の実
践につなげてもらえるならば，今回
のシンポジウムは大成功だったと
いってよいと考えています。
消費者教育・ネットワーク部会

中村新造（第二東京）
（注）CIが提唱する５つの責任：①批
判的意識を持つ責任，②主張し行動
する責任，③社会的弱者への配慮責
任，④環境への配慮責任，⑤連帯す
る責任

3

リポート

「クレジットカード取引等の適正化実現のため
割賦販売法の改正を求める意見書」について
1

と考えられますし，具体的な被害救
経緯
済手段として，ブランドルールであ
当連合会は，2013年７月19日付け
るチャージバック制度のより積極的
で標記の意見書を取りまとめ，同年
な活用が期待されるところです。
７月23日に経済産業大臣，内閣府特
2 意見の趣旨
命担当大臣（消費者及び食品安全），
本意見書の意見の趣旨は，クレ
消費者庁長官宛てに提出しました。
ジットカード取引に関して，割賦販
本意見書は，2008年の割賦販売法
売法・政省令を改正して，⑴マンス
の改正にて，指定商品制の廃止，過
リークリア方式において，少なくと
剰与信防止義務，個別信用購入あっ
も，①苦情発生時の加盟店調査義務
せん取引（個別クレジット取引）に
（法第30条の５の２，省令第60条）
おける販売店による不適正な取引に
及び加盟店情報報告制度（法第35条
ついての調査義務・与信禁止，さら
の20，省令第135条），②未払い金の
には取消権の付与等の措置が講じら
支払拒絶に関する抗弁の接続（法第
れたことから，個別クレジット取引
30条の４），③弁済金の支払請求時
に関する被害事例が減少したもの
の書面交付義務（法第30条の２の３
の，昨今のサクラサイト被害を初め
第３項）の規制を及ぼすべきこと，
とするインターネットを介した取引
⑵抗弁の接続（法第30条の４）等の
などにおいては，包括信用購入あっ
規制対象となるための条件として必
せん取引（クレジットカード取引）
が多用されるとともに，その多くは， 要とされる取引金額（法第30条の４
第４項の「支払総額」及び法第30条
いわゆるマンスリークリア方式であ
の５第１項の「現金販売価格又は現
り，その規制が不十分であることに
金提供価格」）について，同法施行
鑑みてまとめられたものです。
また，サクラサイト被害などでは， 令 で 定 め る「 ４ 万 円 以 上 」「 ３ 万
8000円以上」という条件（政令第21
決済代行業者が介在していることが
条第１項，第２項）に関し，同一月
多く，国内のクレジット会社と直接
内の同一販売店等における「反復継
の加盟店契約を締結することが困難
続する取引」の合計額をもって「支
である悪質業者が，決済代行業者を
払総額」等とみなすことができるよ
介在させることにより，事実上クレ
うにすべきこと，⑶クレジット会社
ジット会社の加盟店的立場を取得
の加盟店調査義務を適正に履行すべ
し，クレジットカード決済の方法に
く，弁済金の支払請求時の書面交付
よって多数の消費者被害を発生させ
義務（法第30条の２の３第３項）を
ています。そして，決済代行業者の
リボルビング方式に限定することな
役割・機能には，様々なものがある
く，支払方法を問わずクレジット
とされていますが，クレジット会社
カード取引全体に適用することがで
の加盟店という立場とクレジット会
きるようにするとともに，消費者に
社に代わって加盟店を開拓・管理す
対する情報提供を徹底するため，法
るというアクワイアリング業務の受
第30条の２の３による書面交付義務
託者という２つの立場を兼有してい
の書面記載事項として「取引商品・
るとされ，現在のクレジット制度に
役務・販売業者・役務提供業者」を
おいて，重要な役割を担っていると
追加すべきこと，⑷クレジット会社
ころです。にもかかわらず，割賦販
が，苦情発生時の加盟店調査義務（法
売法上の位置づけが必ずしも明確に
第30条の５の２）を懈怠した状態に
なっていないことも問題です。
おいて，不正なクレジット取引を締
さらに，クレジット会社自身がク
結した場合には，既払金返還義務を
レジットシステムの開設・提供者で
課すなど，加盟店調査義務を実効性
あることから，クレジット被害に対
のあるものとすべきことを求めてい
して積極的に対応すべき立場にある
4

ます。
また，クレジット制度に関与する
決済代行業者については，割賦販売
法上の法的位置付けを明確化すると
ともに，決済代行業者に対しても，
加盟店（枝番加盟店）調査義務を課
すように，割賦販売法を改正すべき
であることを求めています。
さらに，クレジット会社に対して
も，①消費者との間に生じた苦情・
紛争に関して，積極的に解決に向け
た必要な体制を整備し，適切に処理・
対応することの努力義務の法制度
化，②消費者保護のために，チャー
ジバック制度の十分な活用が期待さ
れることから，その存在を広く消費
者に告知して，その積極的活用を促
す等の措置を講ずるべきこと，③現
在のチャージバック制度においては
対象とすることが困難な消費者被害
についても，消費者被害救済を可能
とするように，チャージバックルー
ルを制定するように指導すべきであ
ることを求めています（チャージ
バックとは，国際クレジットカード
等における取引ルールで，カード発
行会社が加盟店契約会社から取引
データの提供を受けた後に，この内
容が不当と判断された場合に異議を
申し立て，既に支払った代金を加盟
店契約会社から取り戻す手続をいい
ます。）。
3 結び
現在，電子マネーやコンビニ収納
など様々な決済手段が活用されてお
り，決済手段の統一的な規制が望ま
しいところではありますが，本意見
書のごとく，まずはクレジットカー
ド取引に関する規制を見直すことで
消費者が安心して決済手段を利用で
きるようになることを期待するもの
です。
統一消費者信用法部会
副委員長 松苗弘幸（埼玉）

日弁連 消費者問題ニュース156号（2013年11月）

リポート

「質屋営業法改正に関する意見書」について
当連合会は，2013年７月19日付で
標記意見書を取りまとめ，同年７月
23日に警察庁長官，国家公安委員会
委員長宛てに提出しました。
1 偽装質屋問題とは
偽装質屋とは，質屋営業の許可は
受けているものの，無価値あるいは
ほぼ無価値な物品を預かって金員を
貸し付ける業者のことです。
この偽装質屋は，改正貸金業法が，
2010年６月に完全施行され，総量規
制や上限金利引下げが実現する時期
の前後から九州を中心に出現し，最
近は関西・関東へ広がりを見せてい
ます。
偽装質屋は，質屋営業法上の許可
を隠れ蓑にし，貸金業法の無登録営
業を行っているというものです。そ
のため，警察庁が各都道府県に偽装
質屋の取締り強化を指示し，福岡県
警が2012年10月に貸金業法と出資法
違反の疑いで質屋２社を家宅捜索
し，2013年５月にこの２社の経営者
等を逮捕し，現在刑事裁判が係属し
ています。その他，大分県，鹿児島
県，群馬県においても，貸金業法と
出資法違反の疑いで経営者等が逮捕
されています。
また，国民生活センターの発表に
よると，偽装質屋に関する相談件数
が，2010年44件，2011年85件，2012
年194件と急増している等，問題が
深刻化しています。
2 偽装質屋の営業の問題点
偽装質屋は，通常の質屋営業とは
以下の点が異なっています。第一に，
融資金額からみて殆ど無価値な物を
対象として質契約を締結し，第二に，
質契約による流質を防止するため，
利息のみならず元金についても，銀
行の自動引落しを利用して弁済を受
け，第三に，仮に質置主が流質を行っ
ても，その残額を当然のように取り
立てて，通常の質契約とは異なる融
資を行い，第四に，年金受給者等を
顧客とし，その公的受給を事実上の
担保としています。
そのため，偽装質屋が通常の質屋
の営業とは異なる点に対応した法改
正を行うべきです。
3 具体的な改正の立法提言につい
て
⑴ 質屋営業法１条の質契約の定義

質屋営業法１条１項での質屋営業
すから，その後は取立行為を行うこ
の定義規定では質契約を定義してい
とはできません。
ません。まず，この質契約を定義し
そこで，質屋営業法19条（流質物
て，通常の質屋営業か，質屋営業を
の取得及び処分）に，「質屋が，流
偽装するものかの判断基準を明確に
質期限を経過した時において，その
すべきです。一般に質契約は，質置
質物の所有権を取得した後，質屋は
主は，質物の流質処分を甘受する限
質置主に弁済の履行を請求してはな
り，質屋に対して借受金の弁済義務
らない。」と改正し，併せて，同法
を負わず，流質処分後は借受債務が
30条（罰則）につき，改正後19条の
消滅する契約で，質屋と貸金業者と
違反（流質後請求）の場合，貸金業
は清算のあり方に関して相当に異な
法47条の３と同様に「二年以下の懲
るとされています。
役若しくは三百万円以下の罰金に処
そこで，同法１条において，質契
し，又はこれを併科」するとの罰則
約について「質契約は，質置主が， を設けるべきです。
質物の流質処分を甘受する限り，質
⑷ 年金担保の禁止
屋に対して借受金の弁済義務を負わ
質契約は，有体物である質物を対
ず，流質処分後は借受債務が消滅す
象として締結されるものであり，権
る金銭貸付契約」と定義すべきです。
利質は認められていません。
⑵ 流質を事実上阻害する行為の禁
ところが，貸金業法20条の２（公
止
的給付に係る預金通帳等の保管等の
偽装質屋は，弁済日に銀行預金，
制限）は，質屋営業法には明示的に
とりわけ年金の入金がある銀行預金
は適用がありません。
から自動引落しで利息及び元金の弁
そこで，質屋営業法に貸金業法20
済を受けて，借主である質置主が流
条の２（公的給付に係る預金通帳等
質を選択できないようにしていま
の保管等の制限）の規定とその罰則
す。
（同法48条）と同様の規定を設ける
しかし，本来の質契約では，質置
べきです。
主は，例えば50万円で購入した時計
⑸ 特例高金利の制限
を質入れして，20万円を借りている
質屋営業法では，特例高金利（年
等，借入元金以上の価値がある質物
109.5％）が認められています。こ
を対象として質契約を締結している
の特例高金利は，出資法上の唯一の
のですから，元利金を弁済する場合
特例高金利であり，このような金利
には，質物を受け戻すことが必要で
が認められた趣旨は，質物の鑑定や
す（質屋営業法18条１項）。ですから，
保管に費用がかかるからと説明され
銀行預金からの自動引落しによる弁
ています。
済を選択するというのは，質屋も質
しかし，昨今の市場金利が大幅に
置主も質屋営業法に違反した無価値
低い時代に，この特例高金利が合理
な物を質物として質契約を締結して
性をもつか，再度検証することが必
いることを意味します。
要でしょう。
そこで，同法18条（質物の返還）
特に，質屋は，担保評価に担保物
について，質置主が元利金を支払う
件管理コストを反映させているわけ
場合には，質屋から質物返還を確実
で，さらに，担保によって債権の保
に受けること，または流質を選択す
全がより確実に図られているわけで
ることができるようにするため，銀
すから，通常の業者より高金利の取
行の自動引落しその他銀行決済を利
得 を 認 め る 必 要 性 は あ り ま せ ん。
用することはできず，必ず店舗にお
よって，この特例高金利を引き下げ
いて弁済する旨の規定を設けるべき
る方向で検討すべきです。
です。
多重債務部会
⑶ 取立行為の規制
副委員長 黒木和彰（福岡県）
質置主は，流質を選択して，借受
債務を消滅させることができます。
したがって，質屋は，質置主が流質
を選択したら債権が消滅するわけで
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5

事件情報
東京

セブンイレブンが加盟店の見切り販売を妨害したとして，
独禁法25条の損害賠償責任を認めた判決

（東京高裁第３特別部平成25年８月30日判決（原告・被告，上告・上告受理申立））
１ 本件は，株式会社セブン‐イレブン・ジャパンに対し，
加盟店の見切り販売（セブンイレブン独自の基準により
定める販売期限が迫っている商品について販売価格から
値引きした価格で販売する行為）を妨害したことについ
て，公正取引委員会が優越的地位の濫用にあたるとして
排除措置命令を発し，同命令確定後の訴訟において独占
禁止法25条に基づく損害賠償責任を認めた初の判決で，
25条訴訟で原告が勝訴した非常に希な例です。
２ 本判決は，排除措置命令の示した違反行為の範囲に
ついて，排除措置命令に記載されている違反行為は例示
に過ぎない旨の判断を示しており，この点は評価できま
す。さらに，本判決は，セブンイレブンの加盟店に対す
る行為が「加盟店オーナーの経営上の判断に影響を及ぼ
す事実上の強制を加え，これにより加盟店オーナーが有
する商品の価格決定権の行使が妨げられ，見切り販売の
取りやめを余儀なくさせていると評価できる場合には排
除措置命令の違反行為に含まれる」と述べた上で，各加
盟店に対する個別的な見切り販売妨害行為については違
法行為を認定しましたが，事前研修やレジシステムで見
切り販売を事実上禁止しているという組織的違法行為は
否定しました。
しかし，商品を廃棄せよとの事前研修が強力であれば

東京

耐震強度不足マンション事件における和解報告

（東京高裁平成25年９月９日和解）

１ 平成25年９月９日，東京高裁において，耐震強度の
不足が判明した横浜市鶴見区の分譲マンション（以下「本
件マンション」という。
）の区分所有権者全員（37世帯53名，
以下「原告ら」という。
）と指定確認検査機関である日本
ERI株式会社（以下「ERI」という。
）との間において，
ERIが原告らに対し，総額６億6500万円を支払うとの裁判
上の和解が成立しました。
２ 本件については，平成24年１月31日，原審である横
浜地方裁判所が取壊し・建替えを相当と判断し，ERI及び
本件マンションの設計監理を担当した設計事務所と一級
建築士に対し，連帯して総額14億800万円の損害賠償の支
払いを命じていました（原告らの横浜市に対する請求は
棄却。
）
。この一審判決に対し，ERIと原告らが控訴を提起
し，今回の和解となったものです。
東京高裁においても，原告らは責任論（特に国賠法１
条１項の違法性に関する解釈上の問題点等）や損害の範
囲（取壊し・建替えの必要性，補修を前提とするにして
もその内容・住民全員の転居が必要か否か等）について，
積極的に法律上・事実上の主張を展開し，ERI・横浜市か
らも反論がなされました。他方，早期に現実的な解決を
図るとの観点から，裁判所の要請に応じて和解に向けた
協議を積み重ね，最終的には補修を前提とし，それに伴
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あるほど，加盟店は見切り販売をしてはいけないと思い
こみ，一切抵抗せず見切り販売行為をしないものです。
心理的規制が強いほど違法行為は存在しないことになり，
これは，本判決の違法行為に関する解釈の矛盾です。そ
して，廃棄せよと指導すること自体が，余ったときに値
引きを禁止していることと同義であることを本判決は意
図的に無視しています。さらに，見切り販売は加盟店に
不利益になるというセブンイレブンの「指導」は，合理
的根拠がなく，指導の域を超えて見切り販売を取り止め
させた行為と評価すべきです。
３ また，本判決は，加盟店の損害について差額説をと
った公正取引委員会の考え方を不確定要素が考慮されて
いないとの理由により否定し，さらに両当事者の損害の
考え方も否定しました。その上で，本判決は，加盟店の
損害額の立証が極めて困難として，民事訴訟法248条を適
用し，さらに，損害額を「ある程度謙抑的かつ控え目に
認定することは避けられない」との理由で，セブンイレ
ブンが主張する算出方法による損害額すらはるかに下回
る金額を認定しました。このような解釈は，弁論主義に
も反しており，同条が裁判所に与えた裁量権を逸脱した
ものといえます。
中野和子（第二東京）

う転居・仮住居費用，耐震強度が不足するマンションで
の居住を余儀なくされた原告らの精神的苦痛を総合的に
考慮した前記和解額での解決となりました。
なお，一審被告・被控訴人であった横浜市は本件和解
の当事者とはならず，将来の補修等の工事にあたり適切
な協力を行うことを訴訟外で約することとなり，原告ら
は同市に対する控訴を取り下げました。
３ 第一審の提訴から約４年，本件問題の発覚から実に
７年半，原告らやその家族らが強いられた負担は計り知
れません。和解協議の進行中であった本年３月には，最
高裁が耐震偽装事件に関し，建築確認を行った行政の責
任を否定する判断を示しました。ともすれば，本件も同
列に論じられがちですが，耐震強度の不足を意図的に隠
ぺいする偽装と，過失によって明らかなミスが引き起こ
された本件とでは，その発見の容易さが全く異なるとい
うべきです。
本件は，耐震強度が不足する建物の設計が過失によっ
て行われた場合にそれを見落とした検査機関の責任のあ
り方として，先例的意義のある和解解決であると思われ
ます。
城田孝子（横浜）
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京都

ソフトウェア売買代金の立替払契約について，契約対象がホームページの作成等の
役務提供である旨事業者が誤信したとして，立替払契約申込の意思表示を要素の錯
誤により無効とし，信販会社に対して既受領立替金を返還するよう命じた判決

（京都地裁平成25年７月30日判決（被告信販会社控訴，被告加盟店は控訴せず確定））
１ 本件では，ウェブコンテンツ製作等を行うＳ社（事
業承継等により事業は被告加盟店に引き継がれました。）
が，自宅で美容室を経営し，年間100万円程度の売上を得
ていた60代女性の原告に対し，ホームページの製作を執
拗に勧誘し，コンテンツ製作契約（以下「製作契約」と
いう。
）を締結させ，製作代金180万円については，CDROM
の売買契約を締結したとして，被告信販会社へ当該売買
代金に関するクレジット契約の申込みをさせました（以
下「立替払契約」という。
）
。そこで，原告は，立替払契
約及び製作契約の錯誤無効又は詐欺取消しを主張し，既
払金の返還等を求めて提訴しました。
２ この種の商法のうまみは，①役務提供前にリース会
社や信販会社から一括で代金全額を受け取ることが可能，
②顧客からの中途解約を防げる，③価格決定をブラック
ボックス化しやすい，④いざとなれば倒産させて別会社
で再出発できる，という点にあります。
しかし，提携リース会社や提携信販会社は，建前上，
正面からこの種の契約を容易には認めません。なぜなら，
リースにおいては役務が対象とはなり得ず，立替払契約
においても加盟店契約上制限されていることがほとんど
だからです。
そこで，業者は，あえて形式的にはソフトウェアなど
の物件を対象に設定して契約をさせます。すなわち，①

東京

顧客は契約によって「役務提供」の対価を支払うつもり
ですが，②形式的には「物件」を対象とした契約をして
いるのであり，③その誤認が主として業者の不当な勧誘
により意図的に作出されており，④リース会社や信販会
社において誤認に薄々気づいているか，あるいは誤認を
払拭するに足る努力をせず，⑤契約が締結されてしまう，
という構造になっているのです。
本件でも同様の手法がとられたため，立替払契約が何
の代金の立替払いを目的とする契約であったのかが１つ
の争点となりました。
３ 本判決は，当該争点について，立替払契約に関する「原
告の意思表示は，表示（CDROM購入代金のクレジット契
約の申込み）と内心の意思（ホームページ製作代金のク
レジット契約の申込み）との間に不一致がある」と認定し，
当該不一致が契約の要素に関する錯誤にあたり立替払契
約は無効であると認め，原告の被告信販会社に対する既
払金54万円の返還請求を認容しました。
本判決は，直截に表示と内心の意思の不一致を認めて
要素の錯誤を認めた点に先例的価値があるといえ，この
理屈はそのまま提携リースにあてはめることが可能です。
なお，本判決は，製作契約の詐欺取消しを認め，被告
加盟店への既払金返還請求も認容しています。
住田浩史（京都）

３銘柄参照型EB債（株価連動債）の販売に際し，SMBC日興証券の説明義務
違反を認めた事例（過失相殺７割）

（東京地裁平成25年７月３日判決（控訴））

１ 本件で問題になった金融商品は，外国の金融機関等
が発行した３銘柄参照型・早期償還条項付・１年満期・
毎月利払の他社株転換条項付の円建社債（EB債）でデリ
バティブを組み込んだ仕組債の一種です（株価連動債）。
予め指定された３つの株式の値動きで毎月払の金利，早
期償還条件，満期に償還されるのが現金か株式かが変わ
る複雑な仕組みの金融商品です。例えば，ある発行体の
商品の場合，約定に従って「利率判定価格」
「ノックアウ
ト価格」
「基準価格」が設定されます。そして，毎月の金
利は高い金利と低い金利が適用される場合があり，３つ
の株式のうちどれか一つの株価が「利率判定価格」を下
回ると低い金利が適用されます。また，毎月の利払日に
３つの株式の株価がいずれも「ノックアウト価格」を上
回ると早期償還され，満期に３つの株式のうちどれか一
つの株価が「基準価格」を下回ると「額面金額÷基準価格」
で現物償還され実質元本割れになります。ただし，被告
証券会社が同じ機会に販売したにもかかわらず，発行体
が異なるため，商品ごとに「○○価格」の用語・定義の
中身や仕組みの説明方法が異なるので話はさらに複雑で
す。
２ 本件の原告は，勧誘当時69歳の開業女医で，発行体
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が異なる類似の仕組債を平成22年２月から６月にかけて
４回購入し，最初の２回の購入分は早期償還となり損害
は出ませんでしたが，後半２回の購入分は株価下落の影
響により現物償還となりました。原告は，株式償還とな
る場合の償還株式数が「額面金額÷償還時の時価」であり，
現金で償還される場合も株式で償還される場合も価値は
変わらないと誤解していましたが，しかし，実際は，社
債発行時点で決められた株価によって償還株式数が算定
される仕組のため，株価の値下がりにより元本割れにな
り，原告に損害が発生しました。
３ 本判決は，証券会社従業員はリスクを一応説明した
が，「上記各書面における株式償還される場合の償還株式
数の計算方法の記載は，一覧性に欠ける上，本件各金融
商品ごとに用語が異なり，顧客にとって一見して理解し
やすいものとはいえない」として，パンフレット等の記
載が分かりにくいことや証券会社従業員の理解力・説明
力不足を認め，これと原告の理解力不足があいまって，
原告が株式償還される場合の償還株式数を正しく理解で
きなかったと認定し，説明義務違反を理由に証券会社の
損害賠償責任を認めました（ただし，過失相殺７割）
。
佐藤千弥（東京）

7

消

費

者

問

題

文献・催事紹介
文献紹介 「保証被害救済の実践と裁判例」
本書は，①保証をめぐる被害状況（賃貸借，奨学金，商工ロー
ンにおける被害状況，アンケート報告），②関係機関の取組，③
関係法令，④判例，⑤諸外国の法制度を整理・紹介しています。
法制審議会民法（債権関係）部会が本年２月に発表した中間試
案においては，個人保証の禁止等の施策が検討課題として盛り込
まれています。本書では，保証被害の状況，判例の状況，諸外国
の実務運用を検討し，保証制度が孕む問題点を明らかにすること
で，保証人保護の立法化を推し進める一助になることが期待され
ます。

併せて，保証をめぐる約300の判例を分析
し，特に，保証人勝訴事例における訴訟活動，
主張内容等を紹介していますので，保証被害
の救済に取り組む弁護士に対して，有益な情
報を提供します。
A5判 324頁／3045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

文献紹介 「電子商取引法」
本書は，「総論」として電子商取引における契約の成立や方式，
本人認証，代金決済，履行障害・トラブル，紛争処理，国際取引，
個人情報保護等の共通課題を時系列的に解説し，「各論」として
インターネット通販，インターネットモール，インターネットオ
ークション，情報財・コンテンツのダウンロード，コミュニティ
ビジネス，ネットを利用した詐欺的取引等をビジネスモデル別に
解説する構成で，電子商取引の法的諸問題につき，現状と問題点
をわかりやすく解説しています。本書の主たる対象は消費者向け
電子商取引（BtoC）と消費者間電子商取引（CtoC）ですが，個

文献紹介 日弁連パンフレットQ&A

消費者教育推進法と消費者市民社会

消費者教育の推進に関する法律が2012年８月10日に成立し，
同年12月13日に施行されました。
この法律は，「消費者市民社会」を目指すことを明確に謳った
ものですが，この言葉はまだ馴染みの薄いものかも知れません。
「消費者市民社会」とは，簡単にいえば，これまで消費者教育が
目標としてきた「①被害に遭いにくい消費者を育てる」だけでな
く，
「②加害者を生みにくくする」，「③被害を防ぐ社会を作る」

催事
日
場

人情報やコンテンツ，コミュニティビジネス
及びCGM（消費者生成メディア）等の消費者
問題を超える論点も含み，可能な範囲で環境
整備の方向性も示されていますので，電子商
取引の消費者問題に関わる研究者，法律実務
家及び事業者にとって好著と言えるでしょう。
A5判 516頁／4620円（税込）
発行 勁草書房
松本恒雄・齋藤雅弘・町村泰貴 編著

といった目標も取り入れたものです。
この度，日弁連ではこの法律のエッセンス
をコンパクトにまとめましたので，是非，日
弁連のHPからダウンロードして，自らの学習
や消費者教育の実践に活用してください。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/
booklet/data/consumer-education_qa.pdf

シンポジウム「今後の再販売価格拘束規則の在り方」

時：2013年11月17日㈬
所：弁護士会館17階

午後６時～午後８時

標記テーマについて，専修大学法学部の大槻文俊准教授をお招きして基調講演を行います。
2013年６月に経済産業省から公表された「消費インテリジェンスに関する懇談会報告書」では，ミクロの脱デフレのためには，製品・
サービスの単純「量的拡大」路線から「質的成長」への転換が必須であると提言しています。その中の１つの柱として，イノベーショ
ン（新規事業・製品の開拓）に取り組む企業は初期に一定の価格を維持できないとイノベーションへの投資が回収できず投資が鈍る，
流通との協力関係構築もイノベーションに含む，ブランド内競争制限には政府が介入すべきではなく，ブランド間競争さえあれば良い
等と述べ，独占禁止法上違法とされている再販価格の拘束禁止の規制緩和を検討せよ等と主張しています。この新しい主張について，
原因となる経済状況や主張に至った経緯等を検証し，競争政策の在り方及び消費者利益に対する影響について検討します。

編

■

集

■

後

■

記

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

本号で初めて編集長を務めさせていただきまし
た。ニュース・出版部会に配属されるまでは新聞
の出版に一度も関わったことのなかった私です
が，先輩方のご指導，アドバイスのもと経験を積
ませていただき，ついに，人生初の編集長です。
ニュース・出版部会の仕事を通じて，消費者問
題における弁護士の熱い取り組みについて，改め
て認識させられました。
消費者問題は後を絶たず，

むしろ，手口は複雑化，巧妙化し，被害防止のた
めの規制が追いつかない状況です。このような状
況のもと，適正な法規制を実現するため，多くの
弁護士が，当連合会の意見書の作成やシンポジウ
ムの開催等に懸命に取り組んでいます。また，内
閣府消費者委員会委員，消費者庁職員に就任する
等，弁護士という枠組みを超えて活躍されている
方や，適格消費者団体という新たな枠組みの中で

■

消費者被害の救済に取り組んでいる弁護士もおら
れます。もちろん，訴訟活動を通じて被害救済に
尽力されている弁護士もたくさんおられます。今
後も，消費者問題における弁護士の熱い取り組み
を，消費者問題ニュースという形で皆様にお伝え
できればと思っております。
吉見仁宏（熊本県）

発 行：日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 TEL：03-3580-9841 FAX：03-3580-2896
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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。）
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