
1日弁連　消費者問題ニュース158号（2014年３月）

　当連合会は，2013年12月19日，当
委員会，高齢者・障害者の権利に関
する委員会及び高齢社会対策本部の
共同で，標記意見書をとりまとめ，
全国知事会会長等に提出しました。
本意見書は，増加し続ける高齢者の
消費者被害への対策として，各地方
自治体に，高齢者の見守りネット
ワークの構築と充実を求めるもので
す。要旨は，次のとおりです。
1　高齢化の進行と高齢者の消費者
トラブル
　我が国における65歳以上の人口は
増加傾向にあり，2012年には3079万
人（人口比24.1％）に達しています。
認知症及び認知能力が低下している
高齢者も少なくなく，同年時点で，
65歳以上の認知症人口は約462万人，
軽度認知障害（MCI）人口は約400
万人と推計されています。
　高齢者の消費者トラブルも急増し
ており，65歳以上を当事者とする消
費生活相談は，2003年の13万9766件
から2012年の19万2206件と，人口の
伸び以上に増加しています。トラブ
ルの傾向として，訪問販売や電話勧
誘販売によるものが多いこと，100
万円以上の高額被害も比率が大きく
なっていること，詐欺的な利殖商法
や二次的被害の相談件数も多いこと
などがあげられます。
2　見守りの仕組みづくりの重要性
　高齢者は，「孤独」「健康」「お金」
という３つの不安につけ込まれるこ
とが多いとされますが，特に，判断
能力の低下や社会との接点の希薄化
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リポート

高齢者の消費者被害の予防と救済のための
ネットワークづくりに関する意見書�

から，トラブルに巻き込まれたり，
被害を自覚できない高齢者も少なく
ありません。
　基礎自治体である市町村は，地域
包括ケア実施のために構築されてい
るネットワークや自治会活動などで
高齢者の身近で活動している人たち
に，継続的につながりを持った形で，
注意喚起・情報提供又は研修を行っ
て「見守り者」としての協力を得る
ことが必要です。さらに，高齢者の
身近で活動している人たちが，被害
の早期発見，消費生活センターや警
察等適切な機関への相談・通報を
行ったり，関係機関で連携して的確
に対処できる仕組み作りをして，
ネットワークを実効的に機能させる
ことが不可欠です。
　国においては，消費者庁が「高齢
者の消費者トラブルの防止のための
施策の方針」をとりまとめ，国民生
活センターが「見守り新鮮情報」と
いうメールマガジンを発信していま
す。また，消費者委員会が「詐欺的
投資勧誘に関する消費者問題につい
ての建議」の中で，地域における高
齢者への注意喚起・見守り体制普及
の必要性を力説しています。さらに，
消費者庁では「消費者の安全・安心
確保のための『地域体制の在り方』
に関する意見交換会」が開催され，
その報告書を踏まえて，地方消費者
行政の基盤強化に向けた消費者安全
法の改正の検討が始められています。
3　地方の役割について
　上記のようなネットワークは，高

齢者に身近な地域ごとに形成される
必要があり，地域の実情によっても
そのあり方は異なることから，市町
村等の基礎自治体及びその地域コ
ミュニティーが主体となって実施し
ていくべきです。また，都道府県に
おいては，国と共にネットワークに
よる見守り活動の進め方のノウハウ
を提供するなどの支援を行うことが
必要です。
　高齢者見守りネットワークは，地
域包括支援センター及び社会福祉協
議会，ケアマネージャー・ホームヘ
ルパーや介護事業者，民生委員，自
治会関係者，地域ボランティアの積
極的な参加により，実効性のあるも
のとすることができます。本意見書
では，現に存在する高齢者福祉分野
の地域包括ケアシステムにおける見
守り活動を軸にして，行政における
消費生活部門と高齢者福祉部門が連
携・共同する地域のネットワークづ
くりを行うことを提唱しています。
4　弁護士の役割
　当連合会は，各弁護士会に対して，
同趣旨の意見書の公表と，地方自治
体の取組みへの協力を依頼しまし
た。自治体における見守りネット
ワークづくりへの参加・協力，見守
り活動のための講師派遣，高齢者向
けの相談体制の強化等に，出来る限
りの支援・協力をお願いいたします。

包括消費者法部会
川本真聖（大阪）
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リポート

消費者市民サポーター（仮称）の各地域での育成と
その活動の支援を求める意見書�
1　本意見書の位置づけ
　この意見書は，消費者問題におけ
る主要なテーマのうち，地方消費者
行政の充実と消費者教育の推進とい
う二つの課題に関わるものです。
　地方消費者行政については，地方
消費者行政活性化基金の活用によ
り，一定程度消費生活センター等の
量的拡大が実現してきています。例
えば，消費生活センターに集まった
被害情報を必要なところに迅速確実
に届けることで消費者被害を予防す
ることや，被害の掘り起こしを迅速
に行うことで相談窓口につなげて被
害救済を図るといった質的な充実は
まだまだ途上です。このため地域の
様々な団体の協力を得ながら，こう
した取組みの実効性を高めていくこ
とが大きな課題となっています。
　他方，消費者教育については，昨
年消費者教育推進法が成立・施行さ
れ，当連合会が目指してきた「消費
者市民社会」を担う人材の育成が具
体化しつつあります。特に，地域で
「自ら考え行動する消費者」として
の消費者市民をどのように育ててい
くのかが大きな課題です。
　こうした地方消費者行政の課題，
消費者教育の課題に共通しているの
が，地域の諸団体相互の連携，地域
の諸団体と行政との連携です。
2　地域連携の重要性
　地域の団体としては，町内会，民
生委員協議会，高齢者クラブ，社会
福祉協議会，地域包括支援センター
等様々なものがあり，回覧板，地域
サロン（口コミ）等，多様な活動形
態・ツールを持っています。例えば，
情報の性質に応じて，こうした様々
な団体に負担感のない形で情報伝達
に協力してもらうことで，消費者行
政の課題である情報発信・被害予防
を相当程度向上させることができる
可能性があります。
　他方，地域の住民の方々が地方消
費者行政の課題に関する取組みを実
際に行いながら学んでいくことがで
きれば，消費者行政の課題を克服し
つつ，自ら考え行動する消費者市民
の育成としての消費者教育を行って
いくという一挙両得の対策となるわ
けです。

3　地域連携を実現するための方策
としての「消費者市民サポーター」
（仮称）
　こうした地域連携を行っていくに
は，地方自治体内の諸団体が参加す
る協議会（消費者教育推進地域協議
会）の設置が有効と考えられます。
しかし，このような組織を立ち上げ
ただけでは不十分であり，さらに実
効的な仕組みとするため，一定程度
消費者問題についての知識を持ちつ
つ地域連携を中心的に担っていく人
材の育成・配置が必要になると考え
られます。ここで想定する「地域」
とは，市町村単位ではなく，さらに
細かい小学校区・中学校区レベルの
地域を想定しているため，消費生活
センターが全地域に自ら目配りをす
るのは困難なことが多いと考えられ
るからです。
　そこで，地域の諸団体の連携，地
域の諸団体と行政との連携を中心的
に担いつつ，消費者市民社会の推進
役となっていくような人材（「消費
者市民サポーター」（仮称）。以下，「サ
ポーター」といいます。）を地域で
育成していくことが効果的だと考え
られます。
　こうした趣旨から，本意見書では，
サポーターを
「小・中学校の通学区域といった消
費者の生活圏内に限定された地域の
中で，当該市町村の委託を受けて消
費者問題に中心的に取り組む人材で
あり，消費生活相談窓口と連携しつ
つ，地域の様々な団体の橋渡し役と
なって消費者被害の予防や被害の掘
り起こしを行うとともに，自ら考え
行動する消費者市民の推進役として
活動する人材」
と定義づけた上で，その育成のため，
関係各機関の取組みを要望していま
す。
4　サポーター育成のための具体的
な要望事項
　本意見書における具体的な要望事
項は以下のとおりです。
①�各市町村は，サポーターを市町村
内の各地域に配置し，その活動を
支援すること。
②�各都道府県は，サポーターを育成
するとともに，サポーターの人材

情報を収集し，市町村に情報提供
を行うこと。
③�各市町村及び各都道府県は，上記
①及び②を推進し，その実施状況
を把握するため，消費者教育推進
法に基づく消費者教育推進地域協
議会を設置すること。
④�国は，サポーターの推進を図るた
め，人材育成のための研修カリ
キュラムの整備，研修費等の財政
援助，簡易な資格認定制度の整備
等の必要な支援を行うこと。
　各地域で人材を実際に配置し，活
動を支援するのは基礎自治体である
市町村の役割ですが，消費者問題や
消費者市民社会についての一定の知
識を持ってもらうための研修会を
行ったり，幅広い人材情報を集約し
たりすることは市町村単体では困難
であり，都道府県が担うべきです。
また，こうした全体的な構想を全国
に浸透させ，これを地域で受け止め
て実現してもらう為には，国がこう
した人材のイメージを具体的に示す
とともに，その実現のための様々な
支援をしていく必要があります。例
えば，すでに多くの地域で人材育成
に関する取組みが行われています
が，地域連携や消費者市民育成とい
う観点からはなお工夫の余地がある
ケースもあるでしょうから，国が簡
易な資格認定制度を整備するなどし
てイニシアチブを発揮していくこと
が重要です。
5　まとめ～各弁護士会からの働き
かけを～
　消費者庁では現在，同趣旨の人材
を「コーディネーター」（仮称）と
して位置づけ，その具体化のための
方策を検討中です。我々も国の動き
と平仄を合わせながら各自治体での
取組みを呼びかけていく必要があり
ます。特にこの問題は各自治体，各
地域の協力が不可欠ですので，是非
各弁護士会から地元自治体への働き
かけをお願いします。

消費者行政部会
副委員長　拝師徳彦（千葉県）
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リポート

破産制度韓国調査
～全件管財主義への移行�
1　韓国調査の目的
　当委員会・多重債務部会は，2011
年９月から，韓国のソウル地方法院
（日本の地方裁判所に相当）で，す
べての破産事件について破産管財人
を選任するいわゆる全件管財主義を
採用するとの運用を開始し，同時廃
止事件が事実上廃止されるに至った
という制度運用の変更の背景を調査
するため，2013年８月20日～22日ま
で韓国を訪問しました。
　併せて，個人破産における免責率
が，2006年には97.9％であったのが，
2011年には88.7％にまで低下してい
たことや，日本の個人再生手続に類
した手続である「個人回生手続」の
申立件数が2011年には65,171件とな
り，同年の個人破産事件の申立件数
69,755件とほぼ拮抗するまでになっ
ていたということも，今回の調査の
目的でした（なお，日本における個
人再生事件の申立件数は，個人破産
申立件数の約８分の１です。）。
　韓国での訪問先は，ソウル地方弁
護士会，ソウル地方法院，法務部（日
本の法務省に相当），破産申立の代
理人を行っている弁護士の事務所，
破産管財人の業務を行っている弁護
士の事務所の５か所でした。
2　韓国での全件管財主義移行の背
景
　韓国が全件管財主義に移行したの
は，破産法の改正ではなく，運用の
変更ということであり，破産法の建
前に忠実に運用するようにしたとい
うことでした。　
　その移行の背景は，個人破産申立
に際して，2007年ころから破産申立
に対する債権者の苦情や異議申立が
多く寄せられるようになってきた
中，裁判所が調査したところ，破産
申立に際して，資産調査や債権者一
覧の記載の脱漏が多く発見されるよ
うになったとのことでした。この不
備につき，韓国の破産申立は，弁護
士よりも法務士（日本の司法書士に
相当）が多く，名義貸しをする弁護
士，法務士が多数存在することが問
題である，との指摘がなされました。
これに対しては，裁判所が補正命令，
審尋等で対応していたとのことです
が，裁判所の処理能力に限界がある

一方で，裁判所の命令に対応しない
弁護士，法務士も多く，問題に対応
しきれなくなったとのことでした。
そのため，全件管財主義に移行する
ようになったとのことです。
　この結果，個人破産において，い
わゆる破産同時廃止・免責型の運用
をしている国は，日本だけとなりま
した。
3　破産申立予納金と管財人候補者
の問題
　破産申立の予納金については，従
前，同時廃止が多かったときは，
100万ウォンから500万ウォン（日本
円約10万円から50万円）でしたが，
それが30万ウォン（同３万円）と10
分の１以下に引き下げられました。
　他方，破産管財人の候補者は80名
に絞られたということでした。これ
は，予納金の低下に伴い，破産管財
人の候補者を大幅に絞ったというこ
とです。その分，管財人一人あたり
に配点される事件数は増えることに
なりますが，破産管財人の業務は，
米国の全件管財主義ほど簡略化され
ておらず，基本的に従前の運用を踏
襲しているため，負担が増えること
となり，業務遅延の傾向もあるとの
新たな問題点も指摘されました。
4　免責率の低下と個人再生事件の
増加など
　韓国における免責率の低下や，個
人破産事件と個人回生事件の件数が
拮抗していることも事実でした。そ
れは，債権者から破産申立や免責に
対する苦情申立が増えたことも背景
にあるということでした。
　加えて，韓国では，弁護士らが受
任通知を送付しても，
債権者の取立てが止
まらず，この時期の債
権回収行為に対して
破産管財人が否認権
を行使することもな
いということでした。
また，破産申立が公務
員等の資格制限事由
であること，ほとんど
の民間会社で就業規
則上は退職事由であ
ることによって，現在
では在職中の人の多

くが個人回生手続を選択するとのこ
とです。このように，事実上，米国
倒産法における個人再生前置主義に
近い運用がなされているため，両制
度の申立件数が拮抗しているという
ことでした。
5　日本への示唆
　今回の韓国の全件管財主義につい
ての調査結果から分かったことは，
同時廃止の制度が適切に運用される
ためには，破産申立代理人が適切に
対応し，本来，破産管財人に期待さ
れる機能を事実上代替できることが
前提であり，この点に問題があると
全件管財主義への移行の可能性が生
ずるということでした。
　日本でも，同時廃止制度の適切な
運用には，適切な破産申立が期待さ
れているところ，近時では大量処理
事務所とか，出稼ぎ事務所等の様々
な問題点が出てきており，韓国の全
件管財主義への移行は，日本でも他
山の石とすべきものと考えます。
6　全件管財主義と米韓FTAの影
響
　調査メンバーの一部からは，全件
管財主義への移行につき米韓FTA
の影響の可能性を指摘する意見があ
りましたが，韓国での各調査先に質
問をしましたところ，現時点で特に
具体的な指摘はなされませんでし
た。ただ，米韓FTAは秘密主義な
ので，今後検討を要する部分もある
かもしれません。

多重債務部会
副委員長　和田聖仁（東京）
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りないように思えます。
　結局，日本においても米国のリー
ジン判決のように「合理の原則」を
取り入れるべきかどうかは，希望小
売価格，リベート制，返品制，多頻
度小口配送，派遣店員等の取引慣行，
メーカーによる流通系列化などの日
本特有の取引慣行や流通市場構造が
どう変化しているかにもよります
が，現時点では，再販の規制をしな
いことにより競争促進効果があると
いう経済的根拠はないということで
した。
⑵　石垣氏からは，経済分析による
コンサルティングを行う立場から，
「合理の原則」が導入された場合に
いかに経済分析をして主張立証する
ことが重要かをお聞きしました。再
販について合理性の主張が許される
とすれば，その主張に対する防御と
なる当該分野の経済分析や反証手段
を用意する必要があり，公正取引委
員会にとって大変重い手続となって
しまうとのことでした。

（＊注）商品販売前の当該商品に関
する情報提供サービスについて，そ
のサービスを享受した消費者が，か
かるサービスを提供せずその分低価
格販売している小売店から購入する
場合に，フリーライダー問題が生じ
る。

独禁法部会
副委員長　中野和子（第二東京）

リポート

シンポジウム
「今後の再販売価格拘束規制の在り方」

�

1　はじめに
　2013年11月27日，標記シンポジウ
ムが開催されました。
　再販売価格拘束（以下「再販」と
いいます。）とは定価販売をさせる
行為ですが，再販を規制して価格競
争を促し消費者利益を図る政策が再
販売価格拘束規制です。再販は，独
禁法第２条９項４号で不公正な取引
の一つとして定義され，同法第19条
で禁止されています。
　同年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」において，ミクロ
の脱デフレのためには，１つの柱と
して再販規制を緩和していく（価格
拘束を認めていく）という方向性を
打ち出しましたが，公正取引委員会
は，同じく同年６月の事務総長会見
において，基本的に従来の再販の規
制枠組みを大きく変更する考えは
持っていないとの見解を示しまし
た。そこで，再販の厳しい規制につ
いて，現状維持でよいのか，緩める
べきなのかを議論するためにシンポ
ジウムを開催しました。
2　基調講演
　専修大学法学部の大槻文俊准教授
より，独禁法研究者の立場から「日
本と欧米における再販売価格維持規
制の概要」と題する基調講演をいた
だきました。
　英仏独では，競争制限の目的や効
果を持つ価格等取引条件の固定化行
為を，一定の要件がない限り禁止し
ているとのことでした。
　米国では，1911年ドクターマイル
ズ事件連邦最高裁判決により再販は
原則的に違法とされてきましたが，
2007年リージン事件連邦最高裁判決
により僅差で判例変更が行われ，再
販にブランド間競争を促進する効果
があることなどを理由に，合理的理
由がある場合には合法とする「合理
の原則」が適用されることになりま
した。
　EUでは，再販（最低価格・固定
価格再販）について原則違法としつ
つも，事業者に「効率性の抗弁」の
機会が与えられ，一定の例外が認め
られているとのことでした。
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，大
槻准教授，一橋大学大学院経済学研

究科の経済学者である岡田羊祐教
授，NERAエコノミックコンサル
ティング東京事務所代表の石垣浩晶
氏の３者で討論を行いました。
⑴　岡田教授からは，再販の規制の
意義と米国「リージン判決」の評価
をお聞きしました。
　まず，再販禁止の理由について，
日本では，販売価格に関する事業者
の自己決定権の尊重及び再販が持つ
流通業者間の競争制限の効果を理由
としているとのことでした。しかし，
米国では，日本とは異なり，再販が
流通業者・製造業者間のカルテルを
促進する可能性があることを禁止の
理由としているとのことでした。
EUでは，自主決定権の尊重及びカ
ルテル促進以外にも再販による価格
上昇や弱小の競合ブランド製品の販
売の阻害も，再販禁止の理由として
いるとのことでした。
　次に，米国のリージン判決の再販
に関する法廷意見と少数意見の見解
の相違点については，再販がフリー
ライダー防止（＊注）等のために有
効か，有効であるとしてそれが消費
者の利益になっているのかを裁判所
が識別できるか，再販による価格維
持効果をどのように評価するのかと
いう問題に対する考え方の違いにあ
るということでした。
　そして，経済的に再販を分析すれ
ば，再販による競争促進効果として，
①サービス提供の促進，②需要の不
確実性への対処，③新規参入の促進
などが考えられますが，逆に，反競
争効果としては，①製造業者間・小
売業者間での協調の促進，②強力な
小売業者による圧力，③支配的な製
造業者による小規模製造業者等の排
除が考えられま
す。しかし，価
格維持の反面，
有用なサービス
提供が消費者利
益を増加させる
場合は限定的で
あり，フリーラ
イダー問題を解
決する必要性が
ある場合も限定
的であるので，
再販にはブラン
ド間での競争促
進的な面はあま
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は，医薬品の効能効果の広告を含
まないことを明記すべきである。
②�同条第１項の健康増進効果等につ
いて，事実に反する広告，その効
果について科学的な確証のない広
告を禁止すべきである。
③�保健機能食品以外の食品につい
て，保健機能食品と紛らわしい名
称，栄養成分の機能及び特定の保
健の目的が期待できる旨の広告を
禁止すべきである。
⑵�　いわゆる健康食品に対する広告
規制の執行力の強化について
　現行法では，執行力が十分では
ないことから，健康食品に対する
広告規制の執行力の強化のため，
①不実証広告規制，②適格消費者
団体の差止請求権を健康増進法に
導入すべきである，そして，②の
差止請求権の実効性を確保するた
め，適格消費者団体と関係機関と
の協力体制を整備し，適切な予算
措置を講じるとともに，事業者が
合理的根拠を示す資料を提出しな
い場合は表示違反があったものと
みなす立証責任軽減規定を置くべ
きであるとしました。

第�２　「いわゆる健康食品に関する
景品表示法及び健康増進法上の留
意事項について（案）」に対する
意見書
　消費者庁は，同案について，2013
年11月１日から30日までに意見募集
を行ったことから，当連合会は，次
のとおり，意見書を発表しました。
１　（対象商品に，保健機能食品が
含まれていない記述であったこと
から，）保健機能食品についても
許可された保健機能等を超える内
容の広告その他の表示は，健康増
進法第32条の２の虚偽誇大広告等
に該当する旨の注意を促すべきと
しました。
２　景品表示法及び健康増進法上問
題となる表示例のなかには，薬事
法に違反するおそれがある場合も
あること，健康食品が保健機能食
品とは異なることについて注意を
促すべきであるとしました。

食品安全部会
副委員長　石川直基（大阪）

リポート

健康食品の表示や広告に関する意見書�

　当連合会では，2013年11月22日，
29日に，いわゆる健康食品の表示や
広告に関して，２つの意見書を提出
しました。その概要は以下のとおり
です。

第�１　いわゆる健康食品の表示・広
告規制の在り方についての意見書
１　現行制度と規制改革実施計画
　現行制度では，特定保健用食品と
栄養機能食品（両者を合わせて保健
機能食品という）以外のいわゆる「健
康食品」（以下，｢健康食品｣といい
ます。）については，機能性表示が
認められていません。また，健康増
進法で，健康増進効果等について，
著しく事実に相違し又は誇大な広告
は禁止されています。
　ところが，実際は，健康食品にお
いて機能性が広告され，虚偽誇大広
告もあふれていると指摘されていま
した。
　こうした中，2013年6月14日に閣
議決定された「規制改革実施計画」
では，「一般健康食品の機能性表示
を可能とする仕組みの整備」が挙げ
られ，規制緩和の方向性が示された
のです。
　しかし，健康食品の表示・広告は，
現在も消費者被害をもたらしている
ことから，適切な規制が必要です。
　そこで，当連合会は，次の２つの
意見を述べました。
２　「一般健康食品の機能性表示を
可能とする仕組みの整備」に対す
る意見
⑴�　「いわゆる健康食品をはじめと
する保健機能を有する成分を含む
加工食品及び農林水産物の機能性
表示の容認」について
　健康被害の可能性や無駄な支
出，悪質商法への利用といった消
費者被害の懸念から，機能性表示
は，許可制や規格基準制によるべ
きであり，自己認証制度は適当で
はなく，健康食品の機能性表示を
可能とする仕組みを新たに創設す
べきではないとしました。
⑵�　「特定保健用食品制度における
サプリメント等の形状規制の廃止
の周知徹底」について
　サプリメント型の食品の特殊性
（味や香り，食感を楽しむ食品と
しての基本的機能がなく，生態調

節機能に特化していること）に鑑
み，その許可にあたっては，慎重
な対応が必要なことが周知徹底さ
れるべきであるとしました。
⑶�　「食品表示に関する指導上，無
承認無許可医薬品の指導取締りの
対象としない明らかに食品と認識
される物の範囲の周知徹底」につ
いて
　形状から明らかに食品と認識さ
れる物であっても，保健機能，栄
養成分機能が表示・広告されてい
る場合は，明らかに食品と認識さ
れる物には該当しないことを周知
徹底させるべきであるとしまし
た。
⑷�　「消費者にわかりやすい表示へ
の見直し」について
　当該措置を行うにあたっては，
保健機能食品について適切な摂取
だけでなく，健康状態により摂取
を控えることも促すべきである，
また，表示の方法については，消
費者が過大な期待をするなど誤解
しそうな表示は変更するべきであ
るとしました。また，許可された
表示を超える内容の広告を規制す
るルールが早急に策定されるべき
であるとしました。
⑸�　「特定保健用食品の許可申請手
続きの合理化，迅速化」について
　当該措置を行うにあたっては，
有効性・安全性の確認の正確性が
担保されるよう留意すべきである
としました。
⑹�　「栄養機能食品の対象拡大」に
ついて
　当該措置を行うにあたっては，
科学的根拠が確実なものに厳選す
べきであるとしました。
３　いわゆる健康食品の広告の適正
化に関する意見
⑴�　健康増進法第32条の２で定めら
れている広告禁止の範囲について
　現行法では，事実に相違しない
限り健康増進効果として医薬品の
効能効果の広告が可能と誤解され
る可能性があり，また，著しくな
ければ事実に相違した広告をして
もよいし，科学的な確証のない広
告も認められ，保健機能食品では
ないのにそのような広告ができる
といった曖昧さがあることから，
次のとおり意見を述べました。
①�同条第１項の健康増進効果等に
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リポート

特定商取引に関する法律における
指定権利制の廃止を求める意見書�
1　意見書の趣旨
　当連合会では，2013年12月19日付
けで標記意見書をとりまとめ，同月
25日に衆議院議長，参議院議長，経
済産業大臣，内閣府特命担当大臣（消
費者及び食品安全），消費者庁長官，
内閣府消費者委員会委員長宛てに提
出しました。
　同意見書は，「指定権利制」を廃
止するのみならず，条文上，「権利」
の定義について，現行の特定商取引
法（以下，「特商法」と言います。）
第２条第４項で定める「施設を利用
し又は役務の提供を受ける権利のう
ち国民の日常生活に係る取引におい
て販売されるもの」との限定を削除
し，全ての「権利の販売」を同法の
規制対象取引とするように求めてい
ます。
2　指定権利制の現状と消費者トラ
ブルの急増
　2008年の特商法改正前において
は，同法の規制対象取引は，政令（特
定商取引に関する法律施行令：以下，
「特商令」と言います。）で限定的に
指定された商品，権利及び役務のみ
が規制対象となるという政令指定制
が採用されていました。しかし，同
改正により，商品と役務については
政令指定制が廃止され，原則として
全ての「商品」「役務」に関する契
約が同法の規制対象取引となるよう
改められました（例外的に適用除外
となる取引は，同法第26条で別途明
示しています。）。
　しかしながら，権利については，
現在も政令指定制が維持されていま
す。すなわち，特商法第２条第４項
は，「施設を利用し又は役務の提供
を受ける権利のうち国民の日常生活
に係る取引において販売されるもの
であって政令で定めるもの」と限定
的に規定をしています。そして，「政
令で定め」ている「権利」は，以下
の３つにとどまっています（特商令
第３条別表第１参照。）。
⑴�　保養のための施設又はスポーツ
施設を利用する権利
⑵�　映画，演劇，音楽，スポーツ，
写真又は絵画，彫刻その他の美術
工芸品を鑑賞し，又は観覧する権
利
⑶　語学の教授を受ける権利

　そのため，上記３つの権利以外の
「権利」を販売する取引においては，
特商法の規制が一切及びません。こ
れにより，①温泉付き有料老人ホー
ム利用権，②水資源の権利，③ＣＯ
２の排出権，④著作権の支分権など
様々な権利の販売に関する消費者ト
ラブルが多数報告されています。こ
のような消費者トラブルを防止する
ためには，単に政令指定を増やすだ
けでは足りず，規制の隙間をなくす
ことが必要であり，抜本的な改正が
必要と考えられます。
3　詐欺的投資勧誘取引と特定商取
引法の関係
⑴�　これに対して，消費者庁は，「『特
定商取引法の指定権利制の廃止に
関する論点』に対する消費者庁の
考え方」において，反対の立場を
取っています。その理由として，
「特定商取引法（特商法）の目的は，
法律上規定されている行為規制を
事業者に対して遵守させ，かつ民
事ルールが活用されることによっ
て，一般消費者を保護するととも
に，特定商取引を公正にし，商品
等の流通及び役務の提供を適正か
つ円滑にすることにある。」，「現
在問題となっている詐欺的投資取
引は，本来その存在自体が許され
るべきものでない。それにもかか
わらず，仮にそれらを『公正な取
引の是正による商品流通・役務提
供の適正化・円滑化』を目的とす
る特商法の規制に置くのであれ
ば，本来，存在自体が許されない
詐欺的取引について，一定の行為
規制にさえ従えば，その存在自体
は許容されるとの誤ったメッセー
ジを出すことになってしまうた
め，到底認めることはできない。」
としています。
⑵�　しかしながら，消費者庁の上記
の考え方は誤っています。特商法
の目的は，商品等の流通等だけで
はなく，購入者等の利益を擁護す
ることも主眼としています（同法
第１条）。詐欺的投資勧誘取引等
の権利取引を規制しても，何ら特
商法の趣旨に反するものではあり
ません。
　また，指定商品・役務制を廃止
したために詐欺的商品・役務取引

を容認したことにならないことと
同様，指定権利制を廃止して全て
の権利取引を特商法の規制対象に
取り込んだとしても，詐欺的投資
勧誘取引を容認することにはなら
ないはずです。
　指定商品・役務制の廃止により
訪問販売等の取引に隙間なく法を
適用して規制対象としたのですか
ら，取引形態が外形的にみて訪問
販売等に該当すれば，商品・役務
の種類・属性（公序良俗違反等）
を問わず，書面交付義務や勧誘行
為規制等の適用を受けるものと解
すべきです。しかし，このことを
もって公序良俗に反する商品・役
務取引が許容されるという誤解が
生じることはないでしょう。した
がって，「一定の行為規制にさえ
従えば，その存在自体は許容され
るとの誤ったメッセージを出すこ
とになってしまう」という考え方
は，論理をゆがめていると言わざ
るを得ません。
⑶�　確かに，指定権利制の廃止だけ
で詐欺的投資勧誘等の悪質な権利
取引被害の問題を解決できるわけ
ではありません。刑法による刑事
罰が機能することが必要な分野で
はありますが，悪質な権利取引を
行う事業者の行為は様々であり，
公序良俗に反するものであっても
詐欺罪に該当しない事案も想定さ
れるところ，特商法に基づく指導・
処分や罰則の適用ができれば，よ
り大きな被害の抑止になることが
期待できるものと考えています。
4　結び
　したがって，特商法における指定
権利制を廃止し，同法第２条第４項
を改正して，詐欺的投資勧誘などの
権利の外観を装った取引や実態のな
い架空の権利の取引についても，同
法の規制を行うべきです。
　なお，2014年４月10日に特商法の
改正に関するシンポジウムを予定し
ております。詳細は，本号８面をご
覧ください。

統一消費者信用法部会
副委員長　松苗弘幸（埼玉）



事件情報

１　シンポジウムの概要
　2014年１月18日，熊本市にて，熊本
県弁護士会とＮＰＯ法人消費者支援ネ
ットくまもと（以下，「ネットくまも
と」）が共同で標記シンポジウムを開
催しました。ネットくまもとは，適格
消費者団体の認定取得を目指して活動
している団体で，熊本県弁護士会の会
員が多数参加しています。本シンポジ
ウムは，ちょっと気が早いですが適格
認定を得た場合のネットくまもとの活
動について意見交換等を目的に開催さ
れました。
　シンポジウムには，多数の県議会議
員等にも参加頂くなど，120名の参加
者席がほぼ満席となり，適格消費者団
体への関心の高さがうかがえました。
２　基調講演
　国民生活センター理事長の松本恒雄
氏に「適格消費者団体への期待」との
演目で講演頂きました。
　松本氏からは，悪質業者が消費者を

相手に違法なことを行うと損になるよ
う様々なツールを使うことが消費者に
とって利益になり，適正業者にとって
も悪質業者を排除することで利益にな
る。そのためにも適格消費者団体によ
る差止・損害賠償請求等の活動が期待
されるとの励ましの言葉を頂きまし
た。
３　リレー報告
　ネットくまもとの会員から，①ネッ
トくまもとの組織・活動実績の概要，
②公共サービス会社・レンタルビデオ
業者の約款・制度等の申入れによる改
訂事例の報告がなされ，申入れ活動が
着実に実績を上げていることが紹介さ
れました。
４　パネルディスカッション
　松本氏，消費者支援機構福岡の朝見
行弘理事長，大分消費者問題ネットワ
ークの井田雅貴理事長，ネットくまも
との青山定聖理事長をパネリストに迎
え，適格消費者団体の活動の課題につ

いて意見交換を行い，①会員数の確保，
②財政規模の確保，③情報収集体制の
構築が課題となるとの共通理解が得ら
れました。①については実働会員の確
保の方法，②については事務局運営費
用や弁護団費用の確保の方法，③につ
いては被害発見の端緒・同種事例収集
のための自治体（PIO-NET等）との連
携のあり方等について活発な意見交換
がなされました。
５　さいごに
　本シンポジウムは，「もうすぐでき
るよ，熊本に！」というサブタイトル
がついており，適格認定を受けること
を参加者の皆様に事実上約束してしま
っています。約束を実現できるよう，
熊本県弁護士会の消費者問題対策委員
会を中心にネットくまもとの活動に積
極的に関与･協力していきたいと考え
ております。

宮﨑耕平（熊本県）
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偽装質屋に対する破産手続開始決定
（福岡地裁平成26年１月７日決定）福岡

１　株式会社恵比須及び有限会社ダイギンエステート（両
社合わせて「債務者ら」という。）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％）の
外観をとりつつ，①担保価値のない物品を質入れさせ
ていること，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，かつ，実際に取立てを行ってい
たことから，実質的には年利96％以上で無登録の貸金
業を営んでいたものです（偽装質屋）。

２　平成24年10月19日，福岡県警が貸金業法違反（無登
録営業）の被疑事実で，捜索差押えを行ったところ，
債務者らは廃業届を出して事業を停止しました。
　そこで，債務者らの預金口座に対して弁護士会照会
をした結果，合計で約４億円の預金が存在したことか
ら，債権者破産の申立を行いました。
　そして，破産申立と同時に国庫仮支弁の申立を行っ
たところ，裁判所は，極めて例外的に国庫仮支弁を認
めて，保全管理命令を発令しました（本誌155号９頁）。

３　その上で，裁判所は，平成26年１月７日に破産手続
開始決定を行いました。
　具体的には，福岡県警に対する弁護士会照会の回答
などから質物について価値がないか貸金額に比して極
めて低廉であり，無担保又は無担保に等しい扱いをも

って金銭を貸し付けていたと指摘しました。また，債
務者らが多くの顧客との間で「Ｑネット代金回収サー
ビス」と呼ばれる銀行自動口座振替サービスを利用し
て流質期限（貸付けの３か月後）到来前に到達する年
金等公的給付の受給日（２か月ごと）に受給者の口座
から金銭を振り替えるという方法により貸金を回収し
ていたところ，当該サービスの解約が事実上困難であ
ったことから，流質選択の機会を強く制限するもので
あったといえるとしました。
　上記を踏まえ，債務者らの営業について，無登録貸
金業に該当し，出資法５条２項所定の上限金利に違反
するものであったことを認めました。そして，かかる
利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として
損害額から控除することは民法708条の趣旨に反するも
のとして許されないとして，顧客が弁済した金額をす
べて破産債権と認定した上で，支払不能であるとして，
破産手続開始の決定を行いました。

４　本決定は，偽装質屋の違法性を初めて認定した決定
であり，破産手続をとることで関係者に移転した資産
もあわせて被害者である顧客の被害回復が可能となっ
たという意味で極めて画期的な決定と評価できます。

黒木和彰（福岡県）

シンポジウム「適格消費者団体ってなに？～もうすぐできるよ，熊本に！」�
翔 ば た く 仲 間
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振り込め詐欺救済法ガイドブック　～口座凍結の手続と実践～
　振り込め詐欺救済法が平成20年６月に施行され５年余りが経
過し，現在，同法の口座凍結制度は定着し，ヤミ金融や振り込め
詐欺だけでなく，未公開株などの投資詐欺にも広く活用され，被
害の救済を図る弁護士にとって大きな武器になっています。その
反面，口座凍結は簡易・迅速に行うことができ，依頼者の振込み
が犯罪行為によるものかどうかを的確に判断することが弁護士に
求められており，その責任は軽いものとは言えません。
　そこでこの度，本法の概要や条文の趣旨，立法過程での議論や
全国銀行協会のガイドラインに基づく実務の運用や裁判例などの

網羅的解説の必要性から，東京三会の中堅・
若手弁護士が中心となり，凍結の日弁連提
携書式を添付して本ガイドブックを執筆し
ました。口座凍結を求める際はぜひ手元に置
いてください。

A5版　152頁／1890円（税込）
発行　民事法研究会
江野栄・秋山努　編者

御案内 消費者問題メーリングリスト（cam）のご案内とお詫び
　camは，弁護士を対象に消費者問題に関する情報交換を行っているメーリングリストです。事件処理に関する素朴な疑問，判例・学
説や実務運用，立法政策論まで幅広い議論がなされています。参加に会費等の負担はありません。
①まず，shohisha@nichibenren.or.jp宛てにメールで申し込んでください。
②その際，件名を「cam登録希望」とし，メール本文に氏名・会員登録番号・所属弁護士会・登録するアドレスの記入をお願いします。
③申し込みから登録手続が終わるまでには数日かかります。
④�加入後の投稿先アドレスはcam@nichibenren.or.jpです。投稿の要領等については，月に一回配信される運営要領とマナー集をご参照
ください。
⑤アドレスの変更や脱退申し出は，メーリングリスト上ではなく，shohisya@nichibenren.or.jpにお送りください。
　なお，昨年12月，システムの不具合により，多重配信がなされ，配信を一時停止する等利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしま
したことをお詫び申し上げます。今後ともcamの運営にご協力・ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

（ニュース・出版部会）

催 事 シンポジウム「スマートフォンをめぐる消費者問題を考える」

　スマートフォンの普及に伴い，インターネットを利用する機会はますます増えています。近年，携帯電話会社など電気通信事業者間
の顧客獲得競争が激しさを増す中で，訪問販売や電話勧誘販売により強引に契約を締結させられた，必要かどうかも分からないサービ
スをいくつも契約させられた，といった消費者被害が急増していますが，電気通信事業法が規定するサービス契約は特定商取引法の適
用対象外となっているため，消費者の救済が困難なのが現状です。
　シンポジウムでは，松本恒雄・国民生活センター理事長をはじめ，東京都消費生活センターや総務省からもパネリストをお招きし，
契約勧誘場面における問題を中心に，個人情報保護や未成年者による使用の問題等，スマートフォンをめぐる消費者問題を幅広く検討
します。

日　時：2014年３月29日㈯午後１時～午後５時
場　所：弁護士会館17階1701会議室
問合先：日弁連人権第二課　03-3580-9508

催 事 シンポジウム「特定商取引法を見直し，悪質商法の根絶を目指して」

　本誌６面記事に関連するシンポジウムのご案内です。特定商取引法は，平成20年改正において，大規模な改正がなされたものですが，
附則８条において，「政府は，この法律の施行後五年を経過した場合において，この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び
割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」
としています。本シンポジウムでは，これまで当連合会で取りまとめてきた意見書を踏まえつつ，①指定権利制の廃止，②連鎖販売取
引に関する規制強化，③適用除外問題，④法執行強化などについて，議論をしていきたいと考えています。

日　時：2014年４月10日㈭午後５時30分～午後８時
場　所：弁護士会館17階1701会議室
問合先：日弁連人権第二課　03-3580-9968

　本号では多くの「意見書」を紹介させてい
ただきました。その中にありました高齢者の
消費者被害予防に関し，次のような事案が身
近にありました。
　自宅で一人暮らしをしている，とある被後
見人さんは，以前，百貨店へ行っては高価な
着物や高額なお鍋セットを買うなどを繰り返
していました。そこで，近隣の方と協力して，
被後見人さんを見守ることにしました。最近

では，その被後見人さんは，「お茶飲み友達」
となった近隣の方と毎日のように隣家にて歓
談をしては，近隣の方から「今度，どこ行く
の？」「そんな高い物，買ったらあかんで。」
などと注意喚起してもらっています。また，
私が被後見人方を訪問した際も，近隣の方は
気になることを教えてくれたりしています。
こうした地域の見守りが功を奏し，今では被
後見人さんが高価な着物を買ってしまうとい

うようなことはすっかりなくなりました。
　高齢者の消費者被害を食い止めるために
は，やはり人と人とのつながりが大切である
と再認識した事案でした。出会いと別れがつ
きものの春ですが，人とのつながりを見つめ
直す良い機会とし，消費者被害をいかに防ぐ
かという観点からの取組みにも努めていきた
いと思います。
� 野島佳枝（奈良）
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