
1日弁連　消費者問題ニュース159号（2014年５月）

1　2014年３月29日，弁護士会館で，
標記シンポジウムが開催されまし
た。会場で約150名，全国28カ所
のテレビ会議で約120名もの参加
者がありました。
2　まず，東京都消費生活総合セン
ターの柘植久代相談員から，①「電
波状況の確認に来ました。」と訪
問があり，有線のネット回線から
モバイルWi-Fiルータへ変更する
ように勧められ，MVNOの回線
契約をしたが解約したい，②契約
をする際に長時間の説明の中でモ
バイルWi-Fiルータを渡されたが，
家に帰ってから毎月料金が発生す
ることが分かったのでキャンセル
したい，③中学生の息子のスマホ
に音楽を買うためにクレジット情
報を入力したところ，息子がゲー
ムのアイテムを大量に購入し，高
額課金されたなどの具体的な相談
事例が報告されました。
次に，国民生活センターの松本
恒雄理事長から，電気通信契約の
勧誘に不明朗で比較困難な価格や
抱き合わせ契約といった問題点が
あるとして，契約内容を示す書面
の交付とそれと連動させたクーリ
ング・オフ，電気通信事業者の監
督責任の強化等の具体的な提案が
ありました。また，未成年者の「詐
術」について，電子消費者契約法
における錯誤の特則と同趣旨の特
則が必要との主張がなされまし
た。
さらに，齋藤雅弘会員（東京）
からは，2014年１月16日に当連合
会でとりまとめられた「電気通信
事業における利用者保護の適正化
を求める意見書」が紹介されまし
た。同意見書の概要は，①訪問販
売又は電話勧誘販売のときに，特
定商取引法（特商法）が規定する
消費者保護規定と同等の保護を及
ぼす利用者保護規定を設けるべき
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リポート

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」�

である，②国民の日常生活に係る
電気通信役務の提供に関する契約
の締結等の場合，電気通信事業法
26条に規定する提供条件の説明に
ついて書面の交付を義務づけると
共に，実際の提供条件と異なる場
合の取消権又は解除権（端末機器
の売買契約にも効力が及ぶ）を設
けるよう電気通信事業法を改正す
べきであるというものです。また，
電気通信契約のトラブルや不公正
さの背景には市場の歪みがあると
して，１社あたり数千億円に上る
というインセンティブ（販売奨励
金）の試算がなされました。
3　パネルディスカッションは，柘
植相談員，松本理事長，齋藤会員
に加えて総務省電気通信利用者情
報政策室長の松井正幸氏をパネリ
ストとして，壇俊光会員（大阪）
をコーディネーターとして行われ
ました。
冒頭に，松井氏から，総務省で
は，ICTサービス安心・安全研究
会で，①クーリング・オフの仕組
みを初めとした消費者保護ルール
の見直し・充実，②サービスの料
金その他の提供条件の在り方等を
検討しているところで，2014年６
月～７月までには中間とりまとめ
を行うという方針が
示されました。
この点，クーリン
グ・オフの導入につ
いて，松本理事長は，
電気通信事業者が現
場の代理店を監督で
きておらず，特商法
よりも規制の必要性
は強いのではないか
という意見を述べま
した。
また，サービス料
金における２年縛り
について，齋藤会員

から，これがないとインセンティ
ブの元が取れないという導入の背
景が述べられ，割引した額が通常
料金ではないか，そもそも通信料
の単価が高すぎるし，コストが開
示されないのはおかしいという意
見が出されました。
さらに，未成年の高額課金につ
いて，松井氏から，キャリア課金
と違って未成年利用の上限がない
のが問題で，アップルなどの海外
事業者と協調しながら解決してい
くべきとの考え方が示されまし
た。齋藤会員からは適正を確保さ
れていない利用についてはカード
会社が責任を負うべきではない
か，松本理事長からも子どもが使
った操作が有効かという議論を固
めてカード会社に主張する理論を
固めていくべきという意見が出さ
れました。
4　消費者保護ルールの電気通信分
野への導入が検討されている重要
な時期に，多岐にわたるテーマで
充実した討論がなされ，本シンポ
は成功裏に終了しました。

ニュース・出版部会
岡田崇（大阪）
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シンポジウム「消費者から見た，
いわゆる健康食品の機能性表示の緩和」�
1　シンポジウム開催の趣旨
　2014年２月４日，当連合会主催の
標記シンポジウムが開催されまし
た。
　2013年６月14日に閣議決定された
「規制改革実施計画」において健康
医療分野の個別措置事項の一つとし
て「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，
特定保健用食品と栄養機能食品以外
のいわゆる健康食品（以下，「健康
食品」と言います。）の機能性表示
についての規制緩和の方向性が示さ
れ，健康食品に関する景品表示法及
び健康増進法の見直しが検討されて
います。しかし，このような健康食
品の機能性表示の緩和は，消費者に
とって，適切な商品選択，ひいては
健康の増進に本当に資すると言える
のか，という問題意識から本シンポ
ジウムは開催されました。
　この問題に関して，当連合会は，
これまでも，食品の機能性表示制度
は安全性・有効性審査を経て許可を
得た商品のみに保健機能表示を認め
る特定保健用食品制度と，あらかじ
め科学的な根拠が確実である栄養成
分についてその規格基準を満たした
場合に初めて栄養機能を表示できる
栄養機能食品制度に留めるべきであ
り，このほかに健康食品の機能表示
を可能とする仕組みを新たに創設す
べきではないとの考えのもと，２本
の意見書，すなわち，「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」（2013年11月22日
付け）及び「『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）』に関す
る意見書」（2013年11月29日付け）
を提出してきました（本誌158号参
照）。
2　シンポジウムの概要
　今回のシンポジウムでは，第１部
「基調講演・報告」として，群馬大
学教育学部教授・高橋久仁子氏及び
一般社団法人日本健康食品規格協会
理事長・池田秀子氏からそれぞれ基
調報告をいただき，西野大輔会員（秋
田）から当連合会の取組みについて
の報告がなされました。
　第２部「パネルディスカッション」

では，上記高橋氏及び池田氏に加え，
主婦連合会事務局長・佐野真理子氏
をパネリストに迎えました。まず，
佐野氏から，主婦連の方針等につい
て説明があり，その後，石川直基会
員（大阪，当委員会副委員長）をコー
ディネーターとして活発なパネル
ディスカッションが行われました。
3　健康食品をめぐる被害と規制緩

和案の問題点
　高橋氏は，健康食品を利用して生
じる健康問題として，健康食品中の
有害物質や医薬品成分あるいは特定
成分の大量摂取等による健康被害が
生じていること等を紹介しながら，
健康食品の問題点を指摘しました。
さらに，健康の維持・増進の三要素
は運動・休養・栄養であるにもかか
わらず，食品・食品成分の機能性だ
けを強調して表示した健康食品によ
り，あたかも健康が買えるかのよう
な錯覚を起こさせる商法について批
判されました。
　池田氏は，健康食品は，機能性（有
効性），安全性，品質が科学的に確
保される必要があるとし，現在検討
されている規制緩和案と欧米の制度
を比較検証しました。欧米の表示制
度や品質安全制度では，これら三要
素の確保を確実に実行するために，
機能性（有効性）表示，安全性，品
質確保の各面において法律による義
務化と規範が作成されていることな
どを紹介しました。そのうえで，わ
が国の健康食品の安全性及び品質確
保に係る課題として，安全性確保の
観点から一般食品と健康食品との区
分を明確にする必要
があること，原材料の
安全性確保及びGMP
（原料の入庫から製造，
出荷に至る全過程にお
いて，製品が「安全」に
作られ「一定の品質」が
保たれるように定めら
れたルール，システムの
こと）が事業者の任意
の取組みに委ねられて
いるという問題，有害
事象の報告義務化や健
康食品販売業者及び製
造業者の安全性・品質

に係る責任の明確化，消費者に対す
る適切な情報提供の必要性を話され
ました。
　佐野氏は，健康食品をめぐる規制
改革の問題点として，健康食品につ
いての消費者苦情相談件数が急増
し，健康被害と財産被害及びそれら
が重複した深刻な被害が発生してい
る現状の中で，企業活動が優先され，
消費者目線が欠如していること等を
指摘しました。そして，健康食品を
規制緩和の対象とするのであれば，
①安全性，②有効性，③適切な選択，
④業界・事業者の健全化と消費者信
頼，という４点の確保が条件である
として，法執行体制の整備強化や法
執行の実践，健康食品に対する届出・
登録制度などの導入，警告表示の義
務化などがなされるべきであるのに
これらも軽視されているとして，現
在の規制緩和案には反対せざるを得
ないと述べました。
4　まとめ
　本シンポジウムでは，機能性・安
全性・品質確保を科学的に確保する
ための仕組み作りや，消費者の健康
被害及び財産被害を招かないような
健康食品の広告規制を整備すること
が急務であることを改めて確認する
とともに，その具体的な在り方につ
いて多くの示唆が得られました。

食品安全部会
船江莉佳（第二東京）



3日弁連　消費者問題ニュース159号（2014年５月）

リ ポ ー ト

「外食メニューの表示の適正化に資する
法制度の整備を求める意見書」について�
1　意見書提出の経緯
　2013年10月22日以降，全国的に有
名なホテル，百貨店等の経営するレ
ストラン等の飲食店において，メ
ニューに表記された食材と実際に提
供された食材が異なるものであった
という虚偽・誤認表示が相次いで公
表され，社会問題となりました。具
体例としては，シバエビと表記して
実際にはバナメイエビを使用してい
たり，九条ネギと表記して実際は普
通のネギを使用していたり，ステー
キと表記して実際には牛脂注入牛肉
や成形肉を使用していたりと様々で
した。
　本問題について，当連合会は，
2013年11月15日付けで，「外食メ
ニュー虚偽・誤認表示に関する会長
声明」を公表し，食品表示規定を外
食に適用すること，景品表示法の執
行力を強化するための改正などを求
めていました。
　これに対し，政府は，都道府県知
事の措置命令権限付与，課徴金制度
の導入等を取り入れた，景品表示法
の改正案を2014年の通常国会に提出
することを目指していました。しか
し，食品表示制度が外食に適用され
ていないことや，公益通報者保護制
度が十分機能していないことなど他
の法制度の問題点に関する制度改正
について，政府では具体的な検討は
されていない状況でした。これでは，
外食メニューの適正化のための法制
度の整備として十分ではないとし
て，景品表示法以外の制度改正につ
いて，本年２月21日付けで次のとお
り意見を述べたものです。
2　意見の趣旨と理由 
⑴　食品表示制度関係について
ア　アレルギー表示について
【意見】
　食品衛生法の表示基準のうち，
アレルギー表示に関する規定を外
食にも及ぼす旨の改定を直ちに行
うべきであるとしました。
【理由】
　景品表示法は，一般消費者によ
る自主的かつ合理的な選択を阻害
するおそれのある行為の制限及び
禁止について定めることにより，
一般消費者の利益を保護すること
を目的としていますので，安全を
確保するとの視点を盛り込むこと

が困難です。これに対し，食品表
示制度は，食品を摂取する際の安
全性の確保も目的としています。
本問題では，小麦，乳といったア
レルギー物質を含む牛脂注入牛肉
や成形肉をアレルギー物質が含ま
れていないステーキと表示する例
が多数あり，アレルギーを有する
一定の人に対して，極めて危険な
状態が放置されていました。現在，
アレルギー物質については，食品
衛生法の基準において，外食につ
いては，適用されていませんが，
安全確保の観点から，外食におい
ても，アレルギー表示を義務付け
るべきと意見しました。
イ　JAS法の基準の改定
【意見】
　JAS法に基づく品質表示基準に
ついて，次の方法で，外食に適用
する改定を直ちに行うべきである
としました。
①�食品の販売（飲食店における提
供を含む。）における食品の表
示にあたっては，人を誤認させ
る表示をしてはならないとの規
定を置くこと。
②�外食において，原産地，原料原
産地，原材料を表示する場合は，
JAS法の品質表示基準に従うべ
きこと。

【理由】
　まず，外食を含め誤認させる表
示をしてはいけないルールが必要
です。この点，JAS法の基準は，
外食に適用されないとしています
が，店の人に聞けばわかること，
表示義務が負担となることが理由
と思われるので，誤認させる表示
を禁止するルールについては，上
記の理由は当てはまりません。
　また，スーパーや市場で消費者
が購入する場合の原材料や原産地
の表示方法と，飲食店で提供され
る料理の原材料の表示方法が異な
ることは，いわば二重の基準を認
めるようなものであり，大変分か
りにくく，不正の温床になります。
そこで，原産地，原料原産地，原
材料の表示方法については外食に
も適用すべきです。ただし，事業
者の負担とならないよう，表示を
義務づけるのではなく，事業者が
任意に表示する場合の表示方法の

義務づけという方法です。
ウ　食品表示基準の策定
【意見】
　食品表示法における食品表示基
準の策定にあたっては，上記ア，
イの改定内容を盛り込むべきであ
るとしました。
�【理由】
　上記ア，イの基準の改定は，現
行法上の食品衛生法，JAS法で直
ちに行うこととし，食品表示法の
食品表示基準においてこれを将来
的に盛り込むべきとしました。
⑵　公益通報者保護制度関係
【意見】
　公益通報者保護法について，通
報者の範囲の拡大，通報対象事実
の範囲の拡大，外部通報の要件の
緩和，外部通報先の範囲の拡大，
事業者に対する罰則の導入等を検
討し，外食メニューの虚偽・誤認
表示の蔓延，長期化の防止に資す
ることを含め，より実効性のある
公益通報者保護制度となるよう法
改正を行うべきであるとしまし
た。
【理由】
　食品虚偽・誤認表示を防止ある
いは是正するためには，従業員等
からの公益通報が最も効果的であ
ると思われますが，現行の公益通
報者保護法は，保護されるケース
が極めて限定され，同法施行後も
公益通報をしたことにより解雇や
不利益取扱いを受けるという事例
が後を絶たないという問題があ
り，機能していません。実際，本
問題では，ある事業者で７年以上
も前から食材の虚偽・誤認表示が
あったのに長期間明らかにされて
いませんでした。公益通報の遅れ
が，事業者に多大な損害をもたら
すことも明らかとなり，コンプラ
イアンスの観点からも，実効性の
ある公益通報者保護制度の必要性
がより明確になったといえます。
そこで，当連合会の従来の意見を
踏まえ，食品表示の適正化に資す
るよう，公益通報者保護制度の改
正について，意見を述べました。

食品安全部会
副委員長　石川直基（大阪）
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が「広告」の解釈を変えない場合で
も，消費者庁はホームページ上の表
示を景表法上の優良誤認・有利誤認
と認定して「措置命令」を出すこと
が可能なため，不当表示の内容を特
定する告示・ガイドラインを整備し，
景表法に基づく指導及び措置請求の
執行を強化すべきことを求めました。
4　エステと美容医療の境界領域
　脱毛やアートメイクなどエステと
称して医療行為を行う事業者，まつ
毛エクステンションなど体表上の施
術であるため，エステ領域であるも
のの，身体に危害を及ぼす行為を行
う事業者などが従来から問題とされ
てきました。
　本意見書は，こうした問題に対し
て，都道府県において実態調査を行
い，適切な対応をとることを求めた
ほか，表示に問題があれば，速やか
に指示や措置請求を行うことを求め
ています。
5　美容医療におけるインフォーム

ドコンセント（説明義務）
　通常の医療行為は，医療の必要性
と医療水準に基づき，一定の効果が
検証されている医療を提供します
が，美容医療では，医療上の効果に
ついて検証がなされていない医療行
為が提供されることが多くありま
す。しかも，自由診療であるため，
価格が高額になりやすいという特徴
があります。包茎手術，脂肪溶融注
射，リフトアップなどは，被害報告
が多くあります。
　こうした被害の実態からすれば，
厚労省が平成25年９月27日付けで発
出したインフォームドコンセントに
関する前記指針では内容は極めて不
十分でした。
　そのため，本意見書では，患者と
の間のインフォームドコンセントの
範囲と内容について，冒頭の意見の
趣旨第４のとおり，より詳細かつ具
体的な内容・方法で行うよう新たな
通達を発令することを求めました。

独禁法部会
副委員長　中野和子（第二東京）

リ ポ ー ト

「美容医療・エステにおける表示・広告の在り方
及び安全性確保に関する意見書」について

�

1　意見の趣旨概要
　2013年12月19日，当連合会は，標
記の意見書を採択しました。意見の
趣旨は，以下の４点です。
　第１は，消費者庁に対して，美容
医療機関及びエステを対象にして，
「不当景品類及び不当表示防止法」
（以下「景表法」という。）上の不当
表示に関する告示・ガイドラインの
整備を求めました。
　第２は，消費者庁及び都道府県に
対して，美容医療及びエステに関し
て景表法上の不当表示の実態調査を
行い，措置命令（都道府県では指示・
措置請求）の執行も積極的に行うこ
とを求めました。
　第３は，厚労省に対して，美容医
療機関のホームページを「広告」と
しない解釈を改め，ホームページ上
のあらゆる表示を医療法上の「広告」
として，同法上の規制を及ぼすよう
求めました。
　第４に厚労省に対して，美容医療
上のインフォームド・コンセント（平
成25年９月27日・医政発0927第1号）
について，現実の被害実態に照らし，
①契約費用については口頭のみなら
ず，詳細かつ具体的な説明書面に基
づいて説明すべきこと，②有効性及
び安全性に係る説明としては，「効
果の個人差」ではなく，当該手術の
有効性と危険性，そのバランス，他
の有効な施術がある場合はそれとの
比較などを詳細かつ具体的な説明書
面を交付して説明すべきこと，③手
術時期については，原則として「即
日手術」を控えるべきこと，の３点
を加えるべきことを求めました。
2　意見書作成の経緯
　美容医療分野・エステにおける消
費者被害は，全国の消費生活セン
ター等に非常に多くの被害情報が寄
せられてきました。国民生活セン
ターは，2004年９月３日，2010年７
月７日，2012年６月21日に，広報資
料を出しています。
　ところが，消費者被害であるにも
かかわらず，医療分野が厚労省管轄
であるため，何も対策を講じること
がなく，かつ，医療機関も消費生活

センターのあっせんになかなか応じ
ようとしない姿勢があり，被害回復
が困難な状況にありました。
　そこで，2011年12月21日，内閣府
消費者委員会は，「エステ・美容医
療サービスに関する消費者問題につ
いての実態調査報告書」を公表し，
「エステ・美容医療サービスに関す
る消費者問題についての建議」を行
いました。建議では，第１に健康被
害等に関する情報の提供と的確な対
応，第２にエステ等を利用する消費
者の安全確保のための措置，第３に
不適切な表示（広告）の取締りの徹
底，第４に美容医療サービスを利用
する消費者への説明責任の徹底を厚
労省や消費者庁，都道府県に求めて
います。
　しかし，消費者委員会による建議
にもかかわらず厚労省や消費者庁の
対応は，不十分であったため，当連
合会は，本意見書を採択したもので
す。
3　美容医療広告について
　美容医療広告は，景表法（消費者
庁所管）上の規制と医療法（厚労省
所管）上の規制が及ぶので，本意見
書では双方の規制強化を求めていま
す。
　美容医療広告は，現在，インター
ネット上（モバイルを含む）で違法
広告が氾濫しています。激安料金を
表示して勧誘し，非常に高額な美容
医療契約をする例が多くあります。
ところが，厚労省は医療機関のホー
ムページを「広告」ではなく，「情
報提供」であるととらえており，前
記消費者委員会の建議後もその姿勢
を崩しません。わずかに，2013年９
月の通達で，「バナー広告」は「広告」
であると認めただけです。そのため，
美容医療機関のホームページに記載
された内容がいかに景表法上の不当
表示であっても，医療法上の広告と
しては何も規制されない状況にあり
ます。
　そこで，本意見書では，医療機関
のホームページについて医療法上の
「広告」であることを厚労省が認める
よう求めました。また，仮に，厚労省
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業種，事業者規模等，様々な要素
によってばらつきがありますが，
個別事情により課徴金率をその都
度算定するのでは迅速な執行が阻
害されるので，一律に課徴金率を
定めるということにせざるを得ま
せん。そこで，本意見書は，現段
階において，直ちに具体的な数字
で課徴金率を特定することも難し
いので，抽象的に「不当表示を事
前抑止するために十分な水準」と
しています。
⑷�　この課徴金率については，一定
の付随事情により加算・減算を施
すことが考えられ，同じような不
当表示の繰返しや悪質事案につい
て一定の客観的要件による加算を
すること，逆に，早期の自主申告
や，自主返金をする等の一定の場
合に課徴金を減免することによっ
て，不当表示中止に向けたインセ
ンティブを確保するということも
提案しています。
⑸�　重要な点として，本意見書は，
この課徴金財源の使途について，
これを適格消費者団体による訴訟
制度の財源，その他，消費者利益
を確保するための諸活動の特定財
源として使用出来ないかというこ
とを提案していますが，これは，
具体的にどのような制度が考えら
れるかについては，まだ難しいと
ころがあり，検討を要します。

3　今後の展望
　他にも，様々な問題点があります
が，今後の予定としては，今年度の
通常国会に上程された景表法改正案
において，課徴金制度導入に関する
プログラム規定が設けられ，同改正
法施行後１年以内に課徴金制度の詳
細について決定するという予定に
なっています。そして，具体的な制
度設計については，2014年６月頃に
上記調査会の最終取りまとめが公表
され，これを受けて早ければ秋の臨
時国会，あるいは来年度の通常国会
に改正法が上程される見通しとなっ
ています。

独禁法部会
違法収益吐き出し部会

宮城朗（東京）

リ ポ ー ト

「不当景品類及び不当表示防止法の課徴金制度導入
等に伴う制度設計に関する意見書」について
1　本意見書提出の経緯と課徴金導

入の必要性
⑴�　当連合会は，2014年２月21日に，
標記意見書を公表しました。不当
景品類及び不当表示防止法は，商
品・役務の内容を問わず適用され
る一般法のため，適用範囲が非常
に広くなっています。消費者に対
する事業者からの誤った情報提供
による不当な誘引が行われなけれ
ば，消費者が騙されて不当な消費
者取引が行われる機会が減少する
ことから，消費者被害の事前抑止
という意味では，この法律は非常
に重要なものです。
⑵�　従来，景表法は，独占禁止法の
特別法として公正取引委員会所管
法でしたが，消費者庁設置に伴い
同庁に移管されました。景表法は，
不当表示防止の手段として，「措
置命令」という将来に向かって不
当表示を止めさせる制度だけを規
定していましたが，それだけでは
違反事業者に不正な利得が残さ
れ，不当表示を事前抑止するため
の執行力が不足していることが指
摘されていました。そこで，2008
年の国会には公取委から課徴金導
入の景表法改正案（旧法案）が上
程されましたが，移管により廃案
となり，その後，立ち消えの状態
となっていました。当連合会は，
2011年と2013年の２回にわたり導
入を求める意見書を提出しました
が，状況を動かせませんでした。
⑶�　しかし，2013年に全国的に有名
なホテル，レストラン等における
食品の虚偽・誤認表示が大規模に
発覚して社会問題となり，これが
契機となって景表法への課徴金導
入の必要性について議論が高ま
り，急遽，内閣府消費者委員会に
専門調査会が設置されて検討が行
われています。本意見書は，この
課徴金制度の在り方に関する当連
合会の見解を示したものです。

2　制度設計上の論点と当連合会の
意見
⑴�　課徴金制度に関する中心的問題
点についてのみ紹介します。まず，
主観的な賦課要件の問題がありま
す。従来の景表法上の措置命令に

おいては，違反事業者の故意・過
失を問わず，消費者庁は措置命令
を下すことが出来ますが，単に将
来に向けて不当表示を中止させる
だけのものにすぎません。消費者
被害の事前抑制のためには，この
措置命令と全く同じ範囲で課徴金
を賦課するという処理が簡明では
あります。
⑵�　しかし，無過失でも課徴金とい
う経済的不利益を賦課することに
なる点はバランスとして問題があ
り，また，課徴金賦課という威嚇
によって反対動機を形成させ不当
表示を事前抑止するという制度趣
旨からすると，過失さえも無い違
反事業者に課徴金を課すことにし
ても，事前抑止の機能を期待出来
ないのではないか，という問題が
あります。他方，前記旧法案では，
主観的要件として故意・重過失を
要求していましたが，重過失とい
う微妙な認定・評価を要求される
事柄について，迅速性を要求され
る行政執行の現場で逐一判断を要
求することは，景表法の執行力を
低下させ，課徴金制度をほとんど
機能しないものとしてしまう懸念
があります。
　そこで，本意見書は，故意また
は軽過失があれば課徴金の対象と
なるとすべきであるとし，また不
当表示の存在が客観的に認められ
る場合には過失の存在を推定し挙
証責任を転換すべきであるとしま
した。
⑶�　次に，課徴金率ですが，前記旧
法案では，不当表示の対象となっ
ていた商品役務の総売上を分母と
して３％の課徴金率で賦課すると
していました。しかし，悪質な消
費者被害事案においては，利益率
が非常に高いこと，また利益率だ
けの問題ではなく，本来ならば全
く売れない商品を不当表示によっ
て売り捌いたというような場合
は，その売上額全部が不正な利得
という評価も成り立つことからす
ると，この３％程度の課徴金率で
は，抑止力が不足していると考え
られました。他方，このような利
益率等は，対象商品・役務の分野，
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呉服の過量販売を公序良俗に違反して無効として，信販会社の請求に対する抗
弁を認めた事例
（東京地裁平成26年１月29日判決（確定））

東京

１　本件は，展示会販売の方法で呉服などを販売する販
売会社から，平成13年12月から平成19年１月までの間
に，呉服を信販会社である株式会社ジャックス（補助
参加人）の個別クレジットで次々に購入し（35回，代
金合計4,000万円余），当初は相続財産で，相続財産が底
をついた後は事情を知らない息子の援助で支払いを続
けてきたところ，事情に気づいた息子が，支払いのた
めの援助を打ち切り，過剰与信被害対策弁護団（現：
クレジット・リース被害対策弁護団）に相談してきた
案件です。

２　購入者は無職の女性であり，収入はありませんでし
た。着物は好きですが，自ら着付けはできず，脚の具
合も悪かったことから，着物を着る機会といえば，販
売会社の展示会に行くために，一緒に展示会に行く友
人に着付けしてもらえる場合程度でした。
　クレジットの支払い方法は，当初は一括払い，次に
２回の分割払いとなり，次第に支払い回数が増えてい
き，途中からスキップ払い（初回の支払を何ヶ月か猶
予する契約形態）となっています。支払回数，支払開
始時期，毎月の支払額などは，すべて販売会社の指示
のとおりにしており，毎月の支払総額も販売会社が把
握していました。

３　当職からのクレジット各社に対する過剰与信を疑う
旨の通知に対し，多くのクレジット会社は，請求を打
ち切ったり，放棄したり，少額の支払いでの和解とな
りましたが，ジャックスとは折り合いがつかず，立替
金請求訴訟を提起してきました。提訴案件は，購入時
期の遅いもので，３件ありました。

４　訴訟では，①ジャックスの与信そのものが過剰与信
として公序良俗に反する，②販売会社の販売が過量販
売であり，売買契約は公序良俗に反して無効であって，
そのことを抗弁としてジャックスに対抗できる，と主
張しました。なお，ジャックスへの既払い金の返還や
販売会社への損害賠償は求めていません。

５　判決では，過剰与信そのものの公序良俗違反（①）
は認めなかったものの，ジャックスが購入者の賦払金
が購入者の支払い能力を超えること，購入者にとって
呉服がその日常生活において通常必要とされる分量を
既に著しく超えていることを知りながら，販売をした
ものであるとして，それが社会的相当性を著しく逸脱
する販売行為であると認められ，売買契約が公序良俗
に反し無効（②）と判断し，この売買契約の無効をも
ってジャックスへの抗弁を認めました。

瀬戸和宏（東京）

いわゆる「ロト６詐欺」につき，送金先口座の名義会社の役員に対する損害賠
償請求が認容された事例
（東京地方裁判所平成26年１月21日判決（確定））

東京

１　本件は，いわゆる「ロト６詐欺」における送金先銀
行口座の名義人（会社，個人）及び当該会社の役員に
対する損害賠償請求訴訟事件です。
　被害者は，「ロト６詐欺」により合計1400万円余の被
害に遭い，その送金先口座は，当初の会社名義から数
名の個人名義に移っていきました。訴訟では，全ての
口座名義人に対し訴えを起こしましたが，本件は当初
の会社名義の口座に関するものです。

２　役員らの反論は，①知人から「競馬情報を提供する
業務を行いたいから会社を譲り受けたいという人がい
る」と紹介されたヒロタを称する者から，「犯罪に関わ
るものではない。会社を譲り受ける条件として複数の
銀行口座を予め作って欲しい」と言われ，新たに口座
を作った上，会社の実印と口座の印鑑や通帳，カード
などを渡したもので，「口座を譲渡するという認識より
も会社を譲渡するのだから口座を開設するのも当然だ」
という認識だった，②会社の売却代金の支払いも受け
ていない，③原告の主張によれば，一般的に口座の譲
渡が犯罪に利用されやすいことを理由とするものであ
るが，これによれば，口座を譲渡した者には常に詐欺
に重過失ないし過失があることになり，極めて不当な

結果になってしまう，というものでした。
３　判決では，「（譲渡した会社の代表取締役）が，犯罪
に関わる認識がなかったとしても，会社名義の預金口
座を他人に譲渡すると，犯罪に利用されることは容易
に予想しうることである。しかも，（代表取締役）は会
社の売却代金と引き替えにすることなく会社名義の口
座及び実印を渡しているのであり，かかる取引経緯に
ついて，（代表取締役）としては，ヒロタなる人物との
会社譲渡の取引について不審を抱いても不自然ではな
いはずである」として，代表取締役の過失を認定しま
した。取締役である妻に対しても，会社法429条の責任
を認定しています。

４　なお，譲渡する口座が犯罪に利用される可能性があ
ることについては，平成16年12月に施行された「金融
機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部
を改正する法律（預金口座等の不正利用防止法）」（そ
の後「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪
収益移転防止法）」に吸収）の立法経緯を証拠として提
出しました。

瀬戸和宏(東京)



事件情報

7日弁連　消費者問題ニュース159号（2014年５月）

投資信託の取引損や外務員の詐欺行為についてみずほ証券の責任が認められた判決
（さいたま地裁平成26年１月30日判決（被告控訴））埼玉

１　この判決は，被告証券会社の女性外務員が，10年以
上にわたり自分の担当する複数の顧客に対して，元本
保証を約するなどして投資信託等の勧誘を行ったり，
顧客から預かった投資資金の一部を会社に入金せず着
服したり，顧客から預かった印鑑を用いて顧客口座か
ら無断で出金するなどの数々の違法行為を行ったとい
う事案において，その内の顧客４名に対して当該外務
員が行った投資信託等の取引損については，適合性原
則違反，説明義務違反，断定的判断の提供を認定し，
外務員が架空の「社内預金」名目で詐取した金銭につ
いても，被告証券会社の使用者責任を認定し，賠償責
任を認めた事案です。

　　尋問の結果によれば，外務員は，20年以上の経験が
あるにもかかわらず，投資信託等の金融商品について
の基礎知識がほぼ皆無であることが明らかでした。

２　判決は，適合性原則違反，説明義務違反，断定的判
断提供について，投資信託と比較的分かり易い商品で
あるとはいえ，投資経験のない女性に，RC（リスクク
ラス）４又は５といったハイリスクで高額な金融商品

を短期に購入させていることは適合性原則に違反する，
「為替変動リスク」，「カントリーリスク」，「流動性リス
ク」などを抽象的に説明しただけで，具体的にどの商
品にはどの程度のリスクがあるかは立ち入って説明で
きていない，元本を保証する手書きのメモを安易に交
付していることなどから，損失が発生しないなどの断
定的判断を提供していたと推認される等と判示して，
これを認めました。

３　被告証券会社の本来的業務ではない架空の「社内預
金」の勧誘については，使用者責任における事業執行
性が争点となり，被告はこれらの行為は従業員の地位
とは無関係であり，かつ，被告の書類や施設を一切利
用していないから，外見上も被用者の職務の範囲にな
い等と主張しましたが，判決は「原告らの知識・経験
不足を利用して，外務員個人と被告の信用性の混同を
利用していた可能性が高い」等と判示して事業執行性
を認定して，これを認めました（２名につき過失相殺
３割，１名は過失相殺なし。）。

中村弘毅（埼玉）

NOVA集団訴訟において取締役の責任が認められた判決
（大阪高裁平成26年２月27日判決（双方とも上告・上告受理申立て））大阪

１　本件は平成19年に倒産（その後事業譲渡）した外国
語会話教室NOVAの元受講生（控訴人ら）が，NOVA
の元役員等（被控訴人ら）に対し，①財政破綻状況を
隠匿等して受講契約を締結させたこと，②資金流出回
避義務，遵法経営義務違反等によりNOVAの経営を破
綻させ，元受講生らに損害を与えたことを根拠に，不
法行為ないし役員等の第三者に対する責任に基づき，
損害賠償を求めた事案です。原判決（大阪地裁平成24
年６月７日判決：裁判所HPに掲載）は請求を棄却しま
したが，本判決では元取締役らの一部に対する請求を
認めました。

２　本判決は，①NOVAが平成14年に東京都から特商法
違反を理由とする行政指導を受け，改善を約しながら
是正を怠った結果，同19年６月に経済産業省から業務
一時停止処分を受けたこと，②受講契約の解約清算方
法が特商法に違反し無効であるとの下級審判決が相次
ぐ中で，平成19年４月に最高裁がこれを無効であると
判断した事実を判示した上で，NOVAはこれらが原因
で経営破綻したと認定しました。
　その上で，創業者である元代表取締役Ａに対しては，
特商法を遵守するよう指示指導を行うとともに，違法
行為が行われないよう社内体制を構築する義務を故意
又は重過失により怠ったとしました。

　また，Ａ以外の元取締役のうち，平成15年に退職し
た１名以外の３名に対し，Ａの違法な業務執行につき
重過失による監視義務違反を認めました。

３　他方で本判決は，元監査役については，Ａの違法行
為について調査の端緒となるべき事実を知り得たとは
言えないとして，重過失による任務懈怠を認めません
でした。
　また，本件ではNOVAの売上計上方法や売上返戻引
当金の不計上・過少計上等が企業会計原則に違反する
違法な会計処理に当たるか否かも争点となっていまし
たが，これが否定された結果，元会計監査人に対する
請求も認められませんでした。

４　本判決は，継続的に特商法違反行為を行い倒産に至っ
た上場企業の役員について損害賠償責任を認めた点で
意義を有するものです。
　他方で，財務状況の実態を正確に反映していたとは
言い難い会計処理について，裁量を認め企業会計原則
違反を否定した点や，元受講生による訴訟等が報道さ
れるなど，NOVAの問題点が指摘されていたにも関わ
らず，業務監査を行わなかった元監査役らの責任を否
定した判断については，弁護団としては不当であると
考えています。

五條操（大阪）
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文献・催事紹介文献・催事紹介
文献紹介 ハンドブック消費者2014

　このハンドブック（2014年２月１日発行）は，消費者庁が，
消費者トラブルの未然防止・拡大防止を目的として，消費生活に
関する各種法令・制度の解説に重点を置きつつ，消費者政策の概
況を幅広く収録したものです。消費者教育推進法や食品表示法，
消費者裁判手続特例法の成立，消費者安全法や特定商取引法の改
正といった最新の動向も解説しています。
　消費者関連法令・制度についてはこのハンドブックを，各種デ
ータによる消費者問題の現状や関係府省庁による施策の状況につ
いては，2013年６月に消費者庁が刊行した「消費者白書」を活用
いただくことにより，目的に応じた使い分けができるようになっ

ています。
　このハンドブックは，消費者庁のHPから
ダウンロードすることができます。ぜひご
活用ください。
http ://www.caa.go. jp/adjustments/
pdf/2014handbook.pdf

A５判　382頁／648円（税込）
発行　全国官報販売協同組合
消費者庁　編

　本書は当委員会の委員による特定商取引法の解説書で，2001
年の初版から改訂を重ね，今回は第５版となります。
　いわゆる「訪問買取り」の被害に対応するため2013年２月21
日から改正法が施行されましたが，本書は，この新たな取引類型
である「訪問購入」に対する行政規制や民事効を定める条項が法
に追加されたことに伴い，法改正に合わせた内容の改訂を行い，
また旧版から３年余りを経過し，その後の裁判例や行政処分例の
蓄積，解釈論の進展等も見られることから，これらの到達点を踏
まえて所要の改訂も行ったものです。

　本書は発刊以来，一貫して特定商取引に関
する被害救済の実務に資することを旨として
いるもので，紛争の予防と救済に関わる実務
家にとって，必須の文献となっています。

A5判　872頁／5292円（税込）
発行　日本評論社
齋藤雅弘・池本誠司・石戸谷豊（著）

　消費者契約法の施行から10年以上が経過し，その間，相談や
裁判の事例が集積され，様々な課題が明らかになりました。しか
し，適格消費者団体による差止訴訟に関する手続規定の追加はあっ
たものの，実体規定の部分については変更がないままとなってい
ます。
　このため，消費者基本計画においても，見直しの必要性と民法
（債権関係）改正と連携しての検討が明記されました。
　これを受けて，第２次内閣府消費者委員会に消費者契約法に関
する調査作業チームが設置されました。
　本書は，チームの作成した実体規定部分の見直しに向けた理論
的検討を中心とする報告書を掲載するとともに，作業に携わった

メンバーによる補論を加え，さらには消費
者庁のとりまとめた裁判例の分析に関する
論考２点も収録しました。
　今後の議論を牽引する法改正への羅針盤
となる関係者必備の書といえるでしょう。

A５変形　440頁／3456円（税込）
発行　信山社
河上正二　編著

催 事 第25回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー「美容医療と消費者被害（仮題）」

文献紹介 特定商取引法ハンドブック（第５版）

文献紹介 消費者契約法改正への論点整理 （付：補論・参考）

　本号の１面はシンポジウム「スマートフォ

ンをめぐる消費者問題を考える」です。３月

29日開催のシンポジウムであり，本稿執筆

時点（４月21日）で１ヶ月が経っていませ

ん。担当のネット部会の協力もあり，早期の

記事掲載にこぎ着けました。

　電気通信事業法へのクーリングオフの導入

については，総務省のPTで早速検討が進ん

でおり，事業者や消費者団体からのヒアリン

グも行われたようです（http://ｋ-tai.impress.

co.jp/docs/news/20140418_645106.

html）。このような動きが速い分野について

は，今後も迅速な対応を心がけていきたいと

思います。

　また，今年の夏期セミナーは，上記のとお

り「美容医療と消費者被害」をテーマとして，

名古屋で開催されます。この分野に精通した

西山真一郎医師と医事法が専門の手嶋豊教授

の基調講演等が予定されており，私としても

大変楽しみにしております。皆さん，是非御

参加下さい。

� 岡田崇（大阪）

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

　近年増加傾向にある美容医療のトラブルは，施術後の効果・出来映えの問題にとどまらず，不当に高額な金額，強引な勧誘，解約，
問題ある広告等，消費者問題に関わる論点の宝庫とも言うべき分野です。また，健康被害を伴う相談も増加しています。本夏期セ
ミナーでは，「情報提供の在り方」を軸としつつ，①患者を誘引する段階における「広告」の問題，②広告等を見て実際に病院に訪
れた患者に対する強引な勧誘の問題，③患者が実際に受ける施術に関する説明の問題，④美容医療を受ける患者の心理と相談を受
ける弁護士の心構え，などの切り口で整理をしてみたいと思います。弁護士が適切に美容医療トラブルの相談に対応することが悪
質な美容トラブルの撲滅に繋がると考えます。多くの方のご参加をお待ちしております。

日　時：2014年７月12日㈯午後１時～午後５時30分
場　所：愛知県弁護士会館
講師・パネリスト（予定）：西山真一郎氏（医師，公益社団法人美容医療協会（JAAM）広告のあり方委員会委員長），手嶋豊氏（神
戸大学大学院法学研究科教授），田辺利奈氏（中日新聞記者）ほか
コーディネイター：末吉宜子会員（東京）
問合先：日弁連人権第二課　電話　03-3580-9968
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