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1　自己紹介
　国府泰道委員長の後任として当委
員会の第18代の委員長に就任しまし
た。修習35期で京都弁護士会所属で
す。35期では故津谷裕貴さん，国府
泰道さんに続いて３人目となり，京
都からは浅岡美恵当連合会副会長以
来２人目となります。
　弁護士登録直後から，浅岡さんな
ど消費者問題に取り組んでいた先輩
弁護士から叱咤激励されながら，豊
田商事事件，霊感商法事件などに実
働部隊として関わってきました。当
委員会では，これまでに独占禁止法
部会，消費者契約法部会に在籍し，
これまで３回副委員長を務め，不正
競争防止法と独占禁止法の消費者問
題への活用促進，消費者契約法制定，
消費者団体訴訟制度導入などの取組
みに関与してきました。そのほか，
適格消費者団体の理事・理事長，独
立行政法人国民生活センターの理事
長を経験しています。
　これらの活動，経験では当委員会
をはじめ，多くの消費者問題に関わ
る弁護士の皆さんに鍛えられ，支え
られてきたので，少しでも恩返しが
できればと思い，委員長を引き受け
させていただきました。
2　当委員会の活動について
⑴ 　当委員会は，本年創設30周年を

迎えます。この間一貫して，消費
者被害の予防と救済のため最前線
で活動し，消費者の権利実現に向
けて大きな成果を積み上げてきま
した。これをこれからもしっかり
と継承していかなくてはなりませ
ん。特に，取組みの原点は被害の
現場にあるとの視点が当委員会の
活動の基本であり，被害現場に根
ざした発信が最も重要です。また，
当委員会の30年の成果を踏まえ
て，1989年の松江市での第32回人
権擁護大会で検討したような，こ
れからの当委員会の目指す方向を
大きな視点で考えていく機会が必
要かもしれません。
⑵ 　私が副委員長を務めていた当時
と比べると，課題への対処に求め
られるスピード感が違います。現
在進行中の課題である景表法改
正，不招請勧誘規制撤廃・緩和問
題，カジノ解禁推進法などを見て
も，待ったなしの迅速な対応が必
要となっています。いざというと
きに迅速な行動力を発揮するため
に，常に被害現場に根ざした継続
的な検討を蓄積していくことと，
的確な情勢判断がますます重要と
なっています。
⑶ 　消費者庁創設以降，当委員会の
消費者法制，消費者行政への影響

力が大きくなっています。当委員
会の提言内容に説得力が求められ
ていますが，当面の実現可能性だ
けでなく，将来の課題を見据えた
視点を意識していく必要がありま
す。また，消費者庁，内閣府消費
者委員会，国民生活センターとは
連携が強化されていく必要があり
ますが，それらの活動には課題も
多くあり，現場感覚や消費者目線
をもって検証し，緊張感ある関係
を形成していく必要があります。
消費者事件の豊富な経験のある弁
護士が，今後も上記３機関の重要
な職務に就任できる環境作りも課
題です。

3　おわりに
　委員会活動が楽しく，やりがいの
あることが，大きな成果をもたらす
源泉です。これまでの委員長が実現
してきた，のびのびと意見を言い合
い，委員会全体，縦串・横串の各部
会が最大限の行動力を発揮できる環
境を私も大切にしていきます。皆さ
んと一緒に，現場に根ざした発信を
大切にして，消費者被害の予防・救
済に全力で取り組みますので，どう
ぞよろしくお願いいたします。

委 員 長 あ い さ つ

委員長就任の挨拶～現場に根ざした発信を大切に
日弁連消費者問題対策委員会委員長　野々山宏（京都）
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1　本シンポジウムの趣旨
　2014年３月27日，四谷の主婦会館
プラザエフにおいて，第１回津谷裕
貴・消費者学術実践賞授賞式に合わ
せて，記念シンポジウム「消費者法
25年の歩みと今後の展望―日本の消
費者保護はどこまで進み，何を目指
すか」が開催されました。
　このようなテーマが設定された理
由は，今から25年前の1989年が，消
費者庁の設置等を提言した第32回日
弁連人権擁護大会シンポジウム第２
分科会「消費者被害に対する国のあ
り方を問う―消費者の権利確立に向
けて」が松江市で開催（以下，「松江
シンポ」と言います。）された年であ
ったことから，過去四半世紀の消費
者法の歩みを回顧して，今後の課題
を考えようということにあります。
　加えて，同じ1989年は，『消費者
六法』が当初『消費者取引六法』と
して出版された年であり，かつ「消
費者法ニュース」が刊行を開始した
年でもありました。
　ちなみに，津谷弁護士は，松江シ
ンポ当時登録７年目で，シンポジウ
ム準備委員会委員を務めています。
また，筆者は，松江シンポでのパネ
リスト，『消費者取引六法』の編集
委員，消費者法ニュースの呼びかけ
人としていずれにも関与していまし
た。
2　本シンポジウムの概要
　本シンポジウムでは，齋藤雅弘・
末吉宜子両弁護士（東京）の司会の
もと，米寿を越えてなお消費者の権
利擁護の先頭に立っておられる甲斐
道太郎大阪市立大学名誉教授の挨拶
に続き，後記６名による報告が行わ
れました。松江シンポで，立法，行
政，司法に分けて，現状分析と提言
がなされたことから，それぞれの25
年を回顧する報告に加え，総論，消
費者法学，運動論の観点からの報告
がなされました。その後，木村達也

弁護士による「報告まとめ」を経て，
フロアも交えたディスカッションが
行われました。
　本シンポジウムのレジュメ集が民
事法研究会のHP上で公開されてい
ますのでご参照ください（http://
gigaplus.makeshop.jp/minjiho/
image/pdf/2014-3-27simpo.pdf）。
　以下，報告１～６について，その
概要をご紹介いたします。
3 　報告１　松本恒雄「25年におけ
る消費者法の成果と課題」

　標記報告は，25年前の1989年は日
本社会にとってどのような年であっ
たかを振り返るとともに，その倍の
50年前の1964年は東京オリンピック
が開催された年であり，その前後か
ら日本の消費者行政が形作られてき
たことを指摘しています。
　松江シンポ以降の社会の変化とし
て，少子高齢化，サービス化，ICT
化，グローバル化，格差社会という
特徴があるとして，過去25年間の成
果を，消費者の権利を具体化する立
法，コンプライアンス経営促進立法
の増加，消費者庁・消費者委員会の
設置，消費者に開かれた裁判制度，
消費者法学，消費者市民社会・消費
者教育に分けて概観し，今後の課題
として，消費者被害の救済の面の強
化，消費者被害の抑止の面の強化，
その両者を有機的に結合させたコン
プライアンス経営促進立法の必要性
を提言しています。
4 　報告２　池本誠司「消費者私法
分野を中心とした消費者保護立法
25年の成果と課題」

　標記報告は，松江シンポでの統一
消費者法の提言の要点について，消
費者の権利別に25年間の３段階評価
をしています。そのうち，〇が付け
られたのは，信用料の適正（貸金業
法），取引条件の公正（消契法，特
商法），表示の適正（特商法，食品
表示法），開業規制（金商法），不当
行為の無効・取消権（特商法，消契
法，金販法），不当取引被害につい
て行為規制違反への契約取消権（特
商法），消費者の権利を理解し行使
できる教育（消費者教育推進法），
消費者団体の違法行為差止請求権，
内閣府消費者委員会の創設でした。
　これからの課題として，「消費者」
概念と格差ある当事者間の契約の取
扱い，消費者不法行為法理の展開と

見直し，権利実現の実効性確保，行
政庁による財産保全措置，消費者法
の方向性が挙げられています。
5 　報告３　石戸谷豊「消費者行政
25年の成果と課題」
　標記報告は，レジュメ・資料だけ
でも長大な力作であり，まず，消費
者行政に直接関係のある政治状況の
推移として，非自民７党による細川
連立政権による PL法案の国会提出
と，自社さきがけの橋本内閣による
行政改革（中央省庁再編）と金融シ
ステム改革（日本版ビッグバン）が
消費者に大きな影響を及ぼしている
ことが指摘されています。さらに，
消費者庁設置後のリアリズムとして
の消費者庁の問題点，超党派合意に
よって設置された内閣府消費者委員
会の性格と消費者庁との関係のあい
まいさ，消費者行政特命担当大臣の
短命ぶり，内閣補助事務としての担
当大臣の司令塔機能を発揮させる体
制の貧弱さが指摘されています。
　最後に，政治のあり方に正面から
向き合う必要性と消費者行政の前進
には野党の役割が重要であることが
強調されています。
6 　報告４　国府泰道「裁判手続の
面を中心とした司法における成果
と課題」
　標記報告は，松江シンポの消費者
司法のあり方に関する提言の今日の
実現状況を３段階評価しています。
司法分野の独自の発展は，団体訴訟
制度を除いては，平成８年民訴法改
正を中心とするものであったとし
て，〇が付けられたのは，訴権の拡
大について消費者団体に訴権が認め
られた点のみでした。それ以外は，
立証負担の公平化のうち文書提出命
令と少額多数被害の救済，消費者の
最寄りの裁判所で裁判を受ける権
利，親切な配慮が△であるほかは，
すべて×評価でした。
　さらに，松江シンポで抜け落ちて
いるテーマとして，訴訟支援制度，
執行力の強化（財産開示命令，第三
者照会など），匿名加害者に対する
賠償請求（「被告不詳」での訴訟提
起），訴訟手数料の低・定額化が指
摘されています。
7 　報告５　後藤巻則「消費者法学
の進展と展望」
　標記報告は，消費者法学の進展を，
消費者問題の発生の時期である「第

リ ポ ー ト
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　記念シンポジウムに引き続き，津
谷賞選考委員の千葉恵美子名古屋大
学教授の司会進行により授与式が開
催されました。
　最初に松本恒雄津谷賞選考委員会
委員長から津谷賞の趣旨説明と受賞
者の紹介がなされ，学術賞の王冷然
徳島大学准教授及び大澤彩法政大学
准教授，実践賞の特定非営利活動法
人京都消費者契約ネットワーク，特
別賞の櫛田寛一弁護士（大阪）の４
名の受賞者に対する表彰が行われま
した（各受賞理由等については本誌
157号参照）。松本委員長から表彰状
が授与され，津谷弁護士の妻津谷良
子さんから副賞のフォトフレームが
手渡されました。フォトフレームに
は津谷弁護士が撮影した鳥の写真が
１枚ずつ入っています。
　実は，副賞をどうするかについて
選考委員会でも頭を悩ませたのです
が，最終的に，津谷弁護士は写真が

趣味で入賞歴もあることから，フォ
トフレームに津谷弁護士撮影の鳥の
写真を入れてはどうかということに
なりました。良子さんからは，「大
量にある写真を整理しなければと思
いながら手を付けられずにいた」「良
い機会なので」と喜んで協力頂きま
した。良子さんが選んだ中から，受
賞理由やイメージにふさわしい写真
をと，選考委員会で４種類の写真を
選んだのでした（副賞に使われた写
真は本頁及び５面―津谷弁護士が不
招請勧誘禁止に尽力されたことを偲
び―にも掲載しております。）。
　引き続き，受賞者のスピーチが披
露されました。王准教授は，受賞対
象となった「適合性原則と私法秩序」
のエッセンスを分かりやすく話さ
れ，今後もこの賞に恥じないような
研究活動をしていきたいと力強い決
意を述べられました。京都消費者ネ
ットの髙嶌英弘理事長は，同ネット
の活動が多くの若手弁護士や相談員
の精力的な活動により支えられてい
ることを熱く語られました。櫛田弁
護士は病気療養中のため奥様とご長
男が出席され，夫・父親がこのよう
に皆さんから讃えられる存在である
ことを知ってとても嬉しいこと，本
人もとても喜んでいることを話され
ました。なお，大澤准教授は残念な
がら諸般の事情により欠席となりま

したが，とても光栄であり本当に心
から喜んでいる旨のコメントが披露
されました。
　続いて，良子さんから，津谷賞が
創設されたことに対する感謝の気持
ちが述べられ，会場の参加者全員に
対し，津谷弁護士が撮影した鳥の写
真のポストカード集がプレゼントさ
れました。
　温かい雰囲気の中，授賞式は終了
し，その後の懇親会では，多くの方
から津谷弁護士とのエピソードや津
谷弁護士に対する想い等が語られ，
津谷弁護士の消費者マインドは今後
も私たちの中に生き続けていくであ
ろうことを感じました。

津谷賞選考委員
　　　近江直人（秋田）

Ⅰ期　戦後復興期（戦後～1950年
代）」，消費者法の生成の時期とされ
る「第Ⅱ期　経済成長期（1960年～
1975年）」，消費者問題が本格化する
「第Ⅲ期　安定成長期からバブル経
済期（1976年～1990年）」，消費者問
題の多様化・複雑化を特徴とする「第
Ⅳ期　バブル経済の崩壊，経済不況
期（1991年～1999年）」，消費者の位
置づけの転換が見られる「第Ⅴ期　
規制緩和推進期（2000年～2008年）」，
消費者庁設置後の「第Ⅵ期　消費者
の権利確保の拡充期（2009年～現
在）」の６期に分けて，発生した法
律問題や学会シンポジウムの企画，
法律雑誌の特集テーマ，注目される
著作，当該時期の特徴，主たる問題
関心を素描しています。

8 　報告６　吉岡和弘「立法に向けた
運動論（過去の経験と今後の教訓）」
　標記報告は，脱貧困，脱原発，震
災被災者救援といった労働，環境，
福祉では賄えない消費者被害とこれ
に対する運動の登場を受けて，豊か
な時代の消費者問題から貧しい時代
の消費者問題へと，消費者運動の基
本的視座を広げることの重要性を強
調し，「情報と交渉力の格差」では
なく，「不平等な状況」，「社会的劣位」
を基本原理とする消費者法が求めら
れていると指摘してます。
　そして，消費者運動の弱点を克服
する運動体制として，消費者の団結
権，団交権，争議権という，労働三
権類似の権利を消費者に与えること
を提言するとともに，消費者団体が

認定NPO法人となったり，国や自
治体，企業から消費者基金へ拠出さ
せ，消費者団体は同基金から活動費
の配分を受けるなどの豊かな財政の
確立が提案されています。

独立行政法人国民生活センター理事長

松本恒雄

リ ポ ー ト

津谷裕貴・消費者法学術実践賞授与式開催  
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医薬部外品等による副作用被害の防止
及び救済制度の在り方についての意見書  
1　意見書発表とその背景
　近年，茶のしずく石鹸被害や美白
化粧品白斑被害といった医薬部外品
による副作用被害が相次いで発生
し，多くの消費者が被害に遭ってい
ます。しかも，茶のしずく石鹸被害
においては，アナフィラキシーショ
ックを発症して死の危険に瀕した例
もあり，美白化粧品白斑被害でも，
顔や首筋や腕・手などに広範かつ難
治性の白斑が生じる等，被害も重大
です。
　厚生労働省は，これら被害事例を
踏まえ，同様の事例の早期把握と迅
速対応を目的として，医薬部外品及
び化粧品（以下，「医薬部外品等」
と言います。）に係る副作用報告制
度につき，個別の副作用症例に係る
報告を義務付ける「薬事法施行規則
及び医薬品，医薬部外品，化粧品及
び医療機器の製造販売後安全管理の
基準に関する省令の一部を改正する
省令」を公布しました（2014年４月
１日施行）。
　しかし，今般の省令改正では，医
薬部外品等の副作用被害の発生・拡
大を防止し被害救済を図るには不十
分なため，当連合会は，2014年４月
18日，以下のような内容の「医薬部
外品等による副作用被害の防止及び
救済制度の在り方についての意見
書」をとりまとめ，同月28日，厚生
労働大臣に提出しました。
2　必要な制度改革
⑴ 　医薬部外品の審査手続及び体制
について
　医薬部外品の製造販売には，厚生
労働大臣の承認を必要としますが，
その審査は独立行政法人医薬品医療
機器総合機構（以下，「PMDA」と
言います。）が中心的な役割を担っ
ています。医薬部外品は人体に対す
る作用が「緩和」であるとの理由で
医薬品より審査手続が緩く，しかも，
既承認の医薬部外品の承認内容と同
一性が認められるものは安全性や効
能・効果に関する資料添付を不要と
する等，手続が一層簡略化されてい

ます。茶のしずく石鹸も美白化粧品
もこの承認を受けていましたが，美
白化粧品では，申請時に引用された
論文の全文が添付されず引用の仕方
にも問題があったことが指摘されて
おり，茶のしずく石鹸は既承認製品
との同一性があるものと扱われ，安
全性に関する資料添付が不要とされ
ていました。
　しかし，人体に対する作用が「緩
和」か否かは製品の種類と直結せず，
科学技術の著しい進歩の中，強い作
用を持つ医薬部外品が開発される可
能性があります。また，既承認当時
とは異なる用途に供され，あるいは
製造方法が変更される等，類似製品
でもより強い薬理効果を持つ可能性
もあり，既承認製品との「同一性」
の判断自体が不明確であって，既承
認というだけで安全性審査を簡略化
する現行制度は，安全性を確保する
に十分とはいえません。
　また，強い効能・効果を謳う新規
製品が次々に開発される時代にあっ
て，医薬部外品等は，消費者の安全
確保の見地から第三者的な視点で実
質的に審査されることが不可欠です
が，PMDAには自前の調査・研究
設備がなく，審査手続も受け身で添
付資料の範囲も承認申請者の判断に
基づいており，製品の安全性にまで
踏み込んだ実質的な審査を行いうる
とはいえません。
 　国は，医薬部外品の製造販売の承
認に係る安全性審査が慎重かつ充分
に行われるよう，PMDAによる審査
の手続及び体制を抜本的に見直し，
その強化を図るべきです。
⑵ 　医薬部外品等による副作用被害
の報告制度について

  今般，製造販売業者に対し，①死
亡や障害等の重篤な症例，治療に30
日以上を要する症例等のうち，使用
上の注意等から予測できないもの等
については15日以内に，②重篤な症
例等のうち，既知のものについて30
日以内に PMDAに報告を義務づけ
る省令改正がなされました。

　しかし，報告主体に医療機関・医
師等は含まれず，対象となる症例も
非常に限定的です。危害の発生・拡
大の防止には「ヒヤリハット情報」
まで一元的に収集・分析することが
必要ですし，事業者からの報告では，
被害申告が副作用被害と扱われない
場合もあり，副作用によると疑われ
るものか否かの判断を事業者に委ね
ることには実効性に疑問がありま
す。そもそも，医薬品及び医療機器
の場合，医療機関等にその使用によ
ると疑われる健康被害の報告義務が
課されており，医薬部外品等につい
ても同様に，医療機関等に報告義務
を課すこととすれば，広く副作用情
報を収集でき，事業者からの報告も
適正化が図られます。
　国は，医薬部外品等による副作用
被害につき，上記改正省令による報
告制度にとどまらず，医師や医療機
関等から製品との関連性が疑われる
副作用症例を一元的に収集し，調査・
分析・公表することとし，そのため
の専門の機関を設ける等，薬事行政
体制の整備・強化を図るべきです。
⑶ 　医薬部外品等による副作用被害
の救済制度について
　現在の医薬品副作用被害救済制度
では，医薬部外品等は対象外である
上，対象となる副作用被害は入院を
要する程度の疾病に限定されていま
す。
　しかし，茶のしずく石鹸や美白化
粧品では，入院を要しないが重篤な副
作用被害が実際に発生しています。
今後もこうした重大な副作用被害が
発生する危険性はあり，被害者救済
制度が設けられる必要があります。
　国は，医薬部外品による副作用被
害につき，入院を要件としない副作
用被害の救済制度を設けるべきで
す。

PL・情報公開部会

菅聡一郎（大阪）
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リ ポ ー ト

不招請勧誘禁止骨抜きを断固阻止しよう  

1 　商品先物取引への不招請勧誘禁
止規制導入
　かねてより苦情・トラブルが絶え
ず，深刻な消費者被害を生み続けて
きた商品先物取引に，顧客の要請に
よらない訪問・電話勧誘を禁止する
不招請勧誘禁止規定（商品先物取引
法214条９号）が導入され，これが
施行されたのが2011年１月です。そ
れから，まだ，３年。苦情件数こそ
減少したものの，不招請勧誘禁止違
反で大手商品先物業者が処分をされ
たり，金などの現物取引や不招請勧
誘禁止の対象ではない損失限定取引
（スマート CX）を端緒として，通
常の商品先物取引を勧誘するといっ
た潜脱事案が報告されるなど，不招
請勧誘禁止規制を維持する必要性は
いまだ高いといわざるを得ません。
しかし，今，総合取引所構想との関
連で，不招請勧誘禁止規制を巡る大
きな動きがあり，注意をする必要が
あります。
2　総合取引所構想
　日本の取引所には，株式や債券な
どの有価証券の売買を行う証券取引
所のほか，金融デリバティブを行う
金融先物取引所，商品デリバティブ
を行う商品取引所があります。
　証券取引所と金融先物取引所は，
2006年の金融商品取引法（以下，「金
商法」と言います。）制定時の法改
正で金融商品取引所という概念の下
に包摂され，金商法の規制に服し，
金融庁が規制監督庁となっていま
す。他方，商品デリバティブは，商
品先物取引法（以下，「商先法」と言
います。）の規制に服し，経産省・農
水省が規制監督庁となっています。
　ところが，2012年３月の金商法改
正によって，商先法上の商品（ただ
し，コメ等の特定商品は除きます。）
を，金融商品取引所におけるデリバ

ティブ取引の対象となる「金融商品」
の定義に加えることになりました。
この結果，現在ある商品取引所のほ
か，金融商品取引所においても，証
券・金融と並んで商品デリバティブ
取引を一体として行うことができる
ようになったのです（いわゆる総合
取引所構想）。
　ここで問題となるのが不招請勧誘
禁止規制です。不招請勧誘禁止規制
については，現在，商先法では，取
引所取引を含めて不招請勧誘禁止の
対象にしていますが（ただし，損失
の額が取引証拠金等の額を上回るこ
ととなるおそれがあるものに限りま
す。），金商法は，禁止の対象を店頭取
引に限定し，取引所取引を不招請勧
誘禁止の対象にしていません。今後，
総合取引所が始動すると，商品取引
所における商品先物と，総合取引所
における商品先物とが併存すること
になりますが，商品先物の取引所取
引について，一方では，不招請勧誘
が禁止され，他方では禁止されない
というのは規制がアンバランスにな
るというので，商先法，金商法のそ
れぞれについて，相次いで改正案が
公表され，パブリックコメントの手
続に付されることになったのです。
3 　経産省・農水省の改正案（商先
法施行規則の改正案）の問題点
　経産省・農水省は，2014年４月５
日に商先法施行規則の改正案を公表
し，意見募集を開始しましたが，こ
の規則案は，ハイリスク取引の経験
者に対する勧誘以外に，熟慮期間等
を設定した契約の勧誘（顧客が70歳
未満であること，基本契約から７日
間を経過し，かつ，取引金額が証拠
金の額を上回るおそれのあること等
についての顧客の理解度を確認した
場合に限ります。）を不招請勧誘禁止
の適用除外規定に盛り込むもので，
法律に盛り込まれた不招請勧誘禁止
規制を，下位規範である施行規則に
よって実質的に骨抜きにするとい
う，内容的にも手続的にも，極めて不
当な改正案といわざるを得ません。
4 　金融庁の改正案（金商法施行令
等の改正案）への評価
　他方，金融庁は，本年５月30日に

金商法施行令及び金融商品取引業等
に関する内閣府令（金商業内閣府令）
の一部改正案を公表しましたが，こ
ちらは，商品関連市場デリバティブ
取引について，勧誘受諾の意思確認
義務，再勧誘禁止の対象とし，かつ，
その意思確認の方法として，一定の
取引関係にない個人顧客に対して，
訪問・電話によることを禁止する点
で，実質的には，不招請勧誘の禁止
と同一の効果を期待することがで
き，その意味で，高く評価できるも
のです。
5　これから
　先物取引業界には，不招請勧誘禁
止規制の結果，大幅に商品先物取引
の出来高が減った，規制が厳しすぎ
るとの意見があるようですが，社会
に期待されているのは，消費者トラ
ブルのない商品先物市場です。無差
別の訪問・電話勧誘という古いビジ
ネスモデルによって，市場を活性化
させようとするのは，本末転倒とい
わざるを得ず，消費者保護を後戻り
させることは許されません。
　そこで，当連合会は，2014年４月
10日に，「商品先物取引法における
不招請勧誘禁止緩和に反対する会長
声明」を公表し，続いて16日付けで，
経産省・農水省の改正案（商先法施
行規則の改正案）についての意見募
集に対して，改正案に反対する旨の
意見書を提出しました。また，各弁
護士会からも多くの反対意見をあげ
ていただきました。
　不招請勧誘禁止骨抜きを断固阻止
すべく，共に運動していきましょう。
　　

金融サービス部会

石川真司（愛知県）
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事 情件 報

１ 　本件は，国内一般先物取引の被害について，会社とと
もに各取締役の責任追及を行った事案です。平成26年４
月24日，最高裁第一小法廷は，名古屋高裁平成25年３月
15日判決（以下，「上記名古屋高裁判決」と言います。）
に対する大起産業株式会社（以下，「大起産業」と言い
ます。）側の上告棄却及び上告不受理決定を行い，大起
産業の代表取締役ら取締役５名に対し内部統制システム
構築義務違反につき役員責任を認めた上記名古屋高裁判
決が確定しました。

２ 　この点，上記名古屋高裁判決は，「控訴人会社（注：
大起産業）においては，業務に関する準則やマニュアル
の制定，従業員に対する研修制度や業務監査制度の導入，
主務省及び商品取引所の監査や指導等を受けての業務改
善など，法令遵守体制の整備及び紛議防止のための諸施
策が実施され，教育管理体制及び内部統制システムの構
築がされてきたようにも見受けられる。」としつつも，
他方で , 主務省及び日本商品先物取引協会による指導及
び処分，控訴人会社における紛議の状況，控訴人Ａ及び
控訴人Ｂの別件訴訟における供述等に照らせば，「各種
制度や諸施策の実効性は疑問」とし，「本件取引が行わ
れた平成20年２月当時，控訴人Ａら５名は，控訴人会社

の従業員が適合性原則違反などの違法行為をして委託者
に損害を与える可能性があることを十分に認識しなが
ら，法令遵守のための従業員教育，懲戒制度の活用等の
適切な措置を執ることなく，また，従業員による違法行
為を抑止し，再発を防止するための実効的な方策や，会
社法及び同法施行規則所定の内部統制システムを適切に
整備，運営することを怠り，業務の執行又はその管理を
重過失により懈怠したものというべきである。そして，
控訴人Ａらの上記職務懈怠と，本件取引における控訴人
会社の従業員らの違法行為及び被控訴人が被った損害と
の間には相当因果関係があると認められる。したがって，
控訴人Ａら５名は，被控訴人に対し，連帯して，会社法
429条１項に基づく損害賠償責任を負うものというべき
である（同法430条）。」として，全取締役の対第三者責
任を肯定しました。
３ 　上記名古屋高裁判決は，おそらく初めて国内公設商品
先物取引業者に対し，会社法及び同法施行規則所定の内
部統制システム構築義務違反についての役員責任を認め
た判決と思われ，今回，最高裁で確定したことにより，
先例的意味を有するものになったと思料します。

正木健司（愛知県）

１　本件は，適格消費者団体大分県消費者問題ネットワー
クが，大学受験予備校を運営する学校法人に対し，予備
校生（消費者）が大学受験予備校を中途退学した際，予
め納付した１年分の授業料相当額を原則として返金しな
いとする契約条項（いわゆる授業料不返還特約）が消費
者契約法９条１号の「平均的損害」を超えて解約金を徴
収するもので違法であるとして，当該条項使用の差し止
め等を求めた事案です。

２　大学（国立・私立）が定める不返還特約については既
に最高裁判例が存し（最判平成18年11月27日・民集60巻
９号3437頁），大学の入学年度が始まる日の前日までに
在学契約が解除された場合には，原則として，大学に生
ずべき平均的な損害は存しません。しかし，同日よりも
後に解除された場合には，学生が納付した授業料等・諸
会費等は，初年度に納付すべき範囲内のものにとどまる
限り平均的な損害を超えないと判断しました。そこで，
かかる判例の理が大学受験予備校にも当てはまるかが１
つの論点でした。

３　本判決は「・・・予備校との間で在学契約を締結した
一人の消費者が，在学生としての地位を取得した後にこ
れを解除した場合，当該予備校は，これにより幾らかの
損害を被ることはあり得るとしても，中途入学者を受け
入れること，その他の事前の対策を講じることは十分に

可能であり，少なくとも , 本件不返還条項が定めるよう
な，当該消費者が納付した解除後の期間（いまだ役務を
提供していない期間）に対応する授業料の全額について，
一般的，客観的に損害を被ることにはならない」「在学
者（予備校生）が大学受験予備校と締結した在学契約を
解除するのは，・・・予備校としても当然に予定してい
る事情や本来企業努力等により改善すべき事情によるも
のと考えられるのであり，このような場合にまで予備校
がいまだ役務を提供していない期間に対応する授業料の
全額を確保するのは，法９条１号の趣旨に照らし疑問で
ある」等と判示し，適格消費者団体の請求を認容しまし
た。つまり，上記最高裁判例の理は当該予備校には当て
はまらない，ということです。
４　消費者契約法９条１号の「平均的損害」については，
その解釈につき様々な意見がありますが，本判決は，当
該事業の運営を具体的に考察して平均的損害を判断した
点に意義があります。
　　また，大学受験予備校の入校方法は，地域や学校法人
によって大きく隔たるということもないと思慮しており
ます。このため，本判決の論理は，同種の受験予備校あ
るいは専門学校についても十分利用できると理解してい
ます。

井田雅貴（大分県）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

名古屋
大起産業の内部統制構築義務違反につき取締役責任を認めた名古屋高裁判決が最
高裁で確定（最高裁平成26年４月24日決定）

大分
大学受験予備校の授業料不返還特約条項が消費者契約法９条１号に違反するとして，当該
条項につき使用の差止め等が認められた事例（大分地方裁判所平成26年４月14日判決（確定））
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事 情件 報

１　エル・アンド・ジー株式会社（以下，「L&G」と言い
ます。）は，円天と呼ばれる擬似通貨を用いたねずみ講
まがいの商法を全国で展開してきた会社ですが，平成19
年３月頃に配当を停止し，同年10月上旬に警視庁による
捜索が行われ，被害が顕在化しました。

２　これを受け，有志の弁護士により L&G被害対策弁護
団を結成し，同月31日，東京地裁に同社及び代表者の破
産手続開始の申立及び保全管理命令等の申立を行いまし
た。L&Gは，当時，大手都市銀行などに１億円を超え
る預金債権を有しておりましたが，同庁が速やかに保全
管理命令及び包括的禁止命令を発令し，その後，破産手
続開始決定を行ったことにより，これらが破産財団に組
み入れられることになりました。

３　弁護団は，換価業務の終了が近くなってきたことから，
今般，前記破産申立等にかかる弁護士費用1500万円を破
産法148条１項１号による財団債権として請求しました。

４　弁護団としては，その額の算定基準について，破産申
立手続の公共性に鑑み，住民訴訟や株主代表訴訟におけ
る判例法理（最判平成21年４月23日・民集63巻４号703
頁等）を参考にし，「事案の難易，弁護士が要した労力
の程度及び時間，形成された破産財団の額，破産手続の

性格その他諸般の事情を総合的に勘案して」決すべきで
あると主張してきましたが，破産管財人は形成された破
産財団の額を基準とすることには難色を示していまし
た。しかし，上記の通り，本件においては相当額の預金
債権が確保されたこともあり，弁護士費用1500万円のう
ち1000万円を財団債権として認めることについて，平成
26年４月10日，破産管財人との間で最終的に合意が成立
しました。
５　消費者被害事件においては，被害の拡大防止や財産の
隠匿・散逸防止，被害の適正かつ公平な回復等の観点か
ら，破産手続開始の必要性が高い一方，自己破産申立は
期待できず，また，債権者破産申立についても，その費
用の確保等の障害から申立を躊躇せざるを得ない場面も
少なからずあったところです。今般，東京地裁において
財団債権として認められた額は，破産財団が形成されな
い場合には，手続費用が申立人と弁護士の負担となるこ
とを考えると必ずしも十分ではない面もありますが，依
頼者の直接的な負担を軽減しつつ一定の弁護士費用が確
保される途を開いたものであり，同種事件への破産手続
の利用拡大への一歩になるものと期待します。

木本茂樹（東京）

１　本件は，車の販売業者である有限会社ケー・ウィング
ス（事実上，社長１名のみ）が，顧客に次々と車両を販売
し，その際に信販会社のクレジットや銀行の目的ローン
を利用させたものの，納車未了や名義変更未了のまま社
長が死亡（自殺とされる）したため，顧客らに多額のクレ
ジットやローンだけが残ったという案件です。被害者は，
①納車未了等の債務不履行案件，②従前クレジットの「組
み替え」と信じて新規ローンを組んだところ従前クレジ
ットが清算処理されず二重ローン状態に陥った案件，③
「迷惑をかけない」と懇願され協力させられた名義貸し
案件（利益供与等は一切無し）の３類型に分かれます。

２　信販会社のクレジットによる被害者は，抗弁の対抗な
どを主張して早期に和解できました。しかし，銀行（北
洋銀行）は，弁護団との交渉を拒絶して被害者に直接連
絡し，同銀行で組んだ住宅ローンの一括返済を迫るなど
したため，被害者側から提訴し（原告33名），「銀行の目
的ローンへの割賦販売法の適用（抗弁の対抗）」を中心
に争いました。

３　銀行は，販売業者とは加盟店契約等を締結しておらず
管理責任・管理能力も無く，目的ローンは顧客と銀行の
間の金銭消費貸借契約に過ぎないと主張していました。
これに対し，弁護団は，被害者が同銀行の一支店に集中

し，その支店の無担保ローン案件の８割を占めていた実
態や，各契約の事前審査から融資実行に至るまで，担当
銀行員らが当該販売業者に数々の便宜を図っていたこと
等を詳細に立証し，販売業者に対する抗弁を対抗されて
もやむを得ないほどの密接な関係が継続的に存在してい
たという本件の特殊事情を強調しました。
４　本判決では「販売契約とローン契約の密接牽連性」が
認められ，割賦販売法が適用された結果，上記①と②の
被害者は抗弁の対抗（錯誤無効）によって救済されまし
たが，③の名義貸し案件については，詳細な理由付けも
無く，信義則に反するとして抗弁の対抗（虚偽表示）が
認められませんでした。
５　本判決は，当初予定されていた言渡し期日が無期延期
され，最終弁論から約11か月後にようやく出されたもの
であり，裁判所も非常に悩んだことが推測されます。銀
行の目的ローンに割賦販売法の適用が認められたこと
は，消費者被害救済の上で一定の成果と言えます。被告
側は控訴しましたので，弁護団としては控訴審において
さらに抗弁対抗の適用を説得的に主張立証する必要があ
ります。なお，弁護団は，③の名義貸し案件について控
訴しました。

小林由紀（札幌）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東京
破産管財人が債権者申立破産事件における弁護士費用の一部を財団債権として認
めた事例（東京地方裁判所平成26年４月10日合意）

札幌 銀行の目的ローンに割賦販売法の抗弁対抗を認めた事例
（札幌地方裁判所平成26年１月９日判決（双方控訴））
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文献 介紹事催・
文献紹介  インターネット消費者相談Ｑ＆Ａ〔第４版〕

　SNSやスマートフォンなどインターネットの技術的な進歩に
伴い，より多様化している消費者トラブルについて，具体的な事
例を取り上げ，それに対する解決策・予防策を消費者被害救済の
立場から分かりやすくコンパクトに解説した実践的手引書です。
今回の改訂では，未成年によるオンラインゲームの高額利用や
「コンプガチャ」を含めた「ガチャ」（電子くじ），Web 閲覧履歴・
個人情報の流出など最新の被害の実情に合わせ，事例を差し替え

ました。個人情報の保護，ビッグデータの活用
などの解説コラムも設けています。インター
ネット消費者被害の相談にあたる弁護士の入門
書として是非ご一読下さい。
Ａ５判　126頁／ 972 円（税込）
発　行　民事法研究会
第二東京弁護士会消費者問題対策委員会編

催 事  第50回全国証券問題研究会・奈良大会

日　時：2014年9月5日㈮　10時～18時，6日㈯　9時～12時
場　所：1日目　奈良県新公会堂　　2日目　奈良商工会議所
参加費：未定
問合先：西本暁（横浜）　TEL 045-663-6933

　証券取引（株式，投資信託，仕組債、金融デリバティブ取引等）の被害救済に役立つ実践的且つ理論的なプログラムや勝訴判決報告などが多数準
備された入門講座です。今回は，一橋大学の角田美穂子教授をお迎えして，適合性原則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。

　本号では，紙面の数ヶ所に津谷元委員長が撮影
された鳥の写真を掲載しております。写真を見て
すぐに鳥の名前が浮かんできましたでしょうか。
オオタカ，カワセミ，アカゲラだそうです。アカ
ゲラが木に穴を開けた際に水平に飛び散っている
木くずからは躍動感が，オオタカの写真からはこ

の１コマの前後の出来事が想像させられます。写
真を眺めながら，私が最近見た鳥を思い出してみ
ると，事務所のそばで飼育されている十数羽の鳩
（毎朝，群れて飛んでいます。）と繁殖期を迎えて
歩行者を威嚇するカラスくらいです。車での移動
ばかりで木を見ながら歩く機会が減ったせいで

しょうか，少し寂しい気もします。自宅から事務
所までの通勤路には，廃線になった線路跡を利用
した公園が500ｍほど続いているため，今年の
夏は徒歩通勤を実践し，野鳥観察と健康を促進に
努めてみようかと思案中です。
 中原正樹（釧路）

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

前委員長あいさつ

委員長退任の挨拶  
１ 　委員長就任の２年間を簡単に振り返
り，退任挨拶に代えます。
２ 　就任早々，当委員会の予算問題に直
面しました。前年度と同額の予算で前
年度よりも全体会議が１回多くなる，
そのため３～400万円の不足が予想さ
れるという問題でした。スカイプ会議
などの利用を呼びかけたのですが，こ
れが，「委員会参加のために上京でき
ないのか」という衝撃を皆さんに与え
てしまい，部会活動の萎縮が懸念され
ました。大変反省しています。幸いに
も，これは杞憂に終わりました。他方
でスカイプやTV会議などによる参
加形態の多様化という副産物が生み
出されました。また，シンポジウムも
TV会議方式が定着し，関心の高いテ
ーマだと全国30カ所以上でTV中継
されるようになりました。
３ 　委員長就任当時は，民主党政権下の
福嶋浩彦長官の消費者庁と当連合会

は関係がぎくしゃくしていたのです
が，2012年８月に消費者庁長官が阿
南久長官に交代し，12月には自民党
政権になり森まさこ担当大臣の就任
が実現したことにより，消費者庁との
関係もずいぶんと改善されました。国
の消費者政策を進める上で，当連合会
の果たすべき役割がより大きくなっ
たものと実感しています。
４ 　政策の推進・実現だけでなく，後退
化を阻止するという課題もありまし
た。貸金業法改悪や不招請勧誘規制の
廃止といった動きです。
　 　１年目は，貸金業法の改悪の動きで
す。与党部会（民主党）の場で弁護士
出身議員がそのような動きを厳しく
批判してくれたおかげもあって，改悪
されずに済みました。しかし，またも
やその動きが再燃し，次は議員立法で
やられないか心配があります。引き続
き注視し，情勢に応じた速やかな対応

が必要です。
　 　２年目には，商品先物取引の不招請
勧誘規制廃止の動きがありました。ま
だ現在進行形ですが，総合取引所取引
では，金融庁が当初の自主規制よりも
大きく踏み込んだ規制案を提示した
ことにより，不招請勧誘規制の廃止は
かろうじて免れることができそうで
す。故津谷裕貴元委員長から叱られず
に済みそうです。経済産業省の省令案
の阻止は，まだこれからです。
５ 　当委員会は，違法収益吐出し部会や
民事司法PTもできて，ますます課題が
増えています。今年は当委員会設立30
周年です。同期の野々山宏委員長にバ
トンを渡し，引き続き支えていきます。
　 　この２年間委員会運営にご協力いた
だいた皆さんに，この場を借りてお礼
を申し上げます。ありがとうございま
した。

国府泰道（大阪）


