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1　はじめに
　2014年６月11日，当連合会は，同
月10日の内閣府消費者委員会の景品
表示法（景表法）課徴金制度導入に
関する答申を受け，今秋の臨時国会
にも課徴金制度を盛り込んだ景表法
改正法案の上程が見込まれる情勢の
中，標記シンポジウムを開催しまし
た。
2　景表法の制度の処分例
　消費者庁表示対策課片桐一幸課長
からは，次のとおり説明がありまし
た。①「北海道から産地直送！本場
ズワイガニ」と広告したものの，実
は外国で漁獲し輸入したカニであっ
たというように，とても良い品質（規
格，内容）だと消費者には思わせて
おいて，実際にはそうではない表示
は，「優良誤認」として禁じられる（景
表法４条１項１号）。②「通常価格
298円のところ今なら198円とお買い
得」という二重価格表示は，最近相
当期間にわたって販売されていた価
格とはいえない価格を比較対象価格
に用いる場合など不当な場合には，
「有利誤認」として禁じられる（同
条１項２号）。③商品・サービスの
品質等を誤認させる優良誤認表示に
ついては，広告された品質等の裏付
けとなる合理的な根拠を示す資料を
持たないもの（「不実証広告」）は，
優良誤認表示と見なされ，消費者庁
の立証責任が軽減されている（同条
２項）。最近の例としては，「二酸化
塩素の強力パワーで菌を除去」「空

間除菌，ウイルス除去」を標榜する
グッズ販売業者に対する措置命令が
挙げられる。
3　適格消費者団体の取組み
　景表法の不当表示は，適格消費者
団体の差止請求の対象となっている
ことから，各地の適格消費者団体か
ら報告が行われました。NPO 法人
京都消費者契約ネットワークから
は，投資信託運用業者，予備校，美
容外科，家電製品小売業者，法律事
務所，ゲームサイト運営業者などに
対し，差止めを求めた事例が紹介さ
れました。また，NPO 法人消費者
支援機構関西からは，「グルコサミ
ン＋コンドロイチン」のテレビCM
に関する世田谷自然食品に対する差
止請求の事例が紹介されました。
4　本シンポジウムの意義と今後の
活動
　景表法上の禁止行為と消費者契約
法の誤認取消権を比較すると，優良
誤認表示は，契約の内容に関する不
実告知等（消費者契約法４条４項１
号）と対応し，有利誤認表示は，取
引条件に関する不実告知等（同条４
項２号）と対応しています。のみな
らず，特商法，割販法，金融商品取
引法，宅建業法，旅行業法，ゴルフ
場会員契約適正化法など，事業者の
顧客に対する不実告知等による不当
な顧客勧誘を規制する業法規制・民
事規制と，適用場面・違法領域にか
なりの重なりがあります。景表法運
用の実務では，消費者が消費生活セ

ンターや弁護士に依頼して被害回復
を図ることが困難な領域にターゲッ
トを絞った運用が行われているよう
です。このような領域では「不当表
示のやり得」が繰り返され，法が守
られていないことから，消費者被害
の防止のみならず公正競争の保持の
ためにも，違法収益を剥奪し，違反
業者にうまみを残さない課徴金制度
の立案がぜひとも必要です。また，
剥奪した違法収益は，消費者の財産
を侵奪して得られたものですから，
被害回復につなげるスキームを工夫
しなければ意味がありません。さら
には，行政による不当表示・不実告
知等禁止政策は，在野の消費者利益
の担い手による差止めや被害回復活
動と，消費者市民社会の中では共鳴
し合う関係にあります。制度設計に
おいては，互いに自立しながら連携
するハーモニー感を育てやすい政策
が実施される必要があります。これ
らは，今般の課徴金制度の立案・実
施にあたっても，課徴金率の設定，
自主返金制度の運用，寄付基金の使
途の在り方に直接関わってくる観点
です。今後もあるべき課徴金制度導
入に向けて活動してまいりますの
で，各位のご支援ご協力をよろしく
お願いいたします。

違法収益吐き出し部会
副委員長　平田元秀（兵庫県）

シンポジウム「表示・広告の一般法―景表法　その活用法
とよりよい改正を考える」 
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費者被害回復訴訟制度は，消費者目
線からの競争法のエンフォースメン
ト（ルールの実効性を確保する手段）
として積極的に評価すべきであり，
将来的にはEUのように競争分野へ
の拡充を図ることも視野に入れるべ
きであると指摘しました。
5　パネルディスカッション
　引き続き，内閣府消費者委員会委
員長の河上正二東京大学教授，同委
員会委員の高橋伸子氏，泉水文雄神
戸大学大学院教授，全国消費生活相
談員協会会長の吉川萬里子氏をパネ
リストに招き，中嶋弘会員（大阪）
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。
　各パネリストからは，基調報告を
踏まえ，①旧NOVA事件で特商法
が適用された最高裁判決（最判平
19・４・３民集61-3-967）が出され
たことは，公正なルールに従って競
争する事業者が市場に残ることが出
来たという意味で市場全体の発展に
寄与したと言えること，②不招請勧
誘が禁止され市場改革に取り組んだ
FX市場と比較して，商品先物市場
での不招請勧誘復活の動きは，日本
の商品先物市場自体に魅力がなく，
プロの投資家が減った穴を素人で埋
めようというのは筋違いであるこ
と，③食品偽装問題に端を発する表
示の適正化と景表法への課徴金導入
の動きは，消費者の合理的判断に資
するとともに適正な表示をしている
事業者を守り，市場の発展に資する
こと，④集団的消費者被害回復訴訟
制度も市場の発展を阻害するもので
はないこと，⑤一口に「規制改革」
といっても，撤廃すべき規制とそう
でない規制があること等々，様々な
方向から熱心な討論が行われまし
た。

包括消費者法部会
村井潤（大阪）

　2014年６月14日午後１時から当連
合会主催の標記シンポジウムが大阪
弁護士会館にて開催されました。概
要は以下のとおりです。
1　基調報告①「旧NOVA商法の
しくみ…顧客・業界にもたらした
もの」

　高橋正人会員（大阪）は，長期間
の契約になるほど極端に１授業あた
りの単価が安くなる独自のポイント
単価制を導入し，企業会計原則を無
視したかのような会計方法を用いて
野放図に行われた旧NOVA商法が，
如何に多数の被害者を生み英会話市
場に弊害をもたらしたかを報告しま
した。
2　基調報告②「不招請勧誘規制の
緩和問題…商品先物・FX取引を
比較して」

　斎藤英樹会員（大阪）は，従前ト
ラブルの絶えなかった商品先物取引
について，2009年に訪問・電話勧誘
（不招請勧誘）を禁止したところト
ラブルが激減したこと，FX取引で
は不招請勧誘を禁止した結果，手数
料競争や新たなビジネスモデルの構
築が進んで多くの投資家を引き寄せ
て活況であり，悪質な訪問勧誘業者
を淘汰し健全かつ公正な市場を後押
ししたといえることを報告しまし
た。にもかかわらず，現在，経済産
業省を中心に，商品先物取引につい
て不招請勧誘の禁止を撤廃もしくは
大幅に緩和しようとする動きについ
て，再び不適切な勧誘や苦情トラブ

ルを誘発しかねないという強い危惧
を示しました。
3　基調報告③「食品偽装表示を巡
る諸問題…表示ルールの役割を考
える」
　松井良太会員（大阪）は，2013年
に各地のホテルで相次いで発生した
食品偽装表示問題（バナメイエビの
芝エビへの偽装，ブラックタイガー
のクルマエビへの偽装等々）につき，
同年12月19日，消費者庁がホテル運
営各社に対して景品表示法に基づく
措置命令を発したこと，この問題の
背景として，食材や食品，また，こ
れらに関わる法令等に関する知識や
認識の不足，部門間や仕入先との連
携・品質管理等に係る社内体制の問
題，正しい情報提供を行うことの重
要性に関する意識の不足等があるこ
とを報告しました。そして，食品表
示を規制する上では，景表法にいう
「消費者の自主的な選択を確保する
ことで公正な競争を確保する」こと
に加えて安全面を重視すべきこと，
これにより，消費者側の「自主的選
択」に資し，企業側にも，消費者に
適正な情報を提供することで中長期
的に利益となるメリットがあるこ
と，法規制に伴うガイドラインによ
り明確な指針が与えられることで，
消費者に正しい情報提供を行うこと
が可能となり，適正な競争が実現さ
れこそすれ競争が妨げられるわけで
はないことを指摘しました。
4　基調報告④「競走法の視点から
みた消費者保護…自由競争市場
における消費者の役割とは」
　大高友一会員（大阪）は，競
争法及び経済学の観点から，適
切な消費者保護のための市場に
対する規制は，自由競争と矛盾
するものではなく，かえって「市
場の失敗」を解決することによ
り公正かつ自由な競争を促進す
るものであることを報告しまし
た。その上で，適格消費者団体
による差止請求制度や集団的消
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シンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅷ 公正な市場と消費者法
～消費者保護は市場の発展を阻害するのか？～」 
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　西山氏からは，「美容外科」とは
何か，また，現実に起きているトラ
ブルケースとその原因，広告の問題
等について講演していただきまし
た。要旨は以下のとおりです。
1　「美容外科」とは
　美容外科は，精神的な悩みを外科
的に解決しようとする診療科であり
精神外科とも呼ばれている。すなわ
ち，人は鏡で自分の顔を見ると，気
になっている部分のみを見てしま
い，客観的に見ておかしくないのに，
主観的に「自分の目は小さい，鼻が
低い」などと思い込んでしまう傾向
がある。その主観のみに従って解決
しようとすると，最初は満足してい
ても後日再び悩みがぶり返し，結果，
患者からは手術は失敗という評価を
受けることとなる。このように美容
外科においては患者の主観的な要
望・要求が強いが，医師は客観面を
も考慮して患者に対し手術の是非を
説明しなければならない。

基 調 講 演

「美容外科について」
西山真一郎（医師・公益社団法人日本美容医療協会常任理事）

第25回夏期消費者セミナー報告

「美容医療と消費者被害
～被害の背景と救済の方策を考える～」
　2014年７月12日，愛知県弁護士会館にて，124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，愛知県弁護士会の岡嗣人副会長より，「美容医療における広告規制の現状・問題点や説明義務の在り
方を考え，弁護士が美容医療の相談に適切に対応できるための対策を検討することは，まさに時宜にかなったもので
す。」と開会の挨拶がありました。
　引き続き，当委員会の岡田崇副委員長（大阪）より，「美容医療は，医療という側面と消費者問題という側面を有し，
医療過誤，情報提供や広告の在り方などの多様な問題を含んでおり，弁護士にとってどう取り組めばいいのか非常に
分かりにくい分野です。本日は，このような美容医療の問題について，医師，法律学者，新聞記者，厚生労働省の広
告担当者の皆様からお話をいただきます。」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。）。
※肩書きは，夏期セミナー当時のものです。

2　美容外科手術の実例とトラブル
の実態
　美容外科は形成外科の一分野であ
ることから形成外科手術（「ほくろ除
去」「黒痣（色素性母斑）」「小耳症」「眼
瞼下垂症」等に対する手術）のノウハ
ウを基礎としている。例えば，「二
重瞼」「乳房」「包茎」「脱毛」「糸によ
るリフトアップ」等の各治療がある。
　しかし，これらについてのトラブ
ルも絶えず，例えば，施術に関して
は，不自然に広い幅の二重瞼手術や，
脱毛によるやけど，その後の色素沈
着，フェイスリフトによる痛みや引
攣れ等の問題がある。また，料金設
定が不明瞭であったり，効果不明な
注入物や高額な材料を勧める広告・
説明の問題や，即日手術を迫る勧誘
の問題等がある。また，そもそもエ
ステティシャンによる脱毛は，無資
格であり違法である（以上について，
スライドを交えて手術方法及びトラ
ブル態様について詳細な説明がなさ
れた。）。　
3　トラブル発生の背景と美容医療
協会の取組み
　美容医療の患者には手術の事実を
隠したいとの心理が働くため，口コ
ミが少なく，広告を出せば集客でき
る。一方，全国規模の広告となるこ
とから，広告費用を捻出するため一
人あたりの患者からできるだけ稼ご
うと本来不要な手術を行ったり，効
率を求めて誇大・違法広告が行われ

たり，全国展開するため経験の浅い
医師であっても募集することがトラ
ブルの原因となる。また，患者には
トラブルが発生しても隠したいとい
う心理が働き，訴訟等になることは
滅多にないため，当該トラブルが世
間に知られることなく同じ過ちが繰
り返される，という悪循環がある。
　美容外科トラブル発生の一番の原
因は「誇大広告」「違法広告」にある。
日本美容医療協会では，トラブル予
防のために，広告の自主規制案を作
り，厚生労働省等に働きかけたり，
同協会のホームページの美容医療ト
ピックスにおいて様々な情報を提供
するとともに美容医療相談室や電話
相談室を設置して適正認定医のボラ
ンティアによる相談を行っている。
　平成19年の医療法改正により違法
広告に罰則が課せられるようになっ
てからは，大手出版社の違法広告は
少なくなってきたものの，ミニコミ
誌やネット上ではいまだに違法な広
告が目立つ。「医療広告ガイドライ
ン」により広告表示の可否が示され
ているが，広告と見なされていない
（規制対象外の）各医院のホームペ
ージの問題が大きく（平成25年の同
ガイドライン改正により一部ホーム
ページは広告として取り扱うことと
されたが，限定的である。），現状で
は，ホームページが違法広告以上の
問題を発生させていると思われる。
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　手嶋氏からは，消費者被害の観点
から，美容外科をめぐる法的課題に
ついてご講演いただきました。以下
は，その要旨です。
1　はじめに～医療と消費者問題
「患者は消費者か」
　医療はこれまで消費者問題として
扱われることが多くなかった。しか
し，美容医療は，受診するかどうか
選択の余地があること，自由診療制，
当事者間の知識経験の格差，立場の
補完性がない等から，患者を消費者
として扱うことは決して不自然では
ない。
2　美容医療の法的位置付け～美容
医療の特色
⑴　美容医療と通常の医療
　医療の適法化要件としては，単に
治療目的があるだけでは足りず，①
処置・治療の医学的な適応性，②医
学準則に従った処置，③患者の同意
が必要となる。
　美容医療の場合，①は客観的に非
常に小さいか，ないことが多い。②
の必要性は一般の医療と同様であ
る。③は，患者自身が望んで来院す
る以上，危険性の告知を受けても処
置を取りやめる反対動機を形成しに
くい。
⑵　美容医療の特色を加味した課題
の検討
　処置の限界を画するのは患者の意
識・希望であるため，情報提供の在
り方，広い意味で消費者教育の問題
につながる。
　その際に考慮すべき側面が，患者
の自由な選択（自己決定権）の重要

基 調 講 演

「美容医療と消費者被害～美容外科をめぐる法的課題」
手嶋豊（神戸大学大学院法学研究科教授）

性と美容医療を取り巻く諸状況であ
る。前者に関し，患者の希望が不合
理な場合には，総合的見地からその
要否を判断すべきである。後者では，
新しい治療法・薬品等の水準的治療
設定の困難さや，美容医療チェーン
の儲け・ノルマ的運用，口コミ等に
よる受診抑制が期待できない問題が
ある。自由診療が基本のため，国に
よる総量規制的なコントロールも困
難との問題もある。
3　美容医療をめぐる紛争処理状況
⑴　医療事故・医療過誤
　裁判例の大半は，重大な結果発生
や効果不達成等の医療事故をめぐる
ものである。問題処理の困難さは，
通常の医療事故と共通である。
　法律構成は不法行為，債務不履行
いずれも可能で，責任の根拠となる
事情は，医療技術上の過誤及び説明
義務違反である。前者は，過失の特
定や因果関係及び手技上の失敗の立
証の困難さといった課題がある。後
者では，説明義務違反が認定されて
も，自由な選択の妨害を理由とする
慰謝料しか認められない可能性があ
る。説明義務において義務づけられ
る説明には経済的なものは入らない
ことが通常である。
　なお，通常の診療債務は「手段債
務」だが，美容医療を「結果債務」
とする議論がある。しかし，結果の
保証は困難であり，あまり支持を得
られないだろう。
⑵　消費者問題としての課題
　広告あるいはガイドラインを適切
に提供することが必要である。

　関連裁判例として，治療行為の客
観的性格と患者の認識に食い違いが
あったとして錯誤無効を認めた横浜
地判平成15年９月19日（判時1858号
94頁），当該術式が一般に承認され
たものと言えない場合には，その事
実は消費者契約法４条２項の不利益
事実に当たるとして不利益事実の不
告知を認めた東京地判平成21年６月
19日（判時2058号69頁），キャンセ
ル料が100％発生する時期に行われ
た説明の実施時期が不適切と認め，
説明義務違反と捉えた東京地判平成
25年２月７日（判タ1392号210頁）
がある。その他の法的構成として，
詐欺，強迫などがある。
　もっとも，美容医療は身体に外科
的侵襲を受ける場合があり，実施さ
れた美容医療に対する不満は，代金
返還だけでは解決されない可能性が
ある。

パネルディスカッション
パネリスト　
西山　真一郎（医師・公益社団法人日本美容医療協会常任理事）
手嶋　豊　　（神戸大学大学院法学研究科教授）
田邊　利奈　（中日新聞生活部記者）
井上　大輔　（厚生労働省医政局総務課薬事情報専門官）
コーディネーター
末吉　宜子　（弁護士・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事）
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1　美容医療と広告の問題
⑴　具体例
　田邊氏から，美容医療と広告の問
題の具体例として，週刊誌の「安心
の定額制，切る治療７万円」という
包茎手術の広告を見て病院に行った
男性が，皮膚がんや切断の可能性を
示唆され，特殊な治療でないと対応
できないと言われて，即日165万円
の手術の契約を結んでしまったとい
う事例が紹介された。その上で美容
医療では，医師と患者の圧倒的な知
識量の格差に起因して，患者は，医
師のアドバイスに依存するしかない
状況にあること，熟慮するのは患者
にとって困難な状況にあること，美
容医療の広告は料金表示の在り方に
問題があること，医療広告の規制が
実効性があるものとなる必要がある
ことが指摘された。

⑵　医療広告規制に関する法制度等
の枠組み
　井上氏から，広告規制に関する法
制度等について，①医療法と医療法
に基づく関連ガイドライン，②医療
法に基づかないガイドライン，③そ
の他医療関係法令ではない法令に基
づく規制という分類を前提に説明が
された。そして，①として医療法，
施行令，施行規則，告示があり，さ
らに「医療広告ガイドライン」と「医
療広告ガイドラインに関する
Q&A」，②として「医療機関ホーム
ページガイドライン」，③として不
当景品表示法と薬事法があることが
説明された。その上で，近時，問題
が指摘されているホームページ（以
下「HP」という。）については，医
療機関HPでバナー広告とリンクし
ているものが医療広告規制の対象と
なり，バナー広告とリンクしない
HP は，「医療機関ホームページガ
イドライン」の対象ではあるが，法
規制の対象ではないと説明された。
その理由は，バナー広告とリンクし
ていないHPは，患者が検索してそ
の医療機関の名称を認識した上で当

該HPにたどり着くのであり，広告
該当性の判断基準となる３要件（①
誘引性，②特定性，③認知性）のう
ち，③認知性を満たさないためと説
明された。これに対して田邊氏から
は，検索による認知であっても，検
索結果の一覧の中から選ぶという意
味では，HPも週刊誌の広告と変わ
らない。せめて料金が高額になる可
能性があることを表示させるだけで
も全然違うとの指摘がされた。
　また，井上氏からは，医療広告規
制の違反となるかどうかの判断は，
薬事法上の承認の有無にも配慮しな
ければならず，直ちに判断できるも
のではないという説明がなされ，違
法が疑われる広告を見つけた場合に
は，医療機関のある保健所に相談す
ればよいとの説明がなされた。
⑶　「医療機関ホームページガイド
ライン」の実効性
　西山氏は，同ガイドラインについ
て，まだ実効性は上がっていないも
ののそれなりの成果はあったと指摘
した。一方で，医療法による規制が
必要なのではないかとの指摘に対し
ては，井上氏から，医療機関のHP
全てに対して医療法の広告規制をか
けた場合，「かかりつけ医」といっ
た表現が使えなくなったり，国立の
癌研究センターの癌情報などの掲載
も出来なくなるなど問題もあるた
め，一律の規制は疑問であるとの意
見が示された。もっとも，バナー広
告とリンクしたHPについては既に
法規制されているので，これを広げ
ていくことは考えられるとの見解も
示された。また，井上氏からは，お
とり広告の問題について，他の業種
についても固有の規制はなく医療特
有の問題ではない，逆に，景表法の
規制（虚偽・誇大広告など）は及ん
でいるとも指摘があった。
2　美容医療の特殊性
⑴　患者の希望・主観の偏重
　手嶋氏からは，確かに，美容医療
では患者本人の意思が重要であると
ともに，改善すべき状況は患者本人
しかわからないという特殊性がある
が，患者の意思を偏重しすぎること
は問題であること，当該処置によっ
て得られる利益，見込み，第三者の
印象等全般的な説明を要求すること
はできると思うと指摘がされた。
　また，西山氏からは，患者の希望
ということが出発点ではあるが，希
望の背景にある患者の悩みに沿った

対応が可能なのかどうかという観点
で説明する必要があること，手術で
はマイナス面が出るのは不可避なの
でこれをきちんと説明をして一つ一
つ了解を取っていくことが重要であ
ると指摘がされた。また，美容医療
の患者は思い込みが強い傾向にある
ので，患者は自分自身のイメージを
前提に悩んでいるということを認識
することが必要であること，そのた
め，医療の現場では，本人のイメー
ジと客観的な自分の顔とのギャップ
を認識してもらうことも重要である
と指摘し，その手段として，色々な
距離，角度から撮れるため写真より
もビデオが，有効な場合が多いと説
明がされた。
⑵　医薬品の特殊性
　美容医療に特有の医薬品につい
て，西山氏から，ヒアルロン酸やコ
ラーゲンなどの注入剤は，ほとんど
がその安全性が認められていないこ
とが紹介され，井上氏からは，薬事
法上の承認のない医薬品が美容医療
において使用されている仕組みにつ
いて，薬事法は流通規制で使用規制
ではないことから，薬監証明を提出
した上で海外から個人輸入という形
で入手して使用することができると
いう仕組みが紹介された。ただ，こ
れらは日本人としての有効性・安全
性が確認されていないので，緊急避
難的に使用されるべきであるとの指
摘がされた。医療機関ではこれらの
安全性をどのように確保するのか，
ということについて，西山氏から，
海外のどこで承認されているのかが
チェックポイントであること，医師
が個人的に，他機関に安全性の分析
を依頼するなどして安全性の確保に
努めていると説明がされた。
3　美容医療被害における被害回復
のための方策
⑴　医療技術上の義務違反の立証に
ついて
　美容医療訴訟でも，通常の医療訴
訟と同様の，医療水準を前提にした
義務違反の主張は必要である。西山
氏によると，医療水準の文献として
は，第一は教科書だが，古いという
難点があり，学会誌や医療出版の特
集記事なども参考になるとのことで
あった。新しい施術について文献が
ないということは，その有効性や安
全性がまだ確立していないことでも
ある，中には，そもそもあり得ない
と思う施術もあるため，問題点につ
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いては形成外科医に聞いた方が早い
場合もある，とのことであった。
　業者が海外の文献を出してきた場
合につき，手嶋氏は，単なる論文は
現在の医療水準を示していないし，
我が国と海外の医療事情は違うとい
う問題もあると指摘した。
⑵　説明義務違反について
　手嶋氏は，美容医療の問題では説
明義務違反が重要と指摘した。美容
医療では，通常医療と異なり，そも
そも客観的には施術の必要性がない
にもかかわらずあえて手術等を行う
という特徴があることからすると，
施術の実行はより慎重になるべきで
あり，それに伴って説明義務違反も
加重すべきである，単に説明文を渡
したというだけでは説明義務を果た
したとは言えず，患者の十分な認識
と了解が必要であることは言うまで
もない，不当な広告で誘引されて医
療機関を訪れた患者が，医師から専
門知識を駆使されて一方的にコント
ロールされてしまうことは問題で，
医師と患者の情報格差を前提とした
情報提供義務違反という構成が可能
と指摘した。この点，西山氏は，フ
ェイスリフトは個人差はあるものの
なぜ続いているのかと不思議に思っ
ている手術法で，自分が説明する際
には「座った状態と仰向けに寝た状
態の変化くらいしか変わらない」と
説明すると指摘した（もっとも，そ
れでも大きく変わると感じる人と，
全く変わらないと感じる人に分かれ
るとのことである。）。こうした点を
踏まえ，手嶋氏は，合理的な人間で
あれば十分な説明を受ければ当該施
術を受けなかったかどうかというこ

とを判断基準と考えるべきであると
提言した。
　さらに，美容医療については，高
額すぎる費用も大きな問題となる。
手嶋氏は，医療過誤における説明義
務は，伝統的には，自己身体の処分
に関する話で，費用に関しては説明
義務に含まれない概念であるが，そ
れとは別に，自由診療であることな
どを根拠として別途付随義務として
の費用に関する説明義務を観念する
か，民法90条の暴利行為として問題
にするなどの対応が必要であると提
言した。そして，当該施術を受ける
か否かを選択するに十分な情報提供
がされることが必要で，ましてや，
自由診療に無理矢理誘導されるよう
なことがあってはならないと強調し
た。
⑶　消費者契約法について
　手嶋氏によると，十分な効果を得
られないのが普通であるという場合
には，不実の告知や不利益事実の不
告知にあたり取消が可能な場合があ
り，治療費の支払義務を免れるとい
う点からは有用な場合がある。ただ，
そのような評価の判例（東京地裁平
成21年６月19日判決）もある一方で，
業者側から，新しい治療だからこれ
らに当たらないとの反論はありうる
かもしれない。事案の積み重ねが必
要なところであるとのことであっ
た。
4　まとめ
　西山氏，手嶋氏からは，美容外科
に何が出来て何が出来ないかという
ことについて明確に伝えていく必要
があり，情報発信による周知が必要
である，ネガティブな情報は広がり

にくいので，より意識して広めてい
く必要がある，との指摘があった。
　田邊氏からは，美容医療は消費者
問題であるとともに，メスを入れる
などの医療であるということをもっ
と意識するべきで，気軽になりすぎ
てはいけないとの問題提起がなされ
た。また，マスコミもあまり取り上
げない問題ではあるが，悩んで苦し
んでいる人がたくさんいる問題であ
り，もっと報道すべきであるとのこ
とであった。
　井上氏からは，行政の立場として
は，違反広告は自治体業務として取
り締まってもらうべきもので，広告
規制は限界があると感じている，景
表法違反について適格消費者団体が
差止め請求を行うなど，様々な角度
から対処していくべきであるとの指
摘がなされた。

まとめ・閉会挨拶　野々山宏（日弁連消費者問題対策委員会委員長）

　最後に，当委員会の野々山宏委員
長（京都）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。
　美容医療は，医療行為であるもの
の，必要性，緊急性に欠け，精神的
な救済を求めて行われるという特殊
性を有している。今回のパネルディ
スカッションでは，そのような特殊
性を踏まえた様々な問題が示され，
重要な意義があった。
　また，美容医療の広告についても
議論されたが，雑誌とは異なり，ホ
ームページについては広告規制が不

十分である。今後は更なる見直しが
必要である。
　さらに，被害救済について，契約
の問題に関しては，本日の資料にあ
る医療広告ガイドラインとインフォ
ームド・コンセントのガイドライン
が重要な役割を果たす。後者は，説
明義務のみならず，即日施術におけ
る熟慮期間確保の根拠になりうる。
また，裁判による救済については，
医療過誤の問題として行うと非常に
難しい側面があるが，契約の問題と
して行う場合，消費者契約法が一つ
の突破口になる。一般の医療レベル

として認知されていないものについ
ては不利益事実の不告知，施術効果
の問題や即日施術の問題については
効用や施術機会の確保に関する不実
告知という構成が可能ではないか。
また，不法行為については，説明義
務違反のみならず，熟慮期間を確保
しなかったこと，施術の問題等を併
せて主張する必要がある。
　被害のない適正な美容医療が実現
されるよう今後どう前進していくか
を考えるのは，我々弁護士の役割で
ある。
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１　本件は，訪問販売により，25年間の長期分割で代金を
前払いする金地金の現物購入契約を締結した購入者が，
契約後４か月の時点（代金の支払い完了前）で中途解約
をしたところ，既払金（２契約で164万4700円）の清算
に当たり，手数料（２契約で99万6000円）及び１年分の
口座管理費（３万円）を返還しない旨の条項により同手
数料が返還されなかったという事案です。

２　金地金の長期分割前払取引については，高齢者に長期
間に及ぶ分割前払いの取引をさせているという問題点も
ありますが，中途解約に伴う清算に当たり，契約時の金
価格の10％程度の手数料が当然に差し引かれる点が返金
をめぐるトラブルにもなっています。

３　本件契約は訪問販売による売買契約であり，商品の引
渡し前に契約が解約されていることから，特定商取引法
10条１項４号の「契約の解除が当該商品の引渡しの開始
前である場合」に該当し，この場合，販売業者は，「契
約の締結及び履行のために通常要する費用の額」を超え
て購入者に請求することができません。そこで，本件で
は，本件手数料や管理費の不返還条項が，同号に違反し
て無効であるとして不当利得返還請求を行いました。

４　本判決は，「本件手数料不返還条項がなければ，原告は，
契約解約に件い，被告から本件手数料全額の返還を受け

ることができたにもかかわらず，本件手数料不返還条項
により，本件手数料全額の返還を受けることができない
という不利益を被り，他方，被告は通常被る損害をはる
かに超える利益を得ることになる」として，「本件手数
料不返還条項は，特定商取引法10条１項４号に定める法
定限度額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無
効」とし，本件手数料全額（99万6000円）の返還を認め
ました。
５　また，１年分の口座管理費の不返還条項についても，
「契約を継続した月数を超える管理費等を当然に負担さ
せる点において，本件管理費等不返還条項は法10条１項
４号に違反し，無効」として，本件契約の継続期間であ
った４か月を超える部分（２万円）の返還を認めました。
６　本判決は，訪問販売による金地金の長期分割前払取引
の「売買」という形式から特定商取引法を適用し，手数
料等の不返還条項を無効としたものです。近時は，類似
の取引において，分割前払いの期間を５年とやや短く設
定するなど，業者も手口を変えてきているようですが，
本判決は不返還条項を無効としたものであり，そのよう
な事案であっても活用できる構成であると考えられま
す。

上田孝治（兵庫県）

１　「CO2 排出権取引商法」は，業者が提示する CO2 排出
権（二酸化炭素排出権）の価格を差金決済指標とする差
金決済取引又は海外の取引所における取引を仲介すると
称するものであり，実態は先物取引と同じです。しかし，
CO2 排出権取引は，商品先物取引法上の「商品」に該当
せず，金融商品取引法上の「金融商品」にも該当しない
ため，法令による取引規制がなく，不当な勧誘行為が多
発しています。

　　今回の被告会社は，元海外先物取引会社が破産したの
ち，その残党が集まって，CO2 取引会社を設立したもの
です。被害者は，建設業を営む60代の男性と，事業団体
理事の70代の男性であり，インターコンチネンタル取引
所（旧欧州気候取引所。以下，「ICE」といいます。）で
の CO2 排出権取引の勧誘を受け，損失を被ったことか
ら，会社，代表取締役，勧誘行為を行った従業員に対し
て，不法行為責任を追及したものです。

２　裁判での主な争点は以下の２点でした。
　　⑴現実に取引を繋いでおらず，呑み行為であり，賭博
行為として違法ではないか。

　　⑵仲介会社と説明するロンドン所在の会社は，ICE会
員資格がなく，自ら取引のできない会社です。訴訟では，
更に他の会員を介して取引を成立させていたと主張しま

したが，同時に，その会員に関する名称も所在も明らか
に出来ないと説明しました。従業員らが，再仲介の事実
を説明せず，仲介会社が直接，ICEに取引を繋ぐかのよ
うな説明をして勧誘したことが，取引の重要な事項に関
する虚偽説明であり，消費者契約法４条，特定商取引に
関する法律６条に反し，説明義務違反であって違法では
ないか。
３　裁判所は，⑴につき，ICEに確かに取引を繫いでいる
とまでは認められないからといって，直ちに呑み行為と
はいえないとしましたが，⑵については，取引形態に関
する説明は取引の重要な事項に該当するところ，勧誘時
に，仲介会社から更に他業者に取り次がれていることを
説明しなかったことは，説明義務違反に当たると認定し，
従業員，代表取締役，会社のいずれに対しても賠償義務
を認めました（過失相殺５割）。

４　本判決は，消費者契約法等の重要事項に関する虚偽説
明があることをもって不法行為上も違法（説明義務違反）
と判断した裁判例であり，重要な意義を有するものと考
えられます。
　　また，被害を未然に防ぐためにも，CO2 排出権取引に
関する適切な規制が早急に必要であると考えます。

三宅俊司（沖縄）

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

東京 金地金の長期分割前払取引について，手数料等の不返還条項を無効として，不当利得返還請求を認容した判決
（東京地裁平成26年６月18日判決（被告控訴））

沖縄 ＣＯ2 排出権取引商法について勧誘業者の説明義務違反を認めた判決
（那覇地裁平成26年６月27日判決（確定））
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文献 介紹事催・
文献紹介  「平成26年度改訂版　消費生活相談のための法律70」

　「平成24年度改訂版　消費生活相談のための法律65」に「食品
表示法」「消費者教育の推進に関する法律」「消費者裁判手続特例
法」「携帯電話不正使用防止法」「特定住宅瑕疵担保責任の履行の
確保等に関する法律」の５つの法律を新たに加えたものです。消
費生活相談に必要な法律をコンパクトにまとめたもので，基本的
な知識を得ることができます。

Ｂ５判　133頁／1200円（税込）
発行　公益社団法人　全国消費生活相談員協会

文献紹介  「賃貸住宅Ｑ＆Ａ　相談現場からのヒント（改訂版）」
　賃貸住宅の契約に関する相談は，全国の消費生活センターに年
間約３万件寄せられています。平成22年に初版を発行して以来４
年が経過し，この間，「原状回復をめぐるガイドライン」が改訂
されるなど様々な変化がありました。これらの変化への対応と相
談現場をふまえ，必要な情報を整理したものです。

Ａ４判　80頁／1000円（税込）
発行　公益社団法人　全国消費生活相談員協会

催 事  第72回先物取引被害全国研究会・佐賀大会
日　時：2014年10月24日㈮，25日㈯
場　所：唐津シーサイドホテル（佐賀県唐津市東唐津４‒182）
問合せ：弁護士 向来俊彦（大阪）TEL 06‒6365‒9184

　初日の午前中には，正木健司弁護士（愛知県）に先物取引被害事件の基本について実践的な講義をしてもらいます。初日午後と２日目午前には，
取締役の責任に関する弥永真生教授（筑波大学）の講演，CO2 排出権取引に関するシンポジウム，債権回収の知識と実務，内部統制義務についての
研究発表，不招請勧誘問題の報告，各地の判決・和解報告等々，盛り沢山の内容を予定しています。
　なお，金融商品取引・商品先物取引業者等の代理をされている方等は，参加をお断りする場合があります。

　９月号恒例の「夏期消費者セミナー特集」はい
かがでしたでしょうか。ニュース・出版部会でお
世話になって十余年。「夏の名古屋は暑いから」
を決めゼリフに，地元名古屋での開催を何とか阻
止してきましたが，遂に年貢の納め時が。お陰様

で今年の名古屋は暑くなく（これが異常気象の始
まりでした），史上最多を数える参加者の熱気で
溢れるセミナーとなりました。講師の先生方，愛
知県弁護士会の皆様には大変お世話になり，あり
がとうございました（これで当分名古屋での開催

はないはずです）。資料を含む詳細な報告書は，
別途日弁連HPに公開されますので今暫くお待
ち下さい。
 城野雄博（愛知県）

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

ツール等により…本システムでは通常実行できない取引
を行った」との文言からは，売買の注文自体を被告の提
供していないシステムトレード（一定の指標を用いるな
どし機械的に売買する取引手法）のプログラムを用いて
行う場合が典型例として想起され，為替相場に関する情
報の取得方法までが規制の対象とされていることを想起
することは困難というべきであるとしました。また，イ
ンターネット上では様々な為替チャートが提供されてお
り，これらをFX業者側から指摘を受けることなく利用
し取引がされている例があることなどから，他社の為替
チャートを参照することが本件条項によって禁止される
と理解することは著しく困難であると判断しました。さ
らに，⑵についても，原告の採用している取引手法が，
為替チャート等を参考に経験や勘に依りながら行われる
ものであること等に照らすと，本件条項に該当する方法
でなければ実行することができないものではないと判断
し，原告の取引は本件条項に反するものではなく，キャ
ッシュバック金の支払いを拒む被告の行為は信義則に反
するものとして許されないとして原告の請求を全部認め
ました。

 浅井淳子（東京）

１　本件は，ワイジェイFX株式会社（当時の商号株式会
社サイバーエージェントFX。以下，「被告」といいます。）
が，平成25年５月１日から同月31日までの取引高に応じ
たキャッシュバック金を支払う旨のキャンペーンを行っ
ていたところ，上記期間中，被告が原告の FX取引を，
被告の取引約款の条項（以下，「本件条項」といいます。）
で禁止する「ツール等を使用した取引」に当たるなどと
して原告の口座を強制解約し，キャッシュバック金190
万円の支払いを行わないので，これを請求したものです。

２　被告は，強制解約の根拠として，⑴原告が行っていた
他社の為替チャート等を参照しながら行う取引が「ツー
ル等を使用した取引」に当たると主張したほか，⑵数秒
で一連の取引を行うという原告の取引手法を自動売買ソ
フト等のツールを使用せずに手動で行うことは不可能で
あるから原告は本件条項で禁止する取引をしていたと主
張し，本件強制解約には根拠があり，キャッシュバック
金支払拒絶は権利濫用又は信義則違反とはならない旨を
主張しました。

３　判決は，被告が合理的理由なくキャッシュバック金の
支払いを拒否することは信義則に反し許されないとした
上で，⑴につき，本件条項における「本システム以外の

東京
ＦＸ会社が行っていたキャッシュバックキャンペーンについて，キャンペーン期間中の口座の強制解約を根拠にキャッシュ
バック金の支払いを行わなかった行為が信義則に反するとして許されないとした判決（東京地裁平成26年６月19日判決（確定））


