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1　はじめに
　「特定複合観光施設区域の整備の
推進に関する法律案」が，現在開会
中の臨時国会にて審議されようとし
ています。推進派は，カジノによっ
て数兆円もの利益がもたらされると
して，東京五輪までに国内カジノを
設置する意気込みを見せています。
私たちが，洪水のような推進派の議
論に対峙するためには，世界のカジ
ノの実態を知る必要があります。そ
のような視点から，2014年９月13日，
弁護士会館にて，標記のシンポジウ
ムが開催されました。
2　韓国江原ランド視察調査報告
　まず，新川眞一司法書士から，韓
国のカジノについて以下の報告があ
りました。
⑴　韓国唯一の自国民向けカジノ
「江原（カンウォン）ランド」は，
ソウルから車で３時間以上の片田舎
にある。ギャンブル依存の治療，予
防対策に取り組んでいる賭博中毒管
理センターによると，入場制限措置
にもかかわらず，中，高度の危険の
ある賭博者は１万人を超えており，
深刻な状態が生じている。
⑵　江原ランドの周辺で目立つの
は，質屋である。有り金をすった客
が，乗ってきた車を質入れしてまで

もカジノで遊び続ける。帰宅手段を
失った「カジノホームレス」が，一
時期4000人に達したこともあると言
う。
3　シンガポールと世界から日本の
IR（統合型リゾート）を学ぶ
　続いて，鳥畑与一静岡大学人文社
会科学部教授から，主にシンガポー
ルのカジノについて以下の報告があ
りました。
⑴　シンガポールは，2010年，二か
所の IR 型カジノを開設した。ギャ
ンブル依存対策としては，入場料徴
収，入場禁止制度，回数制限，広告
制限などがある。しかしながら，入
場禁止者が，わずか４年間で約21万
人に達し，うち自国民は約１万4000
人であり，決して少ない人数ではな
い。また，破産者，治療中の依存症
患者，依存症支援組織等における相
談者の数も，軒並み増加傾向にある。
入場料徴収は，入場料を取り戻そう
というギャンブラーの行動を促進
し，低所得者層の賭けを一層助長す
る結果を招いている。入場禁止制度
も，十分機能しておらず，そもそも
事後的な対策にすぎない。
⑵　米国では，カジノ繁栄の象徴で
あったアトランティックシティにお
いて，カジノが次々と倒産するとい
う事態が生じ，それによって，カジ
ノに依存していた地域そのものが危
機に瀕している。そのような中，米
国ニューハンプシャー州は，カジノ
合法化を否決するという選択をし
た。カジノによらない発展を目指す
最新の動きとして注目に値する。
⑶　これまでの研究調査によると，
カジノは，所得や財産の移動でしか
なく，新たな富を生み出さないビジ

ネスである上，地域経済を衰退させ
るおそれがあり，ギャンブル依存者
の拡大により社会的コストを増大さ
せるものと言える。
4　最後に－法案審議の情勢
　この間，カジノに反対する市民団
体や当連合会等の積極的取組み，慎
重審議を求める社説を掲載した新聞
各紙ほかマスコミの姿勢，また，カ
ジノ反対が多数を占める世論の動向
などによって，法案審議自体が延び
延びになってきました。上記各国の
カジノの実態を無視することはでき
ませんし，本法案自体もカジノによ
って種々の弊害が生じることを認め
ています。にもかかわらず，本法案
は，具体的対策を全く明らかにしな
いまま，カジノ合法化という結論の
みを定めて提案されており，議論の
前提を欠くと言わざるを得ません。
カジノは，具体的に議論すればする
ほど，慎重な意見を表明せざるを得
ない実態を有しています。私たちは，
カジノについて学習を深めた上で，
具体的な論戦を挑んでいく必要があ
ります。

多重債務部会

吉田哲也（兵庫県）
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2013年８月には内閣府消費者委員会
が「消費者契約法に関する調査作業
チーム論点整理の報告」を公表し
た3。そして，2014年３月からは，
消費者庁に「消費者契約法の運用状
況に関する検討会」が設置され，社
会の変化（情報化，高齢化，国際化
等）及び民法（債権関係）改正の議
論の進展を踏まえた関連規定の見直
しの検討を行うための本格的な議論
の準備作業として，消費者契約法の
運用状況を踏まえた立法事実の把握
や論点の整理等を行うこととされて
いる4。
　また，同年８月５日には，内閣総
理大臣から内閣府消費者委員会に対
し，「消費者契約法について，施行
後の消費者契約に係る苦情相談の処
理例及び裁判例等の情報の蓄積を踏
まえ，情報通信技術の発達や高齢化
の進展を始めとした社会経済状況の
変化への対応等の観点から，契約締
結過程及び契約条項の内容に係る規
律等の在り方を検討すること。」と
いう諮問がなされた。
⑶　当連合会では，新民法典におい
て消費者や消費者契約に関する特則
規定が立法される可能性が極めて低
くなった状況の下，消費者契約法の
実体法改正に向けた実務作業が始動
した現時点において，消費者契約被
害の現状，本法の施行状況や裁判例
の蓄積，本法をめぐる国内外の議論
の進展等を踏まえ，法廷・交渉・相
談といった現場において日々消費者
被害の救済にあたっている法律実務
家の視点から見たあるべき消費者契
約に関する包括的民事ルールの具体
的内容を提示するという観点から，
後掲のとおり新たに日弁連改正試案
を提案することとした。
⑷　まず，現行法の課題・問題点と
して，不当勧誘行為規制が不十分で

あること，不当条項規制が不十分で
あること，消費者契約法に関する不
当勧誘行為規制・不当条項規制以外
の法規範が存在しないこと，保護対
象となる消費者の範囲の不明確さが
挙げられる。
　例えば，弁護士に対するアンケー
ト結果の中には，請負建築業者が，
建物（マンション）完成後に一括し
て借り上げ，賃料を保証するなどと
勧誘し，現実的でない収支計算書や
見通しに関する説明文書を交付し，
解約違約金条項で高額な違約金条項
を定めているケースがある。これは，
消費者が事業者の不実告知を認識で
きたときには契約から５年以上が経
過していたという事案で，事業者か
ら，消費者取消権の主張に対し「マ
ンション経営者だ。消費者でない。」
との反論や，不正確な情報提供の点
につき「情報提供義務は法的義務で
はない」との反論，不実告知主張に
対し「動機は重要事項に該当しな
い。」との反論，不利益事実の不告
知の主張に対し「故意の立証をせ
よ。」との反論があった。さらに，
取消権行使の主張に対し「契約から
５年が経過しており時効だ」との反
論，「仮に建築請負契約が無効でも
借入金債務は有効」との反論がなさ
れたという事案があった。悪徳事業
者のこのような反論を許してしまう
のは，消費者契約法の規定ぶりの甘
さゆえであり，保護すべき消費者を
しっかり保護できる法律内容にする
必要がある。
3　パネルディスカッション
　続いて，「消費者契約法の課題と
あるべき法改正の方向」と題して，
増田悦子氏（公益社団法人全国消費
生活相談員協会専務理事），磯辺浩
一氏（特定非営利活動法人消費者機
構日本理事），平尾嘉晃会員（京都）

1　はじめに
　当連合会は，2014年７月17日，「消
費者契約法日弁連改正試案（2014年
版）」（以下「日弁連改正試案」とい
います。）を提言し1，同年８月27日，
弁護士会館において，シンポジウム
「今こそ作ろう！“使える消費者契
約法”―改正の動向と日弁連の提言
―」を開催しました。
2　基調報告
　まず，当委員会の山本健司副委員
長（大阪）から，消費者契約法改正
の現状と日弁連改正試案の概要につ
いて，以下の基調報告がなされまし
た。
⑴　消費者契約法は，消費者契約に
関する包括的民事ルールを規定する
民法等の特別法として，2000年４月
に制定され，2001年４月から施行さ
れた。もともと制定過程において提
唱されていた第16次国民生活審議会
消費者政策部会中間報告等に比して
縮小・後退した内容で制定された経
緯があり，本法制定時の国会の附帯
決議でも，施行後の状況について分
析・検討を行い，５年を目途に見直
しを含めた措置を講ずることとされ
ていた。
　施行から13年以上経過し，相談現
場や裁判で活用され，学納金訴訟判
決を始めとする裁判例も多数蓄積さ
れたが，他方で，実体法規定が少な
い，使い勝手が悪い，高齢化や情報
化といった社会の変化に十分に対応
できていないなどの問題も指摘され
ている。また，法務省法制審議会で
は，民法の現代化等を企図した債権
法改正に関する議論が進展してい
る。
⑵　かかる状況のもと，2012年６月
には消費者庁が「平成23年度消費者
契約法（実体法部分）の運用状況に
関する調査報告」を公表した2。また，

リ ポ ー ト

消費者契約法日弁連改正試案（2014年版）とシンポジウム
「今こそ作ろう！“使える消費者契約法”―改正の動向と日弁連の提言―」

１　http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2014/140717_3.html
２　http://www.caa.go.jp/planning/23keiyaku.html
３　http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/houkoku/201308_houkoku.html
４　同検討会は，同年９月30日まで開催され，同年10月に「消費者契約法の運用状況に関する検討会報告書」が公表されています（http://www.
caa.go.jp/planning/kentoukai.html）。
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をパネラーとするパネルディスカッ
ションが行われました。
　増田氏からは，日々消費者生活相
談にかかわっておられる立場から，
フランチャイズ契約を締結した事例
や小規模事業者の事例において，消
費者ではないという理由で消費生活
相談センターでのあっせんが拒否さ
れるというような消費者契約法の適
用範囲に関する問題事例や，高齢者
への不当な電話勧誘などの現行法で
は十分に対応できない不当勧誘行為
規制に関する問題事例が紹介されま
した。
　磯辺氏からは，適格消費者団体に
おいて消費者問題にかかわっておら
れる立場から，美容整形医院のキャ
ンセル料条項，不動産賃貸借契約の
更新料条項，家電量販店の保証契約
における契約内容の一方的変更条
項，専属裁判管轄に関する条項が定
められている事案をもとに，不当条
項規制に関する問題点が指摘されま
した。
　平尾氏からは，消費者相談や消費
者訴訟を担当する中で，節電器事件
やリース事件，敷引・更新料事件を

もとに，現行法で対応するには限界
があること，適用範囲，不当勧誘規
制，不当条項規制のいずれにおいて
も立法による解決が必要である旨の
指摘がありました。
4　会場発言等
　沖野眞己東京大学大学院教授から
は，①民法改正の議論の中で，情報
提供義務・説明義務の明定，暴利行
為規定の明文化・現代化，消費者契
約の特則，格差契約に関する解釈規
定，不当条項規制の導入が見送られ
たことから，消費者契約法でルール
化していくことがより一層必要であ
る，②特商法等の特別法は必ずしも
万全ではなく後追い的対応とならざ
るを得ないことから，一般法である
消費者契約法での対応が必要であ
る，③情報提供義務について，消費
者が安心して取引ができる社会の構
築のためのコスト増であり，不要と
する理由にならない等の指摘があり
ました。
　河上正二内閣府消費者委員会委員
長は，「消費者委員会として，秋に
消費者契約法改正に関する専門調査
会を立ち上げて本格審議に入り，来

年８月末までに一定の要綱を策定し
たい。再来年の通常国会に消費者契
約法の改正案を提出できるようにし
たい。」と発言されました。
　また，加納克利消費者庁消費者制
度課長は，「今後，消費者委員会で
の検討がなされた後，その検討結果
を踏まえた上で，消費者庁でも消費
者契約法の見直しの議論をすること
になる。」と発言されました。
5　最後に
　消費者契約法の実体法改正がいよ
いよ現実的なものになってきまし
た。この先１年で我が国の消費者契
約をめぐる基本的な民事ルールの在
り方の方向性が決まります。使える
消費者契約法の実現のためには，現
場の声や紛争の実態などの立法事実
を無視することはできません。当連
合会は，これらを改正作業の場に届
け，より良い消費者契約法の実現の
ため，これまで以上に取り組んでい
きます。
　　

消費者契約法部会

谷山智光（京都）
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不当景品類及び不当表示法の課徴金制度  
導入に関する意見書
1　従前，独占禁止法（第７条の２
等），金融商品取引法（第172条以下），
公認会計士法（第31条の２第１項，
第34条の21の２第１項等）等には，
行政庁が規制法の違反業者に金銭的
不利益を課する課徴金制度がありま
したが，不当景品類及び不当表示防
止法（以下，「景表法」といいます。）
の不当表示行為に対しては課徴金制
度が整備されていませんでした。
2　当連合会は，景表法の不当表示
行為に対しても課徴金を課するよう
求めて，2011年８月18日に「不当景
品類及び不当表示防止法の抜本改正
等に関する意見書」を公表するなど
様々な活動をしてきました。そして，
2013年に発覚した大手ホテル・百貨
店レストラン等における産地や食材
の種類の虚偽表示等が契機となって
不当表示の問題が社会問題化したこ
とに伴い，内閣府消費者委員会は
2014年６月10日に「不当景品類及び
不当表示防止法上の不当表示規制の
実効性を確保するための課徴金制度
の導入等の違反行為に対する措置の
在り方について（答申）」を公表し，
これを受けて2014年８月26日に，消
費者庁は，景表法に課徴金制度を導
入する内容の「不当景品類及び不当
表示防止法及び独立行政法人国民生
活センター法の一部を改正する法律
案（仮称）概要」（以下，「法律案概
要」といいます。）を公表しました。
3　法律案概要の主な内容は，①課
徴金の対象行為は，景表法の不当表
示（同法第４条）に対して，告示に
よって指定される不当表示の類型を
除いたものとする，②効果又は性能
に関する表示について事業者から一
定の期間内に当該表示の裏付けとな
る合理的な根拠を示す資料の提出が
ない場合には（不実証広告），課徴
金納付命令との関係でも当該表示を
不当表示と推定する規定を設ける，
③課徴金率は対象商品・役務の売上
額の３%とする，④主観的要素と
して違反行為を行った事業者が注意
義務を尽くしていたことの証明があ

ったときは，例外的に課徴金賦課の
対象から除外するものとする，⑤不
当表示によって消費者に生じた被害
の回復を促進するために，自主返金
又は独立行政法人国民生活センター
への寄附を行った場合に課徴金の減
免を行う，というものです。
4　消費者庁は法律案概要の公表と
同日にパブリック・コメントの募集
を行い，これを受けて当連合会は「不
当景品類及び不当表示法の課徴金制
度の導入に関する意見書」（以下，「本
意見書」といいます。）を公表しま
した。本意見書は，景表法への課徴
金制度導入を速やかに実現させるべ
きであるとした上で，具体的な制度
設計について以下のような意見を示
しました。
⑴　上記①の課徴金賦課対象行為の
範囲は適切であるとしました。特に，
不実証広告については，合理的な根
拠資料を有しないまま優良誤認表示
に該当する蓋然性の高い表示を行っ
て顧客を誘引する事業者の行為は悪
質なので，その取引によって得た不
当な利得を課徴金によって剥奪する
必要性は極めて高く，これに課徴金
を賦課することが必要であるとしま
した。
⑵　上記②の一定の期間内に当該表
示の裏付けとなる合理的な根拠を示
す資料を提出することによって，不
当表示の推定を覆すことができると
した手続も相当であるとしました。
⑶　上記③の課徴金率については，
不当表示を事前に抑止し消費者の利
益を擁護するためには，不当表示に
よって得られた違法な収益を事業者
の手許に残さないといえる程度の金
率，すなわち，少なくとも，各業界
における平均的な利益率を明確に上
回る水準でなければならないと考え
られること等から，３%では事前抑
止のインセンティブとして十分な水
準であるとは言い難いとして，課徴
金率を引き上げる方向で更に検討す
べきであるとしました。また，導入
後も課徴金制度の実効性が不十分と

認められる場合には，機動的に課徴
金率の引上げが検討されるべきとし
ました。
⑷　上記④の主観的要素について
は，不当表示による消費者被害が，
違反行為者の故意・過失の有無を問
わず生じ得るものであることに照ら
すと，不当表示がなされた場合にお
いては原則として課徴金を賦課する
こととし，違反行為者から，自らが
注意義務を尽くしていたことの証明
があった場合に限り，例外的に課徴
金賦課の対象から除外するものとす
る制度は，相当であるとしました。
⑸　上記⑤の課徴金納付命令が予定
される場合に，自主返金又は独立行
政法人国民生活センターへの寄附を
行うことにより，被害救済を図るこ
とができるものとすることは相当で
あるとしつつ，この寄附金の使途に
ついては，景表法上の不当表示によ
る被害に限らず，他の法規による表
示一般に関する消費者被害の回復
や，消費者契約法等の規制する不当
な契約問題による消費者被害の回復
などにも利用可能な枠組みが検討さ
れるべきであるとしました。 
5　最後に，本意見書公表後の動き
ですが，景表法への課徴金の導入に
対する経済団体の抵抗感は強く，特
に反対意見が強かった国民生活セン
ターへの寄付により課徴金を減免す
る制度については消費者庁はこれを
法案提出前に撤回するなど，本意見
書の内容が反映されていない点があ
るものの，大勢としては景表法の不
当表示行為への課徴金制度導入に向
けて動いているといえます。当連合
会としては，今後は法案を早期に成
立させ，将来の制度が本意見書の内
容に近づくよう活動を続けていくこ
とになります。

独禁法部会

佐藤千弥（東京）
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改正消費者安全法シンポジウム
～あるべき地方消費者行政を考える～  
1　はじめに
　2014年９月23日，福岡市健康づく
りサポートセンター10階講堂におい
て，福岡県弁護士会主催（当連合会
共催）で「改正消費者安全法シンポ
ジウム～あるべき地方消費者行政を
考える～」が開催されました。
　本シンポジウムでは，消費者庁消
費者制度課の望月知子企画官，消費
者安全法改正に当たり国会で参考人
として意見を述べた池本誠司会員
（埼玉），同法その他消費者関連の分
野に精通されている岩本諭佐賀大学
理事をお招きしたところ，定員120
名の会場に来場者約110名の盛況と
なりました。福岡県内のみならず，
熊本，長崎，大分からも参加がある
など，多くの方にお集まりいただき
ました。
2　基調講演
　まず，消費者安全法改正の趣旨及
び概要について，望月企画官の講演
がありました。
　消費者教育の推進や消費生活上特
に配慮を要する消費者の見守り等に
取り組む消費者安全確保地域協議会
の設置といった同法全般にわたる説
明に続いて，本シンポジウムのメイ
ンテーマである，消費生活相談事務
の委託（同法第８条の２）に関して
詳細に述べられました。
　また，今般の改正により新設され
た同法第８条の２に関して，同条項
に，都道府県及び市町村が行う消費
生活相談に係る事務を適切に実施す
ることができる者に委託することが
できる旨が規定されていることか
ら，改正によって消費生活相談事務
を民間へ委託するお墨付きが得られ
たと安易に受け止める向きもあると
述べられました。
　この点に関し，消費者庁は，消費
生活相談事務の民間委託が，専ら地
方自治体の負担軽減を優先させる目
的で実施されるケースが見受けられ
ることを懸念しており，第８条の２
が，相談処理の質を考慮しない民間
委託を規制する趣旨で設けたもので
あることが明言されました。
　また，今後作成される第８条の２
に関するガイドラインでは，民間委
託のデメリット（地方自治体内の情

報共有・連携の困難，受託職員の処
遇に問題が生じても地方自治体が直
接改善できない等）に対する手当を
重点的に検討する方向であると述べ
られました。
3　基調報告
　続いて，既に民間委託された消費
生活相談窓口で働く，全国の消費生
活相談員に対するアンケート調査に
ついて報告が行われました。
　本アンケートは，消費生活相談事
務を民間委託している都道府県及び
政令指定都市にある27か所の消費生
活センターで勤務する201名の消費
生活相談員に対して行われたもの
で，19センター，132名から得られ
た回答を元にしています。本アンケ
ートは，質，量共に大変充実してい
ることもあり，パネリストや来場者
からも，今後の提言や研究に利用で
きる価値があると高く評価されまし
た。
　例えば，民間委託（指定管理）へ
の変更後，行政職員との連携に変化
があったか，という質問に対しては，
消費生活相談員の45% が「連携し
づらくなった」と回答し，望ましい
消費生活相談業務の運営形態を尋ね
る質問に対しては，実に71%以上が，
地方自治体の直接運営だと回答して
います。
　本アンケートについては，専門誌
での掲載など，これから活用方法が
具体的に検討されることになりそう
です。
4　パネルディスカッション
　引き続き行われたパネルディスカ
ッションでは，2013年４月から株式
会社に消費生活相談事務を委託して
いる福岡市で，委託後どのようなこ
とが起こったかという具体例を挙げ
る形で進行しました。各パネリスト
からは，事業者性の強い団体が消費
生活相談事務を受託することで相談
情報がどのように利用され得るか，
民間委託をすることが地方自治体が
行う事務に求められる中立性・公平
性と矛盾しないか，消費生活相談員
の待遇や消費生活相談事務の在り方
といったいずれも重要な論点につい
て，消費者行政の基本に立ち返って
考えられるべきだという力強い発言

がありました。
　当委員会の国府泰道前委員長（大
阪），適格消費者団体消費者支援機
構福岡の朝見行弘理事長からの会場
発言もあり，会場アンケートの反応
も好評でした。
5　反省点と成果
　福岡県弁護士会では，本シンポジ
ウムの計画段階より，福岡市に報告
と後援を依頼していました。しかし，
いずれも応じられないという回答が
あり，委託者側の意見を議論に反映
できなかったことが非常に残念でし
た。
　本シンポジウムには，福岡市議会
議員も参加していたようで，シンポ
ジウムでの議論を踏まえた質問が，
福岡市議会で行われています。具体
的には，福岡市が消費生活相談事務
を委託する株式会社では，通常消費
生活相談業務に従事する現場統括責
任者及び消費生活相談員計10名に加
え，これらの代替要員計16名にも
PIO-NETへの接続を可能にする取
り扱いがなされていることなどが明
らかになり，情報管理の必要性が指
摘されています。
　なお，地方自治体職員の方から
「NPOへの民間委託について検討中
でしたが，今後の消費者行政の在り
方について明確なビジョンが見えま
したので，他の機関との連携ができ
る市の直営でやっていくのが望まし
いと思えました。」というコメント
を頂戴するなど，本シンポジウムは，
地方消費者行政の在り方を考える契
機になったものと思われます。

吉野　泉（福岡県）
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被害者を犯罪者にしてはならない！～
犯罪による収益の移転防止に関する法律第27条２項前段違反  
1　「えっ，私が犯罪者？」
　私は，Ａさんから次のような相談
を受けました。
　――Ａさんは，ある日知らない人
から電話があり，「お金を貸してあ
げる」「送金するために口座番号を
教えてほしい」「返済のために暗証
番号とキャッシュカードが必要だか
ら送ってほしい。キャッシュカード
は返済金の引き出しのためにしか使
わない」等と言われた。お金に困っ
ていたＡさんは，説明を信じ，言わ
れるままにキャッシュカードを送っ
た。ところが，その後口座を確認し
てみると，貸すと言われたお金の送
金は無く，代わりにＡさんの知らな
い取引が記帳されていた。
　驚いたＡさんは，消費生活センタ
ーに相談をしたところ，「直ちに警
察に相談し，被害に遭った旨説明し，
被害届を出すよう助言」された。Ａ
さんは，警察に行き，「お金を貸し
てあげる」と言った業者に，キャッ
シュカードを送り，暗証番号を教え
たら，Ａさんの口座にＡさんの知ら
ないお金の出し入れがあったことを
警察で話した。警察官は，Ａさんか
ら経過を全部聞いて，最後に，「あ
なたは犯罪者だからこのまま帰すこ
とはできない」と言い，「身柄引受人」
として父親を呼んだ。――
　私は，Ａさんからこの話を聞いて，
「被害者を犯罪者にしてはならない」
と強く思いました。
　Ａさんは，簡裁で犯罪による収益
の移転防止に関する法律（以下，「犯
罪収益移転防止法」といいます。）
第27条２項前段違反として罰金20万
円の略式命令を受け，現在，略式異
議の申立てをして正式裁判になり，
地裁の合議事件となっています。
2　犯罪収益移転防止法第27条２項
　Ａさんが処罰されることになった
犯罪収益移転防止法第27条２項は，
「相手方に前項前段の目的があるこ
との情を知って預貯金通帳等を譲り
渡した者」を処罰すると定め，同条
１項は，「他人になりすまして金融
機関等との間における預貯金契約に
かかる役務の提供を受けることを目
的として預貯金通帳等を譲り受けた
者」を処罰（１年以下の懲役若しく
は100万円以下の罰金又はこれを併
科）すると定めています。
　Ａさんは，「自分（Ａさん）がお

金を借りるためと，その返済金を引
き出すために必要」と言われ，「返
済が終われば，キャッシュカードを
返す」と説明され，キャッシュカー
ドを送りました。
　つまり，Ａさんは，「ヤミ金がＡ
さんになりすまして，振り込め詐欺
などにＡさんの口座を利用する」な
どとは全く思ってもいなかったので
す。
　しかし，現在，Ａさんと同様に，「振
り込め詐欺」等の犯罪に使われるか
もしれないなどということを全く知
らずにキャッシュカードを送ったと
いうヤミ金被害者等が，この法律で
処罰されています（最高裁平成24年
９月５日決定，原審東京高裁平成24
年５月９日判決）。そこで，私は，「被
害者を犯罪者にする」ということは
許されないと素朴に思い，一橋大学
の村岡啓一教授に意見書を作成して
いただきました。意見書の内容は極
めて説得力があり，犯罪収益移転防
止法の成立過程と立法過程からも，
そして，刑事政策の観点からも，Ａ
さんのような被害者を犯罪者として
処罰することは絶対にあってはなら
ないというものでした。
3　村岡教授の意見書
　村岡教授の意見書は，23頁にも及
ぶもので，とても，この短い投稿で
紹介することは困難です。そこで，
意見書の項目だけをご紹介します。

１　はじめに
　⑴ 　私が意見を求められるに至
った背景事情

　⑵ 　参照した基礎資料
２ 　犯罪収益移転防止法は何を目
的とする法律か？
　⑴ 　犯罪収益移転防止法の制定
経過

　⑵ 　犯罪収益移転防止法は誰を
名宛人とした法律なのか

　⑶ 　国会審議における一般人と
犯罪集団の峻別

　⑷ 　振り込め詐欺の手法と法規
制の関連

３ 　組織犯罪の一端を担わされた
一般市民の刑事責任
　⑴　被害者と加害者の二面性
　⑵　知情性の意味
　⑶　知情性と未必の故意
４　本件へのあてはめ

　⑴ 　被告人は詐欺の被害者であ
る

　⑵ 　犯罪収益移転防止法第27条
２項前段の知情性

　⑶ 　知情性に関する参考判例の
誤り

　⑷ 　名義人本人以外の口座利用
が正当化される場合の例外

　⑸　結論
５　刑事政策上の問題点
　⑴　略式起訴の問題点
　⑵　より根本的な問題点
　⑶　結論

4　被害者を犯罪者として処罰する
ことは許されない
　村岡教授は，結論のところで，「本
件のような『振り込め詐欺』集団に
騙されてキャッシュカードを詐取さ
れた被害者を，形式的に犯罪収益移
転防止法第27条２項前段に当たると
して処罰を求めることは，いかに，
『振り込め詐欺』集団による犯罪の
撲滅が国家の急務であるとしても，
刑事政策的には，全く的外れの対応
と言わざるを得ません。」と言って
おられます。
　また，このように被害者が加害者
として処罰されてしまうようでは，
私達弁護士としても，このような被
害者に対し警察に被害届を出すよう
に助言することも，ヤミ金等を警察
に告発することも，躊躇せざるを得
なくなってしまいます。
　村岡教授の意見書は，今後，何ら
かの方法で皆様にご紹介することを
考えています。なお，Ａさんの刑事
事件では，検察官は，この意見書の
信用性（無罪という結論）は争うよ
うですが，証拠とすることには同意
しました。
　この事件は，清水勉会員（東京），
阿相裕隆会員，山口耕司会員，吉田
翔太会員，齋藤健輔会員（以上，釧
路）と弁護団を組んで対応していま
す。
　ヤミ金等の被害者が，犯罪者とし
て処罰される二次被害に遭っている
現状を打破していきましょう。

今　瞭美（釧路）
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事 情件 報

１　事実経過
　本件における事実の経過は以下のとおりです。
⑴　原告は，いわゆる中国残留孤児であった男性で，日本
語教育を受けていないため日本語の読み書きはできず，
会話も簡単な日常会話程度しかできず，複雑な内容につ
いては理解や表現が困難であった。

　　原告は，取引当時無職で，収入は年金収入のみであり，
2000万円程度の金融資産を有してはいたが，これは自ら
と妻の老後の資金として貯蓄してきたもので，元本割れ
のリスクがある場合にこれを許容する意向は全くなく，
金融商品の取引経験もなかった。

⑵　原告が，支店に定期預金の利息を確認に行ったところ，
ATMの操作を手助けした行員から投信販売窓口に誘導
され，「CAきくリスク軽減型ファンド2006‒11」という
日経平均株価を対象とするノックイン型投資信託の勧誘
を受けた。この商品は，償還時期が約５年後とされてお
り，ⅰ日経平均株価が上昇すると満期前に投資額で早期
償還され，ⅱ早期償還されない場合は，（ⅱの１）満期
償還時までに日経平均株価がスタート時よりも一度も30
％以上に下落しなかった場合は投資額の満額が償還され
るが，（ⅱの２）その間一度でも下落した（ノックイン
した）場合には，日経平均株価の下落率に応じて損失が
生じ，ⅲ得られる利益は確定した分配金に限定される，
という複雑な商品である。

　　原告は，日本語の理解能力や読み書きの能力が不十分
であったため，パンフレットの記載やパンフレットの記
載に沿った行員の説明を理解することができないまま，
元本保証の預金のようなものと誤解して，満期前の定期
預金を解約して228万円分を購入した。購入した投信は
その後ノックインし，結局満期に約122万円のみが償還
された（分配金を除いた実損額は約91万円）。

⑶　原告は国民生活センター紛争解決委員会によるADR
（国センADR）によるあっせんを申立てたが，銀行側は
日本語能力に問題があることはわからなかったという態
度に終始し不調となった。ADRでは原告の日本語能力
を確認する趣旨で，仲介委員から，銀行担当者と直接面
談してみては，との勧めがあったものの銀行側は拒否し
た。

⑷　上記経緯を経て原告は，取引による実損額に加え，慰
謝料100万円及び損害の約2割相当の弁護士費用を求めて
訴訟提起した。

２　判決の要旨
⑴　概要
　　本判決では，行員の供述や面談記録に沿ってなされた
銀行側の主張を認めず，前項の事実関係をほぼ全て認め
ました。

　　その上で，以下のとおり適合性原則違反，説明義務違
反の違法を認定し，上記実損全額の賠償を認め，過失相
殺はしませんでした。また，慰謝料は否定しましたが，
実損分の３割強に当たる30万円の弁護士費用を認めまし
た。本件における法律上の争点に関する判示は以下のよ
うなものでした。

⑵　適合性原則違反について
　　本件商品に対する投資判断を的確に行うためには，少
なくとも説明を聞いたりパンフレット等の資料を読むこ

とで本件商品の特性を認識し，理解することができるだ
けの能力及び日経平均株価の推移や動向をある程度は把
握し，理解できるだけの能力が必要であるといえる。
　　そして，原告の生活歴，資産状況，取引経験，投資意
向，とりわけその日本語能力及び経済的知識に照らすと，
本件商品の特性を認識し理解することができるだけの能
力，及び担当者の説明を聞くなどして日経平均株価の推
移を把握し理解できる能力がなかったことは明らかで，
一連の勧誘行為は適合性の原則から著しく逸脱した違法
な行為である。
⑶　説明義務違反について
　　投資商品を販売する金融機関の担当者は，投資商品の
勧誘をするに当たっては，顧客の自己責任による取引を
可能とするため，取引の内容や顧客の投資取引に関する
知識・経験・資力等に応じて，顧客において当該取引に
伴う危険性を具体的に理解できるように必要な情報を提
供して説明する信義則上の義務を負うというべきであ
る。本件では通訳人を介することもなく，パンフレット
の記載内容に沿って一通りの説明をしたにとどまるので
あって，原告が本件商品の特性を認識理解できる程度の
説明をしたものとは到底認めることができない。
⑷　慰謝料について
　　原告が一定の精神的苦痛を被った事実は否定できない
が，過失相殺を行うことなく経済的損害の全部を認め，
かつ弁護士費用を増額して認めたことによって損害は填
補されると解するのが相当であって，さらに慰謝料まで
は認められない。
⑸　過失相殺について
　　原告の日本語能力の不十分さは容易に認識することが
できるにもかかわらず，勧誘が行われた事情に照らすと，
被告との関係において原告の落ち度をことさらに認めて
過失相殺をすることは相当とはいえない。
⑹　弁護士費用について
　　本件は原告の日本語能力が不自由である事情があり，
弁護士への委任が不可欠である上，訴訟の提起遂行のた
め通常より相当程度の労力等を要することを考慮する
と，30万円が相当である。
３　本判決に対する感想・評価等
　本件原告の日本語能力が不十分であることは容易に認識
し得るところ，銀行側の対応は極めて不誠実と言わざるを
得ないものでした。特に国センADRにおける銀行側の対
応は，泣き寝入りをしろといわんばかりのものであり，そ
の意味でも本判決が端的に慰謝料を認めなかったことは残
念で疑問が残りました。
　とはいえ，本判決は，銀行の投資信託の窓口販売におけ
る勧誘の実態を認定すると共に，適合性原則違反を認め，
さらに説明義務について当該取引に伴う危険性を「具体的
に」理解できるよう必要な情報を提供して説明する義務を
負うと判示して説明義務違反を認めた点，過失相殺も明確
に否定している点，不法行為における弁護士費用を通常よ
り高い割合で認めることで事実上慰謝料的要素を勘案した
点など，銀行の投資信託の勧誘の在り方に対して厳しい判
断を示したものとして評価できると考えます。
　　

若宮隆幸（京都）

京都
りそな銀行のノックイン型投資信託販売について適合性原則違反，説明義務違
反を認め，過失相殺を否定した判決（京都地裁平成26年９月25日判決（確定））



日弁連 消費者問題ニュース162号（2014年11月）8

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
（「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。）

消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
催 事  シンポジウム「消費者庁，内閣府消費者委員会発足５年－これからの消費者行政を考える」

日　時：2014年12月25日㈭　17時30分～20時　　場　所：弁護士会館17階1701会議室
主　催：日本弁護士連合会　　問合先：日弁連人権部人権第二課　TEL 03‒3580‒9968
基調報告：板東久美子消費者庁長官，河上正二消費者委員会委員長，松本恒雄国民生活センター理事長
パネリスト：基調報告者の他，川口康裕消費者庁次長，飯田秀男全大阪消費者団体連絡会，コ－ディネ－タ－：中村雅人会員

　当連合会と消費者団体がその創設に力を注いだ消費者庁・消費者委員会の発足から５年が経過しました。消費者行政の一元化は，うまく行ってい
るか？消費者行政全体の司令塔としての機能は発揮されているか？当連合会では，消費者庁，消費者委員会，国民生活センターのトップを招いて，
この５年間を総括し，課題を抽出し，消費者行政の一層の推進に寄与したいと考えて，上記のとおり，シンポジウムを開催します。クリスマスの忙
しい時期ではありますが，ぜひ大勢の皆様にお集まりいただき，活発な議論をしたいと思います。

催 事  第51回　全国証券問題研究会・長崎大会

日　時：2015年2月13日㈮　10時45分～18時，14日㈯9時～12時
場　所：1日目　ホテルニュー長崎，2日目　原爆資料館ホール
参加費：未定
問合先：西本暁（横浜）　TEL 045-663-6933

　充実した内容の入門講座，証券取引（株式，投資信託，仕組債，金融デリバティブ取引等）被害救済に役立つ実践的かつ理論的なプログラム，勝
訴判決報告など多数準備しています。今回は，早稲田大学の黒沼悦郎教授をお迎えして仕組商品・デリバティブ取引に関するご講演をいただく予定
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
格を限定させていただいております。

　本号の事件情報は，２件とも大手の銀行または
証券会社によるデリバティブ関連商品の被害事案
となりました。この種の被害は，10年ほど前から
全国的に多発しており，本号でも紹介した全国証
券問題研究会での主要テーマであり，自分にとっ
てのテーマともなっています。商品そのものが複
雑怪奇なため，超ハイリスク商品なのですが一見
してそれと見抜くことが難しく，商品設計の合理

性に疑問があり，しかも，一般消費者である顧客
と金融機関側が相対の当事者となって利益を取り
合う構造になっているなど，そもそも「こんな商
品売ってもいいのか」というシロモノなのですが，
「投資は自己責任」という従来型の単純な発想の
枠に押し込まれがちであるのが現実です。今回紹
介した判決は，金融機関がこのようなハイリスク
商品をいかにも安易に販売していた実態を知るこ

とができますし，裁判所が的確な判断を下したも
ので，とても勇気をもらえる判決です。代理人の
先生方に敬意を表する次第です。
　また，寄稿にて，重要な問題提起を頂いた釧路
の今瞭美先生に深く感謝申し上げます。

 飯田　修（東京）

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

横浜
野村證券の日経平均２倍連動債の販売について適合性原則違反と説明義務違反
を認めた判決（横浜地裁平成26年８月26日判決（被告控訴））

１　本件の原告は，母親と長男の２名です。母親は当時77
歳で，視力障害により身体障害者１級の認定を受けてお
り，野村證券の取引については，当時51歳の長男を代理
人として届け出ていました。

　　長男は，野村證券の担当者から電話で勧誘を受けて円
建ての日経平均２倍連動債を買い付けましたが，その勧
誘の際，担当者の説明を長男から聞いた母が購入を希望
したため，母の代理人として母の分も買い付けました。
その後長男は，同じ担当者からドル建ての日経平均２倍
連動債を勧誘され，自己の分として買い付けました。こ
れらの仕組債は，日経平均株価がノックイン（一度でも
所定の価格以下になること）し償還時に取得時の日経平
均株価よりも下がっている場合には，日経平均株価の減
少率の２倍の損失が生じる商品です（日経平均株価が半
分になっていると，償還額はゼロということです。）。

２　裁判では，適合性原則については主として母に対する
勧誘があったと言えるか，説明義務違反については商品
の案内書の事前交付の有無，説明の内容や程度が争点と
なりました。被告は，長男に豊富な証券取引の経験があ
ること，特に本件取引前に５回にわたる仕組債の取引経
験があることを強調し，長男は十分な理解の下に取引を
行ったと主張しました。

３　本判決は，適合性原則に関し，母の取引については，
長男を通じて母を勧誘したと認定した上で，本人の投資
意向を基準に判断し，複雑でハイリスクのある本件取引
は母の意向と実情に反する明らかに過大な危険を伴う取
引であるとして，適合性原則違反であるとしましたが，
長男の取引については，仕組債取引の経験があること等
を理由に同原則違反を認めませんでした。
　そして，説明義務については，担当者は，リスクの内
容を具体的に認識させるためには，数式を抽象的に示す
のみではなく，ノックインした場合の満期償還額がどの
ように決定されるのか，条件次第では元本が毀損し，ゼ
ロになる可能性もあること等を，参考事例に基づき価格・
下落率等を例示したり，図示する等して説明し，理解さ
せるべき義務があったにもかかわらず，本人兼母代理人
である長男に対しその義務を尽くさなかったと判示し，
両名に対する説明義務違反を認めました。
　ただし，両名とも５割の過失相殺をし，母につき2625
万円余り，長男につき4962万円余りを認容しました。
４　高齢者が代理人によって取引した場合における適合性
原則の適用の在り方や複雑な商品の説明の在り方等を考
える際に，参考となる判決と考えます。

石戸谷豊（横浜）


