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　2009年９月に発足した消費者庁・
消費者委員会も５年を経過しまし
た。この節目に当たって，消費者庁
の創設を提唱し運動してきた当連合
会は，2014年12月25日，新しくなっ
た消費者行政が，消費者にどのよう
な利益をもたらしたか，また，うま
く機能しているのか，問題点は何か，
を総括するシンポジウム「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―」を開
催しました。
1　基調報告は，消費者行政３機関
のトップをお招きし，板東久美子氏
（消費者庁長官），河上正二氏（消費
者委員会委員長），松本恒雄氏（国
民生活センター理事長）からそれぞ
れ５年間の活動内容を紹介していた
だきました。消費者庁からは，頼り
ないスタートを心配されたが，よう
やく独自の法案を成立させるまでに
成長したと，また，消費者委員会か
らは，目立たないがなかなかインパ
クトのある意見表明をしているもの
の，ここへ来て消費者庁の下に移管
する旨の意見が出てきて困っている
（※情勢はシンポジウム当時のもの
です。）との紹介がありました。そ
して，国民生活センターは，あり方
見直し議論に２年もさらされ消耗し
たとの紹介がありました。
2　パネルディスカッションでは，
パネリストに，川口康裕氏（消費者
庁次長），河上氏，松本氏，飯田秀
男氏（全大阪消費者団体連絡会事務
局長）に参加していただき，コーデ
ィネーターの中村雅人（日弁連消費
者問題対策委員会副委員長）が進行
役を務め，基調報告に現れた，消費
者行政のエポックから６つのテーマ

をとりあげ議論を深めました。

3　集団的消費者被害回復訴訟法
　消費者庁初の新規立法が「消費者
の財産的被害の集団的な回復のため
の民事の裁判手続の特例に関する法
律」です。川口氏からは，この法律
の趣旨が消費者に武器を与えること
にあり，成立までには，抵抗勢力と
の調整など苦労もあり時間がかかっ
たことなどが説明されました。
　飯田氏は，この法律や消費者庁の
動きを一定程度評価するものの，問
題点も指摘されました。
4　電気通信事業法改正
　携帯電話・スマートフォン等を利
用して提供されるサービスが急増し
ている中，これに伴う消費者トラブ
ルも増加している現状を国民生活セ
ンターの鈴木基代氏から会場発言が
ありました。
　この問題に対する規制の動きにつ
き，会場の拝師徳彦会員（千葉県）
から，総務省の消費者行政も，消費
者委員会の建議で動き出しているこ
とが報告され，その経緯を河上氏が
報告しました。
5　地方消費者行政
　消費者問題は，現場のある地方の
行政が充実することが重要と言われ
ていながらまだまだ不十分であるこ

とが飯田氏から指摘され，国民生活
センターの役割と取組を松本氏が紹
介しました。
6　製品安全
　消費者行政の重要課題の事故情報
の一元化収集・分析・公表の進展状
況を川口氏が説明し，また，事故調
査機関の誕生と問題点・課題などに
ついて消費者安全調査委員会委員で
あった片山登志子会員（大阪）から
会場発言がありました。また，個別
消費者被害の原因究明における国民
生活センターの役割について松本氏
から報告がありました。
7　食品行政
　表示問題だけを切り離して消費者
庁が担当したことによる混乱した現
状から，食品行政はうまく機能して
いないとの指摘が会場の石川直基会
員（大阪）からなされました。
8　景表法の課徴金導入
　新しいところでは，解散直前の国
会で景品表示法の改正案が成立しま
したが，ここに至る過程については，
消費者委員会の建議が大きな役割を
果たし，消費者庁もうまく動いたこ
とが語られました。
9　おわりに
　消費者庁産みの親ともいうべき福
田康夫元総理大臣も会場にお見えに
なり，創設時の思いから，長い目で
成長を見守ろうとのメッセージをい
ただくという一幕もあって，クリス
マスにふさわしいサンタクロースの
登場を感じたシンポジウムでした。
　　

消費者行政部会
副委員長　中村雅人（東京）

リ ポ ー ト

新消費者行政５年を総括する―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―」―
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1　当委員会は，昨年10月に韓国に
赴き，2011年９月に施行された公益
申告者保護法の運用状況等の調査を
行った。標記シンポジウムは，その
調査結果から日本と韓国の公益通報
制度を比較検討し，また，昨年12月
に施行された特定秘密保護法と公益
通報者保護法の関係等を検討し，二
つの保護法の問題点を考えることを
目的として，2015年１月26日，弁護
士会館にて，調査報告とパネルディ
スカッションの構成により開催され
た。

2　まず，韓国の公益申告者保護法
（以下「韓国法」という。）の説明を
中心に日本の制度との比較がなされ
た。
　韓国法では，国民権益委員会が所
管して通報者の保護のみならず支援
も行っていること，通報者の限定が
なく（日本では労働者に限られる。），
通報方法として電子メールの利用が
認められ，いわゆる事業者内部への
通報以外の場合は捜査機関，国民権
益委員会，公共団体が通報先になる
こと（日本のようにマスコミ等の外
部通報に関する定めはない。），通報
者の秘密の保護が明記され違反につ
いて罰則が定められていること，不
利益措置として転任・転勤・いじめ
等の具体的内容を列挙して禁止し，
通報に対する不利益措置の推定規定
が設けられていること，不利益措置
を行った者への刑事罰が定められて
いること，通報者の生命身体の保護
のための身辺保護措置，通報者自身
の刑事責任や民事責任等の減免規定
が設けられていること，通報者支援
のために報奨金制度や救助金制度

（公益通報による経済的損害等の補
償）が設けられていることが報告さ
れた。
　韓国法は，日本に比べ通報者が手
厚く保護される制度となっている。
通報者の範囲を労働者に限定すべき
でないこと，違反者への罰則の導入，
通報者の刑事・民事責任の減免規定
の導入等は，当連合会の「公益通報
者保護法の見直しに関する意見書」
（2011年２月18日）でも指摘されて
いるが，日本の制度の問題点がより
明確になったように思われた。
　運用実績についても，国民権益委
員会が法施行後昨年12月までに受け
付けた通報が約9700件で，そのうち
の約２割で不正が発見されたとのこ
とであり，日本と異なり，行政機関
への通報が活用され不正行為が是正
されるシステムが構築されているよ
うであった。他方，報奨金が３年間
で約6000万円ほど支給され，報奨金
目的のパパラッチと呼ばれる専門申
告者の申告が受理件数の49％を占
め，これに対する問題意識も生じて
いるとのことであった。
3　次に，特定秘密保護法の問題点
と公益通報者保護法との関係等が報
告，検討された。
　まず，特定秘密保護法の概要が説
明され，2015年１月９日時点で特定
秘密として防衛等４分野55項目で
382件が指定されていること，秘密
指定に関し内閣保全監視委員会及び
独立公文書管理監（検事）が指定や
解除の監視等をすることが説明され
た。特定秘密の定義が曖昧であり，
公益通報等への委縮効果への懸念，
秘密指定権限の濫用のおそれ等があ
ることが指摘された。この点，公益
通報者保護法は秘密指定権の濫用に
ついての通報者の保護には役立た
ず，運用基準で濫用への特別な配慮
を規定し，内閣府独立公文書管理監
への通報もできる制度となっている
ことが説明された。公益通報者保護
法により保護される通報が過度に限
定されていることの表れである。他
方で，特定秘密に関係する違法行為

についての公益通報が特定秘密保護
法により抑制されること等への手当
はなく，大きな課題が残っている。
4　さらに，日本の公益通報者保護
制度の運用実態として，地方自治体
の公益通報受付窓口担当弁護士から
具体的な通報処理の流れや実情等が
報告された。通報者が事実上の不利
益，組織・被通報者からの仕返しを
おそれて通報者として特定されるこ
とを危惧していること，通報を考え
ている者の数は現実の通報者数より
ももっと多いはずとの担当者の経験
に基づく感想には説得力があり，よ
り通報を活性化させるように日本の
通報者保護制度を変え，これらの潜
在的な通報を顕在化させる必要があ
る。
5　また，本シンポジウムには，韓
国からチョン・ジングク氏（クォン・
ウニ議員室秘書官）を招待した。同
氏は，勤務先の会社に対する内部通
報の報復等として懲戒処分を受け，
その後韓国法の手続に沿い申告した
ところ懲戒免職処分を受け，労働委
員会や裁判で不当解雇の認定を勝ち
取り，以後，韓国公益通報者支援セ
ンターの事務局長を務めるなどして
公益通報に取り組んでいる。同氏は，
通報を活性化させ，いじめ等を含め
た不利益取扱いをなくすためには，
強力な補償と強力な罰則しかなく，
会社が平均賃金の終身分を支払う制
度，報奨金の拡大，取引停止等の行
政処分の制度を検討していることな
ど，韓国の公益通報者保護制度をよ
り前進させる考えを力強く語った。
実際に多大な負担を被った通報者が
制度に関与し，その経験等を踏まえ
てより制度を拡充させるべく改正の
検討をしている姿は，日本で公益通
報問題に取り組む者の目には非常に
眩しく映った。
　　

PL・情報公開部会

山本雄大（大阪）

リ ポ ー ト

シンポジウム「『情報』をめぐる二つの保護法～『公益通報者保護法』
と『特定秘密保護法』韓国の公益通報制度との対比から考える～」
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1　日弁連消費者問題対策委員会
（違法収益吐き出し部会）は，2015
年２月３日，弁護士会館で表記の訪
米調査報告会を開催しました。昨年
９月の訪米調査と11月の国内でのヒ
アリングの結果を受けたものです。
　報告の対象は，証券取引委員会
（SEC），連邦取引委員会（FTC），
司法省（DOJ），証券投資者保護公
社（SIPC），マドフ事件担当の破産
管財人，レシーバー弁護士（詐欺的
な業務を行っている業者に，裁判所
の命令で経営権を把握し，会社の財
務状況等を調査する弁護士）及びク
ラスアクション弁護士でした。調査
担当者からの報告の後，引き続き，
日本法への示唆について，中川丈久
氏（神戸大学大学院法学研究科教
授），小原喜雄氏（神戸大学名誉教授）
からコメントがありました。
2　当部会の問題意識は，被害者が
個人的に民事訴訟などを利用すると
いう方法では被害回復を図ることが
期待できず，かつ同種被害の再発を
防止することも困難とされる消費者
被害にいかに対処すべきかという点
にあります。現在でいえば，出資詐
欺（ポンジースキーム）の被害がそ
の典型です。出資詐欺は，「素晴ら
しい事業を行っているこの会社に出
資すれば，年10％の『配当』が当た
る」などと勧誘して多数から資金を
集めるものの，実際には出資者から
集めた資金で配当が行われ，事業は
資金集めのための名目的なものに過
ぎないという詐欺であり，これに類
する著名な大型消費者被害として
は，ワールドオーシャンファーム事
件（2007年発覚，フィリピン海老養
殖事業，被害額約850億円），L&G
事件（2007年発覚，円天市場事業，
被害額約1260億円），MRI 事件（2013
年発覚，診療報酬債権買取事業，被
害額約1365億円）などがあります。
2008年以降は，劇場型詐欺と並行し
て未公開株・社債等への出資詐欺も
多く見られましたが，手を変え品を
変え，同様の被害が繰り返される構
造には変化がありません。

3　米国では，こうしたポンジース
キームを典型とする金融犯罪等の被
害者に対し，違反事業者等の資産を
凍結し，違法収益を吐き出させて得
られた資産を換価して基金化し，そ
の基金から被害者に配当して被害回
復の結果が得られるという制度が次
のように，多元的・多層的に存在し，
有効に機能しています。
⑴　米国NASDAQ市場の元会長バ
ーナード・Ｌ・マドフの行ったポン
ジースキームであるマドフ事件
（2008年発覚，証券投資事業，被害
額約７兆円）では，証券会社であっ
たマドフ証券について，証券投資家
保護公社の基金から１人当たり上限
50万ドルの補償金の支払いが行われ
るとともに，証券投資家保護法によ
る破産管財人が選任され，資産の換
価・回収と配当が行われた結果，同
社の投資家への配当率は46％に達し
ています。
　一方，司法省（DOJ）は，マドフ
個人を証券詐欺などで刑事訴追し，
裁判所は，マドフに対し，懲役刑を
言い渡すとともに，23.5億ドルの資
産を刑事没収し，被害者への原状回
復命令を発令しました。没収資産は
資産没収基金に組み入れられ，司法
省の経費に充てることができます
が，被害者への原状回復命令を充足
するための資産がない場合には，司
法省は，裁判所に没収財産を引き継
ぐことができます。また，裁判所に
よる分配が困難な場合には，裁判所
の許可を得て司法省による分配を行
うこともできます。マドフ事件の場
合には，この司法省による分配が行
われています。被害者に手厚い制度
となっています。
⑵　MRI 事件は，ラスベガスの米
国法人が，事業の実態なく日本人
8700人から資金を集めた事件でし
た。日本の被害弁護団は，2013年７
月に連邦地裁にクラスアクションに
よる差止訴訟を提起するのと並行し
て，SEC も同種の訴訟を同じ連邦
地裁に提起しました。裁判所は，
SEC の申立てに基づき緊急停止命

令の決定を出し，MRI の資産保全
を命じました。その後，ディスカバ
リーの手続を経て，裁判所は2014年
10月にMRI の責任を認める略式判
決を出し，さらに2015年１月には，
レシーバー（資産管理人）を選任し
ました。
　私人による差止・保全・被害回復
請求訴訟と行政当局による同種訴訟
とが並行しつつ，矛盾なく進行して
いくダイナミックさが分かります。
⑶　米国ワコール事件（2014年９月
和解）では，連邦取引委員会（FTC）
が，「痩せる下着」の効果について
科学的裏付けがないまま商品を販売
したのは法令違反だとしてワコール
の米国法人を訴え，同社が同月29日
130万ドル（約１億4200万円）支払
うとの和解の合意がありました。ワ
コールは，事実関係を争いませんで
した。和解金は，消費者被害回復プ
ログラムに用いられます。消費者被
害回復プログラムでは，FTC はワ
コールに対し，広告費用を負担させ
た上で被害回復が出来ることを消費
者に知らせるように命じることがで
きます。また，全ての被害者がエビ
デンスを保有しているとはいえない
ので，被害者の届出について，ワコ
ールが事実を争うことは許されてい
ません。
　日本で昨年11月に成立した景品表
示法の課徴金制度と比較しても，違
法行為の再発防止と被害回復のため
により実効的な制度となっていま
す。
4　以上のように，米国の制度は，
日本に比べ，非常に充実しています。
日本の制度を充実させるためには，
実際の被害回復の実情に関する日米
の差を分かりやすく提示すること
が，この種の制度の実現を模索する
上で，まずは必要なことだと考えて
います。
　　

違法収益吐き出し部会
副委員長　平田元秀（兵庫県）

リ ポ ー ト

訪米調査リレー報告会「マドフ事件（投資詐欺）など生きた題材から迫る，米国の
消費者被害の摘発と被害回復の実務―消費者が泣き寝入りをしない制度を求めて」



日弁連 消費者問題ニュース164号（2015年４月）4

リ ポ ー ト

経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会
割賦販売小委員会「中間的な論点整理」に関する意見書
1　割賦販売法改正のこれまでの動
きと本意見書の公表
　2009年12月１日に施行された特定
商取引に関する法律及び割賦販売法
の一部を改正する法律（平成20年法
律第74号）附則第８条は，「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。」と定めて
います。そのため，2014年９月より
割賦販売法の見直しを検討する経済
産業省産業構造審議会商務流通情報
分科会割賦販売小委員会が開催され
ており，同委員会は，同年12月25日
付けで「中間的な論点整理」を取り
まとめ，同日から2015年１月26日ま
での間，「中間的な論点整理」に対
する意見公募手続（パブリックコメ
ント）を行いました。
　当連合会は，2015年１月14日付け
で本意見書を公表し，上記意見公募
手続に本意見を提出しました。
2　本意見書の内容
⑴　アクワイアラー及び決済代行業
者の加盟店調査義務の内容とし
て，苦情発生時の調査義務の要件
及び内容を具体的に定めること
　近年のクレジットカード取引は，
現行の割賦販売法の適用がない翌月
１回払い（以下「マンスリークリア
取引」といいます。）が大半を占め
る上，カード発行会社（以下「イシ
ュアー」といいます。）と加盟店契
約会社（以下「アクワイアラー」と
いいます。）が国際ブランド会社を
介して分離し，更に決済代行業者の
介在により，イシュアーが加盟店を
直接管理できない仕組みが展開され
ています。
　このような実態を踏まえ，「中間
的な論点整理」では，加盟店契約を
締結するアクワイアラー及び決済代
行業者（以下「アクワイアラー等」
といいます。）に対し，マンスリー

クリア取引・包括クレジット取引を
問わず，登録制及び加盟店調査義務
等の法的規制を課す方針を示してお
り，この点は基本的に評価できます
が，加盟店調査義務の内容を明確に
示すには至っていません。
　この点，実際に苦情が発生した際
にその調査がなされなければ，悪質
加盟店の実効性ある排除が図れない
ことから，本意見書は，アクワイア
ラー等の加盟店調査義務につき，苦
情発生時の調査義務の要件及び内容
を具体的に定めることを求めていま
す。
⑵　マンスリークリア取引につい
て，イシュアーに対し，苦情発生
時の適切措置義務を課すこと
　「中間的な論点整理」では，マン
スリークリア取引のイシュアーに対
しては，包括クレジット取引のイシ
ュアーが負っている苦情発生時の適
切措置義務（割賦販売法30条の５の
２）と同様の義務を正面から認める
ことなく，顧客の苦情が寄せられた
場合にアクワイアラーに情報提供す
る仕組みを検討する方向を示すにと
どまっています。
　しかし，イシュアーはアクワイア
ラー等が加盟店の取引をクレジット
システムにつなぐことにより利益を
受ける地位にある上，クレジット取
引は販売業者と与信業者が別のため
に悪質な販売業者に利用されやすい
という構造上の特徴があることか
ら，イシュアーは，信義則上，不適
正取引排除義務を負うべき立場にあ
ると考えられ，割賦販売法30条の５
の２の義務はその一環と考えられま
す。そして，上記イシュアーのクレ
ジットシステムにおける地位やクレ
ジット取引の構造上の特徴は，包括
クレジット取引とマンスリークリア
取引とで異なるものではないことか
ら，マンスリークリア取引における
イシュアーも，アクワイアラーに苦
情情報を提供すれば足りると解する
のではなく，不適正取引排除義務の
主体として位置付けるべきです。

　そこで，本意見書は，マンスリー
クリア取引におけるイシュアーに対
しても，苦情発生時の適切措置義務
を課すことを求めています。
⑶　マンスリークリア取引における
抗弁接続制度を設けること
　「中間的な論点整理」では，マン
スリークリア取引に抗弁接続制度を
設けることの言及がありません。
　しかし，マンスリークリア取引を
含め，クレジットを利用した取引に
おける悪質加盟店排除と消費者被害
救済の実効性を確保するためには，
不適正な販売行為によるリスクを消
費者が負担するのではなく，イシュ
アーが負担するという民事的ルール
を規定する必要があります。また，
近年はマンスリークリア取引と包括
クレジット取引の機能を併用するカ
ードがほとんどであるばかりか，代
金決済時にマンスリークリア方式を
選択した後でもリボルビング方式
（包括クレジット取引）を選択でき
るカードが多数を占める現状におい
ては，包括クレジット取引とマンス
リークリア取引で消費者保護の内容
に格差を設ける合理性は認められま
せん。
　よって，本意見書は，マンスリー
クリア取引においても抗弁接続制度
を設けることを求めています。
3　割賦販売法改正の今後の予定
　割賦販売小委員会は，2015年２月
17日より再開され，今後，パブリッ
クコメントの意見を参考としつつ，
中間的な論点整理に基づいて更なる
議論を進めることになっています。
　クレジットカード取引の健全な発
展を図るためにも，同委員会におい
ては，消費者が安心してクレジット
取引を利用できるような方向での議
論がなされることが期待されます。
　　

統一消費者信用法部会
副委員長　森　哲也（第一東京）
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商品先物取引法施行規則の一部を改正する  
省令に関する意見書
1　商品先物取引の不招請勧誘を解
禁する省令の公表
　2015年１月23日，商品先物取引の
不招請勧誘を解禁する省令（以下「本
省令」といいます。）が公表されま
した。主務省は，2013年６月14日の
「規制改革実施計画」（閣議決定）に
「勧誘等における禁止事項について，
顧客保護に留意しつつ市場活性化の
観点から検討を行う。」とあること
を根拠として，2014年４月５日に不
招請勧誘を解禁する省令案を公表
し，同案をパブリックコメントに付
しました。これに対しては，日弁連・
全52弁護士会から反対意見が出され
ましたが，主務省はこれを顧みずに，
パブリックコメント案に若干の手直
しを加えた上で，本省令を公表しま
した。
2　商品先物取引における不招請勧
誘の禁止と本省令の内容
　商品先物取引における不招請勧誘
の規制については，同取引による深
刻な被害が発生し，度重なる行為規
制強化の下でもトラブルが解消しな
かったため，2009年改正法で禁止規
定が導入された経緯があります。同
法は，適合性原則による勧誘規制の
遵守をおよそ期待できないとして不
招請勧誘を禁止し，委託者の保護に
欠けるおそれのない場合に省令で例
外を定められるという法構造を採用
しています。
　これに対し，本省令は，当該業者
と継続的取引関係がある顧客のみな
らず，他社契約者である顧客，一定
の条件を満たす未経験者にまで，不
招請勧誘を可能とするものです。
　具体的には，「未経験者であって
も，勧誘に先立ち，65歳未満であり，
年金生活者でなく，年収が800万円
以上又は金融資産が2000万円以上で
ある者であり，かつ商品先物取引を
理解していることの確認がとれる者
等でなければ契約を締結できないこ
とを説明し，契約を締結するまでの
間に，当該顧客が上記の要件を満た
すことを確認する。その上で契約締
結日から14日間の熟慮期間を設け，

取引開始日までに投資上限額を定
め，契約締結日から１年以内には投
資上限額を超える取引をできないと
いう内容の契約を締結する。これら
のことを条件に訪問し，電話をかけ
て商品先物取引契約の締結を勧誘す
る行為を許容する」というものです。
　すなわち，業者はこれから訪問し
電話をかけようとする相手が，契約
を締結できる条件を満たす者である
かどうか全くわからない段階で，無
差別に訪問や電話をかけることが許
されることになります。しかも，当
該顧客が条件を満たすか否かを確認
する期限は契約を締結するまでであ
り，勧誘条件を満たさないことが判
明した場合には，速やかに電話を切
る等の対応を行わなければならない
とするのみです。つまり，当該顧客
が条件を満たすか否かを確認するま
での間には，セールストークを含め
た実質的な勧誘が可能となります。
3　本省令の問題点
　本省令は，法律で導入された不招
請勧誘の禁止を解禁するものであ
り，もはや不招請勧誘の例外を定め
るものではなく，法律の委任の趣旨
を逸脱するものとして違法です。勧
誘条件を満たすか否かの確認やその
過程での理解度確認は，適合性要件
の具備の確認や説明義務の履行をさ
せるものに過ぎず，本省令は不招請
勧誘を解禁した上で，適合性要件の
具備の確認や説明義務の履行をさせ
るもので，不招請勧誘禁止規制を，
より緩やかな別の行為規制に置き換
えるものに過ぎません。
　また，本省令が契約締結の条件と
して設ける各要件は，いずれも機能
しないものであり，委託者の保護に
欠けるおそれがないとは到底評価で
きません。
　年収や金融資産の確認につき，顧
客による内訳申告書の提出を求める
に過ぎず，客観的な収入資産証明書
類の提出を求めるものではありませ
ん。現状においても，口座開設時に
商品先物取引業者が事実と異なる年
収や金融資産を記載するよう顧客を

誘導する実態があること，取引開始
時の審査の一環として行われる理解
度確認において，営業担当者らが正
答を教授するなどの不正がみられま
す。
　契約締結後14日間の熟慮期間を確
保することも機能しません。顧客は
商品先物取引業者からのセールスト
ークを受け，利益が出る旨強調され
てそれを信じて契約するという実情
があり，実際の取引を経験して初め
て，商品先物取引業者のセールスト
ークの内容と実際の取引とが異なる
ことを知るに至るからです。
　１年以内の投資上限額が年収と保
有金融資産の３分の１とされている
点も，上記のとおり年収や保有金融
資産の確認が適正に行われる保証は
ない以上，実効性を期待することは
できません。
　他社契約者である顧客への不招請
勧誘を解禁する点については，未経
験者への勧誘と共通する問題がある
ほか，金融商品取引法における商品
先物取引の不招請勧誘禁止と横並び
になっていない点でも問題です。
4　商品先物取引法施行規則の一部
を改正する省令に関する意見書
　そこで，日弁連は本省令公表後，
即日これに抗議する「商品先物取引
法における不招請勧誘禁止緩和に抗
議する会長声明」を公表し，２月20
日には本省令の上記の問題点を指摘
し，その廃止を求める「商品先物取
引法施行規則の一部を改正する省令
に関する意見書」を公表しました。
　本省令は違法であり，委託者の保
護に欠けるおそれがないとは到底評
価できず，閣議決定が求める顧客保
護への留意のためには，本省令を廃
止するほかに策はなく，引き続き廃
止に向けた取組を継続していきま
す。
　　

金融サービス部会
副委員長　加藤進一郎（京都）
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事 情件 報

１　本件は，適格消費者団体特定非営利法人京都消費者契
約ネットワークが，サン・クロレラ販売株式会社（以下
「サン・クロレラ販売」といいます。）に対し，クロレラ
の薬効を記載した新聞折り込みチラシの配布差止を求め
た訴訟において，同チラシの配布差止を認めたという事
案です。

２　同チラシは，日本クロレラ療法研究会（以下「研究会」
といいます。）が作成したという体裁で，クロレラ成長
促進因子（略して「CGF．」）には「病気と闘う免疫力
を整える」との表示や，体験談形式で「細胞壁破砕クロ
レラ粒と CGF液を継続的に服用したところ，肺気腫の
症状が改善した」などの内容が表示されていました。当
然，同社の健康食品は薬事法の審査は経ていません。

３　本判決は，同チラシにサン・クロレラ販売の社名や具
体的商品名の表示がなく，外形上研究会が作成した体裁
になっていることから，同チラシがサン・クロレラ販売
の商品内容についての広告といえるのかという点につい
て，①同チラシの発行主体とされている研究会に資料請
求するとサン・クロレラ販売から商品注文書等が送られ
てくること，②同チラシの配布費用はサン・クロレラ販
売が負担していること，③サン・クロレラ販売の従業員
が研究会の会員となっていること等の理由から，同チラ

シはサン・クロレラ販売の商品表示に当たると認定しま
した。
４　次に，同チラシが景品表示法の優良誤認表示といえる
のかという点について，①日本では，医薬品は国による
厳格な審査を経て承認を得なければ製造販売することは
できず，審査をクリアしていない医薬品が，広告などで
医薬品的な効果効能を表示することは刑罰をもって禁止
されていること，②一般消費者からすれば，通常の事業
者ならば審査をクリアしていない商品について，医薬品
的な効果効能があるという広告は出さないと考えるのが
通常であること等の理由から，国の審査をクリアしてい
ない商品の広告に，医薬品的な効果効能があると表示す
ることは，一般消費者に対して，その商品が国の厳しい
審査をクリアしたものであるとの誤解を与えるおそれが
あり，優良誤認表示に当たると認めるのが相当であると
しました。そして，同チラシは，クロレラ粒など国の審
査をクリアしていない商品について，医薬品的な効果効
能があると表示している点で優良誤認表示に当たるとし
ました。
５　この優良誤認表示の判断手法は他の健康食品表示にも
大きな影響を与えるものだと思います。

長野浩三（京都）

１　適格消費者団体特定非営利活動法人京都消費者契約ネ
ットワーク（KCCN）は，平成20年12月，冠婚葬祭互助
会を運営する㈱セレマ他１社に対して，互助会の積立金
について，解約時に所定の手数料を差し引くという解約
金条項が消費者契約法９条及び10条に反するとして，消
費者団体訴訟制度に基づき，当該条項の使用差止を求め
る訴えを提起し，大阪高判平成25年１月25日（判例時報
2187号30頁）は，同条項の一部無効を認めました。これ
に対し㈱セレマが上告受理申立てを行っていましたが，
平成27年１月20日，最高裁は上告不受理決定を行い，上
記大阪高判が確定しました。

２　冠婚葬祭互助会契約は，将来の冠婚葬祭に備えて毎月
数千円を積み立て，満期になればその金額を葬祭の費用
に充てるというもので，自分の葬式費用を心配する高齢
者をターゲットに訪問販売で勧誘されていることが多い
ようです。

　　上記大阪高判は，平均的な損害について，月掛金振替
手数料月58円に加え，振替不能通知にかかる費用として
月２円，合計１月あたり60円，また，年２回の「全日本
ニュース」の作成・発行費用月9.81円，及び年１回の入
金状況通知の作成，送付費用月4.46円の合計月14.27円（以
上合計は月74.27円）のみがこれに当たり，その余の人
件費等は必要経費に当たらないとして，解約金条項の大

部分を無効としました。また，本件では，KCCN の差
止請求と併合して，個別被害者が返金請求を行い，高裁
判決が認容した部分についても，上記最高裁決定で確定
しました。
３　本件解約金条項は，業界団体である「全日本冠婚葬祭
互助協会」の定める約款と同様のものでした。新聞報道
によれば，同様の冠婚葬祭互助契約は2000万件を超えて
いたということであり，本判決の社会的影響は極めて大
きく，大阪高判後，上記業界団体も各事業者において適
切に解約金条項を改訂するように促し，多くの冠婚葬祭
互助会業者の解約金条項が改訂されたようです。
　　本件の被害は１契約あたり２，３万円から７万円程度
と少額であるため，被害者個人が訴訟を提起するのは困
難な事案でしたが，これを適格消費者団体が取り上げ，
６年にわたる訴訟活動を行い，その無効を確定させたこ
とは，意義深いものです。
　　なお，訴訟を提起した被害者に対する返金義務が確定
したのですから，訴訟に加わっていない被害へも自主的
な返金がなされるべきですが，㈱セレマは自主的な返金
をしないようであるため，今後は，弁護団において返金
を求める集団訴訟等を予定しています。
　　

長野浩三（京都）

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

京都 「クロレラに薬効」は違法広告とした判決（京都地裁平成27年１月21日判決（控訴））

京都 冠婚葬祭互助会解約金条項を無効と認めた判決（大阪高裁平成25年１月25日判決（確定））
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事 情件 報

１　MRI インターナショナル事件とは
　　MRI インターナショナル（米国ネバダ州ラスベガス
の法人。代表者エドゥイン・ヨシヒロ・フジナガ（日系
米国人）。以下「MRI」といいます。）は，1998年頃から，
米国内の医療機関が保険会社等に対して有する診療報酬
債権（MARS）を安く買い取り，額面で回収して利ざや
を稼ぐという債権回収ビジネスを行い高率の配当金を支
払うと称して，日本の消費者から出資を募集し，2008年
には日本の第二種金融商品取引業の登録を受け，約8700
名から額面総額1365億円の資金を集めました。しかし，
上記ビジネスの実態はなく，出資金の大部分を事業に用
いることなく他の顧客に対する配当金の支払に流用して
いたことが判明し，2013年４月26日，関東財務局が，証
券取引等監視委員会（SESC）の勧告に従い第二種登録
を取り消したことで発覚した事件です。

２　弁護団の結成及び米国での訴訟活動の概要
　　2013年５月２日，東京を主とする関東圏の弁護士有志
で「MRI 被害弁護団」を結成し，米国での資産凍結・
回収を視野に活動しています。日本国内で関係者資産の
仮差押え及び本案訴訟を提起し，国際的合意管轄を無効
と認めた東京高裁平成26年11月26日判決を得ていますが
（本誌163号７頁参照），米国でも重要な判決を得ました
ので，報告します。

⑴　弁護団は，2013年７月５日，依頼者５名（20名追加し
て現在25名）を代表原告として，MRI 及び代表者らに
対し，米国ネバダ地区連邦地裁にクラスアクション訴訟
を提起しました。相手方は訴状却下命令の申立（モーシ
ョン・トゥー・ディスミス）を繰り返すなど徹底抗戦し
ていますが，現在，ディスカバリー（証拠開示）手続き
やクラス認証申立段階に入っています。

⑵　米国証券取引委員会（SEC）は，2013年９月11日，独
自に，同じく米国ネバダ地区連邦地裁にMRI 及び代表
者を相手として，違法収益吐き出し（ディスゴージメン
ト）を求める訴訟を提起し，併せて一方的緊急差止命令
（TRO）も求め，翌９月12日，TRO 決定が発令されま
した。その後，暫定的差止命令（プレリミナリーインジ
ャンクション。PI），ディスカバリー手続を経て，ＳＥ
Ｃは，2014年８月８日，MRI らの違法責任に関してサ
マリージャッジメント（略式判決）を求める申立てをし，
2014年10月３日，この申立てを認める判決が下されまし
た【判決①】。
⑶　SEC は，【判決①】に基づき，2014年11月24日，違法
収益吐き出し額を定める判決を求める申立てを行い，
2015年１月27日，この申立てを認める判決が下されまし
た【判決②】。

３　判決の概要

⑴　【判決①／2014年10月３日付け】MRI 及び代表者の違
法責任を認定するサマリージャッジメント（略式判決）
　　サマリージャッジメントとは，裁判所が，陪審員裁判
等によることなく，当事者に争いのない事実及び書証等
の客観証拠により判断をする手続です。SEC は，ディ
スカバリー手続により事前に開示された書類，関係者の
宣誓供述録取手続（デポジション）等をもとに，MRI
及び代表者の違法性，責任が十分に認定出来るとして，
申立てをしたものです。
　　判決は，SEC が裁判所に提出した証拠によれば，
MRI らが投資家に対し，投資した資金はMARS の購入
のみに使用することはもちろん，第三者（「エスクロー」
と称していた。）が管理する口座に保管され，その投資
資金は州法によっても保護される等と虚偽の説明を行っ
ていたこと，MRI らが行った行為はポンジースキーム
（詐欺的な手法）であり，代表者がそのスキームを支配
していたこと等が明らかであると認定し，MRI 及び代
表者に損害賠償責任があると認めました。MRI らは，
米国証券法及び証券取引法は本件に適用されない等々と
して却下申立てをしていましたが，判決は，MRI らの
申立てを却下しました。
⑵　【判決②／2015年１月27日付け】MRI 及び代表者が吐
き出すべき違法収益の金額等を認定する判決
　　判決は，裁判所には証券法違反により得られた違法収
益の吐き出しを命じる広範な権限があること，SEC は
違法収益の合理的概算額を立証する責任を負うが，全て
の出所を明らかにする必要はなく，被告らはその概算額
が合理的でないことを反証する責任を負うこと，違法な
行為から被告らがいかなる利益も得ることがないよう判
決前の利息を含めるべきであること，裁判所は，民事罰
として，事実と事情に照らして制裁金の額を決定する権
限があること等の規範を明示した上で，SEC の申し立
てどおり，MRI 及び代表者は，ⅰ吐き出すべき違法な
収益として約４億4222万ドル，ⅱ判決に至るまでの利息
として約１億212万ドル，ⅲ民事制裁金としてそれぞれ
2000万ドル（合計4000万ドル），以上合計約５億8435万
ドル（１ドル120円換算で約701億円）を支払う責任があ
ると認定しました。
４　今後の手続
　　これらの判決と並行して，SEC の申立てにより，
MRI 及び代表者らの資産管理のためのレシーバー（財
産管理人）が選任されています。今後，レシーバーの権
限が拡大されて，資産回収により配当原資を作り，被害
者への配当手続に移行していく見通しです。
　　

五十嵐潤（第二東京）

東京
米国証券取引委員会（SEC）の申立てにより，MRIインターナショナル及び代表者に対し，
違法収益のはく奪を命じた判決（米国ネバダ地区連邦地裁2014年10月３日及び2015年１月27日判決）
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
催 事  第 26 回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー「消費者の個人情報保護について（仮題）」

日　時：2015年7月18日㈯　13時～17時30分
場　所：東京・日比谷図書文化館地下1階 日比谷コンベンションホール
問合先：日弁連人権部人権第二課　TEL 03-3580-9512
講師・パネリスト：新保史生氏（慶應義塾大学総合政策学部教授），鈴木正朝氏（新潟大学法学部教授），奥野弘幸会員（コーデ

ィネーター）

　平成17年４月に個人情報保護法が完全施行されてから10年が経過し，ビックデータの利活用など情報化社会が進展するなか，同法改
正案が今国会に上程されました。他方，昨年には大手通信教育業者における個人情報漏洩・名簿業者による販売が発覚し，社会問題化
しています。本セミナーでは流動化する個人情報問題を消費者の視点から検討します。是非ご参加下さい。

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

　昨年度は2009年９月の内閣府消費者委員会発足
より５年という年であり，これに関連して開催さ
れたシンポジウムにおいて，同消費者委員会の功
罪について様々な説明がなされており，今回のニ
ュースにおいても掲載させて頂いたところです。
　そのような中，昨今において経済界の強い要求
によってか，これまでの当委員会の努力によって
積み上げられてきた不招請勧誘の禁止につき，こ

れを緩和する方向での商品先物取引法の省令が出
され，日弁連からはこれに反対する意見書が出さ
れております。
　アベノミクスによる景気の回復傾向が叫ばれて
いる昨今，投資意欲増進のためか，消費者保護立
法の規制緩和があちらこちら見え隠れしている状
況です。
　高齢化社会が進みつつある昨今，資産を有する

高齢者の投資を促進して経済成長を高めようとす
る意向もわからないではないですが，１歩立ち止
まって考え直す慎重さ，セーフティネットの再検
討ができる社会を目指したいものですね。桜満開
の時期に編集に携わってきましたが，原稿の集ま
りも良く，順調な編集に終わりました。皆様のご
協力ありがとうございました。
 中城剛志（第二東京）

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

１　NPO法人消費者支援ネットくまも
と（以下「消費者支援ネットくまも
と」といいます。）は，2010年８月，
適格消費者団体の認定を目指して設
立され，その後４年余の歳月を経て，
2014年12月17日に，全国で12番目に
内閣総理大臣の認定を受けることが
できました。これは，熊本県内の様々
な団体・個人が目標を一にし，連携に
努めてきた賜です。

２　消費者支援ネットくまもとの立ち
上げに当たっては，まず2008年８月，
弁護士会主催のシンポジウムが開催
され，県内で消費者保護に取り組む
弁護士・司法書士・消費生活相談員・
生活協同組合関係者・研究者・地方消
費者行政関係職員など約500名もの参
加者を得て，狼煙を上げました。そ
の後，10数回にわたる準備会を経て，
2010年３月，NPO法人の設立総会を
開催し，2010年８月に設立，本格的
な活動をスタートさせました。

３　以来，適格消費者団体の認定要件を

満たすべく，団体として，消費者被害
の予防・救済のための110番活動や啓
発活動など幅広い活動を行ってきま
した。特に，適格消費者団体ではな
いため，差止請求関係業務が出来ず，
申入活動によってしか実績を上げる
ことができないため苦労しましたが，
認定までに３件の成果を上げること
ができました。

４　これからも全国各地で適格消費者団
体の認定を目指す団体が続々と登場
することと思いますが，その認定要件
は厳格です。消費者支援ネットくまも
とも，設立から４年という長い年月
をかけて苦労の末にようやく認定を
受けるに至りました。要は，人・物・
金・実績です。①人の面では，上記の
とおり様々な分野からの支援により，
認定時は約150名の会員数に達しまし
た。②物の面では，生活協同組合に
無償で事務所のスペースと事務局を
提供していただくことが出来ました。
③金の面では，会員から集めた会費や

寄付で構成される活動資金の支出を
必要最小限にとどめたことで，認定時
の残高は200万円を超え，差止請求関
係業務を継続的に行うのに必要な安
定的な財政基盤を得ることができま
した。④申入れの実績は上記のとおり
ですが，これが最も重要な認定要件と
されているようです。
５　認定に至るまでには，各地の適格消
費者団体，消費者庁，地方消費者行政
など，外部の様々な方面からのご支援
をいただきました。この場をお借り
して深く感謝申し上げます。今後は，
適格消費者団体として，責任が重くな
ります。改めて，会員全員でこれを認
識し，初心を忘れずに取り組みを進め
て行きます。
　　

NPO法人消費者支援ネットくまもと
理事長　青山定聖（熊本県）

熊本に適格消費者団体誕生  


