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　2015年２月４日，当連合会は，最
近発生が目立つ宅地被害について，
標記シンポジウムを開催しました。
1　基調報告
　当委員会副委員長，土地・住宅部
会長である平泉憲一会員（大阪）か
ら，以下の報告がされました。建物
の安全性の前提である宅地の安全性
の確保は重要であるが，地盤を知る
ためには，土地の過去の来歴，周辺
地盤の状態，地盤データの種類など
多様なデータが必要であり，かつそ
の判断には専門的知見が不可欠であ
る。しかし，現在，消費者にとって
自分の宅地やこれから購入しようと
検討している宅地についての地盤の
情報は，まだまだ乏しいとのことで
した。
2　各地の被害状況報告と原因分析
　最近の宅地被害事例について，①
2014年８月の豪雨に伴う広島市安佐
地区の土砂崩れ被害（森友隆成会員
（広島）），②仙台市の東日本大震災
に伴う造成地崩落・地滑り被害（千
葉晃平会員（仙台）），③2013年９月
の台風に伴う京都府福知山市石原
（いさ）地区・戸田地区の浸水被害（上
田敦会員（京都）），④東日本大震災
に伴う茨城県潮来市日の出地区等の
液化被害（中本義信会員（茨城県））
の報告がありました。
　いずれの被害も，もし当該被害者
が自分たちの地盤についての認識・
評価ができていれば，住まない，逃
げる等の対応により被害に遭わなか
ったのではないかと思われる事例で
した。

3　パネルディスカッション
　地盤情報の整備・開示が十分でな
い現状を踏まえて，消費者の知る権
利の観点から地盤情報の整備開示に
ついて，パネルディスカッションを
行いました。
　まず，国土交通省から，国が現在
ハザードマップ等の地盤に関する情
報を開示していることが紹介されま
した。
　これに対して，地盤工学の専門家
から，国が現在開示している地盤情
報は公共事業に関するものに限られ
ているが，消費者が求めている「宅
地の性能・安全性等」を専門家が判
断するためには民間企業が保有する
ボーリングデータ等の活用が必要
だ，という発言がありました。
　次に，石津剛彦会員（和歌山）から，
滋賀県は条例で，宅建業者に対し，
水害に関する情報を提供する義務を
課しているが，努力義務にとどまっ
ていること等が紹介されました。
　これについて，宅建業協会から，
宅地の買主・借主側は地盤情報をで
きるだけ出して欲しいが，売主・貸
主側は不利な情報は出したくないの
で，宅建業者が地盤について説明す
べき内容を条例などで具体化するこ
とが必要である，という発言があり
ました。
　以上を受けて，三浦直樹会員（大
阪）から，①国民には「地盤情報を
知る権利」があり，地盤情報の開示
が「営業の自由」や「財産権」の侵
害にあたるとしても，「公共の福祉」
による制約として許される，②自ら

費用を掛けて取得した地盤情報を拠
出させられる点については「正当な
補償」が必要となる，という見解が
示されました。
　その後，2013年度に創設された「地
盤品質判定士」制度や，国土交通省
が検討している「品確法に基づく住
宅性能評価制度」に地盤情報を含め
る点を，宅地取引の中でどのように
活用していくべきか等について，各
パネラーから発言がなされました。

4　まとめ
　行政庁による宅地情報の開示が十
分とは言えない現状にあり，民間の
宅地情報を拠出させるためには補償
の問題があること等からすると，人
の生死に関わる「宅地の地盤情報」
を消費者が知ることができるように
するためには，地盤情報に関する新
たな立法措置等が是非とも必要で
す。当連合会は，引き続きこの問題
に取り組んでまいりますので，ご理
解・ご協力をお願い致します。
　　

土地・住宅部会

山田　学（札幌）
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1　はじめに
⑴　2015年２月７日，弁護士会館で，
当連合会，関東弁護士会連合会，東
京弁護士会，第一東京弁護士会，第
二東京弁護士会の共催による標記シ
ンポジウムが開催されました。
⑵　訪問販売と電話勧誘販売という
不招請勧誘が，悪質商法・消費者被
害の温床となっていますが，「Do-
Not-Call（DNC）」とは電話勧誘販
売に対する規制を，「Do-Not-Knock
（DNK）」は訪問販売に対する規制
を指します。このシンポジウムは，
各国の規制の在り方を俯瞰し，我が
国への導入を考えようとするもので
す。
⑶　不招請勧誘規制については，近
時，良い方向と悪い方向で，それぞ
れ注目すべき動きがあります。
　まず，悪い方向ですが，農林水産
省及び経済産業省は，2015年１月，
商品先物取引法施行規則の一部を改
正し，それまで法律が禁止していた
不招請勧誘が禁止される範囲を大幅
に緩和しました。これは，同分野で
深刻な被害が多発してきたことを軽
視するばかりか，法律の規制を省令
で骨抜きにするものであり，明らか
に違法なものです。当連合会では，
１月23日に「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」を発表していますが，本シ
ンポジウムでも，パネルディスカッ
ション，当委員会野々山宏委員長（京
都）による閉会の挨拶において，こ
の問題が取り上げられました。
　一方で，現在，内閣府消費者委員
会の特定商取引法専門調査会で，同
法改正のための調査審議がなされて
います。この第４回会議（2015年４
月28日実施）において消費者庁が提
出した資料に，不招請勧誘への対応
の必要性が指摘され，本シンポジウ
ムで取り上げられたような諸外国に
おける各規制の例が紹介されていま

す。
2　基調報告
⑴　「不招請勧誘規制におけるDo-
Not-Call／Knock 制度の位置付
け」
　まず，本シンポジウムの導入とし
て，関東弁護士会連合会消費者問題
対策委員会委員の樋口和彦会員（群
馬）から，不招請勧誘とは何か，そ
の分類（リアルタイム型と非リアル
タイム型），規制理由，規制の態様（オ
プトイン規制とオプトアウト規制），
規制に際して検討すべき点などが整
理して報告されました。DNC・
DNKについては，より問題の大き
いリアルタイム型不招請勧誘である
電話勧誘・訪問販売に対して，オプ
トアウト型規制ではあるものの，事
前に包括的に拒絶の表明をすること
で，大きな効果が得られることが説
明されました。
⑵　「韓国におけるDo-Not-Call 制
度～その仕組みと特色」
　次に，吉岡康博会員（大阪）から，
2012年２月に導入された韓国の
DNC制度について報告が行われま
した。
　同制度は，公正取引委員会が開設
したウェブサイトを利用して行われ
ていますが，概要は次のようなもの
であるということです。
　①消費者は，携帯電話を使用して，
ウェブサイトで，電話による勧誘を
拒否する電話番号を登録することが
できる。②電話勧誘販売を行うこと
を希望する事業者が，架電しようと
する電話番号をウェブサイトにアッ
プロードするとその中から拒否登録
をした番号が削除されたリストを入
手することができる仕組みになって
いる。③事業者は，この方法による
確認を月に１度以上しなければなら
ない。④消費者がウェブサイトを通
じて，事業者に質問をしたり，事業
者への処分を求めることができ，こ

れらを受けた回数もウェブサイトで
公開されている。⑤違反について，
過料や行政処分が定められているが
民事効は定められていない。
　韓国DNC制度の大きな特徴とし
ては，事業者による勧誘拒否電話番
号の確認方法があります。勧誘を拒
否する電話番号のリストを事業者が
入手するという方法を採用する国も
ありますが，これでは事業者にいわ
ゆる「カモリスト」に近いものを渡
していることになりかねません。ま
た，韓国DNC制度は，消費者・事
業者の双方に費用を一切負担させず
に実現しているということです。
⑶　「Do-Not-Call 制度の世界的広
がり～諸外国の制度の紹介」
　次に，カライスコス・アントニオ
ス関西大学准教授より，諸外国にお
けるDNC制度の状況が，次の通り
報告されました。
　まず，北中南米では，アメリカ合
衆国，カナダ，メキシコ，ブラジル，
アルゼンチンで，DNC 制度が導入
されています。
　欧州では，EU 加盟国に対し，
EU指令（e- プライバシー指令）に
よって，電話勧誘規制を行うことが
平準化されています。人の介入しな
い自動電話による勧誘についてはオ
プトイン規制がされ，それ以外の勧
誘についてはオプトアウト・オプト
インいずれかの規制がなされること
になっています。
　個別的にはそれぞれ特徴がありま
すが，英国，フランス，イタリア，
ノルウェー，オランダ，ベルギー，
スペイン，アイルランド，ギリシャ，
アイスランド，ポルトガルでオプト
アウト規制によるDNC制度が，ド
イツ，オーストリア，デンマークで
は，オプトイン規制によるDNC制
度が導入されています。スイス，ス
ウェーデン，フィンランドでは，マ
ーケティング協会による自主規制が
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行われているということです。
　アジア・オセアニアでは，オース
トラリア，ニュージーランド，イン
ド，シンガポール，韓国でDNC制
度が運用されています。
　このように，DNC 制度はこの10
年間で世界的な広がりを見せている
という報告でした。
⑷　「外国の訪問販売お断りステッ
カー～豪・米・英・ルクセンブル
ク」
　続いて，薬袋真司会員（大阪）か
ら，諸外国のDNK制度のうち訪問
販売お断りステッカーについて，次
の通り報告が行われました。
　オーストラリアでは，消費者の拒
絶意思を支援するという趣旨から，
国が「悪質な」という文言の限定の
無い「訪問販売お断りステッカー」
を配布しています。2013年12月に「要
求による交渉の中止」を定めた競争
消費者法の解釈により，ステッカー
を無視して営業を行った業者に550
万円の罰金の支払いを命じる判断も
なされました。
　アメリカでは，条例による訪問販
売規制をする自治体があります。訪
問販売の拒絶登録制度を採用した
り，訪問販売について許可制・登録
制を採用する自治体もあります。
　イギリスでは，訪問販売お断りス
テッカーは地方自治体レベルの取り
組みですが，訪問販売が規制される
地域が決められたり，近隣の特定の
人の立会いを求める取組みがされる
など，地域・近隣の協力による被害
予防の取組みとともに活用されてい
る例があります。
　ルクセンブルクでは，法律による，
訪問販売お断りステッカーについて
の明示的な規律があり，これを無視
した勧誘による契約は無効とされる

など，特徴的な取組みがされていま
す。
⑸　「日本に Do-Not-Call の導入を
～京都弁護士会の意見書の紹介」
　最後に，大濱巌生会員（京都）か
ら，京都弁護士会による「特定架電
適正化法（仮称）の制定を求める意
見書」の紹介が行われました。
　京都弁護士会は，2014年に，①電
話勧誘による営業活動を登録制とす
ること，②無登録業者の電話勧誘に
よる契約は無効とすること，③電話
勧誘を望まない消費者が予めその意
思を示す拒否リストを作成し，事業
者は勧誘に先立ちこれを確認する義
務を負うこと，④これに違反して締
結された契約は取り消し得るものと
すること，などを内容とする法律の
制定を提唱した意見書を作成しまし
た。
　また，意見書作成の際，事業者の
営利的表現の自由に対する行き過ぎ
た規制にならないか，登録制にまで
することは零細事業者に過度の負担
にならないか，民事効（取消権）ま
で認める必要があるか，などといっ
た議論があったことなどが紹介され
ました。
3　パネルディスカッション
　続いて，樋口会員がコーディネー
ターとなり，カライスコス准教授，
薬袋会員，大濱会員に加えて，内閣
府消費者委員会委員長代理である石
戸谷豊会員（横浜），松苗弘幸会員（埼
玉）を加え，DNC・DNK制度の導
入に関する様々な議論がなされまし
た。
　不招請勧誘規制の必要性について
は，カライスコス准教授から，
OECD（経済開発協力機構）のツー
ルキットにおいて，電話勧誘販売が
多くの消費者に生活の不快感等を感
じさせるものとされているという紹
介が，薬袋会員からは，突然の勧誘
により消費者の自律的意思決定が害
されるという問題もあるとの指摘が
なされました。
　規制の在り方については，石戸谷
会員から，オプトイン規制の優位性
が説明され，カライスコス准教授か
らは，同規制が必要な事情として，
ヨーロッパ法の「傷つきやすい消費

者」という考え方が紹介されました。
　また，一般的にオプトイン規制を
即時に導入することが困難だとして
も，危険性の高い個別分野における
オプトイン規制の必要性，特に，前
記農林水産省及び経済産業省の省令
改正による商品先物取引法における
不招請勧誘禁止緩和の問題につい
て，石戸谷会員から解説がなされま
した。
　営業の自由との関係では，埼玉県
の消費生活条例の改正に消費生活審
議会委員として関与した松苗会員か
ら，訪問販売お断りステッカーに条
例上の根拠を与えようとされた際の
反対意見が紹介されました。大濱会
員からは，上記京都意見書作成に際
して，「営業の自由」という抽象的
な言葉でなく，具体的にどのような
問題が生じるのか想定すべきである
という議論があったことが紹介され
ました。
　その他，韓国のDNC制度に見ら
れるような「カモリスト」化回避の
問題やDNC運営費用の問題（消費
者に費用負担をさせる例はないとい
うこと），違反に民事効を認めるべ
きかという問題について意見が交わ
されました。

4　最後に
　冒頭に述べたように，不招請勧誘
規制をめぐっては，現在，激しい動
きがあります。先物取引についての
不招請勧誘を緩和する省令は速やか
に廃止されなければなりませんし，
世界的潮流にこれ以上遅れない様に
DNC・DNK制度が速やかに実現さ
れるべく活動を続けることが必要だ
と感じます。
　　

包括消費者法部会

川本真聖（大阪）豪競争消費者委員会（ACCC）が作成・配布
しているステッカー
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個人情報保護法改正への日弁連の対応  
～2015年2月意見書を中心に～
1　個人情報保護法改正の動き
　現行の「個人情報の保護に関する
法律」（以下，「個人情報保護法」と
いいます。）は，2003年５月に成立し，
2005年４月から全面施行されまし
た。同法は「個人情報の有用性に配
慮しつつ，個人の権利利益を保護す
ること」を目的としています（同法
第１条）。しかし，その後も，2004
年１月に判明したヤフーBBの顧客
情報漏えい事件をはじめ，毎年のよ
うに個人情報漏えい事件が報じられ
ています。最近では，2014年７月に
もベネッセコーポレーションの顧客
情報漏えい事件が発覚しました。
　このような状況の中，個人情報保
護法は，成立後一度も本格的な改正
が行われないままでしたが，成立後
10年余りが経過した今年，ようやく
現在開会中の第189回通常国会にお
いて本格的な改正案が成立する見込
みとなっています（2015年５月13日
執筆）。
　今回の改正に至るまでに，内閣に
設置された「高度情報通信ネットワ
ーク社会推進戦略本部」が，2013年
12月に「パーソナルデータの利活用
に関する制度見直し方針」（以下，「制
度見直し方針」といいます。）を，
2014年６月に「パーソナルデータの
利活用に関する制度改正大綱」（以
下，「制度改正大綱」といいます。）を，
それぞれ決定しました。さらに，同
年12月に開催された「第13回　パー
ソナルデータに関する研究会」にお
いて，この「制度改正大綱」を受け
た形で作成された「パーソナルデー
タの利活用に関する制度改正に係る
法律案の骨子（案）」（以下，「改正
骨子案」といいます。）が資料とし
て公開されました。
　当連合会では，これらの動きに対
応し，前記「制度見直し方針」に対
しては2014年６月に「『パーソナル
データの利活用に関する制度見直し
方針』に対する意見書」を，同「制
度改正大綱」に対しては同年７月に

「『パーソナルデータの利活用に関す
る制度改正大綱』に対する意見書」
を，それぞれ公表してきました。
　本稿では，前記「改正骨子案」に
対する意見書として，2015年２月に
公表された「『パーソナルデータの
利活用に関する制度改正に係る法律
案の骨子（案）』に対する意見書」（以
下，「改正骨子案に対する日弁連意
見書」といいます。）について報告
します。なお，現在通常国会におい
て審議されている個人情報保護法改
正案（正式名称は「個人情報の保護
に関する法律及び行政手続における
特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律の一部を改正す
る法律案」。以下，個人情報保護法
に関する部分のみを指して「個人情
報保護法改正案」といいます。）は，
2015年３月に閣議決定されたもので
す。この個人情報保護法改正案に対
しても，当連合会はすでに同月「個
人情報保護法の改正案に対する会長
声明」（以下，「改正案に対する会長
声明」といいます。）を公表してい
ます。本稿では，必要に応じて当該
会長声明についても報告します。
2　「改正骨子案」「個人情報保護法
改正案」の概要と問題点
⑴　個人情報の定義の拡充
　現行個人情報保護法において，「個
人情報」とは次のように定義されて
います（第２条１項）。
　　生存する個人に関する情報であ
って，当該情報に含まれる氏名，
生年月日その他の記述等により特
定の個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合する
ことができ，それにより特定の個
人を識別することができることと
なるものを含む。）をいう。
　定義において「特定の個人を識別
することができるもの」という要件
が付加されていることにより，例え
ば旅券番号，携帯電話番号や免許証
番号などは，「個人情報」に該当す
るか否かが曖昧であるとされてきま

した。これらの情報は，それ自体で
「特定の個人を識別することができ
る」とは言い難い面があり，また「他
の情報と容易に照合することができ
る」かどうかについても疑問が残る
ため，「個人情報」に該当するとい
う見解と該当しないという見解の両
方が存在しました。
　改正骨子案では，該当することを
明確化するため，現行法上の定義に
加え，新たに「個人識別符号」とい
う類型を設け，この「個人識別符号」
も「個人情報」として位置付けるこ
とになりました。
　改正骨子案に対する日弁連意見書
では，これらを「個人情報」として
位置づけ，個人情報保護法による規
制を及ぼすこと自体には賛成してい
ました。
　ところが，今通常国会に提出され
た個人情報保護法改正案では，この
改正骨子案が一部修正された結果，
携帯電話番号などが「個人情報」に
該当するのか，再び曖昧となってし
まうことが懸念されます。
　すなわち，個人情報保護法改正案
では，「個人識別符号」の定義にお
いて，改正骨子案における定義に次
の下線部が付加されています。
　①　特定の個人の身体の一部の特
徴を電子計算機の用に供するた
めに変換した文字，番号，記号
その他の符号であって，当該特
定の個人を識別することができ
るもの

　②　個人に提供される役務の利用
若しくは個人に販売される商品
の購入に関し割り当てられ，又
は個人に発行されるカードその
他の書類に記載され，若しくは
電磁的方式により記録された文
字，番号，記号その他の符号で
あって，その利用者若しくは購
入者又は発行を受ける者ごとに
異なるものとなるように割り当
てられ，又は記載され，若しく
は記録されることにより，特定
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の利用者若しくは購入者又は発
行を受ける者を識別することが
できるもの

　つまり，「個人識別符号」の定義
において，改正案骨子にはなかった
「特定の個人を識別することができ
るもの」という要件が付加されたの
です。
　しかし，それでは現行法における
曖昧さの問題が再び浮上することに
なります。現に今通常国会での審議
において政府は，携帯電話番号やク
レジットカード番号などは「現時点
では一概に個人識別符号に該当する
とはいえない」旨答弁しています。
これでは，携帯電話番号等が「個人
情報」に該当することを明確化しよ
うとした改正案骨子，及び改正案骨
子に対する日弁連意見書の趣旨が没
却されることになってしまいます。
　この点，すでに改正案に対する会
長声明において「指紋データや顔認
識データ，携帯電話番号，旅券番号
及び運転免許証番号などのデータに
対しても規制が及ぶことを明確化す
べきである」旨求めているところで，
今後の審議が注目されます。
⑵　匿名加工情報に関する規制の整
備
　現行法が成立して10年余り経過し
ましたが，その間，情報通信分野で
の技術革新は著しく進展し，成立時
には予想していなかったような状況
が生じています。いわゆる「ビッグ
データ」もその一つです。すなわち，
情報通信分野における技術革新によ
り，成立時とは比べものにならない
ほど大量のデータを容易に蓄積，利
用等できるようになったことに伴
い，企業が保有する「顧客情報」も，
単に氏名，住所，電話番号といった
情報のみならず，商品・サービスの
購買履歴，ホームページの閲覧履歴，
訪問した場所の位置情報など，個人
の行動に関する情報についても広く
含まれるようになりました。これら
は「ビッグデータ」といわれ，例え
ば個人の購買履歴を分析することに
より，当該個人の趣味・趣向に適合
した商品・サービスの宣伝・広告を
提供できるようになるなど，その有
用性が期待されています。個人の行
動に関する情報は，一定の加工を施

すことにより，当該個人との結びつ
きを低減し匿名性を高めることが技
術的に可能といわれています。そう
することで，個人のプライバシー等
に配慮しつつ，ビッグデータを有効
活用することが模索されているとこ
ろですが，現行法にはいわゆる「ビ
ッグデータ」に関する規定は存在せ
ず，法的規制が整備されていない状
態でした。
　改正案骨子は，個人情報保護法に
新たに「匿名加工情報」という類型
を設け，次のとおり一定の法的規制
を及ぼすこととしています。
①　匿名加工情報作成における規制
　匿名加工情報を作成する場合には
　ア）あらかじめ個人情報保護委員

会に届出をすること
　イ）個人情報保護委員会規則で定

める基準に従って，個人情報
から特定の個人を識別するこ
とができる記述等の削除をす
るなど，当該個人情報を復元
することができないようにそ
の加工をしなければならない
こと

　ウ）匿名加工情報の作成者は，削
除をした記述や加工の方法に
関する情報の漏えいを防止す
るために必要かつ適切な措置
を講じなければならないこと

②　匿名加工情報を第三者に提供す
る際における規制
　ア）匿名加工情報を第三者に提供

する旨を公表すること
　イ）提供先に匿名加工情報である

旨を明示すること
③　匿名加工情報を②によって取得
した第三者に対する規制
　ア）匿名加工情報を再照合（①で

削除された個人情報と再び結
びつけること）しないこと

　イ）さらに第三者に提供する場合
には，②と同様の規制

　これらの規制は，多少の修正はあ
りつつも基本的には個人情報保護法
改正案にも引き継がれています。
　しかし，プライバシー保護等の観
点からみた場合，このような規制で
十分か否かは疑問があります。特に，
匿名加工情報を第三者に提供する場
合において，元となる個人情報を匿
名加工情報の作成者に提供した個人

本人への情報通知等は不十分である
といわざるを得ず，自分の個人情報
がいったい誰に提供されるのか等を
本人が知ることは極めて困難です。
　現行の個人情報保護法第23条は，
個人情報を第三者に提供する場合，
①本人の同意を得ることを原則とし
（同条１項），例外的に②一定事項を
「本人に通知し，又は本人が容易に
知り得る状態に置いている」場合に
は本人の同意を不要としています
（２項）。匿名加工情報であることに
鑑み，①の本人の同意を原則とする
ことまでは要求しないとしても，最
低限②の一定事項の本人への通知等
という規制は設けるべきと思われま
す。
　この点，改正案骨子に対する日弁
連意見書では「匿名加工データを作
成する目的，データの項目，データ
の提供先を本人に知らせる又は本人
が容易に知り得る状態に置くという
規制を設けるとともに，提供先につ
いても個人情報保護委員会への届出
を義務付けるなどの方策を講ずる」
ことを要求しています。また，改正
案に対する会長声明においても同様
の要求を行っています。
⑶その他
　以上の他，改正案骨子及び個人情
報保護法改正案においては，これま
で当連合会が求めてきていたプライ
バシーコミッショナー（第三者委員
会）の設置がようやく「個人情報保
護委員会」の設置という形で実現す
る（ただし，当該委員会が予算や人
員，権限等の関係で実質的に十分な
ものとなるかは今後も注視が必要で
す。）など，重要な制度改正が検討
されています。
3　今後の動き
　本稿執筆段階において未だ個人情
報保護法改正案が国会審議中である
ため，最終的にどのような改正法と
なるのかは予断を許しません。しか
し，改正法成立後も，具体的な事項
は規則等に委ねられる部分も多くな
ると思われ，今後も状況を注視して
いく必要があります。

電子商取引・通信ネットワーク部会
副委員長　奥野弘幸（大阪）



日弁連 消費者問題ニュース165号（2015年６月）6

リ ポ ー ト

2014年破産事件・個人再生事件記録調査に  
ついての分析
1　はじめに
　当委員会は，最新の多重債務者の
実像と破産・個人再生事件の実態を
調査するため，2014年６月，全国の
地方裁判所及び会員の皆様にご協力
いただき，破産事件及び個人再生事
件の確定記録を調査しました。
　本調査は1992年から実施してお
り，今回の2014年調査で９回目を迎
えます。2014年調査では，全都道府
県において2013年６月から11月まで
に申し立てられた破産事件1240件，
個人再生事件708件（小規模個人再
生560件，給与所得者等再生148件）
の有効データが収集されました。
　同調査の詳しい内容は，当連合会
ホームページに掲載されています。
ぜひご参照下さい。
2　2014年調査結果の特徴
⑴　「不況による生活苦型破綻」の
高止まり傾向
　破産・個人再生の申立理由（多重
債務に陥った原因）については，依
然として，「生活苦・低所得」が最
多となっています（破産：60.24％，
個人再生：35.73％）。2011年調査と
比較して，「給料の減少」を原因と
する申立ての割合は減少しましたが
（破産：16.13％→13.47％，個人再生：
20.07％→15.96％），過去の調査と比
較して，「失業・転職」の割合はなお，
高止まり傾向にあります（破産：
19.84％，個人再生：11.02％）。
⑵　住宅資金特別条項を利用した個
人再生の減少
　今回の調査において，「住宅購入」
を原因とする破産申立ての割合が大
幅に増加し（12.24％→16.05％），過
去最大値となりました。一方で，
2011年調査まで増加傾向にあった，
「住宅資金特別条項を利用した個人
再生」の割合は，大幅な減少に転じ
ています（52.67％→43.93％）。
　今回の調査によって，「失業・転職」
等が原因で，住宅ローンを支払うこ
とができなくなった債務者が，住宅
資金特別条項を利用した個人再生を
申し立てることができず，破産せざ
るを得なかった実態が一定程度明ら
かになったといえるでしょう。
⑶　総量規制の効果
　破産・個人再生の申立理由（多重
債務に陥った原因）について，「負

債の返済（保証以外）」の割合が大
幅に減少しました（破産：24.47％
→17 . 1 8％，個人再生：17 . 6 7％
→13.70％）。
　2010年の改正貸金業法の施行によ
って，いわゆる総量規制（個人の借
入総額が，原則，年収等の３分の１
までに制限される仕組み）が導入さ
れましたが，その効果が徐々に浸透
しつつあることが今回の調査によっ
て明らかになっています。
⑷　破産申立債務者の高齢化，単身
化，生活保護受給者の急増
　破産申立債務者の年齢について，
2011年調査と比較して，「60歳代」
（17.50％→18.71％），「70歳代以上」
（5.02％→8.63％）の割合が増加し，
過去最大値となりました。また，破
産申立債務者の家族人数（同一家計）
について，2011年調査と比較して，
「単身」の割合が大幅に増加し（22.45
％→30.40％），過去最大値となって
います。そして，破産申立債務者の
生活保護受給者が占める割合は大幅
に増加し（6.97％→11.13％），これ
も過去最大値となりました。
　高齢化の進展，ライフスタイルの
多様化，長引く不況による経済的格
差の拡大によって，社会的弱者が破
産申立てに追い込まれている実情が
今回の調査によって明らかになって
います。
⑸　保証会社の増加（債権者の属性）
　債権者の属性について，2011年調
査と比較して，「保証会社」の割合
が増加し（破産：11.21％→15.10％，
個人再生11.86％→13.00％），「登録
貸金業者」の割合が減少しています
（破産：57.41％→45.47％，個人再生：
67.59％→58.42％）。これは，債権者
の属性が調査項目となった2008年調
査以降にみられる傾向です。なお，
「無登録貸金業者」の割合は，依然
として低い値を維持しています（破
産：0.32％→0.30％，個人再生：0.14
％→0.17％）。
⑹　破産申立代理人の増加
　破産申立代理人の有無について，
2011年調査と比較して有が増加し
（79.09％→84.11％），過去最大値と
なりました。司法書士を含む専門家
の関与がある申立ては，今回調査に
おいて97.17％となり，これも過去

最大値です。
⑺　管財人選任率，個人再生委員選
任率の増加
　破産終結内容として，「同時廃止」
事件は2002年の95.04％をピークに
減少を続け，今回の調査では73.55
％にまで減少し，２割以上が管財事
件となっています。
　個人再生委員の選任の有無につい
て，調査項目に加わった2008年調査
以降，全職務について再生委員が選
任された事案は増加傾向にあり，今
回調査でその割合は23.73％となり
ました。
⑻　免責不許可と取下げ
　免責申立ての結果について，調査
対象となった免責申立件数1235件の
うち「免責不許可」になったものが
１件もありませんでした。これは，
本調査開始以降初めてのことです。
　他方，免責申立ての「取下げ」と
なったものが，2011年調査と比較し
て微増しています（2.11％→2.75％）。
免責申立ての「取下げ」は，2000年
調査において１件も見当たりません
でしたが，2002年調査以降，微増傾
向となっています。
⑼　給与所得者等再生事件の激減
　本調査において，有効データを収
集することができた給与所得者等再
生事件は，2011年調査と比較して，
311件から148件に激減しました。給
与所得者等再生における厳格な可処
分所得要件については，従来から問
題があるとの指摘のあるところであ
り，今後の給与所得者等再生事件の
利用状況については，その動向が注
目されます。
3　2017年調査に向けて
　次回の調査は2017年を予定してお
ります。「破産事件及び個人再生事
件記録調査」は，破産債務者・個人
再生債務者の実情を知ることができ
る，他に類を見ない貴重な資料です。
会員の皆様には，次回の調査におい
ても是非ご協力をお願い申し上げま
す。また，次回の調査において，調
査項目に加えるべき事項などご意見
がございましたら，当委員会までご
連絡いただければ幸いです。

多重債務部会

北後政彦（第一東京）
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事 情件 報

１　事案の概要
　　本件は，質入れの形式をとりながら，実際には公的年
金から返済を受けることを目的として，質物とは明らか
に不釣り合いな金額を貸し付けた被告会社及び被告代表
者に対し，原告が，返済額全額が損害になること等を主
張して98万3690円の賠償を求めた事案です（報告者は控
訴審から担当）。
２　判決の内容
　　上記事件について，一審判決（福岡簡裁平成25年１月
21日判決）は，原告の主張を概ね認め，被告会社が，Ｑ
ネット代金回収サービス（以下「Ｑネット」といいます。）
を用いて，年金振込口座から被告の指定した口座に自動
振替の方法で返済を受けているのは，流質日に支払をし
ないで質物をもって弁済に充てる機会を事実上奪うもの
で，原告の障害年金を担保に取ったものと評価でき，国
民年金法24条，厚生年金保険法41条に実質的に違反する
ものであるとして，被告会社が不法行為責任を負うこと，
被告代表者についても会社法429条に基づく損害賠償責
任を負うことを認め，損害額として原告の返済額全額で
ある58万3690円，慰謝料として５万円，司法書士費用と
して６万円を認めました。

　　これに対して，控訴審判決（福岡地裁平成26年７月８
日判決）も，被告会社の貸付けは，Ｑネットを用い，流

質期限前に公的年金の受給口座からの振替によって貸金
を取り立てるという，「流質回避目的年金振替融資」と
いうべきものであり，質屋営業法１条１項所定の質屋営
業には該当しないとして貸金業法20条の２第１項に違反
すること，また貸付利率は年利96％に及ぶものであり，
出資法５条２項に違反することを認めて，一審判決を維
持し，控訴を棄却しました。なお，本判決は，被告代表
者に関するものです（被告会社については，控訴審係属
中に破産手続開始決定がなされたため，被告会社の関係
では訴訟は中断）。

　　上告審判決においても，控訴審判決が維持されていま
す。
３　本判決の意義等
　　質屋のような形をとるのは高い利息を取るためと考え
られ，さらに公的給付が返済の引当てにされることで，
一度借りると抜け出せなくなるという深刻な被害をもた
らします。報道によれば被害者は高齢者を中心に数千人
に上り，貸付額も数億円になるとされており，本件の審
理期間中に，被告代表者らは刑事訴追も受けています。
そのような経過の中で，個別事件の一つとしてではあり
ますが，明確に被告会社代表者の法的責任が認められた
意義は大きいと考えられます。

藤村元気（福岡県）

１　本件は，最大年36% もの高金利を謳って金融商品の
募集を行い，平成19年10月に破綻した株式会社Ｌ＆Ｇの
組織的詐欺事件について，出資した被害者（判決時の原
告62名）が，Ｌ＆Ｇ及び関連会社の役員・従業員，更に
は「GA（グランドアーク）」等と呼ばれる上位会員を被
告として（判決時の被告39名），損害賠償を求めた事案
です。

２　本判決は，役員・従業員については，投資商品の営業
活動のみならず，Ｌ＆Ｇの健康関連商品等の開発や各種
イベントのアイテム等を作成していた関連会社の業務も
含めてＬ＆Ｇの組織的詐欺に必要不可欠な行為であった
として，不法行為の成立を認め，合計約３億3818万円の
損害賠償を命じました（過失相殺なし）。

３　上位会員については，①直接的な勧誘が認められない
ケースにおける違法行為の有無，②投資商品の破綻の認
識可能性（過失の有無）が争点となりました。本判決は，
①につき，傘下の者を「自身の道具」として利用したと
評価できる場合には直接勧誘は必要ではないとし，本件
では，そもそも勧誘の仕組みがマルチ的構造であり，被
告らが用いていた募集用紙自体も不特定多数の募集対象

者を予定し，傘下会員を擁する上位会員らにマージンが
入る仕組みであったこと等を認定して，直接勧誘を行っ
ていない被害者との関係でも勧誘行為の違法性を認めま
した。また，②については，上位会員が，遅くとも平成
16年６月には，Ｌ＆Ｇの勧誘方法が多額の出資者を次々
と発生させるマルチ的手法であり年36% 等の高金利だ
けでも毎月多額の債務を雪だるま式に発生させること，
勧誘にはマージンや上位会員への募集経費等の多額のコ
ストを要すること，Ｌ＆Ｇが配当原資と宣伝していた各
種の収益事業に実態が無く収益をもたらすものではなか
ったこと等を認識していたとして，被害者のその後の拠
出分につき破綻の認識可能性を認めました。もっとも，
上位会員との関係では５割の過失相殺がなされました。
４　本判決は，マルチ的手法を用いた投資詐欺事件の上位
会員について，直接的な勧誘が無い場合にも不法行為責
任を認めた点に先例的価値があります。また，破綻の認
識可能性の認定の基礎とされた個々の事実及び推認過程
についても，今後の類似事案の参考になると思われます。
　　

田中博尊（東京）

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

福岡
偽装質屋の貸金業法・出資法違反につき代表者の会社法429条に基づく責任を認
めた上告審判決（福岡高裁平成27年３月26日判決）

東京
マルチ的手法を用いた投資詐欺事件（Ｌ＆Ｇ事件）の上位会員につき不法行為に
よる損害賠償責任が認められた事例（東京地裁平成27年３月30日判決（双方一部控訴））
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
文献紹介  キーワード式消費者法事典〔第２版〕（2015年6月頃発刊予定）

　本年当委員会は30周年を迎えるところ，当委員会20周年記念行
事として2005年に刊行された本書を，項目，キーワード及び内容
の全てを見直した上で，大幅改訂して刊行します。消費者法に関
する15の分野について厳選した合計 371 のキーワードの解説を
盛り込み，改正民法を意識した記述，直近のその他法令の改正や
判例の状況を踏まえた最新の消費者法の話題はもちろんのこと，
消費者法の歴史までを網羅した内容となっています。執筆は当委
員会の委員・幹事だけではなく，研究者や消費者団体の皆さんに

もご協力頂いております。実務に役立つだ
けではなく，知的好奇心を満たす一冊とし
てお手元に置いていただければと思います。
Ａ５　約 500頁（見込み）　4200 円＋税
発行　民事法研究会
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編

文献紹介  Q＆A消費者からみた民法改正
　当委員会民法改正部会の委員・幹事が手分けをして，債権法改
正案について，24 テーマを厳選して分かりやすく解説しました。
特徴は以下の２点です。
　第１点は，各論点ごと全４頁で改正点等について必要最小限度
の知識を得ることができるよう工夫したことです。読者も法律専
門家だけではなく，広く市民，特に消費生活相談員の方々に手に
とってもらうことを意識し，図表を活用して，分かりやすい表現
を心掛けました。
　第２点は，今回立法化されなかった論点６点に言及したことで

す。立法化が見送られた理由も含めて，債
権法改正論議を俯瞰し，今後のあるべき消
費者保護制度の立法活動に役立つように配
慮しました。
　是非ご一読下さい。
Ａ５判　128 頁／1404 円（税込）
発行　民事法研究会
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編

催 事  シンポジウム「民法（債権関係）改正と今後の消費者保護法制」

日　時：2015 年６月26日㈮　18時～20時　　場　所：弁護士会館 17 階 1701 会議室
問合先：日弁連人権部人権第二課　TEL 03‒3580‒9969

　標記シンポジウムは，民法（債権関係）改正について，約５年間の審議過程を俯瞰した上で，今回の改正が消費者保護との関係でど
のような意味を持つのかを多面的に明らかにすることを目的としたものです。特に，今回法案化された点のみならず，中間論点整理等
で検討されていたものの立法に至らなかった論点も併せて検討することで，今後の消費者保護のための立法や解釈論に与える影響につ
いて検討します。
　法制審幹事である鹿野菜穂子慶應義塾大学法科大学院教授による基調講演「民法（債権関係）改正と今後の消費者保護法制」，辰巳裕
規当委員会委員（兵庫県）による基調報告の後，鹿野教授に加えて，法制審幹事である高須順一会員（東京），山本健司当委員会副委員
長（大阪）によるパネルディスカッションを行います。
　有意義なシンポジウムになると思いますので，多くの方にご参加頂きますようお願いいたします。

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を考える～どうなる，情報化社会の未来～」

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），日置巴美氏（内閣官房

情報通信技術（IT）総合戦略室パーソナルデータ関連制度担当室参事官補佐），奥野弘幸会員（日弁連消費者
問題対策委員会副委員長）

　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，ビッグデータの利活用など情報化社会が進展するなか，同法改
正法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

　民法の債権関係規定の改正について，法務省法
制審議会民法（債権関係）部会で審議が重ねられ
てきましたが，要綱案がまとまり，2015年３月31
日に改正法案が国会に提出されました。民法改正
もいよいよ大詰めです。
　債権関係規定の抜本改正は，1896年（明治29年）
の民法制定以来初めてとのことです。民法制定か
ら今日までの約120年の間に我が国の社会的・経
済的環境は大きく変化したはずですが，その間，

民法の債権関係という基本的な法律分野において
同じ条文を使い続けていたとは驚きです。
　今回の改正法案の中には，定型約款，保証，賃
貸借契約における敷金・原状回復義務など，消費
者に深く関わる規定も含まれています。例えば，
定型約款に関しては，相手方の利益を一方的に害
する場合には合意しなかったものとみなす旨の定
めがあり，消費者保護の規定として期待されると
ころです。もっとも，こうした規定が法規範とし

て実質的に機能するためには，判決の積み重ねに
より規範の内容が明確にされる必要があります。
国民のみなさんが安心して消費生活を送ることが
できるよう，我々弁護士は裁判等を通じて法制度
を実効性あるものに変えていかなければならない
と思います。
 吉見仁宏（熊本県）
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