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　2015年６月24日，12時から13時の
間に衆議院第二議員会館において，
当連合会主催の院内学習会「カジノ
解禁について考える」が開催されま
した。2014年廃案になったいわゆる
カジノ解禁推進法案が，今国会にお
いて再度議員立法として提出されま
した。当連合会はカジノ解禁推進法
案に反対する意見書を採択していま
すが，今回の院内集会はカジノを解
禁した場合の問題点について学習す
ることがその内容となっています。
　最初に当連合会の松葉知幸副会長
から開会挨拶があり，その後に国会
議員の挨拶を挟み，精神科医である
野末浩之氏の「医師から見たギャン
ブル依存症の実態」，井上善雄会員
（大阪）の「カジノと犯罪」の報告
の後，各団体からの報告がありまし
た。
　野末氏の「医師から見たギャンブ
ル依存症の実態」では，病的賭博者
の実態，ギャンブル依存症は他の依
存症に比べて高学歴の傾向があるこ
と，パチンコ・スロット絡みでギャ
ンブル依存症の82％を占めているこ
とが報告されました。今までの報告
と異なり，ギャンブル依存症の患者
の配偶者に一定の割合で精神的な問
題が発生していることが示された点
が非常に勉強になりました。
　井上会員の「カジノと犯罪」では，
ギャンブルに伴う犯罪の発生，違法

賭博，マネーロンダリング，脱税等
様々な角度からのギャンブルに伴う
違法の問題について，法律家として
の視点からの報告が行われました。
その内容は多岐に渡るものであり，
ギャンブルを無条件に解禁した場合
の様々な違法の問題点について詳細
な報告がありました。
　今回，提出されたカジノ解禁推進
法案（特定複合観光施設区域の整備
の推進に関する法律案）は，従来の
公営ギャンブルとは異なり，民間に
よる賭博を正面から解禁するもので
す。報告にもありましたように，パ
チンコ・スロットがギャンブル依存
の大部分を生み出している現状で
は，ギャンブル依存症の実態解明を
行うことなしに，短期的な収益にの
み着目し，安易にカジノを解禁する
ことは非常に危険といわざるを得ま
せん。また，カジノ解禁に伴う地域
の治安の悪化も非常に懸念されま
す。カジノを導入しても長期的に見
ると決して経済的にペイするもので
はないという視点は既に以前のシン
ポジウムで示されています（本紙
162号参照）。これは，仮にギャンブ
ル単体で利益が上がったとしても，
その利益は周辺の地域の利益を共食
いしてしまう，また，一旦ギャンブ
ルを観光の目玉とすると，ギャンブ
ルが赤字に陥ったときに他の観光に
転換しにくいというものです。この

ようにトータルで経済的にペイする
かを検証するとともに，既に発生し
ているギャンブル依存の実態につい
て研究・検証を行うことが必要では
ないでしょうか。
　当日は，国会議員も多数参加し，
意見表明，国会情勢の報告がなされ
ました。与党自民党の中にも，慎重
論が出ているとの心強い報告を頂き
ました。党派を超えて，今，本当に
何の研究・検証をすることなしにカ
ジノを作ってよいのかという問題提
起に対し，真摯に検討していくこと
が政治でも問われているのではない
かと実感しました。また，各団体か
らは，今後もこの問題について，熱
心に取り組んでいく旨の決意表明が
行われました。
　今回の法案は議員立法で，2014年
廃案になったものが再度提出された
ものです。今国会は，集団的自衛権
の問題もあり，先行きが不透明です
が，カジノ解禁推進法案の反対は，
今後も継続的に取り組んでいく重要
課題であり，全国の各弁護士会にお
いて，引き続き会長声明，意見書等
の取組みを行っていく必要があると
思われます。会員の皆様のご協力を
お願いする次第です。
　　

多重債務部会

小野仁司（横浜）
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1　特定商取引法改正のこれまでの
動きと今後の予定

　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附則第８条
は，施行５年後に見直す旨を定めて
います。それを受け，2015年３月よ
り，内閣府消費者委員会において，
特定商取引法（以下，「特商法」と
いいます。）の見直しを検討する特
定商取引法専門調査会（以下，「専
門調査会」といいます。）が開催さ
れており，2015年８月下旬に検討結
果が取りまとめられる見込みです。
2　意見書の公表
　当連合会では，今般，専門調査会
での議論に関連し，３本の意見書を
公表しました。
⑴　2015年５月８日付け「特定商
取引に関する法律等の改正を求
める意見書」

ア　当連合会では，特商法の改正
に関し，これまで多数の意見書
を公表してきました（2012年５
月１日付け「特定商取引に関す
る法律の適用対象の拡大を求め
る意見書」等）。本意見書は，
専門調査会において議論がなさ
れることが想定されるものの，
これまで当連合会の意見書で言
及していなかった各論点につい
て意見を述べたものです。

イ　具体的な意見は，以下のとお
りです。

ア　訪問販売，電話勧誘販売，連
鎖販売取引及び業務提供誘引販
売取引関係
　契約締結について勧誘をする
に際し，消費者に金銭の借入れ
をさせ又は金融機関に同行して
預貯金を引き下ろさせ，同金員
をもって代金の支払いに充てさ
せる行為を指示対象行為とすべ
きである。

イ　訪問販売及び電話勧誘販売関
係
　アポイントメントセールスに
関し，販売勧誘目的隠匿型，有
利条件提示型以外のそれに類す
る不意打ち性を伴う手法により
営業所等への来訪を要請する場
合にも定義を拡大し，また，来
訪招請手段についても，雑誌や
新聞の広告等を用いる場合や，
営業所等以外の場所での口頭に

よる場合を追加すべきである。
　電話勧誘販売に関しても，販
売勧誘目的隠匿型，有利販売提
示型以外のそれに類する不意打
ち性を伴う手法により電話をか
けさせる方法も追加し，また，
電話をかけさせる手段について
も，雑誌や新聞の広告等を用い
る場合を追加すべきである。

　ウ　電話勧誘販売関係
　この取引においても，訪問販
売と同様に，過量販売行為を指
示対象行為とするとともに，過
量販売契約の解除権を導入すべ
きである。

　エ　通信販売関係
　①　インターネット上のショッ
ピングモール運営業者に対
し，加盟販売業者の実在性確
認義務及び苦情の対応義務を
課すべきである。

　②　インターネット販売業者が
電子メール・SNS 上のメッ
セージやチャット等を利用し
て，文字による勧誘を行うこ
とにより，インターネット通
販契約を締結する場合につい
て，電話勧誘販売と同様の規
制を設けるべきである。

　③　SNS やスマートフォンの
アプリケーションソフトを用
いた広告メッセージの送信に
ついて，オプト・イン規制の
対象にすべきである。

　④　電子メール広告につき，オ
プト・イン規制から除外され
る承諾，請求をした者がその
後に受信拒否の意思表示をし
た場合，当該意思表示の記録
につき，事業者に作成・保存
義務を課すべきである。

　⑤　通信販売における解約返品
ルールを見直し，未履行の役
務提供契約についても解約で
きるように拡大すべきである。

　オ　特定継続的役務提供関係
　①　「関連商品」となる商品に
ついて政令指定制による限定
を撤廃すべきである。

　②　特定権利販売の契約書面
に，権利の内容となる役務提
供を行う当事者の氏名・名称，
その住所，電話番号の記載を
義務付けるべきである。

　カ　業務提供誘引販売取引関係

　業務提供誘引販売取引の定義
に関し，商品又は提供される役
務について「利用する業務」と
の限定を改め，それに加えて，
「業務提供利益の収受に関して
必要のある物品の販売又は有償
で行う役務の提供事業」を適用
対象とすべきである。

　キ　訪問購入関係
　①　不招請勧誘の禁止につい
て，購入業者が訪問購入に係
る売買契約の締結についての
勧誘を要請していない者に対
し，当該売買契約の締結につ
いて勧誘をすること，勧誘を
受ける意思を確認するために
電話をかけること，政令で定
める方法により電話をかけさ
せることを禁止すべきであ
る。

　②　売買契約が代金受領後に解
除された場合の返金額の上限
につき，重利を認める規定を
改めるべきである。

　ク　執行関係
　①　適格消費者団体に対し，不
実告知や誇大表示における合
理的根拠資料の提出要求権限
を付与すべきである。

　②　立入調査権限が及ぶ対象者
について，現行の「密接関係
者」の要件を拡大すべきであ
る。

　③　事業者の代表者その他役
員，営業活動を統括する者，
実質的主宰者等についても行
政処分の対象とすべきであ
る。

　④　立入調査の拒否や妨害を行
った場合，その事実を事業者
名とともに公表する措置を導
入すべきである。

　⑤　複数の都道府県にまたがる
被害事案に対する法執行につ
いて，全国的被害事案や都道
府県による行政処分のみでは
不十分なケースについては国
が行政処分を行うべきことを
明確にすべきである。

⑵　2015年５月８日付け「特定商
取引に関する法律における連鎖
販売取引に関する規制強化を求
める意見書」
ア　当連合会では，2012年４月13
日に「連鎖販売取引に関する法

リ ポ ー ト

特定商取引法専門調査会における議論状況と  
特定商取引法改正に関する意見書
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規制の強化を求める意見書」を
公表していますが，専門調査会
での議論が始まったことに伴
い，それに追加して改正を求め
る事項につき，意見を述べたも
のです。

イ　具体的な意見は，以下のとお
りです。

ア　金融商品取引及び商品預託取
引に特定商取引法の連鎖販売取
引規制が及ぶことを明確にする
とともに，金融商品取引及び商
品預託取引に関する連鎖販売取
引の勧誘を禁止すべきである。

イ　特定負担の支払方法につき，
借入金又はクレジットの利用に
よる連鎖販売取引に伴う契約の
勧誘を禁止するとともに，これ
に違反した場合，連鎖販売加入
者が当該契約の申込み又はその
承諾の意思表示を取り消すこと
ができるものとすべきである。

ウ　商品購入等の負担を伴う契約
が締結された後に，その者と特
定利益を収受し得ることについ
ての契約に誘引する場合も特商
法の連鎖販売取引規制が及ぶこ
とを明確にすべきである。

エ　連鎖販売取引に際して交付す
べき概要書面及び契約書面の記
載事項を追加し，加入者数・退
会者数，売上高などの推移や加
入者が収受した特定利益の金額
等の情報を顧客に開示させるべ
きである。

オ　連鎖販売業を行う者は，連鎖
販売取引に伴う特定負担をしよ
うとする者とその特定負担につ
いての契約を締結するまでに，
その者に対し，収受し得る特定
利益の計算の方法等につき説明
義務を課すべきである。

カ　統括者に対し，上記エの事項
並びにその連鎖販売業に係る直
近の事業年度における業務及び
財産の状況に関する書類を事務
所に備え置き，連鎖販売加入者
の求めに応じ閲覧させなければ
ならないものとするなど，これ
らの情報を開示することを義務
付けるべきである。

⑶　2015年７月17日付け「特定商
取引法に事前拒否者への勧誘禁
止制度の導入を求める意見書」

ア　当連合会では，2015年５月７
日に「不招請勧誘規制の強化を
求める意見書」を公表し，Do-
Not-Call 制度（以下，「DNC」
といいます。）及び Do-Not-
Knock制度（以下，これとDNC
を総称して「事前拒否者への勧
誘禁止制度」といいます。制度
につき本誌６面参照。）の導入

を求めてきましたが，専門調査
会において，事前拒否者への勧
誘禁止制度の導入の可否に関す
る議論が急ピッチで進められて
いる状況に鑑み，これまでの意
見を補充するとともに，具体的
な制度設計を示したものです。
イ　具体的な意見は，以下のとお
りです。
ア　事前拒否者への勧誘禁止制度
を導入すべきである。
イ　DNC は，以下の内容の制度
設計とすべきである。
　①　事業者による登録者の確認
方法については，事業者が電
話番号等のリストを登録機関
に開示し，登録機関がそこに
登録者の情報があるかを確認
する方式による。

　②　登録機関は，国とする。
　③　消費者による登録は無償と
し，事業者による登録者の確
認は有償とする。

ウ　事前拒否者への勧誘禁止制度
については，特商法26条１項８
号の適用除外業種をそのまま容
認すべきではない。

3　専門調査会における具体的議論
状況
⑴　権利に関する問題についての
検討
　2008年の特商法改正時に従来
の商品・役務の指定制は撤廃さ
れましたが，権利については指
定制の撤廃には至りませんでし
た。そこで，当連合会では，上
記2012年５月１日付け意見書等
において，指定権利制の撤廃を
求めてきました。
　専門調査会においては，規制
対象を指定権利以外の権利に広
げる方向で議論がなされてお
り，評価できます。
⑵　美容医療契約に関する問題に
ついての検討
　現行の特商法においては，美
容医療が特定継続的役務の規制
対象とされておらず，トラブル
が多発していました。そこで，
当連合会では，上記2012年５月
１日付け意見書等において，消
費者被害が多発している全ての
類型の継続的役務提供を追加的
に政令指定すべきであるとの意
見を表明してきました。
　専門調査会においては，美容
医療を特定継続的役務の規制対
象とする方向で議論がなされて
います。

　⑶　執行上の課題に関する検討
　特商法違反に対しては，国や
都道府県も行政処分を実施して
いますが，法執行が困難な事例

や処分の効力の潜脱を図ろうと
する事例も増加しています。そ
のため，当連合会では，上記の
とおり，2015年５月８日付け意
見書等において，執行の強化を
求めてきました。
　専門調査会においては，行政
処分の効力の対象・範囲の拡大，
事前参入規制の導入，報告徴収・
立入検査の実効性確保，新たな
技術・サービスの発展・普及の
対応等について前向きに検討が
なされています。
⑷　訪問販売，電話勧誘販売等の
勧誘に関する問題についての検
討
　上記のとおり，専門調査会に
おいて事前拒否者への勧誘禁止
制度の導入の可否が議論されて
いますが，事業者による反対意
見も根強く，導入が実現できる
かどうかは予断を許さない状況
です。
　しかし，上記2015年７月17日
付け意見書で詳述したとおり，
近年の調査によれば，消費者の
大多数が訪問勧誘，電話勧誘を
全く受けたくないと回答してい
る状況にあります。また，事業
者の営業の自由も絶対的ではな
く，私生活の平穏を求める権利
との関係で一定の制約を受ける
ことは当然であり，しかも事前
拒否者への勧誘禁止制度は，営
業活動についての最小限の規制
といい得るものです。さらに，
同制度は，既に諸外国において
広く採用されているものです。
　したがって，事前拒否者への
勧誘禁止制度は速やかに導入さ
れるべきであり，今後その方向
に向かって議論が進むことが期
待されます。

　⑸　その他
　専門調査会においては，上記
のほか，通信販売・アポイント
メントセールス等に関する問題
についての検討が継続されてい
ます。また，販売事業者等によ
るクレジット・金銭借入・預金
引き出しの勧誘に関する問題等
についても議論がなされること
が予定されています。
　今後，これらに加え，上記各
意見書で表明した各論点につい
ても，消費者の利益保護を図る
方向で適正な改正がなされるこ
とを期待します。

　　

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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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」
1　シンポジウムの趣旨

　2015年６月26日に，当連合会は，

同年３月31日に国会に上程された民

法（債権関係）改正法案について，標

記シンポジウムを開催しました。こ

のシンポジウムは，民法（債権関係）

改正について，約５年間の審議過程

を検討することで，今回の民法（債

権関係）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

していました。そのために，今回の

民法改正で法案化された点のみなら

ず，今回の民法（債権関係）改正過程

において，中間論点整理や中間試案

で検討されていましたが，最終的な

立法まで至らなかった論点も併せて

検討しました。それにより，今後の消

費者保護のための立法や解釈論にど

のような影響を与えるのかを明らか

にし，今後の当委員会の活動におい

て役立つものとしたかったのです。

2　基調講演

　現在の緊迫した国会情勢の中，日

本共産党から２名の国会議員本人の

ご参加がありましたので，それぞれ

ご挨拶を頂いた後に，慶応義塾大学

法科大学院の鹿野菜穂子教授より

「民法（債権関係）改正と今後の消

費者保護法制」と題して基調講演を

行っていただきました。

　基調講演では，今回の民法（債権

関係）改正の背景，法制審議会にお

ける審議経過を説明された後，消費

者法制に関わる重要な論点として，

①「消費者，事業者」概念の民法典

への取り込みと，消費者契約に関す

る基本ルールの民法への編入，②「消

費者」「事業者」概念を前提として，

民法の中に各種の消費者契約につい

て特則を設けることの是非，③信義

則の適用において当事者間の格差等

も考慮すべきとのルールの明文化を

求めること，④契約締結過程におけ

る情報提供義務，⑤暴利行為の明文

化，⑥惹起型錯誤（不実表示）規定，

⑦個人保証人の保護，⑧約款といっ

た８論点があることが指摘されまし

た。この論点から，「契約締結過程

での情報提供義務」「暴利行為」「惹

起型錯誤」について，法制審議会で

の議論状況と要綱仮案で見送られた

意味を説明されました。また，法改

正となった「個人保証人の保護諸制

度」と，当連合会が求めていた責任

制限について説明され，更に「定型

約款」について，立法化された意味

と今後の解釈上の問題点について言

及されました。最後に，今回の改正

で見送られた点についても，解釈と

して否定されたものではなく，今後

の実務上に活かしていくべきである

こと，また，新しい制度についても，

実務上定着させていく上で，実務家

の果たすべき役割は重要であると述

べられ，基調講演を終了しました。

3　基調報告

　次に，当委員会副委員長の辰巳裕

規会員（兵庫県）より，「日弁連消

費者問題対策委員会の民法（債権関

係）改正への取組と今後の活動」と

題して，基調報告がありました。

　この中で，何故，当委員会がこの

問題に取り組む必要があったのかを

説明されました。そして，当連合会

から法制審議会に４名の委員幹事を

推薦しており，このバックアップの

ために司法制度調査会にバックアッ

プ部会がおかれ，このバックアップ

部会に当委員会から委員を派遣し

て，消費者側の意見を述べていたこ

と，当委員会内に部会横断的に民法

改正部会を作り，99回開催された法

制審議会に合わせて意見を検討して

いたことを説明されました。

　また，当連合会が民法（債権関係）

改正に当たり，2010年６月17日に公

表した「民法（債権法）改正問題に

取り組む基本姿勢」から2015年４月

３日に公表した「民法の一部を改正

する法律案及び同整備法案の今国会

での成立を求める会長声明」までの

合計12本の意見書や会長声明の中か

ら，消費者保護のために重要な点を

抽出して，説明をされました。
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4　パネルディスカッション

　以上の基調講演及び基調報告を経

て，パネルディスカッションを行い

ました。

　パネリストは，基調講演を行って

いただいた鹿野菜穂子教授に加え

て，法制審議会民法（債権関係）部

会幹事である高須順一会員（東京），

当委員会委員で現在，内閣府消費者

委員会消費者契約法専門調査会委員

である山本健司会員（大阪）の３名

でした。

　今回のパネルディスカッション

は，最終的に民法（債権関係）改正

法案となった制度だけではなく，立

法化が見送られた論点についても取

り上げることとしていました。その

ため，具体的に取り上げた論点とし

て，最終的に立法化される予定の①

定型約款，②個人保証人の保護を検

討するだけではなく，改正で取り上

げられなかった論点を代表して③現

代型暴利行為を検討しました。そし

て，今回の検討が，今後の消費者保

護立法や解釈にどのような影響を与

えるかを検討しました。

　まず，定型約款についてです。こ

の定型約款について，鹿野教授から

は，約款規制としては不十分である

こと，山本会員からは，要綱仮案で

定型約款がペンディングとされ，最

終的に要綱段階で立法化されること

になったことの評価，高須会員から

は，この立法化により今後実務でど

のように利用すべきかについてそれ

ぞれの立場からのお話をいただきま

した。

　約款の拘束力を意思に求めること

が明らかになった点では，大変意義

のある改正であるが，意思に求める

とすれば事前開示の在り方が不十分

ではないか，定型約款の定義と適用

される取引の類型をどのように考え

るべきか，といった点について議論

が深まりました。また，山本会員か

らは，現在の消費者契約法の改正に

定型約款が規定されることについて

も言及されました。

　次に，当委員会も大変関心が高か

った保証人保護について，当委員会

がどのような取組みをしてきたの

か，今回の改正中，保証人保護とい

う点で，評価できる点や問題点は何

かについて検討しました。

　山本会員からは，当委員会の意見

書を中心に取組の状況を話していた

だいた後，高須会員から，法制審議

会での議論についての説明がなされ

ました。そして，今回の保証人保護

のために導入された①第三者保証人

の意思確認のための公証人の口授，

②公証人による意思確認が不要とさ

れている事業従事配偶者，③主たる

債務者の保証人に対する説明義務と

保証人の取消権，④根保証規制の意

味，⑤主たる債務者の履行状況等に

ついての債権者の説明義務につい

て，今後の運用がどのようになるか，

また，事業従事配偶者が容易に保証

人となることができることの評価に

ついて意見交換をしました。見送ら

れた保証人の責任制限について，今

後の立法上の課題について，意見交

換を行いました。

　最後に取り上げたのは，最終的に

今回の法案では立法化が見送られた

重要論点のうち，特に「現代型暴利

行為」を例にとって，議論がなされ

たことの意味をどのように考えるべ

きかについて議論を行いました。

　具体的には，今回，立法化が見送

られたということは，解釈論として

否定されたということではなく，ど

のような文言であれば要件を立てら

れるのかといった点がまだ十分に詰

められなかったことによるもので，

実務上の法理論としても，否定され

たものではないこと，今後の消費者

契約法の改正を視野に入れると，今

回いわゆる現代型暴利行為について

法制審議会で検討されたことは，極

めて重要な意味があったことを確認

しました。

5　まとめ

　以上が，今回のシンポジウムの内

容となります。

　現下の国会情勢で，民法（債権関

係）改正法案については，国会での

審議入りすら危ぶまれていますが，

消費者保護という点からは，大変重

要な法案であることは間違いありま

せん。今後，当連合会としても早期

の立法に向けて働きかけを行うとと

もに，より良い民法や消費者保護法

制の実現のために取り組んでいきま

す。ご理解とご協力をお願いいたし

ます。

　　

民法改正部会
副委員長　黒木和彰（福岡県）
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不招請勧誘規制の強化を求める意見書  

1　不招請勧誘規制の強化を求める
意見書
　2015年５月７日，当連合会は「不
招請勧誘規制の強化を求める意見
書」を公表しました。
　施行を控えた商品先物取引の不招
請勧誘解禁省令の廃止を再度求め，
また，電話勧誘拒否登録制度及び訪
問勧誘拒否制度の導入・実現を求め
る内容です。突然の電話・訪問勧誘
を端緒とした悪質商法により，高齢
者等の消費者被害が激増しており，
不招請勧誘規制をより強化すべき情
勢にあることに鑑みたものです。
2商品先物取引における不招請勧誘
禁止

　商品先物取引における不招請勧誘
禁止の解禁については，同年１月23
日付け会長声明による抗議，同年２
月20日付け意見書による廃止要求を
行ってきました（本誌164号参照）。
本意見書では同年６月１日の省令施
行を間近に控える状況下で，改めて
同省令が商品先物取引法第214条第
９号の禁止した不招請勧誘を実質的
に解禁するものであり，法律の委任
の趣旨を逸脱し違法であることを指
摘し，その廃止を求めましたが，残
念ながら，新省令は予定どおり同日
に施行されています。
　施行に伴って公表された『商品先
物取引法施行規則第102条の２第２
号及び第３号に基づく勧誘行為に関
するQ&A』では，内部統制構築の
詳細や，顧客が契約締結条件を具備
するか否かを勧誘受諾意思確認前に
口頭で行う等，省令では定めのなか
った複数の事項の扱いが明らかにさ
れています。
　ただ，省令が違法であることに変
わりはなく，同附則第２条では，施
行からの期間にかかわらず勧誘の実
態が委託者の保護に欠ける状況にあ
ると認めるときは所要の措置を講ず
るとされており，当連合会としては，
被害実態を集約して，継続して廃止
を求めて参ります。新省令下の被害
事案の集約を行っておりますので，
当連合会HP会員専用ページからダ
ウンロードできる情報提供票を用い
てご協力くださいますようお願い申
し上げます。
3　電話勧誘拒否登録制度及び訪問
勧誘拒否制度の導入
⑴　現状の訪問・電話勧誘規制と
その問題点について
　特定商取引法では，訪問販売
と電話勧誘販売において，契約
を締結しない旨の意思を表示し

た者に対する勧誘行為を禁止し
ています（同法第３条の２第２
項，第17条。再勧誘の禁止）。
しかし，これでは勧誘開始前に
業者に接することなく勧誘を拒
否することができず，一旦勧誘
を受けて拒絶しなければなりま
せん。
　訪問や電話による不意打ち的
な勧誘行為によって，消費者が
不要・不本意な契約をさせられ
る被害が頻発し，悪質商法の温
床にもなっていることは多数の
相談事例が示しています。特に
在宅機会の多い高齢者の被害割
合が極めて高く，高齢化社会へ
向かう我が国では，早急の対策
が必要です。
　また，訪問や電話という勧誘
手段は，個人の生活領域に踏み
込むものであり，消費者が即時
の応答を余儀なくされることか
ら，私生活の平穏を害し，それ
自体が迷惑であると感じられま
す。
⑵　オプトアウト規制としての
DNCと DNK
　このような問題点に鑑みれ
ば，消費者の方から要請又は同
意があった場合に限って，業者
は勧誘を行うことができるとす
るオプト・イン規制が望ましい
と言えます。しかし，オプト・
イン規制は，訪問や電話による
勧誘を原則禁止とし，要請等が
あった場合に例外的に許容する
という強度の規制であることか
ら，社会経済に与える影響が大
きく，現時点でこの制度を導入
することは難しいのが実情で
す。
　それゆえ，あらかじめ包括的
に拒否した者に対する勧誘を禁
止する制度（オプト・アウト規
制）を求めようとするのが，今
回の意見書で提唱された電話勧
誘拒否登録（Do-Not-Call）制
度（DNC）と，訪問販売お断
りステッカーなどによる訪問勧
誘拒否（Do-Not-Knock）制度
（DNK）です。
　DNC は，電話勧誘を受けた
くない消費者が電話番号の登録
を行い，登録者への電話勧誘を
法的に禁止する制度です。また
DNKは，お断りステッカーに
法的根拠を認める制度又は訪問
勧誘を受けたくない消費者が住
所等の登録を行い，登録者への

訪問勧誘を法的に禁止する制度
です。
⑶　世界的潮流のDNCと地域に
根ざすDNK
　DNC は，欧米などの主要先
進諸国ばかりではなく，インド
や南米，韓国，シンガポールな
どで既に導入されており，拒絶
登録を無視した電話勧誘を禁止
し，違反した場合には行政処分
や罰則の対象とするのが世界的
潮流となっています。日本にお
いて，DNC の立法化へ向けた
議論がやっと始まったばかりで
あるのは，いかにも立ち後れ感
があります。
　他方DNKは，オーストラリ
アやアメリカの地方自治体で導
入され，訪問拒絶ステッカーが
貼られた家への訪問を禁止し，
違反した場合には行政処分や罰
則の対象とされています。日本
においても，特商法３条の２に
よる再勧誘禁止規定や，地方の
消費生活条例による事前拒絶明
示の場合の勧誘禁止規定（ただ
し，行政処分や罰則はない。）
を受け，各地の消費生活センタ
ーや消費者団体などが訪問販売
お断りステッカーを作成し，全
国で相応の普及が図られている
という実績があります。
⑷　望まぬ勧誘を防止できる制度
の速やかな確立を
　DNC と DNK に対しては，
経済界から，営業の自由に対す
る過度の規制であるとの反発が
強く，悪質業者と健全業者を一
律に規制し，健全業者の販売活
動まで阻害するものだとの反発
があります。しかし，拒絶する
者に対して，営業活動をする自
由があるのでしょうか。生活の
平穏を守りたい人の権利よりも
業者の経済的利益の保護が優先
するというのでしょうか。勧誘
されたくないとの意思を表明す
るということは，その相手が悪
質業者か否かを問いません。
　DNC と DNK の創設へ向け
て，皆様の積極的な取組とご支
援をお願いいたします。

　　
包括消費者法部会

副委員長　吉田　実（大阪）
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　事案の概要
　　本件は，現職の大学教授が，自身の研究課題であった
移植用臓器の保存・蘇生技術の研究開発を事業目的とす
るバイオバンク社を設立して取締役に就任するととも
に，同教授を発明者とする「哺乳類動物摘出臓器の保存
方法」に関する特許の出願人名義を，バイオバンク社に
変更する形で同社に現物出資をして大量の株式を取得
し，これを細分化して複数の株式販売会社（以下，「販
売会社」という。）に譲渡し，販売会社をして，「大学教
授」「大学発ベンチャー」という点を前面に押し出した
セールストークを用いて，全国の高齢者ら8000人以上に
同株式を販売するに至った，という「大規模未公開株詐
欺事件」です。

２　訴訟の経緯
　　本件は，株式購入者74名が，バイオバンク社，同社の
役員，販売会社及び大学らを被告として総額２億5091万
円の損害賠償を求め，平成21年６月に１次提訴，同年12
月に２次提訴を行いました。主な争点は，①販売会社に
よる勧誘及び販売行為の違法性の有無，②大学教授らバ
イオバンク社の役員の責任の有無，③大学の使用者責任
の有無でした。

３　裁判所の判断
　　①につき，販売会社は「バイオバンク社は大学発ベン
チャーであり，移植用臓器の長期保存の特許を取得した
有望な未公開株式である，近日中に上場することは確定
である。上場すれば値上がりする。」とのセールス文言
で原告らにバイオバンク社の未公開株式を販売したが，
株式が客観的に上場し得る状況になかったこと，同株式
は実質的に無価値であったことから，「虚偽の事実を告
げて販売したもの」と認定し，販売会社の前記勧誘・販
売行為の違法性を認めました。

　　②につき，先行する同種訴訟と異なり，原告において，
株主名簿管理会社から膨大な量の株式移転記録を取り寄
せ分析した結果，大学教授らは自ら保有するバイオバン
ク株のうち株券不所持株式については，１株券を主とす
る小口株券を大量に交付請求するとともに，1000株券等
の大単位の保有株券を１株券等に分割した上で，これら
の１株券等を大量に本件販売業者らに譲渡したという株
式移転の経緯が明らかとなりました。そして，上記株券
の細分化自体に多額の経費がかかることから，「大学教

授はバイオバンク株を譲り受けた者がこれを不特定多数
の者に譲渡することを認識した上で，これを容易にする
ためにバイオバンク株の１株券を大量に取得しているも
のと認めるのが相当である」として，株式の細分化と一
般市民への大量販売が，バイオバンク社により一定の計
画性を持って行われていたことを認定して，バイオバン
ク社とその役員について，販売会社との共同不法行為責
任を認めました。
　　③につき，バイオバンク社は，その取締役でもある大
学教授から，同教授が発明者である特許の出願人名義の
変更を受け，これが同社の唯一の資産であったこと，大
学における教授の研究内容とバイオバンク社の事業内容
が重複すること，特許出願人の変更に関する手続に大学
の産学連携室の室長が関与していること，大学教授に関
する新聞記事等にバイオバンク社の研究員として大学の
研究生であった者２名が記載されていること，教授自身
がバイオバンク社の研究所は大学内の教授の研究室であ
る旨を発言していることから，いわゆる「大学発ベンチ
ャー」であり，教授の大学での研究とバイオバンク社で
の研究が峻別し難いものであることも認定したものの，
バイオバンク社と大学は別法人であること，大学はバイ
オバンク社が大学に研究所を置くことについて承諾を与
えたと認めるに足りる証拠はないとして，教授による違
法行為（バイオバンク社による株式販売行為）が，大学
の事業と同一又は密接な関連性を有すると認めることは
できないとして，大学の使用者責任を否定しました。
　　また，使用者責任における，大学教授の職務の範囲に
属するとの外形の有無については，「バイオバンク社が
大学発ベンチャーである旨を告げて勧誘するものが見受
けられるものの，勧誘自体を大学職員が行っていない」
として，外形が生じているとはいうことはできないと判
断しています。
４　本判決の意義
　　本件は，先行する同種訴訟と異なり，バイオバンク社
とその役員と販売会社との共同不法行為責任が初めて認
められた点に重要な意義がある一方で，教授の共同不法
行為責任を認めながら，大学の使用者責任を否定した点
は不服であり，控訴審の判断を注目したいと思います。
　　

中城剛志（第二東京）

東京
大学教授らが中心となって大学発ベンチャー企業として設立された株式会社（バイオバンク社）の未公開株式が高齢者等
に大量に販売された事案について，バイオバンク社及び同社役員並びに株式販売会社の不法行為責任が認められた事例
（東京地裁平成27年６月24日判決（双方控訴））
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
文献紹介  消費者のための住宅リフォームの法律相談Ｑ＆Ａ

　本書は，ここ数年急増している住宅リフォームトラブルに対し
て，消費者の立場から，被害の予防・救済のために，わかりやす
く 55 項目の Q&A でまとめた一冊です。具体的内容としては，
業者選定のポイントや見積書の見方，公的補助や支援制度等のリ
フォーム検討時における留意点，工事の瑕疵や追加工事代金請求
等の工事終了後のトラブルへの対応方法等について解説されてお
り，巻末資料には，住宅リフォームをする際のチェックリストも
付属しており，リフォーム被害事件に初めて取り組む弁護士やリ

フォームを検討中の一般消費者の方に役立
つ内容となっています。
Ａ５版　207頁／ 1,944 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

文献紹介  「条解  消費者三法」（消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法）
　消費者契約法，特定商取引に関する法律，割賦販売法の全条文
についての逐条解説書が発刊されました。この分野を代表する著
者らによる詳細かつ最高水準の解説により，密接に関連する三法
を横断的に理解することができる内容となっており，消費者三法
の解説書の決定版といえます。業法の伝統に根ざす専門用語を丁
寧に説明し，更に各条文に関する政省令にも言及されているほか，
民法（債権関係）改正の動向も踏まえた最新の内容となっていま
す。消費者問題に携わる弁護士，司法書士，消費生活相談員等に

とって必携の書です。
Ａ５判　1708 頁／ 20,000 円＋税
発行　弘文堂
著者　後藤巻則，齋藤雅弘，池本誠司
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　DNC，DNKの実現に向けた運動が山場を迎え
ています。先日も，繰り返し訪問販売の被害に遭
っていた高齢者がまた訪問を受け，いらないと断

り，消費生活センターの資料も示したのに，強引
に入り込まれ契約させられたという相談を受けま
した。事業活動の前提として，消費者の生活の安

全，平穏が守られるべき，というのは当然のこと
だと思うのですが。
 佐藤由麻（仙台）

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

東京
スマートCXから移行した商品先物取引について不招請勧誘の違法性等を認め
損害賠償請求を全部認容した判決（東京地裁平成27年５月28日判決（被告控訴））

１　本件は，KOYO証券の外務員が原告（取引当時47歳）
を勧誘してスマート CX（損失限定型の商品先物取引）
を開始させた後，約３か月間はほとんど取引をしていな
かったにもかかわらず，その後不招請勧誘により通常商
品先物取引を開始させるや，スマートCXとは比較にな
らないほど著しく頻繁な取引を勧めて，約８か月の間に
約4000万円の損失を生じさせた事案（そのうち手数料は
約2665万円）について，不招請勧誘，説明義務違反，新
規委託者保護義務違反，適合性原則違反等を理由に，不
法行為に基づく損害賠償請求をした事案です。

２　商品先物取引においては，行為規制を課しても違法勧
誘を敢行する業者が後を絶たないことから，2011年１月
に不招請勧誘を原則として禁止する法律が施行されてお
り（商品先物取引法214条９号），本件取引開始当時，勧
誘を要請していない原告に対して，訪問又は電話により
商品先物取引の勧誘を行うことはできませんでした。

　　本件では，原告が自筆で「私は，商品先物取引の勧誘
を招請します」と記載した申出書が作成されていて，形
式的には不招請勧誘の禁止規定には違反していない外観
が作出されていました。

　　しかし判決では，実際には勧誘を招請する旨の申出書
が作成される前から通常先物取引の勧誘が始まっていた

という事実を認定して，形式的に勧誘を招請する旨の申
出書が差し入れられていることを問題とすることなく，
不招請勧誘の違法性を認めました。
　　本件のように形式的な書面（申出書）を出させること
によって，不招請勧誘禁止の潜脱行為が横行すれば，不
招請勧誘の禁止規定を定めた趣旨が没却されることにな
りますが，形式的に出された書面に拘泥することなく，
書面が求められた経緯について正しく認定した上で，違
法な不招請勧誘であると結論付けている点で妥当な判決
です。また，不招請勧誘禁止に違反する行為について，
単なる取締法規違反にとどまることなく，これを不法行
為法上の違法性を構成すると判断している点も評価でき
ます。
３　本判決は，原告が主張した不招請勧誘，説明義務違反，
新規委託者保護義務違反，適合性原則違反，一任売買，
無意味な特定売買などの違法性をいずれも認めた上で，
年齢，職務経歴等を考慮したとしても，原告に過失相殺と
して損害の算定に際して考慮すべき過失は認められない
として，原告の主張を全面的に認容しており，本件違法行
為の悪質性に十分な理解を示した判決といえます。
　　

太田賢志（東京）


