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1　2016年２月５日，弁護士会館に
て標記シンポジウムが開催されまし
た。ステルスマーケティング（ステ
マ）は広告であることを隠して行わ
れる宣伝手法ですが，消費者はそれ
が広告であることに気づかず，無自
覚なまま消費行動に影響を受けてし
まいます。クチコミサイトでのなり
すまし投稿や，芸能人のブログでの
やらせ記事だけでなく，最近では中
立を装った評価記事なども蔓延して
いることから，本シンポジウムが企
画されたものです。
2　最初に，公益社団法人日本広告
審査機構（JARO）審査部野崎佳奈
子氏から，JAROに寄せられた相談
の中から，いわゆる“ステマ”的な
事例として，芸能人のブログへの投
稿やコメント，記事広告などの紹介
がありました。JAROとしては，ス
テマかどうかに関係なく，広告・表
示の内容に消費者の誤認を招くよう
な問題があるものについては問合せ
や修正のお願いをするなど適正化を
図っているとのことでした。
3　次に，法政大学社会学部准教授
の藤代裕之氏から，資料を用いて，
ステマに関連する広告のルールにつ
いて説明がありました。その要旨は
次のとおりです。
　従来のメディアには広告審査があ
ったが，芸能人のブログやまとめサ
イトをはじめとするソーシャルメデ
ィアについてはそのようなものはな
い。政府による過度な介入を避ける

ためにも，業界による自主的なルー
ル作りが必要である。
　このような観点から，WOM（口コ
ミ）マーケティング協議会（WOMJ）
のガイドラインでは，広告主体者と
口コミをする人との関係性を容易に
理解できる方法で明示されるべきで
あると定めている。
　また，口コミマーケティング以外
のインターネット広告全体に関して
は，一般社団法人日本インタラクテ
ィブ広告協会（JIAA）が策定して
いるネイティブ広告に関する推奨規
定があり，「［広告］，［PR］，［AD］」
等の表記を行うことや広告主体者の
明示が定められている。
4　続いて，当委員会副委員長の土
井裕明会員（滋賀）がコーディネータ
ーとなり，藤代氏に加えて，JARO
審査部長の黒岩達哉氏，当委員会幹
事の板倉陽一郎会員（第二東京）が
パネリストとなって，パネルディス
カッションが行われました。その要
旨は次のとおりです。
　ステマについては，ネット上だけ
でなく雑誌やTVなどで業界内の慣
行として広く行われているが，ステ
ルスなのでリアルな世界で何か問題
が生じない限り判明しづらい。
　アメリカでは，連邦取引委員会
（FTC）がステマを厳しく規制して
いる。これに対して，日本では景表
法で優良誤認，有利誤認に該当しな
ければ問題にならず，WOMJ や
JIAA ガイドラインの方が厳しい。

JIAAガイドラインは厳しいので守
られるかどうか疑問だと言われてい
たが，ヤフーが「ネイティブ広告ガ
イドライン」において，ステマ排除
を打ち出しており，場合によっては
記事提供媒体との契約解除にまで踏
み切った影響は大きい，と考える。
　ガイドラインについては罰則がな
く，アウトサイダーには効力がない
という問題もあり，今後法規制等も
含めて検討していく必要がある。

5　最後に，当委員会委員長の野々
山宏会員（京都）が，「消費者市民
社会の実現のためには，消費者が意
識的に選択していくことが重要であ
るところ，そのためには正しい情報
が必要であり，ステマはその脅威と
なっている。広範なところで行われ
ていることから，どのようにコント
ロールしていくかが重要であること
を再認識した。」旨述べて，本シン
ポジウムは閉会となりました。
　　
（本記事の責任は消費者問題対策委
員会ニュース・出版部会にありま
す。）
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1　はじめに
　2015年12月19日に，当連合会主催，
近畿弁護士会連合会，大阪弁護士会
の共催により，標記シンポジウムが，
大阪弁護士会館において開催されま
した。EUではこれまで多くの消費
者保護に関する指令を採択し，加盟
各国の消費者法制を調和的に発展さ
せてきました。それは，加盟国以外
の国々の消費者法制にも影響を与え
ています。本シンポジウムは，消費
者関連の主要なEU指令の内容を紹
介するとともに，EU加盟国の国内
法化の状況を学び，今後の日本の消
費者法の在り方に役立てようとする
ものです。
2　基調報告①
⑴　当委員会委員の薬袋真司会員
（大阪）から，EU指令に関する基
礎的な説明と不公正取引行為指令に
ついて報告が行われました。
　不公正取引行為指令は2005年に採
択され，原則として完全平準化指令
とされています。指令は，まず不公
正取引行為の一般規定を定め，その
例として誤認惹起取引行為及び攻撃
的取引行為を定め，それぞれについ
て「不当」とみなされる取引行為の
リスト（「ブラックリスト」）を定め
ています。この指令は，取引上の決
定に関して広く適用され，実効性を
確保するため，適正かつ効果的な手
段による，執行の定め，不実証表示
及び罰則等を定めることを求めてい
ます。
⑵　加盟国の国内法化の状況
　続いて，EU加盟国である独，仏，
英において，この指令が国内法化さ

れた状況について紹介されました。
まず，ドイツでは，不正競争防止法
（UWG）によって国内法化され，指
令の実効性は専ら民事上の差止請求
に依存しており，行政処分等はあり
ません。また，罰則の定めも限定的
であることが特徴です。フランスで
は，「消費法典」によって国内法化
され，誤認惹起取引行為及び攻撃的
取引行為に罰則が定められ，後者に
ついては民事上も無効とする規定が
あります。イギリスは，「2008年不
公正取引行為からの消費者保護規
則」（CPRs）によって国内法化され，
一般規定に違反する場合も罰則の対
象とされています。この CPRs は
2014年に改正され，民事効（契約解
除権・減額請求権・損害賠償請求権
等）が導入されました。フランスと
イギリスでは，指令の実効性を確保
する手段として，消費者団体による
差止訴訟や行政による調査権限など
が認められています。
3　基調報告②
⑴　不公正条項指令について，当委
員会幹事の川本真聖会員（大阪）か
ら報告が行われました。
　不公正条項指令は1993年に採択さ
れ，事業者・消費者間で締結される
「個別に交渉されなかった契約条項」
を対象とします。一般条項と併せて
具体的な条項のリストを定め，不公
正な条項の拘束力を否定する規制と
なっていますが，下限平準化指令と
され，各加盟国がより厳格な規制を
することが認められます。また，条
項は平易であることが求められ，「作
成者不利解釈の原則」を採用してい
ます。指令の実効性を確保する方法
として，不公正条項は消費者を拘束
しないことや不公正条項の防止のた
めの措置が求められています。
⑵　加盟国の国内法化の状況
　独，仏，英のいずれの国において
も，指令に対応して，不公正条項が
無効とする場合の一般規定と不公正
条項のリストが定められています。
ドイツでは，普通取引約款規正法で

国内法化された後，現在はドイツ民
法（BGB）に規定が組み入れられ
ています。「約款」のみを規制対象
とし，原則として事業者間取引も対
象とされます。フランスでは，消費
法典により国内法化がされ，個別に
交渉された条項も対象としていま
す。濫用条項委員会による勧告・差
止等や，罰則（罰金）の定めもあり
ます。イギリスは「1999年消費者契
約における不公正な条項に関する規
則」により国内法化され，後に「2015
年消費者権利法」に統合されました。
条項の他に「通知」についても対象
とされ，行政による調査・差止，裁
判所による条項の検討義務等の定め
があります。

4　基調報告③
⑴　報告の最後として，「消費者権
利指令」と「e - プライバシー指令」
について，筆者（当委員会幹事浅野
永希（大阪））から報告を行いまし
た。
　消費者権利指令は，2011年に採択
され，原則として完全平準化が求め
られます。事業者・消費者間の契約
に適用され，適用除外の規定が設け
られています。営業所等における契
約，通信取引契約及び営業所外契約
等について，消費者に対する情報提
供義務や方式の定め等の要求事項を
定め，後者の契約について撤回権（ク
ーリング・オフ／14日間）に関する
定めがあります。また，その他の消
費者の権利として，物品の引渡期限
や危険の移転に関する規定等が定め
られています。指令の実効性を確保
する制度として，消費者団体等の提
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訴権や罰則等が求められています。
⑵　加盟国の国内法化の状況
　ドイツでは，民法改正により国内
法化がされました。指令の実効性を
確保するための行政罰・刑事罰等の
措置がないのが特徴です。フランス
では，消費法典により国内法化が
され，競争・消費・不正防止総局
（DGCCRF）の権限強化等や罰則等
により実効性を確保しています。イ
ギリスでは，2013年消費者契約規則，
2015年消費者権利法等の複数の法律
により国内法化がなされ，行政機関
に苦情申立受付や差止権限等を付与
し，罰則も定められています。なお，
2015年消費者権利法ではデジタルコ
ンテンツに関する詳細な規定が置か
れました。
⑶　「e - プライバシー指令」は，2009
年に指令が改正され，電話・ファク
ス・ｅメールによる広告に関して定
めています。自動電話機等による勧
誘について原則禁止（オプト・イン
方式），非自動電話（対人電話等）
による勧誘については，オプト・イ
ン方式又はオプト・アウト方式のい
ずれかを選択できる，としており，
自然人のみを適用対象としますが，
法人を保護対象とすることも可能と
されています。この指令に基づき，
ドイツでは不正競争防止法により国
内法化され，電話勧誘は，オプト ･
イン方式（従来の判例解釈に従った）
とし，フランスでは消費者法典改正
により2013年に電話勧誘拒否登録簿
の導入を決定しました（但し，現時
点で未だ運用に至っていない）。イ
ギリスでもプライバシー及び電子通
信（EC指令）規則2003により国内
法化が行われました。

5　パネルディスカッション
　続いて，当委員会副委員長の吉田
実会員（大阪）がコーディネーター
となり，寺川永教授（関西大学法学
部），カライスコス・アントニオス

准教授（関西大学法学部），薬袋会員，
村本武志教授（東京経済大学現代法
学部）がパネリストとして，欧州消
費者法の状況等について，基調報告
を踏まえた上で様々な議論がなされ
ました。
　不公正取引指令について，寺川教
授からその特徴について解説があ
り，指令に定める「ブラックリスト」
は，日本にも類似例（大阪府消費者
保護条例第17条等）があるとの紹介
がされました。また，ドイツで活用
されている団体訴訟による差止請求
について，ドイツ適格消費者団体の
中心であるドイツ消費者センター総
連盟の活動内容などについて紹介が
されました。薬袋会員からは，不公
正取引規制に違反した場合の罰則等
の措置について，指令と日本法とを
比較した上，攻撃的取引行為に関す
る禁止ルールの欠如や罰則の方式の
不備（直罰方式ではない点）など，
日本の消費者法による保護が十分で
ないとの指摘がされました。また，
カライスコス准教授から，独仏英の
いずれの国でも誤認惹起行為に関す
る規定において「広告」が規制対象
に含まれているとの紹介があり，日
本の消費者法改正問題についても参
考となることが示唆されました。
　不当条項指令について，寺川教授
から，不当条項指令の採用する「消
費者有利解釈」について，これが欧
米で一般的な考えであり，かつ韓国・
台湾・中国・タイなどアジア諸国で
も採用されていることから，日本法
においてもこれらを参考として導入
されるべきとの指摘がなされまし
た。
　消費者権利指令については，カラ
イスコス准教授から，日本の特定商
取引法と比較した特色として，招請
訪問や通信販売の場合にも撤回権が
認められている点が指摘され，その
理由について解説が行われました。
また，デジタルコンテンツ取引につ
いて，EUで近時この問題が重要な
関心事となっており，指令でも情報
提供義務の明確化が図られ，撤回権
（実際にダウンロードを始めるまで
認められる）が定められたことなど
の紹介がありました。
　e - プライバシー指令については，
EU指令がDo-Not-Call 制度を導入
し，その影響を受けてEUとの取引

関係がある域外国でも導入されたこ
とが紹介され，そのような状況とな
った理由として，EU諸国との通商
に便宜であることのみにとどまら
ず，かかる制度を導入することが，
事業者の公正さを示すものとしてそ
の信頼を高めることに結びつくこ
と，それが競争力強化にも資するこ
とになるとの指摘がされました。
　これらの指摘や紹介等を踏まえ，
日本における消費者法制の改正の議
論が抱える問題について，パネリス
トからそれぞれ意見が述べられまし
た。そこでは，消費者保護規制の強
化は，決して市場の発展を阻害する
ものではなく，むしろ事業者の信頼
を高め，国際的な競争力強化にも資
するなど，事業者側にも有意義なも
のであり，そして，日本においても
このような認識を踏まえた上で，消
費者法制改正の議論がなされるべき
であることが共通の認識とされてい
ました。

6　最後に
　消費者法制改正の議論において，
事業者側から厳しい動きや意見がみ
られますが，諸外国の法制からみれ
ば，日本の消費者法制がいかに遅れ
ているかということが認識できまし
た。今後の改正の議論に際しては，
諸外国の法制や運用状況を十分に理
解し，消費者保護規制の強化が決し
て市場の発展を阻害するものではな
く，むしろ，市場の発展に資するも
のであり，国際社会の趨勢もそのよ
うな考え方が主流であることを十分
に理解した上で議論ができるように
する必要があると思いました。
　　

包括消費者法部会
　　　浅野永希（大阪）
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1　はじめに
　1995年７月１日の製造物責任法
（PL法）の施行により，製品事故に
よる被害者の救済が簡易・迅速化す
ることが期待されました。その後，
裁判においてその趣旨が十分に活か
され，被害救済が達成できた事案が
ある一方，相変わらず消費者側に重
い主張・立証責任が課されたり，解
決までに長期間を要したりする事例
も少なくありません。
　そこで，2015年12月22日，当連合
会は，施行から20周年を迎えた PL
法について，その制定過程から現在
に至るまでの歩みを振り返り，PL
法制定の趣旨と目的はどこにあった
のか，それは裁判において十分に活
かされているのか，活かされていな
いとしたら問題はどこにあるのかを
検証し，代理人弁護士として被害救
済のためにどのような活動をすれば
良いのかを明らかにする目的で，標
記シンポジウムを開催しました。
2　基調報告①
　当委員会委員長の野々山宏会員
（京都）の開会挨拶に引き続いて，
当委員会幹事の浅岡美恵会員（京都）
から，PL 法の制定過程について以
下の報告がなされました。
　1985年に製造物責任に関する EC
指令が出されたことで国内でも関心
が出てきた。当連合会では1991年５
月24日の定期総会で「製造物責任法
の制定を求める決議」を採択した。
政府でも議論が始まったが産業界の
抵抗が強くなかなか進まなかった。
1993年に細川連立政権が誕生して立
法化が進んだ。当連合会でも消費者
団体と連携をして立法運動に取り組
み，110番をしたり，国民生活審議
会の日（1994年12月３日）に会長声
明を出したりした。最終的に EC指
令を基本に立法化する方向の閣議決
定が出された。国会の審議でも，立
法の目的が被害者保護にあるという

ことは繰り返し言われた。立証負担
軽減の問題については裁判所が経験
則や事実上の推定を活用して対応す
るということになった。開発危険の
抗弁については，スモン訴訟などで
裁判所が認めてきた水準を下げるこ
とはないというものだった。少なく
ともEC指令並みにしようという意
図の下に成立した。日本ではまだ被
害者に証拠保全についての意識が低
く，訴訟費用の問題もあり，立証の
負担をどのように軽減していくのか
というのが残された課題である。
3　基調報告②
　次に，当委員会幹事で，この度上
梓された実践 PL法（第２版）の編
集責任者でもある菅聡一郎会員（大
阪）から，PL 法制定後の裁判実務
の推移について以下の報告がなされ
ました。
　PL 法における「通常有すべき安
全性を欠く」という要件については，
被害者側は通常使用中の異常発生を
主張・立証すればよく，欠陥部位の
特定や機序の解明までは行う必要は
ないということが裁判例でようやく
定着してきた。損害論では調査費用
や事業者の営業損害が認められた裁
判例がある。過失相殺により大幅な
減額を認めた裁判例もあるが，PL
法の趣旨からは問題である。開発危
険の抗弁が認められた例はない。製
品カテゴリーごとに，例えば火災事
故では他に出火原因があるかなど，
特徴的な論点がある。良い裁判例の
集積ができている部分もあるが，近
年特に裁判ごとの審理や進行のばら
つきが顕著になってきている懸念が
ある。子どもや老人に関して生じる
家族や付添人といったバイスタンダ
ーの問題や，10年という責任期間の
合理性は今後の検討課題である。最
近はQOL（生活の質）を害される
アレルギーへの罹患といった損害の
評価や部品製造業者の責任が問題と

なる事例がある。
4　基調報告③
　次に，東京高裁部総括判事などを
歴任し，退官後は弁護士登録し，現
在中央大学法科大学院で教授をされ
ている加藤新太郎会員（第一東京）
から以下の報告がありました。
　まず，加藤会員が担当された事件
の紹介がありました。
　PL 法制定前の東京地裁時代に冷
凍庫が発火した事件では，事実上の
推定を活用して欠陥を認定した。欠
陥部位の特定はいらない，推定で足
りると判断した。物損だが家族写真
が焼けたことについて慰謝料を認め
た。家具の損傷は民訴法第248条（損
害額の立証が困難な場合に裁判所が
相当な額を認定できるという条文）
を使って損害を算定した。自動車が
発進時の異常で壁に衝突したという
事件では，右陪席が東大の自動車部
出身で，期日でも当事者に的確な指
摘をしてくれて和解の成立に役立っ
た。草刈機の作業中に小石が跳ねて
眼を負傷した事件では，指示・警告
上の欠陥はフールプルーフ（誤った
操作がされないよう製品を設計すべ
きという考え）なので，ゴーグル着
用の注意書きがなかったというのは
事業者の落ち度と評価できると考え
和解となった。
　次に，事実上の推定の活用が立法
時の前提であったことは，裁判官と
しては十分頭に置いて使う必要があ
るとの指摘がありました。
　また，代理人側の活動として，被
害者側としては，裁判官の琴線に触
れる準備書面を書く。要するに何を
議論しているのかということを明確
に意識した書面が求められる。鑑定
や専門委員を効果的に利用する，科
学的文献を上手く利用することも必
要である。そして，メーカー側とし
ては，本質的な争点を隠すために総
花的な反論をするのは良くない。横

リ ポ ー ト

シンポジウム「製品事故被害者は救済されているか？
～製造物責任法施行20年の歩みと課題～」
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綱相撲を取るべきである。社会的責
任の表し方，企業のディグニティー
の問題である，との指摘がありまし
た。
　最後に，QOLの問題については，
民訴法第248条をどう使うかという
こととの関連でも意味がある論点で
はないかと考えるとのことでした。
5　パネルディスカッション
　最後に，当委員会幹事の山本雄大
会員（大阪）と日高清司会員（大阪）
をコーディネーターとして，基調報
告を行った３名に当委員会幹事の中
村雅人会員（東京）を加えたパネリ
スト４名で，パネルディスカッショ
ンが行われました。
⑴　まず，被害者側代理人の考えと
裁判所の判断がずれてしまうケース
の原因は何かについて，カビ取り剤
の使用で化学物質過敏症を発症した
事案や，自動車のハンドル操作が走
行中に突然不能になって街路灯に激
突した事案を題材に議論されまし
た。
　中村会員から，カビ取り剤事件で
は化学物質過敏症という当時まだ珍
しかった診断が高裁で認められず敗
訴したことや，自動車の事件では，
原審で当事者の主張がない間接事実
を認定されて敗訴したため，控訴審
ではエンジンの解体作業までした結
果，欠陥の原因が判明し，和解とな
ったことの報告がありました。また，
裁判で製品起因性について議論をし
てかみ合わせることの重要性や，裁
判官に現物や模型を見てもらった
り，製品を実際に体験してもらって
有益となった事例についての報告も
ありました。
　加藤会員からは，裁判所が主張し
ていない間接事実を認定したという
のは手続保障の観点からは問題があ
る。裁判所の経験則についての認識
や，事実認定の論理的整合性につい
て，原告側に情報が不足している場
合もある。ここまで言ってもわから
ないのかというぐらいに裁判官に分
かるように立証するというのが有用
ではないかとの指摘がありました。
⑵　次に，事実上の推定の活用をど
のように考えていくかについて議論
がなされました。

　菅会員から，被告側から訴訟の引
き延ばしや筋の良くない反論の主
張，過大な反証活動が行われる場合
がある。そして，裁判所も過失責任
的な考え方に影響されたり，PL 訴
訟の特殊性への配慮に疑問を感じる
場合がある。現に，PL 責任と不法
行為責任両方で訴えた事案で裁判所
が不法行為で勝訴させた事案が紹介
されました。
　加藤会員からは，上記事案につい
て，特別法である PL法を使わず不
法行為で勝訴させたのは裁判官の勉
強不足ではないかとの話がありまし
た。その理由として，PL 事件自体
が少ないというのもある，との指摘
もあり，携帯電話の低温火傷事件は，
裁判長が PL法制定時の議論をリア
ルタイムで見聞していた世代でよく
分かっていたと思う。そこで，被害
者側代理人としては，分かってない
なという裁判官には分かるまで主張
をし，かつ，訴訟手続の中でそのよ
うな議論をしてもらう，裁判官が判
断しやすくなるような形での訴訟活
動，これを考えていただくことがよ
いのではと思うという話がありまし
た。また，PL 法は被害者に対して
主張・立証の負担を負わせない形で
保護していこうという趣旨なので，
技術論争に入らないところで，どこ
を問題にするかということを押さえ
た上で審理するのが PL法の精神に
合致するのではないかという説明も
ありました。
⑶　さらに，菅会員から，部品製造
業者が，自分にはデータがないから
といって完成品製造業者に安全性の
確保を丸投げする製品供給の仕方を
し，自分は責任を負わないという主
張をすることについて問題提起があ
りました。
　加藤会員から，PL 法の解釈とし
て，共同不法行為責任の下で，役割
分担的に当事者の合意のような形で
自分は責任を負わないというのはな
かなか難しいと思うという話があり
ました。
⑷　結びとして，各パネリストから，
次のような意見が述べられました。
　浅岡会員からは，立法当時に政府
も事故情報を収集して事実上の推定

に反映しようと言っていたが，まだ
日本では情報の集積と国民への返し
方に海外とは格差があるという話が
ありました。
　中村会員からは，やはり PL法を
改正して裁判上の推定規定を導入す
べきとの指摘がありました。
　菅会員からは，社会全体のリスク
負担の仕組みとしての PL法の意義
からすれば，国に補償制度がないな
ら製造業者が責任を持つということ
を結論にできるような法律であるべ
きと思うが，そうなっていないなら
取組みを深めていくべきとの指摘が
ありました。
　加藤会員からは，法律論，あるい
は法律解釈の運用論は，誰が言って
いるかが大事ではなくて，何を言っ
ているかということが大事である。
法律家は皆そのことを噛みしめるべ
きである。実際の訴訟の中で難しい
案件をブレイクスルーしていくため
には，やはり大変尽力する訴訟代理
人がいて，初めてその時期にそうい
う結果が得られるという面があると
思うので，是非頑張っていただきた
いという話がありました。
6　おわりに
　当連合会としては，引き続き，製
品事故被害者の救済に取り組む中
で，現行の製造物責任法と裁判にお
ける事実上の推定の活用などにより
製品事故の被害者が十分に救済され
ているのかどうかを注視していくと
ともに，今後も現行法のままでは不
十分だという場合は法改正に向けた
運動も視野に入れて取り組んでいく
所存ですので，ご理解・ご協力をお
願いいたします。

PL・情報公開部会
副委員長　河端武史（岡山）
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リ ポ ー ト

プロ向けファンドに関する規制強化に伴う政省令等の改正に関する
意見書（金融商品取引法改正に伴う政省令等の改正に関する意見書）
1 　プロ向けファンドに関する規制
の見直し
　金融商品取引法は，①適格機関投
資家と49名以内の一般投資家を相手
方として行う集団投資スキーム持分
の私募及び②集団投資スキーム持分
の対価として適格機関投資家等から
出資・拠出された金銭の運用を行う
投資運用業を，適格機関投資家等特
例業務として定めています。いわゆ
る「プロ向けファンド」の制度であ
り，プロ同士の取引であることから，
金融商品取引業の登録をする必要は
なく，事前に内閣総理大臣に届け出
るだけでよいとされており，行為規
制も大幅に緩和されていました。し
かし，この制度が問題業者に悪用さ
れ，一般個人消費者が詐欺的投資被
害に遭うことが続いたため，その規
制を見直す金融商品取引法の改正が
行われ，2015年６月３日に公布され
ました。
　改正法は，それに先立つ金融審議
会での議論を踏まえ，①届出事項・
添付書類の拡充等，②欠格事由の導
入，③行為規制の拡充等，④問題の
ある業者への対応の強化，⑤出資者
の範囲の限定等を定めました。細部
については政省令に委任され，また
政省令でカバーされない部分につい
ても監督指針に定めが置かれること
となり，2015年11月20日に政令・内
閣府令案及び監督指針案が公表され
ました。
2 　「金融商品取引法改正に伴う政
省令等の改正に関する意見書」
　この政省令案及び監督指針案に対
し，当連合会は2015年12月10日付け
で意見書を公表しました。公表され
た政省令案及び監督指針案は，前記
のような問題業者による悪用を防ぐ
という視点から評価できるものであ
り，基本的に賛意を表明するととも
に，投資家保護の観点からなお検討
されるべき点について，意見を述べ
るものとなっています。
　具体的には，①届出書の記載事項・
添付書類についての充実，②海外の

届出業者についての公衆縦覧事項の
拡充，適格機関投資家に関する情報
の提供のあり方の検討，③届出業者
の法施行後の業務が適切でない場合
の参入規制，④顧客への説明対象事
項の充実，⑤届出業者の作成・保存
書類の拡充，⑥富裕層個人等が出資
者になる場合の要件確認の客観化，
⑦早期の施行と実効ある運用，等を
求めています。
3　注目すべき改正点
　今回の規制の見直しは，問題業者
によるプロ向けファンドの制度の悪
用を防ぐために種々の点に及んでい
ますが，改正の議論が開始され，金
融審議会が開かれるに至った経緯で
最も注目されていたのは，出資者の
範囲，特に出資が許される49名以下
の適格機関投資家以外の投資家（い
わゆる素人の投資家）の範囲をどの
ように限定するかでした。従前は無
限定であったため，高齢者等，全く
ファンド投資に適合しない一般消費
者が被害に遭うことが続いており，
当連合会としては一般個人投資家の
参加の禁止を求めていました（2014
年２月20日付け「適格機関投資家等
特例業務（金融商品取引法第63条）
に関する意見書」等）。今回の改正
では，一般個人投資家全ての参加を
禁止するまでには至りませんでした
が，投資判断能力を有する一定の投
資家及び特例業者と密接に関連する
者への限定がなされました。
　具体的には，一定の富裕層個人が
これにあたるとされ，①取引の状況
その他の事情から合理的に判断し
て，その保有する投資性金融資産の
合計額が１億円以上であると見込ま
れること，かつ，②当該個人が金融
商品取引業者等に有価証券の取引又
はデリバティブ取引を行うための口
座を開設した日から起算して一年を
経過していること，という要件を満
たす必要があるとされました。①の
投資性金融資産には普通預金・定期
預金や不動産等は含まれないため，
これまで被害に遭っていた一般消費

者層の大半は対象外となることが予
想され，この投資性金融資産１億円
以上という要件の確認方法が重要と
なります。
　この点について，監督指針案では
「例えば，当該顧客からの自己申告
の書面及び当該顧客が任意に提供し
た資料（取引残高報告書又は通帳の
写し等）を活用することにより，全
体として『合理的に判断』して，投
資性のある金融資産が１億円以上と
見込まれることを十分に確認」する
ことが求められています。
　他方，業者が投資者の資産・収入
状況等の確認自体を行わず，あるい
はこれを形式的に行う機会を設けつ
つ実態と異なる申告を行わせるとい
う，これまでの投資被害事例の実態
に鑑みると，投資者の申告書のみに
より上記要件を満たすとは到底認め
られません。上記の合理性が認めら
れるためには，取引残高報告書や通
帳（外貨預金が記された通帳など）
の写し等投資者が任意に提供する資
料や届出業者との従前の取引状況等
から，客観性をもって確認されるこ
とが必要で，施行後の被害事案にお
いてはこの点を十分に確認する必要
があります。また，取引口座開設日
から１年を経過していることも，過
去に取引を行ったことを示す書類が
提示されるなど，客観性を持って確
認されることが必要です。
4　終わりに
　今回の改正は，上記の出資者の範
囲の見直しにとどまらず，実質的に
は登録制に近似する参入規制や，問
題ある届出業者への対応強化など
種々の点に及んでおり，改正法が適
正に運用・執行されれば，プロ向け
ファンドを悪用した詐欺的な投資被
害は減少することが予想されます。
当連合会としては引き続き早期施行
の実現を求め，施行後の法執行状況
を注視していきたいと思います。

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 　事案は，購入時56歳無職で癌に罹患していた女性原告
（高裁判決時に死亡したが「原告」という。）が，夫も無
職無収入なので，双方の両親から相続等によって得た約
１億円前後の預金を生活原資とし，長期間，預金預け先
の銀行の勧誘で仕組預金の取引をさせられていたが，同
行の紹介で，2008年２月，銀行支店内にある被告証券会
社のブース店舗で，本件のEB債を勧誘され約2000万円
分購入し，６か月後の満期に下落したみずほFGの株式
で償還を受け多額の損失をこ被ったものです。

　 　原告は，EB債の取引経験は初めてで，本件EB債は，
満期が６か月，みずほFGの株式が，条件設定時47万円，
ノックイン価格が32万9000円で，株式償還の場合の償還
株式数が22株，金利は年10％でした。

　 　なお，原告は，銀行と証券会社の双方を訴え，１審で，
銀行の仕組預金販売については損失の約５割での和解が
成立し，証券会社との訴訟のみが残っていました。

２ 　争点は，適合性原則違反・説明義務違反ですが，双方
の主張事実が大きく異なり，事実認定が結論を左右する
ことになりました。

　 　具体的には，2008年４月14日に担当社員と原告が面談
して口座開設とともに一定の説明をし（録音記録なし），
４月17日に電話勧誘をし（録音記録が存在），同日注文
に至ったのですが，被告は，４月14日に契約締結前交付
書面を交付してEB債の仕組みやリスクを説明したと主
張し，１審判決は，注文直前の４月17日の電話勧誘の内
容が，相当有利性を強調していたにもかかわらず，被告
の主張を認め，説明義務違反等を否定し請求を棄却しま
した。

　 　しかし，本高裁判決は，原審の事実認定を覆し，４月
14日に被告が原告に契約締結前交付書面を交付した事実
を否定し，説明内容としても，電話録音記録がない中で
４月14日に十分説明したとの担当社員の証言は，４月17
日の同じ担当社員による電話録音記録の内容に照らして
採用できず，むしろ，４月17日には，株式償還となった
場合に損失がどの程度の金額になりそうなのかという点
について，何ら具体的な説明をしていない，すなわち，
担当社員は，契約締結前交付書面の交付をせず，かつ，
株式償還による元本欠損のおそれや元本欠損が生じる仕
組みの重要部分を説明していないと認定しました。

３ 　法令の適用関係について，本高裁判決は，金融商品取
引法は，金融商品販売業者に対し，契約締結前交付書面
の交付を義務付ける（同法第37条の３）とともに，その
記載内容に関する実質的説明（顧客に理解させるために
必要な方法及び程度による説明）をしないで金融商品取

引契約をすることを禁じている（同法第38条７号及び金
融商品取引業等に関する内閣府令第117条第１項第１
号）。そして，金融商品販売法第３条第１項第１号及び
第２号は，金融商品取引法の上記規定と呼応する形で，
販売前に，「顧客の知識，経験，財産の状況及び当該金
融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして，当
該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によ」り，
元本欠損が生じるおそれ，元本欠損の原因となる指標，
その指標が元本欠損を発生させる仕組みの重要部分を説
明すべき義務を課していると判示し，原告は，本件 EB
債のリスク等についてきちんとした説明を受けていれ
ば，大きな損失を被るおそれのある本件EB債を購入す
ることはなかったものと認められるとして，金融商品販
売法第５条により，被告の損害賠償責任を認めました。
しかも，過失相殺に言及せずに，損害全額の支払いを命
じました。
４ 　当方が力を入れたのは事実認定で，まず，契約締結前
交付書面について，４月14日付けのアプローチ履歴が２
つあり，１つには本件EB債ではない上場有価証券等書
面を交付した旨の記載があり，もう１つは４月18日に記
入したものなのに，これに４月14日付けで本件EB債の
契約締結前交付書面を交付した旨が記載されていたこと
から，当方は，これは日付を遡らせた作為的なものであ
ると主張しました。
　 　また，１審判決が，４月14日の勧誘では原告はいまだ
本件EB債の買付け等は検討中と認定していたので，本
件EB債の購入決断に直結した説明は４月17日の電話で
あり，その録音記録を重視する必要があると主張しまし
た。そして，録音記録によると，担当社員は，金利10％
の本件 EB債の条件が「今のほうが…格段に良」い，「旬
のときに旬の商品」等，今だけの買い得な商品であるよ
うに勧誘しており，ノックインの可能性についても，株
価が３割下がらなければ問題ない，2000万円分の株を資
産として持てるという考えであれば良い，上手くいけば
３か月間くらいで相場は戻る等の説明をし，その結果，
原告は，電話の最後で「一応やってみましょうかね」と，
取引を決断したことを強調しました。
　 　本高裁判決は，このような当方の主張を概ね容れて，
前記の認定をしたものです。そして，これまで独自に認
められることがほとんどなかった金融商品販売法による
説明義務違反を認め，過失相殺も行わなかった点は，画
期的と評価できます。
　　

松田繁三（大阪）

大阪 EB債で高裁逆転・過失相殺なしの勝訴判決
大阪高裁（第６民事部）平成27年12月10日判決（確定）
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文献 介紹事催・
文献紹介  金融商品取引被害救済の手引　六訂版

　５訂版を発刊してから７年が経過し，その間に毎年行われた金
融商品取引法の改正に対応するため６訂版を発刊しました。
2015年５月29日に施行された2014年改正法（クラウドファン
ディングの規制導入，ファンド販売業者に対する規制の見直し
等），2015年６月３日に公布された2015年改正法（プロ向けフ
ァンドの規制の見直し）にも対応しています。
　この間に獲得された裁判例等を盛り込み，被害相談が急増し多
数の勝訴判決が獲得されたデリバティブ取引と仕組商品について
大幅な加筆を行い，為替デリバティブについての ADRについて
の解決についても言及しました。仕組債についての分類ごとの解
説を増やしたほか，仕組預金やノックイン型投資信託等について

も触れています。また，新たに巻末に事
項索引を収録して，読者の利便性を高め
ました。五訂版同様，特に初めて金融商
品取引被害事件を担当される方にとって
必読の書であり，またこの種の事件の処
理経験が豊富な弁護士にとっても辞書的
に使える必携の書となっています。
 　　
Ａ５判　674頁／7344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  第２回　 津谷裕貴・消費者法学術実践賞・授賞式　シンポジウム「特定商取引法・消費者
契約法改正と不招請勧誘規制」（主催 津谷裕貴・消費者法学術実践賞選考委員会）

日　時　2016年3月22日㈫　14時～16時40分
場　所　日比谷図書文化館大ホール・地下1Ｆ（千代田区日比谷公園1-4　TEL 03-3502-3345）
申込先　民事法研究会　http://www.minjiho.com/html/page40.html
　　　　事前申込制：2016年3月10日㈭まで。FAX 03-5798-7278かメール：tsuyasho_jimu@minjiho.com
主　催　津谷裕貴・消費者法学術実践賞選考委員会

　当委員会の元委員長である故津谷裕貴弁護士の業績を記念して創設された「津谷賞」の第２回の授賞式とシンポジウムです。受賞者である角田美
穂子一橋大学教授及び消費者法ニュース発行会議からのスピーチと「特定商取引法・消費者契約法改正と不招請勧誘規制」というテーマのシンポジ
ウムが企画されています（報告者・村千鶴子東京経済大学教授，丸山絵美子名古屋大学教授，薬袋真司弁護士）。ふるってご参加ください。

催 事  第75回先物取引被害全国研究会 ･金沢大会（主催 先物取引被害全国研究会）
日　時　2016年4月15日㈮，16日㈯
場　所　KKRホテル金沢（〒920-0912 石川県金沢市大手町2-32）
問合先　弁護士島幸明（西銀座法律事務所）　TEL 03-3567-0301
主　催　先物取引被害全国研究会

　初日午前には，ブラッシュアップセミナーとして，大本崇会員（岡山）に実践的な講義をしていただきます。また，初日午後には，元東京高裁裁
判官であり，現在は中央大学法科大学院教授である加藤新太郎会員（第一東京）に，商品先物取引被害やその他投資被害に関連するご講演をしてい
ただきます。
　その他，投資取引被害における共同不法行為（幇助）責任や，消滅時効に関する研究・報告のほか，弁護団事件，各種判決・和解報告等を予定し
ています。
　最もよい季節に，観光の名所金沢で，被害救済の最先端に触れることができます。是非多くの方のご参加をお願い致します。
　お申し込みは３月25日までに，https://v3.apollon.nta.co.jp/sakimono/ でお願いします。
　なお，金融商品取引業者・商品先物取引業者等の代理をされている方などについては，参加をお断りする場合がありますので，ご了承ください。

消費者メーリングリスト（cam）のご案内
　camは，消費者問題に関する情報交換を行っているメーリン
グリストです。事件処理に関する素朴な疑問，判例・学説や実務
運用，立法政策論まで幅広い議論がなされています。参加に会費
等の負担はありません。
① まず，shohisha@nichibenren.or.jp 宛てにメールで申し込んで
ください。
② その際，件名を「cam登録希望」とし，メール本文に氏名・
会員登録番号・所属弁護士会・登録するアドレスの記入をお願
いします。

③ 申し込みから登録手続が終わるまでには数日かかることがあり
ます。

④ 加入後の投稿先アドレスは cam@nichibenren.jp です。投稿の
要領等については，随時配信される運営要領とマナー集をご参
照ください。

⑤ アドレスの変更や脱退申し出は，メーリングリスト上ではなく，
shohisha@nichibenren.or.jp にお送りください。

　　
消費者問題対策委員会ニュース・出版部会

　「消費者問題」と言いましても，その分野は様々
で，取り扱う法律も多岐にわたります。そのため，
本誌に掲載する記事の選定及び編集作業は，聞い
たことのない言葉や新しい取組み，法律の改正等，
最新情報や普段目にすることのない法律に触れら
れるという有り難い機会である一方，毎回が勉強
の機会でもあります。
　記事の選定に当たっては，読者の皆様に有意義
な紙面となるよう留意し，部会内で議論を交わし

ています。ところが，最近，記事候補が少なく，
どうやって紙面を埋めるかで悩まされることが多
いのが実情です。本号も例に漏れず記事の選定に
は大変苦慮いたしました。しかし，EU指令や
PL法，プロ向けファンドに関する規制の見直し
等，執筆いただいた先生方のおかげで，非常に充
実した読み応えのある内容になりました。あらた
めて執筆者の先生方に感謝申し上げます。
　本誌は，消費者問題に取り組む先生方のご活躍

なしには成り立ち得ません。本誌の発行という形
ではありますが，今後も引き続き，消費者問題に
精力的に取り組む先生方を応援しつつ，私自身も
勉強を重ねながら，記事や事件情報の提供者とな
れるよう消費者問題に取り組んで参りたいと思い
ます。
 野島佳枝（奈良）
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