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1　1985年９月に創設された当委員
会が，2015年度30周年を迎えたこと
を記念して，2016年２月６日に標記
のシンポジウムが開催されました。
高齢化，情報化，国際化が進展する
中で，未来に視点を置いて消費者の
権利を考えていこうという問題意識
のもと行われたシンポジウムです。
2　当委員会が当連合会の中で最も
活発に活動する委員会の一つである
との村越進前会長の冒頭の挨拶に引
き続き，私が，問題提起をしました。
　1989年の人権擁護大会決議におい
て掲げ，実現を図ってきた，消費者
庁の設置，統一消費者法典の制定，
消費者のための司法の課題は，消費
者関係法の創設や改正，消費者庁・
消費者委員会の創設など一定の成果
をあげました。他方で，事業者など
の抵抗により，その歩みは遅々とし
ており，創設された消費者庁，内閣
府消費者委員会はなお期待されてい
る役割を十分に果たせる体制にな
く，地方移転によって，その機能が
弱められようとしている現状の指摘
をしました。さらに，2009年の人権
擁護大会で決議された「消費者被害
のない安全で公正な社会を実現する
ための宣言」において宣言している
「消費者市民社会」の確立に向けて
活動をしているところ，①高齢化が
進展し，消費者における弱者の割合
が増加していること，②情報化社会
の進展は，消費者の選択にとって新
たな可能性を生んでいる一方，意識
的かつ正しい選択を確保するための

方策が不十分であること，③簡単に，
意識せずに国境を越えた取引を経験
する環境から生じる被害があること
など，新しい問題を考える必要性に
ついて問題提起しました。
3　これを受けて当委員会委員の薬
袋真司会員（大阪）から，高齢化社
会における消費者トラブルと法律の
現状と高齢消費者の権利を尊重した
自立支援の視点の重要性，意思決定
支援である成年後見制度の未来や，
取消権の必要性，不招請勧誘規制や
「見守りネットワーク」の広がりの
必要性が訴えられました。
　当委員会委員の奥野弘幸会員（大
阪）からは，情報化社会の進展の現
状と取引手段の電子化・情報化に伴
うネットショッピングなどにおける
トラブル，情報・通信サービスにお
ける匿名掲示板，出会い系サイトな
ど新たなサービスの誕生に伴うトラ
ブル，契約の複雑化に伴うトラブル
等が紹介され，個々の法律でその都
度対処している現状から，統一法の
必要性について問題提起がありまし
た。
　当委員会委員の五十嵐潤会員（第
二東京）からは，越境取引を題材に，
消費者取引の国際化の現状と訴訟に
よる救済に限界があること，未払金
の抗弁対抗やチャージバック制度な
ど，決済場面での解決の可能性に言
及し，将来的にはクレジット決済の
安全性を更に高めること，マンスリ
ークリア取引への抗弁対抗制度拡大
やチャージバック制度の普及の必要

性を指摘し，現在弁護団で活動中の
MRI 事件を紹介して，日本におい
ても違法収益吐き出し法制が必要で
あることを述べました。
4　そして，基調講演として松本恒
雄独立行政法人国民生活センター理
事長・一橋大学名誉教授が，日本社
会の30年の変化を踏まえて消費者政
策を振り返り，行政が市場の好循環
を目指し，企業と消費者がそれぞれ
の役割を果たしていくようにする消
費者政策のマクロ的な構造転換の必
要性を述べ，消費者被害の抑止には，
消費者庁などによる直接的な抑止
と，違法行為の利益を吐き出させ経
済的に見合わないものとする間接的
抑止の結合が重要であることを訴
え，我が国にはない父権訴訟の役割
について問題提起がありました。
5　会場からも消費者団体の役割や
消費者教育の重要性が述べられ，こ
れからの当委員会の進むべき方向に
ついて多くの示唆を受けたシンポジ
ウムとなりました。

消費者問題対策委員会
委員長　野々山宏（京都）

リ ポ ー ト

日弁連消費者問題対策委員会創設30周年記念シンポジウム「消費者の権
利の未来を考える　高齢化，情報化，国際化の進展における消費者の権利」



日弁連 消費者問題ニュース170号（2016年５月）2

1　はじめに
　2016年３月１日，東京三会主催，
当連合会共催で，標記シンポジウム
を開催しました。
　これは，東芝の不正会計問題や東
洋ゴムによる免震装置のデータ偽装
問題，マンションの杭打ち工事のデ
ータ偽装問題など，企業不祥事が相
次いでおり，企業コンプライアンス
が問題となっていることや，企業不
祥事を防止するための方策の一つで
もある内部通報制度に関し，通報者
を保護するための法律である公益通
報者保護法の改正も含めた「公益通
報者保護制度の実効性の向上に関す
る検討会」（以下「検討会」といいま
す。）が，消費者庁で開催されてい
ることなどを踏まえてのものです。
　なお，取り上げる話題がタイムリ
ーであったためか，200人以上の来場
者で会場はほぼ満席となりました。
2　基調報告
　シンポジウムでは，まず，基調報
告１として，消費者庁の金谷雅也消
費者制度課企画官より，公益通報者
保護制度の概要や，これまでに消費
者庁が同制度について行ってきた実
態調査やシンポジウムなどの活動，
同制度の認知度や企業での導入状
況・整備状況などの最新の調査結果，
2014年５月から行われた検討会の準
備としての有識者や通報者からのヒ
アリング，2015年６月から行われて
いる検討会の概要などについて説明
が行われました。
　次に，基調報告２として，当職か
ら，当連合会が公益通報者保護法の
制定当時から行ってきた，同法の抜
本的な改正などを要求する内容の意

見書の公表や，韓国における通報者
保護制度の実態調査，シンポジウム
の開催などの活動報告や，現在の全
国の弁護士会における公益通報者保
護への取組み状況などの報告を行い
ました。
3　パネルディスカッション
⑴　基調報告終了後，2014年度当連
合会副会長（消費者委員会担当）の
浅岡美恵会員（京都）をコーディネ
ーターとして，検討会の座長を務め
ている東京大学大学院法学政治学研
究科の宇賀克也教授，駿河台大学経
済経営学部の水尾順一教授，特定非
営利活動法人情報公開クリアリング
ハウス理事長の三木由希子さん，西
村あさひ法律事務所に所属し企業コ
ンプライアンスに関する業務を行っ
ている山田将之会員（第一東京）の
４名をパネリストに迎え，パネルデ
ィスカッションが行われました。
⑵　水尾教授からは，資生堂の企業
倫理委員会を立ち上げたり，株式会
社西武ホールディングスの企業倫理
委員会を務められた経験から，様々
な企業の実例を取り上げて，企業コ
ンプライアンスを重視し，積極的に
ものが言える企業風土は一朝一夕に
形成できるものではなく，反復徹底
が大事で，様々な場面で10年はかけ
て，継続的に分かりやすい言葉で社
員に伝えて浸透させていく必要があ
ることや，企業不祥事を防ぐには，
通報制度よりも相談しやすいヘルプ
ラインのような制度を生かした方が
良いのではないか，といった話がな
されました。
⑶　宇賀教授からは，株式会社東芝
の問題では財務責任者が監査役にな
っていて統制システムが機能してい
なかったという事情があり，内部通
報以外の制度も必要である，制度間
競争の観点から，外部通報を行いや
すくすることで，機能不全になってい
る企業の内部通報制度を改善するた
めのインセンティブにするという考
え方もあるのではないか，現在の公
益通報者保護法は報酬金などのメリ

ットがない一方，保護が弱くデメリ
ットが多い，個人情報の保護も課題
である，といった話がなされました。
⑷　三木さんからは，主にイギリス
における通報の実情が紹介され，通
報者が認識する不正で一番多いのは
倫理的問題であること，最初に通報
する相手は上司など上役が多く，通
報回数が増えると外部への通報割合
が高くなること，通報により職場で
の処遇が悪化する割合が高いこと，
通報をしても真摯に対応されない場
合が多いが，不正行為自体は停止す
る場合も多いこと，イギリスでは通
報により不利益を受けた場合，雇用
審判という制度が利用できること，
日本の公益通報者保護法は，まず通
報対象事実かどうかの判断や通報窓
口を探すのが大変で，行政が非協力
的なのも問題，もっと通報しやすく
する必要がある，といった話がなさ
れました。
⑸　山田会員からは，アメリカの実
情が紹介され，エンロン事件の頃か
ら内部通報について意識が高まり，
SOX法やドッド・フランク法の制
定に結びついたこと，５人に１人の
通報者は報復人事を受けていて，法
解釈が定まってない部分もあり，ま
だ発展途上であること，雇用の流動
性が高く，企業が自主的に不正を申
告したかが行政処分等を決定する際
に司法取引で考慮され，罰金が高額
で通報者への報酬金の支払制度もあ
るなど，日本とは異なる事情もある
といった話がなされました。
4　おわりに
　当連合会としては，この度のシン
ポジウムで得られた貴重な情報も参
考に，今後も，2015年９月25日付け
「公益通報者保護法日弁連改正試案」
で示した，通報者が積極的に通報で
きる法改正の実現を目指して活動を
続けていきますので，各位のご支援
ご協力をよろしくお願いいたします。

PL・情報公開部会
副委員長　河端武史（岡山）

リ ポ ー ト

シンポジウム「企業コンプライアンスと内部
通報制度―公益通報者保護法改正の視点―」 
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1　シンポジウムの趣旨と概要
　2016年３月22日，日比谷図書文化
館大ホールにおいて，津谷裕貴・消
費者法学術実践賞選考委員会主催で
標記授賞式及びシンポジウムが開催
されました。
　この賞は，2010年11月４日に亡く
なった元当委員会委員長・津谷裕貴
弁護士について，その生前における
消費者問題への取組みの功績を後世
に遺し，その遺志を継いで消費者法
の発展・消費者被害の根絶・消費者
問題の解決に寄与した者を顕彰する
もので，第１回（本誌160号参照）
から２年が経過し，２回目の授賞式
を迎えました。
　そして，授賞式に合わせて開かれ
るシンポジウムのテーマとして，生
前の津谷弁護士が実現に心血を注が
れていた「不招請勧誘規制」が取り上
げられました。2015年の内閣府消費
者委員会の特定商取引法専門調査会
及び消費者契約法専門調査会では，
不招請勧誘規制について議論がなさ
れたものの，結局，今後の課題として
法改正には至りませんでしたので，
改めて今後の展開を見据えるために
このテーマが選ばれたものです。
　シンポジウムは，まず，村千鶴子
東京経済大学教授・弁護士（東京）
から，特定商取引法専門調査会の報
告があり，再勧誘禁止では防止でき
ない被害実態を踏まえて議論が行わ
れたものの，規制に反対する立場と
の意見の隔たりが大きく，法改正に
至らなかったという議論状況の紹介
がありました。今後は被害実態の把
握と憲法上の自由権を踏まえた検討
が必要であるという課題が示されま
した。
　続いて，丸山絵美子名古屋大学教
授から，消費者契約法専門調査会の
報告があり，不招請勧誘を消費者契
約一般を規律する消費者契約法の対
象とするかについては，特定商取引

法の運用状況を踏まえて今後の検討
課題になったとの説明がありまし
た。そして，①生活の平穏の侵害，
②自律的意思に基づかない契約から
の解放の両面から民事効を検討する
必要があると整理した上で，消費者
契約法にも民法第90条の硬直化を克
服する受け皿として一般条項を設け
る方向性もあり得るとの指摘があり
ました。
　さらに，薬袋真司会員（大阪）か
ら，実際の諸外国における不招請勧
誘規制のステッカーやポスター等の
紹介がありました。そして，実効性
のある制度の必要性と，消費者教育
や被害予防活動との連携や制度根拠
の検討，憲法論的な位置付けの重要
性が指摘されました。
　これらの報告を受け，後半は石戸
谷豊会員（神奈川県）をコーディネ
ーターとしてパネルディスカッショ
ンが行われ，「囚われの聴衆事件」
最高裁判決（昭和63年12月20日）以
後進展していないプライバシー権の
憲法議論を深めるべきという指摘
や，実効性のある制度にするための
民事効の導入（例として金融商品取
引法の未公開株規制）なども踏まえ
て，上記報告を深める議論がなされ
ました。そして，今回のシンポジウ
ムを不招請勧誘規制導入に向けた第
２ラウンドのキックオフと位置付け
て議論を終えました。
2 　津谷裕貴・消費者法学術実践賞
授賞式
　引き続き津谷賞の授賞式となり，
選考委員長である松本恒雄独立行政
法人国民生活センター理事長・一橋
大学名誉教授から津谷賞の趣旨説明
と受賞者の紹介が行われました。
　学術賞は，角田美穂子一橋大学教
授が受賞し，著書「適合性原則と私
法理論の交錯」の研究を対象とする
もので，アメリカ法で発展した投資
家保護のための金融監督ルールであ
る「適合性原則」について，ドイツ
法を参考に民事ルールとしての構築
の可能性を検討した研究が意欲的で
貴重なものであるとして高い評価を
得ました。
　実践賞は，一般社団法人消費者法
ニュース発行会議が受賞し，同会議

が1989年から発行する「消費者法ニ
ュース」が，諸方面の消費者問題関係
者の情報交流の輪を拡げ，実務と理
論の担い手の形成に大きな役割を果
たしてきたことが評価されました。
　授賞式では，松本委員長から表彰
状とともに，津谷弁護士が生前撮影
した鳥の写真を納めたフォトフレー
ムが副賞として手渡されました。
　その後，受賞者のスピーチが披露
され，角田教授は，日本の消費者法
の深化の特徴に触れられるととも
に，今後の展望として，適合性原則
と関連して「脆弱な消費者」概念を
挙げ，特に貧困者への視点の重要性
にも言及されて，今後の研究につい
ての意欲を述べられました。また，
消費者法ニュース発行会議代表の甲
斐道太郎大阪市立大学名誉教授から
は同ニュース発行のご苦労が述べら
れ，発行責任者の植田勝博会員（大
阪）からは津谷弁護士の思い出とと
もに，消費者判例が少なくなってい
る現状や貧困問題の克服の必要性な
ど，消費者被害回復への課題とそれ
を解決する明日への意欲が熱く語ら
れました。
　最後に津谷弁護士の妻津谷良子さ
んから，２回目の津谷賞授賞式が盛
大に開かれたことに対する感謝の気
持ちが述べられ，和やかなうちに授
賞式は終了しました。
　その後の懇親会にも多くの方が参
加され，津谷弁護士との思い出や消
費者事件への思いが語られ，津谷弁
護士と一緒に消費者マインドを持っ
て，今後も消費者事件に取り組んで
いく意思を再確認できた一日になり
ました。

　　
　　　平澤慎一（東京）

リ ポ ー ト

第２回津谷裕貴・消費者法学術実践賞授賞式及び
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」
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リ ポ ー ト

民法の成年年齢の引下げに関する意見書  

1　近時の議論の出発点
　民法は明治以来，成年年齢を20歳
と定めてきました（民法第４条）。
しかし，2007年５月に成立した日本
国憲法改正手続に関する法律（国民
投票法。平成19年５月18日法律第51
号）は，満18歳以上が国民投票の投
票権を有するとし，同法附則第３条
第１項（現在では附則（平成26年６
月20日法律75号）３項）では「満十
八年以上満二十年未満の者が国政選
挙に参加することができること等と
なるよう，選挙権を有する者の年齢
を定める公職選挙法，成年年齢を定
める民法その他の法令の規定につい
て検討を加え，必要な法制上の措置
を講ずるものとする。」と定められ
ました。この附則を受けて，法制審
議会は，第160回会議（2009年10月
28日）で民法の成年年齢を18歳に引
き下げるのが適当であるとする「民
法の成年年齢引下げについての最終
報告書」（以下「最終報告書」とい
います。）を採択し，法務大臣に答
申しました。
　そして，2015年６月17日，公職選
挙法が改正され，選挙年齢を18歳に
引き下げることとなりました。そこ
で，国民投票法の附則第３条第１項
が選挙年齢とともに検討課題とした
民法の成年年齢引下げの問題があら
ためてクローズアップされることと
なったのです。
　以上が，近時の議論の出発点です。
特に「最終報告書」の内容を精査す
ることが重要となります。
2　当連合会の立場
　この問題に関し，当連合会は，
2008年10月21日付け「民法の成年年
齢引下げの是非についての意見書」
において「現時点での引下げには慎
重であるべきである。」と意見し，
2009年９月10日付け「民法の成年年
齢の引下げの議論に関する会長声
明」においても「民法の成年年齢を
引き下げるという結論をまとめるた
めには，いまだ多くの検討課題があ
る」と指摘しました。
　そして，この度，当連合会は，

2016年２月18日付けで，標記意見書
を公表し，「最終報告書」の内容を
踏まえた上で，当連合会の2008年の
上記意見書に続き，民法の成年年齢
引下げについては引き続き慎重にす
べきである旨意見しています。
　その概要は，以下のとおりです。
3 　民法の成年年齢引下げの意義は
どこにあるのか

　民法の成年年齢引下げの意義につ
いて，「最終報告書」は，２つの意
義があると述べています。
⑴ 　若年者が将来の国づくりの中心
という国としての強い決意を示す
意義

　まず，「最終報告書」は，「民法の
成年年齢を引下げ，18歳をもって『大
人』として扱うことは，若年者が将
来の国づくりの中心であるという国
としての強い決意を示すことにつな
がる」と述べています。
　しかし，戦後70年の我が国の状況
を見れば，18歳で「大人」として自
立している者の数は多くありませ
ん。1965年頃までは，中学卒業の者
の多くが就職して，都会で一人暮ら
しをし，20代前半には結婚していま
した。しかし，現在，18歳の若者の
多くは，高校卒業後に就職したり，
大学等に進学するなどしても，親に
扶養してもらっており，自立した生
活を営んでいるとはいえません。
⑵　契約年齢を引き下げる意義
　次に，「最終報告書」は，契約年
齢（行為能力が制限されることによ
って取引における保護を受けること
ができる者の年齢）の引下げについ
て，「契約年齢を18歳に引き下げる
ことには，18歳に達した者が，自ら
就労して得た金銭などを，法律上も
自らの判断で費消することができる
ようになるという点で，メリットが
あるということができる」と述べて
います。
　確かに，若年者の自己決定権は尊
重されるべきですから，「18歳に達
した者が就労して得た金銭」を自ら
の判断で費消できるようにすること
は，積極的な側面として評価できな

いわけではありません。
　しかし，文部科学省が2015年８月
６日に発表した「平成27年度学校基
本調査（速報値）」によれば，高等学
校卒業者のうち，大学・短大進学率
は54.6％，専門学校進学率は16.6％
であるのに，就職率は17.8％であり，
２割にも達しません（1998年度に就
職率が22.7％であったことと比べて
も就職率は高くなっていません。）。
　また，そもそも，「18歳に達した
者が就労して得た金銭」を自らの判
断で費消できないことによって生じ
る不都合の実態が不明であり，これ
を費消できることによるメリット
と，そのことによって生じ得るデメ
リットを丁寧に比較衡量することが
出来ていません。このように，契約
年齢の引下げのメリットとデメリッ
トについて十分に議論が出来ていな
い状況で民法の成年年齢の引下げを
進めることは拙速というべきです。
4 　民法の成年年齢を引き下げた場
合の問題点
　一方，民法の成年年齢引下げにつ
いては，以下で述べるように，多く
の問題点があります。
⑴ 　契約年齢の引下げに伴う未成年
者取消権の喪失
　契約年齢を18歳に引き下げた場合
に最も大きな問題となるのは，18歳，
19歳の若年者が未成年者取消権（民
法第５条第２項）を喪失することで
す。
　現行民法においては，18歳，19歳
の若年者を含む未成年者が単独で行
った法律行為については，未成年者
であることのみを理由として取り消
すことが出来るため，未成年者を違
法又は不当な契約を締結するよう勧
誘しようとする事業者に対しては強
い抑止力となっています。
　このことをデータで確認すると以
下のようになります。
①　「18～19歳」の相談件数
　PIO-NET（全国消費生活情報ネッ
トワーク・システム）によれば，「18～
19歳」の１歳当たりの平均相談件数
は，5000件前後でほぼ横ばいで推移
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し，全相談件数に占める「18～19歳」
の１歳当たりの平均相談件数の割合
は1.2％前後でこちらもほぼ横ばい
で推移しています。すなわち，「最終
報告書」が取りまとめられた2009年
以降，18歳，19歳の者には，常に相
当な数の消費者被害が生じており，
その数は一向に減少していません。
② 　「18～19歳」と「20～22歳」の
相談件数の比較
　「18～19歳」と「20～22歳」の１
歳当たりの平均相談件数を比較する
と，いずれの年においても，「20～
22歳」は「18～19歳」に比して1.37
倍～1.89倍となっており，20歳にな
ると明らかに相談件数が増加してい
ます。
③　マルチ取引
　「マルチ取引」の１歳当たりの平
均相談件数は，「20～22歳」は「18
～19歳」の約12.3倍となっています。
「20～22歳」の相談件数が突出して
多いのは，大学・短大等のクラスや
サークル，職場やアルバイト先の人
間関係等を利用して，この年代を狙
い打ちして勧誘が行われているから
と考えられます。一方，20歳未満の
者の相談が少ないのは，まさに未成
年者取消権が大きな抑止力となって
いるからと考えられます。
④　既払金額
　「18～19歳」と「20～22歳」の消
費生活相談における「既払金額」を
比較すると，「20～22歳」の方が高
額の消費者被害に遭っている傾向が
みられます。「18～19歳」では既払
金額１万円以上５万円未満がピーク
なのに対し，「20～22歳」では10万
円以上50万円未満がピークとなって
います。
⑤　フリーローン・サラ金
　「フリーローン・サラ金」の相談
件数については，「20～22歳」が「18
～19歳」に比して大幅に上回るとい
う顕著な違いがみられました。よっ
て，「18～19歳」の若年者に対して
契約締結の行為能力を認めること
は，経済的基盤を有しない若年者を
債務過多の状態に陥らせ，その貧困
を助長し，経済的自立を妨げる可能
性もあります。
⑥　インターネットサービス
　「20歳未満」の相談においては，
インターネットサービスを含む「運
輸・通信サービス」についての相談

が70％以上を占めるという突出した
傾向を示しています（全年齢では25
％前後）。大人の目が届かないとこ
ろでは，「20歳未満」の若年者も既
に消費者被害に遭っているのです。
⑵ 　契約年齢を引き下げた場合の問
題点を解決するための施策の状況
　「最終報告書」では，契約年齢を
引き下げた場合の問題点を解決する
ための施策として，具体的には，消
費者保護施策の充実（取引の類型や
若年者の特性に応じて事業者に重い
説明義務を課したり，若年者に取消
権を付与する等），消費者関係教育
の充実を挙げています。
　しかし，仮に一定の条件の下で若
年者に取消権を付与するとしても，
この条件の定め方如何では18歳，19
歳の者に対する保護が有名無実化し
かねません。また，たとえ事業者に若
年者の特性に応じた重い説明義務を
課したとしても，判断能力が十分で
ない18歳，19歳の若年者が説明を受
けた旨の書類に不用意にサインする
ことで，事業者が義務違反を免れる
旨主張してくることが予想されます。
　また，消費者関係教育については，
消費者教育推進法が2012年12月から
施行されましたが，未だ十分に国民
に浸透しているとはいえません。
⑶　その他の問題点と対策の状況
① 　親権の対象となる年齢を引き下
げた場合の問題点
　「最終報告書」は，㋐自立に困難
を抱える18歳，19歳の者の困窮の増
大と，㋑高校教育における生徒指導
を困難化するおそれ（高校３年生で
18歳に達した生徒については，親権
者を介しての指導が困難となり，教
師が直接生徒と対峙せざるを得なく
なり，生徒指導が困難になる）を挙
げています。
　この点，「最終報告書」は，㋐に
対する施策として，若年者の就労支
援，教育訓練制度，インターンシッ
プ等の充実，ワンストップサービス
センターの設置等を検討しています
が，いずれも十分に実行されていま
せん。また，㋑については，教育現
場に立つ高校教師や親，生徒からの
事情聴取を綿密に行い，十分な議論
を重ねる必要があります。
② 　養育費の支払終期の繰上げのお
それ
　養育費の支払終期については，実

務で，成年に達するまで等という文
言を用いる例が多く，事実上これが
繰上げられるおそれがあります。し
かし，この懸念を払拭する施策は何
も実施されていません。
③ 　労働契約の解除権の喪失に伴う
問題点　
　民法の成年年齢を引き下げた場
合，18歳，19歳の若年者は，労働基
準法第58条第２項の解除権による保
護も受けられなくなる可能性が高ま
ります。
　しかし，この問題点に対する施策
（解除権に代わる制度，労働者被害
を防ぐための権利教育など）は現在
採られていません。
④ 　民法の成年年齢引下げによる他
法への影響について
　日本には，成年年齢を定めた法令
が200以上存在するといわれていま
すが，民法の成年年齢が引き下げら
れると，これらの関連法令について
も成年年齢が引き下げられる可能性
が高まることが予想されます。各法
令にはそれぞれの立法趣旨があると
ころ，成年年齢の引下げによる混乱
が生じることが懸念されます。
5 　一般国民の議論や周知が十分で
ないこと
　最後に，現状，民法の成年年齢引下
げのメリットとデメリットが国民の
間で十分に検討議論されているとは
いえない状況にあります。しかし，何
歳を大人として扱うか，という問題
ですから，本来，若年者から高齢者
まで全ての国民の間で十分に時間を
かけて議論をし，国民のコンセンサ
スを得た上で慎重に進めるべきです。
　この点，諸外国の例をみても，成
年年齢を引き下げた理由として，
1970年代に18歳以上の若年者の多く
が徴兵制の下，ベトナム戦争に派兵
されていたことなどを背景に，選挙
年齢や民法の成年年齢を18歳に引き
下げるべきという世論の高まりがあ
ったことを挙げる国・地域が多いよ
うです（アメリカの一部の州，オー
ストラリア，カナダの一部の州，ド
イツ，ニュージーランド等）。しかし，
今日の日本においては，18歳，19歳
の若年者に成年年齢を認めるという
世論の高まりはみられていません。

消費者教育・ネットワーク部会
副委員長　中村新造（第二東京）
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事 情件 報

１　事案の概要
　原告は，「ナマズ」のキャラクターのシールを貼った消
火器の訪問販売を行っていましたが，平成26年５月，当時
82歳であったアパート経営者の女性（以下「被告」といい
ます。）との間で，共同住宅に設置した合計４台の消火器
のリース契約と消防用設備等点検報告書の作成契約（以下
「本件各契約」といいます。）を締結したとして，被告に対
し，リース料等合計16万1120円と遅延損害金の支払を求め
る訴訟（本訴）を提起しました。
　これに対し，被告は，本件各契約は原告が消火器リース
契約等の締結目的を秘した上で，既にある消火器を交換に
来たなどと言って高齢者である被告宅を突然訪問し，契約
内容を理解できないまま，耐用年数が残りわずかな消火器
を高額な価格で契約させるというもので，被告に対する不
法行為を構成するとして，原告に対し，慰謝料３万円及び
相当弁護士費用３万円の合計６万円と遅延損害金の支払を
求めて，反訴を提起しました。
２　判決の概要
　判決は，原告が，突然被告宅を訪ねてきて，以前から取
引のあった業者と誤解させるような言辞を用い，消火器は
１年に２回交換しなければいけないなどとの虚偽の説明を

しつつ，耐用年数が残りわずかな消火器のリース契約を結
ばせるなど，販売手法や販売した消火器の問題点を指摘し
たほか，被告が弁護団に事件を依頼してクーリング・オフ
等を理由に支払を拒絶しているにもかかわらず，被告本人
に対し，（弁護団を解任して）「良心的な弁護士」への相談
を勧めたり，支払を拒絶していると差押えということにな
りかねないなどという文書を送付した事実，原告について
は消費生活センターに対して過去10年間で761件もの相談
が寄せられている事実等から，原告による組織的な勧誘行
為及び契約締結とその後の一連の行為は，社会的相当性を
逸脱する違法なものとして不法行為となるだけでなく，本
件各契約は公序良俗に違反し無効であるとして本訴請求を
棄却し，一方，被告は精神的損害を始めとする無形の損害
を被ったとして，反訴請求を全額認容しました。
３　本判決の意義
　裁判所が厳しい姿勢で，本件各契約につき公序良俗に違
反し無効であると断じ，さらに原告は購入者に対し慰謝料
及び弁護士費用の支払義務があるとしたことは，今後の被
害救済・被害防止に大きな意味があると考えます。
　　

田島寛之（第一東京）

１　事案の概要
　出資者らは，イギリスのブックメーカーのスポーツブッ
クを利用した裁定取引に出資すれば，月３％から10％程度
の利益を恒常的に得ることができるとの触れ込みで勧誘さ
れました。
　また，同商法を伝播していった代理店群や上位者は，運
用益その他の要因にかかわらず紹介した者の出資金に対し
て月十数％という「配当を受ける地位」を首謀者から与え
られ，このうち自己の利益を抜き，抜いた残りの例えば５
％，７％という「配当を受ける地位」を下位者に与えると
いう方法（以下「本件報酬制度」といいます。）で下位者
を集め被害者を拡大させ，下位者が勧誘すればするほど，
上位勧誘者が利得するというマルチ商法のシステムを用い
て出資者を増加させていきました。
　なお，本件の契約形態は，出資金については金銭消費貸
借契約，配当についてはコンサルティング業務委託契約を
締結するという体裁が採られていました。
２　判決の内容
　まず，「本件商法は，金銭消費貸借契約の形式を採って
元本を保証し，運用益その他の要因にかかわらず最高で月
15％（年利180％）の確定配当を行うというもの」であり，
このような「商法は，およそ一般的な投資商品では考えら
れない」，「予定した運用益が上げられなかった場合には，
新たに出資した者の出資金をもって配当に回す必要が生じ

るなど，早晩破たんをきたす事態が生じる危険を有するも
のであった」，さらに，実体は出資であるのにもかかわらず，
金銭消費貸借契約やコンサルティング業務委託契約締結の
体裁をとり各種規制法令に適合しないものであり一般大衆
の財産を毀損する危険性が高い商品であったとしました。
　また，首謀者以外の商法を伝播していった者（代理店群）
の責任についても，本件報酬制度は，上述した危険を端的
に示すものであり，さらに，このような投資商品は，一般
的に馴染みがなく，対価を得て第三者に勧誘する場合，自
己の財産の保全のために支払うべき注意以上に慎重な注意
を払うべきであり，勧誘に先立ち，本件商法の安全性につ
いて，客観的な裏付けに基づいた調査をする義務があると
し，被告らは，そのような調査義務を怠り，不法行為責任
を負うとしました（過失相殺：首謀者０，上位代理店３割，
その余の代理店：５割）。
３　判決の評価
　マルチ商法の手法を利用した投資被害は多くあると思い
ますが，本判決は，最上位の者から直接の勧誘者に至るま
で不法行為責任を認めました。特に，自分達も真っ当なフ
ァンドと信用したのであり被害者であると主張する首謀者
以外の代理店群についても，具体的な調査義務を設定し，
同義務違反を認めたことは評価できます。

五反章裕（東京）

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

東京
消火器リース会社による消火器の訪問販売を公序良俗違反で無効とし，慰謝料等
請求の反訴を認容した事例（東京地裁平成28年1月29日判決（確定））

東京
マルチ商法の手法を利用した投資被害の事案において，最上位の者から直接の勧
誘者に至るまで責任が認められた判決（東京地裁（第23民事部）平成28年1月26日判決（確定））
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事 情件 報

１　本件は，典型的な劇場型詐欺の事案です。
　原告（昭和７年生）は，氏名不詳者による詐欺グループ
からの「〇社の譲渡担保権という権利を高値で買い取りま
すので，代わりに購入してもらえませんか」という虚偽の
説明を真実であると誤信してしまい，詐欺グループに指示
されるままに，平成23年12月９日から平成24年２月15日ま
での間13回にわたり，現金書留又はレターパックにより被
告会社が運営する私書箱に，譲渡担保権の購入代金名目で，
合計で2130万5800円もの金員を送付してしまいました。
２　本件の解決に当たり，当方らは，まず現金の送付先と
なっている住所に現地調査を行ったところ，被告会社が私
書箱を運営していることが判明しました。そこで，後日，
被告会社に対し，弁護士会照会を行い，詐欺グループと思
われる者らとの間の私書箱契約書及び運転免許証等を取得
してみると，当該運転免許証は，その有効期間が法定の期
間ではない等，一見して偽造であることがわかるものでし
た。
　そのため，当方らは犯罪収益移転防止法（以下「犯収法」
といいます。）の本人確認義務を怠った過失があるとして，
過失による詐欺行為の幇助責任を求め，被告会社及び同社
の代表者Ｂに対し，損害賠償請求訴訟を提起しました。
３　提訴後，被告会社が本件以前から，自身の私書箱が詐

欺に利用され続けており，かかる事実を知っていたことや
犯収法上に定められている本人確認方法などを取っていな
い等の杜撰な状況が明らかになりました。
　判決では，被告会社が詐欺に利用されていた事実を認識
していた等の事実を認定した上で，「これらの事情に鑑み
ると，被告Ｂは，遅くとも平成23年11月の時点においては，
私書箱業を営む者として，顧客との間で私書箱契約を締結
する際に，同法及び同法施行規則の定める本人確認の方法
により顧客の本人確認をすべき注意義務を負っていたもの
というべきである。」とし，犯収法上の本人確認義務を行
っていなかった過失があるとして，民法第719条第２項に
基づき過失による詐欺行為の幇助責任を認めました。
　なお，原告の職歴等から原告にも過失があるとされまし
たが，被告会社の過失の程度が極めて大きいことや本件詐
欺が高齢者を狙った悪質なものだとして，原告の過失は１
割にとどまり，認容額は2117万5220円でした。
４　本判決は，私書箱業者が詐欺に利用されている現状に
ついて，しっかりと分析した上で，犯収法上の本人確認義
務が民法上も注意義務となると示しており，私書箱業者に
本人確認の徹底を促している点で意義のある判決と評価が
できます。

上原伸幸（埼玉）

１　事案の概要
　FXの自動売買ソフトで運用することで月数十％の利息
を得ることができるなどと喧伝していた詐欺商法の被害事
案です。
　本件では勧誘等に用いられた電話の名義人（本人確認書
類として運転免許証を提出していました。また，同種詐欺
商法をしていた会社の代表取締役に就任していました。す
なわち，代表取締役の就任登記申請に当たり印鑑登録証明
書を提出していました。以下「電話利用契約者」といいま
す。），バーチャルオフィス契約でHBCS の総務責任者と
して登場した者（本人確認書類として住民票の写し，運転
免許証の写し，公共料金の領収書の写しの３つを提出して
いました。以下「総務責任者」といいます。）を被告とし
ました。なお，上記電話を提供していた IP 電話事業者も
被告としましたが，この点については紙面の都合上割愛し
ます。
２　判決の内容
　原審は，上記各本人確認書類は一般に本人確認資料とし
て利用されているものであり，本人以外の第三者が取得す
ることも十分に想定し得るとして，責任を否定しました。
これに対して，控訴審では，上記各本人確認書類は本人確
認資料として一般に用いられるものであるとし，被控訴人
らは，各書類がそのような性格のものであることを十分に

分かった上で，これらを提供したものであり，それらが短
期間のうちに相被告会社の管理下に入っていることからす
ると，被控訴人らは，これらの書類を詐欺商法の会社に提
供したものと推認することができるとして責任を肯定しま
した。
　なお，総務責任者からは上告及び上告受理申立をされて
います。
３　意義等
　本人確認書類を安易に第三者に提供し，それがバーチャ
ルオフィスや携帯電話といった犯罪利用ツールの調達に用
いられることは，この種の詐欺商法では極めて多くありま
す。そのような事案において，本人確認書類の提供者に責
任を追及するに当たり，本件控訴審判決は事例判決ではあ
るものの，高裁での逆転判決という事情も相まって，この
種紛争における事実の評価の在り方として一つの参考にな
るのではないでしょうか。
　なお，この種の事案では純粋に本人確認資料を悪用され
た被害者的な立場の者との見極めが必要になりますが，本
件では，訴え提起前に出した事情を問う通知書への対応，
「３つ同時」などの特殊性，同種詐欺会社の代表取締役を
していたという事情等の諸事情を考慮し，被害者的立場に
とどまるものではないと判断して訴訟に踏み切りました。

見次友浩（東京）

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

東京
詐欺の現金送付先となった私書箱業者に対し過失による詐欺行為の幇助責任を認
めた判決（東京地裁（民事第42部）平成28年1月26日判決（確定））

東京
バーチャルオフィス契約，IP電話レンタル契約に用いられた本人確認書類を提供し
た者の責任（東京高裁平成28年1月27日判決）
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文献紹介  東京弁護士会消費者問題特別委員会編「消費者相談マニュアル（第3版）」
　4年ぶりに改訂した本書の特徴は，①民法（債権法）改正法案
の影響の詳述，②金融商品取引や欠陥商品に関する記述の全面的
な見直し，③特定商取引法の改正，消費者裁判手続特例法成立な
ど旧版以降の法改正への対応，④旧版以降被害が顕在化した電子
マネー，学校関係，サクラサイト等の項目の追加，⑤被害態様・
判例に大きな動きがあった点検商法，過量販売，デート商法，投
資用マンション，内職・モニター商法，原野商法，宗教関係ビジ
ネス，留学，フランチャイズ，リース，ネット取引トラブル等に

ついての加筆修正等です。本書は，消費者被
害救済の最前線で戦っている東京弁護士会消
費者問題特別委員会のノウハウの集大成であ
り，多くの方に活用されて，消費者の権利の
救済に役立つことを祈念します。
Ａ5判　800頁／6912円（税込）
発行　㈱商事法務
東京弁護士会消費者問題特別委員会編

文献紹介  東京弁護士会消費者問題特別委員会編「ネット取引被害の消費者相談〔第２版〕」
　2016年2月，東京弁護士会消費者問題特別委員会においては，
「ネット取引被害の消費者相談」を6年振りに改訂し，第2版を
刊行しました。以下では，第2版の特徴を3点ほどご紹介します。
・特徴①：具体例的事例の大幅追加
　 　具体的事例の解説を87頁から162頁へと，約2倍も追加しま
した。各解説は，現実の消費者相談の場においてどのように回
答すべきかを念頭において執筆しています。
・特徴②：積極的な解釈論の検討
　 　法令解釈について，学説・判例はもちろん，各法令を所管す
る官庁による解釈も調査しつつ，消費者保護の観点からの積極
的な解釈も検討しました。
・特徴③：情報のアップデート

　ネット取引の分野は変化が激しく，初版か
らの6年の間に，様々な取引形態が登場し，
これに伴って新たな問題も生まれています。
関係法令の改正等も相次ぎましたので，これ
らの情報をできる限り内容に反映させました。
　ネット取引における消費者相談に携わる多
くの方々に本書をご活用いただき，消費者の
直面する問題の解決にお役立ていただければ
幸いです。
Ａ5判　360頁／3888円（税込）
発行　㈱商事法務
問合先・編　東京弁護士会消費者問題特別委員会

文献紹介  お買いもので世界を変える
　当委員会の消費者教育・ネットワーク部会では，2012年に施行
された消費者教育推進法の内容（特に「消費者市民社会」）を分か
りやすく解説するブックレットを執筆しました。消費者教育の重
要性は誰でも理解しているでしょうが，消費者教育推進法がどの
ような教育を目指しているのか，こう問われると答えに窮するの
ではないでしょうか。そのヒントが散りばめられた一冊です。一
般向け（中学生～大人対象）の書籍ですので，広くご紹介下さい。

Ａ5判　64頁／562円（税込）
発行　岩波書店
編　日本弁護士連合会消費者問題対策委員会

催 事  シンポジウム「民法の成年年齢引き下げを考える～消費者の視点から～」
日　時　2016年6月25日㈯　午後1時～午後4時
会　場　弁護士会館2階講堂「クレオ」BC
問合先　日弁連人権第二課　TEL 03‒3580‒9932

　2007年5月に成立した国民投票法は，満18歳以上が国民投票の投票権を有するとし，附則で「満十八年以上満二十年未満の者が国政
選挙に参加することができること等となるよう，選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法，成年年齢を定める民法その他の法令の
規定について検討を加え，必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と定めました。そして，2015年6月17日，公職選挙法が改正され，
選挙年齢を18歳に引き下げることとなりました。そこで，現在，民法の成年年齢引下げがクローズアップされています。
　このシンポジウムでは，成年年齢引下げの問題点について，消費者の視点から検討を加えることを目的とします。

催 事  第27回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー「若者の消費者被害と未成年者取消権のあり方について」
日　時　2016年7月9日㈯　午後1時～午後5時30分
場　所　広島弁護士会館（広島市中区上八丁堀2-73）
講師・パネリスト：坂東俊矢氏（京都産業大学大学院法務研究科教授）
　　　　　　　　　岡田　崇（日弁連消費者問題対策委員会副委員長）
　　　　　　　　　教育関係者等
コーディネーター：大村真司（日弁連消費者問題対策委員会委員）
問合先　日弁連人権第二課　TEL 03‒3580‒9512

　本セミナーでは民法の成年年齢引下げがクローズアップされている状況を踏まえ，未成年者取消権の民法における位置付けや裁判例を検討
すると共に，インターネット社会における若者の消費者被害の現状を把握することにより，これからの未成年者取消権のあり方を検討します。

　ふと，自分はこれまで消費者問題に直面したこ
とはなかっただろうかと振り返ると，消費者問題
が非常に身近なものであることに気が付きます。
高校生の頃に自宅に上り込んでセールスマンの勢
いに気おされて高額教材を買ったこと，大学生の

頃にアンケートに答えるだけと言われたのにビル
の一角で英語教材の契約書を書かされそうになっ
たこと等々…。今朝も飲んだ，効果の科学的裏付
けが不明確なダイエット食品はちっとも効きませ
ん。消費者問題を身近に感じることで取組みにも

力が入る思いです。皆様も過去の経験を思い出し
てみてはいかがでしょうか。

丸谷　誠（釧路）

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

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。）
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