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1　自己紹介
　この度，野々山宏委員長の後任と
して当委員会の第19代の委員長に選
任いただきました東京弁護士会の瀬
戸和宏です。
　修習37期，弁護士登録は1985年で
す。この年は，当委員会が司法制度
調査会から独立して設置された年
で，純金ファミリー事件を起こした
豊田商事の永野会長がテレビカメラ
の前で刺殺され，バブル経済の発端
といわれるプラザ合意が成立した年
です。
　1992年に当委員会に所属し，ニュ
ース・出版部会，消費者教育・ネッ
トワーク部会に在籍し，副委員長を
２度経験しています。２度目のとき
は，無任所の副委員長として，国民
生活センターの廃止問題や当委員会
予算と消費者特別基金を扱いまし
た。
　諸先輩の指導の下，霊視商法事件，
ワラント被害集団訴訟，茨城カント
リー事件，愛染苑山久事件などに携
わり，現在は，東京三弁護士会の有
志で作るクレジット・リース被害対
策弁護団の団長として，与信被害に
取り組んでいます。
　また，司法制度改革で問題となっ
た弁護士報酬の敗訴者負担制度につ
いては，多くの市民・市民団体で組
織し，故清水誠さん，清水鳩子さん，
甲斐道太郎さんが共同代表となった
「弁護士報酬の敗訴者負担に反対す
る全国連絡会」の事務局長を務め，

当連合会と協力して，閣議決定され
た法案を廃案にすることに成功しま
した。　
　これまで，消費者問題に携わる多
くの方々に支えられてきましたの
で，少しでも恩返しができればと思
い，委員長を受けることとしました。
2　当委員会の活動について
⑴ 　各部会等の活動
　 　当委員会は，取り扱うテーマの
広がりに合わせ，現在，191名の
委員・幹事が在籍し，15の部会，
２つの PTを設け，シンポジウム
の開催，意見書の作成，立法提案，
ロビー活動，書籍の作成・改訂，
関係団体との意見交換・交流など，
広範囲にわたり非常に活発な活動
を行っています。
　 　これらの全ての活動は，消費者
被害の予防，救済に欠くことはで
きず，何一つとしておろそかにで
きるものはありません。現在，当
委員会が抱えている課題を全て挙
げることは，紙幅の都合上できま
せんが，その中でも，①Do-not-
call 制度，Do-not-knock 制度の
導入の推進，②消費者庁など３機
関の徳島移転問題，③消費者契約
法，特定商取引法改正で積み残さ
れた課題の実現，④割賦販売法改
正の実現，⑤公益通報者保護法の
実効性のある改正などはもちろ
ん，⑥消費者訴訟における証拠格
差の是正や過酷執行に配慮した債
務名義の実効性確保のための立案

などの課題がすぐに浮かんできま
す。さらに，取り組みが続けられ
ている⑦消費者教育の充実。選挙
年齢の引き下げは，消費者市民教
育を必要としています。
⑵ 　弁護士による消費者被害の防止
　 　近頃，弁護士への信頼を喪失さ
せる事件のほか，ホームページ上
に「これは，如何なものか」と思
える誇大広告が目を引きます。
2015年度実施の消費者庁消費者意
識基本調査では弁護士会の法律相
談センターを認知している人は
53.6％，信頼している人は僅かに
7.1％という結果です。
　 　特に，ホームページ上の広告に
より生じる消費者被害について
は，是非，取り組みたいと考えて
います。

3　おわりに
　私は，約４半世紀にわたり，当委
員会の活動を見てきました。先輩も
現役の皆さんも「消費者のために」
というその一点で，精力的な活動を
続けており，本当に素晴らしい委員
会だと思います。
　この素晴らしい委員会で，皆さん
と一緒に消費者被害の予防，救済の
ために取り組めることは，望外の幸
せです。
　全力を尽くしますので，何とぞ，
よろしくお願いします。

委 員 長 あ い さ つ

委員長就任の挨拶　　
日弁連消費者問題対策委員会委員長　瀬戸和宏（東京）
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　消費者契約法の実体法部分を改正
する「消費者契約法の一部を改正す
る法律案」（以下「改正法」といい
ます。）が2016年５月25日に可決成
立しました（公布日から起算して１
年を経過した日に施行）。本稿では
改正法の概要を紹介します。
1 　不実告知取消に関する重要事項
の拡大（改正法第４条第５項第３
号）
　第１に，不実告知を理由とした誤
認取消の対象である「重要事項」に
契約動機に関する事実が追加されま
した。具体的には，「物品，権利，
役務その他の当該消費者契約の目的
となるものが当該消費者の生命，身
体，財産その他の重要な利益につい
ての損害又は危険を回避するために
通常必要であると判断される事情」
が追加されます。
　これによって，「『シロアリがいる』
といった虚偽の説明で誤信してシロ
アリ駆除契約を締結した。」「『電話
回線がアナログからデジタルに変わ
ります。今までの電話が使えなくな
ります』といった虚偽の説明で通信
機器のリース契約を締結した。」と
いった事案につき，誤認取消できる
ことが明確となります。
　また，改正法は「山林の所有者が，
測量会社から電話勧誘を受けた際，
当該山林に売却可能性があるという
趣旨の発言をされ，測量契約と広告
掲載契約を締結したが，実際には市
場流通性が認められない山林であっ
た。」といった被害事案も適用対象
としています（国会の審議で確認さ
れています。）。この点，改正法の「損
害又は危険を回避するために」とい
う要件は，消費者が消極的な損害を
生じさせないように契約を締結した
場合を含む広い概念であることに注
意が必要です。
2 　過量契約取消規定の新設（改正
法第４条第４項）
　第２に，高齢者や障害者の判断能
力の低下等につけ込んで不必要な商
品の購入等をさせる勧誘行為（いわ

ゆる「つけ込み型不当勧誘行為」）
のうち，特に近時被害の多い過量販
売・次々販売の事案に関する消費者
取消権が新設されます。
　具体的には，「物品，権利，役務
その他の当該消費者契約の目的とな
るものの分量，回数又は期間（以下
「分量等」といいます。）が当該消費
者にとっての通常の分量等を著しく
超えるもの」（過量契約）を，事業
者がそれと知りつつ勧誘した事案に
つき，消費者取消権を認めるもので
す。上記の「当該消費者にとっての
通常の分量等」は，「消費者契約の
目的となるものの内容及び取引条件
並びに事業者がその締結について勧
誘をする際の消費者の生活の状況及
びこれについての当該消費者の認識
に照らして当該消費者契約の目的と
なるものの分量等として通常想定さ
れる分量等をいう」と定義されてい
ます（同項前段）。
　また，改正法では，過去の同種契
約と併せて過量販売に該当する場合
（いわゆる「次々販売」の事案）を
想定した法文も規定されています
（同項後段）。
3 　消費者取消権の行使期間の伸長
（改正法第７条）
　第３に，被害救済を促進する観点
から，消費者取消権の短期の行使期
間が現行法の「６か月」から「１年
間」に伸長されます。
4 　取消の効果規定の新設（改正法
第６条の２）

　第４に，改正法は，民法改正後も，
消費者取消権行使後の消費者の返還
義務を現在と同じ現存利益に限定す
ること（現行民法第703条）を規定
しています。これは，現在国会に上
程されている民法（債権法）改正法
案が，取消の効果を原状回復義務に
改めるとしており（第121条の２第
１項），上記法文の解釈によっては，
消費者が消費者取消権を行使しても
当初の契約どおりに対価を支払うの
と同様の結果になりかねないことか
ら，消費者取消権の効果を現行法ど

おりとするための法文です。
5 　法定解除権排除条項を無効とす
る不当条項規定の新設（改正法第
８条の２）
　第５は，法定解除権排除条項を無
効とする新たな不当条項規定の新設
です。具体的には，①「事業者の債
務不履行により生じた消費者の解除
権を放棄させる条項」と，②「消費
者契約が有償契約である場合におい
て，当該消費者契約の目的物に隠れ
た瑕疵があること（当該消費者契約
が請負契約である場合には，当該消
費者契約の仕事の目的物に瑕疵があ
ること）により生じた消費者の解除
権を放棄させる条項」を例外なく無
効とする規定が新設されます。
6　第10条前段の例示としての意思
表示擬制条項の追加
　第６は，第10条前段の例示として，
意思表示擬制条項が付記されます。
具体的には，「消費者の不作為をも
って当該消費者が新たな契約の申込
み又は承諾の意思表示をしたものと
みなす条項」が，第10条前段に該当
する契約条項の例示として条文に付
加されます。上記の条項は，上記「５」
の不当条項規定とは異なり，第10条
後段要件（民法第１条第２項に規定
する基本原則に反して消費者の利益
を一方的に害する）を満たす場合に
のみ無効となります。
7　第８条第１項の文言修正
　第７は，第８条第１項第３号・第
４号の損害賠償義務の免責条項にお
ける「民法の規定による」という文言
の削除です（改正法第８条第１項）。
　　
　今後も，内閣府消費者委員会消費
者契約法専門調査会では，今回の改
正点以外の事由（具体的には，勧誘
要件の在り方，困惑類型の追加，新
たな不当条項リストなど）につき，
新たな法改正に向けた検討が引き続
き進められる予定です。

消費者契約法部会
　　　山本健司（大阪）

リ ポ ー ト

消費者契約法改正の概要  
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1　改正特定商取引法の成立
　2016年５月25日，第190回国会に
おいて，改正特定商取引法が可決さ
れ，成立しました。なお，施行日は，
公布日から１年６月以内とされてい
ます。
2　特定商取引法改正の経緯
⑴　特定商取引法は2008年に改正さ
れましたが，その際，附則に「施行
後５年を経過した場合において…既
定の施行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」との検討条項が定められ
ました。
　それを受け，2015年に内閣府消費
者委員会に特定商取引法専門調査会
（以下「本調査会」といいます。）が
設置され，同年３月から12月まで18
回の審議を経て，同年12月，「特定
商取引法専門調査会報告書」（以下
「本報告書」といいます。）をとりま
とめました。そして，2016年１月７
日，内閣府が，特定商取引法に関し，
本報告書の内容を踏まえた取組を進
めることが適当であるとの答申を行
い，その結果，本報告書の内容に沿
った法改正が行われたものです。
⑵　本調査会は，本報告書において，
今般の見直しにおいて措置すべきと
して，概略以下の事項を列挙しまし
た。
ア　分野横断的な事項
ア　法の規制対象の拡大について
　指定権利性を見直すこと（①）
イ 　クレジット契約・金銭借入れ・
預貯金の引出しを勧める行為等に
ついて
　事業者が支払いのために金融機関
等に対して虚偽の申告をするよう唆
す行為，消費者の求めがない場合等
に金融機関等に連れて行く行為，事
業者が積極的に金銭借入・預金引き
出しを進める行為を指示対象とする
こと（②）
イ　個別取引分野に関する事項
ア　訪問販売について
　アポイントメント・セールス規制
の範囲を拡大するとともに，来訪要
請手段として SNS・電子広告を用
いた場合にも同規制が及ぶようにす
ること（③）
イ　通信販売について

　消費者の事前の承諾等を得ること
なく，事業者が一方的にファクシミ
リ広告を送信する行為を行政処分の
対象として位置付けること（④）
ウ　電話勧誘販売について
　過量販売解除権を導入すること
（⑤）
エ　特定継続的役務提供について
　美容医療契約を特定継続的役務と
位置付けること（⑥）
ウ　執行に関する事項
　行政処分の強化や報告徴収・立入
検査等の強化等（⑦）
⑶　他方，本調査会においては，訪
問販売及び電話勧誘販売に事前拒否
者への勧誘禁止制度（Do-Not-Call
制度，Do-Not-Knock 制度）の導入
の可否が議論されましたが，立法の
根拠が認められないなどの意見が示
され，結局，これらの制度導入の必
要性について委員間で共通認識が形
成されるには至らず，今回は見送り
となりました。
　また，本調査会においては，通信
販売における虚偽・誇大広告に関し
て取消権を導入することも議論され
ましたが，これについても，委員間
の意見が一致せず，導入は見送りと
なりました。
3　改正特定商取引法の概要
⑴ 　指定権利制の見直しについて
（上記①）
　従来の政令指定権利は廃止せず，
それを残した上で，それに加えて，
「社債その他の金銭債権」と「会社
の株式・社員権等」を加え，これら
を「特定権利」と位置付け，この販
売を規制対象取引としました。この
改正では規制の抜け穴が生じたまま
になるのではないかという疑問は残
りますが，今回の国会質疑において
は，「役務」を幅広く解釈すること
によってカバーし得る旨の政府参考
人の答弁がなされており，この点は
実務の参考になると思われます。
⑵　個別取引分野について
　通信販売に関しファクシミリ広告
にオプト・イン規制を設け（上記④），
電話勧誘販売に過量販売解除権を導
入しました（上記⑤）。
　また，訪問販売，電話勧誘販売，
連鎖販売取引，特定継続的役務提供
及び業務提供誘引販売取引における

取消権の行使期間を半年から１年に
伸長しました。
⑶　執行について（上記⑦）
ア　次々と法人を立ち上げて違反行
為を行う事業者への対処として，業
務停止を命ぜられた法人の取締役や
これと同等の支配力を有すると認め
られるもの等に対して，停止の範囲
内の業務を新たに法人を設立して継
続することなどが禁止されました。
イ　業務停止命令の期間が最長１年
から同２年に伸長されました。
ウ　不実告知等に対する法人への罰
金の300万円以下から１億円以下に
引き上げや，業務停止命令違反に対
する懲役刑の上限が２年から３年に
引き上げられるなど，刑事罰の強化
がなされました。
エ　違反事業者の所在が不明な場合
に，処分書を交付する旨を一定期間
掲示することにより事業者に交付さ
れたものとみなし，処分を可能とし
ました。
オ　業務停止命令を受けた悪質事業
者に対して，消費者利益を保護する
ために必要な措置を指示できること
を明示しました。
4　今後について
⑴　法改正に引き続き，政省令の改
正が予定されていますが，この中で，
上記②，③，⑥等の措置が確実にな
されることが求められます。
⑵　また，今回の改正特定商取引法
の附則においても，2008年改正の際
と同様，施行後５年を経過した場合
の検討条項が定められました。また，
衆参両議院の附帯決議では，新たな
消費者被害の発生が認められるなど
見直しの必要が生じた場合には，施
行後５年を待たず適時適切に見直し
を行うこととされました。
　したがって，今回の改正では見送
られた訪問販売，電話勧誘販売にお
ける事前拒否者への勧誘禁止制度の
導入や，通信販売における虚偽・誇
大広告に関して取消権を導入するこ
となどにつき引き続き検討が重ねら
れ，それらが早期に実現されること
を期待したいと思います。

統一信用法部会
副委員長　森哲也（第一東京）

リ ポ ー ト

特定商取引法改正案の概要と経緯  
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1　割賦販売法改正に向けた動き
　割賦販売法は2008年改正の際に，
特定商取引法と同様に，附則で検討
条項が定められました。
　これを受け，2014年９月から2016
年５月まで，産業構造審議会商務流
通情報分科会割賦販売小委員会（以
下「本委員会」といいます。）で審
議がなされました。本委員会では，
主にクレジットカード取引に関する
議論が行われ，2015年７月３日には
報告書が，2016年６月には報告書〈追
補版〉が順次とりまとめられました
（以下両報告書を総称して「本報告
書」といいます。）。今後，本報告書
の内容に沿った法改正が行われるも
のと見込まれます。
2 　本委員会における議論状況及び
本報告書の内容
⑴ 　オフアス取引に対応した制度見
直し
　現行割賦販売法の包括信用購入あ
っせんは，加盟店，消費者及び包括
信用購入あっせん業者の三者間取引
（オンアス取引）を想定した規定と
なっております。しかし，現在は，
国際ブランドを介してイシュアーと
アクワイアラーが分かれるオフアス
取引が一般化しています。
　そこで，本報告書では，イシュア
ーとアクワイアラー各々が，その機
能に応じた責任を負担する制度への
見直しが必要であるとの観点から，
消費者への利用枠供与に関する事項
はイシュアーに，加盟店へのクレジ
ットカード利用環境提供に関する事
項はアクワイアラーに求める方向で
整理しました。その上で，加盟店調
査の実施等をアクワイアラーに係る
規定と位置付け，アクワイアラーに
対し，国内外いずれに立地するか，
また，マンスリークリア取引か否か
を問わず，以下の措置を講ずるべき
としています。
ア　登録制の導入
　国内に営業所を有すること，加盟
店調査の遂行に必要となる体制が存
すること，財政的基盤を有すること
等を要件に，アクワイアラーに登録
制を導入すること。
イ 　加盟店調査の実施等に係る規定
の新設　　　

　加盟店契約時に加盟店に係る一定
事項の確認を求めるとともに，業務
の運営に関する措置として，苦情対
応，加盟店調査（初期審査及び途上
審査）等を求めること。
⑵　PSP への措置
ア　近時，EC取引の増加等により，
クレジットカード取引の需要が増加
し，これを背景に決済代行業者等の
PSP（ペイメント・サービス・プロ
バイダ）が増加しています。PSP
の中には，国内よりも加盟店審査が
甘い海外アクワイアラーを経由した
取引によって，国内アクワイアラー
とは契約できない販売業者等にクレ
ジットカード利用環境を提供してい
るものもあります。
イ　そこで，本報告書では，悪質加
盟店を排除しつつ，アクワイアラー
が PSP を効果的に活用できるよう，
加盟店との取引に係る規定は原則と
してアクワイアラーに適用すること
とした上で，PSP を制度上以下のよ
うに位置付けることとしています。
ア　任意登録制の導入
　アクワイアラーに係る要件に準じ
た一定の登録要件を満たす PSP は
登録を受けることができるように
し，登録 PSP についてはアクワイ
アラーに準じた行為規制を適用する
とともに行政調査権，行政処分規定
を設けること。
イ　加盟店調査
　登録 PSP が介在する取引は，当
該登録 PSP に加盟店調査の実施等
を求め，アクワイアラーは当該取引
について行為規制の対象としないこ
と。
ウ　このように，アクワイアラーに
登録制を，PSP に任意登録制を導
入することにより，海外アクワイア
ラーが日本国内の加盟店と取引を行
うには，自らが日本国内に営業所を
設け，加盟店管理体制を整備して，
登録の上加盟店管理業務を行うか，
又は同程度の体制を整備した登録
PSP を経由して加盟店管理業務を
行わなければならなくなるため，結
果的には海外アクワイアラー経由の
決済が割賦販売法の規制下に置かれ
ることとなります。
⑶ 　加盟店調査における相談・苦情

情報の活用
ア　本報告書では，加盟店調査はア
クワイアラーが行う方向で整理して
いますが，クレジットカード会員か
らの相談・苦情情報はイシュアーに
寄せられます。そこで，アクワイア
ラーがこれらの情報を適切に活用
し，加盟店調査を実効的に遂行する
ために，イシュアーからの情報連携
を可能とするための窓口の整備を求
めています。
イ　また，イシュアー，アクワイア
ラー及び登録 PSP がいずれも認定
割賦販売協会の会員となることがで
きることとし，加盟店情報交換制度
について，アクワイアラーや登録
PSP からも報告を行い，両者も情
報の提供を受けると位置付けていま
す。
ウ　さらに，国民生活センターにお
いて収集している相談・苦情情報の
有効活用を推進するための課題を検
討し，必要に応じて措置を講じるも
のとしています。
⑷ 　マンスリークリア取引に係るイ
シュアーへの措置
　マンスリークリア取引に係る相
談・苦情件数が近時増加傾向にある
ため，本委員会では，マンスリーク
リア取引に係るイシュアーへの制度
的措置（抗弁の接続や苦情処理義務）
の要否についても検討されました
が，今回は導入が見送られました。
⑸ 　カードセキュリティに関する規
制の強化
　本報告書では，クレジットカード
取引のセキュリティ対策につき，加
盟店に対してはカード情報安全管理
義務を，アクワイアラー等に対して
はカード情報安全管理に対する加盟
店への指導義務を課すよう求めてい
ます。なお，セキュリティを強化す
るには，クレジットカードを IC カ
ード方式に転換し，加盟店が IC カ
ード対応端末機を導入することが必
要ですが，加盟店の対応がほとんど
進んでいないことから，速やかな対
応を求めていくことが今後の重要な
課題です。

統一信用法部会
副委員長　森哲也（第一東京）

リ ポ ー ト

割賦販売法改正案の概要と経緯  
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1 　特定保健用食品（特保）に関する
報告書・建議の発出と，会長声明

　2015年に内閣府消費者委員会に設
置された「特定保健用食品等の在り
方に関する専門調査会」（以下「専
門調査会」といいます。）は2016年
３月，「特定保健用食品の在り方に
関する専門調査会報告書」（以下「報
告書」といいます。）を取りまとめ，
これを踏まえて同委員会は同年４月
12日，「健康食品の表示・広告の適
正化に向けた対応策と，特定保健用
食品の制度・運用見直しについての
建議」（以下「建議」といいます。）
を行いました。なお，専門調査会委
員には，当委員会の野々山宏前委員
長も就任していました。
　この報告書及び建議に対し，当連
合会は同月13日，会長声明を公表し
ました。以下，報告書及び建議の概
要と，会長声明で指摘した注目点に
ついて，ご紹介します。
2　報告書・建議の概要
　報告書では，健康食品全般に対す
る消費者の理解が不足しているこ
と，「いわゆる健康食品」について
はその有効性や安全性について消費
者が過信するような表示・広告があ
ること，特保であっても消費者の誤
認を招くものがあること等が指摘さ
れました。また，有効性・安全性に
ついて何らの担保もない「いわゆる
健康食品」については淘汰を目指す
べきと明示しています。一方，特保
制度ができて20年以上が経過してい
ますが，更新の仕組みもなく一度許
可を受ければそのまま残り続けるこ
と，情報開示の枠組みが不十分であ
ること，2015年4月から開始された
機能性食品制度との違いが曖昧にな
っていることなどが問題点として挙
げられ，これら問題点への取組が重
要であると報告されました。
　この報告書を受け，建議では，特
保について，⑴表示・広告の一層の
適正化に向けた取組の強化，⑵特保
の制度・運用の見直しを求め，この
両者について，「早急な対応を求め
る事項」と，「早急な検討及びしか

るべき対応を求める事項」に分類し
て建議事項を列挙し，各点について
の消費者庁の対応を2016年10月まで
に報告するよう，求めています。
3 　会長声明で指摘した，評価すべ
き点・不十分と思われる点
⑴ 　建議は，表示・広告について早
急な対応を求める事項として，「表
示許可を受けた際に確認されてい
る効果を越える効果を類推させる
表示・広告を一切禁止することや，
適切な利用方法を利用者が適切に
認識できるような表示・広告とす
べきこと」を，「特定保健用食品
の審査等取扱い及び指導要領」に
明示することを挙げています。ま
た報告書では，「健康食品の欺瞞
的な広告を，より迅速かつ的確に
監視・指導する（中略）ことにより，
有効性・安全性が担保されない『い
わゆる健康食品』の淘汰を目指す
べき」とされましたが，建議でも
これを踏まえ，健康増進法におけ
る誇大表示の範囲の一層の明確化
について早急な対応を求めるとと
もに，健康食品の表示・広告に関
する監視の一層の強化も「早急な
検討及びしかるべき対応を求め
る」としており，これらについて今
回の会長声明は評価しています。
⑵ 　また，専門調査会の審議では，
野々山前委員長が，健康増進法上
の疑義が生じた場合でもこれを行
政側が実証しなければ取り締まれ
ないことが迅速な法執行の足かせ
となっているとして，同法に，景
品表示法第４条第２項のような不
実証規制を導入すべきと意見を述
べていました。さらに，誇大表示
として健康増進法第31条で禁止さ
れる表示が「著しく事実に相違す
る表示」「著しく人を誤認させる
表示」と，「著しい」ことが必要
とされていることが，監視・指導
を難しくしているとして，この文
言を削除するべきとも指摘してい
ました。
　 　専門調査会の審議では，これら
の意見を盛り込むことに消費者庁

が反対する場面もありましたが，
結局，報告書には両意見とも記載
され，建議にも，「早急な検討及
びしかるべき対応を求める」項目
ではありますが掲げられました。
実現すれば執行力の強化が十分に
期待されるものであり，この点は
特に評価できるものです。
⑶ 　特保制度の在り方・運用に関し
ては，報告書・建議では，特保の
製品情報公開の義務化及び内容の
充実，現在はあまり機能していな
い「再審査制」の有効性の検証と
見直しなどが求められています。
製品情報の公開については後発の
機能性表示食品の方が詳細である
ことや，食品の安全性や有効性に
関する新たな知見が得られたりし
た場合の対応の必要性を考える
と，これらの建議事項も評価でき
ます。
⑷ 　ただ，建議では，健康増進法に
定める広告禁止の範囲の厳格化
や，同法にも適格消費者団体に差
止請求権を導入すべきといった点
は盛り込まれておらず，表示・広
告の適正化のための取組は更に強
化される必要があります。また，
機能性表示食品が既に多数流通し
ている中で，これと特保との位置
付け，ニーズの違いについての調
査が十分になされぬまま特保の在
り方のみが検討されている点も，
不十分と言わざるを得ません。
　 　⑴から⑶のとおり，今般の報告
書及び建議については，全体とし
ては肯定的に評価すべき点が多
く，建議事項については速やかに
措置が講じられるべきですが，こ
れだけでは不十分です。表示・広
告の実効性確保のための取組をさ
らに進めるとともに，特保だけで
はない，健康食品の全体について，
消費者の健康増進に真に資する制
度が構築されるよう，更なる調査・
検討が望まれます。

食品安全部会
副委員長　西野大輔（秋田）

リ ポ ー ト

「特定保健用食品の在り方に関する専門調査会報告書」
及び消費者委員会の建議に対する会長声明　　　　　  
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翔 間た く 仲

事 情件 報

１　事案の概要
　本件は，出資当時独身であった被控訴人ら（男性２名）が，
結婚紹介サイトで知り合った独身女性（以下「勧誘者」と
いいます。）から交際をほのめかされて，その女性が経営
するという実態のない会社に多額の出資をさせられたとし
て，出資額全額及び弁護士費用の損害賠償を求めた事案で
す。被控訴人らは，勧誘者に加えて，出資先会社，同社取
締役，同社実質的経営者，同社「相談役」を名乗りクレー
ム対応等を行っていた者らに対しても共同不法行為及び会
社法第429条第１項に基づく損害賠償請求を行いましたが，
このうち，上記「相談役」（以下「控訴人」といいます。）
の欠席判決に対する控訴審判決が本判決です。
２　判決の内容
　争点は，被控訴人らに対する投資勧誘が違法なものであ
るか否かでした。本判決は，①勧誘者が結婚紹介サイトで
被控訴人らと知り合い，何らリスクを説明することなく出
資金，社債購入資金等として出資先会社に対する投資勧誘
を行ったこと，②勧誘者以外にも，出資先会社の別の取締
役（女性）が，同様の方法でかつ近接した時期に同社への
投資勧誘をしていたことを認定し，勧誘者らによる投資勧
誘行為は，「結婚紹介サイトで知り合った相手方に対して，
交際する意思はないにもかかわらず，これがあるかの如く

装い，相手方の歓心をかい，実態に乏しい法人への投資案
件を勧誘するという違法なデート商法による投資勧誘行
為」であり，これは出資先会社の業務の一環として行われ
ていたと判示しました。
　その上で本判決は，出資先会社でクレーム対応を一手に
引き受けていた控訴人も，同社が「違法なデート商法によ
って出資等の勧誘を行っていることを認識しながらこれに
加担した」ものであり共同不法行為責任を負うとして，控
訴人に対し，被控訴人らの請求額全額（計2480万円）の賠
償を命じました（過失相殺なし）。
３　意義等
　デート商法とは，言葉巧みな話術で異性に好意を抱かせ，
それにつけ込んで商品購入や出資等をさせる商法です。こ
のような商法は，実際は無価値であったり，リスクが甚大
でおよそ投資適格を欠いたりする金融商品の販売・勧誘が
なされる場合に，その投資適格の欠如を覆い隠すために用
いられています。裁判例において，デート商法としての違
法性が正面から肯定されにくい傾向があるなかで，本判決
は，明示的に「違法なデート商法」であると認定しており，
参照価値があるものと思います。
　　

津田顕一郎（東京）

東京
結婚紹介サイトで知り合った相手方からの投資勧誘が「違法なデート商法による投資勧誘行為」
であるとして，その関与者の共同不法行為責任を認めた判決（東京高裁平成28年４月20日判決（確定））

１　ごあいさつ
　NPO法人佐賀消費者フォーラム（以
下「佐賀消費者フォーラム」といいま
す。）は，2003年10月に任意団体として
設立され，佐賀県内において消費者政策
に対する提言や消費者被害防止・救済の
ための啓発・支援を行っていましたが，
2011年にNPO法人となり，適格消費者
団体の認定取得を目指した活動を開始
し，おかげさまで，2016年２月23日に
内閣総理大臣の認定を受けることができ
ました。
２　佐賀消費者フォーラムの特徴
　現在の会員は，弁護士や司法書士，大
学教授，消費生活相談員，消費者団体な
ど，正会員116（７団体を含む。），賛助
会員６（２団体を含む。）で構成されて
います。適格消費者団体としては，全国
では14番目，九州では大分，福岡，熊本
に続き，４番目です。しかし，設立は
2003年ですので，活動の歴史は長く，今

年で14年目となります。
　設立時にはまだ消費者契約法に適格消
費者団体による差止請求の制度がありま
せんでしたので，佐賀消費者フォーラム
の活動は，差止請求以外にも広く及んで
います。特に，消費者教育には長年力を
入れていて，高校生から大学生向けのテ
キスト「Consumer’s Why　みんな消費
者」を発行しています。毎年新たな情報
を盛り込んで更新しており，公益財団法
人消費者教育支援センターから平成26
年度優秀賞として表彰されました。
2015-16年度版が佐賀消費者フォーラム
HPから無料でダウンロードできます。
是非ご活用ください。
３　適格消費者団体の認定
　佐賀消費者フォーラムは，長いこと会
員のボランティアで，会員のやりたいこ
とを中心に，有意義でかつお金をかけな
い活動をしてきましたが，いよいよ適格
認定を目指すとなると，事務作業が膨大

になり，その負担は大変なものでした。
事務局負担で燃え尽きそうなところを，
生協から人・物の両面で大きく支えてい
ただいて，認定まで辿り着くことができ，
大変有り難く感謝しています。
　これまでの差止申入れの実績は，冠婚
葬祭互助会約款や出版社の広告，ビール
会社の広告，不動産仲介業者の提供する
賃貸契約書約款，誓約書約款，その他あ
りますが，当方の申入れと事業者の回答
がなかなか噛み合わないところが歯がゆ
いです。この度，適格認定をいただいた
ことで，より積極的に申入れを行い，佐
賀から発信していきたいと思います。
　また，ここに至るまでには，関係各所
の皆様にたくさんのご支援，励ましをい
ただきました。この場を借りて深くお礼
申し上げます。

NPO法人佐賀消費者フォーラム
検討委員会委員長　福島和代（佐賀県）

NPO法人佐賀消費者フォーラムが適格消費者団体に認定されました
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事 情件 報

１　事件の概要
⑴ 　米国ネバダ州ラスベガスの法人であるMRI インター
ナショナルは，米国内の診療報酬債権（MARS）の回収
ビジネスを展開していると称し，第二種金融商品取引業
の登録を受けて日本の投資家に投資を勧誘し，約8700名
から額面総額約1365億円を集めましたが，上記ビジネス
の実態はなく，2013年４月26日，関東財務局が，証券取
引等監視委員会の勧告に従い二種登録を取り消したとい
う事件です。

　 　被害者らの代表原告９名は，MRI は，投資の目的が
唯一MARS の回収に投資するのみであり，買い付けた
MARS はMRI の資産とは分離して保管され，かつネバ
ダ州政府から認可を得た第三者であるエスクロー会社に
よって管理されるなどと虚偽の説明を行って投資家に販
売していたとして，2013年７月５日，MRI 社や代表者
を被告として米国ネバダ地区連邦地裁にクラスアクショ
ンの申立てを行っていました。

　 　裁判所は，2016年３月21日付けでクラス認証決定を行
いました。クラスの構成員は，発令後一部変更がありま
したが，最終的には，「2008年７月５日から2013年７月
５日にかけて被告らのポンジースキームにより被害を被
ったMRI 投資家すべて」となりました。

⑵ 　本事件では，このクラスアクションの他に，日本では
出資金返還請求訴訟と役員らに対する損害賠償請求訴訟
を提起し（本誌163号参照），また，米国証券取引委員会
（SEC）による違法収益吐出手続（ディスゴージメント
手続）も進行しています（本誌164号参照）。

２　クラス認証の要件
⑴ 　本件において，クラス認証を受けるためには，連邦民
事訴訟規則第23条⒜の要件として，①多数性（クラス構
成員が多人数で，全員を併合することが事実上不可能で
あること），②共通性（クラスに共通する法律上または
事実上の論点が存在していること），③典型性（代表当
事者の請求または防御がクラスにおいて典型的なもので
あること），④適切性（代表当事者はクラス全体の利益
を公正かつ適切に主張できること）が認められる必要が
ありました。

⑵ 　また，同条⒝⑶の要件として，優越性（各構成員個人
にのみ影響する問題よりクラス構成員に共通する法律上
または事実上の論点が優越すると認められること），救
済手段の優位性（当該紛争に公正かつ効率的に裁定を下
す手段として，他の手段よりクラスアクションが優越す
ると認められること）を満たす必要がありました。

３　決定の要旨
⑴ 　被告らは，第23条⒜については，特に②の共通性と④
の適切性の存在を強く争いました。

　 　裁判所は，②の共通性については，本件では，例えば，
アMRI の投資の安全性について被告らが行った表示の

一部又は全てが虚偽であったか否か，イそれらの表示が
虚偽であることを知り，又は重大な不注意により看過ご
したか，ウ当該表示が原告らの投資に起因したか，エ
MRI はポンジースキーム（詐欺的投資勧誘）を行って
いたか，オ当該表示が行われ，又は証券が販売された時
点で個々の被告がMRI の支配関係人であったか，ある
いはMRI の行為を幇助・教唆したか，などの共通する
論点があり，共通性の要件が満たされると認定しました。
　 　また，④の適切性については，本件では，代表原告は
クラス構成員と同じ被害を被っており，適切に訴訟を遂
行する資格と能力を有し，適切性の要件も満たすと認定
しました。
⑵ 　被告らは，同条⒝⑶については，特に，救済手段の優
位性について，米国でのクラスアクションは日本での個
別訴訟に優越しないと主張しました。
　 　裁判所は，ア個別訴訟の提起は，司法にとっても潜在
する原告らにとっても不経済である，イ訴訟は被告らの
資産の多くが所在するネバダ地区に集中することが望ま
しく，被告に対する個別訴訟が日本で係属中であっても，
日本にはクラスアクションの制度がないし，日本には当
裁判地区にある資産とは別に被告らの資産が所在してい
る事実によれば，日本の訴訟が本件に与える影響はほと
んどない，ウ何千人もの投資家の請求を１件の訴訟にま
とめることで当裁判所も日本の裁判所も取扱事件数を減
らすことができ，被告らにとりクラスアクションの対応
が難しいとしても，そのメリットに優越することはない，
などと認定して，これを認めました。
４　クラスからの除外
　上記のとおり，弁護団では，この米国クラスアクション
とは別に日本国内でも合計26名の被害者を原告として，
MRI 社や代表者らを個別に訴えているため，国際的二重
起訴の争点がありました。この点は，「被告ら，その従業員，
その家族又は関係者，及び日本において被告らに対し訴訟
を提起し係属中である26名の個人」をクラスから除外する
ことで解決しています。
５　今後の手続
　今後は，まずクラス構成員約8700名に対し，クラスに参
加するか否かの意思確認のための告知を行い（６月下旬を
予定），その後，被告らの責任確定のための最終的な判決
命令を受けるべく手続を進めていくことになります。
６　決定の意義
　日本の消費者被害事件において，クラス認証を受けた例
は初めてと思われますし，決定内容も，紛争の実態を詳細
かつ適切に認定しており，先例価値は大きいと考えます。
　　

五十嵐潤（第二東京）

東京 米国クラスアクション手続でクラス認証決定がなされた件
（米国ネバダ地区連邦地方裁判所2016年３月21日付け）
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
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・3階多目的ホール（広島市中区上八丁堀2-73）
事前申込　要（定員220名・日弁連HP掲載のチラシからお申し込みください。）
プログラム
　基調講演　坂東俊矢氏（京都産業大学大学院法務研究科教授），横田明子氏（広島大学大学院教育学研究科教授）
　パネルディスカッション　坂東俊矢氏，横田明子氏，生駒恵子氏（広島県生活センター消費生活相談員）
　　　　　　　　　　　　　岡田崇（日弁連消費者問題対策委員会委員）
　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副委員長）
問合先　日弁連人権第二課　TEL 03‒3580‒9512

　民法は長らく成年年齢を20歳としており，20歳未満の未成年者が単独で行った法律行為について取消権を認めてきました。しかしながら，2015年
6月17日に公職選挙法における選挙年齢は20歳から18歳に引き下げられており，民法など他の法律における成年年齢についても一律18歳とすること
が検討されています。
　若者については，「インターネットの有料情報サイト」，「エステ」及び「マルチ商法」などについての被害が多発しているところ，取消権を行使
できる年齢が縮小されることになれば，その影響が出てくる可能性があります。
　また，未成年者取消権については，対面取引を前提に構成されていることから，昨今のインターネット社会においてどのように適用していくかが
課題となっています。
　本セミナーでは，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ともに，インターネット社会における若者の消費者意識と行動や
消費者被害の現状を把握することにより，これからの未成年取消権の意義を検討していくことを目指します。

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

　本誌でもご案内しました「日弁連夏期消費者セ
ミナー」は，わがニュース・出版部会が年に一度
開催している恒例の行事で，各部会で行っている
専門的なシンポジウムとは趣旨を異にし，大きな

視点から消費者問題を取り上げることを目的とし
ています。今年は「未成年者取消権」で，どこの
部会とも重なり合うテーマですが，オバマ大統領
訪問の記憶も新しい広島の地で，できる限り柔軟

かつ多角的に議論したいと考えています。ぜひ多
数のご参加をお待ちしています。
 飯田修（東京）
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前委員長あいさつ

委員長退任の挨拶  
１　はじめに
　2016年５月をもって，当委員会の委
員長を退任し，瀬戸新委員長にバトンタ
ッチしました。2014年６月の就任時は，
国民生活センターの理事長職を辞して弁
護士に復帰してから１年を経過しておら
ず，戸惑いもありましたが，副委員長を
はじめとした委員・幹事の皆さんや当連
合会の担当職員の皆さんの精力的な活動
に支えられようやく職務を終えることが
できました。皆様に深く感謝します。
　任期中，当委員会創設30周年の節目を
迎え記念事業をしたこと，内閣府消費者
委員会の消費者庁への移管問題や現在進
行中の消費者庁等3機関の徳島移転問題
など，消費者行政後退を招く再編の危機
を経験してきたこと，景品表示法・消費
者契約法・特定商取引法など事業者側と
厳しく対立する法改正運動に関与してき
たことが印象深い取組でした。当連合会
の取り組む課題は多く，消費者の権利の
強化にとって役割の重要性が増している

ことを痛感する２年間でした。
２　当委員会の課題
⑴ 　かつて事業者は，消費者政策や法の
改正に関しては経済産業省など産業
育成省庁に任せて対応をしてきまし
た。しかし，消費者庁が創設されて６
年が経過し，毎年のように法律の制定
や改正を行うなど消費者行政が不十
分ながらも着実に前進してきたこと
から，最近では，事業者は省庁に任せ
るのではなく，検討の最初から専門調
査会や国会議員に直接働きかけて，消
費者の権利を強める新たな政策や法
改正に反対するようになっています。
これに対して，消費者も十分な対応策
を取る必要があり，当委員会でも，第
１に被害事実や理論的根拠を十分に
検討しておくこと，第２に消費者団体
との連携を強化すること，第３により
早い政治レベルの理解を求めるロビ
ー活動をするとともに各地の弁護士
会など全国に広がりのある取組をす

る必要があります。
⑵ 　当委員会は，15の部会，２つのPT
を擁し当連合会の活動的な委員会の
１つとなっています。各部会等の活動
の消費者行政，消費者法制に対する影
響力も格段に大きくなっています。た
だ，事業者や行政機関と大きな意見の
対立がある場合には，各部会等だけで
なく当委員会全体の取組としなけれ
ばなりません。部会任せの傾向も見受
けられ，今後の課題です。
３　おわりに
　当委員会が取り組むべき消費者問題は
日々新たに生じています。議論のスピー
ドはどんどん速くなっています。日頃か
ら問題意識を持っていくとともに，将来
を展望した提案をし，これを実現するた
めに汗をかいていく必要があります。今
後は，一幹事として課題に取り組んでい
きます。２年間，ご支援ありがとうござ
いました。

野々山宏（京都）


