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若者の消費者被害と
未成年者取消権の
あり方について

第27回日弁連夏期消費者セミナー

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー

2016年7月9日，広島弁護士会館にて，参加者約90名を得て，当連合会主催の標記セミナーが開催されました。
開会に際し，広島弁護士会会長の為末和政会員より，本日のセミナーが参加者にとって心に残るセミナーとなることを確信
しているとの挨拶がありました。続いて，当委員会副委員長の大村真司会員（広島）から「選挙年齢が 18歳に引き下げられ，
成人年齢も18歳に引き下げられるのではないかということが問題となっている。本セミナーでは，未成年者の保護をどうした
らいいかという観点から，未成年者取消権はどのような機能を果たしているか，教育の現状はどうなっているかなどを全体と
して考えていきたい。」と企画の趣旨説明がありました。
以下，セミナーの要旨を掲載します（本要旨に関する責任は，消費者問題対策委員会ニュース・出版部会にあります。）。

坂東氏からは，
「未成年者取消
権をめぐる法的
論点と消費者保
護」と題してご
講演いただきま
した。要旨は以
下のとおりです。

1		 民法における「未成年者取消権」
の論点
「未成年者取消権」は，そもそも未
成年者取消権が市民法である「民法」
に規定されており，契約自由の原則を
前提とする取引社会において，未熟な
市民は保護される必要があるという点
に立法趣旨があり，世界各国において
規定されている。
未成年者取消権については，「親

権者による同意」型（ドイツ法型）と，
「日常生活に関する必需判断」型（英
米法型）があり，日本ではドイツ法型
の制度設計となっている。
2		 未成年者による契約をめぐる民
法とその論点
民法上規定される，未成年者取消
権については，原則として同意のない
法律行為について取消しが可能だが，
同意がない場合でも例外的に取り消
すことができない場合がある。これら
の例外は，結局親権者の「同意」が
あるかどうかという判断となる（民法
第5条第3項，同第6条）。
また，未成年とはいえ，法的能力に
ついては年齢によって差があることは
念頭に置かねばならない。

3		 消費者法理としての未成年者取
消権
未成年者取消権は，現在，20 歳未
満の契約被害救済法理として重要な
意義があるだけでなく，相談件数実
績からもわかるとおり，未成年者取消
権が未成年者との契約において抑止
力として機能していることが明らかで
あり，契約被害防止法理としての意義
がある。
未成年者取消権は，本人のみならず，
法定代理人も行使できるという点で非
常に使い勝手のよい制度である。
4		 未成年者取消権をめぐる裁判例
茨木簡裁昭和60年12月20日事件
では，業者側が，契約当時就労し，月
８万円以上の収入があった被害者に
とっては，分割月額1万4000円は事前
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に処分を許された財産であると主張し
たが，裁判所は，期限の利益を失え
ば総額（契約金額 16万 5000 円）の
支払義務が生じることから，分割金で
はなく「総額」で判断するとした。
その上で，被害者の可処分所得が
２万円～３万円程度とし，総額と比較
すると「事前に処分を許された財産」
とは言えないと判示した。
裁判所は，分割払いであれば，未成
年者取消権を排除することができるこ
ととなる業者側の主張を否定した点で
特に重要な判断を下したといえる。ま
た，「事前に処分を許された財産」か
否かについて，「可処分所得」での判
断としていて，親が就労の同意をして
いたとしても，その労働の対価をその
まま判断の基礎とするのではなく，「就
労の同意」と「労働の対価全体につ
いて処分を許した」かどうかを別に判

断している点も重要である。
このほか，長崎地裁佐世保支部平
成20年４月24日判決，京都地裁平成
25 年５月23日判決など，具体的な事
情に照らして「同意」の有無を判断し
た重要な判決がある。
5		 未成年者取消権の法的論点
残された課題として，まず，未成年
者の責任能力（12 歳前後）との関係
がある。仮に契約を取り消すことがで
きても，場合によっては，当該契約の
代金相当額について，不法行為による
損害賠償責任を負うことが理論上あ
り得る。長崎地裁佐世保支部判決に
おいては，この点が問題となった。
また，未成年者による詐術の問題と
して，非対面取引（ネット取引）では，
未成年者に年齢を入力させることで
年齢確認をしているが，年齢の入力を
もって詐術とするのかという点が問題

となる。この点，準禁治産者の事案
の最高裁判決（昭和44年判決）では，
誤信を強めた場合でも詐術にあたると
したが，準禁治産者と未成年者との差
異を考える必要がある。
6		 まとめ
立法論として，現在のように，例外
を「親権者の同意」とすることでいい
のか。個別の「同意」がないときには，
例外を認める場合にいろいろなフィク
ションが入ってしまう。であれば，英
米法型の「日常生活に関する必需判
断」の方が，実態に即しているのでは
ないか。
また，成年年齢との関係については，
未成年者取消権や，その他の未成年
関連制度について，何の検討もなく選
挙権年齢と合致させるべきではない。
現時点では時期尚早と考える。

横田氏からは，
「学校における消
費者教育と高校
生・大学生の経
済生活・消費者
意識・行動」と
題してご講演い
ただきました。要

旨は以下のとおりです。
1		 高校における消費者教育
消費者問題に関する教育をする教
科としては，社会科の公民科（「現代
社会」及び「政治・経済」）と家庭科
（「家庭基礎」及び「家庭総合」）の
授業の二つがある。
公民科の教科書では「消費者問
題」「消費者保護」などのタイトルで
記載され，割当スペースは約2 ～ 3頁
で，関連法や行政機関，権利や義務
についての簡単な説明に終わっている。
家庭科では，「消費生活」，「消費者
問題」として記載され，割当スペース
は10頁程度で，消費者関連法の行政
機関，権利・義務，消費者被害の実
態や対処方法など社会科よりは少々詳
しく説明し，具体的な解決方法も少々
解説されている。一部の教科書には
未成年者の取消権について書いてあ

るものもある。
しかし，教員自身が学生時代に教
育を受けていないことが多く，法改正
等に追い付くだけの知識を得ることも
難しく，十分に時間を取って教えるま
でには至っていない。
2		 現代の高校生及び大学生とは
大学生になると高校生よりも小遣い
や仕送りが大幅に増え，今は奨学金を
もらう人が多くおり，アルバイトもして
いるので，かなり自由になるお金がある。
しかし，日米でインターネット調査を
した結果では，日本の学生は，授業
料や毎月の生活費について自分で責
任を持つという考えがあまりない傾向
がある。また，目的を持って積極的に
貯蓄をしている者は米国の学生の方
が非常に多く，家計管理に関しても米
国の学生の方がしっかりとした考えを
持って行動しているという結果が出て
いる。
消費生活相談の割合では，未成年
者は，男女ともにそれ以上の年代の人
たちに比べて少ない。気になったこと
は，消費者白書によれば，20歳になっ
た途端に投資用のＤＶＤを借金までさ
せて買わせるというトラブルが増えて
いることである。成年年齢を18 歳ま

で引き下げたときに，18歳，19歳の人た
ちも狙われることがあるのではないか。
3		 ネットショッピングにみられる大
学生の消費者意識・行動に関する
調査結果
広島大学で，学生を対象にネット
ショッピングについて調査をした。
その結果では，4年生になるまでに
70％近い学生がトラブルや失敗を体験
している。しかし，その内，業者やメー
カーに苦情や補償の請求をした人は
28％，消費生活センターや弁護士会な
どに相談した人は 0％で，62％は「大
した被害ではない」「面倒」などの理由
で何も対処しなかったと回答している。
このようなことは，本来，家庭科教
育の中で教育される内容であるが，あ
まり教えられていないか身に付いてい
ないという状況である。
4		 全体のまとめ
大学生の時期に消費者としてすべ
き行動をとっていない人が非常に多い
ことから，その後も正しい行動を取れ
るのかも疑問に思う。学校教育で実
践力や実行力をきちんと身に付けさせ
ていかない限り，社会が良くなってい
かないのではないかと感じている。
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1		 広島県における未成年者の相談
の実情
生駒氏から，2015 年度における広
島県内の未成年者の相談は３％弱と
少ないこと，相談者は本人ではなく，
親，祖父母からの相談が多いこと，相
談内容はアダルト情報サイトに関する
相談が最も多く，２位がオンラインゲー
ム，３位が放送受信契約，４位が痩
身効果をうたった健康食品やサプリ
メント，５位が内容の特定できないサ
イト利用料となっていることが報告さ
れた。また，20 歳から22 歳の相談で，
未成年者からは挙がっていない相談
として，３位にマルチ・マルチまがい，
７位に多重債務や闇金等，10 位に痩
身エステ（脱毛・美顔・ボディ含むエス
テ全般）の相談が挙がっており，これ
らの相談は 20 歳になり親権者の同意
なく契約ができるようになったことが
契機となっていることを示す統計であ
るとのが指摘がなされた。
2		 弁護士から見た未成年者の相談
の問題など
岡田会員から，オンラインゲームのト
ラブルが 2013 年頃から急増している
として，①ゲームアプリにおいて，年齢
や親権者の同意の確認方法として「16
歳未満」，「16歳から19 歳」，「20 歳
以上」という選択肢に加えて，「未成
年の方へ」として，「必ずお父さんや
お母さんのお許しをもらってから買っ
てください」「もらいましたか」「はい・
いいえ」という画面を用いていること
を理由として，事業者が詐術にあたる
として未成年者取消権の行使に応じ
ない事例，②携帯型ゲーム機におい
て，年齢を入力させ18 歳未満の場合
はクレジットカードが利用できない仕
様になっているが，何回でもやり直せ

るため，18 歳以上の年齢を入力し直
せばクレジットカードが利用できる結
果，子どもが親のカードを無断で使用
した事例などが紹介された。
3		 消費者教育の効果について
横田氏から，現代の大学生に消費
者教育の効果があまりあらわれてお
らず，トラブルに遭っても相談せずに
泣き寝入りをする事例が多いこと，日
本の大学生は親への依存傾向があり，
市場での取引を自分の問題として捉え
ていないことなどが指摘された。また，
生駒氏からは，被害に遭って相談に来
て，懲りたり，学習することで初めて身
に付くものがあること，他方で，請求
がとりあえず止まると，途中で連絡が
取れなくなる場合も多く，このような
場合は経験上の教育効果も中途半端
に終わっているとの指摘がされた。さ
らに，坂東氏からは，親が相談に来
る場合にも，１回は本人を消費生活セ
ンターに連れてくるように助言をしな
いと，本人に教育効果を及ぼすことは
難しいとの指摘がなされた。
4		 判例等にみる未成年者のトラブ
ルの特徴
坂東氏から，未成年者取消権の行
使が争われた事例では「目的を定め
ないで処分を許した財産」の範囲，特
に18，19 歳という高年齢層における
範囲が問われることが多く，いずれも
クレジット契約と詐術の問題が複雑
に絡んでいるが，小中学生ではこのよ
うな問題は生じないことなどが指摘
された。なお，16歳の少年が風俗営
業店での飲食代金 550万円あまりを
父親のクレジットカードで支払いトラ
ブルとなった京都地判平成 25 年５月
23日（判例時報 2199 号 52頁）につ
いて，年齢確認の責任は事業者側に

あって，未成年者と認識するか，強く疑
いを持った以降の契約はそもそも公序
良俗違反とした特殊な事案ではある
が，このような取引を行い，クレジット
カードによる決済まで認めた事業者側
の対応に大きな問題があったので当
該判断は適切であったとの指摘がな
された。
5		 実効的な消費者教育の方法につ
いて
横田氏から，義務教育の段階から
学校で教えるのが確実であるが，各自
治体が地域ぐるみで取り組んでいけば，
学校で教えたときにも「ああ，あれね」
と思い出せること，また，弁護士に期
待される役割として，裁判や現実の事
例などを具体的に教えることが身近な
問題として理解しやすい，との指摘が
された。また，岡田会員からは，法教
育全般を一つの科目として整備し，セ
ンター試験等受験科目になると効果的
では，との指摘がされた。坂東氏か
らは，弁護士や相談員などが知恵を
集約して，カリキュラムを体系立てて作
るとより良い消費者教育ができるので
はないか，との指摘がなされた。
6		 未成年者取消権の機能について
生駒氏から，悪質事業者には勧誘
や販売方法の問題点などあらゆる事
情を指摘するが，「未成年者」と指摘
できることは非常に重要であり，クー
リング・オフ同様，未成年者取消権は
強い機能をもっていると指摘された。
また，岡田会員からも，未成年者取消
権が大きな武器になり，紛争の早期
解決に資すること，オンラインやネット
取引が増えて状況が相当変わってき
ているが，2016 年６月に「電子商取引
及び情報財取引等に関する準則」が
未成年者取消権の適用について消費
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者側の意見に配慮した形で大幅に改
訂がなされたことなどが指摘された。
7		 成年年齢引下げに関する議論の
状況
岡田会員から成年年齢引下げに関
する議論状況の確認がなされた。
2009 年の法制審での報告書で既
に国民投票法の附則で18歳以上の者
に選挙権を付与するための法制上の
措置を講ずると定め，2015 年の自民
党政務調査会の提言も，周知期間を
設け，民法の成年年齢に関して18 歳
に引き下げる措置を講じるとしている。
その他の法律に関しても，基本的に
は原則として18歳に引き下げることに
なっており，政治的には引下げの可能
性はかなり高くなっている。
これに対し，当連合会意見書は，未
成年者の消費者被害の相談件数に関
し，18 歳から19 歳と20 歳から22 歳
を比較すると，後者の方が明らかに増
加しており，中でもマルチ商法やロー
ン等の被害が増加している。実際に
は自立は遅れており，18歳での就職率
は非常に低い。消費者被害拡大のお
それ，親の保護を受けられる年齢が
下がってしまう等，様々な懸念がある
ため，成年年齢引下げは慎重に考え
るべきとしている。
8		 引下げに伴う問題・懸念
成年年齢が引き下げられた時に起
こり得る問題，懸念について，横田氏
は，消費者教育が十分でないことに加
え，まだ就職が身近でなく，批判的に
物事を捉えられない18 歳，19 歳は対
応能力が乏しい。最後まで自分の意
見を述べながら対応策を考え，アドバ
イスを受けて対処するという強い精神
が育っていない印象があると述べた。
生駒氏は，20歳を超えると７割は自

ら相談するが，未成年者は親からの相
談が多く，２歳の差は大きい。20 歳
になった途端，クレジットカードやカー
ドローンの相談が急増しており，業者
も社会的経験のない若者を狙ってい
る。被害の若年化が心配される一方，
18 歳から未成年者取消権が使えない
のは，あっせんの場での影響が大きい
との指摘をした。
岡田会員は，未成年者取消以外の
何らかの措置が整備されれば引下げ
自体は問題にならないのかもしれない
が，今のところその点についての議論
は十分ではないと指摘した。この点に
関し，坂東氏は，年齢による取消権等
を考える場合，年齢確認義務や確認
義務の履行，未成年者取消権との整
合性の議論が必ず出てくるため，年齢
を限定した特別措置の法律化は容易
ではないと述べた。
9		 成年年齢引下げは「通過儀礼」
が下がるだけか
岡田会員は，単に年齢が下がるだけ
とも思えるが，若者に多い被害は，無
人契約機で借金を負わせて売買代金
やマルチの代金を払わせるものが大
半であるため，18歳で借入ができると，
被害が増えるのではないか。また，エ
ステや美容，健康食品の被害の増加
も懸念される。多重債務の相談も増
えてきているようであり，貸金業法の
特則を設けることも考えるべきではな
いかと指摘した。これに加え，生駒
氏からは，引下げにより高校生でのエ
ステやマルチの被害急増の可能性が
示唆された。
�		 18歳の意味
成年年齢を18 歳とすることについ
て，生駒氏は，18歳と20歳との差は，
学生か有職者かといった社会経験等

により，対応能力の個人差が大きいと
指摘した。これについて，横田氏は，
自分の発言や行動は自分で責任を取
ることを家庭教育から考えていく必要
があろうと述べた。
坂東氏は，有職者の視点は，18 歳
の者の勤労収入について自由に使っ
ていいということを親が事前に事実上
承認していることであって，成熟か未
熟かではない。成年年齢は政策的判
断で，法制度の基本的考え方は取引
の問題である。国際的な取引ができ
る現在では，各国で成年年齢が違う
デメリットは大きい。長い目で見れば
日本も18 歳にせざるを得ないが，実
現にはそれなりの施策が必要である。
今の日本の環境では成年年齢引下げ
は時期尚早であると指摘した。
�		 最後に
岡田会員は，仮に引下げはやむを得
ないとしても消費者保護に関してフォ
ローが必要である。消費者保護政策，
取引類型に応じた説明義務，取消権，
事業者への年齢等の調査義務等の議
論を盛上げていく必要があろうと述べ
た。生駒氏は，これまでのように多く
の被害が出てからやっと法改正となる
ことのないようにしていただきたいとし，
横田氏は，消費者は保護する対象では
なく自立を促す対象であり，社会で対
応し，自立できる力をつける教育の必
要性を述べた。坂東氏は，ネット取引
や決済の多様化により，未成年者取消
権のもつ消費者被害救済法理の意味
合いが大きく揺らいでいる。本人確認
義務やその具体的中身等，未成年者
取消権が消費者救済法理としてきちん
と機能することを備えた上で，未成年
者の自立をどのように作っていくのか
改めて考えなければならないと結んだ。

最後に，当委員会委員長の瀬戸和
宏会員（東京）より，本セミナーの総
括と閉会の挨拶がありました。要旨は
以下のとおりです。
未成年者取消権は消費者被害を救
済するためには，非常に使い勝手の
いい制度であるが，成年年齢の引下
げの是非には，いろいろな意見があ
り，まとまっていない。坂東氏からは，

未成年者保護法理は，「近代市民法」
の基本原理であり，世界共通に未成
年者取消権のような制度があるとのお
話があった。他方，成年年齢の引下
げは世界的な潮流でもあるようだ。
成年年齢が下がっても，人間の能
力が上がるわけではなく，取引が複雑
化している現代社会の中にあっては，
未成年者取消権に代わる何らかの措

置がないと若年者の保護は難しくなる。
例えば，割賦販売法を読んで高校生
に理解できるか。高校生に理解でき
ないような法律で成り立っているこの
社会で，未成年者取消権が 18 歳まで
となると大変なことになる。
成年年齢の引下げをどう考えていく
のか，今後も取り組んでいく必要があ
る。

まとめ・閉会挨拶



5日弁連 消費者問題ニュース172号（2016年９月） 

1		 はじめに
2016年 6月25日弁護士会館におい
て，当連合会主催，東京三弁護士会
共催，日本消費者教育学会及び公益
財団法人消費者教育支援センター後
援により標記シンポジウムが開催され
ました。
2015 年 6月公職選挙法改正により
選挙年齢が 18 歳に引き下げられ，民
法の成年年齢についても18 歳に引き
下げることが議論されています。この
点について，当連合会は，成年年齢引
下げには慎重であるべき旨の意見書
（2016 年 2月18日付け「民法の成年
年齢の引下げに関する意見書」）を取
りまとめました。
また，成年年齢引下げに関する問
題点は多岐にわたるところ，未成年者
の消費者被害，消費者教育等にも密
接に関わっています。そこで，消費者
の視点から，成年年齢の引下げに関
する問題点を考えるための機会として，
本シンポジウムが開催されました。
2		 報告「民法の成年年齢引下げの
論点整理」
当委員会副委員長の中村新造会員

（第二東京）が報告をしました。
まず，20歳成年制の歴史的な過程，
民法の成年年齢引下げの動き，成年
年齢引下げの意義に関する説明があ
りました。
そして，成年年齢が引き下げられた
場合の問題点として，①18 歳と19 歳
の未成年者取消権の喪失，②親権の
対象年齢引下げ，③養育費の支払終
期繰上げのおそれ，④労働契約の解
除権の喪失，⑤児童福祉における支
援後退のおそれ，⑥少年法ほか他法
の成人年齢引下げへの影響が挙げら
れました。特に，①は重大な問題で
あり，成年年齢が引き下げられた場
合，18，19 歳の消費者被害が増大す
る危険があるとのことでした。消費者
教育推進法が 2012 年に施行されてい
るものの，消費者教育はいまだに国民
に十分に浸透しているとは言い難いた
め，若年者の消費者被害を防止する
ための有効な対策には至っていないと
の指摘もありました。
また，引下げの必要性はあるのか，

国民の間での議論が不十分ではない
か，との問題提起もありました。
3		 講演「消費者としての大学生の
現状と成年年齢の引き下げ議論に
ついて」
細川幸一氏（日本女子大学教授）
に講演をいただきました。
まず，成年年齢を引き下げることの
積極的な評価として，自己決定権の尊
重や大人としての自覚を促すことがで
きることなどに言及されました。
一方で，引下げによる問題点も多く，
消費者の視点で言えば，未成年者取
消権の喪失が重大であると指摘され
ました。また，細川教授が実感する大
学生の現状として，おとなしく，他人
の言うことを疑わない傾向があること，
あまりお金を使わない（統計上も仕送
り額が以前より減っている。）一方で，
スマホや身だしなみにはお金をかける
傾向があること，利息の計算がおぼつ
かない学生がかなりいることなどが挙
げられました。
若年層への消費者教育は急務であ
るものの，簡単なことではなく，政策
的には成年年齢を維持した方が意義
があり，もし引き下げるとしても消費
者保護施策の強化と消費者教育の充
実がセットでなければならないと結論
づけました。
4		 講演「小・中・高等学校の消費
者教育の現状と課題」
大本久美子氏（大阪教育大学准教
授）に講演をいただきました。
小中高における消費者教育の現状
として，学習指導要領の関連部分や，
消費者庁が公表しているイメージマッ
プの内容が紹介されましたが，これら
の教育内容の実施は不十分な現状に
あり，全ての小・中・高校生にこれら
の学習機会の保障がされているわけ
ではないとの指摘がありました。
また，高校卒業後の18歳から20歳

までの 2 年間が，「成年になる」ため
の多様な経験ができる期間として重
要であると述べられました。
そして，18，19 歳の未成年者取消
権は一定期間継続させ，教育現場で
は，高校1年生から契約概念をしっか
りと学習させるシステムの構築が必要
であると結論づけました。
5		 講演「若者の消費者トラブルの
実態〜相談現場からの報告〜」
吉松恵子氏（国民生活センター総括
主任相談員）に講演をいただきました。
ＰＩＯ－ＮＥＴ（消費生活に関する
相談情報を蓄積しているデータベー
ス）の統計によると，18 歳～ 19 歳と
20歳～ 22歳（ただし，20歳の中には
20 歳代との申し出があった相談を含
む場合があります。）の相談件数を比
較すると，前者よりも後者が多く，特に，
マルチ取引に関する相談件数が多い
ということでした。契約購入金額の比
較においても，後者の方が高額である
とのことです。また，最近の相談事例
のうち，主に 20 歳の消費者被害の事
例を複数紹介いただきました。
統計からは，未成年者取消権が若
年者の消費者被害の防波堤になって
いることがうかがわれます。
6		 パネルディスカッション
上記4名をパネリストとして，成年年
齢引下げの問題点，諸外国との比較，
消費者教育の充実の必要性等につい
て意見を交換しました。
7		 最後に
今後，民法の成年年齢引下げが社
会的に議論されていくことになると予
想されますが，引下げの必要性及び問
題点については，更なる検討が必要と
考えます。

消費者教育・ネットワーク部会
江花史郎（新潟県）

シンポジウム
「民法の成年年齢引下げを考える〜消費者の視点から〜」

リ ポ ー ト



6 日弁連 消費者問題ニュース172号（2016年９月） 

事 報情件
東京

高齢者への仕組債販売について
適合性原則違反と説明義務違反を認めた事案（東京地裁平成28年6月17日判決（確定））

１	 事案の概要　
	 	 本件は，みずほ銀行から紹介されたみずほ証券の担
当者に勧誘され，４種類の仕組債（以下「本件各商品」
といいます。）を相次いで購入したものの（合計約 7146
万円），約 3946 万円の損害を被った女性（取引開始当
時 77 歳で，認知症の診断と介護保険の要支援認定を
受け，自宅で単身生活していた。）が，みずほ証券及び
みずほ銀行に対し，不法行為（適合性原則違反，説明
義務違反）による損害賠償を請求した事案です。
	 	 本件各商品は，外国会社が発行した「エクイティリ
ンク債」又は「ＥＢ債」であって，いずれも，購入後 3
か月間は高利（商品により12.3 ～ 25％）が得られるも
のの，その後は参照銘柄とされる株価の動向によって，
利払い期間及び利率，償還日及び償還内容が大きく左
右される株価変動リスクや流動性リスクがあり，さらに，
一部の外貨建ての商品の場合には為替変動リスクも伴
うものでした。
２	 本判決の概要
	 	 本判決は，本件各商品の具体的な商品特性を踏ま
え，「本件各商品の含むリスクが相当程度大きく，原告
は本件取引によってその抱えるリスクを過大に負担する
ことになったものであり，かつ，そのリスクの大きさ及び
仕組みの難解さに鑑みれば本件各商品の購入による損

得を適切に判断するためには相当程度高度の投資判
断能力が要求されるものであったと認められる」として，
みずほ証券の担当者の勧誘行為について適合性原則
違反を肯定しました。
	 	 また，原告の属性等に鑑みると，「本件各商品の取
引に伴う危険性を具体的に理解できるような情報が，
必要な時間をかけて十分に提供されたとは認め難い」
として，説明義務違反も肯定しました。
	 	 他方，みずほ銀行については，本件各商品の勧誘に
関与したとは認められないとして，不法行為（共同不法
行為又は幇助）の成立を否定しています。
	 	 なお，「原告は，一定程度の金額については，元本
割れのリスクを含む投資を行う財産的余裕を有していた
ことが認められ，かつ，元本割れのリスクのある商品に
投資する意図が一切なかったとは認められない」として，
過失相殺（３割）をしています。
３	 本判決の意義
	 	 本判決は，適合性原則違反に関する最判平成17年7
月14日の判断枠組を踏襲した上で，仕組債の特性と顧
客の属性を踏まえ，正面から適合性原則違反を認定し
た事例として意義があるものと思います。

　　　島　幸明（東京）

東京
国内公設先物取引において，適合性原則違反等を認め，取引終了後の和解契約の
無効を認め，消滅時効の成立を否定した判決（東京地裁平成28年4月28日判決）（被告控訴）

１	 事案の概要
	 	 国内公設先物取引業者に勧誘され差損金約1000万
円を含めた合計 2200万円の損害を被った原告が，取
引終了時である平成 15 年 11月に同社従業員から債権
債務無しとする和解書に署名させられ，その後 9 年以
上経過した平成25年1月になって初めて弁護士に相談
した事例です。
	 	 原告は先物取引についてほぼ未経験の男性であり，
取引終了時に同社従業員から，業者から差損金を放
棄する等と説明された結果，双方債権債務無しとする
内容の和解書に署名させられていました。その後約 9
年 2 ヶ月後に弁護士に相談し，弁護士費用を含め，約
1300万円の支払いを求めて提訴に至ったというもので
す。判決は，過失相殺を6割とし，約530万円の請求を
認めました。
２	 適合性原則違反，不合理な特定売買等の認定
	 	 本判決は，被告の勧誘について，年収 240万円に満
たない年金収入のみであり，これを外務員が認識して
いたにもかかわらず，年収欄に過去の年収に相当する
「800万円未満」に丸を付けるよう説明し，虚偽の記載
をさせたことや，原告が「取引開始から4ヶ月以上経過
した時点でも，習熟度や理解が不十分であり，主体的
な判断もしていなかった」といった事情があったにもか
かわらず，取引開始から2 ヶ月後には投資可能資金額
である1000万円を超えた委託証拠金を預託させてい
たことなどから，適合性原則違反及び新規委託者保護

義務違反等の不法行為を認定しました。また，不合理
な特定売買の繰り返しによる違法性についても認定さ
れました。
３	 和解契約の無効
	 	 和解契約の有効性については，和解契約書作成の際
に，原告が損害賠償請求をなし得ることを認識してい
なかったものと認められ，かかる認識について従業員ら
に対して黙示に表示されていたことから，要素の錯誤
があり，和解契約は無効と判断されました。
４	 消滅時効の起算点
	 	 被告からの時効消滅の主張については，昭和 48 年
11月16日の最高裁の規範を前提に，原告が和解契約
を作成した時点では違法行為について何ら認識してい
なかったことから，平成 25 年 1月に弁護士に相談して
初めて従業員の違法行為によって損害を被ったことを
認識したとして，消滅時効期間はいまだ満了していない
としました。
	 	 消滅時効については，名古屋高判平成25年２月27日
（先物取引裁判例集 68 巻104頁）を始めとして時効の
起算点は先物取引終了時ではないとした裁判例は出さ
れていましたが，東京地裁においても，同様にその時効
の起算点は先物取引終了時ではなく，弁護士に相談し
た時であるとした判断が出されたという意味で，先例的
な意味を有するといえます。　　

　　　　　　　　　　神野直弘（埼玉）



7日弁連 消費者問題ニュース172号（2016年９月） 

事 報情件
大阪

司法書士の業務範囲を判断した
平成28年6月27日最高裁判決

１	 本件は，ある家族が認定司法書士に債務整理を依
頼しましたが，債務整理終了後いっそう経済的に困窮
し別途民事再生申立が必要となる等したため，その認
定司法書士に対して損害賠償請求を行った事案です。
２	 司法書士法は，認定司法書士について，紛争の目的
の価額が140万円以下の紛争に関し裁判外の和解をす
る権限を認めています。これに関し従来司法書士会が
取っていた見解は，認定司法書士が代理することがで
きる範囲は，債務者が弁済計画の変更によって受ける
経済的利益の額が，140万円以下の場合であるというも
のでした。例えば，500万円の債務がある場合，交渉
の結果 100万円を免除し，400万円を返済する和解を
したときの経済的利益は100万円であり，140万円を超
えないので，認定司法書士の権限内であるとの見解で
す。しかしながら，最高裁は，司法書士会の見解は採
用せず，認定司法書士の業務範囲は，個別の債権の価
額が140万円以下の場合であると判断しました。
３	 最高裁は，民事紛争では訴訟前に裁判外の和解が
行われる場合が少なくないことから，司法書士法は簡
裁民事訴訟の代理を認定司法書士に認めたことに付随
するものとして裁判外和解の代理を認めたものであり，

認定司法書士の裁判外和解の業務範囲は，簡裁民事
訴訟と同一範囲であるとしました。複数の債権を対象
とする債務整理も，最終的には個別の債権の給付を求
める訴訟手続が想定されること等に照らし，個別の債
権ごとの価額を基準とするべきとしました。そして，裁
判外和解が成立した時点で初めて判明する弁済計画の
変更によって受ける経済的利益の額や，債権者が必ず
しも容易には認識できない債権総額によって決められ
るべきではないとしています。

	 	 この最高裁判決によって，債務整理における司法書
士の業務範囲が，個別の債権ごとの価額を基準として
定められることが明確にされました。
４	 なお，最高裁は認定司法書士の裁判外和解以外の
論点については取り上げませんでしたが，控訴審判決
である大阪高裁平成 26 年 5月29日判決では，司法書
士の裁判書類作成業務が依頼者の意向を聴取しそれ
を法律的に整序することに限られることや，その場合
成功報酬は取ることができないこと等，司法書士業務
について重要な判断を明らかにしています。

米倉正実（大阪）

１　長い道のりでした。2005年８月に
「団体訴権おかやま連絡会」を立
ち上げ，適格消費者団体が制度化
されればすぐにでも対応できるよう
になろうと準備を始めました。そし
て，2007年６月に適格消費者団体
を目指す会として「消費者ネットお
かやま」をNPO法人として設立し
ました。全国の同様の団体が，次々
と適格団体になっていく中で適格
団体を目指す団体としては老舗に
なっていましたが，2015年12月８日
に適格消費者団体として認定を受
けました。
２　個人会員は100 名弱，団体会員
は15団体で，会費収入は約100万
円程度と財政的には厳しい運営を
続けています。岡山県から消費生
活サポーター講座を受託するなどし，
それによる事業収入が運営費を補
充する財源となっています。弁護士

会員の増加がこれからの運営の中
でも強く望まれるところですが，な
かなか弁護士の間においてさえ適
格消費者団体の存在の理解が得ら
れず，会員の増加についてはなお課
題が大きいと考えています。訴権の
行使が中枢の権限ですので，法律
専門家のしっかりとした関与は不可
欠です。
３　適格消費者団体となってからの
差止め・申入れ・照会活動としては，
結婚式場運営会社に対する解約金
の相当性に関しての照会，廃車買取
り業者への違約金の根拠，健康食
品などの連鎖販売取引業者に対す
る広告の在り方などに対する問合
せ等であり，いまだ結果を出せてい
る案件はありません。しかし，適格
消費者団体認定前の申入れ等に対
する業者の対応と認定後の業者の
対応には明確に差異があるように

思われます。消費者被害を未然に
防ぐという差止訴訟が提起できる
権限のあることは，業者に与えるイ
ンパクトにも違いがでています。
４　これからは，消費者事件情報を
的確に収集すること，その調査・分
析能力を高めていくこと，的確な申
入れ活動等の実績を積み上げ，差
止訴訟にも積極的にチャレンジして
みたいと思っています。消費者被害
未然防止の着実な成果を残してい
かなければなりません。適格団体
の認定を得るために多くの関係者
の皆さんにご協力をいただきました。
まだ，歩き始めたばかりの適格団体
ですので，これからも今まで以上に，
情報交換を密にして，ご支援・ご協
力いただきますようよろしくお願い
いたします。次は特定適格消費者
団体を目指す夢をもちつつ…。

河田英正（岡山）

翔 た く 仲 間

消費者ネットおかやまも念願の適格団体に
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新しい消費者教育　これからの消費生活を考える文献紹介

　2012 年の消費者教育推進法の成立によって，消費者教育は新し
い時代を迎えました。今後は，市場を構成する参加者の一人として
適切な行動に結びつけるための実践的な能力の育成や，主体的に消
費者市民社会の形成に参画し，その発展に寄与する資質を育むこと
が重要になります。
　本書は，消費者問題・運動の歴史，消費者政策や消費者行政の
基本的な役割等を分かりやすく解説した第Ⅰ部「消費者教育の意
義」及び第Ⅱ部「消費者問題の展開とその対応」，消費者トラブルを
テーマごとに説明した第Ⅲ部「消費者教育の重点領域」，各ライフ
ステージで必要な教育や実践例等消費者教育の体系と授業アイデ
ィアが盛り込まれた第Ⅳ部「各ライフステージにおける消費者教育」，

全体の総括も兼ねた第Ⅴ部「消費者
市民社会の構築に向けて」により構
成され，各部の合間にはコラムを設け
るなど工夫がなされています。
　学校教育はもちろん，市民の勉強
会などで新しい消費者教育の意義を
理解する手がかりとなる良書です。
Ｂ５判　112頁／1944円（税込）
発行　慶應義塾大学出版会
日本消費者教育学会関東支部 監修
神山久美，中村年春，細川幸一 編著

シンポジウム「貸金業法改正10周年～多重債務対策の成果と今後の課題」催 事

　高金利引き下げ・過剰融資規制を中心とした 2006 年貸金業法
改正から10 年を迎えます。この間，地方自治体における多重債務
相談窓口の拡充など官民挙げた取組により，社会問題化していた

「多重債務問題」は沈静化しつつあり，当連合会が関連団体などと
協力しながら実現した貸金業法改正は画期的な成果を挙げたと評
価できます。一方で，銀行等の消費者ローンによる過剰融資や奨学
金・滞納公租公課等公的債務の取立を原因とする経済的破綻等も
散見されるようになり，また「保証被害」対策も道半ばです。
　そこで，改正から10 年を迎える節目の時期に，改正後の多重債

務対策の現状と積み残された課題又は新たに生じてきた問題につい
て検証し，改正貸金業法と多重債務問題への取組を更に発展させる
ための契機としたいと考えています。
　シンポジウムでは，金融庁担当部局からの多重債務問題の現状に
ついての報告，銀行ローン問題を中心とした基調報告，多重債務問
題に取り組んできた各界の代表者や研究者を含めたパネルディスカ
ッションを予定しています。
　多重債務をめぐる問題はいまだ多くの課題があります。ぜひご参
加をお願いします。

シンポジウム「消費者被害救済のあり方  新時代の幕開け～新制度の活用を特定認定を目指す団体と一緒に考えよう～」催 事

　相当多数の消費者に生じた被害を集団的に回復を図るための二
段階型の訴訟制度（集団的消費者被害回復訴訟制度）を定める「消
費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例
に関する法律」（消費者裁判手続特例法）が，いよいよ2016 年10
月１日に施行されます。新制度により，これまで泣き寝入りせざるを
得なかった消費者被害の救済が大きく前進することが期待される一
方で，人身損害や拡大損害を対象にできないなど様々な限界もある
ことも指摘されているところです。
　そこで，新制度により消費者被害救済の実務のあり方がどのよう

に変わるのか，新制度の利用に適する事案や，新制度の限界を克服
するための実践的な活用法などを，制度の担い手である特定適格消
費者団体の認定申請を目指す適格消費者団体と共に検討すること
によって，より消費者にとって実効性のあるものとすべく，制度の施
行に合わせてシンポジウムを開催することとなりました。
　米国クラスアクションの実務の調査報告も予定しており，興味深
い内容になることと思います。
　ぜひ，多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

日時　2016 年 10 月 21 日（金）午後 5 時 30 分～午後 8 時
場所　弁護士会館 17 階 1701 会議室（テレビ会議中継予定）
問合せ先　日弁連人権第二課　TEL 03-3580-9508

日時　2016 年 10 月 22 日（土）午後 1 時 30 分～午後 4 時
場所　中央大学駿河台記念館 370 教室（東京都千代田区神田駿河台 3-11-5）
問合せ先　日弁連人権第二課　TEL 03-3580-9982
内容（予定） 基調報告「新制度と新たな官民連携のあり方」河上正二氏（内閣府消費者委員会委員長）・米国クラスアクション

調査報告・パネルディスカッションなど

　初めて，編集長を拝命することとなりました。普
段は，記事の選定や，編集作業等に従事しておりま
したが，編集長となると，その立場・責任が，ド
シッとのしかかってくるようで何とも言い難い体験
でした。他の先生方の心強い助けの中で何とか発行
することができました。
　本ニュースの作成に当たっては，全国の先生方の

消費者問題に対する取組等を記事として取り上げて
いくため，普段の事件処理の中では目にすることの
ない情報等にも触れ，毎回が勉強の機会になってい
ます。なお，お忙しい中にもかかわらず，記事の執
筆等をお引き受けくださる諸先生方には，心より感
謝しております。
　今回は，年に1度の夏期セミ特集号です。今年の

テーマは「未成年者取消権」でしたが，民法成年年
齢の引下げの改正案が，最短で2017年の通常国会
に提出される方針が示される中，時機に適ったテー
マを取り上げることができたのではないでしょうか。
未成年者取消権を巡る問題等につき，再確認の意味
も含め，是非本誌をご一読いただければ幸いです。

斎藤美淳（三重）

文献・催事紹介


