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1		 はじめに
本年10月22日，標記シンポジウム
が開催されました。本年10月１日から，
消費者裁判手続特例法（以下「特例
法」という。）が施行されることを受け
て，新しい集団的な消費者被害救済
のあり方を考えることが狙いです。
2		 基調報告
第１部は，河上正二氏（東京大学
教授（内閣府消費者委員会委員長）），
当委員会幹事大髙友一会員（大阪），
筆者（当委員会委員，京都）の３名が
基調報告を行いました。
大髙会員からは，モデルケースを提
示しながら，新制度が制定された経
緯，二段階型と呼ばれる新制度の特
徴，手続の流れ等の報告がありまし
た。新制度は，対象となる事案が限
定されており，消費者契約ではないも
の，拡大損害等は新制度の対象外と
されていることから，本来は，対象と
なるべき有価証券報告書虚偽記載の
事案や，個人情報流出事案，製品事
故，食中毒事案が対象外とされてい
るとの問題点の指摘がありました。今
後，制度の問題点を検証し，法改正も
含めて検討が必要であると報告されま
した。
続いて，筆者から，本年３月に行っ
たアメリカクラスアクション調査の報告
を行いました。アメリカでは，クレー
ムアドミニストレーターというクラスア
クションの通知・分配作業を専門とす
る事業者が存在し，徹底した機械化，

自動化により消費者への通知・分配
が図られています。それでも，消費者
からの被害救済の申請率は10％前後
ということであり，日本においても新
制度を広く広報し，消費者の方からの
参加率をいかに確保するかが課題に
なりそうです。
最後に，河上氏からは，消費者行
政における官民連携をテーマとして報
告がありました。特例法を扱うに当た
り，民間ではなく官だからこそ可能な
事柄（例えば，警察による被害者リス
トの入手等）では，官が主導となり民
間を補うべき場面が出てきます。民間
による被害救済のための資金面の下
支えをすることも必要です。規制を効
果的に行うための体制整備，対策が
必要であり，これが官民連携の新しい
要請になるであろうとのことでした。
3		 パネルディスカッション
第２部のパネルディスカッションで
は，コーディネーターの当委員会幹事
二之宮義人会員（京都）を中心とし
て，磯辺浩一氏（適格消費者団体消
費者機構日本専務理事），西島秀向
氏（適格消費者団体消費者支援機構
関西理事・事務局長），河上氏，筆者
の４名がパネリストとして参加しました。
磯辺氏からは，本年10月３日に日本
で最初に特定適格消費者団体の資格
認定の申請を行ったことの報告があり，
西島氏からも，現在，認定申請につい
て準備中であるとの報告がありました。
もっとも，特定適格消費者団体の母

体となる適格消費者団体の財政基盤
は，新制度を運用するには盤石とは言
えません。河上氏は，行政や民間によ
る今後の団体支援のあり方が重要に

なるという問題点を指摘しました。
パネルディスカッションで議論が集
中したのは，新制度で想定される第１
号案件の選定の問題でした。少額多
数の被害救済を目的とする新制度で
すが，対象事案が限定されていること，
消費者からの参加者数の見込みが立
てづらいこと，多数の被害者を救済す
るために事務量が圧倒的に増加する
こと等課題は多く，また，多くの消費
者に共通する被害を対象とする必要
があることもあって，事案の選定は一
筋縄ではいきません。消費者機構日本，
消費者支援機構関西も第１号事案は
目下検討中とのことでした。
4		 最後に
今後は，新制度が適切に運用され，
少額多数の消費者被害が救済される
よう取組を続けていきたいと思います。

消費者契約法部会　
志部淳之介（京都）

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適格消費者団体と一緒に考えよう～」
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1		 まち・ひと・しごと創生本部の基
本方針
2016 年９月１日，政府の「まち･ひ
と･しごと創生本部」は，政府関係機
関の地方移転にかかる今後の取組の
一つとして，消費者庁等の徳島移転に
ついての「基本方針」を示しました。
基本方針によると，これまでの消費
者庁の基本的な機能は東京で行い徳
島には移転させず，これまで消費者
庁が行ってこなかった政策分析と研究
機能を担う拠点・実証フィールドとし
て，徳島県に消費者行政新未来創造
オフィス（以下「徳島オフィス」という。）
を作るというものであり，結論とすれ
ば，消費者庁本体の徳島移転はほぼ
阻止されたとみられます。
ただし，2017年夏から新設される

「徳島オフィス」は橋頭堡として残る可
能性がありますし，徳島オフィスの成
果を踏まえ「３年程度をめどに見直し
を行う」とされているのも不安材料で，
消費者行政を後退させる脅威的な手
段として使われることが危惧されます。
消費者庁は，徳島オフィスのため
7.2 億円を，全体予算も2015 年度より
24％多い予算要求をし，定員の拡大も
企図しています。誘致を求めてきた徳
島県についても「３年後見直し」とし
て，消費者庁移転への希望を捨てさ
せず，同県も「徳島オフィス」を拠点に
して３年後の逆転を狙うようです。
2		 当連合会の対応について
この基本方針の発表に先立ち，当
連合会は，８月17日付けで「試行を
終え，改めて消費者庁等の移転に反
対する会長声明」を公表し，消費者
庁の徳島移転は，直ちに断念すべきと
した上で，「徳島オフィス」についても
今後とも厳しく注視するとの意見を表
明しました。
当連合会が消費者庁の移転阻止を
一貫して求めるには次のような理由が
あります。
3		 消費者庁等の設置の趣旨
今から７年前，2009 年５月に消費
者庁設置法案が国会で可決成立しま
した。これは1989 年第 32 回人権擁
護大会「消費者被害の予防と救済に

対する国の施策を求める決議」の提
唱を承けたものと思います。
ここで消費者庁の使命としては，①
消費者関連法を所管すること②消費
者被害の発生又は拡大の防止を図る
ために他省庁に対する司令塔機能を
発揮すること③毒入り餃子事件などの
緊急事態において情報を一元管理し
て速やかな対応を図ること等が予定さ
れていました。
それまで，消費者行政については，
産業育成庁が消費者保護をも行うと
いう中途半端な状態でしたが，これを
解消して，縦割行政と後追い行政の弊
害もなくして「小さく産んで大きく育て
る」ように生まれたのが消費者庁でし
た。同時に作られた内閣府消費者委
員会は，消費者庁を監視勧告するべく，
車の両輪となって消費者行政に資する
ことが期待されたのでした。
ところが，政府は，徳島県からの提
案を受けたとはいえ，発足から数年程
度の消費者庁･消費者委員会を徳島
県に移転させようとしたわけです。消
費者庁が地方に移転すれば，上記②
の司令塔機能も低下し，③の緊急時の
危機管理体制もとれません。①の消
費者関連法案の立法作業にも困難が
生じます。徳島県からだと問題を起こ
した企業の規制も難しい。しかもこれ
ら問題企業の多くが東京周辺にいる
のです。このようにして，徳島移転は
消費者庁の行政機能を明らかに低下
させることになります。当連合会のか
つての提唱にも反する結果になります。
4		 移転阻止運動について
以上のとおり，「３年後の見直
し」を絶対阻止しなければなりませ
ん。当連合会は，2015 年 11月20日
付け「消費者庁・国民生活センターの
地方移転に反対する意見書」を公表
し，2016 年３月25日付け「消費者庁
等の地方移転に反対する会長声明」
を公表し，2016 年６月９日「『消費者
契約法の一部を改正する法律案に対
する附帯決議』を踏まえて消費者庁・
消費者委員会・国民生活センターの徳
島移転に改めて反対する会長談話」
で反対の姿勢を確認しました。さらに，

８月17日には再び前述の会長声明を
公表するなど，一貫して反対の姿勢を
表明してきました。
その他，院内集会や８月８日シンポ
ジウム「試行を終えて改めて消費者庁
等の移転問題を考える」を開催し，さ
らに反対運動を呼びかけた結果，38
の弁護士会と３つの弁連が反対を表
明し，さらに 62の消費者団体が反対
意見を表明してくれました。2016 年７
月の徳島試行の前後には我々は国会
議員や関係各所に対して精力的な働
きかけを行いました。これら当連合会
の活動が大きな効果を上げたとの声
もあるようです。
わが国の消費者保護制度は，他の
先進諸国と比して非常に遅れている
点が多いと思います。特に残念なが
ら消費者団体の力がいまだ十分とま
ではいえないように思います。しかし，
今回の移転阻止運動を通じて，消費
者の力が少しでも結合できれば相当
なパワーになると実感しました。
5		 今後について
上記のことから「徳島オフィス」に
ついても，移転問題再燃の橋頭堡に
なると警戒するだけではいけないだろ
うと思います。むしろ，地方消費者行
政の拠点として，日本の消費者行政を
地方から大きく転換させる「原動力」
になると思います。徳島県知事飯泉
嘉門氏の消費者保護への志は非常に
高いようです。出発点は異なるものの，
方向性を共通にして，ともに消費者行
政を拡充すべく協力するべきところは
協力する必要があると思っています。

消費者行政部会　　　　　　　　
副委員長　山﨑省吾（兵庫県）

消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの
徳島移転問題
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1		 はじめに
2016 年 8月30日，弁護士会館にお
いて，東京三弁護士会（東京，第一東
京，第二東京）主催，当連合会及び
関東弁護士会連合会共催による標記
シンポジウムが開催されました。本シ
ンポジウムは，当連合会の「高齢者の
消費者被害の予防と救済のためのネッ
トワークづくりに関する意見書」（2013
年 12月19日）に呼応し，東京三弁護
士会が「高齢消費者の見守りネット
ワークの整備と充実に関する要望書」
（2014 年 12月11日）を東京都と都内
区市町村に送付し，さらに実情を把握
するため都及び都内 23 区を弁護士が
訪問して意見交換を行いました。こう
した経緯を経て本シンポジウム開催に
至ったものです。
2		 基調報告，東京都及び消費者庁
からの報告

芹澤眞澄東京弁護士会副会長の開
会挨拶に続き，坂井崇徳会員（東京）
から高齢者の消費者被害が減少して
いないこと，これまでの国や都の取組
を概観し，福祉部門による見守りネッ
トワークが先行する自治体が多いこと，
消費者部門の連携が必要である旨の
報告がありました。続いて東京都生
活文化局消費生活部企画調整課課長
代理の久野洋平氏から，都は，既に
2007年にしくみづくりガイドラインを作
成し，ネットワーク構築を進めてきたこ
と，現在は消費者安全確保地域協議
会（以下「地域協議会」という。）設
置のための補助事業実施やネットワー
クの現状調査，宅配業者等と連携し
チラシを配布して注意喚起を行ってい
ることなどが紹介されました。消費者
庁消費者教育・地方協力課政策調査

員の平田繁成氏からは，消費者安全
法改正（2016 年 4月1日施行）により
設置可能となった上記「地域協議会」
では，構成員間の情報共有が可能で
あり，さらに，国民生活センター等が
入手した情報の提供を受けることも可
能であること，既存のネットワークを
法定化して地域協議会とすることが可
能であることなどの紹介がありました。
3		 アンケート結果報告
大塚陵会員（東京）から，都内 23
区及び 39 市町村で実施したシンポジ
ウム用のアンケート結果が発表されま
した。うち52か所から回答があり，「消
費者・福祉の部門を問わずなんらか
の消費者被害見守りネットワークあり」
が 48％，「問題発覚した場合に連絡・
通報する仕組み・慣行あり」が 58.8％
でした。「地域協議会」は，設置済み
2か所，検討中25か所，設置予定なし
22か所で，予定なしの理由は既存ネッ
トワークが機能中であるとか，構成員
が重なるためなどで，実際には地域協
議会化について様子見状態ではない
かとの説明がありました。
4		 西東京市，世田谷区，中野区，
新宿区，足立区の取組
西東京市生活文化スポーツ部協働
コミュニティ課の大井温氏から，消費
生活センター職員が地域包括支援セ
ンターを定期的に訪問し顔の見える関
係を構築したことで連携が円滑になっ
たことが報告されました。世田谷区高
齢福祉部介護予防・地域支援課課長
の尾方啓美氏からは，福祉部門での
高齢者への４つの見守り，消費生活セ
ンターの区民講師の出前講座などが
紹介されました。中野区地域支えあ
い推進室地域自治推進担当係長の貞
清ひろみ氏からは，「中野区地域支え
あい活動の推進に関する条例」を制
定し，不同意者を除く70 歳以上の単
身者，75歳以上のみの世帯を「見守
り対象者名簿」に登載し，町会・自治
会，民生委員・児童委員，警察署，消
防署に名簿を提供して日常的な見守り
活動等を実施していることが報告され

ました。これは，消費生活部門が構
築した「高齢者悪質商法被害防止情
報連絡体制」を地域支え合いネット
ワークとして活用して運用するもので，
条例による名簿共有化は他の自治体
からも注目されています。大塚会員か
らは，新宿区及び足立区の概要紹介
がありました。新宿区は，他の多くの
区と異なり，消費者部門が独自に「悪
質商法被害防止ネットワーク」を構築
していることや，消費生活センター相
談員が必要に応じ出張調査を行って
います。また，足立区は，中野区の条
例を参考に「足立区孤立ゼロプロジェ
クト推進に関する条例」（2013 年 1月
施行）を制定し，孤立するおそれがあ
る高齢者や不同意者を除き，寄り添い
支援対象者名簿に登載し見守り活動
の対象者としているとのことでした。
5		 パネルディスカッション
大井氏，貞清氏，尾方氏，久野氏に
八杖友一会員（第二東京），コーディ
ネーター石丸文佳会員（第二東京）が
加わり，ネットワークの連携や情報共
有の在り方について議論が行われまし
た。なんらかの見守りネットワークが
存在しても消費者被害防止のために
は十分に活用されていないこと，原因
として福祉部門と消費者部門の連携
不足や被害情報の共有の問題，さら
に，通報先や解決機関がどこか明確
でないことが挙げられました。八杖会
員から，既存の福祉のネットワークを
消費者被害防止のためにも活用し機
能させていくべきであること，「地域
協議会」を組み込んでいくことも可能
であり，個人情報の問題は流出の不安
があるため躊躇している自治体もある
ことから，今後は東京都が中心となっ
てモデルケースなどを示してほしいと
の要望が出されました。最後は，安藤
真一第一東京弁護士会副会長からの
閉会の挨拶があり，終了となりました。

松本明子（東京）

高齢者の消費者被害の防止・救済のネットワークの
現状と課題～ネットワークのさらなる充実を考える
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1	 はじめに
消費者庁は，現行「公益通報者保
護法に関する民間事業者向けガイドラ
イン」の改定に当たり，「公益通報者保
護法を踏まえた内部通報制度の整備・
運用に関する民間事業者向けガイドラ
イン」（案）（以下「本ガイドライン案」と
いう。）についての意見募集を行い，当
連合会は，2016年 8月5日付けで標記
意見書を取りまとめました。
2	 現行の公益通報者保護制度に
ついて
公益通報者保護法は，消費者の信
頼を裏切る企業の不祥事の多くが，内
部からの通報を契機として明らかに
なっていることを受けて，通報者の保
護を図るとともに，事業者の法令遵守
を図り，もって国民生活の安定及び社
会経済の健全な発展に資することを
目的として，2004 年に制定され，2006
年4月1日に施行されました。
しかし，同法は①通報者を現役の
労働者に限り退職者や役員，取引先
を除外している，②通報対象事実の
範囲が限定されている，③通報対象
先の定義規定が複雑で分かりにくい，
④通報先ごとに通報者保護の要件が
異なり厳格に過ぎるなど，およそ公益
通報を促すものではありません。
株式会社東芝の粉飾決算が発覚し
た際に第三者委員会の報告書で「上
司の意向に逆らうことができない企業
風土が存在していた。」と記載し，東
洋ゴム工業株式会社による免震偽装
事件では内部通報を行うおそれのあ
る関係者のリストを作成したとのこと
で内部通報を抑制する対策が検討さ
れていたことが指摘されているように，
公益通報者保護の趣旨や考え方が社
会に浸透し，定着しているものとはい
えない状況にあります。
当連合会は 2011年 2月17日付け

「公益通報者保護法の見直しに関する
意見書」，2015年9月24日付け「公益
通報者保護法日弁連改正試案」等に
より，公益通報者保護に必要な改正
の内容を提言してきました。また，通
報者が安心して通報できるようにする
ための抜本的な法改正が必要不可欠
であることは，2016年6月9日付け「公
益通報者保護の実効性を高める法改
正を求める会長声明」で指摘したとお
りです。

3	 公益通報者保護制度の実効性
の向上に関する検討会の設置
消費者庁は，2015 年 6月「公益通
報者保護制度の実効性の向上に関す
る検討会」を設置し，さらに，2016年
4月検討会の下にワーキング・グルー
プ（以下「ＷＧ」という。）を設置して，
公益通報者保護制度の実効性の向上
に関する検討が進められてきました。
同検討会は，公益通報者保護制度の
課題，論点の整理をした上で 2016 年
12月には取りまとめをする予定です。
4	 本ガイドライン案の内容（評価
できる点と問題点）について
このように消費者庁で検討会及びＷ
Ｇにて公益通報者保護制度の実効性
向上のために課題を検討している最中
に，本ガイドライン案が出されました。
⑴	 本ガイドライン案は，事業者の
コンプライアンス経営への取組の
強化，社会経済全体の利益の確
保を目的としており，①通報窓口
の利用者等の範囲の拡充，②通
報者の秘密保持の強化，③通報
等を理由とする不利益取扱いを
行った者等に対する措置の導入，
④いわゆる社内リニエンシー制度
の導入，⑤一定の独立性を有す
る通報ルートの整備を求めてい
る点で一定の評価をすることが
できます。
⑵	 しかし，通報者の通報に必要
な資料の取得行為について，不
正の利益を得，他人に損害を与
え，又はその他の不正の利益を
図る目的でない限り，公益通報を
行うために必要な資料の取得に
かかる行為を理由として懲戒処
分の対象としないことについての
記載を欠いています。また，通
報を受けて事業者が是正措置を
とった場合の通報者に対する是
正結果の通知は努力義務にとど
まっており，是正措置をとらない
場合の通報者に対する通知には
言及がありません。そのため，通
報者側は事業者に是正を委ねて
おくことが適切なのかどうかの判
断が出来ません。事業者は是正
措置をとった場合にはその内容を，
是正措置をとらない場合にはそ
の旨を通報者に対して通知を行う
こととすべきです。さらに，今般

の本ガイドライン案の改正にあわ
せて，事業者が内部規定等を自
ら整備することができるよう，現
在，消費者庁ウェブサイトに掲載
されている，通報処理に係る内部
規程例・様式例・規程集などに
ついても，本ガイドライン案に整
合するように早急に整備すべきで
す。整備されるまでの間，暫定的
に，これらの内部規程例・様式
例・規程集は本ガイドライン案を
充足していないことを明記してお
くべきです。
	 	 加えて，本ガイドライン案は民
間事業者を対象とするものです
が，行政機関についても同様の趣
旨は妥当し，「国の行政機関の通
報処理ガイドライン（内部の職員
等からの通報）」についても，同
様の改正をすべきです。
⑶	 事業者の内部通報の取扱いに
ついて消費者庁から本ガイドライ
ン案が示され，その運用を推奨
することによって，事業者の自浄
作用を向上させ，通報者に対する
不利益措置を低減させる一定の
効果はあったとしても，本ガイド
ライン案は今日求められている公
益通報者保護制度の一部にかか
るものに過ぎません。

	 	 通報者にとって解雇や配転等
の不利益処分の影響は甚大であ
り，その被害の回復には多大な
困難を伴います。通報者の保護
が十分に全うされ，制度が従業
員等に信頼されていなければ内
部通報制度は活用されません。
	 	 事業者における公益通報の実
効性ある活用のためには，現行
ガイドラインの改定にとどまらず，
通報者が安心して公益通報を行
うことができるようにするために，
公益通報者保護法の抜本的改正
が必要不可欠であると思料いた
します。
	 	 そこで，本ガイドラインについて
一定の評価をしつつも，上記問
題点を指摘する内容の意見書を
提出した次第です。

ＰＬ・公益通報部会　　　　　　
副委員長　林　尚美（大阪）

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に
関する民間事業者向けガイドライン」（案）に関する意見書

リ ポ ー ト



5日弁連 消費者問題ニュース173号（2016年11月） 

1		 銀行等による消費者ローンの拡大
近時，銀行等による消費者向け貸
付（消費者ローン）が拡大する傾向
にあります。国内銀行の個人向け貸
出しにおいて，「カードローン等残高」
は，約３兆５千億円（2013 年）から約
５兆１千億円（2016 年）と急増してい
ます。そして，銀行等による消費者ロー
ンには，多くの場合，大手消費者金融
の保証が付されており，銀行等による
消費者ローンの拡大は，大手消費者
金融の保証事業残高の増加からも裏
付けられます。例えば，アコム株式会
社では 2016 年３月期，貸付残高（無
担保）が約 7582 億円であるのに対し
て保証事業残高は約 8857億円となっ
ており，「本業」であるはずの「貸付
残高（無担保）」よりも，むしろ「保証
事業残高」が大きくなるに至っていま
す。
2	 銀行等による消費者ローンは貸
金業法の適用除外であること
貸金業法では，顧客の収入の３分の
１を超える貸付を原則禁止とする「総
量規制」が導入されていますが，銀行
等による消費者ローンについてはそも
そも貸金業法の適用はありません。そ
して近時，銀行等の中には「銀行の
カードローンは改正貸金業法による総
量規制の対象外です」などとして，貸
金業法の適用外であることをことさら
強調する宣伝が散見されるようになっ
ています。「総量規制」が課せられて
いる貸金業者よりも，貸金業法の適用
がない銀行等が過剰融資を引き起こ
している懸念があるのです。また，貸
金業者が行う保証についても貸金業
法の「総量規制」の対象とはなってい
ません。貸金業者が自ら融資をせず
に，銀行等の消費者ローンの保証会
社となることで「総量規制」を潜脱す
るという現象が生じているのです。
3	 銀行等による消費者ローンにつ
いてのアンケート調査
当連合会では，2016 年６月に「銀
行の個人向け貸付け（カードローン）

に関するアンケート調査」を実施しま
した。それによると，①借入当時の
年収が 220万円の顧客に対し，銀行
が 500万円を貸し付けた事案，②借
入当時の年収が 160万円の顧客に対
し，銀行が無担保ローンで226万円を
貸し付けた事案，③貸金業者からの
借入れを断られた後で，収入証明の提
出も求められないまま銀行から借り入
れた事案などが報告されました。同
調査により，銀行等の消費者ローンで
は，貸金業法による総量規制の適用
がないことを奇貨として，年収の３分
の１を超える過剰貸付けが行われてい
ることが明らかになりました。
4	 多重債務被害の再燃の傾向が
伺われること
2016 年の貸金業法改正と官民連携
による多重債務対策の実施により，こ
の10 年間で多重債務被害は大きく減
少しました。しかしながら，2015 年ま
で減少をし続けてきた自然人自己破
産の新受事件数が，2016 年５月現在，
前年同月累計比 101.6％となっており，
下げ止まりの傾向がみられます。また，
当連合会の「2014 年破産事件及び個
人再生事件記録調査」によれば，破
産事件における債権者の属性につい
ては，登録貸金業者が 67.51％（2008
年）から 45.47％（2014 年）へと減少
しているのに対し，保証会社が6.33％
（2008 年）から15.10％（2014 年）へ
と増加しています。保証会社の増加は，
銀行等の消費者ローンに付された保
証会社の求償債権の増加を伺わせる
ものです。銀行等の消費者ローンによ
る過剰融資により多重債務被害が再
燃する懸念があります。
5	 銀行等の消費者ローンについて
も実効的な「総量規制」を
金融庁は銀行等向けの監督指針に
おいて「銀行が消費者向け貸付けを
行う場合…改正貸金業法…における
多重債務の発生抑制の趣旨や利用者
保護等の観点を踏まえ，所要の態勢
が整備されることが重要である。」と

し，「貸金業者による保証を付した銀
行等による貸付けには，改正貸金業
法第 13 条の２に規定するいわゆる総
量規制等，同法の適用はないが，顧
客保護やリスク管理の観点から，本
項に規定している所要の態勢整備を
図ることが重要である。」としています。
もっとも，現行の監督指針では「収入
の３分の１基準」のような客観的な規
制基準が存していないことから実効
的な規制とはなっていません。
そこで当連合会は 2016 年９月16日
付けで「銀行等による過剰貸付の防
止を求める意見書」を公表し，金融庁
や全国銀行協会等に対し提出しまし
た。同意見書において述べたとおり，
金融庁においては，少なくとも貸金業
者の保証が付されている銀行等によ
る消費者ローンについては過剰融資
を防止するために，貸金業法と同様に
収入の３分の１を超える貸付を原則と
して禁止することを監督指針に明示す
ることが求められます（意見の趣旨第
１項）。また，銀行等も自主規制とし
て顧客の収入の３分の１を超える消費
者ローンは原則として過剰融資となる
ものとして厳格な審査態勢を構築する
ことが求められます（意見の趣旨第２
項）。そして，貸金業者の保証事業に
よる総量規制の潜脱を防止すべく，貸
金業法を改正し，貸金業者の保証残
高についても「総量規制」の対象とす
ることが求められます（意見の趣旨第
３項）。
今後は本意見書を法改正等に結実
する継続的な取組が大切になります。
日常の多重債務相談の現場等におい
ても，多重債務被害が再燃していない
か，銀行等の消費者ローンの動向を注
視していく必要があります。

多重債務部会　　　　　　　　　
副委員長　辰巳裕規（兵庫県）

銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書について
リ ポ ー ト



6 日弁連 消費者問題ニュース173号（2016年11月） 

事 報情件
東京

第三者によるクレジットカードの不正使用を理由に，信販会社のカード名義人に
対する立替金請求が棄却された事例（東京地裁平成28年９月２日判決（確定））

１	 事案の概要
	 	 被告は，飲食店（以下「本件店舗」という。）での接
客サービスの代金約６万円を支払うに当たり，大手信販
会社である原告のクレジットカードを使用しました。
	 	 そのおよそ12 時間後，被告は，原告の担当者から，
本件店舗において，前日，被告名義のクレジットカード
で約６万円と約 58万円の２件の支払いをしたか，心当
たりの有無を尋ねる電話連絡を受け，後者については
心当りがない旨の回答をしました（以下，約 58万円の
カード利用を「不正利用分」という。）。その後，被告
が，本件店舗に確認を求めるなどしたところ，本件店舗
は，一旦は不正利用分の売上処理はミスである旨を認
めましたが，不正利用分のチャージバックには応じませ
んでした。
	 	 交渉段階で原告が被告へ開示した資料から，約６万
円分の売上処理の僅か80秒後に不正利用分の売上処
理がなされるという不自然な点が明らかになった上，ク
レジットカードの売上伝票上の記載と，不正利用分に
対応する手書きの会計伝票の記載との間には，金額
及び退店時刻について明白な齟齬（前者の合計金額
は「￥583,002」，後者は「￥583,200」に，退店時刻も
前者は実際に被告が退店に際して会計を行った午前２
時台となっていたが，後者は14時と記載されている等）
があるなど，不正利用分の売上処理が，被告の実際の
飲食に対応しておらず，不正なものであることは明白な
状況でした。
	 	 それにもかかわらず，原告は，被告に不正利用分の
請求をし続けました。
	 	 そこで，被告は，交渉段階から弁護士に対応を依頼
し，原告に，上記資料の内容に依拠した具体的な根拠
を示しつつ不正利用分の支払いを拒絶する旨の通知を
送るなどしました。
	 	 そうしたところ，原告は，被告に対して不正利用分の
立替金の支払を求める支払督促の申立てをしてきました。
	 	 これに対して，被告は，督促異議の申立てと地裁へ
の移送の申立てを行ったところ，通常訴訟へ移行し地
裁で審理がされることとなりました。また，不正利用分
の請求に理由がないことは一見して明らかな状況であ
り，しかも被告側が争うことが確実に見込まれる状況
であるにもかかわらず，あえて支払督促の申立てという
手段を選択した原告の不誠実さに対する抗議の意味を
込めて，被告から慰謝料や弁護士費用の損害賠償請求
（請求原因は債務不履行ないし不法行為）の反訴を提
起しました。
	 	 主な争点は，①不正利用分の立替金請求につき，請
求原因事実が認められるかという点と②カード不正利
用の場合，クレジットカードの会員規約上の「カード紛
失・盗難その他の事由」によるカード名義人の免責が

認められるかでしたが，②との関係では，本件とやや類
似のクレジットカード加盟店による不正な売上処理の
事案においてカード紛失や盗難等の場合の免責条項
の適用を肯定した東京地裁平成27年８月10日判決（判
例時報 2287号 65頁）を参考裁判例として提出するな
どしました。
２	 判決の概要
	 	 判決は，争点①については，他の裁判例と同様の考
え方を採用し，不正利用分の立替金請求の請求原因
事実としては，クレジットカード契約締結の事実，同契
約に基づきクレジットカードが名義人に貸与されたこと，
当該売上分の売上処理につき当該カードが使用された
こと及び信販会社が立替金を支払ったこと（又はカー
ド利用代金債権が譲渡されたこと）を立証すれば足り
るとして，請求原因事実の存在を肯定しました。
	 	 しかしながら，争点②については，クレジットカード
の会員規約上の「カード紛失・盗難その他の事由」に
よるカード不正利用の場合のカード名義人の免責の条
項は，「カードの紛失や盗難に起因する場合に限らず，
会員の意思に反してカードが不正に使用された場合に
ついても適用されると解するのが相当である。」とした
上で，本件の不正利用分につき，「被告が本件店舗に
本件カードを提示してから同カードの返却を受けるまで
の間に，被告の意思に基づかず，第三者によって同カー
ドが不正に使用されて売上処理されたものと認めるの
が相当」であるとして，当該免責条項に基づく免責を
肯定し，結論として，原告の請求は棄却されました。
	 	 なお，被告の反訴請求も棄却されましたが，この反訴
請求との関係では，弁論準備期日において，裁判官が
本件で原告が支払督促の申立てをするに至った判断過
程について興味を持っていることを示唆する発言をした
ことがありました。そのため，反訴請求が棄却されるこ
と自体はやむを得ないとしても，原告側の対応の問題
点について何らかの指摘が判決文でなされることを期
待していましたが，残念ながらその点は判決文には触
れられていませんでした。
３	 本判決の意義
	 	 本判決は，前記の東京地裁平成 27年８月10日判決
に続き，クレジットカードの不正利用がなされた場合の
免責に関するカード会員規約等につき柔軟な解釈を行
うことで不当利用の被害に遭ったカード名義人の免責
を図るものとして，今後の類似の事案においても参考
になり得るものと思われます。
	 	 また，クレジットカードの不正利用が疑われる事案に
おいて信販会社が安易にカード名義人に対する立替金
請求訴訟等を提起することを抑制する効果も期待した
いところです。

上田瑞尊（東京）



7日弁連 消費者問題ニュース173号（2016年11月） 

事 報情件
東京

国内公設商品先物取引において，「個別の特定売買のメリット，デメリットを，委託者に理解できる
よう説明すべき注意義務違反」を認定した事例（過失相殺なし）（東京地裁平成28年８月18日判決）（被告ら控訴）

１	 事案の概要
	 	 本件は，先物取引業者（岡藤商事）の従業員による
「金と白金の価格差に着目して取引をすれば，リスクが
ほとんどなく，確実に利益を上げることができる」等の
勧誘文句により，平成 23 年６月から平成 24 年３月まで
商品先物取引（以下，一連の取引を「本件取引」とい
う。）を行った原告（当時 46歳）が，本件取引の結果
約 683 万円の損害を被ったとして，当該先物取引業者
（被告会社）及びその従業員に対し，共同不法行為に
よる損害賠償を請求した事案です。
２	 原告の属性
	 	 原告は，高校卒業後６年間自衛隊に勤務し，その後，
飲食店勤務等の転職を繰り返し，平成22年末頃，自宅
で整体院を開業した者で，本件取引以前には商品先物
取引はもちろん株式取引や投資信託等の金融商品を購
入した経験はなく，本件取引当時，開設間もない整体
院の売上げは極めて少額で，その経営状況は芳しくな
く，預貯金額も20万円ないし 30万円程度しかない状
態で，本件取引に必要な委託証拠金すら自己資金では
なく，介護施設に入所していた母親の老後資金でした。
３	 本件取引の特徴
	 	 本件取引の対象商品は，金，白金及びとうもろこしで，
全取引期間（約９か月間）の取引回数（仕切った回数）
は182 回，うち特定売買に当たる取引は，直し（※１）
40回，途転（※２）21回，両建て（※３）24回，日計
り（※４）41回，不抜け（※５）16回の合計で142回
であり，特定売買比率は約 78％に上ります。また，本
件取引全体に係る被告会社の委託手数料は累計約513
万円で，全損失（約 683 万円）に占める割合は約 74％
にも上るものでした。
４	 本判決の判断
⑴	 本判決は，本件取引につき，①適合性原則違反，
②断定的判断の提供，及び③実質的一任売買の違
法があることを認定しました。なお，被告らは，原告
が残高照合通知書に「各取引に問題がなく，自己責
任で取引をする」旨を記載する等しているから実質
的一任売買には当たらない旨主張しましたが，本判

決は，「同記載は被告会社の従業員の指導に従って
記入したものにすぎず，原告は，被告会社の従業員
の提案内容と異なる取引を指示したこともない。」旨
指摘し，被告らの主張を排斥しました。
⑵	 また，本判決は，本件取引につき，④過当な頻繁
売買，特定売買を認定した上で，「商品先物取引の
売買損益は取引相場の動向によって変動するもので
あるし，直し等の特定売買の選択の可否は取引をす
る者の個性や投資態度によっても異なり得るもので
あるから，多数回の特定売買がされたからといって
直ちに違法との評価をすべきものではない」が，「取
引開始当初から原告に頻繁に多数回の取引をさせ，
そのほとんどが特定売買に該当することからすると，
原告が両建てや直し等の特定売買のメリット，デメリッ
トを真に理解し，主体的に取引したとは考え難い」
のであって，「余裕資金もなく投資の知識，経験もな
い原告」との関係では，「取引規模が過大になって
多額の損失を被ることがないよう助言すべき義務を
怠ったものであるか，個別の特定売買に関しこれを
行う必要性やメリット，デメリットを原告にも理解でき
るよう説明すべき注意義務を怠ったものというべき」
で違法となる旨判示しました。
⑶	 なお，本判決は，「本件取引が先物取引に適合し
ない原告を勧誘して開始され，先物取引，とりわけ特
定売買に対する理解が不十分なまま，被告会社の従
業員の勧めに従って取引を拡大させたほかには，み
るべき落ち度が格別存在しない」として，過失相殺
をすることなく，原告の請求を全部認容しています。

５	 本判決の意義
	 	 本判決は，適合性原則違反，断定的判断の提供及
び実質的一任売買が認められた原告に関する事例判
断ではあるものの，被告会社の従業員には，「個別の特
定売買に関しこれを行うメリット，デメリットを原告に理
解できるよう説明すべき注意義務」があることを明確
に指摘しており，特定売買が多数回行われている同種
の被害事例の救済において参考になるものと思います。

佐々木大介（第二東京）

（編集部注）
※１ 直し　既存建玉を仕切るとともに，同一日内で新規に売り直し又は買い直しを行うこと	（含む異限月）。既存建玉を維持するだ
けの場合に比べ，利益（又は損失）が確定する	一方で，委託手数料の負担が生じる。
※２ 途転　既存建玉を仕切るとともに，同一日内で新規に反対の建玉を行うこと（含む異限月）。既存建玉を維持する場合に比ベ，
利益（又は損失）が確定する一方で，委託手数料の負担が生じる。
※３ 両建て　既存建玉に対応させて，同一限月同一数量の反対建玉を行うこと（狭義）。既存建玉を維持するだけの場合に比べ，
値洗損を一時的に固定（追証の発生を回避）できる一方で，追加建玉分に相当する委託証拠金が必要となり，その後は売り買い両玉
を仕切るタイミングの判断が難しくなる。
※４ 日計り　新規に建玉し，同一日内に仕切ること。既存建玉を維持する場合に比べ，利益（又は損失）が確定する一方で，委託
手数料の負担が生じる。新規建玉（売りか買いか）の判断自体（先物業者のアドバイスによることが多い）を誤っていたケースが多い。
※５ 不抜け　売買取引により利益が発生したものの，当該利益が委託手数料より少なく，差引損となること。先物業者だけに利益（委
託手数料）が発生する委託者には経済合理性を欠く取引である。
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シンポジウム「消費者法の課題と展望Ⅺ クローズアップ！ 消費生活条例～不当な取引行為の規制と消費者安全確保地域協議会～」催	事

連続シンポジウムの第11回目となる今回は，全国の消費生活条例
を，①不当な取引に対する規制と，②地域の見守りネットワークとい
う２つの切り口から検討します。

①不当取引の規制については，全国の規制の状況，とりわけ，迷
惑な訪問勧誘・電話勧誘（不招請勧誘）に対する規制や高齢者・
若年者の判断力不足・知識経験不足につけ込んだ勧誘，威迫的な
勧誘に対する規制を分析し，被害救済のための民事効の導入につい
ても検討します。画期的な「野洲市くらし支えあい条例」の報告も

予定しています。
②地域の見守りネットワークについては，とりわけ高齢者の消費

者被害の予防・救済を実現するために，消費者安全法改正で導入さ
れた「消費者安全確保地域協議会」をいかに実現し，活用していく
のか，情報共有の方法や福祉，防災，孤立死対策等の他分野との
連携の方法等の課題について検討します。

皆様お誘い合わせの上，多数のご参加をお待ちしております。

日時　2016 年 12 月 22 日（木）　17 時 30 分～
場所　弁護士会館 17 階（テレビ会議システムによる配信予定）

　副委員長を２年間務めていた関係で久々の編集
長となりました。副委員長を離れてから５か月しか
経っていないのですが，消費者問題の流れは速く，
最新の状況を把握するのに苦労しました。
　時代と共に消費者問題は細分化・専門化が進ん
でいます。本委員会には15の部会，３つのＰＴがあ
り，様々な活動をしています。本ニュースの役割は，

これらの活動を取り上げることで，消費者問題に関
心のある弁護士に分かりやすく全体の流れを示す
ことではないかと思っています。
　本ニュースは，東京三会の皆様には以前は（146
号（2012年１月）まで）個別配送していましたが，
予算削減のためできなくなりました。副委員長在
任中に復活できなかったのが心残りです。もっとも，

2011年以降の消費者問題ニュースのバックナン
バーはウェブ上＊に掲載していますので，そちらをご
活用いただけましたら幸甚です。
＊http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/
consumer/consumer_newslibrary.html

　　　　　　　　　岡田　崇（大阪）

消 費 者 問 題

文献・催事紹介

全国消費者問題委員会委員長会議
リ ポ ー ト

1	 2016 年９月９日，弁護士会館にて，
全国消費者問題委員会委員長会議
が開催されました。
	 	 ごく簡単ですが，概要を報告します。
2	 消費者契約法，特定商取引法
の改正動向について報告されまし
た。前者は，過量契約の取消権導入，
不実告知取消における重要事項拡
大などが，後者は，不実告知取消権
の期間制限の延長（１年），ＦＡＸ
広告のオプトイン規制導入などが予
定されています。
3	 高齢者の増加に伴い，被害防止
の対策がより重要となっていること
が問題とされました。消費者安全
法改正により，行政との情報共有が
可能になったことなどが報告される
とともに，勧誘拒否制度の導入など
の課題があることが報告されました。
4	 消費生活センター・消費生活相談
員と弁護士の連携が問題とされまし
た。相談員向けのアドバイス体制や
合同事例検討会の開催など，各地で

様 な々取組がなされているようです。
5	 民法の成年年齢引き下げについ
て，（開催当日の情勢認識では）早
ければ 2017年２月～３月に国会上
程がなされること，改正に反対し，
改正されるとしても十分な保護法制
を整備するべきことを訴え，運動を
今後展開していくこと等が報告され，
各地での協力が求められました。
6	 消費者庁移転問題について，移
転自体は見送りとなったものの，徳
島に設置される「新未来創造オフィ
ス」について，今後見守っていく必
要があることが報告されました。
7	 法律事務所が消費者庁から措置
命令を受ける事態となったことが問
題となりました。これについて，当
委員会は，弁護士広告の適性化を
求める意見を取りまとめ，当連合会
は弁護士会に対し，調査体制の整
備等の要請を行ったことが報告さ
れ，各地の広告調査体制について
情報交換がなされました。地方の

弁護士会では，ひどい広告は見か
けるが，たいてい域外（東京など）
の事務所のため対応できていない
地域も多い一方，逆に東京などの弁
護士会では件数が多すぎて十分対
応できていないという問題があるよ
うです。
8	 公益通報者保護法について，改
正のための検討事項が報告されま
した。保護対象在職中の通報者に
限られていること，不利益取扱につ
いて行政罰や刑罰がないこと，通
報者の個人情報の保護規定がない
ことなどが報告されました。
9	 消費者団体訴訟制度について，
いよいよ施行を迎えること等が報告
され，施行に際しての問題点などが
報告されました。
�	 全国での情報交換は非常に重要
であり，有意義な機会となりました。

ニュース・出版部会　　　　　　
副委員長　大村真司（広島）

2017年消費者問題リレー報告会（第22回）催	事
ご参加希望の方は、2017 年１月 23 日までに池袋市民法律事務所宛てＦＡＸ（03-5951-6944）又はメール（ikebukuroshimin@nifty.

com) にてお申し込み下さい。

日時　2017 年１月 28 日（土）午後０時～午後５時 30 分（終了後，懇親・交流会）
場所　スタンダード会議室（ミツヤ虎ノ門ビル３Ｆ「中ホール」。懇親・交流会は５Ｆ）（東京都港区虎ノ門 1-22-14），最寄り駅「虎ノ門駅」
会費　弁護士・司法書士 3000 円，学生・ロースクール生無料，その他の方 2000 円


