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リ ポ ー ト

2017年を迎えて
現在の消費者問題対策委員会の取組と
委員長 瀬戸和宏
今後の抱負
あけましておめでとうございます。

2 2016年の成果と課題

1 当委員会の目的とこれまでの実績

現在，当委員会は，15 の部会と3 つ

「 消費者被害の予防・救済，消費者

のプロジェクトチームを設置し，いず

強く取り組みます。

の権利の確立 」これが，当委員会の目

れの部会・ＰＴとも活発な活動を展開

3

的です。

しています（ 日弁連ＨＰ参照）。

引き続き，積み残された課題に粘り
2017年の抱負

現在，高齢者の消費者被害の予防

当委員会では，1989 年の松江での

その成果と課題のいくつかを挙げ

と救済が喫緊の課題ですが，これと

人権擁護大会において「 消費者に武

ると，消費者庁等の地方移転の阻止

ともに，将来を担う若年者の消費者被

器を」として，
①消費者庁の設置，
②統

については一定の成果を上げましたが，

害の予防と対策にも目を向ける必要が

一消費者法典の制定，③消費者のた

担当大臣の発言などからは，予断を許

あります。 民法の成年年齢の引下げ

めの司法の実現を目指しました。その

しません。

問題では，現状の認識からは，引下げ

後，主なものだけでも，製造物責任法

消費者契約法，特定商取引法，割

に伴う弊害の対策が不十分であり，引
下げには慎重であるべきです。

（1994 年）
，消費者契約法（2000 年），

賦販売法の改正が実現しましたが，消

公益通報者保護法（2004 年）などの

費者契約法には積み残した課題も多

立法，
さらに，2009 年には消費者庁・

く，特定商取引法では不招請勧誘規

高齢者を守るシステムの構築が急務で

内閣府消費者委員会の創設，消費者

制の導入が見送られ，割賦販売法で

す。このため，当委員会では，各地の

安全法の成立へと結実し，消費者裁

はマンスリークリア取引での被害救済

弁護士会に呼び掛け「 地域で防ごう

判手続特例法による集団的消費者被

の民事ルールが入りませんでした。

消費者被害 in ○○」と題するシンポ

高齢者の消費者被害については，

害回復に係る訴訟制度の創設（2013

公益通報者保護の制度は，法律制

を全国各地で実施します。 既に言わ

年）を実現しました。また，2009 年の

定から10年が経過したもののその有効

れているところですが，高齢化が進む

和歌山での人権擁護大会では，
「消

性を実感できません。2016 年末の改

中で，高齢者被害や特殊詐欺被害に

費者市民社会の確立 」を掲げ，消費

正に向けた取りまとめも中途半端です。

対し，その予防と救済のための仕組み

者教育基本法（2012 年）の成立へと

集団的消費者被害の救済を目的と

を考え，狙われる人たちを，地域の人々

つなげました。また，一部の投資取引

した消費者裁判手続特例法が施行さ

が連携し，協力し合って守る仕組みが

について不招請勧誘規制の導入，多

れ，この手続を担う特定適格消費者

必要です。そこで，地域の諸団体と準

重債務問題への取組でグレーゾーン

団体の認定申請が認められましたが，

備段階から一緒に打合せを行い，そ

金利の撤廃，与信規制を実現してきま

この手続の実効性を確保するために

の終了後にはネットワーク作りの一助

した。

は，人，金，情報の分野において支援

となることなども目的としています。

しかし，③の消費者のための司法

が必要です。どのような支援をしたら

2017 年も，消費者の権利の確立の

の実現は，①②の課題と比べても遅

制度の実効性を確保できるのか，その

ため，多くの方々や団体との協力のも

れており，今後の重要な課題です。

手段の実現を目指すことになります。

と，充実した活動をしていきます。
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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」
1

はじめに
2016 年 10月21日，弁護士会館にお
いて，標記のシンポジウムが開催され
ました。 これは，2016 年が貸金業法
改正 10 周年を迎えることから，この
10 年間における多重債務対策の成果
を確認するとともに，今後，多重債務
者救済を更に進めていくために，残さ
れた課題や新たに生じている課題を
検証することが狙いでした。
2

各種報告
⑴ 瀬戸和宏当委員会委員長（ 東
京）の開会挨拶に続き，島村知亨氏
（ 金融庁総務企画局企画課信用機構
企画室長）から，多重債務者数の大幅
減少などの貸金業法改正の成果が具
体的数字を基に報告されました。 そ
の上で，今回の貸金業法の改正に当
たっては，いわゆる「 貸し手規制 」で
ある貸金業法の改正とともに，
「 借り
手対策」である多重債務問題改善プロ
グラムについても初めて一体として取
り組んだことで，このような成果に繋
がったという分析が示されました。
⑵ 木村裕二氏（ 聖学院大学政治
政策学研究科特任講師）からも，改
正貸金業法の成果を図る指標でもあ
る多重債務者数や自己破産件数など
は大幅に減少しているという報告がな
されましたが，加えて，① 2016 年 1 月
～ 7 月の破産件数を見ると「 下げ止ま
り」の傾向が現れてきたようにも見え
ること，②消費者金融会社の信用保
証事業における貸倒損失についても，
公表されている消費者金融会社の IR
資料などを見ると増加傾向にあるよう
に見受けられるなど，今後に向けて気
になるデータも出てきているとの指摘
がありました。破産件数にしても，商
工ローン等が 社会問題化し急増する
以前の数字に戻っただけであることか
ら，多重債務問題は解決したわけで
はなく，今後も引き続き注視していか
2

なければならないとのことでした。
⑶ 三上理当委員会幹 事（ 東京）
からは，日弁連が 2016 年 6 月に行っ
た銀行の個人向けカードローンに関す
るアンケートの結果報告がなされまし
た。同アンケートの結果からは，消費
者金融業者や信販会社等の貸金業法
が適用される業者であれば，貸金業
法改正により導入された総量規制によ
り行うことができない「 年収の 3 分の
1 を超える貸付」が，同法の適用対象
外である銀行のカードローンによって
行われている可能性が高いことが明
らかになりました。
また，日弁連が 2016 年 9 月 16 日付
けで公表した「 銀行等による過剰貸
付の防止を求める意見書」が紹介され
ました（本誌173 号参照）。銀行のカー
ドローンの多くは貸金業者等による保
証を付していること，金融庁の主要行
や中小・地域金融機関向けの監督指
針においては，
「 改正貸金業法の趣旨
を踏まえた適切な審査体制の構築 」
を求め，
「銀行による貸付が顧客にとっ
て過剰な借入とならないよう顧客の実
態を踏まえた適切な審査体制が構築
されているか」を問題にしていることな
ども踏まえ，①金融庁の監督指針に，
銀行等が貸金業者による保証を付し
た消費者向け貸付を行う際には，原
則として年収の3 分の1を超えることと
なるような貸付を行わないことを明記
すること，②銀行は，貸金業者による
保証を付した消費者向け貸付を行う
際には，総量規制など貸金業法の趣
旨を踏まえて，顧客にとって過剰な借
入とならないように顧客の実態を踏ま
えた適切な審査体制を構築すること，
③貸金業法の総量規制の対象を，貸
金業者が自ら貸付を行う場合に加え
て，銀行等の行う貸付に貸金業者が
保証を付す場合についても拡大する
ことを求めること等を骨子とするとの
説明がなされました。

3

パネルディスカッション
シンポジウムの後半は， 新里宏二
会員（ 仙台， 日弁連多重債務問題検
討ワーキンググループ座長）
をコーディ
ネーター， 宇都宮健児会員（ 東京），
花井圭子氏（ 労働者福祉中央協議会
事務局長），浜田節子氏（ フリーアナ
ウンサー，内閣府「 多重債務問題及び
消費者向け金融等に関する懇談会」
審議委員），前出の木村裕二氏をパネ
リストとしてパネルディスカッションが
行われました。 宇都宮会員や花井氏
による，貸金業法改正運動を目指した
きっかけや，様々な困難を乗り越えて
ついに改正実現に結びつけた原動力，
そして長きにわたる改正運動の中での
運動論の組み立て方などの話が熱く
繰り広げられたほか，木村氏による銀
行等による過剰与信の問題など，今後
に残された課題についてのお話や，浜
田氏によるこれまでの具体的な取材
活動を通じて感じる現状と問題点に
ついてのお話など，70 分の制限時間
いっぱいに充実した議論が繰り広げ
られました。
4

最後に
シンポジウムは，辰巳裕規当委員会
副委員長（ 兵庫県）による総括と閉会
挨拶をもって閉会となりましたが，当日
は，平日の夜という時間帯にもかかわ
らず，120 名もの皆様に参加をいただ
くなど，大盛況に終わりました。 この
シンポジウムを新たな運動の出発点に
できるよう，今後とも，取組を続けて
いきたいと思います。
多重債務部会
井原真吾（千葉県）
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「 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 」
（いわゆる「 カジノ解禁推進法」）に反対する
1

店ざらしになっていたカジノ解
禁推進法案の突然の成立
「 特定複合観光施設区域の整備の
推進に関する法律」
（ 以下「 カジノ解
禁推進法 」という。）が，2016 年 12 月
15 日，反対論，慎重論も多い中で，国
会で十分な審議がなされることもなく
成立しました。
同法案は，もともと 2013 年 12 月に
国会に提出されたものの，各種世論調
査や新聞各紙の論調によればカジノ
解禁に反対，あるいは慎重との意見が
圧倒的多数を占めており，そうした声
を受けて，約 3 年にわたってほとんど
審議入りすることもできないまま店ざら
しとなっていたものでした。
日弁連も，2014 年 5 月に，カジノに
よる経済効果 へ の 疑問， 暴力団対
策，マネー・ロンダリング対策上の問題，
ギャンブル依存症の拡大，多重債務問
題再燃の危険性，青少年の健全育成
への悪影響，民間企業の設置，運営
によることの問題等を指摘して，同法
案に反対する意見書を公表し，消費
者団体等に呼びかけ団体署名の普及
の運動をしつつ，集会やシンポジウム
を開催して，カジノ解禁による問題点
を訴えてきました。
2016 年臨時国会で審議入りすると
の報道があり，日弁連はこれを阻止す
るため，改めてカジノ解禁によって生じ
る弊害について問題意識を共有する
ために，
同年11月10日院内学習会「カ
ジノ解禁について考える」を開催しまし
た。その概要は次のとおりです。
2 カジノ解禁による弊害～院内学習
会「カジノ解禁について考える」～
⑴ カジノの経済効果について
学習会前半では，鳥畑与一氏（ 静
岡大学人文社会科学部教授）から，
外国，とりわけ米国の例を挙げて，カ
ジノが地域経済にもたらす効果につい
て報告がありました。鳥畑教授は，カ
ジノがもたらす影響について経済学の
立場から光を当て，米国やシンガポー
ルの現地に足を運んだ成果等を踏ま
えて，
「 カジノ幻想 」を著すなどした研

究者です。
鳥畑教授によれば，ラスベガス等複
数のカジノを擁する米国において，ギャ
ンブル依存や多重債務問題等カジノの
存在ゆえに増大する社会的コストを理
由として，いくつかの州ではカジノの設
置が承認されなかった状況があり，米
国では斜陽産業の一つとして理解さ
れつつあるとのことです。 また，アジ
アのカジノ市場も，
マカオ，シンガポール，
フィリピン，韓国等のカジノが既に存在
しもはや飽和状態に達しており，我が
国のカジノが新規参入したところで競
争に勝てるのか大いに疑問であるし，
推進論者が示すカジノ合法化による
利益計算は世界一のカジノ市場である
マカオの例からしても過大であり，そ
もそも経営的に失敗する可能性が高
いとの指摘がありました。
⑵ ギャンブル依存症のない 社会
をめざして
後半では，成見暁子会員（ 宮崎県）
から，同年 9月の九州弁護士会連合会
定期大会で採択された「 ギャンブル依
存症のない社会をめざす宣言」の起
草に当たり，約 1 年間にわたって行わ
れた調査の報告がありました。
私たち弁護士は，多重債務事件や
刑事事件等の日常業務の中でギャン
ブル依存と思われる方々に出会ってい
ること，ギャンブル依存症が特別な疾
患ではなく誰しも罹患し得る精神疾患
であり，かつ，完治が大変困難である
こと，ギャンブルに近接した環境等が
依存症発症の要因になること，我が国
には 500 万人を超えるギャンブル依存
症患者がいると推測され，その方々に
対する必要なケアが全く行われていな
いこと，そうした下でカジノが解禁さ
れた場合には社会に大きなダメージを
与えるおそれがあること等が報告され
ました。
⑶ カジノに頼らない観光振興を
本学習会には，与野党 9 名の国会
議員，15 名の秘書を含め，合計 80 名
が参加しました。ある国会議員からは，
我が国には既に 2000 万人もの外国人
観光客を迎えており，我が国が有する

日弁連 消費者問題ニュース174号（2017年 1月）

伝統文化や美しい自然こそが彼らを
惹きつけていることから，これらを中
心に据えた観光立国が求められてい
るといった発言もありました。
3

カジノ解禁推進法の強行採決と，
その廃止に向けて
このようにカジノ解禁により生じる
弊害等が具体的に指摘され，多くの反
対の声があがる中で，カジノ解禁推進
法案は，同年 11 月 30 日に突如として
審議入りしました。日弁連は，審議入
りに当たり会長声明を公表し，改めて
同法案に反対し，廃案を求めました。
ところが，
同法案は，
これに反対する
人々の懸念に対して真摯な応えがない
まま，
極めて短時間の審議により，
12 月
15 日，成立してしまいました。 議員立
法における全会一致の慣例を破り，
ま
た，連立与党の幹部クラスまでもが反
対意見を表明する中での極めて強引
な採決が行われ，
内容的にも手続的に
も大きな疑問が残りました。
日弁連は即日会長声明を公表し，こ
の法律が「 現行刑法制定以前から歴
史的に厳に禁止され，刑罰の対象とさ
れてきた賭博行為を，特定の場所，特
定の者に限定して非犯罪化するもの
であり，また，民間賭博を初めて正面
から公認するという，我が国の刑事司
法政策に重大な変更をもたらすもので
ある」ことからすれば，その「 審議過
程は，あまりに短時間で，拙速にすぎ
る」との指摘をして，同法の成立に強
く抗議するとともに，その速やかなる
廃止を求めました。
カジノの設置に至るまでには，今後，
実施法制定の議論を経ることになり
ます。私たちとしては，その議論の中
で，カジノ解禁による弊害に対し有効
な対策を講じることはできないのであ
り，カジノ解禁推進法は廃止せざるを
得ないことを明らかにしていくことが
求められます。
多重債務部会
吉田哲也（兵庫県）
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不動産特定共同事業法の見直しに関する意見書
1

報告書の公表と意見書取りまと
めの経緯
国土交通省は，2016 年 ９月 16 日，
不動産特定共同事業法の見直しを提
言した「 不動産投資市場政策懇談会
報告書」
（ 以下「 報告書」という。
）を
公表しました。これを受けて，日弁連
は，同年 11 月 15 日の理事会で，標記
の意見書を取りまとめました。
現行法では，匿名組合契約等によ
り出資を募り，現物の不動産の売買や
賃貸により運用を行うと，不動産特定
共同事業法（ 以下「 不特法 」という。）
の規制対象になります。
報告書は，地方創生に資する空き
家・空き店舗等の再生促進，観光や
物流等の分野での不動産の再生促進
の観点から，全体として，従来の規制
を緩和する方向性を示しました。他方，
投資者保護についてはその必要性や
抽象的な在り方は示されているものの，
具体的内容が必ずしも書き込まれてい
ません。
そこで，日弁連において，規制緩和
に対して投資詐欺等の懸念があるこ
とを指摘するとともに，投資者保護の
ための必要な規律について，具体的
な提言を行ったものです。

者が SPC（ 特定目的会社）を設立し
SPC の計算で不動産の売買や賃貸を
行う特例事業があります。
現在１号事業は，資本金１億円・宅
建業免許等の厳格な参入要件があり，
行為規制等も相応に整備されている中
で，一般の投資者にも販売されていま
す。他方，特例事業（参入要件は資本
金 5000 万円・宅建業免許等）は，倒
産隔離が図られる反面，ガバナンスに
脆弱な面があり，投資判断が難しい開
発案件が想定されていることなどから，
一般の投資者への販売は認められて
いません。
⑶ 報告書は，①資本金 1000 万円
以上の不動産業者に小規模な 1 号事
業・特例事業を行わせる小規模不動
産特定共同事業（以下「小規模事業」
という。
）を創設すること，②特例事業
の一般の投資者への販売を認めるこ
と，③クラウドファンディングに対応し
た制度整備，等を提言しました。
しかし，①は，参入要件を大幅に緩
和するものであり，問題業者・悪質業
者による投資者被害が懸念されます。
また，②は，投資判断が難しい開発
案件のファンドを一般の投資者に販売
するものであり，リテラシーの低い投
資者に劣悪な案件が販売されるおそ
2 報告書における規制緩和の方向
れがあります。
と投資者被害の懸念
現行法の下でも問題は生じており，
⑴ 不動産特定共同事業は，匿名
また，ファンド被害や不動産投資被害
組合契約等によるものであるため，出
等，不特法の周辺には被害事案・問
資の諸条件は，契約により定められま
題事案が少なくないことに鑑みると，
す。 また，投資対象不動産が特定さ
上記の緩和策とともに，投資者保護
れており，対象不動産について不動産
の制度枠組みが整えられることは必
投資としての投資判断が求められます。 要不可欠です。
期待される賃料水準，予想される費用，
また，報告書の提言では，空き家・
空き室率や，投資期間満了時の不動
空き店舗の再生案件や開発案件への
産の売却可能性や想定される売却価
一般の投資者の投資が想定されてい
額等につき，相応の投資リスクを考慮
ますが，案件の組成・販売・運用が適
して投資判断を行う必要があります。
切に行われない場合には，投資者被
不動産特定共同事業契約は，投資
害が生じることが懸念されます。具体
商品としての難易度は，相当程度高い
的には，①無許可営業（ 海外からの
というべきです。
無許可営業も含む），②資金を集めな
⑵ 現行不特法上のスキームには， がら再生・開発が行われない，③不
運用業者が自己の計算で不動産の売
適切な事業計画で関連業者が不当な
買や賃貸を行う１号事業と，運用業
利益を得る（ 不動産の過大評価，工
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事費用の過大評価等），④対象物件
の管理が適切に行われない，⑤出口
戦略が適正でないため償還期限に償
還がされない，等が心配されます。
3

意見の概要と今後の予定
⑴ 意見書は，投資者保護を確保
する観点から，小規模事業について，
①総額 1 億円未満，1 人当たりの出資
上限 100 万円とすること， ②参入規
制の適切な運用，③勧誘規制の整備，
④組成・運用規制の整備，⑤投資者
への情報提供の充実，⑥行政監督の
充実を提言しました。
特に，小規模事業の導入により，不
特法の監督の蓄積の薄い都道府県等
が，不動産特定共同事業の経験のな
い小規模の不動産業者の監督を行う
ことが必要となるとみられ，監督の実
効確保のためにも，都道府県や不動
産業者に対し，規制の具体的内容を
明確にし，確実に伝えていく必要があ
ります。
また，特例事業については，①一般
の投資家への販売はリスクが限定され
たものに限ること（ 不動産鑑定・公認
会計士等監査・事業計画の適正審査
があり，劣後出資等がある場合）
，②
勧誘規制，組成・運用規制の整備，③
投資者保護を充実した一般投資家向
けの標準約款の策定を提言しました。
さらに，クラウドファンディングにつ
いては，既に金融商品取引法の下で
規制が整備されているところ，不特法
の下でも同様の規制を整備すべきこと
を提言しました。規制整備の中では，
ウェブサイト開設業者による事業計画
等の適切な審査を確保することが重
要です。
⑵ 報告書に基づく不特法改正法
案は，2017 年の通常国会に提出され
る見込みです。 投資者保護が確保さ
れた制度とするため，今後とも，今回
の意見書の実現に向けた取組が必要
です。
金融サービス部会
副委員長 坂勇一郎（第二東京）

日弁連 消費者問題ニュース174号（2017年 1月）

リ ポ ー ト

割賦販売法改正の概要
1

改正割賦販売法の成立
2016 年 12 月 2 日，第 192 回臨時国
会において割賦販売法の一部を改正
する法律案が可決・成立しました。施
行日は公布日から 1 年 6 月以内とされ
ています。
割賦販売法改正の経緯
改正前の割賦販売法における包括
信用購入 あっせん（ クレジットカード
取引）は，加盟店，消費者及び包括信
用購入あっせん業者（ カード会社）の
3 者間取引（ オンアス取引）を想定し
て規定されていました（図１）
。

等の流出事故が相次いでいることか
ら，セキュリティ対策が問題となって
います。

2

しかしながら，現在の取引形態で
は， 消費者側 のカード会社（ イシュ
アー）と加盟店側のカード会社（アクワ
イアラー）が異なるオフアス取引（ ノン
オンアス取引ともいいます。）が一般化
しています（図２）
。

また，インターネット取引の増加等
により，アクワイアラーの加盟店管理
業務の全部又は一部の代行を行うＰ
ＳＰ（Payment Service Provider）
の介在する取引が増加してきています
（図３）
。そして，ＰＳＰの中には審査
の甘い海外アクワイアラーを経由した
取引を提供しているものもおり，それ
が消費者被害の温床となっています。
さらに，加盟店等からのカード番号

このようなことから，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。）
において，2015 年 7月と2016 年 6月に
それぞれ報告書が取りまとめられまし
た（本誌 171号 3 頁参照）。
本改正はこの 2 つの報告書におけ
る提言を実現したものであり，主な内
容は次のとおりです。
3 割賦販売法改正の内容
⑴ 加盟店管理の強化
① アクワイアラー・ ＰＳＰの登
録制
カード会社 がアクワイアラーとし
て加盟店契約業務を行うときには，
オンアス取引であれ，オフアス取引
であれ登録が必要となりました。
ＰＳＰについては，アクワイアラー
から包括的に授権され，新規契約
の締結の可否，あるいは契約解除
について実質的な最終決定権限を
有し，加盟店管理を行う場合は登
録が必要である一方，ＰＳＰの業務
が一次審査に過ぎず最終決定権限
がアクワイアラーにあるときには登
録は不要とされています。
② 加盟店調査義務
登録を受けたアクワイアラー・Ｐ
ＳＰには，悪質加盟店の是正・排除，
クレジットカード番号等の適切な管
理，不正使用の防止の観点から加
盟店調査等を行うことが義務付け
られます。 また，加盟店調査等を
効果的に行うため，一般社団法人
日本クレジット協会加盟店情報交換
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センター（ ＪＤＭ）へ加入し，加盟
店調査等により把握した情報を登
録することになりました。 こちらに
ついてはマンスリークリア取引（1 回
払い）も対象となっています。
③ 外国法人
国内法人と同様に登録が必要と
なり，その要件として国内営業所の
設置が求められており，加盟店調
査義務も負担します。 もっとも，登
録ＰＳＰと業務提携し，全ての加盟
店契約業務をＰＳＰに包括的な授
権を行い，実質的な権限を付与して
いるのであれば，登録義務も加盟
店調査義務も免除されます。
⑵ セキュリティ対策
改正前の割賦販売法では，イシュ
アーとアクワイアラーにカード番号情報
の漏えい防止義務を課しており，加盟
店やＰＳＰについてはカード会社が委
託先として指導するという立て付けに
なっていましたが，改正法では漏えい
防止義務が加盟店に拡大されました。
また，加盟店にカード番号情報の
不正利用の防止が義務付けられてお
り，その一環として決済端末のＩＣ対
応化が図られることとなりました。
⑶ その他の内容
カード利用時の加盟店の書面交付
義務を情報提供義務とし，電子メール
等による情報提供も可能としました。
4 本改正の成立に対する会長声明
本改正の成立を受けて，2016 年 12
月 2 日，日弁連は，
「 割賦販売法の一
部を改正する法律の成立に対する会
長声明」を公表しました。
この声明では，改正の内容に一定の
評価を与える一方，今回導入が見送ら
れたマンスリークリア取引のイシュアー
に対する苦情の適切処理義務及び抗
弁対抗規定について，改正法によって
消費者被害防止の効果が確保される
かを検証した上で見直すことを要望し
ています。
統一信用法部会
副委員長 澤田仁史（千葉県）
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フランチャイズ規制法の制定を目指して
～オーストラリア・フランチャイズ規制法調査報告～
1 調査の目的
1950 年代アメリカ発祥のフランチャ
イズシステム（ 以下「 フランチャイズ」
という。
）は世界中に急速に拡大し，
我が国でも，2015 年の統計で，1329
チェ ーン，26 万 0992 店舗が 存在し，
年間 24 兆 5945 億円の売上を上げ，売
上高は 6 年連続で上昇しています。
フランチャイズは，本部が商標等の
使用を許諾し，経営指導等を行う代
わりに，加盟店からロイヤルティ等を
受け取ることで，
「 共存共栄」できる
ことが建前です。
今やフランチャイズは，市民の生活
になくてはならないものとなっていま
すが，実際には本部と加盟店の紛争
が絶えません。 加盟前に本部から開
示された売上予測が実態を反映して
いないものだった等，契約締結前の情
報開示が不適切であった場合と，本
部の経営指導が貧弱である，売上が
低迷しても加盟店からの解約は制限
され，逆に売上が伸びると，
「 自ら直
営店を出店し，あるいはフランチャイ
ズ店を出店できる」旨の条項の存在を
前提に近隣出店されて売上を奪われ
るなど，契約内容やその履行方法に
問題がある場合があります。
このような紛争に対し，フランチャ
イズを規制する法律は，現在のところ，
中小小売商業振興法と独占禁止法し
かなく，それ以外は商法・民法で規律
されています。しかし，これらの法律
は現実に発生している紛争を適切に
解決するには不十分です。 この点諸
外国では，我が国と比較して実効性
のあるフランチャイズ規制を行ってい
ます（ 詳細は，当委員会による「 フラ
ンチャイズ事件処理の手引き」
（2012
年），中村昌典「 日本のフランチャイズ
の現状と課題 」
（自由と正義 65 巻 40
頁）参照）
。
これまで当部会では，規制の在り
方を研究するため，アメリカ（2012 年，
本誌 153 号 4 頁参照）と韓国（2013 年，
本誌 154 号 2 頁参照）に調査に行き，
それぞれシンポジウムを行いました（韓
国調査については中野和子「韓国フラ
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ンチャイズ法制と公正取引調整院の役
割」
（ 自由と正義 65 巻 59頁）参照）。
オーストラリア で は 1120 の フラ
ンチャイズ で 47 万人を 雇用し，7 万
9000 の店舗があり，年間売上高 1460
億豪ドル に 達して います（Griffith
Un i v.“ F r a n c h i s i ng Au s t r a l i a
2016 Report”）。 そして，オーストラ
リアでは日本の公正取引委員会に当
たる Australian Competition and
Consumer Commission（ ＡＣＣＣ）
が，競争政策としてスモールビジネス
保護を重視し，その一環として充実し
たフランチャイズ規制が行われている
と言われています。
そこで，我が国におけるフランチャ
イズ規制法の在り方の参考にするため
オーストラリアのフランチャイズ規制を
調査しました。
2 調査の概要
調査は，2016 年 10 月1日から同月 8
日までの間，長谷河亜希子氏（ 弘前大
学准教授）を交えた調査団 6 名により
行われました。
最初にグリフィス大学（ ブリスベン）
の Kerry Miles 氏と面談しました。
同大学では，加盟店向け無料オンライ
ン講座が人気です。ＡＣＣＣから資金
援助を受けているため無料で提供で
きるそうです。加盟店希望者に対して
は，専門的知識のある弁護士等に相
談し，徹底的に質問する等事前によく
勉強することを強調しています。 フラ
ンチャイズ規制を厳しくしたことで，本
部の水準が上がり，加盟店の水準も
上がるため，消費者利益に合致し，メ
リットだけをもたらしたと評価していま
した。
次にメルボルンで，ＡＣＣＣを訪問

し，D a v i d S a l i s b u r y G e n e r a l
Manager 他 2 名と会談しました。オー
ストラリア で は，Competition and
Consumer Act（ ＣＣＡ）の 第 3 巻
別表 2 として定められた Australian
Consumer Law（ ＡＣＬ）及びＣＣＡ
に基づいて制定された Franchising
Code of Conduct（ 自主的規約では
なく義務的行動規約）によりフランチャ
イズが規制されています。 ＡＣＬによ
る非良心的行為規制（ ある事業者が
立場の劣る他の事業者を抑圧するな
ど非良心的な行為を行うことを禁止
し，民事制裁金等を課す）や，2014 年
ＦＣ規約改正で導入された誠実行動
義務についてヒアリングしました。 ま
た，民間の調停制度によって紛争を解
決する制度が，本部と加盟店の関係を
破壊しないために役立っているとのこ
とでした。
オーストラリアフランチャイズ協会（Ｆ
ＣＡ）の理事である Atephen Giles
弁護士によれば，同協会がフランチャ
イズ規制導入を支援してきた，規制の
導入によってフランチャイズに対する
信頼が高まり安心して投資できるよう
になったとのことでした。
シドニーの O f f i c e o f t h e
Franchising Mediation Adviser
では，年間 120 件の調停申立があり
増加傾向にあること，申立されれば極
めて迅速に（1 回の調停で）終了させ
ること，75％が解決に至っていること，
金銭解決が多いものの取引関係を継
続できる場合も多いことなどを聞くこ
とができました。
最後に Levitt 弁護士にお会いし，
準備中というフランチャイズに関するク
ラスアクションについて伺いました。
3 今後について
非常に有意義なものとなりました
本調査を今後の取組に活かすために，
本調査の内容について報告するような
シンポジウムを計画しています。
独禁法部会
副委員長 中嶋弘（大阪）
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電話転送業者の過失の幇助責任を認めた事例
（さいたま地裁平成28年8月10日判決）
（確定）

１ 事案の概要
		 平成 24 年 8月，実体のない会社の私募債を購入すれ
ば，証券会社が高値で買い取るなどと申し向け，これ
を誤信した被害者に 200 万円を支払わせたという詐欺
事案です。
		 本件詐欺に利用された電話番号は，大手キャリアか
ら最終利用者に至るまで複数の電話転送業者（ 犯罪に
よる収益の移転防止に関する法律第 2 条第 2 項第 41
号）が介在しており，被告が最終利用者に電話番号を
提供していた末端の業者でした。
		 被告は，最終利用者から本人確認資料として偽造の
運転免許証の提示を受けていましたが，偽造であるこ
とを看過して電話番号を提供したことから，被告に対し
て過失の幇助責任の追及を行いました。
２ 裁判所の判断
		 本判決では，被告の注意義務について，①電話転送
業者の提供するサービスが詐欺行為に利用されること
が多いこと（ 公知の事実）
，②犯罪による収益の移転
防止に関する法律が本人特定事項の確認義務を課して
いること（ 同法第 4 条第 1 項）を理由に，
「 平成 24 年 8
月当時，その提供するサービスが詐欺行為に利用され
ないよう慎重に本人確認をすべき注意義務を負ってい
た」と認定しました。
		 被告は，運転免許証によって本人確認をしたと主張

静岡

事件情報

しましたが，
「 その方法として対面によって本人確認を
したのかどうかは明らかでなく，その他本人確認の具
体的方法は明らかでなく，他に被告が適切に本人確認
を尽くしたと認めるに足りる証拠もない」とし，
「 本件各
相手方らの自動車運転免許証が偽造の物であることを
看過して，同人らに対し本件各電話番号を提供した」と
して，被告の上記主張を排斥しました（ なお，電話転送
業者が犯罪による収益の移転防止に関する法律の対
象事業者とされたのは平成 25 年 4 月からですが，この
点につき被告は特に主張をしませんでした。）。
		 その上で，本判決では「 電話転送業者は，前記本人
確認義務を怠った場合，提供した電話番号が詐欺行為
に利用されることを予見することが可能であった」とし，
偽造の運転免許証であることを看過して電話番号を提
供した行為について「詐欺行為を，
少なくとも過失によっ
て幇助した」として，被告の過失の幇助責任（ 民法第
719 条第 2 項）を認めました（ 過失相殺なし）
。
３ 本判決の意義
		 本判決は，詐欺に利用された電話番号につき，電話
転送業者に対し，犯罪による収益の移転防止に関する
法律上の本人確認義務違反を根拠に，過失の幇助責
任を認めた点に意義のある判決です。
井上光昭（埼玉）

「弁護士法72条の規定の趣旨を潜脱しようとするもので違法である」として逆転勝
訴した事例（東京高裁平成28年8月31日判決）（相手方上告）

１

事案の概要
⑴ 医師Ａは，商品先物業者Ｍ社の甘言により，2010
年 11月～ 12月にかけて証拠金約1600 万円を預託し
て商品先物取引を始めましたが，値洗損が約 500 万
円に達したことに不信感を抱き，ネットで探したＴ社
（ 実質的経営者Ｙ）に相談しました。Ｙは，ＡにＩ弁
護士（ 大阪）を紹介し，法律相談にも同行して終始
同席し，相談内容にも随時介入しました。
⑵ Ａは，Ｉに着手金（52 万 5 千円），また，Ｉへ委任
した後にも，Ｔ社に建玉分析表作成費用（52 万 5 千
円）やＭ社の預金口座及び残高の調査費用（94 万 1
千円）等を支払いました。
⑶ さらに，Ｙは，Ｍ社からＡへの証拠金清算金（854
万円）に目を付け，Ａに対し，
「 勝っても負けても 30
万円の得失 」として自分が主宰する金の商品先物取
引への参加を勧め，500 万円を預託させました。 そ
の後，Ａが，同 500 万円の返金を求めたところ，Ｙが
「270 万円の損失が出ているので返すのは 230 万円
だけ」と言い出したため，弁護士を探して筆者に辿り
着きました。
２ 裁判所の判断
⑴ Ａは，Ｔ社やＹらに対し，非弁行為（ 弁護士法 72
条違反）等による不法行為に基づく損害賠償等を請
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求しましたが，一審判決は，
「 委託者別取引勘定元
帳や委託証拠金現在高張の分析は弁護士法 72 条所
定の『 法律事務』とはいい難く，弁護士が独占してい
るわけではない」，
「 商品先物取引の決済時期の判
断に関して弁護士以外の者からの助言を得ることが
禁止されていない」等を理由に弁護士法 72 条違反を
否定し，Ａの請求を棄却しました。
⑵ 控訴審は，一転して，Ｔ社につき「 被害者から委
任を受けた弁護士であれば本来行うべき法律事務を，
被害者から被控訴人会社（ Ｔ社）に別途依頼させる
ことにより，弁護士費用よりも多額の報酬を自ら得る
ことを業とする会社であることが明らかである」等と
し，Ｙの行為につき「 弁護士法 72 条の規定の趣旨を
潜脱しようとするもの」で違法の評価を免れない等と
して，Ａの請求を認容しました。
３ 本判決の意義
		 一審判決は，事件屋の横行跋扈を裁判所が許容す
るもので，社会と弁護士会全体にとって容認できない
判決でしたが，控訴審判決は，より事案に沿った実質
的な判断を行い，本件業者の行為の問題点を指摘した
ものであり，また，二次被害の防止にもつながる重要な
意義があるものと言えます。
藤森克美（静岡県）
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文献・催事紹介
文献紹介

コンメンタール消費者裁判手続特例法

2016 年 10 月１日，
「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 ）が施行され，いよいよ我が国でも被害に遭った消費者に代わっ
て消費者団体が被害回復のための訴訟を提起できる集団的消費者
被害回復に係る訴訟制度がスタートしました。
本書の第１部は，立法の背景，経緯，手続の概要を簡潔にまとめ
ています。検討経緯を紹介することで，本制度の創設が必然であっ
たことを示しています。第２部は，逐条解説です。施行規則，ガイ
ドライン，最高裁規則についても言及した上で制度の全体像が理解
できるように努めています。消費者の適正な利益を実効的に確保す
る観点から，積極的に解釈論を展開していること，制度上の課題等
も日弁連の意見書を引きつつ論じていることが本書の特徴です。第

文献紹介

事例で学ぶ

３部は，第２部で個別に論じた点も
含め，制度上の課題，運用面の課題，
団体支援をまとめて記述しています。
本書が制度の理解及び活用の一助
となるとともに，本制度をより実効的
とするための一石となれば幸いです。
Ａ５判 638 頁／ 6,588 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

金融商品取引被害の救済実務

本書は，大阪証券問題研究会所属の弁護士による実務本です。
証券会社・銀行・郵便局が，主に高齢者層を中心とする個人投資家
に向けて，リスクの高い投資信託や難解な仕組債・仕組投信などを
勧誘販売し，個人投資家が思わぬ損害を受ける事件が相次いでいま
すが，その被害救済の理論と手法について具体的事例に基づき極め
て実践的な解説を行っています。
まず，総論として，現状と問題点，違法類型・争点，損害論，事件
の進め方と注意点，
各種資料の活用がまとめられています。ここでは，
相談時の聴き取りの注意事項に始まり，資料収集，証拠保全，提訴
後の主張立証方法，商品の分析手法，資料の活用法など，一般的な
実務で活用・応用できる手法や情報が具体的かつ詳細に紹介されて
います。

これを踏まえて，各論では各種商品
についての実際の具体的事件が合計
10 件取り上げられています。 事案に
沿った手続や判断などについて更に
具体的な解説が加えられ，実務的に
大変参考になる内容です。
専門性が高く解決困難なリスク性
金融商品被害事件を受任する際の必
携書籍です。
Ａ5 判 247 頁／ 2,808 円（ 税込 ）
発行 ㈱民事法研究会
三木俊博編著

催 事 第55回全国証券問題研究会名古屋大会
日程 2017 年３月10 日～ 11日
場所 名古屋国際ホテル
問合せ先 上田孝治弁護士（ 兵庫県）
全国証券問題研究会は投資者側で証券問題に取り組む弁護士の
研究会で，2017 年３月 10 日～ 11 日に，名古屋市の名古屋国際ホ
テルで，第 55 回全国証券問題研究会名古屋大会が開催されます。
大会初日のプログラムは，午前 10 時 30 分から西本暁弁護士の
“ 入門講座 ”
，お昼休みに昼食をとりながらの“ ランチョンセミナー”
では名古屋研究会から「23 条照会回答拒否事例に対する取り組
み」
，午後からは“ 基調講演 ”として角田美穂子一橋大学教授による
「 投資信託をめぐる私法上の問題点 」，
“ 特別講演① ”として金融庁
の方からの「 国民の安定的な資産形成とフィデューシャリー・デュー
ティー」，
“ 特別講演② ”として楠本くに代金融消費者問題研究所代
表による「 金融製品規制の時代の幕開け〜 MiFID Ⅱ，MiFIR に学

ぶ製造業者のガバナンスと当局の介入 」と題する講演，上柳敏郎弁
護士による「 金融審議会報告」，大会２日目（３月11日）は，上田孝
治弁護士による「 投資被害と集団的消費者被害回復制度 」につい
ての研究報告，シンポジウム「 集団被害救済訴訟の取り組み方」
（コ
ーディネーター三木俊博弁護士，パネリスト松田繁三弁護士，荒井
哲朗弁護士，吉田泰郎弁護士）
，判例・和解報告が予定されています。
盛り沢山のプログラムですが，活発な議論ができる研究会にした
いと思います。投資者側で証券問題に取り組む意欲のある方は奮っ
てご参加ください（ ただ参加要件がありますので，兵庫県の上田孝
治弁護士までお問合せください。）。

編 ▪ 集 ▪ 後 ▪ 記 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
新年おめでとうございます。
今年は酉年（丁酉）。「酉」とは「果実が極限まで
熟した状態」をいうことから，酉年は「満願成就の
年」とされるようです。
前回の酉年（2005年）は，当委員会が20周年
を迎えた年であり（6月），それまでの活動の叡智
を 結 集した「キーワード 式 消 費 者事 典 」を上梓し
（発刊は翌年1月），第48回人権擁護大会において，

発
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「欠陥住宅は人権問題 」という視 点から欠陥住宅
被害の根絶に向けた提言を行い（11月），他方，内
閣府が消費者行政の指 針となる初の「消費者基本
計画」を公表し（4月），最高裁判決は，貸金業者の
取引履歴開示義務を認め，あるいは，証券取引にお
いて適合性原則違反が不法行為を構成することを
認めて（いずれも7月），その後の被害救済実務に大
きな影響を与え，また，委託者保護を強化した改正

商品取引所法（当時）が施行され（5月），その後の
商品取引被害が激 減するなど，当委員会のそれま
での地道な取組が花開いた年でした（本誌105号
～110号参照）。
瀬 戸委員 長の年頭言のとおり，当委員会の消費
者被害の予防・救済，消費者の権利の確立に向けた
活動が「満願成就」することを祈念します。
城野雄博（愛知県）
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