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特定適格消費者団体として
初の認定を受けました－消費者機構日本
１

消費者機構日本の紹介
消費者機構日本（COJ）は，消費者
団体訴訟制度（差止請求）
を活用でき
る適格消費者団体を目指して，
2004 年
9 月に設立した消費者団体です。その
後，
2007 年 8 月に適格消費者団体の
認定を受け，消費者契約被害の拡大
防止のために差止請求の活動をすす
めてきました。そして，
2016 年 12 月末ま
でに，不当な契約条項の是正を中心に
82 件の事案で事業者の不当な行為の
是正をはかりました。
活動概況，組織概要については，当
機構ウェブサイト http://www.coj.
gr.jp/ をご参照ください。
２ 集団的消費者被害回復のために
前記の差止請求の活動では，契約
締結に際して行われる事業者の不当な
行為について，将来に向けて是正する
ことはできますが，是正前に生じた現実
の被害を回復することはできません。そ
のため，
当機構では，
多くの専門家や消
費者団体とともに，
特に被害回復が難し
い少額の消費者被害の回復が可能と
なる集団的訴訟制度の制定を要請して
きました。
その結果，
このような要請も受けた形

特定認定証交付後の消費者担当大臣との懇談
の様子

で，消費者庁で立法準備がすすめら
れた，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（ 以下「 特例法 」と
特定適格消費者団体
の 認定証を掲 げ た
いう。）が 2013 年 12 月に成立し，
2016
消費者機構日本会長
年 10 月1日から施行されるに至りました。
中山弘子氏
この特例法の成立により，集団的な消
費者被害の回復への途が開かれること
となりました。
の業務も行えるので，更に訴訟の提起
や手続遂行のための運営体制の充実
３ 特定適格消費者団体の認定
をすすめます。
特例法に基づき被害回復訴訟手続
また，
2017 年 6 月には改正消費者契
を遂行できるのは，
「 特定適格消費者
約法が施行されます。今回の改正では
団体」だけです。
過量販売契約の取消が可能となり，事
特定適格消費者団体とは，
一定の活
業者の債務不履行等の場合に消費者
動実績を持つ適格消費者団体が申請
の契約解除権を放棄させる条項は無効
し，被害回復関係業務を行える体制等
となります。また，
消費者契約法第 10 条
があるとして内閣総理大臣の認定を受
の適用については，その前段要件につ
けた団体です。
いて民・商法の明文規定に限らず，判
当機構は，
2015 年 11 月に消費者庁
例等の法理に比して消費者に不利益な
において特定適格消費者団体の認定
場合も含まれることが明確にされました。
監督ガイドラインが定められて以降，そ
改正消費者契約法も大いに活用して，
のガイドラインに従って，被害回復関係
消費者被害の拡大防止や集団的消費
業務の実施方法について検討し，定款
者被害の回復にまい進していきます。
を改定，被害回復関係業務規程を策
なお，
このような活動を充実させてい
定するなど，特定適格消費者団体の認
くためには，当機構の組織・財政基盤
定申請準備をすすめてきました。
の強化をすすめる必要があります。消
そして，
2016 年 10 月3日に特定適格
費者庁や，当機構が本拠地を置く東京
消費者団体の認定申請を行い，同年
都からの支援の実現と，全国消費者団
12 月 27 日に全国の消費者団体に先駆
体連絡会で準備されている民間基金
けて，初めてその認定を受けることがで
の成功に期待しています。また，
当機構
きました。現在（ 編集部注：本号発行
も，認定 NPO 法人として積極的に寄
時）
，特定適格消費者団体の認定を受
付をお願いするとともに，
会員も募ってい
けているのは，
当機構のみです。
きたいと思います。皆様のご支援をよろ
しくお願いします。
４ 消費者契約被害の回復をすすめ
特定非営利活動法人消費者機構日本
るために
理事 岩田 修（東京）
今後は，差止請求に加え，被害回復

日弁連 消費者問題ニュース175号
（2017年 3月）
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シンポジウム
「公益通報（ 内部告発 ）を社会に活かすために
～公益通報者保護法改正に向けて～」
1

はじめに
2016 年 12 月 21 日，
弁護士会館にお
いて，日弁連主催，東京弁護士会・第
一東京弁護士会・第二東京弁護士会
共催の標記シンポジウムが開催されまし
た。公益通報者保護法の改正に関す
る議論はこれまでも度々なされてきてい
ましたが，本シンポジウムは，
同月 15 日に
公益通報者保護制度の実効性の向上
に関する検討会による最終報告書（以
下「 最終報告書 」という。）が公表され
たことを踏まえて，今後の在り方を議論
するものとなりました。

パネルディスカッション
基調報告の後，基調報告を行った拝
師会員に加え，通報経験者の串岡弘
昭氏，事業者の通報窓口などを多く務
めている山口利昭会員（ 大阪 ）
，不利
益を受けた通報者に関する事件を多く
取り扱ってきている光前幸一会員（ 東
京）
，河村真紀子氏（ 主婦連合会事
務局長 ）をパネリストとするパネルディス
カッションが行われました。なお，
串岡氏・
山口会員・光前会員も，拝師会員と同
様，
検討会の委員です。
パネルディスカッションの中で，串岡氏
からは，現在の公益通報者保護法が，
２ 基調報告
通報者を保護する制度に全くなってい
最初に，消費者庁における公益通報
ないことが説明され，不利益を受けた
者保護制度の実効性の向上に関する
場合に民事裁判で権利を回復すること
検討会（ 以下「 検討会 」という。）の委
は非常に困難であることなどが説明さ
員でもある拝師徳彦会員（ 千葉県 ）か
れました。
ら，
「 市民のための公益通報者保護法
また，
山口会員からは，
外部通報窓口
の抜本的な改正を
！」として基調報告が
を務めている経験から，不祥事が判明
なされました。拝師会員からは，現在の
した場合の事業者の対応の傾向や内
公益通報者保護法の問題点や，最終
部通報の実情の説明がなされ，事業者
報告書のポイントについて，検討会にお
にとっても，内部通報制度を機能させる
ける議論状況を踏まえた報告がありまし
ことにメリットがあることが説明されまし
た。また，公益通報をより積極的に推進
た。
していくという観点から公益通報者保
光前会員からは，
現行制度では「 通
護法を改正すべきであることや，
公益通
報の自由 」が認められているに過ぎな
報者への支援も必要であるなどの意見
いが，
「 通報の支援 」，更には「 通報
も述べられました。
の奨励 」をしていく段階となっており，因
その後，
中村雅人会員（ 東京 ）から， 果関係の推定や制裁的な損害賠償な
「 公益通報相談に関する弁護士会の
どの，一般法による保護を超えた通報
取り組み状況等 」として基調報告がな
者保護制度の導入を検討する時期に
されました。中村会員からは，
2016 年９
なってきているのではないかとの見解が
月 24 日に行われた全国一斉公益通報
示されました。また，内部通報により不
110 番の結果について報告するとともに， 正を是正することには限界があり，外部
弁護士会の相談事例からは，不正は多
数存在しているにも関わらず，
現在の制
度では，通報者は通報によるリスクを考
えると通報をしたくてもしにくく，
相談を受
けた弁護士も動きにくい実情にあること
が報告され，現状では匿名性の確保が
非常に重要となっているとの意見が述
べられました。
2

３

通報要件の緩和が重要であるとの意
見が述べられました。
河村氏からは，通報者が不利益を
被っている例がいくつも報告されており，
違反に対する制裁の導入や行政への
通報の実効性確保が必要であるとの
意見が述べられました。
４

消費者庁からの報告
最後に，公益通報者保護法を所管
する消費者庁の加納克利氏（ 消費者
庁消費者制度課長 ）から報告がなされ
ました。加納氏からは，消費者庁として
も公益通報者保護法を重要視しており，
今後もパブリックコメント手続などで多く
の意見を聴取し，それらを踏まえて更な
る検討を進めていく予定である旨の説
明がなされました。
5

終わりに
本シンポジウムは，短い時間に多くの
内容を凝縮した，密度の高い内容となり
ました。そして，
本シンポジウムでは，
様々
な立場から，
現在の公益通報者保護法
の改正が必要であるとの意見が述べら
れ，法改正の必要性が改めて感じられ
ました。他方，最終報告書は，法改正に
ついては，ほとんどの論点について，今
後，更なる検討が必要であるとしており，
いまだ流動的な状況にあります。公益
通報者保護法の改正については，事業
者を中心に根強い消極意見があること
から，今後もこの問題について引き続き
社会に広く周知し，理解を深めていくこ
とが重要であると考えられます。日弁連
では，今回のシンポジウムにおける議論
も踏まえ，通報者が不利益を被ることが
ないよう，
よりよい公益通報者保護法へ
の改正を目指して今後も活動を続けて
いく予定です。
ＰＬ・公益通報部会
大森景一（大阪）

日弁連 消費者問題ニュース175号
（2017年 3月）
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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～」
１

はじめに
さらに，川本真聖会員（ 大阪 ）から，
2016 年 12 月 22 日，弁護士会館で， 「 安全確保地域協議会の設置状況と
標記のシンポジウムを日弁連主催，関東
普及への視点 」と題して，消費者安全
弁護士会連合会，
東京弁護士会，
第一
法上の安全確保地域協議会の概要及
東京弁護士会及び第二東京弁護士会
び各自治体での設置状況の報告と，よ
共催で開催しました。
り効果的な協議会の実現に向けての
設置モデルの提言がなされました。まだ
2 第１部 報告及び講演
少数ではあるものの，設置した自治体で
最初に，
浅野永希会員（ 大阪 ）から， は，福祉部門と消費者部門との連携が
「 不当な取引行為の規制の概要と意
進んだ等の評価がされていることの報
義」と題して，
不当な取引に対する規制
告や，設置モデルとしては，ネットワーク
の総論として，①消費生活条例の普及
作りを重視するものと，個人情報の取扱
の経過，不当な取引行為の規制方法
いの活用も取り入れるものとの類型化
及び違反の効果，②法律における不当
等の視点で整理が行われました。
な取引行為の規制状況，
③諸外国にお
そして，
久保田直浩氏（野洲市市民
ける不当な取引行為の規制状況が報
生活相談課主事 ）から，
「 野洲市くらし
告されました。消費生活条例における
支えあい条例の基本方針と概要 」と題
規制については，条例で概括的な規定
して，同条例の制定経緯や概要，実施
を置いた上で，施行規則や告示で禁止
状況と今後の展望等について講演い
行為をリスト化するという規定方法が紹
ただきました。画期的な訪問販売の登
介されました。その上で，諸外国では法
録制は野洲市の消費者行政の実情を
律レベルでそのような規制が設けられて
踏まえて効果的に消費者被害の予防・
いること，民事効が認められているもの
救済を図るという観点から生まれたこと，
や行政機関に差止権限を与えているも
協議会の活用に向けて準備を進めて
のがあること等が紹介されました。
いること等をお話しいただきました。
次に，
筆者（伊吹健人（京都））から，
「 不当な取引行為における勧誘規制
3 第２部 パネルディスカッション
の比較検討 」と題して，不当な取引に
パネリストに島田和夫氏（ 東京経済
対する規制の各論を報告しました。①
大学名誉教授 ）
，生水裕美氏（ 野洲
つけ込み型勧誘及び威迫型勧誘につ
市市民生活相談課課長補佐 ）
，池本
いては，都道府県の全ての消費生活条
誠司会員（埼玉）及び吉田実会員（大
例において規制の対象とされていること， 阪 ）を迎え，コーディネーターを薬袋真
②電子メール広告及びファクシミリ広告
司当委員会副委員長が務め，
ディスカッ
については，事前の承諾がない限り禁
ションを行いました。
止することを明示的に定める条例がご
まず，不当な取引行為の規制につい
く少数であり，特商法におけるオプト・イ
ては，島田氏から，東京都における不当
ン規制に対応していないものが大半で
あること，③訪問勧誘及び電話勧誘に
ついては，勧誘拒絶意思の表明方法と
して，訪問販売お断りステッカーの貼付
を明記する条例や，解釈により含めるこ
とを示す自治体，電話の自動応答によ
る方法を明記する条例が注目されるこ
と等を報告しました。
日弁連 消費者問題ニュース175号
（2017年 3月）

な取引行為の規制導入の経緯につい
て説明がありました。また，吉田会員か
らは，条例における規制の意義とも絡め
て，規制対象を広げること及び違反の
効果を厳格化することについて問題提
起され，議論がなされました。さらに，野
洲市くらし支えあい条例を参考に，消費
者行政の規模に応じて，国，都道府県
及び自治体の役割を棲み分け，それぞ
れの実情に合った条例を作ることの重
要性が提言されました。
次に，消費者安全確保地域協議会
については，池本会員から，
まずは広く
浅く定着させ，各地域のネットワークの
構築と活発化を進めるために活用する
という視点で，必ずしも個人情報を扱わ
ない形で設置していくという見解や，生
水氏から，個人情報の取扱いの意義も
重視する視点で，個々の消費者の見守
りに活かしていくという見解などが出さ
れ，
複眼的に議論されました。
最後に，島田氏からの，条例の制定・
改正のプロセスに弁護士が積極的に参
加することが，各地域の消費者行政等
の活発化につながると期待を込めた発
言で締められました。
4

おわりに
不当な取引行為の規制については，
条例で先進的な規定がある一方で，法
律への対応や更なる被害予防・救済
のためにより良いものとしていく必要もあ
ることが確認されました。
また，
消費者安全確保地域協議会に
ついても，各地域の事情に沿って，
ネット
ワーク作りのために，いかに実用的なも
のとし，
動かしていくかが重要であること
がわかるものとなりました。
いずれも今後の取組に役立てていた
だきたいと思います。
包括消費者法部会
伊吹健人（京都）
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リ ポ ー ト

セーフティネット住宅における
家賃債務保証の在り方に関する会長声明
１ 日弁連のこれまでの取組
⑴ 高齢者，子育て世帯，障がい者，
外国人，低所得者等の「 住宅確保
要配慮者 」に対する居住の安定確
保は重要な政策課題であり，そのた
めに公的住宅のみならず民間賃貸
住宅を活用することは必要ですが，
その際には，賃借人の利益の保護を
図ることが必要なのは言うまでもあり
ません。民間賃貸住宅契約では，約
56％において家賃債務保証業者に
よる機関保証が利用されている一方
で，保証委託契約の内容をめぐるトラ
ブル，悪質な取立行為や追い出し行
為による被害が多発し，苦情・相談
件数も高止まりしています。
⑵ 日弁連では，
これまでにも，
2009 年
9 月 18 日付け「 社会資本整備審議
会住宅宅地分科会民間賃貸住宅
部会『 中間とりまとめ 』に対する意
見書 」，
2010 年 1 月 29 日付け「『 民
間賃貸住宅政策について（ 意見募
集 ）』に対する意見書 」，同年 3 月 8
日付け「 家賃等弁済情報提供事業
に反対 する会長声明 」
（ 本誌 136
号 2 頁）
，
同年 4 月 19 日付け『 賃借
人の居住の安定を確保するための
家賃債務保証業の業務の適正化及
び家賃等の取立て行為の規制等に
関する法律案第 61 条 』に関する意
見書 」，
2011 年 10 月 13 日付け「 賃
借人居住安定化法案（ 追い出し屋
規制法案 ）の早期制定を求める会
長声明 」等，多くの意見書や会長声
明を公表しており，
2012 年 6 月 28 日
付け「 賃借人居住安定化法案（ 追
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い出し屋規制法案 ）の制定を求める
意見書 」においては，①家賃債務保
証業の適正化を図るため義務的登
録制や行為規制，保証委託契約の
適正化などの規制，②業態のいかん
を問わず，人を威迫し，又は私生活・
業務の平穏を害するような家賃等の
取立行為の禁止，③家賃滞納情報
等提供事業につき禁止等の措置を
求めています。
2 「家賃債務保証の情報提供等に
関する検討会」
⑴ 2016 年 3 月に閣議決定された住
生活基本計画において，
「 住宅確保
要配慮者の増加に対応するため，空
き家の活用を促進するとともに，民間
賃貸住宅を活用した新たな仕組み
の構築も含めた，住宅セーフティネット
機能を強化」することとされました。こ
れを受けて，国土交通省の社会資本
整備審議会住宅宅地分科会に「 新
たな住宅セーフティネット検討小委員
会 」が設置され，
同小委員会は，
3回
にわたる議論を経て，
同年 7月に「中
間とりまとめ」を発表しました。
「中間
とりまとめ」では，民間賃貸住宅を活
用した新たな住宅セーフティネット制
度の創設に伴って，適正な事業者に
よる家賃債務保証の活用と，住宅確
保要配慮者が保証内容に関する情
報を容易に入手できる仕組みが必要
であると指摘しています。
⑵ この指摘を受けて，
同年 10 月には
「 家賃債務保証の情報提供等に関
する検討会 」
（ 以下「 検討会 」とい
う。）が設置され，同月 28 日に開催さ
れた第 1 回検討会では，
家賃債務保
証業の適正化として，①任意の登録
制度を導入し，自主的な社内規則や
相談窓口等の整備を促し，②事前説
明や情報提供等の仕組みを講じ，
ま
た，住宅確保要配慮者向けの住宅
に関する支援の中で，③一定の要件
を満たす住宅確保要配慮者向けの

専用住宅につき，保証料等を補助す
ることなどの方向性が示されました。
3
⑴

今回の会長声明
しかし，検討会において示された
上記方向性は，日弁連が繰り返し求
めてきた内容に照らすと，住宅確保
要配慮者の居住権保障の観点から
不十分であるため，
2016 年 12 月8日
に，改めて会長声明を公表した次第
です。
⑵ 本声明では，
トラブルの現状や多く
の住宅確保要配慮者が社会的に弱
い立場にあることに鑑み，これまで日
弁連が繰り返し求めてきた法規制の
整備を実現すべく，家賃債務保証業
に当たっては，①不当な取立行為の
禁止，②義務的な登録制の導入，③
家賃滞納情報提供事業の禁止など
の法的規制を求めるとともに，④住宅
確保要配慮者を支援するための公
的保証の拡充及び居住支援の取組
強化による雇用や社会保障における
セーフティネットとの連携等を図ること
を求めています。
４

その後の動き
2016 年 12 月 21 日，
検討会から公表
された「 家賃債務保証の情報提供等
に関する方向性 」では，残念ながら，会
長声明で求めた法制度整備の実現が
盛り込まれるには至りませんでした。他
方，
2017 年度予算の大臣折衝におい
て，新たな住宅セーフティネット制度の
創設にかかる予算が要求どおり認めら
れた旨の報道がありました。住宅確保
要配慮者に対する居住の安定確保が
重要な政策課題であることはもちろんで
すが，悪質な取立行為やいわゆる追い
出し行為等により賃借人の利益の保護
が損なわれることのないよう，引き続き積
極的な取組を進めていきたいと考えて
います。
土地・住宅部会
副委員長 森竹和政（兵庫県）

日弁連 消費者問題ニュース175号
（2017年 3月）

リ ポ ー ト

加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会
中間取りまとめに対する意見書
１

はじめに
加工食品の原料原産地表示につい
て，
「 消費者基本計画 」
（2015 年 3 月
24 日閣議決定 ）において「 順次実態
を踏まえた検討を行う」とされ，
「 食料・
農業・農村基本計画」
（2015 年 3月31
日閣議決定 ）において「 実行可能性
を確保しつつ拡大に向けて検討する」，
また「 総合的な TPP 関連政策大綱 」
（2015 年 11 月 25 日 TPP 総 合 対 策
本部決定 ）において，食の安全・安心
に関する施策として，
「 原料原産地表
示について，実行可能性を確保しつつ，
拡大に向けた検討を行う」とされました。
これらを踏まえ，
2016 年 1 月より，
消費者
庁及び農林水産省の共催で「 加工食
品の原料原産地表示制度に関する検
討会 」が開催されています。そして，同
検討会において2016 年 11月29日付け
で公表された「 加工食品の原料原産
地表示制度に関する検討会中間取りま
とめ」
（ 以下「 本表示制度案」という。）
に対して，原料原産地表示制度を消費
者の自主的かつ合理的な選択を実質
的に確保できるものとするという観点か
ら，
2016 年 12 月16日付けで，
日弁連は，
「 加工食品の原料原産地表示制度に
関する検討会中間取りまとめに対する
意見書 」を公表しました。
２ 本表示制度案の評価について
現行法上，加工食品の原料原産地
表示義務は 22 食品群及び 4 品目に限
られていますが，本表示制度案は，原
料原産地表示対象品目を国内で製造
し又は加工した全ての加工食品に拡
大するものです。したがって，
日弁連とし
ては，
かかる制度枠組みについては，
消
費者の自主的かつ合理的な選択の自
由の確保の観点から賛成しました。
もっとも，本表示制度案の具体的内
容をみると，原則として原料原産地に
ついて国別の表示を求めているものの，
表示義務の対象を重量割合上位 1 位
の原料に限っており，
さらに，後述のとお
り可能性表示，大括り表示及び中間加
工原材料の製造地表示といった例外を
認めることとされています。

しかし，
これでは結局，原料原産地が
曖昧あるいは不明となり，全加工食品
に表示を義務付けた意味が相当程度
減殺されるだけでなく，表示を原因とす
る優良誤認や，産地偽装ともいうべき事
態の誘発も懸念されてしまいます。
そこで，消費者の自主的かつ合理的
な選択の自由の確保及び誤認防止，並
びに事業者による産地偽装の防止に資
する観点から，本表示制度案について
は以下のとおり更なる検討を求めました。
3 具体的な検討課題について
⑴ 義務表示の対象について，本表
示制度案のように製品に占める重量
割合上位 1 位の原料に限るのではな
く，
原則として 3 位までの表示（ 重量
割合上位 2 位まででその製品の重
量比率の大部分を占める場合は2 位
まで）を義務付けるべきとしています。
これは，例えば，重量割合上位 1 位
の原料は国産であるがそれと割合の
近接している2 位以下の原料は外国
産という場合，実際には製品の重量
割合からすると国内産よりも外国産の
ものが多く使用されているにもかかわ
らず，
1 位の原料の原産地しか表示
されないことになると，消費者は国産
の原料が主に使用されていると誤認
してしまうおそれがあるからです。
また，特定の原材料の名称を商品
名又は商品名の一部として使用する
表示方法（いわゆる冠表示）のうち
商品を特長付ける原材料が商品名
に含まれる商品については，
当該特定
の原材料は消費者の関心も高い原
材料なので，重量割合にかかわらず
原産地を記載すべきとしています。
⑵ 本表示制度案は義務表示の例外
として，可能性表示や大括り表示，及
び両者の併用が提案されています
が，
「 輸入」
（大括り表示の例）
といっ
た単に「 国産ではない」という意味
しか有さない表示や「アメリカ又はカ
ナダ又は国産 」
（ 可能性表示の例 ）
，
「 輸入又 は 国産 」
（ 大括り表示 +
可能性表示の例 ）のように国産か外
国産かさえわからない表示が許され

日弁連 消費者問題ニュース175号
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ること，国別使用計画を調整して消
費者に知られたくない輸入国を隠し
たり，国産を少ししか使用していない
のに「 国産 」の文字を表示するなど
消費者の原料原産地の認識を誤導
しかねないことなどから，
反対しました。
また，仮に事業者の実行可能性を
考慮して義務表示の例外を設けざる
を得ない場合にも，例外要件をより厳
しく定めている韓国での例などを参
考にして例外と認める要件を適切に
限定するとともに，
事業者に表示以外
の方法で消費者が原料原産地に関
するより正確な情報を容易に入手で
きる仕組みの確保を義務付けるよう
に求めました。
⑶ 本表示制度案では対象となる重
量 1 位の原材料が中間加工原材料
である場合には，当該原材料の製造
地を「○○（国名）製造」と表示す
るとされていますが，これでは，原材
料自体は外国産であるのに中間加工
を国内で行っていれば「 国内製造 」
ということになるなどといった事態が
生じ，原材料も含めて国産品である
かのような誤認を消費者に与えるお
それがあります。そこで，
中間加工原
材料であっても原料の原産地と中間
製造地の双方を記載すべきことを求
めています。
⑷ 原料原産地表示 が 義務化され
ても，その表示が正しいかどうかを
チェックする機能が作用しなければ，
偽装表示等を明らかにすることは困
難です。
そこで，食品衛生監視員の増員や，
日弁連が提案する消費者監視員制
度を導入する等，食品表示の適正な
運用を図るための行政による監督の
強化を図ることを求めるとともに，
食品
衛生法第 3 条第 2 項の記録の作成
及び保存の責務を現行の努力義務
ではなく法的義務とすることを求めて
います。
食品安全部会
副委員長 船江莉佳（第二東京）
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粉飾上場による有価証券届出書の虚偽記載について役員のほか主幹事証券会社
の責任が一部認められた事例（東京地裁平成28年12月20日判決（控訴））

を負うと判示し，本件では漫然と放置したとまではい
１ 事案の概要
えないとして，
責任は否定されました。
本件訴訟は，平成 22 年 5 月 12 日証券取引等監視委
⑷ 元引受証券会社 2（ 主幹事証券会社以外のサブ
員会（ＳＥＳＣ）の強制調査により発覚した株式会社ＦＯＩ
証券会社）
（ 平成 21 年 11 月 20 日東証マザーズ上場，
同 22 年 5 月
約 2 週間という短期間の間に原則として主幹事証
31 日破産手続開始決定 ）の架空売上げによる粉飾上場
券会社から送付される資料に基づく審査が予定され
についての損害賠償請求事件（ 原告約 200 名 ）であり，
ていることからすれば，
資料等を信頼することが許され，
平成 22 年 9 月に提訴し，
同 28 年 12 月 20 日判決が言い
その内容に矛盾点や不合理・不十分な点がなければ，
渡されました。
それ以上の裏付け調査までは要求されていないと判示
本件の特徴は，有価証券届出書上の記載に 6 つの粉
し，
責任が否定されました。
飾を疑わせる事情があり，実際売上げの 97％以上が架
⑸ 受託証券会社（ 元引受証券会社から株式の販売
空だったという点，
上場 7 か月後にＳＥＳＣの強制調査を受
を受託した証券会社）
けて会社は破産し上場廃止になった（ 過去最短記録 ）
引受審査を行う立場にはなく，発行会社に対する直
点にあります。
後の調査を行うことも予定されていないことから，販売
原告は，上場時の発行市場での取得者及びその後の
で使用する目論見書の内容に不自然・不合理な点が
流通市場での取得者であり，被告には，金融商品取引法
ないかどうかを審査し，不自然・不合理な点が認めら
（ 以下「 金商法 」という。
）の規定に基づき発行会社の
れない場合には，その内容を真実であると信頼して株
取締役・監査役や公認会計士のほか，
売出し所有者，
引
式の販売を行うことが許されると判示され，
責任が否定
受証券会社も加えました。後 2 者は条文に規定されてい
されました。
ますが，
訴訟で責任追及されるのは初めてのケースであり，
⑹ 売出所有者
まして東京証券取引所・自主規制法人が上場審査の注
持株比率が低く，実際にも発行会社の経営に関与
意義務違反で責任追及されるのも前例がないはずです。
していなかった売出所有者は，特段の事情がない限り，
なお，
公認会計士とは途中で和解しました。
通常の注意をもって発行会社から交付された資料や
２ 判決の概要
開示資料から虚偽記載を認識することができなかった
⑴ 取締役・監査役
場合には，注意義務違反がないと判断され，責任が否
当然責任が肯定されました。
定されました。
⑵ 元引受証券会社 1（ 主幹事証券会社 ）
⑺ 東京証券取引所
ア 発行市場で購入した原告に対する責任
自主規制法人は東証とは独立した立場で上場審査
主幹事証券会社については，金商法上引受証券
の全部を行うと認められ，自主規制法人が行った上場
会社は財務資料について故意責任しか負わないよ
審査の過程において過失があったとしても，そのことに
うな規定があり，問題になりました。しかし，発行会社
より被告東証が不法行為責任を負うことはないと判示
の上場に当たり有価証券届出書等の開示書類の作
され，
責任は否定されました。
成を指導・監督すべき立場にあり，
引受審査に当たっ
⑻ 日本取引所自主規制法人
ても発行会社を直接審査することが予定され，開示
総論としては，
自主規制法人において，
金商法，
業務
書類の正確性について裏付け調査を厳正に行うべ
規程，有価証券上場規程，同施行細則の定める上場
き注意義務を負うと解すべきであり，会計監査人によ
審査を含む自主規制業務を適切に行わなければなら
る監査を経た財務情報についても会計監査人に対
ない義務は公法上の義務であるが，上場審査の趣旨
するヒアリング等を実施し，信頼できるかを厳正に審
及び目的に照らし，個々の投資者に対しても，上場要件
査すべき注意義務を負うと判断されました。
を欠く株式会社の上場を防止し，取引所市場の公正さ
その上で，売上高の異常な増加，期末期付近に
を維持すべく一定の注意義務を負うと判示されました。
おける多額の売上計上，売掛金残高の大幅な増加，
本件では，第 1 投書を受けて改めて会計監査人や
売上債権回転期間の大幅な増加，営業キャッシュフ
発行会社に対し綿密な調査を行い，
また第 2 投書を受
ローの継続的な赤字等の本件粉飾を疑わせる事情
けて更に追加調査を行い，いずれにも不自然・不合理
については，必ずしも粉飾を疑わせる事情と把握し
な点は見受けられなかった以上，
注意義務違反が認め
なかったことについて注意義務違反と評価できない
られないとされました。
とされました。
３ 本判決の意義
しかし，第 1 の匿名投書への対応が不十分だっ
この判決は，取締役，監査役の責任を完全に認めたこ
たこと，
第 2 の匿名投書の受領後に追加調査を行わ
とは当然として，被告である主幹事証券会社に金商法
なかったことを注意義務違反と認め，発行市場で購
上の責任を認めた点は極めて画期的なものです。しかし，
入した原告に対する責任（ 金商法第 21 条第 1 項
流通市場で購入した原告に対する不法行為責任は否
第 4 号，
同第 17 条 ）が認められました。
定していますし，
他の被告の責任は全部否定しています。
イ 流通市場で購入した原告に対する責任
97％の架空売上事案で具体的内部告発文書が 2 回も関
金商法に規定がないため民法の不法行為のみ
係者に届いていたという前代未聞のＦＯＩ粉飾上場事件
が問題となり，虚偽記載を知っていたかあるいは容
で弁護団が主張した多くの責任が否定されたのは大い
易に知り得たのに漫然と放置し，発行会社に虚偽の
に不満で，即時に控訴しました。被告のうち監査役，主幹
記載がある有価証券届出書提出を許すなど，実質
事証券会社も控訴しています。
的にみて虚偽の記載がある有価証券届出書の提出
に加担したと評価できるような場合に不法行為責任
塚田裕二（第一東京）
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ＣＯ２排出権取引商法に藉口した詐欺商法について，
個別の勧誘担当者のみではなく，
業者の営業担当従業員全
員に対して，
違法行為を助長又は幇助したものとして損害賠償を命じた事例（東京地裁平成28年12月26日（一部被告控訴））

１ 本件は，
ＣＯ２排出権取引商法被害事案であり，
当初か
ら関与及び人定が明らかにできた者らに対しては認容判
決を得ていたところ，業者が破産したことで従業員らの住
所が明らかになったため，
これらを名宛人として訴えを提
起したものです。判決の概要は次のとおりです。
２ 判決の概要
⑴ 本件取引の違法性について
本件取引は，
ＣＯ２排出権の売買の実体があるかの
ように装い保証金名目で金員を交付させた詐欺行為，
あるいは，刑事罰をもって禁止される賭博に該当し，公
序良俗に反する違法な取引である。
⑵ 従業員らの責任について
営業担当従業員である被告らは，
顧客から受け取っ
た金員の運用等について全く知らなかったと主張する
が，業者では，顧客が追加注文する際には当該顧客
担当の従業員が電話により注文を受けており，本件で
も原告は取引開始後にも委託保証金を担当従業員に
交付しており，
契約が成立した後も引き続き顧客に対す
る営業活動を行っており，総従業員 10 人程度の小さ
な規模で，営業担当従業員はいずれも「 顧問 」から
具体的な指導・指示を受けて，その下で営業活動を
行っており，顧客から預かった委託保証金がどのように
管理・運用されているかについて顧客から問合せがさ
れることもあり得る以上，
これを全く知らないままに営業
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活動を続けるというのは不自然である。営業担当従業
員は，本件取引の基本的な仕組みのほか，顧客から預
かった委託保証金が実際にどのように管理・運用され
ていたかを認識していたものと認めるのが相当である。
営業担当従業員らは，本件取引の違法性を認識し
ながら，
総勢 10 人弱がいずれも同じ部屋において就業
し，
「 顧問 」からの指示・指導の下，本件取引の勧誘
を行っていたことなどを併せ考えると，役員及び営業担
当従業員は一体となって組織的に顧客に対する違法
な本件取引の勧誘を行っていたものと認められる。直
接に原告に対する勧誘を行っていなくても，原告の担
当従業員が原告に対して本件取引を勧誘するに当た
り，少なくとも，自らその組織的な違法行為の一翼を担
い，担当従業員と同様に顧客に対して本件取引を勧
誘することにより，担当従業員が違法行為に及ぶことを
容易にし，
これを助長又は幇助したものとして，共同不
法行為責任を負う（ 掃除や文具購入等をしていたに
過ぎない事務職員 1 名の責任は否定。損益相殺等の
主張も認めず，
請求額 1705 万円全額を認容。）。
３ 本判決は，詐欺商法を敢行していた者らを「 一網打
尽 」にするものであり，現実の被害回復の可能性を著しく
前進させるものと思います。
荒井哲朗（東京）

貸金業者の株式会社しんわの組織的な違法取立行為を認めた事例
（大分地裁平成28年11月７日判決（確定））

１ 事案の概要
しんわが，消滅時効が完成した債務者に対し，債務名
義がないにもかかわらずこれがある旨の虚偽の事実を記
載した「 強制執行予告通知 」を送りつけ，困惑して電話
をしてきた債務者に対し，
「いくらでもいいからお金を入
れてくれ 」と申し向けて，
10 万円を支払わせた事案です。
債務者は，弁済の翌月に，
しんわから，約 47 万円の貸金
返還請求を提起されました（ 内訳：元金約 10 万円，利
息約 37 万円）
。
その後，筆者が受任し，消滅時効を援用するとともに，
20 万円の支払いを求める反訴を提起しました（内訳：返
済した 10 万円の取戻し，
弁護士費用 8 万 9800 円（法テ
ラス着手金 ）
，
慰謝料 1 万 0200 円）。
２ 判決内容
大分地裁は，
しんわは，組織的に強制執行通知を送付
するという脅迫的な言動による取立てをしており，社会通
念上許されない違法なものであると認定し，本訴請求を
棄却し，
反訴請求を全部認容しました。
３ 組織的な違法取立行為の認定の経緯
これまでは，消滅時効の援用を認めて，貸金業者の請
求を棄却する裁判例は多々ありましたが，筆者は，そこを
目標にするのではなく，返済した 10 万円の取戻しを中目
標，
さらに，
10 万円（ 弁護士費用と慰謝料 ）の支払いを
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大目標としました（ 倍返し）。しかし，大目標獲得は容易
ではないので，
しんわが組織的に行っていることの立証が
必要不可欠であると考えました。
しんわは，担当者が間違っただけという弁解をしたの
で，筆者は，
しんわが同様の取立てを行った事案がない
かを，消費者問題メーリングリスト（ＣＡＭ）で情報提供を
求めたところ，同様の取立てが複数あることが分かりまし
た。ただし，書証として裁判所に提出できる事例は１件し
かありませんでした。
筆者は，
しんわに，
時効管理に関するマニュアルの文書
提出命令を申し立てましたが，
しんわは，
「 全部口頭でやっ
ているので，存在しない」という不合理な弁明をしたため，
しんわの担当者２名の人証請求をしました。しかし，裁判
所は，
文書提出命令も人証請求も却下しました。
裁判所の消極的態度に不安を抱きましたが，判決文を
読んで，要するに，文書提出命令や人証請求を採用しな
くても，
しんわの組織的な違法取立行為は認定できるとい
う内容であり，
驚きました。
この判決をＣＡＭに投稿したところ，
しんわと同様の訴
訟を提起しているので，
判決を提供してほしいと複数の弁
護士から依頼されました。
玉木正明（大分県）
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文献・催事紹介
催 事 連続シンポジウム「地域で防ごう消費者被害」
１ 「地域で防ごう消費者被害 in 東京」 2017 年 2 月 25 日（土）13 時〜 16 時 00 分 ※実施済み
２ 「地域で防ごう消費者被害 in 大阪」 2017 年 3 月 25 日（土）13 時〜 16 時 30 分 場所 大阪弁護士会館 2 階 203・204 会議室
３ 「地域で防ごう消費者被害 in 愛知」 2017 年 4 月 1 日（土）13 時〜 16 時 30 分 場所 愛知県弁護士会館 5 階ホール
2016 年の消費者契約法，特定商取引法の改正の取組の経験から，
今後の被害予防・救済制度で成果を得るためには，地域での消費者団
体・高齢者団体等との連携が必要です。他団体との連携に向けた取組
の一つとしてシンポジウムを全国各地で開催します。そのスタートとして上

記 3 箇所で，河上正二内閣府消費者委員会委員長の基調講演と地域
の各団体の取組を報告してもらいます。勧誘規制や被害救済制度を前
進させ，
その実現に向けて，具体的な運動を全国で共有し，全国各地の
活動につなげていきたいと思っていますので，多くの参加をお願いします。

催 事 オーストラリアのフランチャイズ法制に学ぶフランチャイズ規制法の在り方
日 時
場 所
主 催
問合先

2017 年 4 月 7 日（金）18 時～ 20 時
弁護士会館 17 階 1701 会議室
日本弁護士連合会
日弁連人権第二課 電話 03-3580-9956

フランチャイズは我々の生活になくてはならないものとなっています。と
ころが，加盟店と本部とのトラブルは後を絶ちません。諸外国では，
フラン
チャイズの健全な発展のために，各国の実情に応じた規制法を制定して
いるところが多いのですが，
日本では規制法が極めて不十分です。独禁
法部会では，実効性のあるフランチャイズ規制法の制定を目指して活動
しており，2016 年はオーストラリアの法制度を調査しました。

そこで，
オーストラリアの調査結果を報告するとともに，加盟店・本部・
研究者という様々な立場から，我が国においてフランチャイズ規制法はど
うあるべきかを考えるシンポジウムを行います。本部と加盟店が共存共栄
できるという本来の制度となるよう充実した議論が期待されます。多くの
方々のご参加をお待ちしています。

催 事 シンポジウム「木造戸建住宅の耐震性は十分か? −熊本地震を契機として４号建築物の耐震基準を考える−」
日 時
場 所
主 催
問合先

2017 年 4 月 8 日（土）14 時～ 17 時 30 分
弁護士会館 2 階クレオＢＣ
日本弁護士連合会
日弁連人権第二課 TEL 03-3580-9932

2016 年 4月14日，16日に最大震度 7を観測した熊本地震では，深
刻な建物被害が発生しました。
今後，発生が確実視される大規模地震に備えて，熊本地震による建
物被害を契機に，現行の建築基準法令が定める安全性基準は遵守さ
れているのか，特に被害が大きかった木造戸建住宅（4 号建築物 ）に
ついて，現行基準は十分に機能しているか，現行基準では不十分ではな

いか等を今一度検討し，在るべき法制度を議論する必要があります。
そこで，本シンポジウムでは，熊本地震による建物被害の調査報告，
現行の建築基準法令の問題点に関する専門家の講演，パネルディスカ
ッションなどを通じて，大規模地震による建物被害に備えるための在るべ
き法制度について考えます。

催 事 第77回先物取引被害全国研究会･宮崎大会
日 時 2017 年 4 月 21 日（金）10 時～ 18 時
22 日（土）9 時～ 12 時
場 所 MRT ミック（〒 889-0001 宮崎県宮崎市橘通西 4 丁目 6 − 3）
問合先 弁護士 島幸明（西銀座法律事務所） TEL 03-3567-0301
初日午前には，五反章裕弁護士（ 東京 ）に詐欺的取引被害に関す
る実践的な講義をしていただきます。初日午後には，民法の大御所であ
る京都大学の山本敬三教授に，
「 不法行為法における『 権利又は法
律上保護される利益 』の侵害要件の現状と課題 」と題するご講演をお
願いしています。その他，恒例の弁護団報告，判決・和解報告など，投

資取引被害救済の最先端を学ぶことができます。是非多くの方のご参
加をお願いいたします。
なお，金融商品取引業者・商品先物取引業者等の代理をされている
方などについては，参加をお断りする場合がありますので，
ご了承ください。

編 ▪ 集 ▪ 後 ▪ 記 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
本来，私は 2016 年 6 月発行の 171 号の編集長
を行うはずでした。4 月末に記事選定会議を控えてい
たところ，未曽有の大震災が熊本を襲いました。事務
所と自宅は，いずれも書棚や食器棚等が倒れる程度の
被害で済みましたが，3 歳と生後 2 か月の子供たちを
連れて，避難所での生活を経験することになりました。
避難所では，ボランティアの皆さんが避難所運営に
尽力してくださり，不自由ながらも安心して生活する
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ことが出来ました。また，地震を機に近所の交流が生
まれ，SNS 等による情報支援や支援物資の輸送など，
外部からも多くの支援をいただきました。こうした人
の温かさは，私の活動の原動力となっています。
私を含め，熊本県弁護士会では，震災直後から益城，
西原，南阿蘇等での出張相談を開始し，被災者向けの
広報活動や，自然災害ガイドラインの登録支援専門家
など，被災者の生活の立て直しのために活動していま

す。
震災発生から約１年が過ぎようとしていますが，熊
本の復興はまだまだ途上であり，私たちに与えられた
使命はこれからです。震災に際して，ご支援いただき
ました皆様にはこの場を借りて御礼申し上げるととも
に，
今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
岡井将洋（熊本県）

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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