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連続シンポジウム「地域で防ごう 消費者被害」が，
東京，大阪，愛知で開催
大盛況で引き続き各地で開催予定
１

シンポジウム開催の趣旨等
2016年の消費者契約法，特定商取
引法（ 以下「 特商法 」という。）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，消費
者団体，
福祉関係機関，
高齢者団体等
との連携が必要であると痛感しました。
そこで，地域に根ざした高齢者団体
をはじめとする各団体 ･ 機関との連携
に向けた取組として「 地域で防ごう消
費者被害 in 〇〇 」と題した連続シン
ポジウムを全国各地で開催することとし，
まず，東京，大阪，愛知で開催しました。
諸団体との連携を目的としているため，
弁護士会，司法書士会，消費者団体を
はじめ，高齢者・福祉団体，国 ･ 地方
自治体の行政機関など多数の共催，後
援を得ているのも特徴です。
引き続き，
福岡，
札幌，
仙台，
金沢，
広島，
徳島で開催を予定しています。
₂ 「地域で防ごう消費者被害in東京」
（2017年2月25日）弁護士会館
参加者は約 150名でした。河上正二
東京大学大学院教授の基調講演では，
高齢者の消費者被害を予防するには
消費者教育だけでは限界があり，消費
者契約法や特商法の見直しによる被
害救済制度や集団的訴訟制度の活用
が重要であること，
とりわけ様々な団体
が連携して見守りを行っていくことが大
切であり，改正消費者安全法が定める
消費者安全確保地域協議会が形だけ

ではなく，
これを活用して地域が一丸と
なって動いていくことの重要性が指摘さ
れました。
続いて，薬袋真司会員（ 大阪 ）から，
迷惑電話対策装置，訪問販売お断りス
テッカーの説明があり，迷惑電話対策
装置に高い予防効果があることと海外
の状況の報告がありました。
その他，原野商法の被害事例が報
告された後，全国地域婦人団体連絡
協議会等 8団体から具体的な取組の
報告がありました。
最後に，東京シンポジウム実行委員
長の拝師德彦会員（ 千葉 ）から①地
域ネットワークの構築・拡充，②同様の
シンポジウムの開催，③訪問販売お断り
ステッカーの配布，など，今後の各地で
の取組の呼びかけがありました。
₃ 「地域で防ごう消費者被害in大阪」
（2017年3月25日）大阪弁護士会館
参加者は約 200名でした。中村新造
会員（第二東京）から，高齢者の次々
販売の深刻な事件報告がされ，河上教
授の特別講演と松尾善紀会員（大阪）
の被害防止のツールに関する基調報告
の後，
大阪府警察本部による分かりやす
い寸劇が行われ，
同本部や大阪府老人
クラブ連合会をはじめとする10の団体か
ら工夫された取組が紹介されました。
₄ 「地域で防ごう消費者被害in愛知」
愛知県弁護士会館
（2017年4月1日）
参加者は約 90名でした。河上教授，
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薬袋会員の基調講演のほか，上杉めぐ
み愛知大学准教授から，イギリスでの
訪問販売被害対策の状況について報
告があり，名古屋市から被害実態と取
組について報告がありました。
愛知県から報告された，全国に先駆
けて新たに設置された高齢者見守り
ネットワークづくりのための関係団体連
絡会議は今後の連携の取組として期
待ができます。
そのほか，信用金庫による高齢者の
振り込み制限，コンビニエンスストアによ
る見守り活動は事業者の取組として興
味深い内容でした。
₅ 今後の課題
この連続シンポジウムは各地の諸団
体が消費者被害の予防・早期発見に
向けて連携体制を構築するためのス
タートに過ぎません。シンポジウムの後は，
シンポジウムに関わった団体が連携を
維持強化し，協力して地域の関心の高
いテーマで次の取組課題につなげてい
くことを想定しています。シンポジウムを
きっかけに全国にこの動きを広げていく
ことが必要です。
消費者被害の予防救済のための
連携プロジェクトチーム
座長 野々山宏（京都）
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民法の成年年齢引下げに伴う
消費者被害に関する意見書
１ 成年年齢引き下げの動きが生じ
ている経緯と現在の状況
⑴ 民法の成年年齢を20歳から18歳
に引き下げようとする動きが急速に具体
化しています。2017年の通常国会での
法案上程は他の法案との関係で見送
られる見込みですが，近い国会で上程
される可能性が高まっています。
このまま単純に引き下げられれば，
18
歳・19歳の若者は，民法の「 未成年
者取消権 」を失うこととなり，若者の消
費者被害の拡大は避けられません。
⑵ 成年年齢引下げの動きは，
2007年
5月に成立した国民投票法が憲法改正
の国民投票権の年齢を18歳に定めた
ことが端緒です。この法律の附則には，
選挙権年齢や民法の成年年齢の引下
げも検討するよう定められていたため，
2008年 2月に民法の成年年齢引下げ
についての法制審議会が設置されまし
た。
同審議会は，有識者などの意見を聞
いて議論をした後，
2009年 10月，法務
大臣に対して，民法の成年年齢も18歳
に引き下げるのが適当であると答申しま
した。ただし，
「引下げの法整備を行う
には，若年者の自立を促すような施策
や消費者被害の拡大のおそれ等の問
題点の解決に資する施策が実現される
ことが必要 」とし，引下げの時期も「 関
係施策の効果等の若年者を中心とす
る国民への浸透の程度やそれについ
ての国民の意識を踏まえ」，国会の判
断に委ねるべきとしました。
その後，
2015年 6月の公職選挙法改
正により選挙権年齢は18歳となり，実際
に2016年 7月の参議院議員選挙で18
歳の選挙権が実現しました。そして，民
法の成年年齢引下げの動きも急速に
具体化してきました。
⑶ 法務省は2016年 9月に民法の成
年年齢引下げを前提として施行方法に
ついてのパブリックコメントを行いましたが，
消費者被害拡大の懸念などから，そも
そも引下げ自体に反対ないし慎重という
意見が多数を占めました。
一方，同年 9月，内閣府消費者委員
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会に成年年齢引下げ問題のワーキング
グループが設置され，引き下げられた場
合に成人になる者の消費者被害の防
止・救済のための対応策について，関
係諸団体や有識者からヒヤリングを重
ねて，
2017年 1月に報告書が消費者庁
宛てに提出されています。この報告書
では，若年者の消費者被害の実態を明
らかにした上で，新たに成年となる18歳，
19歳の消費者被害の防止・救済のた
めに，
消費者教育の充実や制度整備等
（ 消費者契約法の改正，特商法の執
行強化，消費者被害対応の充実など）
の検討が必要としています。
₂ 日弁連の意見書について
⑴ 日弁 連 は，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 」で，引下げについては「 慎重
であるべき」
という意見を公表しています
（ 詳細は本誌 170号参照）。
さらに，上記の引下げの具体化の動
きを踏まえて，従来の立場を維持しなが
ら，消費者被害への懸念という視点か
ら，
2017年 2月16日付け「 民法の成年
年齢引下げに伴う消費者被害に関す
る意見書」
（ 以下「本意見書」という。）
を改めて公表しました。
⑵ 本意見書では，そもそも法制審が
求めている若年者保護の施策は実現
しておらず，引下げ自体に依然慎重で
あるべきことを指摘した上で，仮に引き
下げられた場合の必要不可欠な施策と
して以下の内容を提言しています。
ア 民法の成年年齢引下げについて
は，
現時点においても慎重であるべき。
イ 仮に引き下げる場合であっても，
少な
くとも，以下の法改正が引下げと同時
に行われることが必要不可欠。
ア 消費者契約法改正
事業者が消費者の判断力，知識，
経験等の不足につけ込んで締結さ
せた契約の取消。
イ 特定商取引法改正
① 18 ・19歳の若年者の特定商
取引（ 通信販売及び連鎖販売取
引を除く。）について，事業者に知
識，経験，財産状況に照らして不

適当でないことの確認義務を課し，
不適当である者への勧誘を禁止。
若年者が事業者から勧誘を受
けた契約について原則として取消
権付与。
事業者 が 確認義務 の 履行に
よって当該若年者が不適当でない
ことを適切に確認した場合は取り
消せないものとする。
② 18・19歳の若年者の通信販
売（ 高額でない一定金額以下の
取引を除く。
）について，事業者に
知識，経験，財産状況に照らして
不適当でないことの確認義務を課
し，
不適当である者との契約を禁止。
若年者に原則として取消権付
与。
事業者 が 確認義務 の 履行に
よって当該若年者が不適当でない
ことを適切に確認した場合は取り
消せないものとする。
③ 18・19歳の若年者の連鎖販
売契約の取消権の創設。
ウ 割賦販売法・貸金業法改正
18・19歳の若年者 がクレジット契
約や貸金をする際の資力要件及び
確認方法の厳格化。
ウ 消費者教育については，
消費者教
育推進法の趣旨に則った消費者教
育の内容及び体制の充実を図り，質
的量的な抜本的な見直しを行う。
エ 仮に法改正がなされた場合，施行
時期について，上記イの周知及びウ
の施策の効果の浸透が確保されるよ
う十分な期間を置く。
₃ まとめ
成年年齢引下げ問題は国民生活に
大きな影響を及ぼし，
また，若年者の深
刻な消費者被害を拡大させてしまうとい
うとても重要な問題です。しかし，今の
ところ国民の間ではこの問題への関心
が高いとは言えません。引き続き問題の
大きさと対応の必要性を社会一般に周
知していくことが重要です。
成年年齢引下げ問題
対応プロジェクトチーム
座長 平澤慎一（東京）
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財産開示制度の改正等民事執行制度の強化に伴う
債務者の最低生活保障のための
差押禁止債権制度の見直しに関する提言
１

法制審議会民事執行法部会での
改正の議論
2016年に開始された法制審議会民
事執行法部会では，民事執行を強化
するため，現行の財産開示制度を改正
し，新たに第三者に対する照会制度を
設けることが検討されています。これま
で，民事訴訟により判決を獲得しながら
も，債務者が財産開示に協力しないた
め，債務者財産の捕捉が十分できず，
現実の回収が困難だった事案について
も，第三者を通じて債務者財産を探知
できるようにしようとするものです。
このように第三者照会制度が導入さ
れれば，債務者財産の捕捉される率が
高まり，
強制執行がより容易になって，
実
際に執行される例が増加するものと思
われます。
₂ 債権執行における過酷執行の可
能性
民事執行法が改正され，債権者の
権利実現の実効性が高くなることは歓
迎すべきことですが，他方で，無資力の
債務者が生存権を侵害されるような，
過
酷な執行に晒されることのないよう，
次の
ような配慮をすることが必要になります。
1つは給与等債権の差押禁止範囲
の問題です。現在の民事執行法では，
給与の額がいくらであろうと差押禁止
債権の範囲は4分の3までとされている
ため，必ず 4分の1の額は差押えられて
しまいます。その結果，給与の額が極
めて低い場合，差押禁止の範囲だけで
は生活保護基準を下回ってしまうような
ときでも，
4分の1の差押がされることに
なり，債務者の生存権を侵害するような
過酷な強制執行が行われることになりま
す。それを避けるために債務者が生活
保護等を受けるというのでは，私人の債
務名義の満足のために税金が使われ
ることになり，それもまた問題のあるとこ
ろだと思われます。

2つ目は，現在，差押禁止債権とされ
ている，例えば生活保護の給付金や年
金，給与の4分の3に当たる金銭なども，
一たび銀行口座に振り込まれてしまうと，
その性質が預金債権に変わって，全
額が差押えの対象となるということです。
上記のような定期的給付金は，銀行口
座への自動振込による支払いが普通で
す。したがって，差押禁止債権といって
も，債務者が現実に把握できるときには
全額が差押えの対象となってしまうこと
になります。もともと定期的給付金が差
押禁止債権とされる理由には，債務者
の生活を支えるのに不可欠な資金であ
るから，
ということがあり，
こうした債権を
法的性質が預金債権に変じたから，
と
いう理由で一律に全額が差押可能とす
ることは，これもまた債務者の生存権を
侵害しかねない過酷執行となり得ます。
₃ 提言の骨子
⑴ 給与債権等の最低額保障の制度
上記のような問題点を踏まえて，
日弁
連では，
今回の民事執行法の改正に当
たっては，過酷執行を防止するために，
給与等債権に関し，
最低額は差押禁止
とする制度を設けるよう標記提言をまと
め，
2017年 1月27日に法務大臣へ提出
しました。もっとも，会内にも様々な意見
があり，最終的には提言の理由として，
債務者 1人についてだけ最低額を考慮
すべきか，あるいは国税徴収法施行令
に倣い，扶養する家族の数なども勘案
する制度にすべきかの両意見を紹介す
るにとどめ，提言の趣旨としては抽象的
に制度創設を求める内容となりました。
⑵ 預金債権に変じた差押禁止債権
の執行を禁ずる制度
本来，差押禁止債権であるものが，
預金に自動振込されることでその法的
性格が全額預金債権に変わる結果，
差
押えが可能となってしまうことについて
は，
次のような2つの制度の提言をしまし
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た。
① 預金債権に変じた後も，本来差押
禁止であった債権の性質をそのまま尊
重し，債務者から，その預金債権に差
押禁止債権が混ざっていることの疎明
がされれば，裁判所が直ちに，当該差
押えがされた日から次に同じ定期給付
金が振り込まれる日までの間の日数をそ
の日割り額に乗じた額について，差押え
を解除するというものです。これは，現
在は，民事執行法 153条が，
申立てによ
り，債務者及び債権者の生活の状況そ
の他の事情を考慮して差押命令の全
部又は一部を取り消すことができるとし
ているものを，
より一層簡便かつ迅速に，
債務者の生活を保障するため必要な
資金を確保させるための制度です。
② 銀行に，
差押禁止債権のみを入金
する預金口座を作り，その預金債権に
ついては，全額差押えを禁止するという
ものです。いわゆる差押禁止専用口座
の導入です。預金口座の名義人自身も，
一度その口座から出金したら，再びそ
の口座に戻すことはできず，入金につい
ては，
厳重な管理がなされます。その代
わり，その口座内の額は全て差押禁止
債権が変容したものであることが証明
でき，
差押禁止とされます。
₄ 最後に
日弁連内では民事執行制度の強化
を求める意見が強く，過酷執行防止に
ついては消極的な意見も出されました。
しかし，債務者の最低限の権利は確
保されているという状況があるからこそ，
債権者はそれ以外の部分に強い手段
を用いて迫ることが許されるという関係
に立つものと思われます。その意味で，
過酷執行防止は，執行強化を裏から支
える制度と位置付けることが可能と考え
ます。
民事司法制度プロジェクトチーム
座長 大迫惠美子（東京）
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ステルスマーケティングの規制に関する意見書
１ 無意識のうちにコントロールさ
れる消費者
東京駅で弁当を買うとき，
どれを選ぶ
か迷うことはありませんか？ ウィンドウの
サンプルを見ると「 今，
これが売れてい
ます！」と表示されていることがあります。
「 一番売れている弁当だから，
きっと美
味しいのだろう。
」そう思ってつい買って
しまいます。しかし，一番売れているか
らといって，他と比べて美味しいとか，値
段と比べてお買い得だという保証はあり
ません。
私たち消費者は，必ずしも，商品につ
いての十分な情報を持ち合わせてはい
ません。まして，常に正しい選択などで
きるはずもありません。そういうとき，他
人の選択を参考にすることがあります。
このように，自己の意思決定が他人の
行動に影響される心理を社会的証明と
いいます。
行列のできるラーメン店は，
おそらく美
味しい店でしょう。しかし，
その行列がサ
クラだったらどうでしょう。社会的証明の
原理を悪用すると，商品の品質を上げ
ず，
価格も下げず，
好意的な評判を作出
することで売上を伸ばすことができます。
これは，消費者の利益に反する行為で
すし，
公正な市場を害する行為です。
ここで重要なのは，
そのお店やサービ
ス，商品を推奨する主体が，利害関係
のない中立的な第三者を装っていると
いう点です。このラーメンは美味しいで
す，
と言っているのが売り手自身であれ
ば，
それは単なる宣伝です。売りたいが
ゆえに良い話をしているだけだという可
能性がありますし，消費者にもそれが分
かります。ところが，利害関係のない中
立的な第三者を装って推奨する場合は，
宣伝ではなく口コミとして認識されること
になるため，消費者の選択に与える影
響が格段に増すのです。
いわゆるステルスマーケティング（ス
テマ）
とは，
「 消費者に宣伝と気づかれ
ないようにされる宣伝行為 」のことをい
います。
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グルメの口コミサイトで，飲食店から依
頼を受けた業者が顧客になりすまして
当該飲食店を推奨する書き込みをした
事件をご記憶の方も多いでしょう。
ネット上では，中立的な第三者になり
すますことが容易なので，相当な数のス
テマが氾濫しているはずです。しかし，
ステマはネット上だけの問題ではありま
せん。最近でも，編集協力費名目で金
銭を渡して自社製品に好意的な記事を
雑誌に書かせたという報道がありました。
₂ なりすまし型と利益提供秘匿型
景品表示法（ 以下「 景表法 」とい
う。）は「 一般消費者による自主的か
つ合理的な選択を阻害するおそれのあ
る行為 」
（同法第 1条 ）を規制する法
律です。ステマはまさに一般消費者の
自主的かつ合理的な選択を阻害する
マーケティング手法ですから，この法律
によって規制すべきものです。
景表法第 5条は第 1号でいわゆる優
良誤認（ 商品又は役務の品質，規格
その他の内容についての不当表示 ）を，
第 2号でいわゆる有利誤認（「 商品又
は役務の価格その他の取引条件につ
いての不当表示 ）を規制対象としてい
ます。そして，第 3号で，優良誤認にも
有利誤認にも該当しない不当表示の類
型を，内閣総理大臣が指定することとし
ています。課徴金の対象行為となるの
は優良誤認と有利誤認だけですが，第
３号の違反行為も措置命令の対象に
はなります。
日弁連が 2017年 2月16日に公表した
標記意見書では，ステマ行為を①事業
者が自ら表示しているにもかかわらず，
第三者が表示しているかのように誤認
させるもの（なりすまし型）
と，②事業者
が第三者に金銭の支払その他の経済
的利益を提供して表示させているにも
かかわらず，
その事実を表示しないもの
（利益提供秘匿型）に分類しました。こ
の両方を内閣総理大臣の指定に追加
せよというのが今回の意見の趣旨です。
なりすまし型の典型例は，口コミサイ

ト，
ブログ，
ウェブサイト，
ＳＮＳ等において，
事業者自らが書き込みをしているにもか
かわらず，
そのことを隠して，
顧客などの
第三者が書き込みをしたかのように装う
といったものです。
利益提供秘匿型は，経済的利益を
秘密裏に提供して，都合の良い推奨
記事等を第三者に書かせる行為です。
利益提供秘匿型として，意見書は次の
3つの例を挙げました。
① 事業者が，有名ブロガーに商品や
役務を推奨するブログを掲載させるに
当たり，当該ブロガーに報酬を支払って
いるにもかかわらず，
報酬の支払につい
ての表示がない場合。
② 研究機関の研究成果を引用して，
商品を推奨する表示をする場合におい
て，事業者が当該研究機関に研究協
力費を支払っているにもかかわらず，そ
の事実の表示がないとき。
③ 雑誌等において，
事業者が執筆者
や出版者に取材協力費等の名目で金
銭その他の経済的利益を提供している
のに，そのことを明示せずに，商品又は
役務を推奨する記事を掲載させる行為。
こうした推奨記事等は事業者の意を
受けて書かれた，
いわば歪められた口コ
ミであり，
なりすまし型と同様に排除され
なければなりません。
₃ 今後の課題
ステマに関しては，体験談の体裁を
とった推奨記事がどこまで許されるかと
いった規制の外延の問題や，ステマ行
為をどのように発見するのかといった問
題も残されています。
いずれにせよ，
以前からステマを規制
する法制度が整備されている欧米に比
べ，日本が遅れをとっていることは明ら
かです。まずは，早急に景表法の告示
を定めて，ステマが違法なものであるこ
とをはっきりさせなければなりません。
電子商取引・ネットワーク部会
副委員長 土井裕明（滋賀）
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「公益通報者保護法の実効性の向上に関する検討会
最終報告書 」に関する意見書
１ 「公益通報者保護法の実効性の
向上に関する検討会最終報告書」
の経緯
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 」を設置して審議を行い，第
1次報告書をまとめました。さらに，
2016
年 4月，同検討会の下に「ワーキンググ
ループ」を設置して，第 1次報告書にお
いて示された法改正に係る各論点につ
いて審議を行い，ワーキンググループ報
告書を作成しました。同検討会は上記
各報告書を踏まえて改めて審議を行い，
2016年 12月，
「 最終とりまとめ」をし，こ
れら全体を合わせた「 最終報告書 」を
公表しました。これを受けて，
日弁連は，
2017年 1月27日付 けで 標記意見書を
取りまとめ，主に「 最終とりまとめ」及び
ワーキンググループ報告書について提
言しました。概要は以下のとおりです。
₂ 最終とりまとめについての意見
最終報告書は，全体として，公益通
報者保護法の制度的手当が必要であ
ることを示していて，
「 肯定的意見が多
かった」との記載もありますが，両論併
記の上「～の方向で検討する必要が
ある」「 逐条解説等で具体的に示す 」
「 逐条解説やガイドライン等における記
載を拡充する」など更なる課題を積み
残したままになっています。
そこで，
日弁連は，
提言内容の実施に
当たり，制度の運用改善により早期に対
応可能なものについては，早急にその
実現を図るべきであり，他方，法改正が
必要なものについては，
これまでの検討
により既に相当程度明確になってきてい
るのであるから，具体的な改正時期を
定めて，可及的速やかに改正を進める
ことを要請しました。また，公益通報者
保護制度の実効性を向上させるために，
消費者庁がより司令塔的な役割を発揮
していくことを提言しました。
₃ ワーキンググループ報告書につ
いての意見
⑴ 不利益取扱いを民事上違法とす
る効果の要件について
ア 通報者の範囲
通報者の範囲を「 労働者 」に限
らず，退職者，会社役員や法人理事

は，一般に公表することを前提とする
等及び役員等であった者，継続的又
名誉棄損の違法性阻却事由の要件
は請負契約関係にある取引先事業
として裁判例が積み上げられたもの
者あるいはあった者も含めるべきこと，
と同じ水準を求めるものとなっており，
「 労働者 」の定義については労働
裁判例においても，通報者にとって
契約のみならず労働契約に類似した
真実相当性の要件の立証は重い負
契約関係に基づき，賃金・給料その
担となっています。とりわけ2号通報
他これに準ずる支払いがなされる者
先の行政機関には守秘義務が課さ
とすべきと提言しました。
れており，直ちに企業に不利益が生
イ 通報対象事実の範囲
じる懸念もないことから，通報者が安
最終的に刑事罰の担保が付され
心して通報できるようにするため，
1号
ていない法律違反もあり，通報事例
通報と同じく「 思料した場合 」か，
少
の中に障害者虐待防止法やパート
な
く
と
も，
「
思料したこ
とが相当である
タイム労働法違反などで軽微とはい
場合 」としてその要件を緩和すべき
えない事例や，パワハラやセクハラな
と提言しました。
ど，業法においては違法との規定は
⑵ その他の効果及びその要件につ
ないが，民事不法行為を構成すると
いて
される行為もあることから，通報対象
ア 不利益取扱いに対する行政措置
事実の「 最終的に刑事罰の担保が
及び刑事罰を設けることについて
ある法律違反 」という限定を外し，単
通報者は公益通報者保護法によ
に「 法令違反行為」とすべきこと，
及
る不利益取扱いの禁止規定のほか，
び現行法は政令列挙方式を採用し
労働契約法等の規定，更には一般
ていますが，指定法律は多数に及ぶ
法理による保護を受けることが可能
ものの網羅的でなく，通報者にとって
ですが，
これらを前提とした訴訟によ
保護の対象が分かりにくいことから
る救済だけでは，通報者への不利益
廃止すべきと提言しました。
取扱いの抑止には不十分であること
ウ 法第 5条第 1項及び第 2項の「そ
から，通報者に対する不利益取扱い
の他不利益な取扱い」の範囲
に対する命令・勧告・公表などの行
不利益取扱については「 降格，
政措置を規定し，それにも従わない
減給 」が例示として規定されている
場合に処分権者に刑事罰を導入す
だけで，公益通報を促すためには，
べきと提言しました。
不利益取扱とされる場合をより具体
イ 内部資料持出しに係る責任の減
的に明確化すべきと提言しました。
免について
エ 通報と不利益取扱いとの因果関
公益通報を行うには，通報対象事
係についての立証責任の緩和等
実の違法性を指摘することが必要で
現行法では，不利益な取扱いを受
あり，通報対象事実の真実性を裏付
けた公益通報者が保護を求めるには，
ける資料として，
内部資料の持ち出し
公益通報者において当該取扱いが
等が必要となります。そこで，公益通
公益通報をしたことを理由としてなさ
報を目的とする内部資料の持ち出し
れたことを証明しなければなりません
に係る民事上の責任について，内部
が，事業者には人事裁量権が認めら
資料の持出しを理由とする不利益取
れていることから，公益通報者におい
扱いから通報者を保護する規定を設
て因果関係を証明することは容易で
け，刑事上の責任についても同様の
はありません（オリンパス不当配転事
理由から，持出し行為は刑法第 35条
件など）
。そこで，
保護される公益通報
の正当行為に該当し違法性阻却さ
と不利益取扱いとの因果関係を推定
れることを明記すべきと提言しました。
する規定を導入すべきと提言しました。
オ 外部通報への要件について
ＰＬ・公益通報部会
行政機関への通報（2号通報）に
副委員長 林尚美（大阪）
ついて，
現行法の真実相当性の要件
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事件情報

旭川

クレジット名義貸し事件で不実告知を理由とした契約取消し・抗弁接続を認めて
原審に差し戻した事例（最高裁平成29年2月21日判決）

クレジット名義貸し事件は昭和の時代から繰り返し発生し
しました。
てきましたが，販売業者の虚偽説明を信じて電話応答した
抗弁接続の主張については，加盟店がクレジット契約
名義人について，
不実告知取消しと抗弁接続の主張を認め
の勧誘や取次ぎの媒介を行っていることに着目して不実
る解釈を示した画期的な最高裁判決です。
告知取消しを認めた改正法の趣旨を踏まえれば，名義人
１ 事案の概要
が保護に値しない者ということはできないとし，名義貸しに
本件は，販売業者から「 高齢の顧客が布団を買うの
応じた動機やその経緯を前提としてもなお抗弁を対抗す
にローンを組めないので名前を貸してほしい。支払は責
ることが信義に反するか否か等につき更に審理を尽くさ
任をもってうちが支払うから絶対に迷惑はかけない。」と
せるため，
原審に差し戻すとしました。
依頼された消費者が電話意思確認に応答したが，実態
４ 本判決の意義
は，
資金繰りに窮した販売業者が空売り名義貸しにより立
本件は，
クレジット名義貸し事案について，改正後契約
替金を不正取得したもので，割賦金を数回支払った後破
者に個別クレジット契約の不実告知取消し（割販法第 35
産した典型的なクレジット名義貸し事件です。
条の3の13）の適用を認めた初めての最高裁判決です。
信販会社は，本件立替払契約に基づいて立替残金の
従来の裁判例の多くは，名義人が電話確認において
支払いを求める訴訟を提起し，顧客らは，平成 20年改正
虚偽の応答し，
信販会社がそれを信用して立替払いを実
後の割販法が適用されるものについては同法第 35条の
行した立場であることを捉え，名義人が信販会社に対し
3の13所定の不実告知を理由とする取消し，上記改正前
表示責任を負うべきだとする判断が支配的でした。本判
の割販法（旧割販法 ）が適用されるものについては，旧
決は，
個別クレジット契約の加盟店はクレジット契約の勧誘
割販法第 30条の4所定の抗弁の対抗などを主張しまし
や申込書の作成などの媒介行為を依頼された者であると
た。信販会社はジャックス（最高裁平成 27年（受）659号）
する改正法の捉え方を採用し，
媒介者である加盟店が名
とオリエントコーポレーション（同 660号 ）
，平成 20年改正
義人に対し不実告知を行ったときは，個別クレジット契約
前の契約者が 3名，
改正後が 34名です。
の取消しができると判断しました。
２ 訴訟経過
改正前契約者については，売買契約の実体がない虚
第 1審判決（ 旭川地判平 26・3・28，
判タ1422号 120頁）
偽表示無効であることを名義人から信販会社に主張する
は，改正後契約者について，名義貸し事案における「 支
ことができるかが争点となりました。
払負担を不要とする旨の説明 」は，割販法第 35条の3の
従来の裁判例は，商品購入の事実がないのに購入し
13の不実告知の対象に含まれ，
これを誤信した顧客はク
た旨の虚偽の応答をした名義人は，後日になって商品購
レジット契約の取消しができると判断し，改正前契約者に
入の事実がないと主張することは信義則に反するから抗
ついては，虚偽表示により無効であることを抗弁主張する
弁主張は許されないとする判断が多数でした。本判決は，
ことは，
信義則に反するものではないと判断しました。
個別クレジット契約の媒介者である加盟店が虚偽説明に
原審（ 札幌高判平 26・12・18，
判タ1422号 111頁）は，
より名義貸しを依頼した場合は，
これを誤認した名義人は
第 1審判決を破棄し，不実告知取消しについては，販売
契約取消しの保護を受けるべき対象者であり，抗弁接続
店は分割金を支払う意思が全くないのに補填する約束を
の主張が信義則違反になるかどうかも原則として保護さ
したわけではないから虚偽の説明ではない，高齢者との
れる対象者として捉えるべきだと判断しました。加盟店の
売買契約や引渡しが実在していると告げている点は購
違法勧誘行為による損害は，
媒介を委託した事業者が負
入者の判断に影響を及ぼす重要事項には当たらないとし
担すべきであるという消費者契約法第 5条の考え方です。
ました。抗弁接続については，購入者は確認電話に対し
ダンシング事件の大阪高判平 16・4・16（ 消費者法判
契約締結の意思があることや商品を受け取っていること
例百選 102頁 ）や広島高岡山支判平 18・1・31（ 判タ
を回答している点で背信性があるので，抗弁主張は信義
1216号 162頁 ）は，抗弁対抗を主張することが信義則に
則に反し許されないと判断しました。
反するとして制限されるのは，
クレジット契約の不正利用に
３ 本判決（ 金融・商事判例 1513号 16頁 ）の内容
よって信販会社に損害を及ぼすことを認識しながら積極
本判決は，
原判決を全部破棄し差戻しました。
的に加担したような背信的事情がある場合をいうとの判
不実告知による契約取消しの主張については，
クレジッ
断を示しましたが，
本件の差戻し審では，
媒介者の法理を
ト名義貸しであっても，契約締結の媒介行為を行う販売
根拠に同様な解釈基準を獲得することが課題となります。
業者による不実告知があった場合にはクレジット契約の取
本判決は，名義貸し事件だけでなく個別クレジットを利
消しを認めることができるとした上で，
ローンを組めない高
用した悪質商法被害全般に広く活用することが期待され
齢者のためであり売買契約や商品の引渡しが実在するこ
ます。
とや，支払については絶対に迷惑は掛けないなどと告げ
池本誠司（埼玉）
ることは，判断に影響を及ぼす重要事項に当たると判断
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京都

不特定多数の消費者に向けたチラシの配布が，
「勧誘」に該当し得るとした事例
（消費者契約法第12条第1項及び第2項）（最高裁平成29年1月24日判決（確定））

１ 事案の概要
本件は，適格消費者団体京都消費者契約ネットワー
ク（KCCN）が，健康食品の販売会社であるサン・クロレ
ラ販売株式会社（サン・クロレラ社 ）に対し，腰部脊柱管
狭窄症や肺気腫が改善する等クロレラの効果効能を謳っ
た新聞折込みチラシ（ 以下「 本件チラシ」という。）が優
良誤認表示（ 現景品表示法第 30条第 1項第 1号 ）ない
し不実告知（ 消費者契約法（ 以下「 消契法 」という。）
第 12条第 1項・第 4条第 1項第 1号 ）に該当するとして，
差止めを求めたものです。
第一審の京都地裁は，本件チラシの配布主体がサン・
クロレラ社であると認定した上で，医薬品的な効能効果
を表示した本件チラシの配布行為は景品表示法第 10条
（当時 ）の優良誤認表示に当たるとして，
KCCN の請求
を認容しました。控訴審の大阪高裁は，チラシの配布主
体がサン・クロレラ社であったことは認めたものの，遅くとも
平成 27年 1月23日以降，本件チラシが配布されていない
こと等から差止めの必要性がないとしてサン・クロレラ社
の控訴を認容しました。その上で，不特定多数を対象と
するチラシの配布行為は消契法第 12条の「 勧誘 」には
当たらないと判示して，
第一審判決を取り消しました。
最高裁も原審同様，差止めの必要性がないとして
KCCN の上告を棄却しましたが，不特定多数の消費者
に向けた働きかけであっても「 勧誘 」要件に該当し得る
ことを明示しました（以下「 本判決 」という。）。
２ 裁判所の判断
本判決は，
「 勧誘 」要件の解釈を行うに当たり，消契
法第 1条，
第 4条第 1項ないし第 3項，
第 5項，
及び第 12条
の趣旨目的に言及した上で，
「 事業者が，その記載内容
全体から判断して消費者が当該事業者の商品等の内容
や取引条件その他これらの取引に関する事項を具体的
に認識し得るような新聞広告により不特定多数の消費者
に向けて働きかけを行うときは，当該働きかけが個別の消
費者の意思形成に直接影響を与えることもあり得るから，
事業者等が不特定多数の消費者に向けて働きかけを行
う場合を上記各規定にいう『 勧誘 』に当たらないとして
その適用対象から一律に除外することは，上記の法の趣
旨目的に照らし相当とはいい難い。」とし，結論として不特
定多数の消費者に向けられた表示も「 勧誘 」に該当し
得るとしました。
３ 本判決の射程
⑴ 商品等の内容や取引条件その他これらの取引に関
する事項の表示
当該事業者の商品等の内容や取引条件等に関す
る事項を具体的に認識し得るような広告は，消費者の
意思形成に直接影響を与え得るものであり，
「 勧誘 」
に該当すると考えるべきと言えます。例えば，商品の仕
様，価格，契約条件等を掲載したインターネット広告や，
これらを表示，
説明するテレビショッピング等です。こうし
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た事例では，表示閲覧後の対面取引が予定されてお
らず，当該表示のみで商品購入の判断を行う消費者
がほとんどであろうことから，消費者への意思形成にお
ける直接的影響が大きいといえます。
⑵ 広告上に商品の内容，
価格等の記載がない場合
この場合も「 勧誘 」に該当し得ると考えられます。
本判決が着目しているのは，
「当該働きかけが個別の
消費者の意思形成に直接影響を与える」か否かです
ので（ 以下「 影響基準 」という。）
，
その判断において
は，商品情報の記載の有無という形式的な基準を用い
るべきではありません。本事例もチラシ上に商品の記
載がない事例でした。
⑶  「 重要事項 」
（消契法第 4条第 4項）に当たらないよ
うな事項に関する事実のみが記載されている広告等
この場合には，
「 勧誘 」に該当しない可能性がある
とする見解があります。
しかし，本判決の基準によると，重要なのは，個別の
消費者の意思形成への影響の大きさですから，
「重要
事項 」の記載の有無により形式的に「 勧誘 」該当性
が判断できるわけではありません。また，本判決は，第
4条第 1項ないし第 3項，第 5項，及び第 12条に言及し，
これに続く理由部分で「 勧誘 」についてこれら規定を
一括して論じているから，告知すべき「 重要事実 」の
記載が無いことが消費者の誤認を惹起している不利
益事実の不告知のケースも射程に置いているものと考
えます。前記「 勧誘に該当しない」との見解では，当
該ケースを説明できないと思います。
⑷ 事業者からの「働きかけ」
の強弱を基準とする考え方
不当勧誘取消しにおいて，事業者から消費者への
「 働きかけ」の強さが「 勧誘 」要件該当性に影響す
るとの考え方があります。例えば，
インターネット広告は
「 消費者が自らリサーチして情報を集める一面もある
ことから，事業者からの働きかけが必ずしも強いもので
はない」と言います。
しかし，影響基準は，
「 個々の消費者 」，すなわち個
別の情報の受け手の意思形成への影響の大きさを基
準とする点に特徴があるのであって，発信者側の「 働
きかけ」の強さを基準としているわけではありません。
また，
このような考え方は，
インターネット通信販売におい
て，
虚偽の表示が氾濫し，
多くの苦情，
相談が寄せられ
ている現状と乖離します。
４ 本判決の意義
従前，
法第 4条の「勧誘」要件に，
不特定多数の消費
者を対象とする広告，チラシの配布等が含まれるか否か
をめぐっては，
これが含まれないとする見解と含まれるとす
る見解が対立し，下級審裁判例でも判断が分かれていま
した。本判決は，この争点につき最高裁として初の判断
を示したものであり，
実務に与える影響は大きいと言えます。
志部淳之介（京都）
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文献・催事紹介
催 事 シンポジウム「ちょっと待って! 民法改正! 知っていますか? 成年年齢が20歳から18歳に?!」
日 時
場 所
主 催
問合先

2017 年 6 月 1 日（木）18 時～ 20 時 30 分
弁護士会館 17 階 1701 会議室
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会人権第二課 03-3580-9512

民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正の動きが具
体化しています。しかし，成年年齢の引下げに伴って生じる問題やそもそ
も引き下げる必要があるのかについて，国民の間で十分な議論がされて
いるとはいえません。
特に，成年年齢が引き下げられると，18歳・19歳の若者が未成年者
取消権を失い，若年者に消費者被害が拡大すると予想されます。それに

もかかわらず，救済策や防止策は整備されておらず，国民に問題意識が
浸透しているとすらいえない状況です。
そこで，成年年齢の引下げにより生じ得る若年者の消費者被害及び
その対策に関する問題点と課題を明らかにするため，上記の要領でシン
ポジウムを開催いたします。是非ご参加ください。

催 事 第28回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー
「旅行を巡る消費者問題」
日 時 2017 年７月１日（土）13 時～ 17 時
場 所 日比谷コンベンションホール（日比谷図書文化館地下１階・千代田区日比谷公園１番４号）
事前申込 要（定員 170 名）
プログラム 基調講演
森嶋秀紀氏（富山大学経済学部経営法学科准教授）
鈴木尉久会員（兵庫県弁護士会）
パネルディスカッション
上記基調講演者２名，石田 緑氏（東京都消費生活総合センター主任相談員）
コーディネーター
飯田 修（日弁連消費者問題対策委員会委員）
問合先 日本弁護士連合会人権第二課 03-3580-9509
毎年恒例の夏期セミナーですが，今年は，東京にて旅行をテーマにす
ることになりました。旅行業者の倒産が問題となる中，旅行契約，旅行
業法の基本的な枠組みなどの基本的事項のほか，業者の怠慢や破産

など不可抗力とはいえない事情で契約通りの旅程が提供されないケース，
解約の際キャンセル料を請求されるケースなど，消費者が直面し得る問
題について取り上げたいと考えています。

催 事 連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in福岡」
日 時
場 所
主 催
問合先

2017 年６月 17 日（土）13 時～ 16 時
ＩＰホテル福岡（インペリアルパレスシティホテル福岡）
（地下鉄中洲川端駅すぐ）
日本弁護士連合会，福岡県弁護士会
日本弁護士連合会人権第二課 03-3580-9507
福岡県弁護士会 092-741-6416（代表）

消費者団体をはじめ，福祉関係機関，高齢者団体等との連携を図り，
地域で消費者被害を防ぐという認識を共有するために，他団体と協力し
て全国各地で開催されている連続シンポジウムです。東京，大阪，愛知

では既に開催されていますが（ 本誌 1面参照 ）
，この度，福岡でも開催
することになりました。皆さん奮ってお越しください。

案 内 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

編 ▪ 集 ▪ 後 ▪ 記 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
本ニュースの発行を担当している「 ニュース出版
苦労しているところです。2017年の夏期消費者セミ
部会 」は，毎年 7月に「 夏期消費者セミナー」を企画・
ナーも，2016年秋から検討を始め，ようやくこの 2月に
実施しています。第 1回は 1988年に開催され，2017年
「 旅行を巡る消費者問題 」を取り上げてみようという
ことになりました。
は，第 28回となります。消費者問題対策委員会の 15
こうして準備を始めていた矢先の 3月 27日，格安旅
の部会の中にあって，唯一，個別課題を持たないのが
当部会のため，夏期消費者セミナーのテーマも，なる
行会社「 てるみくらぶ」が東京地裁に破産申立をした
べく幅広い観点から取り上げようとしています。ただ， とのニュースが飛び込んできました。一般旅行者に
毎年のことなので，近年は，テーマ決めに部会員一同
対する債務は 3万件以上に及び負債総額は 151億円と
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のことでした。
実は，当部会には「 夏期セミナーで取り上げたテー
マは，半年後に社会問題化する。」との部会伝説（？）
があり，2017年も期せずして社会の注目を集めるテー
マとなりました。
今年も多くの皆様のご参加をお待ちしています。
末吉宜子（ 東京 ）

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。）

日弁連 消費者問題ニュース176号
（2017年 5月）

