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1 はじめに
2018年６月７日，日弁連主催で，標記

のシンポジウムが開催されました。日弁
連は，2016年６月から同年７月にかけて，
銀行カードローンによる過剰融資につい
て，債務整理案件を扱う会員に対する
アンケート調査を行い，銀行カードローン
における過剰融資規制を求める意見書
を公表しました（2016年９月16日）。また，
全国一斉ホットラインや全国銀行協会
の関係者との意見交換会を実施するな
どの取組を行ってきましたが，現時点で
の対策としては，全国銀行協会による自
主規制にとどまっており，法的な規制は
実現しておりません。そこで，これらの
問題に詳しい有識者及び関係者をお
招きして，銀行カードローンの過剰融資
における問題とあるべき法規制につい
て，市民と共に考える機会を設けるため
に本シンポジウムを開催することになりま
した。
2 基調報告
最初に，筆者（北後政彦（第一東
京））から，「アンケートと破産記録等か
ら銀行カードローン問題を読み解く」と
題して基調報告を行いました。①会員
に対するアンケート結果から，貸金業法
13条の２に規定するいわゆる総量規制
（年収の３分の１基準）を超える貸付
が行われている実態が明らかになった
こと，②日弁連が３年に一度実施してい
る破産事件及び個人再生事件記録調
査の最新結果（2017年）によれば，経
済不況を理由とする破産が減少傾向

にあるにもかかわらず，地方裁判所にお
ける自然人自己破産事件の新受件数
が2015年以降微増傾向にあること等を
指摘した上で，多数の消費者向け貸付
の利用者が収入に見合わない貸付を
受けたことで返済に窮しているおそれ
があること，今後の経済状況次第では
破産件数の大幅な増加が見込まれるこ
とを報告しました。
3 パネルディスカッション
三上理会員（東京）をコーディネー

ターに，経済アナウンサーの浜田節子氏，
聖学院大学政治政策学研究科特任
講師の木村裕二氏，朝日新聞特別報
道部記者藤田知也氏をパネリストとして，
銀行カードローンに対する規制のあり方
について議論を行いました。
浜田氏からは，自らの取材で携わっ

た過剰融資に係る事例を複数紹介し
た上で，多重債務に陥ることを防止す
るためには，借り手側が金融に関する
知識を身につける機会が必要ではない
か，貸し手側も借り手側のためになる金
融商品を販売するという自覚が必要で
はないかとの提言がなされました。木村
氏からは，いわゆる総量規制（年収の
３分の１基準）について理論的に考察
し，年収の３分の１基準は債務者が引
き返す（今後一切借金をせず，３年で
元利ともに完済する）ための黄金の橋
であるとして，銀行カードローンについて
も同様の総量規制を及ぼすべきである
との提言がなされました。最後に，藤田
氏からは，同氏が行った銀行120行に

対するアンケート結果によると，年収の３
分の１を超える貸付に利便性があると
はいえないとする回答，銀行にも年収の
３分の１基準の規制が必要であるとす
る回答が一部の銀行からあったことを
指摘した上で，銀行は利益優先のビジ
ネス目線から利用者重視の顧客目線で
貸付を行うべきである，目的が不明確な
融資の上限は原則として収入の３分の
１にすべきである等の提言がなされまし
た。
４ 最後に
本シンポジウムを実施したことにより，
銀行カードローンの実態とこの問題に対
する危機感を共有できたように思います。
銀行カードローンによる過剰融資によっ
て，多重債務問題が再燃することがな
いように，銀行カードローン問題につい
ては引き続き注視すべきように思います。

北後政彦（第一東京）

シンポジウム
「銀行カードローン問題を考える」

リ ポ ー ト
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「仮想通貨と消費者」
第29回日弁連夏期消費者セミナー

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー

2018年７月14日，仙台弁護士会館にて，約120名（中継先含む）の参加を得て，日弁連主催の標記セミナーが開催されました。
まず，現地弁護士会の及川雄介会長にご挨拶いただき，14年ぶりの仙台での夏期セミナーであることと，今回の登壇者の経歴
などについて簡単な紹介がされました。
次いで，当委員会副委員長の大村真司から，近年の夏期セミナーでは委員会内の部会が普段研究していないテーマを中心に

取り上げていることが説明され，過去のセミナーでは，食品安全のテーマを取り上げた後に食品偽装問題がクローズアップされたり，
昨年度は旅行をテーマにし準備をしている最中にてるみくらぶの破綻があったことなどのエピソードが紹介されました。
そして今回の仮想通貨は，当委員会では電子ネットワーク部会が検討課題としているものの，基本的なところから分からない人

も多いと思われるため，テーマであることを理由に取り上げたことが説明されました。

得津氏からは，標記のテーマにて，以
下のとおり，ご講演をいただきました。
1 暗号通貨・仮想通貨の仕組み概略
⑴	 仮想通貨（Virtual	Currency），
暗号通貨（Cryptocurrency）は，
現在，同じような意味で用いられてい
るが，資金決済法では，仮想通貨交
換業の規制のための概念として「仮
想通貨」の文言を採用している（２
条５項）。仮想通貨の例としてビット
コインやNEM等が挙げられる。
⑵	 仮想通貨に共通の特徴は，ブロッ
クチェーンを用いていることである。こ
れは，暗号技術を用いた分散型記録
台帳システムであり，中央管理機関が
なく，改竄が困難である。
	 	 ブロックチェーンは，大別すると，ブ
ロックの中に一定期間の取引記録を，
①分散して記録するノード（参加者）
に誰でもなれるオープン型（パブリッ
ク型）と，②ノードとして参加できる資
格を制限したクローズ型（コンソーシ
アム型〔複数組織〕・プライベート型
〔単一組織〕）がある。前者はビット
コイン等で用いられており，後者は決
済システムや貿易金融分野への応用
が計画されている。
	 	 このメリットは，データが改竄されに
くいことであるが，万能ではない。デ
メリットは，ピーク性能やシステム維持
費用が決して安価とはいえず，ノード
が多数になると取引の承認に時間が
かかることである。

2 仮想通貨に対する公法的規制
従前，出資法，銀行法等の公法的規
制は受けず，課税要件も満たさないとさ
れていた。しかし，取引所に仮想通貨を
預けていた投資家が無権限取引によっ
て被害にあった2014年の MTGOX
事件を受けて，2016年に資金決済法が
改正され，仮想通貨及び仮想通貨交
換業が定義され，交換業者の登録義
務，分別管理義務，財務規制，外部監
査義務等が課せられるようになった。同
年には犯罪収益移転防止法も改正さ
れ，交換業者に取引時確認義務等が
課せられた。
3 仮想通貨の私法的な位置付け
私法的位置付けについては，①金銭

に準ずる，②物（所有権）に準ずる，③
役務提供債務とする３つの考え方があ
る。東京地判平成27年８月５日は，所
有権の対象性の要件として①有体物，
②排他的支配可能性，③非人格性を
挙げ，ビットコインは①及び②の要件を
満たさないとして所有権対象性，取戻
権を否定した。
４ 仮想通貨の私法上の諸問題
仮想通貨を金銭あるいは役務提供
債務とする考えでは取引安全の保護が
重視されるのに対し，物と考えれば静的
安全保護が重視されることになるが，私
法上の法律構成に大きな違いはない。
その他，遺産分割の対象性や分割
方法，及び執行対象財産と考えた場合
の強制執行の方法等の問題がある。

５ 仮想通貨交換所の「口座」の私
法的な位置付け
消費者保護の観点からは，仮想通貨

の規制よりも，仮想通貨交換所の規制
が重要である。MTGOX事件やコイン
チェック事件では，顧客の仮想通貨では
なく，交換業者の有する仮想通貨が失
われたからである。交換業者が破産し
た場合，顧客が交換所に対して有する
権利はあくまで契約上の権利であるた
め，実務上優先権を認めることは難しい。
６ 最近の動向への規制対応
ブロックチェーン技術に基づいた電
子データ「トークン」を対価として発行
する資金調達（ＩＣＯ〔Initial	 Coin	
Offering〕）が話題になり，規制の議
論が盛んである。日本では法律の趣旨
に則り，集団投資スキームだと判断され
れば金商法が適用され，前払式支払
手段だと判断されれば資金決済法が
適用される。
また，ホームページにCoinHive（プ
ログラム）を入れておき，閲覧者のパソ
コンに無断でマイニングプログラム送り
込み，その成果を取得してサイト運営費
を賄っていた事案が，不正指令電磁的
記録作成等の容疑で一斉摘発された。
仙台地判平成30年７月２日は，全国で
初めてマイニングを悪用した被告人に対
し有罪判決を言い渡している。

仮想通貨の消費者被害と法的問題
　　　　得津　晶氏（東北大学大学院法学研究科准教授）

基 調 講 演
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コインチェック被害対策弁護団幹事を
務める山田会員から，標記のテーマに
て，以下のとおり，ご講演をいただきまし
た。
1 仮想通貨の法的性質について
先の得津氏がまとめた見解以外のも

のとして，ネットワーク参加者の「合意」
に基づくものと考える見解もある。
すなわち，ある仮想通貨に係る利用
者は，同仮想通貨に係る仕組み，プロト
コルに合意しているというものであり，同
合意を個別に探求していくというもので
あり，統一的な性質決定を不要とする
見解である。
2 行政から見た仮想通貨交換業者

について
仮想通貨は，資金決済法の規制を
受けるため，仮想通貨交換業者（以下
「業者」という。）について，財務局が
所管し，登録制が採用されているが，実
際の運用は，金融庁の仮想通貨モニタ
リングチームが登録審査を担い，実質
的な審査をしている。
金融庁は，業者について，システム開
発は出来てもシステムのセキュリティという
ことが分からないとの認識を有している。
3 消費者と業者との法律関係について
消費者同士の相対取引は少なく，大
半は消費者と業者との取引になる。そ
して，取引の実態の大半は，業者がウォ
レットを持ち，そこに消費者が仮想通貨
を預けるという形である。
そして，同取引の法律関係について

「売主と買主の提示する金額が合致

した時点で，売主及び買主の間に『仮
想通貨の売買に関する契約』が成立し
たものとみなす」との規約の例もあるが，
現時点で，仮想通貨の法的位置付けも
明確でなく，法律関係（売買か債権譲
渡か）の性質決定は困難であるとされ
ている（第196回国会	 衆議院財務金
融委員会	第14号	平成30年５月29日）。
なお，業者の利用規約には，仮想通
貨送信義務，金銭払戻義務が定められ
ていることが通常である。
４ 仮想通貨交換業規制以外の業規

制との関係について
⑴	 前払式支払手段との関係
	 	 仮想通貨（資金決済法第２条５
項）は，使用する相手が特定されて
いないため，前払式支払手段（同法
第３条）の規制には通常服さない。
⑵	 貸金業法との関係
	 	 仮想通貨は「金銭」（貸金業法
第2条1項柱書）に該当しないと考え
られ，仮想通貨の貸付けは「金銭の
貸付け」には該当しないが，実態を
みて，規制が及ぶ可能性がある。

５ 仮想通貨に対する強制執行について
仮想通貨に対する強制執行は，「そ

の他の財産権」に対する強制執行とし
て，債権執行の例による（民事執行法
第167条１項）。
その場合，業者に対する利用契約上
の地位（アカウント）や業者に対する仮
想通貨送信請求権や金銭払戻請求権
を差し押さえる方法が考えられるが，技
術的に対応が困難ではないか。

６ 仮想通貨の給付を求める訴訟に
おける請求の趣旨
請求の趣旨は，「送信せよ」が基本

になると考えられる。なお，ペーパーウォ
レット等のハードウェアウォレットの場合に
は，「引き渡せ」という請求の趣旨でも
裁判所で問題視されないことがある。
なお，強制執行が不能の場合に備え
て，代償請求を行う。
７ 訴額算定について
裁判所は「物」としての訴額算定は

してくれず，訴訟提起前日又は直近の
仮想通貨の価格を基準として訴額が
算定される。
８ 実体的権利関係とブロックチェ

ーンの内容に齟齬が生じた場合に
ついて
静的安全を保護する見解は，仮想通
貨の帰属や移転につき物権法のルー
ルを適用し，ブロックチェーンの記録を
第一次的な手掛かりとしつつ，ブロック
チェーン上で仮想通貨が移転したとさ
れても，私法上も当然に移転が有効と
されるわけではないとし，動的安全を保
護する見解は，仮想通貨の帰属や移転
については，ブロックチェーンを基準とし，
同ブロックチェーン上の記録以外に何ら
かの要素がないと権利が移転しないと
すると，流動性を有する仮想通貨の実
態に合致しないとする。

仮想通貨に関する諸問題
山田祥也会員（大阪）

基 調 講 演

パネルディスカッション
パネリスト
　得津　晶氏（東北大学大学院法学研究科准教授）
　山田祥也会員（大阪・コインチェック被害対策弁護団幹事）
　落合孝文会員（第二東京・日本仮想通貨事業者協会会員）
　岡田　崇会員（大阪・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員）
コーディネーター
　板倉陽一郎会員

（第二東京・日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長）
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1 業界における現状，問題意識
落合会員から，仮想通貨については，
支払手段になるもの，金融商品に近い
もの，商品券ないしは会員権に近いも
のが混在しているにも関わらず，いずれ
も資金決済法という一つの法律で規制
されているところに難しさがあるとの指
摘があった。
その上で，改正資金決済法は元々支
払手段としての仮想通貨を想定してい
たが，本格施行となった平成29年10月
の段階では仮想通貨取引が世界的に
盛り上がってきて，先物取引やデリバティ
ブ取引などが出てきたことにより金融商
品としての意味合いが強くなってきてい
る。このようなことから，金融商品取引
法で規制する可能性があるという議論
もあるが，少なくとも商品券ないしは会
員権に近いものについては重い規制を
課すのは適切ではない。逆に，仮想通
貨を持っていると配当を得られる「アセッ
ト型」については，金融商品に該当す
るものであり，仮想通貨から外して金融
商品取引法で規制するというのもありう
るとの意見が述べられた。
業界内の取組として，日本仮想通貨
事業者協会では，資金決済法上の認
定団体になるということを目指しており，
金融商品取引法に近いレベルの広告
規制やインサイダー規制を含めた自主
規制の制定の準備を進めているとのこ
とであった。
2 仮想通貨利用者としての問題点，

相談事例
岡田会員から，仮想通貨を決済手段

として利用するに当たっては，レートが
変動することや税務申告が雑所得にな
るので非常に面倒といった問題がある
こと，相談事例として，取引所のアカウン
トへの不正アクセスの問題，アクセス集
中によるサーバーの不調，取引所の消
費者対応の問題，ビットコインを送金の
手段として利用するという詐欺，仮想通
貨のようなものを買わせる詐欺といった
ものがあるが，詐欺的な事例が多く，仮
想通貨自体に関する相談はあまりない
し，勧誘被害についての相談は全くな
いという指摘があった。
落合会員から，仮想通貨の証拠金
取引の場合に，業者側としてもサーキッ
トブレーカーの導入やロスカットをやるこ
とにより利用者の損害回避を図ってい

るが，中には利用者が大損を被ってし
まったというケースもある旨紹介された。
3 現状の仮想通貨の機能
得津氏から，ＦＸの場合，投資家が

買っているＦＸ自体は投機かもしれない
が，相手方がリスクをヘッジすることにつ
ながっているので，社会に対して富を生
んでいるので認められている。その上
で，投資家の被害を抑えるために一定
の規制を課すことにより，健全な形で取
引として促進していこうという考えがあ
る。しかしながら，仮想通貨については，
完全に投機でしかない，その先にヘッジ
するリスクもないことから，法的に規制す
る適切な姿が見えてこない。その上で，
可能性としては，全面禁止にしてしまう
か，逆に，法規制を全く課さないという方
向もあり得るという意見が述べられた。
落合会員からは，仮想通貨は，海外

だとマネロン対策で規制をされているだ
けで，基本的にあまり規制されていない
ことが紹介され，どの部分の仮想通貨
について誰を規制するのかということを
考えていかなければならないという意見
が述べられた。
山田会員からは，コインチェック訴訟

は取引所の責任の問題であることから，
当時の規制の内容が問題となっている
として，業法において取引所の取るべ
き対応が定められていれば過失を基礎
付ける法的根拠になり得るので被害防
止や抑制に役に立つという意見が述べ
られた。
岡田会員からは，日本国内にいる限り

キャッシュレス決済が普及してきているこ
とから，仮想通貨の存在意義がなくなっ
てきているものの，実際に買っている人
も多いことから，現物をなくすことはでき
ない。他方，ＦＸやＩＣＯは別の問題が
あって，それ自体認めないことや金融商
品取引法の枠組みをかぶせていくとい
う選択肢もあり得るという意見が述べら
れた。
４ ビットコイン等の広く流通する仮

想通貨に関する問題点
⑴	 内部統制について
	 	 得津氏から，事件が起こってから
内部統制について批判することによ
り，新しい規制を導入することはよい
ことであるが，それを過失であるとそ
う簡単に言うべきではないのではな
いかという疑問が述べられた。山田

会員からは，得津氏の発言を踏まえ
て，最高裁平成21年７月９日判決（日
本システム技術事件）において，裁判
所は，結果責任を問うのではなく，特
段の事情がない限り，通常想定され
るべきリスクについて対応していれば
よいという考え方を示していることが
紹介された。その上で，訴訟では，同
業他社が何をしているかが重視され
ているし，自主規制が制定されると善
管注意義務や不法行為に取り込ん
でいくことが可能になる旨の指摘が
あった。
	 	 落合会員からは，コールドウォレット
といっても，インターネットに接続する
場合もあるし，他の所から侵入され
てしまうと意味がないということや，仮
想通貨ごとにブロックチェーンの構造
自体が違ったり，仮想通貨交換所の
行っている管理の手法も違っていた
りするので，自主規制に全て一律にこ
うだとは書けないという指摘があった。
⑵	 消費者（利用者）保護について
	 	 得津氏からは，日本の金融商品取
引法では，もともと伝統的な証券（セ
キュリティ）以外のものも含まれている
ことから仮想通貨を入れることについ
ては何の問題もないとの指摘があっ
た。
	 	 落合会員は，デリバティブ的な取引
について証券規制をかけることはよ
いが，現物の規制は難しいことから，
自主規制で金融商品取引法の中で
必要な部分を取り入れてそれに近い
ような規制をしていくことも必要では
ないかという意見を述べた。
⑶	 税法との関係
	 	 税法との関係について，岡田会員
から，自身が納税した経験をもとに，
仮想通貨は雑所得扱いで課税され
るため，分離課税などの優遇措置も
なく，儲けがあっても大半を納税しな
ければならない旨の指摘があった。
	 	 これを受けて，落合会員からは，業
界団体としても，消費税を非課税に
すべきとの働きかけを行い実現した
経緯はあるが，所得税に関してはこ
れまで問題になっておらず今後の課
題であること，取引を促進するために
は，分離課税等の利用者に有利な
措置が望ましいとの発言があり，一方，
得津氏からは，仮想通貨の取引を促
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進すべきではないという立場から，分
離課税などの優遇措置は設けず，原
則どおりの課税が望ましいとの発言
があった。

５ あまり有名ではない仮想通貨に
関する問題点
⑴	 ＩＣＯについて
	 	 落合会員から，仮想通貨等のトー
クンの発行による資金調達方法で
あるＩＣＯについて次のような説明が
あった。
	 	 ＩＣＯには決まった定義はないが，
①株式に近いような配当を行うタイプ，
②ゴルフ会員権のようにトークンを持っ
ている人に対しサービスを提供するタ
イプ，③プリペイドカードに近いタイプ，
④支払手段に近い形でできるだけ相
場変動しないように考えられているタ
イプ等がある。①に関しては，日本に
おいては集団投資スキーム規制の
対象となる可能性があり，海外にお
いても証券規制に服する可能性が
高く，なかなか発行は難しいこと，②
は非常に種類が多いこと，③につい
ては，スイカやパスモと連続性がある
ような一回使うと消費されてしまうタイ
プであるが，電子マネーとあまり変わ
らないためそれほど利用されていな
い。なお，前払式支払手段に該当す
るものについては，金融庁の説明によ
れば，仮想通貨には該当しない。④
については，海外では「ステーブルコ
イン」などとも呼ばれており，有名なも
のとしてはTether（テザー）などが
あり，日本では「MUFGコイン」や「J
コイン」がこれに近い。
	 	 日本においても，ＩＣＯにより既

に100億円以上を調達した事例
（「COMSA」というコインなど）があ
るが，世界的には2017年頃からＩＣＯ
が急速に広がり，特にアメリカにおい
ては，ベンチャー企業等の資金調達
手段として相当広く利用されている
状況があるが，一方で取り締まりを強
化する動きも出てきている。	
⑵	 ＩＣＯに対する規制について
	 	 得津氏からは，資金調達手段とし
て利用される場合には，仮に配当が
ないものであっても，第三者の行うビ
ジネスの経済的な成果の分け前を受
けるという性質があるのであれば，有
価証券として金融商品取引法の適
用があって然るべきであるとの指摘
があった。
	 	 また，落合会員からは，前払式支
払手段に該当する場合には，その規
制を受けることになるが，供託等が必
要になるため，実際には前払式支払
手段として発行している例はあまりな
いと思われる旨の説明があった。
	 	 岡田会員からは，ＩＣＯを利用した
詐欺的被害についてはまだそれ程
聞かれないが，今後ＩＣＯの知名度が
上がれば，ＩＣＯを悪用した詐欺被害
が多発する可能性があること，詐欺
的行為についての規制というのは難
しいとの指摘があった。

６ 質疑応答
最後に質疑応答が行われた。会場

からの「通貨制度がしっかりしていれば
それでいいはずなのに，なぜ，そもそも
仮想通貨といったものが出てくるのか」
との質問に対し，板倉会員からは，元々
は仮想通貨は「暗号通貨」という呼び

方もあるように，非民主的国家で，政府
や銀行が信用できないようなところにお
いて，政府に知られず，コストも少なく外
に持ち出すことができ，取引ができるも
のとして開発された，したがって，元々の
思想として分散管理，分権という考え方
があり，一元管理や本人確認等には馴
染まないとの説明があった。
落合会員からも，上記成り立ちや思
想は，ブロックチェーンの仕組みにも関係
していること，今後，ブロックチェーンに
限らず，分散管理のような仕組みが更
に進み，いわゆる中間業者の除外が進
むのではないか，これにより消費者にもメ
リットがあり，さらには少子化が進む日本
社会において，人手が足りなくても経済
活動が維持できるよう形での活用が期
待されるとの発言があった。
これに対し，得津氏からは，メディアを
排除したところにできたのが２ちゃんね
るであるように，中間業者の排除が必ず
しも望ましいとは限らない，との反論が
あった。また，実際に今，仮想通貨が広
がっているのは，元々の仮想通貨の成
り立ちとは異なり，決済手段ではなく，投
資手段としてであること，それにも関わら
ず投資手段としての規制が不十分であ
るとの指摘がなされた。
また，会場からは，「そもそも仮想通
貨の売買は，どのような取引形態で行
われるのか」との質問があり，登壇者ら
からは，交換所において，消費者と仮想
通貨交換業者との間で売買が行われる
ものと，ビットコインなどのように，取引所
において，業者が買い手と売り手を仲介
し，証券に近い形で取引しているものも
あるとの説明がなされた。

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー

最後に，当委員会の黒木和彰委員
長から，まとめと閉会の挨拶がなされ
ました。挨拶冒頭で「ナカモトサトシさ
ん，いらっしゃいますか。」との発言があ
り，意味が分かる一部の聴衆の笑いを
誘いました。その上で，ビットコインを初
めて考えた人が「サトシ・ナカモト」だが，
本当にいる人なのかも分からないという
エピソードが紹介され，今回のまとめの
本論に入りました。
本セミナーでは，得津氏に理論面で

のまとめをいただき，業法規制まで踏ま

えた幅広い講義をいただいたこと，山田
会員からはまさに事件に即した形で訴
額の問題等も含め弁護士の感性でもう
一度それをリフレインしてご説明いただ
いたこと，パネルディスカッションでは，業
者的観点もうまくかみ合った議論が出
来たことなどの点で非常に実りあるセミ
ナーであったと総括しました。
その上で，今回の規制のあり方につ
いての議論は，内閣府消費者委員会
で他の立法問題についても議論してい
る際の内容と近いところがあるとの指摘

がありました。各規制では，ハードロー
とソフトローの切り分けの問題，プラット
フォームとしてどういった形で整備する
かという問題がしばしば議論されており，
これらは，仮想通貨でも同様に考えてい
ただかなければいけない問題だというこ
とでした。
仮想通貨の基礎的な知識からある
べき規制のあり方，訴訟で取り上げる際
の留意点など，多岐に渡る内容で，実り
の多い夏期セミナーとなりました。

まとめ
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特定適格消費者団体による
仮差押えの担保を巡る諸問題

リ ポ ー ト

1 特定適格消費者団体による仮差
押の課題
2013年12月４日に成立した消費者

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」といいます。）では，
特定適格消費者団体は民事保全法の
規定により，仮差押命令申立てをするこ
とができます（特例法56条１項）。
しかし，この場合の被保全債権は個
別訴訟と異なり，特定適格消費者団体
が取得する可能性のある債務名義に
係る対象債権者の債権であり，その被
保全債権額は「特定適格消費者団体
が取得する可能性のある債務名義に
係る対象債権の総額」です。この総額
とは，特例法の２段階目の手続である
簡易確定手続において対象債権者か
ら特定適格消費者団体に授権され債
権届出がされる見込みのある対象債権
の総額です。
例えば，個々の被害額が10万円で対
象となる被害者が１万人いたとして，そ
のうち２割の2,000人が特定適格消費
者団体に授権することが見込まれると
すると，対象債権の総額は２億円となり
ます。仮に，被保全債権額の２割の担
保金を求められたとすると担保金額は
4,000万円になります。
特定適格消費者団体が仮差押命令

申立てを行う時期は個別訴訟と同様に
本案提起前であり，特例法の１段階目
の手続である共通義務確認訴訟の提
起前です。特定適格消費者団体は，２
段階目の簡易確定手続において授権し
た対象債権者から費用や報酬を受け
取ることはできますが，仮差押命令申立
て段階では，完全に自己資金で担保金
を準備しなければなりません。
しかし，特定適格消費者団体の資金
力では，対象債権の総額を被保全債権
額とする担保金はとても準備できません。
これではせっかく特例法において特定
適格消費者団体による被害回復を実
効化するために認められた仮差押えが
使えなくなってしまいます。

2 国民生活センター法の改正
特定適格消費者団体の母体となる
適格消費者団体の現状に鑑み，消費
者裁判特例法附則４条では，特定適
格消費者団体に対する支援の在り方
について検討し必要な措置を講ずるこ
とが規定されていました。
この附則を踏まえ2017年６月２日に
独立行政法人国民生活センター法（以
下「センター法」といいます。）が改正さ
れ，「特定適格消費者団体が行う仮差
押命令申立てに係る担保を立てること」
が国民生活センターの業務として新設
されました（センター法10条７号）。
これにより，特定適格消費者団体は自

ら担保金が準備できなくても国民生活
センターの立担保を利用することにより
仮差押手続を活用することが可能となり
ました。
3 国民生活センターの立担保利用

に関する懸念
センター法改正時の国会審議では，
国民生活センターが担保金の回収を優
先することにより，特定適格消費者団体
が仮差押手続の利用について萎縮した
り躊躇したりすることが懸念されました。
そのため，センター法改正時の衆参両
院における附帯決議として次のように定
められました。
特定適格消費者団体が国民生活セ

ンターによる立担保を利用する場合の
要件につき，①裁判所において仮差押
命令の要件が審理されていることを踏
まえるとともに，②立担保可能額につい
ても，一律に上限を設けることなく個別
の事案に応じて柔軟に対応し，特定適
格消費者団体による消費者被害回復
のための裁判手続が有効かつ円滑に
機能するよう配慮すること，③裁判所に
違法とされた仮差押命令により事業者
が損害を被り担保が実行された場合に，
国民生活センターが特定適格消費者
団体に対して行う求償については，公
益のために特定適格消費者団体に仮
差押命令の申立権限を付与した意義
に鑑み，一定の要件を満たす場合には，

分割による返還，返還の猶予又は減
額・免除をすること。
４ 国民生活センター規程の問題点

と日弁連意見書
国民生活センターは，上記の法改正

を踏まえ，2017年９月27日付け「特定
適格消費者団体に対する立担保援助
規程」を制定しました。
これは，国民生活センターが特定適
格消費者団体から立担保利用の要請
があった場合の取扱いについての規程
です。
しかし，その規程には，センター法改
正時の衆参両院の附帯決議に鑑み不
安，懸念を抱かざるを得ない内容が含
まれていました。
例えば，既に裁判所において被保全
債権の存在が疎明され立担保を命じら
れている事案について，立担保援助要
請時に国民生活センターが再度「勝訴
の可能性が高いこと」を審査することと
されています。
また，特定適格消費者団体から国
民生活センターに対し援助金償還の減
免申請を行う際には，相手方の行為が
「再発を防止する必要性が高いこと」
が審理対象とされています。しかし，そ
もそも再発防止の必要性自体は，本案
訴訟においても仮差押命令申立事件
においても審理の対象ではありません。
そのため日弁連は，2018年５月１日
付けで「独立行政法人国民生活セン
ター『特定適格消費者団体に対する
立担保援助規程』についての意見書」
を公表しました。意見書で求めたのは，
特定適格消費者団体が，仮差押手続
に係る立担保援助の利用について萎
縮したりちゅうちょしたりすることがないよ
う，事案に応じて柔軟に対応できるよう
な内容とすべきであるというものです。

二之宮義人（京都）
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事 報情件
東京

占いサイト運営会社について詐欺による不法行為責任を認めた事例
（東京地裁平成30年４月24日判決）（被告控訴）

１		 事案の概要
	 	 本件は，占い鑑定を行うサイト（本件サイト）で，合計
406万8000円分のポイントを購入した原告が，サイト運営
会社（被告会社）に損害賠償を求めた事案です。
	 	 本件サイトは，「初回無料鑑定」等と記載した広告を
掲載し，利用者が会員登録すると，鑑定師から初回の鑑
定結果が届き，その後は利用者が鑑定を申し込まなくとも，
複数の鑑定師による鑑定結果などと共に返信を要求する
内容のメールが送られてくるようになります。利用者がサイ
トに返信する際，１通1500円分のポイントが必要ですが，
原告は鑑定士の指示に従い，返信を繰り返しました。
２		 裁判所の判断
	 	 本判決は，「鑑定師と被告会社との契約関係の存在
すら不明であり，また，被告会社の鑑定師が具体的に占
いや祈祷等を行っていることを裏付けるべき証拠がなく，
これらは被告会社の鑑定師の個人が具体的に特定され
るべき情報を開示せずとも容易に明らかにできると思われ
るのに被告らはこれを明らかにしない」こと，原告の個別
の運勢の状況の根拠について「メールの内容等からは
どのような占いによるものか特定することができない」こと，
「何らかの占いによるのであれば，通常同一の内容とな
ることが考え難い，原告や会員の運勢に関することや原

告や会員の個別の鑑定結果等について，同一ないし類
似の内容のメールが，被告会社の鑑定師名義で送られ
てきている」ことを認定し，「鑑定師という者は存在しない
か，少なくとも，原告について個別に占いにより運勢をみた
上で，メールを送信したり，原告からの申し込みに応じて占
いや祈祷等を行ったことはない」と判断しました。そして，
サイト運営会社の行為が，「占いや祈祷に基づくものでは
なく，単に，原告をして本件各サイトにおいて有料のポイン
トを費消させるために行っているものにすぎない」と認定
し，詐欺に該当するとして不法行為を認定しました。また，
サイト運営会社の代表取締役には共同不法行為を認め
ました。損害額については，クレジットカードの支払い停止
をしている額も含めて全額を損害として認定しました（過
失相殺なし）。
３		 本判決の意義等
	 	 証拠収集や訴訟活動について全国の弁護団に協力
いただくことにより，裁判所に占いという体裁であってもそ
の実態はサクラサイト同様であることを理解してもらうこと
ができました。サイトの仕組みや実態から詐欺であると認
定した点で，同種事案の被害救済において参考になるも
のと考えます。

西尾智美（長野県）

福岡 岡三証券に対する文書提出命令申立が認められた事例
（福岡地方裁判所平成30年４月２日決定，抗告棄却）

１		 本件は，70歳から80歳にかけて外国債，外国株式，
EBなどの取引を行っていた原告が，適合性原則違反や
説明義務違反により約4800万円の被害を被ったとして，
損害賠償を請求している事案です。
２		 証券取引訴訟では，膨大な証拠資料が業者側に偏在
し，業者が保存していた会話録音データが訴訟の帰趨を
決める結果となる事案もあるため，訴訟提起前に，原告と
証券会社との接触履歴（業務日誌など）や会話の録音
データについて証拠保全申立を行いましたが，量が膨大
であるなどの理由から，証拠保全手続ではほとんど開示
されませんでした。
	 	 本訴においても，原告が高齢であることもあって取引経
過について事実関係を詳細に主張することがなかなか難
しく，担当していた社員も死亡していたため，事実関係の
確定のため業務日誌等の開示を求めましたが，ごく一部
分の業務日誌などしか提出されず，原告は証拠漁りをし
て訴訟を引き延ばしている，といった反論も受けました。
３		 そこで，接触履歴（業務日誌等）や原告と証券会社従
業員との会話を録音した記録媒体などの提出を求めて，
文書提出命令の申立をしました。
	 	 対象が膨大になることを避けるため，対象となる期間を
限定するよう工夫しましたが，相手方は，それでも対象とな
る期間が長期間で準備に相当な時間を要すること，提出

義務が認められれば今後は上司への報告としては不必
要な事項まで詳細に記載しなければならなくなり従業員
の業務の遂行が煩雑となるなどとして，提出義務を争いま
した。
４		 福岡地裁は，接触履歴は従業員と申立人（原告）の
間のやり取りを簡潔に記載したものに過ぎないし，会話録
音データも機械的に録音した客観的資料であって申立人
はその一方当事者でありこれを開示しても著しい不利益
は生じないなどと指摘し，法220条４号ニの自己利用文
書には該当せず，証拠調べの必要性も認められるとして，
文書提出命令を出しました。
	 	 相手方は抗告しましたが，平成30年6月21日，福岡高
等裁判所第5民事部は，接触履歴は交渉経過における
客観的な事実経過を記録するもので，だからこそ証拠とし
ての有用性があること，会話録音は客観的な資料であり
紛争が発生した場合には録音内容の確認が予定されて
いることなどを指摘して，抗告を棄却しました。
５		 本体の損害賠償請求訴訟はここからが佳境ですが，こ
のように文書提出命令を認める例が増えてきており，証拠
の構造的偏在の解消に向けた流れができつつあるので
はないかと思います。

桑原義浩（福岡県）
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サクラサイト被害救済の実務文献紹介

　サクラサイト被害は，銀行振込，クレジット決済，電子マネー決済等々
様々な決済手段が用いられ，また，登場する複数の当事者間の法律関
係なども複雑であり，容易に理解することができません。
　本書は，そのようなサクラサイト被害の仕組みについて，初心者から中
堅，ベテランの弁護士に至るまでが実務に役立てることができるよう，事
件処理の流れを追う形で分かりやすく解説されています。
　さらに，実務的な解説本として，現実の被害回復のための保全及び
執行，あるいは振り込め詐欺救済法による口座凍結にも触れられており，
参考書式も数多く掲載されています。
　占い被害，探偵による二次被害など幅広い分野をカバーするものとな
っていることから，サクラサイト被害だけでなく，インターネットを介して発生

する消費者被害の救済には広く役立つ
ものと思います。
　多くの方に手に取っていただき，少し
でも多くの被害者の方の被害回復のた
めご活用いただくことを期待しています。

Ａ５版　211頁／2700円（税込）
発行　民事法研究会
サクラサイト被害全国連絡協議会　編

毎年恒例の，夏期セミ特集号をお届けします。例年
は，狭間の分野を試行錯誤しながら作り上げていくの
ですが，今回は仮想通貨ということで，電子ネットワー
ク部会の板倉部会長に登壇者選定からパネルのコー
ディネーターまでご尽力いただき，充実したセミナー
を開催することが出来ました。

かなり久しぶりの仙台での開催で，地元も盛り上
がったところはよかったです。個人的には，２日連続

で利休の牛タンを堪能しました。自宅に買って帰った
のは伊達の牛タンでしたが。

私事ですが，この号の編集長が決まった段階では，
私は部会長２年の任期を終え，晴れて平委員になっ
て編集を行う予定だったのですが，まさかの我が部会
では前例のない１年延長。部会長兼編集長という，こ
れまた初の立場になってしまいました。自分と委員長
の挨拶部分とはいえ執筆も担当し，添削も担当。これ

だけ一度に役割がある編集作業も，もう二度とないか
なあと思っています。

さて，ニュース・出版部会は徐々に人数が減ってお
りますので，一緒に編集作業を担当してくださる委員
の方を募集しています。特に，北海道，北陸，四国の方
は大歓迎です。と，誰に対してなのか分からない勧誘
を行って，編集後記とさせていただきます。

大村真司（広島）

消 費 者 問 題

文献・催事紹介

「欠陥住宅被害救済の手引〔全訂四版〕」～10年ぶりの改訂・是非お手もとに！文献紹介

　前回改訂から10年ぶりの改訂になります。
　第三版も，欠陥住宅被害の予防と救済に取り組む実務家の方々に広
く使用され，実践的な実務書として高い評価を受けてきました。前回の
改訂からのこの10年は，2011年（平成23年）発生の東日本大震災
による宅地・地盤被害の顕在化，2016年（平成28年）の熊本地震
による戸建住宅に関する建築基準法令の問題などが強く認識される状
況となっています。建築訴訟に関する裁判例が蓄積され，各種論考・書
籍が公表され，建築訴訟の技術・理論の一定の進化が図られてきてい
ますが，これら論考・書籍は，必ずしも現実に欠陥住宅被害に遭ってい
る市民の救済の視点からのものではなく，被害救済と予防の観点から本
書の改訂を求める声に接することも多くなっていました。今般，欠陥住宅
被害救済の最先端を走るメンバーが熱意をもって議論と検討を重ね，10

年ぶりの改訂に至ったものです。
　 本書は『欠陥住宅被害の予防と救
済に取り組む全ての実務家にとって必
携の書（これ読まずして！）』となってい
ます。「安全な住宅に居住する権利」
を実現すべく，是非，ご活用ください。

Ａ５版　409頁／4536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

シンポジウム「すべての戸建住宅に構造計算を! －安全な住宅に居住する権利の実現を求めて－（仮題）」催 事

　1995年の阪神・淡路大震災以降，欠陥住宅被害が社会問題化し
て久しいですが，2011年の東日本大震災，2016年の熊本地震等，震
災による建物被害は，後を絶ちません。今後発生が確実視されている大
規模地震に備え，現行の耐震基準が有効に機能しているか，改めて検
討することが急務です。このような視点から，日弁連では，2017年４月８
日にシンポジウム「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－」を開催し，2018年３月
15日には，「４号建築物に対する法規制の是正を求める意見書」を公

表しました。
　「4号建築物」は，戸建て住宅など小規模建築物で，建築基準法令
上，構造計算や仕様規定で特例的な扱いを受けています。しかし，こうし
た特例的な扱いにより，建物の安全性が脅かされているのです。「安全
な住宅に居住する権利」を実現するために，４号建築物シンポ第２弾と
して，本シンポジウムを企画しました。
　住宅・建築に関わる全ての方に必須のシンポジウムです。是非，ご参
加ください !

日　時　2018 年 10 月 18 日（木）午後 5 時 45 分～午後 8 時 30 分
場　所　弁護士会館 17 階 1701 会議室
主　催　日本弁護士連合会
問合先　日本弁護士連合会人権第二課　電話：03-3580-9932


