CONTENTS / 2018.11 No.185

リポート ………………………………………………………………1

シンポジウム「知らずに食べていませんか？～遺伝子組換え（ＧＭ）食品表示につい
て考える～」／連続シンポジウム「地域で防ごう！ 消費者被害in埼玉」／シンポジウム
「地域で防ごう！ 消費者被害the総括～各地に広がる！ 被害防止の工夫と連携～」／
「民法成年年齢引下げを考えるシンポジウム」を開催して／いわゆる「預託商法」に
つき抜本的な法制度の見直しを求める意見書

事件情報………………………………………………………………6
「くりっく株365」（取引所株価指数証拠金取引）の取引について，過当取引，指導助言
義務違反を認めた逆転勝訴判決

翔たく仲間 ……………………………………………………………7
えひめ消費者ネット適格消費者団体に認定／適格消費者団体となって～特定非営利
活動法人消費者支援かながわ

文献・催事紹介 ………………………………………………………8

リ ポ ー ト

シンポジウム
「知らずに食べていませんか？
～遺伝子組換え（ＧＭ）食品表示について考える～」
消費者庁において，
2017年４月「 遺
伝子組換え表示制度に関 する検討
会 」がスタートし，
2018年３月26日に報
告書が取りまとめられました。
これを機に，
遺伝子組換え食品表示制度を知っても
らい，消費者のための改正につなげる
べく，大阪弁護士会は，
日弁連，近弁連
との共催で，
2018年７月28日午後１時
から４時まで，
大阪弁護士会館にて，
表
記シンポジウムを基調報告とパネルディス
カッションの二部構成で開催しました。
基調報告⑴では，
菅聡一郎会員（ 大
阪 ）から，
現行の制度について，
加工工
程後の製品に組換えＤＮＡが残存しな
いしょう油，大豆油，菜種油など大部分
の加工食品については，科学的検証が
できないとして表示義務がないこと，主
な原材料以外の原材料（ 重量順４品
目以下の原材料等 ）には表示義務が
ないこと，
生鮮食品，
加工食品いずれも，
遺伝子組換えでない原材料を分別生
産流通管理していた場合には５％まで
の混入があっても，遺伝子組換え，
また
は，
遺伝子組換え不分別（ 遺伝子組換
え，非遺伝子組換えを区別する流通管
理を行っていないこと）と表示はする必
要がないこと，さらに，積極的に「 遺伝
子組換えでない」と任意に表示できるこ
と，その結果，現行法では，
しょう油など
は，遺伝子組換え原材料が使用されて
いても表示されず，消費者が誤認して，
知らないうちに遺伝子組換え食品を食

べているという問題点が報告されました。
基調報告⑵では，
船江莉佳会員（第
二東京 ）から，
上記検討会において，
科
学的検証ができない以上，現時点で表
示対象品目を拡大しないこと（論点①）
，
対象原材料の拡大もしないこと（ 論点
②）
，不分別という表示は分かりにくい
ので，
より分かりやすい表示を考えること
（ 論点③ ）
，
５％混入でも遺伝子組換え，
または不分別と表示しなくてよいルール
は維持するが，遺伝子組換えでないと
積極的に任意表示するルールは，不検
出の場合に限るべきである（ 論点④ ）
との方向性であることが報告されました。
基調報告⑶では，たねと食とひと
＠フォーラムの西分千秋氏から，
わが国
の加工食品について，遺伝子組換えの
農産物がどの程度原材料として使用さ
れているのかの実態調査の結果，大豆
やとうもろこしは，加工食品の原材料と
して極めて多数の食品に使用されてお
り，
しかも，そのほとんどが，製品レベル
でＤＮＡが検出できないため，遺伝子組
換え表示がされていないことが明らか
になったと報告されました。
基調報告⑷では，生活クラブ連合会
の渡辺繁美氏から，アメリカにおける遺
伝子組換え表示制度の改正の状況と
して，
2016年７月，連邦法レベルで，遺
伝子組換え表示を義務付ける法案が
成立し，現在，情報にアクセスできるＱＲ
コードだけ容器包装に表示することも
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認めるのか，高度に精製された加工食
品の表示は免除するのかなど細部の
ルールについてパブリックコメントが募集
されていることが報告されました。
第２部のパネルディスカッションでは，
船江会員，
西分氏，
渡辺氏をパネリストと
して，私がコーディネーターを務め，検討
会における論点①から④について，日
弁連意見書を紹介しながら，検討会の
改正の方向性の当否について議論い
ただきました。日弁連の遺伝子組換えで
ないという表示を不検出の場合に限定
する意見については，分別生産流通管
理制度がなくなり，遺伝子組換え表示
そのものがなくなるおそれがあるのでは
ないかとの指摘，諸外国での対応の調
査の必要性等の指摘もありましたが，
日
弁連の表示義務対象食品，対象原材
料を拡大すべきとの意見は全員賛成で
あり，消費者が誤認しない表示ルール
への見直しの必要性が確認されました。
石川直基（大阪）
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連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in埼玉」
1 2018年６月16日，埼玉共済会館
にて，標記シンポジウムが開催されま
した。
このシンポジウムは，日弁連が，消
費者被害の防止・救済を目的に，地
域の消費者団体，福祉関係機関，高
齢者団体等の連携を強化する運動
として，全国各地で開催している連
続シンポジウムの一環です。
2 まず，日弁連消費者問題対策委
員会元委員長の国府泰道会員（ 大
阪 ）による，
「 被害防止の手法と取組
みについて」というテーマでの基調
講演では，昨今の消費者被害の特
徴の分析から，そもそも勧誘をさせな
い，という観点から各地の訪問販売
に関する条例や，迷惑電話防止装
置等，勧誘を遮断するための仕組の
紹介がありました。その後，消費者
庁の尾原知明氏からは，
「 消費者安
全確保地域協議会について」という
テーマで，消費者庁では，
どこに住ん
でいても質の高い消費者相談が受

けられる，
ということを目標に，
「 地方
消費者行政強化作戦 」と名付けた
各地方の消費者行政を支援する取
組を行っていることやその進捗状況
等が紹介されました。また，
埼玉県県
民生活部消費生活課の田中誠氏か
らは，高齢者の消費者トラブルを予防
するためには，地域の各主体が見守
りネットワークを構築する必要がある
ことを踏まえ，埼玉県での消費者安
全確保地域協議会の設置状況，地
域で啓発活動等を担う消費者被害
防止サポーターの登録人数等の現
状の報告がありました。弁護士側と
しては，井上光昭会員（ 埼玉 ）から，
現在急増している原野商法の二次
被害の紹介とそれに対する埼玉県で
の取組の紹介があり，その他にも，埼
玉県内の多数の団体から消費者被
害に対する取組の紹介がありました。
3 これらの報告を通じて，昨今の消
費者被害の傾向とそれに対する現
場の対応，各団体の取組を共有する

ことができ，非常に有意義だったと思
います。
消費者被害の防止・救済のため
には，これに取り組む各団体が，そ
れぞれ事案に適切に対応するという
ことは勿論のこと，被害者になり得る
人たちと各団体とのネットワーク，
また，
各団体間のネットワークをきちんと機
能させていく必要があり，
本シンポジウ
ムも，その良いきっかけになったものと
思います。
丹野駿吾（埼玉）
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シンポジウム
「地域で防ごう！消費者被害the総括
～各地に広がる！被害防止の工夫と連携～」
1 全国16か所で実施された連続シ
ンポジウム
日弁連は，高齢者を中心とする消費
者被害の予防・救済の実現や制度改
正で成果を得るには，地域での消費者
団体と高齢者団体，行政機関等との連
携の強化と広がりが必要であるとの問
題意識から，
2017年２月の「 地域で防
ごう！ 消費者被害 in 東京 」を皮切り
に，
「 地域で防ごう！ 消費者被害 in
○○ 」と題するシンポジウムを連続して
実施してきました。日弁連ではまず全国
の９か所の主要都市（ 札幌，仙台，東
京，名古屋，金沢，大阪，徳島，広島，福
岡）で開催を準備し，
さらにこれを全国
2

に広げるべく各弁護士会に呼びかけ，
山梨，京都，奈良，神奈川，熊本，兵庫，
埼玉で実施され，今後も各地で開催が
予定されています。
2 全国各地で連続シンポジウムを
実施してきた成果
16か所の連続シンポジウムが実施さ
れて，以下のようないくつかの成果が
あったと評価しています。第１に，各地
で多くの参加者があり，各地に様々な取
組があることを知る機会となり，実施し
た地域の中でこれまで交流のなかった
機関・団体で交流を始めたり，連携を
強化する機会となりました。第２に，全
国各地には，地域の実情を踏まえたユ

ニークな取組が多くあることが分かりま
した。高齢者へ啓蒙・ 見守りのほか，
消費者教育や若者自身の啓発活動，
地域団体の工夫された被害予防活動，
自治体・警察の取組，事業者の取組な
ど，
これまで知らなかった参考となる多く
の取組が紹介され，
これを知ることがで
きました。第３に，東京，大阪，仙台など
連続シンポジウムをきっかけに，継続的
な消費者被害防止の取組がされてい
る地域が出ています。第４に，連続シン
ポジウムと同時並行の時期に検討され
ていた消費者契約法改正，成年年齢
引下げに係る民法改正の検討状況が
市民に十分に知られていなかったとこ
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ろ，連続シンポジウムの中で報告され，
こ
れらの問題点を知ってもらう一つの機会
となりました。第５に，訪問販売お断りス
テッカー，迷惑電話防止装置，手形ポッ
プなど，迷惑勧誘防止グッズが連続シン
ポジウムで紹介され，
その普及に貢献し
ています。また，金融機関の振込制限
制度や消費者安全確保地域協議会の
設置が連続シンポジウムで紹介されて，
次第に広がっていく契機となっています。
3 中間総括シンポジウムの内容
これらの連続シンポジウムの蓄積を中
間総括し，さらに全国に地域の力を発
揮して消費者被害防止を実現する取
組を広げるために，
2018年８月３日に，
東京の弁護士会館で「 地域で防ごう！
消費者被害 the 総括 ～各地に広が
る！ 被害防止の工夫と連携～」を開催
しました。猛暑の中，
105人の皆さんに
参加していただきました。
まず，国府泰道会員（ 大阪 ）によっ
て，各地のシンポジウムの内容が報告さ
れました。迷惑勧誘防止などは法的規
制が遅れているが，各地の各団体・機
関の連携や，学生自身による消費者教
育活動，消費生活条例と迷惑勧誘防
止グッズの活用などによって迷惑勧誘
防止効果があげられており，国の法改
正の前に地域で可能な取組を追求し，
さらに連携を進めていくことが重要な課
題であることを訴える基調講演がされま
した。
続いて，全国的な団体・機関による
取組が紹介されました。
①日本退職者連合の菅井嘉男氏から
「 消費者被害をなくす 」運動を全国で
展開し，
不招請勧誘の禁止を消費生活
条例に規定することや電話勧誘拒否
登録制度，訪問販売拒否制度の政策
を取ることを各自治体に要請したり，消
費者関係法の改正に当たって声明を
発表するなどの取組が紹介されました。
そして，日弁連の連続シンポジウムの取
組に高い評価をいただきました。
②警視庁生活安全課企画課長中山
徹氏から，警察からの要請で金融機関
の振込制限が広く普及し被害防止に
効果をあげ，さらに消費者被害防止の
ための留守番電話や通話常時録音装
置が有用で，その普及に力を入れてい
ることが報告されました。
③株式会社セブン－イレブン・ジャパ

ンの堂本敏夫氏から，
コンビニエンススト
アによる安心・安全なまちづくりの取組
の一つとして，高齢者の保護や特殊詐
欺未然防止の取組が紹介されました。
次に，各地の連続シンポジウムの報告
の中で，ぜひ全国に知ってもらいたい工
夫された取組が次々と報告されました。
①吉田実会員（ 大阪 ）から大阪府
老人クラブ連合会を中心とした老人クラ
ブの，
「 見守りサポーター」による情報
提供，声かけなど，高齢者自身が主体
となって「 被害者にならないだけでなく，
被害者を出さない」高齢者被害防止
キャンペーンの取組などが紹介されまし
た。
②小林由紀会員（ 札幌 ）から，北海
道の，持続的な活動を見据えて，課題
も自覚しながら取り組まれている先進的
な地域ネットワークである「 地域消費者
被害防止ネットワーク」の活動が紹介さ
れました。
③ NPO 法人消費者支援ネットワー
クいしかわの青梅万里子氏から，適格
消費者団体と石川県が連携して，消費
者安全確保地域協議会設立の手引書
を作成し，そのセミナーを開催して４自
治体での協議会設立につなげたことが
報告されました。
④森友隆成会員（ 広島 ）から，広島
の社会福祉協議会・中山口伝の会によ
る，被害防止を目的とする大変ユニーク
な紙芝居・朗読を中心とした音楽劇が
映像とともに紹介されました。
⑤徳島県危機管理部次長の小椋昇
明氏から，徳島県が全市町村に消費
生活センターと消費者安全確保地域協
議会の設置にする支援をし，前者は実
現し後者も広がっていることが報告され
ました。
⑥末吉江衣会員（ 兵庫県 ）から，学
生の取り組む消費者教育活動として，
佐賀大学の学生のテキストの作成と中
学生への授業実施，金沢大学の教員
志望学生による寸劇，徳島県の農業
科・商業科のある高校の自分達が作っ
た作物をカフェで販売することを通じて
エシカル消費や表示の重要性を学ぶ実
践について，映像を交えて紹介されまし
た。
そして，大泉力也会員（ 仙台 ）から
は，仙台弁護士会における，充実した
連続シンポジウムの開催に向けた取組，
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特に準備会・意見交換会によって各団
体との関係を強める工夫やシンポジウム
終了後に学習会を開催するなどの連携
継続の工夫が紹介されました。
最後に，
座長である筆者がまとめと今
後の取組の提案を行いました。
4 今後に向けて
連続シンポジウム「 地域 で 防ごう！
消費者被害 」は，
これを実施すればそ
れで終わりというものではありません。こ
のシンポジウムをきっかけとして，当該地
域での消費者被害の予防・救済のた
めの連携が強化されていくことに意義
があります。連続シンポジウムは各地で
の連携強化の取組のスタートラインと位
置付けられており，
これを契機に引き続
き消費者被害をなくす連携活動を継続
していくことが期待されています。中間
総括シンポジウムでは，
そのことを確認し，
各地のシンポジウムあるいはそこで紹介
された取組が，全国各地の消費者被
害防止の活動や工夫とつながっている
ことを実感できた場となりました。
未開催の地域，弁護士会では，ぜひ
連続シンポジウムの開催を検討していた
だくようお願いします。
野々山宏（京都）
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「民法成年年齢引下げを考えるシンポジウム」
を開催して
1

はじめに
千葉県弁護士会主催，
日弁連共催に
より，
2018年６月16日，千葉県弁護士
会館にて標記シンポジウムを開催しまし
た。同月13日に，国会で民法の成年年
齢を20歳から18歳に引き下げることな
どを内容とする民法の一部を改正する
法律が成立してから３日後のシンポジウ
ムということもあり，
この問題について関
心が寄せられる中で行われました。なお，
日弁連は2016年２月18日付けで，千葉
県弁護士会においても2017年 10月17
日付けで「 民法の成年年齢引下げに
関する意見書 」を出しており，
この問題
については，従前から取り組んできまし
た。
2 千葉県弁護士会の取組
千葉県弁護士会としては，消費者問
題委員会を中心に，この問題について
は，
２つの方向で取り組んできました。１
つは，仮に民法の成年年齢が 18歳に
引き下げられた場合に，若者の消費者
被害を未然に防止するため，学校現場
に足を運び，消費者教育を行うことです。
２つ目は，民法の成年年齢を引き下げ
る改正が行われないように前記意見書
を出すことなどです。今後の活動は，前
者を徹底的に行うことになりそうです。
3 シンポジウムの内容
このシンポジウムは，①千葉県弁護士
会による消費者出張授業の取組の紹
介，②日弁連消費者問題対策委員会
成年年齢引下げ問題対応 PT 座長の
平澤慎一会員（ 東京 ）による基調報告，
③パネルディスカッション，の３部構成に
より行われました。
①では，筆者及び阿部茂会員（ 千
葉県 ）から，千葉県弁護士会が行って
いる消費者出張授業を紹介しました。
千葉県弁護士会消費者問題委員会で
は，
2017年６月に消費者教育（出張授
業 ）に特化した部会を設立し（ 現在は，
執筆者が部会長を務めています。
）
，県
内の高校，大学生を対象に授業を行っ
てきました。授業の内容としては，①消
費者被害の加害者にならないために，
4

②若者を中心とした消費者被害の事
らなかったり，その弊害について知らな
例紹介，③消費者被害を防止する法
かった学生が多数いること，改正自体に
制度や窓口相談の紹介を行っていま
反対する者も半数以上いることから，学
す。京葉支部（千葉県船橋市，
習志野
校教育の中に消費者教育のカリキュラ
市，
市川市等のエリア）においては，
さら
ムを充実させることなどの対策をとらな
に先駆的に出張授業に取り組んでおり， ければならないという話がありました。
その活動についても報告をしました。同
若者の消費者被害に日常接している
支部では，昨今，若者がスマートフォンを
丹羽相談員からは，若者の中では，
アダ
利用した際にトラブルに巻き込まれること
ルトサイトの料金についての被害，ダイ
が多いことに鑑みて，
テーマとしては，
①
エット食品や化粧品の定期購入の際の
アプリやゲームの課金問題，②個人情
トラブル，情報商材のクレジットでの購入
報の特定や漏洩に関する問題，
③架空
についてのトラブルが増えており，未成
請求やフィッシングなどの詐欺，④ＬＩＮＥ
年者の場合，
このような取引における取
等のＳＮＳにおけるコミュニケーションなど
消権主張の効果は大きかったが，成年
の問題を取り上げています。１年間で
年齢が引き下げられた場合には，
このよ
10校前後の依頼があり，同支部の委員
うなトラブルについて適切な対処ができ
で担当しています。今後も活動の範囲
ない事例が増えていくのではないか，
と
を広げて行き，若者の消費者被害を防
いう懸念が述べられました。消費生活
ぐための活動を行っていきたいと思いま
相談員は，相談業務だけではなく，
日々
す。
の相談業務の経験を踏まえて出張講
②では，平澤会員から，民法の成年
義を行うなど，消費者教育についても力
年齢引下げについての国会や法制審
を入れているようです。
議会での議論状況についての説明が
4 シンポジウムを実施して
あり，
その上で，成年年齢が 18歳に引き
このような法制度に関するシンポジウ
下げられた場合の弊害について，
どうし
ムを実施した後は，
シンポジウムで終わり
て反対しなければならないのか，
この問
にしてはならない，
という話が必ず出て
題についての意見の対立状況が簡明
きます。今回のシンポジウムで高校教員，
に分かるような形で報告がありました。
大学教員，消費生活相談員とのつな
③では，日野勝吾氏（ 淑徳大学准
がりもできたように思います。民法の成
教授 ）
，丹羽典明氏（ 消費生活相談
年年齢引下げが決まった以上，今後は，
員・ＮＡＣＳ東日本支部 ）
，小島江津子
若者の消費者被害をいかに防ぐか，法
氏（ 千葉県立白井高等学校教諭 ）
，平
制度への働きかけ，
そして，
消費者教育
澤会員をパネリストとし，井原真吾会員
の充実に向けた取組が必要です。今
（ 千葉県 ）をコーディネーターとしてパ
回できたつながりを基盤に，例えば，消
ネルディスカッションを行いました。
費生活相談員と弁護士とで消費者教
小島教諭からは，
シンポジウム実施当
育に関する授業をするなどの連携が必
時も，家庭科の授業に消費生活相談員
要だと感じました。
を呼んで授業を行う等，一定の消費者
教育が行われているが，民法に未成年
中島順隆（千葉県）
者取消権があることを知らなかったり，
消
費者を守る法律上のルールについて知
らない生徒も多いことが紹介されました。
日野准教授からは，民法の年齢引下
げについて意識調査を行った結果の，
報告がありました。民法の成年年齢引
下げについて議論されていることを知
日弁連 消費者問題ニュース185号
（2018年11月）

リ ポ ー ト

いわゆる「預託商法」につき
抜本的な法制度の見直しを求める意見書
1

預託商法とは，消費者が購入した
商品を販売業者やその関連会社に
預託して運用を委託し，運用に基づ
く配当その他の経済的利益を受け
る取引です。
これら預託商法では，消費者が自
分で既に保有している商品を預託す
るのではなく，預託あるいは拠出する
ことを前提として商品を購入させると
いう形態が一般的です。
もともと個人の需要があって保有・
購入する商品ではないため，商品は
何でもよく，当該商品を用いて行う事
業等によってもたらされる配当や利金
の多寡が専らの関心事です。そのた
め，外形的には商品を購入して預託
するという形態でありながら，
実質とし
ては，資金を拠出して事業や運用を
してもらい配当を受けるという「 投資
契約 」に限りなく近似してきます。
業者においても，消費者は商品そ
のものには関心がないので，商品の
実在や特定についてはどうしても無
頓着になりがちで，ペーパー商法が
横行することになり，ある日，配当が
止まって，被害が顕在化するというパ
ターンがいつも繰り返されているのが
預託商法の実態です。
豊田商事事件に始まり，安愚楽牧
場事件が起こり，今回またジャパンラ
イフ事件という大規模消費者被害を
防ぐことができませんでした。すなわ
ち，現行の法制度によっては，預託商
法による被害を効果的に抑止し得な
いことは明らかです。
2 預託商法に関する現行法の規制
としては，特定商品預託取引法（ 以
下「 預託法 」といいます。
）と金融商
品取引法（ 以下「 金商法 」といいま
す。
）があります。
この点，預託法は指定商品制を
採っており被害抑止の効果は極めて
限定的です。立入検査権，報告徴
求権，業務停止等の行政権限は整
備されていますが，登録その他の参
入規制がないため，消費者庁も預託
商法業の実態を事前にはほとんど把
握しておらず，
各地の消費者センター
に被害申告が来て，初めて問題のあ

る業者を認知するというのが現状で
す。また，
破産申立権限も付与されて
おらず，
ジャパンライフ事件では，消費
者庁が業者の債務超過を把握して
いたにもかかわらず，
この点がネックと
なり，被害拡大を防ぐことができませ
んでした。
他方，金商法では，集団投資ス
キーム持分が有価証券の一つとして
規定されています。集団投資スキー
ム持分とは，出資者が金銭等を拠出
し，これを受けたファンドが事業を営
み，
当該事業の収益に基づいて配当
等を分配することを内容とする権利
であり，その法形式は問わないとされ
ていますので，広く網をかけられる建
て付けになっています。
集団投資スキーム持分の自己募
集には第 2種金融商品取引業の登
録を要し，恒常的，継続的な監督権
限のみならず緊急差止申立権や破
産申立権限も整備されている上，投
資取引としての側面に則した行為規
制も課せられています。
ただし，集団投資スキームでは，金
銭拠出が原則とされており，現行法
では，物の拠出については競走用馬
が規定されているのみです。預託商
法は形式的には消費者に物を買わ
せて，
その物を拠出するという形式を
とりますので，条文を形式的に判断
すれば，競走用馬以外の商材を扱う
預託商法は集団投資スキーム持分
には当たらないということになります。
もっとも，多くの預託商法では，物
の実在性，特定性は非常に希薄化
しており，実質的には金銭出資と同
視できるとして，
金商法の集団投資ス
キームに該当するという判断も解釈
上は可能とされています（ 裁判実務
でも，預託商法につき金商法の集団
投資スキームに当たるという判断を下
した裁判例もあります）。ただし，
この
ような実態判断を，登録業務の段階
で適切に行うことは実際には困難で
す。結果として，現状では，預託商法
について金商法に基づく行政の規制
はなされていません。
3 このような現行法の不備を踏まえ

日弁連 消費者問題ニュース185号
（2018年11月）

て，
日弁連は，
2018年 7月12日付けで
標記意見書（ 以下「 本意見書 」と
いいます。）
を公表しました。
本意見書は，預託商法の被害抑
止として，
預託法の規制強化ではなく，
金商法の集団投資スキーム持分とし
て規制すべきであることを提言してい
ます。具体的には，現行法では競走
用馬のみに限定された物品拠出型
集団投資スキームにつき，
「事業者に
よる物品の販売と，販売業者又はそ
の関連業者が収益の配当を約して
当該物品の預託を受けることが一体
的に行われている形態のもの」につ
いても適用対象となることを明確化す
るよう法令を改正することを求めてい
ます（ 意見の趣旨１）。
そのうえで，運用規制（ 分別管理，
運用状況報告等 ）及び不招請勧誘
の禁止についても導入するよう提言
しています（ 意見の趣旨２⑴⑵ ）。
すなわち，預託・拠出を受けること
を前提に消費者に物品を購入させる
という「 販売・預託一体型 」の預託
商法はペーパー商法の潜在的危険
性が非常に大きいことから，
この形態
の取引を規制対象として金商法の集
団投資スキームに取り込むことで，既
にある金商法の規制（ 登録制，行政
による恒常的かつ継続的なモニタリ
ング，緊急差止命令・破産申立権限
等 ）を活用することにより，効果的な
被害抑止が期待できます。
4 2018年８月31日，内閣府消費者
委員会において，
「ジャパンライフ問
題の実態と預託法の問題点につい
て」を議題とする本会議が開催され，
本意見書に関するヒアリングが実施
されました。内閣府消費者委員会は，
引き続き，
この問題に取り組むとのこと
であり，
最終的には，
本意見書の提言
に沿った内容の建議を発出して貰え
るよう，
引き続き働き掛けが必要です。
つきましては，各地の弁護士会に
おかれましても，同種の意見書の発
出をお願いいたします。
加藤了嗣（愛知県）
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事件情報

大阪

「くりっく株365」（取引所株価指数証拠金取引）の取引について，過当取引，指導助
言義務違反を認めた逆転勝訴判決（大阪高裁平成30年３月28日判決（確定））

１ 事案の概要
いて支配を及ぼし，顧客の信用を濫用して自己の利益を
証拠金取引の経験のなかった原告（66歳，女性 ）が，
図り，当該口座の性格に照らして金額，回数において過
金融商品取引仲介業者である被告仲介業者の勧誘によ
当な取引を行う場合は過当取引に該当する」とした上で，
り，被告証券会社に委託して，平成 25年５月２日から「く
「 取引回数，取引金額が多く突出した手数料が発生し
りっく365」
（ 取引所外国為替証拠金取引，米ドルと豪ド
ていることや両建ての状況等として過当な取引であり不
ル）
，同月15日からは，
「くりっく株 365」
（ 取引所株価指
合理なものであった」，
「控訴人の注文時の経過，
取引の
数証拠金取引，
日経 225）の取引を開始したところ，取引
内容（ 過大な取引であり，新規建玉追加，両建て状態等
初日から枚数が大きく，
かつ両建をさせられるなどし，
その
により多額の手数料が毎回発生していたこと等 ）
，
手数料
後も常時両建のまま，
売りと買いが繰り返されました。その
額に関しては控訴人の意識が及んでいなかったとみられ
後，手数料の高さに驚いた原告が，慌てて全建玉を決済
ることからすれば，控訴人が注文した取引内容は，控訴
したところ，
「くりっく365」で358万 7100円の損失，
「くりっ
人の損切りはしたくない等の目先の要望を聞き容れた形
く株 365」で2868万 3500円の損失（このうち手数料は
にしながらも，担当者の主導のもとに定められたと推認す
1155万円）が生じ，
とりわけ「くりっく株 365」の損失に占
ることができ」，控訴人が，仲介業者担当者の提案や助
める手数料の割合は約 40％，両建の新規比は約 65％で
言によることなく自らの意思と判断のみによって注文などを
した。
行ったことはほぼなかったと認定して，過当取引を認めま
そこで，原告が，適合性原則違反，説明義務違反，過
した。
当取引禁止違反，
また，株価指数証拠金取引においては
また，両建のような不合理な取引手法が多数用いら
再勧誘禁止違反があったとして，被告仲介業者に対して
れている点についても，
「 控訴人の投資経験等からすれ
は不法行為又は債務不履行，被告証券会社に対しては
ば，控訴人が相場の状況を見ながら両建て中の建玉に
所属金融商品取引業者の責任（ 金融商品取引法 66条
ついて買い建玉，売り建玉のどちらをどれだけ，
どのタイミ
の24）に基づいて，
損害賠償の支払を求めた事案です。
ングで決済していくかといったことを自ら検討し，判断でき
２ 第一審判決（ 神戸地裁平成 29年９月７日判決 ）に至
るほどの相場観や技量を有していたとは認められない」，
るまで
「（ 仲介業者 ）担当者は，
リスクが大きく，手数料額もかさ
第一審においては，原告からの文書の任意開示要求
む短期頻繁売買を安易に提案するのではなく，リスク及
に応じる形で，被告らから，営業日誌，通話履歴（ 通話開
び手数料額について顧客に十分説明し，不合理な取引
始時刻などが記録されたもの）
，取引仲介補助簿（ 受託
を改善，是正させるために指導，助言すべき助言指導義
時刻などが書かれたもの）
，原告と管理部とのやり取りの
務を負っていたにもかかわらず，
これを怠り，
過大な取引を
録音などが提出されました。
勧めて多額の手数料等の利益を得て上記義務に違反し
第一審判決は，
「 投資内容の根本をなす仕組み自体
た」として，
仲介業者担当者の指導助言義務違反を認定
は単純 」で，原告が取引の仕組や危険性等を理解して
し，
「くりっく株 365」の損失について，被控訴人仲介業者
いたなどとして，適合性原則違反や説明義務違反を否定
の不法行為責任及び所属金融商品取引業者である証
しました。また，
「くりっく株 365」については，過当取引で
券会社の責任を認めました。
あったとしながら，
「 原告は主体的に取引を行っていたと
もっとも，原告が投資経験を有していたことや，取引回
認められ，
一任状態であったとは到底いえないのであって，
数が過大であることなどに不審を抱く機会があった等の
結局，原告自らがそのような過当取引を希望して行ったと
理由で３割の過失相殺をしました。
いうほかない」としました。さらに，原告のような未経験者
４ 本判決の意義
に対して，取引初日から両建を提案していたこと，原告が
本事案における「くりっく株 365」の取引は，ごく短期
主体的に判断して取引を行っていたこと，及び原告が他
間に両建などを多く含む不合理かつ過大な取引を行わ
の証券会社の担当者の助言も参考にしていた可能性も
せ，必然的に高額の手数料も発生するなど，悪質性の際
あるなどとして，
被告仲介業者が「 積極的に指導，
助言し
立つ取引でした。控訴審判決では，このような客観的な
なかったことが，違法性を帯びる程度に至っているとはい
取引の悪質性と原告の知識や経験などからして，取引を
えない」として，
原告の請求をすべて棄却しました。
主導したのは被告仲介業者であり，両建などの手法も原
３ 控訴審判決の内容
告には判断できないものであったことを合理的に推認して
原告が，第一審判決を不服として控訴したところ，控訴
原判決を変更し，
かつ過失相殺を３割にとどめたところや，
審判決は，
「くりっく365」については原審と同様に原告の
その所属金融商品取引業者にも連帯責任を認めたとこ
請求を認めませんでした。
ろに意義があるものと思います。
しかし，
「くりっく株 365」については，適合性原則違反
上田孝治（兵庫県）
は否定しましたが，
「 金融商品仲介業者が当該取引につ
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翔 た く 仲 間

えひめ消費者ネット 適格消費者団体に認定
2018年６月19日，特定非営利活動
法人えひめ消費者ネットは内閣総理大
臣より全国で18番目となる適格消費者
団体の認定を受けました。空白地帯と
なっていた四国で初めて適格消費者
団体の認定を受けることができ，感慨も
ひとしおです。
えひめ消費者ネットは，
2008年７月に
消費生活専門相談員や消費生活アド
バイザーが中心となって設立され，消費
生活相談や消費生活の関する情報を
収集・提供する事業などを実施し，愛
媛県民の消費生活の安定・向上に寄
与する活動に取り組んできました。
2013年度から消費者行政活性化基
金を活用した愛媛県の補助事業を受
託し，弁護士，司法書士，学者らを理事
に加えて，適格消費者団体認定を目指
すことになりました。
しかし，適格消費者団体の認定を受
けるまでは苦難の連続でした。

松山のような地方の小規模都市では
マンパワーが足りず，会員を100名以上
集めるのにも苦労しました。毎年１回シ
ンポジウムを開催して適格消費者団体
に対する理解を広め，会員の増強に努
めました。財政面については，会費や
寄付金だけで運営することは到底でき
ず，愛媛県や松山市の NPO 法人を支
援する基金に応募したり，県からの委
託事業などでなんとか活動資金を確保
してきました。事務局長も実務経験豊
かな人に無理を言って無報酬でお願い
しました。事務所についても，以前借り
ていたところは秘密保持の観点から基
準を満たさないと消費者庁から指摘さ
れ，少しでも安い賃料の物件を探して
移転しました。このように，マンパワー不
足と財政難で見通しが立たず，何度もく
じけそうになりましたが，その都度「 ぜ
ひ四国に適格消費者団体をつくらなけ
ればならない」という強い決意で理事ら

一同頑張ってきました。小規模地方都
市で適格消費者団体を目指すには，多
くの人のプロボノ的な献身的努力と熱
意がなければできませんでした。
これまでの活動を通して，消費者一
人ひとりの苦情が消費者全体の安全・
安心につながるとともに，関係者が手を
取り合うことが，
社会のさらなる安全・安
心につながるということを実感しました。
そして，今後，えひめ消費者ネットの
活動の実が地域に還り，地域の滋養と
なり，地域における消費者力向上につ
ながるよう，
さらに努力をしていきたいと
考えています。
今後とも，えひめ消費者ネットの活動
に対しまして，
ご支援，
ご理解を賜ります
ことをお願いいたします。
特定非営利活動法人
えひめ消費者ネット理事長
野垣康之（愛媛）

翔 た く 仲 間

適格消費者団体となって
～特定非営利活動法人消費者支援かながわ
１ 経緯
特定非営利活動法人消費者支援
かながわは，
2018年８月３日，適格
消費者団体の認定を受けました。
神奈川県は東京都に次いで人口
の多い道府県であるにもかかわらず，
これまで県内に適格消費者団体が
存在していませんでしたが，
2014年
１月18日の弁護士会主催の「 人権
シンポ in かながわ2014」「かながわ
に適格消費者団体をつくろう」をきっ
かけに設立への気運が盛り上がり，
準備期間を経て2014年 12月に適格
消費者団体を目指す消費者支援か
ながわの設立総会を開き，翌 2015年
３月に特定非営利活動（ＮＰＯ）法
人の認証を受けて，
４月に特定非営
利活動法人消費者支援かながわの
設立登記をし，
３年強の活動を経て
今回の認定に至りました。
８月３日に内閣府の消費者担当
大臣室で行われた認定書交付式に
は，
５人の理事が参加し，私は理事
長として，内閣総理大臣名義の認定

書を担当大臣から受領し，その後参
加者らは大臣，消費者庁長官らと懇
談しました。大臣室では準備期間を
含めて４年半の活動を思い起こし，
感無量でした。
２ 当団体の特徴と決意
消費者支援かながわの特徴は，
弁
護士・司法書士・消費者団体・消
費者相談員が協力して活動し，神奈
川県・ 横浜市等行政も物心両面で
積極的に応援してくれていることで
す。2018年３月の改正で神奈川県
消費生活条例には適格消費者団体
等への支援に関する規定が新設さ
れ，消費者支援かながわの事務所は
横浜市消費生活総合センターの元
商品テスト室の使用許可を得ていま
す。財政的には，弁護士有志の消費
者基金や各種消費者問題弁護団か
ら多額の寄付も頂いて，大きな基盤と
なっています。
また，弁護士の会員も多数なので
申入活動はやりやすく，相当数の是
正申入活動をしていくつか成果を上
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げることもできました。
大臣室ではそのような話もしながら
喜びに浸っていましたが，身が引き締
まる思いになったのは，大臣室を出て
記者に囲まれてこれからの抱負を聞
かれたときです。認定された以上，今
後は差止請求訴訟を次々に起こし，
いずれは被害回復のための消費者
団体訴訟を提起できる特定適格消
費者団体となって集団訴訟を起こせ
るようになりたいと決意して語りました。
もちろんまだまだ道は遠く，適格消
費者団体としてはまさにここがスター
トですし，これからが大変だと承知し
ながらも一同張り切っております。
全国のみなさまには今後とも一層
のご支援，ご協力をお願い申し上げ
ます。
特定非営利法人
消費者支援かながわ理事長
武井共夫（神奈川県）
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新・金融商品取引法ハンドブック
〔第4版〕

7年ぶりの全面改訂版です。4部構成で，
「 第１部 金融商品取引法」
「 第２部 金融商品販売法 」は，最新の改正と裁判例を踏まえていま
す。新設の「 第３部 民事責任の論点 」は，第 4部の裁判例を関連付
けながら，実務的に重要な8つの論点（「 被害救済の法理論の全体像」
「 投資判断と投機判断 」
「 適合性原則 」
「 説明義務 」
「フィデューシ
ャリー・デューティーと民事責任 」
「 改正民法と金融取引 」
「 高齢者と
金融取引」
「 銀行の責任 」）
を詳しく検討・解説しました。「 第４部 金
融商品取引に関する裁判例 」では，金融取引分野の主要な裁判例約
200件を，業者の責任の種類，商品の種類等の観点から分類・整理・

文献紹介

Ａ５版 706頁／ 5400円（税込 ）
発行 日本評論社
著者 桜井健夫，
上柳敏郎，
石戸谷豊

消費者法講義
［第5版］

本書はもともと主に法科大学院でのテキストとして使用されることを目
的として出版されたもので，2013年３月刊行の第４版から５年半ぶりの
改訂です。
「 消費者法 」は現に起きている消費者問題に対する解決方法や予
防施策を示す法律群であり，最新の内容が重要な分野です。一方，分
野が広く，体系的理解も必要です。本書は初心者が習得しやすいように
消費者法の基本的な知識と最新の状況をコンパクトな分量でまとめたも
のとなっています。版を重ね，法科大学院等の授業だけでなく，消費者
問題に携わる実務家にも広く利用されています。
第４版の刊行以降の景品表示法の改正，消費者裁判手続特例法の

文献紹介

解説しています。
基礎的な理解を深める場合から被害救
済実務の最先端の情報まで，幅広く活用
できる一冊です。

制定，特定商取引法・割賦販売法・消費
者契約法の改正など，2018年通常国会
成立までの重要な法改正を織り込み，
この
間の重要な判例もフォローした最新版とな
っており，消費者法に関わるすべての方に
必携の書です。
Ａ５版 560頁／ 4644円（税込 ）
発行 日本評論社
日本弁護士連合会 編

消費者六法 判例・約款付 2018年版

本書は，消費者問題に関わる場合に，
これだけはどうしても必要だと思
われる法令，判例，書式，約款を収録した実務六法です。平成 29年改
正までを織り込み，重要法令については政省令・通達・ガイドラインを収
録しています。
法令編では，業務停止命令を受けた法人役員等の業務開始禁止，電
話勧誘販売について通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買
契約申込みの撤回等の措置がなされた「 特定商取引に関する法律 」の
改正に伴う政省令・通達・ガイドラインの改正，消費者契約における不
当条項類型の追加，取消権の行使期間伸長等の措置がなされた「 消
費者契約法 」の改正に伴う政省令の改正のほか，旅行業法・金融商
品取引法・ＪＡＳ法等の改正に対応しています。判例編では，消費者被

害救済に必須の891件の判例・裁判例
を収録し，約款・約定書・自主規制編で
は，最新の情報に対応しています。
使い勝手の良い内容であり，消費者問
題に携わる者には必携の書です。
Ａ５判 1567頁／ 5724円（ 税込 ）
発行 民事法研究会
甲斐道太郎・松本恒雄・木村達也 編
集代表

催 事 2019年消費者問題リレー報告会
（第24回）
開催のお知らせ
日 時 2019 年１月 26 日（土）午後０時～午後５時 30 分（終了後，懇親・交流会）
場 所 主婦会館プラザエフ７階（東京都千代田区六番町 15 番地）
，最寄り駅「四谷駅」
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
毎年新年，東京で，消費者法ニュース発行会議主催の「 消費者問
題リレー報告会 」を開催しています。学者，弁護士，司法書士，相談員，
修習生，ロースクール生ら消費者問題に興味のある方が多数参加され
ています。報告テーマは，
（１）行政庁，
日弁連，消費者関係団体，司法
書士等の活動，
（２）関連立法・政策，
（３）弁護団や研究活動など最

先端の消費者問題で，50テーマ前後になります。終了後に懇親・交
流会も行います。是非ご参加ください。ご参加希望の方は，
１月21日
までに，池袋市民法律事務所宛ＦＡＸ（03-5951-6944）またはメール
（ikebukuroshimin@nifty.com) にてお申し込みください。

編 ▪ 集 ▪ 後 ▪ 記 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
11月になり，熊本も朝晩は少しずつ寒さを感じるよ

皆様の御支援により，なんとか発行にこぎ着けること

ち上げ，個別事件での係争など，消費者問題に取り組

うになってきました。読者の皆様はいかがお過ごしで

ができました。この場を借りて感謝申し上げます。記

む弁護士のアグレッシブな執務姿勢を見て，我が身が

しょうか。

発
8

事選定においては，全国各地の弁護士が，日々，消費

引き締まる思いです。私も見習って今後も消費者問

今回，初めて消費者問題ニュースの編集長を経験

者問題と戦っていることを改めて実感しました。シン

題に取り組みたいと思います。

することになり，行き届きませんでしたが，関係者の

ポジウムの開催，意見書の起案，適格消費者団体の立

村上純也（ 熊本県 ）
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