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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－」
1

はじめに
2018年 10月18日夕刻から弁護士会
館で，標記シンポジウムが開催されまし
た。木造２階建など小規模住宅に代表
される「４号建築物」の問題については，
2017年４月８日にもシンポジウムを開催し
（本 ニュース No.177参照）
，
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」も公表して
います。本シンポジウムはこれらを踏まえ
た続編的な位置付けとなります。
当日は 当委員会 の 松本知佳会員
（福岡県）
，上田敦会員（京都）の司会
進行の下，黒木和彰委員長（福岡県）
の開会挨拶の後，
以下の各報告・議論
がありました。
２ 基調報告「４号建物の法規制の
問題－欠陥住宅被害から－」
神崎哲会員（京都）から，現行法上
の実体的特例（構造計算の免除）
，手
続的特例（建築確認における構造審
査の省略）等の説明がなされ，
これらが
住宅の安全性確保の妨げとなってい
ることについて，実際の訴訟事案等も
交えて指摘されました。また，国交省の
2008年４月22日付け文書に「四号特
例の見直しは，設計者等が十分に習熟
した後に行う」
との記載があるところ，本
来，習熟した建築士が関与するからこ
その特例なのに本末転倒だとの指摘も
なされました。
3 研究報告「プレカットを用いた木
造軸組工法（四号建築物）に関す
る研究報告」
建築士の村上淳史氏からは，木造

軸組住宅の約 90％でプレカット材が利
用されており，本来，設計建築士が作
成すべき構造設計図書が，
プレカット業
者の作成するプレカット図で代用されて
いる現状等が指摘されました。また，仕
様規定ルートで建てられた住宅 100物
件を無作為抽出した調査において，
84
物件は構造伏図が存在せず，構造計
算を行った結果，
100物件全てで構造
上のエラーが出たという衝撃的な報告
もなされました。
4 ４号建築物等に係る建築行政関
連の状況について
国交省住宅局の担当者から，建築
基準法・建築士法の改正経過や熊本
地震の被害調査結果，小規模木造建
築物に関する講習会の取組等が報告
されました。また，建築士法上，業務に
係る一定の図面等については15年間
の保存が義務付けられているところ，
４
号建築物の構造詳細図等は保存義務
がないことも併せて報告されました。
５ パネルディスカッション「『４号建
築物』に関する建築基準法令の規
制の在り方について」
吉岡和弘会員（仙台）
のコーディネー
トの下，淡野博久氏（国交省住宅局建
築指導課長）
，五十田博氏（京都大学
生存圏研究所教授）
，蟹澤宏剛氏（芝
浦工業大学建築学部建築学科教授）
，
神崎哲会員の４ 名をパネリストとして，
⑴前述した４号建築物の実態，⑵日弁
連意見書に対するパネリストの意見等
を中心に白熱した議論がなされました。
４ 号建築物におけるプレカット業者
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への丸投げが建築士の怠慢であり問
題であることや，４号建築物の特例が
住宅の安全性確保の妨げとなっている
ことについては概ね意見が一致しまし
たが，対応策としての構造計算の義務
付けについては，社会的影響の大きさ
に対する懸念や，仕様規定の充実化で
足りるなど，意見はそれぞれでした。ま
た，
「図書省略」は「構造計算省略」で
はなく，構造安全性の確認が必要との
点についてはパネリストの意見は一致し，
また，構造詳細図等の保存義務がない
点については省令改正で対応できるこ
とが確認されました。
6 さいごに
本シンポジウムは，
極めて専門性の高
いテーマにもかかわらず，
120名を超え
る参加者がありました。２回のシンポジ
ウムによって，
今後取り組むべき課題とし
て，法改正に向けた具体的運動と，そ
の前提として設計施工に携わる技術者
のコンセンサスを得ることの重要性が浮
き彫りとなった成果あるシンポジウムとな
りました。
土地・住宅部会
森竹和政（兵庫県）
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連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in千葉」
1 シンポジウムの概要
2018年 11月10日（土）
，千葉県弁護
士会館にて，
「地域で防ごう！ 消費者
被害 in 千葉」が開催されました。この
シンポジウムは，
日弁連が全国各地で開
催している連続シンポジウムとして，
日弁
連と千葉県弁護士会の主催で開催さ
れたものです。当日は，約 70名の参加
がありました。
2 基調報告
国府泰道会員（大阪）から「被害防
止の手段と取組について」をテーマに
基調報告がありました。近年，訪問販
売・電話勧誘販売で高齢者の消費者
被害が増えていること，
また，現行法で
は訪問販売・電話勧誘販売の規制が
不十分であることを前提に，迷惑電話
防止装置の普及，
地方自治体の条例に
よる規制などを地域で積極的に取り組
むべきことなど今後の活動について示
唆がありました。
３ 消費者庁からの報告
消費者庁からの報告として，梅田政
徳氏（消費者教育・地方協力課課長
補佐）から，消費者安全確保地域協議
会の全国での取組の現状及び設置に
向けた取組について報告がありました。
梅田氏からは，
高齢者の消費者被害防
止のために地方公共団体及び地域の
関係者が連携した消費者安全確保地
域協議会の設置を各地に求めている
が，設置状況については地域によって
大きな差があり，
当地千葉県では３つし
か設置されていないことなどの報告が
あり，
また，現在活発に活動している徳
島県の取組について紹介がありました。
４ 行政の取組報告
続いて，行政機関からの報告として，
千葉県，富里市，旭市，千葉県警から
それぞれ報告がありました。
千葉県は，現在第３次消費生活基
本計画の策定作業を行っており，その
素案の概要について報告がありました。
富里市からは，県内３つある消費者
安全確保地域協議会の１つとして，市
内の諸団体との連携を広げていること
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などについて報告がありました。
旭市からは，弁護士・社会福祉士と
連携した無料相談会を実施しているこ
と，多重債務問題理解のために，
「職
員全員」
を対象とした研修を実施してい
ること，
「旭市多重債務者生活再建マ
ニュアル」
を作成し，
「職員全員」に配布
していること，庁内組織として，
「旭市多
重債務者支援連絡会議」を設置し，庁
内・庁外連携を図っていることについて
報告がありました。
千葉県警からは，電話を使った特殊
詐欺について「電話 de 詐欺」
と名付け，
相談専門ダイヤルを設けて特殊詐欺事
案の相談に応じていること，ホームペー
ジ上で「電話 de 詐欺」の電話音声を
公開して注意を呼びかけていることなど
の報告がありました。
5 千葉県弁護士会からの報告
千葉県弁護士会は，高齢者の特殊
詐欺被害を題材に消費者問題委員会
の有志による寸劇を実施しました。
次いで，千葉県弁護士会京葉支部
が取り組んでいる消費者出張授業（小
中学校に弁護士が出向いて授業を行
います。
）
について報告しました。
６ 各団体からの報告
千葉県内の消費者団体等の報告と
して，
６つの団体から報告がありました。
「千葉県老人クラブ連合会」からは，
高齢者消費者被害の当事者にならな
いように会員に対して迷惑電話防止装
置の普及活動を行っていることなどに
ついて報告がありました。
「消費者市民サポートちば」からは，
適格消費者団体の認定を目指すＮＰＯ
法人として，
来年の認定を目指して積極
的に活動していることについて報告が
なされました。
「消費者行政充実ネッ
トちば」
は，
2008
年に県内の様々な消費者団体によって
結成され，県内各地で「市町村シンポ
ジウム」を実施して当該自治体に消費
生活センターの設置を求める等の活動
を行ってきたことなどについて報告があ
りました。

県内各地にある中核地域支援セン
ターから構成される「千葉県中核地域
生活支援センター連絡協議会」
（24時
間 365日何でも相談を受け付けるという
千葉県独自の組織です。）からは，各地
のセンターは主に福祉関係者によって
運営されているところ，高齢者からの相
談も多いということで今後も消費者団体
と積極的に連携を図りたいとの報告が
ありました。
「市川市社会福祉協議会」からは，
社会福祉協議会の取組として，地域
福祉コミュニティ作り，高齢者・障がい
者への支援について取り組んでいるこ
と，高齢者・障がい者は消費者被害に
遭いやすいことから，
地域の諸団体との
連携を深めたいとの報告がありました。
「株式会社いちはらコミュニティ・ネッ
トワーク・テレビ」は，市原市を拠点とし
てケーブルテレビを運営する会社です
が，地域インフラの防災ネットワークの１
つとして，市原市と連携して迷惑電話
防止装置の普及に取り組んでいること，
番組間のＣＭ枠で消費者被害防止の
啓発情報を流していることなどの報告
がありました。
7 総括
最後に，野々山宏会員（京都）から，
千葉は「消費者行政充実ネットちば」の
ように，既に地域の消費者団体と連携
して活動している組織があり，これらの
既存の組織を使って更なる連携を深め
ることが重要であるとの総括がありまし
た。
澤田仁史（千葉県）
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シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in新潟」
１

本シンポジウムの概要
2018年 11月23日（金）午後１時 30
分から新潟テルサ３階大会議室にて，
新潟県弁護士会，
日弁連，関東弁護士
会連合会の主催による標記のシンポジ
ウムが開催されました。
「地域で防ごう！ 消費者被害」は，
日
弁連が企画する連続シンポジウムで，
全
国各地で開催されています。今回の新
潟でのシンポジウムは全国 18箇所目の
開催となります。
２ 基調講演
池本誠司会員（埼玉）から，
「地域
の官民連携で消費者被害を防ぐには」
というテーマで基調講演がなされました。
⑴ 消費者被害の現状
地域の消費者被害は，
ここ30年の
間に相談件数が約７倍に増加し，年
間 90万件の相談が寄せられていま
す。そのうち39％が高齢者からの相
談であり，
10年間に1.6倍増加してい
ます。高齢者の消費者被害の具体
例としては，
スマホ・携帯電話の有料
サイトからの不当請求が挙げられま
す。スマホ等により，インターネットに
接続することが極めて容易になった
今日の情報化社会の弊害といえるで
しょう。池本会員によれば，被害に関
するテレビ報道等があっても，高齢者
が報道等の情報よりも業者の勧誘文
句を信じてしまうなど，業者の勧誘手
段の悪質化・巧妙化も被害増加の
理由の一つとして挙げられるようです。
このように高齢者の消費者被害を
中心に，被害が増加しているにもか
かわらず，被害・トラブル経験のある
消費者のうち，消費生活センター等
に相談をした人の割合はわずか７％
とのことでした。しかし，
消費生活セン
ターでは，消費者被害に関し資格を
有する専門家が，
全国の消費生活セ
ンターの最新情報に基づいて支援を
行ってくれるため，怪しいと思ったとき
にはぜひ活用すべきと，池本会員が
強く勧めておられました。消費生活セ
ンターは週４日以上受付しているため，
地域住民の方々も利用しやすいと思
います。

⑵

地域連携による被害防止
池本会員によれば，高齢者の消費
者被害の防止は単に情報を一方的
に提供しただけでは実現できないと
のことです。行政から注意喚起をし
ても，情報をキャッチできない高齢者
には届きませんし，高齢者が集まる場
所で出前講座をしても，
外出しない高
齢者に情報は届きません。
そのため，高齢者の消費者被害
防止には，
「発見」
よりも「声掛け」が
効果的であり，高齢者を見守る高齢
者福祉部門と，独自の消費者被害情
報を有する消費者行政部門の連携
が重要とのことでした。実際に，被害
に至らなかった人が被害を回避でき
た理由のうち最も多かったのが「そ
の商法の手口を知っていたから」
とい
う理由であり，情報に接する機会が
比較的少なくなってしまう高齢者に対
しては，事前の直接的な働きかけの
方が効果的というのはもっともだと思
いました。
⑶ 今後の課題
地域連携による消費者被害防止
の今後の課題としては，地方消費者
行政の財政基盤の確保のほか，消
費者行政担当職員の増員が挙げら
れます。2009年度以降，消費者行
政担当職員は増えておらず，近年の
消費者被害相談件数の増加や多様
化に対応するためにも職員の増員が
望まれます。また，消費者の判断力
不足に付け込む契約の取消権の創
設等，消費者契約法の更なる改正を
求めることで，高齢者の消費者被害
の防止につながります。
３ 落語から被害防止のポイントを
学ぶ
本シンポジウムでは，落語家の三流
亭楽々氏により詐欺防止落語が演じら
れました。高齢者は，
「私は大丈夫」と
言う人ほど，その言葉に根拠はなく，騙
されやすいということです。このような思
い込みが，騙される一番の原因とのこと
ですが，
これは高齢者に限らず言えるこ
とかもしれません。実際に楽々氏は落
語の中で思い込みを利用したクイズをさ
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れました。
「水の中に石があり，その石
が潜ったり，沈んだりしています。さぁ，
こ
の石は重いか軽いか」というクイズでし
た。字面ですと，こんなのにひっかかる
人がいるのだろうかと思われるかもしれ
ませんが，楽々氏の滑らかな語りに，
（さ
も，石が浮き上がっているかのように）手
を上下させる動作が合わさると，
「軽い」
石が潜ったり浮かんだりしているのだと
思い込んでしまいます。実際，会場では
「軽い」に手を挙げた人が相当数いま
した。
４ まとめ
当日は，上記のほか，新潟県，佐渡市，
村上市，柏崎市，魚沼市，新潟県警察
本部，新潟県消費者協会，新潟県司法
書士会，消費生活ネットワーク新潟，新
潟県労働者福祉協議会，新潟県弁護
士会から消費者被害防止の取組に関
しての報告がなされました。本シンポジ
ウムは，連休初日であったにもかかわら
ず，多くの方々に御参加いただき，地域
の力で消費者被害を防ぐことに対する
関心の高さがうかがわれました。池本
会員によれば，消費者被害を防止する
ことは，個人のみならず，地域経済にも
資するものとのことです。2017年の消
費者被害・トラブルにかかる契約購入
金額は５兆 7000億円にのぼるため，
こ
の被害を防止できれば，そのうち一定
程度が地域経済に還元されると考えら
れるためです。地域が個人を助け，個
人が地域を助けるという関係をより発展
させることが消費者被害の防止につな
がるのだと思います。
小林哲平（新潟県）
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シンポジウム
「公益通報者保護法の抜本的改正に向けて
～ＥＵ，英国の立法状況に学ぶ～」
1

はじめに
2004年に制定された公益通報者保
護法は，
同法附則２条で施行５年後の
見直しが規定されていました。同法制
定後も，食品偽造やリコール隠しなどの
事業者の不祥事がマスコミを賑わし，
同
法の充実 ･ 強化が求められ，政府内に
何度か法改正に関する委員会が設置
されましたが，いまだに改正されていま
せん。2018年１月にも内閣府消費者
委員会に公益通報者保護専門調査会
（以下「専門調査会」といいます。
）が
設置され現行法の問題点について議
論が深められました。近々報告書が取り
まとめられる予定であり，法改正に向け
ての具体的な動きがようやく見えてきま
した（編集者注：専門調査会の報告書
は，本原稿執筆時点では取りまとめ未
了でしたが，その後 2018年 12月27日
付けで公表されています。
）
。
日弁連は法改正に向けての意見書
や改正試案を公表してきましたが，
2018
年９月にＰＬ･ 公益通報部会で英国とＥ
Ｕへの海外調査を行なった成果も踏ま
え，同年 12月13日に，公益通報者保護
法の抜本的改正に向けてシンポジウム
を開催しました。
2 第1部 報告
⑴ 第１部として，
まず，当委員会委員
であり，専門調査会の委員でもある
林尚美会員（大阪）から，専門調査
会での検討状況の概要報告がありま
した。
①通報者の範囲に退職者を含め
ること，役員も含める方向で議論され
ていること，②通報対象事実に刑事
罰の対象事実だけでなく明文根拠が
ある行政処分等の対象事実も含め
るべきとの意見が多数であること，③
２ 号通報（権限ある行政機関への
通報）の保護要件は緩和するが，
３
号通報（マスコミ等への外部通報）
の要件については現状維持の意見
が多数であること，④解雇の場合は
事業者に立証責任を転換すべきとす
るのが多数意見だが，解雇から１年
に限定すべきとの意見があり，他の
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不利益取扱いについては継続検討
となると見込まれること，⑤不利益取
扱いに対して，助言，指導，勧告及び
勧告に従わなかったときに公表すると
の行政措置の導入には賛成意見が
多数であること，⑥内部通報及び権
限を有する行政機関への外部通報
については体制整備を義務付けるこ
とで意見は一致しているが，中小事
業者については努力義務に留める
意見が多数であること等，各論点の
議論状況が紹介されました。
⑵ 続いて，英国調査について，出口
裕規会員（東京）から報告がありまし
た。日本の公益通報者保護法は，英
国の制度をモデルとして制定されまし
たが，英国では実情に合わせて既に
二度の法改正がなされたこと，通報
者の範囲は雇用約関係を要素としな
い「worker」であり，退職者や役員
も含まれること，使用者側が立証責
任を負うとの判例法理が形成されて
いること等が報告されました。
⑶ ＥＵ調査については，志水芙美代
会員（東京）から報告がありました。
2018年４月に欧州委員会がＥＵ指令
案を作成・公表し，欧州議会とＥＵ理
事会で検討，修正協議がなされてい
ること，その内容として，通報者の範
囲は，労働者に限らず，自営業者や
株主，役員，研修生，下請業者，
また
退職者や元役員なども含まれること，
通報対象事実に刑事罰や法令違反
の限定もないこと，従業員数 50人以
上の法人等が具体的な通報体制を
整備することを前提とした制度設計
となっていること，通報者の個人情報
に守秘義務があることを当然の前提
として守秘義務違反に対するペナル
ティを求めていること，通報者を報復
から守るため立証責任の転換が図ら
れていること等が報告されました。
３ 第２部 パネルディスカッション
第２部では，パネリストとして英国・Ｅ
Ｕ調査に同行いただいた日野勝吾淑
徳大学准教授，オリンパス内部通報経
験者の濱田正晴氏，報告者の林尚美

会員，大森景一会員（大阪）
，コーディ
ネーターの山本雄大会員（大阪）が登
壇し，現行法の問題と改正すべき論点
について議論がなされました。
濱田氏からは，ご自身の事件経過を
紹介いただいた上で，正直者がばかを
見ないためにも実効性ある法改正とす
るためには罰則規定が必要であるとの
発言をいただきました。
日野氏からは，事業者名公表の行政
措置などの専門調査会の取りまとめの
方向性は認めつつ，通報者にとって使
いやすい制度にすべきであり，通報者
保護の実効性確保には通報体制の整
備，
消費者庁の権限強化が必要である
等のご意見を賜りました。
大森会員は，海外調査の成果も踏ま
えて，通報者・通報対象事実の範囲拡
大，
外部通報の要件緩和等についての
日弁連意見を説明した上で，法改正の
必要性を訴えました。
林会員からは，専門調査会内では改
正に向けて積極意見が多数ある一方，
経済界委員からの慎重意見も強く，報
告書が実効性ある法改正に向けた内
容となるのかについては危惧も示しつ
つ，最後まで努力する旨決意が述べら
れました。
最後に，当委員会の黒木和彰委員
長（福岡県）から，通報者の濱田さんの
良心を売り渡していない労働者として
の発言に感銘を受け，
また，本日のシン
ポジウムで公益通報者保護法改正の
必要性が理解できた，
と総括があり，本
シンポジウムを終えました。
ＰＬ・公益通報部会
日髙清司（大阪）
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民事裁判手続等ＩＴ化に向けた動きについて
−消費者問題対策委員会においても検討部会を設置−
1

民事裁判手続等のＩＴ化に向けた
検討が急速に進められています。
政府は，
2017年 ６ 月９日閣議決
定の「未来投資戦略 2017（成長戦
略）
」，
「骨太の方針 2017」において，
裁判手続等のＩＴ化推進を打ち出し
ました。
これを受け，内閣官房は，同年 10
月30日，
「裁判手続等 のＩＴ化検討
会」
を立ち上げ，
同検討会は，
2018年
３月30日，
「裁判手続等のＩＴ化に向
けた取りまとめ－『３つのｅ』の実現に
向けて－」との報告書（以下「報告
書」
といいます。
）
を取りまとめました。
報告書を受け，同年７月から，最
高裁や法務省も参加する商事法務
研究会の「民事裁判手続等ＩＴ化研
究会」で民事裁判手続等のＩＴ化に
当たっての法制上の論点整理が始ま
りました。
このような動きに対応すべく，日弁
連は，同年 10月，
「民事裁判手続等
のＩＴ化に関 する検討ワーキンググ
ループ」を立ち上げ，消費者問題対
策委員会も新たに「民事裁判手続等
ＩＴ化検討部会」
を立ち上げました。
2 ところで，
報告書は，
「訴えの提起・
申立てからその後の手続に至るまで，
基本的に紙媒体の存在を念頭に置
かないＩＴ化への抜本的対応，
すなわ
ち『裁判手続等の全面ＩＴ化』
を目指
すべき」としています（日下部真治・
平岡敦論文『自由と正義』2018年
11月号 14頁）
。
そして，
「３つのｅ」として，主に以
下の内容が例示されています。
①ｅ提出
・ 主張・証拠をオンライン提出に一
本化
・ 手数料の電子納付・電子決済
・ 訴訟記録を電子記録に一本化
②ｅ事件管理
・ 主張・証拠への随時オンライン
アクセス
・ 裁判期日をオンラインで調整
・ 本人・代理人が期日の進捗・進
行計画を確認
③ｅ法廷
・ ウェブ会議・テレビ会議の導入・

拡大
・ 口頭弁論期日（第１回期日等）
の見直し
・ 争点整理段階におけるＩＴツー
ルの活用
確かに，主張・ 証拠をオンライン
で提出することができれば便利です。
争点整理段階で両当事者・代理人
が裁判所に出頭せずに争点整理が
できれば，期日が入りやすくなり，出頭
の負担が軽減されるなどのメリットが
あります。また，オンラインで裁判期日
を調整したり，期日調書や証人尋問
等の調書も閲覧したりすることができ
れば，便利ですし，依頼者への報告
の負担も軽減されます。
しかし，報告書から想起されるＩＴ
化の具体像は様々です。
「全面ＩＴ
化」
されたならば，
紙媒体での訴状等
の提出は一切受け付けてもらえなく
なって，本人の裁判を受ける権利が
侵害されてしまうのではないか。証人
尋問までもがウェブ会議で実施され，
裁判官と全く面前で議論することなく
判決がされてしまうかもしれないがそ
れでも良いのか。過疎地の支部や独
立簡裁の統廃合が進んでしまうので
はないかなどの懸念が生じました。
3 ＩＴ化検討部会は，開催される日
弁連のＷＧの前に会議を開催し，
「民
事裁判手続等ＩＴ化研究会」の開催
前に会議資料を検討し，その結果を
ＷＧで述べて，同研究会に出席する
弁護士委員にお伝えするなどして，
可能な限り同研究会の議論に反映さ
れるよう努めています。
現時点では，本人が手書きの紙媒
体で訴状や答弁書等を提出すること
を排除するような制度が導入される
見通しはなさそうであり，証人尋問等
も裁判官が在廷する法廷で行うこと
が原則と考えられていると伝え聞い
ています。最高裁も裁判手続等のＩ
Ｔ化を理由に支部等の統廃合をする
ことは考えていないようです。
もっとも，同研究会の会議資料によ
れば，
被告が答弁をしない場合に第１
回口頭弁論期日を開かずに請求を認
容する決定手続の導入，
争点整理手

日弁連 消費者問題ニュース186号
（2019年 1月）

続終了後の新たな主張立証を制限
する失権効の導入など，
ＩＴ化と関連
性がないと思われるような論点も紛れ
込んでいます。証拠偏在の状況で消
費者が証拠を入手して適切な主張・
立証等の訴訟活動を行うことの困難
に鑑み，同研究会の弁護士委員から
は反対意見を述べていただきました。
同研究会は2019年３月に報告書
を取りまとめ，同年度中に法制審議
会への諮問が予定されています。
ＩＴ
化検討部会は，
引き続き，消費者の目
線に立って適切な意見を述べ，民事
裁判手続等を利用しやすくなるような
制度設計が実現されるよう努めます。
4 ＩＴ化に伴い，争点整理手続の在
り方も大きく変化することも予想され
ます。2019年度から東京地裁等の
特定庁において現行法下のウェブ会
議等の運用が開始され，
2022年度か
ら新法に基づく弁論・争点整理等の
運用開始が目標とされています。こ
れらを見据え，東京地裁等の大規模
庁，中規模庁にＩＴ化機器が配備さ
れ，各地の弁護士会との協力で模擬
裁判が始まっています。こうした情報
は必ずしも各地の弁護士会の会員
に伝わっていませんが，弁護士業務
の在り方も大きく変わりますので，積
極的に関わる必要があります。
これまで，
裁判所は，
本人・代理人
からの電子メールの受信すら受け付
けないなどＩＴ鎖国下にあり，当事者
は，
データを提出するため，
ＵＳＢメモリ
に入れて持参又は郵送して提出する
といった不便さを強いられてきました。
スマートフォン等の急速な普及に
伴い，弁護士と依頼者との連絡も，電
子メールのほか，ショートメッセージ，
チャット，
ＬＩＮＥ等の利用が増えてきて
いる現在，裁判手続等のＩＴ化は必
然です。しかし，
ＩＴ化によって，
かえっ
て裁判手続等の利用が不便になっ
たり，消費者が勝つべき裁判に負け
たりすることがないよう，全国からの
委員・幹事の叡智を結集して取り組
んでまいります。
民事裁判手続等Ｉ
Ｔ化検討部会
副委員長 江野 栄（秋田）
5
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東京

PL訴訟で火災原因はエアコン室外機からの発火であるとして，
メーカーに賠償を命じた事例（東京地裁平成30年9月19日判決（双方控訴））

１ 事案の概要
平成 24年 10月，千葉県松戸市の教会兼住居建物か
ら火災が発生したが，
教会及び居住者ら
（以下「原告ら」
といいます。
）
は，本件建物の2階ベランダに設置していた
被告製のエアコン室外機から発火した火災が発生したと
して，被告メーカーに対し，製造物責任法 3条に基づき損
害の賠償を請求し，被告は室外機からの発火を全面的
に争ったという事案です。
２ 判決の要旨
判決は，まず，火災発生前からの火災現場建物の使
用状況，室外機の観察など客観的事実を詳細に認定し，
「訴訟における事実の立証は，一点の疑義も許されない
自然科学的証明ではなく，経験則に照らして全証拠を総
合検討し，当該事実が存する高度の蓋然性を証明する
ことであって，その判定は通常人が疑いを差し挟まない
程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし，
かつ，
それで足りるものというべきである。」
とルンバール事
件に関する最高裁判決（昭和 50年 10月24日）を引用し
て裁判所の事実認定の証明の程度に関する考え方を示
した上で，本件火災の出火場所を本件建物 2階ベランダ
の本件室外機周辺であると認定し，発火源については，
「本件室外機以外に発火源となり得るものは想定するこ
とができない一方，本件室外機内部が発火源となった蓋

東京

岡三証券に説明義務違反を認めた事例
（東京地裁平成30年10月19日判決（被告ら控訴））

１ 事案の概要
本件は，高度の難聴であるとともに，アルツハイマー病
初期の可能性もある87歳の原告が，岡三証券の外務
員から勧誘を受け，現物株式，投資信託等の取引を行
い，半年間で約 432万円の損失を被ったことについて，適
合性原則違反，説明義務違反，過当取引の違法を主張
して不法行為等による損害賠償請求を求めた事案です。
なお，原告は過去に7年ほど投資信託を中心とする取引
経験がありました。
２ 判決の要旨
判決は，
「証券会社の担当者が，一般投資家である顧
客に対して金融商品取引を販売するに当たって行うべき
説明は，
顧客の知識，
経験，
財産の状況及び当該金融商
品の販売に係る契約を締結する目的に照らして，当該顧
客に理解されるために必要な方法及び程度によるもので
なければならず，このような説明義務を尽くさずにされた
勧誘行為は，不法行為法上も違法となると解するのが相
当である。
」
とし，
高齢顧客への勧誘による販売に係るガイ
ドラインの存在にも触れた上で，
「商品を問わず，高齢者
が抱える理解力の低下等の問題や，
電話による説明に限
界があることなどの問題は存在し得るし，勧誘留意商品
以外の商品であっても，
そのリスク等には一定の幅がある
と解されるから，当該高齢顧客の状況にも応じて，
どの程
度の説明が必要であったかを個別具体的に判断すべき
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然性を示す事情は，
これを認めることができる」ので，
「本
件火災の発火源が本件室外機であることは，通常人が
疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るもの
に至っている」とし，本件火災の発火源は本件室外機で
あると認定しました。
加えて，本件室外機の使用期間の短さや通常と異なる
方法で使用した事情は認め難いことから，
「本件火災は，
被告の製品である本件室外機の欠陥により生じたものと
推認することができる」として，合計約 500万円の損害賠
償責任を認めました。
認容された損害額については問題があり原告らも控訴
し，
現在控訴審に舞台を移しています。
３ 本判決の意義
上記最高裁判決は，民事訴訟における証明の程度に
つき基準を示したものとして，爾後下級裁判所の判例で
しばしば引用されていますが，
「他の疑いを差し挟まない
程度の高度の蓋然性」を強調するあまり，証明の程度の
ハードルをかなり高くした面がありました。本判決は，
この
最高裁の基準の，製造物責任訴訟における当てはめを
具体的に詳細に示したもので，わかりやすく今後の実務
に大いに参考になるものと言えます。
中村雅人（東京）

である。」
と判断しました。その上で，
東証マザーズ上場の
株式とジャスダック上場の株式の取引は，外務員による５
分程度の電話での勧誘により行われていたところ，原告
が判断能力に相当程度問題を抱えており，高度の難聴
を患っていたこと，外務員は難聴を認識していたこと，電
話による勧誘であること，原告が勧誘に対し相槌を打つ
程度であったこと等から，説明義務違反を認め，外務員
に不法行為責任，
岡三証券には使用者責任を認めました
（過失相殺５割，
認容額約 168万円）。
他方，判決は，東証一部上場の株式や，投資信託
（ETF）の取引は，特段大きなリスクを伴うものではなく，
原告の投資経験からも説明義務違反は認められないとし
たほか，本件取引の対象が比較的リスクの小さい商品で
あること，単純な仕組みであること等を理由に適合性原
則違反は認めず，
また，
個人の取引として通常想定される
範囲を超えるものではないとして過当取引も否定しました。
３ 本判決の意義
複数の取引がある中で，原告の判断能力を踏まえ，新
興市場上場の株式の取引と一部上場の株式の取引，対
面の取引と電話での取引等の差異から，個別具体的に
説明義務違反の有無を検討している点は参考になると思
われます。
中森麻由子（第二東京）
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埼玉

免許証の写し等を悪用されたと主張する者らに対し，過失を推認し，過失による
幇助責任（民法719条2項）を認めた事例（さいたま地裁熊谷支部平成30年9月19日判決）

１ 事案の概要
本件は，いわゆる劇場型詐欺の現金手渡型の事案
（被害金額 2000万円）において，詐欺に利用された電
話番号の契約者を特定し，運転免許証のコピーと共に開
示を受けた契約名義人らにつき詐欺行為者と共犯関係
にあるとして共同不法行為責任を追及し，予備的に過失
による幇助行為があったとして契約者名義人に対して共
同不法行為責任を追及したものです。
なお，
被告２名の内，
１名は，
公示送達となっています。
もう１名については，司法書士の援助の下，応訴し，一
貫して自分は関係ない，免許証の写しは何れかから流出
し悪用されたものであると主張し続けていたものです。
２ 判決の要旨
本判決は，被告が，
自身の運転免許証のコピーが悪用
されたと主張していたことに対し，
「運転免許証ないしそ
のコピーが本人確認手段として悪用されたと認められる
場合において，運転免許証の名義人が運転免許証を紛
失したとか，別個の取引において提出した運転免許証が
他人により悪用された等，当該運転免許証が第三者に
よって悪用ないし流用された可能性があることを主張立
証できない場合には，特段の事情のない限り，当該運転
免許証が本人確認手段として流用されたことにつき，当

福岡

該運転免許証の名義人に少なくとも過失があったと推認
できると解するのが相当である。～中略～したがって，自
己名義の運転免許証が第三者により悪用されたと主張
する者は，悪用された可能性のある状況等を具体的に主
張立証する責任を負い，かかる状況等を具体的に主張
立証できない場合には，当該運転免許証が第三者により
悪用されたことにつき少なくとも過失があったものと推認で
きると解するのが相当である。」と判示し，一定の事情の
下，
過失を推認する旨を判示したものです。
３ 本判決の意義
経済的に困窮した者が，報酬目的に，口座の売買や電
話回線等の犯罪ツールの契約時に名義貸しを行い，
いわ
ゆる特殊詐欺等の詐欺行為に加担していることが見受け
られます。
本判決は，過失を推認する理由として，運転免許証が
原則として本人しか持ち得ず，本人確認手段として広く
利用されており，管理・保管には慎重を期すのが通常で
あること，紛失の際は，通常申告等を行うものであること等
を挙げ，契約者名義人の責任を認めたことに意義がある
と思われます。
山口翔一（埼玉）

第一商品に対し，適合性違反，説明義務違反，新規取引委託者保護義務違反を
認めた事例（福岡高等裁判所平成30年8月30日判決（第一商品上告））

１ 事案の概要
投資経験の全くない被害者（30代，
男性）
に対し，
業者
が金地金を購入させたのをきっかけに商品先物取引を執
拗に勧誘して取引させ損害を負わせた後，第一商品から
被害者に対し，取引終了時の不足差損金約 124万円の
支払督促の申立てがなされたため，被害者はこれに異議
を出し，違法な勧誘によって取引行為を行い，既に支払っ
た差損金及び手数料に相当する損失 991万 7600円を
被ったとして不法行為又は債務不履行による損害賠償を
求める反訴を提起した事案です。
原審は，勧誘行為について説明義務違反，新規委託
者保護義務違反を認めましたが，上記差損金等に相当
する損害につき７割もの過失相殺をしたため，
業者・被害
者双方が敗訴部分を不服として控訴しました。
２ 判決の要旨
高裁は，
「Ａ（従業員）が被害者の収入，資産の状況
を十分に把握せず，取引拡大のために高額の収入，資
産，
投資可能金額を申込書に記載するよう指示又は誘導
し」口座開設申込書に虚偽記載させたことを認定し，
「利
益の獲得を強調することによって，安全重視の被害者の
投資意向に反して商品先物取引を開始させ，取引開始
からわずか１か月余りの間に被害者が投資の限度額とし
ていた金額にほぼ見合う損失を負わせ，その後も何とか
損失の回復を図りたいと考える被害者の心理に乗じて取
引を継続させながら，
取引の維持及び拡大のための追加
の証拠金を入金させ，結局，被害者が投資の限度額と考
えていた額の２倍以上の損失を負わせた」と適合性原

日弁連 消費者問題ニュース186号
（2019年 1月）

則違反を認めました。
また，一連の経過を踏まえ，
Ａの説明義務違反も認め，
さらに，業者自身が設けている新規委託者の保護育成
措置（取引を開始（建玉）
してから３か月間は，建玉を必
要証拠金の額が委託者の申告した投資可能金額の３分
の１以下になるようにすることを目安とした建玉制限）に
抵触しても直ちに違法とは言えないが，新規委託者に対
する勧誘行為が適合性原則に違反し，不法行為法上違
法となるかどうかを判断するに当たっても十分参酌すべ
きとして，当初被害者が記入していた口座開設申込書の
「投資可能金額 1500万円」とする記載は業者の誘導で
記載させたものであるとし，実際の投資可能金額はせい
ぜい被害者が実際に支出した金額（約 900万円）であっ
たと認定して，
本件取引開始直後からこの投資可能金額
の３分の１以上を必要証拠金とする取引を勧誘しており，
前記目安を著しく超えている，新規委託者保護義務違反
も認めました。
３ 本判決の意義
本判決は，被害者につき１割の過失相殺をし，請求の
一部を認容（認容額 891万 4400円，差損金請求につき
１割認容）
しました。過失相殺の割合が大きくなりがちな
投資事案において，被害者が 30代で建設業の自営業者
という属性でありながらも，裁判所が，安全重視の投資意
向を認定して適合性原則違反を認め，過失相殺わずか
１割としたのは意義があると思います。
西岡里恵（福岡県）
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特定商取引のトラブル相談Ｑ＆Ａ

本書は，
「Ｑ＆Ａ訪販・通販・マルチ等 110番〔全訂２版〕
」
（2010年

令についての理解も可能となっています。

６月発刊）
を，消費生活相談員，行政担当者や法律実務家等を主な対象

消費者事件を扱う弁護士，特にこれから

とする「トラブル相談シリーズ」
のうちの一冊として改訂したものとなります。

特定商取引法を学ぼうとする弁護士にとっ

特定商取引にかかるトラブルについて，
Ｑ＆Ａ形式とコラムを併用し，
でき

ておすすめの文献といえます。

るだけ多くの具体的事例を挙げて，
問題点と法解釈，
その解決策を示すと
ともに，平易な表現で詳細に解説しつつ，随所で図表を用いるなど，読者

Ａ５判 291頁／ 3240円（税込）

が読みやすく，
また，理解しやすくなるような工夫がされています。2016年

発行 民事法研究会

改正特定商取引法のみならず，
法改正に伴う政令・省令・通達の改正に

坂東俊矢 監修

も対応していますし，
必要に応じて消費者契約法や割賦販売法，
2017年

久米川良子，
薬袋真司，
大上修一郎，
名波

改正民法などの解説もされていますので，
特定商取引法に加え，
関係諸法

大樹，
中井真雄 編著

文献紹介

美容医療トラブル解決への実務マニュアル

本書は，東京の医療問題弁護団に所属する弁護士による共著です。
数年前から弁護団の医療相談窓口に美容医療に関する相談が増えて

術部位ごとに整理して一覧化したものを巻
末に収録しています。昨年の医療法改正

きたため，2012年に有志で勉強会（ＰＴ）
を立ち上げ，
１年ほどかけて，

による広告規制や消契法改正もフォローし

施術部位ごとに医学的知見，合併症，裁判例等を取りまとめました。その

ています。

直後に，大手医療法人による「糸によるフェイスリフト」を受けた多数の
方から被害相談を受けることになり，2014年，東京地裁に集団訴訟を

美容医療の相談を受けた弁護士にとっ
て，有用な書となることと思います。

提起し，2017年 12月，原告全員（73名）
について和解が成立しました。
本書は，
ＰＴの立ち上げから集団訴訟の解決までの５年にわたる活動の

Ａ５判

集大成となっています。

発行 日本加除出版

総論では，美容医療の特殊性を踏まえた，医師の注意義務，因果関
係，損害について記述し，各論では，施術部位ごとに施術方法や問題点

著者

216頁／ 2592円（税込）
末吉宜子・寺尾幸治・伊藤茂孝・

三枝恵真・田畑俊治・花垣存彦・川見未華・晴柀雄太・渡邊隼人

を整理し，網羅的に裁判例を集め，紹介しています。また，裁判例は，施

催 事 第81回先物取引被害全国研究会・福山大会
主催者 先物取引被害全国研究会
日 時 2019年 3月29日（金）
，30日（土）
場 所 福山ニューキャッスルホテル
参加費 9000円
問合先 弁護士向来俊彦 ＴＥＬ 06-4300-3390
初日午前中には，投資被害救済に関して，初心者にもわかりやすいプ

等，盛り沢山のプログラムとなる予定です。

ログラムを準備する予定です。初日午後には，首都大学東京の木村光

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

江教授をお招きして，いわゆる経済刑法の分野について基調講演をお

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。

願いしています。そのほか，実務に役立つ研究発表や判決・和解報告

編 ▪ 集 ▪ 後 ▪ 記 ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
本ニュ－スは，
Ａ４版の８面構成となっています。１

認まで済んだ意見書が１本もないという状況となり，

バタがつきものですが，それでも発行を続けることが

面から５面までが「リポ－ト」記事で，当委員会で作成

編集長としては頭を抱えてしまいました。編集会議で

できたのは，ニュ－ス出版部会員からの執筆のお願い

し，理事会で承認された意見書や，当委員会の部会で

は，
８面構成のところを６面構成にしようかというウル

を快く引き受けて下さる会員の皆さまがあったからこ

企画したシンポジウムの記事に充てています。当委

トラＣの意見も出ましたが，やはり８面で何とかしよ

そです。

員会は，活発な部会活動が行われているため，意見書，

うということになり，部会内で智恵を出し合いました。

シンポジウムの記事に困ることがないというのが通例
です。
それが今号では，エアポケットのように理事会の承

発

8

最終的には，ウルトラＢくらいのひねりで，何とか記
事を選定でき，完成させることができました。ニュ－

2019年もいい紙面作りができるよう部会員一同頑
張ります。
末吉宜子（東京）

ス編集の舞台裏は，多かれ少なかれ，このようなドタ

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186号
（2019年 1月）

