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1	 2010年11月4日午前4時頃，当時，
日弁連消費者問題対策委員会の委
員長であられた津谷裕貴弁護士（秋
田）が自宅に押し入った離婚事件の
相手方（夫）の凶刃に倒れ死亡した
事件で，同弁護士の遺族らは110番
で駆けつけた二人の警察官の規制
権限不行使により同弁護士が死に
至ったとして，秋田県（秋田県警）を
被告に国賠請求訴訟を提起したとこ
ろ，秋田地判平成29年10月16日は
「秋田県では凶悪事件が少なく，日
頃からの訓練や意識の涵養が十分
でなかった」などと判示して両警察官
の過失を否定しました。
2	 これに対し，仙台高裁秋田支判
平成31年2月13日は，私達が主張
した「津谷弁護士は両警察官に両
手を吊るし上げられていた状態で刺
された」，「通信指令室が『喧嘩口
論だ』との指令が両警察官の過失を
誘発した県警の組織的過失の事案
だ」との事実は認定しなかったものの，
「警察官による規制権限の行使は
警察官に与えられた公益上の一般
的義務であるとともに，一定の場合に
は，特定個人が犯罪等の危険にさら
されている場合には特定個人に対
する個別の法的義務ともなるものと解
される」とし，①危険の切迫性，②認
識可能性，③結果回避・防止の可
能性，④結果回避の容易性をもって
規制権限行使の違法判断をすると
の判断枠組を提示した上，「両警察

官が津谷弁護士を安全な場所に誘
導していれば同弁護士が殺害される
事態とはならなかったことは確実であ
る」，「国民の法益保護，犯罪の予防
等のための警察活動を責務とする警
察官としては被疑者の逮捕よりも国
民の生命身体の保護を優先すべきこ
とは明らかである」，「津谷弁護士へ
の危険が一時的に低減した状況下
にあったのに両警察官の対応により
その危険を増加させた。両警察官の
臨場後の対応は客観的にみて失態
を重ねて最悪の事態を招いた」，「警
棒及び耐刃防御衣の着用は十分可
能だった」，「両警察官が現場臨場
に当たって然るべき準備をした形跡
がないことは誠に問題である」などと
強い文言を用いて秋田県警の対応
の杜撰さと一審判決の誤りを指摘し，
遺族ら逆転勝訴の判決を言い渡しま
した。
3	 妻の良子さんは，事件当時，現場
に居合わせ，目の前で夫を失った衝
撃や苦しみを抱えながら，事件発生
から8年3か月余にわたり事件の真相
を訴え続けてきましたが，「やっと夫も
納得してくれる判決を勝ち取れた」と
安堵の表情で記者会見を行いました。
4	 秋田県は，同高裁判決を真摯に
受け止め，失う必要のなかった津谷
弁護士の命を失わせた秋田県警の
重大な失態行為を深く反省し，二度
と県民に同種被害を発生させること
のないよう真剣に諸施策や訓練を実

行するなどして秋田県民の安全を確
保するよう尽力すべきところ，同判決
を不服として上告及び上告受理申立
に及んだことは遺憾というしかありま
せん（当方及び犯人は上告せず）。
5	 この間，当委員会の委員・幹事の
皆様をはじめ，全国各地から325人
もの方々が代理人に就任していただ
き，また，幾度となく多額のカンパを賜
りました。厚く御礼申し上げます。お
陰様で，私たちは，活動資金に困窮
することもなく，常任弁護団員（大阪
の国府泰道会員，東京の清水勉会
員，出口かおり会員，仙台の鈴木裕
美会員，秋田の近江直人会員，江野
栄会員，西野大輔会員，虻川高範会
員，松本和人会員，丸山紗代子会員，
森田祐子会員，冨田大会員）が一丸
となって141回にものぼる弁護団会
議を開催できました。これもまた一重
に皆様の物心両面にわたる多大なる
ご支援とご協力のお陰と心から感謝
をいたしております。
	 	 私たち弁護団は，引き続き，気を緩
めることなく，早期に最高裁の棄却等
の決定を勝ち取るべく奮闘したいと
考えております。どうぞ，皆様には，引
き続き，同上告審でのご支援・ご協
力を切にお願いする次第です。以上，
まずは，皆様へのお礼方々，逆転勝
訴判決の報告をさせていただきます。
本当にありがとうございました。

吉岡和弘（仙台）

津谷弁護士刺殺国賠訴訟・判決報告
リ ポ ー ト
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人権シンポinかながわ2019
シンポジウム「若者が危ない～成年年齢引き下げに
伴う消費者教育のあり方～」

リ ポ ー ト

1	 2019年2月3日，開港記念会館（横
浜市）にて，標記のシンポジウムが開
催されました。人権シンポは，毎年1
月下旬から2月上旬頃に開催され，
神奈川県弁護士会の様 な々委員会
が独自のテーマでいくつかのシンポジ
ウム等を行います。
	 	 今年，消費者問題対策委員会は，
「若者が危ない」と題し，2022年4月
1日から民法の成年年齢が満18歳に
引き下げられることから，成年年齢が
引き下げられるに当たって，「必要な
消費者教育とは何か」を考える本シ
ンポジウムを企画しました。
2	 本シンポジウムの主たるテーマは，
高校・大学の教職員等教育関係者
に向けて教育現場でどのような消費
者教育が必要であるかを議論してい
くことでした。そのため，本シンポジウ
ムの準備段階で，神奈川県下の66
校の大学・短期大学と横浜市内の
98校の高等学校へ成年年齢引下げ
によるメリット・デメリットについての考
え，消費者教育の実施状況等に関
するアンケートを実施しました。なお，
回答数は，大学・短期大学が21校，
高等学校が37校でした。
3	 神奈川県弁護士会の西本暁副会
長の開会挨拶ののち，高橋義忠会員
（神奈川県）が，成年年齢引下げの
改正の経緯，成年年齢引下げをする
ことにより懸念される未成年者取消権
がなくなることによる消費者被害の拡
大等について基調報告を行いました。
4	 次に，メインの催しとしてパネルディ
スカッションが行われました。コーディ
ネーターは山本紘太郎会員（神奈
川県），パネラーは山下純司氏（学
習院大学教授），平澤慎一会員（東
京），村川まり子氏（神奈川県消費
生活相談員ネットワーク会長）でした。
⑴	 始めに，コーディネーターが各パネ
ラーに自己紹介とともに，成年年齢引
下げにつき賛成か反対かの立場表
明を求めました。パネラーのうち，山

下氏は，若者の早期の自立を促すこ
とに意義があることなどを理由に，賛
成の立場を表明しました。平澤会員
は，2009年の法制審議会の意見に
示された若者の自立を促すような施
策・消費者被害の拡大のおそれを
解決する施策が実現されていないこ
となどを理由とし，また，村川氏は，長
年，消費生活相談員として若者の消
費者被害に直面している経験から，
若者の判断能力等の未成熟さなど
を理由に反対の立場を表明しました。
⑵	 次に，現行の法制度の問題点に
議論が移りました。
	 	 平澤会員は，消費者契約法に若
者の判断力，知識，経験等の不足に
つけ込んで消費者契約を締結させる
「つけ込み型」の不当勧誘を取り消
すことができる規定を設けるべきあり，
貸金業についても貸し付ける際の資
力審査を厳格にするなどの法整備が
必要であると述べました。村川氏も
同様の意見でした。山下氏も現行の
法制度では不十分な面があるとの認
識を示し，若者を保護する法整備に
つき，理解を示しました。
⑶	 最後に，このパネルディスカッション
のメインテーマである「必要な消費
者教育」について議論しました。
	 	 パネリスト3者とも，消費者教育が
重要であるという認識は一致してい
ました。コーディネーターが事前の高
校・大学へのアンケート結果の中で，
授業時間が少ないことなどを理由に
教育機関の消費者教育が十分にで
きていない実態を紹介し，教育現場
で生徒にこれだけは伝えてほしいこと
は何か，パネリストに質問しました。
	 	 パネリストは各々表現こそ違います
が，契約を締結すると原則として契
約内容通りの義務を負うことから，契
約する場合には慎重にするべきであ
ること，契約をしてしまって困ったらす
ぐに118番（消費者ホットライン）に連
絡することという2点を伝えてほしいと

いう点で一致しました。また，山下氏
は，学校での消費者教育に加え，家
庭での教育も大切であると述べまし
た。これは，子が親に相談できるよう
な環境づくりや親世代への消費者教
育が重要であるという認識を示したも
のです。村川氏は，契約を勧誘され
たときの断り方として「お金がない」
と言ってはいけない，「必要ありませ
ん」などとしっかり断らなければならな
いと述べました。「お金がない」と言う
と「借りることができる」と言われ，ロー
ンを組むなどかえって被害が発生し
てしまう可能性があるという，相談員
としての経験に基づく具体的かつ説
得的な指摘でした。
⑷	 質疑応答では，会場から元家庭科
の教員であったという方が，「教育現
場では，家庭科の時間が少なく，法
教育の時間がない」「大学の教授も
弁護士も教育現場を実際に見てほし
い」という趣旨の発言がありました。
5	 本シンポジウムを通じて，成年年齢
引下げに賛成・反対の立場を問わ
ず，現状の法制度及び法教育では
不十分であるという認識は共有する
ことができました。また，若者の消費
者教育が重要になっていくことも明
らかになりました。弁護士会としては，
弁護士を教育現場に講師として派遣
するシステムをどのように構築するか
が課題となります。弁護士が講師とし
て教育現場に出向くことにより，会場
意見にもあったように教育現場の生
の状況を知ることができ，消費者教育
の充実及び法整備に関する具体的
な提言にもつながっていくはずです。

松岡泰樹（神奈川県）
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公益通報者保護法の改正に関する動向について
～公益通報者保護制度専門調査会の最終報告書と

　それに対する日弁連の意見書～

リ ポ ー ト

1	 公益通報者保護法の改正に関す
るの動向の経緯
	 	 公益通報者保護法は，2000年代
初頭に多発した企業不祥事を背景
に，事業者内部の者が安心して事業
者の不正を通報できるようにすること
を目的に，2004年に制定されました。
しかし，他方で，事業者側の反発も強
く，「小さく産んで大きく育てる」との
説明の下，その内容は，民法や労働
基準法（当時）の一般法理によって
も保護され得る事案につき，保護され
る要件を明確にするにとどまりました。
	 	 このような経緯もあり，公益通報者
保護法の附則において，施行後5年
を目処として見直しを行うことが規定
されました（附則2条）。
	 	 しかし，通報者側と事業者側の
対立は激しく，政府内でのその後の
見直しは進みませんでした。2006
年4月の公益通報者保護法施行
後，2009年6月から「公益通報者保
護制度の在り方に関する懇談会」，
2010年6月から公益通報者保護制
度専門調査会（内閣府消費者委員
会に設置）においてそれぞれ検討が
なされたものの，いずれも具体的な法
改正の提言に至りませんでした。そ
の後，消費者庁による2013年6月の
「公益通報者保護制度に関する実
態調査報告書」及び2014年5月から
の公益通報者保護制度に関する意
見聴取を経て，2015年6月から「公
益通報者保護制度の実効性の向上
に関する検討会」にて改めて検討が
なされました。同検討会においては
法改正の方向性が示されたものの，
やはり具体的な提言までには至りま
せんでした。
2	 公益通報者保護制度専門調査会
の最終報告書の概要
しかし，ここで示された方向性を受け
て，2018年1月に再度内閣府消費者委
員会に設置された公益通報者保護制
度専門調査会において，具体的な検討
がなされてきました。そして，同年7月の
中間整理公表を経て，同年12月に同専

門調査会の最終報告書（以下「本報
告書」といいます。）が公表されました。
本報告書は以下のような法改正の提
言を行いました。
まず，通報対象者については，一定の
限定をしつつも，退職者や役員を含める
べきとしました。次に，通報対象事実に
ついては，刑事罰の担保とならない一定
の規制違反行為についても通報対象
事実に追加すべきとし，それ以外の行
為への拡張や規定の仕方についても
検討を求めました。そして，行政への通
報の保護要件である真実相当性要件
は緩和すべきとし，その他の外部への
通報の保護要件については，事業者が
内部通報体制の整備義務を履行して
いない場合や一定の財産に対する危
害を保護される対象に追加すべきであ
るとしました。また，民間事業者及び行
政機関に対しては，常用労働者の数が
300人以下の民間事業者を除いて内部
通報体制の整備を義務付けるべきとし，
また，行政機関の一元的窓口を消費者
庁に設置すべきであるとしました。さらに，
不利益取扱いをした事業者に対する行
政措置を導入し，助言・指導・勧告を行
い，勧告に従わない場合には公表できる
とすべきであるとしました。また，通報者
が保護される通報をしたことを理由とし
て損害賠償責任を負わないことを明示
する規定を設けるべきとしました。
他方，解雇以外の不利益取扱いに

ついて立証責任を転換する規定を置く
ことに関しては，一般法理を超える効果
を定めることになるとして，労務管理実
務への影響の内容・程度等について
更なる検討が必要とするにとどまりまし
た。また，法目的による通報対象事実の
限定を縮小すべきかどうか，行政への
通報の真実相当性要件の緩和の方法，
刑事罰の導入，通報者の探索や通報
妨害に関する規定などについても，更な
る検討に委ねられました。
3	 最終報告書に対する日弁連の意
見書
当初，消費者庁は，この提言に基づ

き2019年通常国会に改正法案を提出

するとみられていましたが，消費者庁は，
いくつかの点について法技術的な観点
からの検討を行う必要があるとして提出
を見送り，本報告書について2019年1
月23日にパブリックコメントの募集を開始
しました。
これに対し，日弁連は，大きな方向性

としては本報告書に賛同しつつも，通
報対象者の範囲に取引先事業者等を
含めるべきこと，通報対象事実の範囲
から刑事罰の担保による限定を外すべ
きであること，行政機関に対する通報の
場合の真実相当性の要件を事業者内
部に対する通報の場合と同一にすべき
であること，通報のための資料収集行
為を理由とする不利益取扱いから保護
する規定を設けるべきであること，切迫
性の要件を削除すべきこと，通報を受
け又はこれを取り扱う者に対して守秘
義務を課すべきこと，通報者に対する
不利益取扱いに対する是正命令制度
を設け，命令に従わない事業者とその
処分権者に対する刑事罰を導入すべ
きであること，立証責任を事業者に転
換すべきであること，事業者等が通報
者の探索等を行った場合には通報者
に対する人事上・事実上の取扱いが
不利益取扱いであると推定すべきであ
ること，などを内容とする意見書を2019
年3月7日付で消費者庁に提出しました。
4	 まとめ
このように，現在，公益通報者保護法
の制定から約15年を経て，ようやく法改
正が視野に入ってきました。しかし，現
時点においては，法改正の内容も時期
も流動的です。日弁連は，通報者の保
護が実質的に強化される改正がなされ
るよう，この間，シンポジウム開催や意見
書提出等の活動を積極的に行ってきて
いますが，本当に内部通報者を保護で
きる法制度を実現していくためには，引
き続き，法律実務を担う専門家としての
観点から意見を立案担当者・立法関
係者等に伝えていくとともに，関係者へ
の働きかけを行っていく必要があります。

PL・公益通報部会
大森景一（大阪）
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1	 問題発覚と現状
2019年2月，株式会社レオパレス21

（以下「レオパレス」といいます。）が施
工した共同住宅（賃貸アパート）の少な
くとも1324棟において準耐火構造又は
防火構造違反等の重大な瑕疵が存す
ることが発覚し，サブリースオーナーの
財産被害や1万人を超える入居者が転
居を求められる被害が生じるに事態と
なっています。
レオパレスによる全棟調査は途中の
段階ですが，2019年3月31日時点で，
レオパレスの報告によっても，調査率約
99％の「ネイルシリーズ」913棟のうち
867棟（約95％），調査率約82％の「6
シリーズ」1万4370棟のうち4712棟（約
33％），調査率約32％の「その他シリー
ズ」2万3802棟のうち1506棟（約6％）
が「不備あり」とされる驚くべき状況に
なっています。
具体的な瑕疵状況も含め，レオパレ

スのＨＰの本件問題のページにも記載
されています。
2	 住宅生産システムの構造的問題
この問題は，2018年5月から続くもの
ですが，いまなお終息の方向性は見え
ない中，レオパレスは外部調査委員会
を設置し2019年5月末を目途に最終報
告を行う予定とされ，国交省も外部有
識者委員会に諮問しいずれ対応策を
出す方向と言われています。この点，外
部調査委員会の中間的報告等をみる
と，「レオパレスの属性」からくる問題と
把握されがちですが，その本質は，レオ
パレスの問題のみならず，我が国の建
築生産システムの構造的問題の現れで
もあることに注意が必要です。
すなわち，上記被害を作出したレオ

パレス（施工者）らの法的責任が厳し
く問われるべきは当然ですが，一方，上
記被害は，行政あるいは指定確認検
査機関が建築確認を行い，中間検査
及び完了検査を行うといった体制の下

で生じてきたものです。現行法上，新築
建築物は，行政あるいは指定確認検査
機関が行う建築確認並びに中間検査
及び完了検査によって，建築基準関係
規定に適合しているか否かを審査・検
査され，もって法令に適合した安全な建
築物が社会に供給される制度となって
います。これを前提に考えれば，上記被
害は，現行制度では上記重大な瑕疵を
発見・防止・是正できなかったという実
態を示すものです。
この点，上記2月の時点で発覚してい
るレオパレスの違法施工は古い時期の
着工（2001年頃まで）のものであること
から，当時と現在とでは建築生産システ
ムの制度も異なるのではないかとの指
摘もあります。
しかしながら，当時も現在も基本的に
は前記建築生産システムに変更はなく，
全棟調査ではより新しい時期の不適合
も報告され，近時発覚した大和ハウス
工業株式会社が供給した住宅におい
て基礎・柱等が防火基準等に違反す
るなどの問題も，レオパレス同様の問題
ですが，対象物件は2013年施工のもの
も含まれる上それ以降にも存すると言
われるものなので，単なる時期の問題で
捉えられるべき問題ではありません。
日弁連は，上記被害も含め建築関係
の大規模な偽装・手抜き等の問題が
多発する中，その都度，防止策や法制
度の見直しの提言を行ってきたところで
す。その基本的視座は，欠陥住宅や手
抜き工事の実態も踏まえ，建築士による
工事監理が十分に行われていない我
が国の建築生産システムの現実に鑑み
れば，「設計図書が正しく作成されてい
ても，施工現場で手抜きが行われれば
建築物の安全性は確保されない」との
本質的問題を基礎として，「施工現場
での手抜きを防止する制度構築こそが
重要である」として工事中に工事現場
で検査を十全に行い得る「住宅検査官

（仮称）」制度の実現こそが重要であり，
また，根本的な被害予防になるというも
のです（2006年2月16日付意見書「安
全な住宅を確保するための提言―構
造計算偽装問題を契機として－」等）。
3	 内部告発の重要性
レオパレス問題は，その発覚が現場
からの指摘であったと言われています。
その発覚経緯の詳細はこれから解明さ
れるところかと思いますが，近時の重大
な偽装・手抜き等の問題は，まさに「偽
装・手抜き等の現場」にいる者からの，
素朴かつ真っ当な正義感から発覚する
ことが多いものであり，被害の予防・拡
大防止，健全な社会の発展や権利実
現のためには，「偽装・手抜き等の現
場」からの声を守る制度のより一層の構
築も極めて重要になると思われます。
4	 現実の相談・受任時の留意点
レオパレス関係の相談・受任の際に
は，レオパレスとの関係では「建物所有
者（賃貸人）」「居住者（賃借人）」とも
に被害者でありながら，両者は利害対
立し得る立場にあることにも留意が必
要です。各地で相談体制が構築されて
いるようですが，いずれも消費者問題に
通じたメンバーが中心となって，「建物
所有者（賃貸人）」からの相談・受任，
「居住者（賃借人）」からの相談・受任
を分けて対応しているところもあるようで
あり，全国的な情報共有も重要になって
くると思われます。

土地住宅部会　　　　　　　
副委員長　千葉晃平（仙台）

レオパレス問題とその本質
～住宅生産システムの構造的問題と内部告発の重要性

リ ポ ー ト
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「ギャンブル等依存症対策推進基本計画（案）」
に対する意見書

リ ポ ー ト

1	 はじめに
厚生労働省の調査によれば，我が国

では，ギャンブル依存が疑われる状態に
なったことがある人が320万人ともいわ
れており，国をあげて，ギャンブル依存
症対策に取り組むべきことは，喫緊の課
題です。
この点，内閣官房ギャンブル等依存
症対策推進本部（以下「推進本部」と
いいます。）は，ギャンブル等依存症対
策推進基本計画（案）（以下「本基本
計画案」といいます。）を取りまとめ，意
見募集を行いました。
そこで，日弁連は，2019年3月22日付

け「『ギャンブル等依存症対策推進基
本計画（案）』に対する意見書」（以下
「本意見書」といいます。）を，同月26日，
推進本部に提出しました。その概要は
以下のとおりです。
2	 包括的な対策の必要性について
現状では，競馬は農林水産省，競輪・

オートレースは経済産業省，モーターボー
ト競争は国土交通省，ぱちんこは警察
庁と，それぞれ所管が分かれています
が，各関係省庁に分断された縦割り行
政の中で，各関係事業者の取組として，
各ギャンブルの種類ごとに，依存症対策
を検討するだけでは，不十分です。
この点，本基本計画案が，政府は

「ギャンブル等依存症により不幸な状
況に陥る人をなくし，健全な社会を構築
するため，地方公共団体や関係機関・
団体，事業者等と密接に連携を図りつ
つ，必要な取組を徹底的かつ包括的に
講じていくこととする」としたことについ
ては，一定の評価ができます（本意見
書2頁）。
しかし，ギャンブルにおけるアクセス制
限や資金調達の制限，射幸性の抑制と
いった問題について，本基本計画案が
「その性質上，ギャンブル等の態様を
問わず，取り組むべき施策」とせず，従
前どおり，「Ⅰ　関係事業者の取組」の
中に位置付け，競馬，競輪・オートレー
ス，モーターボート競争，ぱちんこという
各ギャンブルの種類ごとに，個別に検討

するにとどまっていることは，不十分で
す。これでは，真に必要な取組を，徹底
的かつ包括的に講じることはできません
（本意見書2頁）。
そこで，本意見書では，様 な々ギャン

ブル等依存症対策を包括的に講じるた
めには，全体としてのギャンブル等依存
症対策に関する理念や方針を明確に
して，それらを総合的に促進する独立・
強力な司令塔の役割を果たす機関の
設置を検討すべきであること，また，その
機関には，医療機関，福祉関係機関等
に加え，弁護士を含む法律専門家など
も加えて，相互の連携協力体制の整備
を図る必要があることについて，意見を
述べています。
3	 カジノにおけるギャンブル依存
症対策について
また，本基本計画案では，なぜか，カ
ジノにおけるギャンブル依存症対策に
ついての言及がありません。それは，今
後，カジノ管理委員会が検討することに
なるから，ということなのかもしれません
が，推進本部が，真に「ギャンブル等依
存症対策の司令塔」になろうとするので
あれば，カジノにおけるギャンブル依存
症対策についても，避けては通れない
はずです。
特に重要と思われるのは，ギャンブル
資金調達の制限についてです。ギャン
ブル利用者へのギャンブル資金の貸付
をできるだけ認めないようにすることは，
過度ののめりこみを防止するギャンブル
依存症対策として，極めて重要であり，
不可欠な取組です（本意見書3頁）。
この点，本基本計画案が，既存の
ギャンブルについて，ギャンブル施設に
おけるＡＴＭの撤去等を明記したことは
評価できます。しかし，他方で，特定複
合観光施設区域整備法によれば，今後，
カジノでは，カジノ事業者が，カジノ利用
者に対して，ギャンブル資金の貸し付け
を行うことが予定されています（特定資
金貸付業務）。このような制度を認める
ことは，ギャンブル利用者に対して，でき
るだけギャンブル資金の貸付が行われ

ないようにしようとする本基本計画案の
考え方とは，矛盾する（本意見書４頁）
のではないでしょうか。
この極めて重要な問題について，推
進本部が沈黙し，全てカジノ管理委員
会に委ねてしまうというのでは，とても
ギャンブル等依存症対策の司令塔とは
呼べません。推進本部は，カジノにおい
て，ギャンブル等依存症対策に逆行し
ないような形で，特定資金貸付業務を
行うことはできるのか，そもそも，特定資
金貸付業務を行うことの可否も含めてき
ちんと検討し，ギャンブル等依存症対策
の司令塔としての意見を述べるべきです
（本意見書4頁）。
4	 その他の問題について
その他，本意見書では，ギャンブルに
おけるアクセス制限として，全てのギャン
ブルを包括して，ギャンブル利用者の入
場チェック，本人申告・家族申告による
入場制限を検討すべきこと，カジノに限
らず既存のギャンブルも含めてギャンブ
ル施設への入場回数制限を検討すべ
きこと，賭け金額の上限の定めや，賭け
に参加する前に自ら設定した上限額に
達した場合は，以後の賭けに参加でき
なくなるといった制度（プリコミットメント）
も検討すべきこと，などの意見を述べて
います。
また，射幸性の抑制については，本
基本計画案では，ぱちんこにおける施
設内の取組として，いわゆる出玉規制
について言及されているものの，ぱちん
こに限らず，公営ギャンブルやカジノも含
めて検討すべきことなどを述べています。
5	 今後は，ギャンブル依存症になって
しまった人の相談・治療・回復支援
や，ギャンブル依存症にならないため
の予防教育・普及啓発だけでなく，む
しろ，ギャンブル依存症になってしまう
人を生み出さない社会をつくるため
の規制の在り方についてこそ，「その
性質上，ギャンブル等の態様を問わ
ず，取り組むべき施策」として，きちん
と検討する必要があると思います。

三上理（東京）
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消費者契約法第２次改正の概要
2019年6月15日から消費者契約法

の一部を改正する法律が施行されます。
今回の改正（第2次改正）は平成28年
の改正（第1次改正，平成29年6月施行）
に引き続くもので，不十分な点もあるもの
の，消費者の利益擁護の観点から一定
の意義を有するものです。本稿では，こ
の消費者契約法第2次改正（以下「改
正法」という。）の概要をご紹介します。
1	 不当勧誘行為類型の追加及び要
件の緩和
⑴	 「困惑」類型の追加
ア　改正法では，以下の6項目の新たな
「困惑」を生じさせる不当勧誘行為
類型が追加されました。
①	 不安をあおる告知
	 	 消費者が，社会生活上の経験
が乏しいことから，進学・就職等の
社会生活上の重要な事項もしくは
容姿・体型等の身体の特徴・状況
に関する重要な事項に対する願
望の実現に過大な不安を抱いて
いることを知りながら，事業者がそ
の不安をあおり，正当な理由もなく，
契約の目的となるものがその願望
実現のために必要であると告げる
こと（改正法4条3項3号）
②	 恋愛感情等に乗じた人間関係
の濫用
	 	 消費者が，社会生活上の経験
が乏しいことから，勧誘者に対し
て恋愛感情等の好意の感情を抱
き，当該勧誘者も同様の感情を抱
いているものと誤信していることを
知りながら，事業者が，これに乗じ
て，契約を締結しなければ当該勧
誘者との関係が破綻することにな
る旨を告げること（同4号）
③	 加齢等による判断力の低下の
不当な利用
	 	 消費者が，加齢・心身の故障に
よりその判断力が著しく低下して
いることから，生計・健康等に関し
て，現在の生活の維持に過大な
不安を抱いていることを知りながら，
事業者が，その不安をあおり，正当
な理由もなく，契約を締結しなけれ
ば現在の生活の維持が困難とな
る旨を告げること（同5号）
④	 霊感等による知見を用いた告知
	 	 事業者が，消費者に対し，霊感
その他の合理的に実証することが

困難な特別な能力による知見とし
て，そのままでは消費者に重大な不
利益が生じることを示してその不安
をあおり，契約を締結することにより
確実にその不利益を回避すること
ができる旨を告げること（同6号）
⑤	 契約締結前に契約内容の一部
を実施
	 	 消費者が契約の申し込みまた
は承諾の意思表示をする前に，事
業者が契約内容の一部を実施し，
その実施前の原状の回復を著しく
困難にすること（同7号）
⑥	 契約締結前に行った営業活動
への補償請求等
	 	 消費者が契約の申し込みまた
は承諾の意思表示をする前に事
業者が行った営業活動に関して，
正当な理由もなく，当該消費者の
ために特に行ったものである旨もし
くはその営業活動により生じた損
失補償を求めること（同8号）

イ　これら6類型のうち「加齢等による
判断力の低下の不当な利用」と「霊
感等による知見を用いた告知」につ
いては，国会審議における議員修正
により追加されました。
	 	 国会に提出された政府原案には，
「不安をあおる告知」と「恋愛感情
等に乗じた人間関係の濫用」の2類
型に関して，消費者が「社会生活上
の経験」に乏しいことという要件が加
えられていました。これは消費者契
約法専門調査会の最終報告には全
くなかった要件であり，与野党問わ
ず，これら2類型の適用範囲を若年
者に限定するものではないかと懸念
の声が上がりました。その結果，新た
に追加修正されたものです。
⑵	 「不利益事実の不告知」の要件
緩和
現行法では「不利益事実の不告知」

による取消が認められるためには「不
利益事実の不告知」につき事業者の故
意が必要とされており，このことが取消
権の行使を妨げているとの指摘がなさ
れていました。
そこで，改正法では，事業者の故意

に加えて重過失があった場合にも取消
権の行使ができるものとされました（改
正法4条2項）。

2	 無効となる不当な契約条項類型
の追加
⑴	 消費者の後見等を理由とする契
約の解除
居住用建物の賃貸借契約等の中に

は，消費者が成年後見等の審判を受
けたことを契約解除事由と定めているも
のが少なくありません。しかし，成年後
見制度の理念からすると，単に消費者
が成年後見等の審判を受けたことの一
事をもって事業者に契約解除権を付与
するのは不当性が高いものと考えられ
ます。
そこで，改正法は，事業者に対し，消
費者が後見，保佐，補助開始の審判を
受けたことのみを理由とする解除権を
付与する条項を無効とするものとしました
（改正法8条の3）。
⑵	 事業者が自らの責任を自ら決める
条項
現行法でも事業者の損害賠償責任

を免除する条項や消費者の解除権を
放棄させる条項は無効とされています。
しかし，「当社が過失のあることを認め
た場合に限り，当社は損害賠償責任を
負うものとします」といった条項のように，
一見，免責条項ではないような体裁を取
りつつ，責任の有無の判断権を事業者
に留保することによって，実質的に免責
条項と同様の機能を果たし得る条項が
用いられることがあります。
こういった条項は免責条項等と同様
に不当性が高いと考えられることから，
改正法では，事業者が自らの責任の有
無等や消費者の解除権の有無を決定
する権限を付与する条項を無効とする
ものとしました（改正法8条，8条の2）。
3	 事業者の努力義務内容の明確化，
具体化
改正法では，事業者の努力義務をよ

り明確化・具体化されました。
具体的には，①事業者は，契約条項

を作成するに当たり，その解釈について
疑義が生じない明確なもので，かつ平
易なものとなるよう努めること，②事業者
は，契約の目的となるものの性質に応じ，
個々の消費者の知識・経験を考慮した
上で必要な情報の提供に努めること，と
されています（改正法3条1項）。
消費者契約法部会　　　　　　　
副委員長　大高友一（第一東京）
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事 報情件

仙台
架空請求に関し，現金送付先の私設私書箱業者，架空請求メールに記載されたＩＰ電話
の電話番号を提供した業者，メールアドレスに係る携帯電話のＳＩＭカードを提供した業
者，並びにこれらの代表者の責任を認めた事例（仙台地裁古川支部平成30年12月12日判決・確定）

１		 事案の概要
	 	 架空請求詐欺について，インフラを提供した標記業者
に対し，共謀ないしほう助に基づく共同不法行為責任の
追及をし，法人である提供業者の代表者に対し，会社法
429条に基づく損害賠償責任の追及を行いました。
２		 判決の要旨
⑴	 私設私書箱業者らについては，偽造運転免許証を
用いていることに加え，法人名義の契約にもかかわら
ず同法人の実在等について確認した形跡はないこと，
非対面での本人確認をした証拠がないことから，本人
特定事項等を適切な方法で確認しておらず，犯罪収
益移転防止法に反して契約したと認定しました。

⑵	 架空請求メールに記載されたＩＰ電話の電話番号を
提供した業者らについては，ＩＰ電話には犯罪収益移
転防止法及び携帯電話不正利用防止法の適用はな
いと解され，本人確認が法的に要求されていないもの
の，契約の実態は電話と異ならないことから，本人確認
を慎重に行う義務を負うとし，偽造運転免許証を用い
ていることや非対面での本人確認をした証拠がないこ
となどを指摘し，かかる注意義務に反して契約したと
認定しました。

⑶	 メールアドレスに係る携帯電話のＳＩＭカードを提供し
た業者らについては，偽造運転免許証が用いられてい
たことに加えて，契約書が作成されておらず，確認書類
を見てもどのＳＩＭカードを提供する際に作成されたもの

か明らかではないことや，契約書が作成されていても，
５台ものＳＩＭカードが貸与されていることや非対面で
の本人確認をした証拠がないことなどを指摘し，携帯
電話不正利用防止法に反して契約したと認定しました。
⑷	 以上から，これらの業者らについては，私設私書箱
等が犯罪行為に利用される危険性があることを十分に
認識しこれを予見できたことから，ほう助による共同不
法行為責任を負うと判断しました。また，代表者らにつ
いては，被害当時，業者の従業員であったものの取締
役ではなかった１人を除き，業務執行について監督を
行ったこと重大な過失があるとされました。
	 	 損害として送金した219万5000円に加え，消費者金
融から借入れをしてその返済を継続せざるを得なかっ
たことなどから慰謝料22万円が認定され，弁護士費用
24万円を含め計265万5000円が認められました（過
失相殺なし。なお，私設私書箱業者の賠償額はそれ
ぞれ送付された現金の限度にとどまるとされました。）。

３		 本判決の意義
	 	 本判決は，インフラ提供者の責任を法律上義務がな
いと解されているＩＰ電話事業者も含め広く肯定しました。
事案に即した判断であり，慰謝料を認めた点も，詐欺被
害の凄惨さを正しく汲み取ったものと言えます。責任を肯
定した事情が業者毎に異なっており，他事案にも援用でき
る判断を多く含む点にも意義があると思われます。

宮腰英洋（仙台）

仙台
デート商法詐欺において，当該詐欺行為に使用された携帯電話のレンタル業者及
びその代表者につき不法行為責任を認めた事例（仙台高裁平成30年11月22日判決・確定）

１		 事案の概要
	 	 本件は，原告（控訴人）が，「女性とのデート等の希望
に対応することで金銭が得られる」，「そのためには供託
金が必要である」等と虚偽の話を詐欺業者から申し向け
られ，合計579万9000円を騙し取られた事案です。
　　詐欺業者から被害者への勧誘・連絡に際してはレンタ
ル携帯電話が用いられ，レンタル業者である被告（被控
訴人）は，利用申込者から偽造運転免許証の提示を受け
て携帯電話を身元不明の利用申込者に貸与したことか
ら，被害者は，当該レンタル業者及びその代表者に対して，
不法行為責任の追及を行いました。
２		 判決の要旨
⑴	 原判決（仙台地裁平成30年３月13日）は，被告らに
は本件携帯電話提供に当たり故意・過失はないとして
請求を棄却したため，被害者は控訴を申し立てました。

⑵	 本判決は，①被控訴人代表者が，法規制により貸与
時本人確認等の悪用防止策が講じられていることを
十分に認織しながら，被控訴人会社を設立して携帯電
話のレンタル業を始めたこと，②契約の態様として，被
控訴人会社の事務所ではなく，公園で利用申込者と会
い，支払履歴等の物的証拠が残りにくい現金払いによ
るものとし，かつ領収証は交付しないこととした上，具体

的な使用目的も確認せず，約４か月の間に合計10台も
の電話転送サービス付き携帯電話を貸与したことなど
を認定し，結論として，提供した携帯電話が，詐欺等の
犯罪行為に悪用される可能性が極めて高いことを具
体的に認識し，少なくとも未必的に認容した上で利用
申込者に貸与したとし，被控訴人らの故意による不法
行為責任を肯定しました（民法719条１項，２項）。
	 	 その上で，原告（控訴人）が被害に遭った579万
9000円全額，弁護士費用57万9900円を損害として認
めました（過失相殺なし）。

３		 本判決の意義
	 	 レンタル業者からは，携帯電話貸与時に契約者と対面
し，提示された運転免許証を見て本人確認をし，その写
しを受領したなどの主張がなされ，故意・過失の有無が
主な争点となりました。これに対し，本判決は，契約の際に
提出された運転免許証が偽造であることを一見して看取
する事情（住所が架空，取得年月日の矛盾等）が必ずし
も存しないなか，代表者の認識や契約締結時・締結後の
不審事由等を総合し，故意責任を肯定しました。過失相
殺もなく，実態に即した判断がなされた点に意義があると
いうことができます。

宮腰英洋（仙台）
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保証のトラブル相談Ｑ＆Ａ─基礎知識から具体的解決策まで─文献紹介
　本書は，保証人保護の立場から2017年改正民法（改正債権法）をＱ
＆Ａ方式で解説したものです。保証契約の成立，有効性，債務の範囲など
保証に関する問題点を扱っています。平易な表現で簡潔に解説し，一般
市民から相談を受ける消費生活センターの相談員や消費者行政窓口の
職員の方々にも読みやすいものになっています。同時に，従来議論されるこ
とが少なかった保証契約の書面性について，保証人保護の立場から，契
約締結時だけではなく，表見代理の正当理由判断の際や，取り消し得る
契約の追認の際にも書面を要すると解釈すべきではないかと議論を呼ぶ
提案をしており，弁護士にとっても興味深い内容です。
　今回の民法改正では，個人根保証規制の拡充，保証意思宣明公正証

書制度や主債務者の情報提供義務の新設
など，保証人を保護するための規律が設けられ
ました。本書は，保証人保護の立場から，改正
法の趣旨を更に推し進めようとするもので，「保
証被害」の防止に取り組む様 な々方々にとっ
て参考になると思います。

Ａ５判　241頁／3024円（税込）
発行　民事法研究会
新潟県弁護士会　編

本号でも紹介しました「夏期消費者セミ
ナー」は，普段あまり学ぶ機会のない分野や内
容を取り上げ，これからの弁護士活動に活かし
ていただきたいとの想いから，毎年，ニュース
出版部会において企画・開催しているもので
す。今年は，集団的消費者被害の歴史を振り

返りつつ，研究者や弁護士など様々な視点か
ら，消費者団体訴訟の活用を目指して議論し
たいと考えています。視野を広げ，知見を深め
ていただく機会にしていただければと思いま
すので，多くの皆様のご参加をお待ちしており
ます。

平成から令和の時代に入り，少しでも消費者
被害がなくなり，安心して生活できる社会にな
るよう，今後も皆様のお役に立つニュースの出
版に努めていきたいと思います。

野島佳枝（奈良）

消 費 者 問 題

文献・催事紹介
消費者六法〔2019年版〕─判例・約款付─文献紹介

	 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30年改正まで織
り込まれた最新版で，重要法令については政省令・通達・ガイドラインが
収録されています。法令編では，取り消し得る不当な勧誘行為，無効とな
る不当な契約条項等が追加され，事業者の努力義務が明示されるなどし
た「消費者契約法」，生活困窮者や生活保護世帯に対する包括的な生
活支援（子どもの学習・進学支援，居住支援等）の強化や貧困ビジネス
への対策がなされた「生活保護法」「生活困窮者自立支援法」「社会
福祉法」のほか，「不正競争防止法」「建築基準法」「農薬取締法」「健
康増進法」「商法」の改正等に対応しています。
	 判例編では，消費者被害救済に必須の916件の判例・裁判例が収

録され，付録編，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。
　使い勝手が良く，消費者問題に携わる者
にとってまさに必携の一冊です。

Ａ５判箱入り並製
1583頁／5832円（税込）
発行　民事法研究会
編集代表　甲斐道太郎・松本恒雄・木村達也

第30回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー
「集団的消費者被害回復の到達点と今後の展望～消費者団体訴訟の活用を目指して～」

催	事

　夏期消費者セミナーは，今回で３０回目の節目を迎えます。
　今回は「集団的消費者被害回復の到達点と今後の展望～消費者
団体訴訟の活用を目指して～」と題して，消費者の集団被害のこれまで
を振り返るとともに，今後の展望について考えたいと思います。
　多数・少額の被害を特徴とする消費者被害においては，１人１人の
被害を個別に考えると，訴訟費用，弁護士費用の負担，多くの時間と労
力が必要です。このため，一旦発生してしまった被害救済，回復には大き
な困難を伴い多くの場合，泣き寝入りとなってしまっている実情もあります。
　しかし，1980年代の豊田商事事件以降，被害者が多数となる消費
者被害が多発する中で，消費者問題に取り組む弁護士は，被害者を集
団として組織し，訴訟を提起したり，破産申立をしたりといった様々な方法
により被害救済を試み，経験を蓄積してきました。昨年も，弁護団によっ
て，ジャパンライフ，ケフィア事業振興会の問題に取り組んでいます。
　これらの活動を通じて集団的被害回復制度創設の必要性が認識され
たこともあり，2006年には適格消費者団体による差止請求訴訟制度
が導入され，ついに2016年には消費者裁判手続特例法に基づく集団
的被害回復制度が導入されました。
　そして，この制度の第1号事件として，2018年12月17日特定適格
消費者団体のNPO法人「消費者機構日本（COJ）」が，東京医科大

学の医学部不正入試問題で不利益を受けた女子や多浪受験生に受
験料等を返還する義務が同大学にあることを確認する訴訟を東京地裁
に提起しました。
　今後も，集団的消費者被害の回復を図っていくことは大きな課題と
なります。そのためには，従前の弁護団活動により蓄積してきた知見や，
2006年以降新たに導入された各制度を整理し，そのメリットやデメリット
を踏まえて，より効果的な被害回復の在り方を検討する必要があります。
　本セミナーでは，消費者団体訴訟制度に携わった研究者に立法の経
緯や各制度の特色等をご報告いただくとともに，集団被害において豊富
な経験を有する弁護士から弁護団活動の歴史的な経緯やこれらの活動
から得られた知見の到達点を，当委員会の消費者契約法部会員から消
費者裁判手続特例法等の今後の活用に関する展望をそれぞれ報告し
ます。さらに，これらの基調報告者に加え，消費者生活相談員として消
費者から生の相談を日々受けつつ，適格消費者団体の理事として，事
業者の違法行為の差止請求を行っている方を加えて４人のパネラーに
よるパネルディスカッションを行い，過去に学びつつ今後の展望と課題
の解決について考えたいと思います。
　是非ご参加ください。

日　時	 2019年7月6日（土）午後1時～午後5時30分
場　所	 弁護士会館17階1701会議室
問合せ先	日本弁護士連合会	人権第二課　電話　03-3580-9968
※人数等の把握のため，事前申込みにご協力いただければ幸いです。詳細は日弁連HPをご覧ください。


