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出資法の上限金利の引き下げ等を求める意見書

２００３年７月１８日

日本弁護士連合会

意 見 の 趣 旨

本年６月１日 出資の受け入れ 預り金及び金利等の取締りに関する法律 以、「 、 」（

下「出資法」という ）５条２項に定める上限金利年２９．２％の見直し時期を迎。

えた。長引く不況下、多重債務者が続発していることに鑑み、同法５条の上限金

利を少なくとも利息制限法の制限金利まで引き下げ、刑事、民事の金利規制を統

一するなどの改正をすべきである。

具体的には、下記のとおり改正を求める。

記

（１）出資法５条の上限金利を、利息制限法１条の制限金利まで引き下げ、

刑事、民事の規制の統一

（２）貸金業規制法４３条（みなし弁済規定）の廃止

（３）日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する特例措置の撤廃

意 見 の 理 由

１．はじめに

「目ん玉を売って支払え」との商工ローン最大手日栄の従業員による脅迫的な

取立が社会問題となったことを契機として、１９９９年１２月の臨時国会におい

て、出資法５条２項の上限金利が、年２９．２％に引き下げられた。

国会における付帯決議では、施行後３年を経過した時点（本年６月１日以降）

で、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案し

て検討を加え、必要な見直しを行うとされている。

２．現在の多重債務者をめぐる状況

（１）長引く不況下、多重債務者は増え続け、昨年の個人の自己破産申立件数は

２１万件を超え、過去最高となっている。破産予備軍は１５０万人から２０

０万人に及ぶともいわれる。

また、多重債務者による犯罪も多発しており社会不安をあおっている。

さらに、多重債務者、自己破産者をねらった「ヤミ金融 （出資法の上限金」
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利に違反して貸金業を営む者を総称してこう呼ぶこととする ）による被害も。

多発し、当連合会としても、昨年１１月にヤミ金融対策法を制定すべきとの

意見書を採択しているところであるが、根本的には、多重債務問題解決の方

策が今求められているところである。

（２）全国破産調査結果から見る多重債務者像

２００２年１０月、当連合会消費者問題対策委員会は、各地方裁判所の協

力を得て、破産事件、再生事件の全国調査を行った。これによると破産理由

は、生活苦、低所得が６１％であり、前回２０００年調査に比べて約１０％

上昇している。収入では申立人の月収２０万円未満が８２％となっており、

他方、負債では４００万円未満が４７％となっている。

不況下で低所得者層が、４００万円弱の負債を支払いできずに自己破産を

している事が浮かび上がっている。

例えば、月収２０万円で３００万円の負債を考え、大手サラ金の平均的な

貸出年利を一応２６％として試算すると、サラ金への月の支払い金利は６万

５０００円（３００万×０．２６÷１２）となり、支払額が月収の３０％を

超えてしまう。中小のサラ金業者は出資法上限金利の年２９．２％で貸出し

しているところ、それで試算すると毎月の利息は７万３０００円となってし

まう。利息制限法の制限金利年１８％で考えると４５，０００円で、月収の

２２．５％に留まっている。

つまり、現在の高金利容認の体制が、低所得者に対しても貸倒を見込んで

も調達金利が極めて低い事から、支払い能力を超える与信を行う原因となっ

ている事、低所得者層にとって年利２６％－２９．２％は無理なく支払いが

できる金利水準を大幅に上回っている事を物語っている。

（３）他方、サラ金業界は大手を中心に大幅に貸付残高を伸ばし、消費者向け貸

付残高は、１９９９年３月期16兆3955億、２０００年３月期17兆4778億、２

００１年３月期18兆8292億、２００２年３月期20兆1197億円と１９９９年３

月期と比べても２２％の増となっている。大手５社（武富士、アコム、プロ

ミス、アイフル、三洋信販）でも約７兆円に達している。また、貸付残高を

有している消費者向け貸付業者も、２０００年３月期６９３７社に比べ、２

００２年３月期７，２４２社とここ数年増加傾向を示している。

（４）この不況下、消費者の可処分所得は、増加していないにもかかわらず、貸

付残高を伸ばしいるのは、調達金利が極めて低く（大手では年利２％前後 、）

現在の大手サラ金の平均的な貸出金利年２５％－２９％で、貸せば貸すほど

儲かることにあり、利息制限法を大幅に上回る現行の貸出金利が支払能力を

上回る貸出し（過剰与信）を行う大きな原因となっている。
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（ ） 、 、 、 、５ また 大手サラ金の中では 従業員に過酷な貸出し 管理のノルマを課し

未達成者に罵声をあびせるなど、商工ローン被害の際にも指摘された過酷な

ノルマ体質がうきぼりとなっている。

大手のアコムでは、債務整理にあたっての取引開示において、虚偽の取引

履歴を開示し、利息制限法の残高を大きく操作した事案が報告され、その金

額は１億円にも達するといわれ、大きな問題となっている。

また、武富士では、従業員に全社的にサービス残業をしいていた実態も明

らかとなり、本年１月９日に労働基準法違反で強制捜査がなされたうえに、

、本年６月には同社社員やジャーナリストに対して盗聴が行われていたとして

電気通信事業法違反で刑事告発されるという事態となっている。

まさしく、業界大手の不祥事は、同業界の債務者、消費者を無視した利益

至上主義を物語るものであり、自助努力による改善は期待しえない。

３．サラ金ＣＭ，契約無人機，ＡＴＭによる過剰与信構造

サラ金大手を中心に多数のサラ金ＣＭがたれ流されている。大手５社の広告費

は７００億に達するといわれ、テレビ・ＣＭの商品別の広告費では、サラ金ＣＭ

を示す「その他の金融」が第三位となっている （ビデオリサーチ社 テレビＣＭ。

視聴率 広告の動向 テレビＣＭ調査書２００１）

ＣＭの内容も安易な借入れをあおるものとなっており、若年層に「サラ金」の

暗いイメージを払拭させ、借金の抵抗感をなくさせる役割を果たしている。

また、金利教育が不十分なことから、広告の受け手に対し、貸金の暴利行為を

規制した利息制限法に違反する金利で継続的な貸付を行っていることの認識も与

えない。

最近その氾濫が目に余ることから、昨年１２月２０日、民放連とＮＨＫが共同

で作った第三者機関である「放送と青少年に関する委員会」は、消費者金融ＣＭ

は民放放送基準の「金融・不動産の広告」などの項目に抵触する恐れがあるとし

、 、 、て 具体的に午後５時から９時までの放送自粛や 借金のリスクをわかりやすく

安易な借入を助長しない内容とすべきとの見解を発表している。

基本的には、利息制限法を超える金利で貸付け、多重債務者を続発させている

サラ金のＣＭ自体許容されていることが、異常なことであり、その中止などが求

められるべきであるが、少なくとも、同委員会の見解は、誠実に実現されなけれ

ばならない。民放連においても、本年４月から表現などの見直し、本年１０月に

は抜本的な変更（放送時間を含む変更）を行うと表明している。

、 、 、 、現状は テレビ等のＣＭ 無人契約機 ＡＴＭで若者の安易な借入れをあおり

一旦顧客をつかむや、サラ金のノルマ体質の下で、貸増しを繰り返し、債務者は

高金利の支払いのため自転車操業を繰り返し、多重債務者が生み出され、他方、

大手を中心にサラ金は日本のビック企業となっている。この多重債務者が続発す

る状況を断つ為には、出資法の上限金利の引き下げが不可欠である。
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４．あるべき金利規制

（１）出資法５条の上限金利の引き下げの必要性

現在日本の銀行金利は、ここ数年低く設定されている。つまり、銀行の普

通預金金利は、現在は、０．００１％と超低金利状態が続いている。他方、

国内銀行の平均貸出金利も、２０００年６月当時、年１．８８５％であり、

現在年１．８６５％とこれも超低金利となっている。前述の通り、大手サラ

金を中心に年２％前後で資金を調達し、貸付を行っていることからすれば、

年２９．２％という出資法の上限金利はもう容認できる状況にないというべ

きである。なお、付言するに出資法の上限金利が年４０．００４％に引き下

げられた１９９１年当時の国内銀行貸出平均金利は、年６．９８９％であっ

た。出資法５条１項は、原則として年１０９.５％(閏年は年１０９.８％)、

同条２項は貸金業者については年２９.２％(閏年は年２９.２８％)を超える

利息につき刑事罰を科している。その結果、利息制限法の制限利率１５～２

０％と出資法の刑罰対象利率との間に狭間ができている。

このような民事上無効だが刑事罰の対象にならないというあいまいな領域

(グレーゾーン)があるために、多くの貸金業者がグレーゾーン内の利率で貸

し付けるという実態を生み出し、多重債務者発生の原因となっている。貸金

業者についての刑罰金利(年２９.２％)は、１９９９年の改正(２０００年６

、 、月１日施行)により 従来の年４０.００４％が引き下げられたものであるが

制定当時すでに大手のサラ金業者は年２９.２％以下の金利で貸し出してお

り、単なる現状追認に過ぎず、多重債務予防のためには不十分であった。

そもそも消費者に対する金融は、それを利用することによって、消費者の

生活を豊かにすべきものであって、利用することによってかえって消費者の

、 。生活や人間性が破壊されるということは 本末転倒といわなければならない

サラ金の貸出金利は、出資法の上限金利の上限に設定され、後述のとおり

市場原理が働かないこと、フランス・ドイツ等の金利の現状、現在多重債務

、 、者が続発している事実 極めて低金利で資金調達ができる事実を踏まえると

少なくとも利息制限法まで上限金利を引き下げるべき時期にあるというべき

である。

従って、出資法５条に定める利率については、原則・貸金業者を問わず、

利息制限法と同一の利率とし、同法の制限利率を超える金利の支払いについ

ては、民事上無効とするとともに刑事罰の対象にもするという統一的処置を

すべきである。

当連合会では ２０００年１０月６日 岐阜における人権擁護大会での 統、 、 「

一的、総合的な消費者信用法の立法措置を求める決議」を採択している。そ

の決議の中では 「現行法の金利規制水準を大幅に引き下げるとともに、市場、

の公正な金利動向を踏まえつつ、消費者の生活破壊を招かない適正な金利水

、 。」準を確保するために 民事効果と刑事罰により実効的な金利規制を行うこと
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とし、提案理由でも「高金利貸付は、消費者に不当な負担を強いる危険な取

引であるから、民事効果と刑事罰則を統一して、厳しく規制されなければな

らない 」としていた。。

２００１年６月の出資法の改正においても、民事効果を定めた利息制限法

まで出資法の上限金利を引き下げるには至らなかったものであり、本意見書

は、当連合会がこれまで主張してきたところである。

（２）みなし弁済規定の廃止

貸金業規制法は、一定の要件を満たす場合に、利息制限法の制限利率を超

える利息・遅延損害金の支払いを有効な利息・損害金の支払いとみなしてい

る(４３条１項・３項)。従って、上述のとおり、利息制限法の制限利率(年１

５～２０％)を超えても、出資法の上限利率(年２９.２％)を超えなければ有

効と認められる場合があることになり(グレーゾーン)、多くの貸金業者がこ

のグレーゾーン内の利率で貸し付けるという実態を生み出している。

このグレーゾーンに対するみなし弁済規定は、本来ならば利息制限法に反

して無効な利息を認めようとするもので、同法による利率制限の原則をゆが

めるものである。これは、貸金業規制法制定の際、法施行を円滑に行うため

に、いわばアメとして設けられたものであるが、結局は、高金利を容認し回

収困難な過剰貸付を認める原因となっており、多額多重債務の発生を促進す

る要因である。

貸金業規制法による取立規制などの法規制は、消費者金融を行うものの最

低限のルールとして承認されるものであり、アメによって誘導されるような

性質のものではない。従って、利息制限法本来の原則に立ち返り、みなし弁

済規定は撤廃されるべきである。

なお、上記（１項）提案のとおり、制限利率の民事・刑事の統一が図れる

ならば、必然的にグレーゾーンの発生の余地はなくなり、その意味でも貸金

業法４３条は無意味な規定となる。

当連合会は、立法当時から「貸金業法４３条を設けて破滅に瀕した被害者

救済の有力な手段であった利息制限法に関する最高裁判所判例の排除をはか

ったことは、全国の弁護士が等しく遺憾とするところである 」と非難してい。

たものである。

（３）日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する例外措置の撤廃

現行法は、貸金業者のうち質屋・日賦貸金業者・電話担保金融について特

例を設け、刑罰対象利率を、質屋につき年１０９.５％(閏年は年１０９.８

％)、日賦貸金業者・電話担保金融につき年５４.７５％(閏年は年５４.９％)

とした上で、右利率をみなし弁済規定の上限利率としている(質屋営業法３６

条、出資法付則８・１４項)。
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法が、質屋・日賦貸金業者・電話担保金融について他の消費者信用取引と

異なる扱いをしている根拠として、これまで問題視されるようなトラブルが

なかったことや集金・担保物保管などにコストがかかることといった理由が

挙げられている。

しかし、コストがかかるといっても、他の貸金業者が市街地の見やすい場

所に店舗を構えるコストと比べると、特例を認めるべき差ともいい難い。

また、日賦貸金業者については、過酷な取立が問題となって、２０００年６

月に刑罰対象金利を引き下げる法改正がされているが(２００１年１月１日施

行)、これによって、取立が沈静化していることはないし、一般の貸金業者が

高金利の取れる日賦貸金業者に移行している部分もあるのであり、不十分な

改正といわざるを得ない。電話担保金融についても、担保を取っていること

からすれば、むしろ無担保業者より低金利であっても当然である。

従って、これら例外措置は撤廃されるべきである。

（４）利息制限法の制限金利の引き下げ

現行の利息制限法は、戦後初期の高金利時代である１９５４年に制定されて

以来、その制限利率がそのまま維持されている。

しかし、前述の低金利状況や貸金業者の高収益からみて、現行の年１５～２

０％の金利では高すぎる。高金利を容認することは、貸し倒れリスクを充分

に見込めることになり、回収困難な不良貸付ひいては過剰貸付を容認するこ

とになる。従って、現行法の制限利率も今後引き下げが検討されるべきであ

る。

５．出資法の上限金利の引き下げとヤミ金融問題

近年ヤミ金融による被害が多発することについて、貸金業界は出資法の上限金

利の引き下げによって、貸金業者が選別融資を行うことにより、リスクある債務

者に対する貸付をひかえたから、債務者がヤミ金融に手を出すことになった等と

し、かえって出資法の上限金利の引き上げを主張している。

しかし、これらの主張はなんらの科学的根拠もなく、単に、貸金業者のさらな

る利益を得るための、正に「ためにする主張」であり、許されるものではない。

（１）十分すぎる与信

今でも若年層でかつ年収が２００万円未満でも２００万円から２５０万円

を借り入れることが可能な状況にある。各地で多発するサラ金名義貸し事件

において、２０歳台前半の若年者が５０万円を４～５社から借入れをしてい

る事案が後を断たない。

（２）消費者向け貸付残高、登録業者は増加

金融庁によると、貸金業者の登録件数自体は長期的に減少傾向にあるが、

融資残高のある消費者向け貸金者数は、２０００年３月末６，９３７件、２
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００１年３月末７，１２３件、２００２年３月末７，２４２件と増加傾向に

ある。

さらに、消費者向貸付残高も既に述べたとおり２０００年３月１７兆４７

７８万円、２００１年３月１８兆８２９２億円、２００２年３月２０兆１１

９７億円と増加傾向を示している。

（３）ヤミ金融のターゲットは、中小貸金業者も貸さない多重債務者である。

現に、ヤミ金融からの借入れ層は、全国貸金業者協会が昨年１１月から１

２月にかけて行った苦情ダイヤルの分析でも、自己破産者、多重債務者であ

って、そもそも中小の貸金業者ですら相手にしなかった層である。

貸金業界等では、高利の需要があるとして、金利規制の緩和を求める主張

も在する。しかし、そもそもその資金需要者は多重債務者であって、弁護士

などによる法的なアドバイスが必要な層なのである。

（４）出資法の上限金利の引き下げとヤミ金融被害の拡大とは関係はない。

現在のヤミ金融は、自己破産者、多重債務者の情報を名簿販売業者から購

入し、ダイレクトメールで勧誘をしたり、都知事登録をした上で、スポーツ

紙、新聞折込チラシ、週刊誌、マスコミ誌で広告を出し、あたかも正規業者

を装い勧誘している。ヤミ金融業者間では裏情報センターも開設され、多重

債務者やヤミ金被害者の情報が交換されている。

貸付金利も、１０日で５割等の超高金利であり、摘発を受けることなく、

短期間に多大な利益をあげることから、暴力団の新しい資金源として利用さ

れる実態となっているのである。本年１月、山口組系の暴力団がヤミ金融を

行い摘発されたが、系列業者が１０００社にものぼるといわれている。

このようなヤミ金融被害は、２０００年６月の出資法の上限金利の引き下

げ以前から顕在化していた。

例えば、東京の有志の弁護士等のグループは、すでに１９９９年７月ヤミ

金融２４５業者について警視庁生活経済課に事実上刑事告発を行っていた。

さらにいえば、出資法は１９５４年に制定され、当初の上限は年１０９．

５％であった。２０年前、サラ金が社会問題となった時、貸金業法の制定と

、 、 ． 、 ．ともに出資法も改正され ８３年１１月以降 上限は順次７３ ０％ ５４

７５％．４０．００４％と引き下げられた。上限が７３．０％に引き下がっ

た。翌年の８４年は「サラ金冬の時代」と呼ばれ、ヤタガイクレジット、エ

サカ等、中堅サラ金業者が次々と倒産した。にも関わらず、現在の様なヤミ

金融は発生していない事も付記しておく事とする。

消費者向貸金業者、貸付残高の増加傾向とヤミ金融の被害状況、ヤミ金融

の被害者層を対比すれば、２０００年６月の出資法の上限金利の引き下げと

ヤミ金融被害の増加は、なんらの関係も認められないものである。

（５）ヤミ金融対策はヤミ金融対策法制定を

ヤミ金融対策としては、ヤミ金融を厳正に摘発することや、不当な利益を
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あげさせないことによって、暴力団関係者の不浄な金の流れを止めることに

ある （前述のとおり、昨年１１月２２日に当連合会は「ヤミ金融対策法の制。

定を求める意見書」を採択している ）。

ヤミ金融の跋扈に目を奪われて本質的な多重債務者を生み出す要因の除却

の方策をおこたってはならないというべきである。

６．金利自由化論

規制緩和の流れの中で、金利の規制を全廃、またはゆるやかにして利息制

限法を廃止しようとの立場からの主張も存在する。

金利規制を緩和し、公正な金利での自由競争に任せるとの立場である。

しかし、現在の多重債務問題は、経済力の乏しい低所得者層に主に生じて

いるのであって、借入先を選択できない層の借入れであり、自由競争の働か

ない分野での与信なのである。

ここでは、強者な貸主と弱者の借主が存在するのであり、金利の規制は不

可欠である。

（１）アメリカの金利規制

当連合会の消費者問題対策委員会は、昨年３月訪米調査を行った（２００

３年３月「消費者信用事情訪米調査報告書」参照 。その調査でも、規制緩和）

されたアメリカの８０年代以降ペイディローンや略奪的貸付による被害が多

発し、必然的に弱者、貧困者が大きな犠牲を強いられていることになってい

ることが報告されている。ちなみに、現在アメリカの銀行間金利は年５％と

される。

①現在の米国では、消費者金融市場における自由な競争によって、消費者金

融の貸付金利の低下が図られるという理念・考え方に基づく政策がとられ

ている。

すなわち、従来、米国では、５０の州がそれぞれに金利規制を行ってい

たが、１９８０年代以降、経済の規制緩和政策がとられてくる中で、金利

規制を緩和ないし撤廃する州が多くなってきている。

また 「金利の輸出」という現象は、各州における金利規制を意味ないも、

のにしてきている。

すなわち、連邦法の適用を受ける連邦免許銀行は、銀行の本社所在地の

州法だけにしか規制されないため、全国的に共通の金利で営業ができ、銀

行の本社は金利規制のない州（サウスダコタ州やアイダホ州など）に集中

するようになってきている。

この結果、連邦免許銀行は、各州における金利規制の適用を受けること

なく、営業できることになっている。

②米国の金利規制の緩和ないし撤廃政策、金利規制の自由化政策は、消費者
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金融の金利に関し、米国民の所得階層別に異なる金利を生じさせている。

すなわち、富裕層に関しては、金利規制の自由化による金利の低下とい

う恩恵を受けるが、金利を選択する余地のない低所得層に関しては、金利

規制の自由化は、金利の低下という恩恵を受けるどころか、逆に高金利の

餌食となり、犠牲を強いられている。

このように、米国では、金利規制を自由化した結果、低所得層、経済的

弱者を食い物にする高金利の「ペイデイローン」による被害が全国的に拡

大し、大きな社会問題となっているが、ペイデイローンの実質年利は、年

数百パーセントに及ぶケースもある。

また、債務者の無知窮迫につけ込み、住宅を担保にとって高利貸付けを

行い、債務者から住宅を取り上げてしまう「略奪的貸付」も横行し、大き

な社会問題となっている。

米国では、このような高利金融業者による被害対策として、行為規制の

強化、特に取引情報開示の徹底や、ＦＴＣ（連邦取引委員会）等による監

視強化などで対処しようとしてきているが、必ずしも十分な効果を上げて

いると言えない状況である。

③アメリカの破産者数は１５０万件を超えていると言われている。訪米調査

の結果からみて、日本において金利規制の緩和はさらに多重債務者を増加

させること必定というべきである。

（２）フランスの金利規制

①他方、フランスにおいては、フランス消費者法典で定められている金利規

制法により、フランス銀行が３ヶ月に一度ずつ消費者金融、不動産金融、

事業者金融などの市場平均金利を調査して発表し、同業の平均金利の３分

の４を超過すると暴利貸借と評価され、超過部分について無効となり、暴

利貸借を故意で行った場合には刑事制裁もなされる。

②フランスの金利規制の実情をみると、１９９９年３月期の消費者貸付の平

均金利は、年５．７１－１２．９４％、暴利貸借利率は、年７．１２％－

１７．２５％であり、わが国の現行法の出資法の上限金利２９．２％より

１０％以上低いという状況にある。

厳格な民事及び刑事制裁規定のため、暴利貸借利率を超過する利率で貸

付を行う与信業者はほとんどいないとされる。また、フランスにおける金

利規制の特徴は、暴利貸借利率が市場金利に連動して決定されること、民

事上の違反金利と刑事上の違反金利とで全く差異がないことであり、日本

の金利規制のあり方として極めて参考となる （参考 日弁連第４３回人権。

擁護大会基調報告書５６頁以下）

（３）ドイツでの判例による金利規制
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ドイツにおける消費者向け貸付金利は年利９－１０％の水準といわれてい

る（前述基調報告書６６頁以下 。ドイツにおいては、日本の「利息制限法」）

のような特別法は存しないにも関わらず、日本に比べ貸付利率は低い水準と

なっている。

ドイツにおいて、金利水準をコントロールしているのは民事裁判所である

といわれる。

シュトゥットゥガルド上級地方裁判所１９７９年７月２４日判決は 「クレ、

ジット供与者は、大量のクレジット取引をする場合、せいぜい市場利息２倍

までを請求しうるに過ぎない」とした。

連邦通常裁判所１９８２年７月８日判決は、市場利息を９１％超過するケ

ース（市場金利９％、約定金利１７．２％）で「その他の取引の諸事情をあ

わせて評価すると、請求されている利率は市場価格を著しく超えており、ド

イツ民法１３８条１項（良俗に反する法律行為）の要件を充足している」と

して利息の約定を無効としている。

このような判例を金融機関が順守し、実行性が担保されている（前述基調

報告６８頁以下 。）

（４）まとめ

フランス、ドイツとも銀行が消費者金融を担っており、金利も年利１０％

前後となっている。他方、金利規制が緩和されたアメリカでは、前述の被害

が多発している。日本においては、社会政策的観点から金利規制強化は不可

欠である。

７．結論

、 、２０００年６月に改正出資法が施行されてから 本年６月で３年を経過し

その見直し時期にあたること、これまで述べてきた多重債務者が続発する要

因等に鑑み、

（１）出資法５条の上限金利を、利息制限法１条の制限金利まで引き下げ、

刑事、民事の規制の統一

（２）貸金業規制法４３条（みなし弁済規定）の廃止

（３）日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する特例措置の撤廃

を求めるものである。

以 上


