
外国為替証拠金取引および不招請の広告・勧誘禁止に関する意見書  
 

２００３年１２月２０日     

                             日 本 弁 護 士 連 合 会     

 
 外国為替証拠金取引による被害の急増という事態を受けて、次のとおり意見を述べる。  

 
意見の趣旨  

 
１ 立法措置の要請  

（１） 国は、外国為替証拠金取引を含む投機取引や投資取引全般を対象として、不招請

の広告・勧誘（希望していない消費者に対する広告・勧誘）を原則として禁止する

立法を、早急に行うべきである。  

（２） 国は、外国為替証拠金取引自体の全面禁止を明確にしない場合は、投機取引や投

資取引全般を対象とする（１）の立法に加えて、この取引に焦点を当てて、取引業

者の資産要件・分別管理義務・コンプライアンス体制・行為規制などの基本的なル

ールを直ちに法律で定め、その遵守状況を監視する機関を定めるべきである。  

 

２ 現行法下でただちになすべきこと  

（１） 経済産業省、農林水産省、日本商品先物取引協会は、商品先物会社が外国為替証

拠金取引につき不招請の広告・勧誘を行うのを止めさせる措置を講じるとともに、

ホームページ掲載その他の手段で、消費者に向けて効果的な警告を発すべきである。 

（２） 金融庁、証券取引等監視委員会、日本証券業協会は、証券会社が外国為替証拠金

取引につき不招請の広告・勧誘を行うのを止めさせる措置を講じるとともに、ホー

ムページ掲載その他の手段で、消費者に向けて効果的な警告を発すべきである。  

（３） 公正取引委員会は、外国為替証拠金取引を取り扱う業者の行為を調査し、不公正

な取引方法（欺瞞的顧客誘引）や不当表示に該当する場合は、適切な排除措置をな

すべきである。  

（４） 警察庁･検察庁は、外国為替証拠金取引を取り扱う業者の行為が詐欺罪あるいは賭

博罪に該当する場合は、それを見逃さず、迅速且つ的確な刑事訴追に努められたい。

特に監督の目がまったく届いていない独立系の業者には注意を払う必要がある。  

（５） 金融広報中央委員会、国民生活センターは、外国為替証拠金取引について、消費

者に向けて効果的な警告を発すべきである。  
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意見の理由  
第１ 外国為替証拠金取引の実情  

１ 沿革と市場規模  

 １９９８年４月、改正「外国為替および外国貿易法」（以下外為法という）の施行により、

外国為替取引について①対外取引の自由化（対外取引、決済に関わる許可等の事前規制の

撤廃）、②外国為替業務の自由化（為銀主義の撤廃と外国為替業務に着目した規制の撤廃）

が実施され、個人投資家を対象とした外貨建て金融商品の開発・販売、通貨関連のデリバ

ティブ等を専門に扱う会社の設立が可能となった。外国為替証拠金取引は、こうした外為

自由化を背景として、導入ないし開発された取引である。  

 当初、商品先物会社を中心に外国為替証拠金取引を取り扱う業者が増えていったが、そ

の後株価の低迷を背景に、証券会社の参入が相次いだ。また、商品先物会社・証券会社以

外の独立系といわれる業者も増加している。２００３年１０月１０日時点で、外国為替証

拠金取引を取り扱っているとして外国為替取引ニュースサイトに紹介されている業者は、

合計１１５社（証券会社１７社、商品先物取引員４６社、短資系３社、ネット系１社、独

立系４６社、投資顧問系２社）に上る。外国為替証拠金取引を扱いながらここに掲載され

ていない会社もあるので、実際は１１５社以上あることになる。  

 民間の調査会社の推計によれば、預り証拠金残高は２０００年３月時点で８７億円規模

であったものが、２００３年３月には１１７４億１６００万円にも上っていると報じられ

ており、市場規模はこの間急速に拡大してきている。２００３年８月には、1 社で為替証

拠金取引預かり証拠金が１００億円を突破した会社もあると報じられている。１２月時点

では、全体の預かり証拠金残高は１１７４億１６００万円から更に増加していると見られ

る。  

 
２ 外国為替証拠金取引のしくみ  

（１）国民生活センターの説明  

   外国為替証拠金取引について、その被害急増を問題視した国民生活センターの報告

書には、次のように要約されている（「投資取引における消費者向け情報に関する調査

報告」２００３年１０月・１１４頁）。  

「外国為替証拠金取引とは、少額の保証金を事業者に預託することで保証金の数倍

～数十倍の外貨の売買ができると称する、為替差益を狙った取引です。この保証金を

証拠金と呼ぶことから、取引全体が外国為替証拠金取引と言われています。  

   取引に参加する消費者から事業者は証拠金を徴収します。証拠金は、取引参加に必

要な保証金であると同時に、事業者が定めた種々の要件に合致する場合には、追加証

拠金が必要となる仕組みになっています。  

   取引の当初に支払う証拠金の額は、概ね、最低取引額を１０，０００  通貨単位とし
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た取引金額のほぼ５％、８％などに相当する額が設定されています。例えば、米ドル /

日本円の売買で１万ドルを売買する場合の証拠金は 6 万円、１０万円等です。最低証

拠金を１０万ドルの売買・１００万円に設定している事業者もあります。  

   証拠金について、事業者は様々なルールを決めています。①急激な為替変動が生じ

た場合には事業者が一方的に証拠金の率を変更できる②日々の評価損によって追加証

拠金が発生する③追加証拠金を支払えずに、１営業日の終値で計算した評価損失が、

証拠金の一定割合（８０％や９０％）を上回った場合は、翌営業日の事業者の始まり

値で決済し、強制的に手仕舞いする④新しく建玉を立てる場合には新たな証拠金が必

要になるなどです。このようなルールから明らかなように、外国為替証拠金取引は、

相場の変動そのものを対象としている賭博的な性格の取引と言えます。最近の裁判例

には、この取引を“賭博”と断じているものもあります。」  

（２）外国為替証拠金取引の要素など  

   ここで紹介されているとおり、外国為替証拠金取引の要素は、①外国為替について

取引額を想定元本とした差金決済を行うこと、②顧客は担保として預託した資金の何

倍もの取引ができることの２点である。顧客は、取引業者に対して取引額の概ね１０％

程度（国民生活センターの上記文書では５％、８％を例示しており、業者によって異

なる）の資金を預託する場合が多い。この場合、投資金額の１０倍規模の取引を行う

ことになり、それだけリスクが大きくなる（なお、外国為替証拠金取引の危険性は、

ここで指摘したリスクの大きさにはとどまらない。第３参照）。  

この 2 つの要素および、手数料、取引形態について、以下で項を改めて検討する。 

（３）外国為替の差額決済取引  

ア 差額決済取引の仕組み  

   外国為替について取引額を想定元本とした差額決済を行うとの点（便宜上「外国為

替の差額決済取引」という）については、一般に外国通貨の売買を行うものと説明さ

れているようであるが、基本的に取引業者は「差金決済」を行うことになっているの

で、「外国通貨の売買」という表現は必ずしも正確でない。  

   外国為替の差額決済取引では、顧客は外国為替取引の注文を出すことにより、取引

業者との間でポジションを持つことになる。例えば、１米ドル＝１１０円のときに２

０万米ドルの買い注文を出すと、顧客は取引業者との間で、＋２０万米ドルのポジシ

ョン（買いポジション）と－２２００万円のポジション（売りポジション）を持つこ

とになる。  

   そして顧客は、反対売買により取引を決済し、差金決済を行うことになる。上記の

例で、１米ドル＝１２０円のときに反対売買を行えば、＋２０万米ドルは＋２４００

万円となるので、＋２４００万円と－２２００万円との合計である＋２００万円が取

引結果であり、顧客は２００万円の利益となる。逆に、１ドル＝１００円のときに反
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対売買を行えば、＋２０万ドルは＋２０００万円となるので、＋２０００万円と－２

２００万円の合計である－２００万円が取引結果であり、顧客は２００万円の損失と

なる。  

   差金決済が行われる取引の仕組みは以上のとおりであり、商品先物取引で差金決済

を行う場合や、株式取引で戦前に行われた清算取引に類似するといえる。  

イ スワップ金利  

   「外国為替の差額決済取引」においては、上記の為替相場の変動による「為替差益」

の他、「スワップ金利」の授受が行われることとされている。「スワップ金利」とは、

交換された通貨間の金利差をいう。それぞれの通貨の金利水準によっては、「スワップ

金利」はマイナスとなることもあり得る。  

スワップ金利については、「外貨建ての買いポジションと円建ての売りポジション

の金利差」とか、「買っている通貨からの金利を受け取り、売っている通貨に対する金

利を支払う」などと説明されることもある。しかし、これではなぜその金利差の授受

が行われるのかの説明になっていない。  

証券会社は、信用取引になぞらえた説明をしている。上記の例で、業者は顧客に対

して２２００万円を貸し付け、顧客は同資金により２０万ドルを買い付けたと観念さ

れる。顧客は２２００万円の借り受けの金利を支払い２０万ドルの預託の金利を受領

することになるが、その差額が「スワップ金利」であるという説明である。しかし、

現実に貸し付けるわけではなく、また現実に通貨の売買が行われるわけではないので、

この説明も観念的なものである。  

   このように、外国為替証拠金取引ではスワップ金利の授受がなされるが、それは現

実に発生した金利の清算というよりも、約束事にもとづく差金決済の仕組みの一部を

構成するものと位置づけられる。  

ウ 外国為替の差額決済取引とインターバンク市場  

   外国為替証拠金取引は、取引業者との相対取引である。従って、顧客と取引業者間

の取引関係においては、顧客が利益を得れば取引業者に損失が生じ、顧客に損失が発

生すれば取引業者に利益が発生することになる。  

   このように取引業者は、顧客との間で為替リスクを負うことになることから、かか

るリスクを回避するため、金融機関等に対して為替ポジションを持ってリスクを「カ

バー」しているところもある。このような場合、取引業者は顧客との間で為替ポジシ

ョンを持ち、他方金融機関等に対してリスク「カバー」のためのポジションを持つこ

とになるが、顧客からの注文は 1 万ドル単位などの小口単位であり、「カバー」先金

融機関へのポジションは１００万ドル単位の大口となることから、両者の内容はあく

までも別である。取引業者の中には、顧客からの注文と同時に外国の業者に 1 万ドル

単位で顧客の注文と同額を「カバー」しているとの説明をするところもあるが、この
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場合の「カバー」先は、インターバンク取引に参加している大手金融機関ではなく、

「カバー」先が抱える信用リスク（債務不履行となるリスク）は不明であり、実質的

に「カバー」になっているか明らかではない。  

   取引業者の中には、このように「カバー」先業者へポジションを持つことをもって、

「外国為替市場につないでいる」「インターバンク市場につないでいる」などと宣伝し

ているところもあるようであるが、実態は上記のとおり顧客との相対取引によって生

じるリスクヘッジのために別の業者に為替ポジションを持っているに過ぎず、また、

取引業者によってはそのようなリスクヘッジすら行っていない。  

（４） 証拠金の預託  

   顧客は取引業者に対して、取引金額の１０％程度の資金を預託して取引を行うこと

が多い。この資金は、「外国為替の差額決済取引」の証拠金または保証金と呼ばれる（商

品先物業者は商品先物取引における証拠金と並列的に位置づけて証拠金と呼び、一部

の証券会社は株式信用取引における保証金と並列的に位置づけて保証金と呼んでい

る）。ここでは便宜上、証拠金で統一する。  

   取引業者からは、この証拠金の保全について説明されることがある。取引業者にお

いて、帳簿上、顧客の資産を取引業者の資産と分けて管理すべきことは当然であるが、

さらに問題は、取引業者の債権者から差し押さえられることのないように、証拠金を

顧客の資産として管理することができるかである。  

   管理の方法としては、信託銀行に信託する方式、保険方式、分別保管が考えられる

が、現状において、外国為替証拠金取引には銀行・証券会社のような資産保全スキー

ムは存せず、顧客資産の保全措置が図られているとは言い難い実情にある。  

   取扱業者によっては「分離保管」という用語を用いて顧客資産の保全を説明してい

るところもあるようであるが、証券取引法における「分別保管」（証取法４７条１項な

ど）に対応するようなルールもないので、混同しやすく問題である。  

（５）手数料等  

   取引業者には、顧客との相対取引による損益が発生する。顧客が利益を出せば取引

業者は損失を計上するという利害対立の構造である。取引業者の中には、自己のリス

ク回避を求めて、「カバー」先金融機関と取引を行うところもある。この場合は、スプ

レッドの差（仕入値と小売値の差額）が利益となる。  

このような相対の損益やスプレッドの利益に加えて、取引業者は個々の取引注文を

受けるに際して、顧客から手数料を受け入れている。後記のとおり、取引業者に加え

て取扱業者が入る場合には、取引業者と取扱業者との間で手数料が分配されることに

なる。  

相対取引であるのに、一方当事者が他方当事者からスプレッド等と別に手数料を取

ることとなっているのは奇妙である。  
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（６） 取扱の形態について  

   外国為替証拠金取引の取扱の形態としては、（ⅰ）取引業者が直接顧客の相手方とな

って注文を受け入れる形態と（ⅱ）取引業者と顧客の間に取扱業者が入る形態とがあ

る。後者の場合、取引業者は取扱業者との間でＩＢ（ Introducing Broker）契約を締

結する。  

 

３ 現行法における位置づけ  

（１）規制する業法がない  

   現行法上、外国為替証拠金取引を規制する業法は存しない。  

ア 証券取引法  

   外国為替証拠金取引には、証券会社も参入しているが、この取引は、証券取引法２

条８項各号・３４条１項所定の「証券業」には該当しない。証券会社は、外国為替証

拠金取引を、法３４条２項５号 (金融先物等その他金利 ,通貨の価格等の指標に関する変動等を

利用する取引として内閣府令で定めるものにかかる業務 )または６号（通貨の売買又はその媒介，

取次若しくは代理にかかる業務）に該当する「他業届け出」対象業務と位置付けており、

特に６号による届け出が多かった。  

いずれにせよ、証券取引法は、証券業以外の届け出業務である外国為替証拠金取引

を規制しておらず、証券業の所轄官庁である金融庁は、外国為替証拠金については監

督権限を有していないとして、業務開始の届け出が行われた後は、報告徴求を行う程

度にとどまってきた。ただし、金融庁は、一般的に証券会社の財務内容について監督

権限を有しており（法５６条１項４号）、届け出業務によって財務内容に重大な影響を

及ぼす事態となれば、届け出業務も指導の対象となりうる。  

イ 商品取引所法  

   外国為替証拠金取引には、商品先物会社が多く参入しているが、商品先物取引では

ないので、商品取引所法１３３条１項により「兼業届け」が必要とされる。  

商品先物取引業の所轄官庁である経済産業省、農林水産省は、兼業について直接の

監督権限を有しておらず、業務開始の届け出が行われた後は、報告徴求を行う程度に

とどまってきた。ただし、両省は、一般的に商品先物会社の財務内容について監督権

限を有しており（法１３６条の２６、１３６条の２５第１項３号）、兼業業務によって

財務内容に重大な影響を及ぼす事態となれば、兼業業務も指導の対象となりうる。  

（２）ほとんどは金融商品販売法の適用がない  

   ほとんどの外国為替証拠金取引には、金融商品販売法の適用がない。  

 例外として、証券会社が行う外国為替証拠金取引への金融商品販売法の適用につい

て、金融庁のホームページでは次のとおり説明していた。  

「金融商品販売法の適用対象になるか否かは、同法に規定する『金融商品の販売』に

 6



該当するかどうかによって決まります。該当するかどうかの考え方は以下のとおりで

す。  

(1) 外国通貨の現物売買（外貨の交換）は該当しないと解釈されています。  

     (注 ) 外貨預金は預金行為があるため、同法の適用対象となります。  

(2) 外国通貨の現物売買と称していても、販売業者と顧客との取引の実態が、先物取

引などのデリバティブ取引（本法及び施行令で規定する各業法上のデリバティブ取

引）に類似するものであれば、該当する可能性があります。  

     (注 ) 金利、通貨の価格等に係る『差金の授受を約する取引』としては、銀行法、

保険業法、証券取引法などの各業法に規定する金融デリバティブ取引が列記

されています（第２条第１項第１２号、施行令第４条）。これらのうち、通貨

に係るものとしては、たとえば、『直物為替先渡取引』があります。これは、

『当事者間においてあらかじめ元本として定めた金額について、決算日を受

渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反

対売買したときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引』を

言います。」  

   この、「先物取引などのデリバティブ取引・・・に類似するものであれば、該当する

可能性があります」という表現は、仮定のうえで可能性を言っているだけであり、何

も言っていないのと大差ないと評価されるものであった。  

その後、金融庁は２００３年１２月２日に事務ガイドラインを改正し、「直物為替先

渡取引」に該当する外国為替証拠金取引があるとの前提で、そのような取引の届出受

理に当たっての審査事項の詳細を定めた。金融商品販売法８条に規定する勧誘方針の

策定公表や同法３条の説明義務履行体制も、その審査事項の一つとしている。  

いずれにせよ、この事務ガイドラインは主体を証券会社に限定しているし、金融商

品販売法施行令がそもそも主体を証券会社や銀行、保険会社等に限定する方法で対象

を列挙しているので、現状では商品先物会社や独立系の会社が行う外国為替証拠金取

引は、金融商品販売法の対象とならない。  

（３）刑法に抵触する  

   このように、外国為替証拠金取引は、それを対象として掲げる業法はなく、金融商

品販売法の適用があるとしてもごく一部であるが、次の通り、犯罪の問題となる。  

相場を利用して差金を授受することを目的とする行為は、刑法上の賭博罪（刑法１

８５条）に該当しうる。そして、商品先物取引においては商品取引所法１４５条によ

り、証券取引においては証券取引法２０１条１項により、金融先物取引については金

融先物取引法４４条の３第２項・９４条３号により、それぞれ刑法の特別法として刑

罰を加重した規定が置かれている。その例外として、これらの相場を利用して差金を

授受することを目的とする行為のうち、商品取引所法に基づく商品先物取引（商品取
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引所法１４５条）、証券取引法に基づく有価証券店頭デリバティブ取引（証券取引法２

０１条２項）、金融先物取引法に基づく店頭金融先物取引（金融先物取引法４４条の３

第１項）等、法で特別に許容したものについてのみ、違法性が阻却される。外国為替

証拠金取引は、許容する法律の規定がないので当然のことながら違法性阻却も無く、

少なくとも刑法上の賭博罪には該当しうる（証券会社が行う場合に金融先物取引法４４条の

３第１項の例外に該当して違法性が阻却される可能性はある）。札幌地裁２００３年５月１６

日判決、同２００３年６月２７日判決はいずれも、外国為替証拠金取引の賭博行為性

を指摘している。  

   更に、外国為替証拠金取引は、第３に指摘するとおり、詐欺的勧誘を誘発する仕掛

けがちりばめられているため、市場へ取り次ぐと誤信させて取り次がないと、のみ行

為と評価され、詐欺罪となる。  

 

４ 行政の対応状況  

 ３（１）の通り、現在、外国為替証拠金取引には規制法規が存せず、また、監督官庁も

存しない。そのため、日本の中央官庁では、「外国為替証拠金取引の問題は、霞が関の真ん

中の道路あたりに落ちるのではないか」と言われているようである。  

 外国為替証拠金取引には、前記のとおり商品先物会社・証券会社・独立系と称される会

社等が参入している。このうち、商品先物会社の監督官庁は経済産業省と農林水産省であ

り、証券会社の監督官庁は金融庁であるが、いずれも、それらの会社が行う外国為替証拠

金取引は監督対象でないと言う。独立系は対応する監督官庁をそもそも有しない。他方、

外国為替取引は財務省の所管事項であるが、財務省は、外国為替の取引は自由化されたと

言うのみで、外国為替証拠金取引の問題には対処する姿勢をみせない。現在の縦割り行政

の中で、どこの官庁も外国為替証拠金取引については管轄外であるとして実効ある対応に

動き出してこなかったというのが実情である。  

 商品先物会社・証券会社については、対応する監督官庁がヒアリングやアンケート調査

を行っているが、大まかな現状把握の域を出ておらず、規制法規立法の動きにつながるも

のとはなっていない。  

なお、証券会社の監督官庁である金融庁はようやく腰をあげ、２００３年１２月２日に、

ホームページ上に「いわゆる外国為替証拠金取引について～取引者への注意喚起～」とい

う文を掲載するとともに、事務ガイドラインを改正して、証券会社の「その他業務にかか

る届け出」受理という形で一定のチェックをしようとしている。すなわち、従来、証券会

社の行う外国為替証拠金取引は証券取引法３４条２項６号（通貨の売買又はその媒介，取次若

しくは代理にかかる業務）の届け出が多かったところ、金融庁がこの取引を直物為替先渡取

引と認定できる可能性を示して証券会社に対し同５号 (金融先物等その他金利 ,通貨の価格等の

指標に関する変動等を利用する取引として内閣府令で定めるものにかかる業務 )での届け出を促し、
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その届け出受理の際に、リスク管理方法が整備されていること、対顧客業務のルールが整

っていること等をチェックしようという考えである。外国為替証拠金取引を監督する権限

がないことを前提とし、他業届け出の受理という権限に依拠した、応急処置といえる。  

 

 
第２ 外国為替証拠金取引被害の実情  

１ 相談の急増とその内容  

外国為替証拠金取引に関して、取引内容を正しく伝えないまま、「儲かります」「外貨預

金を超えるものです」「外貨の方が安全です」などの甘言を弄し、顧客を勧誘して、多額の

損害を生じさせている事例や、顧客が計算上利益を出すと証拠金を返還しないまま連絡が

途絶える被害などが、ここ２年ほどの間に急増している。  

 外国為替証拠金取引に関する被害・苦情は全国の消費生活センターに多数寄せられてお

り、それを集計した国民生活センターの全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO－

NET）によれば、為替相場に関する相談（外国為替証拠金取引に関する苦情がほとんどを

占める）の件数は、２００１年度が１４５件であったのに対し、２００２年度は７２４件

と約５倍に急増している。２００３年も、4 月～9 月までの上期だけで３８１件に達した

という。  

 苦情を寄せている年代の４分の１強が６０代であり、２００２年度に関しては６０代か

ら７０代が４割強を占める。さらに半数以上が女性であり、外国為替証拠金取引のような

仕組みが複雑で非常に高度な危険性を有する取引被害に、社会的弱者である高齢者・女性

がさらされている事実が明らかとなっている。  

被害の訴えの内容は、勧誘方法の問題（執拗・強引な勧誘）、勧誘対象の問題（判断能力

の衰えた高齢者に対する勧誘）、勧誘内容の問題（リスクの説明なし、利益が出るとの断定

的判断の提供、虚偽説明）、指示に応じない問題（手仕舞い指示を出しても応じてくれない、

やめさせてくれない、利益が出たので売りたいと言っても売らせてくれない、勝手に売買

してしまう）、証拠金等の返還の問題（業者がいなくなって預けた証拠金が返還されない、

利益がでているのに元本しか戻ってこない）など、様々である。  

また、２００３年１０月に各地の弁護士会・弁護士有志が実施した「外国為替証拠金取

引１１０番」（無料電話相談会）にも数十件の法律相談が寄せられている。各地の弁護士会

に設けられている消費者相談窓口でも外国為替証拠金取引で被害を受けたとの法律相談が

目立ってきた。  

 
２ 紛争の多発とその内容  

 外国為替証拠金取引については、全国で弁護士が受任したり消費生活センターが助言し

たりして被害回復のための交渉が行われているほか、東京、大阪、静岡、札幌などの裁判
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所で訴訟が相次いでいる。  

特に、札幌地方裁判所には２００１年２月以降、外国為替証拠金取引に関する訴訟が十

数件提訴されており、その内４件は判決に至り、いずれも取引業者に顧客の支出金全額の

賠償を命じている。現在も約６０名の集団提訴が係属中である。  

 その 4 件の判決の一つである札幌地方裁判所２００３年５月１６日判決は「外国為替証

拠金取引取扱業者が顧客の依頼に基づいて外国為替取引を実行することは外国為替証拠金

取引の要素であって、これがない取引は外国為替証拠金取引とは異質のもの」として「外

国為替取引の実行がない場合には、外国為替証拠金取引と称する取引が、実際には、外国

為替相場における通貨の交換価格を指標とする賭博行為に過ぎない」としている。  

 同じく札幌地方裁判所２００３年６月２７日判決も「為替相場の変動という偶然の事情

を指標として、金銭の授受（差金の決済）を行うことのみを内容とする本件取引は、賭博

行為と言わざるを得ない」としている。  

 すなわち、実際の外国為替取引の裏付けがない取引は、単なる為替相場を指標とする差

金取引であり、賭博行為であるとする判決が相次いでいるのである。  

 この他にも、東京や大阪では、外国為替証拠金取引を行った取引業者が預かった証拠金

の返還を停止してしまったため、かかわった業者に対し、その返還ないし損害賠償を求め

て、２０名の集団訴訟など、何件もの訴訟が提起されている。取引自体のリスクとはまっ

たく別の次元でも大きなリスクが潜んでいるのである。  

 
３ 財務基盤の弱い業者が多く、被害回復に不安がある  

 個別の交渉により全額返還を受けた事例も相当あるが、財務基盤が弱い業者が多数ある

ため、まったく被害回復できない事例も相当数出ている。個別にそのような事例が何件も

報告されているほか、次の通り、マスコミに事件として報道されたものも、被害回復は困

難と思われる。  

 ２００３年１０月には、福岡県警察本部が、今春支払いを停止した外国為替証拠金取引

の仲介業者「ファーストクラブ」について、顧客から多額の資金を騙し取った容疑で 5 月

に引き続いて家宅捜索をした。報道によれば、被害者は、福岡県都市圏を中心に百数十名、

被害額は３億円にのぼるとされている。金のペーパー商法で社会問題化した豊田商事の元

社員が中心となって運営していたということである。子供のいない共働きの５０代夫婦が

長年かかって蓄えた預金をそっくり失ったケースが報道されている。  

さらに２００３年１１月には、沖縄の外国為替取引会社「フォレックスジャパン」が５

０００人の顧客から合計２００億円を預かった状態で返還を停止し、大きな消費者被害事

件となっていることが報道された。資金は外国に送られたとの関係者による弁解が伝えら

れているが詳細は不明である。  
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第３ 外国為替証拠金取引の問題点  

１ 取引システム自体の賭博性  

 外国為替証拠金取引は、通貨の現実の交換がない観念的なものであり、外国為替レート

を指標とする賭けであって、前記札幌地裁判決で賭博行為であると断じたとおりである。

賭博行為であっても、例外的に法律で許容されている行為はあるが、外国為替証拠金取引

を例外的に許容する法律はない（ただし、証券会社が行う外国為替証拠金取引が、直物為

替先渡取引に該当すれば、金融先物取引法４４条の３により例外的に許容される）。  

 
２ 詐欺的勧誘を誘発する仕掛け 

相対の賭博行為であると気づかせず、市場への取次ぎを装うことの問題点がまず挙げら

れる。顧客は、相対取引であれば利害が対立するので警戒するが、取次であれば顧客のた

めに行動してくれるであろうという期待をもつので取引業者にコントロールされやすい状

況になる。そのため、投資取引においては取引態様を明示することは極めて重要なことで

あり、たとえば証券取引法では取引態様明示義務を明確に定めている（証券取引法３８条）。 

外国為替証拠金取引業者の中には、市場へ取り次ぐと表示して取り次がない、のみ行為

を行っているものがあることが疑われ、その場合は詐欺罪となる。多くの取引業者は、こ

れを意識して、市場へ取り次ぐと明示はしない。かといって自己が相手方となることも明

示しない業者が多く、取引態様が取次ぎであると誤解させる仕掛けがちりばめられている

点で、極めて問題である。すなわち、取引業者はしばしば「顧客に有利なインターバンク

レートによる取引が可能」と勧誘しており、顧客はインターバンクに取り次ぐものと誤解

しやすい。スワップ金利の存在も、現実に通貨の売買がなされるかのごとき誤解を招く。

手数料を徴収することも、それ自体から取引業者が利益を得ることに加えて、取次ぎとい

う取引態様を装う道具ともなっている。  

 

３ ルールと監視の不在  

 外国為替証拠金取引の最大の問題は、ルール不在と監視の不在である。  

投資取引として有すべき条件は、顧客資産の分別管理がなされていること、取引業者が

一定の資産要件を満たし、かつコンプライアンス体制を整えていること、行為規制が定め

られていることなどであるが、外国為替証拠金取引では、そもそもルールがないため、こ

れらの条件をまったく満たしていない。  

 ルールがないことに加えて、監視・監督をする機関もない。そのため、中央官庁の間で

は、「霞が関の真ん中の道路あたりに落ちる」取引であると表現されるのであろうが、この

ような取引を放置しておいてよいはずが無い。  

 このように、ルールも監視・監督もない取引であるので、商品先物会社や証券会社のほ

かに、独立系といわれる会社が多数参入してきており、その中には、広告内容、勧誘方法、
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取引形態、資産状況どれをとってもきわめて問題の多い会社が多数含まれる。  

   

 
第４ 対策の検討  

１ 立法による対応  

（１）不招請の広告・勧誘禁止について  

外国為替証拠金取引の被害の多くは、広告、電話や訪問による勧誘がきっかけであ

る。このような不招請の広告・勧誘（希望していない消費者に対する広告・勧誘）を

制限するのは、世界的な潮流である。  

たとえば、メールによる広告・勧誘に関して、ＥＵ諸国では、２００３年７月にい

わゆる「通信に関する指令」が合意に達し、２００３年１０月末よりスパムメールを

全面的に禁止する（オプトイン：事前に同意がない限り勧誘してはならない）方向に

進展している。米国でも、電話勧誘について２００３年６月に新たな規制が発表され

た。これは、２００３年１０月１日以降は、「Do-Not-Call」というリストに登録した、

電話勧誘拒否の意思を表明した人に対しては、電話勧誘を行ってはならない（オプト

アウト）とするものである。オーストラリアも、２００３年中にスパムメールを全面

的に規制する法案を制定する旨発表している。このように、現在先進諸国において不

招請の広告・勧誘を規制する動きが活発化している。  

特に投資取引に関しては、英国では、金融サービス市場法によって金融サービスに

関する不招請広告・勧誘につき様々な規制が定められている。私生活の平穏という観

点からも、わが国においてもまずは投機取引や投資取引について不招請の広告・勧誘

を禁止する法律を定めるべきである。  

（２）対象を漏れのないものとすることの必要性  

   今回の外国為替証拠金取引による被害の急増問題では、新しい金融商品あるいは取

引方法が登場してそれによる被害が発生するたびにその取引に対する規制を検討する

ような、後追いの考え方からは早急に脱却すべきである。このような手法では、新し

い金融商品による被害は常に発生し続けることになる。  

日本版ビッグバンにより１９９８年以降は新しい金融商品が多数登場するであろう

ことは、それ以前から予想されていた。そこで、当連合会は、１９９７年以降、新し

い金融商品の多数登場に備えて、対象を、投資取引全般を含むよう包括的に定めた、

横断的な法制度を作るべきことを何度も提言してきた（注１）。その中で、対象を包括

的に定めた上での不招請勧誘の禁止も提案してきた（注２）。しかし、国はそれを重視

せず、対応を怠った結果、今日の事態を招いたと言える。今こそ、後追いの考え方か

ら脱却して、国民が日本版ビッグバン後の世界で安心して資産運用ができる法制度を

整備するべきである。  
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（３）外国為替証拠金取引の全面的禁止を明確にしない場合の法整備  

   外国為替証拠金取引は、社会的有用性は不明であり、賭博行為であるうえ、詐欺的

勧誘を誘発する仕掛けもされていて多くの被害を発生させていることなどに鑑みれば、

法律で全面的禁止を明確にすることも考えられる。仮に、そうではなく、全面的禁止

を明確にしない場合は、外国為替証拠金取引を対象とするルールの整備が不可欠であ

る。  

外国為替証拠金取引が日本より先に行われてきた米国においては、２０００年１２

月に規制が整備され、外国為替証拠金取引がＣＦＴＣ（商品先物取引委員会）の管轄

下におかれて、参加業者は厳しく監督されている。ＣＦＴＣは、勧誘内容や資本条件

を問題にしており、その後の２年間で、ＣＦＴＣによって事業閉鎖に追い込まれた業

者は５０社に上るとのことである。さらに、２００３年１１月には、ＣＦＴＣは、外

国為替取引を行う３１の業者に対して、違法な外国為替取引の勧誘・販売に関する詐

欺行為に関し 6 件の差し止め訴訟を提起するとともに、業者の資産を凍結した。この

ように、ＣＦＴＣは外国為替取引に関し一定の権限を与えられて監視監督に努めてき

たが、これでも不十分との認識を有している。そのため、そのホームページで消費者

に向けた警告を掲載しているほか、さらなる制度充実も課題としている。  

わが国においても、外国為替証拠金取引の全面禁止を明確にしない場合は、不招請

の広告・勧誘を金融商品横断的に禁止する立法に加えて、特別にこの取引に焦点を当

てて、資産要件・分別管理・コンプライアンス体制・行為規制などの基本的なルール

を法律で定め、その遵守状況を監視する機関を明確に定めるべきである。   

なお、金融庁が２００３年１２月２日に改正した事務ガイドラインは、証券会社の

行う外国為替証拠金取引が金融デリバティブの一種である「直物先渡取引」に該当す

る場合の、他業務の届け出の受理にあたっての審査事項にすぎず、あくまで応急手当

としての域を出るものではないが、リスク管理、対顧客業務、契約の締結・履行、保

証金、媒介・取次ぎ・代理の規定など、項目としては規制立法で参考となる部分もあ

る。ただし、内容的には、勧誘することを前提としている点など、問題があるといえ

る。  

 
２ 現行法のもとでただちにできること  

（１）監督官庁、自主規制機関による監督等  

   外国為替証拠金取引の広告は各種方法で盛んに行われており、また、消費者に対し

て積極的に勧誘されている。特に独立系と呼ばれる為替証拠金取引専業会社や商品先

物会社、一部の証券会社は、電話や戸別訪問による勧誘によって、大量の被害を発生

させている。そもそも外国為替証拠金取引は、複雑でリスクが大きいため消費者には

適合しない取引であり、少なくとも広告・勧誘して取引させてよい種類の取引ではな
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い。まして、現実の外国為替取引がなされておらず外国為替相場の数値を単なる指標

とする相対の賭博に過ぎない場合、公序良俗に反するものであり、それ自体が犯罪と

なるのであって、取引をすることがそもそも許されない。そのようなものを、市場に

つなぐ外国為替取引であるかのように装って勧誘すれば詐欺にもなるし、外貨預金と

誤認させる勧誘に至っては、まったく異なる取引と受け止めた人を巻き込む特に悪質

な詐欺といえる。  

したがって、外国為替証拠金取引を扱う商品先物会社や証券会社に対しては、その

監督官庁や自主規制機関は、外国為替証拠金取引に関する不招請の広告・勧誘を一律

に禁止し、禁止の遵守状況を監視すべきである。一部に、監督官庁は本業以外の兼業

については監督する権限がないとの誤解も見られるが、例えば、証券会社が兼業する

他業で犯罪を行った場合、金融庁は権限がないという理由で放置しておいてよいもの

か。ましてそれがどこからも監視されていない新しい金融商品に関するものであれば、

本業に対する信頼を大きく傷つけるものであることは明らかであるし、監督官庁が何

の措置も取れないと考える方がおかしい。  

（２）公正取引委員会の排除措置  

外国為替証拠金取引には、独占禁止法に規定する不公正な取引方法（一般指定 8 項：

欺瞞的顧客誘引）に該当したり、景表法に規定する不当表示（景表法４条）に該当す

る表示がなされたりする場合があるので、公正取引委員会は、表示や実態を調査の上、

該当する場合は適切な排除措置（独禁法２０条１項、景表法６条）をなすべきである。  

（３）犯罪への対処  

外国為替証拠金取引を行う主体の如何にかかわらず、それが詐欺等の犯罪となる場

合は、警察・検察が迅速且つ的確に刑事訴追をすることが重要である。特に、独立系

の取引業者は、どの官庁にも登録すらされておらず、順法意識が低い会社があるので

注意が必要である。すでに、上記福岡の業者については２度にわたり捜索差押を実施

したことが報じられているが、他の会社についても注意が必要である。  

（４）消費者への警告  

   消費者に対しては、外国為替証拠金取引の仕組等の情報よりもむしろ、取引のリス

クや業者のリスクについて警告が必要である。警告には、次のような事項が含まれる

ことが必要である。  

独立系は勿論、商品先物会社や証券会社が行う場合も、為替証拠金取引については

どこの官庁も監督をしていないこと、預かり資産の分別管理をしているとパンフレッ

トに明記されていてもまったく分別管理されていない可能性があること（過去にその

ような例が何件もある）、リスクがないと言って勧誘する業者や利益が出ると断言する

業者を信用してはならないこと、外貨預金との混同を狙う悪質な業者もあること、財

務基盤が脆弱な小さな会社も多数参入しており、預かった資金を返還しない事件がし
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ばしば起きていることなどである。  

   まず、商品先物会社や証券会社の監督官庁や自主規制機関は、各会社の顧客が外国

為替証拠金取引に関する情報を求めてそこにアクセスしてくる可能性があるから、ホ

ームページ掲載等の方法により消費者に対して上記警告を発すべきである。金融庁が

２００３年１２月２日にそのホームページに掲載した注意情報（「いわゆる外国為替証拠

金取引について～取引者への注意喚起～」）は、同ホームページにおけるそれまでの記載

（「金融早わかり Q＆A」における外国為替証拠金取引に関する記載）と比較すると評価でき

るものであるが、上記警告内容も参考にされたい。  

それから、金融広報中央委員会は、預金･証券･保険の業界をはじめとする産業界、

消費者団体、地方公共団体、関係省庁等が参加し、金融分野における消費者教育を体

系的・効率的に実施したり,金融分野の情報を発信したりする中立的な組織として評価

されているところ、取り扱う対象が金融商品横断的であることから、外国為替証拠金

取引に関する情報を求めて消費者がアクセスしてくる可能性があるので、ホームペー

ジ掲載等の方法により消費者に対して上記警告を発することが期待される。制度的な

情報に加えてこのような警告情報も発することは、金融広報中央委員会の活動内容の

質的向上につながるものと言える。 

国民生活センターは、全国の消費生活センターに寄せられた外国為替証拠金取引に

関する相談を集約･分析してその問題点を公表するなど、この問題に積極的に取り組ん

できた。その延長として、２００３年１１月２５日にはそのホームページに「相談急

増！ 外国為替証拠金取引―投資に関する知識･経験が十分でない一般消費者は要注

意―」と題する注意情報を掲載したが、今後も目に付きやすい形で警告を掲載するこ

とが期待される。その際は、上記警告の内容も参考にされたい。更に、具体的被害情

報を最もたくさん有している組織として、自ら警告を発するにとどまらず、マスコミ

に対して具体的被害情報の概要を随時公表して、高齢者や知的障害者を含む消費者に

広く警告が周知されるような工夫をすることが望まれる。  

 

 

 
調査先（電話取材も含む）：金融庁、経産省、農水省、財務省、証券業協会、商品先物取引

協会、国民生活センター、東京都消費生活センター  

 

 

 
注１：たとえば、１９９８年５月２２日付け日弁連総会決議（「規制緩和の進展に際し消

費者をめぐる法制度の抜本的改革を求める決議」）では「日本版ビッグバンの推進
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により、従来の銀行・証券・保険の業態間の相互参入が進めば、業態に着目した

個別業法による規制は有効性を失う。業態ではなく金融商品・金融サービスとい

う取引内容に着目して、横断的に金融資産運用に関するサービスをひろく対象と

する包括規制を行うことを目的とする金融サービス法の制定が必要となってく

る。」として、法整備を求めている。  

注 2：１９９８年３月１９日付け日弁連意見書「日本版ビッグバン（金融制度改革）に

伴う消費者保護政策に就いての意見書」  

   １９９９年７月１６日付け日弁連意見書「金融審議会第一部会『中間整理（第１

次）』に対する意見書」                       

 

 
※  注 に 記 載 し た 当 連 合 会 の 総 会 決 議 、 意 見 書 は 、 い ず れ も 当 連 合 会 の ホ ー ム ペ ー ジ

（ http://www.nichibenren.or.jp/）で見ることができる。  
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