
 

日時 ２０２２年７月１６日（土）午後１時～午後４時３０分 

形式 Zoom ウェビナーによるオンライン配信 

主催 日本弁護士連合会  

後援 消費者庁 

進 行 次 第 
開会挨拶                                              午後１時 

芳野 直子 氏（弁護士・日本弁護士連合会副会長） 

  

趣旨説明                                    

野島 佳枝 氏（弁護士・日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

 

基調講演「若者を取り巻く消費者被害・トラブルの現況」【資料 1:3 頁】午後１時１０分 

加藤 玲子 氏（独立行政法人国民生活センター） 

 

基調講演「若者を対象としたマルチ型消費者被害の実態と対策～埼玉若者投資マルチ被害

対策弁護団の活動から～」              【資料 2:13 頁】午後１時４０分 

上原 伸幸 氏（弁護士・埼玉弁護士会） 

 

基調講演「マルチ商法被害をなくすための法整備」   【資料 3:25 頁】午後２時２５分 

石戸谷 豊 氏（弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員） 

 

パネルディスカッション                【資料 4:48 頁】午後３時２５分 

加藤 玲子 氏 

上原 伸幸 氏 

石戸谷 豊 氏 

コーディネーター：道尻 豊 氏（弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員） 

 

閉会挨拶・まとめ                                               午後４時２５分 

大迫 惠美子 氏  （弁護士・日弁連消費者問題対策委員会委員長） 

第３２回日弁連夏期消費者セミナー 

「若年者を取り巻く消費者被害～儲け話にご用心～」 



登壇者プロフィール 

■加藤 玲子（かとう れいこ）氏

○独立行政法人国民生活センター職員

２０００年度 独立行政法人国民生活センター入所。

入所後は、月刊「国民生活」等の編集業務、消費生活相談業務、消費生活相

談員資格試験業務等に従事。

２０２１年４月より現職。

■上原 伸幸（うえはら のぶゆき）氏（弁護士・埼玉弁護士会）

〇埼玉弁護士会会員 

２０１１年 弁護士登録 

２０１１年～２０１６年 さいたま市浦区内の法律事務所にて勤務 

２０１６年～ くすのき法律事務所 

〇委員会活動等 

若者投資・マルチ商法被害対策弁護団 事務局長 

埼玉弁護士会消費者委員会 副委員長 

■石戸谷 豊（いしとや ゆたか）氏（弁護士・消費者問題対策委員会委員）

〇神奈川県弁護士会会員 

１９７６年 弁護士登録 

１９７９年～港共同法律事務所 

〇委員会活動等 

（日弁連） 

消費者問題対策委員会委員長、消費者行政一元化推進本部事務局長などを務

め、現在、消費者問題対策委員会委員 

（内閣府消費者委員会） 

第３期内閣府消費者委員会委員を務める 

（弁護団関係） 

現在、全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会代表 

〇主な共著書等 

「特定商取引法ハンドブック（第６版）」（日本評論社） 

「新・金融商品取引法ハンドブック（第４版）」（日本評論社） 

ジャパンライフ事件の関係では、現代消費者法３９号、４１号、４２号に 
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「ジャパンライフ事件が投げかけた問題」を連載。 

〇その他 

本日のテーマの関係では、目下、YouTube の「いしとやゴロゴロチャンネ

ル」でマルチ商法シリーズを連載中。

■道尻 豊（みちじり ゆたか）氏（弁護士・消費者問題対策委員会委員）

○札幌弁護士会会員

１９９３年 弁護士登録

２００８年～はやみち法律事務所

○委員会活動等

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員

札幌弁護士会消費者保護委員会委員

特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道（ホクネット）副理事長
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若者を取り巻く
消費者被害・トラブルの現況

1

令和４年７月16日
独立行政法人国民生活センター

相談情報部 相談第2課

加藤 玲子

第32回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー
【若年者を取り巻く消費者被害～儲け話にご用心～】

• PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国

民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結

び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。

• 本資料のデータは2022年5月31日までのPIO-NET登録分。

• 「18歳・19歳」（平均値）は契約当事者が18歳、19歳の２歳分の相談件数の

合計を２で割った値。「20～24歳」（平均値）は、契約当事者が20歳から24

歳までの５歳分の相談件数の合計を５で割った値。平均値はすべて小数

点以下第１位を四捨五入した値。

• 消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

• 販売購入形態別の相談件数には、特定商取引法の適用除外である商品・

役務等に関する相談も含まれる。

2
3 / 48

oguchi304
テキストボックス
第32回日弁連夏期消費者セミナー「若年者を取り巻く消費者被害～ 儲け話にご用心～」　　             2022．7．16　　資料1



１．PIO-NETからみる相談傾向（「18・19 歳」「20～24 歳」の平均値）

3

図１ 年度別相談件数
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図２ 販売購入形態別件数（2021年度）

１．PIO-NETからみる相談傾向（「18・19 歳」「20～24 歳」の平均値）
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5

図３ 販売方法・手口別件数（2021年度）

１．PIO-NETからみる相談傾向（「18・19 歳」「20～24 歳」の平均値）
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6

※2021年度について分析。契約購入金額が０円及び無回答を除
く。

図４ 契約購入金額別割合（2021年度）

１．PIO-NETからみる相談傾向
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・平均契約購入金額（2021年度）をみると、「18歳・19歳」は約17万円、「20～24歳」は約45万円。
・「18・19 歳」（平均値） に比べて、「20～24 歳」（平均値）では契約購入金額が10 万円以上の相談
の割合は約半数。
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7

１．PIO-NETからみる相談傾向

図５ SNS関連の年度別相談件数（「18歳・19歳」と「20～24歳」の平均値）

（件）

（参考） 図６ SNS関連の年度別相談件数（全年代）
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１．PIO-NETからみる相談傾向
（参考）若者の消費生活相談の商品・サービス別上位件数（年齢区分別・2021年４-12月）

出典：消費者白書（令和3年度）

※表の年齢は契約当事者の年齢
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9

１．PIO-NETからみる相談傾向
（参考）若者のSNS関連の消費生活相談の商品・サービス別上位件数

（年齢区分別・2021年４-12月）
出典：消費者白書（令和3年度）

※表の年齢は契約当事者の年齢

10

２．相談事例

【事例１】友人の紹介で購入したＦＸの自動売買ツール

高校時代の友人から電話でＦＸの情報商材を勧められた。その後、友人の
先輩や販売会社の人から、WEB会議用アプリで「将来お金が必要になる」
「何もしなくてもお金が稼げる投資の自動売買ツールがある」と聞いた。

自動売買ツールとサポートサービスの代金は50万円だったが、どのように
用意したのかと聞くと「（自分は）消費者金融で借りた」と説明された。また別
の人から、借り入れの際「収入は偽っても大丈夫」「投資資金だと断られる可
能性があるから車の購入と言って」と、事実と異なる情報で審査を受けるよ
う指示された。店舗近くまで付き添われ、指定された２店舗の消費者金融で
借り入れ、その場で渡した。契約書や領収書はもらっていない。

その後、海外証券会社の口座を開設し、情報商材を使用しているが、勧誘
時の話のようには儲からず、サポートセミナーでは人を誘うと報酬を得られ
ると説明された。騙されたと思うので、返金してほしい。

（契約当事者：20歳代 男性 学生）
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11

２．相談事例

【事例２】マッチングアプリで知り合った人からの副業の勧誘

マッチングアプリで知り合った男性から儲かる副業の話を聞かないかと持ち
掛けられ、オフィスへ連れていかれた。

オフィスは一軒家で責任者から参加者に対しアフィリエイトの説明があっ
た。ゲームアプリの販売広告を自分のブログに掲載し誰かが購入したら２万
円、その誰かの広告から購入した者がいれば４０００円が報酬になる仕組み
だといわれた。自分の広告に２人つくとボーナスが加算されるとも言われた。

その後、タブレット端末で契約し、入会金約２４万円を支払い、登録するよう
言われた。クレジットカードの信用枠では足りず、消費者金融を勧められ、そ
のまま借り入れ振り込んだ。

その後、早く昇格できるからといわれて、家族３人分を登録し、３人分の入
会金約７０万円を同様に借り入れ支払った。しかし、不安になり、家族分の
クーリング・オフを申し出たが、家族の身分証明書の提出が必要だといわれ
た。どうしたらよいか。返金してほしい。

（契約当事者：20歳代 女性 給与生活者）

12

２．相談事例

【事例３】マッチングアプリで知り合った人からのコンサルティング契約の勧誘

マッチングアプリで知り合った男性と会った際、ある女性を紹介したいと言わ
れて会った。その女性から自分の人生観を聞かされ、若いうちに営業の仕事
をやってみないかと誘われた。一旦断り、帰宅したが、その後も無料通話アプ
リで男性から誘われ、再度３人で会うことになった。

前回同様「営業の仕事をやってみないか。業務委託で自分の好きな時に働
ける。やり方次第では月収１００万円位になる」と勧誘された。具体的な説明
はなかったが、営業のやり方は教えると執拗に勧誘され断れず承諾した。

契約書は早口で読み上げられ、指示されるがままに署名させ、その途中で
５０万円を支払わなければならないことを知り、不安になった。全く話が違った
が怖かったのでその場で消費税分５万円だけをクレジットカードで払い、帰宅
後４０万円を別のクレジットカードで支払った。

その女性から聞いた仕事の内容はマッチングアプリで知り合った誰かをそ
の女性に紹介することで、誘い文句など、自分がされたことと同じことだと気
付いた。お金を返してほしい。

（契約当事者：20歳代 女性 給与生活者）
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13

２．相談事例

【事例４】SNSで知り合った人から勧誘された海外バイナリーオプション

画像投稿アプリにフォローの返信をしたことがきっかけで海外のバイナ
リーオプション取引で稼いでいるという女性と知り合った。その人から、取引
のタイミングがわかれば稼げるので、そのツールを買わないかと勧誘され
た。
ツールの値段は７万円から約40万円までの設定で、値段が高いほど勝率

も高くなると言われ、勝率が６割の約20万円のツールを買うことにした。

代金の支払方法は、フリマアプリでの架空取引を持ちかけられた。これ
は、フリマアプリに海外有名ブランドのバッグを形だけ出品するので、バッグ
を落札して支払いをすれば、取引ツール代約20 万円を支払ったことにする

というものであった。指示通り、出品されたブランドバッグをクレジットカード
で決済した。その後、教えてもらった通りに取引を始めたが、稼げない。だ
まされたと思うので返金してほしい。女性とは今もＳＮＳで連絡は取れてい
るが、それ以上の情報はわからない。騙されたので返金して欲しい。

（契約当事者 20歳代 男性 自営業）

14

借金・クレジット契約

・「お金がない」は断り文句にならない
・信用情報に傷がつくと将来住宅ローンなど組む時に支障が出る恐れも

ＳＮＳ
・多種多様な人とつながれるメリットがある一方
つながった人が「良い人」とは限らない

・SNS上の知人や有名人の話を信用してしまうことも

美容

・憧れの人に近づきたい
・SNSやウェブ会議でよく見えるように…

お金💰
・将来の夢
・現状の不満や不安
・SNSでみかけるインフルエンサーや有名人などの
生活を見て優雅な生活に憧れる

スマートフォン
・自分の興味・関心など情報が偏りやすい
・ネガティブな情報は避けがち

３． 若者の消費者トラブルのキーワード
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４．近年みられる消費者トラブルの問題点

15

 全国の消費生活センター等に寄せられるマルチ取引の相談では、健康食
品や化粧品などの「商品」に関する相談も依然として寄せられている。

 近年は内職・副業などの「役務」に関する相談がとくに20歳代以下の若年
層で増加。

 海外事業者との投資取引やアフィリエイトなどのもうけ話を「人に紹介すれ
ば報酬が得られる」と勧誘され契約したものの、事業者の実態やもうけ話
の仕組みがよくわからない。

 海外事業者の場合、返金を求めても交渉が難しいケースもみられる。

 契約のきっかけは、友人のみならずSNSで知り合った人からの誘いも。

★ いわゆる「モノなしマルチ」のトラブル

★ 借金するよう指示する手口

 お金がないと断っても、「利益からすぐ返せる」「自分も借金した」などと
借金を強要する手口も目立つ。

 スマホを使ってその場で借金を申し込ませたり、無人契約機に付いて
行くので、その場で断ることがさらに難しい。

 事業者が消費者金融での借り方やクレジット契約の方法を細かく指
南。

４．近年みられる消費者トラブルの問題点

16
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17

（参考）若者の消費者トラブルに関する国民生活センターでの注意喚起・啓発

18

（参考）若者の消費者トラブルに関する国民生活センターでの注意喚起・啓発
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19

（参考）若者の消費者トラブルに関する国民生活センターでの注意喚起・啓発

（参考２）若者の消費者トラブルに関する国民生活センターでの注意喚起・啓発

○報道発表

○ホームページ

「テーマ別特集」として、「若者の消費者トラブル」を掲載
し、若者のトラブルの傾向やよくあるトラブルのFAQを紹介。

・「狙われる！？18歳・19歳「金（かね）」と「美（び）」の消費
者トラブルに気をつけて！」を公表（2021年４月８日）

・「若者向け注意喚起シリーズ」として、2021年５月から定期
的に若者向けの公表を実施。

○広報物

リーフレット「子どもサポート情報」で、若者に多い相談
事例とアドバイスを紹介。

○ＳＮＳ

Twitter、Facebookを通して注意喚起情報などを配
信。公式LINEアカウントでは、よくあるトラブルの解決策
が分かるチャットボットを提供している。

20
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若者を対象としたマルチ型消費者被
害の実態と対策

〜埼⽟若者投資マルチ被害対策弁護団の活動から〜

弁護⼠ 上原伸幸

埼⽟若者マルチ被害対策弁護団について
①
 昨今，学⽣を中⼼とした若年層に，友⼈関係を利⽤し，巧妙な⼿⼝で被害を拡
⼤させるマルチ商法もしくはマルチまがいの商法（以下「マルチ商法等」とい
う。）の被害が急速に拡⼤してことに鑑み，マルチ商法等の被害実態を把握す
るとともに，被害者の救済をすることを⽬標とし，埼⽟弁護⼠会所属の有志弁
護⼠により，令和元年７⽉１７⽇付で被害対策弁護団を結成された。

 現在，多くの被害を⽣み出している業者に対し，集団訴訟を⾏っている。
 また，個別の被害については，弁護団員に配転を⾏い，配転された弁護⼠にお
いて個別対応を⾏っている。

 団⻑は埼⽟中央法律事務所の⻑⽥淳弁護⼠，事務局⻑はくすのき法律事務所の
上原伸幸が務めている。
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埼⽟若者マルチ被害対策弁護団について
②
 埼⽟県内の消費者センターと連携を取り，消費者センターから弁護団に相談を
希望する案件が寄せられている。

 令和元年９⽉から実働をはじめ，令和４年５⽉時点で弁護団へ相談が寄せられ
た件数は２８６件。埼⽟の他の消費者系の弁護団と⽐べると，若⼲相談件数が
多い。

 若者が被害に遭いやすいマルチ商法・マルチまがい商法の事案については後述
するような共通点が⾒受けられる。

埼⽟若者マルチ被害対策弁護団について
③
 弁護団では，これまでに１０件の集団訴訟を⾏っている。現在も継続している
のは８件。

 ２件の集団訴訟については，和解で解決済み。
 うち１件については４名で提訴。３名については直接勧誘者から弁護⼠費⽤を
含め全額回収済み。１名については業者より購⼊代⾦相当額を全額回収済み。

 うち１件については５名で提訴。５名とも受領済みの紹介料を購⼊代⾦相当額
から控除した⾦額で和解し，全額回収済みとなっている。

 現在係争中の裁判でも，⼀部の被告とは和解が成⽴している。
 残りについては現在裁判が係属している。具体的な争点等については後述する。
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近年のマルチ商法・マルチまがい商法の
現状について①
 近年被害が拡⼤しているのは，投資の学習ツールなどと称して⾼額なUSBを借
⾦をさせて購⼊させる商法。

 バイナリーオプションや⽇経２２５取引，FX取引で８０％以上の勝率があると
か，年利２００％などといって，分析プログラムや投資の勉強⽤の教材と称し
てUSBを購⼊させる⼿⼝が流⾏っている。

 ⾦額としては５０万円前後であり，若者にとってみれば⾼額な買い物であるが，
「すぐに返せる。」などと勧誘し，消費者⾦融から借り⼊れさせ購⼊させる事
案が多数報告されている。

 以前は喫茶店などに呼び出して勧誘をしているケースがほとんどであったが，
新型コロナウイルスの流⾏後はZOOMなどを⽤いて勧誘しているケースも報告
されている。

近年のマルチ商法・マルチまがい商法の
現状について②
 具体的な⼿⼝としては下記のとおり。
 １，⾼校や⼤学の知⼈・友⼈から，飲みに⾏こうなどと誘われる。⾷事の場で，
誘ってきた知⼈（以下「直接勧誘者」という。）から投資の話をされ，「投資です
ごく稼いでいる⼈がいる。」「紹介する。」などと勧誘される。この時点では，ほ
とんどの場合，勧誘⽬的は明⽰されない。

 ２，その後，直接勧誘者から「投資ですごい稼いでいる⼈に会わせる。」などと⾔
われ，渋⾕などに来るように⾔われる。その際，２⽇間空けておくように指⽰され
るケースが多い。

 ３，渋⾕の喫茶店などで，直接勧誘者からまずは勧誘される。具体的には，普通に
働いていても将来の⽣活資⾦がなくなるなどの不安をあおられ，⾜りなくなった資
⾦を稼ぐには投資をした⽅がいいが，投資だとリスクがあるため，ツールが必要で
あるなどと勧誘されるものである。

 ４，その後，業者の勧誘役に会わせられ，そこで，USBなどの商品の説明をされる。
その際，勝率８０％であるとか，年利２００％などの勧誘がフリップなどを⽤いて
⾏われる。
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近年のマルチ商法・マルチまがい商法の
現状について③
 ５，その後，「実際に稼いでいる⼈の話を聞きに⾏く。」などと⾔われ，また別の
⼈物と会わせられる。そこで，「購⼊するとき借⾦をしたが，すぐに返せた。」
「⼤学をやめて，投資で⾷べている。」などと，あたかも借⾦をして商品を購⼊し
ても，すぐに返済できるかのような体験談を聞かされる。このような勧誘を経て，
借⾦をして購⼊しても，すぐに借⾦が返済でき，かつ投資で儲けることができると
誤信してしまう。

 ６，翌⽇，商品を購⼊するための代⾦をねん出するため，直接勧誘者に⾔われ，学
⽣ローン等の⾦融機関に⾏くことになる。学⽣ローン等で借⾦をする際，直接勧誘
者からは借り⼊れの⽬的について，「留学」「サークルでイベントを⾏う。」など
の虚偽の⽬的を伝えるように指⽰される。

 借⼊を⾏った後，たいていは勧誘担当者は別の⼈物が契約担当者となり，契約書の
作成が⾏われる。その際，確認書にチェックを⼊れさせられる。確認書の内容につ
いては，業者が違法な勧誘をしていないことの確認となっている。そして，業者か
らはこの確認書に業者の⾔う通りチェックしなければ，商品は購⼊できないと説明
されるため，業者の指⽰通りチェックを⼊れることになる。

近年のマルチ商法・マルチまがい商法の
現状について④
 契約の⼿続きが完了した後，業者から商品を使いこなすためのミーティングや
セミナーがあるなどと説明され，ミーティングやセミナーに参加するように勧
誘される。ミーティングやセミナーでは商品の使い⽅などを説明されるが，
クーリングオフ期間を過ぎると，そろそろ実際の取引を⾏ってみようかなどと
⾔われる。そのうえで，取引を⾏うためには資⾦が必要であり，その資⾦を稼
ぐために，商品を知⼈に紹介すると紹介料が貰えるなどと勧誘される。

 そして，その後はもっぱら知⼈を勧誘するための勧誘⽅法についてレクチャー
される。その際の勧誘⽅法が，被害者が勧誘を受けた説明とほぼ同⼀であるこ
とがその時点で発覚する。

 以上が，近年のマルチ商法・マルチまがい商法に共通する商法の⼿⼝である。
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近年のマルチ商法・マルチまがい商法の
現状について⑤
 これまで説明を⾏ったマルチ商法・マルチまがい商法の⼿法については，弁護
団としては当然ながら違法な商法であるとの認識である。

 実際，消費者庁や東京都は，近年被害が多発しているマルチ商法・マルチまが
い商法を⾏っている業者に対し，特定商取引法に違反する事実が認められたと
して業務停⽌の⾏政処分を⾏っている。

 ※１ 令和２年３⽉２６⽇付で株式会社i tec japan 外の会社が消費者庁から
業務停⽌処分を受けていると公表されている。

 ※２ 令和２年５⽉２１⽇付で株式会社Axisが東京都から業務停⽌処分を受け
ていると公表されている。

 ※３ 令和３年２⽉２⽇付で株式会社DEAN 外の会社が消費者庁から業務停
⽌処分を受けていると公表されている。

裁判における法的構成について①

 これまで述べた商法について，弁護団としては下記の法的構成で不法⾏為責任
を主張している。

 １，適合性原則違反
 →近年のマルチ商法・マルチまがい商法のターゲットが⼤学⽣であることに鑑
み，貯⾦や収⼊もなく，また投資経験もない⼤学⽣に対し，そもそも投資を⾏
うように勧誘し，かつ５０万円の前後の⾼額な商品を借⾦をさせてまで購⼊さ
せる⾏為は特定商取引法に定められている適合性原則に違反するとの主張であ
る。

 具体的には，勧誘の類型が少なくとも訪問販売の要件を満たすため，特定商取
引法７条１項５号，特定商取引法施⾏規則７条３号に定められている適合性原
則に違反するとの主張である。

 適合性原則違反については，先に述べた消費者庁及び東京都の⾏政処分におい
ても違反事実として認定されている。
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裁判における法的構成について②

 ２，商品の性質に対する重⼤な事項についての虚偽説明
 →前述のとおり，近年のマルチ商法・マルチまがい商法を⾏う業者は，商品を
⽤いれば，勝率８０％であるとか，年利２００％が得られるなどの勧誘を⾏っ
ている。しかし，実際には商品を⽤いても利益を挙げることはできないため，
虚偽の説明を⾏ったという主張である。

 具体的には消費者契約法４条１項１号，特定商取引法６条１項１号などを根拠
として不法⾏為責任を追及している。

 ３，信義則上の説明義務違反
 ２で上げた虚偽説明と事実関係は被るが，商品の性質については信義則上説明
をする義務があるにもかかわらず，説明を⾏っていないため，説明義務違反が
認められるとの主張を⾏っている。

裁判における法的構成について③

 ４，連鎖販売取引の脱法⾏為であること
 →近年のマルチ商法・マルチまがい商法を⾏っている業者の商法は前述のとおりで
あるが，特定利益による誘引が勧誘時に⾏われていないことから形式的には連鎖販
売取引の要件を満たさない。業者もそれを認識しているため，クーリングオフ期間
を８⽇間と説明している。

 しかし，実体は紹介料で利益をあげる商法であるため，連鎖販売取引である。その
ため，連鎖販売取引の脱法的⾏為であり，違法な商法であるとの主張を⾏っている。

 ５，全体として詐欺を構成すること
 →参考となる裁判例として東京地裁平成２８年１１⽉１０⽇判決が挙げられる。特
定利益による誘引を後から⾏うことを捉えて，後出しマルチであると認定し，被害
者が後出しマルチであって，紹介料によって利益が挙げられる構造になっていたと
知っていたならば契約をしなかったと認定し，全体として詐欺⾏為を構成すると判
断した。

 弁護団の事案においても，同様の主張を⾏っている。
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裁判におけるその他の主張について

 業者からは確認書を根拠として違法な勧誘は⾏われていないなどの主張がなされている
 これに対し弁護団からは，
 １，司法研修所編『⺠事訴訟における事実認定』３２６⾴の「⼀部の⾦融業者等は，裁判所は

書類を重視していると⾒た上で，殊更たくさんの書証を作成し，提出しています。例えば，⾦
銭交付の場⾯を写真に撮り，その場で⼤量の書類を作成して交付し，これらを書証として提出
することなどです。もっとも，悪質な当事者は，書類を作りすぎて，かえって⾺脚を現してい
るともいえましょう。」を引⽤した上で反論を⾏っている。

 ２，借⾦までしている状況で，必ず儲かると説明されている取引ツールについて，確認書に⾔
うとおりにチェックをしなければ購⼊できないと説明されてしまえば，確認書に⾔われるがま
まにチェックせざるを得ないという反論を⾏っている。

 ３，確認書にはこれから⾏うバイナリーオプションやFX取引はリスクが⾼い取引であると理解
しているという項⽬があるが，借⾦をしている被害者が，さらに損失を被るリスクの⾼い取引
を⾏うことを理解しているのであれば，そもそも商品を購⼊するはずがない，などの反論を
⾏っている。

裁判の状況について

 裁判所からは明確な⼼証の開⽰は現時点ではないが，後述するように主たる争点は共同不法⾏
為責任の範囲となっていることから，弁護団としてはマルチ商法・マルチまがい商法の違法性
は認められるとの確信をもっている。

 実際和解においては，購⼊⾦額相当額の返還でなければ和解に応じられないとの弁護団の基本
⽅針については，裁判所から減額などを直接的に求められたことはない。

 現在，中⼼的な争点になっているのは，業者が不法⾏為責任を負うかという論点よりも，業者
の従業員がどの範囲まで責任を負うか，という点が中⼼的な争点になっているように思われる。

 弁護団では，直接勧誘者を含め，関与したと思われる者すべてを訴えているところ，裁判所か
らは，代表取締役や取締役以外の従業員らが，勧誘を担当した原告以外との関係においても共
同不法⾏為責任を負うのか否かという点について度々釈明を受けているところである。

 弁護団からは，訴訟となっている事案がマルチ商法・マルチまがい商法の事案であり，組織的
に⼀体となって，被害者を増やしているという実態に鑑み，従業員であったとしても責任を負
うとの主張を，組織における役割とその役割が果たす重要性，組織における役割がいずれも被
害者を獲得するためには必要不可⽋であること，などを丁寧に論じている。
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マルチ商法・マルチまがい商法の被害者
の救済のために①
 弁護団の活動を通じて，マルチ商法・マルチまがい商法の被害者をどのように
救済すべきかという点について私⾒を述べていく。

 そもそもマルチ商法・マルチまがい商法については被害が少額であることから，
弁護⼠が介⼊しづらい分野である。この点については，被害救済の観点から，
弁護団としても着⼿⾦を抑える努⼒をしている。被害救済のためには，弁護⼠
が積極的に受任することがまず必要である。

 その上で，法的な構成についてはすでに述べたとおりである。今後，成年年齢
の引き下げも相まって，より若年層への被害が拡⼤すると思われる。他⽅で若
年層への被害が拡⼤すればするほど，先に述べた適合性原則が問題になると思
われる。若年層への投資の勧誘，しかも商品の代⾦が⾼額で借⾦を伴うという
点に変わりがなければ，適合性原則違反という構成が通⽤すると思われる。

マルチ商法・マルチまがい商法の被害者
の救済のために②
 実際の被害⾦の回収については，直接勧誘者に対する請求が⼀定程度の効果を
挙げている。弁護団の集団訴訟においても，直接勧誘者とは直接勧誘者から勧
誘された原告との関係で和解が成⽴し，全額ではないものの被害回復が多くの
ケースではできている。

 上記の観点から⾔えば，直接勧誘者のみならず，関与した者すべてを訴えるこ
とは，被害救済の可能性を広げるとともに，悪質なマルチ商法・マルチまがい
商法に今後関与させないためにも必要である。
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マルチ商法・マルチまがい商法被害の課
題①
 マルチ商法・マルチまがい商法被害の課題としては，成年年齢が引き下げられ
たことに鑑み，消費者教育を充実させることがもっとも重要である。被害が表
⾯化した時点では，業者も資⾦を隠してすでに逃げているケースも多く，被害
回復ができない可能性が相当程度ある。そのため，消費者教育を徹底させ，悪
質なマルチ商法・マルチまがい商法に巻き込まれないことが肝要であることか
ら消費者教育の充実が⼤きな課題となる。

 また，後出しマルチと呼称されるように，連鎖販売取引の要件を満たさないマ
ルチまがい商法を業者が⾏い，連鎖販売取引の規制を潜脱しているのが現状で
ある。この点については特定商取引法の連鎖販売取引の要件を緩和し，実態と
して紹介料による利益構造となっている商法については，特定商取引法による
規制を⾏う必要があると思われる。

マルチ商法・マルチまがい商法被害の課
題②
 加えて，マルチ商法・マルチまがい商法を⾏った者らのうち，どの範囲の者ら
がどの範囲で責任を負うかという点についても，今後の課題である。救済を⾏
う⽴場からは，マルチ商法・マルチまがい商法に関与した者らは全員，勧誘に
関与していない被害者との関係においても共同不法⾏為を負うべきであり，そ
うすることによって，安易にマルチ商法・マルチまがい商法へ関与しなくなる
という効果が期待されるため，マルチ商法・マルチまがい商法の被害撲滅にも
役⽴つと思われる。

 他⽅で，例えば⼀⼈しか勧誘していない末端の直接勧誘者が，勧誘をしていな
い被害者との関係で責任を負うことは酷であるとの考え⽅もあり，この点のバ
ランスをどのように考えるかは難しい問題であり，この点をどのように考える
かは課題となる。
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マルチ商法・マルチまがい商法被害の課
題③
 共同不法⾏為の範囲について，末端の直接勧誘者について，勧誘していない被害者
との関係で共同不法⾏為責任が認められた判決については，不⾒当である。

 他⽅で，上位者については，勧誘に直接的に関与していなくとも責任が認められた
判決は存在する。

 例えば東京地⽅裁判所平成２９年１０⽉２５⽇判決では，当該事件の被告が詐欺的
な組織の中核的な地位にいたことを認定した上で，下記のとおり判⽰し，上位者の
責任が認めている。

 「被告は，このようにａファンドが出資⾦の運⽤実態を有していないことを認識し
ながら，本件仕組みを構築し，ａファンドに対する投資の勧誘活動において，主導
的な役割を果たしたものであるから，本件仕組みに基づき⾃⾝の下位者を通じて投
資勧誘活動を⾏うことで，原告を含む多数の顧客を詐欺的な商法であるａファンド
に出資をさせたものであると認められ，その余の点（争点(3)及び(4)）について判
断するまでもなく，被告について，原告を虚偽取引に勧誘したことについて故意に
よる不法⾏為が成⽴すると認められる。」

マルチ商法・マルチまがい商法被害の課
題④
 前記東京地裁の判決については，弁護団からすると当然の結論であると考えられ，組織におい

て中核的な役割を担っているのであれば，直接的に勧誘に関与していなくとも，責任が認めら
れるべきである。

 他⽅で，現在係属中の裁判において，裁判所は末端はひとまず措くとしても，セミナーやミー
ティングにおいて講師の役割を担っている者らについて，共同不法⾏為責任が認められるかと
いう点については前述のとおり釈明がなされており，納得が得られているとは⾔い難い。

 私⾒になるが，裁判所としてはセミナーやミーティングに参加している程度では，組織におい
て中核的な役割を担っているとまで評価できないと考えているのではないかと思料される。

 この点につき弁護団からは，セミナーやミーティングを⾏うことによって，組織の勧誘員に仕
⽴てあげられ，それにより被害が拡⼤していくという構造であることに鑑みれば，セミナーや
ミーティングで講師を務めている者らがいなければ組織の拡⼤ができない以上，組織において
必要かつ重要な役割を担っているのであるから，中核的な役割を担っているとの主張を⾏って
いるところである。

 代表取締役や取締役ではなく，かつ直接の勧誘に携わっていない者らであって，マルチもしく
はマルチまがい商法の組織の中⼼的な役割を担っている者らについても，共同不法⾏為責任が
認めるとの法理論を構築していくことも，短期的には被害救済のため，⻑期的には被害撲滅の
ため必要であると思料される。
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若年層の消費者被害の救済への課題①

 本年４⽉から成年年齢が引き下げられたことで，若年層の消費者被害は今後拡
⼤する恐れが極めて⾼い。

 弁護団はマルチ商法・マルチまがい商法以外の悪徳商法についても，若年層の
被害である場合，対応をしている。これまでマルチ商法・マルチまがい商法以
外で相談が寄せられている事案としては，情報商材，ロマンス詐欺，オンライ
ンカジノ詐欺被害，などの事案が存在する。

 情報商材被害に関しては，決済⼿段がクレジットカードであるとか，業者が⽇
本国内の業者であるケースが多く，解決が⾒込める事案である。

 他⽅で，ロマンス詐欺やオンラインカジノ詐欺被害等については，そもそも業
者を特定することが出来ず，泣き寝⼊りを強いられるケースが多い。

 業者名や対象商品すらも明確にせず，ただ儲かると勧誘して，暗号資産で決済
させるケースも現れてきており，被害回復が困難な事案が増えている。

若年層の消費者被害の救済への課題②

 ロマンス詐欺にも⾒られる傾向であるが，若年層は電話番号やメールアドレス
を交換するという習慣が薄く，連絡先はLINEのみで把握しているというケース
がほとんどであると思われる。

 しかし，LINEについては本⼈確認義務を課す法律は存在せず，登録はメールア
ドレスを登録するだけで⾏えるため，本⼈確認が不⼗分となっている。さらに
LINEは弁護⼠法２３条の２に基づく照会に対して回答拒否の傾向にあることか
ら，仮に本⼈を特定する情報があったとしても開⽰されることはない。

 そのため，LINEを⽤いた悪徳商法については，相⼿⽅を特定することができな
いという問題が⽣じているのが現状である。
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若年層の消費者被害の救済への課題③

 若年層のみならず，⽼若男⼥問わずコミュニケーションツールとしてもはや必須と
もいうべきLINEが悪徳商法に利⽤されている現状及びLINEから相⼿⽅を特定する情
報が得られない現状については，東京の有志の弁護⼠で構成されている東京投資被
害弁護⼠研究会がLINEなどに対し，令和３年８⽉２⽇に申⼊書を送付している。

 また埼⽟弁護⼠会及び愛知弁護⼠会が，ＳＮＳ事業者に本⼈確認義務等を課すべき
であるとの意⾒書を出しており，福井弁護⼠会も同趣旨の会⻑声明を出している。

 しかし，LINEは依然として運⽤を改めておらず，令和４年４⽉５⽇の内閣府消費者
委員会のワーキンググループにおけるヒアリングにおいても，弁護⼠法２３条の２
に基づく照会に対しては内部基準にしたがって対応していると述べるのみであった。

 若年層のコミュニケーションツールについて，LINEに代わるものが今後流⾏する可
能性はあるが，現在圧倒的シェアを占めるLINEについて，少なくとも本⼈確認義務
を導⼊するなどの規制を⾏わなければ，若年層の悪徳商法被害の救済はますます困
難になると予想される。

さいごに

 当弁護団が結成され，３年ほど経過しているところ，相談件数は少しずつでは
あるが減少している。

 また，裁判において⼀定の回収に成功し，また今後も和解等による解決が⾒込
める状況である。

 他⽅で，これまで述べたとおり，若者に対する消費者被害の防⽌や救済という
観点ではまだまだ法律が追いついておらず，悪徳商法を⾏う業者も法律の⽳を
つき，様々な悪徳商法を発明している。

 当弁護団としても，被害撲滅のため，今後も活動を継続していくところである。
当弁護団の活動がマルチ商法・マルチまがい商法の撲滅のための契機となれば
幸甚である。
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マルチ商法被害をなくすための法整備

第３２回日弁連夏期消費者セミナー

弁護士 石戸谷 豊

1

２０２２年７月１６日
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Ⅰ はじめに

マルチ商法被害はなぜ延々と続くのか？

“私は３１歳の時アメリカでマルチを学んで日本で普及させた第一人者だ”

山口隆祥がジャパンライフの詐欺被告事件で2021年8月18日供述

3

○被害が続発する場合、被害救済と別の視点で対応策を検討し、立法運動において連携する

▸主に勧誘面に着目した対応策の例として

①外国為替証拠金取引に対する不招請勧誘の禁止（２００４年改正金融先物取引法）

②商品先物取引に対する不招請勧誘の禁止（２００９年改正商品先物取引法）

③店頭金融デリバティブの不招請勧誘の禁止（２００７年金融商品取引法）など

▸参入規制を始めとする取引スキーム全体の規制を目指した例として

事業型ファンド（近未来通信、ワールドオーシャンファーム等）へ法規制

（集団投資スキームの概念導入による２００７金融商品取引法の適用）

▸取引の封じ込めを原則とした例として

販売預託商法に対する２０２１年改正預託法

➡確認制度導入（無確認の広告・勧誘は刑事罰）＋確認を受けても不招請勧誘禁止

4
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Ⅱ 問題の所在を解明する

5

○マルチ商法の起源 ・ ・ アメリカで１９７０年には大きな社会問題に

○連邦取引委員会（ＦＴＣ）が摘発に動く

・１９７３年５月審決（ホリデイマジック社）

ＦＴＣ法５条で禁止する不公正な行為または慣行に該当するとして停止を命じた

・その後、次々と他のマルチ業者にも同様の審決。

・１９７９年５月８日、アムウエイ審決

○日本上陸

ＦＴＣの摘発を受けて、マルチ商法業者は海外に続々と転出・拡散。

日本にも上陸

○当時のマルチの特徴 ： 加盟料、昇格する際の資格金が高額。報酬配分の原資。

➡ねずみ講と同様、参加者が次々と増加しないと行き詰まる

➡商品の転売利益は名目的でそれによる利益は少ない

（そもそも、商品自体に価値がなかったという問題もある）

6

１ マルチ商法の源流
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○公正取引員会

米国ではＦＴＣが摘発・日本でも公正取引委員会が対処できないか

➡独禁法は不公正な取引方法を禁止。

不公正な取引方法に、欺瞞的顧客誘引と不当な利益による顧客誘引がある

○公正取引委員会は、この規定を活用し、ホリデイマジック社に１９７５年６月に審決

➡ホリデイマジック社の報酬システムが全体的に正常な商慣習に照らして不当な利益をもって

競争者の顧客を自己と取引するように誘引するもので、独禁法１９条に違反する

・・その後ホリデイマジックは１９７７年４月に倒産

○次に、１９７５年７月にＡＰＯジャパンに立入調査

・・同社は同年１２月に倒産

7

２ 公正取引委員会の摘発

（1） 経済企画庁国民生活審議会、消費者保護部会 消費者救済特別研究委員会 「中間覚書」

１９７４年７月１２日 「消費者被害の現状と対策－事業者責任の強化について」

骨子：特殊販売についての法規制が非常に不十分で法規制必要

（方向性）

・マルチ販売については直ちに禁止

・通信販売、訪問販売については適正化の規制

① 登録制、保証金の供託

② 書面による取引条件の開示義務

③ 訪問販売について、クーリング・オフ制度の採用

8

３ 訪問販売法の制定
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（2） 通産省産業構造審議会流通部会特殊販売小委員会
１９７４年１２月９日「中間答申」

（骨子）

・マルチ商法については、その活動を実質的に禁止するよう厳しい規制を行うべき

・具体的には、次のような措置を講ずることが必要

（１）勧誘に際して、一定の事項を開示することを義務付ける

（２）次のような勧誘が行われないよう制限する

①利益が確実と誤解させること

②新規加入者の募集が容易と示唆すること

③特異な成功例を引用すること

（３）申込書面、契約書面の交付の義務付け

（４）クーリング・オフ

（５）クーリング・オフ期間経過後の解除においても必要とされる点

①商品の相当価格での買い取り

②商品代金以外の支払い金額の相当額の返還

③損害賠償の制限

9

（3） 立法時の連鎖販売取引規制

①１１条：定義（物品の再販売型）

ⓐ物品の販売の事業である

ⓑ契約した者（消費者）が物品の再販売をする者となること

ⓒ特定利益（リクルート料、卸売差益、リベート等）が得られると誘因すること

ⓓ特定負担を条件とすること（当時２万円以上）

②１２条：重要事項の事実不告知・不実告知の禁止

・ 対象は、統括者と勧誘者

➡違反は１年以下の懲役、５０万円以下の罰金

③１３条：取引停止等処分

・ 該当事由は政令事項 ・ 違反が引き続き行われるおそれがある場合

➡違反は１年以下の懲役または５０万円以下の罰金

④１４条：広告表示規制 ➡違反は１０万円以下の罰金

⑤１５条：書面の交付 ・ １項：開示書面、２項：契約書面

➡違反は１０万円以下の罰金

⑥１６条：クーリング・オフ（１４日）

⑦１７条：報告及び立入検査

⑧２２～２４条：罰則
10
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（1） 立法の経緯と日本の縦割り行政の問題

○ねずみ講の起源

１９６７年に内村健一が熊本で「天下一家の会」などで大々的に始め、全国に蔓延

➡マルチ商法より早いことに注意

○対応

マルチ商法は曲がりなりにも商品の流通組織を装っていたのに対し、ねずみ講は単に金を内部で分配しているだけで、

経済的意味はなく、悪質性はマルチ商法より明白

➡なぜ訪問販売法が１９７６年制定で無限連鎖講防止法は１９７８年なのか？

○議員立法

・どの省庁も乗り出さず、会議を重ねるだけの状態

・見かねて、衆議院の物価問題特別委員会に小委員会を設置して議員立法の法案を検討

・１９７８年１０月１１日に小委員長案が小委員会で採択され、法案となった

○公正取引委員会の姿勢

公正取引委員会は、マルチに対しては対応したが、ねずみ講については対応しなかった。

その理由について、国会で次のように述べている。

11

４ 無限連鎖講防止法の制定 ～マルチとねずみ講の規制分断

「マルチのほうは物が動いておりますので、ある業界における公正な競争を阻害するということで取り締まることができた

わけですが、ネズミ講につきましては物が全然動いていない、かといって金融とはとても認められない、いったいどの分野

の公正な競争に影響があるのかといった点が非常に難しい問題があったわけでございます。」

➡そもそも公正競争の範疇に入らない悪徳業者は公正取引委員会の分野でないという考え方はその後も維持され、

８０年代の豊田商事事件でも繰り返された。

➡豊田国家賠償訴訟で公正取引委員会は「豊田商事の商法が取引を装って顧客から金銭を騙し取るというものであるとすれ

ば、不公正な取引方法の問題の範疇に入らず、独禁法や景表法で対応できる問題ではない」などと主張。

しかし、大阪地裁判決も大阪高裁判決も、こうした考え方を誤りと認定している。

・・損害賠償請求が棄却されたのは、公正取引委員会が規制権限を行使しなかったのは不合理であるが、

その権限不行使が著しいとまで言えないという理由

➱公正取引委員会のこうした残念な姿勢は、消費者庁創設運動の底流になった。

12
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(2) マルチ商法とねずみ講～連鎖販売取引と金銭配当組織

■無限連鎖講防止法は次の内容で、ねずみ講の全面禁止である。

① 1条 目的

② ２条 定義

「無限連鎖講」とは、金品を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに

連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が

後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容と

する金品の配当組織をいう。

③ ３条 禁止

「何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を

助長する行為をしてはならない」

④ ４条 国及び地方公共団体の任務

⑤ ５条 罰則 開設・運営につき３年以下の懲役、３００万円以下の罰金、併科

⑥ ６条 罰則 業として勧誘した者につき１年以下の懲役、３０万円以下の罰金

⑦ ７条 罰則 加入を勧誘した者につき、２０万円以下の罰金

■ねずみ講が全面禁止、マルチが行為規制となっため、物品が介在している場合の両法の適用関係に難しい問題が生じた。

13

立法でマルチ商法被害はなくなるはずであったが、実際は違った。このため、相次いで法改正されてきた。

その法改正を４つの視点から分類。

【1】 適用対象の拡大

〇適用対象取引の拡大

・１９８８年改正 再販売から委託・あっせんを含む

・１９９６年改正 特定負担についての通達対応

・２０００年改正 特定負担の２万円基準（要件）を撤廃。

「条件とする」を「ともなう」の修正

〇規制対象者の拡大

・１９９６年改正 連鎖販売業を行う者を行政規制、罰則の対象に

・２０００年改正

統括者（本社）による広告規制に加え、個人 勧誘員による広告も規制。

14

５ 続発する被害と法改正
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【2】 罰則の強化

➪１９８８年改正

＊書面不交付等違反につき、罰金１０万円以下→５０万円以下

➪１９９６年改正

＊１２条の禁止行為の内容を明確化

＊書面不交付等違反につき、６月以下の懲役刑を追加

➪１９９９年改正

＊２２条 １２条違反の１年以下の懲役（１００万円以下の罰金）を２年以下の懲役（３００万円以下の罰金）に引き上げ

＊書面不交付等違反 罰金５０万円以下→１００万円以下

➪２００８年改正

＊不実告知等への罰則を懲役２年以下から３年以下に引き上げ

➪２０１６年改正

・ 業務停止命令違反への罰則を２年以下の懲役から３年以下の懲役に引き上げ

・ 業務禁止命令について制度創設、罰則も新設。

・ 指示違反、検査忌避、書面不交付等について１００万円以下の罰金であったものを６月以下の懲役を加える。

・ 目的隠匿型誘引行為に対する罰則を１年以下の懲役、２００万円以下の罰金であったものを３年以下の懲役

または３００万円以下の罰金に引き上げ

➡刑事罰の強化のための法改正は、警察庁の要請で行われてきた。

15

【3】 行政規制の強化

➪１９８８年改正

・ 指示処分を追加

・ 立入検査の条文を整備

➪１９９６年改正

・ １２条の禁止行為の内容を明確化

➪２０１６年改正

・ 業務禁止命令について制度創設

➡ 行政処分が出されるようになったのは、訪販法全体で平成８年以降である。

その後、行政処分を積極的に行うようになったが、問題も浮上した。

悪質な業者は簡単に別の組織を立ち上げることができ、再犯防止の効果はあがらない。

➪➪ ＦＴＣがかつて直面した問題
16
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【4】 民事効果

➪２００４年改正：中途解約・返品ルール、違約金規制等

民事ルールの整備

（骨子）

① 返品ルール

入会後１年未満の会員が退会の際、引渡から９０日未満の未使用の商品を返品可とする。

② 取消権の導入

虚偽説明などの違法勧誘行為によって誤認して契約した場合、取消可とする。

③ 割販法の改正

①②等の場合、クレジットの支払いも拒絶可とする。

➡むろん、被害救済の場面では効果を発揮するが、被害防止できるかは別問題

17

（1）行政処分から見えるマルチの実態（現状）

18

処分日 業者名 商材

２２．０３．０２ ARK 化粧品、健康食品等

２１，０８，２６ アイテック 化粧水、水素生成機器等

２１、０８，０３ リーウェイジャパン 栄養補助食品

２１，０６，２３ NO-VAこと笠井秀哉ら オンラインカジノ

２１，０２，０２ Sign バイナリーオプション、FXのUSBメモリ

２０，１２，０１ アイエムエスジャパン 転職紹介等の福利厚生サービス

２０，１１，２０ ARIIX Japan合同会社 栄養補助食品、化粧品、空気清浄機等

２０，０６，０１ doroguba 英会話教材、英会話スクール

２０，０３，２６ itec Japan等 バイナリーオプション取引のUSBメモリ

１９，１２，１７ ＹＯＳＡ、ロマネスク 美容機器、浴槽水素水発生機器ほか多数

１９，０９，１３ プレス 健康食品

１９，０７，２２ ＷＩＬＬほか７社 willfonライセンスパック（USBメモリ）

１８，３，２９ リゾネット リゾートクラブ等複合会員権

１８，１２，２１ ＷＩＬＬ willfonライセンスパック（USBメモリ）

１８，０２，２０ ｉＸＳ ビジネススクールの役務

１８．１０，２７ ４８ホールディングス クローバーコイン

６ 現状
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〇リーウェイジャパン株式会社 取引等停止命令（６か月） 栄養補助食品ほか

・ 商品の効能について不実告知、断定的判断の提供等

発毛効果、ヘルペスの発疹予防効果がある、糖尿病に効く、万病に効く、癌の治療、股関節痛、アトピー、その他の難病に効く等

〇NO-VAこと笠井秀哉ほか 取引等停止（１５か月）等

オンラインカジノは、ユーザーが日本にいる場合でも日本の法律に触れることはない、大丈夫（不実告知）ほか

〇株式会社Sign 取引等停止命令等（９か月）

バイナリーオプション取引、FXの学習用プログラミングルーツが内蔵されたUSBメモリ

〇株式会社 i tec Japan等 アイテック 業務停止６か月等

ＡⅠ搭載なので簡単に稼げる等

〇ＷＩＬＬ株式会社ほか７社２４か月ほか

・元ジャパンライフ関係者 預託商法のマルチによる展開

・賃貸しているウイルフォンの台数が９３５０台なのに５３万５６０個分連鎖販売契

〇４８ホールディングス株式会社 取引停止３か月等

クローバーコイン（電子的情報）の提供・管理、「公開時には１０倍に値上がりする」等

〇その他、商品はさておいて、儲かる話で勧誘する事業等

19

（2） 市場規模

～一般社団法人全国直販流通協会「連鎖販売白書」（2021年）より

〇日本国内の連鎖販売取引の市場規模・・約８０００億円前後で推移

〇企業数は、４００～５００社程度（推定）

〇製品カテゴリー別では、栄養補助食品（健康食品・サプリメント）が４９．５％で約半分を占める。

続いて化粧品の３２．７％で、この２つで８割以上となる。

（3） リピート型連鎖販売取引

１９７０年代から続いている業者もあり、破綻必至のピラミッド型連鎖販売とは区別し、リピート型連鎖販売と

位置付けて検討する考え方が提唱されている。

圓山茂夫・詳解「特定商取引法の理論と実務」（第４版）３８７頁以下

➪「参加者の収入源はお得意客に対する消耗品の反復売買（リピート販売）に由来し、地道に販売すれば持

続可能性がある点がピラミッド型と異なっている」 前掲書・４０３頁

20
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〇立法への中間答申（前掲）

「マルチ商法については、その活動を実質的に禁止するよう厳しい規制を行うべき」

〇立法時の政府見解

「……詐欺的な悪徳連鎖販売業が残存していく余地はほとんどなくなるのではなかろうか

というふうに考えておる次第でございます」

●しかし、現在でも悪徳業者による被害が多発している。

➡ 規制枠組みの抜本的見直しが必要

21

７ 小括

Ⅲ 対応策の検討

22
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（1） 米国・FTC

＊ＦＴＣの１９７９年５月８日アムウエイ審決が判断基準の考え方を示した

細川幸一「米国におけるマルチレベル販売（連鎖販売）規制の現状」早稲田大学大学院法研論集74号248頁

〇なぜシステムそのものが違法（ピラミッド・スキーム）ではないかについて

① アムウエイ・システムは消費者への小売りを基本としており、次の点からピラミッド・スキームに陥ることから逃れている。

ⓐ人を勧誘することによって報酬を得ることはできない

ⓑ商品を販売することをパフォーマンス・ボーナスを受け取る必須条件にしている

ⓒ売れない商品の買戻し制度がある

ⓓ商品を消費者に売ることが要求されている

② アムウエイは買戻しに応じるとともに、「70％・10人の顧客ルール」によって不良在庫を抱え込むのを防いでいる。

アムウエイはディストリビューターシップを販売するビジネスを行っているのではなく、ピラミッド・ディストリビューション・ システムではない

23

１ 米国、EU ・ ピラミッド型スキームの禁止

（2） ＦＴＣの権限強化

本城昇「不公正な消費者取引の規制～米国・ＥＵ・韓国の法制を中心に」（日本評論社・2010年）

○マルチ商法への対応について、ＦＴＣに対する批判

➡ ①ＦＴＣが排除命令を出すまでに、業者が荒稼ぎしてしまう

②ＦＴＣが排除命令を出しても被害者にお金が戻るわけでなく、業者のやり得だ

○批判に対するＦＴＣの対応

①に対して、１９７３年の法改正で、１３条（ｂ）項を新設

裁判所に対して暫定的（または永久的）差止命令を求めて提訴する権限を得た

②に対して、１９７５年の法改正で１９条を新設

裁判所に対して、消費者の救済のため契約の取り消し、金銭の返還、損害賠償の請求をすることができる

権限を得た

○裁判所の対応

裁判所も、定型的な詐欺事件についてはＦＴＣの永久的差止命令とともに資産保全だけでなく損害の賠償等を求める

権限があるとの判断を示した（１９８２年シンガー事件）。

➡ 本来はFTCが１３条（b）で暫定的差し止め命令を得て、その後排除命令を確定させ、それから１９条で被害救済の

請求となるが、詐欺事件についてはショートカットしていきなり資産凍結して損害賠償請求することも可能とした

24
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（3） ＥＵの場合

〇ピラミッド・スキームは不公正取引としてブラックリストに明記されている

▶ブラックリスト１４

「ピラミッド型の販売促進スキームが、消費者の償金を受ける機会を得るために対価を支払い、かつ、

その償金が商品の販売や消費によってではなく、主として他の消費者をそのスキームに引き入れる

ことによって獲得されるものである場合において、これを開設、運営又は促進すること」

▶ブラックリストとは

不公正取引方法指令（２００５年採択）➪完全平準化指令

① 不公正な取引方法を禁止する一般条項

② 特に不公正な取引方法 ⓐ誤認惹起作為ⓑ誤認惹起不作為ⓒ攻撃的取引方法

③ いかなる場合においても不公正とみなされる取引方法のリスト（ブラックリスト）

▶エンフォースメント

各国の国内法による ➡ 主要国の状況は別紙

25

〇不公正な取引方法指令のエンフォースメント

カライスコス アントニオス

「不公正な取引方法と私法理論～EU法との比較法的考察」（法律文化社・2020年）

▶英国

① 刑事責任 一般条項違反も罰則の対象となる

② 差止請求の対象となる➡裁判所は、事業者に裏付け証拠の提出を命じ、不十分と評価

した場合は事業者の主張を不正確であるとみなすことができる。

③ 救済・・2014年改正消費者保護規則による

ⓐ撤回権

ⓑ代金減額請求権

④ 損害賠償請求権

⑤ 集団訴訟

26
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▶フランス

① 誤認惹起的取引方法➪刑事罰

② 攻撃的取引方法 ➪刑事罰＋民事制裁（契約の無効）

〇集団訴訟

▶ドイツ

不公正な取引方法に関するエンフォースメントに関するメカニズムは、直接的には付与されていない。

不正競争防止法が、競争法であると同時に消費者保護を目的としていて、その内容は

不公正取引方法指令とよく似ている。2015年に法改正し、国内法化は十分とされた。

➡ 不正競争防止法のエンフォースメントは、差し止め請求を消費者団体に認めているにとどまり、

損害賠償請求権は規定されていない。

27

○現代化指令 ２０１９・２１６１による改正

カライスコス アントニウス 報告「海外における広告規制の現状」

消費者庁・第3回景品表示法検討会（２０２２年５月１２日）資料２

❉エンフォースメントの改正部分

不公正な取引方法によって損害を受けた消費者が、損害賠償、代金減額や契約解除を含む、比例的

かつ効果的な救済手段を付与されなければならない。

広範囲の侵害に対して制裁金を課すことができることを明示、その上限を事業者の年間総売上高の４％以

上に設定しなければならないことを規定。

❉この改正についての国内法化の期限は２０２１年１１月２８日、国内法化による措置の発効期限は２０２２年

５月２８日

28
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（4） 消費者政策と競争政策：担当組織から

消費者庁委託調査 「海外主要国における消費者政策体制等に係る調査業務報告書」

令和４年３月ＷＩＰジャパン株式会社

▶米国

ＦＴＣ（連邦取引委員会）

ＦＴＣの業務は、①消費者保護局②競争局③経済局、の３局体制で推進

▶英国

ＣＭＡ（競争・市場庁）

２０１４年に、公正取引庁と競争委員会の機能をまとめる目的で発足

競争政策と消費者政策の権限を併せ持つ

▶フランス

ＤＧＣＣＲＦ（競争・消費・不正防止総局）

市場競争の規制とともに、消費者の経済的な保護、消費者安全を任務とする

▶ドイツ

消費者政策を統括するのは連邦司法・消費者保護省であるが、分野ごとに関係省庁が消費者保護を分掌。

うち連邦カルテル庁が競争政策と消費者保護をともに任務とする。

29

〇基本的な視点

▶独禁法1条にあるように、公正かつ自由な競争こそ健全な発展の基盤である。

▶この点は、消費者庁創設の理念でもある。

（消費者行政推進基本計画・平成２０年６月２７日閣議決定）

・・今や、「安心安全な市場」「良質な市場」の実現こそが新たな公共的目標として位置付けられるべきもの

となったのである。それは、競争の質を高め、消費者・事業者双方にとって長期的な利益をもたらす唯一の

道である。

➡ 悪徳商法、悪質業者の排除を徹底しないと、この市場機能は発揮できない。

〇縦割構造：法律間のすき間や規制の凸凹による問題をどう克服するか

➡ 預託商法の被害予防を検討したときと同じ問題。

30

２ ピラミッド型スキームの全面禁止を
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〇改正預託法の基本的な考え方

販売預託取引の実態を検討したうえ、関連業法の規制を踏まえ、次のように要約。

「 このように販売を伴う預託等取引契約については、本質的に反社会的な性質を有し、行為それ自体が無価値

であると捉えるのが相当であることから、預託法において原則禁止とすべきである」

～「特商法及び預託法の制度の在り方に関する検討会」報告書４頁

〇ピラミッド型スキームの実質的意義

➡ それ自体社会経済的に無価値なものを、効率よく拡散させるために使っている。

・ オンラインカジノはそれ自体違法であり、処罰の対象である。

・ 実態不明の電子的情報、必ず儲かる情報商材などは、商材の勧誘自体が不法行為の違法性を帯びる性質の

もので、マルチの仕組みはいわば悪質性にレバレッジをかける役割を果たす。

・ 商材の品質、性能、価格等の情報と説明を抜きに、紹介すれば儲かるといった類型は、商品流通に名を借りた

実質ねずみ講と言いうる。

➡ このようなものは、良質な市場・公正な競争という視点からも排除されるべき。

➡ 違反に対して速やかに刑事処分が下せるよう、入口規制（開業規制）を設けるべき。

31

〇 参入規制にはお墨付き論があるが、改正預託法は確認制度を導入した。

➡ 契約内容 ・ 管理体制等が適正と認められないと確認されない（１１条）

①事前確認を受けない広告・勧誘は禁止（３２条１号）

②事前確認を受けない契約の締結は禁止（３２条２号）

③違反は、５年以下の懲役等、法人は５億円以下の罰金（３８条１号）

④組織犯罪処罰法の対象となった（改正組織犯罪処罰法６条の２，別表３第６５号）

➡ 連鎖販売取引においても、適法性・適切性が確認できないものは入口段階で排除し、

違反については厳罰を設けて抑止力をもたせる（改正預託法と同程度）。

・・処罰対象者：無限連鎖講防止法の場合、「何人も」（3条・前掲）

ピラミッド・スキームの開設・運営・勧誘・広告等はここで排除。

➡ 違法収益の吐き出し制度の導入にはまだ時間がかかるが、組織犯罪処罰法の適対象とすれば、

犯罪収益の没収を目指すことが可能になる。

＊没収された財産は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律により、

被害回復給付金の支払いに充てられる。
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（1） 縦割り構造の問題

◆ 消費者政策➪消費者庁

〇消費者庁及び消費者委員会設置法第３条第1項

消費者庁は、消費者基本法第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本

理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向け

て、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保

並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。

◆ 競争政策 ➪ 公正取引委員会

〇独禁法1条（目的）、２７条（公正取引委員会の任務）、２７条の２（所掌事務）

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を

防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の

不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を

盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の

民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

33

３ リピート型連鎖販売問題

（2） マルチ商法に対する公正取引委員会の姿勢

〇立法時

後藤政府委員（公正取引委員会）

「独禁法の運用でもってマルチ商法の弊害全部を除去するというようなことはむずかしかろうと思っております・・今度この法律ができま

して・・消費者の不利益を未然に防ぐような法規制の体制ができ、独禁法の運用と相まちますれば、こういうマルチ商法の規制について

はやはり相当に役立つのではかなろうか、私どもの方もそういう面において非常にやりやすくなるというふうに考えております」（昭和５１

年5月18日衆議院商工委員会議事録）

〇平成１６年改正時

竹島委員長

「訪問販売法がなかった時代には・・欺瞞的顧客誘引であるということで措置をとったことがございますけれども・・特定商取引法でもっ

てもっと直截かつ明確に消費者保護を図るという改正も今されようとしているわけでございまして、私どもの立場からいっても、その方

が消費者保護の観点からはより実効性があがるのではないかと、そのように考えております。」（平成１６年4月27日参議院経済産業委

員会議事録）

34

41 / 48



（3） いわゆるリピート型連鎖販売と独禁法ルール

＊ＦＴＣの１９７９年５月８日付アムウエイ審決

商品流通の実態があり、前掲のとおり、システム全体は違法ではない。

しかし、次の点はＦＴＣ法５条に違反するとして禁止ないし命令を下した

①各段階における再販売価格維持行為

②ディストリビューターの取引相手の制限

③所得を表示する場合、何％のディストリビューターが平均いくらの所得を近年得て

いるかを事実に基づいて明らかに目立つように表示する

➡特商法は消費者保護の視点からの規制であり、取引の入口段階に着目している。

これに対して独禁法は、公正競争・公正取引の視点から、マルチ取引システム全体

の取引条件・取引内容を（事業者間取引の部分を含め）対象とする。

➡FTCは、流通論の視点からみて意味を見出すことができる取引かそうでないのかという経済的実質を基礎にしており、

これは日本の連鎖販売取引の議論で欠けている視点。

35

ー１ 説明義務等

・ 事実不告知は、現行法でも禁止行為（統括者・勧誘者につき）、指示対象行為（一般連鎖販売業者）

とされており、特定利益を得られる可能性の困難さを告げていないとして行政処分をした例もある

（前掲ｉＸＳの件ほか）。

しかし、何が告げるべき重要事項かは必ずしも明確になっていない。

・ そこで、特定利益の計算方法等について説明義務の規範を設ける。

投資取引における説明義務のポイントは、①何を説明すべきか（説明の対象事項）、②どの程度説明し

なければならないか（説明の程度）、③どのような方法で説明すべきか（説明の方法）の３点に分類され

る。こうした議論を参照すると、連鎖販売取引の報酬プランは多様でありかつ複雑であることから、仮に

契約した場合、何人を勧誘してそれぞれが月どの程度売り上げると、具体的にいくらの収入になるのか、

ということが理解できる程度にシミュレートした書面を交付（正確性の担保という意味もある）して説明す

べきである。

・ アムウエイ審決のように、収入については実績に基づくデータの開示と説明を義務付けるなどして、

契約の判断を正確な情報に基づいて下せるようにする。
36

４ 整備すべきルール
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ー２ 若年者への勧誘と適合性原則

・ 適合性原則は、現行法でも行政規制の指示対象行為として規定されている。しかし、行政処分例としては

借入を勧めたという事案である。もともと投資取引における適合性は、他人が運用する投資商品との関係の

概念であるのに対して、連鎖販売取引の場合には自ら事業主となって勧誘・事業活動を行うという意味で

大きな違いがある。

➡ そもそも事業者として活動する知識・経験・財産等が不十分な者は、この意味での適合性に欠ける。

➪明確化のために２２歳以下の者への勧誘を禁止し、あわせて民事効を付す。

ー３ 借入を利用する勧誘の禁止

・ 断定的判断の提供は、現行法でも行政規制の指示対象行為として禁止されている。借入をすると、

返済期日は確実に到来するのに対してそれまでに得られる収入は少なくとも不確実であり（不実告知にも

なり得る）、そのような勧誘自体が不当である。➪明確化のため禁止し、民事効を付す。

37

〇問題の所在

再販売型を例にとると、現在の定義は

「商品の再販売をする者を（①）、特定利益を収受しうることをもって誘引し（②）、

その者と特定負担を伴うその商品の販売の取引（③）」

➡後出しマルチの場合、商材を購入する段階では②の話は出てこず、意味のない出費をしたとして

クレームがついた段階で、紹介すれば紹介料を払うという形で②の話となる。このようなことで、

②の要件に該当するのかという問題がある。

〇このほか、①の要件との関係では、商材を購入する時点では「商品の再販売をする者」とは言えないのではないか

という問題、③の要件との関係では、通達が特定負担につき「特定負担とは連鎖販売取引に伴う負担であり、再販

売等を行う者が負うあらゆる金銭的な負担が含まれる」としているので、ここでも「再販売を行う者が負う」と言える

かという問題がある。

➪通達は、愛用者が「そろそろ販売活動を始めてみないか」と言われて販売活動のために商品購入をする場合に

は、その時点での取引が商品購入という特定負担を伴う連鎖販売取引となるとしている。

38

５ 後出しマルチの規制明確化
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〇考え方

① 今でも連鎖販売取引の定義に含まれると解釈することができるとする方向

② 現行法の定義に含まれると解することができる場合もあるが、そうでない場合も想定できるので、

含むことを明確にするための法改正を行うという方向

③ 連鎖販売取引とは別の類型として禁止する法改正を行うという方向

➪ この場合は、広い意味での紹介商法全部というわけにはいかないので、

別途要件を設定する必要がある。例えば連鎖販売取引の禁止事項を参照すると

・ ２２歳以下の若年者

・ 先行する契約につき借入を負担している場合

・ 先行する契約が投資等の利益収受型の場合

などが考えられる。

39

（補足）
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全般的に不十分、とりわけ極悪業者に対する被害回復制度が深刻な問題

➡消費者庁創設以来の宿題であり、早期の実現が必要

〇事業者を従順層、中間層、極悪層に分類して検討する中川丈久教授のモデルを借り,被害回復手法を

当てはめると、極悪層には各種ＡＤＲ（行政型、中立型、業界型等）は使えず、消費者裁判手続特例法

による集合訴訟も制約が多く活用が難しい。

・ マルチ商法被害の場合、支配性の要件が問題になる。

（株）ワンメッセージ（仮想通貨による稼ぎ方の情報商材販売業者）に対する共通義務確認訴訟

について、支配性の要件を欠くとした東京高判２０２１年１２月２２日（上告中）は、同一内容の

勧誘を受けたとしても過失の有無や割合は消費者ごとに異なる等として訴え却下。

・ 被告が限定されている点は、２０２２年改正で拡大。

41

消費者被害の回復のための制度について

〇 諸外国ではこの分野は、行政機関による法執行（違法収益の吐き出しと被害者への分配）が

効果を発揮している

➡米国の場合、マルチはＦＴＣが、投資取引はＳＥＣが権限をもつ

実際の投資被害事案で、米国の違法収益吐き出し制度等の活用で成果をあげている例の紹介

として、五十嵐潤「ＭＲＩ事件を通してみる米国の被害回復制度」現代消費者法４６号７３頁が

参考になる。

〇 実は、日本においても、この制度の必要性は認識されており、消費者庁創設時からの課題となっている。

➡ これまでの検討経緯について、別紙

42
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〇平成２０年６月２７日閣議決定

「消費者行政推進基本計画～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」

訪問販売法制定以降の歴史を振り返ると、日本においては縦割り規制によって、業者の営業の自由と消費者

保護の対立構造で捉えられ、良質な市場における公正な競争という視点が弱い。

➡とくに、極悪業者は徹底排除する必要がある。

43

明治以来、我が国は各府省庁縦割りの仕組みの下それぞれの領域で事業者の保護育成を通して

国民経済の発展を図ってきたが、この間「消費者の保護」はあくまでも産業振興の間接的、派生

的テーマとして、しかも縦割り的に行われてきた。しかし、こうした古い行政モデルは見直しの

対象となり、規制緩和など市場重視の施策が推進されるようになった。その結果、今や「安全安

心な市場」、「良質な市場」の実現こそが新たな公共的目標として位置付けられるべきものと

なったのである。それは競争の質を高め、消費者、事業者双方にとって長期的な利益をもたらす

唯一の道である。

消費者庁及び消費者委員会設置法附則６項

政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を
含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を
加え、必要な措置を講ずるものとする。

参議院消費者問題特別委員会附帯決議３１項

加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益を

はく奪し、被害者を救済するための制度の検討に当たっては、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償

等団体訴訟制度、課徴金制度等の活用を含めた幅広い検討を行うこと。
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【消費者庁の検討状況】

〇２０１１年８月「財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム」取りまとめ

〇２０１３年６月「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」取りまとめ

「行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸防止策について

・行政処分としての賦課金制度

・行政による保全命令申立、情報・資金の提供制度、供託命令制度

・消費者庁の破産手続開始申立権

・会社法の解散命令

・行政が被害金額の返還を命じる制度

・裁判所に対して被害回復、違法収益の吐き出し命令を申立てる制度

➡「更なる検討が真摯に行われることが求められる」としているが、その後具体的な動きはないままになっている。

45

［内閣府消費者委員会]

〇「消費者分野におけるルール形成の在り方等等検討ワーキング・グループ」（第３ラウンド）において、

多数消費者被害事案の不当な収益はく奪、被害者救済の制度を検討する。

➡春にヒアリング、２０２２年８月に中間とりまとめ、冬に報告書とりまとめの議論、２０２３年２月～

３月頃とりまとめ、というのが想定スケジュール（２０２２年３月２９日 ＷＧ資料１）

〇 ２０２２年５月１３日ヒアリング

・ジャパンライフ事件からみた行政庁の解散命令制度と破産申立権

・ＭＲＩインターナショナル事件報告
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