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特例法裁判制度の創設に深く関わら
れた三木教授から，ご講演を頂きました。
要旨は以下のとおりです。
１ はじめに

消費者裁判手続特例法は，2013年
12月4日成立，2016年10月1日施行で，
制度の創設から5年半が経過している。
同法に基づく集団訴訟制度は，前半部
分は訴訟だが，後半部分は非訟なので，
特例法裁判制度と呼ぶ。

特例法裁判制度では，特定適格消
費者団体という適格消費者団体の中

で更に認定を受けた団体に原告適格
が限定されている。
2 立法の経緯

特例法裁判制度の由来は消費者契
約法制定に遡る。消費者契約法は民
法の特別法，純粋な実体法として2000
年4月28日に成立したが，附帯決議にお
いて，被害差止請求を可能とする団体
訴訟を検討すべきという要請があった。

それを受けて，第一段階として，差止
請求の立法の議論が始まり，2006年5
月31日に消費者契約法が改正され，不

当勧誘行為及び不当契約条項の差止
めが認められた。また，被害回復請求を
可能とする団体訴訟を検討すべきとい
う要請があり，司法制度改革審議会の
意見書等でも言及されたことから，内閣
府国民生活局，消費者庁及び消費者
委員会の審議会において，特例法裁判
制度の創設につながる議論が始まった。

このような立法の経緯からすれば，我
が国の集団訴訟制度は，歴史的に消
費者保護法制として作られてきたもので
あり，アメリカやカナダなどのコモンロー
の国はもちろん，大陸法の国においても，
民事訴訟法の特別手続として集団訴
訟制度が作られていることと比較して
異質である。消費者保護法制としての
意義の反面，消費者保護法制としての

冒頭あいさつ
2019年7月6日，弁護士会館1701会議室にて，88名（テレビ会議システムを通じた参加者を含む）の参加を得て，日弁連主

催の標記セミナーが開催されました。
冒頭，小池達哉副会長（福島県）から「これまでの集団訴訟の歴史や，消費者団体訴訟の活動状況，今後の課題，展望

等について，理解を深める機会として，消費者被害回復に関わるそれぞれのお立場からお話をいただき，現状や今後の展望
について議論を深めたい。」と開会の挨拶がありました。

引き続き，当委員会の佐藤由麻副委員長（仙台）から「消費者裁判手続特例
法が施行後３年目を迎える中，今後の活用の可能性を考えていくきっかけとして，
このテーマを選んだ。立法，歴史，制度の内容，活用法等多岐にわたったテーマ
を展開することで，今後の取組のヒント，あるいは指針になる内容になると考えてい
る。」と企画の趣旨説明がありました。

以下，セミナーの要旨を掲載します（本要旨に関する責任は，消費者問題対策
委員会ニュース・出版部会にあります。）。※肩書は，セミナー当時のものです。

基調講演⑴
「特例法裁判制度の機能と限界」

三木浩一氏（慶應義塾大学大学院法務研究科教授，弁護士）

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〜

第30回日弁連夏期消費者セミナー
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大迫惠美子会員からは，「消費者集
団被害事件と弁護士の取組」と題して，
ご自身が関わった案件を中心に，過去
の消費者集団事件について報告があ
りました。ＫＫＣ事件，オレンジ共済事件，
法の華三法行事件，ココ山岡事件，和
牛預託商法事件（安愚楽牧場事件を
含む），愛染苑山久事件，大和都市管
財事件，八葉物流事件，ライブドア事件，
岡本倶楽部事件，ＭＲＩ事件，ジャパンラ
イフ事件，ケフィア事件と，実際には1件
1件詳細な報告があったのですが，紙
面の都合上，当部会の判断で要点を報
告させて頂きます。
１ 業者の破綻と破産申立

その多くは一言で言うと詐欺事件で
あり，不法行為訴訟が基本になる。た
だ，被害が顕在化する頃には，加害企
業は破綻に瀕していることも少なくない。
わずかでも残った財産を確実に保全し，
公平に分配すべく，債権者破産申立を
行うケースが比較的多い。ただ，それ
ぞれの事件において特徴や苦労があり，
例えば，当初は個別訴訟で回収しつつ，
途中で破産申立に切替えた事件では，

先に回収した依頼者に対して否認権を
行使するか検討していると管財人から
打診された。別の事件では，破産管財
人が堅実すぎたため，積極的な行動を
促すために申立代理人で説得交渉をし
たり，さらに別の事件では，弁護団が組
織できた被害者が少なかったため，管
財人と連携ができなかったりと色 な々こ
とがあった。
2 破産に至らない事件

債権者破産には予納金が必要であ
るため，ある程度の回収見通しが必要
になる。

オレンジ共済事件は，国会議員とそ
の家族が主導した詐欺被害事件だが，
当初は十分な資産がないとのことで，個
別の依頼者について不法行為訴訟を
行い，回収した額をプールして皆に個
別に分配するという，いわば私的な破
産手続類似（注：当部会の比喩）を試
みた。結果的には，被告が最高裁まで
争って6年間受け取り続けた議員歳費
を事前に差し押えていたことなどもあり，
ある程度回収できた。  

3 和牛預託商法
和牛預託商法では，安愚楽牧場等

の例外を除いて小さな業者であり，発
覚時点では財産がほぼなく，回収を断
念せざるを得ない案件も多かった。自
分は北海道出身で実家が牧場というこ
ともあり，商法のセールストークが土地
勘や飼育の実態の観点からして明らか
にでたらめなのがすぐに分かったが，一
般には，預託商法においては，破綻する
まで配当が続けられているため被害が
顕在化しづらく，大きな被害が出てしまう
という問題がある（安愚楽牧場事件の
被害額は4200億円と戦後最大の被害
であった。）。
4 クレジットを利用した事件

ココ山岡事件や愛染苑山久事件は，
クレジットを利用して商品を購入した事
件で，後者はモニター商法の先駆けだ
が，これらの事件では，クレジット会社に
対する債務の支払をいかに回避するか

限界があり，工夫によって補えないとこ
ろがある。
3 特例法裁判制度の概要

訴訟審理を共通争点と個別争点に
分ける二段階型の訴訟手続である。最
初に，特定適格消費者団体において，
共通争点の審理を先行させ，共通争点
に対する判断を確定させる。その後に，
被害者の参加を得て，個別争点を審理
し，個別賠償額を確定させる。個別争
点の審理・判断は非訟事件として簡易

な手続でやれるし，和解による解決を図
ることもできる。

特定適格消費者団体が主体となるこ
とで，自力での提訴を躊躇する被害者
や少額多数の被害者の救済を図るとと
もに，大企業等の大きな相手方に対す
る対峙力の増大を図ることができる。
₄ 特例法裁判制度の限界

原告適格が特定適格消費者団体に
限られている。また被告適格にも制限
があり，事業者しか被告にできないこと
から，団体の背後の個人については事
業者であればできるが，事実上の支配
者というだけではできない。

共通性要件（相当多数の消費者に
共通する事実上及び法律上の原因が
あること）と支配性要件（個別争点と共
通争点があることが前提で，個別争点
の多様性がある程度高いと認められな
い）がある。共通性，支配性は集団訴

訟の本質に由来するもので，アメリカの
クラスアクションでも厳しく審理される。

このほかにも，消費者保護法制とし
て制定されていることから，消費者契約
に基づく請求権でなくてはならず，中で
も，拡大損害，逸失利益，生命身体損
害，慰藉料は除かれている。債務不存
在確認事件には用いることはできず，犯
罪型被害・詐欺的被害や行政による救
済が適した事案にも対応困難である。
５ 特例法裁判制度に適した事件

個別争点における定型性や共通性，
特に定型性が高い事件，また，特定適格
消費者団体が行うことから差止請求訴
訟との連動が可能な事案に向いている。

何よりもこの制度が活躍できるのは，
この制度を使わないことである。この制
度を伝家の宝刀としつつ，提訴前に和
解を行う。世界的にも和解による解決
が本来のルートである。

基調講演⑵
「消費者集団被害事件と弁護士の取組」

大迫惠美子会員（東京，当委員会委員）

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー
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という点が重要な活動になる。自分が
関わったのは後者の事件だが，結局大
半が免除され5％の支払という形で終了
した。
５ ＭＲＩ事件

ＭＲＩ事件は，日本人のみを対象とす
る米国企業の詐欺事件であるが，資産

が米国にあったため，日本の弁護団か
ら米国の弁護士に依頼してクラスアク
ション手続により回収を図る形になった。
6 総括

自分が関わってきた事件のほとんど
は不法行為事件だが，それぞれ事件の
顔も違い，それぞれについて悩んでやっ

てきた。最近は，早く安く簡単に被害回
復ができるようにという被害者からの要
求が強くなってきていると感じている。そ
のような中で，何年もかけて数％くらいの
回復をするのが精一杯だという実情を
どう理解してもらうのかは難しい問題だ
と考えている。

大高会員からは，標記テーマにて，以
下のとおり，ご講演を頂きました。
１ 消費者裁判手続特例法の概要

一つの事案を共通争点と個別争点
に分け，共通争点の有無等を1段階目
で審理する。2段階目の手続では，対象
消費者に通知公告し，対象消費者は
特定適格消費者団体に授権すること
で裁判手続に参加する。団体は取りま
とめて債権届出を行う。対象債権の確
定手続は，簡易迅速に債権の有無・額
を確定させる簡易確定手続と，異議後
の訴訟（通常訴訟手続）によって構成
される。争いのない被害者は，簡易確
定手続で早 に々被害回復できる。

この制度の大きな特徴は，対象事
案が限定されていることで，具体的に
は，①事業者と被害者との間に消費者
契約関係があること，②定型的な請求
損害であること，③金銭的な請求であ
ることが必要とされる。これらに当ては
まらない事案，例えば有価証券報告書
の虚偽記載，個人情報の流出，製品事
故や食中毒は，いわゆる消費者事件で
あっても，特例法の裁判では争えない。
2 消費者裁判手続特例法の活用状況

施行後2年半の間で，全国19の適
格消費者団体のうち，3団体が特定適
格消費者団体の認定を受けている。最
初に認定を受けた特定非営利活動法
人消費者機構日本では，既に2件提訴

（東京医科大学受験料等返還訴訟，
情報商材購入代金返還請求訴訟）し，
申入れも4件行っている。2番目に認定
を受けた特定非営利活動法人消費者
支援機構関西は申入れが2件，最近認
定を受けた特定非営利活動法人埼玉

消費者被害をなくす会は，1件申入れを
行っている。
3 消費者裁判手続特例法のさらな

る活用に向けて
特例法の課題として，救済対象とな

る事案の範囲が限定的であること，対
象消費者への通知公告費用の負担や
授権時の対応負担（説明義務等）が
極めて重いこと，和解による柔軟な解
決についての制度上の担保がないこと，
適格消費者団体の人的・財政的基盤
が脆弱であることが挙げられる。

そこで，特例法のさらなる活用に向け
4つのことを提案したい。

1つ目は，対象事案の拡大等の制度
改正である。特定適格消費者団体と
事業者との間で，訴訟上の和解や訴訟
外の協議を行い，2段階目の手続を用
いずに被害回復することによって，迅速
な解決を図ることである。和解であれば，
金銭以外による解決等，事案に応じた
柔軟な解決を図ることも可能になり，事
業者側もリスクの明確化・コントロール
や企業レピュテーション低下を最低限
にとどめることも可能である。しかし，現
行法下では，事業者との間で統一的な
救済基準を決める和解や協議をしても
個々の消費者を拘束する効果はない。
特定適格消費者団体にとっても，2段階
目の手続を利用しない被害回復の実現
については報酬が得られない。金銭賠
償以外による救済，被害者への返金が
事実上困難な事案における代替的賠償

（スマイル基金への寄附等）が明示的
に許容されておらず，法改正が必要で
はないかと考える。

2つ目が和解のさらなる活用である。

カナダのメープルリーフ事件では問題
発覚から1年以内に法的責任に関する
問題を解決し，企業側が「集合訴訟」
を積極的に活用して企業レピュテーショ
ンを維持することができた。

3つ目が，仮差押えのさらなる活用で
ある。特例法における特定適格消費
者団体による仮差押えは，最大で被害
者全員の請求総額を被保全債権額と
して実行することが可能であり，大きな
効果を有する。また，現在，国民生活セ
ンターによる保証金の立替制度が設け
られている。もっとも，さらなる活用には，
特定適格消費者団体における仮差押
えに必要な情報の収集や，仮差押実行
の結果，事業者が破綻した場合におけ
る対応をどうするのかという課題を克服
する必要がある。

4つ目が，特例法による訴訟と弁護団
方式を相互補完的に利用すれば，相乗
効果を生み出せる可能性があるのでは
ないかということである。

最後に，特例法は必ずしも有効に活
用されているとは言い難い状況にある
が，我が国の消費者保護及び民事訴
訟の歴史の中で画期的な制度である
ことは間違いない。特例法が適切かつ
実効的に運用されれば，消費者被害の
集団的な救済の促進だけでなく，事業
者側にとっても一定のメリットがある。早
急に特例法の見直しの検討を行って制
度の改善を図り，制度のさらなる活用を
期するべきである。

基調講演⑶
「『消費者裁判手続特例法』の最新運用状況と　　　　
今後のさらなる活用に向けて」

大高友一会員（第一東京，当委員会幹事）

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー
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パネルディスカッション

基調講演をされた3名のほか，石田
幸枝氏（全国消費生活相談員協会
理事）の4名をパネリスト，伊藤陽児会
員（愛知県，当委員会幹事）をコーディ
ネーターとして，以下のとおり，パネルディ
スカッションが行われました。
１ 集団的消費者被害回復の到達点

石田氏から，過去の集団的な消費者
被害事件を振り返り，「ココ山岡事件」，

「愛染苑山久事件」等の後に，特商法
の中で業務提供誘引販売が規制され，
法律まで改正されたことが印象に残っ
ていること，大きな事件でも当初は消費
生活センターに相談が入ってきて，セン
ターで解決がつかないと弁護団を紹介
していること等が述べられた。

また，大迫会員から，弁護団事件を振
り返り，到達点という言葉がふさわしい
かどうかは自信がないが，この20年間
を振り返ってみると，弁護士にも被害者
にも明らかに変化はあると思われ，それ
ぞれの変化の中でできるもの，そしてや
らなければならないものが何なのかとい
うことをその都度悩みながらやっている，
との感想が述べられた。
2 新しいタイプの弁護団，集団訴

訟プラットフォーム
ＩＴやＳＮＳを活用した集団訴訟プラッ

トフォームについて，大迫会員から，本
来どのような弁護士がマッチングの相手
方となるのかについては，被害者側も選
択する必要があり，方向性として，消費
者被害を経済的な観点で一つの塊のよ
うに捉えて対応するような弁護士が考
えられているのだとすると，どうしても否
定的な感想を持たざるを得ない，ただた
くさんいるから大丈夫ということで集まっ
て，「この人が弁護士ですよ」と言われ
て，それに任せるということは，非常に危
険な状況であるとの指摘がなされた。
3 伝統的な手法としての弁護団方

式の到達点や意義，近時の動向
三木氏から，ヨーロッパでも集合訴訟

のようなものを作っていく国は増えてい
るが日本でいうところの弁護団方式のよ
うなものがなくなるわけではないこと，ア
メリカのクラスアクションは，オール・イン・
ワン型のクラスアクションで優れた集合
訴訟だが，クラス認定が難しく，認定を
受けられなければ，いわゆる弁護団方

式のようなものをとらざるを得ないとの指
摘がなされた。また，我が国で被害者
の募集の仕方についてＩＴやＳＮＳを活
用した動きや展望があるのか，集団訴
訟で何らかの第三者によるファンディン
グのようなものは可能性として展望があ
るのか，との質問が出された。

大迫会員は，弁護士職務基本規程
との関係から，弁護士が事件の募集を
することは基本的にできない，また，第
三者からのファンディングについては，倫
理に反する恐れがあり，リターンも期待
できないことなどから，少なくとも消費者
問題の関係ではそのような動きはないと
回答した。

大高会員は，弁護団活動で報酬をも
らえたケースがあったときに，その報酬
で基金を作って，そこから新しい弁護団
を立ち上げるときの初期費用を貸し付
けることがある，被害者を募集する伝統
的な手段としてはいわゆる110番だった
が非常に反応が悪い，我々の方で，むし
ろ積極的にプラットフォームを作っていく
ということも考えなければいけない，と述
べた。
4 消費者団体訴訟制度による被害

回復の到達点
三木氏から，2年半で訴訟が2件とい

うことは，決して少ない数とは思ってい
ない，むしろよく頑張っている，との評価
が述べられた。また，むしろこの新しい
特例法裁判制度を「抜かずの剣」にし
て，訴訟前，訴訟外の和解を進めていく
ということが，本来の使い方であるとの
指摘がなされた。

大高会員からは，イソフラボンの事件
は，その検討に携わったメンバーは手
弁当で活動して非常に成果があったが，
このような事件しかできなかったという
気持ちもあり，検討に携わっている立場
からすると申入れまでいける事案がな
かなかないとの実情が述べられた。
５ 特例法の裁判制度ができたこと

についての意義や現在の運用状況
石田氏から，少額多数の被害を想定

した制度ができて本当によかったとの
率直な感想が述べられ，実際に消費者
被害にあって消費生活センターに相談
に来る人は被害者の7％程度といわれ
ており，声を上げない被害者がたくさん
いるので，1件解決した後にこの制度に
のせて被害回復が図れれば，かなり多
数の方は被害回復ができるとして，制度
への期待が述べられた。
6 適格消費者団体の活動と相談業

務に与えた効果　
石田氏から，全国消費生活相談員

協会においては，裁判外の事例につい
ても，全て終了した事案について相手
先事業者とのやりとりとその結果をホー
ムページに掲載していること，それを見
た相談員から問合せが入ってくること
が報告された。また，協会から相談員に

「このような事案もあるというようなこと
で，交渉してみたらどうでしょうか」という
ことを案内した結果，解決に至った事例
もあるとの報告がなされ，差止めだけで
はなく，現実の被害回復にも役立ってい
るのではないかとの感想が述べられた。
7 今後の課題と展望
⑴ 現行制度の限界～諸外国の制度

との比較
  大迫会員から，MRI 事件でアメリ

カのクラスアクションを利用した経験
を踏まえ，同制度と特例法裁判制度
との違い，手続のダイナミックさについ
て実感に基づく発言があった。

  大高会員からは，日本の制度は，ク
ラスアクションだけでなくブラジルやフ
ランス等の制度と比べても非常に制
約が大きいこと，一方で，アメリカ等と
比べ消費者の利益を考えて事件に
取り組める状況もあると発言があった。

  三木氏は，諸外国の法制と比較
し一番の問題は原告適格が非常に
限られている点，特に被害者本人に
原告適格を認めていない点であると
指摘し，スウェーデンでは3種類の原
告適格（消費者団体，国，被害者本
人）のうち専ら被害者本人が原告と
なる類型が使われていることや，東
京医科大学事件の例等を挙げ，被
害を受けた本人に一番インセンティブ
があり，被害救済は自分たちで手掛
けたいという欲求を満たす制度でな

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー
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まとめ
最後に，当委員会の黒木和彰委員長（福岡県）から，本セミナーの総括と閉会の挨拶がありました。要旨は以下のとおりです。

消費者被害の被害者は，事業者から見れば単に売上げの基礎という意味で個性をもたない。従来型の弁護団方式は，自
分が被害者だという形で，名前を取り戻していく過程だった。

この点，特定適格消費者団体は，一段階目では授権がいらない。個々の被害者の個性を問わず，事業者と対等に闘える，
今までになかった独特の存在である。しかも，仮差押えまでできることで，個々の被害者が，自分の被害に気がつかない段階で
も相手方の財産権をホールドできるのであり，今後も検討を続けていくべきものである。

本日の成果を３年後の見直しの一つの大きな試金石として，引き続き取り組んでいきたい。

ければならないとの考えを述べた。
⑵ 制度の活用方法

ア  訴訟外の和解の活用
  三木氏からは，判決を得ることを

目指すよりも，和解をうまく活用する
ことが本来の使い方であり，立法
過程においては訴訟上の和解の
制度を盛り込むことを強く主張した
が，特に，本制度による訴訟を背景
にした訴訟前の和解が望ましいと
の指摘があった。

  大高会員からも，訴訟上の和解
には制約があり，どこまで許容され
るのか条文上明確でなく，事業者
としてもメリットがないこと，イソフラ
ボン広告事件において，消費者へ
の通知や返金，更にその実施状
況の報告等まで和解内容に盛り
込むことも訴訟外の和解として柔
軟に行うことができたとの説明が
あった。他方で，現行制度上，特
定適格消費者団体への報酬が二
段階目の手続で初めて発生するこ
と，訴訟外の和解の活用や継続
的な活動の担保のためには，訴訟
外の活動であっても報酬が入る形
にしなければならないとの指摘が
あった。

イ  仮差押え
  伊藤会員から，本制度において

画期的であるのは最大で被害者
全員の請求総額を被保全債権と
した仮差押えができるという点で
あると指摘があった。

  大迫会員からは，同制度がある
としても，財産状況について情報
が得られることが少ないこと，伝統
的集団訴訟でも，財産の把握と予
納金の積立てに苦労してきたとの

経験が語られた。
  三木氏からは，報酬にしても予

納金の問題にしても，日本は資金
的な基盤や消費者団体を支える
社会的背景がないことが諸外国
との大きな違いであるとの指摘が
あった。

ウ  弁護団とのコラボレーション
  大迫会員からは，この特例法裁

判制度を上手く活かせるような形
で弁護団を作り，特例法裁判では
制度上できないことを広げていく手
段として弁護団とのコラボレーショ
ンができればおもしろいとの発言が
あり，三木氏からも，それは興味深
く望ましいし，また，棲み分けという
ことも考えられると指摘があった。

  大高会員からは，その場合もや
はり和解が重要であり，特例法裁
判制度を和解の圧力にすることで，
同法の枠組に当てはまらない事例
も含めて有利な解決を早期に獲
得する方向で使えれば，積極的
な選択肢の一つとなるとの発言が
あった。

エ  行政，消費者団体等との連携
  石田氏から，消費生活センター

等の相談窓口が果たす役割とし
て，斡旋等による個別解決にとどま
らず，特定適格消費者団体への

情報提供が行われるように相談員
が橋渡しを行うことが重要であると
発言があった。また，二段階目の
通知公告の段階でも，国民生活セ
ンターから各消費生活センター等
に情報提供があれば，相談員とし
ても積極的に消費者へ案内する
等の役割を果たすことが期待でき
るので，特定適格消費者団体，消
費生活センター及び国民生活セン
ター等が連携を強めていく必要あ
ると指摘があった。

8 質疑応答
会場からは，カナダのメープルリーフ

事件のように事業者が責任を認め金銭
支払いを合意する和解を一段階目で
行った場合に，特例法裁判制度では和
解の効力をどう及ぼすのか，また，和解
の適正性は誰がどのように判断するの
か，との質問があった。これについては，
大高会員から，特例法上は，同事件の
ような，二段階目で参加する消費者の
請求額が固定されてしまうような訴訟上
の和解はできない，また，訴外での和解
の適正性については，消費者庁や他の
消費者団体とも情報共有する仕組み
の中で確保されると思われる旨説明が
あった。

また，特定適格消費者団体の情報
収集力の強化のためディスカバリー制
度を導入することの是非について質問
があり，三木氏からは，特例法の改正で
は難しく民事訴訟法全体の改正の話に
なること，大迫会員からは，情報収集は
長年の課題であるが，全面的なディスカ
バリー制度の導入となると，リーガルコス
トとの兼ね合い等，日本の裁判や弁護
士の業務の在り方の問題とも関わり，研
究が必要であるとの発言があった。

特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー
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特定商取引法の執行力強化に関する意見書
リ ポ ー ト

１ 特定商取引法の法執行について
特定商取引法は，悪質商法被害を取

り扱う弁護士にとってはなじみのある法
律です。もっとも，クーリング・オフ等の
民事規定に比べると，行政による法執行

（業務停止命令等の行政処分や行政
指導）について検討する機会は少ない
のではないかと思われます。

特定商取引法の法執行は，国（消費
者庁，地方経産局）だけでなく都道府
県にも執行権限があります。行政による
法執行は，対象事業者による被害者に
対して被害を告知して被害救済につな
げるとともに，新たな消費者被害の発生
を防止する機能があり，消費者保護に
とって極めて重要です。
2 意見書提出の経緯

2016年6月に成立した改正特定商
取引法では，執行力強化を指向した規
定が多く盛り込まれましたが，残された
課題も多く，参議院において「都道府
県知事が行う業務禁止命令が，複数
の都道府県にまたがる消費者被害事
案に適切に対応するものとなるよう・・・
必要な措置を講ずること」との附帯決
議が付されました。

また，2017年8月，内閣府消費者委
員会は「消費者行政における執行力
の充実に関する提言～地方における
特商法の執行力の充実に向けて～」に
て，執行体制に係る課題や悪質事業
者への対応等について具体的な提案
を行いました。

こうした状況の中，日弁連は，都道府
県を対象として，「消費者行政におけ
る執行に関するアンケート調査」を行
い，執行業務の実情や率直な意見を把
握することができました。これを踏まえ，
2019年7月19日，日弁連は，各都道府
県と国に対し，特定商取引法の執行力
を強化するための措置を求める標記意
見書を提出しました。
3 意見書の内容

意見の趣旨は4つあります。以下，簡
単に説明します。

⑴ 執行体制の充実化
  前述のアンケート調査では，24都

道府県が執行に当たっての問題点と
して「人員不足」を挙げており，また，
執行専属部署のある都道府県の方
が執行件数において優れた結果を
残していました。

  そこで，各都道府県に対し，消費
者行政担当職員の増員や執行専属
部署の設置等の執行体制の充実化
を求めています。

⑵ 執行業務における専門性の強化
  犯罪捜査における事実調査等の

ノウハウは特定商取引法の執行にお
ける事実調査にも役立ちますし，弁
護士を関与させることで早期の段階
から執行を見据えた戦略的対応が
可能となります。

  そこで，各都道府県に対し，警察
関係者の人材活用や弁護士によるア
ドバイザー制度の活用等による専門
性の強化を求めています。

⑶ 国における執行力強化の取組
  執行力強化のためには，国自身の

取組も必要であり，上記⑴⑵の実現
のためには財源確保が必要です。ま
た，執行が低調になっている一要因
に自治体におけるノウハウ不足が挙
げられます。

  そこで，国に対し，都道府県をまた
ぐ広域被害に対する積極的な調査・
執行，各都道府県に対する財源措
置の実施，執行業務に関するノウハ
ウの整備・共有及び研修の充実化
を求めています。

⑷ 違反行為を中止した場合の行政
処分権限を明確化する法改正

  特定商取引法は執行要件として
「取引の公正及び購入者若しくは
役務の提供を受ける者（以下「購入
者等」という。）の利益が害されるお
それ」を定めています（同法第7条，
第8条）。執行実務では，この要件を，
違反行為が今後も継続され，かつ新
たな被害が発生するおそれがある

場合に限定したものと解釈し，運用し
ています。

  しかし，処分に向けた調査手続を
察知した悪質業者が，処分を回避す
べく違反行為を急遽中止・変更する
ことがあり，かかる事態に対処する必
要があります。

  そのため，上記執行要件は，他の
事業者も含めて市場における同種
違反行為を抑止し，取引の公正を確
保する必要性がある場合や，当該事
業者の違反行為により契約を締結し
た既存の購入者等が被害に気付か
ないまま放置されることがないよう購
入者等の利益保護を図る必要性が
ある場合も，処分の対象に含まれると
解すべきです。

  そこで，国及び各都道府県に対
し，違反行為を行った対象事業者が
違反行為を中止した場合であっても，
既存の購入者等の利益保護を図る
必要性又は市場における同種違反
行為を抑止する必要性が認められる
ときは執行要件を満たすと解釈して
運用するよう求めるとともに，国に対し
てはこのことを明確化する法改正を
求めています。

4 各地でも要請を
日弁連の意見書提出によって簡単に

特定商取引法の執行力強化が実現す
るわけではありません。消費者行政予
算は減少傾向にあり，上記を実現してい
くためには日弁連を中心として行政に対
して要請していく必要があります。

そして，特定商取引法の執行を行っ
ている都道府県に対する要請は，各地
で消費者問題に取り組む弁護士の皆さ
んや消費者団体等の協力も必要になり
ます。

一緒にがんばっていきましょう。
割販法・特商法部会

部会長　塩地陽介
（宮崎県）
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千葉県初の適格消費者団体を目指
して活動してきた私たち「NPO 法人
消費者市民サポートちば」（サポ・ちば）
は，2019年6月6日，適格消費者団体の
認定を受けました。令和初，全国20番
目の適格認定取得となります。

2016年5月に設立準備会の結成式
を行い，以後，具体的事案の検討会や
他の適格消費者団体の見学等の活動
を行ってきました。同年12月には NPO
の法人格を取得し，適格認定取得のた
めの本格的な活動に入りました。現在
個人会員100名，法人会員12団体の
体制で活動しています。

現在までに23の事案を取り上げ，うち
申入れが13件，是正された案件が6件，
一部是正された案件が4件と，認定取

得前にしてはまずまずの成果を上げて
きたと思います。

私たちの強みは，横の連携がうまく
いっていることだと思います。弁護士，
司法書士，消費生活相談員，生協，学
者，労働福祉団体の関係者が仲良く
やっています。特に消費生活相談員の
皆さんは，申入れにふさわしい案件をあ
る程度理解した上でサポ・ちばへの情
報提供を勧めてくれるので，事案の掘
り起こしに大きく貢献してくれています。
今後もこうした横の連携を活かしつつ，
積極的な活動を展開していきたいと思
います。

これまでも先輩の適格消費者団体関
係者をはじめ多くの方 に々ご支援をい
ただいてきましたが，今後ますます助け

ていただかなくて
はならないことがあ
ろうかと思います。
サポ・ちばのキャラクター「サポっち・ち
ぽっち」とともに，引き続きのご指導・ご
鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

NPO 法人消費者市民サポートちば
　理事長　拝師徳彦（千葉県）

翔 た く 仲 間

「サポ・ちば」適格認定取得しました！

１  経緯
  特定非営利活動法人とちぎ消費

者リンクは，2019年4月4日，内閣総
理大臣に対して適格消費者団体の
認定を申請し，同年6月26日，認定書
の交付を受けました。千葉県の消費
者市民サポートちばに続く認定で，全
国で21団体目の認定でした。

  さて，特定非営利活動法人とちぎ
消費者リンクは，適格消費者団体の
認定を受けることを主な目的として，
2016年10月に特定非営利活動法人
としての法人格を取得したものです
が，当時は，県内の各分野で消費者
問題に深く関わってきた方々が適格
認定を目指すという一つの目的のた
めに結集したものでした。

  あれから2年10か月で，目標であっ
た認定を得ることができましたことは，
本当に嬉しく，会員一同，感激も一入
でした。

  この間，全国の皆さまには，情報提
供等大変お世話になりました。この場

をお借りして，お礼申し上げます。あ
りがとうございました。

２  活動と今後の抱負
  とちぎ消費者リンクの会員数は，個

人正会員106名，団体正会員14団
体，個人賛助会員10名，団体賛助
会員2団体（2018年度）です。年間で，
理事会を7回，検討委員会を8回開
催しました。また，2018年度の事業者
に対する申入れは2件（通算15件）
実施しました。そのほか，消費者契約
トラブル110番を行い（10件相談有），
会報も年度4回発行しております。

  認定を受けた今，組織としての誇
りと矜持を胸にもう一つの先のステッ
プを目指し，まずは一歩一歩誠実に
業務を遂行していく所存です。そし
て，県民・市民の皆様が，1人でも多
く，笑顔で消費者生活を送ることがで
きますよう，与えられた使命を果たし
ていきたいと思っております。

  今後の活動では，益々，行政との
連携が大切になると思います。あらゆ

る機会を捉え，行政とのパイプを太く
していく必要があります。そのために
は，当団体と行政とは車の両輪であ
るという認識の共有が不可欠ではな
いかと思います。

  さらに，全国の適格消費者団体と
の連携の強化も急務であると思いま
す。

  いずれにしましても，当団体に対す
る尚一層のご支援，ご協力を切にお
願い申し上げ，拙文を結びたいと思
います。

特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク
理事長　山口益弘（栃木県）

翔 た く 仲 間

適格消費者団体に認定されて
～特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク
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日弁連夏期消費者セミナーは，当ニュース
出版部会が企画し，毎年実施している当委員
会唯一の企画です。当委員会では専門部会が
それぞれシンポジウムを実施しているので，夏
期セミナーでは，部会を超えた横断的なテー
マや新しいテーマを取り上げるようにしていて，
セミナーの後にそのテーマに関連した部会が

新たに立ち上がるといったこともありました。
しかし，今や部会が18もあり，独自のテーマを
見つけることが難しくなってきていて，毎年大
いに悩まされます。しかしそれでも，次の時代
に向かって，本セミナーの意義を絶やすことは
できないのです。

今回のセミナーでは，消費者弁護士の活動

の核ともなる集団被害事件について，歴史を
振り返りつつ，制度や運用について活発な議
論を頂きました。参加者の皆様，ありがとうご
ざいました。

飯田修（東京）

第82回先物取引被害全国研究会・千葉大会催 事

　初日午前中には，初心者にも分かりやすい入門講座を準備する予
定です。初日午後には，中央大学の加藤新太郎教授（元裁判官）を
お招きし，今後の23条照会を含む証拠収集の在り方をテーマにご
講演いただくこととなっています。その他，実務に役立つ研究発表や
判決・和解報告等，盛り沢山のプログラムとなる予定です。是非，ご

参加ください。
　なお，金融商品取引業者・商品先物取引業者等の代理人をされて
いる方については，参加をお断りする場合がございますので，ご了承
ください。

日　時	 2019年11月1日（金），2日（土）
場　所	 1日目　ペリエホール，2日目　京成ホテルミラマーレ
会　費	 9000円
主催者	 先物取引被害全国研究会
問合先	 弁護士加藤了嗣　電話：052－684－6630

事 報情件
大阪 「投資詐欺の末端勧誘者に対する損害賠償請求につき逆転勝訴した判決」

（大阪高裁令和元年6月25日判決）（1名確定，1名上告）

１  本件は，ライツマネジメント㈱（既に金融庁の行政処分
により第二種金融商品取引業の登録取消）が募集・勧誘
し，ゴールドリンク㈱が運営を行う信託受益権及びプロテ
クノス㈱（既に第二種金融商品取引業の登録取消）が
募集・勧誘し，リンクコム㈱が運営を行う事業活性ファンド
について，勧誘者から断定的な勧誘を受けて高額な資金
を投資した高齢の顧客5名が，配当が全て停止し，元本
が一切償還されなかった被害について，各会社や各代
表者（別件訴訟），及び勧誘者らに対して，不法行為（詐
欺）に基づく損害賠償請求訴訟を訴えたものです。各会
社・各代表者らに対する請求は一審にて全額認容となり

（事業の実態がなく，詐欺であるとの認定），代表者は控
訴するも，棄却されて確定しました。

  今回報告する控訴審判決は，末端勧誘者ら2名に対
するものです。一審では，顧客ら全部敗訴の判決であっ
たため，こちらから控訴をしました。末端勧誘者2名は本
人訴訟です。

２  勧誘者は，詐欺とは知らなかった，会社の説明のとおり
に勧誘していた，自分や家族も知らずに投資していた等と
反論し，原審は，詐欺の故意は認定できないとしました。

  これに対し控訴審は，他の関連裁判でも投資商品は
全て架空詐欺であったと認定されていること，金融庁の
行政処分の理由・経緯等から，本件信託受益権及び本
件ファンドの対象事業は実態がなく，全体として一連一体
のいわゆる投資まがい詐欺であったと認定しました。

  その上で，末端勧誘者2名が違法性の認識がなかった
との反論に対しては，本件信託受益権勧誘よりも前から
の代表者らと勧誘者らの関係，勧誘者らのマルチ商法の
経験，勧誘者の尋問での回答内容等を詳細に検討し，本
件事業が投資まがい詐欺であったことは認識していたと
認定しました。そして，本件信託受益権及び本件ファンド
は，配当も元本の償還もなされないことを知っていたか，少
なくとも，配当や償還がなされない可能性が十分にあるこ
とを認識した上で控訴人ら（顧客）を勧誘したものであり，
不法行為を構成すると判示し，請求金額全額を認容しま
した。

３  本件では，同じ勧誘者2名に対し，行政処分後に新た
に勧誘した3商品（ファンド・社債・FX）の被害についても，
別途，訴訟を提起しています。

皐月宏彰（奈良）

消 費 者 問 題
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