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消費者庁･消費者委員会10周年記念集会の報告
リ ポ ー ト

2019年9月28日（土）午後0時30分
から，主婦会館9階スズランにて，日弁
連･全国消費者行政ウォッチねっと（以
下「ウォッチねっと」）･全国消費者団
体連絡会の共同開催の形で標記記念
集会が開催されました（参加者約100
名）。
1 冒頭挨拶
冒頭で日弁連の菊地会長から，9月1

日に発表した会長談話も踏まえた挨拶
がありました。
その後，消費者庁の生みの親である
福田康夫元内閣総理大臣からのビデ
オメッセージが上映されました。｢消費
者庁は国民の立場に立った役所第1号
という位置づけ。そういう役所を作った
からにはその精神を貫いてほしい｣との
言葉が印象的でした。
２ 第１部  ウォッチねっと10周年の部
第1部では，消費者庁 ･消費者委員
会創設と同時期に発足したウォッチねっ
との10年間の活動報告がなされた後，
長年にわたり消費者行政に携わり，国
民生活局長を務められた及川昭伍氏と，
ウォッチねっと共同代表の一人である宇

都宮健児会員（東京）による記念対談
が行われました。及川氏からは，昭和
40年に日本で消費者行政が始まってか
ら消費者庁創設に至るまでの消費者行
政の流れを｢消費者の権利｣の視点か
らコンパクトにお話し頂きました。宇都宮
会員からは，消費者庁設置以前の消
費者運動について，国民生活局 ･消
費生活センターが消費者の頼みだった
が，権限がなかったため，各産業育成
省庁に働きかけて事業者を規制するた
めの法律を作らせる運動が中心だった
こと等をお話し頂きました。
その後，ウォッチねっとが毎年行って
いる消費者行政評価（消費者庁の総
合評価：25点中14点など。詳細はウォ
ッチねっとのＨＰ（watch-net.jp）参
照。）が報告され，これを受けて，各評価
対象組織の代表（消費者庁：高田潔
次長，消費者委員会：大石美奈子委員，
国民生活センター：松本恒雄理事長，
総務省消費者行政第1課：梅村研課
長）からコメントを頂きました。
３ 第２部  消費者庁･消費者委員会

創設10周年の部
第2部では，日弁連の小池副会長に

よる挨拶の後，落語家の立川平林（た
てかわひらりん）氏から｢笑って楽しく消
費生活｣と題する落語が披露され，爆
笑の連続でした。
続いてパネルディスカッション「消費
者庁 ･消費者委員会の10年と展望」

が行われました。コーディネーターは元
日弁連消費者行政一元化推進本部本
部長代行の中村雅人会員（東京），パ
ネリストは松本恒雄氏（国民生活センタ
ー理事長・元消費者委員会委員長・元
消費者行政推進会議委員），今井純子
氏（NHK解説委員），加納克利氏
（消費者庁消費者制度課長），河村真
紀子氏（ウォッチねっと副代表幹事・前
主婦連合会事務局長）の4名でした。
松本氏からは消費者庁 ･消費者委員
会 ･国セン3つの組織の在り方を考え
るべきではないかとのご指摘，加納氏か
らは消費者庁立ち上げの際の苦労話
などのお話しを頂きました。河村氏から
は，現在の消費者庁は消費者の立場
に立った司令塔機能が十分発揮できて
いないこと，今井氏からは，適格消費者
団体への財政支援，地域の見守りネット
ワークの地域格差の解消等が課題であ
り，作ってきた仕組みに「てこ入れ」して
育てていくことが重要，消費者庁はもっ
と司令塔としての役割を，とのコメントが
ありました。
４ まとめ
今回の記念集会を通じて，消費者の
立場からの司令塔役を期待された消
費者庁がまだまだ力を発揮しきれてい
ないこと，これを後押しする日弁連 ･消
費者団体の活動も重要であることが改
めて確認されたと思います。

消費者行政部会　　　　　　　
副委員長　拝師徳彦（千葉県）
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内閣府消費者委員会委員就任のご挨拶
リ ポ ー ト

1 自己紹介
2019年9月1日から第6次内閣府消
費者委員会（以下，「消費者委員会」
といいます。）の委員に就任しました大
阪の弁護士の片山登志子です。修習
期は40期です。
私は，弁護士になって間もない時期

に，テレビ発火事件の被害者から相談
を受け，弁護団を結成してメーカーを被
告とする損害賠償請求事件に取り組ん
だことがきっかけで，製品安全の問題に
深く関わるようになりました。当時は製造
物責任法（1994年7月制定）の制定を
求める運動が全国で展開されていた
時期でしたが，私も，製品事故の被害
者救済の困難さを身をもって感じ，その
憤りをドラマ仕立ての劇や紙芝居にして，
全国各地で製造物責任法の必要性を
話して回りました。さらに，製品安全を
確保するには情報公開請求や公益通
報者保護が不可欠ということで，これら
の法制化にも関与してきました。消費者
庁が発足した後の2012年に消費者庁
に置かれた消費者安全調査委員会
（通称 : 消費者事故調）の委員も1期2
年間務めました。
他方で，「ココ山岡事件」（ココ山岡

はダイヤモンドの5年後買い戻し商法で
1997年に破綻した宝石販売会社。全
国各地で弁護団が結成され1万人近
い被害者がクレジット未払金の債務不
存在確認と既払金の返還を求め信販
会社を被告として提訴。最終的には全
国一律の条件で和解により解決し，約
25億円の既払金の返還を獲得しまし
た。）の弁護団に関与したことがきっか
けで取引被害にも関心を持つようになり，
現在は，特定適格消費者団体である消
費者支援機構関西（通称：KC’s）の活
動に副理事長として参加しています。
２ 消費者問題について長年感じ続

けていること
こうした経験を通じて私がこれまで常
に問題だと感じてきたことは，私たちが
生活の中で当たり前のように利用してい

る製品・施設やサービスにどのような危
険やリスクが潜んでいるか，あるいは身
近な契約の中に消費者被害の原因とな
る不公正な表示・勧誘や契約約款がど
んな形や仕組みで潜んでいるかという
情報が，いかに消費者に届いていない
かという点です。消費者は，「他人事で
はない。私も同じ被害に遭遇するかもわ
からない」と共感できるような形で被害
やその発生原因を知らされなければ，
自分自身に関わる問題としてリスクを認
識できるはずもありません。このありのま
まの消費者の生活の実情について，事
業者・行政のみならず消費者自身も気
がついていない・・・そのことが，消費
者被害の根底にある大きな問題ではな
いかと思っています。
「消費者視点を持つ」ことが大切とよ
く言われますが，まさにこのありのままの
消費者の生活や意識の実態を直視す
ることが消費者視点を持つことであり，
その上で，いかにして被害の未然防止
に必要な情報を消費者に伝えるか，さら
には消費者市民として行動する上で必
要な情報を消費者に伝え，消費者市民
の声と行動を引き出すか。それが，「安
全で安心して暮らせる良質な市場」を
築くために事業者・行政がとるべき行動
の原点だと考えています。
３ 消費者委員会の活動状況
さて，第6次消費者委員会が活動を
開始し，早いもので3か月が経過しました
（本原稿は12月初旬に執筆していま
す）。本会議は，今のところ9月3日と10
月4日の2回しか開催されていませんが，
この間に，合計10回の委員間打ち合わ
せが行われています。
第1回（通算で第309回）の本会議

では，山本隆司東京大学大学院法学
政治学研究科教授が委員長に互選さ
れたほか，第5次消費者委員会におい
て消費者委員会の下部組織として調
査審議を行っていた，食品表示部会，
新開発食品調査部会，公共料金等専
門調査会，地方消費者行政専門調査

会について，その活動を継続していただ
くことが決定されました。
また第2回（通算第310回）の本会
議では，消費者庁消費者政策課より，
第4期消費者基本計画（令和2年度か
ら6年度までの5か年計画）の構成案
（これについては，既に令和元年8月に
開催された第304回の本会議で委員
会に説明がなされています。）について
なされたパブリックコメント（8月13日～9
月3日まで実施）の結果が報告され，そ
の内容等について，質疑と意見交換が
なされました。
このほか，委員間打ち合わせでは，
第6次消費者委員会において新たに
調査審議のテーマとして取り上げるべき
課題や検討の進め方，また，消費者問
題シンポジウムや消費者団体との意見
交換，広報の在り方等について，議論を
重ねています。私自身としては，こうした
調査審議のテーマ等を議論する際にお
いても，上記2で述べた問題意識を念
頭に，どうすれば次の10年の消費者行
政の在り方を見据えた議論につなげる
ことができるかを意識して取り組んでい
ます。
今後，具体的な調査審議のテーマが
決まり議論が本格化した際には，日弁連
消費者問題対策委員会の皆様にも
色 と々ご意見をお聞かせいただくなど，
大変お世話になることと存じます。何と
ぞよろしくご指導・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

　片山登志子（大阪）
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シンポジウム「18歳になるキミたちへ～海外事例か
ら考えるこれからの消費者教育～」

リ ポ ー ト

1 はじめに
2019年9月21日弁護士会館において，

日弁連主催，東京三弁護士会共催にて
標記シンポジウムが開催されました。
近時，消費者教育をめぐる我が国の
状況は，消費者教育推進法の施行や
成年年齢の引下げ等によって大きく変
わりつつあります。そのような中で，消費
者被害を防止し，消費者市民社会を実
現するための実践的な消費者教育の
推進が喫緊の課題とされていますが，
他方で，実際の教育現場では，実践的
な消費者教育とはいかにあるべきか，そ
の内容や方法について未だ試行錯誤
が続けられているところでもあります。
このような状況を踏まえ，日弁連では
本年3月にイギリス・ドイツの消費者教
育に関する視察を行いました。本シンポ
ジウムは，諸外国における消費者教育
の現状や取組をひとつの切り口として，
成年年齢の引下げを見据えたこれから
の消費者教育の在り方を考える場とし
て企画しました。
２ 各種報告等
大本久美子氏（大阪教育大学教育
学部教授）は，「消費者市民を育むドイツ
（ヴュルツブルク）の学校教育」と題した
報告において，ドイツの学校で見学した
「エシカル消費（倫理的消費）」に関す
る３つの授業例を紹介した上で，いず
れの授業でも対話的な協同学習が実
現されていたことを指摘するとともに，ドイ
ツでは学校カリキュラム全体が人権に配
慮されたものとなっており，持続可能な
社会の形成者を育成することが学校教
育全体の目標となっていると述べました。
松葉口玲子氏（横浜国立大学教育
学部教授）は，「フィンランドにおける消
費者教育と学校教育環境」と題した報
告において，フィンランドのナショナル・コ
ア・カリキュラム（日本の学習指導要領
に相当するもの）の根底にある「参加と

市民的行動」「公平性と平等」「環境的
責任と持続可能な未来への志向」等の
原理が消費者教育との関係では重要
と指摘した上で，生徒たちの学習環境
の整備（グループ学習に適したひし形
の机の導入等）はもちろん，教員をとりま
く環境の充実（ゆとりある職員室等）も
創造的・横断的な教育を実現する一助
となっていると述べました。
高嶌英弘氏（京都産業大学法学部
教授）は，「ＥＵにおける消費者教育の
特徴とわが国への示唆」と題した報告
において，ＥＵでは消費者教育の担い
手に対するサポートの充実，消費者
「法」教育の充実，権利教育の重視が
特徴的であると述べた上で，我が国で
も高校や大学で消費者「法」教育を総
合的・体系的に学び直す機会を設ける
ことや，消費者教育の専門的な担い手
を育成するシステムを構築することが必
要であると指摘しました。
江花史郎会員（当委員会委員，新
潟県）は，日弁連が実施した海外視察
の成果を基に「イギリス・ドイツ視察から
考えるこれからの消費者教育」と題した
報告において，イギリスの小学校におけ
るアクティブ・ラーニングやビジブル・ラー
ニング（視覚化による教育）の取組や，
エシカル消費の普及に取り組む諸団体
の活動，持続可能な消費に関するドイ
ツの消費者センターや高校の取組を紹
介しました。その上で，成年年齢の引下
げを見据えたとき，これからの日本の消
費者教育においても，悪質商法の手口
等に関する情報提供や注意喚起だけ
ではなく，考える力やクリティカル・シンキ
ング（批判的思考）を育むことが重要と
述べました。
３ パネルディスカッション
これらの報告に続き，中村新造会員

（当委員会副委員長，第二東京）をコー
ディネーターとしてパネルディスカッション

を行いました。
ここでは，身の回りの生活を扱う消費
者教育こそアクティブ・ラーニングの手
法による学びが適していると考えられる
が，その一方で，ただ話し合う機会を作
るだけでは深い学びにつながらず，他
者の話に耳を傾け，対話を通じて自ら
気づきを得る機会とすることが重要との
指摘がありました。また，クリティカル・シ
ンキングとは，要するに多面的・多角的
に考える力であり，日本でも今後，物事を
いったん立ち止まって自分の頭で考え
る力を涵養する必要があるとの意見が
出されました。最後に，弁護士にどのよ
うな役割を期待するかという質問に対し
ては，登壇者から，リアルな社会の生の
声を学校現場に届けて欲しい，消費者
被害の防止に重点を置くことは当然とし
ても，それだけでは対処療法的な教育
にとどまるので，被害が生じる社会構造
にまで遡って，権利を適切に行使するこ
とが社会を変えていくことにつながると
いうところまで踏み込んで欲しいといっ
た期待が寄せられました。
４ まとめ
本シンポジウムを通じて，成年年齢の

引下げを2年後に控えた我が国におい
ても，諸外国の実践例を参考にしつつ，
持続可能な社会を形成する担い手とな
るために必要な力をいかに育てるか，そ
の効果的な仕組みづくりが改めて課題
となりました。

消費者教育・ネットワーク部会　
副委員長　遠藤郁哉（島根県）
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シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in鹿児島」報告
リ ポ ー ト

1 はじめに
2019年11月16日（土）午後1時から，
鹿児島県弁護士会にて，同弁護士会と
日弁連の主催で，標記シンポジウムが開
催されましたので，ご報告いたします。
２ 基調講演
はじめに，国府泰道会員（大阪）から，
基調講演として，訪問販売・電話勧誘
販売で高齢者の消費者トラブルが増加
していること，消費者安全確保地域協
議会の取組，不招請勧誘に対する法
的規制等の報告がありました。特に，大
阪府消費者保護条例等が「訪問販売
お断り」ステッカーに拒絶意思の効力を
認めている点については，シンポジウム
に参加した会員からも，高い関心の声
が寄せられました。
３ リレー報告
基調講演に続き，鹿児島県弁護士

会，鹿児島県消費生活センター，鹿児
島市消費生活センター，鹿児島市長寿
あんしん相談センター，南さつま市消費
生活センター及びＮＰＯ法人消費者ネッ
トワークかごしまからリレー報告がなされ
ました。特色ある報告として，鹿児島市
消費生活センターからは，小学校5・6
年生向け，中学生向け，高校・大学生
向けの出張講座用啓発冊子をそれぞ
れ用意していること，鹿児島市長寿あん
しん相談センター（地域包括支援セン
ターの愛称）からは，センターの活動を通
じて直面した認知症の高齢者の特徴
や消費者被害の実例，南さつま市消費
生活センターからは予算獲得等に向け
た消費者行政内部の動き，民間事業者
との共催による新たな取組であるＩＣＴ
啓発事業等がありました。

４ おわりに
鹿児島県弁護士会消費者問題対策
委員会は年に2回，消費者問題連絡協
議会という，各地の消費生活センターほ
か関係団体をお招きして情報共有を行
う会を開催しています。本シンポジウムを
受けて，消費者問題に関する各自治体
との連携をより一層進めていく意識を委
員会としても共有することができました。
このように，本シンポジウムは大変有
意義なものとなりました。
来年度，鹿児島県で開催される日弁
連人権擁護大会においては，消費者問
題がテーマとして取り上げられる予定と
なっておりますため，充実した大会となる
よう，本シンポジウムで得た知見も活用し
ていきたいと考えています。

新山奈津子（鹿児島県）

シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in秋田」報告
リ ポ ー ト

1 はじめに
2019年11月29日（金）午後1時30
分から，秋田県庁第二庁舎大会議室に
て，秋田弁護士会と日弁連の主催で標
記シンポジウムが開催されました。参加
者は約60名でした。
₂ 基調報告
最初に，国府泰道会員（大阪）から，
基調報告として，訪問勧誘・電話勧誘
と高齢者の消費者トラブルが増えている
ことを踏まえ，北海道における「消費者
被害防止ネットワーク」の活動が成果を
上げていること，大阪府消費者保護条
例で訪問販売お断りステッカーに効力
を認めていること，Do-Not-Call・Do-
Not-Knock 制度の創設が必要であ
ることが報告されました。
次に，渡部諭秋田県立大学教授

（心理学）から，人間の心理的特徴（心
の癖）について説明がなされ，特に詐欺
に引っかかりやすい傾向を持った方に

対し，効果的な働きかけをすることにより
詐欺被害防止をしようとの考えから詐
欺抵抗力判定アプリを開発し，活動して
いることが報告されました。
３ 高齢者に係わる活動をしている

団体からの活動報告
次に，各団体から以下の報告があり

ました。
①秋田県生活センターによる，県内

の高齢者の消費者被害の状況と消費
生活相談の体制，②秋田県社会福祉
協議会による，民生委員の高齢者世帯
への訪問見守り活動等，③秋田市社会
福祉協議会による，日常生活自立支援
事業の説明と消費者被害対応の実例，
④下新城地域包括支援センターニコニ
コによる，高齢者の消費者被害の発見
と各機関の連携による保護の実例，⑤
秋田県警察本部による，特殊詐欺被害
の実例（犯人の電話音声）と自動通話
録音機や金融機関との連携による被害

防止対策，⑥秋田弁護士会の藤原美
佐子会員による，社会福祉士向け無料
電話相談や地域包括との協定，認知症
カフェ，権利擁護研修等の活動につい
て，それぞれ報告がなされました。
また，黒木和彰会員（福岡県），野々
山宏会員（京都），消費生活相談員小
玉順子氏（秋田市）から，見守りネットワ
ークの重要性，消費者契約法のさらな
る見直しの必要性，不招請勧誘規制の
必要性等が指摘されました。
４ おわりに
本シンポジウムには，自治体職員，消
費生活相談員，福祉担当職員，看護師
等，高齢者と接する立場の方 に々多く
参加していただけました。各団体が活
動報告することで，団体相互の認識を
深めることができ，さらに有効な見守りネ
ットワーク整備に向けて，弁護士会として
できることを考える良い機会となりました。

近江直人（秋田）
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民事裁判手続等のＩＴ化に関する現状報告
リ ポ ー ト

1 フェーズ１の開始
民事裁判手続等のＩＴ化を実現する

ための民事訴訟法改正が検討されて
います。これに先行して，2020年2月3
日から，知財高裁のほか，東京（計21
部），大阪（計12部），名古屋，広島，福
岡，仙台，札幌及び高松の9地裁で民
事裁判手続ＩＴ化のフェーズ1が開始さ
れます。同年5月頃から，横浜，さいたま，
千葉，京都及び神戸の5地裁でも開始
し，その後，他の裁判所でも順次開始さ
れる予定です。
フェーズ1とは，動画と音声を送受信
するウェブ会議により弁論準備手続等
の争点整理を行うものです（フェーズ2
は改正された民事訴訟法に基づく弁
論・争点整理等の運用の段階であり，フ
ェーズ3はオンラインでの申立て等の運
用の段階を言います。）。
全ての事件がウェブ会議で行われる

ことにはなりませんが，従来，電話会議に
より争点整理が行われていた事件は，
順次，ウェブ会議に置き換わることになる
と思われます。書面による準備手続で
争点整理をする場合は，当事者双方と
もにウェブ会議で協議に参加でき，裁判
所への出頭が不要になります。もちろん，
裁判所への出頭を希望する場合は，裁
判所からこれを拒まれることはないはず
です。
ウェブ会議は，MicrosoftのTeams

というソフトウエアを利用して行われます。
ウェブ会議に参加するためにはTeams
のアカウントを設定し，カメラやマイクが
使えるパソコンを用意するなどの準備
が必要となり，日弁連ではその方法を解
説するeラーニングを準備しています。
Teamsには，ウェブ会議の機能の

ほか，ファイル共有の機能がありますの
で，事件によっては，この機能を利用し
て，争点整理案，時系列表，瑕疵一覧
表等のファイルを事実上の書面として裁
判所や相手方とやりとりする可能性があ
ります。また，2021年度以降には，民事
訴訟法132条の10の民事訴訟規則を
設けて，準備書面等のオンライン提出の
先行実施が始まる可能性があります。

２ 民事司法制度改革推進に関する
関係府省庁連絡会議での検討
政府は，民事司法の国際競争力とい

う観点から，知財紛争における既存のＡ
ＤＲ機関や裁判所等の紛争解決能力
の強化等に並んで，民事裁判手続等の
ＩＴ化を重視し，その対応を検討するた
め，2019年4月から，民事司法制度改
革推進に関する関係府省庁連絡会議
（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku 
/minjikaikaku/）を開催し，幹事会の会
合が9回開催されました。連絡会議に
は最高裁事務総局総務局長と日弁連
副会長が，その幹事会には最高裁事
務総局総務局第一課長と日弁連事務
次長が参加していますが，いずれもオブ
ザーバーという立場であり，日弁連には
これをバックアップする委員会等はあり
ません。幹事会の議事録は非公開で
議論の詳細は分かりませんが，2019年
12月9日の第9回会合の資料によれば，
同会合では取りまとめ骨子（案）が検討
されたようです（https://www.cas.go. 
jp/jp/seisaku/minjikaikaku/kanjikai 
_dai9/sidai.pdf）。
民事裁判手続等のＩＴ化については，
民事司法の国際競争力という観点から，
「民事訴訟につき，計画的かつ適正迅
速な裁判の実現に向けて，裁判手続等
のＩＴ化を進めるとともに，これを契機に，
民事訴訟手続の法制面や運用面にお
ける見直しを図る必要がある」とし，「国
民の司法アクセスが後退しないよう配慮
して，段階的に全面オンライン化を実現
する」，「全面オンライン化実現の過程
では，オンライン申立ての場合に，書面
申立ての場合と比較して手続上のイン
センティブを設ける等のＩＴ手続の利用
促進策を検討する」としています。そし
て，民事訴訟のＩＴ化と同時に必要な改
革として，「ＩＴ化の機会に，システムのＩ
Ｔ化に留まらない適正かつ迅速な民事
裁判の実現に向け，特別な訴訟手続な
ど新たな制度の創設も含む法制面の
検討を行うとともに，運用改善の取組が
されることを期待する」としています。
なお，知的財産権関係事件に関し，
弁護士費用に関する敗訴者負担の導

入の検討を進めるとしている点は，警戒
する必要があります。
３ 民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告

書の公表
公益社団法人商事法務研究会の民
事裁判手続等ＩＴ化研究会（https://
w w w. s h o j i h o m u . o r . j p / ke n k y u u /
saiban-it）は，私的研究会であるとはい
え，最高裁，法務省及び日弁連も参加し
て，民事裁判手続等ＩＴ化の論点整理を
しているため，2019年12月に公表された
「民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告書
－民事裁判手続のＩＴ化の実現に向け
て－」は，今年度中に法制審議会に諮問
される予定の民事訴訟法改正の議論
に大きな影響を与えるものと思われます。
民事裁判手続のＩＴ化は，利用者の
選択肢が増え，利便性が向上する限り
では賛同できるものです。しかし，報告
書には，裁判を受ける権利，適正な裁
判の実現が後退するのではないかと危
惧される提案が含まれています。消費
者被害救済の立場からは，報告書で検
討された論点ないし提案のうち，以下の
各点が要警戒です。
①オンライン申立ての全面義務化の
段階的実現（報告書7頁以下）
②濫用的な訴えを防止するための方
策（同28頁以下）
③公示送達の方法の見直し（同40
頁以下）
④特別な訴訟手続の創設（同70頁
以下）
⑤和解に代わる決定の制度（同129
頁以下）
⑥閲覧等の制限決定があった場合
における秘密保持制度（同145頁
以下）

目下，日弁連民事裁判手続等のＩＴ化
検討ワーキンググループが作成した報
告書に対する意見書案が各弁護士会
等に意見照会されているところです。理
事会での審議を経て，2020年春頃には，
日弁連の意見が公表される予定です。
私たちの業務に大きな影響が及ぶもの
であり，活発な議論が求められています。

民事裁判手続等ＩＴ化検討部会　
副委員長　江野栄（秋田）
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2019年9月30日，中国北京の人民
大会堂にて，中国政府友誼賞を受賞し
た件についてご報告します。
１		 当職は，我が国の中国政府に対す
るODA事業である法整備支援プロ
ジェクト実施のために，国際協力機構
（JICA）の長期専門家として2011
年1月から北京に派遣されており，前
回，本ニュース（2010年11月139号）
で出発前のご挨拶をしてからちょうど
9年が経過しています。
	 	 長期専門家の主な任務は，中国の
国会に相当する全国人民代表大会
で立法起草を担当する法制工作委
員会（以下「全国人大」「法工委」と
略）に対して，日本国内の関係機関
（国会両院及び内閣の法制局，法務
省その他関係省庁，裁判所，弁護士
会）及び研究者・専門家等による日
本法の知見提供に関して，いわば日
中間の「橋渡し役」をすることです。
	 	 プロジェクトによる日本法の知見提
供は，①中国国内で法工委関係者
及び中国の関連機関（人民法院，
検察院，国務院関連部門等），研究
者等の参加による研究会を日本国内
から講師をお招きして実施する「現
地セミナー」，及び②法工委関係者
等10数名からなる調査団を組織して
日本国内の関係機関等を訪問し，約
2週間の調査研究を行う「本邦研
修」が中心です。そして長期専門家
はこれらのテーマ・質問事項の選定，
日本側への関連情報の提供，日本側
講義資料の中国語翻訳校閲，資料
テキストの編集作成，現地セミナーの
司会進行を担当しており，また本邦
研修ではその全行程に同行して，研
修監理と実務法曹としてのコメント補
足や不明点に関するアフターケア，道
中における通訳ガイド兼ボディーガー
ド役だけでなく，日本の歴史・文化等
を語れる素養も試されます。
	 	 2011年当初は，国別研修「民事
訴訟法及び民事関連法」（法工委
民法室）で民事訴訟法，消費者権益
保護法，相続法，著作権法の改正支

援から始まり，2012年開始の国別研
修「行政訴訟法及び行政関連法」
（同行政法室）では行政訴訟法，行
政不服審査法，環境保護法，食品安
全法，大気汚染防止法，資産評価法，
教育関連三法の改正支援等を兼任
することになり，さらに2014年開始の
「市場経済の健全な発展と民生の保
障のための法制度整備プロジェクト」
では，法工委担当室の全てを相手方
としてカバーすべき対象法の範囲も
拡大しており，立法法改正（同国家
法室），サイバーセキュリティ法起草
及び特許法・証券法の改正（同経
済法室），犯罪被害者権利保障法制
及び関連司法制度（同刑法室，国
家法室），業界協会・商会法及び労
災保険法起草（社会法室），行政手
続法起草（行政法室），民法総則及
び民法典編纂（同民法室）等に関与
して現在に至っており，現在の課題
は2020年3月成立を目標とした統一
民法典編纂です。
２		 今回の中国政府友誼賞（Friend-
ship	Award）については，中国政
府が中国の現代化建設と改革開放
事業において突出した貢献をした外
国専門家を表彰するために設けられ
た国家レベルの最高の栄誉賞である
と説明されています。
	 	 その歴史的経緯をみると，1950年
代，新中国建設に貢献した旧ソ連や
東欧諸国からの専門家を激励する
ために設けられた賞項目で，周恩来
首相等が10月1日国慶節の前夜に，
特に貢献のあった外国専門家に対し
て感謝状を授与したのが前身であり，
さらに1978年の改革開放以後にお
ける外国専門家の導入登用に伴っ
て表彰活動が新たに展開され，1991
年には国家外国専門家局が現行の
「友誼賞」を設置し，以後，毎年約50
名の外国専門家が選ばれており，そ
の専門分野は工業，農業，資源環境
保護，教育科学技術，医療衛生，文
化体育等など多岐に渡っています。
	 	 今回の表彰式では，世界31か国

の外国専門家100名（うち日本人は
13名）に対して国務院・劉鶴副総理
から友誼賞の記念メダルと賞状が授
与され，その後に国務院・李克強総
理との会見・講話等の記念式典が行
われました（実際には9月27日から
10月1日の国慶節記念行事までの間，
イノベーション創出のための各種政
策や高等教育の在り方等に関するシ
ンポジウム・建国70周年関連イベント
が目白押しでした。）。
	 	 例年に比較して受賞者が多いの
は，今年が建国70周年であり，同時
にまた改革開放40周年の節目の年
であることが関係したようです。また
日本人受賞者が比較的多いことは
昨今の日中関係改善の反映だけでな
く，改革開放支援として開始された我
が国の対中ODAへの評価・感謝
の現れという面が看取できます
（ODA関係では，当職のほかに小
池俊雄先生（気象災害協力），南川
秀樹先生（環境保護）の計3名）。
３		 今回の友誼賞受賞は，法整備支
援プロジェクトの相手方機関である
全国人大法工委からの申請・推薦に
よるものですが，実質的には我が国
ODAによる法整備支援に対する全
国人大及び中国政府による評価と感
謝が体現されたものだと受け止めて
います。
	 	 日弁連及び各弁護士会の関係委
員会をはじめ，これまで対中法整備
支援にご協力・ご尽力頂いた全ての
皆様に対して感謝を込めてご報告す
る次第です。

白出博之（大阪）

翔 た く 仲 間

中国政府から「友誼賞」を受賞しました
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事 報情件
東京

割賦販売債権の包括譲渡を受けた債権回収業者からの請求について，約款の異議
無き承諾条項の効力を否定し，一部棄却した事例（東京高裁令和元年11月14日判決（上告））

１		 事案の概要
	 	 欺瞞的商法で被害を出している訪問販売業者との間
で，継続的な包括債権譲渡契約を結び，当該訪問販売
業者の顧客に対する自社割賦販売契約に基づく割賦債
権を譲り受け，回収する，自称ファクタリング業者に対する
判決が東京高裁でありました。
２		 原審（東京地裁平成31年１月29日判決）の判断
	 	 原審は，2011年の割賦販売法改正で定義が設けられ
た，顧客と個別信用購入あっせん業者との間の個別信用
購入あっせん関係受領契約に着目し，その消費者保護
機能を重視して，これを欠くものは，個別信用購入あっせ
んに類似していても，そもそも割賦販売法の適用はない，
と認定しました。
	 	 本件のスキームは，販売店からファクタリング業者への
債権譲渡が骨子となっており，顧客とファクタリング業者と
の間には，何の契約関係も想定されていません。それどこ
ろか，顧客はファクタリング業者が存在することを知らされ
ていませんでした。
	 	 原審は，その点を捉え，本件スキームには割賦販売法
が適用される余地はないとし，したがって，抗弁の接続は
認められないといい，ファクタリング業者には割賦販売法
上の加盟店管理責任もない以上，本件販売店の欺瞞的
商法に気づかなかったことに過失はないから，異議無き

承諾による抗弁の切断が認められるとし，ファクタリング業
者の顧客に対する譲受債権の請求を全額認容しました。
３		 高裁の判断
	 	 高裁は，契約書裏面に書かれた異議無き承諾条項は
有効としながらも，抗弁の切断を否定するとともに，「包括
債権譲渡契約→個々の債権譲渡→個々の顧客の信用
調査と債権譲受成立」という本件ファクタリング業者作成
のスキームが，割賦販売法の定める個別信用購入あっせ
んに該当し得るとも認定し，顧客の販売店に対する抗弁
をファクタリング業者に対抗しうると判断しました。
	 	 その上で，顧客の落ち度も認定し，信義則上，顧客は
請求額の５割については支払を免れないとしました。
	 	 高裁は，異議無き承諾条項に抗弁切断効を認めるべき
か否かは，債権取引安全保護の見地から，当該譲受人
が保護の必要性の高い者か否かを検討する必要がある
として，本件ファクタリング業者は本件顧客に比し，利益を
保護すべき必要性は低いと認定して，上述の結論を出し
ました。
	 	 また，本件スキームは個別信用購入あっせんに極めて
類似するので，ファクタリング業者には加盟店管理に似た一
定の管理を行うことが求められていたとし，欺瞞的商法の
存在に気づかなかったことに落ち度があると認定しました。

大迫惠美子（東京）

東京
投資用マンションの勧誘について説明義務違反を認めた事例

（東京高裁令和元年9月26日判決（確定））

１		 事案の概要
	 	 不動産購入や投資の経験がなく自己資金も約150万
円であった高校教師（一審原告）が，不動産業者（一審
被告）から投資用マンション購入の勧誘を受け，2011年６
月と８月に各2210万円，2160万円の売買代金を支払っ
てマンション合計2部屋を購入させられた事案です。
	 	 上記各部屋を1900万円，1920万円でしか転売できず，
諸費用等の損害もあったため，説明義務違反等の違法
行為があり一審被告が使用者責任を負うと主張して損
害賠償請求しました。
２		 判決の要旨
⑴	 原判決（東京地裁平成31年４月17日判決）は説明
義務違反を肯定する一方で，損害の４割の過失相殺
をしました。一審被告が控訴したため，一審原告も附
帯控訴しました。

⑵	 高裁判決は，上記のような属性を有する一審原告に
対し，多額のローンを負担させて2000万円超のマンシ
ョン投資を勧誘する従業員は，少なくともマンション投資
についての空室リスク，家賃滞納リスク，価格下落リスク，
金利上昇リスク等をわかりやすく説明すべき注意義務
を負っていたと判示しました。その上で，高裁判決は，メ
リットのみを強調し，リスクを具体的に説明せず，むしろ
一審原告がリスクを理解していないことを認識しながら

リスクを無視したシミュレーション表を示したなどとして，
説明義務違反を肯定しました。なお，各売買契約の際
に，リスクが抽象的に記載された「告知書兼確認書」
に一審原告が署名押印していましたが，高裁判決は，
一審原告はその記載内容を十分理解しておらず，署
名押印したことも認識していなかったと認定しました。
	 	 そして，各購入代金，購入に伴う諸費用，不動産取
得税の合計額と，各部屋の客観的価値（本件では転
売価格を上回らないとしました）との差額を損害として
認める一方で４割の過失相殺をしました（合計483万
6081円と平成23年８月からの遅延損害金が認容され
ました）。

３		 本判決の意義
	 	 マンションを「投資用」として勧誘・販売する以上，「投
資」に伴うリスク等も説明すべきと考えられますが，本判決
は，一審原告の属性も踏まえた上でリスクに関する説明
義務を肯定しました。また，業者が実際にはリスク説明書
面の説明をしないまま，当該書面に署名押印させることが
多々あるわけですが，本判決は記載内容への理解も，署
名押印への認識も欠いていたとしました。本判決も，ほぼ
同内容の判示をしていた原判決も，特にこれらの点で参
考になると思われます。

田上潤（第二東京）
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昨年度まで3年間，ニュース出版部会の部会
長（兼副委員長）をやっていたため，編集長は
免除されていました。その関係で，かなり久し
ぶりの編集長・・・と，あれ？ そんなに久しぶ
りな気がしない・・・。

確認してみると，去年の夏期セミ特集号で
編集長をやっていました・・・。本来部会長の
任期は2年。任期明け直後にやる前提で，内定
していたため，部会長でありながら編集長をや

ったのでした・・・。
私が初めてニュース出版部会に属したのは，

多分2006年くらい（弁護士会の副会長を務め
たタイミングで途中抜けはしています）。その
頃に比べると，法律も整備され，裁判で戦う頻
度も少なくなりました。また，今年は意見書等
の数も少なく，記事の選定に苦労しています。
しかし，最先端の消費者問題のニュースを伝え
ることはこの委員会の使命として重要と考え

ていますので，色々とアンテナを張って情報を
収集していきたいなあと思います。

実はこの号の編集会議は12月13日でした。
そして，次の記事選定会議は1月10日。正月挟
んで4週間（実質2週間ちょっと？）で，どうや
って次の記事を探そうかと，部会員一同戦々
恐々としています（発行時点ではもう既に結
論が出てますが）。

大村真司（広島）

シンポジウム「スコアリングを巡る法的問題」催 事

 近年，人工知能（AI）を用いた貸付（AI レンディング）サービスが拡
大しており，次期通常国会ではこれに対応した割賦販売法改正が予
定されています。AI レンディングでは信用スコアリングが用いられま
すが，多用途のスコアリングサービスも提供されつつあり，Yahoo!
スコアや「リクナビ」における内定辞退率の提供が社会問題化したこ
とは記憶に新しいところです。中国に目を向ければ，スコアリングが
急速に社会のあらゆる場面に浸透している状況があります。本シン

ポジウムでは，スコアリングビジネスの実情を踏まえた上で，山本龍
彦教授（慶應義塾大学法務研究科）から憲法問題の，板倉陽一郎弁
護士から実体法上の問題の基調報告がなされます。パネルディスカ
ッションでは『幸福な監視国家・中国』（NHK 新書，2019年）の共
著者である高口康太氏，割賦販売法改正の検討に携わった池本誠
司弁護士も加わり，多面的な議論が行われます。皆様，奮ってご参
加ください。

主　催 日本弁護士連合会
日　時 2020年2月7日（金）午後6時～午後8時
場　所 弁護士会館17階1701会議室
問合先 日本弁護士連合会  人権部  人権第二課  03-3580-9910

消 費 者 問 題

文献・催事紹介
消費者相談マニュアル第４版文献紹介

　このところ，民法（債権法），消費者契約法，特定商取引法など，
重要な法令改正が相次いでいます。また，キャッシュレス決済の普及，
仮想通貨（暗号資産），オンラインゲームなど，新たな動きも出てきて
います。そこで，これらの新たな動きに対応するために，東京弁護士
会消費者問題特別委員会では「消費者相談マニュアル（第４版）」を
刊行することとなりました。
　本書は，まず第１章で「消費者事件の処理に必要な基本的知識」
として，消費者問題全般に関する基本的な知識を整理しています。こ
の章では，最近の法改正にも対応し，最新の裁判例を紹介しつつ，
新たな被害類型への対応を図りました。
　そして，第２章は「具体的トラブル事例と解決」です。この章では，
消費生活センターや弁護士会の消費者相談等の現場で日々発生し
ている問題を，できるだけ広く取り上げ，具体的な相談事例を設定し

た上で，各事例ごとに，何が問題となる
のか，解決のポイントは何かなど，実務
に役立つように解説しています。
　本書は，東京弁護士会消費者問題特
別委員会の委員を中心に，日頃から消
費者被害救済の最前線で戦っている弁
護士が多数参加して執筆しました。その
ノウハウの集大成です。

A5判並製　666頁／6,600円（税込）
発行　（株）商事法務
東京弁護士会消費者問題特別委員会　編

シンポジウム「地域で防ごう！ 消費者被害　in 宮崎」催 事

　消費者被害の予防・救済で成果を得るためには，全国の地域にお
ける消費者団体・高齢者団体との連携が必要であるとの問題意識
に基づき，全国で開催中の連続シンポジウム「地域で防ごう！ 消費
者被害」は，2017年2月の東京を皮切りに，現在（2019年11月）ま
でに合計22か所の開催に成功しております。特に，九州管内では，
日弁連消費者問題対策委員会の黒木和彰委員長（福岡県）が，九州
全県におけるシンポジウム実施に強い意欲をもって取り組まれており，

既に，福岡，熊本，佐賀，鹿児島で実施され，残る宮崎，大分，長崎，
沖縄も実施に向けて鋭意準備を進めているところです。宮崎におけ
るシンポジウムでは，県消費生活センター，県警本部，県社会福祉
士会等からの実例報告を受け，県内における高齢消費者救済のネッ
トワーク作りを目指しております。多くの皆様のご参加をお願いいた
します。

日　時 2020年２月12日（水）午後 2時～午後4時30分
場　所 JA ビル　JA・AZM 別館202研修室（宮崎県宮崎市霧島１丁目１番地１）
問合先 日本弁護士連合会  人権部  人権第二課  03-3580-9509


