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公益通報者保護法の改正に向けた院内集会
及び会長声明について

リ ポ ー ト

１ 院内集会「実現させよう！公益
通報者保護法の実効的改正」
本年2月4日正午から，衆議院第1議
院会館1階多目的ホールにて，院内集会
「実現させよう！ 公益通報者保護法の
実効的改正」が消費者団体等（全国
消費者行政ウォッチねっと，全国消費者
団体連絡会，市民のための公益通報
者保護法の抜本的改正を求める全国
連絡会，関東弁護士会連合会）との共
催で開催されました。国会議員の方9
名をはじめ，約140名の方にご参加い
ただきました。
まず，通報当事者の小川和宏准教授

（金沢大学医学部）から，通報以降十
数年に及ぶ大学との係争状態につい
て，嫌がらせや通報漏えいといった過酷
な実体験や訴訟の苦労等のご報告と，
行政機関への通報を基本とした制度
設計等の提言をいただきました。続いて，
公益社団法人日本消費生活アドバイザ
ー・コンサルタント・相談員協会（NACS）
コンプライアンス経営研究所の大塚喜
久雄氏から，著名な企業不祥事が世に
発覚するまでの経過分析の報告がされ
ました。その上で，不祥事防止・早期発
見の観点から，内部通報体制を整備す
べきこと，行政機関における通報受理
体制を迅速にすべきこと，通報者に不
利益取扱いをした事業者に対する行
政措置を設けるべきことといった現行制
度の改善・改正の提言をいただきまし
た。また，私からは，上場企業等の第三

者委員会報告書等の分析結果に基づ
き，内部通報制度が形式的に存在する
のみでは機能せず，正しい理解と周知
が不可欠であること，幹部が関与する
不正や事業者内で公然化された不正
の場合には内部通報制度の利用は期
待しがたく，行政機関に対する通報の
重要性が増すことについて報告しまし
た。林尚美会員（大阪）からは，EU指
令（2019年10月承認）について，保護
される通報者の範囲が広いこと，内部
通報体制整備に関して通報者の身元
の機密性を確保したり，適切にフォロー
アップしたりするための規定が設けられ
ていること，不利益取扱いの禁止に関し
て具体的内容がリストアップされている
ことなど，参考となる内容が紹介されま
した。
これらの報告を踏まえ，拝師徳彦会員

（全国消費者行政ウォッチねっと・千葉
県）から，今後の最重要課題として，通
報者に不利益取扱いをした事業者へ
の行政措置・刑事罰の規定を盛り込む
ための働きかけを行っていくことが確認
されました。
その後，今後の法改正に向けて，関
係団体（共催団体のほか，主婦連合
会，NACS，公益通報者が守られる社
会を！ ネットワーク欠陥住宅被害全国
連絡協議会）から決意表明がされまし
た。最後には，消費者庁から法改正に
向けた現在の準備状況について，報告
をいただきました。

現行法の問題点を改めて確認し，法
改正における重要課題を整理するため
の有意義な集会となりました。
2 公益通報者保護法改正案に関す

る会長声明
院内集会から約1か月後の3月6日，
改正法案が閣議決定されました。その
内容は，院内集会で最重要課題とされ
た，不利益取扱いに対する行政措置が
盛り込まれていないなど一部論点につ
いて不十分な面は否めないものの，全
体としては通報者保護を一歩進める内
容として評価できるものとなっています。
その後の国会審議で，附則に法施行
後3年後の見直しで立証責任の転換
規定の創設の検討をする趣旨の修正
が加えられ，6月8日，改正法が成立しま
した。
今後，指針やガイドラインの策定が始

まります。引き続き注視していきたいと思
います。

ＰＬ・公益通報部会　　　　　　
副委員長　志水芙美代（東京）
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シンポジウム「スコアリングを巡る法的問題」
リ ポ ー ト

１ スコアリングについて
本年2月7日，電子商取引・ネットワー

ク部会の企画で，シンポジウム「スコアリ
ングを巡る法的問題」を開催しました。
スコアリングとは，要するに点数付け，
格付けのことです。無事故の優良ドライ
バーが損害保険料の割引を受けられる，
といった仕組みもスコアリングの一種で
す。ただし，近年のスコアリングは，ビッグ
データとＡＩを活用した高度なものになっ
ています。予測の精度が高く，その有用
性は否定できません。反面，そのスコア
がどのように算出されているのかは，評
価される側にわからないことはもちろん，
設計者にも追跡が困難なほど複雑です。
そのため，新たな視点からの検討が必
要となっています。
スコアリングは，今のところ，保険，与
信審査，マーケティング，求人等の分野
での活用が想定されています。求職者
の知らないところで内定辞退率を予測
し，これを求人企業に渡していたという
問題が，既に我が国でも発生しました。
ＡＩに嫌われたら就職もままならない，と
いう話も，荒唐無稽とは言えません。
2 基調報告
⑴	 スコアリングの憲法問題
	 	 シンポジウムでは，まず，山本龍彦
教授（慶應義塾大学法務研究科）
に，憲法の視点からのご指摘をいた
だきました。ビッグデータから抽出され
たスコアは，同じような属性を持つ集
団が示す一定の傾向を示唆するもの
にすぎません。その集団に属する個
人の性質を正しく反映するものでは
ないのです。そうだとすると，個人の
尊重をうたう憲法の基本原理と抵触
するということになります。
⑵	 スコアリングの法的問題
	 	 板倉陽一郎会員（当部会長・第
二東京）からは「データ主体は，自動
化された意思決定のみによって，重
大な事柄を決定されない権利を有し
ている」というＥＵのＧＤＰＲ（一般デ
ータ保護規則）の説明がありました。

我が国でも，個人情報保護法の枠組
みで，適切な規制を行う必要がありそ
うです。

３ パネルディスカッション
後半のパネルディスカッションでは，池
本誠司会員（埼玉）から，与信審査でＡ
Ｉを活用する場合に規制を緩和しようと
いう割賦販売法改正の動きをご紹介い
ただきました。与信審査にスコアリングを
活用することは避けて通れないとしても，
これが適正に運用されることを，行政が
監視する仕組みが必要だとの指摘があ
りました。
興味深かったのは，中国の実情に詳

しいジャーナリストの高口康太氏の報告
です。中国では，社会の隅 に々までスコ
アリングが浸透していると言われていま
す。債務の履行を遅滞したりすると，ス
コアが低下し生活上の不便も生じかね
ないので，確かに人々の行動に良い影
響を与えているようではあります。しかし，
スコアリングの浸透で，市民が息苦しく
感じているかというと，実態は必ずしもそ
うではないといいます。ＥＵでは，完全に
自動的な意思決定は原則不可とされる
のに対し，中国では，スコアリングだけで
意思決定することを是とする風潮があ
るとのことです。人による恣意的な意思
決定より，人為的な介入を排除する方
が公正だと考えられているためです。
４ 本シンポジウムの到達点
どんな話題が飛び出すのか事前に
見通せないという，スリリングなシンポジ
ウムではありましたが，その到達点は次
のようにまとめることができるかと思いま
す。
①	 自分の努力で変えられない事項を
スコアリングの基礎データとして利用
しないこと。それは差別の肯定につ
ながるおそれがあるからです。また，
居住地等，自分の選択で変更し得る
事項も，出自の代理変数として機能
する可能性があることに留意しなけ
ればなりません。
②	 データ主体の側から見れば自己の

スコア算定を監視する権利を保持し
たいと考えます。自分について納得
のいかない評価が下されることは耐
え難いものがあります。他方，スコアリ
ングの算出方法は，企業秘密である
だけでなく，これが明らかになるとハッ
キングの対象となってしまい，スコアの
客観性が害されます。データ主体の
権利保障と，適正なスコアリングやハ
ッキングの防止とはトレードオフの関係
にあります。
③	 特定のスコアが広範囲で活用され
ると，低いスコアをつけられた人は，社
会的に排除されるおそれがあります。
低評価の人は就職の機会も狭めら
れ，ますます不利な暮らしを強いられ
かねません。単一のスコアが支配的
になると，個人としてはそのスコアを上
げることが必須となり，スコアリングが
個人の行動に甚大な影響を与えるこ
とになってしまいます。各々の目的ごと
に，各別のスコアが使用されるべきで，
スコアリングの独占を防止する必要
があります。
④	 行政が個人の行動を誘導すること
を目的として行うスコアリングは危険
です。未だ成功しているとは言えない
ようですが，中国では既にそのような
試みが始まっているようです。
今回，広報期間は短かったのですが，
予想外に多くの方にご参加いただきまし
た。日弁連としては，この問題に関する
初のシンポジウムであり，注目は高かった
と言えるでしょう。

電子商取引・ネットワーク部会　
土井裕明（滋賀）
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シンポジウム「地域で考えよう高齢者の身元保証問題」（長崎）
リ ポ ー ト

長崎県弁護士会は，本年2月1日，医
療機関・介護施設に対し身元保証人を
必須とすることの不当性等を理解しても
らうことを目的として，連続シンポジウム
「地域で防ごう！ 消費者被害」の一つ
として標記シンポジウムを開催しました。
１ 基調講演「入院・入所時の身元

保証問題」（篠木潔会員）
高齢者問題に詳しい篠木潔会員

（福岡県）には，医療機関や介護施設
が，身元保証人がいないことのみを理
由に入院・入所を拒絶することは違法
であること，ただ，私たち高齢者を支援
する側も，医療機関・介護施設の立場
やニーズに配慮した対応をすることが
大切であることをお示しいただきました。
弁護士は，成年後見人等として，しば

しば身寄りのない高齢者と関わりますが，
我々が身元保証人的な役割を果たすこ
とには一定の限界があります。だからこそ，
医療同意に代わるＡＣＰ（アドバンスド・ケ

ア・プランニング）や死後事務（葬儀等）
に関する事前の準備と支援体制の早期
確立が重要であることも示されました。
2 基調講演「高齢者サポート事業

の現状と課題」（栃本一三郎上智
大学教授）
栃本教授は，厚生労働省平成29年
度老人保健健康増進等事業として実
施された「地域包括ケアシステムの構
築に向けた公的介護保険外サービス
の質の向上を図るための支援の在り方
に関する調査研究事業」にて，有識者
委員会の委員長を務められました。そ
の詳細は，同事業の報告書（ウェブ公
表）及び『実践成年後見』77号31頁
以下をご参照ください。	
さて，栃本教授からは，高齢者に対す
る様 な々支援をすべて介護保険制度
の枠組みの中で行うことは困難であり，
身元保証等高齢者サポート事業（民間
事業者による身元保証サービス事業

等）は介護保険外サービスとして今後
必要となることが提示されました。その
一方で，同事業の多くで契約内容が分
かりにくい等の問題点があることにも言
及がありました。
３ パネルディスカッション
高齢者サポート事業は，現状，玉石
混交の状態です。そこで，パネルディス
カッションでは，同事業に関し，平成29
年1月31日付けの内閣府消費者委員
会による建議を参考にしつつ，①適正
な運営を確保するため，高齢者サポート
事業を厚生労働省等の監督に服さしめ
るべきこと，②契約内容明確化のため
の，行政主導のモデル契約書の策定，
③中途解約時における契約時一時金
の返金ルールの策定，④事業者の破綻
に備えた，預託金の保全措置の制度化
の必要性等について，消費者保護の観
点から提案しました。

今井一成（長崎県）

連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害in宮崎」
リ ポ ー ト

１ はじめに
本年2月12日午後2時から，日弁連と
宮崎県弁護士会の主催で標記シンポジ
ウムを開催し，自治体職員を中心にして
約40名の方にご参加いただきました。
2 基調講演
加藤進一郎会員（京都）を講師に迎

え，「高齢者の消費者被害」と題して，
基調講演をいただきました。印象的で
あったのは，受講者が理解しやすいよう
に慎重に配慮が重ねられた講演であっ
たことです。まず，高齢者の消費者被
害に関して，①現状（高齢者の相談件
数が依然として高水準，架空請求はが
きの実例，レンタルオフィスを利用する業
者の実態），②救済策（不招請勧誘規
制や特殊詐欺規制のポイント），③予防
策（訪問販売お断りステッカー，留守番
電話，条例），④今後の課題（地域ネッ
トワークによる見守り）に分類されており，
全体像が分かりやすい講演でした。そ

して，具体的な写真や事例をたくさん盛
り込むことによりイメージを持ちやすくし
つつ，抽象的な法解釈については高度
な知識や経験に裏付けされた最先端
の議論に触れつつも難しくなりすぎない
ようにあえて絞り込まれており，初心者に
とって非常に分かりやすい講演で，大
好評でした。
３ 各団体からの報告
続いて，宮崎県で消費者被害の防
止に取り組む各団体からのリレー報告
が行われました。①県消費生活センタ
ーからは相談対応事例や消費生活セン
ターの利用方法について報告され，②
県警本部からは特殊詐欺の実態の報告
（カード手交型やすり替え型の被害が
多いこと），留守番電話の貸し出しサー
ビス（「振込め詐欺見張隊」）の案内が
なされました。③宮崎銀行からは，金融
犯罪防止への取組が報告され，「とに
かく振込を急いでくれ」と要求する高齢

者等，銀行職員による声掛けに応じても
らえない場合には，最寄りの警察署に
協力の要請をすることが紹介されまし
た。④地域包括支援センターの社会福
祉士からは，消費生活センターと連携す
ることにより高齢者の消費者被害を防
止できた事例の紹介がありました。⑤
宮崎市内の自治体連合会の理事から
は，子ども食堂を通じて，高齢者の「居
場所」を作り，高齢者と地域でつながる
取組について報告がありました。
以上の各団体報告については，日弁
連消費者問題対策委員会の副委員長
である塩地陽介会員（宮崎県）がコー
ディネーターを行い，加藤会員からコメン
トや質問を受ける方式による簡易なディ
スカッション方式を実施しました。
宮崎県弁護士会消費者問題対策委員会

委員長　笹田雄介
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第４回津谷裕貴・消費者法学術実践賞授与式の報告
リ ポ ー ト

１ 授与式開催
津谷賞は，故津谷裕貴弁護士が先
物取引被害の救済と法制度の抜本的
改正に奔走し，不招請勧誘規制の導入
を通じて，消費者法の発展に大きく貢献
された功績を後世に残し，次の世代の
消費者法の研究者や実務家の取組を
顕彰するため，2013年に制定されまし
た。2年に1回の授与で，第4回目は
2019年11月に受賞者を発表し，本年3
月19日に授与式を開催しました。
新型コロナウィルスの感染防止が叫

ばれる情勢を踏まえ，広く参加を呼び掛
けるシンポジウムは直前に中止し，選考
委員会関係者と受賞者関係者の10数
名による授与式となりましたが，内容は
極めて意義深いものでした。
2 受賞者
学術賞は，菅富美枝法政大学教授

で，『新	 	消費者法研究―脆弱な消費
者を包摂する法制度と執行体制』（成
文堂，2018年）が対象著作です。
実践賞は，「消費者被害事例ラボ」

（略称「消ラボ」）という任意団体で，同
団体は青森，岩手，山形，宮城，福島な
ど東北各地の大学の若手学者と弁護
士，相談員，行政関係者らで構成され
ている自主的研究組織です。
授与式に続いて，受賞者のスピーチ

がありました。
３ 菅富美枝法政大学教授のスピーチ
「消費者脆弱性の制御」という観点
から消費者法の新たなルールの在り方
を研究し，イギリスにおける実践例の調
査結果を含めて報告されました。
脆弱な消費者という議論を属人的な
要素として枠づけるのでなく，交渉力の
不均衡や心理的な依存関係など様々
な状況における脆弱性を配慮する法制
度，事業者の自主規制，行政機関によ
る法執行体制の整備等を，総合的に調
査・検討したところを紹介されました。イ
ギリスでは，高齢者や障がい者につい
て制限行為能力制度ではなく，助言的
支援の制度を保障するという観点で議

論されており，日本における高齢者被害
防止の議論において極めて参考になり
ます。
また，「消費者の脆弱性に対する付
け込み行為を市場から排除する」という
視点で，法制度の整備だけでなく業界
の自主的取組を含めて広がっていると
いうイギリスの状況が紹介されました。
日本の消費者契約法改正の検討にお
いても，つけ込み型勧誘の規制を巡っ
て議論されているところであり，大いに
参考になります。
４ 中里真福島大学准教授のスピーチ
次に，実践賞の受賞団体「消ラボ」

の代表として，中里准教授から団体の
活動の様子が紹介されました。
「消ラボ」は，適格消費者団体「消費
者市民ネットとうほく」が呼びかけ，2015
年4月に設立された団体で，東北各県
から年5〜6回集まって研究報告や意
見交換等の活動を重ねており，5年を経
過した現在も毎回20〜30名の参加者
で継続しています。
運営上の工夫として，毎年度の初め

に，年間の日程と各回の取扱課題と担
当者を決めます。各回のテーマとして何
を取り上げるかは，相談員や弁護士を
交えて実務の現場で直面している問題
事例や論点を挙げてもらいます。その
上で，報告担当の研究者を指名すると
ともに，実務家側のコメント役も決めてお
き，理論的側面と実務的側面から報告
を出し合った上で質疑討論を行うという
形で進行します。これによって，多角的
な観点からの議論によって理解を深め，
参加者の満足度を高めていると言えま
す。
「消ラボ」は，研究会の議論の成果を，

『先端消費者法問題研究』（民事法研
究会，2018年）にまとめて出版していま
す。
こうした取組は，全国各地でも若手
学者と実務家が共働して消費者問題
の研究を深める手法として，参考にして
いただけるものだと思います。

５ 津谷国賠弁護団特別報告
2019年12月20日，津谷国賠訴訟の
最高裁上告不受理決定が送付された
ことを受けて，弁護団の近江直人会員
（秋田）と吉岡和弘会員（仙台）から特
別報告が行われました。
津谷弁護士が刺殺されてから9年余

り経過して，ようやく秋田県警の稚拙な
現場対応の責任を明確にした仙台高
裁秋田支部判決が確定しました。この
間，実働弁護団は145回もの弁護団会
議を開催したそうです。また，控訴審で
代理人になっていただいた方は350名
を超え，各地からカンパ等のご支援をい
ただいた方を含めると600人もの方々
が支援していただいたことに，弁護団か
ら心からの感謝の意が表明されました。
５ 津谷良子さんのご挨拶
授与式の最後に津谷弁護士の奥様

である良子さんから，津谷賞の受賞者
への称賛のご挨拶とともに，国賠訴訟
の結論が出たことへの感謝のご挨拶が
ありました。「警察官としては，被疑者の
逮捕よりも国民の生命身体の保護を優
先すべき，という高裁判決の判断が確
定したことが何よりの成果です。」という
言葉に，奪われずに済んだはずの津谷
弁護士の命を失ったことの無念さを改
めて共有しました。
新型コロナウィルスの関係でシンポジ

ウムが開催できず残念でしたが，津谷
賞の節目と言える印象深い授与式でし
た。

池本誠司（埼玉）
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金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に
関するワーキング・グループ」報告の「第２章  金融
サービス仲介法制」についての日弁連意見書

リ ポ ー ト

１ WG報告の概要
金融庁は，昨年12月20日，「決済法
制及び金融サービス仲介法制に関する
ワーキング・グループ」報告を公表しまし
た。同報告は，「第2章	 金融サービス
仲介法制」において，銀行等による決
済・資金供与サービス，金融商品取引
業者による資産運用サービス，保険会
社によるリスク移転サービスにつき，1つ
の登録で仲介業務を可能とする新たな
横断的金融サービス仲介制度を提言し
ています。
2 日弁連意見書の概要
⑴	 情報通信技術の発達により，多種
多様な金融商品・サービスをスマート
フォン等の端末を通じてワンストップで
提供することが技術的に可能となっ
ています。こうしたサービスが適切に
提供されることは，顧客の利便に資
するものです。他方，現行制度の下
では，このようなワンストップサービスを
提供しようとする場合，業種ごとの登
録等が必要となり煩雑である上，所
属金融機関の指導・監督の実効性
確保に困難が生じ得ることが予想さ
れます。
	 	 WG報告は，横断的仲介制度に
ついて新たな顧客保護の在り方を提
案するものであり，本意見書は，かか
る横断的金融サービス仲介制度の
創設に賛成するとともに，顧客保護の
観点から，制度の具体化に当たって
留意すべき点を指摘するものです。
⑵	 現行の各業法における行為規制
は，法執行の蓄積を経て整備されて
きたものであり，必要かつ合理的なも
のです。また，規制回避の防止・公
正な競争確保の観点からも，現行の
各業法における規制水準が適切に
確保されることが，顧客保護の観点
から必要不可欠です。併せて，技術
の進展により生じ得る新たなリスクに
も適切に対応し得る制度設計が必
要です（意見の趣旨1）。
⑶	 新たな横断的仲介制度において
取扱可能な商品・サービスについて，
商品設計が複雑でないもの，日常生
活に定着しているものなど，高度な商

品説明を要しないものに限定すること
に賛成します。具体的には，預金や
保険については投資性のないもの，
証券については個人向け国債やつ
みたてＮＩＳＡの対象商品に限定すべ
きです。生命保険については，少なく
とも当面「掛け捨て」型の商品に限
定することを検討すべきです。他方，
投資性の預金や保険，二種外務員
の職務の範囲に含まれない金融商
品，レバレッジ型，インバース型，商品
指数連動型の投資信託・ＥＴＦを取
扱可能な商品に含めることには強く
反対します（意見の趣旨2⑴）。
	 	 また，新たな仲介業者の仲介行為
として「代理」を認めず，「媒介」を認
めることに賛成します。ただし，「媒介」
となる対象は，新たな技術的な展開
を踏まえて検討すべきです。ことに，
ターゲティング広告については，その
精度向上により，情報提供というよりも
特定顧客への働きかけという性質が
強いことや，スマートフォンの限られた
画面に表示される商品を選択するこ
と自体が推奨としての意義を持ち得
ることに鑑み，原則禁止も検討すべき
であり，少なくとも，「勧誘」等として
「媒介」に含まれ得ることを明示すべ
きです（意見の趣旨2⑵）。
⑷	 新たな仲介業者に保証金の供託
を求めることに賛成します。ただし，
保証金の額は，顧客の損害賠償請
求の充足に十分な水準のものとすべ
きです（意見の趣旨3）。
⑸	 仲介を行う分野にかかわらず，共
通して業務運営に関する体制整備
義務を求めることに賛成します。ただ
し，その具体的内容は，現行制度に
おいて各仲介業者に求められている
水準を確保すべきです（意見の趣旨
4⑴）。
	 	 顧客情報の適切な取扱いに関し，
分野間，兼業業務間，グループ会社
等の間の情報利用・提供について，
顧客の同意を得ない利用・提供を禁
止することに賛成します。ただし，同
意の取得に当たっては，顧客が，対
象情報の内容，情報共有の範囲，利

用方法等について具体的な認識の
下で同意を行うことを確保すべきです
（意見の趣旨4⑵）。
	 	 顧客の求めに応じて手数料等を
開示すること，及び，委託関係・資本
関係の有無等仲介業者の立場を顧
客へ明示すべきとしていることに賛成
します。ただし，開示・明示事項につ
いては，仲介業者の経済的なインセ
ンティブに影響を及ぼし得る事項を広
く対象とすべきです（意見の趣旨4
⑶）。
	 	 説明義務について，適合性原則を
踏まえた適切な説明等を求めること
及び契約締結に至る一連の過程に
おいて，金融機関・仲介業者のいず
れかが十分な説明を行えば足りると
していることに賛成します。ただし，情
報提供が全体として適切なものとなる
よう，金融機関・仲介業者間において
適切な役割分担，相互確認，相互牽
制が確保されるべきです（意見の趣
旨4⑷）。
	 	 「機能」ごとの特性に応じた規制
について，必要なルールを過不足なく
適用することに賛成します。ただし，
その具体的内容については，原則と
して現行制度の水準が確保されるべ
きです（意見の趣旨4⑸）。
⑹	 新たな仲介業者に係る協会を設
け，自主規制の整備等を求めている
ことに賛成します。新協会においても，
現行の各自主規制団体の水準を確
保するとともに，横断的なサービス提
供や技術の進展による新たなリスクを
踏まえた対応を促していくべきです
（意見の趣旨5）。

３ 今後の課題
WG報告を踏まえた金融商品販売
法の改正法案が，本年3月6日，通常国
会に上程され，6月5日に可決・成立しま
した。今後は，政省令の制定を通じて
具体的な制度内容が策定される予定
です。規制緩和圧力により不当に規制
内容が後退することのないよう引き続き
注視が必要です。

金融サービス部会　　　　　　
副委員長　加藤了嗣（愛知県）
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事 報情件
東京 共通義務確認訴訟１号事件（女子等入学試験差別事件）（東京地裁令和２年３月

６日判決（確定））

１		 初めての共通義務確認訴訟
	 	 本件は，2016年10月1日に施行された消費者裁判手続
特例法に基づく初めての共通義務確認訴訟の判決です。
	 	 2018年8月，東京医科大学が入学試験において密か
に女性等一定の属性を有する者（以下「女性等」）につ
いて不利益な得点調整をしていたとの報道がされて社会
的な注目を浴び，その後実施された第三者委員会の調
査で2006年から得点調整を行っていた事実が明らかに
なりました。
	 	 本件の本質は女子等の差別問題ですが，受験判断に
当たって重大な事情を明らかにしないまま入学試験の募
集をしていたという点は消費者被害でもあります。被害の
態様に個別性が少ないこと，回収可能性が見込まれるこ
となどに加え，重大な不正行為であり司法に判断を問う
意義が大きいこと，受験料は4〜6万円であり個々の受験
生が法的手続きを取ることは難しいことなどから，特例法
裁判に適していました。
２		 弁護団の主張
	 	 特定適格消費者団体の消費者機構日本（略称COJ）
は2018年12月17日，東京医科大学に対して，受験費用，
旅費・宿泊費並びに団体の費用及び報酬の支払義務の
確認を求め共通義務確認訴訟を東京地裁に提起しまし
た。
	 	 主位的請求は，女性等全員を対象とする説明義務違
反の不法行為による損害賠償請求としました。得点調整
が行われたのは二次試験であり，一次試験で不合格とな
った者は得点調整を受けていませんが，知っていたらそも
そも女性等の多くは受験をしなかったと考えられるためで
す。なお，施行日以降の被害である2017年度及び2018
年度の入学試験のみを対象としました。
３		 判決の内容
	 	 判決は，主位的請求のうち旅費・宿泊費以外は大学
の支払義務を認めました。
	 	 実質的な争点となったのは支配性，説明義務違反，因
果関係でした。
⑴	 支配性について　
	 	 支配性とは，共通義務確認訴訟特有の訴訟要件で
あり，後続する簡易確定手続で適切かつ迅速に判断
することが困難である場合には支配性の要件を欠くこ
ととなります。簡易確定手続では尋問はできないため，
書証で立証できないと見込まれる場合は支配性の要
件を欠きます。
	 	 旅費・宿泊費に関し，裁判所は，多くの対象消費者
が領収書等を既に持っておらず，旅費・宿泊費につい
ての設定は個別性が高く一般資料での立証は困難で
あること，複数大学を受験するために上京した場合の
相当因果関係など個別の事情に相当程度立ち入って
審理をせざるを得ないとして支配性を否定しました。
⑵	 説明義務違反について
	 	 判決は，採点基準及び合否判定についての大学の
広範な裁量を認めつつ，私立大学であっても公の性質
を有し（教育基本法第6条第1項），憲法及び公法上
の諸規定を尊重する義務を負うが，本件得点調整は，
性別，年齢，社会的身分により一律に不利益に扱うもの

であり，合理性もないので，憲法第14条第1項や大学
設置基準の趣旨に反し違法である疑いが極めて強い
ものと判示しました。その上で，上記の被告の憲法等
尊重義務から，事前告知なく性別等により一律に不利
益に扱われることはないとの受験生の期待は法的保護
に値し，事前告知なく密かに得点調整を行ったことは
違法であると判示しました。
⑶	 因果関係について
	 	 被告は仮に得点調整を知っていても受験した者もい
る旨主張しましたが，判決は，共通義務確認訴訟では
個々の消費者固有の問題の審理は予定されておらず，
それは後続する簡易確定手続で審理されるべき問題と
した上で，出願者は合格して入学する資格を得ること
が最大の目的であることは公知の事実であり，得点調
整を事前に知っていたら対象消費者の大部分は出願
しなかったと推認するのが相当であるとし，説明義務違
反と損害との間の一般的な因果関係が認められると
判断しました。

４		 本判決の意義
	 	 本件は，社会的に注目を集めた医学部入学試験にお
ける女子差別問題についての裁判と，消費者集団訴訟
特例法による初めての共通義務確認訴訟という二つの
側面があります。
⑴	 医学部入学試験における女子差別問題
	 	 判決では，本件得点調整は憲法第14条第1項の趣
旨に反し，違法である疑いが強いと判断されました。当
然の判断ではありますが，私立大学は広い裁量がある
ので道義的問題はあっても違法ではないとの社会の一
部言説（被告の主張でもあります）がある中，裁判所が
明確に憲法違反に言及した意義は大きいと考えます。
なお，違憲違法の「疑い」にとどめたのは，原告の主位
的請求が説明義務違反の不法行為であるため，直接
の判断対象は得点調整の事前告知義務であるためで
す。しかし，裁判所は本件の本質を正面から受け止め，
説明義務を導く過程の中で違憲違法の疑いについて
言及したもので，社会の重大な関心事について規範を
明確にして期待される役割を果たしたものと考えます。
⑵	 共通義務確認訴訟の1号事件
	 	 また，本件は共通義務確認訴訟の1号事件ですが，
多くのマスコミに取り上げられ特定適格消費者団体及
び特例法の周知をすることができました。そして，主要
な部分において勝訴できたことで，後続の共通義務確
認訴訟への弾みをつけることができたと考えます。本
判決は，共通性，多数性，支配性等の共通義務確認
訴訟に特異な要件について，分かりやすく丁寧に判示
しており，後続事件の参考になるものです。ただし，旅
費・宿泊費の請求を却下した点は，その個別性や立証
の難易は多くの消費者被害で想定されるものであり，
支配性の判断においてやや慎重に過ぎるように感じま
した。
	 	 なお，本件は一段階目の共通義務確認訴訟で勝訴
したため，現在二段階目の簡易確定手続が進行してい
ます。

白井晶子（第二東京）
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事 報情件
東京 エアコン火災について製造物責任法３条の責任が認められた事例（東京高裁令和２年２月

27日判決（上告中））

１		 事実の概要
	 	 本件は，１審原告らが，自宅兼教会建物２階ベランダ
に設置されていた１審被告製造にかかる家庭用ルーム
エアコンの室外機がその欠陥に起因して発火し，建物を
焼損し，建物内の動産も焼損ないしは水損したと主張し
て，１審被告に対し製造物責任法３条に基づき財産的及
び精神的損害の支払を求めた事案で，１審で請求が一
部認容された後，双方が控訴していた事案です（１審は
本誌186号6面をご参照ください。）。
２		 判決の要旨
	 	 本判決は，製造物責任法３条に基づく損害賠償請求
における主張立証責任の枠組みについて，ルンバール事
件に関する最高裁判決（昭和50年10月24日）に鑑み，
利用者による立証は，社会通念に照らして欠陥の存在
（当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること）
を推認するに足りる諸事実が立証されていれば足り，必ず
しも欠陥の部位・態様や技術的原因等の詳細まで立証
を要するものではなく，また，因果関係の存在についても，
必ずしも当該欠陥に起因する危険事象の発生に至る科
学的機序等の詳細まで立証を要するものではないとの判
断基準を示しました。
	 	 その上で，本件に関しては，①本件建物及び本件室外
機周辺の焼損状況等，②本件火災の発生初期の燃焼
状況及び本件建物の延焼・消火活動の経過等，③本件
室外機の部品であるファン電動機の物理的・工学的な観
点からみた発火可能性等の間接事実を総合考慮し，本
件火災は，本件建物２階ベランダに設置されていた本件
室外機が本件火災の発生源であり，同室外機の欠陥に

よるものだと推認される（事実上の推定）としました。
	 	 これに対し，その推認を妨げる事情（本件室外機が発
火源となる余地のないことが明らかであるなどの特段の
事情）は認められず，また，その推認を覆す事情（他の箇
所が発火源であることが明らかであるなどの特段の事
情）も認められないと認定しました。
	 	 加えて，本件室外機には，欠陥が存在したと認めるの
が相当であり，前記の燃焼経過等に照らし，本件室外機
の欠陥との因果関係も認めることができるから，１審被告
は，１審原告らに対し，製造物責任法３条に基づき，本件
室外機の欠陥に起因して発生した本件火災によって１
審原告らに生じた財産的，精神的損害を賠償する義務
を負うべきであると判断した上で，１審原告らの控訴審に
おける拡張請求は一部理由があるとして，増額変更し，１
審被告の控訴は棄却しました。
３		 判例の解説
	 	 本判決は，主張立証責任の枠組みをまず説明し，次に
そこで定立した要件への当てはめを事実認定の仕方で
実にきめ細かく模範演技を示しています。
	 	 まず，間接事実を総合して，発火源，延焼経路を正面
から推認（事実上の推定）し，次に推認を妨げる事情とそ
の推認を覆す事情の有無，通常使用が行われていたか，
通常使用の域を逸脱した異常な使い方をしていなかった
か検討を進めて結論を導いています。
	 	 今後 PL事件を扱う弁護士，裁判官には，是非とも参
考にしてほしい必読の書（判決）です。

中村雅人（東京）

京都
原野を下取るとして被害者に近づきリゾート会員権を売り付けたいわゆる原野商法二次被害商法に
つき，業者及び業者の代表取締役に共同不法行為責任を認めた事例（京都地裁令和２年２月20日判決（確定））

１		 事案の概要
	 	 本件は，かつて原野商法業者から原野を購入し，毎年
管理費名目の請求を受け，処分に困っていた原告が，グ
ループ会社である被告会社から「原野を下取る」として
訪問を受け，「１年後には転売できる」「被告会社の仲介
により80万円程度で転売できる」旨の担当従業員のセー
ルストークを信じて，リゾート会員権代金名下に79万円余
（代金総額は129万6000円だが，原野下取り差額）を支
払った，という原野商法二次被害事案です。
	 	 原告は，被告会社及び同代表者に対し，不法行為責
任に基づき，出捐した額に慰謝料及び弁護士費用を加え
た109万円余の請求を求めて提訴しました。
２		 判決の概要
	 	 判決は，まず，会員権の転売について，被告会社の仲
介はなく，また，５年経過しなければ転売できず，80万円で
の転売実績もなかったという実態に鑑み，担当従業員の
セールストークを「虚偽の事実を述べて原告をその旨誤
信させた」として，被告会社の使用者責任（民法715条）
を認めましたが，被告会社の組織的詐欺は否定しました。
	 	 また，被告代表者についても，従業員の「指導を徹底
したり，顧客に対し，虚偽の説明を受けていないか，契約

内容を誤解していないかなどの確認を取るための措置を
講じたりすることなく放置した」として，「少なくとも過失」に
よる不法行為責任（民法709条）を認めました。
	 	 ただし，損害論としては，被告会社による宿泊施設の運
用実態もあり，これを利用できる地位にある以上，リゾート
会員権は全く無価値ではないとして，10万円を損益相殺
し，結論としては，被告らに，弁護士費用を含め76万円余
の賠償を命じました。
３		 判決の意義
	 	 本判決は，被告らの責任を認めた点においては，結論
として異論はないと思われます。
	 	 ただし，さらに踏み込んで，リゾート会員権は詐欺の道
具として用いられていたと認定し，業者の組織的詐欺を
肯定し，さらには，最判平成20年6月24日集民228号
385頁等に照らし，損害論としても損益相殺を否定する結
論も十分あり得たものと思われます。
	 	 本件のような原野商法二次被害はなお多く，近年も関
与した宅建士の責任を認めた重要な判決（東京地判令
和元年7月16日本誌191号）がありますが，本判決も解決
のため参考となると考えられ，紹介する次第です。

　住田浩史（京都）
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴

い緊急事態宣言が発令され，各方面において
業務を縮小せざるを得なくなったことにより，
本号の発行を延期させていただきました。本
ニュースを楽しみにしていただいていた皆様
方には，改めてお詫び申し上げます。

本ニュースは，執筆者の皆様，日弁連事務局

及び印刷業者等様々な方のご協力を得ながら
発行を続けてまいりましたが，こうした皆様方
のご尽力があって初めて本ニュースが成り立
っていることを今回改めて強く感じました。ま
た，本号の編集会議も，各部会員の事務所をテ
レビ会議システムで結んで行いましたが，会議
のオンライン化等の新しい生活様式が言われ

ている今，会務の在り方も時代の要請に応じ
て柔軟に考えていく必要があるのかもしれま
せん。と，色々考えさせられた２か月でした。

新型コロナウイルスに負けず，今後も有益
な情報を皆様方にご提供したいと思います。
今後とも本ニュースをよろしくお願い申し上げ
ます。 加藤拓也（三重）

「消費生活相談員さんが悩んだ65の事例～アドバイ
ザー弁護士制度に寄せられた疑問から～」のご紹介

リ ポ ー ト

１	 仙台弁護士会消費者問題対策特
別委員会において，本年1月，「消費
生活相談員さんが悩んだ65の事例
〜アドバイザー弁護士制度に寄せら
れた疑問から〜」という冊子を発行し
ました。
	 	 宮城県では，2009年から宮城県
消費生活相談アドバイザー弁護士制
度が始まり，宮城県内（仙台市を除
く）の消費生活センター等の消費生
活相談窓口において消費生活相談
を担当する職員（以下「消費生活
相談員」といいます。）に対し，弁護士
が高度に法律上の知見を必要とす
る相談を処理するに当たっての助言
等を行っています。
	 	 本冊子は，アドバイザー弁護士制
度に寄せられた事例の中から，典型
的な事例を抽出し，弁護士としての
研鑽を図るとともに，消費生活相談員
の日頃の業務の一助となればとの思
いと，弁護士・消費生活相談員の方々
との双方向の連絡ツールに育ってい
けばとの思いで，2015年に初めて作

成・発行しました。
2	 初めてこの冊子を作成した際はわ
ずか27の事例をまとめたものでした。
その後，複数回の事例の追加，弁護
士によるコラムの追加等を行い，今回
の作成は4回目になります。登載事
例は65事例になり，全100頁を超える
ものになりました。また，2015年から
本冊子の発行に至るまでの間に特
定商取引法，消費者契約法の改正
があり，本年4月には民法（債権法）
が改正され，2022年には成年年齢の
引下げが予定されていることから，本
冊子ではこれまでの登載事例につい
てもこれら法改正による大幅な加筆・
修正も行いました。
	 	 事例はＱ＆Ａ方式で，「独居の80
歳の母親が新たな養老保険への加
入を勧誘され，契約締結してしまった。
母親は保険の内容についてよく理解
していない。どのように対処すればよ
いか」といった事例について弁護士
からのアドバイスを記載しています。
	 	 また，コラムは，消費生活相談にお

ける事業者の説得の姿勢について
記したものや，喫茶店で投資勧誘の
現場を見た弁護士のあれこれを記し
たものなどテーマは多岐にわたります。

３	 本冊子は，弁護士と県内の消費生
活相談員らが集まる「県内行政機関
との懇談会」において，配布していま
す。
	 	 自治体によっては，消費生活相談
員が一人だったり，寄せられる相談
件数が少なかったりするので，そのよ
うな方にとって，様 な々事例を知ること
ができ，とても有益だという感想をい
ただいています。もちろん，私たち弁
護士にとっても，本冊子の作成により
特定商取引法や消費者契約法等を
学ぶ良い機会となっています。

４	 今後も消費生活相談員の声を聞き
ながら，より使いやすく有益な冊子と
して成長させていきたいと思っていま
す。
	 	 本冊子についてのお問合せがあり
ましたら，当職までお願いします。

髙島梨香（仙台）

▪お詫びとお知らせ

隔月で発行しております本ニュースですが，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大等の影
響により，本年5月末に予定していた本号の発行が約2か月遅れましたことをお詫び申し上げます。
また，毎年夏に開催しております夏期消費者セミナーにつきましては，感染拡大防止等の観点から，今年度
はやむなく開催を断念いたしましたので，併せてお知らせいたします。例年多数の方にお集まりいただいており，
今年度も開催に向け準備を進めていたところでしたので大変残念な思いですが，ご理解いただけますようお願
いいたします。来年以降，開催の目処が立ちましたら，改めて本誌等でもお知らせいたしますので，奮ってご参
加いただけましたら幸いです。	 ニュース・出版部会


