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日弁連消費者問題対策委員会委員長に就任して　
リ ポ ー ト

■私と日弁連消費者問題対策委員会
とのかかわり
2020年6月5日の委員会で委員長に
選任されました釜井です。
私が本委員会の委員になったのは，

ハードディスクの中に残っているファイル
をもとに記憶をたどると，おそらく1996年
の6月頃（弁護士になって9年目頃）で
はないかと思います。消費者信用部会
（現在の多重債務部会）に所属し，破
産法改正のためのアメリカ破産事情調
査に参加したり，1997年の破産記録調
査の集計と分析を担当したりした記録
が残っています。
■社会的共感を得られる運動と法制

度の変革
その後，取り組んだ大きなテーマは，
2006年の上限金利引下げ（出資法，
貸金業法改正）と2008年の割販法改
正です。いずれもその問題の核心の1
つとして過剰与信による個人・家族の
生活破綻がテーマとなっています。この
2つの改正運動では，日弁連が呼びか
けてできた各界連絡会が核となり，消費
者団体だけでなく，被害者団体（クレサ
ラ対協）や司法書士，労働者福祉団体
にもウイングを拡げて，署名運動（それ
ぞれ340万筆と265万筆）や街頭行動，
国会前パレードなど国民的な運動を展
開しました。この運動でできたつながり
が，2009年の消費者庁の設置運動と，
分野は少し違いますが，2010年11月の
給費制廃止1年延長の裁判所法改正
と2017年4月の新修習給付金制度実

現の裁判所法改正運動でも生きました。
私は，「社会的共感を得られる運動

は法や制度を変えることができる」という
ことをこれらの運動に関わる中で体感し，
実感しました。そして，私たち弁護士が，
おかしい，理不尽，と思う法や制度を変
えていくためには，弁護士という枠を超
えた社会の部分に共感を拡げていくこ
とが必要不可欠だと考えるようになりま
した。
そのような考えをベースに弁護士とし

ての活動をしている中で，今回，本委員
会の委員長という大役を引き受けること
になりました。
■３つの大目標
委員長として取り組む目標として，次

の3つの目標を掲げたいと思います。
①後継者育成の観点を持つ！
弁護士を目指す者やなりたての弁護
士が，消費者弁護士になろう，と思って
もらえるような活動の展開。
②「社会的共感」を拡げる活動を目指
す！
個別論点の探求を極め，目的達成の

ゴールを決めたら，それに向かって，まず
は他の部会との連携，次は日弁連執行
部の説得，その次は当該テーマに関わ
る諸団体との連携と協働，という社会的
共感を拡げていく運動的観点の共有。
③チャレンジ精神とスピード感を持った
行動を目指す！
これは消費者弁護士が得意なところ。
これをさらに磨く。

■当面の具体的課題と決意
最後に当面の具体的課題（主たるも

の）を挙げます。
今，目の前には，①預託法大改正，②
不招請勧誘規制，通販規制，若年者の
連鎖販売規制等の特商法大改正，③
消費者契約法改正，④プロバイダ責任
制限法の改正，⑤デジタルプラットフォー
ムの規制，⑥キャッシュレス決済横断法
制，⑦公益通報者相談窓口の整備や
啓発，⑧広告会社に依存した法律事
務所の破産による被害者救済と再発防
止等々の課題があります。
それぞれの課題について，どのように

して社会的共感を得られるアピールを発
し，的確な運動を展開し，法制度改正
等の課題を実現するか，みんなで知恵
を絞って戦略を練り，目的達成のために
汗を流さなければなりません。2年間，皆
さんとともに，皆さんの先頭に立って前
に進んでいきます。よろしくお願いします。

日弁連消費者問題対策委員会
委員長　釜井英法（東京）
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違法ファクタリングに関する会長声明について
リ ポ ー ト

１ ２本の会長声明の公表
2020年5月22日，「いわゆる『給与フ

ァクタリング』と称するヤミ金融の徹底的
な取締りを求める会長声明」が，2020
年6月17日，「事業者向けにファクタリン
グを装って違法な貸付けを行う業者の
取締りの強化を求める会長声明」が，日
弁連から発出されました。
２ 昨今の社会情勢
新型コロナウイルスの感染拡大に伴

い，2020年4月，緊急事態宣言が発令
され，様 な々業態に休業要請がなされ
たことは周知のことと思います。このよう
な状況の中で，景気が悪くなり，飲食店
等を中心とする事業者の売上が激減し，
また，非正規雇用を中心に収入が激減
する人が多数生まれました。コロナ禍の
収束は目途が立っておらず，今後も不
景気な状態が続くと考えられ，かかる状
態の中で，消費者・事業者の資金繰り
が悪化することが予想されます。
３ 違法ファクタリングの実態
上記のような状況と並行し，債権譲
渡の形式（ファクタリング）を装い，金利
規制を潜脱しようという違法な業者の存
在が明らかになってきました。具体的に
は，借主（資金需要者）がその債権
（給与債権や売掛金債権）を業者に譲
渡する形式を採る一方で，将来の一定
時期に，当該債権を，手数料を加えた
金額で買戻すことを予定する形態を採
る業者です。そして，資金需要者と業
者間のみのやり取りで，第三者には債
権譲渡がなされたことを告知しない形
で行われるタイプのものを二者間ファクタ
リングと呼ぶこともあります。
債権譲渡の実態があれば格別，当
初から買戻しを予定しているタイプのも
のは，資金需要者が業者に対して支払
う手数料が金利に相当するといえるた
め，それが高額の場合には利息制限法
及び出資法の潜脱・違反という問題が
生じます。二者間ファクタリングの場合，
第三債務者はこのようなファクタリングに
利用されていることを知らされていませ
んが，借主（資金需要者）は，第三債務

者に知られることを嫌がるため，手数料
が高額になると分かりつつ，買戻しをす
ることとなります。もっとも，資金繰りが好
転することはないため，再び，違法ファク
タリングを利用し，借りて返すいわゆる自
転車操業を繰り返すこととなります。
４ 会長声明の内容
⑴	 概要
	 	 今回の2つの会長声明は，これら
多重債務再燃の引き金になりかねな
い違法なファクタリングに対し，貸金
業法及び出資法の観点から徹底的
な取締りを求めるものです。
	 	 そして，今回の会長声明は，貸金
業法等の条文に忠実に沿う形になっ
ているため，今後，ファクタリング業者
から債権譲渡の形式を採っているた
め金利規制は及ばないという主張が
なされた場合にも，反論可能な穏当
な見解を述べるものになっています。
したがって，実務上，ファクタリング業
者との事件処理をする際にも参考に
なるかと思います。
⑵	 給与ファクタリングに関する会長声
明
	 	 まず，2020年5月22日に発出した
給与ファクタリングに関する会長声明
は，個人（主に労働者）が使用者に
対して有する賃金債権（給与）につ
いて，「給与ファクタリング」と称する
資金融通サービスの徹底的な取締り
を求めるものです。
	 	 賃金債権は労働基準法第24条
第1項により，直接労働者に対し支払
がなされなければならないとされてお
り，給与ファクタリングと称する業者は
第三債務者（雇用主）ではなく，当該
個人（労働者）に支払を求める他あ
りません。このような賃金債権につい
てファクタリングを行う場合には，貸金
業法第2条第1項及び出資法第7条
の「手形の割引，売渡担保その他こ
れらに類する方法によってする金銭
の交付又は授受」に該当し，貸金業
法の登録をする必要があります。この
ような見解は，2020年3月5日付け

「金融庁における一般的な法令解釈
に係る書面照会手続（回答書）」に
おいて金融庁からも示されています。
	 	 今回の会長声明は，このような見
解の下で違法業者を徹底的に取り締
まることを求めたものです。
⑶	 事業者向けファクタリングに関する
会長声明
	 	 また，対象の債権が給与でないか
らといって，金利規制を潜脱する形の
ファクタリングが許容されるわけではあ
りません。前記のような二者間ファクタ
リング（無論，契約の形式ではなく，
二者間ファクタリングの実態を有する
ものを含みます。）のように，第三債務
者からの回収を予定せず，債権譲渡
の形式を取りつつも借主（資金需要
者）に返済をさせる（譲渡債権の買
戻しをさせる）ことを常態化させてい
る場合，すなわち，「手形の割引，売
渡担保その他これらに類する方法に
よってする金銭の交付又は授受」に
該当するような債権譲渡担保の実態
を有する取引を業として行う場合に，
貸金業の登録が必要であることは，
対象の債権が給与か事業上の売掛
金かを問いません。
	 	 そこで，コロナ禍で事業者の運転
資金の調達が困難になり，事業者の
間で実質ヤミ金がはびこることを防
止するために，2020年6月17日に事
業者向けのファクタリングについても
会長声明を発出した次第です。

５ 最後に
最後に，日弁連としては，ファクタリング

に関するホットラインを各地の弁護士会
の協力の下，実施したいと考えておりま
す。その際には，担当者向けにマニュア
ルを作成し，研修等を行うことを検討し
ております。ファクタリングに関するホット
ライン実施の際には，各地の弁護士会
の協力をお願いします。

多重債務部会　　　　　　　　　
副委員長　小野仁司（神奈川県）



3日弁連 消費者問題ニュース195号（2020年9月） 

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手
続の特例に関する法律の見直しに関する意見書について

リ ポ ー ト

１ はじめに
消費者の財産的被害の集団的な回
復のための民事の裁判手続の特例に
関する法律（以下「特例法」といいま
す。）は，適格消費者団体の中から内閣
総理大臣によって認定された特定適格
消費者団体が，裁判所に対し，第一段
階として事業者の共通義務（対象とな
る消費者全体に共通する事実上，法律
上の原因に基づき，金銭を支払う義務）
の審理を求め，第二段階として個々の
消費者について事業者が支払うべき金
額の審理を求めるという一連の手続を
定めたものです。
2013年12月11日に公布（平成25
年法律第96号）され，2016年10月1日
に施行された特例法には，政府に対し，
施行後3年を経過した時点で，同法の
施行状況等に鑑みて，同法の規定につ
いて検討を加え，必要に応じて所要の
措置を講ずることが規定されています
（特例法附則第5条）。
このことを踏まえ，日弁連は，2020年7
月16日付けで「消費者の財産的被害
の集団的な回復のための民事の裁判
手続の特例に関する法律の見直しに
関する意見書」（以下「本意見書」とい
います。）を取りまとめ，内閣府特命担当
大臣（消費者及び食品安全）及び消
費者庁長官に提出しました。
２ 本意見書の内容（要約）
本意見書では，国に対して以下の事
項を求めています。意見書全文は日弁
連のウェブサイト（https ://www.
nich ibenren .or . jp/document/
opinion/year/2020/200716.html）
に公開されていますのでご覧ください。
⑴	 特例法の改正等について
ア　現在の特例法では被害回復の
対象事案が限定されていることか
ら，①共通義務確認訴訟の対象と
なる損害の限定を撤廃すること，
不法行為に基づく損害賠償請求
について，特別法によるものを対象
外としている部分を削除すべきこと，
②被告の範囲について，被告とな
る事業者の限定を撤廃すること，
当該事案において民法上の不法
行為又は共同不法行為が成立す
る事業者の役員（実質的支配者

を含む。）を被告とすることができる
ようにすべきことといった被害回復
の対象拡大を求めました。

イ　現在の特例法では和解に関す
る規律が厳格に過ぎることから，①
共通義務の存否を明らかにせず，
手続に参加した対象消費者に一
定の金額を支払う和解を可能に
すべきこと，②消費者庁長官が指
定する公益的団体に寄付する内
容の和解をすることができるよう，
特例法第83条第3項を改正すべ
きこと，③事業者が自主返金を行っ
た場合の特定適格消費者団体に
対する報告徴収制度を特例法に
設けるべきことといった和解に関す
る規律の柔軟化を求めました。

ウ　簡易確定手続の通知について，
①簡易確定手続の通知費用は，
相手方が負担するものとすべきこ
と，②相手方が，被害回復を進める
に足りる財産を保有している見込
みがない場合や対象消費者への
自主返金に合意した場合には，簡
易確定手続を行わないこと又は簡
易確定手続において通知をしない
ことを認めるべきことを求めました。
エ　行政の有する情報の特定適格
消費者団体への提供について，
国，地方公共団体及び独立行政
法人は，特定適格消費者団体の
求めに応じ，当該特定適格消費者
団体が被害回復関係業務を適切
に遂行するために必要な限度にお
いて，事業者の所在，事業の実態，
責任財産の所在等の情報を提供
することができる旨の規定を設ける
べきこと（当該情報を当該被害回
復関係業務の用に供する目的以
外の目的のために利用し，又は提
供してはならない旨を含みます。）
を求めました。
オ　さらに，民事訴訟法一般の改正
の議論に留意しつつ，①オプトアウ
ト方式（原則として対象消費者は，
授権する消費者に含まれ，希望す
る消費者のみが授権をしない取扱
いとする方式）を導入すること，②
民事訴訟手続のＩＴ化の進捗に合
わせた簡易確定手続，対象消費

者が特定適格消費者団体に授権
する手続をＩＴ化すること，③文書
提出命令の特則など証拠収集方
法を拡充することを求めました。

⑵	 被害回復裁判手続を実効化する
ための諸制度の整備について
	 	 さらに，本意見書においては，被害
回復裁判手続を実効化するための
制度として，①特定適格消費者団体
の破産申立権の付与（破産債権に
係る金銭の支払義務について共通
義務確認の訴えを提起することがで
きる場合において，相手方事業者に
破産原因があるときは，特定適格消
費者団体が破産の申立てを行うこと
ができるようにすること），②集団的な
重要消費者紛争解決手続の導入
（被害回復裁判手続との連携を強化
するため，集団的に紛争を解決する
ことのできる枠組みを重要消費者紛
争解決手続に設けること），③オンライ
ンでの紛争解決（ＯＤＲ）の検討の進
捗に合わせた集団的な重要消費者
紛争解決手続の導入におけるＩＴの
活用を検討することを求めました。

3 おわりに
2020年6月末現在，全国に存在する

3つの特定適格消費者団体によって提
起された共通義務確認訴訟4件のうち
1件は判決が確定していますが，他3件
は係属中です。この他に，提訴前に事業
者と返金等について合意したケースは
公表されているものだけで5件あります。
特例法により，これまで回復が困難で

あった少額の消費者被害が集団的に
回復されることが期待されていましたが，
本制度による被害回復事例は多くはあ
りません。特定適格消費者団体には多
数の情報が寄せられているにもかかわ
らず，当初期待されていたような成果を
挙げられていないのは，特例法上の
種々の制約によるものであると考えられ
ます。そこで，日弁連は，1件でも多くの
消費者被害が回復されるよう，本意見
書により，現行の特例法上の種々の制
約をできる限り緩和するとともに，被害回
復裁判手続を実効化するための諸制
度の整備を求めています。

消費者契約法部会　　
藤村元気（福岡県）
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日弁連ウェブサイトにおける「新型コロナウイルス消費者問題Ｑ＆Ａ」の掲載について御案内
　当委員会がとりまとめた新型コロナウイルスに関連して生じている
消費者問題のＱ＆Ａが日弁連ウェブサイトに掲載されています。消費
者，消費生活相談員等を想定して作成されたものですが，スポーツジ
ム・塾との契約，結婚式・イベント・旅行・交通関係（航空券，鉄道定
期券等）・宿泊のキャンセルに関するものなど，消費者問題を取り扱
う弁護士にとって有用な情報が満載です。日弁連ウェブサイトの新

型コロナウイルス対応関連情報・お役立ち情報の
ページに掲載されていますので，関連する問題を
取り扱われるときには是非ご参照ください。

（https://www.nichibenren.or.jp/news/
year/2020/topic2.html  ※右のＱＲコードか
らもアクセスできます。）

編 □ 集 □ 後 □ 記 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
例年であれば本号は「夏期消費者セミナ

ー」特集号をお送りするはずでした。この夏期
セミは，普段あまり学ぶ機会のない分野や内
容に焦点をあて，約１年かけてニュース出版

部会において企画・準備・開催しているもので
す。30年続いた夏期セミですが，本年は新型
コロナウイルスの感染状況を踏まえ，中止せざ
るを得ませんでした。来年は新たな手法も視

野に入れ，多くの皆様にご参加いただき，有意
義な学びの機会となるよう開催に向けて取り
組んでいきたいと思っています。

 野島佳枝（奈良）

消 費 者 問 題

文献・催事紹介
改正民法と消費者関連法の実務－消費者に関する民事ルールの到達点と活用方法－文献紹介

 本年4月1日に改正民法（債権関係）が施行されました。私法の一
般法である民法の改正は消費者分野にも大きく影響を及ぼし，また，
消費者関連法の改正や解釈とも決して無関係ではありません。
 当委員会では民法改正部会が中心となり，約10年間にわたり民
法改正審議を調査・研究し，意見を発してきました。本書はその集大
成となるもので，改正民法について消費者弁護士の立場から積極的
な解釈を展開しております。多数ある改正民法に関する書籍の中で
も，消費者の視点から消費者関連法との相互関係にも論究した詳

解本は本書がおそらく初めてです。是非，座右
の書としていただきたいと思います。
Ａ5判／459頁／定価5,280円（税込）
発行　㈱民事法研究会
鹿野菜穂子（慶應義塾大学大学院法務研究科教授）　監修
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編

委員長退任の挨拶～二つの時代とともに～
リ ポ ー ト

私は，2018年6月から2年間，当委員
会の委員長を務め，今年の5月末に退
任しました。
1 就任した頃（平成の時代）
私は，2018年の就任時に，「結果を

出す，そのために機能する組織にする，
そして何よりも委員会活動を愉快にす
る」という所信を述べました。同時に，48
時間以内に委員会内のＭＬには目を通
すというかなり無謀なルールを宣言して，
委員長となったのです。
その中で分かったこと。まず，委員会

は多文化共生社会なのです。16の部
会と2つのＰＴは，課題も違えば，ＭＬの
雰囲気も全く異なります。その部会やＰ
Ｔの責任者である部会長と座長は，い
ずれも一騎当千の強者。その意見をま
ず正副委員長会議で，そして，最後は
全体会議で纏めて，委員会の意見とす
る。これが必要でした。その中で確信を
持ちました。それぞれの部会・ＰＴは完
全に機能している，そして，きっと委員・

幹事の皆さんは，委員会活動を愉快に
やっている。
私の掲げた所信は，「結果を出す」以
外は，初めから達成されていたのです。
２ 結果を出すために（令和になって）
委員会活動の大きな目的の一つは，

当委員会が担当する様 な々消費者問
題に対して意見書や会長声明を発出し
て，日弁連の意見を世に問うこと，そして，
それを基に立法も含めた諸制度を改善
していくことです。
就任時に大きな問題となっていたこと

に，預託商法を巡る問題や公益通報者
保護の改正がありました。この二つの
問題は，いずれも，意見書を纏めること
ができました。そして，公益通報者保護
法の改正，預託商法については，抜本
的な法改正が検討される等，結果につ
ながっています。しかし，同時に，委員
会で何度検討しても，最終的に意見書
に纏めることができず，課題として残った
ものもあります。その意味で，全ての課

題に結果を出せたとまではいえません。
３ そしてWith コロナ
2020年，新型コロナウイルス感染症

がパンデミックを引き起こしました。この
感染症拡大は，社会的に情報量や交
渉力が劣位である人々の問題を鮮烈に
浮かび上がらせました。当委員会も，4
月の全体会議は中止，その後緊急事態
宣言の発出により弁護士会館の利用に
も制限がかかりました。しかし，人権第
二課の職員の方々の協力を得て，委員
会活動はより活発になり，会長声明やＱ
＆Ａを出すことができました。これは，素
晴らしい結果だったと思います。
このように，私は，平成と令和，コロナ
前と後という二つの時代の委員長を経
験したことになります。この経験，私にと
っては実に「愉快」であり，楽しませてい
ただきました！
本当に2年間ありがとうございました！

　黒木和彰（福岡県）


