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セミナー「改正公益通報者保護法の概要と今後の課題」
リ ポ ー ト

１	 2020年9月28日，改正公益通報
者保護法に関する標記オンラインセミ
ナーが開催されました。公益通報者
保護法が施行された2006年4月から，
実に14年を経て本年6月8日に改正
法が成立しましたが，ここに至るまで
に関係団体において多くの議論がな
され，その結果としての待望の改正と
なりました。公益通報者保護制度は，
国民生活の安全・安心を損なう企業
不祥事による被害拡大を防止するた
め，通報行為は正当行為として保護
されるべきところ，その保護範囲を明
確にして通報者を保護するための制
度ですが，今回の改正は公益通報を
より行いやすくするための改正です。

2	 本セミナーでは，この改正の概要と
施行を控えての指針等の準備につい
て，まず，消費者庁消費者制度課の
神田哲也企画官から解説がなされま
した。改正の概要については，消費者
庁のホームページをご参照ください
（https://www.caa.go.jp/policies/
p o l i c y / c o n s u m e r _ s y s t e m /

whisleblower_protection_system/

overview/）。
	 	 神田企画官からは，①事業者自ら
不正を是正しやすくするとともに安心
して通報を行いやすくするという視点
から，事業者に対して内部通報に適
切に対応するために必要な体制の
整備等を義務付けたこと（具体的内
容は指針を策定），その実効性確保
のために行政措置（助言・指導，勧

告及び勧告に従わない場合の公表）
を導入したこと，内部調査等に従事
する者に対して通報者を特定させる
情報の守秘を義務付けたこと（義務
違反に対する刑事罰を導入），②行
政機関等への通報を行いやすくする
という視点から，権限を有する行政
機関への通報及び報道機関等への
通報についてそれぞれの条件を緩和
したこと，権限を有する行政機関にお
ける公益通報に適切に対応するため
に必要な体制の整備等を義務付け
たこと，③通報者がより保護されやす
くするという視点から，保護される人
の範囲に退職者（退職後1年以内）
や役員（原則として調査是正の取組
を前置）を追加したこと，保護される
通報に行政罰の対象を追加したこと，
保護の内容として通報に伴う損害賠
償責任を免除する規定を追加したこ
と等について解説がありました。

3	 これを踏まえて，志水芙美代会員
（東京）から，改正に関する評価と今
後の課題が提示されました。例えば，
退職後1年という限定が加えられたこ
とについては期間が短すぎるという
意見もあり，再度の検討が必要であ
ることや，取引先事業者からの通報も
保護されるべきこと，通報要件の緩和
については更なる要件緩和の必要
性が検討されるべきこと，内部通報
体制整備の義務付けが常時雇用す
る労働者数が300人超の事業者に
限定されたこと（300人以下は努力

義務）について人数基準の段階的
引下げの検討をすべきこと，そして，
不利益取扱いに対する行政措置及
び刑事罰が採用されなかったことは
最大の課題である旨が述べられ，消
費者側が強く求めていた立証責任
の緩和規定や通報を裏付ける資料
の収集行為の免責規定が採用され
なかったことも併せて，更なる改正の
必要性が述べられました。

4	 続いて，通報当事者や消費者関
連団体の意見が述べられました。通
報当事者としてオリンパス事件の濱
田正晴氏が登壇し，内部通報後の
不利益取扱いの実態や名誉回復に
至るまでの長期にわたる裁判の苦悩，
現行の公益通報者保護法の分かり
にくさについて意見が述べられました。
消費者関連団体からは，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，全国消費者行
政ウォッチねっと，主婦連合会，日本
消費生活アドバイザー・コンサルタント・
相談員協会が意見表明を行い，最
後に全国消費者団体連絡会から閉
会の挨拶がありました。

5	 全体的に，今回の公益通報者保
護法の改正については一定の評価
をするものの，未だ道半ば，という意
見表明となり，更なる改正が必要であ
ることが確認されたセミナーとなりまし
た。
ＰＬ・公益通報部会　　　　　　

副委員長　藤田裕（第二東京）

※※※本号における執筆者肩書は2020年5月末現在のものです本号における執筆者肩書は2020年5月末現在のものです
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インターネット通信販売における定期購入契約等の
被害に対する規制強化を求める意見書

リ ポ ー ト

１ 定期購入契約の被害急増
ニュースや新聞で報道されているとお

り，最近，インターネットを利用した通信
販売（以下「ネット通販」といいます。）
のトラブル件数が急増しており，特に
「定期購入契約」に関する相談件数は，
2019年度には前年度の2倍以上であ
る44,370件に上っています（消費者庁
「令和2年度版消費者白書」44頁参照）。
一定期間内に費消する消耗品等に

ついて，割安な料金で定期的に配送さ
れる定期購入の形態は以前から存在し
ており，消費者がきちんと契約内容を理
解して契約した場合は特に問題ありま
せん。これに対して被害が急増してい
るのは，インターネット上の広告等で「初
回のみ500円」，「お試し」等として，あ
たかも1回限りの購入であるかのように
表示されているのに，実際には複数回
の購入が義務付けられている契約です。
2回目以降に届く商品の代金は高額に
設定されており，無料又は廉価な「お試
し」と誤認して申し込んだ消費者は予
想外の高額請求を受けることになり，契
約期間（回数）内では解約や返品を拒
絶されます。あるいは，広告では「いつ
でも解約できます」等とあっても，実際の
解約手続は電話による申出に限定され，
何度かけても電話が繋がらず商品が届
き続けるケースもあります。
2 現行法における問題点
特定商取引法（以下「特商法」とい

います。）は，通信販売について詳細な
規定を置いていますが，これまでは，消
費者にとって必要な情報を表示するよ
う定める広告規制が中心でした。通信
販売は，特商法が規制する訪問販売
や電話勧誘販売のように「勧誘」を受
けた消費者が受働的に契約の意思を
形成するわけではなく，広告から情報を
得た消費者が自ら契約の意思をもって
申し込むものとされるため，業者側の勧
誘を前提とするクーリング・オフの制度
や取消権は規定されていません。しかし，

最近ではインターネットの普及と広告媒
体・手法の多様化によって，膨大な情報
の中に必要な表示が埋没し，正確な情
報が伝わりにくくなっており，また，アフィリ
エイト広告では表示内容に責任を負う
べき主体も不明確になっています。さら
に，過去の閲覧履歴等から割り出され
た嗜好に合わせ，狙い撃ちのように画
面表示されるターゲティング広告やＳＮＳ
での宣伝等が巧妙に利用されると，消
費者は，私的領域であるパソコンやスマ
ホの中から個別具体的な「勧誘」を受
けることとなり，自覚がないまま契約の意
思形成を大きく歪められてしまいます。
そして，電子データという特性上，消
費者を誤認させる不適切な表示があっ
ても，業者側が変更・削除・再掲載する
ことは極めて容易です。トラブルに遭っ
た消費者が，不適切な表示によって誤
認させられた状況を後から確認しようと
しても再現性が低く，自分がどのような
条件で契約したのか証明できない場合
もありますし，いったん不適切な表示が
問題視されて削除されても，後日再び
掲載されれば同様の被害がすぐ再発
することになります。
このような問題点を踏まえ，消費者庁
の「特定商取引法及び預託法の制度
の在り方に関する検討委員会」におい
て被害の防止及び救済に関する法改
正が検討される中，日弁連としても，
2020年7月16日付けで「インターネット
通信販売における定期購入契約等の
被害に対する規制強化を求める意見
書」を取りまとめました。
3 日弁連意見書の概要
⑴	 規制強化による被害の防止
	 	 本意見書においては，規制強化と
して，①不利益な条件が離れた場所
に記載されるなど，正確な認識が困
難な広告画面及び申込画面の禁止，
「お試し」等の誤認をもたらす文言の
禁止，これらの問題点を踏まえたガイ
ドライン等の明確化，②アフィリエイト

広告であっても通信販売業者が誇
大広告等の禁止の責任を負うことを
明示すること，③広告表示内容に関
与していれば，広告代理店やアフィリ
エイターも規制対象とすべきこと，④
広告の掲載をいったん中止しても行
政処分が可能であることを法文上に
明記すべきことを提案しました。
⑵	 民事規定の整備
	 	 被害に遭った場合の救済策として
は，①事実上の「勧誘」と評価できる
広告で契約させる場合には契約内
容確認通知の送信義務を課し，この
受信日を起算日とするクーリング・オフ
制度の導入，②広告の不実表示等
によって消費者が誤認して契約した
場合の取消権の導入，③政令指定
商品を定めて中途解約権を付与し，
解約時に消費者が請求される損害
賠償額の上限を定めること，④消費
者側の立証を可能にするため，業者
側に広告画面や申込画面の保存義
務と開示義務を課すこと，⑤解約手
続きの整備義務等を提案しました。
⑶	 適格消費者団体の差止請求権の
拡充
	 	 そして，全国各地で発生するネット
通販トラブルの特性を踏まえ，消費者
庁や都道府県による法執行を補完
すべく，適格消費者団体の差止請求
権の拡充を求めました。

4 ガイドラインの早急な改定
本意見書は，ネット通販の問題点とこ

れらに対する解決策を網羅的に挙げて
いますが，法改正が検討され，成立・施
行されるまでには多くの時間を要します。
まずは，現実に生じている被害回復とし
て現行法を活用した行政・民事での対
応が求められますが，新たな被害を防
止するためには，適切な広告表示のあ
り方を示す消費者庁のガイドラインが早
急に改定されるべきと考えます。
　　割販法・特商法部会　　

副委員長　小林由紀（札幌）
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公告された破産者情報を含む「本人が破産，民事再生
その他の倒産事件に関する手続を行ったこと」に関す
る情報の拡散を防止する措置を求める意見書

リ ポ ー ト

１	 日弁連は，2020年7月16日付けで，
公告された破産者情報を含む「本
人が破産，民事再生その他の倒産
事件に関する手続を行ったこと」に
関する情報の拡散を防止する措置
を求める意見書を取りまとめ，同年7
月28日付けで内閣総理大臣（官報
制度を所管），財務大臣（国立印刷
局を所管）及び個人情報保護委員
会委員長宛てに提出しました。

2	 本意見書の背景には，「破産者マ
ップ」と呼ばれるウェブサイトによる被
害があります。「破産者マップ」は，
2018年12月2日には開設されていた
もので，官報の破産関係の記載を情
報源として，これを包括的・網羅的に
収集し，データベース化した上で，イン
ターネット上で地図にプロットして公開
したものです（当初10年分，後に3
年分）。2019年3月に，その存在が広
く知られるに至りました。
	 	 当委員会では個人破産を取り扱う
委員も多いことから，掲載された本人
から委員等への相談もあり，早くから
問題が認識されました。このようなウ
ェブサイトが個人のプライバシー等の
人格的利益を侵害するものであるこ
とは明らかでしたが，「破産者マップ」
の開設者は身元を隠しており，発信
者情報開示を含む裁判等の手続は
効果的に行えない状況でした。国の
個人情報保護委員会は，2019年3
月15日以降，個人情報保護法におけ
る「本人の同意を得ないで個人デー
タを第三者に提供してはならない」
（同法第23条第1項柱書）等の規定
に違反するおそれがあるとして，破産
者マップに対して行政指導を行いま
した。また，同月18日には，当委員会
委員を含む弁護士有志60人により，
個人情報保護委員会に対して，破産
者マップに対する個人情報保護法
上の緊急命令を求める処分等の求め
（行政手続法第36条の3第1項）の
申出が行われています。結果として，
破産者マップは同月19日に閉鎖され
ましたが，運営者の自主的な閉鎖によ
るものとみられ，特定の法的手段の

効果によるものではありませんでした。
	 	 破産者マップは閉鎖されたものの，
破産者マップに類似した後継ウェブ
サイトは，官報に掲載された「本人が
破産等手続を行ったこと」に関する
情報を毎日更新して，テキスト形式で
アップロードした上で，住所について
はインターネット上で地図にプロットす
るなどして，同様に，破産等手続を行
った本人のプライバシー等の人格的
利益が害されている状況にありまし
た。また，破産者マップのようなウェブ
サイトを用いない，紙媒体での，本人
が破産等手続を行ったことに関する
情報の転載，配布も長年問題とされ
ていました。

3	 そこで，日弁連として，本意見書に
おいて，「国は，『本人が破産，民事
再生その他の倒産事件に関する手続
（以下「破産等手続」という。）を行っ
たこと』に関する情報（官報に掲載さ
れる範囲の情報をいう。以下同じ。）
について，個人情報保護法上の『要
配慮個人情報』に当たるものとして，
政令で定めるべきである」（意見の趣
旨1），「国は，独立行政法人国立印
刷局に対する官報掲載の委託に際
しては，何人も無料で閲覧できる官
報情報のインターネット配信（以下
「インターネット版官報」という。）につ
いて，同配信を構成するファイル
（「本人が破産等手続を行ったこと」
に関する情報を含むものに限る。以
下同じ。）のプログラム等による自動取
得を防止する技術的措置を講ずるこ
とを条件とすべきである」（意見の趣
旨2）と主張しました。

4	 破産事件等においては利害関係
者が多数に及ぶため，告知等の方法
として公告（官報公告）が採用され
ており，破産法，民事再生法等の法
的効果と結びついています。官報公
告という方法は合理性がある一方で，
債権届出期間や異議申立期間が経
過すれば目的は達せられているのに，
その後の情報の取扱いについては
破産法等の倒産法制では定めがあ
りません。官報が紙で販売され，特定

の者しか閲覧しない状況と異なり，現
在はインターネット版官報が存在し，
30日間は誰でも閲覧できるために，破
産者等の情報が容易に収集・転載
及び拡散され，かつ半永久的に残り
得る状態が生じています。
	 	 そこで，「本人が破産等手続を行
ったこと」を個人情報保護法上の
「要配慮個人情報」（同法第2条第3
項）に当たるものとして個人情報保護
法施行令でこれを定めることによって，
事業者が本人の同意なしに情報を
取得すること自体を規律する（「意見
の趣旨1」）とともに，「本人が破産等
手続を行ったこと」に関する情報をイ
ンターネット版官報に掲載することによ
る債権者等の利益に配慮しつつも，
インターネット版官報を利用した破産
者マップのようなウェブサイトにより，
「本人が破産等手続を行ったこと」に
関する情報の拡散が現実に続いて
いることで破産者等の経済的更生に
大きな妨げがあり，プライバシー等を
侵害し，その人格的利益を著しく損な
っていることから，インターネット版官
報を構成するファイルがプログラム等
により自動取得することを防ごうとする
（「意見の趣旨2」）ものです。これら
の措置を講じても人格的利益の侵害
が止まらない場合には，将来的に，
「本人が破産等手続を行ったこと」に
関する情報をインターネット版官報に
掲載すること自体の制限を検討すべ
き点も付言しています。

5	 なお，本意見書の提出後，2020年
7月29日に，個人情報保護委員会は，
破産者マップ類似の後継ウェブサイ
ト運営者（2者）に対し「ウェブサイト
を直ちに停止した上，前記利用目的
の通知・公表を行うとともに，その個
人データを第三者に提供することの
同意を得るまでは，同ウェブサイトを
再開してはならない」旨の措置命令
を発し，破産者マップ類似の後継ウェ
ブサイト運営者（2者）はウェブサイト
を閉鎖しています。

電子商取引・通信ネットワーク部会
副委員長　板倉陽一郎（第二東京）
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事 報情件
仙台 テキシアジャパン中間勧誘者に対する損害賠償認容判決

（仙台地裁令和元年12月6日判決・確定）

１		 本件は，2019年2月頃，首謀者が「キング」などと自称
してコンサート等を行っていた映像等とともにマスコミでも
大きく報道されていた「テキシアジャパンホールディングス」
（以下「テキシア」といいます。）が扱っていたファンドまが
いの金融商品に関し，原告2名がテキシア，同会社の登
記簿上の代表者及びこれらと共同して勧誘を行った者に
対して共同不法行為に基づき損害賠償を請求した事案
です。テキシアと代表者については実質上争いなく先に
認容判決が出されていましたが（仙台地裁平成31年3
月22日判決・確定），今回報告する判決は，いわゆる「中
間勧誘者」の立場にあり，「テキシアの説明会がある旨は
紹介したが勧誘はしていない」「テキシアの仕組みは説明
してない」「私も多額の出資をしており被害者だ」などとし
て全面的に争ってきた者との関係での判決です。
２		 本判決は，原告1について，被告から勧誘を受けたとす
る供述は信用できるとした上，「被告は，原告に対して，テ
キシアに自らも投資をしており，テキシアから毎月配当金を
受け取っていること，テキシアの活動趣旨に賛同している
こと及びテキシアの説明会に一緒に行こうと述べたうえ，
テキシアの仙台事務所に一緒に行ったことを自認する一

方で原告に対してテキシアの活動内容についての説明を
しておらず，出資は原告1自身が決めたことである旨陳述
するが，これらの被告が自認する事実からすると，紹介し
たにすぎないという被告の陳述書は不自然である」「テキ
シアでは，ピラミッド型の組織構造となっており，上位から
『ディレクター』，『マネジャー』，『エバンジュリスト』，『一般
会員』に分かれ，新規出資者を紹介すると紹介料が支給
され，より多くの新規出資者を紹介するとより上位の階級
に昇給できる仕組みがとられていたことがうかがわれると
ころ（中略）被告が，平成28年以降，『ディレクター』と呼
ばれていたことが認められること」等を指摘し，「本件金
融商品の勧誘に当たって説明義務を怠ったもの」として
不法行為責任を認めたものです。
３		 本判決は，中間勧誘者の法的責任を認め，また，原告
1が勧誘した親族（原告2。被告との直接の接触なし）と
の関係でも被告の不法行為を責任を認めた点が意義あ
るものと思われます（なお，慰謝料請求が認められなかっ
た点は課題です。）。

　　　千葉晃平（仙台）

編 □ 集 □ 後 □ 記 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
本誌1面のセミナー「改正公益通報者保護

法の概要と今後の課題」は Zoom ウェビナー
で行われました。私も事務所で傍聴していま
したが，なかなか聞き応えのある内容でした。
リアルではない物足りなさはあるものの，大阪

の事務所にいながら東京でのセミナーが傍聴
できるというのは本当に便利なところです。本
誌はすっかり4面体制が定着してしまいました
が，With コロナの時代の中で Zoom ウェビ
ナーを活用することによって多数のセミナー

が開催されることで8面体制に戻ることができ
ればよいなと，ニュース部会員として思ってお
ります。

　岡田崇（大阪）

東京ミネルヴァ法律事務所破産被害対策全国弁護団の結成
リ ポ ー ト

2020年7月18日，消費者問題に取り組
む弁護士で全国弁護団を結成しました。
全国で広告を展開し，数万件規模の
債務整理事件及びＢ型肝炎事件等の
依頼者を集めていた東京ミネルヴァ法
律事務所が本年6月24日に東京地方
裁判所から破産手続開始決定を受け
ました。
同事務所の破綻により，同事務所が
回収した過払い金を返還してもらえてい
ない方等，多くの被害者が出ています。
負債総額51億円程度（過払金返還

債務30億円，広告料等の未払い21億
円）とも言われています。同事務所の広
告費等は，年間売上14億円に匹敵す

る額とされ，回収した過払い金も広告費
等の支払に流れていました。同事務所
では，事務員は外部から提供され，金
員の実質的管理も弁護士が行っておら
ず，正しく非弁案件といえます。
そこで，当弁護団として，同事務所の
被害者の権利保護・救済，実態の解明
のため，全国一斉のホットラインを実施し，
さらにホームページでも相談を受け付け，
全国の弁護士が相談を受けることが出
来る体制を整備しています。
今後，非弁提携・業務上横領事案と

して，弁護士及びそれに巣くった広告
会社等の刑事責任も問題になります。
日弁連は預かり金を，「預かり口」と明

確に表示の上，別途管理を行うことを規
程化しています。本件は，初めての大
型弁護士事務所の倒産事案であり，弁
護団としても預かり金が適正に被害者
の元へ優先的かつ平等に返還されるよ
う最大限の努力を行い，被害者・顧客
の利益が守られる方策を打ち出してい
きます。
法律事務所による大型消費者被害

であり，二次被害を出さないよう全力で
取り組みたいと考えます。

東京ミネルヴァ法律事務所
破産被害対策全国弁護団長

新里宏二（仙台）


