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オンラインシンポジウム
「狙われる18歳～待ったなし! 引下げまであと1年～」

リ ポ ー ト

1	 概要
2021年4月8日，当連合会が主催し，
東京三弁護士会の共催を得て，標記オ
ンラインシンポジウムを開催しました。
2022年4月1日より，民法の成年年齢

が20歳から18歳に引き下げられ，18歳，
19歳の若年者について未成年者取消
権が行使できなくなります。若年者の消
費者被害の急増が見込まれ，これを防
止・救済するため，実践的な消費者教
育を推進することは喫緊の課題です。
そこで，成年年齢の引下げの問題点

を改めて整理した上で，学校教育現場
（高校・大学）や自治体での取組・課題
を挙げ，これからの若年者に向けた消
費者教育の在り方を議論しました。
２	 報告
遠藤郁哉会員が「10分でおさらい！

引下げの問題点と課題」と題し，18歳，
19歳の若年者にも連鎖販売取引，美
容医療等に関する消費者被害が懸念
されるなど，成年年齢引下げによる問題
点を明らかにするとともに，消費者被害
を防止するための法整備や，若年者に
対する消費者教育が不十分であること
などの課題を挙げました。
加藤玲子氏（（独）国民生活センタ

ー相談情報部相談第2課長）は「若者
に関する最近の消費生活相談につい

て」と題し，未成年時に投資を勧誘され，
成人してすぐに借金を指南されて契約
した事例，1回限りの購入だと思って申
し込んだが総額が高額な定期購入だっ
た事例等を紹介し，成年年齢引下げに
より18歳，19歳からの相談が増加する
と予想されることなどを指摘しました。
俣倉朋美氏（新潟県県民生活・環

境部県民生活課主任／高校教諭（家
庭科））は「高等学校等での対応と課
題」と題し，インターネットの通信販売でト
ラブルになった際に約8割の生徒が外
部に相談せず「泣き寝入り」しているこ
と，消費者ホットライン（188）の認知度が
2割に満たないこと等の調査結果を紹
介した上で，ＷＥＢ広告用の6秒動画の
配信等，広報啓発に関する取組や，ダウ
ンロードして自由に編集や加工ができる
消費者教育用教材等を紹介しました。
小野由美子氏（東京家政学院大学
現代生活学部准教授）は「大学及び
特別支援学校における成年年齢引下
げへの対応と課題」と題し，大学におけ
る授業の開催状況，東京都消費生活
総合センターの相談員による講義や同
センターの見学等の社会教育との連携，
特別支援学校における授業の課題に
加え，報告者自身が代表を務める（一
社）消費生活総合サポートセンターの活
動を紹介しました。
３	 パネルディスカッション
パネルディスカッションでは，弁護士の
出張授業について，普及させるには予
算措置が必要であるとの課題もありま
すが，弁護士は実際の被害事例を知っ

ている強みがあること，生徒への効果も
大きいことなどの指摘がありました。
また，消費者教育の推進のため，学
校と弁護士，消費生活センター等との
連携を強めていこうという提言や，ＧＩＧ
Ａスクール構想が進み，学校授業で生
徒がインターネットにアクセスできると，学
校外との連携が進みやすくなるとの指
摘もありました。多忙な教員でも消費者
教育の準備ができるよう，2022年度に
消費者庁の消費者教育ポータルサイト
を新しくし，消費者教育の教材や，消費
者被害等の情報が提供されることの紹
介がありました。
標記シンポジウムには230名もの方に

ご参加いただき，関心の高さを実感しま
した。成年年齢引下げによる問題点を
考える契機となるとともに，実践的な消
費者教育を推進することの一助になれ
ば幸いです。　

消費者教育ネットワーク部会　
小西秀明（青森県）
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第１１代委員長　石戸谷豊（神奈川県）
	 （2002年～2004年）

立法活動の重要性は当時も今も変わりません。委員長当
時は，小泉内閣の構造改革・司法改革の最中で，立法課題
の荒波が消費者分野にも押し寄せました。市場メカニズムの
重要性が謳われ，消費者はもはや保護の対象ではなく自立
した取引主体であると強調されました。そこで，当委員会と
全国の消費者委員会，消費者団体が連携して取り組み，自
立基本法ではなく消費者基本法となりました。多数の立法が
ありましたが，公益通報者保護法の場合は，担当のPL部会
が活躍しました。当時の担当副委員長の田中厚さん（大阪）
は，中村雅人さん（東京）のお宅に泊まり込んで連日国会に
通って質疑の準備をし，その結果，逐条審議のような充実し
た国会質疑となりました。
あれから20年近い歳月が流れ，立法活動も随分変わりま

した。今回の特定商取引法・預託法の改正に際しては，消
費者団体の学習会はオンラインで開催され，全国から多数の
参加がありましたし，議員要請でも使われ，格段に便利になり
ました。委員長当時は，院内集会やシンポジウムなどは，全国
の委員が飛行機や新幹線で駆けつけて実行しました。予算
は大赤字で，皆で基金に寄付を集めて活動しました。
特定商取引法・預託法の改正問題では，ツイッターデモも
行われました。また，国会審議の様子はインターネットで中継
され，リアルタイムで確認できますが，全部見るのも時間が掛
かることなので，当日の審議を10分程度にまとめて動画で情
報提供するという試みもやっていました（評判はあまり芳しく
はありませんが。）。新たなツールの利用次第で，これまでにな
い運動が展開できるのではないでしょうか。
しかし，デジタル化が進展しても，変わらないものもあります。
今回の預託法改正で，参考人の意見陳述を務める機会があ
りました。ふと当時の田中さんの姿が浮かび，やはり議員を動
かすのは情熱が伝わるときだよな，と思いながらマイクの前に
立ちました。

第１２代委員長　三木俊博（大阪）
	 （2004年～2005年）

私は委員会発足時から所属会員。松江市での人権大会・
分科会「消費者に武器を」と題した当委員会のデビュー大
会にも準備段階から参加した。その後，主として投資問題の
分野に重点を置き，1992～1993年に証券不祥事が社会問
題化した時期には，担当副委員長として，当時の大深・宇都
宮委員長を補佐して日弁連の意見書を取りまとめた。それが，
後の証券取引等監視委員会（SEC）の発足につながった。
2001～2003年には，日弁連海外留学推薦制度の適用を受
け，ニューヨーク大学に客員研究員として在籍し，消費者法
と公益法務の実際を見聞。その間，ニューヨーク市弁護士
会・消費者委員会に常時出席を許され，日本の消費者（法）
問題を報告したこともあった。
帰国して間もなく委員長になった。在任期間で印象に残る

のは，「敗訴者負担立法化」の問題，「消費者基本法の改正」
の実現，「消費者法講義」の発刊，「団体訴権」への出発。
当時，司法改革が具体化段階に入り，逆流とも言える「敗訴
者負担立法化問題」が生じた。権利弱者である消費者の裁
判を受ける権利を擁護する立場から，当委員会は先頭に立
って立法化阻止に努力。廃案に持ち込めた。消費者基本
法改正では，それまでの努力が実って，消費者の権利（8項
目）が明文化。法科大学院の発足に合わせて，消費者法と
その実務を俯瞰できる基本書が出来上がった。団体訴権が
後の立法活動によって実現し，充実してきていることは周知
のところ。
もう一つ。仙台での夏期セミナー。杜の都のけやき並木の
木陰でじっくりと腰を据え，「高齢者をめぐる消費者被害を考
える-私たちにできること-」を法律家以外の方 と々語り合った。
高齢者保護は数ある消費者問題の中でも今後ますます重
要な課題だ。このセミナーのコーディネーターが若かりし荒さん
（現日弁連会長）だったことも懐かしい。
そのころ当委員会は創立20周年を迎えた。記念に「キー

ワード式消費者法事典」を刊行。現在は第2版。分かり易い
入門書と自負しているが，若手会員に活用されているだろうか。

消費者問題ニュース
200号記念に寄せて

立法活動，変わったことと
変わらないもの

本ニュースは，1987年11月の創刊から数え，今回ちょうど200号を迎えました。「200号記念特集」として，今号と次号で，こ
れまでの本ニュースと日弁連の消費者問題対策委員会の取組を振り返ってみたいと思います。

〈200号記念〉歴代委員長に聞く （上）
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第１３代委員長　山口　廣（第二東京）
	 （2005年～2007年）

私は，1987年に全国霊感商法対策弁護士連絡会を全国
300人の弁護士とともに立ち上げて，統一教会（今は「家庭
連合」と改称）による被害者救済と被害抑止の問題に取り組
み始めたときから当委員会の委員に助けられ，様 な々テーマ
に常に当委員会のメンバーとともに歩み，悩み，喜びを体感し
てきた。
中坊公平委員長（後の日弁連会長）に励まされつつ，日弁
連として霊感商法被害抑止の意見書を2度公表した。当初
から所属した独占禁止法部会で起案した公正競争促進・談
合防止に向けた意見書は，日米構造協議の最中，米国政府
に日弁連から直送し，日本政府から抗議されたものの，その
後の独禁法制度強化につながった。2009年の消費者庁・
消費者委員会創設も，我々委員会メンバーの努力が貢献し
たと言える。消費者契約法や特定商取引法の度重なる改正
も，当委員会が各方面の方 と々連携して実現してきた。しかし，
ＩＴ化の大波にもまれて再び難局にある。
2009年11月から約4年間，初期の内閣府消費者委員会
委員として，当委員会の各部会の意見を持って多くの関係
官庁の担当官と協議を重ねた。多少は各分野の前進に寄
与できたと思う。
2009年から当委員会の委員長を務めた津谷さん（秋田）

をはじめとした委員に助けられて，私が委員長のときには日本
消費者法学会の創立を実現できた。
しかし，今，当委員会は，学会・行政・政治との関わりに忙し

くなりすぎて，被害の現場から発信するパワーを意識的に強
化しないとマズクないか。活動の原点は被害現場にあるとい
う原点を忘れないようにしたい。被害弁護団を立ち上げて，
若手弁護士に声を掛けても様 な々困難がある。寝食忘れて
被害者の話を聞き，各方面に“何とかしてよ”と訴える，そんな
若手のエネルギーが欲しい。被害現場の「こんなの許せな
い」という怒りを受け止め，これを糾合して制度や運用改善
の実現につなげるのが当委員会で在り続けてほしい。
消費者の同種大量被害について司法判断の在り方を考

えないといけないという裁判官が増えたと思っていたが，今，
逆に個別被害者の失敗談と被告の虚偽答弁を安易に採用
する中堅裁判官が増殖傾向にあると私は考える。消費者被
害救済の司法の役割強化も問題提起し続ける必要がある。
若手の奮起を促し，その場を提供する委員会であることを願
っている。

第１４代委員長　吉岡和弘（仙台）
	 （2007年～2009年）

私が委員長を拝命した時期は2007年6月から2009年5
月までの期間でした。委員長に就任した直後に福田康夫内
閣が誕生し，福田総理は「消費者行政を統一的・一元的に
推進するための強い権限を持つ新組織を発足させる」と所
信表明をしました。
その直後に「消費者行政推進会議」が立ち上がり，全国
各地の弁護士会や各地の消費生活相談員らも，街に出てチ
ラシを配布したり，パネル，シンポジウム等の集会を各地で開
催するなど，消費者庁設立の機運と世論が盛り上がりました。
これらと前後し，「公益通報者保護」，「違法収益吐き出

し」，「消費者教育」，「父権訴訟」，「消費者市民社会」など
消費者の権利拡充を求める議論や活動が活発に展開され，
多重債務，貧困，生活再建など生存権に係る活動への取組
も深まりました。
2009年9月1日，いわゆる消費者庁三法案が成立し，「消
費者庁」と「消費者委員会」が誕生しました。また，現在，全
国各地に21の「適格消費者団体」が誕生しています。これ
らの各機関等が，あのときの熱い想いや期待に応えるものに
なるよう，今後もより一層の取組みが求められています。
2009年6月，委員長のバトンを津谷裕貴弁護士に手渡しま

した。彼は，「新しい問題に取り組む勇気と切り拓いていく精
神，行動力を持った委員会にしたい」と述べて八面六臂の
活躍をしていましたが，2010年11月4日未明，凶刃に倒れる
という信じがたい事態になりました。
しかし，会員の皆さんからは，その後10年もの長きに渡り
物心両面に渡る支援をいただきました。なんと温かな方々が
集まる委員会かと感銘し通しでした。
熱いハートとクールな頭脳が結集し，次 と々登場する消費
者問題に果敢に挑戦する伝統が今日も引き継がれる委員会
で学び，そして励まされた経験は，私の大きな財産の一つです。

若手弁護士が被害の現場
から発言する場に

消費者のための省庁を
創ろう
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号数 発行 タイトル 裁判所 判決等日 執筆者 所属

101 4.7

原状回復特約についての裁判例の動向 増田尚 大阪
年金担保貸付を不法行為とした判決 大阪地裁 平成16年3月5日判決（原告控訴） 山田治彦 大阪
モニター商法（レインボーハウス事件）の小倉簡裁判決について 小倉簡裁 平成１6年4月28日判決（原告控訴） 曽里田和典 福岡県

パゾコンデータ喪失による損害額は？ ～被害者救済の観点から 仙台地裁 平成16年3月23日和解 千葉晃平
吉岡和弘 仙台

102 4.9

外国為替証拠金取引被害救済の取組み 荒井哲朗 東京
ＮＯＶＡの解約精算金に関する判決 東京地裁 平成16年7月13日判決（確定） 杉浦幸彦 東京
イッコ－みなし弁済に関する最高裁判決 最高裁 平成16年7月9日判決 和田聖仁 東京
変額保険契約及び保険料融資契約等の錯誤無効を認めた事例 横浜地裁 平成16年6月25日判決（被告ら控訴） 山﨑健一 横浜

「ＮＴＴかたり商法」で、リース会社への抗弁権接続を認めた事例 神戸簡裁 平成16年6月25日判決（確定） 大前治 大阪
指示・警告上の欠陥について製造物責任法３条にいう欠陥にあたると認定した判決 広島地裁 平成16年7月6日判決 長尾俊明 広島
消費者契約法４条１項１号（不実の告知）による契約取り消しを認めた逆転高裁判決 大阪高裁 平成16年4月22日判決（確定） 片岡成弘 大阪

103 4.11

前納学納金返還訴訟の現在の争点 大阪高裁 平成16年9月10日判決、同10月1日判
決 松丸正 大阪

先物取引、過失相殺なし判決２本 大阪高裁 平成15年9月25日判決、
平成16年8月31日判決（いずれも確定） 植田勝博 大阪

大和都市管財事件・抵当証券交付申請目的の鑑定書を作成した不動産鑑定士らの不法行為責任
が認められた事例 大阪地裁 平成16年9月15日判決（被告Ｂ控訴） 柴田美喜 大阪

茨城カントリークラブ　事件の終結について 米川長平 東京

104 5.1

デート商法の被害者が自殺したことについて加害会社らへの慰謝料請求が認められた事例 仙台地裁 平成16年10月14日判決 小野寺信一 仙台
ソニー生命説明義務違反事件 東京高裁 平成16年10月19日判決 山口広 第二東京
五菱会「ヤミ金の帝王」に対する集団提訴 木村裕二 東京
貸金業者の貸金請求事件について、本店・営業所所在地の裁判所を管轄裁判所とする文書による
合意があっても、「当事者間の衡平を図るため」、債務者所在地の管轄裁判所に移送した事例 大阪高裁 平成16年1月9日決定

（原審京都地裁平成15年10月20日） 菊地一ニ 長野県

過払金発生日から年６％の割合で算出された利息を付した和解事例 宮崎地裁 平成16年11月25日和解 宮田尚典 宮崎県
証券取引被害（一任取引の暴走） 東京地裁 平成16年11月4日和解 田中清治 第二東京

105 5.3

敷金問題を消費者契約法10条で斬った！！ 大阪高裁 平成16年12月17日 長野浩三 京都

住所不詳・氏名「カタカナ」による訴訟提起で訴状却下を認めず 名古屋高裁
金沢支部 平成16年12月28日決定 福島武司 富山県

｢おれおれ詐欺」による被害金の全額回収に成功 - 被害者救済のためのひとつの回収方法 - 長野地裁
松本支部 平成16年12月9日 山内道生 長野県

銀行の支店を特定せずに預金口座を一括仮差押えした事例 岡山地裁 平成16年12月16日決定 首藤和司 岡山
ダンシングモニター商法大津地裁判決について 大津地裁 平成12年（ワ）第184号外（控訴） 田口勝之 滋賀

106 5.5

内部告発者の損害賠償請求を認容（トナミ運輸事件判決） 富山地裁 平成17年2月23日判決（控訴） 山田博 富山
NOVA の解約精算特約に関する消費者に有利な判決 東京地裁 平成17年１月12日判決（控訴） 杉浦幸彦 東京
ヤミ金への返還請求（全額払いを認容）札幌高裁平成16年（ネ）第305号不当利得返還・貸金請
求控訴事件 札幌高裁 平成17年2月23日判決 吉原美智世 札幌

CFJ の支配人は実質的に支配人ではなくその訴訟行為は無効であるとした判例 千葉地裁 平成17年2月25日判決 伊東達也 千葉
大手フランチャイズが定めた違約金約款が消費者契約法9条に違反し無効とされた事例 千葉地裁 平成16年7月28日判決（確定） 秋野卓生 第二東京
先物取引で「断定的判断の提供」による取消しを認めた判決 名古屋地裁 平成17年１月26日判決 石川真司 愛知

107 5.7

中学教材の過量販売・マンスリークリア方式について抗弁対抗を認めた例 神戸地裁
姫路支部 平成17年3月15日判決（確定） 山崎省吾 兵庫

入学金不返還約定を消費者契約法10条で無効とした判決 京都地裁 平成17年3月25日判決（控訴） 平尾嘉晃 京都
ジェイメディア事件 立替払契約について要素の錯誤を認めた 横浜地裁 平成17年3月25日判決（控訴） 芳野直子 横浜
ジェイメディア事件 信販会社の請求を信義則違反として認めなかった 仙台地裁 平成17年4月28日判決（控訴） 鎌田健司 仙台
不動産購入による相続税対策を目的とした融資の際に銀行担当者が税制改正内容を説明しなかった
として説明義務違反に基づく損害賠償請求（約9億円）を認容した判決 東京高裁 平成17年3月31日判決（上告） 植草美穂 東京

賃貸マンションにおけるＣＯ中毒死事故で、ガス会社・マンション所有者・同管理会社の賠償責任を
認める判決 札幌地裁 平成17年5月13日判決（控訴） 大賀浩一 札幌

108 5.9

NOVA の解約精算特約に関する判決 東京高裁 平成17年7月20日判決（上告受理申立） 杉浦幸彦 東京
留学等斡旋サービスにおけるトラブルについて業者の責任を認めた事例 東京地裁 平成17年4月12日判決（控訴） 志知俊秀 第二東京

溶接に欠陥がある建物の解体・再築費用を認めた事例 静岡地裁
沼津支部 平成17年4月27日判決（確定） 河合敏男 第二東京

敷引特約は消費者契約法違反！ 神戸地裁 平成17年7月14日判決（確定） 増田尚 大阪
外国為替証拠金取引について損害賠償請求の全てを認容した事例 東京地裁 平成17年7月12日判決（控訴） 荒井哲朗 東京

貸金業者の取引履歴不開示は違法～ついに下された最高裁判決！ 最高裁
第三小法廷 平成17年7月19日判決 井上元 大阪

信用取引における逆日歩の説明義務違反を認め損害の9割の賠償を認定した判例 東京地裁 平成17年7月25日判決（控訴） 近藤博徳 東京
適合性原則及びオプション取引に関する初の最高裁判決 最高裁 平成17年7月14日判決（破棄差し戻し） 田端聡 大阪
三洋信販最高裁請求認諾
─リボルビング払い方式には「みなし弁済」の適用なし─ 辻　泰弘 佐賀

委託者債権には損害賠償債権も含まれるとした高裁判決 大阪高裁 平成17年9月16日判決（上告中） 斎藤英樹 大阪

109 5.11

シティズ高裁判決 東京高裁 平成17年9月28日判決（上告受理申立） 木村裕二 東京
シティズに不法行為を認めた判決 神戸地裁 平成17年8月25日判決（上告中） 蔭山文夫 兵庫
株式会社ジェスチオン・プリベ・ジャポン（Gestion Privee Japon）被害者の会結成 細田はづき 東京

ジー・オーグループ事件総括 ジーオー被
害者弁護団 第二東京

110 6.1

平成電電被害対策弁護団結成 中川素充 東京
五菱会ヤミ金融事件における刑事判決と仮差押え 東京地裁 平成17年11月16日決定 木村裕二 東京
シックハウスマンションでの契約解除の勝訴判決 東京地裁 平成17年12月5日判決（控訴） 米川長平 東京

信用金庫の融資について保証否認が認められた事案 東京高裁 平成17年8月10日判決
（確定＊上告不受理・上告棄却決定）

佐々木成明
岡島順治 静岡

111 6.3

リボ払い最高裁判決 最高裁第一
小法廷 平成17年12月15日判決 辻泰弘 佐賀

書面要件の明確性正確性を判示し，日掛業者の43条主張を否定した最高裁判決 最高裁第三
小法廷 平成18年1月24日判決 呉東正彦 横浜

自由財産をもってする破産債権への弁済が任意性を欠くとされた事例 最高裁 平成18年１月23日判決 篠原健 徳島

㈱近未來通信の預金仮差押えが認められ全額返金された事例 名古屋地裁 平成17年12月16日決定 浅井岩根
深見早惠 愛知

消費者問題ニュース 事件情報一覧（第１０１号～）
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112 6.5

『保証料はみなし利息』 広島高裁 平成18年2月16日判決 板根富規 広島
ＥＢについて適合性原則・説明義務各違反を認めた上で，過失相殺を行わなかった事例 東京地裁 平成18年3月6日判決（双方控訴） 洞澤美佳 第二東京

ヤミ金業者への返還請求（全額払いを認容） 最高裁
第三小法廷 平成18年3月7日決定 吉原美智世

　外５名 札幌

ダンシングモニター商法事件全国統一和解報告 辰巳裕規 兵庫

113 6.7
投資信託被害に関し，適合性原則違反や取引の過当性が肯定された事例 大阪地裁 平成18年4月26日判決（控訴） 田端聡 大阪
先物取引について適合性原則違反・仕切拒否等を認めた上で，過失相殺を否定した事例 神戸地裁 平成18年5月12日判決（控訴） 村上英樹 兵庫

114 6.9

プロバイダーの個人情報漏洩に関して１人あたり6000円の損害賠償が認められた事例 大阪地裁 平成18年5月19日判決（双方控訴） 岡田　崇 大阪
貸金業者（プロミス）に対する過払金請求に要した弁護士費用を民法704条後段の損害と認めた判
決 大阪地裁 平成18年7月10日判決（確定） 井上耕史 大阪

架空社債に対して払い込んだ預託金が，証券取引法79条の56の補償対象債権にあたるとされた
事例 最高裁 平成18年7月13日判決（破棄差戻） 高森健 札幌

115 6.11

電気ストーブから発生した化学物質によって健康被害を生じた被害者につき，電気ストーブの販売会社
（㈱イトーヨーカ堂）に損害賠償を命じた判決 東京高裁 平成18年8月31日判決

（補助参加人が上告中） 岡田修一 第二東京

シックハウス・マンション集団提訴で和解した事例 大阪地裁 平成18年9月11日和解 三浦直樹 大阪
商品取引員の故意による不法行為を認定した逆転勝訴判決（過失相殺なし） 山根良一 兵庫
愛染蔵被害対策弁護団（大阪）活動報告 稲葉宏己 大阪

116 7.1

近未來通信投資被害事件の現状 紀藤正樹 第二東京
学納金返還最高裁判決 最高裁 平成18年11月27日判決 松丸正 大阪
貸金請求が，ヤミ金業者の債権回収の役割を担ったことなどで請求棄却された事例 東京地裁 平成18年8月25日判決（確定） 森川清 東京
期限の利益の喪失事由があっても，シティズがこれを宥恕したと認めた判決 名古屋簡裁 平成18年11月21日判決（確定） 園田理 愛知県
雪印乳業集団食中毒事件報告 大阪地裁 平成18年9月26日和解 山本雄大 大阪
住基ネットについて，プライバシー侵害を理由に，住民票コード削除を命じた事例 大阪高裁 平成18年11月30日判決（一部上告） 大川一夫 大阪

117 7.3

「パチスロ攻略法詐欺」判決 名古屋地裁 平成19年1月29日判決（確定） 竹之内智哉 愛知
外国為替証拠金取引業者の役員（取締役・監査役）の責任を肯定した事例 荒井哲朗 東京

商品先物取引被害事件で過失相殺なし，所得税分の損害が認められた事例 大阪地裁 平成18年12月25日判決（確定） 三木俊博
日闍清司 大阪

全国小売酒販組合年金被害対策東京・大阪弁護団 洞澤美佳
溝内有香

東京
大阪

118 7.5

日本版クラスアクションの試み（アースウォーカー被害事件） 平尾嘉晃 京都
絵画出品展示商法において，書面不備によるクーリングオフが認められた事例 名古屋簡裁 平成19年2月27日判決（確定） 森　一恵 三重

最高裁第三小法廷平成19年２月13日判決について 最高裁
第三小法廷 平成19年2月13日判決 茆原洋子 横浜

119 7.7

NOVA 英会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が，特定商取引に
関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた
事例

最高裁 平成19年4月3日判決 長野浩三 京都

過払金請求に伴う原告の弁護士費用は損害に当たると認定するとともに，CFJ の支払請求行為を
架空請求と認定した裁判例 札幌高裁 平成19年4月26日判決 宮原一東 札幌

アイディック節電器事件―クオーク及び GC に対する全国統一和解成立― 鈴木裕美 仙台

平成電電匿名組合事件 平成16年1月9日決定
（原審京都地裁平成15年10月20日） 佐藤千弥 東京

120 7.9
電話機リース全国一斉１１０番報告 加納雄二 大阪
建築業者や設計者の安全配慮義務について認めた初の最高裁判決 最高裁 平成19年7月6日判決 幸田雅弘 福岡
商品取引所に対する委託者債権の払渡請求にかかる最高裁判決の問題点 最高裁 平成19年7月19日判決 斎藤英樹 大阪

121 7.11

貸金業者は，「みなし弁済」（貸金業規制法43条１項）の適用がない場合には，特段の事情があると
きでない限り，民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるとする最高裁判決 最高裁 平成19年7月13日判決

平成19年7月17日判決 内藤　満 東京

制限超過利息の収受について不法行為の成立を認めた事例 大阪高裁 平成19年7月31日判決（確定） 小城　達 奈良
証券取引被害における適合性原則の現状を示す判決 大阪地裁 平成19年10月17日（双方控訴） 田端　聡 大阪
エステティック「TBC」個人情報流出事件控訴審判決（確定） 東京高裁 平成19年8月28日判決 紀藤正樹 第二東京

122 8.1

株式会社エル・アンド・ジー事件報告 田中博尊 東京
NOVA 受講生向け説明会の実施について 五條　操 大阪

零細事業者が締結した「提携リース契約」に初めてクーリング・オフを認めた裁判例 名古屋高裁
金沢支部

平成19年11月19日判決
逆転勝訴・被控訴人上告 牧野一樹 愛知

123 8.3
未公開株商法の判決 東京地裁 平成19年11月30日判決

平成19年12月13日判決 荒井哲朗 東京

ライトアングル（茶 く々らぶ）事件情報 尾崎博彦 大阪
過払金の充当に関する最高裁の４つの判決 瀧　康暢 愛知

124 8.5

山口組五菱会ヤミ金融事件の東京地裁判決及びスイスで没収された犯罪収益の返還 東京地裁 平成20年3月7日，同月26日 木村裕二 東京
商品先物取引の注文について消費者契約法4条2項による取消を認めた判決 札幌高裁 平成20年1月25日判決（上告） 青野　渉 札幌
ライフに対して更生手続開始決定前の過払金の返還を認めた判決 神戸地裁 平成20年2月13日判決（被告控訴） 辰巳裕規 兵庫県
ワールドオーシャンファーム事件の概要 川口　誠 第二東京

125 8.7

呉服過量販売に関する一連の判決
大阪地裁
高松高裁
大阪地裁
大阪地裁

平成18年9月29日判決
平成20年1月29日判決
平成20年1月30日判決
平成20年4月23日判決

松尾善紀 大阪

西武鉄道株主損害賠償請求訴訟 東京地裁 平成20年4月24日判決（双方控訴） 大浦綾子 大阪

クレジットカードの不正使用についてカード会社の請求を棄却した判決 長崎地裁
佐世保支部 平成20年4月24日判決（控訴） 福崎博孝 長崎県

建物賃貸借契約における「定額補修分担金特約」について消費者契約法10条により無効とした事
例 京都地裁 平成20年4月30日判決（被告控訴） 長野浩三 京都

高島易断問題への取り組み 木村　壮 第二東京

126 8.9
ヤミ金に返済した元本の取扱いをめぐる裁判例 最高裁大阪

高裁
平成20年6月10日判決
平成20年7月10日判決 石井宏治 兵庫

投資資金名下で騙取された被害者からの損害賠償請求において配当金名目で交付した金額を損益
相殺等として控除することが民法708条の趣旨に反し許されないとした判決

最高裁第三
小法廷 平成20年6月24日判決 白出博之 大阪

127 8.11

健康食品「あまめしば」被害事件の和解 名古屋高裁 平成20年8月29日和解 杉浦英樹 愛知
こんにゃくゼリー死亡事故訴訟の和解 名古屋高裁 平成20年9月5日和解 杉浦英樹 愛知
FX 業者にロスカット義務とそのために必要な十分なシステム構築の責任を認めた事例 東京地裁 平成20年7月16日判決 荒井哲朗 東京
証券の過当取引について違法性を認めるとともに指導助言義務違反を認めた事例 大阪高裁 平成20年8月27日判決 内橋一郎 兵庫
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128 9.1

SFCG（旧商工ファンド）による一括請求被害 新里宏二 仙台
消費者団体訴訟制度による敷引特約無効の請求認諾事例 長野浩三 京都
商品先物取引会社（国内公設市場）の代表取締役に会社法429条１項の損害賠償責任を認めた
判決 神戸地裁 平成20年10月７日判決（被告控訴） 内橋一郎 兵庫

「100％の勝率で毎月25％以上の利益を得ていく方法」などと喧伝されていた「FX 常勝バイブル」と
いう情報商材の頒布者とこれにより顧客獲得をしていた取引業者の損害賠償責任を肯定した判決 東京地裁 平成20年10月16日判決（被告ら控訴） 荒井哲朗 東京

129 9.3

継続的な金銭消費貸借取引により発生した過払金債権の消滅時効の起算時に関する最高裁判例 最高裁
第一小法廷 平成21年1月22日判決 園山俊二 第二東京

預金の取引経過開示義務を肯定した最高裁判例 最高裁
第一小法廷 平成21年1月22日判決 千綿俊一郎 福岡県

マイカル債訴訟一部勝訴 大阪高裁 平成20年11月20日判決（確定） 古川幸伯 大阪
金銀暴落による第一商品譁からの差損金請求が排斥され，委託者側の損害賠償請求の一部が認容
された判決 東京高裁 平成20年7月16日判決（確定） 鈴木麗加 東京

貸金業者による金銭消費貸借契約に対し割賦販売法30条の4（抗弁の接続）を適用した判決 名古屋高裁 平成20年11月26日判決
（控訴棄却・確定） 伊藤誠基 三重

法人顧客への説明義務違反，指導助言義務違反などを認めた先物逆転勝訴判決 大阪高裁 平成20年9月26日判決（確定） 蒲田豊彦 大阪

130 9.5

姉歯元一級建築士による耐震偽装事件で行政（建築確認審査機関）の過失を認める判決 名古屋地裁 平成21年2月24日判決（被告ら控訴） 山下勇樹 愛知県

健康食品あまめしば訴訟の高裁判決 名古屋高裁 平成21年2月26日判決
（アダプトゲン製薬上告，上告受理申立） 杉浦英樹 愛知県

シティズ「遅延損害金」問題～最高裁判決直前の上告取り下げ 辰巳裕規 兵庫県
SFCG 破綻，破産へ 新里宏二 仙台

パチンコ攻略法の情報売買は公序良俗に反して無効である等として，全額返還を命じた判決 神戸地裁
尼崎支部 平成21年2月27日（確定） 吉村洋文 大阪

消費者団体訴訟制度初の裁判上の和解成立事例 大阪地裁 平成21年3月4日和解 黒木理恵 大阪

131 9.7

マイカル債訴訟の3つの高裁判決
大阪高裁
東京高裁
名古屋高裁

平成20年11月20日判決（確定）
平成21年4月16日判決

（上告 , 上告受理申立）
平成21年5月28日判決（確定）

田端聡 大阪

異なる数個の基本契約が併存する場合，その取引の1個が完済された以後の弁済は，存在する他の
債務に充当されるとした高裁判例 福岡高裁 平成21年4月16日上告審判決 小林孝志 宮崎

消費者団体訴訟制度初の差止判決 京都地裁 平成21年4月23日判決（双方控訴） 黒木理恵 大阪
ライブドア株主被害集団訴訟一審判決（一部勝訴） 東京地裁 平成21年5月21日判決（双方控訴） 五十嵐潤 第二東京

132 9.9

生活保護審査請求に伴う執行停止が認められた事例
高知県
知事決定
静岡県
知事決定

平成20年12月18日決定
平成21年7月1日決定 森川清 東京

自動車の保有を理由になされた生活保護停止処分を違法として取り消した判決 福岡地裁 平成21年5月29日判決（確定） 平田広志 福岡

商品先物取引における差玉向かいに関し商品取引員の説明義務等を認めた最高裁判決 最高裁
第一小法廷 平成21年7月16日判決 岩本雅郎

佐藤浩史 愛知

「悪意の受益者の推定」に関する一連の最高裁判決の読み方 瀧　康暢 愛知県
先物被害の損害賠償金（裁判上の和解による和解金）に対する課税処分が取り消された事例 大分地裁 平成21年7月6日判決（控訴） 松尾康利 大分
居住用建物の賃貸借契約における更新料特約を消費者契約法10条により無効とした初の判決 京都地裁 平成21年7月23日判決（被告控訴） 谷山智光 京都

133 9.11

建物賃貸借契約における更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とした判決 大阪高裁 平成21年8月27日判決 長野浩三 京都

貸金業者による遅延損害金主張を信義則違反とした初の最高裁判例 最高裁
第二小法廷 平成21年9月11日判決 井上耕史 大阪

「ロコ・ロンドン貴金属証拠金取引」、「商品 CFD 取引」をめぐる近時のいくつかの裁判例について 荒井哲朗 東京

134 10.1

704条後段の法的性質に関する最高裁判決～過払金返還訴訟に伴う弁護士費用請求の注意点～ 最高裁 平成21年11月9日判決 瀧　康暢 愛知県
生命保険約款中の無催告失効条項を消費者契約法10条の規定により無効とした逆転勝訴判決 東京高裁 平成21年9月30日判決 田村彰浩 横浜
楽天 KC について（自社の加盟店ではない）自社カードに付与された VISA の加盟店に関する調査
義務違反に基づき、カード会員からの損害賠償請求を認めた判決 東京地裁 平成21年10月2日判決 志知俊秀 第二東京

定額補修分担金条項使用差止請求事件判決 京都地裁 平成21年9月30日判決 長野浩三 京都

135 10.3

商品先物取引・「差玉向かい」の説明義務を認めた最高裁判決 最高裁
第二小法廷 平成21年12月18日判決 平澤慎一 東京

追い出し屋被害で家主に責任を認めた事例 姫路簡裁 平成21年12月22日判決 増田　尚 大阪
家賃保証会社による長時間にわたる執拗な家賃等の取立行為を違法とした判決 福岡地裁 平成21年12月3日判決（確定） 藤村元気 福岡県
併合請求の管轄に関する決定 名古屋高裁 平成21年11月30日決定 平井宏和 愛知県
過払い状態で契約したおまとめローンを錯誤無効とした判決 広島地裁 平成21年12月11日判決（被告控訴） 楾　大樹 広島
貸金業者に対する取引履歴開示依頼が「過払金の発生を停止条件として過払金返還の履行を請求
する民法153条の催告」にあたるとした事例 大阪簡裁 平成22年1月15日判決（確定） 高見秀一 大阪

136 10.5
プロミスの17条書面の不備を指摘して「特段の事情」があるとはいえないとした高裁判決 東京高裁 平成22年2月4日（確定） 坂本隆浩 東京
主債務元本の極度額しか定められていない貸金等根保証契約を無効とした事例 熊本地裁 平成21年11月24日判決（確定） 神保壽之 熊本

137 10.7

利息制限法に違反した貸金契約では元金変動があっても制限利率の変更はないとの最高裁判決 最高裁第三
小法廷 平成22年4月20日判決 金高　望 沖縄

製品の欠陥被害者は，通常の用法に従って使用して被害が発生したことを主張・立証すれば足り，具
体的欠陥の特定，原因，機序まで主張立証する責任はないとした逆転勝訴判決 仙台高裁 平成22年4月22日判決（業者側上告） 吉岡和弘 仙台

パチンコ攻略法被害につき，雑誌発行者，広告代理店の責任を認めた判決 大阪地裁 平成22年5月12日判決（双方控訴） 斎藤英樹 大阪

138 10.9

委託者と反対の自己玉を建てる方針についての説明義務等を商品取引員に認めた上で過失相殺を
否定した判例 広島高裁 平成22年５月14日（被控訴人上告） 大植　伸 広島

クオークローンとの取引が，プロミス主導により同社との取引に切り替えられた事案について，両取引
は一連一体のものであると認定し，プロミスに取引全体の過払金支払を命じた判決 東京高裁 平成22年7月15日判決（確定） 村上一也 東京

139 10.11

銀行による投資信託（仕組投資信託）の勧誘・販売についての初めての勝訴判決 大阪地裁 平成22年8月26日判決（双方控訴） 田端　聡 大阪
ＪRドア挟み事故について，請求金額の一部をＪR が支払う内容で訴訟上の和解が成立した事例 仙台地裁 千葉晃平 仙台
①都市銀行の預金債権について全支店を支店番号で順位付をして「特定」した差押命令を発令した

決定
②生命保険の解約返戻金等について保険証券番号ではなく契約日順で「特定」をした申立てを却下

した原決定を取り消して差押命令を発令した決定

①静岡地裁
 下田支部
②東京高裁

①平成22年8月26日決定
②平成22年9月8日決定 荒井哲朗 東京

140 11.1
先物被害の損害賠償金（裁判上の和解による和解金）に対する課税処分が取り消された事例 福岡高裁 平成22年10月12日判決（確定） 松尾康利 大分
呉服次々販売が公序良俗違反，共同不法行為であるとして，グループ主宰者，販売店，信販会社に
連帯して既払い金全額の支払いを命じた判決 秋田地裁 平成22年9月24日判決（被告ら控訴） 近江直人 秋田

141 11.3
商品先物取引・「差玉向かい」の説明義務違反と取引上の実損との因果関係を明確に認めた判決 東京高裁 平成22年10月27日判決（確定） 平澤慎一 東京
未公開株商法において，発行会社と勧誘に利用された携帯電話の名義人に幇助による不法行為責
任を認めた判決 東京地裁 平成22年12月22日判決（確定） 太田賢志 東京
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事 報情件
仙台

消火器の訪問販売を行う株式会社防災センターに対し，中途解約時の残料金一括払ほか複数
の不当条項，不当勧誘及び不当表示の差止を命じた判決（仙台地方裁判所令和3年3月30日判決，被告ら控訴）

１		 事案の概要
	 	 株式会社防災センターは，主に宮城県，東京都及び神
奈川県で，ナマズのシールが貼られた消火器の訪問販売
を行っている業者です（同一の商号，代表者で本店所在
地を異にする2つの法人が存在）。不実告知や虚偽の内
容が書かれたチラシを使用し，強引な勧誘を行い，さらに
は消火器の交換と偽る等して契約書に署名させ，消火器
「リース」と称する10年間の契約を締結させた上，顧客の
中途解約を認めず，解約時には10年間相当の残料金を
一括請求するなどしており，消費生活センターに多くの苦
情や相談が寄せられています。そこで，適格消費者団体
消費者市民ネットとうほくは，法人2社を被告として差止請
求訴訟を行い，標記年月日に判決が言い渡されました。
２		 判決の概要
⑴	 不当条項の使用禁止
	 	 消費者契約法8条ないし10条に基づき，顧客に中
途解約を禁じる条項，やむを得ず中途解約をした場合
にリース料残余相当額を一括して支払う条項，リース
契約に一般的に見られる顧客に重い負担を課す各条
項（解約制限，維持管理責任等）等，合計10項目にわ
たる不当条項の使用を禁じ，同内容を含む意思表示を
禁止しました。　

⑵	 不当勧誘の禁止
	 	 特定商取引法58条の18第1項に基づき，被告らは
勧誘に際して以下のような行為をしてはならないとして，
不当勧誘を禁止しました。

・	 被告らを同業他社と同一ないし関連する法人と誤認
させる内容を告げること

・	 被告らの契約が全国一有利な料金等と告げること
・	 全ての消火器に点検義務があると告げること
・	 全国の家庭に消火器の設置を義務付ける条例があ
ると告げること

⑶	 不当表示の禁止
	 	 景品表示法30条1項1号及び2号に基づき，被告ら
が使用するチラシに以下の表示をしてはならないとして，
不当表示を禁止しました。
・	 契約条件が全国一有利である
・	 当該消火器が高級ブランドである
・	 被告らが提供する各種サービスは無料である
⑷	 判決全文は，消費者市民ネットとうほくのホームペー
ジで公表しています。

３		 判決の意義
	 	 被告らは各地で繰り返し被害を発生させており，その
契約内容，勧誘行為等がいずれも違法だとして差止が
認められたことは今後の被害防止に資するものと思いま
す。中途解約の制限や解約時のリース料残余相当額の
支払をする旨の契約条項が不当条項として使用を禁止
されたことは，個別被害の救済にも役立つものと思われま
す。被告らは現在も勧誘を続けているという情報もあり，
控訴審でも引き続き不当な契約実態を明らかにしていく
予定です。

佐藤由麻（仙台）

名古屋 株式会社ゴルフスタジアムの役員に対して会社法429条1項等に基づく責任
が認められた判決（名古屋地裁令和3年4月27日判決，被告ら控訴）

１		 事案の概要
	 	 東京に本社のある株式会社ゴルフスタジアム（以下「Ｇ
Ｓ」といいます。）は，「無料でホームページを作りませんか，
ホームページにＧＳのバナー広告を貼らせてもらえれば広
告料を支払います。そのためにＧＳが提携するクレジット
会社 ･リース会社との間でクレジット･リース契約を結ん
でもらう必要がありますが，ＧＳが，広告料の名目で毎月の
クレジット･リース料と同額の金額を支払いますから，お客
様には一切のご負担はありません」などの詐欺的トークを
用いて，全国約1,000名以上のゴルフのレッスンプロやゴ
ルフ練習場の経営者らに，無価値 ･粗品に過ぎない「Ｍ
Ａソフト」と称するDVDソフトを300万円～1,000万円も
の高額なクレジット契約 ･リース契約を締結させて販売し，
これら顧客らの多大な経済的負担の下，提携するクレジッ
ト会社 ･リース会社を通じて，多額の資金を調達し，自転
車操業を繰り返していました。
２		 判決の概要
	 	 こうした被害について，ＧＳ被害対策弁護団東海を結
成し，2017年から2018年にかけて3次にわたり訴訟を提
起し，全国の弁護団と協働して訴訟追行をしてきたところ，
2021年4月27日，名古屋地裁にて，代表者ら役員及び勧

誘担当者に対する被害者勝訴の判決が言い渡されまし
た。判決は，ＧＳは，顧客に対して，商取引上の実体を伴う
物品を対象としたものとは認め難いリース契約等を締結さ
せて販売代金名目の金員を取得した上，ＭＡソフトの販
売代金を超える収益を上げなければ，ＧＳ顧客に対する
広告枠利用料を支払うことができずに自転車操業を繰り
返すか，破たんすることになるものであったことを認めまし
た。にもかかわらず，リース契約等の債務を顧客に負担さ
せてリース会社等から融資を得ようとして，ホームページ
の無料制作を謳って営業を行い，広告枠利用料が継続
的に支払われることから顧客には負担が生じることはない
と誤信させるなどして契約を締結させていたものであり，Ｇ
Ｓ商法は，その当初から破たん必至の詐欺的なもので，違
法であったと明確に断じました。その上で，各被告につい
て，ＧＳ商法が破たん必至であることを認識し又は認識し
得たのに，漫然とＧＳ商法を継続させたなどとして，被害者
らの過失相殺をすることなく，会社法429条1項ないし民
法709条の責任を認めました。途中退任した一部役員に
ついて，その退任後の責任は認められませんでしたが，ほ
ぼ全面的な勝訴判決です。

石川真司（愛知県）
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第85回  先物取引被害全国研究会･WEB大会催	事

 午前中は，投資被害事件の経験豊富な東京弁護士会の荒井哲朗
弁護士にこれまで担当された事件を題材に講演いただく予定です。
 午後は，明治学院大学法学部講師の山本正之先生に「最新の決
済事情  消費者被害の観点から見た決済ツールの問題点，最新の

決済ツールにおける証拠収集」とのテーマでご講演いただき，その他，
実務に役立つ研究発表や判決・和解報告を予定しています。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等に
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 2021年9月18日（土）10時～18時30分（予定）
場　所 WEB 開催（Zoom ウェビナー利用予定）
主催者 先物取引被害全国研究会
参加費 3000円（予定）
問合先 弁護士 内村和朝　uchimura@shijo -law.com TEL075-231-1014

編 □ 集 □ 後 □ 記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
本号は記念すべき本ニュースの200号で

す。それを記念して本号と次号では，歴代委員
長のお話と事件情報一覧を掲載させていただ
きますので，じっくりとお楽しみください。
私は，101号が発行された当時は弁護士に

もなっておらず，本号の編集作業を通じて，こ

の委員会と歴代の委員の皆さんが長年にわた
って取り組んでこられた問題の多様さとその
歴史に触れることができました。
約1年前にニュース出版部会に配属されて

から初めての編集長役をこのような号で務め
ることになりましたが，今後も消費者問題に取

り組んでいく決意を新たにするきっかけにもな
り，とてもありがたいことだと思っています。
ニュース出版部会では，今後も消費者問題
ニュースを通じて，最新の情報を発信していき
ますので，皆様からの貴重な情報を引き続き
お待ちしております。	 中村健太（広島）

消 費 者 問 題

第64回  全国証券問題研究会･WEB大会催	事

 午前中は，証券事件の入門講座を行います。午後は，大阪大学社
会経済研究所の花木伸行教授による行動経済学をテーマにした講
演，証券事件の判決・和解報告等が行われる予定です。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等につ
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 2021年10月２日（土）10時30分～18時
場　所 WEB 開催（Zoom ウェビナー利用予定）
主催者 全国証券問題研究会
問合先 弁護士 吉岡康博　yoshioka.naniwalaw@nifty.com TEL 06-4705-0325

第63回  人権擁護大会シンポジウム第2分科会催	事

 2021年10月14日に消費者問題対策委員会が10年ぶりに主幹
を務める人権擁護大会のシンポジウムが，「超高齢社会における消
費者被害の予防と救済を考える～誰一人取り残さない社会をめざし
て～」というテーマで開催されます。本シンポジウムは2020年に鹿
児島市で開催される予定であったものが，コロナ禍を理由に，2021
年に延期され，岡山市で行われることになったものです。
 我が国は「超高齢社会」を迎えており，2036年には3人に1人が

高齢者になると予測されています。また，高齢者は，若年者に比べて
資産を保有している一方，健康・お金・孤独といった問題を抱える人
も多いため，消費者被害の対象となりやすく，消費生活相談の件数
もここ10年で2倍以上に増加しています。そこで，超高齢社会をキ
ーワードに，今後の消費者被害の発生を予防する施策や，被害回復
の法制度を検討し提案するというシンポジウムを開催します。
 多くの方々のご参加をお願いします。

日　時 2021年10月14日（木）12時30分～18時（受付11時30分～）
場　所 ホテルグランヴィア岡山 フェニックス
主催者 日本弁護士連合会
問合先 日本弁護士連合会 人権部 人権第一課　TEL 03-3580-9815　FAX 03-3580-2896


