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シンポジウム
「自然災害における宅地被害の救済と予防を考える」

リ ポ ー ト

１	 本シンポジウムの目的
2021年6月3日，当連合会主催によ

る標記のシンポジウムがオンラインで開
催されました。

2011年3月11日に発生した東北地
方太平洋沖地震では，丘陵の住宅地
で多くの谷埋め盛土地滑りが発生し，
特に滑動崩落被害（注：谷間や山の斜
面などにおいて盛土造成された宅地が，
地震の揺れなどによって滑ったり崩れた
りする現象による被害のこと。）が集中し
た仙台市内では5728軒の宅地が被災
しました。このような深刻で悲惨な被害
が発生したことを受け，当連合会は，
2012年3月，「宅地被害者の救済及び
予防のための法改正等を求める意見
書」による提言を行いました。

東日本大震災から10年を経過した
本年，上記提言を踏まえ，消費者を宅
地被害から守り，安全な地盤の下で

「安全な住宅に居住する権利」を享受
できるよう，どのような工夫等が必要であ
るのかを識者とともに考える機会とすべ
く，本シンポジウムを企画しました。
2	 内容

はじめに，三浦直樹会員（大阪）から，
「『宅地被害者の救済及び予防のため
の法改正等を求める意見書』からの到
達点」と題し，提言から10年を経た今も
十分な対策が講じられていない旨の基
調報告がありました。

その後，「『改正都市計画法』の解
説」と題し，国土交通省都市局都市計
画課開発企画調整官の朝津陽子氏よ
り，昨今の都市計画法の改正について
の特別報告がありました。

続いて，「震災後10年  残された課
題」と題し，京都大学防災研究所斜面
災害研究センター教授である釜井俊孝
氏より，昨今の宅地被害は，高度成長
期における杜撰な宅地造成による「遅
れてきた公害」であり，1978年の宮城県
沖地震の際に指摘された論点がいまだ
に実現しておらず，これが東日本大震
災での大規模な被害につながった旨の
基調講演がありました。

その後，釜井氏に加え，ＮＨＫ社会部
副部長の島川英介氏，国土交通省都
市局都市安全課長美濃部雄人氏，齋
藤拓生会員（仙台）を迎え，パネルディ
スカッションを行いました。パネルディカッ
ションでは，①安全性把握をいかにして
推進するか，②危険と認識された宅地
を今後どうしていくべきか，とりわけ危険
情報の周知をいかにして図るべきか，
③安全性が確認された宅地に対するメ
ンテナンスの必要性と対策，と大きく3つ
の柱で議論が進みました。

議論のまとめとして，釜井氏は，実際
には宅地開発したディベロッパーやハウ
スメーカーの責任は大きく，その責任を
過去に遡って追及できるような法整備

が必要であるとともに，宅地防災組合と
いった，新たな共同体を創ることで，住
民が宅地防災を主体的に考える土台
になるかもしれないと述べました。島川
氏は，リスク情報を広く市民が知ること
が大切であり，住民がリスクと向き合っ
て対策を検討できるようになることが重
要であると述べました。美濃部氏は，本
シンポジウムで提案された新たな法整
備等について，一定のハードルはあるも
のの，現時点での宅地政策は最終到
達点ではなく，各自治体での調査が更
に進む中で，問題解決に向けて常に考
えていきたいと述べました。齋藤会員は，
宅地の安全性の確保は人権問題であ
り，当連合会としても今日の議論を踏ま
え，従前の提言をブラッシュアップし，宅
地の安全性確保に向けて全力を尽くし
ていきたいと述べました。
３	 最後に

宅地被害には，自然災害がきっかけ
であるとしても，杜撰な宅地の開発・造
成に起因するものがあり，宅地開発・造
成業者と宅地の取得者（消費者）との
間には，情報と交渉力に大きな格差が
存在します。そのような宅地被害は，消
費者被害にほかなりません。当部会で
は，今後もこの問題に注目し，引き続き提
言していきたいと思います。

土地・住宅部会　　
上田敦（京都）
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第１６代委員長　池本誠司（埼玉）
 （2011年～2012年）

私が委員長に就任したのが2011年1月という変則的な時
期であるのは，第15代委員長津谷裕貴さんが2010年11月
に凶刃に倒れた事件の影響である。

津谷さんが委員長に就任した2009年6月は，消費者庁・
消費者委員会の創設（2009年9月）を含めて，当委員会の
活動が大いに盛り上がっていた時期である。津谷さんが一
貫して取り組んできた商品取引所法（現・商品先物取引法）
の大改正も2009年7月に実現した。ただし，改正法は，「不
招請勧誘禁止が導入されるが，現在政令指定される予定と
なっているのは，店頭デリバティブ取引だけであり，外国商品
市場取引（海外先物）や商品市場における取引（国内公
設）は，当面，指定されない予定となっている。」（津谷裕貴・
消費者法ニュース80号246頁）という状況であった。ところが，
翌2010年9月改正の政令30条により，国内公設取引及び
海外先物取引も不招請勧誘禁止の対象となった。正に津谷
委員長が政令改正の過程で尽力された成果だと言える。そ
の津谷さんが，改正法の施行（2011年1月）を見ることなく亡
くなられたことは，無念というほかない。

私が担当した2011年1月から2012年5月は，消費者庁・
消費者委員会の活動も軌道に乗り，各種専門調査会や検
討委員会に当連合会から委員を送り，審議をリードする意見
書を積極的に提出した。それにとどまらず，各部会員が担当
副会長や担当事務次長とともに担当課との協議や与野党議
員への面談要請を重ねるなど，意見の実現に向けて行動す
る当委員会のスタイルを実践していただいた。

他方で，2011年には，政治主導の政策である独立行政法
人改革の議論の中で国民生活センターの統廃合・民営化の
方針が示されたことに対し，5本の意見書を次 と々提出してこ
れを食い止めることができた。こうして2011年には年間最多
の28本もの当連合会意見書を提出した。法制度改正のテン
ポが早くなる中で，当委員会の活動のスピードアップも更に求
められる。

第１７代委員長　国府泰道（大阪）
 （2012年～2014年）

私の委員長在任の2012年から2014年は，後ろ向きの課
題が多い2年間だったように思う。2012年12月，第2次安倍
内閣が発足し，民主党政権から自民党政権に交替したこと
から，法制度的には改悪の動きが出始めてきた。

まずは，貸金業の金利見直しの巻き返し勢力との闘いであ
った。2006年貸金業法改正でグレーゾーンが廃止されたが，
これを復活させようという動きであった。シンポジウムや院内
集会などにも取り組み，これを阻止できたのは大きい。

次の改悪は，商品先物における不招請勧誘廃止の動きだ
った。2011年から商品先物取引において不招請勧誘規制
が実施された（オプトインで画期的）。その結果，PIO=NET
の先物の相談件数が4000件から700件に激減した。これ
に対して，業界から「過剰規制」との声が上がり，過剰規制
が商品先物の取引を激減させ，折りからのアベノミクスに反
するとして，不招請勧誘規制の撤廃を求められた。2012年
から13年にかけて衆参消費者問題特別委員会の議員だけ
でなく財政金融委員会の議員らへも要請に走り回った。金
融庁の踏ん張りもあって，大事には至らずに済んだ。

逆風だけでなく新たな芽もあった。2013年12月には，包括
消費者法部会提案の「高齢者の消費者被害の予防と救済
のためのネットワークづくりに関する意見書」が公表された。
後の消費者安全確保地域協議会の設置に向けた弁護士会
としての取組や，連続シンポジウム「地域で防ごう消費者被
害 in ○○」の出発点になる意見書であった。

2013年3月には津谷裕貴消費者法学術実践賞の第1回
が行われた。当時 ALS に罹患して入院療養中だった櫛田
寛一さんが特別賞を受賞された。山崎敏彦さんが推薦意見
を書いてくれ，制度にない特別賞の受賞だった。

私が委員長在任の2年間は，当委員会の意見書は40本
を超えた。またこの頃は，全体会終了後にシンポジウムを開
催するというパターンが定着し，年6回の開催日には各部会
からシンポジウムの開催希望が出て全てが埋まる状況だった。
コロナ禍で，オンラインによるシンポジウムの開催が定着した
現在，あの頃が懐かしい。

逆風の頃を思い出す消費者庁・消費者委員会
と連携して

本ニュースは，1987年11月の創刊から数え，2021年7月にちょうど200号となりました。「200号記念特集」として，前号に
引き続き，これまでの本ニュースと日弁連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 （下）
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第１８代委員長　野々山宏（京都）
 （2014年～2016年）

独占禁止法部会，消費者契約法部会（2回）で合計3回
副委員長を経験しました。2010年4月，国民生活センター理
事長に就任し，2013年7月まで消費者行政の一端に関与し，
得難い経験をしました。この頃は，消費者庁創設直後の消
費者行政改革の混乱期で，各機関の役割分担がはっきりせ
ず，国民生活センター解体の危機などもあり，その対処で怒
濤の毎日でした。その間，当委員会からは大いに励まされる
とともに，厳しい意見もいただきました。

国民生活センター理事長を退任した翌年の2014年6月か
ら2016年5月まで当委員会委員長を務めさせてもらいました。
2015年9月には，当委員会30周年の節目を迎え，急速に進
展している高齢化，情報化，国際化の中で消費者の権利の
未来を考えるシンポジウムを開催しました。①高齢化に対し
ては不招請勧誘規制と見守りネットワークの充実，②情報化
に対しては急速に広がるネット取引や新しい情報通信サービ
スへの法整備の遅れ，③国際化に対しては海外の悪徳業者
に対する対応の遅れなどの課題が指摘され，これらは，現在
も重点的に取り組まれている課題です。

就任2年間は，多くの重要な立法課題に追われました。①
景品表示法の課徴金制度の導入，②制定後15年経過した
消費者契約法の改正，③不招請勧誘規制導入を展望した
特定商取引法改正，④割賦販売法改正，⑤公益通報者保
護法改正，⑥成年年齢引下げなどです。精力的に意見書
等を出すなどの取組がされました。成年年齢引下げの意見
書は他の委員会との調整に苦労しました。一方で，従前に比
べて，法改正作業が速くなったことや，事業者側の組織だっ
た対応が強くなっていることなどから，求めた成果が実現でき
ない課題が残りました。当委員会や消費者団体だけでなく，
より広く高齢者・福祉団体など幅広い連携の必要性を痛感
したことが，その後の連続シンポジウムの実施につながってい
ます。

委員長を経験し，当委員会は若いメンバーが増えて力を
発揮しており，困難を伴う新しい課題について，熱い心と柔
軟な発想でこれに向かっていくエネルギーを実感しています。
大いに励まされています。これからも消費者の権利強化のた
めに頑張りましょう。

第１９代委員長　瀬戸和宏（東京）
 （2016年～2018年）

当委員会は，消費者問題に積極的に取り組む熱意をもっ
た会員の集まりなので，活動は極めて積極的であり，実際，私
の就任期間中に，30を超える意見書や会長声明が出され，
有意義なシンポジウムが頻繁に実施され，書籍も複数出版さ
れました。委員長である私の役割は，部会やＰＴの活動を支
援することに尽きました。年度のできるだけ早い時期に，消費
者庁や消費者委員会との意見交換の場を持ちたいと申し入
れたのもその一つです。

日弁連として，消費者庁・国民生活センターの徳島移転に
反対している状況下で委員長に就任した4日後，徳島新聞
に，消費者庁の部分的な移転を日弁連が容認するかのよう
な記事が掲載されたことから，直ちに，記事の真偽を確かめ，
2016年6月9日には，徳島移転に改めて反対する会長談話
を出し，日本消費経済新聞に日弁連の姿勢を掲載してもらい
ました。

消費者契約法の改正では，成年年齢の引下げとの関係
で「社会経験の乏しさから」という要件が問題となり，議員面
談を重ねました。結局，当初の法案にはなかった「霊感」商
法が突然盛り込まれるという摩訶不思議な改正が成立しまし
た。その他，食品の安全・広告の問題，熊本地震などから建
物の安全基準に関する問題，カジノ解禁を含むＩＲ法案の問
題，民法の改正，後を絶たない預託商法の規制，等々，書き
出すと際限がありません。

そのなかでも高齢者の消費者被害への取組は重要でし
た。「地域で防ごう消費者被害 in 〇〇」の開催を各地にお
願いし，就任期間中に全国9ヵ所で開催されたシンポジウム
には全て参加しました。各地の取組を勉強させてもらう中で，
これは，人権擁護大会で取り上げるべきテーマだと確信し，こ
のテーマで人権擁護大会に参加する方針を決め，黒木和彰
さんに引き継いでもらいました。

当委員会は，間違いなく，我が国の消費者問題を牽引して
います。情報通信技術のめざましい進展やボーダーレス化な
どにより新しい課題が次 と々発生してきますが，今後も皆様の
活躍によって克服されていくものと確信しています。

このような委員会の委員長に就き貴重な体験をさせてい
ただいたことに，感謝の気持ちで一杯です。

当委員会30周年の節目と
各種法改正への対応

いろいろありましたが，
皆様に感謝しています。
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第２０代委員長　黒木和彰（福岡県）
 （2018年～2020年）

私は，2018年6月から2年間，当委員会の委員長を務め，
2020年6月に退任しました。
１　平成期の最後に就任

私は，2018年（平成30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」という委員長の所信と，48時間以内に委
員会内のMLには目を通すという無謀なルールを宣言して，
委員長に就任しました。

48時間以内に全てＭＬのメールを読んで分かったことは，
当委員会が多文化共生社会であり，各部会や PT には，
いずれも一騎当千の強者がいることでした。各部会やＰＴ
の課題に関する議論が，昼夜を問わず続き，ＭＬは不夜城
化していました。

この委員会は，完全に機能している，そして，委員の皆
さんは，委員会活動を愉快にやっている。私の所信は，「結
果を出す」以外は，既に達成されていました。
２　令和になって（結果を出す）

私の任期中の大きな課題としては，預託商法を巡る問
題や，公益通報者保護法の改正がありました。この二つ
の問題は，日弁連意見書を発出し，公益通報者保護法は
改正され，預託商法は抜本的な法改正がなされるという
結果につながりました。他方，任期中に検討した課題の全
てに結果を出せたわけではありませんでした。
３　新型コロナウイルス感染症の前と後

2020年，新型コロナウイルスの感染症がパンデミックにな
りました。私の任期の最後は，委員会初の4月の全体会中
止，会館の利用制限の中で，パンデミックで起きた消費者
問題に取り組むことになりました。しかし，委員会の活動は
より活発になり，会長声明や「新型コロナウイルス消費者
問題Ｑ＆Ａ」を出すことができました。私は，平成と令和，コ
ロナ前と後という二つの時代を，「愉快」に委員長の職に
あったことになります。

第２１代委員長　釜井英法（東京）
 （2020年～）

■1年先輩の消費者問題ニュース
日弁連消費者問題ニュースは，1987年に創刊。本ニュ

ースは，消費者弁護士に，その活動の原点である消費者
被害の「現場」情報を伝えてくれる。私は1988年4月弁
護士登録なので，本ニュースは私より1年先輩の「同志」
的存在である。

■消費者弁護士として関わった法改正等の運動
本ニュースの100号（2004年5月）の一面には，「今，

国会から目が離せない！ 消費者関連法改正の動向」の
一つとして，「弁護士費用敗訴者負担問題」が挙げられ
ている。この問題は，司法改革の一つとして導入されそう
になった制度であるが，その危険性を敏感に察知した消
費者弁護士が中心となって，各種弁護団，消費者団体，
被害者団体等に呼び掛けて，「全国連絡会」（事務局長
は瀬戸和宏さん，私は会計。当時の委員長は浅岡美恵さ
ん）を結成し，日弁連とともに，全国的な反対運動を展開し，
同年12月，廃案に追い込んだ。この後，私は，敗訴者負担
制度反対運動の経験を活かし，消費者弁護士として，消
費者団体のみならず労働団体や労働福祉団体などとも
幅広く連携し，2006年に上限金利引下げ・貸金業法大改
正，2008年には過剰与信防止等割販法大改正を実現す
るという運動に中心的に関わることとなった。
■200号以降の本ニュースに捧げたい記事

縁あって私は昨年6月から当委員会の委員長を務めて
いる。当面の当委員会の最重要課題は，①来年4月から
の成年年齢引下げに伴う若年者保護施策策定，②同年
通常国会における消費者契約法・消費者裁判手続特例
法改正，③同年12月からの特商法改正5年後見直しであ
る。いずれも，消費者と健全な事業者の「共通の敵」であ
る悪質事業者による消費者被害をなくすことを目的として
いる。

消費者弁護士の知恵と力を結集し，幅広い諸団体と連
携した運動を作り，本ニュースが喜ぶ成果を記事として提
供することが私の役割だと考えている。

二つの時代とともに 私と
日弁連消費者問題ニュース
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消費者問題ニュース 事件情報一覧（第１４２号～）
号数 発行 タイトル 裁判所 判決等日 執筆者 所属

142 11.5

50㌧３億円の大梵鐘請負契約に関し消費者契約法に基づく取消を認めた判決 大阪地裁 平成23年3月4日判決（被告控訴） 三木俊博
国府泰道 大阪

シックハウス症候群が公務災害と認定された裁決例
地方公務員
災害補償基金
宮城県支部
審査会

平成23年2月24日裁決（確定） 吉岡和弘
千葉晃平 仙台

地方銀行の証券子会社によるノックイン型投資信託の勧誘が説明義務違反に該当し，違法であると
した判決 東京地裁 平成23年2月28日判決（確定） 太田賢志 東京

パチンコ攻略法の売買が強度の違法性を有する不法行為であり会社及び元取締役に対する損害賠
償請求が認容された判決 仙台地裁 平成23年4月1日判決（確定） 鶴見聡志 仙台

143 11.7
土地管轄が同一の過払金返還請求事件を併合提訴した場合の事物管轄に関する決定 最高裁 平成23年5月18日決定 石川明子 愛知県
高木ファンド事件大阪第２次訴訟判決 大阪地裁 平成23年4月28日判決（双方控訴） 三木俊博 大阪

144 11.9 「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の限定解釈を否定した判決 最高裁
第一小法廷 平成23年7月21日判決（破棄差戻し） 三浦直樹 大阪

145 11.11

敷引条項・更新料条項に関する３つの最高裁判決
～最高裁は消費者契約法の理念を理解していない～

①最高裁　
第一小法廷

②最高裁　
第三小法廷

③最高裁　
第二小法廷

①平成23年3月24日判決
②平成23年7月12日判決
③平成23年7月15日判決

長野浩三 京都

監査役の第三者責任を肯定した事例 名古屋高裁 平成23年8月25日判決
（上告及び上告受理申立）

岩本雅郎
平良卓也

愛知県
沖縄

大手信託銀行の高齢者に対するノックイン型投資信託の販売について，適合性原則違反を認めた判決 東京地裁 平成23年8月2日判決（確定） 飯田修 東京
安愚楽牧場被害対策弁護団結成について 中川素充 東京

『消費者ネット広島の第１号差止訴訟』の報告 広島地裁 平成23年6月3日和解 山本一志 広島

146 12.1

貸金業者の悪意を認めた最高裁平成23年12月１日判決と17条書面改訂後の悪意 最高裁
第一小法廷 平成23年12月1日判決 瀧康暢 愛知

「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」の存在が認定された事例 仙台高裁 平成23年9月16日判決（確定） 千葉達朗 仙台
仕組債を販売した三菱 UFJメリルリンチ PB 証券株式会社に説明義務違反を認めた判決 東京高裁 平成23年10月19日判決（確定） 栗原浩 第一東京
通貨オプション取引につき証券会社の説明義務違反を認めた事例 大阪地裁 平成23年10月12日判決（双方控訴） 山崎敏彦 大阪

147 12.3

耐震強度不足マンションについて取壊し・建替え相当額の賠償を命じた判決 横浜地裁 平成24年１月31日判決
（被告 ERI 及び原告ら控訴） 城田孝子 横浜

リーマン仕組債で個人投資家が勝訴した判決 大阪地裁 平成23年12月19日判決（双方控訴） 日髙清司
三木俊博 大阪

携帯電話をパソコンに接続してパケット通信を行ったために生じた高額なパケット通信料金について，
携帯電話会社の損害賠償責任を認めた判決 京都地裁 平成24年1月12日判決（確定） 長野浩三 京都

未公開株詐欺事案で，携帯電話レンタル事業者に対し過失の幇助責任を認めた判決 東京地裁 平成24年１月25日判決（確定） 浅井淳子 東京

148 12.5

クオークローン→プロミス債権譲渡事案，最高裁上告受理とプロミスの請求認諾 最高裁第二
小法廷 平成24年3月30日請求認諾 伊藤良徳 第二東京

買取仮装型未公開株被害事案で，公正証書に基づいてなされた強制執行に対し，第三者詐欺の成
立を認め請求異議を認容した判決

東京地裁立
川支部 平成24年3月22日判決（被告控訴） 浅井淳子 東京

認知症の独居高齢男性に投資信託を販売した事案で大和証券と訴訟上の和解が成立した事例 東京地裁 平成24年3月21日和解 太田賢志 東京

149 12.8
商品先物取引業者（国内公設）の代表取締役及び平取締役に対し会社法429条１項に基づき損
害賠償を命じた判決 名古屋地裁 平成24年4月11日判決

（被告側控訴，原告附帯控訴） 正木健司 愛知県

17条決定の無効を確認し過払金の返還を命じた判決 東京地裁 平成24年4月25日判決（被告控訴） 及川智志 千葉県

150 12.10
「ホームページリース」事案で，ユーザーからリース会社に対する残リース料の支払い拒絶が認められた
事例 大阪地裁 平成24年5月16日判決（確定） 岡本英子 大阪

iPodnano 発火事故につき製造物責任法に基づく損害賠償請求を認めた事例 東京地裁 平成24年4月11日判決（確定） 上田望美 第二東京

151 12.12
振込詐欺救済法に基づき銀行口座の凍結措置を要請した被害者側弁護士に対する損害賠償請求
が棄却された事例 東京地裁 平成24年9月13日判決（確定） 中村新造 第二東京

電話機等の提携リース被害集団訴訟において，リース会社の監督責任を認めた判決 大阪地裁 平成24年7月27日判決（双方控訴） 三浦直樹 大阪

152 13.2
証券過当取引において指導助言義務に言及した判決 大阪地裁 平成24年9月24日判決（確定） 三木俊博 大阪
未公開株販売の営業手法について共謀関係による詐欺的手法と認定した判決 東京地裁 平成24年10月29日判決 阿部克臣 第二東京
イラクディナール紙幣を販売した業者に対する不法行為責任が認められた判決 東京地裁 平成24年12月13日判決（確定） 大菅俊志 東京

153 13.4

地方自治体の投資被害事案で，専属的管轄合意の効力を認めず自治体に有利な移送決定をした事例 大阪高裁 平成25年1月7日決定（確定） 三木俊博 大阪
専門学校の学費不返還特約について適格消費者団体による差止請求が認容された判決 名古屋地裁 平成24年12月21日判決（被告控訴） 小田典靖 愛知
信用取引を中心とする株式取引につき適合性原則違反，過当取引を理由とする不法行為責任を認め
た判決 大阪地裁 平成25年1月11日判決（被告控訴） 内橋一郎 兵庫県

野村證券による仕組債の販売に関して説明義務違反を認め，逆転勝訴した判決 大阪高裁 平成24年5月22日判決 栄枝明典 第二東京

154 13.6

自転車の製造物責任が認められた判決 東京地裁 平成25年3月25日判決 鈴木周 第二東京
投資信託の売買について，適合性原則違反，説明義務違反，無意味な反復売買，乗換売買を認め
逆転勝訴した判決 大阪高裁 平成25年2月22日判決（確定） 大濱嚴生 京都

ノックイン投信勧誘について適合性違反・説明義務違反が認められた判決 大阪地裁 平成25年2月20日判決（確定） 中嶋弘 大阪
先物取引被害事案について業者による消滅時効の抗弁を排斥した判決 名古屋高裁 平成25年2月27日判決（被控訴人上告） 石川真司 愛知県

住友生命の子ども保険の勧誘に関し説明義務違反を認めた判決 大阪地裁 平成25年４月18日判決
（原告控訴，被告附帯控訴） 中嶋弘 大阪

155 13.9

サクラサイト被害についての全面逆転勝訴判決 東京高裁 平成25年6月19日判決（上告） 福本悦朗 東京
債権者破産申立てについて国庫仮支弁（破産法23条）が認められた決定 福岡地裁 平成25年4月26日決定 黒木和彰 福岡県
家族によるクレジットカードの不正使用事案で，カード会社（アメックス）の
利用代金請求が権利濫用ないし信義則違反に該当するとして制限された事例 京都地裁 平成25年5月23日判決（確定） 増田朋記 京都

犯罪利用口座の移転元口座の名義人に対する損害賠償請求が認められた判決 東京高裁 平成25年4月24日判決（確定） 太田賢志 東京
証券取引による損害を回復すると称して高額の調査費用を受領した探偵業者に対し，不法行為に基
づく損害賠償請求を認容した判決 東京高裁 平成25年4月17日判決（確定） 浅井淳子 東京

業務停止命令を受けた海外商品先物取引業者が別法人を立ち上げて違法営業を継続したケースに
つき法人格否認の法理を用いて両社の同一性を認め，各営業社員の違法行為を組織ぐるみのものと
認めた判決

京都地裁 平成25年４月24日（勝訴部分確定） 加藤進一郎 京都
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156 13.11

セブンイレブンが加盟店の見切り販売を妨害したとして，独禁法25条の損害賠償責任を認めた判決 東京高裁 平成25年8月30日判決
（上告・上告受理申立） 中野和子 第二東京

耐震強度不足マンション事件における和解報告 東京高裁 平成25年9月9日和解 城田孝子 横浜
ソフトウェア売買代金の立替払契約について，契約対象がホームページの作成等の役務提供である
旨事業者が誤信したとして，立替払契約申込の意思表示を要素の錯誤により無効とし，信販会社に
対して既受領立替金を返還するよう命じた判決

京都地裁
平成25年7月30日判決（被告信販会
社控訴，
被告加盟店は控訴せず確定）

住田浩史 京都

３銘柄参照型ＥB 債（株価連動債）の販売に際し，ＳＭＢＣ日興証券の説明義務違反を認めた事例 東京地裁 平成25年7月3日判決 佐藤千弥 東京

157 14.1

岡三証券の仕組債の販売について適合性原則違反を認めた判決 大阪地裁 平成25年11月21日判決（被告側控
訴） 松田繁三 大阪

住友生命「新教育保険」の不当勧誘事案について，実損害全額（満期時受取金額と払済み保険料
との差額）を回復した和解事例 大阪高裁 平成25年10月23日和解 中島弘 大阪

三井住友銀行の高齢者に対する投資信託の販売について適合性原則違反認めた判決 大阪地裁 平成25年10月21日判決（被告側控訴） 松田繁三 大阪
カンボジアの農地使用権の売買につき，劇場型勧誘による組織的な詐欺であるとした判決 東京地裁 平成25年11月6日判決（被告側控訴） 鈴木さとみ 東京

158 14.3 偽装質屋に対する破産手続開始決定 福岡地裁 平成26年1月7日判決 黒木和彰 福岡県

159 14.5

呉服の過量販売を公序良俗に違反して無効として，信販会社の請求に対する抗弁を認めた事例 東京高裁 平成26年1月29日判決（確定） 瀬戸和宏 東京
いわゆる「ロト６詐欺」につき，送金先口座の名義会社の役員に対する損害賠償請求が認容された
事例 東京地裁 平成26年１月21日判決（確定） 瀬戸和宏 東京

投資信託の取引損や外務員の詐欺行為についてみずほ証券の責任が認められた判決 さいたま地裁 平成26年1月30日判決（被告控訴） 中村弘毅 埼玉

NOVA 集団訴訟において取締役の責任が認められた判決 大阪高裁 平成26年2月27日判決
（双方とも上告・上告受理申立て） 五條操 大阪

160 14.7

大起産業の内部統制構築義務違反につき取締役責任を認めた名古屋高裁判決が最高裁で確定 最高裁
第一小法廷 平成26年4月24日決定 正木健司 愛知県

大学受験予備校の授業料不返還特約条項が消費者契約法９条１号に違反するとして，当該条項に
つき使用の差止め等が認められた事例 大分地裁 平成26年4月14日判決（確定） 井田雅貴 大分県

破産管財人が債権者申立破産事件における弁護士費用の一部を財団債権として認めた事例 東京地裁 平成26年4月10日合意 木本茂樹 東京
銀行の目的ローンに割賦販売法の抗弁対抗を認めた事例 札幌地裁 平成26年1月9日判決（双方控訴） 小林由紀 札幌

161 14.9

金地金の長期分割前払取引について，手数料等の不返還条項を無効として，不当利得返還請求を
認容した判決 東京地裁 平成26年6月18日判決（被告控訴） 上田孝治 兵庫県

ＣＯ2排出権取引商法について勧誘業者の説明義務違反を認めた判決 那覇地裁 平成26年6月27日判決（確定） 三宅俊司 沖縄
Ｘ会社が行っていたキャッシュバックキャンペーンについて，キャンペーン期間中の口座の強制解約を
根拠にキャッシュバック金の支払いを行わなかった行為が信義則に反するとして許されないとした判決 東京地裁 平成26年6月19日判決（確定） 浅井淳子 東京

162 14.11
りそな銀行のノックイン型投資信託販売について適合性原則違反，説明義務違反を認め，過失相殺
を否定した判決 京都地裁 平成26年9月25日判決（確定） 若宮隆幸 京都

野村證券の日経平均２倍連動債の販売について適合性原則違反と説明義務違反を認めた判決 横浜地裁 平成26年8月26日判決（被告控訴） 石戸谷豊 横浜

163 15.1

野村証券が販売した株価指数２倍連動債で，錯誤無効及び説明義務違反を認め，過失なしで原告
が勝訴した事例 大阪地裁 平成26年10月31日判決（双方控訴） 松田繁三 大阪

米国会社を被告とする投資被害事件について，日本の裁判管轄権を認めなかった原判決を取り消し，
原審に差し戻した判決 東京高裁 平成26年11月17日判決

（被控訴人上告及び上告受理申立） 石丸信 第二東京

164 15.3

「クロレラに薬効」は違法広告とした判決 京都地裁 平成27年1月21日判決（控訴） 長野浩三 京都
冠婚葬祭互助会解約金条項を無効と認めた判決 大阪高裁 平成25年1月25日判決（確定） 長野浩三 京都
米国証券取引委員会（SEC）の申立てによりＭ RIインターナショナル及び代表者に対し，違法収益
のはく奪を命じた判決

米国ネバダ地区
連邦地裁

2014年10月3日判決
2015年1月27日判決 五十嵐潤 第二東京

165 15.5
偽装質屋の貸金業法・出資法違反につき代表者の会社法429条に基づく責任を認めた上告審判決 福岡高裁 平成27年3月26日判決 藤村元気 福岡県
マルチ的手法を用いた投資詐欺事件（L&G 事件）の上位会員につき不法行為による損害賠償責任
が認められた事例 東京地裁 平成27年3月20日判決（双方一部控

訴） 田中博尊 東京

166 15.8

大学教授らが中心となって大学発ベンチャー企業として設立された株式会社（バイオバンク社）の未
公開株式が高齢者等に大量に販売された事案について，バイオバンク社及び同社役員並びに株式
販売会社の不法行為責任が認められた事例

東京地裁 平成27年6月24日判決（双方控訴） 中城剛志 第二東京

スマートＣX から移行した商品先物取引について不招請勧誘の違法性等を認め損害賠償請求を全
部認容した判決 東京地裁 平成27年5月28日判決（被告控訴） 太田賢志 東京

169 16.2 EB 債で高裁逆転・過失相殺なしの勝訴判決 大阪高裁 平成27年12月10日判決（確定） 松田繁三 大阪

170 16.5

消火器リース会社による消火器の訪問販売を公序良俗違反で無効とし，慰謝料等請求の反訴を認容
した事例 東京地裁 平成28年1月29日判決（確定） 田島寛之 第一東京

マルチ商法の手法を利用した投資被害の事案において，最上位の者から直接の勧誘者に至るまで責
任が認められた判決 東京地裁 平成28年1月26日判決（確定） 五反章裕 東京

詐欺の現金送付先となった私書箱業者に対し過失による詐欺行為の幇助責任を認めた判決 東京地裁 平成28年1月26日判決（確定） 上原伸幸 埼玉
バーチャルオフィス契約，IP 電話レンタル契約に用いられた本人確認書類を提供した者の責任 東京高裁 平成28年1月27日判決 見次友浩 東京

171 16.6

結婚紹介サイトで知り合った相手方からの投資勧誘が「違法なデート商法による投資勧誘行為」であ
るとして，その関与者の共同不法行為責任を認めた判決 東京高裁 平成28年4月20日判決（確定） 津田顕一郎 東京

米国クラスアクション手続でクラス認証決定がなされた件 米国ネバダ地区
連邦地裁 2016年3月21日決定 五十嵐潤 第二東京

172 16.9

高齢者への仕組債販売について
適合性原則違反と説明義務違反を認めた事案 東京地裁 平成28年6月17日判決（確定） 島　幸明 東京

国内公設先物取引において，適合性原則違反等を認め，取引終了後の和解契約の無効を認め，消
滅時効の成立を否定した判決 東京地裁 平成28年4月28日判決（被告控訴） 神野直弘 埼玉

司法書士の業務範囲を判断した
平成28年6月27日最高裁判決 最高裁 平成28年6月27日判決 米倉正実 大阪

173 16.11

第三者によるクレジットカードの不正使用を理由に，信販会社のカード名義人に対する立替金請求が
棄却された事例 東京地裁 平成28年9月2日判決（確定） 上田瑞尊 東京

国内公設商品先物取引において，「個別の特定売買のメリット，デメリットを，委託者に理解できるよう
説明すべき注意義務違反」を認定した事例（過失相殺なし） 東京地裁 平成28年8月18日判決（被告ら控訴） 佐々木大介 第二東京

174 17.1
電話転送業者の過失の幇助責任を認めた事例 さいたま地裁 平成28年8月10日判決（確定） 井上光昭 埼玉

「弁護士法72条の規定の趣旨を潜脱しようとするもので違法である」として逆転勝訴した事例 東京高裁 平成28年8月31日判決（相手方上告） 藤森克美 静岡県

175 17.3

粉飾上場による有価証券届出書の虚偽記載について役員のほか主幹事証券会社の責任が一部認
められた事例 東京地裁 平成28年12月20日判決（控訴） 塚田裕二 第一東京

ＣＯ２排出権取引商法に藉口した詐欺商法について，個別の勧誘担当者のみではなく，業者の営業
担当従業員全員に対して，違法行為を助長又は幇助したものとして損害賠償を命じた事例 東京地裁 平成28年12月26日（一部被告控訴） 荒井哲朗 東京

貸金業者の株式会社しんわの組織的な違法取立行為を認めた事例 大分地裁 平成28年11月7日判決（確定） 玉木正明 大分
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176 17.5
クレジット名義貸し事件で不実告知を理由とした契約取消し・抗弁接続を認めて原審に差し戻した事例 最高裁 平成29年2月21日判決 池本誠司 埼玉
不特定多数の消費者に向けたチラシの配布が，「勧誘」に該当し得るとした事例 最高裁 平成29年1月24日判決（確定） 志部淳之介 京都

177 17.7

探偵業者による二次被害事案について裁判所が正面から詐欺と判断した事件 さいたま簡裁 平成29年3月21日判決（確定） 久保田和志 埼玉
有価証券報告書等虚偽記載による損害賠償請求を認めた事例 東京地裁 平成29年3月28日判決（双方控訴） 浅井淳子 東京

野村證券に対する信用取引過当売買事件 静岡地裁
浜松支部 平成29年4月24日判決（双方控訴） 正木健司 愛知県

178 17.9 弁護士法23条の2に基づく照会につき，日本郵便に，愛知県弁護士会に報告する義務があることを
確認した差戻審判決 名古屋高裁 平成29年6月30日判決

（日本郵便上告・上告受理申立） 平野憲子 愛知県

179 17.11 金やプラチナの積立てであるという「ゴールド積立くん」などと称する取引について，取引自体が公序良
俗に反する私的差金決済契約であるとして，損害賠償請求を全部認容した事例 東京地裁 平成29年７月５日判決（被告控訴） 荒井哲朗 東京

180 18.1

原野商法に名義を貸した宅地建物取引士に共同不法行為責任を認めた判決 秋田地裁
大曲支部 平成29年9月22日判決（確定） 近江直人 秋田

米国会社による投資詐欺につき本社の従業員である日本の幹部職員らに対し損害賠償責任を認め
た事例 東京地裁 平成29年10月30日判決（双方控訴） 篠島正幸 第二東京

対野村證券信用取引過当売買事件控訴審判決 東京高裁 平成29年10月25日判決（確定） 正木健司 愛知県
為替連動型仕組債の販売について野村證券に説明義務違反を認めた事例 名古屋地裁 平成29年9月15日判決（双方控訴） 大田清則 愛知県

181 18.3
ジャパンライフ社の破産手続開始決定 東京地裁 平成30年3月1日決定 大迫恵美子 東京
信用取引について過当売買の違法性を認めた判決 東京地裁 平成29年11月17日判決（確定） 志水芙美代 東京
仮想通貨等の返還請求権の差押命令 さいたま地裁 平成29年7月24日決定 藤井裕子 東京

182 18.5 地方税の滞納処分による貯金債権の差押処分が違法とされた事例 前橋地裁 平成30年1月31日判決（確定） 吉野　晶 群馬

183 18.7 岡三証券の従業員が顧客に対し，株価について継続的に虚偽の報告をしていたとして，慰謝料の支
払を命じた事例 仙台地裁 平成30年3月20日判決（確定） 千葉晃平 仙台

184 18.9
占いサイト運営会社について詐欺による不法行為責任を認めた事例 東京地裁 平成30年4月24日判決（被告控訴） 西尾智美 長野県
岡三証券に対する文書提出命令申立が認められた事例 福岡地裁 平成30年4月2日決定（抗告棄却） 桑原義浩 福岡県

185 18.11「くりっく株365」（取引所株価指数証拠金取引）の取引について，過当取引，指導助言義務違反を認
めた逆転勝訴判決 大阪高裁 平成30年3月28日判決（確定） 上田孝治 兵庫県

186 19.1

PL 訴訟で火災原因はエアコン室外機からの発火であるとして，メーカーに賠償を命じた事例 東京地裁 平成30年9月19日判決（双方控訴） 中村雅人 東京
岡三証券に説明義務違反を認めた事例 東京地裁 平成30年10月19日判決（被告ら控訴） 中森麻由子 第二東京
免許証の写し等を悪用されたと主張する者らに対し，過失を推認し，過失による幇助責任（民法719
条2項）を認めた事例

さいたま地裁
熊谷支部 平成30年9月19日判決 山口翔一 埼玉

第一商品に対し，適合性違反，説明義務違反，新規取引委託者保護義務違反を認めた事例 福岡高裁 平成30年8月30日判決（第一商品上告） 西岡里恵 福岡県

187 19.3
コムテックスに対し内部統制システム構築義務違反等を認めた判決 名古屋地裁 平成30年11月8日判決（双方控訴） 正木健司 愛知県
国内現物株式等の取引について，適合性原則違反，過当取引の違法を認めた判決 神戸地裁 平成30年9月10日判決（確定） 上田孝治 兵庫県
原野商法について業者の本店所在地賃貸借契約の連帯保証人に対して責任を認めた判決 東京地裁 平成30年10月４日判決（確定） 井上光昭 埼玉

188 19.5

デート商法詐欺において，当該詐欺行為に使用された携帯電話のレンタル業者及びその代表者につ
き不法行為責任を認めた事例 仙台高裁 平成30年11月22日判決（確定） 宮腰英洋 仙台

架空請求に関し，現金送付先の私設私書箱業者，架空請求メールに記載されたＩＰ電話の電話番号
を提供した業者，メールアドレスに係る携帯電話のＳＩＭカードを提供した業者，並びにこれらの代表者
の責任を認めた事

仙台地裁
古川支部 平成30年12月12日判決（確定） 宮腰英洋 仙台

190 19.9 「投資詐欺の末端勧誘者に対する損害賠償請求につき逆転勝訴した判決」 大阪高裁 令和元年6月25日判決（1名確定，1
名上告） 皐月宏彰 奈良

191 19.11

くりっく365・くりっく株365を勧誘した金融商品取引業者の損害賠償責任が認められた事例 京都地裁 令和元年8月27日判決（被告控訴） 住田浩史 京都
原野商法詐欺事件において，原野商法を行う不動産業者に対し，名義貸しを行った宅建士に対して
責任を認めた事例 東京地裁 令和元年7月16日判決（確定） 山口翔一 埼玉

コムテックスの内部統制システム構築義務違反につき役員責任を認めた事例 名古屋高裁 令和元年8月22日判決（確定） 正木健司 愛知県

192 20.1
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） 大迫惠美子 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） 田上潤 第二東京

193 20.3 商品先物取引の勧誘・受託につき、適合性原則違反、誠実公正義務違反、指導・助言義務違反を
認めた判決 名古屋高裁 令和元年11月22日判決（確定） 正木健司 愛知県

194 20.5

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） 白井晶子 第二東京
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） 中村雅人 東京
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） 住田浩史 京都

196 20.11 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） 千葉晃平 仙台

197 21.1

消費者契約法の不当条項の解釈において，事業者を救済する方向で契約条項に文言を補い限定解
釈をすることは，極力控えるのが相当であるとした判決 東京高裁 令和2年11月5日判決（確定） 長田淳 埼玉

情報商材購入に関するカード決済につき行ったチャージバック申請が不法行為に当たるとして消費者
が提訴された事例（事業者敗訴） 東京簡裁 令和2年10月14日判決（確定） 清水正之 広島

198 21.3 FOI 粉飾事件最高裁逆転勝訴判決：上場に際し提出した有価証券届出書の虚偽記載につき元引
受会社の責任が認められた事例 最高裁 令和2年12月22日判決（破棄差戻し） 塚田裕二 第一東京

199 21.5
サプライヤーが，ユーザーに対し，ウェブサイトの広告料を支払うので実質的に負担がないとして高額の
リース契約を締結させた「ゴルフスタジアム事件」について，サプライヤーと提携していたリース会社に
も責任があるとして，信義則上，リース料請求のうち３割（50万余）を排斥した事例

大阪高裁 令和3年2月16日判決
（双方上告・上告受理申立） 住田浩史 京都
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事 報情件
千葉 寝具等の次々販売を行った事業者からの代金請求訴訟につき，公序良俗違

反を理由に請求棄却した事例（事業者敗訴）（千葉地裁令和3年2月15日判決・確定）

１  事案の概要
  契約当時87歳で，一軒家に独居の女性（被告）が，複

数の事業者から寝具や寝具関連の湿気取り剤等の次々
販売の被害を受けましたが，そのうちの1社（原告）が，被
告に対し，代金請求訴訟を提起したのが本件です。なお，
原告は，被告に対し，1回目は，湿気取りパット1枚，ドライパ
ット1枚，竹炭シート1枚（計37万8000円）を，2回目は，湿
気取りケット1枚，ゼオライトシリカゲルドライシー2枚，調湿
桐スノコ2枚，シリカゲルシート2枚（計86万4000円）を販
売しました。

２  裁判所の判断
  裁判所は，被告が抗弁として主張した①消費者契約

法4条3項1号（不退去取消），②特定商取引法9条1項
（クーリング・オフ），③特定商取引法9条の2第1項2号
（過量販売解除権）を認めず，以下の理由から，④公序
良俗違反の主張を認めて請求を棄却しました。すなわち，
ア 原告は，商品を卸売価格の3～5倍で販売するよう

卸売元から指導されていたにもかかわらず，卸売価格
の10～20倍を販売価格の下限として設定し，社長が
従業員にその倍額以上で売るように指導していたが，
これは不当に高額であって，本件各契約により，経済的
に見て過大な利益を得ることを予定していたといえるこ

と，
イ 原告従業員らは，夕方，突然被告宅を訪問し，高齢

の一人暮らしの被告方内に入り，パンフレットも交付せ
ず，商品性能等被告が本件各契約を締結するか否か
を判断するために必要な情報を提供せず，被告から商
品が不要である等伝えられたのに，直ちに被告方から
退出せず，被告が年齢や体力的に強く拒絶できない状
況にあることを認識しながら，これに乗じて商品を購入
するように勧誘したやり方は相当ではないこと

ウ 国民生活センターの複数の相談事例にも原告の訪
問販売の不当性が表れていること

  などを根拠に，本件各契約は，公序良俗に反し，無効と
なることを認めました。

３  本判決の意義
  本件は，弁護士会照会で，国民生活センターにこの業

者に対する同種苦情が相当数寄せられていたことや，商
品の製造業者から卸売価格の回答が得られたほか，尋
問で，上記の卸売価格と販売価格の実情などが明るみに
なったことで，一つ一つの行為自体は法令違反に該当せ
ずとも，問題点を積み上げることにより公序良俗違反が認
められた点に意義があります。

清水佐和（千葉県）

大阪 岡藤商事及び日本フィナンシャルセキュリティーズに対する損害賠償請求
訴訟の勝訴判決（大阪地裁令和3年3月26日判決・確定）

１  事案の概要
  もう何年も，損害賠償請求認容判決が続出している岡

藤商事と，その商品先物取引仲介業者である日本フィナ
ンシャルセキュリティーズに対して，手数料稼ぎの頻繁過
当売買の違法性を明確に認める判決がありました。

  原告は，会社社長で，株式取引や不動産投資の経験
のある人でしたが，取引開始後から連日のように，両建，
途転などの特定売買を駆使する取引をさせられた事件
です。

  本件は，被告が金地金購入勧誘の電話で「不招請勧
誘」禁止規定を潜脱し，まずは，損失限定の白金の先物
取引から取引を開始させ，その後，白金，原油等，3種類
の通常の先物取引を連日取引させて，合計1390万円余
りの損失を被らせた，というものです。

  判決は，そのうち，損失限定の先物取引以外の部分に
つき過失相殺を4割として，弁護士費用78万円を含め，
約863万円の賠償を命じました。

２  裁判所の判断
  理由中では，「本件取引でされたように，1日のうちに何

度も，また連日取引を繰り返すと，利益が得られる場合にも，

その利幅はさほど大きなものにはならない場合が多いと考
えられる一方，取引回数が増えるほど，手数料の負担は
重くなる。短期的な価格の変動について都度，即時，的
確に判断をし続けることは容易なことではなく，最終的に
利益を出すことは極めて難しいといってよい。商品先物
取引を開始したばかりの者がこのような取引を行おうとす
れば，勢い，専門的知識及び経験を有する勧誘担当者
の助言に従うことにならざるを得ないといえる。」，「本件取
引の態様に照らすと，取引の手法や商品の値動きについ
て，商品先物取引を始めたばかりの原告が主体的に判
断することが可能であったことは考え難い。」とし，結論的
に「結果として原告の本件取引の損失の過半を委託者
手数料が占めていることも勘案すると，本件取引は全体と
して担当者が主導して，手数料を取得する目的で，商品
先物取引を始めたばかりの原告が単独で適切に判断し
がたい頻繁過当な態様で行わせたと推認することがで
き」るとして，担当者の行為が不法行為法上違法であると
認定しました。

山﨑敏彦（大阪）

編 □ 集 □ 後 □ 記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
200号記念特集号の記事を通じて，歴代委
員長の熱い思いや，最新かつ多様な情報をお
届けすべく当部会の歴代の先輩方が尽力して
きたことを肌で感じています。今は亡き津谷
裕貴元委員長が，当部会が，部会員それぞれ

の良さを持ち寄って1回も穴を空けずにニュ
ースを発刊してきたことを褒めて下さったこと
が昨日のことのように思い出されるところです。
残念ながら2010年に企画した部会員との忘
年会の約束は果たされずに終わりましたが，心

の中で津谷先生と200号発行の乾杯を共に
しつつ，今後も皆様に役立つ情報をお届けした
い，と気持ちを新たにした次第です。
	 洞澤美佳（第二東京）


