
1日弁連 消費者問題ニュース203号（2022年1月） 

CONTENTS / 2022.1   No.203
リポート ………………………………………………………………1

シンポジウム「いま問いただす！ 日本にカジノは必要か～ＩＲ認定申請期間の開始にあ

たって」／第63回人権擁護大会＠岡山報告

事件情報………………………………………………………………4
クレジット契約の名義貸しで消費者が勝訴した事例（エフォートカンパニー事件判決・

東京地判令和３年10月13日（被告控訴中））

催事紹介………………………………………………………………4

1	 2021年10月8日，標記シンポジウム
がオンラインで開催されました。
	 	 開催時，日本では新型コロナウイル
ス感染症の感染者数は減少している
ものの，海外では変異株が拡大し，最
近では，日本においても水際対策が
重要な課題とされています。
	 	 しかし，政府は，カジノ施設を収益
面での原動力とする統合型リゾート
（IR）に世界各国から外国人観光客
を誘引して，日本各地に送り出すとい
うIRカジノ推進政策を変えていませ
ん。
	 	 このような状況の中で，2021年10
月1日には IRの認定申請期間がス
タートしました。今後，IRカジノを誘致
しようとする自治体は，公募により選定
した民間事業者と共同作成した特定
複合観光施設区域整備計画に基づ
き，2022年4月28日までの間に認定申
請を行うことになります。そして，IRカ
ジノを推進し，誘致しようとする論調
の中には，コロナ禍の後の日本社会
の経済の「起爆剤」にするために
IRカジノが必要であり，有益であると
説明するものが多くあります。

2	 これに対し，今回のシンポジウムで
基調講演を行った静岡大学人文社
会学部の鳥畑与一教授からは，「い
ま，日本にカジノは必要か」について，
「コロナ禍後の日本社会の持続的発
展を見据えて」お話がありました。

	 	 同教授によれば，観光庁は2021
年3月，「新型コロナウイルス収束後
のMICEのあり方に関する調査等
業務」の報告書を公開しており，そこ
では「今後の国際会議のあり方」と
して，「会議のオンライン化・デジタル
化が顕著」であり「180度変わるビジ
ネスモデルに対応していく」必要があ
ること，「国際会議の開催場所を東
京のような大都市や大規模の施設
に集中させる必要はなくなっていく」
ことが指摘されています。そして，
鳥畑教授は，このような状況の中で，
カジノの収益を原動力として，企業
等の会議（Meeting），報奨・研修
旅行（Incentive	Travel），国際
機関・団体，学会等が行う国際会議
（Convention），展示会，見本市，イ
ベント（Exhibition/Event）を行
う巨大なMICE施設を建設するとい
うIR事業推進の根拠は，既に崩壊
しているとの認識を示しました。
	 	 また，鳥畑教授は現在，「持続可能
な社会を目指す世界のトレンド」として，
投資には，財務情報だけでなく，環境
（Environment）・社会（Social）・
ガバナンス（Governance）を考慮し
た ESG投資が広がっていることを
紹介しました。ESG投資の手法では
「環境や社会に望ましくないと考え
られる業種」は，投資の対象から除
外することとされ（ネガティブ・スクリー

ニング），ギャンブルを主な事業とする
企業は，環境や社会に望ましくないと
考えられる業種の中に位置づけられ
ています。鳥畑教授は，このような観
点から，カジノ収益が8割を占めるIR
そのものが，社会に望ましくないと考
えられる対象に入ることを直視すべき
ではないか，という問題意識を示しま
した。

3	 続いて，カジノ誘致に関する各地
（東京，横浜，大阪，和歌山，長崎）か
らの報告がされるとともに，日弁連・消
費者問題対策委員会幹事の新里宏
二会員（仙台）から，「カジノ誘致の
是非に住民自治の貫徹を」との総括
がされました。IRカジノ誘致を推進し
ていた横浜市では，これまでに，IRカ
ジノ誘致の是非を問う住民投票条例
の制定に向けた署名活動や，IRカジ
ノ誘致を進めようとする市長のリコー
ル活動など様 な々市民運動が行わ
れ，2021年8月の市長選挙の結果，カ
ジノ誘致の方針が撤回されました。
今後さらに，この動きを全国に広げ，
全国各地において，最終的に「IRカ
ジノを誘致するかどうかは住民が決
める」という住民自治を貫徹できるか
否かが問われています。

多重債務部会部会長　
三上理（東京）

シンポジウム
「いま問いただす！ 日本にカジノは必要か
  〜ＩＲ認定申請期間の開始にあたって」
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1 はじめに
2021年10月14日に第63回人権擁護
大会のシンポジウム「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
～」が岡山市のホテルグランヴィアで，翌
15日に第63回人権擁護大会が岡山市
民会館で行われ，第2分科会が提案し
た「超高齢社会において全ての消費
者が安心して安全に生活できる社会の
実現を推進する決議」が賛成多数を
もって可決・成立しました。
この人権擁護大会のシンポジウムと
決議は，日弁連消費者問題対策委員会
（以下「当委員会」といいます。）が主
催するものとしては，2009年に「消費者
被害のない安全で公正な社会を実現
するための宣言」を採択した和歌山で
の第52回大会から，12年が経過して行
われたものになります。この2009年の和
歌山大会の後，消費者庁と内閣府消
費者委員会が設立され，多くの消費者
関連法が成立し，また，消費者行政も大
きく改善してきていました。しかし，前回
の人権擁護大会から12年が経過し，当
委員会が人権擁護大会のシンポジウム
を行う必要性について，委員会内に共
通認識が醸成されていました。2019年
の徳島での第62回人権擁護大会の前
後から，当委員会として人権擁護大会
の分科会を行うべきであるということにな
りました。
2 第63回人権擁護大会シンポジウ

ム第２分科会の問題意識
当委員会は，実に多くの課題を扱って

います。その中で，当委員会として，どの
テーマで人権擁護大会のシンポジウムと
宣言決議を行うべきかが問題となります。
そして，日本の人口動態から社会が超
高齢社会を迎えていることは明らかであ
り，この中で生じる消費者問題を多面的
に捉え直し，その予防と救済についての
提言を行うという提案を行いました。
このテーマを選ぶことについて，委員
会内では，実にスムーズに決定しました。
当委員会は，2017年2月25日に東京で
開催し，その後全国26カ所，延べ29回
にわたって「地域で防ごう！ 消費者被

害 in ○○」と題する連続シンポジ
ウムを，各地の弁護士会と共催する
などして実施していたことによります。
連続シンポジウムでは，高齢者に対
する消費者被害や特殊詐欺の急増な
どの高齢者をめぐる消費者被害等につ
いて，地域の諸団体の連携の必要性を
再度確認するとともに，消費者契約法の
改正によるつけ込み型勧誘に対する取
消権や，特商法改正による不招請勧誘
規制の強化の必要性を社会に訴えてい
ました。この連続シンポジウムの成果を
踏まえて，超高齢社会と消費者被害を
テーマとする人権擁護大会を行うべきと
の提案は，当委員会内でも日弁連人権
擁護大会運営委員会でも認められるこ
とになりました。
3 新型コロナウイルスの影響
第63回人権擁護大会は，本来2020
年に鹿児島で行われる予定でした。
当委員会の委員と，日弁連高齢者・障
害者権利支援センター（以下「高・障
センター」といいます。）の委員による45
名の第63回人権擁護大会第2分科会
シンポジウム実行委員会（以下「実行
委員会」といいます。）が組織され，
2019年末から，活動を始めました。
しかし，2020年3月に，WHOが新型
コロナウイルス感染症のパンデミックを宣
言しました。この感染症が惹起した社
会的な混乱をどのように乗り越えて行く
かが重大な課題となりました。当委員会
も，1回目の緊急事態宣言時に，「新型
コロナウイルス消費者問題	Q&A」を発
表するなどしました。そこで，2020年4月
に実行委員会は，2020年の人権擁護
大会に対して，積極的に辞退するという
意見書を取りまとめて日弁連に提出しま
した。結局，2020年の人権擁護大会は
中止・延期されることになりました。
4 再起動
その後，新型コロナウイルス感染症に
対しては，複数回の緊急事態宣言が発
出されるなどしましたが，第63回人権擁
護大会は2021年に岡山で行うことが決
定しました。このため，実行委員会は，
再起動しました。
この再起動は，オンライン会議システム

を利用して準備を行うことで，感染拡大
を防ぎながら，準備を行うことが可能であ
ることを確認できたことが大きな要因で
す。そして，オンラインシステムを利用する
ことで，人権擁護大会に関する調査に
ついても新しい可能性が出てきました。
実行委員会は，法政大学の菅富美
枝教授にコーディネーターを，京都大学
のカライスコス・アントニオス准教授に通
訳をお願いして，完全オンラインで，イギ
リスのエクセター大学，金融行動監視機
構，公認取引基準協会の３か所にヒア
リングを行いました。今までの人権擁護
大会では，実際に現地に赴き，調査を行
うことが必要でしたが，パンデミックの下，
DXの目覚ましい進展により，このように
現地に赴かずに，十分な調査を行うこと
が可能となったということは非常に大き
な意味があります。
５ 決議案に込めた思い
人権擁護大会では，各分科会が，シ

ンポジウムの準備を行いながら集積した
知見を元に，宣言・決議を行うことに
なっています。
実行委員会では，「超高齢社会にお

いて全ての消費者が安心して安全に
生活できる社会の実現を推進する決
議」を提案することとなりました。この決
議を検討する中で，判断力が低減した
高齢者の自己決定とはどのようなものか
という点について，高齢者の意思決定を
尊重すべきという高・障センターの委員
の方 と々，まさに判断能力の低下につけ
込んで消費者被害を惹起する事業者
を市場から排除するために，高齢者を
保護すべきであるという当委員会のよっ
て立つ立場の違いが認識されていきま
した。しかし，日本が迎えている超高齢
社会において，人の在り方をどのように
考えるかという点について，充実した議
論を繰り返し，社会が見守りながら意思
決定支援を行う社会の実現を目指すと
いうことで，意見の一致を見ました。
さらに，検討を加えていく中で，人の

第63回人権擁護大会＠岡山報告
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ぜい弱性とは何かという点についても，
深い考察を得ることができました。すな
わち，「ぜい弱」とは若年者や障がい者，
高齢者という人の属性として固定化し
たものではなく，全ての人間が，その置
かれた状況によっては，ぜい弱性を有
するのであることを前提として決議をま
とめました。この「ぜい弱」についての
理解は，実行委員会のみならず，2021
年に行われた日本私法学会のシンポジ
ウムのテーマとも通底するものです。
本決議は，人権擁護大会運営委員
会内の起草委員会と実行委員会との
検討等を繰り返して作成されたもので
すが，今後の消費者問題の解決の指
針を示したものとなったと思っています。
6 プレシンポジウム
今まで，当委員会は，人権擁護大会

を行う時には，全国各地で，いわゆるプ
レシンポジウムを行い，そのプレシンポジウ
ムに各弁護士会の委員に参加してもら
い，問題点を各地で深掘りしていくとい
うことを行ってきました。
実行委員会も2021年4月に開催した
大阪弁護士会主催のプレシンポジウム
を皮切りに，10月まで14か所でのプレシ
ンポジウムを行いました。このプレシンポ
ジウムの開催と，日本における新型コロ
ナウイルスの感染者数はグラフのとおり
です。いわゆる第４波と第５波の中で，
これだけのプレシンポジウムを行いました。
その結果，オンラインでのシンポジウムの
ノウハウを蓄積していきました。この経
験の蓄積が，人権擁護大会のシンポジ
ウムを完全オンラインで行うという第２分
科会の決定につながりました。
7 完全オンラインで開催
 　～ファーストペンギン～
実行委員会は，人権擁護大会のシン

ポジウムをどのような方式で行うかにつ
いて，検討を続けていました。登壇者へ
の依頼の時期も含めて，８月中に岡山
市でリアルに行うのか，オンラインで行う
のかを決定しなければなりません。そし
て，８月はまさに第５波のピークを迎えて
いました。
私たちの重要なテーマは，人のぜい
弱性を見据えた社会の在り方と法制度
を考えるということです。それを担う実
行委員が新型コロナウイルス感染リスク
に怯えながら大会を行うというのは，ある
意味背理です。しかも，オンラインでどこ
まで行うことができるか，ある意味豊か
な可能性についても経験を積んでいま
した。その結果，実行委員会は，日弁連
の63年の人権擁護大会の歴史の中で，
初めて完全オンラインで行うという決断
を行いました。
8 充実したシンポジウムと決議
シンポジウムは3部構成で行われまし
た。まず，第１部として問題提起（被害
の実態，今後の社会変化）について，岡
山市中区地域包括支援センターセン
ター長多田充宏さんと岡山県消費生活
センターの矢吹香月さんから岡山におけ
る実情の報告を行ってもらいました。さら
に，実際の過量販売被害の実態報告を
中村新造会員（第二東京）が，人口動
態からの将来予測等を藤村元気会員
（福岡県）が行いました。
次に，第2部として見守りについて，拝

師徳彦会員（千葉県）をコーディネー
ターとして，阿部龍斗氏（消費者庁地
方協力課課長補佐）と唐木啓介氏（厚
生労働省社会・援護局地域福祉課生
活困窮者自律支援室長／地域共生推
進室長）が討論を行い，併せて実行委
員会が実施したアンケートに基づく報告

を川本真聖会員（大阪）が行いました。
そして，オンラインだからこそできる企
画として，全国の見守りに関するリレー
報告を，小林由紀会員（札幌）をMC
として，全国6か所をつなぎながら行いま
した。具体的には①北海道士別地区
広域消費生活センターから消費生活相
談員野村裕子氏，②南さつま市から同
市産業おこし部商工水産課商工振興
係の明知孝氏，③東京都大田区から
「みま～も」発起人の澤登久雄氏，④
全国の動きを一般社団法人日本フラン
チャイズチェーン協会の堂本敏雄氏に
ご登壇いただくとともに，⑤野洲市の取
組を同市市民部市民生活相談課の三
田拓史氏，⑥大崎市の取組を同市総
務部市政情報課長兼消費生活セン
ター長の佐藤秀宜氏からお話しいただ
きました。
第3部は，超高齢社会において浮き
彫りとなる消費者のぜい弱性をテーマと
して行いました。まず，意思決定支援・
合理的配慮・社会的包摂について，久
岡英樹会員（大阪）が報告した後，法
政大学菅富美枝教授から「消費者脆
弱性の制御と包摂型社会の構築――
『弱く』なっても『強く』生きられる社会
へ」というテーマで基調講演を行ってい
ただきました。そして，塩地陽介会員（宮
崎県）がオンラインで行った海外調査の
報告を行った後に，パネルディスカッション
「目指すべき法制度」を行いました。
このパネルディスカッションは，コーディ
ネーターを新山奈津子会員（鹿児島
県），パネラーを基調講演を行っていた
だいた菅富美枝教授に加え，特定適格
消費者団体消費者機構日本理事の磯
辺浩一氏，増田朋記会員（京都）の3
名を迎え，これも全てオンラインで行いま
した。
9 最後に
2021年という，歴史的な年に，当委員
会は大変重要な人権擁護大会を行い
ました。この決議の内容を確実に実現
することが，今後の重要な課題です。
2021年決議が画期となったという評
価を後進から受けることができるよう，着
実な成果を積み重ねていきましょう。
シンポジウム第２分科会実行委員会

委員長　黒木和彰（福岡県） 

感染者数



4 日弁連 消費者問題ニュース203号（2022年1月） 

事 報情件
東京

クレジット契約の名義貸しで消費者が勝訴した事例（エフォートカンパニー事件判決・東京地判
令和３年10月13日（被告控訴中））

１		 事案の概要
	 	 本件は，中高生向けの学習教材を販売する会社の勧
誘により，実態のないクレジット契約を締結させられてしまっ
た原告ら108名が，信販会社等を被告として，債務不存
在の確認や，既払金の返金を求めて提訴した事案です。
販売会社は，自社がクレジット代金を負担するなどと持ち
かけて顧客である原告らに複数の実態のないクレジット契
約を締結させましたが，販売会社が破綻してクレジット代
金を負担できなくなったことから（販売会社については，
破綻が顕在化した後しばらくして破産），原告らは，信販
会社から突如として多額のクレジット代金の弁済を求めら
れることとなりました。
２		 判決の内容等
	 	 本判決は，和解等による解決ができずに残った信販会
社2社との関係で，割販法上のクーリング・オフ，取消権
（不実告知），抗弁対抗などの原告らの主張を認め，全て
の原告らについて，信販会社に対する債務が存在しない
と判断し，原告らが主張する既払金の大半について，信
販会社に返還を命じました。また，信販会社2社からは，
未払のクレジット代金や販売会社との共同不法行為責任
に基づく損害賠償の支払を求める反訴や別訴が提起さ

れましたが（別訴については弁論併合），本判決は，これ
らの請求をいずれも棄却しました。
	 	 上記のように，本判決は，いわゆるクレジット契約の「名
義貸し」の部類にあたる件について，購入者等側が全面
的に勝訴したものです。本判決における争点は個別的な
ものも含めると様 な々ものがありますが，平成29年2月21
日の最高裁判決を参照しつつ，原告らが販売会社に利用
されたと評価して意思表示の取消を認めたことや，取消
権等の行使における割販法上の清算規定の趣旨に照ら
して購入者等側の不法行為責任を否定したことなどが注
目されます。また，個別信用購入あっせん取引の構造的
な危険性や，平成20年の割販法改正の趣旨が購入者等
の保護を徹底するものであったことを詳細に論じた上で，
かかる趣旨に即して各争点を検討しており，判決文は非
常に長大であるものの，同種の事件を取り組むにあたり参
照すべき価値があります。「名義貸し」の事案は，購入
者等側に厳しい判断がなされることもありますが，裁判所
に割販法改正の趣旨を正確に理解してもらうことができた
ことが，今回の結果につながったと思われます。

大菅俊志（東京）

発　行：日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　〒100－0013　東京都千代田区霞が関1－1－3　TEL：03－3580－9841 FAX：03－3580－2896
（「消費者問題ニュース」は再生紙を使用して作成しています。）

第85回　先物取引被害全国研究会･京都大会催 事

　午前中は，ブラッシュアップセミナーとして投資被害事件の経験豊富
な岡山弁護士会の大本崇弁護士と加藤晃平弁護士に，担当された「く
りっく株365」事件を題材に講演いただく予定です。午後は，早稲田大
学大学院法務研究科教授の後藤巻則先生に「現代的暴利行為と取

引的不法行為」（仮題）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。

2022年4月16日（土）10時～18時30分（予定）
開催場所	 京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町70番地：JR京都駅より南へ徒歩15分）
開催方法	 現地での大会開催と，大会の模様をZoomウェビナーで配信予定です。
	 	 ※なお，緊急事態宣言等の発令状況によっては，現地での大会開催を断念しWEB開催となる予定です。
	 　主催者：	先物取引被害全国研究会
	 	 3000円（予定）
	 　問合先：	弁護士　内村和朝　uchimura@shijo-law.com	TEL：075-231-1014

シンポジウム　成年年齢引下げ目前！このまま突入？! ～引下げ後の問題と対策 できていること･いないこと～催 事

　２０２２年４月１日からいよいよ，民法の成年年齢が１８歳に引き下げ
られます。
　成年年齢の引下げに当たっては，参議院法務委員会において，消費
者被害の拡大を防止するための法整備，若年者の被害実態に即した対
策の検討，消費者教育の充実等を求める附帯決議がなされましたが，い

ずれの施策もいまだ不十分な状況です。	
　成年年齢引下げを目前に控える今回のシンポジウムでは，成年年齢引
下げに関して指摘された課題に対してどのような施策が実施され，なおど
のような課題が残っているのかを明らかにし，成年年齢の引下げ施行後
に，どのような対応をとる必要があるのかについて議論します。

日 時：2022年2月4日（金）18時～19時45分
場 所：Zoomウェビナーによるオンライン配信
主催者：日本弁護士連合会
問合先：日本弁護士連合会人権第二課　電話：03-3580-9957

編 □ 集 □ 後 □ 記 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
明けましておめでとうございます。コロナ禍で迎

える2回目のお正月ですが，メリハリの少ない行事と
なってしまったように思います。この2年は，季節の移
ろいや時間の経過も，ぼんやりとしたものに感じられ
ます。人は外に出て，街の雑踏や景色に触れる中で，
五感が活性化するのかもしれません。

弁護士の日常業務も，人と直接会って話をすること

が激減し，雑談の機会がめっきり減りました。私自身
の反省としても，ともすれば，活動が低迷する傾向に
向かってしまいます。

今号の記事に，第63回人権擁護大会のシンポジウ
ムで，当委員会が第2分科会を担当した報告が掲載さ
れています。2007年に当委員会がシンポジウムを主
催した和歌山大会では，準備のために連日のように委

員が一堂に会して，白熱した会議が開かれていました。
今回は，準備段階も大会当日もオンライン会議で行い
ながら，充実したシンポジウムと宣言がなされたこと
が報告されています。コロナ禍での制約の中でも，活
路は見いだせることを示してくれたのではないでしょ
うか。

末吉宜子（東京）


