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1	 2021年12月9日，当連合会主催に
よる標記シンポジウムがオンラインで開
催されました。
	 	 2002年，建物の区分所有等に関
する法律（以下「区分所有法」とい
います。）が改正され，マンションの管
理者に「共用部分等について生じ
た損害賠償金」についての訴訟追
行権（当事者適格）が認められました
（同法第26条第4項）。
	 	 ところが，東京地裁平成28年7月
29日判決（以下「本判決」といいま
す。）は，共用部分の瑕疵についての
損害賠償請求権は可分債権であり，
当初の各区分所有者に個別的に発
生・分属するとして，その転得者につ
いては，別途，損害賠償請求権が債
権譲渡されない限り，管理者は区分
所有者全員を代理できず原告適格
を欠くと判示し，実務上大きな問題と
なっています。当初の区分所有者を
全員探し出し債権譲渡を受けるのは
困難であり，一室でも転売が行われ
ているマンションでは，管理者を原告
とすることを断念せざるを得ないケー
スが生じているのです。
2	 本シンポジウムの内容
	 	 土井裕明副会長（滋賀）の開会
挨拶の後，森友隆成委員（広島）よ
り基調報告が行われました。損害賠
償請求権は各区分所有者に分割し
て帰属するという考えを貫くと，一部
の者が権利を行使しない場合や，獲
得した賠償金を修補以外の目的に
使ってしまった場合，費用が不足し共

用部分を修補できないという不合理
な事態となること等が報告されました。
	 	 続くパネルディスカッションでは，区
分所有法の問題点について，花房博
文氏（創価大学法科大学院教授）
から，上記損害賠償請求等に関し，
個別行使が可能か，一元的行使の
み可能か，又は団体に総有的に帰属
するのかという検討が必要であると
の指摘がなされました。鎌野邦樹氏
（早稲田大学法科大学院教授）から
は，共用部分には，団体的に管理す
るという側面と，各区分所有者が持
分を有するという側面との二面性が
あることが問題の根本だとの指摘が
なされました。折田泰宏会員（京都）
からは，共用部分から発する金銭的
債権が各区分所有者に分割されると
の従来の民法解釈の発想に縛られ
る必要はないとの指摘がなされまし
た。
	 	 次に，本判決の法解釈の問題点
について，花房氏からは，同法第26
条第4項の「区分所有者のために」
とは，現時点で瑕疵の修補を必要と
している現在の区分所有者全員の
ためと解釈すべきであり，現在の区分
所有者による集会決議で管理者は
原告となれると考えるべきとの指摘が
なされました。鎌野氏からは，本判決
は，同法第26条第2項後段で管理
者は区分所有者の一部の者を代理
できるとしているところ，同条第4項の
「その職務（第二項後段に規定する
事項を含む。）」との文理からすれば，

4項でも一部の者を代理して管理者
が原告になれると解釈すべきとの指
摘がなされました。折田会員からは，
2002年当時の区分所有法改正に当
たっての議論の経緯が紹介されまし
た。
	 	 最後に，在るべき法制度について，
鎌野氏は，共用部分から生じる損害
賠償請求権を集会決議に基づき共
同体（管理組合）が行使し，各区分
所有者は個別にこれを行使できない
という制度が望ましいとされました。
	 	 折田会員からは，同意見に賛成だ
とした上で，住宅の品質確保の促進
等に関する法律等を改正し，区分所
有権転売の際に共用部分の瑕疵に
ついての損害賠償請求権が承継さ
れる旨を定めることも考えられるとの
意見が述べられました。花房氏から
は，請求権が完全に団体に移行する
と財産権の制約となり，理論面の整
理が必要だとの指摘がなされました。
3	 今回のシンポジウムで，本判決は解
釈上問題があること，また，原告となっ
た管理者が共用部分の瑕疵修補費
用全額を請求できることを明確化す
るためには，共用部分についての損
害賠償請求権は転売の際に当然に
転得者に承継されるなどの立法も必
要であることが明らかとなりました。当
連合会では，この結果を踏まえ，法改
正等の提言を行っていきたいと考え
ています。
　土地・住宅部会　　　　
副委員長　水谷大太郎（愛知県）

シンポジウム「欠陥マンション訴訟の原告は誰？
  ～東京地裁平成28年7月29日判決の批判的検討～」
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1	 本シンポジウムの目的
2021年12月10日，当連合会主催によ

る標記シンポジウムが開催されました。
2019年，人手不足のために時短営
業をしたコンビニエンスストアに対して24
時間営業を強制されるなどの問題がメ
ディアに取り上げられ社会問題になりま
した。2020年には，公正取引委員会が
「コンビニエンスストア本部と加盟者との
取引等に関する実態調査」を行い，加
盟者募集時における収益情報の説明，
本部による仕入数量の強制，24時間営
業の事実上の強制などの点に課題が
あるとの報告がなされました。
現在，日本にはフランチャイズ取引特
有の法制度はなく，独占禁止法や中小
小売商業振興法の規制のみであり，十
分な法制度が整備されているとは言え
ません。
このような状況を受け，当連合会は，
2021年10月19日，「フランチャイズ取引
の適正化に関する法律（フランチャイズ
取引適正化法）の制定を求める意見
書」を公表し，本シンポジウムにおいて，
フランチャイズ取引の法制度の在り方を
議論することにしました。
2	 報告
始めに，土屋直樹氏（武蔵大学経
済学部経営学科教授）から，「コンビニ
の人手不足と経営」と題し，コンビニ店
舗については，アルバイトの時給が最低
賃金水準であるため従業員確保が難し
く，人手不足が深刻化していること，他
方で，最低賃金上昇による人件費増に
よって経営困難な店舗が増えているこ
とが紹介され，その解決には，店舗の利
益改善を図っていくとともに，多額のロイ
ヤルティを収受している本部との利益分
配の仕組自体の見直しも必要になって
きているとの報告がありました。
次に，長谷河亜希子氏（弘前大学
人文社会科学部准教授）から，「諸外

国のフランチャイズの法規制」と題し，諸
外国の多くでは，フランチャイズ契約締
結前の詳細な情報開示，情報開示書
面等の登録制度，クーリングオフ，更新
拒絶に関する規制，加盟者との交渉に
関する事項，紛争解決制度に関する事
項等が法定されているとして，韓国及び
豪州のフランチャイズ法規制の概要が
紹介されました。そして，日本には十分
な法規制がなく，これがフランチャイズビ
ジネスの発展に悪影響を与えるとの報
告がありました。
木村義和氏（愛知大学法学部准教
授）からは，「コンビニフランチャイズ契
約と更新拒絶問題」と題し，多くのフラ
ンチャイズ契約では個人又は零細企業
が本部依存の関係にあるにもかかわら
ず，規制法がないことから当事者対等
を原則とする民法が適用され，特にフラ
ンチャイズ契約更新について加盟者に
深刻な問題が生じていることが紹介さ
れました。契約が更新できないと明日か
ら生活できなくなるという加盟者も多く，
本部の更新拒絶には「正当事由」が
必要だという報告がありました。
最後に，中野和子会員（第二東京）

から，「日弁連における取組状況につい
て」と題し，前述の当連合会の意見書
の内容が紹介されました。
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，土屋氏，
長谷河氏及び木村氏にて，フランチャイ
ズ取引についてどのような法規制を設
けることが望ましいかという観点で議論
が行われました。
加盟者募集時の本部の情報提供に

ついては，正確な収益情報の開示は当
然として，加盟者オーナーの過重労働
が発生している実態に鑑みれば，利益
を出すための労働時間の事前開示も
重要であること，加盟希望者が契約内
容を検討する時間が少ないことが問題

を生じさせる一因となっていることから，
法定開示書面等は，加盟希望者がい
つでも検討できるように公開されている
必要があるとの指摘がなされました。
また，本部と加盟者との間の民事的
効力を定めた法律がなく，本部による不
当な更新拒絶，中途解約時等の高額な
違約金などに対して加盟者は権利濫
用や公序良俗違反等の一般条項で対
抗せざるを得ず，適切な民事効を定め
た法律を作る必要があることが指摘さ
れました。
さらに，フランチャイズビジネスでは本
部加盟者間の円滑なコミュニケーション
が重要であり，加盟者の立場を引き上
げ，話し合いの場を設ける観点からも加
盟者の団体交渉権の保障や専門ＡＤ
Ｒの設置が必要であるとの指摘もありま
した。
そして最後に，パネリストから，本部と
加盟者では情報量と交渉力に大きな格
差があり，対等な立場での交渉は難しく，
健全なフランチャイズビジネス発展のた
めには適切な法規制を設ける必要があ
るとの意見が述べられました。
4	 最後に
2020年のフランチャイズの事業規模

は，売上高25兆円以上，店舗数は25	
万店以上といわれており，その事業規
模の巨大化に伴い多くの問題が生じて
います。
フランチャイズにおいては，本部と加
盟者が協力してビジネスを発展させる
共存共栄が理想とされていますが，実
際には本部と加盟者の利益が相反す
る場合が多く，交渉力のない加盟者が
深刻な状況になることも少なくありませ
ん。当部会では，今後もフランチャイズ
取引の健全化のために活動していきた
いと思っています。
　独占禁止法部会　　　　
副委員長　石原正貴（第二東京）

オンラインシンポジウム
「日本のフランチャイズ取引適正化法制定に向けて」
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事 報情件

東京 ＪＰアセット証券に実質的一任売買，過当取引の違法性を認めた事例
（東京地裁令和3年12月15日判決（双方控訴））

１		 事案の概要
	 	 本件は，当時70歳の反訴原告（以下「原告」とい
います。）が，ＪＰアセット証券（以下「被告」といいま
す。）の外務員から日経225ミニ先物取引の勧誘を受
け，取引開始を了承したところ，連日のように取引が繰り
返されて2か月にも満たない期間に約354万円の損害
が発生したものの，原告の側では行われた取引の多く
について注文を出した記憶がなかったという事案です。
原告は，フィンマックにあっせんを申し立てましたが，被
告は，無断売買も一任売買も一切なく，全ての取引に
ついて電話で注文をとったと主張して調停案を受諾せ
ず，先に債務不存在確認請求訴訟を提起し，原告が，
無断売買，実質的一任売買，適合性原則違反，説明
義務違反，過当取引の違法性を主張して反訴を提起
しました（本訴は取り下げ）。
	 	 なお，被告は，外務員が勧誘に利用していた携帯電
話の架電履歴と録音記録を提出しましたが，注文伝票
に記載されていた注文日時と照らし合わせたところ，多
くの取引について，取引前，電話で通話がなされた形
跡がありませんでした。
２		 本判決の要旨
	 	 判決は，担当者が「取引の提案として，個別の注文
内容を具体的に示していないものの，大まかな方針は

示していた」，原告が「取引をお願いすると述べるなど
当初から担当者の判断に依存していた」などとして，無
断売買は否定しました。
	 	 しかし，本件取引開始当初から終了に至るまで，取
引が担当者に実質的に一任して行われていたとし，原
告が被った損失のうち約3分の2が手数料で占められ
ていること，取引の大半が特定売買（日計り売買，注文
翌日の反対売買及び直し）に該当することなどから，担
当者が「自らの意に沿う取引をするよう」原告を誘導
し，「無意味な売買を繰り返させて」，原告の「損失を
手数料に転化させる意思で行ったものと推認すること
ができる」として，「本件取引は，顧客に対する誠実義
務に違反した過当な取引として違法なものというべき」
としました（過失相殺3割，認容額約253万円）。
３		 本判決の意義
	 	 証券会社側が，全ての取引について電話で注文をと
り，無断売買も一任売買も一切ないと主張したにもかか
わらず，外務員が大まかな方針を示すのみで個別の注
文内容を具体的に示さずに取引が繰り返されたとして
実質的一任売買を肯定し，顧客に対する誠実義務に
違反した過当な取引の違法性を認めたところに意義が
あるものと思います。
	 	 	 佐伯理華（東京）

東京
婚活サイトを利用した投資用マンション被害事件高裁判決
（東京高裁令和3年7月28日判決（一部被告上告））

１		 事案の概要
	 	 本件は，婚活サイト等で知り合った異性から，デートを重
ねる中で言葉巧みに投資用マンションを勧誘され，購入し
てしまった事案です。勧誘者は売主（不動産会社）とは
別の会社（勧誘会社）に所属していました。同様の被害
相談が，投資用マンション被害対策弁護団に多数寄せら
れたため，同弁護団において，勧誘会社及びその従業
員・役員・実質的経営者，不動産会社及びその役員，購
入資金の融資を行っていた銀行を被告として，3次にわた
り集団訴訟を提起しました。本判決は1次訴訟の控訴審
判決です。
２		 原判決
	 	 原判決（東京地裁平成30年12月19日判決）は，原告
11名のうち10名に対する勧誘の違法性を認めながらも
財産的損害（売買代金や諸費用）との因果関係を否定
し，慰謝料と弁護士費用を認めるにとどまりました。もっとも，
勧誘者・勧誘会社だけでなく，広く，勧誘会社の役員・実
質的経営者，不動産会社及びその役員に関しても共謀
等を認定して損害賠償責任を認めた点は評価できるもの
でした。
３		 本判決の要旨
⑴	 本判決は，「勧誘者が，意思決定者に対して恋愛感
情を有しておらず，同人との結婚ないし結婚に発展し
得る交際をする意思もないのに，意思決定者をして自
己に対する恋愛感情や，結婚ないし結婚に発展し得る
交際への期待を生じさせて行為の結果の影響を十分
吟味し得ない心情にさせて意思決定させることを主た

る目的として，それらを秘した上で，同心情を持つような
状況を作出し，同心情を利用して意思決定をさせる場
合には，」社会通念上相当な範囲を逸脱するとし，一審
敗訴原告を含む全ての一審原告に対する勧誘の違法
性を認めました。その上で，原判決とは異なり，勧誘が
なければ売買契約の締結がなかったことを指摘し，財
産的損害を相当因果関係を有する損害と認めました
（ただし，各物件の価格相当額等の損益相殺を認めま
した。）。
⑵	 なお，原判決と同様に，各関与者の責任を広く認めま
した。また，過失相殺はありません。

４		 本判決の意義等
	 	 本判決はデート商法的勧誘の違法性を肯定した点及
び財産的損害も認めた点で，意義があります。この点，平
成30年改正で創設された人間関係の濫用に関する取
消権（消費者契約法4条3項4号）の要件は相当に限定
されていますが，当該要件を充足せず取消が認められな
い事案でも別途不法行為が成立し得ることは本判決から
しても明らかであり，その点でも意義が大きいです。
	 	 次に，本判決は，不動産会社役員や勧誘会社の実質
的経営者（いわゆる黒幕）についても勧誘者との共謀を
認めて共同不法行為責任を肯定しており，別業者に勧誘
を委託する者や黒幕の責任に関する判断として別事案
でも参考になると思われます。
	 	 なお，2次訴訟の一審判決（東京地裁令和3年3月17
日判決）も本判決と同様の認定・判断をしています。

田上潤（第二東京）
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事 報情件
仙台

消火器リースと称して消火器の訪問販売を行っている業者に対し，契約書記載の条項全てを不当条項と認めるととも
に，同社の勧誘や広告の不当性を認め，請求内容全てについて差止を命じた判決（仙台高裁令和3年12月16日判決（相手方上告））

１		 事案の概要と判決に至る経緯
	 	 株式会社防災センターは，主に宮城県や東京都で消
火器の訪問販売を行っている業者です。同社は，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などして契約書に署
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した。そこで，
適格消費者団体消費者市民ネットとうほくは，同社を被告
として仙台地裁に差止請求訴訟を提起し，令和3年3月
30日に判決が言い渡されました。仙台地裁は，防災セン
ターの多数の契約条項及び勧誘や広告が違法不当なも
のであることを認定して，ネットとうほくの請求の多くが認め
られましたが，防災センターは，この判決を不服として，仙
台高裁に控訴しました。そこで，ネットとうほくも，一審で敗
訴した部分について附帯控訴し，両者の不服申立部分
について控訴審で審理が行われました。
２		 判決の概要
	 	 仙台高裁では，ネットとうほくが不服として争った原審敗
訴部分の条項を含む，全ての契約条項や勧誘行為等の
差止めが認められました。控訴審判決の概要は，以下の
とおりです。
⑴	 不当条項の使用禁止（契約条項全部の無効・差止）
	 	 消費者契約法第8条ないし第10条に基づき，顧客
が中途解約をした場合には残余料金相当額（10年分
の全料金）を一括して支払う条項やリース契約に一般
的に見られる借主に重い負担を課す条項，消火器の
維持管理責任など，ネットとうほくが請求した各条項の
使用禁止を認めるとともに，「これらと関連する条項が
全体として一体のものとして」，消費者契約法第10条
により，「契約条項全部が無効となる」旨判示し，防災
センターが使用している契約書の全ての契約条項を使
用することを禁じました。

⑵	 不当勧誘の禁止
	 	 仙台地裁判決と同様に，特定商取引法58条の18
第1項に基づき，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，防災センターによる不当な勧誘を禁
止する請求が認められました。
○勧誘主体を誤認，混同させる内容を告げないこと
○住宅用消火器との違いを告げないこと　
〇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
〇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	 広告の制限
	 	 景品表示法30条1項1号，2号に基づき，防災セン
ター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，同社の不当表示を禁止しました。
〇契約が全国一有利である
〇当該消火器が最高級ブランドである
〇防災センターが提供する各種サービスは無料である
	 	 控訴審判決の詳細及び判決文は，ネットとうほくのＨＰ
（https://shiminnet-tohoku.com）でも公表して
います。

３		 本判決の意義
	 	 防災センターは，20年近くも前から，高齢者を中心に多
大な被害を生じさせてきました。同社が，度重なる行政処
分にもかかわらず，悪質な商法を継続してきたことに対し，
仙台高裁は，その営業が違法であることを認め，契約条
項の全てを消費者契約法により無効として差止めを命じ
ております。その内容は，これまでの差止請求訴訟には見
られない厳しいものです。
	 	 防災センターは，本判決を不服として上告しましたが，
最高裁においても，このような判決の結論が維持されるよ
うに尽力したいと思います。

小野寺友宏（仙台）
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フランチャイズ事件処理の手引〔第２版〕文献紹介

　近年のフランチャイズ問題の増加により，フランチャイズ取引を適正化
するための法制度の制定が望まれますが，本書は，現行の法制度を前提
とした加盟者の被害救済と予防策を紹介しています。
　本書では，総論部分にてフランチャイズ取引に関する問題点を概括し，
各論部分はＱ＆Ａ方式で重要論点の解説を行うという構成にしています。
基本的には旧版の構成を維持しつつ，昨今の情勢や裁判例を踏まえて
大幅な加除修正を行いました。

　フランチャイズ事件を扱う実務家を始め，フラン
チャイズ問題に関心がある多くの方々にご活用い
ただければと思います。
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本誌はシンポジウム２本，事件情報３件となかなか
盛りだくさんな内容でした。東京オリンピックが終わり，
新型コロナウイルスの感染状況が一段落してきたこと
から，日弁連の委員会も久しぶりに東京に集まれるか

と思っていましたが，オミクロン株の感染が拡大し，な
かなかリアル開催は難しそうです。Zoomウェビナー
での開催には遠隔地や自宅でも参加できるというメ
リットがあり，良い面もありますが，そろそろリアルで

の交流も楽しみたいところです。毎年恒例の夏期セ
ミナー開催の際には新型コロナウイルスの感染も落
ち着いてほしいと思います。

　岡田崇（大阪）


