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1	 今日の支払手段は、現金のほかク
レジットカード、デビットカード、プリペイ
ドカード、電子マネー、○○Ｐａｙ等の
ＱＲコード決済、携帯電話キャリア支
払い、ポイント払いに加え、主に現金
での支払方法として利用されるコンビ
ニ後払い等の BNPL（Buy	Now	
Pay	 Later＝後払い決済）、収納
代行、代引き等非常に多様化してい
ます。とりわけ感染症流行のもとで、
キャッシュレス決済の利用に関する動
きが加速し急速に普及していく中で、
私たちはその便利さを享受する一方
で、大きな影もあり、消費者相談の最
前線にいる者を大いに戸惑わせてい
ます。そこで、この状況を様 な々点か
ら整理するために2022年4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。弁護士、消費生活相談
員等最大249名が参加し、この問題
に寄せられる関心の高さが窺われま
した。
2	 まず、萩原規子氏（公益社団法
人全国消費生活相談員協会）の報
告から、キャッシュレス決済は、誰しも
が遭遇し得る被害ではあるものの、
解決の糸口が見つけにくい事例が多
く存在することが分かりました。
	 	 その解決に当たり、まずは多様化
する支払手段の全体像を知り、各支
払手段に対応する規制の有無及び
内容を確認することが不可欠と思わ

れます。
3	 次に桜井健夫委員（第二東京）
の報告により、詳細かつ緻密に概念
の整理等が行われました。同委員の
報告からは、現行の銀行法、資金決
済法及び割賦販売法は「スマホアプ
リを経由し、支払手段が重層的に使
われ、決済情報が電子データとして
残る」というキャッシュレス決済の特
徴に対応できておらず、また、携帯
電話キャリア支払い、ポイント払い、
BNPL、収納代行、代引きに対応す
る法律がないという意味で規制の漏
れがあり、今後の重要な課題である
ことが分かりました。
4	 さらに、キャッシュレス決済の中で
も、クレジット関係における実体法規
定は、多様化する支払手段を規律
する重要なものであり、それを足掛か
りに今後のルールを形成していく方向
性が考えられます。そこで、金昌宏
会員（旭川）からクレジット取引の仕
組み及び割販法の改正経緯がそれ
ぞれ解説され、苦情処理、加盟店調
査、既払金返還等と割販法のルール
の適用拡大が提言されました。
5	 坂勇一郎会員（第二東京）から日
弁連の既往4本の意見書（2019年5
月、同9月、2021年12月、2022年3
月）が紹介され、消費者保護の方向
性が論点ごとに示されました。
6	 以上を踏まえて、小野仁司会員

（神奈川県）から、この問題に関す
る今後の取組課題として、預金に準
じた決済の安全性の確保、加害者
情報を知る権利の確保、加盟店管
理責任の創設、過剰与信規制の徹
底、個人情報の適切な管理、消費
者の自己決定権の確保の重要性が
強調されました。
7	 本シンポジウムで支払手段に関し
て必要かつ具体的な制度設計等の
方向性が示されました。その後2022
年6月3日、資金決済法の改正が成
立しましたが、どのようなルール形成
がされていくかは不明です。イノベー
ションの名の下に消費者が犠牲に
なってはいけませんので、今後の議
論を注視していく必要があります。
	 	 また各人が支払を意識しないほど
にキャッシュレス化が仮に進んだとし
て、そもそもその先に幸せが待ってい
るのか、という問いかけには考えさせ
られました。キャッシュレス化の進展に
よる利便性の向上と並行してターゲ
ティング広告等により、少し小突かれ
ただけで消費の欲望がそのまま行動
に表れるという世界が想像されます。
そこに幸せを見出せるのかという点も
悩ましく、この点も考察するべき影で
あるように思われます。

金融サービス部会　
今井孝直（大阪）
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1	 概要
	 	 日弁連は、2022年3月18日付けで、
「電子的支払手段等の規律の在り方
に関する意見書」（本意見書）を公
表しました。
	 	 金融庁は、2022年1月11日「金融
審議会　資金決済ワーキング・グルー
プ報告」（報告書）を公表、同報告
書に基づく資金決済法等改正法案
を提出し、同年6月3日、成立しました。
	 	 本意見書は、ステーブルコイン（以
下「SC」といいます。）及び前払式
支払手段について、報告書に賛成
するとともに、主として利用者保護の
観点から、制度の具体化に際しての
留意点を述べたものです。
2	 SCをめぐる現在の状況
	 	 SCとは、法定通貨と連動する価
値で発行・移転されることを企図した
電子的価値を指します。ビットコイン
等に用いられる分散台帳技術（又は
類似の技術）を用いますが、ビットコ
イン等と異なり、ドルや円等と連動す
る価格での発行・移転が企図されて
います。
	 	 海外で利用されているSCとして
テザー等の取引が急速に拡大してい
ますが、マネーローンダリング等のリス
クや金融システムへの悪影響が懸念
され、また、ドル建ての SCについて、
1ドルの価値を維持できず暴落する
事態が生じています。
	 	 SCは、フェイスブック（現・メタ）
によるリブラ構想等を契機として、国
際的な議論が行われ、この間、「同
じビジネス、同じリスクには、同じルー
ルを適用する」「規制上の枠組みと
監督体制ができるまでは、グローバル
なSCサービス開始は認めない」とい
う方針が確認されています。
	 	 日本では、通貨建資産（資金決
済法2条6項参照）は、為替取引規
制の対象となることなどから、基本的
にSCは国内において取り扱われて
きませんでした。他方、海外では、暗
号資産交換所で取り扱われてきまし
た。この間、日本では国際ロマンス詐
欺等の詐欺被害において海外の暗

号資産取引に誘導される被害が深
刻化していますが、このような被害の
中にはテザー等の取引を介するもの
もあります。
3	 報告書及び改正法におけるSC
の整理
	 	 報告書は、SCについて、法定通
貨の価値と同額での償還を約する
「デジタルマネー類似型」と、発行価
格と同額での償還を約さず、アルゴリ
ズム等により価値の安定を図る「暗
号資産型」に分類し、前者について
新たな制度整備を行い、後者につい
ては暗号資産として規制することを
提案しました。改正法は、係る枠組
みを前提に、「デジタルマネー類似型」
（報告書では「電子的支払手段」、
改正法では「電子決済手段」）につ
いて、主として仲介業者の規制枠組
みを整えるものです。
4	 本意見書の提言
⑴	 本意見書は、デジタルマネー類似
型について適切な制度整備を求め、
暗号資産型については引き続き日本
の暗号資産交換業者では取り扱わな
いことを求めています。SCについて
は、金融システムの安定やマネロン対
策、金融制裁の実効確保等の観点
から、適切な規制枠組みを整える検
討が国際的に進められており、本意
見書はかかる方向性に沿うものです。
⑵	 デジタルマネー類似型について、
本意見書は、法定通貨での償還が
確保されないものが流通することが
ないよう制度整備を求めています。
	 	 現状、暗号資産では、詐欺被害
が深刻化しており、デジタルマネー類
似型において同様の被害が生じるこ
とがないよう、適切な制度対応を求め
ることも必要です。また、被害が生じ
たときに、利用者が関与者を捕捉でき
るための制度の検討を求めています。
⑶	 決済については、現状、セキュリ
ティ、不正利用の補償、プライバシー
の保護、悪質加盟店の排除等の課
題があり、制度や運用における対応
が求められていますが、デジタルマ
ネー類似型も、こうした課題に適切な

対応を求める必要があります。
	 	 特に、サイバー攻撃や不正利用の
手口が高度化し、利用者が不正利
用の原因や機序を知ることが難しく
なっており、セキュリティの確保及びこ
れと表裏の関係にある不正利用の
補償制度は重要です。不正利用の
原因や機序についての仲介者等の
説明責任や、利用者の過失責任
（重過失を除く）を一定の範囲に限
定すること、利用者の故意過失の立
証責任を仲介者等に求めることは是
非とも必要です。
⑷	 また、仲介者に利用者の送金・支
払情報が蓄積されること、さらに仲介
者に兼業を認める場合には、仲介者
により広範な個人情報が蓄積される
ことから、顧客の情報の利用につい
て顧客の同意を適切に求める制度と
運用を確保すべきです。また、広範
囲な個人情報の把握やこれに基づく
行動ターゲティング広告について、個
人情報・プライバシーの保護及び自
己決定権の適正確保の観点から十
分な検討が必要です。
5	 前払式支払手段
	 	 現行法上本人確認等が求められ
ていない前払式支払手段について、
電子的な移転が可能なものが登場し
ており、利便性が高まる反面、匿名
性を利用してマネーロンダリングや詐
欺の支払手段として用いられる事例
が増えています。報告書では、高額
の電子移転可能型前払式支払手段
に対し本人確認等を求めることを提
言し、法改正が行われました。
	 	 しかしながら、報告書が提言する
高額の範囲は、極めて限定されてい
ます。本意見書は、高額の範囲につ
いて、1回当たり2万円超、1か月当た
りの累計額が10万円超のものとする
ことを検討すべきと提言しています。
	 	 また、現行法上、前払式支払手
段が送金手段として機能する場合、
為替取引規制に服することとされてお
り、その規制の実効を求めています。

金融サービス部会　　　
坂勇一郎（第二東京）

「電子的支払手段等の規律の在り方に関する意見書」
と資金決済法等改正
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1	 問題の所在
外貨建生命保険についての消費者
相談が後を絶ちません。商品内容には
バリエーションがありますが、例えば「契
約時は10万米ドルを一時払する、死亡
保険金は最低14万米ドルが保証され
場合によっては増額される、保険期間
は終身であるが解約したときの返戻金
額は米国国債の金利水準に基づいて
計算するため元本割れになる可能性が
ある」というものを考えてみてください。
低金利時代の現在、多くの消費者

が魅力を感じると思われます。為替相
場や金利相場が関係しそうに思われて
も、為替相場や海外の金利相場に注意
している消費者はまれでしょう。保険会
社、銀行、証券会社等の職員の勧誘
を受け、定期預金を解約してこのような
生命保険を契約してしまうことは容易に
想像できます。
国民生活センターは、2017年12月に
外貨建生命保険のトラブルが増加して
いると情報発信しましたが、2020年2月
にも同様の情報発信をせざるを得ませ
んでした。その間、マスコミでも外貨建
生命保険の販売に問題があると取り上
げられていましたが、消費者が元本割
れのリスクを理解しないまま契約させら
れ続けているということが明らかになっ
たのです。
2	 検討の出発点
以上の問題を考えるに当たり、そもそ

も外貨建生命保険を一般消費者に販
売しても良いものかということから考察
する必要があり、その答えはノーと言わ
ざるを得ないように思われます。
第1の理由は求められる投資判断が
非常に難しいということで、保険金が支
払われる10年先、20年先の為替相場
や金利相場などというのは不確実性が
高すぎて投資のプロでも投資判断がで
きないと思われます。そもそも生命保険
は死亡や疾病・傷害等によって経済的
に窮する事態への備えですから、その
契約をしようという者がプロでも躊躇す

るような投資判断を果敢に行うなどとい
うことは考えられません。すなわち、外
貨建生命保険を必要とする消費者を
合理的に想定できないのです。
第2の理由は金融商品のパッケージ
化は消費者にとってデメリットが常に大
きいということです。外貨建生命保険は
掛け捨ての生命保険、外国債券、投
資信託をパッケージにしたものといえま
す。すなわち、これらの金融商品を個
別に契約することでも外貨建生命保険
を契約したときと同じような効果を得られ、
むしろその方が個別のリスク・リターン
構造が理解しやすく、また、手数料も安
くなり、消費者にとって有利となります。
金融商品はシンプルである方が消費者
保護に資するというべきなのです。
営業の自由の観点から仮に全面禁止

ができないとしても、上記の問題点を踏ま
えて厳しい規制を行う必要があります。
3	 意見書の概要
このような観点から、日弁連では、
2022年3月18日、下記のとおり、標記
意見書を公表しました。
⑴	 金融庁は監督指針に基づく監督
を強化すべきと考えられ、とりわけ適
合性原則の徹底遵守が必要です。
	 	 例えば一定年齢以上の高齢者に
対する勧誘・販売や、保障商品とし
ての保険を希望する顧客に対する
勧誘・販売は原則として不適当と明
言するべきです。「一定年齢」として
は、証券取引の自主規制で高齢顧
客と呼ばれる「75歳以上」とすること
が考えられます。
⑵	 パッケージ型の金融商品を販売す
る以上は、外国債券、投資信託及び
掛け捨ての死亡保険等を個別に購
入することによっても同等の経済的効
果を得られること及び個別に購入し
た場合とのコストの違いがあることを
顧客に直截に理解させるべきです。
	 	 したがって、金融庁の監督指針に
おいてその説明義務を明記するべき
です。

③	 外貨建生命保険はクーリング・オ
フをしても損失が発生し得るというの
が業者の現在の運用です。すなわち、
円入金特約を付加しない外貨建生
命保険に加入する場合はクーリング・
オフをしても返金されるのは消費者
が保険料として保険会社に支払った
外国通貨で足りるという運用です。
	 	 したがって、外国通貨を日本円に
換えようとすると為替相場の値動きや
為替手数料で損失が発生し得るとい
うわけです。
	 	 しかし、このような事態は顧客に一
切の不利益を被らせることなく契約の
申込みの撤回又は解除を認めるとい
うクーリング・オフの制度の趣旨に反
します。そこで、金融庁は、外貨建
生命保険の商品審査において、保
険料を支払う際に円貨から外貨への
為替取引が伴っている契約の場合、
顧客が当該保険をクーリング・オフし
たときは、外貨ではなく支払った額の
円貨で返金される旨を各保険の約款
上明記することを求めるべきです。
4	 まとめ
ここ最近は円安が進んでいるため苦
情は少し止んでいるかもしれませんが、
それは苦情が潜在化しているだけとい
うべきです。一般社団法人生命保険協
会は「外貨建保険販売資格試験」を
創設し、2022年中に外貨建保険販売
資格者登録制度の運用を始めるとのこ
とですが、問題が解決するとは思われ
ません。かつて大きな社会問題となった
変額保険も保険と投資商品とを組み合
わせたものであり、本質的には同じ問
題がまた起こっていると言えます。この
ままでは生命保険そのものの信頼が失
われるでしょう。金融商品を複雑なパッ
ケージにしても、消費者にはデメリットし
かないという認識を改めて共有したいと
考えます。

金融サービス部会　
今井孝直（大阪）

「外貨建生命保険の販売についての意見書」
リ ポ ー ト
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消費者メーリングリスト（CAM）のご案内案	内
　CAMは消費者問題に関する情報交換を行っているメーリングリストで
す。詳細については、日弁連会員専用サイト＞事件処理＞民事・家事
＞消費者問題関係＞消費者問題メーリングリスト（CAM）のページをご
覧ください。

≪登録方法≫
　shohisha@nichibenren.or.jp宛てにメールで申し込んでください。
　その際、件名を「CAM 登録希望」とし、メール本文に氏名・会員登
録番号・所属弁護士会・登録するメールアドレスのご記入をお願いします。

≪ご利用について≫
　加入後の投稿先アドレスは cam@nichibenren.jp です。
　投稿の要領等については、上記 CAM のページに掲載されている運
営要領とマナー集をご確認ください。登録資格に特に制限はありません
ので、個別事件の関係者（相手方事業者の代理人等）が登録されて
いる可能性も念頭においてご利用ください。
≪アドレス変更、退会の手続≫
　アドレス変更や退会申出は、メーリングリスト上ではなく、shohisha@
nichibenren.or.jp にお送りください。

　　消費者問題対策委員会ニュース・出版部会

編 □ 集 □ 後 □ 記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
１面で紹介したシンポジウムで議論された多様化

する支払手段、様々なキャッシュレス決済というテー
マは、今後益々広がっていきそうです。しかし、自分
もそれぞれがどのような仕組でどのようなメリット・

デメリット、あるいはリスクがあるのかはよく理解でき
ていませんし、トラブルが生じたときの対処方法、解
決方法についても制度設計が不十分なようです。ス
マホの利用とも結びついて利便性が高いのは事実で

すし、今後進展していくことが不可避であるとすれば、
せめて法律で分かりやすい指針を示してもらいたい
ところです。

　飯田修（東京）

成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止のための
実効性ある施策を緊急に実現することを求める会長声明

リ ポ ー ト

1	 はじめに
2022年4月1日、成年年齢を20歳か

ら18歳に引き下げる「民法の一部を改
正する法律」（以下、「本改正法」と
いいます）が施行され、日弁連では、同
日、本改正法の施行に合わせて、標記
の会長声明を発出しました。
2	 経緯
成年年齢の引下げにより、未成年者
取消権を失う18歳、19歳の若年者の
消費者被害が拡大することが懸念され
るところ、被害防止のための施策実現
を求める意見は、成年年齢引下げに関
する議論がなされた当初から繰り返し
出されてきました。
2009年10月の法制審議会の「民法

の成年年齢引下げについての最終報
告書」では、「消費者被害の拡大のお
それ等の問題点の解決に資する施策
が実現されることが必要」とされていま
した。
また、2018年6月13日の本改正法成
立に関する参議院附帯決議では、成
年年齢引下げに伴う消費者被害の拡
大を防止するための法整備や消費者
教育を質量共に充実させることなど、
成年年齢引下げに伴う弊害を防止する
ための施策の実施について格別の配

慮を求めていました。
内閣府消費者委員会の2021年12月
17日付け「成年年齢引下げに伴う若年
者の消費者被害防止に向けた対応策
に関する意見」では、依然として対応を
要する課題が残されていると指摘した
上で、実践的な消費者教育の更なる推
進や若年者の消費者被害の防止・救
済のための制度整備等を迅速かつ強
力に推進することを強く求めています。
そして、日弁連も、これまで成年年齢
引下げには慎重であるべきとの意見書
を2016年2月と2017年2月の2度提出
したほか、本改正法の成立時及び施行
１年前の2度、成年年齢引下げに伴う
弊害防止のための実効性ある施策の
実現を求める会長声明を発出してきま
した。
また、全国の弁護士会、弁護士会連
合会でも、同様の会長声明が、次 と々
表明されました。
3	 今回の会長声明と今後の課題
しかし、つけ込み型不当勧誘取消権
の創設には至っていませんし、消費者
教育も全国的に十分に行われていると
は言えず、成年年齢の引下げは、多く
の課題を残したまま、その日を迎えること
となりました。

そこで、今回、積み残された成年年
齢引下げに伴う若年者の消費者被害
防止のための施策を緊急に実現するこ
とに加え、今後実際に生じた若年者の
消費者被害の内容や傾向を直ちに分
析及び検証し、これらを踏まえた更なる
被害防止のための施策についても、併
せて検討・実施することを求める会長
声明を発出しました。
今回の会長声明は、成年年齢引下

げ当日に発出したことや、会長声明の
発出に先立ち成年年齢引下げの問題
点等に関するプレスセミナーを実施した
こと、全国の弁護士会でも日弁連と同
様の会長声明を発出されるなどして成
年年齢引下げの問題点に関して注意
喚起されたこともあり、成年年齢引下げ
当日に、マスコミに取り上げられました。
今後、若年者の消費者被害防止に
向けた取組が、確実に実施されるかど
うか目を光らせていく必要があります。ま
た、各地での消費者教育の充実が求
められていますので、弁護士会等に消
費者教育の講師派遣の要請がありまし
たら、積極的にご協力をいただきたいと
思います。
消費者教育・ネットワーク部会　
副委員長　谷口央（富山県）


