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若年者を取り巻く消費者被害
～儲け話にご用心

第32回日弁連夏期消費者セミナー

2022年7月16日、約140名の参加を得て、日弁連主催、消費者庁後援により標記セミナーがオンラインで開催されました。
冒頭、芳野直子日弁連副会長（神奈川県）から、成年年齢引下げという歴史的な改正の時期に、若年者の権利を守るため

にどのような対応や対策が必要なのか、改めて理解を深める機会としたい、と開催の挨拶がありました。
引き続き、当委員会の野島佳枝副委員長（奈良）から、この夏期消費者セミナーは当委員会の各専門部会が直接担当してい

ない隙間の分野の問題や新しい問題を取り上げ、夏休みの時期にじっくりと勉強してみようということで企画・開催している、今回
のセミナーは、成年年齢の引下げに伴い、若者の消費者被害やトラブルの増加が懸念されていることに注目し、特に若者が被害
に遭いやすいマルチ商法について法的視点から整理を行い、被害者救済のための手段や法的な課題についても知見を深めて
いきたい、と企画の趣旨説明がなされました。
以下、セミナーの要旨を掲載します（本要旨に関する責任は当委員会ニュース・出版部会にあります。また、肩書はセミナー当
時のものです。）。

加藤氏からは、若者を取り巻く消費
者被害・トラブルの現況について、PIO-
NETのデータや具体的事例を交えて、
詳細なご講演をいただきました。要旨は
以下のとおりです。

１ PIO-NETからみる相談傾向
以下、2021年度の PIO-NETを分
析したものである。成人年齢引下げの
影響は、現状ではデータが少ないため
判断しにくい。
・	年度別相談件数：成人になると消
費者トラブルに遭う機会が増える
傾向にある。

・	販売購入形態別：若者では通信
販売の相談が突出する。20代で
はマルチ取引が多い。

・	販売方法・手口別：説明不足、虚
偽説明、強引、クレ・サラ強要商
法などが多い。

・	契約購入金額別：18・19歳は約
17万円、20歳から24歳は約45万
円。後者は収入があるので契約
金額が多少増える。今後、18・19
歳における平均購入金額の変化
は注視する必要がある。

・	SNS関連の相談件数：全年代通
じて増加傾向だが、特に若者が多

い。SNSをきっかけにして儲け話
や情報商材の購入、定期購入など。

・	20代以下におけるSNS関連の消
費生活相談件数：男性の未成年

若者を取り巻く消費者被害・トラブルの現況
加藤玲子氏（独立行政法人国民生活センター職員）
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は脱毛剤が1位。成人では男女問
わず儲け話が上位になる。女性は
美容系が多いが、20歳から24歳
では内職・副業が上位となる。

2 相談事例
若者の消費者被害・トラブルに多い、
友人、マッチングアプリ、SNSがきっか
けになったものを紹介する。
事例１：相談者（20歳代・男性・学生）
が、高校時代の友人の紹介でFXの
自動売買ツール（情報商材）を購入し、
指定された消費者金融から借金して支
払った。
事例２：相談者（20歳代・女性・給与
生活者）が、マッチングアプリで知り合っ
た人から副業の勧誘を受け、クレジット
カード会社と消費者金融から借金して
支払った。
事例３：相談者（20歳代・女性・給与
生活者）が、マッチングアプリで知り合っ
た人からコンサルティング契約の勧誘を
受け、クレジットカードで支払った。
事例４：相談者（20歳代・男性・給与
生活者）が、SNSで知り合った人から
海外バイナリーオプション（マルチ的要
素はない）の勧誘を受けた事例である
が、支払手段としてフリマアプリを使った。
３ 若者の消費者トラブルのキーワード
「お金」「美容」「スマートフォン」

「SNS」「借金・クレジット契約」が挙
げられ、次のような傾向が見られる。
・	お金：事業者が被害者に対し将
来の夢や現状への不満等を語ら
せ、それに共感するようなそぶりを
見せ、お金を儲けるためにある人
と会わないかと言って勧誘する事
例が多い。

・	美容：SNSやオンライン会議で見
栄えをよくしたいという気持ちがあ
る。エステ、美容医療（プチ整形）
の相談が多い。

・	スマートフォン：自分の興味・関心
がある事項について偏った広告・
情報を受け取りやすい。

・	SNS：SNS上の知人や有名人（フ
ォロワー数が多い人など）が発す
る情報を信用してしまうこともある。

・	借金・クレジット契約：借金を強要
する等され、「お金がない」という
言葉が断り文句にはならない。

４ 近年見られる消費者トラブルの
問題点
第一に、いわゆる「モノなしマルチ」

に関するものが目立つ。特に若者に限
定すると、商品よりもサービスに関する
相談が多い。海外事業者との投資取
引やアフィリエイト等の儲け話を「人に
紹介すれば報酬が得られる」と言われ

て勧誘され契約した事例があるが、相
手方が海外にあると返金を求めても交
渉が困難になりやすい。デジタルネイテ
ィブ世代になると、リアルの知人とSNS
での知人とで付き合い方の差はあまりな
いのではないかと思われる。
第二に、事業者が被害者に対し借
金するよう指示する手口が多い。事業
者が、被害者に「すぐに利益が出るか
ら返せる」等と説得する、被害者に借
金させるために無人契約機まで付いて
くる等、被害者にお金がないことを理由
に断ることができないようにもっていく。
被害者に対し、消費者金融での借り方
やクレジット契約の方法を細かく指南す
る事業者がおり、被害者に対してPDF
で具体的な指示が記載されているもの
を渡す、消費者金融の店舗外で事業
者が待機している間に借金をさせる事
例もある。
５ 最後に
国民生活センターでは、昨年度から

「若者向けの注意喚起シリーズ」という
資料をＨＰ等で掲載している。今後も必
要に応じて追加していくので、国民生
活センターのTwitter 等をリツイートし
ていただきたい。

上原会員からは、若者を対象とした
マルチ商法等の手口、弁護団で取り組
んでいる集団訴訟における法的構成や
争点、今後の課題等についてご講演を
いただきました。要旨は以下のとおりです。
１ 弁護団結成の経緯
学生を中心とした若年層に、友人関
係を利用し、巧妙な手口で被害を拡大
させるマルチ商法もしくはマルチまがい
の商法（以下「マルチ商法等」といい
ます。）の被害が急速に拡大しているこ
とに鑑み、その被害実態の把握と被害
救済を目標とし、埼玉弁護士会所属の
有志弁護士により、2019年7月17日付

けで埼玉若者投資マルチ被害対策弁
護団が結成された。
同年9月から実働を開始し、2022年
5月時点で相談件数は286件に上って
おり、これまでに10件の集団訴訟（8件
は訴訟係属中）を行っている。
2 マルチ商法等の手口
マルチ商法等の手口としては、バイナ

リーオプションや日経225取引、ＦＸ取引
で「80％以上の勝率がある」とか、「年
利200％になる」などと告げて、投資の
分析プログラムや勉強用教材と称して
50万円前後の高額なＵＳＢを購入させ
る手法が流行っている。しかも、「購入

するとき借金をしたが、すぐに返せた」
などと体験談を語り、すぐに返済できると
誤信させ、消費者金融から借金をさせ
て購入させる事案が多数ある。また、新

若者を対象としたマルチ型消費者被害の実態と対策
～埼玉若者投資マルチ被害対策弁護団の活動から～

上原伸幸会員（埼玉）
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型コロナウイルス感染症蔓延後はＺｏｏｍ
などを用いて勧誘するケースも見られる。
契約締結後には、商品を使いこなす

ためのミーティングやセミナーが開催され
る。そして、クーリング・オフ期間経過後、
業者から実際に取引を行うためには資
金が必要であり、その資金を稼ぐに当
たって、商品を知人に紹介すると紹介
料が貰えるなどと説明される。その後に
知人の勧誘方法をレクチャーされるが、
その内容が被害者の受けた勧誘内容
とほぼ同一であることが発覚する。
３ 法的構成
集団訴訟では、法的構成として、①
適合性原則違反（少なくとも訪問販売
に該当し、特定商取引法7条1項5号、
同法施行規則7条3号の適用がある。）、
②不実告知（消費者契約法4条1項1
号、特定商取引法6条1項1号等）、③
説明義務違反（商品の性質に係る信
義則上の説明義務）、④連鎖販売取
引の脱法行為、⑤詐欺行為、を理由と
する不法行為責任を主張している。
①は、貯金や収入がなく、投資経験

もない大学生に対して、投資を行うよう
に勧誘し、かつ借金をさせてまで高額
な商品を購入させる行為が、適合性原
則に違反するとの主張である。消費者
庁及び東京都の行政処分においても
同違反事実が認定されている。
④は、勧誘時には特定利益による誘

引が行われていないことが多く、形式的
には連鎖販売取引の要件を満たさない
が、実態は紹介料で利益をあげる商法
であるため、連鎖販売取引の脱法的
行為であり、違法であるとの主張である。
⑤に関して、東京地裁平成28年11

月10日判決は、特定利益による誘引を
後から行うことを捉えて、後出しマルチ
商法であると評価し、被害者がその契
約の性質や商品内容を知っていれば
契約をしなかったと認定し、契約締結
に向けた一連の加入行為が全体として
詐欺行為を構成すると判断している。
４ 中心的な争点
集団訴訟における中心的な争点は、
業者が不法行為責任を負うかという点よ
りも、業者の従業員らが、勧誘を担当し

た原告以外との関係においても共同不
法行為責任を負うのかという点である。
この点、弁護団では、組織的に一体

となって被害者を増やしているという実
態に鑑み、組織上の役割とその役割の
重要性、各役割がいずれも被害者獲
得のために必要不可欠であることなど
を丁寧に論じている。
５ 今後の課題等
被害救済のためには、被害額が少
額であっても弁護士が積極的に受任す
ることがまず必要である。また、直接勧
誘者のみならず、関与者全てを訴える
ことが被害救済の可能性を広げるととも
に、悪質なマルチ商法等に今後関与さ
せないためにも肝要である。
そして、最も重要な課題は、成年年
齢引下げも踏まえ、消費者教育を充
実・徹底させることである。また、特定
商取引法の連鎖販売取引の要件を緩
和し、実態として紹介料による利益構
造となっている商法（後出しマルチ商
法）に対して規制を及ぼすことも必要で
ある。

石戸谷会員からは、マルチ商法につ
いて歴史的経緯から問題の所在を指
摘した上で、対応策の検討がありまし
た。要旨は以下のとおりです。
１	 マルチ商法は1960年代にアメリカ
で発祥したものであり、1970年代には
社会問題となって、連邦取引委員会
（ＦＴＣ）が摘発に動いた。日本には
1971年に上陸して、公正取引委員
会が動いたが、それだけでは撲滅す
るのがなかなか難しいということになり、
マルチ商法についてはその活動を実
質的に禁止する厳しい規制を行うべ
きということで、連鎖販売取引を規制
する訪問販売法が制定された。

2	 日本ではマルチ商法とは別にねず
み講が古くには戦前からあったが、
1967年に内村健一が天下一家の会
を始めて全国に蔓延した。マルチ商
法の場合は、曲がりなりにも商品の流
通組織という形を取っているのに対し

て、ねずみ講の場合は、単にお金を
分配するだけなので経済的意味は全
く無く、悪質性はマルチ商法よりも明
らかである。それにもかかわらず、公
正取引委員会は動かず、訪問販売
法制定よりも遅れて、1978年に無限
連鎖講防止法が議員立法で制定さ
れた。公正取引委員会が動かなかっ
たのは公正競争の範疇に入らない
悪徳業者は同委員会の分野ではな
いという考え方からである。

３	 訪問販売法と無限連鎖講防止法
ができて一時沈静化したものの、マ
ルチ商法は復活して被害が社会問
題になってきた。
	 	 これに対して、法改正がなされてき
たが、次の4つの視点から分類できる。
⑴	 適用対象の拡大
	 	 再販売だけでなく、委託やあっせ
んにも適用できるようにした。また、特
定負担も2万円基準（要件）があっ

たが、これも脱法されていたので、そ
の枠を撤廃した。
	 	 これらは適用対象を拡大すれば
悪質なマルチ商法を実質禁止するこ
とができるという観点からなされたも
のであるが、実際にはそのようになら
なかったことから、⑵以下の実効性
の確保の問題が検討されるようにな
った。
⑵	 民事効果
	 	 2004年の改正で他の類型にも入

マルチ商法被害をなくすための法整備
石戸谷豊会員（神奈川県・当委員会委員）
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パネルディスカッション
パネリスト
　加藤	玲子	氏（独立行政法人国民生活センター）
　上原	伸幸	会員（埼玉）
　石戸谷	豊	会員（神奈川県・日弁連消費者問題対策委員会委員）
コーディネーター
　道尻　	豊	会員（札幌・日弁連消費者問題対策委員会委員）

パネルディスカッションでは、儲け話に
よる若年者の消費者被害の原因や特
徴、被害回復の手段、弁護士など法律
家の役割、被害を防ぐためにどのように
するべきかについて、意見交換が行わ
れた。
１ 若年者の消費者被害の原因や特徴
まず、加藤氏からは、若年者が儲け
話に引っ掛かってしまう原因について、
マルチの勧誘のやり取りを見て、質問の
やり方がとてもうまいと感じる、ＳＮＳを利
用した勧誘の場合も、スタンプなどを有
効に活用して、リアルに近いコミュニケー
ションができており、電話勧誘やリアルの
勧誘と同じような状況を作出していると
いう指摘がなされた。
上原会員からは、若者の将来に対す

る不安や社会経験不足に付け込んで、

高額なＵＳＢ等を買わせるところに共通
点があり、若年者に対する消費者教育
の充実という点が非常に重要になってく
ると指摘があった。また、特定商取引
法の改正の観点から、連鎖販売取引
の要件の緩和や民事効、取消権をより
柔軟に認めるなどの消費者保護を厚く
した対策を取らなければ、ますます被害
が拡大していくのではという懸念も示さ
れた。
2 被害回復の手段
被害回復については、加藤氏から、
相手方が国内に事務所がなかったり、
国内の代表が分からなかったり、センタ
ーとして誰を相手に交渉すればいいの
かが分からず、結局は、自分を勧誘し
て来た相手と交渉するしかないケース
が多いとの指摘があった。

石戸谷会員からは、日本の現行制度
の問題点について、いわゆる極悪層と
の間ではＡＤＲでの解決は難しく、個別
に裁判で対応するのは大変なので、埼
玉のように弁護団で対応するか、消費
者裁判手続特例法を利用して集合訴
訟を提起することが考えられるが、消費
者裁判手続特例法の使い勝手の悪さ
もあるとの指摘がなされた。
また海外では、行政機関による違法
収益の吐き出しが成果を上げている例
があり、日本でもそのような制度の創設
が必要で、現在は、内閣府の消費者
委員会でもそのような議論をしていると
いうことが紹介された。
上原会員からは、埼玉における弁護
士と消費生活センターの連携について、
定期的に勉強会が開かれていること、
相談員が直面している案件について具
体的に討論している中でお互いに勉強
になっていること、埼玉のマルチ弁護団
の発足も、勉強会において多数のマル
チまがいの案件が寄せられているという
話から発足したという経緯が説明された。
また、関与者に対する訴訟における
送達先の特定について、直接勧誘者
については、電話番号等からの特定、

ったが、被害の救済の場面では効果
が発揮するからといって被害の防止
ができるかは別の問題である。
⑶	 行政規制の強化
	 	 当初から行政処分の権限はある
が20年くらいは全然使われていなか
った。国会の質疑で問題になり行わ
れるようになったが、悪質な業者は簡
単に別の組織を立ち上げることがで
き、抑止効果、再犯防止の効果が上
がらなかった。
⑷	 罰則の強化
	 	 ⑵⑶からすると、実効性確保では
罰則の強化が重要であることが分か
る。書面不交付や不実告知の禁止
について罰則が引き上げられてきた。
国会の審議録を見ると、警察庁の要
請で行われてきたことが分かる。

５	 行政処分がなされた事例を見ると、
元々違法なオンラインカジノ、必ず儲
かる情報商材などが跋扈しており、
商品の情報と説明を抜きに、紹介す
れば儲かるという形で勧誘すること

が実態になっている。
	 	 このような実態からすれば、規制枠
組みを抜本的に見直す必要がある。

6	 この点、連鎖販売取引の中でも破
綻必至なピラミッド型と区別されるリピ
ート型連鎖販売がある。参加者の収
入源はお得意客に対する消耗品の
反復売買（リピート売買）に由来し、
地道に販売すれば持続可能性があ
るとの指摘もあることから、別に考え
る必要がある。

7	 まず、米国やＥＵでもピラミッド型ス
キームは禁止されているところ、ピラミ
ッド型スキームは全面的に禁止すべ
きである。被害実態を見ても、社会
経済的に無価値なものを効率よく拡
散させるために使っているにすぎな
いからである。オンラインカジノはそれ
自体違法であり、必ず儲かる情報商
材などは商材の勧誘自体が不法行
為の違法性を帯びるものであり、マル
チ商法の仕組みは悪質性にレバレッ
ジを欠ける役割を果たしている。また、

紹介すれば儲かるというのは商品流
通に名を借りたねずみ講といいうる。
そこで、参入規制を導入し、業務の
適切性、適法性が確認できないもの
を入口段階で排除して、違反につい
ては速やかに警察が動いて預託法
と同程度の厳罰で処分できるように
すればよい。

8	 また、リピート型連鎖販売取引に
ついては、特定利益の計算方法等
について説明義務を課するとともに、
適合性原則の観点から、22歳以下
の勧誘や借入を利用する勧誘も禁
止すべきである。

9	 さらに、後出しマルチの規制を明
確化する必要がある。今のままでも
含まれると解釈できるが、そうでない
場合も想定されることから法改正を
行えばよい。紹介類型を設定して別
類型として禁止するという方法もあり
得る。
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特 集 夏 期 消 費 者 セ ミ ナ ー

最後に、当委員会の大迫惠美子委員長（東京）から、本セミナーの総括と閉会の挨拶がありました。要旨は以下のとおりです。
マルチ商法は、特商法の中に法律があるにもかかわらず、少しも減っていない、この4月からの成年年齢の引下げで若者に大

きな被害を生んでいることは、本当に大問題である。成年年齢の引下げは、社会が今までより2歳若い若者を成年として受け入
れることを宣言する事態であり、社会の方が2歳若い成年のために法整備、社会制度などを変えていかなければいけない。その
ような意味で、若年者に被害を出さないような法制度、社会制度を作ることは今の社会の責務である、マルチ商法の撲滅を目指し
て、日弁連消費者問題対策委員会が様 な々運動をこれから繰り広げていくことが大切だということを今日、改めて決意した。

まとめ

幹部クラスの場合は就業場所への送
達、加害者のＳＮＳから得られた情報か
らの特定等の経験も紹介された。
さらに、石戸谷会員からは講師役の
人物の共同不法行為責任について、
過去の事件でも違法性の認識や因果
関係などが問題になることが多いが、
やはり責任が認められるべきであり、そ
のためには学者から意見を聴くことや
各地の弁護団における情報を交換しな
がら対応していくことが有効ではないか
との指摘がなされた。
３ 被害の防止策
石戸谷会員から、学者や法律家の
団体から出ているマルチ取引の規制強
化の提案内容として、①不適切な業者
を排除するための事前審査、②利益の
後出しマルチ対策として、規制対象の
明確化と適合性を欠く紹介提供利益
契約の勧誘等の禁止、③誤認による取
引の防止のための説明義務と情報の
開示義務が紹介された。
加藤氏からは、法改正の提案につい

て、相手方事業者に対しての説得材料
として明確化されることが重要であるこ
と、行政処分後も同様の行為を繰り返
す者を排除するために、開業規制など
も考えられるのではないかとの指摘がな

されるとともに、国民生活センターとして
各地の消費生活センターを支援しつつ、
センターの現場として頑張っていきたい
との決意表明があった。
上原会員からは、外側だけ変えてマ

ルチまがいの商法を継続していた事例
等を基に登録制にして参入規制をする
ことの有用性、「後出しマルチ」が連
鎖販売取引の規制を受けることになるこ
との有益性が指摘された。さらに、支払
いのために借り入れすることを禁止する
ことが学生の被害の減少について効果
があるとの意見も説明された。
コーディネーターの道尻会員からも、

日弁連としての過去の意見書で、そのよ
うな勧誘は禁止するべきという意見を出
していることが説明された。
さらに、石戸谷会員から、自身の経
験を踏まえ、法整備は非常にやりがい
があるし、ドラマチックで大変面白いとい
う感想が述べられた。
４ 最後に
加藤氏からは、消費者教育の必要
性と消費者教育におけるメッセージとし
て、若い人は社会の役に立ちたいとい
う思いを持っている人も多いことから
「誰かがそのような被害に遭ったら声を
掛けてあげることが社会の役に立つん

ですよ」というように啓発してくれる仲間
を増やすイメージで発信していくことが
必要ではないかという話があった。
上原会員からは、法改正等を実現す

るためには、被害の実態をより明らかに
することが必要であり、各地の弁護士
会においても、マルチ被害に関する弁
護団などの設立を検討してほしい、被
害回復にはＳＮＳ事業者が本人確認義
務を負うことが重要であり、そのような
意見書を各地の弁護士会でも検討して
ほしいとの依頼があった。
石戸谷会員からは、法整備とともに
現実の被害実態に応じた弁護団の存
在も重要であり、被害救済と立法が同
時並行的に進んでいけばうれしいとの
話があった。

道尻 豊 会員
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１ 契約書面等の電磁的方法による
提供について
昨年6月に公布された特定商取引法

（以下「特商法」といいます。）及び預
託等取引に関する法律の改正法では、
事業者が消費者に交付しなければなら
ない契約書面等について、消費者の
承諾を得て、電磁的方法により提供す
ることができると規定されました（以下
「契約書面等の電子化」といいます。）。
そして、昨年7月から消費者庁の検討
会において、消費者の承諾の取り方や
電磁的提供の在り方に関する政省令
の規定について、具体的な内容が検討
されています。
契約書面等には、消費者に不利な
契約条件等を警告する機能、契約内
容を確認させる機能、クーリング・オフ
の権利を告知する機能等の重要な消
費者保護機能があります。契約書面等
が電子化されると、電子機器に不慣れ
な消費者が電子データを確認できなか
ったり、スマートフォンの小さい画面では
契約内容やクーリング・オフの権利を認
識できず、クーリング・オフの機会を失っ
たりするなど、消費者保護機能が発揮
できないおそれがあります。また、特商
法等の取引類型では消費者の意思決
定がゆがめられやすいため、消費者が
真に望まないのに電磁的方法に誘導さ
れるおそれもあります。
そこで、消費者の承諾の取り方や電
磁的提供の在り方については、消費者
保護機能を十分に確保できるように規
定する必要があります。
2 日弁連意見書について
そこで、日弁連は、本年5月9日付け

で標記意見書を取りまとめ、次のような
意見を述べました。
⑴	 真意に基づく明示的な承諾の確保
①事業者は、承諾取得の前提とし

て、消費者に、原則として書面の交
付を受けることができること及び電子

データが契約内容やクーリング・オフ
制度を記録した重要なものであること
等を説明すること。②事業者は、消
費者が電子機器を操作して電子メー
ルの送受信ができること及び添付ファ
イルの閲覧・保存ができること等を確
認すること。③承諾の取得方法は原
則として書面によること。④電子デー
タの意義・効果等の虚偽・誇大な説
明、書面交付に比して有利に扱う告
知等の不適正行為を禁止すること。
⑤高齢者の承諾を得る際には、家族
その他の第三者への電子データの
同時提供を希望するかどうかの意思
確認をすること。
⑵	 電子データの提供方法とクーリン
グ・オフ制度の告知機能等の確保
①電子データの提供方法は、電子

メールにPDFファイルを添付する方
法か、事業者のWebサイトの電子
データにアクセスさせる方法によるこ
と。②電子メール本文に契約を特定
する事項、電子データが重要なもの
であること及びクーリング・オフの起算
日等を明記すること。③クーリング・オ
フの起算日は、消費者が電子メール
に添付された電子データを閲覧・保
存した上で、事業者に対し確認メー
ルを返信した日とすること。④高齢者
が家族その他の第三者への電子デ
ータの提供を希望した場合は、当該
第三者にも同時に電子データを提供
すること等。

３ その後の検討会の状況
本年6月30日の第4回検討会では、
検討会事務局から「議論の整理」が
提出され、7月28日の第5回検討会で
その改訂版が提出されました。後日、
報告書が公表される予定です。
「議論の整理」においては、①事業
者が承諾を得る前に、電子データが重
要なものであることや記録が到達した
時点がクーリング・オフの起算点となるこ

と等を説明すべきこと、②事業者の禁
止行為（財産的利益を提供すること、
書面での交付に対して不利益を与える
こと等）を規定すべきこと、③消費者の
手元に書面で残る方法による承諾を原
則とすること等、2で述べた標記意見
書の内容が反映された部分が多くあり
ました。また、消費者団体からの意見を
反映し、④消費者が書面並みの一覧性
（＝面積）を有する形で電子データを表
示可能な機器（スマートフォンは不可）
を消費者自らが通常使用できるものとし
て有すること等を要件とすることも盛り
込まれるなど、評価できます。さらに、高
齢者に限らず、消費者が希望すれば、
任意の第三者に電子データの同時交
付を義務付ける制度とすることも提言さ
れています。
もっとも、電子データの到達時点（ク
ーリング・オフの起算点）については、
他の法律の規定と解釈は同じ（メール
の場合は閲覧可能となった時点）とさ
れ、消費者が事業者に対し確認メール
を返信した日とする標記意見書は採用
されていません。これでは、消費者が
電子データを確認しないままにクーリン
グ・オフ期間が経過するおそれがありま
す。仮に到達時点と連動しなくても、事
業者に開封確認義務を課し、違反の
場合は行政処分の対象とするべきです。
この点は、第5回検討会において学者
委員からも、「少なくとも努力義務とす
ることはどうか」という指摘もありました。
今後、報告書の公表版に注目し、パ

ブリックコメントが募集された際には、必
要に応じて、残された課題についてさら
なる意見を述べていく必要があると考え
ています。

割販法・特商法部会　　　　　
副委員長　島薗佐紀（栃木県）

特定商取引法等の書面交付義務の電子化に関する
政省令の在り方についての意見書

リ ポ ー ト
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１	 アフィリエイト広告（成果報酬型広
告）とは、ウェブサイト運営者が広告
主である通信販売業者等からの依
頼により、広告主の商品・サービスを
自己のウェブサイトやネット記事で宣
伝・紹介し、広告主のウェブサイトへ
誘導することで、送客数や契約数に
応じた成果報酬を得るネット広告の
手法です。この広告を掲載するウェ
ブサイト運営者はアフィリエイターと呼
ばれています。近年はアフィリエイタ
ーが成果報酬を求めるあまり、広告
が虚偽又は誇大表示を含むものとな
ったり、広告と明示せず実際に商品
を使ったかのように見せたり（いわゆ
る「ステルスマーケティング（消費者
に宣伝と気付かれないようにする宣
伝）」の一手法）、調査会社調べで
の恣意的調査を行った上で「No.1」
と表記したりする（いわゆる「No.1
調査」の手法）等の問題点が指摘さ
れています。
	 	 そのため、消費者庁は、2022年2
月15日に「アフィリエイト広告等に関
する検討会報告書」（以下「検討
会報告書」といいます。）を公表し、
論点整理・提言を行いました。具体
的には⑴アフィリエイト広告は景品表
示法（以下「景表法」といいます。）
の適用において、広告主が責任主
体であることを周知徹底すべき、⑵
悪質事業者に対しては、業務禁止
命令も視野に入れた特定商取引法
（以下「特商法」といいます。）の適
用を行う（景表法と特商法の連携）、
⑶事業者が講じる不当表示の未然
防止策の参考として、景表法26条2
項に基づく指針（「事業者が講ずべ
き景品類の提供及び表示の管理上
の措置」についての指針。以下「指
針」といいます。）を改正し、広告主
が講ずべき措置の「具体例の追加」
を求めるなどの内容です。

2	 これを受けて日弁連は、2022年6

月16日に標記意見書（以下「本意
見書」といいます。）を公表し、国に
対して、①検討会報告書に基づき、
景表法におけるアフィリエイト広告に
関する取組の強化を求める（意見の
趣旨1）とともに、②特商法においても、
通信販売業者に対する業務適正化
体制整備義務の新設を求めること
（意見の趣旨2）等を提言しました。
⑴	 本意見書が前提とする考え方
内閣府消費者委員会は、「消費
者法分野におけるルール形成の在り
方等検討ワーキング・グループ報告
書」（2019年6月）において、消費
者被害防止に向けた取引ルールを
形成するに当たっては、対象事業者
の特徴に応じて、①悪質事業者に対
しては厳正な行政処分の執行や民
事規定を活用した実効性ある法制
度の整備が必要とする一方で、②善
良層・中間層の事業者に対しては事
業者等の自主規制を行政が支援す
るソフトな法的措置（共同規制）を
組み合わせることを提案しましたが、
本意見書はこれに沿ったものです。
⑵	 景表法に基づく取組の強化（意
見の趣旨1）
ア		 本意見書は、検討会報告書に
基づく指針の早期改正と周知徹
底を求めると同時に、業界団体に
属しない悪質層対策として、景表
法に広告主が第三者に委託した
広告についても法的責任を負うこ
とを明記すべきである旨を提言しま
した（責任明記は、検討会報告
書では見送られた論点です。）。

イ		 「表示適正管理措置」（景表
法26条）は、事業者に「表示適
正管理の体制整備義務」を課す
規定であり、同法27条（指導及
び助言）及び28条（勧告）とともに、
事業者が法令違反を未然防止で
きるように行政庁が事業者の自主
規制を支援する制度（共同規制）

といえます。本意見書は、善良層・
中間層の事業者に対する未然防
止と適正表示に向けた自主的取
組を支援するために、行政庁が指
導及び助言（同法27条）、勧告
及び公表（同法28条）を積極的
に行うこと、その権限を都道府県
にも付与することを提言しました。

⑶	 特商法上の通信販売業者に対す
る業務適正化の体制整備義務の新
設（意見の趣旨2）
本意見書は、悪質層に対する特
商法等による厳正な規制に賛成して
います。それと同時に、デジタル化の
進展やコロナ禍での事業展開の必
要性から、近時、店舗販売などの一
般事業者が通信販売の分野に新規
参入している実情を踏まえ、特商法
の通信販売分野にはソフトな共同規
制も有用であることを提言した点に大
きな特色があります。特商法を改正し、
通信販売事業者に景表法26条から
28条までを参考にした「業務適正化
の体制整備義務」を課す規定を新
設し、具体的指針（ガイドライン）に、
広告表示義務・ 虚偽誇大広告禁
止・申込画面表示義務の遵守体制、
広告であることの表示、責任者の配
置、苦情の適切処理義務の体制整
備等の自主的取組例を提示すること、
国と都道府県に、指導・勧告・公表
権限を設け、善良層・中間層の法令
遵守の水準を向上させることを提言
しています。このことが悪質業者の
規制強化の基盤を作ることにもなると
考えます。

３	 国は、検討会報告書の提言を受
け、2022年6月29日に指針（事業者
が講ずべき景品類の提供及び表示
の管理上の措置についての指針）を
改正しました（改正内閣府告示第
74号）。

割販法・特商法部会　
金　昌宏（旭川）

アフィリエイトに関する景品表示法及び
特定商取引法における対策を求める意見書

リ ポ ー ト
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今回、久しぶりに編集長を務めましたが、毎度のこ
とながら関係者の皆様の強力なサポートのおかげで、
編集が無事に終わりました。コロナ禍においても、消
費者問題対策委員会では、多くの方々が常にアンテ
ナを張り巡らせて消費者問題を察知し、迅速に意見

書が発出されていることを改めて感じました。また、
最近再びクローズアップされている霊感商法など、人
間の超自然的観念に基づく恐怖心を不当に利用した
財物収奪の事件は、消費者問題としての側面が強く
あり、このような社会問題についても私たち弁護士

が取り組んでいく必要があるように思います。消費者
問題ニュースの発行が消費者問題への取組の一助と
なれば、大変うれしく思います。

 村上純也（熊本県）

事 報情件
大阪

インターネット上のサイトに顧客がアクセスして行う「くりっく365等｣の証拠金取引で、
説明義務及び注意喚起をすべき義務に違反するとした事例（大阪高裁令和4年3月17日判決･確定）

１		 事案の概要
	 	 取引期間は2015年5月から約1年間、1審原告Ｘ１（夫、
1949年生）とＸ２（妻、1940年生）が、1審被告Ｙ（豊トラ
スティ証券株式会社、旧社名豊商事株式会社）の従業
員から勧誘を受けて、くりっく株365（取引所株価指数証
拠金取引・ＣＦＤ取引）及びくりっく365（外国為替証拠
金取引・ＦＸ取引）を行い、合計約2450万円の損害を被
った事案です。
	 	 本件の特徴は、全ての注文がＸ１のタブレットにより被
告会社が運営するインターネット上のサイトにアクセスして
入力され、その内容が両建を多用した頻繁・過大な建玉
だったところです。なお、Ｘ１はインターネットを利用した経
験がなく、タブレットは本件取引のためにＹの従業員に指
示されて購入したもので、Ｘ２は取引にほとんど関与して
いません。
	 	 第１審神戸地裁判決（令和3年7月14日）は、原告ら
の損害額として合計約1122万円を認定し、過失相殺を6
割としました。双方が控訴しましたが、控訴審ではいずれ
も控訴棄却で確定しました。
２		 本判決の内容
	 	 判決は、勧誘の言動・証拠金増額と取引拡大の経緯
等について詳細な認定を行い、本件取引の建玉が多額
の損失が生じる危険性の極めて高い過大な量で、その
目的がより多くの手数料収入を得ることにあったとし、「こ
のように取引を大幅に拡大させて危険な取引状況に強く

誘因する以上は、単に商品の仕組みやリスクを一般的に
説明し、一般的に理解させるだけでは足りず、取引を拡
大した場合のリスクをより具体的に説明すべき義務があ
る」「新規の取引数量が増大すれば、顧客のリスクは増
大する反面、1審被告はリスクを負わずに安定的に手数
料収入が増加することになるのであるから、1審被告は、
1審原告らが負うリスクが過大なものとなるときには、それ
に応じたリスクの説明と注意喚起を十分に行うべき注意
義務を負う」とし、「1審被告の従業員の行為には、1審
被告の手数料稼ぎを目的として、1審原告の意向と実情
に照らして明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧
誘したものとして、違法であるとともに、そのような勧誘を
したことに伴う説明義務（両建ての説明義務を含む。）及
び注意喚起をすべき義務に違反する違法があり、これは、
本件各取引の全般に影響を与えたものというべきであ
る。」と判示しました。
３		 本判決の意義
	 	 インターネット上のサイトに顧客がアクセスして注文を入
力するくりっく365等のシステム（同サイトで情報サービスも
閲覧できます。）では、業者側は「外務員を介さずに注文
するシステムだから顧客の判断で注文した」と主張します
が、本判決は取引経過や従業員の言動を詳細に認定し、
実態に即して説明義務違反等を認めており、顧客側の
主張立証内容を考える参考にもなると考えます。

山根良一（兵庫県）

第87回　先物取引被害全国研究会・秋田大会催 事

　午前は、ブラッシュアップセミナーとして愛知県弁護士会の下野谷順子
弁護士に担当された商品先物事件を題材に講演してもらう予定です。午
後は、京都大学大学院法学研究科准教授のカライスコス・アントニオス先
生に「ＥＵを中心とした不公正な取引方法についての法規制等のご紹介、
日本における不招請勧誘禁止制度の導入・拡充方法について」（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 11月18日（金） 10時30分～18時30分（予定）
 11月19日（土） 9時00分～12時00分（予定）
開催場所　　秋田キャッスルホテル（秋田市中通1丁目3－5：JR 秋田駅より西へ徒歩7分）
開催方法　　現地とZoomウェビナーによるハイブリッド方式（変更の可能性あり）
　　先物取引被害全国研究会
　　現地参加8000円（予定）　　ウェブ参加6000円（予定）
　　弁護士内村和朝　uchimura@shijo-law.com　　TEL075-231-1014


