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委員長就任の挨拶
〜突然降りかかった霊感商法等の問題〜

リ ポ ー ト

１ はじめに
最初、「待ったなし。女性に委員長

をやってもらわないと、外部からの批判
的な視線に耐えられない。」と委員長就
任の打診をされたときには、女性弁護
士は、「女性だからやってくれ」という
依頼には、腹を立てるのが標準仕様で
すから、まず、むっとしました。
しかし、2021年頃から、日本の組織
のトップに立つ女性の少なさが、奇異に
見えるほど世界標準は変わっていると
痛感させられることが多くなり、さすがに
これは何とかしなければと肌で感じるよ
うになっていました。当委員会も、第10
代浅岡美恵委員長以外に女性委員長
がいないというのは、そろそろ変えなけ
ればならないかも、と思い直しました。そ
うはいっても、弁護士人口では女性は
20％以下ですから、女性が対等に役職
に就こうとすると、男性の5倍プロボノに
打ち込まなくてはならなくなります。ひど
い不平等な負担じゃないかとぼやきなが
ら、お引き受けすることにしました。
そういう次第で、修習46期、東京弁
護士会の大迫惠美子が、第22代委員
長に就任させていただくことになりまし
た。金融サービス部会と消費者行政部
会、さらには民事司法ＰＴにも参加して
おります。
２ 消費者委員会の現在の重要課題
本年は、特定商取引法改正5年後
見直しの時期が迫っており、近時市場
拡大の著しいインターネット利用の通信
販売に対する規制、若年者に被害を生

みやすいマルチ商法の規制、高齢者を
守るための頼んでいない訪問販売お断
り（不招請勧誘禁止）の導入などが喫
緊の課題と心得ておりました。
また、消費者契約法を、同法の本来
のあるべき姿、つまり民法の特別法とし
て、格差のある当事者間の意思表示
解釈はどうあるべきかという大きな指針
を示す法律に直すよう、改正を目指すと
いう大きな課題があります。
さらには違法収益吐き出しの実質化、
新たな決済方法に対する規制など様々
な課題が控えております。こうした課題
に取り組まねばならないと覚悟を固めて、
委員長に就任いたしました。
4 霊感商法等の問題
ところが、とんでもない問題が持ち上
がりました。7月、安倍晋三元内閣総理
大臣への銃撃に端を発し、長年続いて
いた旧統一教会（現在の法人名は「世
界平和統一家庭連合」。）の甚大な被
害に注目が集まり出しました。
当委員会では、旧統一教会による霊
感商法を「宗教名目による悪徳商法」
と名付け、長年被害救済活動を続けて
きました。1987年7月に「霊感商法被
害実態とその対策について」、1988年
3月には「霊感商法被害実態とその対
策について（その二）」と連続して日弁
連の意見書も公表しております。さらに、
日弁連では1999年3月に「反社会的な
宗教的活動にかかわる消費者被害等
の救済の指針」と題する意見書を公表
しました。しかし、旧統一教会は、何度

も違法行為を指弾されたり、悪質商法
を摘発されたりしても、強固な組織を
もって、姿を隠しての勧誘などで新たに
信者を増やすなど、どうやっても問題が
なくならない強靱な団体でした。
それが安倍晋三元内閣総理大臣銃
撃事件で一気に活動が白日の下に晒さ
れ、世論が沸騰し、旧統一教会の責任
を明らかにするよう求める声が最大にな
りました。
小林元治日弁連会長は、日弁連をあ

げて霊感商法等の問題に取り組みた
い、と自身の決意を述べ、当委員会に
意見を求めました。それを受けて、当委
員会が中心になって日弁連特設の被害
相談の最前線に人を出し、解決の受け
皿を作り、さらには今後の霊感商法等
の問題に対する日弁連の方針を取りま
とめる作業に取り組むこととなりました。
これらは皆様の御協力なしには何もでき
ません。委員の皆様には、突然の事件
に追われながら、予定された課題にも取
り組む新委員長に、温かい御支援を頂
きたいと思います。

　委員長　大迫惠美子（東京）
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１ 破産公告とプライバシーとの緊
張関係
破産手続は、多くの利害関係人の
関与を想定し、関係者に手続参加の
機会を与える趣旨で、公告を多用して
います。しかし、破産者の住所・氏名な
どの個人情報と破産手続開始等の事
実を広く一般に告知することは、破産
者の名誉・プライバシー、個人情報保
護との関係で緊張関係を生みます。
利害関係人に手続参加の機会を与

えるという本来の目的を超えて、過去に
破産した事実が広く一般に知られる状
態が続くと、生活再建の妨げになります。
さらに、多重債務者が「破産したら、
隣近所にも、親戚・知人にも、勤務先に
も容易に知られてしまう。」ことを恐れる
あまり、債務整理の手段として自己破産
を選択できないと、「経済生活の再生
の機会の確保」という破産法の目的
（破産法第1条）が損なわれます。
２ 破産者マップ等のウェブサイトと

個人情報保護法による対策の限界
2019年3月、インターネット上に破産
者の個人情報を掲載した「破産者マッ
プ」というウェブサイトの存在が報道さ
れました。その後も、類似のウェブサイト
が次 に々現れています。個人情報保護
委員会は、行政指導をし、停止勧告を
し、停止命令を出すなどしてきましたが、
あるウェブサイトが閉鎖されても、また新
たなウェブサイトが現れるということが繰
り返されています。
2022年6月には「新・破産者マップ」

というウェブサイトの存在が報道されまし
た。同ウェブサイトは、地図上のピンに
付随する形で破産者の住所・氏名を
表示し、そのピンに付随する破産者の
個人情報を非表示にするには6万円を、
ピンごと非表示にするには12万円をビッ
トコインで支払う必要があるとしていま
す。また、「このウェブサイトの運営は
海外で行われており、現地の法律が適
用されます。」としています。

個人情報保護委員会は、2022年7
月20日、「新・破産者マップ」の運営者
（氏名不詳・所在不明）宛てに、公示
送達の方法で停止勧告をしましたが、
その後も、同ウェブサイトは閉鎖されるこ
となく、破産事件とは何の利害関係もな
い人が、自宅や勤務先の近辺等、地図
上の随意の場所で過去に破産した人
の住所・氏名を容易に知ることができる
状況が続いています。
3 抜本的な対策をとることを国に

求める会長声明
2022年8月25日、日弁連は「破産者
情報を拡散するウェブサイトによる個人
の権利利益の侵害を防ぐため、抜本的
な対策をとることを国に求める会長声
明」を発出しました。
会長声明は、「破産者マップ及び類
似ウェブサイトの存在により、過去に破
産した事実を知人に知られるなどし、多
大な精神的苦痛を受けたという事例だ
けでなく、破産した場合の情報拡散を
恐れるあまり、債務者が債務整理の手
段として自己破産手続を選択することが
できないという事態も生じている。このよ
うな状況を放置することは、破産制度の
「経済生活の再生の機会の確保」（破
産法第1条）という趣旨を失わせるに等
しく、到底看過できない。」としています。
そして、個人情報保護法改正による
不適正な個人情報の利用の禁止条項
の制定にもかかわらず、公告により公表
された破産者情報を拡散するウェブサ
イトによる個人の権利利益の侵害という
問題が解決されずにいることを踏まえ、
インターネット時代における破産公告の
在り方を検討しつつ、更に抜本的な対
策をとることを求めています。
この点、破産者マップ等の違法なウェ
ブサイトへの対処は、個人情報保護法
による規制などの事後的な対策の強化
によるべきであるとし、破産公告の在り
方を見直すことには反対する考え方も
あります。日弁連内でも、具体的に、破

産公告の在り方をどう見直すべきかま
では、まだ意見がまとまっていません。し
かし、海外で運営され、運営者の身元
も特定できないようなウェブサイトに対し、
事後的な規制で対応することには、限
界があります。私見では、やはり、会長
声明も指摘するとおりインターネット時代
における破産公告の在り方を検討しつ
つ、更に抜本的な対策をとることが必
要であると考えます。
4 各種手続ＩＴ化の検討状況
2022年8月5日、法制審議会は「民
事執行・民事保全・倒産及び家事事件
等に関する手続（ＩＴ化関係）の見直し
に関する中間試案」を取りまとめました。
その第3・破産手続の7・「公告」で

は、破産手続のＩＴ化に伴い破産手続
等における公告の方法として、現行の
官報に掲載してする方法に加えて、裁
判所のウェブサイトに掲載する方法に
よってすること（甲案）が提案されてい
ます。
しかし、これに対しては「個人破産
者については、公告の在り方を見直し、
官報への掲載を廃止するなど裁判所
外において破産の事実を公示しないこ
となどを検討すべきとの考え方がある…
（注2）」ことが紹介されています。
私見では、この注2の考え方は破産
公告の在り方を見直すことにより、破産
者マップ等のウェブサイトによる個人の
権利利益の侵害を未然に防止する抜
本的な対策になり得るものです。旧破
産法で小破産手続の公告は掲示で足
りるとされていたことも、参考になります。
会長声明のいう「抜本的な対策」に

つなげられるように、各種手続ＩＴ化の
議論の中でも、個人破産の公告の在り
方につき、積極的に議論する必要があ
ると考えます。

多重債務部会　　　　　　
副委員長　三上理（東京）

破産者情報を拡散するウェブサイトによる個人の権利
利益の侵害を防ぐため、抜本的な対策をとることを国
に求める会長声明
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日弁連では、2022年7月14日付けで
標記意見書を取りまとめました。
１ 本意見書の位置づけ
特定商取引法（以下「特商法」と

いいます。）対象分野における消費者ト
ラブルは、消費生活相談全体の56％と
いう高い比率を占めています。このうち
訪問販売・電話勧誘販売については、
認知症等高齢者の中で50.9％と圧倒
的な多数を占めており、超高齢社会に
おいてさらにこの傾向が強まることが懸
念されています。また、世帯全体では、
インターネット通販に関する相談が
29.5％と最多となっており、この傾向は
デジタル社会の更なる進展とともに一層
強まると思われます。さらに、マルチ取
引は、全体の1.1％に過ぎないものの、
20歳代では5.5％と高い比率を占めてお
り、本年4月の成年年齢引下げに伴い、
18歳から19歳を狙ったマルチ取引被
害の増加が予想されます。
他方、特商法については、平成28
年改正の際に、「施行から5年後経過
後に施行状況について検討を加え、必
要に応じて所要の措置を講じる」旨の、
いわゆる5年後見直し規定が定められ
ており、本年12月にこの規定に基づく
見直しの時期を迎えます。
本意見書は、こうした状況を踏まえて、

これらの分野を中心に特商法の抜本的
改正を求めるものです。
２ 意見の概要
⑴	 訪問販売・電話勧誘販売について
	 	 あらかじめ勧誘の意思を拒否した
者に対する勧誘の規制等を求めるも
のです。
	 	 このうち訪問販売については、現
行法上も第3条の2第2項において、
契約を締結しない旨の意思を表示し
た者への勧誘が禁止されていますが、
いわゆる訪問販売お断りステッカーを
貼っている場合もこれに該当すること
を条文上明らかにすることを求めて
います。
	 	 電話勧誘販売については、消費
者が事前に電話勧誘販売を拒絶で
きる登録制度（いわゆるDo-Not-
Call 制度）の導入を求めています。
	 	 また近年、勧誘行為を他の業者

に委託する例が増えていることから、
勧誘代行業者について特商法の行
為規制が及ぶことを明確化するよう
求めています。
	 	 さらに、訪問販売や電話勧誘販
売は、不正な行為を行いながらその
所在を変えて事業を繰り返すことが
可能であることから、店舗販売に準
じた信頼を確保するため、事業者の
登録制を採用すべきとしています。
⑵	 通信販売について
	 	 近年、通信販売で急増している消
費者トラブルにおいては、消費者が自
ら積極的に通信販売業者のウェブサ
イトを閲覧して申し込むのではなく、
SNSを通じて送られてきたメッセージ
やSNS上の広告を見たこと等をきっ
かけにして、インターネットを通じて事
業者等から勧誘され、申し込みに誘
導される例が多くなっています。こう
した手段による勧誘は、不意打ち性
や密室性、攻撃性といった点で訪問
販売や電話勧誘販売に類似しており、
これに準じた規制を導入する必要が
あります。
	 	 こうした観点から本意見書では、
インターネットを通じた勧誘等による申
込み・契約締結について、行政規制、
クーリング・オフ及び取消権を認める
ことを求めています。ユーザーが過
去に閲覧したウェブサイトやユーザー
の登録情報等を基にして、ユーザー
に適した広告を表示するターゲティン
グ広告による誘引も、このインターネッ
トを通じた勧誘に含まれるものと位置
付けています。
	 	 さらに、継続的契約についての解
約トラブルに対応するため、インター
ネットを通じた通信販売における継続
的契約の中途解約権の導入、解約・
返品に関する受付体制整備の義務
付け等を求めています。
	 	 この他、連絡先が不明の通販事
業者等を特定する情報の開示請求
権や適格消費者団体の差止請求権
の拡充等、特にインターネット通販に
ついて幅広いルール整備を求めるも
のです。
⑶	 連鎖販売取引等について

ア		 連鎖販売業に対する開業規制
の導入等
	 	 連鎖販売取引については、近
時、組織の実態や中心人物、そ
の連絡先を知ることもできず、自分
を勧誘した相手方の素性も分から
ないなど、被害の回復が困難な
ケースが増えているという実態があ
ります。本意見書では、これに対
応するため、国による登録・確認
等の事前審査を経なければ連鎖
販売業を営んではならないものと
する開業規制を導入することを求
めています。
	 	 また、連鎖販売取引については
必ず儲かる等の不実告知や断定
的判断の提供といった不当な勧誘
が行われやすいことから、特定利
益の計算方法等の説明義務や、
業務・財務等の情報提供義務の
新設を求めています。

イ		 いわゆる後出しマルチへの対応
	 	 特定利益の収受に関する説明
を後出しするいわゆる「後出しマ
ルチ」について、特商法の連鎖販
売取引の拡張類型として規制が
及ぶことを条文上明確にすること
を求めています。
	 	 もっとも、連鎖販売取引の要件
に該当しない場合であっても、ケー
スによっては新規契約者の獲得に
より紹介利益を収受し得ることを
もって勧誘すること自体が不適正
な勧誘行為に当たると考えられま
す。このため、所定の不適合者に
対する紹介利益提供契約の勧誘
等を禁止することを求めるものです。
	 	 具体的には、①22歳以下の者、
②先行する契約として投資等の
利益収受型取引の契約を締結し
た者、③先行する契約の対価に
係る債務（借入金、クレジット等を
含む）を負担している者、に対す
る勧誘の禁止を求めています。

3 最後に
今後、各弁護士会においても同趣旨

の意見書の提出を行う等、その実現に
向けた御協力をお願いいたします。

　連携ＰＴ　拝師徳彦（千葉県）

特定商取引法平成28年改正における5年後見直し
規定に基づく同法の抜本的改正を求める意見書
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消費者のための家づくりモデル約款の解説［第３版］文献紹介

　本書は、「住宅建築工事請負契約約款（モデル）」（以下「家づく
りモデル約款」といいます。）の解説書です。家づくりモデル約款は、消
費者保護の視点にたった建築請負契約約款であり、この度の第3版発
行に伴い改訂をいたしました。本書では建築請負契約の基礎知識の解
説やモデル約款の逐条解説等を掲載しています。
　家づくりの現場では、ハウスメーカーや工務店等の業者側が用意した
約款が用いられることがほとんどです。消費者に不利な契約約款が横行
しているという現状に立ち向かうため、本書の初版が2001年5月に発
行されました。
　今般の改訂では、2020年施行の改正民法に対応するとともに、第

2版発行後11年間の、種々の法制度その他の
環境の変化を踏まえ、さらに消費者の権利を十
全なものとしました。家づくりを検討されている消
費者や、契約トラブル等の相談を受ける実務家
等の皆様に広く御活用いただきたく考えています。
Ａ５判／165頁／定価1,980円（税込）
発行　株式会社民事法研究会
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会　編
問合先　株式会社民事法研究会

編 □ 集 □ 後 □ 記 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
本号が皆様のもとに届くころには師走に入って

いるものと思われますが、本年を振り返りますと、
歴史的な転換点となる出来事が起こったように思
います。そのような状況下でも、消費者問題に関
する重要課題は数多くありますが、本号では、ま
ず、2本の会長声明について記事を掲載いたしまし
た。具体的な内容については2面・3面の各リポー

トを御覧いただければと思いますが、各リポートか
ら課題が日々刻々と変化していくように感じられま
した。次に、1面・4面の各リポートで触れられてお
りますように、本年下半期は、安倍元首相に対す
る銃撃から端を発した霊感商法等の問題に注目が
集まりました。現時点（11月16日）では、霊感商法
等の問題における具体的な問題についていかなる

対策が取られていくのか明らかになっていません
が、私は、日本国憲法において保障されている信
教の自由等の基本的人権や日本国憲法の定める政
教分離原則とどのように調整されていくのかにつ
いて、注目していきたいと思います。

渡部　鎮行（三重）

委員長退任の挨拶
〜日弁連消費者問題対策委員会委員長の2年を振り返って〜

リ ポ ー ト

■ほぼ完全オンラインの２年間の　
委員会活動
当委員会は、この2年間、正副委員
長を中心に、担当副会長、委員・幹事、
事務局がそれぞれ知恵を絞り、コロナ
禍という制約を逆にプラスに利用して、
コロナ禍前と同様またはそれ以上の活
動を展開しました。意見書27本、会長
声明11本の発出と12件のシンポ・集会
の開催がその実績であり、社会に発出
した意見書等の数は、日弁連の委員会
の中でも飛び抜けています。消費者弁
護士として誇らしく思います。
■委員長就任時に掲げた３つの　　

大目標の実現度の検証
私は、本ニュース195号（2020年9

月発行）で、3つの目標として、①後継
者育成の観点を持つ！ ②連携と説得、
協働による「社会的共感」を拡げる活
動を目指す！ ③チャレンジ精神とスピー
ド感を持った行動を目指す！を掲げま
した。目標②は、消費者団体等と連携
しての2021年の預託等取引に関する

法律改正実現と特定商取引法書面の
電子化反対運動への取組において、目
標③は、各部会の常時の社会観察に
基づく情報収集、緻密・的確な問題点
析出とスピーディな意見の作成という実
績により、クリアできたと考えています。
特に、シンポジウム等について、コロナ
禍1年目は1件の開催にとどまったところ、
2年目は、Zoomというオンラインツール
を使いこなして11件も開催したことは、
「チャレンジ精神を持った行動」として
特筆すべきことと考えます。
■「後継者育成」という目標とこれから
私は、本消費者問題ニュースの発行

を継続し、全国の若い弁護士たちに最
新の消費者問題を伝えていくことが
「後継者育成」という目標実現のため
の基本的活動と考えています。これに
加えて、全国消費者委員会委員長会
議がもう一つの有効なツールとなりうると
考えています。私の任期中に1回、大
迫新委員長のもとで2022年9月に、い
ずれもオンラインで開催し、各弁護士会

における活動状況の交流や日弁連委
員会に対する要望・連携の在り方、今
年は霊感商法等の問題に関する電話
相談の全国での実施等について議論
されました。私は、2回参加した経験か
ら、この会議が、消費者弁護士として
の一体感が醸成される一つの貴重な
場であり、この一体感が後継者育成と
いう目的実現の核となる、という実感を
持っています。
2年間御支援・御協力ありがとうござ

いました。私
は、これからも
当委員会の
委員として、
特商法抜本
改正運動を
担当するチー
ムの責任者と
して、頑張り
ます！

釜井英法（東京）


