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霊感商法等の被害の救済・防止に関する
ワーキンググループの活動報告

リ ポ ー ト

1	 日弁連は、2022年8月29日に「霊
感商法及びその他の反社会的な宗
教的活動による被害実態の把握と被
害者救済についての会長声明」を
公表し、霊感商法等による消費者被
害への抜本的かつ実効的な解決策
の構築に向けて、国の取組とも連携
協力していくことを表明し、同被害に
関する無料法律相談の受付フリーダ
イヤルを2022年 9月5日から開始しま
した。

2	 2022年 10月17日には、消費者庁
主催の「霊感商法等の悪質商法へ
の対策検討会」（以下「検討会」と
いう。）が報告書による提言を公表し
たことにあわせて、「相談事例等か
ら明らかになった被害実態について
調査及び分析を行うとともに、引き続
き、各省庁、関係諸団体と連携し、
霊感商法等の問題に関して被害者
の救済に向けて更に尽力し、必要な
政策、立法提言等の検討を行い、
抜本的かつ実効的な解決を目指して
いく」旨の会長談話を発出しました。
同日付けで、霊感商法等の悪質商
法及び宗教問題に関して、被害の
救済、防止等を行うことを目的とする
「霊感商法等の被害の救済・防止に
関するワーキンググループ」（以下「ワ
ーキング」という。）を設置しました。

3	 ワーキングは、日弁連の消費者問
題対策、人権擁護、憲法問題、こど
もの権利、民事介入暴力の各委員

会等から委員を選任し、筆者が座長
となって、2022年11月4日に第1回の
会議を持ち、以後、7日～10日に1回
くらいのペースで会議を開催していま
す。
	 	 現時点（2022年12月8日）での取
組課題は、① 2022年臨時国会での
成立を目指して議論されている霊感
商法被害救済を目的とする「法人等
による寄附の不当な勧誘の防止等に
関する法律案」や消費者契約法等
改正案を実効性あるものとするため
の検討（問題点の指摘等）、②上記
無料法律相談等に基づく被害事例
収集と整理・分析、③「反社会的な
宗教的活動がもたらす消費者被害
等救済のための指針」（1999年3月）
のヴァージョンアップ版の検討（宗教
的活動以外の被害（マルチ商法等）
への適用可能性も視野に入れて）、
④宗教二世に対する支援策の検討
等です。
	 	 ②の課題については、全国の弁
護士会と相談担当弁護士が受け皿
となり、2022年11月28日までに861件
の法律相談を受け付け、そのうち、
相談結果報告が完了している389件
の収集事例について、ワーキングで
検討し、同月29日、第一次集計報告
を作成・公表しました。
	 	 続いて、①の課題について、2022
年 12月2日に発出された「霊感商法
等の被害の救済及び防止について

の実効性ある法整備を求める会長
声明」の作成に関わりました。同声
明は、臨時国会で検討されている救
済法案の問題点を指摘した上で、
「残された会期において与野党が協
力して議論を尽くし、関係省庁とも連
携の上で、必要な部分については見
直しを行い、真に実効性ある法整備
がされることを強く求める」という内容
となっています。

4	 ワーキングでは、国会の議論状況
等の進行状況にあわせて、必要な
声明・意見書等を準備する態勢を取
り、今臨時国会で成立するであろう
改正法及び新法の実施状況を、霊
感商法等の被害者が真に救済され
るものとなっているかという観点から
検証し、被害実態にあわせた法令の
見直し等の議論の材料を提供してい
きます（課題①）。そして、更なる被
害相談事例収集と分析を進め、報
告・公表を行い（課題②）、霊感商
法等による消費者被害救済のため
の指針のヴァージョンアップ版の策定
（課題③）、宗教二世に対する支援
策の検討と策定（課題④）等に取り
組んでいく予定です。
	 	 早急な対応が必要な課題が山積
していますが、メンバー全員が力あ
わせをしながら、それぞれの力を発揮
し、この難課題を完遂する所存です。

霊感商法等の被害の救済・防止に関
する WG 座長　　釜井英法（東京）
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1	 特定商取引法平成28年改正にお
ける附則第 6条で「この法律の施行
後 5年を経過した場合において、こ
の法律による改正後の特定商取引
に関する法律の施行の状況につい
て検討を加え、必要があると認めると
きは、その結果に基づいて所要の措
置を講ずる」とされています。この改
正法の施行が2017年12月1日であり、
2022年12月で施行後5年です。
	 	 日弁連は、2022年 7月14日付け
「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」を公
表しました。各消費者団体等と協力
をして特定商取引法の改正運動を
進めていくため、2022年 10月14日、
標記集会をオンラインで開催しました。
当日は、弁護士、消費生活相談員
等 300名近い参加があり、この問題
への関心の高さがうかがえました。

2	 まず、消費者被害実情の報告とし
て、全国消費生活相談員協会の増
田悦子さんから訪問販売・電話勧誘
販売につき、業者の訪問による布団
類の次々販売や認知症の高齢者に
対する電話勧誘販売など複数の被
害事例が紹介されました。高齢者・
障害者など在宅率の高い人や弱者
が狙われやすく、次々販売、過量販
売等の深刻な被害や、事業者の所
在が不明でクーリング・オフ通知を発
信できず被害救済が難しかったりす
るケースがある等の報告がありました。
	 	 続いて、日本消費生活アドバイザ
ー・コンサルタント・相談員協会の佐
竹愛子さんからインターネット通販・
連鎖販売取引等の被害報告等があ
りました。インターネット通販では、「お
試し」「初回無料」などの広告に誘
われた消費者が初回のみと思い申
込みをしたら定期購入契約となって
いて2回目以降の料金を請求される
等の事案が報告されました。2021年
6月成立、2022年6月1日施行の改正
特定商取引法で最終確認画面に係

る表示義務違反や誤認させる表示
によって誤認して申し込んだ場合は
取消しが可能となったものの、広告
画面の「お試し」「初回無料」等の
表示を信じて申し込んでも取り消すこ
とはできないため、相談現場での解
決が困難な場合がある等課題も指
摘されました。連鎖販売取引に関す
る相談では、バイナリーオプション、Ｆ
Ｘ取引等の利益収受型取引（儲け
話）が圧倒的に多く、学生や社会経
験の乏しい若者が、友人先輩から誘
われているケースが多数あり、明らか
な適合性原則違反の契約でも取消
権等の民事効果の規定がなかったり、
「後出しマルチ」の契約では「特定
利益が得られると誘因し」から外れた
りするため、解決が困難であることが
指摘されました。

3	 次に、金昌宏会員（旭川）から、
上記日弁連意見書の内容について
報告がありました。
	 	 同意見書では、訪問販売・電話
勧誘販売に関し、事前に拒否した者
に対して勧誘を禁止する規制を設け
ること、業者が国又は地方公共団体
へ登録しなければならないことなどを
求めています。また、インターネットに
よる通信販売に関し、申込み・契約
締結についての行政規制、クーリン
グ・オフ及び取消権を認めること、ＳＮ
Ｓ事業者等に対し、通信販売業者・
勧誘者に関する情報の開示を義務
付けることなどを求めています。さらに、
連鎖販売取引に関し、国による登
録・確認等の開業規制を導入するこ
とや後出し型の連鎖販売取引を適
用対象とすることなどを求めています。

4	 続いて、関係団体・弁護士会から
の活動報告として、最初に、障害者
（特に知的・発達障害）の就労支援、
相談支援などの活動を行っている大
阪手をつなぐ育成会の谷川耕一さん
から障害のある方の被害事例、立て
込んだ内容の理解が難しい、嫌とは
言えないなどの特性の報告に加え、

障害者差別解消法における合理的
配慮提供がなされていない場合には
取消しができる法律があれば安心が
できるなどの意見が述べられました。
次に、野洲市役所の三田拓史さんか
ら、野洲市においては市の区域内の
訪問販売は市長の登録を受けた事
業者でなければ行ってはならないとい
う訪問販売事業者の登録制度を条
例で定めており、訪問販売に対する
市民の意識が向上し、悪質な業者
へのプレッシャーになっていることなど
が報告されました。そして、原彰宏
会員（熊本県）から熊本県弁護士
会主催で開催した特定商取引法改
正をテーマにしたシンポジウム等の活
動報告がなされました。最後に、特
商法の抜本的改正を求める全国連
絡会の浦郷由季さんから、同連絡会
が2022年10月7日に発足し、同月12
日現在の登録メンバーが45団体ほ
か個人12人であること、特商法改正
に向けて全国で協力して活動してい
く旨の報告がありました。さらに、全
国の適格消費者団体等に協力を訴
えました。

5	 そして、拝師徳彦会員（千葉県）
から、各弁護士会でのシンポジウム
の開催を要請したり、院内集会を開
催したりするなど活動方針の説明が
ありました。

6	 内閣府消費者委員会委員である
黒木和彰会員（福岡県）から、同委
員会の議論状況の報告と、現在のＳ
ＮＳ等での勧誘が特定商取引法上、
どの取引類型に当たるのか不明確
であるという問題提起がありました。

7	 本集会で現状の特定商取引法で
は対応ができない被害事例が多く発
生している報告があり、法改正の必
要性が明確となりました。消費者被
害を撲滅するための一歩としての特
定商取引法の改正の運動は始まっ
たばかりです。

消費者被害予防・救済のための連携ＰＴ
松岡泰樹（神奈川県）

特定商取引法改正に向けたキックオフ集会
～今こそ勝ち取ろう！特商法の抜本的改正！！～

リ ポ ー ト
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事 報情件
東京

全国の高齢者に対しカンボジアの不動産を購入すれば高く買い取る等と告げて金員を詐取した劇場型詐欺事件につい
て、一審を変更して、黒幕的人物を含む関係者全員の不法行為責任を認めた判決（東京高裁令和4年10月26日判決（確定））

１		 本件は、㈱FIRST（以下「Ｆ社」といいます。）を表
向きのカンボジア不動産の販売会社として、在カンボジア
の有名詐欺師である訴外Ｋ（元日本人）が計画し実行し
た大型の劇場型詐欺事件です。「カンボジア不動産投
資被害弁護団」として長年取り組んでいる事件であり、
関連訴訟も多数ありますが、本訴訟は、電話営業を行う
「二次代理店」と称するかけ子グループに関わった者らを
対象とし、原告 5名が被告 25名に対して合計 1億 1400
万円余りの損害賠償を求めたものです。被告らのうち19
名については、既に原審及び控訴審で原告ら勝訴の判
決が言い渡され又は和解が成立しており、本判決の時
点では、Ｆ社の副社長である訴外 Iを首謀者である訴外
Ｋに紹介した黒幕的人物（Ｙ１）、本件詐欺行為の途中
でＦ社から㈱ S.F.C（以下「Ｓ社」といいます。）に移籍し
た従業員（Ｙ２）、末端のかけ子（Ｙ３）、かけ子グループ
にアジトを提供した会社及び代表者（Ｙ４～Ｙ６）の6名
が残っていました。
２		 本訴訟においては、Ｙ１の紹介によりＦ社に入社し、国
内での金銭管理とかけ子や飛ばし携帯の手配を担当し
た訴外 Iが真実を知るキーマンでしたが、本事件で実刑
判決を受け地方の刑務所に服役していたことから、弁護
団では訴外 Iと手紙のやり取りや刑務所での面談をする
などの情報収集を経て陳述書を提出し、原告らは同人の
出張尋問を繰り返し求めていました。原裁判所は、この
訴外 Iを含む2名に対する尋問申請についてコロナ禍を
理由に却下し（判決文では「昨今の情勢も踏まえて・・・
却下した」などと判示されています。）、他の被告らの尋
問後も、追加証拠・最終準備書面提出の機会を一切与
えないまま一方的に審理を打ち切って判決を言い渡しま
した。
	 	 この第一審判決（東京地裁令和 3年 2月16日）では、
①Ｙ１については、訴外 Iの陳述書について「推測を述
べているに過ぎない」とするなどし、Ｙ１は本件詐欺行為
を行っているＦ社の実態を認識していたとは言えない、と
して責任を全て否定し、②Ｙ２についても、Ｆ社からＳ社
に移籍した後の被害に関して両社は実質的に同一とは
認められないとして責任を否定しました。また、③Ｙ３に
ついても、原告らに対する本件詐欺行為については、こ
れに関与していないし電話営業グループ全体を指示監
督する立場にあったとも認められないとして責任を全て否
定し、④Ｙ４～Ｙ６についても、賃貸物件が本件詐欺行
為に利用されることを認識していたものとは認められない
として責任を全て否定しました。結論として、これら被告6

名との関係では原告らの請求の多くを棄却しました。
３		 第一審判決が不当なものであったため、弁護団では
控訴に当たって議論を重ね、230頁弱の控訴理由書と
112点・1000頁以上の追加証拠を控訴審に提出しました。
加えて、第一審で却下された訴外 Iを含む2名について
改めて尋問を求めました。
	 	 そうしたところ、控訴審裁判所は尋問を採用・実施し
（訴外 Iについてはビデオリンク方式で尋問）、本判決で
は、訴外 Iの供述に全面的な信用性を認めた上で被告
6名の責任を全て認めました。
	 	 具体的には、①Ｙ１については、訴外 Iが訴外Ｋの意
向に従って本件詐欺行為の全貌を理解し、Ｆ社における
資金の流れを管理し、かけ子グループに対する指示・監
督をするなど本件詐欺行為の中心的な役割を担ってい
たことから、「Ｙ１が訴外 Iを訴外Ｋに紹介した行為は、
客観的にみて、少なくとも本件詐欺行為を幇助したもの」
ということができ、主観的にも本件詐欺行為の内容を理解
し、それを支援して利益を得ることを企図していたものと
認められると判示して、幇助責任（民法719条2項）を認
めました。
	 	 また、②Ｙ２については、Ｓ社への移籍は訴外Ｋの意
向によるもので、移籍後も同様の手法で詐欺行為を継続
し、Ｆ社の従業員を通じてクレーム対応も行い、本件詐欺
行為の遂行、継続を可能にし、全容の発覚を防ぐことに
寄与することにより「Ｆ社退社後も同社との共謀関係を維
持していた」として、移籍後の原告らに対する関係でも共
同不法行為責任（同条1項）を認めました。
	 	 さらに、③Ｙ３についても、かけ子グループの一員とし
て、同グループのアジトにおいて、他グループの構成員と
役割分担をし、相互に連携・協働して本件詐欺行為の
実現に積極的に関与しその利益を享受していたとして共
同不法行為責任（同条1項）を認めました。
	 	 加えて、④Ｙ４～Ｙ６についても、擬制自白等を理由と
して幇助責任（719条2項）を認めました。
４		 本事件のような集団的・組織的な詐欺事件において
は様 な々立場の者が関わっているのであり、どの範囲の
者まで不法行為責任を問えるかかが問題となり、周辺者
については証拠が必ずしも十分ではありません。本判決
は、第一審判決を大幅に変更して、訴外 Iの供述や間
接事実の積み上げにより、黒幕的人物も含めた関係者
の責任を全面的に認めたものであり、事例判断として参
考になるものと考えます。

　阿部克臣（第二東京）
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東京
日経２２５ミニ先物取引を利用した回転売買被害事件高裁判決（東京高裁令和4年10月5日

判決（確定））

１		 事案の概要
	 	 本件は、当時 70歳の女性顧客が、ＪＰアセット証券の
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、顧客
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。
	 	 原判決（東京地裁令和3年12月15日判決・本誌204
号）は、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、担当者が
「自らの意に沿う取引をするよう」顧客を誘導し、「無意味
な売買を繰り返させて」、顧客の「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）。一方で、取引の対象となった日
経 225ミニ先物取引については、「取引単位が100倍で
あること及び個別の株式銘柄を対象としないことのほか
は、株式の現物売買と同一であるから、その基本的な仕
組みは比較的単純なもの」と認定していました。
２		 本判決の要旨
	 	 本判決は、結論としては双方の控訴を棄却し、原審維
持となりましたが、判決理由において、「日経225ミニは日
経平均株価を対象にした株価指数先物取引で、最低取

引単位が日経平均株価を100倍した金額であり、証拠金
を差し入れることにより、少ない資金で大きな金額の取引
をすることができるため、ハイリスク・ハイリターンな取引で
あって、証拠金以上の損失が生じるおそれのある取引で
ある」として、日経225ミニ先物取引についての原審の判
断を改めました。
	 	 また、「多数の売買が高頻度で繰り返されたため高額
の手数料負担が生じた」とし、担当者が「自らの意に沿う
取引をするよう」顧客を誘導し、「合理的理由や必要性
のない売買を繰り返すことにより」、顧客が「差し入れた
証拠金を手数料に転化させる意図をもって行われた社会
的相当性を逸脱したもの」であると明確に認定し、「顧客
に対する誠実義務に違反した違法なものというべき」と判
示しました。
３		 本判決の意義
	 	 日経225ミニ先物取引について、基本的に株式の現物
売買と同一で仕組みが単純であるとした原審判断を改め、
当該取引がハイリスク・ハイリターンな先物取引である旨
を明確に認定した点及び、「合理的理由や必要性のな
い」売買が繰り返されるいわゆる回転売買につき、「差し
入れた証拠金を手数料に転化させる意図をもって行われ
た社会的相当性を逸脱したもの」と判断した点は、別事
案でも参考になるものと思います。

佐伯理華（東京）
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若年者への消費者教育の実践・定着に向けた消費者庁との連携強化について案 内
　2022年6月29日、日弁連と消費者庁は、2022年4月に成年年齢
が引き下げられたことを踏まえ、消費者被害の防止と消費者市民社会
の実現のために充実した消費者教育の推進がより一層重要であること
及び若年者への消費者教育の実践・定着に向け、以下のとおり連携
を強化することを確認しました。
１		 イベントの開催
	 	 消費者庁及び日弁連は、消費者教育関連イベントの開催に連携し
て取り組む。
２		 弁護士等の専門家の参画による実践的な消費者教育の推進
	 	 消費者庁は、弁護士等の専門家が参画する実践的な消費者教育
の実施と、専門家と教育現場との橋渡しを行う消費者教育コーディ

ネーターの配置・活用を地方公共団体に働きかけるとともに、外部講
師の派遣やコーディネーターの配置に必要な地方公共団体の経費に
ついては、地方消費者行政強化交付金を通じて財政的な支援を行う。
また、消費者庁は、消費者教育ポータルサイトにより、講師派遣を行
う各地の弁護士会に関する情報を発信する。
	 	 日弁連は、各地の弁護士会に対し、教育現場への講師派遣や消
費者教育ポータルサイトへの団体情報の登録を促すための情報提供
を行う。
３		 継続的な意見交換
	 	 消費者庁及び日弁連は、上記の取組が着実に進展し、若年者へ
の消費者教育の実践・定着が進むよう、継続的に意見交換を行う。

編 □ 集 □ 後 □ 記 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
新年あけましておめでとうございます。本年の

消費者問題ニュースをよろしくお願いいたします。
本号の記事は、日弁連における霊感商法等の被害
に関するワーキンググループの活動、今後の特定
商取引法改正に向けた日弁連の活動と、いずれも
当委員会が現在進行形で取り組んでいる問題を取
り上げることができました。

また、本号でも令和 4年 10月に言い渡された2つ
の東京高裁の判決を紹介させていただきましたが、
消費者問題ニュースでは消費者問題に関する判決
等の情報を募集していますので、皆様が関わる事
件で判決等が出た際には、ぜひ情報提供をお願い
いたします。

新型コロナウイルス発生から約 3年が経過し、委

員会の活動も徐々にではありますが、コロナ前に
戻りつつあります。本年もニュース出版部会では、
時宜に応じた話題を記事として掲載していく予定
ですので、今後とも消費者問題ニュースをご愛顧
ください。

中村健太（広島）


