
内閣府消費者委員会「いわゆる『販売預託商法』に関する 

消費者問題についての建議」及び「いわゆる『販売預託商 

法』に関する消費者問題についての消費者委員会意見」に 

ついての意見書 

２０２０年（令和２年）１月１７日 

日本弁護士連合会 

第１ 意見の趣旨 

１ 消費者庁は，内閣府消費者委員会の２０１９年（令和元年）８月３０日付け

「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての建議」の建議事項

１に基づき，速やかに販売預託商法を規制する新法の制定ないしは特定商品等

の預託等取引契約に関する法律（以下「預託法」という。）の改正に向けた措置

を早急に講ずるべきである。 

２ 消費者庁は，本建議事項１のうち，販売預託商法を規制する法制度の在り方

を検討するに当たっては，内閣府消費者委員会の２０１９年（令和元年）８月

３０日付け「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者

委員会意見」の具体的提言内容を反映させるのみならず，以下の諸規制につい

ても，併せて導入すべきである。 

(1) 投資取引という実態に即した広告規制，行為規制，不招請勧誘の禁止及び

実効性確保措置の整備 

(2) 登録制による参入規制

３ 国は，販売預託商法を規制する新法の制定ないしは預託法の改正に併せて，

同新法ないしは改正預託法の定める禁止行為及び無登録営業の各罰条該当行

為につき，組織犯罪処罰法の犯罪収益没収規定（同法第１３条第１項）及び被

害回復給付金支給制度（犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する

法律第３条）の適用対象とするよう立法措置を講ずるべきである。 

４ 消費者庁は，前三項の実施に併せて，行政による破産申立権につき検討を行

い，販売預託商法に対する規制として，消費者庁による破産申立制度の導入を

検討すべきである。 

第２ 意見の理由 

 １ はじめに 
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内閣府消費者委員会は，いわゆる「販売預託商法」1を悪用し，多数の消費者

に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生していることに鑑み，２０１９年

（令和元年）８月３０日に「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題に

ついての建議」（以下「委員会建議」という。）及び「いわゆる『販売預託商法』

に関する消費者問題についての消費者委員会意見」（以下「委員会意見」という。）

を発出した。 

販売預託商法については，大規模被害が繰り返し生起していることから，当

連合会は，これまでも意見書を公表し，真に実効性のある法制度の整備を求め

てきた 2。 

今般，委員会建議及び委員会意見が発出されたことは，同委員会においても，

現行法制では預託販売商法を効果的に抑止し得ないこと，及び，販売預託商法

による被害を根絶するためには抜本的な法制度の改正が必要不可欠であること，

かつ，かかる対応が喫緊の課題であることを認識したからに他ならない。 

当連合会は，委員会建議及び委員会意見において示された提言内容につき，

従前の意見書を踏まえた上で，販売預託商法被害抑止に必要な法規制の在り方

に関し，以下のとおり意見を述べる。 

２ 意見の趣旨１について 

(1) 内閣府消費者委員会の建議・意見について

委員会建議は，消費者庁に対し，①販売預託商法及びこれと類似の商法に

係る法制度の在り方や，体制強化を含む法執行の在り方について検討を行う

こと（建議事項１），及び，②警察庁，国民生活センターその他の関係団体の

協力を得て，「販売預託商法」の危険性や勧誘手口等に関する情報提供や注意

喚起を積極的に推進すること（建議事項３），警察庁に対し，悪質な「販売預

託商法」事犯に対する積極的な取締りの推進並びに警察庁（各都道府県警察）

及び消費者庁（各都道府県における消費者行政部局）との連携強化を推奨す

ること（建議事項２）を求め，２０２０年（令和２年）２月を目処にその各

実施状況を報告するよう求めている。 

また，委員会建議と同時に発出された委員会意見は，建議事項１のうち，

1 「物品・権利（以下「物品等」という。）を販売すると同時に，当該物品等を預かり，自ら運用す

る，又は第三者（ユーザー）に貸し出す等の事業を行うなどして，配当等により消費者に利益を還元し

たり，契約期間の満了時に物品等を一定の価格で買い取る取引」と定義されている（委員会建議１ペー

ジ）。 
2 ２０１３年３月１４日付け「預託商法被害と特定商品等の預託等取引契約に関する法律の改正の在り

方に関する意見書」（以下「２０１３年意見書」という。）及び２０１８年７月１２日付け「いわゆる

『預託商法』につき抜本的な法制度の見直しを求める意見書」（以下「２０１８年意見書」とい

う。）。 
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いわゆる「販売預託商法」に係る法制度 3・法執行の在り方についての検討に

関し，その具体的規制内容を提言するものとなっている。 

具体的には，①商品の販売とその預託を組み合わせた「販売預託取引」4を

規制対象とし，②現物まがい取引 5の禁止（罰則による担保）及び民事効付与

（契約無効），③元本保証 6の禁止，④取引の適正性・規制の実効性を確保す

るための措置の整備 7，⑤犯罪収益の没収・被害回復制度の整備 8，⑥参入規

制 9の導入，を提言している。 

(2) 消費者庁の対応

消費者庁は，委員会建議及び委員会意見（案文段階のもの）に対し，２０

１９年（令和元年）８月２２日の第３０７回消費者委員会本会議において，

「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての消費者委員会意

見について」（以下「消費者庁見解」という。）を参考資料として提出し，同

庁の見解を表明した。 

消費者庁見解は，①販売預託商法による消費者被害の発生については，消

費者委員会の問題意識と一致した認識を共有しているものの，②販売預託商

法の問題の本質は，悪質事業者の消費者に対する虚偽説明・勧誘等によって

締結された訪問販売や連鎖販売取引等により，悪質事業者が違法な利益を収

受することにあり，「商品を売って預かる」という行為自体に問題の本質があ

るものではない，③従って，必要なのは，現行法令に基づく執行強化及び体

制整備である，④仮に「販売から始まる預託取引」につき新たな禁止行為を

個別に法定したとしても，既存の特定商取引法等の禁止行為（不実告知や重

要事項不告知等）に重畳的な規制を重ねるだけの内容にならないよう，取締

りの実効性を真に上げるものとなるようその内容を慎重に検討すべきである，

⑤さらに，禁止行為を法定したとしても潜脱・脱法行為のおそれがあり，違

3 現行の預託法の改正によるか，新法の制定によるかを問わないが，指定商品制は採用すべきではない

との見解が示されている（委員会意見書１ページ脚注１）。 
4 物品等の販売と当該物品等の預託が当事者を異にして一体的に行われる場合や，物品等の販売に仮想

通貨が用いられ，交換の法形式で行われる場合等，形式的に潜脱しようするものについても規制の対象

に含めることも求めている（委員会意見書１ページ脚注２）。 
5 ①物品等が存在しない場合，②物品等の数量が預託されているはずの数量よりも著しく少ない場合，

③物品等の販売価格が実際の価値に比べて著しく高額であるなど形式的に物品等を介在させている場

合，が挙げられている（委員会意見書１ページ１（１）ア）。
6 「将来，事業者が物品等の買取りを行う場合に，販売代金の全額又はこれを超える金額に相当する金

銭を支払うべき旨を示すこと」と定義されている（意見書１ページ１（１）イ）。 
7 説明義務・書面交付義務の充実・強化，クーリング・オフ，中途解約権，所轄官庁への調査権限の付

与等（委員会意見書１ページ１（２）ア，１ページ脚注３，２ページ脚注４） 
8 意見書には明示されていないが，組織犯罪処罰法の適用対象とすること，及び，犯罪被害者給付金制

度の活用が念頭に置かれているものと思われる（令和元年６月２８日第３０１回消費者委員会本会議資

料２・「現物まがい商法について―その欺瞞性と刑事規制の限界」佐久間修名古屋学院大学教授）。 
9 届出制が示唆されている（委員会意見書４ページ脚注５）。 
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反行為の抑止・消費者被害防止につながるかどうか十分な確証が得られてい

るとは言い難い，というものであり，そもそも「販売から始まる預託取引」

を規制対象とすることの必要性を認めておらず，既存の特定商取引に関する

法律（以下「特商法」という。）等による勧誘行為規制（不実告知や重要事項

不告知等の禁止行為）等の執行強化で対応可能であるとして，預託販売商法

に対する新たな規制の検討・整備には消極的な姿勢を示している。 

また，販売預託商法に対する参入規制についても，①無許可営業の横行の

おそれ，②業規制の対象とした場合でも，違反業者に対する法執行としては

業務改善命令や業務停止命令等の行政処分が中心であり，現行法令に基づく

行政処分と大差がないこと，③販売預託取引という登録枠組みでは悪質業者

の規制漏れや健全業者に対する過剰規制の懸念があり，規制の合理性に乏し

いこと，④業規制に要する行政コストとの費用対効果を慎重に検討すべきで

あること，⑤業登録等が悪質業者によって信用惹起・標榜の手段として悪用

される懸念があること，などの理由を挙げて，その導入に否定的な態度を示

している。 

(3) 販売預託商法被害の激甚性 

販売預託商法は，すでに社会問題化している特殊詐欺被害全般をはるかに

凌駕する多額の経済的被害を生起させており 10，単一の取引類型として，こ

れほど激甚な被害を生じさせるものは他に見当たらず，国民経済上の損失と

して，もはや看過できない事態となっている。 

また，その被害者層が高齢者に偏していること，一人当たりの被害金額が

高額であることから，いわば「老後資産を根こそぎ収奪される」という悲惨

な被害実態を招来しがちであることが指摘されている 11。 

超高齢者社会を迎え，社会保障制度の先行きに不安を抱く高齢者層が増加

するにつれ，高齢者層を主要なターゲットとする悪質商法の拡大が懸念され

るところ，高齢者層を中心に激甚かつ悲惨な消費者被害を繰り返し生起させ

ている販売預託商法を効果的に抑止することは，もはや一刻の猶予も許され

ない喫緊の課題である。 

                                            
10 内閣府消費者委員会「いわゆる『販売預託商法』に関する消費者問題についての調査報告」（以下

「委員会報告書」という。）（２０１９年（令和元年）８月）図１５「種類別被害総額比較」によれ

ば，特殊詐欺全類型の年間被害金額は例えば２０１７年（平成２９年）で５８９億円程度であるが，同

時期に被害が発覚したジャパンライフ事件は２０００億円，ケフィア事業振興会事件は１０００億円の

被害金額であり，いずれも単体で，年間の特殊詐欺被害側額をはるかに凌駕している。 
11 委員会報告書・図７「契約当事者の年齢の件数と割合」によれば，７０歳代以上の被害者が７０％

を占めており，図８「契約購入金額の件数と割合」によれば，被害金額１０００万円超が５３％（５０

００万円超は１４％）を占めている。 
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(4) 販売預託商法の本質的問題点及び現行法制がこれに十分な手当をしていな

いこと 

預託販売商法の悪質性につき，委員会建議は，「①物品等を販売すると同時

に預かると説明しつつ，実際には物品等が存在しない，②当該物品等を運用

する事業の実態がなく，早晩破綻することが明らかであるにもかかわらず，

高い利率による利益還元が受けられる，あるいは販売価格と同額での買取り

により元本を保証すると説明して取引に誘引する点で，消費者を二重に欺い

て」いる点にあると指摘している。 

すなわち，販売預託商法の本質的問題点は，「物品販売契約でありながら裏

付けとなる物品を欠いていること」（物品欠缺）及び「事業としての実態がな

いのにもかかわらず財産を拠出させること」（事業実態の欠如）にあり，この

二つの問題を効果的に抑止する必要がある。 

しかるに，現行の預託法は，預託約束及び利益供与・買取約束からなる取

引を規制対象としているが，同時になされる物品の販売取引は取引要素とし

て考慮されておらず，また，預託取引についても要物性は求められていない

ため，結果として，物品の実在性については何ら担保されない立て付けとな

っている。また，物品預託を受けた事業者が顧客に対して利益供与を行うた

めには，当然，預託物品を利用した収益事業を実施することが前提となって

いるはずであるが，預託法は，かかる事業の適切性（物品の実在性を含めて）

の確保について，十分な制度的手当がされていない 12。 

すなわち，現行の預託法は，販売預託商法の本質的問題を抑止するための

効果的な規制を決定的に欠いた法制と言わざるを得ない。 

また，販売預託商法のうち，形式的には商品を介在させているものの実質

的には金銭出資と同視される取引については，金融商品取引法の集団投資ス

キームに該当するとの解釈論が唱えられており，その旨判示する裁判例も存

在する 13。集団投資スキームは，「事業」が定義要件に組み込まれており，事

業の適切性を確保するための規制も整備されている。もっとも，現行法制上

では，物品の拠出は競走馬のみが規定されているに過ぎないため，解釈論と

してはともかくも，販売預託商法一般に疑義無く適用するためには法改正が

                                            
12 指示対象行為の規制（同法第５条），報告徴収・立入検査権（同法第１０条），業務停止命令・指示

処分（同法第７条）が定められているが，参入規制（登録制等）は導入されておらず，主務官庁に対す

る業者の定期的な報告義務等は定められていない。 
13 論稿として，黒沼悦郎「金融商品取引法」（有斐閣・２０１６，４１ページ），金融商品取引法研究

会・研究記録第２８号「集団的投資スキーム（ファンド）規制」における中村聡弁護士の報告（５～６

ページ）等。裁判例として，名古屋地判平成２８年７月７日（兵庫県弁護士会消費者判例速報）。 
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必要である。 

(5) 現行法制に基づく法執行の問題点 

    販売預託商法については，消費者庁は，預託法や特商法に基づき行政処分

で対応してきたが，必ずしも十分な効果を上げてはいない。 

    現行法制（預託法，特商法）に基づく行政処分としては，特定の契約類型

にかかる取引における勧誘行為規制（不実告知・事実不告知等）違反に基づ

く業務停止処分が主軸となっている 14。 

しかし，業務停止処分は新規契約締結の勧誘行為を禁止するだけで既存の

顧客に対する配当は継続可能であり，また，特定の契約類型にかかる取引に

ついて業務を停止せしめるに過ぎないことから，実質的には同じ事業であり

ながら形式的に契約形式を変更することで，業者自体としては，事実上，事

業継続が可能となってしまう。 

そのため，監督官庁が行政処分等を発出し，被害者がこれを契機に事業者

及び取引の信頼性に疑念を抱いた場合であっても，配当等が継続される限り，

騒ぎ立てて破綻を早めるよりも，業者の説明（「今後も配当継続に問題はない」

「新たな事業を展開する」等）に縋って成り行きを静観することになりがち

である。 

結局，業務停止等の行政処分等がなされた場合でも，被害者への感作力は

限定的であって被害認識・申告には結びつきにくい上 15，事実上処分を潜脱

して事業継続を行うような悪質な事業者に対しては，その抑止効果も限界が

あり，結果として，配当停止による大規模被害の顕在化まで，効果的な抑止

が機能しないという事態が繰り返されている 16。 

よって，特定の契約類型に対する勧誘行為規制に基づく業務停止処分を主

軸とする法執行を前提とする限り，勧誘行為規制違反の立証は被害申告に依

拠せざるを得ないため，被害申告が低調となりがちな販売預託商法被害の場

合には，法執行の迅速性・実効性は十分に確保されているとは言い難い状況

にある。 

(6) 消費者庁の対応 

この点，消費者庁見解は，販売預託商法の本質は，訪問販売や連鎖販売にお

                                            
14  消費者庁見解「『販売預託商法』に関する事件に関する処分の例」参照。 
15 委員会報告書・図６「ＰＩＯ－ＮＥＴに登録された相談件数の推移（週別）」によれば，ジャパン

ライフ事件において，消費者庁による４回の行政処分の直後でも，相談件数はいずれも微増に止まって

おり，破綻報道が出てようやく被害相談が激増したことが分かる。 
16 ジャパンライフは４回の業務停止処分を受けながら債権者による破産申立がなされるまで事業を継

続していた。また，ＷＩＬＬについても２回の業務停止処分（通算３９か月間）を受けながらも事業活

動は収束していない（消費者庁見解「『販売預託商法』に関する事件に関する処分の例」）。 
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ける不当勧誘問題（不実告知，事実不告知等）に収斂されるとの立場から，既

存法制の執行強化により対応可能であり，「販売から始まる預託取引」を規制

対象とする新法ないしは預託法改正には消極的な姿勢を示している。 

しかしながら，上記の被害実態を踏まえれば，現行法制（預託法，特商法等）

の枠組み（特定契約類型にかかる不実告知・事実不告知等の勧誘行為規制等

を中心とする法規制，被害者からの被害申告を端緒とする行政による監督，

特定契約類型の業務停止処分等を主軸とする行政処分）を前提とする限り，

いかに執行強化を図ったとしても，販売預託商法による被害を効果的に抑止

することは困難である。      

(7) 販売預託商法を規制する法制度の整備が急務であること 

以上のとおり，販売預託商法に関する現行法制の不備及び法執行の限界は

明らかであり，消費者庁は，内閣府消費者委員会の現状認識・判断を重く受

け止め，いたずらに，委員会建議・委員会意見に対し消極的・否定的な対応

に終始するのではなく，速やかに，販売預託商法につき法制度の在り方及び

体制強化を含む法執行の在り方について検討し，販売預託商法を規制する新

法の制定ないしは預託法の改正を行うべきである。 

３ 意見の趣旨２について 

(1) 委員会意見の提言内容 

販売預託商法を規制する新法の制定ないし預託法の改正に当たっては，当

然のことながら，販売預託商法による被害を効果的に抑止するため真に実効

性のある規制を具備したものでなければならない。他方で，販売預託商法被

害防止に必要な法規制の整備は，遅滞が許されない喫緊の課題であり，その

ためには,法制度の早期整備を優先すべきであって，いたずらに「あるべき論」

や「是非論」に拘泥し時日を空費することはもはや許されないというべきで

ある。 

この点，委員会意見において示された規制の方向性及び趣旨中に明言され

た具体的規制内容は,規制法制の実効性確保及び法制の可及的早期実現とい

う，相反する要請を調整し,これらを可及的に充足し，整合させるものとして，

十分な検討及び考究を遂げた上で提言されたものである。 

すなわち，委員会意見の提言内容は，販売預託商法に対する在るべき規制

として，具備すべき最低限度を提示するものと評価すべきであって，立法化

に当たり，少なくとも，具体的規制として明示された部分については，提言

内容から後退することがあってはならない。 

他方で，委員会意見の各趣旨のうちには，一定の方向性は示すものの具体
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的な規制内容としては一部の例示を示すに止まっているものも存在する。 

したがって，委員会意見が提言する各趣旨を法案として具体化するに際し

ては，例示された規制内容に止まることなく，当該趣旨の趣意を正確に理解

した上で，前述したような被害実態を踏まえ，販売預託取引の効果的な抑止

という見地から，その規制・制度内容を具体化していく必要がある。 

そこで，当連合会の従前の意見書を踏まえた上で，委員会意見の提言内容

につき，可及的早期の立法化という趣意を損なわない範囲で，販売預託商法

被害抑止に必要な法規制の在り方につき，以下にその具体的内容を述べる。 

(2) 立法・法改正の枠組み 

    委員会意見は，販売預託商法を対象とする法制度の整備に当たっては，預

託法の改正によるか，新法の制定によるかを問わないとしているが，消費者

庁所管の法制であることを前提としている。 

この点，当連合会は，販売預託商法に対する法規制の在り方として，長期

的な課題として将来的には金融商品取引法と同様の規制枠組みによる法制の

実現を求めるものである。しかし，早期の立法化を最優先するとの見地から，

消費者庁における法執行体制・姿勢が強化されることは当然として，消費者

庁所管の下での預託法改正ないしは新法制定に賛成する。 

(3) 規制対象 

委員会意見は，指定商品制を排した上で「販売から始まる預託取引」を規

制対象とすることを提言している。当連合会も各意見書において，販売と預

託とが一体化した取引を規制すべきである旨指摘してきたところであり 17，

全面的に賛成する。 

問題はその定義の在り方であるところ，定義の隙間を突いた潜脱商法の横

行を可及的に排除するため，取引定義を工夫する必要がある。この点，委員

会意見は「物品等の販売と当該物品等の預託が当事者を異にして一体的に行

われる場合や，物品等の販売に仮想通貨が用いられ，交換の法形式で行われ

る場合等，形式的に潜脱しようするものについても規制の対象に含めること

も求められる。」と指摘しているように，販売事業者と預託事業者とを形式的

に分離したり，販売と預託にタイムラグをおくことで牽連一体性がないかの

ように装ったり，商品販売に当たり売買以外の法形式を採用したり，預託に

                                            
17 「商品・役務・権利等を預託することにより財産上の利益を収受し得ることをもって誘引し，当該預

託に係る商品・権利の購入代金，役務の対価等の負担を伴う，当該商品・権利の販売又は役務の提供の

取引」（２０１３年意見書），「預託商法のうち，事業者による物品の販売と，販売業者又はその関連

業者が 収益の配当を約して当該物品の預託を受けることが一体的に行われている形態のもの」（２０

１８年意見書）。 
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関してリース等の法形式を採用したり，販売商品の引き渡し時期を先期日と

することで預託には当たらない 18などと主張することによって，容易に規制

の潜脱が可能となることがないよう手当することが必要である。 

なお，消費者庁は，販売預託商法について「商品を売って預かる」という

行為が問題の本質なのではなく，訪問販売や連鎖販売における不当勧誘問題

（不実告知，事実不告知等）に収斂されるとの見解に立つものと思われる。

しかし，委員会建議が指摘するとおり，販売預託商法の本質問題点が「物品

欠缺」と「事業実態の欠如」にある以上，物の裏付けや事業実態を欠き易い

取引類型である販売預託一体型取引を規制する必要性が高いことは自明の理

である。また，販売預託商法被害は，訪問販売や連鎖販売の手法を取るもの

ばかりではない 19。不実告知等の勧誘行為規制の課せられていない契約類型

（店舗販売，通信販売等）によって販売預託商法が行われた場合には，行政

による執行が及ばないことになり，重大な法の欠缺が放置されてしまうこと

になるため，消費者庁の見解には同意できない。 

(4) 禁止行為の法定（委員会意見趣旨１（１）） 

委員会意見は「悪質な」 20販売預託商法を抑止するため，①現物まがい商

法等を罰則付きで禁止することで摘発を容易化し，かつ，被害者救済制度に

繋げる，②現物まがい商法等を民事上も無効とすることにより被害者からの

契約離脱・返金請求を容易化する，③実質的な元本保証を禁止することによ

り経済的合理性に乏しいスキームを抑止する，ことを第一義に挙げている。 

委員会意見が現物まがい商法等として禁止行為に摘示している３類型（①

物品等が存在しない場合，②物品等の数量が預託されているはずの数量より

も著しく少ない場合，③物品等の販売価格が実際の価値に比べて著しく高額

であるなど，形式的に物品等を介在させている場合）は，委員会建議が指摘

する販売預託商法の本質問題点である「物品欠缺」を可及的に捕捉すべく定

義したものといえる。 

                                            
18 ケフィア事業振興会事件では，約半年後を履行期とする農産加工品の販売という先渡取引の形態であ

るが，履行時に現物の引渡しに代えて事業者が契約目的物を買取ることにより代金（購入金額に金利相

当額のプレミアムを加算した金額）を支払うという「買取」オプションが付加されており，当該買取オ

プションの下では対象商品の引渡しもないため，その所有権移転は著しく形骸化しており，実質的に

は，「契約目的物の購入代金名目で金銭を拠出し，半年後に利益を加えた拠出金全額が償還される」と

いう販売預託商法と同様の取引となっていた。 
19 八葉物流事件（被害額約５００億円），近未来通信事件（被害額約４００億円），安愚楽牧場事件

（被害額約４２００億円）はいずれも通信販売であった。 
20「高い利率による利益還元や物品等の販売価格相当額での買取り（実質的な元本保証）をうたい，高

齢者をはじめとする消費者から多額の金銭の拠出を募るが，実際には物品等やそれを運用する事業は存

在せず，消費者から拠出された金銭を別の消費者の配当に充て，最終的には破綻するという詐欺的な商

法」と定義されている（委員会建議１ページ）。 
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既に述べたとおり，被害申告が低調かつ被害が高齢者に偏している販売預

託商法被害においては，被害者からの被害申告及び具体的勧誘状況の再現を

必要とする不実告知・事実不告知等の勧誘行為規制及びこれを理由とする法

執行には限界がある。したがって，具体的勧誘状況の如何に依拠しない客観

的事実状態に基づく行為規制・法執行を整備することが必要不可欠である。 

現法制上，現物まがい商法等については，詐欺や出資法違反による検挙事

例も存在するものの，立証の困難性等の事由もあり抑止手段として効果的に

機能していないとの指摘がなされている 21。また，販売預託商法では往々に

して実質的な元本保証がなされていることが多いが，形式的には物品等が介

在しているため，実質的な金銭出資と評価することが困難なケースも多く，

出資法違反による摘発も低調である。 

この点，委員会意見の提言する現物まがい商法等の禁止は，物品欠缺等の

客観的要件に基づき問題のある取引類型を直裁に処罰対象として禁止するこ

とにより，この種の事件における行政責任・刑事責任追及の容易化・迅速化

が期待でき，上記のような勧誘行為規制に基づく法執行の限界を補完するこ

とが可能となる点で，法執行の強化として適宜かつ有用である。また，組織

犯罪処罰法と連動させることで被害回復給付金制度の活用も可能となること

から，被害救済の見地からも極めて有用な規制といえる。 

加えて，現物まがい商法等を民事上も無効とすることは，被害者に契約離

脱・被害回復の手段を提供することになり，相談現場・実務における被害救

済に資することも期待し得る。 

さらには，実質的な元本保証取引を禁止することは，実現可能性・持続可

能性に乏しい事業スキームに対する財産拠出を抑止する効果が期待でき，販

売預託商法の本質的問題点である「事業実態の欠如」に対する手当として適

切かつ有用である。もっとも，委員会意見は，実質的元本保証の要件として

「将来，事業者が物品等の買取りを行う場合に，販売代金の全額又はこれを

超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を示すこと」と定義しているとこ

ろ，過去の事例では，将来の物品買取の際の元本償還保証のみならず，運用

期間中の配当利益として元本額以上を保証するという形態で実質的元本保証

をうたうものも存在している 22。出資法はこのような場合でも適用の余地が

あることに徴すれば，委員会意見の定義では，現行法制よりも限定した行為

規制となってしまい不合理である。したがって，禁止されるべき実質的元本

                                            
21 委員会報告書２５ページ。 
22 具体例として，ジャパンライフ事件における「長期契約」が挙げられる。 
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保証として，物品買取の際の元本償還保証のみならず，運用期間中の配当利

益として元本額以上を保証するという形態も包摂する定義とすべきである。 

以上の修正を加えた上で，当連合会は，禁止行為の法定に賛成する。 

(5) 取引の適正性・規制の実効性を確保するための措置（委員会意見趣旨 1（２）） 

    委員会意見は，「『販売預託商法』は投資性のある取引であり，消費者がリ

スクを正しく理解して取引に入れるよう，正しい情報が適切に消費者に伝わ

らなければならない。そこで，説明義務・書面交付義務の充実・強化や，法

所管官庁への調査権限の付与等，取引の適正性，規制の実効性を確保するた

めの措置が講じられるべきである。」と提言する。 

    委員会意見の当該趣旨は，販売預託商法の本質が投資取引であるとの認識

に基づき，かかる本質を踏まえた行為規制及び実効性確保措置の整備を求め

るものであり，その一部を例示したものと思われる。以下に，委員会意見の

趣旨を敷衍・補充した上で，必要な具体的規制内容を述べる。 

① 広告規制 

過去の販売預託商法被害事例では，雑誌広告等で宣伝活動を展開してい

たものが多い。また，スマートフォン等の個人端末の利用拡大や利用デー

タに基づくターゲティング広告の発達等により，インターネットを利用し

た様々な利殖商法被害が横行している。かかる現状を踏まえれば，投資取

引である販売預託商法については広告規制を加えるべきである。 広告規制

は，誇大広告及び元本や利回り保証あるいはそれと誤認のおそれがある表

示等の禁止とともに，取引の本質が投資であり，事業者の運用や信用状態

によって元本割れや元本喪失のリスクのある取引であることを明瞭に表示

すること，利益収受を表示するときはその計算根拠を表示するなどを重要

事項の記載義務として規定することが不可欠である。 

   ② 行為規制 

    ア 適合性原則 

販売預託商法の本質は投資取引であるから，投資取引の一般原則たる

適合性原則を導入すべきである。ことに，販売預託商法では，被害者一

人当たりの被害額が高額であるため，何らかの過量販売規制を導入する

必要がある。しかるに，販売預託商法における購入物品は預託運用を前

提としているため，通常の過量販売規制のように自己使用を前提とする

「適量」が観念し得ない。したがって，投資取引に関する量的規制とし

て，適合性原則を導入することは実際上も有用である。 

    イ 説明義務，断定的判断提供の禁止 
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販売預託商法の本質は投資取引であるところ，顧客にかかる本質を理

解させた上で取引を開始することは事業者の責務となる。したがって，

事実に関する不実告知及び事実不告知を規制するのみでは足らず，適宜

の説明義務を課すことが必要不可欠である。その具体的内容としては，

取引の仕組みはもとより，販売預託商法特有のリスク要因，すなわち預

託商品の存在及びその権利関係，提供される利益や元本償還は事業の運

用実績に依拠するものであること，事業者の業務・財産状況によって元

本欠損のおそれがあることなども含まれるべきある。その上で，顧客に

理解されるために必要な方法及び程度によって行われることが必要であ

り，ことに認識・判断力の落ちた高齢者等には，それに応じた丁寧な対

応を要することを明記すべきである。 

加えて，断定的判断の提供・確実性誤認惹起行為も投資取引の本質に

反するものであるから，その禁止規定も必要である。 

また，これら行為規制について民事効を付与することにより実効性を

確保することが必要である。したがって，不実告知・事実不告知の場合

の契約取消権，及び，説明義務違反あるいは断定的判断提供があった場

合の損害賠償責任・損害額と因果関係の推定規定を導入すべきである。 

   ③ 不招請勧誘の禁止 

不招請勧誘の禁止は，リスク耐性のない消費者が不用意に高リスク商品

の取得勧誘にさらされる機会そのものを制限するという点で，被害防止に

最も効果的な勧誘規制である。販売預託商法は，リスクのある投資取引で

あり，リスク耐性に乏しい高齢者に被害が集中することが多い上， 大規模

な被害を繰り返してきたことに鑑み，不招請勧誘を禁止すべきである。 

   ④ 実効性確保措置の整備 

     委員会意見の提示する法制においては，現物まがい商法等を罰則付きで

禁止することで，刑事責任追及の容易化・迅速化をはかることに主意がお

かれている。 

しかしながら，従前の預託商法被害においては，事業破綻後の破産管財

人の調査を経て物品欠缺等が判明したというケースが多く，事業継続中の

立入検査等で物の欠缺等が明らかになった事例もあるが 23，既に被害は大

規模化しており，その後まもなく破綻に追い込まれている。 

                                            
23 ジャパンライフに対する消費者庁の２度目の行政処分（「預託法及び特定商品取引法違反の事業者に

対する業務停止命令，取引停止命令等について」（２０１７年（平成２９年）３月１６日付け消費者

庁））。 
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このように，物品欠缺等の把握・立証自体が容易ではないことに加え，

刑事処分の謙抑性原則との関係もあり，刑事処罰のみでは被害抑止として

限界がある。したがって，刑事処分に先立つ行政監督・処分によって，か

かる悪質販売預託商法を可及的早期に抑止することが重要である。 

加えて，委員会意見が禁止行為として提示する現物まがい商法（物品欠

缺等）の３類型は，経済的合理性がそもそも認められないという典型的な

場合であって，かかる典型的なケースには該当しないまでも，経済的合理

性に疑義があり，消費者被害の招来が懸念されるような事業スキームは存

在している 24。さらに，事業者による資産流用や事業収益に基づかない配

当の実施など不適切な業務運営により資産毀損が加速化することも懸念さ

れる。 

したがって，販売預託商法による被害抑止に当たっては，禁止行為とさ

れる３類型や実質的元本保証取引を規制するだけでは不十分であり，これ

ら要件には直接該当しなくとも経済的合理性に疑義のある事業スキームに

対しては，入り口の段階で事前に排除し，また，恒常的なモニタリングに

より不適切な業務運営を早期に覚知し，実効性ある処分により業務運営を

適正化させ，改善が見込めない場合には事業継続そのものを停止せしめる

必要がある。そのためには，監督官庁に必要な監督権限及び処分権限を付

与することが必要不可欠である。 

以上を踏まえれば，実効性確保措置として以下の内容を整備すべきであ

る。 

    ・事業参入時における事業計画書の提出 

・事業年度ごとの事業報告書の提出 

・預託商品の保有・運用実態や利益配当見込みについての合理的根拠資料

の提出 

・報告の徴取及び立入検査権限 

・顧客に対する業務・財務状況報告書交付義務の導入 

・預託財産管理の適正を担保するため，分別管理義務（分別管理がなされ

ていない場合の取引等の禁止，資産流用がなされている場合の取引等の

禁止を含む）の導入 

                                            
24 例えば，ＷＩＬＬの事案では，販売物は「テレビ電話起動ソフトの入ったＵＳＢ」であるところ，こ

れらは複製容易で費用も廉価なので「物の裏付けを欠く」という事態は容易に回避可能である。消費者

庁の処分は，「レンタルに廻しているはずのテレビ電話機が過少である」ことに依拠しているが，これ

は正に「事業の実態に疑義がある」ということであって，かかる問題は「販売した物の欠缺」では捕捉

し得ず，事業の実現可能性・持続可能性の見地から規制することがより直裁かつ実効的である。 
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・会計監査人による監査の義務付け 25 

・預託取引の特性を踏まえた公正妥当と認められる企業会計基準の利用義

務の導入 

    また，上記の各規制についてはその違反行為を行政処分の対象とした上で，

必要に応じ罰則にて抑止すべきである。 

(6) 参入規制の導入の検討（委員会意見趣旨２） 

   委員会意見は，参入規制の導入を提唱しているものの，具体的制度として

は，登録制ではなく届出制を例示している。 

   当連合会も，預託商法被害の効果的な抑止のためには，参入規制の導入が

必要不可欠と考えるが，以下の理由により，届出制ではなく登録制とすべき

である。 

① 入り口段階で不適切悪質なスキームを排除する必要があること 

    参入規制は，監督官庁による恒常的なモニタリングを可能とするための

前提条件として必要であるのみならず，入り口において悪質なスキーム・

業者を排除するための手段として極めて有用である。 

この点，委員会意見は参入規制導入の必要性につき，事業者及び事業者

情報の事前把握を挙げており，入り口段階での審査の意義については重視

していないようである。これは，委員会意見の主意が物品欠缺等の現物ま

がい商法の排除を第一義としているため，事業開始の時点では物品が存在

しないのは当然であるから，入り口での審査そのものが前提として成り立

たないことからすれば当然の帰結である。 

しかしながら，既に述べたように，経済的合理性に疑義があり消費者被

害の将来が懸念される事業スキームは，委員会意見が禁止行為として提示

する現物まがい商法（物品欠缺等）の３類型に限られない 26。このような

不適切なスキームについては，参入時において，預託商品の保有・運用実

態や利益配当見込みについての合理的根拠資料を添付した事業計画書を

提出させた上で，参入の要否を審査し，問題があれば参入そのものを排除

することがもっとも直裁な抑止策となる。また，委員会意見は，実質的元

                                            
25 改正資金決済法では，暗号資産交換業者に対し，新たに「履行保証暗号資産」の管理状況について

も，定期的に公認会計士や監査法人のチェックを受けることが義務付けられており，販売預託商法にお

いても，同様に「商品の実在性」についても監査対象事項とすることが望ましい。 
26 ジャパンライフ事件における役員損害賠償請求額査定申立事件（東京地裁令和元年５月８日決定）で

は，そもそもレンタル事業においてレンタルユーザーから受領する賃料とレンタルオーナー制度におい

てオーナーに支払われる賃料とが同率に設定されていることから何らの利鞘もなく，レンタルオーナー

制度を継続することにより必然的に生じる損失を新規契約に伴う新たな入金により賄うことでしか維持

できない破綻必至のスキームであった旨認定されている。すなわち，物品の有無以前の問題として，そ

もそもの事業スキーム自体が破綻必至のものであった。 
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本保証の禁止も提言しているところ，かかる約定の有無は物品欠缺と異な

り事業計画書の内容等から事業開始時においても判断可能な場合もある。

このような場合に，参入自体を排除することが適切である。 

しかるに，届出制では，必要書類が提出されれば受理するほかはなく，

審査という契機が存在しないため，入り口段階におけるスクリーニングが

機能しないことになる。参入時において不適切スキームを排除するために

は，登録制の導入が不可欠である。 

② 登録取消により事業継続そのものを停止せしめ得ること 

    既に指摘したとおり，現行法制における法執行の限界として，特定の契

約類型に係る取引についての業務停止処分では，悪質業者の業務継続を停

止せしめることできず，結果として被害が拡大してしまうという限界があ

る。   

この点，登録制の場合，違反行為が発覚した場合には，登録取消によっ

て新規契約締結の勧誘行為を禁ずるのみならず，事業継続そのものを事実

上停止せしめることが可能となる。しかし，届出制にはそもそも取消とい

う制度が観念し得ない。 

業務停止処分を繰り返し行ったにもかかわらず，事業継続・被害拡大を

防止できなかったこれまでの販売預託商法被害事例の教訓に鑑みれば，登

録制を導入すべきである。 

③ 消費者庁の対応について 

消費者庁見解は，種々の事由を挙げて，参入規制の導入そのものに消極

的である。しかし，ア 無許可営業の横行のおそれについては，その懸念

はあるものの，参入規制を導入することによるメリットの方が遙かに大き

い。登録制を採用している金融商品取引法の運用実態においても，無登録

業者が存在しており，警告書の発出等の対応をしているものの，完全に抑

止し得ているわけではない。しかし，参入規制による悪質商法被害抑止の

眼目は，監督官庁による無許可業者の摘発はもとより大事ではあるが，む

しろ，許可業者のリストを開示することにより，被害者をして，自分が取

引をしている業者が許可業者であるか否かを容易に判別できるようにす

ることで，取引への参加を留保させたり，取引から離脱させることを容易

にさせるという点で著効がある。無登録営業を罰則で禁圧しておけば，無

許可業者による営業の継続・公然化は困難となるから，少なくとも，登録

制導入後においては，無登録業者による被害が，過去の被害事例のように

大規模化することは十分に防ぐことができる。イ 業規制の対象とした場
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合でも，違反業者に対する法執行としては業務改善命令や業務停止命令等

の行政処分が中心であり，現行法令に基づく行政処分と大差がないとの指

摘については，既に述べたように，登録制を採用すれば，登録取消等の処

分により事業継続そのものを事実上停止せしめることが可能となるので，

被害の拡大防止という点では，現行の営業停止処分等の処分に比べて遙か

に効果的である。ウ 販売預託取引という登録枠組みでは悪質業者の規制

漏れや健全業者に対する過剰規制の懸念があるとの指摘については，可及

的に潜脱を許さないような規定の在り方を検討すれば足り，現行の指定商

品性よりはるかに有益である。また，過剰規制という点で考慮すべきなの

は，健全なシェアリング取引への影響であるところ，業界団体からのヒア

リングによれば，販売一体型のケースはほとんど無いことが確認されてお

り 27，販売預託商法に対する参入規制導入が健全業者に悪影響を及ぼすと

いうという懸念はない。エ 業規制に要する行政コストとの費用対効果を

慎重に検討すべきであるとの指摘は，それ自体としては正論であるが，既

存の遊休資産の運用を行うシェアリング取引はそもそも規制対象になら

ないことからすれば，販売預託商法として対象となる業者数はそれほど多

数には上らず，想定される行政コストは過大なものとはなり得ないと考え

られる。また，これまで販売預託商法が大規模な消費者被害を繰り返して

おり，極めて多額の国民経済上の損失をもたらしていることに鑑みれば，

もはや，行政コストの問題は被害発生を放置し続けることを正当化する根

拠とはなり得ない。オ 消費者庁登録による「お墨付き」を悪質業者に与

えかねないとの懸念については，このような議論は，ＦＸ取引につきＦＸ

取引業者を業登録の対象とする金融先物取引法が制定された際や，仮想通

貨取引につき仮想通貨交換業者を業登録の対象とする資金決済法の改正

の際にもなされた議論であって，その後の各法制における主務官庁の監督

や法執行を通じて，業界の健全化が図られたことは周知の事実である。消

費者庁の指摘する懸念は，短期的にはあり得ても，長期的に見れば業界健

全化・悪質業者排除の過程においては不可避な事柄であり，かかる懸念を

もって参入規制そのものを否定する根拠にはなり得ない。 

(7) 小括

27 ２０１９年（令和元年）７月２６日第３０３回消費者委員会本会議資料「ＳＨＡＲＩＮＧ ＥＣＯＮ

ＯＭＹビジネスの動向と今後の課題」（一般社団法人シェアリングエコノミー協会）では「販売＆預託

ビジネス≠シェアリングビジネスであるため，直接的な影響は現時点では考えられない」「シェアリン

グビジネス＝遊休資産（スキルなど無形資産含む）の有効活用であり，投資などとは性質が異なる」と

の見解が示されている。 
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消費者庁は，販売預託商法に関する法改正，立法を行うに当たっては，委員

会意見の具体的提言内容を反映させるのみならず，投資取引という実態に即

した広告規制，行為規制，不招請勧誘の禁止，実効性確保措置の整備，登録制

による参入規制についても導入すべきである。 

４ 意見の趣旨３について 

委員会意見は，悪質な類型の「販売預託商法」に係る事業者の犯罪収益を没

収し，その上で，被害者の被害回復に充てる仕組みの導入を提言しており，そ

の趣旨に全面的に賛成する。 

委員会意見はその具体的な方途については明言していないが，現物まがい商

法の禁止規定の罰則を強化し，組織犯罪処罰法上の犯罪被害財産の被害回復給

付金支給制度（犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律） 28

の適用対象とすることが念頭に置かれているものと思われる。 

しかるに，上述したように，物品の欠缺等を要件とする処罰規定は，実態の

覚知・把握に困難が伴うため，可及的早期に被害拡大を抑止するとの見地から

は，その有用性には限界があり，より効果的な犯罪収益の保全・被害者財産の

回復を図る制度が導入される必要がある。 

したがって，現物まがい取引の禁止違反のみならず，登録制を導入した上で

無登録営業の罰則を強化し，両者を組織犯罪処罰法の適用対象とすることによ

り，被害回復給付金支給制度の適用対象とすることが考えられる 29。後者は形

式犯であって立証も容易であり，迅速な法執行が期待できることから，早期の

被害抑止及び被害回復に著効が見込まれる。 

以上により，国は，販売預託商法を規制する新法の制定ないし預託法の改正

に当たっては，禁止行為（現物まがい商法の禁止）及び無登録営業につき，組

織犯罪処罰法，並びに，被害回復給付金支給制度の適用対象とするよう併せて

立法措置を講ずるべきである。 

５ 意見の趣旨４について 

販売預託商法の事業者に対し業務停止命令等の行政処分を行っても，最終的

に，速やかに資産を凍結し被害者に返還する仕組みがなければ，被害者救済は

完結できない。 

28 検察官が，詐欺罪等の財産犯罪行為によって得た違法収益を犯人から刑事裁判を通じて剥奪（没収・

追徴）した上，給付資金として保管し，事件被害者等に給付金を支給する制度。 
29 具体的には，現物まがい商法の禁止及び無登録営業の各罰則を「長期４年以上の懲役又は禁固」とし

（組犯法第２条第２項第１号イ），同法第１３条第２項にこれら犯罪を追加する。ちなみに，貸金業者

の無登録営業罪は，５年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金であり（貸金業法第１１条第１項，第

４７条第２号），組織犯罪処罰法第１３条第１項，別表４７号により犯罪収益は没収対象とされてい

る。ただし，犯罪被害財産（第１３条第２項）の対象にはされていない。 
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   この点について，消費者庁は，「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」に

おいて，２０１３年（平成２５年）６月に「行政による経済的不利益賦課制度

及び財産の隠匿・散逸防止策について」という報告書を公表し，行政庁による

破産申立制度の導入について，その意義や課題を具体的に論点整理し，今後の

検討が期待される旨を述べている。しかし，その後６年以上にわたり議論が進

んでいない。 

消費者庁は，販売預託商法に関する法制度の在り方を議論するに当たっては，

並行して，行政庁による破産申立権の付与についても議論を再開し，導入を検

討すべきである。なお，対象事案を販売預託商法に絞り，個別に導入を検討す

ることも考慮すべきである。 

以 上 
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