
  

「不招請勧誘規制がなぜ必要か」
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（１）日商協ディスクロージャーより

　　　　　①平成１３年３月現在の苦情・紛争並びに訴訟件数（日商協ディスクロージャー）

　　　　　　国内商品取引業者の開示業者数７７社のうち苦情紛争並びに訴訟件数０は６社のみ

　　　　　　残り７１社について苦情紛争件数５６４件・訴訟件数３３８件の合計９０２件

　　　　　②２００３年版ディスクロージャー（平成１５年３月現在の苦情・紛争並びに訴訟件数（日商協ディスクロージャー））

　　　　　　国内商品取引業者の開示業者数８１社のうち苦情紛争並びに訴訟件数０は１０社のみ

　　　　　　残り７１社について苦情紛争件数４７９件・訴訟件数４６３件の合計９４２件

　　　　　③２００４年版ディスクロージャー（平成１６年３月現在の苦情・紛争並びに訴訟件数（日商協ディスクロージャー））

　　　　　　国内商品取引業者の開示業者数８２社のうち苦情紛争並びに訴訟件数０は８社のみ

　　　　　　残り７４社について苦情紛争件数６９７件・訴訟件数６２３件の合計１３２０件

Ⅰ　不招請勧誘規制導入以前の商品先物取引被害状況

 １　被害件数
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（２）先物取引被害全国研究会所属弁護士の受任アンケートより

　　①平成14年８月末現在の弁護士受任件数（先物取引被害全国研究会所属弁護士９３名からの回答に基づく）

　　　　　　国内商品取引業者７９社のうち受任件数０は１３社のみ

　　　　　　残り６６社について訴訟件数２００件・示談件数２１０件・日商協３２件の合計４４２件

　　　　　②平成16年９月末現在の弁護士受任件数（先物取引被害全国研究会所属弁護士８６名からの回答に基づく）

　　　　　　国内商品取引業者８４社のうち受任件数０は１７社のみ

　　　　　　残り６７社について訴訟件数２２６件・示談件数２２４件・日商協６件の合計４５６件

　 （３）全国一斉先物取引被害１１０番より

　　　　　①平成14年（平成１４年３～５月に先物取引被害全国研究会の呼びかけで、各地の弁護士会とタイアップとして全国３２地区で実施）

　　　　　　国内商品取引業者７９社のうち受任件数０は１３社のみ

　　　　　　残り６２社について３６０件

　　　　　②平成16年（平成１６年３～５月に先物取引被害全国研究会の呼びかけで、各地の弁護士会とタイアップとして全国３８地区で実施）

　　　　　　国内商品取引業者８５社のうち受任件数０は２５社のみ

　　　　　　残り６２社について３０７件
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 ２　被害状況の分析

（１）平成１４年の先物取引被害１１０番の苦情からの分析

　　　　　①年齢構成　　　　　　６０歳以上の高齢者が３８．３％

　　　　　②先物経験の有無　　　先物業者経験無しが８９．１％

　　　　　③被害額　　　　　　　５００万円以上の被害が８９．１％

　　　　　④取引のきっかけ　　　業者からの勧誘が９４．１％

　 （２）平成１６年の先物取引被害１１０番の苦情からの分析

　　　　　①年齢構成　　　　　　６０歳以上の高齢者が４５．３％

　　　　　②先物経験の有無　　　先物業者経験無しが８７．９％

　　　　　③被害額　　　　　　　５００万円以上の被害が６６．８％

　　　　　④取引のきっかけ　　　業者からの勧誘が９３．９％

- 3 -



  

 ３　被害パターン－業者の悪質さ

    （１）先物取引を始めるきっかけは、自発的な意思に基づくことはほとんどなく、電話や

　　訪問による不招請勧誘によって業者外務員から執拗な勧誘を受けることから始まる。

    （２）業者外務員からは、「○○という商品は、今が底値で、これから値が上がります。」

　　　　などとハイリターンの話を強調されるだけで、先物取引の危険性や追い証、動いた場合

　　　　の対処の仕方の説明はほとんどなされない。

    （３） 初の取引では、利益を得る場合もあるが、利益が出ても業者がそれを委託者に

　　　　返還することはなく、利益金を次の取引の証拠金に振り替えて、２度目はその分だけ

　　　　多くの枚数の取引を行う。

　　　→ほとんどのケースで、取引開始から３カ月も経たないうちに過大な取引がなされてしまう。
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   （４）勧誘されたときの予測と逆に値が動いてしまう場合には、建玉から、数日後に、突然、外務

　　　　員から、「大変です。値が下がりました。追い証がかかります。これは一時的なので、両建

　　　　をしましょう。両建は保険のようなものですから、大丈夫です。必ず回復します。今やめる

　　　　と、出した証拠金だけでなくもっとお金を追加してもらわなければならなくなるかもしれな

　　　　い。」などと言われ、どうして良いか分からず言われるがままに両建をする。

　　　→両建をしてしまうと、そのあとは泥沼に引きずり込まれてしまったも同然である。

　　　　　そこで、 初の買玉と両建となっている売り玉は様子を見るためそのままにしておき、そ

　　　　の間にまた新たな建玉を勧められ、今度は全く違う商品を勧められることも少なくない。
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    （５）新たな建玉をしても、また、同じような事態になり、両建てなどの問題が生じ、その間、

　　　　 売り直し・買い直し、途転、手数料不抜け、日計りなどのいわゆる特定売買をさせられる。

　　　　　 また、頻繁に無意味な反復売買(転がし)をさせられ、手数料がかさんでいく。

　　　   →こうして、当初は１００万円前後で取引しようと考えていたのに、いつの間にか、３０

         ０万円、５００万円、１０００万円にまで、どんどん金額が膨れ上がっていく。

    （６）取引をやめたいと外務員に言っても、「今やめるとこれまでに出した証拠金が全部なくな

         るし、そのほかに差損金を負担してもらうことになる。今度は上司が直接担当しますから

        大丈夫です」などと言って、担当者を交代・変更して、仕切を拒否ないし回避して取引を継

         続させる。
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 ４　被害の深刻さ

    （１）先物取引の被害では生活資金である、預貯金などを根こそぎ奪われるばかりか、多額の借

　　　　金を余儀なくされるなど財産的損害だけでも甚大である。

    （２）さらに、人間不信、不眠症、ノイローゼや家庭不和をもたらしたり、前途の希望を失っ　

　　　　て、自殺に追い込まれる例も決して稀ではない。

　　　　　また、先物取引による損失が原因となって被害者自身が横領等の犯罪行為を犯してしまう

　　　　例も少なくない。

 　

 ５　被害の具体例

    　　　裁判所によって認定された被害例・別紙Ａ－１、２
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    　※平成16年の商品取引所法の改正(平成17年５月施行)及び委託者保護のためのガイドライン　　 

    　の整備

　　　①勧誘に先立っての告知・顧客の意思確認の義務（現・商先法214条７号）

　　　②再勧誘の禁止(委託を行わない旨の意思を表示した顧客への勧誘禁止)(現・商先法214条５号)

      ③迷惑な仕方での勧誘の禁止(現・商先法214条６号)

  ２　平成18年の第164国会での審議

　　 (１)池尾和人参考人（参議院財政金融委員会・平成18年６月１日）

　　　　「元本を超えて毀損するおそれのあるような商品に関しては、基本的に個人向けに販売する場合、不招請勧

　　　　誘をルール化した方がいいというふうに個人的には考えております。」

　　 (２)山﨑敏彦（日弁連）参考人（参議院財政金融委員会・平成18年６月２日）

　　　　「商品先物取引の不招請勧誘禁止についてですが、数ある金融商品の中でも先物取引は極めて複雑でリスク

　が大きいにもかかわらず、これまで経済産業省や農林水産省が規制や摘発を怠ってきたため、その被害がも

　はや放置できない域に達していることについて、また平成１７年５月施行の改正法によっても被害はまだま

　だ多いことや、今回の改正により導入される勧誘　規制等では先物取引被害は減らないであろうことについ

　ては、既に当財政金融委員会における　連日の御審理の中で与野党一致した御認識になっているものと思料

　いたします。」

Ⅱ　不招請勧誘規制導入に至った経緯

 １　勧誘の仕方について厳しく規制されるに至ったが、それだけでは、被害
　　がなくならなかった
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　　 (３)中川雅治議員（自民党）（参議院財政金融委員会・平成18年６月２日）

        「特にこの商品先物取引ということになりますと、弁護士会の方が言われましたように、そこからいろいろ

　な被害が生まれてくるというようなことでございますので、やはりこの不招請勧誘の禁止を導入すべきだ  

  という声がこれは非常に高まっていることは私は事実だろうと思いますし、当委員会の議論の流れもそう  

  いうふうになっていると思うわけであります。」

　　 (４)参議院財政金融委員会・平成18年６月６日附帯決議

　　　　「商品先物取引等については、改正後の商品取引所法の執行に鋭意努めることはもちろんのこと、委員会に

　おける指摘を誠実に受け止め、商品先物取引はレバレッジ効果を有するリスクの高い商品であることを踏ま

　え、一般委託者とのトラブルが解消するよう委託者保護に全力を尽くしていくこと。今後のトラブルが解  

  消していかない場合には、不招請勧誘の禁止の導入について検討すること。」
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 ３　平成21年の第171通常国会での審議

　　(１)二階俊博経産大臣の答弁（衆議院経済産業委員会・平成21年６月12日）　

　「一般個人を相手とする取引所取引については、トラブルの総数自体はやや減少してきておりますが、なお相

当数のトラブルが報告されておりますことも事実です。また、商品先物取引は、投資額以上の損失が発生する可

能性がある、リスクが高い取引であるという側面を有しておることも事実であります。このため、一般個人を相手

方とする取引所取引については、初めの投資金額以上の損失の発生を防ぐ仕組みとなっている取引以外のものを不

招請勧誘禁止の対象とする方針であります。」

       「今回の不招請勧誘の禁止の導入により、一般個人を相手方とする被害は抜本的に解消していくものと考えてお

ります。しかしながら、その後も被害が相変わらず解消しない、後を絶たないという場合には、一般個人を相手

方とする商品先物取引全般について、不招請勧誘の禁止を対象としたいと考えています。」　　

　　 (２)二階俊博経産大臣の答弁（衆議院経済産業委員会・平成21年７月２日）

       「今回の法案において不招請勧誘の禁止規定を導入することによって…一般個人が意図せずトラブルに巻き込ま

れる事例は抜本的に解消していくものと考えております。しかしながら、その後も　被害が解消しない場合には、

一般個人を相手方とする商品先物取引の全般について不招請勧誘の禁止の対象とすることにしております。」

        「被害が解消しないかどうかについて、被害の発生が限りなくゼロに近づきつつあるか否かによって判断した

いと思います。」

　　 (３)参議院経済産業委員会・平成21年７月２日附帯決議

　「本法施行後１年以内を目途に、規制の効果及び被害の実態等を踏まえて政令指定の対象を見直し、必要に応

じて適宜適切に一般委託者を相手方とするすべての取引に対象範囲を拡大すること。」
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 Ⅲ　現時点でも不招請勧誘規制が必要である。

   「商品先物取引についての不招請勧誘規制の維持を求める意見書（2012年（平成24年）４月11日付け
    日本弁護士連合会）

　　 (１)第１に、商品先物取引に関する苦情件数が減少していることは、直ちに、商品先物取引につい

　　　 ての不招請勧誘規制を見直す根拠とはならない。

       平成21年の法改正によって不招請勧誘規制が導入された趣旨

　　　 →不招請勧誘規制の導入は、これまでの悪質かつ深刻な国内商品先物取引被害の状況に鑑み、被  

　害件数自体が減少しているとはいっても、相当数の悪質な被害がなお存在する限り、不招請勧誘

　規制を行ってその被害の撲滅を図る必要があるという趣旨の下に行われたものである。

　　 (２)第２に、取引所取引が透明・公正であるから国内商品先物取引については不招請勧誘規制が不

　　要であるとの意見も、これまでの日本の国内商品先物取引の実情を踏まえると、到底受け入れる

　　ことができない。

　　　　 国内商品先物取引に不招請勧誘規制が導入されるに至ったのは、商品先物取引業者の悪質な営業

　　行為により深刻かつ悲惨な被害が生じていたから

　　　　→取引所取引の透明・公正性とは別の観点である商品先物取引業者の営業姿勢の問題によるもの

　　である。
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　　 (３)第３に、取引所取引に関する証券・金融デリバティブと商品デリバティブとのバランス論につ

　　　いても、これまでの国内商品先物取引における悪質かつ深刻な被害の実情に鑑みれば、到底受け入

　　　れられるものではない。

　　 　  国内商品先物取引に不招請勧誘規制が導入されるに至ったのは、商品先物取引業者の悪質な営業 

    行為により深刻かつ悲惨な被害が生じていたからである。

　     →このような商品先物取引業者の悪質な営業行為がなくなったといえる状況が確認されない限　

　　り、上記のような単純なバランス論から、国内商品先物取引に不招請勧誘規制を緩和すべきもの

　　ではない。

　　 (４)第４に、今回の国内商品先物取引に対する不招請勧誘規制見直しの意見の背景には、不招請勧誘

　　規制の存在が商品市場の活性化を阻害しているとの考えがあると思われるが、外国為替証拠金取引 

    においては、不招請勧誘が禁止された以降に、取引高が増大しているわけであり、不招請勧誘規制 

    の存在が市場の活性化を阻害するとは言えないのである。
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 　　 (５)第５に、当連合会が調査したところでは、不招請勧誘規制が導入された平成２３年１月以降　

　　も、不招請勧誘規制を潜脱して専門知識のない一般消費者を取引に引きずり込んで損害を被らせ

　　た事例が何件も判明している。このことは商品先物取引業者が、未だに従来と同様の手法・姿勢

　　で営業を行っていることの現われである。

　　   したがって、この観点からも、国内商品先物取引について不招請勧誘規制を緩和できるような状 

　　況にないことは明らかである。そもそも不招請勧誘規制導入からわずか１年余りであり、被害実態 

　　の十分な検証もないまま、軽々しく規制の見直しを検討すべきものではない。 

     ※平成23年１月以降の被害例

　　　　別紙Ｂ－１～５・被害事例報告書(１)～(５)
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（別紙Ａ－１）

仙台地裁平成１６年２月２７日判決の事例（裁判所が認定した事実）

１ 被害者（原告）について

(１)原告（昭和９年○月○日生）は、昭和２８年３月に高校を卒業し、同年４月

にＡ郵便局に入局し、昭和６２年からは特定郵便局長となり、平成７年６月３

０日退職した。その後、郵政省の外郭団体であるＢ協会Ａ出張所に所長として

勤務したが、平成１４年１月退職し、以後は無職である。→取引開始時６７歳

(２)平成１３年９月当時、原告は、一戸建住宅を所有しており、住宅ローンは完

済していた。預貯金は１５００万円程度、有価証券は３００ないし４００万円

程度を有していた。商品先物取引の経験は全くなかった。

２ 勧誘の状況

(１)平成１３年９月１１日ころ、外務員Ｏは、原告宅に電話し、「先物取引を知っ

ているか。」「今ガソリンが注目されている。」「確実に儲かる取引だ。」などと

言って、先物取引の勧誘を行った。

(２)翌１２日午後６時４０分ころ、外務員Ｋは、外務員Ｏと一緒に原告宅を訪れ、

原告と面談した。そして、Ｋらは、持参した資料（ニューヨーク・テロ事件の

新聞、東京工業品取引所のガソリン取引のパンフレット等）を渡し、「１１日の

米国テロを見たでしょう。」「ガソリンの値が必ず上がる。」「こんなチャンスは

二度とない。」などと話した。

(３)同月１７日午後７時ころ、外務員Ｋは、原告宅に電話して、「ニューヨークの

テロ事件でガソリンが高騰している。」「今が買いの絶好のチャンスだ。」「１０

枚、１０５万円だけで、必ず利益が出る。」「今の確実な状況は１日も待てない。

すぐ取引すれば確実に儲かる。」などと話した。

原告は、９月１１日テロ事件の影響で原油が高値を付けている事実などから、

Ｋらの説明は真実であり、今ガソリンの先物取引を行えば確実に相当額の利益

が得られるであろうと考え、１０５万円で先物取引を開始する意思を固め、翌

日に勤務先で面談することを約した。

３ 取引の状況

(１)取引期間

平成１３年９月１８日から平成１４年８月１２日まで

(２)取引内容

ア 被告Ｉ外務員は、本件取引開始後１０日程度である平成１３年９月２８日

までに合計３１５０万円を交付させ、本件取引開始後３か月時点でも２４８

４万６０００円を交付させており、本件取引開始後３か月以内に４８５７枚

の建玉をさせた。

イ 本件取引における建玉は、合計５５９７枚である。

ウ 本件取引における委託手数料は、合計１４２８万９８７０円（消費税を含

む。）であり、本件取引による原告の損失２５８８万４４７０円の５５．２％

を占めている。

エ 東京ガソリンについては、平成１３年９月２５日以降、取引期問中のほと

んどが両建の状態にあり、最高で７５枚が両建の状態にあった。

- 2 -

オ 中部ガソリンについても、平成１３年１０月１２日以降、平成１４年１月

を除き、両建の状態にあり、最高で４７２枚が両建の状態にあった。

４ 裁判所の認定した違法性

(１)公序良俗違反（断定的判断の提供、実質上の一任売買、無意味な反復売買、

違法両建、仕切拒否）

外務員Ｏ、Ｋ、及び被告Ｉ外務員は、当時発生したいわゆるニューヨ

ーク・テロ事件という具体的な事実に関連させるなどして、ガソリン価

格が値上がり又は値下がりし、確実に利益を得ることができるなどと断

定的判断の提供を行い、原告に本件取引を勧誘し、自己責任で取り引き

できるというだけの知識・経験を備える間もなかった原告に、本件取引

開始後３か月以内に、原告の資産内容を知りながら、最大で３１５０万

円を交付させ、４８５７枚の建玉をさせ、商品先物取引の経験のなかっ

た原告が実質上被告Ｉ外務員及び外務員Ｎの言いなりであることを利用

して、実質上の一任売買により、本件取引終了までに５５９７枚の建玉

を立てさせ、その内容も、本件取引２－３～１７に代表されるコロガシ

といわれてもやむを得ない取引や、原告が十分意義を理解しないまま行

われた常時かつ枚数の多い両建を含んでいるものであり、その結果、委

託手数料（消費税を含む。）は原告の損失の５５％以上を占めており、し

かも、本件取引の継続に経済的にも精神的にも耐えかねた原告が再三取

引中止を申し入れたにもかかわらず、社会通念上許された範囲を超えて

原告を説得して翻意させたものであり、このような外務員Ｏ、Ｋ、被告

Ｉ外務員、外務員Ｎの本件取引の開始から終了までの一連の行為は、取

締法規に反するばかりでなく、公序良俗に反し不法行為上も違法である

といわなければならない。
(２)新規委託者保護義務違反

本件において、原告は商品先物取引の経験が全くなかったから、被告Ｉ外務

員においては、３か月間の習熟期間中は、余裕資金及び一定枚数以下の範囲内

でのみ建玉させるなどして、新規委託者である原告に不測の損失が発生しない

よう配慮すべき注意義務があったいうべきである。原告に最大３１５０万円を

出させ、４８５７枚を建てさせた行為は、…上記義務に違反するものといわな

ければならない。

(３)違法両建

商品先物取引の経験に乏しく、値動きが反対となって不安な状態にある原告

に対して、両建を勧誘することは、やはり違法な行為といわなければならない。

５ 裁判所が賠償を命じた損害額

被告会社及び被告Ｉ外務員について

(１)取引による損害額全額（２５８８万４４７０円） ※過失相殺なし

(２)弁護士費用２５０万円

(３)合計２８３８万４４７０円



- 1 -

（別紙Ａ－２）

神戸地裁平成１９年３月２０日判決の事例（裁判所が認定した事実）

１ 被害者（原告）について

(１)原告（昭和３年○月○日生）は、旧制中学校を卒業してＡに採用され、農産物の品

質鑑定の仕事に従事していたが、６０歳の定年前に退職し、その後は、家業でもある

農業に従事し、酒米の生産などを行っていた。

(２)原告は、平成１２年８月に連れ添っていた妻を亡くし、本件取引開始当時（平成１

２年１２月）、住所地で独り暮らしをしていた。その当時、原告は、既に７２歳の高

齢にあり、農業による収入といってもわずかであり、主に年金で生計を立てていた。

(３)原告は、平成１２年１２月頃、預貯金約７０００万円、昭和４０年代ころから順次

購入した株券６銘柄を有しており、また、障害者の妹の預金約２０００万円を保管し

ていた。

原告には、株の信用取引の経験もなかったし、商品先物取引の経験もなかった。

２ 勧誘の状況

(１)Ｎ社（その後Ｋ社）の従業員は、平成１２年１１月末頃、何らかの名簿を元に無差

別に電話をかけ、先物取引の勧誘に関する自宅訪問の予約を取り付ける方法で、原告

についても自宅訪問の予約を取り、被告Ｎは、平成１２年１２月６日、原告宅を訪問

した。

(２)被告Ｎは、原告に対し、「トウモロコシの先物取引をしないか、利益が必ず上げら

れるから」などと言って先物取引の勧誘をした。

原告は、「高齢でもあるし、能力もないし、資金もない」といって勧誘を断ったが、

被告Ｎは、「寝てる株はないか」「お金の代わりになる」といって、株を証拠金の代

用として使用して取引をすることを執ように勧誘した。

原告は、このときまで先物取引をすることなど考えたこともなく、そのような取引

に興味を持ったことさえなかったが、株式をタンスに寝かしておくのも証拠金として

使用するのも同じであろうと勘違いをし、１００万円程度の株を預けて行う程度の取

引であれば、先物取引を開始してもよいと考えるようになった。

(３)被告Ｎは、上記勧誘の際、原告に対し、委託のガイドを交付し、先物取引の概略を

説明し、予測が外れた場合の売買対処説明書に図を書き込むなどして難平や両建につ

いての説明もしたが、基本的には、利益があがることを強調しながら先物取引の開始

を勧誘したものである。

被告Ｎの説明は、投機取引の経験が全くない高齢者に対し、先物取引という、極端

に投機的で投下資金を失う危険が高い取引を勧誘する際の説明としては十分ではなか

ったし、原告にも、短時間でそれを理解する能力がなかった。

３ 取引内容

(１)取引期間

平成１２年１２月７日から平成１７年７月１２日まで
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(２)取引内容

売買損益は１５８５万６７００円の利益であるにもかかわらず、手数料（消費税を

含め)１億８２７万５２６５円であるため、取引損が９２４１万８５６５円となって

いる。

４ 裁判所の認定した違法性

(１)取引不適格者の勧誘

(２)無断売買

(３)誠実公正義務違反

ア 被告Ｈは、原告に利益が生じている局面では、その事実をことさら無視して原告

と接触をとろうとさえせず、原告の建玉に損が生じたとみるや、追証の必要がない

のに追証を徴求したり、原告の無知に乗じ、顧客である原告の利益を無視した難平

や両建を勧めるなどの悪質な取引の勧誘を行ったものである。

イ 被告Ｆは、被告Ｈと同様、原告が先物取引に関して無知であり、何でも外務員の

言いなりになることに乗じ、顧客である原告の利益を全く無視し、頻繁に両建、途

転、直しを繰り返し、かつ、原告が何度も帳尻金の返金を求めているのにこれを無

視し、帳尻益を証拠金に振り替え、ひたすら取引を拡大させたものである。このよ

うな行為は顧客の利益を犠牲にしてＮ社（その後、Ｋ社）の手数料収入を増大させ

る目的でされたと評価するほかないところである。

５ 裁判所が賠償を命じた損害額

被告会社及び被告の外務員４名について

(１)取引による損害額全額（９２４１万８５６５円）※過失相殺なし

(２)公租公課の負担増による損害１０２４万８５３０円

本件不法行為、特に原告が無知で何でも外務員の言いなりになることに乗じ、

返金要求を無視して帳尻益を証拠金に振り替え、ひたすら取引を拡大させた被告

Ｆの違法行為がなかったならば、そもそも原告に課せられることがなかったので

あるから、本件不法行為と相当因果関係に立つ損害である。

(３)弁護士費用１０２６万６７０９円

(３)合計１億１２９３万３８０４円
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（別紙Ｂ－１）

被 害 事 例 報 告 書（１）

平成２４年３月２７日

弁護士 白 井 晶 子

（第二東京弁護士会所属）

勧誘開始時点 平成２３年４月１８日

取引期間 平成２３年４月１９日～同年９月２０日

６１歳、男性、投機的取引の経験のない者の被害事案。

外務員が突然被害者の勤務先事務所を訪問し、先物取引であることを告げ

ずに金の取引を勧め、被害者がしくみやリスクについて認識のないまま、ま

ず、スマートＣＸの取引を約３ヶ月間行わせた。

その後、外務員の方から「こちらのコースのほうがメリットが大きいので

お勧めです。」などと被害者に勧めて、スマートＣＸでない通常の先物取引

に乗り換させた。

そして、通常取引では、被害者の実質的一任の下、外務員が被害者に取引

次々と勧め、わずか２ヶ月の取引期間の中で、取引回数３７０回、建玉数５

７７枚という過大な取引を行わせた。

全取引において、損害額８８０万６８８５円のうち、手数料(消費税を含む。)

が約９割近くを占めている。

１ 被害者について

被害者は、先物取引開始時６１歳の男性。水処理業務を行う会社に６０歳ま

で勤務し、定年退職後、同業界内で作る法人格のない任意団体の事務局長とし

て勤務している。同団体に常駐している者は被害者のみであり、平日日中は一

人である。

年収は約５００万円、金融資産は預貯金等５０００万円、投資経験は、金の

現物を保有しているほか、現物株取引、投資信託を行ったことがあるが、信用

取引等投機的取引を行ったことはない。なお数年前までは賃貸用不動産を保有

していた。

２ 勧誘の状況について

(１)平成２３年４月１８日、商品先物業者Ｋ社の女性外務員Ｉが、突然被害者

の勤務先事務所を訪れ、先物取引であると告げずに「金の取引」を勧めた。

被害者は断ったが、Ｉは被害者の娘と同じ歳であるなど世間話を交えながら、
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女性である自分が契約をとることの大変さなどの話をし、自分を助けるもの

と思って取引を開始して欲しいなどと懇願したため、すでに金の現物を保有

していた被害者は、「金の取引」について、Ｉの勧誘に応じることにした。

(２)翌１９日、外務員Ｉは、営業部課長のＥを連れて、被害者の事務所を訪問

してスマートＣＸを勧めた。被害者は、途中から先物取引ではないかとは思

ったが、しくみやリスクがよくわからないままにＫ社とスマートＣＸの基本

契約を締結し、同日１４０万円、翌２０日にも１４０万円の合計２８０万円

を入金した。

３ 取引の状況について

(１)被害者は、取引のしくみや相場の動向は分からないため、取引を外務員Ｅ

に一任して、言われるままに取引（スマートＣＸ）を行っていた。４月１９

日から７月１９日に通常取引を開始するまでの約３ヶ月間の取引回数は合計

６回（往復３回）、買建玉合計５枚のみのわずかな取引であった。

(２)平成２３年７月初旬、外務員Ｉは、被害者に対して「金が値上がりしても

値下がりしても利益が出るコースがあります。」（それまでの取引は買いの

み）「こちらのコースのほうがメリットが大きいので、お勧めです。」など

と述べて、スマートＣＸではない通常の先物取引に乗り換えるよう勧め、同

月１５日、商品先物取引委託契約（通常取引）を締結させた。

外務員Ｉは、「私を助けると思って１０００万円を入れてください。」な

どと懇願し、被害者はＩらを信用していたため（それまでの取引では約１３

万円の利益）同月１９日と２０日に、それぞれ５００万円ずつ、合計１００

０万円を入金した。

(３)平成２３年７月１９日以降、上記通常取引が開始されたが、被害者は従前

と同様に取引の判断はＥらに委ね、勧められるままに取引を行っていた。

その後わずかの期間に値洗損失は急増した。しかし外務員Ｅは「値洗いは

見かけ上マイナスというだけだから、心配しなくて大丈夫です。」「預り証

拠金残高を見れば利益が出ています。」「預り証拠金残高が入れた証拠金よ

り増えているから、ベターな状態です。」などと強弁し、先物取引経験の浅

い被害者はそういうものかと説得されていた。

(４)しかし、その後さらに値洗い損金が膨らみ続け、被害者は不安を募らせて

いたところ、同年９月１４日、Ｋ社から証拠金制度が一部改正されるので、

追加入金が必要となる旨の通知が届いた。被害者はこれ以上の入金は怖くて

できないことから、同日、Ｅに対し、取引の終了を申し入れたところ、Ｅか

ら「これ以上の差損は出ません。」「もうちょっと頑張れば好転します。」な

どと言葉巧みに引き留められて止めることができなかった。同月２０日、被

害者はこれ以上取引を続けると妻に離婚されてしまうなどと嘘をついて、よ

うやく全ての取引を終了させることができた。
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４ 取引の内容について

(１)被害者の取引期間は、上記のとおり平成２１年４月１９日から同年９月２

０日の約５か月である。

(２)損害額は合計８８０万６８８５円であり、うち手数料は７４６万３７００

円である（消費税込手数料率８８．９９％）。商品は金のみ、特定売買比率

は１０４．７０％である。

(３)スマートＣＸの取引期間は約３か月、取引回数は６回、建玉数は５枚であ

るのに対し、約２か月しか行っていない通常取引は取引回数は３７０回、建

玉数５７７枚であり、損害額８８０万６８８５円は全て通常取引によるもの

である（スマートＣＸは１３万０５００円の利益）。

５ 業者の違法性について

違法要素は、不招請勧誘（禁止の潜脱）、適合性原則違反（申告投資可能資

金額を超える取引等）、説明義務違反、断定的判断の提供、一任取引、頻繁売

買等不合理な取引（多数の両建て含む）、仕切り拒否等である。 以 上
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（別紙Ｂ－２）

被 害 事 例 報 告 書(２)
－スマートＣＸを隠れ蓑とした不招請勧誘禁止潜脱事案

平成２４年４月６日

弁護士 大 迫 惠 美 子
（東京弁護士会所属）

勧誘開始時点 平成２３年７月１２日頃

取引期間 平成２３年７月１９日～同年９月２８日

６９歳、高卒男性、年金生活者の被害事案。

電話による不招請勧誘。最初、勧誘を断ったのに、しつこく面談を求

め、スマートＣＸ（損害限定取引と称している）を勧誘。

しかも、取引開始後、翌日には、「今入れないと最初に入れた分がパー

になる。」と、さらに証拠金を入れさせている。

取引開始後僅か１７日後、「おかしいな、なぜスマートＣＸなんかやら

せたんだろう。どうして最初から通常取引にしなかったんです？ 通常取

引だったら、３倍は利益が出ていたはずなのに。」「今からでも通常取引

にして、なんとか努力して３倍にはします。」「証拠金ももっと入れても

らわないと困りますが、元は取ります。」と勧誘して、通常取引に変更さ

せる。

それからは、外務員の指示のままに、手数料稼ぎとしか思えない、両建

て、直し、途転など不合理な売買を多数回繰り返させて、僅か２ヶ月間

に、手数料８００万円超含む１２００万円を超える損害を与えた。

〈当事者〉

業者 Ｋ社

委託者 ６９歳男性。

高校卒業後、建設業に従事。平成１３年に会社を退職。年金生活。

先物取引経験なし。

取引期間 平成２３年７月１９日～同年９月２８日（約２ヶ月間）

最初の１６日間はスマートＣＸ。その後は通常取引。

損害額 １２６７万９０００円 うち手数料８００万円強

〈勧誘の経過〉

１ 平成２３年７月１２日ころ、自宅への電話勧誘。

「金が値上がりしている、いまのうちに買っておけば必ず儲かる。」

「中国が金を買い漁っているいまがチャンスである。中国の人口は何人か知

っていますか。」

「（先物取引で成功した投資家たちが）孫に車を買ってあげたり、海外旅行
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に行ったり、家を新築したりしている。」等の話をし、金の購入を勧めた。

委託者は「何も分からないから」と断った。

外務員は、「パンフレットだけ送らせて欲しい。」

２ ７月１３日、業者からパンフレットほか資料が送付。

「ゴールド、最強通貨の奥深き魅力」、「資産を脅かす金融不安 ラストリ

ゾートはＧＯＬＤ」、「金３０００ドル時代」、「より安全にわかりやすく

なった商品先物取引の魅力」などと銘打った大量の雑誌の特集の写しととも

に、スマートＣＸ（損失限定取引。投資金額以上の損失を発生させない取

引）の仕組み、運用例等が記載された書面が入っていた。

３ ７月１３日から１５日ころ、外務員Ｓから自宅に電話。「一度自宅に伺い

たい。」

委託者は、「取引をやるつもりもないから」と断った。

Ｓが、諦めることなく面会を求めたため、委託者はやむなくこれを了承。

Ｓは「お会いする際には印鑑を持ってきてください」と言った。

委託者は、勧誘を断られた旨の書面でも作って判を押させるのかな、と考

え、印鑑持参。

４ ７月１６日午後２時すぎ、近所のレストランにＳとＴの二人がきて、委託

者と会った。ＳとＴは、契約締結前交付書面、金の値動きのグラフ等を示し

ながら、専らスマートＣＸ（損失限定取引）についての説明。

説明はかなりの早口で、商品先物取引の知識のない委託者にとって、言葉

を聞き取るだけで精一杯、という状況だった。委託者は、商品先物取引の内

容をほとんど理解することができず、当初は、「自分は先物取引なんてやっ

たこともないし全然わからないから。」と言って勧誘を拒否していた。

しかし、Ｓは、「心配いりません、私もいるし、他にも担当者を二人つけ

ます。」等述べ、勧誘を継続した。

委託者は、ＳとＴとの流ちょうで自信にあふれた説明を聞いているうちに、

ずいぶん良いことばかり言うのだなと感じる一方で、いつの間にか、彼らが

勧誘している取引は確実に利益が出るものだと思うようになってしまった。

そして、ＳとＴとの勧めるままに、スマートＣＸの口座設定申込書及び理

解度確認書に、署名押印してしまった。

ＳとＴは、取引開始にあたっては１２６万９０００円が必要と言った。委

託者は、１２６万９０００円でやっていけるのであれば何とかなるだろうと

思った。

面会時間は、およそ２時間程度。

帰り際、Ｓは委託者に対し、「儲かったら今度ご馳走してもらわなき

ゃ。」などと述べ、握手を交わした。

〈取引の経過〉

１ 本件取引開始時、当初は実際にスマートＣＸ取引が行われていた。

２ 取引開始の翌日の７月２０日、電話あり。

「今すぐ４２７万円を振り込んでもらわないと、既に振り込んでもらってい

る１２６万円がパーになってしまう。１２６万円を無駄にしたくなければ、
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今日中に振り込んでください。」。

委託者は、パニック状態に。１２６万円を無駄にするわけにはいかないと

いう一心で、即日、被告会社に４２７万円を入金。

３ 取引開始から僅か１７日後の８月６日、本店第四営業部副部長Ｔ２と、駅

前の喫茶店にて面会。

委託者は、「もう取引をやめたい。今直ぐに建玉を仕切って欲しい。」

Ｔ２は、「おかしいな、なぜスマートＣＸなんかやらせたんだろう。どう

して最初から通常取引にしなかったんです？ 通常取引だったら、３倍は利

益が出ていたはずなのに。」「今からでも通常取引にして、なんとか努力し

て３倍にはします。」「証拠金ももっと入れてもらわないと困りますが、元

は取ります。」

Ｔ２は頑として手仕舞いをさせず。

Ｔ２に押し切られ、通常取引の理解度確認書に署名押印。このときも、説

明を十分に理解することはできず、本件取引が今後、よりハイリスクな取引

になることを認識できず。

４ ８月１１日、自宅に電話。「証拠金がなくなった、手数料を支払えないか

ら、すぐに入れてほしい。」。

委託者は、とんでもないことを言ってくるものだと非常に驚き、「もうこ

れ以上は支払えない、そちらで立て替えておいてくれ。」と言ったところ、

Ｔ２は、拒否。

結局、根負けして、Ｔ２の指示どおり１１０万円入金。

５ それ以降も、８月１８日に１９０万円、８月１９日に３００万円、８月２

９日に５４万円、９月２日に５０万円、９月６日に３０万円と入金。

入金は、毎回、Ｔ２から「今日入金してください、振り込んだら連絡をく

ださい。」との連絡による。

６ 入金を指示されるばかりで、少しも利益が出た様子もなく、Ｔ２の「必ず

３倍にする。」という約束が少しも果たされないので、委託者の精神的不安

が限界に達した。委託者は、業者宛に、糖尿病、喘息、腎臓病、黄斑変性症

（網膜の疾患）を患っており、日常的に多額の医療費もかさんでいて、これ

からどうすればよいのかわからない、とにかく本件取引から解放してほしい

等訴えるＦＡＸを送った。

７ 翌日の９月６日、駅前の喫茶店で、Ｋと面会。委託者は、改めて、もう本

件取引から解放してほしい、自由にしてほしいと頼む。

Ｋは、「シミュレーション・パターン」という書面を見せ、「いま手仕舞

いしたとしても、５７万円しか返ってこない。」と、取引を継続するよう勧

めた。

委託者は、もはやこれ以上取引を継続するつもりはなかったが、結局この

日も、手仕舞いすることはできなかった。

委託者は、消費生活センターに相談し、勧められて弁護士に依頼。そこで

はじめて弁護士の援助を受けながら、やっと手仕舞いできた。

〈本件の違法性〉
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１ 不招請勧誘の禁止（商品先物取引法第２１４条９号）違反

本件取引はスマートＣＸ（損失限定取引）から開始されているが、取引開

始から１７日間しか経過しないうちに委託者の無知に乗じて通常取引に移行

させている。不招請勧誘禁止を潜脱する行為というほかない。

２ 断定的判断の提供（同法第２１４条１号）について

Ｔ２は、投資金額の３倍にはする旨述べ、本件取引において利益が生じる

ことが確実であると誤解させて取引を継続させており、かかる行為は、商品

先物取引法第２１４条１号の断定的判断の提供に該当し、違法。

３ 新規委託者保護義務違反、適合性原則違反（同法第２１５条）について

委託者は、Ｓ、Ｔに勧誘された当初から、商品先物取引の知識、経験がな

いことを伝えている。取引開始後も、Ｔ２に同様のことを伝えた。

また、委託者は、年金生活者で、持病のため治療費がかさみ、余裕資金な

どなかった。

商品先物取引法第２１５条の適合性原則に違反し、また、（適合性原則に

含めて解釈するか否かにかかわらず、）新規委託者保護義務違反（経済産業

省「商品先物取引の委託者の保護に関するガイドライン」参照）の違法性が

ある。

４ 両建勧誘の禁止（同法第２１４条８号）違反等について

繰り返し有害無益な両建を合計３２回行っている。

５ 直し、途転、手数料不抜け等多数の特定売買がある。

しかも、損切り直しなど説明のつかない不合理な売買も散見される。

６ 高額な手数料を生む転がし

僅か２ヶ月間で８００万円を超える手数料が発生している。高額な対面取

引の手数料を考えると元々利益を得るのは不可能。その点の説明もせず、言

いなりで不合理な売買を繰り返す。

以 上
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（別紙Ｂ－３）

被 害 事 例 報 告 書（３）
平成２４年４月１１日

弁護士 石 川 真 司
（愛知県弁護士会所属）

勧誘開始時点 平成２３年１０月２０日頃
取引期間 平成２３年１１月４日から１２月１５日

５２歳、男性、開業医、過去に商品先物取引経験はあるものの、取引に習熟し
いたとは言えない者の被害事案。
電話により商品先物取引の通常取引を不招請勧誘した。そうであるにもかかわ

ず、外務員は、被害者に、お客様カードの取引動機欄に「私から商品先物取引（
常取引）の勧誘を招請しました。」と書かせて不招請勧誘であることを隠蔽しよう
としている。
外務員は、損失補てん約束を書面で行っている。
取引では、被害者の実質的一任の下で、「金と白金の両建で保険をかけましょう。

などと述べて、金と白金との異商品両建を勧誘している。
全取引において、損害額９９０万０２００円のうち、手数料(消費税を含む)が

６．４パーセントを占めている。

１ 被害者について
被害者は、取引開始時５２歳の男性（開業医）。
被害者は過去に商品先物取引をＡ社で行ったことがあった。取引期間は平成１７

年１２月２日から平成２１年１０月２６日までの間であった（ただし、平成１８年
６月２日から平成２１年３月１１日までの間は取引を行っていない。）。しかし、こ
のＡ社での取引については、Ａ社外務員からの電話による不招請勧誘がきっかけで
あり、その後、Ａ社外務員に実質的に取引を一任するような状態で取引を行った結
果、１１０３万５１８４円の損失を出して終わったものであった。

したがって、被害者は、商品先物取引の経験こそはあったものの、先物取引に習
熟していたとは言えない者であった。

２ 勧誘の状況について
(１)電話による不招請勧誘であった

本件取引の勧誘は，法で禁じられた電話による不招請勧誘であった。
平成２３年１０月２０日頃，Ｙ社外務員Ｋから、被害者の病院に対して、「先

物をやりませんか」という電話が架かってきたが、被害者は、以前に商品先物取
引において損をした経験があることから、「以前に損をしたことがあるので、や
りたくない。」と断った。

しかし、その後も、外務員Ｋから被害者の病院へ勧誘の電話があったため、被
害者は、口座を開設しても取引をしなければ損をすることはないと考え、「それ
だけ言うのであれば、口座を作るだけならよい。」と言って口座開設に応じるこ
とにした。

(２)その後の勧誘
ア 平成２３年１０月３１日、外務員Ｋが、被害者の病院を訪れ、被害者に対し
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て、「１０００万円が３０００万円に化ける」、「株価が下がれば金は上がる」
等と金の先物取引をするよう勧めてきた。
被害者としては、実際に取引を始めることは考えていなかった。
しかし、外務員Ｋは、持参してきた資料を見せながら、「今のように株価が

下がっているときは金の値段が上がるからチャンスである」などと重ねて金の
先物取引を勧めてきた。そこで、被害者は、冗談交じりに、「損失を補填して
くれるというならやってみてもいい。」と述べたところ、外務員Ｋが、「損失補
てんをします。」とまで言うことから、被害者はそれほど自信を持って勧めて
くるのであれば大丈夫なのだろうと思い、金の先物取引をすることとした。

イ この日、被害者は、外務員Ｋから求められるまま約諾書その他数通の書面を
作成した。これらの書面のうち、「お客様カード」の取引の動機欄の中の「⑤
勧誘の招請」に○をつけ、「平成２３年１０月２５日に私から商品先物取引（通
常取引）の勧誘を招請しました」としている。これも外務員Ｋの指示によるも
のであり、被害者は、当時、不招請勧誘が禁止されていることを知らず、特に
疑問を持たないまま言われたとおりに○をつけた。

３ 取引の状況について
(１)被害者は、平成２３年１１月２日、１０００万円をＹ社に預託し、同月４日の
寄付で金１０月限２０枚を買建てし、取引が始まった（必要本証拠金３６０万円）。

(２)同年１１月１８日、被害者は、外務員Ｋから、金が値上がりしているから、金
の一部を利食いして、白金の売りを建てるよう勧められ、それに従って取引を行
った。

(３)その後も、被害者は、外務員Ｋの勧めに従い、金、白金、金ミニの取引を行っ
ていった。

ところで、被害者は、それまで妻に内緒で商品先物取引を行ったところ、１１
月３０日になって、取引のことが妻に発覚し、いったん全建玉を決済することに
なった。

(４)１２月１日にはいったん９７５万５１５０円が被害者に返金されたが、翌１２
月２日には、同額が預託され、金ミニ１００枚を買建てして、被害者の取引が再
開した。上記のとおり、１１月中の取引は２４万円余りの損失であったが、この
頃、被害者は、外務員Ｋから「３０００万円は無理だが、２０００万円ならいけ
る」と言われ、取引を再開することになった

(５)こうして取引が再開された後、被害者は、外務員Ｋの勧めに従い、取引を行う
ことになった。

１２月１３日になって、Ｙ社名古屋支店支店長及び外務員Ｋが被害者のの病院
を訪れ、被害者に対して「このままだと、追証がかかってしまうので、追証を払
ってください」と言ってきた。被害者が、この申し出を断ったところ、支店長は
「じゃあ、損切りをしましょう。損切りをすると回復に時間がかかりますけどい
いですか？」、「終わりますけどいいですか？」等と執拗に取引継続を迫ったが、
被害者が追証の預託を拒んだため、同日、外務員らによって金ミニ１００枚が損
切りされ、さらに、同月１５日、残玉全部が決済されて被害者の取引が終了した。

４ 取引の内容について
(１)取引期間 平成２３年１１月４日から１２月１５日
(２)取引結果

売買損益金 △５３０万７５００円
委託手数料（税込） ４５９万２７００円
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差引損益金 △９９０万０２００円

５ 業者の違法性について
(１)不招請勧誘

Ｙ社外務員Ｋは、法律で明確に禁止された不招請勧誘を行ったばかりか、不招
請勧誘禁止について知らない被害者に、お客様カード「お取引の動機」欄に、「平
成２３年１０月２５日に私から商品先物取引（通常取引）の勧誘を招請しました」
と書かせて、不招請勧誘を隠蔽しようとした。

(２)損失補てん約束
Ｙ社外務員Ｋは、損失補てん約束を書面にてしている。

(３)異商品両建の勧誘
Ｙ社外務員Ｋは、被害者がＫに相場判断を委ねていたことを奇貨として、「金

と白金の両建で保険をかけましょう。」などと述べて金と白金の両建を勧誘して
いる。

以 上
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（別紙Ｂ－４）

被 害 事 例 報 告 書（４）

平成２４年４月１４日

弁護士 大 田 清 則

（愛知県弁護士会所属）

勧誘開始時点 平成２３年３月中旬

取引期間 平成２３年４月１２日～同年９月１６日

５４歳、中卒男性、投資経験の全くない者の被害事案。

電話による不招請勧誘。被害者が勧誘を断ったのに、しつこく面談を求め

通常先物取引を勧誘（被害者には、スマートＣＸと通常先物取引の区別すら

全く理解できていない）。しかも、自社で金の現物を購入した被害者の弟名

義で取引をさせている。また、被害者にわざわざ「招請勧誘であること」を

装った申出書まで作成させている。

被害者は本来２００万円でしか取引を行う意思がなかったにもかかわらず、

「３００万円で金１０枚を建てましょう。金は必ず値が上がりますから、５

枚でやるより１０枚でやった方がもっと儲かります。」、「とりあえず１００

万円を入れておけば安心です。そうしないともっと追証でお金がかかってし

まいます。」、「証拠金が不足しています。入れてもらえないと損失を取り戻

せない。」などと外務員が、その時々の相場状況、取引状況に応じて言葉巧

みに被害者に入金を迫り、被害者は本来予定していなかった定期預金を解約

しまで資金を入金させられている。

取引では、金と白金について、「保険のため」と称して金の買いに対し白

金の売りを建てさせたり、その後は、金・白金とも両建状態にして取引を継

続させている。

〈当事者〉

業 者 Ｏ社

委 託 者 取引開始時５４歳男性。

中学卒業後、調理師の専門学校に通い、卒業後、いくつかの旅館

や飲食店で調理師として仕事をした後、昭和５２年頃から父親の仕

事を引き継いで土木業を営むようになり、現在に至る。

年収は４００万円前後、金融資産は預貯金約１０００万円のみ。

商品先物取引の経験なし（現物株取引すらない）。

取引期間 平成２３年４月１２日～同年９月１６日（約５ヶ月間）
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取引は最初から通常先物取引。

損 害 額 ６３７万７２２５円 うち手数料（消費税を含む）２２７万２７

２５円

〈勧誘の経過〉

１ 平成２３年２月頃に商品先物取引業者Ｏ社の外務員Ｓから金の現物の購入

を勧誘された。委託者はＳと何度か会って購入を勧められたが、結局断った。

Ｓが「（委託者の）弟さんにも会いたい。」というので、委託者がこれに

応じ弟と会わせた。すると、Ｓは今度は委託者の弟に金の現物を勧誘し、委

託者の弟は、同年３月に金の現物５００グラムを購入した。

２ 平成２３年３月頃になって、Ｓは、今度は、委託者に対し、電話で、「今

から金は値が上がります。」「損はさせません。絶対に儲かります。」などを

勧誘してきた。これについても、委託者は、Ｓからの勧誘を断っていたが、

何度か勧誘されるうち、電話だけでは断りにくくなり、とりあえず、話だけ

でも聞くということで、委託者と委託者の弟とで、Ｓと会うことになった。

なお、委託者だけでなく、委託者の弟を同席させることになったのは、Ｓ

が弟の同席を求めたからであった。

３ 平成２３年４月１日に、委託者は委託者の弟と一緒に、喫茶店でＳらＯ社

外務員２名と会った。そのときにも、Ｓらは、金の値段に関する資料を示し

て、「今が絶好のチャンスです。金は絶対値が上がります。」「絶対に儲かり

ます。」と勧めてきた。しかし、委託者はその日には、勧誘には応じなかっ

た。

４ 平成２３年４月５日にも、委託者は、委託者の弟と一緒に、喫茶店でＳら

Ｏ社外務員２名と会った。このときにも、Ｓらは、前回と同様、「金はこれ

から値が上がります。」「儲かります。」「大丈夫です。」などと勧めてきた。

委託者は、Ｓらが熱心に勧めてきたので、その言葉を信じ、取引を始める

ことになった。その際、Ｓらは、委託者に対し、「あなたの名前ではやれな

い。弟さんの名義で取引をしてほしい。」と求められた。これについては、

委託者はＳらに対し、なぜ自分の名義ではだめなのかを尋ねたが、「弟さん

の名義で取引をやっても問題ありませんから。」などというのみで、明確な

理由は言わなかった。委託者はやむを得ず、同席していた委託者の弟に協力

してもらい、委託者の弟名義で取引をすることになった。

５ 平成２３年４月６日になって、委託者は、Ｓから取引を始めるに必要な書

類ということがいくつもの書類に署名押印を求められているが、これら関係

書類のすべてについて、委託者ではなく、委託者の弟が代わりに記載・署名

している。

このうち、口座開設申込書には、委託者の弟の名前が口座開設者として記

載されているが、職業欄には「Ｇ組代表」というように、委託者自身の職業
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が記載されている一方で、取引経験については「貴金属金」のところにチェ

ックが入れられており、委託者の弟の取引経験が記載されている。また、年

収欄には、「５００万円以上」、資産状況欄には「３０００万円以上」にチ

ェックが入れられているが、これらは、Ｓがそのように記載するように求め

たもので、実際には、委託者の年収、資産よりはるかに大きい数字となって

いる。また、投資可能資金についても、委託者としては、その時点で２００

万円くらいの投入資金しか想定していなかったにもかかわらず、Ｓからの指

示で「１０００万円」と書かされている。

さらに、４月９日にも、委託者は、Ｓから取引を始めるに必要な書類とい

うことがいくつもの書類に署名押印を求められているが、これら関係書類の

すべてについて、委託者ではなく、委託者の弟が代わりに記載・署名してい

る。

このうち、約諾書という書面には、「商品先物取引（通常取引契約）」「商

品先物取引（損失限定取引契約）」「商品先物取引（総代金取引契約）」のい

ずれかを選択する形式になっているが、委託者は、この時点でも通常先物取

引と損失限定取引（スマートＣＸ）との区別もついておらず、ただ、Ｓから

通常先物取引に○をするように言われて○をしたにすぎない。

また、委託者はＳから文例を示され、同年４月９日付けの申出書という書

面を、委託者の弟の名前と筆跡で、作成させられている。それには、

「貴社より商品先物取引の勧誘を受けるに際し、私から勧誘を要請し、そ

の上で商品先物取引を行うことにしました。貴社の勧誘に断りを表明した

ことはなく私自身の判断で取引をします。

なお、取引の額が証拠金と比べて非常に大きいこと、取引リスク（証拠

金の追加預託、預けた額以上の損）があること、取引の仕組み、ルール等

もよく理解しました。

また、資金については、生活に困らない範囲の自己資金であり、損得は

あくまで自己責任で処理します。」

との記載になっている。しかし、委託者の認識、実際のいきさつなどとは全

く異なるものである。

〈取引の経過〉

１ 委託者は、平成２３年４月１１日に３００万円をＯ社に入金し、取引を始

めることになった。委託者は、４月６日の時点では、Ｓから「２００万円く

らいで金５枚で始めましょう。」と言われていたこともあって、２００万円

の資金で取引を行うつもりでいた。しかし、４月９日頃になって、「３００

万円で金１０枚を建てましょう。金は必ず値が上がりますから、５枚でやる

より１０枚でやった方がもっと儲かります。」と言われ、１００万円を増額

して３００万円を入金することになった。そして、東京工業品取引所（以下、
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「東工」といいます。）の金の買い１０枚の建玉がなされた。

２ その後、Ｏ社の担当外務員はＵに交代したが、５月６日頃になって、Ｕ

は委託者に対し、 金が値が下がって損になっていることを告げ、「このま

までは追証がかかってしまいます。それを避けるために、保険のために白

金の売りを入れましょう。」と勧めてきた。

委託者としては、追証のことは詳しくはわからないものの、追証がかかれ

ば、お金がどんどんかかることになると、Ｕから聞かされていたので、Ｕの

勧めに従い、東工・白金の売り６枚を建玉した。

３ さらに、Ｕは、５月１２日頃には、委託者に、「とりあえず１００万円入

れておけば安心です。そうしないともっと追証でお金がかかってしまいま

す。」と言ってきた。委託者は、追証がかかっては大変と考え、５月１３日

には追加で、１００万円をＯ社に入金した。

４ その後も、Ｕは委託者に対して、「追証がかからないようにするため」と

いうことで、次々と取引を勧めてきた。委託者としては、相場のことはわか

らないので、Ｕに任せるしかないということで、Ｕから勧められるままに取

引を行うことになった。

具体的には、

５月１３日 東工・金買い２枚仕切、東工・白金売り１２枚建玉

５月１６日 東工・金買い２枚・売り１２枚建玉（両建）

東工・白金売り１２枚仕切・売り９枚建玉（売直し）

５月１７日 東工・白金買い１４枚建玉（両建）

５月１８日 東工・金買い２枚仕切

５月１９日 東工・白金買い１４枚仕切

５月２０日 東工・白金買い１２枚建玉（両建）

５月２３日 東工・金買い４枚建玉（両建）

５月２４日 東工・金買い８枚仕切・売り１枚仕切

５月２５日 東工・金買い１枚仕切・買い６枚建玉（両建）

東工・白金買い３枚仕切

５月２６日 東工・白金買い４枚仕切

５月３０日 東工・金買い１０枚仕切、東工・白金買い５枚仕切

５月３１日 東工・金買い１０枚建玉（両建）

東工・白金買い９枚建玉（両建）

５ 平成２３年６月頃になって、外務員Ｕに代わって、再び外務員Ｓが担当者

となった。Ｓは、６月２日、委託者に対し、「今損が出ています。追証を入

れないと損益状況の立て直しができません。」として、お金を入金するよう

に求めてきた。Ｓの求めた金額はもっと大きな金額であったが、委託者とし

ては、手元で出せる資金が２０万円しかないということで取り合えず、この

日に２０万円を入金した。
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そして、取引についても、Ｓが勧めるとおりの取引をした。

その結果、この日には、

東工・金買い３枚仕切、東工・白金買い４枚・売り９枚仕切

東工・金売り３枚建玉（両建）

その後も、委託者は、事態の改善を願い、Ｓに勧められるまま取引をした。

具体的には、

６月８日 東工・金買い１０枚・売り５枚仕切

東工・白金買い１枚建玉

６月９日 東工・金売り５枚仕切、東工・白金買い４枚建玉

６月１３日 東工・金売り５枚建玉、東工・白金買い５枚仕切

６月１４日 東工・金売り５枚仕切、東工・白金買い５枚建玉

６月１５日 東工・買い５枚建玉

６ 平成２３年６月１７日、Ｓは、委託者に対し、「証拠金が不足しています。

入れてもらえないと損失を取り戻せない。」と言われ、委託者としては、Ｓ

の言うとおりするしかないと考え、本来は使う予定のなかった定期預金を解

約して、６０万円をＯ社に入金している。

さらに、Ｓは、委託者に対し、「お金を入れてくれないと損失は取り戻せ

ない。」として入金を要求し、委託者としては、Ｓの言うとおりするしかな

いと考え、本来は使う予定のなかった定期預金を解約して、６月２４日に５

５万円、６月２８日に５０万円、７月１３日に５０万円、８月５日に５０万

円をＯ社に入金するに至っている。

そして、６月２７日以降も、外務員Ｓらに勧誘されるままに取引を続けて

いくことになるが、事態は一向に改善しないままであった。

７ 委託者は、８月５日の５０万円の入金をもってほぼ資金が尽きてしまい、

その後もＳより「お金を入れてくれないと損失は取り戻せない。」として入

金を求められたが、出せない状態が続いた。

その結果、それまでの建玉が徐々に仕切られていき、９月１６日にすべて

の取引が仕切られた。

〈本件の主な違法性〉

１ 不招請勧誘の禁止（商品先物取引法２１４条９号）違反

２ 適合性原則違反

３ 両建勧誘の禁止

４ 無意味な反復売買

以 上
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（別紙Ｂ－５）

被 害 事 例 報 告 書 (５)
平成２４年４月８日

弁護士 大 植 伸

（広島弁護士会所属）

勧誘開始時点 平成２３年３月頃

取引期間 平成２３年３月１４日～同年１２月２９日

３７歳、定時制高校中退の女性で、うつ病・パニック障害等に罹患している無職の

者の被害事案。

外務員は、自社で金地金を購入した被害者に対し、商品先物取引の不招請勧誘をし、

「商品先物取引

くないです。もの凄く儲かります。」などと断定的判断の提供をしている。

取引においては、外務員は、被害者が商品先物取引についての十分な知識や経験を

たないこと、パニック障害の影響で自ら判断ができないことなどに乗じて、実質的

任の下で、取引を行わせ、約２５０万円の損害を被らせている（手数料額は約３６

０万円）。

〈当事者〉

業 者 Ｄ社

委託者 本件取引開始当時３７歳の女性。定時制の高校中退。無職。夫と子供２人

との４人ぐらし。うつ病、パニック障害等に罹患。資産はＤ社から購入した

金地金約８００万円のみ。金融商品取引経験なし。

取引期間 平成２３年３月１４日～同年１２月２９日

損害額 約２５０万円（うち手数料額は約３６０万円）

〈勧誘の経過〉

１ 金地金の購入

委託者は、金地金購入のための積立というものがあるとの記事を目にし、平成２

３年２月にＤ社に資料を請求した。しかし、Ｄ社従業員のＡから「積立はうちでは

やっていません。積立というのはよくありません。一寸にしかならない。お金を銀

行の預金にしておくのも同じです。ハイパーインフレが来て、価値が下がります。

それに、戦後にあったことだが、預金が凍結されて国に取られたり、価値が何十分

の１になったりすることもあります」などと言われ、結局、Ａの強い勧めで、預貯

金のほぼ全額を使って金地金を購入することとなった。
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委託者は金地金を受け取り、取引は終了したと思っていた。

２ 商品先物取引への不招請勧誘

金地金の購入後、３月に入ってＡから委託者に電話があり、「いい話があります。

利益になる話です。金は絶対上がります。自宅に伺って話をさせてください」と言

われ、承諾をした。

委託者にはＡが何の用で来るのか分からなかったが、訪問後間もなくＡは商品先

物取引の勧誘を始めた。Ａによれば、「商品先物取引は怖くないです。もの凄く儲

かります。自分が取引をしているお客さんから『これ以上儲けんでもいい』と言わ

れるほどです。とりあえず地金を預けてくれれば、取引できるから、夏までにそれ

を倍にします。自分を信じて、夏まで時間をください。先物取引と聞くと『えっ』

と言われるけど、先物取引を知らないだけ。知っていれば、どんなにこれが儲かる

か分かる。自分からしたら先物取引をやらないなんて考えられない」ということだ

った。

Ａは委託者と内縁の夫にシミュレーションを示し、「これは例ではありません。

現実の話しです。これを見たら、先物取引がどれだけ利益になるか分かるでしょ」

「安い時が年に２回あって、２月と８月に買えば、仕事上絶対とは言えないけど、

利益が出せる」「これまでのデータを見れば、２月と８月に買えば利益がでる。間

違いない。先物取引をやらないのは、自分からしたら考えられない」「私は１０年

やっている」などと述べた。

それで、委託者は取引をしても良いと思うに至り、口座を開設することになった。

委託にガイドについては、後に管理部からの電話で訊かれるという箇所のみが説明

され、１０分くらいで終了した。リスクについての説明はなかった。

３ 不十分な説明・書類の作成

上記同日、委託者は口座開設申込書等を作成した。委託者は、Ａからとりあえず

書類を書いてほしいと言われ、「まずは通らないことには何も始まらないので」「私

が言う通りに書いてもらえればいいです」「こういうの慣れていますから」という

ことで、Ａの指示通りに記載をさせられた。

実際には無職で、収入も障害年金しかなく、資産も金地金くらいしかなかったが、

Ａの指示で、自営業で年収５５０万円、資産は現金・預貯金３５００万円、その他

の資産が２０００万円と記入した。投資可能金額は２５００万円と書かされた。

その数日後の管理部による電話審査では、委託者の面前でＡが回答を文書で示し、

合格した。

〈取引の経過〉

１ 取引の開始（３月１４日）

３月１４日に委託者は、Ｄ社に金の倉荷証券を証拠金として預託し、東工の金１

０枚の買建てをし、具体的な取引が開始された。

「最初は１０枚からしか取引できません」ということだったので枚数が１０枚と

決まった。

２ 取引の序盤（３月２２日から６月１０日まで）
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(１)３月２２日の１０枚の買いの建て増し

３月１４日の建玉後、東工金２月限の値段は若干下がっていたが、Ａは間違い

なく値上がりするとし、１０枚の買い増しを勧めてきたので、委託者はそれに従

い２月限１０枚を建て増しした。

(２)倉荷証券の売却

委託者は３月２３日に、Ａの勧めにより、金の倉荷証券を売却し、その代金全

額を証拠金としてＤ社に預託した。

(３)４月１日の３０枚の買いの建て増し

その後金の価格は上昇し、Ａの強い勧めで３０枚の買いを建て増しした。

(４)４月４日から６月１０日まで

４月４日から８日にかけて、委託者はＡの勧めにより金の買玉５０枚を全て仕

切った。

その後、委託者はＡの勧めに従って、４月１４日と１５日に１０枚ずつ２月限

の金を建て直し、２０日に１０枚を仕切った後、２６日と２８日に更に４月限を

１０枚ずつ建て増したが、２８日には２月限の残り１０枚全部と４月限のうちの

１０枚を仕切った。

４月限の残り１０枚は、Ａの勧めに従って、６月１０日に仕切った。

３ 取引中盤（６月２２日から８月３日まで）

Ａの勧めに従って、委託者は６月２２日と２４日に、金の４月限の売りを１０枚

ずつ建て、２７日に２０枚を仕切り、２９日と７月４日には６月限を１０枚ずつ建

て、６日と８日に１０枚ずつ仕切った。

また委託者は、Ａの勧めに従って、７月８日と１１日に６月限を１０枚ずつ買い

建てし、１５日に仕切った。

さらに委託者は、Ａの勧めに従って、２６日に６月限を１０枚売り建てし、８月

３日に仕切った。

４ 取引終盤（１１月１４日から１２月２９日まで）

委託者は、７月と８月の取引でマイナスが続いたことなどから、不信感もあり、

８月３日以降取引を断っていた。

すると、支店長のＢから電話が入るようになり、「今が買いです」と何度も取引を

再開するよう勧誘された。その都度断っていたが、「アンケートを取らないといけな

いし、習熟調査と両建の申込書を書いてもらわないといけないので、自宅に伺いま

す」と言われ、訪問を許した。両建については、以前から「とても有効な方法です」

「皆がやっています」「保険になります」との話があったが、訪問時に断った。アン

ケートなどはなく、Ｂは、「年末に向け需要期だから金の値段は５０００円までいき

ます」と言い、Ａも、「４７００円にはなります」と断言した。２人から「ここは絶

対に上がります」との話があり、結局１１月１４日に１０月限の買いを１０枚建て

たが、大きく値下がりしたので１２月１５日と２９日に５枚ずつ仕切った。この取

引で５００万円以上の損失が出た。

その後も、Ａから「損切り後でも十分取り返せます」と資料を持って訪問があっ

たが、取引はしなかった。平成２４年１月に入ってからは連絡がなくなった。１月

- 4 -

末に委託者は弁護士に相談し、口座を解約することにして、平成２４年２月１日に

残余証拠金がＤ社から委託者に返還され、本件取引が終了した。

〈本件の違法性〉

１ 不招請勧誘（商品先物取引法２１４条９号違反）

委託者はＤ社から金地金を１度購入したのみであり、Ｄ社に対し商品先物取引契

約締結の勧誘を要請していないのに、Ｄ社従業員は電話及び訪問で商品先物取引の

勧誘を行った。

２ 適合性原則違反（同２１５号）

Ｄ社従業員は無職で障害年金しか収入の無い委託者に取引をさせた。

３ 説明義務違反（同２１８条）

Ａは委託のガイドを用いた説明をほとんど行わず、リスク説明もしなかった。

４ 断定的判断の提供（同２１４条１号）

上記のとおり、Ａ及びＢは何度も「金が上がります」「金の取引で利益が取れます」

という趣旨の断定的な利益判断を示した。

５ 虚偽告知（同２１４条２号）

Ａは委託者に対し「１０枚からしか取引できない」と虚偽の事実を告げた。

６ （実質）一任売買（同２１４条３号）

委託者はパニック障害の影響で自ら判断することができず、取引内容は全てＤ社

従業員が決めたものであった。
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