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紫野

2005 年４月 19、20 日開催の
Consumer Dispute Resolution And
Redress In The Global marketplace に関する
OECD Workshop についての報告書
I.

概要
各テーマ及び概要については、別紙 Agenda の通り

II.

各セッションについて

１．Keynote Speech
(1) FTC Chairman: Deborah Platt Majoras
主に、FTC が行ってきた Consumer Protection に関する活動の大まかな概要を示
したもの。
特に、Consumer Class Action、FTC が被害を受けた消費者を代表した当事者とな
り、金銭的救済を直接求めて提起する訴訟について言及。
また、未だ成立していないが、OCED の 2003Cross-Border Guidelines の多くを
包含した International Consumer Protection Act1案について言及。
(2) European Commissioner for Health and Consumer Protection: Markos Kyprianou
European Commission の活動をおおまかに紹介。
一方は、欺罔的な商行為を規制するための法令面、他方は、消費者自身が活用でき
る救済制度の拡充である。後者として、ADR 制度及び Small Claims 手続き、さらに、
その国際的協調についてが言及された。
２．Session 1:

Overview of Dispute Resolution and Redress

(1) Mr. Iain Ramsay: The Role of Redress in Consumer Protection Policy
各国による様々なアプローチ方法の紹介 (別紙 PowerPoint 参照)
US: 情報提供及び訴訟
ICPA は、FTC に対して、他国の、欺罔的なビジネスを禁じる法律の法執行機関と協働す
るための権限を与える法律であり、その中には、他国との情報交換を行う権限や、他国と
の条約締結のための交渉を行う権限などが含まれている。但し、2005 年度においては、同
様の法案は提出されていない。
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EU: 各種 Directive などの法規制、又は行政的アプローチ、及び自主規制
主に、各制度におけるアプローチ方法の違いなどをおおまかに説明することを目的
とする発表。
・ 自主規制
・ Small Claims Courts
・ ADR
・ Class Action
将来有望な機関として
!

UK Financial Ombudsman Service を例示

（特色）
・

決定の公正性

・

業界への強制徴収及び case fees による財政

・

consumer へは無料

・

ペーパーのみの手続き

・

規制機関との連絡

・

集団訴訟にも対応可能

（機能）
・

訴訟解決

・

業界内部での訴訟解決能力向上

・

業務パターンの潜在的変化の確認

(2) Mr. Mark MacCarthy: The Role of Business in Resolving Consumer Disputes
クレジットカードにおける Charge Back
!

システムの概要

関係する法律
・ The Truth in Lending Act
Consumer Credit Protection Act の Title I であり、Regulation Z を通じ
て Credit の契約条項及び費用の開示を要求し、また、請求ミスに関する紛
争解決方法の供与など、consumer に対して一定の権利を与えている。なお、
Debit Card には適用されない。2
・ Fair Credit Billing Act

(The Truth in Lending Act の修正)

“open end” credit にのみ適用（クレジットカード、リボ払いなど。割賦
払いには適用されない）。また、対象となるのは ”billing errors” に関する
Regulation Z の適用要件は、(1)credit が消費者向けであること、(2)credit の供与が日常
的に行われること、(3)credit の供与が有償であるか、または、書面による契約に基づき、
４回を越える割賦払いによってなされること、及び(4)credit 供与の主目的が個人、家庭用
のものであること である。
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紛争（不正請求、日付・金額の誤謬、受領していない商品やサービスについ
ての請求等）であり、消費者がこれらについて疑問を覚えたときには、
creditor に対して書面による通知を行うことにより、調査期間の間、credit
history に対する影響を受けることなく支払いを留保できる。また、商品や
サービスの品質等に関する紛争は、billing error にはならないので、直接、
本法が適用にならない。但し、州法が、unsatisfactory goods or services に
対する紛争解決の方法を定めている場合には、一定の場合にそれに則って解
決を図ることができる3。
・ Electronic Fund Transfer Act
Regulation E を 通 じ て DEBIT 、 Credit カ ー ド を 通 じ た electronic
transfer fund に適用される請求ミスに関する紛争解決方法の供与などが含
まれている。

!

VISA の取っている方策
・ 不正利用に対する Zero liability policy
・ chargeback 手続きを利用した実効性のある紛争解決
"

Zero liability policy
・ 法令で要求される限度以上の保護を独自に行っている4
・ Debit 及び Credit の双方に適用される
・ オフライン及びオンライン取引の双方に適用
（いわゆるカード番号を盗まれたときも同様）
・ 但し、この policy は、事業目的のカード、ATM 取引及び、VISA
によって処理されていない PIN 取引には適用されない。

"

Chargeback
・ Chargeback システムは、紛争解決に資するものではあるが、
ADR ではない。なぜならば、その本質は、カード所持者の銀行と、
販売店の銀行の間で、一定の要件を満たす場合に、自動的に返金
を認める契約に基づくシステムであって、consumer と merchant
の間の実質的な紛争を解決するシステムではないからである。

但し、州法による保護を受けようとする場合は、consumer の home state 又は、自分の
請求先住所から 100 mile 以内で商品又はサービスを購入し、かつ、請求額が 50 ドルを超
えている場合に限定される。

3

12 CFR 205.6 によれば、カードの盗難又は遺失を知ってから２営業日以内に通知をなし
た場合、consumer の責任は、$50 又は通知がなされるまでに生じた不正利用額のいずれか
少ない額を超えないこととされている。
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・ Chargeback システムは、次の分野で remedy として機能する。
(1) Authorization process に関する誤謬
(2) unauthorized use (defraud)
(3) untimely 又は non-delivery issues
(4) quality disputes5
・ これらの方策は消費者のクレジットカード取引に対する信頼を深めることに
なり、結果として競争力の向上につながる。
・ 国際的な regulation の確立及び cross-border な詐欺事件についての情報の
共有が望ましい。
(3) Ms. Lois Greisman: Cross-border complaint trends from econsumer.gov
Econsumer.gov のサイトで受け付けた苦情の統計等についての紹介
（統計データについては別紙 PowerPoint 参照）
Econsumer.gov（http://www.econsumer.gov）とは、Internet 上の国際的な詐欺
事件の増加に対応するために、多国間での情報の収集及び共有を目的として開始され
た取組である。その主な内容は、(i) 一般に向けた多言語による情報提供サイトの開
設及び(ii)各国の法執行機関が情報を共有するためのパスワード制のサイトの開設で
ある。一般サイトでは、オンラインで complaint を受け付け、この内容は、ICPEN
のメンバーである各国の法執行機関で閲覧が可能となっている 6。
FTC で実際に扱っている事件及び FTC のサイトに設けられているオンラインで受
け付けられている complaint のデータを考慮すると、2004 年において 61%が
cross-border の詐欺に関する事件であった。
FTC は、100 を越える国の消費者に対する redress を提供した（カナダ、イギリス、
オーストラリア、ドイツ、日本が被害者が多い国）。
Cross-border fraud は重大であり、費用及び専門的知識が要求される。ADR は、

5

但し、ADR ではないので、販売店側が同意しなければ、手続きはそこで終了となる。
Quality disputes は最も難しい分野である。
Econsumer.gov からは、日本の機関として、内閣府（www.consumer.go.jp）、国民生活
センター、経済産業省、公正取引委員会が主なコンタクト先としてあげられているが、日
本語のページは提供されていないこと、及び、消費者政策については、内閣府、特定商取
引法については経済産業省へ連絡すること、などと（英語で）書かれているために、どこ
へどのような苦情を持っていけばいいのかが分かりづらい。なお、内閣府国民生活局消費
企画課（www.consumer.gov）と公正取引委員会のトップページには、econsumer.gov への
リンクが貼ってあるが、他の省にはなかった。
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詐欺事件には機能しないので、公的な redress システムが必要である（特に、資産を
発見することが重要であるため）
(4) Mr. Fredrik Nordquist: Cross-border consumer complaint trends in Europe
European Consumer Centre (ECC)7で扱った苦情等についての統計の発表
（統計の詳細は、別紙 PowerPoint 参照）
ちなみに、2004 年度の詳細な報告書が既に発表されており、下記サイト等から入手
可能である。
http://www.eej-net.org.uk/it/print/eur_online_marketplace_2004.pdf
これによると、2004 年度の主なデータは下記のとおりである。
報告された件数:
苦情及び紛争件数:
情報の請求:

2,544
831
1,713

内容の内訳
Delivery に関するもの （不達、遅延等）

41%

製品に関するもの（瑕疵、注文違い等）

25%

価格・値段に関するもの

8%

補償等

7%

契約条項

6%

また、いわゆる fraud に関する問題意識が高まったことが、2004 年の報告書の
中では触れられている。
(5) Mr. Michael Jenkin:
Director General, Office of Consumer Affairs, Industry Canada
" 本質的に犯罪的な行為と、商業活動との峻別が重要
" 商業行為の適正化のために何が必要か
自主的規制的手続き（最終的に法律となり、他の分野にも適用される）
不公正な商業活動を経験者の率は驚くほど高い
ヨーロッパの 23 カ国から構成されるネットワーク。The European Commission の the
Health and Consumer Protection Directorate-General と各国の資金によって運営される。
各国それぞれが資金を負担しているためか、本部のウェブサイトにあたるものは存在して
おらず、各国の ECC がそれぞれのサイトを運営している。各国のサイト URL については、
添付”The European Online Marketplace: Consumer Complaints 2004” 巻末に記載され
ている。
ECC は、消費者への助言や、ショップとの交渉のサポートなどにより、紛争解決に助力
するが、もし、これらの方法でも解決に至らなかった場合は、そのケースは、該当する ADR
機関へ回される。
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私的な救済手続きの充実や、望ましい商業活動の基準の策定(ISO など)
(6) Ms. Susan Grant:
Vice President for Public Policy, US National Consumers League; US Co-Chair,
Internet Working Group, Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD)
個人消費者の視点
救済手続きの限界
政府機関は、個別の苦情は取り扱わない
但し、非公式（私的な）救済手続きが功を奏する場合もある。
問題は、誰が費用を負担するか、という点。
(7) Q&A など
Q: オンブズマン制度についての長所及び短所
問題は、業界からの独立性の確保である。
この点がクリアできれば、オンブズマンは将来期待できる制度
Q: 司法へのアクセスへの容易さと Lawyer の活動
Lawyer がプロボノとしてケースを扱うことを考えてもよい。

３．Session 2:

Recent Developments in The ADR Marketplace

(1) Ms. Melissa Conley Tyler8: ADR and new technology
ODR の特色、行われている現状、長所・短所等全般についての一般的な説明。（詳細
については、別紙 PowerPoint 参照）
"

現状：2004 年７月で 115 の ODR サービスが存在し、そのうち 82 が活動。

"

中心分野は、消費者問題、ドメイン名紛争など

"

取扱いケース数は、Square Trade が 150 万件以上、Cybersettle が 9 万件以上

2003 年に The Department of Justice Victoria から International Conflict Resolution
Centre (ICRC)に委託された Online Dispute Resolution の可能性に関する調査報告を行っ
ている。この調査の目的は、Australia 及び国際的な ODR スキームの評価、ODR の需要に
関する調査、及び、ODR を利用又は利用していない実際のケースに関する研究を行うこと
である。対象となっている ODR サービスは、Online Ombuds Office, Media-net, Square
Trade, ECODIR 及び Dispute Manager など。報告書の詳細は、Department of Justice の
ウェブサイト(http://www.justice.vic.gov.au/)のほか、ICRC のウェブページ
（http://www.psych.unimelb.edu.au/ICRC/research/previous.html#online）で閲覧するこ
とができる。ICRC はメルボルン大学の社会心理学等を扱う部門に設けられていた機関であ
り、仲裁や調停等の研究を主に行っていたが、2005 年４月 15 日縮小決定し、2005 年６月
30 日現在活動休止になってしまっている。
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解決済み、iCourthouse に 1 万件以上提出 （しかしながら、まだ利用率は低い）
"

ODR が利用しにくいと言われている根拠についての検証
・ ODR は機能しない
・ 需要がない

"

→

→

否

否

高い解決率と満足率

高いニーズ及びユーザーも満足度のデータ

・ 提供したい者がいない

→

一部の要素は是

・ 市場性・認知度の欠如

→

是

・ 執行力の欠如

多くの ODR には拘束力がない

→

是

抵抗はある

認知度は低い

利用率を高めるための方策
・ ODR の標準的なプラットホーム
・ 国境を越えたケースの取扱い
・ 執行力の確保
・ 認知度の向上

(2) Mr. Steve Cole: Linking ADR to Trustmark Programs
BBB、Global Trust Alliance などの現状などもふまえた Online Trsutmark と ADR
を相互に利用することによる今後の可能性などについての解説（詳細は、別紙
PowerPoint 参照）
"

BBB の果たしている役割（教育、ショップ等に関するレポートの提供、トラス
トマーク、紛争解決手段の提供）

"

ADR の重要性（消費者紛争に裁判所が不向きであること、セーフティネットと
しての役割）

"

トラストマークと ADR（トラストマークにより ADR による紛争解決を保証。
トラストマークの認知度の高さ）

"

ADR ビジネスの市場性の検討
・ 私的機関ではペイしない
・ 消費者は費用を負担したがらない
・ 企業も明確なメリットなしでは参加したがらない
・ 政府からの資金も常に期待できるわけではない

" 参加による明確なメリットをどう創出するか
・ リポートシステム
・ 法による強制など
・ トラストマークは、消費者に対する認知度が高ければよいインセンティブ
" 国際的な ADR システムが今後の最重要課題
（裁判システムは不向きで、執行にも疑問がある）
" 現在進められているプロジェクトの紹介
・ BBB/Canada-BBB/Trust UK など国際的な協力関係

7

・ ODR プラットフォームの紹介（商務省主導）
(3) Mr. Alstair Tempest: Facilitated Complaints Handling
"

ADR / ODR

重視されるポイントの変化

苦情処理メカニズムの確立を含めたベストプラクティスの確立
苦情処理のための特別な機関 v 各社独自の苦情処理
公的機関による処理
"

各社独自の努力の例
・ FAQ の充実（情報提供のための効率的方法の確保）
・ 複数の紛争処理手段の具備

"

European Commission Consumer Complaint Form
翻訳手段の具備が最大の問題となっている9

"

具体例
Infofilter (オランダ)

（http://www.infofilter.nl/InfoWWW/index.html）

web-based で、かつ、よい interactive 性が確保されている
70%の苦情はオンライン経由。年齢による差異はない。
自主規制機関
National SRO など
(4) Mr. Christina Moritz: ADR Referral and the European Extrajudicial Network
European Extra-Judicial Network (EEJ-Net)10の現状についての説明（詳細は、別
紙 PowerPoint 参照）
"

Contact Point の機能
国際紛争経験のない小規模 ADR のサポート
翻訳・通訳サービス（無料）

"

国際的照会システムの必要性

9

ヨーロッパ各国の消費者保護関連の法律は、消費者が自分の母国語で苦情を申し立てるこ
とが保障されているため、苦情処理プラットフォームには、翻訳機能が重要とのこと。
EEJ-Net とは、EU/EEA 各国で運営されている法廷外の救済システムである。EEJ-Net
は各国の消費者が他国とのビジネスとの間で紛争を有している場合に、ADR を通じてこれ
を解決するための各国のコンタクトポイントから構成されており、各コンタクトポイント
（又は Clearing House）は消費者に助言をし、また、ビジネスが所在している地域の ADR
に対し、苦情を申し立てること、又はそこに苦情を転送することをアシストする。オース
トリア、ベルギー、デンマーク、フランス、フィンランド、ドイツ、ギリシア、アイスラ
ンド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェイ、ポルトガル、
スペイン、スウェーデン及びイギリスの 17 カ国の政府と European Commission との共同
組織である。http://www.eejnet.org/ に HP がある。
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各国の ADR 法制の相違
"

国際的照会システムの働き
・ ADR に関する情報提供
・ ADR への照会、転送スキーム
・ 裁判及び裁判外の紛争解決システムに対する自由な選択の確保
・ リソースを守るための不適切なクレームのフィルタリング
・ ポリシーメーカーに対する情報供与

" 国際的照会システムの拡充及びさらなる投資が必要である。
(5) Ms. Isabel Mendes Cabecadas: Government Support For Private ADR Schemes
Lisbon Arbitration Center For Consumer Conflicts の現状についての説明（詳細は、
別紙 PowerPoint 参照）
NGO 組織
1989 年にパイロットランがスタート
収入源は Ministry of Commerce and Consumer Defense
Ministry of Justice, Metropolitan Lisbon Area など
提供サービス(1)法的助言（70%がここで解決）、(2)対審
複雑な司法手続きを回避することができるというメリットがある。
(6) Ms. Andrea Da Silva
必要事項
消費者の市場への信用を高める
救済手段の拡充
ADR ビジネスをいかにしたら採算がとれるにようにできるか。
今後の重要課題
国際的詐欺行為に対する対策、執行方法の確保、消費者教育及び私的な合
意による国際的協力の推進
(7) Ms. Steve Brooker
ADR における国際協力の重要性
トラストマーク
ADR には必須ではないか
政府の承認を要するのか
消費者は、裁判に持ち込む前に ADR を経るべきという考え方をすべきではない。
４．Session 4: Small Claims Civil Court Procedures and Other Government-Run Dispute
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Resolution Schemes
(1) Ms. Susan Bowler: Small Claims In Civil Court Proceedings
New Zealand における The Dispute Tribunal についての概要
（別紙 PowerPoint 参照）
New Zealand 消費者保護法による
特徴は、非公式な手続き、訴え額の上限が決まっていることなど
法律家は関与しない。最終決定に執行力はある。
速くて安価な紛争解決手段
(2) Mr. Lars Grondal: National Consumer Complaints Board
Norway の The Consumer Disputes Committee についての説明（別紙 PowerPoint
参照）
"

３つのタイプの ADR
・ 政府によって設立、資金提供 (The Consumer Disputes Committee)
・ 業界との協力により消費者諮問機関が設立、資金提供
・ 業界にのみによって設立、資金影響

"

The Consumer Dispute Committee
! メリット
・ 消費者に安価（無料）
・ 独立機関
・ 紛争解決能力がある
・ 決定に拘束力がある
! デメリット
・ 国の負担が大きい
・ カバーされていない範囲が多い

"

私的な ADR 機関（消費者にも国にも負担が少ない）
デメリット
当事者の合意によってしか手続きができない
あまりに様々な機関があるので、消費者が混乱する

(3) Mr. John Stacey: Cross-border Small Claims Litigation
ヨーロッパ Small Claim 手続きの説明（別紙 PowerPoint 参照）
裁判所の内部にある ADR
"

Small Claim の特徴
代理人なしでの紛争解決
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訴え額の上限がある
費用は訴え額に相応
"

European Small Claim Procedures の目的
迅速で安価な判決
代理人を不要とする
旅費その他の必要費用を削減

"

対象とならない訴え
婚姻関係から生じる財産問題
破産手続き
社会保障、仲裁、雇用に関する訴え

"

手続きの概要
定型フォーム
簡易手続き
上訴の制限

"

費用負担
原則敗訴者負担。額の決定は裁判所の裁量
（但し、代理人費用は、敗訴者が自然人の場合には、これに含まれない）

"

強制執行
European Small Claim の判決は、メンバーである他の国で執行力を有する

(4) Ms. Patricia Vaca Narvaja
消費者の市場に対する信頼を高めることは重要
そのために迅速な紛争解決システムが必要である
しかしながら、裁判システムはそれほど迅速とはいえない
しかし、双方の合意がなければ、裁判によるしかない。
そのための方策
参加へのインセンティブの創設
罰則の制定なども考慮する
(5) Mr. Thomas Gordon
HALT (An Organization of Americans for Legal Reform)11
HALT は、一般市民に対して、法的紛争を自分で処理できるための書類、手引き
その他を供与している。

1978 年設立の NPO 団体。目的は、一般市民の司法に対するアクセスを向上させること。
サイト URL は、www.halt.org

11

11

Small Claim Court の大きな２つの問題
・ 訴額の上限
・ 回収の困難性（勝訴しても回収が難しい）
(6) Q&A
Small claim は完璧な紛争解決の手段ではないが、コストパフォーマンスの点で有利
代理人の要否その他の問題
カナダのケベックに、極めてアグレシブな small claim システムがある。そこのデー
タは、裁判開始後、代理人の有無は相違を生まないことを示唆している。
５．Session 4: Collective Claims: Consumer Plaintiffs And Consumer Associations
(1) Mr. Robert Klonoff: Collective Claims in Civil Law Countries
米国のクラスアクションに関する説明（Power Point 参照）
Federal Rule 23
米国内でミシシッピ州だけがクラスアクション手続きを持っていない
"

特徴
!

要件（23 (a) ）
・ 該当人数が大勢すぎて全員参加訴訟は実務的でない
・ 法律又は事実上の共通の問題の存在
・ クラス特有の訴えを有する代表者
・ 当事者となっていないクラスメンバーの利益をも十分に代弁する代
表者又は代理人

!

種類
通常最も利用されるのは、23 (b) (3)
クラスのメンバーに共通する法律上又は事実上の問題の比重が個々の問
題を上回っており、クラスアクションが最も優れた手段であること

!

Opt-Out Rights
・ 23 (b) (3)アクションには、メンバーに Opt-Out の権利が保障されて
いる。
・ Opt-Out しないと判決の拘束力が及ぶ。
・ Opt-Out の機会を保障するために、裁判所はしかるべき通知を行う。

"

消費者クラスアクションの例
・ タバコ、自動車、薬品、医療機器、保険、クレジット等

"

国際紛争に関する問題
・ 手続きについての不案内
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・ 管轄、裁判地等の問題
・ 主権の問題
・ 言語的問題
"

まとめ
国外の原告を含むクラスアクションは複雑な問題を生じる
ルールが複雑である
しかし、個々人の損害が少額なケースでは有用なツール

(2) Mr. Antonio Gidi: Collective Claims in Civil Law Countries
大陸法系の国には、発達したクラスアクションシステムが存在しない。
"

障害
・ 学問的見地からの反対意見
・ 実務的な問題
パワフルで積極的な判事が必要
著しく高い訴訟費用
成功報酬制度（完全な成功報酬制度は、大陸法系の国では違法）

"

大陸法系の国にクラスアクションへの導入
・ コストは実際にはそれほどかからない（米国では訴訟費用全てが高額）
・ 個々の手続き制度の違いにすぎない
・ 大陸法系の国に、Opt-In のクラスアクションはあるが、Opt-In のクラスアク
ションは、真の意味でのクラスアクションではない（結局、個々の原告からの
個別の同意を要するという意味では、普通の集団訴訟と異なるところがない）

(3) 山本豊教授: Collective Claims in Japan
日本の集団訴訟についての解説（PowerPoint 参照）
" 選定当事者制度
利益を共にするグループ内で、訴訟を遂行すべき代表者を選定できる。
但し、システムの不十分性及び認識率の低さによりあまり利用されていない。
" 法改正の傾向
・ 何らかの選任手続きなくして、他者が知らないうちに訴訟提起を可能とすることに対す
る抵抗感が強い（アメリカ式のクラスアクションは難しい）
・ 現在、一定の要件を満たす場合に、消費者団体による訴訟提起について検討中
Ex.一定の商業行為の差し止めを求める場合など
" さらなる課題
・ 訴訟提起を行える消費者団体に対する専門家の援助
・ 財政的問題
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(4) Mr. Patrick von Braunmuhl: Collective Claims By Consumer Associations
ドイツでの集団訴訟についての紹介（PowerPoint 参照）
ドイツ及び EU における集団訴訟のためのツール
・ 1965 年に、消費者団体が不誠実で誤解を招く広告に対する差し止めを提起で
きるようになった
ADR、債権譲り受け
国際的紛争に関して
・ 1998 年 EU-Directive on injunctions for the protection of consumers’
interests12
・ 全国的な消費者団体は、他の加盟国で差し止め訴訟を提起できる
・ 権限ある組織の創設
国外での強制執行
2004 年、EU-Regulation on consumer protection cooperation13
各加盟国は、執行機関を設立する。
EU 全部をカバーする執行のためのネットワーク
" 集団訴訟制度の必要性
差し止めだけでは利益は得られない
個々人に対する救済の必要性
(5) Mr. Andre Longuet des Digueres
フランスにおける消費者団体によるクラスアクション
法的には、消費者団体は、金銭的救済を目的とした訴訟を提起できる。
But 実務的な利用は極めて難しい（広告が禁止されていること、主体的に訴訟を
提起することは許されていないこと、などのため）
しかし、ニーズは高まっているので、調査のためのワーキンググループを設置
但し、フランスとしてはアメリカ的なクラスアクションの導入には極めて消極的
ポイントは、Opt-In か Opt-Out かである。

12

原文は下記で閲覧可能
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just09_en.pdf
#search='EUDirective%20on%20injunctions%20for%20the%20protection%20of%20cons
umers'%20interests'

13

原文は下記で閲覧可能、
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st03/st03674-re01.en04.pdf#search='EURegul
ation%20on%20consumer%20protection%20cooperation'
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(6) Mr. Ricardo Morishita Wada
ブラジルのクラスアクションの状況
1990 年 Brazilian Consumer Code で、米国タイプのクラスアクションを自らの法制
度に適合するような形で導入。
いくつかの制限

個人消費者が訴訟を提起することができないなど

(7) Q&A
米国における問題の状況と、他の国での問題の状況が異なること
大陸法系の国の Class Action に関する最大の理論的難点
なぜ、第三者が他人の権利を処分できるのか？（訴訟を提起できるのか？）
６．Session 5: Government Facilitated Redress
(1) Ms. Stacy Feuer: Authority and Experience in Obtaining Redress On Behalf of
Consumers
FTC が行っている消費者保護活動についての説明（PowerPoint 参照）
" Redress（救済）とは何か
消費者の受けた損害を回復するため、金銭的支払いを受けること
損害の補償であるから、２倍や３倍などの懲罰的賠償は含まれない。
" 実例
FTC は、86 件のケースを提起し、81 件で計 573million の返還を命じる決定を獲得14
国際的金銭分配が必要なもの

100 カ国に対し、合計 2.5million

Ex. www.skybiz-redress.com
" 問題点（Cross-Border のケース）
被告の資産の確保
国際的執行の問題15
" 考察
政府主導の redress は補助的な制度である。
詐欺のケースでは個々の被害者が訴訟を提起することは望めず、この制度は有用
FTC が被害者を包括して代理して、自らが当事者となって損害賠償請求の訴訟を起こす
という訴訟形態。特に法律上に根拠のある訴訟形態ではなく、いわば equity 上の救済手続
きとして行われているもの。個々の消費者からの授権は存在していない点、及び、FTC が
賠償金を獲得した後に、個々の消費者に対してその分配を行うことなどに特徴がある。

14

FTC は米国の政府機関であるから、他国の被告に対して、FTC が直接原告となって訴訟
を起こすことは、他国の主権を冒すことになる、との反論があったケースがある。これに
対して、FTC は、米国を代理しているのではなく、個々の消費者を代理した損害賠償請求
であるから、本質は民事訴訟であり、主権を冒すことにはならない、との主張を展開。

15

15

多国が関与するケースでも有用
(2) Ms. Andrea Rosen: Existing And Proposed Powers To Obtain Redress
カナダの Competition Bureau での redress への取組の実態
"

Competition Bureau とは
政府機関
消費者保護のみならず公正取引の確保も担当

"

カナダの法制度
刑事手続きにおいて原状回復が可能
州によっては、行政的手続で原状回復が可能な法制になっている

"

検討事項
資産の事前凍結権限
過剰な凍結をどう避けるか

"

Cross-Border ケース
カナダ国外に存在する資産を、国内のみの手続きで凍結するツールの不存在

(3) Mr. Jose Roa Ramirez: Obtaining Monetary Equitable Relief For Groups Of
Consumers
チリでの政府主導の redress に対する取組の実態（PowerPoint 参照）
"

チリでの消費者保護：司法及び行政
National Consumer Service (SERNAC) 行政機関
Consumer Protection Act of 1997 の執行を担う

"

手続き
SERNAC に対して苦情申立を行うと、SERNAC が問題の企業に対し、
それを転送し、企業から解決の申し出が行われる。
苦情の２／３までは調停の段階で解決する。
司法手続きは、おおまかに個別手続きと集団訴訟に別れる。
個別手続きは、通常訴訟と少額訴訟（520US ドル未満）

"

Consumer Protection Act における集団訴訟手続き
2004 年に導入
集団的な解決を求めるための限定された手続き
国も本手続きを開始できるが、判事は、SERNAC に連絡をしなければな
らない。
申立権利者：SERNAC、消費者団体、50 名以上の利害関係ある消費者
中途での参加も可能

"

Redress を求めるための他の方法
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SERNAC は、手続きを開始しなくても、CPA に基づき、直接企業と交渉
して Redress を求めることができる。
(4) Ms. Marianne Abyhammar: Obtaining Redress Through Collective Action
Proceedings
スウェーデンのオンブズマン制度と集団訴訟の現状（PowerPoint 参照）
"

スウェーデンのオンブズマンは政府機関であり、消費者保護法の執行機関でもあ
る。
・ 自ら差し止めを求める手続き、罰金等を課す手続きを行う
・ The Group Proceedings Act に基づき、Redress を求めて Group Action を裁
判所に提起
・ Pilot Case Action（消費者を代表して訴訟を提起）
・ ADR-board における Group Action
オ ン ブ ズ マ ン は 、 redress を 求 め る ケ ー ス を 、 商 社 集 団 の た め に 、
Consumer Complaints Board に対して出訴できる。

"

Group Proceedings Act

（米国のクラスアクションの手続きに要件が類似）

Opt-In のシステムである
・ メリットは Redress が容易に得られること、紛争解決の協力なツールであるこ
と
・ デメリットは、Opt-In する消費者を集めるのが難しく、手続きが複雑である
こと
(5) Ms. Min-Young Huh
韓国の Consumer Board の現状
消費者のために Monetary Redress を得ることができる。
ADR は、政府によって設立された機関
執行力については、当事者が合意すれば、他の決定と同じ効力がある。
(6) Ms. Jean Ann Fox
Consumer Federation of America の活動について
私的な消費者団体であり、政府機関ではない。
しかしながら、消費者保護において不可欠の構成要素である。
多数の州がからむ訴訟などで活躍している。
ADR は、費用が高すぎる。
７．Session 6: International Judicial Cooperation in Cross-Border Cases
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(1) Ms. Louise Ellen Teitz: Recognition and Enforcement of Foreign Monetary
Judgments
"

Department of Justice
原状回復手続きの一環として他国での手続きを実行している
（例）カナダ企業が米国住民に対してビジネスを行っており、損害は米国で発生。
カナダでの差し止め手続き及び資産凍結手続きを実行
・ 難点
公的政策に基づく命令は他国には効力を持たないのではないか？
カナダ裁判所は、米国は刑事手続きに関与すべき権限を持たないと述べた。
・ 今後の展望
消費者問題で資産凍結を命じうる法的権限が必要
国際的協力又は法整備

(2) Ms. Jonathan Welch:
Recovering Overseas Assets: Asset Freezes and Repatriation
"

各国の現状
米国は強制執行に関する条約の当事者となっていないが、執行力を認めるにあた

り、国際相互性を要求していない（なので、条約の不存在は必ずしも米国内での強
制執行の妨げとはならない）
EU には強制執行に関する合意があり、加盟国の判決は、他の加盟国での執行力
が認められる。
1992 年から米国は、国際協力に関する交渉を開始している。
Ex. 仲裁に関するニューヨーク条約など
"

今後の展開
外国判決の登録制度は簡易な執行力の付与方法として検討されてよい
貿易地域（Free Trade Area 内部で執行力を認めることなど）

(3) Mr. Michele Taruffo:
Draft Principles and Rules of Transnational Civil Procedure
"

American Law Institute と UNIDROIT16の共同プロジェクト

"

国際訴訟における訴訟手続きを当該裁判所が存在する地域の手続き法を適用さ
えることによって調整

"

国内の訴訟手続きを統一化することが目的ではなく、また、消費者保護に特化し

the International Institute for the Unification of Private Law
HP は http://www.unidroit.org/
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たものでもない。
"

事前手続き（資産凍結）
当該裁判所自身に管轄権がなくても、認められるのではないか（外国判決の執行

と同様に考えればよい）
"

外国判決の執行手続きなど

(4) Mr. John Wilson
Organization of American States (OAS)17の現状（詳細は PowerPoint 参照）
南北アメリカでの国際協調の取組
"

25 の公法私法分野での協力
・ 公法分野

刑法関連や家族法に関するもの

・ 私法分野

証拠等の手続き法、判決の執行等に関するもの

" 現在行われているプロジェクト
Secure な Email System への取組
" CIDIP に関して
Specialized Inter-American Conferences on Private International Law
第７期における各国の消費者保護に対する試み
フレームワーク
管轄及び準拠法選択の問題
旅行に関する特別規則
インターネットに関する特別規則
Redress のメカニズム
Small Claims の手続き
政府主導の手続き
集団訴訟
執行手続き
(5) Ms. Eric L. Lewis
在野の視点から
問題点：
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!

穏当性

!

救済

!

実務性

!

事前救済手続き（資産凍結など）

（実務的に重要である）
（付随損害の問題など）
（アメリカは他国判決の執行力付与に優れている）

北南米 35 カ国の加盟国からなる組織

www.oas.org
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!

情報の入手

(6) Ms. Cornelia Kuteerer
EU の現状
少額訴訟での支払い命令などは困難なケース
(7) Q&A
さらに拘束力のあるツールが必要
政治的な redress もひょっとしたら重要
政府・政府間の協力が必須である
教育的視点も重要（法システムの相違など）
８．Session 7: Break Out Discussion
(Agenda の P.10 のケースに基づく)
(1) ケース１
サービスの質に関する紛争
最も費用効果の高い解決方法は何か？
・ チャージバックが最も費用効果が高い
・ BBB やその他の ADR を頼む
・ 各国の実務的方法
オーストラリア

“not enough” や、”share information”ウェブサイト

スウェーデン

“consumer intelligence”

EU

ECC Centre がふさわしい ADR 機関を探してくれる

Econsumer.gov （他国の機関について調査する）
(2) ケース２
同企業の多くの顧客が不満足を覚えているケース（取引方法に問題があるケース）
問題のビジネスがある国でのコンタクト先を探す
・ チャージバックはここでも使える
・ Small claim court（cross-border のケースでも使えるだろう）
・ FTC 又は各州の消費者保護担当機関への連絡
・ その他 EECNet や BBB など
(3) ケース３
犯罪的な詐欺のケース
詐欺ケースの場合は、ADR 等の手続きは効を奏しない
・ クレジットカードのチャージバック
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・ 消費者団体、消費者保護機関への連絡
・ 犯罪捜査機関への連絡
・ OECD 2003 cross border fraud guidelines18が参考になる
９．Session 8: Wrap-Up: Next Steps Discussion
" 注目すべき動き
・ トラストマークに関し BBB と Trust UK 間の合意
" 今後の課題
・ ADR の理解や制度は国毎に異なる
・ Cross-border なケースの増加
・ 交際的な協力、ガイドライン、司法共助などの必要性
・ 行為主体を誰にするのが最も効果的なのか
・ 費用対効果のある redress を考える必要
政府主導の redress や集合訴訟などの可能性
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http://www.oecd.org/dataoecd/24/33/2956464.pdf
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