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2018年正月　京都さつき法律事務所一同

2018年がみなさまにとって良い年になりますように。
今年もよろしくお願いします。

2018新年号

2017年５月、民法の債権法
の分野が120年ぶりに大きく改
正され、私も学習会の講師をし
ました。改正で消滅時効や遅延
損害金のパーセントが変わるな
ど注意が必要ですが、基本原理
を大きく変えるものではなく、
実務で通用してきたルールをわ
かりやすく明文化した改正と言
えます。

他方、その翌月に、今まで３
回も廃案になっていたいわゆる

「共謀罪」が、「テロ等組織犯罪
準備罪」と名前を変えて成立し

ました。この法律は、（かいつ
まんで言ってしまえば）犯罪を
共同して実行しようとする意思
を処罰の対象とする点で、近代
刑法の原理を大きく変容させ
る、衝撃的な法律です。

近代刑法の原理として、「外
界に現れた社会の侵害という客
観的規準によって犯罪を理解す
る」客観主義の原理があり、これ
を提唱したベッカリーア（＠18
世紀イタリア）は、「近代刑法
学の始祖」と言われています（か

つて多くの司法試験受験生が教
科書にしていた大塚仁著「刑法
概説　総論」19頁より）。この
原理は、私たちがジャンヌダル
クやガリレオガリレイの例で
知っているように、信仰や思想
や学説が処罰の対象にされた時
代を経て確立され、客観主義に
よって市民の自由を確保しよう
とする原理です。

この原理の内容のひとつは、
刑罰の対象は、外部に現れた「行
為」に限られ、内心で悪いこと
を考えているだけでは処罰され

民法改正と刑罰法規の大変容
そして「未来世紀ブラジル」

弁護士　山下信子

【雑感】
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ないということです。
もうひとつは、内心を越えて、

外部に現れた行為であっても、
人の生命・身体・財産などの法
益を侵害する可能性がなければ
刑罰の対象としないということ
です。日本の刑法典も、既遂処
罰を原則としていて、既遂が
200余、未遂は60余、予備は
10余、陰謀は数個にとどまる
というように、予備や陰謀を処
罰の対象とするのは例外中の例
外だったのです。そのため、内
心と行為を画する「実行の着手」
概念については、司法試験でも
修習でも厳密な思考が求められ
ます。

この原理から共謀罪を見る
と、遙か昔に逆戻りしている気
がしてなりません。

ところで、この法律は、名称
から、「テロの準備や共謀」に
限定し、対象はテロ組織、暴力
団、薬物密売組織などに限定さ
れ、一般市民には関係がないと
イメージしがちです。

でも、この法律は、刑法はじ

め既存の刑罰法規の中から抽出
した、277個もの犯罪条項の、

「準備行為」や「相談（共謀）」
を対象にする、ビッグで横断的
な法律です。そして、277個の
中には、傷害、詐欺、背任、横
領などのほか、商標法・特許法・
実用新案法・著作権法、不正競
争防止法、会社法に破産法に保
険法、消費生活協同組合法、農
業協同組合法違反、消費税法、
児童福祉法、風営法、文化財保
護法、商品先物取引法などなど、
市民や企業が関係する行為、経
済活動にかかわる法律の中の刑
罰法規がたくさん含まれていま
す。

例えば、自分の会社が製造販
売する商品に、他社の商標と似
た商品名を付けようと相談した
り、ロゴを試作してみたりした
段階でも、（警察から「テロ」
疑いをかけられれば）捜索や逮
捕の対象になりうるという話で
す。民事では、他の会社のブラ
ンドを侵害する商品を発売した
として裁判を起こされても、侵
害と言えないとの判決が出るこ
とは多々ありますが、共謀罪に
よれば、まだ商品を発売してい

なくても、計画したり準備した
段階で、刑罰法規の対象になり
うるのです。

他にも、消費税法の「偽りに
より消費税を免れる行為」も対
象になっています。例えば、商
店の経営に苦しむ夫婦が、売上
をごまかそうかと相談（共謀）
し、妻が夫に内緒で「隠し口座」
を作る研究を開始したら、いつ
の間にか共謀を忘れて妻の準備
行為を知らない夫も処罰の対象
になるのでしょうか？　このよ
うに限界事例がいくらでも考え
られることが萎縮効果を招きま
す。

共謀罪については、心配が尽
きなくて、昔見たSF映画「未
来世紀ブラジル」と思い出して
しまいます（さつきNEWS vol. 
23「秘密保護法」そして「未
来世紀ブラジル」も見てくだ
さったら幸いです）。

回顧〜司法修習生時代・倒産法の講演会
で司会中

回顧〜子育て時代・三人同じ顔です＠和歌山白浜三段壁
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スマホ・タブレットでの

消費者トラブルにご用心

皆さんはスマートフォンやタ
ブレット端末をお使いでしょう
か。

総務省の情報通信白書（平成
29年版）によりますと、スマー
トフォン保有は急増し、世帯保
有率は約72％に達しているよう
です。こうした普及に伴い、ス
マートフォンやタブレットを利
用した犯罪や消費者トラブルも
また増加しています。今回は、そ
の中でも消費者トラブルに関す
る事例を紹介したいと思います。

1勝手に会員登録されてしまっ
た！〜Aさんの場合〜

Aさんはスマートフォンでイ
ンターネットのサイトを見てい
たところ、誤ってバナー広告を
タップしてしまい、アダルトサ
イトにアクセスしてしまいまし
た。興味本位で「18才以上です
か？」との質問に「はい」をタッ
プすると、突然「登録完了」と
表示され、会費10万円を支払う
よう求める画面が表示された。
画面上に、「退会はこちら」とい
うボタンがあったので慌ててタッ
プすると、空メールが送信され
たが、その後サイト業者から「会
費を払わなければ退会できな
い。」、「無視すると法的手続き
をとる。」などのメールが大量
に届くようになってしまった。
■解説と対処法■

上記のような被害事例は非常
に多く、消費生活センターに寄
せられる相談件数でもトップで

弁護士　本條裕子

す。この類型の事案では、決し
て業者に連絡しないことが大事
です。請求画面が表示されただ
けでは、業者はこちらの名前や
住所、連絡先を特定できている
訳ではありません。何らか業者
に連絡を取らせ、個人情報を得
て何とかお金を払わせようとし
ているのです。放っておいて大
丈夫か、心配であればお住まい
の自治体の消費生活センターに
電話してみましょう。

2子どもが有料アイテムを購入
していた！〜Bさんの場合〜

小学生の娘が、私の知らない
間に私のタブレットでオンライ
ンゲームをしていた。私は以前
からそのゲームをしており、ゲー
ムには私の名前とクレジットカー
ドも登録していたが、100円ぐ
らいのアイテムを１回購入した
だけで、それ以降は有料のアイ
テムを購入していなかった。カー
ドの請求書が届いたので確認す
ると、ゲームのアイテム購入に
８万円を利用していることがわ
かった。驚い
て娘に尋ねる
と、娘がアイ
テムを購入し
ていたことが
判明した。
■解説と対処法■

こうしたオンラインゲームの
課金に関するトラブルも増えて
います。基本的には、未成年者
が親権者の同意なしに契約して

と偽った場合には取り消せない
ケースもあるので要注意です。
トラブルを防止するためには、
①クレジットカードやその情報
を登録しているサイトIDなどの
管理に注意を払うこと、②子ど
もが遊んでいるゲームの内容や
課金の仕組みについて確認して
おくこと、③子どもとゲームの
利用方法について話し合い、確
認しておくことが大事だと思い
ます。

挙げたのはトラブルのほんの
一例です。スマートフォンやタ
ブレットは大変便利ですが、反
面トラブルも増加傾向にありま
すので、利用に当たっては注意
も必要です。

こうしたネットでの消費者ト
ラブルを防ぐための講演会が京
都弁護士会主催で開催されます

（第47回憲法と人権を考える集
い「ネットでの消費者トラブル
を防ぐには？」平成30年１月
20日㈯13時30分〜 16時30分
＠京都産業大学むすびわざ館）。
第１部では、「おはよう朝日で
す」キャスターの岩本計介アナ
ウンサーにご講演いただきます
し、他にも芸人さんによる漫才
や弁護士によるクイズも予定さ
れています。先着400名ですが、
申込不要で入場も無料ですの
で、ご興味のある方は是非足を
運んでください。

しまった場
合は、契約
を取り消す
ことができ
ます。しか
し、未成年
者が自分は
成人である
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事務所へのアクセス

河原町通二条の交差点を西へ入り、
少し行った南側、漢方薬局「延寿堂ビ
ル」の２階です。
交通機関は、地下鉄東西線又は市バ

ス「市役所前」から歩いて５分弱、京阪
三条駅から歩いても10分程度。
お車でお越しの際は、事務所専用の

駐車場は設けておりませんので、付近
の駐車場をご利用ください。
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編集後記

2018年は「戌年」です。昨
年の酉年が商売繁盛や取り、と
いう意味に比して、戌年の意味
を調べてみると、地盤を守る、
収穫、安産等があげられていま
した。

私になりに解釈すると、新た
に何かを生み出したあとの大事
な一年になるのではないか、と
思いました。

事務所一同、「寄り添う」と
いう基本に立ちかえって、ひと
つずつ、目の前のことを皆さま
と一緒に取り組んで参りたいと
存じます。この新しい年がより
良き年になるよう心よりお祈り
申し上げます。

新年の執務は2018年（平成
30）年１月９日より開始いた
します。どうぞよろしくお願い
いたします。

気持ちになりました。ジワジワ
と染み入るように重苦しさが伝
わってきました。それでも、最
後にすず達が廃墟の街でみつけ
たひとつの未来みたいなものと
共に、幸せに生きていったんだ
ろうと思いたい。ほんとうに、

「100年先も伝えたい」という
より、伝えるべき、映画でした。

見終えてしばらく経ちます
が、この作品の中の人たちの日
常が、今の私たちの今の日常に
つながっていて、そしてそれは
これからも続いていくんだなぁ
と思うと、胸にくるものがあり
ます。歳とともに、なのか、親
になったのか、人を見送ること
が増えてきたのか、市井の人た
ちの人生の物語をたくさんみた
いと思っています。

久々に紙面を頂きました、事
務局の菅です（確か前回も同じ
ことを書いてた記憶があります
が）。

映画をみてはいるものの、見
ているものの言えば、子どもと
一緒にみているため、ディズ
ニーだったり、プリキュアだっ
たり、仮面ライダーだったり。

（あなどることなかれ、ちゃん
とどの作品にも伝えたいテーマ
があり、うっかりどれでも泣い
てしまったりしています。）子
どもを寝かしつけた後、運良く
布団から抜け出せた日に、子ど
もが起きないよう、ひっそり家
でやっとやっと見た映画から。

戦時中の広島と呉を舞台にし
た映画、「この世界の片隅に」。

１人の女性とその家族の、さ
さやな暮らし。太平洋戦争末期
の、東洋一と言われる軍港が
あった呉が戦火に飲み込まれて
いく。 どんどん厳しくなって
いく暮らしの中で、日々明るさ
を失うことのない、主人公・す
ずのキャラクター、そして当時
の庶民の暮らしぶりが丁寧に描
かれています。

日常生活の「当たり前なこと」
が細やかに描かれていて、この
時代の ｢笑い｣ や「恋愛」がリ
アルに伝わってきました。だか
らこそ、それが、自分たちの意
思とは別に、奪われることはい
いようのない、感じた事のない

菅佐知子事務員の

さ つ き シ ネ マ 菅

この世界の片隅に

愛犬ボストンテリア｢うに｣は７歳になり
ました。2018年は戌年ですので、紋付き
袴を着たうにをご笑覧ください。




