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北星法律事務所では、主に金融機関のリテール業務を担当されている方等に向けて信託

に関するニュースを集めて、「Hokusei 信託実務ニュース」を作成いたしました。 
みなさまとの議論や協働のきっかけになれば幸いです。 
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信託ニュース 
 
1. 官公庁等の動向と信託との関係 

＜簡略版のため省略＞ 

2. 金融機関等の動向と信託との関係 

＜簡略版のため省略＞ 
 
 

信託実務 Q&A 基本編 6 
（アプリを利用した金融サービスについての免責規定） 
 
Question（若手行員 A の質問） 

 当行は、アプリによる、個人向けの
預金や信託サービスを開始しよう
としています。 

 当行のアプリでの信託取引では、お
客様について、お客様または代理人
にお伝えしていたパスワードに関
し、「お客様 ID とパスワードを入力

https://hokusei-law.com/contact
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していただいて、これらが正確なも
のであれば、顧客本人または代理人
本人による取引と認めて、事前に登
録された顧客または代理人の銀行
口座あて出金について、当社が責任
を一切負わない。」旨の免責規定(以
下「免責規定①」)を置くことを検討
しています。 

 また、併せて私は、「当社は、お客様
のスマートフォン端末へのアクセ
スを含む、第三者による不正利用に
ついて当社に故意または重過失が
ない限り、お客様に対し一切責任を
負わない。」旨の免責規定(以下「免
責規定②」)も入れてはどうかと思い
ます。 

 消費者契約法や民法との関係で、こ
うした免責規定のドラフティング
に際して、注意すべき点はあるでし
ょうか。 

 
Answer（ベテラン法務部員 Bの回答） 

 参考になる下級審判例(東京高判
H29.1.18（金融法務事情 2069号 74
頁。以下「本判決」)）があるよう
です。この判決では、免責規定①の
ような規定の有効性が認められて
います。 

 本判決の事案は、プリペイド型電子
マネーサービスの提供会社を被告
とする事件です。 

 裁判所は、被告が会員規約に基づ
き、電子マネーのチャージを原告
（顧客）本人による申込みと取り扱
うことができると判断しました。ま
た、裁判所は、原告には、チャージ

された相当額の支払義務があり、ク
レジットカード引落しによりチャ
ージされた電子マネー相当額の金
銭を受領した被告は、原告に対し不
当利得返還義務を負わない、と判示
したとのことです。 

 一方で、免責規定②のような故意ま
たは重過失がない限り、事業者は顧
客に生じた責任について一切責任
を負わない旨の規定は、消費者契約
法 8 条 1 項 3 号に反し、無効であ
ると判断されました。 

 これは、下級審の判決ですが、こう
した判決があることも参考にしな
がら、免責規定①、免責規定②のよ
うな規定を入れるかを判断すると
よいでしょう。 

 
解説 

若手行員Ａ 免責規定①のような規定は、
使えそうですね。そうすると、あらゆる
場合にこのような規定が機能すると考
えてよいのでしょうか。 

ベテラン法務部員Ｂ そうですね。たしか
に、この判決の事案でも、不当利得返還
請求事件の中で、本人を認証する制度の
合理性と、そのような本人認証の効果と
して、電子マネーサービスを本人の利用
とみなす旨の会員約款の規定の有効性
を肯定しています。一般に、本人を認証
する制度の効果は、約款の規定により定
まる（＝契約自由の原則によるもの）か
ら、本人認証手続きの効果として本人に
よる利用と認める、という効果を定めて
おけば、そのような約款の規定は有効と
認められるのが原則だといってよいで
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しょう。 
もっとも、顧客が負うことになるリス

クとの関係で本人認証のシステムが、あ
まりに緩やかであり、しかも、そのこと
が契約前に顧客に十分に説明されてい
ないような場合などに、こうした原則が
そのまま通用するとは限らないのでは
ないかと私は思います。だから、免責規
定①のような規定もオールマイティー
ではない（＝契約の合理的解釈による効
果の限定や、信義則・権利濫用などによ
り制限を受けることもある）と考えてお
いた方が無難で、本人認証の制度の合理
性がどのような場合に認められるかに
ついて個別の事案ごとに裁判所の判断
は異なり得ることには注意が必要でし
ょう。 
出金取引については、民法 478 条に

ついての判例法理の考え方が適用にな
ることも想定しておいた方が良いと思
います。 

若手行員Ａ わかりました。それにしても、
当社に故意または重過失がないと当社
が責任を負わないという免責規定は、よ
くありそうな規定ですが、消費者契約法
との関係で無効になることがあるなど
とは知りませんでした。 

ベテラン法務部員Ｂ そうですね。本判決
では、事業者に軽過失しかない場合には、
事業者が一切免責されることになるか
ら、消費者契約法 8条 1項 3号に反し、
かかる免責規定は無効であると判断し
ました。消費者契約法 8条 1項 3号は、

 
1 本判決に関する評釈として、鹿野菜穂子「プリペイド型電子マネーサービス提供会社の顧客に対する周
知義務違反による不法行為責任が肯定された事例」（金融法務事情 2097 号 74 頁）があり、本稿執筆に際
しても参照した。 

「消費者契約における事業者の債務の
履行に際してされた当該事業者の不法
行為により消費者に生じた損害を賠償
する民法の規定による責任の全部を免
除する条項」を無効とするものです。 

  もっとも、本判決では、事業者側が、
電子マネーサービスの利用者に対し、ス
マートフォンを紛失等した場合に、電子
マネーサービスの不正利用を防止する
ため、会員がとるべき措置について適切
に約款等で規定し、これを周知する注意
義務を負っているとしました。また、本
判決は、事業者が、かかる注意義務を怠
ったことにより、顧客に生じた損害を賠
償する義務を民法 709条に基づき負う、
と判断して、不正利用リスクについての
周知義務の違反という不法行為責任を
理由に、不正利用の結果生じた損害のリ
スクを事業者に負わせ、バランスを図っ
ています。 

若手行員Ａ 新しいサービスを作ろうと
する場合、契約の中での免責規定のドラ
フティングも重要なのですね。また、不
正利用の場合のリスクの周知など、契約
書だけでなく、サービス全体のデザイン
の工夫も必要だとよくわかりました。さ
らに、こうした ICT を使った金融サー
ビスについて、新たな判例が出て来ない
か法務部の方とともにウォッチしたほ
うがよさそうですね。お話したことを今
後の業務に役立てられるようにしたい
です 1。 
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コラム（専門家とはなにか） 
 
書棚を整理し、若林正「専門家とはなにか

―我が国の脳死臓器移植に思う」(法学セミ
ナー1999 年８月号)という論文を久々に手
に取った。 
書き出しから、「先日、「自由」と「人権」

を標榜する協会の講演会に出かけた。演題
は「脳死移植・プライバシー・生命政策」で、
「臓器移植と生命・身体に関わる自己決定
権の問題について政策論の視点から話され
る」とのことで、どれほど専門的な話が聴け
るのかと期待して出かけた。結果は期待を
裏切るものであった。」、と辛らつである。 
筆者の若林さんは、自身の臓器移植を受

けた経験から、日本で臓器移植が普及しな
い理由について、「私はむしろ、医師がこれ
まで脳死や臓器移植について理解していな
かったし、理解しようともしなかったから
であると考えている。」、と述べる。さらに、
法律の分野でも、「医師」を「法律家」に変
えるだけでまったく同じことが言える、と
される。 
臓器移植法に至る背景として、世間では

「医療不信」が存在することになっている
が、若林さんの見解では、正しくは「専門家」
不信であり、「医療不信」というのは医療従
事者を不当に貶めている言葉だと思う、と
のことだ。なぜなら、人は必要になれば病院

には行くが、「必要でも裁判所には行かない。
治療前の手続きが面倒で、高額の費用は前
払い、その上いつまでたっても治療が始ま
らないからだ。」 
専門家とはなにか。若林さんは、専門性と

してある領域に関する十分な専門知識と経
験を持っているのは大前提だが、それだけ
では専門バカである、という。そして、「専
門性を発揮するためには、その場の状況に
応じるための想像力が必要となる。それで
こそ、専門家の名に値する。」、「小説家が当
事者を驚かせる程の描写を成し遂げるのは、
この想像力によって、当事者に共感するこ
とができるからである。そこにリアリティ
が生まれ、人々は納得する。」。 
最後に、若林さんは、関係者の怒りを買う

ようなことも述べたが、それは、各々の立場
の専門家の機能に対する「信頼」があるから
であり、怒りをばねに専門家の機能を果た
すことを期待しているからである、と少し
ユーモアも交え結ぶ。 
弁護士も、医師同様、専門家である。トラ

ストバンカーもそうであろう。 
若林さんが有資格者に期待するような真

の専門家たり得ているか、自問し、私たちな
りの答えを示すような仕事をしたいと改め
て思った。 
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■本ニュースレターに関するお問合わせ先 
弁護士法人北星法律事務所 
〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目 9 番 4号 蚕糸会館 8 階 
03-6810-0767（代） 
https://www.hokusei-law.com/ （右記QRコード） 

 
取扱業務内容：信託法務、金融法務、会社法務等 

以上 

https://www.hokusei-law.com/

	信託ニュース
	1. 官公庁等の動向と信託との関係
	2. 金融機関等の動向と信託との関係

	信託実務Q&A　基本編6 （アプリを利用した金融サービスについての免責規定）
	Question（若手行員Aの質問）
	Answer（ベテラン法務部員Bの回答）
	解説

	コラム（専門家とはなにか）

