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岐阜地方裁判所令和４年３月２５日判決（双方上訴なし確定） 解説・要旨

2022.4.27
牧野一樹・宮﨑亮

１ 事案の概要

亡夫Ｓが生前被告証券会社で取引を行っていたＳ名義とＸ１名義の証券口座を、平成１

３年５月に相続した原告Ｘ１が、歴代の担当者に、亡夫Ｓから株で大損したと聞いていた

ことから株は取引したくないが、自分が無年金であるため年金のように運用して欲しいと

希望を伝えた上、担当者の提案に応じる形で証券取引を行っていたところ、最後の担当者

から「分配金は元金（もときん）から出ている」と教わり被害に気付き、平成２８年１月

２８日、平成２３年８月までに被告会社による買取りに応じたノックイン条項付豪ドル建

日経平均連動債５本のほか、投資信託、外貨建債券につき、適合性原則違反、説明義務違

反等の債務不履行、及び、投資信託マトリックス１０につき担当者が売付注文を受けた同

日に執行しなかった注文不執行の債務不履行に基づき、損害賠償を請求した事案、並びに、

Ｘ１から「銀行よりええで」と聞いた妹Ｘ２が、被告会社で初めて金融商品取引を開始して

約８か月の時点で、担当者から提案を受け購入に至り平成２３年８月までに被告会社によ

る買取りに応じたノックイン条項付豪ドル建日経平均連動債２本のほか、投資信託、外貨

建債券につき、適合性原則違反、説明義務違反等の債務不履行に基づく損害賠償を請求し

た事案である。

２ 金融商品取引基本契約の債務

（１）基本契約上の債務

Ｘ１は、昭和６０年８月１２日ころ、被告の前身である○○証券株式会社に対し、「総

合取引申込書」を差し入れたとされている。Ｘ１は、平成１３年８月３１日時点で、一定

の金融商品を保有していたとされている。Ｓは、生前、Ｘ１に秘密裏に、Ｘ１の名義の証券

口座をも管理していたことが窺えるが、自身の死後は妻である名義人本人の手に委ねられ

ることを当然の前提としているから、Ｓは被告との間で、Ｘ１を受益者とする第三者のた

めにする契約を締結していたと観念することができる。しかるに、被告従業員らは、Ｓが

安全性の高い公社債投信や中期国債ファンドで６４５万円余、Ｘ１のためにＸ１の名義で残

したことも明らかにせず、受益の意思表示をした（遺言書を確認し相続人としてＳの権利

を包括承継する意思を確認した）と解されるＸ１に対し、無年金で年金に代替するような

ことをして欲しいと願う証券取引の知識・理解力の乏しいＸ１につけ込み、為替リスクの

ある外貨建商品を中心に、金融商品を売り込んでいった。

Ｘ１は、昭和６０年８月１２日のＸ１名義の証券口座開設から、平成１３年８月のＳ相続

による株式等の承継まで、全く証券取引の知識や経験を積むことができる状況にはなかっ

た。しかし、仮に、Ｘ１が証券取引を具体的に始めようとすれば、始められる状態が客観

的には整えられており、被告がＸ１による相続を確認した時点で、いわば証券取引に関す

る基本契約の締結（証券口座の開設）は完了していたとみられる。Ｘ１の認識がたとえ不

明確であったとしても、①口座開設→②Ｓ相続の確認（＝受益の意思表示）といった出来

事の推移がある以上、②の時点でＸ１と被告との間で、証券取引の基本契約が有効に締結



*1 最判平成 23 年４月 22 日は、講学上「契約締結上の過失」の問題の１つとして議論されてきた分野に関する判断
であり（判タ 1384-43 頁「第２ 検討の方向性」の冒頭参照）、「本判決の射程は非常に限定されている」（最高裁判例

解説 412 頁下から５行目）。本件は、「総合取引申込書」が既に差し入れられており、Ｘ１と被告との間に証券取引に
関する基本契約が存在する以上、基本契約すら存在しなかった事案である上記最判により、原告らの債務不履行に基

づく請求が排斥される関係にはない。なお、上記最判については、「本判決は、事案によっては契約締結に先立つ説

明義務違反について債務不履行責任が認められる余地を残しているように考えられる」とも山口雅裕裁判官により分

析・評釈されている（判例タ 1384-号 47頁左 10行目以下）。
*2 横山美夏「契約締結過程における情報提供義務」ジュリスト 1094-130頁。
*3 前掲横山 131頁
*4 ジュリスト 1472-93頁
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されている*1。

判例法理において、説明義務・情報提供義務が課される根拠は、契約締結過程における

情報力の格差を解消して契約自由を実質的に保障すること、及び、社会の高度化・専門化

に伴う事業者への依存の必然性から、事業者への社会的信頼に対応する事業者の責任を情

報面でも認めることの必要性・正当性であろう
*2
。事業者と消費者との間の情報力の格差

および、消費者は、事業者の情報提供に信頼して契約を締結すること、そしてその信頼は

保護されるべきであることから、事業者と消費者との間の契約においては、もはや、各人

が自己の責任で契約締結に関する情報を収集すべきであるというルールは原則として妥当

しない
*3
。こうした信義則上の説明義務が観念される取引類型として、商品先物取引や証

券取引といった投資取引が観念されている。そこでは、顧客が専門家である証券会社の行

う勧誘・推奨に対し、信頼し依存する関係が形成されることから（一般に「信任関係」と

いわれる。）、顧客である投資者が自己責任を負う前提としてのリスク認識を的確に形成

していたといえるか否か、投資判断に不当な歪みが介在していないかなどの観点から、個

々の具体的取引（売買取引等）の注文の前提としての情報提供・説明が社会的相当性を欠

いていないかが吟味され、違法適法の判断がなされているのである。

原告代理人は、基本契約の締結により、被告と原告らとの間に信任関係という法律状態

が形成されていたから、証券取引の基本契約に付随する債務の履行として、個々の具体的

な勧誘に際し、自己責任を問うに十分な説明・情報提供がなされなければならず、その義

務を怠ったから、債務不履行責任が生じている、と指摘するものである。

最判平 23・４・22 は、信用協同組合が、自ら破綻しかけている事実を告げずに出資を
募る勧誘を行った事案であり、いわゆる契約締結上の過失といわれる分野における信義則

上の説明義務の法的性質が不法行為責任であることを明らかにした点で意義があるもの

の、信義則上の説明義務・情報提供義務が問題となる分野一般について判示したものでは

ない。「本判決は、その射程は非常に限定されており、契約締結上の過失といわれるもの

一般についての責任の法的性質につき最高裁の判断が示されたものではな」*4 く、「商品

先物取引における商品取引員の顧客に対する説明義務違反につき、最一小判平 21・7・16
民集 63巻 6号 1280頁は商品先物取引委託契約上の債務不履行に基づく損害賠償義務を認
め、最二小判平 21・12・18 集民 232 号 833 頁は不法行為に基づく損害賠償義務が認めら
れる可能性があることを示している。これらの事案は、商品取引員と顧客との間に商品先

物取引についての基本契約が存在していることを前提として、個々の取引の受注に当たっ

ての上記基本契約に基づく説明義務が問題となったものであって、契約締結前の説明義務



*5 最高裁判所判例解説 403頁、ジュリスト 1440-75頁も同旨。
*6 かつての NASD Rule 2310。現在の FINRA Rule 2111。
*7 森田章「金融サービス法の理論」51～ 52頁も、適合性原則の債務不履行責任の追及に言及している。
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違反が問題となった事案には当たらないと考えられる。」*5と解説されている。

適合性の原則は、米国において、顧客を知る義務として誕生したルール（Know Your
Customer Rule）であり、顧客に関する重要な情報を知るまたは維持するために、合理的
な注意を尽くすことを業者に要求するルールである。また、同原則は、顧客に適合した勧

誘をするには、その商品がそもそも何であるのかという理解が大前提として措定されるか

ら、米国では、業者は勧誘する取引が顧客に適合したものであると信じる合理的根拠を有

していなければならないというルール（suitability rule）*6も含むと考えられている。そし

て、この適合していると信じるに足りる合理的な根拠を求めるという点について、３つの

適合性が必要であるとされている。１つ目が合理的根拠適合性(reasonable-basis suitability)
で、投資物件が少なくとも一定の投資家に適合していることを求めるもの、２つ目が特定

顧客適合性(customer-specific suitability）で、ある投資物件が相手方顧客に適合しているこ
とを求めるもの、３つ目が量的適合性（quantitative suitability）で、業者が顧客口座を支配
している場合に取引が全体として量的に適合していることを求めるもの、である。これら

の適合性原則として括られる義務ないし責務群は、証券取引におけるディーラーと顧客と

の関係性を考える上で、専門家としての証券ディーラーが当然になすべきものとして観念

されており、適合性の原則は信義則の現れとも観念されるから、証券会社と投資者との間

の信任関係を背景に、信義則を介して、契約上の付随義務として観念する方が馴染むとい

う感覚もある。従って、信義則を介した契約責任構成が否定される理由はない
*7
。また、

平成１７年７月１４日最判は、業法上のルールとしてしか規定のなかった適合性原則につ

いて、私法上も不法行為責任が発生することを明らかにし、その規範を整理した点に意義

がある、と解されているが、争点となっていない債務不履行責任の原因にはならないこと

までも判示したとは解されていない。

（２）個々の勧誘行為における適合性原則違反、説明義務違反等は、債務不履行を構成す

る

【判旨】

原告らが被告との間で締結した各証券総合取引契約は、直接的には、証券取引を行う

ための口座の開設を目的にしたものであるが、原告らと被告との間で開設した取引口座

において継続的な金融商品取引が行われることを前提に締結されたものであり、被告は、

同口座において継続的な金融商品取引が行われることを念頭に置いて、原告らそれぞれ

について、投資経験や資金性格、投資目的、金融資産・年収等について情報収集の上で

原告らの意向に応ずるべく、個々の勧誘を行っていたものと認められ、こうした継続的

関係の端緒となった上記各契約は、原告らと被告との間の金融商品取引に関する基本契

約たる性質をも有していると解するのが相当である。



*8 対象となった日経平均株価連動債は、外貨建て、ノックイン条項付き、デジタル・クーポン債であるから、日本

証券業協会 H23.2.1「デリバティブ取引等に係る投資勧誘規制の見直しに伴う本協会規則の一部改正について」の参考
資料「デリバティブ取引に類する複雑な仕組債について」の分類上、「エクイティ指数リンク債（プット売り型）」に

該当する「◎複雑な仕組債」である。
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そして、同契約の下、被告は、原告らそれぞれに対し、個々の取引勧誘に際して、適

合性原則を著しく逸脱するような勧誘を行ってはならない義務、投資の適否について的

確に判断し、自己責任で取引を行うために必要な情報である当該金融商品の仕組みや危

険性等について、当該顧客がそれらを具体的に理解することができる程度の説明を当該

顧客の投資経験、知識、理解力等に応じて説明すべき義務、実質的一任売買・過当取引

と評価されるような勧誘を行ってはならない義務を負うと解するのが相当であり、これ

らの義務に違反した場合は、不法行為に該当するのみならず、債務不履行を構成すると

いうべきである。

３ 日経平均連動債の商品特性

日経平均連動債は、債券購入者が日経平均株価プット・オプションの売り手と同様の地

位に立たされる（債券買付代金は担保に等しい）仕組債*8である。

【判旨】

日経平均連動債は、一定時点における日経平均株価終値の水準によって、利率、早期

償還の有無、満期償還額が決定される仕組債である。そのメリットとしては、利率判定

水準以上、かつ、早期償還水準未満で日経平均株価が推移する場合には、高い利率によ

る利金を得ることができ、一定程度株価が下落しても、ノックイン条項が付されていな

いものについては最終日経平均株価が満期償還額決定水準を下回らなければ、ノックイ

ン条項が付されているものについては観察期間中の日経平均株価終値がノックイン判定

水準以下にならなければ、満期において額面償還されるという点が挙げられるが、基本

的に得られる利益は利金にとどまり、値上がり益を享受することはできない。その一方

で、上記の限度を超えて日経平均株価が下落した場合には、低利率のまま最長約７年間

資金が拘束され、最終日経平均株価の所定の水準からの下落率に応じて投資元本の相当

部分を毀損するリスクがあり、日経平均株価が種々の要因によって変動するものである

ことや過去の日経平均株価の動向を踏まえると、かかるリスクは十分に現実化し得るも

のであったといえる。そして、日経平均連動債は、流動性に著しく劣り、中途売却は原

則としてできないため、購入後に日経平均株価の動向が事前の見込みに反した動きをし

た場合に中途売却をして損失の発生・拡大を回避することができないという特性も有し

ている。日経平均株価は、ニュースや新聞で比較的容易に入手可能な指標であり、日経

平均連動債の利率決定、早期償還の有無、満期償還額の決定の仕組み自体が複雑困難で

あるとまではいえないが、その購入に際しては、将来の日経平均株価の動向を予測した

上で損得を検討するという複雑困難な投資判断が要求されるといえ、上記リスクの性質、

程度に照らせば、その投資結果につき自己責任を問う前提として、自分なりの見通しを



*9 商品特性について参考となる裁判例として、①実質的投資対象を日経平均連動債とする仕組投資信託に関する大

阪地判平 25・２・20（金融・商事判例№ 1415・54頁）、②大阪地判平 25・11・21（セレクト 47・155-158頁、162-163

頁）、③福岡地判平 27・３・20（セレクト 49・499-501頁）がある。

*10 最判平 17・７・14 は、「基礎商品となる日経平均株価やオプション料の値動き等は、経済紙はもとより一般の

日刊紙にも掲載され、一般投資家にも情報提供されているなど、投資者の保護のための一定の制度的保障と情報環境

が整備されているところである。さらに、平成１０年法律第１０７号による改正前の証券取引法４７条の２（現行法

の４０条１項参照）は、有価証券オプション取引など、一般投資家の保護の観点から特に当該取引のリスクについて

注意を喚起することが相当と考えられる類型の取引に関し、証券会社は、いわゆる機関投資家等を除く顧客に対し、

契約締結前に損失の危険に関する事項等を記載した説明書をあらかじめ交付しなければならない旨を定めるが、この

規定は、専門的な知識及び経験を有するとはいえない一般投資家であっても、有価証券オプション取引等の適合性が

ないものとして一律に取引市場から排除するのではなく、当該取引の危険性等について十分な説明を要請することで、

自己責任を問い得る条件を付与して取引市場に参入させようとする考え方に基づくものと解される。そうすると、日

経平均株価オプションの売り取引は、単にオプションの売り取引という類型としてみれば、一般的抽象的には高いリ

スクを伴うものであるが、そのことのみから、当然に一般投資家の適合性を否定すべきものであるとはいえないとい

うべきである」としている。
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持って主体的に日経平均株価の将来予測を行うに足りる知識、経験が求められるという

べきである*9。

ノックイン事由が発生した本訴の対象債券が平成１９年４月から１１月にかけて販売

されたものであったから、サブプライムローン問題が燻っていた当時の金融市場を踏まえ

て「過去の日経平均株価の動向を踏まえると、かかるリスクは十分に現実化し得るもので

あった」と評価された。

本判決は、最判平 17・７・14*10 を意識してか、日経平均連動債の「利率決定、早期償

還の有無、満期償還額の決定の仕組み自体が複雑困難であるとまではいえない」としたが、

引き受けることとなるリスクと期待されるリターンを検討する上での投資判断について複

雑困難な投資判断が要求されるため、適合する投資家像として「自分なりの見通しを持っ

て主体的に日経平均株価の将来予測を行うに足りる知識、経験が求められる」とした。

４ Ｘ１の適合性原則違反

（１）「排除の論理」と「支援論」

適合性原則を巡る理論的展開としては、「デリバティブ（金融派生商品）の仕組み及び

関係訴訟の諸問題」104 頁に潮見説と王冷然説が紹介され、同書の筆者は「裁判実務にお
ける適合性原則（狭義）の機能不全」の批判に対する回答として、「適合性原則に由来す

る民事責任としては、従来一般に承認され定着していた『入口規制』の側面からの不法行

為理論(＝不適合顧客勧誘の不法行為)に加え、『投資支援』の側面に着目した不法行為類

型(＝不適合商品勧誘の不法行為)を正面から承認し、投資目的との不適合の問題はこの枠

組みで対応すべきである」としている（同書 141 頁）。本訴では、株は取引したくない、
年金の代替のように毎月利金・分配金を受け取りたいとの原告Ｘ１の投資意向・投資目的
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を、王冷然説に依拠してリスク許容度の観点から主張・立証活動がなされた。

（２）事実認定レベルの争点

財産状況以外の事実関係では、「投資目的・投資意向」に関連し、①高い利金獲得を目

的とし納得して購入していたとの被告主張に対し、日経平均連動債の表面上の目的合致に

過ぎず、真意ではなかったといえるか、②引き受けるリスクの許容限度はどのようなもの

であったか、「知識・経験」に関連し、③Ｘ１の口座開設（S60.8）から相続（H13.5）まで
の期間のＸ１名義口座で金融商品取引を行っていた主体は誰か、④Ｘ１はテレビのＮＨＫニ

ュースで日経平均株価に日々接しているが、日経平均連動債の投資判断に相応しい投資経

験を有しているといえるか、⑤Ｘ１とＸ２が平成１９年夏に２回投資セミナーに出席したこ

とが、積極的な投資意向の現れといえるか、日経平均連動債の投資判断に相応しい知識・

経験を獲得したといえるか、⑥Ｘ１とＸ２が提案された金融商品の選定・購入の諾否を決定

していたことは日経平均連動債の投資判断に相応しい知識・経験を有していた裏付けとい

えるか、⑦詳しい説明を不要と申告する確認書は、日経平均連動債の投資判断に相応しい

知識・経験を有していた裏付けといえるか、⑧日経平均連動債を中途売却し大幅な損失を

確定したことに何ら苦情を申し立てて来なかったことは、自己責任と受け止めていたこと

を裏付けるといえるか、⑨担当者がノックイン事由の発生を連絡した際、ノックイン発生

が元本割れを惹起させ得る事由であることを理解していなければ出ないような悲観的な発

言を即座にしたことは、日経平均連動債の商品特性を十分理解していたことを裏付けると

いえるかといった争いがあった。

財産状況に関しては、⑩Ｘ１が相続時（H13.5）に有していた金融資産の総額、⑪Ｘ１は

無年金か否か、⑫Ｘ１の収入、⑬平成２４年６月時にＸ１の金融資産が５０００万円以上１

億円未満と記載された顧客カードと電話確認をしたとするアプローチ履歴の記載内容の真

実性といった争いがあった。

本判決は、争点③⑩⑪⑫について、次のとおり、事実認定をした。

【判旨】

⑵ 原告Ｘ１名義の証券取引口座の開設

ア 原告Ｘ１は、昭和６０年８月１２日、被告（当時の商号は新日本証券株式会社）

に対し、自ら署名押印した総合取引申込書（乙Ａ１）を差し入れ、遅くとも同日までに、

被告との間で証券総合取引契約を締結して、被告に証券取引口座（口座番号○○○○○）

を開設した（原告Ｘ１名義口座）。

同申込書には、「私は、貴社の総合取引約款にもとづき保護預かりならびに上記の取

引等を申し込みます。」と記載されていたが、同申込書中の累積投資のお申込みコース

欄や、利金等の取扱い欄には、何の記入もされていなかった（乙Ａ１）。

イ 開設された原告Ｘ１名義口座において証券取引を行っていたのは原告Ｘ１ではなく

Ｓであった。Ｓは、被告の岐阜支店にＳ名義の証券取引口座（以下「Ｓ名義口座」とい

う。）を開設し、同口座において証券取引を行っていたが、上記契約によって原告Ｘ１

名義口座を開設した後は、同口座も利用して証券取引を行っていた（甲Ａ３０、３１（い
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ずれも枝番を含む。））。

⑶ Ｓの死亡及び相続

ア Ｓは、平成１３年５月３０日に死亡した（甲Ａ２９）。原告Ｘ１は、当時６０歳

であった。

イ Ｓは、死亡当時、Ｓ名義口座に、中期国債ファンド３６９万６５４４口、外貨建

ＭＭＦ３１７万８２４２口（３万１７８２．４２ドル）、新光ＭＲＦ９２口を保有して

いたが、これらのＳの遺産は、相続により、平成１３年８月２１日に原告Ｘ１名義口座

に移管された。

⑷ 原告Ｘ１の資産、収入

ア 原告Ｘ１は公的年金に加入しておらず、年金は受給していなかった。

イ もっとも、原告Ｘ１は、Ｓ名義口座からの移管により、同年８月３１日時点で、

原告Ｘ１名義口座に、Ｓが死亡する前から同口座にあったものと合わせて、株式５銘柄

合計５３００株、公社債投信５４９万９０８３口、中期国債フアンド４７４万５１９０

口、外貨建ＭＭＦ３１８万４９１０口、新光ＭＲＦ１１４口を保有していた。その評価

額（参考為替レート１１９．２５円）の合計は、１６９３万２３３３円であった。

また、原告Ｘ１は、平成１３年８月３１日時点において、被告に預け入れている上記

金融資産のほかに少なくとも３０００万円程度の流動資産を有していた（甲Ａ３６の１

ないしＡ３８の１２）。

⑸ 原告Ｘ１の投資意向

被告従業員らは、Ｓ死亡後、原告Ｘ１に対し商品の勧誘を行うようになった。公的年

金に加入せず収入源のなかった原告Ｘ１は、利息や分配金によって生計を維持したいと

して、民間保険会社が提供している個人年金保険のような商品を含む、「定期的に金員

（年金）が支払われるタイプの商品が好みである」という要望を伝えていた。

その上で、本判決は、争点①②④ないし⑨及び⑬に関して、日経平均連動債については、

原告らのリスク評価能力が不十分であることを前提に、投資目的（リスク許容度）を「元

本を大きく毀損するリスクを許容していたとは到底認められ」ないとし、次のとおり適合

性原則違反を肯定した。

【判旨】

(ア) 原告Ｘ１は、Ｓが死亡した平成１３年５月３０日当時、未だ６０歳であり、Ｓが

保有していた遺産等を引き継いだ後の同年８月３１日時点で、原告Ｘ１が被告に預けて

入れていた金融商品は、株式５銘柄合計５３００株、公社債投信５４９万９０８３口、

中期国債ファンド４７４万５１９０口、外貨建ＭＭＦ３１８万４９５１０口、新光ＭＲ

Ｆ１１４口で、その評価額（参考為替レート１１９．２５円）の合計は、１６９３万２

３３３円であった。また、原告Ｘ１は、このほかに少なくとも３０００万円程度の流動

資産を有していた。もっとも、原告Ｘ１は、公的年金保険に加入しておらず、収入源を

有していなかったため、これらの資金は、原告Ｘ１の今後の生活を支える生活資金とな

るものであり、余裕資金とは評価しえないものであった。

なお、被告が管理する顧客情報として、原告Ｘ１に係る「顧客カード」には、原告Ｘ１
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の金融資産が５０００万円以上１億円未満である旨の記載があるが（乙Ａ３２）、被告

従業員が、原告Ｘ１から、保有中の金融資産の具体的な情報を入手し、それに基づいて

記載したものであることを示す証拠はなく、上記認定判断を左右するものとはいえない。

一方、原告Ｘ１の投資意向は、前記認定のとおり、公的年金に加入せず収入源がなか

ったため、利息や分配金によって生計を維持したいというものであり、定期的に金員（年

金）が支払われるタイプの商品が好みであるという要望を被告の従業員に伝えていた。

年金に代わるものを得るという投資目的からすると、相当程度の収益を得る必要があり、

原告Ｘ１は、相応の利回りを期待できるリスク性商品を一律に排除していたとまではい

えないとしても、前記のとおり、原告Ｘ１の投資資金は、年金もなく新たな収入を期待

できない原告Ｘ１にとって今後の生活を支える貴重な資産であり、その意向と事情に照

らせば、原告Ｘ１が、元本を大きく毀損するリスクを許容していたとは到底認められず、

このことは原告Ｘ１への投資勧誘を長年続けてきた被告の従業員らにおいても、当然に

認識し、あるいは容易に認識することができたというべきである。

(イ) 前記認定のとおり、原告Ｘ１は、平成２０年９月のリーマン・ショック発生以前

の平成１５年１月３０日から平成１９年１１月１９日までの間に、１５回にわたり、日

経平均連動債を購入している。原告Ｘ１は、被告から、日経平均連動債の商品概要説明

書は受け取っており、そこには、当初日経平均株価を仮定した上でのシミュレーション

を行った図表も掲載されており、日経平均株価の動向によっては元本を毀損するリスク

があること自体は理解可能であったと認められる。したがって、原告Ｘ１は、少なくと

も元本毀損リスクがあること自体は知りつつ、日経平均連動債の買付けを行っていたこ

とは一応認められるものの、前記のとおり、原告Ｘ１の投資資金は余裕資金と呼べるよ

うなものではなく、新たな収入源もなかったのであるから、原告Ｘ１が、元本を大きく

毀損するリスクがあるのに、そのリスクを状況に応じて適時に回避し得えないような金

融商品の取引を許容していたとまでは認められない。

(ウ) Ｓ死亡以前において、原告Ｘ１に、元本毀損リスクのある金融商品取引の経験が

あったとは認められず、Ｓ死亡後も、平成１５年１月３０日に初めて日経平均連動債「ド

イツＢＫ２２５デジタル」（別紙１№１３）を購入するまでの間に、原告Ｘ１自身で行

った金融商品取引は、商品購入代金を捻出するために行ったＳから相続した株式（同１

ないし５）の売却、被告の担当者Ａの勧誘による外貨建債券（同６、７、９、１０）及

びフランス国債（同８）の売買、そして分配型投資信託（同１２）の購入であり（乙Ａ

３）、初回の日経平均連動債の購入時点において、原告Ｘ１は、将来の日経平均株価の

動向について自分なりの見通しを持った上で主体的に投資判断を行うに足りる知識、経

験を有していたとは認められない。

その後、原告Ｘ１は、リーマン・ショックが発生する前までに、１５回にわたって日

経平均連動債を購入しているが、そのいずれもが、被告営業担当者からの積極的な勧誘

に受動的に応じたものであり、幸運にして比較的短期間で早期償還に至ったものについ

ては損失が発生しなかったにすぎず、日経平均株価の動向を踏まえ、株価下落により発

生するリスクを十分に理解して、主体的に投資判断するに足りる経験、知識を蓄積して

いたとは認められない。この点、原告Ｘ１は、Ｃがノックイン条項付き豪ドル建日経平

均連動債「ノルウェー地金２２５ノックインデジタル豪」（別紙１№３１－１）の勧誘
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に際し、日経平均株価の見通しについて楽観的な見解を示したのに対して、懐疑的な意

見を述べているが（甲Ａ４０の５）、これは、Ｓが株式取引で損失を被ったことがある

ことを踏まえた抽象的な不安に基づく発言であったと認められ、原告Ｘ１自身の相場観

や見通しに基づく主体的な判断がされたものと認めることはできない。

(エ) 原告Ｘ１は、Ａ及びＢが担当者であった期間中は、同時に２銘柄以上の日経平均

連動債を保有したことはなかった。ところが、Ｃが担当者になって以降、平成１７年１

１月２９日から平成１８年４月２４日までの間に、保有商品から買い換える形で立て続

けに３銘柄の日経平均連動債（別紙１№２２ないし２４）を購入し、これ以降は、早期

償還したら買い直すことを勧誘して常に３銘柄以上の日経平均連動債を保有した状態を

保ち、最後に日経平均連動債（同２７－３）を購入した平成１９年１１月２７日時点で

５銘柄のノックイン条項付き豪ドル建日経平均連動債を同時に保有するに至っている。

この５銘柄の合計買付金額は３１万豪ドルであり、当時の円貨換算額は約３０００万円

であって、被告預かり資産の合計評価額（約５０００万円）の約６割を占めており（甲

Ａ４の５）、当時の原告Ｘ１の流動資産約１０００万円（甲Ａ３０、３１（いずれも枝

番を含む。））を加味しても、原告Ｘ１の総資産のおよそ半分を占めていた。これは、日

経平均株価の動向次第によっては、保有資産の約半分が７年間拘束される上に、その相

当部分が毀損し得るという極めて大きなリスクを抱えた状態であり、前記認定した原告

Ｘ１の投資意向や資金の性質にも適合しない状態であったということができる。

(オ) 以上によれば、被告従業員らによる原告Ｘ１に対する一連の日経平均連動債の勧

誘行為は、原告Ｘ１の意向と実情に反して明らかに過大な危険を伴う取引へと誘導する

ものであり、原告Ｘ１にとっておよそ適合性の欠ける金融商品を、しかも過大に販売し

たものということができ、適合性原則を著しく逸脱したものであったと解するのが相当

である。

５ Ｘ１の説明義務違反

（１）事実関係

本判決は、開示された電話録音をもとに、次のとおり、事実認定した。

【判旨】

コ 日経平均連動債の購入（１１回目）

Ｃは、豪ドル建日経平均連動債「ドイツ銀行豪ドル２２５デジタルクーポン債」（別

紙１№２４）が平成１９年４月２４日（同月２５日受渡）に早期償還することが決まっ

たため、原告Ｘ１に対し、その償還元本６万豪ドルで、従前同様の内容のノックイン条

項付き豪ドル建日経平均連動債「ノルウェー輸金２２５ノックインデジタル豪」（同３

０－１。乙Ａ１４）の購入を提案することとし、同商品の目論見書（乙Ａ１５の１）及

びリスク確認書（乙Ａ１６）を原告Ｘ１宛に郵送した上で、平成１９年４月１９日、原

告Ｘ１にその勧誘のための電話をかけた。

Ｃの勧誘に対し、原告Ｘ１は、今後豪ドル円の為替レートが豪ドル安円高に移行して、

円貨で受け取る利金が減少するのではないかと心配している旨告げた。
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これに対し、Ｃは、為替レートが大きく豪ドル安円高に移行する心配はないと思うと

述べ、「これまでのように３か月に１度ずつ、高い金利を取っていただくっていうのが、

それが一番有効な方法だと思いませんか。」などと述べて、なおも「ノルウェー輸金２

２５ノックインデジタル豪」（同３０－１）の購入を勧誘した（甲Ａ４０の２）。

原告Ｘ１は、Ｃに対し、今回の商品も日本の株価に連動して償還になったりする商品

であるか確認し、同商品の内容について、半年後に最初の日経平均株価を超えたら償還

になり、そこで償還にならなくても、３か月ごとに最初の日経平均株価を超えるか否か

で償還になるかが決まるという趣旨の説明をしたＣに対し、「この間も、株下がったし

ね、あれもびっくりしたけども、まあすぐ戻してもらえたでよかったけど。」と述べた

（甲Ａ４０の２）。

原告Ｘ１は、なおも購入するか悩む様子を見せていた。

Ｃは、保有商品が豪ドル建日経平均連動債だけになってしまうのは避けたいと考え、

従前、日経平均連動債の償還元本の一部で２銘柄の投資信託「フロンティア・ワールド

・インカムＦ」（同２８）と「新光ピクテ世界インカム株式Ｆ（毎月決算）」（同２９）

を購入することを提案しており、今回は償還元本で日経平均連動債を購入するのが一番

有効な方法だと思う旨述べ、その後もＣの勧誘は続いた（甲Ａ４０の２）。

原告Ｘ１は、最終的に、購入を勧められた「ノルウェー輸金２２５ノックインデジタ

ル豪」（同３０－１）を購入することを決め（甲Ａ４０の２）、翌日の平成１９年４月

２０日付けで、同商品に係るリスク確認書（乙Ａ l ６）に所定事項を記入した上で署名
押印し、これを被告宛てに返送した。

原告Ｘ１は、被告から送付されてきた最初の固定利率が年１０％と定められたこと等

が記載されている第一回訂正事項分の目論見書（乙Ａ１５の２）を受け取った上で、同

年４月２５日、同商品を６万豪ドル分購入した。

（省略）

サ 日経平均連動債の購入（１２回目）

(ア) Ｃは、ノックイン条項付き豪ドル建日経平均連動債「ＳＥＫ２２５ノックインデ

ジタル豪」（別紙１№２７－１）が早期償還されることになったため、原告Ｘ１に対し、

その償還元本５万豪ドルで、従前同様の内容のノックイン条項付き豪ドル建日経平均連

動債「ノルウェー地金２２５ノックインデジタル豪」（同３１－１）の購入を提案する

こととし、同商品の目論見書（乙Ａ１８の１）及びリスク確認書（乙Ａ１９）を原告Ｘ

１宛に郵送した上で、平成１９年５月１５日、原告Ｘ１に電話をかけた。

Ｃが、償還元本５万豪ドルに加えて、新たに８５万円程度を原告Ｘ１名義口座に入金

して合計６万豪ドル分購入することを勧誘したのに対し、原告Ｘ１は、追加資金の投入

に難色を示しつつ、資金の追加が可能かは検討することにした（甲Ａ４０の３）。

(イ) 原告Ｘ１は、翌１６日、「ノルウェー地金２２５ノックインデジタル豪」（同３１

－１）のリスク確認書（乙Ａ１９）に所定事項を記入の上、これを被告宛てに返送した。

Ｃは、同日、原告Ｘ１に電話をかけ、同商品の最初の固定利率が年１０％に決まった

ことを伝えるとともに、現在、分配型投資信託「フロンティア・ワールド・インカムＦ」

（同２８）、「新光ピクテ世界インカム株式Ｆ（毎月決算）」（同２９）の分配金が毎月

３万３０００円程度支払われており、これに加えて３か月に１度、日経平均連動債で高
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い利金を得ることができる旨述べて、資金を追加するよう再度勧誘した。

これに対し、原告Ｘ１は、資金の追加は行わず、償還元本５万豪ドルで「ノルウェー

地金２２５ノックインデジタル豪」（同３１－１）を購入することを決めた（甲Ａ４０

の４）。

Ｃは、「新光ピクテ世界インカム株式Ｆ（毎月決算）」（同２９）の収益状況の説明に

際し、同商品が平成１８年１２月に６０万程度の分配金を出したが、それに伴い単価が

下がり、購入単価１万３３３４円に対し、現在単価１万３１００円程度になっているが、

今までの分配金を踏まえると、収支は黒字になっている旨説明し、これに対し、原告Ｘ

１は、「そうよね。うん。」と応じた(甲Ａ４０の４)。

(ウ) Ｃは、平成１９年５月２２日、原告Ｘ１に電話をかけ、原告Ｘ１が記入の上返送し

たリスク確認書（乙Ａ１９）記載の１０項目についての説明を行った。

その中で、Ｃは、発行体であるノルウェー地方金融公社が破綻するリスクがあること

を告げた上で、「債券ですので、価格の変動のリスクですね。」、「あとは、流動性のリ

スク。」、「例えば、１万７５００円で始まったときに、半年後に１万７５００円を超え

ていたら、そこで償還になりますが、超えてなかったらそのときは償還となりませんの

で」、「またその次、３か月後に超えているか否かを判断するっていうわけですね」と

説明し、これに対し、原告Ｘ１は、「ああ、いつものやね」と応じた（甲Ａ４０の５）。

Ｃは、引き続いて、「ノルウェー地金２２５ノックインデジタル豪」（同３１－１）

の利率変動リスクについての説明を行った。Ｃは、当初の半年間は年１０％で固定され

ていることを述べた上で、その後の利率決定方法について、当初の日経平均株価が１万

７５００円であった場合には、３か月ごとに、日経平均株価が当初の日経平均株価の１

５％下の水準である１万４８７５円よりも高い時には年１０％となり、これよりも低い

ときには、年０．５％になる旨説明し、原告Ｘ１が、「これも何とも言えんわね」と不

安を示すと、Ｃは、「かなりのゆとりを持たせていますので」と述べた（甲Ａ４０の５）。

Ｃは、さらに、満期償還額変動リスクの説明をし、その中で、当初の日経平均株価が

１万７５００円であった場合に、満期までの期間中に、その半値の８７５０円を下回ら

なければ、元本の５万豪ドルがそのまま戻ってくるが、下回った場合は額面割れするお

それがある旨説明した上で、日経平均株価が当初の半値以下になる可能性は非常に低い、

考えづらいなど述べた。これに対し、原告Ｘ１は、「でも分からんわねえ。」、「また日本

ちょっとぐらっ、ぐらーっとぐらつくか分からんで。」など述べた（甲Ａ４０の５）。

また、Ｃは、同商品は、購入者において早期償還したくなくとも、当初の日経平均株

価を上回ったらそこで早期償還することになるという早期償還リスクについて説明をし

た。これに対し、原告Ｘ１は、「私はそっち（早期償還）のほうがいいと思う。」「もう

危ない橋を渡るよりも。」など述べた（甲Ａ４０の５）。

上記の通話の後、Ｃは、原告Ｘ１から注文を受けた同商品５万豪ドル分の買付注文を

執行した。

（省略）

シ 日経平均連動債の購入（１３回目）

(ア) Ｃは、平成１９年７月９日、原告Ｘ１に電話をかけ、ノックイン条項付き豪ドル

建日経平均連動債「ＳＥＫ２２５ノックインデジタル豪」（別紙１№２７－２）が早期
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償還されることを報告し、その償還元本１０万豪ドルの次の投資先として、同商品と同

様の仕組みのノックイン条項付き豪ドル建日経平均連動債「ノルウェー輸金２２５ノッ

クインデジタル豪」（同３０－２）を提案し、原告Ｘ１は、これに応じた（甲Ａ４０の

６）。

原告Ｘ１は、Ｓから相続した端株の処理方法についてＣに相談し、Ｓ死亡当時に比べ

ると株価が上がってきたから端株は手放した方がいいかなと思ったという趣旨の発言を

した（甲Ａ４０の６）。その後、Ｃは、次の日経平均連動債の購入に際して、さらに資

金を投入して１１万豪ドル分、あるいは１２万豪ドル分購入することを提案したが、原

告Ｘ１は、これに応じなかった（甲Ａ４０の６）。

(イ) Ｃは、平成１９年７月１９日、原告Ｘ１宅を訪問し、原告Ｘ１に対して、「ノルウ

ェー輸金２２５ノックインデジタル豪」（同３０－２）の商品概要説明書（乙Ａ８）、

目論見書（乙９の１、２）及びリスク確認書（乙１０）を交付し、同商品の当初の固定

利率が年１０．５％であることを伝えた上で、同確認書記載の１０項目のリスク等につ

いて従前同様の説明を行い、原告Ｘ１は、同確認書に所定事項を記入し、署名押印した。

(ウ) 原告Ｘ１は、同年７月２５日、同月２３日（同月２４日受渡）に早期償還された

「ＳＥＫ２２５ノックインデジタル豪」（同２７－２）の償還元本１０万豪ドルで、「ノ

ルウェー輸金２２５ノックインデジタル豪」（同３０－２）を購入した。

（省略）

セ 日経平均連動債の購入（１４回目）

(ア) Ｃは、平成１９年９月１１日、被告岐阜支店で開催された外国債券セミナーに参

加した原告Ｘ１に対し、商品概要説明書及び目論見書を交付して、ノックイン条項付き

豪ドル建日経平均連動債「ノルウェー地金２２５ノックインデジタル豪」（別紙１№３

１－２）の購入を勧誘した。これに対し、原告Ｘ１は、資金都合について検討する旨返

答した。

(イ) Ｃは、翌１２日、原告Ｘ１に電話をかけ、再度、同商品の勧誘を行ったが、原告

Ｘ１は、資金をひねり出さないといけないので、今どうにかしようと考えているのでも

う少し待ってほしい旨述べた。

(ウ) Ｃは、翌１３日、原告Ｘ１に電話をかけ、重ねて同商品の勧誘を行い、資金を都

合できないか尋ねたところ原告Ｘ１は、最終的に同商品購入の意向を示した（甲Ａ４０

の８）ものの、生活費がぎりぎりであること、原告Ｘ１にとって５００万円という金額

は大変な金額であることを伝えた。

これに対し、Ｃは、日経平均連動債は、日経平均株価が当初の半値以下にならなけれ

ば損失が発生しないという点でリスクが限定された商品であり、現状は、株価がどんど

ん上がっていくという状況ではなく、他方で株価が下値を切り下げていくような状況で

もないと思うので、かかる状況下では日経平均連動債の利点が最大限発揮されることに

なると思う旨述べた（甲Ａ４０の８）。

(エ) Ｃは、同年９月１９日、原告Ｘ１に電話をかけて、「ノルウェー地金２２５ノック

インデジタル豪」（同３１－２）の当初の固定利率が１２％に決まったことを伝えた。

(オ) 原告Ｘ１は、同年９月２５日、被告岐阜支店を訪れ、従前同様のリスクに関する

説明を受けた後、リスク確認書（乙Ａ１３）に所定事項を記入して署名・押印し、５０
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０万円を原告Ｘ１名義口座に入金して、「ノルウェー地金２２５ノックインデジタル豪」

（同３１－２）を５万豪ドル（５０１万２５００円）分購入した。

（省略）

ソ 日経平均連動債の購入（１５回目）

(ア) Ｃは、平成１９年１０月１７日、原告Ｘ１に電話をかけ、新しく発行される日経

平均連動債の勧誘を行ったが、原告Ｘ１は、資金がないとして、これを断った。

(イ) Ｃは、平成１９年１１月１２日、原告Ｘ１に電話をかけ、現在、円高が進行して

いることと日経平均株価が下落していることを伝えたところ、原告Ｘ１は、「どっちも

大変やね。」と述べた後、「マトリックスが痛手やね」と述べた（甲Ａ４０の２７）。ま

た、円高・株安の原因について、Ｃがアメリカのサブプライムローン問題に触れると、

原告Ｘ１は、Ｂに不動産関連商品を勧誘されたことがあったが買わなくて良かった旨述

べた（甲Ａ４０の２７）。その後、Ｃは、ノックイン条項付き豪ドル建日経平均連動債

「ＳＥＫ２２５ノックインデジタル豪」（別紙１№２７－３）の勧誘を行い、当初の固

定利率が年１２ないし１４％であること、一口５００万円程度必要であることを伝え、

原告Ｘ１は、「それは妙味があるんやけど。」と応じつつ、資金がない旨述べた（甲Ａ４

０の２７）。

(ウ) Ｃは、同年１１月１６日（金曜日）、原告Ｘ１宅を訪問し、再度同商品の勧誘を行

い、原告Ｘ１がまとまった資金は用意できない旨述べたため、分配型投資信託「フロン

ティア・ワールド・インカムＦ」（同２８）を売却して資金を捻出することを提案し、

原告Ｘ１は、これに応じる意向を示した。

Ｃは、「フロンティア・ワールド・インカムＦ」（同２８）につき購入当初より基準

価額が下落していることと、「ＳＥＫ２２５ノックインデジタル豪」（同２７－３）の

当初の固定利率が年１４％であることを伝え、リスク確認書（乙Ａ２６）記載の１０項

目について説明し、原告Ｘ１は、リスク確認書に所定事項を記入の上、署名押印した。

(エ) 原告Ｘ１は、同年１１月２１日、被告岐阜支店を訪れ、原告Ｘ１名義口座に４４万

円を入金し、上記投資信託の売却代金（４４２万９８００円）と合わせて「ＳＥＫ２２

５ノックインデジタル豪」（同２７－３）を５万豪ドル（４８９万円）分購入した。

（２）規範と当てはめ

【判旨】

金融商品取引業者は、一般投資家を取引に勧誘することによって利益を得ているとこ

ろ、一般投資家と金融商品取引業者との間には、知識、経験、情報収集能力、分析能力

等に格段の差が存することに照らせば、金融商品取引業者は、証券取引総合契約を締結

して取引口座を開設した一般投資家である顧客に対し、金融商品取引に勧誘するに際し、

同契約に基づき、信義則上、投資の適否について的確に判断し、自己責任で取引を行う

ために必要な情報である当該金融商品の仕組みや危険性等について、当該顧客がそれら

を具体的に理解することができる程度の説明を当該顧客の投資経験、知識、理解力等に

応じて説明すべき義務を負うというべきである。



*11 「リスクに関して誤った認識を抱かせないように丁寧に説明すべき」に関し同旨の裁判例として東京地判平 24
・11・27（判時 2175-31 頁）がある。同判決は、「乙山は、…日経ノックイン事由又は為替ノックイン事由が生ずる見
通しを尋ねられた際、…過去五年分のチャートを示しながら、参照為替レートについては見通しは分からないとしつ

つ、日経平均株価については、よほど暴落でもしない限りは、ノックインレベルに達する可能性は低いのではないか

との見通しを述べた。しかし、…本件各仕組債発行日の約二年ないし五年前頃である平成一四年七月から平成一七年

七月までの間、日経平均株価は本件各仕組債の日経ノックインレベルである一万二二九九円四八銭及び一万一七二九

円二四銭を下回る水準で推移したことがあること、参照為替レートは、本件各仕組債発行日の二年半前頃である平成

一六年一一月から平成一七年一月までの間、本件各仕組債の為替ノックインレベルである一ドル一〇一円五八銭及び

九九円五七銭に近い円高水準にまで達したことが認められる。上記事実は、五年後の償還期限までに各ノックイン事

由が生ずる見通しを判断するにあたって、楽観視することができないことを示す重要な事項であるというべきで、乙

山は、原告から各ノックイン事由が生ずる見通しを尋ねられたのであるから、原告が本件各仕組債の有するリスクの

程度を誤解しないよう、近年の日経平均株価及び参照為替レートの状況を的確に説明する必要があったというべきで

ある。しかしながら、乙山は、原告に対し、過去五年分の日経平均株価及び参照為替レートを表すチャートを示した

ものの、口頭では上記の説明をしたにとどまり、チャートに表示されている近年の日経平均株価及び参照為替レート

の状況を認識する重要性を説明せず、日経ノックイン事由については心配する必要がないかのような誤った印象を与

える説明を行ったのであるから、乙山による上記説明は、顧客である原告において、本件各仕組債の有するリスクの

程度を誤解させるものであって、的確な認識を形成するに足る情報を提供するものであったということはできな

い。」としている。
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（省略）

日経平均連動債を勧誘する被告従業員らにあっては、利率決定、早期償還判定、満期

償還額決定の各仕組みに加えて、日経平均株価が予想に反して推移しても中途売却する

ことができず、低利金のまま受渡しから約７年間資金が拘束され、元本の相当部分を毀

損する危険性があることについて、原告Ｘ１の投資経験、知識、理解力に応じて説明を

行う義務を負っていた」とした上で、事案の「原告Ｘ１は、株式取引の経験に乏しく、

主体的に日経平均株価の動向を予測するに足りる知識と経験を持ち合わせていなかった

のであるから、原告Ｘ１に対して、日経平均連動債の勧誘を行うに当たっては、そのリ

スクに関して誤った認識を抱かせないように丁寧に説明すべきであったというべきであ

る
*11
。

（省略）

被告従業員のＡ、Ｂ、Ｃは、原告Ｘ１に対する日経平均連動債の勧誘に際し、上記仕

組みやリスクに関する説明が記載された商品概要説明書や目論見書を交付し、一応、そ

の内容に沿った説明を行っていたと認められ、購入に際しては、リスク確認書も徴求し

ている。しかしながら、上記被告従業員らが、とりわけ日経平均価格が大幅に下落した

場合の日経平均連動債のもつ上記リスクについて、原告Ｘ１に対し、それをよく認識し

得るように的確な説明をしたことを認めるに足りる証拠はなく、Ｃに至っては、その勧

誘に際して、日経平均株価に関する楽観的な見通しを語った上で高い固定利率による利

息収入のメリットを強調している。これにより、株式取引の経験に乏しい原告Ｘ１は、

商品概要説明書等に記載されているリスク説明は形式的なものと誤認し、そのリスクの

大きさを具体的に理解していなかったと認められる。実際、原告Ｘ１は、前記のとおり、

当時の投資意向に反して、Ｃの勧誘に従い、日経平均連動債に投資を過度に集中させて

いるが、その後、リーマン・ショックにより保有する日経平均連動債がすべてノックイ

ンした後は、一転して、日経平均連動債の取引勧誘をすべて拒否し、保有する日経平均

連動債を損失が出ることを知りつつ被告に買取りを求めてすべて処分しているところ、

これは、勧誘に従い日経平均連動債を購入した当時、原告Ｘ１の日経平均連動債のリス



*12 Ｃは平成 19 年９月 20 日Ｘ１に対し「昨日、デジタル・クーポン債と。」「もう一つのマトリックスのほうです
ね。」「売りのご注文を私、お受けしたかと思うんですが。」「これは売却のスケジュールがございまして。」「７月の売

却のスケジュールが、７月の９日から 19 日までだったんですよ。」「で、もう今日 20 日。」「きのーうで、もう終わっ
て、終わってしまってたんですね。」「大変申し訳なかったんですけど、あの、ですので、えー」と謝罪の言を述べて

いる。

*13 平成 19 年８月１日、既に傘下のファンドが２つ破綻していた米国大手証券会社ベアー・スターンズの傘下のフ
ァンドが破綻する旨の報道を機に、信用収縮不安が一気に広がって株売り、円キャリー取引の巻き戻しの円高が進行、

同年８月９日にはフランス大手投資銀行ＢＮＰパリバが傘下のファンドの換金（解約）凍結を発表すると、信用収縮

不安は欧州には広がった。
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クに関する理解が表層的なものにとどまっていたことを示すものである。

として、日経平均連動債に係る被告従業員の勧誘行為について説明義務違反を認めた。

６ Ｘ１のマトリックス１０売却注文不執行

Ｘ１が購入した分配金の出ない元本確保型投資信託：マトリックス１０は、①買付後、

平成１９年７月１９日の売付注文時までは概ね基準価格は上昇、②担当者が翌日まで換金

受付日と勘違いしていたため*12、同年７月の換金手続が出来ず、③同年８月９日にパリバ

ショックが発生
*13
、④マトリックス１０も換金停止となる、⑤同年８月は換金停止中のた

め再度の売付注文の提案はなく、うやむやにされ、⑥２年後の換金再開とほぼ同時に、下

落しきった基準価格のうちに、後任担当者Ｄの売却提案により、売却という経過を辿った。

【判旨】

Ｃは、平成１９年７月１９日、原告Ｘ１宅を訪問し、…持参した預かり明細（作成基

準日平成１９年７月１８日。甲Ａ４の３）において、マトリックス１０①及びマトリッ

クス１０②の評価額が、いずれも１００万円以上の評価益となっていることを伝え、そ

の売却を提案した。原告Ｘ１は、Ｃから現在の基準価額や購入為替を聞いた上で、両商

品を売却することをＣに依頼した。(イ) Ｃは、翌同月２０日、原告Ｘ１に電話をかけ、

マトリックス１０①及びマトリックス１０②の売却注文の締切日が同月１９日であった

こと、従って、売却注文を執行できなかったことなどを伝えた。原告Ｘ１は、売却注文

を執行できなかったことに対して苦情を述べることはなく、来月またマトリックスの売

却に関して連絡する旨述べたＣに対して、「はい。」と応じた（甲Ａ４０の７）。」と事

実認定した上、「Ｃが、平成１９年７月１９日に原告Ｘ１からマトリックス１０の売却

（買戻請求）注文を受けたにもかかわらず、同日中に執行しなかったことは、当事者間

に争いがない。これについて、被告は、注文を受けたのは午後４時過ぎであり、時間的

にやむを得ず執行できなかったにすぎないと主張する。しかしながら、かかる被告の主

張を裏付ける証拠はなく、むしろ、このマトリックス１０の売却（買戻請求）の注文は、

Ｃが原告Ｘ１に勧めた取引であること、Ｃは原告Ｘ１から売却（買戻請求）の注文を受け

た際、時間的に当日の売却注文の執行は無理であることや、そうするとマトリックス１

０の当月の売却注文はできなくなること（マトリックス１０の売却は１か月に１回しか

できず毎月期限がある。）を伝えた形跡がないことからすれば、Ｃが当日の売却注文が
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できない時間に原告Ｘ１から売却注文を受けたと認めることはできない。したがって、

Ｃが、原告Ｘ１によるマトリックス１０の売却注文を執行しなかったことは、被告の債

務不履行を構成するというべきである。

７ Ｘ１の損害

（１）日経平均連動債に関する損害

【判旨】

一連の取引勧誘のうち、日経平均連動債に係る一連の勧誘行為は、適合性原則に違反

し、説明義務にも違反するものであって、金融商品取引に関する基本契約上の債務不緯

行を構成するものであった」とし、「日経平均連動債は、一見、もっぱら利金の獲得を

目的とする点で、原告Ｘ１の年金の代わりとなる利息及び配当金を確保したいという投

資意向に沿うかに見えるものの、実際には、ひとたび日経平均株価が想定を超えた下落

をするという事態が発生した場合（めったにないが、あり得ないことではなく、現に発

生した。）には、原告Ｘ１の生活資金である元本を大きく毀損し、あるいは購入から約

７年もの間資産活用できないまま拘束を受けるリスクがある点で、そうした商品の購入

を勧誘すること自体が、原告Ｘ１の投資意向と実情に適合しないものであって、そのよ

うな日経平均連動債の一連の相当な頻度で行われた勧誘行為は、全体として、一連一体

の債務不履行を構成するものと解するのが相当であるから、原告Ｘ１に生じた損害を算

定するに当たっては、原告Ｘ１が購入したすべての日経平均連動債において生じた損益

を通算すべきである。

（省略）

一連の取引が完了した時点、すなわち、最後の日経平均連動債の売却代金受領時に上

記取引による日本円換算の損害額が確定したというべきであるから、上記一連の取引に

よって原告Ｘ１に生じた損害については、最後の日経平均連動債の売却時に受け取った

豪ドルの約定当時の為替相揚による円換算額、最後の日経平均連動債の売却と同時に円

転して受け取った金額及び取得した利金の合計額から、最初の日経平均連動債の購入時

に支払った既に保有していた豪ドルの約定当時の為替相場による円換算額及び最初の日

経平均連動債の購入時に豪ドルの調達に充てた日本円の金額を控除した金額をもって算

出すべきである。そして、最後の日経平均連動債の売却時に受け取った豪ドルの約定当

時の為替相場による円換算額、及び最初の日経平均連動債の購入時に支払った既に保有

していた豪ドルの約定当時の為替相場による円換算額については、仲値によって算出す

べきである。この点、原告Ｘ１は、為替決済が行われていない場面であっても、ＴＴＳ

レート、ＴＴＢレートによって円換算額を算出しているが、これは、実際には発生して

いない手数料分の損害を上乗せするものであって相当でない。

そして、日経平均連動債１５回の買付すべてに損益通算を行った。

（２）マトリックス１０売付注文不執行に係る損害
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請求の趣旨としては、平成２３年の売却価格と当初購入価格との差額を損害として構成

していたが、本判決は平成２３年のＤ提案による換金再開直後の売却を違法とはしなかっ

た。そのため、買付時から平成１９年７月１９日の売付注文時までの値上がり分を損害と

し、同日に売付注文が執行されていた場合の換金額（「仮にＣが同日に上記注文を執行し

ていた場合に原告Ｘ１が受け取ることができた米ドルの国内支払日当時の円換算額から、

マトリックス１０の購入時に米ドルの調達に充てた日本円を控除した金額」）をもって算

出すべきであるとした。具体的には、マトリックス１０①②の値上がりした価格と買付額

との差（得べかりし利益）の合計を９１万６９８２円とした。

８ Ｘ１の過失相殺

（１）日経平均連動債に関する過失相殺

【判旨】

原告Ｘ１も、日経平均連動債の基本的な仕組み自体や元本毀損リスクの存在自体は一

応理解していたと認められ、原告Ｘ１は、自らの責任において、日経平均連動債の持つ

リスクの内容、その大きさを正確に認識して、ひいては日経平均連動債の購入を拒否す

ることも不可能であったとまではいえないのに、勧誘されるまま次々と日経平均連動債

を購入していったことは、軽率のそしりを免れない。また、原告Ｘ１は、ノックインし

た日経平均連動債について、満期まで持ち続けるという選択肢もあることを、被告の従

業員から説明を受けていたのに、被告による満期前の買取提案に応じることとし、その

結果、より多大な元本毀損の損害が確定した面があることも否定し難い。以上の点をふ

まえると、日経平均連動債の取引が原告Ｘ１にとって適合性を欠く取引であったと認め

られることを踏まえても、上記損害のすべてを被告に賠償させることは、公平の観点か

らして相当でなく、日経平均連動債の取引に係る損害については、４割の過失相殺を行

う（以下省略）

（２）マトリックス１０は過失相殺なし

売付注文不執行によるマトリックス１０の得べかりし利益の損害については過失相殺は

なされていない。

（３）実際の意味

Ｘ１は、違法性が認められなかった外債、投資信託によって利金・分配金を得ていた。

そのため、判決日まで年５％の遅延損害金を考慮すると、弁護士費用を含めて認められた

賠償額は、金融商品取引全体の経済的実損の１２０％相当、日経平均連動債とマトリック

ス１０の得べかりし利益との損害合計の９１％相当であった。

９ Ｘ２の適合性原則違反

Ｘ１の取引期間の途中で証券口座を開設して取引を開始したＸ２に対しても、Ｘ１と同様

に、日経平均連動債との関係では、「大きく元本が毀損し得るリスクを負ってまで投資を
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行う意向を有していたとは認められない」として適合性原則違反が認められた。

【判旨】

ア 原告Ｘ２は、被告における証券総合取引口座を開設した平成１９年１月２４日当

時、６４歳であり、金融商品取引の経験を有していたとは認められない。原告Ｘ２は、

被告との取引開始後約８か月が経過した平成１９年９月２５日、５００万円を入金して

ノックイン条項付き豪ドル建日経平均連動債「ノルウェー地金２２５ノックインデジタ

ル豪」（別紙２№２）を購入し、そこから約２か月後の同年１１月２１日、さらに４８

３万円を入金してノックイン条項付き豪ドル建日経平均連動債「ＳＥＫ２２５ノックイ

ンデジタル豪」（同３）を購入しているが、初回の日経平均連動債（同２）の勧誘を受

けた時点においても、ＮＺドル建債券１銘柄の購入、経験を有するのみで、将来の日経

平均株価の動向について自分なりの見通しを持った上で主体的に投資判断を行うに足り

る知識、経験を有していたとは認められない。

原告Ｘ２は、初回の日経平均連動債の勧誘を受けた際に、日経平均株価が大きく下落

することに関する不安を述べているが（甲Ｂ８の２）、これは、抽象的な不安に基づく

発言であったと認められ、主体的な投資判断を行うに足りる知識、経験があったことを

裏付けるものではない。

イ 原告Ｘ２は、被告に対し、年収及び金融資産がいずれも５００万円未満である旨

申告していたが、実際には、口座開設時点において、少なくとも約２０００万円程度の

流動資産を有していたと認められる。もっとも、原告Ｘ２がこれを超える金額の金融資

産を保有していたことを認めるに足りる証拠はない。

原告Ｘ２及びＫの生計は、主にＫが営むＮ造園の収入によって維持されていたと認め

られるが（甲Ｂ５ないし７の２）、Ｋの保有資産の状況やＮ造園の経営状況は明らかで

なく、上記原告Ｘ２の資金の性格が余裕資金であったと認めることはできない。

ウ 原告Ｘ２は、投資目的につき、「資産の保全」、「投資元本の安全性重視」、「利金

等の収益性重視」、「流動性を優先」、「中・長期的売買益重視」、「短期的売買益重視」

のうちから「利金等の収益性重視」を選択していた。

そして、前記のとおり、日経平均連動債の商品概要説明書には、当初日経平均株価を

仮定した上でのシミュレーションを行った図表も掲載されており、日経平均株価の動向

によっては元本を毀損するリスクがあること自体は理解可能であったというべきであ

り、原告Ｘ２についても、少なくとも抽象的には元本毀損リスクがあることを知りつつ、

日経平均連動債の買付けを行っていたと認められ、原告Ｘ２は、一定の元本毀損リスク

は覚悟しつつ、利息・分配金による収益性を重視して投資を行う意向を有していたとい

える。

もっとも、原告Ｘ２は、初回の日経平均連動債に係る勧誘を受けた際に、早期償還の

場合に元本毀損することはないかと確認したり（甲Ｂ８の２）、ＵＳ－ＲＥＩＴの勧誘

を受けた際に、元本を割り込むことがないかＤに保証を求め、Ｄからいつでも中途売却

できることを聞いて投資することを決めたりする（甲Ｂ８の１９）などしており、投資

資金が余裕資金といえるものではなかったことを踏まえると、大きく元本が毀損し得る

リスクを負ってまで投資を行う意向を有していたとは認められない。
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エ 前記のとおり、原告Ｘ２は、取引開始後１年にも満たない短期間で、約１０００

万円を日経平均連動債の購入に充てているが、これは、日経平均株価の動向によっては、

当時の保有資産全体のおよそ半分に相当する約１０００万円が約７年間拘束され、その

相当部分が毀損し得るという大きなリスクを抱えた状態であり、原告Ｘ２の意向と実情

に反するものであったというべきである。

オ 以上によれば、Ｃの原告Ｘ２に対する上記日経平均連動債の勧誘行為は、原告Ｘ２

の意向と実情に反して明らかに過大な危険を伴う取引へと誘導するものであり、原告Ｘ

２にとっておよそ適合性の欠ける金融商品を、原告Ｘ２の資産状況に照らして過大に販売

したものということができ、適合性原則を著しく逸脱するものであったと解するのが相

当である。

10 Ｘ２の説明義務違反

Ｘ２に対しても、Ｘ１と同様に、日経平均連動債との関係では、「利率決定、早期償還判

定、満期償還額決定の各仕組みに加えて、日経平均株価が予想に反して推移しても中途売

却することができず、低利金のまま約７年間資金が拘束され、元本の相当部分を毀損する

危険性があることについて、原告Ｘ２の投資経験、知識、理解力に応じて説明を行う義務」

が認められ、「Ｃは、その勧誘に際して、日経平均株価に関する楽観的な見通しを語った

上で高い固定利率による利息収入のメリットを強調しており、これにより、株式取引の経

験に乏しい原告Ｘ２は、商品概要説明書等に記載されているリスク説明は形式的なもので

あり、実際にはリスクは顕在化しないとの印象を受けており、むしろ、Ｃの説明は、原告

Ｘ２がそのリスクの大きさを具体的に理解することを妨げるものであったと認められる。」

として説明義務違反が認められた。

【判旨】

ア 日経平均連動債の商品特性は前記のとおりであり、日経平均連動債を勧誘するＣ

にあっては、利率決定、早期償還判定、満期償還額決定の各仕組みに加えて、日経平均

株価が予想に反して推移しても中途売却することができず、低利金のまま約７年間資金

が拘束され、元本の相当部分を毀損する危険性があることについて、原告Ｘ２の投資経

験、知識、理解力に応じて説明を行う義務を負っていたというべきである。

イ 前記のとおり、原告Ｘ２は、株式取引はおろか、金融商品取引自体の経験に乏し

く、主体的に日経平均株価の動向を予測するに足りる知識と経験を持ち合わせていなか

ったのであるから、原告Ｘ２に対して、日経平均連動債の勧誘を行うに当たっては、そ

のリスクに関して誤った認識を抱かせないように丁寧に説明すべきであったというべき

である。

これを本件についてみるに、Ｃは、原告Ｘ２に対する日経平均連動債の勧誘に際し、

上記仕組みやリスクに関する説明が記載された商品概要説明書や目論見書を交付し、一

応その内容に沿った説明を行っていたと認められ、買付注文を執行するに際しては、リ

スク確認書も徴求しているものの、Ｃは、その勧誘に際して、日経平均株価に関する楽

観的な見通しを語った上で高い固定利率による利息収入のメリットを強調しており、こ
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れにより、株式取引の経験に乏しい原告Ｘ２は、商品概要説明書等に記載されているリ

スク説明は形式的なものであり、実際にはリスクは顕在化しないとの印象を受けており、

むしろ、Ｃの説明は、原告Ｘ２がそのリスクの大きさを具体的に理解することを妨げる

ものであったと認められる。

ウ したがって、日経平均連動債に係るＣの勧誘行為は、上記説明義務に違反するも

のであったと解するのが相当である。

11 Ｘ２の損害

Ｘ２に対しても、Ｘ１と同様に、日経平均連動債の取引に係る損害の計算方法が採用され、

日経平均連動債２回の買付の損益通算を行った。

12 Ｘ２の過失相殺

（１）過失相殺

【判旨】

日経平均連動債の取引は原告Ｘ２にとって適合性を欠くものであり、そのリスクに関

する説明は原告Ｘ２の理解のために不十分なものであったと認められるものの、原告Ｘ２

は、被告従業員のＣから、商品概要説明書や目論見書の交付を受けて、日経平均連動債

に係る一応のリスク説明を受けており、日経平均連動債の基本的な仕組み自体や元本毀

損リスクの存在自体は一応理解していたと認められ、自らの責任おいて、正確なリスク

認識の下、リーマン・ショック後にそうしたように、勧誘を受けても日経平均連動債の

購入を拒絶することが不可能であったとまではいえないこと、原告Ｘ２は、ノックイン

した日経平均連動債について、満期まで持ち続けるという選択肢があり、その説明を受

けている中で、被告による満期前の買取提案に応じることとし、その結果、より多大な

元本毀損の損害が確定した面があることも否定し難いことからすれば、日経平均連動債

の取引が原告Ｘ２にとって適合性を欠く取引であったと認められることを踏まえても、

上記損害のすべてを被告に賠償させることは公平の観点からして相当ではなく、原告Ｘ

２については、原告Ｘ１に比べて取引経験が浅く、本件日経平均連動債の購入は取引のご

く初期に行われていることを考慮して、３割の過失相殺をするのが相当である。

（２）実際の意味

Ｘ２は、違法性が認められなかった外債、投資信託によって利金・分配金を得ていた。

そのため、判決日まで年５％の遅延損害金を考慮すると、弁護士費用を含めて認められた

賠償額は、金融商品取引全体の経済的実損の８５％相当、日経平均連動債の損害計の１０

１％相当であった。

以上
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