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あっせん状況について 
 
 

平 成 1 8 年 1 月 
日本証券業協会 

 
平成17年10月から平成17年12月までの間に、あっせん委員により和解が成立した事案は25件であり、内訳は【1.勧誘に関する紛争】が8件、【2.
売買取引に関する紛争】が15件、【事務処理に関する紛争】が2件となっている。 
 
1.勧誘に関する紛争（8件） 
紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

東京 女 71 <申立人の主張> 

 71 歳の年金生活者に対し、取引の危険性等の説明を行うことなくオプ

ション取引を開始させた。「適合性の原則違反」及び「説明義務違反」で

あることが明らかであることから、損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 他の証券会社とも取引を行っている等証券取引の知識を豊富に有す

る投資家であり、オプション取引に関する仕組、リスク等の説明を行って

いる。 

1,907 万円
 平成17年10月、あっせん委員は、双方

から事情聴取の結果、商品について申立

人が理解していたと認識していたと言え

るかは疑問であり、投資経験もこれにふ

さわしいものであったとは認められず、一

方、申立人は投機性について理解できた

にもかかわらず勧められるまま取引を継

続していたとも考えられることから、1,000

万円を申立人に支払うことで和解成立。

適合性の

原則 

四国 女 83 <申立人の主張> 

 証券知識のない者に対し外債、株式等の売買を強引に勧誘し、多額

の損失を被らせた。手数料目的に取引を行わせたものであり、適合性

原則に違反した取引であることから、損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 扱者は商品内容等の説明を行った上で取引を受注、執行している等

により、適合性に反するような行為はないと判断している。 

 また、申立人は公社債の利金等で 1,000 万円を受取っている。 

1,900 万円
 平成17年11月、あっせん委員は、双方

に互譲を求めた結果、250 万円を申立人

に支払うことで和解成立。 
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紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

東京 男

法人

72 <申立人の主張> 

 信用取引における株式分割において、権利処理について十分な理解･

納得の出来る説明もなかったために、買埋め等の処理が手遅れとなっ

たことから被った損失について損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 損失を被ったのは申立人の自己責任である。  

192 万円 

363 万円 

 平成17年10月、あっせん委員は、申立

人に対し扱者が信用取引における株式

分割の権利処理について、3 月末の権利

落ち価格に影響されることがあるとの説

明は行っていたが、具体的な事例等を十

分説明していなかった等の状況を鑑み、

双方に互譲を求めた結果、損害金の 30% 

57 万円、109 万円を申立人に支払うこと

で和解成立。 

誤った情

報の提供 

 

東京 男 54 <申立人の主張> 

 扱者の説明が不適切であったため外債の購入ができなかった。後日

購入した価額との差額等の損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 誤った説明はなかった。 

5 万円 
 平成17年12月、あっせん委員は、会社

側の応対は不適切であり、一方申立人に

も落度があるとし、互譲を求めた結果 3

万円を申立人に支払うことで和解成立。
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紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

大阪 男 76 <申立人の主張> 

 定期預金の満期に際し、投資信託の勧誘を受け発注した。後日、取引

報告書が送付されて来て、多額の手数料が徴収されていたことが判明

した。扱者から手数料についての説明を受けていれば購入しなかった。

 よって、扱者には説明義務違反があり、元本との差額等について損害

賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 勧誘時に手数料の説明をしなかったことは認めるが、商品内容の説

明をしたこと及び過去に取引経験があり、手数料がかかることは認識し

ていたことから、当取引については申立人の同意を得ていたと考える。

よって申立人の申立には応じられない。 

84 万円 
 平成17年10月、あっせん委員は、扱者

が申立人に対し、勧誘時に手数料につい

て説明もなく、重要事項の確認書に手数

料の数値等が未記載のまま署名･捺印さ

せたことは被申立人の落度であり、一

方、申立人は投資経験もあり、手数料も

かかることを認識していたというべきで、

申立人にも落度が認められることから、

互譲を求めた結果、42 万円を申立人に

支払うことで和解成立。 

名古屋 男 63 <申立人の主張> 

 信用取引貸株料について事前の説明がなく、被った損失額について

損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 扱者は申立人に対し説明は行っており、申立人の主張には応じられな

い。 

12 万円 
 平成17年11月、あっせん委員は、早期

解決のため互譲を求めた結果、3 万円を

申立人に支払うことで和解成立。 

説明義務

違反 

東京 男 55 <申立人の主張> 

 投資信託の購入時、手数料の説明を受けていないことから取消を求

めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 本取引の契約時に手数料額及び料率の説明がなされていなかったこ

とを認める。 

22 万円 
 平成17年12月、あっせん委員は、被申

立人に誤認を招く勧誘が認められると判

断し、請求金額 22 万円全額を申立人に

支払うことで和解成立。 
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2.売買取引に関する紛争（15件） 

紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

東京 男 43 <申立人の主張> 

 寄付値で売却するため 1 円で売却発注したところ、同値での発注

を認めてもらえなかった。実際には可能であったことから、誤った説

明を受けて売却できなかった損失について損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 扱者の説明ミスは認めるが、売却が出来たという証明は出来ない

ため、差額の補填は出来ない。 

51 万円 

 

 平成17年10月、あっせん委員は、扱者

が申立人に対し誤った説明をし、本来は

可能であるところの 1 円の指値を認めな

かったために、申立人が指値を変更せざ

るを得なかったものであることから、寄付

値で約定成立した場合と実際の約定価

格との差額を基に算定した 40 万円を申

立人に支払うことで和解成立。 

四国 男 78 <申立人の主張> 

 扱者の思違いにより他銘柄を買付けられ、正式な発注が約定され

ていたことにより得られたであろう利益について、損害賠償を求めた

い。 

 

<被申立人の主張> 

 事実関係は認めるものの、当社の算定した損害額は申立人の主

張とは異なる。 

1,170 万円
 平成17年12月、あっせん委員は、賠償

義務が発生していることを認め、581 万円

を申立人に支払うことで和解成立。 

売買執行

ミス 

 

東京 女 42 <申立人の主張> 

 オンライントレード取引においてシステムの処理ミスが発生した。扱

者に間違った対応があり、売却不能の状態が続いたことによる損失

等について損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 申立の趣旨は認めるが、損失額については公正な判断を求めた

い。 

9 万円 
 平成17年 12月、あっせん委員は、シス

テム遅延がなければ売却注文を出し得た

時間があり、その時点の価格で損失を換

算することが適性かつ合理的と判断し、6

万円を申立人に支払うことで和解成立。



－5－ 

 
紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

東京 女 57 <申立人の主張> 

 扱者は詳しい商品説明もせずにリスクの高い投信を無断で売買し

たり、入金累計金額を過小に伝え、売却損が生じていることに気付

かせないように取引を継続させたことによる損失額について、損害

賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 申立人に対し、取引の都度「取引報告書」を顧客宛に送付してい

る。また、平成 8 年 10 月以降は「月次報告書」、その後は制度変更

による「取引残高報告書」を送付していたが、申立人からは本件に

関する異議申立はなかった。 

1,199 万円
 平成17年10月、あっせん委員は、双方

から聴取した結果、 

 ①平成 7 年 6 月から同 10 年 7 月にお

いて、短期売買を含む数多くの過当取引

が認められる。 

 ②申立人の証券取引や商品に関する

理解は十分とは言い難く、扱い者が十分

な説明を行った結果の取引とするには疑 

問である。 

 ③平成 11 年 7 月の入金累計金額に係

る問合わせに関しては、扱者が誤った回

答をして取引を継続させたと推認される。 

よって、双方の主張に相違はあるものの

それぞれの過失を勘案し、会社側が申立

金額の約4割に相当する500万円を申立

人に支払うことで和解成立。 

無断売買 

 

東京 男 55 <申立人の主張> 

 投資経験のない申立人に対し、安全な商品から株式取引への強

引な勧誘、無断売買、過当取引によって被った損失について損害賠

償を求めたい。 

  

<被申立人の主張> 

 取引報告書、月次報告書を郵送しており、無断売買については否

認する。 

720 万円 
 平成17年10月、あっせん委員は、双方

から事情聴取の結果、扱者は慎重に取

引を行うべきであり、またその取引頻度

は一時極めて多く、手数料稼ぎを目的と

した扱者主導の過当取引であると見られ

かねない状況もあり、また社内検査にお

いてアラーム勧告の際、適切な対応を怠

る等落度が認められるが、申立人にも落

度が認められることから 250 万円を申立

人に支払うことで和解成立。 
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紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

名古屋 女 64 <申立人の主張> 

 扱者が信用取引口座を使用して保証金代用有価証券を無断売却

したため、被った損失について損害賠償を求めたい。  

 

<被申立人の主張> 

 扱者は申立人に対し借用書を差し入れている等の状況から、申立

人と扱者との間の個人的な貸借であると考える。 

761 万円 
 平成 17 年 10 月あっせん委員は、被申

立人に使用者責任を認める一方、申立人

にも重大な過失があったとし、228 万円を

申立人に支払うことで和解成立。 

東京 女 81 <申立人の主張> 

 株式及び投資信託の取引において、商品内容の説明もなく、また

損益状況についての説明もなかったことから、被った損失額につい

て損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 申立人に対し、十分な説明を行っていたとの認識である。 

685 万円 
 平成17年11月、あっせん委員は、高齢

者に対し被申立人の説明等は十分であ

ったとは言い難いが、最終的な判断は申

立人が行っており、双方に互譲を求めた

結果、200万円を申立人に支払うことで和

解成立。 

無断売買 

 

東京 女 82 <申立人の主張> 

 扱者は、了承を得ないで株式を売却し、投資信託を買付けたこと

から、原状回復を求めたい。 

  

<被申立人の主張> 

 無断売買はなく、申立人からの正式な受託のもとに行った取引と

判断している。 

80 万円 
 平成17年11月、あっせん委員は、扱者

による申立人の意思確認が不十分であ

り、正確な商品説明がなされていないと

判断し、互譲を求めた結果、28 万円を申

立人に支払うことで和解成立。 
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紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

大阪 女 40 <申立人の主張> 

 株式の取引において、扱者の無断売買により被った損失について

損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 無断売買の事実を認めるが、申立人からの早期の連絡で過度の

回転売買等損害の拡大は阻止できたと思われることから、申立人に

も過失があると認められ、金額については協議したい。 

1,500 万円
 平成17年11月、あっせん委員は、申立

人にも一部落度があるとし、互譲を求め

た結果、1,242 万円を申立人に支払うこと

で和解成立。 

東京 男 74 <申立人の主張> 

 外国株式の取引において、扱者に無断売買されたことによる損害

賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 外国株式については、電話により勧誘を行い、銘柄の内容や損益

状況等について一応の説明を行っている。 

 一部の取引について無断売買の事実があったことを認める。しか

し、取引報告書等が送付されていたが申立人より異議の申出はな

く、取引を追認したものと考える。 

200 万円 
 平成17年12月、あっせん委員は、申立

人には早期に異議の申立を行わなかっ

たこと、「取引内容･残高照合のご確認」

に署名･捺印している等過失があり、被申

立人は十分な説明を行ったとは言い難

く、法律上の追認は認められないとし、85

万円を支払うことで和解成立。 

無断売買 

 

東京 女 76 <申立人の主張> 

 本人不在中の無断売買について、原状回復を求めたい。 

  

<被申立人の主張> 

無断売買ではなく、取引を一任されたものである。扱者は申立人に

対し、取引の損益について週に一、二度説明しており、また、申立人

は残高報告書等により資産の減少を認識できたはずであり、損益は

顧客に帰属するものである。 

2,624 万円
 平成17年12月、あっせん委員は、本件

は扱者による一任取引であるが、取引状

況からすれば、損益の全てを申立人に帰

属させることは妥当でないとし、550 万円

を申立人に支払うのが妥当とするあっせ

ん案を提示し、双方が合意したことから和

解成立。 
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紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

大阪 男 33 <申立人の主張> 

前日の引け後、先物取引の新規買建て注文を発注したが、当日の

寄付前にシステムがダウンした。このため、発注した注文について

問い合わせたところ、窓口応対者が発注を執行したと説明したた

め、反対売買を執行してしまった。不適切な説明により取引機会を

逸する結果となってしまったことから、約定していれば得られたであ

ろう利益について損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 申立の趣旨を認めるが、金額については争う。 

83 万円 
 平成17年11月、あっせん委員は、当該

注文は正式に受理されたものであり、被

申立人は本件注文を忠実に執行する義

務があるものと判断し、83 万円を申立人

に支払うことで和解成立。 

ネ ッ ト 取

引 

 

東京 男 31 <申立人の主張> 

 インターネット上での株式取引において、画面表示に誤りがあった

ことにより錯誤したまま約定した取引は無効であることから、損失分

の損害賠償を求めたい。 

  

<被申立人の主張> 

 システム障害は約款上免責であり、また取引は申立人指示で行わ

れたもので正常取引とみなされることから、損害賠償には応じられな

い。 

683 万円 
 平成17年11月、あっせん委員は、画面

表示の誤りにも一因があるとして、双方

に互譲を求め、33 万円を申立人に支払う

ことで和解成立。 
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紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

東京 男 37 <申立人の主張> 

 インターネット取引において、システム障害が起こっていたが連絡

が無く、注文が失効していることが認識できなかった。 

 障害に気付き電話で売発注したが、その時点ではストップ安売り気

配のまま約定できなかった。当該注文失効による損失について損害

賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 システム障害により、オンライン上で受注した注文を取引所に流す

ことができなくなったため、顧客が寄付き前に入力した注文は全て

「失効」とし、顧客からは改めて電話により注文を発注してもらうこと

とした。しかし、当該事項を記載したメールを発信したのは午前 9 時

15分頃になってしまった。システム障害の発生を申立人が知ることと

なったのは、寄付き後大分時間が経っていたのは事実であるため、

当社に一定の責任があることを認める。 

361 万円 
 平成17年10月、あっせん委員は、被申

立人はオンライントレードをサービスとす

る証券会社でありながら、システム障害

を回避する態勢が不十分であり、また、

障害発生に伴い寄付き前に発注した注

文が失効になった旨の通知が寄付き後

であったことから、申立人が寄付き前に

電話で発注することも出来なかったことな

ど不備も認められる。一方申立人もオン

ライントレードシステムに障害が全く発生

しないとは言えず、そのことを自己責任と

して理解する必要があることから、双方に

互譲を求め、申立人請求額の 75%である

250 万円を申立人に支払うことで和解成

立。 

ネ ッ ト 取

引 

 

東京 男 57 <申立人の主張> 

 オンライントレード取引において、扱者の間違った対応により売発

注できない状態が続き、損失が拡大した。 

 よって、当該損失等について損害賠償を求めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 発注取消は、申立人の意思により行われたものである。 

33 万円 
 平成17年12月、あっせん委員は、双方

に互譲を求めた結果、30万円を申立人に

支払うことで和解成立。 



－10－ 

 
3.事務処理に関する紛争（2件） 

紛争の 

内容 
支部 性別 年齢 紛争の概要(申立人及び被申立人の主張) 

申立人の請

求金額 
紛争解決の状況 

大阪 男 60 <申立人の主張> 

 外国債券の取引において、購入時償還は米ドルで受取りたい旨依

頼していたにもかかわらず、円貨で決済された。よって原状回復に

係る費用及び回復時点の為替損金等について損害賠償を求めた

い。 

 

<被申立人の主張> 

 償還日までに、申立人から償還金を外貨で受領したい旨の申出は

なかった。 

16 万円 
 平成17年10月、あっせん委員は、双方

から事情聴取した結果、申立人は約款内

容を確認しなかった落度があると判断さ

れるが、扱者の説明が不十分であった面

もあったことから、原状回復した場合生じ

る為替差損等 7 万円を申立人に支払うこ

とで和解成立。 

事務処理

ミス 

東京 女 90 <申立人の主張> 

 保有株式が上場廃止となったが、扱者が連絡を怠ったことから売

却を失念した。上場最終日の終値での買取を要求し、損害賠償を求

めたい。 

 

<被申立人の主張> 

 扱者の連絡ミス及び管理において落度は認めるが、株式の買取の

責任はないと考える。 

299 万円 
 平成17年12月、あっせん委員は、株式

売却においては申立人、被申立人双方

に落度が認められるが、保護預かり契約

上被申立人側の責任が高いとし、252 万

円を申立人に支払うことで和解成立。 

 


