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第1　はじめに

第2　利息について

お金を借りたら、ふつう、利息を付けて返さなければなりません。な

ぜ、利息を付けて返さなければならないかといえば、借りる際に、貸主

との間で、「何％の利息を付けて返済します」という約束、つまり契約を

しているからなのです。

約束は守らなければならないのと同じで、契約も守らなければならな

い、確かにこれが原則です。しかしながら、どのような契約でも、一度

結んだ以上、それに拘束されるのでしょうか？答えはNOです。

契約は原則として自由ですが、それは法律の許す範囲の中での話しで

す。法律が、「これこれこういう場合には、契約を無効とする。」と定め

ている場合には、その限りでは契約は無効とされており、たとえ当事者

同士が納得ずくで結んだ契約であっても、法律の規定によって無効とさ

れる場合がある、ということをまず知っておいていただきたいと思いま

す。

話しを利息の問題に戻します。お金を借りる際に、「何％の利息を付け

て返済します」という契約をしたとします。この、利息の契約について、

法律はどのように定めているのでしょうか。

第3　利息制限法

まず、私たちが知らなければならないのは、利息制限法という法律で

す。利息制限法は、あらゆるお金の貸し借りについて、利息の上限を規
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定しています。そして、利息制限法の規定に反する契約は、あくまでも

無効です。無効である。ここが非常に重要です。無効とはどういうこと

か。契約が無効ということは、たとえそのような契約をしたとしても、

守る義務は無い、拘束されないということです。

それでは、利息制限法の規定を具体的に見ていくことにしましょう。

利息制限法では、借り受ける元金（元本）に応じて、以下のとおり「利

息の上限」が決められています。

元金100万円以上　　　　　　　　→　年15％が上限

元金10万円以上100万円未満　→　年18％が上限

元金10万円未満　　　　　　　　　→　年20％が上限

そして、この上限を超える利息の契約をしたとしても、契約として有

効なのはこの上限までであり、この上限を超える部分の利息の契約は無

効とされているのです。

例えば、ある人が、サラ金から50万円を借りる際に、年25％の利

息を付けて返済する、という契約をしたとします。この場合、利息の契

約として有効なのは、年18％までであり、それを超える部分、つまり

年18％を超えて、年25％までの部分は、契約自体が無効、つまり守

る義務は無い、言い換えれば、返す義務は無い、返さなくてもいい、と

いうことになるわけです。そう言われてもピンと来ない方もいらっしゃ

るかもしれませんが、これがまざれも無い事実なのです。

契約が無効というのはどういうことか。もう少し詳しく考えてみまし

ょう。例えば、Aさんが、先月、サラ金から50万円を借りたとします。

その際、年25％の利息を付けて返済する契約をしたとします。この時

点ではAさんも、契約の内容を完全に理解し、納得して50万円を借り

たとします。たまたま明日が分割払いの第1回目の返済期日になってお
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り、15000円を返済しなければならない。ところが、Aさんは今夜

のセミナーで、利息制限法という法律では年18％を超える部分の利息

の契約は無効であり、返済の義務が無いことを知りました。Aさんは明

日の返済期日にサラ金に行き、15000円を返済する際、次のように

言うことができるのです。

「自分は年18％を超える利息を払うつもりはない。この15000円

のうち、年18％を超える利息部分は元金の返済に充ててください。」

Aさんからそう言われたサラ金の社員がどんな顔をするかはわかりま

せんが、そのように言われれば、サラ金としてはAさんの言うとおりに

せざるを得ないことになります。法律がそうなっているのですから、サ

ラ金としてもそうするより仕方が無いわけです。ところが、サラ金から

お金を借りている人で、Aさんのような対応をしている人は現実にはほ

とんどいないでしょう。その理由として考えられるのは、次の3つくら

いでしょうか。

1　そもそも利息制限法という法律を知らない

2　利息制限法という法律があることは知っているが、内容を理解し

ていない

3　利息制限法の内容を理解していても、そこまでの勇気が無い（サ

ラ金が怖い、裁判になるのではないか・・・）

こうした理由で、私たちは、これまでなかなか声をあげることができ

なかったわけですが、これからは、私たち一人一人が、正確な法律の知

識を身につけ、勇気を持って、声を上げていくべきだろうと思います。

私は、ずっと前からサラ金のテレビコマーシャルは止めるべきだと思

っていますが、百歩譲ってテレビコマーシャルを認めるとしても、最低

限、「利息制限法の上限を超える利息は返済の義務はありません。」とい

うことを告知すべきだと思います。「親身になります」とか「お客様一人

一人にあった返済プランをご提案します」とか、そんなことよりも、利

息制限法の上限を超える利息は返す義務が無いのだということこそが、
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借りる人にとっては何より重要な情報なわけですから、このことを告げ

ないというのは、全くフェアではないと思います。

自動契約機、無人契約機にしても、利息制限法に基づいて計算した利

息と元金を返済しようと思っても、それができるようなシステムにはな

っていません（確かめたことはありませんが、たぶんなっていないでし

ょう）。つまり、先ほどのAさんのように対応するためには、少なくとも

お店の窓口に行かなければどうにもならないわけです。自動契約機で、

借りる際の抵抗感を限りなくとっばらっておきながら、利息制限法に基

づいた返済は機械では受け付けない、この点も、極めてフェアじゃない

と思うわけです。

第4　グレーゾーンとは？

それなのに現実はどうかといえば、テレビで堂々とコマーシャルを流

しているようなサラ金などは、のきなみ年20数％、場合によると年3

0％近い金利で貸付を行っています。これはなぜか。利息制限法という

法律があり、はっきりと無効であるとされているにもかかわらず、そう

した無効な利息での貸付が当たり前のように世の中でまかりとおってい

るのはどうしたことなのか。不思議でなりません。

この理由は、わが国においては金利を規制する法律が、いわば二重構

造とでも呼ぶべき極めて難解かつ複雑で、いびつな構造を持っているか

らなのです。

実は、利息制限法とは別に、出資法という法律があります。この出資

法では、貸金業者がお金を貸す際に、年29．2％を超える利息の契約

をした場合には刑罰を科すと規定しています。

先ほどの利息制限法では、年15％から年20％を超える利息は無効

であるとされていますが、刑罰を科すとまではされていないのに対し、

出資法では年29．2％を超えたら刑罰を科すと言っているわけです。

そのために、多くの貸金業者は、利息制限法を破ったとしても罰せられ
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ることはないからとの理由で、平気で利息制限法を無視した貸付を行っ

ているわけです。そんな彼らも、さすがに刑罰を科せられたらたまらな

いということで、出資法の定める年29．2％を超えない範囲で利息を

取り、貸付を行っているのです。

このように、契約としては無効でありながら、刑罰が科されることの

ない利息の領域が、いわゆるグレーゾーンと呼ばれているものです。白

でも黒でもない、灰色の領域ということですね。

そんなことを言われても、刑罰の有無にかかわらず、無効なものはや

っぱりどこまでいっても無効なわけで、なんともすっきりしない状況が

長年に渡って続いてきたわけです。

今、国会で法改正が議論されており、ようやく、グレーゾーンが撤廃

され、出資法の上限が引き下げられて、利息制限法に一本化されようと

しています。このこと自体は評価すべきことであり、待ちに待った法改

正であるといえると思います。

第5　今まで払ってきた利息はどうなるのか？

さて、今までの話は、お金を借りた人がこれから返していく際の話で

す。これから返していくにあたって、利息制限法の上限を超える利息は

返さなくてよい、これが今までの話です。

ここからは、すでに払ってしまった利息はどうなるのか、という話し

をします。サラ金からお金を借り、長年に渡って返済を続けてきた。返

しても返しても借金はなかなか減らない。どうしてなのか。答えは簡単

です。それは利息が高いからです。それも、ただ高いだけでなく、利息

制限法という法律に違反した、支払う義務の無い無効な利息を漫然と払

い続けているのですから、借金が減らないのも無理はありません。

しかしながら、利息制限法という法律がありながら、その上限を超え

る無効な利息を毎月毎月払ってきた、いや、払わされてきたと言ったほ

うがしっくりくるかもしれませんが、要は、払う義務が無い、払わなく
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てもいいのに、払わされてきた利息はどうなるのか、という話しです。

この問題については、最高裁判所が次のような二つの判断を示したこ

とで、ほぼ解決が図られています。

1　借主が支払った利息のうち、利息制限法の上限を超える部分は呈

駈元金に充当される。

2　そのようにして元金に充当した結果、元金が完済となった後、さ

らに借主が貸主に支払った金額は、債務が無いのに支払われたもの

であるから、不当利得として借主は貸主に返還請求することができ

る。

つまり、今まで借主が払ってきた利息のうち、利息制限法の上限を超

える部分は、その都度その都度元金に充当されるため、これまでに払っ

てきた期間が長ければ長いほど、元金は少なくなります。つまり借金は

減ることになります。

さらに、そのようにして元金への充当がされていくと、ある時点で元

金は0円になるはずです。その時点がいつなのかは、借主としては当時

知る由も無かったわけですが、とにかくある時点で元金は0円になって

いたわけです。にもかかわらず、借主はそれまでと同じようにして返済

を続けてきたわけです。この場合には、元金が0円になって、つまり借

金が無くなっているのに支払いをしていることになりますから、借主と

しては、全く払う言われのないお金を貸主に払い続けていることになり

ます。これを法律では、不当利得と呼び、借主は貸主に対して余計に払

ったお金、つまり過払金の返還を請求できるとされているのです。

サラ金の金利は、業者によっても多少の差はありますが、概ね、年2

4％から年29％くらいですよね。信販会社の発行するクレジットカー

ドにもキヤツシクング機能というものが付いていて、お金を借りること

ができるわけですが、この場合の金利も、全てではないにしても、サラ

金と同じくらいの金利を払うことになっているものが多いようです。

いずれにしても、サラ金であろうとクレジットカードのキャッシング
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であろうと、利息制限法の上限を超える利息を払っている以上、今まで

払ってきた利息のうち、利息制限法の上限を超過する部分は元金に充当

されるということ、さらに取引が長期に渡る場合には、すでに借金は返

し終わっていて、逆に不当利得として返還請求できる場合もあるんだと

いうことを、ぜひ、知っておいていただきたいと思います。

なお、参考までに述べますと、私の経験上、サラ金から借入れがあっ

て、限度額いっぱいのところで借りたり返したりを繰り返している人の

場合、

1　取引期間が概ね4～5年程度の方であれば、元金は概ね半分程度

になっている可能性があります。

2　取引期間が概ね7～8年程度の方であれば、すでに元金は0円に

なっている可能性があります。

3　取引期間がそれ以上長い方の場合には、いわゆる過払い状態にな

っている可能性があります。

但し、取引の状況は人によってもケースによっても異なりますので、

一概には言えません。上記はあくまでも目安程度にお考えいただきたい

と思います。

第6　みなし弁済について

さきほど、グレーゾーンということについてお話ししましたが、これ

に関連して、ここで「みなし弁済」ということについて一応お話しして

おきたいと思います。

貸金業規制法という法律の中に、次のような規定が存在します。

「利息制限法の上限を超過する利息であっても、借主がこれを任意に

支払い、かつ、業者が貸付の際に法律の定める貸付書面を借主に交付し、

かつ、弁済を受ける都度直ちに法律の定める受取書面を借主に交付して

いた場合に限り、有効な利息の弁済とみなす」

こういう意味のことが書かれているわけです。これを「みなし弁済」
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と呼ぶわけですが、最近まで、貸金業者は、借主側の弁護士や司法書士

からの利息制限法の主張に対して、このみなし弁済の規定を盾にとり、

「当社が受けた弁済は、有効な利息の支払いとみなされるのであるから

利息制限法の規定は適用されない」といった主張を繰り返しており、裁

判上も争われてきました。ところが、最近、最高裁判所が相次いで重要

な判断を下し、「みなし弁済が認められるためには、法律の定める要件を

厳格に解釈しなければならない」としたために、事実上、あらゆる場面

において、みなし弁済が認められる余地は無くなったと言えます。

そのため、今後はこのみなし弁済の規定を盾に、利息制限法の適用を

拒むことはできなくなったと言えるでしょう。

第7　正確な負債の状況を知るには？

すでに述べたように、利息制限法の上限を超過する取引の場合には、

これまで続けてきた取引の期間の長短によって、借金の額自体が大幅に

変動することになります。例えば、現在サラ金5社からそれぞれ50万

円ずつ、合計250万円の借金があったとしても、取引の期間によって

は、実際に残っている借金は半分以下であったり、あるいは極端なケー

スでは5社全てについてすでに借金を完済済みであり、過払いになって

いた、ということも現実には少なくありません。

そこで、現に借金を抱えており、返済方法も含めてこれからどのよう

にしていったらよいのかを考える上では、まずもって、自分の正確な負

億の状況を知ることが何よりも重要です。現在、業者から請求されてい

る金額は正確なものではなく、正確な借金の額は利息制限法に基づいて

計算をやり直してみないとわからないからです。

では、どのようにすれば正確な借金の額がわかるのか。これについて

は、各借入先ごとに、「初めて借りたのがいつで、そのときにいくら借り

たのか、その後、いつ、いくら返済し、いつ、いくら借りたか」さえは

っきりしていれば、これを一定の方法に従って計算することで正確な借
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金の額を知ることができます（計算方法については後で説明します）。

業者は、貸付の際には、貸付の日付と貸付金額等が記載された書面を、

弁済を受けた際には弁済の日付と弁済金額等が記載された書面を、借主

に漉さなければならないとされていることから、これらの書面を借主が

きちんと保管してあれば、あとはこれを一定の方法で計算するだけのこ

とです。

ところが実際には、これらの書面を借主がきちんと保管しているケー

スは少ないようです。借主の心理として、サラ金からの借金というのは

何となく後ろめたいものであり、家族や周囲の人に知られたくないこと

から、取引をしていることを示す書類などをあえて手元に残さずに処分

してしまおうとする傾向にあるためでしょうか。それはともかく、手元

にそういった資料が無い場合には、どうすればよいか。

答えは簡単です。直接、借入先の業者に対して、「私が、貴社から初

めて借りたのはいつで、そのときいくら借りたか、その後、私は貴社に

対し、いつ、いくら返済し、いつ、いくら借りたかを、書面で明らかに

してください。」と言えばよいのです。もっと単純に、「私と貴社との取

引履歴を記載した書面を交付してください。」あるいは「取引履歴を開

示してください。」と言ってもけっこうです。このように言うことを、「取

引履歴の開示請求」といい、貸金業者は、顧客からこのような要求があ

った場合には、協力しなければならないとされています。貸金業者の取

引履歴の開示義務については、以前は法律に明文の規定がなく、法の解

釈基準を定めた「ガイドライン」に規定されていたことから、「取引履歴

の開示はあくまでもガイドラインに過ぎず、法律上の義務では無い」な

どと言い訳をして、なかなか取引履歴の開示請求に応じようとしない業

者もありましたが、平成17年7月19日、最高裁判所は、「貸金業者は、

債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用

にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受

ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務
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帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。」との判断を下しまし

た。したがって、顧客から取引履歴の開示請求があれば、業者はこれに

応じなければならず、これに違反した場合には不法行為が成立し、顧客

に対して損害賠償責任を負うことになります。ですから、自分が取引を

している貸金業者に対しては、堂々と、取引履歴の開示を請求すればよ

いということです。

そのようにして取引履歴を手に入れることができたら、それを一定の

計算方法にしたがって計算することで、正確な負債額を知ることができ

ます。

なお、取引履歴の開示請求を行うには、口頭でも書面でもかまわない

のですが、参考までに、書面で行う際のサンプルを別刷りの資料として

付けておきます。

第8　利息制限法に基づく計算のやり方

1　パソコン上のソフトで計算する

利息制限法に基づく再計算をパソコン上で行うための様々なソフトが

あります。インターネットのホームページから無料でダウンロードでき

るものも少なくありません。その中でも、操作が比較的簡単で、どなた

でも手軽に使えそうなものとして、「アイフル被害対策全国会議」のホー

ムページにアップされている、「誠実くん」というソフトを紹介しておき

ます。

アイフル被害対策全国会議のホームページアドレスは下記のとおり

です。

姐良知ww，i・less．net／

上記ホームページから、「計算ソフトダウンロード」に進み、ダウンロ

ードしてください。

なお、ソフトの利用にあたっては、ホームページ上の注意事項をよく

お読みください。
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2　電卓等で計算する

パソコンで計算するのが一番簡単ですが、パソコンが使えない方のた

めに、パソコンを使わずに電卓等で計算する方法を、別刷りの資料に基

づいて説明します。（別刷りの資料は、「債務者のためのサラ金調停必勝

法Ⅲ　発行　司法書士調停研究会」から抜粋したものです。）

第9　債務整理の各種手続きについて

以上のようにして、自らの抱えている借金の額を確認した後に、今後

の対応を検討することになります。ここで、参考までに債務整理のため

のさまざまな手続きについて説明します（なお、ケースによってはすで

に述べた「取引履歴の開示請求」をすることなく、直ちに下記1の特定

調停の申立てをしたほうがよいと思われる場合もありますが、この点に

ついては後で説明します）。

1　特定調停

借金を利息制限法に基づいて計算し、正確な債務額を確定した上で、

今後の支払い方法を、裁判所で決めてもらう手続きです。身内の援助等

を受けて一括で弁済したいといった場合にも利用することができます。

特定調停では、分割弁済の場合の返済期間は概ね3年程度と定める場合

が多く、逆に言うと3年程度で払いきれないほどの借金が残る場合には、

特定調停での解決は難しいと言えます。

2　任意整理

利息制限法に基づいて計算した上で、支払い方法を決めるという点で

は特定調停と同じですが、裁判所を通さずに、直接業者との交渉で解決

を図る方法です。直接業者と交渉するため、弁護士や司法書士に依頼し

て行うのが通常です。

3　個人再生
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利息制限法に基づいて計算をしても、なお、払いきれないほどの借金

が残る場合に、裁判所に申立てをし、借金の全部ではなく、一部の返済

をすることで、残りの借金を免除してもらう手続きです。裁判所に弁済

計画案を提出し、認めてもらう必要があります。住宅ローンが残ってい

る場合に、住宅を手放さずに解決を図ることができる場合があります。

4　破産

利息制限法に基づいて計算をしても、なお、払いきれないほどの借金

が残る場合に、裁判所に申立てをし、原則として自分の所有する財産を

全てお金に換えて債権者に配当した上で、借金の免除を求める手続きで

す。従来は、破産申立ての際に、利息制限法に基づいた引き直し計算が

されていなくても、貸金業者から現に請求を受けている金額を債権者一

覧表に記載すればよく、それによって破産状態か否かが判断されていま

したが、すでに述べたように、みなし弁済が認められる余地が無くなっ

たことから、今後は利息制限法に基づく再計算をした上で、破産の申立

てをしていく必要があります。なお、借金を作った理由によっては借金

の免除が認められない場合があることに注意が必要です。

5　過払金返還請求

以上の手続きとは別に、あるいは平行して行うべき手続きとして、過

払金返還請求があります。利息制限法に基づき計算した結果、すでに借

金を返し終わっており、過払いになっている場合、不当利得として返還

請求ができることはすでに述べたとおりです。．したがって、過払いとな

っていることがわかった業者に対しては、過払金の返還を請求します。

請求に応じない業者に対しては、訴訟を提起することも検討します。

第10　弁護士や司法書士に依頼すべきか？

これらの手続きのうち、2の任意整理は、業者と直接交渉する必要が

あることから、自分の力でこれを行うことはかなり難しいと言えます。

したがって、弁護士か司法書士に依頼して行うことをお勧めします。
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3の個人再生は裁判所で進められる手続きですが、再生計画の立案な

どに関してかなり複雑な問題を含んでいることから、自分の力で行うこ

とは難しいと言えます。したがって、弁護士か司法書士に依頼して行う

ことをお勧めします。

4の破産は、利息制限法に基づく計算がきちんとできているのであれ

ば、必ずしも弁護士や司法書士に依頼することなく、自分でできる手続

きであると思います。但し、不動産や自動車、生命保険などの財産があ

る場合の取り扱いについては、やや難しい問題も含んでいることから、

弁護士や司法書士に依頼して行うほうがよいかもしれません。

1の特定調停は、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分の力で行

うことができる手続きです。但し、すでに述べたとおり、特定調停で分

割弁済をしていくためには、毎月一定額の弁済を確実にしていくことが

必要となります。毎月一定額の弁済が可能かを判断する上で最も重要な

ことは、同居の家族をも含めた、家計の収支の状況を、正確に把握する

ことです。この点は重要だと思われますので、別刷りの資料を使って、

少し具体的に説明します。同居の家族全体としての、一ケ月あたりの収

入と支出をチェックします。住居費、食費、水道光熱費、電話代、教育

費、交際費、その他考えられる限りの支出を綿密にチェックする必要が

あります。家計の収支を把握することは、簡単なようで意外と難しいも

のです。くどいようですが、自分で借金問題を解決する上で、家計の収

支の把握は何よりも重要となりますので、この点を頭に入れておいてい

ただきたいと思います。

5の過払金返還請求も、本来は弁護士や司法書士に依頼しなければで

きないものではなく、自分でできるはずのものです。訴訟についても同

じように言うことができます。事実、専門家に頼らずに自分で業者に過

払金の返還を請求し、回収を実現している人もいます（別刷りの資料（新

聞記事）を参照してください）。しかしながら、過払金の返還をめぐって

は、さまざまな法律上の問題があり、ケースによっては貸金業者側もさ
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まざまな法律上の主張を駆使して返還を拒もうとする場合があります。

貸金業者からの法律上の主張に負けないように、こちらも法律を知って、

戦いぬく必要があります。

第11　特定調停を自分で行うために

1　申立て

特定調停を行うには、申立書（別刷りの資料を参照してください。）

に記入し、必要書類、切手などを添えて、簡易裁判所に提出します。こ

れを申立てと言います。

特定調停は、原則として、自分の住所ではなく、相手方である業者の

店舗（営業所）にある簡易裁判所に申立てをすることになっています。

つまり、A社というサラ金の「諏訪支店」で借りたとすれば、諏訪の簡

易裁判所に申し立てることになります。この場合、借入先が数社あって、

例えばA社は諏訪支店、B社は松本支店、C社は甲府支店で借りた場合

であっても、いずれか一つの業者の店舗のある、例えば諏訪簡易裁判所

に、全ての業者についての特定調停をまとめて申し立てればよいことに

なっています。この場合、業者ごとに別々の裁判所に申し立てなければ

ならないとすれば、手間がかかってしょうがないことと、今後の返済方

法を決めるのであれば一つの裁判所でまとめて行ったほうが都合がいい

ことから、一つの裁判所で行うことができるとされているわけです。な

お、特定調停の申立てをどこの裁判所に行うかについては、通常の場合

よりも要件が緩やかに考えられていることから、たとえば借り入れた店

舗がいずれも東京にあり、その後、長野県内に転居してきたような場合

には、原則として東京の簡易裁判所に申し立てなければならないわけで

すが、事情によっては、長野県内の簡易裁判所で申立てを受け付けてく

れることも、ないわけではないと思います。サラ金などは全国に支店や

営業所があり、それぞれの営業所に社員がいて、全国あらゆる地域の顧

客を相手に商売をし、利益をあげているわけですから、このように解し
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てもよいように思います。但し、これはあくまでも例外的な扱いであり、

裁判所が認めてくれればの話しですので、裁判所から東京の裁判所に申

し立てるように言われれば、それに従うしかないでしょう。

申立てが受理されると、業者ごとに事件番号というものが付きます。

この事件番号をそえて、業者に通知をすることで、以後、業者は借主に

直接請求してはならないことになっています。ですから、現に支払日が

過ぎていて業者からの取立てに困っているのであれば、特定調停を申し

立てた上で、業者に対し、手紙かFAXで、「本日、特定調停を申し立

てました。事件番号は〇番です。」と書いて送ることで、とりあえず取

り立ては止みます。

2　取引履歴の開示請求を事前に行うべきか？

ここで、先ほどもちょっと触れましたが、取引履歴の開示請求をせず

に直ちに特定調停を申し立てたほうがよいと思われるケースについて述

べておきます。

そもそも特定調停で解決が可能なケースかどうかを見極める上でも、

まずは取引履歴の開示請求をし、正確な負債額を把握した上で、見通し

を持って特定調停の申立てをすることができればそれに越したことはあ

りません。

ところが、現に支払期日が過ぎていて、厳しい取立てにさらされてい

るようなケースでは、借主が業者に取引履歴の開示請求をしたとしても、

取引履歴の開示はされるかもしれませんが、厳しい取立て行為はその後

も続くことが考えられます。なぜならば、法律上、「業者は、借主が弁

護士や司法書士に債務整理を依頼するか、あるいは特定調停などの裁判

上の手続きをとった旨の通知を受けた場合には、借主に直接請求しては

ならない」とされているわけですが、単に取引履歴の開示請求がされて

いるに過ぎない場合はこれに該当しないからです。もちろん、業者によ

っても対応は異なるでしょうが、法律上禁止されていないとの理由から、

取引履歴の開示を請求しているに過ぎない状況では、取立て行為が続く
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ことが考えられます。

そうした差し迫った状況の中でも、業者からの取立てに臆することな

く、堂々と取引履歴の開示請求を行い、じっくりと内容を調査した上で

冷静に対応を考えることができればいいのですが、全ての人がそのよう

な強い精神力の持ち主であるとは限りません。そこで、取引履歴の開示

を請求しているよりも、まずは一日も早く業者による取立てを止めたい、

そうでなければ物事を落ち着いて考えることもできない、という場合に

は、直ちに特定調停を申し立てるか、弁護士や司法書士に債務整理を依

頼することを考えたほうがよいように思います。むろん、特定調停の申

立てをするにしても、弁護士や司法書士に依頼するにしても、最終的な

見通しというものは不可欠なわけですが、場合によってはこのような緊

急避難的な対応も、やむを得ないのではないかと思われます。

3　申立後の手続き

申立て後、何日かすると、裁判所から「呼び出し状」が送られてきま

す。「何月何日何時に裁判所に出頭してください」と書かれた呼び出し状

が送られてきますので、決められた日時には必ず裁判所に行かなければ

なりません。

その後の手続きは、裁判所によっても異なりますが、一般的には、第

一回目の期日には、申立人である借主の生活や収入の状況を、裁判所の

調停委員という人から聴かれますので、自分の状況をなるべく詳しく正

確に説明します。その上で、一ケ月にいくらであれば支払いができるか

を確認するわけです。

二回目の期日には、業者側から提出された取引履歴をもとに、どこの

業者に毎月いくらずつ支払うかを決めていきます。そして、多くの場合

にはこのこ回目の期日で手続きが終了します。

後は、毎月決まったとおりに返済をしていくだけです。

このように、極めて簡単な手続きであるわけですが、自分で行う場合

に注意しなければならないことを述べておきます。
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4　自分で特定調停を行う場合に注意すること

（1）すでに業者から取引履歴を手に入れている場合に、それを分割

弁済したいと考えているのであれば、申立てをする前に、全ての借

金を今後3年で払いきることができるかを考えてみる必要がありま

す。具体的には、全ての借金の合計額を36で割った金額を、今後

3年間、何があっても毎月きちんと払っていけるかどうかというこ

とです。ここで注意しなければならないのは、ここから先は、新た

な借り入れはできなくなるということです。今までは、自分の収入

で足りない分は他社から借り入れて返済にまわすということができ

ましたが、これからはそれができなくなり、純粋に自分の収入から

返済をしていかなければならなくなることを、忘れてはなりません。

前提として、家計の収支の把握が何よりも重要であることは、すで

に述べたとおりです。この時点で不安があるのであれば、特定調停

ではなく、他の手続きを検討すべきです。この場合には、弁護士や

司法書士に相談することをお勧めします。なぜならば、特定調停で

分割弁済とする場合、返済期間は長くても3年程度とする扱いが1

般的だからです。特定調停では、将来にわたって発生する利息は免

除してもらうのが一般的です。将来にわたる利息を免除してもらう

以上、あまりにも長期間に渡る分割弁済となると、業者側が納得し

ないということもあります。そのため、こちらがいくら望んでも、

3年を超える期間での分割弁済を認めてもらうことは、現実にはな

かなか厳しいといわざるを得ないわけです。むろん、業者によって

は4年や5年の分割弁済に応じてくれることも無いわけではありま

せんが、最初からそれを期待して特定調停を申し立てるというのは、

あまりお勧めできることではありません。

（2）特定調停では、裁判所が業者から取引履歴を提出させることに

なっており、利息制限法に基づく計算も裁判所が行います。そのた

め、業者が裁判所に出してきた取引履歴が当初からのものであるか
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については、きちんと確認する必要があります。申立人である借主

が、業者から最初に借入れたのがいつか、ということを、裁判所は

知っているわけではありません。それを知っているのは借主自身で

あるわけですから、自分であらかじめ取引履歴を入手していればそ

れと付き合わせる、そうでなくても裁判所に出されてきた取引履歴

がいつからのものかを確認し、自らの記憶に照らして間違いがない

かどうかを確認する必要があります。それをしないでおいて、全て

裁判所任せにしていると、実際には10年前から取引をしているの

に、3年前からの取引履歴に基づいて計算が行われてしまい、それ

に基づいて支払方法が決まってしまうことになりかねないので、注

意が必要です。

（3）返済が難しいと思ったら、無理に決めてしまわずに、取り下げ

ることです。取り下げは特定調停が終了するまでであれば、いつで

もできます。こちらから申し立てた以上、無理してでも決めなけれ

ばならないなどと考える必要はさらさらありません。特定調停で、

ひとたび決めてしまった内容は、裁判所の判決と同じですから、決

めたとおりに支払いができなければ、強制執行をされて、財産や給

料を差し押さえられても文句は言えません。調停で決まってしまっ

た内容は、それだけ大きな意味を持つわけです。そうである以上、

少しでも不安や迷いがあれば、そこで決めてしまうのでなく、勇気

を持って「取り下げます。」と言ってください。取り下げてから、弁

護士や司法書士に相談するようにしてください。

（4）特定調停の手続き中に、ある特定の業者については過払いにな

っていることが判明したとします。この場合、裁判所は過払金の返

還までは面倒を見てくれません。特定調停の中で裁判所が決めてく

れることは、「申立人の相手方に対する債務が存在しないことを確認

する」ということだけです。つまり、「あなたは、すでにA社という

サラ金からの借金を払い終わってますよ」ということを確認してく
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れるということです。それを超えて、過払いがいくらあるとか、過

払金は返しなさいとか、そういうことは特定調停ではなく、別のと

ころでやってください、というスタンスなわけです。

ここで注意しなければならないことは、最近はこういうことはめ

ったになくなりましたが、過払いであることがわかった場合に、上

記のような内容ではなく、「申立人と相手方は、相互に債権債務が無

いことを確認する」という決定がされてしまう場合があることです。

このように決められてしまうと、借金が無いことの確認だけではな

く、過払金が無いことも含めて確認されてしまったことになり、後

から過払金の返還をする際の障害になるおそれがあります。ですか

ら、万が一、過払いなのに、「相互に債権債務が無いことを確認する」

というような条項が入れられようとしていることがわかった場合に

は、「相互に債権債務が無いというのではなく、申立人の債務が無い

ことの確認だけを求めます。」というふうに言う必要があります。

この場合、調停終了後、過払金の返還請求はあらためて行うこと

になります。

第12　過払金返還請求を自分で行うために

取引履歴の開示を受け、あるいは特定調停を経て、利息制限法に基づ

く計算を行ったところ、特定の業者に対して過払いとなっていることが

判明したとします。

過払いが明らかである以上、業者はこれを借主に返す義務があり、借

主にはその返還を請求する権利があります。

したがって、業者に対し、過払金の返還請求をしていくことになりま

す。先にも書きましたが、過払金の返還請求を行うにあたり、弁護士や

司法書士に依頼すべきかどうかという問題があります。結論から言えば、

必ずしも弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で行ってもよいと思

います。
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例えば、人に貸したお金を返してもらいたい、あるいは未払いの給料

を払ってもらいたい、あるいは売掛金を回収したい、あるいは交通事故

の加害者に損害賠償を求めたい、という場合と同じで、そのような場合

に、弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で請求して回収をはかる人

もいるし、そうではなく弁護士や司法書士に依頼して回収をはかる人も

いるというのと同じ話しです。

さらに述べれば、今例にあげたようなさまざまなケースに比べて、貸

金業者に対する過払金の返還請求は、弁護士や司法書士に依頼しなくて

も自力で回収できる可能性は高いと思います。なぜならば、取引履歴を

すでに入手しているわけですから、実際のお金の動き（これをここでは

「事実」ということにします。）については、もはや相手は争うことはで

きないからです。これに比べて、さきほど例にあげたようなさまざまな

ケースでは、貸したお金の回収にしても、未払いの給料にしても、売掛

金にしても、交通事故の損害賠償にしても、相手が争ってきた場合には、

まずは「事実」そのものをこちらが証明、立証しなければならないとい

う問題があります。

これらの紛争に比べれば、サラ金に対する過払金の返還請求は、「事実」

の立証が不要であるという点で、すでに他の紛争に比べてかなり有利で

あるということが言えます。しかしながら、さきほどもちょっと触れま

したが、サラ金側も、あわよくば過払金の返還を免れようと、さまざま

な法律上の主張を持ち出して、争ってくる場合があり、そのような主張

に対しては、こちらもきちんと反論しないと、思わぬ結果につながらな

いとも限りません。そうした法律上の主張の問題については、ここでは

あえて触れませんが、そうした小難しい問題はさておき、まずは自分で

業者に対し、過払金の返還を請求してみてはいかがでしょうか。参考ま

でに、「過払金返還請求書」のサンプル（別紙）を付けておきます。文書

で請求しても駄目なら、電話でしつこく請求してみるというのもーつの

やり方です。どうしてもらちがあかなければ、訴訟を起こすことです。

20



訴訟を起こすには、「訴状」というものを裁判所に提出します。どこの

裁判所に提出するかは、さきほどの特定調停とは異なり、借主の住所地

にある裁判所に提出すればよいことになっています。過払金は、貸金業

者がどこで営業をしていたとしてとも、借主の住所まで出向いていって

返さなければならない性質のものであることから、その返還を求める裁

判も、借主の住所地の裁判所に起こせばよいことになっているわけです。

返還を請求する過払金が140万円までの場合には、簡易裁判所に、

140万円を超える場合には地方裁判所に、訴状を提出します。

訴状を出す際には、請求金額に応じて収入印紙を貼り、若干の郵便切

手を収めなければなりません。その他に、訴状といっしょに出さなけれ

ばならないものとしては、訴状の副本（訴状の写し。原本と同じように

押印したもの）と、相手方の会社の代表者の資格を証する登記事項証明

書（法務局で請求します。）があります。それ以外に、証拠となる書類が

あれば、甲号証として付けますが、通常は相手方から入手した「取引履

歴書」を甲1号証、それを利息制限法で計算しなおした「計算書」を甲

2号証として付けます。とりあえずはそれだけでよいでしょう。

訴状の書き方については、「訴状」のサンプル（別紙）を参考にしてい

ただければよろしいかと思います。

訴状を裁判所に提出してしばらくすると、裁判所から呼び出し状が送

られてきます。そこに書かれた日時に裁判所に出頭する必要があります。

そこから先は、相手方が争ってくればそれに対してこちらも反論の書

面（準備書面といいます）を出し、そのようにして裁判が進んでいき、

最終的に双方の主張が出尽くしたところで裁判官が判決を言い渡すこと

になるわけですが、現実にはそこまでいく前に相手方から和解の申し出

があり、条件さえおりあえば和解が成立して終了となる場合が多いよう

です。

但し、訴訟は相手がいることですから、何が起こるかわかりません。

少しでも不安を感じたら、直ちに弁護士や司法書士に相談することをお
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勧めします。

第13　最後に
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