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昨今、「宅配便の不在通知を装うフィッシン
グ」や「オンラインバンキングの不正送金」など、
被害とともに「フィッシング詐欺」への注意喚起
がメディアなどで広く報道されるようになって
います。年々、巧妙になっている「フィッシン
グ詐欺」は、スマートフォン利用者が多くなっ
ていることも被害増加につながっていると考え
られ、非常に大きな問題となっています。
筆者が所属する一般社団法人JPCERTコー

ディネーションセンター＊1では、「フィッシン
グ対策協議会（以下、当協議会）」＊2事務局、お
よび、当協議会におけるフィッシング報告受付
窓口業務を担当しています。
当協議会は、フィッシングに関する事例情報、

技術情報の収集および提供を中心に行うこと
で、日本国内におけるフィッシング詐欺被害の
抑制を目的として活動している任意団体です。
本稿では、「フィッシング詐欺」の基本的なし

くみや最近の傾向などを、フィッシング報告受
付窓口で収集した情報も併せて説明します。

当協議会では、フィッシング詐欺を「実在す
る組織を騙

かた

って、ユーザーネーム、パスワード、
アカウントID、ATMの暗証番号、クレジット
カード番号といった個人情報を詐取すること」
と定義しています。
犯罪者は、電子メールやSMS（ショートメッ

セージサービス。以下、SMS）を
使い、「緊急」「至急」などと急かし
てURLをクリックさせることで、
本物のサイトにそっくりなフィッ
シングサイトへ誘導し、本人確認
と称して、消費者に情報を入力さ
せ盗み取ります。犯罪者は、その
盗み取った情報ですぐに本物のサ
イトへログインし、不正に利用し
ます（図1）。

フィッシング詐欺とは

フィッシングのしくみと
最近の傾向
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吉岡 道明  Yoshioka Michiaki、平塚 伸世  Hiratsuka Nobuyo
一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター（フィッシング対策協議会事務局）

＊1	 	https://www.jpcert.or.jp/　　＊2　https://www.antiphishing.jp/

図1 フィッシング詐欺の基本的な流れ
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https://www.jpcert.or.jp/
https://www.antiphishing.jp/
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当協議会では、消費者や組織から広くフィッ
シングの報告を受けつけています。被害にあっ
た後で報告を寄せる人もいますが、基本的に
フィッシング詐欺と気づいて報告を寄せる人が
大半です。ここ数年、フィッシングの報告数は
増加傾向にありましたが、2020年になるとそ
の傾向に拍車がかかっています（図2）。

報告件数増加の理由としては、前述のとおり
メディアの報道によってフィッシング詐欺の認
知度が向上していることもありますが、やはり、
広くフィッシング詐欺が行われている証拠と考
えています。
フィッシング詐欺で騙られるブランドの傾向

は、ここ数年あまり変わっていませんが、直近
のデータでは、Amazon、Apple、LINE、楽
天などのブランドが報告の大半を占めていま
す。特にAmazonを騙るものは報告全体の半
分以上の割合を占めています。このコロナ禍に
おいて、オンラインショッピングの利用が増え
ていると考えられるため、利用者の多いサービ
ス名がフィッシング詐欺に悪用されていると推
測されます。
フィッシングメールは、夜間や週末に配信さ

れることが多く、また、最近のフィッシングサ
イトは、短時間のうちに異なるURLで稼働と
停止を繰り返しており、報告された新規の
フィッシングサイトURL件数も増加し続けて

フィッシング報告件数の動向

図2 フィッシング報告件数 います（図3）。
これは、多くのURLを利用することで、ブ

ラックリストによる、セキュリティ検知システ
ムやURLフィルターを回避しようとする試み
と推測しています。

フィッシングメールの文面や、フィッシングサ
イトは、本物の事業者の内容をコピーして作成
されているため、一見して見分けることは大変
難しくなっています。また、サーバー証明書＊3

を利用するフィッシングサイトも多くなってい
ます。一時期、ブラウザのURL表示部にある
錠前マーク（　）の確認が、サイトの安全性の判
断基準の1つといわれたこともありますが、現
在では、それだけではフィッシングサイトと区
別ができなくなりました。
フィッシング詐欺では、基本的にID、パス

ワードに加えて、クレジットカード情報を詐取
し、不正利用しようとするものが大半です。し
かし、最近では携帯電話会社のID、パスワー
ドを詐取し、「キャリア決済（キャッシュレス決
済の1つで、商品の購入やサービスの利用代金
を、携帯電話の月額使用料と合算して、一緒に
引き落とすことができるサービス）」を不正利用
するフィッシング詐欺も発生しています。
最近のフィッシング詐欺は、スマートフォン

ユーザーをねらっていると考えられる手法が取
られることも多くなっています。例えば、SMS

最近のフィッシングパターン

＊3	 	「通信の暗号化」「ウェブサイトの運営者・運営組織の実在証明」の2つの役割をもつ電子証明書のこと

図3 フィッシングサイトのURL件数
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なりますが、海外SMS発信サービスを利用し
て送られる場合は、任意の文字列に指定可能な
場合があります。「フィッシング詐欺」ではこの
しくみを悪用したケースが発生しました。中に
は、正規の発信者と同じ発信者名を指定するこ
とで、正規の発信者から送られるSMSの中に、
スミッシングの不正なメッセージが紛れ込んで
表示されてしまい、利用者からすると疑いよう
もなく信じてしまった、という報告もありまし
た（図5）。

当協議会では、フィッシングメールを見分け
ることに注力するのではなく、メールやSMS
にあるリンクからサイトへアクセスせず、公式
アプリや、ブラウザのブックマーク（お気に入
り）からアクセスするように案内しています。
特に、ID、パスワード、個人情報や、クレジッ
トカード情報などを入力する際には、一度立ち
止まり、本当に大丈夫かと確認してから入力す
ることを推奨しています。初めて利用するサイ
トの場合は、運営者情報や問い合わせ先なども
確認し、実在する組織の信用のおけるサイトか、
また、詐欺事例等がないかを確認するようにし

てください。
当協議会のホームペー

ジでは、報告された事例を
公開していますので、参考
にしていただければ幸いで
す。
フィッシングか否かの判

断に迷うメールや、不審な
メールを受け取った場合は、
各サービス事業者へ問い合
わせる、または、当協議会
(info@antiphishing.jp)へ
ご報告ください。

最後に

を利用したフィッシング（スミッシング）＊4の手
法そのものは昔からありますが、2018年に発
生した宅配便の不在通知を装うフィッシング以
降、頻

ひん

繁
ぱん

に使われるようになり、現在もスミッ
シングの報告は続いています。
また、スマートフォンは、画面の表示エリア幅

が狭いことから、詐称されたメールアドレスや、
ブラウザのURLが確認しづらい特性もフィッ
シングにねらわれやすい理由かもしれません。

メールアドレスが詐称されていても、スマー
トフォンのメールアプリによっては、「ディスプ
レイネーム」＊5しか表示されず、メールアドレス
が表示されないことも多くあり、これもフィッ
シング詐欺に気づきにくい原因になります。例
えば、メールアドレスが、「●●●.co.jp〈info@
example.com〉」で、本物と似ても似つかない
メールアドレスだったとしても、メール画面の
表示からは分かりづらいのです（図4）。
SMSでは通常、発信者番号（携帯電話番号）

や、事業者を表す文字列（ディスプレイネーム）
が表示されます。この文字列は国内SMSを利
用する場合は、携帯電話会社への登録が必要と

送信者（発信者）偽装の手口

＊4	 	SMSとフィッシング（Phishing）を組み合わせた造語
＊5	 	メールの差出人・送信者欄での表示名

図5 スミッシングの例図4 ディスプレイネームの例

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

スマートフォンで メ−ルアドレス が
表示されていない

mailto:info%40antiphishing.jp?subject=
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2018年7月より「佐川急便を騙
かた

った不在通知
のショートメッセージ（以下、SMS）から、偽
のサイトに誘導された」という相談が多く寄せ
られるようになりました。
手口は変化を続け、2020年になってもSMS

から不正なアプリのインストールやフィッシン
グに至る相談が多く寄せられています。この手
口は、被害にあったスマートフォンが他のス
マートフォンにSMSを送ることにより、被害
が連鎖していくことに特徴があります。文面が
新型コロナウイルス感染の注意に関するものな
ど、SMSの内容は変化し続けています。
IPAではこの件に関して、数回にわたり、注

意喚起を行い、2020年6月にも最近の手口に
ついて注意喚起を行いました＊1。

このSMSは、不特定の電話番号か
ら突然送られてきます（図1）。SMS
の内容は宅配便の不在通知を装ってい
て、日本語に違和感がありません。
ここから先の手口は、攻撃対象のス

マートフォンがAndroidかiPhoneか

宅配便業者を装った SMS

によって異なります。Androidでは、不正な
アプリをインストールさせます。iPhoneでは、
フィッシングサイトに誘導されます（図2）。

手口のきっかけは、SMSのURLをタップす
ることから始まります。URLをタップすると
サイトに誘導されます。
1　サイト誘導のバリエーション
サイトへの誘導は、いくつかバリエーション

があります。
最近多く相談があるのが、図3のように、

Chromeというブラウザアプリのアップデー
トを騙ったポップアップメッセージが出るケー
スです。「OK」をタップすると、Chromeとは
関係のない不審なアプリのファイルがダウン

Android における 
最新手口の全容

最近の宅配便の不在通知を騙る
ショートメッセージによるトラブル
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2
伊藤 吉史  Itou Yoshifumi
独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
セキュリティセンター 企画部セキュリティリテラシー支援グループ

＊1	 	IPA	安心相談窓口だより「宅配便業者をかたる偽ショートメッセージに引き続き注意!」（2020年6月26日）	 	
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20200220.html

図1 SMSの例

図2 AndroidとiPhoneでの手口の違い

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20200220.html
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ロードされます。
次に、相談が多くあるのは、ヤマト運輸を装っ

た偽サイトに誘導されるものや、日本郵便を
装った偽サイト（図4）に誘導されるものです。
これらの偽サイトでも、不正なアプリをダウ

ンロードするよう誘導されます。

2　不正なアプリのインストール
アプリはダウンロードされただけであれば、

すぐに被害に発展することはありません。
ダウンロードしたファイルの名の末尾は	

「.apk」＊2となっています。これは、提供元不明の
Androidアプリのインストールファイルです。
「提供元不明のアプリ」とは、Androidの公
式マーケット（Google	Play）にあるもの以外の
アプリを指します＊3。提供元不明のアプリをイ
ンストールできるよう設定している場合、この
不正なアプリのインストールを許可してしまう

と、インストールが完了してしまいます。
不正なアプリをインストールするときに、ス

マートフォン内の機能へのアクセス権限を求め
る確認画面が表示されます（図5）。
この画面に書かれた内容を読むと、Android

内に保存されているSMSの内容や、電話帳に
登録した連絡先の内容が読み取られ、さらにア
プリによって自動的にSMSが任意の宛先に送
信されることが推測されます。

3　Androidにおける被害の影響
（1）SMSの大量送信

不正なアプリを入れてしまうと、Android
端末は自分のスマートフォンに届いたものと同
じ不在通知SMSを、自動的に不特定多数に送
りつけるようにされてしまいます。相談の中に
は、1日のSMS送信数が200通に達した＊4と
いう事例もありました。
SMSの大量送信によって、受信した不特定

多数の人から電話がかかってきたり、SMSで
返信が送られてきたりすることで被害に気づく
相談が多くなっています。

（2）キャリア決済の悪用
「身に覚えのないキャリア決済＊5の請求が発
生した」という相談もありました。請求元は、

図5 アクセス権限を求める確認画面

インストール前に出る
不正アプリの権限確認

この端末上の
アカウントの検索
連絡先の読み取り

SMS/ＭMSの受信・
読み取り
SMSの送信と表示

図3 Androidでのポップアップメッセージ例

＊2	 	APKとはAndroid	application	packageの略で、Android専用アプリをインストールできる形式にパッケージしたファイル
＊3	 	公式マーケット以外のアプリをインストールできるところを「サードパーティー」という
＊4	 	一般的に、携帯電話会社（キャリア）側で1日のSMS送信上限を200通と制限している
＊5	 	「特集1」2ページ参照　http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_01.pdf

図4 ヤマト運輸や日本郵便を装った偽サイト

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_01.pdf
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（1）スマートフォンを機内モードにする
機内モードにすることで、SMSの送信を抑

止することが可能です。なお、Wi-Fi機能や
Bluetooth機能をオフのままにしておくこと
で、スマートフォン内部の情報が外部に送信さ
れる心配もありません。

（2）不正なアプリをアンインストールする
機内モードの状態で、不正なアプリをアンイ

ンストールしてください。
アプリの名前は、手口によって異なります。

SMSのURLをタップしたが、ポップアップメッ
セージが出て、サイト表示がない場合は、
「Chrome.」の名称など、偽のヤマト運輸や、
偽の日本郵便のサイトが表示された場合は、
「Google	play	更新サービス」「日本郵便」など
の実際に存在する企業やサービスの名称を騙っ
ています。こうしたアプリは、Androidの設
定の「アプリ一覧」から確認できるので、これら
の名前を探して、アンインストールしてくださ
い。その後、スマートフォン内の必要なデータ
をバックアップしてください。

（3）スマートフォンを初期化する
不正なアプリをインストールしたことによっ

て、今回解説した以外の影響がないともいえな
いため、より安全な対処として、スマートフォ
ンの初期化を推奨します。

（4）各アカウントのパスワードを変更する
スマートフォンの初期化後にGoogleアカウ

Appleやオンラインゲームの事業者が多いこと
が確認されています。キャリア決済の設定を完
了するには、SMSで届く認証コード（図6）を
入力する必要があるため、そう簡単には悪用で
きません。
しかし、不正なアプリを入れてしまった場合、

図5で示したようにSMSの内容が悪意のある
者に読み取られてしまうため、この認証コード
の情報も知られてしまい、キャリア決済の設定
がなされてしまうものと思われます。
AndroidスマートフォンはGoogleアカウン

トとひも付けて利用することができますが、ア
プリによって、パスワード等の認証情報も詐取
されてしまう可能性も否定できません。

（3）その他アカウントサービス等の不正使用
本人になりすましたアカウントが作られたと

いう相談もあります。いわゆるフリマアプリ等
のフリーマーケットサービス、後払い決済サー
ビス等で、キャリア決済の場合と同様に、
SMSで届く認証コードを悪意ある者に読み取
られることにより起こるものと思われます。

（4）フィッシングサイトへの誘導
最近の手口では、不正なアプリのインストー

ル後、図7のように銀行を装った偽サイトに誘
導されることが多くなっています。
4　Androidにおける対処と対策
■ 被害への対処
もし、不正なアプリを入れてしまった場合は

次の対処をしてください。

図6 SMSで届く認証コードの例

ソフトバンクの利用規約に同意して
iTunes とApp Store の支払いをキャリ
ア決済にするには、コード0000を入
力してください。

ソフトバンクまとめて支払いご利用規
約（iTunes/App Store）
https://matomete-i.softbank.ne.jp/

与信判断のため、お客様の携帯番号の
ご契約期間と「ソフトバンクまとめて
支払い」の利用限度額をiTunes K.K. に
情報提供いたします。

図7 銀行を装った偽サイトへの誘導
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最近の宅配便の不在通知を騙る
ショートメッセージによるトラブル

特集

2

特集 急増するフィッシング被害と備えておくべき知識

ントやSNS等のサービスアカウントのパス
ワードを変更してください。可能であれば、多
要素認証＊6の設定を推奨します。

（5）キャリア決済の限度額を設定する
キャリア決済の請求について、契約している

携帯電話会社に確認してください。キャリア決
済はその月ごとの限度額を設定できます。この
限度額を最小化することで、被害が発生したと
しても最小限に抑えることができます。
■ 被害にあわないための対策
基本的に、公式マーケット以外に存在するア

プリは、信頼性がはっきりしないためインス
トールすることは推奨しません。「提供元不明
のアプリ」はインストールしない設定にしてく
ださい。なお、端末購入時から特に設定を変更
していないのであれば、「提供元不明のアプリ」
はインストールできなくなっています。

SMS内のURLをタップ後、サイト表示がな
い場合は、図8のようなポップアップが出ます。
「閉じる」をタップすると、銀行を装った偽サ
イトに誘導されます（図9左側）。銀行名のバリ
エーションは増えています。ヤマト運輸や、日
本郵便を装った偽サイトに誘導された場合は、
Apple	IDやパスワードを入力させるフィッシ
ングの画面が出ます（図9右側）。

1　iPhoneにおける被害の影響
銀行を装った偽サイト（フィッシングサイト）

で口座番号およびパスワードを入力したり、
Apple	IDやパスワードを入力することにより、

iPhoneにおける 
最新手口の全容

これらのサービスが不正使用される可能性があ
ります。
2　iPhoneにおける対処と対策
■ 被害への対処
情報を入力してしまった場合は、銀行や

Appleなどサービス運営元に連絡し、不正利用
がないか確認し、パスワードの変更、多要素認
証の設定を行ってください。
■ 被害にあわないための対策
フィッシングサイトに情報を入力しなければ

被害には発展しません。　iPhoneでは公式マー
ケット（App	Store）以外からアプリをインス
トールすることはできない仕様となっていま
す。そのため、AndroidとiPhoneで対処方法
に大きな違いが表れています。

フィッシング詐欺にあわないため、安全が確認
できないURLは安易にタップしないでください。
また、届いたSMSやメールの真偽確認は、

電話等のメール以外の手段で事業者に直接行っ
てください。
手口は常に変化しています。手口を知ること

が被害にあわない最も有効な対策です。

最後に

＊6	 	ID・パスワードのほかに、セキュリティコードやワンタイムパスワード、指紋認証や顔認証などの認証方式を複数組み合わせること

図9 銀行やヤマト運輸を装ったフィッシングサイト

図8 銀行を騙るポップアップメッセージ
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スマートフォン（以下、スマホ）の普及でより
便利になったインターネットショッピング（以
下、ネットショッピング）やインターネットバ
ンキングなど、私たちの生活のオンライン化が
加速しています。
一方で、これらのオンラインサービスに目を

つけて、有名企業やブランドを装った詐欺や不
当な料金請求などの迷惑メールをきっかけとし
た犯罪被害が目立っています。
メールといっても電子メールだけとは限りま

せん。携帯電話番号を宛先としてメッセージを
送るSMS（ショートメッセージサービス）が使わ
れる場合もあります。そして、社会でそのとき
話題になったり、不安を生じさせている事柄に
関連した内容で受信者の興味を引いたりするな
ど、ますます巧妙になっている迷惑メールは、老
若男女問わず、いつ誰が受信してだまされても
おかしくありません。本稿では、迷惑メールの危
険性と被害にあわないためのコツを紹介します。

1　普段の暮らしの隙をねらわれます
新型コロナウイルスの感染拡大で、ネット

ショッピングを利用する機会も増えたことで
しょう。利用したサービスからお知らせなどの
メールが届くことも多いのではないでしょうか。
心当たりのないメールを受信しても、一目見

て「ちょっと変だな？」と思えるメールなら、迷
惑メールかそうでないか比較的簡単に見分けら

手口を知りましょう！

れるかもしれません。
しかし、宅配便業者、ネットショッピングの

ブランド、携帯電話事業者など、普段利用して
いる事業者から、いつも送られているような
メールが届いたらどうでしょう。たまたまネッ
トショップで注文をした際に、同じタイミング
で宅配便やネットショップを装った詐欺メール
が来たら、うっかりだまされそうになっても不
思議はありません。
詐欺メールは、そんなあなたの日常をねらっ

て送られてきます。
2　本物とニセモノの見分けがつきません
最近の詐欺メールは、本物そっくりに作られ

ているため、ニセモノのメールと見抜くことが
難しい点が特徴です。

メールを受け取ったときに表示される「送信
者名」を実在の事業者名にしたり、メール本文
に事業者のロゴやいつもの文面、URLなどを
そっくりに偽装して表示することも、技術的に
は簡単にできてしまいます（これらは違法行為
です）。
また、ハイパーリンク＊1を使って、本文で

本物？ ニセモノ？

迷惑メール・SMSに
だまされないために

特集

3

一般財団法人日本データ通信協会（迷惑メール相談センター）

＊1	 	画面上の文字（テキスト）や画像などに、他のファイルやサイトの情報を埋め込み、タップ（クリック）すると当該情報を参照できるしくみのこと
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は文字や画像だけを表示して、詐欺サイトへ誘
導する実際のサイトURLを見せないようにし
ているメールも数多くあります（図1）。

迷惑メール相談センターでは、これまでにも
迷惑メールを受け取ったときは、本文の日本語
が不自然ではないか、メールアドレスやリンク
先のドメインを偽装していないかなど、「あや
しさ」を見抜くポイントを紹介してきました。
しかし、もはや、それだけで現在の巧妙に作ら
れた詐欺メールを見分けることは限界に近づい
ています。
3　だましのテクニックとキーワード

・「【緊急】〇〇カードから緊急のご連絡」
・「支払いの問題で△△IDがロックされました。
　		【警告】」
・「あなたのアカウントはロックされています！」

これらはすべて、フィッシング詐欺メールの
件名によくある例です。「緊急」「警告」「アカウ
ントがロック」など、いずれも受け取った人を
焦らせてパニックにさせ、冷静な判断力を失わ
せるような内容です。こんなメールが届いたら、
驚いて「えっ、どうしよう」「何とかしなきゃ！」
とすぐに反応せざるを得ないような気持ちにさ
せます。しかも、本文には

・「こちらのボタンをクリックして、アカウン
　		トを確認してください」
・「サインインして支払情報を更新してください」
・「すぐにアカウントにアクセスして、ロック
　		を解除してください」

などと、この「危機」への対応策が書かれていま
す。不安にさせた後に「これらのリンクのボタ

図1 ハイパーリンクの例

ンやURLをクリックすれば解決する」と思わせ
ています。
これが、誰が陥ってしまっても不思議ではな

い「不安と安心をセットで提示する」だましのテ
クニックです。

受信者を不安にさせるキーワードとして、こ
のほかにも、「セキュリティ」「重要」「〇〇の確認」
「異常」「利用制限」などの言葉が挙げられます。

また、「景品の当選通知」などの名目で、送付
先の確認と称して住所・氏名などの個人情報を
詐取しようとする手口もあります。
迷惑メール相談センターの下記ウェブサイト

では、だまされないように注意すべきメールや、
よくある相談事例を随時掲載しています。

ここまでをお読みいただければ、詐欺メール
を見分けてだまされないようにするのは、とて
も難しいことがご理解いただけたと思います。
では、具体的にどのように対応したらよいの

でしょうか。迷惑メールや詐欺メールにだまさ
れないコツ「ゼロトラスト」を紹介します。
ゼロトラストとは、もともとは「最初は信頼

せずに、きちんと確認を行う」というセキュリ
ティ分野の考え方です。メールを受信するに当
たってゼロトラストの考え方を応用すると、本

不安… 安心♥

【よくあるご質問と相談事例＊3】【要注意メール＊2】

だまされないためのコツ 
ゼロトラスト

＊2	 	https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/news/alert.html
＊3	 	https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/denwa/faq.html

https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/news/alert.html
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/denwa/faq.html
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報や、ID・パスワードなどの重要な情報を盗む
ことが目的です。突然メールやSMSで、個人
情報やカード番号などの情報を確認されたり、
サイトで入力を求められたりしたときは、特に
警戒して、絶対に入力しないようにしましょう。

インターネットやスマホを利用する以上、ど
れだけ気をつけていても、迷惑メールや詐欺
メールにだまされるリスクを完全に回避するこ
とはできません。ゼロトラストの3つの基本を
守りながら、併せてあらかじめの対策をしてお
くこともとても重要です。
①メールフィルタリングサービスの利用
携帯電話会社や多くのプロバイダーでは、

メールフィルタリングサービスを無料で提供し
ています。迷惑メールや詐欺メールをなるべく
受信しないですむように、利用スタイルに合わ
せたメールフィルタリングサービスを利用しま
しょう。
②�ウェブフィルタリング・�
セキュリティソフトの利用
ウェブフィルタリング・セキュリティソフト

（アプリ）を利用すれば、万が一、うっかりメー
ルのリンクをタップ（クリック）してしまった場
合でも、詐欺サイトなどの不正サイトへのアク
セスや、不正ソフト（アプリ）をインストールし
てしまうリスクを低減できます。パソコンだけ
でなくスマホでもウェブフィルタリング・セ
キュリティソフト（アプリ）を利用しましょう。
③最新のOSの適用
迷惑メールの中には、OSやソフト（アプリ）

の脆
ぜい

弱
じゃく

性を悪用してマルウェア（悪意のあるソ
フトウェア）を送り込もうとするものもありま
す。常に最新バージョンに保ち脆弱性を塞いで
おくことが重要です。
あらかじめの対策とだまされないコツ「ゼロ

トラスト」の3つの基本を身につけて、迷惑メー
ル・詐欺メールの被害にあわないよう、どうぞ
お気をつけください。

そのほかの対策

物かニセモノか見分けるのが難しいことを前提
に、正規のものを含めた受け取るメールすべて
を対象に、「最初は決して信頼せず、きちんと
確認する」ということです。
具体化すると、メールを確認するポイントは、

①開かない	②タップ（クリック）しない	③入力
しないの3つです。
では、順にみていきましょう。

①開かない
スマホの場合、送信者と件名に、本文が数行表

示されていると思います（一部機種を除きます）。
まず、それ以上本文を見ようとメールを開くこと
はやめましょう。併

あわ

せて、件名で「緊急」「重要」
「セキュリティ」などを強調していれば詐欺だと
思って、メールを開かないほうが安全です。
②タップ（クリック）しない
しかし、「メールを開かずにいて、本物だった

らどうしよう」と気になる人もいると思います。
そこで、次のポイントはメールを開いても、

メール内のURL・リンク（以下、リンク）は「タッ
プ（クリック）しない」です。詐欺メールの多く
は、誘導先へのリンクが記載されています。リ
ンクをタップ（クリック）してしまうと詐欺サイ
トへ誘導されてしまうので、「タップ（クリック）
しない」は、とても重要です。
たとえ本物の事業者からの公式メールだと

思ったとしても、メールのリンクをタップ（ク
リック）しないことを基本にしましょう。公式
アプリやブックマークから事業者のサイトにア
クセスするほうが安全です。
③入力しない
詐欺サイトは、最終的にクレジットカード情

3つの基本
①開かない
②タップ（クリック）しない
③入力しない
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ひきこもりの理解と支援
ー共に生きる社会づくりに向けてー

境 泉洋  Sakai Motohiro  宮崎大学教育学部 准教授
宮崎県生まれ。2005年早稲田大学 博士（人間科学）取得。公認心理
師、臨床心理士。志學館大学、徳島大学を経て、2018年から現職。
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ひきこもりとは、厚生労働省によると

「様
さま

々
ざま

な要因の結果として社会的参加（義務
教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家
庭外での交遊など）を回避し、原則的には
６カ月以上にわたって概

おおむ

ね家庭にとどまり
続けている状態（他者と交わらない形

かたち

での
外出をしていてもよい）を指す現象概念で
ある。なお、ひきこもりは原則として統合
失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひ
きこもり状態とは一線を画した非精神病性
の現象とするが、実際には確定診断がなさ
れる前の統合失調症が含まれている可能性
は低くないことに留意すべきである」

とされています＊1。
この定義のポイントは3つあります。①社会

的参加を回避している ②６カ月以上継続して
いる ③精神疾患を有している未診断者が含ま
れているという点です。

ひきこもりについて理解するために、これら
のポイントを踏まえた効果的な対応のコツを、
まずは紹介したいと思います。

①では、回避の心理を理解することが重要で
す。回避とは、苦手な状況を避ける心理です。
苦手な状況を避けている人にどのように接する

ひきこもりとは のがよいか。苦手な状況に無理やり引っ張り出
されると誰しも苦手意識が強くなってしまいま
す。苦手な状況でも安心できる工夫をしてあげ
て、少しずつ慣れてもらえるようなかかわり方
が効果的です。

②では、ひきこもりの慢性化が本人の心身の
健康、家庭内の問題、社会・経済生活上の困難
を抱えるなど、さまざまな問題を引き起こすと
いうことへの理解です。支援では長期化をどう
防ぐかが鍵になります。

③では、統合失調症、発達障害、パーソナリ
ティ障害、不安症、うつ病といった精神疾患を
有している未診断の人たちが含まれている可能
性があることを知っておいてもらいたいと思い
ます。これらの精神疾患は、治療や支援の対象
となる病気

4 4

です。社会参加よりも治療を優先し
たほうがよい場合があります。

ひきこもりの人の人数に関する代表的な調査
として、内閣府が 2015 年と 2018 年に行った
ものがあります。2015 年に 15 歳から 39 歳を
対象に行った調査によると、趣味の用事の時だ
け外出する「準ひきこもり」を含めた広義のひき
こもりの推計は 54 万人であったと報告されて
います。また、2018年に同様の方法で40歳か
ら 64 歳を対象に行った調査では、その推計は

ひきこもりの現状

＊1  厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」（2010年）  
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000147789.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000147789.pdf
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61万人であったとされています。
近年のひきこもりの傾向として、ひきこもり

本人の高年齢化が指摘されています。これは、
8050問題ともいわれ、年金生活をしている80
歳の親が無職の50歳の子どもを養っている状態
などを指します。ひきこもり本人が 50 歳代を
迎え、その親が 80 歳代に差しかかることで、
その世帯の生活が立ち行かなくなったり、ひき
こもっている人が十分な支援を受けられなかっ
たり、高齢化した親が必要な介護を受けられな
かったりという事例も生じ始めています。

ひきこもりの問題は、2000 年頃から大きな
注目を集めるようになりました。きっかけは、
1999 年の京都小学生殺害事件、新潟少女監禁
事件、2000 年の佐賀バスジャック事件と呼ば
れる事件です。これらの一連の事件の加害者が
ひきこもっていたというマスコミ報道がなされ
たことで、ひきこもりは犯罪と結び付くものと
して印象づけられてしまいました。現在でも、
ひきこもりへの偏見は根強く、ひきこもってい
る人たちの回復に大きな障壁となっています。

最近でも、2019年5月28日に起こった川崎
市登戸児童連続殺傷事件（以下、川崎事件）では、
スクールバスを待っていた小学生とその保護者
らが、両手に刃物を持った男性に襲われ、児童
と保護者が死亡し、犯人も襲撃後に自殺をしま
した。この犯人がひきこもり状態にあったとい
う報道がなされ、2000 年頃と同じように、ひ
きこもり本人と家族は世間からの強い偏見にさ
らされることになりました。

しかし、2000年頃と違ったのは、事件とひき
こもりを関連づけた報道に対し即座に警鐘が鳴
らされた点です。例えば、KHJ全国ひきこもり
家族会連合会（以下、連合会）＊2 は、2019年6月
1日に、ひきこもりへの偏見を助長するような
報道を控えるよう声明文を出しています。6月

ひきこもりの社会的背景

4日には、厚生労働大臣が安易にひきこもりな
どと結び付けるのは慎むべきだという発信をす
るに至っています。

しかしこうしたなかで、2019年6月1日に起
きた事件は、ひきこもりへの偏見が引き起こし
た象徴的な事件であったといえます。この事件
では、父親が、ひきこもり状態にあった長男を
殺害してしまいました。父親は、家庭内暴力を
振るっていた長男が、事件当日、自宅近くの小
学校で行われていた運動会の音について腹を立
てていたのを見て、川崎事件と同じように周り
の人に危害を加えるかもしれないという思いか
ら、犯行に至ったと報道されました。この事件
は、近年指摘されている高年齢化と、川崎事件と
いう2つの要因が、ひきこもり本人や家族への
プレッシャーを強めたことで起きた事件である
といえます。偏見によってひきこもり本人や家
族へのプレッシャーを強めるような社会のあり
方自体を変えなければ、こうした事件が繰り返
されてしまうでしょう。

2000 年頃に起こった 3 つの事件をきっかけ
に、ひきこもりは社会問題として注目されるよ
うになりましたが、実は以前から、精神疾患の
症状の1つとして存在していました。しかしな
がら、社会問題として注目されたことで、ひき
こもっている人たちが皆、事件の加害者と同じ
状態であるという誤解が生まれてしまいまし
た。その中で、“ ひきこもりは病気ではない ”
という新たな誤解も生まれてしまいました。

日本において大きな社会問題になったひきこ
もりは、厚生労働省が中心となり、その実態解
明と支援の指針作成に取り組んでいます。これ
までの研究から、ひきこもりの精神医学的背景
が示され、これらの知見が 2010 年に「ひきこ
もりの評価・支援に関するガイドライン」とし
て公刊され、今も活用されています。ガイドラ

ひきこもりの医学的背景

＊2 特定非営利法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会　https://www.khj-h.com/

https://www.khj-h.com/
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インの中で、ひきこもり状態にある人の背景に
応じて、医療、福祉、心理のそれぞれを組み合
わせた治療を行う必要性が示されています。

また、このガイドラインでは、診断に基づい
て治療方針を3つの群に分けることが提唱され
ています。第１群は薬物療法の有効性が考えら
れる群、第２群は福祉的支援が必要な群、第３
群は心理・社会的支援が中心になると考えられ
る群です。ひきこもりの医学的背景に応じた適
切な支援を行うことが重要となります。

ひきこもりは家族全体に大きな影響を及ぼし
ます。ひきこもりを理解するうえで踏まえてお
くべきことは、ひきこもっている本人だけでは
なく家族も困難を抱えているということです。

その1つが、心理的負担です。家族は通常よ
りも強いストレスを感じ続けています。そのた
め、支援では家族自身の心理的負担感を低減す
ることが重要となります。心理的負担感の背景
には、ひきこもっている人を受け入れ難いとい
う思いである「否定的認知」があります。この否
定的認知が家族のストレスをますます高めてし
まいます。家族が現状を受け入れ、ひきこもっ
ている人の意志を尊重したかかわりをしていく
ことが重要となります。

また、ひきこもっている人の家族に共通して、
「どのようにかかわったらよいのか分からない」
という悩みがあります。多くの場合、試行錯誤
しながら叱

しっ

咤
た

激励や不干渉といった両極端な対
応になりがちです。こうした対応は家族との関
係性を悪化させます。図に示すような、否定的
認知から生じる家族の心理的負担感の増加に
よって、不適切な対応の繰り返しによる関係性
の悪化という悪循環を解消する必要があります。

心理的な困難だけではなく、親の高齢化に伴
う経済的困窮が生じてきました。家庭の経済状
況について、連合会が行った調査データを紹介
したいと思います。この調査は2005年と2014

本人・家族の
困難状況に対する理解

年に行ったものです。2005年の平均世帯年収は
538 万円、ひきこもり本人にかかる費用が月額
平均4.5万円に対し、10年後の2014年には、平
均世帯年収が 444 万円と大幅に減少し、本人
にかかる費用が月平均 5.8 万円と増加しまし
た。2005年時点の親の平均年齢は父親が 61.6
歳、母親が58.7歳に対し、2014年時点の親の
年齢は父親が 67.8 歳、母親が 62.0 歳で、親の
高齢化が平均世帯年収の減少の大きな要因に
なっているといえます。2020 年現在、この状
況はさらに深刻化しています。

次に親の高齢化は、必然的に親亡き後という
課題につながります。その中でひきこもってい
る人の兄弟姉妹に対する支援の必要性が少しず
つ認識され始めました。2012 年の連合会によ
る全国調査では、ひきこもっている人に兄弟姉
妹がいる割合が 87.2％と報告されています。
親の高齢化に伴い、兄弟姉妹への支援は今後ま
すます重要になっていきます。

兄弟姉妹への支援は、親への支援とは異なる
点があります。親への支援は、親子という扶養
義務を背景としたものですが、兄弟姉妹の場合
は扶助義務の関係性が支援の根拠となります。
扶助義務とは「社会的地位相応の生活を送った
うえでなお余裕があれば、その範囲内で最低限
度の金銭的援助をする」というものです。その
ため兄弟姉妹の扶助の意思を尊重することにな
ります。兄弟姉妹にその意思がない場合、ある
いは兄弟姉妹のいない一人っ子の場合は、ひき
こもり支援に活用できるさまざまな福祉制度を

図

ひきこもりへの
否定的認知

家族の
不適切な関わり

家族の心理的
負担感の増大

家族関係の
悪化

ひきこもりの
深刻化

家庭で起こる悪循環
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活用することになります。

まず最も特化した支援機関は「ひきこもり地
域支援センター」です。2009 年度から設置が
始まり、現在すべての都道府県と政令指定都市
に設置されています。このセンターは、本人や
家族が、地域の中で最初にどこに相談したらよ
いかを明確に周知することにより、より支援を
受けやすくすることを目的にしています。

近年、ひきこもり地域支援センターでは厚生
労働省がひきこもりサポート事業として、関係
機関とのネットワークや相談窓口だけではな
く、ひきこもっている人への支援として、居場
所の設置を推進しています。

ひきこもりを対象とした居場所に関する調 
査＊3 から、居場所における利用者同士の交流の
有効性が指摘されています。同じ経験をした仲
間と出会い、ひきこもったことを否定されない
ことで、「居ていい」という感覚を体験すること
ができます。この「居ていい」という感覚は、ひ
きこもりから回復する土台になる感覚です。単
に家庭や居場所がある、というだけではなく、

「居ていい」と感じられる場所を増やすことが、
回復を後押しする大切な基盤になります。

また、高年齢化に対応するには福祉制度の活
用も必要です。親の高齢化により、生活基盤が
維持できなくなった場合に利用できる制度には
生活保護、障害基礎年金など、親の高齢化には
高齢基礎年金、介護保険制度、成年後見制度な
どがあります。

これらに加えて、支援として期待される制度
に、生活困窮者自立支援制度があります。この
制度では2015年度から開始され、生活全般に
わたる困難に対応する相談窓口が全国の市区町
村に設置されています。具体的な事業としては、
支援プランを作成する「自立相談支援事業」を始

本人・家族への社会的・経済的
支援への取り組みの紹介

め、離職などで住居を失った人、または失うお
それの高い人に、就職に向けた活動をするなど
を条件に、一定期間、家賃相当額を支給する「住
居確保給付金の支給」、すぐに就労が困難な人
に６カ月から１年の間、プログラムに沿って一
般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に
向けた支援や就労機会を提供する「就労準備支
援事業」、直ちに一般就労することが難しい人
のために、その人に合った作業機会を提供しな
がら、個別の就労支援プログラムに基づき一般
就労に向けた支援を中・長期的に実施する「就
労訓練事業」、住居を持たない人、またはネッ
トカフェ等の不安定な住居形態にある人に、一
定期間、宿泊場所や衣食を提供する「一時生活
支援事業」などがあります。

さらに、「就職氷河期世代支援」や「改正社会
福祉法」も、ひきこもり支援の追い風となるこ
とが期待されています。就職氷河期世代への支
援には、社会参加支援としてひきこもりのこと
が明記されています。また、改正社会福祉法に
は、高年齢化したひきこもり事例を想定して、

「丸ごと相談（断らない相談）」が推奨されるよう
になっています。

ひきこもり支援では、「つながり続ける」こと
が重要です。「つながり続ける」とは、拙速に支
援ニーズを引き出すのではなく、支援ニーズが
生じた時に迅速に支援を提供できる関係性を保
ち続けることです。「つながり続ける」ことで信
頼関係を構築し、初めてひきこもっている人と
その家族のニーズをくみ取ってあげることがで
きるようになります。すぐにできることはない
としても、「つながり続ける」ことだけは諦めな
いでほしいと思います。

おわりに

＊3 ひきこもりの居場所に関する実態調査　https://www.khj-h.com/news/investigation/4314/

https://www.khj-h.com/news/investigation/4314/
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 国民生活センターの
半世紀を

振り返る

私は、弁護士登録直後から消費者被害事件に
取り組み始め、地元の消費生活相談員（以下、相
談員）と相談事例検討会を始めました。その縁
もあって、間もなく国民生活センター（以下、国
セン）で消費生活相談員研修会の講師を担当する
ようになり、さらに紛争解決委員会委員も担当
するなど、相談員が取り扱う相談事例に長く接
してきました。その経験から、相談員が消費者
問題の最前線で新たな課題に向き合い、日本の
消費者政策を切り開いてきたことを間近に見て
きました。そこで国センが相談現場に影響を与
えた案件で思い出深いものを振り返ってみます。

1. 投資取引は「消費生活」の問題か
先物取引や預託商法などの投資取引被害の相

談が消費生活センター（以下、消セン）に寄せら
れた 1980 年代には、「投資取引は消費生活セ
ンターで取り扱う問題なのか」という消極意見
が一部にありました。

高齢者が強引な訪問勧誘で被害にあっている
姿を見ている相談員からすれば、「当然消費者
被害です」ということになりますが、法律論で
いえば、転売利益を目的とする投資取引は商行
為（商法 501 条）ということになり、当時の訪
問販売法（現・特定商取引法）は、貴金属は政令
指定商品ではありませんでした。しかし、これ
を取り扱わないでは消費者を守る消センの役割
は果たせない、という相談員の熱い思いから相
談を受ける消センが広がりました。

これに対し、国センが「小口資産形成取引」は
消費者問題であるという見解を公表し、全国の
対応方針が固まりました。その後、訪問販売法
1988 年改正により、適用除外規定を「商行為」
から「営業のため・営業として」とし、貴金属な

どの投資商品も政令指定されました。

2. 内職商法被害にクーリング・オフを
1990 年代後半には内職・モニター商法被害

が増大しました。ふたを開けてみれば詐欺的商
法なのですが、自営業の契約形式を取るケース
や継続的に収入を得る仕事の契約であるから

「営業的商行為」（商法 502 条）に当たるという
事業者側の主張もありました。

しかし、日頃から相談を受けている相談員か
らみれば、知識・経験のない消費者が事業者の
巧妙な勧誘・広告により被害にあっているもの
であり、消費者被害そのものです。

こうした議論を踏まえ、訪問販売法 2000 年
改正（特定商取引法に名称変更）により、「業務
提供誘引販売取引」を新たに適用対象とし、「業
務を事業所等によらないで行う個人」は保護の
対象として位置づけ、内職商法の被害にもクー
リング・オフができるようになりました。

3. 多重債務相談を消センで
2000 年代初め頃、サラ金・クレジットの多

重債務者が激増し深刻な社会問題となりまし
た。消費者問題に取り組む弁護士や司法書士が
受任処理していたものの、多重債務者への相談
体制は明らかに不十分でした。一部の消センで
相談対応を始めるところもありましたが、消セ
ンの助言では解決できないといった議論もあ
り、なかなか多重債務相談の受け付けは広がり
ませんでした。

そうした中で、国センは、2002 年、「多重
債務相談への対応」という講座用テキストを作
成して各地で研修会を開催し、「現代の消費者
問題の中でも最も深刻な課題である多重債務相

第 回5
池本 誠司  Ikemoto Seiji  弁護士
1982年弁護士登録、特定適格消費者団体埼玉消費者被害
をなくす会理事長、明治大学法学部・法科大学院兼任講師、
国民生活センター客員講師、同紛争解決委員会委員。

消費者問題の最前線で闘う
消費生活相談員
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談について、各地の消費生活センターが積極的
に取り組んで頂くことを期待したい」という明
確なメッセージを発信しました。

これを契機に各地の消センが多重債務相談を
受け付けるようになり、地元弁護士会・司法書
士会と連携して相談対応に取り組みました。

こうした実績により、貸金業法 2006 年改正
後に各都道府県に多重債務問題対策本部が設置
された際、多重債務相談の入り口を消センが担
うものと位置づけられました。

4. インターネット取引被害への対応
2000 年代に入ると、インターネット取引被

害がさまざまなかたちで発生しました。迷惑広
告メールが氾

はん

濫
らん

し、アクセスしたサイトで「次
へ」とクリックすると契約成立となってしまう
ワンクリック請求詐欺が横行しました。

これらを受けて、特定商取引法 2000 年改正
により、インターネット通信販売における申込
確認画面の不適正表示の禁止を設け、同法
2002 年改正により広告メールの送信を希望し
ない者への再送信の禁止を規定し、同法 2008
年改正により事前の承諾のない広告メールの送
信禁止と返品条件の特約表示が不備な場合の解
約返品制度を設けました。

現在、消費者庁の特定商取引法・預託法検討
委員会で審議中のお試し定期購入やネガティブ・
オプション、販売預託取引（現物まがい商法）の
規制強化の議論も、消センに寄せられる苦情相
談事例から悪質商法の手口を分析し、現行法の
不備を検討し、法整備へと結び付ける議論です。

5. 消費生活相談情報が消費者施策の基盤
以上のとおり、全国の消センで受け付けた年

間 100 万件前後の相談事例を、国センが PIO―
NET（パイオネット：全国消費生活情報ネット
ワークシステム）を通じて集計・分析すること
により、①広く消費者への注意喚起 ②国や都

道府県による悪質事業者への行政処分 ③各省
庁が消費者関係法制度の見直しの情報として活
用しています。このように国と地方自治体が一
体となって展開している消費者行政の体制は、
世界に誇れるシステムであるといえます。その
相談情報の聴取と記録を担うのが各地の「消費
生活相談員」なのです。

消費者庁が創設された 2009 年以来、地方消
費者行政の体制整備の第一の柱として、消セン
の設置促進と資格を有する相談員の配置を掲
げ、国の交付金措置によって支援したのも、消
費生活相談が消費者行政の出発点だからです。

6. 消費生活相談員のこれからの役割
相談員の役割が、個別事案の相談処理だけで

なく、被害防止のための出前講座や消費者教育
へと広がっていることは既に周知のとおりで
す。また、個別相談においても、その事案の民
事的な解決だけでなく、行政規制違反事項も聴
取して被害防止に活用することが強調されてい
ます。

さらに、消費者委員会地方消費者行政専門調
査会が2020年8月28日に取りまとめた報告書
では、相談員の相談機能の充実と専門性強化と
ともに教育・啓発活動の中心として多様な活躍
の場の構築を進め、魅力ある職業であることを
発信することを国に求めており、これを推進す
る役割はまさに国センの取り組みとして期待さ
れます。

近年、各地の消センで相談員を募集しても適
任者の応募が少ないとか、消費生活相談員資格
試験の合格者が不足していると聞きます。国に
は、相談員の役割の重要性と魅力を一層アピー
ルするとともに、質の高い養成講座を各地で開
催することやその役割に見合う処遇改善を図る
ことが期待されます。
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地震や台風などの自然災害によって、居住し
ていた賃貸住宅の一部が壊れて使えなくなって
しまった、または、住めない程に壊れてしまっ
た場合、その修繕や家賃の支払いはどうなるの
でしょうか。本稿では、自然災害と賃貸住宅を
めぐるトラブルを未然に防ぐため、知っておく
べきことを学びましょう。
東北を中心として、東日本各地に甚大な被害

をもたらした2011年３月の東日本大震災では、
次のような震災に関連した多くの相談が、弁護
士会にも寄せられました。

・賃貸住宅の壁にひびが入ったが賃料は同
額のまま支払わねばならないのか、修繕
はしてもらえないのか。

・大家の自宅が津波で流され住む所がない
らしく、賃貸住宅の明け渡しを求められ
たが、退去しなければならないのか。

・老朽化していた賃貸住宅で、大家から、
崩れたら危ないからすぐに退去するよう
求められたが、損壊の危険性は大家の判
断で決まるのか。

・余震が怖いので実家に一時的に避難した
いが、その間の賃料は支払わなければな
らないのか。

これらは、実際にあった、身近な事例です。
本稿の解説を読んだ後、もう一度これらの問題
について、どのように対処できるのか、振り返っ
て考えてみましょう。

●�修繕は原則として賃貸人の義務� �
一部例外あり
民法606条1項は、賃貸住宅が壊れて使用で

きなくなった場合に、賃貸人が、賃借人の使用
のため必要な修繕をする義務を負うことを定め
ています。
そのため賃借人は、賃貸人に対して賃貸住宅

の修繕を求めることができます。ただし、この
賃貸人の修繕義務は、修繕が必要でない場合と、
修繕が不可能な場合は、例外的に義務がありま
せん。
前者は修繕が必要とはいえない程、損壊が軽

微な場合＊1、後者は修繕が必要な場合でも、賃
貸住宅が地震で倒壊したなど、修繕が物理的に
不可能な場合などです。さらに、修繕の費用が
とても高額になってしまうケースでは、修繕の
義務を負うことが経済的に不可能として、修繕
の義務がないとされる場合があります＊2。
●�賃借人に責任がある場合� �
賃貸人に修繕義務はない
地震や水害により賃貸住宅が壊れるケースで

は、ほとんどの場合は、賃貸住宅が壊れたこと
について、賃借人の責任ではないことが多いで
しょう。
しかし、賃借人の落ち度によって賃貸住宅や

家具に損壊が生じるケースもあり得ます。例え
ば、台風時、賃借人が窓を開けっ放しにしたた
めに雨風が部屋に入り、畳や壁紙を交換しなけ

住宅の修繕はどうなるのか？

賃貸住宅をめぐるトラブル

第 回4

仙台弁護士会。一般事件、家事事件、刑事事件などを広く手掛ける。
災害復興支援特別委員会、消費者問題対策特別委員会に所属する。

東田 正平  Higashida Shohei  弁護士

＊1	 最高裁昭和38年11月28日判決
＊2　最高裁昭和42年6月22日判決
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ればならなくなったケースなどでは、賃借人の
責任と判断される可能性があります。
賃借人の責任と認められる場合は、賃貸人は

修繕の義務を負いません（改正民法606条1項
ただし書き）。
●�賃貸人が修繕をしないときは賃借人が�
代わりに修繕をすることができる
賃貸人が、修繕義務を負うにもかかわらず、

必要な修繕をしない場合は、賃借人のほうで修
繕をすることもできます。
この場合、賃借人は、まず賃貸人に対して、

修繕をすることの連絡をしますが、賃借人から
の通知を受けたにもかかわらず、賃貸人が修繕
をしないときには、賃借人側で代わりに修繕を
することができます（改正民法607条の2第一
号）。このとき賃借人は、賃貸人に対して、修
繕のため支出した費用を返還するよう求めるこ
とができます（民法608条）。
また、通知や連絡をしなくともよい場合があ

ります。既に賃貸人が修繕の必要性を知ってい
て一定の期間が経過している場合や、通知をす
る時間的な余裕がないほど緊急の場合です。こ
れらの場合には、通知をすることなく、賃借人
は修繕をすることができます（改正民法607条
の2第二号）。修繕のため支出した費用を、賃
貸人に返還するよう求めることもできる点は、
通知をした場合と同じです。
●�修繕義務を免除する特約は有効、�
どこまで免除されるかは総合的に判断
賃貸借契約では多くのケースで民法とは違う

「特約」が定められています。
あらためて賃貸借契約書をみてみましょう。

賃貸借契約書に、「地震その他の自然災害が発
生した場合に、賃貸人は修繕義務を負わない」
などの特約条項が入っていないでしょうか。
このような特約も、原則として有効です。た

だし、賃貸人が個人ではない事業者であって、
賃借人が個人の場合には、消費者契約法8条に
よって、特約が無効とされる場合もあります。

立場が弱いとされる消費者個人を保護するため
のルールです。
しかし、特約が有効となる場合は、賃貸人の

修繕義務は原則として免除となります。
もっとも、土台や壁、柱の損壊など、賃貸住

宅の主要構造に関連した重大な損壊が生じてし
まい、大規模な修繕が必要な場合などでは、例
外的に賃貸人の修繕義務が免除されないことが
あります。大規模な修繕についてまで、賃借人
が行うとすることは、賃借人にとって過度に不
利な契約となってしまうからです。
どのようなケースについて、特約が有効で

あっても賃貸人に修繕の義務が生じるかは、賃
料がいくらか、どれほどの規模の修繕が必要に
なるかなどを総合的に考慮して判断します。
●�修繕のために立ち退きを求められた場合は、
賃借人は応じなければならない
賃貸人が、賃貸住宅の修繕のために一時的な

立ち退きを要求する場合、賃借人は、立ち退か
なければなりません（民法606条2項）。
賃借人が一時的に立ち退くに当たって、宿泊

費用が生じることがありますが、賃貸人は、賃
借人の宿泊費用を負担する義務はありません。
他方で、賃借人は、賃貸住宅の使用ができな

くなりますので、賃料を支払う義務もありませ
ん。
●賃借人が修繕の義務を負うことは例外的
これまで賃貸人が原則として修繕義務を負う

ことを解説してきました。
しかしこれとは逆に、賃貸人が、賃借人に対

して、賃貸住宅の修繕や壊れた家具の交換など
を要求してトラブルとなるケースが、災害時に
はよくみられます。
このようなケースでは、賃貸借契約の特約と

して賃借人が修繕の義務を負うことを定めてい
るか、賃貸住宅の被害について賃借人に落ち度
があったのかなどを総合的に考慮して、賃借人
の修繕義務を判断することになります。
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賃貸借契約が終了しますので、賃料を支払う義
務もなくなります。
また、倒壊まではいかず、一部損壊にとどま

る場合であっても、残存した部分のみでは賃借
の目的を達成できないときは、賃借人は、賃貸
借契約を解除できます（民法611条2項）。
例えば、飲食業のために賃借したケースで、

水道や電気が使用できなくなったときなどが、
賃借の目的を達成できなくなった場合に該当す
る可能性があります。契約解除が認められた場
合には、賃貸借契約が終了し、賃料を支払う義
務がなくなります。
●�避難中に賃料を支払う必要があるかは、避
難が自主的な判断に基づくかどうかによる
大地震後に余震が心配で避難をする、河川の

氾
はん

濫
らん

のおそれがあるため避難するという理由
で、賃貸住宅を使用しない場合でも、賃料は支
払わなければならないでしょうか。
もし、賃貸住宅の使用が可能ではあったが、

自主的な判断で避難をした場合には、賃料を支
払う必要があります。一方、警戒区域に指定さ
れて避難指示が出ているなど、やむを得ず避難
をしなければならない事情があった場合には、
賃料を支払う必要はありません。

自然災害でのトラブルは、迅速な解決が大切
です。まずは賃貸人と賃借人で協議し、難航し
た場合には弁護士などが仲介するADR、裁判
所の調停などを利用して、話し合いで解決する
ことが有益だと考えられます。
また、金銭的な問題が解決を困難としている

ケースが多くあります。そのため、これまでの
連載で解説された、公的な補助支援のメニュー
を、再度確認してみましょう。

おわりに

●�賃貸住宅の一部が使用できなくなった場合
は、賃料の減額を求めることができる
自然災害によって、賃貸住宅の一部が壊れた

場合に、賃料はそのまま支払い続けなければな
らないのでしょうか。
例えば、台風により水害が発生し賃貸住宅の

一部の部屋が水浸しになったケースや、地震に
よって水道管が損壊し水道が使用できなくなっ
たケースなどが考えられます。
このように賃貸住宅の一部が使用できなく

なった場合は、賃借人は、賃貸人に対して、損
壊の程度に応じて、賃料の減額を求めることが
できます（改正前民法611条1項、2020年3月
までの契約締結分）。
注意点として、賃料の減額は、賃借人が賃貸

人に対して意思表示をすることが必要です。そ
のために、配達証明付き内容証明郵便を活用し
て、賃料の減額を申し出ることが有効です。
なお、民法が改正され、2020年4月1日以

降に締結された賃貸借契約の場合は、賃借人の
意思表示がなくとも、損壊の程度に応じて、当
然に減額がされることになりました（改正民法
611条1項）。
ただし、具体的な賃料の金額は、最終的には

賃貸人と賃借人で協議する必要があります。
賃借人が一方的に賃料を減額して支払った場

合、賃貸人が同意していなければ、賃料が未払
いだとしてトラブルとなる可能性があります。
賃料が数カ月間未払いになると、賃貸借契約の
解除を求められる可能性もあります。
●�賃貸住宅の全部が使用できない場合には、
賃料を支払う義務はない
地震により賃貸住宅が倒壊した場合など、賃

貸住宅の全部が使用できない場合は、賃貸借契
約自体が終了します＊3（改正民法616条の2）。

賃料の支払いはどうなるのか？

＊3	 最高裁昭和32年12月3日判決
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吉田 利宏  Yoshida Toshihiro  元衆議院法制局参事
1987年衆議院法制局入局後、15年にわたり法案や修正案の作成に参画。主な著書に『法律を読む技術・学
ぶ技術』［第３版］（ダイヤモンド社）、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』（第一法規株式会社）など。

スマホで新聞を見るからかもしれませんが、
学生に紙の新聞を渡して、「昨日の株価はいく
らだった？」と尋ねても、なかなかその答えは
返ってきません。「あれ、どこだっけ……」新聞
のあちこちをめくって探します。しかし、これ
がビジネスパーソンならすぐに答えが返ってく
るはずです。「経済面がどこか」ということが既
に頭に入っているからなのでしょう。
法律もどこにどんなことが書かれているの

か、「紙面割」みたいなものが頭に入っていると
条文を探すのが早くなります。

● 本則と附則
法律は大きく「本則」と「附則」に分かれます。

本則とは「これからもずっと必要な規定」のこと
です。一方、附則は「新しい制度が定着するま
での引き継ぎの規定」などのことをいいます。附
則は新しい制度が定着したらもう用済みになる
のが普通です。そのため、私たちが普通、目に
する条文というのは、大概本則を指します。六
法全書でも開かない限り、附則にお目にかかる
ことはないかもしれません。その六法全書でさ
え、附則は重要部分だけの掲載となっています。
本則と附則の規定事項の振り分けを身近な例

で説明してみましょう。行きつけの薬局のポイ
ントカードが新しくなったとします。そのポイ
ントカードに関するルールをもし条文で書くと
すれば、「ポイントの貯め方」とか「ポイントの
使い方」といった事項が本則で書かれるべき事
項です。「新しいポイントへの移行時期」や「古

法律の構成 いポイントから新しいポイントへの交換ルー
ル」といったことが附則事項となるでしょうか。

● 本則の4つのパーツ
本則は、さらに、その内容を4つのパーツに

分けることができます。「総則」「実体的規定」「雑
則」「罰則」がそれです。消費者安全法の規定を
章ごとに分類すると、次のようになります。

総則では、全体に共通することを定めます。
次が実体的規定です。ここでは「この法律でや
ろうとする措置」が並びます。さらに、総則ほ
ど重要ではないけれども全体に共通するこまご
ました規定が置かれているのが雑則です。そし
て、最後に刑罰などが定められている法律では
罰則が置かれます。これが法律の紙面割といえ
るのです。

本
　
則

総　則 ・第1章	 	総則（1条―5条）

実体的
規定

・第2章	 	基本方針（6条・7条）
・第3章	 	消費生活相談等（8条―11条の

26）
・第4章	 	消費者事故等に関する情報の集

約等（12条―14条）
・第5章	 	消費者安全調査委員会による消

費者事故等の調査等（15条―37
条）

・第6章	 	消費者被害の発生又は拡大の防
止のための措置（38条―45条）

雑　則 ・第7章	 	雑則（46条―50条）

罰　則 ・第8章	 	罰則（51条―57条）

附　則

法律
基礎知識

新・や
さしく解説 第 回3

法律の読み方①
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  新・やさしく解説

法律基礎知識

どんな法律であろうと、真っ先に第1条を読
むことをお勧めします。一部改正法を除いて、
多くの法律の第1条は「目的規定」です。この規
定にこそ、その法律が「どのような方法でどの
ようなことを実現したいのか」がまとめられて
いるからです。目的規定には、「律義な」法律ら
しく、たどたどしい表現での決意表明がみられ
ます。この「たどたどしさ」は、まじめな男性の
プロポーズのようで好感が持てます。
「けんかもするかもしれないけれど、僕たちう
まくやっていけると思うんだよ。お互い理解し
合って、温かい家庭を築いて、幸せになろうよ」
このプロポーズを分析すると、最初に、プロ

ポーズに至った気持ちが述べられています。さ
らに、結婚の究極の目標である「幸せ」のために
「温かい家庭を築くこと」や、結婚生活を支える
手段として「お互いの理解」が欠かせないことが
呼び掛けられています。
次に消費者安全法の目的規定をみてください。

〇消費者安全法
　（目的）
第1条　この法律は、消費者の消費生活に
おける被害を防止し、その安全を確保す
るため、内閣総理大臣による基本方針の
策定について定めるとともに、都道府県
及び市町村による消費生活相談等の事務
の実施及び消費生活センターの設置、消
費者事故等に関する情報の集約等、消費
者安全調査委員会による消費者事故等の
調査等の実施、消費者被害の発生又は拡
大の防止のための措置その他の措置を講
ずることにより、関係法律による措置と
相まって、消費者が安心して安全で豊か
な消費生活を営むことができる社会の実
現に寄与することを目的とする。

スタートは目的規定 目的規定の多くは「手段＋その手段により実
現しようとする目的」という組み合わせででき
ています。消費者安全法でいえば、実現しよう
とする目的は、「消費者が安心して安全で豊か
な消費生活を営むことができる社会の実現に寄
与すること」です。
では、法はどのような手段で実現しようとし

ているでしょう？　条文から主に5つの手段が
用意されていることが分かります。その手段と
は次のようなものです。

もともと、基本方針は全体に関わることなの
で総則にも分類できるものです。しかし、この
法律では、基本方針を定めることを消費者の安
全を確保するための大きな柱と位置づけている
ようです。そのため実体的規定の1つとして整
理しました。

さて、目的規定から、その法律の「したいこと」
が分かったところで、先ほどの章名の表へと
戻ってみてください。5つの手段が、目的規定
に示された順番に定められていることが分かる
でしょう。「目的規定はその法律のダイジェス
トだ！」と言うのはこうした目的規定の性格を
表しているのです。

①	内閣総理大臣による基本方針の策定について定める

②		都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の
実施及び消費生活センターの設置

③	消費者事故等に関する情報の集約等

④		消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等
の実施

⑤	消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置

目的規定から全体を見渡す
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資産運用のために
 知っておきたい基礎知識

第 回

大手銀行の定期預金の金利が0.002%……な
どという超低金利の昨今。これでは100万円
を10年間預けても、税引き後の利息は160円
にも満たない額です。将来必要になるお金を確
保するためには、積極的な資産作りを考える必
要があるかもしれません。今回は「投資」につい
ての理解を深め、基本的なリスクや、リスクを
コントロールする方法を学んでいきます。

「投資」も「貯蓄」も、将来のための資産作りと
いう点は同じです。では、どこが違うのでしょ
うか。「貯蓄」は、文字どおりお金を“蓄える”
もので、必要な時にお金を引き出せるよう、安
全性、確実性、そして流動性を重視します。具
体的には銀行の預金などが、これに当たります。
一方、「投資」は、今あるお金を使って収益を

得ることを期待し、“殖やす”ことを念頭に行
います。株式や投資信託などがその代表的なも
ので、当面、使う予定のないお金での運用が適
しています。
また「投資」には、お金を“殖やす”だけでなく、

自分が望む社会の実現のために、お金を“回す”
という側面もあります。例えば「ESG投資」は、
企業の財務情報だけでなく、環境や社会、企業

「投資」はお金を“殖
ふ

やす”“回す”

統治に配慮しているかを重視して投資をするも
のです。SDGs(持続可能な開発目標)の観点か
らも、今、投資家の関心を集めています。
インターネット上で発表された“実現したい

こと”に賛同して資金提供を行う「クラウドファ
ンディング」も、近年、話題になっています。
その社会的意義を重要視してリターンを求めな
い寄付型や、モノやサービスなどの特典を受け
る購入型のクラウドファンディングもあります
が、配当というかたちでリターンを受ける投資
型、利子で一定のリターンを受け取る融資型な
ど、より出資に近いものもあり、「投資」の選択
肢の1つになりつつあります。

「投資」には、リスクが伴います（表）。まず、
投資した資産の価値が変動する「価格変動リス

「投資」のリスクとは

「子供のお金教育を考える会」代表（http://www.kids-money.jp/）。著書に『アクティブ・
ラーニングで楽しく！ 消費者教育ワークショップ実践集』（大修館書店、2018年）ほか。

あんびる えつこ  Ambiru Etsuko  文部科学省消費者教育アドバイザー

次の①～③のうち、内容が合っていると思うものの■に■をしましょう。
■  ①「投資」は、短期間の値上がりをねらって、利益を得ようとするものである
■  ②「投資」でも、景気がよい時であれば、リスクを考える必要はない
■  ③ 「投資」は、その対象や国・地域、タイミング(時間)をずらすなどして、リスクをコント

ロールすることが大切である

内容が合っているもの（■）は……③のみ

お金理解度チェック

「投資」のリスクと
対処法

4

投資

殖やす

回す 望む社会

望む生活

http://www.kids-money.jp/
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資産運用のために
 知っておきたい基礎知識

ク」があります。購入時より売る時に価格が上
がっていた場合には、利益を得ることができま
すが、逆に下がっている場合には、元の価格を
下回ることがあります。この振り幅の大きさが、
リスクの大きさということになります。
次に考えたいリスクは「信用リスク」です。こ

れは、株式や債券などを発行している企業や国
の経営や財政の悪化を受けて、投資家から集め
たお金や利息などを返済できなくなる可能性を
指します。
外貨建ての金融商品などは、為替相場の動き

によって、より大きな収益を得られる場合と、
逆にせっかくの収益が損なわれる場合がある
「為替変動リスク」を想定しなくてはいけませ
ん。また「投資」には、売却の際に預金よりも一
般的に多くの手順が必要であることや、希望す
る価格や市場での売却が難しい場合があり、こ
のようなリスクを「流動性リスク」といいます。

こうした「投資」のリスクには、どう対処した
らよいでしょう。

投資のリスクは
「分散」「長期」でコントロール

昔からの言葉に「卵は
1つのかごに盛るな」と
いうものがあります。こ
れは、1つのかごに全部
盛っていれば、そのかご
を落とした時にすべて割
れてしまうけれど、他の
かごに分けていれば、割
れないで済む卵があると
いう意味です。「投資」も
分散投資していくことで
リスクを減らすことがで
きます(図)。
まず資産グループの分

散が考えられます。経済
状況の変化に対して異な
る値動きをするもの、例

えば株式と債券に分散して投資していれば、ど
ちらかが値下がりしても、ほかの資産は値上が
りしている可能性があります。また、同じ株式
でも違う動きをする銘柄・対象に分散したり、
国や地域を分散したりすることで、同じように
リスク等を軽減できるというわけです。
また、一度に多額の投資をするのではなく、

投資するタイミングを分散することで、高値で
購入するリスクを低減することが可能です。定
期的に定額の投資を行い、価格が高い時には少
なく、低い時には多く購入する「ドル・コスト平
均法」を利用すれば、長い目でみると1回当た
りの投資価格が平準化され、急な値下がりが生
じても損失の程度を抑えることができます。
長期投資もリスクを小さくする効果がありま

す。一般的に保有期間が長くなるに従って、投
資の平均収益率は安定していくという傾向があ
るからです。また投資期間が長ければ、投資資
金を運用して得られた利益がさらに運用されて
増えていく「複利」の効果も期待できます。
「投資」にリスクはつきもの。中長期的に分散
して「投資」を行うことで、そうしたリスクをう
まくコントロールしていくことが大切です。

図

異なる値動きを
する業種・業態
の企業など投資
の対象を組み
合わせる

対象の分散

複数の国や地域
の株式、債券、
通貨などを組み
合わせる

地域の分散

投資のタイミン
グ(時間）を分け
る

時間の分散

預貯金・国内債券・国内株式・外
国債券・外国株式・不動産・商品
（金、原油など）など異なる値動
きの傾向がある資産グループの
商品を組み合わせる

資産グループの分散

分散投資とは

リスクの種類 内　容

価格変動リスク 売却時の価格が、購入時の価格を上回る可能性も、下回る可能性も
ある

信用リスク 株式や債券などを発行している企業や国などが、財政難や経営の悪化
などで、投資した元本や利息を支払う能力が無くなる可能性がある

為替変動リスク
外国の通貨で取引される「外貨建て」の金融商品は、為替相場の動き
によって、円換算した際に円での手取り額が増えたり、逆に損をす
る可能性がある

流動性リスク 金融商品を売りたいときに、希望する価格で売ることができなかっ
たり、市場で売ることができなかったりする可能性がある

表 投資の主なリスク
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オーストリア、ドイツ 電動アシスト自転車でマジョルカ島を走ってみると

オーストリア 暑い季節、レモン果汁ですっきりと

上り坂でも向かい風でも、楽に走れる電動アシス
ト自転車（Pedelec）。オーストリアでは、自転車購
入者の約3分の1が、電動アシスト自転車を選ぶと
いう。そこで、VKI（オーストリア消費者情報協会）
はドイツ商品テスト財団と共同で、電動アシスト自
転車をテストすることにした。対象は重心が低く、
乗り降りしやすい低床タイプの12商品。
オーストリアのテストチームは3月初旬、走行テ

ストを行うためにスペイン・マジョルカ島に上陸し
た。同島を選んだのは、オーストリアよりも気候が
温暖で、雪の心配がないからだという。テスト品は
あらかじめオーストリアで購入し、試験者が先入観
を抱かないように、VKIのテスト責任者がブランド
名をテープで隠しておいた。
実地テストに参加した試験者は、自転車経験豊富

な消費者6名（男性4名、女性2名）。原則として全
員一緒に行動しながら、すべてのテスト品を全員が
試した。晴れた日も雨の日も、朝から晩まで、平

へい

坦
たん

な道、でこぼこ道、坂道を走り続けて、各自のチェッ
クシートに評価を記入した。同行した専門家も独自
の観点から評価を行った。2週間の実地テストが終
わると、ドイツの実験室に場所を移し、商品テスト
財団が安全性や丈夫さ等のテストを行った。
一連のテストの結果、電気系統の不備で火災の危

険がある2商品に落第点が付いた。また、荷物を載
せると車体がぐらついた商品、2万㎞のシミュレー
ション走行でフレーム等に亀裂が入った商品、パン
クが頻発するリサイクルタイヤを用いた商品、サド
ルから可

か

塑
そ

剤DPHPが高濃度に検出された商品等
が見つかり、両機関は注意を呼び掛けている。

●�VKI『消費者』2020年6月号　https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318920068342
●商品テスト財団『テスト』2020年6月号　https://www.test.de/E-Bike-Test-4733454-0/

お菓子作りや料理の素材として、使い道の多いレ
モン。搾りたてのレモン果汁の水割りは、オースト
リアの夏の定番だという。そこで、VKI（オースト
リア消費者情報協会）は、レモン搾り器6商品の簡
易テストを行った。同協会では、使いやすさなど単
一の視点で短期間に行うテストを「簡易テスト」と呼
び、通常の商品テストと区別している。
今回、まず取り上げたのは、古典的なガラス製の

山型タイプである。半分に切ったレモンの切断面を
山の先に当て、手で押し回すと、果汁が受け皿に流
れ出る。同協会は、安定感があり搾りやすいと評価
するが、果汁が種と一緒に受け皿からあふれ出るの
が弱点とされる。そこで、山型の搾り部の下に果汁
をためる容器が付いた商品が登場したが、搾る際に
力を入れにくいため、古典型よりも果汁量が少なく

なるという。また、山型の搾り部に取っ手を付け、
マイクのようなかたちをした商品もある。手が小さ
い人でも使いやすく、果汁も多く搾れるが、種が混
ざった果汁が手にかかるのが難点だという。
比較的新しい発想の商品も取り上げた。半分に

切ったレモンをシリコン製の袋に入れ、手で搾る商
品では、果汁や種が飛び散ることがない。レモンの
先を切り落とし、ステンレス製の口金を差し込み、
果汁を口金から流す商品もある。これに似た原理で、
器具がスプレーになっている商品もある。果汁を霧
状に吹き掛けたいときに便利だが、果肉に残った果
汁は、手でもみながら押し出す必要があるという。
同協会は、果汁を冷蔵庫で保管する場合は早めに

消費するよう助言する。また、レモンを固い台の上
で転がすと、果肉がほぐれて搾りやすくなるという。

●VKI『消費者』2020年8月号　https://www.konsument.at/zitronenpressen072020

文/岸 葉子  Kishi Yoko

https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318920068342
https://www.test.de/E-Bike-Test-4733454-0/
https://www.konsument.at/zitronenpressen072020
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現行の食品安全基準を守るためにイギリス

消費者向け小口融資の規制緩和に懸念アメリカ

イギリスでEU離脱後の各国との貿易関係再構築
に向けた自由貿易協定交渉が続くなか、多くの人が
現在の高い食品安全性を維持できないと懸念してい
ることが最近のWhich?の調査で明らかになった。
調査では、9割以上が現在の食品安全基準を維持

すべきであると答えた。また、5人に4人が成長ホ
ルモンを投与された牛肉を食べるのは不快だと答え、
4人に3人が塩素洗浄鶏肉を食べるのは嫌だと答え、
同じく4分の3がこれらの食肉の輸入に反対すると
答えた。これらの食肉処理はいずれもイギリスでは
食品安全基準によって禁止されているが、アメリカ
では認められており、現在交渉中の貿易協定の結果
でアメリカ産食肉が輸入される可能性が大きい。た
だ、同国では年間６人に1人が食中毒を発症してい
ると報告されていることから懸念が広がっている。

そのようななか、大手スーパーが相次いでこれら
の処理加工された食肉は取り扱わず100％イギリス
産のみを販売すると発表した。しかしWhich?はす
べてのスーパーが現在の食品安全基準に満たない製
品を扱わないと表明しても、追跡困難な外食業界な
どに流通する懸念があるという。さらに、交渉の一
環として原産国表示や食品衛生に関する表示の規制
緩和要求も交渉テーマになる可能性もあるという。
各国との自由貿易協定交渉は多くの利益をもたら

すが、食品安全基準を維持し国民の食の安全を守る
ことは最優先にすべきである。スーパーなど民間企
業による食品安全への努力は喜ばしいが、政府が断
固としてリーダーシップを取るべきだとWhich?は
主張し、政府に食品安全基準の維持を要請するキャ
ンペーンヘの署名を求めている。

●�Which?ホームページ� �
https://www.which.co.uk/news/2020/07/aldi-will-not-sell-chlorinated-chicken-or-hormone-injected-beef/� �
https://campaigns.which.co.uk/save-food-standards/�

CFPB（消費者金融保護局）はこの程、次の給与を
担保にするペイデーローンやマイカーを担保とする
自動車ローンなどの小口融資を規制する最終規則
（改定版）の承認を発表した。CFPBは、現在のパン
デミックによる過酷な経済状況でこれらの小口融資
を最も必要とする消費者が、この最終規則やドット・
フランク法＊、各州法により不当な貸金業者から保
護され、自由競争の貸金市場で引き続き最適な新規
融資商品の選択が可能になる、としている。
ただ、2017年起草の原案に盛り込まれていた強

制的引受条項は法的根拠に乏しいとして除外され
た。強制的引受条項とは、借り手が再び借り入れせ
ずに返済する能力があるとの確認を貸し手側に課す
条項で、これにより小口融資の利用者が平均年利

400％にもなる高利の借金地獄に陥らないようにす
る措置である。CFPBの調査では、2週間以内に同
じペイデーローンを利用する割合は8割、2カ月以
内では9割に上る。自動車ローンの利用者も同じト
ラブルになり、車を手放すこともあるという。
強制的引受条項は、詳細な調査・検討を経て導入

が決定された。しかし貸金業界は強く反対し、承認
はしばらく凍結されていた。この重要な消費者保護
策が骨抜きにされたまま、この度スピード承認と
なった経緯に、CR（コンシューマーレポーツ）を始
め、多くの消費者団体が非難している。
貸金業者は有色人種が多い地域に集中している。

同地域はパンデミックの経済的衝撃を強く受けてい
るうえに、最も必要な時に消費者保護が手薄になっ
てしまう、とCRは懸念している。

●CFPBホームページ　https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-issues-final-rule-small-dollar-lending/
●�CRホームページ　� �

https://advocacy.consumerreports.org/press_release/consumer-reports-criticizes-cfpb-for-gutting-rules-governing-payday-loans/

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

＊　リーマンショック後に制定された金融規制改革法

https://www.which.co.uk/news/2020/07/aldi-will-not-sell-chlorinated-chicken-or-hormone-injected-beef/
https://campaigns.which.co.uk/save-food-standards/
https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/cfpb-issues-final-rule-small-dollar-lending/
https://advocacy.consumerreports.org/press_release/consumer-reports-criticizes-cfpb-for-gutting-rules-governing-payday-loans/
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だまされざるは、「市民との距離が近く気軽
に相談できる消費生活センター（以下、セン
ター）」をめざし、周知啓発・情報を発信する存
在として、2018年4月に誕生しました。
悪質商法等にひっかからない・だまされない

という強い意志を市民の皆さんに持ってほしい
という思いから、「だまされざる」と名付けました。

2018年、大阪府の北部に位置する本市では
地震や台風等、次々と大規模な自然災害が発生
しました。その際、災害に便乗した悪質商法の
相談件数が増加したため、具体的なトラブル事
例を掲載したリーフレットを市内全戸に配布す
ることで、注意喚起を図りました。
リーフレットと併せて作成・配布したマグ

ネットシートは、だまされざると消費者ホットラ
イン「188」が目立つデザインにより、今後の被
害防止の備えとしました。

本市と立命館大学のコラボイベントである

啓発用リーフレットの市内全戸配布

全戸配布したリーフレットとマグネット

イベントなどでの活用

「いばらき×立命館Day」では、毎年センターの
ブースを設け、幼児から高齢者まで幅広い世代
へ啓発を行っています。
可愛いらしい「だまされざるパペット」が来場

者を出迎えることで、大勢の人にセンターに興
味を持ってもらえて、消費生活について学びを
深めていただく機会となっています。

その他のイベントでは、消費生活展をはじめ、
消費生活パネル展、消費者月間記念講演会、追
手門学院大学の学園祭や地域の文化展など、さ
まざまな場面で大活躍しています。
また、市のホームページや各種広報媒体に登

場し、今必要な情報を迅速に届けています。
出前講座や消費者セミナー参加者に対して、

だまされざるグッズを配布していますが、グッ
ズはどれも可愛いらしく大人気です。
これからも、愛くるしいだまされざるととも

に、消費者被
害の防止や市
民の皆さんに
センターを身
近に感じても
らえるよう一
丸となって取
り組んでいき
ます。

イベントのようす　　　　　　　　だまされざるパペット

まん丸おめめにまっ赤なほっぺ、大きなお耳で消費
者の声を聞く元気な子ざる。「見ざる」「言わざる」「聞
かざる」、絶対に「だまされざる」が座右の銘。消費者
被害防止を胸に啓発路線を爆走中。今日も自慢の前
髪がキマってる。

だまされざる

茨木市消費生活センター第 回6

発見!
消費者トラブル

啓発
キャラクター

だまされざるの啓発グッズ
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第 回

私たち「ひとえの会」（以下、当会）は、東京都
世田谷区との協働により、区消費生活課（以下、
消費生活課）に登録の区民講師として、主に世
田谷区民を対象に出前講座（以下、講座）による
消費生活に関する啓発活動を行っています。

1992年、消費生活課は「区民による区民へ
の消費生活情報の伝え手の育成」を目的に区民
講師養成講座を行い、その修了生9名で翌年に
当会の活動を開始しました。会名の由来は図の
とおりです。
消費生活課が毎年実施する「消費者カレッジ

ステップアップ講座」の修了生の中で区民講師
としてのボランティア活動や自己研

けん

鑽
さん

を希望す
る人が入会し、2020年現在の会員数は79名で
す。会員は、消費者問題、食、環境をテーマに
した3つのグループに分かれて活動しています。
2019年度の講座の実施件数は新型コロナウイ
ルスの影響もあり45件とやや少なめでした。
また、当会主催の学習会やグループごとの勉

強会等が実施されており、会員は消費生活に関
する知識の習得、区民講師としての能力の向上
を図っています。

講座は、後述のように消費生活課と区民講師
が協働して進めます。
また、消費生活課は「区民講師フォローアッ

プ研修」（年3回程度）の実施や必要な情報を提
供して、区民講師の取り組みをバックアップし
ています。

会の成り立ち

行政との協働

講座の申し込みを受けてから実施までは次の
ように行います。

1. 講座の申し込み受付
消費生活課が講座をPRし、依頼を受け付ける

2. 区民講師の決定
当会で派遣する区民講師を募集・推薦し、
消費生活課が決定する

3. 事前打ち合わせ
講座の内容等の打ち合わせを依頼者、消費
生活課、区民講師の3者で行う

4. 準　備
打ち合わせた内容に沿って、区民講師が講
座の組み立てや準備をする

5. 講座の実施
複数（3～ 4名程度）の区民講師で実施する

6. 報告書の提出
講座終了後、区民講師は報告書を消費生活
課に提出する

主な依頼者は生涯学習グループ、高齢者クラ
ブ、社会福祉協議会、あんしんすこやかセンター
（地域包括支援センター）、町会・自治会、区内
の小・中学校、障害者就労支援施設、企業など
多岐にわたります。参加者は10～50人くらい、
時には100人を超すこともあります。

講座実施までの流れ

第 回

2009年度、世田谷区消費生活課主催「消費者カレッジステップアップ講座」修了。
2010年度にひとえの会入会、消費者問題グループに所属、現在に至る。

朝倉 宏美  Asakura Hiromi  ひとえの会代表

区民講師による出前講座で
高齢者の消費者被害を防ぐ

－行政と協働した取り組み－

76

図 会名の由来
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消費者教育実践事例集

高齢者の悪質商法の被害は後を絶ちません。
私たち消費者問題グループは高齢者が被害にあ
わないために、分かりやすく、親しみやすい講
座にするよう努め、「区民目線」でオリジナルの
資料を作成し、パワーポイントやフリップの字
を大きくするなど工夫しています。本稿では、
高齢者を対象とした講座について紹介します。
私たちが大切にしているのは「事前打ち合わ

せ」です。依頼者から参加者の年齢や性別、耳
の遠い人の参加の有無など具体的に聞き、参加
者に合った講座作りをめざします。講座は30
分から2時間と時間もさまざまですが、私たち
の講座の特徴は「参加型であること」です。
講座の一例を紹介します。始めに契約クイズ

やだまされ度チェックを行い、講座への興味や
理解を深めてもらいます。契約クイズでは「コ
ンビニでジュースを買う」「電車に乗る」などの事
例を挙げて契約に当たるか○・×で答えてもら
い、さらに契約の成立時点や返品の可否を問う
クイズと進んでいきます。参加者からは「えっ、
それも契約なの。知らなかった」と声が上がり
ます。悪質商法の事例紹介では、その時にはやっ
ている悪質商法やその地域で被害が出ている事
例などを取り上げ、朗読劇に参加してもらいま
す。台本は事前に依頼者に希望を聞いて講座ご
とに作り替えます。悪質業者役、主婦役など役
者顔負けに熱演する参加者もいて会場の拍手を
誘い出しています。朗読劇はその悪質商法につ
いて考えるきっかけ作りにもなっています。最
近では、台風などの自然災害に便乗した点検商
法や、お試しのつもりが定期購入になる通信販
売トラブルなどを紹介することがありました。
後半ではクーリング・オフ制度や消費生活セ

ンターの紹介をし、事業者への断り方など実際
に声を出して練習してもらいます。「私はこう
やって断ったわ」と自身の体験を話す参加者も
います。最後には童謡をもとにした替え歌を「今
だけ　今日だけ、あなただけ　そんな言葉に乗

手作りの参加型講座を提供 せられて～」と歌い、終わります。
区民講師はゆっくり、はっきり話すことに気

をつけ、ただ説明するのではなく、「こんな電話
受けたことありませんか？」などと参加者に問
いかけながら進めています。そして、一人でも
多くの人に消費者問題について考えるきっかけ
になってほしいと願って講座を届けています。

行政との協働・連携により、毎年「消費者カ
レッジステップアップ講座」を修了した新しい
メンバーが当会に入会すると、新入会員による
模擬講座の発表を行います（写真）。新入会員は
知恵を出し合い、先輩たちにはない新しい味を
出そうと、工夫した模擬講座を作り上げます。
この発表は先輩会員の新しい講座作りの刺激に
もなっています。
また、講座には複数の区民講師で出向きます

が、ベテランと組み合わせることで新人も経験
を積み度胸をつけていきます。
当会は、常に自己研鑽とボランティアの精神

を大切に「区民目線」で、分かりやすく親しみや
すい講座作りを心がけてきたことで、講座参加
者や行政の信頼を得てきました。このコロナ禍
の中にあって私たちの講座も手法や内容を修正
しなければいけないかもしれませんが、消費者
被害に泣く人が出ないことを願って、活動を続
けていきます。

長く続いた秘
ひ

訣
け つ

写真 新入会員による模擬講座のようす
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気になる

この用語
消費生活相談の周辺用語を取り上げ、やさしく解説します。

日持ちをよくしたり美しく仕上げたりするた
めに、食品にはさまざまな食品添加物（以下、
添加物）が用いられています。どのような添加
物が使われているのか、気になる人も多いと思
います。

日本の添加物の表示制度は複雑で、物質名だ
けでは分かりにくいことから、用途を併せて表
示したり一括で表示したりと、さまざまな表示
方法が定められています。ここでは添加物表示
についてみていきましょう。

食品添加物の表示制度は 1988 年、原則とし
て使ったものをすべて表示することとなり、
2015 年に消費者庁のもとで施行された食品表
示法に引き継がれました。ある食品に添加物が
含まれている場合、食品の容器包装の一括表示
の中で、添加物に占める重量の割合が高いもの
から順に表示する義務があります（容器包装に
入れられてない食品、対面販売や外食の場合は
義務づけられていません）。

新しい食品表示法では、原材料と添加物を区
分することが定められました。原材料名欄に「／

（スラッシュ）」などの記号で区分したり、改行
したり、添加物名の欄を別に設けたりして、ど
こからが添加物か分かりやすく表示されます。

原材料と区分して表示

表示例

原材料名 いちご、砂糖／ゲル化剤（ペクチン）、
酸化防止剤（ビタミンC）

食品添加物は食品衛生法により、指定添加物
（466品目）、既存添加物（357品目）、天然香料、
一般飲食物添加物に分類されます。これらの添
加物の化学物質名をそのまま表示しても消費者
には分かりにくいなどの理由から、①品名、簡
略名または類別名表示 ②用途名併記 ③一括名
表示 ④表示免除の規定、の 4 つのルールが定
められています。

① 品名、簡略名または類別名表示
使用した添加物は物質名表示が原則ですが、

一部の添加物については添加物の品名（名称ま
たは別名）、簡略名（一般に広く使用されている
名称）、類別名（物質の化学構造等から類別した
名称）のいずれかで表示できます。

② 用途名併記
消費者の関心の高い添加物など 8 種類（甘味

料、着色料、保存料、増粘剤・安定剤・ゲル化
剤または糊

こ

料
りょう

、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、
防かび剤または防ばい剤）については、用途名
と物質名を併記した表示が必要です。

③ 一括名表示
複数の組み合わせで効果を発揮することが多

く、個々の成分まですべて表示する必要性が低
いと考えられる添加物など 14 種類は、物質名

表示方法のルールは4つ

表示例
品　名 別　名 簡略名

L-アスコルビン
酸 ビタミンC アスコルビン

酸、V.C

表示例
着色料（赤102号）、保存料（ソルビン酸）、甘味料（ス
テビア・アスパルテーム）

食品添加物表示

第 回24
（一社）Food Communication Compass代表。厚生労働省・改正食品衛
生法に関する懇談会、消費者庁・食品表示一元化検討会委員、機能性表示
に関する検討会委員、食品添加物表示に関する検討委員会委員を歴任。

森田 満樹  Morita Maki  消費生活コンサルタント
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気になるこの用語

を表示する代わりに、一括名（イーストフード、
ガムベース、かんすい、苦味料、酵素、光沢剤、
香料、酸味料、軟化剤、調味料〈アミノ酸等〉等、
豆腐用凝固剤または凝固剤、乳化剤、水素イオ
ン濃度調整剤またはpH調整剤、膨脹剤・膨張剤・
ベーキングパウダーまたはふくらし粉）で表示
することもできます（図）。

④ 表示免除
加工助剤＊1、キャリーオーバー＊2、栄養強化

目的で使用された食品添加物の3種類は添加物
表示が免除されます。

添加物表示のルールは前述のとおり、30年近
くほとんど変更されることはありませんでした
が、2015 年 3 月に閣議決定された消費者基本
計画で「実態を踏まえた検討が必要」と位置づけ
られました。そこで消費者庁は 2019 年 4 月よ
り約 1 年間にわたって「食品添加物表示制度に
関する検討会（以下、検討会）」を開催し、2020
年3月末に報告書＊3 を公表しました。

消費者庁で添加物表示を検討

検討会では、用途名表示、一括名表示、表示
免除の栄養強化目的の添加物表示のあり方が話
し合われ、併せて無添加、不使用表示のあり方
についても論点に挙げられました。これに先立
ち行われた消費者意向調査や国際基準などを踏
まえ、各国の表示制度と比較して検討した結果、
今のままの制度をほぼ踏襲することでまとまり
ました。なお、人工甘味料、合成保存料などの

「人工」「合成」の用語については、消費者の誤
解を招くことから、食品表示基準からは削除さ
れました。

現在、食品のパッケージや売り場の POP な
どに「無添加」「不使用」など、添加物を使って
いないことを強調する表示が目立ちます。わざ
わざ使っていないことを強調しているので、添
加物はからだに悪いのだろうと思われがちです。

添加物はもともと国が安全性を認めたものだ
けが使用できるしくみですが、消費者庁の消費
者意向調査では、そのことを知っている人は3
分の1でした。

検討会ではこの点についても議論を行い、消
費者を誤認させないようにガイドラインが必要
とする結論を出しました。2020 年度中に詳細
の検討が開始される予定です。今後、「無添加」

「不使用」表示は見直されるものと思いますが、
添加物の安全性に関する理解も併せて必要とな
るでしょう。食品表示と食品安全の両輪から、
消費者教育やリスクコミュニケーションの場が
広がってほしいと思います。

無添加、不使用表示のガイドライン

＊1  食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分
と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないものまたは当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分
による影響を当該食品に及ぼさないもの

＊2  食品の原材料の製造または加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造または加工の過程において使用されないものであって、当該食
品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないもの

＊3  https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_003/pdf/food_labeling_cms101_200331_01.pdf

図 食品添加物のルール別表示例

原材料名

小麦粉、砂糖、植物油脂（大豆を含む）、
鶏卵、アーモンド、バター、異性化液糖、
脱脂粉乳、洋酒、でん粉／ソルビトール、
膨張剤、香料、乳化剤、着色料（カラ
メル、カロテン）、酸化防止剤（ビタミ
ンＥ、ビタミンＣ）

　一括名表示　　　　　　用途名表示　　
添加物は／以下のソルビトールから

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_003/pdf/food_labeling_cms101_200331_01.pdf
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高齢者は特にご注意！
脚立・はしごからの転落

14

ピックアップ相談情報

事故事例

執筆者：国民生活センター商品テスト部
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脚立やはしごでの作業中に、転倒や転落して
しまう事故が繰り返し発生しています。医療機
関ネットワークには、2010年12月から2019
年2月末までに同種の事故の情報が433件寄せ
られました。特に60～70歳代で多く起きてお
り、死亡事故や重篤なけがを負った事例もみら
れます。骨折などのけがをきっかけに、介護が
必要な状態になるおそれもあります。

問題点とアドバイス
（1）	脚立やはしごの特徴

脚立やはしごは、足を乗せるステップ（踏
ふみ

ざ
ん）が狭くバランスを取りにくい、昇降面に対
して左右に倒れやすいなどの特徴があり、正し
く設置しても、作業中の動作によりバランスを
崩すことがあります。
（2）	脚立やはしごからの転落を防ぐには

高齢者は、加齢による筋力低下などの身体機能
の低下によりバランスを取ることが難しくなる、
認知機能の低下により考えながら他の動作をす
ることが難しくなるなどの特徴があります。また、
骨がもろくなることで、骨折しやすくなります。
事故防止には、転落の危険を避けることが大

切です。高齢者は無理をせず、身近な若い人や

専門の業者に依頼できないか検討しましょう。
どうしても自分自身で作業が必要な場合は、一
人きりでの作業はやめましょう。
また、からだを安定させやすい上枠つきや広

いステップのもの、用具の転倒を防ぐ「安定性
補助器具」を取りつけたもの（写真1、2）など、
からだと用具の安定を考えて選ぶことも大切で
す。からだを支える上枠などがない脚立の場合、
少なくとも2段下のステップに立ち、余らせた
上部でからだを支えると安定しやすくなります。
脚立やはしごに上る前に作業内容をイメージ

しておき、上ってからは、バランスを取ること
に集中しましょう。
転落した場合は、自己判断せずに医療機関を

受診してください。

＊ �消費生活において生命または身体に被害が生じた事故にあい、参画医療機関を受診したことによる事故情報を収集する消費者庁と国民生活センター
との共同事業。2010年12月運用開始

参考：�国民生活センター「思わぬ大けがに！高齢者の脚立・はしごからの転落－医療機関ネットワークからみる危害の実態－」（2019年3月28日公表）�
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_2.html

　梅を採ろうと脚立に上り、約３mの高さで作業をしていたところ、コンクリートの地面に転落した。
物音を聞いた妻が駆けつけたが、呼び掛けに反応がなかった。外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、
頚
けい
椎
つい
骨折のけがを負った。� （70歳代後半、男性）医療機関ネットワーク＊より　　

写真1 上枠つきの専用脚立 写真2 安定性補助器具取付例

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_2.html
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第一東京弁護士会所属。企業法務を中心に、一般民事事件、
家事事件などを広く手がける。著書に『知識ゼロからの働き
方改革で変わる労働法入門』（共著、幻冬舎、2019年）ほか。

萩谷 雅和  Hagiya Masakazu  弁護士

相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

通勤電車の中で気分が悪くなり、おう吐しました。慌ててハンカチで押
さえましたが、間に合わずそばにいた人の服やかばんを汚してしまいま
した。弁償しようと思っていますが、どのくらいの金額を用意すればよ
いでしょうか？

電車の中でおう吐。汚してしまった
他人の服やかばんの弁償は？

99

民法は、「故意又は過失によっ
て他人の権利又は法律上保護され
る利益を侵害した者は、これに
よって生じた損害を賠償する責任
を負う」（709条）と定めています。

いったん降車してトイレに行くとか、せめて被
害者にかからないようにするということは可能
だったとして過失は認められると思われます。服
やかばんを汚してしまうことは財産権の侵害で
すので、損害賠償をする必要があります。
この場合の「損害」ですが、汚れただけであれ

ば、洗濯や清掃によって元の状態に戻ると思わ
れますので、金額はクリーニング代金程度と考
えればよいように思われます。
クリーニング代金といっても汚れの程度や処

理方法によって違いがあると思いますので、ご
自身でクリーニング店の意見を聞いたり、既に
相手方がクリーニングを済ましていた場合には
その領収書を見せてもらったりして確認するこ
とをお勧めします。
では、新品の代金を請求される場合はどうで

しょうか。
確かに、気分的にはクリーニング代金では済

まないとも思えるところですが、本当に買い替
えるしかないような「利益を侵害」といえるかど
うかが問題です。相手方が新品代金の賠償を求

めてきた場合には、本当に買い替えるしかない
ような状態だったのかについて、よくよく汚れ
の状態を確認して、納得できる説明かどうかを
検討する必要があるものと思われます。
そのうえで、仮に買い替えるしかなかったと

納得できたとしても、既にある程度使用された
中古品なのですから、中古品としての価格で賠
償する義務しかありません。
また、物的損害について精神的損害の賠償の

ための慰謝料の請求は原則できないとされてい
ます。例外として、代替性のない可愛がってい
たペット、先祖代々引き継がれてきた墓石など
の事例がありますが、一般的な品物の場合に裁
判で認められた事例は見当たりません。まずは、
誠意をもって相手に謝罪し、そのうえで損害の
賠償について十分に話し合うことで円満解決に
つながるように思われます。
こちらが誠意をもって謝罪と弁償の申し出を

しているのに、相手が過大な賠償を請求してき
たような場合には、こちらで適当と考える賠償
額を決めて、それを超える分については支払い
義務がないことの確認を求める民事訴訟を提起
するか、または、同じ趣旨の民事調停を申し立
てることにより、問題を解決することも考えら
れます。
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1. 契約内容
A(入居当時80歳代・要介護程度不明)とYは、

2013年9月、Yの経営する介護付有料老人ホー
ムに入居してYから介護サービスを受ける入居
契約を締結した。その際、XはAの身元引受人
および入居一時金残金の受取人になった。契約
内容は、おおむね次のようである。

①入居一時金を650万円とし、入居時に210
万円を償却し、残金 440 万円を入居の翌日か
ら1825日(60カ月)で均等償却する。

②月額利用料(その内訳は、管理費、食費お
よび家賃相当額等から成る)を14万円とする。

③契約終了時に、入居時償却分を控除した入
居一時金残金 440 万円から、①の入居期間に
よる償却および債務を控除した金員を、契約者
または入居一時金残金の受取人に返還する。

④入居者は目的施設および備品について、汚
損、破損、もしくは滅失その他内装を変更した
場合には、入居者の選択に従い、直ちに自己の
費用により原状に復するか、または、Yが別に
定める代価を Y に支払うものとする。ただし、

事案の概要 入居者の責めに基づかない場合は、この限りで
はない(入居契約書24条)。
2. 争　点

2016年9月下旬にAは死亡し(3年間入居)、
Xは4日後に本件居室を退去した。

Y は同年 11 月上旬、X に対して、①「居室清
掃代」約 5 万円 ②「壁紙貼り替え費用」約 13 万
円の合計約 18 万円を X の負担とし、入居一時
金からこの負担分を控除して、入居一時金残金
として約183万円を支払った。

これに対して、Xは、前記控除を争い、同年
12 月、Y に対して、Y が控除した約 18 万円の
支払いを求めて本件訴訟を提起した。本件訴訟
における X・Y のそれぞれその主張は次のよう
である。
(1) Yの主張

Yは、本件居室には、Aによるおむついじりや
ろう便のため臭気および汚損等が残っており、
通常使用による劣化を超えた毀

き

損
そん

等が生じてい
る。Yはその原状回復のために、①「居室清掃代」
約 5 万円 ②「壁紙貼り替え費用」約 13 万円 ( 合
計約 18 万円 ) を支出した、これらの費用につ
いて X は入居契約書 24 条に基づいて原状回復

　本件は、介護付有料老人ホーム契約においては、入居者のおむついじりやろう便によ
る居室部分の臭気および汚損等は通常使用による損耗(通常損耗)であり、また、入居契
約における原状回復義務についての条項は、通常損耗についてまで原状回復義務を負わ
せるものではないと解釈すべきである、とした判
決である。(東京地方裁判所平成30年11月5日
判決、LEX/DB掲載)

原　告：X（消費者・Aの身元引受人）
被　告：Y（有料老人ホーム経営会社）
関係者：A（死亡した入居者）

介護付有料老人ホーム入居契約においては、入居者のお
むついじりや、ろう便による居室の臭気および汚損等は、
通常使用を超える損耗ではないと認められた事例
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義務を負うとして、返されるべき入居一時金残
金からこれら費用を控除できると主張する。
(2) Xの主張

これに対して、Xは、本件のような介護付有
料老人ホームでは、おむついじりやろう便のた
め臭気および汚損は通常使用を超えるものには
当たらない、と主張する。また、入居契約書
24 条は、通常使用を超えた使用による損耗や
毀損について定めたものとするのが、合理的意
思解釈として相当であり、もしこれを入居負担
とする条項であるとすれば、消費者契約法 10
条により無効であると主張する。

裁判所は、介護付有料老人ホームにおいては、
入居者のおむついじりやろう便による居室部分
の臭気および汚損等は通常使用による損耗(通
常損耗 ) であると認め、①「居室清掃代」約 5 万
円、②「壁紙貼り替え費用」約 13 万円 ( 合計約
18 万円 ) を、返還すべき入居一時金から差し
引くことは許されないとして、同金額の返還を
Yに対して命じた。理由は次のようである。

本件のような介護付有料老人ホームでは、お
むついじりやろう便のため臭気および汚損は通
常使用を超えるものには当たらず、認定事実に
よっては「本件居室において通常使用によるも
のを超えたものとして臭気や汚損等が生じたと
認めるに足りず、本件全証拠を見てもこれを認
めるに足りる証拠はない」。

本件入居契約書 24 条は、通常損耗を超える
部分についてのみ入居者に対して原状回復義務
を負わせるものと解すべきである。仮に同条が、
通常損耗についてまで入居者に対して原状回復
義務を負わせる旨定めるものだとすると、「民
法上の賃貸借契約の終了に伴って賃借人が負担
する原状回復義務の負担を超えるものであり、
民法1条2項の規定に反して消費者の利益を一
方的に害するから、消費者契約法 10 条により
無効というべきである」。

判決と理由

1. 介護付有料老人ホーム入居契約と賃貸借
介護サービス付きの有料老人ホーム入居契約

（以下、入居契約)については、居住と介護サー
ビスとが不可分一体となった混合契約ないし無
名契約と解されている。参考判例①は、この点
について判示した唯一の判決であり、「その法
的性質は、主として賃貸借契約及び準委任契約
であると解され、これらの性質を併せ持つ複合
的な一個の無名契約であると解される」と判示
している。

このように、入居契約には、居室についての
賃貸借契約が要素として含まれることは疑いな
い。借地借家法も含めて、賃貸借規定また賃貸
借の法理が入居契約にどこまで適用されるのか
は、個々の論点ごとに考える必要がある。この
点、入居契約終了時において、居室の原状回復
義務が問題になることは、賃貸借契約と同様で
ある。その意味で、賃貸借契約の原状回復義務
についての議論を基本的に当てはめることが許
されるとともに、介護を受けることが使用目的
の中に含まれること、ないし要介護者による使
用であるということを、通常使用という点にお
いては考慮される必要がある。業務用(これも
種々のものがある)に対して居住用の場合の通
常使用の内容を一律に判断する必要はない。以
下では、この点について検討してみたい。
2. 賃借人の原状回復義務
(1) 判例法

①原状回復の内容について、参考判例②は、
「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念
上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣
化又は価値の減少を意味する通常損耗に係

かか

る投
下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修
繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその
支払を受けることにより行われている」ため、
特約がない限り賃借人は通常損耗につき原状回
復義務を負わないものとした。

②また、特約の認定につき、参考判例②は通

解　説
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常損耗補修特約が明確に合意されていることを
要求する。

③そして、特約が認められる場合にも、参考
判例③は、通常損耗についての敷引特約につき、
その分毎月の賃料を安くして調整していること
が考えられ、敷引金の額が敷引特約の趣旨から
みて高額に過ぎる場合には消費者契約法 10 条
により特約が無効になるという。
(2) 国土交通省ガイドライン
(a) ガイドラインの基本方針

2011 年 8 月に、国土交通省住宅局が公表し
た「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
( 再改訂版 )」(1998 年作成・2004 年改訂版の
再改訂版 ) ではその 8 ページ以降で、建物賃貸
借における原状回復についての基本方針を示し
ている。

まず、「建物価値の減少」を次の3つに分類す
る。「善管注意義務」とは、善良な管理者として
の注意義務という意味である。

① ―A 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等（経
年変化）
① ―B 賃借人の通常の使用により生ずる損耗
等（通常損耗）
② 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による
損耗等

「通常損耗」は前記のように「賃借人の通常の
使用により生ずる損耗等」と定義し、原状回復
を次のように定義して、前記① ―Aと① ―Bのみ
を対象とする。

原状回復とは、賃借人の居住、使用により発
生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・
過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を
超えるような使用による損耗・毀損を復旧する
こと

この定義に基づいて、損耗等を補修・修繕す
る場合の費用については、次のように区別する。

②の賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、そ
の他通常の使用を超えるような使用による損耗
等については、賃借人が負担すべき費用となる。

① ―A、① ―B の経年変化及び通常使用による
損耗等の修繕、例えば次の入居者を確保する目
的で行う設備の交換、化粧直しなどのリフォー
ムについては、賃貸人が負担すべきである。

(b)  原状回復と善管注意義務違反による損害賠
償(金銭賠償)とが混乱されている

本来、原状回復とは、適用な設置や変更につ
いての概念である。適法に農作物を植え付け、
工作物を設置したり、建物を店舗に改修すると
いった、賃貸借契約によって賃借人に認められ
た適法な使用につき、契約終了とともに権原ま
た利用権限を失うため、それらを除去してもと
に戻す義務であり ( 民法 622 条、599 条 1 項。
以下、民法は 2017 年改正民法による )、賃借
人が自ら行うことが前提になっている。

他方、賃借人は、使用に際して善管注意をもっ
て目的物を損傷したり汚損したりしないよう注
意をすべき義務を負う。これに違反し、損傷や
汚損を生じさせれば、債務不履行となり損害賠
償義務を負う ( 民法 415 条 1 項 )。そして、損
害賠償の方法は金銭賠償であり(民法417条)、
現実賠償ないし原状回復を義務づけられること
はない。賃貸人が修繕をして、その費用を賠償
請求することになる。

残念ながら、ガイドラインではこの2つの制
度が混乱されているが、費用負担についての究
極的理解には誤りはないといってよい。① ―A
と① ―B とは、本来賃料の算定に組み込まれて
いるものであり、賃料と二重取りを認めること
は適切ではないからである。ただ、原状回復義
務を認める代わりに、日頃の賃料を安く設定す
るという選択肢を否定すべきではないが、① ―
A と① ―B について原状回復義務を賃借人が負
うことは賃借人に契約締結時に周知される必要
があり、また、賃料がそのことを考慮して軽減
されることが必要である。
(3) 2017年改正民法

2017 年改正民法は、賃借人の原状回復義務
について規定を新設した。基本的な思想は判例
また前記ガイドラインと同様である。すなわち、
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「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生
じた損傷（通常の使用及び収益によって生じた
賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。
以下この条において同じ。）がある場合におい
て、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状
に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借
人の責めに帰することができない事由によるも
のであるときは、この限りでない」と規定した。

善管注意義務違反の損傷を金銭賠償ではなく
原状回復の対象にするなど、ガイドラインその
ままの混乱が引き継がれているが、下線部がガ
イドラインどおりである。通常損耗と経年変化
は賃借人に費用負担させることはできず、賃貸
人が賃料の中で計算することが求められている。
3. 有料老人ホームの特殊性と消費者契約法
(1) 通常損耗を他よりも広く理解

本判決は、介護付有料老人ホームについては、
その居室におけるおむついじりやろう便のため
臭気および汚損は、介護対象たる入居者につき
通常使用を超える損耗ではないと判示した興味
深い判決である ( 入居 3 年しか経ていない )。
通常の居住者用の賃貸借また健常者用の有料老
人ホームであれば、「通常」損耗ではなく、善管
注意義務違反による損害賠償義務――ガイドラ
インや改正民法でいう原状回復義務――が認め
られることになるが、介護付有料老人ホームで
は通常損耗の範囲内と認めたのである。

ガイドラインや民法の規定が通常使用と善管
注意義務とを混乱していることに鑑みれば、確
かに汚損は生じているので、むしろ善管注意義
務違反はなく損害賠償義務を負わない――それゆ
え費用を負担しなくてよい――というべきである。
(2) 特約の効力について

しかし、通常損耗について賃借人が原状回復
義務を負わないという改正民法 621 条は任意
規定なので、これを賃借人の負担とし、その代
わりに賃料を軽減することも可能である。ただ
消費者契約法 10 条により、消費者に原状回復
義務を負担させながら、賃料を軽減していなけ
れば――この点は賃貸人に証明責任あり――

「消費者の利益を一方的に害する」ことになり、
無効とされることになる。調整として賃料が安
くなっているかどうかは必ずしも明確ではな
い。原状回復義務の内容が明確化され賃料によ
る調整が計算的に容易で、それが推認される。

この判決を受けて、ホーム設置者側は、おむつ
いじりやろう便のため臭気および汚損について
も入居者が原状回復義務を負う旨またその内容
を明記するようになることが予想される。しか
し、月払いの契約類型では賃料、一時金払いの契
約類型では、賃料に相当する金額がその分安く
設定されていることを証明しない限り、消費者
契約法10条によりその条項は無効とされること
は、本判決も釘を刺しておいたところである。
争いを避けるためにも、ホーム設置者側として
は、おむついじりやろう便のため臭気および汚
損については、ホームの費用で原状回復を行う
ような算定式により営業をすることが好ましい。
4. 本判決のポイント

最後に本判決の意義をまとめると2点である。
①まず、介護付有料老人ホーム入居契約も、

居室部分について賃貸借の要素が認められるた
め、賃貸借としての規律を受け、原状回復につ
いての賃貸借の規律が適用されること。

②また、原状回復義務について、原状回復義務
を負わない通常使用の解釈において、介護付有料
老人ホーム契約の特殊性が考慮されることであ
る。具体的には、本件では、おむついじりやろう
便による居室の臭気および汚損は、通常使用の
結果であり原状回復義務を負わないことになる。

参考判例

①横浜地裁平成26年12月25日判決（『判例時
報』2271号94ページ）
②最高裁平成17年12月16日判決（『判例時報』
1921号61ページ）
③最高裁平成23年3月24日判決（『民集』65巻
2号903ページ）
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景品表示法は、優良誤認表示および有利誤認
表示のほか、商品・役務の取引に関する事項に
ついても一般消費者に誤認されるおそれがある
不当表示として内閣総理大臣が指定する表示を
する行為を禁止しています（5条三号。告示によ
り指定されるため、一般的に、「指定告示」と呼
ばれ、指定された表示は「指定告示に係

かか

る不当
表示」と呼ばれることがあります）。
内閣総理大臣は、指定告示に係る不当表示を

指定しようとする場合には、公聴会を開催し、
関係事業者および一般の意見を求めるととも
に、消費者委員会の意見を聴かなければなりま
せん（6条1項）。
2020年8月現在、指定告示には次の6つが

第１   指定告示に係る  
不当表示概要

あります（表1）。消費者庁設置以降、新たに指
定されたものはなく、いずれも、公正取引委員
会が所管していた際に指定されたものです。
本稿では、前記6つのうち、事業者の業種に

かかわらず一般的な表示で問題となり得る②原
産国告示と⑤おとり広告告示を概説します。
なお、指定告示に関して、行政庁としての考

え方を明確にするため、公正取引委員会がそれ
ぞれ運用基準を設定し、消費者庁でも当該運用
基準に沿った運用が行われています。指定告示
に係る不当表示を検討する際は、告示と運用基
準の確認が肝要です。

1　概　要
原産国告示は、商品の「原産国」に関する不当

表示として、次の2つを指定しています。

（Ⅰ）		日本国内で生産された商品について、当該
商品が国内で生産されたものであることを
一般消費者が判別することが困難な表示
（国産品を外国産の商品と示す表示）

（Ⅱ）		外国で生産された商品について、当該商品
の「原産国」を一般消費者が判別することが
困難な表示（外国産の商品の原産国を、別
の国と示す表示）

原産国告示は、すべての商品について「原産
国」を表示すべきことを義務づけるものではあ
りません。もっとも、事業者が原産国を表示す
る場合（国名を直接記載する場合に限られず、
特定の記載をしてイメージさせるような場合も

第２  原産国告示

① 「無果汁の清涼飲料水等についての表示」（昭和48年公正取引委員会告示第4号）

② 「商品の原産国に関する不当な表示」（昭和48年公正
取引委員会告示第34号）（以下、原産国告示）

③ 「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」（昭和
55年公正取引委員会告示第13号）

④ 「不動産のおとり広告に関する表示」（昭和55年公正
取引委員会告示第14号）

⑤ 「おとり広告に関する表示」（平成5年公正取引委員
会告示第17号）（以下、おとり広告告示）

⑥ 「有料老人ホームに関する不当な表示」（平成16年公
正取引委員会告示第3号）

表1 指定告示（2020年8月現在）
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含まれます）には、原産国告示に適合する表示
が求められます。
原産国告示制定当時（1973年）は、国産品よ

りも外国産のほうが高い価値を有すると考えら
れていたと思われます。その考えを背景に、（Ⅰ）
の不当表示が先に定められ、原産国告示運用基
準＊1も（Ⅰ）に関する説明が大部分を占めていま
す。もっとも、現在は、（Ⅰ）の不当表示が問題
になることは稀

まれ

で、（Ⅱ）の不当表示該当性が問
題になることが多いです。
なお、「原産国」に関する表示が一般消費者に

著しく優良であると誤認される表示である場合
には、優良誤認表示に該当する可能性がありま
す＊2。また、原産国告示は、商品の原産国につ
いての表示を対象とするものであり、①商品の
原料の原産国についての表示（例えば、「国産若
鶏使用から揚げ」の原料となる鶏肉の原産国表
示）や②国内の原産地（例えば、「松阪」牛）につ
いての表示は原産国告示の対象外です。もっと
も、それらについても優良誤認表示に該当する
可能性はあります。
2　原産国とは
原産国告示は、商品の「原産国」に関する不当

表示を規制していますが、「原産国」はどのよう
に整理すべきでしょうか。特に、生産工程が2
カ国以上にわたる場合、どこの国が「原産国」な
のかが問題となります。
原産国告示は、「その商品の内容について実

質的な変更をもたらす行為が行われた国」を「原
産国」というとしています（原産国告示備考1）。
また、運用細則＊3にて具体例が示されており、
一部抜粋します(表2)。当該内容から明らかな

とおり、商品にラベルを付けることや、商品を
容器に詰めたり包装したりすることは、実質的
な変更をもたらす行為には該当しないと考えら
れています（原産国告示運用基準10）。
また、商品の原産地が一般に国名よりも地名

で知られているため、その商品の原産地を国名
で表示することが適切でない場合は、その原産
地を原産国とみなして原産国告示が適用されま
す（原産国告示備考2）。
3　�日本国内で生産された� �
商品についての表示

事業者が、日本国内で生産された商品（国産
品）について次の①から③のいずれかの表示を
する場合、一般消費者が、その商品が国産品で
あることを判別し難いときは、不当表示となり
ます（原産国告示1）。

＊1	 	「『商品の原産国に関する不当な表示』の運用基準（以下、原産国告示運用基準）」（1973年10月16日事務局長通達第12号）
＊2	 	「国」に優劣をつけ難いという政治的配慮もあって、原産国告示では優良性の判断は不要とされているが、商品の原料の原産国についての表示が

優良誤認表示であると判断された例は相応にあり、「原産国」に関する表示が優良誤認表示に該当すると判断される可能性はある。そのように優
良誤認表示に該当する場合、「前二号に掲げるもののほか」という景品表示法5条三号の要件を満たさず、同条一号のみに該当するという整理が
あり得る（白石忠志「景品表示法の構造と要点」NBL1049号43・44ページ）。景品表示法の課徴金納付命令は、優良誤認表示または有利誤認表示
をする行為（課徴金対象行為）を対象とし、同法5条三号の定める表示（指定告示に係る不当表示）を対象外としているため、前記のような整理を
するかにより課徴金対象事案となるかが異なってくる（次号にて解説）

＊3	 	「『商品の原産国に関する不当な表示』の原産国の定義に関する運用細則」（1973年12月5日公正取引委員会事務局長通達第14号）
＊4	 	「ムーブメント」は、時計の駆動をつかさどる部分を指す
＊5	 	「側(かわ)」は、ムーブメントやダイヤルなどを収める外装部品で、時計のバンド（ベルト）部分を除いた胴体部分のことを指す

品目 実質的な変更をもたらす行為

緑茶・紅茶 荒茶の製造

清涼飲料
（果汁飲料
を含む）

原液または濃縮果汁を希釈して製造したも
のにあっては希釈

米菓 煎
いり
焼
やき
または揚

下着、外衣
（洋服等） 縫製

腕時計

・ムーブメント＊4の組み立て
・�側

かわ
＊5またはバンドが重要な構成要素と

なっている高級腕時計や、防水などの特
殊な腕時計
→ムーブメントの組み立てと、側または
バンドの製造

→ムーブメントの組み立てが行われた国
と側またはバンドの製造が行なわれた
国とが異なるときは、原産国は、二国
となる

表2 商品の内容について実質的な変更をもたらす行為の例
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4　海外で生産された商品についての表示
事業者が、海外で生産された商品について次

のⅰからⅲのいずれかの表示をする場合、一般
消費者が、その商品の原産国を判別し難いとき
は、不当表示となります（原産国告示2）。

ⅰ	その商品の原産国以外の国の国名、地名、国
旗、紋章その他これらに類するものの表示

ⅱ	その商品の原産国以外の国の事業者または
デザイナーの氏名、名称または商標の表示

ⅲ	文字による表示の全部または主要部分が和
文で示されている表示

このように、海外で生産された商品について
表示する場合は、一般消費者が海外で生産され
たものであることを判別できるだけでは不十分
であり、原産国を判別できるように表示する必
要があるとされています。
5　措置命令事案
消費者庁の株式会社ボーネルンド（以下、ボー

ネルンド社）に対する2017年6月23日付措置
命令＊6を取り上げます。
表示対象商品は、ボーネルンド社が取引先事

業者から仕入れて一般消費者に販売していた玩
具です。ボーネルンド社は、新聞折り込みチラ
シで、例えば「アンビトーイ・ベビーギフトセッ
ト」について、イギリスの国旗および「イギリス」
の文言を掲載していました（図）。しかし、当該
玩具の原産国は中国であったため、消費者庁は、
当該表示を原産国告示2に該当する不当表示で
あると判断し、措置命令を行いました。
前記表示について、「イギリスの伝統的なお

もちゃであること」を示すものであり原産国を
示すものではないといった議論の余地もありそ
うですが、原産国告示は、原産国以外の外国の
国旗を記載する場合は、実際の原産国を明示す
ることを求めており、当該告示に沿った処分が
行われました。

①	外国の国名、地名、国旗、紋章その他これ
らに類するものの表示

②	外国の事業者またはデザイナーの氏名、名
称または商標の表示

③	文字による表示の全部または主要部分が外
国の文字で示されている表示

例えば、外国の国名または地名の記載がある
ものの、日本の事業者の名称であることが明ら
かな表示（「イタリア屋」など）は、前記①には該
当しません（原産国運用基準2）。
また、外国の国名、地名または事業者の名称

等を含むものの、商品の普通名称であって、原
産国が外国であることを示すものでないことが
明らかな表示（「フランスパン」「ボストンバッ
グ」など）は、前記①・②に該当しません（原産
国運用基準3）。
さらに、外国の文字が記載されていても、次

の(a)から(d)までのように一般消費者に原産
国について誤認されるおそれのない表示は、前
記③に該当しません（原産国運用基準6）。

(a)		国内の事業者の名称または商標であって、
国産品に表示されるものであることを一般
消費者が明らかに認識していると認められ
るものの表示

(b)		法令の規定により、一般消費者に対する表
示として、日本語に代えて用いることがで
きるものとされている表示（「ALL	WOOL」
「STAINLESS	STEEL」など）

(c)		一般の商慣習により、一般消費者に対する
表示として、日本語に代えて用いられている
ため、日本語と同様に理解されている表示
（「size」「price」など）

(d)		外国文字が表示されているが、それが模様、
飾りなどとして用いられており、商品の原
産国が外国であることを示すものでないこ
とが明らかな表示（手下げ袋の模様として
英文雑誌の切り抜きを用いたものなど）

＊6	 	https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170623_0002.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170623_0002.pdf
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おとり広告告示は、基本的に、「実際」の商品・
役務が存在しない場合の表示を規制していま
す。実際の商品・役務が存在しない場合には、
優良誤認表示や有利誤認表示に該当するとは言
い難いですが、「実際」には存在しない商品・役
務を示す表示は、当該商品・役務に関心を有す
る一般消費者を誘引したうえで自己が実際に販
売する他の商品・役務を売りつける手法として
用いられることがあります。
そのため、おとり広告告示は、広告表示にお

いて取引対象として示された商品・役務の入手
可能性という、商品選択上の前提となる要素に
ついて一般消費者に誤認されるおそれのある表
示を規制しています＊7。
おとり広告告示は、通常よりも廉価で取引す

る旨の記載を行う商品・役務についての表示に
ついて重点的に運用されます（「おとり広告に関
する表示」等の運用基準＊8［以下、おとり広告運
用基準］第1の2①）。おとり広告告示は、おと
り広告を次の(a)から(d)の4つの場合におけ
る商品・役務の表示であると定めています。そ

第３  おとり広告告示

れぞれ、おとり広告運用基準で具体的に解説さ
れていますので、紙幅の関係上、類型と運用基
準の紹介にとどめます。

(a)		取引を行うための準備がなされていな
い場合その他実際には取引に応じるこ
とができない場合

(b)		供給量が著しく限定されているがその
限定の内容を明瞭に記載しない場合

(c)		供給期間、供給の相手方または顧客一人
当たりの供給量が限定されているがそ
の限定の内容を明瞭に記載しない場合

(d)		合理的理由がないのに取引の成立を妨
げる行為が行われる場合その他実際に
は取引する意思がない場合

前記に関連して整理しておくと、例えば、特
売の卵のような目玉商品を掲げ、当該商品で顧
客（一般消費者）を来店させることで他の商品も
販売して利益を確保するといった場合、広い意
味ではおとり広告の一種ではないかとも思われ
ますが、目玉商品を示すだけでは前記(a)から
(d)には該当しません。目玉商品を示し、それ
が前記(a)等に該当する場合に、おとり広告告
示との関係が問題となります。
また、事業者のうれしい見込み違いで広告対

象商品が早々に売り切れたため、顧客に他の商
品の購入を勧めるといった場合、形式的には前
記(a)「実際には取引に応じることができない
場合」に該当しそうですが、前記おとり広告告
示の趣旨を及ぼすべき場面ではなく、一般消費
者を誘引する手段としておとり広告を行ったも
のではないため、基本的におとり広告告示の適
用対象とならないと考えられます。
なお、不動産の取引に関するおとり広告につ

いては、「不動産のおとり広告に関する表示」（告
示）が制定・適用され、おとり広告告示は適用
されません。

＊7	 	実質的には、おとり広告に起因した代替商品の販売行為を規制するものであるが、その原因となる広告表示行為自体が規制対象とされている
＊8	 	「おとり広告に関する表示」等の運用基準（1993年４月28日事務局長通達第６号）

図 措置命令の対象商品（一部抜粋）
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