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成年後見制度は、成年後見制度利用促進法の
制定により、今、第二の変革期ともいうべき時
期を迎えています。
かつての成年後見制度であった禁治産・準禁

治産制度は、1999年に現在の「後見」「保佐」「補
助」3類型の法定後見制度に改正されました。
また同時に、任意後見契約に関する法律の制定
により任意後見制度が創設され、いずれも
2000年から施行されました。成年後見制度は
精神上の障害により判断能力が不十分な者の権
利や利益を擁護する制度であり、新しい制度は、
本人の意思の尊重、自己決定の尊重、ノーマラ
イゼーションに配慮し、これらの現代的な理念
と本人保護の理念との調和を図ったうえで、利
用しやすい制度を実現することをめざしたと説
明されました＊1。成年後見人の職務における本
人の意思の尊重および身上配慮義務が（民法
858条、保佐人、補助人にも準用）、この現代

保護から支援への転換 的な理念を表しています。
旧制度の下では、もっぱら財産保護に目的が

あり、本人の意思や意向を考慮することは予定
されていませんでした＊2。新たに補助類型を設
けることにより、判断能力減退が軽度のうちか
ら利用できるようにし、さらに任意後見制度に
より、利用者の自己決定権を最大限尊重しよう
としたものでした。
しかし、施行からかなりの時が経過しても、

肝心の補助の利用は極めて少なく、後見類型に
大きく偏る利用状況が続きました。制度の運用
では依然として財産保護を重視し、利用者数は
諸外国と比べて非常に少ないという状況が継続
したのです＊3。このため、これでは、超高齢社
会への対応、地域共生社会の実現に資すること
ができないと指摘されるようになりました。
また、わが国は2014年1月に障害者権利条

約を批准したのですが、その後、国連障害者委
員会が、同条約は、意思決定を代行する法定代
理制度から本人の意思決定を支援する制度への

特集

1 成年後見制度の現状と
変革の課題

赤沼 康弘  Akanuma Yasuhiro  弁護士
東京弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター「オアシス」の設立に深く
かかわる。東京弁護士会、日本弁護士連合会の高齢者・障害者の権利に
関する委員会委員長を歴任。現在、日本成年後見法学会副理事長

＊1	 	小林昭彦、原司	共著『平成11年民法一部改正法等の解説』(法曹会、2002年)（以下、改正法の解説として引用する)3ページ参照
＊2	 	禁治産・準禁治産制度は、判断能力の減退しまたは喪失した者を行為無能力者とし、その行為は常に取り消しうるものとして保護することを目

的とするとされていた。我妻榮『新訂	民法総則（民法講義Ⅰ）』（岩波書店、1965年）61ページ
＊3	 	諸外国にはこの分野の統計があまり完備されていないが、ドイツでは2011年の世話制度（法定後見）利用件数が約130万件（フォルカー・リップ

著・熊谷士郎訳「自分のことは自分で決める：法定成年後見制度に代わるものとしての『事前配慮代理権』」（「成年後見法研究」第11号、日本成年
後見法学会、2014年）80ページ）、フランスの法定後見利用者数は2012年で約80万件（山城一真「フランス成年後見法の現状概観」（「実践成年
後見」№42、民事法研究会、2012年）126ページ）。また、オーストリアでは、2009年の利用件数は48,273件（黒田美亜紀「オーストリアの成
年後見制度」（新井誠ほか編著『成年後見法制の展望』（日本評論社、2011年）所収207ページ）という（同年の同国の人口は833.5万人）
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パラダイム転換を求めていると意見表明をした
ことから＊4、現行制度とこの条約との適合性が
問題となるようになりました。
このような状況を背景にして、これまでの運

用を大きく見直して広く国民が利用できる制度
に改善すべきだとの認識が広がり、2016年4
月、成年後見制度利用促進法が公布され、同法
に基づき2017年3月、同利用促進基本計画（以
下、基本計画）が閣議決定されたわけです。
この基本計画は、現行の運用を新しい理念に

適合するよう改善することを目的とするもので、
法制度自体を変えるものではありません。しか
し、この改善は、成年後見制度の目的を本人の
「保護」から「支援」を基本とすることに変えよう
とするもので、まさに第二の変革ともいうべき
ものです。本稿では、この変革に至る背景、す
なわち成年後見制度の現状と基本計画が示す転
換後の制度運用の姿をみてみたいと思います。

2019年12月末現在の利用者数は224,442
人となりました。2019年（1〜12月）の後見等
開始申立件数は35,959件です＊5。旧制度時代
最後の年、1999年度の禁治産・準禁治産申立
件数が3,634件でしたから、これと比較すると
格段の増加ではあります＊6。
しかし、前述のとおり西欧諸国と比較すれば

いまだ非常に少ないのですが、日本だけその需
要がそれほどに少ないということはあり得ませ
ん。また、利用件数全体の約76.6％が後見に
集中しています＊7。成年後見制度に新しく設け
られた補助や自己決定権を最も尊重する任意後

成年後見制度運用の実情から
浮上した課題

見制度の利用は微々たるものというほかありま
せん。これは、重要な法律行為や虐待からの保
護などの必要に迫られて初めて利用するに至
り、そうでなければ利用しないということを示
しています。
なぜそうなっているか。一つには、運用が保

護に傾き、本人の意思や意向が軽視されている
との点があります。旧制度時代の財産保護優先
の意識が抜けていません。成年後見事案には、
虐待や財産侵害等からの保護が求められる例が
相当数あり、その場合まずは保護を優先せざる
を得ないのですが、しかし、侵害行為排除等の
課題が解決した後でも、保護優先の運用が変わ
らないという傾向があります。
保護重視と不正防止のためということで、後

見人等に選任されるのも、弁護士、司法書士、
社会福祉士等の専門職が多く、最近では、親族
選任は22〜23％程度に過ぎないという状況に
なっています＊8。
また、後見や保佐を利用すると、さまざまな

資格を喪失するという欠格事由の発生も利用の
障害になっているといわれています＊9。
そのため、本人の意思の軽視と相まって、こ

の制度を利用すると本人は何もできなくなると
批判されることになりました。
さらに、後見人による不正の発生も問題です。

利用件数増大に対して家庭裁判所の監督体制が
追いつかず、親族後見人はもとより専門職後見
人においてすら横領等が発生したのです。これ
は制度の理念以前の問題であり、家庭裁判所の
監督体制強化とともに不正防止に関する新たな
しくみの整備なども課題となりました。

＊4	 	一般的意見第1号（2014年4月11日採択）。障害者権利条約12条2項は、締約国に対し、障害者に他の者と平等に行為能力を含めた法的能力の
享有を認めることを求めている。このため、一般的意見は、成年後見制度は障害者の行為能力を制限するゆえ否定されるべきものとする。ただし、
これも若干一面的との感を免れない

＊5	 	最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成31年1月〜令和元年12月―」
＊6	 	同上「成年後見関係事件の概況〜平成12年4月から平成13年3月〜」
＊7	 	前掲＊5の統計によると、後見の利用者が171,858人で、保佐38,949人、補助10,983人、任意後見2,652人となっている
＊8	 	前掲＊5の統計による
＊9	 	公務員の欠格事由（国家公務員法第38条1号、76条、地方公務員法第16条1号、28条4項等）、取締役の欠格事由（会社法331条1項2号）のほか、

200近い法律で欠格が規定されていた
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利擁護支援の必要な人を早期に発見し、支援し
ようというもので、意思決定支援・身上保護を
重視した成年後見制度の運用に資する支援のシ
ステムを構築しようというものです。
そして、このようなシステムの運用に関する

中核機関を市区町村に設置することが掲げられ
ています。いわばセンター機能を担う新たな実
働部隊の登場です。
第三は、不正防止の徹底です。既に「後見制

度支援信託」が運用されていますが＊11、さらに
他のシステムも整備しようというものです。あ
わせて中核機関による親族後見人支援も、不正
防止に大きな効果を発揮することが期待されて
います。

基本計画は2021年度末までの5年を計画期
間としていますが、2020年3月、この計画に
かかる中間検証報告が発表されました。いわば
この段階での到達点を示すものです＊12。
前述の制度運用の課題に関しては、まず、障害

福祉サービス等の提供の分野、および認知症の
人の日常生活・社会生活の分野に関してそれぞ
れ「意思決定支援ガイドライン」が策定された＊13

ことが挙げられました。さらに厚生労働省、最
高裁判所、専門職団体等から選出されたメン
バーによるワーキンググループは、「意思決定
支援を踏まえた後見事務のガイドライン」を策
定し、2020年10月末に公表しています。
適切な後見人の選任のため、後見等申立ての

際に家庭裁判所に提出する診断書の様式の見直
しも行われ、本人の状況をより適切に提供する
「本人情報シート」が利用されるようになりまし
た。また後見人の交代もより柔軟に行うべきこ

現在の到達点

以上のようなさまざまな問題点を改善するた
め、基本計画はいくつかの改善計画を策定しま
した。
第一に利用者がメリットを実感できる制度・

運用への改善です。もちろん、虐待や財産侵害
等から保護されることも大きなメリットであ
り、この点は評価すべきです。が、判断能力が
減退した人の生活、介護、医療に関する事務、
いわば生活支援を行うことも成年後見制度の役
割であるにもかかわらず（民法858条参照）、
このような目的のためだけに利用しようとする
人はあまりいませんでした。認知症の人たちが
600万人にも上っていることを考えれば＊10、
そのような人たちが地域で生活するための支援
として利用したいと考えるような制度にしなけ
ればなりません。そのためには、本人の意思を
重視した支援ときめ細かい身上配慮を行う制度
とすることが必要です。そうなると、身近な親
族が後見人等に就くことが適切な場合もより多
くなるといえるでしょう。より適切な後見人の
選任も課題となり、さらに、親族が後見人に選
任されたときは、後見実務に慣れていない親族
後見人を支援することが必要になります。
また、本人の意思を重視するためには、本人

の意思決定を支援することが必要です。これま
では、意思決定支援についてはあまり意識され
ませんでした。そのため、意思決定支援を浸透
させることに役立つガイドラインの必要性が指
摘されました。
第二に権利擁護支援の「地域連携ネットワー

ク」の構築と「中核機関」の整備があります。権

利用促進基本計画が
めざすもの

＊10	 	内閣府「平成28年版高齢社会白書」
＊11	 	後見制度を利用する本人（被後見人）の財産のうち日常的な支払いに必要な預貯金を親族後見人の管理の下に残し、通常使用しない多額の金銭は

信託銀行に信託して、特別の支出が必要となったとき家庭裁判所の指示書により引き出すことができるというしくみ。金銭信託であるが、指示
書がなければ解約・払戻しができないので、財産保護の確実性は高い

＊12	 	「特集	成年後見制度利用促進基本計画中間検証報告からみる進展と課題」（「実践成年後見」No.88）に、その検証報告と各専門職団体の取り組みの
状況、策定作業中のガイドラインの概要等が掲載されている

＊13	 	厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」（2017年3月）、同「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決
定支援ガイドライン」（2018年6月）
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とが家庭裁判所の課題として認識されるように
なりました。あわせて、担い手の確保や地域共
生社会の実現という観点から、改めて「市民後
見人」の育成、活用が指摘されています。
欠格条項の廃止に関しては、2019年6月に

廃止関連の整備法が成立し＊14、廃止に向けた
法整備がなされました。
不正防止に関しては、後見制度支援信託に並

立する制度として、信託銀行以外の金融機関が
同様の運営をする「後見制度支援預金」が少しず
つ利用されるようになっています。
他方、中核機関の整備に関しては、2019年

10月段階では、中核機関の設置はいまだ全国
の自治体の1割に達していない状況です。自治
体が本格的に動き出すのは、基本計画の最後の
1年になるかもしれません。

現行の成年後見実務の最も大きな課題は、保
護から支援への転換を図ることです。そのため
に意思決定支援を実務に定着させることが強く
求められています。本人主体の成年後見が確立
しなければ、制度が広く利用されることにはな
りません。中間検証報告にあるように、家庭裁
判所も専門職団体も力を入れて、改善に向けた

改善を実現するうえでの課題

取り組みを行っています。
ただし、身上保護の重要性も忘れてはなりま

せん。紛争事案では本人の意思にかこつけて自
己の要求を通そうとする利害関係者が現れるこ
ともあります。本人の真の意思や意向をいかに
して把握するかということも考えなければなり
ません。意思の尊重と保護の調和という理念（意
思の優先ではない）を掲げている現行制度の枠
内で、どこまで本人の意思を重視した実務が可
能かということは、さらに検討が必要です。
また、今、最も注目されているのは中核機関

立ち上げの動向です。既に「権利擁護センター」
や「あんしんセンター」などが活動を展開してい
る地域では、それが中核機関の基盤となるで
しょう。これらのセンターは、この間の地域に
おける権利擁護、市区町村長申立ての推進力と
なってきました＊15。その他の地域でも、先進
例を参考にし、専門職団体を最大限活用すれば、
立ち上げにさほど困難はないはずです。専門職
団体はそのための取り組みもしています＊16。
基本計画は2021年を最終計画年度としてい

ますが、その成果については、これから数年の
運用をみることが必要です。期待をもって見守
りたいところです。

＊14	 	成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
＊15	 	前掲＊5の統計によると、2019年の市区町村長申立ては申立件数全体の約22％となっている
＊16	 	前掲＊12の特集参照
＊17	 	借金、訴訟行為、相続の承認・放棄など民法13条1項に定められている行為

法定後見 任意後見

後見 保佐 補助 あらかじめ公正証書で任意後見人
になる人と任意後見契約を締結す
る。本人の判断能力が不十分に
なったとき、申立てにより家庭裁
判所が任意後見監督人を選任し、
任意後見人は業務を開始する

対象者 判断能力が
欠けている

判断能力が
著しく不十分

判断能力が
不十分

申立手続 家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行う必要がある

申立てができる人 本人、配偶者、4親等以内の親族、市区町村長等

成年後見人等、 
任意後見人の権限

代理権、取消権 重要行為＊17への同
意権、取消権
申立てにより代理権
（本人同意必要）

申立てにより重要行
為＊17の一部につい
て同意権・取消権
申立てにより代理権
（本人同意必要）

任意後見契約で定めた範囲内での
代理権がある。取消権はない

後見監督人等の選任 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任される 全件で選任される

表 成年後見制度の概要
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消費者安全確保地域協議会（消費者安全法第
11条の3第1項。以下、地域協議会）とは、2014
年の消費者安全法の改正により消費者安全の確
保のため地方公共団体に設置できるとされた見
守りのためのネットワークです。具体的には、
既存の福祉のネットワークや防災のネットワー
クなどを活用し、消費生活センターや消費生活
相談窓口（以下、消費生活センター等）、消費者
団体等の関係者を追加することなどにより、高
齢者および障がい者等の消費生活上の安全・安
心のための見守りサービスの提供が可能になる
というものです。地域協議会は、地方公共団体
の消費者行政部局や消費生活センター等が中心
となり、例えば、学校教育機関、警察、保健所、
地域包括支援センターのほか、民生委員、見守
りサポーター、消費者団体、金融機関、宅配業
者、新聞販売店、コンビニ、生協、こういった

人々にも構成員として参画していただき、地域
で見守ろうという取り組みになります。

消費者庁「令和2年版 消費者白書」によると、
全国の消費生活センター等に寄せられた消費生
活相談の総件数は、2004年度に192万件とピー
クに達しました。その後、総件数はやや減少傾
向となりましたが、2008年度以降の10年間は
年間 90 万件前後と高水準で推移し続けていま
す。そのうち、65 歳以上の高齢者に関する消
費 生 活 相 談 の 割 合 は 徐 々 に 増 加 し て お り、
2018 年度では 34.9％と過去 10 年で最も割合
が高く、2019年度は33.0％と、前年より減少
したものの、過去 10 年間で 2 番目に多くなっ
ています。

次に、高齢者に関する消費生活相談
件数についてみると、高齢者全体では、
本人から相談が寄せられる割合は約8
割ですが、認知症等の高齢者では2割
に満たない状況です（図1）。障がい者
等に関する消費生活相談についても、
本人から相談が寄せられる割合は約4
割となっており、本人ではなく周囲の
人からの相談が多いということが分か
ります。

高齢者や障がい者等の被害のさらな
る増加が懸念されるところ、消費者被
害の未然防止、早期解決を図るために
は、高齢者等を取り巻く周囲の人、つ

高齢者や障がい者等に関する
消費生活相談の現状

特集

2 消費者安全確保地域協議会が
めざす連携とは

徳永 欽也  Tokunaga Kinya
消費者庁 新未来創造戦略本部 併任 地方協力課
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まり家族や近隣住民、介護・福祉関係者、警察、
事業者等といった地域におけるさまざまな主体
が、地域住民の消費生活上の安全に気を配り、
心配ごとや不安なことなど何かあれば気軽に、
そして確実に、消費生活センター等につなぐし
くみを構築することが大切です。そして、この
しくみとして、地域協議会があります（図2）。

地域協議会を構築する 1 つ目のメリットは、
高齢者等の周囲が被害にいち早く気がつき、消
費生活センター等につなぐことにより、被害の
早期発見・早期解決につなげられることがあり
ます。個別の消費者被害についてのメリットの
ほか、地域協議会の構成員間で消費者被害の状
況等を情報共有することにより、地域の見守り
力が向上するという側面も期待できます。さら
には、消費者被害が発見されたことをきっかけ
に、福祉のサポートを受けたほうが望ましい高
齢者や障がい者等を発見することもでき、場合
によっては、生活保護や成年後見等の福祉的手
当てにつなぐことも可能となります。

次に2つ目のメリットとして、地域協議会は
法定のネットワークのため、個人情報保護法の
例外規定が適用され、万が一、本人の同意が得
られない場合であっても、地域協議会の構成員
は個人情報を含めて消費生活センター等に通報

地域協議会を構築する
メリットとは

することができます。また、見守りに必要な範
囲で個人情報を構成員間で共有することもでき
ます。これにより、日頃の業務の中で消費者被
害が発見されたときに、個人情報提供の壁をク
リアできず、消費生活センター等につなぐこと
ができなかった案件も、消費生活センター等に
つなぐことができるようになり、迅速な解決に
結び付くことが期待されます。

個人情報保護法や個人情報保護条例の規定に
より、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有
する個人情報を目的外に利用したり、あるいは
第三者に提供したりすることは原則禁止されて
います。ただし、①法令に基づく場合、②人の
生命、身体または財産の保護のために必要があ
る場合であって、本人の同意を得ることが困難
なときには、保有する個人情報を第三者に提供
することができるとの例外規定があります。し
かし、②については、その適用可能性について、
消費者被害の発見者等が事案ごとに精査しなけ
ればならず、判断に迷っている間にも被害が拡
大していくおそれがあります。他方で、地域協
議会が設置されていれば、万が一、本人の同意
が得られなかった場合でも、スムーズに消費生
活センター等に個人情報を提供でき、被害の早
期解決につながります。

地域協議会における個人情報の取り扱いにつ
いてはさまざまあり、本人同意が得られない場
合でも、構成員が個人情報を含めて消費生活セ
ンター等に通報するというものや、同意が得ら
れない場合は実際に見守りを行う構成員の一部
に限り構成員間で個人情報を共有するというも
の、国等から情報の提供を受け、それをもとに
見守りリストを作成するものなどがあります。
どこまで個人情報を取り扱うかは地域協議会ご
とに定めることが可能です。徳島県内の地域協

地域協議会における
個人情報の取り扱い

図2 消費者安全確保地域協議会の構成例
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本部が設置されている徳島県では、2017 年か
ら 2020 年 7 月まで設置されていた消費者行政
新未来創造オフィスにおけるモデルプロジェク
トとして、県内の地域協議会の設置促進に取り
組み、県と県内の市町村の協力のもと、2018
年度中に県内すべての市町村で地域協議会の設
置が完了し、県の地域協議会と、広域運営を含
めた23の市町村の地域協議会、計24の地域協
議会が設置されています。

消費者行政新未来創造オフィスでは、全国に
おける地域協議会の設置の参考となるよう、「消
費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）
設置事例集 in 徳島」を作成・公表しました。こ
の事例集は、県内の各市町村における地域協議
会の設置プロセス、構成員選定のポイント、個
人情報の取り扱い、設置時の苦労や工夫などを
盛り込んでいます。

今年度は、新未来創造戦略本部におけるモデ
ルプロジェクトとして、県内の地域協議会の取
り組みをさらに充実させるべく、見守り活動を
実際に行っている福祉関係者、事業者、障がい
者支援者等を対象に、出前講座等を実施してい
るところです。地域協議会を設置した地方公共
団体から、「設置はしたものの地域協議会とし
ての取り組みをどのように行っていけばよい
か」といった声が寄せられることもあります。
この背景には、一件一件の消費者トラブルの解
決は図れているものの、消費者トラブルの情報
を速やかに共有できる体制が構築できているの
か、また、継続的な見守り活動を行えているの
か、といった自問があるのだろうと思います。
地域協議会というしくみを充実させるには、情
報共有の体制づくりおよび、消費者被害にあい
やすい高齢者等の継続的な見守りを行える体制
を維持することが重要です。新未来創造戦略本
部における取り組みが、このような悩みを抱え
る地方公共団体にとっての道しるべとなるよ
う、引き続き事業に取り組んでまいります。

議会でも、個人情報の取り扱いについては、多
種多様で、本人同意が得られない場合でも、ま
ずは個人情報を含めて消費生活センター等に通
報し、必要があれば被害にあっている高齢者等
の見守りを行うために必要な構成員に限り個人
情報を共有するとしているところもあります。

また、消費者被害への対応に当たっては、地
域のさまざまな関係者の協力が必要となります
が、高齢者や障がい者の判断力の低下等を背景
とした消費者被害への対応では、権利擁護事業
を担う社会福祉協議会等の福祉関係者との連携
が非常に重要になります。ケースによっては、
地域協議会による見守りだけではなく、日常生
活自立支援事業等の福祉サービスや成年後見制
度の利用を検討しなくてはなりません。また、
被害の特性によっては、消費者被害が原因で生
活基盤そのものが崩れるおそれがある場合もあ
り、福祉関係部局の知恵とサポートなしには、
生活の支援どころか消費生活相談を継続してい
くことすらできない可能性もあります。

他方で、福祉的手当ての観点からも、高齢者
や障がい者の消費者被害が深刻化してしまう
と、日常生活に必要な経済的基盤を失ってしま
い、結局は生活保護につながってしまうおそれ
があります。高齢者や障がい者の消費者被害を
消費者行政部局と連携･協同して解決につなげ
ることは、福祉関係部局にとっても非常に意味
のあることであり、高齢者や障がい者の生活を
守るうえで大変重要だといえます。

消費者庁では地域協議会の設置促進に向けて
取り組みを進めており、2020年10月末時点に
おいて 297 の地方公共団体で地域協議会が設
置されています。私の所属する新未来創造戦略

福祉関係部局との連携

地域協議会の設置促進に
向けて
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市民後見人は「社会貢献のため、地方自治体
等（地方自治体の委嘱を受けた社会福祉協議会、
NPO法人、大学等の団体を含む）が行う後見人
養成講座などにより成年後見制度に関する一定
の知識や技術・態度を身に付けた上

うえ

、他人の成
年後見人等になることを希望している者を選任
した場合をいう」＊1 と定義されています。

一般社団法人多摩南部成年後見センター（以
下、センター）では、2005年度から市民後見人
を養成し、成年後見人等（以下、後見人）候補者
として紹介する事業に取り組んでいます。セン
ターは東京都調布市に所在し、調布市・日野市・
狛江市・多摩市・稲城市の5市が共同運営する
一般社団法人です。主に5市内在住で、身寄りが
なく後見人等になり得る候補者がおらず、低所
得のため後見報酬を支払う資力がない、複雑な
事情を抱えていて個人の後見人では対応が困難
な方等に、セーフティネットとして法人後見＊2

を提供する目的で2003年に設立されました。
センターでは毎年、市民後見人養成講座とし

て ①基礎講習（15 講義、約 28 時間） ②実務研
修（8 回、約 24 時間） ③現場実習（月 2 回程度、
各回：約3時間）を実施しています。

市民後見人養成講座は、書類選考、面接選考

市民後見人とは

市民後見人を養成する
取り組み

を経て、毎年 10 名程度が受講します。面接選
考の段階で ①養成講座は全日程出席すること

（レポート提出も可） ②基本的には成年被後見
人等（以下、被後見人）が亡くなるまで活動が継
続するため、業務を行える健康状態であること 
③家庭裁判所の審判を受け就任するため、簡単
に辞められず責任が伴うこと ④ 5 市内に住民
票のある被後見人が対象だが、居所が遠方であ
る場合は遠方に訪問する可能性があること ⑤
センターは低所得のケースを扱うため、後見報
酬が少ないまたは出ない可能性があること ⑥
メール等での連絡調整、後見報告書類作成のた
め、パソコンの基本操作が可能であること――
を確認しています。
1. 基礎講習

講師は弁護士や医師、司法書士、社会福祉士
の専門職のほか、5市の行政担当職員や関係機
関職員が務めます。成年後見制度の基本理念や
概要、被後見人への支援の基本的な視点、法律
知識、障害や疾病（精神障害、知的障害、認知症）
について、消費生活相談、後見業務に関連する
周辺制度（生活保護や介護保険制度等）、後見人
に求められる役割、意思決定支援等について、
基本から学べるよう 15 のプログラムを組んで
います。講義のつど、受講レポートの提出を必
須としており、学習内容、理解度、感想を記入
し、講義内容を振り返るしくみとしています。
2. 実務研修

センター職員が講師となり具体的な後見業務

特集

3 市民後見人を養成・支援する
取り組み―地域共生社会の実現へ

長谷川 美緒子  Hasegawa Mioko
一般社団法人多摩南部成年後見センター　コーディネーター

＊1  最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成31年1月～令和元年12月―」11ページ（注5）
＊2  社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見人、保佐人、補助人になることをいう
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の実務を学びます。演習を繰り返し、家庭裁判
所やセンターへの業務の報告方法や、後見人と
しての書類の書き方、考え方を身に付けていき
ます。実務研修で配布するレジュメや演習資料
は実践に即しているため、そのまま後見業務を
行う際のマニュアルとして活用できるよう工夫
しています。基礎講習と同様に受講レポートを
提出。理解が進み疑問点が解消され、意欲向上
につながるよう、きめ細やかな対応に努めてい
ます。実務研修修了次第、市民後見人候補者（以
下、候補者）としてセンターへ名簿登録します。
3. 現場実習

実務研修修了後は、月２回程度、現場実習を
行います。後見業務における書類作成や事務処
理方法を学び、行政の窓口での手続き等を実習
します。受任した際に発生する業務に対応でき
るよう、イメージを持てるような研修としてい
ます。現場実習は 5 カ月程度で終了しますが、
受任に至った受講生は、いち早く終了します。
4. フォローアップ体制

受任までの待機期間には、後見人連絡会や勉
強会、フォローアップ研修（家庭裁判所研修、
成年後見制度基礎研修等）を行い、モチベーショ
ンやスキルの低下防止を図っています。実際に
後見活動を開始した際のイメージが膨らむよう
に、後見業務について伝えています。一方、受
任中の市民後見人へは、スキルアップの機会と
して参加を呼び掛けます。

センターで市民後見人を候補者として受任者
調整を行う場合には 2 つのパターンがありま
す。1 つは 5 市から依頼の新規ケース、もう 1
つは法人後見からの移行ケース（リレー）です。
なお、市民後見人が受任する案件の要件として、
センターでは被後見人に次の基準を設けてお
り、すべてに該当する必要があります。
1. 市民後見人該当基準
①収支が黒字であること：後見事務費（月額 3

市民後見人を支援・監督する
取り組み

千円程度）の支出が可能であるか、赤字の場
合は預貯金から補

ほ

填
てん

ができる
②安定した居所に在住していること：特別養護

老人ホーム等、長く居ることが可能な居所に
居住している

③親族関係者に問題がないこと：本人への虐待
がない、後見業務への妨害がないなど

④本人の預貯金が高額でないこと
⑤対応困難なトラブルが予想されないこと
⑥移行ケースでは、移行による本人への影響が

少ないこと
これらを踏まえ、新規ケース、移行ケースに

ついて、それぞれ受任者調整を行います。
2. 関係機関との協議

新規ケースでは、市からの利用申し込みの際、
既に市民後見人が候補者として適切と判断して
いる場合と、相談受け付けから課題の整理を
行っていくなかで、担当者とセンターが共同作
業をしながら判断していく場合とがあります。

移行ケースでは、センターが後見人を辞任し、
市民後見人が候補者、センターは成年後見監督
人等（以下、監督人）として就任するよう、家庭
裁判所へ相談し申立てを行います。本人、身近
な支援者、市の担当者、家庭裁判所からの意見
を確認し、センターで開催される運営委員会に
て移行の適否を諮ります。承認後、申立てに進
みます。
3. 市民後見人への支援・監督の実際

センターが就任後の市民後見人に行う支援や
監督の主なものについては次のとおりです。そ
のほか、臨時の支援として電話やメール等での
相談対応も行っています。

（1） 就任時事務
就任時あいさつへの同行、家庭裁判所へ初回

報告をする場合、財産目録の作成の立ち会い、
助言等を行います。新規ケースでは、申立て時
に把握されていなかった財産や負債が出てくる
ことがあり、財産は初回報告書に載せる、負債
は詳細を調査後に返済計画を立てるなど、監督
人が助言します。
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特集 成年後見制度活用のヒントを探る
市民後見人を養成・支援する取り組み
―地域共生社会の実現へ

特集

3

られます。例えば、施設のように常に支援者が
近くにいることが可能な環境でない場合、特に
在宅案件の場合は、昼夜問わず頻回な連絡が直
接、後見人に入ることがあり、対応しなければ
ならない事態が懸念されます。監督人の支援に
は限界があり、後見人でないと対応困難な場面
の多いことが想定され、社会貢献として活動す
る一般市民にとって負担が大きいのではないか
と思われます。

市民後見人には、地域住民としての市民目線、
市民感覚を持ったかかわりが期待されていま
す。昨今、地域共生社会において市民後見人こ
そ、地域で暮らす被後見人に市民感覚を生かし
た適切な支援が行える存在であるとの意見も聞
かれており、センターとしても真剣に受け止め
るべきところと考えています。

今後、例えば在宅生活を送る被後見人一人一
人にしっかりとした支援の「チーム」＊3 が構築
され、支援者間で明確な役割分担ができ、その
中で、市民後見人が被後見人に寄り添うかたち
であれば、後見人に負担がかかり過ぎることな
く、チームでの意思決定支援も期待でき、被後
見人がメリットを実感できる寄り添った支援が
行えるのではないだろうか、と考えます。

活動中の市民後見人からは、被後見人と顔を
合わせることにより、自然と被後見人の支援者
とも交流が生まれ、後見活動が被後見人の快適
な生活の一助となっていることを実感でき、人
の笑顔が見られ、感謝されることにやりがいを
感じるとの声が聞かれています。

センターには、被後見人がメリットを実感で
きる制度となるよう、市民後見人の育成・支援
のあり方をよりよいものとしていく使命がある
と考えます。

おわりに

（2） 定期報告・報酬付与申立て
市民後見人は、3～4 カ月に 1 回、監督人へ

後見業務の定期報告を行います。就任1年後の
家庭裁判所への報告時は、監督人への報告との
2種類の書類の提出を求めます。

報酬付与申立ては、原則年1回の家庭裁判所
への定期報告と同時に行い、監督人が家庭裁判
所へ書類を提出します。

（3） 終了後事務
終了事由は被後見人の死亡が多数です。家庭

裁判所から提出を求められる死亡診断書の取
得、親族への連絡、火葬の手配、年金事務所や
市役所の各種手続き、生前債務の支払いや家庭
裁判所への報告書類の作成、相続人への引き継
ぎ等の手順をセンターが指示します。親族の有
無、年金受給者、生活保護受給者かにより事務
内容が異なるため、一つ一つ確認しています。

（4） 市民後見人から市民後見人への移行
市民後見人の病気加療、遠方への転居、突然

死、高齢等により、新たな市民後見人へ移行す
るケースもあります。高齢を理由とした辞任は、
市民後見人の平均年齢の高齢化の傾向をみる
と、今後増えていくことが予想されます。

まず市民後見人応募者の減少が挙げられます。
2016年までは毎年20名を超す応募がありまし
たが、現在は10数名程度にとどまっています。

また、受講生の高齢化も課題です。定年退職
後に地域貢献や生きがいを持つことを目的に受
講する男性が増えており、研修受講時の年齢は
60～70 歳代が多くなっています（2020 年度市
民後見人養成講座合格者の平均年齢は 64.1
歳）。他の仕事に就きつつ取り組むため、同時
に1件以上の受任は困難と判断している市民後
見人も多く、活用の難しさがあります。

さらに、在宅案件の受任が難しいことが挙げ

今後の課題

＊3  後見等開始前においては、地域の中で、権利擁護支援が必要な人を発見し必要な支援へ結び付ける（本人と社会との関係性を修復・回復させる）
機能を果たし、後見等開始後においては、本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した成年後見制度の運用を行うため、法的な権限を持つ
後見人と地域の関係者等が協力して日常的に本人を見守り、本人の意思や状況をできる限り継続的に把握し対応する役割を果たす。「地域にお
ける成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」（成年後見制度利用促進体制整備委員会、2018年3月）
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「ローマ法王がトランプ氏を支持、世界に衝撃」
――あなたは、このニュースをご存じでしょう
か。2016年のアメリカ大統領選挙において、実
際にアメリカを中心にネット上で広く拡散され
たニュースです。このニュースは実はまったくの
虚偽である、いわゆるフェイクニュースでした。

当該選挙ではこのようなフェイクニュースが
大量にネット上を駆けめぐり、まさに 2016年
はフェイクニュース元年といってもよいほど、
フェイクニュースが注目された年です。それか
ら 4 年経ちこの問題がどうなったかというと、
――残念ながら、沈静化するどころか、むしろ
悪化しているようにみえます。

2020 年のアメリカ大統領選挙でも早速、Q
アノンというフェイクニュース（陰謀論）が大き
くクローズアップされています。こ
の陰謀論はさまざまな内容がありま
すが、中心にあるのは「政財界とマ
スコミに巣くう悪のエリートたちに
対して、トランプ大統領は秘密の戦
争を仕掛けている」という根も葉も
ないフェイクニュースです。

アメリカだけではありません。欧
州では「5Gの電波が新型コロナウイ
ルスの感染拡大を加速させている」

激化するフェイクニュース問題 というフェイクニュースが広まり、基地局アン
テナの破壊行為が相次いでいます。このフェイ
クニュースは、2020 年 6 月にはアメリカでも
広がり、同様の被害を出しています。

フェイクニュースがまったく沈静化していな
いことは、データからも明らかです。図は、日
本で「フェイクニュース」、全世界で「fake news」
という単語が、それぞれどれくらい検索されて
いるか、2016 年からの推移を Google トレン
ド＊で描いたものです。

図を見ると、世界でも日本でも、まったく減
る気配をみせていないことが分かります。むし
ろ日本においては増加傾向すらみられます。

 

このようなフェイクニュースの被害は、欧米
などの諸外国のイメージが強いかと思います。

日本も例外でない

＊　Googleで検索されるキーワードの検索数推移がグラフで分かる、グーグル合同会社が提供するウェブサービス
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しかしながら、実は既に対岸の火事ではなく、
日本国内でも実に多くのフェイクニュースが広
まっています。
「新型コロナウイルス感染症は 26 ～ 27℃の

お湯を飲むと予防できる」「漂白剤（次亜塩素酸
ナトリウム）を飲むと新型コロナウイルスに効
果がある」といった情報を、TwitterやLINEな
どのネット上で見たことはないでしょうか。こ
のような新型コロナウイルス関連のフェイク
ニュースは、未知のウイルスへの不安とともに、
日本国内に広まりました。

新型コロナウイルス関連だけではありませ
ん。多くの人が亡くなった京都アニメーション
の放火・殺人事件では、「テレビ局のディレク
ターと容疑者の間に接点があり、スクープを撮
影するために取材日を容疑者に漏らすなどして
いた」というような根も葉もないフェイクニュー
スがネット上で拡散されたことがあります。

別件では、フェイクニュースを掲載していた
ウェブサイトの管理人が、ページビュー数を増
やして収入を稼ぐためにフェイクニュースを作
成したと取材に答えていたこともありました。

このような状況のなか、総務省が2018年10
月に立ち上げた「プラットフォームサービスに
関する研究会」では、国内のフェイクニュース対
策についても取り上げ、議論を進めています。

「フェイクニュースのほうが真実より拡散ス
ピードが速く、また、拡散範囲が広い」―― 衝
撃的な研究結果が、2018年に学術誌Scienceに
掲載されました。マサチューセッツ工科大学助
教のソローシュ・ヴォソゥギ氏らによる当該論
文では、10 万件以上のツイートを分析した結
果、真実が1,500人に届くにはフェイクニュー
スより約6倍の時間がかかることや、フェイク
ニュースのほうが真実よりリツイートされる可
能性が 70％も高いことなどが明らかになりま
した。

フェイクニュースは
真実より拡散される

では、なぜこれほどまでにフェイクニュース
は拡散され、社会に大きな影響を及ぼすので
しょうか。その理由としては、次の3つが挙げ
られます。
1. フェイクニュースは「目新しい」

人は、目新しいものが好きです。そして、前
述した Science に掲載された論文の共著者の 1
人は、「目新しさ」がフェイクニュース拡散の原
動力であると指摘しています。

コミュニケーションの研究では、目新しい
ニュースのほうがより拡散されやすい傾向にあ
ることが知られています。そこで、フェイク
ニュースと真実について分析したところ、なん
と目新しさに関するどんな指標と照らし合わせ
ても、フェイクニュースが真実を上回ることが
明らかになったのです。

これは考えてみれば当然の話です。真実とい
うのは、地味で地に足の着いたものです。一方
で、フェイクニュースは創作なので、いくらで
も目新しい内容にできます。あまりに奇抜であ
ればうそと見抜かれてしまいますが、真実味を
混ぜたうえで、目新しくセンセーショナルにす
ることはたやすいというわけです。
2. 怒りは拡散しやすい

東京大学准教授の鳥海不二夫氏の研究による
と、SNS 上では怒りの感情が最も拡散しやす
い一方で、安心や好きといったポジティブな感
情は拡散しにくいことが分かっています。

多くのフェイクニュースは、人々の怒りや正
義感といった感情をあおるような内容になって
います。「この人は許せない」「この事実を広め
てやらなければいけない」―― 人々はこのよう
な怒りの感情を抱いたとき、攻撃的な投稿とと
もに情報を拡散してしまうのです。

その結果、フェイクニュースをもとに人々の
怒りが伝

でん

播
ぱ

・増幅していき、やがて社会の分断
につながっていきます。
3.  「友人の情報は信頼できる」という無意識の

バイアス
SNS が普及し、実に多くの人がニュースに
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歳代のほうが見抜けていないという結果でし
た。具体的には、平均して 60 歳代で 84.4% の
人が、50 歳代で 80.1% の人がうそだと見抜け
ていなかったのです。

加えて、うそだと見抜けないうえに拡散して
しまう人の特徴について定量的に分析したとこ
ろ、皮肉にも「自己評価が高い」人や「メディアの
与える負の影響を周囲の人たちに注意している
と考えている」人のほうが、フェイクニュース
を信じて拡散しやすい傾向がみられました。

つまりフェイクニュース問題は、ネットをよ
く使う若い人だけの問題でもなければ、ニュー
スに疎い人だけの問題でもないのです。誰もが
フェイクニュースにだまされ、拡散してしまう
かもしれないという認識を持つことが大切です。

このようなフェイクニュースの議論になる
と、決まって言われるスローガンが「ITリテラ
シーの向上」です。確かに、ネットはフェイク
ニュース拡散の源となっている面があり、そう
いう意味では IT、ネットの利用に慣れておく
ことも重要といえます。

しかし、前述したようにフェイクニュースの
拡散経路はネットだけではありません。直接耳
にすることもありますし、時にはマスメディア
が誤った情報を流すこともあります。果たして、
人々の ITリテラシーを上げれば、フェイクニュー
スの拡散は防げるのでしょうか。

このリテラシーについて ①メディアリテラ
シー ②ニュースリテラシー ③デジタル（IT）リ
テラシー ④情報リテラシーのどれがフェイク
ニュースの拡散行動に最も影響を及ぼしている
か、前述の研究で検証しました。

その結果明らかになったのは、最後の「情報
リテラシー」だけが、フェイクニュースをうそ
だと見抜けずに拡散するという行動を抑制して
いるということだったのです。

情報リテラシーは「情報を適切に判断し、情
報を通じて決定を下す能力」と定義されます。

重要なのは情報リテラシー

言及し、それが拡散されるようになりました。
そのため、多くの人が、自分の読んでいる新聞
などのメディアから直接情報を得るというよ
り、友人（フォローしている人）がシェアした
ニュースを閲覧するかたちでニュースを知るよ
うになりました。

そして、コミュニケーション研究の分野では、
人が情報を信頼する過程において、その情報発
信者の専門性よりも、情報発信者とどれだけ話
したかのほうが、影響力が強いことが示されて
います。つまり、自分がフォローしている友人が
ニュースを拡散している場合、同じニュースを
他人やメディアから知るよりも信用するのです。

たとえ友人・家族から直接や、メッセージア
プリを通して聞いた情報でも、安易に信じては
いけないといえるでしょう。実際、後述する私
の研究では、フェイクニュースが拡散される手
段として最も多いのが「友人・家族に直接話す」
で、拡散した人の実に約 50％の人が直接話し
て拡散していたのです。

このように広く拡散され、社会にさまざまな
影響を与えているフェイクニュース。私の研究
チームでは、2019 年から、グーグル合同会社
のサポートを受けて実施しているプロジェクト

「Innovation Nippon」内で、人々のフェイク
ニュースに対する行動の実態を実証研究してい
ます。研究では実際に広く拡散されたフェイク
ニュース事例を使い、それに対する人々の行動
を調査・分析しました。

その結果分かったのは、フェイクニュースを
知った後にそれをうそだと見抜けていない人
は、なんと 75％以上に達することでした。今
回調査対象としたフェイクニュースはすべて
ファクトチェックずみ（誤りであることが判明
しているもの）であるにもかかわらず、です。

さらに、うそだと見抜けない傾向に年齢差は
ほとんどなく、どちらかといえば 50 歳代、60

75％の人がフェイクニュースと
見抜けない
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つまり、生の情報やデータがどれか分かるとか、
作成者・発信者の意見が混じった情報がどれか
判別できる、といったことです。

IT にどんなに詳しくなろうと、拡散行動は
止められません。メディアやニュースについて
も同様です。あふれる情報の性質を適切に判断
できる能力を養うことが重要なのです。

　
フェイクニュース問題に対しては、法規制を

すべきと考えている人がかなり大勢いることが
分かっています。私の研究では、74% の人が

「フェイクニュースには法規制が必要である」と
考えていることが明らかになっています。

しかし実は法規制というものは、「slippery 
slope」という大きなリスクを抱えています。
slippery slopeとは、類似した行為が連鎖的に
行われ、だんだんと道徳的に許容できない行為
がなされる現象のことを指します。

フェイクニュースとは線引きが非常に難しい
問題です。「フェイクニュースで勝利した」など
ともうわさされるトランプ大統領ですが、自分
に批判的な国内主要メディアに対して「フェイ
クニュースだ」と何度も反論しています。主体
が変わればフェイクニュースの指す内容も変わ
るわけです。

このような場合に、法律によってそれを強く
規制してしまうと、今はごく限られたものを対
象としていたとしても、将来的に解釈が拡大さ
れ、やがて政権に批判的な情報を手当たり次第
に取り締まることに使われる可能性がありま
す。法律を検討するときには、常にそのように
20年、30 年先まで考えて慎重に行わなければ
いけないのです。

実際、諸外国では既にそのような問題が起こ
り始めています。例えばマレーシアでは、フェイ
クニュース対策法を施行していました。この法
律では、虚偽の情報を発信した個人や企業幹部
に対し、罰金や禁錮刑を科していました。しか
し実態としては、当時のナジブ政権がこの法律

法規制の危険性

に基づいて政敵を調査対象とするなど、強権的
な手段として活用していたのです。なお、これ
は政権交代後、2019年に廃止が決まりました。

　

フェイクニュース対策で今すぐにでもできる
ことというのは、私たち一人一人が情報に免疫
をつけることです。
●拡散する前に一呼吸おいて、ほかの色々な情

報に当たってみる
●メディアや信頼できる人からの情報であって

も、うのみにせず安易に拡散しない
●感情的な拡散は危険なので控える
——この3つをよく守り、そして「自分で考える」
ということを常に行いましょう。自分で情報を
探しに行き、考える。幸い今は、多様な情報に
簡単にアクセスできる時代です。

専門家はどのように言っているのか、参考に
なるデータは何かないのか、ほかのメディアで
はどのように報じられているのか、世界ではど
のように言われているのか……自分で疑問を持
ち、自分で情報を取得しながら考えることが、情
報社会では何より求められるといえるでしょう。

フェイクニュースというものは、ネットが普
及する前から多く社会に流布されてきました。

「フェイクニュースがない社会」というのはあり
得ませんし、「全員がフェイクニュースに気づ
ける社会」もあり得ません。

しかし、たとえフェイクに気づけなかったと
しても、それを拡散しないことはできるはずで
す。「4 月 1 日に東京でロックダウンが起きる」
など、真偽のほどを確かめようがない情報が来
たときは、内容を信じてすぐに周りの人に拡散
するのではなく、自分でとどめておく。

一人一人がそうするだけで、フェイクニュー
スの拡散力は弱まるのです。そう、まさに各人
がマスクをするなどでウイルスの拡散を防ごう
としているように、情報に対してもそのように
気をつけることで、フェイクニュースというウ
イルスの拡散を抑え込むことができるわけです。

私たちにできること
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日本人は古代からさまざまな繊維製品を創造
してきました。使われる繊維には麻、絹（繭）や、
古代布と呼ばれる楮（コウゾ）、科（シナ）、芭蕉
（バショウ）、楡（ニレ）、藤（フジ）から始まり綿、
羊毛などの天然繊維と、化学繊維（合成繊維や
再生繊維等）などがあります。
最初は生活必需品用として作られましたが、

時代を重ねるごとに装飾的な意味合いを持つ繊
維製品も作られ、日本人の衣生活を豊かにして
います。
最近では意匠性のほかに機能性が求められる

ようになり、さまざまな機能が付加された素材
や商品が増えています。本稿は各繊維の特徴や
用途、使用上の留意点に触れつつ、循環型社会
に適応するための参考資料として作成しまし
た。国民生活の向上につながれば幸いです。

●麻
大麻（おおあさ・たいま）は中央アジア、カス

ピ海が原産地、苧麻（ちょま）は東アジア、東南
アジア、南アジアが原産地で、縄文時代（紀元
前300年以前）に人の移住に伴って伝来したと
いわれています。
いろいろな用途に使われながら伝承され、明

治時代から昭和の中期くらいまでは高所得層の
紳士用の夏スーツの定番素材でしたが、清涼感
がある半面、シワになりやすいという欠点を持
つため、しだいに敬遠されるようになりました。

はじめに

主な繊維の日本における歴史

最近ではその欠点を補うために、ポリエステ
ル等と混紡されることが多くなってきました。
製品アイテムとしては紳士用のシャツや婦人用
のブラウスによく使われるようになりました。
●絹
繭（蚕）の飼育は紀元前3000年頃に中国で始

まったといわれています。その後、インドや東
南アジアに広まり、シルクロードを経てヨー
ロッパにも伝えられ、日本には弥生時代前期（紀
元前3世紀）に中国江南地方から朝鮮半島を経
由して北九州へ養蚕技術が伝えられたようで
す。和服用としての用途が多く、洋服に使われ
る場合は圧倒的にネクタイが多いです。
水洗いができないという欠点もありますが、

ウォッシャブルシルクなども開発され、製品ア
イテムが広がりつつあります。
●綿
800年頃に現在の愛知県の海岸にインド人の

船が漂着し、綿の種を伝えたとされています。
平安時代までは貴重品の扱いでしたが、鎌倉

時代からは庶民にも普及しはじめ、江戸時代に
は日本全国に広まり一般庶民用の衣服素材とし
て定着。現代でもその扱いやすさから紳士用・
婦人用、シーズンを問わず、重衣料・軽衣料、
織物・ニット等あらゆる製品アイテムに使用さ
れています。
●羊毛
江戸時代後期の1790（寛政2）年に、羊の家

畜化の試みがされましたが成功には至らず、ま
た1875（明治8）年に当時の内

ない

務
む

卿
きょう

、大久保利
通が中心となり下

しも

総
うさ

に羊の大牧場を開設しまし
たが失敗。その後1879（明治12）年に東京の南

第 回1

原 俊行  Hara Toshiyuki  一般財団法人ボーケン品質評価機構東京試験センター
大手アパレルにて品質管理・商品企画に5年間携わる。検査機関2社に40年間勤務。2018
年4月より現職。繊維製品品質管理士、ジーンズソムリエ、タオルソムリエ、靴下ソムリエ

繊維製品の歴史

新連載
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千住に官営の南千住製絨
じゅう

所が開設されています。
日本の羊毛産業は羊毛を輸入し、国内で優れ

た羊毛製品を開発・生産するという他の国とは
異なるかたちで発展してきました。
近年はSuper原料といわれる細い繊度を持

つ羊毛を使った織物がイタリアから輸入され
ブームになりましたが、細番手であるがゆえに、
耐久性が低いという課題もあります。秋冬用の
素材と認識している人が多いですが、その優れ
た吸放湿性から春夏用の素材としても多用され
ています。
●ナイロン
1939年にアメリカのデュポン社が生産を開

始しましたが、日本では1941年に東洋レーヨ
ン（現東レ株式会社）の星野孝兵らにより合成さ
れました。女性用のストッキングとして使われ
たのが始まりで、その後スキーウェアなどのス
ポーツウェア、水着、釣り糸などに使われるよ
うになりましたが、最近は女性用のインナー素
材として多用されています。
●ポリエステル
1941年にイギリスのキャリコプリンターズ

社が開発、特許を取得した合成繊維です。日本
では1958年に東洋レーヨンと帝国人造絹糸（現
帝人株式会社）が同時に生産開始しました。そ
の際に商標名を公募し「テトロン®」と名づけら
れました。
2000年代初期にはさまざまな加工を行うこ

とで新しい機能を付加した「新合繊」をメーカー
各社が開発し、ブームとなりました。
天然繊維とのなじみがよく、毛や綿と混紡し

て使われることが多いです。コロナ禍で、在宅
ワーク用の楽に着られてだらしなく見えない
トップスなど、アパレル製品に求められる機能
も変わってきたことで、軽さと機能性を持った
素材として改めて評価されています。
●アクリル
1950年にデュポン社が工業生産を開始した

もので、羊毛に似せた合成繊維です。

日本では1958年に日本エクスラン工業株式
会社が技術導入により生産を開始しました。
ニット製品や手編み用毛糸、毛布、カーペット
などに多く使われています。毛玉ができやすい
という欠点を持ちますが、最近はその欠点も克
服されつつあります。
●レーヨン
絹に似せて作った再生繊維で、昔は人

じん

絹
けん

（人
造絹糸）ともいわれていました。1918年に帝
国人造絹糸が製造を開始したのが始まりです。
光や湿気に弱い、水洗いすると縮むなどの欠

点を持っていますが、近年はそれらの欠点が改
善されるようになり、独特の風合いが評価され
紳士服・婦人服を問わず生産量が増えています。
●ポリウレタン
ウレタン結合を持つ重合体ポリウレタンを主

成分として含む長鎖状合成高分子を紡糸して作
られる、高い伸縮性を持つ合成繊維です。
1940年頃、日本およびドイツで開発され、ア

メリカでもデュポン社が1959年に「ライクラ®」
の商品名で製造が開始されました。
天然ゴムの5～10倍の伸縮性を持ち、耐摩

耗性、耐薬品性に優れますが、熱やドライ溶剤
に弱いという欠点を持ちます。
女性用の下着素材に使用されることが多かっ

たのですが、からだにフィットしたシルエット
を持つ製品が増えストレッチ性が要求されるこ
とから、ほかの製品アイテムにも使用されるこ
とが多くなっています。
ポリウレタンは繊維として使用されるだけで

なく、撥
はっ

水加工などのコーティングや合成皮革
の材料としても使われますが、その際には加水
分解（空気中の水分や雨水などの侵入で、分子
結合が次第にもろくなること）による劣化が発
生することがあります。
次回以降はそれぞれの繊維について詳しく解

説していきます。

※�おのおのの繊維の歴史については繊維業界で定説とされているもの
を採用しました。異説もあることを申し添えます
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 わが家のごみ箱は

SDGsと
 つながっている！

2020年7月より、レジ袋（プラスチック製買
い物袋）の有料化が始まり、改めて身の回りの
プラスチックごみに意識を向けるようになった
人も多いかと思います。世界に目を向けてみる
と、世界中さまざまなレベルのステークホル
ダー（利害関係者）が、「より豊かな世界の実現」
に向けて、2030年をゴールとした「持続可能な
開発目標（SDGs）」への取り組みを始めています。

しかし、一方では「SDGs ってなに？」から始
まり、「自分には関係ない遠い目標」という人も
まだまだたくさんいます。私たちの身近な問題
は、どのように SDGs とつながっているのか。
まずは、新型コロナウイルスによる自粛生活の
影響で増加した家庭ごみ、私たちのごみ箱がど
のようにSDGsとつながっているのかを考えて
みませんか？ そこから、本当に必要なものは何

はじめに かを考えること、賢い消費者として選択してい
くこと、分別をきちんと行うことなど日常の一
つ一つの行動が、SDGsにつながっていきます。

この連載では、家庭のごみ箱から見えてくる
SDGsを、プラスチックごみ、食品ロス、ファ
ストファッションなどをテーマに考えていきた
いと思います。

最近、図1のようなカラフルなアイコンをよく
目にするな、と感じている人は多いと思います。

2015 年 9 月に国際連合（以下、国連）総会で
「国連持続可能な開発サミット」が開催され、世
界 150 カ国以上の賛同を得て「持続可能な開発
のための2030アジェンダ」が採択されました。
このアイコンはその中で策定された「持続可能
な開発目標」いわゆるSDGs（Sustainable Devel-
opment Goals、持続可能な開発目標）の17の目

標を表しています。
SDGsは、現在世界が
抱えているさまざま
な問題を解決し、世
界中の人が持続可能
な未来を享受できる
ように世界を変える

「17 の 目 標 」、「169
のターゲット」を掲
げています。このサ
ミットには、ローマ
法王、オバマ元大統
領、習近平国家主席、
日本からは安倍晋三

SDGsとはなに？

第 回1

織 朱實  Ori Akemi  上智大学大学院地球環境学研究科教授
専門は環境法。廃棄物や化学物質とリスクコミュニケーションなど環境全般を対象とした研究を行っ
ている。最近は、SDGsワークショップやカードゲームのファシリテータなども積極的に行っている

SDGsってなに？
新連載

図1 SDGsアイコン（国際連合広報センター）
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前総理大臣が出席するなど世界中が注目するな
かでの採択でした。
（1）	SDGsが生まれてくるまでに

SDGs の中心となる考え方「持続可能性」は、
1987 年ブルントラント委員会が出した報告書

「我々の共通の未来（Our Common Future）」の
中で初めて示されたものです。「将来の世代の欲
求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満足させ
るような開発」という考え方です。1992年には環
境と経済の調和、持続可能な開発を大きなテー
マとして「国連環境開発会議」（地球サミット）が
開催されました。その後、2002年の「持続可能
な開発に関する世界首脳会議」、2010 年の「ミ
レニアム開発目標（MDGs）サミット」、2012年
の「国連持続可能な開発会議（リオ+20）」などの
国際会議で、SDGsは政府機関だけでなく民間
企業やNGOなど広い関係者の間で協議されて
きました。SDGsは、成立の過程においても今
までの国際アジェンダと異なり、さまざまなス
テークホルダーの参画のもとで議論されてきた
という大きな特色があります。

さらに、SDGsを考える際に忘れてはならな
いのは、SDGsに先駆け世界共通のゴールを提示
したミレニアム開発目標（Millennium Devel-
opment Goals : MDGs）です。MDGsは、図2
のように2015年までに達成したい8つの目標を
掲げていました。そのもとで「目標1：極度の貧
困と飢餓の撲滅」では、2015年までに1日1.25ア
メリカドル未満で生活する人口比率を半減する、

「目標2：初等教
育の完全普及の
達 成 」と い っ た
ターゲットが設
定されていまし
た。MDGs の も
とで多くの支援
プログラムが実
施され、1990年
には約19億人で
あった貧困人口

が、2015年には約8億人までに減少、2000年
には80％であった就学率が、2015年には91％
へと向上するなど、歴史上最も成功した貧困撲
滅運動と評価されています。このMDGsを土台
に発展してきたのがSDGsです。
（2）	MDGsとSDGsの違い

MDGsもSDGsも世界全体で達成すべき共通
の目標を設定するという点では同じですが、
MDGs は開発途上国の課題が中心であり、先
進国はいかに支援するのかという位置づけでし
た。しかし、先進国の中にも格差問題や都市の
安全などさまざまな課題があり、先進国も途上
国も一緒に解決しなければならない課題が世界
には多数あります。そこで、SDGs では 8 つの
目標を 17 に拡大し、さらに 1 つだけであった
環境関連の目標も拡大しました。

また、MDGsは政府主導のプログラムが中心
であったのに対して、SDGsの目標は経済・社
会・環境の3つの側面すべてに対応し、政府だ
けではなく、企業や NGO 等の民間が主体的に
取り組まなければ解決できないものとなってい
ます。そのため、より多様なステークホルダーの
取り組みと協力、革新的な技術が必要とされて
いるのです。SDGsでは、課題を解決するための
消費者一人一人の行動とともに、企業のイノベー
ションへの期待も大きなものとなっています。

こうした流れを受けて、一般社団法人日本経
済団体連合会は2017年11月に「企業行動憲章」
を改定し、民間セクターの創造性とイノベー

出典：外務省ホームページ　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html

図2 ミレニアム開発目標（MDGs）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
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ションの発揮によってSDGsの達成をめざそう
との記載を入れました＊1。
（3）	SDGsの特色

今までみてきたように、SDGsは、MDGsを
発展させるものであり、その大きな特徴の1つ
は、先進国と途上国を二分するアプローチでは
なく、一緒になり世界の課題を解決しようとい
うものです。「世界はつながっている」「誰一人
取り残さない」「私が起点」というフレーズは、
SDGsの特色をよく表しています。

この連載でも、「世界はつながっている」なか
で、どうやって「誰一人取り残さない」世界を、

「私が起点」で実現していくのかをさまざまな
テーマで考えていきたいと思います。

持続可能な開発の 3 つの側面（経済・社会・
環境）に関する課題が 1 つの目標に統合されて
いる点も大きな特徴です。さらに、フォローアッ
プのしくみが作られている点も忘れてはなりま
せん。このフォローアップのための指標がある
ことにより、SDGsはより実効性のある目標と
なっています。15 年間にわたり、実施状況を
体系的にフォローアップとレビューをすること
が求められており、例えば年 1 回の国連「ハイ
レベル政治フォーラム」（HLPF）によるフォ
ローアップのほか、毎年国連事務総長が「年次
SDG進捗報告」をすることなどが定められてい
ます。SDGsの進捗

ちょく

を測定するための「指標」は、
国連統計委員会や関連会合（「SDG 指標に関す
る機関間専門家グループ（IAEG-SDGs）会合」
等）での議論を経て策定されています。

このように持続可能な未来に向けての目標で
あるSDGsは、残念ながら一般の消費者にとっ
ては、あまり身近なものではありません。

でも、私たちのごみ箱はSDGsの世界とつな
がっているのです。ごみは、私たちが生活して

SDGsと私たちの生活

いれば必ず発生します。例えば、プラスチック
ごみです。2016年だけで、世界では2億4200
万㌧のプラスチックごみが排出されています。
そして適切に処理されずに海に流れ出たプラス
チックごみは、海のごみの90％を占めています。
これらは、海洋生物や自然などの地球環境だけ
でなく、漁業や観光産業などの経済活動にも影
響を及ぼしており、さらに有害化学物質が付着
することによる人への健康影響も懸念されてい
ます。こうしたプラスチック問題の背景には、
先進国と途上国の格差や、企業のものづくりや
消費者の購買のあり方などの課題があります。
また、先進国でコストの面から処理しきれなく
なったごみが、開発途上国に運び込まれ、児童
労働や地滑りなどの問題を発生させています。

さらに廃棄物からの温室効果ガスも気候変動
の主な要因の 1 つとなっています。2016 年に
は、世界の温室効果ガスの排出量の5％が、廃
棄物処理から発生しました。日常生活から出る
ごみの中からも、SDGsが達成しなければなら
ない課題がみえてくるのです。決して、「遠い
世界」の話ではなく、私たち一人一人の生活が
SDGsとつながっている、こうしたことを、具
体的なテーマから考えていきたいと思います。

次回は、まずごみとは何かをテーマに、「ごみ
と資源とSDGs」を一緒にみていきましょう。＊2

＊1 一般社団法人日本経済団体連合会ホームページ　https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2017shiryo2.pdf
＊2  世界銀行 What a Waste 2.0：「2050年に向けた世界の廃棄物管理の現状と展望」  

https://www.worldbank.org/ja/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-snapshot-of-solid-waste-management-to-2050

出典：世界銀行ホームページ「What a Waste 2.0」より

https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/2017shiryo2.pdf
https://www.worldbank.org/ja/news/infographic/2018/09/20/what-a-waste-20-a-global-snapshot-of-solid-waste-management-to-2050
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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

「状況が許せば、忘年会は蟹
かに

を食べに行きま
しょう！」。新入社員のS君は張り切って提案
しました。しかし、宴会幹事のA係長はつれな
い反応。「却下！」と話も聞いてくれません。「ど
うしてですか？」と食い下がるS君に、A係長
はこう説明しました。「課長は蟹の看板の下を
通れないくらい蟹が苦手なんだ。忘年会に蟹な
どあり得ない」
S君は手頃な値段でおいしい蟹を食べられる

お店をみんなに紹介したかったのです。それな
のに、検討さえしてもらえないなんて……。
裁判や不服申立てにおいてもこうした「門前

払い」をされることがあります。「却下（きゃっ
か）」と表現される場合がそうです。却下という
のは「要件を備えていない不適法な訴えなどと
して内容が審理（検討）される前に退けられるこ
と」をいいます。
これに対して内容が審理されたうえで訴えが

退けられることを「棄却（ききゃく）」といいま
す。同じ訴えが退けられるにしても、内容まで
審理したかどうかで「却下」と「棄却」の違いがあ
るというわけです（表）。

Ｓ君のプラン「却下」される 「蟹料理なんて」と検討さえしてもらえないの
が「却下」。「棄却」はさしずめ「蟹しゃぶのコー
スもおいしそうだけれども、男性陣からボ
リューム不足の声が出てね……」と実現しない
場合でしょうか。

日本の裁判は三審制を採っているといわれて
います。これは、3度、裁判を受けるチャンス
があることを示しています。別な言い方をすれ
ば、判決に対する不服申立てが2度できるとい
うことです。
新聞などでは「控訴（こうそ）」とか「上告（じょ

うこく）」といった文字を見かけますが、「控訴」
とは最初の判決に対する不服申立てをいい、「上
告」とは2度目の判決に対する不服申立てをい
います。典型的な例でいうと、この関係は下図
のようになります（図）。
「典型的な」といったのは、裁判所の役割分担
はほかにもいろいろあるからです。例えば、争
われている額が140万円以下の場合や争われ
ている罪が罰金以下の比較的軽い罪の場合に
は、原則として第一審が地方裁判所ではなく簡
易裁判所となります。

三審制

法律
基礎知識

新・や
さしく解説 第 回6

裁判のしくみ①

却　下 棄　却 認　容

要件を満たしてい
ない訴えとして退
けられること

内容が審理された
うえで訴えが退け
られること

訴えが認められる
こと

内容まで審理 
してもらえない 内容を審理してもらえる

表 却下と棄却の違い 図 三審制の例

一　審
控 訴
➡

二　審
上 告
➡

三　審

地方
裁判所

高等
裁判所

最高
裁判所

一審が地方裁判所の場合の典型例
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  新・やさしく解説

法律基礎知識

裁判用語や裁判のしくみを先に説明しました
が、そもそも裁判とはどんなものでしょうか？
「人あるところにトラブルあり」。そういっては
身も蓋

ふた

もないのですが、他人とのトラブルは尽
きることがありません。また、犯罪も1つの社
会のトラブルで、こうした行為に罰を与える必
要も生じます。国や地方公共団体の処分などで
国民（住民）の権利が害され、この救済を求める
場合もあるでしょう。裁判はこうした民事、刑
事、行政事件について、公の権威をもって解決
する場所といえます。
行政事件のトラブル解決方法としては、ほか

に「行政庁への不服申立て」があります。行政庁
の処分などに不満があるときには、これを利用
することもできます。確かに、行政庁への不服
申立ては手続きが簡単で、費用もかからないた
め「早くて安い」といえるのですが、しょせん「行
政内部の見直し」に過ぎません。問題を起こし
た企業に設置される内部調査委員会が往々にし
てそうであるように「身内に甘いのでは？」と
いった不安も拭い去れません。さらに、近頃は
その「早さ」も不十分なものでした。そこで、
2016年4月1日、行政不服審査法が全部改正
され、その処分にタッチしていない職員（審理
員）が審理に当たるなど「おいしさ（公正さ）」
アップのためのしくみが取り入れられたので
す。それでもなお、裁判所に期待されているの
は、それ以上の「おいしさ」です。
非公開の書面審理で決着する不服申立てに比

べ、公開の法廷で主張をぶつけ合う裁判では、
より公正な結果を期待することができます。

こうした裁判ですが、どんなトラブルでも解
決してくれるかといえばそうではありません。

裁判とは？

裁判の対象

裁判所法3条1項には、裁判所は「一切の法律
上の争訟を裁判し」とあります。「法律上の争訟」
というのは、当事者の間に具体的な権利義務や
法律関係の争いがあって、しかも、その争いが
法律を適用することによって解決できるものを
いいます。原則としてそのトラブルが「法律上
の争訟」といえないと裁判所は取り合ってくれ
ません。ですから、中央町3丁目界

かい

隈
わい

でイケメ
ンの誉れを争うAさんとBさんが「どちらがカッ
コいい？」と裁判を求めてもその訴えは「却下」
されることとなります。そうしたことは裁判所
ではなく、鏡にでも聞くべき問題だからです。
ただ、特に法律の定めがある場合には「法律上

の争訟」でなくても裁判を認めています。消費
者契約法などに規定する消費者団体訴訟制度も
その1つです。これは内閣総理大臣が認定した
消費者団体が消費者に代わり事業者の不当な行
為の差止めや被害の回復を裁判所に求めること
ができるというものです。消費者被害の拡大を
防ぐための強力な武器として導入されました。
これには「差止請求」と「被害回復」の2つがあ

ります。「『差止請求』は、事業者の不当な勧誘や
契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多
数の消費者の利益を擁護するために、停止を求
めることができる制度です。『被害回復』は、事
業者の不当な行為によって財産的被害が生じて
いる場合に、特定適格消費者団体が、消費者に
代わって被害の集団的な回復を求めることがで
きる制度です」（国民生活センターホームページ
「消費者団体訴訟制度（団体訴権）の紹介」＊より）。

制度がスタートした当時は、「差止請求」だけ
だったのですが、被害者が泣き寝入りして、結
果として問題のある企業が得をするのはおかし
いとの声が高まりました。そのため、消費者裁
判手続特例法で「被害回復」のしくみが加えられ
ました。

＊　消費者団体訴訟制度（団体訴権）の紹介　http://www.kokusen.go.jp/danso/index.html

http://www.kokusen.go.jp/danso/index.html
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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

今回からは、投資信託を取り上げます。1回目
は投資信託のしくみと選び方のポイントです。

投資信託は、投資家からお金を集め、運用の
専門家が国内外の株式や債券などに投資して、
運用で得られた利益を投資家に還元するしくみ
の金融商品です。株式が証券会社でのみ販売さ
れるのに対し、銀行等でも購入が可能です。

投資信託のメリットとして株式投資より少額
から分散投資できることが挙げられます。株式
で分散投資をするには、いろいろな銘柄を買う
必要があり、それだけの資金が必要ですが、投
資信託にはいろいろな株式や債券が含まれてい
るため、1つの投資信託を購入するだけでも分
散投資になります。なかには 100 円くらいで
投資できるものや、少額から積立投資できるも
のもあります。

プロの手を借りられるのも大きなポイントで
す。株式投資の場合、どの銘柄をどのくらい、い
つ買い、売るのかなどすべて自分で判断する必
要がありますが、投資信託はプロのファンドマ
ネジャーが経済情勢などに関するさまざまな
データを分析し、運用方針に沿って判断してく

プロの知恵を借りる

れます。そのため自分があまり知らない国や分
野にも投資することができます。しかしプロが
運用するとはいえ、対象である株式や債券など
の価格の変動による「価格変動リスク」があり、購
入した価格よりも値下がりして、元本割れする
こともあることは理解しておく必要があります。

以上のような特徴から、投資信託は初心者や
時間がない人にも広く投資の機会が得られると
され、確定拠出年金やNISAなどで税の優遇処
置も取られています。

①方針を立ててから、商品を選ぶ
投資信託を選ぶ前に考えておきたいのは、自

分の運用目的や運用期間に適したアセットアロ
ケーション（資産配分）です。これは国内株式、
海外株式、国内債券、海外債券などを、どのよ
うな比率で組み合わせるのかを決めることをい
います。例えば、株式の比率を高めればハイリ
スク・ハイリターンになり、債券の比率を高め
ればローリスク・ローリターンになります。ま
た為替の値動きが影響する海外への投資は一般
的に値動きが大きく、新興国のほうが先進国よ
り値動きが大きい傾向にあります。

投資信託の選び方

「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 「投資信託」は、多くの投資家からお金を集め、プロが国内のいろいろな株式に投資して

運用し、利益を投資家に還元するしくみの商品である
■  ② 自分の運用目的や期間などを考慮して、具体的な購入商品の組み合わせを決めることを

アセットアロケーションという
■  ③「ポイント運用」でも、元本割れ(元のポイント数を下回る)のリスクがある

内容が合っているもの（■）は……③

お金理解度チェック

「投資信託」を学ぼう①

7

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

アセットアロケーションを
もとに選んだ具体的な商品の
組み合わせがポートフォリオ
です。投資信託は追加購入が
可能かどうか、また投資対象
地域や対象資産などによって、
分類されます(図)。

また、運用方法によっても
「インデックス型」と「アクティ
ブ型」に分けられます。イン
デックス型は、日経平均株価
や東証株価指数（TOPIX）など
の指数に連動して値動きする
ように運用するものです。ア
クティブ型は、目標とする指
数を上回る運用成果をめざし、ファンドマネ
ジャーが有望な資産や銘柄を選んで運用してい
くものです。こうした運用の方針も、自分のリ
スク許容度等と合わせて考え、選んでいきます。
②手数料を考える

プロの知恵を借りる分、投資信託は株式投資
より手数料がかかるというデメリットがありま
す。投資信託の手数料は、ⓐ購入する際にかか
る購入時手数料、ⓑ保有している間にかかる信
託報酬（運用管理費用）、Ⓒ換金する際にかかる 
信託財産保留額などがあります。それぞれ 
ⓐ0〜3%程度、ⓑ0.1〜3%程度、Ⓒ0〜0.5%
程度が目安ですが、なかには購入時手数料無料

（ノーロード）のものもあるなど、商品や会社に
よってさまざまです。運用益がプラスでも、手
数料を支払ったら結果的にマイナスになること
もあるので、よく比較するようにしましょう。
③残存期間を確認する

投資信託を運用する期間を信託期間といいま
す。長期運用を考えるなら、信託期間が長めの
ものや無期限の銘柄を選ぶ必要があります。運
用総額が減少し運用が困難になった場合には、
途中で終了してしまうこともあるので、選ぶ際
には投資信託の総額（純資産額）もチェックして
おきましょう。

投資信託は数が多く、自分に合ったものを選
ぶのが難しいともいわれています。そこで最近
は、人工知能（AI）を利用してインターネット
上で資産運用のサポートをする「ロボアドバイ
ザー」が人気を集めています。ロボアドバイザー
は、利用者が質問に回答すると、その人に適し
た商品の提案や発注などをしてくれるというも
のです。

また、クレジットカードなどでもらうポイン
トで投資ができるサービスも登場しています。
「ポイント投資」は売却時に現金を得られます

が、実際の株式や投資信託を購入するので、証
券口座が必要です。これに対し「ポイント運用」
の場合は、いくつかの運用コースから選んで運
用し、運用の成果はポイントで受け取ります。
現金での投資に抵抗のある人の注目を集めてい
ますが、ポイントならではの懸念事項もありま
す。運営会社側のルール変更や、運営会社が破

は

綻
たん

した場合の補償の問題です。運用を行う前に、
各運営会社の「利用規約」を必ず確認しましょう。

こうした新しいサービスは、投資に手軽に挑
戦できますが、元本割れのリスクがあることを
自覚して利用する必要があります。

投資信託の新しいサービス

追加購入が可能か

×

投資対象地域
による区分※1

×

投資対象資産
による区分※2

単位型
当初募集期間のみ�

購入可

国　内 株　式

海　外
先進国
新興国

債　券
不動産投信
（リート）追加型

運用期間中
いつでも購入可

その他資産
内　外 資産複合

独立区分　MMF（公社債投資信託の1つ）
　　　　　MRF（証券総合口座でも利用されている公社債投資信託）
　　　　　ETF（市場全体の動きを示す指標等に連動する投資信託）
投資信託は区分ごとに分類され、その区分ごとの分類を組み合わせることによって、
商品分類が示される
例：�追加型で主に国内株式に投資する投資信託の商品分類は「追加型／国内／株式」�
追加型で主に海外債券に投資する投資信託の商品分類は「追加型／海外／債券」

出典：一般社団法人投資信託協会の「商品分類」を参考に筆者作成 
※1、※2は、主たる投資収益の源泉とするものとしての分類

図 投資信託の主な分類
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飲料水でレジオネラ菌感染症のおそれアメリカ

香　港 劣悪なサービスでペットが犠牲に

CR（コンシューマーレポーツ）はアメリカ版ザ・
ガーディアン紙と非営利のメディアとの共同で長期
連載企画「アメリカの水危機」を始めた。
アメリカでは、1974年制定の飲料水安全法によっ

て汚染物質の監視、ろ過、消毒などが上水道事業者
に義務づけられて以来、コレラや腸チフスなどの水
媒介感染症をほぼ排除したとして、近年の水汚染の
関心はプラスチック、農薬などの化学物質に移って
いる。ところが、いまだに病原菌等の微生物による
汚染で例年400万～3200万人が何らかの症状を発
症している。多くは軽微な消化器疾患だが、致命的
結果を招くものの1つがレジオネラ菌感染によるレ
ジオネラ症（肺炎）で、過去10年間の水媒介疾病の
約6割を占め、2018年には約1万件がCDC（疾病
予防管理センター）に報告された。

レジオネラ菌は自然界に存在し、水源となり得る
淡水湖や河川、そして市中では最終供給地の建物の
配管で増殖する。水飲み場、トイレ、エアコンシス
テムなどを通じて拡散したエアロゾル（噴霧）を呼吸
器内に吸入してレジオネラ症を発症し、10例に1
例は重篤になるという。2019～2020年に相次いだ
レジオネラ症では73歳の女性が死亡した。
そして今は、新型コロナの感染拡大でオフィスや

学校などの施設が長期間閉鎖されたため、レジオネ
ラ菌が増殖していると考えられる。CDCは施設再開
に際してのガイダンスを発表し、水管理責任者に対
し水道管の洗浄、温度の制御、建物内での適切な消
毒剤の使用等の徹底を呼び掛けている。各家庭の消
費者も頻繁に水質検査を行い、適切な消毒剤やフィ
ルターの使用でリスクを減らすよう勧めている。

● CRホームページ　https://www.consumerreports.org/water-quality/fears-of-legionella-in-drinking-water-grow-amid-pandemic/
● CDCホームページ　https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html

香港では最近、他国への移住を希望する市民が増
えたため、そのペットの海外渡航に関する手続きや
移送の代行サービスを扱うペット業者が現れた。そ
れに伴い、HKCC（香港消費者委員会）には悪質な業
者に関する苦情相談も寄せられている。
最近の例を紹介する。ある消費者は急ぎ出国する

ことになったため、ペットの亀1匹とトカゲ2匹を
1カ月以内に移住先へ移送するようA社に依頼し
7,100香港ドル（約96,000円）を支払った。しかし、
3カ月経ってもペットは未着のうえ追加料金を要求
された。A社による転売が疑われたため、HKCCに
相談した。A社はHKCCが度々連絡しても無回答
のため、HKCCは消費者に対し、まずはペットを
救出し、さらにAFCD（農水産保全省）に直接その
ペットの情報を提供して関連する健康証明書を確か

めるよう助言した。6カ月後に亀は消費者の手元に
戻ったがトカゲは死んでしまったという。
HKCCは、ペットサービス業者はペットを単に

物品のように扱うべきではないと強調し、特に、最
近急増している移送サービスで早く利益を上げよう
と焦る業者によるペットの健康・生命無視の不十分
かつ不当な行為が目立つと批判。消費者には、業者
に依頼する場合であっても移住先の検疫システムや
ペットを移送できる航空便など事前に十分調べるよ
う勧めている。また、ペットサービス利用やペット
購入の際は契約文書を交わし正式な受領書とともに
手元に保管する、業者のスタッフ個人名義口座への
振り込みは疑わしいので避ける、ペット販売業者の
ライセンスを確認、購入後はできるだけ早く獣医の
健診を受ける、などを助言している。

● HKCCホームページ　https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/528/pet-complaint.html

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

https://www.consumerreports.org/water-quality/fears-of-legionella-in-drinking-water-grow-amid-pandemic/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/528/pet-complaint.html
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うつ病を軽減する薬草の魔力は健在ドイツ

洗濯時のマイクロプラスチック流出を防ぐにはオーストリア

体調が悪いとき、ドイツでは身近な薬草（ハーブ）
を試してみるという人が多い。聖ヨハネ草（和名セ
イヨウオトギリソウ、英名セント・ジョーンズ・ワー
ト）も出番の多い薬草の1つである。「聖ヨハネの日」
（6月24日）前後に、黄色い花をつけることが名前
の由来とされる。既に2000年以上も前から薬効を
認められ、悪魔を追い払う薬草として、中世の魔女
伝説にも登場する。このような伝承から、「魔女草」
「ワルプルギス草」とも呼ばれている。

聖ヨハネ草は、やけど・切り傷等の民間療法に使
われるばかりでなく、抗うつ作用があることでも知
られている。うつ病の症状を訴える患者に対し、医
師が処方するのが同草調合の医薬品である。その一
方で、医師の処方箋

せん

なしに購入できる医薬品もある。
そこで、商品テスト財団では、この薬草が調合され

た医薬品の薬効をテストした。対象は、薬局での販
売義務がある10商品（処方箋薬3、処方箋不要薬7）、
ドラッグストア等で薬剤師でなくとも販売できる8
商品の計18商品である。効果を判定するに当たり、
医薬品の専門家による鑑定を参考にした。また、成
分・配合量等から効き目やリスクを評価した。
その結果、薬局販売医薬品10商品は、有効成分

の配合量が十分なことから、軽・中度のうつ症状を
軽減する効果が期待できると判定された。また、副
作用は比較的少ないとされるが、皮膚の敏感な人が
服用すると光過敏症が現れること、他の医薬品と同
時期に用いると、薬効が過剰に発現したり、減弱す
るおそれがあることを警告している。そこで、使用
前や、服用しても効果が得られない場合は、医師の
助言を受けるよう勧めている。

●  商品テスト財団『テスト』2020年11月号　https://www.test.de/Johanniskraut-Welche-Mittel-bei-depressiven-Phasen-helfen-5664465-0/

スポーツウェア等に欠かせない合成繊維だが、洗
濯により微細な繊維が流出し、河川や海を汚染する
のではないかと気にする消費者も多い。そこで、オー
バーエスターライヒ労働者会議所は、合成繊維製の
スポーツ用シャツを家庭で洗濯する際、マイクロプ
ラスチックがどのくらい発生するのか調べることに
した。対象は、ポリエステル100％製の7商品を含
む計10商品で、そのうち4商品にリサイクル繊維
が含まれていた。また、マイクロプラスチック流出
を防ぐという洗濯ネットが登場したことから、この
ネットにテスト品1商品（ポリエステル100％、一
部リサイクル繊維）を入れて洗濯し、ネットに入れ
ない9商品と比較した。これらのテストはオースト
リア連邦環境庁に委託した。
その結果、洗濯ネットを使わずに、購入後初めて

洗濯した9商品では、マイクロプラスチック発生量
が衣類1kg当たり50～258mgと、商品によって大
きく異なることが分かった。リサイクル繊維が含ま
れているかどうか、価格が高いかどうかは数値に影
響しないことも分かった。
一方、対策用ネットに入れて、購入後初めて洗濯

した商品から流出したマイクロプラスチック量は、
1kg当たり37mgだった。同一メーカー、同一素材
の類似品をネットに入れずに洗濯した場合の流出量
87mgと比べると、半分以下であることから、同ネッ
トによる捕捉効果は高いと評価された。
なお、新品の衣類ほどマイクロプラスチック流出

量が多いことから、同会議所では、衣類をなるべく
長持ちさせるよう助言している。天然繊維の衣類を
選ぶことも有意義だとしている。

●  オーバーエスターライヒ労働者会議所ホームページ  
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Mikroplastik_in_Sportshirts.html

● 連邦環境庁ホームページ　https://www.umweltbundesamt.at/news200930

文/岸 葉子  Kishi Yoko

https://www.test.de/Johanniskraut-Welche-Mittel-bei-depressiven-Phasen-helfen-5664465-0/
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Mikroplastik_in_Sportshirts.html
https://www.umweltbundesamt.at/news200930
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アリンコは「悪質商法等への注意喚起」と「消
費生活センター窓口の周知」を目的とした広報
活動を展開するに当たり、県民に身近な問題と
考えてもらうためのシンボルキャラクターとし
て2010年に誕生しました。
毎日、真面目に一生懸命働いている私たち消

費者代表のアリンコ、そのアリンコをだまして、
私腹を肥やそうとする悪質業者のアリジーゴ
ク。2つの相反するキャラクターの間で起こる
さまざまな消費者トラブル。アリンコはアリ
ジーゴクが放つあの手、この手に大いに悩み、
トラブルの度に「こんなのアリ？」と一言。その
後「こんなのアリ!?…と思ったらあきらめない
でまず相談」と一連の流れができました。
「こんなのアリ!?…と思ったらあきらめない
でまず相談」は、県民、誰もが知っている宮崎県
消費生活センター
（以下、センター）
のキャッチフレー
ズになりました。

アリンコのまわりには弟、妹、そして、消費者
トラブルについて分かりやすくアドバイスして
くれるアリンシュタインも加わりました。彼ら
はセンターのウェブサイトやツイッター、パン
フレット、グッズなどに登場し消費者トラブル

アリンコ一家の活動

の未然・拡大防止や「消費者ホットライン188」
の周知に大きく貢献しています。さらにセン
ター公用車はアリンコ号としてイラストでラッ
ピングされ、走るその姿はかなり目立ち、強力な
啓発効果を発	 	
揮しています。

消費者トラブルの話はどうして
も堅くなり、敬遠されがちなので、
2014年度にアリンコの縫いぐる
みを市町村の窓口に置いてもらい
ました。
さらに、2017年度には県民の

皆さんと触れ合うことでより親しんでもらおう
と着ぐるみを作り、5月と11月に行われる街
頭キャンペーンではグッズやチラシ配布のお手
伝いをしてもらったり、センター職員が出演す
るテレビ番組にもゲストとして登場してもらい
ました。アリンコの可愛いデザインや動きのお
かげで、お子さんに
大人気、そのご家族
や高齢者まで幅広く
可愛がっていただ
き、高い啓発効果を
上げています。

啓発グッズアリンコ号

カレンダー

イベントやメディアでの活用

第 回9

発見!
消費者トラブル

啓発
キャラクター

アリンコ

宮崎県消費生活センター

消費生活センターに住みついているアリンコ一家。
一家の大黒柱のアリパパ、いつも優しいアリママ、
年は取っても好奇心旺盛のアリバーバ、そして、
我らがアリンコは、今日もけなげに一生懸命働き
ます

アリバーバアリパパアリンコアリママ

縫いぐるみ

テレビ出演のようす

こんなのアリ？ アリジーゴク
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第 回

私は札幌を中心に北海道各地で子どもたちへ
の消費者教育に力を入れています。小学生とそ
の保護者を対象に、ゲーム形式で楽しくお金の
使い方を学ぶワークショップや、小中高、専門
学校、大学で、金銭管理、契約、消費者トラブ
ル、ライフプラン等の講座も行っています。
北海道千歳市にある女子少年院「紫

し

明
めい

女子学
院」から初めて金銭管理講座の依頼があったの
が、2017年です。同院では、少女たちに退院
後の生活設計をより具体的に考えさせ、円滑な
社会復帰のためにさまざまな取り組みを行って
おり、その一環として、適切な金銭管理につい
て学ぶ機会を設けています。私はこれまでに4
回、ゲームを交えながらの講座を行いました。

少女たちのお金に対する感覚や考え方はさま
ざまです。初めて訪問したときは、14～19歳
までの10名弱が入院しており、アルバイトも含
めて職業経験のない子がほとんどでした。正し
い金銭感覚を持ち合わせておらず「お金があっ

社会復帰に向けて金銭管理教育に
取り組む少年院

全員が楽しく学べる教材とは

たら遊興費に一気に使ってしまおう」「お金がな
ければ悪いことをしてでも手に入れよう」と考
える子もいたそうで、担当者から、誤った価値
観を変えていきたいという話がありました。
そこで、お金には限りがあり、考えて使うこ

とや、計画的にためることの大切さを、ゲーム
形式の教材を活用して伝えていこうと決めまし
た。普段、小学校や中学校の授業で使っている
ものを使用しようと思いましたが、少女たちの
中には、職業経験のある10代後半の子もいま
す。知的なところでの発達が気になる子もいま
した。退院後すぐに職業に就く可能性のある子
にも楽しめ、発達が気になる子にも理解しやす
い、ちょうどよい教材が必要となったのです。

そこで活用したのが「金銭教育総合研究所マ
ネーじゅく」が開発した教材の「やりくりさんだ
ん」です（写真）。以前より、マネーじゅくの教
材を使ってワークショップを開催していたこと
もあり、代表に相談したところ、当時まだ開発
中ではありましたが、紹介してくれました。
これは、何らかの障がい特性を持つ人向けに、

お金のやりくりが体験できるカードゲームで

「やりくりさんだん」でリアルな体験

第 回

北海道内で子どもたちへの消費者教育に取り組む。PTA等から、お小遣いをテーマとした講演会
の依頼多数。学校授業ではゲーム形式で楽しく、お金の大切さを教えている

横井 規子  Yokoi Noriko  ファイナンシャル・プランナー（日本FP協会CFP®認定者）

退院後の自立のために
－女子少年院での消費者教育－

79

写真「やりくりさんだん」ゲームキット 表 「やりくりさんだん」ゲームの概要

・1組3～5名のプレーヤーと、進行係とお金係で構成したグループワーク
・カレンダーを用い、日常で起こりそうなことをカードゲームで体験
・サイコロの目で日が進んでいく
・自分の欲しい物やサービスを、事前に書き出し、ゲームの中で購入
・1カ月目はルールを覚えながら金銭管理を体験
・2カ月目は記帳をしながらゲームを進める
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消費者教育実践事例集

す。「特定非営利活動法人サポートひろがり」が
運営する事業所に通う、知的障がいや自閉症の
ある人々にテストプレイを何度も行い、作り上
げたものです。カードを引いてゲーム上で買い
物や日常で起こりそうなことを体験していくも
ので、内容を多少変えるだけで、障がいの有る
無しにかかわらず、あらゆる人に使ってもらえ
る教材となっています。概要は表のとおりです。
講座当日は、3グループに分かれてゲームを

進めていきました。一人暮らしの社会人という
設定で、食費や家賃等を差し引き、自由に使え
る金額をわずか3万円にしました。ゲームとは
いえ、現実的な数字でやりくりを体験してもら
います。この金額から、自分の欲しい物を購入
したり、受けたいサービスにお金を使ったりし
ていきます。自分の欲しい物（サービス）にお金
を使うときは朗らかに笑い、お金を紛失したり、
消費者トラブルにあうといった場面では苦笑し
たりと、どのグループも大変な盛り上がりでし
た。楽しみながら、計画的にお金を使うことや、
貯蓄の大切さにも気づいてくれました。
ゲームというと、現実的ではない出来事や数

字が設定されがちですが「やりくりさんだん」で
は、実生活に起こりそうな体験が可能です。そ
ういったことも支持されていて、全国各地、さ
まざまな場所で活用されているようです。

講座は毎回、2時間程度でゲームと講話とい
う構成で進めていますが、講話で必ず伝えてい
るのが、社会保障制度です。
始めに、若い女性の給与明細例を見てもらい

ます。初任給は女性の場合で、高卒では約16.2
万円、大卒では約20.3万円です（厚生労働省「平
成30年賃金構造基本統計調査（初任給）」）。そ
の数字を見て、金額の少なさに驚き、がっかり
する子もいますが、多くの人が、この金額の範
囲内で自立した生活を送っていることを伝え、
金銭管理の大切さを再認識してもらいます。

社会保障制度の大切さを知る

次に伝えるのが、社会保障制度です。給与明
細を見ると、健康保険や年金保険等の保険料が
引かれていることに気づきます。額の大きさに
納得がいかない顔をされることもあります。
ところが、その保険料が暮らしに役立ってい

ることを知ると、考えが一変するものです。例
えば、女性が気になる、出産にかかわる費用に
対し、健康保険制度には、妊娠4カ月以上で出
産した場合、1児ごとに42万円（産科医療補償
制度に加入している病院等で出産した場合）支
給される「出産育児一時金」があります。「お金
がかかるから、子どもは要らない」という考え
が、「しくみを活用して安心して産み育てよう」
という意識に変わっていきます。このように、
社会保障制度を知ることは大切です。

講座終了後の感想文を見てみると「実際に自
由に使える金額の少なさに驚いた」という声が
多く寄せられます。しかし、その中でやりくり
していかなければ、安心した生活は送れません。
ゲームの中で、じっくりと考えることもなく

買い物を続ける子がいました。これまでも衝動
買いが多く、使っていない物であふれていたり、
買ったことさえ忘れていたりすることが多々
あったそうです。また、お金は簡単に手に入る
と考え、欲しい物を我慢することなく買ってい
たと話す子もいました。ゲームではうまくいっ
ても、現実世界では自分を律することが難しい
場合もあります。退院前に何度も学習を続けて
いくことが大事です。
私が何度も訪問することが難しい場合は、先

述の「やりくりさんだん」を時間のあるときに繰
り返しやってもらったり、退院後の10年程度
のライフプランを考えるワークを提供したりす
ることも考えられます。少女たちが健全で自立
した生活を送ることができるよう、今後も微力
ながらお手伝いしたいと思っています。

継続的なサポートをめざして
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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。

私たちが毎日口にしている野菜や果物は、よ
りおいしく、見た目をよくするなどのためにさ
まざまな品種改良が行われています。品種改良
技術は、有用な品種を掛け合わせる「交雑育種」
が主流ですが、近年、遺伝子の研究が進むにつ
れてさまざまな新技術が用いられるようになり
ました。

農作物の原種は、実が小さかったり毒があっ
たりと、ほとんどが食用に適さないものです。
これらを長い時間をかけて育て、突然変異など
でたまたまよいものができたら、それを選んで
（選抜）増やすことを繰り返して「固定種」をつく
る品種改良がされてきました。この育種方法は
古くから行われており、「自家採種」なども含め
て現在も広く行われています。こうしてできた
固定種のよい品種同士を掛け合わせて新品種を
得る方法が「交雑育種」です。交雑育種でできた
1代目（F1）が「F1品種」として販売されます。例
えばコメは明治時代からおいしくて病気や寒さ
に強い品種をつくるために交雑育種が行われ、
今の「コシヒカリ」や「あきたこまち」につながっ
ています。なお、F1品種から採種した種（F2）
は劣性の形質が出るため自家採種には不向きで
す。
その後、出てきたのが「突然変異育種」です。

自然界で起こる突然変異ではなく、化学物質や
放射線を使って人為的に遺伝子の変異を誘発す

最も身近な「交雑育種」

る方法です。1960年に農林省（当時）の試験研究
機関としての放射線育種場が設置され、病気に
強い「ゴールド二十世紀梨」などが作られました。
これらの品種改良技術は偶然に頼るもので、

なかなか目的の品種が得られず、どのように形
質が受け継がれるのか遺伝のしくみも明確には
分かっていませんでした。

1953年、ワトソンとクリックが遺伝子の構
造を発見してノーベル賞を受賞し、その後は遺
伝子を解読する研究が急速に進みました。
1980年代には、あらかじめ機能が分かった遺
伝子を外から組み込む「遺伝子組換え技術」が開
発されました。この方法を使うと異なる生物種
の遺伝子も新たに組み込むことができ、品種改
良の幅が飛躍的に広がりました。1996年、遺
伝子組換え大豆やトウモロコシなどが海外で商
業栽培されて、日本にも加工用や飼料用として
輸入されるようになり、その後も世界の栽培面
積の規模は拡大しています。
その後、遺伝子を取り扱う研究はさらに進み、

現在は「ゲノム編集技術」が注目されています。
ゲノムとは、遺伝子（gene）と染色体（chromo-
some）から合成された言葉で生物が持つ遺伝
情報のことをいい、ゲノム編集とは特定の遺伝
子をねらって切断し、変異を誘発する技術です。
切断のためには、特定の遺伝子情報に導くガ

イドの役割と遺伝子を切断する役割を持つ制限
酵素が必要ですが、この1つが2012年に開発
された「クリスパー・キャス9」システムです。
この開発を行った女性研究者2人が2020年、
ノーベル化学賞を受賞し、医療分野や農畜水産
業の品種改良などで今後の研究開発の進展が期

遺伝子組換え、ゲノム編集へ発展

品種改良技術

第 回26
（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

待されています。
日本では大学等で「GABA（機能性成分）を多

く含むトマト」「穂につく粒の数を増やした多
収性のイネ」「筋肉の量を増やしたマダイ」など
の開発が行われています。

これまで紹介した品種改良技術を表にまとめ
ました。この中で遺伝子組換えはすべて、自然
界では起こり得ない変異が加わるため、食品衛
生法により、事前の安全性審査が義務づけられ
ています。技術審査は「食べ続けても大丈夫か」
「アレルゲンにならないか」などデータをもとに
リスク評価が行われ、問題のない物だけが流通
可能となります。厚生労働省はこれまで8作物
323品種の食品、47品目の添加物を安全性審
査で問題がないとして公表しています（2020
年8月28日現在）。
一方、ゲノム編集技術を用いた場合、遺伝子

遺伝子組換え食品は安全性審査が
必要。ゲノム編集で外来遺伝子を
含まなければ届け出制

を切断するだけであれば突然変異育種と同じな
ので、安全性審査は不要とされました。その代
わりに厚生労働省に「届出」を求めることにし、
届け出の受理前に「事前相談」が求められ、専門
家によるチェックが行われます。届け出内容は
公開される予定です（2020年10月末現在で届
け出が受理されたものはありません）。
ただし、ゲノム編集の場合でも外来の遺伝子

を組み込む場合は、遺伝子組換え食品同様の安
全審査が必要です。
品種改良技術は、これからの数十年で遺伝子

組換え技術や、ゲノム編集技術が導入され、今
後も遺伝子を自在に操る新技術が開発されてい
くでしょう。同時に、安全性や環境面の法整備
や、食品表示制度も検討が必要です。
今後、新しい科学技術が社会に受け入れられ

ていくには、消費者の不安を解消し、理解を深
めるため、リスクコミュニケーションなどの機
会を増やしていくことも大切です。ゲノム編集
技術については2019年に関係省庁が合同で説
明会を開催していますが、今後もこうした取り
組みが求められるでしょう。

従来の品種改良 突然変異 遺伝子組換え ゲノム編集

 手法 ・選抜
・交配

放射能等で
突然変異誘発

外来遺伝子を
組み込む

意図する遺伝子を
切断する

 特徴
目的の性質を得るまでに
時間がかかり、必ずしも
得られるとは限らない

突然変異の場所を特定で
きず、どんな性質が得ら
れるかは分からない

他の生物の有用な遺伝子
を入れて、新しい性質を
加えることができる

目的の部位で遺伝子を切
断し、変異を起こすこと
ができる

 外来遺伝子 なし あり なし＊

 安全性審査 なし あり 事業者で安全性を
検証し情報を届出

 開発期間 長い（数年～数十年） やや長い 短い

表 さまざまな品種改良技術

＊ゲノム編集技術の手法によっては外来遺伝子を導入することもあり、その場合は遺伝子組換え育種と同等の規制となる
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痩身をうたう
オンライン美容医療にご注意！

17

ピックアップ相談情報

相談事例

執筆者：国民生活センター相談情報部
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問題点とアドバイス
（1）		糖尿病治療薬は痩身目的の使用に関して安

全性と有効性が確認されていません

美容医療をオンライン診療で行うクリニック
では、痩身目的の治療についてオンライン上で
初診、薬剤の処方、その後の継続的な診療が行
われています。また、国内では2型糖尿病治療
薬として承認されているGLP-1受容体作動薬＊1 
を痩身目的で消費者に自己注射させるケースが
みられます。

クリニックのウェブサイトでは「欧米で肥満
治療薬として承認」などと記載されている場合
があります。しかし一般社団法人日本糖尿病学
会は 2020 年 7 月時点で、GLP-1 受容体作動薬
は日本では2型糖尿病の治療を目的として承認
されたものであり、美容・痩身等を目的とする
適応外使用に関して、2型糖尿病を有さない日

本人における安全性と有効性は確認されていな
いと指摘＊2しています。

治療内容や副作用等のリスクについて、専門
医の学会等が提供する情報や公的機関の注意喚
起情報等で受診前に確認しておきましょう。
（2）		副作用等が出た時の対応を確認しましょう

薬剤を自己注射したところ、吐き気、めまい
などの症状が出たケースもあり、その時の医師
の対応が不十分であるという相談も寄せられて
います。

オンライン診療はクリニックから自宅が離れ
ていても治療を開始することができますが、副
作用が出た場合等にすぐに直接受診できない可
能性もあります。受診するときは治療内容や副
作用、万が一の時の対応等に関して説明を受け、
納得できない場合や不安がある場合はその場で
契約しないようにしましょう。

＊1  GLP-1（グルカゴン様ペプチド-1）とはインスリンの分泌を促進する働きをもつホルモンのこと。GLP-1受容体作動薬は体の中でGLP-1と同じ
ような働きをする

＊2 一般社団法人日本糖尿病学会「GLP-1受容体作動薬適応外使用に関する日本糖尿病学会の見解」（2020年7月9日）
参考： 国民生活センター「自宅で完結？手軽に痩せられる？痩身をうたうオンライン美容医療にご注意！－糖尿病治療薬を痩身目的で消費者に自己注

射させるケースがみられます－」（2020年9月3日公表）　http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_1.html

　オンライン診療で痩
そう

身
しん

治療を行うクリニックを見つけた。「食事制限や運動は不要」「通院時間０ 待
ち時間０」「オンラインチャットですぐに医師と相談できる」などのネット広告を見て、オンライン診
療用アプリをダウンロードし、無料カウンセリングを予約した。予約日にビデオ通話でアドバイザー
と名乗る人から連絡がきたが、「電波が悪い」と通常の電話に切り替えられた。アドバイザーから「薬
剤を自身に投与する治療だ。まれに副作用が出るが、数日で落ち着く」などと言われ、コースや料金、
自己注射の方法も説明された。その後、医師に代わったが診察はなく治療を受けるかどうか聞かれ
ただけだった。治療費50万円を支払い、数日後クリニックから注射器やサプリメントなどが届き、
海外からは冷蔵保存されるはずの薬剤が常温で届いた。自分で薬剤を注射してみたが吐き気など副
作用が出てつらかった。相談してもアドバイザーから薬剤の量の指示を受けるばかりで医師の対応
はない。 （30歳代、女性）　　

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_1.html
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相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

たまたま用があり朝の満員電車に乗ったら、電車が揺れた拍子に足を踏
まれ、指を骨折しました。相手は、すぐに電車を降りてしまい身元は分
かりません。治療費などは自分で負担するしかないのでしょうか？

電車内で足を踏まれ、指を骨折。
治療費は誰が負担する？

102

まず、業務上の理由で電車に乗っ
ていた場合について検討します。
使用者は、労働者の業務上の傷

病等に対し、補償（災害補償）を行
うべき法的な義務があります。こ

の義務は、使用者の過失の有無にかかわらず、
負わなければならないこととされており、労災
保険に加入していない場合でも無くなることは
ありません。
相談者は「たまたま用があり」ということです

が、この「用」というのが業務上の用件であった
のであれば、相談者は使用者に治療費の補償を
求めることができるものと考えられます。
しかし、その「用」が業務とは関係のない、い

わゆる「私用」であった場合、使用者に治療費の
補償を求めることはできません。
次に、電車に乗っていたのが、業務そのもの

をしている途中ではなく、通勤途上である場合
はどうでしょうか。
通勤途上での災害すなわち、労働者が通勤に

よって傷病等を負うことについても、業務上の
傷病として、使用者に補償義務が生じます。した
がって、相談者が乗った満員電車が相談者の通
常の通勤経路である場合は、使用者に治療費の
補償を求めることができるものと考えられます。
しかし、相談者は「たまたま用があり」という

ことですので、通常の通勤経路ではない経路を
乗車していたように思われます。
このような場合、「通勤によって」とはいえな

いため、使用者に治療費の補償を求めることは
できないものと考えられます。
以上は「労災保険に加入していない場合」でも

生じる使用者の補償義務についての検討になり
ます。労災保険は、労働者を1人でも使用して
いる場合にはパートやアルバイトであっても原
則として使用者に加入義務があります。もし、
使用者が労災保険に加入していない場合は、使
用者に加入を要求するか、お近くの労働基準監
督署に相談されることをお勧めします。
最後に、業務でも通勤でもなかった私用の場

合について検討します。
足を踏んだ相手には、民法上の不法行為責任

が生じ、骨折により生じた損害を賠償するように
請求ができるものと思われます。しかし、すぐ
に電車を降りてしまい身元は分からないという
ことですので、実際には難しいでしょう。
次に、鉄道会社の責任はどうでしょうか。電車

の運行において多少の揺れが生じることは避け
られないことですので、余程のひどい落ち度が
認められない限り、鉄道会社に対して損害賠償
を請求することは困難といわざるを得ません。

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
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Xは、Aとの間で、自宅への訪問販売により、
2015年10月上旬、子ども用学習教材の売買契
約を締結した。売買代金約90万円については、
個別クレジット契約を利用する内容であった。
個別クレジット契約は、クレジット会社である
Yとの間で、立替手数料を含む総額約114万円
の内容であった。Xは、契約に基づいて約26万
円を支払ったものの、Aに対して2016年8月下
旬付けの内容証明郵便によりクーリング・オフ
の通知を行った。Yには同年10月下旬付けの本
件訴状の提出によりクーリング・オフを行った。
本件訴訟は、Yに対して支払った合計約26万円
を返還するよう求め提訴に及んだ事件である。

本件訴訟で争点となったのは、売買契約の対
象となった商品の内容とXがAから受領した売
買契約書と個別クレジット契約書の記載内容が
特定商取引法および割賦販売法に定める記載事
項を満たす法定書面といえるかどうか、法定記
載事項を満たしていない場合にはクーリング・オ
フ期間は進行しないのかという点であった。そ
の他については、Yから反論されなかったため
争点とはならず、本件判決では判断していない。

事案の概要
●�本件契約書面は法定の記載事項である商品名
や商品の数量の記載を欠く不備な書面か否か
について
X と A の本件教材の売買契約と、X と Y の本

件クレジット契約は、いずれもAの営業所以外
の場所であるXの自宅で締結されたものである
から、本件教材売買契約は、訪問販売に該当す
ることは明らかである。そして、XとAとの間
の本件学習教材購入契約の対象は「学習教材  
中 1 ～高 3、ハードディスク  小 5 ～ 6  算数  
中1 ～中3  5ケ目  高1 ～高3  3ケ目」、（中略）、
月一訪問サポート ( 習慣化出来る迄

まで

)」の「中学
1年生から高校3年生までの6年分」の学習教材
と認めることができるのに対し、AからXに対
し交付された本件教材売買契約書および本件ク
レジット契約書の商品名記載欄には「学習教材

（中1 ～中3  5ケ目  ハードディスク）」としか記
載されていないことからすると、そもそも現実
にXが購入した対象商品と法定書面に記載され
た対象商品とが一致しておらず、法定書面とし
て不十分である。また、本件教材売買契約書お
よび本件クレジット契約書の商品名記載欄の

裁判所の判断

　本件は、訪問販売により個別信用購入あっせん(個別クレジット契約)を利用して学習
教材を購入した消費者が、売買契約書およびクレジット契約書の交付を受けてから8日
を経過した後に、販売会社とクレジット会社に対してクーリング・オフをしたケースに
ついて、各契約書面の記載内容に不備があるのでクーリング・オフ期間は進行しておら
ずクーリング・オフは有効であると認め、割賦販売法に基づきクレジット会社に対して
既払い金約19万円の返還を命じた事例である。(名
古屋簡易裁判所 平成30年1月29日判決、『消費者
法ニュース』116号328ページ)

原　告：X（消費者）
被　告：Y（クレジット会社）
関係者：A（学習教材の訪問販売業者）

個別クレジット契約のクーリング・オフが
有効とされた事例
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暮らしの判例

「学習教材（中1 ～中3  5ケ目 ハードディスク）」
の記載のみによっては「高 1 ないし高 3」の学習
教材のほか「役務の提供」が含まれているか否か
も客観的に認識することはできない。割賦販売
法および特定商取引法は、商品名として客観的
に認識できるだけの記載を要求していると解さ
れることからすれば、Xがそのような認識を有
していたとしても、法定書面として、消費者が
購入した商品などを客観的に認識できる程度の
特定等を欠くことについて免責されるものでは
ない。
●クーリング・オフについて

Xは、適法な法定書面の交付を受けたとはい
えず、本件教材売買契約書および本件クレジッ
ト契約書のクーリング・オフ期間は進行するこ
とがなく、本件教材売買契約について特定商取
引法5条所定の法定書面を受領した日から起算
して8日を経過したといえず、また、本件クレ
ジット契約について、割賦販売法 35 条の 3 の
10 の法定書面を受領した日から 8 日を経過し
た と も い え な い。 そ し て、X は A に 対 し、
2016年8月下旬付け内容証明郵便を発送して、
本件売買契約についてクーリング・オフの意思
表示を発信した事実が認められ、また、本件訴
状をもってするXの本件クレジット契約のクー
リング・オフの意思表示が同年 11 月上旬、名
古屋簡易裁判所からYに送達された事実は、一
件記録上において明らかである。よって本件教
材売買契約のクーリング・オフの意思表示およ
び本件クレジット契約のクーリング・オフの意
思表示はいずれも有効である。

●はじめに
本件は、販売業者から訪問販売で高額な学習

教材を購入した消費者が、クレジット会社の個
別クレジット契約による分割払いを利用してい
たケースについて、契約締結から1年前後が経

解　説

過した後にクーリング・オフを行使して、クレ
ジット会社に対して既に支払っていた金銭全額
について返還するように求めた事案である。

本件での争点は、消費者とクレジット会社と
の契約について、クーリング・オフ期間が経過
しているか否かであった。そのため、クレジッ
ト会社との関係では、クーリング・オフ期間の
起算日である法定書面の交付の有無、つまり消
費者が契約締結時に受け取った個別クレジット
契約の契約書面の記載からみて、割賦販売法で
定める契約書面に該当するといえるかどうかに
ついての判断がなされている。

このような形態での取引は、消費者契約では
よくあるケースであり、ありふれた紛争である。
しかし、契約関係と法律は極めて複雑であり単
純ではないので、まずこの点について整理して
おこう。
●個別クレジット契約をめぐる問題と整理

この事例のように、高額商品を購入するに当
たり個別クレジット契約を利用する場合には、
消費者は、相手方も契約の内容も異なる2つの
契約を締結することになる。2 つの契約とは、
販売業者との商品の販売契約とクレジット会社
との立替払契約である。

特定商取引法に基づいて販売会社との売買契
約をクーリング・オフによって解消しても、ク
レジット会社との間の契約には法的効果は及ば
ない。
●割賦販売法の規制の意義

割賦販売法では、前記の契約のしくみを個別
信用購入あっせん ( いわゆる個別クレジット )
と定義し規制している。個別クレジット契約に
関する重要な民事ルールとして、2つの制度を
特別に設けている。第一は、支払い停止の抗弁
制度である。第二が、販売業者や役務提供業者
との契約が特定商取引法によりクーリング・オ
フできる場合には、個別クレジット契約に限っ
て、クレジット会社との間の契約もクーリング・
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4　個別信用購入あつせん業者は、第一項本文
の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購
入あつせん関係販売業者又 ( また ) は個別信用
購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通
知しなければならない。
5　申込者等が申込みの撤回等を行つた場合に
は、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書
面を発する時において現に効力を有する個別信
用購入あつせん関係販売契約（中略）は、当該申
込者等が当該書面を発した時に、撤回されたも
のとみなし、又は解除されたものとみなす。た
だし、当該申込者等が当該書面において反対の
意思を表示しているときは、この限りでない。
9　個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤
回等があり、かつ、第五項本文の規定により個
別信用購入あつせん関係販売契約（中略）が解除
されたものとみなされた場合において、申込者
等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約
に関連して金銭を受領しているときは、当該申
込者等に対し、速やかに、これを返還しなけれ
ばならない。

販売業者とクレジット会社同士の内部清算に
ついては、同条8項で

個別信用購入あつせん関係販売業者（中略）は、
第五項本文の規定により個別信用購入あつせん
関係販売契約（中略）が解除されたものとみなさ
れた場合において、個別信用購入あつせん業者
から既に商品（中略）代金又は役務の対価の全部
又は一部に相当する金額の交付を受けたとき
は、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当
該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役
務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還
しなければならない。

と定める。
これらの規定の趣旨は、クレジット会社にの

みクーリング・オフの通知をすればよい（クレ
ジット会社より返金を受けられる）こと、さら
に先に販売契約を解除してしまうと個別クレ
ジット契約はクーリング・オフの効果を受けら
れなくなることを意味する。

つまり、個別クレジット契約をクーリング・
オフする場合には、販売業者に対する通知と同

オフできるとする制度を設けている点である。
本件では、この制度を利用したケースについて、
クーリング・オフ期間の起算日が問題となった
わけである。
●割賦販売法に基づくクーリング・オフ制度の
意義
クレジット会社との契約をクーリング・オフ

することができるメリットとしては、本件のよ
うに、契約から長期間が経過している場合にク
レジット会社に支払った金銭の返還を求めるこ
とができる点にある。訪問販売業者は零細業者
も少なくなく、倒産したり行方不明になったり、
支払い能力がなかったりする場合が少なくない
ため、支払済みの金銭を回収できないことも少
なくない。

一方、クレジット会社は、割賦販売法による
登録業者であり、一定の資産要件も定められて
いるなど回収可能性が高い。このようなことか
ら、クレジット会社に対するクーリング・オフ
の行使は消費者被害の救済のための意味がある
わけである。
●クレジット契約をクーリング・オフする場合
の注意点
割賦販売法では、販売契約が訪問販売の場合

の個別クレジットのクーリング・オフについて、
35条の3の10で次のように定めている。

当該各号に定める者（申込者等）は、書面により、
申込みの撤回等（次の各号の個別信用購入あつ
せん関係販売契約（中略）に係る個別信用購入あ
つせん関係受領契約の解除をいう。）を行うこと
ができる。ただし、前条第三項の書面を受領し
た日（その日前に同条第一項の書面を受領した
場合にあつては、当該書面を受領した日）から
起算して八日を経過したとき（中略）は、この限
りでない。

クーリング・オフの通知を受けたクレジット
会社と販売業者については、4項以下で次のよ
うに定める。
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時に出すか、クレジット会社に対してのみ通知
する、という点に留意する必要があるというこ
とである。

2008 年の割賦販売法による改正で、特定商
取引法による訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販
売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販
売取引の 5 類型の取引に関する個別信用購入
あっせん取引 ( 個別クレジット契約ともいう )
について、クレジット会社との立替払契約も
クーリング・オフができることとなった。改正
の背景にはクレジット会社による加盟店調査義
務の法定化と、これによる個別クレジットの利
用から悪質加盟店を排除することにある。

本件は、訪問販売でクレジット契約を利用し
た子ども用学習教材について、割賦販売法上の
クレジット契約書の記載内容とクーリング・オ
フ期間の起算日の解釈が問題となった事案であ
る。実際の役務付き売買契約の内容と契約書面
に記載されていた商品の内容が対応しておら
ず、役務の記載もなかった事案であり、参考判
例にみるように従来の裁判例からして当然の結
論といえる。

被告であるクレジット会社は、(1)消費者は
契約内容を正しく認識していたものであり、法
定書面の交付がなくてもクーリング・オフ期間
の進行には差し支えはない、(2)消費者のクー
リング・オフ行使は信義誠実の原則に反する、
と主張した。判決では、(1)については条文を
根拠にクーリング・オフの起算日となる契約書
面の記載内容は、法律で定められた記載内容が
客観的に明確に記載されていることが必要であ
ること、(2)については証拠上信義誠実に反す
る事実は認められないとして認めなかった。

なお、消費者の支払い済みの金額については、
証拠上明らかな部分についてのみ認めている。
消費者は、消費者契約法による取消しも主張し

判決のポイント

たが、クーリング・オフを有効としたことから、
消費者契約法については判断しなかった。
●民事裁判の当事者主義について

本件事案では、クレジット会社は、先に販売
会社に対するクーリング・オフがなされている
場合の個別クレジット契約のクーリング・オフ
の効果に関する主張はしなかったので、判決で
は、この点を問題にしていない。民事裁判は、
当事者主義を採るので当事者が主張しないこと
は、裁判所は判断しないためである。

そのため、本件事案は、クレジット会社側の
主張によっては異なった結論になった可能性が
高いと思われる。

参考判例

　いずれも特定商取引法によるクーリング・オ
フの起算日である法定書面該当性が問題となっ
た事例である。
●訪問販売
東京地裁平成5年8月30日判決（『判例タイムズ』
844号252ページ）
神戸簡裁平成4年1月30日判決（『判例時報』
1455号140ページ）
東京地裁平成7年8月31日判決（『判例タイムズ』
911号214ページ）
神戸地裁平成元年10月4日判決（『ＮＢＬ』477
号35ページ）
福岡高裁平成11年4月9日判決（『月刊国民生活』
2003年4月号46ページ）
東京地裁平成11年7月8日判決（『月刊国民生活』
2002年12月号46ページ）
京都地裁平成17年5月25日判決（最高裁ホー
ムページ）
●連鎖販売取引
京都地裁平成17年5月16日判決（『月刊国民生
活』2006年2月号66ページ）
●特定継続的役務提供
東京地裁平成26年11月21日判決（LEX/DB）
●業務提供誘引販売取引
名古屋地裁平成14年6月14日判決（『月刊国民
生活』2002年11月号50ページ）
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景品企画を1社が単独で行う場合には、提供
主体性は通常問題になりませんが、例えば、メー
カーが、当該メーカーの商品を特定の小売業者
の店舗で購入することを条件に経済的利益を提
供するなど、2社以上が関与する場合には、誰
が提供しているか（誰が景品規制の適用を受け
るか）が問題となります。
この問題は、キャンペーンの内容や関与度合

いにより異なり、画一的に判断できるものでは
なく、（a）顧客誘引性が認められる取引は何か、
取引付随性が認められる取引は何かということ
に加え、（b）企画の立案（具体的には、主商品
の選定、景品類の種類、額、実施期間、実施地
域、売上予定の算定、その企画の宣伝方法等）
を行ったのは誰か、（c）経費の負担者は誰か、
といった事情から総合的に判断されると解説さ
れています（緑本＊1188 ～ 189ページ）。その
判断に際しては、誰が景品企画の主体であると
表示されているかも、事情として考慮されると
考えられます。

第１   景品類を「提供」しているの
は誰か（誰に景品規制が 
適用されるのか）

1	 懸賞景品規制
（1）	一般懸賞

景品規制における「懸賞」とは、①くじその他
偶然性または②特定の行為の優劣や正誤によ
り、景品類の提供の相手方や景品類の価額を定
めることをいいます（懸賞制限告示＊2 1）。
事業者が、取引に付随して、商品の購入者等に

対し、懸賞の方法を用いて景品類を提供する場
合には、（a）景品類の最高額は取引の価額×20と
10万円のいずれか低い額、（b）総額は懸賞販売
実施期間中における対象商品の売上予定総額×
2％に制限されます（懸賞制限告示2および3）。
総額制限では、懸賞の方法で景品類を提供し

ようとする事業者は、客観的にみて合理的な売
上予定総額を事前に設定し、景品類の総額がそ
の2％の範囲内に収まるように企画を立てる必
要があります。ただ、実際の売上総額が予定を
下回り、結果的に景品類の総額が2％を超過し
ても、客観的にみて合理的な売上予定総額に基
づいていれば、懸賞制限告示上直ちには問題と
ならないものとして運用されています＊3。
（2）	共同懸賞

一定地域の同業者や商店街の「相当多数」が共

第2   懸賞景品規制と  
総付景品規制の概要

＊1	 	大元慎二編著『景品表示法第5版』（商事法務、2017年）版を通じてブックカバーが鮮やかな緑のため「緑本」と呼ばれることが多く、本連載では第
5版を「緑本」と呼ぶ

＊2	 	「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」（1977年3月1日公正取引委員会告示第3号）を指す
＊3	 	消費者庁ウェブサイト「景品に関するQ&A」Q29に対する回答
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同実施するなど所定の要件を満たす場合には、
景品類の最高額は30万円、総額は懸賞販売実
施期間中における対象商品の売上予定総額×
3％に緩和されます（懸賞制限告示4）。もっと
も、共同懸賞の要件は厳格であり、例えば複数
名で共同して実施すれば直ちに共同懸賞に該当
するわけではなく、実際に該当する場合は多く
ないため、本稿では詳細は省略します。
（3）	カード合わせの全面禁止

前述の一般懸賞および共同懸賞のいずれで
あっても、「2以上の種類の文字、絵、符号等
を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特
定の組合せを提示させる方法」（カード合わせ）
を用いた懸賞は、景品類の価額の大小を問わず、
全面的に禁止されています（懸賞制限告示5）。
いわゆる「コンプガチャ」（一般的には、「ガチャ」
によって、例えば、特定の数種類のアイテム等
を全部揃

そろ

えると、オンラインゲーム上で使用す
ることができる別のアイテム等を新たに入手で
きるというしくみ）は、この「カード合わせ」に
該当します（懸賞運用基準＊4 4、「インターネッ
ト上の取引と『カード合わせ』に関するQ&A」）。
2　総付景品規制
懸賞以外の方法で景品類を提供する場合（総

付景品）、適用除外事由（後記第5）に該当しな
い限り、景品類の最高額は取引の価額×20％
と200円のいずれか高い額に制限されます（総
付制限告示＊5 1）＊6。総額規制はありません。
総付景品の提供方法は、例えば、（ⅰ）商品の

購入者に対し購入額に応じて提供する方法	（ⅱ）
購入額の多少を問わずもれなく提供する方法	
（ⅲ）店舗への入店者に対して商品の購入を条件
とせずもれなく提供する方法があります。ほか
に、（ⅳ）購入や入店の先着順で提供する場合も、
懸賞ではなく総付景品規制が適用されます（懸

賞運用基準3）。

景品類提供の最高額算定の根拠となる「取引
の価額」は、次のとおり算定されます（総付運用
基準＊7 1（1）～（3）、懸賞運用基準5（1））。いず
れも消費税相当額を含んで計算します（緑本
194ページ）。

①�購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を
提供する場合

　→当該購入額
②�購入者を対象とするが購入額の多少を問わず
景品類を提供する場合

　→（a）	原則100円
　　（b）	対象商品・役務の取引のうちの最低の

ものが明らかに100円を下回る場合	
→当該最低額

　　（C）	対象商品・役務について、通常行われ
る取引の価額のうちの最低のものが
100円を超える場合　→当該最低額

③�購入を条件とせずに、店舗への入店者に対し
て景品類を提供する場合

　→（a）原則100円
　　（b）	当該店舗において通常行われる取引の

価額のうち最低のものが、100円を超
える場合　→当該最低額

②および③の「通常行われる取引の価額のうち
最低のもの」は、「通常行われる取引の価額」のう
ち最低額のものを指し、平均額ではありません。

「景品類」の価額は、次のとおり算定されます
（「景品類の価額の算定基準」〔1978年11月30
日事務局長通達第9号〕）。

第3   算定の基礎となる  
「取引の価額」

第4  「景品類」の価額

＊4	 	「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」（2012年6月28日消費者庁長官通達第1号）を指す
＊5	 	「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」（1977年3月1日公正取引委員会告示第5号）を指す
＊6	 	総付制限告示は、景品類の最高額について、本文記載の制限以内であることに加え、「正常な商慣習に照らして適当と認められる限度」を超えな

いことも要件としている。例えば、1億円の商品を販売するに当たり2000万円の景品類を提供するように景品類の価額自体が著しく高額である
場合には、正常な商慣習に照らして適当と認められる限度を超えると判断されることがあるかもしれない

＊7	 	「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」（1977年3月1日事務局長通達第6号）を指す
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①	商品の販売・使用やサービス提供のため必要
なもの

②見本その他宣伝用の物品またはサービス
③	自己の供給する商品または役務の取引におい
て用いられる割引券その他割引を約する証票
（自他共通割引券・金額証）
④	開店披露・創業記念等の行事に際して提供す
るもの

「正常な商慣習に照らして」は、消費者庁によ
り、提供される物品・サービスの内容、提供方
法、関連業種における取引実態等を勘案したう
えで、一般消費者による自主的かつ合理的な選
択の確保という点からみて容認し得るか否かと
いう観点から判断されると説明されています
（緑本207ページ）。

なお、公正競争規約（次回で解説）が設定され
ている場合には、当該「正常な商慣習」の解釈等
の総付制限告示の運用に当たり、公正競争規約
の定めが考慮されます（総付運用基準5）。
①商品の販売・使用やサービス提供のため必
要なもの
例えば、講習の教材、電化製品の電池、劇場

内で配布するパンフレットや、重量家具の配送、
交通の不便な場所にある旅館の送迎等で適切な
限度のものが挙げられます。
これらは、取引本来の内容をなすものが多く

含まれており、基本的に「景品類」に該当しない
と考えられます（総付景品規制も適用されない
ことが確認的に規定されているといえます）。
②見本その他宣伝用の物品またはサービス
自己の供給する商品・役務について、その内

容、特徴、風味、品質等を試食、試用等によって
知らせ、購買を促すために提供する物品・役務
は、原則として、「見本その他宣伝用の物品また
はサービス」に該当し、総付制限告示の規制を受
けません。例えば、食品や日用品の小型の見本・
試供品、食品売場の試食品、化粧品売場における
メイクアップサービス、スポーツスクールの一日
無料体験等で適当な限度のものが挙げられます。
提供する物品・役務は、見本・試供用として

①景品類と同じものが市販されている場合
　→	景品類の提供を受ける者が、それを通常購

入するときの価格
②景品類と同じものが市販されていない場合
　→	景品類を提供する者の入手価格、類似品の

市価等を勘案し、景品類の提供を受ける者
が、それを通常購入することとしたときの
価格

例えば、特定の商品購入者に対し宝くじを提
供する場合、①に該当しますので、景品類の価
額は、当該宝くじの販売価格（1枚数百円）です
（当選金の額を考慮する必要はない）。

また、特定の商品購入者に対し海外旅行を提
供する場合を例に、前記①および②を具体的に
検討すると次のとおりです。
まず、①その旅行がセット旅行（あらかじめ旅

行地、日数、宿泊施設、観光サービス等を設定し
て旅行業者がパンフレット、チラシ等を用いて
一般に販売しているもの）である場合、または
それと同一内容のほかのセット旅行がある場合
には、当該セット旅行の価格により決定されま
す。旅行代金は時期により価格が変動しますが、
当該価格は提供時期を基準に考えます。その結
果、提供時期を設定せずに旅行を提供する場合
には、提供時の価格が繁忙期価格になる可能性
があり、繁忙期価格を基に企画を設計する必要
があります。これに対し、②セット旅行でなく、
また同一内容のほかのセット旅行がほかにない
場合には、旅行提供者の入手価格、類似内容の
セット旅行の価格等を勘案し、景品類の提供を
受ける者がそれを通常購入するときの価格を算
定します。

事業者が総付の方法で景品類を提供する場合
であっても、次の①から④のいずれかに該当し、
正常な商慣習に照らして適当と認められるとき
には、総付景品規制は適用されず、最高額制限
を受けません（総付制限告示2の一～四）。

第5   総付景品規制固有の問題
（4つの除外事由）
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特別に製作されたものに限らず、通常販売・提
供している物品・役務であってもよいですが、
その場合には、最小取引単位のものであって、
試食、試用等のためのものである旨を明確に表
示する必要があります（総付運用基準3（2））。
「見本」とは、商品の性質、内容等を一般消費
者に知らせるために必要な程度のものであり、
取引の有無にかかわりなく提供されるもの、ま
たは、取引に付随して提供される場合でも取引
額の多寡によらず提供されるものをいいます。
そのため、「見本」と表示をしても、次の（a）か
ら（c）に該当する場合には、「見本」に該当せず、
総付制限規制が適用されると考えられます＊8。

（a）	一定額以上の商品を購入した者にのみ提供
する場合

（b）	商品の購入額のランクにより提供する物品
に差異を設ける場合

（c）	複数の物品を詰め合わせることにより、独
自の使用価値が生じる場合

事業者名を広告するために提供する物品・役
務で適当な限度のものも、原則として、「見本
その他宣伝用の物品またはサービス」に該当し
ます（総付運用基準3（3）、例：社名入りのカレ
ンダーやメモ帳等）。さらに、他の事業者の依
頼を受けてその事業者が供給する見本その他宣
伝用の物品・役務を提供する場合も、原則とし
て、「見本その他宣伝用の物品またはサービス」
に当たります（同（4））。
③自己の供給する商品または役務の取引にお
いて用いられる割引券その他割引を約する
証票
取引に付随して、自店と他店のいずれでも使

える割引券＊9（例えば「〇〇商店街なら自店以外
でも割引」などで、「自他共通割引券」と呼ばれ
ることがある）を交付する場合は、他店（他社）
との次回取引時の代金を減額できるという点で

は値引きといえず、「景品類」に該当します。もっ
とも、自社との関係では「値引」と同様であるこ
とを考慮し、「正常な商慣習」に照らして適当な
場合は総付規制の適用が除外されます。
自他共通割引券として総付規制の適用除外と

されるためには、「同額」の割引を約する必要があ
り、例えば、ほかの事業者との取引に用いたほう
が割引率が大きい場合や、20％割引券のように
割引を約する証票である場合は、総付制限告示
の規制対象となります（緑本209～210ページ）。

近時、多くの事業者がさまざまな「ポイント
サービス」を導入していますが、これまでみた
景品規制との関係について、少し整理します。
取引に付随してポイントを付与する場合、次

回以降の自社商品購入時の代金に充当できるポ
イントは、基本的に「値引」に該当し、景品規制
が適用されません（取引価額の20％超のポイン
ト付与が可能）。また、「共通ポイント」（複数
企業で共通して発行され、各企業で購入代金の
支払いなどを行えるポイント）の参加全企業で、
例えば「1ポイント＝1円」のように同レートで
代金決済に充当できる場合は、自他共通割引券
と同様、正常な商慣習の範囲内であれば景品規
制は適用されません（その場合も取引価格の
20％超のポイント付与が可能）。
他方、次回以降の自社商品購入時の代金に充

当できるポイントであっても、当該ポイントを
利用して本来の取引対象である商品・役務以外
の景品と交換できる場合は、「値引」に該当しま
せん＊10。次回以降の自社商品購入時の代金に
充当できるポイントを他の企業のポイントにも
交換できる場合も基本的には同様ですが、交換
前後のポイントのレートが同じであれば、自他
共通割引券といえるでしょう。

第6  ポイントサービスについて

＊8	 	公正取引委員会事務局取引部長から日本化粧品工業連合会宛「化粧品業界における景品類の提供について（回答）」（1977年12月16日公取指第965号）
＊9	 	総付制限告示の適用を受けない「証票」には、（a）自己・他事業者の両方に用い得る同額の割引を約する「割引券」と、（b）金額を示し対価の支払い

に充当される「金額証」の2つが含まれる。運用基準の定めは少し異なるが、基本的にはおおむね同様に理解しておくことでよいと考えられる
＊10	 	ウェブ版「国民生活」2020年11月号	40ページ（1）減額・キャッシュバック類型（値引きの類型（Ⅰ）の③）「同一の企画で景品類の提供と併せて提

供する場合」に該当
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