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皆さんは、高齢期（老後）を迎えたとき、どこ
で、どのように暮らしたいですか。
人生100年時代の高齢期は、長期間に及び

ます。したがって、高齢期の住まい選択は、健
康な自立期だけではなく、日常的な生活支援や
見守りが必要になる時期、そして介護や医療が
必要となる時期をも想定し、長期的視野に立っ
て考えてみることが大切です。また、高齢期の
住まい選択では、家族の事情や経済状況といっ
た自身を取り巻く環境およびその変化も考慮し
つつ、自分に合った住まいを模索しなければな
りません。
そのためにも、まずは、高齢期の住まいとし

て、自宅のほかに、どのような選択肢があるの
かを知っておく必要があるでしょう。各住まい
の特徴を理解することが、自分に合った高齢期
の住まい選択の第一歩です。

高齢者の多くは、身体機能が低下しても、住
み慣れた現在のわが家（自宅）にできるだけ長く
とどまることを望んでいます＊1。しかし、要介

はじめに―高齢期の住まい方

自宅で最期まで暮らすには？

護・要医療となっても最期まで自宅で暮らすた
めには、それなりの条件が整っていることが求
められます。例えば、自宅が断熱やバリアフリー
構造でないときには、将来の介護に備えてリ
フォーム等が必要になってきます。また、自宅
のある地域における訪問介護サービス等の充実
度も含めた立地も重要です。そして何より、家
族の援助や、自身の経済力が問われてきます。
ただし、経済力の面については、自宅で生活

しながら、まとまった資金を調達できる方法も
あります。その1つが「リバースモーゲージ」で
す。これは、自宅を担保にして生活資金や住宅
購入、リフォーム資金等を借り入れし、債務者
が死亡したときに、担保となっていた自宅を処
分して借入金を返済するしくみです。ただし、
不動産価値の下落や長生きをすることにより融
資限度額まで資金を使い切ってしまうリスク、
金利変動リスクといったデメリットもありま
す。さらに、自宅を不動産会社に売却し、それ
を賃貸することで、そのまま住み続け、将来、
買い戻すことも可能な「リースバック」というし
くみもあります。ただし、不動産会社の買取価
格が安かった場合、買戻し金額が売却価格より
も高くなる可能性もあります。そして何より、

特集

1 高齢期の住まいの種類と
特徴について

矢田 尚子  Yata Naoko  日本大学法学部 准教授
専門は民法、住宅法。中央建築士審査会、よこはま多世代・地
域交流型住宅整備・運営事業者選定等委員会等の委員を務める
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事業者によって契約内容が異なるため、契約条
件の確認が必須です。
このように、自宅で最期まで暮らすという選

択肢はハードルが低くはないといえるでしょ
う。そこで、高齢者向け住まい（施設・住宅）に
住み替えるといった選択肢が浮上します。

このとき、重要になるのが、いつの段階でど
こに住み替えるのかということです。
例えば要介護になっても、いよいよ限界とな

るまでは自宅にとどまり、その後「特別養護老
人ホーム（特養）」等の施設に移るというケース
が考えられます。これに対し、元気なうちに現
在の自宅を売却し、便利な立地にある手頃なマ
ンションや賃貸物件に移り住む、あるいは、見
守り支援が必要になった段階で「サービス付き
高齢者向け住宅（サ高住）」等に住み替え、要介
護になったら再度、介護付きの住まいに住み替
える、もしくは、見守り段階で介護付きの住ま
いに住み替えておくといった選択肢もあるで
しょう。つまり、住み替えといっても、その時
期によってふさわしい高齢者向け住まいがあ
り、さまざまな選択肢が考えられます。ただし、
住み替え時期が延びると、本人の意向よりも、
家族の意向が強まる傾向にあります。

それでは、実際に、高齢期の住まいにはどの
ようなものがあるのでしょうか。表は、次で別
途扱う有料老人ホーム、サ高住を除いた、主な
高齢者向け住まいの名称と特徴をまとめた一覧
です。
高齢期の住まいの種類は豊富といえます。し

かし、安価な費用で入所できる特養などの公的
施設等は、人気が高く、供給数が追い付いてい
ません。時間のあるときに、どのような公的施
設等が近隣にあるのかといった基本的な情報を
行政の福祉窓口や地域包括支援センター等で収
集し、確認しておきましょう。

自宅以外の住み替えの時期

高齢期の住まいとその特徴

現在、高齢期の住まいのうち、高齢者とその
家族の多様なニーズに応えているものが、民間
企業等が運営する有料老人ホームやサ高住です。
いずれも、自立期から看

み

取
と

りまで幅広く対応
していますが、個々の事業者により提供する
サービス内容が異なるため、重要事項説明書（重
説）や契約書をよく確認し、かつ、体験入居等
を通して、自分に合った、適切な住まいか否か
を見極めることが重要です。
（1）	有料老人ホーム

有料老人ホームとは、老人福祉法29条によ
ると、常時1人以上の高齢者（おおむね60歳以
上）を入居させ、食事や介護等何らかの生活支
援サービスを提供し、都道府県等に届け出たも
のをいいます。このうち、介護保険制度上の基
準を満たして都道府県等から「特定施設入居者
生活介護」（特定）の指定を受けた有料老人ホー
ムが「介護付き」ホーム、それ以外が「住宅型」
ホームとなります。
両者の最大の違いは「介護付き」ホームでは、

介護が必要になったときにそのホームのスタッ
フが介護保険サービスも一体的に提供し、入居
者は、要介護度に応じた介護保険の自己負担上
限額をホームに支払います。これに対し「住宅
型」ホームは、訪問介護や通所介護などの在宅
サービスを外部の介護事業者と契約し、利用し
たサービスに応じて費用を負担します。さらに、
「介護付き」ホームでは、介護における人員基準
は、要介護者3人に介護スタッフ1人という3：1
が最低基準となっていますが、「住宅型」ホーム
は、そのような基準がありません。ただし、「住宅
型」ホームの多くは、系列の介護事業所などを建
物内に併設しているので、消費者の立場からす
ると、一見、両者の区別がつきにくくなってい
ます。しかし、一般に「住宅型」ホームでは、要
介護度が上がると、介護費用が高額になるので、
状況によっては、住み替えが必要になります。

有料老人ホームと
サ高住の特徴
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名　称 主な設置主体 対　象 費　用 サービス

介
護
保
険
施
設

介護老人
福祉施設
（特養）

• 地方公共団体
• 社会福祉法人

• 65歳以上で身体上、精神上
の著しい障害があるために、
常時介護が必要で在宅介護の
困難な高齢者が対象
• 原則要介護3以上

入居時の費用もなく、月額費
用も安い（8～13万円）ので、
待機者も多い（個室型、ユニッ
ト型の利用料は、相部屋より
も月額費用が高め）

施設内の介護スタッフにより、入浴、
食事、排せつ等の介護、リハビリ、健
康管理、療養上の世話が受けられる

介護老人
保健施設
（老健）

• 地方公共団体
• 医療法人

• 病状は安定し入院治療の必
要性はなく、介護、リハビリ
が必要な高齢者が対象
• 要介護1以上

入居時の費用もなく、月額費
用も安め。負担額は、収入、
相部屋、個室型、ユニット型
など、部屋のタイプによって
も異なる（7～13万円程度）

• 看護、医学的管理の下、集中的に
機能訓練等のサービスが提供される
• 原則として、3カ月（または6カ月）
で退所し、自宅での生活復帰をめざ
す。4人部屋が一般的だが、個室も
あり

介護医療院
（2018年4月～）

• 地方公共団体
• 医療法人

• 重篤な身体疾患を有する者
および身体合併症を有する認
知症高齢者等（療養機能強化
型相当）と、容体は比較的安
定している者（老健相当以上）
の2類型に大別
• 要介護１以上

専門職による医療サービス等
が提供されるため、月額費用
はそれなりにかかる（10～15
万円程度）

• 胃ろうや痰（たん）吸引などの日常
的な医学管理や看取り・ターミナル
ケア等の医療機能と生活施設として
の機能を兼ね備えたサービスが提供
される
• 医師、看護職員、介護職員、リハ
ビリテーション専門職等が配置

介
護
保
険
施
設
以
外
の
施
設

養護老人
ホーム

• 地方公共団体
• 社会福祉法人

• 環境上や経済的な理由によ
り、家庭で養護を受けること
が困難な65歳以上の高齢者
が対象
• 基本的には、身体的に自立
が要件のため、介護が要らな
いか、軽度の要介護者向け。
ただし、市区町村が対象者の
調査を行い入居を決定する措
置入所のみ

月額費用の負担は収入が考慮
され、0～ 14万円程度と安め

• 食事、健康面のチェック、自立・社
会復帰に向けてのサポートなどの
サービスが提供される
• 要介護となったときは、施設内で
居宅サービスを利用もしくは住み替
え。ただし、特定施設入居者生活介
護の指定を受けたホームは、ホーム
内部でサービスが提供される

ケアハウス
（軽費老人ホーム）

• 地方公共団体
• 社会福祉法人
• 都道府県知事の
許可を受けた法
人

自立した生活に不安があり、家
族による援助が困難な高齢者が
対象

入居時の費用（数十万～数百万
円）が一般にかかるが、月額費
用は低料金（6～17万円程度）

• 食事の提供や掃除、洗濯など日常
的な生活支援サービスが受けられる
• 介護が必要になれば、「一般型」で
は訪問介護等の居宅サービスを利用
し、「介護型（特定施設入居者生活介
護）」ではケアハウスの従業員による
サービス提供により、重度の要介護
状態になっても住み続けられる

認知症高齢者
グループホーム

限定なし
（営利法人が中心）

• 要支援２または要介護１以
上の65歳以上の認知症高齢
者が対象
• 共同生活が送れることなど
の条件もあり

設置主体の限定がないため、
入居時費用は数十万～数千万
円、月額費用も事業者によっ
てさまざま。都市部のほうが
高め

認知症ケアの専門スタッフから生活援
助や身体介護等のサービスを受け、少
人数（入居者5～9人のユニット）で共
同生活をする。個室と共同生活スペー
スからなる

そ
の
他
住
宅

シルバー
ハウジング

• 地方公共団体
• 都市再生機構
（UR）
• 地方住宅供給公
社

• 原則60歳以上
• 所得条件あり
• 基本的には介護サービスは
ないので、自立した高齢者が
対象

• UR都市機構や地方公共団体
が運営する高齢者向け賃貸
住宅だが、物件数は少ない
• 敷金（家賃の2～3カ月）、月
額家賃（高齢住宅の場合は家
賃減免あり）、共益費、管理
費がかかる

• 居室はバリアフリー構造で、ライ
フサポートアドバイザー（LSA）等を
配置
• 入居者に対する生活相談、安否確認、
緊急時対応等のサービスを提供
• 要介護となったときは、訪問介護
等の居宅サービスを利用

シニア向け
分譲マンション

限定なし
（営利法人）

• 60歳以上が多いが、50歳代
から住むことのできる物件も
あり
• 各物件により異なるが、ア
クティブシニア層向け

• バリアフリー構造の分譲マ
ンションのため、購入費用
等がかかる
• 大浴場などの設備やさまざ
まなサービスが提供される
分、通常のマンションより
は月額管理費が高額。この
ほか、生活支援サービス費、
共益費、固定資産税なども
かかる
• 資産として残せる点は魅力
だが、古い物件は買い手探
しが難航することもある

• 食事や安否確認など提供される生
活支援等のサービスについては有料
老人ホームに類似
• 要介護となったときは、訪問介護
等の居宅サービスを自ら探して利用
することもできるが、マンションを
売却（賃貸）し、介護付きの住まいへ
住み替えることが少なくない

表 主な高齢者向け住まいの概要・特徴

なお、一般に有料老人ホームは、入居者と事
業者との間でまとまった金額の入居一時金を支
払って入居契約を締結し、入居者が死亡するま
で住み続けられる終身利用権を保障していま

す。その際、事業者には倒産に備えて、入居一
時金の保全措置義務が課され、また、契約締結
後でも一定期間解約できるクーリング・オフが
義務づけられ、入居者の保護が図られています。
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（2）	サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
サ高住とは、介護や医療と連携しつつ高齢者

（60歳以上）の安心を支える見守り支援等のサー
ビスの付いたバリアフリー構造の賃貸住宅であ
り、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高
齢者住まい法）」で定められた一定基準を満たし
て都道府県等に登録された物件をいいます。居
室の広さ（原則25㎡以上）や設備、バリアフリー
構造といったハード面と、ケアの専門家による
安否確認や生活相談サービスの提供などソフト
面の条件を備えることが登録基準となっていま
す。ちなみに、サ高住では食事提供は義務ではあ
りません。しかし、ほとんどのサ高住は食事を
提供しているため、有料老人ホームの定義にも
当てはまり、「住宅型」ホームと類似した形態の
サービスが提供されています。したがって、要
介護時も外部の介護事業者によって介護サービ
スが提供され、その都度、かかった費用を負担す
ることになります。ただし、実際には、建物内等
に介護事業所が併設されていることが多いで
す。また、「特定」の指定を受けた介護付きのサ高
住の場合、サ高住の介護スタッフから介護サー
ビスの提供を受けることになります。
なお、サ高住は賃貸住宅なので、有料老人ホー

ムとは異なり、一般的な賃貸借契約と同様に入
居時には敷金を支払い、また月額費用としては賃
料、管理費、生活支援サービス費等がかかります。
サ高住として登録された物件情報については

「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システ
ム」のウェブサイト＊2から検索でき、各サ高住
の運営情報等を取得できます。

一般に手頃な費用負担で入居できるサ高住で
さえ、食費などを含めると、やはり月額15万
円程度の費用がかかります。一方、安価な特養
等の公的施設や公営住宅は、現在、需要に供給

セーフティネット住宅

が追い付かず、低所得高齢者向けの住まいの確
保が急務となっています。そのようななか、
2017年秋より、急増する民間の空き家等を活
用した新たな住まいとして「セーフティネット
住宅」が創設されました。この住まいは、低所
得高齢者をはじめとする「住宅確保要配慮者」の
入居を拒まない民間の賃貸住宅であり、「住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律（住宅セーフティネット法）」に基づ
き登録された物件をいいます。なお、低所得者
には、家賃・入居時の家賃債務保証料を低減化
する補助のしくみ等が用意され、また、入居相
談や家賃債務保証等の入居支援、入居後の入居
者の暮らしに欠かせない見守り等の生活支援
を、地域の居住支援協議会（地方公共団体、不
動産関係団体、居住支援団体等で構成）等が担
うことで、円滑な入居促進をめざしています。
なお、登録された物件は「セーフティネット

住宅情報提供システム」のウェブサイト＊3で検
索できますが、まだまだ登録物件が少ないのが
現状です。

このように、高齢期の住まいは種類も豊かで
玉石混交です。そのため、自力で探すのは大変
なことから、高齢者向け住まいの紹介事業者（紹
介事業者）を利用するのも一法です。しかし、
紹介事業者は、行政への登録も資格も不要なた
めに、質にばらつきがあります。そこで、高齢
者住まい事業者団体連合会（高住連）が、高齢者
の住まいの相談先の参考となるべく、紹介事業
者の一覧を公表し、紹介事業者の相談・紹介の
質を高めることを目的として「高齢者向け住ま
い紹介事業者届出公表制度」＊4を2020年6月
に創設しました。このような制度も上手に利用
し、いずれにせよ、早い段階から住み替え先の
候補の情報を集めるなどの準備が大切です。

おわりに

＊2	 	一般社団法人	高齢者住宅協会	「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」　https://www.satsuki-jutaku.jp/
＊3	 	一般社団法人	すまいづくりまちづくりセンター連合会	「セーフティネット住宅情報提供システム」	 	

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
＊4	 	高齢者住まい事業者団体連合会（高住連）	「高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度」　https://koujuren.jp/todokede

https://www.satsuki-jutaku.jp/
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
https://koujuren.jp/todokede
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●高齢者自身が考える暮らし方
「総人口が減少する中で、高齢者人口は3617

万人と過去最多 総人口に占める割合は 28.7％
と過去最高」。これは、総務省統計局のウェブ
サイトにある「高齢者の人口」の大見出しです。
現在、わが国の総人口に占める 65 歳以上の高
齢者の割合は 28.7％と前年（28.4％）に比べ、
0.3ポイント上昇し、過去最高となりました。

国民の 4 人に 1 人が高齢者となった時代に
あって、高齢期を迎えた人たちは、どのような
暮らしを望んでいるのでしょうか。人生 100
年時代といわれ、「老後」という期間は長くなる
ばかりです。

大事なことは、老後の自分の将来設計を描く
こと、それを自分らしく実現するためにできる
ことは何かを考え、一つ一つ実行していくこと
です。
「高齢期の住まい選びを検討する際にどんな

暮らし方をしたいですか？」「そのために必要な
ことはどんなことですか？」 と尋ねると、①心
身ともに健康でいたい ②趣味や経験を生かし
たい ③いずれは、体力が落ちて生活が不自由
になるだろうが、できるだけ自由度の高い生活
環境を維持したいなどの答えが返ってきます。

これらのニーズを前提に高齢期の暮らし方、
それを支える住まいについて考える必要があり
ます。高齢者向けの住まいへの入居を検討し始

高齢期の住まいとして
有料老人ホームや
サ高住選びに必要なポイント

める人の大半は、70 歳代半ばの人たちです。
親しい友人が大病を患い、入退院を繰り返して
いる。要介護認定を受けた知人が介護施設に入
所した。親しくしていた人が介護付き有料老人
ホームに入居したなど、それまで実感を伴わな
かった「身近な人たちの生活環境の変化」が、準
備をしなければならない「我

わ

がこと」であるよう
認識を深めたことが1つの要因となっているよ
うです。高齢期を迎える準備、その時期、期間
をどのように過ごすのか自分自身の考えを整理
することを始めましょう。

●�有料老人ホームと
　サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）

高齢者の住まい、施設には多様な種類、それ
ぞれにしくみの違いがありますが、ここでは有
料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を
中心に考えます。

有料老人ホームとは、老人福祉法に基づく「食
事・介護の提供など生活全般のサービスを提供
することを目的とした高齢者の住まい」を示し、
介護サービスと提供の違いにより「介護付き」

「住宅型」等に分類されます（表）。

特集

2 自分に合った高齢者向け施設・
住宅の見つけ方

久須美 則子  Kusumi Noriko  
一般社団法人コミュニティネットワーク協会理事 高齢者住宅情報センター東京センター長
有料老人ホームの事業評価制度設計や再生業務、多摩地域の団地再生業務で高齢者住宅の新設などに携わる。
2015年より高齢者住宅情報センター長として高齢者住宅への住み替えに関するセミナーや相談業務に従事

介護付き有料
老人ホーム

介護保険の「特定施設の指定を受けたも
の」で介護等のサービスが付いた高齢者
の住まい。都道府県から介護保険の「特
定施設入居者生活介護」の指定を受けた
有料老人ホーム

住宅型有料
老人ホーム

介護保険法に定める「訪問介護等の外部
サービスを利用するもの」で、生活支援等
のサービスが付いた高齢者向けの住まい

表 有料老人ホームの種別
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一方、サービス付き高齢者向け住宅とは、
2011 年の「高齢者の居住の安定確保に関する
法律（高齢者住まい法）」の改正により創設され
た、単身高齢者や夫婦世帯が居住できる、ケア
の専門家による安否確認と生活相談を提供する
バリアフリー構造の賃貸等の住まいです。それ
ぞれのしくみの違い、サービス提供の違いを理
解したうえで、ご自分の状況に合った選択をす
ることが大切です。

●�希望に合わせた住まい選びの�
ポイントと手順

〈希望の条件を整理する〉
希望に合わせた住まいを探すために最初に

行っていただきたいことは「たくさんある希望
の条件」を整理することです。

入居時・月額費用などお金に関する点、施設
の設備や周辺の環境などの立地条件、介護や医
療、リハビリ等の体制など譲れない点について、
優先点、妥協できる点をあらかじめ話し合って
おくようにしましょう。

高齢者向けの住まいでの生活には、家賃や管
理費などのほかに、食費、介護保険自己負担額、
このほかに医療費や日用品、嗜

し

好
こう

品、娯楽の費
用などがかかります。広告やパンフレットに記
載されている金額とそれ以外にどのような費用
が必要か十分確認しましょう。

〈資料を取り寄せる〉
希望の条件がある程度整理できた段階で、事

業者から資料を取り寄せます。パンフレットや
重要事項説明書などを取り寄せて、ホームの概
要を理解しておくことをお勧めします。これが、
見学の予習になります。

〈見学に行く〉
見学をする際には、確認するポイントをあら

かじめ書き出すなどの準備をします。次に挙げ

る①〜⑩も参考にしてください。こうしておく
と設備やサービスを自分の目で見て確認するの
に役立ちます。また、見学ではパンフレットな
どを見ただけでは分からない、入居者、スタッ
フのようす、雰囲気を知ることができます。説
明を受け、分かりにくかった点などは積極的に
質問をしましょう。また、その際の回答や対応
は適切であったかも大切なポイントです。

●見学で確認しておきたいポイント
①居室は窮屈に感じないくらいの広さがあ

るか
②トイレや洗面所などの使い勝手はどうか
③収納スペースはどのくらいか（スペース

によって持ち込む荷物の量が変わる）
④備え付けの設備（エアコン、キッチンや

ベランダ、インターネット環境）
⑤緊急通報装置の設置位置は適切か
⑥洗濯スペース/サービスの有無 など
⑦入居者の話を聞くことができるか
⑧周辺の環境について、利便性、交通量 など
⑨スタッフの対応は分かりやすく適切か 

表情は生き生きしているか など
⑩いつまで暮らせるのか（介護の重度化に

伴う変化）

見学後、入居先を絞り込む際には、複数回訪
ねてみることをお勧めします。施設設備以外に
周辺の環境（にぎやか、静かなど）の観点から入
居後のイメージする雰囲気に合っているかどう
かも大切な点です。また、入居している人たち
と顔見知りになることが、入居後の暮らしに役
立つ大事な要素でもあります。
「看

み

取
と

り」に取り組む高齢者向けの住まいも増
えつつありますが、まだすべての住まいで「最
期まで」暮らせるわけではありません。自分自
身の心身の状況の変化に伴い、暮らし続けるこ
とが困難になるケースもあります。どのような
状態になったら暮らし続けることが難しくなる
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のかを確認しましょう。見学の際に、看取りの
実績や対応状況についても聞いてみることをお
勧めします。

●�契約後のトラブルを減らすために�
確認しておきたい点
人生のさまざまなシーンの中で決断や選択を

してきた人たちにとって、高齢期の住まい選び
は、最も重要な選択といえるものです。自宅の
売却、多額な費用負担など大きな決断を伴うも
のであり、入居してはみたものの「こんなはず
ではなかった。別のところに住み替えたほうが
よいのだろうか」そう考える人も決して少なく
はありません。気力、体力、判断力を要する生
涯の大事業ともいえる「高齢期の住み替え」を断
行するに当たり、次の点を確認しましょう。

〈費用に関する点〉
入居一時金を支払う場合、償却期間前に退去

した際の返還金はどうなるのか。具体的な年月
を想定し、試算してみることも大事です。また、
月額費用のうち、パンフレットに記載されてい
ない上乗せ介護費、おむつ代、有料サービスな
どについてどのくらい見積もっておけばよいか
をしっかりと確認しておきましょう。細かなこ
とと見過ごさず、積極的に確認をすることが重
要です。

〈退去の要件〉
暴力行為や奇声を発するなど、ほかの入居者

に迷惑となる行為などにより共同生活を営めな
くなったなどとしているところが多いようで
す。多様な人々の共同生活の場となるホームで
は、さまざまな人間模様が展開されています。
ホームを運営する事業実績の中でさまざまな事
例もあることでしょう。実際に退去となった
ケースの有無を聞き、その際の対応の過程がど
のようなものだったか、事業者の対応姿勢を知

るうえでも確認をすることが大事です。
入居者の立場からは分かりにくい点を整理し

て不明点を無くすことが、大事なポイントです。
そのためには「こんなこと聞いてよいのだろう
か」と無用な遠慮をせず、積極的に質問するこ
とをお勧めします。

また、事業者には、入居検討者の表情や言葉
のやり取りの中にある「入居者のニーズ」を的確
に把握し対応することを切望します。その上に
成り立つ「事業者」と「入居者」の信頼関係の構築
が重要です。

近年よく耳にする「人生 100 年時代」とは、
ロンドン・ビジネス・スクール教授のリンダ・
グラットン、アンドリュー・スコットの著作で
ある『LIFE SHIFT( ライフ・シフト )100 年時
代の人生戦略』（東洋経済新報社、2016 年）の
中で提唱された言葉です。日本でも、2017 年
9 月に当時の安倍首相を議長とする「人生 100
年時代構想会議」が発足し、超長寿社会におけ
る経済・社会システム等に関する議論が進めら
れています。この会議は高齢者問題に特化され
ているものではありませんが、高齢化率の高ま
りのなかで、「老後」といわれる時間をどう過ご
すかは私たち一人一人にとっても大きな課題で
す。
「頭の体操」で知られる多湖輝著の『100 歳に

なっても脳を元気に動かす習慣術』（日本文芸
社、2011年）では、老後に「活

い

き活
い

きと元気に過
ごす秘

ひ

訣
けつ

」について、教養ならぬキョウヨウ＝
「今日、用がある」と、教育ならぬキョウイク＝
「今日、行くところがある」と紹介しています。

高齢期の暮らしには、身体の健康も大切です。
日々の運動で筋力も蓄えながら、「活き活きと元
気に過ごす秘訣」を実行してはいかがでしょう。

高齢期の暮らしを
考えるために
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公益社団法人全国有料老人ホーム協会（有老
協）は、全国の有料老人ホーム入居者の保護に
努めており、日常的に、有料老人ホームに関す
る消費者からの相談に応じています。
本稿では、有老協に寄せられた相談事例の中

から、トラブルになりやすい事例を紹介し、そ
れぞれの注意点や解決策を解説します。

●申込金について
有料老人ホームの正式な契約前に、申し

込みの優先順位を確保するために、申込金
の支払いを求められた。この申込金は、契約
に至らなければ返金されるだろうか。

【解説】
申込金は、「申込証拠金」とも呼ばれ、希望す

る部屋を契約まで確保するために支払われるこ
とが多いようです。契約を締結した場合は、前
払金の一部としてと相殺されることがあります
が、契約締結に至らなかった場合は、当然に全
額返金されるべきものです。
しかしながら、事業者が申し込みの段階で玄

関のネームプレートを作成したり、契約書類を

はじめに

入居前・入居時の相談事例

作成した場合に、それらの実費が差し引かれた
金額が返金される不適切なケースもあります。
これらのことから、申込金を支払う前には、

その使途や契約に至らなかった場合の取り扱い
についてしっかり確認してください。

●入居時要件について
重要事項説明書に、入居時の要件が「自

立・要支援・要介護」＊1と記載されていた
ので、要介護の母の入居を申し入れたとこ
ろ、「自立者のみ入居可能」と言われ、断ら
れてしまった。重要事項説明書の記載内容
と対応が異なることに納得がいかない。

【解説】
重要事項説明書の入居時要件に「要介護」とだ

け記載されている有料老人ホームは、「自立」の
人や「要支援」の人の入居を受け入れていませ
ん。「自立・要支援・要介護」と記載されている
ホームは、すべての人について受け入れ可能と
表示しているものです。ただし、部屋の空き状
況や、職員の配置状況によって、いつでも記載
されているすべての状態の人が入居可能とは限
らないため確認が必要です。状況によって、「今
は『自立』の人は入居できません」「『要介護』の人
は入居できません」と、断られる場合があるこ
とを知っておきましょう。

特集

3 有料老人ホームの
契約トラブル

公益社団法人全国有料老人ホーム協会

＊1	 	自立：	歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動
作を行う能力もある状態

　　	 要支援状態：	日常生活上の基本的動作は、ほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となるこ
との予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態

　　	 要介護状態：日常生活上の基本的動作も自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態
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●有料老人ホームを紹介された場合
退院した母が、自宅に戻れる状態にな

かったので、有料老人ホームへ入居するこ
とにして、病院のソーシャルワーカー
（MSW）からホームの紹介を受けた。とこ
ろが、入居後に母が必要とする介護サービ
スが受けられないと分かった。受けられる
と聞いたのに、事前の説明と異なる。

【解説】
MSWだけでなく、民間の紹介会社や、地域

のケアマネジャーからの紹介でも同様の相談が
多くみられます。紹介してくれた人が持ってい
る情報はごく一部です。入居を決める前には必
ず現地に赴いて確認し、重要事項説明書等の契
約関係書類に目を通してください。そして、必
要なサービス提供が受けられるのか、費用はい
くらかかるのかなど、重要なことは直接その有
料老人ホームに確認することが大切です。

●職員配置について
母が介護付きホームに入居している。重

要事項説明書では入居者と職員の割合が
2：1以上の手厚い職員配置となっている。
ホームのフロアには10人程度の入居者がい
るが、いつ行っても職員は1～ 2人しかお
らず、とても手厚い配置とは感じられない。

【解説】
介護付きホームの場合、入居者（要介護者）と

直接処遇職員（介護職員・看護職員）の割合が3：
1以上の配置が法令で定められた基準となって
おり、2：1以上は法令よりも手厚い配置とな
ります。この基準の考え方は、前年度の要介護
者数の平均人数と、職員の常勤換算人数の比率

入居後の相談事例

で計算するもので、自立者の人数は計算に含ま
れません。要支援者は要介護者の0.3人分とし
て計算します。
また、曜日や時間帯での配置ルールはホーム

の運営方針によって異なりますので、状況に
よってはフロアに職員が1人しかいないといっ
たこともあり得ます。

●利用料の値上げについて
現在入居中の有料老人ホームから、「月

額の利用料を値上げする」と言われた。同
意しなければならないか。

【解説】
月額利用料の変更については、厚生労働省が定

める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」＊2

（以下、設置運営標準指導指針）の中で「利用料
等の改定のルールを入居契約書又

また

は管理規程上
明らかにしておくとともに、利用料等の改定に
当たっては、その根拠を入居者に明確にするこ
と」と規定されています。有料老人ホームの設
置者が独断で値上げする行為は設置運営標準指
導指針違反になるので、入居している有料老人
ホームの所管自治体の指導指針に同様の規定が
ないか確認してください。
しかし、設置者が入居契約書で「必要な場合

は料金改定をすることができる」「運営懇談会の
意見を聴く」「合理的な理由を示す」などと記載
している場合は、入居者は契約上この条件に合
意しているものと見なされ、設置者が契約書で
記載された手続きを踏まえていれば、入居者の
同意なく、料金の改定を行うことができると判
断されます。

●医師、薬局等について
もともとかかりつけ医がいたが、有料老

人ホームに入居した際、「医師と薬局はホー
ムが指定したところに変えるように」と言

＊2	 	都道府県等の地方自治体の指導監督のガイドラインとなるもの
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特集 高齢期の住まいを考える ―有料老人ホーム、サ高住を中心に―
有料老人ホームの契約トラブル特集

3

われた。かかりつけ医や、行きつけの薬局
を利用することに制限はあるか。

【解説】
入居者には、主治医・薬局を自由に選ぶ権利

がありますので、有料老人ホーム側が主治医や
薬局を指定することは適切ではありません。一
方で、ホームの協力医療機関や取引薬局は、日
頃の連携によって情報共有もされているので、
何かあった場合に迅速な対応が可能になるなど
のメリットもあります。ホームからよく説明を
受けたうえで、入居者自身の身体の状況などを
考慮して決めてください。

●退去時の原状回復について
祖母が死亡し、有料老人ホームを退去し

た。入居期間は短く、室内はきれいなのに
原状回復費用を請求された。国土交通省の
ガイドラインによれば、経年劣化等につい
ては入居者に原状回復義務はなく、また、
契約書にもそのように記載されているが、
請求どおり支払わなければならないか。

【解説】
有料老人ホームの原状回復費用については、

設置運営標準指導指針において、国土交通省の
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再
改訂版）」を参考にすることと記載されていま
す。このガイドラインでは、経年変化、通常の
使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれ
ることが示されています。これまでは、ガイド
ライン上の明示だけでしたが、2020年4月施
行の改正民法で、「通常の使用及

およ

び収益によっ
て生じた賃借物の損耗並

なら

びに賃借物の経年変
化」は原状回復の対象とならないことが明記さ
れました（改正民法621条）。
問題は、請求された内容が、入居者側の原因

退去時の相談事例

で毀
き

損
そん

したものなのか、経年変化や通常の使用
による損耗なのかということです。部屋を明け
渡すときに、ホームの職員などに立ち会っても
らい、部屋の状況を両者で確認してトラブルを
防止しましょう。

●費用発生日について
母が退院する前に有料老人ホームと入居

契約を締結し、家賃の前払金を支払った。
その後、母の病状が悪化して、退院できず
にそのまま死去したので入居契約を解除し
た。ところが、契約書では「入金日＝入居日」
となっており、実際に入居していないにも
かかわらず、前払金を支払った日に入居し
たと見なされ、その日から契約終了日まで
の家賃を請求された。支払わなければなら
ないか。

【解説】
「入金日＝入居日」であると認識がないまま入
居契約を結んでしまったために発生したトラブ
ルです。
有料老人ホームの設置者は、入居者が居室の

利用を開始した日から、契約の終了日までの経
過日数に対応する家賃等を収受することができ
ます。したがって、「入居者が居室の利用を開始
した日」の基準を確認しておくことが大事です。
入居者が実際に入居を開始した日なのか、入

居開始前に、何か生活用品を部屋に入れた日な
のか、鍵の引き渡しを受けた日なのか。契約書
に「入居日」＝「鍵の引き渡し日」と記載があれ
ば、鍵の引き渡しを受けて、入居者側の都合で
居室の利用を開始した日がその数日後になった
としても、「鍵の引き渡し日」から「契約終了日」
までの家賃を請求されてしまいます。
入居契約を結ぶ前に、いつから費用が発生す

るのか、契約書の記載内容と、入居開始日の基
準を確認することが必要です。
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2015年10月に施行されたマイナンバー制度
は、行政の効率化を図り、国民の利便性を高め、
公平公正な社会を実現するための社会基盤とし
て導入されました。

マイナンバーやマイナンバーカードという言
葉を聞いたことはあるけど、どのようなものか
よく分からないという人もいらっしゃると思い
ます。本稿では、マイナンバー制度に関する皆
さまのさまざまな疑問に対してお答えします。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分
野の行政手続きで使われます。マイナンバーに
よって個人が特定しやすくなるので、早く正確
な事務処理が可能になり、処理時間が短縮され
ます。また、行政機関等の間で情報のやり取り
を直接行うので、各種手続きの際に住民の皆さ
まが行政機関から取り寄せて提出する必要の
あった住民票の写しや課税証明書等の添付書類

マイナンバーは何に使うの？

の提出が不要になり、負担が軽減されています。
現在、約2,300の手続きで添付書類の提出が不
要になっています。

マイナンバー制度は、個人情報を1つの共通
のデータベースで管理するしくみではありませ
ん。個人情報は、例えば、国税に関する情報は
国税庁で、地方税等に関する情報は各市区町村
で、年金に関する情報は日本年金機構でなど、
マイナンバー制度導入前と同様に各行政機関が
それぞれ分散して管理しています。他の機関が
保有する個人情報が必要になった場合には、専
用のネットワークシステムを使って、その情報
の提供を受けますが、情報を照会できるのは法
令上認められた職員だけです。また、不正な照
会が行われないように、第三者機関の「個人情
報保護委員会」が監視・監督しています。

マイナンバーであらゆる
個人情報が国に監視されるの!?

図 マイナンバーカードの券面イメージ

お
も
て

う
ら
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このように、あらゆる個人情報を国が一元的
に監視することはありませんし、できないしく
みになっています。

マイナンバーカードは、行政機関等にマイナ
ンバーを提供する手続きでマイナンバーの確認
に使えるほか、顔写真、氏名、生年月日等が記
載されているので、携帯電話の契約やイベント
会場等での本人確認書類としても使えます。

さらに、カードの IC チップを利用して、さ
まざまなサービスが受けられます。例えば、住
民票の写しや課税証明書等の各種証明書をコン
ビニで取得することができます。また、スマホ
やパソコンから、オンラインで確定申告や子育
てをはじめとする行政手続きができます。この
ほか、オンラインでの住宅ローン契約や証券口
座開設等の民間サービスでも使えます。2021
年3月からはマイナンバーカードが健康保険証
として利用できます。

紙の「通知カード」では、住民票の記載事項と
相違がない場合に限り、マイナンバーを確認す
る書類として使えますが、顔写真が記載されて
いないため、通知カード単体では本人確認書類
としては使えません。また、IC チップが格納
されていないので、前述したようなさまざまな
サービスを受けることはできません。

医療機関・薬局の受け付けに設置されている
顔認証付きカードリーダーに患者自身がマイナ
ンバーカードを置き、カードリーダーのカメラ
で顔認証による本人確認をします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用

マイナンバーカードは
何に使うの？

マイナンバーカードの
健康保険証としての利用方法は？

すると、患者自身の同意のもと、過去の特定健
診情報や薬剤情報を医療機関等に提供すること
ができ、多くの情報をもとにしたより適切な医
療を受けることができます。これは、初めての医
療機関での受診や災害時において、特に大きな
メリットとなります。なお、マイナンバーカード
を健康保険証として利用するためには、事前の
利用申し込みが必要です。後ほど紹介するマイ
ナポータルやセブン銀行 ATM で申し込みがで
きます。医療機関・薬局のカードリーダーでも
利用申し込みは可能ですが、待ち時間短縮のた
め、事前の申し込みをお願いしています。

今後、マイナンバーカードはますます便利に
なります。マイナンバーカードが運転免許証と
一体化されます（2024 年度末予定）。また、ス
マホにマイナンバーカードの機能を搭載するこ
ととしています（2022 年度中予定）。これから
は、スマホ1つあればさまざまな手続きがいつ
でもどこからでもできるようになります。

マイナンバーカードの裏面のマイナンバーを
見られても、他人は悪用できないしくみになっ
ています。マイナンバーを使う手続きでは、必
ず、顔写真付きの本人確認書類などで、本人確
認を行いますので、なりすましはできません。

また、マイナンバー制度では前述のとおり、
各行政機関がそれぞれ分散して個人情報を管理
しています。マイナンバーを知られたとしても、
まとめて情報が漏れることはありません。

ますます便利になる
マイナンバーカード

マイナンバーを知られたら
大変なことになるの?



 消費者問題
アラカルト

2021.3
国民生活

13

自身の情報、例えば、世帯情報、所得等の個人
住民税の情報等を検索・閲覧できます。

さらに、マイナポータルの機能を活用し、ほ
かのオンラインサービスと連携したサービスも
提供しています。例えば、マイナポータルを活
用すると年末調整・確定申告手続きが簡単にな
ります。年末調整や確定申告で必要となる「生
命保険料控除証明書」等を、マイナポータルを
通じて、まとめてデータで取得し、各種申告書
へ自動入力することができます。

自動入力の対象となる書類は、順次拡大され
る予定です。

マイナポータルはさらに便利になります。
より簡単に入力でき分かりやすい画面になる

よう、国民の皆さまのご意見を取り入れながら、
デザイン・機能等を一新する予定です。

閲覧できる情報も拡大します。自身の特定健
診情報が2021年3月から（順次登録され次第）、
自身の薬剤情報・医療費通知情報が2021年10
月（予定）から、スマホやパソコンでマイナポータ
ルを利用して確認できるようになります。また、
自身の医療費通知情報については、2022年2月

（予定）からe-Taxと連携させることで医療費控除
の申告も簡単にできるようになります。

マイナンバー制度はデジタル社会の基盤とし
て、より便利な制度へ抜本的に見直していくこ
ととしています。今後、マイナンバーカードや
マイナポータルで利用できるサービスを拡大し
ていきます。マイナンバーカードとマイナポー
タルを、ぜひご利用ください。

マイナポータルは
これからどうなるの？

おわりに

IC チップに入っているのは本人の基本的な
情報（氏名、生年月日、性別、住所等）と電子証
明書であって、税や年金等のプライバシー性の
高い情報は入っていません。

IC チップ内の電子証明書は、必要な情報に
アクセスするための「鍵」として使っています。
アクセスする情報とは、例えば、コンビニで住
民票の写しを取る時は、住民票に関する情報で
すし、健康保険証として使う時は、被保険者資
格の情報です。あくまでも IC チップを「鍵」と
して使うだけなので、アクセスした情報が IC
チップに保存されることはありません。

万が一、マイナンバーカードを落としたり、
無くしたりした場合は、24時間365日受け付け
しているフリーダイヤル（0120-95-0178）に電
話することで、キャッシュカード等と同じように
マイナンバーカードの一時利用停止ができます。

IC チップを利用する時には、暗証番号の入
力や顔認証が必要となるので、他人は勝手に使
えません。また、不正に IC チップの情報を読
み出そうとすると IC チップが壊れるしくみに
なっています。

マイナポータルでは、さまざまなサービスが
提供されています。例えば、「ぴったりサービス」
の機能では、子育てをはじめとする行政サービ
スのオンライン申請ができます。また、「あな
たの情報」の機能では、行政機関等が保有する

IＣチップの中には
大事な情報が入っているのでは!?

マイナンバーカードを落としたら
悪用されるのでは!?

マイナポータルで
何ができるの？
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◆マイナンバー
日本に住民票がある人（在留する外国人

も含む）全員が持っている12桁の番号。そ
の人だけの番号なので、亡くなった人を含
め同じ番号の人はいない。法令上では「個
人番号」といい、「マイナンバー」は通称。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の
3つの分野で、法令で決められた範囲でし
か使うことができない。

◆マイナンバーカード
マイナンバーが記載された顔写真付きの

プラスチック製の IC カードのこと。市区
町村への申請により交付される。正式名称
は「個人番号カード」。 公的な本人確認書
類として使用できたり、IC チップに記録
されている電子証明書を使ってさまざまな
サービスが受けられたりする。

◆マイナポータル
行政機関等が保有する自分の特定個人情

報の内容（あなたの情報）やその情報の行政
機関間でのやり取りの記録（やりとり履歴）
等の閲覧、地方公共団体へのオンライン申
請等ができる、政府が運営するウェブサイ
ト。一部のサービスを除き、マイナンバー
カードでログインし、利用者登録をするこ
とで利用ができる。

◆ぴったりサービス
マイナポータルで利用できるサービスの

1 つ。地方公共団体が提供している行政
サービスの検索やオンライン申請ができる

サービスの総称。LINE および my daiz の
アプリと連携しており、マイナポータルの
LINE公式アカウントとの「友だち」登録や、
my daiz上でマイナポータルを「メンバー」
登録すると、子育てをはじめとする行政
サービスがアプリ上で簡単に検索でき、マ
イナポータルの「ぴったりサービス」の電子
申請ページに移動することができる。

◆電子証明書
マイナンバーカードの IC チップに格納

されている情報の 1 つ。 オンライン上で
電子的に本人を確認することができ、民間
事業者でも利用することができる。マイナ
ンバーは用いられていない。

IC チップには、利用者証明用電子証明
書と署名用電子証明書の2種類の電子証明
書が格納されている。

利用者証明用電子証明書とは、インター
ネット等でログイン等をする際に用いるも
ので、利用者本人であることを証明するこ
とができる。行政のサイト（マイナポータ
ル等）や民間のサイト（オンラインバンキン
グ等）、マイナポイントの申し込み、コン
ビニ交付サービス等で利用されている。

署名用電子証明書とは、インターネット
等で電子文書を作成・送信する際に用いる
もので、文書が改ざんされていないかどう
かなどを証明することができる。 例えば、
電子申請（マイナポータルの「ぴったりサー
ビス」、e-Tax等）や民間オンライン取引（オ
ンラインバンキング等）の際に利用されて
いる。

用 語 集
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いろいろな
繊維と
私たちの
暮らし

衣料用に使用されている繊維は、大きく天然
繊維と化学繊維の2つに大別されます。
化学繊維は、化学的なプロセスで合成、製造

されたもので、原料や製造方法により、「合成
繊維」「半合成繊維」「再生繊維」「無機繊維」の4
つに分類されます。衣料品としては、無機繊維
を除く3つが多く使われています。
今回は合成繊維のうち、ポリエステル、ナイ

ロンなどについて、特徴や取り扱い方法、家庭
で扱う場合の注意点について解説します。

婦人子供服、紳士服、学生服、レインコート
やワイシャツ、ブラウス、ネクタイ、ストッキ
ング、セーターのほか、和服、スポーツウェア
など幅広いアイテムに使用されています。また、
カーテン、テーブルクロス、布団綿、洋傘、合
成皮革、人工皮革などにも使われています。
●製造方法
ポリエステルは石油や石炭または天然ガスを

原料として生成されたエチレングリコールと、
テレフタル酸がエステル結合した重

じゅう

合
ごう

体＊であ
る「ポリエチレンテレフタレート」というポリ

ポリエステルについて

マー高分子をチップ状（写真左）にしたものから
作られます。
これは飲料容器でおなじみのペットボトルの

原料でもあります。これを加熱溶融し、細い穴
がたくさん開いたノズル（口金）から押し出し、
空気中で冷却（写真右）、繊維化（溶融紡糸）する
ことでポリエステル繊維となります。なお、エ
ステル結合がたくさんあるため、「ポリエステ
ル」といわれています。
●ポリエステルの特徴
主な長所
・ハリ、コシがあり、しわになりにくい
・繊維は軽い
・酸、アルカリなどに強く、ドライクリーニ
ングが可能

主な短所
・吸湿性が低い
・静電気が発生しやすい
・加熱されると染料が繊維表面へ移動し、触
れるものに汚染（色移り）などを起こす

ストッキング、インナーウェア、水着、スキー
ウェアなどのスポーツ衣料、
自動車のエアバック素材など
にも使用されています。
衣料品には染色性に優れる

「ナイロン6」、耐熱性に優れ
る「ナイロン66」がよく使わ
れます。

ナイロンについて

第 回4

ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
化学繊維の代表的な合成繊維

ポリエステルチップ 溶融紡糸のようす

栗尾 浩  Kurio Hiroshi  一般財団法人ボーケン品質評価機構
繊維事業本部 技術管理グループ責任者、兼東京試験センター テキスタイル２課統括課長
ボーケン品質評価機構へ入構後、紡績工場の検査、アパレルの製品検査試験、混用率試験などに従事

＊　同一の分子が数多く集まって、もとの化合物のいく倍（数百から数万）かの分子量を有する高分子化合物を作ること
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いろいろな繊維と
私たちの暮らし

●製造方法
ナイロン6は、石油から生成したイプシロン

カプロラクタムとヘキサメチレンジアミンを重
合させ溶融紡糸し、ナイロン66は、石油から
アジピン酸を取り出し、ヘキサメチレンジアミ
ンと重合させて溶融紡糸します。
●ナイロンの特徴
主な長所
・軽い
・乾くのが速い
・しわになりにくい

主な短所
・紫外線に黄変し、強度が低下する
・熱に弱い
・静電気がたまりやすい

ゴムのような伸び縮みをする特徴を生かし
て、水着やブラジャー、パンティーストッキン
グ、ストレッチパンツやジャケット等にも幅広
く用いられています。
●製造方法
主原料は種々のイソシアネートあるいはジイ

ソシアネートであり、アルコールと反応してウ
レタンが形成されます。これにヒドラジン、エ
チレンジアミン等を添加して紡糸されます。
●ポリウレタンの特徴
主な長所
・伸縮性がある
・強度と軽さがある
・染色や熱セット（プリーツなど、熱による
形状記憶加工）ができる

主な短所
・塩素による黄変・劣化が起こりやすい
・高温多湿により劣化を早めやすい
・熱と紫外線の影響でも劣化が進みやすい

私たちの身のまわりには、多種多様な商品が

ポリウレタンについて

取り扱い方法
家庭で取り扱う場合の注意点

販売されています。それぞれの商品について組
成表示（指定用語）、取り扱い方法などの表示を
確認することで、消費者は自分の希望に合った
商品を選ぶことができ、正しい使用にも役立て
ることができます。
●繊維の組成表示について
今回のテーマである合成繊維を表示するとき

は、次の「指定用語」が使用されています。
ポリエステル
ポリエステル、POLYESTER

ナイロン
ナイロン、NYRON

ポリウレタン
ポリウレタン
●取り扱い方法（洗濯表示）
基本的には、本誌連載の第2回（1月号）で説

明したとおりです。
なお、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタ

ン混は、しわや形崩れがしにくいため、その多
くは家庭で洗濯できます。しかし、デザイン性
の高い製品や、そのほかの繊維が混ざっている
場合には、手洗いやドライクリーニングが必要
な場合もあります。
ポリエステルの注意点
淡色系製品は、汚れがあるものと洗濯すると、

製品に汚れが移ってしまう場合があります。
アイロンをかけるときは中温から低温に設定

し、テカリ防止のためにあて布が必要です。
ナイロンの注意点
熱に弱いため、乾燥機で乾かさず自然乾燥さ

せますが、日光で黄変しやすいため陰干しにし
ます。
アイロンは低温に設定し、あて布が必要です。

ポリウレタンの注意点
高温に弱いため、アイロンはあて布をして低

温で行います。
塩素系の漂白剤は黄変・劣化するため、避け

ます。
適切な取り扱いを理解することで、衣料品を

長持ちさせる参考となれば幸いです。
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 わが家のごみ箱は

SDGsと
 つながっている！

人は誰でも、見たくないものが目の前から消
えれば、それで問題は解決したと思い込んでし
まう傾向があります。年末の大掃除がそのよい
例です。1年のたまっていたごみを年末、数日
かけて掃除をして、家中のごみを集積所に出し
て、家の中はすっきり！ でも、そのごみの行
方について考えたことがあるでしょうか？ 目
の前から消えて、片付いて満足。でも、出され
たごみは年末からお正月にかけて処理されずに
ごみ処理場で保管されているだけです。目の前
から消えただけでは、ごみそのものを無いもの
にしてしまうことはできません。日本はリサイ
クルへの取り組みが進んでいて、国内のリサイ
クルでは優等生。でも、すべてがリサイクルさ
れているわけではありません。今回は、日本か
ら消えたごみがどこに行くのか、ごみの行方を
一緒に考えてみましょう。

前回、海洋プラスチックの問題とともに日本
のプラスチック生産量と消費量を見ました。日
本は、プラスチックの生産量、消費量とも世界
第３位でした。これだけプラスチックをたくさ
ん作って、たくさん使っているのだから、日本
の海洋プラスチックの排出量も多いはずと思わ
れるかもしれませんが、世界第 30 位です。実
際に海洋プラスチックの排出源となっている国
のほとんどが東・東南アジアの国々で、生産量
や消費量が多い先進国は入っていません（表1）。
このギャップは、どこから生まれているので

はじめに

プラスチック廃棄物はどこに？

しょうか？ 

日本では「容器包装リサイクル法」のもとで、
家庭から排出されるペットボトルを含めプラス
チック製容器包装は、自治体により分別収集・
リサイクルされています。リサイクル率は、例
えばペットボトルをみると、海外での再資源化
も含め、約86％にも達しています（図）。
「日本のプラスチックごみはきちんとリサイク

ルされているから、海洋プラスチックの問題は
日本には関係ない」こんなコメントも海洋プラ
スチック問題が顕在化し始めた当初よくみられ
ました。確かに、容器包装リサイクル法のもと
で、日本では家庭からのペットボトルやプラス
チックごみは徹底的に分別され、品質がよいプ

国内のプラスチックごみの処理

第 回4

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

日本のごみは
どこに行くの？

〇推計量の最大値を記載
〇陸上から海洋に流出したプラスチックごみの発生量（2010年推計）

を人口密度や経済状態等から国別に推計した結果、１～４位が東・
東南アジアであった※Jambeckら：Plastic waste inputs from 
land into the ocean,Science(2015)をもとに記載  

（出典） 平成30年7月環境省中央環境審議会循環型社会部会（第28回）
資料３「海洋プラスチック問題について」３ページ  
https://www.env.go.jp/council/03recycle/post_136.html

1位 中　国 353万

2位 インドネシア 129万

3位 フィリピン 75万

4位 ベトナム 73万

5位 スリランカ 64万

… … …

20位 アメリカ 11万

… … …

30位 日　本 6万

表1 陸上から海洋に流出したプラスチックごみ発生量�
（2010年推計）ランキング� （単位：㌧／年）

https://www.env.go.jp/council/03recycle/post_136.html
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ラスチックごみとして国内で資源循環されてい
ます。その一方で、自動販売機の脇、公園や駅、
オフィスのごみ箱をのぞいてみてください。こ
の中のペットボトルやプラスチックはほかのご
みと混ざり、汚れが付着しています。異物が混
入したり、汚れが付着したりしたプラスチック
ごみをリサイクルするためには、分別と洗浄が
必要です。日本のように人件費が高い国では、
きれいに分別されたプラスチックでなければ、
リサイクルすることは費用的に困難です。では、
こうした「汚れた」プラスチックは、どこに行く
のでしょうか？ これらは、「資源」という名目
でアジア諸国へ輸出されていたのです。

廃プラスチックの受け入れ先であるアジア諸
国の中でも、特に中国は 1990 年代から急激な
経済発展を続け、世界の製造工場へと変

へん

貌
ぼう

して
いったため、国内だけで製品の原料を賄うこと
が困難となり、2000 年以降日本だけでなく欧
米各国から廃プラスチックの輸入を増大させて
きました。日本のペットボトルや事業系の廃プ
ラスチックは品質がよいことから、高値で中国

中国のプラスチックごみ問題

に輸出できることもあり、容器包装リサイクル
法のシステムの中で国内循環するよりも、集め
たペットボトルをより高い値段で売りたいとい
う自治体も現れました。このいわゆる自治体の

「独自処理」からさまざまな問題が生じていまし
た＊1。身近な 100 円ショップ製品の製造元を
見ると、ほとんどが中国です。ただ、それらの
原料の中には、きちんと分別せずに捨てられた
ことで、原料とするには手間がかかる汚れたプ
ラスチックも含まれています。この輸入された
汚れたプラスチックは必ずしも適正にリサイク
ルされてきたわけではありません。例えば、汚
れの付着した分別されていない廃プラスチック
を原料とするためには、素材ごとに分別し、洗
浄する必要がありますが、ここにかかるコスト
を削減するために、児童労働を含めた劣悪な環
境下での労働、汚水の垂れ流し、使えない部分
の不法投棄、野積みによる発火、ダイオキシン
発生などの環境問題が発生しました。こうした
中国の問題に警鐘を鳴らしたのが、2016 年に
制作されたプラスチック問題を扱う中国の映画
です。その後、中国政府がプラスチックごみ輸
入の問題に目を向け、2017 年の廃プラスチッ
ク輸入禁止措置に踏み切り、廃プラスチックを
含む資源ごみの輸入を禁止する措置が段階的に
実施されることになったのです。

この中国の廃プラスチック輸入禁止措置は、
日本だけでなく国際的にも大変大きな影響を及
ぼしました。先進国の処理しきれない廃プラス
チックの受け皿になっていた中国の輸入規制措
置により、中国に頼っていたリサイクルの世界
が崩れることになりました。世界では 2016 年
時点で、年間におよそ 150 万㌧もの廃プラス

中国の廃プラスチック
輸入禁止の影響

＊1  容器包装リサイクル法のもとで、分別収集されたペットボトルごみが中国へ輸出されると、国内のリサイクル事業者に原料が回らなくなり、国
内リサイクル事業者が存続できなくなることによって、国内の循環システムの担い手がいなくなるという問題など

出典： PETボトルリサイクル推進協議会ウェブサイト  
http://www.petbottle-rec.gr.jp/data/calculate.html

図 国内再資源化と海外再資源化

http://www.petbottle-rec.gr.jp/data/calculate.html
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チックが輸出されており、貿易統計データを活
用した論文では、その約60%(中国と香港への
輸出を合算させた数)が中国へ輸出されている
とされています。これらの廃プラスチックが行
き場を失い、今度は、ベトナム、タイ、マレー
シアなどの東南アジアの国々に輸出されていま
す（表2）。

これらの国々のリサイクルをめぐる環境は、
禁止措置前の中国と同様です。当然、これらの
国でも労働環境の問題、環境汚染の問題が発生
することになります。そのため、順次汚れたプ
ラスチックの輸入規制を行うようになりまし
た。廃棄物の国境移動を国際的に規制している
のは、1989年制定の「バーゼル条約」＊2 ですが、
このバーゼル条約もこうした汚れたプラスチッ
クごみ問題に対応するために2019年に改正さ
れました。2021 年より汚れたプラスチックご
みを輸出する際には事前に相手国の同意が必要
とされ、今までのように処理を海外へ、とする
ことが難しくなってきたのです。

このように廃プラスチックのリサイクルを、
中国への輸出に頼っていた日本だけでなく、欧
米も国内でリサイクルしきれないためにプラス
チックごみの行き場を失ったのです。ここで、
自分たちの出したごみは、自分たちで処理しな
ければならないという「自国内処理の原則」に立
ち返らなければならなくなりました。そのため
には、プラスチックごみはより手間暇をかけず
に原料になる必要があります。前回までに紹介
してきたように汚れたプラスチックごみをそも
そも発生させない取り組みが必要なのはもちろ
ん、日本国内で効率的に資源循環を進めていく
ためには、自治体が分別収集するプラスチック
ごみだけでなく、すべてのごみが資源となるた
めに適切に分別排出されることが必要になって
きたのです。ごみの行方を考えながら、もっと
きちんと分別をするという習慣をつけることが
今何よりも必要なのです。

また、プラスチックだけで
なく、2000 年以降日本から
の輸出が急増したごみに「電
子ごみ」があります。使用済
みのパソコン、スマートフォ
ン、液晶モニターなど特定有
害廃棄物を含む製品の輸入
も、中国では 2017 年以降規
制対象となっています。こち
らの適切な国内循環も急務に
なっているのです。目の前か
ら消えたごみの行方を考える
ことは、製品の購入や処理の
仕方、再利用についての私た
ちのかかわり方を変えること
につながると思います。

おわりに

＊2 「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」

（注）2019年の輸出量上位10カ国・地域のみ掲載
（出所）財務省、Global Trade Atlasをもとにジェトロ作成
出典： 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）  

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/5c7b57b5cc67b51c.html

国・地域
2016年 2017年 2018年 2019年
輸出量 輸出量 輸出量 輸出量 構成比 前年比

輸出総量	 152.7 143.1 100.8 89.8 100.0 △10.9
マレーシア 3.3 7.5 22.0 26.2 29.1 18.8
台　湾 6.9 9.1 17.7 15.2 16.9 △14.1
ベトナム 6.6 12.6 12.3 11.7 13.0 △5.4
タ　イ 2.5 5.8 18.8 10.2 11.4 △45.5
韓　国 2.9 3.3 10.1 8.9 9.9 △12.3
香　港 49.3 27.5 5.4 5.7 6.4 5.8
インド 0.4 0.8 2.1 2.8 3.1 32.6
中　国 80.3 74.9 4.6 1.9 2.1 △58.2
インドネシア 0.0 0.3 2.0 1.7 1.9 △17.2
アメリカ 0.2 0.4 0.9 1.6 1.8 71.5

表2 日本の廃プラスチック輸出量の推移　� （単位：万㌧、％）

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/02/5c7b57b5cc67b51c.html
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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）など

サン=テグジュぺリの『星の王子さま』という
物語に「本当に大切なものは目に見えない」とい
う一節があります。「目に見えないけれど大切な
もの」。愛情、友情、誠実さ……、私たちはどれ
だけそうしたものに囲まれて生きてきたでしょ
う。「その点、法律はシンプル。条文というも
のに書かれているから……」と思ったかもしれ
ません。しかし、そうでもないのです。法律で
一番大切なものも、やはり「目に見えにくい」も
のなのです。その法律が守ろうとする公平や正
義の価値がそれに当たります。条文はその価値
に基づいて書かれていますが、十分に伝えきれ
ない部分は解釈で補うことが想定されていま
す。最終的な解釈は裁判所にしかできないので
すが、法律を運用するうえで「こうしたことを
大切にしたい」と行政の責任者が解釈やその参
考を示すことがあります。連載第2回でお話し
した通達もその手段の1つとなります。通達は
「上司である行政機関が部下である行政機関に
出す命令や指示」、そう説明しました。しかし、
単なる命令や指示ではありません。法律が定め
られた背景や条文の趣旨なども同時に明らかに
されていることも多いのです。特に、新たに法
律が施行されたり、改正されたりした場合には
添付された資料とともに「丁寧に」その価値を共
有しようとします。とはいえ、消費者行政は自
治体が果たす役割がとても大きい分野です。国
が自治体に思いを伝えたくとも、通達を出すこ
とはできません。国と自治体は上下関係ではな
く、対等な関係にあるからです。こうした場合

通達・通知とは に使われるのが通知です。法律上は「技術上の
助言」ということになります。ただ、目的とす
るところは通達と同じと考えていいでしょう。

こんな通達や通知ですが、法令そのものでは
ないため、すべてが省庁のウェブサイトに載っ
ているわけではありません。もっというと、た
とえ法律の施行時に掲載されても、すぐにサイ
トのどこかに整理されて見つからなくなりま
す。そこでお教えしたいのがその捜索術です。
法律施行時や法改正時の通達や通知を探すと

きには「〇〇法の施行について」とか「〇〇法の
一部を改正する法律の施行について」という
ワードでネット検索してみてください。省庁の
サイトの深いところに紛れてしまったものや、
省庁のサイトから消えてしまって民間のサイト
に転載されているものなどを見つけることがで
きるかもしれません。たいがい通達、通知の題
名の付け方はパターン化していますから、それ
を逆手に取った捜索をすればいいのです。通達
や通知の添付文書としてQ&Aまで用意されて
いることもありますから、見つけたらプリント
して手元に置いておきましょう。

満天に輝く星々の数は誰にも分からない。そ
う聞いたことがあります。現行法の数も同じと
いえば、意外に思うかもしれません。新たな法
令などが制定され「廃止する」とされた法令の数
は当然、分かります。しかし、法令自身は廃止
されず、対象などがこの世からなくなったこと

通達、通知の捜索術

廃止法令・失効した法令

法律
基礎知識

新・や
さしく解説 最終回

法令情報をつかむには②
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  新・やさしく解説

法律基礎知識

で失効したとされる法令の数は数えられませ
ん。対象が「ある」ことの証明はできても、「無い」
ことの証明は一筋縄ではいきません。こうした
ことがあっても、廃止された法令についてなら
調べることができます。国立国会図書館の日本
法令索引＊では現行法令（現行法やその政省令
など）はもちろん、廃止法令でもその内容を知
ることができます。「廃止された法令なんてど
うして知る必要があるの？」と思うかもしれま
せん。しかし、古い判例や古い通達にはこうし
た廃止法令が関係していることがあります。そ
うした判例や通達の本当の意味は廃止された法
令の内容を見てみないと分からないはずです。

日本法令索引には少し変わった調べ方ができ
ます。例えば、制定当時の法律の規定が問題と
なった判例があったとしましょう。現行法では
その条文の内容は変わってしまっています。こ
れでは判例を正確に理解できません。日本法令
索引では制定時、どんな条文だったのか、その
後、いつ、どのような改正が行われてきたかが
分かるようになっています。これを法令沿革と
いいますが、大げさにいえば、その法律の歩ん
できた人生（!?）のすべてが明らかになっている
といえるのです。さらに、改正法の条文ばかり
でなく、その改正の際の国会会議録も参照でき
るようになっています。至れり尽くせりという
感じです。
さらに古い紙の六法があると完璧です。日本

法令索引で調べた改正条文を見ながら、「ああ、
こう変わったんだ」と溶け込んだ後の条文を見
ることができるからです。前回、家にある古い
六法は役に立たないといいましたが、何十年分
も揃

そろ

っている場合には別です。こうした使い方
ができます。図書館に古い六法が一揃い置かれ
ているのも理由があります。

法令沿革の利用

さらに、法律には附帯決議という情報源もあ
ります。附帯決議というのは、国会（衆議院・
参議院）の委員会で法案が可決される際になさ
れる決議のことです。法案可決に付帯して行わ
れることからこの名前が付けられています。
ただ、附帯決議は可決されるすべての法案に

付されるわけではありません。「まだ内容が不
十分だ！」と主張する野党などへ配慮して今後
の法改正の道筋を示したり、「運用の枠をガッ
チリはめる必要がある」と国会が考えたりした
ときなどに置かれるものなのです。附帯決議は
その法案が可決したときに付されるのですか
ら、委員会の会議録でいえば、審議の最終日の
しかも最終ページにあります。先ほどお話しし
たように、国会会議録は日本法令索引を通じて
手に入れることができます。それぞれの改正沿
革の「審議経過」のタブに触れれば関連する国会
会議録のページにたどり着くことができます。
関係する附帯決議を手に入れることができれ
ば、運用に当たっての注意事項や次の改正項目
のいくつかが見えてくることでしょう。

法令は刻々と変わっていきます。また、判例
も日々積み重なっていきます。法令の数が少な
く、改正もまれだった時代ならともかく、現代
では、これらを追い続けることは不可能です。
「××法の第〇条に何が書かれている」というこ
とが法律知識ではありません。「法令や裁判の
しくみを知ったうえで必要な情報にアプローチ
できること」。それこそが一番大事な法律知識
といえます。
法令も恋と同じ。上手にアプローチさえでき

れば、期待以上の結果（情報）を手にすることが
できるはずです。

附帯決議を探す

アプローチ上手になろう

＊　日本法令索引　https://hourei.ndl.go.jp/#/

https://hourei.ndl.go.jp/#/
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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

長い人生の中では、突然の予期せぬ出来事に
遭遇することもあります。そのような場合に備
えて、おおよそ3〜6カ月分の生活費を予備費
として用意しておくとよいとされています。ま
た、教育資金など、近い将来、必要になること
が分かっているお金も、使用したい時に目減り
していないよう準備しておく必要があります。
このようなお金は、安全性の高い金融商品で

準備していくようにします。貯金は、「収入－
支出＝貯金」と考えると、なかなか貯まらない
ものです。「収入－貯金＝支出」になるよう、毎
月のお給料を受け取ったら、まず貯金のお金を
確保する“先取り貯金”で、コツコツ積み立て
ていくとよいでしょう。

近年、取り扱っている会社は少なくなってき
ていますが、会社員の場合、積み立て貯蓄の第
一候補は「社内預金」です。あらかじめお給料か
ら引かれるため「なかったもの」として積み立て
られます。また社内預金の金利は労働基準法に
より最低でも年0.5%以上とされており、それ
は超低金利の現在も変わっていません。
加えて、社内預金は同法で貯蓄金の「返還を

請求したときは、遅滞なく、これを返還しなけ

積み立ての第一候補は社内預金

ればならない」とされているため、いつでも、
どのような目的でも引き出すことができ、流動
性もあります。ただ会社によっては、限度額が
決められている場合があり、限度額に達すると、
それ以上預けることはできなくなります。
デメリットは、会社が倒産した場合、預金が

戻ってこないこともある点です。社内預金の損
失を防ぐための保全措置義務が会社に課せられ
ていますが、倒産した場合、未払い給与などと
違い、民法で定められた先取特権はありません。

給与から天引きされるという点では、「財形
貯蓄」も同じです（表1）。ただ、財形貯蓄は社
内預金と異なり、銀行などの金融機関が管理す
るため、一般的に社内預金より低金利です。ま
た積立期間も決まっており、いつでも引き出し
ができるわけではありません。しかし財形貯蓄
には、住宅を購入するなどの際に、比較的低金
利・長期融資の「財形持家転貸融資」という公的
住宅ローンを利用できる特典もあり、住宅を取
得する予定のある人には魅力的です。
財形貯蓄には、一般財形、住宅財形、年金財

形の3種類があります（表2）。
一般財形の場合、払い出しの目的は自由です

財形貯蓄のメリットとは

「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  「社内預金」は、すべての株式会社に用意されており、社員なら誰でも利用できる
■  ②  「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」を目的以外の用途で解約・払い出しをすると、原則として

過去5年間さかのぼって利子などに課税される※

■  ③  「自動積立定期預金」は、元本割れすることがない

内容が合っているもの（■）は……②③

お金理解度チェック

積み立て貯蓄

10

※目的外での払い出しの非課税特例の範囲は、2017年4月から拡充されている

http://www.kids-money.jp/


2021.3
国民生活

23

資産運用のために
 知っておきたい基礎知識

が、通常の預金と同じように利子に税金がかか
ります。
一方、住宅財形は住宅取得や増改築、年金財

形は年金としての受け取りが原則です。そうし
た条件をクリアしていれば、合わせて元利合計
550万円までの利子などが非課税になります
（年金財形の保険型は元本または払い込み保険
料累計額385万円まで）。しかし、それぞれ住宅、
年金といった目的以外の用途で解約・払い出し
をすると、災害など特別の理由がある場合を除
き、過去5年間をさかのぼって課税されてしま
います。また、転職して再就職先の企業に財形
貯蓄制度がなかったり、2年以内に継続手続き
ができなかったりすると、財形貯蓄は解約にな
り、住宅財形や年金財形の場合は目的外の引き
出し扱いになり、過去5年分の利子などが課税
対象になるので注意が必要です。
運用する金融商品のラインナップは、勤務先

によって異なります。保険商品を早期に解約し
た場合や、投資信託の運用がうまくいかなかっ

た場合などは元本割れする可能性があります。
財形貯蓄は、目的と期間をよく考え、運用商品
の元本割れの可能性も理解したうえで選ぶよう
にしましょう。

社内預金も財形貯蓄もない場合には、銀行の
「自動積立定期預金」を利用するとよいでしょ
う。給与振込口座から、振込日の翌日に自動引
き落としで積み立てるように設定しておくと、
おおむね給与天引きと同じような感覚で“先取
り貯金”をすることができます。
自動積立定期預金は多くの金融機関で扱って

いますが、金融機関により積立金額や積立方法
などの運用ルールはさまざまです。基本的には、
毎月1,000円など少額から設定でき、設定した
振替日に自動的に定期預金として積み立てられ
ます。そのため、通常、普通預金よりも高い金
利になります。各定期預金の据え置き期間中や
満期日前に解約する場合は、金利が低くなりま

すが、一般的に普通預金金利を
下回ることはありません。
超低金利の今、預金ではお金

が貯まらない……と思いがちで
すが、元本割れしないのが預金
のいいところ。まずは足固めの
ためのお金を少しずつ貯めたい
場合には、適した商品といえる
でしょう。

誰でも利用できる自動積立定期預金

一般財形貯蓄（一般財形） 財形住宅貯蓄（住宅財形） 財形年金貯蓄（年金財形）

対象 財形貯蓄が導入されている
企業などの勤労者 財形貯蓄が導入されている企業などの勤労者で、申込み時年齢55歳未満

目的 自由 住宅の取得・増改築など 退職後の生活資金作り
期間 原則として3年以上 原則として5年以上

メリット
・一部解約が可能
・住宅資金の公的融資が受
けられる

・住宅財形と年金財形と合わせて元利合計550万円までの利子などが非課税（財
形年金貯蓄の保険型は元本または払い込み保険料累計額385万円まで）

・住宅資金の公的融資が受けられる

表2 財形貯蓄の種類と特徴の概要

※上記は概要です。詳しい内容等は、勤務先に確認を

社内預金 財形貯蓄

預け先 勤務している会社
（委託先の信託機関） 銀行など

利率 0.5%以上
銀行で定めている利率　
【参考】�定期預金型（固定金利）0.002%�

金銭信託型（変動金利）0.003％など
（税引き前）

流動性 いつでも引き出し可能 積立期間が設定されている
（表2「期間」参照）

表1 社内預金と財形貯蓄の比較
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二日酔いに効く朝食は？ドイツ

人気のナッツに有害物質の心配なしスイス

魚をあまり食べないドイツ人だが、酢漬けニシン
は別格である。キュウリのピクルス、玉ネギのスラ
イスとともにバゲットに挟めば、人気の軽食となる。
また、お酒を飲み過ぎたときも、酢漬けニシンが登
場する。酢漬けニシンでピクルス等を巻いたロール
モップス（Rollmops）は、二日酔い時の朝食の定番
とされる。新型コロナ感染症の影響でパーティーの
機会は減ったが、アルコールを飲む人が依然として
多いことから、商品テスト財団では二日酔いに効く
食品について情報提供することにした。

同財団によると、二日酔いにはアルコールの分解
を促進する酸、飲酒で失われたミネラルを補う塩、
消化を促す香辛料が役立つという。その意味で、ピ
クルス、ソルトスティック（塩を振りかけた棒状の
スナック菓子）、スープは朝食としてふさわしいと

いう。しかし、ロールモップスは消化しにくいこと
から、やめたほうがよいと助言する。

また、胃にやさしい食品を好む人には、全粒粉パン
とチーズを勧める。アルコールの分解を促進する果
糖を含む蜂蜜、肝臓の解毒作用を助けるビタミンC
を含む果物を加えるとよいという。頭痛がする人に
は、レモン入りエスプレッソが効くというが、効果
が得られない場合は、鎮痛剤を飲むよう勧める。

そして何よりも、二日酔いにならないように、適
度な飲酒量を守るよう強調する。空腹時の飲酒は避
けるとともに、甘いカクテル、グリューワイン、プ
ンシュのように砂糖が多い飲料は控えめにと忠告す
る。砂糖はアルコールの分解を遅らせるからだとい
う。また、アルコールの影響で体内の水分が失われ
ることから、水やジュースを大量に飲むよう勧める。

●商品テスト財団ホームページ　https://www.test.de/Richtig-feiern-Rezepte-gegen-Kater-1237948-0/
●�ブレーメン消費者センターホームページ� �
https://www.verbraucherzentrale-bremen.de/pressemeldungen/lebensmittel/katerfruehstueck-oder-puelverchen-was-hilft-gegen-den-kater-42964

外見がドングリに似たヘーゼルナッツ（西洋ハシ
バミ）は、トルコ北部の黒海沿岸が主な産地である。
日本ではあまりなじみのない木の実だが、ヨーロッ
パでの人気は非常に高い。チョコレート、クッキー、
ケーキの材料にしたり、ペースト状製品をパンに
塗って食べる。ミックスナッツの主要な原材料でも
ある。ナッツ類は健康によいといわれているが、鉱
物油（ミネラルオイル）による汚染や酸化などが気に
なることから、FRC（ロマンド消費者連盟）ではミッ
クスナッツ 10 商品を対象にテストを行った。原材
料として、ヘーゼルナッツ、アーモンド、カシュー
ナッツは全商品に、クルミは7商品に含まれていた。

鉱物油とは、石油を原料として精製される油であ
る。保存性がよく、価格が手頃なことから、さまざ
まな化粧品に配合されるほか、食品からも度々検出

されている。食品包装に使われる印刷インクや食品
加工機器の潤滑油、収穫機械の排気ガス等に含まれ
る鉱物油が、食品に移行する可能性があるともいわ
れている。鉱物油を構成するMOSH（飽和炭化水素
系鉱油）は肝臓に炎症を引き起こす可能性がある一
方、MOAH（芳香族炭化水素系鉱油）は発がん性と
の関連が指摘されている。そこで、FRC は両者の
検出テストを行ったが、ほぼ問題ない結果となった。
また、酸化が進んだ商品も皆無だった。

しかし、原材料の配合割合がアンバランスな商品
が見つかった。主要な4種類のナッツのほかに、ピー
カンナッツ、松の実を含む商品を調べたところ、ヘー
ゼルナッツだけで総量の 40％を占めることが分
かった。また、各ナッツの原産国はさまざまだが、
ハンガリー語の表示しかない商品もあったという。

●ロマンド消費者連盟��
　FRC�Mieux�choisir�2020年9月号　https://www.frc.ch/melange-de-noix-un-en-cas-bon-a-croquer/

文/岸 葉子  Kishi Yoko

https://www.test.de/Richtig-feiern-Rezepte-gegen-Kater-1237948-0/
https://www.verbraucherzentrale-bremen.de/pressemeldungen/lebensmittel/katerfruehstueck-oder-puelverchen-was-hilft-gegen-den-kater-42964
https://www.frc.ch/melange-de-noix-un-en-cas-bon-a-croquer/
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知って驚く意外な食中毒の原因アメリカ

危険なボタン電池から命を守るためにオーストラリア

ロメインレタスの大腸菌汚染などによる食中毒の
発生はニュースなどで知られているが、汚染された
食品を食べなくても食中毒が起こることはあまり知
られていない。食中毒は、宿主の動物の腸管内に生
息する感染源のバクテリアが主に糞

ふん

などを介して人
の口から体内に入ることで発症する。

食品以外の原因として最も多いのは、庭などで飼
育している鶏だ。採卵や自然との触れ合いのための
趣味としてパンデミックの間にも広まったという。
しかしCDC（疾病予防管理センター）によると2020
年だけで 17 州で鶏飼育に関連する食中毒が発生し
ており、患者は全国で近年最多の 1,722 人に上り、
死者も1人出ている。患者の24%は5歳未満である。
時季的にイースターにはペットとして子どもにヒヨ
コを与えることも多い。羽やくちばしに付着した糞

混じりの泥などに手が触れ、さらにその手が口まわ
りに触れることでサルモネラ菌に感染する。

動物だけではない。生タイプのペットフードは原
料に低品質の汚染された生肉が使われている可能性
が高く、ペットは無症状でも、これらのペットフー
ドに触れた手指で自分の口まわりなどに触れた飼い
主が感染する。また人から人への感染もある。症状
の有無にかかわらず食中毒の原因菌に感染している
家族や同僚などが、手を洗わずに食品に触れ、自分
がそれに触れて食べたりすることで感染する。

これらを防ぐ対策としては、●手をよく洗う ●ペッ
トなどの飼育環境を清潔に保つ ●子ども、妊婦、高
齢者などは高リスクの動物と距離を保つ ●屋外の飼
育環境からバクテリアを持ち込まないため屋内には
土足で入らない、などを助言している。

●CRホームページ　https://www.consumerreports.org/medical-conditions/surprising-ways-you-can-get-food-poisoning/
●CDCホームページ　https://www.cdc.gov/salmonella/backyardpoultry-05-20/index.html

オーストラリア政府はこのほど、世界初となるボ
タン電池の必須安全基準の導入を発表した。家電の
リモコン、カメラ、体温計、玩具など家庭内で幅広
く使用されるボタン電池であるが、その小ささゆえ
特に子どもの誤飲や耳・鼻への詰め込みによる事故
が多発している。誤飲などで消化管の内壁が不可逆
的な化学やけどを負い、最悪の場合には穿

せん

孔
こう

を起こ
して手遅れとなる。このような事故で2017年12月
以降、現在までに全国で3人が亡くなり、少なくと
も 44 人（毎月 1 人相当）が重傷になり、一生続く障
害を負った子どももいる。

新たな必須安全基準で求められるのは次の 4 項
目。●ボタン電池を使用する製品で電池交換可能な
場合は子どもが容易にボタン電池に触れられない構
造にする ●電池交換可能・不可能にかかわらず電

池室からボタン電池が外れないことをテストで実証
する ●ハイリスクのボタン電池は子どもが容易に
開けられない包装で販売する ●危険を示す警告
マークと緊急時に必要な情報や助言をパッケージと
取扱説明書に表記する。製造、輸入、販売などの各
業者には、製品・パッケージの変更や必要なテスト
のために施行後18カ月の猶予期間が与えられる。

ACCC（オーストラリア競争・消費者委員会）は、
業界と政府や州の消費者法規制当局との協力によ
り、業者に対しては自主基準作成の支援、消費者（特
に親や保護者）に対してはボタン電池の危険性周知
キャンペーンなどの啓発を通じて、長年にわたりボ
タン電池の安全性向上に取り組んできた。ACCCは
待望の必須安全基準導入を歓迎し、業界が早期に新
基準に移行するよう求めている。

●�オーストラリア政府財務省ホームページ� �
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/michael-sukkar-2019/media-releases/mandatory-improvement-button-battery-safety-save-lives

●�ACCCホームページ　https://www.productsafety.gov.au/news/accc-welcomes-safety-and-information-standards-for-button-batteries

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

https://www.consumerreports.org/medical-conditions/surprising-ways-you-can-get-food-poisoning/
https://www.cdc.gov/salmonella/backyardpoultry-05-20/index.html
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/michael-sukkar-2019/media-releases/mandatory-improvement-button-battery-safety-save-lives
https://www.productsafety.gov.au/news/accc-welcomes-safety-and-information-standards-for-button-batteries
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若者の悪質商法被害防止の啓発を主な目的と
して、消費生活センターをより身近に感じても
らうために2015年度に誕生したキャラクター
です。毎月市報に掲載している消費者被害防止
のためのコラム1年分を、3コマ漫画「生活ひと
くちメモ」にして、中学生などへ配布していま
したが、それに登場していた漫画のキャラク
ターをスカウトし、チー坊と名づけました。

そして、2015年10月に消費者庁の消費者教
育推進大使を委嘱され、当市の消費者教育・消
費者啓発に一役買っています。チー坊の着ぐる
みは地方消費者行政活性化交付金を活用し作成
しました。

同じく地方消費者行政活性化交付金を活用
し、2015年から2年間、チー坊が消費者トラ
ブルを漫画で紹介するオリジナルトイレット
ペーパーを作成しました。社会経験が浅く、消

誕生の経緯

トイレットペーパーの製作

費者トラブルに巻き込まれる
可能性の高い若者への啓発の
ため、市内の
高校・大学お
よび文化会館
たづくり・市
役所に配布・
配置しました。

環境フェアや市役所総合案内前で開催してい
るフードドライブ＊にも駆け付け、大勢の人に
消費生活センターと食品ロス削減に興味を持っ
てもらえるきっかけ作りに貢献。2020年度は、
食品ロス削減月間の
10月にパルコ調布店
とフードドライブを同
時開催し、チー坊も駆
け付け活躍しました。
また、児童館での出前講座に着ぐるみで登場

した際には子どもたちにも大人気でした。ほか
にも出前講座、消費者講座の参加者に対して、
チー坊グッズを配布しました。チー坊が載ってい
ることで親しみやすく、消費生活センターを身近
に感じてもらえます。
これからもチー坊は

消費者被害の未然防止
や消費生活センター認
知度アップに向けて活
躍していきます。

フードドライブ・講座での活躍

第 回12

発見!
消費者トラブル

啓発
キャラクター

チー坊

調布市消費生活センター

調布市深大寺に住んでいるオス犬「チー坊」。小心者で泣き
虫で押しに弱いけど頑張り屋さん。

〈チー坊から一言〉
「調布のみんなを悪質商法から守るために立ち上がったわ
ん！ もっと、調布市消費生活センターをみんなに知っても
らい、悪質商法にだまされる人がいないようにしたいわん！」

＊　家庭で余っている食品を持ち寄り福祉施設等に寄付するボランティア活動

©YUKI ISHII
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2021.3
国民生活

27

第 回

当センターは前身の財団法人日本経済教育セ
ンター発足（1968 年）から半世紀余り、「経済
教育の向上に寄与すること」を目的とし、一貫
して経済教育事業を実施してきました。2008
年からは当センター職員が講師となって小学校
等を訪問し、子どもたちが主体的に考え、生き
るために必要な資質を養うための経済教育出前
授業（以下、出前授業）を開始しました。

当センターの出前授業は、小学 5・6 年生の
児童を主な対象とし、開始から 10 年余りを経
てこれまで延べ約 500 校、35,000 名超に実施
しています。子どもたちが社会や経済のしくみ
を楽しく学ぶことができるよう、次のような
ゲームを用いた授業を行っています。
◦牛丼屋　売上げアップ大作戦
◦今日から私もすし店経営
◦“もしも”から社会に参加 チャンスをつかめ
「ショッピングモール チャレンジ大作戦」

ほか

当センターの経済教育の取り組み

ゲームを用いた出前授業

本稿では、「“ もしも ” から社会に参加 チャ
ンスをつかめ『ショッピングモール チャレンジ
大作戦』」（以下、ゲーム）による出前授業につい
て紹介します。

本出前授業では、児童が「生きる力」「考える
力」を育むことをねらいとして、限られたお金
の使い方、選択の重要性などをゲームを通じて
体験的に学びます（写真1）。
●ゲームの具体的な内容

1 クラスにつき、2 時限（45 分× 2）で進めて
いきます。ゲームは最終 15 分程度を残して終
了し、児童が「振り返りワークシート」を記入、
その後講師がまとめの話をし、ゲームの趣旨を
理解、確認できるようにしています。

ゲームはすごろくのようなボードゲームに
なっています。クラスの人数に応じ、3 ～ 5名
ずつに班分けし、それぞれの班が経営者となり、
サイコロの目によりボードを進むことでショッ
ピングモールの完成をめざします。

教室前方にはボードをスクリーンに映写し、
各班のコマの位
置や獲得した店
の状況を表示す
ることで、参加
者全員が共有で
きるようにして
います（写真2）。

ボード上のマ
スには商業エリ

ショッピングモールの
完成をめざしながら主体的に学ぶ

第 回

一般社団法人日本経済教育センター

会社経営のゲームを通じて
社会や経済のしくみを楽しく学ぶ

82

写真2 ボードを教室前方に映写写真1 出前授業のようす
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アが 4 つあり、化粧品店、携帯電話ショップ、
映画館、ファストフード店などが各エリアに5
店ずつ配置されています。

ショッピングモールの完成とは、いずれかの
エリアの 5 店と他のエリアにある任意の 5 店、
計 10 店（ただし、うち 5 店は当初から保有）を
取得することです。資金は当初与えられたお金
と銀行から借りたお金で、各店に付された値段
を支払い、取得します。また、買収などの機会
も設定されています。

そして、ボード上には店の得失やお金の増減
に関するマスのほか「アクションカード」「保険」

「弁護士」「地域貢献」などと表示されているマス
もあります。「アクションカード」のマスに止
まった場合には、新型コロナ禍やオリンピック
効果など社会で起こるさまざまな出来事が記載
されているカードを引き、その内容によって、
店やお金の状況に影響が出ることになります。

「保険」のマスではトラブルに備えて店舗の損害
保険に加入するか、「弁護士」のマスでは店の運
営における問題を法的に解決するかを決められ
ます。

ゲーム中、班の中で何かを決めるときには「必
ず各自の意見を出し合うこと」「他班の決定や
状況などに耳を傾けること」などを講師が話し
かけながら進めます。
●ゲーム終了後のまとめの話

講師が次のようなまとめの話をします。
◦社会では思わぬ出来事が起こる
◦使えるお金は限られている
◦私たちの生活は選ぶことの連続で、選び方に

よって結果は大きく変わる
◦これら、授業で考え感じたことをこれからの

人生に生かしてほしい
●本出前授業の実績と評価

2019年度は全国で小学校35校のほか、消費
生活センター 6カ所で開催し、受講した児童数
は2,977名でした。新型コロナウイルス感染拡

大の影響もあり、近年では最も開催回数は少な
かったものの、学校現場からの評価は高く、毎
年の開催を要望する学校が年々増加していま
す。

児童からの「振り返り」では 97.8％が「楽し
かった」と答えました。具体的には
◦何かを決めるって、やさしいことではないと

いうことが分かった
◦広く社会のことに目を向けることが大切で自

分のためにもなると思った
◦会社は必要なお金を集め、よく考え、必要な

ものに使っていることが分かった　など
また、担当の教員の50名中49名から「よかっ

た」と回答がありました。具体的には
◦子どもたちが経済や社会のしくみに興味を持

ち、本当に楽しそうだった
◦とても分かりやすく、また児童が楽しめる工

夫がたくさん入っていて集中して取り組めた
◦世の中はよいことばかりではなく、悪いこと

も起こり得るということを体験できたことが
これからの人生に生かせると思う　など

新型コロナウイルス感染予防のために、出前
授業の際には、毎回、「講師の健康管理および
検温」「マスクの着用と拡声器の使用」「アルコー
ルによる手指、教材の消毒」「使い捨ての手袋の
着用」などの対策を行い、児童や教員に安心し
て授業を受けてもらえるよう心がけています。

また、今回新たにカードゲーム「鬼
き

望
ぼう

のチャ
レンジ」を開発しました。これは 3 ～ 5 名で楽
しめるゲームでショッピングモールの完成をめ
ざすことは同じですが、鬼、金太郎、桃太郎、
西郷どん、レンジャー隊員など、時空を超えた
人物が登場し、また、戦略的な楽しみも大いに
高めています。

今後も当センターの出前授業をいっそう幅広
く活用してもらうための方策を検討しています。

今後について
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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。

カナダのヒントンという研究者が2006年に
ディープラーニングという機械学習の手法を提
案しましたが、これは 1980 年代に提案された

「ニューラルネットワーク」を改良したものです。
人間の脳にはたくさんの神経細胞（ニューロ

ン）があって、それがたくさんの線で結ばれて
巨大な神経回路（ネットワーク）を作り、その中
を情報が流れることで脳が機能しています。
ニューラルネットワークはその脳の構造をコン
ピュータの中に実現しようとしたものですが、
コンピュータの性能の制限などの理由で単純な
ネットワークしか作られていませんでした。

その後コンピュータの性能が向上したことを
受けて、さまざまな工夫を加えて複雑なネット
ワークを実現したのがディープラーニングで
す。ニューラルネットワークよりも深い構造な
のでディープラーニングと名づけられました。
日本語では深層学習と訳します。ニューラル
ネットワークの層が多くなり構造が深く複雑

（ディープ）になるとネットワークを思ったとお
りに制御するのが難しいのですが、ヒントンは
うまく制御する方法を見つけたわけです。

ヒントンがディープラーニングを提案した直
後はあまり注目されませんでした。注目される
ようになったのは2012年のことです。

人工知能の３回目のブーム

画像認識のディープラーニング

人工知能研究には「画像認識」という分野があ
ります。カメラに映った画像が何かをコンピュー
タに正しく認識させることをめざしています。
その分野の学会ではテスト画像をたくさん用意
して、最も認識率が優れている手法はどれかを
競うコンテストを実施しています。コンテスト

（ImageNet競技会）は毎年開催されているので
すが、2012年にヒントンのチームが、ディープ
ラーニングを用いた画像認識のプログラムで出
場していきなり優勝しました。それも2位以下
を認識率で大きく引き離し、ぶっちぎりだった
のです。このことで多くの研究者がディープ
ラーニングのよさを知りました。翌年のコンテ
ストでは、多くの参加プログラムがディープラー
ニングを使って好成績を収めました。こうして
ディープラーニングは広がっていったのです。

画像認識の 1 つに人の顔の認識があります。
知っている人の画像を見せてその人が誰かを正
しく認識できるかをテストすると、今やコン
ピュータは人間よりも高い精度で認識できます。
顔を見分けるのが得意な人でも100％は無理で、
せいぜい95%程度なのですが、ディープラーニ
ングは 98％程度の認識率です。以前は外国に
行くときの出入国審査で本人とパスポートの写
真をチェックするのは担当者の役割でしたが、
今は人工知能を使ってチェックするようになっ
ています。最近はコンサートチケットの高額転
売を防ぐために、買った本人がコンサート会場
に来たのか登録した顔写真と照合する場合があ

　人工知能

ディープラーニング（1）

第 回29
東京大学大学院情報理工学系研究科AIセンター教授。公立はこだて
未来大学特任教授。元人工知能学会会長。著書に『AIに心は宿るのか』
（集英社インターナショナル、2018年）など

松原 仁  Matsubara Hitoshi  人工知能研究者

機械学習の手法の1つであるディープラーニ
ングの発明がきっかけとなり、AIは2010年
代に3回目のブームを迎えました。さまざまな
領域で人間を超えた性能を示しているディープ
ラーニングについて解説します。
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りますが、その照合も人ではなく人工知能によ
る画像認識を用いるようになっています。

医療画像の診断にもディープラーニングが使
われています。肺のレントゲン写真を見て、が
んにかかっているかを判定することは、専門家
よりも人工知能のほうが精度よくできるように
なりました。肺だけでなく大腸などさまざまな
部位の医療画像の判定でもディープラーニング
は人よりもよい精度を示しています。ただし、
その判定結果を使って治療方針を決め、実際に
治療する責任は医師にあります。

音声認識
ディープラーニングは音声認識も得意です。

スマートフォンに「my daiz®」や「Siri®」などの
音声対話によるアシスト機能が付いています。
人間よりも認識機能は劣るものの、ゆっくり
はっきりと話すと人の話を聞き取ってくれます。
最近家庭に普及しつつある AI スピーカーにも
ディープラーニングを用いた音声認識の機能が
搭載されています。会議のやり取りの録音を人
工知能が書き起こすサービスも始まっています。
囲　碁

グーグルの子会社であったディープマインド
が2016年に開発した囲碁プログラム「アルファ
碁」が、当時世界最強といわれた韓国のプロ棋
士李世ドル（イ・セドル）に勝ったことが大きな
ニュースになりました（アルファ碁の4勝1敗で
した）。囲碁プログラムはそれまではアマチュ
アの強豪程度の強さで、トッププロ棋士に勝つ
には10年はかかると専門家も思っていたのです
が、数カ月で一気にトッププロ棋士より強く
なってしまいました。このアルファ碁にも
ディープラーニングが使われています。
機械翻訳

コンピュータが翻訳すること、例えば日本語
から英語に翻訳することを機械翻訳といいま
す。機械翻訳は人工知能で70年近く前からずっ
と研究されてきたのですが、最近までまともな

その他のディープラーニング

翻訳ができませんでした。機械翻訳もディープ
ラーニングを用いることで進歩しました。世間
話のおしゃべりや文学作品の翻訳は難しいので
すが、マニュアルや科学論文の翻訳はかなり精
度が上がりました。

このようにディープラーニングを用いること
で人工知能は多くのことができるようになりま
した。それまでの機械学習とは異なり、とても
高い能力を示したのです。

ディープラーニングはデータから学習しま
す。ほかの機械学習に比べてたくさんのデータ
を必要とすることが特徴です。「たくさん」とい
うのはどれぐらいかなのかといえば、千や万で
は普通は足りません。少なくとも 10 万、でき
れば 100 万、1000 万の桁数のデータが要求さ
れます。アルファ碁は人が打った囲碁の 3000
万とおりの局面をディープラーニングで学習さ
せたのです。いくら囲碁が好きな人でも 3000
万局面は並べません。人間は事例が少ない場合
は数個のデータからでも学習できる融通の利い
た学習能力を有しています。ディープラーニン
グは融通が利かないので、大量のデータを扱う
ことで対応しているといえます。今の3回目の
人工知能ブームはディープラーニングが中心に
なっているので、多くの企業が自分たちの事業
にディープラーニングを使いたいと思っていま
す。しかし、うまくいかない場合も多いのです。

その大きな理由の1つは、大量のデータが集め
られないという点です。もともとそれだけの
データが無い場合もあるでしょうし、たとえデー
タはあったとしても、書式や項目が異なってい
て統一されたかたちのデータになっていない場
合もあるでしょう。人間は多少書式や項目が異
なっていても大丈夫ですが、ディープラーニン
グはすべてのデータが統一されたかたちになっ
ている必要があります（融通が利かないのです）。

次回もディープラーニングについて、できる
こととできないことを解説します。

大量のデータが必要
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宅配便業者を装った
「不在通知」の偽SMSに注意しましょう
20

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
宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに

関する相談が寄せられています。消費者に送ら
れてくるSMSには偽サイトに誘導するための
URLが記載されており、相談事例のように、
偽サイトにアクセスして不正なアプリをインス
トールした結果、同じ内容のSMSが自身のス
マートフォンから自動的に多数の宛先に送信さ
れてしまい、身に覚えのない通信料を請求され
るケースがみられます。また、アクセスした偽
サイトに入力したID・パスワード、暗証番号、
認証コード等が携帯電話会社のキャリア決済な
どで不正に利用されて、身に覚えのない請求を
受けるケースもみられます。

（1）		URLにはアクセスせず、ID・パスワード
等を入力しないようにしましょう

スマートフォンや携帯電話に届いたSMSや
メールが宅配便業者からの正式なものかどうか
見分けることは困難です。自分で調べた宅配便
業者の電話窓口や公式ホームページ等で真偽を
確認し、もし「不在通知」を内容とするSMSや

メールが届いても、記載されたURLに安易に
アクセスしないようにしましょう。
万が一アクセスしてしまうと、提供元不明の

不正なアプリをダウンロードするよう誘導され
るケースがあります。公式マーケットにあるも
の以外の「提供元不明のアプリ」はダウンロード
やインストールをしないようにしましょう。
また、宅配便業者のほかに銀行などを装った

偽サイト（フィッシングサイト）に誘導されて
ID・パスワード、暗証番号や認証コード等の
入力を求められるケースもあります。銀行の場
合は口座から預金を不正に引き出されるおそれ
があるため、こうした情報を入力しないように
しましょう。

（2）	不正なアプリはアンインストールしましょう
万が一不正なアプリをインストールしてし

まった場合には、スマートフォンなどを機内
モードに設定し、不正なアプリをアンインス
トールしましょう。また、より安全な対応策と
してスマートフォンの初期化も検討しましょう。

参考：�国民生活センター「宅配便業者を装った「不在通知」の偽SMSに注意しましょう－URLにはアクセスしない、ID・パスワードを入力しない！－」
（2020年11月26日公表）　http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_2.html

　宅配便の不在通知のSMS（ショートメッセージサービス）を受け取り、記載されているURLにアク
セスしたところ、ブラウザの更新をするよう表示されたので更新した。このときに不正アプリをイ
ンストールされたようで、知らない人から「いつ配達してもらえるか」といった内容の電話が多くか
かってきた。その後、携帯電話会社からの請求書の明細を確認すると、海外宛てと国内宛てのSMS
がそれぞれ100通ほど自分のスマートフォンから送られており、通信料が1万円以上となっている。
� （30歳代、女性）　　

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_2.html
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相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

夫が亡くなり、およそ3,000万円の自宅と2,000万円の預貯金が遺産と
して残されています。相続人は私と娘の２人です。民法が改正され、配
偶者居住権が認められるようになりました。相続できる内訳はどのよう
になるのでしょうか。

配偶者居住権を取得した場合に
相続の内訳はどうなる？

105

民法改正により、2020年4月
からは、この「配偶者居住権」の制
度ができました。
これは、被相続人の配偶者は、被

相続人の財産であった建物に相続
開始の時に居住していた場合において、次のい
ずれかの場合には、その居住していた建物を無
償で使用できる、という制度です（民法1028条）。
1　�遺産の分割によって配偶者居住権を取得す

るものとされたとき
2　配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
2の場合は、夫が遺言の中で「配偶者居住権

を妻に遺贈する」としておく必要があります。
本件では、そうした遺言はなかったものとし

て説明します。
分かりやすく説明するために、この制度がな

いとどうなっていたか、というところから説明
します。配偶者と娘が相続人の場合に、相続分
の割合は各2分の1です。遺産は「3,000万円の
自宅と2,000万円の預貯金」ですから合計額は
5,000万円です。もし、配偶者が自宅、娘が預
貯金という分け方をすると、配偶者は500万円
余分に相続したことになりますから、バランス
を取るためには配偶者から娘へ500万円を支払
わなければなりません。もちろん、預貯金は配
偶者にはまったく相続できないことになります。

実際の問題として、これではかなりの不都合が
発生しかねません。そこで、創設されたのが、
配偶者居住権です。本件でも、配偶者が遺産分
割協議で主張すれば認められる権利です。
例えば、配偶者居住権を建物時価の約半分の

価値（＝1,500万円）と評価すると、配偶者の自
宅に対する遺産分割は1,500万円（配偶者居住
権分）となり、娘は配偶者居住権の負担が付いた
自宅建物の所有権を取得し、その価額は（3,000
万円－1,500万円＝）1,500万円となります。
法定相続分は、それぞれ2,500万円になるの

で、配偶者は、相続分から配偶者居住権を差し引
いた額の預貯金を取得することになり、自宅に
住み続けられるほかに、1,000万円の預貯金を
相続することができます。娘は、相続分から配
偶者居住権の負担付き所有権を差し引いた残り
1,000万円の預貯金を相続することになります。
なお、この説明では、配偶者居住権の評価額

を「建物時価の約半分の価値」としましたが、予
想される建物の存続年数や配偶者の年齢等に
よって違ってきます。この点は、税理士等に相
談したほうが無難です。また、配偶者居住権は、
普通の所有権ではなく、かなり制限されている
部分もある権利です。詳しくは、弁護士等の専
門家に相談されることをお勧めします。

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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1　XY間の本件契約
Xは、レンタカー業等を業務内容とし、A店

には店長Bのほかに3名の従業員がいる。Xは、
2017年8月下旬、A店で、Yに本件車両を、そ
の日から同年9月上旬まで（利用日数7日間）と
してYに貸し出し、その後契約は2回延長され、
最終的には貸出期間満了日が2017年9月下旬
とされた。
2　違約金等の約定　　
（1）約款の組入れ合意はあった

Yは、契約締結時に、本件契約書に署名する
に際し、署名欄の上部にあるチェック欄にレ点
を記入した。チェック欄には、「私は甲レンタ
カーより車両を借りるにあたり、契約内容及

およ

び
貸渡約款、レンタカー規約に同意をし厳守する
ことを約束します」との記載があった。また、
契約書の裏面には、レンタカー規約が記載され
ており、店舗に無断で返還が遅れた場合には、

事案の概要 超過料金に加え、超過した時間に応じた超過料
金の倍額の違約金を支払う旨の記載があった。
（2）超過料金は別の冊子に記載

貸渡約款には超過料金の金額の記載がなく、
「ご利用のご案内」と題する冊子（以下、本件冊
子）に24時間ごとに約2,500円と記載されてい
た。本件冊子は、契約締結時にYに交付されて
おらず、A店に備え置かれてもいなかった。
3　本件車両の返還
Yは、2017年9月下旬、貸出期間満了日の

前に本件車両の鍵を紛失した際の店長Bの言動
により、店長Bを嫌悪するようになった。その
ためYは、返還期日の2017年9月下旬貸出期
間満了日前日に、本件車両をA店に返還に行か
ず、コインパーキング（以下、本件駐車場）に駐
車し、その旨をXに伝えた。同年10月上旬、Y
の依頼により弁護士において、本件車両の鍵と
車検証等をXに送付し、Xが本件車両を本件駐
車場から引き取るようにと伝えた。本件車両は
駐車され続け、2018年9月下旬、ようやく本

　本件は、消費者が、レンタカー事業者より賃借したレンタカーについて、コインパー
キングに駐車し事業者に取りに行くように求めたことが返還になるのか、また、返還を
遅滞しているとしても、違約金についての条項の効力が認められるのかが問題となった
事例である。本判決は、返還を否定し返還の遅滞を認めたうえで、消費者が契約書に、
貸渡約款、レンタカー規約に同意をして厳守する旨を約束し、違約金につき、契約書の
裏面のレンタカー規約に超過料金の倍額とする旨の規定がされていても、超過料金の金
額は別の冊子に記載され、消費者はその交付を受けていない以上は、違約金また遅延損
害金の条項につき契約に組み入れる旨承諾したとはいえないと判示し、民法の規定によ
る遅延損害金の支払いのみを命じている。(東京地方裁判所
令和元年8月7日判決、ウェストロー・ジャパン掲載)

原告：X（レンタカー事業者）
被告：Y（消費者）

消費者によりレンタカーの返還が遅滞した場合の違約金
および遅延利息を規定した約款の条項の組み入れにつ
き、消費者の合意が否定された事例（改正前民法の事例）
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暮らしの判例

件駐車場の管理会社からXに返還された。
4　Xの請求　
XはYに対して、①7日分の貸渡料約16,000

円（約13,000円が基本料金、約3,000円が事故
免責補償制度（CDW）の加入料）、②超過料金、
1日につき約3,500円（1日当たりの利用料金が
約2,500円、CDW加入料が約1,000円）、③違
約金、1日につき超過料金の倍額（約7,000円）、
④遅延損害金、年約15％とすることが契約内
容であると主張して、②～④につき次のような
支払いを求めた。
12017年9月下旬の貸出期間満了日の翌日か
ら本件車両の返却日（2018年9月下旬）まで
の期間に係

かか

る違約金合計約380万円
2貸出期間満了日の翌日から2018年3月下旬
までの違約金約195万円についてのその翌
日（少なくともこの頃に請求があったと認め
られている）から支払い済みまで約定の年約
15％の割合による遅延損害金
5　Yの反論　
Yは本部から、本件車両を本件駐車場に置い

ておけば、Xに引き取りに行かせる旨提案があ
り、Yは、これを受け入れたので本件車両の返
還義務は免除されている、そうでなくとも、Y
は、Xに対し、本件駐車場を知らせるとともに、
本件車両の鍵および車検証を送付し、これを
もって返還義務を履行したなどと主張した。
そして、超過料金、違約金および遅延損害金

の各定めについては承諾していない、また、信
義則（民法1条2項）に反し、ひいては消費者契
約法10条により無効であるなどと主張した。

1　返還義務の免除・履行等　
Yは、2017年9月下旬の貸出期間満了日の

翌日に、本部から、本件車両を本件駐車場に置
いておけば、Xに引き取りに行かせる旨提案が
あり、Yはこれを受け入れたので、Yが負う本
件車両の返還義務は免除されたと主張した。し
かし、実際はYが本部に対して一方的に本件車

理　由

両の引き取りを要請していたに過ぎず、本部が
Yの要請に応じたとは認められない。
また、Yは、2017年10月上旬に、弁護士から、

Xに対し、本件駐車場を知らせるとともに、本
件車両の鍵および車検証を送付し、これらの措
置をもって返還義務を履行したと主張した。し
かし、Xはこれを承諾しておらず、また、Xは
駐車料金未払い分の支払いなくしては本件車両
を引き取れなかったものであり、前記措置では
返還義務が履行されたとはいえない。
2　違約金等の合意について　
（1）具体的金額は約款に記載がない

Yは、本件賃貸借契約締結時に、本件契約書
の裏面の記載から違約金の定め方については認
識し得たといえる。もっとも、超過料金の具体
的金額およびこれをもとにした違約金の具体的
な金額ならびに遅延損害金の約定利率といった
各事項については、記載があるのは本件契約書
ではなく本件冊子であり、それがXのA店のデ
スクに備え置かれてすらいなかった。
（2）その金額につき組み入れの承諾はない

そうすると、Yは、超過料金の具体的金額お
よびこれをもとにした違約金の具体的な金額な
らびに遅延損害金の約定利率といった各事項に
ついては、具体的内容を認識し得たとは言い難
く、YがXに対し、本件賃貸借契約の内容に組
み入れる旨承諾したとは認め難い。Yは、本件
契約書に、貸渡約款、レンタカー規約に同意を
して厳守することを約束する旨を表示している
が、表示に際して、Yが前記各事項について認
識し得る機会すらなかったのであり、本件表示
をもって前記各事項を本件賃貸借契約における
合意内容に組み入れる旨承諾したとはいえない。
（2）民法の規定による責任を負うのみ

したがって、Yが本件賃貸借契約に基づいて
Xに対して負う本件車両の返還義務や金銭支払
義務の遅滞について責めを負うとしても、責任
の内容は民法にのっとって定められるものとす
るのが相当である。
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う主張は、Yの一方的な主張であり、Xが受領
をあらかじめ拒絶しているわけではない。Yの
返還義務の履行また提供が否定され、Yの返還
義務の履行遅滞が認められるのはしかたない。
2　�改正前民法における約款条項の契約への
組み入れ

（1）合意されていない冊子の効力
本件では、Yが「貸渡約款、レンタカー条項

に同意をし厳守することを約束します」と承諾
していることから、これらの約款に規定されて
いる違約金と遅延損害金の約定利率についての
合意が、約款には具体的金額が記載されていな
くても、別個の冊子により金額が補完され成立
したと認めてよいのかが問題とされた。
本件では、レンタカー規約が契約書の裏面に

記載され、①料金表に定める超過料金の支払い
義務、②違約金として超過料金の倍額を支払う
ことが規定されている。貸渡約款には③遅延損
害金が年約15%であることが規定されている。
しかし、肝心の超過料金の具体的金額はいずれ
にも記載がなく、別に作成され交付も開示もさ
れていない本件冊子の中に記載されていた。
そのため本判決は「超過料金の具体的金額及

びこれを基
もと

にした違約金の具体的な金額並
なら

びに
遅延損害金の約定利率といった各事項について
は、それらの事項の具体的内容を認識し得たと

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

はいい難
4 4 4 4

」いとして（傍点筆者）、「それらの事項
を本件賃貸借契約の内容に組み入れる旨承諾し
たとは認め難い」と判示した。
（2）従来の判例

約款の交付を受けて契約をした場合には、その
約款を契約内容とすることが合意されているも
のと推定されると考えられていた（参考判例①）、
本判決は「具体的内容を認識しえた」ことを組み
入れのための要件にしたのである。これまで、約
款の条項の内容を、当事者の意思を合理的に推
測しての解釈したり（参考判例②～④）、民法理
論と異なる合意についてその内容が明確に条項
に規定されていないことから特約の成立を否定
したりする判決があった（参考判例⑤）。本判決

3　請求できる金額　
XがYに対して履行遅滞に基づく損害賠償と

して請求し得るのは、貸渡料に相当する損害金
の限度というべきであり、その額は、利用日数
7日間の貸渡料が合計約16,000円であること
から、1日につき約2,300円（小数点以下切り
捨て）の限度で認めるのが相当である。
そうすると、損害金の具体的金額は、2017

年9月下旬（貸出期間満了日の翌日）から2018
年3月下旬までの約180日間（⇒1）につき約
40万円、2018年3月下旬の翌日から同年9月
下旬（返却日）までの約180日間（⇒2）につき
約40万円（合計約80万円）となる。
そして、2017年9月下旬の貸出期間満了日

の翌日から2018年3月下旬までの損害金につ
き遅延損害金の支払いを求めるが、その利率は、
民法所定の年5分の限度で認めるのが相当であ
る。なおXは、2018年3月中旬に、Yに損害
金の支払いにつき催告している。
4　過失相殺　　
Yと店長Bの間で鍵の紛失をめぐって当人間で

のやりとりを阻害するような言動が交わされた
としても、別の従業員が対応して本件車両の返却
に伴う手続きをすれば足り、かつそれが可能で
あった。また、ほかにXの責めに帰すべき事情は
認められず、過失相殺の主張は理由がない。

1　賃借物の返還義務　
賃借人は、賃貸借契約が終了すれば、賃借物

の返還義務を負うことになる（民法601条）。
本件では、返還場所は、借りたA店に返還する
いわゆる「持参債務」であった。
したがって、Yは本件車両をA店に持参して

引き渡す必要があり、一方的に場所を指定して、
そこにXに取りに来るように求めることは、履
行はもちろん提供（民法492条）にもならない。
口頭の提供でよい場合が認められているが（民
法493条ただし書）、本件では、A店には店長
BがいるのでA店に返還しに行きたくないとい

解　説
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暮らしの判例

は、問題の条項自体に具体的金額が定まっておら
ず別のいわば孫約款・細則に規定されている場
合に、それらについては合意がされていないこ
とから、組入れ合意を否定するという、従前問題
とされたことのない事例についての判決である。
ただし、本判決が、いわば孫約款・細則につ

いて、組入れ合意がないから合意内容になるこ
とを否定したのか、それとも、組入れ合意はこ
こにも及ぶが、その書面交付がないので組入れ
合意の要件を満たさないと判断したのか、この
点は明確ではない。この点は、改正民法の解釈
においても依然として残される問題である。
3　改正民法ではどうなるか
（1）組入れ合意が必要

本件事例は、改正民法ではどう扱われるので
あろうか。この点、民法548条の2第1項1号
の「定型約款を契約内容とする旨の合意をした」
という要件の解釈にかかってくる。
定型約款は契約内容を定めているというだけ

でなく、契約当事者が「契約内容とする旨の合
意」をしたことが必要である。本件では、貸渡
約款、レンタカー規約については組入れ合意が
されているが、「超過料金」を規定した別個の本
件冊子は、レ点をつけた組入れ合意の対象には
なっていない。では、合意がされた定型約款の
みが組み入れの効力が認められ、その約款にさ
らに孫約款・細則に委ねる条項（以下、準拠条項）
がある場合に、孫約款・細則については組入れ
合意の効力が及ばないのであろうか。
（2）組入れ合意の要件
（a）開示は不要

契約に組み入れる定型約款については、事前
に定型約款を開示することは必要ではなく、求
められたならば開示をする必要があるに過ぎな
い（改正民法548条の3）。そうすると、本件冊
子の交付をしなかったというだけでは、改正民
法では組入れ合意は否定されない。
（b）�孫約款・細則に委ねる条項まで組入れ合意

の対象か
問題は組入れ合意自体の要件充足であり、抽

象的・一般的に定型約款の規律を受けるという
組入れ合意でよいのであろうか。もしそれが認
められず、具体的に特定して定型約款の組入れ
合意をしなければならないとしても、さらにそ
の約款の中に準拠条項があって、別個の孫約款・
細則によるという条項がある場合、その準拠条
項につき合意したものとみなされるので、組入
れ合意は元約款だけを合意しておけばよいので
あろうか。もしそう考えると、準拠条項をあれ
これ置くことにより、細かな細則については別
個に組入れ合意を不要とできることになる。
（c）今後の解釈に任される

確かに事業者側としては、追加料金のように
臨機応変に変更の可能性がある事項について
は、細則に委ねる必要性は高い。その一方で、
準拠条項を多用することで、合意の対象となる
定型約款が形骸化されるという危惧がある。開
示を必要とすれば、孫約款・細則も含めて開示
したもののみが組入れ合意が認められるので問
題ないが、改正民法は約款の開示を不要とした
がために、準拠条項を含んだ基本約款のみの組
入れ合意で足りると考える余地がある。
（3）本件の改正民法での扱い

改正民法548条の2第1項1号の解釈として
は、（2）（c）に示したいずれの解釈も可能であ
る。そのため、本件は、改正民法の下では、本
判決と同じ結論が出されるとは限らず、組み入
れを認める判決が出される可能性も高い。今後
の判例を見守る必要がある。

参考判例

①  大審院大正4年12月24日判決（『民録』21輯
しゅう

2182ページ）
②  最高裁昭和62年2月20日判決（『民集』41巻

1号159ページ）
③  最高裁平成 5 年 3 月 30 日判決（『民集』47 巻 

4号3262ページ）
④  最高裁平成15年2月28日判決（『集民』209号

143ページ）
⑤  最高裁平成17年12月16日判決（『集民』218

号1239ページ）
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（1）	資金移動業
資金移動業は、銀行等以外の者が為替取引を

業として行うものです（法2条2項）。為替取引と
は、現金輸送によらない資金の移動（送金）です。
順為替、逆為替、内国為替（国内送金）、外国為替

（外国送金）、円建て、外貨建てが含まれます。
送金方法は、①送金者が営業店に現金を持ち

込んで送金を依頼し、受取人が別の営業店で現
金を受け取る方法 ②ウェブサイト等で開設さ
れた顧客のアカウントの間で資金を移動させる
方法 ③資金を受け入れて発行されたカード・
証書を保有・持参する者に支払いを行う方法な
どがあります。
（2）	資金移動業者としての登録

資金移動業を行うには、資金移動業者として
の登録が必要です（法37条）。資金移動業者は、
業務範囲に制限がないので、為替取引以外の業
務と兼業することができます。また、第三者に
資金移動業務を委託することも可能です。

送金者から受取人への資金の移動が、確実に
行われる必要があることから、登録の要件とし
て、資金移動業を適正かつ確実に遂行するため
に必要な財産的基礎、資金移動業を適正かつ確
実に遂行する体制整備、法令順守のために必要
な体制整備等が求められます（法40条）。
（3）	利用者資金の保全

資金移動業者は、送金者から資金を受け入れ、
受取人に払い出すまでの間、利用者の資金を保
有します。資金移動業者が利用者資金をほかに

資金移動業の規制の
趣旨と概要

流用するなどして、利用者に資金を払い出すこ
とができなくなる事態が生じないよう、利用者
資金の保全制度が整備されています。

すなわち、資金移動業者は、為替取引に関し
利用者から受け入れた資金（未達債務）の額を各
営業日ごとに計算し、これに一定の費用を加え
た額（要履行保証額）について、1週間ごとの最
高額（要供託額）を求め、その額以上の履行保証
金を 1 週間以内に保全しなければなりません

（現行法。2020年6月改正［以下、改正法］は次
回で述べる）。保全方法としては、供託（法43条）
のほか、履行保証金保全契約（法44条）、履行保
証金信託契約（法45条）によることもできます。
（4）	利用者保護のための規制

資金移動業者には、情報の安全管理（法 49
条）、委託先に対する指導（法50条）、利用者の
保護等に関する措置（法51条）が求められます。
また、指定資金移動業務紛争解決機関との契約
締結義務等（法51条の2）が課せられます。
（5）	改正概要

現行法の概要は前述のとおりですが、改正法
も含めた規制の概要は、表1のとおりです。

（1）	概　要
「収納代行」は、代金の受取人（債権者）から委

託を受け、支払う側（債務者）から代金を回収す
る行為です。2009年の資金決済法制定時は、制
度整備の要否について意見が分かれ、特段の規
定は設けられませんでした。改正法では、所定
の要件を満たす場合は資金決済法の規制対象で
あることが、明確化されます。

収納代行への対応
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（2）		収納代行に規制が	
及ぼされない理由

収納代行が資金決済法制
定時に必ずしも資金決済法
の規制対象とされなかったの
は、収納代行が法律的には

「代理受領」として行われて
きたことによります。収納
代行業者は、債権者の「代理
人」として債務者から代金を
受け取ります。代理人なの
で、その時点で法的に支払
いの効力が生じることにな
り、たとえ収納代行業者が債権者に代金を渡さ
ないまま倒産しても、債務者が二重の支払いを
求められることはありません。

資金決済法は、資金移動業者が利用者の資金
を保有する関係が生じるため、資金を供託させ
るなどして利用者の保護を図っていますが、代
理受領では債務者の資金を保有する関係は生じ
ないので、制度整備は必ずしも必要ないとされ
ました。代理受領では、収納代行業者は、債権
者に受け渡す資金を保有することになります
が、資金決済法が制定された約 10 年前は、債
権者は事業者や自治体であり、債権者側の保護
の必要性はあまり重要視されませんでした。
（3）	この10年間に登場した新しいサービス

ところが、この 10 年間に債権者が一般消費
者である新しいサービスが提供されるようにな
りました。「割り勘」アプリ型のサービスや、フ
リマアプリやインターネットオークション等で
用いられるエスクローサービス＊1等です。

利用者保護の観点からは、収納代行に広く規
制を及ぼすことが望ましく、特に、債権者が一
般消費者である場合、その必要性も認められま
す。他方、将来、収納代行の形式をとる新たな
サービスが生まれる可能性を指摘する意見もあ

りました。事業者にとっては、利用者資金の保
全による資金拘束や、犯罪収益移転防止法（犯
収法）の本人確認（取引時確認）の必要がなけれ
ば参入しやすくなります。そこで、今後も動向
を注視し、各サービスの機能や実態に着目した
うえで、規制の必要性を判断していくという基
本的考えを確認しつつ、今回の法改正では、収
納代行のうち受取人が個人である「割り勘アプ
リ」等が規制対象であることを明確化し、エス
クローサービス等は直ちに制度整備を図ること
はしないこととしました＊2。
（4）		改正法で規制対象と明確化される収納

代行（改正法2条の2・改正府令1条の2）
規制対象と明確化されるものは、①受取人か

らの委託等により、②債務者から弁済として資
金を受け入れ、③受取人に資金を移動させる行
為であり、④受取人が個人（事業としてまたは
事業のための受け取りを除く）であり、⑤府令
の要件に該当する行為です（改正法 2 条の 2）。
この要件を満たすものは「為替取引」に該当し、

「割り勘アプリ」等も含まれます（表2）。
①～③は「資金の受取人からの依頼による送

金」を要件化したものです。このうち、①は、
受取人からの委託によるもののほか、債権譲受

＊1  フリマアプリ等において、販売者（債権者）と購入者（債務者）の間に入り、販売者から代理受領の委託を受けて、購入者から商品代金の支払いを
受けてこれを一時的に保管し、購入者が商品を受領したことを確認した後で、販売者に商品代金を受け渡すしくみのこと

＊2  金融審議会「決済法制及び仲介法制に関するワーキング・グループ」報告18ページ

概　要 現行法 改正法 改正箇所

参入規制（登録制） 37条～41条 37条～41条
38条、40条の２（新
設）、41条

名義貸しの禁止 42条 42条 ー

履行保証金の供託 43条～48条 43条～48条
43条～45条、45条
の２（新設）、47条

履行保証金の供託等にかかる特例 ー 58条の2 （新設）
情報の安全管理 49条 49条 ー
委託先に対する指導 50条 50条 ー
利用者の保護に関する措置 51条 51条 51条
為替取引に関し負担する債務の制限 ー 51条の2、51条の3 （新設）

指定紛争解決機関との契約締結義務 51条の2 51条の4
51条の2、51条の3
新設による繰り下げ

帳簿書類の作成・保存 52条 52条 ー
報告書の作成・提出 53条 53条 53条
立入検査等・業務改善命令等 54条～58条 54条～58条 56条

表1 資金移動業に関する規制概要（現行法、改正法）
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やこれに類する方法
による場合も規制対
象に含まれます。②
は、債務者から支払
いの委託を受けた者
等からの弁済や、ほ
かの者に資金を受け
入れさせる場合も規
制対象に含まれます。
④は、受取人が法人
や団体である場合、事業としてまたは事業のた
めに送金を受ける個人である場合を、規制対象
と明確化にする範囲から除く趣旨です。

⑤の府令の要件は、次のいずれかに該当する
ものです（改正府令1条の2）。
ⅰ.  債務者からの資金受け入れまでに債務が消

滅しないもの（1号）
 →  代理受領（または同様の法的効果のあるも

の）でないものです＊3。
ⅱ.  貸付債権の債権回収のための資金移動（2号）
ⅲ.  （イ）債務者に対する商品やサービスの提供

に先立ってまたは同時に資金を受け入れた
後に受取人に資金を移動するものでない、
かつ、（ロ）債権発生原因契約の成立に不可
欠な関与を行い、資金を受け入れ、受取人
の同意のもとに資金を移動するものでない
もの（3号）

 →  エスクローサービスでないものが規制対象

となることを明らかにする趣旨です。
ⅲを整理すると表3の下表のとおりです。

（5）	改正法2条の2以外の収納代行
受取人が事業者である代理受領や、二重払い

のおそれのないエスクローサービスは、多くの
場合、規制対象外と扱われると考えられます。

もっとも、改正法 2 条の 2・改正府令 1 条の
2 は、「要件に該当するものが為替取引に該当
すること」を確認するものであり、「当該要件に
該当しない行為が為替取引に該当しないこと」
を意味するものではありません＊4。要件に該当
しない行為が為替取引に該当するかは、取引内
容等に応じ、最終的には個別具体的に判断され
ます（金融庁 事務ガイドライン 第三分冊 資金
移動業者関係Ⅰ－２）。

資金決済法制定時、収納代行について「制度
整備を行わないことは、利用者保護が十分であ
ることを意味するものではなく、収納代行サー

＊3  したがって、あらかじめ作成したアカウントへ金銭を受け入れる行為は、為替取引に該当する
＊4  「収納代行については、継続して実態把握に努め、利用者保護の観点から制度整備や規制の在り方について、引き続き検討を行うこと。また、

改正資金決済法第二条の二の要件に該当しない場合であっても、為替取引に該当するときには、資金移動業の登録が必要となることを周知する
こと」（第201回国会 衆議院財務金融委員会・附帯決議）

改正法2条の２の要件 規制対象

①受取人からの委託等により、
②債務者から弁済として�
　資金を受け入れ、
③受取人に資金を移動させる行為

受取人が事業者 ー

④受取人が個人
（事業としてまたは
事業のための受け取
りを除く）

⑤改正府令1条の２の要件（1号～ 3号のいずれかに該当すれば規制対象）

○

（1号）債務者からの資金受け入れまでに債務が消滅しない
（2号）貸付債権の債権回収のための資金移動
（3号）
（イ）�債務者に対する商品やサービスの提供に先立ってまたは同時に資金を

受け入れた後に受取人に資金を移動するものではない
かつ、
（ロ）�売買などの債権発生原因契約の成立に不可欠な関与を行い、資金を受

け入れ、受取人の同意のもとに資金を移動するものではない
1号～３号に当てはまらないもの ー

表2 改正法で規制対象であることが明確化される収納代行

要件①受取人からの委託等により、
②債務者から弁済として資金を受け入れ、
③受取人に資金を移動させる行為であり、
④受取人が個人（個人事業者を除く）で、
⑤債務者からの資金受け入れまでに債務が消滅するもの（1号に該当しない）

→①～⑤の要件を満たす行為の3号の該当性
売買などの債権発生原因契約の成立に不
可欠な関与を行い、資金を受け入れ、受
取人の同意のもとに資金を移動するもの

左記に当てはまらないもの
→3号（ロ）

債務者に対する商品やサービスの提供
に先立ってまたは同時に資金を受け入
れた後に受取人に資金を移動するもの

×3号に該当せず
（例：フリマアプリやインターネットオー
クション提供業者のエスクローサービス）

×3号に該当せず

上記に当てはまらないもの
→3号（イ） ×3号に該当せず ○3号に該当

→規制対象

表3 改正府令1条の２(3号)の該当性



誌上法学講座

2021.3
国民生活

40

ビス等が銀行法への抵触の疑義がないことを意
味するものでもない」とされ、「資金移動の登録
を行うことで、為替取引に該当するかどうかの
解釈にかかわらず、サービスを安定的に行うこ
とが可能となる」＊5とされました。この理

ことわり

は、
改正法でも変わらないと考えられます＊6。資金
決済法の規制対象でない収納代行は、利用者保
護の点で脆

ぜい

弱
じゃく

な面があることは否定できませ
ん。また、悪質加盟店の決済手段に用いられや
すい面があり、利用者はこうした点に留意が必
要です。将来的には、同一の機能・同一のリス
クには同一のルールを適用する規制の横断化が
望まれます＊7。

（1）	犯罪収益移転防止法上の本人確認
犯罪収益移転防止法（犯収法）は、本来マネー

ロンダリングを防ぐためのものですが、同法に
よる本人確認は、不正利用の防止や、決済の原
因となる売買契約等に問題があった場合、取引
の相手方を特定することに役立ちます。

犯収法上、資金移動業者は、① 10 万円以上
の送金・受け取り、または、②送金を継続的に
または反復して行う契約を結ぶときに、本人確
認等の「取引時確認」を行うことが求められます

（犯収法4条1項、犯収法施行令7条1項1号ツ・
ナ）。利用者がアカウントを設定して契約を開
始する場合は②に該当します。

取引時確認（本人確認等）は、利用者が個人の
場合、運転免許証等の本人確認書類により、氏
名、住居、生年月日を確認するとともに、利用
者の申告により取引目的・職業を確認する必要

資金移動業と本人確認
（犯罪収益移転防止法）

があります（犯収法4条1項、犯収法施行規則6
条～12条）。ただし、当該資金移動業者が過去
に取引時確認済みの顧客や、資金移動業の委託
先が他の取引時に既に取引時確認を行った顧客
は、一定の要件を充足する場合、通常の取引時
確認を行う必要はありません（取引時確認の省
略。犯収法4条3項、犯収法施行令13条）。

また、口座振替やクレジットカード決済の場
合、当該顧客について、銀行やクレジットカー
ド会社が過去に取引時確認を行い、確認記録を
保存していることを確認する方法により、取引
時確認を行うことが認められます（確認方法の
特例。犯収法施行規則13条１項）。2020年9月
に不正出金が問題となったドコモ口座＊8では、
この方法が取られていました。問題の発生を受
けて、この方法を取る場合の本人確認をより実
効的なものとする措置（下表）が取られます＊9。

（2）	複合的サービスと本人確認
キャッシュレス決済業者の中には、電子マ

ネー等の前払式支払手段と資金移動サービスの
双方を提供する事業者もいます。前払式支払手
段には犯収法上の取引時確認義務は課されてい
ないので、本人確認の手続き等を経ることなく
前払式支払手段のアカウントを開設できます。
その後、取引時確認を行い、送金サービス等が
利用できる資金移動アカウントに移行できると
いうサービス提供も行われています。

求められる対応

銀　行 ・実効的な多要素認証＊10の導入

資金移動業者

・銀行が実効的な多要素認証を導入しているこ
との確認

・資金移動業者の利用者と預金者の同一性の確
認（本人確認書類等により確認した利用者の情
報と、銀行が保有する情報を照合）

＊5  高橋康文編著『逐条解説 資金決済法』（2010年1月）141ページ
＊6  改正法における第三種資金移動業（5万円以下の送金）では、分別管理預金による利用者資金の保全が認められるところ、収納代行業者が登録業

者となるハードルは低くなるとも考えられる
＊7  金融審議会 金融制度スタディ・グループ「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫」8ページ
＊8  悪意のある第三者が不正に入手した消費者の銀行の口座情報をもとに、当該消費者の名義で資金移動サービスである「ドコモ口座」のアカウント

を開設し、銀行口座からドコモ口座のアカウントへ預金をチャージし、不正な出金が行われた
＊9  金融庁「事務ガイドライン（第三分冊：金融会社関係）」、「『主要行等向けの総合的な監督指針』等の一部改正（案）」（2020年12月25日）
＊10  固定のIDやパスワードなど利用者が知っていること（知識情報）、ICキャッシュカード等利用者が持っているもの（所持情報）、指紋等の利用者

の特徴（生体情報）の3要素のうち、2つ以上を組み合わせた認証方法
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お住まいの自治体の相談窓口

☎188にご相談を！

困った時は、
消費者ホットライン

最寄りの相談窓口に
電話がつながります

い や や

トラブル防止のため、未成年の子ども
に届く宅配物に気を配りましょう。トラ
ブルにあったら、解約の申し出の手助
けや消費生活センターへの相談などを
しっかりサポートすることが重要です。

最終確認画面には、取引における基本的な事項が表示されています。
誤認させる表示により申込みをした消費者は契約を取り消せる可能性があります。

2022年４月１日に成年年齢が18歳に引き
下げられました。18歳になってから結ん
だ契約は未成年者取消ができません。
なお、未成年なのに「成人である」「親の
同意を得ている」と偽って申し込んだ契
約は取り消せないことがあります。

ポチっと通販のトラブル回避術

販売サイトで「初回100円」
「初回送料のみ」の文字が
目立っていても、離れたとこ
ろに小さく「定期購入が条
件」などの表示があり、思っ
ていたより高額な請求を受
ける。２回目以降の支払い
が高額なことも！

1お試しか定期購入か
よく確認を！

未成年なのに「成人である」
とか、親（保護者）の同意が
ないのに「同意を得ている」
とうそをついて申し込まな
い。利用規約を見ないで
「同意する」などの
チェックボックスに
チェックしない。

2契約前に親に
相談しよう

「解約は電話のみ」「いつで
も解約可能」などと書かれて
いても電話がつながらない
ことも。解約や返品の条件
の表示がなければ商品が届
いて８日間は送料負担で返
品できる。なお、通信販売に
は、クーリング・オフはない。

3解約・返品の条件を
しっかり確認　

販売サイトの表示や申込
みの最終確認画面など、
契約内容がわかるものは
スクリーンショットを
撮る。業者とのやり取
り（電話の履歴やメ
モ、メール、ＳＮＳ）も
併せて保存しておく。

4商品をどのような販売条件で購入したのか
契約内容を記録しよう

トラブルになったら、消費生活センター188に相談！ 

保護者の方へ
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 ●消費生活相談業務に携わる方、消費生活相談員の資格取得を 

  めざす方におすすめです。 

絶賛発売中です。                                                                                   

◆購入についてのお問い合わせ先◆                    

  独立行政法人国民生活センター 広報部地方支援課販売担当 

                            電話：０３－３４４３－６２１５ 
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