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1 モノの所有から利用へと変わる消費
久我 尚子

Kuga Naoko ニッセイ基礎研究所

生活研究部

主任研究員

2001 年 NTTドコモ入社。2010 年より現所属。専門は消費者行動。著書に『若者は
本当にお金がないのか ? 統計データが語る意外な真実』( 光文社新書、2014 年 ) 等。

モノの所有から利用へ

モノを「買えなくなった」

新元号令和が発表され、いよいよ平成の終わ

バブル期は、高額なモノや高級ブランドを持

りまでカウントダウンに入りました。平成の初

つことがステータスで、モノの所有欲も高い時

めと現在では消費行動が大きく変わりました。

代でした。収入は年齢とともに上がっていくも

モノの「所有」から「利用」へという変化が進

のであり、新入社員でもローンを組んで新車を

んでいます。また、この変化には少なくとも３

購入したという逸話も耳にしたこともありま

つの要素が混ざっているようです。

す。しかし、バブルは崩壊し、その後、長らく

１つ目は、主に経済的な理由からこれまでの

景気低迷の時期が続きました。この失われた

ようにモノを「買えなくなった」ということで

10 年、20 年の間に大きく変わったのは若者

す。節約志向が強まり、レンタルサービスやシェ

の経済環境です。

アリング・サービスなどを活用して、所有する

景気低迷が続くなかで企業が新入社員の採用

のではなく必要な時だけ利用したいという消費

を絞ったために、非正規雇用の不安定な立場で

者も増えているようです。

働く若者が増えました。平成の初めと比べて現

２つ目は、消費社会が成熟化して安くて良い

在では、25 ～ 34 歳の男性の非正規雇用者率

モノがあふれるようになるなかで、これまでほ

は５倍にも膨らんでいます（図１）。特に男性

ど高いお金を出して「買わなくてもすむ」よう

では、年齢とともに正規雇用者と非正規雇用

になったことが挙げられます。消費者の価値観

図 1 雇用者に占める非正規雇用者の割合の推移（男性）

も変わり、高いお金を出すことが必ずしもス
テータスではなくなったために、無理して「買
わなくてもすむ」ようになったという側面もあ

（％）

20

25〜34歳
35〜44歳
45〜54歳

15

るでしょう。
３つ目は、モノよりも「サービス（コト）を
買うようになった」ために、お金をかける対象
や買い物をする場所も変わったという変化が挙
げられます。これから、それぞれの社会背景や
消費者の変化についてみていきましょう。

10

5

0

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017（年）

国民生活 2019. ４ 1

（資料）総務省「労働力調査」より筆者作成

変わる消費生活－所有から利用へ－

特集

特集１

モノの所有から利用へと変わる消費

なモノでもなければ、モノを簡単に「買えなく

図 2 雇用形態別・年齢別にみた平均年収

なった」のではないでしょうか。

（万円）
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になった
経済状況は厳しいはずなのに生活満足度が
高いことが今の若者の特徴です。20 歳代の生
活満足度は８割を超えています（図４）。なお、
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（資料）厚生労働省「平成 29 年賃金構造基本統計調査」より筆者作成

時系列でみても、今の 20 歳代の生活満足度は
過去の 20 歳代と比べて上昇しています。
この背景には何があるのでしょうか。１つは、

者の年収の差は大きく開いていきます（図２）。

デフレの進行や流通環境の進化によって消費社

40 歳代後半ともなれば正規雇用者の年収は非

会が成熟化し、お金をかけなくても消費生活を

正規雇用者の２倍を超えますが、非正規雇用者

楽しめるようになったことがあるでしょう。

では、なかなか年収 300 万円を上回ることが

例えば、ファッションについてみると、バブ
ル期は、流行のモノや品質の高いモノを楽しむ

できません。
では正規雇用者であれば安泰かというと、そ

ためにはお金をかける必要がありました。しか

ういうわけでもありません。大学卒・大学院

し、2000 年頃からユニクロに代表されるよう

卒の正規雇用者の男性の賃金カーブを見ると、

なファスト・ファッションが台頭し始め、消費

10 年前と比べて 30 ～ 40 歳代で年収が伸び

者の選択の幅が広がりました。

ずにフラット化するようになりました（図３）。

良いモノ＝高いモノという図式が必ずしも成

この 30 歳代後半から 40 歳代の 15 年間で手

り立たなくなり、お金をかけることが必ずしも

にする収入は、およそ１千万円も減っています。

ステータスではなくなりました。その結果、モ

若い世代ほど大学卒が増えて初任給は増加傾

ノを所有する意義も薄れ、モノの所有欲も弱

向にあり、新卒の待遇は良くなっています。し

まっていったのではないでしょうか。同様のこ

かし、そもそも不安定な立場で働く若者が増え

とが、技術革新で価格下落が著しい家電製品の

ていますし、正規雇用者でも将来的に収入が増

ほか、格安航空券や LCC が登場した旅行につ

えていくという明るい見通しは立ちにくい状況

いても言えるのではないでしょうか。

です。さらに、少子高齢化による社会保障不安

また、相次ぐ災害や温暖化などの地球規模の

もあります。このようななかでは、節約志向が

環境問題も生じるなかで、近年、消費者全体で

強まることは自然なことでしょう。よほど必要

社会貢献意識やエコ意識が高まっています（内

図 3 大卒・大学院卒の賃金カーブの変化（男性）
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図 4 年代別にみた現在の生活における満足度
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（資料）厚生労働省「平成 29 年賃金構造基本統計調査」より筆者作成
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閣府「社会意識に関する世論調査」＊１ など）。

総務省「家計調査」の二人以上世帯の消費支

このようななかで、モノを無駄に買うよりも、

出額を 1990 年＝ 100 として指数化すると、

必要なモノだけ持つようなミニマリストのほう

「住居費などを除く総合」は 2017 年で 91.9

がかっこいいという価値観へと変わっているの

であるのに対して、「被服及び履物」は 49.5

ではないでしょうか。

へと半減し、「交通・通信」は 161.9 へと大幅
に増えています（図５）。

情報はタダの時代

今、インフレ気味なのが教育市場です。少子

モノを「買わなくてもすむようになった」背

化で子どものいる世帯数が減っているために、

景として、情報通信技術の進化も挙げられます。

全体でみれば世帯当たりの教育費が増えている

1998 年では１割でしかなかったインターネッ

わけではありません。しかし、子育て世帯に限

ト普及率は、今や９割となりました（総務省「通

定してみると、2000 年以降、可処分所得は減

信利用動向調査」

）。ショルダーフォンから

少しているにもかかわらず、教育費は増えてい

始まった携帯電話は、30 年の時を経て手のひ

ます。共働き世帯が増えることで、月 10 万円

らサイズのスマートフォン（スマホ）へと進化

を超えるような小学生の習い事付きの学童クラ

しました。物心ついた頃からパソコンやケータ

ブや、１回約５千円の習い事送迎タクシーが高

イが身近にあり、SNS やタブレットにも慣れ

額にもかかわらず、予約を受け切れないほどの

親しんで育ったデジタルネイティブにとって

人気とも聞きます。また、少子化で限られた子

は、情報もゲームもアプリもすべて無料で楽し

どもに対する祖父母の孫消費も活気づいている

むことができるモノです。モノを「買わなくて

ようです。

＊２

すむ」、そして、お金を使わなくても楽しめる

また、若い世代ほどモノを買うことよりもコ

という消費態度に拍車がかかったのではないで

ト消費への意欲が高い傾向もあります。消費者

しょうか。

庁「平成 28 年度消費者意識基本調査」＊３によ

ネットやスマホが消費者に浸透することで情

ると、現在お金をかけているもののうち、「ス

報の流れも変わりました。いつでもどこでも誰

ポーツ観戦・映画・コンサート鑑賞」の割合は、

でも情報を得ることができ、発信することもで

15 ～ 19 歳で 34.6％、20 歳代で 26.6％です

きる世の中になることで、情報の流れはタテか

が、30 歳代以上では 13 ～ 15％程度です。

らヨコへと変わりました。かつては多くの情報
を握るマスメディアから、情報をあまり持たな
い一般生活者へというように、情報量の多いと
ころから少ないところへと、情報はタテに流れ
ていました。それが今では SNS でつながる友
人や知人など、自分が選んだヨコの流れへと変

平成の 30 年で、家計の消費構造は大きく変
図 5 二人以上世帯の消費水準指数の推移
（世帯人員及び世帯主の年齢分布調整済、1990 年＝100）
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https://survey.gov-online.go.jp/index-sha.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
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化し、ファッションなどのモノが減り、通信や

きるだけお金をかけたくないという消費者の思

教育、レジャーなどのサービス（コト）が増え

いを簡単に実現できるようになりました。
シェア経済で興味深いことの１つに、消費者

ています。
流通サービスが進化することで、消費者がモ

の社会貢献意識が現れていることがあります。

ノを買う場所も変わりました。小売業の業態別

経済産業省「平成 28 年度電子商取引に関する

売上高を見ると、百貨店の売上高が大きく減る

市場調査」＊４ などを見ると、フリマアプリを

一方、1990 年代後半からスーパーが、2000

利用する側の理由として最も多いのは「捨てる

年代に入るとコンビニエンスストアが、近年

のがもったいないから」です。また、
「物の有

ではＥコマースが著しく増えています（図６）。

効活用をしたいから」なども上位に挙がってい

さらに、足元ではネットを介したシェアリン

ます。自分にとって必要のなくなったモノでも

グ・エコノミー（シェア経済）の流れもあり、

使えるモノを捨ててしまうのは罪悪感がある、

ネット通販は BtoC（事業者から消費者）から

でも、誰かの役に立てれば嬉しい、ということ

CtoC（消費者から消費者）へのシフトもみら

なのでしょう。

れます。

また、買う側の理由は「安く買えるから」が
１位ですが、
「掘り出しものがあるから」や「お

シェア経済で加速、「所有」から
「利用」へ

店に売ってないものがあるから」などが続きま
す。消費者はシェアすることに新たな価値を見

シェア経済は、モノの「所有」から「利用」

いだしています。

へという流れを加速させています。フリマアプ

これから多方面でシェア化が進むことで、既

リや民泊などのシェアリング・サービスの登場

存のモノ作り産業は少なからず打撃を受けるで

によって、瞬時に不特定多数の個人がつながる

しょう。実際に、従来のようにモノを売るだ

ことで、今、誰が何を持っていて誰が何を求め

けでは消費者をつかめなくなっているために、

ているのかという情報が可視化されるようにな

カーシェアへ参入する自動車メーカーが増えて

りました。これまで事業者が提供してきたモノ

います。

やサービスを消費者同士が直接やり取りできる

シェア経済は日本のモノづくり産業を縮小さ

ようになり、無駄にモノを所有したくない、で

せるという、とかくネガティブな面に注目され
がちです。しかし、シェアでつながる社会では

図 6 小売業の業態別売上高の推移
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みを活用すれば、人手不足の解消にもなるで

8

しょう。これらは地方創生に直結し、本当の意

い
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（資料）経済産業省「商業動態統計」、Ｅコマースは「平成 29 年
度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電
子商取引に関する市場調査）」より筆者作成

＊4

ても、シェアといかに共存し、いかに付加価値
を生み出していくかが、これからの重要なポイ
ントです。

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h28report2.pdf
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2 なぜ広がるサブスクリプションサービス
谷守 正行

Tanimori Masayuki 専修大学商学部

准教授

都市銀行・大手 IT 会社・大手監査法人を経て 2014 年より現職。一貫してサー
ビスと管理会計の研究が専門。博士（経営学）。著書に『金融機関のためのマネ
ジメント・アカウンティング』
（同文舘出版）、
『地域金融機関の経営・収益管理』
（中央経済社）など。

サブスクリプションのしくみと
事業への適用

図

サブスクリプションのしくみ

商品／製品A

消費者

サブスクリプションとは、従来から新聞購読
や牛乳配達のような「定期購入」の意味で使わ
れていました。ところが、最近では音楽・映像
の配信サービスやソフトウェアの月額利用など

商品／製品B
商品／製品C
…商品／製品N

の「一定期間内の定額利用」の意味に変わって
います。

サブスクリプション
製品の選択や
組み合わせは自由

サブスクリプションによるサービスを一言で

レンタルやリース
特定の商品または
製品が対象

いえば、契約期間内であれば「いつでも好きな
時に、好きなものを、好きなだけ自由に利用で

大変適したサービスのしくみでした。

きる」というものです。ソフトウェアや音楽・

一方、従来のレンタルやリースも所有権は移

映像などのデジタル・コンテンツを利用する際

転しませんが、その契約の対象は商品や製品

には、今ではサブスクリプションサービスが一

です。例えば、図の商品／製品のうちどれか 1

般的です。

つが特定されて契約されることになります。対

最近ではデジタル・コンテンツだけでなく、

して、サブスクリプションでは同様のサービス

自動車、家電、家具、タイヤ、化粧品、洋服、

を実行する商品や製品であればどれでも構わな

腕時計などさまざまな業界にサブスクリプショ

いことになります。すなわち、サブスクリプショ

ン化の波が押し寄せています。どうして、デジ

ンサービスは、商品や製品を特定する必要がな

タル・コンテンツだけでなく、目に見える製品

く、複数のサービスから選択したり、組み合わ

までがサブスクリプション化されるようになっ

せて自由にパッケージ化したりできるしくみと

たのでしょうか。そもそもこれまでのレンタル

いえます。

やリースとどこが違うのでしょうか。サブス

したがって、サブスクリプションのしくみに

クリプションのしくみを図で整理してみましょ

よれば、製品は単なる「モノ」ではなく、その

う。

製品を使うことで体験できるさまざまな「機能

図のとおり、サブスクリプション契約は消費

のサービス化」が行われることになります。そ

者に所有権を移転せずに、一定期間利用する権

のため、デジタル・コンテンツに限らず、あら

利のみを与えるものです。そのため、形のある

ゆる商品や製品に適用されるようになりまし

モノが存在しないソフトウェアや音楽などのデ

た。

ジタル・コンテンツにとっては、同時に進展し

さらに、製品の場合には販売の前後にある付

つつあったクラウドコンピューティング技術に

随的なサービスも一体化して提供できます。例
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なぜ広がるサブスクリプションサービス

えば、製品とその保守をサブスクリプション

容易になります。

サービスとして一体化することによって、事業

また、サブスクリプションによって事業者は

者は消費者を長くつなぎ留めることができま

大事な顧客を継続的にロックイン（囲い込み）

す。

できるようになります。一見客を頻繁に利用す

いちげん

る常連客に変えられることでもあります。この

サブスクリプションによる
事業者収益と消費者価値

点は営業面でかなり大きなメリットといえます。
さらにいえば、事業者にとって消費者と常時

サブスクリプションによる事業者にとっての

継続的な関係が構築できるメリットは短期的な

収益（事業者収益）と消費者にとっての価値（消

安定収益に限りません。消費者と関係が構築さ

費者価値）は、表のように計算されます。

れることで、事業者はさまざまな情報を得るこ

式 A のとおり、サブスクリプション事業者

とができるので、継続的にサービスの向上に役

が収益を維持して増やしていくには、解約より

立てることができます。それによって、消費者

も多くの新規先を獲得しなければなりません。

の満足感がさらに高まり、関係維持や新たな契

そのためには、式 B の消費者価値を高めてい

約拡大にもつながります。
既に、定額の音楽・映像の配信サービスでは、

くことが求められます。
消費者価値を高めていくには、各サービスの

消費者それぞれの鑑賞する音楽・映像のタイト

価値を高めるか、サービスの種類を増やしてい

ル、歌手、出演者、監督、演奏者、そしてジャ

かなければなりません。もしくは、ブランド価

ンルなどが集計され分析されています。それを

値を維持して上げていくことも大切です。シス

基に同一の消費者や同世代の消費者などに対し

テム障害や顧客情報流出などがあった場合に

て、推奨の音楽・映像として実際に提供されて

は、途端にブランド価値が棄損して消費者価値

います。今後は AI（人工知能）が適用されて、

が大きく目減りします。

消費者それぞれの情報に基づく独創的なサービ

さらに、定期料金を下げることは、式 B の

ス提供が実現するでしょう。事業者は消費者自

とおり消費者価値を高める手段になり得ます

身も気がつかなかったような新たなサービスを

が、式 A の定期収益が減少することにもなり

提供できるようになります。

ます。それは「安かろう・悪かろう」のイメー
ジになりかねず、事業者にとってはブランド価

消費者側のメリットとデメリット

値が棄損する危険性があります。そのため、定

次に、消費者側のメリットは、何よりも使え

期料金のコントロールは慎重に検討しなければ

ば使うほど割安感が増すということです。いろ

なりません。

いろなサービスを試すこともできます。好きな
ように組み合わせて自分だけのサービスにする

事業者側のメリット

ことも可能です。初期費用がかからないだけで

事業者側のメリットといえば、なによりも収

なく、サービスをどれだけ多く使ったとしても

益が安定することです。製品販売ごとに売り上

それ以上の追加コストがかからないので、消費

げが計上されるのではなく、一定期間が経過す

者にとっては安定的に生活費を管理できます。

るごとに固定的に収益が上がるので、安定的に

その他、消費者は所有する必要がありません

経営を行うことができます。事業計画の作成も

ので、初期投資がほとんどかかりません。基本

表

サブスクリプションによる事業者収益と消費者価値

事業者収益＝既存定期収益－解約による逸失収益＋新規契約の定期収益 ･･･（式 A）
消費者価値＝（複数のサービス価値の合計＋ブランド価値）÷定期料金 ･･･（式 B）
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なぜ広がるサブスクリプションサービス

的には解約もいつでもできます。消費者は、所
有や処分にストレスを感じることなく、利用し

りません。
2 つ目に「顧客情報の安全な管理（情報セキュ
リティー）」が求められます。サブスクリプショ

て楽しむことだけに集中できます。
ただし、消費者にとって良いことばかりでも

ン事業者にとっての最大の利点ともいえるの

ありません。次の 3 つのデメリットがあります。

が、中長期継続的に顧客情報を蓄積してニーズ

第一に、利用期間が長くなると買い取りより

を把握して最適なサービスが提供できる点で
す。逆に、消費者を飽きさせずに引き留めるた

もコストが高くなる場合があります。
第二に、提供する事業者側の事情によって、

めに、顧客情報の分析は不可欠です。そうしな

サービスの内容変更・規模や機会の縮小・提供

ければ、時代とともに変化する消費者の期待や

停止や廃止などが行われる場合があります。

要求に対応できないサービスとなり、結果的に

さらに、3 つ目のデメリットはサブスクリプ

顧客は離れていきます。そのため、最大限安全

ション契約の更新時に、料金値上げのリスクが

な顧客情報管理が求められます。サブスクリプ

あります。消費者は、以上の点に注意しながら

ション事業者にとって、顧客情報流出などあっ

賢く利用する必要があります。

たら致命的です。
3 つ目は、消費者と事業者の「充実したコミュ

消費者が安心してサービスを利用
するための事業者側の課題

ニケーション」によって情報の非対称性を防ぐ

サブスクリプションは、消費者と事業者の信

目に見えないサービスの場合、消費者はサブス

頼関係によって成立します。そのため、消費者

クリプション契約をしていることを忘れてしま

が安心して利用できるようにするために、事業

うかもしれません。その場合、消費者は使わな

者には常に襟を正してサービスを行うことが求

くても料金を支払うことになり、あとで気がつ

められます。しかし、事業者にとっては毎月一

いた際になぜ事業者は教えてくれなかったのか

定の売り上げが固定的に上がることから、サー

と感じ、消費者は不信感を募らせることになり

ビスがルーズにならないとは言い切れません。

ます。それは、双方にとって好ましい状況であ

そこで、サブスクリプションサービスを提供
する事業者は、特に消費者ファーストで信頼関

ことです。特に、デジタル・コンテンツなどの

りません。
事業者側は利用されずに収益が上がって問題

係を維持しなければなりません。具体的には、

なしと考えてはなりません。それよりも、なぜ

事業者に求められる課題は次の 3 点です。

利用されないのかを分析するほうが重要です。

1 つは「サービスの品質」を絶対に落として

また、未利用の消費者とはコミュニケーション

はなりません。サブスクリプション契約が行わ

をとって利用を促すほうが信頼を高めます。結

れると、事業者側に定期的に収益が上がるため、

果的に消費者の信頼は高まり、解約リスクは減

コスト削減にのみ意識が向いて品質が悪くなる

少します。

危険性があります。そうならないように、常に

以上のとおり、事業者のサブスクリプション

品質を高めることが求められます。品質が低下

成功のための課題は、先義後利の理念をもとに

すれば、顧客はすぐに見抜いて即座に信頼関係

消費者ファーストで継続的に行えるかどうかで

は崩れるでしょう。一方、品質を維持している

す。つまり、消費者に対する誠実さによる信頼

つもりでも、消費者は競合他社のサービスに目

が最も重要です。それが、持続的で安定的な収

移りしたり、自社サービスに飽きてしまったり

益となって返ってくるというのがサブスクリプ

しかねません。そのためにも、事業者は常にサー

ションなのです。

ビスの品質を高め、消費者に飽きさせないよう
に適切な頻度で新サービスを提供しなければな
国民生活 2019. ４ 7
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ネット上でサブスクリプションサービスの
3 トラブルを避けるには

特 集

原田 由里

Harada Yuri 一般社団法人 EC ネットワーク理事

安心して利用できる E コマース市場をめざして活動。ネット関連の消費者相談
を受ける。講演、啓発教材・書籍への寄稿や、関係省庁研究会、業界団体等委
員などに参加。

ネット上には多種多様なサブスクリプション

インにて本人確認を行うため、パスワードを失

（定額制）サービスが存在しています。音楽や動

念すると、サービスが受けられない、退会がで

画、書籍等の配信サービスなどはサブスクリプ
ションになじみやすいのではないでしょうか。

きないといったトラブルにつながります。
パスワード失念時の代替手段や連絡方法は、

個々に購入するのに比べてお得感があります

サイトにより異なります。
ヘルプページなどで確

が、実際はそんなに使わなかったり、いざ解約

認しておいてください。電話口やメールでパス

しようとしても、手続きが分かりにくい、解約

ワードを直接教えてくれることはありません。

できないなどのトラブルにつながることがあり

なお、パスワード再発行には、事前に登録
し、送受信可能なメールアドレスが必要になる

ます。
内容によっては長期にわたる契約になります
ので、契約する際に確認する事項をトラブル事

ので、アドレス変更を行った場合は、会員情報
も必ず更新しておきましょう。
また、パスワードなどが第三者に知られると、

例とともにまとめました。
確認事項を押さえて上手に利用しましょう。

不正ログインやなりすましなどの被害にあう可
能性があります。カード番号が登録されている

パスワードの管理

場合は金銭被害につながります。
パスワードは使い回さずに、ログイン履歴や

事例１
（1）月額約1,000円で、サイト加盟店にて1日
1杯ドリンクがもらえるサービスに登録した。
しかし、パスワードを忘れてしまいログインで
きない。ログインしてあらかじめメニューを選

登録内容は定期的に確認しましょう。

連絡先の確認
事例２

ぶシステムであり、利用できないまま退会でき

携帯電話用の、壁紙取り放題・月額 500 円

ないと請求が続いてしまう。普通、パスワード

のサービスに 3 年ほど前に登録した。今、退

再設定の機能があるはずだが、そのような機能

会しようとするとエラーになる。退会方法を教

がない。サイトに連絡しても返事が来ない。

えてもらおうとメールを送ったが返事が来ず、

（2）動画配信サービスで、以前使っていたパ

電話はつながらない。月々の引き落としはずっ

スワードがエラーとなり、パスワードを教えて

と続いているので困っている。

ほしいと問い合わせたが返信が来ない。「秘密
の質問」もあるが忘れてしまった。購入した動
画もあるので何とか見たい。

長期にわたる契約を更新している間に、契約
先の事業者などと連絡が取れなくなっているこ
とがあります。連絡が取れなくても請求が続く

パスワードの失念に関するトラブルが多く

ことがありますので、契約時に必ず連絡先や連

なっています。ネット上の会員サービスはログ

絡手段を確認しておきましょう。事業者によっ
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ネット上でサブスクリプションサービスのトラブルを避けるには

ては電話対応をしないところもあります。
もし、請求先と連絡が取れなくなった場合は

自動更新の条件を確認
事例４

カード会社に相談してください。
また、サブスクリプション契約は、自ら積極

（1）10カ月前に、電子書籍の定額読み放題サ

的に退会等の手続きをしない限り自動更新され

イトで無料キャンペーンに登録した。無料期間

ることがありますが、少額の場合、契約してい

終了後、利用はしなかったが自動更新され、毎

ることすら忘れている人、パスワードを失念し、

月カードに1,000円程度の請求があることに気

そのまま放置している人も少なくありません。

づいた。そのサイトのログイン画面からは、電

これを機に、無駄な契約はないかどうか確認

子書籍の契約が継続となっていることが分かり

してみましょう。

にくく、登録したことを忘れていた。事業者に
連絡し返金を要求したが、過去10カ月のうち3

解約方法の確認

カ月分しか返金に応じられないという。

事例３

（2）会員登録し商品を購入しようとすると、「月

月額課金で聴き放題の音楽配信サービスに登

額会員サービスの無料体験を申し込む」という

録したが、自分の好きな分野が充実しておらず

ページに飛び、そのまま進むと無料体験に申し

解約した（つもりでいた）。しかし、実際は解

込むことになる。申し込みたくない場合は、別

約処理されておらず、カードから引き落とされ

のボタンをわざわざ選択してクリックしなけれ

た。解約方法が分かりにくく、引き落としや解

ばならない。無料期間を終えると数百円の料金

約についての連絡メールもない。

が毎月引かれることになる。私は知らずに進ん
でしまい、翌月請求されたことに気づいてすぐ

もしかすると、入会の失敗より、解約や退会
に失敗するほうが多いかもしれません。本人は

に事業者に連絡すると返金された。しかし、こ
の画面構成はいまだに変更されていない。

解約したつもりでも、正しい手続きが行われて
いない場合がありますので、不安な場合は放っ

サブスクリプション契約で、「○カ月間無料」

ておかずに、ログインして契約状況を確認した

といったサービスを行うことがありますが、入

り、サイトに連絡して確認しましょう。

会時にカード番号等、決済手段が先に登録され

スマホアプリにて、アプリストア経由で決済

ているものは、無料期間が過ぎれば自動的に退

している場合は、スマホ内の「設定」から、契

会になるのではなく、無料期間終了後、自動的

約中のサブスクリプションサービスの利用停止

に有料会員に移行する場合があります。その後

手続きをしてください。

は、自ら積極的に退会しないと請求は続きます。

端末や決済手段などにより、解約は思ったよ

無料期間のある契約では、自動更新されるの

り面倒な手続きが必要になることもあります。

かどうか、契約時に必ず確認しましょう。毎月

解約時に慌てないため、解約方法は事前に確認

1 日に更新される場合は、当月末に入会しても、

しておきましょう。

1 カ月分カウントされます。無料期間内に退会

広告に「○○放題」とあれば、一見、定額で

する場合でも、請求が発生しないための条件（退

すべてのサービスが使い放題のように見えます

会手続きが◯◯日前までなど）が定められてい

が、別料金のものや、例外があるものもありま

る場合があります。利用履歴も確認するように

す。ネット上には、多種多様のサブスクリプショ

してください。

ンサービスが提供されていますが、自分に合っ

また、意図せずに月額有料会員に申し込み

た内容かどうか、比較検討することも忘れない

をしてしまうケースもあります。申し込みのス

でください。

テップや画面構成はサイトごとに異なりますの
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ネット上でサブスクリプションサービスのトラブルを避けるには

で、無意識に「次へ」とクリックせずに、記載され
ている説明を注意深く読むようにしましょう。
疑問を感じた場合は、途中で中断したり、画面
をスキップできるかどうか確認してください。

「解約」
「退会」などの意味を確認
事例６
動画配信サービスを解約しようとしたとこ
ろ、間違えて退会してしまった。慌てて、事業

契約内容の確認

者に電話で退会の取消しをお願いしたが、「全

事例５

て退会する」の欄にチェックが入っているので

半年ほど前、動画配信サービスの 1 カ月無

元に戻す事はできないと言われた。
「解約」と「退

料特典を受けるため会員登録したが、必要な

会」の説明文が紛らわしく、残っていた 2,000

かったのですぐに解約した。しかし、解約され

円相当のポイントがすべてなくなった。

ていたのは音楽配信サービスだった。動画配信
サービスは解約されておらず、毎月約 2,000

サイトによって「解約」
「退会」
「休会」
「一時停

円が半年間請求されており、カードの引き落と

止」など、さまざまな名称が使われており、そ

し明細で気づき、慌てて解約した。この事業者

の言葉の定義はサイトごとに異なります。ヘル

のサービスを受けるには会員登録が必要で、そ

プページや利用規約などに、その言葉の定義や

の際、動画配信サービスのほか音楽配信サービ

手続きの違いなどについて記載されていること

スなど 3 つのサービスに同時加入となり、い

がありますので、確認しておきましょう。思い

ずれも無料期間を過ぎると月額課金が発生し、

込みに頼ると、意図しない手続きをしてしまう

解約はそれぞれ別途手続きが必要だと知った。

可能性があります。特に「退会」は、個々のサー
ビスを解約するのではなく、すべての契約を含

サイトの中には、共通の ID で複数のサービ

め、会員登録した ID ごと削除することを指す

スを提供しているところがありますが、ID 作

ことがあります。ID そのものが削除されれば、

成時に、複数のサービスに同時加入させるケー

他の契約や、会員として登録されている個人情

スがあります。どれも無料期間が設けてあるの

報、購入履歴、コメントや評価、貯めていたポイ

で、入会時の心理的負担は少ないのですが、解

ントなどがすべて削除されることになります。

約はサービスごとに個別に行う必要がある場合

なお、「休会」「一時停止」などは、おおむね

があります。自分の契約する内容と解約方法を

ID は削除せず、すべてのサービスを一時停止

必ず確認しましょう。

することを指すようです。

なお、スマホやプロバイダ契約の際、同時に
結んだオプション契約の中にも、サブスクリプ

まとめ

ション契約が多数含まれていることがありま

サブスクリプション契約では、全体的に解約

す。必要なもの以外は、解約や退会を検討した

に関連するトラブルが多くなっています。利用

ほうがよいと思います。

者は、パスワードの管理とともに、事前に解約

また、悪質なサイトの中には、利用規約など

方法をしっかり確認しておくことが重要です。

に記載はあるものの注意深く確認しない限り契

また、事業者と連絡が取りにくい、対応が遅

約内容が分かりにくく、無料会員として 1 つ

いなど、顧客対応に対する不満の声も聞こえま

のサイトに登録すると、複数のサイトから多額

す。利用者が安心して継続サービスを受けるた

の請求が発生するサイトもあるので注意してく

めには、サービス利用に関する条件などを利用

ださい。事前に評判を調べるなど、安易な登録

者目線で分かりやすく表示し、問い合わせ時の

は避けましょう。

迅速な顧客対応が必要です。事業者には、その
取り組みに期待していきたいと思います。
国民生活 2019. ４ 10

平成の消費者問題

平成の 30 年間をテーマ別に３回シリー
ズで振り返り、今後を展望します。 今月
号のテーマは「消費者取引の変遷」です。

最終回

消費者取引をめぐる被害と救済のしくみの変遷
坂東 俊矢

Bando Toshiya 京都産業大学教授・弁護士

1986（昭和 61）年に大学の教師になる。その後、平成の時代を通して、消費者の視点から民法を
勉強する。弁護士、特定適格消費者団体 NPO 法人消費者支援機構関西（KC’
s）常任理事など、消
費者問題の現場にもかかわり続けている。

商取引法は、その後、その時々の問題商法に規

はじめに
――社会の変化と消費者取引

制を意図して数次にわたって対象取引が追加さ
れ、救済方法も禁止行為に取消権が付与される

取引にかかる消費者からの相談は、その時々

などの整備が図られました。

の社会を映し出す鏡です。平成の時代、社会は

1984（昭和59）年の消費生活情報ネット

「情報化」「国際化」「高齢化」と表現される変

ワークシステム（PIO-NET）の運営開始も重

化の中にありました。消費者取引やその被害

要です。『消費生活年報1990』には、運用開

は、社会の変化を反映して、多様化、複雑化し

始6年間の成果として、端末設置自治体が57カ

ました。そして、被害救済のしくみや法も、そ

所となり、1989（平成元）年度に登録された

の変化に対応して積み上げられてきました。そ

相談情報が16万1052件に達したことが書かれ

の一部を顧みたいと思います。

ています。2017（平成29）年度には、PIONETへの接続が要件とされている全国約1,200

平成の時代と
消費者取引被害の諸相

カ所の消費生活センターから、年間100万件近
い相談情報が蓄積されるまでになっています。

(1)平成へのプロローグ

(2)消費者取引の対象の変化―商品から役務へ

金の現物まがい商法で2000億円近い被害が

消費生活相談の対象は、当初は商品が中心で

生じた豊田商事事件が社会問題となったのは、

した。『消費生活年報1990』では、浄水器や

1985（昭和60）年です。同年7月1日、豊田

羽毛布団、学習教材などの被害が指摘されて

商事は裁判所による破産宣告を受けています。

います。もっとも、学習塾や資格講座など役

被害者の救済は、破産債権の分配という司法の

務に関する相談も平成になった当初から相当

制度を介して行われました。司法の関与という

数、寄せられていました。役務に関する相談が

考え方は、平成の消費者被害救済のかたちに大

52.1％となり、商品の46.7％を上回って、逆

きな影響を与えています。

転したのが2000（平成12）年度です。経済の

1988（昭和63）年には、訪問販売法（2000
［平成12］年改正で特定商取引法）が改正さ

サービス化が私たちの生活にも大きな変化をも
たらしたのです。

れています。この改正で、キャッチセールスや

1999（平成11）年には、訪問販売法に特定

アポイントメントセールスが訪問販売として規

継続的役務提供として、エステ、外国語会話教

制対象になり、現金販売にもクーリング・オフ

室、家庭教師派遣、学習塾を規制対象とする

が適用されることになりました。1990（平成

改正が行われています。その後、2004（平成

2）年の『消費生活年報』には、訪問販売に関

16）年にパソコン教室と結婚相手紹介業が、

する相談が多く、規制対象外の電話勧誘や会員

2017（平成29）年には美容医療が規制対象役

権に関する相談が目立つとされています。特定

務として追加され、中途解約の清算法理などが
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明確になりました。

レジットカードです。もっとも、カードの不正

(3)支払手段の多様化とクレジット

使用は2017（平成29）年には236億4000万

割賦販売法の改正によって、個品割賦購入
あっせん（立替払契約）に抗弁権の対抗が認め

円に達しています。その防止と不正使用の法的
き すう

な責任の帰趨は依然、解決途上です。

られたのは、1984（昭和59）年のことです。

さらに、最近は、電子マネーによる決済も広

この当時の消費者取引の代金決済は、現金払い

がっていて、その消費者保護も検討課題です。

か信販会社による立替払契約のいずれかでし

投資的取引の対象ともなっている仮想通貨を含

た。そして、悪質な取引についても、立替払契

め、決済手段の多様化とその見える化、責任の

約が利用されることが、消費者の取引被害の増

適切な分配は今後の課題です。

加や高額化にも影響を与えました。

(4)多重債務による被害とその救済法理

もっとも、最高裁平成2年2月20日判決（判

昭和から平成に持ち越した消費者問題に、い

例時報1354号76頁）が、割賦販売法の抗弁権

わゆるサラ金やクレジット等の消費者金融によ

の対抗を創設的規定として、改正法施行前の事

る多重債務の問題があります。消費者金融から

案には販売業者に債務不履行があっても、立替

の借入金返済が困難で自己破産をした件数は、

払契約の支払を拒むことができないと判示した

2003（平成15）年には24万2357件に達しま

ことが、その後の被害救済に大きな影を落とし

した。その背景には、高金利を刑事罰によって

ました。

禁止する出資法と高金利を民事的に無効とする

国民生活センターは、2002（平成14）年、

利息制限法の上限金利の間に差があり、「無

「個品割賦購入あっせん契約におけるクレジッ

効だけど刑罰を科せられない」というグレー

ト会社の加盟店管理問題」で、「クレジット会

ゾーンが存在することがありました。加えて、

社は、販売業者と契約（加盟店契約）をして消

1983（昭和58）年に制定された貸金業規制法

費者にクレジットを提供するが、相手が問題商

の43条に、無効な金利でも任意弁済したら、

法の業者であっても契約していて、それが既述

その返還を請求できないと規定されていたこと

の消費者被害を発生させているのではないかと

がネックになりました。その後、2006（平成

推測される。クレジット会社が問題商法の業者

18）年に最高裁が弁済の任意性を厳格に判断

を裏で支えているのではないか、という疑念で

する判決を3件続けて出したこともあり、同年

ある」との問題提起を行っています。それによ

貸金業規制法43条は削除されました。過払い

れば、2000（平成12）年の相談の平均契約額

金の返還を求める訴訟が多数、提起されたこと

は120万円で、その34％がクレジットを利用

は周知の通りです。

しているとのことでした。

(5)情報社会の進展と消費者取引の変化－ネッ

クレジット取引から悪質な加盟店を排除する

ト通販

ために、2008（平成20）年、割賦販売法が改

1995（平成7）年末にWindows95が発売

正され、クレジット会社に加盟店調査義務が課

され、家庭にあるパソコンがインターネットに

せられました。販売契約がクーリング・オフさ

接続できるようになり、その商用利用も始まり

れた場合など限定的ですが、既払い金の返還も

ました。現在、ネット通販は消費者にとって普

可能とされました。その結果、消費者取引での

通の買い物の手段になっています。ネットへの

立替払契約の利用は、急速に減少しました。

接続も、パソコンだけでなく、スマホなどモ

それに代わって、代金決済の主流となってい

バイル環境で可能です。2017（平成29）年の

るのが、1年間で3億枚近く発行されているク

ネット通販の市場規模は、約16.5兆円（経産
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省「平成29年度我が国におけるデータ駆動型

にも、地域や社会による見守り活動を充実させ

社会に係る 基盤整備（電子商取引に関する市

ることも消費者施策の課題になっています。

場調査）」）にまで達しました。
ネット通販が普及するにつれてトラブルも

被害救済のためのしくみの変遷

増加しています。2013（平成25）年度には、

2004（平成16）年、消費者基本法が制定さ

ネット通販に関する相談件数が20万件を超

れました。消費者政策は、消費者の権利を尊重

え、その後も増加の傾向にあります。また、消

し、その自立を促進することが目的とされまし

費者庁『平成26年版消費者白書』には、過去3

た。「21世紀型消費者政策」の基本的な考え

年間でネット通販に関するトラブルの経験があ

方が法律として定められたわけです。

る人の割合が12％あり、そのうち「偽物や粗

2000（平成12）年には、消費者契約法も制

悪品が届いた」との事例が半数を超えていると

定されています。この法律は、広く消費者契約

報告されています。

に適用される基本原則を定めるものです。その

ネット通販では容易に海外の事業者と取引を

意味では、消費者と取引を行うすべての事業者

することができます。わが国の消費者による

の基本ルールとして尊重されるべき法律です。

越境ネット通販の市場規模は2017（平成29）

2009（平成21）年には、消費者庁と消費者

年には2500億円を超えています。こうした取

委員会が設置され、現在の消費者行政の基盤が

引でのトラブルの解決のために、2011（平成

築かれました。同年には、国民生活センターに

23）年に越境消費者センター（CCJ）が消費

紛争解決委員会が開設され、重要消費者紛争に

者庁に開設されました。現在は国民生活セン

ついて裁判外での紛争解決（ADR）が図られ

ターに移管されて、海外の消費生活相談の窓口

ています。

となる機関と連携して問題の解決に役割を果た

また、2006（平成18）年に消費者契約法が

しています。

改正され、適格消費者団体に消費者契約法に反

(6)社会の高齢化と新たな消費者被害

する不当な勧誘行為や契約条項の使用を差し止

『消費生活年報1990』では、全相談を契約

める権限が付与されました。その権限は、特定

当事者の年代別に見ると、20歳代が26.1％で

商取引法、景品表示法、食品表示法にまで広

最も割合が多く、60歳以上は12.7％でした。

がっています。2016（平成28）年には、特定

一方、『消費生活年報2018』では、70歳以上

適格消費者団体に集団的消費者被害回復を求め

が20.2％でもっとも割合が多く、次いで60歳

る訴訟上の権限が認められ、一定の限定がある

代の18.8％で、20歳代は7.7％となっていま

ものの個々の消費者被害を一括して請求する途

す。社会の高齢化が、消費生活相談の傾向にも

＊
が開かれました 。

消費者自身の権利行使を、消費者行政と消費

はっきりと現れています。
もっとも、豊田商事事件以来、高齢者は絶え

者団体とが連携して支え、それを通して自由で

ず深刻な消費者被害のターゲットでした。依然

公正な消費者取引の法的環境を整備するととも

として深刻な特殊詐欺の被害者の多くが高齢者

に、被害の救済を図る。変化する社会と経済を

です。また、高齢者の被害は、訪問販売や電話

踏まえて、その具体化は平成の宿題として、次

勧誘販売を端緒にするものが多く、消費者が要

の「令和」という時代に受け継がれることにな

請しない不招請勧誘の禁止は、今後のひとつの

ります。

論点です。被害の掘り起こしと未然防止のため
＊

消費者庁「適格消費者団体・特定適格消費者団体とは」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/
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電気通信サービスと消費者保護ルール
第 4 回

その他の利用者保護規定
川添 圭

Kawazoe Kei 弁護士

大阪弁護士会・消費者保護委員会委員。堺市情報セキュリティアドバイザー。インターネット取引や
ネット上の名誉毀損におけるトラブル解決などに取り組む。

これまでの連載では、2015年改正電気通信

が終了するので乗り換えが必要」などと虚偽の

事業法(以下、法)の中心部分である提供条件説

事実を利用者に伝え新たに契約させた場合、な

明義務や書面交付義務、初期契約解除制度を解

どが挙げられています。

説しました。今回は、その他の利用者保護の規

なお、本条に違反する場合でも契約解除など

定のうち、2015年改正法で追加された①禁止

の民事効が認められているわけではありません

行為および、②代理店に対する指導・監督義務

が、利用者が消費者であれば消費者契約法が適

の各規定を説明します。

用され、事業者による勧誘に際して重要事項の

事実不告知／不実告知の禁止

不実告知や不利益事実の不告知があったときは
申込みの意思表示を取り消すことができること

法27条の2第1項では、電気通信事業者や代

になります(消費者契約法4条1項、2項)。本条

理店が故意に事実を伝えないこと(事実不告知)

の意義は、電気通信事業者や代理店による不実

および虚偽の説明を行うこと(不実告知)を禁止

告知などに対し、総務大臣による業務改善命令

しています。本条は、提供条件説明義務や書面

や登録の取消しといった措置が可能になるとい

交付義務の対象となる電気通信サービス契約の

う点にあります。

ほか、それらでは適用対象外とされた法人契約
(利用者が電気通信事業者である場合を除く)や
自動締結契約、都度契約にも適用されます。

勧誘継続行為の禁止
法27条の2第2項では、勧誘を受けた者が、

事実不告知や不実告知の対象となるのは「契

電気通信事業者や代理店に対し、契約を締結し

約に関する事項であって、利用者の判断に影響

ない旨や引き続き勧誘することを希望しない意

を及ぼすこととなる重要なもの」、すなわち利

思を表示した場合、それと同一の電気通信サー

用者が正確な情報を知っていれば当該契約をし

ビス契約の勧誘を継続する行為（勧誘継続行

ないと一般的に考えられる事項であり、提供条

為）を禁止しています。

件説明義務の説明事項だけでなく、契約に至る

（１）対象となる契約

動機に関する事項なども含まれます。

原則として事実不告知/不実告知の場合と同

また、「告げる」とは、口頭や書面による説

様ですが、①法人契約の締結の勧誘②軽微な変

明のほか、広告の表示なども広く該当し、事業

更の勧誘(住所変更などを利用者へ働きかける

者や代理店が虚偽であると認識している必要は

場合など)は除外されています(電気通信事業法

ありません。ガイドラインでは、具体例とし

施行規則22条の2の10、以下、規則)。

て、(ア)実質的にはキャンペーンが継続してい

（２）「勧誘」とは

るにもかかわらず期間限定キャンペーンなどと

実施場所および方法を問わず、特定の者に対

説明した場合や、(イ)「今使っているサービス

し、契約締結の個別の意思形成に直接働きかけ
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る行為をいい、訪問、電話、店舗などの形式を

まります。表１は、ガイドラインに記載されて

問いません。一方、契約締結前の段階で行われ

いる具体例を整理したものです。
また、勧誘に対し拒否の意思が示された場合

る不特定多数の者に対するサービス品質等の表
示などは含まれません。

に、いつ再勧誘が許されるのか(勧誘継続禁止の

（３）勧誘継続行為

期間)が問題となります。この点は法文上明確

本条に規定する勧誘継続行為に該当するかど

な基準がなく、ガイドラインでは、勧誘を受けた

うかは、勧誘を受けた者（利用者など）が具体

者が将来にわたりすべての勧誘を拒否する明確

的にどのような意思を表示したのかにより個別

な意思を示した場合などを除いて永遠に再勧誘

に判断されることになります。

が禁止されるわけではないとしつつ、個別事案

①契約を締結しない旨の意思

により判断せざるを得ない、とされています。

口頭、書面を問わず、契約を締結する意思が

代理店に対する指導等の措置

ない旨を明示的に示すものであり、例えば、
「お断りします」「必要ありません」「結構で

電気通信事業者が提供する各種の通信サービ

す」などがこれに該当し、「(勧誘は)迷惑です」

ス（携帯電話や光ファイバーなど）の勧誘や契

など勧誘を受けること自体を拒否する場合も含

約には、電気通信事業者との間で代理店契約を

まれます。一方、例えば「今は忙しいので後日

締結して営業活動を行う代理店（媒介等業務受

にしてほしい」と述べた場合は、契約締結や勧

託者）が大きな役割を果たしていますが、電気

誘継続を拒否する意思が含まれておらず、該当

通信サービス契約のトラブルは、代理店による

しません。また、ガイドラインによれば、家の

不適切な勧誘や不十分な説明などが原因とされ

門戸に「訪問販売お断り」などの表示をしていた

ることが少なくありません。

としても、それだけでは契約を締結しない意思

電気通信事業者が代理店の活動を指導・監

を示したものとはいえない、とされています。

督すべき旨は、法改正以前から業界の自主規制

②勧誘を継続すること

ルールが存在していましたが＊１、電気通信事業

勧誘を受けた者が事業者からの勧誘を拒否し

者や代理店の構造が複雑・多層的で、電気通信事

た場合、同一事業者の別の担当者からの勧誘も

業者が把握していない代理店が存在するなどの

禁止されます。一方、電気通信事業者Aの代理

問題点も指摘されていました ＊２。そこで改正

店XからA社のサービスの勧誘がなされ契約締
結を拒絶した場合に、別の代理店YがA社の同
じサービスを勧誘することは、本条違反に該当
しません(ガイドラインでは、A社のサービスの
再勧誘をすべて拒否したい意思を示したと考え
られる場合は、個人情報の取り扱いに留意しつ
つすべての代理店からの再勧誘を停止するしく
みを構築することが望ましい、としています)。
③ 意思表示の範囲
勧誘継続行為に該当するかどうかは、勧誘を
受けた者が具体的に行った意思表示によって決
＊1
＊2

表1

再勧誘に該当する場合（2018 年 9 月版ガイドライン 80
～ 81 ページによる）
意思表示の内容

再勧誘に該当する場合

電気通信事業者 A の代理店による勧誘
に対し、
「A 社の提供する携帯電話サー
ビスは結構です」との意思表示がなされ
た場合

当該代理店が「A 社の提供
する携帯電話サービス」の
勧誘を行うことが再勧誘に該
当する。

電気通信事業者 A および電気通信事業 A 社 の 提 供 す る 携 帯 電 話
者 B の双方から受託を受けている代理 サービスのみならず ､B 社の
店が A 社の携帯電話サービスの勧誘を 提供する携帯電話サービス
した場合に ､「携帯電話サービスの勧誘 も含め、当該代理店が携帯
は結構です」との意思表示がなされた 電話サービスの勧誘を行うこ
場合
とが広く再勧誘に該当する。
ある代理店に対し ､「御社 ( 当該代理店 ) 当該代理店が行う勧誘はす
からの勧誘は結構です」との意思表示 べて再勧誘に該当する ｡
がなされた場合

一般社団法人電気通信サービス向上推進協議会「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」の改正前第 10 条。
総務省「ICT サービス安心・安全研究会報告書」30 ページ。
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法は、電気通信事業者による代理店に対する指

に関する利用者からの苦情や問い合わせ（以

導・監督義務を明文化しました（法27条の3）。

下、苦情等）を適切かつ迅速に処理しなければ

電気通信事業者が指導・監督すべき媒介等業

なりません（法27条）。対象となる契約は、事実

務受託者 ( 代理店 ) の範囲は、電気通信事業者

不告知/不実告知の対象契約と同様であり、法人

が直接代理店契約を締結している事業者 ( 一次

契約、自動締結契約、都度契約も含みます。

代理店 ) だけでなく、代理店がさらに代理店契

苦情等の処理方法は事業規模などに応じて個

約を締結している事業者 ( 二次代理店や三次代

別に判断されますが、ガイドラインでは、望ま

理店など ) がすべて含まれます。また、対象と

しい例として(ア)電話窓口を開設すること(イ)

なる委託業務は「電気通信役務の提供に関する

自動音声だけでなくオペレーターによる対応を

契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する

行うこと(ウ)苦情等の内容について何らかの回

業務」とされ、代理店による勧誘や広告も指導・

答が必要である場合はできるだけ短期間に行う

監督の対象に含まれます。指導・監督すべき事

こと、などが挙げられています。

項は、ガイドラインで具体的に説明されていま

（２）事業休廃止に係る周知義務

す（規則 22 条の 2 の 11、表２を参照）。

ICT（情報通信技術）が社会のインフラとし
て欠かせない存在となっている昨今、電気通信

その他の利用者保護規定

サービスが前触れなく突然打ち切られてしまう

2015年の法改正以前から規定されている利

と、社会生活に影響が及ぶ場合があります。そ

用者保護規定には、①苦情等の処理義務、およ

こで、電気通信事業者が事業の一部または全部

び②事業休廃止に係る周知義務があります。

を休廃止する場合は、利用者にその旨を周知す

（１）苦情等の処理義務

る義務があります（法18条3項本文）。

かか

電気通信事業者は、電気通信サービスや業務
表２ 代理店に対し指導・監督すべき事項（2019 年 9 月版ガイ
ドライン 83 ～ 88 ページを整理したもの）
指導・監督すべき事項

内容

①媒介等業務を適切かつ
委託先に対する審査基準の整備および委
確実に遂行する能力を有
託先の能力の適格性の確認
する者への委託
②責任者の選定

委託元となる電気通信事業者や代理店が
法人である場合の責任者は、その法人の
役員または職員（従業員を含む）に限られ
る
①適切な誘引（勧誘）の手段②媒介等業
じゅん

務に関する法令等の遵守③その他媒介等
③媒介等業務の手順等に
業務の適正かつ確実な遂行を確保するた
関する文書の作成等
めの各事項を記載したマニュアルの作
成・配布
④監督措置

代理店による媒介等業務の実施状況の定
期的または必要に応じた確認

⑤苦情処理に関する措置

苦情対応窓口の明示、苦情処理担当部署
の設置、苦情処理手順の作成などの苦情
対応体制の整備

代理店の媒介等業務に問題がある場合の
⑥媒介等業務が適切かつ
当該代理店への指導、委託中止や委託契
確実な遂行を確保するた
約解除などの措置を講じる体制の整備、
めの措置
それによる利用者保護の体制確保
⑦委託状況を把握するた
めの措置

監督措置の適切な履行のための代理店と
の連絡手順の明確化など

周知は「あらかじめ相当な期間を置いて」行
うこととされており、ガイドラインによれば、
事業を休廃止する日の少なくとも1月前までを
めどとして周知させることが求められます。周
知の方法としては、訪問、電話、書面、電子
メール、ウェブページへの表示が挙げられてい
ます（規則13条1項）。
一方、
「利用者の利益に及ぼす影響が比較的少
ない」電気通信事業の休廃止には周知義務が課
されません（法18条3項ただし書）。具体的には
①サービス提供の都度契約を締結するサービス
②事業者の合併・分割などで事業を承継した事
業者が引き続きサービスを提供する場合③通信
目的が限定的であることが明らかで利用者の
利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる
サービス
（ツーショットダイヤル、
出会い系チャッ
トなど）が挙げられています（規則13条2項）。
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データの裏側

身近な事例を紹介しながら、データを正しく
理解するために必要な知識について解説します。

“リスク”を正しく考える
－分散投資の観点から－
神永 正博

Kaminaga Masahiro 東北学院大学工学部教授

専門は、数理物理学、暗号理論。著書に「現代暗号入門」、「ウソを見破る統計学」（共に講談
社ブルーバックス）など。日本数学会、日本文藝家協会会員。

翔太：お母さん、投資って面白そうだね！

ベル経済学賞を取ったんだってね。

母：急にどうしたの？

母：そう。どんな理論かというと、投資家はで

翔太：『少年スキップ』に「投資家オメガ」っ

きるだけ利益を上げるのと同時に、リスクを最

ていう漫画が連載されてるんだけど、これがめ

小にしたいでしょ。それを実現する理論なの。

ちゃくちゃすごいんだ。中学生が投資クラブを

翔太：いいね！リスクって、危険性って意味だ

作って、株価を予想するんだよ。圧倒的な頭脳

よね？

集団で、大人もかなわない的中率でさ。

母：いや、この場合はそうじゃない。経済学で

母：へえ、そんな漫画があるのね。

のリスクは、「ある事象の変動に関する不確実

翔太：実際、世界にはすごい投資家がいるんで

性」のこと。簡単に言えば、分散投資では、収

しょ？

益のばらつきを意味するの。

母：そうね。例えば、ウォーレン・バフェット

翔太：収益はマイナスになるときもあるもんね。

は1965年から2015年までの50年間で、資産

母：そうそう。だから、分散投資をすると、損

を約200万％も増やした＊１のよ。

する可能性を下げると同時に、儲かる可能性も

翔太：飲料メーカーの株で儲けたんだよね。そ

下がっちゃう。

れなら、僕にもできそう！

翔太：よく分からなくなってきた。

母：投資するなら、よく勉強してからにしよう

母：ヒストグラムにするとこんな感じね（図１）。

よ。

投資する株の銘柄を増やすと、ヒストグラムの

翔太：了解！漫画によると、「分散投資がオス

山が徐々に高く、幅が狭くなってくるわけ。

もう

スメ」だって。安全に儲けられるみたいだね。
で、分散投資って何なの？

図１ 投資先銘柄数とリスクの関係

母：「卵は１つのカゴに盛るな」ってよく言わ

銘柄数
（多）

れる方法ね。卵が入っているカゴを落とすと、
卵が割れちゃうよね。１つのカゴに卵を全部入

銘柄数
（中）

れてると、落とした場合は全部割れちゃう。で
も、卵をいくつかのカゴに分けて入れておけ

銘柄数
（少）

ば、もしものときに被害が少なくて済むってこ
と。
翔太：それが分散投資か。アメリカの経済学者
のマーコビッツさんは、分散投資の理論でノー
＊1

←収益マイナス

収益プラス→

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 2017 ANNUAL REPORT http://www.berkshirehathaway.com/2017ar/2017ar.pdf
２ページ目「in Per-Share Market Value of Berkshireaverall gain 1964-2017」による。

リスク
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銘柄数
（多）
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母：分散投資の理論では、各銘柄をどれだけ買
銘柄数
（中）

の動きが独立でないといけないの。

えばいいかを計算できるの。マーコビッツが

翔太：独立って？

「期待収益率とリスクの関係」を調べた結果を

母：お互いの株価が関係なく動くということ。

表現すると、図２になるよ。

相 関 が ゼ ロ ＊２（ 第 ３ 回 ） っ て こ と と 同 じ 。

銘柄数
（少）

母：勝手に銘柄を組み合わせたとき、そのリス

ゲーム会社みたいに同じ業界の銘柄ばかりだ

クは、必ずこの放物線の上側の範囲（グレー

と、独立じゃなくなるの。例えば、石油会社だ

←収益マイナス

収益プラス→

と原油価格の上下に大きく影響を受けてもっと

図２ 期待収益率とリスクの関係

相関が大きくなるから、全然分散投資にならな

リスク

いのよ。
翔太：そうか、全部同じように動くから、株価

効率的フロンティア
（曲線）

が下がると全部下がっちゃうってことか。でも

日経平均、S&P500など

逆に、上がるときも全部上がるってことだよ
ね。リスクは下がらないけど……。
収益率が低く、
リスクも大きい
ハイリスクローリターン

収益率は高いが
リスクが大きい

リスク最小

ハイリスクハイリターン
期待収益率

母：そういうことね。そもそも分散投資は儲け
るというより、リスクを最小化するのが目的だ
から。
翔太：安定的に儲かるってことでしょ。分散投

の部分）に入る。例えば、日経平均やS&P500

資って素晴らしいんじゃない？

（スタンダード＆プアーズ500社平均）は、す

母：確かに、リスクは下がる。でも、普段相関

べての株を均等に組み合わせたものと考えられ

が低くても、パニックが起きているときは皆が

るから、グレーの範囲内に入るわけ。

株を売ろうとするから、どの銘柄も同じように

翔太：この曲がった線は何なの？

下がったりするのね。そうなったら、分散投資

効率的フロ

ンティアって何？

していても大損することになるわね。

母：同じ収益率なら、リスク（ばらつき）は少

翔太：そうかぁ。分散投資でもダメなときはダ

ないほうがいいでしょ。そうすると、「グレー

メなんだね。子どもが株で儲けるのは難しいの

の領域の縁」に対応する組み合わせが一番良い

かな。

（＝効率的である）と考えられるから、これを

母：とりあえず投資というものに関心を持つの

効率的フロンティアと呼ぶのよ。

はいいことよ。世界のつながりを実感できる

翔太：僕は、好きなゲーム会社の株をいくつか

し、ニュースや統計を真面目に見るようにもな

買いたいな。ゲームの会社はたくさんあるか

るし。少なくとも、未来への投資にはなってる

ら、分散投資になるよね。分散投資の理論で、

んじゃないかな。

一番いい組み合わせで買えば儲かるかも！
母：それは分散投資にはならないわね。
翔太：え、ゲーム会社を10社に分けたら、卵
を10個のカゴに分けたことになるんじゃない
の?
母：分散投資でリスクを下げるためには、株価
＊2

ウェブ版「国民生活」３月号「データの裏側」 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_06.pdf
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知って

備えよう

地 域 防 災

タイムライン(防災行動計画)を知っていますか？
（2）
山﨑 登

Yamazaki Noboru 国士舘大学 防災・救急救助総合研究所教授

元 NHK 解説委員（自然災害、防災）。主な著書に『防災から減災へ～東日本大震災取材ノー
トから～』
（近代消防社、2013 年）、
『 地震予知大転換～最近の地震災害の現場から～』
（近
代消防社、2018 年）など。

リスクや家族の状況を踏まえて、あらかじめ整

始まったマイ・タイムライン

理しておく、いわば一人一人の避難計画です。

洪水や土砂災害など多くの災害で、最も効果

具体的には、まず国土交通省の洪水浸水想定

的な防災対策は素早い避難です。しかし最近の

区域図や市町村が作っているハザードマップを

災害は、適切なタイミングで避難することの難

見て、洪水が起きた場合に「自分の家がどのく

しさを浮き彫りにしています。

らいの深さの水に浸かってしまうか」や「洪水

つ

そうしたなか、地域や個人がそれぞれの事情

が発生した際に浸水が何時間くらい続くのか」

に合ったタイムライン、マイ・タイムラインを

を調べます。そのうえで、台風が接近して風雨

作って、スムーズな避難に結び付けようという

が強まった際に発表される大雨警報などの気象

動きが始まっています。

情報や河川の水位の情報、さらには市町村の避

2019年１月19日、茨城県常総市でマイ・タ

難情報などに応じて、どのような準備をし、行

イムライン作りのリーダーを認定する初めて

動をとるかを考えていきます。自分の家族の中

の講座が開かれました。講座を開いたのは、

に、避難に時間のかかる高齢者やからだの不自

2015年９月の関東・東北豪雨で大きな被害を

由な人がいるかどうかや、避難場所が遠いか近

出した鬼怒川流域の常総市などの市や町と、栃

いかなどの条件を踏まえて、いつ持ち物を準備

木県、茨城県、それに気象庁などの国の機関で

し、どんな状況になったら服を着替え、どの情

組織する「鬼怒川・小貝川上下流域大規模氾濫

報が出たら避難行動を始めるかを整理していき

に関する減災対策協議会」で、防災士の資格

ます。人によってはペットや親戚、知人の避難

を持っている住民など約40人が受講しました

も考えておく必要があります。こうして自分の

（写真）。

逃げ方を、自分を取り巻く状況を踏まえてあら

はんらん

マイ・タイムラインは、災害の危険性が高まっ
ていくなかで、どのようなタイミングで何をし
たらいいかを、自分が住んでいる地域の災害の
写真 マイ・タイムラインリーダー認定講座のようす
（茨城県常総市にて）

かじめ考えておくのがマイ・タイムラインです
（図）。

進み始めた地域のタイムライン作り
2019 年１月 24 日と 25 日には、大阪府貝
塚市で「水防災タイムライン・カンファレンス
全国大会 2019in 貝塚」が開かれました。その
中で、東京都足立区中川地区や三重県紀宝町大
里地区など、地域のタイムライン作りに取り組
んでいる４つの事例が報告されました。
このうち東京都足立区中川地区は、利根川の
支流である中川周辺の 14 の自治会の集まりで
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知って

備えよう

別の参加者からは「民生委員も 70 歳を超えて

図 マイ・タイムラインのイメージ

情報収集
台風情報です

いるが、大丈夫だろうか？」といった疑問が出

雨が強くなって来たら︑

雨が強くなって
きたけど、
川の水位も上がってるかしら？

田んぼや水路の見回りは

危険です︒

この台風
上陸するのかな？

3日前

て、年々高齢化が進んでいくなかでどのように
対策を考えていけばいいかなどと話し合ってい
ました。こうした懸念の一つ一つが災害のとき

足元に注意だよ

情報収集
避難準備情報

避難の準備

氾濫警戒情報

おちついて！

氾濫注意情報

避難勧告
避難所はここだね

地 域 防 災

避難の実施

氾濫危険情報

には現実のものとなります。事前の話し合いの
中で、解決策を見いだしておこうとしていまし
た。

タイムラインへの期待
タイムラインは行政の取り組みのように思わ

氾濫発生

れがちですが、防災は一人一人の住民が適切に

氾濫発生情報

（国土交通省下館河川事務所ウェブサイト＊１より）

避難行動をすることによって初めて効果を生み
ます。ただ一口に避難といっても、それぞれの

す。中川は荒川と江戸川に挟まれた標高の低い

住宅や家庭の事情によって対応は異なります。

ところを流れる川で、この地区は 1947 年９

大事なことは、それぞれの住民が自分の置かれ

月にカスリーン台風が襲ってきた際は利根川や

ている状況に応じて、安全を確保することなの

江戸川が決壊し、２ｍも浸水する大きな被害が

です。

出ました。また 2015 年の関東・東北豪雨の

2018 年７月の西日本豪雨の後、今後の避難

際には、中川の水位はいつ氾濫してもおかしく

のあり方を検討した中央防災会議の作業部会

ない氾濫危険水位にまで達しました。そうした

は、防災情報や防災教育、さらには地域の防災

ことから、地域の自治会がまとまって今後の災

力などについての提言を盛り込んだ報告書を、

害に備えようと、地域のタイムライン作りに乗

その年の 12 月にまとめました＊２。この報告書

り出しました。

では、これまでにはなかった呼び掛けをしてい

例えば台風上陸の３日前には自治会の役員は

ます。「国民の皆さんへ

～大事な命が失われ

地区の民生委員と連絡を取り、一人で避難が難

る前に～」と題された文章の中には「行政は万

しい人を把握し、２日前になったらそうした人

能ではありません」「行政が一人ひとりを助け

たちの避難を始めるとともに、戸建て住宅に住

に行くことはできません」「皆さんの命を行政

んでいる人を避難所へ誘導。台風上陸の当日に

に委ねないでください」「地域の皆さんで助け

はマンションなどの低層階の人の避難を進め、

合いましょう」という内容が書かれていて、多

避難勧告が発表されたら、地区の住民全員が速

くの住民が防災意識を低下させているのではな

やかに避難するといった地域の行動計画を作っ

いかという危機感をにじませています。

たのです。

マイ・タイムラインや地域のタイムラインは、

私が取材した 2017 年の勉強会には住民 50

自分の命を自分で守るという意識を強く持っ

人ほどが集まり、７～８人のグループに分かれ

て、災害からの速やかな避難を実現することを

て問題点や課題を話し合っていました。あるグ

再確認する取り組みなのです。

ループでは「高齢者を避難させるといっても、
誰が介助すればいいのか」という疑問が出され、
「民生委員に頼もう」と答える人がいました。
＊1
＊2

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/shimodate00285.html
内閣府中央防災会議「平成 30 年７月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難のあり方について（報告）」
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/index.html
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文 / 岸 葉子 Kishi Yoko

ドイツ

森の中での禁止行為は？

●商品テスト財団『テスト』2019 年 2 月号 https://www.test.de/Regeln-im-Wald-Was-im-Wald-erlaubt-ist-5428520-0/

「森の民」と呼ばれるドイツ人の暮らしの中に

また、州法にもよるが、飼い犬にはリードを付け

は、いつの時代も森があった。都市化が進んだ現代

ること、乗馬や自転車走行は整備された通路上で行

も、週末になると森の中を散策して過ごす人が多

うことが基本である。キノコ、ベリー類、地面に落

い。このようななか、ドイツで最近、使われるよう

ちた枝・樹皮等の採取は、個人消費に必要な範囲で

になった単語が“Shinrin-yoku”（森林浴）である。

行うことが求められる。花を摘む際は根を抜いては

商品テスト財団『テスト』誌は、森林浴を日本発

ならず、小さな花束にとどめる節度が必要となる。

祥のトレンドとして取り上げ、森の中で樹木の香り

さらに、クリスマスツリーとして飾った樹木を、

を浴びることにより、リラックス効果や健康効果が

検査を経ずに森に移植する行為も禁止される。ドイ

期待されると紹介する。しかし、森の中での行動に

ツの家庭では、毎年クリスマスの時期になると、モ

はルールが伴うことから、同誌は禁止行為について

ミ・トウヒ類を生木で購入する習慣がある。しか

情報提供することとした。

し、クリスマス用に市販される樹木は、農場で栽培

まず、連邦森林法によると、誰でも森に立ち入る

されたコーカサスモミやコロラドトウヒが主流であ

権利があり、散歩、ハイキング、ジョギング等を行

る。これらの外来種を森に移植すると、生態系に悪

うことは自由である。一方、テントを張ること、自

影響を及ぼすことから、厳に慎まなければならな

動車での走行は禁止されている。火災防止のため、

い。

3月から10月末にかけての喫煙も禁止される。

オーストリア

ダークチョコレートのカドミウム値は大丈夫？

●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/Dunkle_Schokolade__Grenzwerte_eingehalten.html
● AGES ホームページ https://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/cadmium/
●欧州委員会規則 488/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0488&from=DE

カカオ含有量の多いダークチョコレート（高カカ

所はダークチョコレート18商品を試買し、AGES

オチョコレート）が人気を集め、種類も増えてい

（オーストリア保健・食品安全局）にカドミウム量

る。ところが、カカオ割合が高いほどカドミウム量

のテストを委託した。テスト品のうち15商品がカ

も多いという報告がある。カドミウムは土壌等の

カオ分70%以上で、最高は93%だった。

環境を通して、さまざまな食品に取り込まれる重

テストの結果、すべての商品がEUの上限値を大

金属の一種である。多量摂取により、腎臓障害を

きく下回っていた。最も値が高かったのは、カカオ

起こすおそれがあると言われている。そこで、EU

分93%の商品（0.341mg／kg）だが、今回のテス

（欧州連合）の欧州委員会規則（488／2014）で

ト品を全体的に見ると、カカオ分が多いからといっ

は食品の種類ごとにカドミウムの上限値を定めてい

て、必ずしもカドミウムが多いわけでもないことが

る。このうち、カカオ・チョコレート類の上限値は

分かった。

2019年1月1日から適用された。これによると、例

なお、同会議所によると、ベジタリアン、子ど

えばカカオ分30%未満のミルクチョコレートでは

も、喫煙者は、カドミウム摂取量が比較的高くなり

0.10mg／kg、カカオ分50%以上のダークチョコ

やすいという。また、ミネラル（特に鉄、カルシウ

レート等では0.80mg／kgが上限とされる。

ム）が不足しがちな女性のほうが、男性に比べてカ

そこで今回、オーバーエスターライヒ労働者会議

ドミウムを取り込みやすいとのことである。
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文 / 安藤 佳子 Ando Yoshiko

イギリス

年齢制限 TVCM はどれくらい見られている？

● ASA ホームページ https://www.asa.org.uk/news/report-reveals-exposure-of-children-to-age-restricted-tv-ads-is-falling.html

ほか

おおむ

イギリスにおける広告規制は、まず広告規範（以

（概 ね17歳以下。ただしアルコール、ギャンブル

下、コード）の制定や改正を自主規制機関である

に関しては18歳以下）は週平均161.2本のCMを

CAP（広告慣行委員会）およびBCAP（放送広告慣

視聴し、そのうちアルコール商品が1本、ギャンブ

行委員会）が行い、広告の正確性等の監視や苦情

ル関連が2.8本、HFSS食品・飲料のCMは9.6本で

処理をASA（広告基準機構）が担っている。そし

あった。

て、政府独立規制機関のOFCOM（放送通信庁）

今回のレポートでは全般的にTV視聴が減少して

が最終的な執行権限を持つ、というしくみだ。コー

いることが明らかになったが、これがメディアに接

ドは誇大広告や人種差別など倫理的に不適切な表現

する習慣がネットに移行したためであるかは検証を

などを規制するが、特に影響を受けやすい子どもの

要するとしている。今後も現在の制限基準の有効性

感性を保護するため、放送時間帯およびCMを入れ

とCMの表現のバランスの論議をさらに周知してい

る箇所やその内容（アルコールやギャンブルのCM

くよう努めるとしている。

出演者の年齢や文言など）を制限している。

2018年、ASAはオンライン広告規制強化に向け

ASAはこのほど、アルコール、ギャンブル、

新たな5カ年戦略を発表した。現在、年齢制限オン

HFSS（脂質・塩分・糖分などの多い）食品・飲料

ライン広告に子どもたちがどのくらい曝されている

のCMに子どもたちがどのくらい曝されたか最新の

か、情報・データを収集しており、2019年中に年

調査レポートを発表した。それによると、子ども

間レポートを公表する予定である。

さら

アメリカ

e シガレットのさまざまな危険性

● FDA ホームページ https://www.fda.gov/tobaccoproducts/labeling/productsingredientscomponents/ucm539362.htm
● FEMA 合衆国消防局ホームページ https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/publications/electronic_cigarettes.pdf
● Consumer Affairs ホームページ https://www.consumeraffairs.com/news/vape-pen-explosion-leads-to-death-of-texas-man-020619.html

ほか

eシガレット（電子タバコ）は、さまざまな風味

FEMA(連邦緊急事態管理庁)合衆国消防局による

のニコチンを含むリキッドを加熱してその蒸気を吸

と、2009〜2016年にeシガレットの爆発、火災

引するもので、従来のタバコより安全で健康的とい

が195件報告され、負傷者は133人（うち38人が

うイメージなどから流行している。

重体）に上った。また、NEISS(全国製品傷害電子

しかし、CDC（疾病予防管理センター）は従来

サーベイランスシステム)の2015〜2017年のデー

のタバコよりは少ないものの、依然として健康へ

タを精査した大学チームは、爆発により推計2,035

の影響は否定できないとする。青少年の間でも、

件の傷害事故があったとしている。

フルーツやミント等の風味が好まれ使用が広がっ

eシガレットは手元やポケットなど身体にごく近

ており、CDCの調査では、若年層のタバコ（eシガ

い位置にあるため、発火・爆発するとその被害は甚

レット含む）の使用者数が38%も増え、高校生の4

大・致命的で、消防局はリチウムイオン電池を使用

人に1人、中学生でも14人に1人に上ったという。

したeシガレットを禁止すべきと主張する。FDAで

FDA(食品医薬品局)などは、これがタバコ喫煙への

は、安全に使用するため、◦安全基準を満たす機器

入り口となると懸念を表明、FDA長官も販売禁止

を使う◦電池は小銭や鍵などの金属製品と接触しな

を含む強硬手段も検討すると述べている。

いよう保管する◦機器を一晩中充電しないなどの正

さらに2019年1月、リキッドを加熱する電
池が顔面近くで爆 発 し 、 若 い 男 性 が 死 亡 し た 。

しい使用法をアドバイスして注意喚起するととも
に、事故の際は報告するよう呼び掛けている。
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新連載

第１回

探検！ 計量の世界

計量とは？
東京都計量検定所
東京都生活文化局に設置された計量行政機関。都民の暮らしを守るため、正しい計量の確保を目的と
して、計量法に基づきさまざまな業務を行っている。より詳しい情報は、東京くらし WEB の東京都
計量検定所ウェブサイト (http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/、
右 QR コード ) へ。

5 月から新元号に変わります。計量の世界で

冒頭で、計量は普段の生活の中であまり意識

も、5 月 20 日から質量の計量単位 (SI 単位 )

しないと書きました。計量を意識しないとはど

の定義が、「キログラム原器」から「プランク定

ういうことでしょうか？ もし、私たちが正確

数」という物理定数を使った定義に変更されま

かどうか分からない計量器を使った、いいかげ

す。皆さんも最近のニュースなどでご存じだと

んな計量が横行している世の中で生活していた

思いますが、これは 130 年ぶりの歴史的な変

ら、どうでしょうか？当然、自分の利益や健康

更です。私たちの消費生活には直接の影響はあ

を守るため、計量が正しく行われているか、正

りませんが、先端技術での活用が期待されます。

しい計量器が使われているか、いやでも計量を

そこで、今月から「探検！ 計量の世界」と
題して、普段の生活の中ではあまり意識しない

意識しなくてはならないでしょう。
私たちが計量を意識しないで生活できるのは、

けれど、非常に重要な役割を果たしている「計

一定レベル以上の適正な計量が確保されている

量」について、単位や制度、計量器などのテー

からといっても過言ではないでしょう。計量法

マで、紹介していきます。

をベースとした計量制度が正しく運用され機能

記念すべき第 1 回は、「計量とは？」という

しているからこそ、計量について不安を感じる

テーマです。日頃私たちは計量という言葉を特

ことなしに生活することができているのです。

に意識せずに使用していますが、この計量とは
どういうことか、早速探ってみましょう。

消費者保護と計量
計量法には、その第１条に目的として「この

計量とは？

法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施

わが国では、計量法という法律で計量制度や

を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に

計量に関する規則を定めています。この計量法

寄与することを目的とする」と定めています。

によると、計量とは、「長さ、体積、質量や温

この目的には、消費者保護という言葉は明記

度などの法令で定める物象の状態の量を計るこ

されていませんが、消費者基本法第 13 条に、

と」と定義されています。

「国は、消費者が事業者との間の取引に際し計

私たちは日々の暮らしの中で、さまざまなも

量につき不利益をこうむることがないようにす

のを計っています。例えば、ライフラインであ

るため、商品及び役務について適正な計量の実

る水道・ガス・電気の使用量や、ガソリンスタ

施の確保を図るために必要な施策を講ずるもの

ンドでの給油量、食料品の計量、健康管理のた

とする」と規定されていることからも、その目

めの体温・血圧・体重の測定、騒音・振動・水

的の中に消費者保護が含まれていることは当然

質や大気の濃度などの環境計測などがすぐに頭

と考えられています。都道府県や市区町村でも、

に浮かぶと思います。

各自治体が消費生活条例を定め、計量の適正化

これらの計量が正しく行われないとどうなる

について同様に規定しています。このため、各

でしょうか？ 取引の公正性、健康管理、環境

自治体の消費者部門の業務には計量が加えられ

問題などに問題が生じ、私たちの生活に大きな

ていて、消費生活における計量の適正化を実現

影響が出ることは想像に難くありません。

するための施策を実施しています。
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このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。

消費者教育実践事例集

Pe ncil

HB

第 60 回
Pe n cil

Pen
cil

HB
HB

トラブルをなくすために、私たちにできることを！
学んだことを伝えよう！
－高校生によるポケットティッシュの啓発広告－
関 寛子

Seki Hiroko

小千谷市市民生活課生活安全係

１．批判的思考で広告の落とし穴を探す

きっかけは教員からの依頼

教員がオリジナルで作成した若年者をター

新潟県小千谷市（以下、市）では、2017 年

ゲットとした化粧品のネット通販広告を提示

度より新潟県立小千谷高等学校と連携し、消費

し、生徒がその広告の問題点を探しました。「今

者教育を行っています。

だけ特別価格」等のよくある勧誘の表示、消費

きっかけは、同校の家庭科の教員から市に、
「消費者問題に関する授業を行う。そこで生徒
が作成した啓発広告入りのポケットティッシュ

者に難解な定期購入や返金保証など、実際にト
ラブルが起きやすい表示を入れ、生徒の気づき
を促しました。

を市施設へ設置してもらえないか」という依頼

生徒は、クリティカル・シンキング（批判的

があったことでした。当市としても若年者への

思考）によって、広告の問題点を探し出しまし

啓発活動を検討していたため、ティッシュの設

た。また、班で意見交換をしたことで、自分に

置だけではなく、その授業に積極的に協力した

なかった視点を持つこともできたようです。

いとお願いしたところ、快諾いただきました。

２．ロールプレイングで契約の注意点を学ぶ

準備に当たっては、通常の授業の一環である

返金保証の条件をあえて難しく設定したオリ

ことを第一に考え、当市の希望を伝えつつ、学

ジナルの通販広告をもとに、購入者役と業者役

校側の負担にならないよう、教員との打ち合わ

の班に分かれて、電話で返品・返金を交渉する

せを重ねました。学習のねらいや方向性を共有

ロールプレイングを行いました。班全員がそれ

することで、連携を深められたように思います。

ぞれの立場で対策を考え、家族・社員など役割
を分担し、交渉に行き詰まると家族や上司に交

授業の概要

代するなどして、全員が参加できました。

授業は2年生の6クラスで、高校生にも身近な
「通信販売」を題材に行われました（写真1）。
写真 1 授業のようす

生徒からは、「業者側に有利な条件が多く業
者役としては交渉しやすかったが、実際の自分
は消費者だから怖い」「説明をしっかり読んで
理解することが大切」等の感想がありました。
３．相談窓口を知る
実際にトラブルにあったときの対策として、
市に消費生活相談窓口があることを紹介しまし
た。生徒に、消費生活相談員や「相談」という
行為を身近に感じてほしいと考え、当市の消費
生活相談員が直接 PR を行いました。

＊

授業の詳細なようすは小千谷市ホームページで公開している。 http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/shimin/syouhisya-ojiyakoukou.html
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消費者教育実践事例集
４．啓発広告の制作に取り組む

あっという間になくなりました。地元の高校生

授業で学んだ消費者トラブルの防止を地域の

の活躍は、市民の目を引きます。「生徒が作成

人々へ啓発するため、キャッチコピー、コメン

した広告」だから手に取った人や、「同世代が

ト、イラスト等、班でアイデアを出し合いなが

作成した広告」だから手に取った若年者もいた

ら広告制作に取り組みました。インパクトのあ

と思います。市民に対しても大きな啓発効果が

る言葉や分かりやすく伝える表現などに苦労し

あったと感じています。

た生徒もいたようですが、できあがった手書き
の広告は、にぎやかで温かみがあり、思わず手
に取りたくなるようなものばかりでした。
クラス内で発表して選ばれた20点を印刷し、
ポケットティッシュに入れました（写真2）。

その後も取り組みを継続
その後、当市は同校から、卒業を控えた 3
年生に向けた授業の機会を得て、生活費やクレ
ジットカード、若年者に多い消費者トラブルに
ついての話をしました。

写真 2 完成したポケットティッシュ

また、2018年度は、同校で「高齢者の消費者
トラブルと見守り」に関する授業を行いました。
地域の高齢者にも協力してもらいロールプレイ
ングを行うなど、高齢者のトラブルについて学
び、高校生に何ができるのかを生徒自ら考えま
した。学んだことを地域へ伝えるため動画やポ
スター（写真3）を作成し、動画は市主催の高齢
者向け消費生活講座等で上映、ポスターは市内
金融機関や病院、市施設へ掲示しました。

ポケットティッシュ完成報告と配布

若年者の消費者教育について、その機会を得

生徒の代表が市長を訪問し、ポケットティッ

ることと、継続していくことの難しさを感じて

シュの完成報告会を行いました。生徒から市長

います。そんななか、同校には協力の機会をい

へ、「消費者トラブルが相次いでいるなかで、

ただけたことに深く感謝しています。

家族や地域の方と話し合って協力していくこと

今後、成年年齢引き下げにより、若年者、特

が大切だと感じた」など、今回の授業で学んだ

に高校生への消

ことが伝えられました。このようすは市の広報

費者教育はます

紙、ホームページのほか、地元新聞に掲載され、

ます重要になり

市内外へ PR することができました。

ます。当市はこ

また、ポケットティッシュは市施設、市内金

れからも若年者

融機関、病院、駅などに設置し、配布しました。

に向けた情報発
信を行うととも

生徒と市民の双方に効果

に、学校等の教

生徒が学習成果を地域にアウトプットするこ

育機関への働き

とで知識が定着し、成果をかたちにしたことで

掛けも実施して

達成感が得られたのではないかと思います。

いきたいと考え

ポケットティッシュは大変好評で、設置後、

ています。
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写真 3 2018 年度作成の啓発ポスター

消費者問題

出前講座

の 作り方

準備編（１）
新連載

第１回

講座づくりの基本は主催者との
打ち合わせから
取材協力：公益社団法人全国消費生活相談員協会

消費生活相談員を始めとする消費者問題に携わる人々が、出前講座の講師を務める機会
が増えています。本連載では、これから講師を経験される人に向けて、出前講座をどの
ように作っていけばいいのか、そのヒントを消費生活相談員へのインタビューを通じて
紹介します。

Ｑ１

消費生活センターに出前講座の依頼が

す。

あった場合、まず始めに何をしますか？
Ａ１

の糸口になり、内容を詰めていくのに有効で

主催者からの申し込み内容を書面で確認

通常は、勤務地のセンターがある市区町村内

します。それから主催者に連絡をとり、把握し

に出向くことが多いので、その市区町村が公表

ておきたい点を確認していきます。

している事業報告書のデータや注意喚起してい

消費生活センター（以下、センター）として

る情報も確認しておきます。また国民生活セン

出前講座の依頼を受けた場合、申込書を受け取

ターの公表資料や消費者庁の「消費者白書」な

ることが多いかと思います（図）。まずはこの

どの全国データとも必ず照らし合わせていま

申込書の内容を確認します。センターによって
申込書の記載事項は違いますが、出前講座の主
催者と受講者の属性、希望するテーマなどに目

図 消費生活センターの消費者問題出前講座の申込書
( 一例 )

を通します。
しかし、申込書だけでは具体的なことまでは
分かりません。例えば、テーマが「最新の悪質
商法」などとなっていることがありますが、こ
れだけでは抽象的な内容です。そこで、主催者
に電話で直接連絡し、出前講座の内容を詳しく
詰めていくことになります。その際、書かれて
いることを復唱し、先方に日時等、間違いがな
いかも確認するとよいと思います。
Ｑ２

主催者との打ち合わせの前に、何か準備

をしておくことはありますか？
Ａ２

主催者側の要望を伺うに当たって、講座

開催地域の相談データに目を通しておくと、話
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消費者問題

出前講座

の 作り方

す。さらに、地域のセンターが作成したパンフ

前講座を依頼した意図を確認するようにしてい

レットがあれば有効に活用するといいでしょ

ます。消費者問題に関心があって申し込んだの

う。

か、それともセンターから講座の案内があって

なお、市区町村外に出向く場合には、PIO-

申し込んだのかによって、主催者側の関心度が

NET（全国消費生活情報ネットワークシステ

変わってくるからです。それに応じて講座の内

ム）でその地域のセンターの相談傾向を確認し

容も変えていくことになります。

ておくとよいと思います。

■受講者はどんな人か？

事前に下調べをしておくことによって、主催

受講者がどのような人なのかも重要です。例

者との打ち合わせのときに「最近このような事

えば、主催団体の定例会の一部として組み込ま

例が多いですが、いかがですか？」とこちらか

れていて受講者が団体の構成メンバーの場合

ら具体的な提案もできますし、主催者の希望す

と、主催団体の「受講者募集」の企画に自主的

る内容のすり合わせをするのに役立ちます。

に申し込んで参加する場合とでは、受講者の参
加意欲が違います。また、希望や要求も変わっ
てきます。さらに、「60 ～ 80 歳代中心」
「男
性が多い」など、大まかでいいので受講者の性
別や年代を改めて把握しておきます。受講者の
属性に応じて資料の作り方や紹介する事例の内
容も変わってくるからです。
■会場の設備はどうか？
会場の設備状況も確認するようにします。講
座の進め方や資料の作り方は、会場によって大
きく違ってきます。

Ｑ３

打ち合わせでは、どのようなことを確認

例えば、靴を脱いで上がるところか、椅子に

していますか？

座るのか、座敷に座るのかなど、受講者がどの

Ａ３

ような状態で話を聞くのかを確認します。一見、

出前講座を依頼した目的、参加予定者の

人数、受講者の属性、特に受講者が主催団体の

細かい部分ですが、受講者が座布団に座ってい

メンバーなのか、それとも主催団体の企画に

る場合は、講師も座って話す必要があります。

よって集められた人たちなのかを確認します。

ほかにも、マイクを使えるか、ホワイトボー

同時に、講座の進め方や資料の作り方に影響す

ドはあるのか、資料を貼るために使えるマグ

るので、会場の規模や設備、行き方も確かめま

ネットはあるのかなども確認します。「自分は

す。

声が大きいのでマイクは使わない」という講師

■主催者側の意図（目的）を確認

もいるかと思いますが、お年寄りだと声が聞こ

事前の打ち合わせに時間をかけるのはとても

えにくいことがあります。ホワイトボードは

重要だと思います。主催者がどのような講座を

あっても、書いたら消せないものだったり、壁

希望しているのか、ボタンの掛け違いが起こら

に貼る資料を持って行っていざ貼ろうとして

ないように詳しく話を伺います。

も、その会場には肝心の貼るためのマグネット

主催者は、社会福祉協議会や老人クラブ、自

がなかったり、なんていうこともありました。

治会など、さまざまです。まずは、主催者が出

DVD を流したり、PowerPoint などのスラ
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消費者問題

出前講座

の 作り方

イド式の資料を使う場合には、プロジェクター

夫ですよ」と伝えて講座を進めることはできま

やスクリーンが使えるかも確認します。

したが、事前に変更点は確認しておいたほうが

以前、講師を務めた出前講座で、テレビで

いいですね。

DVD を流したことがあるのですが、想定して

このような感じで事前にコミュニケーション

いた以上にテレビの画面が小さく、戸惑ってし

を取って信頼関係を結んでいると、主催者も「充

まったことがありました。幸い、受講者の人数

実した講座にしよう」と一緒に考えてくれたり

はそれほど多くなかったため、皆さんに近くに

します。また、万一当日トラブルが起こっても

集まっていただきましたが……。思い込みで準

機転を利かせて手伝ってくれることもありま

備していると、当日想定外のことがあると焦っ

す。

てしまいますので、小さなことでも気になった
次回は、「準備編（2）資料の作り方と講座

ら確認したほうがよいと思います。

の進め方」を紹介します。

■会場への行き方を確認
出前講座の会場は、公民館の中の教室から、
イベントを行う広い講堂など、さまざまです。

（取材・文：国民生活センター広報部）

場合によっては一度下見に行くこともありま
す。
会場が地元であっても、電車やバスでは行く
のが難しい場所だったり、出前講座当日にトラ
ブルで交通機関が遅れてしまうおそれもありま
す。そのため、時間に余裕を持って早めに会場
に着くようにしています。
■記録と事前確認でお互いの食い違いを防ぐ
打ち合わせのやり取りは必ずメモに残すよう
にしています。こうすることで、お互いに食い
違いを防ぐことができます。
講座の準備を進めていくなかで、内容を変更
したい場合があるかもしれません。その場合、
講師の思い入れや思い込みだけで進めないよう
にし、まずは主催者に確認するようにしていま
す。主催者の意向に沿うことを心がけています。
なお、前日には「明日の出前講座、よろしく
お願いします」と主催者に連絡するとともに「何
か変更点はありませんか？」と確認するように
しています。以前、出前講座の講師を務めた際、
当日、会場に行ってみると主催者から「予定人
数の半分しか集まらなくて……」と言われて、
少し動揺してしまったことがあるからです。幸
い「皆さんと直接意見交換ができるので、大丈
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思っていたよりも
小さい…。

気になるこの用語
松尾 保美

Matsuo Yasumi

第8回

消費生活相談の周辺
用語を取り上げ、や
特定非営利活動（NPO）法人消費者情報ネット副理事長・
さしく解説します。
生損保研究会ぐるーぷ31代表

1993 年に生損保研究会ぐるーぷ 31 を設立し、現在も活動を継続中。大阪府金融広報アドバイザー。
適格消費者団体特定非営利活動（ＮＰＯ）法人ひょうご消費者ネット理事。

「生命保険の営業職員から、
『加入している終身保険が保険料支払満了時期
を迎えるので医療保障がなくなる。引受基準緩和型の医療保険なら簡単な告

転換契約

知で保険料も安く加入できる』と勧められ契約したが、契約後、保障内容をよ
く見ると終身保険の死亡保障が半額になっていた」といった相談があります。
「転換契約」のようですが、このように消費者が内容をよく確認しないまま契
約に至るケースがあるようです。転換契約について教えてください。
③比例転換方式

転換契約とは

転換価格を転換後の主契約の積立部分と特

現在加入している生命保険を下取りに出し、

約の掛け捨て部分に分散して充当する方法で

その積立部分（転換価格）を新契約の一部分に
一時払い保険料として充当するのが転換契約で
す。同じ保険会社の保険商品でなければ転換契

す（図）。どのぐらいの割合で充当するのかに
図 ４つの転換方式

約を行うことはできません。転換には 4 つの

転換後の契約

①基本転換方式
特約

方式があります。どの方式を選ぶかによって、
転換後の契約に支払う保険料や解約返戻金など

主契約

に差が生じます。

4 つの転換方式

更新

終身保険（積立部分）
転換価格充当部分

転換前の契約

換価格が充当されます（図）。次の②、③に比べ
立てた金額は転換後の契約の積立金として引き
継がれます。解約返戻金は②、③に比べ多くな
ります。

転換
価格
積立部分

・積立部分が転換
価格になる。
・転換後、転換前
の契約は消滅す
る。

特約
主契約

れます（図）。特約の保険料は掛け捨てのため、

更新

終身保険（積立部分）

・積立部分の一部
を転換する。
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④分割転換（一部転換）方式
転換
価格
転換前の契約
の残存部分

〜〜〜〜〜

積立 部分

約を行う前に更新後の保険料を必ず確認するこ

転換前の契約
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ため、かなり高くなります。当方式は、転換契

転換価格
充当部分

転換価格充当部分

転換前の契約で積み立てた金額（転換価格）を

くなりますが、更新後は転換価格の充当がない

更新

終身保険（積立部分）

定期保険
（掛け捨て部分）

転換後の契約の特約部分に転換価格が充当さ

合、転換後から更新までの保険料は①に比べ安

転換価格
充当部分

③比例転換方式

②定特転換方式（定期保険特約転換方式）

使い切ることになります。特約に更新がある場

定期保険
（掛け捨て部分）

主契約

保険料は高くなりますが、転換前の契約で積み

②定特転換方式
特約

転換後の主契約（更新がない積立部分）に転

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

①基本転換方式

とが重要です。

定期保険
（掛け捨て部分）

医療保険等の新しい保険契約
転換価格充当部分

終身保険
死亡保険金は転換前より減額

気になるこの用語
よって、転換後の保険料は変わります。②と同
様で更新後の保険料の確認が必要です。

保険会社の情報提供義務
事例のような転換契約のトラブルを防ぐた

④分割転換（一部転換）方式
“転換方式”というと、前記の①、②、③が

め、保険会社は転換契約を勧める際、転換以外

主に挙げられ、いずれも転換前の契約は消滅し

にも保障の見直し方法があることや、転換前と

ます。しかし、分割転換方式の場合は元々の契

転換後の契約の保険種類、保険金額、保障期間、

約の一部分を転換価格として利用し、新しい保

保険料の内訳等の重要事項を比較できる書面を

険契約に充当するため、転換前の契約は残りま

交付し、説明する義務を保険業法施行規則第

すが保障額は減ります（図）。

227 条の 2 第 3 項 9 号等で課しています。そ

冒頭の事例は、④「分割転換方式」による転

して、予定利率が下がる場合など、加入者が転

換契約です。終身保険の積立部分である死亡保

換契約で不利益になる可能性について保険会社

障を 50％カットし、それを転換価格として保

は説明しなければなりません。

険料が掛け捨てになる引受基準緩和型医療保険
に充当したのです。よって、転換前の終身保険

最近よく耳にする「先進医療特約」

は残っていますが、死亡保障額は半額になって
しまったのです。
なお、「保険料も安く加入できる」と勧誘さ
れていますが、転換した引受基準緩和型医療保
険の場合、今までコツコツと積み立てたもの（終
身保険の死亡保障部分）を一時払い保険料とし
て先払いしているためで、実際に安くなったわ
けではありません。むしろ引受基準緩和型医療
保険の保険料は一般的な医療保険より割高にな
ります ＊ 1。それに加え、転換前の契約より予
定利率＊ 2 が下がっている場合、保険料はいっ
そう高くなります。
また、「医療保障がなくなる」という点にも
問題があります。保険料支払満了後、終身保険
の死亡保障は続き、医療関連等の特約は終わり
ますが、特約保険料を支払えば健康告知なしで

について教えてください。

「先進医療」とは、高度な医療技術を用
いた治療法等のうち、有効性や安全性につ
いて一定の基準を満たし、厚生労働省が
「先進医療」として認可しているもので
す。「先進医療」の検査、投薬、入院料は
公的医療保険の対象ですが、技術料は対象
外で全額患者負担です。その負担相当額を
所定の限度額の範囲内で給付金を受け取れ
るのが先進医療特約です。しかし、次の給
付要件を満たしていなければなりません。
・給付要件
①「先進医療」は定期的に改定されます。
治療、手術を受ける時点で、厚生労働省が
認可している先進医療が給付対象になりま
す。認可されている先進医療は厚生労働省

80 歳まで医療関連の特約を継続できるものが

のホームページに掲載されています＊3。

多いのです。引受基準緩和型医療保険の「契約

②先進医療を受ける医療機関も厚生労働省

してから１年間は保障金額 50％」の保障額削

に先進医療が行える医療機関として認可さ

減規定もありません

。

＊1

＊1
＊2

＊3
＊4

れていなければなりません＊4。

第７回「気になるこの用語」参考 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_09.pdf
保険契約者が支払う保険料は、
「予定死亡率」
「予定事業費率（事業運営に必要な経費）」そして「予定利率」を基に計算されている。
保険会社は、有価証券投資や貸し付けなどによる運用収益をあらかじめ見込み、保険料の割引率を決めている。その割引率に当
たるのが予定利率である。株価や市場金利等によって変化し、バブル経済が弾けた 1991 年頃から予定利率は引き下げが続き同
じ保障内容、同年齢の契約であっても、予定利率が下がるほど保険料は高くなる。よって転換契約の場合は予定利率にも注意す
る必要がある。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html
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苦情 相談
国民生活センター 商品テスト部

アイロン台の脚が折りたたまれて、
アイロンが落ち、ふくらはぎにやけどを
負った事案
アイロン台の脚を留める金具を固定するビスが取り付けられ
ていなかったり、緩んでいたりしていたため、脚が折りたた
まれて、アイロンが落ちたと考えられる事例を紹介する。

…

（１）外観調査

相談内容

苦情品は、脚を折りたためるアイロン台であ

買ったばかりのアイロン台（写真1）を使っ

る。前脚、後脚とも脚を留める金具（写真２）を

て、アイロンをかけていた。アイロン台の右手

固定するビスの頭部に浮きがあり（写真３）、

前にアイロンを立てて置いたところ、アイロン

さらに後脚ではビス２本がなかった（写真４）。

台の脚が内側に折りたたまれて、熱いアイロン

ビスと金具を外して確認すると、ビスがな

が右脚のふくらはぎに落ちてやけどをした。ア

かった穴にはねじ山がなく、ビスが付けられて

イロン台をひっくり返して裏側を見ると、脚を

いた痕跡もなかった（写真５）。

ビスで４カ所留めてあるべきところ、２カ所に

（２）脚の固定状態の調査

ビスがなかった。事業者にやけどをしたと伝え
たところ、治療費を支払うと言われた。
ところが、後日、事業者から「アイロン台の

苦情品と新たに購入した苦情同型品、参考品
写真 2 脚をたたんだ裏面

脚が折りたたまれた原因を調査し、事故当時と

後脚

同じ状況で 200 回テストをしたが、やけどと
前脚

の因果関係はないので治療費を払わない」との

脚を留める金具

報告書が届いた。
納得できないので、アイロン台の脚が折りた
たまれた原因を調べ

写真 3 頭部が浮いたビス

写真 1 苦情品

てほしい。受診後、
１カ月以上経ってい
るが、まだ治ってい
ない。

写真 4 ビス２本がなかった後脚
後脚

商品テストおよび調査
相談を受けた消費生活センター（以下、受付
センター）は、国民生活センターに商品テスト
を依頼した。その結果、次のことが分かった。
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ビスがない

写真 5 ビス穴の状態（ビスと金具を外したところ）

SG 基準」(2015 年 9 月制定 ) を参考に、苦情
品と苦情同型品で安定性試験を行った。試験の

ビスがなかったビス穴
ビスがあったビス穴

結果、苦情品、苦情同型品とも転倒しなかった。
（４）表示等
苦情品、苦情同型品、参考品の本体には脚や
安定性に関する表示等はなかった。
苦情同型品に同梱のラベルには「ご使用前に、

の開いた脚をたたむのに必要な力を測定した

本体の破損やガタツキを点検し、安全を確認し

（写真6）。

てからご使用ください」「脚を立てて使用する

測定の結果、苦情同型品や参考品では、脚

場合は、しっかりと開ききった状態で使用して

をたたむのに 10N（約 1kgf）程度の力が必要

ください」「平らな安定した場所でご使用くだ

であったが、苦情品の脚は 1.5N（約 0.15kgf）

さい」等の安定性に関する注意表示があった。
参考品に同梱のラベルには「ご使用前に製品

という非常に弱い力でたためた。
さらに、苦情品は脚の固定が緩く、本体を
持ち上げると開いた脚が自重で垂直まで戻っ

に亀裂、破損、ガタツキ、脚部がしっかり固定
されているかをご確認の上、ご使用ください」

て不安定な状態になり、そのまま置くと荷重

「ご使用の際は、両脚を完全に開いて固定させ

をかけなくても脚が折りたたまれて倒れてし

た後、平らな場所で安定させてからご使用下さ

まうことがあった（写真7）。

い」等の安定性に関する注意表示があった。
以上、苦情品は脚を留める金具を固定するビ

（３）安定性試験
苦情品の脚が開いた状態での安定性を調べ

スがなかったり、緩んでいたため、アイロン台

るために「CPSA0139 家 庭 用 ア イ ロ ン 台 の

の脚がたたまれてしまったものと考えられた。

写真 6 脚をたたむのに必要な力

結果概要
受付センターは、相談者と事業者に商品テス
ト結果を伝えた。事業者には、脚がたたまれた
ことによりアイロンが落ちてやけどをしたもの
写真 7 弱い力でたたまれた苦情品の脚

と考えられ、消費生活用製品安全法の重大製品
事故に該当すると思われるため、消費者庁に報
告するよう求めた。併せて、相談者は話し合い
による解決を望んでいるため対応をするよう求

脚が開いて安定した状態

めた。
後日、事業者から「相談者と話し合い、治療
費等を渡して了承を得た。苦情同型品のアイロ
ン台の在庫は全品検査し、すべてビスが付いて
いることを確認した。今後製造・販売を中止す

本体を持ち上げると脚が自重で垂直まで戻る
そのまま置くと脚が内側に入り、不安
定な状態になった前脚が折りたたまれ
て、倒れてしまった

る」との報告があった。
なお、事業者は同庁に消費生活用製品安全法
に基づき重大製品事故として、受付センターは
消費者安全法に基づき重大事故として報告し
た。
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暮らし

第 83 回

の

法律

Q& A

Q マンションのタイルが剥がれ落ちてきて、
通行人がけがをしたら？
相談者の気持ち

歩いているとき、マンションのタイルが剥がれ落ちてきて、けがをしま
した。どこに対して治療費などを請求すればよいのでしょうか？
萩谷 雅和

A

Hagiya Masakazu 弁護士

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。

質問は治療費などを「どこ
に対して」請求するか、とし
ていますが、その前提として、

しているべき安全性を欠いていると言えますか
ら、この条文が適用されると考えられます。
また、瑕疵は「故意・過失」によって生じた

そもそもどこかに請求できる

ことを必要としません。つまり、誰かの不注意

のかどうか、を検討しないといけません。そのこ

（故意・過失）があったかどうかを問わず、そ

とは、後述の「どこ」に請求するかという点に

の建物が結果的に安全でなければ請求できま

もかかわってきます。

す。占有者は、「損害の発生を防止するのに必

こういう場合、根拠になる法律の条文は、第一

要な注意をしたとき」には賠償責任を免れるの

に他人から迷惑を受けた場合の最も一般的な根

ですが、「必要な注意」をしたことの立証責任

拠とされる不法行為（民法 709 条）です。ま

は占有者にあります。必要な注意とはどこまで

たその中で特殊な例として土地の工作物責任

を言うのかはケースバイケースと言わざるを得

（民法 717 条）の規定があります。不法行為は、

ない難しい問題ですが、占有者が特に不注意で

誰かがタイルの維持や管理に不注意があった場

なければ、逆に言えば、タイルが剥がれそうな

合に、その不注意だった人に対して請求すると

外観があったのに放置していた場合など以外は

いうものです。タイル設置を請け負った施工業

必要な注意を怠ったとは言えないと思います。

者に工事ミスがあり、「タイル剥がれ→けが」

請求する相手方は一次的には「占有者」です。

の場合は、この業者に請求することができます。

二次的には「所有者」です。自己の所有する不

この場合は、このタイル業者に工事ミスがあっ

動産に住んでいる場合は、この占有者と所有者

たことを立証する必要があります。通りがかり

は一致します。しかし賃貸物件の場合、賃借人

の素人にとってみると、これは結構面倒なこと

が占有者であり所有者は賃貸人です。ですから、

です。

被害者側としては、まずは賃借人に請求し、請

一方、土地の工作物責任は、「土地の工作物

求された賃借人が「損害の発生を防止するのに

の設置又は保存に瑕疵があることによって他人

必要な注意をしたとき」を立証したときは、次

に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、

に賃貸人に請求することになります。

か

し

被害者に対してその損害を賠償する責任を負

なお、通常のマンションの場合、外壁やバル

う。ただし、占有者が損害の発生を防止するの

コニーは専有部分ではなく共用部分ですので、

に必要な注意をしたときは、所有者がその損害

共用部分は区分所有者全員の共有となっている

を賠償しなければならない」というものです。

場合が多いことになります。もっとも、通常は

「土地の工作物」の中には、建物も含まれま

管理組合が本件のようなケースを想定して何が

す。また、「瑕疵」とは、工作物が本来有して

しかの資金をプールしたり保険に加入したりし

いるべき安全性を欠いていることをいいます。

ているので、現実的にはここから支払われる場

タイルが剥がれ落ちる事態は、建物が本来有

合が多いでしょう。
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消費者問題にかかわる判例を
分かりやすく解説します

暮 ら し の判 例

国民生活センター 相談情報部

いわゆる緑のオーナー制度契約により生じた損害に
ついて、国の説明義務違反を一部認めた事例
本件は、緑のオーナー制度（国有林の分収育林制度）により国との間で締結した分収育林契約に関し
て、元本割れで生じた損害を消費者が賠償請求した事例である。
裁判所は、勧誘時に交付されたパンフレットに元本割れリスクの記載がなく説明した事実も認められ
ないとして、過失相殺（3 割ないし 5 割）したうえで受領金額を損益相殺して認容し、一部の契約者
＊1

の経過により請求を棄却、パンフレットに元本割れリスクを
については消滅時効の完成、除斥期間
記載した時期以降の契約については説明義務違反がないとして棄却した。
緑のオーナー制度における説明義務について、参考になる判決である。
（大阪地裁平成 26 年 10 月 9 日判決、『金融・商事判例』1456 号 43 ペー
ジ掲載）

原告：X（消費者）
被告：Y（国）

であるとしたうえで、一戸建ての住宅で使用さ

事案の概要

れる木材の収益を受け取る旨が記載されてい

Yは、国有林の分収育林制度（いわゆる緑の

た。勧誘担当者向けの資料にも、将来の収入の

オーナー制度）を、「国有林野の管理経営に関

見通しは困難であるとしたうえで、利回りに

する法律」を改正することによって創設し、

ついては2～3％と記載されていた。しかし、

1984年10月から順次募集・販売した。この制

1983年のYによる試算では、立木の伐採時の

度は、国有林野に生育する樹木の持分を譲渡契

価格がその評価時点の価格の5～6割程度にな

約（分収育林契約）に基づいて契約者に譲り、

ると、収益が費用負担者の払込総額よりも下回

管理費用の一部を契約者に負担してもらい、樹

るとされており、Yは元本割れする危険性を認

木の成長後に伐採・売却して得た収益を、国と

識していた。ところが1993年後期まで、元本

契約者に分収（分配）するというものである。

割れについては、パンフレットに明確に記載さ

契約を募集するに当たり、Yは勧誘に当たる

れていなかった。そして、分収林の落札状況

職員向けに質疑用の資料と勧誘用のパンフレッ

は、2008年末までの間、約95％が元本割れに

トを作成した。加えて、各営林署等でもチラシ

至っていた。

が作成された。チラシには、契約者の資産とな

そこでXらは、国家賠償法1条1項に基づき、

る旨を記載しているものもあり、パンフレット

Yの説明義務違反などがあったとして、Yに損

でも、長期間の契約であり将来の収入は不確か

害賠償を求めた。本件契約は、契約期間が長期

＊1

一定期間権利を行使しないことにより、その権利を失うことになる期間。中断がない等の点で時効とは異なる。
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であり、20年～30年のものが多いほか40年超

以前のパンフレットには記載がなく、受領総額

のものもあった。このため、損害賠償請求権に

が支払総額を下回ることがあると容易に認識で

ついての消滅時効や除斥期間も大きな争点と

きたとは言い難く、下回ることはないとの誤解

なった。この点を含め争点は多岐にわたるが、

を生じさせ得るのであり、認識し得たとの特段

主要なものは理由に挙げたとおりである。

の事情がない限り説明義務違反があったという
ことができる。そして、1993年前期以前の契

理由

約者で1993年後期以降に追加契約した者につ

裁判所は以下のように判断してYの説明義務

いては、同様の契約なのでパンフレットを読ま
ない場合があり得ることから、誤解を取り除い

違反を一部認めた。

たとは言えず説明義務違反を認める。

（1）分収育林事業の公権力性
分収育林事業が、契約だけではなく、国民の

（4）Xらの損害（損害の発生時期）

森林造成への参加および国土の緑化という公益

Xらは、Yから分収育林契約について適切な説

的側面が重視されていることを考慮すると、国

明を受けていれば、払込額相当額を支払うこと

家賠償法1条1項の公権力の行使に該当する。

はなかったといえるから、XらがYの説明義務違
反により被った損害とは払込額相当額である。

（2）Yが説明義務を負うか
格別の専門的知識を有しない国以外の者（費

（5）除斥期間経過の有無

用負担者）らと、林野行政を担うYの間に情報格

民法724条後段は、除斥期間を定めたもので

差があり、費用負担者らは、そのようなYを信頼

ある。損害が払込相当額であることから、同条

して本件契約を締結するのであるから、Yは、

後段の「不法行為の時」とは、分収育林契約締

本件契約の申し込みの勧誘を行うに当たり、分

結時点である。また、除斥期間の成立を制限す

収育林契約の内容等について、分収金の総額が

るべき正義・公平の理念に反する事情も認めら

払込額を下回ることはないとの誤解が生じ得る

れず、契約締結時から20年を経過した場合、

ような場合には、このような誤解に基づいて契

損害賠償請求権が消滅している。

約を締結させることのないよう、費用負担者ら

（6）消滅時効が完成しているか

に理解させるために必要な方法および程度によ

本件においては、Xらが分収益の支払いを受

り説明すべき信義則上の義務を負い、この義務

けたことで、元本割れの有無を認識することが

に違反した場合には、国家賠償法1条1項に基

でき、またYの説明義務違反による損害である

づく損害賠償責任を負うと解すべきである。

ことを確定的に認識することができたので、そ
の時点から起算して、訴え提起時までに3年が

（3）説明義務違反の有無
Yは、分収育林契約の申し込みの勧誘を行う
に当たり、主に林野庁作成のパンフレットや各
営林局または営林署作成のチラシを配布するこ

経過している者については、消滅時効が完成し
ている。
（7）過失相殺・損益相殺

とにより分収育林契約の申し込みの勧誘を行

1993年前期以前の契約者において、パンフ

い、電話で勧誘する際にも、パンフレット等を

レットには元本割れのリスクの説明はなかった

読むように指示していた。そして、1993年後

としても、非常に長期間の契約であり将来の収

期以降のパンフレットには、元本を保証しない

入予想が困難である旨の記載はあったなどとし

旨明記されていた。パンフレットに記載があれ

て3割の過失相殺を、1993年前期以前の契約

ば、受領額の総額が払込額を下回る可能性があ

者で1993年後期以降に追加契約した者につい

ることを通常は認識することができるので、特

ては、Yから交付されたパンフレットを閲覧す

段の事情がない限り説明義務違反があったとい

れば元本割れのおそれを容易に認識することが

うことはできない。これに対して1993年前期

可能であったとして5割の過失相殺を認める。
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そのうえで、Xらは分収益を取得しているこ

が通例である。
民法 724 条後段の 20 年については、参考

とから損益相殺の対象とする。

判例③に従い、除斥期間としている。この考え

解説

方で不法行為の時を契約のときとすると、20

本件の分収育林契約は、消費者が資金を拠出

年超の長期契約の事案は除斥期間で救済されな

し、その資金によって事業を行い、その配当金

いことになる（なお、改正民法 724 条は、20

や出資金の清算を行うという内容であり、金融

年につき消滅時効期間とした）。

と類似して

消滅時効の起算点につき本判決は最終支払い

いる。そこで、投資取引の場合と比較して検討

があったときとするが、投資取引においては、元

する。

本割れを知ったとしても、法的に損害賠償請求

商品取引法の集団投資スキーム

＊2

なお、本判決の控訴審判決は、参考判例①（以

できるものなのかについては判断できない場合

下、高裁判決）であり、その後最高裁（参考判

が多い。そこで、被害者が法律相談等で法律家

例②）にて上告棄却・不受理となっている。高

の助言を得たときを起算点とする裁判例があ

裁判決は、原判決を補正しているが、過失相殺

る。参考判例④はワラントの投資被害の事案に

の点を除いては基本的に本判決の考え方を支持

ついて、証券 110 番で相談したとき、参考判

している。そこで、以下、本判決を基本に述べ

例⑤は商品先物取引の事案について、相談した

ていく。

弁護士から助言を得たときを起算点としてい

説明義務違反の有無については、パンフレッ

る。

トの記載によって区分している。この点は、投

緑のオーナー制度の事案では、その後も本判

資取引との際立った違いといえる。投資取引の

決の考え方と同旨の裁判例が出ている。参考判

場合、説明義務の履行は書面の記載だけでなく、

例⑥は、説明義務、除斥期間、消滅時効の起算

相手方が具体的に理解し得る程度の説明をした

点を本判決と同様に判断したうえ、Y の消滅時

かで判断される。本件は、集団訴訟であったと

効の援用を権利の濫用とならないとしている。

いう点を考慮しても、投資取引と類似の取引と
とらえるならば、原告ごとに勧誘や説明が具体
的にどうであったかが問題となるはずで、パン

参考判例
①大阪高裁平成28年2月29日判決（『金

フレットに記載があるから説明義務が履行され
たという判断は非常に特徴的である。

融・商事判例』1491号48ページ）
②最高裁平成28年10月18日決定（LEX/

過失相殺について高裁判決は、パンフレット
に記載のない時期の契約者については過失相殺

DB）
③最高裁平成元年12月21日判決（民集

を否定した。しかし、
追加契約の類型については、
高裁判決も 5 割の過失相殺が相当とし、その理

43巻12号2209ページ）
④大阪地裁平成9年7月28日判決（『証券

由としてパンフレットの記載を挙げている。
損害については、支払額が損害であるとして、

取引被害判例』セレクト6巻313号）
⑤名古屋高裁平成25年2月27日判決（『先

それを基準に過失相殺し、その後損益相殺して

物取引裁判例集』68号104ページ）

いる。この点も投資取引の実務処理と異なる点

⑥大阪地裁平成30年4月9日判決（『金

である。投資取引の場合には、支払額から受領

融・商事判例』1545号37ページ）

額の総額を差し引いた額（目減り分）が損害で
あるとして、これを基準に過失相殺する考え方
＊2

他者から金銭などの出資・拠出を集め、当該金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を出資者に分
配するようなしくみのこと。このしくみの持分権利は、法的形式や事業の内容を問わず、包括的に金融商品取引法の規制対象で
ある「有価証券」とみなされる。
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
２回

第

人の能力
村 千鶴子

Mura Chizuko

東京経済大学現代法学部教授、弁護士

専門は契約法、消費者法。国民生活センター客員講師、同消費者判例評価検討委員会委員、東京都消費者被害
救済委員会会長などを務める。著書に『Q&A 市民のための消費者契約法』（中央経済社、2019 年）ほか多数。

まる」（法 3 条 1 項）と定めています。私権と

はじめに

いうのは、民法上のさまざまな権利のことで、

民法（以下、単に「法」ともいう）で「契約
は守る義務がある」としているのは、契約を締
結した当事者には、契約を選び法的な責任を取

自然人は、生まれると同時に生きている間は権
利能力があるという意味です。
第二に、行為能力については、「第一編

総

る能力がある「大人」という前提に立っている

則、第二節

行為能力」の部分で「年齢二十歳

からです。この前提を欠く場合には、大人とし

をもって、成年とする」（法 4 条）と定めてい

ての法的責任を求めることは過酷になるので、

ます。この規定は、成年になれば一律に行為能

法的手当てが必要です。

力者として扱うという意味です。行為能力者と

こうした「人の能力」に関し、2017 年と

は、自分で行った法律行為（典型的なものが契

2018 年に改正されました。2017 年改正では、

約）に対しては守るべき法的責任を負う能力が

「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思

あるものとして扱うということです。

能力を有しなかったときは、その法律行為は無

ただし、成年年齢に達していても、事故や病

効とする」（改正法 3 条の 2）との規定を新設

気、加齢などによって十分な判断能力がない人

しました。改正法は、2020 年 4 月 1 日が施

もいます。このような人に対する支援制度とし

行日です。2018 年改正では、「年齢二十歳を

て、制限行為能力者の制度があります。

もって、成年とする」（法 4 条）と定めていた

制限行為能力者には、未成年者保護制度と、

ものを「年齢十八歳をもって、成年とする」（改

成年になった以降の人のための成年後見制度・

正法 4 条）と改正しました。改正法の施行日は、

保佐制度・補助制度（以後、まとめて成年後見

2022 年 4 月 1 日です。

制度という）があります。未成年者保護制度は、

今回は、「人の能力」に関する民法の規定を

特に手続きは必要なく、誰でも成年年齢に達す

概観するとともに、改正法の意味と相談業務へ

るまでは保護の対象となります。成年後見制度

の影響について考えます。

は家庭裁判所に開始の審判の申し立てをする必
要があり、いずれの制度の対象になるかは、本

民法の「人の能力」の扱い

人の判断能力などの低下のレベルによって個別

民法は、普通の人、つまり自然人の能力につ

に家庭裁判所が審判手続きにより決定します。

いて、権利能力・行為能力・意思能力の三種類

第三の意思能力とは、自然人が自分で判断
して選択し、選択に対して法的責任を負うこ

の概念に区別しています。
第一の権利能力とは、民法上の権利の主体者

とができる現実の能力を意味します。明治 29

となる能力のことです。民法では、権利能力に

（1896）年に民法が制定されたときから、意

人、第一節

思能力という考え方は当然の前提とされていま

権利能力」の部分で「私権の享有は、出生に始

したが、民法上の常識的な基礎概念については

ついて、「第一編

総則、第二章
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明文化する必要はないとする立法者の判断によ

ています。日常の買い物は、何の支障もなく責

り、条文化されず、現在に及んでいます。

任を持って行うことができる能力があるからと

意思能力がない人のした契約の効力

いって、高度なデリバティブ取引が適切にでき
るだけの能力があるかというと、話は別ではな

しかし、自分のした契約は守る義務があると

いでしょうか。このような経済取引の現実の多

いう考え方をとるうえでは、契約者にはそれだ

様性をみると、取引の内容によって必要とされ

けの責任を負うことができる能力を備えている

る意思能力の程度は違うと考えるのが合理的で

ことが前提となります。

はないかという指摘があります。普段の買い物

では、契約を締結した時に、当事者には意思

などで必要とされる意思能力のレベルは、6 ～

能力がなかった場合には法的責任を負うことに

7 歳程度の知的能力で足りるとしても、デリバ

なるのかが問題になります。裁判例や学説・実

ティブなどの複雑な取引の場合にはもっと高度

務では、意思能力がない人（意思無能力者とい

な意思能力が必要ではないかということです。

う）がした法律行為は無効であるとする扱いが

このような考え方は、まだ学説や判例で確立
しているわけではありません。今後の実務や研

確立していました。
意思能力があるとするレベルは、裁判例では

究に委ねられている課題です。このようなこと

6 ～ 7 歳程度の知的能力であるとしています。

があって、意思能力のレベルについては具体的

小学校１年生程度の知的能力があれば意思能力

な基準は条文化されませんでした。

はあると考えられてきたということです。しか
し、民法の条文で明記してあるわけではないの

行為能力と意思能力の関係

で、「民法のどこにもそんな条文はない」とい

行為能力と意思能力とはどのような関係にな

うことで、民法を初めて勉強しようとする人に

るのでしょうか。ここでは、両者の関係につい

は大変分かりにくくなっていました。

て簡単に説明しましょう。

そこで、2017 年改正では、民法の「見える

成年に達していれば、一律に行為能力者とし

化」の一環として、改正法 3 条の 2 の規定を

て扱われます。成年に達した人が契約をすれば、

新設しました。法律行為の典型的なものが契約

原則として契約は成立します。契約当事者が、

です。分かりやすく説明すると、A が契約をし

「自分は契約したときには意思無能力だったか

た時に、意思能力を有していなかった場合、つ

ら、あの契約は無効だ」という主張をするため

まり意思無能力だった場合には、その契約は無

には、本人が「契約した時には自分には意思能

効である、という規定です。

力はなかった」ということを証明する必要があ

改正民法では、どの程度の判断能力などがあ

ります。証明できれば、契約は無効になります。

れば意思能力があるとするのか、といった意思

しかし、過去のある時点に、自分に意思能力

能力の有無の判断基準については条文を設けま

がなかったことを証明するのは簡単ではありま

せんでした。裁判例に委ねたということです。

せん。既に認知症などに罹患して専門医の治療

したがって、当面は従来の裁判例による基準が

を受けており、契約締結当時の専門医の詳しい

参考になります。

検査記録などを取り寄せることができる場合に

り かん

ただ、どのような内容の契約であっても意思

は、比較的証明は容易です。しかし、そうでは

能力のレベルを同じように考えることに対して

ない場合には、過去の時点の自分の能力の程度

は、近年、批判があります。100 年前とは違い、

を証明するのは極めて難しいのが現実です。現

現代社会では経済取引が複雑多様化しています。

時点では、認知症などが進行し、医師の詳しい

消費生活でも、日常の買い物のような取引から、

検査の結果「判断能力はほとんどない状態」な

デリバティブのような高度な経済取引も行われ

どの診断がなされたとしても、それは今現在の
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ことであって、契約を締結した過去も同じよう
な状態だったことの証明にはなりません。

2018 年改正で、前記の婚姻年齢についても
改正され、男女ともに 18 歳にならなければ婚

一方で、成年後見制度を利用している場合に

姻はできないと改められ（改正法 731 条）、婚

は、話は違います。既に成年後見開始の審判を

姻擬制のしくみはなくなりました。一律に 18

受けて成年後見人がついていれば、成年被後見

歳の誕生日以降が成年となったわけです。

人
（= 本人）
が不必要な高額商品を買わされた場
合には、成年後見人がその契約を取り消せます。

未成年者保護制度の概要

保佐開始の審判を受けている場合には、保佐

未成年者保護制度としての制限行為能力者制

人の同意が必要とされている契約について、被

度の場合には、成年後見制度のように家庭裁判

保佐人が単独で契約してしまった場合には、本

所の審判手続きは必要ありません。誰でも、生

人か保佐人がその契約を取り消すことができま

まれてから成年年齢に達するまでは未成年とし

す。例えば、被保佐人が、事業者にそそのかさ

て保護されます（法 4 条、5 条）。未成年が契

れて自宅を売却する契約をしてしまった場合に

約などの法律行為をする場合には原則として法

は、保佐人がこの契約を取り消すことによって

定代理人の同意が必要で、法定代理人の同意を

本人が自宅を失うのを防ぐことができます。た

得ないでした法律行為は本人または法定代理人

だし、成年後見制度などは、開始決定後の契約

が取り消すことができます（法 5 条 2 項）。

が対象になります。被害にあったことが分かっ

未成年の法定代理人とは、親権者です。親権

てから慌てて審判の申し立てをして開始決定を

者とは、戸籍上の父母です（法 818 条、824 条）。

受けても、過去に結んだ契約まで取り消すこと

成年後見制度のように家庭裁判所が法定代理人

ができるわけではありません。

を選任する手続きは必要ありません。ただし、

このように、判断能力などが低下している場
合には、その段階で、成年後見制度を利用する

両親ともに死亡した場合には、家庭裁判所が未
成年後見人を選任します（法 838 条 1 号）。

ことによって、契約締結時の意思能力の有無を

最近問題になっている親権者が子どもに対し

証明して契約の無効を主張するという難しい対

て虐待行為を行うなど、親権者として不適切な

応をしなくてもすみ、判断能力が低下した人を

場合には、家庭裁判所が親権の停止や喪失の審

守れるわけです。

判ができます（法 834 条、834 条の 2）。法
律上制度としてあるのですが、現実にはあまり

成年年齢の引き下げ

活用されておらず児童虐待に対する対応が十分

2018 年改正により、成年年齢が 20 歳から
18 歳に引き下げられました。改正法施行後は、
18 歳の誕生日から行為能力者となり、未成年
者保護の対象ではなくなります。

ではないことが問題となっています。

未成年者取消しと改正法
改正法施行後の契約では、18 歳未満で契約

さらに、改正前の民法では、未成年であって

した場合には、本人が成年に達し、かつ自分に

も、父母の同意があれば、男は 18 歳から、女

は未成年者取消権があることを知った時から 5

は 16 歳から婚姻ができ（法 731 条、737 条）、

年を経過するまでは、その契約を取り消すこと

未成年でも婚姻をしたときは婚姻によって成年

ができます（法 126 条、改正法 124 条）。本

に達した者とみなす（= 成年擬制）規定があり

人が未成年のままであれば法定代理人も契約を

ました（法 753 条）。20 歳未満であっても、

取り消せます（法 120 条 1 項）。

婚姻していれば成年として扱うことになるた

では、例えば改正法施行１カ月前に 18 歳で

め、婚姻しているかどうかも確認する必要があ

契約した場合にはいつまで取消しができるので

りました。

しょうか。改正前の契約ですから、この時点で
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の成年年齢は 20 歳です。したがって、契約締

危険があるだけではありません。スマホの契約、

結時点では未成年者契約です。ところが１カ月

クレジットカード、消費者金融、バイクなどの

後に改正法が施行されると、同じ 18 歳なのに

高額商品の購入、奨学金などの契約も 18 歳か

成年になります。すると、本人が成年に達した

ら自分だけの判断でできるようになります。

改正法施行日以降、本人が自分に取消権がある

大学生の多くは、スマホの契約を親にしても

ことを知った時から 5 年間が取消しができる

らっています。20 歳を過ぎて新しい機種に変

期間ということになります。

えたいと思った段階で、自分で契約しています。

改正前の取消期間の 5 年間の計算は、「取消

18 歳成年になると、高校３年生からスマホの

の原因となっていた状況が消滅した後」つまり

契約は自分でできます。現在では、スマホの本

未成年者取消しの場合には成年になったときか

体を個別クレジットの分割払いで購入し、返済

ら起算すると定められていましたが、改正法で

は毎月の通信料と一緒に引き落とされる契約が

は、さらに「取消権があることを知った時」か

多いのですが、契約意識が希薄で支払いが遅れ

ら起算することに改正されました。法律を知ら

たりすると個別クレジットの延滞情報が信用情

ないため、自分に取消権があることを知らない

報機関に登録されてしまいます。延滞分が完済

人を保護するための改正です。

されてから最低でも 5 年間は抹消されません。
そのため、社会人になってからクレジットカー

成年年齢引き下げによる変化

ドが作れない、各種ローンが組めないといった

成年年齢引き下げにより、18 歳になると成年

事態に遭遇することになります。社会人になっ

として法定代理人の同意がなくても有効な契約

た最初のこうした失敗によるダメージは大き

ができるようになります。これは 18 歳になる

く、取り返しがつきません。

と自己決定権があることになるという意味では、

クレジットカードについても、現在は、大学

肯定的に評価される面があります。しかし、知

生になってクレジットカードを作る時には法定

識や経験などが十分でない状態の契約で失敗し

代理人の同意が必要で、カード会社は限度額を

た場合でも未成年者取消しができないため、簡

5 万円程度に抑えています。しかし、18 歳成

単には救済できなくなるという問題もあります。

年になると自分だけでクレジットカードを持つ

自治体の消費生活相談窓口に寄せられる

ことができ、割賦販売法の規制では限度額 30

取引に関する相談の状況をみると、2016 年

万円までのカードであれば支払い能力を考慮す

度、2017 年度ともに、契約当事者の年齢が

る必要はないことになっていますから（同法

20 歳未満の占める割合が 2.5% 未満、20 歳

30 条の２、施行規則 43 条）、カード会社の対

代が 9% 未満となっています（「消費生活年報

応も変化すると思われます。

2018」）。成年になれば、法定代理人の同意を

消費者金融などの借金も単独でできるよう

得る必要がないので、悪質業者からねらわれや

になります。詐欺的金融商品やマルチ商法の被

すくなる傾向が分かります。訪問販売やマルチ

害では、20 歳を過ぎると支払いのために消費

商法の被害では、本人が成年になるのを待って

者金融から借金をさせられることもあり、100

契約をさせるケースが少なくありません。成年

万円を超える被害も珍しくありませんが、改正

年齢が 18 歳になると、18 歳の誕生日、多く

法施行後は 18 歳からこうした被害にあうおそ

の若者の場合には高校３年生の誕生日からこう

れがあるのです。

した事態にさらされることになります。
次回は、「意思表示・錯誤」について解説し

悪質商法だけではない問題

ます。

ことは悪質商法の被害が 18 歳から拡大する
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本誌の以下の箇所を訂正し差し替えました。

特集「変わる消費生活－所有から利用へ－」 特集 1 モノの所有から利用へと変わる消費
執筆者氏名
訂正前：Kuga Shoko
訂正後：Kuga Naoko
[お詫びと訂正]執筆者の氏名表記に一部誤りがございました。お詫びして訂正致します。

以上

