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課題と金融老年学からの提言

特 集

永沢 裕美子

資産

Nagasawa Yumiko フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人

金融審議会委員や国民生活センター ADR 特別委員を務めた後、消費者庁消費者教育推進会議委
員、金融審議会市場 WG 委員、金融広報中央委員会・金融経済教育推進会議委員などを務める。（公
社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事・副会長。

高齢化の現状と浮上する新たな課題

では資産寿命を延ばすことはできません。その
一方で、退職金で高リスクの商品を購入し、想

人生 100 年時代という言葉が盛んに言われ

定外の損失を被ってしまったという報告も絶え

るようになっています。わが国の高齢化率は世

ません。加齢とともにリスク許容度が低下する

界の中で最も高い水準となっており、退職世代

退職世代に適した資産運用商品・サービスの開

等の資産運用・管理や金融取引について新たな

発は金融業界の喫緊の課題と言えます。

対応が必要との認識が広がっています。こうし

金融資産の高齢世帯への偏在は、今以上に進

たなか、金融庁は 2018 年 7 月に、外部のさ

むことが予想されています。60 歳以上の世帯

まざまな分野の有識者や業界関係者等にヒアリ

の資産保有比率は 1999 年時点では 47％でし

ングを行い「高齢社会における金融サービスの

たが、2014 年には 66% にまで上昇、2035

あり方（中間的な取りまとめ）」＊１を公表しま

年には 70％を超えると推計されており、お金

した。

が経済全体に回らなくなる「金融資産の硬直化」

将来人口推計によれば、60 歳の人が 95 歳

が懸念されています。問題は、加齢とともに認

まで生存する割合は、1995 年時点では 14％

知能力や判断能力の低下が避けられないことで

でしたが、2015 年時点では 25% を超えてお

す。家計は時間の経過とともに変化する状況に

り、4 人に 1 人が 95 歳まで生きる時代を迎え

応じて資産構成（ポートフォリオ）を効果的に

ています。長寿はめでたいことではありますが、

変更していく必要がありますが、加齢とともに

問題は、老後の生活のための貯蓄が底をついて

そうした判断や行動を適切に行うことが難しく

しまう資産寿命が生命寿命に届かないリスクが

なります。金融機関にとって、顧客の高齢化へ

増大することです。

の対応とともに顧客の認知症発症への備えや対

加えて、わが国の退職世代は、保有する金融
資産の過半を預貯金にしてきたこともあって、

応も重要な課題となってきます。
長寿化とともに、退職後の資産・所得、就労、

過去 20 年間、資産をほとんどふやせていない

健康、世帯構成等、退職世帯の状況の多様化が

のが実情です。低金利が続くなか、預貯金だけ

進んでいることも指摘されています。金融機関

＊１

https://www.fsa.go.jp/policy/koureisyakai/chuukan_torimatome/chuukan_torimatome.pdf
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超高齢社会における金融サービスの課題と金融老年学からの提言

はこれまで、商品ありきの画一的な販売を行う

学や心理学などとも連携して、加齢に伴う心身

傾向がありましたが、多様化する顧客の状況・

の変化が社会経済に与える影響を分析する学問

ニーズに合わせた商品・サービスの提供が求め

です。伝統的な経済学は「人間は常に自分の利

られます。

益を最大化するよう合理的な意思決定をする」

中間的な取りまとめでは、現状と課題を前述

という前提で考えますが、行動経済学では、
「実

のように整理したうえで、より良い資産運用・

際の人間は必ずしも合理的とは言えない行動を

活用に必要なこれからの金融サービスのあり方

とる」ことに着目し、なぜそのような逸脱行動

を検討するための視点と具体的課題を図１のよ

をとるのかを心理や感情に着目して分析しま

うに示しています。

す。人間は加齢とともに逸脱行動をとる傾向が
高まることが確認されていますが、金融老年学

金融老年学からの提言

はこうした行動経済学の知見に基づき、加齢に

中間的取りまとめを受けて 2018 年 10 月よ

伴う認知能力・心理的変化が金融行動（貯蓄、

り始まった金融審議会・市場ワーキンググルー

資産選択・運用等）に与える影響を研究してい

プでは、
「資産寿命を延伸するための方法」と「高

ます。ここでは、金融老年学の第一人者である

齢者が安心して資産管理・運用や金融取引を行

駒村康平教授らの研究報告＊２ の一部を紹介し

える環境整備」を中心に審議が行われており、

ます。

特に金融 老 年 学 と呼ばれるアメリカ発の新し

(1)加齢とともに強まる行動バイアス

ジェロントロジー

い学問分野からの提言が注目を集めています。

まず、金融に関する問題の正答率（金融リテ

金融老年学は、行動経済学を基礎としつつ医

ラシー）の加齢による変化を示したのが図２

図 1 これからの金融サービスのあり方を検討するための視点と具体的な課題
② 資産の有効活用･取崩し
✓ 資産を効果的に運用しながら
取り崩す金融商品･サービス
のあり方
✓ 住み替えや住宅資産の有効活
用のあり方 等

① 就労･積立･運用の継続による所得形成
（勤労収入に加えた財産収入確保の重要性）
✓ 退職世代の就労継続と現役時代からの継続
的な資産形成のあり方
✓ 老後資金の「見える化」のあり方
✓ 退職金･企業年金の活用のあり方 等

（資産額）

①

②

のピークは男性 60 歳代後半、女
性 50 歳代後半となっており、そ
の後は加齢とともに低下していま
す。
行動経済学は人間の合理的な行
動を妨げるバイアス（歪み）とい

③
③ 長生きへの備え、資産承継
✓ 長生きに備えた金融サービ
スのあり方
✓ 資産の円滑な世代間等の移
転のあり方
✓ 円滑な事業承継のあり方 等

＜資産額の推移イメージ＞
従来
今後

の左グラフです。金融リテラシー

う概念を用いて逸脱行動の説明を
行いますが、その１つに、自らの
知識や能力を過大に評価する自信
過剰バイアスがあります。この自
信過剰バイアスと年齢の関係を見

④

（年齢）

④ 高齢者が安心して資産の有効活用を行うための環境整備
✓ フィナンシャル･ジェロントロジーの進展を踏まえたきめ細
かな高齢投資家保護のあり方
✓ 高齢者の側に立ってアドバイス等ができる担い手のあり方
✓ 成年後見人による資産管理のあり方 等

出所：
「高齢社会における金融サービスのあり方（中間的な取りまとめ）」
（2018 年 7 月 3 日）

＊２

たのが図２の右グラフです。若い
時に高く、50 歳代後半で最も低
くなり、60 歳以降は再び上昇す
ることが確認されています。
加齢による認知機能の低下によ
り、上述の自信過剰傾向のほかに、

岡村翔平・駒村康平「金融リテラシーはどのように形成されるのか：金融リテラシー調査を用いた分析」『生活経済学会関東部会
報告』（金融広報中央委員会「金融リテラシー調査 2016 年調査」（インターネットモニター調査）を使った分析、2018 年）
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駒村教授ら金融老年学の

図２ 加齢と金融リテラシー（左）
、自信過剰バイアス（右）
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研究者は、認知機能が低

若い時に自信過剰、50 歳代後半でボトム、高齢者で上昇
自信あり×誤答数

金融リテラシー：正答数

男性：60 歳後半、女性 50 歳後半でピーク

下してしまった人や「こ
うであろう」と思い込ん
でしまう人には、必ずし
も効果的とは言えないと
指摘しています。心身機

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
年齢

能が低下した高齢者が増
えることを想定し、前述

女性

出所：駒村康平「金融老年学の現在と今後期待される役割―Cognitive Aging の時代と金融ジェ
ロントロジーの可能性―」『信託』277 号（2019 年 2 月）50 ページ

のような高齢者の行動特
性や心理特性に着目し、

高齢者には次のような傾向が強まると考えられ

どのようなサポート・どのような商品が必要か

ています。

を考え、高齢者保護のしくみを見直すことが必

●表現方法が違うだけで真逆の選択をしてしま

要な時代を迎えていると言えるでしょう。

う傾向（フレーミング効果）が強まり、経験
や直感に依存した判断をしやすくなる。
●情報処理能力が低下するため、若年者より選
択肢が少ない方（半分程度）を好む。

最後に、駒村教授ら＊３ が心身機能の低下が
気になり始めた高齢者（65 歳から 75 歳ぐら
いを想定）や周囲の家族・親族、任意後見人等
を対象に「高齢期において金融面で気をつけた

●保有効果（いったん保有したものを手放した
くない）が強くなる。

い事項（整理表）」
（表）を作成していますので、
紹介しておきます。相談や高齢者を対象とした

●例えば金融商品の説明において、リターン

啓発の現場等でご活用ください。

のような肯定的な情報を記憶
し、リスクのようなネガティ

表 高齢期において金融面で気をつけたい事項（整理表）

ブな情報を忘れるあるいは注
目しない傾向が強まる。
●将来を展望するという視点よ
りも過去を振り返るという視
点に立ちやすく、意思決定の

「自ら行動できるが困難が
伴う時期」への備え

「自ら行動できなくなり、他者に委ね
ざるを得ない時期」への備え

日常の金融サー
ビス（支払いや
お 金 の 出し入
れ・送金など）
の利用

・取引金融機関・口座を整
理・簡約化する
・使い過ぎを防止するた
め、引き出し上限金額の
設定やキャッシュレスの
しくみを活用
・重要な契約・取引は周囲
に頼る（相談・同席等）

・財産の使用目的を決めておく
・自分の保有資産等を家族等周囲の人
が分かるように「見える化」（財産
目録の作成、印鑑等の重要物の所在
整理、祭祀関連の整理、かかりつけ
医、服薬状況、リビングウィルの作
成など）
・能力喪失後に金融サポートを頼める
人を決めておく

資産の延命化
（高度な資産運
用）

・資産の長寿化の必要性を
認識する
・現状の資産寿命を確認
・分散投資を検討
・必要に応じて、専門家に相
談

・左記の資産運用方針を、能力喪失後
も継続するか変更するかを決めて
「見える化」任意後見契約などの利
用を検討し準備
・信託（あらかじめ財産の使用目的を
決めておく）や生命保険（あらかじ
のこ
め誰にいくら遺 すか決めておく）の
利用の検討

タイミングが遅れやすい。
(2)超高齢社会における高齢者
保護のための新たな視点
近年、金融サービスでは高齢
者向けの対応として「分かりや
すい説明、大きな文字、親切、
丁寧」が実践されていますが、

出所：2019 年 3 月 26 日金融審議会市場ワーキング・グループ提出資料（駒村、成本、
野村）を筆者編集

＊３

駒村康平（慶應義塾大学経済学部教授）、成本迅（京都府立医科大学大学院医学研究科教授）、野村亜紀子（野村資本市場研究所
研究員）
（参考文献）清家篤編著『金融ジェロントロジー』（東洋経済新報社、2017 年）『信託』通巻 277 号（2019 年季刊第Ⅰ号（一般社団
法人信託協会）
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高齢社会の金融サービスを考える

高齢者の生活と資産を守る「家族信託」を考える

―家族信託を正しく理解し消費者被害にあわないために―
遠藤 英嗣

Endo Eishi 弁護士

1971 年法務省検事、2005 年東京法務局所属公証人、2015 年弁護士登録。遠藤
家族信託法律事務所所長弁護士、日本成年後見法学会常任理事。著書に『新訂 新し
い家族信託』（日本加除出版、2016 年）、
『家族信託契約』（日本加除出版、2017 年）
など。

家族信託

資産

信じて託すしくみ

皆さんは、最近、家族信託という言葉をよく
耳にされているのではないかと思います。家族
信託は、民事信託とも称され、家族の生活や財
産を守るという家族のための信託契約です。家
族信託は法律で定められた制度ではありません

家族信託は、信じて財産を託す制度です。
基本的な家族信託について図 1 を参考に理
解を深めましょう。
図 1 基本となる家族信託契約

が、この法的しくみは、私たちの生活を支える
制度です。基本的なしくみ、それに信託の本質

財産管理継承の信託契約
委託者 S

受託者 T

事務代行者

に反しない限り、当事者が望むいかなるスキー
ムも設計できる制度なのです。特に、保護を必

（信託財産）

要とする配偶者や子のために信託を利用したい
ときには、それを実現できる信託のしくみや組

（信託給付）

第１次受益者 S

み立て方（組成）は１つに限らず、いくつかの

受益者代理人 M

手法を選択でき、しかもスキームの組み立て方

第 2 次受益者

もそれぞれのニーズに合わせることができると
いう柔軟性のある制度なのです。

信託監督人

妻A 子B

（S、A、B ともに死亡ー信託の終了） A、B 死亡時帰属権利者・残余財産受益者

しかし、家族信託は、大変難しい制度です。
近時、司法書士を中心に、弁護士、税理士、
行政書士など「士業」と呼ばれる人が、この法
律行為の組成等に携わり、世の中にこの制度を
広めています。この専門家の業務を家族信託支

（注）信託契約とは、信託法で認められた信託の設定方法です。
財産を提供する委託者と財産を管理する受託者との間で
の契約です。信託には、さらに当事者として利益を受け
る受益者がいますが、契約の当事者にはなりません。な
お、信託監督人と受益者代理人は、受託者を監視監督す
る人です。

信託とは、委託者（高齢になった S さん）が、

援業務と呼んでいます。ごく最近の話ですが、

自分が所有している不動産や金融資産など一定

高齢者が、専門家と称する士業の人にこの業務

の財産を別扱いにして、信頼できる受託者（親

を頼んだところ、いい加減な仕事をされて、ト

族の T さん）にその管理等を託して名義を移

ラブルになったという事例がありました。

転（信託譲渡）します。そして、受託者 T さ

そこで、高齢者がこのような被害にあわない

んにおいて、当該財産（信託財産）を委託者が

よう、また、素晴らしいこの制度を本来の姿で

定めた一定の目的（信託の目的）に従って管理

広く活用してもらうために、この家族信託を可

活用、そして処分をし、その中で託された財産

能な限り分かりやすく説明したいと思います。

（不動産）を住まいとして利用させたり賃貸不
動産の運用益等を特定の受益者（S さんのほか、
奥様の A さんや障害を有するお子さんの B さ
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ん）に給付（信託給付）し、さらにこの受益者

理して家族を守りたい、また円滑な財産（資産）

が亡くなったときには、委託者 S さんが最終

承継を実現したいという人の夢をかなえる制度

の財産の帰属先に決めた人や団体（帰属権利者

なのです。その主な特長（信託のメリット）は、

等）に残った財産そのものを引き渡して、その

次のとおりです。

目的を達成する制度なのです。
家族信託は、財産の管理制度ですが、単純な

●委託者の死亡後も、また意思能力を失った

制度ではありません。これは、認知機能の低下

後も、本人の希望や考えを確実に長期にわ

等で財産管理が甘くなった高齢者の大事な財産

たって実現できること

が、一部相続人などによる使い込みや、特殊詐

●成年後見制度や遺言制度の欠陥やできないこ

欺にあったりしないように、信頼できる受託者

と（いわゆる「隙間」）を埋めるしくみで

に財産を移転して、高齢者や障害を有するお子

あること

さんの生活を守り、しかも確実に円滑な資産の
承継を実現しようという制度です。

●成年後見制度では本人の財産は本人のために
しか利用できないが、家族信託では本人の

この信託では、財産の名義が移転しますが、
受託者の固有財産になるわけではありません

財産を本人だけでなく、家族等のためにも
活用できること

し、受託者に贈与税が課税されることもありま

●後見人の事務処理の基本は財産の保存と管理

せん。それが、信託の中で理解が最も難しい「信

であるが、信託では財産の運用や枠を超え

託譲渡」というしくみがなせる業なのです。

た活用ができること
●信託には遺言ではできないさまざまな利点が

信託譲渡

あり、その１つが民法ではできない「後継

信託譲渡というのは、信託というしくみの中

ぎ遺贈」ができること

で委託者の財産が受託者に移転するというも

●また遺言では可能とされる相続人全員の合意

のです。これにより、① 信託財産は、委託者

（遺産分割協議）で本人の遺志が反故にさ

の所有財産でなくなり、遺産（相続財産）か

れることがないこと

ら消えます。② 信託財産は受託者の名義にな

●相続対策のしくみとして活用できること

り、形式的には所有者として扱われますが、受

●倒産隔離機能があり、委託者および受託者の

託者の固有財産になるわけではありません。③
しかも、受益者の所有になるわけでもありませ

倒産から財産を守ることができること
●不動産の共有による紛争を避けられること

ん。不思議ですが、委託者が提供した財産は、
「誰のものでもない財産」となり、委託者、受

ここで、後継ぎ遺贈について説明します。

託者が倒産したとしても信託財産はこれらの債

図 1 の事例で説明します。障害を有する B

権者によって差し押さえられることはありませ

さんには兄弟はなく、他に相続人がいない場合

ん。さらに税となると特異です。④ 信託財産は、

ですが、S さんとその妻 A さんがすべての財

税法的には受益者が所有しているとみなされ、

産を B さんに相続させると遺言を残したとし

受益者に課税されるのです。

ます。その B さんが意思表示できないときは、

既に、頭が混乱されている人も多いのではな

B さんの死亡時に財産が行き先を失うことにな

いかと思います。そうです。家族信託は、それ

り、その遺産はすべて国庫に帰属してしまいま

だけ難しいのです。

す。これを回避するため、S さんの遺言で、
「財

夢をかなえる家族信託（特長）
しかし、この家族信託は、財産をしっかり管

産を B に相続させる。そして、B が死亡した
ときは、残った財産は T に遺贈する」という
のを後継ぎ遺贈といいます。通常、この遺言で
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は、T への遺贈の部分は有効とはされないので

せい

穽（落とし穴）があり、あてにならないとして、

す。そこで、S さんの夢をかなえるのが、家族

確実に資産を承継できる家族信託がその夢をか

信託なのです。

なえられるとして利用が急に増えています。
その家族信託の主な利用目的を紹介します。

成年後見制度と本人財産

❶高齢者本人と家族の生活を守りかつ大事な財

ここで成年後見制度について触れておきま

産を守るため
成年後見制度は厳格ですが、一方で成年後見

す。
成年後見制度は、認知症高齢者や知的障害そ

人が相続財産（自宅以外の不動産）を家族の意

の他精神上の障害により判断能力が不十分な人

思に反して換価処分できるなど後見人にとって

のために、成年後見人等が、本人を代理して必

は緩慢な制度となっています。このため、本人

要な契約を締結し、あるいは本人が締結した不

のみならず配偶者やお子さんの生活や福祉を守

要な契約等を取り消し、さらには財産の管理を

るため、また不動産等大事な財産を成年後見人

して、その支援や手配を行う制度です。

が処分できないようにするために信託を活用す

この制度には、本人が自ら後見人を選任する
任意後見制度と、家庭裁判所が後見人を選任す
る法定後見制度（本人の判断能力に応じて、後

れば、成年後見人の手が及ばないところに財産
を移転できます。
その中で、認知症の配偶者や障害を有する家
族を確実に守るのです。

見制度、補佐制度、補助制度）があります。
成年後見制度は、そもそも成年後見人等が本

❷家産（大事な一家族の財産）承継のため

人の財産を管理し身上保護（生活の支援や療養

成年後見人によって財産が処分され遺言どお

看護に関する法的な手配など）を担う制度です

りの遺産承継ができなくなるだけでなく、相続

が、本人の財産は基本的には本人のためにしか

人によって遺言が反故にされるということが現

利用できません。認知症配偶者の高額な施設入

実に起きています。このため遺言を代替する家

所資金や毎月の施設利用料に、成年後見人等が

族信託を「破られない遺言」として利用できま

管理する本人の財産を自由に充てるということ

す。

ほ

ご

ができない制度となっています。それから、本

そして家族信託は、そのほとんどが「遺言代

人が望んだとしても、株式など金融商品を購入

用信託」（遺言と同じ機能を有する信託）とい

するという財産の運用も認められておりませ

われているしくみであり、次に説明する100年

ん。

信託を実現する「後継ぎ遺贈型受益者連続信

このため、本人のみならず家族の支援も可能
な、成年後見制度を代替補完する家族信託制度
に目が向けられ始めたのです。

託」もその１つです。
❸事業承継のため
委託者が円滑に長子などの後継者に事業を承
継したい場合に活用できます。

家族信託の利用目的

❹相続対策のため

家族信託は、これまでの説明でお分かりのよ

家族信託の特長を生かし、確かな資産管理に

うに、相続や遺言に代替し、成年後見制度を補

よる円滑な資産承継や相続税対策を実現できま

完するものです。成年後見制度は、高齢者、特

す。

に認知症を発症している人などを守る大事な制
度ですが、最近、使い勝手が悪いとしてこの制
度を敬遠し、これに替わる家族信託の利用を始
めています。

かん

それだけではありません。遺言については陥

「100 年信託」と遺留分
人生 100 年の時代を迎えています。実は、
家族信託も 100 年間機能するものもあります。
この間に権利を有する人が死亡して相続が開
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始しますので、その際、遺贈等があったときに
は当然民法で定められている遺留分（相続が
あったとき、一定の相続人が最低限相続によっ

野放図な家族信託支援業務と
消費者被害

て取得できる財産）の問題が生起します。信託

これまでの説明で、家族信託は、私たちの生

の場合、相続という形態ではないのですが、遺

活を支える、広遠な制度ですが、他方でとても

贈とみなされることから家族信託を利用しても

生半可な知識では手が出せない難しい法制度で

この遺留分の問題は回避できないのです。しか

あることはお分かりになったことと思います。

し、信託では、この遺留分の問題が、先の受

しかし、ここに来て、何でも望みをかなえる

益者が死亡し新たな受益者に変わったときに 1

ことができる家族信託をうたい文句に、「確か

回だけしか起きないという例があるのです。

な信託契約を作ります」「お近くのどこの銀行

信託法 91 条で認められた「後継ぎ遺贈型受

でも信託のための銀行口座も開設できます」な

益者連続信託の特例」の場合です。図 2 で説

どと言って高齢者などをだまして、家族信託支

明します。この特例（いわゆる家督承継型の受

援業務委託契約を締結し、完全には機能しない

益者連続信託のしくみ）の場合、委託者 S さ

信託契約書を作成し、しかも信託口座もどき口

んの相続時（正確には「受益者 S さんの死亡に

座（信託で大事な倒産隔離機能を有する「民事信

より次の受益者が新たな受益権を取得した時」）

託口座」ではない受託者名義の口座）を開設して

には、A さん・B さん・C さんに遺留分の問題

提供し、高額な報酬を取るという、実務能力の

は生じますが、その後の第二次受益者である後

ない専門家を名乗る事業者が増えています。

継者の長男の A さんや奥様の B さん、長女の

なぜこのようになっているかというと、実は、

C さんの死亡時（S さんの孫 D さんの受益権

これまでも、また今も専門家のかかる家族信託

取得のとき）、さらには D さん死亡時（S さん

支援業務について、法律家の中での住み分けも

のひ孫 E さんの受益権取得のとき）には遺留

なく、また報酬基準も確立されておらず、それ

分の問題は生じないと考えられています。

が高額なうえ、倫理的な基準もなく、奔放野放
図にやりたい放題のことができているという背

図 2 不動産・家督承継受益者連続信託契約

景事情があるからです。
このように、家族信託が特殊な制度で一般の

信託契約
委託者 S

受託者（一般社団法人 ST)

人には分かりにくいため、だまされている人も
多いようです。そこで、自己防衛が必要になり
ます。その手段は、これを利用するのであれば、

（信託財産）

（信託給付）

第１次受益者 S

まず自らが家族信託とはいかなるものか、基本
的なことを自分で勉強して実務のポイントを知
ることが大事です。それに、依頼した専門家と
いわれる人が作成した信託の文書の内容等で不

( 収益受益権者妻 B

次子 C）

明な点があればよく質問して、即座に分かりや
第 2 次元本受益者・長子 A

すい回答を得ることです。もし、この回答に満
足できない場合は、他の専門家へのセカンドオ
ピニオンを活用するなどして、その人が十分に

第３次受益者孫長子 D
（第 4 次受益者ひ孫長子 E）

信託組成の能力のある人かどうか、また不実告
知や誇大説明等がないかなどを確認することで

（信託の終了）帰属権利者等

（注）この信託は、長期にわたるので、個人の受託者では対応
できないことがあるので、法人にしてあります。

す。
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高齢社会の金融サービスを考える

高齢者の投資・金融関連被害の
現状と課題
辰巳 裕規

Tatsumi Hiroki 弁護士

1998 年弁護士登録（兵庫県弁護士会）。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副
委員長。1 級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP®。 著書『 生活者のための
民法（債権関係）& 消費者契約法改正 : 法改正の概要と今後の課題』
（ 耕文社、2016 年）

後を絶たない投資・金融関連被害
未公開株・怪しげな社債やファンドなど詐欺

資産

長の右肩上がりの社会であり、預貯金の金利も
高く、まじめにこつこつ働いて、給料もこつこ
つと貯蓄をしていれば、安定した老後が迎えら

まがいの金融商品被害はもちろんのこと、
「まっ

れると信じられていた時代であったと思います。

とうな」銀行・証券会社等の金融機関が販売す

ところがバブル経済崩壊後の「ゼロ金利」の時

る一見「まっとうな」株式・債券・投資信託・

代が長らく続くなかで、預貯金をするだけでは

保険等の金融商品取引に関連する被害も後を絶

かつてのような金利を得ることはおよそできな

ちません。そして、これらの金融商品関連被害

くなっています。

は既に資産を形成した高齢者がターゲットにな

高齢者の中には、かつての右肩上がりの社会・

る傾向があります。
「消費生活年報 2018」に

高金利の記憶が忘れられず、株式等の金融商品

よると、PIO-NET（パイオネット：全国消費生

による資産運用に向かう人もいるのかもしれま

活情報ネットワークシステム） に登録された

せん。あるいは終身雇用・企業型福祉の崩壊、

2017 年度の相談件数は約 93.7 万件であると

年金の削減や社会保険料負担の増加、
「老後破産」

ころ、70 歳 以 上の割合は 20.2%（ 約 18.9 万

「下流老人」
などの言葉が流行語となるなかで、

件）と最も高いとされています。このうち「金

投資をしなければならないという
「恐怖感」
「強迫

融・保険サービス」については 15,503 件であり、

観念」が広がっているのかもしれません。政府

この分野においても 70 歳代の割合が全世代の

も「貯蓄」から「投資」へ誘導をしています。そ

中で最も高くなっています。

の結果、満期を迎えた定期預金を、見せかけの

＊１

そしてその性質上金融商品取引に関する被害
額は高額になりがちです。長年こつこつと働い
て老後の生活資金として蓄えてきた「命金（い
のちがね）
」が根こそぎ奪われることもあります。

金利だけは高い外貨建ての金融商品に誘導する
銀行窓口販売などが広がっていると思われます。

保険商品等の銀行窓口販売

高齢者は再び働いて蓄財し直すことはもちろん

近ごろ、アメリカドルの金利が段階的に引き

できませんし、老後の生活は直ちに危機に直面

上げられています。それに伴い、銀行の窓口な

することになります。また人生の集大成の時期

どではアメリカドル建ての金融商品の案内チラ

に被害を受けることは、高齢者の人格、これま

シなどを散見するようになりました。以前は、

で築き上げてきた尊厳を損なう結果となり精神

オーストラリアドル建ての金融商品が多く見ら

的なダメージも決して少なくありません。

れていたところです。外貨建ての金融商品は、

高齢者の投資・金融関連被害の背景
高齢者が現役で働いていた時代は高度経済成
＊1

見せかけの金利は高く、案内チラシにおいても、
これを強調するものとなっています。定期預金
の満期の案内を契機に、外貨建ての変額年金保

国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデー
タベースのこと。

国民生活 2019. ５ 8

高齢社会の金融サービスを考える

特集

特集 3

高齢者の投資・金融関連被害の現状と課題

険等の金融商品の営業を受け契約する人が多く

地元の事業者に融資をして、地域を支えながら

みられます。もっとも、その中には「預金をし

利息を得て、これを顧客に利子として還元する

ていると思った」
「銀行にお金を預け直したと

という銀行像は既に変質してしまっていますが、

思った」など、そもそも生命保険の契約をして

高齢者はなお以前の銀行像が頭に残っているの

いることを理解していない人もいますし、為替

かもしれません。

変動リスクなど外貨建て金融商品に伴うリスク

高齢消費者保護においては、振り込め詐欺や

を理解していない人もいます。変額年金につい

未公開株など犯罪・犯罪的な悪質業者から高齢

ては、運用実績によっては払込額を下回る可能

者をどのように守るかということがもちろん重

性があるなど、そのしくみを理解していない人

要ですが、銀行・証券会社・生命保険会社など

もいます。

「まっとうな」金融機関による金融商品取引トラ

国民生活センターは 2017 年に「保険商品の

ブルからいかに守るかも併せて重要となります。

銀行窓口販売の全面解禁から 10 年を迎えて」

適合性の原則

を公表しています＊２。これによると生命保険の
銀行窓口販売の相談のうち契約当事者が 60 歳

金融商品取引法は、金融機関は顧客の知識、

以上の割合は 80% 近くに及び、銀行窓口販売

経験、財産の状況および金融商品取引契約を締

のターゲットは高齢者と思われます。相談事例

結する目的に照らして不適当と認められる勧誘

には、定期預金の満期を契機に銀行窓口で「相

を行ってはならないとする「適合性の原則」を

続税対策になる」と勧誘され、合計 1500 万円

定めています（同法 40 条）
。また金融商品販売

の契約に合意をした、銀行の元本保証の定期積

法は金融機関の説明義務について、顧客の知識、

み立てと思っていたが外国通貨建ての変額終身

経験、財産の状況および当該金融商品の販売に

保険であり 300 万円の元本減少となった、など

係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客

の事例が紹介されています。
「相談事例からみる

に理解されるために必要な方法および程度によ

問題点等」では「保険契約をしていること自体

るものでなければならないと定めています（同

に消費者の理解が得られていない」
「消費者の希

法 3 条 2 項）
。

かか

望に合っていない保険の勧誘や契約が行われて

高齢者においては、過去において金融商品取

いる」
「契約時だけではなく中途解約時や満期時

引の経験も無く、知識が無い人も少なくありま

もトラブルになりやすい」
「外貨建ての保険の場

せん。また、その多くは老後の生活資金を失う

合、クーリング・オフをしても損失が生じる可

おそれのある取引をして資産を増加させること

能性がある」などと整理されています。

よりも、老後の生活のために安定・安全に保有

高齢者の、特に銀行に対する信頼は高いもの

することを望んでいるはずです。老後の生活資

があります。また銀行には元本保証のイメージ

金として蓄えていた、安定・安全資産であった

が伴います。その結果、銀行が言うのならば間

定期預金を、価額変動リスク・為替変動リスク

違いは無い、銀行の元本保証の商品だから安心

のある外貨建て金融商品に切り替えることは、

である、との誤解が生じやすい構造となります。

当該高齢者の財産の状況や契約の目的に適合し

他方で、現在の銀行は金融商品販売により得ら

ているとは思われません。

れる手数料収入の獲得を目的としています。一

この点、日本証券業協会の自主規制である「協

昔前のように、お客様に平身低頭をして、貯金

会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」＊３

箱やカレンダーを配って預貯金を集め、他方で

の 5 条の 3 は「高齢顧客に対する勧誘による販

＊2
＊3

国民生活センター「保険商品の銀行窓口販売の全面解禁から 10 年を迎えて－新たに外貨建て保険のトラブルも－」（2017 年 12
月 21 日公表） http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171221_1.html
日本証券業協会ホームページ http://www.jsda.or.jp/about/jishukisei/web-handbook/101_kanri/files/190131_toushikanyu.pdf
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高齢社会の金融サービスを考える

特集

特集 3

高齢者の投資・金融関連被害の現状と課題

売」として、高齢顧客に有価証券等の勧誘によ

②）
。全国銀行協会も「生命保険・損害保険コン

る販売を行う場合には、高齢顧客の定義・販売

プライアンスに関するガイダンス・ノート」＊６

対象となる有価証券等・説明方法・受注方法等

を制定し、生命保険の銀行窓口販売問題に取り

に関する社内規則を定め適正な投資勧誘に努め

組んでいるところではあります。

なければならないと定めています。この規定に

この適合性の原則に違反をした場合には、行

基づき、日本証券業協会の「高齢顧客への勧誘

政上の監督のみならず、民法上の不法行為とし

による販売に係るガイドライン」＊４では、一般

て損害賠償義務を負うことがあります（最高裁

に高齢者は、身体的な衰えに加え、記憶力や理

平成 17 年 7 月 14 日判決）
。

解力が低下することもあること、高齢者には新

もっとも金融商品取引被害をめぐる訴訟にお

たな収入の機会が少なく、保有資産は今後の生

いて、裁判所に勧誘行為の違法性を認定させる

活費であることも多いことなどから、高齢顧客

ことは必ずしも容易ではないし、あるいは被害

に投資勧誘を行う場合には、適合性の原則に基

者の落ち度を安易に認定して大幅な過失相殺が

づいて、各社の実情に応じた社内規則を定める

なされることがあることも、残念ながら現実に

必要があるとの考え方を示しています。

あります。しかし、消費生活センターにおける

生命保険においても、変額保険・変額年金保

あっせんの段階等では、金融機関の法令違反行

険・外貨建て保険等の市場リスク等のある「特

為はもちろんのこと、自主規制や社内規程違反

定保険」については適合性の原則など金融商品

の行為についても丹念に拾い上げて粘り強く指

取引法の行為規制が準用されています（保険業

摘していくことが大切です。

法 300 条の 2）
。また、保険業法は保険契約の
締結に際し、顧客の意向を把握し、これに沿っ
た保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内

高齢社会における金融サービスの
あり方

容の説明および保険契約の締結等に際しての顧

現在、
金融庁では「高齢社会における金融サー

客の意向と当該保険契約の内容が合致している

ビスのあり方」について検討がなされています。

ことを顧客が確認する機会の提供を行わなけれ

2018 年 7 月 3 日に公表された「中間的なとり

ばならないとする意向把握義務を課しています

まとめ」では長寿化の進展や資産の高齢化など

（同法 294 条の 2）
。これを受けた金融庁の「保

の現状と「資産寿命が生命寿命に届かないリス

険会社向けの総合的な監督指針」

では、どの

＊５

ク」が指摘されています。また「金融老年学」

ような分野の保障を望んでいるか（死亡した場

の進展等を踏まえたきめ細やかな高齢投資家保

合の遺族保障、医療保障、傷害に備えるための

護が掲げられています。もっとも、この取り組

保障、介護保障、老後生活資金の準備など）
、貯

みが、高齢者に対してハイリスクな、あるいは

蓄部分を必要としているか、変額保険等の投資

不要不急の金融商品の販売推進の方向に進むの

性商品については、例えば、収益獲得を目的に

であれば本末転倒です。あえて言うならば、雇

投資する資金の用意があるか、預金とは異なる

用や社会保障の拡充を通じて、無理な投資・資

中長期の投資商品を購入する意思があるか、資

産運用をしなくても安心・安全な老後を過ごし

産価額が運用成果に応じて変動することを承知

ていける社会構造のあり方が検討されるのが望

しているか、市場リスクを許容しているか、最

ましく、そのうえで、高齢者に適合する、その

低保証を求めるか等の投資の意向に関する情報

意向に沿う金融商品のみが勧誘され得る方向で

の把握・確認を求めています
（Ⅱ－ 4 － 2 － 2
（3）

の議論が望まれます。

＊ 4 日本証券業協会ホームページ http://www.jsda.or.jp/about/jishukisei/web-handbook/101_kanri/GL.pdf
＊ 5 金融庁ホームページ https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/index.html
＊ 6 全国銀行協会ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/efforts/contribution/compliance/guidance.pdf
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日本におけるバリアフリー化の現状と
バリアフリー法の改正
髙橋 儀平

Takahashi

Gihei 東洋大学工業技術研究所客員研究員

1972 年東洋大学卒、博士（工学）。1994 年ハートビル法設計標準策定に関わり、以後バリ
アフリー法関連作業に関わる。内閣官房ユニバーサルデザイン 2020 評価会議 WG 参与、新
国立競技場ユニバーサルデザインアドバイザーなど。2019 年 3 月まで東洋大学教授。

きっかけはパラリンピック

東京 2020 大会が求める都市と社会像

わが国で初めて開催された 1964 年の東京

国 際 パ ラ リ ン ピ ッ ク 委 員 会（IPC） は、

パラリンピック競技大会（以下、東京 1964

2012 年ロンドンオリンピック・パラリンピッ

大会）は、その後わずか 10 年弱の間に、わが

ク大会の 1 年後の 2013 年 6 月、パラリンピッ

国の社会にバリアフリー環境の創造をもたらす

ク開催に関わる共通ガイドライン ＊１（以下、

ための幾つかのレガシーを残しました。そのひ

IPC ガイド）を公表しました。IPC ガイドの冒

とつは、「たとえ障害があっても障害のない人

頭には次のように記されています。
「（大会では）

と同等にスポーツができる」ことを証明したこ

すべての人々が、個人の機能的能力に関係なく、

とです。東京 1964 大会の前後には首都圏で

同じ体験、同じ水準のサービスを受けられるよ

も公共の体育館を舞台に車いすバスケットの

うにする」「できるだけ初期の段階から開催都

チームが生まれ、活発に活動していました。そ

市、すべての大会会場、大会の全運営において、

こから、体育館や公共施設のバリアフリー化を

アクセシビリティとインクルージョンを遂行す

求める動きが生まれたのですが、実現には至り

る責任を持つ組織を構築することが肝要であ

ませんでした。そして、1970 年代初頭、仙台

る」「計画およびサービスが確実にチェックで

から全国に波及するバリアフリーを推進するた

きるようにするために、障害者団体の要望を理

めの「福祉のまちづくり」運動が生まれました。

解し、協議すること」（IPC ガイド抜粋・要約）。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック

そして、日本政府と東京都は、この IPC ガイ

競技大会（以下、東京 2020 大会）は、どのよ

ドを超高齢社会に立ち向かうための都市整備

うなまちづくりレガシーを残すのでしょうか。

と、共生社会をめざして障害者差別解消法＊２

諸外国から見ると日本はバリアフリーやユニ

を実効していくための基本的な方針として位置

バーサルデザインが最も進んだ国の１つです。

づけました。具体的には、IPC ガイドが示す①

ただ、現状ではまだまだ解決できない多くの課

公平性②個人の尊厳③すべての人のアクセシビ

題があります。本稿では、東京 2020 大会を

リティとインクルージョン④参加と評価、とい

契機に日本がどう変わろうとしているのか、主

う４つの基本方針を大会の実施に関わるさまざ

としてバリアフリーな都市の施設環境整備にか

まな計画策定に取り込み、施策の主要目標とし

かる重要な法律であり、2018 年 5 月に改正

たのです。そして政府は、障がい者をはじめと

された改正バリアフリー法（高齢者、障害者等

する関係団体の参加により、2017 年２月にユ

の移動等の円滑化の促進に関する法律）を中心

ニバーサルデザイン 2020 行動計画＊３（以下、

に、これからの課題を考えます。

UD2020）を決定し、東京 2020 大会に向け

＊ 1 http://www.jsad.or.jp/paralympic/what/pdf/ipc_accessibility_guide_ja2.pdf
＊ 2 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定
された。
＊ 3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/ud2020kkkaigi/pdf/2020_keikaku.pdf
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備するバリアフリー基本構想の大幅な

図 ユニバーサルデザイン 2020 行動計画
2020東京オリパラ

UD2020 行動計画

アフリー化の遅れなどが、障がい者等

交通環境・移動支援環境の改善

多様性と共生の理解

障害者差別解消法と合理的配慮

アフリー情報の開示、宿泊施設のバリ

街のバリアフリー

心のバリアフリー

学校・企業教育

停滞、公共施設や建築物におけるバリ

バリアフリー法改正

ＩＣＴを活用した情報発信・行動支援
2020大会競技施設・周辺整備

UD2020行動計画

共生社会の実現

バリアフリー法・整備基準の改正

都市と地方の格差の是正

観光・文化財のバリアフリー化
観光地・宿泊施設のバリアフリー情報

障害者の権利条約

から度々改善の指摘を受けていたので
す。そうしたなかで、バリアフリー法
の改正は UD2020 の議論の中でも繰
り返し取り上げられ、東京 2020 大
会 を 2 年 後 に 控 え た 2018 年 5 月、
バリアフリー法が改正されました。

施設・情報のバリアフリー化

改正に至った理由としては、東京

政策への参加と評価
（筆者作成）

2020 大会の開催、急激な高齢化社会
の推移、インバウンドの急増、障害者

差別解消法の施行など、生活環境のバリアフ

実効に移しました（図）。
UD2020 は、2017 年時点で認識されてい

リーを取り巻く社会的状況が大きく変化したこ

た課題をもとに策定された計画ではあります

とや、東京 2020 大会への IPC からの対策要

が、わが国のバリアフリー環境が東京 2020

請も少なくなかったことが挙げられます。

大会を開催するにふさわしいものになるか、そ

特に公共交通機関のバリアフリー整備は、す
べての人にとっての日常生活や社会生活の基盤

の実効性が問われています。
UD2020 でとりわけ注目したいのは、国連

であり、これまでのハード中心のバリアフリー

障害者の権利条約を踏襲し、バリアが社会環境

化に加え、従業員教育などソフト面の取り組み

に存在することを認識したうえで、ハード（ユ

を進めることが強く求められました。改正バリ

ニバーサルデザインの街づくり）とソフト（後

アフリー法では、交通事業者の責務として、バ

述する心のバリアフリー）の連携による共生社

リアフリーに関するハード・ソフト計画の作成

会の実現を明確にうたったことです。特に、そ

と公表が求められています。交通機関に関する

の実効プロセスを検証する評価会議を障がい者

バリアフリーの法令の制定は 2000 年にさか

参加のもとで位置づけたことはわが国のバリア

のぼりますが、これが現在の法改正につながっ

フリー施策の中でも画期的な政策転換といえま

ています（表）。

す。

表 交通バリアフリー法制定以降の主な動き

バリアフリー化を推進する
バリアフリー法の改正

2000年 交通バリアフリー法の制定

バリアフリー法が成立したのは国連障害者の
権利条約が発効された 2006 年 12 月のこと。
ひょう ぼ う

ユニバーサルデザインを標 榜 し、建築物と移

2001年

高齢者住まい法の制定(良質な民間住宅のストッ
ク活用、サービス付き高齢者住宅）

2002年

ハートビル法の改正(2,000㎡以上は義務化、委任
条例の制定が可能に、特別支援学校等を対象へ)

2004年 学校施設のバリアフリー化推進指針策定

動・交通機関を一体的かつ連続的に整備すると

2005年

国交省ユニバーサルデザイン政策大綱閣議決定
（バリアフリー法の成立を促す根拠となる）

うたうものでした。しかし、10 数年経っても

2006年

バリアフリー法(オストメイト、客室整備の義務
化）、障害者の自立支援法制定

さまざまな課題が指摘されていました。例えば
公共交通機関における障がい者の安全かつ円滑
な移動の実現が遅れていること、バリアフリー
法の目玉であった都市環境を一体的段階的に整

2007年 学校教育法改正：特別支援/個別支援教育へ
2010年 ＪＲ山手線すべての駅でホームドアの設置開始
2011年
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バリアフリー基本方針改訂(1日の乗降客3,000
人以上の駅のバリアフリー化）

消費者問題 アラカルト
障害者差別解消法制定(2016年4月施行）
2013年 IPC(国際パラリンピック委員会)ガイド策定
東京2020大会開催決定
2014年 国連障害者の権利条約批准
2017年

ユニバーサルデザイン2020行動計画、東京
2020アクセシビリティ・ガイドライン策定

2018年

バリアフリー法改正
基本方針、旅客施設、車両等のガイドライン改正

建築設計標準「ホテル・旅館」追補版策定
2019年
新国立競技場完成（11月）
2020年 東京オリンピック・パラリンピック開催

加問題というよりも、市町村が行う各事業者と
の交渉や事業予算の確保にあるとみています。
そこでマスタープラン制度では、バリアフリー
基本構想に着手する前段階として、一定の区域
を定めてバリアフリーの促進を図ります。区域
内では、旅客施設や道路など最低限必要な公共
的施設を建設する際には届け出をしなければな
りません。次に機が熟してきた段階でバリアフ
リー基本構想の立案をめざすのです。マスター

とりわけ2013年は障害者差別解消法の制

プラン制度は都市計画事業で言えば計画決定で

定、東京2020大会の開催決定と大きな案件が

あり、バリアフリー基本構想は事業化を目的と

集中し、近年におけるバリアフリー関連制度の

した事業決定です。法改正によりマスタープラ

変革にとっては大きなターニングポイントに

ンの計画策定費が国の予算による支援の対象と

なったといえます。

なりましたが、国は本来であれば当面のゴール

改正バリアフリー法のポイント

であるバリアフリー基本構想策定費への支援に
踏み切るべきではないでしょうか。

改正バリアフリー法の特徴は、第一に国連障

次に国土交通省のバリアフリー事業評価制

害者の権利条約に基づく理念規定、社会的障壁

度が新たに制度化されましたが、内閣官房が

の除去、共生社会の実現を明記したことです。

主宰する UD2020 の評価会議とは異なり、地

これは従来のバリアフリー法にはまったくない

域レベル（地方運輸、整備局レベルで分科会の

新たな規定であり、障害の概念が医療モデルか

設定が行われる）での事業評価が可能であるこ

ら社会モデルに転換したことを意味します。第

とに大きな期待が寄せられています。先に示し

二に高齢者、障がい者等に対する交通事業者

た UD2020 でも都市と地方との格差の是正が

( 従業員、社員）の心のバリアフリー教育の強

強くうたわれています。生活レベルのバリアフ

化であり、ハード、ソフトの両面における、バ

リー検証にまで持ち込むことが共生社会の実現

リアフリー達成状況と計画の公表が義務づけら

につながっていくのです。

れたことです。第三に、市町村がバリアフリー
の方針を定めるマスタープラン制度の創設とバ

おわりに

リアフリー基本構想＊４ の策定強化、第四に市

バリアフリー化にとって重要なのは障害の有

町村における建築物や道路、公園等のバリアフ

無に関係なく、建物内外、あるいは交通機関、

リーマップ等によるバリアフリー情報の開示で

生活シーンのすべてにおいて移動や利用がシー

す。そして第五に障がい者等の参画によるバリ

ムレスにつながっているということです。つま

アフリー事業評価会議等の設置です。

り生活や移動が途切れないということです。国

このうち、第三のマスタープラン制度は、

はバリアフリー法の改正でハードとソフトの連

1,741 市区町村のうち 17％の自治体（2017

携を強く打ち出しました。その責務は施設管理

年時点）にしか策定されていないバリアフリー

者、設計者、行政にあります。新築、改築にか

基本構想の推進方策として登場しました。

かわらず物的環境により利用者が区別され差別

バリアフリー基本構想の策定こそが、地域社

されることがない都市、生活環境づくりを、私

会がバリアフリー問題を明確に認識するメルク

たちは改めて問う必要があるのではないでしょ

マールではないでしょうか。これまでのバリア

うか。

フリー基本構想の着手課題は、障害当事者の参
＊ 4 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000012.html
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最 終 回

電気通信サービスと利用者保護の現状
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、電気通信事業法（以下、

義務においてオプション契約（付随有償継続役

法）の消費者保護規定について、ガイドライン

務）に無料期間が設定されている場合、無料等

を中心に解説しました。最終回では、改正法施

期間終了の通知の必要性について記載を追加し

行後のガイドライン改定の経緯を中心に、利用

たこと、③基本説明事項のうち、解約や更新の

者保護施策の現状を説明します。

条件について、主に自動更新契約（2 年縛りな
ど）を念頭に置いた記載を追加したこと、④基本

ガイドラインの改定

説明事項に民法改正に伴う定型約款に関する情

現行のガイドラインは、2015 年改正法の

報提供の項目を追加したこと、⑤説明の際に用

施行に伴い 2016 年 5 月に適用されたものに、

いる説明書面について説明事項の「集中化・一

改正法施行後も、関連法令の改正や総務省によ

括化の原則」を明記したこと、など、主に説明

るモニタリング調査の結果などを踏まえ、改定

義務を中心とした改定となっていますが、全体

が継続的に実施されたものです。

的に表現が改められるなどしており、改定内容

（１）2017年1月

は多岐にわたっています。

2017 年 1 月には、総務省の「モバイルサー

（３）2018年2月

ビスの提供条件・端末に関する指針」が制定さ

2017 年 6 月に改正された青少年インター

れたことに伴い、提供条件説明義務（以下、説

ネット環境整備法（青少年が安全に安心して

明義務）を中心とする改定が行われました。

インターネットを利用できる環境の整備等に

具体的には、①事業者や代理店が、利用者に

関する法律）が 2018 年 2 月に施行されまし

対し利用実態に応じた料金プランを提供するこ

た。同法の改正では、携帯電話事業者および代

と（不必要に高い料金プランを提示しないこと）

理店に対し、①利用者が青少年（18 歳未満の

を求めるとともに、②事業者が、代理店による

者）かどうかを確認する義務、②青少年である

適合性原則の遵守状況を監督することが追加さ

場合は青少年有害情報フィルタリングの必要性

れるなどの変更が行われています。

を説明する義務、③青少年に対し携帯電話端末

（２）2017年9月

をセット販売する場合は原則としてフィルタリ

じゅん

2017 年 9 月には、
総務省の ICT サービス安心・

ング有効化措置を講じる義務、がそれぞれ規定

安全研究会から「平成 28 年度消費者保護ルー

されました。そこで、ガイドラインにおいても、

ル実施状況のモニタリング（評価・総括）」 が

事業者や代理店が同法に基づき遵守すべき内容

公表されたことに伴うガイドラインの改定が行

が明記されることになりました。

われました。

（４）2018年8月および9月

＊１

主なものを挙げると、①ガイドライン冒頭に

2018 年 8 月に、前述の「モバイルサービス

おいて、ガイドラインで用いられる「必要であ

の提供条件・端末に関する指針」について、①

る」「求められる」「不適切である」「適切であ

端末の SIM ロックの解除対象の拡大、②端末

る」などの表現の解釈を明示したこと、②説明

購入補助の是正を内容とする改定が行われまし

＊１

http://www.soumu.go.jp/main_content/000492651.pdf
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た。これと関連して、利用者を長期間拘束する

そして、2019 年 1 月には、同 WG から「モ

効果のある残債免除施策（4 年縛りなど）につ

バイルサービス等の適正化に向けた緊急提言」

いて、その提供条件の概要を説明することを明
記する改定が行われました。

提言では、①シンプルで分かりやすい料金プラ

さらに翌月には、総務省の指定告示（第 2
回連載を参照

（以下、緊急提言）が公表されました＊４。緊急

）が改正され、同年 10 月から

＊２

MVNO の携帯電話サービスが初期契約解除の
対象役務に含まれることになったため関連する

ンの実現、②販売代理店の業務の適正性の確保
がそれぞれ提言されています。緊急提言の詳細
は、表にまとめたとおりです。
さらに、2019 年 4 月には、同 WG から「消

改定が行われました。

費者保護ルールの検証に関する WG 中間報告

（５）2019年5月

書」＊５ が公表されました。同報告書では、緊

2018 年 5 月に成立した「電気通信事業法

急提言の内容を踏まえたうえで、個別の論点と

及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一

して、①携帯電話の料金プランの理解促進のた

部を改正する法律」により、事業休廃止に係る

めの取組
（料金プランにおける拘束期間全体で

周知義務が改正・強化されることになりまし

の総額表示や利用実態に応じた料金プランへの

た。この改正法の施行に伴うガイドラインの改

見直し推進）、②携帯電話ショップでの手続時間

定が、2019 年 5 月頃に予定されています。

等の長さへの対応、③広告表示の適正化に向け

なお、周知義務については第 4 回連載

で

た対応、④不適切な営業を行う販売代理店等へ

解説したところですが、改正法では法 18 条 3

の対策、⑤高齢者のトラブルへの対応、⑥法人契

項が削除され、新たに法 26 条の 4 および 26

約者のトラブルへの対応、⑦在留外国人による

条の 5 が新設されます。法 18 条 3 項で規定

契約や利用の円滑化などが指摘されています。

かか

＊３

されていた内容を基本的に踏襲しつつ、利用者
の利益に及ぼす影響が大きいサービスの休廃止

おわりに

については事前の届出義務が課されたことか

これまで、2015 年改正法による電気通信

ら、より長期の周知期間を設けることなどが盛

サービスの消費者保護ルールを解説してきまし

り込まれる予定です。

たが、現在もなお課題や問題点が残されており、
今後も、法令やガイドラインの見直しが行われ

利用者保護をめぐる状況

る予定です。利用者保護施策については、常に

2015 年の改正法は、電気通信サービスをめ

最新情報をチェックする必要があります。

ぐるトラブル事例が増加したことを受け、消費

間もなく、高速・大容量の通信が可能な第 5

者を中心とする利用者保護を図ったものです

世代携帯通信サービス（いわゆる 5G 回線）が

が、利用者の苦情は減少傾向にあるものの、依

導入され、産業や医療の発展、さらには社会生

然として高い水準にとどまっていると指摘され

活の変革に繋がると期待されています。

ています。

つな

一方で、5G 回線への変更などに伴う利用者

総務省では、2015 年改正法の施行後も定
期的に実施状況をモニタリングするとともに、

の苦情やトラブルの発生も容易に予想されると
ころです。

2018 年 10 月からは「消費者保護ルールの検

今後も、電気通信サービスの利用者保護のあ

証に関する WG」を開催し、消費者保護ルー

り方について注意深く対応・検証していく必要

ルのあり方についての検討を行っています。

があると思います。

＊２

ウェブ版「国民生活」2019年2月号「電気通信サービスと消費者保護ルール」 第2回「提供条件説明義務と書面交付義務」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201902_06.pdf
＊３ ウェブ版「国民生活」2019年4月号「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」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201904_05.pdf
＊４ 「『モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言』及び意見募集の結果の公表」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000529.html
＊５ http://www.soumu.go.jp/main_content/000615097.pdf
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表 「モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言」の内容

①シンプルで分かりやすい携帯電話に係る料金プランの実現
問題点（主なもの）

提言

通信料金と端末代
金の完全分離

◆通信サービスと端末はセットで購入すると
の強い印象を与える。
◆同じデータプランでも購入する端末により
通信料金が異なるまたは通信料金の割引が
特定の端末の利用者に限られているという
不公平が発生。
◆割引終了後は通信料金が上昇するため、必要
以上に新規端末へ買い替える誘因が働く。
◆ハイエンド端末の購入補助が過度なため
ローエンド端末と価格が接近。
◆端末代金と通信料金の区分が不分明

◆端末の購入等を条件とする通信料金の割引
等を廃止することが適当。
◆通信役務の一定期間の継続利用を条件とす
る端末代金の割引等は見直しが適当であ
り、販売代理店を通じて行われる割引等も
併せて対応が必要。
◆特に、一定の条件の下で端末割賦代金の残
債を免除する販売手法（端末買換えサポー
トプログラム）については、抜本的に見直
すことが必要。

行き過ぎた期間拘
束の禁止

◆期間拘束と自動更新により事業者乗換えの
スイッチングコストが高い。
◆期間拘束なしの料金プランの料金が高かっ
たり、継続的に契約しているのに長期契約
者割引を受けられなかったりするなど、利
用者にとって実質的な選択肢ではない。
◆中途解約時の違約金の算定根拠が明らかで
なく、その水準が高いことが事業者乗換え
の妨げとなっている。
◆FTTH等とセットで契約した場合、当該契
約に係る拘束期間のずれが事業者乗換えの
妨げとなっている。

◆期間拘束のない契約の提供条件(料金等)が
実質的な選択肢ではない場合や、拘束期間
が著しく長期の場合で、合理的理由がない
ものは見直しを。
◆解約違約金は合理的な算定根拠に基づくべ
きであり、違約金の水準が著しく高い場合
には見直しを。
◆期間拘束の自動更新については、契約当初
に選択可能とし、拘束期間終了時更新する
か自動更新の選択を変更するか利用者に確
認すること、自動更新の有無で料金等に差
を設けないこと。

合理性を欠く料金
プランの廃止

◆同じ携帯電話事業者が提供する同じ通話頻
度、同じデータ通信容量の通信サービスで
も、プランによって通信料金が異なる場合
がある。
◆基本料とデータプランを別々に提供してい
ても、基本料が安いプランでは少ないデー
タ量を選択できないなど、組み合わせに制
約がある。

◆通常の提供条件の説明により利用者が理解
できないような過度に複雑な料金プランや
合理性を欠く料金プランは、利用者の正確
な理解を妨げるとともに、料金プラン相互
の比較を困難とし、利用者の合理的な選択
を阻害するため、見直しが適当。

②販売代理店の業務の適正性の確保
問題点

◦携帯電話の契約内容が複雑化、説明時間も長時間化し、契約内容や料金を消費者が正しく認識
できておらず、また必ずしも消費者が希望する契約内容になっていない。
◦光コラボの代理店による電話勧誘に係る苦情相談が相変わらず多く、「新しいサービスのご案
内です」と言われたので契約中の事業者だと思ったなど、事業者名について誤解を与える勧誘
となっている。
◦携帯電話については、「○万円キャッシュバック」「実質０円端末」をうたうショップ店頭の
ポスターやロードサイドショップの立て看板が未だに見られる。
◦「実質０円」等の広告表示においては特定の適用条件等を認識しづらいものもあり、結果、特
典が受け取れないといった苦情が寄せられている。

提言

以下について、電気通信事業法の改正を含め、必要な措置を講じることが適当である。
ア 販売代理店の届出制を導入する。
イ 利用者に誤解を与えるような不適切な勧誘行為（社名や勧誘目的を明示しない等）を禁止
し、違反した場合には業務改善命令を行いうることとする。
ウ 電気通信サービス契約の媒介と一体として行われる販売代理店の業務において、電気通信
サービスに関して利用者の利益を阻害するような不適切な実態があれば、業務改善命令を行
いうることとする。
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データの裏側

よく目にする健康食品の広告のデータについて、
注意するべき点や周辺知識を解説します。

数値の根拠を考えよう

－「効果を実感！」の裏側に迫る－
大野 智

Ohno Satoshi 島根大学医学部附属病院臨床研究センター センター長

正確で分かりやすい健康・医療情報の発信に取り組む。朝日新聞アピタルでの連載のほか、厚
生労働省委託事業による「統合医療」情報発信サイトの作成に従事。

健康食品の広告でよく目にする宣伝文句。そ

礼がもらえる場合」など、アンケート結果がゆが

のままうのみにして大丈夫でしょうか？企業は

められてしまうケースはいろいろと考えられま

製品を購入してもらいたいために、人が持つ心

す。ですから、アンケート調査の結果を見たら

理効果や思い込み・先入観を利用して、さまざ

「どのような背景の人が回答しているのか？」

ま工夫を凝らしたアピールをしてきます。例

に注目してみてください。そして、もし回答者

えば広告に「お客様の実感率

驚異の90%」

が誰なのかの情報が記載されていない場合は、

（図1）と書かれていたら、何かすごい効果が

都合の良い回答ばかりが集められている可能性

ありそうな気がします。ですがこの情報を少し

を疑う目を持つことも重要です。

疑ってみると、違う側面が見えてくるかもしれ
ません。ぜひ一緒に考えてみましょう。

アンケートの回答者は何人？
10人のうち9人が効果を実感できたと回答

アンケートに答えたのは誰か？

すれば、「90%が実感した」となります。です

アンケートを実施するときは、当然、回答者

が、もし11人目の回答者が効果を実感できて

がいます。そこで、もしA社の製造した健康食

いなかった場合は「82%」、12人目の回答者も

品のアンケートをA社の社員が回答していたら

効果が実感できていなかった場合は「75%」

どうでしょう。自らが作った健康食品のことを

と、その割合はどんどん小さくなっていきま

悪く言う人はそうそういないでしょう。90%が

す。回答者が多ければ多いほど良いというわけ

「実感した」と回答したとしても、それは回答せ

ではないですが、人数が少ないアンケート調査

ざるを得ない状況にあったのかもしれません。

だと、ちょっとした違いで結果が大きく変わっ

このようにアンケート調査では、どのような

てくることがある点には注意が必要です。

人が回答するかによって、結果の数字が意味す

ただ、回答者の数だけに注目すると思わぬ落

るところは異なってきます。他にも「もともと

とし穴が待っています。アンケート調査では、

A社の健康食品を長い間愛用していた人が回答

回答をしてくれない人が必ずいます。例えば、

した場合」「アンケートに回答したら高額の謝

10万人にアンケート調査をして回答者が1万
人だった場合（回答率：10%）と1000人にアン

図 1 広告の例

90
お客様の実感率※

ケート調査をして回答者が900人だった場合
（回答率：90%）、どちらの信頼性が高いでしょ
うか？もし回答しなかった人の答えが、回答し

%

た人と異なっていたとすると、回答率が低いア

90

驚異の

ンケート調査の結果は、大きな誤差が生じ、真実
から外れてしまうことが危惧されます。
アンケート調査では「対象者が少ない」「回

%

※当社調べ

答率が低い」場合には、結果に偏りが出てくる
可能性が高いことを知っておいてください。
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データの裏側

アンケートの選択肢のマジック !

らそれは本当に健康食品のおかげなのかについ
て、さらに深読みしてみます。もし健康食品を

「あなたは、この健康食品を利用して効果を

利用し始めたと同時に、食事に気をつけたり運

実感できていますか？」という質問の選択肢が

動を心がけたりしていたらどうでしょう。この

「ものすごく実感できた」「実感できた」「少

ような偶然が重なると、体重が減った原因は健

し実感できた」「まったく実感できなかった」

康食品ではない可能性が出てきます。また、健

となっていたらどうでしょう。実感できたとい

康食品を利用した前後で体重の変化を比較した

う選択肢が多く、回答結果にも偏りが出ること

場合、利用者がもともとダイエットに興味が

は自明の理だと思います。

あった人であれば、結果はおのずと良いものに

また、質問文の前置きに「最近、この健康食

なるなどデータの偏り（以下、バイアス）が生

品が流行っていて芸能人も愛用しています」

じる可能性にも気をつけなければなりません。

「この健康食品には製薬企業も注目している成

つまり「健康食品を利用した人」だけを対象に

分が発見されました」など、良い方向に回答し

前後比較（群内比較）した場合、偶然やバイアス

てもらいたいがための誘導質問だった場合、回

の入り込む余地が高いということになります。

答者は無意識に質問者の意向に沿った選択肢を

健康食品による本当の効果を調べるために

選んでしまう可能性が出てきます。

ぐんない

は、健康食品を利用するグループと利用しない

実感した効果の具体的数値は？
そもそも「効果を実感できた」人は、具体的
に何を実感したのでしょうか？「疲れにくく
なった」「ぐっすり眠れるようになった」「風
邪を引きにくくなった」。これではちょっと漠

グループを比較検討する群間比較が必要になり
ます。具体的には、ランダム化比較試験（図 2）
という方法が、結果に偶然やバイアスの入り込
む余地が最も少ないとされています。

健全な懐疑主義の重要性

然としていて、とらえどころがありません。ま

広告の宣伝文句には、数名の都合の良い体験

た安くはない健康食品を身銭を切って購入する

談、思い込みやプラセボ効果、偶然やバイアス

わけですから、もともと何かしらの効果を期待

などの影響が紛れ込んでいることをぜひ知って

していることを踏まえると、「実感」できてい

おいてください。そして、このような情報と向

ると思い込もうとする力が働くかもしれませ

き合うときは、うのみにするのではなく、また

ん。そうなるとプラセボ効果も無視できなくな

拒絶するのでもなく、客観的・批判的に読み解

ります。

いていく、健全な懐疑主義を心がけて情報を吟

では、「実感」が具体的な数字で示されてい
れば問題ないのでしょうか？ここでも数字の大
きさに気を配る必要があります。例えば、ダイ
エットを目的とした健康食品で、効果を実感で
きた人の体重の減少量が1kgだとしたらどうで

ようになります。
図 2 ランダム化比較試験
BMI*が
高めの人

化するレベルの値です。このように具体的な数
値に注目することで、実感できた「効果」の大
きさが冷静に判断できます。
ぐんかん

「群間比較」って知っていますか？
では、健康食品を利用して体重が5kg減った

健康食品利用「あり」
データ解析

ランダムに振り分ける

しょう。1kg程度であれば、食事の前後でも変

味することで、バランスのとれた理解ができる

A
3

一定期間評価

2
1

B

0

体重が減った
人の割合

*BMI：体格指数
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健康食品利用「なし」

第6回
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地 域 防 災

災害後の避難生活を快適に
（１）
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。

ム「HUG（ハグ）」＊ 1 を静岡県が開発し、全国

避難場所と避難所

の防災関係者などから注目されています。

2013 年に災害対策基本法が改正され、混同

災害が起きた後のニュース番組では、よく「避

されがちな「避難場所」と「避難所」が定義さ

難所」のようすが出てきますが、避難所運営は市

れました。「避難場所（緊急避難場所）」は災害

町村の職員が全部やってくれると考えている人

の危険を回避するために一時的に避難する場所

が多いと思います。しかし内閣府のガイドライ

で、津波や地震火災などの避難場所は、高台や

ン＊ 2 をみると「被災者自らが行動し、助け合

公園などの屋外であることが多いです。一方「避

いながら避難所を運営する」と書かれています。

難所」は、災害で住宅などを失った人が一定期

大きな災害が起きると多くの避難所が設置さ

間避難生活を送る施設のことをいいます。

れますが、そのすべての運営を市町村の職員が

災害時の避難というと、市町村（特別区を含

担当すると他の仕事ができなくなってしまいま

む）が指定する避難場所や避難所に行かなくて

す。実際に 2016 年の熊本地震では、益城町

はいけないと思っている人がいますが、避難する

の幹部職員までが避難所運営に駆り出され、当

かどうかは住んでいる場所の地盤や標高などに

初、町の災害対策本部の会議が開けなくなって

よって、また住宅が平屋なのかマンションなの

しまいました。

かなどの状況によって違ってきます。例えば大

そこで、避難所の役割や運営について、理解

雨で深夜に避難することを考えた場合、頑丈な

を深めるのに役立つのが HUG です。HUG は、

マンションの上階に暮らしている人は自宅にと

Ｈ（hinanzyo 避 難 所 ）、 Ｕ（unei 運 営 ）、

どまっていてもいいことがありますし、地震で

Ｇ（game ゲーム）の頭文字を取ったものです。

被害が少なかった住宅なら在宅避難を選択した

また英語では「抱きしめる」という意味があ

ほうがいいこともあります。市町村や防災機関

り、避難者を優しく受け入れる避難所のイメー

は、地域全体の危険性についての状況は教えて

ジと重ね合わせて名づけられました。ゲームは

くれますが、住民一人一人の事情に応じた避難

6 人程度にグループ分けして、自分が避難所の

のあり方まで示すことはできません。

まとめ役になったという想定で行われます。小

したがって避難するかどうかを誰かが決めて

学校の体育館などを想定した避難所の図面と掲

くれるだろうとか、避難すれば食事も生活も誰

示板を用意し、カードで読み上げられるさまざ

かが面倒をみてくれるだろうという考えは改め

まな避難者や事態に対応していきます。例えば

なくてはいけません。

カードには「40 歳代の夫婦と 18 歳の長男の
３人」
「60 歳代の夫婦と７歳と２歳の孫の４人」

ゲームが教える避難所運営

などといった家族構成が書かれていて、次々と

災害が起きると小学校の体育館などに「避難

避難してきたと想定します。受付を設置して名

所」ができますが、どうしたら多くの人が快適

簿を作り、それぞれの部屋割りを決めて落ち着

に過ごせる「避難所」にできるかを考えるゲー

いてもらいます。そのうちに、柴犬を１匹連れ

＊１
＊２

静岡県地震防災センター https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/e-quakes/manabu/hinanjyo-hug/index.html
内閣府「避難所運営ガイドライン」 http://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_guideline.pdf
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た家族や外国人、車椅子の人や障がいを抱えた

地 域 防 災
写真３ 新潟県中越地震の時のある避難所

人なども避難してきます。こうして避難所で起
こるさまざまな出来事に対し、どうしたらいい
かを考えていきます。また毛布や食事、水など
が届いた時には、掲示板に貼り出すことや、元
気な人に手伝ってもらうことも必要です。
ゲームを通じて参加者は、お互いの考え方や
意見を出し合いながら、避難所運営を疑似体験
します（写真1）。私が取材した体験会の参加

られていて、それだけで歩きやすそうなようす

者からは「避難所運営がこんなに大変だとは思

が分かります。過去に取材した避難所でもさま

わなかった」とか「地域で避難所運営の訓練を

ざまな工夫があって、高齢者世帯をトイレに行

一度しておきたい」などといった感想が聞かれ

きやすい場所に配置した所、避難のスペースと

ました。

は別に女性の着替えや授乳のスペースを確保し

写真１ ＨＵＧの体験会（静岡県地震防災センター）

た所、男性と女性の仮設トイレの場所を少し離
した所、食事を配る係やトイレなどの共用ス
ペースを掃除する当番を早い段階から作った所
などがありました。その一方で、市町村の職員
がやってくれるのを、ずーっと待っている所も
ありました。
最近はペットを連れて避難する人が多く、混
乱する場合があります。あらかじめ避難所内に
ペット用のエリアを確保しておくことや、飼い
主にケージやペットフード等を持ってきてもら

避難所には地域がそのまま
持ち込まれる

うように周知しておくことも大切です。
日頃から地域のつながりがきちんとできてい

現実の災害でも避難所には地域ごとの違い

る避難所は、早い段階から自治の力が発揮され

がはっきりと現れていました。２つの写真を

ますが、そうでない地域の避難所はスムーズな

見比べてください。１つは阪神・淡路大震災

運営が始まるまで時間がかかります。避難所は

（1995年）の時のある避難所（写真2）、も

地域の問題がそのまま持ち込まれる場所ですか

う１つは新潟県中越地震（2004年）の時のあ

ら、災害が起きたときだけ近所の人と仲良くし

る避難所（写真3）のようすです。

ようというのは難しいことです。

写真2を見ると体育館全体に雑然と人が避難
していますが、写真3では通路のスペースが取
写真２ 阪神・淡路大震災の時のある避難所

また体育館や校舎の収容能力、校庭の広さ、
地域で暮らす高齢者や外国人の数など個々に条
件が違いますから、避難所運営にはこれが正解
というものはありません。地域の実情を踏まえ、
あらかじめ地域に合ったルールを考えておくこ
とが重要で、そのためには、それぞれの地域に
１人か２人、防災の知識とノウハウを身に着け
た防災リーダーを育てる必要があると思いま
す。避難所は被災者の生活のよりどころです。市
町村と住民が協力し、知恵を出し合って準備を
し、より良いものをめざすことが重要なのです。
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文 / 安藤 佳子 Ando Yoshiko

イギリス

イギリスのスマートメーター事情

● Which? ホームページ https://www.which.co.uk/news/2019/03/half-of-smart-meters-stop-working-when-you-switch-energy-firm/
● BEIS ビジネス・エネルギー・産業戦略省ホームページ https://www.gov.uk/government/consultations/enrolment-of-secure-smets1-meters-in-the-data-communications-company-dcc
ほか

イギリス政府は2008年、全家庭と小規模事業者

実際、スマートメーターを設置後に供給会社を切

に2020年までにスマートメーターを導入する政府

り替えた消費者にWhich?がアンケート調査を行っ

案を発表し、そして2016年、期日を2019年まで

たところ、問題なく継続使用できていたのは約4割

として正式導入を開始した。政府は、スマートメー

であったという。スマートメーター使用者の17%

ターの導入のメリットとして、不正確な料金請求の

しか供給会社を切り替えていないことから、今後、

是正や各家庭における省エネや光熱費節約、さらに

切り替えによる作動不全は増加すると予想される。

は高齢者の見守りも可能などとしている。

Which?は、消費者がより安い料金や良いサービス

問題は、①総数約5300万台に上る設置作業が進
んでいないこと（2018年9月現在1365万台）、

の提供を求めて供給会社を切り替えるのは当然で、
政府の保証が必要であるとしている。

②設置されたメーターの大部分が初期の第1世代の

この事態を受け、BEIS（ビジネス・エネルギー

メーターであることだ。第2世代のメーターは無線

産業戦略省）は2019年3月、第１世代のメーター

ネットワークにつなぐことができるため、供給会社

のセキュリティ保護や作動改善等について検討する

を切り替えても正常に作動するが、第１世代のス

専門家協議会を開催し、2019年4月には対策案を

マートメーターは互換性のない供給会社に契約を切

出すこととしている。

り替えると使用できなくなることがある。

アメリカ

ペットの抗生剤使用で人間に影響が

● CDC 疾病予防管理センターホームページ https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6737a3.htm
● CR コンシューマーレポーツホームページ https://www.consumerreports.org/antibiotics/how-antibiotics-for-pets-can-make-you-sick/

アメリカでは、毎年約130万人が鶏肉など生肉の
不適切な取り扱いで、カンピロバクター菌による食

ほか

現場でも問題となっていたが、ペット産業において
も影響が無視できない現状が明らかになった。

中毒を発症する。ところが、最近のCDC（疾病予

CDCおよび各州公衆衛生当局は、カンピロバク

防管理センター）の統計によると、2016～2018年

ター感染予防のための手洗いの徹底や手袋の着用な

の間、118人にペットの犬を感染源とした多剤耐性

どケージ清掃時の適切な汚染防止対策を紹介する啓

カンピロバクター菌による集団感染が発生したとい

発教材等をブリーダー、ペットショップなどに提供

う。罹患者の多くがペットショップで子犬と接触し

している。また、CDCのウェブサイトでは集団感染

ていたことから保健当局が20カ所のペットショップ

発生時の対策情報として、臨床医および獣医師に対

を立ち入り検査したところ、約150頭の子犬のほと

し、適切に抗生剤治療を行うよう検便および抗菌薬

んどが予防や治療などで複数の抗生剤を投与されて

感受性試験の実施を推奨している。

り かん

いたことが明らかになった。ペットから人への感染

CR（コンシューマーレポーツ）は、ペットから人へ

はこれまでもあったが、ペットの犬を感染源とした

の感染リスクは高くはないものの、特に抵抗力や免

多剤耐性菌による集団感染は初めてである。

疫力の低い家族が居る場合◦手洗い、寝床洗浄その

不要の抗生剤使用は不要の副作用や耐性菌を生

他の衛生管理の徹底◦なめる・かむなど濃密な接触

み、さらに複数の抗生剤使用は多剤耐性菌の蔓延を

を避ける（特に猫咬傷は危険）◦ペットの皮膚炎等

もたらす。これは人に限らず、近年では家畜肥育の

に安易に抗生剤を使用しないなどを助言している。

まん

こう しょう
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文 / 岸 葉子 Kishi Yoko

ドイツ

生徒向けワークショップで菜食生活の難しさを体感

●バイエルン消費者センター ホームページ https://www.verbraucherzentrale-bayern.de/bildung-by/angebote-fuer-schule-und-kinderhort/workshop-alles-veggie
●バーデン＝ヴュルテンベルク消費者センター ホームページ https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/wissen/lebensmittel/gesund-ernaehren/alles-veggie-13404
●連邦食糧・農業省ホームページ https://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/_Texte/Ernaehrungsreport2019.html;jsessionid=271818263F536CABCBEB220A9B925032.2_cid385

連邦食糧・農業省が実施したアンケート調査

ワークで、菜食主義者に不足しがちな栄養素、代替

（2018年）によると、肉・ソーセージ類を毎日

食品、表示等について学ぶ。ある学級では、ビーガ

食べると回答した人は28%と、前年の34%から減

ンの友人をパーティに招待するという設定で、買い

少していた。ベジタリアン（菜食主義者）は6%、

物リストを準備した。ビーガン向けの食品に見えて

ビーガン（完全菜食主義者） は1%にとどまった

も、意外な動物性成分が含まれており、生徒たちが

が、若者の菜食への関心は高く、14〜29歳の11%

驚く場面もあったという。例えば、ビターチョコ

がベジタリアンと回答している。しかし、正しい知

レートには澄ましバターが、アップルジュースには

識がないまま、自己流の菜食生活を続けると、成長

ゼラチンが含まれていたことから、原材料表示確認

期に必要な栄養素が不足するおそれがある。

の重要性に気づいたとのことである。

＊

そこで、若い世代が菜食について正しく学べるよ

さらに、本物のソーセージと、肉を使わないソー

うに、各地消費者センターでは連邦食糧・農業省の

セージ風食品を試食し、味や食感の違いを体験する

補助を受け、生徒対象の無料ワークショップを開催

コーナーもある。各自の体験・考察はノートにまと

している。参加は学級単位で、消費者センター相談

められ、生徒たちが自身の食生活を決定する能力を

員が進行役を務める。パズル等を使ったグループ

養うことをめざしている。

＊

ウェブ版「国民生活」2016 年 3 月号「海外ニュース」参照

オーストリア

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201603_09.pdf

過大包装、誇大表示の食品に消費者の怒りが爆発

● VKI『消費者』2019 年 2 月号 https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318910361130

食品の包みを開けると、内容物があまりにも少な

じ商品を購入し、問題点を詳細に調べる。消費者の

くて驚いた経験はないだろうか。VKI（オーストリ

主張に一理あると判断すると、事業者宛てに質問

ア消費者情報協会）が連邦労働・社会・保健・消費

状を送り、1週間以内に回答がない場合は再質問す

者保護省の補助により運営する「食品チェック」

る。それでも無回答の場合は、事業者の反論文がな

メール箱には、食品の包装・表示・広告に関する苦

いまま、商品名や問題点を公表するしくみで、訴訟

情が次々と寄せられている。例えば、「ポテトチッ

を起こすことも珍しくない。

プスの袋を開けたところ、内容物は4分の1で、残

2018年に公表された商品では、イラストと文字

りは空気だった」「マンゴーの写真付きトロピカル

で菜種油とバターの使用を強調するマーガリンに消

ジュースの実態はアップルジュースだった」「商品

費者の批判が特に集中した。菜種油とバターの割合

名に『ぶどう』『ラズベリー』と付いたフルーツ

は原材料表示欄に記載されているが、パーム油の割

バーの主原料はバナナフレークだった」など、枚挙

合は包装のどこにも見当たらない。ところが、事業

にいとまがない。

者に照会したところ、パーム油の割合が最も高いこ

このような苦情がある消費者は、専用フォームに

とが分かったという。都合の悪い情報を意図的に目

概要を入力し、現物写真があれば一緒に送る。追加

立たせなくする手法だとして、消費者は不満を表明

情報聞き取りのため、氏名とメールアドレスは必須

している。

である。同協会は全メールに目を通したうえで、同
国民生活 2019. ５ 22

探検！ 計量の世界

第2回

計量の始まりと単位
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 (https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/)、右 QR コードへ。

今回は、計量の基準となる計量単位の起源を

らば「33 歩分の歩幅の距離」というふうに計

たどるため、計量の歴史を探ってみることにし

量するのではないでしょうか。このように、あ

ましょう。

る物の長さを知りたいときには、長さの基準を
決め、その長さが基準の何倍あるかで表すと便

計量の始まり

利です。このように長さを表すことで、異なる

私たちは、計量という行為をいつ頃から始め

物の長さを簡単に比較できるようになります。
昔の長さの計量単位は、先の例と同様に、権

たのでしょうか ?
最初の「はかる」は「時間」だったといわれ

力者の身体の一部の長さを使用して決められた

ています。太古の時代に、日の出や日の入で 1

といわれています。諸説ありますが、例えば古

日を、月の満ち欠けで 1 月を、季節の移り変

代メソポタミアではひじから中指の先までを 1

わりで 1 年をというように時間の概念が生ま

キュービット、中国では手の親指の幅を 1 寸、

れ、これを意識するようになりました。

親指と中指の先の距離を 1 尺、ヨーロッパで

どりょうこう

その後、人類の文化的進歩により度量衡（長
さ・体積・重さ）を計量するようになりました。

はかかとからつま先までの足の長さを 1 フッ
ト（フィート）と単位を決めていました。

最初は狩りの道具や建物を作るために簡単な

尺

「ものさし」で長さを、その後農耕が始まると手
のひらなどを「ます」のようにして穀物等の体積
をはかるようになりました。そして狩りや農耕
で安定した豊かな生活を手に入れると、集団の
中で力を持った者が貴金属や宝石、香料などの

一説では、計量する指の形から
「尺」
という漢字
が生まれたといわれています

現在は一部の国を除き、「SI（国際単位系）

少量で高価なぜいたく品を好むようになり、そ

単位」と呼ばれる計量単位が広く使用されてい

の取引のため、豆などを「分銅」にして「天びん」

ます。日本の計量法でも、取引や証明のための

で重さ（質量）を計量するようになりました。

計量には、原則として法定単位である SI 単位

その後、百数十年前までは時間と度量衡だけ
計量単位があれば、ほぼ用が足りていましたが、

を使用することが義務づけられています。
SI 単位の長さの計量単位は「メートル (m)」

近世になると科学や産業の発展とともに計量す

です。1 メートルの長さは「真空中で 1 秒間の

る対象が増え、温度や圧力など多くの計量単位

299 792 458 分の 1 の時間に光が進む行程の

が生まれ、使われるようになりました。

長さ」と定められています。読者の中には、1
メートルは「メートル原器」が基準だったはず

計量単位とは ?

と思われる人も多いかもしれません。1960 年

計量法では、
「計量単位とは、計量の基準と

代に、この原器は役割を終え、物理的な定義に

なるもの」と規定しています。例えば、皆さん

変更になりました。なお、このメートルは、フ

が急に長さを知りたくなったときに、運悪く定

ランス革命の頃のフランスで生まれました。そ

規や巻き尺が見つからなかったらどうします

れ以前にパリで使用されていた長さの単位に、

か ? 短いものなら指や手を、長いものなら歩幅
などを使い、例えば次の曲がり角までの距離な

「ピエ・ド・ロワ」があります。直訳すると「王
の足」で、現在の 0.325m に相当するそうです。
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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

第 61 回

成年年齢引き下げを背景に契約について学ぶ

Pe ncil

HB

－弁護士との協同による授業開発－

Pe n cil

Pen
cil

HB
HB

田中 見佳

Tanaka Mika 愛知県立知立高等学校教諭

現代社会を主に担当し、消費者教育のほかに主権者教育や人権教育など主題学習の実践を
重ねる中で、思考力育成の手法を探究している。

県民生活課が実施する、消費者市民教育の専門

現代社会の授業における実践

家（講師）を無料で派遣する「あいち消費者市

民法改正で、2022 年４月より成年年齢が

民講座」を利用し、2 名の弁護士が本校に派遣

18 歳に引き下げられることから、18 歳・19

されました。協同したのは、次の 2 点です。

歳で消費者被害が拡大することが懸念されてい

1．主題学習で生徒が取り組む課題の作成

ます。そのため、高校での消費者教育は喫緊の

本授業では、与えられた主題（テーマ）にグ

課題となっています。しかし、消費者被害は、

ループワークで取り組ませるため、架空請求、

時代・世代・性別により異なり、変化が早く、

デート商法、ネット通販による定期購入、マル

次々と新たな手法が登場するため、悪質商法の

チ商法など若者に多い悪質商法の事例に関する

対処法を学ぶだけでは不十分と言えます。そこ

課題 10 問を弁護士と協同して作成しました。

で、本校では現代社会の授業で消費者問題の核

ここでは、対処法を考えさせるのではなく、
「契

となる「契約」をテーマとした公民科の視点か

約」が成立しているのか否かを判断させ、契約

らの消費者教育を構想しました。

が成立していれば、消費者は代金の支払い義務
があるのか否か、取消しや中途解約、クーリン

授業のねらい

グ・オフができるのか否かなどについて考えさ

授業の計画に当たり、事前アンケートで、契

せるようにしました。また、課題を通じてより

約と約束の違いを本校生徒に記述させました。

多くの事例を学べるようにグループごとに異な

その記述内容をみると、契約は約束とは異なり、

る課題を担当させるようにしました＊。

「法的な拘束力がある」と認識できていたもの

課題作成の工夫として、生徒はフリマアプリ

の、大多数の生徒は、契約が成立するための要

を利用し、売買する機会があることから、売る

件やどのような権利・義務関係が発生するのか、

側の視点からの要素を入れた課題も作成しまし

取消しや中途解約など、細かな内容までは理解

た。そのほか、将来、クレジットカードを利用

できていませんでした。

する機会が増加すると考えられるため、課題に

その実態を踏まえ、本実践のねらいを、
「契

クレジットカードによる支払い場面を入れ、三

約の意義や消費者契約法・特定商取引法等の消

者間取引について学べるようにしました。

費者法を理解し、実際に起こり得る消費者被害

2．課題解説の場面での弁護士の授業参加

について、習得した知識をもとに思考・判断し、

専門的な立場から課題解説をしてもらうこと

課題を解決できる能力を身につけさせること」

により、契約に関する理解をよりいっそう深め、

と設定しました。

効果的なものとなるようにしました。

弁護士との協同

紙芝居の作成で理解を深める

今回は、「契約」について学ぶことを中心と
したので、法律の専門家である弁護士と協同し

第 2 学年の 3 クラス（普通科・文系）で 10
時限にわたる授業を行いました。

て授業開発をしました。それに当たり、愛知県
＊

消費生活情報あいち暮らし WEB 消費者教育研究校（モデル校）の取組「県立知立高等学校（公民科）」参照。
http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/education/pdf/29chiryu.pdf
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消費者教育実践事例集
写真１ 作成したストーリーの絵と 2 つの選択肢（英会話レッスンの中途解約）

1．第1～3時限：知識の習得

写真２ 発表のようす

消費者主権、消費者問題の歴史、消費者法、消
費者行政など「消費者に関する問題」と契約の
法的意義や効果、未成年者取消権、クーリング・
オフについて教科書等を中心に学習しました。
2．第4～8時限：
習得した知識の活用（主題学習）
【第4時限】『消費生活年報2017』（国民生
活センター）に掲載されたデータから、消費者
被害の動向や特徴を把握し、次に、今後、取り
組むグループワークの説明をしました。グルー
プワークは次の手順で行いました。

3．第9・10時限：まとめ（学習の振り返り）
成年年齢引き下げに関する新聞記事や資料集

〈手順〉

を使い、成年年齢引き下げで、どのような影響

【第5・6時限】自分のグループに与えられた

や課題があるのか考えさせました。最後に、
「社

課題について、個人で答えを考え、それをも

会への扉」（消費者庁作成教材）を活用し、契

とに、グループ（1グループ4名程度）で話し

約について学んだ内容を振り返りました。

合い、正解および不正解の選択肢を作る。次
に、KP法（紙芝居プレゼンテーション法）を

おわりに

使って発表できるように、課題のストーリーの

授業後の生徒の感想として、
「学んだことを

絵（8枚前後）と2つの選択肢（1つの選択肢に

活用して、クイズ形式で問題を解いたことは、

つき2枚）をA3用紙に描く（写真1）。

楽しく学べて、記憶に残りました」「契約につ

【第7・8時限】1グループ3分でストーリーと

いて学んだことで、政治についての興味も湧き

2つの選択肢を発表する（写真2）。発表を聞

ました」
「少しでも間違った選択をしたら大き

いた生徒は、正しいと思う選択肢のほうに挙手

なリスクを背負うことになることに気づきまし

をする。そして、弁護士（第8時限は筆者）が

た」等の記述がありました。

正解を発表し、解説を行う。

しかし、２時間ではすべてのグループが発表

指導上の工夫として、グループワークを充実

することができず、また発表を聞いている生徒

させるために、まずは個人で課題の解答を考え

が正解を考える時間が十分に確保できませんで

させました。また、KP 法を用いることにより

した。今回の反省を踏まえ、これからも消費者

必然的にグループのメンバー全員が話し合いに

教育を発展的に継続していきたいです。

参加できる状況を作りました。
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消費者問題

出前講座

の 作り方

準備編（２）
第２回

資料の作り方と講座の進め方
取材協力：公益社団法人全国消費生活相談員協会

主催者との打ち合わせで、講座の内容が

Ｑ２

ある程度決まると思いますが、講座の内容を決

か？

めるうえで意識していることはありますか？

Ａ２

Ａ１

すが、受講者の年齢や職業などによって内容や

Ｑ１

主催者の意向に沿いつつ、日々消費生活

出前講座ではレジュメを作っています
基本的にレジュメを作るようにしていま

相談を受けている消費生活相談員の視点から、

使う資料を変えています。

講座を通じて受講者に何を伝えたいのかを明確

■レジュメの内容は受講者によって変える
受講者に伝えたいことが明確になったら、そ

にするようにしています。
消費生活相談員として日々、相談を受けたり

れをレジュメにまとめていきます。

事業者と交渉していれば、「何か」伝えたいこ

レジュメはどこまで内容を盛り込むかよく考

とがあるかと思います。その「何か」を明確に

えます。地域の趣味の集まりや高齢者クラブで

するようにしています。

あれば、比較的柔らかい内容のほうがよい場合

消費生活センターの名前を聞いたことはあっ

もありますし、地域で開かれている連続講座の

ても、具体的に何をしているのか知らない人が

受講者や民生委員など、消費者問題に関心の高

多いため、
「センターってどんなところ？」を必

い人たちが参加する講座の場合は、関連する法

ず盛り込むようにします。どこまで説明するか

律や見守りの重要性などの内容も入れます。

は、受講者の属性によって違ってきます。高齢

高齢者向けには文字を大きく読みやすくして

者であれば「役所がやっている窓口」
「相談は無

います。また、活字の量が多いと読んでもらえ

料」
「相談の秘密は守られる」
「
（具体的な事例を

ません。相談件数の推移などグラフ化したほう

挙げながら、）助言・あっせんの内容」を説明

が分かりやすい情報もあります。

します。これらは必ず知ってほしいことなの

国民生活センターが毎年継続して公表してい

で、少し時間をかけます。受講者が民生委員な

る「PIO-NETにみる消費生活相談の概要」＊の

ど高齢者を見守る人が対象の場合、センターが

契約当事者の年代別割合の帯グラフはとても便

法律や条例に基づいて設置されていることも付

利で、どの対象別講座にも使えます。60歳代

け加えています。

以上の相談が増えていることが分かるだけでは

ほかにも必ず「契約とは？」「クーリング・オ

なく、20歳未満から20歳代になると相談が約

フについて」、受講者に合った相談事例や簡単

4倍（2018年度資料より）に増えていること

なアドバイスを入れます。また、年齢等に関係な

が分かりお子さんやお孫さん世代の相談も知っ

く、ネットショッピングなど通信販売にはクー

ていただけます（図）
。「消費者白書」のグラフ

リング・オフ制度はないことを加えます。

等も活用できます。

＊

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180808_1.html（2018 年度発行）
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消費者問題

出前講座

の 作り方

図 出前講座で使用したレジュメの例（一部抜粋）

左がクイズなどの比較的柔らかい内容、右がグラフを使った内容。

■相談事例とアドバイスは詰め込み過ぎない

■スライドは、すっきりはっきりした内容に

相談事例があったほうが具体的な話をしやす

スライドを使う場合、すっきりはっきりした

いので、できるだけ入れるようにしています。

内容になるよう、意識しています。１枚のスラ

相談事例は「点検商法」
「お試し価格500円」

イドに詰め込み過ぎると、受講者には読みにく

のように、手口だけをタイトルにして、あとは

く、頭に入っていきません。

口頭で説明することもあります。被害防止のア

字の大きさはもちろん、字体にも注意してい

ドバイス、対応策を入れる場合も同様で、詰め

ます。自分のパソコンで見たときとプロジェク

込み過ぎないように気をつけています。

ターで映したときでは見え方がまったく違って

なお、アドバイスは受講者本人だけに注意し
てもらうのではなく「家族や地域の人にも広め

修正が必要なことがあるので、スライドを使う
場合は時間に余裕を持って準備しています。

てください」と説明します。聞いている人は

スライドではアニメーションを使うことがあ

「自分は大丈夫」と思っているかもしれませ

りますが、使い過ぎないようにしています。受

ん。そこで周りの人に、とお願いすることで人

講者がアニメーションにばかり気を取られてし

のためにも聞いて社会貢献にもつなげようとい

まい、肝心の内容を聞き流してしまうことがあ

う高い意識を持ってもらえます。

るからです。
混乱せずに聞いてもらうためレジュメとスラ

PowerPointなどのスライド形式の資料

イドの内容を別に作るのか、それともスライド

を使う場合、気をつけていることはあります

をレジュメにするのかも気をつけています。ま

か？

た、スライドを使うと会場が暗くなり、手元の

Ｑ３

Ａ３

１枚のスライドに内容を詰め込み過ぎな

いようにしています。

レジュメが見づらくなるため、その点も気をつ
けています。
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消費者問題

出前講座

の 作り方

いてもらいます。他の参加者には答えが見えな

■スライド資料の印刷も主催者と相談を
意外と忘れてしまうのが、資料の印刷の負担

いので、間違っても受講者は恥ずかしくありま

です。スライドは便利ですが、それを印刷する

せん。鉛筆とハガキ大の用紙を用意していき事

とどうしても枚数が増えてしまいます。

例を説明した後にクーリング・オフ書面を書い

主催者が地域の小規模なコミュニティ団体の

てもらうこともあります。

場合、印刷の枚数が増えると負担をかけてしま

さらに簡単なシナリオを用意し受講者に担当

います。講師がレジュメなどを印刷して、会場

してもらい、断り方や、消費者の思いを体感し

に持っていくことも検討します。

話し合うなど参加型になるよう努めています。

誰が資料を印刷するのか、提出締切日、資料

電話勧誘については片手に受話器を持ってい

の枚数、印刷の形式やカラーコピーができるか

るしぐさをしてもらい、
「お断りします！」と声

など、主催者と相談しています。

に出し切る練習をしてもらうこともあります。
最後に替え歌を入れるようにしています。た

Ｑ４

レジュメやスライド以外の資料も使って

だ聞くだけではなく声を出して皆で歌うことで

いますか？

「この講座に参加した！」と実感していただけ

Ａ４

るからです。

パンフレットやチラシ、場合によっては

■著作権は必ず確認する

自作の小道具も使っています。

ほかにレジュメや資料を作るうえで注意して

■「見守り新鮮情報」を活用する
相談事例とアドバイスをコンパクトにまとめ

いるのは、著作権の問題です。例えば新聞記

るのは難しく、毎回苦労しています。そこで、

事。地域で起こった消費者被害が掲載されてい

センターが発行するパンフレットやチラシなど

ることがあり便利ですが、そのままコピーする

を活用しています。例えば、国民生活センター

のは問題です。替え歌についても、著作権上問

が発行する「見守り新鮮情報」は、事例とワン

題のあるものとないものがあるので、気をつけ

ポイントアドバイスが１枚にまとめられ、配布

ています。

するのにも便利です。また、講座の若干の時間

また、レジュメなどで引用や転載をする場合

調整にも使えます。全部の事例を説明できなく

は、引用や転載元を明示するようにしていま

ても「残りは持ち帰ってご覧ください」と伝え

す。

ることもできます。

■講座を通じて何を伝えたいかを大切に
最後は振り返りの時間を作る

■自作の小道具で飽きない講座にする
小道具を使うこともあります。1万円札100

注意していることは、印象に残るように楽し

万円分の厚さ（１㎝ほど）のメモ帳を用意し、

んでもらうことばかりを考えてはいけないとい

「消費者被害額」を「東京タワーやスカイツ

うことです。

リーの高さの何倍分」と導入に持って行くこと

講師自身が確認することも含めて、講座の最
後に「今日の講座の振り返り」の時間を作って

もあります。
ほかにも、相談が多く寄せられている通信販

います。
「今日のポイントは３点ありましたね」

売の定期購入のコマーシャル画面を作ったり

というように具体的な数字を入れて「伝えたい

と、小道具を自作することもあります。話を一

こと」を印象づけるようにしています。

方的に聞くのではなく、視覚的に印象に残るよ
うにすると、受講者を飽きさせない講座にでき

次回は、
「話し方、服装、立ち振る舞いで注意
すること」を紹介します。

ます。
また、
「契約とは？」
では、〇×体操といって、
契約クイズの答えを、胸元に両腕で〇か×を描
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（取材・文：国民生活センター広報部）

気になるこの用語
木暮 祐一

Kogure Yuichi モバイル研究家

青森公立大学 経営経済学部地域みらい学科准教授

第9回
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。

（株）アスキー、
（株）ケイ・ラボラトリー（現 KLab（株））などを経て大学教員に転向、2013 年より現職。
1,000 台を超えるケータイコレクションを保有している。

分離プラン

携帯電話やスマートフォンの端末代金と通信料金を切り離した料金体系である
「分離プラン」。導入義務化の背景や、導入後にどんな変化が起きてくるのか
を解説します。
を組み合わせて利用しています。もちろん、わ

端末代金と通信料金を
明確に分離、義務づけ

が国と同様な通信会社による端末販売も存在し
ますが、どちらを利用するかはユーザーが自由

携帯電話やスマートフォンの購入の際に店頭
でよく見かける「実質××円」の値札。これは
長期利用を前提とした回線契約が条件になって
おり、毎月の通信料金から一定額の割引を行い、

に選べる環境が整っています。

電気通信事業者の囲い込みを問題視
実は今回と同様の議論は、2007 年にも行わ

その割引合計を端末の価格から差し引いた金額

れていました。当時、総務省は「モバイルビジ

を示すものです。一見、高価な端末がかなりお

ネス活性化プラン」を打ち出し、販売モデルの

得に購入できるようにも見えますが、いうなれ

見直しとして通信料金と端末価格を明確化する

ば通信料金にその割引原資が上乗せされている

新料金体系の構築などが提唱され、これを受け

というわけです。しかも、その値引き額は、機

て 2008 年から各電気通信事業者がそれまで

種によっても、あるいは契約形態（機種変更か、

オープン価格として安価に販売していた端末の

契約か）によっても異なり、そ

定価を明示し、同時に通信料金の引き下げを行

の恩恵を受ける人と、むしろ高額な通信料金を

いました。この時に、通信サービスのオープ

払い続けるだけで恩恵を受けていない人もいま

ン化をめざして SIM ロック解除義務化の検討

した。こうした不透明かつ不公平だった通信料

や MVNO ＊２の活性化なども盛り込まれました

金にメスを入れ、端末代金と通信料金をしっか

が、各電気通信事業者は一方で、いわゆる解約

りと明確に分けましょうというのが「分離プラ

をしづらくさせる施策を次々に導入していきま

ン」です。

した。

新規・MNP

＊1

わが国では、さかのぼれば黒電話の時代から

回線契約を条件とした端末代金の割引では、

電話機と回線契約がセットで提供されてきまし

その条件として 24 カ月あるいはそれ以上の利

た。この商慣習が携帯電話サービスにも引き継

用を前提とした回線契約の締結が求められ、解

がれ、端末は回線契約とともに電気通信事業者

約のタイミングを誤ると高額の違約金の発生

が販売するものとの認識が根づいてきました。

や、分割した端末代金の一括返済が求められる

しかし世界に目を向ければ、携帯電話端末は家

ようになりました。これが解約を妨げ、いわゆ

電品と同様に単体で販売され、ユーザーはそ

る囲い込みにつながり競争を阻害させている

の端末に好みの通信会社の回線（SIM カード）

と問題視され、国は有識者会議等を経て 2019

＊1
＊2

携帯電話番号ポータビリティ。電話番号はそのままで、携帯電話会社を変えられるサービスのこと。
Mobile Virtual Network Operator( 仮想移動体通信事業者 )。携帯電話回線などの無線通信インフラを他社から借りてサービス
を提供する事業者のこと。
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気になるこの用語
年１月に「モバイルサービス等の適正化に向け

入後は、低価格帯から高価格帯の端末まで、幅

た緊急提言」＊３を行い、2019 年春には電気通

広いラインアップの中からニーズに合わせて端

信事業法の改正も行ったうえで、端末代金と通

末を選択することになるでしょう。

信料金を明確にする「分離プラン」の導入を義
務化させる見通しです＊ 4。

なお、今回の緊急提言や電気通信事業法の改
正では、端末の割引自体を禁止しているわけで

契約を条件にした割引を規制

はありません。つまり通信サービスの利用継続
を条件にした割引でなければ問題はなく、市場

これまでの端末販売における問題点を踏ま

原理に従った競争の中での特価販売などは行わ

え、分離プランの導入において次の２つのポイ

れるものと考えられます。毎年モデルチェンジ

ントが求められています。まず１つ目は、端末

する人気のスマートフォンも、型落ちとなれば

の購入を条件とした通信料金の割引が禁止され

同価格では勝負できないのは当然です。新品な

ます。これは「月々サポート」「毎月割」「月月

がら旧機種を安価に購入して利用するという選

割」といった名称で毎月の通信料金から割引か

択もあるでしょうし、さらには中古端末にも注

れる端末購入補助を指しています。これら購入

目が集まるようになるかもしれません。

補助は 24 カ月にわたって適用され、その額は
端末によって異なるものでした。今回の法改正

維持費は安価になり、縛られ感も薄く
こうして端末の価格だけ見るとユーザーに

によってこれらが禁止されます。
もう１つのポイントは、ドコモの「端末購入サ

とって不利益でしかないようにも感じますが、

ポート」のような、通信契約の一定期間の継続

本来高価な端末を「実質××円」で販売できるほ

利用を条件とした端末代金の割引禁止です。
「端

ど、毎月の通信料金から値引きを行っても通信

末購入サポート」は、端末代金から一定額を割

キャリアのビジネスは成り立っていたわけで

り引く代わりに、12 カ月以内に解約や機種変

す。すなわち、新たな「分離プラン」ではその値

更などをすると、解除料が発生するものでした。

引き分の通信料金引き下げが可能とも言えるわ

これらの売り方は高価な端末がとてもお得に

けで、端末代金の負担が増えても、24 カ月程度

購入できるように感じられるものの、
契約後は過

でみた端末代金および通信料金のトータル支払

度な囲い込みにつながっており、ユーザーの自

い額は大きく変わることはないと考えられます。

由な選択が阻まれると考えられたのでしょう。

さらに、通信サービスの利用では大手通信 3

端末価格とその選択肢はどうなるか

キャリア以外に、MVNO という選択肢もあり
ます。すでに格安サービスとして多くの人たち

つまり、分離プランが義務化されれば、これ

に認知が進んできていましたが、MVNO では

までのような端末価格からの過剰な値引きはな

端末をほぼ定価で購入することが基本でしたの

くなり端末代金は高騰することになります。た

で、新端末の購入も含めた乗り換えを検討する

だし、これまでの販売方法では、本来高価な端

場合に不利といえました。しかし、分離プラ

末に驚くような値引きが付けられていたため、

ンの導入により、これで改めて MVNO も同じ

わが国では低～中価格帯のスマートフォン端末

土俵で競争できることになります。MVNO に

があまり売れていませんでしたし、この点の不

とっては、分離プランの義務化は大きな転機と

公正さの指摘も多くありました。分離プラン導

なるはずです。

＊3
＊4

総務省「モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言」 http://www.soumu.go.jp/main_content/000594929.pdf
2019 年 5 月 8 日現在、国会にて審議中。
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苦情 相談
国民生活センター 相談情報部

契約書面に具体的な施術内容や回数などの
記載をしていなかったエステ事業者
契約書面に具体的な施術内容や回数など、提供される役務
の内容を記載していないにもかかわらず、書面不備による
クーリング・オフを認めないエステ事業者とのあっせん交渉
について紹介する。

…

が、実際に店舗で施術を受けた７回ではなく

相談内容

50 回施術済みと記載され、支払い済みの施術

友人から「エステ店の体験コースが安く受け
られる」と誘われ、店舗に出向いた。体験コー
そう しん

代金を除く約 30 万円を請求された。受けた回
数以上の施術代金の請求に納得できない。
（20 歳代

スの施術後、担当者から痩 身 エステのコース
を 324,000 円（１回 5,400 円× 60 回のコー

学生）

結果概要

ス。以下、本件コース）で勧められた。アルバ
イト代で支払っていけるか不安だったが、「月

女性

国民生活センター（以下、当センター）は当

に１万円の支払いも可能だ」と担当者に言われ、

該相談を受け付けた消費生活センターと連携し

何とか支払えるかもしれないと思い、その場で

て、相談者からの聴き取りや、交付された書面

本件コースを契約した（以下、本件契約）。担

等の内容の確認をした。そして本件契約が特定

当者からエステティックサービス概要書面、エ

商取引に関する法律（以下、特商法）の特定継

ステティックサービス契約書、個別クレジット

続的役務提供に該当すると考えたうえで、以下

契約書に必要事項を記入するよう促された。私

の問題点を整理した。

は学生であるため年収の記入部分を空欄にして

①契約書面の施術内容明細には「コース名、単

いたところ、担当者に年収は 96 万円と書くよ

価5,400円、回数60回」としか記載がなかっ

う指示され、そのとおりに記入した。

た。また契約書とは別の用紙に「ボディコー

４、５回施術を受けた頃、
「残り回数が少ない」

ス、約30分、８回」などと身体の部位ごとの

と担当者に言われ、追加の施術を勧められるよ

コース名と施術時間、回数が記載された一覧表

うになった。60 回施術を受けられるコースの

が添付されていたが、どのコースを選べば、何

はずだと思ったが、担当者には言い出せずにい

時間の施術を受けることができ、施術回数は何

たところ、本件契約のことを知った父から高額

回分消化されるのかといった計算方法が分かる

な契約であることを指摘され、契約したことを

書面ではなかった。

後悔して中途解約を申し出た。

②解約清算書に記載された本件コースの消化状

後日、エステ事業者から解約清算書が届いた

況について、相談者は７回店舗へ行き施術を受
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けているが、料金は１回につき２万～６万円分

という問題点については今後改善したいとの回

かかっており、回数は50回分の施術を実施し

答があった。後日、相談者の口座に既払い金が

たことになっていた。なお、解約清算書を見て

返金されたことが確認できたため、相談を終了

も役務提供の形態や方法は不明確であったた

した。

め、計算の根拠は不明なままであった。

問題点

③本件エステ事業者は学生に対し与信審査を通
すため、個別クレジット契約書の年収に虚偽の

PIO-NET（パイオネット：全国消費生活

記載をするよう指示し、高額な契約をさせてい

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム ）＊ に お け る エ ス

た。

テティックサービスに関する相談件数は近年

以上の問題点を踏まえると、本件の契約書面

7,000〜8,000件前後で推移しており、例年相

には回数や単価の記載はあるものの、具体的な

談の多いサービスの１つである。相談内容の中

施術内容や回数の消費条件等が示されておら

でも、契約書面の記載等が問題となる事案は複

ず、特商法で求められている記載内容を満たし

数寄せられており、その中には本件のような施

ていないことから、書面不備としてクーリン

術内容が不明確なものや、複雑なコース設定に

グ・オフが可能な案件ではないかと考えられ

より料金の計算方法などの記載が分かりにくく

た。

なっているものなどが見られる。

そこで、当センターでは、エステ事業者に対

事業者には、エステ契約の内容は消費者に

して契約書面の内容について確認を行うととも

とって分かりづらい契約であることや、長期間

に、本件契約書面の不備を指摘し、クーリン

の施術を要する場合もあることから、本件のよ

グ・オフを主張した。また、虚偽の年収を記載

うなトラブルを防ぐためにも、契約内容や施術

するように指示した点についても確認した。

内容、解約条件等について、消費者の属性に応

当センターの主張に対し、当初エステ事業者

じた詳細な説明が望まれる。

は「施術回数や時間等の計算方法は『○○コー

一方、消費者は、エステ契約を締結する際に

ス、30分、８回』と記載されている場合、30

は、契約時に交付された書面の内容をよく確認

分×８回で４時間の施術を受けるわけではな

し、施術内容や回数、料金などを十分に確認し

く、単価の5,400円×８回で43,200円相当の

たうえで、契約内容について理解できないとこ

施術を30分間行うものだと相談者に十分説明

ろがあれば、事業者に説明を求めるなどして慎

した」「クレジット契約書の契約者記入欄を担

重に契約してほしい。

当者が記入したり、担当者から年収などの金額

また、本件のようにエステ契約に関するトラ

を指示したりすることはない」などと主張し、

ブルでは、個別クレジットを利用し高額な契約

本件契約のクーリング・オフを認めなかった。

を締結しているケースもある。こうしたケース

当センターから、エステ事業者の主張する計算

では、事業者に「月々の負担は少ない」などと

方法を契約書面から理解することはできないと

言われ契約を勧められる場合もあるが、手数料

再三伝えたところ、エステ事業者は契約書面に

の負担も生じることから、本当に必要な契約な

不備があったことを認め、本件契約のクーリン

のか冷静に考え、安易に高額なクレジット契約

グ・オフに応じると回答した。また、契約書面

はしないようにしてほしい。

の不備や本件コースの計算方法が分かりにくい
＊

国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデー
タベースのこと。
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暮らし

第 84 回

の

法律

Q

Q& A

公式の販売サイト以外からチケットを購入したら？
相談者の気持ち

人気のチケットが手に入らないとき、転売サイトで買うこと
もありました。チケット不正転売禁止法が施行されたら、転
売チケットが買えなくなりますか？
萩谷 雅和

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。

A

この法律は正式にはものも

は罰則の対象にはなりません。

のしい名前が付いているので

ただし、罰則の対象にはならないというだけ

すが、略称として「チケット

で、次のような「厄介な問題」は予想されます。

不正転売禁止法」 と呼ばれ

①もともと、転売チケットを買うお客さんがい

る法律です。2018 年公布され、2019 年 6 月

るから、こうした違法業者が跋扈することにな

14 日から施行されます。

ります。転売チケットを購入する人はこうした

＊

ばっこ

ご質問に対して結論だけ言えば、自分がその

犯罪者を助長させていると考えられます。その

公演を楽しむために購入した場合は罰せられま

ため、購入者は犯罪に関連した人ということに

せん。ただし、それでも、後述のような厄介な

なるので、捜査の過程で参考人として事情聴取

問題が生じる可能性はあります。

されたり、最悪の場合、法廷で証言を求められ

この法律が禁止しているのは下記の 2 つの

たりする可能性もないわけではありません。

「行為」であり、これに違反すると罰則の対象

②興業主側に転売されたチケットであることを

になります。なお、チケットは QR コードや

知られた場合に、そのチケットが無効とされ

IC カードである場合も含まれます。

て、入場拒否や途中退場を求められることがあ

（1）販売価格を超える価格で、業としてチ

ります。また、何らかの理由で公演中止になっ

ケットを転売すること

た場合でも、払い戻しは不可能になるでしょ

（2）不正転売の目的で、譲り受けること
要するに、規制対象となっているのは、不正
転売と、そのための仕入れ行為です。不正転売

う。払い戻しがなされても定価での払い戻しで
すから、転売チケットを購入したときの金額が
戻ってくるわけではありません。

とは、興行主に無断で、業として販売価格以上

なお、チケットを購入した公演に何らかの理

の値段で転売をすること。つまり同額やそれ以

由で行けなくなった場合、そのチケットを希望

下の価格での転売は問題ありません。都合が悪

する人へ定価で転売できるサービスを提供して

くて行けなくなり、やむを得ず転売することも

いる正規のリセールサイトがあります。ネット

規制の対象外となります。

を探すといくつか出てきます。ここで転売する

ですから、ご質問のように「不正転売」の目
的でなく自分が楽しむために転売を受けた場合
＊

ことや、転売チケットを購入することは、興業
主から許可を得ているので安心です。

正式名称「特定興業入場券の不正転売の禁止等による興業入場券の適正な流通の確保に関する法律」
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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

外壁塗装工事により化学物質過敏症に罹患した
として因果関係と工事業者の過失が認められた
事例
り かん

本件は、ビルの大掛かりな外壁塗装工事により、化学物質過敏症に罹患したとして、当該ビルの一室
の借主が外装塗装工事会社に不法行為に基づく損害賠償を請求した事例である。
裁判所は、借主は本件工事により化学物質過敏症に罹患したとして因果関係と外壁塗装工事会社の過
失を認めたが、借主の症状は借主のアレルギー体質と糖尿病と肝機能障害の既往症も相まって生じたと
して、借主が病気にかかりやすい素質を持っていた
ことを理由に 30％の減額を行い、総額約 220 万円
の損害賠償を認めた。
化学物質過敏症に関する考え方について参考にな
る判決である。

（大阪地方裁判所平成 26 年 10 月 6 日判決＜控訴審に
おいて和解＞、
『消費者法ニュース』103 号 306 ペー
ジ掲載）
原 告：X（ビルの一室の借主）
被 告：Y（外装塗装工事会社）
関係者：A（本件工事の現場責任者）
、B（Y の専務取
締役）、C ～ H（X が受診した医療機関）

の中塗り・上塗り、屋上防水塗装を行い、同

事案の概要

月25日午前、らせん階段さび止め塗装を行っ

Xが一室を店舗（本件店舗）として借りてい

た。Xが同日午後、本件工事の現場責任者Aに

るビル（本件ビル）の外壁塗装工事（本件工

対し体調不良を訴えたため、Yは同塗装工事を

事）およびXの通院状況は次のとおりである。

いったん中止した。Xは、同年11月2日、C内

なお、Xは、2007年6月からC内科医院で糖尿

科医院を受診し、外壁のペンキにより頭痛が

病の治療を開始していた。

する旨訴えた。Yは、同月2日からP棟およびQ

Yは、2010年9月13日から本件工事を開始

棟のサッシ周りのコーキング、Q棟鉄骨階段、

し外壁の補修やコーキング等を行った後、本件

サッシを塗装し、防水塗装を行った。Xは同

ビルの外壁の洗浄を行い、その後P棟外壁塗装

月4日午後から本件店舗を休業して、C内科医

に着手し、下塗り、P棟南面外壁の中塗り・上

院、D総合病院を受診した。Yの専務取締役で

塗りを行った。Yは、同年10月19日からQ棟

あるBは、Xを訪問し病院に行くように勧め、

東側外壁の中塗り、東面外壁上塗りをした後、

Aは本件店舗に空気清浄機を設置した。Xは、

東面廊下鉄部手すりさび止め塗装、廊下笠木防

Eクリニックを受診し、本件工事開始後から外

水塗装、塔屋外壁下塗り・上塗り、屋上鉄部

壁工事に伴い頭痛、激しいしびれ等が出ている
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暮 ら し の判 例
ことを訴え、神経節ブロック（麻酔注射）等の

1997年に厚生労働省の研究班により化学物質

治療を受けた。Yは、各所の塗装や手直し塗装

過敏症の診断基準（以下、1997年診断基準）

を行って同年11月26日本件工事は終了した。

が示されていることからすれば、化学物質過敏

本件工事の外壁塗装面積はP棟約178㎡、Q棟

症なる病態が医学的に存在しないものと認める

約662㎡であった。

ことはできない。

その後もXは、Eクリニックを受診して、自

そこで、本件において、Xが化学物質過敏症

分の店以外でも症状がいろいろ出る、一定の状

に罹患しているといえるかであるが、前記H病

態ではないなどと訴え、糖尿病の治療も再開し

院の医師は、問診および神経生理学的検査の

た。また、F大学付属病院やG大学病院を受診

結果に基づき、Xの症状が、アメリカの専門医

し、本件工事後に頭痛や手足のしびれ感が発現

等によって公表された合意文書「コンセンサス

し、酸素吸入で楽になると訴えるなどした。

1999」のMCS定義の6項目に完全に合致し、

2012年1月13日、XはH病院医師から、微

微量な化学物質で容易に交感神経緊張を来すた

量な化学物質で容易に交感神経緊張を来すため

め、血圧、体温等が上昇しやすい状態にあるな

血圧、体温等が上昇しやすい状態にあるなどと

どとして、Xがシックハウス症候群に罹患して

して、シックハウス症候群に罹患しており、空

おり、空気汚染化学物質により現在は化学物質

気汚染物質により現在は化学物質過敏症となっ

過敏症になってきていると診断したこと、Xの

てきているとの診断がなされている。なお、X

症状は1997年診断基準を満たしていること、

は2011年8月に本件店舗を閉店廃業し、レス

Xの症状が各種の微量な化学物質に敏感に反応

トランに勤務したが、体調不良のため退職し、

する特徴があり、この特徴は、Xがアレルギー

同年10月に飲食店を開業している。

体質にあり、糖尿病や肝機能障害では説明でき

Xは、本件工事により化学物質過敏症に
なったとしてYに対し、不法行為に基づき、約
3300万円等の損害賠償の訴えを提起した。

ないことなどから、Xは化学物質過敏症に罹患
しているものと認める。
本件工事では、塗料が大量に使用され、その
塗料中に有害な揮発性化学物質が多量に含まれ

理由

ていたこと、本件店舗は空気が滞留しやすい構

Yは、化学物質過敏症は医学的に確定した疾

造であったこと、H病院の医師意見書は、本件

患とは認められないと主張する。しかし、医

工事による揮発性化学物質は、シックハウス症

学的に定義が定まったという意味での確定さ

候群になり得る量であったとしていることなど

れた傷病名ではないが2004年に厚生労働省の

からすると、Xは本件工事の塗料に含まれる化

研究会が公表した報告書では、近年、微量化

学物質に暴露し、化学物質過敏症が発現・悪化

学物質暴露により、従来の毒性概念では説明

したものである。

不可能な機序によって生ずる健康被害の病態

YはXが揮発性塗料に含まれる化学物質に暴

が存在する可能性が指摘されてきており、こ

露することは予見可能であり、結果回避をする

れが国際的には「MCS（Multiple Chemical

ことも可能であった。なお、Xの訴える化学物

Sensitivity）：多種化学物質過敏症」という概

質過敏症の症状には、糖尿病や肝機能障害の症

念で把握され、環境中の数々の低濃度化学物質

状と相まっているものがあり、Xの素因（病気

に反応し、非アレルギー性の過敏状態の発現に

にかかりやすい素質）が30％結果発生に起因

より、精神・身体症状を示す患者が存在する可

したものとして30％の寄与度減額を行うのが

能性は否定できないとも報告している。また、

相当である。
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暮 ら し の判 例
状を残すもの」に準じて14級に該当するもの

解説

とした。

本件は、ビルの外壁工事で使用された塗料の

また、本件では、Xの化学物質過敏症の症状

揮発性化学物質により、ビル内店舗で営業す

が、Xのアレルギー体質や糖尿病、肝機能障害

るXが化学物質過敏症に罹患したことで後遺障

の既往症の症状が相まっており、Xの素因が結

害等級表7級の後遺障害が残ったなどとして、

果発生に起因しているとして、30％の寄与度

外壁塗装工事会社に対して、不法行為に基づ

減額を行っている。これは後遺障害の発生等に

いて、総額約3300万円等を請求した事案であ

原告の病気等が影響する場合に、公平の観点か

る。裁判所は、化学物質過敏症による後遺障害

ら民法722条を類推適用して割合的減額をする

を等級表14級の後遺障害として評価し、30％

という最高裁判例（参考判例⑤、⑥）に従った

の素因減額をし、総額220万円等の損害賠償を

ものであろう。

認めた。

なお、被害者の化学物質過敏症が問題となっ

本件では、まず、化学物質過敏症が医学的に

た判例としては、参考判例①の洗浄剤が問題と

確定された疾患といえるのかが争点とされ、次

なった控訴審判決、参考判例②のシックハウス

に、疾患だとしてもXが化学物質過敏症に罹患

症候群判決、参考判例③および④の石油ストー

したといえるのか、さらに、本件工事により罹

ブからの化学物質が問題となった判決がある。

患したといえるのかの因果関係が問題となり、
さらにYがその罹患を予見し結果回避可能性が
あったのか、Xの既往症が素因として考慮し減

参考判例
①東京高裁平成6年7月6日判決（『判例

額されるのかが争点とされた。
裁判所は、化学物質過敏症が医学的に定義が

時報』1511号72ページ

責任否定）

定まったという意味での確定された傷病名では

②東京地裁平成19年10月10日判決

ないことは認めつつも、前記理由で述べたとお

（『判例タイムズ』1279号237ページ

り、損害賠償の対象となる疾患であることを認

責任否定）

め、Xが化学物質過敏症に罹患したとし、本件

③東京高裁平成18年8月31日判決（『判

工事で使用した塗料に含まれた化学物質に暴露

例時報』1959号3ページ

責任肯定）

し症状が発現しまたは悪化したことも認めた。

国民生活センター「消費者問題の判例集」

また、厚生労働省から化学物質過敏症のパン

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200904_2.html

フレットが出され、建築基準法により建築材料

④東京地裁平成20年8月29日判決（『判

や換気設備に関する技術基準が定められるな

例時報』2031号71ページ

ど、化学物質による健康被害を防止する法整備

定。事故自体は③と同じ）

も進められてきていることなどを挙げ、揮発性

⑤最高裁平成4年6月25日判決（民集46

化学物質の含まれる塗料を一定量使用すること

巻4号400ページ

により発症することを予見することは可能で

リーディングケース）

あったし、Xを退避させるなどして結果回避す

責任肯

体質的素因減額の

⑥最高裁平成8年10月29日判決（交通民集
じんたい

29巻5号1272ページ 後縦靱帯骨化症）

ることも可能であったとした。
しかし、Xの後遺障害は、Xが主張する等級

⑦最高裁平成8年10月29日判決（民集50

表の7級の「神経系統の機能又は精神に障害を

巻9号2474ページ

残すもの」ではなく、14級の「局部に神経症

特徴は減額の対象にならないとした）
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他と異なる身体的

消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識

誌上法学講座

３回

第

意思表示・錯誤
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。

て、民法では「意思表示の問題」として場合に

はじめに

分けて規定を設けています。表意者が自分の表

民法は「私的自治の原則」を柱にしています。
「私的自治の原則」とは、
「市民間の物事は関係す
る市民同士で話し合って決め、決めたことが市

示行為が内心の意思とは食い違っていることに
気づいていない場合を「錯誤」といい、消費生
活相談でもしばしば問題となるものです。

民同士のルールとなる」ということです。私的

改正前の民法では、契約自由の原則などの基

自治の原則は、契約の場面では「契約自由の原

本的な考え方については明文規定を定めていま

則」のかたちを取ります。契約自由の原則とは、

せんでした。当然の前提は専門家が使う民法に

「その契約を締結するかは、自分が選択できる」

はわざわざ条文化する必要はないとするのが、

「契約の内容や方式は、双方で話し合って決め

明治政府の方針によるものだったためといわれ

る」という考え方です。話し合っても折り合い

ています。この点について、改正民法では、な

がつかなければ、その契約はしないという選択

るべく国民にとって分かりやすいものにすると

をすればよいわけです。このような自由の中か

いうことから、明文を設けました。さらに、錯

ら、契約を締結すると選択した以上は、契約当

誤の規定について大幅に改正しました。本稿で

事者双方はその契約を守る義務を負います。

は、この２点を取り上げます。

契約は、当事者双方が、法的効果をもたらす

契約に関する基本原則

自分の考えを相手に伝える行為を相互にキャッ
チボールのように行うことにより成り立ちます。

改正民法では、契約に関する基本的なルー

この「法的効果をもたらす自分の考えを相手に

ルを、「第三編

伝える行為」のことを、意思表示といいます。

総則」に「契約の締結及び内容の自由」「契約

債権、第二章

契約、第一節

普段の多くの取引では、これらは順調に行わ

の成立と方式」として明文化しました。これら

れて機能しています。すべてが契約当事者双方

の規定は、改正前からの当然の考え方を明文化

に納得できるかたちで進んでいれば、法律の出

したものです。

番はありません。ところが、当事者が自分が考
えたことと、相手に伝えたことが食い違ってし

契約自由の原則については、改正法 521 条
で以下のとおり定めました。

まうと、トラブルになります。意思表示をした

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、

者（表意者）は、自分が考えたとおりにしても

契約をするかどうかを自由に決定することがで

らいたいと思いますし、相手方は、自分が受け

きる。

取った意思表示のとおりだと考えるでしょう。

２

どちらを保護すべきかという難しい問題が生じ

契約の内容を自由に決定することができる。

契約の当事者は、法令の制限内において、

ます。そこで、このような表意者の内心的な意

1 項の「法令に特別の定めがある場合」の典

思と表示行為とが食い違っていた場合につい

型例としては、最近相次いで最高裁判決が出て
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話題になっている放送法による NHK との放送

は、表示行為の時点と、相手方がこれを受け取っ

受信契約があります。テレビ受信機を設置した

た時点とにズレが出ます。手紙でのやり取りの

場合（テレビの設置だけでなく、ワンセグケー

場合を考えると、表意者が手紙をポストに入れ

タイ等の所持も含む）には、NHK との放送受

たり、郵便局に差し出した時点と、相手方に配

信契約を締結しなければならず、消費者には選

達されて相手方が見ることができるようになる

択の自由はありません。

時点とで、１日から数日のズレが出ます。さら

2 項の「法令の制限内において」の消費者契

に書留郵便で相手が不在にしていると、このズ

約の典型例としては、訪問販売等のクーリング・

レはもっと大きくなります。このような場合に

オフ制度があります。訪問販売等の業者は特定

は、表意者が発信した時に意思表示の効果を認

商取引法によるクーリング・オフ制度を設ける

めるか（発信主義）、相手に届いたときに意思

義務があり、消費者に不利な契約条件を定める

表示の効果を認めるか（到達主義）、が問題と

自由はありません。

なります。
改正前の民法では、意思表示の原則は、到達

契約が成立するとき

主義を取りつつ（97 条）、契約の承諾の意思表

改正民法では、契約の成立についても 522

示については発信主義を取っていました（改正
前 526 条）。諸外国では、意思表示は到達主義

条に以下の明文規定を設けました。
契約は、契約の内容を示してその締結を申し

が原則で、改正前 526 条の規定は国際的にみ

入れる意思表示（以下「申込み」という。
）に

て極めて珍しい制度だったため、電子消費者契

対して相手方が承諾した時に成立する。

約法 4 条で電子消費者契約では承諾も到達主

２

義を取る趣旨を定める手当てをしていました。

契約の成立には、法令に特別な定めがある

場合を除き、書面の作成その他の方式を具備す

改正民法では、改正前 526 条と電子消費者契

ることを要しない。

約法 4 条を削除し、到達主義に一元化しました。

契約は、申込みの意思表示と承諾の意思表示
が一致すれば成立する（諾成契約）ことは、民

錯誤の規定の改正

法のごく基本的な考え方でしたが、条文がな

改正民法では、錯誤の規定に関して、２点の

かったので分かりやすくするために条文化しま

改正をしました。第一は、改正前の民法では錯

した。

誤による契約を無効と定めていましたが、これ

2 項の「法令に特別な定めがある場合」の民

を取り消すことができるとしました。錯誤の法

法上の例に、保証契約があります。保証契約は、

的効果を無効から取消しの対象と変更したもの

書面でしなければその効力を生じません（民法

で、実質的な改正です。第二は、動機に関する

446 条 2 項）。

錯誤について、改正前から判例で確立された内
容を明文化して「見える化」したものです。こ

隔地者間の契約の成立時期

れは、改正前から判例では確立されていたこと

契約締結時に、契約当事者双方が直接対面し

を条文で明確にしたもので、実質的な変更では

ていたり、電話でやり取りしている場合には、

ありません。条文化されたことによって、分か

表意者が相手に対して、自分の考えを述べると

りやすくなったということです。前記の２つの

リアルタイムで相手に届きます。この場合には、

改正点について以下に詳しく説明しましょう。

表示行為の時点と、相手が表示行為を受け取る
時点とが同時になります。
ところが、契約当事者が対面しておらず、電
話のように直接のやり取りもしていない場合に

「無効」から「取消し」に修正
（改正法 95 条 2 項）
改正前の規定では「意思表示は、法律行為の
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要素に錯誤があったときは、無効とする」と定

てしまう点に注意してください。

めていました。意思表示が無効だというのです

取消制度と無効制度では、それ以外にも注意

から、申込みの意思表示か承諾の意思表示に錯

すべきことがあります。取消しは、取り消すこ

誤があれば、その意思表示は当然無効であり、

とができる権限を持っている者だけが取消しで

一方の意思表示が無効であれば意思表示は一致

きます。取消権者が限られるわけです。さらに、

しないので、契約は成立しないことは当然であ

取消制度の場合には、取消権を行使できる期間

るということになります。

が制限されています。取消しができる期間を経

改正民法では、「意思表示は……取り消すこ
とができる」と改めました。

過してしまうと、その契約は有効なものとして
確定してしまいます。取消期間中に取り消すこ

「無効とする」とは、当事者が何もしなくて

とが重要だということです。

も、当然に無効であり、その意思表示は最初か

錯誤が無効だった時には、錯誤による契約は

ら効果がないということです。一方で、
「取り

時間の経過によって有効になるなどということ

消すことができる」とは、当然に効果がないと

はありませんでした。そのため、時間が経過し

いう意味とは違います。その意思表示は有効で

たケースでも、消費者を救済できる強力な制度

すが、取消権限を持っている当事者が、その意

でした。取消制度になったことによって、古い

思表示を効果のないものにしたければ、通知を

契約は取消期間の経過により救済できなくなり

して取り消すことによって効果がないものにで

ます。

きる、ということです。つまり、取消権限を持っ
ている当事者が、このまま有効とするか、取り
消して無効とするかを選ぶことができるという
制度なのです。

無効と取消制度の違いについては、次回に取
り上げます。

無効から取消しに改正した理由

「無効」から「取り消すことができる」と改

無効から取消しに改正することにより、消費

正されたことにより、実務上注意しなければな

者の保護が後退するような印象がないわけでは

らないことがあります。それは錯誤による契約

ありません。では、なぜこのような改正がされ

については、無効にしたいのであれば、契約の

たのでしょうか。

相手方に対して取消しの通知を出す必要がある

「無効」とは、初めから法的効果がないとい

ということです。無効であれば、最初から無効

うことです。したがって、最初からずっと無効

ですから、通知を出す必要はありません。ただ、

であり、誰から見ても無効である、ということ

実務的には、契約が無効でも、黙っていたので

でもあります。こういう考え方を「絶対的無効」

は相手は契約が有効という前提で物事を進めて

といいます。公序良俗に反する契約は、絶対的

きますから、「私は支払わない」「商品は受け取

無効です。例えば、ＡとＢとが、殺人請負契約

らない」
「支払った金銭を返してほしい」など

を締結した場合を考えてみましょう。この契約

の要求を、相手に知らせる必要があります。そ

は絶対的無効ですから、この契約は無効である

の際、理由として「この契約は錯誤により無効

という主張は、Ａからもいえるし、Ｂからもい

だから」と説明するわけです。

えます。

また、通知の法的意味が違うことに注意する

ところが、錯誤無効の場合にはちょっと違う

必要があります。取消しの場合には、相手に取

という指摘があります。消費者甲と事業者乙が

消しの通知を出し、その通知が相手に届いたと

契約を締結した時、甲が錯誤に陥って契約した

きに、初めて取り消されることになり、契約は

場合を考えてみましょう。この場合の錯誤の制

最初に遡って無効となります。取消しの通知を

度の趣旨は、錯誤に陥って契約を締結した甲を

しなければ、契約は有効に成立したままになっ

救済することにあります。ところが、「錯誤に

さかのぼ
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よる契約は無効」という意味が絶対的無効を意

結局、シロアリは湧いていなかったのだから、

味するとすれば、乙からもその契約を無効だと

駆除の必要性はなく、契約はなかったことにし

主張することができることになります。そうす

て、業者への支払いはしたくないと考えます。

ると、甲は、錯誤はあったにしてもその契約は

そこで、このような場合は、錯誤に当たるかど

自分にとって意味があるから有効なものとして

うかが問題となります。

実施してもらいたいと希望しているにもかかわ

シロアリが湧いているから駆除が必要だ、と

らず、乙は錯誤無効の主張ができることになり

いうことは、契約の内容ではありません。その

ます。錯誤に当たるとの立証が成功すれば、甲

契約をする「動機」に当たります。厳密に法律

の意向には反することになるのに、その契約は

に当てはめれば、契約の要素ではないので、錯

無効とされてしまいます。

誤には当たらないとなりそうです。

このような結果は、制度の趣旨の「錯誤に陥っ

このようなケースについて、裁判例では、動

た表意者を保護する制度」として機能しない結

機などであっても、契約相手に動機が表示され

果となります。錯誤制度のこうした特徴から、

て契約当事者双方が契約の前提であることを

従来から、錯誤無効の制度は絶対的無効ではな

知っており、契約の内容に取り込まれていると

く、相対的無効である、と解釈運用されてきま

評価できる場合には、要素の錯誤に該当すると

した。相対的無効とは、錯誤に陥った表意者か

いう判断が一般化していました。

らは錯誤無効の主張ができるが、相手方からは

改正民法 95 条１項では、この点を以下の二

錯誤無効の主張はできないとするものです。以

号の条文を追加することにより明確化しまし

上の実務上の解釈運用の実情から、そうであれ

た。

ば取消制度のほうがふさわしいということで改

……その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社

正された経緯があるのです。

会通念に照らして重要なものであるときは、取
り消すことができる。

「動機の錯誤」の明文化
どのような場合に錯誤に当たるのでしょう
か。改正前の民法では、「法律行為の要素に錯
誤があったとき」（95 条）と定めていました。

一

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二

表意者が法律行為の基礎とした事情につい

てのその認識が真実に反する錯誤
「法律行為の基礎とした事情についてのその

法律行為の要素とは、契約の重要な部分という

認識」に当たるものとしては、
「動機」や「売

意味です。契約の重要な部分とは、
「いつ、誰と、

買契約で購入する商品などの品質や効果」など

何を、いくらで、どうするか」といった契約内

が典型的なものといえます。

容の重要な部分を指します。
消費者契約で、消費者が勘違いした結果、間

取消しできない場合

違った契約を選択してしまう例としては、「契

ただし、表意者が重大な過失により錯誤に

約をすることにした事情や理由」に関する勘違

陥っていた場合には、取消しはできません。な

いのほうが多いというのが実情です。例えばシ

お、相手方が表意者が錯誤に陥っていたことを

ロアリ駆除の契約の場合、シロアリ駆除をいく

知っていたり、重大な過失によって知らなかっ

らで依頼するかということについては、実際の

た場合、あるいは相手方が表意者と同じ錯誤に

契約と消費者の認識との食い違いはないことが

陥っていた場合には、取り消すことができます

普通です。多くの場合には、シロアリが湧いて

（改正法 95 条 3 項）。

いる事実はないのに、シロアリが湧いていると
思い込み、だからシロアリ駆除の必要があると
考えて契約しています。消費者にしてみれば、
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