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若者の消費者トラブルを防ぐには
－受け手の立場から考える
“伝わる情報発信”
－
特集

1

若者に聞く！
知りたい情報・伝わる情報
座談会

若者の消費者被害防止のため、自治体や公的機関がウェブサイトや SNS で発信する情報は、若者に届い
ているのでしょうか。どのような情報発信をすれば効果的に若者に伝わるか、そのヒントを探りました。
参加者

H さん（社会人２年目の女性）
職業はコピーライター。話
題の映画を見たり気になっ
たお店を訪ねるのが好き。

S さん（社会人２年目の男性）
F さん（社会人２年目の女性）

T さん（社会人３年目の男性）

ネット広告の運用に従事。
料理、お菓子づくりが趣味。

仕事はIT 系の企画職。読書
やゲームが好き。

ネットワーク関連の仕事
（技術職）に従事。パソコン
やインターネットが好き。

Hさん （よく使う SNS は）
Instagram とか。

情報収集に紙媒体は使わない

Fさん Twitter と Instagram しかない。

――― 皆さんは普段、どのような媒体で情報を

Hさん Facebook はたまに開くけど、古い記

得ているの？

事が上がってきたり、投稿の多い人の書き込み

Fさん もう 99％パソコンですね。

が多くて情報が見にくいというか、更新のされ

Tさん 紙媒体は、ほとんど見ない。

方が独特で、そんなに見ない。

Sさん 僕はもう情報は完全にネット。

Tさん あ と NewsPicks と か。 最 近 は LINE も

Fさん たまに業界雑誌とかは会社で読んだりす

ニュースが流れてきたりとか。

るけど。紙媒体のものをそもそも買わない。

――― 自分で書き込んだり、投稿したりは？

Sさん 本も全部電子書籍を買っちゃう。紙は邪

Hさん Twitter に１週間に数回するかな。

魔だし、買いに行くのも面倒だから、中身がど

Fさん Twitter だけ１週間に何回か。

うより、もう物体としてあんまり持ちたくない。

Tさん 投稿しないでほぼ見てる側かも。

Tさん 趣味で本を読むから、本は結構ある。た

Sさん 学生の頃は結構ツイートしてたかな。

だ雑誌とか新聞とかは電子版だし、情報収集は

Fさん コメントはたまに。

全部ネット。

Hさん リツイート＊１のほうが気軽にできる。

――― だいたい１日どのくらい SNS とかネッ

詳しい長文よりも、
簡潔な情報を見比べる

トを見てる？
Fさん 通算で１〜２時間。YouTubeが多いかな。
Hさん 分かる。YouTube は延々と見てる。お薦

――― どんな情報をよく見る？

めが出てくるからどんどん再生していって。

Tさん 漫画かな。Twitter とかでも最近漫画が

Tさん 多分、１時間から２時間。

ひたすら投稿されてて。

Sさん テレビみたいな感覚で、Twitter を表示

Hさん あとイラストとか。

したり動画を再生しながら何かしてるかな。

Fさん 新しくできたカフェの新商品とか。好き

＊１ 他のユーザーのツイートを引用して、自分のアカウントから発信すること。
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な某ファッションアカウントめっちゃ見る。

何か契約を結ぶときとかくらいだったし。

Hさん 私の情報源はほとんどそこ。化粧品とか

好きなブランドのアカウントをフォローしてお

Fさん 高校生から大学生になるときのほうが大

きかったと思う。

いて、新商品が出たらすぐキャッチできる状態

Sさん クレジットカードが使えるようになったの

にしてる。美容にすごい詳しい人を Twitter で

が大きかった気がする。

フォローしてると、
「こういう商品がお薦め」
と

――― 学校の授業とかで消費生活に関連する知

か情報が流れてくるから、
そういうのを見てる。

識って教わった？

企業よりは個人をフォローするかな。

Hさん 中高あたりで多分、クーリング・オフは

のフォローか

＊２

Tさん 有名なインフルエンサー

勉強したかな。

ら始まって、その友人とつながって……コメン

Tさん あと返品については超やるけど、他は。

ト欄にその人達が書いたコメントが一通り出て

Hさん カラコンの事故はニュースで見たかも。

くる。コミュニティーを見ているような感じ。

――― 将来的にするだろう契約については？

Fさん あと口コミめっちゃ見る。良いも悪いも

Fさん 家とか？

保険の掛け捨てとか確定申告

全部見てから買う。裏事情も若干知っているか

とか高校で教えてほしかった。

ら。

――― 未成年者の行った法律行為は取り消すこ

Hさん 例えば、化粧品の口コミサイトとか。

とができる、とかについては？

――― 情報は、文字とか写真、動画とか、アニ

Tさん 聞いたことはあるな、みたいな。

メとかどういう形式が好み？

Sさん 簡単な冊子とかが配られたかもしれない

Fさん 化粧品だったら YouTube で
「使ってみ

けど、多分記憶に残らないよね。

た 」と い う 動 画 を 見 る し、 口 コ ミ も 見 る し、

―――（
『くらしの豆知識＊３』を渡して）これは

Twitter で評判を何か調べたり、何でもする。

どうかな？
Hさん こういうの教科書だったら役に立つと思

Sさん 情報を調べるとき、長文のブログとかは

もう見ない。1 人の人が詳しく書いてるものよ

います。

りも、10 人が簡潔に書いているものを見るかな。

行政機関のアカウントは
自らアクセスしない

Hさん そうだね。数を見るほうが多いかも。あ

と長文を読むのが面倒くさい。文章の量が多
かったら「ああ、もういいかな」
みたいな。

――― うちみたいな公的機関や行政機関のアカ

――― どのくらいの量だと読まない？

ウントってフォローしたことある？

Tさん Fさん １スクロール超えると読まない。

高校生から大学生になるときの
ほうが変化は大きかった

Sさん 正直、ないかな。
Fさん 何かとっつきにくいというか、見ても、

「あ、うん」
みたいな。
Tさん 用事があって調べて、
たまたま出てきて、

――― 少し話題が変わるんだけど、未成年じゃ

そこで情報を収集することはあっても、フォ

なくなったときってどんな感想を持った？

未

ローして定期的に見るみたいなことはないな。

成年の契約取り消しができなくなるとか、意識

Sさん 何かあってから見に行くって感じ。確定

申告の時期に税務署のサイトとか。

したことはある？
Fさん 全然ない。

――― くまモンとかのゆるキャラがきっかけで

Tさん お酒が買いやすくなったぐらい。

ちょっと見てみようって思ったりは？

Hさん 関係あるのって、バイトを始めるとか、
＊２ 世間の消費行動に大きな影響を与える人のこと。

＊３

Fさん フォローまではしないかな。

http://www.kokusen.go.jp/book/data/mame.html
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Tさん 僕はゆるキャラが面白ければ見る。

る人に聞くんだよね。

――― 例えば島根県消費者センターで、「だま

――― そういう専門家の助言だと受け入れやす

されないゾウくん」っていうキャラクターを

い？

使って、SNS で啓発

してるんだけど。

Sさん 誰がしゃべっているかによるかな。

＊４

Hさん （ページを見て）
すご

Fさん その人の肩書次第というか。

島根県消費者センター
マスコットキャラクター

だまされないゾウくん

いいい。ちょっとこれは記

Sさん そうそう。情報を見るときって、
「この人

憶に残る……！

はこう言ってるんだな」
っていう視点で見るか

Tさん 「消費生活センター」

ら、複数を見比べて調べたり。

とかだけより絶対いい。

――― 消費生活センターに相談したことはあ

Hさん これはじわじわくる

＊５

。キャラがあっ

る？ もしくはまわりにそういう人はいた？

たほうが、とっつきやすさは絶対あるし！

Hさん 私の会社の同期の子が一人暮らしなんだ

Tさん 「全部有り難く読んでるぱおよ」
とか、す

けど、
「うちの回線に乗り換えたら安くなる」み

ごい面白い。

たいな押し売りが来て契約しちゃったことが

Sさん これは好きだな。

あって。使ってみたらすごい通信速度が悪くて、

――― 他にも例えば某家電メーカーのアカウン

解約金も６〜７万すると。最初はネットで散々

トの中の人みたいなものはどう？

検索して、それで消費生活センターに結局連絡

Hさん あのアカウントの人は面白いよね。すご

して解決したって話を聞いたことがある。私も

＊６

いバズってる

。

一人暮らしで近くに親もいなかったら、多分そ

Tさん ほかの企業同士で会話したり。某計測機

ういう窓口に電話するかも。

のメーカーとめっちゃ仲いい。

Fさん あとは、被害額が大きいかどうかかな。

――― そういうアカウントってやり取りするこ

１万を超えたら、絶対に死ぬまで戦う。

とはある？

Hさん １万円を超えると、やっぱり痛いかな。

Tさん それこそ気に入ったときに、
「いいね !」

そういえば私の行ってるヨガで
「２カ月間半額」

とかすることはあるけど。

みたいなキャンペーンがあるんだけど、条件が

Fさん でもリプライとかはしない。

あったり、解約すると料金が上乗せされたり、

Hさん コメントは結構、ハードルが高いよね。

システムが分かりづらかった。

みんなが見てるし、ちょっと。

Tさん あと家を借りたとき、事故物件なのに書

消費生活センターに電話するのは
最終手段 まずは自分で調べる

類に書いてあるだけで、しかも１年住むと翌年

――― ものを買うときとか、SNS を含めて相

――― 相談するか自分で解決するか、判断基準

談する相手っている？

がある感じかな。消費生活センターとかには電

高額だから親に少し話

賃上げになるとか全然説明されなかった友達も
いた。

そうかなとか。

話しづらい？

Hさん パソコンとかは買いたいってなったとき

Tさん まあ電話するって大ごとなんですよ。

は、多分詳しい子には聞きに行ったりする。親

Fさん 最終手段みたいな。

も分かんないし。

Tさん 体調不良とかと一緒で、おなかが痛かっ

Fさん 店員さんに聞いちゃう。

たら取りあえずトイレに行くし、最初から救急

Tさん 家族とか友人より、専門家とか知識があ

車は呼ばないのと同じかな。取りあえず自分か

＊４ Twitter

https://twitter.com/Shimane_CIC

Facebook

＊５ しばらく見ているうちにだんだんと笑いがこみ上げてくること

https://www.facebook.com/Shimane.CIC/
＊６ 爆発的に話題が拡散するさま
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ら調べて、それで 3,000 円とか少額だったら

とは
「188」とか、電話番号をタップすればその

泣き寝入りしたこともあるし。

まま発信できるようにしてほしい。

Hさん なんか知り合いが被害にあって
「自分も

Sさん Twitter だとアカウント名も、
「○○セ

気をつけよう」みたいな感じになることはある

ンター」とかじゃなくて、
「１人暮らしお悩み

けど。

Q ＆ A 集」
とかにしたらどうかな。

――― 消費生活センターというものがあること

――― 若者向けの専用のアカウントにして、そ

自体は知っていた？

こにどんどん載せるとか？

Hさん それ自体は勉強して知ってた。

Hさん あと画像にしておけば Twitter から保存

Fさん 多分、みんな知っているけど使ったこと

できるから、何かあったときに見れる。
――― 画像で保存することは多い？

がないだけ。

Fさん 結構多い。あと調べてスクショ＊７もする。

Sさん 僕らはまず
「自分で調べよう」
と思う。そ

こは多分世代のギャップがあるんじゃないかな。

――― 面白いと感じたら、その画像を Twitter

むしろ調べずに人に聞くのってどうなの？  って

で上げることもある？

思うぐらい。

Hさん あると思う。

トラブルにあったとき、具体的
に何をすればよいか知りたい
――― 例えば興味を持って見たページに、関連

――― チャットで相談できたほうがいい？
Sさん チャットじゃなくていいと思う。
Hさん FAQ みたいないろいろと情報が書いて

あるものがあったら、すごい助かる。
Fさん ただ文字が多いと、絶対に読まない。解

した啓発情報が広告で出てきたら見る？
Fさん 対象とする人に合った広告じゃないとあ

説とかを求めているんじゃなくて、どうしたら

んまり効果はないんじゃないかな。ターゲット

いいのかを求めてるから。
「これはこうこう、

をあえて絞ったほうが効果が高いと思う。

こういう理由でこうなっているんですけれど

Sさん それより、調べに行ったときにすぐ欲し

も」
という説明を見るより、
「ここに電話してこ

い情報につながるほうがありがたい。あとペー

ういうことをこういう人に相談してください」

ジの見出しは「○○センター」とかよりも
「こん

みたいな、具体的な実行動の解決先を載せてく

なときはこうする」
みたいなほうがいいかも。

れたほうがありがたいな。

Hさん 自分を助けてくれそうな見出しを、みん

Tさん あとはスマホで見たときに字が小さいと、

な多分クリックするし。

回答があったとしても、探すのが面倒。

Fさん 実際自分と同じインシデントを体験して

Fさん ウェブサイトも使いやすいように、動線

いる人のほうが何か信頼感があって。その人が

をもうちょっと改善したり、実際に画像とかバ

解決に至ったまでのプロセスを書いてくれてい

ナーを作ってトラブルのカテゴリー別に分けた

るものは、消費生活センターに
「私たちに相談す

だけで、全然見え方が違うんじゃないかな。多

れば大丈夫ですよ」
と言われるよりも参考にする。

分スマホを想定して作っていないのも多いし。

それと、PDF じゃなくてページに直接記載し

Tさん 相談したい項目、トラブルの種類をポ

てすぐ見れるほうがいいかな。ワンクリックし

チっと押したら展開するとかのほうが若者的に

て開けるか開けないかって、結構そこで見るか

はうれしい。

やめるか変わってきちゃう。

Hさん 若者的に言うと、わがままだけど、やっ

Hさん 多分トラブルがあったときって一刻も早

ぱりスマホで見ることが多いからね。

く情報が出てきてほしいみたいなのもある。あ
＊７ スクリーンショットの略。表示されている画面の内容を画像として保存すること。
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自治体等が SNSを活用して
効果的に情報を届けるには
清家 順

有限会社ユニバーサルワークス代表取締役

Seike Jun

公的機関を中心にウェブ広報を支援。日本広報協会広報アドバイザー、
静岡県分野別広報アドバイザー、経済産業省派遣専門家、JIS X 83413:2016 改正原案作成委員会委員などを歴任。情報保障学（修士）。

SNS の特性と自治体の状況

情報であったとしても、SNS 上で価値ある情報
として扱われることは難しいでしょう。

自治体や公的機関は、さまざまな媒体を用い

若者に自治体等が発する注意情報にいかに接

て情報発信を行っています。ここ数年は、SNS

してもらうか、有用と感じてもらうか、そして、

を活用した情報発信の動きが活発になってきま

周囲にも知らせたいと思ってもらうかについ

した。公益社団法人 日本広報協会が行った調

て、自治体等が SNS 上で発信した内容を紹介

査によると、ほぼすべての都道府県で Twitter、

しながら解説していきます。

Facebook、YouTube が 利 用 さ れ、LINE と

自治体事例からみる運用のポイント

Instagram も半数近くが利用するまでになりま
した。市区町村においても SNS の利用増が見て

・
「みんな」
をターゲットにしない

取れます。ただし、この調査はアカウント開設

公的な情報は、
「広く市民に」
「すべての住民

状況を示したものです。それらすべての情報発

に」という使命を帯びていますが、同じ表現で

信が、ツールの特性に応じて適切に行われてい

すべての人に刺さるメッセージを届けることは

る状況とはいえないと感じます。

できません。世代や家族構成、居住地、職業、

では、SNS はどのような特性を持っている

趣味などによって興味・関心は異なっているこ

のでしょうか。

とを念頭に、まずは特定少数に向けて刺さる表

1. 発信者・編集者・受信者の立場を固定せず情

現を考えることが適当です。また、公平性の確
保を意識するあまり、幅広い話題を満遍なく取

報が形成される
2.利用者同士をつなぐさまざまな仕掛けがある

り上げた結果、誰にとっても不明確なメッセー

3. 互いの関係が可視化される

ジになってしまうことも望ましくありません。

これらが、SNS に共通する特徴と言えるで

その点、神奈川県にある葉山町は SNS が他

しょう。SNS では、文字・写真・地図・動画といっ

の媒体と比べて
「ゆるさ」
を持った場であること

た表現手法の違いや、利用者の年代・趣味・志

を認識して Instagram を有効活用しています

向の違い、いわゆる
「住人」
の違いによって、
ツー

（図１）
。いわゆる
「タメ口」
を使いながら話題を

ルやサービスごとに特有の文化が築かれていま

絞り込むことで、主たるターゲットである 20、

す。そのため、ルールを無視した一方的な発信

30 歳代の女性に刺さる表現で運用しています。

や場の雰囲気にそぐわない表現をしてしまうと、

そして、彼女らが
「行ってみたい」
「体験したい」

「いいね！」に代表される評価や、思うような情

と思える情報を集積させています。開設当初は

報の拡散につながらないことがあります。たと

堅い文章で反応がほとんどなかったということ

えそれが自治体等から発せられる信用のおける

ですが、
オフ会を通じて生の声を聴いたそうで、
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図１ ［葉山町 ] Instagramの投稿例

地名などの定番ハッシュタグに加え、やわらかく親しみのある言葉が並ぶ

コミュニケーションしやすい距離感をInstagram

起においては、

に表現として導入したことが功を奏した例と言

・いつどこでどんなことが起きているか

えるでしょう。

・何に気をつければいいか

・「ジブンゴト」に感じてもらう

・事象に気づいたり、被害にあったり

利用者は、自分に関係がある情報、自分にメ

したときどうすればいいか

リットがある情報でなければ気に留めることが

を記すことだろうと思いますが、このような注

少ないものです。ですから、
「私たちはこんなこ

意喚起では、利用者の目がタイムラインを通過

とをしました」を伝えるのではなく、
「あなたの

してしまう可能性があります。ここでは、いい意

生活はこれからこんなに良くなります」
「こうす

味で違和感のある注意喚起をすることで、多く

るとあなたはこれだけ得をします」とい
う観点で伝えることが重要です。

図 2 ［沖縄県］節水を呼び掛けるツイート

沖縄県が行った節水を呼び掛ける２つ
のツイートを比べてみます
（図２）
。２つ
ともダムの貯水率が下がっていることを
伝えているのですが、上のものは、渇水
対策本部会議が開かれたという趣旨のツ
イート。下のものは、シャワーを１分短
縮すると 12 リットルの節水につながる
といった豆知識が加えられています。前
者のリツイート 95 に対して、後者はそ
の５倍にも上る 483 のリツイートを記録
しています。節水に対するちょっとした
心配りが書かれていることで「これなら
できそう」という思いが芽生え、共感の
材料になったのではないかと感じます。

・ときには「らしくない」表現も使う
消費者被害防止のための通常の注意喚
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の人の目に留まった例をご紹介します
（図３）
。

図 3 ［山梨県警察］架空請求ハガキに対するツイート

「架空請求ハガキにツッコミ入れてみた」
と

実物を提示し、恐れるに足らないものであることを伝えている

題するこの山梨県警察のツイートは、実際の
架空請求ハガキを提示して、その文面や表現
の不備を見事に突いています。注意の分かり
やすさ、警察が鋭いツッコミを入れるという
ギャップ、「お役所」
らしくない言葉づかいの
適度な荒さ、これらが利用者の共感を呼んで、
大きな反響を得たのだろうと推察します。

SNS 投稿のコツ
ここまでは戦術的なポイントを挙げました
が、個別の投稿に際してのコツもいくつか挙
げておきます。

・ポイントを簡潔に記す
SNSは、サービスによりますが、１投稿当た
りの文字数や一度に表示される行数に制限が
あることがあります。そして、ウェブ媒体は
他の媒体よりも流し読みをする傾向にありま
す。そのため、先に結論を書く、箇条書きを
用いるなど、ポイントを簡潔に記すようにし
ましょう。SNS 上だけですべてを伝えようと

ませやすかったり、
「なるほど」
「そうか」
と考え

せず、有用な詳細ページへの誘導も効果的です。

を新たにするきっかけになったりしたときやっ

・目を引く写真を使う

と、親和が生まれ、共感につながると考えます。

写真を掲載する場合、ピンボケはもちろん、

SNSはツールの１つに過ぎないことに注意

何となく全体のようすを示した写真というのも
感心できません。SNS では、全体よりもモノ

本稿では、SNS を活用して効果的に情報を届

の細部や人の表情が重要な要素になることを気

ける方策をお伝えしてきました。
若い世代では、

に留めたいところです。ただし、Facebook

最も接触時間の長いメディアとしてインター

のように複数の写真が組写真として掲載される

ネットが挙げられますが、SNS だけで多くの若

場合には、近景と遠景の両方を掲載するなど単

者に情報が伝わると考えるのは早計です。
「平

調にならない工夫が必要です。

」では、主要
成 30 年版情報通信白書＊（総務省）

・刺さると傷つけるは違う

な SNS に つ い て
「ほとんど利用していない」

差別を助長するような表現、性やジェンダー

「まったく利用していない」
と回答した人が、全

に関わる表現は露骨な優劣比較が強い衝撃を生

年代で 5 ～ 8 割に上っています。ツールありき

むことはあっても、共感につながることは決し

にならないよう、誰に伝えたいかを定めて適切

てありません。表現された情景に自分を溶け込

な媒体選択とツール選択を心がけてください。

＊ http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/pdf/index.html
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「それってトラブル?
3―1 若者向けサイト
やばい!? SOS! 静岡県」
の開設
静岡県くらし・環境部県民生活課

消費者支援班

図１ 静岡県内の18 ～ 39 歳の
「商品・サービス情報収集手段」

静岡県の消費生活相談の状況

（%）

2022 年４月に施行が予定されている成年年

100

齢の引き下げにより、これまで
「未成年者取消

80

権」で保護されていた 18 歳、19 歳の若者が保
護の対象から外れるため、消費者トラブルがよ

60

り低年齢の層において増加することが懸念され

40

ています。

72.8
41.3

51.9

45.4
22.0

20

静岡県内の消費生活相談窓口に寄せられた

友人、知人の口コミ

インターネットサイト・

携帯電話・スマホの

アプリ

や会社員が多く、社会的経験にさほど差はない

インターネットサイト

２倍にもなっています。18 ～ 22 歳は、学生

パソコンの

22 歳の若者からの相談件数が大きく増え、約

ＳＮＳ等

18 ～ 19歳からの相談件数に比べ、成人の20 ～

テレビ

0

18 ～ 22 歳の相談件数を見てみると、未成年の

ため、未成年者取消権の有無が相談件数の差に
一方で、県内の消費生活相談窓口に寄せられ

影響を及ぼしている可能性が考えられます。

た消費生活相談の事例をみると、インターネッ

サイト開設の経緯

ト検索の結果、誤ったサイト情報を信用し、二

静岡県内の若者
（18 ～ 39 歳）
を対象とした日

次被害に遭遇するケースも見受けられました。

常生活に関する調査
（2016 年度静岡県県民生活

こうした状況を踏まえ、県では、消費者トラ

課調べ）では、「商品・サービスなどの情報を収

ブルにあった際、自分自身で解決するよりどこ

集する手段として何を利用しているか
（複数回

ろとするとともに、解決が難しい場合も消費生

答可）」の問いに対し、テレビが７割程度と最も

活相談窓口への相談を促し、早期解決を支援す

高い結果となりましたが、次いで
「パソコンのイ

るため、県公式サイト
「それってトラブル ? や

ンターネットサイト」
「携帯電話・スマートフォ

を 2019 年２月に開設し
ばい !? SOS! 静岡県＊」

ン
（以下、スマホ）のインターネットサイト・ア

ました
（図２）
。

プリ」
「SNS 等」も４～５割程度と多くの若者が

サイト作成の工夫

インターネットを活用して参考となる情報を収
集していることがうかがえました
（図１）。
＊

サイト作成に当たり、若者への効果的な情報

https://www.shizuoka-shohi.jp/sos/
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①簡単なサイト構成

図２ スマホ版トップページ

・サイト構成を複雑にせず、分かりやすくする
・PC 版およびスマホ版の両方を作成
・消費者トラブル事例もキャッチコピーを作
り、瞬間的に情報が入るようにする

②安心・安全な情報や窓口に誘導
・検索で対処しようとする若者世代の特性に合
わせ、検索機能を配置
・二次被害にあわないよう、県や消費者庁、国
民生活センターなど、安全なサイトの検索結
果を表示するように設定
提供の方法やサイトの掲載情報等について検討

・その他、消費者ホットラインと県の消費生活

するため、検討会を立ち上げました。検討会へ

センターの相談窓口へのコールボタンを配

は、有識者、消費生活相談員、教員、県広報担

置。スマホの画面上でボタンを押せばそのま

当職員のほか、静岡県内の大学生や NPO 法人

ま電話をかけられるよう設定

等の若者にも参画してもらい、掲載する言葉の

③参加型のコンテンツで拡散

表現やデザイン、コンテンツの内容など、サイ

・ついやりたくなる診断系ゲームとして
「やば
い度診断」
を作成

トの細部にまで意見・提案をもらうことができ

・質問の数を３つと少なくし、内容も簡単にする

ました。

ことで、瞬間的に楽しめるコンテンツとした

第１回検討会での意見・提案事例

あ

・診断結果を
「消費者トラブルに遭 う危険度」

〈サイトタイトルについて〉

を％で表記し、他者に伝えたくなる・話題づ

・「大丈夫かよ !?」
は高圧的に聞こえる。

くりのきっかけとなるようなしくみとした

→「大丈夫 ?」
がいいのではないか。
・流行語に寄せすぎると一過性になりかね
ないため注意が必要。

そしてサイト全体の作成は、広告代理店と委
託契約し、機能性・デザイン性を高くしました。

今後の展望

・堅いイメージの公的機関がターゲットに
寄り添うことでギャップ＝イメージ向上
につながる。
（プレやばい・マジやばい）
について〉
〈サイト入口
・
「プレ」
：ターゲットは言葉が理解できない。
・「マジ」
：類似表現として
「ガチ」
「バリ」
「え
ぐい」。
→バカやばい
（静岡弁）
：ポジティブ、ネ
ガティブ両方の意味に使えるが、方言に
寄せすぎないほうがいいのではないか。
また、対象となる若者の特性を考え、次の３
つのポイントを意識しました。

2019 年２月に開設し、約１カ月間でサイト
訪問者数は、想定を大きく上回る約 1 万 2,000
件でした。県内の 10 歳代から 20 歳代までを
対象に閲覧数の多いホームページへウェブ広告
を掲載しましたが、サイト訪問者数の約９割が
ウェブ広告によるところが大きいため、若者に
対するサイト周知のアプローチ方法が課題で
す。また、参加型のコンテンツも、現在
「やば
い度診断」１つしかないため、新たなコンテン
ツを作成・更新し、鮮度の高いサイトとしてい
きたいと思います。

2019.6 国民生活

9

特集 若者の消費者トラブルを防ぐには
－受け手の立場から考える
“伝わる情報発信”
－

特集

若者の消費者被害防止に向けて、

3―2 専用サイト・Twitter・Facebookで
情報発信
安田 晴香

Yasuda Haruka

広島県環境県民局消費生活課 消費政策グループ

2018 年、広島県に入庁。主に、ホームページや定期刊行物での情報発信等、広報を担当。
同年、業務に役立てたいと思い消費生活相談員資格試験に挑戦し、合格。

キャンペーンでは、若者が多く出入りする広

若者の消費者被害防止
キャンペーンの取り組み

島市内のカフェを、PR 拠点
「Cafe ナッキー＆ネ
イリー」
として約３カ月間オープンし、
啓発リー

若者は、消費者トラブルにあっても
「自分で

フレットを配布したり、お笑い芸人によるトー

解決できると思った」
「相談してもしかたがない

クショーを開催したりしました。
また、
啓発キャ

と思った」等の理由から、あきらめる、何もし

ラクターを起用したテレビＣＭを約１カ月間放

ない、つまり、
「泣き寝入り」する割合が高く、

映し、消費生活相談窓口の周知を図りました。
現在、
「広島県消費者啓発情報」サイト＊１ で

消費生活相談窓口の認知度も他の世代に比べて

は、これらの親しみやすいキャラクターを活用

低いことが課題と言われていました。
このため広島県では 2013 年度、消費者トラ

して、マルチ商法やアダルトサイトのワンク

ブルとは何かを知ってもらい、相談することへ

リック請求等、若者が被害にあいやすいトラブ

の抵抗感をなくしてもらうため、啓発キャラク

ルの手口をイラストや動画で分かりやすく紹介

ター「ナッキー＆ネイリー、ムーチョ」
を活用し

するとともに、
「相談してムーチョ !!」を合言葉

た「若者の消費者被害防止キャンペーン」
を実施

に、トラブルにあった際は一人で抱え込まず消

しました（図１）
。気弱で押しの強い勧誘に弱い

費生活相談窓口に相談するよう呼び掛けていま

ナッキー（泣き）
と、自信家で単純な性格のため

す。
また、
「ネットトラブル体験シミュレーター」

コロリとだまされやすいネイリー
（寝入り）
の２

等、消費者被害
や
「あなたの騙されタイプ診断」

人が、メキシコ調の音楽に乗せて若者の消費者

を防止するポイントを学ぶことができるコンテ

トラブルを歌って紹介し、犬のムーチョは何度

ンツも提供しています
（図２）
。これらのコンテ

もだまされてしまう２人を泣きながら見つめて

ンツは、ただ見て楽しむだけではなく、消費者

います
（犬なので、話すことができません……）
。

自身が体験しながら学ぶことができるように

図１ キャンペーンのポスター

だま

なっている点がポイントです。
図２ 啓発サイトのコンテンツ例

＊１	http://nackynailly.com/wakamono/
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若者の消費者被害防止に向けて、専用サイト・Twitter・Facebook で情報発信
容や見た目でなければ、膨大な投稿に埋もれて

SNS を通した情報発信

しまいます。そこで、週１回定期的に更新する

広島県では、この啓発サイトに加えて、若者

ことで若者の目に触れやすくするとともに、親

にとって身近な情報ツールである SNS を活用

しみやすく読みやすい文章と、内容に合わせた

。「ナッキー＆

イラストで、目に留まる投稿になるよう心がけ

ネイリー（広島県消費生活課）
」
のアカウント名

ています。あわせて、限られた文字数で情報を

で、週１回、ナッキーとネイリーが、若者に気

届けるためには、伝えたいポイントを明確にす

をつけてほしいトラブルについて Facebook

る必要があります。必要に応じて関連ページの

と Twitter で語りかけます
（図３）
。2013 年に

URL を記載することもありますが、投稿を見た

スタートし、現在は、担当職員１名がテーマ設

人にとって分かりやすいように、できるだけ文

定・原稿執筆およびイラスト作成・投稿の一連

章だけでポイントを伝えられるよう工夫してい

の作業を行っています。

ます。また、イラストは、土台となるキャラク

した情報発信を行っています

＊２

SNS はウェブサイトに比べて、伝えたい情

ターのみ外注しており、ボールやストーブ等

報をタイムリーに消費者に届けることができる

テーマに合わせて職員が作成したイラストと組

というメリットがあります。そのため、
「いま

み合わせて、バリエーションを増やすよう工夫

届けたい情報は何か」ということを意識するよ

しています。

う心がけています。国民生活センターや消費者

今後も身近な情報発信を

庁、他の自治体のウェブサイト等の掲載情報を
参考にするとともに、
消費生活相談員からの
「最

若者の消費者被害防止に向けた啓発サイトや

近こんな相談が増えているよ」という生の情報

SNS における取り組みを開始してから、2019

も取り入れながら、若者にとって身近なテーマ

年現在で約５年が経ちました。
この間、
インター

を選んでアップ
（投稿）しています。最近では、

ネットの発達やスマートフォンの普及によっ

フリマアプリや民泊等、若者の間で利用が広

て、
若者をねらう悪質商法の手口は日々変化し、

がっている新しいサービスについても取り上

巧妙になっています。
トラブルを防ぐためには、

げ、注意喚起を行いました。

一人一人が、
「自分は大丈夫！ 関係ない」
とひと

一方で、SNS を通した啓発は、新鮮な情報

ごととしてとらえるのではなく、消費者被害が

でなければタイムラインの上部に表示されず、

身近な問題であると認識することが大切です。

またタイトルや写真・イラストが関心を引く内

また、万が一トラブルにあっても、
「消費生活

図３ SNS 投稿例

（Facebook）

（Twitter）

相談窓口に相談してみよ
う」と思ってもらえるよ
う、身近に感じてもらう
必要があります。
どのような情報発信を
行えばより若者に届くの
かを意識して、今後も継
続して取り組んでいきた
いと思います。

＊２ Facebook https://www.facebook.com/Nackynailly/

Twitter
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消費者問題

アラカルト

「民生委員・児童委員」
上野谷 加代子

Uenoya Kayoko

同志社大学社会学部社会福祉学科教授

研究テーマは地域を基盤としたソーシャルワークの展開方法（論）と教育方法。日本地域福祉学会会
長等を歴任。著書に『地域福祉の現状と課題』（共著、放送大学教育振興会、2018 年）ほか。

民生委員・児童委員制度の成り立ち

民生委員制度は、1917
（大正６）年、岡山県
さいせい

の
「済世顧問制度」が始まりです。そして 1918

近年、ニュースや新聞紙上で取り上げられて

（大正７）
年に大阪府において
「方面委員制度」が

いるわが国の地域住民が抱える課題を見ます

発足し、1928
（昭和３）年に同制度は全国に普

と、経済的な困窮者や要援助高齢者
（介護など）

及 し ま し た。 そ し て、2017
（ 平 成 29）年 は、

の問題だけでなく、子どもへの虐待、引きこも

済世顧問制度創設から数えて 100 周年になり

りの青年・壮年、ホームレス、孤立死、認知症

ました。全国民生委員児童委員連合会は 100

介護や子どもの貧困などの新たな課題が顕在化

周年を記念し、世界に類を見ないこの民生委員

しています。

制度をさらに発展させ、次世代に引き継いでい

また、例えば、80 歳代の親の年金などに依

くことを確認し、新たな活動方針である
「民生

存し生活をしている無職の 50 歳代の息子・娘

委員制度創設 100 周年活動強化方策＊１」を提示

の問題を「8050 問題」と呼んでいますが、その

しました。そしてこれからの活動を
「住民とし

ような新たな家族としての生活課題も浮上して

て＝生活者の立場」に立って、広げていこうと

います。そのほか、アルコールや薬物などの依

しています。
大正当時の方面委員は救貧対策を中心に活動

存症や刑余者（刑務所出所者）
の問題にも注目し

を展開していましたが、1946
（昭和 21）年の

なければなりません。
私たちが生活をしていくうえで、困難な状況

民生委員令の公布により
「民生委員」と改称さ

にめぐり合った際、支援のためのさまざまな制

れ、地域の福祉増進のために幅広い活動を展開

度がありますが、それらの制度・サービスが不

してきました。現在全国に約 23 万人の民生委

十分である場合、あるいはまだ制度化されてい

員が、厚生労働大臣委嘱
（任期３年、再任あり）

ない場合には一体どうすればよいのでしょう

の特別職の地方公務員として、無報酬で、地域

か？ こうした地域における暮らしの場で、身

住民の身近な相談相手となり、専門機関へのつ

近な相談相手として存在するのが
「民生委員・

なぎ役として、訪問、地域活動、相談・支援な

児童委員」
（以下、民生委員）
です。

ど幅広い活動を展開しています。

では、民生委員は、どのようなことをする人
なのでしょうか？

いつ頃から始まったものな

主な活動内容と役割
私たちのまわりには、SOS、つまり助けて

のでしょうか？

＊１ https://www2.shakyo.or.jp/old/pdf/news/100_katsudokyoka_hosaku.pdf

2019.6 国民生活

12

消費者問題

アラカルト
ほしい、という状況を伝えられない人がいます。

の支援や孤独死、虐待を未然に防いだ事例、生

どこに、誰に訴えればよいのか、その方法すら

活保護受給者の自立支援などに向けた取り組み

分からないのです。困っていることに気づかな

などが報告されています。民生委員は特別職の

い人もいます。人権侵害があることや、不条理

地方公務員として住民に寄り添い、
「一人の不

ななかでの暮らしを強いられていることにさえ

幸も見逃さない」覚悟で、ボランティア精神に

気づかないのです。例えば子どもの養育や高齢

のっとり、無給で活動しています。生活者とし

者介護における虐待、振り込め詐欺などの発見

ての視点での活動であって、専門職ではありま

の過程を見ていますと、困っている人は身近な

せんので、抱え込まないで、専門機関や団体に

相談相手がいないことが多くあります。

つなぐ役割を担うことが期待されています。し

確かに、最近は私自身のまわりを見ても、家

かし、実際はかなり困難な生活課題解決に向け

族、親戚、教員、会社の同僚・上司、近隣の人、

たさまざまな支援を、住民やボランティアなど

いずれも、以前より生活についての相談をしに

と一緒に地域資源を用い、活動を継続している

くくなっているのが現実かもしれません。個人

ことが報告されています。また、民生委員の役

情報保護の問題もありますが、知らんぷり社会

割には、これまで述べたもののほかに、地域課

化、つまり他者への関心が薄れてきている証拠

題を可視化し、住民の代弁者として福祉制度・

だと思います。少しのおせっかいすらしない、

政策を提言することもあります
（図）
。

されにくくなってきたのでしょうか。

民生委員活動を継続し、
効果を発揮するための諸課題

さらに、地域における災害時の要配慮者への
接近と支援のことも考えねばなりません。
阪神・
淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、各地で

現在、民生委員のうち、約３分の１の民生委

の豪雨災害など災害の多い日本において、近隣

員が１期３年で辞めています＊３。理由はさま

社会における日常の支え合う力がどれだけ重要

ざまですが、課題解決の困難さや、住民の理解

か、私たちは悲惨な災害のたびに心を痛め反省

のなさ、行政や専門職との連携不足が影響して

してきました。この点では、日
本は対策や支援のありようをめ
ぐって多くの課題を残している
のではないでしょうか。
このようななかで、民生委員
の役割は大きく変化し、かつ住
民、福祉等の専門職、そして国
や地方自治体から期待されてい
ます。現在、民生委員は担当地
区を１人平均、年約165 回の家
。多くの

＊２

庭訪問をしています

住民からさまざまな相談を受け、
24 時間地域住民とともに暮ら
しています。そして、災害時へ

図

民生委員・児童委員の役割
住民への寄り添い

公的な福祉を効果的に
機能させるための存在

・よき隣人、よき友人
・見守り役
・身近な相談相手
・何とかしてくれる存在
・存在による安心感

・行政の「補助機関」
「協
力機関」
・手当、給付に必要な「証
明」
・公的な支援への「つな
ぎ役」

民生委員・
児童委員の活動

地域課題の可視化と必要な支援の創出
・社会調査による地域の実情の把握
・見えづらい課題の可視化
・民生委員児童委員協議会による継続的
調査活動、意見具申
・公的な福祉制度の創設・充実への反映

民間社会福祉活動の中核
・あくまで民間奉仕者
・市町村社会福祉協議会の
基盤整備と協働（生活福祉
資金、心配ごと相談）
・共同募金運動の協力者（歳
末同情募金→歳末たすけ
あい）

時代を先取りした
課題解決への取り組み
・民生委員児童委員協議会による課題解
決への組織的活動（10 年ごとの「活動
強化方策」）
・時代を先取りした新たな課題への対応

※全国民生委員児童委員連合会「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討
委員会 中間報告」
（2016 年 11 月）より筆者作成

＊２ 厚生労働省
「平成 29 年度福祉行政報告例の概況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/17/dl/gaikyo.pdf
＊３ 全国民生委員児童委員連合会
「これからの民生委員 ･ 児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会 報告書」
（2018 年 3 月）
https://www2.shakyo.or.jp/old/pdf/zenmin_summary/minseiiin_korekara.pdf
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います。「給料をもらっているのだろう、もっ

び地域力を高めるために

と支援しろ」と言われたり、夜中や早朝に電話

（2）
さまざまな課題を抱えた人々を支えるために

をかけてくるなど、民生委員の役割を誤解して

（3）
民生委員制度を守り、発展させていくために

いる住民も多いようです。一般住民への福祉教

それぞれについて簡単に触れておきましょ

育はもちろんですが、ヒューマンサービスにか

う。まず
（1）です。今日生じている地域生活者

かわる行政職員や専門職そして地方議員にも、

の課題は、一部の専門職や関係者だけで解決で

民生委員の役割についての正しい知識と連携協

きるような問題ではありません。生活は 24 時

力のあり方等について、学んでもらう必要があ

間 365 日、そして何年も続くのですから、日

ります。そして対応策を各自治体で設定しなけ

常生活における住民同士の支え合いや助け合い

ればなりません。

がなければ暮らしは成立しません。あいさつ運

多様で複雑な課題解決に向け、民生委員が安

動や声掛け、サロン活動、子育てへの応援など

心して活動でき、その力を日常的に発揮し、そ

の具体的な諸活動を支える組織やしくみ作りが

して発揮した力が生かされるような基盤作りが

重要です。自治会・町内会、NPO、消費者団

求められています。民生委員への精神的な負担

体やさまざまな団体が小地域で連携することが

軽減や相談体制・研修の充実など、もっと行政

課題解決をしていく地域力を高めます。

が努力・協力しなければなりません。と同時に、

次に
（2）です。支えるためには、課題を抱え

民生委員は所属する地域における単位民生委員

た人たちへ接近できるかにかかっています。民

児童委員協議会
（以下、民児協）
での研修、市町

生委員は、専門職に比べ、地域での生活者とし

村、県レベルでの体系的な研修が必要です。生

て、仲間としての立場から気になる人を早期に

活者としての経験知を普遍化し、さまざまな専

発見できます。積極的な訪問活動や声掛けが必

門職につなぐための知恵や方法を習得する必要

要です。また、相談を気軽にしてもらえる場と

があるのです。

機会が必要です。内容によっては、専門職につ

そのことは、逆に、生活課題を解決していく

なげることが必須です。さらに、地域の社会福

のにかかわる諸機関・団体が民生委員任せにし

祉協議会
（以下、社協）
や社会福祉法人・福祉施

ないで、最後（解決）
まで、一緒に寄り添い結果

設などとの日常的な連携が求められます。

を出すことになるのです。

最後に
（3）です。制度を維持し発展させてい

より充実した制度に、
そして生き生きと活動していくために

くためには、単位民児協の財政基盤と事務局機

民生委員が対応し、支援する課題が変化して

体との協働や定例会の充実も大切です。そして

いることは既に触れたとおりです。そのような

組織として、民生委員個人を支える体制づくり

なかで、民生委員活動による負担感が心身とも

も大切です。例えば、顧問弁護士の委嘱や精神

に増大し、３年ごとの改選では、なり手不足が

科医を通して民生委員が安心して活動できる体

生じている地域があることは事実です。ここ

制を用意している都道府県民児協があります。

では、より充実した制度にし、そして民生委員

このように、民生委員個人として力をつけて

活動を活発にしていくために、大きく分けて３

いくことと同時に組織として民生委員を支援し

つの重点項目を提示し解決の方向性を示してお

ていく体制、何より、国や自治体としての基盤

きます。

の充実が望まれています。住民として仲間とし

（1）民生委員活動を理解し、協力し応援する住
民の醸成、そして地域のつながり作りおよ

能の確立が必要です。また、単位民児協と市町
村社協、共同募金会など地域福祉推進機関・団

ての民生委員を応援して、安心で住みよい地域
社会づくりをしていきましょう。
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困ったときの

新連載

相談機関

第

1

回

（公財）
自動車製造物責任
相談センター
相談できること

対象製品

対象内容

事業範囲
料金

連絡先

・乗用車、軽自動車、トラック、バイク、原動機付自転車等のナンバープレー 〈電話番号〉
0120-028-222
トのついている車両（新車・中古車、国産車・輸入車を問わず）
〈受付時間〉
・オーディオ、カーナビゲーション、ホイール、タイヤチェーンなどの部品・ 9：30 〜 12：00 および
カー用品
13：00 〜 17：00/ 月～金
（土、日、祝日を除く）
・車の不具合が原因で発生した事故によって生命・身体や、車以外の財産 相談受付はホームページ・
（第三者の財産を含む）に損害がある（PL 案件）
ファクスから可
・車の品質や不具合につき、メーカー・販売店と原因や費用負担でもめて （具体的な相談対応は電話のみ）
いるなど。
〒 100-0011
上記対象の製造物責任（品質に関する苦情も含む）に関する相談、和解の斡 東京都千代田区内幸町
２丁目２番３号
旋、審査
日比谷国際ビル 18 階
http://www.adr.or.jp
相談、和解の斡旋は無料、審査は双方 5,000 円

ら、経験豊富な専門家がトラブル解決に向けて

設立経緯と概要

丁寧に対応します。

1994 年、日本で「製造物責任法」が成立し、

初めにお電話による
「相談」のサポートを行

1995 年７月に施行されました。また、
『裁判に

い、そこで解決に至らなかった場合は、
「和解

よらない迅速公平な被害者救済システムの有効

の斡旋」
または
「審査」
のサポートへ進みます。

性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強

① 相談

化すること』という国会の付帯決議が行われま

自動車の専門家である担当相談員が、電話に

した。これを受けて、自動車業界では日本自動

てトラブルの内容を詳しく伺い、論点を整理し

車工業会が中心となり1995 年４月に
「自動車等

て、相談者がメーカー・販売会社等とどのよう

の製造物責任に係る紛争」を扱う公益の財団法

に交渉すればよいかについてアドバイスします。

人として「自動車製造物責任相談センター」
（以

法的な判断が必要な場合には、担当相談員が当

下、当相談センター）
が設立されました。

相談センター付弁護士から助言をもらい、相談

当 相 談 セ ン タ ー は、 裁 判 外 紛 争 処 理 機 関

者にその内容を伝えます。また、相談者が希望

（ADR）としての実績を重ね、2007 年 11 月５

される場合には、その相談内容をメーカー等に

あっせん

日には当相談センターが実施する
「和解の斡旋」

伝えます。なお、
「相談」
では交渉のアドバイス

と「審査」について法務大臣による
「裁判外紛争

をしますが、
交渉の主体はあくまで相談者です。

解決手続の認証
（かいけつサポート）
」を受けま

② 和解の斡旋（図１）
当相談センター付の弁護士が、電話
（もしく

した。さらに 2011 年には内閣府から公益財団
への移行認定を受け、活動しています。

当相談センターの３つのサポート

は相談者が来所して面談）にて当事者双方の主
張を聞いたうえで中立公正な立場で法的判断に
基づき斡旋案を提示し、双方が同意すれば和解

当相談センターでは、自動車やバイク、それ

書を締結します。なお、
「和解の斡旋」
を受ける

らの部品・カー用品などのトラブルでお困りの

ことについて消費者が相手側の同意を取り付け

方に、３つのサポート
（①相談、②和解の斡旋、

ることが必要です。当事者のいずれか、または

③審査）を用意しています。中立公正な立場か

双方が斡旋案に同意しない場合には斡旋不調と

2019.6 国民生活
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困ったときの相談機関

・受付形態別、相談者別の受付状況

図１ 和解の斡旋の流れ
無料

相談手段では、電話が 2,699 件
（96.9%）と

来所もしくは電話で実施

消費者
斡旋同意確認

メーカー・
販売会社等

フォーム経由、ファクス、手紙で受け付けてい
ます。なお、
ホームページの受付フォーム経由、

斡旋案指示

斡旋要望

斡旋案指示

相談センター付
弁護士

大 多 数 を 占 め、 残 り は ホ ー ム ペ ー ジ の 受 付

相談センター

ファクス、手紙で受け付けた場合、回答はすべ
て電話で実施しています。相談者別に見ると、
消費者から直接寄せられた相談が最も多く
2,344 件
（84.1%）
、これに続いて全国の消費
生活センターからの相談が 357 件
（12.8%）と

なり、和解の斡旋は終了します。通常１～２カ

なっています。また、消費者の約半数が消費生

月かかりますが、
手続き中は時効が中断します。

活センターから紹介されて当相談センターを利

③ 審査

用していることより、半数以上が消費生活セン

「和解の斡旋」
が不調に終わった場合や
「審査」

ター関与の相談となります。

を希望した場合、テレビ電話
（もしくは面談）
で

消費者からの相談受付内容

の審査を実施しています。
「審査」
は弁護士・大
学教授（法律、自動車工学）
・消費生活アドバイ
ザーで構成する審査委員会が、当事者双方の主
張を聴取し、証拠を確認したうえで法的判断を

消費者から受け付けた相談 2,344 件のうち、
「事故関連」124 件、
「品質・機能」1,493 件を
故障部位別で分類すると図２、
３のとおりです。

行い、「和解案」
や
「裁定」
を出します。双方が同
意すれば和解書を締結します。なお、
「審査」
を

図２ 消費者からの事故関連相談の故障分類別
（nは124）

受けることについて消費者が相手側の同意を取

ブレーキ

りつけることが必要です。また、5,000 円の費

15 %

その他

用が双方必要です。通常３～４カ月を要します
が、手続き中は時効が中断します。
「審査」
は
「和

エンジン

8%

11 %

乗員被害軽減システム
（エアバッグ等）

相談受付状況

14 %

運転支援
システム

解の斡旋」と比べて時間がかかりますが、責任
の所在を明確にすることができます。

火災

31 %

車体構造・外装

11 %

10 %

・相談受付件数の推移
ここ数年間、当相談センターが受け付けた相
談は、１年間当たり約 2,700 件程度で推移して
います。2018 年度は 2,786 件で、相談内容別
に見ると、拡大損害を伴う
「事故関連」
の相談が
155 件、拡大損害を伴わない「品質・機能」の
相談が 1,697 件、「一般相談・問合せ」が 934
件でした。また、紛争解決手続きである
「和解

図３ 消費者からの品質・機能相談の故障分類別
（nは1,493）
情報機器

4%

エアコン

その他

25 %

28 %

4%

ブレーキ

4%

車体構造

13 %

電装

の斡旋」「審査」
につながった相談はそれぞれ６

6%

件、０件でした。

ドライブトレイン

8%
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異音

8%

困ったときの相談機関

相談事例
事例 1

街路樹に衝突した時にエアバッグが展開
していないことを目撃している。事故直後

和解の斡旋事例

に室内で白い煙を見たのちに、車外に出て

「要求内容」 駐車中に車両の一部が焼損し

いったん車から離れて戻ったらエアバッグ

た。車両に燃費改善のための後付け用品を

が展開していた。事故時にエアバッグが展

取り付けているが、発火部位が用品取り付

開しなかったのが原因で受傷が重くなった。

け部であることから、用品メーカー側に責

・自動車メーカーの主張

任がある。製造物責任による損害賠償とし

エアバッグ用コンピューターを調査した

て、焼損部位の修理代、タクシー代、精神

ところ、エアバッグが正常に展開した履歴

的苦痛による慰謝料を要求する。

が残っている。また、エアバッグモジュー

「経緯」 消防による調査では明確に用品が

ルにも異常は無い。

原因とは述べていない。用品メーカーの調

「審査」

査では、用品の固定方法に問題があり車両

第１回：書類による事実確認
（双方不参加）

振動による過度な衝撃が製品に加わったこ

第２回：審査委員が双方に確認
（別々に参加）

とが原因と推定している。ただし用品メー

〈申立人〉
：受傷した時の運転状況、受傷状

カーは、申立人に迷惑をかけたことに対し

況、衝突時の状況
（車速、ブレーキ、ハ

て迷惑料を払う用意がある。

ンドル、着座位置、エアバッグの展開し

「当相談センター付弁護士見解」 真の原因

たタイミング等）
を確認。

は必ずしも明らかではないが、本製品から

〈自動車メーカー〉
：エアバッグ用コンピュー

発火し本件車両に焼損が生じていることか

ター、エアバッグモジュールの調査結果

ら用品メーカーは申立人に対し、解決金を

を確認。

支払って、本件を解決するのが相当である。

第３回：審査委員による論点確認
（双方不

タクシー代については領収書が存在しない

参加）

ことにより認められない。また、物損に関

遅れて展開したという欠陥があったかど

しては原則として慰謝料が認められないの

うかが焦点となる。第２回で確認した、衝

が裁判例である。よって、解決金としては

突時の状況
（事故直後に室内で白い煙を見

修理費相当とするのが妥当と判断する。

た）およびメーカーの調査結果からすると

「和解の斡旋結果」 双方が和解案に同意

正常に展開したと考えられる。

し、和解が成立した。斡旋申立て受付から

「裁定」 正常に展開したと考えられること

斡旋終了までの期間：１カ月
事例 2

により、本件申立ては認められない。

審査事例

相談するに当たって

「相談内容」 新車購入から 10 カ月後に、
走行中に対向車のはみ出しを避けようとし
て街路樹に衝突した。この時、エアバッグ

お手元に次のような書類を準備してください。
・車検証、保証書、点検整備記録簿、メンテナ
ンスノート、修理見積や修理明細書

が遅れて展開したために受傷が重くなり、
その損害について損害賠償を要求する。
「経緯」
・申立人の主張

品質以外のトラブルで相談先が分からない場
合にも、適切な相談先をご紹介します。消費生
活センターからの相談も受け付け、相談員向け
の研修講師も派遣
（無料）
しております。
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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。

データの裏側

グラフの裏側を見抜こう

0

第
回
最終回

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。

健康食品の広告には、研究結果のデータを視

るためかもしれませんが、消費者にとっては正

覚的に分かりやすく消費者に訴えるためグラフ

確な理解を妨げることになりかねません。

が用いられることがよくあります。しかし、その

●極端な形の矢印

グラフに消費者を惑わす仕掛けが隠されている

人間は視覚から多くの情報を受け取ります。

としたらどうでしょう。今回はグラフを読み解

図 2 に描かれている効果を強調するような矢印

く際の注意点やポイントについて考えてみます。

があると、目の錯覚も加わって、必要以上に効
果を印象づけられてしまう可能性があります。

グラフに隠されたトリック

●研究の内容に関係ない表示

図 1 と 2 は、どちらも健康食品を摂取後、総

図 2 には吹き出しで
「ウエスト周りも体重も

コレステロール値の平均値が 220mg/dl から

すっきり！」とあります。研究結果を示すグラ

210mg/dl に「10mg/dl」低下したグラフです。

フの内容は総コレステロール値に関するもの

図 1 に比べ、図 2 では総コレステロール値が大

で、
「ウエスト周り」
も
「体重」
も関係のない情報

幅に下がっているように
（効果が大きいように）

です。脚色された情報があると、ダイエット効

見えますが、内容は同じです。
どのようなトリッ

果もすごいという誤解を招きかねません。

クが隠されているのでしょうか。

●縦軸の極端なトリミング

「出典」
の重要性
ゼロ

図 2 の縦軸をよく見てみると、目盛りが「0」

図 1 には対象や出典がありますが、図 2 には

の次が「205」になっていて、その間がトリミン

ありません。試験の結果を正確に理解するため

グ（画像を加工して必要な部分だけを抜き出す）

には、対象者の背景、介入方法
（健康食品の摂

されています。企業側としては見栄えを良くす

取量や摂取期間等）
、結果の解析方法なども踏ま
えて情報を吟味する必要があります。また総コ

図 1 広告のグラフ例
（トリックなし）


レステロール値が低下したとしても、同時に食

250

図 2 広告のグラフ例
（トリックあり）


200
150

(mg/dl)

220

50
0

ウエスト周りも
体重も
すっきり！

225

100

総コレステロール値

総コレステロール値

(mg/dl)

摂取前

215

摂取後

対象：摂取前の総コレステロール値が、210mg/dl 以上 230mg/dl
以下の成人男女◯◯人
健康食品◯◯を 12 週間摂取
（※食事制限や運動介入は実施し
ていない）
出典：◯◯学会誌、第◯巻、頁◯◯◯〜◯◯◯、発行年 20XX 年
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摂取前

摂取後

データの裏側
事制限を行ったり積極的な運動を指示されてい

●どのように利用すればよいか？

れば、その効果は健康食品とは関係ない可能性

トクホの有効性を検証するランダム化比較試

が出てきます。そのような詳細な情報も、論文

験では、基本的に
「毎日」
トクホを摂取していま

の出典が図 1のように明記されていれば確認で

す。そのうえで、4 〜 12 週間摂取を続けると

きます。

対照食品を摂取した時に比べて、効果が得られ

「トクホ」の臨床試験結果グラフ
が意味すること

るという結果になっています。つまり CM のよ
うに
「脂っこいものを食べたからトクホ飲料を
飲む」などと単発で利用しても、本来の効果が

特定保健用食品
（トクホ）
や機能性表示食品の

得られるかどうかは分かりません。
トクホは「こ

効果はランダム化比較試験
（図 3）
で検証されま

れさえ飲めば、何を食べても大丈夫」という魔

す。例えば、「中性脂肪が気になる方に」
と表示

法の食品ではないのです。

されているトクホの場合、中性脂肪が高めの人

●効果はどれくらいか？

が、トクホを摂取する群と対照食品
（関与成分

トクホや機能性表示食品の効果は限定的であ

が含まれていないプラセボ食品）
を摂取する群

り、本来、日常の食生活の補助的な位置づけで

とにランダムに振り分け、それぞれを 12 週間

す。そして、もう１つの重要な役割として、バ

摂取してもらい 4 週間ごとの中性脂肪の値につ

ランスの取れた食生活の普及啓発があります。

き群間比較 を行います。その結果をグラフに

その証拠に
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本

すると図 4 のようになります。ランダム化比較

に、食事のバランスを。
」
の表示が必ずパッケー

試験で有効性が実証されていることは間違いな

ジに記載されています。トクホや機能性表示食

いのですが、結果の解釈には注意が必要です。

品への過剰な期待は控える姿勢が大切です。

＊

●利用対象者は誰か？

グラフとの向き合い方

臨床試験で検証された効果が得られる可能性
があるのは、臨床試験と同じ条件の人が利用し

本来、グラフは理解を助けるために用いられ

た場合に限られ、違う条件の人が利用した場合

ますが、企業側の都合で、さまざまなトリック

同じような効果が得られるかどうか分かりませ

が施されているケースが後を絶ちません。本稿

ん。そもそもトクホや機能性表示食品は、薬で

の内容が、グラフを読み解く際の一助になれば

治療を受けなければならない病気の人
（高血圧

幸いです。

症、糖尿病など）
は利用の対象になっていません。
図 4 トクホや機能性表示食品における
臨床試験結果のグラフの例

図 3 ランダム化比較試験の例
中性脂肪が
高めの人

トクホ・機能性表示食品

B

対照食品
［プラセボ］
（n=50）

(mg/dl)

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

中性脂肪値

ランダムにふりわける

A
一定期間評価して
中性脂肪が
下がった人

対照食品（プラセボ）
＊

データ解析

中性脂肪値
の変化

試験食品
［トクホ等］
（n=50）

摂取前 4 週後 8 週後 12 週後

ウェブ版
「国民生活」５月号「データの裏側」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_06.pdf
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地域防災

知って 備えよう

第

7

車中泊やテントでの避難生活
（熊本県益城町）

回

災害後の避難生活を快適に（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。

きと悔しさを感じます。というのも関連死は、

増える関連死

地震で生き残った人たちだからです。地震直後

2016 年４月に震度７の猛烈な揺れを２回観

に亡くなった直接死の人を救うのは難しかった

測した熊本地震では273人の死者が出ました 。

ように思いますが、地震で生き残った人たちは

このうち壊れた住宅の下敷きになったり、崩れ

その後の対応次第で助けることができたのでは

た土砂にのみ込まれたりといった、地震の直接

ないかと悔やまれます。同時に災害後の避難生

的な影響で亡くなった直接死は 50 人でした。残

活に大きな課題があるのではないかという気が

る223 人のうち218 人は、地震後の疲労やスト

します。

＊1

レス、持病の悪化、車の中での長期避難生活に

高齢者や女性、子どもがより辛い思い

より発症したエコノミークラス症候群などの関
連死でした。例えば
「高齢者施設に入居してい

最近の災害は関連死が増える傾向にあります

た 80 歳代の男性は建物が損壊したことから安

が、背景にあるのは社会の高齢化です。熊本地

全な部屋に移動しましたが、環境が変わったこ

震でも関連死した人のほとんどが高齢者でした。

とによるストレスから死亡」
しました。また
「自

避難生活で、立場の弱い高齢者や女性、子ど

宅で被災した 80 歳代の女性は車中泊を続けて

もが、より辛い思いをしていたことをうかがわ

いるうちに、睡眠不足などで体調不良になって

せる調査があります。東日本大震災で、岩手、宮

入院しましたが、その後に死亡」
しました。

城、福島の東北３県の自治体が把握した避難所

つら

での要望を内閣府が男女別にまとめています＊2。

関連死が直接死の４倍以上もあったことに驚
図
（%）

56.0

女性からの要望
男性からの要望

28.6
13.2

25.3
12.1

25.3
11.0

(N=91)

25.3
9.9

23.1
6.6

男性に比べて女性の要望が多
かった項目は、男性の目線が気
にならない
「更衣室、授乳 室、
入浴設備」で、男女の要望の差
が 42.8 ポイントもありました。
次が妊婦健診など
「母子保健

6.6
現地支援の
女性ニーズ把握

母子保健サービス

の実施

乳幼児が
遊べる空間

安全な
男女別トイレ

医療機関の
受入れ支援

更衣室・授乳室、
入浴施設

60
50
40
30
20
10
0

避難所における男女別の要望より抜粋
（被災３県の地方公共団体、複数回答）

サ ー ビ ス の 実 施 」で 男 女 差 は
18.7 ポイントでした。ほかに
は
「 乳 幼 児 が 遊 べ る 空 間 」が
15.4 ポイント差、
「安全な男女
別トイレ」が 14.3 ポイント差な
どとなっています
（図）
。

資料：内閣府
「男女共同参画の視点による震災対応状況調査」より

＊ 1 消防庁 災害情報一覧「熊本県熊本地方を震源とする地震（第 121 報・2019 年４月 12 日更新）」
https://www.fdma.go.jp/disaster/info/2016/
＊ 2 内閣府
「男女共同参画の視点による震災対応状況調査」http://www.gender.go.jp/policy/saigai/jyoukyou.html
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知って 備えよう

私が取材で会った女性の被災者からも
「女性
や高齢者、子どもは困っても声が上げにくく、

地域防災

は、震災前には必要なかった介助が必要になっ
た人が７人もいました。

我慢しがちだった」
とか
「不満を言うと、避難所

避難所の暮らしでどうしてそのような症状に

にいづらくなると感じた」といった声がありま

なってしまうのかは、そうした人たちが、どの

した。

ように過ごしていたかを調べて分かりました。

また地震や津波で家が壊れるなどして、避難

「座っていることが多い」
「座っていたり、時々

所での暮らしを余儀なくされた子どもたちは、

横になっている」
「ほとんど横になっている」な

怖かったり、辛かったりした思いを吐き出した

ど、身体をあまり動かしていない人が 83％も

いのですが、両親や周囲の大人が忙しくがれき

いたのです。

の片付けや捜索活動などをしているのを目の当

こうした状態を、専門家は
「生活不活発病」だ

たりにして必死に耐えようとします。そのこと

と指摘します。
「生活不活発病」
は、災害の前に

に周囲の大人が気づいて話を聞いてやらないと

は家の周りで畑仕事などをして身体を動かして

心の傷として残ってしまい、PTSD
（心的外傷

いた高齢者が、避難所では食事の用意をしても

後ストレス障害）を発症してしまうことになる

らい、
外に出ることも少なくなって、
寝たり座っ

のです。

たりして過ごしているうちに、筋力など全身の

高齢者が動けなくなる生活不活発病
これまでの防災対策では、避難生活をどのよ

機能が低下してしまうことで起こるのです。避
難所のあり方が、高齢者を寝たきりにしてしま
いかねないのです。

うに過ごせばよいかという問題はあまり考えら

多様な視点から避難生活を考える

れてきませんでした。というのも災害で助かっ
たのだから、多少の不満や不自由はしかたない

災害後の避難生活のあり方に、これまで目が

といった考え方があったからです。しかし避難

届きにくかった背景には、防災に関わる人たち

所などでの生活の仕方が、高齢者にとって、い

の多くが男性で、避難生活に関わる計画やマ

かに重要かが分かる調査結果があります。

ニュアルが元気な男性の視点から作られている

国立長寿医療研究センター生活機能賦活研究

側面があります。

部長（当時）の大川弥生医師が、東日本大震災か

内閣府のまとめ＊ 4 では、全国の自治体の防

ら１カ月ほど経った宮城県内の４カ所の避難所

災会議のメンバーに占める女性の割合の平均

の65歳以上の高齢者102人を調査したところ、

は、都道府県で 14％、市区町村では８％にと

震災前に比べて、歩行や着替えなど日常生活動

どまっています。また地域の防災の要の組織で

作が
「難しくなった」と答えた人が 64 人いて、

ある消防団員に占める女性の割合は 2.9％しか

。

ありません＊ 5。これでは防災対策に多様な視点

＊3

全体の 63％に上りました

その内容を複数回答で答えてもらったとこ

を入れることができません。

ろ、「 歩 く の が 難 しくな った 」が 最 も 多 くて

女性は無論のこと、高齢者や障がい者、さら

47％、次いで
「床から立ち上がるのが難しく

には子どもの心身の状態に詳しい専門家など、

なった」35％、「段差のあるところの上り下り

さまざまな立場の人が意見を出し合って避難生

が難しくなった」24％という結果でした。中に

活のあり方を考える必要があります。

＊ 3 参考
『
「動かない」と人は病む――生活不活発病とは何か』
（大川弥生著、講談社現代新書、2013 年）
＊ 4 内閣府
「男女共同参画白書 平成 29 年版」地方防災会議の委員に占める女性の割合の推移
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-04-05.html
＊ 5 内閣府
「男女共同参画白書 平成 30 年版」消防団数及び消防団員に占める女性の割合の推移
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-04-08.html
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

オーストリア

Kishi Yoko

サラダ用カット野菜は洗ってから食べよう

● VKI
サイト名●●●
『消費者』
2019URL
年４月号
●●● https://www.konsument.at/test-abgepackter-blattsalat042019
● オーバーエスターライヒ労働者会議所ホームページ
サイト名●●● URL ●●●
● サイト名●●●
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Fertigsalat_aus_dem_Beutel_nicht_zu_empfehlen.html
URL ●●●

パックを開ければ、そのまま食べられる手軽さが
受け、サラダ用カット野菜の売り上げが伸びている。

汚染が著しい３商品には、食べてはならないという
コメントが付いた。

ところが、生食する野菜なので、衛生状態が気にな

なお、VKI のテストとほぼ同時期に、オーバーエ

る。そこで、VKI（オーストリア消費者情報協会）
で

スターライヒ労働者会議所でも類似のテストを行っ

は、洗浄・カット済みと表示されたサラダ用野菜パッ

た。対象はサラダ用野菜パック 10 商品で、VKI の

ク８商品を対象に、店頭での保管温度や細菌の有無

テストと１商品だけ重なっていた。VKI が消費期限

などをテストすることとした。

ギリギリまで待って細菌等のテストを行ったのに対

まず、商品の保管状態を調べたところ、冷蔵ケー

し、同会議所では購入後直ちにテストを実施した。

スが５℃以下に保たれていたのは３商品だけで、中

それでも、４商品が細菌や真菌で著しく汚染されて

には 13.8℃と明らかに高過ぎる温度で保管されて

おり、人間の食用には適さないと評価された。

いた商品もあったという。続けて、購入品を冷蔵車

以上の結果から前記２機関は、
「洗浄済み」と表示

で実験室に運び、十分冷えた環境で保管した。消費

された商品であっても、食べる前に念入りに水洗い

期限が切れる直前に衛生状態をテストしたところ、

するよう助言する。また、消費期限間近の商品購入

細菌や真菌（酵母、
かび）
で汚染された商品が続出し、

は避け、購入後は速やかに食べるよう勧めている。

消費者に推奨できる商品は皆無だったという。特に

イタリア

バイリンガル、トリリンガルが育つ国境の村

● サイト名●●● URL ●●●
サイト名●●● URL ●●●
● ボーツェン／ボルツァーノ自治県ホームページ
● サイト名●●● URL ●●●

http://www.provincia.bz.it/praesidium/themen/verletzungen-gebrauch-muttersprache.asp

オーストリアと国境を接するイタリアの南チロル

る住民が集中する地域もある。全体的には利用者が

州
（トレンティーノ＝アルト・アディジェ州）
は、地

少ない言語だが、母国語として法的に保障されてい

理的・歴史的な特殊性を背景に、昔からバイリンガ

る。ラディン語地域の学校教育は独特で、初等学校

ル、トリリンガルが多い地方である。険しい山岳地

のうちから、ラディン語、ドイツ語、イタリア語で

帯の渓谷には小さな村が点在し、隣村に行くと主流

授業が行われる。そこで、母国語のほかに、少なく

言語が異なるということも珍しくない。同州の北側

ともドイツ語とイタリア語は問題なく使いこなせる

に位置するボルツァーノ自治県は、国境をめぐる争

ようになるのだという。

いに巻き込まれてきたことから、ドイツ語を母国語

さらに、地域住民の言語能力維持に貢献している

とする住民が多いが、
イタリア語優勢の地域もある。

のが、1976 年に導入された２言語・３言語試験で

自治基本法により、ドイツ語とイタリア語には同等

ある。公共機関での勤務を希望する住民には必須の

の権利が認められており、駅名・道路標識、役所の

試験で、下限年齢に達していれば、誰でも無料で受

書類など公的文書・表示は必ず両言語で書かれてい

験できる。試験は４レベルに分かれており、読解、

る。会話面でも同様で、役所の窓口等では、住民が

ヒアリング、作文、口述から成る。ドイツ語能力と

希望する言語で対応しなければならない。

イタリア語能力を同時に判定するのが２言語試験で、

また、土地の言語であるラディン語を母国語とす

これにラディン語を加えたのが３言語試験である。

2019.6 国民生活

22

海外ニュース
文/安藤 佳子

アメリカ
●
●
●
●
●
●

Ando Yoshiko

「修理する権利」
回復への動向

FTCホームページ
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/03/ftc-hold-july-2019-workshop-product-repair-restrictions-seeks
サイト名●●● URL
●●●
合衆国連邦官報 https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2018-23241.pdf
サイト名●●● URL ●●●
CR コンシューマーレポーツホームページ h
 ttps://www.consumerreports.org/consumer-protection/right-to-repair-laws-could-make-it-easierサイト名●●● URL ●●●
to-get-a-phone-or-laptop-fixed/
ほか

かつて、購入した家電、時計やカメラなどの機器

ジタル著作権管理）
を、修理やメンテナンスのために

類、自動車などは、多少の故障であれば自分で修理

ハッキングすることは合法である旨の判断を下した。

するか、電気店や修理工場などの業者に依頼して修

これはスマートフォンやビデオゲームなど多くの機

理することができた。しかし今では、修理のために

器に適用される。これまでは、メーカー側がセキュ

機器類の裏を開けようとすると、ビス止めには
「剥

リティーのリスクなどを理由に強く拒否してきた。

がれた場合保証しない」と記されたシールが貼付し

今回の判断はいわゆる
「修理する権利」
回復への大き

てあったり、バッテリーが特殊な糊で接着してあり

な前進であると各消費者団体は歓迎している。

ちょう ふ

のり

取り出すことができない。メーカー側は精密な機器

現在、各地の消費者や修理業者などが、「修理す

類は高度な技術者にしか修理できないとし、マニュ

る権利法」の制定を要求し、およそ 20 州の州議会

アルや構造図、さらには部品も公開しないため、内

で論議されている。

部に触れられない消費者はメーカーに修理を依頼す

FTC
（連邦取引委員会）でも 2019 年７月に、メー

るか、買い替えるかの選択肢しかなくなっている。

カーが消費者や修理業者による修理をどのように制

こうしたなか、アメリカ連邦議会図書館とアメリ

限しているか、その制限は消費者保護を侵害してい

カ著作権管理局は 2018 年10 月、電子機器に組み込

ないか、といった点に焦点を当てたワークショップ

まれ、内部データへのアクセスを制限する DRM
（デ

を開催する予定としている。

メキシコ
●
●
●
●

大気汚染を改善するには

El Poder del Consumidor ホームページ
サイト名●●● URL ●●●
https://elpoderdelconsumidor.org/2019/04/contaminacion-del-aire-la-mayor-amenaza-ambiental-para-la-salud/
サイト名●●● URL ●●●
h
 ttps://elpoderdelconsumidor.org/2019/03/ante-el-desabasto-de-combustible-automovilistas-encuestados-reconocen-los-beneficios-enサイト名●●● URL ●●●
ほか
tiempo-y-dinero-de-reducir-sus-desplazamientos-en-auto/
こう

大気汚染は、頭痛など軽いものから心臓病、脳梗

者の力）
では、このガソリン不足の期間中に ZMVM

塞などの深刻な影響を及ぼす。メキシコでも大気汚

の消費者がどのような行動をとったのかアンケート

染の影響で年間 17,000 人が死亡しており、うち

を実施した。その結果、公共交通機関の利用や相乗

1,680 人は 5 歳以下の子どもだ。主な原因は自動車

り、自転車や徒歩など、ガソリン節約の手段を講じ

の 排 ガ ス で、 首 都 を 含 む メ キ シ コ 渓 谷 首 都 圏

ることとなったものの、空気もきれいになったこと

（ZMVM）と呼ばれる地域は、地理条件から PM2.5

から今後も継続してもよいと多くの人が回答した。

などの大気汚染物質が滞留しやすく、きれいな空気

また、今回 70％の人が自家用車の使用規制・公

そく

の日が 2018 年はわずか 14 日しかなかった。

共交通機関の利用促進の施策に賛成すると回答した

そのようななか 2019 年１月、全国的なガソリン

ため、同団体は関係当局に対し、自家用車以外の持

不足が発生した。汚職撲滅を掲げ誕生した新政権が、

続可能な交通システムの継続的拡大と歩道や自転車

政界と癒着し不正な手段でもうけていた企業に対抗

道などのインフラ整備を求めている。さらに、パリ

するため、パイプラインの一時閉鎖などを決行した

協定でメキシコが約束した、2030 年までの温室効

ところ、首都圏などではガソリンスタンドで行列が

果ガス 22％、ブラックカーボン 51％の排出削減目

発生。数時間待ちなどの事態になった。

標の達成に貢献するよう呼び掛けている。

消費者団体の El Poder del Consumidor
（消費
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探検！

第

３
0回

S I 単位

計量の世界

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、国際的に使用されている計量単位
「SI（国際単位系）
単位」
を探ってみましょう。

は、混乱なく新しい単位系に移行することがで
きました。

SI 単位とは？

メートル・キログラムのはじまり

「基
SI 単位は、メートル法を基本とする７つの

長さの単位メートルは、革命期のフランスで生

本単位」とその組み合わせの「組立単位」とで成

まれました。国際的な取引が活発になり始めたこ

、キロ
（10 ）
り立ち、下図のように、メガ
（10 ）

の時期の西洋諸国では、さまざまな異なる計量単

、マイクロ（10 ）などの「接頭
やミリ（10 ）

位が国内外で使用され、取引に混乱が生じていま

語」を含めて国際単位系
（SI）
と呼ばれます。

した。そこで、
「すべての時代に、すべての人々

6

−3

−6

基本単位（７）

国際単位系
（SI）
のしくみ

SI 単位
組立単位

SI

3

長
質
時
電
温
物
光

さ：メートル（m）
量：キログラム（kg）
間：秒（s）
流：アンペア（A）
度：ケルビン（K）
質 量：モル（mol）
度：カンデラ（cd）

に」
の精神で万人に受け入れられる新しい長さの
単位として、普遍的で再現可能な新基準を考案し
ました。パリを通る北極から赤道までの地球４
分の１周の子午線の長さを測量から求め、その

固有名称及び記号をもつ単位（22）

１千万分の１を１メートルと定め、この長さを

平
立
周

作し、１メートルの定義としたのです。メート

面 角：ラジアン（rad）
体 角：ステラジアン（sr）
波 数：ヘルツ（Hz）
力
：ニュートン（N）
圧力、応力：パスカル（Pa）等

現示するメートル原器を当時の最高の技術で製
ルは
「測る」
を意味するギリシャ語が語源です。
質量
（重さ）の単位は、
「一辺の長さが 10cm

SI 基本単位によって表記される単位
速
密

さ：メートル毎秒（m/s）
度：キログラム毎立方
メートル（kg/m3）

106：メガ（M）、103：キロ（k）
接頭語
10 − 3 ：ミリ（m）
（20）
10 − 6 ：マイクロ（μ）等

メートル法の計量単位は、当初は長さ、質量
の基本２単位と面積・体積などの組立単位だけ
でしたが、産業や学術の発展、国際化の進展等
に伴い、電気などの新たな計量単位が順次追加
されました。さらに時代が進むと、同じ量でも

の立方体の体積
（１リットル）
の純水の質量を１
キログラムとする」と定義する案を当初検討し
ましたが、当時の技術では気圧や温度の影響で
正確な再現が困難なため、それに相当する金属
製の分銅を作成して、この分銅を１キログラム
を現示するキログラム原器と定義しました。グ
ラムは、
「わずかな重量」
を意味するギリシャ語
が語源で、キロは 103 を表す接頭語です。

現在、キログラムはプランク定数＊１ を用い

分野が異なると計量単位も異なるといった混乱

た 定 義 に、

や不便さが生じるようになり、複雑になった単

メートルは

位系を新たに再統一する必要性が高まりました。

光の速さを

そこで登場したのが、一量一単位を原則とす

用いた定義

る、
「国際単位系
（SI）
単位」
です。日本でも1993

に代わって

（平成５）年に計量法が改正された際に、法定計

います＊２。

写真 メートル及びキログラム原器
のレプリカ

原器

量単位として SI 単位が採用されました。SI 単位
は、メートル法が基本なので、1885
（明治 18）

日本国メートル
原器レプリカ

年にメートル条約に加盟して使用してきた日本

日本国キログラム
原器レプリカ

＊ 1	基礎物理定数の１つで、光子の持つエネルギー
（E）
と振動数
（ν）
の比例関係
（E＝hν）
を表す比例定数のこと。詳細は、国立研究開発法人 産業技術総合
研究所の特設ページ参照 https://www.aist.go.jp/taisaku/ja/kg/index.html
＊２ ウェブ版
「国民生活」５月号「探検！計量の世界」 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_09.pdf
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このコーナーでは、消費者教育の実践実例を紹介します。
第

消費者教育
実践事例集

62 回

SDGsこども見守り隊

－「誰も取り残さない」子どもによる見守り活動－
＊

三浦 薫

SDGs こども見守り隊誕生まで

Miura Kaori

近江八幡市消費生活センター
（市民部人権・市民生活課）

食堂を利用することにしました。
プログラムは、子どもたちに寸劇を見てもら

滋賀県近江八幡市では地域性のある見守り活

うことから始まります
（写真1）
。寸劇は次のよう

動を実施するため、2017 年度に市内12 学区の

なストーリーで、当市の消費生活サポーターが

うち「桐原学区」
をモデル学区とし、地域の皆さ

演じました。

ん（民生委員、まちづくり協議会、警察等）
を実
行委員としたワークショップを開催しました。
ワークショップでは
「見守りの担い手が固定
化してきている」
「後継者が育っていない」
など
が課題として挙げられるなか、
「見守る人と見
守られる人の違いは？」という発言をきっかけ
に、普段は見守られる側の子どもたちも見守り
の担い手となり、みんながみんなを見守るしく
みが必要なことや、子どもによるボランティア
活動の事例、祖父母を思う子どもの気持ちなど
が話題となりました。それらをまとめ、でき上
がったプログラムが本稿で紹介する子どもによ
る見守り活動「SDGs こども見守り隊」
です。

子ども食堂の場を活用

一人暮らしの高齢者、花子さんが無料点
検の勧誘を受けているところに、近所に住
む小学生が通りかかります。小学生は、知
らない男の人と花子さんが話していたこ
と、普段は見かけない車が止まっていたこ
とに違和感を持ち、帰宅後お母さんにその
ことを伝えます。
ちょうど数日前に消費生活講座を受講し
ていたお母さんはその話を聞いて
「もしか
して悪質商法かも？」と思い、その講座で
もらっていた注意情報が書かれた
「見守り
カード」を花子さんに渡すことを提案しま
ちゅうちょ

す。小学生は恥ずかしさもあり躊躇します
が、勇気を出してお母さんと一緒に花子さ

このプログラムを実施する場として、実行委
員のメンバーが運営しており、桐原学区の小学
生であれば誰でも参加できる、冬休みの子ども
写真 1 子ども食堂での寸劇
（悪巧みをする悪質業者）

んの家を訪ねることにしました。
花子さんによると
「家を無料で点検して
くれた優しい業者がシロアリを見つけてく
れ、明日シロアリ退治等をしてくれること
になった」とのこと。それはまさに点検商
法ですが、まるで気づいてない花子さん。
そこで小学生は
「点検商法に気をつけてね」
と書いた見守りカードを渡しました。それ
を見た花子さんは点検商法の被害にあいか
けていたことに気がつきました。そして、
小学生が訪ねてきてくれたことに感謝の気
持ちを抱き、見守りカードを見ながら温か

＊

http://www.kidsdesignaward.jp/search/detail_180159
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写真 2 見守りカードの作成
（安土小3年生）

寸劇鑑賞後には、実行委員がオリジナルリー
フレットを使って、知らない車が止まっていな
いかなどの見守りポイントを説明し、見守り活
動（見守りカードを高齢者等に渡す）
と
「報告書」
の提出をお願いしました。
しかし、約 250 名の参加者に対して、報告
書の提出は 5 名でした。

プログラム見直しによる手応え
この結果を踏まえ、報告書ではなく
「見守り
宣言書」の提出へとプログラムを見直し、春休

答え、
「おじいちゃんやおばあちゃんを守りま
す」
「 あづちキッズ見守り隊として、身近な高
齢者を守る」
などと書いてくれました。
また、老蘇小学校 5 年生
（25 名）のうち 21 名

みに学童保育で実施しました。
見守り宣言書には●寸劇の内容をおうちの人

が
「おうちの人に伝えることができた」と答え

に伝えることができましたか？ ●見守りカード

「例えばおばあちゃんの家の電話の近くに、さ

を渡すことはできそうですか？（絶対できる！／

ぎに気をつけるような言葉を書いた紙を置いて

勇気はいるけど頑張ってみる！）●あなたはど

おく」
「高齢者の方を気にかけておき、おかし

う思いましたか？ という項目を載せました。

いと思ったら声をかける。お母さんもやってみ

その結果、提出者 34 名（参加者約 40 名）の

ると言っていたのでみんなで見守る」
など、3 年

うち 30 名が「おうちの人に伝えることができ

生と比べると一歩深く理解できたことが分かる

た」と答え、「私の町には高齢者が多いので、見

内容のコメントを書いてくれました。

守りキッズとして頑張ります」
（2 年生）
「いろ

2 年間の取り組みで、
「子どもは見守りの重

んな人に伝えたい」
（1 年生）「じいちゃん、ば

要性を理解し、
大人へ伝えることができる」「実

あちゃんがだまされたらいやだからカードを渡

行委員が子どもたちの素直な反応に感化され、

したい」
（2 年生）
などの決意表明がありました。

それぞれの所属団体を巻き込みながら見守り活
動の機運を高めた」
という成果が見えました。

さらなる進化

－小学校での実施と地域連携－

持続可能なしくみづくりへ

2018 年度は、2017 年度の確かな手応えを

消費者教育では被害にあわない消費者の育成

もとに、安土地区でこのプログラムを実施しま

も重要な視点ですが、学んだことを行動に移せ

した。実行委員は安土地区の民生委員やまちづ

る消費者、それにより社会が変わることを意識

くり協議会、小学校長、警察等の皆さんです。

し、さらなる行動へとつなぐことのできる消費

2017 年度との大きな違いは①安土地区にあ

者の育成も大切な視点であると考えています。

る安土小学校 3 年、老蘇小学校 5 年の授業で実

この取り組みは、消費者被害防止を目的とし

施できたこと ②寸劇は実行委員が演じたこと

てスタートしましたが、
結果的にはそれに加え、

③授業中に見守りカードを作成し
（写真 2）
、そ

行動に移せる消費者
（子ども、実行委員ともに）

のカードを実行委員以外の民生委員や福祉協力

の育成につながったと思っています。

おい そ

員が一人暮らし、二人暮らし高齢者（合計約
250 件）に届けたことです。

継続していくことが今後の大きな課題ですが、
SDGs にふさわしく、地域の皆さんとのパート

そして、安土小学校 3 年生（101 名）のうち
69 名が
「おうちの人に伝えることができた」と

ナーシップでこれまでの取り組みを継続しなが
ら、他の学区にも広げていきたいと考えています。
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出前講座の
作り方
第

3

回

準備編（３）

話し方、服装、
立ち振る舞いで注意すること
取材協力：公益社団法人全国消費生活相談員協会

Ｑ 1 講座本番での話し方・声の出し方に

ついて、注意していることはありますか？

Ｑ 2 発声のほかに気をつけていることは

ありますか？

Ａ１ 相手に理解してもらうことが一番重要な

Ａ２ 会場でのあいさつ、立ち振る舞いや服装

ので、ゆっくりと、はっきりと話すことを心が

について、プロとしての意識を持つようにして

けています。

います。

講座によって、受講者は老若男女さまざまで

●講座の前から、既に始まっている
会場に入るときはにこやかな表情で入ってい

す。どのような人々であっても講座で話す内容

くほか、講座の開始前に会場に到着している場

を理解してもらうためには、
①早口にならないようにゆっくり

合は、会場にみえた受講者にあいさつをするよ

②滑舌を意識してはっきり

うに心がけています。
「今日の講師はどんな人

③伝えたいポイントには抑揚をつけて

なのだろう」と思っている受講者に、こちらか

話すようにしています。

ら声をかけることで、この人の話を聞いてみよ

高齢者が多い講座では、ゆっくり話すよう意

うという気になります。当たり前のことと思い

識しながら、通常より高めの声で話します。若

がちですが、講座の前に明るく元気にあいさつ

い人を対象とした講座の場合は普通の速さで話

するだけで、受講者の講座に対する好感度が上

します。レジュメに合わせて、読み原稿を作る

がると思います。

場合もありますが、それをただ読み上げてしま

服装の選び方も受講者の印象に影響するポイ

うことがないように、何を伝えたいのか、抑揚

ントです。受講者の関心が服装にばかり行って

をつけた話し方を意識します。

しまわないよう、華美な格好を避けることは言

一般的にも言われていますが、口角を上げて

うまでもありません。スーツにするか、上衣を

話すといったことも大切です。さらに、言葉遣

羽織る程度にするかは、主催者との打ち合わせ

いを丁寧過ぎないようにすることもポイントで

の時に事前に受講者の属性を伺ったなかで判断

す。受講者に対して敬意を払いながら講座を進

します。受講者が若い人で講師と同年代であれ

めていきますが、内容が伝わり、また、関心を

ば控えめな服装に、高齢の受講者が多ければ明

持ってもらうためには、丁寧過ぎる言葉遣いは

るめの服装にし、明るい雰囲気を出すようにし

ふさわしくありません。

ます。

●受講者への声のかけ方
受講者に呼びかけをするときは、敬意をもっ
て接するように心がけ、
「皆さん」
と言うように
しています。高齢の受講者に対して、
例えば「お
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じいちゃん」や「おばあちゃん」といった言い方
は、講師は親しみを込めたつもりでも、受講者

Ｑ ３ リハーサルは行いますか。
Ａ３ 初めての場合は必須ですが、経験を重ね

によっては失礼ととられることもあるので投げ

てもリハーサルはしています。

かける言葉は気をつけます。

●自信をもって堂々と
受講者が講師を見て、
「この人の話を聞いて

●時間配分を把握する

みたい」と思ってもらうため、自信がない中で

レジュメを作ることについて、前回触れまし

も堂々とし、受講者の信用を損なわないように

たが＊１、時間配分を考えながら、そのレジュ

心がけています。自己紹介などの講義の冒頭に

メに沿って実際に通しで話してみます。
そして、

おいて、謙遜のつもりで
「初めてなので」や
「慣

自分用のレジュメに時間を記録し、どこを説明

れていないので」といったネガティブなことを

するのに時間がかかるかなどを把握し、講座の

伝えるのは、受講者に
「慣れていないなら、慣

終了時間にちょうど終わるように組み立てま

れている講師に来てほしい」と思わせて、印象

す。タイムシートを作って、進行を管理するイ

を下げることになります。

メージです。
「初めに」
を５分、
「導入」
を
「15 分」

もちろん最初は誰もが初心者です。そのため

といった風に作っていきます。ここでポイント

講座に慣れていないうちは、レジュメをただ読み

になるのが、自分用のレジュメに書き込む時間

上げるだけにならないように、初めのうちから

は、所要時間ではなく実際の講座開始時刻をス

臨場感を持たせるよう工夫することが大事です。

タートにするということです。13 時開始の講

受講者にとって目の前にいる講師は、ベテラ

座ならば、13 時から
「1. 初めに」
、13 時５分か

ンであろうと初心者であろうと、プロとして見

ら
「2. 導入」
、13 時 20 分から
「3. 事例」のよう

られています。そして受講者は講座に出席する

に各見出しに時刻を記載しておきます。

ために時間を作っていること、講師が不安な雰

●必ずリハーサルする
前段の時間を把握するためにも、初めて講師

囲気だと受講者も不安になることを意識して、
自信を持って堂々と講師を務めましょう。

をするときはリハーサルをしましょう。レジュ

●講師としての立ち振る舞い方

メに沿っていても、つまずいてしまう箇所や、

講師席でただ話すのではなく、途中で受講者

相談事例をリアルに説明すると想定よりも時間

の間に入っていって、語りかけるように講義を

を要する箇所、時間が足りなくなった時に割愛

することもあります。そうした時に、前かがみ

できる箇所、といった気づきと見直しができる

で語りかけることがあるかもしれませんが、背

ようになります。

筋を伸ばして姿勢をよくしたほうが、受講者の

また、リハーサルをする際には、完全な読み原

反応は良好です。また、受講者の間から講師席

稿を作らないこともポイントです。作ってしま

に戻る時には、できるだけ受講者に背中を向け

うと、その原稿を読み上げるだけになってしま

ないようにします。会場の大きさや距離にもよ

う可能性があります。読み原稿として、間違え

りますが、受講者と面と向かう姿勢は、好印象

ることのできない部分
（例えば、
相談件数といっ

で受け止められます。

たデータなど）を、しっかり用意しておくと、
講師自身の安心感、落ち着きにつながります。

＊１ http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_11.pdf
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もちろん原稿を準備しておくことで、イレ

ません。適度なタイミングで
「では、ここまで

ギュラーな事態が起きた時に、講座の内容の順

ありがとうございました」と、マイクを戻す動

番を入れ替えるといった臨機応変な対応ができ

作で話を終えてもらうために、話してもらう時

ます。

間とマイクの管理等は講師が行うようにします。

リハーサルを通して、全体の時間配分を検討

●
「ところで」
を使って、切り替える

して、レジュメや資料を通して受講者に伝えた

消費者トラブルをある程度は知っている、消

いことを再考し、さらにポイントを絞った原稿

費者啓発にかかわっている、といった人が受講

を準備することで、アクシデントにも対応でき

者にいることはよくあります。知っている話を

るようになります。回数を重ねても、消費生活

聞くと、受講者の関心が下がることが講義中に

に関する内容は、
日々変わっていくものであり、

あります。そのようなときには
「ところで」と話

回数と努力を重ねながら、一つ一つの準備を

題を切り替えたりすると、受講者の関心を集め

しっかりしておくことが、講師としての自信に

られます。例えば、啓発資料の案内を挟むなど

もつながります。

して、受講者の関心を維持するようにします。
国民生活センターで発行している
「見守り新鮮

Ｑ ４ 講座中に受講者の関心を高めるため、

また講座について来ていないと感じた時

に、何か工夫をしていますか。

情報」などを A3 の用紙に印刷して、受講者に
紹介していきます。ほかにも普段から啓発資料
について情報収集しておき、講座の中で紹介す
ることで、受講者の関心を高めることができま

Ａ４ 講師が一方的に話すのではなく、受講者

に対して話題を投げかけるといったやり取りを

す。情報収集は、レジュメの作成でも役に立ち
ます。

通して、受講者のようすを確認しています。受
講者を盛り上げることもあります。

受講者に、相談員としての日々の苦労を共感
してもらうことも、関心を持ってもらうきっか
けになります。実際に寄せられた相談を、どの

●受 講者に問いかける、自身の経験を語っ

ように解決したのか、苦労した部分を伝えてい

てもらう

くことで、悪質な事業者に対して
「けしからん」

受講者の間に入っていって話をすることにつ

という共通認識を受講者に持ってもらい、みん

いて触れましたが、受講者に講師から直接話し

なで消費生活を守るために頑張ろうという意識

かけたり、質問してみたり、場合によっては受

につなげていきます。そして受講者に対して、

講者自身の経験を話してもらいます。例えば受

地域で講座の内容を拡散してもらうように伝え

講者同士の年齢が近ければ、身近な話題として

ます。
受講者と講師が共感することが大切です。

ほかの受講者も関心を持ちやすいです。ここで
のポイントは、
マイクは講師が持っておくこと、
マイクのない会場では、講師が握り拳をマイク

次回は、

のように受講者に向けます。
受講者によっては、

「準備するうえで困ったときの Q&A」

自身の経験を伝えたいという思いが先行して、

を紹介します。

想定よりも長く語ってしまうことがあります。
そうすると、講師の時間配分が崩れてしまうだ
けでなく、他の受講者の満足度にも影響しかね
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気になる

この用語
第

10 回

MaaS

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。
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

（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。

最近よくニュース等で見かけるようになってきた MaaS
（マース）
。じつはまだ発達中で国によっても定義内容や含ま
れる範囲に違いがみられますが、ICT を活用した移動に関す
るシームレス化の動きとして注目が集まっています。
ラットフォームに統合されていくことで、利用

MaaSの定義

者の移動履歴や支払い情報などのパーソナル

MaaS（Mobility as a Service：マース）
は、

データの有効活用、自動運転の実現によるドラ

直訳すると " 移動のサービス化 " を意味します。

イバー不足の解消、効率的な移動手段を分析、

ICT を活用して交通に関する情報をクラウド化

提案、改善するための AI（ 人工知能）の活用な

し、公共交通か否か、またその運営主体にかか

ど、さまざまな先端技術の応用で一段と便利な

わらず、マイカー以外のすべての交通手段によ

移動サービスの実現が期待できます。

るモビリティ（移動）を１つのサービスとして
とらえ、シームレス
（途切れることなく）
につな

MaaSの実現で求められていること

ぐ新たな移動の概念です。
既に私たちが移動する際には、交通機関や

移動をめぐる効率化や利便性の高まりによっ

サービスに関するさまざまなスマートフォンの

て、例えば公共交通機関やライドシェアなどの

アプリを活用できるようになっています。例え

効率的活用により自家用車による移動が減少す

ば、鉄道で移動する際に、経路検索アプリを用

れば都市の交通渋滞緩和や温室効果ガス排出の

いて乗換駅や所要時間、運賃などがすぐに検索

抑制なども可能になります。地方においては移

できます。タクシー配車アプリを使えば、住所

動データの活用によって効率的なバス運用を実

やランドマークが分からなくても、指定した場

現させ、さらに自動運転の実現で運行コストを

所にタクシーを呼ぶことができます。このよう

削減できれば、路線の縮小も歯止めをかけられ

に ICT を用いた移動をめぐる便利なサービスが

ることでしょう。MaaS により多様な交通機関

各社から提供されていますが、現状は利用者が

を利用して移動する場合に、効率的な経路と運

必要に応じて個別のアプリやサービスをその都

賃が容易に共有できるようになれば、企業等が

度起動して利用している状況にあります。

従業員に支払う交通費や通勤手当の支給や精算

MaaS の概念として、こうした個別に独立し

の手間も簡略化が図られるかもしれません。

ている自動車やバス、鉄道、飛行機などの各交

MaaS の先行事例として、フィンランドのベ

通主体を移動するためのサービス・コンテンツ

ンチャー企業
「MaaS グローバル」は 2016 年に

として取りまとめ、統一されたプラットフォー

ヘルシンキの交通当局と行った実証実験のあと、

ムに乗せることで、利用者に効率的な移動の選
択肢を与え、予約や決済なども一元化を図って

「Whim（ウィム）
」
という名称で正式にサービス
提供を開始しています。
まず利用者は各自の利用形態に応じて、毎月

いっそうの利便性をもたらすことをめざしてい

49 ユーロ
（約 6,200 円）
、毎月 499 ユーロ
（約

ます。
さらに、こうしたサービスがクラウド上のプ

63,000 円）
、あるいは１回ごとの決済の３つの
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用語
気になる この

料金プランの中から選んで料金を支払います。

が著しい自動車の位置情報などのデータなどと

それによって得られるポイントで、Whim が提

リアルタイムで連携し、乗客一人一人に応じた

示するいくつかの交通経路から最適なものを選

情報提供をめざすこと、さらに将来的には、バ

択し、予約、乗車、決済まで一括して利用する

スや自転車といった二次交通との高度な連携な

ことができるようになっています。交通手段に

ど、さまざまな移動手段を組み合わせた Door

は電車やバスなどの交通機関のほか、民間タク

to Door の移動サービスを提供することをめざ

シーやバイクシェアなどもあり、スマートフォ

し、産学民の連携による
「モビリティ変革コン

ン等のアプリ画面を提示するだけで、指定した

ソーシアム」
を立ち上げています。
また、トヨタ自動車
（株）
とソフトバンク
（株）

交通手段を利用できます。
ヘルシンキのWhim利用者の交通利用状況は、

は共同出資会社として
「MONET Technologies

Whimサービス開始前では公共交通が 48％、自

（株）
」を 2018 年９月に設立し、自動運転車と

家用車が 40％、自転車が９％でしたが、2016

MaaS を融合させた Autono-MaaS 事業を柱の

年のサービス開始後は公共交通が 74％と大きく

１つに据えています。トヨタが構築したコネク

伸びたほか、それまであまりなかったタクシー

ティッドカー（通信機能と各種センサーを搭載

の利用が５％に増加した一方で、自家用車は

した ICT 端末としての機能を有する自動車）の

。Whim はイ

情報基盤である
「モビリティサービス・プラッ

ギリスのウェストミッドランド地域とベルギー

トフォーム
（MSPF）
」と、スマートフォンやセ

でもサービスを開始しており、その他の欧米の

ンサーデバイス
（センサーが搭載された電子機

都市でも導入が検討されています。

器）などからデータを収集・分析するソフトバ

20％に減少したとのことです

＊１

ンクの
「IoT プラットフォーム」を連携させ、ク
ルマや人の移動に関するさまざまなデータを活

日本国内の動き

用することで、需要と供給を最適化し、移動に
＊２

おける社会課題の解決や新たな価値を創造する

への取り組みといった新たな

ことをめざしています。2019 年３月には、こ

日本でも MaaS に必要なオープンデータ
やオープン API

＊３

動きが出てきています。交通情報を扱う民間企

の MONET Technologiesに本田技研工業
（株）

業から、政府や公的機関が持つ鉄道やバス、船

と日野自動車
（株）
も参画し話題を集めました。

舶、タクシーなどのリアルタイムの運行情報、

こうした日本の企業等によるプラットフォー

時刻表情報、駅や停留所の位置情報などについ

ム推進の一方で、フィンランド発祥の
「Whim」

て、オープンデータ化の要望が寄せられ、デー

が日本に進出してくるといううわさも聞こえま

タを所轄する国土交通省が検討に入っています。

す。

民間企業でも MaaS 実現に向けた計画が進め

人々の移動は国境も越えることを見据えなが

られており、JR 東日本は利用者の軌跡や車両・

ら、将来的にユニバーサルなサービスへ発展し

設備のデータに加え、バスやタクシーといった

ていくことに期待したいものです。

交通機関、自動運転技術やシェアリングの進展
＊ 1 「MaaS に必要なエコシステムとは？ 先進フィンランドの教え」
（日経クロストレンド、2018 年４月 17 日）
http://trend.nikkeibp.co.jp/atcl/contents/feature/00041/00002/
＊２ 一切の著作権、特許などの制約なしに自由に使えて再利用もでき、かつ誰でも再配布できるようなデータのこと。
＊３	APIとは Application Programming Interfaceの略。OSやソフトウェアが提供している機能を外部のアプリケーションから利用できるようにするイ
ンターフェースのこと。オープン APIは APIの公開により、システムの接続仕様を明らかにし、競合を含む提携企業先からのアクセスを認めること。
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第

暮らしの

法律

85 回

風に飛ばされ
庭に飛んできた物の処分は？

Q&A

相談者の気持ち
風が強い日に、近所から外履きの靴や傘などが飛んできて、わが家の敷
地に入ってくることがあります。持ち主が現れないような場合、勝手に
処分してもよいのでしょうか。

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。

結論から言えば、勝手に処分し

法 28 条）
。

てはいけない、ということになり
ます。

ただ、いつまでも請求できるわけではなく、
返還後１カ月を超えない間に請求しなければ権

「わが家の敷地」に飛んできた

利を失いますので注意が必要です。

物でも、誰かの所有物であることは間違いあり

遺失者が判明しないときは、本件の傘などの

ません。それを勝手に処分してしまうと、横領

ように日常生活の用に供され、かつ、広く販売

罪（刑法252条）
や遺失物等横領罪
（刑法254条）

されている物などは、警察は売却します
（遺失

に問われる可能性があります。

物法９条）
。売却になったときは、その売却代

これに関しては「遺失物法」という法律があ
り、従う義務があります。

金が売却物件と見なされます
（同９条）
。
ただし、
売却費用等は差し引かれます。

したがって、
（面倒でしょうが）持ち主が分

そして、遺失者などが判明しない場合は、３

かっていればその人に連絡して返還しなければ

カ月が経過すると、拾得者にその物件
（あるい

なりません。持ち主が分からなければ、警察に

は、上記の売却代金）を受け取る権利が生じま

提出しなければなりません
（遺失物法４条）
。

す。物件を受け取ることができる期間は、前記

……法律的に正確に言うなら、こうした答え

経過の日から２カ月間です。

しかできません。

ただし、拾得してから 7 日以内に差し出さな
いと、こうした権利は制限を受けてしまう、あ

ここでは、もし警察に提出するとどうなるの
かを説明しましょう。

るいはそもそも権利が生じないことがあります
ので注意が必要です。

拾得者が拾得物を遺失者などに直接返還す

なお、法令により所持が禁止されている物、

る、または、警察署に差し出してから遺失者が

クレジットカードや携帯電話等個人の情報が記

判明し、無事にその人に拾得物が返還されたと

載されている物件の所有権を取得することはで

きは、拾得者は遺失者などから報労金を受ける

きない扱いです。

権利が生じます。物件
（遺失物）
の価値の５％〜
20％の報労金を遺失者に請求できます（遺失物
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暮らしの判例
国民生活センター 相談情報部

消費者問題を考えるうえで参考になる判例を解説します

モバイルデータ通信サービスの通信速度制限に関する
販売員による説明について、消費者契約法上の不実告
知等を認めた事例
本件は、モバイルデータ通信サービス提供業者の販売代理店を通じて、モバイルデー
タ通信サービスを契約した消費者が、実際には３日間のデータ通信量が 3GB 以上となっ
た場合にはその翌日に通信速度制限がかかるにもかかわらず、販売代理店はその旨説明
せず、制限が起こるのはまれであるなど事実と異なることを告げたとして、販売代理店
らに消費者契約法上の不実告知等を理由に既払い利用料金の返還等を求めた事例である。
裁判所は、モバイルデータ通信サービス提供業者の広告と販売代理店の販売員の説明
に、消費者契約法上の不実告知、電気通信事業法上

原告・控訴人：X（消費者）
被告・被控訴人：Y1
（Y2の販売代理店）
、
料の返還を、両社に慰謝料の支払いを命じた。
Y2（モバイルデータ通
信サービス提供業者）
（東京高裁平成30年４月18日判決＜上告不受理＞、
関係者：A（Y1 の親会社）

の説明義務違反等を認め、販売代理店に既払い利用

『消費者法ニュース』
117 号 235 ページ掲載）

と同様な形状・内容の説明しかなかった。

事案の概要

X は勤務先や取引先との情報通信あるいは取

Y2 は X が Y1 と契約した当時、モバイルデー

引先への情報提供や自らの視聴のため、モバイ

タ通信サービス a（以下、a）
を提供していた。X

ルデータ通信サービスの利用に関心を持ってい

が後述の経緯で契約した a についての料金プラ

た。X はパンフレット等を検討し、a は従前の

ン
（以下 b プラン）
には、
「３日 3G 制限」
（直前３

Y2 の提供サービスよりも通信速度が速く、デー

日間のデータ通信量が合計 3GB 以上となった

タ通信量および通信速度の制限もないから、大

場合に、その翌日昼頃から翌々日昼頃まで通信

量のデータを送受信しなければならない X の仕

速度を制限する措置）
が導入されていた。

事に適していると考えたが、３日 3G 制限の説

しかし Y2 の広告やパンフレット、ウェブサ

明にはまったく気づかなかった。

イトでは、月間データ量の制限がないこと、通

X は 2015 年６月、A の店舗で、Y1と月間の

信速度が速いことが大きく記載され、３日 3G

データ通信量自体の制限はないものの３日 3G

制限については、目立たない箇所に豆粒のよう

制限のついた b プランを契約した。その際 Y1

な小さな活字かつ上下左右の文字間隔が非常に

の販売員は重要事項説明書を交付し、記載の一

狭く密集する状態で
「混雑回避のため速度制限

部に手書きで下線を引くなどしながら説明し

（３日で 3GB 以上利用時）があります」と記載さ

た。重要事項説明書には通信速度制限に関する

れているだけであった。Y1は Y2 の許諾を受け

記載があり、販売員はこの部分に下線を引きな

て Y2 の広告を自社広告として利用していた。

がら
「今回……は制限なしのプランとなってま

Y1 の広告内の３日 3G 制限に関する記載は Y2

す。直近３日間の合計で３ギガ以上使われた場
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暮らしの判例
合に、翌日にかけて制限をする場合があります。

いられたとして、不法行為に基づく損害賠償と

これは軽い制限となっています」
と説明した。X

して慰謝料１万円を連帯して支払うことを求め

が制限内容を質問したところ、
「一応言われてる

た。原審ではすべての請求が棄却され、X が控

のが、動画の標準画質、一番低いくらいで見れ

訴したのが本件である。

るかなって。ネットの検索とかは問題なくって」

理

と答えた。X が通信速度の低下について重ねて
質問したところ、販売員は
「どれくらい落ちる

由

●不当利得返還請求について

かはちょっとこちらでは正確には答えかねるん

（1）Y1には消費者契約法３条１項の説明義務、

ですけど、こちらではずっと動画サイト 流し

電気通信事業法26条に基づく説明義務がある。

てるんですが、ハイビジョンで流しているんで

また、説明義務が課された目的は、利用者が料

すが、今までまったくかかったことないです。

金、サービス内容等の契約条件について十分に

これは、混雑状況に応じて制限する場合があり

理解したうえで、自分に必要かつ適切なサービ

ますってことで」と答え、X が制限はあまりか

スを選択することができるようにすることにあ

からないのかと確認したところ、販売員は
「今

り、同条による説明は、単に情報を伝達するだ

まで僕らがここで使ってる中では、まったくな

けではなく、利用者がその情報を十分に理解し

い」と答えた。そこで X は、ウェブ会議システ

たうえで適切な選択ができるものであることを

ムや動画視聴の多い X の仕事にも支障がないと

要する。

＊

考え、本件 b プラン契約を締結した（基本使用

（2）ウェブ会議システムの使用など、通信量

料月額約 4,000 円、契約期間満了前に解約ま

の多い形態でインターネットを使用した場合に

たは料金プラン変更をした場合の解約手数料約

は、３日 3G 制限がかかる可能性が無視できな

２万円
（12 カ月目まで）
）
。

いほど高い。Y2 公表の実測マップによると、

契約後 X は３日 3G 制限を体験した。動画視

３日どころか 30 分未満で３日 3G 制限の引き金

聴が不可能になるなど、通信サービスとして X

を引くこともそれなりにあり得る。ユーザーが

の予定していた用途に関しては使いものになら

日々データ使用量を確認して制限を予測できて

なかった。X は、本件契約を解約したいと考え

も、特定の日に制限を回避したいユーザーに

たが、解約手数料約２万円が発生することから

とっては、その前３日間通信量の自主規制を強

直ちに解約には踏み切れず、X は７、８月に利

要されているに等しい。仕事柄、常に制限を回

用料等として約１万円を支払った。

避したいユーザーにとっては、１年 365 日間に

その後 X は、Y1 に対して詐欺（民法 96 条）ま

わたり通信量の自主規制を強要されているに等

たは不実告知（消費者契約法４条１項１号）
に基

しく、
「月間データ量制限なし」という広告は、

づき契約を取り消し、既払い金約１万円の不当

内容に偽りありと言わざるを得ない。
（3）
本件の広告や販売の際の説明については、

利得の返還を求め、または解約するが解約手数
料として 3,000 円を超える債務を負わないこと

「高速、通信量制限なし、使い放題という利便

の確認を求め（約２万円の解約手数料は消費者

性を強調し、一部のヘビーユーザーのニーズに

契約法９条１項の平均的損害を超えると主張）
、

合わない点は目立たないような広告・説明をし

あわせて Y1、Y2 らの広告は共同不法行為に該

て、
一部のユーザーのニーズには合わないのに、

当し、Y1 の虚偽説明により本件契約締結を強

すべてのユーザーにとって、他社と比べて著し

＊

原文は特定事業者のサイト名であるため、国民生活センターにて言い換えを行っている。
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く優位な差別化が実現できているものと誤認混

a を利用すれば通信量を自主規制せざるを得な

同させるおそれが非常に高いものである。事業

い結果になる場合があるにもかかわらず、「軽

者としては、電波が有限の公共財であること、

い制限」に過ぎず、３日 3G 制限がかかること

ユーザーの公平な利用のための通信制限実施の

は極めてまれであるかのような説明をし、月間

必要性および a で提供するサービスの水準が一

通信量には事実上の制約もないかのような表現

部のヘビーユーザーのニーズに合うものとは

を用いている。以上を総合的に検討すると、

なっていないことを率直に広告や店頭販売員に

Y1は、３日 3G 制限の具体的内容について、事

おいて分かりやすく説明すべきである。顧客獲

実と異なることを告げたものと言うほかはな

得競争は、基本的には自由競争であるが、シェ

い。したがって、Y1 の上記説明は、消費者契

ア拡大、１位争いに走るあまり、
一部のユーザー

約法４条１項１号の不実の告知に該当するとい

に誤認混同のおそれを生じさせ、獲得すべきで

える。

ない顧客を獲得してまでシェア拡大をめざすよ

X は、Y1 の説明によって、３日 3G 制限がか

うな広告・説明は、社会的に許されないものと

かることは極めてまれであって、データ通信量

言うべきである」

を自主規制する必要がなく、３日 3G 制限にか

そのうえで、
（1）から
（3）を前提に次のよう

かったとしても通信速度が著しく低下すること
はないものと誤認して本件契約を締結したと認

に述べている。
Y1は、本件契約を締結するに際しては、X に

められる
（不実告知に基づく取り消しを認め、

対し、どのような態様でどの程度使用すると３

不当利得の返還を認める）
。

日 3G 制限にかかるのか、
３日 3G 制限にかかっ

●不法行為について

た場合にどの程度通信速度が低下するのか、３

３日 3G 制限がかかると通信速度は著しく低

日 3G 制限にかからないように a を利用すると

下するうえ、３日 3G 制限にかからないように

通信量を自主規制せざるを得ない場合があるの

a を利用すれば通信量を自主規制せざるを得な

かなどの点を、分かりやすく説明する必要が

い結果になる可能性があるにもかかわらず、Y

あったと言うべきである。Y1 の広告や販売員

らは、本件契約当時の広告において、これを説

の説明によって、X が３日 3G 制限を含む本件

明することなく、通信速度が高速であり通信量

契約の内容を十分に理解したうえで適切な選択

を自主規制する必要もないと誤解させる内容の

ができるとは考え難いから、Y1 は、X に対す

表示を行ったものである。Y らの広告における

る電気通信事業法 26 条に基づく説明義務に違

表示は、a が実際のものよりも著しく優良であ

反したと言うべきである。

ると誤信させて不当に顧客を勧誘するものであ

前記説明義務違反の事実をもって、直ちに Y1

る。景表法
（2014 年改正前）４条１項１号にい

の故意による欺罔行為（民法 96 条１項）と評価

う
「不当表示」に該当するとも言える。X は、Y

することまではできないとしても、３日 3G 制

らの広告における表示によって、a が実際より

限の存在およびその具体的な内容は、消費者契

も優良であると誤認して本件契約を締結したも

約法４条１項１号にいう重要事項と言えるとこ

のである。Y らの広告の内容に照らし、Y らの

ろ、Y1 は、X に対し、a の利用形態によっては

広告を見た消費者が a の性能を実際よりも優良

３日 3G 制限がかかることもまれではなく、３

であると誤認する可能性があることは容易に予

日 3G 制限にかかった場合の通信速度は著しく

測できたというべきであるから、少なくとも、

低下して使用形態によっては使いものにならな

Y らには過失がある。

ぎ もう

くなるうえ、３日 3G 制限がかからないように
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対し aを提供する仮想移動体通信事業者であり、

とも結果に大きく影響している。Y2 の広告戦

Y2 の許諾を受けて Y2 と同じ内容の広告におけ

略等から３日3G 制限を知らなかった
（読み落と

る表示をしている。したがって、Y らの不当表

した）
事例と誤解されている側面があるが、そ

示は、共同不法行為
（民法 719 条）
に該当すると

うではないので注意が必要である。

言えるから、Y らは、これによって X が被った
損害を賠償すべき義務を負う。

解

インターネットが生活インフラとして欠かせ
ないものとなる一方で、情報弱者でなくとも広
告内容や販売の際の説明からどのような情報

説

サービスが受けられるのかが理解できず契約に

本件について消費者契約法の観点からみると、

至り、高額な解約手数料によって解約もままな

不利益事実の不告知（３日 3G 制限を告知しな

らなくなる事案が今後も出てくると思われる。

かった）ではなく、不実告知に基づく取消しが

その際に大変参考になる事例である。

認められている点には注意すべきである。
確かに広告等で３日 3G 制限が非常に小さく

また、本件では不法行為に基づく慰謝料請求
も認められている。特に Y2に関しては、X は直

目立たず簡素な内容でしか記載されていないこ

接の接触はなく広告を介しての不法行為であり、

とも判決において指摘されているが、X は Y1

広告が景表法４条１項１号の不当表示に該当し、

の販売員から３日 3G 制限の存在自体は重要事

広告によって X は実際の性能より優良と誤認し

項説明の際に知らされている。その際の説明や

て契約しており、他方消費者が誤認することは容

Y らの広告などから、本当は３日 3G 制限がか

易に予測できたとして過失が認定されている。

かることはまれではなく、制限時の通信速度は

直接の契約相手方でない当事者への不法行為に

著しく低下し使用形態によっては使い物になら

基づく損害賠償請求の事案としても意義がある。

ず、制限がかからないようにするために通信量

なお傍論ではあるが、
訴訟費用の判断に際し、

を自主規制せざるを得ない場合があるにもかか

原審が請求を棄却した解約手数料の消費者契約

わらず、３日 3G は
「軽い制限」に過ぎず、制限

法９条１号違反につき、
「解約手数料が約２万

がかかることは極めてまれで、月間通信量に事

円であるのは Y1、Y2 間にユーザー解約の際に

実上の制約もないかのような表現を用いてお

Y1 は Y2 に約２万円を支払う合意があるためで

り、結果として X が３日 3G 制限を受けること

あるが、これは消費者契約法を潜脱するための

は極めてまれで、データ通信量を自主規制する

脱法的な合意で
（事業者が任意の業者を中間に

必要がなく、制限がかかっても通信速度が著し

挟んで消費者と契約し、中間業者と事業者との

く低下することはないと誤認した点を不実告知

間で高額の解除料を合意しておくことによって、

と認定したのである。そしてそのために非常に

『平均的損害』
を超える部分を無効とする消費者

詳細に制限の内容等や広告等の状況の事実を確

契約法９条１号の適用を逃れることができてし

認している点に特徴がある。

まう）弁論の全趣旨によれば平均的な損害は数

また不実告知認定の前提として、電気通信事

千円程度と認められるとして、解約手数料の債

業法 26 条の説明義務の内容を、単に情報を伝

務不存在確認は大部分が認容される可能性が高

達するだけではなく、利用者がその情報を十分

かった」
としており、参考にできる。

に理解したうえで適切な選択ができるものであ
ることを要すると解したことも重要である。さ
らに本件は契約締結時の販売員の説明を X が録
音していたようで、説明の詳細が立証できたこ
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

4

回

契約をやめる
― 無効、
取消し、
解除

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。

正点について取り上げます。

はじめに

無 効

契約自由の原則では、
「その契約をするかど

契約が無効である場合とは、法律上契約に無

うかなどの選択は本人に委ねられている。契約

効原因がある場合です。

に関する選択の自由がある中で、締結するとい
う選択をした以上は、自分の選択した契約を守

（1）無効原因
改正前の民法では、契約の無効原因として、

る義務がある」と考えます。ただし例外的に、

しん り

一方の当事者が、契約を一方的に解消できる場

公序良俗に反する契約
（90 条）
、心 裡 留保のた

合があります。ここでは、その民法上のルール

だし書
（93 条）
、虚偽表示
（94 条）
、錯誤
（95 条）

を取り上げます。

が定められていました。
無効原因がある契約は、
最初から無効であり、

契約をやめる方法として、いわゆる
「合意解
約」という方法があります。これは、契約当事

契約としての効果はなく、無効な契約を有効な

者双方で自分たちがいったん締結した契約を解

契約にすることはできません。一定期間が経過

消する合意をする場合を意味するもので、契約

すると有効になる、
というものでもありません。

自由の原則に基づくものといえます。今回取り

例えば、心裡留保のただし書、虚偽表示、錯誤

上げる「契約解除」
とは別の制度です。

による契約を有効なものにしたい場合は、新た
な契約を締結する必要があります
（119 条）。

無効・取消し・解除

2017 年の改正民法では、錯誤による契約を

民法で定めている、いったん成立した契約を

無効から取消しに改正し、錯誤による契約は無

「やめたい」時に利用できる制度には、
「無効」
「取

効の対象ではなくなりました＊ 1。また、意思無
能力者の契約などの法律行為は無効であること

消し」
「解除」の３種類があります。

を明確化する条文を設けました＊ 2。

「無効」とは、成立した契約に契約としての効
果がないことを意味します。
「取消し」
とは、有

（2）無効な行為の清算ルール

効に成立した契約に法律上の取消原因がある場

無効な契約であっても、当事者がその契約に

合には、それを理由に、取消権を持っている当

基づいて支払ったり、商品の引渡しなどの債務

事者がその契約を取り消すことによって最初か

の履行に該当する行為をしてしまう場合があり

らその契約を無効にできる制度です。
「解除」
と

ます。契約が無効であれば、契約に基づいて金

は、有効に成立した契約に解除原因がある場合

銭を支払ったり、商品を引き渡したりする必要

に、解除権を持っている当事者が契約を解除す

はありません。そこで、金銭を受け取った人は

ることによって契約を解消できる制度です。

支払った人に金銭を返還するべきと思われます

2017 年の民法改正では、
「無効」
「取消し」
「解

し、商品を受け取った人は引き渡した人に返す

除」にかかわる規定の改正をしています。この

べきと思われます。無効な契約に基づいて履行

章では、それらの基本的な考え方を整理し、改

がなされた場合に、元の状態に戻すときはどの

＊1

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_16.pdf

＊2
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ように考えたらよいでしょうか。無効な行為の

る契約の２種類でした。民法以外の法律でも取

清算をどう考えるかという問題です。

消事由を定めているものがあります。消費者契

無効の場合の清算方法について、従来は明確

約の場合には消費者契約法４条による取消制度

に条文を設けていませんでした。そこで、不当

があります。特定商取引法では、訪問販売・電

利得の条文の解釈によって対処していました。

話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提

改正法 121 条の 2 では、無効の契約に基づい

供取引・業務提供誘引販売取引の５種類に取消

て給付がされた場合の清算方法を明確化するた

制度があります。

めに、新たに条文を設けました。１項では、
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受
けた者は、
相手方を原状に復させる義務を負う。

2017 年の改正民法では、95 条で錯誤によ
る契約も、
無効から取消しの対象になりました。

取消制度の意味

と定めています。原状とは、給付をする前の状

取消事由のある契約は、無効と違って、契約

態を意味し、給付前の状態に巻き戻す義務があ

は有効なものとして成立します。放置すれば、

るということです。具体的には、無効な契約の

契約は有効なまま存続します。ただし、取消事

債務の履行として商品などの引渡しを受けた場

由がある場合には、取消権者がその契約の維持

合には、その商品を返還する義務を負います。

を望まないのであれば、取り消すことによって

金銭を支払った場合には、受け取った相手方は

無効にできます。
取消制度を簡単に表現すれば、

全額を返還する義務を負います。

契約は有効に成立するが、取消権者が有効なま

ただし２項では、無償行為が無効であった場
合の清算方法については例外的に異なる規定を

ま続けるか取り消して無効にするか選ぶことが
できる制度ということです。

定めています。例えば、贈与契約などの無償契

したがって取消制度では、誰が取り消す権利

約に無効原因がある場合に、その契約に基づい

を持っているかという取消権者、いつまで取り

て商品の引渡しなどを受けた当事者が、
給付
（商

消せるかという取消期間、どのような方法で取

品の引渡しなど）を受けた時点では無効原因が

消しをすればよいかという取消方法などについ

あることを知らなかった場合には、
「現に利益

ての定めがあります。取り消した後の清算方法

を受けている限度で」返還すればよいとしてい

は無効な契約とほぼ同じです。

ます。「現に利益を得ている限度で」
とは、原状

（1）取消権者
（改正法 120 条）
制限行為能力者のした契約で、取り消せる場

回復をする時点に手元にある状態で返還すれば

合には、制限行為能力者本人、代理人、承継人

よいということです。
３項では、意思無能力者や制限行為能力者が契

が取り消しできます。承継人とは、相続人と考

約を取り消す場合についても、同様に
「現に利益

えればよいでしょう。錯誤・詐欺・強迫が取消

を受けている限度で」
返還すればよいとの規定を

原因の場合には、それらが原因で意思表示をし

定めています。通常の無効の清算よりも、判断力

た本人、代理人が取り消しできます。

が不十分な当事者の清算義務を軽減しています。

（2）取消しの効果
（121 条）
取り消すと、その契約は最初にさかのぼって

取消し

無効となります。

有効に成立した契約でも、法律上の取消原因

（3）清算方法＝原状回復の義務
（改正法 121 条の 2）

がある場合には、取消権者はその契約を取り消
すことができます。改正前の民法による取消原

取り消すことによりその契約は無効となるの

因は、制限行為能力者の契約と詐欺・強迫によ

で、契約をする前の状態に戻す、つまり原状に
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回復する義務が双方に生じます。この場合の処

契約を解除できる場合

理は、無効の場合と同じです。

（4）取消しの方法（123 条）

有効に成立し取消事由はない契約でも、解除

取消しは相手方に対する意思表示で行いま

することによって契約を解消することができる

す。つまり、相手に対する通知が必要だという

場合があります。民法 540 条では、次のよう

ことです。法的効果をもたらす大切な通知です

に定めています。

から、一般的には配達証明付き内容証明郵便が

契約又は法律の規定により当事者の一方が解
除権を有するときは、その解除は、相手方に対
する意思表示によってする。
２ 前項の意思表示は、撤回することができ
ない。

用いられます。

（5）追認
（改正法 124 条、125 条）
取消事由がある契約を、追認することによっ
て完全に有効な契約にすることができます。追
認するためには次の条件がいずれも整っている

契約の規定によって一方が解除権を有する場

ことが必要です。第一は、取消しの原因となっ

合とは、契約つまり当事者間の合意で一方当事

ている状況が消滅していること、第二は、取消

者が契約を解除できると定めている場合、つま

権者が取消権を有していることを知った後であ

り契約で解除についての特約を設けている場合

ることです。第二の条件は、改正法で追加され

で す。 典 型 的 な 特 約 が、 手 付 で す
（557 条 ）。

たものです。追認は、相手方に対する意思表示

通信販売の返品特約も同様のものですが、特定

で行います。これにより、契約は完全に有効な

商取引法で、返品制度の有無や内容が明確でな

ものになり、以後は取り消しできなくなります。

かったり、表示がない場合には、商品が届いて

追認には、本人が追認するつもりでいたわけ

から８日間は返品できるとしているので、この

ではなくても、
追認することができる時以降に、

点は法定解除権に該当すると言えます。

一定の行為をすることにより、追認したものと

法律の規定により一方の当事者が解除権を有

して扱われてしまう場合があります。これを法

する場合とは、こういう場合には契約を解除で

定追認と言います。ただし、
「これは追認するわ

きると法律で定めている場合のことです。これ

けではない」ことを相手に伝えていた場合
（改正

を法定解除権といいます。民法上の法定解除権

法 125 条は、これを
「異議をとどめたとき」
と表

として、債務不履行解除権があります。特別法

現しています）
は、法定追認には当たりません。

で定めている法定解除権としては、特定商取引

法定追認に当たる行為は、取消事由のある契約

法や割賦販売法などのクーリングオフ制度があ

に基づく債務の一部または全部の履行、履行の

ります。本稿では、民法上の法定解除権につい

請求、取り消すことができる行為により取得し

て説明します。

た権利の全部または一部の譲渡などです。

改正前の民法による法定解除制度

（6）取消期間
（126 条）
取り消すことができるのは、追認することが

改正前の民法では、債務不履行による解除、
か し

できる時から５年間です。ただし、長くても契

売買契約の瑕疵担保責任による解除、請負契約

約締結から 20 年間に限られます。契約してか

の担保責任による解除などが定められています。

ら 20 年が過ぎても追認できる時が来ない場合

債務不履行による解除は、債務者が契約の履

には、契約締結から 20 年が経過しているから

行期限が過ぎても履行しない履行遅滞、履行が

取り消すことはできなくなるということです。

できなくなった履行不能、履行はされたものの
契約の趣旨に沿わない不完全なものであった不
完全履行があり、その不履行が重大なもので、
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かつ、不履行が債務者の責めに帰すべき事情に

改正前の瑕疵担保責任による解除
（瑕疵担保責

よる場合
（債務者の過失によるのとほぼ同じ意

任は無過失責任だった）は債務不履行責任によ

味）とされていました
（改正前 541 条、543 条）
。

る解除に一本化されることになったわけです。

瑕疵担保責任については、売買契約などで債

次に、相手に債務不履行がある場合には、相手

務者が債権者に引き渡した商品に隠れた瑕疵が

に対して、相当な期間を定めて契約の趣旨にか

あり、瑕疵が重大で契約した意味がないような

なった履行をするように請求し、相当な期間内

場合には、債権者は契約を解除できると定めて

に相手が履行しない場合は契約の解除ができる

いました。瑕疵担保責任による契約解除は無過

のが原則です
（改正法 541 条）
。これを
「催告に

失責任とされ、債務者の責めに帰すべき事由が

よる解除」といいます。しかし、相手に催告し

ない場合であっても契約を解除できるとしてい

ても意味がない場合には、催告による解除は合

る点が債務不履行解除制度とは違う特殊な制度

理的とはいえません。そこで、改正法では、催

になっていました
（改正前 570 条、566 条）
。

告することなく解除できる場合を明確化しまし

また、請負契約の担保責任については、仕事
の目的物に瑕疵があり、そのために契約を締結

た。これを無催告解除といいます
（改正法 542
条）
。無催告解除ができるのは下記の場合です。

した目的を達することができない場合には注文

一債
 務の全部の履行が不能であるとき。
二債
 務者がその債務の全部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示したとき。
 務の一部の履行が不能である場合又は
三債
債務者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、
残存する部分のみでは契約をした目的を
達することができないとき。
四契
 約の性質又は当事者の意思表示により、
特定の日時又は一定の期間内に履行をし
なければ契約をした目的を達することが
できない場合において、債務者が履行を
しないでその時期を経過したとき。
五前
 各号に掲げる場合のほか、債務者がそ
の債務の履行をせず、債権者が前条の催
告をしても契約をした目的を達するのに
足りる履行がされる見込みがないことが
明らかであるとき。

主は契約を解除することができると定めつつ、
建物や土地の工作物については解除できないも
のと定めていました
（改正前635条）
。そのため、
消費者が工務店に依頼して建物を建てたとこ
ろ、その建物に大きな欠陥があって到底住むこ
とができないような場合でも、消費者は契約を
解除できないなどの問題がありました。

改正民法による債務不履行解除
（改正法 541条～ 548 条）
改正民法では債務不履行が大幅に改正され、
売買契約の瑕疵担保責任の規定
（改正前570条）
が削除されました。
まず、債務不履行を理由に契約を解除する場
合には、債務者の帰責事由がないときでも解除

ただし、債務不履行の原因が、債権者にある

できるものとしました。債務者に重大な債務不

場合には債権者は債務不履行を理由に解除する

履行があり、契約を履行する意味がないという

ことはできません
（改正法 543 条）
。

場合には、債権者は契約を解除することにより

請負契約の担保責任

契約を解消すれば、自分の債務を履行する必要

改正前は、建物その他の工作物に瑕疵がある

がなくなります。例えば、売買契約で、販売会
社に重大な債務不履行があるとき、購入者は、

場合には、請負契約を解除することができない

債務不履行を理由に売買契約を解除することで

とする規定を設けていました
（改正前 635 条）
。

自分の対価を支払うという債務もなくなります。

しかし、この規定は現在では合理性に欠けるこ

このように債務不履行による解除には、債務

とから削除されました。

者の帰責性を必要としないと改正することで、
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