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高齢期の心身変化と製品事故の防止
高橋龍太郎

Takahashi Ryutaro

多摩平の森の病院 院長

京都大学医学部附属病院、東京都健康長寿医療センター（元東京都老人医療センター）、
同研究所を経て現職。専門は老年医学、老年学。広く高齢者の医療、研究に従事。

たが、配偶者が認知症になり簡単な炊事をする

高齢期の事故の特徴

ようになりました。ある日、お湯を沸かしてい

◦病気と事故の違い

て着ていた和服の袖口に火が付き上半身にやけ

さまざまな心身の変化に気づく高齢期、その

どを負い、それがもとで肺炎を起こし亡くなり

徴候として、個人差がなく普遍的にみられるも

ました。慣れない台所仕事、着ていた衣服、注

のの代表が老視
（老眼）です。平均 50 歳、ほぼ

意力の衰え、などいくつかの誘因が重なって起

45 ～ 55 歳の間で、大半の人々が近くのものを

こったものといえます。高齢者の事故を考える

見るときの見えづらさを自覚し老視が徐々に進

ときは、住まい方
（外的要素）と心身の変化（内

行します。老視の特徴は、遠くのものを見ると

的要素）
の両面を考慮する必要があります。

きにはそれまでと大差なく見えるため、パソコ

高齢期の心身機能の変化

ンを操作したり新聞や文書を読んだりする習慣
が少ない人々では老視による不自由さは少ない

◦
「冗長性の喪失」
ということ

のです。このような生活の仕方による不自由さ

さまざまな臓器や器官も長い年月が経つとそ

の違いという視点は、事故の実態とその予防を

の機能が弱まってくる、というのは分かりやす

考えるときに大切です。病気の場合、仕事や家

い考えです。ただし、そこには重要な特徴があ

事で忙しくしていようがいまいが、あるいは、

るのです。一言でいうと
「冗長性を失う」
、すな

どんな所にどう住んでいようが、誰と住んでい

わち、余裕、余力がなくなるということです。

ようが、病気の発症とともに出現する自覚症状

もともと人間の臓器や器官はかなり余裕を
持っています。肝臓や腎臓などは日々必要とさ

は影響を受けないでしょう。
製品事故を含む不慮の事故は、前触れなく突

れるよりはるかに大きな余力を備えており、脳

然発生するもので、発生に至る過程には、内因

も通常の生活で使われているのはごく一部だけ

（本人の心身機能の要素）
と外因
（環境要因）
、あ

といわれています。
一方、
「冗長性を失う」
と起こりやすくなるの

るいはそのいずれかがかかわっているのです。
具体的に事故の事例をみてみましょう。

が不慮の事故です。最近しばしば報道で取り上

◦ある男性（80 歳代）の場合

げられる高齢者の運転による自動車事故も、背

台所仕事をしたことはあまりありませんでし

景にはこの点がかかわっていると思われます。
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高齢期の心身機能の変化の３側面

表
側

面

説

明

具体的機能

衰えたときの病気や事故

人間的な側面

人間に特徴的で他の動物では発
達していない機能

認知、言語、情緒

動物的な側面

人間を含め動物で広く発達して
いる機能

骨 格 や 筋 な ど を 使 う 運 動 機 能、
転倒、骨折、失明、難聴など
視力や聴力など知覚機能

植物的な側面

人間、動物、植物で共有してい
る機能

栄養摂取、消化、排せつ、呼吸、 心不全、排尿障害、入浴中急死
循環などの内臓機能
など

高齢者は、運転に疲れて事故を起こしてしまう

２つのことを同時にすることの困難

図

場合よりも、自宅からあまり遠くないスーパー

認知症、うつ病、失語症など

1.0

などに行くときに発生する事故が多いのではな
0.8

非転倒者の割合

いかと思います。具体的には、日が暮れて暗く
見にくかったり、夕日がまぶしかったり、新し

歩き続けるもの

Ⓑ

0.6

い店が見えて気を取られたり、といった運転中
に注意力をそがれる他の要因が加わったことに

0.4

よる事故の発生には
「冗長性の喪失」
が関わって
いるのではないでしょうか。運転状況の一部が

立ち止まるもの

Ⓐ

0.2

変化したことに対応する予備力の低下が引き金
になっているのではないかと推察されます。

0
0

◦ Dual Task 障害
若者が自転車に乗りながらスマートフォンを

1

2

3

観察月数

4

5

6

操作しているのを見ると、
「危ないなあ」
と思う
でしょう。ある年齢になれば、やりたくてもで

ります。第一に、人間に特異的に発達した側面

きないのも事実です。

で、その代表は、大脳の皮質が支配している認

これに類似した実証実験があります。ある一

知機能です。事故発生に関わる注意力や危険を

群の高齢者に歩き続けてください、と指示して

避ける判断力などもこの機能の１つです。第二

おいて途中で声を掛けたところ、立ち止まって

に、人間を含め動物に共通して備わっている側

反応した A 群と歩き続けて反応した B 群に分か

面で、運動系と知覚系が代表です。筋力の衰え

れました。その２つの群の人々がその後、転倒

や視力の低下などです。第三に、人間、動植物

したかどうか追跡してみたところ、A 群からは

すべてに共通している機能で、消化・排せつ・

転倒者が次々みられ、B 群からの転倒者は少数

循環・呼吸など内臓機能です。この内臓機能を

でした（図）。これは、歩きながら会話をすると

つかさどっている神経は植物神経と呼ばれます

いう２つの行為を同時にすること
（Dual Task）

（自律神経のほうが一般的）
。植物機能の老化が

ができなくなる高齢者では、高齢期の事故の典

どのように現れるか、
詳しい説明は省きますが、

型である転倒が頻発する、と解釈されます。余

事故に関係する一例として、循環系の指標の１

力 が な く な る「 冗 長 性 の 喪 失 」の 一 例として

つである血圧の変動が大きくなるという事実が

「Dual Task 障害」
と呼ばれています。

挙げられます。例えば、立ち上がったときに血

◦老化の３側面（表）

圧が低下してめまいや失神を起こしたり、入浴

高齢期には心身の機能変化が起こってきます
が、その具体的な内容をみると３つの側面があ

でき し

中に急激に血圧が低下して溺死したり、意識障
害を起こすなどがあります。
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このように事故の背景には、人間に特異的な

果があります。近年の家族構成や食品市場の動

機能、動物に共通する機能、そして、人間、動

向をみると、自分一人のために油を大量に使う

植物すべてに共通する機能という３側面がある

天ぷらやフライなどを調理することは比較的少

と理解できます。

なくなってきていると思われますが、火災やや

高齢者の製品使用の状況と
製品事故の特徴
◦製品の使用状況

けどに直結する重大な事例が相当数起こってい
ることになります。また、転倒や転落で救急搬
送された高齢者の７人に１人が、脚立や踏み台
などから落ちた経験を持っているようです。１

さて、電気やガス、石油を利用した製品は熱

人でやるのは危ないかも、と思っても頼る人が

源ともなり、火災の危険を伴うことも少なくな

いないためやむを得ずのことも多いと思われ、

いため使い方によっては重大事故につながりま

簡単な大工仕事や部品交換などを引き受ける地

す。また、製品そのものではなくても、１カ所

域での互助活動の普及を急ぎたいところです。

のコンセントから多数の電源をとって発火した

さらに、要介護高齢者において鍋や風呂の空焚

り、コンセントにたまったほこりに引火すれば、

きは１割強発生しているといわれます。毎日繰

大きな被害を生むかもしれません。

り返しやることなので簡単なようにみえます

だ

高齢者に発生するこのような製品事故の背景

が、近年製品の操作性が簡略化されているだけ

をみてみましょう。まず、若中年齢層に比べて、

に、実は順序を間違えたりうっかりすると思わ

高齢者においては使用年数がむしろ短い製品が

ぬ事故につながる可能性があります。

いくつかあります。石油ストーブ・石油ファン

安心な暮らしに向けて

ヒーターやガスコンロ、温水洗浄便座などで

まずは製品の使用について相談できる総合的

す。一般に、退職者が多くを占める高齢期には、
さまざまな機器や製品を新しく買い替えること

な窓口の設置が求められます。電気、ガス、石

は控える傾向にあると想定されますが、これら

油それぞれの製品の製造会社には消費者窓口が

の製品の使用年数については高齢者において短

ありますが、故障かどうか分からないちょっと

い傾向にあります。考えられる理由は生活スタ

した疑問はなかなか電話をするのもはばかられ

イルの変化にあるのではないでしょうか。

るものです。使いづらさや使い勝手などについ

最も大きな変化は、自宅にいる時間が長くな

てアドバイスしたり、適切なところにつなげて

るという点です。高齢期になると、個人差が大

くれる窓口があれば助かるのではないでしょう

きいとしても、趣味や社会活動への参加の度合

か。また、前述したように、簡単な家の中の手

いは低くなりそれまでよりも明らかに在宅時間

伝いを頼める互助組織も、国が進めている“地

が長くなります。当然製品の使用頻度も高くな

域包括ケア”システムの一環として、組織化し

り、経年劣化を来しやすくなると思われます。

普及させていくべきだと思います。
現在既に“地

製品の耐用年数は、標準的な使用をもとに作成

域包括ケア”の中心的役割を担っている地域包

されているでしょう。使用頻度が増えれば製品

括支援センター、あるいは、ケアマネジャーは

への負荷も増えるため、より安全を考慮した買

要介護高齢者が在宅生活を継続するためのサー

い替え計画が求められます。

ビス提供援助を行っていますが、製品の点検や

◦製品事故の特徴

使用法アドバイスなども行うことができれば、

ある調査によると一人暮らし高齢者や要介護
高齢者で、ガスコンロでの調理中に焦がした経

さらに安全な暮らしづくりに有用ではないで
しょうか。

験のある人が年間２割強発生しているという結
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身近な製品の事故から高齢者を守る

データを用いた高齢者の行動分析と
製品開発への活用
西田 佳史

Nishida Yoshifumi

東京工業大学 工学院機械系 教授

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター首席研究員などを経て、
2019 年から現職。人間の生活行動の計測技術とモデリング技術、製品安全技術、社
会参加支援技術などに従事。日本ロボット学会論文賞ほか多数受賞。

図１ 高齢者における認知機能、身体機能、年齢の関係

はじめに
人生 100 年時代では、さまざまなユーザー
に対する製品開発が求められます。子どもと高
齢者は意図しない事故が多く、これらの生活者
に対する製品安全のパラダイムシフトが求めら
れています。今後は、多様な心身機能を持つ人
への製品安全の取り組みが、誰も排除しない、
包括的な社会構築のために不可欠のものへと変

扌

化していくと考えられます。
本稿では、人工知能・IoT
（モノのインター
ネット）
・クラウドコンピューティングなどの
技術基盤を活用することで、高齢者の心身機能
の変化に伴う現象を詳細に観察し、新たな製品

例えば S1 は、身体的な機能は健常者に近いが、認知的な機能が低下し
ている（カッコ内の数字は年齢を表す）

そこで 2016 年より経済産業省の事業として、

改 善 に 応 用 す る 試 み と し て、2016 年 度 から
2018 年度に経済産業省の事業で取り組んだ成

複数の介護施設や一般住宅を対象に、年齢や認

果を中心に紹介していきます。

知機能と身体機能の状態、
介護度などの情報と、

日常生活空間での
リアルな製品の使い方を探る
高齢者の行動ライブラリ

その高齢者がさまざまな製品
（ベッド、
椅子、杖、

高齢者の場合、変化に多様性があり年齢が同

に 58 人の高齢者から、620 種以上の製品使用

じでも生活機能 ＊１ のばらつきが大きいため、

ドア、キッチン用具など）をどう使っているか
観察する高齢者行動ライブラリ
（以下、ライブ
ラリ）の作成と拡充を行いました＊２。これまで
シーンを収録しています
（図２）
。

おおむね月齢で判断できる子どもと異なり年齢

ライブラリには２つの動画データ検索機能が

軸だけでは事故の整理が困難です。例えば子ど

あります。1 つ目は、年齢・性別・要介護度、

もならば、24 カ月までのベビーベッドという

製品・環境、動作・状況などの条件で検索でき

対象年齢表記が可能でも、高齢者では75歳以上

る機能です。着目したい高齢者の特徴や製品が

のための椅子という表現は難しいでしょう。

決まっていれば、その高齢者の行動・動作や製

図１は、高齢者の認知機能、身体機能、年齢

品・環境の使われ方を把握できます。

との関係を表した図です。同じ年代でも大きな
差があることがわかります。

2 つ目の機能は認知機能と身体機能の組み合
わせパターンを把握し、その組み合わせと行動

＊１	人が日常生活を営むための能力や働きで、身体や認知の機能や社会参加のための機能
＊２	http://www.behavior-library-meti.com/behaviorLib/homes/about
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図２ 生活機能変化に伴う課題を探る高齢者行動ライブラリ

や動作との関係を把握できるというものです
（図３）。例えば同じ車椅子からベッドへの移乗
でも、認知機能と身体機能の組み合わせでその
動作がどう異なるのかを把握できます。また、
身体機能は問題がないが、認知機能が低下して
いるグループなどに着目して、共通する特徴を
把握することも可能です。こうしたライブラリ
は世界的にも新しい試みであると考えています。

高齢者行動ライブラリの活用事例
これまでにメーカー、サービス事業者、大学、
工業デザイナーなど 70 機関以上が登録し活用
が始まっており、最近ではこれを活用した製品
改善の事例も出始めています。
例えば、ライブラリで介護施設の廊下に取り
付けられた手すりのつかみ損ね現象がみられた
事例では、黄色い壁に黄色い手すりが取り付け
られており、コントラストが低いことが一因で
はないかという仮説が得られました。統計から

図３ 心身機能と行動との関係を探れるライブラリ

も手すり付近での転倒事故は多いことから加齢
による夜間の視認性の違いに焦点を当て、壁と
手すり棒の配色に着目した実証実験を実施しま
した。その結果、明るい環境下ではすべての壁
色に対し赤とオレンジの視認性がよいことが判
明しました。また、
LEDで明るく光る機能を持っ
た手すりを試作し検証したところ、視認性が高
まるが照明なのか手すりなのか判別しづらいと
いう課題も明らかになりました
（建材メーカー
による活用事例）
。

ご えん

また、食事中における誤嚥・窒息等の事故が
多発しており、要因の１つに適切ではない食事
姿勢がありますが、ライブラリの映像からも食
事姿勢の保持の面で課題があることがみえてき

確保できることを検証しました
（介護用椅子の

ました。そこで通常の椅子と、適切な高さ調整

製造事業者による活用事例）
。

機能を持ち身体との接触面積が大きく背もたれ

このようにライブラリから具体的な課題の気

により正しい姿勢を保つよう工夫された椅子と

づきを得て、改善のための仮説を立てるために

を比較することで、高齢者によくみられる背中

用いたり、よく知られている問題などから得ら

の人でも正しい食事姿勢が
が丸くなった「円背」

れた気づきがまずあって、ライブラリで問題の

えんばい
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身近な製品の事故から高齢者を守る

データを用いた高齢者の行動分析と
製品開発への活用

図４ 製品・サービス開発のプロセス

特徴やユーザの特性を探り、さらなる研究につ

従来はこうしたプロセスはコストが高く困難で

なげるといった使い方がされています。

したが、人工知能や IoT の発展により生活現場

生活セントリックデザイン

サイドと研究・開発サイドの相互作用型環境の
構築が可能になってきています。

こうしたライブラリやスマートリビングラボ

＊３

おわりに

を用いた改善プロセス
（図４）
をみてみると、以
下のようになります。

高齢者の製品安全は、事故を減らすという目

何をどう変えるべきか分からなかった状
態（A）から、生活現象を観察することで
「転
倒」として抽象的に把握していたものを詳
細に把握できるようになり（B）、メーカー
やデザイナーなどの専門家の協力を得たり
（C）、現場スタッフのヒアリングや実験を
通じて転倒現象を操作する方法や実際に現
場に受け入れられる方法を見つけ（D）、良
い方法が見つかればそれを価値
（新たな制
御則）として社会に発信することで
（E）
、
社会を新たな操作性を備えた一段進んだ状
態へと変えていく
（F）

標だけではなく、自立した生活や社会参加を高
めることで健康寿命を延ばすという、より高い
目標を下支えする課題でもあります。そのため
には、本稿で紹介したように日常生活の詳細な
理解を通じて多様な生活者の特性を明らかに
し、その特性に合った製品やサービスの改善を
進める必要があります。最近では、個人の多様
な生活空間や、生活機能の変化を検出し認知し
てくれたり、分散されたデータをつなげ統合的
に活用可能にしてくれる人工知能やクラウドコ
ンピューティングによってそれが可能になって
おり、これらの現代的ツールを活用した新たな
デザインの可能性が広がっています。

＊３	ユーザが参画することで現場のニーズを探ったり、それに対して行う新たな提案が、本当にユーザーにとって受け入れ可能かを共進化的に探索
する場
（いわゆるリビングラボ）として、また人工知能やセンサーを援用し多様な生活機能を有するユーザの生活行動データを取得するための場
としての意味でこのように呼ぶ。
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身近な製品の事故から高齢者を守る

運送事業者との連携で
リコール製品による事故を防ぐ！

特集

3―1

－宮崎県日南市の取り組み－
楠原 優一

Kusuhara Yuichi

日南市健康福祉部長寿課 高齢者支援係

1993年、日南市に入庁。2016 年より現在の部署にて高齢者保健福祉計画の策定・進捗管
理ほか高齢者福祉業務の総括を担当。

トグループのヤマト運輸株式会社
（以下、YTC）
、

日南市の高齢化の状況

ヤマトマルチメンテナンスソリューションズ

本市では、近年都市部への人口流出などによ
る人口減少が続いています。

株式会社（以下、YMM）の３者で
「高齢者の見
守り支援」
と
「高齢者世帯向けリコール製品回収

また、高齢化のスピードが全国平均を大きく

の取り組み」

上回っており、2019 年４月１日現在の高齢化

に関する連

率は 38.4％と、市民３人に１人以上が高齢者

携協定を締

という状況にあります。

結しました

さらに、「団塊の世代」がすべて 75 歳以上と

写真 連携協定調印式

（写真）
。

なる 2025 年には、高齢化率が 40％に達する
見込みで、認知症高齢者対策の重要性も高まっ

協定に基づく連携事項

ています。

協定書第２条において
「地域の安心・安全に

運送事業者との連携協定

関すること」
「高齢者・障がい者支援に関するこ

本市は、「日本一組みやすい行政」をめざし、

と」
「メーカーから出されたリコール品の告知及

多くの民間企業等と連携しています。地元特産

び情報報告に関すること」を連携事項として定

品である飫 肥 杉を使った雑貨の PR 活動や、農

めています。これに基づいて YMM・YTC が行

水産物のブランド化に取り組み、雇用の創出な

うサービス概要
（図）
は、次のとおりです。

どを推進しています。

①配達時の見守りサービス

お

び

このような取り組みが注目され、企業側から

・配達先の高齢者が長期間不在や体調不良など
の異変があった場合、市に連絡

の提案により、2016 年２月 18 日、本市とヤマ
図

サービス概要図
自治体からのお知らせ・
送り状を送付

高齢者向けのお知らせ・
送り状を準備

企業

リコール製品
のチラシを準備

配達実績を報告

リコール製品の
チラシを送付
リコール問い合わせ
状況を報告

YMM・YTC
自治体
からの
お知らせ

宅急便で
ドライバーが配達

製品を
探して
います

自治体からのお知らせと
リコール製品のチラシを
封入・封かん

地域の高齢者

対面でチラシをお届けし、
配達時にようすを確認

リコール製品の回収

リコール製品のチラシに
記載された番号に連絡
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身近な製品の事故から高齢者を守る

運送事業者との連携でリコール製品による事故を防ぐ！
－宮崎県日南市の取り組み－

②リコール製品の回収支援サービス

③配達物

・リコール製品の情報を、市からのお知らせ等

・悪質商法に関する注意喚起パンフレット

と一緒に高齢者の自宅に宅急便で配達
・告知によりリコール製品が見つかった場合に

・地域包括支援センターパンフレット
・リコール製品パンフレット

④結

は、迅速に商品の回収を実施

果

・リコール製品７件が発見され、重大な事故を

連携協定のメリット

未然に防止することができた

運送事業者との連携によるメリットを紹介し

・高齢者に関する 28 件の情報提供を受け、地

ます。

域包括支援センターと連携を図りながら、

①地域の高齢者

個々の状況に応じて必要な支援につなげる

・リコール製品のチラシを対面で受け取ること

等、迅速に対応することができた

で、必要な情報を簡単に得ることができる

⑤実施に当たっての留意点

・自宅からリコール対象製品が見つかった場

・基本的にはリコール告知があることが実施要

合、チラシに記載の番号
（コールセンター）
に

件となっており、リコール告知チラシと市か

電話するだけで、迅速に回収され、安心・安

らのお知らせ等をセットで配達するもの
・配達運賃等は、リコール実施事業者とヤマト

全な生活を送ることができる

②自治体（市）

グループとの間で精算し、市は負担しない

・高齢者見守りの充実が図られる

その他の企業との高齢者に係る
連携協定

・高齢者の長期不在や体調不良などの情報をも
とに、市職員や地域包括支援センター職員な
どが直接訪問し、速やかに対応することで、

①㈱セブン - イレブン・ジャパン
（2016 年３月 10 日締結）

住民サービスの向上につながる
・ゼロ予算で高齢者向けのお知らせを周知する

・市内のセブン - イレブン各店は、日常の業務
において、
「お届けサービス」
を通じて地域の

ことが可能になる
・市からの情報がより分かりやすく手元に届く

高齢者に対し、
「さりげない見守り」を行い、

③企業
（リコール実施事業者）

異変を発見した場合には市に連絡

・新聞やテレビなどの媒体に加え、高齢者に対

②第一生命保険㈱
（2017 年 10 月 16 日締結）

するリコール製品の情報をより効果的に伝達
することができ、回収率の向上が期待できる

・保険外交員の高齢者宅訪問時の見守りおよび

④ヤマトグループ

異変発見時の市への連絡

・高齢者の「安心」
「安全」
をサポートすることに

・高齢者世帯に対して認知症関連のチラシ等を

より、「地域で一番身近で愛される企業」
とい

配布

うイメージアップが図れる

今後について

・宅急便の取り扱いの増加が期待できる

地域の課題解決に向けた企業との連携による

取り組み実績

取り組みは、大変大きなメリットがあります。

①実施時期
（配達に要した期間）

本市は、今後も企業との新たな連携を積極的

2016 年２月末から３月末まで
（約１カ月間）

に推進していきます。

②対象者
市内の一人暮らし高齢者約 5,700 人

2019.9 国民生活

8

特集

特集

3―2

身近な製品の事故から高齢者を守る

地域の力でリコール製品事故を防ぐ！
－消費者行政充実ネットちばの取り組み－
拝師 徳彦

消費者行政充実ネットちば 事務局長、弁護士

Haishi Norihiko

1997 年弁護士登録
（千葉県弁護士会）
。現在、全国消費者行政ウォッチねっと事務局長、日
弁連消費者問題対策委員会副委員長など。消費者庁参与、千葉県弁護士会会長などを歴任。

私たち消費者行政充実ネットちば
（以下、
ネッ

従来の方法だけでは限界が見えていると思って

トちば）は、千葉県の消費者行政を充実させる

いました。防げる事故が防げていないという実

ために消費者の立場で活動するネットワークグ

情を、地域の人々の力で解決できないかと考え

ループです。今回は、ネットちばが取り組んで

たのが取り組みのきっかけです。

きた「リコールキャンペーン」
について紹介しま

「リコールキャンペーン」
の概要

す。これは地域の力を借りてリコール製品を発

ネットちばの
「リコールキャンペーン」
は、お

見するというもので、これまで 2013 年以降、
２年に１、２回程度実施してきました。

おむね以下のような流れで行ってきました。
(1）
対象自治体、対象層、協力団体の選定と依頼

取り組みのきっかけ

（2）
リコール製品一覧表、アンケートの作成

ネットちばは、地域住民とともに地元の消費
者行政の充実強化を図るため、県内の自治体で
「市町村シンポジウム」
を開催してきました。こ

（3）
一覧表・アンケートの配布と回収
（4）
アンケート結果の分析

（1）
対象自治体、対象層、協力団体を選定

れは、当該自治体でシンポジウム実行委員会を

市町村シンポジウムのおかげで、ネットちば

結成してもらい、そこで当該自治体の消費者行

は、県内の多くの自治体の消費者行政担当職員

政のあり方について議論し、提言をまとめてシ

と信頼関係を築くことができています。こうし

ンポジウムで発表する、というものです。実行

た良好な関係性を構築できた自治体を中心に、

委員会には、地元の行政担当者の声掛けで、自

対象自治体を選びます。またキャンペーンに関

治会連合会、民生委員児童委員協議会、社会福

心を持って協力してもらうため、対象層を例え

祉協議会、老人クラブ連合会など地域団体の関

ば子育て中の母親、高齢者等に絞ります。その

係者が参加します。

うえで、その対象層に関わりの強い団体に協力

私たちはこうした取り組みを通じて、地域に
はさまざまな団体が地域のために活動している

を依頼します。高齢者であれば老人クラブ、老
人福祉センターなどです。

ことを知り、地域と連携することの重要性を肌

（2）
リコール製品一覧表、アンケートの作成

で感じてきました。こうした地域の団体は、地

対象層が決まると、その対象層が関心を持ちそ

域住民と顔の見える関係を構築することで、さ

うな製品をピックアップします。製品数は多くて

まざまな取り組みを効果的に実現する
「底力」
を

も30製品程度。子育て世代であればベビーカー

持っているのです。

やおもちゃ、高齢者であれば杖や手押し車等。

他方で、リコールの問題は、従来からの課題

また製品選定に当たっては季節性も考慮し、夏

であるにもかかわらず、思うように回収が進ま

場なら冷房器具、秋から冬にかけては暖房器具

ないという現状があります。リコールをかけて

なども追加します。その他、事故の重大性や出

いる企業もそれなりに回収の努力をしているの

回っている商品数、近隣の量販店で扱っている

でしょうが、ホームページや新聞への掲載等の

商品かどうかなども可能な範囲で考慮していま
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身近な製品の事故から高齢者を守る

地域の力でリコール製品事故を防ぐ！－消費者行政充実ネットちばの取り組み－

す。アンケートは一覧表に載っている製品を持っ

ち対象製品があると答えた人 106 名、リコー

ていないかどうかなど簡単なものを用意します。

ル手続きを取った人 10 名
（回答者の 3.4％）、

（3）
一覧表・アンケートの配布と回収

前述の東金市長寿会での取り組みではアンケー

一覧表、アンケートの準備ができたら、対象

ト回収率 58.9％
（1,381/2,345 枚）
、うち対象

団体と協議して配布・回収を行います。例えば

製品があると答えた人 28 名、リコール手続き

東金市では、長寿会という老人クラブにお願い

を取った人 10 名
（0.7％）
でした。

し、各地区の担当者の集まりの際に所属会員分

また実践型の消費者教育という点でも効果が

の資料を持ち帰ってもらい、次の集まりの際に

高いと感じています。アンケート回答者からは

持ってきてもらう、という方式で行いました。

「車や家電製品は知っていたがおもちゃなどの

船橋市では、老人福祉センター５カ所にネッ

乳幼児用品にリコールがあることを初めて知っ

トちばの担当者が赴き、カラオケ待ちの高齢者

た」
「自分には関係のないことだと思っていたの

の前で説明してその場で一覧表を見てもらい、

で、知ることができてよかった」といった声が

該当がなければその場でアンケートを回収し、

寄せられています。

対象製品がありそうであれば、持ち帰って後日

こうした取り組みの成果が認められ、ネットち

センター受付に設置した回収箱に入れてもら

ばは経済産業省の主催する製品安全対策優良企

う、という方法で実施しました。南房総市では、

業表彰
（PS アワード）
で特別賞を受賞しました＊。

老人クラブに独居高齢者のお宅をピックアップ

今後の展開、課題等

してもらい、地元住民とネットちばのメンバー

このように、地域の
「顔の見える」
関係を活用

が戸別訪問して製品の有無をチェックしました。

（4）
アンケート結果の分析

することで、リコール製品の発見・回収に高い

実施結果については振り返りを行うため、

効果が得られることが分かってきました。もっ

データ集計してリコール製品の該当数などをま

ともこれらの取り組みは、従来、国の地方消費

とめています。

者行政活性化交付金等を活用した千葉県の委託
事業で行ってきたものです。今後国からの財政

キャンペーンのポイント

支援が先細りし、行政からの委託事業として行

以上のとおり、
このリコールキャンペーンは、

えなくなるとすると、活動のための新たな財源

①地域の「顔の見える関係」
を活用すること

を見つけていく必要があります。
具体的にはメー

②リコール対象製品を、アンケート対象層や季

カー等の企業との連携が考えられますが、メー

節等に応じて絞り込むこと

カー側の要望に合致した規模でできるか等の課

が大きなポイントとなっています。①の前提と

題があり、
模索中です。また、
これまでは紙ベー

して、行政がネットちばと地域の団体との橋渡

スで一覧表を作成してきましたが、タブレット

し役になってくれていることも重要です。

やスマホ等で実施できるとコストも大幅に削減

成

できると思います。

果

当然のことながらリコール対象製品は全国に

実施の結果、ある程度の率でリコール製品の

散らばっているわけですから、こうした取り組

発見ができてきました。例えば、千葉市内にあ

みを千葉県だけでなく全国展開していくことが

る子育てリラックス館という子育て支援施設で

必要だと思います。本稿がその一助になればと

は、アンケート回収率 97％
（291/300 枚）
、う

思います。

＊

https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/3-consumer/h29_award.html#anc-5-1
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消費者問題

アラカルト

2018 年改正消費者契約法の
概要とポイント
山本健司

Yamamoto Kenji

弁護士／清和法律事務所

1997年弁護士登録(大阪弁護士会)。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員（2001年～現在）
、
内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会委員 (2014 年～ 2017 年 ) など。著書に日本弁護士連合
会消費者問題対策委員会編
「コンメンタール消費者契約法
（第２版増補版）
（
」商事法務、2015 年）
など。

内閣府消費者委員会消費者契約法専門調査会

ままでは一生成功しない。この就職セミ

が 2017 年 8 月にとりまとめた
（第２次）報告書

ナーが必要」
と告げて勧誘する行為など

（以下、専門調査会報告書）
に基づき、消費者契
約法（以下、消契法）
の実体法部分を改正する
「消

（2）
「社会生活上の経験が乏しいことから」とい

費者契約法の一部を改正する法律」が 2018 年

う字句によって、一見すると適用対象が若年者

６月に成立し、2019 年６月 15 日から施行さ

に限定されるようにもみえますが、中高年にも

れました。本稿では、この 2018 年改正法の概

適用される規定です。
「社会生活上の経験が乏しい」
とは、社会生活

要とポイントをご紹介します。

上の経験の積み重ねが当該消費者契約を締結す

改正の概要とポイント

るか否かの判断を適切に行うために必要な程度

1. 不安をあおる告知に関する取消権の創設

事案ごとに、契約の目的となるもの、勧誘の態

に至っていないことを意味します。
その存否は、

（４条３項３号）

様などの事情を総合的に考慮して、当該消費者

（1）第一に、社会生活上の経験が乏しいことか

の社会生活上の経験の積み重ねが当該消費者契

ら社会生活上の重要事項について過大な不安を

約を締結するか否かの判断を適切に行うために

抱いている消費者に対し、事業者が、その事実

必要な程度に至っていなかったか否かを、個別

を知りつつ不安をあおり、不安の解消に当該消

具体的に検討することになります。

費者契約が必要であると告げ、合理的な判断が

若年者の場合には、一般的に本要件を満たし

できない心情（困惑）
に陥った消費者に当該消費

ます。中高年であっても、当該事案において当

者契約を締結させた場合、当該消費者は当該契

該消費者の社会生活上の経験の積み重ねが当該

約を取り消すことができるという規定が創設さ

消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行

れました。

うために必要な程度に至っていなかったと認め

この規定は、合理的な判断ができない消費者

られる場合には該当します。また、霊感商法な

の心理状態を作出または利用して不必要な契約

ど勧誘の態様に特殊性がある消費者被害につい

を締結させる「つけ込み型不当勧誘行為」
の１類

ては、通常の社会生活上の経験しかない消費者

型に消費者取消権を認めたものです。

では通常は対応困難であることから、一般的に

例：就活中の学生の不安を知りつつ「この

本要件に該当します。
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規定の適用範囲を不当に狭いものとしないよう、

者の不安を知りつつ
「この食品を買って食

社会生活上の重要な事項に過大な不安を抱いて

べなければ、今の健康は維持できない」と

いた消費者が、事業者から当該不安をあおる告

告げて勧誘する行為など

知をされて困惑し、当該契約の締結に至ったとい
う事案であれば、当該契約を締結するか否かの

（2）この規定は、３号に
「社会生活上の経験が

判断において当該消費者が積み重ねてきた社会

乏しいことから」といった字句があることを踏

生活上の経験による対応は困難だったものと事

まえ、加齢や疾病で判断力が著しく低下してい

実上推認する解釈・運用が合理的と思われます。

る消費者への
「不安をあおる告知」
も取り消すこ

（3）
「過大な不安」とは、消費者の誰もが抱くよ

とができる旨を明定すべく、衆議院で付加され

うな漠然とした不安では足りないということで

ました。上記の経緯から、この規定は３号と重

あり、当該消費者が通常より大きい心配をして

畳的に適用され得る規定です。

いる心理状態であれば該当します。

（3）
「判断力が著しく低下」とは、判断力がわず

（4）問題とされる事業者の行為は、正当な理由

かしか低下していない場合にまで取消権を付与

なく、消費者に将来生じ得る不利益を強調した

するのは不適切であるという観点から規定され

り、不安の解消には当該契約が必要である旨を

たものであり、過度に厳格に運用されてはなら

繰り返し告げたりして、契約を勧誘する行為で

ない要件です。

す。黙示に告げる場合や動作やしぐさで暗に伝

3. 霊感商法等に関する不安をあおる告知の
付加
（４条３項６号）

える場合も含まれます。一方、統計資料など客
観的な裏付け資料に基づく数字の告知や、科学

（1）第三に、事業者が、消費者に対し、霊感その

的根拠に基づく事実の告知は、正当な理由があ

他の合理的に実証することが困難な特別な能力

るので除外されます。

による知見として、そのままでは消費者に重大な

（5）
「困惑」とは、合理的な判断ができない心理

不利益を与える事態が生じる旨を示して消費者

状態を言い、「事業者の行為で困ってしまう」
と

の不安をあおり、合理的な判断ができない心情

いう心理状態であることを要しません
（詳細は

（困惑）
に陥った消費者に当該消費者契約を締結

４条３項４号部分で後述）
。

させた場合には、当該消費者は当該契約を取り

2. 高
 齢者等に関する不安をあおる告知の付加

消すことができるという規定が付加されました。

（４条３項５号）

例「私には霊が見える。あなたには悪霊が
:

（1）第二に、加齢または心身の故障による判断

つ

そのままでは病状が悪化する。
憑いており、

力の著しい低下により生活の維持に過大な不安

この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧

を抱いている消費者に対し、事業者が、その事

誘する行為など

実を知りつつ不安をあおり、不安の解消に当該
消費者契約が必要であると告げ、合理的な判断

（2）この規定も、５号と同じく衆議院で追加さ

ができない心情
（困惑）
に陥った消費者に当該消

れ、３号とは重畳的に適用され得る規定です。

費者契約を締結させた場合には、当該消費者は

4. 人間関係の濫用に関する取消権の創設
（４条３項４号）

当該契約を取り消すことができるという規定が

（1）第四に、社会生活上の経験が乏しいことか

付加されました。
例：認知症で判断力が著しく低下した消費

ら、契約の勧誘者に対して恋愛感情その他の好
意の感情を抱き、かつ、当該勧誘者も同様の感

2019.9 国民生活
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情を抱いているものと誤信している消費者に対

信するとは、例えば
「恋人商法」
であれば、勧誘

し、事業者が、その事実を知りつつ、当該消費

者が今後の交際の実現や進展をにおわせるよう

者契約を締結しなければ勧誘者との関係が破綻

な思わせぶりな言動を行い、消費者が勧誘者と

することになる旨を告げ、合理的な判断ができ

の今後の交際の実現や発展を期待したという状

ない心情（困惑）
に陥った消費者に契約を締結さ

況があれば足ります。

は たん

せた場合には、当該消費者は契約を取り消すこ

もともと
「恋人商法」
や
「親切商法」
の事例では、

とができるという規定が創設されました。この

消費者は勧誘者に好意の感情を抱いていますが、

規定も「つけ込み型不当勧誘行為」
の１類型に消

勧誘者のほうは消費者に外観上好意の感情を見

費者取消権を認めた規定です。

せかけているだけで、実際には勧誘行為の一環

例：消費者の恋愛感情を知りつつ「契約し
てくれないと関係を続けない」と告げて勧
誘する行為（いわゆる恋人商法）
など

として消費者に接近しているに過ぎません。
（5）勧誘者との関係が破綻することになる旨を
ちょくせつ

告げるとは、必ずしも
「関係が終了する」
と直截
に告げた場合だけでなく、思わせぶりな言動や

（2）この規定の「社会生活上の経験が乏しいこ

表情や所作などから実質的に見て
「契約しな

とから」という字句も、適用対象を若年者に限

かった場合には、現在のような関係は継続でき

定する趣旨ではありません
（中高年にも適用さ

ないかもしれない」旨を明示・黙示に示したと

れます）。

評価できれば足ります。

「社会生活上の経験が乏しいことから」
の意義

（6）
「困惑」とは、合理的な判断ができない心理

は、３号部分で前述のとおりです。本要件の実

状態を言い、
「事業者の行為で困ってしまう」と

務上の運用は、本規定の適用範囲を不当に狭く

いう心理状態であることを要しません。
４号の規定は、もともと
「恋人商法」
などの被

しないよう、勧誘者に対して好意の感情を抱き、
かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信

害事例を救済するための規定です。それらの被

している消費者が、事業者から人間関係を維持

害事例は、販売員が思わせぶりな言動や所作な

するためには当該契約の締結が必要である旨を

どで消費者を
「当該契約を締結すれば人間関係

告げられて合理的な判断ができない心情
（困惑）

を維持・向上できる」といった錯覚ないし幻惑

に陥り、当該契約の締結に至ったという事案で

とも言えるような
「合理的な判断ができない心

あれば、当該契約を締結するか否かの判断にお

理状態」とすることで、消費者に不必要な契約

いて当該消費者が積み重ねてきた社会生活上の

を締結させるものです。前記のような被害事例

経験による対応は困難であったものと事実上推

における消費者の心理状態も
「困惑」
に包含され

認する解釈・運用が合理的と思われます。

ると考える必要があります。

（3）
「 恋愛感情」は例示であり、「その他好意の

5. 強引な勧誘行為に関する困惑取消の拡張
（４条３項７号、８号）

感情」には、親しい友人、先輩・後輩、実の親

第五に、事業者が契約の締結に先立って契約

子のような関係など、一般的な他者への感情を

の履行に相当する行為を実施したうえで消費者

越えた親密な感情を広く含みます。
いわゆる「親切商法」
の事案において独居老人

に契約締結を求めたり、事業者が契約の締結に

が世話を焼いてくれる販売員を実の子どものよ

先立って行った準備活動等の代償として契約締

うに信頼しているといった感情も含まれます。

結を求めたりして消費者を困惑させて契約させ

（4）勧誘者も同様の感情を抱いているものと誤

た場合には、当該消費者は当該契約を取り消す
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ことができるという規定が創設されました。
例：注文を受ける前にさお竹を切断して買
い取りを求める行為や、契約内容の説明の

の審判を受けたことを理由として事業者に契約
解除権を付与する契約条項を無効とする規定が
追加されました。

ために時間や手間をかけたことの代償とし

例：
「賃借人
（消費者）
が成年被後見人になっ

て契約締結を求める行為など

た場合、直ちに、賃貸人
（事業者）
は契約を
解除できる」
といった契約条項

これらの規定は、不退去・退去妨害という身
じゃっき

体拘束型の困惑惹起行為に限定されていた困惑

なお、上記以外の類型の
「事業者への解除権

取消の対象を、上記の例のような非身体拘束型

付与条項」の法的効力の存否は、今までどおり

の困惑惹起行為の一部に拡張したものと評価で

消契法 10 条によって判断されます。

きます。

9. 事業者の努力義務の明示
（３条１項）

6. 不
 利益事実の不告知の要件緩和
（４条２項）

第九に、事業者の努力義務として、契約条項

第六に、誤認取消の１類型である不利益事実

を作成するに当たって契約内容について解釈に

の不告知の要件が緩和されました。改正前は、

疑義が生じない明確なものとするよう配慮すべ

事業者が消費者に有利な事実を告げ、かつ、不

きことと、消費者契約の勧誘に際しては消費者

利益な事実を「故意に」
告げなかった場合にのみ

契約の目的となるものの性質に応じて個々の消

誤認取消が認められていたところ、2018 年改

費者の知識および経験を考慮したうえで必要な

正法では、「故意」
を
「故意又は重過失」
と改正す

情報を提供すべきことが定められました。

ることで、消費者の立証の困難さを緩和し、消
費者被害の救済範囲の拡大を図りました。

7. 事
 業者が損害賠償義務・法定解除権の存否を
自ら決定できる条項の無効
（８条、８条の２）
第七に、事業者の損害賠償義務の存否と法定

附帯決議とさらなる法改正に
向けた動き
（1）2018 年改正法の衆参両院の附帯決議では、

解除権の存否を事業者が自ら決定できる契約条

専門調査会報告書で今後の検討課題とされた諸

項を無効とする規定が追加されました。

論点を引き続き検討すべきことが規定されまし

例：「当社が過失のあることを認めた場合
に限り、当社は損害賠償責任を負います」
といった契約条項

た。特に専門調査会報告書で立法提言されなが
ら立法に至らなかった９条１号の改正
（平均的
損害の立証責任の負担軽減）
、および、内閣府
消費者委員会の答申書で喫緊の課題とされた

なお、上記以外の類型の
「事業者への解釈権

「つけ込み型不当勧誘取消権」の創設について

限付与条項・決定権限付与条項」の法的効力の

は、2018 年改正法の成立後２年以内に必要な

存否は、今までどおり消契法 10 条によって判

措置を講ずべきことが規定されました＊。
（2）
上記の附帯決議を受けて、消費者庁で 2019

断されます。

8. 消費者の後見等を理由とする解除条項の
無効（８条の３）

年２月から｢消費者契約法改正に向けた専門技
術的側面の研究会」
が始動しています。

第八に、消費者が成年後見、保佐、補助開始
＊

 費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（2018 年６月６日参議院消費者問題に関する特別委員会）
消
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/196/f421_060601.pdf
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新連載

困ったときの

第

1
4

回

自動車製造物責任
相談機関 （公社）
全国有料老人ホーム協会
相談センター
相談できること

連絡先

概要

●ホームに関する設備、運営、処遇等に関すること
●入居契約または介護保険の各種利用契約等に関するこ
となど

料金

相談は無料

全国有料老人ホーム協会
（以下、有老協）は、
設立以来 30 年以上にわたり有老協会員事業者

☎：03-3548-1077
FAX：03-3548-1078
●受付時間：月・水・金曜日 10 : 00 ～ 17 : 00
（祝日・年末年始を除く）
●〒 103-0027 東京都中央区日本橋 3-5-14 
アイ ･ アンド ･ イー日本橋ビル７階
消費者向けサイト：https://user.yurokyo.org/
事業者向けサイト：https://www.yurokyo.or.jp/
●相談・問い合わせ

何より、高齢者に安心して老後の暮らしを選ん
でいただけるよう努めています。

への各種支援や入居・苦情相談の受け付け、前

相談対応

払金の保全、自治体との連携により地方行政の

相談は、有老協職員が対応しています。ホー

サポートを行うなど、入居者の安心や安全を支

ム等の苦情相談を受けた場合、有老協会員事業

え続けています。

者のホームであれば老人福祉法にのっとり、相

設立経緯と概要

談者の申し出に応じてホーム側に文書もしくは

有料老人ホーム（以下、ホーム）は、昭和 40

口頭による事情確認を行い、状況によって資料

年代、自立自助をめざす高齢者の住まいとして

の提出を求め、両者の意見を踏まえたうえでど

誕生し、現在では、高齢者の老後の住まいとし

のような対応がよいか考えていきます。法令の

て広く知られるようになりました。有老協は、

違反等があった場合は、地方自治体と連携し、

民間の創意と工夫の精神の下にホームを運営し

ホームに対し指導等を行います
（図１）
。

ている事業者が集い
「社団法人全国有料老人

該当ホームが有老協会員事業者のホームかど

ホーム協会」として 1982 年に設立、1991 年

うかは、
有老協ホームページ等で確認できます。

に老人福祉法に規定され、入居者の保護と事業

有老協会員事業者のホームは、鶴のマークが目

の健全な発展に努めて参りました。超高齢社会
の到来、社会環境の変化、さまざまな制度改正
等によって「有料老人ホーム」
は多種多様化して
います。その中から自分に合った住まいを選択
する高齢者をサポートすることは、有老協が担
うべき大きな役割の１つです。有老協はこの責

図１ 苦情対応のフロー
入居者・ご家族等
①苦情
申立て

②申立て内容・
主訴の把握
④対応方法の
アドバイス

任の重みをしっかりと受け止め、
“社団法人”
か
ら内閣府所管の
“公益社団法人”
へと組織を移行
しました。コンプライアンスに基づく運営と積

協会事務局

極的な情報の開示等を通じて、よりいっそう
ホームの入居者の保護に努めるとともに、事業
者の健全な発展をサポートしています。そして
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③事実関係の確認
④対応方法のアドバイス

苦情対応委員会
事務局で対応したさまざまな案件を踏
まえ、事業者のサービスレベルの向上
に向けた注意喚起・消費者への啓発に
つながる文書などの発信を検討する

困ったときの相談機関

図２ 相談内容種別分類

印です。有老協会員事業者

表示・広告

のホームでない場合には、
法令や入居契 約 書 に 基 づ

ドバイスを行います。

0.8%

販売方法

n＝486

その他

1.6%

き、どのようにホームと交
渉したらよいか相談者にア

安全・衛生

0.2%

8.6%

施設・設備

3.1%

有老協会員の証

役務・品質

接客対応

5.8%

なお有老協は相談者の代理人ではないため、

37.2%

価格・料金

17.9%

相談者や事業者に対し中立の立場で対応しま

契約・解約

す。ホームとの交渉は、相談者自身が行うこと

24.7%

を原則としています。

苦情対応委員会
有老協では、1991 年老人福祉法に基づき苦

（30.1％）となっており、７割以上がホームや

情解決のための
「苦情処理委員会」を立ち上げ、

サービス付き高齢者向け住宅に関する相談と

2019 年度より
「苦情対応委員会」に名称を変更

なっています。

しました。苦情対応委員会は
「設置運営要綱」
「運

相談内容別
（複数選択）
にみると、
介護や食事、

営細則」に基づき、学識者や有識者
（弁護士）
、

医療支援等に関するサービス等の
「役務・品質」

消費者団体や入居者・事業者等の第三者で構成

に関する相談が 181 件
（37.2％）
、入居時費用

され、苦情の対応に当たっています。相談者の申

の返還や契約解除、契約内容の変更等の
「契約・

立てを受け、申立てに対する解決にとどまらず、

解約」に関する相談が 120 件
（24.7％）
、ホーム

同様の事例が再発しないように事業者への注意

の料金や原状回復等の
「価格・料金」
に関する相

喚起内容やその方法について議論します。苦情

談が 87 件
（17.9％）
となります
（図２）
。

申立てに当たって、費用はかかりません。

相談事例

相談受付状況

有老協では主な相談事例をホームページで公

有老協では年間約 300 ～ 400 件の高齢者の
住まいに関する苦情相談を受けております。

表しているので見てみましょう＊１。

① 管理費の値上げ

2018 年度は 392 件で、ホームへ状況確認等を
行ったケースはそのうち 55 件でした。相談者
別 に み る と、 親 族 か ら の 相 談 が 半 数 以 上 で
225 件（57.4％）、次いで本人からの相談が 96
件（24.5％）となっています。
相談対象施設別にみると、有老協会員事業者
が運営するホーム等は 167 件
（42.6％）
、有老
協非会員事業者が運営するホーム等は 118 件

管理費を１万円値上げすると急に言われま
「人件費や物価上昇に
した。管理規程＊２には
よって値上げはあり得ます。その場合は運営
懇談会＊３で説明します」と記載がありました
が、説明はありませんでした。値上げの理由
は、入居が進まず赤字のためとのことです。
値上げをのまなければならないのでしょうか。

＊１ https://user.yurokyo.org/qa/ および https://www.yurokyo.or.jp/onepoint.php 参照
 居契約に基づきホームで生活するための詳細事項が書かれたもの。管理費や食費、そのほかに必要な各種料金、ホームが提供するサービスの
＊２ 入
具体的な内容と費用、その利用方法などについて細かく定められている。
＊３ ホーム側と入居者等により施設の運営について意見交換を行う場。
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困ったときの相談機関

●苦情対応委員会のコメント

されています。サービス内容が入居契約書＊６

有料老人ホーム設置運営標準指導指針＊４ で

や管理規程、重要事項説明書に明記されていな

は、「入居契約締結後、法制度や物価の変動等、

ければ、サービスに含まれませんのでご注意く

社会・経済情勢の諸変動に起因する合理的な利

ださい。

用料金等の改定は可能」としています。利用料

●解説

金の改定についてのルールは、入居契約書等に

ホームでは、緊急時など必要に応じて通院介

定められています。定められたルールにのっと

助等のサービスを行いますが、提供されるサー

り改定すること、そして事業者から入居者への

ビスが介護保険対象サービス内なのか、実費で

改定の根拠の説明は絶対に必要です。

行うサービスなのか、またサービス提供の範囲

●解説

などは管理規程等に定められており、ホームに

入居後に各種利用料金が改定されることはあ

よって異なります。通院介助について、そもそ

り得ます。このことは、入居者および事業者の

も対応しないホームもあります。ホームのサー

双方にとって非常に重要な事項ですので、入居

ビスは配置職員数にも関係しますので、必ずし

者は事業者から十分に説明を受け、理解をする

も全員の希望どおりに実施されるものではあり

ことが必要です。

ません。

事業者には「諸事情の変動により料金の改定

サービスの提供範囲については、重要事項説

を行うことができる旨を明確に規定しておくこ

明書の
「有料老人ホーム・サービス付き高齢者

と」
「料金の改定が必要となったときは、運営懇

向け住宅が提供するサービスの一覧表」や入居

談会等の場で、入居者にその必要性と根拠等を

契約書・管理規程等をよく読んで、ホームが提

しっかりと事前説明すること」を入居契約書や

供しているサービス内容を書類上で確認しま

管理規程等で定めることが求められています。

しょう。

②通院介助費用

相談するに当たって

母親がホームの協力医療機関ではない病院
に通院しています。ホームはその病院への通
院介助のサービスは提供しないという対応で
すが、そういうものなのでしょうか。

項説明書等の書類を準備してください。
有老協では、ホームやサービス付き高齢者向
け住宅以外の高齢者向け住まいに関する相談や

●苦情対応委員会のコメント

苦情を受け付け、状況に応じ適切な相談先もご

対応はホームによって異なります。ホームの
協力医療機関以外の通院介助や入退院時・入院
中のサービスは、重要事項説明書

お手元に ①入居契約書 ②管理規程 ③重要事

＊５

の添付資

案内します。
入居検討段階での相談はもちろん、
入居後の生活で心配事が生じた場合などお気軽
にご相談ください。

料である
「有料老人ホーム・サービス付き高齢

有老協では消費生活センターや行政からの相

者向け住宅が提供するサービスの一覧表」に、

談も受け付け、相談員・消費者向けの研修等に

入居者が個別の利用料
（全額自己負担）
を支払う

講師の派遣等を行っています。

ことによって提供可能なサービスかどうか明記
＊４ ホ
 ームの設置や運営に関する基準。施設の設備、サービスや利用料、契約内容等について、国が示した標準に基づき、都道府県等で「有料老人ホー
ム設置運営指導指針」
として定めている。
＊５ ホ
 ームの設置者、建物、各種サービスの内容や費用、職員体制や入居者の状況など、重要事項を記載した書類。契約締結時には、ホームの設置
者がこの書面に沿って十分な説明を行い、説明者と説明を受けた方の署名を行うことが義務づけられている。
＊６ ホ
 ーム利用に関する権利・義務を定めるために、入居者とホームの設置者側との間で交わす最も重要な書類。費用の負担とサービスの内容、身
元引受人の役割、契約解除の要件、前払金の返還金算定方式とその支払時期等が記載されている。
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SDGsの基礎的な内容や、行政・公的機関等における取り組みを紹介します。

考えよう!
取り組もう!

第

SDGs

3

回

ちょっと考えて、ぐっといい未来

エシカル消費

－東京都の取組について－
東京都生活文化局消費生活部企画調整課
東京都消費生活総合センター活動推進課

東京都では持続可能な社会の実現に向け、人

と回答した人は、6.1% でした。

や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカ

●持続可能な開発目標
（SDGs）
の目標 12「持続

ル消費の理念を広く都民に普及する取組を進め

可能な生産・消費形態を確保する」
（
“つくる責

ています。2018 年３月に策定した
「東京都消費

任つかう責任”
）では、2030 年までに、人々が

生活基本計画」 では、消費者自らが被害や商品

あらゆる場所において、持続可能な開発及び自

等の事故にあわない行動を選択できる消費者教

然と調和したライフスタイルに関する情報と意

育に加えて、エシカル消費など、持続可能な社

識を持つようにすることなどが掲げられてお

会の形成に貢献する消費行動を消費者教育や啓

り、消費生活行政においても、消費者の持続可

発を通じて促進していくこととしています。

能な社会の形成に貢献する消費行動を促進して

＊

いく必要があります。

「エシカル（倫理的）
消費」
とは
エシカルとは
「倫理的」という意味で、
「人や

普及啓発の着眼点

社会、環境に配慮した消費行動」
のことを
「エシ

普及啓発に当たっては、将来を担う若い世代

カル
（倫理的）消費」といいます。具体的には、

を中心にエシカル消費への関心を寄せてもらえ

障がい者支援につながる商品、フェアトレード

るよう、エシカル消費の
「言葉」
と
「理念」
を結び付

商品や売り上げの一部が寄付される寄附付き商

けて分かりやすく伝えるとともに、エシカル消費

品、エコ商品・リサイクル商品、資源保護等に

が身近な消費行動であることを印象づけ、日々

関する認証がある商品、地産地消や被災地産品

の暮らしの中で、できるところからエシカル消

などの消費が例として挙げられます。

費を選択してもらえるよう呼び掛けています。

取組の背景

東京都の主な取組

取組の背景として、
次の２点が挙げられます。

①笑って学ぼう！芸人エシカル消費クイズ

●東京都が都民を対象に実施した調査では、食

東京都消費生活総合センターにおいて、エシ

品ロスの削減や地産地消、環境に配慮した商品

カル消費を楽しみながら学べる取組を考えてい

の選択などに対する意識はある程度高い結果で

たところ、出演芸人が大喜利の形式で問題に答

した。その一方で、若者を対象に実施した調査

えるコーナー企画のアイデアが出ました。この

では、エシカル消費という言葉を
「知っている」

ア イ デ ア を も と に、2018 年 12 月 に
「STOP!

＊ 東
 京都消費生活基本計画：東京都の消費生活に関連する施策・事業を計画的、総合的に
推進していくための基本指針。PR 冊子も作成。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hourei/kihon/documents/
kihonkeikaku201803.pdf
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東京都消費生活
基本計画

PR 冊子

考えよう!
取り組もう!

SDGs

悪質商法 THE ライブ」
（ 図１）というイベント

例を紹介し、最後に自分たちに何ができるのか

で
「笑って学ぼう ! 芸人エシカル消費クイズ大

立ち止まって考えてみようと呼び掛けていま

会」を実施しました。

す。
この動画は、
若者が集まる街中の街頭ビジョ

クイズ大会の司会は、エハラマサヒロさんと
山田菜々さん。イベントでは10組の芸人の方々

ンのほか SNS 広告で配信するなど、さまざま
な媒体を活用して広報展開を図りました。

が悪質商法をテーマにした漫才・コントを行っ

図２ エシカル消費 PR 動画

た後、「エシカル消費クイズ大会」
に参加しまし
た。問題は全３問で、
「エシカルの意味」
「エコ
認証ラベルのマーク」
「環境破壊行為に警鐘を鳴
らしたスピーチ」に関するものとしました。会
場の巨大スクリーンにエコラベル等を映写し、
その重要性を紹介しながら、芸人の方々からの
笑いを誘う回答も交えつつエシカル消費につい
て参加者自ら考えるきっかけが作れました。出
演者も参加者も楽しみながら学べるクイズ大会
で、予定の時間をオーバーするほどの盛り上が
りを見せました。
図１ 「STOP! 悪質商法 THEライブ」

● PR 動画（15 秒 /60 秒）、EXILE ÜSA さんがエシカル消費を語る
インタビュー動画（3 分）
※動画はこちらからご覧ください↓
ホームページ『東京くらし WEB』
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.
jp/manabitai/ethical/douga.html

③東京くらし WEB 上でエシカル消費を紹介
ホームページ
「東京くらし WEB」
（ 図３）にお
いて、PR 動画のほか、エシカル消費につなが
る身近な行動例やエシカル消費に関連するラベ
ル、エシカル消費を扱う教材や有識者のコラム
など、エシカル消費を知る手がかりとなるさま
ざまな情報を掲載しています。
図３ エシカル消費紹介ページ
（東京くらし WEB）
その様子が動画で公開されていますので、
ぜひご覧ください↓
https://tokyodouga.jp/1-WOYdQ_koM.html

②エシカル消費の PR 動画を作成
また、“ちょっと考えて、ぐっといい未来
エシカル消費”をキャッチフレーズに、PR 動画
を作成しました
（図２）。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/
manabitai/ethical/

EXILE ÜSA さんが「世の中がよくなることを
考えて、ものを買ったり、使ったり、行動する
今年度は、
これまでの取組を充実させるほか、

ことがエシカル消費」と語り掛けながら、レジ
袋ではなくエコバッグを使う、被災地の支援に

大学生を対象にした新たな普及啓発も行う予定

つながるものを買う、といった具体的な行動の

です。
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知って 備えよう

地域防災
最終回

ペットとともに災害を乗り越える
沼田 一三

Numata Ichizo

一般財団法人ペット災害対策推進協会事務局長

獣医師、元兵庫県職員。兵庫県奉職時代に阪神・淡路大震災に遭遇、被災ペットの救護活動に従事。
2014 年 6 月に協会理事に、2018 年 4 月から事務局長に就任。

助）
が必要となってきます
（図）
。

ペットは家族の一員

災害が発生した際には、多くの被災者は、避

2010 年に内閣府が行った「動物愛護に関す

難所をはじめ知人宅など安全な場所へ避難しま

る世論調査」では、「家庭で犬や猫などのペット

すが、家族の一員であるペットを連れて避難す

を飼っている」
と答えた人の割合が 34.3％と３

ることが多くなってきています。このように飼

人に１人が何らかのペットを飼っているという

い主がペットを連れて安全な場所へ避難するこ

状況となっています。

とを
「同行避難」
と呼び、自助としての飼い主の

ペット飼育がよい理由としては、
「生活に潤い

重要な役割となっています。

や安らぎが生まれる」
「家庭がなごやかになる」

しかし、飼い主が不在であったり、死亡・負

「子どもたちが心豊かに育つ」
など、家族の一員

傷したりして同行避難することができず、ペッ

として飼われている状況がうかがわれます。

トが被災地内で放浪することがあります。
また、
飼い主とともに同行避難できたとしても避難所

災害時にはペットも被災

に入れなくなる場合があります。そのため、被

わが国では、幾度となく火山噴火や大地震な

災地の自治体や獣医師会が中心となって
「現地

どの災害が発生してきましたが、最近では、毎

動物救護本部」を立ち上げ、これらの放浪ペッ

年のように豪雨災害が発生し、災害が発生しな

トの保護・収容や避難所に入れなくなったペッ

い年はないというような状況となっています。

トの一時預かりといった救護活動が公助として

このような災害が発生した際に忘れてはならな

実施されます。しかしながら、災害発生直後に

いことは、人だけではなくペットも被災すると

は、自治体などによる公助は期待することがで

いうことです。
1995 年に発生した阪神・淡路大震災では、

図

被災ペットの救護活動

約１万頭の犬や猫が、2011 年の東日本大震災

自ら命を守る
自 助 （飼い主の役割）

では数万頭の犬や猫が被災したといわれていま
す。特に東日本大震災では、多くのペットが飼
い主とともに津波に飲み込まれ命を失いました。

共助

災害時にペットを守るには

地域で助け合う 国や自治体による公的支援
（地域の役割） （自治体・救護本部の役割）

災害発生時の対応として、
「自助」
「共助」
「公

災害が発生すれば、人だけでなくペットも被災します。

助」という言葉が使われることがあります。
被災ペットの救護活動も、この
「自助」
「共助」
「公助」を当てはめることができ、飼い主の役割
として飼い主自らがペットの命を守ること
（自
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ペットの飼い主の心構え

被災ペットの救護活動
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知って 備えよう

地域防災

きないため、自らで命を守っていくこと
（自助）

みずペットを探し保護しようとすることがあり

が必要になります。

ます。しかし、ペットを守るためには、まずは飼
い主自らの安全を確保することが重要です。災

日頃からの備え

害でペットを守れるのは飼い主だけなのです。

自助としての避難を行うためには日頃からの

ペットが迷子にならない対策

備えが必要となってきます。その主なものにつ
いて記載します。

災害時に飼い主とペットがはぐれた際にペッ

住まいの防災対策

トが迷子にならないよう鑑札や名札などを装着

災害に備えて家具が転倒しないように固定す

しておくことが重要です。この対策は、
「動物

るなど、人だけでなくペットがけが等をしない

の愛護及び管理に関する法律」で飼い主の遵守

よう住まいや飼養場所の防災対策を行う。

事項
（所有者明示）として規定されていますの

ペット用の避難用品の準備

で、災害時だけでなく平常におけるペットの迷

同行避難時にすぐに持ち出せるようペット

じゅん

子対策としても行っておくことが必要です。

フードなどを５日間分程度備蓄し、準備しておく。

家族や地域住民との連携

ペットのしつけと健康管理
同行避難してきた飼い主やペットが次のよう

災害は、飼い主の家族全員とペットが一緒に

な理由で避難所に入れないことがあります。

いるときだけに発生するとは限りません。その

①避難者側の問題として、
避難所内に動物嫌い、

ため、家族間で災害時の集合場所やペット動物

動物アレルギーの人がいる

の保護方法などについても話し合っておくこと

②飼育者側の問題として、
「避難所で放し飼い

が必要です。
また、
飼い主家族が不在の際にペッ

（避難者への加害）
「鳴き声、臭気、ノミ等の
」

トを保護してもらえるよう、近隣住民の方との

発生」
「排せつ物の放置」など他の避難者への

連携を図っておくことも必要です。

加害や迷惑をかけることがある

おわりに
災害が発生し、公助による被災ペットの救護
活動が始まるまでには時間がかかります。繰り
返しになりますが、そのため、飼い主自らが自
らの安全を確保したうえで、ペットを保護し同

①につきましては飼い主自らが解決すること

行避難することが重要となります。災害に備え

は難しい問題ですが、②につきましては飼い主

て日頃から準備をし、地域で実施される同行避

が日頃からの備えにより解決できるものもあり

難訓練に積極的に参加するなどして、円滑に避

ます。そのため、日頃から
「ペットの体臭やノ

難できるようにすることで、ペットとともに災

ミなどによって迷惑をかけないよう健康管理を

害を乗り越えることができます。

する」
「長時間ケージ等の中で過ごせるように慣
ぼ

なお、
公助のしくみが整いつつあることから、

らしておく」
「 無駄吠 えをしないようにしつけ

当協会は 2019 年 12 月末日をもって活動を終

る」などの対応を行っておきましょう。

了し、解散いたします。

同行避難する際の注意点
災害が発生した際、飼い主が自らの危険を顧
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海外ニュース
文/安藤 佳子

アメリカ

Ando Yoshiko

eスクーターの危険性

● Austin
サイト名●●●
Public Health
URL ●●●
https://austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/Epidemiology/APH_Dockless_Electric_Scooter_Study_5-2-19.pdf
● CRホームページ
サイト名●●● URL
●●●
https://www.consumerreports.org/product-safety/nearly-half-of-electric-scooter-injuries-in-austin-were-severe/
● サイト名●●● URL
https://www.consumerreports.org/product-safety/e-scooter-ride-share-industry-leaves-injuries-and-angered-cities-in-its-path/
●●●
 ほか

片足で地面を蹴って進むキックスクーターに電動

の傷害またはその可能性とされた。48％は頭部外

モーターを搭載した電動キックスクーター（以下、

傷で、15％がくも膜下出血などの重篤な外傷性脳

e スクーター）は、30㎞/h 以上になることもあり、

損傷の可能性があった。３人に１人が初めての使用

超小型ながら便利な交通手段である。アメリカでは

で、ヘルメット着用者は１％未満であった。

2017 年秋頃から、レンタル e スクーターとして、

2019 年２月に、CR
（コンシューマレポーツ）
でも

乗り捨て自由で駐輪場不要のライドシェアサービス

47都市の110病院の2017年秋以降のeスクーター

が開始され、今では多くの都市で展開されている。

による傷害事故の集計結果を公表したが、負傷者が

手軽で、歩くより楽な速い移動手段として、また、

1,500 人以上、４人が死亡との内容だった。その後も

自動車に依存せず環境にもよいことから急速に人気

事故は増加し、母親が５歳児と同乗して転倒し子ど

が高まったが、走行中の事故も急増している。

もが車にひかれたケースを含め６月までに新たに４

このほど、公的機関として初めて CDC
（疾病予防

人の死亡が確認されている。新しい乗り物のため、

管理センター）とオースティン市（テキサス州）の公

交通規則や安全要項などが地域や事業者によって異

衆衛生当局が共同で、2018 年９～ 11 月の３カ月

なるのが現状だ。CR は、ヘルメット着用のほか走行

間に同市内の救急医療センターを受診した患者につ

する際の注意点
（路面、自転車や対向車、歩行者、走

いて調査したところ、190 人が e スクーター走行中

行前の点検等）
を守るよう呼び掛けている。

イギリス

フェイクレビューに惑わされない

● CMA
ホームページ
サイト名●●●
URLhttps://www.gov.uk/government/news/cma-expects-facebook-and-ebay-to-tackle-sale-of-fake-reviews
●●●
● Which?
ホームページ
https://press.which.co.uk/whichpressreleases/revealed-amazon-plagued-with-thousands-of-fake-five-star-reviews/
サイト名●●●
URL ●●●
https://press.which.co.uk/whichpressreleases/which-goes-undercover-to-expose-fake-and-paid-for-reviews/
ほか
● サイト名●●● URL ●●●

イギリスのオンラインショッピングの総売上額

評価を投稿したところ、払戻金はなかったという。

は、CMA（競争・市場庁）によると年間 230 億ポン

Which? はこれらの結果をECサイトとSNSに通知、

ドに上るが、OFCOM
（放送通信庁）
の調査ではユー

両社とも
「この問題について対抗措置をとる」などと

ザーの約 4 分の 3 は EC サイトのレビュー（購入者の

表明した。

感想や評価）を参考に商品を選択しているという。

規 制当局の CMA は、2018 年 11 月～ 2019 年 6

ところが、2018 年 10 月に Which? が世界的規

月にサイトの総点検を実施。世界的規模の SNS の

模の EC サイトと SNS でアカウントを開設して調査

26 グループおよび別の EC サイトに投稿されている

したところ、これらのレビューの中には、高評価の

100件以上の
「フェイクレビュー売ります」
リストを

レビューを投稿するように依頼されたものが多くあ

証拠として挙げ、それぞれに対処を求めた。両社は

ることが判明した。いわゆる
「フェイクレビュー屋」

協力を表明、SNS では 24 グループを削除し、セキュ

のグループが数十あり、販売業者が対象商品を指定

リティ監視チームを 3 倍に増員したと回答。CMA

し必ず高評価を投稿するよう依頼、グループのメン

はこれを歓迎し、
再発防止策に努めるよう要請した。

バーが商品を購入して５つ星の評価とコメントを投

Which? は、フェイクレビューを見分けるコツと

稿すると代金や時には謝礼が支払われる。あるグ

して、●無名ブランドの場合は販売者のプロフィール

ループに入った Which? の覆面調査員が正直に低い

を確認する●大量投稿は怪しい、
などを挙げている。
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

フランス
●
●
●
●
●

Kishi Yoko

トランポリン施設で相次ぐ重篤な事故

サイト名●●● URL ●●●
Direccte Bretagne ホームページ http://bretagne.direccte.gouv.fr/Securite-des-parcs-a-trampolines
サイト名●●● URL ●●●
ドイツ商品テスト財団
『テスト』2019 年４月号 https://www.test.de/Trampoline-im-Test-5451736-0/
サイト名●●● URL ●●●

数年前より、トランポリン・パークと呼ばれる娯

雇用局）
によると、DGCCRF
（経済・財務省競争・消

楽施設がフランス各地で増え続けており、家族連れ

費・詐欺防止総局）と地方自治体等が、トランポリ

や若者の人気を集めている。トランポリンでジャン

ン事故に関する調査活動や行政指導、啓発を強化し

プを行った後は、キューブ状の緩衝材で満杯の
「ス

ているとのことである。

ポンジプール」に飛び込むように落下して楽しむ。

なお、トランポリン人気が高いのは、ドイツも同

しかし、危険を伴う遊びであることから、重篤な事

様である。ドイツ商品テスト財団は家庭用トランポ

故も相次ぎ、特に、2018 年１月、ブルターニュ地

リン 10 商品の安全性や使い勝手をテストした。全

方のカンペールで 21 歳女性が脊椎に重傷を負った

商品に落下防止ネットが付いており、家庭で組み立

事故は、地元で大きく報道された。その翌月には、

てるタイプである。しかし、素人が組み立てるのは

同国北端のダンケルクで、21 歳男性が死亡してい

難しく、技術者２人がかりでも２～４時間かかった

る。いずれも、トランポリンからスポンジプールに

という。しかも組み立て方を間違えると、マットと

飛び込んだ際に発生した事故である。

ネットの間に隙間ができて、落下を防げない状態に

せき つい

次々と発生するトランポリン事故を前に、行政機

なると指摘する。さらに、ネットの継ぎ目に子ども

関も手をこまねいているわけではない。Direccte

の頭がはまり、首が絞まるおそれのある商品も見つ

Bretagne
（ブルターニュ企業・競争・消費・労働・

かっており、消費者に注意を呼び掛けている。

ドイツ
●
●
●
●
●

子ども連れの外出に便利な自転車用トレーラーだが

商品テスト財団
『テスト』2019 年７月号 https://www.test.de/Fahrradanhaenger-im-Test-Fuenf-von-zwoelf-Kinderfahrradanhaengern-sindサイト名●●● URL ●●●
mangelhaft-1859173-0/
サイト名●●● URL ●●●
商品テスト財団ホームページ https://www.test.de/Kinderfahrradanhaenger-Froggy-BTC07-Gurte-im-Test-gerissen-Tester-warnen-vorサイト名●●● URL ●●●
Nutzung-5472765-0/

小さな子どもを持つ親の移動手段として、日本の

スト中にシートベルトが破断した２人乗りの１商品

都市部では幼児同乗自転車をよく見かける。一方、 （96 ユーロ）である。同商品を使わないよう速報で
ドイツでは、自転車用トレーラーの人気が高い。自

呼び掛けたところ、事業者は販売を中止するに至っ

転車に連結したリヤカーに幼児を乗せて、牽引する

たとのことである。

けんいん

タイプである。１人乗り用と２人乗り用があり、ベ

また、有害物質が検出された商品のほか、転倒事

ビーカーとしても使用できる商品が多数を占める。

故を想定したテストで、子ども
（ダミー）
の頭が地面

犬専用のトレーラーもある。

に直撃しそうな商品等があった。さらに、子どもの

自転車用トレーラーは、自転車用幼児座席に比べ

年齢の上限を５～６歳とする商品が主流だが、５歳

ると価格が高いことから、価格に見合う品質なのか

児が２人乗ると窮屈過ぎて動きが取れない商品が多

気になる。そこで、
商品テスト財団では計12商品
（２

かった。中には、３～４歳の子どもでもスペースに

人乗り９商品、１人乗り３商品）
を対象に、走行性、

余裕のない商品もあり、身をかがめて乗車しなけれ

使い勝手、安全性等をテストすることとした。

ばならない構造は、人間工学的に問題だとした。

その結果、３商品
（815 〜 900 ユーロ）が好成績

同財団は、同行する子どもが１人で、走行距離が

を収めたのに対し、５商品（96 〜 500 ユーロ）に不

短く、荷物も少ない場合は、価格が手頃な自転車用

合格点がついた。同財団が特に問題視したのは、テ

幼児座席のほうが経済的だと助言する。
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探検！

第

6

回

計量の世界 取引・証明と計量器の規制

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。

計量法では消費者保護のために、取引や証明

「特定計量器の種類 ( 計 18 種類 )」
①タクシーメーター ②質量計 ( はかり、体
重計など ) ③温度計 ( 体温計など ) ④皮革面積
計 ⑤体積計 ( 水道メーター・ガスメーター・
燃料油メーターなど ) ⑥流速計 ⑦密度浮ひょ
う ⑧アネロイド型圧力計 ⑨流量計 ⑩積算熱
量計 ⑪最大需要電力量計 ⑫電力量計 ⑬無効
電力量計 ⑭照度計 ⑮騒音計 ⑯振動レベル計
⑰濃度計 ⑱浮ひょう型比重計

に使用する計量器にさまざまな規制を課してい
ます。今回はこれについて探ってみましょう。

取引・証明とは？
計量法では、取引・証明を次のように規定し
ています（２条２項）
。
①「取引」とは、有償・無償であるかを問わず、
物または役務の給付を目的とする業務 ( 反復継
続的に業として行うこと ) 上の行為です。
「取引」における計量とは、契約の両当事者が
面前で計量器を用いて計量を行った値が契約の
要件となるような場合です。計量物に計量結果
をラベル等で表示する場合も同様です。
例えば、
商品の量り売り、ガソリンの給油量、タクシー
料金算定のための走行距離、水道・ガス・電気
の使用量などの計量です。

計量器の使用者には、計量器の
「使用の制限」
の順守義務について、
「取引・証明のための計
量は計量器を使用して行うこと。特定計量器を
使用する場合には、技術基準に適合しているこ
とを示す検定証印または基準適合証印が付され
たものを使用すること。検定等の有効期限が定
められている場合にはその期限内のものである
こと」
など定めています
（16 条）
。

②「証明」とは、公にまたは業務上他人に一定の
事実について真実であるということを表明する
ことをいいます。法定単位で計量した結果を

検定証印

伴って上記表明することを「計量証明」といいま
す。参考値を示すなどの単なる事実の表明は含
まれません。法定健康診断での体重測定、役所
への報告のための工場排水の濃度や騒音の計量
などが計量証明になります。

体温計と血圧計は健康管理に重要です。誤っ
て不適正な特定計量器が使用されないように、
「譲渡制限」
が定められ、検定証印または基準適
合証印が付されたものでなければ、譲渡、もし
くは貸し渡すために所持することもできません

計量器の規制

（57 条、施行令 15 条）
。

「計量器」とは、計量するための器具、機械ま
たは装置のことです。計量法は一般的に取引・
証明に使われるもの、消費者の生活の用に供さ
れるもののうち、適正な計量の実施を確保する
かか

ためにその構造や性能に係る基準を定める必要
がある次の 18 機種を「特定計量器」に指定して
います（２条、施行令２条）
。この計量器には技
術基準が定められ、製造・修理・販売
（販売は
質量計の一部のみ ) する事業者には、
「届出の
義務」を課しています。

基準適合証印

＊いずれかの印があります

また、家庭で使用する健康管理のための体重
測定や食品の調理用の
「ヘルスメーター」
「キッ
チンスケール」等は「家庭用特定計量器」と呼ば
れ、これらを製造する事業者等には、計量器の
性能が法定技術基準を満たすことを購入者に示
すため、下図の
「家庭用特定計量器の表示」を付
すことを義務づけています
（53 〜 56 条、施行
令 14 条、施行規則 22 条）
。
これらのマークが正しく表記さ
れているか、家庭や職場の計量器
を確認してみましょう。
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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

65 回

若者と県の懸け橋となる
「学生消費者リーダー」を育成し、
若者目線に立った活動を展開
杉井 邦彦

Sugii Kunihiko

表

若者目線の被害防止策の
実現をめざして
（1）成年年齢引き下げに向けた取り組み

リーダー育成のプログラム

9/19

2018 年６月に民法の一部を改正する法律が
成立し、2022 年４月の施行後には、社会経験
が不十分な 18 歳、19 歳の若者も、「未成年者

9/20

取消権」による保護がなくなることから、若者
の消費者被害の拡大が懸念されています。
よって、本県では 2018 年度から、若者の意

9/21

見を取り入れた効果的な啓発手法を立案・実践

１
２
３
４
５
６
１
２
３
１
２
３

するため、若者目線に立った啓発活動を展開す
る「学生消費者リーダー」
（以下、リーダー）
を新

図

山口県環境生活部県民生活課消費生活センター

内 容
オリエンテーション
県庁内見学
山口県の消費者行政
消費者教育施設
「まなべる」
の見学
山口県の組織と県民生活課の業務
山口県職員の職務 ( 職員との交流会 )
消費者講座 ( 第一部：講義 )
消費者講座 ( 第二部：グループワーク )
学生消費者リーダー認定証交付
若者に効果的な啓発手法の検討
検討結果のグループ発表
消費者啓発標語の選考会
( 消費者月間に募集した標語の選考 )

＊１
啓発チラシ 2 種類
（左はポスターも製作）

たに育成し、若者の消費者被害防止対策の充実
強化を図ることとしました。

（2）リーダーの育成
リーダーは、県内の大学に在籍する学生から
募り、消費者教育に関する基礎知識等の学習や、
若者に伝わる啓発手法の検討を行う３日間のプ
ログラム（表）を受講してもらいました。
［実施時期］2018 年９月 19 ～ 21 日
（３日間）
［参加人数］県内の大学生 22 名
（３大学６学部）

リーダーと連携した活動を展開
本県では、次の活動をリーダーとともに行い

求」
「訪問販売」
「マルチ商法」
「エステ契約」の勧
誘事例をイラストとセリフで表現し、県消費生
活センターおよび消費者ホットラインを記載し

ました。

（1）啓発チラシ・ポスターを製作・配布
啓発チラシはリーダーによるデザインの審査

ています。
「知っててよかった!188」
はポスター
も製作しました。

を経て、「知っててよかった !188」
「それ、悪質

チラシ・ポスターは、大学側の評価も高く、

商法じゃない !?」の２種類を製作しました
（図）
。

新入生オリエンテーションでの配布や学内での

若者に多い消費者トラブルの
「ワンクリック請

掲示を通じて、学生への周知を図りました。

＊１

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/201903060001.html
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（2）消費者トラブルの啓発

写真１ 岩国工業高校での出前講座

写真２ サビエル高校での出前講座

動画を製作
リーダーの意見をもとに、悪
質商法の手口や対策を分かりや
すく紹介した動画２本を製作し
ました。訪問販売、
ネットショッ
ピングをテーマとし、リーダー
も出演しています。
製作した動画は、動画投稿サ
イトや県のウェブサイト ＊２ で
公開しています。また、県主催
の啓発講座でも上映し、活用しています。

（3）県主催の啓発講座等への参加

ない学生が多くみられました。今後の活動期間
やノウハウの継承等を考慮すると、１、２年生

2018 年度、県が実施する高校等の出前講座
（写真１、２）に、リーダーが講師役として３回、

のリーダー育成が課題となっています。
②育成・活動期

県の啓発ラジオ番組に２回参加し、若者自身に
よる啓発を実施しました。

実施初年度で準備不足もあり、プログラムの
開催が大学の後期授業の開始直前になったこと

出前講座では、リーダーが実際に体験した消

から、年度内のリーダーの活動期間が短くなっ

費者トラブルについて話したり、生徒と消費者

てしまい、リーダーが提案した啓発手法を具体

トラブル事例の寸劇を行ったりすることにより、

化する時間の確保が課題となりました。

消費者トラブルが身近なものであることを、生

（2）今後の展開
2019 年度のリーダー２期生の募集に当たっ

徒へ効果的に伝えることができました。

（4）リーダーからの感想

ては、大学の協力により、１年生対象の講義の

・自分たちの意見がかたちとなり、それらを
活用して活動できて有意義だった。
◦身近な人の相談相手になることができた。
◦消費者トラブルに関心を持つようになった。

中で、リーダー１期生が学生に対して自身の体
験を伝えるなど、長期間活動できる学生への周
知を強化しました。その結果、２期生は１年生
を中心としたメンバー構成となり、長期の活動
期間の確保が可能となりました。

リーダーからは、消費生活に関して理解が深

また、初年度の反省を踏まえ、2019 年度はプ

まったとの感想や、リーダー自身の活動により

ログラムの開催時期を９月から８月へと早める

被害防止に貢献している実感があるなどの感想

ことにより、啓発手法を具体化する期間の確保

が寄せられています。

を行いました。今 後は１、２期生と連 携して、

これからもさらなる取り組みを

SNS への動画広告の掲載や若者向け消費者被害
防止ウェブページの作成に取り組む予定です。

（1）課題はリーダーの活動期間の確保
①学生の募集期

これからも、若者の消費者被害を未然に防ぐ
ため、リーダーの意見を取り入れた、効果的な

リーダー１期生の大半が大学３年生であった

啓発手法の実践に取り組んでまいります。

ため、就職活動などでリーダーとして活動でき
＊２

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/201904180001.html
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実 践 編（２）

消費者問題

出前講座の
作り方

高齢者を対象とした講座

最終回

取材協力：公益社団法人全国消費生活相談員協会

本連載最終回では、高齢者を対象とした講座

写真 首からぶら下げるプレートの例

を進めていくうえでの、押さえておきたいポイ
ントや苦労している点、課題などについて紹介
します。
Ｑ １ 高齢者向けに講座を実施する際のポ

イントや流れについて教えてください。

Ａ１ 高齢者向けに行う際には、参加型の講座

にするよう心がけています。また、報道されて

若者との違いといえば、高齢者の講座では被

いる消費生活にかかる事案等を伝えて、受講者

害防止のための替え歌が人気です。受講者が声

自身の普段の生活と身近であることを認識して

を発することで、勧誘方法やトラブルの怖さな

もらいます。

どを共有できるので、トラブルの防止や対策に
活用できます。

●目で見て、耳で聞いて、声に出す

●高齢者にキャッチーな話題

講座が聞くだけの座学にならないように、例

消費者白書でも取り上げられ、報道も多くさ

えば、契約に関するクイズを出して答えても

れている
「架空請求」
は、今、講座を実施する際

らったり、ロールプレイングに参加してもらっ

に外すことのできない話題です。高齢者のまわ

たりするように内容を意識しています。クイズ

りにはさまざまな悪質商法がありますが、報道

は、講座の最後に行うのではなく、導入部分で

されているものを取り上げると、講座への関心

多く用います。契約とは何かを考える簡単なク

が高まります。

イズを出して、人生経験のある受講者でも、契

一方で、高齢者もその年代によって、情報を得

約の認識が不足している部分などを改めて考え

ているメディアが異なるように感じることが多

てもらうようにしています。また、講座の合間

くあります。60 歳代から 70 歳代前半にかけて

にも出題しています。
そのつど出題することで、

は、新聞紙面からの情報も受け取っているよう

聞いた内容を振り返ることができ、さらに知識

ですが、70 歳代以上になると、新聞よりもテ

を確認できるので有効です。クイズは、クーリ

レビから情報を得る割合が高くなるようです。

ング・オフの内容が好評で効果的です。ロール

テ レ ビ を よ く 見 る と い う こ と は、 テ レ ビ

プレイングは、演じる受講者も、劇を見る受講

ショッピングを目にする機会も増えます。そこ

者からも配役が分かりやすいようにするため、

で、
テレビショッピングで売られている商材（健

首から写真のようなプレートをぶら下げてもら

康食品や健康器具など）
の相談事例に触れると、

います。

多くの人が関心を持って聞いてくれます。こう
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したところでも、若者のネット通販のトラブル

また、国民生活センターで発行している
「見守

と高齢者の通信販売のトラブルの違いを感じら

り新鮮情報」＊２のほか、さまざまな機関や団体

れたりします。

が作成しているチラシなども活用しています。

高齢者を見守る民生委員などが受講者の場合

高齢者向けの場合は、契約に関する内容に加え

は、新聞やテレビで報道されていることについ

て、リコールなどの製品安全に関しても説明す

ては広く認識されています。そのため、架空請

ることが多いので、
家電製品協会や事業者
（メー

求のように知られている話題にも触れつつ、訪

カー等）のチラシ、そのほかさまざまな業界団

問購入や不用品回収のトラブル、点検商法の商

体のポスター等を利用します。いずれの資料も

材の多様さなど、高齢者が巻き込まれやすい悪

文字の大きさなどに配慮するよう努めています。

質商法について伝えています。

●高齢者向けのコンテンツはあふれている
昨今では、若者への消費者教育が話題になっ

Ｑ ２ 高齢者向けの講座では、どのような

資料や教材を使っていますか。講座はど

のように進めていますか。

ていますが、
高齢者向けの啓発に使える資料は、
従来から多く作られてきました。実際にいろい
ろな資料を試してみて、どの資料が使いやすい
か把握しておくのもポイントです。

Ａ２ 大きく読みやすい字で資料やレジュメを

関心を持ってもらううえで有効なものとして、

作ります。公民館など、パワーポイントなどが

全相協で作成している
「お帰りくださいうちわ」

使えないケースもあるので、紙の資料を使うこ
とが多くなります。

（図）＊３ を紹介し、受講者に対して不要な訪問
販売は断り帰ってもらうということを具体的に
伝えています。

●高齢者向け資料は見やすく、読みやすく

複数の機関が作成した資料に触れることで、

高齢者向けの講座の資料で大事なことは、大

講師が自分で啓発資料を作成する際の参考にも

きくかつ読みやすい文字で作ることです。連載

なりますし、若者などほかの属性を対象とした資

の第２回

＊１

で、レジュメに情報を詰め込み過

料作りへのアイデアが浮かぶかもしれませんね。

ぎないといった作り方のポイントを紹介してい
ますが、高齢者向けにはよりシンプルに作るよ
うにしています。

図

お帰りくださいうちわ

例えば、前述した架空請求を説明する際には、
実際に届いたはがきと、それを見やすくするた
め A3 の大きさに拡大印刷したものを用意して
使っています。拡大したはがきには、項目ごと
に番号を振り、どういったことが書かれている
のか、どのように消費者を不安にさせるのかと
いう解説をしていきます。実物と拡大したもの
があれば、関心も高まるとともに記憶にも残り
ます。

企画・作成（公社）全国消費生活相談員協会

＊１ ウェブ版
「国民生活」2019 年 5 月号「消費使者問題出前講座の作り方」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_11.pdf
＊２ 国民生活センター HP「見守り新鮮情報 一覧」http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
＊３ 全国消費生活相談員協会「お帰りくださいうちわ」http://www.zenso.or.jp/yakudatsu/uchiwa.html
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Ｑ ３ 受講者の理解度は確認していますか。

合、
その日の講座内容を繰り返し復唱する、クー

Ａ３ 会場の都合など、アンケートを取るのが

出して理解度を確認してみるなど、受講者の関

難しいこともあるので、理解度はクイズなどで

心の度合いなどをみながら進めてみましょう。

把握しています。

●講座運営から見えたこれからの課題

リング・オフができるかできないかのクイズを

講座の中で、
「契約の前や困ったときには、ご

●クイズを使って、参加型の講座にしつつ

家族と相談しましょう」と伝えることがありま

理解度の確認を

す。しかし、受講者とその家族が同居していな

冒頭で参加型の講座にすることを紹介しまし

い、家族関係があまり良好でない、といった話

たが、クイズを通して講座内容を振り返ること

を耳にすることもあります。中には、認知症や

で、受講者の関心度や理解度を把握できます。

精神疾患等により家族間でのコミュニケーショ

例えば、受講者に挙手してもらう形式では、簡

ンが不足していることもあるようです。

単なクイズで誤答が多ければ、講座に付いて来

こうした現状は、講座ですぐに解決できる課

ていない可能性が考えられます。クイズの難易

題ではありませんが、講師として親身に接し、

度を上げた際に誤答が多ければ、その場での解

困ったときの相談窓口として、消費者契約であ

説をより丁寧にしようと変更ができます。さら

れば消費生活センターに相談できる、暮らしの

に次の講座で分かりやすくできるよう、進め方

ことであれば役所・役場の窓口や民生委員に相

や資料について見直しもできます。

談できる、ということを伝えて、少しずつ解決

容易にアンケートが取れる機会があれば、受

の方法を探ることができます。

講者が講座のどこに関心があり、また難しかっ

経験の浅い相談員が講師を担当する際には、

たかを詳細に把握できますが、アンケートを取る

自身の親との接し方や苦労話を盛り込むこと

のが難しい場合は、
クイズを使ってみましょう。

で、受講者に親近感をもってもらえるかもしれ
ません。

Ｑ ４ 講座運営を通して、見えてくる課題

はありますか。

そして、
「講座に来なかった高齢者」
にいかに
講座の情報を伝えていくかも大きな課題です。
その時、
実は情報を伝えてくれる戦力がいます。

Ａ４ 「高齢者」
とひとくくりに言っても受講者

それは、
「講座に来た高齢者」
です。受講者に情

の立場はさまざまです。そして家族関係など、

報を発信してもらうことで、講座に足を運べな

講座の範囲を超えた課題もあります。

い高齢者にも身を守る大切な情報が伝わります。
講座の最後に
「今日聞いた話は、家族や身近な知

●高齢者向けの講座も受講者はさまざま
高齢者と一言でいっても、判断能力が十分な

人にもぜひ話してください」と伝え、消費者講
座の伝道師として活躍してもらいましょう。

人から、認知症とまではいかないものの認知能
力が低下している人など、さまざまな人がいま

本連載企画は、今回が最後です。

す。また、見守られる立場の人もいれば、見守

これからの出前講座に生かして

る側の立場の人など、受講者の立ち位置もさま

いただけると幸いです。

ざまです。若者向けの講座と比較して、高齢者
向けの講座はいろいろな属性の人がいることを
意識しておきましょう。高齢者を対象とした場
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気になる

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。

この用語
第

岡田 崇

13 回

商標権侵害

Okada Takashi

弁護士

大阪弁護士会所属（51 期）。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員。消費者セ
ンターや IT 企業の顧問を務める。インターネットに関連する消費者問題に取り組む。

「商標権」とはどのような権利でしょうか。インターネット
時代の
「商標権侵害」にはどのような対応がなされているで
しょうか。

商標権とは

商標登録出願

商標とは、事業者が、自己
（自社）
の取り扱う

商標登録出願を行う際には、
「商標登録を受

商品・サービスを他人
（他社）
のものと区別する

けようとする商標」とともに、その商標を使用

ために使用するマーク
（識別標識）
です。

する商品またはサービスを指定し、商標登録願

私たちは、商品を購入したりサービスを利用

に記載することになります。
指定した商品を「指

したりするとき、企業のマークや商品・サービ

定商品」
、指定した役務を
「指定役務」と言いま

スのネーミングである
「商標」
を１つの目印とし

す。この指定商品・指定役務によって、権利の

て選んでいます。このような、商品やサービス

範囲が決まります。指定商品・指定役務を記載

につける「マーク」
や
「ネーミング」
を財産として

する際には、あわせて区分も記載する必要があ

守るのが「商標権」
という知的財産権です

＊１

。

ります。区分は、
商品・役務を一定の基準によっ

商標には、文字、図形、記号、立体的形状や

て
「薬剤」
や
「電気通信」
などにカテゴリー分けし

これらを組み合わせたものなどのタイプがあり

たもので、第１類～第 45 類まであります＊１。

ます。また、2015 年４月から、動き商標、ホ

商標登録出願がなされると、特許庁では、出

ログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標

願された商標が登録できるものかどうか審査し

および位置商標についても、商標登録ができる

ます。審査の結果、登録査定となった場合は、

ようになりました。

その後、一定期間内に登録料を納付すると、商

商標権を取得するためには、特許庁へ商標を
出願して商標登録を受けることが必要です。商

標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発
生します。

標登録を受けないまま商標を使用している場

商標権の存続期間は、設定登録の日から 10

合、先に他社が同じような商標の登録を受けて

年で終了しますが、更新することもできます。

いれば、その他社の商標権の侵害に当たる可能

商標権の効力

性があります。また、商標を先に使用していた
としても、その商標が、自社の商品やサービス

商標権が発生すると、権利者は、指定商品ま

を表すものとして需要者に広く知られていると

たは指定役務について登録商標を独占的に使用

いった事情がなければ、商標権の侵害に当たる

できるようになります
（専用権、商標法 25 条）。

可能性があるので注意が必要です。

また、第三者が指定商品または指定役務と同一
の商品または役務に自己の登録商標と類似する
商標を使用することや、第三者が指定商品また

＊１ 特
 許庁
「商標制度の概要」
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html
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用語
気になる この

表

は指定役務と類似する商品または役務に自己の
登録商標と同一または類似の商標を使用するこ

商標権の効力が
及ぶ範囲

とを排除することができます
（禁止権、商標法
37 条）
（表）。

商標

権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差
止め、損害賠償等を請求できます。また、侵害行

指定商品または指定役務
同一

類似

非類似

同一

専用権

禁止権

×

類似

禁止権

禁止権

×

×

×

×

非類似

為を故意に行った場合には刑事罰もあります。
商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活

商標権の効力が及ぶ範囲＊３

×の部分には、商標権の効力は及びません。

動に支障を来すおそれがある場合、例えば、①
自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法＊２

個だけ輸入する行為や１回だけブランド模倣品

で表示する場合②自己の商品または役務の普通

を輸入する行為であっても、最終的に輸入者が

名称、品質等を普通に用いられる方法で表示す

複数の商品を販売していた場合など、業として

る場合には、商標権の効力は及びません

＊３

。

商品の譲渡等を行う者が商標を使用する場合に
は、商標権侵害となります。

インターネットと商標権侵害

この点、業として商品の譲渡等を行う者に該

ドメイン名、メタタグ
（自分の思いどおりの

当するかについては、輸入の目的、輸入する商

キーワードを検索エンジンに拾わせるためのタ

品の個数、過去にも輸入を行っているかなどの

グ）、メールマガジンの名称についても商標と

諸事情を総合的に考慮して個別に判断され、一

して使用したと認めた裁判例があります。

度に多数輸入している場合や繰り返し輸入して

また、プロバイダ責任制限法
（以下、法）
にお
いて、情報の流通により権利を侵害したとされ

いる場合には、業として商品の譲渡等を行う者
に該当する可能性が高いと考えられます。

るものの中には商標権侵害も含まれることか

商標権侵害が成立する場合には、認識の有無

ら、プロバイダへの削除請求
（法３条）
や発信者

を問わず、商標権者等から侵害行為の差止請求

情報開示（法４条）
も認められます。

を受ける可能性があります。また、商標権者等

ブランド模倣品の輸入と商標権侵害

から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
この場合、他人の商標権を侵害した者は、その

インターネットの発展により、海外からブラ

侵害行為について過失があったものと推定され

ンド模倣品を購入するという事例が増えていま

るため
（商標法第 39 条で準用する特許法第 103

す。このケースにおける商標権侵害について説

条）
、侵害を問われた者は過失がないことを自

明します。

ら立証する必要があり、これを立証できない限

まず、インターネット等を用いた通信販売、
インターネットオークションなどを通じて、ブ

り、商標権侵害により生じた損害の賠償責任を
負う必要が生じます。

ランド模倣品を注文・購入し、海外から日本国
内への送付を受けることは
「輸入」
に該当します。
また、個人がブランド模倣品を輸入する行為

そのほか、
故意に商標権を侵害した場合には、
前述のとおり、刑事罰に処せられる可能性があ
ります。

であっても、また、それがブランド模倣品を１
＊２ 「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊なものではないものをいう。
「商標権の効力」https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html
＊３ 特許庁
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相談情報ピックアップ
第

3

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

インターネットでの

チケット転売トラブルにご注意！
相談事例
インターネットでサーカスのチケットを購入することにした。サーカス名をインターネット検索
して、一番上に表示された結果からサイトにアクセスした。サイトで日付特定の公演チケット
（指定
席）を２枚購入し、代金 19,000 円はクレジットカードで決済した。しかし、その後、当該サーカス
の公式サイトを見ていたら、自分が購入したのは海外のチケット転売仲介サイトで、購入したチケッ
トが正規のチケット代金より高額だと分かった。また、当該サーカスの公式サイトには、
「チケット
転売仲介サイトで購入しないように」
と掲載されていた。

問題点とアドバイス

（50 歳代

男性）

（3）転売チケットを購入する際は興行チケット

（1）公 式チケット販売サイトと間違えて、チ

等の規約で転売が禁止されていないかを確

ケット転売仲介サイトから購入してしまう

認しましょう

場合があります

興行等のチケットの中には、規約において第

はんよう

消費者が汎用検索サイトで興行等の名称等を

三者への譲渡、転売などを禁止している場合が

検索し、上部に広告として表示されたチケット転

あります。また、興行等の入場時に、公式チケッ

売仲介サイトを、公式チケット販売サイトと思

ト販売サイトからの購入者であることの本人確

い、間違えてチケットを購入してしまう相談がみ

認が必要な場合もあります。これらの場合、転

られます。こうした相談は、特に海外のチケッ

売チケットは、利用できないように無効にされ

ト転売仲介サイトに関して寄せられています。

たり、入場時の本人確認により入場できないお
それがあります。転売チケットを購入する際は、

（2）チケットを購入する際は公式チケット販売

興行主等のチケットの規約で第三者への譲渡や

サイトかどうかよく確かめて購入しましょう

転売が禁止されていないか、入場時の本人確認

チケット転売仲介サイトでは、チケットの価

が必要かなどを確認しましょう。

格や手数料が高額であったり、規約で転売が禁
止されたチケットだと気づかずに購入した場合

（4）不正転売はしないようにしましょう

にキャンセルしたくてもできないケースがあり

2019 年６月 14 日に、特定興行入場券の不

ます。チケットを購入する際は、公式チケット

正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通

販売サイトに間違いないか、チケットの価格や

の確保に関する法律
（チケット不正転売禁止法）

手数料が高額でないかや、キャンセルに関する

が施行されました。同法上の不正転売は罰則の

ルールを十分に確認してから購入しましょう。

対象となる場合がありますので、不正転売はし
ないようにしましょう。

参考：国民生活センター「インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています！」（2019 年 6 月 6 日公表）
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190606_1.html
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第

暮らしの

法律

88 回

空き家の瓦が台風で剥がれ、
隣家の窓ガラスを割ったら？

Q&A

相談者の気持ち
台風の時に、親から相続した家
（空き家）
の屋根瓦が剥がれて隣の家の窓
ガラスを割ってしまいました。隣家からは
「家の中の家具まで壊れたので
弁償しろ」
と言われています。
どこまで補償しなければならないでしょうか。

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、壊れた家具も

発生を防止するのに必要な注意をしたときは、

含めて賠償する必要があると思い

所有者がその損害を賠償しなければならない。」

ます。

土地の工作物とは
「土地の上に人工的に設置

こういう場合、まずは立場を逆

された物」のことで、建物や道路などがその代

にして考えてみることが大事で

表的なものです。貴方が相続した家はこれに該

す。賠償を請求されている立場からは、どうし

当します。通常は空き家にしているとしても貴

ても、
「多少の弁償はしかたがないとしても、

方が占有者であり所有者です。

家具の分の弁償なんて。なぜそこまでしなけれ

次に
「設置又は保存に瑕疵があることによっ

ばならないのか」と考えてしまいがちです。し

て」という部分が問題です。瑕疵とは、工作物

かし、被害者の立場ではどうでしょうか。自分

が本来有しているべき安全性を欠いていること

の側には何の落ち度もないのに、隣の瓦が飛ん

をいいます。本件のように屋根瓦が飛んでし

できてアレコレと被害が生じてしまったので

まった場合はどうでしょうか。その台風の規模

「しかたがない。運が悪かった」
す。貴方なら、

が通常の台風予測の範囲を超えていた超大型台

と思って、自腹で家具を買い直す気持ちになる

風の場合は別ですが、通常の規模程度の台風で

でしょうか。隣の家の屋根瓦をきちんとしてい

瓦が飛んでしまうようでは
「工作物が本来有し

てくれれば自分の側に被害が生じることはな

ているべき安全性を欠いている」と言わざるを

かったのですから。

得ないと思います。

あ なた

以上は当事者になってしまった場合の精神・

賠償の範囲は、原則として
「通常生ずべき損

気持ちの問題ですが、法律的な面からみてみま

害」とされています。かなり抽象的な文言なの

しょう。民法には土地の工作物責任という条文

で、具体的な案件にこれを当てはめると意見の

(717 条）があります。この条文は次のとおり

相違が出てくる可能性はあります。ただ、
「瓦

です。

が飛ぶ → 隣家の窓ガラスを割る → その窓の

か

し

「土地の工作物の設置又は保存に瑕 疵がある

近くの家財に被害が出る」という程度は通常生

ことによって他人に損害を生じたときは、その

ずべき損害と言えそうですので、家財部分の賠

工作物の占有者は、被害者に対してその損害を

償も必要と思われます。

賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の
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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

ネット上の FX 取引における為替レートの
誤表示について取引が錯誤無効とされ、
一方的なロスカットは権利の濫用とされた事例
本件は、ネット銀行と FX 取引
（外国為替証拠金取引）を行っていた消費者が、取引後に
為替レートの表示が誤りであったとして取引を一方的になかったものとされたうえ、原
状回復措置として一方的にロスカット
（含み損が大きくなりすぎた場合に自動的に行われ
る強制決済）などが行われたことについて、預金返還請求権に基づく預金の返還や不法行
為による損害賠償等を求めた事例である。
裁判所は、ネット銀行が市場レートと大きくかけ離れたレートを誤って提示したこと
は錯誤に当たり、ネット銀行に重過失まではなかったとして錯誤無効を認めた。また、
無効とされた場合において、特段の対策や消費者の個別事情を考慮しないまま一方的に
ロスカットを行い預金債務と相殺することは当事者間の公平を著しく害するものであり、
らんよう

取引における信義誠実の原則に反し、権利の濫用として許されないとした。
インターネットによる FX 取引において、誤った
レートが表示されたことによる取引の効力と法律関
係の考え方について参考になる判決である。
（東京高
等裁判所平成 26 年１月 30 日判決、
『金融法務事情』

原 告：X1、X2（消費者）
被 告：Y（ネット銀行）
関係者：A
（Y が為替レートの提供を
委託していた事業者）

1997 号 122 ページ掲載）

計で約 1160 万円の売却益が出たことが記され

事案の概要

ていた。X1 は本件各取引の決済により含み損

X1、X2は、いわゆるネット銀行を営む Y 銀行

をおおむね解消できたものと考え、同日午前

に普通預金口座
（以下、Y 口座）
を開設し、Yとの

10 時過ぎ頃、X らの FX 口座から Y 預金口座へ

間で、2009 年３月頃から外国為替保証金取引

6500 万円余りの保証金を振り替え、その結果、

（以下、FX 取引）
を行っていた。X らは 2010 年

X らの FX 口座残高はほぼなくなった。

７月２日および７月５日に、それぞれ 400 万

Y は、レート配信元の A 社から、システム障

ユーロを、１ユーロ当たり 109 円から 110 円

害により、１ユーロ当たり 55 円 82 銭という

で売り建てた後、１ユーロ当たり108 円で指値

誤レート表示
（当時の市場レートは１ユーロ当

による買い建て
（反対売買）
注文をした。

たり 111 円台半ば）が配信された旨の連絡を受

2010 年７月 13 日午前６時 45 分頃、これら

け、７月 13 日午前９時 04 分頃、誤レート表

の注文は１ユーロ当たり 108 円で決済され
（以

示の発生
（以下、本件障害）について FX 取引画

下、本件各取引）
、X らは、Y から自動的に約定

面上で告知した。しかしその際、その他の具体

を知らせるメール
（以下、本件約定通知）
を受信

的な内容は何も示さなかった。同日午後０時４

した。なお、本件約定通知には、X らにつき合

分頃、Y は FX 取引画面で本件障害が原因調査
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暮らしの判例
中である旨を告知し、その後まもなく、同障害

理

により取引が決済された対象顧客 167 名に対

由

して、問い合わせ先等を記載した電子メールを

FX 取引において、本件のように誤レートが

送信した。しかし、同メールにおいても何ら Y

提示された場合、顧客に本来であればあり得な

の対応は示されなかった。誤表示により決済さ

い損失や利益が生じ、投資者間の公平、投資市

れたポジション
（約定後、反対売買されておら

場の健全性がゆがめられるなど極めて深刻な事

ず損益が確定しない状態のこと）
の建て直しや、

態に陥ることからすれば、FX 取扱事業者であ

本件で発生した益金について出金を差し控える

る Y としては、そのような事態が生じないよう

よう要請するなど、Y からの具体的な対応が示

に誤レートの提示を未然に防止すべき態勢を構

されたのは同日午後７時 44 分頃になってから

築すべき義務を負っているというべきである。

であった。Y が原状回復措置に係る処理作業を

もっとも、本件では、Y は、金融先物取引業

完成させたのは同月 15 日午前５時 50 分頃で

務取扱規則によっても、委託者である FX 取引

あり、午前６時１分 45 秒頃、Y は、原状回復

業者自ら誤ティック ( システムの都合によるあ

措置によって建て直された X らのポジションに

りえないレート ) 防止機能等を備えつけること

つき保証金不足が生じているとして、ロスカッ

は要求されていなかったこと等の各事実が認め

トを実施した。

られるから、本件誤レート表示につき、Y にお

X らは、Y が本件各取引を一方的になかった

いて、FX 取扱事業者に通常期持される注意を

ものとしたうえ、原状回復措置により強制的な

著しく欠いている状態にあったとまでは認めが

ロスカットを行うなどしたことについて、Y に

たい。

対する普通預金返還請求権に基づき各預金の返

Y が、A が提供するカバーレート
（顧客から

還を求めるとともに、不法行為による損害賠償

注文があった際に、顧客との取引の反対売買を

請求権または不当利得返還請求権に基づき、上

A との間で行う
（カバーする）ための為替レー

記の各預金相当額および遅延損害金等の支払い

ト）を改変することなくそのまま Y の顧客向け

を求める訴訟を提起した。これに対し Y は、X

のウェブサイト上に表示し、それが Y の A への

らに対して不当利得の返還等を求めるととも

カバー取引の申込みの意思表示となる以上、民

に、本件各取引は不成立または無効であり、

法 95 条ただし書きの通用に当たっても、A は

FX 取引に関する約定に基づくロスカットによ

表意者である Y と信義則上同視すべきものとい

り X らに追加保証金支払い義務が発生している

うべきである。そこで、本件誤レート表示につ

などと主張して、反訴を提起した。

いて A に重過失が認められれば、A と信義則上

第一審判決は、Y が誤レートを提示したこと

同視すべき Y においても、本件各取引の錯誤無

により決済された１ユーロ当たり 108 円での

効を主張することはできないと解するのが相当

本件各取引は錯誤により無効であり、かつ、表

である。

意者である Y に重大な過失があったとは認めら

そこで、A に重過失が認められるか否かを検

れないとした。また、Y が実施したロスカット

討すると、一応の誤ティック防止機能を備えて

は有効であり、X らに追加保証金の支払い義務

はいたものの、
スプレッドナロー化サービス（買

が発生しているため、X らの各預金返還請求権

値と売値の差
〈取引コスト〉をより小さくする

との相殺が認められると判示した。そこで、こ

サービス）
の起動中であったため、
その誤ティッ

れを不服とした X らが控訴したものである。

ク防止機能がうまく働かず、提供された異常な
レートの数値がそのまま表示されてしまったも
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暮らしの判例
のと認められる。そうすると、A において過失

の間の売買を媒介するサイト開設者が発信した

があることは否定できないものの、当時の業界

もので、受注者が発信したものではないうえ、

のレベルでは、そこまでの誤ティック防止機能

売買成立のメールも送信されていないことか

を設けることは必ずしも一般的なものではな

ら、承諾の意思表示とみることはできず、まだ

かった。もっとも、Y において FX 画面を常時

売買契約が成立していないとして、錯誤につい

監視して、仮に異常なレートが表示された場合

ては判断しなかった。他方、参考判例②は、誤

には直ちにその取消し等の措置をとることがで

表示の料金に基づいて予約が成立したことを記

きる態勢を整えておくことも考えられるが、こ

載したメールを事業者自らが送信していた事情

の点を考慮しても、Y において、通常期持され

等が考慮され、事業者側の錯誤の主張が認めら

る注意を著しく欠いている状態であったとはい

れなかった。いずれにせよ、両事案は、表意者

えない。

の意思にさかのぼって契約の成否を判断するこ

本件においては、本件各取引を無効とする以

とが比較的容易な事案だった。

上、これによって X らが取得した売却益を不当

これに対して、本件 FX 取引は相対取引
（市場

利得として Y に返還させることはやむを得ない

を通さず事業者と消費者が１対１で行う取引）

としても、Y において、改めて建て直した X ら

ではあるが、為替市場と連動しており、通常は

のポジションについて追加保証金が発生し、保

約定の取消しや変更ができない取引である。し

証金不足になっているとして直ちにロスカット

かも、本件のような FX 取引は、コンピューター

を行い、それによって確定した、Y の X らに対

プログラムによって自動的に約定する。
つまり、

する多額の追加保証金について支払い義務があ

本件取引は、遅くともウェブ画面に Y の取引承

るものとして、X らの Y に対する預金債権返還

諾の通知が表示された時点で、契約が成立する

請求権との対当額での相殺を認めることは、当

タイプの取引であった。こうした自動契約の処

事者間の公平を著しく害するものであり、取引

理に不具合が生じて契約の成否が争われた事案

きにおける信義誠実の原則に反し、権利の濫用

は本件が初のようである。

として許されない。

本件の論点としては、①錯誤無効の主張を制
かか

限する要件としての重過失の有無の判断に係る

解

問題と、②ポジションの建て直し
（原状回復措

説

置）に伴い、Y が行ったロスカットの当否に関

本判決は、インターネットによる FX 取引に

する問題がある。
①につき、本判決は、まず FX 取扱事業者と

おいて、為替レートの誤表示をめぐる取引の錯

しての注意義務があることを前提とし、その基

誤無効が争われた事案である。
インターネット取引においては誤入力やシス

準と Y が構築した
「誤レートの提示を未然に防

テム障害等により、契約当事者の意思と合致し

止すべき態勢」に大きな隔たりがないかどうか

ない取引がなされることがある。

を判断し、結論として、Y が FX 取扱事業者に

商品または役務の提供に関する対価の誤表示

通常期待される注意を著しく欠く状態にはな

により契約の成否が争われた判決としては、パ

かったとした。そのうえで、Y において、FX

ソコンの売買価格の誤表示に関する下記参考判

画面を常時監視して、仮に異常なレートが表示

例①や、旅行代金の誤表示と予約契約の成否が

された場合には直ちにその取消し等の措置をと

争われた下記参考判例②がある。

ることができる態勢を整えておくことも考えら

参考判例①は、受注確認メールが、売り主と

れるが、この点を考慮しても、Y において、通
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暮らしの判例
なお、本判決によると、本件各取引は錯誤に

常期持される注意を著しく欠いている状態で

より無効であり、Y は、X らに対し、X らが本件

あったとはいえないとした。
②につき、第一審判決は、ロスカットの体制

各取引によって取得した売却益相当額
（X1 につ

整備が法令上義務づけられていることをもっ

き約 390 万円、X2 につき約 770 万円）を不当

て、これを遵守した Y の行為に非難可能性はな

利得として返還請求することができるものの、

いと考えていた。たしかに、ロスカットには市

Y が X らの従前のポジションを建て直してロス

場秩序を維持する側面があるが、その一方で、

カットをしたことにより確定した追加保証金

顧客の損失から FX 取扱事業者を守る側面もあ

（X1につき約1500万円、
X2につき約1110万円）

る。このため、ロスカットの実施義務を逆手に

の支払い請求は信義則に反し、権利の濫用とし

とり、事業者に有利な水準でロスカットを行い、

て許されない。そして、Y の X らに対する上記

利益を得ている事業者も存在する。
したがって、

売却益相当額の各返還請求権と、X らの Y に対

ロスカットの適切性・合理性については慎重に

する各預金返還請求権
（X1 につき約 530 万円、

吟味すべきである。

X2 につき約 690 万円）とを対当額で相殺する

じゅんしゅ

この点、本判決は、「自らの過失によって顧

と、X1 は Y に対して約 140 万円の預金返還請

客である X らに混乱と損害を与えている Y とし

求権およびこれに対する商事法定利率年６分の

ては、少なくとも、その後のポジションの建て

割合による遅延損害金の支払い請求権を有する

直し等による処理に当たっては、X らに対して

が、X2 は返還を求める預金債権額が返還すべ

十分に説明し、納得を得られるよう努力すると

き売却益相当額より少ないため、Y は X2 に対

ともに、顧客である X らに影響が少ない方法で

して約 80 万円の不当利得返還請求権および年

の処理方法を検討して、顧客に最も影響の少な

５分
（年 365 日の日割り計算）の割合による遅

い方法によることが、取引きに付随する信義則

延損害金の支払い請求権を有することになる。

上の義務として必要である。そのような努力を
しないまま、建て直したポジションを前提とし
て、一方的にロスカットを行い、追加保証金が
発生しているなどとして、実質的に損失を被る
X ら顧客の不利益を最小限のものにするための
特段の対策を講じたり、顧客ごとの個別事情を
まったく考慮したりすることもないまま、さら
に顧客の預金口座に残されている預金債務と相
殺するなどということは、上記の取引上の信義
則に反するものであり、当事者間の公平を著し
く害する」とした。
これは、誤表示について、事業者に重過失が
あるとして取引を有効とするには影響が大き過
ぎるとしても、事業者にまったく過失がないと
いうわけではないのに、事業者の便宜のために
一方的なロスカットを認めることは、当事者間
の公平を欠くとの判断によるものと考えられ、
妥当な解決といえる。
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参考判例
①東京地裁平成 17 年９月２日判決
（
『判例時報』
1922 号 105 ページ）
②東京地裁平成 23 年 12 月１日判決
（
『判例時報』
2146 号 69 ページ）
③東京地裁平成 20 年７年 16 日判決
（
『金融法務
事情』1871 号 51 ページ ロスカット手続きの
ためのシステム整備を怠ったとされた事例）
④東京地裁平成25年10月16日判決
（
『判例時報』
2224 号 55 ページ スリッページ
（注文を出し
た価格と実際に成立した価格との差）の対応
の拙さからシステム整備義務違反を認定され
た事例）
⑤東京高裁平成 25 年７月 24 日判決
（
『判例タイ
ムス』1394 号 93 ページ 証券会社の株式誤発
注につき、証券取引所の不法行為責任を認め
た事例）
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

7

回

賃貸借
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。

民法の賃貸借に関する規定の多くは、任意規定

はじめに

です。敷金の規定も任意規定です。契約当事者

賃貸借は、賃借人が賃料を支払って賃貸人か

間に特約がある場合には特約によることにな

ら賃借物を借りる契約のことを指します。賃貸

り、任意規定は使いません。消費者契約の場合

人は、賃料を受け取って賃借物を貸す債務を負

には、消費者契約法の不当条項かどうかという

います。賃借人は、賃料を支払って、賃借物を

問題となります。

契約で定めた目的で使用する債権を取得し、賃

なお、賃貸住宅の立ち退きをめぐる紛争は借

料を支払う債務と賃貸借契約が終了した場合に

地借家法にかかわる問題になるため、本稿では

は賃貸人に賃借物を返還する債務を負います。

取り上げないので、注意してください。

賃料とは、賃貸借契約で定めた目的に従って賃
借物を使用する対価です。このように賃貸借契

定義規定の見直し

約は、賃借人が賃料を支払って、物を貸しても

改正民法では、賃貸借の定義規定を改正しま

らう ( 賃貸人が物を貸す ) 契約なので、双務有

した。これは、定義の変更ではなく、改正前の

償契約に当たります。
改正民法では、従来から当然に解釈運用され

定義では分かりにくかった点を明確にしたもの

ていたものの条文としては明確な規定がなく分

で、実質的な改正ではありません。
「引渡しを受

かりにくかった点について明確化する規定を設

けた物を契約が終了したときに返還することを

け、従来からあった条文の整理をするなどの改

約すること」
を条文上追加して明確化しました。

正をしました。実質的な改正点としては、賃貸
借契約の存続期間の上限を 20 年から 50 年に
改めました。
消費生活相談に寄せられる賃貸借契約として
は、短期間の契約にレンタカー、貸衣装、レン
タル DVD などがあり、長期間にわたるものと
しては、賃貸マンションなどの住まいの賃貸借
契約に関する相談があります。後者に関する相
談は大変多く、賃貸借契約が終了して賃借物件
を明け渡したのに敷金を返してもらえないとい
うものが多くを占めています。
敷金をめぐる紛争の中には、契約で
「敷金は
返還しない」との特約を設けているものも見受
けられます。いわゆる、敷金不返還特約です。
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改正前民法の定義規定
（賃貸借）
第 601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の
使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うこと
を約することによって、その効力を生ずる。
改正民法の定義規定
（賃貸借）
第 601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の
使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うこと
及び引渡しを受けた物を契約が終了したとき
に返還することを約することによって、その
効力を生ずる。
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ある場合において、賃貸借が終了したときは、
その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、
その損傷が賃借人の責めに帰することができ
ない事由によるものであるときは、この限り
でない。

原状回復義務の規定の新設
賃借人は、賃貸借契約が終了した際には、賃
借物を契約締結して引渡しを受けたときの状態
( これを原状といいます ) に戻して返還する義
務を負います。ただし、賃借人は、賃料という
対価を支払って賃借物を使用する権利を得てい

修繕義務に関する規定

るので、契約で定めた目的に従った通常の使用
は、契約の履行として当然のことです。賃貸人

賃借物を使用していると傷んできて使用でき

は、通常の使用や賃貸借期間の経過に伴って劣

なくなり、修繕が必要になる場合があります。

化した部分については、賃料として対価を得て

賃借物件の修繕が必要になったときはどのよう

いるので、貸した当初の新品の状態に戻して返

にすればよいのでしょうか。賃借人が借りて使

還しろとはいえないはずです。そこで、従来か

用しているので、賃貸人には賃借物の状態は分

ら、解釈上当然に自然の損耗や経年劣化につい

かりません。賃借物件は、
賃貸人の所有物です。

ては、元に戻す義務はなく、そのまま返還すれ

他人の所有物を賃借しているからといって勝手

ばよいとされていました。

に修繕してよいものか、修繕費用はどちらが負

しかし、法律の条文としては、この考え方を

担すべきなのか、などいろいろと疑問が生じま

明記したものはなく、「原状回復」の内容をめ

す。これらについても、賃貸借契約で明確に契

ぐって賃貸人と賃借人との間では紛争が絶えま

約条件を決めていれば契約内容によるのが原則

せんでした。そこで、改正民法では、原状回復

です。しかし、こまごまとした取り決めをして

義務についての規定を定めました。

いない場合には、どのように考えたらよいかと

例えば、住まいの賃貸借契約において、賃借

いう問題があります。

人が棚を取り付けたとか、自分の好みの内装に

この点について、改正民法では、従来の扱い

工事したなどという場合には、借りた当初の状

を条文化して見える化を図りました。改正後の

態に戻す必要があります。年月の経過による壁

修繕関係に関する規定は以下のとおりです。

紙の日焼け、家具を置いた部分のカーペットの
へこみ、人の出入りによるカーペットなどの擦
り切れや汚れ、家具を置いていない部分に発生
したカーペットの退色などは、通常の使用によ
り生じた損耗、ないしは経年劣化による部分な
ので、そのままの状態で返還すればよいという
ことになります。
改正民法
（賃借人の原状回復義務）
第 621 条 賃借人は、賃借物を受け取った後
にこれに生じた損傷（通常の使用及び収益に
よって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経
年変化を除く。以下この条において同じ。）が
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改正民法
（賃貸人による修繕等）
第 606 条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益
に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃
借人の責めに帰すべき事由によってその修繕
が必要となったときは、この限りでない。
２ 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をし
ようとするときは、賃借人は、これを拒むこ
とができない。
( 賃借人の意思に反する保存行為）
（※本条は改正なし）
第 607 条 賃貸人が賃借人の意思に反して保
存行為をしようとする場合において、そのた
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めに賃借人が賃借をした目的を達することが
できなくなるときは、賃借人は、契約の解除
をすることができる。

改正民法
（賃貸借の存続期間）
第 604 条 賃貸借の存続期間は、五十年を超
えることができない。契約でこれより長い期
間 を 定 め た と き で あ っ て も、 そ の 期 間 は、
五十年とする。
２ 賃貸借の存続期間は、更新することがで
き る。 た だ し、 そ の 期 間 は、 更 新 の 時 から
五十年を超えることができない。

（賃借人による修繕）
（※新設）
第 607 条の 2 賃借物の修繕が必要である場
合において、次に掲げるときは、賃借人は、
その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を
通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもか
かわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修
繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
（賃借人による費用の償還請求）
（※本条は改正なし）
第 608 条 賃借人は、賃借物について賃貸人
の負担に属する必要費を支出したときは、賃
貸人に対し、直ちにその償還を請求すること
ができる。
２ 賃借人が賃借物について有益費を支出し
たときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、
第 196 条第２項の規定に従い、その償還をし
なければならない。ただし、裁判所は、賃貸
人の請求により、その償還について相当の期
限を許与することができる。

賃料の減額など
賃借物が賃借人の落ち度によるのではなく、
一部滅失するなどの事情が生じた場合には、賃
借人としては、契約で定めたとおりの賃料を支
払うのは納得がいかないでしょう。このような
場合、賃借人としては、使用できる部分が減っ
たのだから、賃料もそれ相応に減額されてしか
るべきと思うのではないでしょうか。
改正前民法にも、賃借人の過失によらないで
一部滅失した場合の賃料の減額請求権について
の規定がありました。改正民法では、さらに条
文を分かりやすくするために改正し、さらに、
改正前の減額を請求できるという規定から、
「賃
料は、その使用及び収益をすることができなく

賃貸借契約の存続期間

なった部分の割合に応じて、減額される」と改

住まいの賃貸借契約や建物所有目的の借地契

めました。

約の賃貸借契約期間の扱いは借地借家法の適用
によりますが、それ以外の賃貸借契約について
は民法によります。例えば、資材置き場として
の借地契約や駐車場などの賃貸借契約などが典
型例です。民法では、賃貸借契約間の存続期間
について上限を規制しています。改正前は 20
年が上限でしたが、改正民法では 50 年に延長
しました。これよりも長い賃貸借期間を契約で
定めても、50 年を超える部分は無効です。た
だし更新は可能です。
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改正民法
（賃借物の一部滅失等による賃料の減額等）
第 611 条 賃借物の一部が滅失その他の事由
により使用及び収益をすることができなく
なった場合において、それが賃借人の責めに
帰することができない事由によるものである
ときは、賃料は、その使用及び収益をするこ
とができなくなった部分の割合に応じて、減
額される。
２ 賃借物の一部が滅失その他の事由により
使用及び収益をすることができなくなった場
合において、残存する部分のみでは賃借人が
賃借をした目的を達することができないとき
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は、
賃借人は、契約の解除をすることができる。

定めました。敷金は、賃貸借契約が更新された
場合には、更新後の契約にも引き継がれます。

敷金に関する規定
建物賃貸借契約では、賃貸借契約締結時に賃
借人が賃貸人に敷金を支払うことが一般化して
います。敷金とは、賃借人が賃貸人に対して負
う金銭債務の担保としての性質を持つもので
す。建物賃貸借契約は、数年から数十年といっ
た長期間にわたることが通常です。そのため、
賃借人の賃料の不払いや賃借物の使用について
の債務不履行による損害賠償責任などが発生す
る場合があります。そこで、これらの金銭債務
を担保するために利用されるようになったもの
です。地域によっては保証金などの名称を用い
ている場合もありますが、その制度趣旨は同じ
です。
賃貸借契約が終了して賃借人が賃借物件を返
還したら、賃貸人は、速やかに賃借人の金銭債
務を確定し、金銭債務がある場合には敷金から
充当します。充当して残りがある場合には、賃
貸人は賃借人に対して残金を返還します。充当
すべき金銭債務がない場合には速やかに賃借人
に全額返還すべきものです。
以上が、敷金の通常の扱いですが、これまで
は敷金に関する民法上の定義や扱いに関する規
定がなく、敷金をめぐる紛争が多発していまし
た。消費生活相談でも、敷金をめぐる相談は多
数あります。
改正民法では、敷金に関する定義規定を新設
し、その内容は、従来からの敷金の扱いを明確
化したものです。敷金については、契約上の名

改正民法
第４款 敷金
第 622 条の２ 賃貸人は、敷金（いかなる名
目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸
借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する
金銭の給付を目的とする債務を担保する目的
で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
以下この条において同じ。）を受け取っている
場合において、次に掲げるときは、賃借人に
対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に
基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭
の給付を目的とする債務の額を控除した残額
を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を
受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
２ 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生
じた金銭の給付を目的とする債務を履行しな
いときは、敷金をその債務の弁済に充てるこ
とができる。この場合において、賃借人は、
賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充て
ることを請求することができない。
（賃貸借の更新の推定等）
第 619 条 （※第 1 項は改正なし）
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の
使用又は収益を継続する場合において、賃貸
人がこれを知りながら異議を述べないときは、
従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をし
たものと推定する。この場合において、各当
事者は、第 617 条の規定により解約の申入れ
をすることができる。
２ 従前の賃貸借について当事者が担保を供
していたときは、その担保は、期間の満了に
よって消滅する。ただし、第 622 条の２第１項
に規定する敷金については、この限りでない。

目によらず、また名称のいかんを問わず、何を
目的としたものかによって判断することを明確
化しました。目的として、
「賃料債務その他の
賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対す
る金銭の給付を目的とする債務を担保する目的
で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
」
と
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