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オンラインゲームで
何が起きているか

特集

1

ゲーム産業の動向と
消費者に対する取り組み
植田 修平

日本オンラインゲーム協会（JOGA）共同代表理事
Ueda Shuhei （一社）

2001 年株式会社ゲームポット創業。数多くのオンラインゲームをプロデュース。2005 年上場。
オンラインゲームの黎明期から成長期にかけての業界発展に尽力。

トの普及・高速化、スマートフォンの登場が挙

はじめに

げられます。この 20 余年にわたるゲーム業界

一般社団法人日本オンラインゲーム協会
（以
下、JOGA）
では毎年、オンラインゲーム業界の

での大きな変革の流れと、業界団体として消費
者とどう向き合っているかを紹介します。

市場統計調査を実施しています。この市場規模

家庭用ゲーム機の勃興

は 2015 年に初めて１兆円を超え、2017 年度

日本における家庭用ゲーム機の歴史は、1983

には１兆 3000 億円を超えました。
特にこの 15 年余りで、ここまで大きく、か

年の任天堂のファミリーコンピュータの登場に

つ急速に成長した理由としては、インターネッ

より始まります。ファミコンが一大ムーブメン
トを巻き起こし、家庭用ゲーム機の市場をほぼ

図

独占するなか、数多くの名作ゲームが任天堂だ

オンラインゲーム市場規模の推移

（億円）
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場を一大産業へと押し上げたことで、この頃か
ら日本＝ゲーム大国と世界中に認識されるよう

11,036

10,000
8,000

13,603

けでなくサードパーティ＊１からも発売され、市

になりました。

9,308

1995 年頃になると当時、次世代機と呼ばれ
たセガサターン、プレイステーションといった

6,000

32bit の処理能力の高いゲーム機が登場し、そ

4,000

れに伴いグラフィックや表現力など格段に進化

2,000

したゲームソフトが発売されました。3D ポリ

0

ゴンでキャラクターが表現されたゲームが続々
2013

2014

2015

2016

2017

（年度）
2018

と登場したのもこの頃です。
その後も Xbox をはじめ、NINTENDO64、

出典：JOGA オンラインゲーム市場調査レポート 2019

＊１ ゲーム機本体のメーカー以外のソフトウェアを開発・発売する会社のこと。
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ドリームキャスト、プレイステーション２など

ア圏においては 2000 年代に入ると瞬く間にオ

さらに進化を遂げたハードウェアが次々と発売

ンラインゲームのブームが起こり、わずか 10

されました。それに呼応し、さらにハイスペッ

年足らずの間に巨大なマーケットを形成するま

クなゲームソフトが開発され、家庭用ゲーム機

でになりました。

の市場は全盛期を迎えました。

新しいビジネスモデル

その一方、移動時も手軽にゲームを楽しめる
ように設計された機器としてゲームボーイやプ

オンラインゲームが爆発的に普及していった

レイステーション・ポータブル、ゲームボーイア

背景の１つに、そのビジネスモデルが挙げられ

ドバンス、ニンテンドー DS が登場し、
「ポケッ

ます。従来型の家庭用ゲームソフトはソフト自

トモンスター」
のような国民的ゲームも生まれ、

体を売るパッケージ販売が主流であったのに対

携帯型ゲーム機も広く普及していきました。

し、オンラインゲームは無料でプレイができ、

インターネットによるゲーム革命

ゲーム内のアイテムに課金していくアイテム課
金型のビジネスモデルが主流です。いわゆる

長らくゲームといえば家庭用ゲームが代名詞

「Free to Play」と呼ばれる販売手法は、多く

でしたが、ゲームの遊び方からビジネスモデル

のユーザーに利用してもらえるもので、アイテ

までをも大きく変化させたきっかけはインター

ムを購入することで、ゲームを有利に進めるこ

ネットの出現です。ゲームはよりインタラクティ

とができるようになっています。高速インター

ブな双方向での遊びに変化していき、その中で

ネット網の普及に伴い、
「Free to Play」モデ

といわれる
「ウルティ

ルを武器に、ハイクオリティで楽しめるオンラ

マオンライン」
（1997 年）が登場しました。こ

インゲームは徐々に市場を形成していき、今で

のゲームがもたらした衝撃は大きく、ユーザー

は無料でこうしたゲームを始められることが当

はネットを通じ、ゲーム内で他のユーザーとコ

たり前の時代になりました。

世界初めてのMMORPG

＊２

ミュニティを形成し、没入するようになりまし

これに伴いアイテム課金型ビジネスの登場

た。また、生産や狩り、アイテムの売買などを

は、さまざまな販売手法を生み出すきっかけと

とおして経済活動を行えるなど、画期的な自由

もなりました。コラボ商品と呼ばれる他の商材

度の高さで、20 年以上経った今でも多くのユー

（アニメ等）
を使ったアイテムやボイス
（声）をア

ザーに愛される、オンラインゲームの基礎を

イテム化して販売したり、いわゆるガチャと呼

作った名作とされています。これを皮切りに、

ばれるレアアイテムをランダムで提供する販売

インターネット環境の普及も相まって、オンラ

手法はゲームユーザーを過熱させる要因とな

インゲームが続々と登場しました。

り、業界の規模が拡大するきっかけとなりまし

この頃オンラインゲーム先進国として台頭し

た。この販売手法は、のちにソーシャルゲーム

ていたのが韓国です。1997 年に起こった IMF

というジャンルが登場した際にさらに過熱して

通貨危機の際に、国策として取り組んだ IT 政策

いきます。

の一貫で高速インターネット通信網が整備さ

ソーシャルゲームの登場による
コンプガチャ問題

れ、次々とオンラインゲーム会社が誕生し、
「リ
ネージュ」
「ラグナロクオンライン」
など全世界で
ヒットしたゲームが開発されました。特にアジ

ソーシャルゲームとは主に SNS 上における

＊２ Massively Multiplayer Online Role-Playing Game の略。大規模多人数同時参加型オンライン RPG のこと。
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ソーシャルグラフ＊３を利用したゲームであり、

2012 年頃からはスマホゲーム市場が急激に

日本では当初、主に携帯電話で DeNA とグリー

拡大し、今までゲームになじみの薄かった主婦

の２社がソーシャルゲームプラットフォームと

層などにもユーザー層が広がりました。代表的

して、ユーザーの獲得にしのぎを削っていまし

なコンテンツとして
「パズル & ドラゴンズ」が挙

た。急速に市場が拡大し、ソーシャルゲームへ

げられます。同時にゲーム会社のみならず多く

の参入企業も続々と増え、各社がガチャの販売

の新規参入会社がスマホゲームの市場に参入し

手法をめぐってさまざまなしくみを手がけてい

ていきました。のちに
「モンスターストライク」

きました。そのため、射幸心をあおるようなガ

「Pokémon Go」などもリリースされ、社会現

チャの販売手法が増えていき、結果、レアアイ

象を巻き起こすまでになっています。スマホ

テムを求めるため高額課金者が急増し、いわゆ

ゲームがゲーム業界を牽引し、2015 年には国

るコンプガチャと呼ばれる販売手法が景品表示

内のオンラインゲーム市場は初めて１兆円を超

法（絵合わせの手法）に抵触するという発表が、

える規模となりました。

けん いん

消費者庁からなされました。

e スポーツの広がり

もちろんのこと業界内には大きな衝撃が走り
ました。当時ソーシャルゲームには数多くのベ

昨今、ゲーム業界には新しいムーブメントが

ンチャー企業がこぞって参入していたこともあ

起こりつつあります。皆さんも最近、e スポー

り、事業拡大を優先して、コンプライアンスに

ツという言葉をメディア等でよく耳にするかと

対しての意識が薄く、消費者保護の観点からも

思います。e スポーツとはエレクトロニック・

十分な内部体制を整えている会社が少なかった

スポーツの略称で、競技性の高いゲームを使っ

といえます。これをきっかけに、各業界団体お

て行われる対戦競技であり、またそうしたゲー

よび各企業にて消費者を守るという意識が生ま

ムをスポーツとしてとらえた名称のことです。

れ、ガイドラインを制定したり、コンプガチャを

2010 年初頭くらいから欧米・アジアを中心に

廃止するなど、問題収束のため、対応を行いま

広がりが見られる新しい分野です。e スポーツ

した。そして新たにソーシャルゲームのプラッ

といってもさまざまなジャンルがあり、日本人

トフォームの業界団体が設立され、自主規制を

になじみのある格闘ゲームからスポーツゲー

強める傾向がみられるようになりました。

ム、 欧 米 や ア ジ ア で 人 気 の あ る MOBA ＊ ４、

スマートフォンの出現による
ライフスタイルの激変

FPS ＊５、カードゲームなどのジャンルが存在し
ます。
世界の e スポーツの流れから遅れをとってい

2007 年に発売された iPhone は、のちにゲー

た日本ですが、ここ２、３年 e スポーツの波が急

ム市場を大きく塗り替えることになります。

速に広がりつつあります。流行のきっかけとし

Google で開発された Android と合わせて、家

て挙げられるのが動画メディアです。世界的な

庭用ゲーム・PC ゲームの時代から一気にスマー

e スポーツの大会などがネットをとおして日本

トフォンのゲームの時代へと、世界中の人々の

の熱狂的なゲーマー達にも広がり、ゲーム実況

プレイスタイルを大きく変革させました。

など競技性の高いゲームのネット配信などが日

＊３ Web 上での人間の相関関係や、そのつながり、結びつきを意味する概念。
 ultiplayer online battle arena の略。プレイヤーが２つのチームにわかれ、各プレイヤーがキャラクターを操作し、敵チームの本拠地を破
＊４ M
壊する、というルールを基本としたゲームジャンル。
＊５ First Person shooter の略。一人称視点でキャラクターを操作し、銃器等のアイテムを用いて敵対するキャラクターを打倒するゲームジャンル。
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本でも行われるようになり、e スポーツファンが

めざす若者たちも増えてきています。近年では

増えていきました。2018 年末には、流行語大

日本で初めてのプロゲーマーの専門学校が開校

賞に e スポーツがノミネートされるに至ってい

したり、各大学のサークルや高校の部活で e ス

ます。

ポーツのクラブが続々と立ち上がったりしてい

e スポーツの浸透は世界的な流れもあります

ます。2018 年からは毎日新聞社主催による全

が、日本では各ゲームの製造運営事業者が中心

国高校 eスポーツ選手権が開催され、100 校近く

となり CESA、JOGA といったゲーム業界団体

の高校が全国からエントリーし、熱い戦いを繰

の全面協力のもと、日本 e スポーツ連合
（JeSU)

り広げました。最近の調査によると、男子中学生

が結成されたことも大きいでしょう。プロゲー

の将来なりたい職業としてプロ e スポーツの選

マーのライセンス制度の導入や、景品表示等の

手が２位に挙げられるなど、主に若者を中心に

法規制への対応整備を前提とした大会運営など

e スポーツへの憧れが広がってきています＊６。

が、今まで草の根的に行われてきた e スポーツ

ゲームと消費者

の大会をメジャーに押し上げています。

ここで業界団体としての取り組みをいくつか

オリンピック種目に？

紹介したいと思います。JOGA はオンライン

日本ではゲーム大会の延長戦といったイメー

ゲームの産業振興および健全な発展のために

ジがまだ強いかと思いますが、将来的には
「e ス

2007 年に設立された業界団体です。オンライン

ポーツ」がオリンピック種目にならないかとい

ゲームの魅力といえばネット上で多くのユーザー

う議論もみられます。残念ながら現在のところ

とつながって一緒にプレイできる点ですが、同時

IOC は否定的であり、2020 東京五輪では実現

にネット上でのトラブルも発生しており、トラブ

されませんが、2018 年のジャカルタのアジア

ルの未然防止のため、オンラインゲームをプレ

競技大会ではエキシビションマッチとして e ス

イする際のガイドラインの制定、ユーザーに対

ポーツの競技が行われ、日本から参加した選手

しての啓発活動など地道な活動を行っています。

が見事、金メダルを獲得しました。また、2022

オンラインゲーム上の消費者トラブルで多い

年に杭州で開催されるアジア競技大会では正式

ものとして、自分のアカウントが他人に乗っ取

種目として e スポーツが採用されることが有力

られてしまうアカウントハックや利用規約等で

視されています。世界的に見ても着実に競技ス

禁止されているゲーム内アイテムの取引を知ら

ポーツとしての機運が高まってきています。

ない人と行ってしまい、自分のアカウントが利

こうしゅう

日本においても、2019 年 10 月に茨城国体

用停止になってしまうケース、または子どもが

の文化プログラムとして e スポーツが採用され

親のクレジットカードを勝手に利用して気づい

ました。また、2020 年１月には東京都主催の

たら高額課金をしてしまっている事例などがあ

e スポーツ大会の開催が予定されるなど、全国

ります。未成年ゲームユーザーの過課金の大半

の自治体での注目度も高まっています。

は、クレジットカード利用によるものであるた
め、JOGA は、日本クレジットカード協会と

若者と e スポーツ

連携して子どものクレジットカード利用に関す

日本でもプロゲーマーが誕生して各メディア

る注意喚起を行う啓発キャンペーンを実施した

でも話題になってきていますが、プロゲーマーを

り、
また、
国民生活センターおよび日本クレジッ

＊６ ソニー生命保険株式会社「中高生が思い描く将来についての意識調査 2019」
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ト協会に協力してもらい、子どものクレジット

ンは、少し前までの画面でチャットを使ったも

カード利用に関する
「管理」
「確認」
「話し合い」
を

のから、ゲーム内でボイスチャットを使ったも

促す啓発キャンペーンをインターネット上で実

のとなり、また、見ず知らずの
「フレンド」＊８

施しています＊７。また、消費者庁が「インター

と会話をしながら協力プレイを楽しんだり、時

ネット通販」
「口コミ」
「サクラサイト」
「オンライ

にはオフ会を開いてリアルの場での親交を深め

ンゲーム」の４分野に重点を置いたインター

たりなど、
人との繋がりの場にもなっています。

ネット消費者トラブル防止キャンペーンを実施

一方でユーザー同士のトラブルも後を絶ちま

した際に、JOGA および会員企業はこのキャ

せん。一定のルールのもとにゲームの楽しさが

ンペーンに賛同し協力しています。

あることを教えていくことも我々の仕事だと認

さらに JOGA は、消費者だけでなく、その消

つな

識しています。
消費者とゲーム産業との課題は日々変わって

費者と日々向き合っている全国の消費生活相談
員にもより的確に状況を把握いただけるよう、

きています。今までも高額課金者問題、なりす

相談員向けにオンラインゲームビジネスのしく

まし、RMT（リアルマネートレード）
、未成年

みやトラブル事例、専門用語等を分かりやすく

対策、コミュニケーショントラブル等々、ユー

解説したガイドを自主的に制作し、全国消費生

ザーを取り巻く環境を少しでも改善するため、

活相談員協会にて説明会を開催するなどの活動

業界団体として真摯に向き合ってきましたが、

も行なっています。また、全国各地の自治体や

特に今、業界全体の課題として取り組んでいる

行政からの要望があれば、オンラインゲームを

のが、ゲーム障害です。2019 年の５月に世界

きっかけに起こっている消費者トラブルの事例

保健機関
（WHO）より
「国際疾病分類」に位置づ

や業界として取り組んでいるガイドラインの説

けられたことを受け、業界としては真摯に向き

明を行うなどしています。

合い、実態把握から今後の方針づくりにまさに

しん し

例えば、学生たちにも親しみを持ってもらい

取り組んでいる最中です。ユーザーが健全なか

つつ、オンラインゲームに起因するトラブルか

たちでゲームプレイを楽しめるバランスのとれ

ら子どもたちを守るために、京都府と共同で

た業界でありたいと望んでいます。

行った IT リテラシーに関する消費者啓発キャ

最後に

ンペーンでは漫画を制作して、多くの学生たち

これまでみてきたとおりゲームのイノベー

に啓発活動を行いました。

消費者に向けた課題と取り組み
我々のような利用者の多くに未成年者を抱え

ションによって我々の生活環境にも影響を及ぼ
す事象がたくさん起きています。テクノロジー
の面から見ても AR、VR、AI、同時通信技術と、

る産業は、常に産業の発展と同時に青少年たち

新しいテクノロジーはゲームを通じても我々の

が健全にゲームを楽しんでくれる環境作りが必

生活環境を豊かにするツールとして、今までも

要であると感じています。ゲームの提供の仕方

これからも導いてくれるものと感じています。

もこの 30 年間で大きく変化し、時代時代のデ

JOGA もゲームが与える喜びや爽快感・達成

バイスやネットワークの進化によって、子ども

感、プレイヤー同士がつながることができる安

たちのゲームに対しての向き合い方も変わって

心感など、多くの消費者の心身にプラスとなる

きています。ユーザー同士のコミュニケーショ

存在であり続けたいと切に願っています。

＊７ 「子どものスマートフォン課金トラブルを防ぎましょう」： https://japanonlinegame.org/Campaign_Credit/
＊８ オンラインゲームやインターネット等のみで繋がっている友達や知り合い。
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病気認定されたゲーム障害の
現状と今後
樋口 進

国立病院機構 久里浜医療センター 院長
Higuchi Susumu （独）

依存症対策全国センター長、世界保健機関アルコール関連問題研究・研修協力センター長

日本におけるゲーム障害の現状

がります。

治療方法と目的

2019 年５月、世界保健機関
（WHO）
が
「ゲー
ム障害」を新たな国際疾病分類として認定しま

ゲーム障害の治療ではカウンセリングや運

した。ゲーム障害とは、ゲームをする時間をコ

動、認知行動療法、グループミーティング、入

ントロールできない、他の生活上の関心事や日

院やキャンプなどのプログラムを行います。治

常の活動よりゲームを優先するといった症状が

療の目的はいずれもデジタルデトックスで、

１年以上継続することをいいます。症状が重い

ゲームから離れた環境に身を置かせること、そ

場合は１年以内でも該当します。

して自分の置かれている状況を把握させ、将来

今のオンラインゲームは、昔のゲームとは

の夢や今やらなければならないことへの理解を

まったく違います。ゲームに終わりがなく、画

促すことです。治療から脱落すると家で再び

面の向こう側にいる人との競争や仲間意識が生

ゲームざんまいになる可能性が高いため、まず

まれるため、自分で自分をコントロールできな

は治療を続けることが目標となります。

くなり、依存してしまう可能性が高いしくみに

毎年夏に行っている８泊９日のキャンプで

なっています。ゲーム障害では体を動かさずに

は、一般的なキャンプに加えて認知行動や個人

ゲームに没頭するため、
体力の低下や栄養不足、

カウンセリング、疾病教育などを行います。入

うつ気味になるといった心身不調を来します。

院は約２カ月間で、規則正しい生活をしながら

そして何より気をつけたいのは、家族や社会と

デジタルデトックスの環境を作り出します。
特に中高生においては、そもそもゲームを取

の機能不全です。
当院では患者の約 70％は未成年者が占めて

り上げ、病院へ受診に来させることさえ困難な

います。ゲームに没入した彼らは、昼夜逆転し

ケースも多く見受けられます。そのため、外来

て引きこもる、親に注意されて暴言や暴力を振

での治療はもちろん、長期間ゲームから離れる

るう、成績が大幅に下がるなど、将来への悪影

入院やキャンプに説得して参加させることはと

響は計り知れません。

ても大変です。

一方、成人患者は 30％ほどで多くが 20 代。彼

しかし一度治療がスタートすると、最初は上

らはゲーム内で使用できるアイテム購入、通称

手にコミュニケーションが取れなくても徐々に

“ガチャ課金”で相当なお金をつぎ込んでしまう

同じ患者同士、リアルな世界の仲間と楽しく過

のですが、自分の収入で完結する場合もあるた

ごせるようになり、次第に、医者や患者仲間に

め自身で依存自体に気づきにくい特徴がありま

会いに病院に行くという動機ができます。その

す。また中高生の頃から今に至るまで長期間

ように自分の居場所や健全な対人関係が作られ

ゲームに浸っているので、治療のハードルも上

ると、あとは自然とゲーム障害の症状はよく
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なっていくケースがほとんどです。

ために家庭でできる予防策として重要なのは、
使う状況と時間の管理です。そもそもゲームや

家族へのケアの必要性

スマホ、タブレットを買い与えたときにしっか

治療が本人だけでなく、親にも必要な場合が

りと時間決めをしなければなりません。ゲーム

あります。部屋に引きこもってゲームばかりし

を楽しむ時間が長くなってから、
「これからは

ているゲーム障害の子どもを持つ親は、何もし

時間を減らしなさい」と言ってもうまくいかな

ていないわけではありません。ゲームをやめさ

いでしょう。

せようと取り上げたり注意をしたりすると、子

親の目が届く範囲で使わせたり、子どもの端

どもが目付きを変えて暴言や暴力を振るうた

末が Wi-Fi 接続できる時間を制限したりといっ

め、不本意ながら本人のなすがままにするしか

たことも有効です。ただし、子どもの同意を得ず

ないという居たたまれない状況に置かれている

に勝手にルール化したり、ネガティブに怒った

のです。

りするのは決してよくありません。本人と話を

ゲーム障害の子どもは、親が何百回と注意を
してもまったく聞く耳を持ちません。だからこ

したうえで了承を得て決めることが大事です。

②ゲーム以外の生活について考える
また、ゲームをある程度してしまっている段

そ、学校、医療機関、カウンセラー、友人など、
とにかく家族以外の第三者が介入することが大

階では、ゲームやネット使用に関する細かい

事になってきます。

ルールを決めるよりも、自分の生活を向上させ

また、子どものゲーム音で親が心身に不調を

るために必要なことや、本来の人生を前に進め

来したり、かつて子ども時代にゲームをしてい

ることを中心に諭すことの方が大切でしょう。

て自分は中毒にならなかったという自負を持つ

理屈を並べても理解できない中学生以下の子

父親が母親との間でゲーム依存に対して認識が

どもに対しては、支援学級に通う、学校に１日

異なることから夫婦関係が破綻したりといった

でも行く、
病院に行ってみるなど、
スマホやネッ

ケースも見られます。そのため家族会などを通

トにつながらない時間を作って現実の中でやる

じて、ゲーム障害の背後にある親子関係のトラ

べきことを広げることを主な目標にします。そ

ブルや夫婦間の問題もケアしていくことになり

こで
「少しでも学校に行けてよかったね」
と言う

ます。

と
「じゃあ、明日はもう少し学校に行こうかな」

は たん

家族ワークショップでは、家族の問題を話し

と喜ぶ子どもを何人も見てきました。親はネガ

て皆で解決策を一緒に考えます。誰にも相談で

ティブな内容で叱るよりも、ポジティブなきっ

きなかった家族の問題を同じ経験をしている他

かけを作るように心がけるべきです。

の家族と共有することで、救われた気持ちに

専門機関の問題と今後の課題

なったり、家庭での取り組みのヒントを得られ
る親もいます。ゲーム障害の治療を考えるうえ

①治療可能な医療機関は少ない
現在、ゲーム障害やインターネット依存を適

では、本人はもちろんのこと、親へのケアもと

切に治療してくれる医療機関は全国に 30 以上

ても重要になってくるのです。

あります。
この数は今後も増加するでしょうが、

家庭でできる予防策

それだけでは解決できない問題があります。

①状況と時間の管理をする

まず、治療を必要としている患者さんが爆発

子どもをゲーム障害やネット依存にさせない

的に増えているなかで、医療機関の数自体が絶
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対的に足りません。当院でも２カ月に１度予約

在です。学校に行くのは嫌だけど話しやすいス

受付を行いますが、受付開始後 30 分程度で予

クールカウンセラーがいるとか、数人の友達が

約枠が埋まってしまいます。

いるなど、学校との連携があれば、通学の動機

そして患者の大半を占める中高生は自分の置

につながりやすく治療が進めやすくなることも

かれた状況への理解度が低く、親に無理やり連

あります。

れて来られることで本人が積極的に治療を受け

③ e スポーツブームの裏側で

入れる状態になく、また親との関係もこじれて

ところで昨今、ブームになっている e スポー

います。それらをひもとくことで治療の方法を

ツですが、盛り上がりや楽しそうな場面ばかり

見つけ出していくことから、１人の患者の診療

が報道され、その負の部分が見えにくくなって

には非常に時間がかかります。そのため、１つ

いると感じます。e スポーツのプレイヤーを志

の医療機関が受け入れられる患者の数に限界が

す人の中にも、昼夜逆転してゲームに依存し、

あるのです。また、
医療機関によってはインター

生活が破綻してゲーム障害に陥っている人々が

ネット依存やゲーム障害の専門家がいないとこ

いて、その数は年々増えています。彼らは治療

ろもあります。明確な治療指針が確立されてい

のためにゲームから離れなくてはならないが、

ないため、相談しても解決できずに終わってし

強くなるというポジティブな理由のためにゲー

まうこともあり得るのです。つまり、現状はま

ムをしなければならないため、治療は困難を極

だ国内の治療体制が整っているとはいえない状

めます。
現状、世界的に見てもまだ e スポーツとゲー

況です。
また、本人でも親でも
「相談したくてもでき

ムへの依存についての研究データは多くありま

ない」と困っている人はとても多いので、日本

せん。ゲーム障害が疾病分類に認定されたとこ

中どこにいてもネット依存やゲーム障害の相談

ろですが、今後はデータをもとに e スポーツの

ができる窓口が設置されるべきだと思います。

隆盛の影に、依存で苦しんでいる人がどのくら

さらに医療機関の診療報酬も変えていかない

い存在しているのかを把握する必要性があるで

と、全国にこうした障害の医療機関や専門家が

しょう。

増えないのではないかという懸念もあります。

②教育現場との連携

写真 久里浜医療センター

学校の教育でも取り組まれる必要性を感じて
います。ネットリテラシーやインターネットそ
のものの使い方については力を入れています
が、ネットやゲームの負の側面についての教育
はあまり行われていない印象です。これは子ど
もだけでなく保護者も対象として一緒に行う必
要があるでしょう。また、専門機関が学校で子
どもたちに直接指導をする体制作りやスクール
カウンセラーへの教育なども今後の課題です。
さらに、専門機関と学校との連携も大事に
なってきます。ゲーム障害を持つ子どもたちの
治療で影響が大きいのは、関係性のある人の存

（取材：国民生活センター 広報部
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国民生活センター相談情報部

ど、
「契約・解約」
に関する保護者からの相談が

相談の傾向

最も多くなっています。一方、契約当事者が成

①年度別相談件数等
PIO─NET

＊1

年の場合、ゲーム内容そのものの
「品質・機能、

によると、オンラインゲームに関

役務品質」
や電子くじの確率表示等の
「表示・広

する相談は近年減少傾向にあったものの、2018

告」
、
「苦情に運営事業者が対応してくれない」

年度は増加しています。契約当事者を年代別に

といった
「接客対応」
に関する相談が目立ちます

みると、特に未成年者
（20 歳未満）
の相談が目立

（図２）
。

（2014 ～ 2019
ちます
（図１） 。未成年者の相談
＊2

図２ 相談内容
（複数回答項目）

（2014 〜 2019 年度までの受付分）

年度まで 9,299 件）
の内訳は、小学生が 3,317 件

（%）

（35.7％）
、中学生が 3,309 件
（35.6％）
、高校生

100

が 1,274 件（13.7％）
となっています。

80
60

図１ 年度別・契約当事者年代別相談件数

40.2

40
20

（件）

62.1

93.6
73.7

55.9
22.1
0.2 0.4
その他

3.4

接客対応

契約・解約

販売方法

表示・広告

17.9 11.9
2.4

価格・料金

1,799

法規・基準

0

10.2
1.1 1.7 4.2
品質・機能、
役務品質

4,911
5,000 4,498
4,280 4,093 4,087
4,000
3,000
2,000
1,000
0

契約当事者が未成年（n=9,299）
契約当事者が成年（n=12,522）

※年齢無回答・未入力を除く。

2014

2015

60歳以上
20歳代

2016
50歳代
20歳未満

2017

2018 2019 （年度）
4月―8月

相談事例

40歳代
30歳代
無回答・未入力

②契約購入金額
平均契約購入金額をみると、契約当事者が未

事例１ 息子がオンラインゲームで保護者のクレ
ジットカードを使っていた。取り消したい。

成年者であっても、成年の場合と同程度か上
回っており、2018 年度は、契約当事者が未成
年者の場合は約 32 万円、成年の場合は約 26
万円となっています。

③相談内容
相談の内容をみると、契約当事者が未成年者
の場合、「子どもが内緒でオンラインゲームで
の高額な課金をしていたので取り消したい」な

クレジットカード（カード）の請求明細に覚え
のない 20 万円もの高額な請求があり、中学生

の息子がスマホのオンラインゲームでアイテム
を購入していたことが分かった。息子はこれま
でお小遣いの範囲内でプリペイド型電子マネー
を購入し、支払っていたが、今回はその入金が

うまくゲーム内に反映されなかったため、保護
者のカードを使って購入したとのことであった。
また、息子が利用していたゲームでは 20 歳未

＊１ P
 IO─NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネット
ワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
＊２ 本稿のデータはいずれも 2019 年 8 月 31 日までの登録分。
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満の利用者に対して 2,500 円の課金額制限が
設けられていたが、息子は年齢を 20 歳以上と

詐称して利用していたようだ。今では息子はと
ても反省しているので、何とか取り消してもら
えないだろうか。

ことも有効です。
事例２ 高額な課金をして手に入れたアイテムの
能力を運営事業者が下方修正した。納得いか
ない。
スマホのオンラインゲームでレアアイテムを
入手するため、電子くじを何度も利用した。こ

（相談者：40 歳代 女性、契約当事者：10 歳代 男性）

のアイテムは他のアイテムより能力が高くどう
しても欲しかったので、約 20 万円を投じて入手
した。ところが後日、運営事業者から「プログ

子どもがゲーム機やスマホ等でゲームを利用
し、そのアイテムやキャラクター等を手に入れ
るため、保護者に内緒で課金をしているケース

ラムにバグがあったため修正した」とのメール
が届き、入手したアイテムの能力が半減してし
まった。納得できず、運営事業者へ苦情を伝えた

や、保護者も子どもも無料と認識し課金に気づ
かないまま利用するケースがみられます。

ところ、
「本来の能力になっただけだ」との返信
があった。アイテムの能力を信用して高額な課
金をしたのだから、返金して欲しい。

具体的には、子どもが保護者の財布からカー
ドを持ち出したケース、端末に登録済みのカー
ド情報を使用したケース、保護者が設定した暗

（相談者・契約当事者：30 歳代 男性）

証番号を子どもが知ってキャリア決済を使用し
たケース、子どもが自宅の現金を保護者に無断

ゲーム内の仕様変更等に納得がいかない消費

で持ち出しプリペイド型電子マネーを購入した

者の相談がみられますが、ゲームの運用方針は

ケースがあります。

原則として運営事業者の判断に委ねられ、個別

保護者がカードや携帯電話の請求明細を見た

の対応等を求めることは難しいのが現状です。

り、現金がなくなったことに気づいたり、使用

他に
「アカウントが突然停止された。納得いか

済みのプリペイド型電子マネーを見つけたりし

ない」などといった相談もみられますが、運営

て、高額な課金に初めて気づくケースが多くみ

事業者は各社で設ける利用規約に基づいて対応

られます。

を実施しているため、ゲーム開始時に同意した

低年齢の子どもはカードを利用していてもお

利用規約を確認しましょう。

金を支払っているという意識がない場合があり

電子くじ
（いわゆる
「ガチャ」
）
が実施されてい

ます。保護者の財布等からカードを持ち出すこ

るゲームでは、
「何度引いても欲しいアイテム

とはお金を持ち出していることと同じで、その

が手に入らない」などといった相談もみられま

カードを使うことはお金を支払うことと同じで

す。アイテムが入手できるまで電子くじを引き

あると子どもに理解させましょう。また、スマ

続けた結果、課金額が高額になったケースもみ

ホ等のカード情報の登録状況やキャリア決済の

られます。電子くじに関しては、事業者団体が

利用限度額等設定状況を確認し、パスワードや

自主的な取り組みとしてガイドライン＊ 5 等を

暗証番号の管理を徹底しましょう。事業者が設

策定しているので、運営事業者の運営方針を把

けているペアレンタルコントロール
ルタリング機能

＊4

＊3

やフィ

握する際の参考になるでしょう。

を活用し、利用を制限する

＊３ 子
 どもが安全にインターネットを使えるよう、WEB 閲覧、アプリのダウンロード、サービス利用などについて、デジタル機器の設定を行うこ
とにより、保護者が安全な環境を整えること。（安心ネットづくり促進協議会ホームページより）
＊４ インターネット上のウェブページ等のうち青少年にとって有害なものを一定の基準で評価判別し、選択的に排除等する機能。
 般社団法人日本オンラインゲーム協会
「ランダム型アイテム提供方式を利用したアイテム販売における表示および運営ガイドライン」
（2016 年
＊５ 一
４月１日）https://japanonlinegame.org/wp-content/uploads/2017/06/JOGA20160401.pdf
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会「ネットワークゲームにおけるランダム型アイテム提供方式運営ガイドライン」
（2016 年
４月 27 日）https://www.cesa.or.jp/uploads/2016/release20160427.pdf
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FIT 買取期間満了後の選択と
これからの住宅用太陽光発電
山川 文子

Yamakawa Ayako

エナジーコンシャス代表

消費生活アドバイザー。くらしの省エネ・温暖化防止に関わる仕事に幅広く従事。著書に
『環境にや
さしいお買い物』
ほか。経済産業省 省エネルギー小委員会 委員。

太陽光発電の電力を固定価格で買い取る国の

図１ 太陽光発電の１日の発電・消費のイメージ

制 度 に お い て、 買 取 期 間 が 満 了 す る 家 庭 が

太陽光発電の発電電力

2019 年 11 月以降順次出てきます。これは、
2009 年 11 月に始まった「余剰電力買取制度」

消費電力

余剰電力
を売電

と、この制度を引き継いで 2012 年７月から始
まった「再生可能エネルギーの固定価格買取制

深夜

度」
（FIT : Feed In Tariff）
（ 以下、FIT）に基づ

朝

太陽光でまかなう
昼

夜

深夜

くものです。買取期間が満了することを、FIT

筆者作成

を「卒業する」ことになぞらえて、「卒 FIT」と呼

2012 年７月には、この制度を引き継ぎ、買
い取りの対象を太陽光のほかに風力、
中小水力、

ぶこともあります。
本稿では、この買取期間満了後の消費者の選
択肢や、これからの住宅用太陽光発電について

バイオマス、地熱による電力に拡大した FIT が
スタートしました。
FIT における太陽光発電電力の買取価格と期

整理します。

間は、10kW 未満の場合と 10kW 以上の場合

制度の概要

で異なります。住宅に設置されるシステムの多

太陽光発電の普及拡大を目的として、2009

くは 10kW 未満であることから、10kW 未満

年11月にスタートした
「余剰電力買取制度」
は、

を
「住宅用」
「家庭用」
、
10kW以上を
「事業用」
「産

太陽光発電で作られた電力のうち、自分で消費

業用」
と呼ぶこともあります。

をした（自家消費）分を差し引いた電力
（余剰電

買取価格は、太陽光パネルの価格などのシス

力）を、一定期間・固定価格で買い取ることを

テム導入にかかる費用をもとに国が決定しま

電力会社に義務づけたものです
（図１）。

す。表１は、2009 年度から 2019 年度までの

表１ 買取価格の推移
（10kW 未満 ･ ダブル発電なし※）
年度
買取価格

（円 /kWh）

2009

2010

2011

2012

2013

2014

48

48

42

42

38

37

2015

2016

2017

2018

2019

33

31

28

26

24

35

33

30

28

26

2015 年度以降の上段は出力制御対応機器の「設置義務なし」、下段は「設置義務あり」の価格。
2019 年度は、北海道、東北、北陸、中国、四国、九州、沖縄電力の供給区域において出力制御対応機器の設置が義務づけられている。
※売電中に蓄電池やエネファーム（家庭用燃料電池）などによる発電がない。
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図２ 住宅用太陽光発電システム費用平均値の推移

買取価格（10kW 未満）
を示しています。
買取期間は、10kW 未満が 10 年間、10kW

（万円 /kW）

以上が 20 年間、10kW 未満の買い取りは余剰
電力のみですが、10kW 以上は余剰電力または
発電量全量買い取りのどちらかを選択できます。

46.5

40

43.1

25

下、賦課金）として、電力の使用者全員が使用量

を中心に買い取り量が増加したことから、賦課

45

全体

43.2
40.5 39.8
41.5
38.5 37.7
39.1
36.7 35.8

30

用は、
「再生可能エネルギー発電促進賦課金」
（以

ます。事業用の大規模な太陽光発電による電力

47.9

35

FIT において電力会社が買い取りに要した費

に応じた額を電気料金の一部として負担してい

50

37.4
36.3
35.0

既築

新築

37.3 35.8
36.1
34.1
34.4
32.2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018（設置年）

〜2014 年：
（一社）
太陽光発電協会太陽光発電普及拡大センター補助金交
付実績データ
2015年〜：定期報告データ
（2015 年の新築・既築価格は、2014 年の全
体に対する新築・既築それぞれの価格の比率を用いて推計）
出典：調達価格等算定委員会
「平成31年度以降の調達価格等に関する意見」

金単価も上昇しています。FIT開始から約２年が
経過した 2014 年度の単価は 0.75 円 /kWh で

て住宅だけでなく、システムを設置した集合住

したが、2019 年度は約４倍の 2.95 円 /kWh に

宅もあり、共用部の照明などの電力として使用

なっています。

したり、各戸に分配したりしています。

このような国民負担の増加や、大規模な太陽
光発電に偏った再生可能エネルギーの導入、

買取期間満了後の選択

FIT の認定を取得しているにもかかわらず運転

国の買取制度が始まった 2009 年 11 月から

が開始されていない設備があるなどの課題を踏

10 年が経過し、2019 年 11月以降、買取期間が

まえ、改正法（通称：改正 FIT 法）が 2017 年４

満了する家庭が順次出てきます。2019 年
（11、

月に施行されました。太陽光発電に関しては、

12 月分）
は 53 万件、2023 年までに累計で 165

認定取得から運転開始までの期限が設定され、

万件に上るとされています。
買取期間満了後は、電力会社による買取義務

超過した場合の措置などが盛り込まれました。

がなくなるため、余剰電力をどうするかを設置

住宅用太陽光発電の普及

者自身が選択する必要があります。
選択肢には、

買取制度や補助金制度が後押しとなり、住宅

①小売電気事業者と契約して売電する ②蓄電

用の太陽光発電システムの導入件数は、2017

池などと組み合わせて自家消費を増やすなどが

年度までに累計約 238 万件に達しています。

あります。

この間、設置にかかる費用も低減してきました。

①小売電気事業者と契約して売電する

図２は、2012 年から 2018 年までのシステム

小売電気事業者
（既存の電力会社を含む）と個

費用（工事費を含む）
の推移を示しています。ま

別に契約し、余剰電力を売電する方法です。各

の向上も図られ、それに伴い

事業者から買取価格を含めたプランが公表され

同じ出力を得るために必要なパネル面積も小さ

ています。契約者を自社の電力購入者や自社の

くなりました。デザイン性も向上し、屋根材の

住宅オーナーに限定する、自社の電力購入者に

上に架台を取りつけ、その上に太陽電池を設置

対して高い買取単価を設定する、スーパーマー

する「屋根置き型」
に加えて、太陽電池と屋根材

ケットで使えるポイントを進呈するなどのサー

が一体となった
「屋根建材型」
もあります。戸建

ビスを付加するなどさまざまなプランがありま

た、変換効率

＊１

＊１ 太陽電池に入射した光のエネルギーのうち電気エネルギーに変換された割合。
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す。資源エネルギー庁のウェブサイト
「どうす

確認も必要です。サイクル数は、充放電が何回

る？ ソーラー」 には、買取事業者の一覧が掲

できるかを示すもので、１回の充電と１回の放

載されており、契約できる地域やプランの概要

電を１サイクルとしています。

＊２

を見ることができます。

蓄電池の購入に際しては、2019 年度は国の

各事業者のプランを見ると、契約期間の多く

補助金制度＊３ があるほか、地域によっては自

が１～２年間で、以降は１年ごとの自動更新に

治体の制度があります。また、蓄電池をリース

なっています。初回契約期間が「FIT 買取期間

する事業者もあります。

満了日の翌日から満了日の翌日が属する年度の

蓄電池購入によるコスト試算の結果は、太陽

末日まで」の場合、例えば 2019 年 11 月に満了

光発電の発電量、家庭での電力の使用量や使用

の家庭は 2020 年３月末日に期間が終了しま

時間帯、蓄電池の容量、購入電力の単価などに

す。示されている買取単価もこの契約期間にお

よって異なります。蓄電池の販売事業者などに

けるもので、以降の単価は変わる可能性がある

よる試算は、その前提条件等を確認する必要が

ことを認識しておきましょう。この点以外に、

あります。

契約が自動更新になっている場合、継続しない

電気自動車やプラグインハイブリッド車に搭

旨の申し出はいつまでにする必要があるか、契

載されている蓄電池
（バッテリー）
に余剰電力を

約手数料や解約料の有無なども確認する必要が

貯めることも可能です。家庭用蓄電池を購入す

あります。

る必要がなく、家庭用蓄電池よりも多くの電力

②蓄電池などと組み合わせて自家消費を増やす

を貯めることができます。使用するには車と住

余剰電力を蓄電池などに貯めて、貯めた電力

宅をつなぐための設備 V2H
（Vehicle to Home

を夜間などに使用する方法です
（図３）。

の略）
が必要です。このほか、エコキュート（自

家庭用の蓄電池は複数メーカーから販売され
ており、それぞれ仕様が異なります。貯めて使

然冷媒ヒートポンプ給湯機）のお湯を余剰電力
で沸かすという使い方もあります。

用できる電力量（実効容量（kWh））、充電に要

なお、蓄電池などを設置して自家消費量を増

する時間、サイズ、重量、設置場所
（屋内・屋外）

やしたとしても、まだ余剰電力がある可能性が

などを確認しましょう。また、蓄電池は充電と

あることから、大手電力会社は前記①に示すい

放電（貯める・使う）
の繰り返しによって劣化し

ずれかの事業者と売電の契約を結ぶことを勧め

ますので、サイクル数やメーカーの保証期間の

ています。
買取期間満了の案内は、満了時期の６カ月か

図３ 太陽光発電システムと蓄電池の連携イメージ
太陽光発電の発電電力
余剰電力を
蓄電池に充電
蓄電池から放電
深夜

朝

太陽光でまかなう
昼

消費電力

ら４カ月前をめどに、現在の買取事業者から個
別に通知されます。資源エネルギー庁のウェブ
サイト
「どうする？ ソーラー」
に、各事業者の通
知書のサンプルが掲載されています。通知書以
外にも、売電の契約書などに記載されている買

蓄電池から放電
夜
深夜
筆者作成

取開始時期を見ることで満了時期
（10 年後また
は 20 年後）が分かります。新たな事業者との
契約手続きには一定の期間がかかりますので、

＊２ 資源エネルギー庁「どうする ? ソーラー」https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/
＊３	平成 31年度 災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金。交付要件あり。公募期間
（二次公募）
：2019 年10 月１日〜11月29日
12：00。詳細は、（一社）環境共創イニシアチブ（SII）のウェブサイトを参照。 http://sii.or.jp/kateichikudenchi31/
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早めに検討し、
適宜申し込むことが望まれます。

経験しています。パワーコンディショナーや発

買取期間満了後に、どの事業者とも売電の契

電量モニターで日々や月ごとの発電量をチェッ

約をせず、現在の買取契約が満了後も自動継続

クし、普段の発電量よりも下がっていないか、

となっている場合は、新たな単価で電力の買い

運転時の異常音・異常振動・異臭がないか、豪雨

取りが継続されます。
特段の手続きは不要です。

や大雪などの悪天候後の設置状況に変化がない

自動継続になっていない場合は、一般送配電事

かなどをチェックし、異常があった場合はメー

業者
（大手電力会社）が一時的・例外的な
「受け

カーや施工事業者に問い合わせをしましょう。

皿」として無償で引き受けることになっていま

太陽光モジュールの不具合やケーブルの施工

す。なお、太陽光発電のシステムを更新したと

不良などによる火災事故も起こっています。同

しても、再度 FIT を利用することはできません。

委員会による、システムの火災など 13 件に対

これからの太陽光発電の活用

する重点調査の結果、①モジュールの発火は使
用年数７年以上の製品で発生 ②ケーブルの発
の

じ いた

脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネル

火は主に施工不良が原因と推定 ③野地板＊６へ

ギーのいっそうの普及は不可欠です。国内のど

延焼した７件は、すべて
「鋼板等なし型」のモ

こでも利用でき、住宅にも設置が可能な太陽光

ジュールで発生しています。③の
「鋼板等なし

発電は有望な分散型電源といえます。加えて、

型」
は、太陽電池と屋根材が一体になった
「屋根

地震や豪雨などの災害が懸念され、各家庭でも

建材一体型」
のうち、
裏面に鋼板がないモジュー

停電時への備えが必要とされるなか、太陽光発

ルを屋根上に直接設置するタイプのことで、シ

電システムは自立運転機能により、パワーコン

ステムの設置累積件数の約 4.5％が該当しま

ディショナー１台で最大 1,500W の電力が使

す。自身が設置するシステムの設置形態が分か

用できる点もメリットの１つです。

らない場合は、メーカーや施工事業者に問い合

太陽光発電協会のサンプル調査＊４によると、

わせると教えてもらえます。

2018 年の北海道胆振東部地震による停電時

なお、改正 FIT 法では、太陽光発電システム

に、システム保有者（428 件）のうちの約 85％

の設置者をはじめ発電事業者に対し保守点検を

（364 件）がこの機能を活用しました。ただし、

求めており、
「太陽光発電システム保守点検ガイ

自立運転機能を稼働させるためには一定の操作

ドライン」＊７では、設置１年目、５年目、９年目

が必要ですので、平常時に操作方法を確認して

以降
（４年ごと）
、20 年目以降
（４年ごと）
に行う

おくとよいでしょう。

具体的な点検要領をまとめています。

太陽光パネルは長期間にわたって使用するも

卒 FIT に伴い、新たな買い取り先や蓄電池に

のですが、安全に使用するためには保守点検が

関するセールスが既に行われており、今後も増

不可欠です。消費者庁の消費者安全調査委員会

加することが予想されます＊８。消費者自身で

によるシステム保有者 1,500 件に対するアン

も買取事業者や蓄電池メーカーのウェブサイト

では、71％が業者による保守点検

などで内容を調べ、正確な情報に基づき納得し

＊５

ケート調査

をしていない一方、９％が修理を要する故障を

て契約することが大切です。

＊４ （一社）
太陽光発電協会ウェブサイト。「災害時における太陽光発電の自立運転についての実態調査」
。蓄電池を併設しない住宅。
＊５ 消費者安全法第 23 条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書 住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等
（2017 年２月調査）
＊６ 垂木の上に貼る板状の材料。
＊７ （一社）
太陽光発電協会 http://www.jpea.gr.jp/pdf/161228_pv_maintenance.pdf
日本電機工業会・（一社）
＊８	買取期間満了に伴い、「０円買い取りとなるため蓄電池を付けないと損をする」
「当社と売電契約をしなければ損をする」といった、誤った情報
や誤解を招く勧誘等に注意が必要。https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/solar-2019after/caution.html
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新連載

困ったときの

第

1
5

回

（一財）
家電製品協会
自動車製造物責任
家電製品Ｐ
Ｌセンター
相談センター

相談機関
相談できること
対象
製品
事業
範囲

連絡先

家電製品（対象外製品：モバイルバッテリー、充電器、ヒー
トポンプ給湯機、太陽光発電、デジカメ等）
●家電製品による事故や品質、安全性等の「相談」
対応。
●家電製品の事故による一般消費者と製造業者等との紛争
あっせん

を解決するための助言や
「斡旋「
」裁定」
による紛争解決。

●☎：0120-551-110
（フリーダイヤル）
●受付時間：9 : 30 ～ 17 : 00
（土 ･ 日 ･ 祝日等除く）
● FAX：03-3595-0767、電子メール、手紙
（相談受付入力シートに記入のうえ送信、郵送）
●〒 100-0013
東京都千代田区霞が関 3-7-1 霞が関東急ビル 5 階
一般財団法人家電製品協会 家電製品 PL センター
https://www.aeha.or.jp/plc/

料金 「相談」、「斡旋」は無料、「裁定」費用は１万円
（税込）

設立経緯と概要

対象事故

製造物責任法
（PL 法）は、1994 年７月に公布

当センターが対象とする事故とは、家電製品

され、翌年 1995 年７月１日に施行されました

の欠陥が原因と思われる事故で、人の生命、身体

が、その審議過程の衆・参両院において
「裁判

または当該家電製品以外の財産へ拡大損害が生

外の紛争処理体制を充実強化すること」と付帯

じた事故、および、拡大損害が生じる可能性は

決議が採択されました。これを受けて当時の通

あったが、
損害が当該家電製品のみにとどまり、

商産業省より、製品分野別に裁判外紛争処理体

拡大損害が生じなかった事故です。据付工事や

制を整備するよう各業界に通達が出され、PL

配送等のサービスに起因する事故は除きます。

法施行前の 1995 年３月１日に家電製品の事故

「相談」
業務について

に関する紛争解決機関として、家電製品 PL セ

電話
（フリーダイヤル）
等でご相談ください。

ンター（以下、当センター）
が設立されました。
以来、当センターでは、客観的な事実に基づ

（1）
一般のご相談
家電製品による事故や品質、安全性等につい

き、中立・公正・迅速な対応で、「相談」業務、
「斡旋」手続、「裁定」
手続の３つのサポートを行

て助言や情報提供、関係機関等の紹介を行いま

い、2018 年度までに４万件を超える相談等を

す。また、ご相談は一般消費者以外の行政機関

受けています。また、2007 年９月には、法務

（消費生活センター等）や事業者
（製造業者・販

大臣の認証を受けた「かいけつサポート」
（ADR

売店等）
の方からも受け付けます。

機関）として、裁判外紛争解決手続機関の業務

（2）
事故による相対交渉のご相談
一般消費者の方が、家電製品による事故で損

に取り組んでいます。

害を受けられた場合、製造業者等との相対交渉

対象製品

が円滑に進むよう、交渉に当たっての論点を整

当センターが対象とする家電製品は、一般消

理し、助言等を行います。

費者が主に家庭内の日常生活で使用する家電製

「斡旋」
手続の流れ

品で、当センターの活動に賛同する工業会が取
り扱う指定製品です。そのため、家電製品の中

製造業者等と相対交渉が難航した場合、斡旋

でも一部対象外製品があります（冒頭 表「相談

についてご相談ください。当センターのカウン

できること」の「対象製品」
参照）
。

セラーまたは顧問弁護士が手続実施者となり、
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図１ 斡旋手続の流れ

図２ 裁定手続の流れ

紛争解決を図ります。斡旋手続は非公開で、手続

施者となり、紛争解決を図ります。裁定手続は

費用は無料です。手続期間は、案件の内容にも

非公開です。手続費用は１万円
（税込）
で一般消

よりますが、受付からおおむね３～４カ月です。

費者負担です。手続期間は、案件の内容にもよ

【１】斡旋依頼があり、受付要件に該当すれば案
件を受け付け、手続実施者を選任します。

りますが、受付からおおむね５～６カ月です。
【１】
裁定依頼があり、受付要件に該当すれば案

手続実施者は、当該製造業者等に斡旋開始の

件を受け付け、当該製造業者等に裁定開始の合

合意について確認し、合意があれば斡旋手続を

意について確認し、合意があれば当センターの

開始します。以降、当事者間の直接交渉は禁止

家電製品紛争審査会にて裁定手続開始の決定を

されます（製造業者等の合意がなければ、斡旋

します。以降、当事者間の直接交渉は禁止され

は開始されず終了になります）
。

ます
（製造業者等の合意がない場合や家電製品

【２】手続実施者は両当事者の主張や要望等を聴
かか

き取り、被害や事故原因等に係わる各種資料の

紛争審査会で開始不可となった場合は、裁定は
開始されず終了になります）
。

提出を求めます。また、同時に被害の現場や当

【２】
紛争審査会長は、
手続実施者として弁護士、

該事故製品を確認し、そのうえで、顧問弁護士

消費者問題有識者および技術者による
「裁定委

の助言を受け、総合的に判断し斡旋案を作成、

員会」を設置し、
「裁定委員会」は、両当事者に

両当事者に提示します。

裁定委員会への出席を求め、主張や要望等を聴

【３】両当事者が斡旋案に合意する場合、合意書
を締結して終了します。また、斡旋案に合意し

き取り、被害や事故原因等に係わる各種資料の
提出を求めます。

ない等、和解が成立する見込みがない場合は、
斡旋手続を終了します。

また、被害の現場や当該事故製品を確認し、
専門的な見地から総合的に判断したうえで、裁
定書を作成、両当事者に裁定書の受諾を勧告し

「裁定」
手続の流れ

ます。なお、
「裁定委員会」
の開催場所は、当セ

製造事業者等と相対交渉が難航した場合、裁

ンターの会議室
（東京都）
です。

定についてご相談ください。弁護士、消費者問題

【３】
両当事者が裁定書に合意する場合、合意書

有識者、技術者で構成する裁定委員会が手続実

を締結して終了します。また、裁定書に合意さ

2019.10 国民生活

16

困ったときの相談機関

れない等、和解が成立する見込みがない場合は、

2018 年度の斡旋和解事例

裁定手続を終了します。

経緯 電気グリル鍋
（使用期間約 10 カ月）を化

相談受付状況

粧箱に収納する際、当該製品底の隙間に手指を

2018 年 度 の 相 談 等 受 付 件 数 は、 前 年 比

挟み込み、指を挫創した相談者は、設計上の欠

105％（1,960 件）と増加しました。一方「損害

陥として事業者と交渉するも、提示された和解

事故」相談が前年比 86％ (262 件）となり、４

金に納得できず、当センターへの斡旋依頼とな

年ぶりに減少に転じています。また、被害が製

りました。

品にとどまる「非拡大損害事故」
相談は、前年比

原因等 相談者および事業者双方の聴き取りや

105％
（123 件）と増加したものの、身体・財

現品調査の結果、本製品の底面の隙間が指を挟

産等に被害が及んだ
「拡大損害事故」
相談が前年

みやすい構造とは認められず、PL 法における

比 75％
（139 件）と大きく減少し、「損害事故」

設計上の欠陥は認められませんでした。一方、

相談合計は減少しました。2017 年度上位を占

本製品の取扱説明書・化粧箱には収納方法の記

めていたパソコンや携帯電話等の相談が大きく

載がなく、指示・警告上の欠陥と言えないまで

減少したことが、
その一因と考えています。
「拡

も事業者の配慮が不足していました。ただし、

大損害事故」相談は、洗濯機
（23 件）
、冷蔵庫
（16

化粧箱に製品の取り出し方法が記載されてお

件）、エアコン
（11 件）、掃除機（10 件）などで、

り、相談者がこの記載を認識していれば、収納

洗濯機は４年連続で１位となり
（表）
、
「水漏れ

方法についても一定の理解ができたはずと考え

により、床が損傷した」といった事故相談のほ

られ、相談者の注意不足も本件事故の発生に影

か、「運転中の全自動洗濯機の足元に手を入れ、

響したものと判断しました。

動いている機構部に指が触れ、重傷を負った」

結果 顧問弁護士の助言のもと、事故の態様・

という相談もありました。

原因、負傷程度を総合的に判断した斡旋案を提

表

2018 年度 製品別拡大損害事故相談件数上位10 位
受付
件数

前年比

構成比

示し、両者から合意が得られたので、合意書を
取り交わし、斡旋手続を終了しました。斡旋を
受け付け、
手続終了までの期間は約３カ月です。

最近の取り組み

1位

洗濯機※ 1

23

115％

16.5％

2位

冷蔵庫

16

178％

11.5％

3位

ルームエアコン

11

110％

7.9％

時 30 分から 17 時に延長するとともに、カウ

4位

掃除機

10

167％

7.2％

ンセリングの質的向上を図るなど、相談受付体

5位

充電器※ 2

9

64％

6.5％

制の強化に取り組んでいます。また、2018 年

6位

携帯電話※ 3

6

55％

4.3％

12 月には当センターのウェブサ

7位

ヘアドライヤー

5

100％

3.6％

イトを大幅に改訂し、併せてス

8位

電気カーペット

5

500％

3.6％

マートフォン版も導入しました。

9位

その他理美容機器

5

167％

3.6％

新ウェブサイト ⇒

電子レンジ

4

－

2.9％

94

－

67.6％

139

75％

100.0％

10 位

1 ～ 10 位計
合

計

※ 1 洗濯乾燥機含む ※ 2 携帯電話やタブレット端末用の市販の充電
器
［対象外製品］ ※ 3 スマートフォン含む

2018 年４月から、相談受付終了時間を 16

相談するに当たって用意するもの
①保証書 ②取扱説明書 ③製造業者等との対
応経緯のメモ等を準備のうえ、
ご相談ください。
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取り組もう!

SDGs

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。
第

4

回

消費者の選択がつくる

“持続可能な消費”
山岡 万里子

Yamaoka Mariko

消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク 共同代表幹事

製造の過程で自然環境が破壊されず、労働者

ノット・フォー・セール・ジャパン 代表

しています。

が苦しまず、動物が虐待されず、エネルギーや

エシカル商品の検索サイト
「ぐりちょ」

資源が浪費されていない商品等を購入する
「エ
シカル消費」。いざ実践しようとすると、実は

消費者が持続可能な消費を行うには情報が不

簡単ではありません。特に日本ではエシカル商

足している、だから自分たちで情報を発信しよ

品の情報が圧倒的に少ないからです。

う ―― そんな目的から、２つのプロジェクトが

設立のきっかけ

立ち上がりました。
１つは、エシカルな商品を、具体的な商品名

これまで、主に環境に配慮したエコでグリー

を挙げ品目ごとにリストアップする情報サイト

ンな製品を買おうという
「グリーンコンシュー

です
（図）
。パソコンやスマホで誰
「ぐりちょ＊ 2」

マー運動」や、原料生産地の労働者を支援する

でも簡単に検索でき、チョコレートやポテト

「フェアトレード運動」
など、分野ごとに市民団

チップスなど、2019 年 10 月現在 15 品目 214

体が活動してきましたが、広く消費者に訴える

点が掲載されています。その商品のどんな点が

には多分野の団体が協働し同じプラットフォー

エシカルなのか
（有機栽培、フェアトレード、

ムで活動するほうがより大きな影響を与えられ

パーム油不使用、放し飼い……など）
、そして背

るのではないかという思いから、SDGs 発効と

景にある問題は何なのか、簡単な解説も付いて

同じ 2016 年１月に
「消費から持続可能な社会を

います。さらに商品の販売場所も店舗名と地図

）」が結

で表示。また、商品をお店で見つけたユーザー

つくる市民ネットワーク
（以下、SSRC

＊1

成されました。SDGs の目標 12「持続可能な消

自身がサイトに情報を送って掲載を申請でき、

費と生産」に応え、目標 17 の
「パートナーシッ

新たなエシカル商品を見つけた場合にも申請で

プ」
を実現するべく、環境
（主に目標６、７、13、

きる双方向のツールです。

14、15）
、消費
（12）
、人権
（１、５、８）
、動物
図 「ぐりちょ」
サイト

の福祉
（13、

たという声が寄せられたり、メーカーでの受注

14）な ど の

が伸びた商品があったり、研究者から協働の申

分野で、現

し出があったり、と好評をいただいています。

在、北海道
から沖縄ま
で 19 都 道

＊1

既に多くの利用があり、商品数の多さに驚い

個々の企業の事業活動全体をチェック
「企業のエシカル通信簿」

府 県 の 39

もう１つの情報発信プロジェクトは、
「持続

団体が参加

可能な開発」
「環境」
「消費者」
「人権・労働」
「社会・

http://cnrc.jp/「SSRC」は「Citizens’Network to Build a Sustainable Society through Responsible Consumption」の略称。

＊２ https://guricho.net/「ぐりちょ」は「Green & Ethical Choices」より。
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取り組もう!

SDGs

社会貢献」
「平和・非暴力」
「アニマルウェルフェ

表 「企業のエシカル通信簿」
家電産業
（2018 年度調査対象）

ア」の７分野ごとに調査項目を作り、公開情報
をもとに企業の調査を行って
「成績」を付ける、

SD ※１ 環境 消費者

「企業のエシカル通信簿」
です
（表）
。過去３年間

シャープ
ソニー
パナソニック

でアパレル、加工食品、宅配便、化粧品、コン
ビニ、家電、外食の７業種大手 32 社について

日立アプライ
アンス※２

調査してきました。2019 年度はカフェチェー
ンと飲料業界が対象です。
SSRC が行うこの通信簿プロジェクトには、
ユニークな特徴がいくつかあります。

三菱電機

5
5
5

5
6
5

5
5
6

6

5

6

6

※１ 持続可能な開発

人権 社会 平和
動物
労働 社会貢献 非暴力
7
8
9

6
6
7

2
2
3

1
1
1

5

8

5

3

1

5

7

7

2

1

※２ 社名については調査当時のもの

長所と短所を提示するのが通信簿の目的です。

第一に、多分野の専門家が市民目線からの調
査を共同で行っていること。化学物質基準、育

「通信簿」
は本人の成長を促すもの

児支援、内部通報制度、紛争鉱物対応＊３ など

毎年度末に発表される企業ごとの成績は、

の一般的な CSR
（ 企業の社会的責任）に関連す

SSRC のウェブサイトに掲載＊４しています。また

る項目だけでなく、例えば
「持続可能な開発教

結果発表会
（解説セミナー）
での質疑応答やアン

育 (ESD) の推進」
「パリ協定への賛同」
「消費者団

ケートからは、プロジェクトの意義の大きさを

体や NGO との対話」
「社内でのフェアトレード

評価する声が多い一方で、実際に企業に変化を

調達」
「格差是正への取り組み」
「兵器産業との関

もたらしているのかという声も上がっています。

わり」
「動物利用の削減」
なども含まれています。

私たちは当初、消費者に情報提供し消費行動に

第二の特徴は、CSR 報告書などの公開情報

変化を促して企業に影響を与えるという間接的

をもとに、まず自分たちで調査を行うというこ

な道筋を思い描いていましたが、むしろ企業担

と。７分野合計で 150 ページ以上の調査票を

当者との対話から、調査結果を知らされた企業

企業にいきなり送り付けても、おそらく答えは

自体が、NGO や市民が企業に何を求めているか

返ってこないでしょう。そこでまず自分たちで

を知り、
自社に何が足りないのか気づくことで、

調査して回答欄を埋め、調査の過程で生じた疑

変革への一歩を踏み出すという直接的な関与が

問点や情報開示の要望等を添えて企業に送り、

期待できることも見えてきました。まさに通信

対話を開始します。

簿本来の、本人の成長を促すという役割です。

この企業との対話が、第三の特徴です。業種

「ぐりちょ」
も
「企業のエシカル通信簿」
も、消

によってばらつきはあるものの、これまで対話

費者や企業の皆さんが使って率直なご意見をい

に応じた企業は 15 社。半数弱が回答し、年々

ただくことで、
育っていくものと考えています。

増えています。実際、対話によって情報が開示

ぜひお買い物の参考にして、持続可能な社会を

されるため、最終的な成績は確実に上がります。

つくる活動に

第四の特徴は、総合評価を行わないことです。

関心を持って

企業ごとに７分野それぞれについて１から 10

もらえればと

までの「成績」を発表しますが、合計点や平均点

願っています。

はあえて出しません。総合評価を出すと優劣が
生まれ、それに目を奪われて、各分野の達成度
がかえって見えにくくなるからです。各企業の
イラスト：みなみななみ
＊３ 自社製品で使用している鉱物が紛争地域（またはそのリスクが高い地域）で採掘・取引されたものでないか調査を行うなど。

第１回（2016 年度）第２回（2017 年度）調査結果等 http://cnrc.jp/topics/topics-408/
＊４ 「企業のエシカル通信簿」
第３回
（2018 年度）調査結果等 http://cnrc.jp/topics/topics-697/
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民法改正による

新連載

不動産取引への影響
第

連帯保証人の保証範囲／
オーナーチェンジと賃借権の対抗力

１回
村川 隆生

賃貸借契約に関する改正のポイント（1）

Murakawa Takao

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 客員研究員／ＴＭ不動産トラブル研究所 代表

宅地建物取引士、一級建築士。2017 年 1 月より現職。業界団体主催の法定研修会、県・市主催の消費者セミナー等で講演。
著書に「わかりやすい！不動産トラブル解決のポイント」
【売買編】
【賃貸編】
（住宅新報社、2013 年）など。

要になり、定めていないときには、その保証契

はじめに

約は無効になります。

「民法改正と不動産取引への影響」
のテーマで

（2）更新後の保証人の責任

連載します。建物賃貸借の実務の観点から、予

改正法施行後に更新される保証人の責任はど

想される問題点と契約のあり方を考えてみます。

うなるのでしょうか。
法務省パンフレットでは、

以下、改正前民法を
「現民法」
、法施行後の民

①
「合意により賃貸借契約や保証契約が更新し
たときは、改正後の新しい民法が適用される」

法を「改正民法」
とします。

1. 個人保証人の極度額の設定

としていますので、合意更新の場合は更新時に
保証極度額を定める必要があることになります。

建物賃貸借の保証人は、賃借人が賃貸借契約

②
「他方で、施行日前に保証契約が更新後の債

から生じさせた一切の債務について保証責任を

務も保証する趣旨でされ、保証について合意更

負いますが、ときに賃借人が長期にわたる賃料

新されなかった場合には、施行日後も改正前の

の滞納により多額の賃料債務を生じさせたり、

民法が適用されます」
と説明されています。

賃借建物内での自死 ( 自殺 ) などの予期しない

「契約更新の通知を受けなかった保証人の保

ことで多額の債務を生じさせることがありま

証責任の有無」についての相談は少なくありま

す。かねてより、このような場合に個人保証人

せん。保証人は更新後も責任を負うとするのが

に過大な責任の履行を求めることが適切である

判例
（最高裁平成９年 11 月 13 日）であること

かについて問題とされていました。

からすると、この相談は②の場合に該当すると

（1）極度額の定めのない保証契約の無効
貸金における個人が保証人である場合の
「貸

思われますので、この相談における保証人は現
民法の適用を受けることになります。

金等根保証契約」
では、保証すべき債務が保証契

改正法施行後に契約が更新された保証人から

約の締結後に追加されて保証人の責任が過大に

の保証責任についての相談は判断が難しいの

なる可能性があることから、極度額を定めなけ

で、弁護士相談を案内するようにしましょう。

れば、その効力は生じないとして、個人の保証

（3）システム保証への移行

人を保護しています
（現民法 465 条の２）。改正

極度額が設定されることで保証人の引き受け

民法では、極度額に関する法律の対象を個人根

手がますます少なくなることが予想されますの

保証契約一般に拡大しました。

で、家賃保証会社のシステム保証に移行する賃

【改正民法 465 条の２第２項】
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を
定めなければ、その効力を生じない。

貸物件がこれまで以上に多くなると思われま
す。それに伴い、保証会社の審査も厳しくなる
と思われます。

建物賃貸借契約においても、賃貸人が個人保
証人を求める場合、あらかじめ保証人が保証す
る金額の限度額
（極度額）
を定めておくことが必
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オーナーチェンジと
賃借権の対抗力
アパートが売却されてアパートの所有者
（オー
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民法改正による不動産取引への影響

図

ナー）が代わることをオーナーチェンジといい

オーナーチェンジと貸借人との関係

ます。新賃貸人が賃借人に対し、賃借人に不利

（譲渡人）

な特約のある新しい賃貸借契約書へのサインを

旧賃貸人

（譲受人）

売却（譲渡）

新賃貸人

（賃貸人たる地位の移転）

求めたり、立ち退きを要求するなどでトラブル
になることがあります。現民法には、アパート

賃貸借契約

が売買等により譲渡された場合、賃貸人の地位

賃借人

が譲渡人から譲受人に移転するかについての規

新賃貸人の地位の承継により、
旧賃貸人と賃借人間の賃貸借
契約が新賃貸人と賃借人間の
契約として存続します。

定がありませんが、改正民法では譲渡による賃
貸人の地位の移転が明文化されます。

た場合、賃借人は賃料の二重払いなどの損害を

（1）譲渡による賃貸人たる地位の移転

被ることになります。新賃貸人は、譲渡により

借地借家法 31 条は、
「建物の賃貸借は、そ

建物の所有権を取得した新賃貸人であることを

の登記がなくても、建物の引渡しがあったとき

証明するには、新賃貸人が建物の所有者として

は、その後その建物について物権を取得した者

登記された登記簿謄本等を示す必要があります。

に対し、その効力を生ずる」と規定して、賃借

賃借人は、新賃貸人であることが確認できな

人に対し、新賃貸人 ( 譲受人 ) に対する賃借権

い場合、賃料支払いを拒否できます。その場合

の対抗力を付与しています。

には、賃料を供託して賃料不払状態を作らない

改正民法は地位の移転を次のように規定しま

ようにしておくことが必要です。

（3）敷金返還債務等の承継

す。
【改正民法 605 条の２第１項】
前条、借地借家法第 10 条又は第 31 条その他
の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備え
た場合において、その不動産が譲渡されたと
きは、その不動産の賃貸人たる地位は、その
譲受人に移転する。

【改正民法 605 条の２第４項】
第１項又は第２項後段の規定により賃貸人た
る地位が譲受人又はその承継人に移転したと
きは、第 608 条の規定による費用の償還に係
る債務及び第 622 条の２第１項の規定による
同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲
受人又はその承継人が承継する。

賃貸人たる地位の移転により、新賃貸人は旧
かか

賃貸人と賃借人間の賃貸借契約に係る権利・義

新賃貸人は、賃貸人たる地位の移転により、

務一切を承継することになります
（図）。

旧賃貸人と賃借人との間の権利・義務一切を承

（2）賃貸人たる地位の移転の対抗要件

継していることから、賃借人は、旧賃貸人に対

【改正民法 605 条の２第３項】
第１項又は前項後段の規定による賃貸人たる
地位の移転は、賃貸物である不動産について
所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に
対抗することができない。

し有する民法 608 条による費用の償還および
敷金の返還を新賃貸人に請求ができます。 新
賃貸人が旧賃貸人から預託されている敷金を受
け取っていないことを理由に支払いを拒否する
ことがありますが、それは理由になりません。

賃借人は、新賃貸人を名乗る者が真に新賃貸

いずれも判例法理を明文化するもので取引実

人であるか否かを話だけで判断することはでき

務への影響はありませんが、明文化によりトラ

ません。賃料を支払った相手が賃貸人でなかっ

ブルを減少させる効果があると思われます。

＊参考文献
・筒井健夫、村松秀樹 編著『一問一答 民法 ( 債権関係 ) 改正』
（ 商事法務、2018 年）
・東京弁護士会 法友全期会 債権法改正特別委員会編著『改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式』
（日本法令、2018 年）
・柴田龍太郎著
『詳解 民法 [ 債権法 ] 改正による不動産実務の完全対策』
（プログレス、2018 年）
・井上治、猿倉健司著
「民法改正（債権法改正）と不動産取引への影響」
（BUSINESS LAWYERS）https://business.bengo4.com/articles/207
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

オーストリア

Kishi Yoko

モッツァレラチーズは意外に高脂肪

● VKI
『消費者』
2019 年８月号 https://www.konsument.at/mozzarella082019
● ドイツ商品テスト財団
『テスト』2016 年５月号 https://www.test.de/Mozzarella-im-Test-Kuh-oder-Bueffel-Aldi-oder-Galbani-5007442-0/

モッツァレラチーズの白、トマトの赤、バジリコ

わらず、２商品に落第点が付いている。

の緑が色鮮やかなインサラータ・カプレーゼ
（カプ

また、100g 当たりの脂肪分を測定すると、牛乳

リ島風のサラダ）は、イタリア料理の前菜として人

品
（低脂肪品を除く）が 17.7 〜 24.1g、水牛品が

気が高い。もともと水牛の乳を原料としていたモッ

23 〜 27.1g だった。モッツァレラチーズには軽く

ツァレラチーズだが、流通量が少ないため、最近は

て低カロリーというイメージがあるが、他種類の

牛乳を原料とする商品が主流である。癖のない軽い

チーズに比べて高脂肪であることが分かった。そこ

口当たりと、独特の弾力性を特徴とする。VKI
（オー

で、インサラータ・カプレーゼも、ボリュームたっ

ストリア消費者情報協会）は、モッツァレラチーズ

ぷりの前菜であると同協会は指摘する。

22 商品（うち３商品が水牛品）を対象に、衛生状態
や組成、味等をテストした。

さらに、商品購入直後と賞味期限最終日に専門家
による食味テストを行ったところ、後者の時点で６

その結果、８商品が非常に好成績となった一方で、

商品の味・香りが変化しており、中には魚の臭いがす

９商品の評価が低く、落第点が付いた。その主な理

るものもあったという。そこで同協会は、賞味期限

由が、衛生状態の悪さである。賞味期限最終日に総

に十分余裕のあるうちに食べたほうがよいと助言す

菌数を測定すると、著しく高い値を示したという。

る。なお、
一般消費者にも食味テストを依頼したが、

特に、水牛品は牛乳品より２～３倍高価格にもかか

専門家に比べて評価が厳しい傾向にあったという。

ドイツ

木の実を使った洗濯の効果に疑問符

● 商品テスト財団
『テスト』2019 年８月号
● 同 2019 年７月号

https://www.test.de/Waschnuesse-und-Waschkastanien-im-Test-Graue-Waesche-kein-oekologischerNutzen-5496372-0/
https://www.test.de/Colorwaschmittel-im-Test-5073641-0/

秋になると、ヨーロッパ各地の並木道や公園を黄

布を用いて、液体合成洗剤１商品の洗浄効果と比較

葉で染めるマロニエ
（セイヨウトチノキ）
。栗のよう

した。この合成洗剤は、
『テスト』2019 年７月号で

な外見の実を地面に落とすが、サポニンを含み、苦

優秀な成績を収めた商品である。

くて食べられないため、長らく見向きもされない存

その結果、合成洗剤を使うときれいに落ちた汚れ

在だった。ところが近年、マロニエの実を使った洗

も、木の実商品ではほとんど落ちなかったとのこと

濯方法が注目され、すぐに洗剤として使えるように

である。それどころか、洗濯６回目で白い布が黒ず

乾燥・粉砕した商品も市販されている。インドなど

み始め、20 回目には濃い灰色に染まったという。

で生育するウォッシュナッツ（ムクロジ）も同様で、

また、同財団は環境配慮の観点からも問題視する。

サポニンが含まれる外皮が洗濯用に販売されてい

木の実商品では洗浄効果が乏しく、もう一度洗濯す

る。いずれも、自然の木の実を使うことから環境に

ると電力と水道水を余分に消費すること、黒ずみに

優しく、洗浄効果もあるのだという。

より衣類の廃棄時期が早まることを懸念する。さら

そこで、商品テスト財団では、ウォッシュナッツ

に、硬水用の軟化剤を含まないため、洗濯機にカル

（外皮）１商品、マロニエの実
（顆粒状）
１商品を対象

キがたまり、故障を招きやすいことも難点だとす

に、洗浄効果を検証することとした。紅茶、野菜汁、

る。以上のことから、
『テスト』
誌で好成績を収めた合

チョコレートなど 20 種類の汚れを付けた白い試験

成洗剤で洗濯したほうがよいと結論づけた。
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海外ニュース
文/安藤 佳子

香
● HKCC ホームページ

港

Ando Yoshiko

ベジタリアンミートをテストする

https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/514/vegetarian-meat.html

ベジタリアンの食事は健康的なイメージだが、

ほか

質に関しては、20 銘柄が 100g 中 645 ～ 855㎎の

HKCC（香港消費者委員会）が市販のベジタリアン

ナトリウムを含む高塩分食品、２銘柄は 100g 中

ミート
（肉のような味の植物性食品）35 銘柄をテス

20g の脂質を含む高脂肪食品とされた。加えて 14

トしたところ、栄養成分や表示の面で種々の問題が

銘柄では脂肪量が表示よりも多く、実測値が８倍に

判明したという。さまざまな食材を加工した代替肉

もなる銘柄もあったほか、３銘柄からは大豆タンパ

であるベジタリアンミートには明確な基準が無い。

ク粉末およびその混合物には許可されていないソル

ビーガン（厳格な菜食主義者）
に限らず、ベジタリア

ビン酸が検出された。これらの結果は、さらなる検

ンにとって重要なタンパク源となるベジタリアン

査のため CFS
（食品安全センター）
に付託された。

ミートを選ぶ際は十分注意しなければならない。

今回のテスト結果から HKCC は業界に対し、ベ

今回のテストではベジタリアン魚肉３銘柄のタン

ジタリアンミートのレシピや原材料の厳選、製造ラ

パク質量が著しく低く、１銘柄では100g 中2.3g 含有

インにおける交差汚染を防ぐ対策など、品質管理の

との表示に反し実測値はゼロであった。また、12 銘

「ベジタリアン」
「ミート
改善を要請。消費者には ●

柄から動物の遺伝子が見つかり、「卵 / 乳含有」表示

レス」表示でも卵や乳製品その他が含まれるおそれ

の１銘柄では豚および魚類の遺伝子が、
「乳含有」
表

があり
「ビーガン」
とは限らない ●塩分や脂肪分を摂

示の３銘柄からは卵の成分が検出された。塩分・脂

取し過ぎないよう注意する、などを助言している。

アメリカ

祖父母は自身の医薬品の保管に要注意

● ミシガン大学IHPIホームページ h
 ttps://ihpi.umich.edu/news/many-grandparents-medicines-not-secure-enough-around-grandchildren-pollsuggests
● CDC ホームページ https://www.cdc.gov/medicationsafety/parents_childrenadversedrugevents.html ほか

CDC（疾病予防管理センター）によると、アメリ

あった。また、医師から処方薬を受け取る際には子

カでは年間約 20 万人の子ども
（17 歳以下）
が、何ら

どもが開けにくい容器に入っているが、これは一部

かの薬剤による有害事象で救急センターに搬送さ

の高齢者にも開けにくいことから、約３割が開けや

れ、そのうち約 75,000 人は医薬品中毒で、うち

すい容器に移し替えていると回答した。処方薬に限

40％は祖父母が服用中の医薬品の誤飲であるとい

らず市販薬やサプリメント、ビタミン剤でも、多量

う。５歳以下の医薬品誤飲被害は約６万人に及ぶ。

に誤飲すれば危険である。また、不適切に保管すれ

このほど、ミシガン大学のヘルスケア政策・イノ

ば青少年が祖父母に処方された睡眠薬等を娯楽目的

ベーション研究所
（IHPI）
が、AARP
（全米退職者協会）

らんよう

で使用し、薬物濫用に至る危険性もある。

および同大医科学研究所の協力を得て、50 ～ 80 歳

調査した医師は、孫が何歳であっても、祖父母は

の約 2,000 人を対象に実施した健康長寿世論調査

自身の医薬品を安全に管理する必要があるとし、さ

の中で、自身の医薬品（処方薬および市販薬やサプ

らに中毒センターの緊急電話番号のメモを常に携帯

リメントも含む）の保管について調査したところ、

するよう奨励している。AARP も
「薬を台所カウン

８割以上の祖父母は、孫が訪ねてきても施錠してい

ター等に置かず施錠する」
「数カ月に一度は手持ちの

ない食器棚の中などの置き場所を変えないと回答

薬を総点検して飲み残しのものなどは安全に廃棄す

し、鍵のかかる場所に保管するとしたのは５％で

る」
などと助言している。
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探検！

第

7

回

計量の世界 計量器の検定と定期検査

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。

前回に引き続き、私たちの消費生活に身近な
計量器に関する制度を探ってみましょう。

有効期間を過ぎた場合は、取引や証明の用途
には使用できないので、交換するか、再検定を
受け合格したものを使用する必要があります。

計量器の
「検定」
制度

はかりの
「定期検査」
制度

検定制度は、所定の性能を有する特定計量器
（前回参照）だけが取引や証明に使用されるため

製造業、小売業や医療機関等で取引や証明に

の制度です。特定計量器の構造や性能が、法定

使用される
「はかり」
( 非自動はかりおよび分銅

の基準に適合しているか検査することを検定と

類 ) には、検定の有効期間が定められていませ

いい、次の実施機関が行う検定に合格して検定

ん。はかりはその使用環境によって、例えば魚屋

証印が付された特定計量器、または指定製造事

さんのように水や塩分を扱う環境、乾物屋さん

業者の基準適合証印が付されたものだけが、取

のように乾燥した環境、宅配便のように自動車

引・証明を目的とした計量に使用できます。

に搭載されて常時振動を受けている環境など多

後者は、品質管理と製造技術能力が基準に適

様で、性能劣化の進行具合が大きく異なり一様

合すると大臣から認められた指定製造事業者が

ではなく、他の計量器のように検定の有効期間

製造し、法定の自主性能確認検査に適合した計量

を一律に定めることができないためです。そこ

器には、基準適合証

でこれに代わるものとして、２年に１度、次の実

印が付され、検定に

施機関等が行う定期検査を受検してその性能を

合格したものと同等
に扱われる制度です。

検定証印

基準適合証印

確認することを使用者に義務づけ、不適正な計
量器が使用されることを防いでいます。

〈検定を行う機関〉
① 都道府県の計量検定所
② 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
③ 日本電気計器検定所
④ 指定検定機関

〈定期検査を行う機関等〉
① 都道府県の計量検定所
② 特定市町村の計量検査所など
③ 指定定期検査機関
④ 計量士

ところで、皆さんのご家庭で使用している水
道・ガス・電気メーターが定期的に新しいメー

定期検査を受検し、合格したはかりには、下
図の定期検査済証印が付されます。

ターに交換されていることをご存知ですか？
検定に合格した計量器でも、一定期間使用す
ると構造や性能が劣化するものがあります。使
用環境が一定で性能の劣化が一様と考えられる
ものには、次の有効期間を定めています。
主な
「検定の有効期間がある計量器」
水道メーター
（８年）
、
自動車等給油メーター（７
（10 年、７年）
、電力量計※
年）
、ガスメーター※
（10 年、７年、５年）
、騒音計
（５年）
、振動レ
（８年、６年、２年）
、
ベル計
（６年）
、濃度計 ※
※
自動はかり（６年、２年） ※規格等によって異なる

定期検査済
証印

定期検査済
シール

左の定期検査済シー
ルは東京都で使用し
ているものです。
円内の数字は西暦の
検査年度、円外の数
字は検査月を示し、
2019 年５月に検査
済みであることを示
しています。検査年
は下２桁のみの表示
も認められています。

お近くの商店等で計量販売に使用しているは
かりを確認してみましょう。お住まいの自治体
が行った定期検査済シール ( デザインは自治体
ごとに異なります ) を見つけられますよ。
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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

66 回

スパイスカレーを作って
食品ロス削減 !

消費者教育
実践事例集

－若者の自発的な行動を促すために－
獨協大学経済学部 高安健一ゼミナール Zero Food Waste チーム

国連の持続可能な開発目標（SDGs）のうち目標 12「つくる責任つかう責任」の実現に注目。コン
セプトを「削減」から「楽しむ」に変更することで若者の食品ロス削減をメンバー 4 人でめざす。

ジ

ン

＊3
い冊子である
“ZINE”
を制作したことです。

若者の食品ロス削減に
学生が取り組む

食品ロスを
「楽しみながら」
削減する

日本では、年間約 643 万トンもの食品ロス

食品ロス削減のためには継続性が絶対に欠か

。これは国連世界食糧計

せません。家庭での一般的な食品ロス削減方法

画（WFP）が 2017 年に支援した食糧の総量で

は、カレンダーを用いて食材を日付管理するこ

ある 380 万トンの約 1.7 倍に相当します。

とや、買い物へ行く前に家庭内の食材の在庫を

が発生しています

＊１

年齢階層別に見ると、29 歳以下の若い世代

確認することなどが挙げられます。これらは削

が大量に食品ロスを発生させています。家庭で

減に確実に貢献するものの、面倒と感じて続か

の食品ロスは、
手つかずの状態で捨てられる
「直

ない人も多いのではないでしょうか。そこで、

接廃棄」や「食べ残し」
、調理中の
「過剰除去」が

私たちは
「削減を楽しむ」
ことができれば、若者

ありますが、特に
「直接廃棄」
と
「食べ残し」
にお

が食品ロス削減に継続的に取り組むようになる

いて、若い世代の廃棄率が最も高いのです

＊２

。

のではないかと考えました。

食品ロスへの危機感が広がるなか、削減策を

食品ロス削減を楽しむ方法を模索した結果、

実施する企業や官公庁は確実に増えています。

スパイスカレーに着目しました。カレーには

しかし、たいていの場合、対象は一般消費者であ

余った食材を活用しやすく、料理上手ではない

り、仮に対象が想定されていても子ども向けが

人でも作れるなど、利点が多数あります。そし

多く、食品廃棄率が高い若者をターゲットにし

て、スパイスカレーはスパイスの調合によって

た削減活動は、残念ながら見当たりません。

異なった香りを放ち、使う食材によっても味が

私たち Zero Food Waste チームは、若者こ

変わるため、自分らしさやこだわり、さらには

そが食品ロス削減に取り組む必要があると考え、

楽しさまでをも表現することができるのです。

若者の視点から、日本の将来を担う若者に対し

一見ハードルの高そうな料理ととらえがちです

て食品ロス削減に向けたアクションを促すこと

が、４種類のスパイス
（例えば、ターメリック、

を目的に 2018 年３月に発足しました。私たち

クミン、カイエンペッパー、コリアンダー）さ

の活動の独自性は２つあります。１つは、スパ

えあれば、好きな食材を炒め、煮込むだけで作

イスカレーに焦点を当てることにより、若者に

れる、簡単な料理です。

食品ロス削減に関心を持ってもらうことです。

獨協大生 100 人に大学生が捨ててしまいが

もう１つは、若者へメッセージを届け、食品ロ

ちな野菜をアンケート調査したところ、キャベ

ス削減への行動変容を促すために、自由度の高

ツ、にんじん、もやし、レタス、ねぎがトップ

＊1

環境省
「食品廃棄物等の利用状況等（平成 28 年度推計）概念図」https://www.env.go.jp/press/files/jp/111342.pdf

＊2

農林水産省
「平成 26 年度食品ロス統計調査報告（世帯調査）」http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_loss/#r1

＊3

自作の文章や絵、写真等を少量印刷した冊子。「magazine」が語源とされる。
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消費者教育実践事例集

写真２ エコプロ2018 での出展ブース

５であることが判明しました。そこで、著名な
カレー研究家の水野仁輔さんに、それらの野菜
を用いたスパイスカレーである
「ベジタブル
キーマカレー」
を開発していただきました。

ZINE『FOOD ISSUES』の発行
2018 年 11 月、スパイスカレーを用いた食
品ロス削減に若者の関心を引きつけ、行動を促
すための ZINE として
『FOOD ISSUES − The
Road to SDGs People −』
を制作しました
（写
真 1）＊ 4。副題に SDGs を入れたのは、食品ロ

スカレーの料理法を習得する過程をストーリー

ス削減に取り組んだ若者が将来 SDGs の実現を

仕立てで描いています。各ステージを簡潔かつ

担う人材になることを期待しているためです。

具体的にまとめることで、若者に食品ロス削減

この冊子で工夫した点は、人が行動変容をす

の入り口から継続性までの道筋を示し、順を

る際に「無関心期」
から始まり
「関心期」
「準備期」

追って理解できる構成としました。

「実行期」
「維持期」の 5 つのステージを通ると考

エコプロ 2018 での反応

える「行動変容ステージモデル」
を取り入れたこ

私たちは調査研究のアウトプットの場として、

とです。食品ロスの現状を知りながらも実践す
ることができずにいる若者は、関心期から自分

2018 年 12 月 6 日から 8 日まで東京ビッグサイ

で行動を起こす準備期への移行でつまずいてい

トで開催された環境に関する総合展示会
「エコ

ます。多くの若者を準備期に移行させるために

プロ 2018」を選びました。スパイスカレーを

は、「楽しさ」と
「食品ロス」
というキーワードを

活用した食品ロス削減方法を約 650 人に説明

どう結び付けるかが鍵だと考えました。

するとともに、ZINE『FOOD ISSUES』
を 500

制作に当たり、私たちはこの 5 つのステージ

部ほど配布しました
（写真 2）
。

を①知識編
（無関心期） ②魅力編
（実行期） ③実

来場者とのブースでの対話を通して、多くの

践・定 着 編
（維持

人々が私たちの活動に興味を持ち、
とりわけ「楽

期 ）の 3 つ に 再 編

しさ」に賛同してもらえたことを一同とてもう

しました。①知識

れしく思っています。この出展をきっかけに、

編では SDGs と若

消費者庁のウェブサイトでも活動のようすや

者の食品ロスの現

ZINE が紹介されました＊ 5。

写真１ 若者へ捧ぐ ZINE
『FOOD ISSUES』

状を明示し、②魅

将来の食品ロス削減に向けて

力編ではスパイス
カレーが食品ロス

食品ロスの発生量はここ数年、年間 600 万ト

削減に適した料理

ンを超えている状況であるがゆえに注目を集め、

であることを解説

多様な削減策が実施されてきました。私たちの

しました。
そして、

方法に限らず、各人が意識を高め、自分に適し

③実践・定着編で

た 削 減 方 法 を 見 い だ せ た な ら、Zero Food

は大学生がスパイ

Waste な社会に近づくのではないでしょうか。

＊４	高安健一ゼミナールフェイスブック 2018年11月30日の投稿からダウンロードが可能。 https://www.facebook.com/takayasuseminar2017/
「提案の扉」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/proposal/
＊５ 消費者庁
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第

7

回

ポート

レ
続 適格消費者団体活動

四国初の適格消費者団体として
特定非営利活動法人えひめ消費者ネット

野垣 康之

Nogaki Yasuyuki

2008 年７月設立、2018 年 6 月 19 日に全国 18 番目、
四国初の適格消費者団体として認定を受ける。

特定非営利活動法人えひめ消費者ネット理事長、弁護士。

委員として活動しています。

四国初の適格消費者団体認定

検討委員会は年に６回程度開催し、消費者被

2018 年６月 19 日、特定非営利法人えひめ
消費者ネット（以下、当会）は全国で 18 番目と

害の差止請求の可否等について検討し、申し入
れ案の起案等を行っています。

なる適格消費者団体の認定を受けました。空白
地帯となっていた四国で初めて適格消費者団体
の認定となりました。
当会は、2008 年７月消費生活相談員や消費

これまでの主な申し入れ事案
事案

生活アドバイザーが中心となって設立され、消

１

費生活相談や消費生活に関する情報を収集し、
注意喚起情報などを提供する事業などを実施
し、愛媛県民の消費生活の安定・向上に寄与す
る活動に取り組んできました。
その後、弁護士や司法書士等の法律実務家、
研究者、消費生活相談員、生活協同組合、消費
者団体等、愛媛という地域で消費者問題に関す
る活動を行っているメンバーが集結して、さま
ざまな活動を行ってきましたが、2013 年度か
ら消費者行政活性化基金を活用した愛媛県の補
助事業を受けて、適格消費者団体の認定をめざ
して活動を開始しました。
現在、正会員 102 名のほか賛助会員 22 名
（2019 年９月時点）からの会費収入や寄付等で
運営しています。

予備校に対する申し入れ
予備校のパンフレットには
「一旦納入さ

れた学費は、返金制度に該当する場合を除
い かん

き、
理由の如何を問わず返金いたしません」
と記載されており、受講生が在学生として
の地位を取得する前に契約を解除した場合
においても返金をしない旨のようにも解さ
れました。
さらに、在学生としての地位を取得した
後の解除であって、幾らかの損害を被るこ
とはあり得るとしても、中途入学者を受け
入れること、その他の事前の対策を講じる
ことは十分に可能であり、少なくとも、納
付した解除後の期間に対応する授業料の全
額について、一般的、客観的に損害を被る
ことにはならないというべきです。
そこで、いったん納入された学費の全額

検討委員会の活動

の返還をしないことを定めた文言は、平均

当会は、差止請求の要否およびその内容につ
いて検討を行うために検討委員会を設けて弁護
士４名、司法書士５名、消費生活相談員３名が
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的な損害を超えるものとして消費者契約法
９条１号に違反するとして条項の改正を申
し入れました。
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続 適格消費者団体活動レポート

予備校からは、実際には個別に事情を聞

約法 10 条に違反するとして当該条項の改

いて退学した学生には学費の返還をしてい

正および削除を申し入れました。

る旨の回答がありましたが、パンフレット

不動産業者の代理人弁護士と交渉を重ね

の記載によって、返金を受けられないもの

た結果、不当な条項の改正および削除が確

と誤解して返金の請求自体を行わない場合

認されたので申し入れを終了しました。

もあり得るので、パンフレットの文言自体
を変更するように再度、申し入れをしたと
ころ、パンフレットの文言の変更を確認し

啓発活動等

たために申し入れを終了しました。
事案

２

当会は設立以来、消費者トラブルの未然防止

着物レンタル業者に対する申し入れ
着物レンタル業者の契約書に、着物の返

還が遅れた場合に延滞金 1 日 3,000 円を
支払う旨、および契約成立後１週間を経過
した後のキャンセルについて、キャンセル
した日によって契約金額の 10％から 80％
の違約金を支払う内容の契約書となってい
たところ、消費者契約法９条および 10 条
に違反するとして申し入れました。
申し入れ後交渉したところ、延滞料は徴
収したことがなく、違約金についても病気

を目的に愛媛県内のさまざまな団体の要望に応
じて、公民館や集会所などで出前講座を実施し
てきました。高齢者向けの
「悪質商法の手口と
対策」
「 消費者トラブル未然防止」等の講座を寸
劇、紙芝居、替え歌などの手法で行ってきまし
た。また、小中学生向けの金銭教育はおこづか
いゲームなどを使って楽しく行ってきました。
さらに、愛媛県からの委託により小学生から
中学生、高校生、大学生までの各段階ごとに消
費者教育の教材を作成してきました。作成した
教材は当会のホームページ＊から無料でダウン
ロードできますので、ぜひご活用ください。

や転居等の理由でやむなく利用できなく
なった時は無料で解約に応じてきたと説明

今後の課題

があり、また、問題の条項を改正したことが
確認されたため申し入れを終了しました。
事案

３

不動産仲介業者に対する申し入れ
不動産業者が仲介している建物賃貸借契

約書について、賃借人に修繕義務を負わせ
る条項や入居者の出産以外の入居
（例えば
婚姻による入居）が認められない条項、破
産等の申し立てがあった場合や後見等の審
判を受けた場合に契約を解除することがで
きる条項など消費者の賃借権を不当に制限
する条項が散見されましたので、消費者契

当会の運営の課題としては、メンバーの高齢
化により長期的な活動の継続が危惧されてお
り、今後は若手の弁護士や相談員らの参加促進
を図り、消費者保護を担う人の底辺を拡大して
いく必要があります。
財政面でもメンバーのボランティア的な活動
や愛媛県の補助金に負う面が大きく、個人会員
や法人会員をどのように増やしていくかも検討
課題です。
被害情報の収集についても当会の認知度を高
めて愛媛県内から広く被害情報が寄せられるよ
うに体制を整えていく必要があると考えています。

＊ えひめ消費者ネット 啓発講座 https://ehime-syouhisya-net.org/katudo_keihatu.html
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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

14 回

信用スコア

（クレジットスコア）

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。

インターネットサービスの利用状況などを分析して、個人
の信用度を採点する
「信用スコア」が広がってきました。今回
は
「信用スコア
（クレジットスコア）
」
について取り上げます。

アメリカにおける信用スコア
（クレジットスコア）

信用スコア
信用スコアとは、個人の信用力を評価し、数
値化したものです。
日本では、
従前からクレジッ

クレジット社会であるアメリカはクレジット

トカード会社の社内で活用されてきましたが

スコア社会ともいわれています。
その算出には、

（クレジットスコア）
、近時、諸外国の影響を受

FICO スコアという算出方法が圧倒的シェアを

けて、利用者の申告内容やインターネット上の

占めています。FICO スコアの特徴は、支払履

サービスなどの利用状況等ももとに信用スコア

歴、借入限度額の何割を利用しているか、クレ

を算出し、それを提携先に提供することにより

ジットヒストリーの長さ、クレジットの種類・

数値に応じて融資や優遇サービスを受けられる

構成、新規借入額といったクレジットに関した

といった事業が出てきています。

情報から数値化していることで、性別や年齢、

日本における従前の信用スコア
（クレジットスコア）

住所、収入、勤務先といった個人情報は計算対
象から外されています。人種差別や男女差別の
ない公平な評価を意図しているものです。

クレジットカードの入会審査では、スコアリ

FICO スコアは、３つの信用情報機関でそれ

ングシステムが採用されているのが一般的で

ぞれ算出され、企業に提供されています。クレ

す。勤務先、勤続年数、年収、職業、電話番号、

ジットカードの申請や住宅ローンだけではな

借り入れやローン、年齢、住宅状況、居住年数、

く、電気・ガスの契約時やアパート・家の入居

配偶者の有無、家族構成といった申込書記載の

審査にも FICO スコアは用いられており、数値

情報に加えて、信用情報機関への照会結果、自

が低い場合には、契約を断られたり、デポジッ

社のクレジットカード・ローンの利用状況と

ト
（保証金）
を求められることがあります。
また、

いったクレジットヒストリー
（信用情報）
を加味

就職や転職の際にも参照されます。

して、数値化するものです。クレジットカード

このような信用情報は SSN
（社会保障番号）

で最近審査期間が短くなっている
（中には数十

とひも付いており、アメリカに来たばかりの駐

分で出るものもある）のは、こうしたスコアリ

在員や移民では、クレジットヒストリーがない

ングシステムの活用によるものです。スコアリ

ため低い数値からスタートせざるを得ないこ

ングシステムはあくまでクレジット会社の社内

と、また、一度低い数値になると生活全般に影

の信用スコアであること、クレジットヒスト

響し、上げるのが困難であるといった問題があ

リー以外にさまざまな属性を介して算出されて

りますが、クレジットスコアはアメリカ社会に

いることが特徴的です。

定着しています。
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用語
気になる この
で優遇される半面、数値の低い者が不利になる

中国における信用スコア

可能性もあります。

中国ではアリババとテンセントという２つの

日本における
新たな信用スコアの出現

巨大プラットフォーマー ＊ があらゆる分野で
競っています。このうち、アリババが展開して
ジー マ

いるのが、芝麻信用です。芝麻信用は、アリバ

2018 年後半から日本の大手通信事業者や IT

バのモバイル決済サービス
（アリペイ）
の中に組

企業が、パートナー企業と提携して融資や優遇

み込まれた機能で、学歴、勤務先、資産、返済

サービスの提供を行うことを前提として、利用

履歴、人脈、行動（ショッピング・金融商品の

者の申告内容やインターネット上のサービスな

利用状況や公共料金支払状況）など個人のごま

どの利用状況をもとに信用スコアを算出する事

粒のような細かな情報を積み重ねて AI が分析

業に乗り出してきています。従前からあるクレ

して信用スコアを算出します。数値が高い者に

ジットスコアとの違いは、利用目的がクレジッ

ついては、①ホテルやレンタカー、レンタサイ

トカードの審査に限られないことや第三者提供

クルなどでデポジット
（保証金）が不要になる

を行う場合があるところです。

②病院や店舗で後払いができるようになる ③

信用スコア提供事業者で代表的なところは、

ネットショップのクーポンがもらえる ④いく

J.Score
（ソフトバンク、みずほ銀行）
、LINE、

つかの国のビザが取得しやすいといった特典が

Yahoo!、NTT ドコモです。

あるようです。

このうち、Yahoo! が提供する Yahoo! スコア

このような民間の信用スコア以外に、中央政

は、
「本人確認
（Yahoo! JAPAN ID にひも付く

府や地方政府が運営する公共の信用スコアもあ

住所などの情報の登録率など）
「信用行動
」
（ヤフ

り、民間の信用スコアで考慮されている要素以

オク ! における取引実績など）
「消費行動」
」

外に、交通違反などの違法行為がないこと、税

「Yahoo! JAPAN サービス利用」の４つのカテ

金や公共料金を確実に支払っていること、ボラ

ゴリー別のビッグデータをもとに信用スコアを

ンティアや社会奉仕活動、献血への積極的な参

算出したものであり、中国の芝麻信用などの影

加などが含まれることもあるようです。公共の

響を感じさせます。

信用スコアでは、数値の高い者が公共サービス

最近よく耳にする「情報銀行」
について教えてください。
情報銀行とは、個人から個人情報にひも付
くさまざまなデータの管理を委託されたうえ
で、本人の同意の範囲内で第三者に提供する
ものです。データを預けることにより、利用
者に直接的または間接的に利益が戻ってくる
ことから銀行に例えられています。
信用スコアと情報銀行は、2018 年後半か
ら話題になってきており、共に個人に関する
データに関係することから同じように思われ
ているところもありますが、まったく違う概
＊

念です。
現在、
（一社）日本 IT 団体連盟において情
報銀行認定事業が行われており、フェリカポ
ケットマーケティング株式会社による地域振
興プラットフォーム
（仮称）
、三井住友信託銀
行株式会社によるデータ信託サービス
（仮称）
の２件について、情報銀行サービスが開始可
能な状態にあるという認定を受けています
（2019 年９月末）
。

ウェブ版
「国民生活」2019 年８月「気になるこの用語」参照 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201908_12.pdf
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相談情報ピックアップ
第

4

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

ＳＮＳや掲示板サイトなどを通じた

「個人間融資」
のトラブル

相談事例
事例１

生活費が不足し、他からの借入れがで

きなかったため、個人間融資の掲示板サイトに
お金を貸してほしいと書き込み、返事をしてき
た人と直接会って計 15 万円を借りた。これま
でに 50 万円以上返済したが、さらに 400 万円
を支払うよう連絡がきた。相手は自分の住所を
知っている。どうしたらよいか。


（50 歳代、男性）

問題点とアドバイス

事例２

携帯電話料金の滞納などでお金を借り

られるところがなく、SNS で融資をしてくれ
る人を募った。
融資するという人が現れたので、
SNS でやり取りをして 100 万円を借りること
にした。保証金として 20 万円の融資に対して
１万円が必要と言われ、５万円を支払ったが、
その後、相手と連絡がつかなくなった。だまさ
れたのか。

（20 歳代、女性）

意思をもって金銭の貸付けを行う場合には、貸

SNS や掲示板サイトなどを通じて、見知ら

金業の登録を受ける必要があり、貸金業の無登

ぬ人同士が金銭の貸し借りをする
「個人間融資」

録営業は貸金業法違反となります
（貸金業法第

に関する相談が全国の消費生活センター等に寄

３条第１項、第 11 条第１項）
。こうした
「個人

せられています。相談事例では、見知らぬ相手

間融資」では、個人を装ったヤミ金融業者によ

からの「個人間融資」
で違法な高金利による貸付

り違法な高金利の貸付けが行われ、返済請求額

けが行われたケースもあり、次のように十分な

が膨らむおそれがあります。また、個人情報が

注意が必要です。

悪用されるなど、さらなるトラブルに巻き込ま

（1）SNS や掲示板サイトなどを通じた「個人間

れる危険性もあるため、SNS や掲示板サイト

融資」で、見知らぬ相手から借入れをする

などを通じた
「個人間融資」
で、見知らぬ相手か

のはやめましょう

ら借入れをするのはやめましょう。

SNS や掲示板サイトなどでの
「個人間融資」

（2）多重債務などで困っていたら、自治体の窓

の投稿や書き込みを通じて、見知らぬ相手から

口や最寄りの消費生活センター等に相談し

一時的に借入れができたとしても、高額な利息

ましょう

の支払いを求められ返済が困難になることがあ

多重債務などで困っている場合には、自治体

ります。中には、保証金を支払ったにもかかわ

の多重債務相談窓口や消費生活センター等に相

らず融資を受けられないといったケースや、融

談してください。また、弁護士会等で無料の法

資の条件として下着姿や裸の写真を送るなど性

律相談を行っているところもあるので、まずは

的な要求をされるケースもあります。

それらの窓口に相談してください。

「個人間融資」
をうたっていても、反復継続の
参考：国民生活センター「SNS などを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう！（2019 年６月 14 日公表）」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190614_1.html
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第

暮らしの

法律

Q&A

89 回

誤って駐車したら、看板にある罰金
100万円を払わなければならない？
相談者の気持ち
つき ぎめ

パーキングエリアと間違えて隣の月極 駐車場に駐車してしまいました。
駐車場には
「無断駐車は罰金100万円を徴収します」
という看板が立てら
れていました。罰金を支払わなければならないのでしょうか？

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。

「間違えて」とありますが、場合

100 万円」の看板が立ててあり、それを見たう

によっては、月極駐車場と分かっ

えで止めた、つまり「100 万円を支払うことを

ていて駐車するケースもあると思

承諾したのだ」と看板の設置者は主張するかも

います。そのいずれであっても、

しれません。しかし、本件では
「パーキングエ

結 論 か ら 言 え ば、 相 手 方 が 言 う

リアと間違えて隣の月極駐車場に駐車」したの

「100 万円の罰金」は支払う必要はありません。

ですから、そもそも
「罰金 100 万円」の場所に

もっとも、駐車してしまったのですから、当然

駐車したという認識がありません。ですから、

いくらかのお金は支払う必要があります。

駐車してしまった人と看板の設置者との間に双

説明の前に、
言葉遣いの説明をしておきます。

方の合意なるものはありません。

「罰金」という言葉は、人が罪を犯して刑事裁判

仮に、
「罰金 100 万円」の場所に駐車したと

になり、その結果、裁判所
（国の機関）
から宣告

いう認識があった場合を考えてみましょう。そ

されるものを意味します。例えば、道路交通法

れでも、やはり支払う必要はありません。そも

における酒気帯び運転の場合などです。ですか

そも
「ここに止めてもらって 100 万円支払って

ら、本件のように、民間の人が主体となって取

もらおう」などと考えて看板を設置する人はい

り立てようというお金は
「罰金」
とは言えません。

ません。こうした看板の実質的な意味は、取引

ここから説明に入ります。社会における普通

の条件提示というより
「無断駐車をするな」とい

の取引を考えてみましょう。そこでは、受けた

う趣旨の警告に過ぎません。要するに、無断で

サービスや商品に対して提供者に対価を支払い

止めた人に高額のお金を支払ってもらうという

ます。その前提として、価格や取引条件、サー

看板の設置者の意思を出しておくことで、無断

ビスの内容などを双方合意のうえで決定して対

駐車がしにくくなるという心理的抑止効果をね

価が支払われるものです。サービスや商品を受

らったものと考えるのが普通でしょう。

けた側が後になって一方的に支払い拒否や減額
を求めることができないことは当然です。
では、今回の場合はどのように考えるべきな
のでしょうか。駐車場には
「無断で駐車したら

したがって、無断駐車に対して高額の罰金が
記載されていても、法的な拘束力はないとみる
べきです。ただし、無断駐車時間に応じた対価
等を損害として賠償する責任があります。
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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

航空機の予約チェックインシステム障害による遅延に
ついて、航空会社の債務不履行が否定された事例
本件は、航空機による旅客運送契約において、予約チェックインシステムの障害によ
り航空機に遅延が生じたことについて、消費者が航空会社に対して債務不履行に基づく
損害賠償を請求した事例の控訴審判決である。
裁判所は、航空機における定刻運送債務についての考え方を示したうえで、システム
障害について航空会社が予見することができなかったことなどを理由に、航空会社の債
務不履行を否定し、消費者の損害賠償請求を棄却した。
航空機における、定刻運送債務の考え方に
ついて、参考になる判決である。
（東京高裁平
成22年３月25日判決
〈控訴棄却 上訴不受理〉
）

原 告 ・ 控 訴 人：X ら（消費者 23 名）
被告・被控訴人：Y
（航空会社、同代表取締役）

５時 44 分：ネットワークが正常な状態に復旧し

事案の概要

た。

X らは Y と、羽田空港発鹿児島空港着の航空

５時 49 分：Y が、バックアップシステムに入力

機による旅客運送契約を締結した
（ただし元々３

したチェックイン情報を、復旧したホストコン

便に分散した乗客らである）
。しかし同日午前に

ピューターに転送し、情報の整合性を図る作業

Y の予約チェックインシステム
（以下、本件シス

を行った
（切り戻し作業）
。同日が３連休初日で

テム）
に障害が発生して搭乗手続きができなくな

座席予約率が高かった等の事情から、データ通

り、同日の鹿児島空港への航空便が予定時刻を

信量が大量となり、９便のうち６便目以降の便

大幅に遅延して出発・到着した。

の仮ファイルがエラー警告リストに出力される

システム障害の概要は以下のとおりである。

こととなった。しかし、６便目の取り込み作業

未明：Y から本件システムの保守管理を委託さ

が 200 秒のシステム設計上の制限時間直後に

れた会社の従業員が、Y の a 支店設置の管理プ

完了したため、エラー警告リストへの出力直前

ログラムを変更する作業を行ったが、その際に

に仮ファイルが削除されてしまい、結果として

数値入力を１カ所間違えた。

ホストコンピューターが異常終了することと

４時 47 分頃：上記ミスにより、全データが a 支

なった＊１。

店を経由することとなり、a 支店の通信回線に過

６時 58 分：切り戻し作業が正常に終了しなかっ

剰負担がかかり、本件システムのネットワーク

たため、設計によりシステムは使用停止となっ

全体が一時停止した。

た。

５時 33 分：Y がバックアップシステムを起動さ

７時３分：Y が再度切り戻し作業を行うことで、

せ、ネットワーク停止の原因を調査した。

チェックイン業務を行うことができるように

＊１ 本
 システムでは、通常、取り込み作業は数秒で完了し、200 秒経過しても完了しない場合には、仮ファイルのデータがエラー警告リストに出力され
ることとなっている。なお、平成元年の本件システム稼働以降、本件システムとバックアップシステムが使用不能になったことはなかった。
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（2）付随義務について

なった。
X らは出発まで羽田空港で待機し、予定便に

①情報告知義務
（航空機の運航時刻変更を行

搭乗して鹿児島空港に到着している。しかし、X

う場合、搭乗者である旅客からの問い合わせが

らは羽田空港で各便それぞれ２時間 30 分
（X ら

あれば確定した情報を可能な範囲で告知する信

が乗った一番早い便）
、
５時間50分
（二番目の便）
、

（滞留した旅客
義則上の義務）②旅客対処義務

７時間20 分
（一番遅い便）
、混雑のなか待機させ

らにより混雑が予想される場合には生命または

られ、一部便の旅客は人混みをかき分けながら

身体に対する危険を生じさせないようにすべき

進まねばならない搭乗口に案内された。一番遅

信義則上の義務）③誘導義務
（旅客が適切に搭

い便の搭乗者は午後８時 35 分に鹿児島空港に到

乗を行い得るように誘導する旅客運送契約上の

着し、目的地方面への公共交通機関は終了して

義務）
、の３つの義務の存在を認めつつも、①

いた
（もっとも、X らのうち１便の旅客が予約し

については、
「ダイヤ混乱のため出発時刻が複

た貸切バスで一番遅い便の搭乗者も最終目的地

数回変更され、確定情報の伝達が困難であった

のホテルには到着できた）
。

が、X らは全員予定便に搭乗したことから電光

これに対して Xらが債務不履行
（
（1）
履行遅滞、
（2）
付随義務
（顧客配慮義務）
違反）
に基づく損害

掲示板やアナウンスにより搭乗口と出発予定時
刻が設定されたのちには旅客らに広報していた
と認められるし、払い戻しや他社便への乗り換

賠償
（慰謝料を含む）
を請求した。
原審は以下のように判断して、X らの請求を

えをした旅客が多数いたことからも、Y は旅客
からの問い合わせに払い戻し等の情報提供をし

棄却した。

ていたと認められる」として、②③については

（1）履行遅滞について

「生命身体への危機がなかった」
として義務違反

Y は、手段債務＊２としての定刻運送債務を負

を認めなかった。また、
④交通手段確保義務（到

うにとどまり、予定時刻に到着することの実現

着後の交通手段を確保するなどの義務）は特段

に向け合理的な最善の努力を怠った場合に限り

の事情がない限り負うことはなく、本件では特

債務不履行責任を負うとしたが、システムおよ

段の事情はなかったとした
（なお、鹿児島で Y

びバックアップシステム双方が使用不能になる

は離島へ向かう旅客の翌日の航空便や宿泊手

ことについて予見可能性がなかった
（過去不具合

配、滞在先への交通機関がなかった場合のタク

がなく切り戻し作業中に両システム双方が使用

シー手配と費用負担をしていた模様だが X らは

不能な状況に陥るとの予見は困難、送信タイム

利用していない。情報が伝達されなかったため

ラグの発生は避けられない、
0.00016秒
〈計算値〉

かは不明である）
。

かん げき

の一瞬の間隙との重複による障害の発生予測は

Xらが控訴したのが本件である。

現在の技術水準では困難）
として過失を認めず、
保安および安全面の配慮を最優先にすべき航空

理

機輸送の特性に鑑みて、便ごとの間に遅延幅が
拡大したこともやむを得ない事態であったとし

（1）履行遅滞について
結果債務・手段債務について決することはや

て、Y が定時性を実現するための合理的な最善
の努力を怠ったことを否定した。

由

め、次のとおり、旅客運送契約の解釈として定

＊２ 契
 約等で定められた結果の実現に向けて合理的な最善の注意義務を払って行為することを債務内容とし、そのような注意義務を払って行為すれ
ば結果が実現しなくても責任を問われない債務を「手段債務」
という。結果の実現そのものを債務内容とする「結果債務」と対比される。
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刻運送が内容とされていたかが検討された。

までは必ずしも言えないことも、生じ得る。し

運送契約の必須の内容は人や物を運送するこ

かしながら、情報の伝達については、正確性と

とであるが、そのほかに出発時刻や到着時刻が

迅速性が相反し、どの時点でどこまでの情報を

契約内容に含まれているかどうかは、個別の契

伝達するのがよいのかについて、一義的に判断

約の解釈によるべきものである。本件旅客運送

するのが難しく、いたずらに迅速性を重視する

契約の合理的解釈として、運航時刻に関する合

と、不正確な情報の提供になり、かえって混乱

意の内容は、物理的に不可能な場合を別にすれ

が拡大する危険があるし、乗客の誘導について

ば、運航時刻の遵守よりも優先すべき安全にか

も、既に大幅な遅延が生じている以上、混乱を

かわる事情（「優先事情」
）
の生じない限りにおけ

生じさせないようにすることと、できる限り速

る予定時刻を定めるものである。Y は優先事情

やかな搭乗を実現することとの兼ね合いが難し

が生じない場合にはこれを守る義務があり、優

いということができる。そして、そのような判

先事情が生じた場合にはできる限り遅れを小さ

断を流動的な事態のなかで適時にして実行しな

くするように対処する義務を負うと解するのが

ければならないから、当時の状況の下において

相当である。もっとも優先事情が生じてしまっ

できる範囲のことをしたと評価し得るのであれ

た以上は、運航時刻を守るよりは安全を優先す

ば、
事後的、
客観的に見て不完全なところがあっ

べきであるから、Y はそれ以降はできる限り遅

ても、これを義務違反として Y に損害賠償責任

れを小さくするように対処する義務を負うとい

を負わせることはできないというのが相当であ

うべきであるが、優先事情自体が Y の責めに帰

る。なお、情報伝達に問題があったとはいえな

すべき事由により発生したような場合には、Y

い以上、長時間空港内で待たざるを得なかった

は運航時刻の遅れにつき債務不履行責任を負う。

ことによる肉体的・精神的苦痛については、生

（以下、原審がシステム障害の発生について

命または身体に対する危険が生じたといえない

Y に過失がなかったとした点を引用し、かつ、

限り、損害賠償義務を生じないこと、
（X らの

できる限り遅れを小さくするように対処する義

うち一番遅い便に搭乗した者が、一番早い便の

務についても、システム障害発生後の Y の対応

搭乗者が予約した貸切バスで最終目的地である

が原審認定のように義務を尽くしていたとした

ホテルに行くことができたという状況下で）Y

うえで）そうすると、Y は本件旅客運送契約上

が同空港から先の交通手段の確保をすべき義務

の義務を尽くしたものと認められるから、Y に

を負わないことも原判決判示のとおりである。

じゅんしゅ

は債務不履行は認められない。

解

（2）付随義務違反について

説

以下のとおり、控訴審の主張に対して判断し

本件でまず問題となるのはシステム障害に対

たほかは、原審を引用して債務不履行責任を否

する判断
（原審）
である。悪天候等の外的要因で

定した。

はなく、航空会社の管理するシステムの不具合

Y は生じた事態の中で可能な限り適切な情報

が原因の遅延であり、判旨の
「優先事情」
の発生

を遅滞なく旅客に伝達し、混乱を最小限に抑え

につき Y に帰責事由があれば債務不履行となり

つつ乗客を適切に誘導することが求められる。

得る。確かに本件は数値の入力ミスに端を発し

このような場合、事後的、客観的に見れば、実

てはいるが、そのような場合に機能するバック

際に行われた情報伝達や誘導が最善であったと

アップシステムは備えていた。そのバックアッ
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プシステムと本体システムとの間のデータのや

エ．航空機による人の運送が、何よりも安

り取りが 0.00016 秒のタイミングで重複した

全を優先すべきものである一方で、天候等

ために双方が停止したことが原因で大混乱につ

の自然的要因や機体、管制システム、他の

ながったとすれば、予測不可能との判断もやむ

航空機の運航状況等を含む技術的・人為的

を得ない面がある。

要因の影響を受けやすくこれを軽視すれば

控訴審判決からうかがえる重要な点として、

安全が損なわれるおそれが高く、また安全

第一に、定刻運送債務のとらえ方として、手段

を最優先することは旅客にとっても最大の

債務・結果債務のいずれに属するかに基づく判

利益である

断ではなく、航空機による旅客運送契約の解釈
から判断しようとしたことが挙げられる。判決

ということに基づいて、上記の判決理由のよう

は、自動車による運送を例に、
「運送日時を定

な判断をしている。
第二に、航空機の遅延等が生じた場合の義務

めても交通事情、気象条件、事故の発生等の不
可抗力を含む事由により所定の日時に運送でき

として、具体的に４つの付随義務、すなわち

ない可能性は契約当時から双方が認識している

①情報告知義務 ②旅客対処義務 ③誘導義務

が、日時が債務内容とされていない、あるいは

④交通手段確保義務を認めている点である。し

その実現に向けて合理的な最善の努力をするの

かし、①③は事後的・客観的に見れば最善では

が債務の内容であるというのではなく、その日

なくても当時の状況の下においてできる範囲の

時に運送を行うことが債務の内容になってい

ことをしたと評価し得ればよいとしているし、

る。しかし、さまざまな事由により、その履行

②③については生命・身体に及ぶ損害でなけれ

が遅滞したり不能になったりすることがあり、

ば賠償されず、④は特段の事情がなければ認め

それが債務者の責めに帰すことのできない事由

られないので、認められる余地は少ないと思わ

によるときは、債務不履行責任を生じない」と

れる。

し、これを航空機による旅客運送契約の判断に
ついても用いている。また、本件旅客運送契約
解釈に際して、この契約に関し
ア．出発・到着予定時刻を明記した時刻表
に基づいて申込・承諾が行われ運送契約が
成立する
イ．Y 発行の時刻表やインターネット情報
には
「発着時刻・機種はお断りなしに変更
する場合がございます」等と記載されてい
る
ウ．約款に、やむを得ぬ事由により予告な
く時刻の変更、欠航等の必要な措置をとる
ことがあるが当該措置をとったことにより
生じた損害については例外を除き賠償責任
を負わないとある
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参考判例
①千葉地裁松戸支部平成 21 年４月 17 日判決
（LLI/DB、本件原審）
②さいたま地裁平成 27 年８月25日判決
ウェブ版国民生活 2016 年 12 月号「暮らしの判例」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201612_13.
pdf
「航空機による旅客運送契約で、機体の不具合を理由に欠航と
なったことにつき、機体の点検整備状況についてやむを得ない
事由の存在を認めず、債務不履行を認めた事案（ただし財産的
損害は運賃払い戻しによりすべて回復されたとして慰謝料請求
のみ認める）」
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

8

回

消滅時効
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。

10 年と定められていました。さらに、５年、

はじめに

３年、２年、１年の短期消滅時効制度がありま

時効制度は、法律上の権利者が権利を行使し
ない状態が長く続いた場合に、その権利の主張

した。商法では、商事債権の消滅時効を５年間
と定めていました。

が認められなくなることがあるとするもので

消費生活相談で扱う契約トラブルでは、契約

す。つまり、法律上の権利があるとはいっても、

の相手方事業者は、株式会社などといった会社

当然に、いつまでも権利の保障がされるわけで

であることが一般的です。会社は会社法で商人

はなく、適正に権利行使をする必要があるとい

と定められています。そのため、会社との契約

う意味の制度です。

により発生する債権は商事債権ですから、商事

時効制度は、①権利の上に眠る者は保護しな

債権の消滅時効である５年間ということになり

い ②取引の安定性の確保 ③証拠の散逸などに

ます。消費生活相談で扱う債権の多くは、商事

対する対応、の３つの意味があると説明されま

消滅時効の対象だったということです。

す。どの理由のウェートが大きいかは、時代に

ただし、飲み屋のツケや短期間のレンタル契

よって異なりますが、近年では取引の安定性の

約のレンタル料などは、１年間の短期消滅時効

確保に重点が置かれるようになっています。

でした。また、消費者金融業者に対する過払い

時効制度の主なものは、所有権に関する取得

金返還請求権は、商事消滅時効の５年か民法に

時 効 と 債 権 に 関 す る 消 滅 時 効 が あ り ま す。

よる債権の消滅時効の 10 年かという論点があ

2017 年改正では取得時効はそのまま維持さ

りましたが、
過払い金返還請求権は、
契約によっ

れ、債権の消滅時効については大きく改正され

て発生する債権ではなく、不当利得返還請求権

ました。消費生活相談では、契約に関する相談

であることから、民事債権の消滅時効の 10 年

が多いため、債権の消滅時効の基礎知識は次の

によるとする判決が確立しています。

視点から重要です。第一は、消費者の債権を確

消滅時効の改正点

保する視点、第二は事業者の債権がいつ消滅す

これらの消滅時効制度は、次のように大きく

るかという視点です。
さらに、消滅時効が完成するのを止める手段

改正されました。

の知識も重要です。改正法では、時効の進行を

まず、債権の消滅時効は権利の行使ができる

止める制度も改正しています。改正前は
「時効

時から５年間と短くする改正がされました。あわ

の中断と停止」
でしたが、改正法では
「時効の完

せて、
商法の消滅時効の規定が削除されました。

成猶予と更新」
に改められました。

債権の消滅時効は、民法に一本化されました。

消滅時効についての改正前の概要
改正前民法では、債権の消滅時効は原則が

改正法 166 条１項１号では、
「債権者が権利
を行使することができることを知った時から五
年間行使しないとき」
と定めています。
「債権者
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が権利を行使することができるとき」とは、契

改正民法
（債権等の消滅時効）
第 166 条 債権は、次に掲げる場合には、時
効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができること
を知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間
行使しないとき。
２ 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行
使することができる時から二十年間行使しな
いときは、時効によって消滅する。
３ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件
付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行する
ことを妨げない。ただし、権利者は、その時
効を更新するため、いつでも占有者の承認を
求めることができる。

約に基づいて発生した債権の場合には、契約で
定められた支払期日などの債務の履行期日を意
味します。契約により発生する債権の場合には、
契約当事者は「権利行使できる時」
を契約で定め
ているので、いつから権利行使できるか知って
います。したがって、契約に基づく債権の場合
には、「権利を行使できる時」
から５年間と考え
ればよいということです。
債権者が権利行使ができる時を知らない場合
には、同条同項２号で
「権利を行使することが
できる時から十年間行使しないとき」とされて
おり、権利行使できる時から 10 年間と、改正
前と同じ扱いです。権利者が権利行使できる時

（人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求
権の消滅時効）
第 167 条 人の生命又は身体の侵害による損
害賠償請求権の消滅時効についての前条第一
項第二号の規定の適用については、同号中「十
年間」とあるのは、「二十年間」とする。

を知らない場合とは、どんな場合でしょうか。
消費生活にかかわるものの典型例が、消費者金
融に対する過払い金返還請求権です。過払い金
返還請求権は、多重債務に陥り支払い困難と
なった消費者が、弁護士に依頼するなどして、

第 170 条から第 174 条まで 削除

消費者金融業者に対して取引履歴の開示請求を
し、これに基づいて充当計算をして初めて判明
します。この点から、権利行使できる時から５

時効の進行を止める

年間ではあまりに短すぎることから、改正法で

債務者が支払いをするなど債務の履行をすれ

も改正前と同様に 10 年のままとされました。
さらに、人の生命や身体に被害を被った場合

ば、その時点から消滅時効は新たに１日目から

は、被害者保護の観点から、20年としました。こ

進行することになります。しかし、債務者が支

の点は、消滅時効が長くなったということです。

払期限に支払わないなど債務の履行をしない状

さらに、短期消滅時効はすべて削除され、債

態が続くと、債権の消滅時効は進行してしまい

権の消滅時効は５年間に一本化されました。

ます。５年を経過すると消滅時効は完成し、債

飲み屋のツケやレンタル料の支払いなど、改

務者は債権の消滅時効の援用が可能になりま

正前は１年とされていたものも一律に５年とな

す。では、債権の消滅時効が完成しないように

り ま し た。 改 正 法 で 削 除 さ れ た 170 条 か ら

するためにはどうすればよいのでしょうか。

174 条は、短期消滅時効に関する条文です。

時効の中断から完成猶予に

なお、判決で確定した権利については、改正

債権の消滅時効の進行を止めたりリセットし

前と同様に一律 10 年間の消滅時効のまま維持
されました。裁判上の和解、
裁判所の調停など、

たりする制度のしくみも、改正法では大きく改

確定判決と同様の効力を有するとされるものも

正されました。改正前民法では、
「時効の中断」

同様です。

と定めていました。改正法では、
「時効の完成
猶予と更新」
に名実ともに改正しました。
時効の中断とは、時効の進行がその時点で止
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まり、中断事由が終了すれば引き続いて進行が

なります。しかし、
「確定判決又は確定判決と

再開するという制度でした。改正法では、時効の

同一の効力を有するものによって権利が確定す

中断から時効の完成猶予の制度に改めました。

ることなくその事由が終了した場合にあって

さらに、改正前は、裁判所に訴訟を提起する

は、その終了の時から六箇月を経過する」まで

ことを単に「請求」
と表現していました。債権者

の間は時効の完成は猶予されます
（改正法 147

が債務者に対して支払いを求めることを日常用

条１項柱書）
。つまり、訴訟を取り下げてから

語では「相手に請求する」
などといいます。その

６カ月を経過するまでは消滅時効の完成は猶予

ために、条文で｢請求｣と表記されていると、債

されることになります。

権者が債務者に支払うように求める行為をした

改正民法
（裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更
新）
第 147 条 次に掲げる事由がある場合には、そ
の事由が終了する（確定判決又は確定判決と同
一の効力を有するものによって権利が確定す
ることなくその事由が終了した場合にあって
は、その終了の時から六箇月を経過する）まで
の間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第 275 条第１項の和解又は民
事調停法（昭和 26 年法律第 222 号）若しくは
家事事件手続法（平成 23 年法律第 52 号）によ
る調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続
参加
２ 前項の場合において、確定判決又は確定判
決と同一の効力を有するものによって権利が
確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事
由が終了した時から新たにその進行を始める。

ことが時効の進行を止めることになると誤解、
ないしは曲解される原因ともなっていました。
例えば、多重債務者が消費者金融業者に対し
て消滅時効の援用をすると、消費者金融業者か
ら｢文書、電話、電報、訪問など、さまざまな
方法で請求を繰り返してきた。それにもかかわ
らず支払わなかったのは、債務者だ。消滅時効
は完成するはずがない｣と主張してきたりしま
す。民法上は、上記のように債権者が債務者に
対して、債務を履行するように請求することを
「催告」といいます。催告を繰り返しても、消滅
時効の進行を止めることはできません。
そこで、改正法では、明確に
「裁判上の請求」
と
明確に表記を改めました。時効の完成を猶予す
るためには、裁判所に訴訟を起こすなどの手続
きが必要です。債権者が民事訴訟を起こした場
合には、時効の完成の猶予の対象になります。

新たに導入された完成猶予の
しくみ

勝訴判決が確定すると、それまで進行した期間
はリセットされ、新たに１日目から進行すること

改正法により新たに設けられた時効の完成を

になります。これが、
改正法の時効の更新です。

猶予する制度に、
「協議を行う旨の合意による

時効の完成猶予の概要

時効の完成猶予」があります。この制度が導入

時効の完成猶予の概要は次のとおりです。消

された背景には、次のような事情があります。

滅時効が完成する３カ月前に、債権者が民事訴

契約当事者間に紛争が生じた場合には、当事

訟を提起した事例で考えてみましょう。完成猶

者間で話し合いをして問題を解決しようとする

予のしくみでは、民事訴訟を提起しても時効は

ことが少なくありません。改正前は、当事者間

進行します。債権者が、民事訴訟を提起してか

で解決のための話し合いを進めている間も消滅

ら６カ月経過後に訴訟を取り下げた場合には、

時効は進行するしくみになっていました。その

「時効の完成猶予の事由」
が終了したことになり

ために、話し合い中に消滅時効の完成が近くな

ます。民事訴訟提起後も時効は進行するので、

ると、債権者としては、消滅時効が完成しない

提訴から３カ月後に消滅時効が完成する計算に

ようにするために民事訴訟を提起せざるを得ま
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せんでした。これは、話し合いを続けている当

その通知の時から六箇月を経過した時
２ 前項の規定により時効の完成が猶予されて
いる間にされた再度の同項の合意は、同項の
規定による時効の完成猶予の効力を有する。
ただし、その効力は、時効の完成が猶予され
なかったとすれば時効が完成すべき時から通
じて五年を超えることができない。
３ 催告によって時効の完成が猶予されている
間にされた第１項の合意は、同項の規定によ
る時効の完成猶予の効力を有しない。同項の
規定により時効の完成が猶予されている間に
された催告についても、同様とする。
４ 第１項の合意がその内容を記録した電磁的
記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式で作
られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）
によってされたときは、その合意は、書面に
よってされたものとみなして、前３項の規定
を適用する。
５ 前項の規定は、第１項第三号の通知につい
て準用する。

事者双方にとって好ましいとはいえません。
そこで改正法では、問題の解決に向けて双方
で話し合いをしている間は、時効の完成を猶予
できる制度を導入したのです。ただし、時効の
完成を猶予するためには
「権利についての協議
を行う旨の合意が書面でされる」ことが必要で
す。この書面は、電子データによるものも含み
ます。紛争の解決に向けての話し合いをする場
合でも、話し合いをすることについての合意書
面を作成しない場合には、消滅時効の完成は猶
予されないので、話し合いの最中に時効が完成
することがあり得ます。その可能性がある場合
には、債権者としては、時効が完成するのを止
めるために民事訴訟を起こさざるを得ないこと
もあり得るわけです。
時効の完成が猶予されるのは、合意があった
時から１年間です。合意で定めた協議期間が１
年より短い場合には、合意で定めた期間が経過

天災などの場合

するまでが、時効の完成が猶予される期間とさ

東日本大震災のような大きな災害が発生した

れます。再度の書面による合意がなされれば、
再び、時効の完成が猶予されます。ただし、合

ために債権の行使ができない、具体的には民事

意を繰り返せば、いつまでも延ばすことができ

訴訟の提起などの手続きを取ることができない

るわけではありません。時効の完成が猶予され

という場合には、特に配慮が必要です。

なかったとすれば時効が完成すべき時から通じ

改正前民法では、そのような障害が消滅した

て５年を超えることができないと、一定の制限

日から２週間は時効は完成しないと定めていま

がされています。

した。つまり、障害が消滅した日から２週間以

また、当事者の一方から相手方に対して協議
の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたとき

内に訴訟を提起するなどの手続きを取ればよい
というわけです。
しかし、東日本大震災が起こった結果、２週

は、その通知の時から６カ月を経過した時も、
時効の完成猶予の効果はなくなります。
改正民法
（協議を行う旨の合意による時効の完成猶予）
第 151 条 権利についての協議を行う旨の合
意が書面でされたときは、次に掲げる時のい
ずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間
（一年に満たないものに限る。）を定めたとき
は、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続
行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、

間ではあまりに短か過ぎて現実的ではないこと
が分かりました。そこで、改正法では、２週間
から３カ月に延長しました。
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改正民法
（天災等による時効の完成猶予）
第 161 条 時効の期間の満了の時に当たり、天
災その他避けることのできない事変のため第
147 条第１項各号又は第 148 条第１項各号に
掲げる事由に係る手続を行うことができない
ときは、その障害が消滅した時から三箇月を
経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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