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めざすべき省エネ住宅のあり方とは
－低炭素社会の実現に向けて－
前 真之

Mae Masayuki

東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 准教授

学生時代より一貫して住宅の省エネルギーをメインテーマに、給湯のエネルギー消費量
評価や省エネで快適な暖冷房のあり方について研究を続けている。

日本の住宅は、省エネ性能や断熱性能が大き

準）
が制定されました。

く劣ることが問題になっています。住宅の性能

省エネ基準という名前ですから、エネルギー

が不足していることは、エネルギー消費の増大

消費量そのものを規定するのが自然です。しか

につながるだけでなく、健康や快適性に大きな

し当時は、冷暖房や給湯の設備が実際にどれだ

悪影響があることが分かってきました。本稿で

けエネルギーを使うのかよく分かっていません

は、日本の住宅における省エネの歴史と、今後

でした。そのため、冬に建物から逃げる熱を減ら

に求められる性能について考えてみましょう。

して暖房に必要なエネルギーを減らす
「断熱」
と、
夏に窓などから侵入する日射熱を減らし冷房に

省エネの始まりは
オイルショックから

しゃへい

により、
かかるエネルギーを削減する
「日射遮蔽」
間接的に省エネを推進することにしたのです。

日本における住宅の省エネ化は 1970 年代の

断熱等級４では温暖地でも
複層ガラスに

オイルショックから始まります。国全体で省エ
ネ法が制定され、各分野での省エネ、実際には
石油依存からの脱却が推進されました。住宅に

1992 年と1999 年の 2回にわたり省エネ基準

ついては、1980 年に初めて省エネ基準（旧基

は強化され、断熱の仕様が強化されました
（図１）
。

図１ 省エネ基準とHEAT20における断熱仕様の変遷
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当時は「旧基準」
「新基準」
「次世代基準」
と呼ばれ

建築物省エネ法における消費エネルギー量の

ていた断熱仕様は、その後の
「断熱等級２」
「断

規制では、断熱だけでなく高効率設備の効果も

熱等級３」
「断熱等級４」になります。東京や大

考慮できるため、より自由度が高くコストパ

阪などの温暖地において、断熱等級２・３では

フォーマンスのよい省エネが可能になります。

窓が単板ガラスのままでも壁に断熱材を入れる

2000 年頃からエアコンや給湯器・照明のエネ

だけで対応できましたが、断熱等級４では窓の

ルギー効率が急激に向上したため、以前よりも

複層ガラス化が必須となりました。今から 20

はるかに省エネの選択肢が増えたのです。

年前の当時においては、それなりに高断熱と
言ってよい仕様でした。

こうして省エネが容易になったことから、
2020 年までに建築物省エネ法の求める省エネ

ただ残念ながら、
省エネ基準は義務でなく
「推

性能を、住宅を含むすべての建築物で義務化す

奨基準」だったため、その仕様を必ずしも守る

る
「全面義務化」の目標が、2015 年の閣議で決

必要はありませんでした。断熱性能を上げるた

定されました。その後、オフィスビルなどの大

めには、壁や天井・床に入れる断熱材を厚くし、

規模な非住宅建築物においては予定どおり、省

断熱性能の高い窓を採用する必要があり、どう

エネ法への適合が義務化されました。

してもコストアップにつながります。国は住宅

さらに、2021 年までに中規模の非住宅建築

金融公庫の融資を優遇するなどして断熱の普及

物への適合義務化が追加されましたが、結局住

を推進しましたが、現状の住宅ストックにおい

宅は適合義務化が見送られてしまいました。

ても断熱等級４を満たす住宅は１割未満にとど

住宅の断熱はペイしない？

まっています（図２）。

適合義務化を見送った理由として国土交通省

建築物省エネ法で
「省エネ性能」
がメインに

は、
「省エネ法の適合率が現状で６割程度と低
い」
「高断熱・省エネな住宅を設計・施工できな

このように、当初の住宅の省エネ基準は
「断

い業者が多い」
など、多くの理由を挙げました。

熱性能」がメインでした。その後、
冷暖房・換気・

断熱性能を高め建物から逃げる熱を減らすこ

給湯・照明の設備で消費されるエネルギー量の

とは、熱負荷の削減につながりますが、エアコ

研究が進んだことから、2016 年に制定された

ンの採用に比べれば初期コストがかかります。

「建築物省エネ法」
においては、建物の消費エネ

国交省の試算において、断熱等級４を達成する

ルギー量算定に基づく
「省エネ性能」
が重視され

のにかかる初期コストアップは 87 万円なのに

るようになります。

対し、暖房費の削減効果は年間 25,000 円程度。
コスト回収には 35 年もかかってしまうとされ

図２ 住宅ストックにおける断熱仕様

ました。そのため、住まい手のコストメリット

高断熱

次世代省エネ基準
（1999年基準）

8%

無断熱

省エネ基準制定前
（1980年以前）

35%

中断熱

が小さいとして、
「断熱にかかるコストアップ

新省エネ基準
（1992年基準）

を施主に強制できない」とされたのです。そう

20%

した意味では年間を通して消費エネルギー量が

低断熱

大きい給湯・照明に高効率設備を導入する方が

旧省エネ基準
（1980年基準）

37%

国土交通省資料より作成。統計データ、事業者アンケート等により
推計
（2015 年）

ずっと効率的なのです。
建築物省エネ法の適合義務化は見送られまし
＊１
たが、それに代えて、国交省は
「説明義務」 化

＊１ 住
 宅の供給者が施主に、省エネ性能の確保が強く求められていることを説明し、改善に向けたアドバイスをする義務。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」改正による。
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と
「トップランナー制度」＊２を打ち出しました。

ヒートショックを解消するためには、家中のす

これらにより、住宅の省エネ性能の底上げが期

べての部屋の温度を高く保たねばなりません。

待されます。

断熱性能が不足する家では、家中がなかなか温

一方でいずれの制度でも、求めている断熱性

まらず
（図３）
、無理に家中を暖房するとエネル

能は前述の断熱等級４のままです。20 年以上前

ギー消費が極端に大きくなってしまいます。室

に「ちょっとがんばれば達成できる」
レベルだっ

内環境を健康レベルに保つためには、より高い

た断熱仕様がそのまま引き継がれているのです。

断熱性能が求められる時代になったのです。

例えば暖房の省エネだけを考えるのであれば、

よりハイグレードな断熱
「HEAT20」

暖房設備の効率を上げて、部屋を暖めるのに必
要な熱（熱負荷）
を少ないエネルギー消費でまか

こうして建物の断熱は、省エネのためだけで

なうのが一番簡単です。特にエアコンはヒート

なく、健康のためにも重要なことが知られるよ

ポンプによりエネルギー効率が非常に高いた

うになりました。しかし国交省は、断熱等級４を

め、暖房の消費エネルギー量を簡単に削減でき

超えた仕様をなかなか定義しようとはしません

ます。

でした。そこで研究者や企業が連携して、より高
い断熱性能が提案されました。なかでも
「2020

部屋間の温度差が
ヒートショックの原因

年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会
（通称 HEAT20）
」により定義された HEAT20

このように省エネ効率や省コストだけを考え

G1/G2 仕様＊３ は一般に広く知られています。
ゼッチ

ると、断熱のレベルを高めるメリットは小さそ

後述するゼロエネルギー住宅
（ZEH）において

うです。しかし、快適で健康な生活のためには

はおおむね G1、ZEH ＋ においては G2 の断熱

断熱性能が必須なのです。

仕様を確保することが求められています。

ゼ ッ チ プラス

その結果、この HEAT20 G1/G2 といった

最近、冬の寒さが健康に悪影響を生じさせる
ことが広く知られるようになりました。特に、

高断熱を達成している住宅が続々と建てられて

入浴中の急激な血圧変動
（ヒートショック）
で年

います。断熱性の向上のときに忘れてはいけな

間 17,000 人が急死しているという東京都健康

いのが、外からの冷気侵入を防ぎ、中からの暖

長寿医療センター研究所の 2011 年の報告は、

気の漏れを防ぐ
「気密」
です。

大きな話題になりました。日本人は元々我慢強

省エネ法や HEAT20 では気密性能は明確に

いのか「冬は寒くて当たり前」と思いがちです

規定されていませんが、断熱の効果を十分発揮

が、寒さが健康に悪影響を与えることが分かっ

させるためには、空気と熱の勝手な流れを断つ

たのです。省

ために建物の隙間を防ぐ気密が不可欠です。

エネだけを考
えれば、暖房

図３ 断熱等級４における

住宅内の温度差

低断熱・低気密の室内は、窓や床下からの冷
気侵入が激しいために足元がひどく寒く、エア

を必要な場所

コンは無理に室内を暖めようとして高温の空気

だけで必要な

を吹き出すため、室内の温度ムラがひどく不快

時間だけ使う

になります
（図４）
。断熱・気密の両方を高める

のが一番簡単

ことで、室内全体の温度ムラがなくなり、建物

です。しかし、

全体が快適・健康に保たれるのです。

＊２ 注
 文戸建住宅であれば年間 150 棟以上供給する大規模事業者に対し、建築物省エネ法の要求を超えたハイレベルの省エネ性能に適合する住宅を
供給する責務を課し、国による勧告・命令等により実効性を担保するもの。
＊３ H
 EAT20 G1/G2 の断熱を施した家は暖房を切った後の明け方における室温低下が緩和され、暖房に必要な熱負荷を大幅に削減できる。特に
G1 は少しの初期コストアップで達成でき、断熱等級４を超えた次の標準となることが期待される。
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図４ 断熱・気密による室内環境の違い

のでしょうか？ 国は2050年に温室効果ガス80%

断熱等級２ UA 値 :1.43 C 値 :11.2

削減を達成することを目標に掲げています。この

断熱等級４ UA 値 :0.85 C 値 :4.5

高い目標を達成するためには、住宅においては必
要なエネルギーを太陽光発電などの再生可能エ
ネルギーだけで賄うことが必要になってきます。
経済産業省が推進している ZEH は、省エネ

HEAT20 G2 UA 値 :0.45 C 値 :0.7
UA 値（外皮平均熱貫流率）は
建物外皮の熱の逃げやすさを
表し、値が小さいほど高断熱
になる。C 値
（相当隙間面積）
は隙間の大きさを表し、値が
小さいほど高気密になります。
撮影：LIXIL 住まい studio 新宿

高性能な家をすべての人に
届けるために

とともに屋根に太陽光発電を設置することで、
１年間を通した消費エネルギー量を発電量が賄
えるようになっています。ただし、ZEH はあく
まで年間で差し引きゼロをめざしたものであ
り、エネルギー的には自立していません。特に
冬は、太陽光の発電が少なくなるのに、給湯や
暖房のエネルギー消費が急増するため、エネル
ギーが大幅に不足してしまいます。省エネと太

住宅を高断熱・高気密にすれば、省エネで快

陽光発電だけでは、住宅がエネルギー的に自立

適になることは、長い間の研究と実績から間違

することはできず、HEAT20 や ZEH ＋レベル

いなく証明されています。しかし高性能な住宅

の断熱が必要になってきます。

が高コストのままでは、多くの人が住むことは

高断熱住宅なら無暖房でも暖かい

できません。高性能を低コストにするためには、
どうしたらよいのでしょうか。

住宅の断熱性能を高め、HEAT20 G2 を超え

建物の高断熱化が進んでいる国、例えばドイ

た性能を持つ住宅では、暖房をしなくても室温

ツにおいては低性能な部材はすでに禁止されて

は十分に高く保つことができます
（図５）
。室内

います。おかげでメーカーは高性能な部材だけ

には家電や人体等からの発熱があり、さらに窓

を製造・流通させればよいため、コストが下が

から日射熱を取り入れれば、気象条件等が適し

り、誰もが高性能な部材を利用することができ

ている場合無暖房でも十分に暖かい家が可能で

るようになっています。ドイツでは低所得者が

す。そうすれば冬のエネルギー自立が可能にな

多い公営住宅において積極的に断熱改修が行わ

るだけでなく、災害時にエネルギー供給が停止

れており、日本では依然高価格である高性能な

しても安心して過ごせます。こうした無暖房化

窓や断熱材が当然のごとく使われているのです。

は住宅のエネルギー自立達成に不可欠なのです。

日本ではいまだに住宅の省エネが義務化され

本稿では、日本の住宅における省エネの歴史

ていないため、どんな低性能な部材も使うこと

をざっと見てきました。日本に暮らす人すべて

ができてしまいます。そのため部材メーカーは

の生活が向上するにはどうすればよいのか。流

低性能品から高性能品まで幅広く供給しなけれ

行や時代の雰囲気に左右されることなく、住宅

ばならず、かえって余計なコストがかさみます。

が本来果たすべ

選択肢が多様であることは、必ずしも社会全体

き性能・価値は

の利益にならないのです。

何なのか。我々

再生可能エネルギーだけで
暮らせる家
住宅の省エネや断熱は、どこまで進めればよい

一人一人がしっ
かり考えていく
べき問題なので
す。
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図５ 高断熱・高気密住宅では

暖房なしでも暖かい
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省エネ住宅に関わるトラブル
小原 隆

Obara Takashi

日経 BP 省エネ Next 編集長、日経 BP 総研 社会インフララボ 上席研究員

建設会社を経て1996年日経BP社に入社。
「日経アーキテクチュア」
「日経コンストラクション」編集記者、
「日経ホー
ムビルダー」
「ケンプラッツ」編集長を経て、2016 年 4 月から現職。

内と室外で空気が出入りし、熱が室内外に移動

省エネ住宅のメリット

してしまうからです。一方、断熱性能と気密性

省エネ住宅というと、我慢してエネルギーを

能を高めた省エネ住宅では、室内の空気と室外

使わないようにした住宅をイメージする人がい

の空気を適切に入れ替える換気が欠かせませ

るかもしれません。暑くても窓を開けて我慢す

ん。これはシックハウスや結露の対策にも効果

る、寒くても厚着して我慢する──。しかしそ

が見込めます。
ひさし

あわせて庇などで日射をコントロールするこ

うではありません。
一定の快適性を保ちながら、

しゃへい

エネルギー消費を削減できる住宅が省エネ住宅

とも有効です。夏場は日射を遮蔽し、室温の上

です。

昇を抑えることで冷房のエネルギーを減らしま

住宅の省エネ化は、高断熱化から始めます。

す。
逆に冬場は日射を室内に取り入れることで、

窓や外壁、屋根など
「外皮」
の断熱性能を向上さ

室温の低下を抑え、暖房のエネルギーを減らし

せて出入りする熱を減らすためです。冬場は室

ます。

内の温かい熱が室外に逃げなくなり、夏場は室

こうした建築的な配慮をしたうえで、高効率

外からの熱が室内に侵入しなくなるので、少な

な空調や換気、給湯、照明といった設備機器を

い冷暖房のエネルギーで快適に過ごすことがで

採用すれば、エネルギー消費をもっと減らせま

きるようになります。

す。さらに太陽光発電など再生可能エネルギー

ぐるっと家を包むように断熱すれば、部屋間

を導入すれば、年間の一次エネルギー＊２ 消費

の温度差が小さくなり、急激な温度変化が身体

量の収支をゼロにする
「ZEH（ネット・ゼロ・

に悪影響を及ぼすヒートショックのリスクが抑

エネルギー・ハウス）
」
も可能になります。

えられます。結露が減少することでダニやカビ

約 8 割が住設トラブルに遭遇

ゼッチ

の発生も減ります。最近の研究では、省エネ住
宅が健康の維持に効果があることも明らかに

高断熱・高気密の省エネ住宅には多くのメ

なってきました。断熱性能が高い住宅では高血

リットがある一方で、エコ設備に関連するトラ

圧発症率が下がり、夜間頻尿
（就寝中に１回以

ブルも発生しています。
過去５年以内に引き渡した住宅で、住宅設備

上排尿のため起きる症状）が出にくくなる傾向
もあると指摘されています

＊１

。

のトラブルが発生したか──。日経 BP が発行

住宅の隙間を減らす高気密化も重要です。
せっかく断熱性能を高めても、隙間があると室

する
「日経ホームビルダー」＊３ において住宅実
務者 103 人にインターネット上で調査を実施

＊１ 国土交通省
「断熱改修等による居住者の健康への影響調査概要」http://www.mlit.go.jp/common/001270049.pdf
＊２ 自然界に存在する石油や石灰などのエネルギー

＊３ 「日経ホームビルダー」
は、工務店や設計事務所など家づくりの専門家に向けて実務情報を届けるメディア。
https://tech.nikkeibp.co.jp/media/HB/
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図１ 住宅設備トラブルの発生割合

Q

トラップ
（39.5％）
、電気エアコン
（35.8％）、

過去5年以内に引き渡した住宅で住宅設備のトラブルが
発生したか?
分からない

5.8%

した。そのほかにも省エネ住宅に欠かせない設
備が並んでいます
（図２）
。

発生して
いない

住宅の場合、
設備トラブルは単なる故障で「製

15.5%

品を取り替えたら終わり」というわけにはいき
ません。他の建材・設備との取り合いが多いた

発生した

78.7%

め、住宅が本来備えている断熱性や気密性、省
（N=103）

エネ性、快適性、耐久性などにも影響を与える
おそれがあります。ここでは、省エネ住宅なら
ではの住宅設備に関するトラブルをピックアッ

図２ トラブルの発生した住宅設備

Q

発光ダイオード
（LED）照明
（33.3％）となりま

過去5年以内に引き渡した住宅でトラブルが発生した
ことのある住宅設備は？

家庭用ヒートポンプ給湯器

プして紹介します。

省エネ給湯器の運転音で不眠

40.7

水栓器具

39.5

排水管やトラップ

39.5
35.8

電気エアコン

給水管
ビルトイン式食器洗浄機

30.9

住者や近隣住民が不眠、頭痛、耳鳴りなどの健

30.9

康障害を訴えるトラブルが発生しています。家

25.9

IHコンロ

庭用コージェネレーションシステムについては

22.2

24時間換気システム

庭用コージェネレーションシステムや家庭用
ヒートポンプ給湯器などの運転音によって、居

33.3

LED照明

まず省エネ給湯器からみていきましょう。家

2017 年 12 月、家庭用ヒートポンプ給湯器に

温水洗浄便座

21.0

タンクレストイレ

21.0

ついては 2014 年 12 月、消費者庁の消費者安

電動シャッター

21.0

全調査委員会が報告書にまとめました。

19.8

ユニットバス

18.5

太陽光発電システム

17.3

システムキッチン

0

10

20

健康障害を引き起こした一因と考えられてい
N＝81
（複数回答）

30

40

50（％）

資料：日経ホームビルダー（2018 年４月号）
【調査概要】
2018 年２月２日～ 24 日にかけて、
「日経ホームビルダー」におい
てインターネットでアンケート調査を実施。住宅の新築や改修の設
計・施工、住宅設備の開発を手掛ける実務者計 103 人から回答を
得た。回答者の勤務先は地域限定のビルダーが 31.1％、地元中心
の工務店が 29.1％、建築設計事務所が 21.4％、全国展開の大手ハ
ウスメーカーが 2.9％、リフォーム会社が 2.9％、その他が 12.6％。
そうぐう

るのが、運転音に含まれる
「低周波音」
です。た
だ、低周波音と健康障害との関連性は容易に証
明しにくい面があります。さまざまな周波数の
音が飛び交う環境下では、低周波音以外にも健
康障害の要因となる音が含まれているかもしれ
ないからです。
運転音のリスク軽減策としては、一般社団法
人日本冷凍空調工業会が作成した
「騒音等防止

したところ、トラブルに遭遇した実務者は約８

を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガ

割に及びました
（図１）。

＊４
「寝室の傍
イドブック」 が参考になります。

そば

トラブルが発生した住宅設備は、家庭用ヒー

は避ける」
「窓や床下換気口、換気ダクトなどの

トポンプ給湯器が最も多く、40.7％を占めま

運転音が侵入する開口部の直近には据え付けな

した。続いて、水栓器具（39.5％）、排水管や

い」
「ヒートポンプユニットの周辺のスペースが

＊４ https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html
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最大限確保できる位置を選定する」
「ヒートポン

どが推奨されています。

プユニットの左右・前後に運転音を反射する壁

給気口の位置も快適性に影響します。特に冬

や塀 等の構造物がある場所は極力避ける」と

場、寒さを理由に給気口を閉じているケースは

いった指針を示しています。

多いようです。また、給気口からの冷たい空気

へい

掃除しにくい換気設備は要注意
先ほど、省エネ住宅は断熱に加えて気密も大

が、ソファや机などに座ったときに首筋周辺に
当たり続けたり、足元の床面に下りたりしやす
いと、居住者が寒さを感じて不快になります。

切だと述べましたが、高断熱・高気密の住宅で

居住者に直接、風が当たらない場所に給気口を

は、１年を通して常に換気することが重要です。

設置する、天井に吹き出すようにして室内に空

住宅はシックハウス対策の観点から 2003 年に

気を拡散させる、などの配慮が求められます。

24 時間換気が義務化され、家の空気を１時間

これからの住まいの選び方

に 0.5 回入れ替える機器の設置が必須になりま
した。

国は省エネ住宅の普及に向けて、省エネ基準

住宅の省エネルギー性能が高まるにつれ、換

を徐々に強化してきました。ただ、基準への適合

気設備の担う役割が大きくなっています。それ

を義務化してこなかったため、2015 年時点で、

に伴い、設計や施工のミス、メンテナンス不良

現行の省エネ基準を満たす住宅はわずか８％し

などのトラブルが増えています。

かないという
“お寒い”
状況になっています。

換気設備を天井裏など掃除の困難な場所に設

しかし、状況は変わりつつあります。地球温

置している場合、手入れを怠って汚れが付着す

暖化を防ぐための国際的な枠組み
「パリ協定」で

ると、換気不足や結露の発生を招くおそれがあ

は、産業革命以降の気温上昇を２℃未満に抑え

ります。換気ユニットが脚立を使わずに手の届

る目標を掲げています。日本は温室効果ガスを

く場所にあるか、フィルターなどの交換が容易

2013 年度比で 2030 年度に 26％削減すると

か、などは注意したい項目です。

表明しました。その実現をめざし、省エネ住宅

設計時はちゃんとした省エネ住宅になってい

がどんどん増えています。

ても、施工時にダクトを無理に曲げたり、つぶ

これからの住まい選びは、少なくとも
「省エ

したりといった悪い施工によって、換気風量や

ネ基準以上」
、できれば
「ZEH」が必須です。た

換気回数が設計値を下回ることもあります。こ

だ残念ですが、今の住宅会社は省エネ住宅に関

うした施工不良を防ぐには、住宅の引き渡し前

するスキルが玉石混交の状態です。正しい知識

に換気風量を測定してもらうなどして、適切に

と優れた技術を持ち、要望に丁寧に応えてくれ

施工されたかをチェックすることが有効です。

る住宅会社を消費者が選べるようになる必要が

排気を機械換気、給気を自然換気で行う「第

あります。

３種換気」を採用した省エネ住宅では、冬場は

まずは住宅会社に住宅の年間の一次エネル

室内が過乾燥になりがちです。湿度が低過ぎる

ギー消費量を聞いてみましょう。2021 年４月

とインフルエンザにかかりやすくなったり、ア

＊５
からスタート予定の建築士の
「説明義務」 を

レルギー症状が出やすくなったりします。対策

市場原理の視点で見れば、
「省エネ性能を説明

としては、加湿器をつける、温度と湿度の両方

できない住宅会社」は消費者に選ばれなくなる

を交換する全熱交換型換気設備を使用する、な

はずです。

＊５ 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」改正による。
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今知っておくべき、
省エネ住宅の支援制度
山本 久美子

Yamamoto Kumiko

住宅ジャーナリスト

リクルートにて住宅情報誌の編集マネジャーを経て現職。メディアへの執筆やセミナー等の講演にて活躍中。
「SUUMOジャーナル」
「All About」
「東洋経済オンライン」等のサイトで連載中。日本不動産ジャーナリスト会議会員。

地球規模の環境問題への意識の高まりを受け

また、住宅ローンを借りずに自己資金から支

て、省エネ住宅が注目されています。行政側も

払った場合は、省エネ性能を高めるためにか

省エネ住宅の普及に力を入れており、
主に減税、

かった費用
（上限 650 万円）の 10％をその年の

融資、補助金の領域でさまざまな支援制度を設

所得税などから控除します。ほかにも、登録免

けています。支援制度を上手に活用すれば、住

許税の税率の引き下げ、親・祖父母から住宅取

宅取得の負担を軽減できます。それには、どう

得資金の贈与を受けた場合の非課税枠の上乗せ

いった制度があるか、どのような条件を満たせ

などが受けられます。

ば利用できるのかを知っておく必要がありま

次に、リフォームの減税制度＊２ を紹介しま

す。ここでは、主な支援制度と利用する際の注

しょう。省エネリフォームでは、住宅ローンを

意点について説明していきましょう。

利用した場合、自己資金で支払った場合で、そ

支援制度は、省エネ住宅を建築したり購入し

れぞれ減税が受けられます。住宅ローンを利用

たりする場合（以下、新築）
、所有する住宅を省

した場合は５年間で最大 62.5 万円、自己資金

エネ住宅にリフォームする場合
（中古住宅の購

の場合はその年に最大 25 万円
（太陽光発電設

入と一体で行う場合も含む）で、それぞれ支援

備設置で加算あり）
、所得税から控除されます。

制度が用意されています。ただし、支援制度ご

この場合の省エネリフォームは、窓の断熱性能

とに、求める省エネ性の基準が異なること、省

を向上させるリフォームが要件として必須とな

エネ性の基準自体が専門的な知識がないと判断

ります。ほかにも、省エネリフォームで固定資

できないことなどが、支援制度を分かりづらく

産税の減額
（３分の１）
などが受けられます。
また、条件を満たせば
「住宅ローン控除」の適

している要因になっています。

省エネ住宅で利用できる減税制度
。

＊１

まず、減税制度について見ていきましょう

用も可能ですし、親・祖父母から住宅取得資金
の贈与を受けた場合の非課税枠の上乗せも受け
られます。

新築については、省エネ住宅の中でも
「低炭

省エネ住宅の融資面の優遇制度

素住宅」の認定を受けた場合に、減税制度が設
けられています。まず、
「住宅ローン控除」
（ロー

融資については、住宅金融支援機構と民間金

ン残高の１％を 10 年にわたり所得税などから

融機関が提携して提供する住宅ローン
「フラッ

控除する制度）の対象となる上限額が上乗せさ

ト 35」を借りる場合に、金利引き下げの優遇が

れ ま す。 そ の 結 果、10 年 間 の 最 大 控 除 額 が

受けられます。

400 万円から 500 万円に引き上げられます。

省エネ住宅を新築する場合や省エネ性能を満

＊１ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
＊２ http://www.j-reform.com/zeisei/

2019.11 国民生活

8

特集 省エネ住宅 を知る・考える
特集

3

今知っておくべき、省エネ住宅の支援制度

ゼッチ

たす中古住宅を購入する場合、当初一定期間、

ポイント、低炭素住宅や ZEH ＊６なら 35 万ポイ

金利を引き下げる
「フラット 35S」
が利用できま

ントが発行され、商品などに交換できるしくみ

す。省エネ住宅
（住宅性能表示制度の断熱等性

です。省エネリフォームも対象になり、工事内容

能等級４相当）で５年間、低炭素住宅相当で 10

ごとに定められたポイントを加算していく方式

年間にわたり、
適用される金利が 0.25％（2020

で、上限は 30 万ポイントですが、いくつかの条

年３月末まで受付

＊３

）
引き下げられます。

件によって上限が引き上げられるしくみです。

リフォームだけで
「フラット35」
を利用するこ

次に、国土交通省、経済産業省、環境省が連

とはできませんが、中古住宅の購入とリフォー

携して実施する
「ZEH 補助金」について説明し

ムを一体で行う場合に利用できる
「フラット 35

ます。政府は ZEH の普及を目的に、ZEH を供

＊４

（リフォーム一体型）」 があります。その場合

給するハウスメーカーや工務店、建売事業者な

（リフォーム一体型を利用できる場合）
で省エネ

どを増やしたいと考えているので、補助金は

リフォームをして、
それぞれの条件を満たせば、
「フラット 35S」または「フラット 35 リノベ」に
よる金利引き下げの優遇を受けることができま

ZEH を新築
（建築・購入）
・リフォームした個
人が対象となるものと、事業者が対象になるも
のがあります。

す。

ここでは、個人が対象となる戸建て住宅につ

そのほかにも民間金融機関の住宅ローンの中

いて説明します。性能の違いに応じて、
「ZEH」、
プラス

には、省エネ住宅や環境配慮型の住宅で、金利

（ZEH よりエネルギー消費が少ないも
「ZEH＋」

を優遇する場合もありますので、個別に確認す

（ZEH ＋に加えて蓄電システム
の）
、
「ZEH＋R」

るとよいでしょう。

等を持ち、停電時の対応機能を備えたもの）に

予算枠の縛りがある補助金制度

プラスアール

ついてそれぞれ、
一戸当たり70万円、
115万円、
125 万円
（ZEH＋Rではさらに加算される場合が

最後に補助金制度ですが、これは実に多様に

ある）補助金を支払うものです。ただし、事前

あります。うれしい半面探すのが難しい、個別

に公募期間に応募して審査を受ける必要があ

性が高いといった難点があります。さらに、多

り、2019 年度については既に公募が終了して

くの場合は年度ごとに予算を確保して実行され

います。

るため、年度ごとで補助制度が変わる、補助額

ほかにも、新築については
「サステナブル建築

が予算枠に達すると終了する、といった大きな

物等先導事業
（省 CO2 先導型）の LCCM 住宅＊７

注意点があります。今回紹介する補助制度も、

（ライフサイクルカーボンマイナス住宅）
」
や「地

既に募集が終わっているものが多いことに留意

域型住宅グリーン化事業
（高度省エネ型）
」
、リ

してください。

フォームについては
「地域型グリーン化事業（省

まずは、国が実施している省エネ住宅に関す
る補助金制度について紹介しましょう。
最初に、「次世代住宅ポイント制度」 を挙
＊５

エネ改修型）
「高性能建材による住宅の断熱リ
」
フォーム支援事業
（断熱リノベ）
「次世代省エネ
」
建材支援事業」などの補助金制度もあります。

げます。次世代住宅の定義に、省エネ住宅の新

2019 年度については募集が終わっているもの

築も対象になり、省エネ住宅
（住宅性能表示制

がほとんどですが、来年度も引き続き募集がな

度の断熱等性能等級４相当等）であれば 30 万

いか、早めに情報収集するとよいでしょう。

＊３ 予算金額に達する見込みとなれば終了。 ＊４

https://www.flat35.com/loan/reform/index.html

＊５ https://www.jisedai-points.jp/ ＊６ https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/index03.html
＊７	住宅の建設・運用・解体・廃棄のライフサイクルを通して CO2 をできるだけ削減し太陽光発電などによる再生可能エネルギーも利用して、トー
タルの CO2 収支がマイナスになる住宅。
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特集 省エネ住宅 を知る・考える
特集

3

今知っておくべき、省エネ住宅の支援制度

省エネ住宅に関する主な支援制度

表

支援の種類

制度の名称

対象とする住宅

認定低炭素住宅の所得税・登録免許税の特例措置
減税

新築

省エネ改修の所得税・固定資産税の特例措置

リフォーム

直系尊属から住宅取得資金等の贈与を受けた場合の非課税枠の上乗せ
融資

補助金

「フラット 35S」

新築

リフォーム

新築

リフォーム※

「フラット 35 リノベ」

リフォーム※

「次世代住宅ポイント制度」

新築

リフォーム

「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
（ZEH) 支援事業」

新築

リフォーム

「サステナブル建築物等先導事業」
※ LCCM 住宅

新築

リフォーム

「地域型住宅グリーン化事業」

新築

リフォーム

「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業
（断熱リノベ）
」

リフォーム

「次世代省エネ建材支援事業」

リフォーム

地方自治体ごとの省エネ住宅に関する補助金制度

新築

リフォーム

※中古住宅の購入と一体で行う場合

地方自治体でも省エネを推進

で、こちらも早めの情報収集が必要でしょう。

施工会社への事前の相談と
早く正確な情報収集を

「次世代住宅ポイント」
は消費税増税後の景気
浮揚対策なので、比較的利用しやすいものです
が、国の補助金制度は、住宅の省エネ性能をか

支援制度を活用するには、どういった省エネ

なり高くすることが求められます。一方、地方

基準を満たす必要があるか理解することが大切

自治体でも各行政課題に応じて、さまざまな補

です。専門知識が求められるため、施工会社や

助金制度を用意しています。

分譲会社などにあらかじめ相談して、条件を詳

なかでも最近注目されているのが、東京都の

しく確認することが鍵になります。また、組み

「東京ゼロエミ住宅」 です。東京都は住宅が

合わせて利用できないものもあるので、どちら

密集しており、住宅の省エネ化が難しいことか

を選択するのが有利か判断しなければならない

ら設けられたものです。複雑なエネルギー消費

こともあります。

＊８

量の計算をしなくても、窓や断熱材などの仕様

また、補助金では、計画段階で申請して承認を

基準を満たし、全室 LED や高断熱浴槽、高効

得てからようやく着工できるものが多く、減税

率給湯器などを設置した新築住宅に対して、戸

についても工事中でないと集められない提出資

建て住宅では70万円の補助金を出すものです。

料 な ど も あ り ま す。 省 エ ネ 住 宅 の 新 築 や リ

このように、自治体ごとに独自の補助金制度

フォームを思い立ったら、早く情報を集めて、利

が用意されています。特定の省エネ設備・シス

用できるかどうかを判断しておくことがとても

テムの設置や緑化対策などで補助金を出す自治

重要です。

体もあります。住んでいる自治体に問い合わせ

さらに、支援制度について詳しく把握している

るか、住宅リフォーム推進協議会の
「地方公共

施工会社などが少ないのも実態です。任せてい

団体における住宅リフォームに係わる支援制度

ても有利な支援制度を教えてくれるとは限らな

検索サイト」＊９でも調べることができます。た

いので、
自ら調べて相談するようにしましょう。

だし、年度ごとの予算枠に達し次第終了するの
＊８ https://www.tokyo-co2down.jp/individual/subsidy/tokyo_zero_emission_house/index.html
＊９ http://www.j-reform.com/reform-support/
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消費者問題

アラカルト

個人間取引と
プラットフォーマーの役割
高木 篤夫

Takagi Atsuo

弁護士（東京弁護士会所属）

日弁連消費者問題対策委員会委員。国民生活センター紛争解決委員会特別委員。IT 関係法務、消費
者問題に取り組む

個人間取引の拡大

個人間取引の問題点

社会的基盤としてインターネットの役割が拡

2019 年 4 月、
「消費者委員会オンラインプ

大しつつあるなか、インターネット上での取引

ラットフォームにおける取引の在り方に関する

は、事業者対消費者（BtoC）取引の電子商
（EC）

専門調査会報告書」
（以下、専門調査会報告書）

取引市場としてその規模が拡大してきました。

が公表されています＊２。専門調査会報告書と

その一方で、個人間
（消費者対消費者、CtoC）

その参考資料の
「インターネットを利用した取

取引も当初はコミュニケーションツールとして

引に関するアンケート調査結果」＊３ によれば、

の電子掲示板において行われていましたが、や

インターネット上のトラブルについて、商品の

がて事業者が提供するオークションシステム上

品質・数量・金額によるトラブル、支払手続に

の取引が主流になりました。

関するトラブル、評価・レビューに関するトラ

その後、スマートフォンの普及に伴いフリー

ブル、配送に関するトラブルなど、取引の目的

マーケットアプリが普及し、インターネット

物や履行に関するトラブルがみられます。個人

オークション、フリマアプリ

＊１

を介した個人

間取引の場合、
事業として取引を行っておらず、

間取引が活発に行われるようになっています。

当事者間の接点は当該商品・役務の取引しかな

また、新たな取引のしくみとしてのシェアリン

いことから、取引当事者相互の信用性の判断が

グ・エコノミーのシステムでは物品売買に限ら

難しく、匿名取引が認められている場合もある

ず、役務提供も個人間で取引するしくみができ

など、一度トラブルになるとその解決を当事者

ています。こうして消費者たる個人も商品・役

間のみで行うことには困難が伴うことも多いの

務の提供者として容易に EC 取引に参加させる

が実情です。

ことが可能となってきました。そして、個人間

商品についての情報はオンラインで得られる

取引が活発になるにつれて、これまで事業者が

ものに限られていることから、実物と表示され

扱ってこなかった商品・役務にまで取引の範囲

ていた商品との相違などから品質のトラブルが

が拡大してきています。

多くなることは容易に推測できます。また、利
用者が事業者から定められたルールを逸脱する

＊１ イ
 ンターネット・オークションでは、出品物の価格は入札により決定するのに対し、フリーマーケットアプリでは、出品者が価格設定をし、購
入者はその価格によって購入するかを決めるのみである。ただし、インターネット・オークションでも出品者の指定した価格で落札するという
方法もある。
＊２ ＊ 3

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/online_pf/doc/201904_opf_houkoku.pdf
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消費者問題

アラカルト
禁止行為を行って取引をすることもあるほか、

個人間取引を扱うプラットフォーム事業者にも

利用規約を読まず、取引のルールを十分に認知

適切な対応が求められるものです。個人間取引

していない利用者も多いため、トラブル発生時

に特化した上記
（9）の提言内容には、プライバ

に想定外の不利益を被る可能性を高くしていま

シー保護の観点から個人の氏名・住所等の表示

す。

を行わないことも考えられるとしつつ、そのよ

個人間取引での
プラットフォーマーの役割と課題

うな場合には利用者間契約をプラットフォーム
事業者がサポートする役割が期待されるとして
います。

個人間取引においては、いわゆるプラット

具体的には、補償制度の充実や、財・サービ

フォーマー（以下、プラットフォーム事業者）
が

ス提供者の一定の属性
（事業者か消費者かなど）

提供する個人間取引を媒介するシステムがその

を表示すること等を通じてトラブルの防止と早

発展に極めて重要な役割を果たしており、プ

期の紛争解決を図ることなどが挙げられ、
また、

ラットフォーム事業者は、インターネット上の個

財・サービス提供者が事業者であれば備えてお

人間取引において不可欠な存在となっています。

くべきトラブル処理能力に欠けていて取引がう

プラットフォーム事業者は、個人間売買を希

まくいかない場合に、プラットフォーム事業者

望する者の情報を提供して取引当事者を結び付

が提供者と一体となって解決に向かう取り組み

ける（マッチング）
ための場を提供し、商品引き

を行うことも期待されるとしています。

渡し、役務提供の方法、支払手段等などのルー
ル・システム等を提供しています。

誰でもプラットフォームを介して容易に個人
間取引ができるようになったのは、プラット

このようにして、個人間取引の基盤を提供し

フォーム事業者が設定したルールとシステムの

て個人間取引を促進している立場にあることか

下で個人間取引を容易にし、個人間取引自体に

ら、プラットフォーム事業者には利用者が安全

も決済・エスクロー等商品発送支援等のしくみ

に取引を行うことができ、合理的な選択を確保

を提供していることによります。このような状

するようなルール・システムの整備が求められ

況のなかでプラットフォーム事業者は収益を上

るものと考えられます。

げていることから、プラットフォームを介した

専門調査会報告書では、ショッピングモール

個人間トラブルの予防・解決に当たっては一定

サイト取引（BtoC）も含めたプラットフォーム

の責任を認める素因はあるものと思われます。

事業者への提言として下記を挙げています。

むしろ、プラットフォーム事業者がまったく関

かか

（1）財・サービス提供者（利用者）に係る審査（出
店・出品審査・モニタリング）の実施
（2）各種取組に関する消費者への情報提供
（3）分かりやすい財・サービスに係る表示
（4）安心、安全な取引環境を整備するための公
正な利用規約の制定と明示
（5）適切な評価システムの提供
（6）安全な決済システムと複数の決済手段の提
供
（7）消 費者トラブルへの対応と消費生活セン
ターとの連携
（8）保険、補償制度の導入
（9）CtoC 取引の場合におけるプラットフォー
ム事業者の役割

（1）～
（8）はいずれも BtoC 取引のみならず

与することなく個人間の解決のみに委ねること
は、安全に取引を行うシステム構築の役割を果
たしていないものと評価され、ひいてはプラッ
トフォーム事業者への信頼を失うことにもつな
がりかねません。
現状でもプラットフォーム事業者によって一
定の消費者保護のための自主的取り組みは行わ
れていますが、これを一部事業者の取り組みに
とどめず、プラットフォーム事業者の最低限の
取り組み義務を課すことも検討されてしかるべ
きものと思われます。個人間取引におけるトラ
ブルの解決には、消費者はその取引の価格から
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消費者問題

アラカルト
多額のコストはかけられないのが実情であり、

業者に対する法規制の対象となり得る場合があ

裁判等の法的手段による解決には適さないこと

ることには留意しなければなりません。

も多いのです。

なお、事業者か消費者かの判断が客観的にな

プラットフォーム事業者と消費生活相談員と

されるとすると、利用者が CtoC 取引かどうか

が積極的に協働して解決を試みる関係を構築す

がプラットフォーム上の表示だけでは判断でき

ることや、迅速かつコストに見合った紛争解決

なかった場合、想定していなかった法律が適用

手段としてオンライン紛争処理機関
（ODR）等

される結果となることが考えられます。

の導入とその利用の促進も取り組まれるべきも
のと考えられます。

個人間取引は、基本的に CtoC 取引となるた
め特別法の消費者保護規定によることができ
ず、一般法の民法により解決することになりま

個人間取引の法的規律
＊４＊５
（取引当事者の関係）

す。たとえば契約の成立、不成立、無効、取消
しについては民法の意思表示規定や一般法理に

個人間取引は、CtoC が多いのですが、イン

よって解決することになります。

ターネット上の取引に関する現行の規制は、
BtoC を念頭においたものとなっています。事

また履行のトラブルについては債務不履行
（履行遅滞、履行不能、不完全履行）
の問題とな

業者か消費者かは、特定商取引法、消費者契約

り、契約の解消
（解除）や損害賠償についても、

法、電子消費者契約法、景品表示法、法の適用

これら債務不履行責任や瑕疵担保責任、不法行

に関する通則法、民事訴訟法等の消費者保護規

為責任など民法の適用による解決を考えること

定の適用について問題となります。CtoC 取引

となります。

には、基本的にはこれら法律ないし消費者に関
する特則条項が適用されませんが、個人では
あっても事業者と判断されればこれらの法令が

か し

個人間取引の法的規律
（プラットフォーム事業者との関係）
なお、個人間取引における特別法の規律は、

適用される可能性があります。
たとえば、特定商取引法では、インターネッ

上述のように基本的に CtoC 取引であるため事

ト上の取引は、
「通信販売」
に当たります。同法

業者に対する法規制にかかるものではありませ

の規制対象である
「販売業者等」は、
「営利の意

んが、プラットフォーム事業者と利用者との間

思をもって反復継続して取引を行う」者とされ

では、BtoC 取引として規制が及び得ます。

。営利の意思の有無については客

プラットフォームの利用関係については、プ

観的に判断されますが、個々の事案ごとに判断

ラットフォーム事業者と利用者との間で利用規

され、その目安として
「インターネット・オー

約を内容とする利用契約が成立している場合が

クションにおける
「販売業者」
に係るガイドライ

ほとんどです。

ています

＊６

ン」 が示されています。個々の法適用に関し

プラットフォーム事業者がプラットフォーム

て事業者か否かは各法律の立法目的等にも照ら

を有償で利用者に提供している場合には、特定

しながら、個々の事案に応じて個別具体的に判

商取引法の
「通信販売」
として規制を受けること

断することになりますから、個人間取引でも事

になります。プラットフォームを無償で提供す

＊７

＊４ 個
 人間取引を含むプラットフォーム事業者関連の法令等については、内閣府消費者委員会事務局「オンラインプラットフォームが介在する取引
に関連する法令等の整理」
（https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/online_pf/doc/008_181113_shiryou2.pdf）を参照。また、
経済産業省
「電子商取引及び情報財取引に関する準則」
（以下「準則」という）
（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/180801.pdf）にも
個別の法的論点についての解釈が示されている。
＊５ ＊４の
「準則」
Ⅰ─７─２「取引当事者間の法的関係」等
＊６ 消費者庁
「特定商取引に関する法律等の施行について」第二章第一節一（11）
＊７ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
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消費者問題

アラカルト
る場合もありますが、専門調査会報告書でも指
摘されているように欧州委員会
「消費者のため

個人間取引利用の際の注意点

のニューディール」では、消費者権利指令の改

個人間取引は、安価に商品・役務の提供を得

正として
「デジタルコンテンツやサービスを提

られることもあり、またスマートフォンなどを

供する契約の対価について、従来の金銭に加

利用して容易に取引ができることから近年急速

え、個人データを追加」
することが提案されてい

に普及してきました。個人間取引を行う消費者

。このことからすると、プラットフォー

は、事業者との取引と異なる点を十分認識する

ます

＊８

ム利用が無償であったとしても、個人データ収

ことが必要です。

集をしている場合には、有償性を認めて特定商

まず、個人間取引は事業者が相手の取引と異

取引法の適用を認める余地があるといえます。

なり、商取引のルールを踏まえた対応がなされ

同様に、消費者契約法、電子消費者契約法、

るとは限らず、トラブルが起きた場合には当事

景品表示法、法の適用に関する通則法、民事訴

者間で解決することが困難なことも多いので

訟法等の消費者保護規定も、プラットフォーム

す。商品が中古品等の特定物である場合、色や

事業者の提供するプラットフォームサービスに

質感等のインターネット上の画像等の表示では

ついて適用される余地があります。

確実に確認できない商品の場合など、自己が購

プラットフォーム事業者は、利用者間取引に

入すると想定している商品と合致するものであ

ついて、取引に実質的に関与しない場合には責

るのか慎重に検討してから取引をすることが品

任を負わないのが原則とされています。
ただし、

質等のトラブルを防止することになります。事

例外的に、取引の場やシステムを提供している

業者としての責任追及が難しい個人であるから

ことに伴う一定の注意義務を認める余地はある

こそ、取引の対象、条件等について十分に注意

ものといわれています。

＊９＊ 10

して取り引きすべきです。また、取引相手の信

個 人 間 取 引 に お い て は、 事 実 上 プ ラ ッ ト

用性の判断はしづらく、出品者等の評価等に完

フォーム事業者の介在するシステムが不可欠に

全に頼ることもリスクがあることも十分に認識

なっていること、そのようなシステムやプラッ

しておきたいものです。

トフォーム上のルールを事業者が定めて、市場

個人間取引はプラットフォームを介して取引

を成立させていると言い得ること、個人間取引

が行われることがほとんどですが、プラット

自体は個人の意思によるものの取引のマッチン

フォーム事業者が、個人間取引でトラブルが起

グから履行過程への関与を具体的に行うことも

きた際に十分に対応してくれるものとは限らな

あること等からすれば、注意義務は一定程度認

いことにも留意しなければなりません。利用規

められるものと思われますが、具体的にどのよ

約にも、禁止行為やトラブルの処理、責任に関す

うな注意義務が課されて、責任が認められ得る

る規定なども記載しており、適切な取引を行う

のかは今後具体的事案を通じて検討していく必

ようにプラットフォームのルールを理解したう

要があります。

えでルールに従った取引を行うことが必要です。

＊８ ま
 た、2019 年８月 29 日、公正取引委員会から
「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の
濫用に関する独占禁止法上の考え方案）」が公表され（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/aug/190829_dpfpc.html）、こ
こにおいても
「消費者が、デジタル・プラットフォーマーが提供するサービスを利用する際に、その対価として自己の個人情報等を提供してい
ると認められる場合は当然、消費者はデジタル・プラットフォーマーの「取引の相手方（取引する相手方）」に該当する。」として個人データの提供
に対価性を認めている。
＊９ ＊４の
「準則」
Ⅰ─７─１「ユーザー間取引に関するサービス運営事業者の責任」１─７─７「アプリマーケット運営事業者の責任」等
 判例（名古屋地判平成 20 年３月 28 日）では、インターネット・オークション運営者について、「信義則上、利用者に対して欠陥のないシステ
＊10 裁
ムを構築してサービスを提供すべき義務を負う」とし、その義務の内容は「そのサービス提供当時におけるインターネット・オークションをめぐ
る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システムの構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、システム利用者の利便性
等を総合考慮して判断されるべきである」とした規範を示している。
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新連載

困ったときの

第

1
6

回

自動車製造物責任
（一社）日本流通自主管理協会
相談センター

相談機関

相談できること

連絡先

対象
商品

新品・中古のブランド品

●☎：0120-786-470
（フリーダイヤル、①②とも）

対象
内容

ブランド品の真贋をめぐる売手と買手間のトラブル解決のサポート。消
費者のブランド品に関する疑問解消サポート。
① AACD「消費者 Q&A センター」② ADR「ブランド 110 番」

料金

① ご相談は無料。
② 消費者が申立者の場合は1,000円
（税別）
（申立者の属性等によって異なる）

がん

●受付時間：10：00 ～ 18：00
（土日祝日・協会の休業日等は除く）
●〒 101-0051
東京都千代田区神田神保町
3-2-4 田村ビル 4F
https://www.aacd.gr.jp

メール送信する方法と、フリーダイヤルへの電

協会の概要と設立経緯

話による方法があります。

一般社団法人日本流通自主管理協会（略称

せっかく手に入れたブランド品を、偽物では

AACD、以下、協会）
は、並行輸入品市場、リユー

ないかという不安を抱えたまま使用するのはつ

ス市場での、偽造品や不正商品の流通防止と排

らいものです。問い合わせには、消費者の不安

除をめざし、1998 年４月に発足した民間団体

や疑問点に、しっかりと応えられるよう、ベテ

で、現在約 125 の流通業者が加盟しています。

ランの協会職員が対応しています。判定を希望

流通業者側が、商品に責任を持ち、しっかり

する際の注意事項は以下のとおりです。

と精査したうえで、間違いのない商品を販売し

・判定を希望する場合には、まず、電話をお願い

なくてはならないという思いから、協会独自の

します
（対応できないブランドもあるため）。

商品取り扱い基準
（協会基準）
を定め、監視・管

・判定は無料です。ただし、往復の対象商品の

理システムを確立し、
活動を展開してきました。
しん がん

2005 年には、ブランド品の真贋について不

配送費用は負担をお願いします。
・判定は独自の基準で行い、結果は
「協会基準

安があるが、
「どこに相談してよいか分からな

内商品」
「協会基準外商品」
と表現します。

い」
「中立的な立場で相談に乗ってくれるところ

・判定結果は
「口頭」
で伝え、書面は発行しませ

がない」という消費者の声を受け、消費者専用

ん
（判定結果の問い合わせには対応します）。

に、フリーダイヤルの相談窓口
「消費者 Q&A

なお、協会独自の基準を用いるため、
「協会

センター」を開設 し、 そ の 後、2010 年 に は、

基準外」
と判定された場合でも、それを根拠に、

法務大臣より認証を受け、ADR「ブランド 110

協会会員以外の事業者に、返金などを強制する

番」を開設しました。協会ではブランド品の法

ことはできません。ただし、最近は、協会会員以

的な真贋を明らかにするのではなく、協会の

外の事業者も、
「協会基準外」
の判定結果で返金

20 年以上に及ぶ不正商品排除活動によって得

に応じてくれるケースが増えているようです。

られたさまざまなブランドの商品情報をもと

ADR
「ブランド 110 番」
の
手続きの方法と流れ

に、トラブル解消をサポートします。

消費者 Q&A センターの相談の
方法と流れ
協会ホームページの「お問い合わせ」から、

電話相談を経て、最終的には、売手・買手と、
弁護士と協会のベテラン事務局職員が一堂に会
し、
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す
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困ったときの相談機関

る法律」
（ADR 法）に基づき、決められたフロー

協会では消費者からの依頼があれば、商品を

に従い、トラブルの解決を図ります。消費者だ

送ってもらい、
「協会基準」
で判定するサービス

けでなく、事業者の方も利用が可能です。

を行っています。判定が
「協会基準外」
の場合、消

大まかな流れは以下のとおりです。

費者自身で判定結果が
「協会基準外」
であったと

・電話相談→申立書提出→裁定手続を行うこと

販売者に伝えることで、返金につながる場合も

への相手方の合意→話し合い・和解仲介→合意

あるため、相談者には商品送付前に
「相手方に

（または不合意）

『AACD の判定結果で対応してほしい』
」と伝え

なお、相手方の住所等の連絡先が不明な場合
や相手方が ADR での解決に合意しない場合等

ておくことをお勧めしています。

（3）相談事例

は、裁定手続を続行することができません。

事例 1 （CtoC）

相談受付状況

相談内容：フリマアプリでブランドの財布を購入
したが、届いた商品は明らかに偽物だった。さら
に、送り主の住所を見ると、アプリ上に記載され
ていた日本の住所からではなく中国の住所から
だった。しかも、輸入代行業者経由だった。輸入
代行業者を使うのは規約違反に当たると思い、プ
ラットフォーマーに偽物だったこと、規約違反だ
と思われることをメールした。しかし、
「当事者
同士で話し合って解決するように」との回答しか
得られず、出品者からも「本物だ」という返信のみ
だった。なお、
“受取ボタン”
は押していない。

（1）相談概要
2018 年度に消費者 Q&A センターで受けた
相談件数は 422 件でした。1,087 件と相談件
数が最も多かった 2013 年度当時は、インター
ネット通販に関する相談が大半を占め、いわゆ
る BtoC についての問い合わせが多く寄せられ
ていました（表）
。しかし、近年はフリマアプリ
などの個人間の電子商取引、いわゆる CtoC に
かかわる相談が増えています。

経緯

（2）最近の相談の特徴

相談者が利用したフリマアプリでは“受

取ボタン”を押していなければ、出品者と購入

図の棒グラフから 2016 年度からフリマアプ
リの相談が急増していることが分かります。こ

者の間にプラットフォーマーが入り対応してく
れること、協会に商品を送り協会判定を受け、

ういった個人間取引に関する相談の大半は
「偽

「協会基準外」
と判定されれば、それをプラット

造品が届いた」
「返金してほしいが、まったく対

フォーマーや出品者に伝えることで、返金され

応してくれない」
といった内容です。

た事例があることを踏まえ、判定を受けてみる
ことを提案。
結果は
「協会基準外」
となったため、

表

相談者にプラットフォーマーと出品者に協会の

相談件数の推移

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

判定結果を伝えるようアドバイスした。

相談
669 828 845 1,087 932 734 516 527 422
件数

トフォーマーからキャンセル通知が届き、返金

結果

相談を受けてから約１カ月後にプラッ

されたことが報告された。
図
160
140
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60
40
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0

アドバイス

CtoC(フリマアプリ)関連の相談件数の推移

112

15

31 24 24

54

142 132

フリマアプリ等を利用した個人間

取引では、届いた商品に疑問が残る場合
“受取
ボタン”
を押さないことです。
“受取ボタン”
を押
す前であれば、購入者がプラットフォーマーに

70

相談することで、解決に向かうケースも見られ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018（年度）

ます。CtoC での取引は、原則として自己責任の
世界です。自己責任で、
“受取ボタン”
を押した
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困ったときの相談機関

後は、たとえ「協会基準外」
の判定結果があって

結果

ADR に関しては、
「ブランド 110 番」か

も、返金の可能性は非常に低くなります。個人

らの確認に対し、出品者から ADR での解決に

間取引は、販売者に法的に責任を追及しにくい

同意しない旨の連絡があったため、裁定を中止

取引であるとの認識が必要です。なお、相談に

した。一方、クレジットカード会社からは
「検

対するプラットフォーマーからの返信がパター

討する」旨の返信があったため、協会より当該

ン化された機械的なものであっても、あきらめ

クレジットカード会社宛てに、判定結果を通知

ずに根気よく事情を説明することも重要です。

した。最終的に、相談を受けてから３カ月半後
に、全額チャージバックされたことが相談者か

事例 2 （BtoC）
相談内容：インターネットオークションでブラン
ドものの腕時計を落札。「絶対に本物。もし偽物
なら返金する。
」と書かれていたので信用して購入
した。しかし、念のため、高級時計買取店２店舗
で査定してもらったところ、両店舗から
「０円」と
言われてしまった。出品者に偽物だから返金して
ほしいと連絡。すると、
「本日を含めて３日以内に、
鑑定機関の法人印、担当者の署名捺印のある鑑定
書面を提示するように」と連絡があった。このた
め、３日以内に協会で判定をしてもらえないか。

ら報告され、本件は解決した。
アドバイス

本件の販売者は、消費者 Q&A セ

ンターへの相談が複数あった悪質な事業者でし
たので、協会としてもより積極的な対応を行っ
たという背景があります。
なお、これまで大手プラットフォーマーで、
協会判定
（協会基準外）
だけを根拠として、解決
した事例は少ないのが現状です
（事例 2 は、カー
ド会社の決済を経由していたために例外的に解

経緯 （1）
まず、協会は判定結果の流用リス

決されたケースです）
。これは、協会基準に法

クがあるため、判定結果を記載した書面を消費

的拘束力がないこと、また、BtoC の場合、購

者の方には発行しないことを説明。
そのうえで、

入者が販売者に直接交渉して解決できるケース

口頭での判定結果のみになることを前提に判定

が多いことが原因と思われます。

を受けることを提案。協会で判定した結果、
「協

2018 年頃から、フリマアプリと同じく
“受

会基準外」であった。判定結果を相談者から出

取ボタン”を設けた大手プラットフォーマーも

品者に連絡したところ、
「７日以内に内容証明

ありますが、
“受取ボタン”
を押さずに出品者と

郵便を送る」と連絡があり、４日後に、
「サイト

真贋についての話し合いを行っている最中で

に記載しているように、３日以内に鑑定機関に

も、一定の期間経過後は代金の引き落としが行

よる書面が提出されなかったため、返金対応は

われてしまう事例もあり注意が必要です。

できない」旨の内容証明郵便が届いた。

BtoC であっても、CtoC であっても、購入者

（2）
ここで、出品者の住所、氏名が判明したた

からの相談に対するプラットフォーマーの対応

め、相談者から、ADR「ブランド 110 番」によ

は一様ではありません。まずは、消費者自身が、

る裁定手続に切り替えたいと申し出があった。

できるだけ真贋トラブルを避けるように気をつ

ADR では、買手と売手
（相談者と出品者）両者

けることが重要です。例えば、販売価格が他の

が ADR で解決することに同意する必要がある

販 売 者 の 商 品 と 比 較 し て 安 過 ぎ な い か、 レ

ため、
「ブランド 110 番」より、出品者に意向

ビューに疑わしい内容はないか等、購入ボタン

を確認した。なお、クレジットカード会社の中

を押す前に、冷静に判断することが大切です。

には、信頼のおける鑑定機関からの書面等があ

また、商品に疑義が発生した場合は、CtoC 取

れば、チャージバックを検討する企業があるた

引にあっては
“受取ボタン”を押さずに、BtoC

め、ADR の手続きと並行して、使用したクレ

取引にあっては
“早めに”
プラットフォーマーや

ジットカード会社に
「チャージバック対応」
を打

販売者に連絡し、反応があるまで継続して申し

診することを提案。

立てを行うことをお勧めします。
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考えよう!
取り組もう!

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

5

回

SDGs 教育現場で取り組む SDGs
ー学校×企業×行政で実現する未来教育デザインー

山藤 旅聞

Santo Ryobun

新渡戸文化小中学校・高等学校教諭

学校デザイナー （一社）Think the Earth SDGs for School アドバイザー

都中野区にある、１学級 30 人、1 学年２クラス

何のために学ぶのか？

という小さな幼小中高短大一貫校です。時流を

近年、日本でも巨大台風等による災害を目の

読み解き、自律型学習者
（Happiness Creator）

当たりにし、気候変動を肌身で感じる時代とな

の育成と、実社会とのつながりを強化する教育

りました。サステイナビリティ等の研究で世界

を軸としています。そして、国際社会に存在す

的にも著名なヨハン・ロックストローム氏も、

る課題を見い出し、自分も他人も、そして人間

2019 年 10 月の朝日地球会議において「巨大台

以外の地球生命体すべての命を幸せにする視点

風の発生は、地球温暖化と深い関係があり、人

を養い、主体的に、そして協働的な学びを進め

間生活の影響が後押ししていることは否定でき

る自律した学生を育む学校をめざしています。

ない」とコメントしています。

これらを達成するために SDGs を活用すること

ま た、2015 年 12 月 に パ リ で 開 催 さ れ た
COP21 では、気候変動枠組「パリ協定」が採択

は、学生の意識変化や学ぶ目的の確認に関して
良い方向に作用しています。

され、1.5℃抑制と 21 世紀後半に温室効果ガ

課題を見い出し、
解決に向けて学ぶためには、

スの排出量を実質ゼロにする脱炭素化の目標が

すべての教科の基礎学力を高める必然性が出て

掲げられました。さらに同年９月、地球規模の

きます。
そのため、
本校では
「総合的探求の時間」

持続可能性達成に向けて持続可能な開発目標

をカリキュラムの中心に置き、各教科の学習が

（SDGs）
を含む、持続可能な開発のための 2030

その学びを深めるための手段となることをめざ

アジェンダが策定され、
日本でも最近、
ロゴバッ

すという教科横断的なカリキュラムを実践して

ジを身につけ、業種を超えて SDGs に対する賛

います。また、社会課題を肌身で感じ、学ぶ目

同を表現する人によく出会うようになりまし

的を見い出す原体験となるようなスタディツ

た。確実に世界の
「物差し」
は変化しています。

アーも企画・実施し、選択制としています。

一方で、学校で教わる内容は、変化している
でしょうか。1.5℃抑制に向けては、近々の 10

東京都檜原村プロジェクト

年間の行動が重要とも言われ、迅速で具体的な

持続可能な社会を担う次世代の学生およびそ

解決策を求められる時代ですが、社会課題を当

の保護者の２世代と自然とを
「つなぐ」
ため、６

事者として自覚し、その解決に向けて自ら学び

次産業化＊１ を視野に入れた次世代型の里山の

を深め行動するための学びの機会を学校は作り

あり方を考えるプロジェクトとして、
毎月１回、

出せているでしょうか。

東京都檜原村における活動を開始して３年にな

新渡戸文化学園での挑戦

ります。SDGs の目標では、持続可能な生産消

ひのはらむら

費、水陸生態系および森林管理の持続性などが

新渡戸文化学園は、90 年の歴史を持つ東京

挙げられていますが、都心で生活する人々の日

＊ 1	農林漁業
（1 次産業）、製造業（2 次産業）、小売業等（3 次産業）の事業との総合的で一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生
み出す取り組みのこと。
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考えよう!
取り組もう!

常からは遠い存在であるため、まず消費者と自
然をつなぐことを重視しています。そのため、

SDGs
三重県尾鷲市須賀利プロジェクト

持続可能な社会に向けて、値段と大量消費の便

日本では少子高齢化に伴い、2003 年に約

利さではなく、エシカルな物差しによる次世代

23.8 万人いた漁業就業者は、毎年一貫して減

の消費意識の変容をめざし、
「楽しさ・おいしさ・

少傾向にあります。しかも高齢化と後継者不足

心地よさ」と「持続可能な里山利用とこれからの

は深刻で、2017 年の 40 歳未満の漁業就業者

新しい利用方法の考察」を掛け算させたプログ

は約 2.8 万人＊２となっています。また、自然資

ラムをデザインしました。

本を活用する文化の衰退も日本の抱える大きな

具体的には、３つのプロジェクトが動いてい

課題となっています。そこで本校では夏休みを

ます。１つ目は、
耕作放棄地の開墾、
オーガニッ

活用し、株式会社ゲイト＊３、三重大学、そし

クコットンの栽培、糸紡ぎから加工・染織まで

て三重県庁との協働により三重県スタディツ

を行うプロジェクト
（写真１）
、２つ目は、檜原

アーを企画しました。
日本の原風景が残る漁村、

村名物の「ヒノジャガ」
を育て、ジャガイモあん

三重県尾 鷲 市 の須 賀 利 で定置網漁を経験し、

のおやきを製造し、地産地消の新しい商品の開

捕った魚を食べて、須賀利の魅力を肌で感じて

発をめざすプロジェクト、３つ目は、まきや炭、

もらう内容です。食事は参加者が定置網漁で自

果樹の植林へ変更し、
堆肥利用目的の里山から、

分たちで捕った魚を、地元の人などに調理方法

果実の食品加工から６次産業化を考えるプロ

を教わり、調理して食べます
（写真２）
。東京で

ジェクトです。

は見たこともない魚ばかりですが、地元の調理

たい ひ

毎回 10 〜 20 人、2017 年から現在まで、延
べ 450 人を超える中高生・短大生が参加し、

お わせ し

す

が

り

方法と鮮度の良さから、今までに食したことの
ないおいしさを体験できるのです。
須賀利には子どもや若者がほとんどいない＊４

里山の樹木調査、間伐作業、植林、まき割り、
道作り、畑作り、商品開発に励んでいます。1

ことを知り、参加生徒の１人が
「この町がなく

つ目のプロジェクトについては、2019 年度か

なるのは寂しい」と語ってくれるなど、学生た

ら小学生と保護者への案内も開始し、４月から

ちには、日本の抱える課題の解決に向けて何が

９月までで延べ 42 人（保護者 23 人、小学生19

できるかを考える気持ちが芽生えていました。

人）が 参加し ま

帰りの車中では早速、定置網漁で取れる魚の種

した。今後は地

写真１ 2019 年 9 月のようす

類や調理方法を動画に収め、SNS を活用した

元の小中学校と

ビジネスモデルを考え始めていました。
その後、

の交流会への発

取れる魚のおすすめメニューを考案し、広めた

展や、地域の児

いというアクションも生まれています。学びを

童・小学生とそ

リアルな社会と接続させると、学生たちは自然

の保護者の２世

写真２ 定置網漁のようす

代との交流も協

と社会課題を「自
分ごと」化し、利
他的な思いを持

議中です。

ち な が ら、 主 体
的に深く学び始
めていくのです。

耕作放棄地をオーガニックコットン畑に
リノベーションした。
＊２ http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h29_h/trend/1/t1_2_2_3.html

＊３	持続可能な社会実現のため、生産地と消費地の懸け橋となることをめざしている。須賀利で生態系に配慮した定置網漁を始め、取れた魚を自社
で加工し自社便で都心部に届ける事業を展開している。
＊4

現在、高齢化率が 80% を超え、2018 年度の調査によると人口が 222 人という過疎化問題を抱え、小中学校も休校となっている。
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賃貸借契約に関する改正のポイント（2）

民法改正による

不動産取引への影響
第

2

賃貸人の修繕義務と賃借人による修繕／
賃借物の一部滅失等による賃料減額

回

村川 隆生

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。

とができることを明文化して、賃借人に修繕権

1. 賃貸人の修繕義務

を付与しました。

賃貸物に修繕が必要となった場合、賃貸人に

【改正民法 607 条の２】賃借人による修繕
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

修繕義務がありますが、改正民法＊では、その
修繕が賃借人の責に帰すべき事由によるもので
あるときは、賃貸人は修繕義務を負わないこと
を明文化しました
（改正民法606条ただし書き）
。
ただし、この場合においても賃借人が修繕を
行うときには、トラブルを避けるために、修繕
が必要となった旨を事前に賃貸人に通知のう

なお、この規定に従い賃借人が修繕をした場

え、修繕についての承諾または対応の指示を受

合、賃貸人に修繕義務があったときには、賃借

けることが必要と思われます。

人は、賃貸人に対し、修繕に要した費用の償還

2. 賃借人による修繕

を請求できます
（民法 608 条１項）
。

「給湯機が故障したので賃貸人に再三修理の

■ 実務上の問題と対応
賃借人が改正民法 607 条の２に基づき修繕

お願いをしていますが、修理をしてもらえず
困っています。どうすればよいですか」など、

を行った場合でも、修繕の内容によっては、修

賃貸人に修繕義務があるにもかかわらず、賃貸

繕の要否・範囲・方法・費用や急迫の事情であっ

人が修繕を実施しない場合の対応方法について

たか否か等については紛争が生じることが懸念

の相談は少なくありません。賃借物件は賃貸人

されます。給湯器等の設備の修理については紛

の所有物であることから賃借人が勝手に賃借建

争の可能性は低いと思われますが、建物本体に

物や付帯設備の修理をすることはできません。

影響を与え、高額の費用が発生する大修繕につ

賃借物に物理的な変更を加えると債務不履行責

いては紛争になる可能性が高く、注意が必要で

任や不法行為責任を問われかねません。

す。

賃貸人に修繕義務があるにもかかわらず賃貸

本条に基づく賃借人による修繕についてのト

人が修繕を実施しない場合、賃借人の生活に支

ラブルを防止するためには、賃貸借契約の締結

障があるときにはしかたがないので、賃借人自

に際し、①建物の躯体に係る大修繕については

ら修理を行うしかありません。現実にはそのよ

本条に基づく修繕権を有しないこと、② ①以

うに対応しているところですが、改正では、賃

外の修繕を行う場合は、急迫の事情がある場合

貸人が必要な修繕をしないときには、賃借人は

を除き、修繕内容・費用等について書面による

賃貸人の同意を得ることなく自ら修繕を行うこ

事前通知が必要であるなどの特約をしておく必

く たい

かか

＊ 以
 下、本文中の改正後の民法は
「改正民法」とし、改正前の民法を「改正前民法」
、改正されなかった民法を「民法」、改正前の民法になかった条文は
「新設」
とする。
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民法改正による不動産取引への影響

要があると思われます。①の建物躯体に係る不

借人からの賃料減額請求を待たずして、賃料は

具合については、次の法 611 条による対応が

使用収益できなかった部分の割合に応じて「減

考えられます。

額される」
としました。

3. 
賃借物の一部滅失等による
賃料減額
【改正民法 611 条】賃借物の一部滅失等による
賃料の減額等
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
賃借した目的を達することができないときは、
賃借人は、契約の解除をすることができる

（1）賃借人からの減額請求から当然減額へ
賃借物の一部が使用収益できなくなった場合

（2）賃借物の一部滅失等による契約の解除
改正前民法は、賃借物の一部滅失について賃
借人に帰責事由があるときは契約解除を認めて
いませんが、一部滅失により賃借物の使用収益
ができずに賃借の目的を達することができない
ときは、賃借人に帰責事由がある場合でも賃借
人に契約の解除を認めました。なお、この場合、
賃貸人は、賃借人に対する損害賠償請求等によっ
て対処することになります
（前出 部会資料）。
■ 実務上の問題と対応
賃借人の責に帰さない事由により賃借物の一
部が滅失等により使用できなくなった場合、賃
借人は、
賃貸人にその旨を通知して修繕を求め、
賃貸人はそれに応じて必要な修繕を実施するの
が原則の対応です。改正後もこの原則対応に変
わりはありません。
（賃料減額紛争の防止）

の「賃料減額請求制度」
が
「当然減額制度」
に変更
されました。

賃借人が、建物に使用収益できない状況が生
じたにもかかわらず賃貸人に通知せず、修繕を

改正前民法は、
「賃借物の一部が賃借人の過

行わずに放置した状況でいきなり本条を盾に賃

失によらないで滅失したときは、賃借人は、そ

料減額を主張した場合、賃貸人との間で紛争が

の滅失した割合に応じて、賃料の減額を請求す

生じるのは必至と思われます。紛争防止のため

ることができる」と規定して、賃料減額には賃

には、
契約において通知義務を明文化しておき、

借人からの請求が必要としていますが、改正民

予想される故障等の項目ごとに、賃貸人が修繕

法は、「賃料は、賃借物が賃借人による使用収

に要する期間、期間内に修繕を実施しなかった

益の対価として日々発生するものであるから、

場合の賃料減額割合等を特約しておくことが有

賃借物の一部滅失によってその一部の使用収益

効ではないかと思われます。

が不可能となったときは、賃料もその一部の割

本条の当然減額制度は、賃貸人が修繕の必要

合に応じて当然発生しないと考えるべきであ

性を知っていながら修繕を実施しない場合の賃

り、法 611 条１項の規定を改める必要がある」

借人が取り得る対抗策の１つと考えるべきでは

（法務省 法制審議会民法（債権関係）部会 部会
資料）として、賃借物が、賃借人の責によらな
い事由で使用収益できなくなったときには、賃

ないかと考えます。
〈文中の解説・意見は執筆者の個人的見解にとどまるもの
であることを了承ください。
〉

＊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）
・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）
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海外ニュース
文/安藤 佳子

アメリカ

Ando Yoshiko

ドレッサーの転倒事故から子どもを守るために

● CR ホームページ h
 ttps://advocacy.consumerreports.org/press_release/consumer-reports-urges-house-to-approve-sturdy-act-to-helpprotect-children-from-deadly-dresser-tip-over-incidents/
https://www.consumerreports.org/furniture/furniture-tip-overs-hidden-hazard-in-your-home/ ほか

ドレッサーは高さが１m に満たない衣類収納家具

業界自主基準
（ASTM 規格）
の 50 ポンド
（約 22.7㎏）

で、子ども部屋やテレビ台として居間に置かれるこ

に加え、60 ポンド（約 27.2㎏）の荷重を全開の上段

とが多い。比較的低いために安定性に優れると思わ

引出しに掛けても転倒しないか 42 銘柄をテストし

れがちであるが、実際には毎年多くの転倒事故が起

た。その結果、さまざまな価格帯の 20 銘柄が最も

き、2014 ～ 2016 年には 30,700 人余りが救急搬送

厳しい基準を満たした。なお、期待されていた2019

され、2000 年以降少なくとも 206 人の死亡が報告

年の ASTM 規格改定は高さの適用範囲と注意喚起

されている。その８割以上が６歳以下の子どもだ。

ラベルの改善のみで荷重基準の改定はなかったため、

最も効果的でよく知られた転倒防止策はストラッ

CR は、緩い業界自主基準ではなく、CPSC
（消費者

プと留め具による壁への固定であるが、CR（コン

製品安全委員会）による安定性に関する性能要件を

シューマーレポーツ）が 2018 年実施した調査では、

備えた必須安全基準の開発・実施を提唱している。

自宅の家具を固定している人は全体の 27％、６歳

CR は、超党派議員が 2019 年４月に２度目に下

未満の子どもが居る家庭でも 40％にとどまる。子

院提出した STURDY 法
（
「若者に対する不安定・危

どもの命を守るため、CR は家具業界に対し、安定し

険なドレッサーの転倒を止める」
法）
の承認を求める

て転倒に耐えるように設計されたドレッサーのみの

文書を下院に送付、同法は９月 17 日に下院で採択

販売を強く要望している。CR は安定性試験として、

され上院に送られた。

イギリス
● Which? ホームページ

道路のポットホールは通報しよう

https://www.which.co.uk/news/2019/09/three-reasons-you-should-report-potholes/

ほか

ポットホールとは、アスファルト舗装道路の路面

以内に補修されたのは２％、２週間以上待った場合

のひび割れや剥離によってできる甌穴で、自動車の

が 46％で、通報しても無駄という意識が強い。しか

損傷や自転車および歩行者の転倒事故を招き非常に

し通報せず放置すると、道路管理責任者は 1980 年

危険である。Which? の調査では半数以上が修理が

ハイウェイ法 58 条により、通報されていないポット

必要になる自動車の損傷を体験、また運輸省による

ホールによる車両の損傷や負傷に対する補償を請求

と 2007 ～ 2016 年には 368 人以上のサイクリス

されても拒否できる可能性が高いことから、Which?

トがポットホールや路面不良が原因で負傷、22 人

は通報の必要性を呼び掛けた。また、前財務大臣が

が死亡している。このため、地方自治体などの道路

2018 年度ポットホール補修予算の３億ポンドに

管理責任者への早急な通報と迅速な補修が必須であ

４億 2000 万ポンドを追加したが補修率は 62％に

る。イギリスの道路には多数のポットホールがあり、

とどまり、その多くは簡易補修であったとして、こ

2018 年のイングランドとスコットランドにおける

の問題の大きさを指摘している。

はく り

おうけつ

各通報件数は高速道路や幹線道路だけで前年比約
50％増の 16,000 件前後になるという。

Which? は、消費者が通報および賠償請求する場
合の心得として、●ポットホールの位置を特定し証拠

しかし Which? の調査ではポットホールを通報す
ると答えたのは３割以下であった。通報しても１日

写真を撮る●修理費などの領収書を保存● Which?
リーガルサービスの活用、などを助言している。
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

ドイツ

Kishi Yoko

他州への引っ越しで愛犬が「危険犬」
にされるかも

● 商品テスト財団
『テスト』2019 年９月号 https://www.test.de/Umzug-mit-Hund-Welche-Hunderassen-wo-als-gefaehrlich-gelten-5509118-0/
● バイエルン州警察ホームページ https://www.polizei.bayern.de/news/recht/index.html/11022

連邦国家のドイツでは、危険な飼い犬から住民を

許可証がなければ飼育できない。したがって、他州

守る「犬法」の内容が州によって異なる。そこで、犬

から禁止州へ転入し、許可証が得られない場合は、

を連れて他州に引っ越すと、予想外の事態となる可

動物保護施設への収容を余儀なくされる。ただし、

能性がある。例えば、警察犬としても知られるロッ

同じ行政裁判所でミニチュア・ブルテリアに対する

トワイラーは、ラインラント＝プファルツ州では人

判断が正反対になった例があるように、品種改良さ

をかむなどの前科がない限り、手綱なしで自由に散

れた犬種の取り扱いには混乱がみられる。

歩させることができる。ところが、隣のノルトライ

なお、バイエルン州では、原則禁止の５犬種を含

ン＝ヴェストファーレン州に引っ越すと「危険では

む 19 犬種が危険な犬としてリスト化されているこ

ない」という鑑定書の入手など、さまざまな手続き

とから、飼い犬に厳しい州と思われがちである。一

が必要となり、飼育場所や散歩方法も制約されるこ

方、ニーダーザクセン州など３州には、危険な犬種

とになる。逆に、ドーベルマンを危険犬と推定する

のリストがない。その代わり、ニーダーザクセン州

のはブランデンブルク州だけなので、同州から他州

ではすべての犬種を対象に、秩序局への届け出義務

に引っ越すと、それまでの制約がなくなる。

があるほか、マイクロチップ装着義務等がある。こ

さらに、州によっては飼育が原則禁止の犬種もあ

のように、危険犬のリストがないからといって、一

る。例えば、ブルテリアは４州で、土佐犬は２州で

概に規制が緩いとはいえないところが複雑である。

オーストリア、
ドイツ

国によって異なる炭酸飲料の砂糖量

● オーバーエスターライヒ労働者会議所ホームページ
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Zu_viel_Zucker_in_Limonaden.html
● ドイツ商品テスト財団ホームーページ
https://www.test.de/Fanta-Sprite-Co-Warum-der-Zuckergehalt-von-Softdrinks-je-nach-Land-variiert-5473595-0/

有名ブランドの炭酸飲料は、どこの国の商品でも
同じものと思われがちである。ところが、オーバー

いクラシックタイプを対象としたことから、すべて
の国で 0.5ℓ当たり 53 〜 54g と高い値だった。

エスターライヒ労働者会議所がオーストリア、イギ

なお、ドイツ商品テスト財団でも、同じ時期に同

リス、ベルギー、ノルウェーで販売されている炭酸

様の調査を行った。ドイツで販売されているオレン

飲料５種類の砂糖量を比較したところ、商品によっ

ジフレーバー炭酸飲料の砂糖量は、やはりイギリス

ては著しい違いがあることが分かった。特に、オー

の２倍だったという。

ストリアで販売されているオレンジフレーバーの炭

両機関とも、イギリスの炭酸飲料の砂糖量が少な

酸飲料には、0.5ℓ当たり 51.5g の砂糖が含まれて

い理由として、同国で 2018 年に導入された砂糖税

おり、イギリス
（同 23g）の２倍以上だったと驚き

の存在を挙げている。もっとも、砂糖が少ないこと

を表明している。ベルギーとノルウェーの値もオー

は、
合成甘味料が多いことを意味するとも指摘する。

ストリアと似ており、この傾向はトニックウォー

そして、健康的な食生活を送るためには、砂糖も合

ターでも同様だったという。ただし、オーストリア

成甘味料も少ない飲料が望ましいことから、甘い飲

で低カロリー品が出回っている無色透明の炭酸飲料

料を好む消費者自身が嗜好を徐々に変えていく姿勢

は、0.5ℓ当たり 9.5g と４カ国で最も少ない砂糖量

も重要だとしている。

し こう

だった。コーラ飲料２商品は、砂糖量を控えていな
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探検！

第

8

回

正確計量の義務と立入検査

計量の世界

東京都計量検定所

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

適正な計量が実施されるためには、正確な計
量器を使用して、正しく計量作業を行うことが
必要です。今回は、商品の計量販売の規制、立
入検査について探ってみましょう。

正確計量の義務
計量法では、「法定計量単位により取引・証
明における計量をする者は、正確に計量するよ
じゅん しゅ
う努めなければならない」と定め、これを遵 守
せず適正な計量の実施の確保に著しい支障を生
じていると都道府県知事等が認めた場合に、そ
の者に対し必要な措置をとることを勧告し、勧
告を受けた者が従わなかったときにその旨を公
表できることを規定しています (10 条 )。
また、長さ、質量、体積の計量をして販売す
るのに適する商品を販売する者に、計量販売す
るよう努めることを義務づけています (11 条 )。

特定商品と量目公差
計量法では商品のうち表１の要件を満たすも
のを「特定商品」
と定め、この特定商品を計量販
売するときは内容量が表２の
「量目公差
（許容誤
差）」を超えて不足しないように計量しなければ
ならないことを定めています (12 条 1 項 )。
表１ 特定商品の原則的要件
ア
イ
ウ

全国的な流通商品であること。
消費生活関連物資であること。
販売者・消費者相互において、計量販売意識の強い商品である
こと。
エ 現実にある程度計量販売が浸透していること。

表２ 量目公差表
（一部抜粋）
量目公差表（1）

量目公差表（2）

表示量（質量ｇ）

許容誤差

表示量（質量ｇ）

許容誤差

5 以上 50 以下
50 超
100 以下
100 超 500 以下
500 超
1k 以下
1k 超
25k 以下

4%
2ｇ
2％
10 ｇ
1％

5 以上 50 以下
50 超 100 以下
100 超 500 以下
500 超 1.5k 以下
1.5k 超 10k 以下

6%
3ｇ
3％
15 ｇ
1％

穀類、茶類、香辛料、菓子、食肉、 野 菜、 果 実、 め ん 類、 水 産 物、
乳製品、調味料 など
海藻、調理食品 など
※商品の区分けは商品の状態
（生鮮か加工したものかなど）によっても
異なります。

また特定商品のうち別に定める商品について
は、商品を容器または包装で密封して計量販売
するときは、その容器または包装に内容量、事
業者名等を表記する義務を定めています (13
条 )。これは、輸入事業者が密封された特定商
品を輸入して販売するときも同様です (14 条 )。
この規定を遵守せず、適正な計量の実施の確保
に著しい支障を生じていると知事等が認めた場
合には、その者に対し必要な措置をとるよう勧
告し、これに従わなかった場合には公表できる
旨規定されています (15 条 )。

行政機関による立入検査
計量検定所などの計量行政機関では、暮らし
にかかわる計量が適正に保たれているかを監視
するため、管轄地域のスーパーマーケットなど
の小売事業者や製造事業者、ガソリンスタンド
の燃料油メーター、タクシーメーター、家庭の
ガス・水道メーターなどを対象に、立入検査を
実施しています (148 条 )。
この検査では、取引や証明に使用されている
特定計量器の使用状況、検定や定期検査の合格
の有無やその有効期間などに問題がないかを確
認しています。必要があれば、計量器自体の性
能確認検査も行います。計量販売されている商
品については、法令への適合を確認するため立
入先の現地で表示や内容量の確認をしています。
不適正が確認された場合には、当該事業者に
不適正計量器の修理・交換、商品回収、再計量
などの必要な指示および再発を防止するための
改善指導を行います。
その他、立入検査では内容量の確認ができな
い商品については商品を買い取って検査を行い
ます。1960 年
（昭和 35 年）のニセ牛缶事件の
際に東京都衛生局が成分分析を行った缶詰は、
東京都計量検定所が内容量の検査用に買い取っ
た缶詰を提供したものです。当所の計量買取検
査が、その後の消費者の意識啓発や景品表示法
の制定の一端を担っていたことになります。
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このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。
第

67 回

よりよい消費生活のために、
消費者の声を企業に届けよう

消費者教育
実践事例集

－私たちの制服を改善してください－
多田 江利子

Tada Eriko

し

わ

岩手県立紫波総合高等学校教諭

家庭科を担当。大学院在学中に持続可能な社会やシチズンシップ教育に触れ、エコバッグ
から考える持続可能な社会、消費者教育、地域創造、復興教育などの授業を行っている。

2012 年に消費者教育推進法が制定され、消

に残るシステムですが、学校の制服は着装する

費者市民の育成に基づいた消費者教育の充実が

生徒の意思が反映されにくい面があります。し

求められています。その指導例には、フェアト

かし、消費者には８つの権利と５つの責任があ

レードや児童労働、ファストファッションなど

り、制服であっても消費者の苦情や意見は伝え

が題材に挙げられていますが、生徒にするとど

るべきだと考えました。そこで、生徒には、制服

であり、
遠い世界の出来事です。
れもが「他人事」

について困っていること、どのような生活場面

身近で普段の暮らしに欠かせないものを題材

で不具合が生じるのか、
その時どう思ったのか、

ひ と ごと

にしたいと考えていたところ、制服を題材とし

調べてもらいたいことはあるのか、自分の希望

て、制服製造業者
（以下、製造業者）
に来校して

は何かを具体的にレポートにまとめてもらいま

もらい、共同授業をすることになりました。
きっ

した。そして、この内容を製造業者の前で発表

かけは、制服に退色しやすいなどの問題があり、

することとし、どのように表現したらよいかグ

学校として製造業者に品質を問い合わせた際

ループで話し合わせました。生徒からの制服に

に、誠実な対応をしてもらえたことでした。こ

関する意見には次のようなものがありました。

の授業は、私が 2019 年３月まで勤務していた

●制服の色が退色する ●スカートのプリーツが
とれ外見が悪い ●プリーツの手入れが面倒く
さく難しい ●シャツがゆったりしたデザイン
で、だらしなさや着古した感じがする ●夏服
のベストの素材がアクリルで暑い ●肩パッド
が大きく着にくい ●校章のバッジが取れやす
く、引っかかって痛い ●家で洗濯できたらい
い ●（女子生徒から）夏服にポケットがなく、
ハンカチ等を入れられない。活動性の向上と防
寒のためにパンツが欲しい

せんまや

（以下、本校）
の
前任校の岩手県立千厩高等学校
家庭専門教科「消費生活」
で実践したものです。

生徒および授業のねらい
本校は、普通科、農業系の生産技術科、工業系
の産業技術科の３学科があり、
「消費生活」
は生
産技術科生活科学コース３年生 20 名が受講し
ます。単位数は２単位で２時間連続の授業です。
本授業は４時間構成で行いました。着心地の

まとめた内容は事前に製造業者に渡しておき

よい制服にするために、生徒が製造業者に制服

ました。製造業者は学校での生徒のようすを観

の不具合を申し出るとともに学校に意見を提案

察したり、実際に着ている制服を借りたりして

する学習を通して、消費者市民社会における消

分析を行いました。

費者の役割を理解し、主体的に社会に参画し行

②製造業者からは制服の改定案が
共同授業当日、
製造業者から会社の経営方針、

動する態度を身に付けることを目標としました。

制服を作るうえで大切にしていることや製造過

授業の内容

程、社会貢献、社会的責任の説明がありました。

①グループで制服の問題点を話し合う
自由主義経済では、消費者が選んだ物が市場

次に制服の問題点を生徒が発表しました
（写
真１）
。
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周年となる 2021 年に制服がマイナーチェンジ

写真１ 生徒の発表のようす

することになり、自分たちの行動により社会が
変化することを体験できました。

④生徒の感想
・制服はこんなにも多くの人たちが手間を惜し
まずに１つずつ丁寧に作っていると初めて知っ
た。学生の目線で細部にわたってデザインや性
写真２ 製造業者から改定案の提示

能が考えられていて感心した。もっと大切に着
ようと思った。生産者と消費者が直接お互いの
声を聞き合うことは貴重で大切なことと感じた。
・消費者の声はすぐに製品に反映できないと
思っていた。ましてや制服は学校指定だから着
づらくてもしかたがないと。私たちの声を丁寧
に聞き取り、サンプルを作って改良してくれて

そして、製造業者からは問題点を解決するた

感動した。この授業で制服が改善され後輩が快

めの制服の改定案として、寸法や素材の見直

適に学校生活を過ごせることになってうれしい。

し、気づかれない程度のデザインの変更などの

・家庭で洗濯できる生地や伸縮性のある裏地に

提案があり、サンプルも提示されました
（写真

すれば性能は向上するが、価格は 1,000 円ほ

２）。それを試着してみると、驚くほど着心地

ど値上げになるそうだ。でも３年間クリーニン

よく改善されていました。機能性を向上させる

グに出す場合を考えれば、かえって安い。値上

ために、新しい繊維製品が開発されており、テ

げの理由を知り、総合的に判断して評価する必

クノロジーが私たちの生活を豊かにしているこ

要があると思った。

とも分かりました。また、着こなしのアドバイ

社会への参画意識が高まる効果も

スもしてもらいました。
さらに、制服は私服と違って個人の自由度が

消費者市民社会の学習に学校の制服問題はと

低く、学校側からの要望はあっても、着ている

てもよい教材でした。生徒へのアンケートの結

生徒から直接意見を聞く機会はなく、生徒から

果、
「消費生活」
の授業を受けた生産技術科の生

のレポートはとても新鮮だったこと、消費者か

徒からは、社会への参画意識の高まりを感じま

らの苦情や要望は、消費者の意向を知ることが

した
（図）
。暮らしを創造するのは自分たちだと

できる貴重なデータであり、今後の制服作りに

いう当事者意識が生まれ、
授業だけでなく、日々

必ず役立てたいとのコメントがありました。

の生活について、問題意識をもって前向きな改

③学校への提案で制服が改定されることに

善策を述べられるようになりました。

最初は、企業に意見するなんて、クレーマー
のすることだと批判的だった生徒でしたが、消
費者の声を適切に企業に届けることの意味を確
認できました。企業はよい製品を作り、消費者
も適正な選択をすることでよりよい消費生活に
つながると実感した授業でした。

図

自分が参加することにより変えて欲しい社会現象が
少し変えられるかもしれないと思いますか ?
普通科

5.3 7.9
15.8
71.1
生産技術科 23.8
4.8
71.4
産業技術科10.3 34.5
55.2

この授業後、制服の着装上の問題点と、製造業

0

者とともに考えた制服改定の提案が生徒から学

20

まったくそう思う
あまりそう思わない

校へ出されました。それを受けて、創立 120
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レ
続 適格消費者団体活動

神奈川県・横浜市との
連携・協力と申入れ活動
特定非営利活動法人消費者支援かながわ

武井 共夫

Takei Tomoo

2014 年 12 月に設立総会を開き、2015 年 4 月に設
立登記。2018年8月適格消費者団体の認定を受ける。

特定非営利活動法人消費者支援かながわ理事長、弁護士。

消費者支援かながわの適格認定
特定非営利活動法人消費者支援かながわ
（以
下、当会）は、2018 年８月３日、適格消費者

金や各種消費者問題弁護団から多額の寄付も受
けて大きな基盤となっています。

神奈川県との連携
神奈川県は毎年少なからぬ補助金を出して当

団体の認定を受けました。
神奈川県は都道府県の中で人口は東京都に次

会の活動を助成してくれています。
また 2018 年３月の改正で神奈川県消費生活

いで多い県ですが、県内に適格消費者団体があ
りませんでした。このままではいけないと、

条例に適格消費者団体等への支援に関する規定

2014 年１月 18 日に弁護士会主催の「人権シン

が新設され、
「知事は適格消費者団体が差止請

ポ in かながわ 2014」におけるシンポジウム
「か

求権を適切に行使するために必要な限度におい

ながわに適格消費者団体をつくろう」をきっか

て、適格消費者団体に対し、契約書、和解書そ

けに設立への気運が盛り上がり、準備期間を経

の他の消費生活相談に関する資料の提供その他

て 2014 年 12 月に適格消費者団体をめざす当

必要な支援を行うことができる」
（同条例 25

会の設立総会を開きました。

条の２の１項）と定められました＊１。既に具体

翌 2015 年３月には特定非営利活動（NPO）
法人の認証を受け、４月に設立登記を行いまし
た。それから３年強の活動を経て適格消費者団

的な情報交換も始まっています。

横浜市との連携
当会の事務所は、横浜市から消費生活総合セ

体に認定されました。

ンターの元商品テスト室の使用許可を得て設置

消費者支援かながわの特徴

されています。認定後は使用料免除も受けてい

当会の特徴は、弁護士・司法書士・消費生活

ます。

相談員・消費者団体が協力して活動し、神奈川

横浜市とは 2018 年 12 月 21 日に
「差止請求

県・横浜市等行政も物心両面で積極的に応援し

関係業務に係る消費生活相談情報の提供と利用

てくれていることです。

に関する覚書」を締結し、県と同様の協力を得

財政面では、消費者問題を担当する県内の弁

かか

ることが可能になりました＊２。

護士が多数会員になり、弁護士有志の消費者基
＊１

 奈川県消費生活条例の改正（平成 30 年 3 月改正）について 
神
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370229/h30kaisei.html

＊２ 県
 下唯一の内閣府認定適格消費者団体「消費者支援かながわ」と横浜市が覚書を締結しました！〈県内初〉 
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2018/20181225-024-28764.files/phpqAUAht.pdf
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いました。同社からは、2019 年４月 26 日付で、

認定前の申入れ活動

規約を４月22日付で改訂した旨の通知があり、

弁護士・司法書士の会員も多数いるため申入
れ活動がしやすく、検討委員会で弁護士・司法

こちらの要請に従った規約の修正が確認できた
ため、申入れ活動は終了しました＊４。

書士・消費生活相談員で構成される事例検討

現在も他の家電量販店数社に同様の申入れを

チームを作って検討し、理事会の議決を経て

行っており、今後続々と成果を上げることがで

12 件の是正の申入れ活動をし、認定前にもい

きると思われます。

くつか成果を上げてきました。

認定前後で変化も

認定前に申入れをしたのは、カルチャークラ
ブ、不動産賃貸、ペットホテル、ウィークリー・

2017 年 10 月 27 日にウォーターサーバーの

マンスリーマンション、コインパーキング、短

事業者に対してサービス利用規約の是正を申し

期不動産賃貸（定期建物賃貸借）
、学校法人
（大

入れましたが、ずっと回答が得られませんでし

学）、ウォーターサーバー、カーシェアリング、

た。しかし、認定後に認定されたことを通知し

医療福祉専門学校などさまざまな業種にわたっ

たところ、2019 年６月 24 日になって回答が

ています

＊３

。

わ

遅くなったお詫びとともに内容を一部修正する
との回答がありました。現在修正が不十分だと

認定前に是正された事例

して再度申入れを行っています。

認 定 前 の 申 入 れ で 是 正 さ れ た の は、 カ ル
チャークラブの会則、不動産賃貸会社に対する

活動委員会の活動

貸室賃貸借契約書、コインパーキング経営会社

当会は活動委員会を設けて消費者団体として

の利用規約、短期不動産賃貸会社に対する定期

の幅広い活動をしており、例えば
「リフォーム

建物賃貸借契約証書、学校法人
（大学）
のホーム

をする前に知っておくこと」などの学習会を開

ページや募集要項の記載、大手のカーシェアリ

催したり、商品やサービスに関するアンケート

ング事業者の約款などです。

調査などを行ってきました。
今後は
「キャッシュ

認定後の申入れ活動

レス化と消費税還元」等のテーマとした学習会
を予定しています。

当会は 2019 年に大手家電量販店数社に対
し、申入れ活動を行っています。

今後の活動

2019 年３月５日に株式会社ビックカメラに

当会はこれからも申入れ活動を積極的に行

対して、①事業者の軽過失による損害賠償責任

い、特に適切な事案があれば差止請求訴訟を提

を免除する旨の条項 ②事業者に一方的な解除

起すべく準備しています。
「いつかは特定適格

を認め、消費者にとって不利益となる条項 ③

消費者団体に」という大きな目標を持っており

返品に関し、民法所定の債務不履行ないし瑕疵

ます。また、複雑かつ多様化する消費者被害を

担保責任による解除権の行使期間を著しく短く

なくしていくために、他団体等との協力や連携

制限する旨の条項の３点について、申入れを行

も進めていきます。

か し

＊３

当会の申入れ活動

＊４

 費者支援かながわと株式会社ビックカメラとの間で差止請求に関する協議が調ったことについて
消
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_190920_01.pdf

http://www.ss-kanagawa.org/cn2/pg27.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

15 回

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。

暗号資産

暗号資産とはどのようなものでしょうか。仮想通貨から呼
び方が変わった背景など解説します。

（仮想通貨）

つであるFacebookは独自の暗号通貨Libra（リ

暗号資産
（仮想通貨）

ブラ）の発行計画を発表しています。米ドル、

仮想通貨とは一般的に通貨に代わるネット

ユーロ、日本円、英ポンド、シンガポールドルと

ワーク上の電子的な決済手段のことをいいます。

連動するとのことであり、発行されることにな

最近、暗号資産と呼ばれるようになりました。

れば決済手段として有用なものとなりそうです。

暗号資産の種類としては、2,351 種類（2019

従前の法的取扱いと問題点

年 10 月 30 日現在）で総額 2536 億ドルを超え
ています＊１。

日本では、2016 年改正の資金決済法で法的

主な暗号資産としては、ビットコイン、ビッ

には
「１号仮想通貨」
「２号仮想通貨」
の２つに大

トコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリ

別して定義されました。１号仮想通貨は、①物

アム・クラシック、ライトコイン、リップル、

品の購入・借り受けまたはサービスの提供を受

モナコインなどがあります。

ける場合に、これらの代価の弁済のために不特

暗号資産に用いられる技術として特徴的なの

定の者に対して使用できること ②不特定の者

はブロックチェーンです。取引などのデータを

を相手方として購入・売却ができる財産的価値

参加者相互で共有しながら、正しい取引情報の

であること ③電子機器その他の物に電子的方

束（ブロック）をチェーンのように繋いで蓄積し

法により記録されていて、電子情報処理組織を

ていくしくみであり、参加者が相互に同一の

用いて移転することができるもの ④日本およ

データを持ち合うことで、ブロックチェーン内

び外国の通貨、ならびに通貨建資産ではないこ

部のデータは相互に整合性が取られ、改ざんが

と、の要件をすべて満たすものと定義され、ま

困難な状態で保持されています。

た、２号仮想通貨は、①不特定の者を相手方と

つな

暗号資産は従来の通貨とは違い、実体を持た

して１号仮想通貨と相互に交換ができる財産的

ず、電子的に記録・移転されます。暗号資産は、

価値であること ②電子情報処理組織を用いて

特定の国に属さないうえ、銀行システムなど第

移転することができること、の要件をすべて満

三者の仲介を必要とせず電子的な送金が瞬時に

たすものと定義されています。また、仮想通貨

できることから、海外送金に暗号資産やブロッ

交換業者については登録制が導入されました。

クチェーンのしくみを使おうという動きが世界

しかしながら、従来の
「仮想通貨」
という呼び

中で起こっています。

方は、既存の法定通貨と紛らわしく、誤解を招

代表的なデジタル・プラットフォーマーの１

くことから、Ｇ 20 などの国際会議では、仮想

＊１ https://coinmarketcap.com/
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用語
気になる この

通 貨（virtual currency）で は な く、暗 号 資 産

方、資金決済法の暗号資産から電子記録移転権

（crypto asset）の呼び方を用いることになり、

利を除外します。これによりトークンが電子記

定着してきました。

録移転権利に該当する場合には金商法が適用さ

また、2016 年改正資金決済法施行
（2017 年

れ、これに該当しない場合は、トークンの性質

４月）
以降、日本では仮想通貨の市場が拡大して

に応じて、資金決済法上の暗号資産、資金移動

きましたが、仮想通貨交換業者に対する不正ア

業または前払式支払手段にかかる規制が適用さ

クセスによる仮想通貨の流出事例が頻発してい

れるというかたちで、適用に関するルールが明

ます。また、仮想通貨は通貨の代わりに用いる

確化されます。電子記録移転権利とは、電子情

交換手段というよりは投機対象として扱われて

報処理組織を用いて移転することができる電子

おり、仮想通貨の証拠金取引は、国内の仮想通

的方法により記録された財産的価値に表示され

貨の取引の約８割を占めるといわれています。

る金商法第２条２項各号に掲げる権利をいい、

そこで、仮想通貨を用いたデリバティブ取引
（証

有価証券に該当します。

拠金取引）、市場操作等の不公正な取引、ICO
（企

❻金商法の
「金融商品」
の定義に暗号資産が、
「金

業等が電子的にトークン
（出資の証となるもの）

融指標」の定義に暗号資産の価格や利率等がそ

と呼ばれるものを発行して資金調達を図るも

れぞれ追加され、暗号資産の証拠金取引も金商

の）などへの対応が必要となってきました。

法の規制対象となります。これにより、暗号資
産を原資産とし、その暗号資産の価格や利率等

2019 年改正法の概要

を参照指数とするデリバティブ取引を業として

このようなことから、資金決済法および金融

行うことが金融商品取引業に該当するものとさ

商品取引法（以下、金商法）が 2019 年５月 31

れ、取引態様に応じて、業規制
（登録制）
や行為

日に改正されました。改正法の主な概要は次の

規制がなされるようになります。

とおりです。

❼一定の規定で暗号資産を金銭とみなすとさ

❶仮想通貨から暗号資産に呼び方が変わりま

れ、暗号資産により出資がなされる集団投資ス

す。

キームも金商法の適用対象となることが明確化

❷顧客から預かった金銭については、信託銀行

されます。なお、仮想通貨による購入であって

等に信託を行うことを義務づけられます。

も実質的に法定通貨による購入と同視されるス

❸交換業者が預かった暗号資産については、原

キームについては改正法施行前でも金商法の適

則として信頼性の高い方法（コールドウォレッ

用対象です。

＊２

ト

等）で管理することが義務づけられます。

❽暗号資産の売買、
デリバティブ取引について、

❹他人のために暗号資産の管理をすること
（カ

相場操縦行為等の不公正な取引が規制されま

ストディ業務）が暗号資産交換業者の定義に追

す。

加されます。いわゆるオンライン・ウォレット
を提供する業者についても、規制対象である暗

以上のうち、❶～❹が資金決済法、❺～❽が
金融商品取引法です。

号資産交換業者に含まれることになります。
❺ ICO で発行されるトークンについて、電子

2019 年改正法は６月７日に公布され、１年
以内に施行されます。

記録移転権利という概念を金商法に導入し、他
＊２	インターネットに繋がっておらず、送金を行う秘密鍵がオフライン環境に保管されているもの。
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相談情報ピックアップ
第

5

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

若者に広がる

「モノなしマルチ商法」
に関するトラブル
相談事例
マッチングアプリで知り合った 20 歳代男性から、100 億円の資産家で、芸能界にいたというリー
ダーを紹介され、「皆で金持ちになれる」とプライベートコミュニティーへ誘われた。リーダーは 20
歳代で、魅力的で話を聞けば聞くほど洗脳状態になってしまった。
「入会金は 80 万円だが、人を紹
介すると 30 万円がもらえる。２人紹介して 60 万円を手にした人もいる。ビジネスをやるべきだ」と
言われ、80 万円を支払ったが、契約書や領収書はもらっていない。株のデータが無秩序に入ったア
プリケーションを自分で読み込めと言われただけで、勉強会も初回以外は皆でだらだら話している。
もう

儲からないので返金してほしい。

（20 歳代、女性）

問題点とアドバイス

（2）友だちや知り合いから勧誘されても、きっ

マルチ商法の相談では、健康食品や化粧品等

ぱりと断る

の「商品」に関する相談が依然として多くみられ

「断ることで相手との関係を悪くしたくない」

ますが、近年、ファンド型投資商品や副業等の

「時間を割いて話をしてもらったのに断るのは

「役務」に関する相談が増加しています。こうし

申し訳ない」などと考えてあいまいな返事をす

た「役務」のマルチ商法
（以下、
「モノなしマルチ

ると、ますます断りにくくなります。契約をし

商法」）の相談は特に 20 歳代以下の若者で増加

たくなければ、最初からきっぱりと断ってくだ

しています。こうしたトラブルにあわないため

さい。また、SNS やメール等での勧誘メッセー

に、以下の点に注意しましょう。

ジ等のやりとりは保存しておきましょう。

（1）実 態やしくみが分からない「モノなしマル
チ商法」は契約しない！

さらに、自分が新たな勧誘者となり、友人・
知人を勧誘してしまうと、人間関係のトラブル

友人や SNS で知り合った人などから、投資
や儲け話を「人に紹介すれば報酬を得られる」
と

になることもありますので注意しましょう。
（3）安易にクレジットカードでの高額決済や借

勧誘され、契約したものの、話が違ったという

金をしない

トラブルが絶えません。儲け話のしくみが不明

「お金がな
契約金額が高額となった場合に、

なケースがみられ、事業者の実態や連絡先が分

い」と断っても、事業者にクレジットカードで

からなかったり事業者との解約交渉が難しいこ

の決済や借金してお金を用意するよう勧められ

とがあります。

るケースがありますので、断るときは
「契約は

説明はうのみにせず、儲け話のしくみや、事

しない」
とはっきり伝えましょう。

業者の所在地、連絡先や解約方法等をよく調べ
ましょう。
参考：国民生活センター「友だちから誘われても断れますか？若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意！」
（2019 年７月 25 日公表） 
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190725_1.html
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第

暮らしの

法律

90 回

猫カフェで猫に噛まれ
けがをしたら？

Q&A

相談者の気持ち
猫カフェを利用したところ、餌をあげようとして猫に噛まれてしまいました。
お店に補償は求められますか？

萩谷 雅和

Hagiya Masakazu

弁護士

第一東京弁護士会所属。企業法務を中心に、一般民事事件、
家事事件などを広く手がける。著書に
『知識ゼロからの働き
方改革で変わる労働法入門』
（共著、幻冬舎、2019 年）
ほか。

結論から言えば、基本的には補
償は求められないと思います。
こういう営業の場合には、ほぼ

さらに、
お店のほうも万が一の事態に備えて、
賠償のための保険などに入っていることもある
とは思います。そのあたりを考慮して、とりあ

間違いなく客に対して店側のいわ

えず
「猫に噛まれたこと」を即座に店に申告し、

ゆる「免責条項」が示されているは

その後に医療機関から治療を受けて、その医療

ずです。すなわち、入場チケットなり入り口辺

機関からの治療や投薬の領収書を持って行って

りの看板に、「猫によるけが・破損等につき店

お店に交渉してみることは可能でしょう。

としては責任を負いません」という趣旨が表示
されているはずです。

ただし、店から支払いを拒絶されたらそれ以
上、例えば訴訟を起こして請求してみることは

ですから、それでも入場したとすれば、後は、

難しいでしょう。

客の自己責任と考えざるを得ません。

私は猫カフェの利用については素人ですの

ただし、この種の表示にもかかわらず、お店

で、後は法律論ではありませんが、猫カフェと

の責任を問える例外的な場合もないではありま

いうのは、猫と一緒の空間にいることや猫の動

せん。

き・しぐさを楽しみ、こうしたことを眺めて心

か

例えば、しょっちゅう客を噛む癖がある猫を

が癒やされるものだと思います。猫が自分の方

店が放置して客の前に出しているような場合で

に寄ってきたり興味を持ってくれたら一緒に遊

す。しかし、こうした例は少ないはずですし、

んであげるのは構わないにしても、猫はそもそ

そもそも
「この猫はしょっちゅう客を噛む癖が

も人の都合に合わせてくれる動物ではありませ

ある猫だ」ということを客側が立証することは

ん。
「餌をあげよう」
という貴方の好意が、そっ

困難でしょうから、あまり実用的な議論ではあ

くりそのまま猫に伝わる保証はありません。何

りません。

か猫にとって危険を感じることもあるでしょう

あなた

現実問題としては、上記のような免責条項の

し、他の理由で気が立っている場合もあるで

表示はしていても、消毒液や絆創膏を店に置い

しょう。そういうことも含めて猫という生き物

てある場合は多いでしょうから、応急的な処置

に癒やされるのを楽しむことが必要なのだと思

はしてくれるでしょう。

います。

ばんそうこう

2019.11 国民生活

32

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

自動車のモデルチェンジ予定に関する販売店の不実告
知を認め、代車の返還遅延をめぐる販売店の損害賠償
請求権を信義則上否定した事例
本件は、新車の売買契約において、モデルチェンジの予定の有無が不明であったにも
かかわらず「予定がない」と販売店
（ディーラー）が説明したことについて、原審は消費者
契約法の不実告知を理由に契約の取消しを認めたが
（この点は原審で確定した）
、代車の
返還の遅延による損害賠償義務が消費者にあるとしたため、損害賠償義務はないとして
消費者が控訴した事例である。
裁判所は、販売店が売買契約は有効であるとしてかたくなに購入車の引取りと売買代金の
支払いを求め、下取り車の正確な状況説明や代車の速やかな返還への協力をしなかったこと
を理由に、代車返還債務の遅滞による使用利益分の損害について販売店が賠償請求するこ
とは信義誠実の原則に反し許されないと判断した。第一審は消費者契約法における
「重要事
項」
の考え方について参考となるとともに、控訴
審は代車をめぐる紛争について参考になる判決
である。
（高松高等裁判所平成 29 年 3 月 23 日判
決、
『消費者法ニュース』
112 号 291ページ掲載）

事案の概要

原 告：X
（消費者）
被 告：Y
（A 社のディーラー）

関係者：A
（自動車メーカー）
B
（Y のn 店の従業員で X の担当者）

ルチェンジの予定はない旨を述べたため、X は

Xは十数年前にY
（A社のディーラー）
のn店で、

１月 18 日にα 1 を注文した。

甲車（本件売買に際して下取りに出した車両）
を

３月５日、A 社は Y に、αをモデルチェンジ

購入した。数年前、X はモーターショーに出展

したα 2 を４月中旬に発表・販売し、α 1 の生

された A 社のαという車種の SUV（スポーツ用

産終了を通知した。B は遅くともこの日頃にモ

多目的車）
タイプの
「α2コンセプト」
を見て、こ

デルチェンジを知ったが X に連絡しなかった。

れが一般販売された場合は購入したいと考えた。

３月 23 日、X はモデルチェンジをインター

2015 年１月、X は、甲車の車検有効期間が

ネットで知り、すぐBに電話をして問いただした

同年３月下旬に満了することから、Y の n 店で

ところ、B がα2 の仕様等を説明したいと述べた

B と自動車売買の商談を開始した。この際 X は、

ため、n 店に赴いて B の説明を聞くこととした。

車種αにつき、
「半年以内にモデルチェンジに

３月 27 日、注文車両
（α 1）の自動車登録が

よってα 2 の発売予定があれば車検を更新して

された
（第一審はこの日に売買契約が成立した

それを待つが、予定がなければα 1 を購入する」

と認定している）
。

との意向を告げて、Y 本社に半年以内のモデル

３月 29 日、X は n 店で店長、B と面談し、α

チェンジの予定の有無を問い合わせ回答するよ

2 の仕様等について説明を聞き、α 2 の注文に

う、複数回求めていた。これに対して B は本社

変更したい旨を述べ、先のα 1 の注文を撤回す

に問い合わせずに、X に対して半年以内にモデ

る旨の意思表示をした。
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暮らしの判例
Y は甲車（下取り日付は不明）の自動車検査証

第一審は、消費者契約法４条１項１号の不実

の有効期間が満了し、３月末日までに廃車等の

告知による取消しを認め、X は代金支払債務を

手続きをとらないと使用者に課税されるため、

負わないとした。一方代車については、売買契

３月 31日付けで道路運送車両法 16 条１項に基

約が成立して履行される
（代金支払いと納車）ま

づく登録自動車の一時抹消登録手続きを行った。

での間 X が無償で使用することを目的として使

なお、一時抹消登録手続きをした自動車は、再度

用貸借を合意して Y が Xに引き渡したと解し、３

自動車の登録をすることができる（同法７条３

月29日以降 X が売買契約の成立を争い、売買契

項３号参照）
。以後、甲車は Y の n 店で保管さ

約を履行しない旨の意思を明確にしていたこと

れていた。

から、Y が返還期限とした４月30日までに返還

４月２日、X は Y 本店でα 2 の見積書を取り

する義務を X に認めた。そして、Y は売買契約代

付けたが、n 店は同日、α 1 の「ご注文内容確

金の一部の代物弁済
（本来の契約上の金銭での

認書」
（支払総額約 300 万円）を作成して X に送

支払いに代えて、別の物
［ここでは自動車の下

付した。

取り］
で支払い
［弁済］
をすること）
のため、本件

４月 11 日、X は n 店で店長、B と面談し、X

注文に伴い甲車を X から受け取ったが、これは

が代金額を加算して注文車をα 2 に変更する旨

本件売買契約の代金支払時に上記代物弁済を行

を提案したが、店長は注文車両を納車したいと

うため事実上引渡しを受けていたもので、X の

述べた。また、X が、注文を撤回する以上、代

Y に対する代車の返還と、Y の X に対する甲車の

車を返還する代わりに甲車の返還を求めたとこ

返還とが双務契約
（当事者の双方が互いに対価

ろ、店長は、甲車は現時点では
「ナンバーを切っ

的な債務を負担する契約）上の同時履行の関係

ているので乗ることはできない」として、α 1

にあるとはいえないとした。そのうえで、５月

を納品したい旨を繰り返し述べた。

１日から７月 27 日まで代車を返還しなかった

４月 25 日、この日付の内容証明郵便で Y は

ことを債務不履行とし、X の帰責事由がないと

X に対して売買代金の支払いと４月 30 日まで

の主張を否定した。しかし Y の使用料相当額の

に代車を返還するよう求めた。

損害と額について、３月 29 日以降 X が店長ら

４月 29 日、X は、本件売買契約を取り消す

と面談し、B の説明に反してモデルチェンジが

旨と、本件代車を返還することはやぶさかでは

公表されたことへの不満を述べてα 2 に変更し

ないが、甲車は廃車処分されたと聞いているの

たい旨を告げたが、店長が売買契約に従いα 1

で、同車両の処理をどうする意向なのか教示し

を納車したいと一貫して述べ、売買契約の履行

てほしい旨を記載した
「回答書」を送付した
（第

を強く求める意味合いで代車の返還を要求した

一審はこの日に消費者契約法４条１項１号の取

こと、そのうえ店長は X が代車の返還と引き換

消しがあったと認めた）
。

えに甲車の返還を求めたのに対し、甲車の廃車

７月７日、調停手続中に Y は、提出した
「回

手続きの内容について正確に説明せず、X が内

答書」において、甲車の廃車手続きの内容が前

容を了知したのは遅くとも７月 13 日であった

記のとおり一時抹消登録手続きであることを X

こと、代車は Y の試乗用車両で代車の使用料相

に初めて明らかにした。

当額について具体的立証がないことから、５月

７月 23 日、X、Y が代車と甲車の相互返還に
合意し、７月 27 日に X は Y に代車を返還した。

１日から７月 13 日までの間返還しなかったこ
く

とについて相応の酌むべき事情が存在し、この

７月 28 日、X は、売買契約に基づく代金支

期間の使用料相当額をそのまま X に負担させる

払い義務の不存在確認、代車返還の遅延による

ことは当事者間の衡平や信義誠実の原則に照ら

損害賠償債務の不存在確認を求めて提訴した。

して相当でないとした。そして、甲車の状態を

2019.11 国民生活

34

暮らしの判例
了知した７月 13 日から X、Y が代車と甲車の

お考えなのか、ご教示下さいますようお願い申

相互返還を合意した７月 23 日の前日である 22

し上げます」と通知し、甲車に係る問題解決を

日までの 10 日分につき、１日１万円として合

求めたこと、しかし Y は甲車の扱いについて何

計 10 万円を損害賠償債務として認めた。

らの回答を行わなかったこと、Y 側は、調停手

この損害賠償債務の存在を不服として X が控

続において、７月７日付け回答書で、甲車につ

訴したのが本件である。消費者契約法に基づく

き一時抹消登録手続をしたが、再度登録が可能

取消しについては、Y は控訴していないため、

であり、Y の n 店で保管している旨を X に対し

第一審で確定している。

て初めて明らかにしたこと、X 側は、同月８日

理

付け準備書面で、
「X としては、不便極まりな

由

い代車を一刻も早く返還したい。そして、甲車

裁判所
（控訴審）
は、X が 2015 年５月１日から

が物理的に廃車されていないということが今般

７月27日まで Y に代車を返還しなかったことを

分かったのであるから、再登録して同車を使用

債務不履行としつつ、下記のように述べて Y に

したいので、相手方から再登録をした甲車をご

よる損害賠償請求権の行使は許されないとした。

返還いただいたうえで、代車を相手方に返還す

2015 年４月 11 日に X が Y の n 店の店長らと

ることとしたい。ついては、甲車の再登録の費

話し合った際、X が、本件注文を撤回し代車を

用について相当な見積額を至急ご教示いただき

返還する以上、甲車の返還を求めたこと、これ

たい」と通知したこと、しかし、Y からは同月

に対し店長は、
甲車は
「今現在はナンバーを切っ

13 日の第２回調停期日まで何らの回答もな

てる状態になりますので」と乗車できないと主

かったこと、X は上記期日において、甲車両と

張して、本件注文車両を納品させてほしい旨を

代車の相互返還の時期、方法等について協議す

繰り返し申し述べたこと、甲車については、Y

ることを申し出たが、Y はこれに応じなかった

において同月 31 日付けで道路運送車両法 16

こと、X 代理人と Y 代理人との間で同月 23 日

条１項に基づく登録自動車の一時抹消登録手続

にようやく甲車の返還と引き換えに代車を返還

を行っていたが、再度自動車登録を行えば乗車

する旨の合意が成立し、同月 27 日、代車が返

することは可能であったこと、それにもかかわ

還されたことが認められる。

らず店長は、注文車両の納品を急かし、甲車の

以上のとおり認定した、Y が X に対して代車

状況について正確な事実を X には伝えなかった

の返還請求をしてから X が返還するに至る経緯

こと、Y 側は、４月 25 日付け内容証明郵便で、

によれば、X は、一貫して代車の返還自体には

同月 30 日までに注文車両代金を支払うととも

異存のないことを表明したにもかかわらず、Y

に、代車の返還を請求したこと、X 側は、同月

において本件売買契約が有効であり甲車の所有

29 日付け回答書で、注文車両に係 る売買契約

権は Y に帰属しているとの自らの主張に固執し

を消費者契約法４条１項１号により取り消すと

て、かたくなに注文車両の納品と売買代金の支

ともに、
「依頼人が現在お借りしている代車に

払いを求め、甲車の正確な状況について説明を

ついては、お返しすることはやぶさかではあり

することも、速やかな返還にも協力しなかった

ません。ただし、上記のとおり販売店の不実告

といわざるを得ない。そして、本件売買契約が

知等によって、依頼人所有の
「甲車」
が下取りさ

４月 29 日付け回答書により消費者契約法４条

れて、時期は明らかではありませんが、既に販

１項１号に基づき正当に取り消されたものであ

売店において廃車処分されていると聞き及んで

り、Y の上記主張は理由がない。X は、Y との

おります。このように販売店が廃車処分にした

間の甲車の返還と引換えに代車を返還する旨の

「甲車」の問題について、どのように処理される

合意が成立するや、これに基づき直ちに代車を

かか
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返還しているのであるから、Y が X に対し、代

いる。そのため、それぞれが別の契約の対象と

車の返還が遅滞したことを理由として損害賠償

して認識され、相互に関連しないものとなって

請求権を行使することは、Y の交渉態度や経緯

いる。しかし、代車は、現所有車を失ってから

に照らすと、信義誠実の原則に違反し許されな

新車納入までの、車がない期間に利用するため

いものというべきである。

に貸し出されているとの認識が通常ではないだ

解

ろうか。その視点で見れば、新車売買契約が解

説

消されたときは、代車は現所有車と引き換えに

まず、原審が自動車のモデルチェンジに関し

返還すれば問題はないと考えるのが通例であろ

て消費者契約法上の不実告知を理由に取消しを

う。しかし判決では、代車と現所有車が別の契

認めたことは、
注目すべき点である。原審では、

約枠組みでとらえられたため、引換えでの返還

モデルチェンジの予定の有無が不明であったに

関係が否定され
（引換えの返還を認める同時履

もかかわらず、B が Xに予定がないと事実と異な

行関係は、１つの双務契約内でしか発生しない）
、

る事実を告げたと認めている。そして、モデル

代車の返還の遅滞による債務不履行責任
（ここ

チェンジでα1は生産中止となる一方、新型モデ

では損害賠償責任）の発生が肯定された。この

ルであるα 2 は、新ジャンルのクロスオーバー

点は一般的な認識と異なる可能性があり、注意

モデルであり、モデルチェンジの公表によりα

が必要である。もっとも本判決は、代車返還を

1 の市場価値は相当程度下落すると考えられる

めぐる X、Y それぞれの対応状況等から信義則

ことに加え、社団法人自動車公正取引協議会作

を根拠に Y の損害賠償請求権の行使を認めず、

成の冊子
「自動車の購入や品質の
『？』
にお答えし

結論としては妥当である。下取り車に関する情

ます」
において、モデルチェンジの内容について

報提供や速やかな返還に向けて Y の協力がな

顧客から聞かれて事実と異なることを伝えてい

かったことも信義則判断の要素となっているこ

た場合にはキャンセルに応じる必要がある旨記

とから、下取り車返還を代車返還の実質的な条

載されていることを併せて考慮して、本件モデ

件としていることがうかがわれなくもない。ま

ルチェンジの予定の有無に係る事実は、消費者

た信義則の判断要素に、消費者契約法に基づく

契約法にいう「消費者契約の目的となるものの

取消しがあったにもかかわらず Y が取り消され

質」
に関する事項であり、本件売買契約を締結す

た契約の履行を求め続け、X、Y 間の契約関係（売

るか否かについての判断に通常影響を及ぼすも

買だけでなく、代車等も含む）解消への動きを

のとして、消費者契約法上の
「重要事項」
に該当

困難にしたことも含まれていることに注目して

すると認めた。
この点は参考になると思われる。

よい。なお、自動車の使用利益は一般的にはレ

一方、消費者契約法に基づく自動車売買契約

ンタカーの使用料金程度が想定され、極めて高

の取消しに伴う、代車の返還債務の不履行に基

額になる可能性があるので注意が必要である。

づく損害賠償請求が本判決の争点である。新車
売買で納車前に買い主の現所有車を下取りする
際に、納車まで代車が提供された場合の契約関
係をどのようにとらえるか。本判決は売買契約
とは別に代車の使用貸借契約の存在を認め
（代車
については使用貸借ととらえるのが一般的なよ
うである。参考判例②、③、④参照＜ただし修
理中の代車の事例である＞）
、現所有車の下取り
については売買代金の一部代物弁済ととらえて
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参考判例
①松山地裁西条支部平成28年11月1日判決
（
『消
費者法ニュース』110 号 260 ページ、本件の
原審）
。
②東京地裁平成 27 年 5 月12日判決
（LEX/DB）
③東京地裁平成 25 年 3 月26 日判決
（LEX/DB）
④東京地裁平成 25 年 3 月19 日判決
（LEX/DB）
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

9

回

保 証
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。

い場合に、主たる債務者に代わって債務の履行

はじめに

をするわけですが、その見返りは何もありませ

保証とは、主たる債務者が債務を履行しない
場合に、主たる債務者に代わって弁済をするこ

ん。保証契約は、保証人には法的に何のメリッ
トもないという特殊な契約です。

とを約する契約を意味します。保証契約は、保
証人になる人と債権者との間で結びます。

保証人になるのは、個人的に親しかったり、
ビジネス上の取引で密接な関係にある人などか

保証人というと、借金をする主たる債務者か

ら頼まれたりなどして断りきれずに引き受ける

ら頼まれてなるものだというイメージがあるか

場合が少なくありません。こうした事情がある

もしれませんが、そうとは限りません。保証契

ので、保証人というのは主たる債務者と保証人

約とは、債権者と保証人との間で締結される契

との契約だと誤解する人もいるようですが、こ

約を指すもので、主たる債務者から頼まれてな

れは間違いです。ただ
「委託を受けた保証人」
、

る場合と、頼まれたわけではないが保証人にな

「委託を受けない保証人」と区別されているの

る場合とがあります。前者を主たる債務者から

で、そのどちらかによって保証人の主たる債務

「委託を受けた保証人」と、後者は
「委託を受け

者に対する求償権のしくみが違います。

ない保証人」といいます。

保証契約そのものについて消費生活相談で取

また、保証契約は次のような特殊性がありま

り扱うことは多くはないと思われますが、相談

す。通常の契約は、契約を締結する A と B の２

員が知っておいたほうがよいと思われるポイン

人の合意があれば成立しますが、
保証契約では、

トを取り上げます。

保証人と債権者とだけでは成立しません。保証

2017 年改正によるポイント

契約の前提として、債権者と主たる債務者との
契約が必要です。このようなことから、保証契

保証人になると、主たる債務者が債務の弁済

約では、債権者、主たる債務者、保証人の立場

をしない場合には、代わって債務を履行しなけ

の違う３人がかかわる、少し複雑な権利義務関

ればなりません。例えば、主たる債務者が債権

係になります。分かりやすい例として、金銭消

者である銀行から事業資金を 1000 万円借りて

費貸借と保証人の事例で説明しましょう。債権

いたのに、事業に失敗してまったく弁済できな

者 A と、債務者 B との間で金銭消費貸借契約を

くなったら、保証人は 1000 万円と利息と遅延

締結します。この契約から生じる B の債務を保

損害金を支払わなければなりません。
その後に、

証するために、債権者 A と保証人 C が、保証契

保証人は主たる債務者に求償する権利を持って

約を締結します。もともとの金銭消費貸借が存

いますが、支払能力がなくなった主たる債務者

在しないか無効の場合には、原則として、保証

から回収することは難しいのが現実です。
このような厳しいものであるものの、保証人

契約も効果は生じません。
保証人は、主たる債務者が債務の履行をしな

になる時は、保証人の意味を正確に理解せず単

2019.11 国民生活
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なる人物保証程度の理解で引き受けたり、主た

うとする者本人
（以下、保証人）であること

る債務者に頼まれて断りきれずに行き掛かりで

（つまり、保証人本人が公証人役場に出向く
。
必要があります）

引き受けたり、
「自分が弁済するような事態に
はならないだろう」との期待の元に引き受けて

③保証人が公証人に下記を口述すること。

しまうケースがあります。その結果、自分には

主たる債務の債権者および債務者、主たる債

弁済できない多額の債務について保証人を引き

務の元本
（根保証契約のときは
「範囲」
「 極度

受けてしまい、主たる債務者の倒産により保証

額」
）
、主たる債務に関する利息、違約金、損

人も破産に追い込まれる悲劇も起きています。

害賠償その他その債務に従たるすべてのもの

そこで、2017 年改正民法では、保証人保護

（保証契約の場合は
「
（前略）
すべてのものの定

のための制度が新たに設けられました。
第一が、

めの有無およびその内容ならびに主たる債務

事業資金の借入れについて個人で保証人になる

者がその債務」
）
を履行しないときには、その

場合の保証人保護制度です。第二に、事業資金

債務の全額について履行する意思を有してい

の借入れについて、主たる債務者から委託を受

ること。

けて個人が保証人になる場合の、主たる債務者

④公証人は、聞き取った内容を文書にして保証

の情報提供義務の導入です。第三は、債権者の

人に読み聞かせるか閲覧させて内容の確認を

保証人に対する情報提供義務です。

させること。

なついん

⑤保証人に内容を確認させたうえで、署名捺印

個人保証人の保護制度
(465 条の6および7)

させること。
⑥公証人が署名捺印すること。

個人保証人の保護の対象になるのは、事業資

この制度の導入により、保証人の意味を理解

金等の借入れに関する場合です。根保証の場合

しないで引き受けたり、行き掛かりで熟慮しな

は、主たる債務の中に事業資金の借入等が含ま

いで引き受けたりすることが防止できると期待

れていることが必要です。さらに、主たる債務者

されています。

から委託を受けた保証人であることが必要です。
個人が保証人になるケースは、
さまざまです。
例えば、住宅ローンや賃貸住宅の契約、身元保
証人になるなどは、日常生活でよく見かける身
近なものです。しかし、これらには、改正民法で
導入された保証人保護制度の適用はありません。
保証人保護制度の概要は、保証契約締結前に
公証人が保証人から保証意思があることを確認
する制度を導入したというものです。公証人に
よる保証意思の確認手続きがない場合には保証
契約は効果を生じません。保証意思の確認手続
きの概要は次のとおりです。
①保証契約の１カ月以内に作成された保証意思
確認の公正証書が作成されていること
（公正
証書の作成の手順について以下の③から⑥の
ように定められています）
。
②保証意思確認の公正証書作成に当たっては、
保証人の代理人は認められず、保証人になろ
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事業に係る債務についての保証契約の特則
（公正証書の作成と保証の効力）
第 465 条の６ 事業のために負担した貸金等債
務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務
の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含
まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、
その締結の日前一箇月以内に作成された公正証
書で保証人になろうとする者が保証債務を履行
する意思を表示していなければ、その効力を生
じない。
２ 前項の公正証書を作成するには、次に掲げ
る方式に従わなければならない。
一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロ
に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又
はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約
（ロに掲げるものを除く。）主たる債
務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主
たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのものの定めの有無及
びその内容並びに主たる債務者がその債務を履
行しないときには、その債務の全額について履
行する意思（保証人になろうとする者が主たる
債務者と連帯して債務を負担しようとするもの
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である場合には、債権者が主たる債務者に対し
て催告をしたかどうか、主たる債務者がその債
務を履行することができるかどうか、又は他に
保証人があるかどうかにかかわらず、その全額
について履行する意思）を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、
主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、
元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに
主たる債務者がその債務を履行しないときに
は、極度額の限度において元本確定期日又は第
465条の１第一項各号若しくは第２項各号に掲
げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ず
る時までに生ずべき主たる債務の元本及び主た
る債務に関する利息、違約金、損害賠償その他
その債務に従たる全てのものの全額について履
行する意思
（保証人になろうとする者が主たる
債務者と連帯して債務を負担しようとするもの
である場合には、債権者が主たる債務者に対し
て催告をしたかどうか、主たる債務者がその債
務を履行することができるかどうか、又は他に
保証人があるかどうかにかかわらず、その全額
について履行する意思）を有していること。
二 公証人が、保証人になろうとする者の口述
を筆記し、これを保証人になろうとする者に読
み聞かせ、又は閲覧させること。
三 保証人になろうとする者が、筆記の正確な
ことを承認した後、署名し、印を押すこと。た
だし、保証人になろうとする者が署名すること
ができない場合は、公証人がその事由を付記し
て、署名に代えることができる。
四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式
に従って作ったものである旨を付記して、これ
に署名し、印を押すこと。
３ 前２項の規定は、保証人になろうとする者
が法人である場合には、適用しない。

による保証意思の確認手続きは必要ありません。
第二は、個人で事業を営んでいて、経営者個
人が事業資金を借りる場合に、共同経営者や事
業に関与している配偶者が保証人となる場合も
適用されません。例えば、夫が個人で工場や小
売店を経営している場合に、配偶者である妻が
保証人になるケースはよくあります。妻が個人
事業にまったく関与していない場合には、保証
人保護制度の適用があります。しかし、小さな
個人事業では、夫婦で協力して維持している場
合が少なくありません。例えば、妻が工場の事
務を手伝っていたり電話や接客の対応をしてい
るなど、事業に関与している場合には、保護の
対象にはなりません。
なお、
この場合、
妻であるときに保証人になっ
て、その後離婚をしたとしても、元妻は保証人
としての責任を逃れることはできません。

対象にならない個人
ただし、事業資金の借入れについて個人が保
証人になる場合であっても、公証人による確認
手続きが適用されない場合があります。
第一は、主たる債務者である事業者が法人の
場合に関するもので、取締役や執行役などの経
営責任者である場合や、株式会社で半数以上の
株式を有している株主など、会社の経営につい
て支配する権限を持っている個人が保証人とな
る場合です。中小企業が銀行などから事業資金
を借り入れる場合には、代表取締役
（世間でい

（公正証書の作成と保証の効力に関する規定の
適用除外）
第 465 条の９ 前３条の規定は、保証人になろ
うとする者が次に掲げる者である保証契約につ
いては、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、
取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げ
る者
イ 主たる債務者の総株主の議決権（株主総会に
おいて決議をすることができる事項の全部につ
き議決権を行使することができない株式につい
ての議決権を除く。以下この号において同じ。）
の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を
他の株式会社が有する場合における当該他の株
式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を
他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の
議決権の過半数を有する者が有する場合におけ
る当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数
を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場
合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
三 主たる債務者（法人であるものを除く。以下
この号において同じ。）と共同して事業を行う者
又は主たる債務者が行う事業に現に従事してい
る主たる債務者の配偶者

ういわゆる「社長」が当たる）が個人で保証人に

債務者の説明義務
（465 条の10）

なるのはごく一般的に行われていることです。
この場合には、保証人となる者について公証人
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改正民法では、事業資金の借入れに関する委
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託を受けた保証人の場合について、主たる債務

る場合には、適用しない。

者の情報提供義務の制度を導入しました。分か

債権者の情報提供義務
（458 条の２および３）

りやすく言うと、主たる債務者は、保証人を頼
む場合には、相手に対して一定の情報を提供し

改正民法では、債権者にも２つの情報提供義

なければならないとされました。保証人になる
ことを頼んだ相手が保証契約を締結する前に、

務を課しました。

主たる債務者は次について説明する義務があり

第一に、委託を受けた保証人から請求があった

ます。説明すべきことは、
「一 財産及び収支の

場合には、債権者は遅滞なく、主たる債務の元本

状況、二 主たる債務以外に負担している債務

および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠

の有無並びにその額および履行状況、三 主た

償その他その債務に従たるすべてのものについ

る債務の担保として他に提供し、または提供し

ての不履行の有無ならびにこれらの残額および

ようとするものがあるときは、その旨及びその

そのうち弁済期が到来しているものの額に関す

内容」の３点です。ただし、保証人が法人の場

る情報を提供をしなければならないとしました。
第二に、主たる債務者が期限の利益＊を喪失

合には、適用されません。
主たる債務者が上記事項について情報を提供

した場合には、債権者がその事実を知ってから

せず、または事実と異なる情報を提供したため

２カ月以内に保証人に情報提供をする義務があ

に委託を受けた者がその事項について誤認を

ります。
以上の２つの情報提供義務は、保証人が法人

し、それによって保証契約をした場合であって、
主たる債務者がその事項に関して情報を提供せ

である場合には適用されません。

ずまたは事実と異なる情報を提供したことを債

（主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務）
第 458 条の２ 保証人が主たる債務者の委託を
受けて保証をした場合において、保証人の請求
があったときは、債権者は、保証人に対し、遅
滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関
する利息、違約金、損害賠償その他その債務に
従たる全てのものについての不履行の有無並び
にこれらの残額及びそのうち弁済期が到来して
いるものの額に関する情報を提供しなければな
らない。

権者が知りまたは知ることができたときは、保
証人は、保証契約を取り消すことができます。
（契約締結時の情報の提供義務）
第 465 条の 10 主たる債務者は、事業のために
負担する債務を主たる債務とする保証又は主た
る債務の範囲に事業のために負担する債務が含
まれる根保証の委託をするときは、委託を受け
る者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提
供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無
並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は
提供しようとするものがあるときは、その旨及
びその内容
２ 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関
して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を
提供したために委託を受けた者がその事項につ
いて誤認をし、それによって保証契約の申込み
又はその承諾の意思表示をした場合において、
主たる債務者がその事項に関して情報を提供せ
ず又は事実と異なる情報を提供したことを債権
者が知り又は知ることができたときは、保証人
は、保証契約を取り消すことができる。
３ 前２項の規定は、保証をする者が法人であ

（主たる債務者が期限の利益を喪失した場合に
おける情報の提供義務）
第 458 条の 3 主たる債務者が期限の利益を有
する場合において、その利益を喪失したときは、
債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知っ
た時から二箇月以内に、その旨を通知しなけれ
ばならない。
２ 前項の期間内に同項の通知をしなかったとき
は、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が
期限の利益を喪失した時から同項の通知を現に
するまでに生じた遅延損害金（期限の利益を喪
失しなかったとしても生ずべきものを除く。）に
係る保証債務の履行を請求することができない。
３ 前２項の規定は、保証人が法人である場合
には、適用しない。

＊ 弁
 済期日の定めは典型的な期限の利益である。弁済期日が来るまでは弁済する必要はないという意味だからである。この場合、期限の利益を喪失
すると、弁済期日前でもただちに弁済する義務があることになる。
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