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多様化する結婚式の現状
徳江 順一郎

Tokue Junichiro

東洋大学国際観光学部 准教授

早稲田大学大学院商学研究科修了。大学院在学中に起業し、飲食店の経営
やブランディングのコンサルテーションを手がける。高崎経済大学、産業
能率大学、桜美林大学などの非常勤講師を経て、2011年に東洋大学に着任。

もそもの前提としては、どれくらいのカップル

ブライダル市場の特徴

が結婚しているか、すなわち
「婚姻組数」
を知る

一生におけるサービスの購買で、最も高額な

必要があります。

のが「挙式・披露宴」
であるといわれます。住宅

わが国では、戦後 1948 年に 95 万組を超え

や自動車も絶対的な価格は極めて高額ですが、

るカップルが結婚し、
それに伴い同年以降に「団

購入後も使用し続けることができます。しかし

塊の世代」が誕生しました。第１次ベビーブー

挙式・披露宴は１日で消費が完結してしまうに

ムとも呼ばれます。

もかかわらず、その１日のために数百万もの金
額を支払うことになるのです。

その後、
婚姻組数はいったん減少しましたが、
団塊の世代が結婚適齢期となった 1972 年には

それほど高額の消費であるため、この市場は

過去最高となる 110 万組近くが結婚しました。

社会経済的な変化に大きく左右され、こだわり

そして、そこからは
「団塊ジュニア」
が誕生しま

が強く反映される傾向があります。

した。これは第２次ベビーブームとも呼ばれま

なお、ブライダル関連産業は、挙式・披露宴

す。

以外の要素も含め、大きくは以下の４つの市場

ところが、
そこで生まれた
「団塊ジュニア」は、

に分けられます。

結婚適齢期となる 2000 年前後に大きなピーク

①プレ・ブライダル市場（結婚情報サービス、

を形成することはありませんでした。やや増え

エステティックサロンなど）

た程度で、
その後はなだらかに減少しています。

②セレモニー・ブライダル市場
（式場・ホテル、
貸衣装店、美容・着付など）

これは、晩婚化による結婚年齢の高齢化と、非
婚化による婚姻組数の減少が相まって生じたと

③ハネムーン市場
（旅行代理店、ホテルなど）

思われます。ちなみに、2018 年は約 59 万組

④ニューライフ市場
（家具店、電器店など）

にまで落ち込んでいます
（図１）
。

本稿では、ブライダルの中心といえる ②セレ

ブライダル市場は、まずはこうしたマクロ環

モニー・ブライダル市場の変遷とそれを取り巻

境の変化に直撃されます。少子化は潜在的な顧

く諸要素について考えてみたいと思います。

客の減少につながり、非婚化は結婚市場の顕在
化を妨げるからです。ただし、興味深いことに

ブライダルを取り巻く
マクロ環境の変化

晩婚化はブライダル市場にとってある意味プラ
スの影響を及ぼしました。この点については後

ブライダルをビジネスとして成り立たせるそ

で詳述します。
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図１ 婚姻件数および婚姻率の年次推移

120

戦後の
結婚ブーム

第２次ベビーブーム
世代が結婚

18

婚姻件数

2018年
推計数
59万組

80

20

16
14
12
10

60
40

8
1947年
最高の婚姻率
12.0

0
1947

たのです。また、海外での挙式も注目されるよ

婚姻率

6
4

2018年
推計値
4.7

1965 1975 1985 1995 2005 2015

うになりました。
婚姻率（人口千対）

100

象徴される、いわゆる
「ハデ婚」
が広まっていっ

婚姻件数

第１次ベビーブーム
世代が結婚

（万組）

メートルもの高さのウェディングケーキなどに

2
0

出典：厚生労働省人口動態調査（2018 年）

さらにこの時代には、挙式・披露宴の選択に
及ぼす要素も大きく変化しました。かつては親
や親族が会場の決定権を握っていましたが、
1980 年代には
「エージェント」
と呼ばれる、カッ
プルに挙式・披露宴会場を紹介するような仲介・
あっせん業が成長しました。これは婚姻組数の
減少により、1980 年頃にはこの市場における
競争が激しくなったことも影響しています。
しかし、このハデ婚の流れは、昭和天皇の崩
御とバブル崩壊により終わりを告げます。
挙式・

明治から昭和にかけての
ブライダル

披露宴を簡素にした
「ジミ婚」
あるいは入籍のみ
行う
「ナシ婚」
の出現です。同時に、婚姻組数そ

意外と知られていないことですが、わが国で
は明治維新より前は、
「挙式」
すなわち結婚のた

のものも減少していき、ブライダル産業にとっ
ては大きな打撃となりました。

めの儀式は、特に執り行われていませんでした。

なお、平成以降のわが国では、
「個人」
が重視

実は、開国後に諸外国との付き合いが重要な公

される風潮も強まりました。それまでの、「終

務でもあった皇室が、他国でもやっているなら

身雇用」と「年功序列」を軸とした
「会社」や「親

わが国でも、ということで、大正天皇のご成婚

族」
との関係が中心の人生ではなく、個人個人、

に際して実施することになったのです。

自分の好きなスタイルでの人生を謳歌しようと

おう か

大正天皇の挙式を見た当時の上流階級を中心

いう空気感が広まったのです。携帯電話の普及

とした人々は、こぞって挙式をしたがるように

にも象徴されるように、
「個の重視」
という流れ

なりました。しかし、これはなかなか大掛かり

はさらに加速していくことになります。

なもので、誰にでもできるというものではあり

平成のブライダル

ませんでした。それを大きく広めるきっかけと
なったのが「永島式結婚式」
です。これは、現代

一方で興味深い事実として、このジミ婚の流

の神前式挙式のモデルになっており、皇室など

れから
「レストラン・ウェディング」
という、そ

で実施された挙式を簡略化、パッケージ化した

れまでになかった形態が出現しました。昭和の

ものです。この出現以後、挙式は一般にも少し

時代には、挙式と披露宴は、ともに同一の専門

ずつ広まっていくことになりました。

式場やホテルなどで行うことが多かったのです

高度成長期からバブル景気にかけて、わが国

が、キリスト教式の挙式が増えるにつれて、挙

は世界有数の経済大国になり、それとともに多

式と披露宴を別々の場所で行うケースが増えて

くのカップルが皇室や芸能人をモデルとして、

きたのです。
教会で挙式をしたカップルは、別に披露宴の

派手やかな挙式・披露宴をするようになります。
そしてこれらのカップルたちによって、キリ

みを実施する会場を用意する必要に迫られまし

スト教式の挙式、白馬やゴンドラでの登場、数

た。そこに、レストランにおける披露宴の可能
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性が生じてきたのです。また、ジミ婚の場合に

によって新郎新婦の可処分所得が増えたため

は、レストランで簡単なお祝いをしたりするこ

に、これら費用についての問題も受け入れられ

とが多かったようです。これも、レストラン・

る環境になっていったと考えられます。

ウェディングの増加を後押ししました。

一方
「個の時代」への変化に合わせるように、

しかし、レストランは
「料理のプロ」
ではあり

結婚情報誌が発刊されました。1992 年に
『結

ましたが、
「儀式のプロ」ではなかったのです。

婚ぴあ』が、翌 1993 年には
『ゼクシィ』が創刊

新郎新婦の衣装を用意するノウハウはありませ

され、カップルが自分たちの好みに合わせた挙

んし、更衣室もありません。そして、演出のた

式・披露宴会場を、自分たちで選択するように

めの諸設備も設置されていません。そのため、

なっていきました。

儀式として成立させるために、レストランにお

現代のブライダル

ける挙式・披露宴のプロデュースを専門に請け

こうして変化を遂げてきたブライダルです

負う会社が出現してきました。
1990 年代にはこのプロデュース会社が急成

が、令和を迎えた現在がどのような状況になっ

長し、やがて自前の施設を持つようになってい

ているか、
最後にまとめておきたいと思います。

きました。これがいわゆる
「ゲストハウス」
にお

2010 年代の始め、東日本大震災が発生しま

ける「ハウスウェディング」として、2000 年代

した。
それまでのアットホーム婚でも私的な「つ

に急成長を遂げることになります。大手企業も

ながり」
は重視されていましたが、個人的な「関

それに倣い、同様の施設を展開するようにもな

係性」
がさらに重視されるようになり、
「きずな

りました。

婚」
などとも呼ばれるようになりました。

ハウスウェディングは、挙式・披露宴のみを

関係性を重視した個別的な対応の例が、
挙式・

するための専用の施設
（ゲストハウス）
で実施さ

披露宴における演出です。挙式時の音楽やBGM

れます。その点では既存の専門式場と変わらな

を自分たちで選ぶのは４割前後、挙式のテーマ

いのですが、大きく異なるのは、特定のテーマ

やコンセプトを決めるのは２～３割に上ります。

にのっとり、例えばヨーロッパの小さな村など

さらに、フラワーシャワーやライスシャワー、

を模した建築であることと、同時に何組もの挙

ブーケトスやブーケプルズといった招待客参加

式を執り行わず、結果として花嫁同士がすれ

型の演出も、それぞれ６割、３割程度のカップ

違ってしまったりすることがない施設構成に

ルが実施しています。披露宴では、自身による

なっていることです。そのため、カップルごと

BGM のセレクトが７割前後、招待客一人一人

にさまざまな演出をすることも可能となり、こ

へのメッセージが６割弱、テーマやコンセプト

の点で「個」を重視する時代の流れとも一致して

を決めるのは４～５割に上ります

＊１

。

いました。また、格式ばらずに新郎新婦とゲス

このような演出が求められるようになった結

トが近しく交わるスタイルは、
「アットホーム

果、挙式・披露宴の様相も変化しました。2000

婚」とも呼ばれるようになります。

年代初頭まで、披露宴会場はホテルが約半分程

ただし、個別性の高い、いわば「オーダーメ

度を占めていましたが、
「アットホーム」や
「き

イド」の挙式・披露宴ということになれば、当

ずな」を重視する流れの中で、ハウスウェディ

然のことながらその分のコストがかかるので、

ング
（ゲストハウス）
や一般の結婚式場＊２が半数

単価が上がってしまいます。ところが、晩婚化

を超えるようになったのです
（図２）
。

＊１ ゼクシィ結婚トレンド調査 2012-2019（首都圏）調べ。
＊２ ゼクシィ結婚トレンド調査では、ゲストハウスと一般の結婚式場の区別についてはアンケート回答者の判断に委ねられている。
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図２ 披露宴・披露パーティー会場の変化

そして個別性の高い挙
式・披露宴を実現するため

2003年

の挙式・披露宴・披露パー
ティー総額は、2000 年代

5.2%

2.4%
4.9%

初頭に約 260 万円程度で
あったのが、現在では 380

44.6%

6.5%

値）は約 350 万円程度）＊３

0.1%
5.1%
5.3%

0.3%

12.8%

万円近く
（ 全 国 平 均（ 推 計

2019年
1.3%
25.6%

14.0%
44.5%

23.4%

まで上昇しています
（図３）
。

4.1%

興味深いのは、招待客数
は微減傾向にあり、かつ、
友人の割合が増加したこと
です。一方で、親族や親の

ホテル

一般の結婚式場

ホテル・式場内レストラン

公共施設・公共会館

ハウスウェディング（ゲストハウス）
その他

レストラン
無回答

出典：ゼクシィ結婚トレンド調査 2003（首都圏、参考値）、2019（首都圏）を参考に筆者作成。

関係者は減少しています。
図３ 挙式、披露宴・披露パーティー総額の推移

金額が増加して、招待客数が減ったというこ
とは、招待客１人当たりの費用は増加している

（万円）

400

ということでもあります。事実、2000 年代初
頭は１人当たり約４万円前後であったのが、最

350

近は６～７万円程度にまで上昇しています。そ

300

して、この増加分の多くは、
前述したような
「個」

250

のこだわりや「関係性を意識する演出」
に向けら

200

れているのです。

150

さらに興味深いのは、ここで挙げた数字は、
すべて平均であり、実際には総額 700 万円以

100

377.9

263.2
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上もかけるカップルがいる一方で、50 万円以

出典：ゼクシィ結婚トレンド調査 2003-2019（首都圏）調べ

下というケースもあります。国内外のリゾート

挙式・披露宴に臨む場合もあり、場所もさまざ

ウェディングやお城での結婚式なども増加傾向

まとなりました。そのため、それぞれのカップ

にあり、いずれにせよ、大いに
「多様化」
が進ん

ルに合わせた
「ありのまま婚」
と呼ばれたりもし

でいるようすがうかがえます。

ています。

加えて、これまでのしきたりにもとらわれな

ただ、このような多様化が進んでも、冠婚葬

いスタイルも広まりつつあります。ご祝儀の

祭の一角を占めるブライダルは、儀式としての

ネット決済やカード決済、メールでの招待状発

必要性が薄れているわけではなく、個々の関係

送や記念写真の送付など、新しい技術がどんど

が重視されるように変化しているだけとも解釈

ん導入され活用されてもいます。

できます。そのため、これからもそのスタイル

以上のように、現代のブライダルは、かつて

を多様化させつつ、変化し続けていくことが予

のハデ婚を凌 駕 する金額をかけるものもあれ

想されます。今後もブライダルの変化からは目

ば、格式ばった無理をせず、自然なスタイルで

が離せません。

りょう が

＊３ ゼ
 クシィ結婚トレンド調査 2003-2019（首都圏）調べ。以下、記載の数値は同調査に基づく。なお、調査手法等変更のため、2005 年以前のデー
タについては参考値とする。
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結婚式場サービスに
関するトラブル
国民生活センター

相談情報部

結婚式に関する相談が全国の消費生活セン

約・解約」
に関する相談が最も多く、次いで「最

ター等に寄せられています。本稿では相談の傾

終的な支払総額が契約当初の見積金額より高額

向と事例を取り上げ、トラブルにあわないため

になった」などの
「価格・料金」に関する相談が

のアドバイスを紹介します。

寄せられています。
また
「見積時に説明のなかっ
た料金が追加された」
「今日契約すれば割引する

相談件数と傾向

と長時間勧誘された」などの
「販売方法」に関す

PIO-NET ＊１によると、「結婚式」＊２に関する

る相談も目立ちます
（図４）
。

消費者トラブルは毎年度 1,500 ～ 1,800 件程
度で推移しています
（図１）＊３。

図２ 契約当事者の性別・年代別

契約当事者を性別・年代別でみると性別に大
きな差はないものの 20 歳代、30 歳代の相談が
全体の９割以上を占めています
（図２）。
平均契約購入金額は、約 206 万円であり、
100 万円以上の相談が全体の約 67％を占めて
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1,640

1,312

0

500 1,000 1,500 2,000 2,500

1,829

1,696

1,500

1,505

1,652

238

500万円以上
300万円以上
500万円未満

1,410

100万円以上
300万円未満

1,000

1,929

50万円以上
100万円未満

500

338
1,400

50万円未満

0

（件数）

図３ 契約購入金額

（件数）

2,000

女性（3,820件）

111

1,505

20歳未満

高額なキャンセル料を請求された」などの「契

男性（3,569件）

93

206

30歳代
20歳代

います（図３）。

57

2014

2015

2016

2017

2018（年度）

0

500

1,000

1,500

2,000（件数）

＊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 結婚式場、ホテルでの結婚披露宴などの相談が含まれる。
＊３ 2014 ～ 2018 年度受付で、2019 年９月 30 日までの PIO─NET 登録分 8,322 件を分析している（図２と図３については不明・無回答等を除く）
。
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結婚式場サービスに関するトラブル

図４ 主な相談内容
（複数回答項目）
（件数）

8,000

事例３

りを取ってみると化粧代等の諸経費が加算

7,257

され、
100万円ほど高額になっていた。キャ

6,000

ンセルしたいが違約金の請求が不安だ

4,000
2,000

3,046
523

2,346

事例４

1,941

当初の見積もりの範囲内で選べる衣

装は 100 着ほどあると説明されていたが、
実際はほとんどの衣装に追加料金がかかる

接客対応

契約・解約

販売方法

251
表示・広告

価格・料金

277
法規・基準

品質・機能、
役務品質

0

契約時の見積もりから、再度見積も

と分かった
一般的に結婚式は、式場の担当者との打ち合
わせを重ねながら、料理・衣装・会場アレンジ
などの契約内容を具体化し、最終的な契約金額

相談事例とアドバイス
事例１

を決定します。したがって当初の見積もりには

見学に行った式場で、他では予約が

取れないと深夜まで勧誘され、しかたなく
予約金を支払ったが、解約したい
事例２

他の式場も見たいと伝えたが「今日

契約すれば 50 万円値引きする」「他の式

含まれていない追加料金が発生することもあ
り、
打ち合わせを重ねるごとに費用が高額化し、
当初の見積金額との差が大きくなったことでト
ラブルにつながることもあります。
気がついたら予算を大きくオーバーしていた

場に行っても必ず戻ってくる」と引き留め

ということにならないよう、打ち合わせの段階

られ、契約書にサインしてしまった

で、できる限り具体的に式のイメージや予算を
担当者に伝えておきましょう。そのうえで、こ

ブライダルフェアのみに参加するつもりで出
向いたにもかかわらず、
「今日契約すれば安く

まめに見積もりを出し直してもらい、総支払額
を常に把握しておくようにしましょう。

なる」と言われ契約してしまった、他の式場も

また、当該式場での挙式例を踏まえ、どのよ

見学したいと思っていたのに、
「今日決めなけ

うな式の内容にすると追加料金がかかるのかを

れば予約が取れなくなる」などとせかされて契

契約前に確認しておくとよいでしょう。

約してしまったという相談がみられます。中に

事例５

は事例１のように長時間勧誘を受けたという

初めに行った式場のブライダルフェ

アで、今日契約すれば割引すると言われ、

ケースもあり、いずれの事例も事業者に見学当

申込金 10 万円を支払って契約した。後日

日の契約を迫られ、十分な検討ができていない

別の式場を見学し、初めに行った式場の見

まま契約してトラブルになっています。

積もり金額が高いと思い、解約を申し出た

こうしたトラブルでは契約申し込み時に支

ところ、１年以上先の挙式なのに申込金は

払った金銭が返金されないなどの相談も寄せら

返金しないと言われた

れていることから、契約を急がされてもその場
で契約しないようにしましょう。いったん持ち

事例５であるように、１年以上先の挙式の契約

帰って、他の式場と比較し、本当に契約するか

を解約したところ、申込金は返金しないと言われ

どうか慎重に検討してください。

たなど、申し込み時に支払う金銭についての説明
がなくトラブルになっている事例がみられます。
相談事例をみると、申し込み時に支払う金銭
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結婚式場サービスに関するトラブル

は申込金、予約金、内金など事業者によりさま

担当者に伝え、説明を求めるということも重要

ざまな名称で説明されています。これらの金銭

です。疑問点を解消することで、あいまいな点

を支払う必要がある場合は、
その支払い目的や、

を残したまま挙式当日を迎えることのないよう

解約時に返金されるものかという点を事前に確

にしましょう。

認しておくことが重要です。

まとめ

また、解約を申し出た時期に応じて、見積金

近年結婚式の様相は多様化しているためか、

額の数十パーセントがキャンセル料として別途
請求されることもあります。キャンセル料につ

今回紹介した
「結婚式場との契約」
に関する事例

いては契約書の中に記載されていることが一般

だけでなく、

的ですが、いつから、どのくらい発生するのか

◦カフェやレストランでの結婚式の 1.5 次会＊５

十分に説明されていなかったという相談がみら

もしくは２次会の予約をキャンセルしたとこ

れます。トラブルを避けるためにも、キャンセ

ろ高額な解約料を取られた

ル料がいつの時点で、どのくらいかかるのか、

◦
「格安で結婚式を挙げられる」
というインター

事業者に説明を求めるとともに、契約書の記載

ネット広告を出しているプロデュース会社と

をしっかり確認しましょう。

契約したが、説明されていない追加費用が重
なり、この会社に不信感が生じた

なお、キャンセル料については、事業者から
請求された金額が高過ぎるとして適格消費者団
体が裁判を提起したケースもあります
事例６

＊４

などさまざまなサービスの相談がみられます。

。

アレルギーのある招待客のために、

料理のメニューを変更したが、当日出され
た料理に出さないでほしいと頼んだ食材が
含まれていた

どのような結婚式を挙げるのかという選択肢
は広がりをみせていますが、いずれの場合も何
らかの契約を伴う際には、契約内容をパート
ナーと共有し十分に把握したうえで、準備を進
めていく必要があります。そして契約に当たっ
ては、担当者のセールストークやその場の雰囲

結婚式当日に当初の打ち合わせとは異なる料

気にのまれて安易に契約せず、他の事業者と比

理が出されたり、思っていたものとは異なる会

較しながらじっくり考えることを心がけましょ

場の装飾がされていたりして、サービス内容に

う。特にキャンセルすると、どのくらいキャン

納得できず、事業者に不信感が生じたなどの相

セル料がかかるのかなど、契約内容の確認は怠

談もみられます。これは当日の式場のミスだけ

らないようにしましょう。

ではなく、打ち合わせ段階での担当者と消費者
の認識が違い、うまく意思疎通ができていな
かったことが原因であるケースもあります。
当日の思わぬトラブルを避けるためにも、打
ち合わせの中で、料理の内容や式の進行、会場
の装飾などについて十分に確認していくように
しましょう。また、疑問に思うことはそのつど
＊４ 適
 格消費者団体
（以下、消費者団体）が提起した、結婚式場が使用する解約金条項が消費者契約法第９条１号に違反するかどうかが争われた差止
訴訟において、京都地裁は、「平均的な損害」には逸失利益が含まれ、本件キャンセル料は損益相殺後の逸失利益を下回っているので、本件キャ
ンセル料条項は法第９条１号により無効となる部分を含むものとはいえないとした（京都地判平成 26 年８月７日）。消費者団体は控訴したが、
大阪高裁は控訴を棄却（大阪高判平成 27 年１月 29 日）、上告受理申立をするも、最高裁は上告不受理の決定をした（最決平成 27 年９月２日）
。
＊５ 結婚披露宴と２次会の両方の側面を持つ宴会の形式を指す。
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安心・信頼の向上をめざす
業界団体の取り組みと課題
公益社団法人日本ブライダル文化振興協会

業界唯一の公益法人として

「ブライダルサービス宣言
認証制度」
とは

公益社団法人日本ブライダル文化振興協会

この制度は、BIA が制定した
「ブライダルサー

（以下、BIA）は、1995 年に通商産業省（当時）

じゅんしゅ

、2012 年に公益社団

ビス宣言」
の趣旨に賛同し、宣言を遵守すること

法人に移行したブライダル業界唯一の公益法人

を誓約した事業者を
「ブライダルサービス宣言遵

です。「ブライダルコーディネート技能検定」
の

守事業者」
として BIA が認証するものです。BIA

指定試験機関として国家検定を実施、未婚化対

会員のみならず、この趣旨に賛同する事業者か

策や結婚喚起活動のほか、ブライダル業界の健

ら広く募集しており、
2019年10月1日現在で、

全化に向けた活動を行っております。

29 企業 210 事業所を認証しています＊２。

の許可により設立され

＊１

結婚式は、新郎新婦にとってほとんどが初め

ブライダルサービス宣言は、新郎新婦が契約

ての経験であり、その契約は高額な
「かたちの

から結婚式当日まで安心してブライダルサービ

見えない」契約となります。したがって、事業

スを受けていただくための行動指針として、

者としては、契約時に、契約条件等についての

BIA が策定し公表するものです。宣言では、契

十分な説明や、サービス内容等の詳細な説明が

約時の説明責任、提供サービス、料金体系の明

必要となりますが、残念ながらさまざまなトラ

確化、法令遵守、企業として果たす役割を明確

ブルが発生しており、消費生活センター等にも

にしています
（表）
。

相談が寄せられています。2015 年には、国民

また、BIA がブライダルサービス宣言遵守事

生活センターから
「結婚式にかかわるトラブル

業者として認証した
「ブライダルサービス宣言

防止について
（要望）」が公表され、BIA として

認証事業者」には
「宣言証明」および
「宣言マー

も、会員企業のみならず業界全体に向けた研修

ク」
（図）
の使用を認めています。

会を開催するなど、注意喚起を行ってまいりま

「結婚式・披露宴会場における
モデル約款」
について

した。
2019年4月からは、
さらなるブライダルサー
ビス向上を目的とした
「ブライダルサービス宣

BIA では、1997 年度に消費者と事業者双方

言認証制度」を新たにスタートしました。結婚

の利益を考慮した
「結婚式・披露宴会場におけ

式にかかわるトラブルによる、業界の信用失墜

る共通約款」を策定しました。その後、2008

ならびに結婚式離れの加速を改善させ、業界全

年 2 月には
「消費者契約法の施行に係 る結婚式

体の信用アップをめざしております。

場・披露宴会場約款の見直しに関する調査研究」

かか

＊１ 設立当時の団体名は「日本ブライダル事業振興協会」
＊２ https://www.bia.or.jp/ ブライダル業界の皆さま / ブライダルサービス宣言認証事業者一覧 /

2019.12 国民生活

8

特集
特集

3

表

今どき結婚式事情

安心・信頼の向上をめざす業界団体の取り組みと課題

ブライダルサービス宣言
（一部抜粋）

１ 行動原則
私たちは、ブライダル事業の社会的意義を自覚し、誠
実で公正な事業活動を通じて地域社会の発展に寄与し、
社会にとって有用な存在であり続けます。
２ 新郎・新婦への十分かつ適切な情報提供について
①ホームページ、営業用パンフレット、広告又は宣伝
等において、不当表示・虚偽表示や過大な値引き及
び景品等の提供は行わず、新郎・新婦が安心して商品・
サービスを選択できるよう努めます。
②常に適切な営業活動を行い、公正かつ自由な競争の
確保に努め、同業他社に対する誹謗中傷、その他法
令違反や反社会的行為は行いません。
③提供する商品・サービスについては、その内容や価
格が明記されたパンフレット及び価格表等の資料（以
下、
「パンフレット及び価格表等」といいます。）を必
ず提示します。
④パンフレット及び価格表等は、明確かつ平易な表現
により、新郎・新婦にとって分かりやすい内容とな
るよう努めます。
⑤新郎・新婦の要望を誠実に受け止め、必要事項や注
意事項、適応条件等、認識の齟齬をきたさないよう
に分かりやすい見積書を作成し、説明の上お渡しし
ます。
⑥主要な契約内容は、契約締結前に約款等をもって明
示します。
加えて以下の項目については、担当者より口頭にて説
明します。

〈ブライダルサービス宣言〉全文はこちら→

・契約成立の条件
・キャンセル規定
（申込金・内金の取り扱い含む）
・利用制限
（持ち込み料等）
・禁止事項
⑦契約締結の判断を求める際には、新郎・新婦の意思
を最大限に尊重します。
⑧契約締結後の打ち合わせ等によりサービス内容・金
額に変更がある場合は速やかに説明を行うとともに、
見積書を再発行します。
⑨疑問や不明な点については、親身になって対応しま
す。
３ 関連法令の遵守
ブライダルサービスを提供する上で必要な、消費者契
約法や個人情報保護法をはじめとする関連法令等を遵
守します。
（中略）
６ トラブル・苦情への適切な対応
①新郎・新婦、利用者からトラブル・苦情等の相談があっ
た場合は、誠実に相談に応じ、速やかにその解決に
努めます。
② BIA 及び消費者センター等の外部団体よりトラブル・
苦情等の相談があった旨通知を受けた場合、速やか
に解決に努めます。
③従業員教育を徹底し、トラブルの発生を防止すると
ともに、トラブル対応の社内体制とフローを整備し
ます。
（以下省略）

https://www.bia.or.jp/ ブライダル業界の皆さま / ブライダルサービス宣言 /

として、有識者および業界関係者で構成される

う求めています。

委員会を設置し、消費者契約法をはじめ、その

なお、モデル約款にはよらず、事業者が独自

他新法に対応した
「結婚式場・披露宴会場にお

の約款を作成しているケースもありますので、

けるモデル約款」として見直しを行い、会員企

契約の際には十分に約款の内容を確認されるこ

業に報告書を配布、説明会等を実施してきまし

とをお勧めします。

た＊３。

今後、BIA は、業界を代表する団体として、

この約款は、会員を中心とした事業者が約款

モデル約款の考え方を業界内へ浸透させるこ

を作成する際の参考となるモデルとして策定し

と、および消費者契

たもので、モデル約款に記載されている解約料

約法等の改定を受

金等は策定時における各事業者からのアンケー

け、さらに消費者に

ト調査結果等を参考にしています。モデル約款

ご理解いただけるモ

を元に約款を作成する際の具体的な日時や料金

デル約款への見直し

は各事業者で設定し、解約料金については各事

などを検討してまい

業者で算出した平均的な損害額を根拠とするよ

ります。

＊３ 公
 益社団法人日本ブライダル文化振興協会
「結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款」
https://www.bia.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/c9266f05bfd4ad4f5716f6e78044f379.pdf
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今どき結婚式用語集
用語

ア

カ

サ

タ

ナ

ウェディングツリー
ウェルカムボード、
ウェルカムドール

披露宴会場の入り口に設置して、来場したゲストを出迎える表示板。ぬいぐるみや人形など
（ウェルカ
ムドール）
を一緒に飾り付けることもある。

オーダーレンタル

自分のサイズや好みに合わせて作った衣装をレンタルで利用すること。
レンタル料金は通常より高くなる。

エンドロール、
エンディングムービー

披露宴がお開きになる前に上映するビデオムービー。ゲストへの感謝メッセージ等を映像に重ねたり、
当日撮影した映像をすぐ編集して上映することもある。

結婚式総合保険

突然のアクシデントで結婚式が中止になった場合のキャンセル料、式場の設備や貸衣装等を破損した場
合の補償料など、結婚式にかかわる万一のトラブルに備えて加入する少額短期保険。

参進の儀

主に広い境内を持つ神社で挙式する際、神職や巫女
（みこ）
を先頭に、新郎新婦、両家の家族、親族が列
になって神殿
（拝殿）
まで歩いていく儀式。花嫁行列とも呼ばれる。

サンドセレモニー
（砂合わせの儀）

おめでた婚、さずかり婚などともいう。新婦が懐妊している状態で行う結婚式のこと。

著作権

結婚式や披露宴などで流す音楽等については、利用に関する許諾や使用料の支払いなど、
「著作権」
や
「隣
接著作権」
に関する手続きが必要になる場合がある。

２部制ウェディング

同じ会場を使用して、
１日に１部と２部、
２回に分けて披露宴を行うというもの。
１部は親族中心のフォー
マルな披露宴、２部は友人や知人を集めてパーティーを楽しむなど。
出産後に結婚式を行ったり、子連れで再婚するなど、新郎新婦の子どもと一緒に挙げる結婚式のこと。
ファミリー婚ともいう。

バルーンリリース、
ドロップアンドフライ

風船を空へ飛ばすこと。環境問題に配慮して、ゴム製ではない風船も開発されている。風船をいったん
プールに投げ入れると重りが外れて飛んでいくという
（ドロップアンドフライ）
演出も。

ファーストバイト、
ラストバイト

ファーストバイトはウェディングケーキの一切れを新郎新婦がお互いに食べさせ合う。ラストバイトは、
新郎新婦を育てた親が最後のごはんとして食べさせる。

フォトサーブ

披露宴で新郎新婦がゲストのテーブルを順番にまわり、一緒に写真撮影すること。

フォトプロップス

写真を撮影する際に使う小道具のこと。例えば、ひげ、帽子、めがね、吹き出し等のモチーフの台紙に
棒を付けたものやデザインフレーム等。

ブライズレター

花嫁からの手紙。最近では専用のレターセットや、飾り付きの台紙カバー等もある。

ブライズメイド、
アッシャー

新郎新婦の友人らがおそろいの衣装を着て、式を盛り上げながらサポートするというもの。新婦側をブ
ライズメイド、新郎側をアッシャーもしくはグルームズマンと呼ぶ。

フラワーガール、
リングボーイ

バージンロードに花びらをまきながら、花嫁の前を歩く小さな女の子がフラワーガール。リングボーイ
は新郎新婦が交換する結婚指輪を運ぶ小さな男の子。

フラワーシャワー
（ バ ブ ル・ フ ェ ザ ー・
折り鶴シャワー）

マ

新郎新婦が１つの入れ物にカラーの砂を注ぎ、砂の色が作り出す模様でオリジナルアートを完成させる
という儀式。

ダブルハッピー
ウェディング

パパママ婚
（ファミリー婚）

ハ

説明
木の幹や枝だけが描かれたイラストにゲストが指印やサインなどをして、葉の茂った 1本の木を完成さ
せるというもの。２人の結婚を認めるという結婚証明書や芳名帳として利用されることもある。

挙式後、式場から出てくる新郎新婦に向けて、親族やゲストが花びらをまいて祝福するセレモニー。バ
ブル
（シャボン玉）
やフェザー
（羽）
で行ったり、和装の場合は折り鶴が使われることもある。

プレ花嫁、卒花嫁

プレ花嫁は結婚式準備中の花嫁のこと。かたや、結婚式を終えた
（卒業した）
花嫁は卒花嫁。

ブーケトス、
ブーケプルズ

ブーケトスは、花嫁が投げたブーケをゲストがキャッチするというもの。ブーケプルズはブーケに複数
の長いリボンを結び付け、それをゲストに引っ張ってもらう。1本だけがブーケにつながっている。

ヘッドドレス、
ヘッドアクセサリー

花嫁が頭につける飾りの総称。ティアラ、クラウン、ボンネ
（小さな帽子のようなもの）
、カチューシャ、
ラリエット
（留め具がないネックレス状の飾り）
、生花などが使われている。

ペーパーアイテム

招待状、席次表や席札など。各ゲストの席札に新郎新婦が手書きのメッセージを添えることもある。

ベールダウン

式場の入り口で花嫁のベールを下ろし、顔にかける儀式。一般的には花嫁の母がこの役を担い、父はバー
ジンロードをエスコートする。

ボーホーウェディング

ボーホー
（BOHO）
とは
「ボヘミアン」
と
「ソーホー」
（ニューヨークの地区の名称）
を掛け合わせた造語で、
民族調の自然派ファッションに都会的でスマートな要素を加えた結婚式スタイル

前撮り、別撮り

結婚式の記念写真を当日とは別の日に撮影すること。式場やスタジオだけでなく、庭園など屋外で撮影
したり、結婚式当日とは違う衣装で撮影するカップルもいる。

水合わせの儀

新郎新婦が互いの実家の水をくんできて１つの杯に注ぎ合わせた水を飲む儀式。

ヤ

ユニティキャンドル

母親など両家の家族がそれぞれともした２本のキャンドルの灯
（ともしび）
を、新郎新婦が１本のキャン
ドルに移すセレモニー。

ラ

リングピロー

新郎新婦が交換する結婚指輪を置いておくもので、一般的にはリボンの付いたクッション状の物が多い。
国民生活センター 広報部 編
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電気通信事業法改正

ー通信料金と端末代金の完全分離などー
川添 圭

弁護士

Kawazoe Kei

大阪弁護士会・消費者保護委員会委員。消費者庁「若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会」
座長
（2019 年）。堺市情報セキュリティアドバイザー。インターネット取引やネット上の名誉毀損
におけるトラブル解決などに取り組む。

影響が大きい電気通信サービス＊２の終了につい

はじめに

ては周知期間を１年間とし
（電気通信事業法施

電気通信事業法（以下、法）は、2015 年改正

行規則
〔以下、規則〕22 条の２の 10 第１項）、か

法 ＊１ により消費者保護ルールが大幅に改正・

つ、周知すべき事項の事前届出
（規則 22 条の２

強化されました。その後、2019 年には、①５

の 11）および総務大臣による事業休廃止に関す

月 22 日に事業休廃止にかかる周知義務の強化

る事項の公表
（法26条の５）
が新設されました。

を内容とする 2018 年改正法が、② 10 月１日

また、周知させるべき事項として、(ア) 代替

に「通信料金と端末代金の完全分離」
などを内容

となるサービスや利用者が休廃止サービスと代

とする 2019 年改正法が、それぞれ施行されま

替サービスを比較検討できる情報、(イ) 休廃止

した。本稿では、2019 年に施行された各改正

対象となるサービスに関し利用者に被害を発

法の概要を解説します。

生・拡大させないための情報がそれぞれ追加さ

事業休廃止に係る周知義務の
強化・拡大

れています
（規則 22 条の２の 10 第２項）
。

代理店の届出制度の新設

電気通信サービスの終了が利用者に与える影

電気通信サービス契約の勧誘・契約の締結は、

響が大きいため、法は事業の休廃止の際の周知

電気通信事業者自身だけでなく、電気通信事業

義務を規定していました
（旧法 18 条３項）
。し

者から委託を受けた代理店
（媒介等業務受託者）

かし近時は、通信設備の老朽化やセキュリティ

が重要な役割を果たしています。2015 年改正

対応の限界などの理由で終了するサービスが続

法では、電気通信事業者による代理店の指導監

出し、サービス終了の周知期間が短い、他の代

督義務を明文化しましたが、その後も代理店の

替サービスに関する案内がない、といった利用

不適切な勧誘による利用者からの苦情が多いた

者の苦情が寄せられるようになりました。

め、2019 年改正法では、電気通信サービス契

そこで、2018 年改正法により、周知義務が

約の媒介等＊３ を行う代理店は総務大臣へ所定

強化・拡大されました。利用者の利益に及ぼす

の事項を届け出なければならないと規定されま

＊１ 2015 年改正法の概要は、本誌 2019 年１月号～５月号の拙稿「電気通信サービスと消費者保護ルール」を参照。
 いわゆるユニバーサルサービス（アナログ電話や公衆電話、一部 IP 電話）②第一種指定電気通信設備を設置する固定電話でシェア 50％を持つ
＊２ ①
事業者が提供する音声通話・光通信等のサービス ③周知開始日の属する年度の前年度末時点で有償かつ契約数 100 万以上のサービスを指す。
＊３ 契約の締結の勧誘と契約の申し込みの受領を行うこと。
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（1）
自己の名称を告げない勧誘行為の禁止

した（法 73 条の２第１項）
。

法 27 条の２第２号の禁止行為となるのは、

届出が必要な
「媒介等業務受託者」
とは、電気
通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取

①電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧

次ぎ又は代理（以下、媒介等）
の業務またはこれ

誘に先立って、②その相手方に対し、③自己の

に付随する業務の委託を受けた者をいいます

氏名もしくは名称または当該契約の締結の勧誘

（法 27 条の４第１項）
。
「業務の委託」とは、媒

である旨を告げずに勧誘する行為です。

介等を業として
（反復継続して）
行うよう委託す

ただし、(ア) 店舗販売
（勧誘者の氏名・名称

ることをいい、電気通信事業者の手足として活

が明らかであるため）や、(イ) 修理申込みなど

動している場合
（例えば電気通信事業者が勧誘

の別件で既に自己の氏名・名称を告げた相手方

先や営業活動内容を決めている場合）などは該

へ引き続き電気通信サービスの勧誘である旨を

当しません。また、電気通信事業者から媒介等

告げて勧誘する場合は、自己の氏名・名称を告

の業務の委託を受けた者
（一次代理店）のほか、

げる必要はありません
（規則 22 条の２の 13 第

代理店から媒介等の業務の委託を受けた者
（二

１項）
。
また、
届出代理店による勧誘に際しては、

次代理店、三次代理店など）
も含みます。

勧誘を行う代理店の氏名・名称のほか、電気通

届出の手続きや詳細に関しては、総務省から
「媒介等業務受託者届出マニュアル」 が公表
＊４

信サービスを提供する電気通信事業者の氏名・
名称も告げる必要があります。

（2）
総務省令で定める禁止行為

されています。
届出媒介等業務受託者
（以下、届出代理店）
に

2019 年改正法の施行時点では、法 27 条の２

は、①電気通信サービス契約の締結における利

第４号の総務省令で定める禁止行為はありませ

用者への提供条件説明義務
（法 26 条１項）
、②利

んが、今後、利用者の苦情などの状況を勘案し

用者に対する禁止行為
（法 27 条の２）
、③ 2019

つつ、
対象行為を政令で定めるとされています。

年改正法で追加された通信料金と端末代金の完

通信料金と端末代金の完全分離等

全分離等、法27条の３第２項の禁止行為
（後述）

2019 年改正法では、モバイル市場の競争促

の規定が準用されます（法 73 条の３）。また、
届出代理店による法令違反は、総務大臣の業務

進のための改正として、移動通信役務を提供す

改善命令の対象となります
（法 73 条の４）
。

る総務大臣の指定を受けた電気通信事業者につ

禁止行為の追加

いて、利用者に対し①電気通信事業者間の適正
な競争関係を阻害するおそれがある利益提供を

2015 年改正法では、電気通信事業者による

行うこと
（通信料金と端末代金の完全分離）およ

①重要事実の不告知および不実告知と②いわゆ

び②当該契約の解除を行うことを不当に妨げる

る勧誘継続行為が禁止行為として規定されまし

ことにより電気通信事業者間の適正な競争関係

たが、2019 年改正法では、③自己の名称を告

を阻害するおそれがある提供条件を約すること

げずに勧誘する行為が禁止行為となり、さらに

（期間拘束などの行き過ぎた囲い込みの是正）を

④総務省令により禁止行為を追加できる規定が

禁止行為として規定し
（法 27 条の３第２項各

加えられました
（法 27 条の２第２号、第４号）
。

号）
、新たなガイドライン＊５が制定されました。

＊４ http://www.soumu.go.jp/main_content/000641000.pdf

＊５ 「電気通信事業法第
27 条の３等の運用に関するガイドライン」http://www.soumu.go.jp/main_content/000643490.pdf
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（1）対象役務と対象事業

表１ 法 27 条の 3 第 1 項に基づく指定を受ける電気通信事業者

者

MNO

MNO の特定関係法人

法 27 条の３が適用され
る移動電気通信役務と対

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱
㈱エヌ・ティ・ティネオメイト
㈱エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ

㈱ NTT ドコモ

象事業者は、総務省令お

㈱ドコモ CS

よび総務省告示で定めら
れています（同条１項）
。
対象役務は、①携帯電
話サービスと②全国BWA

MNO

KDDI ㈱
沖縄セルラー電話㈱

沖縄セルラーアグリ & マルシェ㈱
UQ モバイル沖縄㈱
中部テレコミュニケーション㈱
ビッグローブ㈱
㈱ソラコム

ソフトバンク㈱

ヤフー㈱
LINE モバイル㈱
㈱ウィルコム沖縄
汐留モバイル㈱
SB パートナーズ㈱

楽天モバイル㈱

楽天コミュニケーションズ㈱

サービス
（WiMAX など）
で
あり、地域 BWA や PHS、
公衆無線 LAN などは除外
されています＊６。そして、
対象役務を提供する電気
通 信 事 業 者 の う ち、(ア)
MNO

＊７

UQコミュニケーションズ㈱

についてはその

特定関係法人（MNO の親

㈱インターネットイニシアティブ
㈱オプテージ

MVNO

会 社、 兄 弟 会 社、1/3 超
の議決権保有等の実質的支配関係にある関連会

(イ) 特定の機種を対象とした割引プランを設定

社等）を含めて 全事 業 者 が 対象となり、
（イ）

することなどが該当する一方、料金プランの区

MVNO ＊ ８ に つ い て は 利 用 者 数 の シ ェ ア が

分に基づいた料金差や端末の購入に着目しない

0.7% を超える事業者が対象となります
（規則

割引
（高齢者割引など）
は許されます。

22 条の２の 15、表１

＊９

）。

②総務省令で禁止・制限される利益提供につ

（2）通信料金と端末代金の完全分離

いては、(ア) 継続利用と端末の購入等を条件と

法27条の３第２項第１号で禁止されるのは、

する利益提供は一律禁止 (イ) 継続利用を除く電

移動電気通信役務の提供を受けるために必要な

気通信役務の利用と端末購入を条件とする場合

端末を契約する際に①通信料金の割引
（端末を

の利益提供の上限は原則２万円
（税抜）
とされて

販売等する際の通信料金を販売等しない場合よ

います
（規則 22 条の２の 16 第１項、表２、具体

りも有利にすること）
、および②端末代金の値

例については＊５の 23 ページから 42 ページを

引きその他の利益提供となります。

参照）
。

①割引が禁止される通信料金には、音声通話

（3）
行き過ぎた期間拘束の是正

やデータ通信料金のほか、オプションサービス

法 27 条の３第２項第２号では、利用者との間

の料金も含まれます。(ア) 端末の購入の有無や

で、契約解除を不当に妨げることにより電気通

端末の種別によって料金プランに差を設ける、

信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれ

＊６ 令和元年９月６日総務省告示第 166 号
＊７ Mobile Network Operator の略。自ら周波数の割当てを受けて移動通信サービスを行う事業者（いわゆる携帯キャリア会社）。
＊８ Mobile Virtual Network Operator の略。自社の電気通信設備を持たない移動通信事業者。
＊９ 令和元年９月６日総務省告示第 167 号
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があるものとして総務省令で定める提供条件を

止行為）を除くもの
（規則 22 条の２の 16 およ

合意することを禁止しています。総務省令

＊ 10

び 22 条の２の 17 に規定される禁止行為）につ

で定める提供条件は表３を参照してください。

いては、2019 年 12 月 31 日までは、スマート

（4）
適用開始時期

フォン向け契約以外の契約には適用しないとさ

（2）および（3）の禁止行為のうち、
（2）①（法

れています＊ 11。

27 条の３第２項第１号に明文で規定された禁
表２ 端末代金の値引き等の利益の提供の概要
（規則22条の２の16第１項）
条項

利益提供を行う条件

利益提供の上限

継続利用（※１）および端末の購入等をすることを条件とすること
１号

２号本文

２号
ただし書

新たな通信役務の提供に関する契約の締結
（新規契約）
（継続利用
に限る）を条件とすること

一律禁止

移動電気通信役務の利用（継続利用を除く）
および端末の購入等を
することを条件とすること
新規契約（継続利用を除く）を条件とすること

２万円
（税抜）と端末の対照価格（※２）か
ら先行同型機種（※３）の買取価格を減じ
た額のいずれか低い額

廉価端末（※４）

当該端末の対照価格未満

在庫端末（※５）

当該端末の対照価格の 80 ～ 50%

新たな通信方式に対応するための端末

当該端末の対照価格以下

※１

 動電気通信役務を継続的に利用すること
移
（移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、１年以下最低利用期間契約のみまた
は１年以下最低利用期間契約および違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で１年以下最
低利用期間契約を締結することを除く）
※２ ①電気通信事業者による販売価格が複数ある場合はそのうち最も高い価格、②単一価格の場合は調達価格と比較していずれか高い価格（規則 22
条の２の 16 第２項）
※３ 対象端末の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種
※４ 対象端末の対照価格が２万円
（税抜）以下のもの
※５ ① 最終調達日から 24 カ月以上が経過している端末（対照価格の 50% を上限）、および②製造中止端末（最終調達日から 12 カ月経過の端末は
50% を上限、24 カ月経過の端末は 80% を上限）

表３ 行き過ぎた期間拘束の是正に関する措置の概要
契約期間の上限

２年（違約金の定めがない場合を除く）

違約金の額の上限

1,000 円（税抜）

期間拘束のない契約の提供

１年を超えるまたは更新可能な期間拘束契約を提供する場合、期間拘束のない契約も選択肢
として提供しなければならない

期間拘束の有無による
料金差の上限

170 円／月（税抜）

自動更新

次の①～④のいずれかを満たさない自動更新を伴う契約を禁止
①契約締結時において、契約期間満了時
（※）
に期間拘束を伴う契約で更新するどうかを利用
者が選択できること
②①の選択によらず料金その他の提供条件が同一であること
③契約期間満了時において、期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が改めて選択
できること
④違約金なく契約を解除可能な更新期間が少なくとも契約期間の最終月、その翌月および
※更新後の契約期間満了を含む。
翌々月の３カ月間設けられていること

長期利用割引等の条件

利益提供の範囲＝１カ月分の料金
（税抜）／年

（総務省資料
「電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について」より）
http://www.soumu.go.jp/main_content/000628680.pdf
＊10 規則 22 条の２の 17
＊11 令和元年９月６日総務省令第 38 号附則第３条第３号
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困ったときの

新連載

相談機関

第

1
7

回

自動車製造物責任
（公社）日本通信販売協会
相談センター

相談できること

連絡先

・会員社に関する通信販売でのトラブル
・非会員社に関する通信販売でのトラブル
・詐欺的サイトに関するトラブル
・一般的な通信販売に関するもの

概要

料金

●電話でのご相談 通販 110 番
（通称）
☎：03-5651-1122
受付時間：10 : 00 ～ 12 : 00 13 : 00 ～ 16 : 00
（月曜～金曜 年末・年始、祝日を除く）
●お問い合わせフォームからのご相談

https://www.jadma.or.jp/consumers/dm110/（回答は電話のみ）

〒 103-0024

無料

東京都中央区日本橋小舟町３－２ リブラビル２階

https://www.jadma.or.jp/

協会の概要および設立経緯

通販 110 番
（通称）
について

1976 年に「訪問販売等に関する法律
（現：特

通信販売に関する消費者からの相談受付機関

定商取引に関する法律）
」
が制定され、無店舗販

として、消費者相談室
「通販 110 番」を設置し、

売に対するルールが設けられましたが、通信販

消費生活アドバイザーの資格を有する相談員

売においては、一部の事業者による誇大広告や

が、年間 4,000 件超の相談に対処しています。

債務不履行などで、消費者が不当に不利益を被

会員の営む通販に関する苦情相談を主たる業

り、通信販売自体の健全性が損なわれていると

務として処理していますが、非会員の通販に関

いう指摘もありました。そのようななか、業界

する相談にも一定の範囲で対応しています。

内部からの組織結成の動きと当時の通商産業省

①会員社に関する相談

の指導もあり、消費者の利益保護と業界の健全

内容をお聞きし、必要に応じて事業者に情報

な 発 展 を 目 的 と し て、 日 本 通 信 販 売 協 会 が

を求め助言を行っています。また場合によって

1983 年 10 月 11 日に設立されました。

は解決に向け
「仲介」
を行っています。

翌 1984 年 に は、
「 通 販 110 番 」を 開 設 し、

②非会員社に関する相談

通信販売に関する消費者からの苦情・相談の解

事業者と当機関との関係性がないため、基本

決業務を行っています。1988 年には訪問販売

的には解決のための考え方や交渉の助言を行っ

法が改正され、同法において協会が業界の自主

ています。会員社・非会員社相談とも、対応に

規制等の中心となる団体として法的に位置づけ

おいては消費生活アドバイザーとして、また、

られ
（特商法 30 条）
、会員の行う通信販売に関

通販 110 番の相談員としての知見を基に、社

する消費者からの苦情を処理することが責務と

会常識、社会良識の範囲で、偏りのない
「実効

されました（同法 32 条）
。また 2012 年４月か

性のある助言」
を心がけています。

ら、
「公益社団法人 日本通信販売協会」
として新

相談受け付け状況
（2018 年度報告書より）

たにスタートすることになりました。2019 年
12月６日現在、
正会員456社、
賛助会員194社、
合計 650 社が加盟し、自主規制団体として会

2018 年度に寄せられた総件数は 4,105 件

員が遵守すべきガイドラインも 14 を数えてい

で、通販に関する相談は 3,977 件でした
（図 1）
。

ます。

その内訳は会員が 777 件
（19.5％）
、非会員が

じゅん しゅ

2,412 件
（60.6 ％）
、 詐 欺 的 サ イ ト ＊ １ 665 件
＊ 1	消費者から
「前払いをしたが商品が届かない」などと相談されたサイトについて、「特定商取引法に基づく表示がなかったり」、「表示があっても
その内容が架空であったり」、「文章が日本語として不自然であったり」といった事項に該当するかなどを客観的に判断したサイトを指す。
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図１ 相談受付件数の推移

図２ 相談内容の内訳
（会員/非会員別）

（件数）

10000

通販に関する
相談件数

苦情

9254
9073

詐欺的
サイト

問合せ

問合せ

90

33

665件

（16.7%）

相談受付件数

6585
6188
6419
5629 6097
5576
5981
5139 5158
5958
5335
4946
5246
5469
5000 4787
4841 5073
4105
4948
4105
4769
4757 4708
4421
3977
4276
3829
詐欺的サイトを除く
3796
3312
通販に関する相談件数
2314
1685
詐欺的サイト件数
973
1036
262
665
1048
32 134

0

33

542

632

513

123件
（3.1%） 会員
777件
（19.5%）

苦情

苦情

問合せ

通販一般

問合せ

通信販売に
関する
相談件数

235

3,977件

苦情

1,899
非会員

2,412件

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（60.6%）

（年度）

（上位）
表１ 商品分類別相談件数
順
位

商品分類

表２ 内容別相談件数（上位）
合計

参考

件数 構成比 前年度比

前年
順位

順
位

苦情の内容
（複数集計）

合計

参考

件数 構成比 前年度比

前年
順位

1 健康食品

408 15.5%

78.2%

1

1 契約・解約

783 19.6%

87.2%

1

2 化粧品

246

9.4%

58.7%

2

2 返品・交換

617 15.5%

87.1%

2

3 婦人衣料品

195

7.4%

94.7%

3

3 広告内容

433 10.9%

97.5%

4

4 電話がつながらない

415 10.4%

79.0%

3

・衛生用品 144
4 医薬品（含部外品）

5.5% 200.0%

11

5 食料品（含酒類・飲料・嗜好品） 117

4.5%

99.2%

5

5 顧客対応

256

6.4%

91.1%

5

6 冷暖房・家庭電気製品 113

4.3%

85.0%

4

6 商品の汚れ・不良品等 210

5.3%

90.5%

7

7 靴

101

3.8% 120.2%

7

7 代金支払・代金回収

196

4.9% 107.1%

8

8 バッグ類（含財布）

86

3.3% 136.5%

13

8 商品の未着・延着

184

4.6%

9 家具・収納用品等

75

2.9% 100.0%

9

9 個人情報など

148

3.7% 127.6%

9 紳士衣料品

75

2.9% 125.0%

14

10 返金

142

3.6%

（16.7％）、通販一般が 123 件
（3.1％）、で非会

98.6%

9

インターネット媒体の合計は 2,669 件で媒
体が判明した総合計に対し８割を超えます。

らの相談は 634 件、割合は 15.9％でした。
その内容は、返品や交換の可能性を問うもの

6
11

イルが同 PC を超えて、１位となりました。

員相談が６割以上を占めました
（図２）。
また、全国の消費生活センター等公的機関か

77.6%

商品分類別相談内容件数は
（表１）
、苦情相談
内容別件数は
（表２）
のとおりです。

や、返品特約の表示方法に関して意見を求める

典型的な相談事例

ものが多くなっています。
広告媒体別の相談件数＊２は、１位はインター
ネット（モバイル）1,364 件、２位はインター
ネット（PC）1,305 件、３位はテレビ 267 件、
４位はカタログ82件、
５位は新聞81件でした。
個別に集計を始めた 2011 年度以降初めてモバ

事例 1
新聞折り込みチラシを見てジューサーを購入し
た。一度使ってしまったのだが期待した商品では
なかったので返品しようと思い、連絡したが断ら
れた。通信販売はそういうものか？


＊２	相談において媒体が判明した件数
（3,269 件）判明率は 82.2％
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（60 歳代

女性）

困ったときの相談機関

２回目からは自動的にお届け、10 日後に４カ

事例２
テレビを見て、弱い電流が流れるグローブタイプ
の美顔器を注文した。グローブに手を入れてみた
が、効果がなさそうなので返品したいと会社に連
絡したが
「開封後や通電後は返品できません」と言
われてしまった。このような商品は、使ってみな
いと分からないと思う。電池を入れスイッチは入
れたが未使用なので、返品できないものだろうか？
（50 歳代



女性）

月分を一括でお届け、総額 39,900 円、３回目
以降はいつでも解約可」と広告に表示し、２回
目で高額な金額を請求する事業者が登場し、
「約
４万円もの振込用紙が届いたがとても払えな
い、表示を見落として申し込んでしまったが、
なんとかならないか」
といったものや、
「定期購
入の解約をしたいが、電話がつながらない」と
いった多くの相談が入っています。

通信販売は消費者が自らの意思で購入の申し

②
「SNS 上の通販広告」
について

込みを行うもので、「不意打ち性」がないため

当相談室で把握できる範囲の件数ですが

クーリング・オフの適用除外とされていますが、

2018 年度は 137 件で総相談件数の 3.3％でし

クーリング・オフができる
（＝返品ができる）
と

た。
絶対数は少ないですが年々増加しています。

思っている消費者も多く、このような相談は毎

そのうち 131 件が苦情で、内容は
「契約・解約」

年入っています
（事例１）。

の関するものが 58 件、
「電話がつながらない」

また、事例２のように未使用・未開封商品の

35 件、
「返品・交換」
に関するものが 25 件でし

返品に関する相談も毎年入ります。これは
「未

た。相談内容を事業者別に見たところ、
「海外

使用・未開封」の認識が、事業者と消費者で食

に拠点があると思われる企業から購入したが、

い違っているために起こっています。一般的に

あまりにも粗悪だった。注文とは異なる商品が

商品の配送箱は開封しても
「開封」とはされず、

届いた」
というものや、
「ダイエットを目的とし

化粧箱を開封すると
「開封した」とされ、また、

たサプリメントや飲料、また化粧品等を
『定期

電気製品の通電後は
「使用した」
と見なされます。

購入制度』
を利用して販売する企業」
に関するも
のが上位を占めています。

注目すべき特定事例

従来の新聞やラジオ、またテレビ等の通販広

①健康食品や化粧品等の
「定期購入」
について

告は、
「考査」
という媒体側の厳格な審査を経て

非会員に関する相談は、前年度の 667 件から

掲載されているため、事業者や内容への一定の

460 件となり 207 件減少しました。2017 年

信頼性は保たれていると考えられますが、「新

12 月、特定商取引法の改正に伴う改正施行規

興」の域である
「SNS 広告」は、国内のさまざま

則において「商品の売買契約を２回以上継続し

な事業者のみならず海外の事業者も出稿してい

て締結する必要があるときは、
その旨及び金額、

ることを理解して、消費者は事業者の住所や電

＊３

契約期間その他の販売条件を表示すること」

話番号等の表示内容や取引条件等を十分に確認

が義務づけられ、この改正が減少につながった

して利用することが重要です。

と考えられます。

相談するに当たって

しかし、2019 年４月度から９月度の相談件
数を見ると、同件数は 469 件となりました。

申込先は対応の重要な手掛かりです。特にテ

この数値は 2018 年度の同時期 269 件に対し

レビやラジオ等の電波媒体の場合は、申込時に

174.3％にもなり、明らかに増加傾向にあるこ

商品名や会社名または番組名をメモしておくと

とを示しています。相談の中には、
「初回300円、

スムーズです。

＊ 3	具体的には
「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0007.pdf
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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
回
最終回

SDGs

企業の消費者志向経営の推進と
SDGs への取り組み

坂倉 忠夫

Sakakura Tadao

公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）専務理事

１点目は、社会からの要請や期待に応えるとい

消費者志向経営と SDGs
近年、企業の消費者志向経営

うことです。従来、わが国においては、社会的課
の推進の機

題の解決は行政の役割とされていましたが、近

運が高まりつつあります。消費者関連専門家会

年、地球環境、貧困、少子高齢化などの問題が

議（以下、ACAP）では、かねてより消費者志向

深刻化し、その解決を企業にも期待される時代

経営の推進をミッションに掲げ活動していま

になってきました。さらに、消費者や投資家な

す。消費者志向経営の一番の基盤は、企業と消

どのステークホルダーが企業を評価する際に、

費者との双方向のコミュニケーションの深化に

CSV ＊２、ESG 投資 ＊３ などとともに SDGs が、

よる信頼関係の構築です。企業は、直接のお客

未来という時間軸を加えた新しい物差しとして

様だけでなく消費者全体をみることで、必然的

注目されるようになり、SDGs に向き合わない

に企業市民として、社会の一員として、社会的

企業はステークホルダーからの信頼を失うリス

責任を果たしながら持続可能な社会へ向けた活

クがあります。SDGs への取り組み姿勢が消費

動に取り組まねばなりません。その意味で、企

者の購買行動や投資家の評価を左右し、事業活

業の消費者志向経営の推進は、SDGs の達成に

動へ影響を及ぼし始めているのです。

＊１

２点目は、SDGs の達成につながる新しい製

つながるといえます。
特に、SDGs の目標 12
「つくる責任 つかう

品・サービスの開発や新たなビジネスモデルの

責任」は、すべての消費者と企業にかかわる目

創造などのイノベーションによる、新規市場の

標です。企業が持続可能な生産を行い適切な情

開拓やビジネス機会の創出です。これは企業価

報を提供し、一方で消費者もエシカル消費など

値の創造につながります。

持続可能な消費により企業を育て社会を変えて

このように、企業にとって SDGs は取り組み

いくのです。持続可能な生産消費形態を確保す

次第でリスクにもチャンスにもなり、持続的成

るためには、消費者志向経営の基盤と同様に、

長をしていくために避けて通ることはできない

消費者と企業の双方向のコミュニケーションの

課題なのです。

深化が欠かせません。

企業の SDGs 取り組み事例

企業にとっての SDGs

日本経済団体連合会が 2017 年に、企業行動憲

企業が SDGs に取り組む意義は大きく２つあ

章＊４ を改定したこともあり、SDGs への対応を
重視する企業が増えています。

ります。

＊ 1	企業が、消費者全体の視点に立ち、健全な市場の担い手として消費者の信頼を獲得するとともに、持続可能で望ましい社会の構築に向けて社会
的責任を自覚して事業活動を行うこと。
＊２	Creating Shared Value：共有価値の創造。企業の事業を通じて社会的な課題を解決することから生まれる「社会価値」と「企業価値」を両立させ
ようとする経営フレームワーク。
＊３	従来の財務情報だけでなく、環境
（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）要素も考慮した投資のこと。
＊４ https://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/charter2017.html
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考えよう!
取り組もう!

写真１ 低出生体重児用紙おむつ製品

SDGs

写真２ 新生児集中治療室での使用例

次の 2 事例は、「ACAP 消費者志向活動表彰」

写真３「はぎれわっか」
で作ったコースター

当たっての課題を２点述べます。

を受章した活動です。

１点目は、本業を通じた活動として長期的視

事例１

点に立った経営戦略が必要なことです。社会的

ユニ・チャーム株式会社では、目の前の小さ

課題の解決のためには、利益が出たときだけ社

な命に真摯に向き合う消費者志向活動を展開し

会貢献を行うのではなく、本業を通じた継続的

ています。低出生体重児 (2,500g 未満 ) は年々

な取り組みが不可欠です。また、どの目標に取

増加傾向にありますが、ぴったりとした紙おむ

り組むか、自社の事業活動との関係性を鑑み優

つがありませんでした。そこで、赤ちゃん一人

先順位づけや絞り込みを行うことが大切です。

一人に快適な紙おむつを提供するという社会的

さらに、SDGs への取り組みは、短期的な利益

使命に立ち、低出生体重児用紙おむつ製品
（写真

にはつながらなくとも、長期的にはビジネスを

１、2）
を開発したのです。現在では、海外へも

持続可能とし、企業価値を高めるという大きな

販売地域を拡大するとともに、
「小さないのち

利益につながりますので、一部署に任せずトッ

応援プロジェクト」による寄付活動を行い、低

プのコミットメントのもと会社全体で取り組む

体重で生まれた赤ちゃんとそのご家族、医療従

姿勢が必要です。

しん し

事者を支援するなど、本業を通じた社会貢献を

２点目は、消費者が共感できるストーリーを

展開し、多くの感謝と高い評価を受けています。

作ることです。消費者が持続可能な消費を行お

この活動は、SDGs の目標３
「すべての人に健

うとしても、SDGs への関連性や納得性を感じ

康と福祉を」につながります。

ないと企業や商品の選択ができません。取り組

事例２

む社会的課題や生み出す価値など、消費者が共

タビオ株式会社は、靴下の製造過程で出るリ

感できるスト―リーを持った商品・サービスの

ング状の廃材「はぎれわっか」
を特別支援学校や

提供や企業活動ができるかどうかが
「カギ」にな

老人福祉施設等に無償提供し、コースター
（写

るでしょう。その際、SDGs ウォッシュ＊５と言

真３）やマット等の作品を作る活動を支援して

われないよう、実のある取り組みを行うのはも

います。廃材を焼却せずに利用することで CO2

ちろん、都合の悪い部分にも目を向けた誠実な

排出削減になるだけでなく、製作作業が機能訓

情報開示が必要です。

練やリハビリにもつながると好評で、提供した

ACAP では、会員企業への SDGs の理解促進

施設は既に 500 カ所を超えています。これは

を図るとともに消費者志向経営の推進が SDGs

SDGs の目標 12 につながります。

の達成につながることを訴求・啓発していくこ

今後の課題

と で、 消 費 者 志 向 経 営 の い っ そ う の 推 進 と
SDGs への貢献を図ってまいります。

企業が SDGs に向けた活動を展開していくに
＊５	SDGs に本気で取り組むつもりはないにもかかわらず、あたかも取り組んでいるように装ったり、そう見えるようにすること。
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賃貸借契約に関する改正のポイント（3）

民法改正による

不動産取引への影響
第

3

賃借人の原状回復義務／
敷金に関するルール

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。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

1. 賃借人の原状回復義務

（以下、ガイドライン）
」＊２は、賃借人の原状回

建物賃貸借において一番多い苦情・トラブル

復をこのように定義して、
「賃借人の故意・過失、

相談が、退去時の原状回復費用の負担に関する

善管注意義務違反、その他通常の使用を超える

ものです。賃貸借契約が終了した場合、賃借人

ような使用による損耗・毀損」は賃借人負担で

には原状回復義務があり、賃借物を原状
（元の

あるが、
「賃借物の自然的な劣化、損耗等
（経年

状態）に戻して賃貸人に返還しなければならな

変化＝自然損耗）及び賃借人の通常の使用によ

いと解されています。しかし、賃借人が原状回

り生ずる損耗等
（通常損耗）
」は賃貸人負担であ

復義務を負うこと、賃借人の原状回復の範囲に

る考え方を示しています。

ついて、改正前民法

＊１

では文言上明確ではあ

消費生活センターをはじめとする相談窓口で

りませんでした。

は、原状回復費用の負担をめぐるトラブル相談

■ 最高裁 平成 17 年 12 月 16 日判決

に対して、過去の裁判例やガイドラインの情報

賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約
の本質上当然に予定されているものであり、
それゆえ、建物の賃貸借においては、借主が
社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃
借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常
損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、
減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の
中に含ませてその支払を受けることにより行
われている。

提供を行うとともに、ガイドラインの考え方に

判例は、通常使用による劣化・損耗は賃借人

法律上のルールとして明文化しました。

基づいて当事者間の費用負担の調整方法、解決
方法等の助言・提案がなされています。
改正民法は、賃貸借が終了したときは、賃借
人は原状回復義務を負うことおよび判例で示さ
れた賃借人負担となる原状回復の範囲の考え
方、賃借人の原状回復の費用負担のあり方等の
一般的な基準を示したガイドラインの考え方を

に原状回復義務がないことを判示しています。

■「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
での原状回復の定義
原状回復とは、賃借人の居住、使用により発
生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・
過失、善管注意義務違反、その他通常の使用
き そん
を超えるような使用による損耗・毀損を復旧
すること。

【改正民法 621 条】
（賃借人の原状回復義務）
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生
じた損傷（通常の使用及び収益によって生じた
賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除
く。以下この条において同じ。）がある場合に
おいて、賃貸借が終了したときは、その損傷
を原状に復する義務を負う。ただし、その損
傷が賃借人の責めに帰することができない事
由によるものであるときは、この限りでない。

＊１ 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。
＊2

国土交通省
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」2011 年 8 月再改訂
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
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民法改正による不動産取引への影響

敷金の定義を定め、判例で確立されている敷金

〈原状回復の３つのルール〉
①賃借人は賃貸借が終了したときは賃借中の
損傷について原状回復義務を負うこと
②通常損耗、経年変化については原状回復義
務を負わないこと
③賃借人に帰責事由がない損傷については原
状回復義務を負わないこと

に関するルールを明文化しました。
【改正民法 622 条の２】
賃貸人は、敷金（いかなる名目によるかを問わ
ず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ず
る賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的
とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸
人に交付する金銭をいう。以下この条におい
て同じ。）を受け取っている場合において、次
に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取っ
た敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借
人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする
債務の額を控除した残額を返還しなければな
らない。
一 賃 貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を
受けたとき。
二 賃
 借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
２ 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生
じた金銭の給付を目的とする債務を履行しな
いときは、敷金をその債務の弁済に充てるこ
とができる。この場合において、賃借人は、
賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充て
ることを請求することができない。

賃借人に原状回復義務が生じる損傷は、賃借
人に故意・過失、善管注意義務違反等の
「賃借
人に責任がある損傷」であることが明確になり
ました。法改正前もこの基本ルールの中での対
応がなされてきたのであり、新しいルールがで
きたわけではありません。
改正の前後で大きく異なるのは、ガイドライ
ンの考え方は賃借人の原状回復の一般的基準と
しての指針に過ぎなかったものが、その考え方
が法律上の基準となったことです。ガイドライ
ンの存在意義がさらに大きくなったといえます。
■「原状回復特約」
の効力への影響

賃貸借では、敷金のほか、
「保証金」
「権利金」

基本原則に反して賃借人に不利となる原状回
復義務を特約として定めることはもちろん可能

「礼金」
「建設協力金」などの名目で賃借人から

ですが、ガイドラインは、賃借人に特別の負担

賃貸人に金銭を差し入れることがありますが、

を課す特約は、①その必要性と合理的理由が存

金銭の趣旨・内容がこの敷金の要件に該当する

在すること、②賃借人が特約の内容を認識して

ものであれば、保証金、権利金等の名目によら

いること、③賃借人が義務負担の意思表示をし

ず、本条の適用を受けることになります。
賃貸人の敷金返還債務の発生時期＝賃借人の

ていることの３つの要件を満たしていなければ
効力を争われることに注意すべきとしています。

敷金返還請求権の発生時期は、判例法理に基づ

改正民法において賃借人の原状回復義務の範

き賃貸借が終了して賃貸物が賃借人から返還さ

囲を明確に規定したことで、その必要性と合理

れたときであることを明文化しました。

的理由が希薄と思われる原状回復特約は、特約

また、賃借人は債務を敷金から充当すること

としての効力の有効性のハードルがこれまで以

を賃貸人に請求できるかについて、判例に基づ

上に高くなったと思われます。

き賃借人からは債務を敷金から充当できないこ
とを明文化しました。

2. 敷金の定義を明確化
改正民法は、改正前民法には規定のなかった

〈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）
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

Kishi Yoko

シリコン製ケーキ型に有害物質の心配なし

スイス

● Konsumenteninfo AG
“K-Tipp”2019 年第 8 号

https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/test-die-besten-backformen-geben-kaum-heikle-stoffe-ab/
●ドイツ商品テスト財団ホームページ https://www.test.de/Backformen-im-Test-Spuren-von-Silikon-im-Teig-5495939-0/

マフィン、クグロフ＊ 1、ハート形ケーキ等を手作

めには、姉妹誌
“Bon à Savoir”
がある。

りするのに便利なシリコン製焼き型。柔軟性がある

テストの結果、微量の化学物質の移行は、全商品

ため壊れにくく、取り扱いも楽だとして人気が高い

でみられたという。ただし、程度はさまざまで、初

台所用品である。しかし、高温で菓子を焼く際、シ

回の使用時から基準値を大きく下回り、化学物質に

リコンに含まれる化学物質が生地に移行するのでは

よる影響の心配がまったくない商品があった一方

。そこで、消費者情報

で、3回使用後に初めて基準値を下回った製品もあっ

誌“K-Tipp”では、シリコン製焼き型 12 商品を対象

たという。シリコン摂取による健康への影響は、ま

に、使い勝手のほか、揮発成分の放出や生地への移

だ十分に解明されていないとのことだが、同誌は全

行の有無をテストした。

商品を合格とした。特に、ミニケーキ型 2 商品
（長

＊2

ないかと心配する声もある

ドイツ語で隔週発行される同誌の定期購読者数は

方形とハート形）
の総合点は、非常に高くなった。

85 万 6 千人に上り、人口 842 万人（そのうちドイ

また、使い勝手の面でも、全商品でほぼ問題ない

ツ語を母語とする者は 63%）のスイスでは、驚異的

とのことだった。食器洗い機で洗浄を 50 回繰り返

な数ともいえる。フランス語圏（23%）の読者のた

したところ、壊れた商品はなかったという。

＊1

帽子のような形のアルザス地方の代表的な焼き菓子

＊2

参考：ウェブ版
「国民生活」2015 年３月号「海外ニュース」参照 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201503_10.pdf

ドイツ

編集者の家庭で包装ごみ削減にチャレンジ

●商品テスト財団
『テスト』2019 年 10 月号 	 
https://www.test.de/Verpackungsmuell-Wie-viel-Muell-laesst-sich-vermeiden-Ein-Experiment-5519425-0/
●同 2019 年７月号 https://www.test.de/Natuerliches-Mineralwasser-im-Test-4258945-0/
●連邦環境庁ホームページ https://www.umweltbundesamt.de/umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trinken/trinkwasser#textpart-2

2016 年の統計によると、ドイツの家庭では１人

は、持参した木綿袋の重量を差し引いてくれないこ

当たり年間 103.5kg の包装ごみを排出し、そのほ

とがあった。しかも、ばら売り品はパック品に比べ

とんどが食料品に由来するという。商品テスト財団

て高くつくことが多かったという。

『テスト』誌の編集者 B 氏も、自身の家庭から出る包

次に着目したのが日常の飲み水である。連邦環境

装ごみの多さに唖 然 とする１人である。夫、10 代

庁は水道水の安全性を強調しているが、ドイツでは

の子ども２人とベルリンで暮らす B 氏が１週間に出

水道水をそのまま飲む習慣がなく、ミネラルウォー

す包装ごみは 60ℓ袋３つ分になり、特に目立つの

ター
（炭酸入りが主流）をケース買いする家庭が多

がプラスチックだという。そこで、包装ごみをどの

い。水道水を飲めば環境にも財布にもやさしいと考

くらい減らせるか、自身の家庭で実験してみた。

えた B 氏が炭酸水製造機を購入し、水道水利用に切

あ ぜん

まず、スーパーのセルフ棚に並ぶ肉・魚・チーズ

り替えたところ、大量の容器が削減できたという。

のほとんどすべて、
野菜・果物の３分の２程度がパッ

さらに、大容量品や詰め替え品等も利用すること

クずみであることから、自宅より容器・袋を持参し

で、最終的に重量比 75% の包装ごみを削減できた

て、量り売りコーナーで購入することにした。とこ

が、今までの買い物より時間とお金がかかる結果と

ろが、衛生上の理由から、持参した蓋付き容器によ

なった。また今回、内容物を守るために不可欠な包

る肉類購入を断られたり、野菜・果物の量り売りで

装が多い事実にも気づいたとのことである。

ふた
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海外ニュース
文/安藤 佳子

オーストラリア
● CHOICE ホームページ

Ando Yoshiko

今年のションキー賞を発表

https://www.choice.com.au/shonky-awards

CHOICE（オーストラリア消費者協会）
は 2019 年

ほか

●電子機器等の大手通販サイト：顧客第一を掲げな

10 月、14 回目の「ションキー賞」の受賞者を発表し

がら、不良品の返品・返金になかなか応じない。

た。「ションキー」
とはオーストラリアなどの口語で

●自然派志向の食品メーカー：政府制定
「健康指数

「信用できない、粗悪な」
ものを指す。性能が著しく

４つ星」付きの子ども向けチョコ風味シリアルは表

劣る、基準違反などで消費者に不利益や危害を与え

示されていない糖分が 22％以上あり、この製品で

た製品や企業を厳しく批判する目的で同賞を公表し

１日の食物繊維を摂取すると糖分が 62g にもなる。

ている。

●世界最大の家具製造販売会社の冷蔵庫：
「シンプ

毎年、消費者から多数の候補が寄せられ、CHOICE

ル機能で手頃な価格」というが商品テストで冷却性

が実際にテスト、調査して決定する。フェイクレ

能が劣悪。また、表示と異なり、維持費は高くつく。

ビューや悪徳セールスマンが横行する今こそ、独自

●民間医療保険市場のシェア３割の保険会社：保健

の声で真実を明らかにする役目があると CHOICE は

省が 2019 年導入した
「金・銀・銅・基礎」の４段階

述べている。2019 年の受賞は次の６件。

の保険料と保障を比較すると、最下部
「基礎」が「銅」

●金融サービスの最大手：転職等で放置された年金

より保険料は高いのに保障範囲は限定的。

基金の休眠口座 100 万件以上の手数料を長年徴収

●ペット保険全般：毎年の更新ごとに勝手な条件変

し、年金受取額を大きく減少または消滅させた。

更や保険料の大幅値上げなど、不公正極まりない。

アメリカ

新車アセスメントプログラムの更改に期待

● NHTSA ホームページ https://www.nhtsa.gov/press-releases/ncap-upgrades-coming
 ttps://www.consumerreports.org/car-safety/federal-car-crash-testing-needs-major-overhaul-safety-advocates-say/
● CR ホームページ h
https://www.consumerreports.org/car-safety/crash-test-bias-how-male-focused-testing-puts-female-drivers-at-risk/ ほか

NHTSA（アメリカ運輸省道路交通安全局）
は U.S.

などで更改は進んでいない。また、統計では交通事

NCAP（以下、NCAP：新車アセスメントプログラム）

故の死傷者は男性のほうが多いが、これは男性が運

創設 40 周年に当たる 2019 年 10 月、プログラムの

転する機会が多く違反しやすいためで、実際には、

大幅な更改を 2020 年に実施すると発表した。

事故時にシートベルト着用の運転席および助手席の

1979 年創設の NCAP は、人型ダミーを乗せた新

女性が死亡する可能性が 17％も高いこと、正面衝

車を壁に衝突させて安全性を測定するという、当時

突で負傷する可能性は女性のほうが 73％も高いこ

としては画期的なプログラムで、消費者の安全性評

とが分かったという。メーカーが男性のダミーのみ

価の指標となり、安全性の５段階星マーク表示は広

を使って安全性を開発してきた弊害だとする CR（コ

く普及した。メーカーに車の安全性を向上させた貢

ンシューマーレポーツ）は、女性と子どもの特性に

献度は大きいと NHTSA は誇るが、いまだ交通事故

適したダミーの導入を急ぐべきと強調する。

の犠牲者は国内で１日 100 人以上に上る。この 10

NCAP に続き多くの国や地域の NCAP も創設さ

年間、NCAP は進化せず、最近では簡単に合格で

れた。ワシントンの安全擁護団体は報告書で、ユー

きる状態で、本当に安全な車か区別できない。

ロ NCAP で実施している最新テクノロジーを駆使

NHTSA は 2015 年に衝突回避テクノロジー等を
含む大きな更改計画を発表したが、メーカーの意向

したNCAPにはない14項目の安全性評価を紹介し、
NCAP の改善を要請した。
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探検！

最終回

計量の世界

計量に関する Q&A

東京都計量検定所

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

今回は最終回です。東京都計量検定所によく
寄せられる質問や疑問のうち、連載で扱わな
かった身近な事例の一部を紹介します。

Q はかりの正しい使い方を教えて！

物を完全に取り除くことです。
一般的に立ち入り検査で量目の不足が発生す
る主な原因は、以下のとおりです。
1. 風
 袋量の間違い：計量時にトレイ、容器、添え物
などの風袋量を引き忘れたり、間違って引いた

A

はかりは、下図に示す事項に注意して正し
く使いましょう。

りすることが多くみられる。包装容器等の変更
時に計量器の風袋量の設定を変更し忘れること
が多い
（立入検査で指摘される事項の約 70％）
。

水平

2. 水分の蒸発等による自然減量：青果や総菜に多
くみられる。長期保管による乾燥や高温による
蒸 発 が 原 因（ 立 入 検 査 で 指 摘 さ れ る 事 項 の約

はかりは平らで固い台等
の上に水平に置く

20％）。

はかりの指針は正しく０点に

3. 計量器の不適切な使用や粗雑な計量等：ラベル
の貼り間違いやはかりの載せ台に異物が接触。

Q タクシーの運賃が毎回違うのはなぜ？
A

商品は、はかりの皿の中央に

Q

急激な温度の変化、
風・湿気・振動は大敵

食料品の内容量を確認するには？

A

皆さんが日常購入する食料品の内容量は、
一般的に次の方法で確認しています。
① 購入した商品を包装されたそのままの状態で計
みながけりょう

量する
（この計量値を皆掛量という）
。
② 肉や魚など商品の内容物を包装材（袋・トレイ・
ラップ・紙箱など）
から取り出す。
 容量に含まない包装材と添え物
③内
（ワサビやタレ、
飾りの部材など）などに付着したドリップなど
の水分や肉片などの付着物をすべて取り除く。
ふうたいりょう

④ ③の重さ（風袋量という）
を計量する。
⑤ ①の皆掛量から④の風袋量を引くと内容量が求
。
められる（この値を実量という）

実量

皆掛量

風袋量

食料品は、内容量に含むドリップ、調味液な
どの水分や油、微小な肉片などが包装材に付着
して残り、内容量だけを直接正確にはかること
が困難なので、この方法で行います。ここで重
要なのは、③の包装材や添え物から水分や付着

タクシーで駅前から自宅まで同じ道を走っ
たにもかかわらず、支払う運賃が違うことがあ
りますよね。これは、一般のタクシー運賃が距離
だけで決まるのではなく、時間距離併用制とい
う、速度が 10km/h 以下の走行が一定時間続く
と距離に加えて時間の経過で料金が上がる運賃
制度だからです。走行中に渋滞でノロノロ運転
したり、信号で何度も停車したりするとその分
運賃が上乗せになります。また、深夜・早朝割
増という運賃もあります。
タクシーメーターは、
各都道府県の計量検定所で１年に１度
「装置検
査」
を受け、これに合格した、正しく距離を計量
するメーターだけが営業に使用されています。

Q

宝石のカラットはSI単位じゃないの？

A

質量の SI 単位は kg です。宝石の質量の計
量に使用される
「カラット
（ct）
」という単位は SI
単位ではありませんが、宝石を取引する際の計
量に古くから国際的に使用されています
（1ct=
200mg）
。そのため、計量法では宝石の質量の
計量の用途に限りその使用を認めています。カ
ラット以外にも真珠の計量に日本の
「もんめ」、
金貨の
「トロイオンス」
、血圧の
「 mmHg 」
、人の
摂取熱量の
「カロリー」
、航海の
「海里」
などが用
途を限定して使用が認められています。
ちなみに、
「カラット」
は古代エジプトやアラ
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探検！計量の世界
ビアで生まれた単位で、分銅として約
0.2 ｇの
そろ
重さで粒が揃ったキラト豆
（いなご豆）
を使用し
ていたのが語源といわれています。

・店舗の賃貸料を決定する際の面積の計量
・集合住宅や賃貸ビルでの料金徴収のための電気、
ガス、水道などの子メーターによる計量

Q ビール瓶も計量器って本当？

取引に非該当
・製造事業者が生産工程において内部的に行う各

A

ビール瓶、日本酒の一升瓶などある高さま
で液体商品を満たした場合に正しい量となるよ
う法の規定に従い製造された透明または半透明
のガラス製容器を
「特殊容器」
といいます。
特殊容器は正確には計量器ではありません
が、図のビール瓶のように
「特殊容器の表示」
が
容量の表示とともに付された容器
じゅう て ん
は、規定の高さに指定の液体が充填
されていれば記載された容量がある
とみなされます。これらの瓶はリ
ターナブル瓶とも呼ばれ、環
633ml
境面からも注目されています。

Q

種の計量（材料の調合、長さのチェック等）
・家庭内での計量（日曜大工、調理の際の計量）
・友人間等での単発の物品のやり取りの際に行う
計量（業務上とは認めがたいもの）
・たまたま隣人に米を分ける際に行う計量
証明に該当
・自治体が公表のために行う大気濃度等の計量
・国税庁の酒税賦課目的のアルコール濃度計量
・土地の登記に際して行う面積の計量
・行政への報告のために工場が行う排水の計量
・法令に基づく健康診断で行われる体重測定
・検察庁における実地検証のための計量

計量士になるには、どうしたらいいの？

証明に非該当

A 「計量士」は、一定の計量知識・技術を有す

る者に計量制度の職務を分担させ、自主計量管
理の推進を図り、適正な計量の実施を確保する
ことが目的の国家資格です。計量器の整備、正
確な計量の保持、計量方法の改善その他適正な
計量を確保するために必要な処置を講ずること
が職務で、①一般 ②環境の濃度関係 ③騒音 ･
振動関係の３種類に区分されています。
計量士の資格取得は、次の方法があります。
詳細はお近くの計量検定所にお尋ねください。
（1）
国家試験コース
計量士国家試験
（年１回）に合格し、実務経験など
所定の登録要件を満たすことで取得する方法
（2）
資格認定コース
国立研究開発法人産業技術総合研究所計量研修セ
ンターにおける一定の教習課程を修了し、所定の
認定要件を満たすことで計量行政審議会の資格認
定
（年２回）
を受け取得する方法

Q

取引・証明の計量の具体例は？

A

第６回＊で解説した取引・証明の具体例を
紹介します。
取引に該当
・食料品の販売に際しての質量の計量
・ガソリンや灯油の販売に際しての体積の計量
・タクシーの料金算出に際しての距離の計量
・服地販売に際しての長さの計量
・宅配便の料金算定の際の質量および長さの計量

＊

・自分の健康管理のための体重測定
・研究所等が内部的に行う各種の計量

その他、本来は証明ではありませんが、
「鉄道
車両の運行に関する圧力の計量」
「高圧ガスの製
造に関する温度の計量および圧力の計量」は車
両・船舶の運行または火薬、ガスその他の危険
物の取り扱いに関し人または財産に対する危険
防止のため、証明と見なして規制しています。

Q

環境の計量について教えて！

Q

不適正な計量を見つけた場合には？

A

昭和40年代の公害問題の深刻化を契機に、
騒音・振動・汚染
（汚濁）
濃度の環境に関する法
規制が行われました。計量法においても昭和
40 年代後半に、環境計量器の検定開始、計量
証明事業者および計量士制度に環境区分を追加
する改正を実施しました。その後、2001 年に
は当時問題となったダイオキシンなどの極微量
物質の計量証明事業への対応を図るため、新た
に特定濃度の区分を追加しています。

A

不適正と思われる計量の事例を見つけたと
きは、お住まいの都道府県の計量検定所や消費
生活センター等にご相談ください。内容によっ
ては、対象事業者への立入検査などを実施して
状況を確認し、必要に応じ指導を行います。ご
相談の際には、当該事例について日時、場所、
商品、計量器、確認方法などを具体的にお伝え
いただくと円滑な処理が可能となります。

ウェブ版
「国民生活」2019 年９月号「計量の世界」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201909_10.pdf

2019.12 国民生活

25

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

消費者教育
実践事例集

68 回

模擬裁判の論戦を通じて
ネットトラブルを学ぶ
斎藤 千栄美

Saito Chiemi

勝山市消費者センター 副所長

人口約 23,000 人の福井県勝山市。消費生活相談員として 20 年の経
験と実績に基づいた消費者行政業務を日々遂行している。

福井県勝山市消費者センター（以下、セン

1. 自己紹介

ター）では 2018 年３月に策定した「勝山市消費

2. 授業ルールの説明
3. チームに分かれる

者教育推進計画」に基づき、ライフステージに

A チーム【原告】動画配信サービス事業者役（セ

応じた体系的な消費者教育を推進しています。

ンター相談員）＋担当弁護士役（児童 4 名）

へい せん じ

本稿では、2019 年 7 月に市立平泉寺小学校

Bチーム【被告】動画を視聴した小学生役（教諭）

で福井弁護士会の弁護士の協力のもと実施し

＋担当弁護士役（児童 4 名）
4. 相談員と教諭がトラブル事例を即興寸劇で紹介

た、消費者教育の授業について紹介します。

【事例】小学生がネットの動画を見ていたら有料

授業実施に至った経緯とねらい

サイトにつながり、5,000 円の請求画面が表示
された。そして、住所と保護者の氏名を入力す

2019 年 5 月に小学校校長会にてセンターが

れば視聴料を請求しないと表示されていたので
従った。すると後日、裁判所から視聴料の督促

消費者教育の授業のお手伝いをする準備がある

状が届いた。

ことを伝えました。一方で、同月にセンターで

5. チームごとに主張をまとめる

定期開催している消費生活法律研修の際に法教

（例）払ってほしい理由、払いたくない理由

育と消費者教育の共同授業ができないかを弁護
士と検討しました。そうしたなか、6 月に平泉

●２限目

寺小学校の社会科および家庭科の教諭より授業

準備する物：ネームカード（裁判官、書記官、原告、

の依頼があり、7 月にセンター、小学校、弁護

被告）、小道具（六法、書記官用パソコン）、弁護士
用ひまわりバッジ（手作り）、傍聴席（報道機関等）

士の協働で授業を行うことになりました。

1. 法 廷に見立てた別の教室へ移動し
「入廷」する

平泉寺小学校は全校児童数が 39 名で、その

（図および写真）

うち、今回の授業の対象者は 5・6 年生 8 名
（複

2. 裁判官に扮した弁護士が本裁判の趣旨とルール

式学級）です。

の説明をする。ルールは作戦タイム 2 分×弁論
４回（原告、被告の順で）

本授業は子どもたちが原告側
（事業者）
と被告

3. 裁判

側（消費者）に分かれ、模擬裁判での論戦を通じ

4. 結審

て子どもたちを取り巻く消費者トラブルについ

5. 原告、被告、裁判官がそれぞれの立場で感想を

て学び考えることをねらいとしました。

ネットトラブル事例を題材に

述べる

②注意した点

①授業の流れ

授業の準備や実施に当たって注意した点は次

当日の授業の流れは次のとおりです。
●１限目

のとおりです。
◦多忙の教諭と弁護士に負担がないように工夫

準備する物：タブレット端末、請求画面等の紙
（動
画、5,000 円請求画面、住所入力画面）
、訴状

しつつ、段取り、シナリオをセンターが考えた。
◦センターと関係機関との書面でのやり取りを
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図

写真 裁判官役の弁護士を交えた
模擬裁判のようす

法廷のレイアウト
裁判官
（弁護士）

A チーム

弁護士
（児童）
弁護士
（児童）
弁護士
（児童）

書記官
（教諭）
証人席

B チーム
被 告

弁護士
（児童）

●
○
○
○
○

原 告

事業者
（相談員）

●
○
○
○
○

消費者（教諭）
弁護士（児童）
弁護士（児童）
弁護士（児童）
弁護士（児童）

傍聴席

極力減らし、打ち合わせは対面か電話ですま
せるようにした。

教諭や弁護士とは、日ごろから法教育や消費
者教育について話すように努めていました。そ

◦教諭が子どもたちの金銭感覚を把握している

のためか、
「子どもたちの将来のためにいい授

ため、子どもたち自身の実生活に基づいた消

業をしたい」と心を１つにしてもらえ、すべて

費生活事例についてアドバイスをもらった。

の工程がスムーズでした。社会科、家庭科を区

◦教諭が子どもたちの能力を把握しているため、

分けすることなく、両教諭が協力してくれたこ

能力が生かせるチーム分けをしてもらった。

とも意義のある授業につながったと思います。

◦子どもたちが楽しく考えられるよう
「ゲーム」
要素を各所に盛り込んだ。

弁護士は激しい弁論のやり取りの中で、子ど
もたちが自然と折衷案を提案してきたことに驚

◦子どもたちの発言はすべて拾い、肯定的に受

いていました。また、弁護士会に本成果が伝わ

け止めた。教諭、弁護士、相談員は出た意見

り、今後も継続的に模擬裁判を通じた消費者教

をすべて褒めるようにした。

育の授業に協力いただけることとなりました。

◦法律用語、大人の言い回しなど、難しい用語

授業後の子どもたちの感想としては
「自分は

は一切使わない。

だまされないようにしたい」
「だまされた人がい

③模擬裁判のようす

たらセンターを紹介する」
という声のほか、「本

原告側、被告側ともに熱戦でした。作戦タイ

物の弁護士を見たのは初めて。かっこいい」
「将

ムでは「どうやったら払ってもらえるか」
「どう

来、弁護士になりたい」などという声もありま

して払わなければならないのか」について真剣

した。

に討議していました。また、相手の答弁をしっ

今後も教育現場と連携した
消費者教育を

かり聞くこともできました。
最後に、裁判官役の弁護士からは
「今回は事
業者と消費者の間で契約の手続きがされていな

当センターは今後も教育現場と連携し、小中

いので払わなくてもよいと考えることができ

学校のエシカル消費に関する授業や、ネット利

る」と説明があり、相談員からは
「困ったときは

用によるいじめや生活習慣の乱れを未然防止す

センターに相談してほしい」
と話しました。

るスマートルール作りのお手伝い、高校美術部

④本授業の成果と子どもたちからの感想

による啓発イラスト作成など、ネットワークの

本授業を通じて子どもたちは、ネットをめぐ

広さとフットワークの良さを生かして、当市の

る消費者トラブルの注意点と対応、また、具体

めざすべき街の姿として掲げる
「小さくてもキ

的な伝え方についてみんなで考え、学ぶことが

ラリと光る誇りと活力に満ちたふるさと勝山」

できました。

にあるべき消費者育成を遂行していきます。
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サポ・ちばの活動と
申入れの概要

マスコットキャラクター
サポっち・ちぽっち

特定非営利活動法人消費者市民サポートちば

拝師 徳彦

Haishi Norihiko

2016 年 12 月に非営利活動法人として登記。2019
年 6 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市民サポートちば理事長、弁護士

当会は県の配慮で、早い時期から県内の消費

組織の概要

生活センターの職員や相談員が集まる場で、当

消費者市民サポートちば
（サポ・ちば。以下、

会の活動の紹介や情報提供のお願いをしてきま

当会）は、2019 年６月６日、令和初、全国 20

した。そのため、消費生活センターからも情報

番目の適格消費者団体として認定を受けまし

を提供していただいています。

た。2016 年５月に設立準備会を立ち上げ、同

検討委員会では、これまでに合計 27 件の事

年 12 月に NPO 法人化。準備会立ち上げ直後

案を取り上げました。申入れの結果、一部改善

から事業者への申入れ等の活動を継続的に行

が認められたものが５件、ほぼすべて改善が認

い、今回の認定に至りました。

められたものが４件。改善の意向が示され結果

2019 年 10 月４日現在の会員数は 129 会員
（個人正会員 103 名、賛助会員 14 名、団体正

の確認待ちのものが３件。いずれも適格消費者
団体の認定前に申入れを行ったものですが、

会員 12 団体）となっています。理事は 18 名で、

思った以上に改善が見られ、驚きつつも消費者

弁護士８名、消費生活相談員３名、生協関係３

にとって喜ばしい状況です。適格消費者団体の

名、学者２名、消費者団体より１名、司法書士

存在が社会的に認知されつつある証左ではない

１名という構成です。千葉ではもともと
「消費

かと思いますし、先輩の適格消費者団体の皆様

者行政充実ネットちば」という任意団体を通じ

のこれまでの精力的な活動のたまものであると

て、こうした関係者らが連携しながら活動して

感謝しております。

きた実績があったため、当会の結成・活動に当

これまでの主な申入れ事案

たっては割とスムーズに関係団体の協力が得ら

申入れを行った事案のうち、成果の上がった

れたのではないかと思います。このような経緯
もあり、非常に仲良くざっくばらんな雰囲気で

案件の中から３件を紹介します。

活動しています。適格消費者団体認定取得まで

事案

は千葉県からの助成金も下りていたため、財政

１

的にも大きな苦労はせずにすみました。

検討委員会の活動状況

データ復旧サービスに対する申入れ
パソコンのハードディスクのデータの復

旧サービスを行う事業者の事案です。ホー

検討委員会は弁護士（14 名）・司法書士
（１
名）・消費生活相談員
（６名）
・学者
（２名）の合
計 23 名で活動しています。これまで月１回の
ペースで検討委員会を開催してきました。
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ムページ上の広告に次のような問題があり
ました。
①
「データ復旧率」として 90％以上の数値
が記載されている。問い合わせの結果、算
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定の基礎となる「データ復旧ご依頼件数」

更できる旨の条項

は、初期診断のみで終了した件数が除かれ
ていることが判明。このことについての記
載なし。
②特段の根拠について表示することなく
「日本 NO.1 の技術力」
「 当社だけの独占技
術」
「国内で唯一当社だけ」
「独占技術での復
旧実績多数あり」
などと表示。
③一部費用のかかるケースがあるにもかか

①は消費者契約法８条１項１号および３号
に、②は特定継続的役務提供に該当することを
前提に特商法 49 条７項に、③は消費者契約法
10 条に、それぞれ違反するとして申入れを行
いました。その結果いずれの条項についても是
正が行われました。
事案

３

わらず「完全成功報酬制」
「成功報酬制」
と表
示。

中古品買取業者に対する申入れ
中古品買取業者の事案です。ホームペー

きょう たい

④「事業者の作業中に筐 体が破損した場合

ジ上の広告に次の記載がありました。

でも一切責任を負わない」
との記載あり。

①特段の根拠を示さず
「業界最速レベルの
スピード査定！」
「 お客様満足度〇％」など

①②は景品表示法５条１号の優良誤認表示

と記載

に、③は同条２号の有利誤認表示に、④は消費

②本の買い取りについて
「発売日から３カ

者契約法８条１項および 10 条に違反するとし

月以内の商品は 35％買取額保証」と記載

て削除・修正を求める申入れを行いました。そ

（実際には、数日かけて査定をし、査定終

の結果、いずれについても修正が行われました。
事案

２

了時点で発売日から３カ月を超えていた場
合には定価の 35％以上の買い取りをせず）

語学教育事業者に対する申入れ
オンラインのフランス語会話教室の事業

者の事案です。利用規約に次のような条項
がありました。
①事業者の債務不履行により利用者に生じ
た損害の一切について責任を負わない条項
および事業者の債務の履行に際してなされ

①については景品表示法５条１号の優良誤認
表示に該当、②については同条１号のほか２号
の有利誤認表示のいずれにも該当するとして、
削除・修正を求めて申入れを行いました。
①の表記についてはいずれも削除され、②に
ついても１カ所を除いて削除がなされていま

た事業者の不法行為について一切の損害を

す。残る１カ所について対応待ちの状況です。

負わない旨の条項

今後の課題

②事業者は、毎月、授業料に相当するレッ
スンクレジットを利用者に提供し、利用者
は受講しながらレッスンクレジットを消
化。これが消化できない場合には次月に残
クレジットを繰越しできる
「レッスンクレ
ジット繰越制」を採用。これを前提に、中
途解約の場合、
レッスン料の払い戻し、
レッ
スンクレジットの繰越し、翌月以降の消化
を一切認めない旨の条項
③利用者の承諾なく一方的に利用規約を変

以上のとおり、今のところ順調に申入れ活動
を行ってきましたが、適格消費者団体認定を受
け、差止請求訴訟に適した案件を模索中です。
１日も早い訴訟提起をめざして頑張りたいと思
います。
なお、当会の適格消費者団体認定取得後、県
からの助成は現在のところありません。各種講
座等を受託して、財政の安定化を図っていると
ころです。

2019.12 国民生活

29

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

16 回

AIスピーカー

（スマートスピーカー）

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。

最近よく耳にする
「AI スピーカー」とはどのようなもので
しょうか。使い方や機能について紹介します。

AIスピーカー
（スマートスピーカー）
とは

AIスピーカーの使い方や機能
起動ワード
（ウェイクワード）

AI スピーカーとは、クラウド型人工知能
（AI）

Alexaは
「アレクサ」
、Google アシスタントは

を搭載したスピーカーのことです。AI スピー

「OK Google」
、Clova は
「Clova
（クローバ）」、

カーというのは日本における呼び方であり、世

Siri は
「Hey Siri」が標準的な起動ワードですが、

界的にはスマートスピーカーと呼ばれていま

何種類かの他の文言に変更可能なものもありま

す。スマートスピーカーの
「スマート」
はスマー

す。

トフォンと同じく高機能という意味です。

音楽再生

起動ワード（ウェイクワード）
に続けて、音声

定額配信サービスと連携して使うのが基本的

で命令を行うことによって、音楽を掛けるだけ

な使い方です。AI 開発元が提供している定額

でなく、天気予報やニュースなどの情報収集を

配信サービスだけでなく、他の定額配信サービ

したり、アラームやタイマー代わりにできます。

スを使うことができる AI もあります。
音質については、各スピーカーによります。

また、AI の種類や環境にもよりますが、ラジ
オを聞いたり、スケジュール・タスク管理をし

定額配信サービスによっては、従前のものより

たり、家電や照明機器の操作をしたり、ショッ

も高音質なハイレゾ音源に対応したものもあり

ピングをしたり、調べものやアプリの操作をし

ますが、高音質で聞くためにはスピーカーにつ

たりすることもできます。

いても対応している必要があります。
スマホで聞いている音楽を AI スピーカーで

搭 載 さ れ て い る AI の 主 な 種 類 は、Alexa
（Amazon.com,Inc.）
、Google ア シ ス タ ン ト

再生することもほとんどの機種でできますが、

（Google）
、Clova
（LINE
（株）
）
、Siri
（Apple Inc.）

機種により接続や設定方法がさまざまなため、

です（括弧内は開発元）
。開発元は大手のデジタ

よく確認しましょう。

ルプラットフォーマーであり、各社のサービス

ラジオ
Siri以外では
「radiko.jp」
が組み込まれており、

と連動しています。AI の開発元は、自社で AI
スピーカーを提供していますが
（Amazon は

日本のAM、FMを聞くことができます。
「Home

「Amazon Echo」
、Google は
「Goole Home」
、

Pod」
でも、iPhoneに
「radiko」
のアプリを入れれ

LINEは
「Clova WAVE」
、Appleは
「Home Pod」

ば、 再 生 を
「Home Pod」で 行 う こ と に よ り、

など）、Alexa、Google アシスタントについ

アプリを起動する手間はかかりますが、日本の

ては他社からも AI スピーカーが提供されてい

AM、FM を聞くことはできます。
また、
「TuneIn」が組み込まれていることに

ます。
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用語
気になる この
より、世界中のラジオを聞くことができます。

AIスピーカーの選び方

天気予報やニュースなどの情報収集
音楽再生と並んでどの AI スピーカーでも使

AI スピーカーは、搭載されている AI によっ

える機能の１つです。天気予報やニュース情報

てできることが異なり、価格帯も数千円から数

の提供元によって、内容が異なることがありま

十万円と相当の幅があります。形状も、円筒の

す。外出前などに他の用事をしながら、確認で

ものが多いですが、小型のもの、時刻が表示さ

きるのが便利です。

れた置き時計のようなもの、ディスプレーの付

スケジュール・タスク管理

いたタブレットに近いものまで出ています。

各社のサービスと連携しており、スケジュー

価格差の主な要因はスピーカーの音質や機能

ルやタスクを確認したり、
追加したりできます。

によるものが多いと思われます。音質について

Google アシスタントでは複数のユーザーに対

は、個人の好みがあるので、聞き比べてみるしか

応していて、Google カレンダーと連携してい

ありません。あとは、どの程度のスペースがと

ることからスケジュール・タスク管理を得意と

れるのか、電源や Wi-Fi ルーターの位置、ディス

しています。

プレーが必要かなどを考慮するとよいでしょう。

家電や照明機器の操作

ディスプレーがあると、時刻・天気や流れてい

家電や照明機器を操作するには、AI スピー

る曲名などを見ることができて便利ですが、場

カーとともに、操作される機器が対応している

所を取るものが多いといった欠点もあります。

ことが必要ですが、日本では AI スピーカー対

バッテリーが内蔵されているものであれば外

応の機器（Wi-Fi 対応スマート家電）があまり普

出先で使うこともできますし、防水のものであ

及していません。

れば風呂場でも使えます。

赤外線リモコンで操作できる機器について
は、Alexa、Google アシスタントでは、他社

興味のある方はできるだけ安い機種を買って
みて、試してみるのも１つの方法です。

から発売されている赤外線コントローラーを購

AIスピーカーの問題点

入、設定すれば、赤外線リモコンと同様の操作
ができます。具体的には、寝室で寝たまま照明

AI スピーカーを利用した電子商取引で誤発

をオン・オフしたり、外出先から冷房をつける

注が生じたときについて、利用者が注文をして

ことができます。また、
「Clova WAVE」
は、赤

いないのに AI スピーカーが誤認識した場合に

外線リモコンの発信装置が内蔵されているため、

は契約不成立、利用者が言い間違えた場合は錯

日本の環境には適しています。

誤として処理されます
（
「電子商取引及び情報財

その他の機能

＊。
取引等に関する準則」
Ⅰ -10 参照）

Alexa は Amazon で 買 い 物 が で き ま す。

また、AI スピーカーでの音声認識はクラウ

Google アシスタントは同社から発売されてい

ドで行われるため、クラウドを提供する企業に

る
「Chromecast」
と連携することにより、音声

音声データが渡ることになります。それゆえ、

操作で TV に YouTube や Netflix などの定額動

プライバシーやセキュリティーの問題が生じま

画 配信サービスなどの動画を再生できます。

す。
気になる場合、
使わないときには電源を切っ

Clova は LINE メッセージの送信や読み上げ、

たり、音声認識の記録を確認して不必要なもの

LINE 電話に対応しています。

を削除するなどの工夫をするとよいでしょう。

＊

経済産業省
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」https://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180727001/20180727001-1.pdf
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相談情報ピックアップ
第

6

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

「お金がない」
と断っても

借金させてまで契約を迫る手口にご注意！
相談事例
大学の友人に誘われ、バイナリーオプション投資に関する USB 形式のソフトを買わないかと勧誘
を受けた。約 50 万円と高額であり、「お金がない」と伝えたところ、
「みんな借金して契約している。
もう

儲かるからすぐに返済できる。借りる目的は留学するためとうそをつけばいい」と言われ、断り切れ
ず貸金業者から借金して契約した。海外の口座を作りソフトを使って取引をしたが結局儲からず、
借金を背負い苦しい生活に追われることになった。解約して返金してほしい。（20 歳代、男性）

問題点とアドバイス

ません」
「やめます」とだけ伝え、簡潔に断りま

「お金が支払えない」
などと言って断っている
消費者に対して、借金やクレジット契約をさせ

しょう。
（2）借金をする際、うそをつくように言われて

てまで強引に契約を結ばせる手口に関する相談

も絶対に耳を貸してはいけません！

が、全国の消費生活センター等に寄せられてい

事業者が
「留学するためとうそをつけばいい」
そそのか

ます。20 歳代の若者の事例が多い一方で、60

などとうそをつかせてまで借金をするよう唆す

歳以上の高齢者の事例も寄せられています。無

ケースが見られますが、そのような話には絶対

理な契約により生計に支障を来し、長期間にわ

に耳を貸さないでください。

たり苦しい生活が続くおそれもあります。この

（3）借金をしてまで投資等のためにお金を支払
うことはやめましょう

ような勧誘を受けた場合、次の点に注意し、望

儲かるかどうかは不確実な一方で、借金は確

まない契約ならばきっぱりと断りましょう。
「お金が支払えない」

（1）
という断り方はやめ、
きっぱりと断りましょう！

実に返済義務が生じます。投資は原則として余
裕資金で行うものであり、借金をしてまで行う

「お金が支払えないから」と断っても、
「みん

ものではありません。
「儲かるからすぐに返済

なも借金して契約している」と借金を持ちかけ

できる」といった事業者の話をうのみにするの

るなど、強引な勧誘で断る理由を封じられてし

は絶対にやめましょう。

まう場合があります。また、このような断り方

（4）無理な契約をしないよう気をつけましょう

では、事業者に
「お金の問題が解決すれば契約

生計を圧迫するほどの無理な契約をしてしま

してくれる」
「本当は買いたい気持ちがある」な

うと、長期間にわたり苦しい生活が続きます。

どと曲解されるおそれがあります。一度断り切

そこまでして契約すべきものなのか、契約前に

れず契約をしてしまうと、次々と契約を迫られ

よく考えましょう。

支払いきれないほど高額の借金を背負ってしま
う場合もあります。望まない契約なら、
「要り
参考：国民生活センター「
『お金がない』
では断れない！きっぱり断りましょう－断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口にご注意！－」
（2019 年 8
月 29 日公表）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190829_1.html
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暮らしの

法律

91 回

振込先の口座を
間違えてしまったら？

Q&A

相談者の気持ち
ATMで振り込んだところ、数カ月経って相手から振り込まれていないと
連絡がありました。振り込みの控えを確認したら口座番号が１カ所違って
いました。間違った振込先から返金してもらい、本来の相手に振り込むこ
とは可能でしょうか？
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。

まず、窓口で振り込む場合は
「口
座番号が１カ所違っていた」とし

なお、組み戻しを行う場合、1,000 円近い手
数料がかかるのが一般的です。

ても、先方の口座番号だけでなく

問題は、相手方が組み戻しに応じてくれない

先方の名義人（個人名や会社名等）

場合です。通常であれば不当利得返還請求訴訟

も記入する場合が多いと思うの

という民事訴訟を提起することになります。

で、普通は先方の口座へ送金されてしまう前に

訴訟を提起するには当事者を特定することが

送金手続きがいったんストップするでしょう。

必要です。当事者は住所と氏名で特定するのが

「口座
この時点で当方側の金融機関から貴 方に

通例です。ただ、
銀行は、
相手方のプライバシー

番号と名義人が一致しません」という問い合わ

を理由に住所や氏名を回答してくれないと思い

せがあるので、間違いに気づくと思います。

ます。

あなた

それはともあれ、設問のように、ATM で口

そこで、今回のように相手方についてこうし

座番号だけの入力により最終確認をせず、間

た情報がないような場合には、預金口座番号な

違って振り込んでしまった場合のことを考えて

どを頼りに、不十分ながら相手方の特定はある

みます。

＊
として、一応訴訟を係属 させ、その後の手続

この場合、振り込み間違いで返金してもらう

きのなかで、裁判所から銀行
（先の例でいえば

ために行う手続きを
「組み戻し手続き」
と呼びま

乙銀行）に対して調査嘱託という手続きによっ

す。具体的には、以下のとおりです。

て相手方の住所、氏名等の特定を図っていくと

（1）貴方が振り込み依頼をした銀行（甲銀行）に

いう運用をしてくれる裁判所が多いようです。
裁判所からの調査嘱託であれば銀行も情報を

組み戻しの手続きの依頼をします。
（2）依頼を受けた甲銀行は振込先銀行（乙銀行）

開示してくれますので、この情報によって当事
者は完全に特定されます。

に組み戻し依頼を行います。

ただし、これらの手続きはかなり専門的にな

（3）乙銀行は間違って振り込みをした人に組み

りますから弁護士に依頼しないと難しいかもし

戻し（返金）
の了解を得ます。
（4）組み戻し手続きが始まり、貴方の銀行口座

案では問題なく返還請求は認められるでしょう。

にお金が戻ります。
＊

れません。当事者さえ特定されれば誤振込の事

訴訟が提起され、裁判所で審理され得る状態にあること。
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暮らしの判例
国民生活センター 消費者判例情報検討委員会

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

少額訴訟判決で通販業者に支払いを命じた事例
本件は、通信販売業者が注文者
（消費者）に発送した商品
（映画のパンフレット）が注文
した商品と異なるものであったため、消費者が少額訴訟によって売買代金 16,000 円の返
金を求めた事案である。少額訴訟判決は、売買契約が合意解約されたと認定し、事業者
に 16,000 円の支払いを命じた。
被害額が 16,000 円と少額であるが、消費者が泣き寝入りすることなく、また自身が本
人訴訟で少額訴訟を提起して被害回復をしたという点が、
消費者被害の救済を考えるうえで参考となる事例である。
（横須賀簡易裁判所平成 30 年７月 18 日判決・未登載）

原告：X
（消費者）
被告：Y
（通販業者）

その後、同日 14 時１分、Y は X に謝罪して

事案の概要

着払いで送り返してもらえば返金する、クレ

X は、関東地方在住の、古い名作映画のパン
フレットやチラシ等のコレクターである。
Y は、近畿地方で映画パンフレット等の販売
をしている。

ジットカード会社
（以下、カード会社）
からの請
求は支払っておいてほしいとメールを送った。
同日このメールを受けた X は、翌 15 日に商品
を Y に発送した。

X は、インターネットで Y のホームページを

ところが同月 20 日になり、X は Y から、商

見て、2018 年１月 12 日、有名女優主演の映

品が届いたが、それは Y が送ったものではない、

画「α」
（1950 年代の外国映画）のパンフレット

Y は B 社のパンフレットを取り扱ったことがな

（A 社刊）を注文し、支払い方法としてクレジッ

い、Y が X に送ったのは A 社のパンフレットな

トカード払いを選択した。Y は、同日 X の注文

ので、それを返送してほしい、B 社のパンフレッ

を承諾し、同日 X 宛てに商品を発送した。

トは X に返送した旨のメールを受信した。

翌 13 日、X が Y から送られてきた商品を確

X は、同月 23 日に Y から送られてきたパンフ

認したところ、
「α」
のパンフレットではあった

レットの受け取りを拒否し、消費生活センター

が、A 社が刊行したものではなく、別の B 社が

に相談した。同日、カード会社に連絡して支払

刊行したものであった。コレクターである X に

い停止の申入れをした。X は、カード会社に証

とっては、A 社による C 社のロゴマークが入っ

拠資料を郵送するなどして経緯を説明した。

たものこそが価値あるパンフレットである。

その間、Y から再度パンフレットを発送した、

そこで X は、同日（13 日）、商品が注文品と

今度受領しない場合は不要と解釈して破棄する

異なることを Y にメールで連絡した。X は、念

とメールが届いた。X は、消費生活センターか

のため、Y に対し、14 日０時 16 分、届いた商

ら、証拠保全の意味で受領しておいたほうがよ

品の写真と Y のホームページに掲載されていた

いと助言され、同年２月８日に Y からの荷物を

商品の写真をメールに添付して送信した。

受領し未開封のまま保管していた。
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しかし、同年３月 22 日になり、カード会社

約された後、X から返品された商品は Y が発送

から X に調査結果の連絡があり、Y は注文の商

した商品とは異なる。Y が X に、X が注文した

品を送ったと主張していて X の主張を認めない

商品を発送したことは間違いない」と主張して

ため、カード会社としては Y の主張には疑問も

いる点については、その主張を裏づける証拠は

あるがこれ以上のことはできない、X に裁判の

ないとして排斥した。

意向があるならそのほうがいいということで
あった。そこで X は、クレジットカードの支払

解

いに応じることにした。
その後 X は、Y のやり方は許せないことであ

説

（1）少額訴訟による被害回復を考えてみよう
消費者被害の救済方法として裁判があるが、

り、売買代金の返還請求をしようと考え、簡易
裁判所で少額訴訟手続きの説明を受け、同年５

費用や時間もかかること等から、敬遠されがち

月 29 日、地元の簡易裁判所に少額訴訟を提起

である。特に被害が少額の場合には、弁護士や

した。

司法書士に依頼するとその費用により、勝訴し

同年７月９日に口頭弁論期日があり、Y は答

ても割に合わないという問題がある。だからと

弁書等を提出して X の主張を争ったが、出頭は

いって、代理人を頼まず自分で裁判するのは、

しなかった。

手続きが複雑で難しそうだとして、結局泣き寝

口頭弁論に続いて司法委員

＊１

による和解が

入りに終わりがちである。

試みられ、Y には司法委員が電話で連絡を取っ

そこで、本人訴訟によって簡易迅速に紛争解

たものの Y の主張に変化はなく、和解は成立し

決を図ることができるように、少額訴訟手続き

なかった。その経緯が直ちに司法委員から裁判

が設けられている。本件は、本人訴訟で売買代

官に報告され、少額訴訟は結審となり、判決言

金 16,000 円の請求をして認められた事案であ

い渡しは同月 18 日と指定された。

る。

同 18 日、X の請求を認容する判決が言い渡
された。理由の要旨は、次のとおりである。

（2）少額訴訟は自分でできる
この制度は、もともと代理人をつけずに裁判

理

できるように工夫されている。まず、その概要

由

を説明する。

本判決は、Y が X に発送した商品は本件商品

この制度が利用できるのは、60 万円以下の

（C 社ロゴマーク付きの A 社刊行の「α」の映画

金銭請求の場合である。金銭請求に限られてい

パンフレット）と異なるものであったと認定し

るので、商品の引渡し請求とか、金銭債務の不

たうえ、Y は本件商品の代金として 16,000 円

存在確認訴訟は含まれていない。

を受領したこと、本件売買契約は 2018 年１月

原則として、１回の裁判で審理を終え、直ち

14 日（Y が X に謝罪して着払いで送り返しても

に判決が出される。また、判決の前に、和解に

らえば返金するとメールした日）に合意解約さ

よって解決される事案も多い。
加えて、少額訴訟判決に対しては、控訴はで

れたことを認定した。
そして、本判決は、Y が「本件売買契約が解

きない。不服申立ての方法としては、異議申立

＊１ 司法委員
（裁判所 HP）http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sihoiin/index.html
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てが認められている。異議申立てがあると通常

し、
裁判官の面前で開封して確認してもらった。

訴訟の審理となるが、裁判官は同じであり、そ

Yは、
答弁書や資料を提出してXの請求を争っ

の判決に対しては控訴することができないな

たものの、
裁判所には出頭しなかった。そこで、

ど、早期決着するように配慮されている。

裁判官には X からの説明が行われて審理されて

本人による訴訟を前提としているので、手続

いる。

きの概要や訴状の書式や書き方などについて

少額訴訟手続きでは司法委員が参加してお

は、裁判所のホームページで案内している＊２。

り、司法委員による和解が試みられて実際に和

もちろん、簡易裁判所で相談することもでき

解がまとまることも多い。本件の場合も、裁判

る。簡易裁判所には当事者双方向けに手続きの

官によって審理が行われた後、和解が試みられ

説明書が用意されている。説明書は、当事者双

た。司法委員が Y に電話で連絡をとり、Y の主

方に交付される。

張や話し合いでの解決ができるか等について確
認している。しかし、和解解決は期待できず、

（3）少額訴訟の実際

その旨司法委員から裁判官に報告されている。

本件の X は、地元の簡易裁判所でこの制度に

そこで、判決を言い渡すこととなった。少額

ついて説明を受け、提訴することにした。訴状

訴訟では、審理が終わったら直ちに判決を言い

は、簡易裁判所で入手した書式を利用した。

渡すのが原則とされているが、別に判決期日が

少額訴訟手続きの場合、審理は原則１回であ

指定される場合もある。本件の場合は、審理の

り、いわば一発勝負ということなので、事前に

期日が 7 月 9 日で、判決の言い渡しは 7 月 18

よく準備することが大事である。

日となった。

まず、事実の経過は、時系列的に整理してお
くと裁判官も理解しやすい。本件の場合、訴状

本判決に対して Y からの異議申立てはなく、
判決はそのまま確定した。

に事実経過
（発注からのメールや電話での X と

判決確定後、X は Y に対して判決に従って送

Y 間のやり取り）を、一覧表のかたちで整理し

金するよう送金先を指定する通知を出したとこ

て添付している。

ろ、Y から全額送金され X の被害は回復された。

次に、少額裁判手続きも裁判であるから、証

なお、任意の支払いがない場合には、強制執

拠によって主張を裏づけることが必要である。

行手続きによることになる。強制執行の段階に

本件の場合、「α」のパンフレット（A 社のもの

おいても、少額訴訟債権執行

と B 社のもの、2 種類）のカラーコピーのほか、

が置かれ、簡易裁判所書記官に申し立てればで

X と Y 間のやり取りがメールで行われているの

きることとなっている。詳しいことは、簡易裁

で、一連のメールを印刷して時系列的に整理し、

判所に聞いてみるとよい。

＊３

について特則

証拠として提出している。
証拠調べは直ちに取り調べ可能なものでなけ

（4）消費者が少額訴訟の被告となる場合
このように、
消費者にとって利用しやすいが、

ればならないとされているので、すぐに確認や
提出ができるようにしておく必要がある。本件

事業者も利用できる制度なので、逆に消費者が

では、Y から送られてきて未開封の状態で保管

被告となった場合は注意する必要がある。答弁

していたパンフレットを裁判期日に X が持参

書を出さないまま欠席すると、欠席判決となっ

＊２ 裁判手続 簡易裁判所の民事事件 Q&A（裁判所 HP）http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.html
＊３ 少額訴訟債権執行（裁判所 HP）http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kansai31/index.html
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てしまう点は、少額訴訟も通常訴訟と同じであ

が必要である。
さらに、少額訴訟手続きでは反訴が禁止され

る。
実際に架空請求の事案で、参考判例のように
＊４

少額訴訟を提起された例がある

。

ている。そこで、反訴請求をする場合は、通常訴
訟を選択する必要がある。そうしたことから、こ

その事案を少額訴訟手続きの観点から考える

の事件では、
通常訴訟での手続きを求めている。

と、次の点が挙げられる。

なお、この事件では、担当裁判官は、地方裁

まず、その事案の消費者は東京在住であった

判所で審理するのがふさわしい事件として、東

が、少額訴訟は大阪簡裁に提起された。少額訴

京地裁に移送する決定をした。しかし、このよ

訟手続きにおいても移送が認められる点は、通

うな事案は少なく、多くは通常訴訟を選択した

常訴訟と同じである。どこの裁判所で裁判をす

場合は直ちに通常訴訟の審理に入るので、少額

るのかは、たいへん重要な点である。

訴訟によらない場合でも、十分に準備をしてい

次に、被告は、少額訴訟で手続きをするか通

く必要がある。

常訴訟で審理をするかを選択することができる。

準備として、答弁書はもちろんであるが、主

少額訴訟の手続きの冒頭で、裁判官が、通常訴

張を裏づけるための証拠も必要である。事実経

訟を選択できることを説明し、被告が通常訴訟

過が重要になる場合は、時系列的に整理した陳

を選択した場合は、その期日に通常訴訟として

述書も用意しておくとよい。

の審理が開始される。

以上、原告となる場合も被告となる場合も、

そこで、被告の立場からみて、少額訴訟で決

分からないことがあれば、まずは簡易裁判所に

着をつけるか通常訴訟で審理するか、どちらの

聞いてみることが大事である。少額訴訟制度と

選択をするかという問題がある。

いうのは、本人でできるように工夫された制度

少額訴訟手続きは、上記のとおり、原則とし

だからである。

参考判例

て 1 回の審理で直ちに判決を言い渡すという制
約があるものなので、まったく身に覚えがない

東京地裁平成 17 年３月22 日判決
（
『判例時報』
1916 号 46 ページ、LEX/DB28102029）

というような事案の場合、不向きである。原告
提出の証拠の十分な検討や反論、証拠提出が必

ウェブ版「国民生活」2018 年 1 月号「暮らしの判例」
（http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201801_15.pdf）

要となる場合は、通常訴訟での審理を行うこと

少額訴訟について
少額訴訟は、1998 年１月１日から施行された

2005 年の 23,584 件をピークとして、その後利

制度である。通常の裁判に比べて格段に簡易・迅

用件数は減少傾向にある。2014 年には 9,227 件

速であることから、注目された。利用件数は当初

と１万件を割り込み、2018 年には 7,070 件となっ

の想定を上回り、1998 年には 8,348 件であった

ている。制度として定着したといえるものの、導

ものが年々増加し、2003 年には 18,117 件となっ

入当初のように大きく報道されることがなくなっ

た。そこで、当初は訴額の上限を 30 万円として

たことが影響していると考えられる。2005 年４

いたのを 2004 年４月１日から 60 万円に引き上

月１日からは、判決後の強制執行をしやすくする

げている。マスコミ等でも広く報道され、2004

ため、少額訴訟債権執行制度も導入されて権利実

年の利用件数は 21,761 件に増加した。しかし、

現が図られている。
活用が期待される制度である。

＊４ http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201801_15.pdf
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

10 回

定型約款の規定の新設
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。

り、契約締結時に契約条項が消費者に提示され

はじめに

ているので、消費者が契約条項を知る機会がな

本稿では、改正民法で新たに設けられた定型

いわけではない点が、大きな違いです。

約款に関する規定を取り上げます。その前提と

以上のとおり消費生活で利用される多くの契

して、約款とは何か、現代社会において約款が

約で、契約条項を決めているのは事業者です。

果たしている役割や約款をめぐる問題点などを

このように、契約当事者の一方があらかじめ契

知っておく必要があります。そこで、まず定型

約条項を一方的に決めた全体を、約款や普通契

約款の規定の説明に先立って約款についての前

約約款といいます。民法の契約の基本原則から

提知識の説明をすることにします。

すると、約款は特殊なものに思われます。しか

民法上、契約について、「申込みと承諾が一

し、消費生活ではありふれたものという側面が

致すると契約は成立する」とし、契約とは法的

あります。約款は、消費生活にとってどのよう

に保護される約束であると説明しています。し

な意味があるのでしょうか。

かし、私たちの日常生活での契約をみると、消

約款の使用は、事業者にとっても消費者に

費者と事業者との間で、契約の細かな条項の内

とっても意味があります。事業者には、不特定

容などについていちいち交渉をして取り決めを

多数の相手方に対して一律の取引条件で大量の

しているわけではありません。例えば、乗り物

取引きを行えるというメリットがあります。相

に乗る（旅客運送契約）
とか、宅配便で荷物を送

手方ごとに個別に交渉して取引条件を決め、相

る（宅配便契約）
などの日常よく利用されている

手方ごとに取引条件が違うというのでは、契約

契約では、契約内容である細かな契約条項は、

締結時にも契約締結後の管理上も大変な手間暇

あらかじめ事業者が一方的に決めています。ま

とコストがかかります。消費者にも、事業者が

た、これらの契約では、契約締結時に、事業者

不特定多数の相手方との間で一律の取引条件で

から契約条項を示されることもなく、また契約

契約することにより、自分にとって必要なサー

条項がどのような内容かを説明されることもあ

ビスなどを安価に利用できるというメリットが

りません。多くの消費者は、旅客運送契約や宅

あります。

配便契約の契約条項を知らないのではないで
しょうか。

不特定多数の者を相手に大量に取引きをす
る、大量販売・大量消費の現代社会においては、

スマートフォン等の電気通信契約でも、契約

約款は契約当事者双方にとって必要不可欠な重

条項を事業者があらかじめすべてを一方的かつ

要なものとなっています。ところが、改正前民

一律に決めており、消費者はこの内容に従って

法には、約款についての規定は設けられていま

契約を締結しています。乗り物に乗る場合との

せんでした。そこで、日常生活などで必要不可

違いは、契約を締結する際に事業者は消費者に

欠となっている約款について、改正民法で規定

契約書を示して署名をさせている点です。つま

を設ける必要があるのではないかとの観点から
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検討が進められました。

こで、最終的に約款全体に関する規定を導入す
ることは見送り、定型取引で用いられる約款の

約款をめぐる問題点

みに関する規定が導入されました。定型取引以外

約款をめぐる問題点には、大きなものとして

で用いられる約款問題については、これまでど

次の３点があります。
第一に約款の定義の問題、

おり裁判所の判断に委ねられることになります。

第二に約款が契約内容に取り込まれるための要

定型取引とは、
「ある特定の者が不特定多数の

件の問題、第三にいったん契約が成立した後で

者を相手方として行う取引であって、その内容

契約内容を一方的に変更できるか、というそれ

の全部又は一部が画一的であることがその双方

ぞれの問題です。

にとって合理的なものをいう」と定義されてい

第一は、これまで民法には約款の規定があり

ます。法務省は、旅客運送契約、電気やガスの供

ませんでした。民法で規定を置く以上は、定義

給契約、保険契約、インターネット利用の契約な

規定を設ける必要があります。これをどのよう

どは定型契約の典型例であると説明しています。

に定めるかという問題です。

次に、定型約款とは、
「定型取引において、

第二は、旅客運送契約のように消費者が約款

契約の内容とすることを目的としてその特定の

内容を知らないままに契約を締結しても、約款

者により準備された条項の総体をいう」と定義

内容が契約内容となる場合があります。
しかし、

しました。

民法の契約に関する基本原則
「契約は約束であ

なお法務省は、労働契約やビジネス上の取引

る」との考え方からすると、相手から示されて

で用いられるいわゆる
「ひな型」
は定型約款には

おらず消費者が知らない内容が、約束の内容に

該当しないと説明しています。

なるはずがありません。では、約款が契約内容

（定型約款の合意）
第 548 条の２
定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相
手方として行う取引であって、その内容の全部
又は一部が画一的であることがその双方にとっ
て合理的なものをいう。以下同じ。）を行うこと
の合意（次条において「定型取引合意」という。）
をした者は、次に掲げる場合には、定型約款（定
型取引において、契約の内容とすることを目的
としてその特定の者により準備された条項の総
体をいう。以下同じ。）の個別の条項についても
合意をしたものとみなす。

に取り込まれるためには
「契約の原則」
の例外と
して、どのような条件を満たす必要があるかと
いう問題です。
第三は、契約は約束ですから、一度契約が成
立した後で、一方当事者から一方的に契約内容
を変更することはできないはずです。しかし、
不特定多数を相手に長期間にわたる契約を締結
した場合には、さまざまな事情の変更などによ
り、契約条項の一部を変更せざるを得ない事態
が起こり得ます。その場合に、すべての契約に

契約への取込み要件
（548 条の2）

ついて相手方との同意を得る必要があるとする
のは、手間暇もコストもかかるうえに、同意し

定型約款が契約内容に取り込まれ、定型約款

ない相手とは従来どおりの扱いにしなければな

の個別の規定について合意したものとみなされ

らなくなり、現実的な対応が困難になってしま

るためには次の要件が必要と定めています。
まず、契約当事者間で
「定型約款を契約の内

います。こうした事態をどのように調整すべき

容とする旨の合意をしたとき」です。この場合

かが問題になります。

定型取引とは
（548 条の2）
法制審議会の審議では、委員間の意見の対立

の、定型約款を契約の内容とする旨の合意は、
文字どおり
「この契約では定型約款を用いる」こ
とについての合意という意味で、定型約款の具

があり、約款全体についての規定に関して委員

体的な内容ではありません。具体的な内容は、

全員の合意を得ることができませんでした。そ

相手方に開示する必要もなく、まして合意をす
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る必要もありません。

不当条項として契約に取り込まれない条項の

あるいは、相手との間で上記の合意をしてい

規定は、消費者契約法 10 条の規定に似ていま

なくても、「定型約款を準備した者
（以下、定型

すが、要件に違いがあります。消費者契約法で

約款準備者）があらかじめその定型約款を契約

は、第一に法令の任意規定に比べて
「消費者の

の内容とする旨を相手方に表示していたとき」

権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費

でも定型約款の個別の条項についても合意をし

者契約の条項」
であること、第二に
「民法第１条

たものとみなされます。

第２項に規定する基本原則に反して消費者の利

ここで定められている取り込み要件では、消

益を一方的に害するも」のであること、と定め

費者契約を例に説明すると、定型約款を用いる

ています。改正民法では、第一に
「相手方の権

事業者は、相手の消費者に対して定型約款の具

利を制限し、
又は相手方の義務を加重する条項」

体的内容について開示したり説明したりする必

であること、第二に
「その定型取引の態様及び

要はなく、単にこの契約では定型約款を使用す

その実情並びに取引上の社会通念に照らして第

ることについて消費者と合意をするか、表示を

１条第２項に規定する基本原則に反して相手方

しておけばよいということです。消費者は、定

の利益を一方的に害すると認められるもの」で

型約款の個別の条項がどのような内容になって

あることが必要と定めており、消費者契約法の

いるのかを知らないままに、民法上
「個別の合

要件とは違う規定のしかたとなっています。

意をしたもの」
とみなされることになるのです。

第 548 条の２
… 略
…
２ 前項の規定にかかわらず、同項の条項のう
ち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務
を加重する条項であって、その定型取引の態様
及びその実情並びに取引上の社会通念に照らし
て第１条第２項に規定する基本原則に反して相
手方の利益を一方的に害すると認められるもの
については、合意をしなかったものとみなす。

第 548 条の２
… 略
…
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をし
たとき。
二 定型約款を準備した者（以下「定型約款準備
者」という。
）があらかじめその定型約款を契約
の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

契約に取り込まれない場合
（548 条の2 第2 項）

消費者契約法
（消費者の利益を一方的に害する条項の無効）
第 10 条 消費者の不作為をもって当該消費者
が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意
思表示をしたものとみなす条項その他の法令中
の公の秩序に関しない規定の適用による場合に
比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務
を加重する消費者契約の条項であって、民法第
１条第２項に規定する基本原則に反して消費者
の利益を一方的に害するものは、無効とする。

ただし、事業者が定型約款として定めた条項
であれば、すべてが
「合意したもの」
とみなされ
るわけではありません。例外的に契約の内容に
取り込まれない場合があることを定めていま
す。それは「相手方の権利を制限し、又は相手
方の義務を加重する条項であって、その定型取
引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念

定型約款の内容の表示・
開示請求
（548 条の3）

に照らして第１条第２項＊に規定する基本原則
に反して相手方の利益を一方的に害すると認め

定型約款準備者は、原則として、相手方に対し

られるもの」です。このような条項は、合意し
なかったものとみなすことになります。
つまり、

て定型約款の内容を開示したり説明する義務を

個別の合意をしたものとはされず、契約内容に

負いません。ただし、相手方から請求があった場

は取り込まれません。

合には、遅滞なく相当な方法でその定型約款の

＊

第1条2項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
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内容を示さなければならないものとされていま

約款の変更が、相手方の一般の利益に適合する

す。準備者が開示の義務を負うのは、
「定型取引

ときで、第二は定型約款の変更が、契約をした

合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に

目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の

相手方から請求があった場合」
ということです。

内容の相当性、この条の規定により定型約款の

定型取引合意の前に、相手方から開示の請求

変更をすることがある旨の定めの有無およびそ

があったにもかかわらず、この請求を拒んだと

の内容その他の変更に係る事情に照らして合理

きは、定型約款は契約内容に取り込まれません。

的なものであるときです。

かか

消費者から定型約款を見せてほしいと請求し

手続きについては、まず、その効力発生時期を

なければ、事業者は、定型約款の内容を消費者

定めること、さらに、定型約款を変更する旨およ

に開示したり説明したりする義務はないという

び変更後の定型約款の内容ならびにその効力発

点に注意する必要があります。情報格差・交渉

生時期をインターネットの利用その他の適切な

力格差があるため、弱い立場にある消費者の利

方法により周知することが必要とされています。

益を配慮すると、このままの規定では消費者に

定型約款を変更する場合には、既に契約を締結

とって過酷だと言わざるを得ません。そこで、

している相手方について個別に同意を得る必要

消費者契約法において、定型約款などの契約条

がないだけでなく、
個別に知らせる必要もなく、

件について、契約締結前に消費者に対して開示

インターネットなどで周知をすればよいとされ

すべきことを事業者に義務づける必要があるの

ている点に注意が必要です。

ではないかとの指摘がされています。

（定型約款の変更）
第 548 条の４
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型
約款の変更をすることにより、変更後の定型約
款の条項について合意があったものとみなし、
個別に相手方と合意をすることなく契約の内容
を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に
適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せ
ず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当
性、この条の規定により定型約款の変更をする
ことがある旨の定めの有無及びその内容その他
の変更に係る事情に照らして合理的なものであ
るとき。
２ 定型約款準備者は、前項の規定による定型
約款の変更をするときは、その効力発生時期を
定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後
の定型約款の内容並びにその効力発生時期をイ
ンターネットの利用その他の適切な方法により
周知しなければならない。
３ 第１項第二号の規定による定型約款の変更
は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項
の規定による周知をしなければ、その効力を生
じない。
４ 第 548 条の２第２項の規定は、第一項の
規定による定型約款の変更については、適用し
ない。

（定型約款の内容の表示）
第 548 条の３
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準
備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の
後相当の期間内に相手方から請求があった場合
には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の
内容を示さなければならない。ただし、定型約
款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載
した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的
記録を提供していたときは、この限りでない。
２ 定型約款準備者が定型取引合意の前におい
て前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、
適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生
した場合その他正当な事由がある場合は、この
限りでない。

契約条件の変更
（548 条の4）
改正民法では、定型約款を準備した者
（消費
者契約の場合には事業者）が、契約締結後に一
方的に約款の内容を変更することができる場合
と手続きについて定めています。この場合には、
個別に契約相手と変更の合意をする必要はな
く、変更後の定型約款の条項について合意が
あったものと見なす扱いとされます。
まず、一方的に変更できるためには、次の２
つの要件を満たす必要があります。第一は定型
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