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電力と都市ガスの小売自由化の
変遷とこれから
松村 敏弘

Matsumura Toshihiro

東京大学社会科学研究所 教授

専門は産業組織、公共経済学。総合資源エネルギー調査会基本政策分科会、電
力・ガス取引監視等委員会制度設計専門会合等、政府の数多くの委員会の委員
を務めている。

東日本大震災後に始まった電力・都市ガスシ

ところが電力消費量が拡大すると、発電部門

ステム改革の一環として、2016 年４月から電

の規模の経済性の重要性は低下しました。例え

力が、2017 年４月から都市ガスが、家庭用も

ば東京電力の系統規模 6000 万 kW に対して、

含め全小売市場が自由化されました。小売市場

ガス火力は 40 万 kW 程度でも十分効率的で、

の自由化自体は震災前から部分的に導入されて

発電部門では複数の事業者が切磋琢磨する余地

おり、都市ガスは1995年、
電力は2000年から、

が生まれました。一方で送配電部門では依然と

大口需要家市場から順次自由化されてきました。

して規模の経済性が残っています。その結果、

電力自由化の背景には企業の国際化がありま

送配電部門は独占を残し、発電・小売部門は競

せっ さ たく ま

した。日本企業の海外生産が進むにつれ、多く

争原理を導入する電力自由化が始まりました。

の国・地域で電気料金が日本よりも格段に低い

しかし、震災前の段階では、自由化市場での新

ことが認識され、日本の電力価格の高さが問題

規参入者
（新電力）
のシェアは１割にも遠く及ば

とされました。この対策として競争メカニズム

ず、自由化市場でも大手電力会社による独占に

を導入したのです。

近い状況が続きました。
この理由はいくつも考えられますが、総じて

それではなぜ、1930 年代からそれまで独占企
業による電力供給が維持されたのでしょうか。

新電力が大きなハンディキャップを負う制度

それは電力事業の規模の経済性
（多くの企業が

だったことが原因といえます。さらに、大手電

少しずつ供給するより１社で供給するほうが費

力会社の送配電部門は自社の発電・小売部門を

用が低い）のためです。複数の電力会社が自社

優遇する誘因も手段も持っていました。送配電

の顧客に電気を送るためにそれぞれ鉄塔・電柱

部門が新電力を公正に扱っていても、将来不公

を建て送電網を構築するのは無駄で、地域の消

正な扱いで予想外の費用がかかる可能性を考え

費者に共通の電線で電気を送るほうが効率的で

ると、
新電力が大規模投資するのは困難でした。

す。さらに一般に大きな発電機のほうが効率性

大口市場ですら競争が十分に進展しないなか、

が高く、多数の事業者が小さな発電機を持つよ

家庭用市場を自由化すると、料金規制だけがな

り、１社が大きな発電機で供給するほうが低費

くなり、大手電力会社が事実上独占状態を続け

用でした。このために地域独占のしくみが作ら

る
「規制なき独占」
に陥り料金が上がる危険性が

れたのです。

あり、家庭用市場は自由化されませんでした。
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の後も冬季には北海道電力管内で、夏季には関

震災前の電力システムの
構造的問題

西・九州電力管内での電力不足の懸念が数年間
続きました。輪番停電は震災直後を除いて発動

2011年３月11日の震災とその後の原発事故

されませんでしたが、電力安定供給に対する信

により、電力市場ではさまざまな問題が噴出し、

頼は失われ、その後の電力システム改革にもつ

震災前に既に電力システムに存在した深刻な脆

ながりました。

ぜい

じゃく

弱 性と非効率性が顕在化しました。

つな

（連系線）
本州の９電力は地域間を繋ぐ送電線

まず、電力の安定供給がそれまで信じられて

で繋がっていますが、その容量は一般にとても

いたほど万全には確保されていなかったことが

小さく、危機時に地域間で電力を融通できる量

明らかになりました。震災で電力不足が顕在化

には制約がありました。とりわけ北海道・東北

したのは、地震の直接被害が東北に比して小さ

間および東京・中部間の連系線は極めて貧弱で

かった東京電力管内でした。関東の消費者は、

した。震災後電力不足が顕在化した局面でも、

2011年３月14 日から
「輪番停電」
という思いも

日本全国では需要に見合う発電能力はありまし

かけない事態に見舞われました。東京電力管内

た。それでも電力危機が発生したのは連系線容

で 2000 万 kW を超す電源が被害を受けたから

量が不足していたからです。当時東京・中部間

です。しかしこの規模の電源喪失を
「想定外」
と

を 結 ぶ 連 系 線 容 量は 120 万 kW しかなく、約

安易に言うべきではありません。現に 2003 年

6000 万 kW の東京電力の系統容量からは驚く

には、違う理由
（不祥事）
で東京電力管内の全原

ほど小さな量です。震災前にも連系線を増強す

子力発電所が停止した状態で、需要がピークと

る案が検討されましたが、費用に見合う便益が

なる夏を迎える事態も経験しました。夏季に全

ないとの理由で大手電力会社の強い反対もあり

原発が止まる事態は本来想定すべきで、事前に

見送られました。投資費用は規制料金である託

その備えがあれば、不需要期に 2000 万 kW 超

送料金の原価に算入され、最終的に電力消費者

の電源を失う事態でも、あのような輪番停電よ

が負担します。この投資で電気代が上がるほど

りはましな対応ができたはずです。

には消費者の利益がないとの理由でした。

輪番停電は大きな社会的混乱を引き起こしま

安定供給を何より大切にしているはずの大手

した。交通信号や鉄道輸送などにも影響を与え

電力会社が、安定供給に絶大な威力を発揮する

社会インフラの機能を損ね、停電の対象地域で

送電線投資に極めて消極的で、経済効率性を重

は、命にかかわる医療機器を備えた家庭への対

視する経済学者が増強に前向きという奇妙な事

応に追われました。電力需給の改善によって停

態でした。これは、大手電力会社が安定供給よ

電が回避されたケースでも、停電に備えて操業

り自社の利潤を重視していたとすれば容易に理

を制限・停止する企業が相次ぐなど、大きな社

解できます。震災前に既に電力市場は部分自由

会的費用が生じました。

化されており、各大手電力会社は潜在的にはお

さらに原子力発電の安全性への懸念から日本

互い競争者でした。しかし地域を越えて送電可

中の原発が止まった結果、原子力発電比率の高

能な量は連系線容量が上限となり、これを抑制

かった関西・九州電力管内で、2012 年夏に電

すれば地域間競争を回避できます。つまり各大

力が不足する懸念が強まりました。大飯原子力

手電力会社は、安定供給を犠牲にしてでも投資

発電所４号機の再稼働、さまざまな対策なども

を抑制する誘因があったとも考えられます。

おお い

あって、輪番停電なしに乗り切りましたが、こ
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備増強が検討され、180 万 kW の増強が決まり

公正に扱う手段を奪います。
（3）は法人格を分

ましたが、危機後にそのつど投資量を積み増す

けるだけで
（例えば送配電部門が自由化部門の

だけでは、抜本的な対策になりません。根本的な

100% 子会社になる）
、これだけでは何の意味

問題は、ゆがんだ誘因を持つ主体がインフラ投

もありません。しかし法人格を分ければ、送配

資を決定する構造です。電力安定供給を確保す

電部門と自由化部門の取引きは内部取引ではな

るためにも電力システム改革が断行されました。

く契約に基づく会社間取引になり、取引きの実

さらに、原発停止に伴い費用が大幅に増加し

効的な監視が可能になります。日本は
（3）を選

た大手電力会社７社が次々に規制料金値上申請

択し、さらに部分的に
（2）
を取り入れて、送配電

を行い、本格的な料金査定が初めて行われまし

部門の機能の一部を広域機関に移管しました。

た。その過程で、海外製品より性能の劣る製品

（3）
は厳しい監視があって初めて機能するしく

をはるかに高い価格で親密企業から調達するな

みで、監視委員会の役割は重要です。

ど、不透明で非効率的な費用構造が明らかにな

家庭用市場の自由化が
「規制なき独占」
に陥ら

りました。しかし家庭用市場の消費者は、大手

ないために、競争基盤を整備し競争を促すこと

電力会社がどんなに非効率的でも、あるいは電

が重要です。そのために送配電部門の中立化に

源構成が好ましくなくても、事業者を選べませ

加え、新電力が公正に電力を調達できる卸市場

んでした。この消費者の不満も電力システム改

の充実が不可欠です。この努力は震災以降（極

革に繋がることになります。

めて遅い歩みですが）進んでいます。さらに競

始まった電力システム改革

争メカニズムが十分に働かず料金が上がる事態
に備えて、大手電力会社に
「経過措置料金」とし

電力システム改革は３段階で進められていま

て、従来の規制料金をメニューに残すことを義

す。第一段階は 2015 年に電力広域的運営推進

務づけ、自由化によって一般消費者は不利には

機関（広域機関）
が設立され、中立的な立場で連

ならない安全弁が設けられました。

系線などの基幹送電線の建設計画などを担うこ

自由化による競争の進展

とになりました。さらに電力市場の公正な競争
制度を整備し監視する電力取引監視等委員会

2019 年８月時点で、全電力販売量に占める

（監視委員会）が設立されました。第二段階とし

新電力のシェアは 16.0%、家庭用を中心とした

て、2016 年４月から全電力小売市場が自由化

低圧市場でも 16.1% です。震災前と比べ競争が

されました。第三段階として、2020 年４月に

進展しています。ただこの低圧のシェアは、大

大手電力会社の送配電部門と自由化部門の法人

手電力会社の電気を、ブランドを変えて売るだ

格を分ける法的分離が行われます。

けの、大手電力会社の代理店に過ぎない新電力

送配電部門を中立化する方法として
（1）所有

の数字も含まれていることに注意が必要です。

権分離（2）機能分離
（3）法的分離 の３つの方法

低圧市場での新電力のシェアには大きな地域

があります。
（1）は送配電部門と自由化部門の

差があります。東京、関西電力エリアでは 20%

資本関係を切り離すので、自由化部門の利益が

を超える一方、中国、北陸、沖縄電力エリアで

送配電部門と独立になり、大手電力会社の自由

は 10% に遠く及びません。しかしこの事実か

化部門をひいきする誘因がなくなります。
（2）
は

ら、競争が進むのは東京圏・大阪圏などの大都

送配電部門から、新電力を不利に扱う可能性の

市だけと考えるのは早計です。まず東京、関西

ある機能を中立的な機関に移管し、新電力を不

に次いで北海道電力エリアで新電力のシェアが
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高くなっています。これは北海道電力が震災後

2022 年４月から大手３社の法的分離が行われ

２度にわたり電力料金を値上げした影響もあり

ます。それに先立ち監視委員会が都市ガス市場

ます。逆に新電力のシェアが低い３電力は震災

も監視する体制となりました。

後規制料金を値上げしなかった会社で、小売市

電気と比べて都市ガス市場の大きな違いはそ

場での競争力が高い結果である可能性は否定で

の供給範囲です。電気はほぼすべての家庭が消

きません。さらに電気は同じエリアなら輸送費

費できるのに対して、都市ガスは需要稠 密地域

（託送料）は同じで、エリア内での地域格差が発

を中心に国土の約６% 程度でしか供給されてお

生しにくい市場です。例えば、同じ九州電力エ

らず、人口の 50% 程度は都市ガスを消費できま

リアなら、福岡のような大都市でも山間部でも、

せん。またその一部は孤立した導管網で供給さ

電気の調達費用は同じで、格差があるとすれば

れ、小規模事業者も多く、電力の元独占企業

営業効率の差だけともいえます。ガソリンなど

10 社に対して、都市ガスは 200 社を超えます。

に比べ地域価格差は生じにくいのです。

元々導管を使って都市ガスを供給するほうが、

ちゅうみつ

電力市場の競争は一定程度ありますが、私た

ボンベなどを使う LP ガスよりも費用が低い地

ちが期待していた競争はまだ進んでいません。

域に都市ガス事業ができたので、その境界地域

電気の特質として、貯蔵するのが難しく大きな

（多くは小規模事業者）では費用は LP ガス事業

費用がかかり、需要に合わせて発電する必要が

者とほぼ同じになり、お互い激しく競争するこ

あります。その結果、電力需給が厳しい時と緩

とになりました。さらに近年オール電化住宅と

い時とで電力の追加供給費用が異なり、その差

の競合も激しくなり、都市ガス料金を高くし過

は 10 万倍にも達します。逆に言うと電力需給

ぎると、需要を電気にとられるため、さらに競

が非常に厳しい時の電力消費を移せば、社会費

争因子が生じている状況です。

用が劇的に低下します。そこで例えば、家庭に

しかし都市ガス供給の費用が低い、需要稠密

おいて電気自動車への充電パターンを春秋は太

地域の事業者では、電気と同様に規制なき独占

陽光の電気が余る昼間の電力を使うなど柔軟に

のおそれがあり、そのため経過措置料金規制な

変え、逆に電力の需給が逼迫し、電気の価値が

ど電気と類似の規制が導入されています。

ひっぱく

非常に高い局面で充電した電気を戻すことで、

電力とガスのエネルギー間競争だけでは不十

社会的費用を節減できます。この利益を事業者

分と考えられる需要稠密地域の都市ガス市場に

と消費者が分け合うビジネスモデルを構築する

関しては、ガス市場の新規参入者との競争が期

事業者が現れ、単なる価格競争ではなく、電気

待されます。その一方で、日本では電力会社はガ

の価値を高める競争となることを期待していま

ス事業者よりも多くの LNG（液化天然ガス）
を輸

す。この価値は今後、太陽光や風力発電などの

入しており、発電用 LNG を少し都市ガス市場に

変動再生可能エネルギー電源が主力化していく

回すだけで大きなシェアを得られますが、LNG

なかではさらに大きくなります。新しい付加価

の基地を備え輸入できる企業は電力会社以外で

値を消費者に提供する競争を可能にする市場を

は少数です。つまり強力な競争者はいるが数が

構築していくことも、
システム改革の目的です。

限られ、競争者にやる気がないと競争が進みま
せん。都市ガス市場での競争の進展は電力以上

都市ガスのシステム改革

に難問ですが、大手都市ガス事業者に卸供給を

都市ガスは電気から１年遅れて 2017 年４月
から家庭用を含む全小売市場が自由化され、

義務づける改革が始まるなど、改革は少しずつ
進展しています。
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2―1 電力・ガス小売に関するトラブル
国民生活センター相談情報部

向にあり、2018 年度は 698 件で、2017 年度

相談件数は増加傾向

に比べ、1.3 倍以上の相談が寄せられています。

2016 年４月に電力の、2017 年４月にはガ

2018 年度までの３年間に寄せられた相談を販

スの小売全面自由化がそれぞれ始まり、小売事

売購入形態別にみると、約４割の 573 件が訪

業に新規参入した事業者からの電気・ガスの供

問販売によるもので、次いで電話勧誘販売が約

給が行われるようになりました。

３割となっています。

一方、全国の消費生活センター等には、電力・
ガスの小売に関連した相談が多く寄せられてい

トラブルの特徴と相談事例

ます。
PIO─NET ＊１によると、電力の小売に関する相

① 検針票の記載情報を伝えたら、勝手に契
約を切り替えられた

談件数は増加傾向にあり、2018 年度は 4,977
件で、2017 年度に比べ、２倍以上の相談が寄

事例１ 大手電力会社から委託を受けて電

せられています
（図）
。2018 年度までの５年間

気料金の集金を行っていると名乗る事業者

に寄せられた相談を販売購入形態別にみると、

から
「電気料金が安くなるから契約先を変

約５割の 4,494 件が電話勧誘販売によるもの

えないか」と電話があった。話の流れで検

で、次いで訪問販売が約２割となっています。

針票の記載情報を伝えたところ、
「書類を

また、ガスの小売に関する相談件数も増加傾

送るので検討してほしい」と言われた。後
日、電気料金の請求書が届いたので事業者

相談件数

図

へ連絡したところ、電気の契約先が変わっ

（件数）

ていることが分かった。元の契約に戻して

4,977

5,000

電力
ガス

4,500
4,000

ほしい。

② ス マートメーターへの交換に応じたら、

3,500

契約が切り替えられた

3,000
2,500

1,500

981

1,000
500
0

事例２ 自宅を訪問した事業者の担当者か

1,946

2,000

520

698

109

27
2014

ら、
「電気メーターが古いので新しいもの

1,307

2015

2016

2017

2018（年度）

に交換する」
と言われ、書面にサインした。
その後、控えとして交付された書面を見る
と、電気供給契約申込書と書かれており、

＊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。本稿の
データはいずれも 2019 年 11 月 30 日までの PIO―NET 登録分。ガス小売に関する相談は 2016 年度より集計。
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メーター交換ではなかったため、事業者に
キャンセルを申し出た。

③ アパートや地域全体で契約が切り替わる
と勧誘された

契約申込書だったというケースもみられます。
現在アナログメーターが付いているところで
も、順次スマートメーターに交換される予定で
すが、交換に当たっては、一般送配電事業者＊３
が工事を行うため、
原則費用負担はありません。

事例３ 自宅を訪問した事業者の担当者か

④ 契約先を切り替える際には、契約条件を
しっかり確認しましょう

ら、「アパート全体で電気工事をして電力
会社が変わり、電気料金が安くなる」と言
われ、契約書に署名した。しかし、電気だ
けでなくガスの契約も変わっており、ア
パート全体で電力会社が変わることもない
と分かったので、解約したい。

契約先を切り替える際、料金だけでなく、契
約期間や契約解除時の違約金の有無などの諸条
件を今のプランと比較してよく確認し、納得し
て契約することが重要です。
また、事業者から
「住んでいるアパートやマ
ンション、地域全体で電気やガスの契約が切り
替わる」と言われたとしても即決せず、まずは
管理組合や自治会等に事実確認をしましょう。

トラブルを防ぐために

⑤ 契約を切り替えてもクーリング・オフで
きる場合があります

① 大手電力・ガス会社をかたる勧誘がみら
れます

事業者からの電話や訪問販売で勧誘を受け、

電話勧誘販売や訪問販売で、大手電力会社や

電気やガスの契約切替を承諾した場合、法定の

ガス会社をかたって、契約の切り替えを勧誘す

契約書面＊４ を受け取った日から８日以内であ

るケースがみられます。どの事業者と契約をす

れば、原則として特定商取引法に基づくクーリ

るのか、よく確認するなど、注意してください。

ング・オフができます。

② 検 針票の記載情報は慎重に取り扱いま
しょう

また、書面が交付されていないときや、書面
に不備や虚偽の記載があるときには書面が交付

検針票の個人情報を伝えたことにより、契約

されたとはいえず、所定の日数が過ぎてもクー

が切り替わってしまったという相談が寄せられ

リング・オフできます。

ています。氏名
（契約名義）や住所だけでなく、

⑥ 困った場合にはすぐに相談しましょう

顧客番号や供給地点特定番号＊２ 等の検針票の

電話勧誘・訪問販売での契約トラブルのほか、

記載情報は重要な個人情報です。これらがあれ

制度やしくみで不明な点や不審なことがあれ

ば、電力・ガス小売事業者は契約を切り替えで

ば、最寄りの消費生活センター等
（消費者ホッ

きるので、慎重に取り扱いましょう。

トライン
「188（いやや !）
」
）に相談してくださ

③ スマートメーターへの交換に手続きや費

い。また、経済産業省電力・ガス取引監視等委

用は必要ありません

員会の相談窓口
（03-3501-5725）に相談する

アナログメーターからスマートメーターに切

こともできます。

り替えると言われて書面にサインしたところ、
＊２ 電気やガスの供給地点ごとに割り振られた番号で、当該供給地点を特定するために用いられる。
＊３ これまでの地域の電力会社のこと。
＊４ クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面。
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電力・ガス取引監視等委員会の役割と
相談窓口について
電力・ガス取引監視等委員会事務局

1. 電
 力・ガス取引監視等委員会とは
エネルギー政策の基本的視点である、
安全性、
安定供給、経済効率性、および環境適合の同時達

由化とは何か」
というものから、昨今は
「強引な
勧誘」
や
「スマートメーターの設置に関する質問」
といった内容など、解決が難しい相談から早め
の解決が可能な相談まで多岐にわたります。

成をめざしたシステム改革のなかで、政府は、電

よく寄せられる相談は、委員会の HP などに

力・ガス市場を自由化しました。これにより消費

まとめています＊２。不審な事業者があれば相

者が、再生可能エネルギーや地産地消エネル

談・通報をお願いします。

ギーなど多様なサービスを選択できるようにな

〈よくある相談事例〉

りました。その一方でさまざまな取引が行える

・大手電力・ガス会社を騙った営業
・契約することになったが書面が届かない
・知らない電力・ガス会社と契約していた
かた
・スマートメーターの設置業者を騙った勧誘

ようになったため、市場における
「電力・ガスの
適正な取引の確保」
を目的として、電力・ガス取

・電力会社が倒産したら電気が止まるか
・安くなるという話だったが安くならなかった
・何度断っても勧誘をやめない
・一度契約すると言ったがやっぱりやめたい

引監視等委員会
（以下、委員会）
が設置されました。
2016 年に始まった電力・ガス市場の自由化
ぜんぞう

以降、小売事業者は漸増し 2019 年 8 月末時点
では約 600 社を超えました。新たな小売事業

図１ 小売電気事業者登録件数および新電力シェア

者と契約する消費者の電力のシェアは約２割に

小売電気事業者登録件数

全体の３割を占めるなど、着実に消費者が自由
化市場に移っています
（図１）。
需要家保護の観点から、委員会は大手電力会
社と誤解させるような勧誘、契約書面の不交付
といった不適切な営業行為に関する監視ととも
指針」の策定等のルール整備もしています。加
演による自由化進 捗 状況の周知等にも取り組

図２ 相談件数の推移
（電力・ガス合計）
（件数）

2. 相談窓口と相談事例
委員会では相談窓口 ＊１ を設置しています。
相談件数は自由化初年度の 2016 年度 694 件

https://www.emsc.meti.go.jp/info/faq/index.html
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電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 TEL : 03-3501-5725

＊２

897

694
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から2019 年度上半期で 897 件と増えています

＊１

584
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んでいます。

（図２）。具体的な相談内容も変遷し、
当初の
「自

18
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※主に一般消費者等の低電圧の契約

えて、窓口を通じた消費者への相談対応や、講
しん ちょく

（%）

800
低圧分野（※）
に占める新電力シェア：
700
16.1%（2019年8月時点）
小売電気事業者登録件数：
600
630件（2019年12月時点）
500
400
300
200
100
0
2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月

低圧に占める新電力シェア

（件）

達し、既存事業者の自由化メニューを含めれば

に適切な取引の規範となる
「小売営業に関する

かた

2015年

2016年

2017年

・電力・ガス取引監視等委員会受付分
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エネルギー小売事業者と料金メニュー
山川 文子

Yamakawa Ayako

エナジーコンシャス代表

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

2016 年 ４ 月 に 電 力 の 小 売 全 面 自 由 化 が、

料金の割引やキャッシュバック
（現金還元）が受

2017 年４月に都市ガスの小売全面自由化が始

けられる
（以下、セット割引等）
、割引料金でガ

まり、消費者はエネルギーを購入する事業者を

ソリンや軽油の給油ができる、商品と交換でき

選択できるようになりました。小売りの登録を

るポイントや割引クーポンがもらえるなど、さ

、ガスは 73 社

＊１

する事業者は、電力は 630 社

に上り、電力はこのうちの３割程度

＊２

まざまです。

が、ガ

特徴のある事業者もみられます。再生可能エ

スは 73 社のうち 29 社＊２ が家庭向けの小売り

ネルギーによる発電電力の割合を高くしてい

をしています（予定を含む）
。

る、
地元の太陽光や小水力発電の電力を供給し、

＊１

事業者数の増加とともに、提供される料金メ
ニューも増加し、多様化しました。

エネルギーの
「地産地消」
をめざしている、支払
われた料金の一部を森林保全団体や地域のス
ポーツクラブに寄付をするなどです。

多様な料金メニュー

選択をする際のポイント

自由化後の電力の料金メニューについてみて
み ま す。 自 由 化 前 か ら あ る 一 般 的 な 料 金 メ

このような多くの料金メニューは、消費者の

ニュー（「従量電灯 B」など）では、毎月一定額

選択肢を広げる一方で、消費者にとってはその

と、使用量を基に計算される従

内容や契約条件を正確に理解し、自身の家庭に

量料金で構成されています。従量料金は３段階

合ったメニューを選択する必要に迫られること

の単価が設定され、使用量が多いほど高い単価

になります。以下に、選択する際に確認したい

が適用されます。

主なポイントを５つ整理します。

の基本料金

＊３

自由化後の新たなメニューも、同様の構成の
ものが多いですが、中には、従量料金の単価が

①契約条件

１段階のものや、基本料金が０円の完全従量制

1) 契約期間

のものもあります。また、事業者があらかじめ

2) 契約期間満了後の更新手続き

指定した日時に節電に協力すると割引が受けら

3) 工事が必要な場合に、負担する費用

れるものもあります。

4) 料金の割引やキャッシュバックがある場合
に、それらの対象期間や必要な手続き

電力と一緒に、ガスや通信などを契約すると

＊１ 資
 源エネルギー庁ウェブサイト
「登録電気小売事業者一覧」。2019 年 12 月 10 日時点。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
＊２ 資
 源エネルギー庁
「電力・ガス小売全面自由化の進捗状況について」
（2019 年 8 月 29 日）家庭向け 29 社は、越境販売
（従来の供給地域以外の地域
への販売）
を含め新たに一般家庭への供給をする事業者。
＊３ 電力会社によっては基本料金がなく、最低料金が設定されている。
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5) 契約期間内に解約する場合に、解約金、違
約金が発生するか

（2019 年度分
〈2019 年５月から 2020 年４月
分まで〉は１kWh 当たり 2.95 円）や口座振替割

などが挙げられます。

引が含まれているかどうかなどです。

なお、事業者からの電話勧誘や訪問販売に
よって契約事業者の切り替え
（以下、スイッチ

④電源構成等

を

＊６
国が定める
「電力の小売営業に関する指針」

受け取った日から８日以内であれば、原則とし

では、小売りをする電力の電源構成や二酸化炭

てクーリング・オフができることを知っておき

素排出係数の開示は
「望ましい行為」
とされてい

ましょう。法定の契約書面を受け取っていない

ます。そのため、すべての事業者が開示してい

場合も、クーリング・オフは可能です。

るわけではありませんが、再生可能エネルギー

ング）を承諾した場合は、法定の契約書面

＊４

による発電電力の割合が高いことをセールスポ

②セット割引等

イントにしている事業者などを中心に開示をし

先に紹介したセット割引等については、適用
される条件、必要な手続き、対象期間の有無、
セット販売される一部の商品・サービスを解約
した場合に割引等の適用がなくなるのか、など

ています。開示の有無や電源構成等は、事業者
のウェブサイトなどで確認できます。

⑤省エネに関する情報提供
消費者と直接接点を持つ小売事業者は、消費

を確認する必要があります。

者の省エネ行動を促すうえで大きな役割を担っ

③料金

ています。国の指針＊７ では、エネルギー供給

消費者にとって、スイッチングをすることで

事業者に対して、毎月のエネルギー使用量の前

どのぐらい料金が安くなるかは大きな関心ごと

年同月値、過去１年間のエネルギー使用量・料

であるため、事業者の PR も「お得感」を強調し

金を始め、
機器の使い方の工夫による省エネ量・

がちです。事業者がウェブサイトやチラシなど

削減料金の目安などの情報を、可能な範囲で消

で示すスイッチング前後の料金比較の結果は、

費者に提供することを義務づけています。さら

一定の前提に基づいており、おのおのの家庭の

に、30 万件超の契約件数がある事業者には、

場合に必ずしも当てはまりません。また、現在

自社の情報提供状況を毎年公表する努力義務も

の使用量を基に行われる試算結果も目安である

課しています。事業者のウェブサイトなどで、

ことを理解しておく必要があります。試算をす

これらの情報提供の有無やその内容を確認し、

る場合は、１月、８月といった特定の１カ月だけ

省エネに役立てたいものです。

の使用量で行わず、できるだけ１年分
（12 カ月

新しい電力量計
「スマートメーター」＊８ によ

分）
の使用量で行ったほうが試算の精度が上がり

る使用量データは、事業者が提供する省エネに

ます。あわせて試算条件も確認しましょう。例

関する情報にも活用されています。スマート

＊５

メーターでは、30 分間ごとの使用電力量を遠

えば、再生可能エネルギー発電促進賦課金

＊４ ク
 ーリング・オフに関する事項など、特定商取引法で定められた事項を記載した書面。記載された内容が不十分な場合もクーリング・オフができる。
 生可能エネルギーの固定価格買取制度において、電力会社が買取りに要した費用を、電気の使用者が使用量に応じて電気料金の一部として負
＊５ 再
担する。
＊６ https://www.emsc.meti.go.jp/info/guideline/pdf/20181227.pdf

＊７ 「一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針」
＊８ 遠隔で検針や使用開始・停止ができ、30 分単位で電気の使用量が取得できる電力量計。
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賢く選ぶ

エネルギー小売事業者と料金メニュー

隔で収集することができます。このデータを基

り、候補とした小売事業者のウェブサイトでも

にした、毎日の時間帯別の電力の使用状況や月

直接確認したりすると安心です。

ごとの推移をパソコンやスマートフォンで見

なお、比較サイトで試算をする際も、
「選択

る、自宅の使用量を同じ地域や世帯人数の家庭

をする際のポイント ③料金」に記載したとお

と比べるなどが可能です。これらの情報から、

り、１年分
（12 カ月分）の使用量で試算するこ

例えば、機器を消し忘れて外出した日は普段よ

とが勧められ、試算前提の確認も必要です。

りも消費電力量が多いことや、暖房機器を使う
とどのぐらい電力を使うかなどが分かり、省エ

事業者に求められること

ネ行動につながることが期待できます。

「選択をする際のポイント ①契約条件、
②セット割引等、③料金」で述べた事項は、消

「比較サイト」
の活用

費者が容易に確認できず、理解しづらい事項と

このような多くの小売事業者、料金メニュー

いえます。消費者保護の観点および消費者がお

があるなか、インターネット上の
「比較サイト」

の お の の 家 庭 に 合 っ た 小 売 事 業 者・ 料 金 メ

は、利便性の高いツールとして活用できます。
多くの比較サイトでは、自宅の郵便番号、世帯
人数、現在契約している料金メニュー、現在の

ニューを選択できるよう、小売事業者は、媒介・

とりつぎ

取次・代理業者を含めて、これらについての正

確で分かりやすい情報提供が求められます。

電気・ガスの使用量、日中の在宅状況などを入

また、前記の
「④電源構成等」の開示や
「⑤省

力すると、その地域で小売りを行う事業者のメ

エネに関する情報提供」についても事業者の積

ニューが一覧で表示され、各メニューの概要や

極的な対応が期待されます。
比較サイトの制作・

スイッチング前後の料金比較などができ、サイ

運営事業者においても、信頼性の確保や向上が

トを通じてスイッチングを申し込めます。
「解

求められます。

約金・違約金なし」
「発電手段の割合を公表」
な

小売営業に関する指針をまとめた
「電力の小

どの絞り込み機能があるサイトや、既契約者の

「ガスの小売営業に
売営業に関する指針」＊６、

「口コミ」を掲載するサイトもあります。

関する指針」＊９や、小売事業者の省エネ情報提

一方で、消費者の利便性の向上や適切な選択

供のあり方などをまとめた
「エネルギー小売事

の助けになっているとは言い難い比較サイトも

業者の省エネガイドライン」＊ 10 を確認してい

あるので注意が必要です。例えば、比較対象と

ただきたいと思います。

する小売事業者が非常に少ないサイトや、現在

小売全面自由化以降、不実告知などの特定商

の使用量データの入力は求めず、世帯人数や日

取引法違反による行政処分を受けた事業者や、

中の在宅状況などの情報だけで試算を行い、結

逮捕された事業者が存在します。これらの行為

果の精度が低いサイトがあります。
また、
スイッ

は消費者にとって不利益をもたらすだけではな

チングの申込み先としてリンクされているペー

く、
小売事業者全体の信頼を損ないかねません。

ジが既契約者向けのログインページであるサイ

小売事業者には関連法規則の遵守を改めて徹底

トや、誤ったリンクが設定されていることもあ

することが求められます。

じゅんしゅ

ります。念のため複数の比較サイトを利用した
＊９ https://www.emsc.meti.go.jp/info/guideline/pdf/20190930.pdf
＊10 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/others/pdf/energy_kouri_guideline.pdf
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情報銀行って
どんなもの？

消費者問題

アラカルト

安増 拓見

Yasumasu Takumi

株式会社野村総合研究所 流通・情報通信ソリューション事業本部
通信デジタル開発部 グループマネージャー

2004 年に株式会社野村総合研究所入社。上級システムエンジニアとして大規模システムの企画・
開発に従事しつつ、情報銀行などパーソナルデータ活用に関する調査研究や事業企画にも取り組む。

情報銀行とは

共有され、個人がコントロールして自分自身の

● 注目されるパーソナルデータ

え方が広まりつつあります。パーソナルデータ

ために活用できるようにするべきだ、という考

近年、私たちのまわりのさまざまな分野にお

には、その個人の嗜好に迫るさまざまな情報が

いて、より良いサービスの実現のため、急速に

隠れています。パーソナルデータを個人が活用

データ活用が進んでいます。特に、消費者の一人

できるようになれば、例えば、好きな企業に自

「パーソナルデータ」
は、
「21
一人の嗜 好に迫る

分のパーソナルデータを提供することで自分の

世紀の石油」とも表現され、大変注目を集めて

嗜好にぴったりのサービスを受ける、好きな企

います。

業の製品開発に生かしてもらえる、といったこ

し こう

パーソナルデータとは、個人の基本情報
（氏名
や住所など）
や行動履歴
（交通系 IC カードの乗車

とが可能になります。

● 基本的な情報銀行のしくみ

データやスマートフォンの位置情報など）
、購

パーソナルデータの種類や量は膨大です。そ

買履歴などを指します。この注目を集めるパー

れらすべてのデータを個人が認知し、
管理して、

ソナルデータですが、現状は GAFA（Google、

このデータはこの企業に渡すけれども、あの企

Amazon、Facebook、Apple）などの一部の

業には渡さない、というように個人がすべてを

企業が独占しています。これらの企業は、例え

コントロールするのは限界があります。
そこで、

ば無料で自社サービスを提供する代わりに利用

個人の代わりにパーソナルデータを安全に、そ

者のパーソナルデータを収集し、自社サービス

して簡単に、企業とやり取りしてくれるしくみ

の精度向上や新サービスの開発に、そして広告

として、
「情報銀行」
（図 1）が生まれました。こ

精度の向上に利用しています。このパーソナル

の情報銀行に対し、例えば、

データの独占利用や囲い込みはさまざまなゆが

・便益の条件
（提供されるサービスの精度が上
がる、ポイントがもらえるなど）

みを生み出しており、独占禁止法の規制対象と
しても議論されるようになっています。

・提供先の条件
（特定の企業グループ、大学や

● パーソナルデータは誰のもの？

研究機関など）

ところで、個人の活動によって生じたパーソ

・提供するデータの条件
（行動履歴、購買履歴

ナルデータは、本来、その個人のものではない

など、実名または匿名でなど）

でしょうか。近年、
世界的にも、
パーソナルデー

などを登録しておくことで、つど、個人が指示

タは企業が独占すべきものではなく、個人にも

することなく適切な企業へデータを提供できる
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アラカルト
図１「情報銀行」
の概要図
✓ 第三者提供に関する
条件について同意
個人

情報銀行
委任
便益

便益

買い物をしますが、その購買
履歴は各お店や EC サイトに

✓ 個 人によるコントロー
ラビリティ確保
本人の同意の範囲内
で第三者提供
個人
本人のために
情報
管理

バラバラに蓄積されていま
情報提供先

す。これらの情報を情報銀行
個人
情報

情報の
利用

✓ 諮問体制（データ倫理審査会）
✓ 個人向けの相談体制

※ 2019 年４月 26 日 総務省 情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 第 12 回
【資料 12 ー１】
情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 とりまとめ（案）より

に預ければ、すべての購買履
歴を一括で見られるようにな
りますし、自分がどのような
消費をするタイプなのかを分
析することもできるでしょ

ようになるのです。情報銀行は個人の同意とコ

う。また、情報銀行に預けた購買情報は、自ら

ントロールが前提となっており、このしくみに

の選択で企業に提供することもできます。自ら

より、個人は安心してデータを管理し活用でき、

の購買情報をお気に入りの企業に提供すれば、

企業はより良いサービスを消費者へ提供できる

その情報を元に企業が自分にぴったりの商品を

ようになるのです。

選びお勧めしてくれるかもしれません。

このようなデータ活用事業に関しては、政府

● バイタルデータを活用したサービス例
バイタルデータ
（脈拍や体温などの生体データ）

が政策として推進しているという背景もありま
す。2016 年には
「官民データ活用推進基本法」

を健康管理に活用する例を考えてみましょう。技

が制定され、個人情報の活用に関する法整備や

術の発展により、日々の脈拍や体温などの体調

環境整備を行い、データ活用をより促進させて

や運動量のデータといったバイタルデータが

いくという政府の方針が明確になりました。こ

パーソナルデータとして蓄積されるようになり

れを受けて 2017 年には、改正個人情報保護法

ました。これらのデータも現状では、個々の

が施行され、適切なルールの下で個人情報の有

サービスやアプリの中に分散して蓄積されてい

用性を確保し、事業者がより積極的に個人情報

ますが、情報銀行のしくみを用いてこれらの

を利活用できる下地が作られました。

データを集約し、食品会社やジムを運営する会

こうしたなか、日本におけるパーソナルデー

社に提供すれば、健康を維持するための献立や

タの活用を促進し、消費者・企業に新たな機会

運動のアドバイスを、今までよりも詳細に自分

を提供する、社会をより良くするしくみとして、

に合ったかたちで受け取ることができるように

今、情報銀行への期待が高まっています。パー

なるかもしれません。また、日々の運動情報を保

ソナルデータを企業や業界の垣根を越えて流通

険会社に提供すれば、その人の健康状態が確認

できるように、政府と一部の企業団体が連携し

され、
毎月の保険料が安くなるかもしれません。
このように、消費者が情報銀行を通してパー

てこの情報銀行の普及を推進しています。

情報銀行で生まれる新たなサービス

ソナルデータを自由に活用できる世界が来る

情報銀行を利用すれば、今まで実現できな

を享受することができるようになるでしょう。

かったさまざまなサービスが実現できるように
なると考えられています。

と、さまざまな新しいサービスが生まれ、それ

パーソナルデータ活用法の変化

● 購買履歴情報を活用したサービス例

パーソナルデータは前述のとおり非常に価値

例えば、購買履歴情報を活用する例を考えて

の高いデータである一方、非常にセンシティブ

みましょう。私たちは、さまざまなお店、EC

なデータでもあります。自身の健康状態に関す

サイト（インターネットショッピングサイト）
で

る情報や資産情報など、他人に知られたくない
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アラカルト
情報も多く含まれます。このようなセンシティ

銀行という特定の場所に集まると、今度はそこ

ブなデータを活用するために、改正個人情報保

から情報が漏れないかという心配が出てきます。

護法で定められた
「匿名加工」
という方法が用い

悪意のあるユーザーによる攻撃の可能性もあ
りますし、情報銀行から情報を提供する提供先

られるようになっています。
匿名加工とは、パーソナルデータを特定の個
人が識別できないように加工することを意味し

企業から情報流出する懸念もあります。内部犯
行による情報流出の可能性もあります。

ます。例えば購買情報であれば、いつ何を購入

これらの懸念を解消するため、情報銀行サー

したかという情報は残したまま、
“誰が購入し

ビス・企業には、情報セキュリティおよびプラ

たか”を分からないように加工する、というこ

イバシー保護のための技術的な対応、ガバナン

とです。匿名加工を行うことで、万が一情報漏

ス体制の確保、継続的なマネジメントが求めら

洩があった場合でも個人への被害を防ぐことが

れることになります。

できます。このような理由から、企業に集まっ

● 情報銀行認定制度とは

ろう

えい

一般消費者からすると、どの情報銀行サービ

たパーソナルデータは匿名加工されてから活用
されることが多いのです。

ス・事業者が適切な対応・対策を行っていて安

● パーソナルデータをそのまま扱う情報銀行

心安全で信頼できるのかを見極めることは容易

しかし一方で、匿名加工情報は限定的な使い

ではありません。そのため、どの情報銀行が安

方しかできない、という側面もあります。匿名

心安全なのか、消費者がひと目で判断できるよ

加工してしまうと、その情報が誰のものなのか

う
「情報銀行認定制度」
というものが考えられま

が分からなくなってしまうため、前述したサー

した。情報銀行サービスはこの認定を受けなく

ビス例のように個人一人一人に合わせた最適な

ても行えるため、あくまで認定は任意のもので

サービスの提供ができません。安全性を高める

すが、一定水準以上の十分な対応・対策を行っ

一方で、せっかくのデータを有効活用できなく

ている情報銀行サービス・事業者に情報銀行認

なってしまいます。

定を発行し、その安全性を客観的に判断できる

そこで、パーソナルデータを個人主導で安全

ようにする取り組みです。

に管理し、個人の同意の元で第三者へ安全に提

この認定制度は、現在は一般社団法人日本

供する情報銀行というしくみが普及すれば、個

IT 団体連盟＊１（以下、IT 連盟）という民間団体

人は安心して企業にデータを提供でき、企業も

によって、審査・認定・運用されています。こ

安心して利活用できるようになるのです。情報

の認定制度の認定基準は、総務省と経済産業省

銀行が普及することで、匿名加工情報では実現

が中心となって産学の有識者を集め議論し、

できなかったサービスが提供できるようにな

2018 年に公表した政府の指針
（
「情報信託機能

り、その結果、消費者の生活が今までよりも便

の認定に係 る指針」＊２）に沿って作成されてい

利で豊かになるでしょう。

ます。IT 連盟の専門組織において、この指針を

安心安全な情報銀行を見極める
認定制度

さらに具体的な内容に詳細化し、同年、認定事

● 情報銀行に関する懸念

度の審査に合格した際には、認定マーク
（図２）

個人にとって重要なパーソナルデータが情報

かか

業が開始されました。2019 年には初めての認
定事業者が発表＊３ されています。この認定制
が付与されます。

＊１	IT 関連企業の団体の連合体であり、日本の IT 産業の健全な発展に貢献する組織。
＊２	https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191008003/20191008003.html
＊３	https://itrenmei.jp/topics/2019/3646/
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図２ 情報銀行認定マーク

確認してくれる）するための
「頼れる第三者」と
しても、情報銀行の意義は大きいと考えます。

● 企業にとっては可能性の宝庫
1901AA01000
（数字）
扌
認定更新回数を表す

企業側にとっては、情報銀行を利用すること
※一般社団法人日本 IT 団体連盟
情報銀行推進委員会
ウェブサイトより

審査内容の概要を紹介すると、例えば、

により、今までとは異次元の深さのデータ、先
行する GAFA 同等以上のデータが入手できる
ようになるかもしれません。そうすれば消費者

・経営的な健全性が十分であること

との間に深い関係性を築くことができるように

・情報セキュリティやプライバシー保護に関す

なり、価値の高い商品やサービスを生み出し、

る対策が十分であること

新たな需要を掘り起こせる可能性があります。

・データ倫理審査会を設置しているなど、ガバ
ナンス体制が十分であること

日本の産業の発展のためにも、情報銀行を介し
たパーソナルデータの活用は重要になります。

などが問われます。さらには消費者との契約に
おいても、

結 び
今後ますます価値が上がり、量が増えるパー

・同意の撤回（オプトアウト）
や情報の提供履歴
の閲覧（トレーサビリティ）
に対応する
・個人との間で苦情相談窓口を設置し、一義的

ソナルデータを特定の企業だけが握るのではな
く、個人の下に取り戻し、個人の同意とコント
ロールの下に適切に活用し、そこから便益を得

な説明責任を負う
・提供先の問題であっても、個人に対して損害

ることは、
消費者の大きな利益につながります。
政府も情報銀行によるデータ流通を後押しす

賠償責任を負う
などの消費者重視の内容を盛り込むことを求め

るために、やり取りするデータの仕様を統一す

ています。規約説明や操作性などについても、

る取り組み
（データ仕様の標準化）
、また、個人

消費者に分かりやすく簡易なものにするよう義

の意思でデータを引き出して移せる権利
（デー

務づけられていて、消費者への配慮が多くみら

タポータビリティ権）の議論を進めようとして

れる内容となっています。

います。情報銀行の普及が、データ利活用を推

消費者にとっても企業にとっても
意義ある情報銀行

進するエンジンになり得るとして期待されてい

● 消費者にとっては「頼れる第三者」

まる情報銀行は、
攻撃されるリスクが高くなり、

るのは事実です。
一方で、パーソナルデータが特定の場所に集

消費者にとって、情報銀行は今まで以上の便

情報漏洩した時の被害が大きくなる可能性もあ

利さ・便益をもたらしてくれるものですが、同

ります。そのため、情報銀行事業者には情報セ

時に「頼れる第三者」
という側面もあります。

キュリティに関する技術的、組織的な対応がよ

日本の消費者は企業によるパーソナルデータ

りいっそう求められます。

の取り扱いに対して不安・懸念を強く持つ人の

自身のパーソナルデータとうまくつき合い、

割合が高い一方で、個別企業の規約は難解な内

自身の生活の質を上げるためには、認定制度な

容のために正しく理解できずに
“すべきでない

どをよりどころに、安心安全な情報銀行を見極

データ利用に関する規約同意”をしてしまう

めて活用していくことも重要になってくるで

ケースも散見されます。このような消費者の不

しょう。情報銀行の広がり、活用はまだまだこ

安・懸念を払拭し、
“すべきでない同意”
を回避

れからになりますが、その可能性には注目して

（情報銀行が分かりやすくデータ利用の可否を

いきましょう。
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14

困ったときの

相談機関

新連載

第

1
8

回

自動車製造物責任
（一社）日本クレジット協会
相談センター

相談できること
概要

割賦販売法に基づくクレジット取引に
関する相談および助言

料金

無料

連絡先
☎：03-5645-3361
月曜〜金曜の 10:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00
（ただし、土日祝日、年末年始を除く）
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住生日本橋小網町ビル 6 階
https://www.j-credit.or.jp/

協会の概要および設立経緯

容に応じた適切な相談先等の紹介、相談解決に
当たってのアドバイスとなります。

一般社団法人日本クレジット協会
（Japan

また、割賦販売法に基づく認定割賦販売協会

Consumer Credit Association。以下、協会）

として、消費者相談室に寄せられた会員
（正会

は、1958 年設立の全国信販協会、1967 年設

員）に関する相談・苦情のうち、割賦販売法や

立の日本クレジット産業協会および 2005 年設

自主ルールに違反する疑いのある事案に関して

立のクレジット個人情報保護推進協議会を母体

は、消費者相談室が消費者本人から属性や契約

に、2009 年に３団体が大同団結して設立した

内容等を確認のうえ、会員の消費者相談窓口に

クレジット業界の総合団体です。

内容を連絡して
（事案によっては調査と報告を

当協会は、2009 年７月１日に個人情報保護
法に基づく「認定個人情報保護団体」
の認定、ま

求め）
、消費者と会員との自主的交渉による円
滑な解決を依頼しています。

た同年 12 月１日には割賦販売法に基づく
「認
定割賦販売協会」の認定を受けました。法令に

協会のホームページでは、消費者相談室への
相談内容について次のような案内をしています。

基づく法的機能と、クレジットの業界団体とし

【このようなときにご相談ください】
・相談解決に当たってのアドバイスがほしいとき
(割賦販売法等の関係法令等を参考に助言します)
・相談解決に当たって、必要な情報がほしいとき
・適切な相談先が分からないとき ( 会員の相談窓
口や相談機関等を紹介します )

ての団体機能とを併せ持つ団体として、クレ
ジット取引を公正にし、取引に携わる関係事業
者の業務の適正な運営を確保し、もって消費者
の利益保護とその消費生活向上を実現し、クレ
ジット産業の健全な発展に資することを目的

一方、次のような案件は、弁護士等の法律相

に、業界の自主ルールの策定や消費者啓発など

談や公的消費者相談機関
（消費生活センターな

さまざまな活動を行っています。

ど）
を紹介しています。

協会の消費者相談業務
クレジット取引に関する相談の対応は、消費
者相談室が担当し、消費生活アドバイザー資格
のある相談員が対応しています。
主な対応は、割賦販売法
（クレジットに関す
る法律）の基本的な知識やクレジット利用方法
の注意点等のお問い合わせにお答えするほか、
会員事業者（以下、会員）
の消費者相談窓口や内

2020.1 国民生活

【他機関を紹介する相談】
・事業者間の取引に関する相談
（事業者が商品や
サービス等を購入する際に利用したクレジット
に関する相談など）
・クレジット取引以外の内容に関する相談
（例えば、
消費者と加盟店との売買契約等に関する相談や
リース取引や各社のポイント、割引制度、付帯
サービスなどに関する相談など）
・紛争解決のためのあっせん処理
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図

相談の受付状況

包括方式の支払方法別件数
（2018 年度）

①相談受付件数
直 近 の５年 間 で は 2,800 件 前 後 で 推 移し、
2018 年度に消費者相談室が受け付けた相談・

一括払い

その他

苦情等
（問い合わせ等を含む。以下、相談等）
は

897件
41.8%

813件
37.9%

2,763件でした。2017年度比で336件
（10.8％）
の減少です。なお、2017 年度は、旅行会社の
破産によって多くの相談等が寄せられるという
特殊な事情がありました。

ボーナス払い

リボルビング

7件 0.3%

②相談申出者の傾向

分割払い

332件
15.5%

98件 4.6%

相談等の申出者の属性を分類すると
「申込・契
約者」が 1,459 件
（総受付件数の 52.8％）
で、
「申
込・契約者の親族、知人、代理人」の 412 件を

332 件、
「分割払い」が 98 件、
「ボーナス払い」

合わせた『個人』からの相談等は 1,871 件（同

が７件の順となっており、割賦販売法の対象と

67.7％）です。一方、公的消費者相談機関から

なる３形態の合計は 437 件で、
「包括方式」の

の相談等は796件
（同28.8％）
となっています。

うちの 20.4％でした。

③クレジットの支払方法別の傾向

なお、
「その他」
は包括方式であるものの支払

受け付けた相談等について、商品購入のつど

方法に直接関連しない与信判断、利用可能枠の

申込書の提出と審査を行う
「個別方式」
と、あら

増減、紛失・盗難、不正使用などに関する相談

かじめ利用限度額を設定してカード等を交付す

等が 813 件
（37.9％）
でした
（図）
。

る「包括方式」のクレジットの支払方法別の特徴

④加盟店の販売形態別の特徴
《個別方式
（個別信用購入あっせん）
》

を紹介します。
《個別方式（個別信用購入あっせん）
》

「店舗販売」が 195 件、
「特定契約」
（特定商取

2018 年度の「個別方式」に関する相談等の受
付 件 数 は 472 件 で し た。2017 年 度 比 49 件

引法５類型）が 111 件、通信販売が 14 件です
（表１）
。

（9.4％）の減少です。『支払方法別』でみると、

「特定継続的役務提供」
の 54 件のうち、50 件

「分割払い」が最も多く 412 件、
「ボーナス払い」

がエステティックサロンに関するもので、
「訪

が１件で、両者を合わせた 413 件が割賦販売

問販売」
の49件のうち主なものは、
浄水器８件、

法の対象取引でした。
「個別方式」の 87.5％に

寝具７件、太陽光発電、リフォーム、宝飾品は

なります。

各５件でした。

「翌月一括払い」
は３件、その他が56件
（11.9％）

《包括方式
（包括信用購入あっせん）
》
最も多いものは、
「通信販売」の 552 件です。

でした。
《包括方式（包括信用購入あっせん）
》

このうち、92％がインターネットでのクレジッ

2018 年度の「包括方式（クレジットカード、

トカード利用となっています。
「特定契約」
では、

以下、カード）
」に関する相談等の受付件数は

「訪問販売」が 32 件、
「特定継続的役務提供」は

2,147 件でした。2017 年度比 221 件、9.3％

32 件で、
「特定継続的役務提供」
のうち 30 件が

の減少です。『支払方法別』でみると、
「翌月一

エステティックサロンに関するもので、個別方

括払い」が最も多く 897 件（「包括方式」のうち

式と同様にほとんどを占めています ( 表１)。

の 41.8％）でした。次いで「リボルビング」が

2020.1 国民生活
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表１ 販売形態別相談件数

表２ 支払方式別の相談内容内訳件数

個別方式
販売形態

件数

包括方式

構成比

件数

168

585

支払関連

141

712

手数料関連

213

189

3％

クレジット契約の解約

123

317

17

1％

加盟店関連

54

287

17％

32

3％

カード不正使用

5

2％

9

2％

1

1％

16

1％

320

100％

1,051

100％

195

61％

393

37％

通信販売

14

4％

552

53％

特定契約

111

35％

106

10％

訪問販売

49

14％

32

電話勧誘

2

1％

特定継続
的役務

54

業務提供
誘引販売
連鎖販売
計

包括方式

与信関連

店舗販売

合

個別方式

構成比

その他

451
296

1,228

出なければ、
その内容を認めたことになります。
当該の利用がいつどこで行われたか、どのよ

※支払方式が判明した件数。％は構成比。小数点第１位以下は四捨五入。

うな商品サービスか、不正が多発している加盟
店ではないかなどを利用者の通常の利用状況と

典型的な相談内容
（事例）

照らし合わせての調査などにより、結果までに

「個別方式」
「包括方式」
の典型的な相談内容の

時間を要することとなります。

例を紹介します
（表２）。

協会の消費者啓発や
相談業務等の取組み

《個別方式（個別信用購入あっせん）
》
①購入した商品が見本と相違しているため、契約
を解除したい。クレジットの支払いも途中であ
るが解除したい。

協会では、クレジット利用の理解促進と自立
した消費者として消費行動ができるよう
「クレ
ジットのしくみと利用上の留意点」
「クレジッ

売買契約上の解約は、交渉相手が販売店
（加

ト業務の内容」など、全国の小中学校や高校、

盟店）となります。クレジット会社には支払停

大学等の希望や学習方針に合わせて講義をして

止の抗弁を申出し、抗弁事由に該当すれば、その

います。また、
消費生活センター等が主催する、

交渉の間の請求は一時的に停止措置をとること

一般消費者向けの講座・セミナー等に、講師と

となります。

してクレカウンセラー（会員会社の知見を有す

《包括方式（包括信用購入あっせん）
》

る資格者）を派遣しています。さらに、自治体

②退会したカードで引き落としが続いている。

電気等の公共料金や通信料金等継続的なサー

が主催する消費生活センター相談員の方に対す
る勉強会に、協会職員を講師として派遣する制
度も設けていますので、ぜひ、ご依頼ください。

ビスをカード払いで利用されている場合もある

相談するに当たって

ため、当該事業者にカード決済変更届出を行う
必要があります。また、カード会員規約では、

相談申出の際は、あらかじめ次のような資料

退会後もすべての債務を清算するまでは規約の

を準備いただくと、相談受付処理を円滑に進め

効果が生じる旨の規定が一般的です。

ることができます。

③カード利用明細に身に覚えのない利用分があっ
た。

①加盟店から交付されたクレジット契約書
②加盟店と契約した売買契約書等
③その他商品等の案内、パンフレット等

利用明細を受け取った後、一定の期間内に申

2020.1 国民生活
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学生の

新連載

消費者トラブルを
防ぐために
― 大学等の取り組み ―
国民生活センター 広報部

第

１回

消費者トラブル防止セミナーや
弁護士による無料相談を実施
― 法政大学の取り組み ―

【取材協力】 小林 光広
安達 圭子

Kobayashi Mitsuhiro
Adachi Keiko

法政大学 学生センター 市ヶ谷学生生活課 課長

法政大学 学生センター 市ヶ谷学生生活課 主任

リの話は思ったより身近な問題なので、注意し

課外教養プログラムの一環

て物事を見たり聞いたりしたい」
「友達や家族に

マルチ取引、高額な投資セミナーや就活塾な

も今日学んだことを伝えたい」といった感想が

ど、学生が被害者に、あるいは加害者になる消

寄せられました。セミナーは、消費者トラブル

費者トラブルが後を絶ちません。そこで法政大

の予防策を知ることができるほか、消費生活セ

学学生センターでは、学生に対してさまざまな

ンターという公的な相談機関があることを知る

方法で注意喚起を行っています。

きっかけにもなっています。

そ の １ つ が、 課 外 教 養 プ ロ グ ラ ム（ 通 称

こうしたセミナーを、本学では３つのキャン

KYOPRO
〈キョープロ〉
）
の一環として実施してい

パスで年に１回ずつ実施し、それぞれ 100 名

る消費者トラブル防止セミナーです。KYOPRO

前後の学生が参加しています。

とは、学部・学科の正課授業だけでは扱えない

セミナー参加率向上の工夫

領域をカバーし、補完的役割を担う学生向けの
サービスで、1993 年から実施しています。当

こうしたセミナーを開催しても、学生はなか

初は教職員が企画していましたが、2007 年か

なか参加しようとしないものです。そのためこ

らは学生と一緒にプログラムを企画・運営する

ちらから積極的に働きかけることが必要です。

ようになりました。

そこで本学では、サークルを取りまとめる団体

消費者トラブルに関しては、2014 年から取

「サークル支援機構」
（ 通称 CSK）を通じて参加

り上げるようになりました。地元、千代田区の

を呼び掛け、特に新入生や成人前の学生に参加

消費生活センターに依頼し、
「消費者トラブル

させるよう伝えています。CSK の役員と学生

から身を守る方法教えます！」
というテーマで、

センター教職員が定期的に会議等のやり取りを

最新の消費者トラブルの手口や予防策について

行い、サークル代表者会議の資料でも、大学か

相談員の方に講演していただいています。

らのメッセージや最

2019 年６月に実施されたセミナーでは、大
学生に多い消費生活相談として
「就活塾の有料

新情報を発信してい
ます。

受講契約」
「 投資用 USB メモリの購入」
「 架空請

さらに学生セン

求メール・ワンクリック請求」
「サクラサイト商

ターの機関紙『法政

法」
「チケット購入」
「合宿の旅行予約」などにつ

コンパス』や全学生

いて解説しました。また、本学でもトラブル事

対象の配信メール、

例として相談の多いマルチ取引の事例について

ポスター
（図）
などで

も詳しく学びました。

も告知しています。

参加学生からは
「被害者はもとより加害者に

ポスターは、学生セ

ならないよう気をつけたい」
「 投資用 USB メモ

ンターのスタッフが

2020.1 国民生活
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図

セミナーのポスター

学生の消費者トラブルを防ぐために
― 大学等の取り組み ―

手掛け、若い世代の目を引くような仕上がりを

定するためというよりは、注意を促し、勧誘を

心がけています。

やめるよう指導するといったことを主としてい

そして、セミナー当日はアンケート用紙を回

ます。トラブルに他大学の学生も関係している

収することで出欠を把握します。出席率があま

場合は、
当該大学とも連携することになります。

りにも低い団体については、代表の学生を通し

一方、学生の訴える内容が
「お金を取り戻し

て「ちゃんと出席するように」
と注意することも

たい」といったものや緊急対応が必要なもので

あります。

あれば、消費生活センターや警察に相談するよ

回収したアンケートの内容は消費生活セン

う促しています。

ターの講師にもフィードバックしており、その

また、本学では、学生センターの職員や学生

内容をもとに「このテーマは好評だったので、

相談室のカウンセラーでは対応しきれない内容

来年も取り上げましょう」
「この話題はあまり響

の相談を受けるために、2011 年から学生やそ

かなかったようなので、もう少し強く訴えましょ

の保護者を対象とした無料法律相談も実施して

う」などの提案をいただいています。数年にわ

います。月１～２回、１回 30 分、予約制で、

たる連携で信頼関係ができていて、大学側から

本学の顧問弁護士が対応し、消費者トラブルの

もリクエストしやすい環境になっています。

ほか、アルバイト上のトラブル、金銭トラブル、

ただ、セミナーに参加できる人数には限りが
あります。そのため、授業外のところで昼休み

ネットトラブル、カルトや宗教などに関する相
談を受け付けています。

の校内放送や『法政コンパス』
でも、消費者トラ

法律相談といっても、相談者の代理、弁護を

ブルの実例などを紹介し、広く注意喚起を行う

行うものではありません。あくまでもトラブル

ようにしています。特に、保護者の目が届きに

に関する法律上の基礎知識や、問題解決に有効

くくなる新入学シーズン、地元に戻って勧誘さ

な考え方、法律専門機関や公的機関の利用など

れることが多いゴールデンウィークや夏休みな

に関するアドバイスを行っています。

ど長期休暇の前は、重点的に注意を呼び掛けて

今後の課題

います。

「学生を対象とした法律相談」

今後の課題は、トラブルが表面化・深刻化す
る前にどうやって学生からの相談を促すか、と

さまざまな予防策を実施したとしてもすべて

いうことです。新入生に配布する資料に、学生セ

の消費者トラブルを防ぐことは不可能ですか

ンターや学生相談室の案内を載せたり、地方の

ら、実際に何かあったときの対応も重要となり

保護者後援会に職員が回って各種相談を受け付

ます。学内では人間関係が密接なゼミ・サーク

けたりしていますが、ほかにも相談窓口を周知

ル・体育会を舞台に問題が起こりがちで、そう

する方法がないか模索しているところです。

した困りごとの相談が学生センターやカウンセ

また、2022 年から成年年齢が 18 歳に引き

ラーが対応する学生相談室にしばしば持ち込ま

下げられれば、消費者トラブルも低年齢化する

れます。

ことが考えられます。大学入学時に既にトラブ

相談内容が「勧誘をやめさせてほしい」
「断り

ルに巻き込まれているというケースも考えられ

づらくて困っている」といった、人間関係に関

ますので、今後は高校・大学がともに消費者ト

するものであれば、学生センターが当事者を呼

ラブル防止に取り組んでいくことが必要になる

び出し、事情を聞きます。被害者や加害者を特

でしょう。
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（ライター：鷺島 鈴香）

民法改正による

不動産取引への影響
第

4

回

村川 隆生

契約・売買に関する改正のポイント（1）

意思能力／契約自由の原則／
契約の成立と方式／消滅時効
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。

1. 意思能力を有しない法律行為

2. 契約自由の原則

高齢化社会が進むにつれ不動産の所有者
（売

契約は当事者が自由にその内容を決めること

主）が高齢であることも少なくなく、取引後に

ができ、また契約をするかどうか、誰と契約を

売主の親族等が契約の無効を訴え、契約時にお

するかも自由に決められます。契約方式の自由

ける売主の意思能力の有無をめぐりトラブルに

を合わせて
「契約自由の原則」
と呼ばれ、近代私

なることがあります。判例
（大審院 明治 38 年

法の基本原則とされています。契約自由の原則

５月11日）
は意思無能力者の法律行為を無効と

は、
改正前民法には規定がありませんでしたが、

において、意思表示を

＊１

していたが、改正民法

改正民法において明文化しました。

した時に意思能力を有しない者がした法律行為

【改正民法 521 条】契約の締結及び内容の自由
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、
契約をするかどうかを自由に決定することが
できる。
２ 契約の当事者は、法令の制限内において、
契約の内容を自由に決定することができる。

は無効とする意思能力制度を明文化しました。
【改正民法３条の２】意思能力
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思
能力を有しなかったときは、その法律行為は、
無効とする。

意思能力を有しない者がなした法律行為は無

一般に、契約自由の原則は、①契約を締結し

効であると法文上で明確にされたことで、判断

または締結しないことの自由、②誰を契約の相

能力の低下した高齢者等が不当に不利益を被る

手方として選択するかの自由、③契約の内容を

ことを防ぎ、保護されることが期待されます。

決定することの自由、④契約締結の方式
（書面

■ 成年後見制度

か口頭かなど）
の自由に分類されています。

高齢者等の保護を図る制度として「成年後見

契約内容については、改正民法 90 条の公序

制度」
がありますが、地域貢献推進プロジェク

良俗に反せず、借地借家法 30 条等の強行規定＊３

ト＊２ のホームページによると、2018 年現在に

に反しない範囲で自由に決定することができる

おいて、成年後見制度の利用者は約 22 万人に

もので、これらの規定に反する内容は、当事者間

過ぎず、潜在的な後見ニーズ
（判断能力が不十

で合意したものであっても無効となります。

分とみられる推計約 870 万人）のわずか２％程

3. 契約の成立
（諾成・不要式）

度であるようです。なお、成年被後見人の居住用

契約は、
法令に特別の定めがある場合を除き、

不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可が必
要となっています
（民法 859 条の３）
。許可を得

書面の作成などの形式を必要とせず、当事者間

ないで締結された売買契約は無効になります。

における
「申込み」
と
「承諾」
の契約を成立させる

＊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	東大大学院教育学研究科生涯学習論研究室と
（一社）
地域後見推進センターの連携プロジェクト https://kouken-pj.org/about/current-status/
＊３ 当事者の意思に左右されず、強制的に適用される公の秩序を守るための規定であり、これに反する契約はその部分について無効とされる。
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意思の合致により成立するのが原則ですが、改

を 37 条書面として交付しています。宅建業法

正民法は、この基本原則を明文化しました。

は、37 条書面の交付義務を課すことで、実質

【改正民法 522 条】契約の成立と方式
契約は、契約の内容を示してその締結を申し
入れる意思表示（以下「申込み」という。）に対し
て相手方が承諾をしたときに成立する。
２ 契約の成立には、法令に特別の定めがあ
る場合を除き、書面の作成その他の方式を具
備することを要しない。

的に書面による契約の締結を義務づけています。

4. 消滅時効
（原則 5 年）
複雑で合理性も乏しいと批判があった職業別
の３年、２年、１年の短期消滅時効を定めた改正
前民法170条〜 174 条および商事消滅時効が廃
止されて、
時効期間と起算点が統一されました。

「申込み」は、承諾があれば契約を成立させる

起算点

時効期間

意思表示であることから、改正民法は、申込み

権利を行使できることを知った時から

５年

を
『契約の内容を示してその契約の締結を申し

権利を行使することができる時から

10 年

➡

入れる意思表示』と定義しました。相手の承諾

いずれか早いほうの経過によって時効完成

により契約が成立するのですから、
「申込み」
の
段階で契約内容を確定できるだけの情報が提示

【改正民法 166 条第１項】
債権は、次に掲げる場合には、時効によって
消滅する。
一 債権者が権利を行使することができるこ
とを知った時から五年間行使しないとき
二 権利を行使できることを知った時から十
年間行使しないとき

されている必要があることを示しています。
なお、申込みに対し条件を付すなどの変更を
加えた承諾は、その申込みを拒絶して新たな申
込みをしたものと見なされます
（民法 528 条）
■ 不動産取引における契約の成立と宅建業法
売買・賃貸借の不動産取引において、買主ま

か し

改正前民法では、不動産売買における瑕疵担

たは借主になろうとする者が気に入った物件が
見つかった場合に行う
「申込み」は、一定期間、

保責任に基づく損害賠償等の請求は、買主が瑕

物件を押さえること
（優先交渉権の確保）
を主た

疵の存在を知った時から１年以内にすることを

る目的とするもので、契約を成立させる意思表

必要とし、知った時から１年以内に請求しな

示としての申込みとはいえません。このような

かったときは請求権が消滅してしまいます。

「申込み」は改正民法の
「申込み」
の定義にも合致

改正民法では、売主の瑕疵担保責任制度が廃

しませんので、この申込みに対して、売主・貸

止され、契約不適合責任にルールが変更されま

主が売ること、貸すことを承諾したとしても契

した。契約不適合責任では、買主が引き渡され

約が成立することはありません。このことは改

た土地・建物に契約の内容に適合しない瑕疵（欠

正民法施行の前後で変わることはありません。

陥等）の存在を知った時には１年以内に通知す

■ 宅建業法 37 条
「書面の交付義務」

ることが必要ですが、契約不適合責任に基づく

宅建業法は諾成契約によるトラブル防止を目

請求権の行使は、知ったときから５年以内に行

的に、宅建業者に対し契約が成立したときには

えばよいことになります。ただし、引渡しを受

所定の事項を記載した書面（37 条書面）の交付

けた時
（権利を行使できるとき）から 10 年で請

を義務づけています。通常、売買・賃貸借契約

求権は消滅します。

書に宅地建物取引士が記名押印し、この契約書

〈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
• 民法
（債権関係）
の改正に関する説明資料－主な改正事項－ 法務省民事局 http://www.moj.go.jp/content/001259612.pdf
• 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/安藤 佳子

アメリカ

Ando Yoshiko

航空機の座席サイズの最低基準制定に向けて

● CR アドボカシ― ホームページ h
 ttps://advocacy.consumerreports.org/research/consumer-organization-letter-to-dot-and-faa-on-passengeremergency-evacuation-test/
●コンシューマー・アフェアーズ ホームページ https://www.consumeraffairs.com/news/faa-to-test-the-safety-of-airplane-seat-sizes-against-thegrowing-girth-of-fliers-100119.html
● S. コーエン議員 ホームページ https://cohen.house.gov/media-center/press-releases/congressman-cohen-seeks-representative-demographicsaircraft-evacuation 
ほか

航空機の旅は年々窮屈になり乗客の不満が募って

の安全性は確保されていないと批判していた。

いるという。1960 年以来、アメリカ人の平均体重は

2018 年、超党派議員提出の SEAT 法を含む FAA

約 13.5㎏増えたにもかかわらず、座席の幅は約４

再認証法
（改正法）
が成立し、FAA は 2019 年 11月に

㎝縮小して約 42㎝に、間隔は 10㎝以上も縮小して

ようやく座席のサイズと間隔の最低基準策定のため

79㎝前後になったためだ。これに対し、民間航空

の実験を行うと発表した。しかし、被験者には高齢者

機の運航や機体の安全管理を担う FAA（連邦航空

や子ども、障がい者、肥満者などは含まれないと報

局）は、
「緊急時、90 秒以内に機外へ脱出できること」

じられ、
SEAT法案提出の議員はFAAに不満を表明。

という安全基準は航空会社が実施した実証実験に

また、CR
（ コンシューマーレポーツ）等も、現行の

よって証明されているとして、乗客の快適性向上の

実験では、満席に近い大型旅客機の場合や、通路の

ために座席サイズの最低基準を制定することには否

手荷物、急増中の感情支援動物＊、パニック状況な

定的であった。しかし、航空会社が作成した資料に

どが考慮されておらず、現実に見合う適切な結果は

は若くスリムな被験者が整然とにこやかに避難する

得られないとして、DOT（運輸省）
および FAA に改

ようすが撮影されており、航空機旅客権利擁護団体

善を要望する文書を送付した。

（フライヤーズライツ）
等はまったく非現実的で避難

＊ 精神的な問題を抱える人を支援する動物。

オーストラリア

食品の
「健康指数星マーク制度」
導入5年

● HSR ホームページ http://www.healthstarrating.gov.au/internet/healthstarrating/publishing.nsf/Content/home
● CHOICE ホームページ https://www.choice.com.au/food-and-drink/nutrition/food-labelling/articles/strengthening-health-star-ratings

健康指数星マーク
（HSR：Health Star Ratings）

ほか

このほど規定が見直され、導入後５年間の成果と

は、市販の包装済加工食品がどの程度健康的かを星

今後に向けた改善点や目標を記した最終報告が公表

の数
（0.5 個刻みで最高５個）
で表示する制度。2014

された。その中で、
制度はおおむね良好に運用され、

年 OECD 調査で、オーストラリアの成人の 63％が

多くの消費者が
「分かりやすい」
「星の数が多い食品

過体重または肥満とされる状況に対し、政府が国民

を選択するようになった」と評価。また、制度導入

の肥満防止・健康促進の対策として業界、公衆衛生

後に約８割の商品がより健康的な成分に改善された

担当、消費者グループなどと協力して開発、導入し

という。今後は、糖分や塩分のマイナス評価の強化

た自主表示制度である。
成分表記を確認するよりも、

や低糖・低エネルギー食品の積極的評価など計算方

星マーク数を見ればより簡単に、迅速に、同じ基準

式の改善に加え、現在約３割の表示率を 2023 年ま

で比較し選択することが可能であるという。技術者

でに７割に引き上げたいとしている。

および栄養専門家が開発した計算方式で、エネル

CHOICE( オーストラリア消費者協会 ) の調査で

ギー量、リスクのある要素
（飽和脂肪酸、塩分、総

は、消費者は星マークがないと宣伝やメーカーのイ

糖分）と健康的要素
（たんぱく質、食物繊維、果物・

メージに流されやすいことが判明。CHOICE は今

野菜・ナッツ・豆類）の量の評価を算定して星の数

回の最終報告に対し、添加糖分のマイナス評価強化

が決められる。

と表示の義務化を強く要望している。
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

ドイツ、フランス

Kishi Yoko

多言語が交錯する国境地帯の消費者センターで

●ヨーロッパ消費者センター ホームページ h
 ttps://www.cec-zev.eu/de/startseite/ 
https://www.cec-zev.eu/fr/accueil/

ドイツ南西部の山岳地帯
「黒い森」
近くを流れるラ

ンターは ECC-Net（ヨーロッパ消費者センターネッ

イン川は、フランスとの国境線の役割も担っている。

トワーク）
の傘下にあり、運営に必要な資金は、欧州

バーデン＝ヴュルテンベルク州の小さな町ケールか

委員会と各国が共同出資している。他のセンターは

らライン川を越えると、そこはアルザス地方（フラ

EU加盟国のほか、
アイスランド、
ノルウェーにあり、

ンス）のストラスブールである。現在は EU の拠点

商品・サービスにかかわる越境取引の消費者トラブ

として知られる都市だが、戦争の度に国境線が変更

ル等について、設置国の言葉で相談できる＊２。

され、両国間を揺れ動いた過去がある。そこで、住

このなかで、ドイツ・フランス国境地帯の共同セ

民の多くはフランス語とドイツ語を話し、方言アル

ンターは独特である。
通常の相談業務にとどまらず、

ザス語も残る多言語地帯となっている

＊１

。

互いの国の生活情報を対岸の消費者に発信すること

この地域では、橋を渡って簡単に対岸の国を訪問

で、国境を越える就学・就労等を推進している。

できる。そこで、ケールに設置されたのが「２つの

2019 年から３年間は、障がい者対策の強化期間で

国に１つの住所」
というキャッチフレーズで運営する

もある。重度障がい者が両国間を移動したり、対岸

両国共同のヨーロッパ消費者センターである。同セ

に滞在する際の利便性改善をめざすという。

＊１ オーストリアとイタリア国境の多言語地帯については、ウェブ版
「国民生活」2019 年６月号「海外ニュース」参照。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201906_09.pdf
＊２ 日本には国民生活センター越境消費者センター（CCJ）がある。

オーストリア
● VKI
『消費者』
2019 年 11 月号

https://www.ccj.kokusen.go.jp/

国民的スナックの具材としては不適切な商品も

https://www.konsument.at/test-toastschinken112019

スライスしたハムとチーズをパンに挟み、ホット

商品を購入し、表示どおりの条件に従って保管した

サンド用グリルで焼いたハム・チーズ・トースト

うえで、塩分、衛生面、味等をテストすることにし

（Schinken-Käse-Toast）は、オーストリアの国民

た。まず、塩分テストで分かったことは、包装上の

的スナックといえるだろう。献立に困ったときのお

表示よりも、実際の塩分が高いことである。100g

手軽メニューとして、またカフェの軽食としても広

当たりの塩分を測定したところ、８商品が表示より

く親しまれている。ケチャップを添えるのが特徴で

も高く、中には表示では 2.0g なのに、実 測 値 は

ある。VKI（オーストリア消費者情報協会）
では以前、

2.91g という商品もあったという。

読者の家庭でハム・チーズ・トーストを作るとき、

また、賞味期限の最終日に、専門家が外観・にお

どのようなハムを使うのか調査したことがある。そ

い・味等を確認したところ、１商品で異様な臭い・

れ に よ る と、 大 多 数 の 読 者 が「 ト ー ス ト 用 ハ ム 」

味がしたという。同じ日に行った衛生状態のテスト

（Toastschinken）を挙げたという。パンに挟みや

では、この商品を含む計４商品が細菌に汚染されて

すいように、薄くスライスして包装されたもので、

いたとのことである。そこで同協会は、賞味期限ぎ

商品名にも「トースト用ハム」
という言葉が入ってい

りぎりまで保管せずに、購入後は早めに食べるよう

る。

助言する。なお、食味テストは一般消費者にも依頼

そこで、同協会はスーパーでトースト用ハム 10

したが、専門家と比べて評価が厳しかったという。
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新連載

発 見!

テルミちゃん

消費者トラブル

啓発

消費者の心を癒やすピンクの小猿。トラブルを感知できる
ハート型の尻尾をアンテナのように張る。葉っぱの髪飾りが
お気に入り。テルミちゃんにしがみつかれると、
困ったり、
迷っ
ている消費者が我に返り、冷静な判断ができるようになる。

キャラクター

第

1

青森県消費生活センター

回

はね と

消費生活センターをより身近に感じてもらう

成して、跳人姿

ことをねらいに、2009 年度に地方消費者行政

で 観 客 に PR し

活性化交付金を活用し、青森県消費生活セン

ています。

ター
（以下、センター）
のマスコットキャラクター
として作成、名前を一般公募しました。名前は
「私に電話して＝ TEL+ME」
に由来しています。

東北初の消費者教育推進大使

テルミーダンスとダンス動画

センターのホームページ、
各種広報媒体(リー
フレット、グッズ等 ) に登場させ、センターは

テルミちゃんを活用した啓発をさらに効果的

もとより、消費者ホットライン 188 の周知・

に進めるため、2018 年度、消費者被害防止テー

啓発の場面で活用してきました。

マソング
「相談してね ! テルミちゃん」とオリジ

いやや

ナルダンスを作成しました。歌詞とダンスの振
り付けはセンターで考え、曲は外注しました。
出前講座、各種イベント等で幼児から高齢者ま
で多くの皆さんに踊ってもらうことで高い啓発
効果を確信

知事
➡

し ま し た。
これを受け
て 2019 年
度は、県民
2016 年度には、出前講

の皆さんと

座やイベント等さまざまな

知事が踊った動画を作成して公

場面での啓発効果をさらに

開 し、YouTube で は 再 生 回 数

高めるため、着ぐるみを作

が２万回を超えています。

動画はこちらから

成しました。雨や雪でも街

テルミちゃんの出動回数は年々増加しており

頭啓発ができるようレイン

（表）
、人員確保や運搬は大変ですが、これから

コート、ブーツ付きです。

も着ぐるみの効果を最大限活用していきます。

2017 年度には東北初の「消費者教育推進大
使」として消費者庁より委嘱され三村知事から
委嘱状を手渡されました。同年から青森ねぶた
祭にも参加し、2018 年度にはねぶた衣装も完

2020.1 国民生活

着ぐるみ活用状況

表

※2019 年11月11日現在

2016

2017

2018

2019

26 回

36 回

48 回

58 回
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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

消費者教育
実践事例集

69 回

契約に関する知識を学び、
の手紙を完成させよう
「19歳の私へ」
大久保 育子

Okubo Ikuko

交野市消費生活センター消費生活相談員

大阪府金融広報アドバイザー。相談業務に加え消費者教育・啓発に取り組む。

かた の

大阪府交 野市消費生活センター
（以下、セン

載されたカードを、契約か約束か、誰と誰との契

ター）では、2016 年度から市立中学３年生の

約かに着目して黒板の分類パネル
（図２）
に貼っ

家庭科で「契約の知識と消費者トラブル」
の授業

ていくグループワークを行います。生徒たちは

を行っています。今回は 2018 年度に実施した

「BtoB」
「BtoC」という言い回しがちょっと大人

内容を紹介します。

になった気分になるのか、かなりノリノリで
ワークが進みます。結果解説では ①未成年でも

授業構成と内容

いろんな契約をしながら生活している ②誰と

授業は １. 絶対にやってはいけないバイト
（10

誰の契約かでトラブル解決方法が違う ③クー

分）２.クイズで学ぶ契約
（25 分）３. 利用規約を
読んでみよう（10 分）４. まとめ（10 分）という

図１ ワークシート
「19 歳の私へ」

時間配分で行います
（写真）。
１の導入で、覆面調査や荷物受け取り代行の
アルバイトのつもりが自身名義のスマホや銀行
口座の譲渡だった、という実際にあったトラブ
ル事例を紹介すると、生徒たちは強い関心を示
し、ツカミとしては大変効果的です。
２では、なぜ覚えのない未払い請求メールを
無視してよいのかや、宅配ピザの注文を例に契
約成立の時期などをクイズ形式で学びながら
ワークシート「19 歳の私へ」
（ 図１、後述）の空
欄を埋めていきます。
さらに
「フリマアプリでテーマパークチケッ
トを購入」
「友人と駅で待ち合わせ」
「お土産を買
う」
「友人にお土産をあげる」などの出来事が記
写真 授業のようす
図２ 分類パネル
契

約

B to B
（事業者と事業者）
約

束

C to C
（個人と個人）
B to C
（事業者と個人）
クーリング・オフが可能
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リング・オフができるのは一部の契約に過ぎず

違いなど班で話し合って考えることができたの

④法改正で変動もあるので ⑤現状を覚えるので

でよかった」
「アプリをインストールするとき、

なくて、困ったときには相談・確認することが

規約を読んでいなかったので次からは読む」な

大事、の気づきが生じるように話しました。

ど、
センターが伝えたいことを、
生徒たちがしっ

その後、３では中学生の利用が多い動画配信

かり理解していることが確認できました。

サイト等の利用規約をワークシートに沿って読

授業実施までの道のり

み解き、事業者が責任を免れる免責条項や、契

センターでは、10 年以上前から学校での消

約をやめたいときの解約条項を契約前にチェッ

費者教育の必要性を市教育委員会、校長会へ説

クする大切さを学びます。

明し続けてきました。2013 年の児童会に始ま

授業コンセプトは
「学びが生活を豊かにする !」

り、教員研修や保護者会、小・中学校へ延べ
20 校＋８カ所の出張講座を開催し、講座後の

このコンセプトが生徒に伝わるように、授業

アンケート結果報告の際には
「授業」
として取り

は ❶生徒の日常生活
「あるある」を学びの糸口

組む意義や子どもの消費者トラブル事例を伝え

に ❷グループで考え話し合う参加型で ❸授業

ました。そのうちに、現場の教員にもセンター

内容を整理しインプットできるワークシートを

がどんな機関かが伝わり、実際のトラブル事例

作成、の３点に注力しました。

をセンターに話してもらうのが一番という共通

●なぜ「19 歳の私へ」の手紙なのか？

認識が醸成され、
授業実施へとつながりました。

❸のワークシートは
「19 歳の私へ」
（ 図１）と

現在は、年間で中学２年生の授業
「STOP! 製

「利用規約を読んでみよう」の２種類を準備し、

品事故」
を１校５クラス、中学３年生の授業「契

使用しました。
「19 歳の私へ」は成年年齢引き

約の知識と消費者トラブル」を２校 10 クラス

下 げ が 決 ま っ た 2018 年 の 中 学 ３ 年 生 が、

と実施校数・学年ともに拡大しています。

2022 年度に 19 歳になる年で成人することに

毎年 11 月頃に次年度の授業希望の有無を学

着目して、生徒たちにそのことをしっかり自覚

校に確認し、希望校の担当教員とは新年度が始

してもらえるように、単なる穴埋め式ではなく、

まってすぐに日程調整と授業内容を打ち合わせ

成人した自分に宛てる手紙形式としています。

ます。実施日の１～２カ月前に、センター側が

2019 年度からは
「18 歳の私へ」
としています。

担当教員に具体的な授業内容を示し、最終すり
合わせを行うという手順で進めています。

成人した自分に伝えたいこと

今後の課題

生徒たちの提出した「19 歳の私へ」の追伸欄
には
「怪しいバイトしてないか？ 気ィつけや～」

「昨年、授業で……」
と先日、高校１年生が脱

「欲しいものがあったら必ずホームページで利

毛クリームの定期購入の相談でセンターへ来所

用規約や表示を確認してください」
「契約は簡単

したときに、授業を続けてきて本当によかった

に取り消せるものではないのでよく考えるこ

と思いました。ただ、相談員２人で計 15 クラ

と」
「トラブルに巻き込まれたら落ち込んでない

スの授業を担当するのはかなりハードで、市立

で事業者や消費生活センターに相談するなど行

中学４校のうち未実施の２校でも授業を行いた

動するように」
などと記されていました。

いものの、現状では困難です。

また、本授業の感想としては
「めっちゃタメ

今後は今まで以上に家庭科・社会科教員との

になったし、バイトとかする前に気をつけない

連携を密にして、授業作りのサポートをしてい

とアカンことを知れてよかった」
「約束・契約の

きたいと考えています。
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第

10 回

ポート

レ
続 適格消費者団体活動

地域に根ざした
適格消費者団体をめざして
特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク

服部 有

Hattori Yu

2016 年７月 16 日設立。2019 年６月 26 日に全国 21
番目、栃木県初の適格消費者団体として認定を受ける。

特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク事務局長理事、弁護士。

適格消費者団体の認定に至るまで

これまでの主な申入れ事案

2019 年６月 26 日、特定非営利活動法人と

適格消費者団体の認定前に成果を上げてきた

ちぎ消費者リンク
（以下、当会）
は、全国で 21 番

事案を紹介します。

目となる適格消費者団体の認定を受けました。

事案

当会を設立する以前にも、県内において、消
費者被害の防止や救済活動を目的とした消費者
団体が設立されていました。そのため、当会の
設立に向けた準備段階では、
「県内に適格消費
者団体の認定をめざす当会を立ち上げる必要が
あるのか」とのご意見もいただきました。
当会の設立を検討し始めた時点では、関東地
方において適格消費者団体があるのは、東京都
と埼玉県だけでした。県内の消費生活相談の場
面において、適格消費者団体に情報提供したほ
うがよいと思われる事案にぶつかったとき、東
京都や埼玉県の適格消費者団体などに実際、紹
介したケースはほとんどなかったと思われま
す。紹介してこなかったのは、私たちにとって
適格消費者団体が身近でないことから敷居が高
く、また遠方にある適格消費者団体が具体的に
何をしているか分からなかったためでした。
そこで、県内で起きた消費者問題の泣き寝入
りを防ぐため、消費者および私たちを泣かせて
きた費用対効果の壁を打ち破るためには、県内
にも適格消費者団体の積極的な活動が必要であ
り、当会自ら適格消費者団体の担い手となるし
かないとの考えに至りました。この思いが、
2016 年７月に当会を設立したときから今日に

１

映画館窓口のほか、インターネットでも映
画館の鑑賞料チケットを購入できますが、イ
ンターネットにおけるチケット購入サイトの
利用規約において
「未成年者が本サービスを
利用した場合は、本サービスのすべての事項
について親権者または後見人の同意があった
ものと見なします」との条項がありました。
この条項は、
法定代理人の関与の機会を奪い、
未成年者取消権を否定するものです。そこで
当会より、当該規定が、民法による場合に比
べ、消費者の権利を制限し、消費者の利益を
一方的に害するものであるとして、申し入れ
たところ、事業者より当該規定を削除したと
の回答があり、当該条項の削除を確認できた
ことから申入れを終了としました。
なお、当会は本件以前にも、健康食品などの
インターネット販売事業者に対し、未成年者
取消権を奪う条項への申入れを行い、その際
の事業者も未成年取消権を奪う条項を削除し、
購入者が未成年者の場合には購入フォームに
おいて保護者の同意を得たか否かのチェック
ボックスを追加する運用に改めました。

至る根底にあります。
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事案

２

弁護士、消費生活相談員などの正会員 120 名

スポーツサポーターズクラブに
対する申入れ

（14 団体を含む）
、賛助会員12 名
（２団体を含む）

栃木県内にも、数多くのプロスポーツクラ
ブがあり、プロスポーツクラブにはファンク
ラブのようなサポーターズクラブが存在しま
す。当会は、消費者契約法に抵触していると
思われる複数のサポーターズクラブの規約に
関し、申入れを行ってきました。具体的には、
①退会や会員資格喪失の場合に、その理由の
い かん

如何を問わず、支払い済みの年会費は返却し
ないとの条項があったために、会員残期間に
応じた事業者に生ずべき平均的損害の範囲を
超える部分を返還すべき旨の規定に変更する
よう申し入れました。また、②事前の通告な
しに会員規約を変更でき、これにより会員が
被る損害等に関し、事業者は一切の責任およ
び損害賠償義務を負わないという条項につい
ては、民法による場合に比べ、消費者の権利
を制限し、消費者の利益を一方的に害するも
のであるとして、申し入れました。その後、
事業者より、これらの規定を削除したとの回
答があり、当該条項が削除されたことを確認
できたことから申入れを終了としました。

検討委員会の構成と
適格消費者団体認定後の申入れ

で構成されています
（2019 年９月 30 日時点）。
会報は年４回発行し、
当会の活動報告のほか、
最近の消費者トラブル事例を取り上げて、啓発
活動もしています。
毎年１回消費者トラブル 110 番を開催し、
110 番の前には、記者会見を行い、110 番の
実施と当会の認知度の向上に努めています。受
け付けた相談の中からは、具体的に申入れに
至ったケースもありました。
学習会は、総会の際の記念講演のほか、少な
くとも年１回開催しています。最近は、一般消
費者向けに埼玉消費者被害をなくす会から講師
を招き、
「ウソの広告お断り！～景品表示法を
学ぼう～」と題する学習会を開催しました。市
民の人々にも伝わり、理解されるよう、分かり
やすく関心を持ってもらえる内容で実施してい
ます。ほかにも、日頃から検討委員会の構成メ
ンバーのレベルアップだけでなく、普段法律に
かかわっていない人も交えて学習し、相互に理
解を深める機会を設けられないか検討してい
て、当会理事長による
「消費者問題の今日的課
題」と題する学習会を開催しました。今後も新
たな企画を検討していきます。

行政との連携

検討委員会は、弁護士 11 名、消費生活相談
員７名、有識者１名で構成されています。

栃木県くらし安全安心課とは、
「差止請求関
かか

係業務に係る消費生活相談情報の提供と利用に

適格消費者団体認定後にも、県内のプロス

関する覚書」
の締結に向けて協議をしています。

ポーツクラブ会員規約の随時変更に関する条項、

栃木県以外との関係では、適格消費者団体の

コンビニエンスストアのウェブ会員規約にある

認定を受けたことに伴い、当会の周知と協力依

事業者の免責や規約内容の随時変更、専属的合

頼のため、県内にある市や町の消費生活セン

意管轄 に関する条項、悩み解消に関するセミ

ター訪問を始めました。訪問時には、ポスター

ナー受講契約の中途解約時における違約金や免

とリーフレットの設置をお願いして、当会の活

責条項に関する是正の申入れを行っています。

動についてご理解いただくとともに、相談員や

市民に向けた活動

行政職員と意見交換も行っています。11 月７

＊

日時点で既に、８市町の消費生活センターを訪

当会は、消費者問題に理解のある団体や法人、
＊

問しており、今後も随時訪問する予定です。

 意により特定の裁判所を管轄裁判所とすること。ウェブ版「国民生活」2018 年 11 月号「気になるこの用語」参照。
合
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201811_10.pdf
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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

河合 敏男

17 回

Kawai Toshio

弁護士

河合敏男法律事務所所長。日弁連住宅紛争審査会委員長、同消費者問題対策委員会土地住
宅部会幹事、欠陥住宅被害全国連絡協議会幹事長、国民生活センター仲介委員等を歴任。

建蔽率・容積率

不動産広告でよく目にする
「建蔽率」
「 容積率」とは、
どのような意味でしょうか。その他の建築規制につい
ても解説します。
いうと、地上階の床面積が 80㎡とすると、40㎡

建蔽率・容積率とは

まで地下室を作れます。つまり延床面積は全体

ぺい

建蔽率とは
「建築物の建築面積の敷地面積に

で 120㎡となりますが、３分の１の 40㎡は地下

対する割合」と定義されています。敷地面積と

室で容積率に算入されず、容積率は 80㎡で計

は、表面積ではなく
「敷地の水平投影面積」
（図

算されます。地下室は居室面積を増やせるメ

１）です（建築基準法施行令２条一号）
。建築面

リットがありますが、建築費が高いこと、湿気

積とは、「建築物の外壁またはこれに代わる柱

が滞留しやすいというデメリットがあります。

の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」です

建蔽率も容積率も、都市計画によって各地域

（同条二号）
。例えば、敷地面積 100㎡、建蔽

ごとに上限が決められており、これを超過する

率 50％の場合、最大 50㎡までの広さ
（建築面

建物を建てることは禁止されています。過密な

積）の建物を建築することができます。

建築による環境の悪化や火災の延焼防止等を目

容積率は、
「建築物の延床面積の敷地面積に対

的とする規制です。

する割合」
です。つまり、１階、２階、３階など

いろいろな建築規制

各階の床面積の合計
（延床面積）
が敷地面積に対
して何％かを示す割合のことです。前記例で例

建蔽率や容積率は、いろいろある建築規制の

えば容積率 80％とすると、延床面積 80㎡
（１階

一部です。建築規制とは、建設する建築物の用

２階とも 40㎡、１階 50㎡２階 30㎡など）の建

途、形状、構造、設備などについての公的制限

物を建築できます
（図２）
。住宅の地下室には容

で、建築基準法、都市計画法、条例などによっ

積率の緩和規定があり、住宅の用途に供する部

て定められています。代表的な建築規制には次

分の床面積の合計の３分の１を限度として延床

のようなものがあります。

（1）用途地域

面積に算入しないことができます。前記の例で
図１ 敷地の水平投影面積
敷地

図２ 建蔽率と容積率の関係
２階30㎡

に建築可能な建物の用途を制
限しています。第１種住居専

１階50㎡

水平投影面積

都市計画法＊１は、地域ごと

用地域 ＊２、商業地域 ＊３ など
建蔽率50％
容積率80％

敷地100㎡

※図1・2とも筆者作成

12 種類の用途地域が定めら
れています。これは、秩序あ
る土地利用と良好な都市環境

＊１

都市計画に必要な事項を定め、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

＊２

住居の環境を保護するため定める地域。

＊３

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
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用語
気になる この
を形成するためです。建築基準法はこの用途地

ています
（建築基準法 43 条１項）
。これを接道

域の種類に応じて、建築物の用途や建蔽率、容

義務といいます。
接道義務を満たさない土地は、

積率等の制限を関連づけています。

袋地とか囲 繞 地などといって、建物を建築す

（2）高
 さや後退距離の規制、防火地域・準防
火地域＊ 4

い にょう

ることはできません＊６。取引価格も極端に低
くなるのが普通です。

建物の形態に関する規制は、高さ制限や隣地

この
「道路」は公道であることが原則です
（私

境界からの後退の規定があります。建物の高さ

道の場合もあります）
。土地を分割して複数の

制限は、絶対高さの制限のほか、道路斜線制限

建物を建築するために私道を設けることがあり

（前面道路の反対側の境界線から敷地側に向

ますが、この場合、法の定める道路としての構

かって一定の勾配の斜線を引き、建築物の高さ

造基準に合致し、特定行政庁からその位置の指

をその斜線の内側に制限する）
、北側斜線制限
（敷

定を受けたものであれば、
接道義務を満たす「道

地の真北方向の境界線から一定の斜線の範囲内

路」
とみなすことができます。これを
「位置指定

に建築物の高さを制限する）
などがあります。

道路」といいます
（同法 42 条１項五号）
。この

日影規制も高さ制限の一種です。これは、中

ほか、42 条２項に規定している
「２項道路」と

高層の建築物が周辺の土地に落とす日影が一定

呼ばれる道路があります。これは、建築基準法

時間以上にならないように設ける高さ制限で

が４ｍの道路の接道義務を定めた当時既に４ｍ

す。日影時間の限度は、地方公共団体が用途地

未満の道路に沿って建築物が建ち並んでいたこ

域等の種類に応じて条例で指定しています。

とから、例外的に４ｍ未満の道路に接する敷地

隣地境界からの後退については、民法 234 条

についても接道義務を満たすものとされた道路

で 50㎝以上の距離を空けることとしています。

です。この２項道路に面した建物を再築すると

ただし、建築基準法 65 条は、
「防火地域又は準防

きは道路の中心より２ｍ以上後退すること

火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のも

（セットバック）
が要求されます。

のについては、その外壁を隣地境界線に接して

建築規制を知るには？

設けることができる。
」
と規定しており、この場
合は、民法の 50㎝後退の規定は適用しないと

以上のような建築規制は、よく耳にする規制

されています（最高裁平成元年９月19日判決）
。

の一例で、他にも多くの建築規制があります。

（3）その他の規制

このようなさまざまな規制をクリアしなければ

その他、都市計画によって建築が禁止される

ならないため、必ずしも建蔽率、容積率いっぱ

市街化調整区域や拡幅の予定のある計画道路に

いまで建築できるとは限りません。建築規制は

かかる敷地部分には恒久的な建築物の建築が禁

特定行政庁の建築指導課などの建築行政部署に

止されるなどの規制があります。景観法は、美

問い合わせれば教えてくれます。

しいまちなみや景観を保護するため建築物の形
の制限ができることを定めています。

＊５

態や意匠

宅建業者が売買や仲介を行う場合は、重要事
項説明書の中に
「都市計画法、建築基準法等の
法令に基づく制限の概要」
という項目があって、

敷地と道路の関係

規制の内容を説明することとなっています。も

建築物の敷地は、原則として、幅員４ｍ以上
の道路に２ｍ以上接しなければならないとされ

し、
説明されなかったため、
購入者が損害を被っ
た場合は、宅建業者の責任が生じ得ます。

＊４ 市
 街地における火災の危険
（火災の延焼・拡大）
を防除するため、都市計画により定められる地域地区をいう。防火地域・準防火地域では、例えば
屋根を耐火構造・準耐火構造にするか不燃材料を用いることとか、開口部に防火戸を設けることなどの建築基準法上の規制がかかってくる。
＊５

建築物や工作物などの外観全体の特徴をあらわす形状、模様などが一体となったものや、外観の一部を構成するデザインを指す。

＊６

建築基準法 43 条２項で救済される場合がある。
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相談情報ピックアップ
第

7

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

無登録業者との

バイナリーオプション取引のトラブルにご注意！
相談事例
もう

SNS を通じて
「確実に儲ける方法を教える」という人と友達になり、
「どのくらい儲けたいのか」な
どといったやり取りをした後、相手から勧められたバイナリーオプションのサイトに登録した。す
ると相手から「10 万円から始める人が多い。10 万円入金するとボーナスがつく」と説明され、10 万
円をクレジットカードで決済した。その後、相手からの指示で SNS のグループに参加したが、どう
対応してよいのかまったく分からず、取引の操作方法等を問い合わせしても返答がない。操作もで
きないのであれば出金してしまおうと思いサイトの規約を確認すると、
「ボーナスも含めた入金額の
３倍以上の取引がないと出金できない」と記載されていた。サイトのことを調べたところ、運営者は
海外の無登録業者であることが分かった。返金してほしい。

問題点とアドバイス

（20 歳代、女性）

金融庁ホームページ
「免許・許可・登録等を受け

為替相場等が上がるか下がるかを予想する金

ている業者一覧」
で確認することができます＊。

融商品であるバイナリーオプション取引の相談

（2）勧誘をうのみにせず、リスクを十分に理解

が増加しており、20 歳代の若者のトラブルが

できなければ取引を行わないでください

多くなっています。相談事例における取引の相

バイナリーオプション取引は、取引期間後の

手方は海外の無登録業者であり、次のように十

相場を予想し、取引期間終了時
（権利行使期限）

分な注意が必要です。

に、事前に定めた権利行使価格を上回った（ま

（1）無登録業者との取引はやめましょう

たは下回った）
場合に、一定額の金銭
（ペイアウ

日本の法律（金融商品取引法）
では、日本の顧

ト）を受け取ることができます。予想が当たれ

客との間で、バイナリーオプション取引などの

ば利益になりますが、予想が外れれば、支払っ

店頭デリバティブ取引を業として行う場合は、

たオプション料がすべて損失になり、短期間に

海外業者も含め、金融商品取引業の登録が必要

繰り返し取引できるため、損失額が大きくなる

です。しかし、相談事例では、業者の登録は確

おそれもあります。

認できておらず、
無登録業者と取引を始めた後、

バイナリーオプション取引はリスクの高い取

出金を求めても応じてもらえないといったケー

引であり、確実に儲かるというものではありま

スが目立っています。

せん。取引をすれば簡単に儲かるかのような勧

バイナリーオプション取引を始める場合、業
者の登録の有無を確認し、無登録の業者との取

誘をうのみにせず、リスクを十分に理解できな
ければ取引を行わないでください。

引は行わないようにしましょう。
登録の有無は、
＊

金融庁 https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

参考：国民生活センター
「無登録業者とのバイナリーオプション取引は行わないで！－ SNS をきっかけにした 20 歳代のトラブルが目立ちます－」
（2019
年 10 月 24 日公表）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191024_1.html
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第

暮らしの

法律

Q&A

92 回

帰国してしまった外国籍の
配偶者と離婚するには？
相談者の気持ち
私
（日本人）
は外国籍の夫と国際結婚し日本で暮らしていましたが、夫が
自国へ帰ってしまい戻ってきません。離婚したいのですが、どこに訴えを
起こせばよいでしょうか？

萩谷 雅和

Hagiya Masakazu

弁護士

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

まず、国際結婚をしている夫婦

に当てはまる場合が多いと思います。

が離婚をする場合、日本または外

日本法が適用されますので、離婚訴訟をする

国のどちらの国の法律に準拠して

場合には、原則として、訴訟の前に離婚請求の

離婚請求の可否が判断されるの

調停を申し立てる必要があります ( 家事事件手

か、という問題があります。準拠

続法 257 条１項で調停前置主義といいます )。

法の問題と言っています。国によっては、宗教

しかし、相談者の場合、相手方が外国に帰っ

的な背景などにより離婚ができない、あるいは

てしまって調停手続きが困難であると考えられ

極めて難しいこともあり得るので、これは重大

ますので、裁判所により
「事件を調停に付する

問題です。

ことが相当でない」
( 家事事件手続法 257 条２

次に、裁判離婚を求める際には、どちらの国

項ただし書 ) との判断がなされることになり、

の裁判所へ申し立てて裁判してもらうのかが問

調停を経ずに離婚訴訟を提起することが可能で

題になります。国際裁判管轄の問題です。

あると考えられます。

この２つは同じように感じるかもしれません
が、実は違う問題です。

したがって、相談者の場合、離婚請求の調停
の申立てを経ずに、住所地を管轄する家庭裁判

相談者の場合、外国籍の夫と日本で暮らして

所に、直接、離婚訴訟を起こすことが可能です。

いたとのことですので、
「夫婦に最も密接な関

もっとも、日本での家庭裁判所への訴え提起

係がある地の法」(法の適用に関する通則法 25

による裁判離婚の手続きとともに、相手国での

条、27 条 ) を準拠法として日本の法律に基づ

離婚手続きも必要となります。
これをしないと、

いて離婚を進めることが認められます。

日本国内ではあなたは離婚しているのに、相手

どちらの裁判所で裁判するのかという国際裁
判管轄については、原則は、被告の住所地国で

方の国においてはあなたはまだ配偶者だ、とい
う状態が継続しているからです。

す。ただし、2019 年４月１日に施行された人

国によって離婚手続きや必要書類は異なりま

事訴訟法改正により
「夫婦の最後の共通の住所

す。相手国の大使館に、離婚手続きについて問

が日本国内にあり、かつ、原告の住所が日本国

い合わせることをお勧めいたします。

内にあるとき」などは日本の家庭裁判所で裁判
できることになっています。実務的には、これ
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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

有料老人ホーム入居契約における前払金の取り扱いに
つき、契約書面で不返還とした条項の効力について
消費者契約法上の不当条項に当たるか判断した事例
本件は、適格消費者団体が、有料老人ホームの事業者に対し、入居者と入居契約を締
結する際に使用している契約書について、終身にわたる賃料を一括前払いで徴収し、そ
の一部を居住期間にかかわらず返還しないこととしている契約条項は、消費者の利益を
一方的に害するものとして無効であるなどとして、当該行為の停止等を求めた事件である。
裁判所は、入居一時金の不返還特約が消費者契約法 10 条に違反しないと判断した。入
居契約における入居一時金の性質について考え
るうえで参考になる判決である。
（東京高裁平
成 30 年３月 28 日判決
〈上告不受理〉
）

控 訴 人：適格消費者団体
（X）
被控訴人：有料老人ホーム運営事業者
（Y）

前述の試算モデルを踏まえ、簡易生命表に基づ

事案の概要

いて、３つの年齢区分に分け、前払金総額のう

本件は、適格消費者団体（X）が、複数の有料

ちに占める割合が定められており
（
「60 歳から

老人ホームを経営する Y に対し、Y が入居者と

75 歳まで 10 パーセント」
、
「76 歳から 85 歳

の間で一括払方式の入居契約をする際に前払金

まで 15 パーセント」
、
「86 歳以上 20 パーセン

を徴収し、その一部を居住期間にかかわらず返

ト」
）
、前払金総額にこの割合を乗じて算出する

還しないこととする契約条項
（本件不返還条項）

こととされている。

は、消費者契約法 10 条により無効であるなど

原判決
（参考判例①）
は、本件入居契約は、本

として、同法 12 条３項に規定する差止請求権

件契約書の内容に照らせば、賃貸借の要素は含

に基づき、当該行為の停止等を求める訴訟を提

むものの、前払金を払った入居者で想定居住期

起した事件である。この種の事件においては、

間を超えた者の負担を補うための相互扶助など

前払金の額がどのような性質のものとして定め

の要素も含んだ複合的な非典型契約であって、

られているかが問題となる。本件において、前

賃貸借契約そのものではないということができ

払金の額は Y が入居者の年齢に応じて定める

るから、本件契約書において建物賃貸借契約上

」と「想定居

建物賃借人が負うべき負担以外の負担を課す条

住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事

項が含まれていても、そのことから直ちに、建

業者が受領する額」
（以下、この額に係る受領金

物賃借人である消費者の権利を制限等するもの

を「超過期間のための受領金」という）の合計と

で法第 10 条前段に違反するということはでき

し、超過期間のための受領金の額については、

ないなどと述べて、X の請求をすべて棄却した。

「想定居住期間

＊１

内の家賃想定額

＊２

かか

＊１	本契約では、想定居住期間は厚生労働省老健局高齢者支援課 2012 年３月 16 日付事務連絡で示された考えにのっとり、公益社団法人全国有料
老人ホーム協会が策定している試算モデルを踏まえて Y が決定するものとされている。
＊２ 想定居住期間に応じた１カ月分の家賃相当額×想定居住期間
（月数）
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そこで、X がこれを不服として控訴した。

理

ところで、X は、旧契約書において、前払金
の額は
「月額賃料×想定居住月数」
という数式に

由

より算出されることになっており、
「保険料」は

本判決は、次のように、消費者契約法 10 条

その一部であることが明示されていたから、
「借

前段該当性および後段要件該当性をいずれも否

主の想定居住月数に応じた賃料総額」の一部が

定して、X の請求を棄却した。

不返還とされていたと主張するところ、
確かに、

１ 本件不返還特約の内容

旧契約書においては、前払金の総額の算定に当

X は、本件不返還条項は、本件旧契約におけ

たり
「月額賃料」
という用語が用いられているが、

るものと同様に、
「借主の想定居住月数に応じ

その実質は、
「前払賃料」
と
「保険料」
の合計額を

た賃料総額」の一部を不返還とするものである

想定居住月数で割ったものであり、
「保険料」部

と主張するところ、これは、本件不返還条項が

分も含むものであるから、
「月額賃料」
という用

想定居住期間内の家賃相当額の一部を不返還と

語が用いられていることからその一部の不返還

するものであると主張するものと解される。

が想定居住期間内の家賃相当額の一部を返還し

しかしながら、本件契約書は、表題部の
「5. 前
払金」において、前払金は
「想定居住期間内の家

ないものであると解することはできない。

２ 消費者契約法 10 条前段該当性

賃相当額」と
「超過期間のための受領金」である

本件不返還条項を含む本件入居契約は、有料

こと、後者の額は入居前もしくは短期解約によ

老人ホームの入居契約であるし、その契約内容

り契約を終了する場合を除き返還しないことを

を具体的にみても、①入居者は、被控訴人が設

明記し、別表第５においても同様のことを明記

置する老人ホームに入居し、終身にわたってこ

しているのであるから、本件不返還条項が不返

れを利用し、かつ、契約期間中本件契約書別表

還とするものは
「超過期間のための受領金」
であ

第１記載のサービスの提供を受けること、②入

ることは明らかである。

居者は、
本件入居契約に定める事項を承諾して、

な お、 本 件 入 居 契 約 は、X の 指 摘 に よ り、

被控訴人に対し、前払金、提供サービスの費用、

2011 年老人福祉法改正に従い、本件旧契約か

管理費その他の費用を支払うこと、③被控訴人

ら表記を修正したものの、前払金および不返還

は、入居者または第三者の生命、身体、財産に

部分の算定方法を変更したものでないことは、

重大な損害が生じるおそれがある場合その他の

当事者間に争いがなく、表記について本件旧契

緊急の必要がある場合はあらかじめ入居者の承

約書では、表題部の
「
（4）
賃料等」
において、
「終

諾を得ることなく居室に立ち入ることができる

身にわたる賃料」の算定式は「前払賃料＋保険

こと、④入居者が提供サービスの費用の支払を

料」とされており、保険料は Y が想定居住月数

怠った場合には、居室の利用に関する部分を含

を超えて契約が継続する場合に備え受領する金

めて本件入居契約の解除事由となることなどが

額であること、保険料は３カ月以内に契約が終

規定されているから、本件入居契約が有料老人

了した場合を除き居住期間にかかわらず返還し

ホームの施設の入居・利用と継続的かつ複合的

ないことを明記し、別表第５においても同様の

なサービス等を提供する契約であり、住居の提

ことを明記していたのであり、本件旧契約が不

供・確保とサービス等の提供が不可分一体と

返還としていたものは、保険料、すなわち
「Y

なっているものであることは明らかである。し

が想定居住月数を超えて契約が継続する場合に

たがって、本件入居契約は、賃貸借の要素は含

備え受領する金額」
であることは明らかである。

むものの、複合的な非典型契約であって、賃貸
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借契約そのものではないということができるか

解約に至る場合が少なからず存在する。また、

ら、本件契約書において建物賃貸借契約上賃借

入居後の慣れない環境の下で、要介護度の状態

人が負うべき負担以外の負担を課す条項が含ま

が急速に変化し、短期間で契約を解除せざるを

れていても、そのことから直ちに建物賃借人で

得ない場合などもみられる。

ある消費者の権利を制限しまたは義務を加重す

ところが、有料老人ホームの入居契約におい

るもので法 10 条前段に該当するということは

ては、終身の利用権取得と入居一時金の結び付

できない。そして、
超過期間のための受領金は、

きを踏まえて、入居一時金の一部を居住期間に

入居者が、将来、想定居住期間を超えて居住す

かかわらず返還しないこととする条項が存在す

る場合の費用を相互扶助の観点から前払方式を

ることが多く、問題とされてきた。

選択した入居者全員で分担するものであり、想

そこで、入居一時金の法的性質が議論の対象

定居住期間を超えた場合に、追加出資を求めら

となり、終身利用できる対価と解する判決
（参

れることなく居住を継続することができるとい

考判例②等。参考判例④の控訴審判決である参

う自らの利益を得るための費用ということがで

考判例⑤も入居一時金にこれに相当する部分が

きるから、対価性がないということはできない

あるとする）と、施設利用ないし役務提供の前

のであって、前述のとおり複合的な性質を有す

払いと解する判決 ( 参考判例③④等 ) がある。

る本件入居契約において、入居者が前述の対価

前者のように解すると、入居者は入居により既

性を有する金員の負担をすることとしても、賃

に終身利用できる地位を取得しているので、入

貸借契約における一般的法理等または民法の賃

居金の返還を拒否する論理と結び付くが、こう

貸借契約に関する規定の適用による場合に比し

解すると、入居者が早期に死亡した場合や、退

て消費者の権利を制限しまたは義務を加重する

去した場合であっても、事業者は何らの返還義

ということはできない。

務もないことになって、
不当である。そのため、

３ 消費者契約法 10 条後段該当性

後者の立場が妥当であり、裁判例の多数もこの

本件不返還条項により不返還とされる超過期

立場である。もっとも、結論として、入居一時

間のための受領金は、相互扶助的な性格を有し

金の不返還特約が消費者契約法 10 条に違反し

ており、仮に入居者が想定居住期間に応じた負

て無効とした判決はないようである。

担しかしないとすれば、これを超えた入居者が

２ 不返還の理由としての保険料
本判決は、本件不返還特約は、前払金のうち、

生じた場合に事業者に大きな負担が生じること
となることに照らせば、入居者全員の負担額を

「想定居住期間内の家賃相当額」
とは区別された

抑えつつ、これにつき不返還とすることにも合

「想定居住期間を超えて契約が継続する場合に
備えて事業者が受領する額」を不返還とするも

理性がないということはできない。

のであるとしたうえ、本件契約が不返還として

説

いるものが、保険料すなわちＹが想定居住月数

１ 入居一時金の法的性質

額であることは明らかであるとし、超過期間の

解

を超えて契約が継続する場合に備え受領する金

有料老人ホームについては、高齢者やその家

ための受領金は、入居者が、将来、想定居住期

族等が入居する前に得ている情報と入居した後

間を超えて居住する場合の費用を相互扶助の観

に得られる情報に大きな格差等が存在する事例

点から前払方式を選択した入居者全体で負担す

が少なくなく、その結果、比較的短期間で中途

るものであり、想定居住期間を超えた場合に、
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追加出資を求められることなく居住を継続する

３ 保険料という考え方の妥当性

ことができるという自らの利益を得るための費

このように、参考判例⑥および本判決は、不

用ということができるから、対価性がないとい

返還部分は保険における保険料に相当するよう

うことはできないとしている。

な対価性のある支出であるとして、不返還特約

このように不返還部分の説明として保険料を
援用する判決として、参考判例⑥がある。
参考判例⑥は、
「入居一時金は、入居者が、

の有効性を根拠づけている。しかし、超過期間
のための受領金の額は、年齢に応じ受領金額の
10 パーセントから 20 パーセントという高額の

本件施設の居室等を原則として終身にわたって

ものであり、これを保険の考え方で説明するの

利用し、各種サービスを受け得る地位を取得す

は説得力を欠く。そもそも入居後１、２年程度

るための対価であった」
とし、
「入居一時金の中

で退去・死亡した場合に返還されるべき金銭を

には、償却期間である 15 年を想定居住期間と

長期入居者のために充当しなければならない理

する居室の家賃相当額及びサービス等の利用料

由は明らかでなく、事業者が後の長期入居者に

金の前払部分と、契約が入居者の終身にわたり

充当するかどうかも確定できない。充当するな

継続することを定額で保証するための対価的要

ら、より具体的な算定根拠をもって明確に相互

素（多数の入居者のうち、一部の者の入居期間

扶助的な要素の部分に対する金額を示す必要が

が 15 年を超えて継続する場合に、当該一部の

あろう。2011 年６月 22 日に改正された老人

者のみに超過期間の家賃相当額等を負担させる

福祉法 29 条６項が、
「有料老人ホームの設置者

のではなく、多数の入居者が入居時に同一割合

は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上

の負担をすることで、そのうちの誰が 15 年を

必要な便宜の供与の対価として受領する費用を

超えて継続したとしても新たな負担を生じさせ

除くほか、権利金損の他の金員を受領してはな

ないという、いわば相互扶助的な要素であり、

らない」
としていることからも、入居一時金は、

この場合、初期償却される額は将来に備える保

「家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必

険の保険料に類似する性格を持つといえる。
）
お

要な便宜の供与の対価として受領する費用」の

よび将来において隣接介護付有料老人ホームに

前払金としての性格をもつと解すべきであり、

優先的に入居する権利ないし機会を確保するた

入居一時金の一部を保険料とみる本判決の判断

めの対価的要素とがあり、後者
（２つの対価的

は適切なものとはいえない。本件に消費者契約

要素）が本件初期償却条項により償却される部

法 10 条の適用を否定した点は疑問である。

分と解するのが相当である」
として、
「本件初期
償却条項により入居者が負担する金銭は、上記
意味における対価を得るための支払いといえる
から、民法、商法その他の法律の公の秩序に関
しない規定、すなわち任意規定による場合に比
し、消費者たる入居者の権利を制限し、又は義
務を加重するものとはいえない」として、不返
還条項を有効としている
（参考判例⑥の控訴審
判決である参考判例⑦判決は、差止めの要件を
満たさないとして、控訴を棄却しており、実体
的な判断はしていない）
。
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
最終回

法定利率
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。

遅延損害金とは、金銭債務について債務不履

はじめに

行があった場合の損害賠償のことです。多くの

消費生活相談では、助言でもあっせんでも、

消費者契約では、契約の内容の中で、消費者が

法定利率に関する問題を取り扱うことはあまり

支払いを怠った場合の遅延損害金について利率

ないのではないでしょうか。しかし、2017 年

を定めていることが普通です。この場合、原則

民法改正における重要な改正点の１つが法定利

として契約で定めた利率の遅延損害金を支払う

率に関するものであることから、最後に法定利

義務を負います。ただし消費者契約法９条２号

率の改正を取り上げます。

では、遅延損害金の割合が年 14.6% を超える

まず、消費者契約などで法定利率が関係して

場合、
これを超える部分は無効と定めています。

くるのはどんな時かを説明します。消費者契約

では、契約において遅延損害金の割合につい

では、消費者が対価を支払って事業者から商品

て取り決めていなかった場合には、どのように

やサービスを購入するというものが一般的で

扱われるのでしょうか。消費者の中には
「支払

す。こうした契約では、商品などの引渡期日や代

いが遅れても、支払うべき代金を支払える時に

金の支払期日などを定めることが普通です。契

支払えばすむはずだ」と思っている人もいます

約で代金の支払期日を決めた場合に、消費者が

が、そういうわけにはいきません。契約で遅延

約束した支払期日に代金を支払わなかった場合

損害金について定めていない場合には法定利率

には、原則として履行遅滞という債務不履行に

に基づく遅延損害金を支払う義務を負います。

なります。金銭債務について、支払期限に支払

なお、改正法ではいつの法定利率が適用される

わなかった場合には、理由のいかんを問わず、

か明記されています
（改正民法 419 条１項）。

債務者（ここでは、消費者）
は、債務不履行責任

改正民法
（金銭債務の特則）
第 419 条 金銭の給付を目的とする債務の不
履行については、その損害賠償の額は、債務者
が遅滞の責任を負った最初の時点における法定
利率によって定める。ただし、約定利率が法定
利率を超えるときは、約定利率による。
２ 前項の損害賠償については、債権者は、損
害の証明をすることを要しない。
３ 第１項の損害賠償については、債務者は、
不可抗力をもって抗弁とすることができない。

を負います。ここでいう債務不履行責任とは、
事業者に対する損害賠償責任を指します。
債務不履行の場合の債務者の損害賠償責任
は、債務者の債務不履行により債権者が被った
損害を賠償するというものです。損害額は、損
害を被った債権者
（ここでは、事業者）
が証明す
る必要があります。ところが、金銭を支払うと
いう金銭債務は、債務の中でも特殊なものとさ

もう１つ、消費者問題で法定利率がかかわっ

れており、債権者は損害を証明する必要があり
ません。債務者に履行遅滞があった場合には、

てくる問題として、消費者金融における過払い

当然に、遅滞した元金に対して遅延損害金を付

金返還請求事件があります。過払い金返還請求

して支払う義務を負います
（民法 412 条）
。

とは、消費者が貸金業者に対して利息制限法を
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超過した利息で返済を続けた結果、利息制限法

た金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役

による充当計算をしたところ、元金を完済した

務の提供を受ける者に対して請求することがで

後も支払い続けて支払い過ぎになっていること

きない」
と定めています。

が判明したというときの問題です。消費者は払
い過ぎた額について、貸金業者に返還を求める
ことができます。この場合には、先の例とは逆
に、貸金業者は過払い金が発生した時点から、
消費者に対して法的根拠なく受領した金銭を返
還する義務を負います。これを不当利得といい
ます（民法 703 条）
。
この場合には、貸金業者は、過払い金が発生
した時点で、過払い金を返還する義務を負うこ
とになるため、過払い金の発生した時から支払
う日までの遅延損害金を含めて支払う義務を負
います。この場合、遅延損害金の割合は法定利
率によります。
民法
（不当利得の返還義務）
第 703 条 法律上の原因なく他人の財産又は
労務によって利益を受け、そのために他人に損
失を及ぼした者（以下この章において「受益者」
という。
）は、その利益の存する限度において、
これを返還する義務を負う。

消費者法と法定利率
前述した消費者契約法以外の消費者法にも、
法定利率による規定があります。消費生活相談
で基本的な知識として重要とされている法律に
特定商取引法と割賦販売法があります。この２
つの法律の法定利率にかかわる規定をみておく
ことにしましょう。
特定商取引法では、事業者が契約条項で決め
る損害賠償額についての規制を設けています。
ここでは、その中から訪問販売の規定を見てみ
ましょう。損害賠償額の予定や違約金として定
めることができるのはどのようなものかについ
て規定したうえで、
「損害賠償額の予定又は違
約金の定めがあるときにおいても、次の各号に
掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに
対する法定利率による遅延損害金の額を加算し
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特定商取引法
（訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠
償等の額の制限）
第 10 条 販売業者又は役務提供事業者は、第
５条第１項各号のいずれかに該当する売買契約
又は役務提供契約の締結をした場合において、
その売買契約又はその役務提供契約が解除され
たときは、損害賠償額の予定又は違約金の定め
があるときにおいても、次の各号に掲げる場合
に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定
利率による遅延損害金の額を加算した金額を超
える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を
受ける者に対して請求することができない。
一 当該商品又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行
使により通常得られる利益に相当する額（当該
商品又は当該権利の販売価格に相当する額から
当該商品又は当該権利の返還された時における
価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該
権利の行使により通常得られる利益に相当する
額を超えるときは、その額）
二 当該商品又は当該権利が返還されない場合
当該商品又は当該権利の販売価格に相当する
額
三 当該役務提供契約の解除が当該役務の提供
の開始後である場合 提供された当該役務の対
価に相当する額
四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しく
は当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前
である場合 契約の締結及び履行のために通常
要する費用の額
２ 販売業者又は役務提供事業者は、第５条第
１項各号のいずれかに該当する売買契約又は役
務提供契約の締結をした場合において、その売
買契約についての代金又はその役務提供契約に
ついての対価の全部又は一部の支払の義務が履
行されない場合（売買契約又は役務提供契約が
解除された場合を除く。）には、損害賠償額の予
定又は違約金の定めがあるときにおいても、当
該商品若しくは当該権利の販売価格又は当該役
務の対価に相当する額から既に支払われた当該
商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対
価の額を控除した額にこれに対する法定利率に
よる遅延損害金の額を加算した金額を超える額
の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける
者に対して請求することができない。
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割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引

２ 個別信用購入あつせん業者は、前項の契約
について第 35 条の３の８第三号の支払分の支
払の義務が履行されない場合（契約が解除され
た場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違
約金の定めがあるときにおいても、当該契約に
係る支払総額に相当する額から既に支払われた
同号の支払分の額を控除した額にこれに対する
法定利率による遅延損害金の額を加算した金額
を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提
供を受ける者に対して請求することができない。

と個別信用購入あっせん取引の規定が重要です
が、どちらも解除に伴う損害賠償額の予定につ
いての規制を設けています。ここでは、損害賠
償の予約として定めることができる上限を定め
たうえで、
「これに対する法定利率による遅延
損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の
支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対し
て請求することができない」
と規定しています。

現行法の規定と問題点

特定商取引法や割賦販売法で定めている法定

現行民法では、法定利率を年５% と定めてい

利率とは、何を意味しているのでしょうか。

ます。
法律では、
「年五分」
としていますが
「五分」

割賦販売法
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第 30 条の三 包括信用購入あつせん業者は、
包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第
２条第３項第一号に規定する包括信用購入あつ
せんに係るものが解除された場合には、損害賠
償額の予定又は違約金の定めがあるときにおい
ても、当該契約に係る支払総額に相当する額に
これに対する法定利率による遅延損害金の額を
加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者
又は役務の提供を受ける者に対して請求するこ
とができない。
２ 包括信用購入あつせん業者は、前項の契約
について第 30 条の２の３第１項第二号の支払
分の支払の義務が履行されない場合（契約が解
除された場合を除く。）には、損害賠償額の予定
又は違約金の定めがあるときにおいても、当該
契約に係る支払総額に相当する額から既に支払
われた同号の支払分の額を控除した額にこれに
対する法定利率による遅延損害金の額を加算し
た金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役
務の提供を受ける者に対して請求することがで
きない。
（契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限）
第 35 条の３の 18 個別信用購入あつせん業者
は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除
された場合
（第 35 条の３の 10 第１項本文、第
35 条の３の 11 第１項、第２項若しくは第３項
本文又は第 35 条の３の 12 第１項本文の規定
により解除された場合を除く。）には、損害賠償
額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて
も、当該契約に係る支払総額に相当する額にこ
れに対する法定利率による遅延損害金の額を加
算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又
は役務の提供を受ける者に対して請求すること
ができない。

とは５% のことで、民事法定利率と言います。
さらに商法では、商行為によって生じた債務の
場合の法定利率について年６% と定めていて、
商事法定利率と言います。
商行為の典型的なものが、
会社との契約です。
消費者が小売業者から購入する売買契約の場
合、その小売業者が個人事業者であっても商行
為です。割賦販売法に基づく信用購入あっせん
業者は、登録制を取っており、会社であること
が登録要件です。以上から、特定商取引法 10
条の法定利率や割賦販売法の信用購入あっせん
取引の法定利率は、
商事法定利率の年６% です。
一方、貸金業者に対する過払い金返還請求の
場合には、民法上の不当利得返還請求権による
ものです。これは民法上のもので、会社との契
約によって生じた債務ではありません。した
がって、
過払い金返還請求の場合の法定利率は、
民事法定利率の年５% です。
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改正前民法
（法定利率）
第 404 条 利息を生ずべき債権について別段
の意思表示がないときは、その利率は、年五分
とする。
改正前商法
（商事法定利率）
第 514 条 商行為によって生じた債務に関し
ては、法定利率は、年六分とする。
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現行法の法定利率の規定には、大きな問題が
あります。

なりかねません。ただし、過払い金を取り戻す
のは、預貯金の払い戻しのような簡単な手続き

そもそも、金銭債務の場合には、一般の特定

でというわけにはいきません。弁護士に依頼す

債務と違って、債権者による債務不履行による

るなどして法的手続きを取る必要があります。

損害賠償額の証明がなくても損害賠償の義務が

一方、消費者が延滞した場合には、極めて高

あるとされているのはなぜでしょうか。なぜ、

い金利の遅延損害金を支払わなければならない

契約条項では定めがなくても、当然に法定利率

ことを考えると、現在の法定利率の問題は分か

による遅延損害金を支払わなければならない定

りやすいのではないでしょうか。

めとなっているのでしょうか。

改正民法の概要

その理由は、金銭は特殊なものであり、金銭

改正民法では、法定利率について大きく３点

自体が利益を生み出すものだから、という考え
方が基礎にあります。分かりやすい例でいう

の改正を行いました。

と、現金を銀行に預けておけば利息が付く、つま

第一に、民法の法定利率が現在の金利の情勢

り、金銭が自分で利益を生み出しているという

からして高くなり過ぎたことから、年３% に引

わけです。このような考え方から、支払期限に支

き下げました。あわせて
「五分」
という表記を改

払いを得られなかった債権者は、支払われたは

めて分かりやすく
「パーセント」
としました。

ずの金銭により利益が得られた可能性があるの

第二に、現行民法の固定金利制を変動金利制

にその機会を喪失したので、当然に法定利率に

に改め、３年ごとに見直すことにしました。見

よる損害賠償の請求ができるという制度と考え

直された法定利率は法務省令によります。金利

ると分かりやすいかと思います。

は経済要因などさまざまな事情により変動しま

しかし、近年は超低金利時代です。銀行に預

す。固定金利では、今後の状況によっては高過

けておいても金利は 0.001% 程度という状況に

ぎたり、低過ぎたりという事態が起こることは

あります。一方、法定利率についての定めは、

十分予想でき、変動金利制を採用することにし

民法制定時から年５% のままです。かつては、

たわけです。フランス民法も同様に変動金利制

定期預金や郵便貯金の金利が年４% 程度だった

を取っています。
第三に、商事法定利率を廃止し、民法の法定

時代がありました。変動金利制の中で、市中金
利は大きく変動しています。預貯金の金利が年

利率に一本化しました。

４% 前後の時代には現在の法定利率は合理な内
容だといえたかもしれません。しかし、現在の
ような超低金利時代には法定利率は極めて高い
利率になっており、不合理な状態となっている
との指摘がされているのです。
例えば、過払い金返還請求の法定利率を考え
てみましょう。過払い金相当額を銀行に預けて
おいても年 0.001% ほどの金利しか付きませ
ん。しかし、貸金業者に過払いが発生している

改正民法
第 404 条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示が
ないときは、その利率は、その利息が生じた最
初の時点における法定利率による。
２ 法定利率は、年三パーセントとする。
３ 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法
務省令で定めるところにより三年を一期とし、
一期ごとに次項の規定により変動するものとす
る。
４ 以下略

と過払い金に対して年５% の遅延損害金が付
く、銀行に預けておくより貸金業者に過払いと
もう

なっているほうが儲かる、といった妙な理屈に
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