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1

消費生活相談員への期待
－広がる活躍の場とその役割－
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、同消費者判例情報評価
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。

消費生活相談の必要性と
法的根拠

はじめに
2009 年に消費者庁が消費者政策の司令塔と
して設置され、消費者安全法により、すべての

消費者被害の多くは、消費者と事業者との間

地方自治体で消費生活相談などを行うことが求

の格差によって起こります。契約に関する基本

められることとなりました。消費者政策の司令

ルールを定めた民法では、契約当事者双方が完

塔とは、全国で発生している消費者被害を一元

全に対等であり、経済的に合理的な判断をする

的に収集し分析したうえで、消費者庁所管の法

者同士であることを前提に、自己責任を原則と

令を適切に運用して所管法令の改正などの整備

しています。しかし、消費者と事業者との間に

を行うだけでなく、関係省庁に対してなすべき

は、事業者が提供する商品などについての知識

政策や法律の改正や新規立法などの働きかけや

や情報をどれだけ持っているか、収集できるか

提言を行うことにより、消費者政策のエンジン

という点で、大きな格差があります。契約条件

役を果たすということを意味します。

を決めることや、契約の選択をする際の交渉力

消費者庁が十分機能するためには、全国で発

にも格差があります。それ以外にも、経済力・

生している消費者事故等 （ヒヤリハットも含む）

社会的影響力などのさまざまな格差がありま

に関する情報が常に十分収集できることが前提

す。これらの格差は、一人一人の消費者の努力

となります。住民から消費者事故等に関する情

によって克服できるものではありません。この

報を集めて消費者庁と共有する役割を果たすも

ような格差を
「構造的格差」
といいます。

＊１

のが地方自治体における消費生活相談窓口です。

消費生活相談は、1960 年代に高度経済成長

消費生活相談は、自治体の住民に対する行政

を迎えた時代に、一部の地方自治体で自治事務

サービスとしての意味だけではなく、国全体の

としての取り組みが始まり、以後、都道府県を

消費者政策を支える大切な役割を担っています。

中心に広がっていきました。2009 年に消費者

そこで、本稿では、消費生活相談員が担うべ

庁が設置されるに伴い、消費者安全法で、すべ

き役割は何か、どのようなことが期待されてい

ての都道府県には消費生活センターを設置して

るのかを考えてみたいと思います。

消費生活相談業務などを行うことが求められま

＊１ 「消費者事故等」

とは、生命・身体に被害を与える事案のみならず、いわゆる財産事案も含む。（『逐条解説 消費者安全法〔第２版〕』
（商事法務）
より）
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した。市町村にも消費生活相談などを行うこと

何に困っているのか、なぜそのような事態に

が求められることとなり、法律に根拠を持つこ

陥ったのかを把握することが重要です。

ととなりました。消費者安全法では、消費生活

そのためには、相談者を理解すること、訴え

相談などの具体的内容として、市町村の場合に

にきちんと耳を傾けること、相談者が自分から

は８条２項で、

は語らないけれどもその種の相談内容であれば

一 消費者安全の確保に関し、事業者に対す
る消費者からの苦情に係る相談に応じること。
二 消費者安全の確保に関し、事業者に対す
る消費者からの苦情の処理のためのあっせん
を行うこと。
三 消費者安全の確保のために必要な情報を
収集し、及び住民に対し提供すること。
四 都道府県との間で消費者事故等の発生に
関する情報を交換すること。
五 消費者安全の確保に関し、関係機関との
連絡調整を行うこと。

重要な事柄についても上手に聴き取ること、さ
らに資料などを収集して読みこなしたうえで、
起こっている事態を把握することが大切となり
ます。ことに最近の消費生活相談は複雑な内容
のものが多く、相談者から話を聴くだけでは起
こっている事態を把握できないケースが増えて
いるので、資料収集と読み込みのスキルがます
ます重要になってきています。
そのうえで、問題点や原因を分析し、解決方
法について検討していきます。解決方法につい

などと定めています。都道府県には、このほか市

ては、相談者に分かる言葉で説明することが求

町村の消費生活相談に対する支援や調査分析な

められます。消費生活相談員は、格差是正を目

どが加わります。

的とした支援を行う役割を担うもので、消費者

また、消費者基本法では、
消費者政策に当たっ

の代理人となるわけではありません。したがっ

ては消費者の権利を尊重することを求め、具体

て、消費者に代わって契約の解除通知や取消通

的な消費者の権利を定めています
（同法２条）
。

知を出す立場にはありません。これらの法的な

消費生活相談においても、消費者の権利を尊重

権利の行使は、消費者本人に行ってもらう必要

し、確立するための消費者支援であるとの視点

があります。消費者は、法律の専門家ではない

は重要です。尊重すべき消費者の権利とは、す

ので、どのような内容の文書をどのような方法

べての住民の権利を指します。個々の相談者に

で出す必要があるかを通常知りません。
そこで、

対する格差是正の支援をすることにより、住民

消費生活相談員が、文書の書き方や出し方など

すべての消費者としての権利の確立をめざす視

を助言することが重要になります。相談者の生

点が大切ということです。

活体験や知識レベルによって、どのように説明

消費生活相談員の役割と姿勢

すれば理解が得られ、自身で対処できるかは異

消費生活相談員は、消費者に対して格差是正

の状況を見極めて個別的な対応をすることが求

のための支援を行う業務を担っています。その

められます。このような意味でも、消費生活相

ため、弱者からの相談業務のための専門家であ

談員は、相談業務のプロであることが求められ

るとともに、消費者問題についての専門家であ

ています。

なります。消費生活相談では、相談者一人一人

ることが求められます。例えば、
「こういう質

消費生活相談で格差是正のための支援業務を

問にはこのように答えればよい」といったマ

行うためには、前述のような格差是正のための

ニュアルに沿った対応をすれば足りるという業

多様なスキルが必要とされます。全国どこに住

務内容とは根本的な違いがあります。

んでいても同様の高いレベルの支援が得られる

消費生活相談では、まず、相談者がどのよう

ことを目的として、現在では消費生活相談員に

な体験をしたのか、どのような事態が起こり、

公的資格試験制度が設けられています。資格試
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験を消費者庁から受託している機関は、独立行

調停でのあっせん・調停とは違う側面を持って

政法人国民生活センターと一般財団法人日本産

います。

業協会の２団体です。公的資格試験では、消費

さらに、消費生活相談は、地域で起こってい

生活相談業務に必要な基本的スキルを備えてい

る消費者被害の情報収集機能の側面を持ってい

るかどうかをチェックします。相談員としての

ます。相談者は
「この地域では、この業者によ

若葉マークのような位置づけです。

るこんな問題が起こっていますよ」という貴重

人間の営む社会は、時々刻々と変化していき

な情報提供者でもあるということです。相談業

ます。経済環境も、ビジネス環境も、消費者の

務では、この点にも十分注意して、情報を受け

生活スタイルも、消費者自身も、事業者も変化

取ることが大切です。それを踏まえ、事実関係

していきます。起こる消費者問題も変化してい

を整理し、分析したうえで、法律に当てはめた

きますし、対応する法律も変わっていきます。

整理を行い、PIO―NET ＊２に入力します。蓄積

消費生活にかかわる法律は頻繁に改正されます

される情報は、消費者庁や都道府県等とも共有

し、新規立法もあります。消費生活相談は、こ

され、法律や条例に基づいた行政処分や刑事罰

のようななかで消費者に対する格差是正のため

の端緒となります。また、法律の改正や新規立

の支援をすることを求められることから、日々

法のための情報として、大変重要な意味を持ち

の自己研鑽と研修の機会をとらえた勉強が必要

ます。消費生活相談は、消費生活の新たな動き

不可欠です。また、日々の消費生活相談の積み

に関する相談が最初に持ち込まれる窓口です。

重ねもスキルアップのための重要な機会でもあ

そのため、消費生活相談員は、常に新しい動き

ります。消費者安全法では、この点について

に対するセンサーを働かせていることが求めら

10 条の３第２項で次のように定めています。

れます。センサーを持つためには、過去から現

けんさん

消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境
の変化による業務の内容の変化に適応するた
め、消費生活相談（第八条第一項第二号イ及び
ロ又は第二項第一号及び第二号の規定に基づ
き都道府県又は市町村が実施する事業者に対
する消費者からの苦情に係る相談及びあっせ
んをいう。
）に関する知識及び技術の向上に努
めなければならない。

在の消費者問題の知識や消費者法についての基
礎知識が不可欠です。
さらに消費者被害は未然に防止すること、被
害にあったことに気づいていない人にも気づか
せることが大切です。消費生活相談では、消費
者と日々接するなかで
「なぜ被害にあうのか」
「どうすれば防止できるのか」
を考えたり知った
りすることができます。そこで培われたスキル
を生かすことによって、相談には来ない消費者

消費生活相談員の
多様な業務内容

に対しても、必要な情報発信をすることができ
ます。どのような消費者に
（例えば、高齢者、

消費生活相談員は、消費生活相談の相談者に

若者、
などの対象を絞って）
、
どのような情報を、

対して必要な助言をします。助言だけでは十分

どのようなかたちで、どのような方法で提供す

な格差是正支援にはならない場合にはあっせん

るのが効果的かを考えて実施していくことも大

を行います。あっせんとは、消費者と事業者と

切です。消費者教育とか消費者啓発と言われて

の間の紛争を話し合いによって解決するための

きた取り組みですが、相談業務での知識や経験

調整を意味します。このあっせんは、格差是正

が生きる創造的な取り組みとして消費生活相談

のための支援の一環である点で、裁判所の民事

員に期待されている分野です。

＊２ 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。
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高齢者人口が増加する現代では、高齢者の消

支援と、消費者庁の消費者政策を支えるための

費者被害が増加傾向にあります。高齢者の中に

消費者事故等の情報収集の二面性を持っていま

は自分からは相談できない人や社会との接点が

す。自治事務では、日々の消費生活相談に対応

少ない人などがねらわれやすいという問題があ

するなかで、地域住民の置かれている状況をも

り、地域での見守りネットワークの構築が重要

把握することにより、相談対応に加えて、見守

な課題となっています。高齢者にはどのような

りネットワークの構築や住民に対する情報提

消費者被害が多いのかを熟知している専門家の

供・消費者教育での役割が求められています。

消費生活相談員がメンバーとして加わることに

国レベルの情報収集では、消費生活の最先端

より、地域に根差した実践的な取り組みが期待

で起こっている事態や問題を的確に把握し、

できます。掘り起こした消費者被害に対する迅

データ化することが求められています。
例えば、

速で的確な対応システムの構築にも有効です。

スマートフォンの普及に加えキャッシュレス決

最近では、地方自治体での消費生活審議会な

済やシェアリングエコノミーを推進する動きが

どの委員やオブザーバーとしての参加も、重要

ありますが、その前提としてデジタルプラット

な業務となりつつあります。ここでも、自治体内

フォーマーの課題があります。デジタルプラッ

で起こっていることや相談窓口の利用実態など

トフォーマーに関してどのような事態が起こ

を踏まえた消費者政策のあり方を検討するうえ

り、何が問題か、どのような対策が求められて

で重要な役割を果たすことが期待されています。

いるかなどを消費生活の観点から情報収集する
ことが重要になっています。

おわりに

これは最近の一例に過ぎませんが、消費生活

消費生活相談員が担っている役割は、自治事

相談員が担う格差是正支援の業務は、今後もま

務として住民である消費者に対する格差是正の

すます重要性を増してくるものと思われます。

消費生活相談員資格試験
（消費生活専門相談員資格認定試験）
国民生活センターは、消費者安全法に基づき、登録試験機関として消費生活相談員資格
（国家資
格）試験を実施しています。
また、この消費生活相談員資格試験は、当センターが 1991 年度から実施してきた消費生活専
門相談員資格認定試験を兼ねており、合格者には
「消費生活専門相談員」資格も同時に付与されま
す。資格認定の有効期間は５年間であり、所定の手続きにより更新することができます。
詳しくは、国民生活センター「消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度」
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/shikaku.html をご覧ください。

資格試験の主なスケジュール
４月～７月

受験要項・受験申込書交付

６月下旬～８月上旬

受験申込受付期間

10 月中旬

第１次試験
（選択式および正誤式筆記試験、論文試験）

12 月中旬

第２次試験
（面接試験）※一定の要件に該当する者には第２次試験の免除あり

12 月下旬

合格者決定
（国家資格合格証発送）

１月中旬

消費生活専門相談員資格認定（認定証発送）
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消費生活相談対応の心構えと
聴き取りで大切にしたいこと
吉松 惠子

Yoshimatsu Keiko

独立行政法人国民生活センター相談情報部総括主任相談員

消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー。1987 年から愛媛県生活センター
（当時）
、1989 年から国
民生活センター消費生活相談員、2010 年から國學院大学法学部非常勤講師。

私はこの 2020 年４月で、消費生活相談員に

に語ってもらうことは簡単なことではありませ

なって 33 年になりますが、これまでも、そして

ん。その前提として欠かせないのが、相談者の

今も、相談員は素晴らしい仕事だと実感してい

信頼を得ることなのです。信頼できない相手に

ます。本稿が新人相談員の皆さんが自信を持っ

対して真実を語る人はいません。

て聴き取りに臨むきっかけになれば幸いです。

相談者の状況と気持ちを想像してみましょう。

まず、常に心しておくべきことは、消費生活

不安を抱えながら、わずかな暇を盗んで職場の

相談は消費者トラブルの解決をサポートする行

片隅から電話をしているかもしれません。相談

政サービスであり、相談員は公益に従事する者

者は今、どんな心境や状況にあるのかに思いを

として、次のルールを守るということです。そ

はせ、相談者の気持ちに寄り添い、ファーストコ

れは、無差別平等
（誰に対しても同じように）
、

ンタクトから温かく親身な対応を心がけてくだ

懇切迅速（丁寧かつ速やかに）
、秘密の保持
（相

さい。電話の場合は顔を少し上げ、ゆったりし

談の秘密を厳守）です。無差別平等については

た気持ちで低めの声で話すと、相手に温かな印

消費生活相談窓口
（以下、相談窓口）
にはセーフ

象を持ってもらえます。来訪した相談者を迎え

ティーネットとしての側面もあることから、社

るときは微笑みを忘れないようにしましょう。

会的弱者に対してはより手厚い対応が求められ

初めの質問は
「ご自身の消費生活
に関するご相談ですか」

ほほ

ることになります。
次に、対応を具体的に説明します。

相談窓口に寄せられる相談は、消費生活に関

温かく親身な
ファーストコンタクトを

するものばかりではありません。ご近所とのも
め事、事業者からの営業上のトラブルなど、さ

解決をサポートするためには、まず、相談者

まざまな相談が持ち込まれます。したがって、

がどのようなトラブルの渦中にいるかを知るこ

できるだけ早い時点で消費生活相談に該当する

とが不可欠です。助言、あっせんのどちらも、

か確認する必要があります。そのための質問が

事実を的確に把握したうえで初めて可能になり

「あなた様ご自身の消費生活に関するご相談で

ます。相談員は、相談者から相談に至る状況を

すか」
です＊。

詳しく聴き取るとともに、ありのままの気持ち

相談を受ける

を語ってもらわなければなりません。
そうは言っても、多くの相談者にとって、私

①個人情報を聴き取る

たち相談員はそれまで面識がない相手です。家

相談窓口は、原則として相談者の個人情報と

族にも内緒かもしれないことを初対面の私たち

属性を聴き取ります。企業の顧客窓口では個人

＊

 費生活に関する相談でない場合は、専門外で対応できないことを丁寧な言葉で説明して、適切な他機関を紹介する。 
消
このほか、地方自治体の場合は、在住・在勤・在学など、その自治体の定める対象者であるかを確認する。
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情報を求めないケースもあり、相談者が、相談

談員は自分の言うことを分かってくれている」

窓口に個人情報を提供することに抵抗を感じる

と感じてもらうことができます。ぜひ、忘れず

ことは理解できます。しかし、相談窓口にとっ

に実行してください。相談者から
「そうなんで

て、相談者の個人情報は、相談解決に関する連

す」
と答えがあれば、
「では、もう少し詳しい状

絡に必要であるだけでなく、相談の真実性を担

況を伺えますか」と伝えて、相談に必要な事実

保するうえで極めて重要な意味を持っています。

確認について質問を始めます。

相談員は、法令や条例によって守秘義務を負っ

④客観的な事実を具体的に聴き取る

ていますし、個人情報が他の相談窓口に共有さ

基本的には 5W1H を念頭に置きながら、具

れることはありません。しかし、PIO─NET 上の

体的な出来事をできるだけ詳しく、ありのまま

１件１件の情報を受け付けた相談窓口までさか

に語ってもらうように質問を重ねます。
例えば、

のぼれば、すべて、実在の相談者に起きた真実の

ネット通販で健康食品を購入した、という相談

出来事であると確認できることが重要なのです。

の場合は、申し込みの媒体はスマートフォンか

私は、この 30 年余りで消費者施策が充実し、

パソコンか、から始まり、相談に至るまでの経

さまざまな消費者関連法令が整備された結果、

緯を逐一時系列で追いつつ尋ねると、漏れなく

消費者を取り巻く環境が大きく改善したことを

聴き取りができます。日時、数量、金額などは、

実感しています。それは、これまで相談者から

できる限り記録の確認を促して正確な数字を把

寄せられた１件１件の情報の蓄積が実を結んだ

握します。事業者のウェブサイトは URL を聴

ものです。そして、今日、相談者が提供する情報

き取って同じ画面を確認できればベストです。

が将来のより良い消費生活を実現するために活

契約書や、事業者とのメールのやり取りなど

用されるのです。相談者には、ぜひこのことを

の関連資料は、この時点で話の流れに沿ってお

説明して情報提供への協力を求めてください。

願いするとスムーズに提供してもらえます。

②相談者を受容し傾聴して共感的理解を

⑤聴き取る際の留意点

相談者は自らのトラブルを聴いてほしい思い

❶不足する情報を補足する

いっぱいで相談をしてきます。聴き取りは、受

主語や目的語等が欠けていたら問い直します。

容、傾聴、共感的理解をもって相談者の話を聴く

相談者「電話したら、ダメって言われました」

相談員「誰にお電話をして、どんなお話をされ
たのですか？」

ことからスタートします。まずは、相談者の言
葉を否定せずそのまま受け入れ
（受容）
、言葉の
１つ１つに注意を払い、真剣に耳を傾けましょ

できれば、それまでの聴き取りから推測可能

う（傾聴）。そして、相談者の置かれた状況を想

な内容を補足して返し、確認を求めます。そのう

像し相談者の気持ちを理解する
（共感的理解）
よ

えで発展質問をして事実確認を深めましょう。

う努めてください。その間、相談者が語る言葉

相談員「〇〇さんが、お店に返品したいと電話

を、逐一語られたままの表現で記録します。

をしたけれど、断られてしまったんですね」
相談者「そうです」
相談員「いつ頃お電話されたのでしょうか。相
手の名前は覚えていますか？」

③主訴をフィードバックする
相談者が訴えたいことを一通り語り終えたと
感じたら、手元の記録を元に、主訴と思われる
ことを簡潔にまとめて相談者に返します。例え

❷相談員はあくまで客観的な姿勢で

ば、「初回お試しだけのつもりでサプリを買っ

相談者が事業者への怒りを述べた場合、その

たのに２回目が届いてしまい、解約の電話もつ

気持ちを受容することは大切ですが、安易に同

ながらずに困っておられるのですね」
などです。

調することは控えましょう。

こうしたフィードバックにより、
相談者に
「相

2020.2 国民生活

6

特集 消費生活相談員の気概と役割
特集

2

消費生活相談対応の心構えと聴き取りで大切にしたいこと

相談者「ひどい事業者でしょう！許せませんよ

ね？」

〇「〇〇さんは、事業者を許せないと感
じておられるのですね」
相談員
相談員

「本当に悪質ですね！」
×

❻事業者名を教えてくれないときには
相談者によっては、本人の了解なく相談窓口
が事業者に連絡すると誤解していることがあり
ます。その場合は次のことを伝えて誤解を解き
ます。

事業者に関する公表情報
（行政処分など）
は伝

相談員「ご相談の秘密は固く守られています。

私たちが〇〇さんのご了解を得ずに事業者に
連絡をすることは決してありません」

えられますが、PIO─NET 情報は非公開であり、
ほのめかしてもいけません。
❸主観的な発言は裏にある事実の確認を

❼聴き取りはポイントを押さえて
頭の中で適用できる法律や問題点をチェック

相談者が主観的な発言をしたときは、次のよ
うに具体的な事実を聴き取りましょう。

しながら質問をしましょう。例えば、

相談者「事業者には誠意がないんです！」

相談者「海外から安っぽい指輪が入った小包が

相談員「なぜそう思われるのですか？」

届きました。心当たりはまったくありません。
どうしたら良いでしょうか？」
相談員「請求書は同封されていましたか？」

相談者「
『必ず電話をください』と頼んだのに電

話をくれないんです」

❹疑問に思う点は必ずその理由を確認

請求書が同封されている場合は、特定商取引

ふ

相談者の話が腑に落ちないと感じたら、必ず
問い直して疑問を解消しておきましょう。
相談員「だまされたのではないかと感じながら

も、これまで１年以上支払いを続けてこられ
たのはなぜでしょうか？」

法 59 条
（ネガティブ・オプション）が適用でき
るため、２週間経てば処分できますが、同封さ
れていない場合は、商品を保管する必要がある
ので、必ず確認します。
❽相談者自身が求める解決を尋ねよう

❺センシティブ情報を尋ねるときには必要性と
守秘義務を説明

状況が明らかになったら、相談者が自らのト
ラブルをどのように解決したいと思っているか

相談員「お母様は一人暮らしということです

が、要介護認定を受けておられますか？金銭
管理などに支障はないですか？」

こうした健康状態や資産状況等、慎重に取り

を尋ねましょう。それまでの聴き取りから推測
できる場合が多いと思いますが、相談者に自ら
の言葉で語ってもらうことは、相談者自身がト
ラブルの解決に主体的にかかわる姿勢を培うう

扱うべき情報に関する質問をしたときは次のこ

えで極めて重要です。
しっかり記録しましょう。

とを必ず付け加えます。

❾相談者が相談窓口に求めることを尋ねよう

相談員「状況を把握して適切なアドバイスをす

るために必要な情報なので伺っていますが、
お答えいただくかどうかは〇〇さんのご判断
です。もちろん、お答えにならない自由もあ
ります。ただ、その場合、できることが限ら
れてしまう場合があります」
「私たちには守秘義務がありますから、伺った
お話が外部に漏れることはありません」
「情報はトラブルを解決するためだけに活用さ
れます。伝える相手は今回トラブルとなって
いる事業者に限られます」

最後は、相談者が相談窓口に求めることを尋
ねます。その内容によって、私たち相談員がそ
れに応えられるか、応えるべきかを判断したう
えで、相談者に何を提供するかが決まります。

おわりに
聴き取りは相談処理業務の基本です。聴き取
りの成否が処理の成否を決めると言っても過言
ではありません。相談者自身が自らの問題と向
き合って学び、解決に踏み出す最初の一歩でも
あるのです。
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現職消費生活相談員の声
特集3では、
地方自治体の消費生活相談窓口に勤務する3名の現職の消費生活相談員の声を紹介します。
なお、業務に支障が生じないよう、執筆者名は匿名とします。

特集

3―1

「誰一人取り残さない」社会に
向けて
消費生活相談員 A さん

き取りを心がけたいと思っています。時として

相談者に育ててもらう

過剰要求とも感じられる相談者の苦情の中にも

私が消費生活相談員 ( 以下、相談員 ) の仕事

実は見過ごされてしまっている問題が潜んでい

に就いて、2019 年度末で３年が経ちます。
「相

るかもしれないなど、消費者の権利が守られて

談員は３年の経験を積んでようやく一人前」と

いるかを常に自問しながら聴き取る姿勢を身に

言われますが、果たして一人前と言えるほど成

付けたいと考えています。

長したのか、私にはまだその自信がありません。

誰一人取り残さない

これまで無我夢中で相談業務に取り組んできま

2018、2019 年度の消費者月間のテーマで

した。相談者の気持ちを高ぶらせてしまったり、
電話を切った後で
「もう少し温厚に接するべき

ある
「誰一人取り残さない」
という言葉が私は好

だった」と後悔したりと失敗は多々あります。

きです。社会全体でその意識の醸成を図る必要

それでも私は相談業務が好きで、相談員は、自

性があると強く感じています。日々、高齢者や

分にとってかけがえのない仕事だと思っていま

障がい者、若年者へのつけ込み型勧誘の相談を

す。

受け、いたたまれない気持ちになっているだけ

相談員の仕事に就いて間もない頃、大先輩の

でなく、さらに、事業者との交渉時には、精神

相談員から「相談員は相談者に成長させてもら

障害についての理解が一般的に不足しているこ

う仕事だ」という助言をいただきました。今、

とに愕然とすることがあるためです。

がくぜん

また、
消費者からの問い合わせなどに対して、

まさにその言葉を実感しています。相談者から
の情報提供が、新たな商品やサービス、手口な

多くの企業が採用している音声自動応答電話シ

どを学ぶ機会となり、さまざまなタイプの相談

ステムなど、高齢者には操作が難しいしくみが

者と接することが、聴き取りや対応の方法を模

増えていることも気がかりです。超高齢社会に

索する機会となるからです。正確な法律知識を

おいては、ユニバーサルデザインの商品の開発

身に付けることや、
社会情勢にアンテナを張り、

とともに、企業の消費者対応においても効率化

情報を幅広く収集することはもちろん大切です

の促進のみでなく、ユニバーサルな対応を増や

が、私のように経験の浅い者にとっては、１件

す方向性を示してほしいと考えます。

でも多くの相談を受けることが相談員として最

「誰一人取り残さない」
社会の実現に向け、相

もスキルアップにつながるのだと考えています。

談員として自分にできることは何かを考え、行

ただ、これまではひたすら多くの相談を受け

動していきたいと思っています。そして、相談

ることに懸命になっていましたが、今後は、１

員として
「一人前です」と胸を張って言えるよ

つ１つの事案についてより丁寧に掘り下げた聴

う、成長していきたいです。
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での奮闘
3―2 「1人消費生活相談窓口」

消費生活相談員 B さん

小規模だからこそできること

起情報を掲載している自治体は多いと思いま

私が勤務する小さな自治体の消費生活相談窓

で相談事例の紹介をすることで、住民に注意喚

口 ( 以下、相談窓口 ) は、週２回開設、相談員は

起をしています。それに加えて、全戸に防災行

２人体制ですが、それぞれ週１回勤務の
「１人

政無線が設置されていますので、
「自治体の職

相談窓口」です。日々相談業務に就きながら
「ど

員をかたる保険料の還付金詐欺」など、全戸に

こに住んでいても質の高い相談」を提供するた

確実かつ迅速に情報提供しておくべき案件が発

めには、「どこにいても同じ情報が得られる環

生した場合は利用しています。また、地元の

境」が必要だと感じています。PIO―NET が利

FM 放送番組の中に、自治体からの情報などを

用できるような設備は整っていない状況であ

流すコーナーがありますので、最近の相談事例

り、「せめて LGWAN 経由で利用できれば情

を、アドリブなどを交えて楽しく分かりやすく

報収集がしやすいのに」
「勤務日がもう少し増や

伝えるようにしています。毎回、旬の話題を紹

せれば、もっと迅速に処理できるのに」など不

介する準備はとても大変ですが、放送を聴いた

満はあります。

人が、自分も詐欺被害にあったことに気づいて

＊

その一方で、小さな自治体だからこその良さ

す。私の勤務している自治体でも毎月、広報誌

相談に来た例もあり、
やりがいを感じています。

も存在します。それは、高齢者が訪問販売のト

相談員仲間とのつながりを大切に

ラブルにあった際には、担当の民生委員等に連
絡し、見守りをお願いするなど、相談者の情報

１人相談窓口で
「どこに住んでいても質の高

を届けるべきところにすぐに届けられる、すな

い相談」を実現するためには、研修等で知識や

わち「小回りが利く」
ことです。独居の寂しさが

情報を収集することは必須ですが、相談員仲間

消費者トラブルを引き起こしていると感じる場

とのネットワークづくりも重要です。日頃の

合には、その高齢者を積極的に地域の行事に誘

ネットワークがあったからこそ、1000 万円を

い出すなど、日頃の生活改善にまでかかわるこ

超えるリフォームの次々販売の相談を他の相談

ともあります。こうした取り組みによって、相

窓口に勤務する先輩相談員から助言を受けなが

談窓口に対する認知度が上がり、相談件数も

ら解決したこともあります。

年々増えています。人口が少なく、小さい自治

トラブルが解決し、目の前にいる相談者の力

体だからこそできる手厚いサービス、
いわば
「１

になれたと実感した瞬間の喜び、これこそが
「相

つの小さな相談が、その後の見守りにつなが

談員のやりがい」です。業務の中でやりがいを

る」、これこそがまさに、相談員の醍醐味です。

少しでも多く実感できるように、法律など相談

だい ご

相談窓口周知のための工夫あれこれ

対応に役立つ知識の習得や情報の収集を続けて
いきたいと考えます。

広報誌に、相談窓口からのお知らせや注意喚
＊

総合行政ネットワーク（Local Government Wide Area Network）。地方自治体を相互に接続する行政専用のネットワーク。
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特集 消費生活相談員の気概と役割

現職消費生活相談員の声
特集

3―3 消費生活相談員は素敵な仕事

消費生活相談員 C さん

相談員をめざしたきっかけ
私は地方の消費生活センター
（ 以 下、セ ン

止につながる消費者教育も、センターの重要な
仕事です。高齢者はもちろん、成年年齢引き下
げに向けて、中学・高校生への消費者教育が今

ター）で相談員として勤務し、気がつくと 20 年

後、特に必要になってきます。そのためには、

以上になりました。
そのきっかけは、
子育て真っ

学校と協働して授業の中で、生徒に考えさせな

ただ中の 30 歳代半ばに参加した高校の同窓会

がら、消費者教育をすることが重要だと考え、

でした。社会の中で生き生きと働いている男子

10 年ほど前から、中学校の家庭科で協働して

に比べ、自分は何と狭い世界で生きているのだ

きました。今後は家庭科に限らず社会科や、特

ろうとショックを受けたことからです。人生を

別支援学校などとも、協働する予定です。

80 年とすると、後半の 40 年は人のために生き

私は他にも、消費者団体や適格消費者団体に

たいと思い消費生活専門相談員や消費生活アド

所属しています。そのため、他の相談窓口の状

バイザーの資格取得をめざしました。

況や最新の相談事例について情報交換したり、

何とか試験に合格したものの、まだ子どもは

弁護士の見解を聞くことができます。事例を通

小さく、近くの相談窓口では相談員の募集もな

して法的な問題点に気づくことができ、法律改

かったため、自己研鑽をする日々でした。特設

正に向けて国への働きかけにも、積極的に参加

の電話相談に参加し、先輩の現役相談員の相談

するようになりました。その結果、法律が改正

者に寄り添う話しぶり、毅然とした態度などに

され、問題のある勧誘手口がずいぶん減りまし

感動したことは今でも心に残っています。

た。しかし、消費者トラブルがなくなることは

けんさん

き ぜん

その後、資格を生かして地元のセンターで仕
事を始めました。当時は２人体制の交代勤務で、

ありません。常にアンテナを高く張り、探求心
を持って臨むよう心がけています。

新人の私１人で相談を受けることもあり、電話

消費生活相談は、相談者に寄り添い、時には

勧誘販売業者から
「契約して８日を経過してい

その人の人生に向き合い、一緒に解決方法を考

る、クーリング・オフはできない」
と電話があっ

えます。さまざまな人の人生を見聞きすること

たときには、そちらの意向は伺いましたと返事

で、私自身の考えが広がってきました。１件１

をするのがやっとだったのも懐かしい思い出で

件の相談、解決は次のトラブルを未然に防ぎ、

す。１人相談窓口の場合には、とにかく助言して

自立した消費者の育成にもつながっていきま

もらえる先輩や仲間をなるべく多く見つけるこ

す。そして、無事解決できたときの相談者の安

とが大切だと思います。幸い、私は多くの頼れ

堵 の表情が私にとって何よりのご褒美なので

る人を見つけることができ、困ったときにはす

す。こんな素敵な仕事を続けていけることを幸

ぐに連絡し、何度も助けていただきました。

せに思います。また、この仕事をしていなけれ

あん

ど

ば出会えなかった人にも、たくさん出会うこと

新たな取り組みへの挑戦

ができました。今後、多くの消費生活相談員が

また、事後の救済だけでなく、被害の未然防

活躍してくれることを楽しみにしています。
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仮想通貨から暗号資産へ

―暗号資産をめぐる法改正の動向
（利用者保護のためのルール整備）―
高松 志直

Takamatsu Yukinao 片岡総合法律事務所パートナー

弁護士

伝統的な金融法務のほか、決済等の新たな金融法務、情報法務も取り扱う。仮想通貨関連の直近の
論文として、
「仮想通貨と ICO を巡る法的枠組みの方向性と実務上の論点」
（金融財政事情 3299 号）
。

セスによる仮想通貨の外部流出、内部管理態勢

はじめに

等の不備、仮想通貨の投機対象化などが問題意

2019 年５月 31 日に仮想通貨の取引に対す
る新たな規制を盛り込んだ資金決済法および金

識として挙げられており、改正法の検討の目線
となっているものと思われます。

融商品取引法の改正法
（以下、改正法）
が成立し

かかる研究会で取り上げられた対応方針や問

ました。改正法はそれぞれ 2020 年に施行され

題点等を踏まえ、2019 年５月 31日に改正法が

る予定ですので、本稿では、利用者保護に関連

成立し、資金決済法、金融商品取引法およびそ

するルールを中心に、改正法との関係で押さえ

の他の関連法令が改正されました。従来の
「仮想

ておくべき暗号資産のルールを紹介します。

通貨」をめぐる資金決済法のルールだけではな

法改正の経緯と今後の着眼点

く、デリバティブ取引を中心とする金融商品取
引法も改正の対象となっていることが注目され

暗号資産の取引に関する今後のルールのあり

ます。以下では、資金決済法と金融商品取引法

方をめぐっては、2018 年３月に金融庁に設置

に分けて、
改正の概要とポイントを紹介します。

された「仮想通貨交換業等に関する研究会」
にお

資金決済法の改正

いて、同年 12 月までの間、計 11 回にわたり
検討および議論が重ねられました。同研究会で

（1）
「仮想通貨」
の名称変更

は、特に、顧客財産や利用者保護の強化、暗号

法令上の整理としては、
「仮想通貨」
の呼称が

資産を取り扱う業者の業務の適正性確保、投資

「暗号資産」
に変更されます。これは、国際的な

性を有するトークン
（財産的価値などを表示す

議論の場において、
「crypto-asset」
（暗号資産）

ることができる電子的な情報）を発行するス

との表現が用いられつつあることや
「仮想通貨」

キーム（いわゆるICOと呼ばれるスキームなど）

の呼称は法定通貨との誤解を生みやすいことな

に対する規制のあり方および暗号資産のデリバ

どが変更の理由と言われています。

ティブ取引に対する規制の要否等が焦点となり

従来の
「仮想通貨」
という呼称は、諸外国の法令

ました。これらの議論の背景としては、社会一

等で用いられていた
「virtual currency」
の邦訳で、

般に広まったビットコインなどを中心とする

日本国内でも広く一般的に使用されていたことも

「仮想通貨」に関し、
その取引の実態等を踏まえ、

あって当初の規制導入時に採用されましたが、か

より適切なルールのあり方を模索するところに

かる呼称変更により、
「暗号資産」
という呼称を踏

あるものと思われます。具体的には、不正アク

まえ、金融資産的な機能を有することを前提とし
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た運用が進むことも想定されます。いずれにせよ、

の２）
。これらの改正法の規律に関しては、そ

利用者保護の面においては、法令上の呼称にのみ

の重要性に鑑み、ウォレットの具体的な内容や

形式的に着目するのではなく、問題となっている

管理態様等が内閣府令においても定められてい

暗号資産の具体的な特徴を踏まえた個別の運用

ます。

を暗号資産交換業者がそれぞれ考えることが重
要です。

この改正により、暗号資産交換業者の分別管
理の実務対応としては、ウォレットの区分に

（2）利用者の資産保護のためのルール整備

従った分別管理が法令上義務づけられます。利

今回の改正においては、暗号資産をめぐる取

用者保護の目線としては、コールドウォレット

引の社会への定着および昨今の不正流出事件の

による管理が促進され、利用者保護が推進され

発生などを踏まえ、利用者の資産保護のための

るとともに、ホットウォレットからの不正流出

ルール整備が行われています。

などの有事の際には、改正法によって保持が義

ア

務づけられる弁済原資からの損害等の補填が行

てん

預り金銭の保全
（金銭の信託義務）
現行の資金決済法では、
暗号資産交換業者は、

われることが期待されます。分別管理の具体的

利用者から預かる金銭を自己資金とは別の預貯

なあり方などを含むこれらの措置への対応につ

金口座または金銭信託で管理することが求めら

いては、暗号資産交換業者ごとに対応が公表さ

れています。これに対し、
改正資金決済法では、

れることになりますので、利用者としては、暗

利用者から預かった金銭を信託銀行または信託

号資産交換業者のウェブサイトなどに注目する

会社に対して信託することが義務づけられまし

ことが有益でしょう。

た（同法第 63 条の 11 第１項）
。

ウ

暗号資産交換業者の倒産時の対応

これまでも暗号資産交換業者の自主的な判断

暗号資産交換業者において法的な倒産手続き

に基づき預かった金銭を信託する検討が行われる

が開始された場合、利用者保護がどのように図

こともありましたが、今後は、金銭については、

られるかについては、従前からさまざまな議論

信託が義務づけられますので、利用者保護が

がありました。この点に関し、改正法において

いっそう推進されることになります。

は、暗号資産交換業者の倒産時に、預かってい

イ

た暗号資産を顧客に優先的に返還するための規

暗号資産の流出リスクへの対応
昨今、ホットウォレット
（オンラインによる

定として、暗号資産交換業者に対する利用者の

取り扱いが発生する暗号資産のウォレット）で

暗号資産返還請求権に関する優先弁済権を認め

管理していた暗号資産が流出する事案が発生し

る改正がなされました
（同法第 63 条の 19 の２

たことを受けて、改正資金決済法では、暗号資

第１項）
。かかるルールの運用については、今

産交換業者に対し、業務の円滑な遂行等のため

後の推移に注視する必要がありますが、利用者

に必要なものを除き、顧客の暗号資産を信頼性

保護を推進する法改正の１つと評価できます。

の高い方法（オンラインによる取り扱いが発生

（3）暗
 号資産交換業
（従来の仮想通貨交換業）
の範囲の変更

しないコールドウォレットなど）で管理するこ
とが義務づけられました
（同法第 63 条の 11 第

現行法上は、暗号資産の売買などの取引を行

２項）
。また、ホットウォレットで管理する顧

わずに利用者の暗号資産の管理のみを行う業務

客の暗号資産については、別途、これに見合う

は、暗号資産交換業の定義に当たらず、資金決

弁済原資（同種・同量の暗号資産）
の保持が義務

済法上の規制の対象外となっています。そのた

づけられるに至っています
（同法第 63 条の 11

め、現行法においては、ウォレットサービス（カ
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ストディ業務などと呼ばれることもあります）

外国為替証拠金取引
（FX 取引）と同様に、これ

などの形式により、実際に利用者に対して暗号

らの取引にも金融商品取引法上の規制を整備す

資産の管理のみを行うサービスは、規制の対象

ることとされました。
具体的には、金融商品取引法上の
「金融商品」

外とされていました。
改正資金決済法では、
「他人のために暗号資

の定義に暗号資産が、
「金融指標」
の定義に暗号

産の管理をすること」についても暗号資産交換

資産の価格または暗号資産の利率等がそれぞれ

業の定義に含めることとされています
（同法第

追加されたことで
（改正金融商品取引法第２条

２条第７項第四号）
。そのため、
ウォレットサー

第 24 項３の第二号、第 25 項）
、暗号資産を原

ビスのみを行う者についても、今後は、分別管

資産とするデリバティブ取引および暗号資産の

理義務など暗号資産の管理に関するルールが適

価格や利率等を参照指数とするデリバティブ取

用されることになります。

引に対しても、金融商品取引法の規制が適用さ

（4）その他のルール整備

れることになりました。

資産保護のためのルール整備以外にも、改正

これにより、これまでは法令が適用されない

資金決済法では、虚偽表示・誇大広告の禁止や

なかで自主的なルール等に基づき行われてきた

投機を助長するような広告や勧誘の禁止が盛り

暗号資産
（仮想通貨）
のデリバティブ取引につい

込まれたほか
（同法第 63 条の９の３）
、暗号資産

て、今後は、金融商品取引法のルールが適用さ

の信用取引について、暗号資産交換業者が利用

れることになり、利用者保護に向けたさらなる

者に対して信用を供与して暗号資産の交換等を

取り組みが進むものと予想されます。

かか

行う場合に、その交換等に係る契約内容につい

具体的には、暗号資産に係るデリバティブ取

ての情報の提供その他利用者保護および業務の

引またはその媒介、取次ぎを業として行うこと

適正かつ確実な遂行確保のために必要な措置を

は、第一種金融商品取引業に該当し、改正金融

講じる必要があるものとされています
（同法第

商品取引法に基づくライセンス
（金融商品取引

63 条の 10 第２項）。これらのルール整備によ

業の登録）の下で取引が行われることになりま

り、不当な勧誘等が抑止され、暗号資産の取引

す。そして、証拠金取引を行う場合、証拠金倍

の適正化がより推進されることが期待されます。

率
（レバレッジ）
も一定限度を超えないことが求

金融商品取引法その他の法令の改正

められます。

（1）証拠金取引への対応

また、これに伴い、虚偽告知、断定的判断の
提供等、不招請勧誘、再勧誘等の行為が禁止さ

現行法においては、暗号資産を原資とし、ま
たは暗号資産に関する指標を参照指標とするデ
リバティブ取引は、金融商品取引法の規制の対

れ、さらに、契約締結前書面や契約締結時等の書
面などの情報提供も強化されることになります。

（2）ICO への対応

象とはなっていません。もっとも、その取引の

いわゆる ICO については、詐欺的な事案も

性質等を踏まえると、暗号資産を対象とするデ

多い等の指摘があるなか、ICO およびこれに

リバティブ取引についても、金融商品としての

より発行されるトークンに適用されるルールが

ルール整備が必要ではないかという議論が行わ

不明確である点が問題とされていました。かか

れていました。

る状況を受け、改正金融商品取引法では、同法

かかる議論の流れを受け、今回改正された金

の適用対象となる
「電子記録移転権利」
という概

融商品取引法（以下、
改正金融商品取引法）
では、

念を新たに導入するとともに
（同法第２条第３

2020.2 国民生活

13

消費者問題

アラカルト

項柱書）
、改正資金決済法で
「暗号資産」の定義

号資産に関するデリバティブ取引について、不

から電子記録移転権利を表示するものを除外す

正の手段、計画または技巧をすることや、重要

ることとし（同法第２条第３項ただし書き）
、そ

な事項について虚偽の表示がある文書等を使用

れぞれの法律の適用対象となるトークンの範囲

して金銭等を取得すること、虚偽の相場を利用

の整理が行われました。これにより、いわゆる

するといった行為が禁止されています。また、

ICO については、基本的には、改正金融商品

相場変動の目的をもって風説を流布し、偽計を

取引法または改正資金決済法によるルールの下

用い、または暴行もしくは脅迫をしてはならな

で実施することが今後は必要となります。

いとされており、併せて、いわゆる相場操縦行

具体的には、
「電子記録移転権利」
という概念

為も禁止されます。

が設けられ、金融商品取引法第２条第２項各号

なお、暗号資産の取引に係るいわゆるインサ

に掲げる権利
（第二項有価証券）のうち、
「電子

イダー取引規制については、暗号資産には発行

情報処理組織を用いて移転することができる財

者が存在しないことや発行者の特定が困難な面

産的価値
（電子機器その他の物に電子的方法に

があること、また、暗号資産の変動要因につい

より記録されるものに限る。
）に表示される」も

て確立した見解がないこと等の理由により、改

のとの定義が設けられ、電子記録移転権利は、

正金融商品取引法での導入は見送られています。

第一項有価証券として扱われることになりまし

（4）金融商品販売法

た（同法第２条第３項柱書）
。これにより、これ

以上の金融商品取引法の改正に加え、金融商

まで集団投資スキーム持分などの権利がいわゆ

品の販売等に関する法律
（以下、金融商品販売

る ICO として取り扱われていたケースについ

法）における
「金融商品の販売」の定義について

ては、改正金融商品取引法の下でスキームを構

も、
「資金決済に関する法律
（平成二十一年法律

築することが求められます。

第五十九号）
第２条第５項に規定する暗号資産」

以上のルール整備の結果、ICO のうち、特に、

を取得させる行為を追加する改正が行われてい

有価証券的な性質を有するトークンを発行する

ます。金融商品販売法は、金融商品の販売に関

ものは、STO（セキュリティ・トークン・オファ

して利用者保護を図ることを目的とする法律で

リング）と呼ばれ、改正金融商品取引法に基づ

すので、かかる改正も利用者保護を図るための

く各種のルールが適用されることになります。

ルール整備の一環と評価できるでしょう。

これらのトークンを取り扱う事業者は、改正金

おわりに

融商品取引法に基づき各種の登録等を取得する
ことが必要となり、また、有価証券としての開

改正法については、今後、これまでに述べて

示規制を遵守することも求められますので、こ

きた内容について、政府令や事務ガイドライン

れまでのような無登録業者による ICO 等は順

が整備されていくことにより、具体的なルール

次減少していくことが期待されます。

がさらに明確化されることになります。利用者

じゅんしゅ

（3）不公正行為への対応

保護の文脈においては、これらの具体的なルー

暗号資産の取引において、不当な価格操作等

ルを踏まえた検討を行うことが重要です。改正

が行われているとの指摘があったことを受け、

法の趣旨を踏まえ、
「暗号資産」
をめぐる利用者

風説の流布や価格操作等の不公正な行為の禁止

保護はさらに充実することになるものと思われ

も改正金融商品取引法に盛り込まれています。

ますが、改正法をめぐって今後ルールの運用が

具体的には、暗号資産の売買等の取引および暗

適切に進むことが期待されます。
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相談機関

新連載

第

1
9

回

（公財）
自動車製造物責任
住宅リフォーム・
紛争処理支援センター
相談センター

相談できること

連絡先

概要

住宅の取得やリフォームに関してトラブルや
不安を抱える消費者等から、技術的問題から
法律的問題まで幅広く相談を受け付け

料金

無料（通話料のみ）

電話による相談 住まいるダイヤル ☎ 0570-016-100
（ナビダイヤル）
一部の IP 電話からの場合は、03-3556-5147
受付時間：10：00 ～ 17：00
（月曜～金曜 祝休日、年末年始を除く）
〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-1-7 九段センタービル３階
http://www.chord.or.jp/

センターの概要および設立経緯
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援

の育成や、リフォームの基礎知識や税制などの
各種情報をインターネットを活用し、提供して
います。

センターは、1984 年に財団法人日本住宅リ

相談を受け付けてからの対応

フォームセンターとして設立、2000 年に財団
法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターに

住まいるダイヤルは、国土交通大臣から指定

改組しました。同年４月に
「住宅の品質確保の促

を受けた住宅専門の相談窓口で、一級建築士の

進等に関する法律」
（住宅品質確保促進法）に基

資格を有した経験豊富な相談員が専門的な見地

づき、国土交通大臣より
「住宅紛争処理支援セン

から中立・公平にアドバイスしています。相手側

ター」に指定され、消費者の利益の保護や住宅

への交渉やあっせんは行っていません。また、

紛争の迅速、適正な解決を図るため、住宅相談、

法律的な問題については、必要に応じて弁護士

住宅紛争処理への支援等の幅広い業務を開始し

からの助言を得て、
相談に応じています
（図１）
。

か

し

ました。2008 年、
「特定住宅瑕疵担保責任の履

相談受付状況

行の確保等に関する法律」
（住宅瑕疵担保履行法）
に基づく支援等業務も開始しました。2010 年

・相談受付件数の推移
直 近 の ５ 年 間 は 30,000 件 前 後 で 推 移 し、

からは、「住まいるダイヤル」
を相談窓口の愛称
に制定、同年、消費者支援策として、リフォーム

2018 年度における新規相談件数は、32,253

見積チェッ

件で前年度比 14.6％増となり、過去最高の件

クサービス

数となっています。内訳は、新築等住宅に関す

と専門家相

る相談が 20,509 件、リフォームに関する相談

談の業務を

は 11,744 件となっています。

開始しまし

・電話相談の傾向

図１ 相談対応の流れ

相談者の区分は、2018 年度では、消費者が

た。 ま た、
消費者が安

86.8％、地方公共団体や消費生活センターか

心してリ

らが 5.9％、事業者が 4.9％となっています。

フォームが

・電話相談の内容

行えるよう

電話相談の内容は、住宅のトラブルに関する

リフォーム

相談が 64.0％であり、住宅に関する技術、法

を担う人材

令や各種の支援制度等の知見相談は 22.2％と
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・相談例

続いています（図２）。
電話相談にみる不具合事象は、
戸建住宅では、
外壁、基礎などで
「ひび割れ」
が最も多く18.4%、
共同住宅等では、外壁、内装などで
「はがれ」
が
最も多く 14.0% となっています
（図３、図４）
。

・住宅に不具合があるようで心配だ。
・事業者に不具合の修理を依頼したが対応しても
らえない。
・住宅を安心して取得するための制度を知りたい。

【リフォーム】

図２ 電話相談の内容
（2018年度 n＝32,253）
その他の
相談

13.7%

知見相談

22.2%

【新築住宅】

・リフォーム工事に不具合があるようで心配だ。
・訪問販売業者とリフォーム工事の契約をしてし
まった。専門家と相談したい。
・事業者が作成した見積書の工事項目や工事単価
の見方を知りたい。

【中古住宅・その他】

住宅のトラブルに
関する相談

64.0%

知見相談：住宅に関する技術・法令、支援制度の一般的な問い合わせなど
その他の相談：相隣関係や賃貸住宅の契約に関する相談など

・中古住宅に不具合があるようで心配だ。
・賃貸住宅の退去時に高額な補修費用等を請求さ
れた。
・マンションの建て替えを検討している。専門家
と相談したい。

リフォーム見積チェックサービス

図３ 相談件数の多い不具合事象
（戸建住宅）
当該事象が多く
みられる部位

主な不具合事象（戸建住宅）
ひび割れ
雨漏り

18.4%
14.9%

はがれ

14.0%

性能不足※

（契約内容との相違を含む）

変形

12.6%
9.8%

外壁、基礎
屋根、外壁
屋根、外壁
設 備 機 器、
屋根、外壁
床、開口部、
建具

（n=12,454、複数カウント）

図４ 相談件数の多い不具合事象
（共同住宅等）
主な不具合事象（共同住宅等）
はがれ
ひび割れ
性能不足※

14.0%
12.0%

て、リフォーム工事の契約前に、事業者から取得
した見積書の見方や見積書の内容や金額の妥当
性について不安を抱えた発注予定者
（消費者）か
ら、希望に応じて見積書、図面等の送付を受け、
内容をチェックするサービスを行っています。
リフォーム見積チェックサービスの流れは下
のとおりです
（図５）
。
2018 年度の相談件数は、事業者から取得し
た見積書に関する相談件数は 687 件、そのう
ち実際に見積書の送付を受けたものは 468 件
となっています。また、主な助言内容は、「工

当該事象が多く
みられる部位

図５ 見積チェックサービスの流れ

外壁、内装

電話
（0570-016-100）でご相談ください。不安点など
概略のお話をお伺いします。

外壁、内壁

10.8%

設備機器

変形

10.4%

床、開口部、
建具

漏水

9.7%

給 排 水 管、
設備機器

（契約内容との相違を含む）

住まいるダイヤルでは、電話相談の一環とし

（n=2,539、複数カウント）
※使用した部材・設備機器等が通常有するべき性能を欠いている、
または契約時に定めた性能を満たしていない状態。
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見積書や図面などをお送りください
（郵送、ファックス）
。
相談員が図面と見積書を照合し、見積項目や数量の確認、
見積書の単価と市場価格等との照合、技術的観点から
チェックします。
事業所に確認するポイント、リフォームを進めるうえで注
意するポイントなどについて、後日、電話で助言します。
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図６ 主な助言内容
（％）

100

93.5% 94.0%

図７ 専門家相談の実施件数の推移
（2018 年度

（件）

n=434、複数カウント）

2,000

80
60

47.7%

40

1,500
39.9%

20

901

884

899

905

500

744

762

814

761

897

0

178
2014

187
2015

197
2016

173
2017

166
（年度）
2018

846

1,000

複数の事業者
から見積もりを
とることを助言

クーリング・オフや
瑕疵保険など法律や
制度について助言

耐震改修や
施工方法など
技術的な助言

契約時の注意点

単価情報等の
提供

工事範囲や工事
内容の確認点
について

0

28.3% 24.4%

1,964
1,916
1,806 1,848
1,780

【2018年度までの累計】実施件数：13,290件
評価住宅
保険付き住宅
リフォーム

事範囲や工事内容の確認点について」
「単価情報

図８ 住宅紛争処理のしくみ

等の提供」が多くを占めています
（図６）。

専門家相談
専門家相談は、全国 52 の弁護士会と連携し
て実施をしています。これは、建築士と弁護士
による対面相談で、利用できる方は、評価住宅
（住宅品質確保促進法に基づき建設住宅性能評
価書が交付された住宅）
や保険付き住宅
（住宅瑕
疵担保責任保険が付された住宅）の取得者・供
給者、住宅リフォームの発注者・発注予定者
（消
費者）
、そしてマンション建て替え等を検討し
ている管理組合・区分所有者です。利用は、原

( 買主、売主等 ) を対象に、住宅に関する紛争

則１回で、相談時間は１時間、費用は無料です。

について迅速な解決が図られるよう、全国 52

受け付けは住まいるダイヤルで行い、電話相

の弁護士会の住宅紛争審査会で、裁判外の紛争

談の後、希望の日時を伺って予約の調整をしま

処理 ( あっせん・調停・仲裁 ) を行っています（図

す。相談場所は実施弁護士会の会館などになり

８）
。紛争処理を担当する紛争処理委員は、法

ます。体の不自由な方等の場合は出張相談も対

律の専門家である弁護士と、建築技術について

応可能です。専門家相談では、建築士と建築問

知見を有する一級建築士等の建築専門家で、公

題に詳しい弁護士が同席し、問題の案件につい

正・中立の立場で紛争の解決に当たります。原

て、建築士の技術的な側面からの意見と、それ

則、申請手数料 10,000 円のみで利用できます。

を受けて弁護士の法律的な意見とが同時に得ら

相談するに当たって用意するもの

れるところに大きなメリットがあります。
2018 年度は 1,964 件実施され、前年度比は

お手元に、見積書、契約書、設計図面、今ま

10.3％増となっており、リフォームが約半数

での対応経緯が分かるメモなど書類を準備して

を占めています
（図７）。

ください。また、電話でのアドバイスになりま
すので、聞き取っていただくためのメモ、筆記

住宅紛争処理支援

用具を用意してください。

評価住宅および保険付き住宅の契約当事者
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学生の

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

2

回

学生同士の議論や学び合いで
理解を深めるプログラムを実施
― 立命館大学の取り組み ―

【取材協力】 山本 貴之 Yamamoto Takayuki
一ノ瀬 和憲 Ichinose Kazunori

「学生生活セミナー」
を年６講座実施

立命館大学 学生部 BKC 学生オフィス
立命館大学 学生部 OIC 学生オフィス

セミナー時間の半分は議論に

立命館大学（以下、本学）
ではこれまで、４月

講義形式で話をするだけの一方通行のレク

に新入生全員を対象とした学生生活ガイダンス

チャーでは、学生はどうしてもスマホをいじった

の際に、消費者教育として各種トラブルに関す

り居眠りしがちで、内容に集中してもらうことが

る注意喚起等を講義形式で 60 分かけて実施し

難しくもあります。学生に何が危険なのかしっ

てきました。ただ、新入生はこの時期、授業や

かり認識させるには、講義形式のレクチャーだ

課外自主活動などについて数多くのレクチャー

けでなく、能動的な学び、例えば双方向な議論

を集中的に受けるので、たった一度切りの短い

やワークショップが必要だと考えました。

時間でトラブル全般の対処法をしっかりと覚え
てもらうことは困難と言っていいでしょう。

そのため、各セミナーでは講師に講義の時間
は半分程度にし、残り半分を意見交換の時間に

また、学生オフィスに寄せられる学生からの

するよう依頼しています。意見交換では、最初

相談件数は減少傾向にはあるものの依然一定数

に具体的なケースを記載した資料を読み込ま

あり、被害にあって学生生活に戻れなくなるよ

せ、その後グループワークとしてケースごとの

うな重大なケースとなる可能性もあることか

問題点や勧誘の断り方を議論し、最後に発表し

ら、総花的な情報提供だけでなく、専門的なセ

てもらいます。

ミナーを体系的に実施することにしました。

単に事例を紹介するだけでなく、
「どうやっ

そこで 2017 年度から実施しているのが
「学

て断るか」というところまで学生自身に考えさ

生生活セミナー」です。本学の３つのキャンパ

せることで、アンケートでも
「断り方もよく理

スで、それぞれ年間６講座を開設、１回の講座

解できた」
といった反響を得ています。

につき１つのテーマを選び、そのテーマに合っ

参加者を集める工夫

た講師を招いて解説を依頼しています。
これまで取り上げたテーマは、学生からの関

ポスターなどで告知するだけでは、なかなか

心が高く、相談件数も多い
「ブラックバイト」
「お

参加者は集まらないものです。全学生に対して

酒との正しい付き合い方」
「SNS トラブル」など

は、
「manaba ＋ R」という学内専用連絡ツール

です。また、学生が
「自分には関係ない」
と思い

を利用して情報発信していますが、授業や定期

がちである一方、巻き込まれると重大な被害を

試験についてなど他のさまざまな情報も配信し

受け得る
「悪徳商法」
「カルト集団」
「一人暮らし

ているため告知メールが埋もれがちで、開封率

の防犯」
「薬物問題」といったテーマも扱ってい

は少数にとどまります。そこでクラブ・サーク

ます。依頼する講師はそれぞれのテーマに合っ

ル等各学生団体に対しても、各団体の部屋を直

た専門家で、弁護士、警察や消費生活センター

接訪ねて学生と話し、参加を呼び掛けるなどし

の相談員、労働基準監督署職員などです。

ています。
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これにより、各団体の代表者を含め、１会場

た違った効果が期待できます。下級生からする

につき 20 ～ 50 名が参加しています。参加者

と身近な存在で聞きやすいという面もあり、ま

からの反応も良く、問題意識も高まるのか
「今、

た、上級生も教えることを通して自身の理解が

食堂で勧誘している怪しい人がいる」といった

深まります。上級生の姿が下級生にとって「自

情報提供をしてくれる学生も出てくるようにな

分もこうなりたい」というロールモデルにもな

りました。

り、お互い刺激し合う、そういった良い循環効
果を生んでいます。

「ピア・サポート」
で
学生同士の学び合い

きめ細やか、かつ工夫した
取り組みが重要

本学は大学として、学生が自ら学んで成長す
ることを重視しています。今後さらに積極的に
展開したいのが学生同士の学び合いです。
もともと、本学には
「ピア・サポート」
という

学生オフィスに持ち込まれる日々の相談に対
しては、きめ細かな対応を心がけています。相
談内容によっては、消費生活センターや警察、

学生同士が主体的に学び合い、支え合うしくみ

法テラスなどを紹介して学生に連絡させていま

があります。留学生支援、障害者支援、就職支

す。その場合、学生がきちんと説明できるかど

援など目的に応じてたくさんの団体があり、全

うかがポイントになるため、例えば消費生活セ

学生のうち 10％、約 4,000 人がかかわってい

ンターに電話する前に、学生オフィスの職員を

ます。その中の１つに、新入生を支援する「オ

消費生活センターの相談員に見立てて会話のシ

リター（またはエンター）団」というものがあり

ミュレーションを行い、その後、職員の目の前

ます。

で電話をかけさせることもあります。

このオリター団は、１年生の履修やクラブ・

サークルを舞台にした OB や上級生による悪

サークルに関すること、日常の学習面など、学生

質商法の勧誘も多くあります。そこで先日は、

生活全般を支援することを目的とした団体です。

実際に上級生から勧誘を受けていたサークルの

オリター団の活動が最も活発化するのが、１

学生を呼んで、どのように勧誘を断るかロール

年生が生活に慣れるまでの４～６月にかけてで

プレイイングをやってもらい、同じ内容をサー

す。この時期、オリター団のために授業枠の一

クル内でも共有するよう指示しました。

部を確保する学部もあり、オリターから１年生

被害を防ぐには、いかに
「自分ごと」
として考

に対してさまざまなことを教えてもらっていま

えてもらうかが重要です。事例の紹介も、個人

す。テーマの選定は基本的にオリター団に任せ

情報に触れない範囲で、できるだけ本学であっ

ていますが、学生オフィスからも働きかけ、喫

たケースを具体的に伝えるようにしています。

煙などに関する健康教育や SNS にかかわるセ

現在はより効果的な方法をめざし、試行錯誤

ミナーなども行っています。

を重ねているところです。例えば、事例を読み

内容によっては、まず学生オフィスがオリ

込んだ後に学生自身にスマホで解決策を検索さ

ター団にレクチャーする場合もあります。30

せてグループディスカッション行うなど、既存

人程度のオリター団執行部にレクチャーして、

の考え方にとらわれない、新しいかたちのセミ

彼らに１年生の各クラスに分かれて教えに行っ

ナーも検討しています。

てもらいます。これにより、効率的に多くの学
生に啓発を行うことができています。

今後も、学生がより能動的に学び、また学生
同士で協調して学び合う環境を作っていきたい

専門家によるセミナーも有意義ですが、こう

と考えています。

した方法で上級生が下級生に教えることにはま

2020.2 国民生活
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（ライター：鷺島 鈴香）

契約・売買に関する改正のポイント（2）

民法改正による

不動産取引への影響
第

5

債務不履行と損害賠償請求／
危険負担／契約の解除

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。

1. 債務不履行と損害賠償請求

2. 危険負担の債権者主義の廃止

取引の相手方
（債務者）
が契約で約束した義務
を履行しないとき、債権者は、債務者に対し、
債務不履行責任に基づき損害賠償を請求できま

不動産取引の危険負担のルールが変更されま
す。

（1）危険負担とは
「危険負担」
とは、
売買等の双務契約において、

す。ただし、この債権者の債務者に対する債務
不履行に基づく損害賠償請求は、その債務不履

一方の債務が債務者の責めに帰することができ

行につき債務者に帰責事由がないときはできな

ない事由によって履行不能となった場合におけ

いと解されています。改正前民法 は、履行不

る債権者の反対給付債務の負担の問題です。不

能の場合に債務者に帰責事由がないときは請求

動産売買では、売主は買主に対し、売買の目的

できない旨を定めていますが、改正民法は、履

物の引渡債務を負っていますので、
「目的物の

行不能の場合に限らず、債務不履行が債務者に

引渡し」については、売主が債務者、買主が債

帰責事由がないときには損害賠償請求できない

権者ということになります。債権者である買主

ことを明文化しました。

は、売主に対し、反対給付債務として代金支払

＊

なお、不動産取引では、債務不履行の場合の

債務を負っています。建物が、引渡しの前に、

損害賠償額または違約金の額について、契約で

地震により倒壊してしまい、売主が建物を引き

あらかじめ定めておくのが通常です。

渡すことができなくなった場合に、買主は代金
の支払いを拒絶できるかという問題です。
買

目的物の引渡債務

主

主
代金支払債務

（2）危険負担の債権者主義
【改正前民法 534 条】債権者の危険負担
特定物に関する物件の設定又は移転を双務契
約の目的とした場合において、その物が債務
者の責めに帰することができない事由によっ
て滅失し、又は損傷したときは、その滅失又
は損傷は、債権者の負担に帰する。
２ 不特定物に関する契約については、第
401 条第２項の規定によりその物が確定した
時から、前項の規定を適用する。

例えば、取引物件の引渡しの遅延または引渡
しが不能となった原因が、天災地変等の売主の
責に帰さないものであったときには、売主に帰
責性がないことから、その場合、買主は、売主

改正前民法は、特定物つまり不動産について

に債務不履行による損害賠償請求をすることが
できません。

（債権者）

（債務者）
売

【改正民法 415 条】債務不履行による損害賠償
債務者がその債務の本旨に従った履行をしな
いとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権者は、これによって生じた損害の賠償を
請求することができる。ただし、その債務の
不履行が契約その他の債務の発生原因及び取
引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰
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。
（第２項 省略）

は、売主の責に帰することができない事由で土

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

地・建物が滅失、損傷したときは、その損失に

建物が倒壊して引渡しされない場合、代金支払

ついては債権者である買主が負担するとしてい

拒絶権を付した危険負担特約がなくとも、買主

ます。これが危険負担の債権者主義です。

は代金の支払いを拒絶できることになりました。

買主は、地震により建物が滅失しても売買代

3. 契約の解除

金の支払いを拒絶することができません。これ

債務の不履行が債務者の責めに帰することが

は、買主に過大なリスクを負わせるものであり、
取引の公平を欠く不当なものといえます。不動

できない事由であるときの契約解除のルールが

産取引の実務では、契約書に次のような危険負

大きく変更されました。

担特約を付して当事者間の公平を図っています。

（1）催告による解除

（危険負担特約の例）

改正民法では、判例を踏まえ債務不履行が軽

本物件の引渡し前に、天災地変その他売主又
は買主のいずれかの責めに帰することができ
ない事由によって本物件が滅失したときは、
買主は、この契約を解除することができる。
２ 本物件の引渡前に、前項の事由によって
き そん
本物件が毀 損したときは、売主は、本物件を
修復して引き渡すものとする。この場合、修
復によって引渡しが表記の期日を過ぎても、
買主は、売主に対し、その引渡し延期につい
て異議を述べることはできない。
３ 売主は、前項の修復が著しく困難なとき、
又は過大な費用を要するときは、この契約を
解除することができるものとし、買主は、本
物件の毀損により契約の目的が達せられない
ときは、この契約を解除することができる。
４ 第１項又は前項によってこの契約が解除
された場合、売主は、受領済みの金員を無利
息で遅滞なく買主に返還しなければならない。

微であるときには解除できないことを明文化し
ました。例えば、購入した土地建物の近くに暴
力団事務所が存在していた場合、これまで裁判
所は契約解除を認めていませんが、暴力団事務
所が近くに存在することは社会通念上軽微とは
言えないことから契約解除を認めてしかるべき
とも思われます。判例の動向が注目されます。
【改正民法 541 条】催告による解除
当事者の一方がその債務を履行しない場合に
おいて、相手方が相当の期間を定めてその履
行の催告をし、その期間内に履行がないとき
は、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、その期間を経過した時における債務
の不履行がその契約及び取引上の社会通念に
照らして軽微であるときは、この限りでない。

（2）無催告解除
改正前民法 543 条は、債務の不履行が債務

（一財）
不動産適正取引推進機構「不動産売買の手引」より

（3）危険負担の債権者主義の廃止

者の責めに帰することができない事由であると

改正民法は、534 条・535 条を削除して債

きには、債権者は契約を解除できないとして、

権者主義を廃止し、特定物、不特定物の区別な

契約解除につき債務者の帰責性を要件としてい

く債務者主義を採用して、債権者の反対給付債

ますが、改正では、当該文言を削除して、債務者

務の履行拒絶権を定めました。

の帰責事由要件をなくしました。これにより、

【改正民法 536 条】債務者の危険負担等
当事者双方の責めに帰することができない事
由によって債務を履行することができなく
なったときは、債権者は、反対給付の履行を
拒むことができる。
（第 2 項 省略）

改正により、引渡し前に、天災地変等により

取引の目的物である土地・建物が引渡し前に、
天災地変等の売主・買主いずれの責めにも帰さ
ない事由により滅失して、引渡しができなくなっ
た場合
（売主の履行不能）
、買主は履行の催促な
しに、直ちに契約を解除することができます。
〈文中の解説・意見は執筆者の個人的見解にとどまるもの
であることを了承ください。
〉

＊参考文献等
• 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 / 岸 葉子

オーストリア

Kishi Yoko

パン食で陥りやすい塩分の過剰摂取

●オーバーエスターライヒ労働者会議所ホームページ https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Brot_ist_zu_salzig.html
●オーストリア食品典 http://www.lebensmittelbuch.at/b-18-backerzeugnisse/backwaren/brot/mischbrot/

オーストリアの一日は、焼き立てのパンとコー
ヒーで始まる。早朝から開いているパン専門店で、

大量生産された袋詰め商品のほか、店内で焼いたイ
ンストア・ベーカリー商品も含まれていた。

ゼンメル（Semmel）と呼ばれる小型で丸い白パンを

その結果、平均値は 100g 当たり1.57g で、10 商

購入し、バターやジャムを塗って食べるのが定番で

品が高塩分、残り６商品が中程度の塩分量だったと

ある。しかし、朝食以外では、小麦粉とライ麦粉の

いう。同機関は、100g 当たりの塩分が 1.5g を超え

混合パンであるミッシュブロート（Mischbrot）を

ると高塩分としている。ドイツ栄養協会の食塩推奨

常食する人が多い。オーストリア食品典によると、

摂取量は１日６g 以下であることから、テストした

両者の配合割合によって、
「ライ麦混合パン」
または

混合パンを４切れ
（200g）
食べただけで、既に 41 ～

「小麦混合パン」と表示でき、また、混合パンは、
「黒

64％に達すると指摘する。

パン」
「ハウスパン」
とも呼ばれる。

塩分の取り過ぎを防ぐためには、栄養成分表示に

そこで、オーバーエスターライヒ労働者会議所は、

注意することが重要だが、パン専門店およびインス

混合パンの塩分を調べることにした。リンツ周辺の

トア・ベーカリーの無包装商品には表示義務がない。

パン専門店およびスーパーで販売される 16 商品を

そこで、塩分量については、店に問い合わせるよう

購入し、AGES（オーストリア保健・食品安全局）に

助言する。また、塩味に慣れている人は、徐々に塩

テストを委託した。スーパーでの購入品の中には、

分の少ないパンに切り換えるよう勧めている。

スイス

忍者になって食品ロスを撃退

● PUSCH ホームページ https://www.pusch.ch/kampagne-save-food-fight-waste/
●スイス消費者保護財団ホームページ https://www.konsumentenschutz.ch/themen/lebensmittelabfall/mit-der-food-ninja-gegen-food-waste/

スイスでは、まだ食べられる食品の３分の１が捨

にもフード忍者となるよう勧める。最初の一歩とし

てられ、家庭の食品ロスだけでも、１人当たり年間

てサイト上に用意されているのが、
「フード忍者テ

約 90kgになるという。食品ロスはお金の無駄遣い

スト」である。合理的な買い物の仕方や、食品を無

であるばかりでなく、環境へのダメージも大きい。

駄なく使い切るための知識、やむを得ず廃棄する際

そこで、連邦、州、自治体、事業者、消費者団体な

の方法等を確認できる。より深く学びたい人は、
「忍

ど約 70 団体が連携し、食品ロス削減キャンペーン

者アカデミー」にネット登録してトレーニングを受

を開始した。期間は 2019 年 11 月から３年間で、

ける方法もある。２種類の単位習得速度から選択で

環境教育に実績のある PUSCH
（スイス環境保護実践

きる。

財団）が活動を主導する。

フード忍者の教えは、捨てないで食べようという

同キャンペーンの関連サイトで目を引くのが、忍

単純なもの。賞味期限を過ぎただけで食品を捨てる

者に扮した男女７名である。武器に頼らず、知恵を

など論外で、自身の五感を使って、まだ食べられる

絞って勇敢に職務を果たす日本の忍者のイメージに

のか吟味する大切さを説く。まずは食品を買い過ぎ

倣ったという。彼らは「フード忍者（Food Ninja）
」

ないことが重要だとしながら、余った食材、古くな

と名乗り、女忍者 Grosi がリーダーを務める。食品

りかけた食材を使ってレシピを生み出す想像力、イ

ロス削減のヒントを提供するとともに、消費者自身

ンスピレーションが大事だと強調する。
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海外ニュース
文/安藤 佳子

イギリス

Ando Yoshiko

NHSの駐車場問題

● Which? ホームページ https://www.which.co.uk/news/2019/12/sick-pay-hospital-parking-charges-rise-by-10-in-one-year/ ほか

イギリスの国営医療制度である NHS（ 国民保健

問題は総選挙でも争点の１つであった。スコットラ

サービス）では、慢性的な財源難により医師やベッ

ンドとウェールズでは 2008 年に無料化されたが、

ドが不足しているが、基本的には全国民と滞在中の

最近では駐車場の縮小が懸念されている。

外国人（条件付き）
が無料
（薬代別）
で医療サービスを
受けられる。しかし、病院の駐車場は有料だ。

患者の擁護団体は、駐車場収益が患者ケアには使
われず、委託された民間の運営会社の収益になる場

このほど、駐車場収益の 2018 年度総額が前年度

合もあり問題だという。罰金を徴収された５人に１

比 10％増、史上最高の２億 5400 万ポンド（約 371

人は診察時間の遅れなどの理由だったが、病院ごと

億円）
、時間超過の罰金収益が 150 万ポンド
（約２億

に異なる複雑な支払いシステムのため反論も困難で

2000 万円）
に上ることが判明した。これには病院ス

あったという。NHS のガイドラインには●料金等

タッフが払った金額も含まれる。

を駐車場入り口、病院内などに明示●障がい者、

Which? が会員約 7,900 人に調査したところ、約

頻繁な外来受診等の患者や家族などは減免●後払い

半数が駐車場は無料にすべきと回答。さらに、駐車

方式の検討●正当な理由の時間超過は免除、などが

スペースが見つからない、病院から遠過ぎて診察予

記載されているが、各病院の足並みがそろわないの

約に間に合わない、
支払い方法が分かりにくいなど、

が現状だ。Which?では、
相談は病院の患者助言サー

回答者の約９割が不満に思っていた。NHS の駐車場

ビス
（PALS）
の利用を勧めている。

アメリカ

ライドシェア配車サービスを安全に利用する

● CR: ホームページ

h
 ttps://www.consumerreports.org/ride-hailing/staying-safe-when-using-ride-hailing-services/
https://www.consumerreports.org/ride-hailing/uber-and-lyft-cars-have-open-safety-recalls/
 ttps://www.uber.com/us/en/about/reports/us-safety-report/ ほか
●U
 ber: ホームページ h

スマホアプリでライドシェアサービスを展開する

のものかもしれない）●襲われにくいドライバーの

世界最大の企業が、2019 年に創業 10 年にして初

真後ろに座る●シートベルトを着用する●ドアの

めて、過去 2 年間にサービス利用中に発生した事故

チャイルドロックを解除しておく
（逃げるため）
●携

件数などをまとめた報告書を公表した。それによる

帯電話は充電しておく、などを助言している。

と、97 件の致命的な衝突事故で 107 人が死亡、暴

また、CR が 2019 年 1 月にニューヨーク市とシ

行により 19 人が死亡した。同社の契約車は１日合

アトル市周辺地域のライドシェア契約車約 94,000

計 500 万km走行しており、走行距離当たりの事故

台を調査したところ、
6台に1台の割合で公開リコー

死者数は全国平均の約半数で安全だと主張する。し

ル箇所の未修理があると判明した。エンジンやエア

かし、対策を講じるべきだと CR（コンシューマーレ

バッグの不具合など非常に危険な車や、2007 年以

ポーツ）は批判している。レイプ被害 464 人を含む

前製造の古い車もあった。個人の車を使うため、リ

5,981 人の性暴力被害があったことについては、同

コール対応やメンテナンスはドライバー任せで責任

社は緊急通報ボタンをアプリに追加するほか、ドラ

を放棄していると CR は批判し改善を強く求めてい

イバー教育も行うとした。

る。消費者には自動車履歴調査会社のサービス等を

CR では安全な利用のため、●ドライバーに誰を
迎えに来たか言わせる（ナンバープレート等は偽造

活用して事故歴、整備履歴などを確認するよう勧め
ている。
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発 見!

消費者トラブル

啓発

キャラクター

第

2

かいけつ！ハナミン
相談してよかった、安心したという晴々した気持ちを、花
開くお花をモチーフに表現。愛称には
「ひとりで悩まず、
はな
というメッセージ
ほかの人に話してみんなで解決しよう！」
が込められているほか、
「花」
と
「話す」
をかけている。
静岡市消費生活センター

回

かいけつ！ハナミン
（以下、ハナミン）
は静岡

「かいけつ！ハナミン」
に決定しました。この愛

市消費生活センターのイメージキャラクターで

称には、
「相談して
（話して）みんなで解決しよ

す。2012年１月、
キャラクターに親しみを持っ

う！」という意味が込められています。こうし

てもらうことで、消費生活センターとは何かを

た経緯で、2012 年１月、発表イベントにてお

知り、相談するきっかけ作りとなる効果を期待

披露目しました。市民

して作成しました。キャラクターのデザインお

の皆さんとじかに触れ

よび愛称は、一般公募しました。

合うことで親しみを感

ハナミン誕生までの経緯

じてもらえるよう、ハ

まず、一般公募に当たって、2011 年５月に、

成しました。

ナミンの着ぐるみも作

審査委員会を設置しました。構成員には、消費

ハナミンの活動

経済やデザインの専門家、当市消費者協会会長

ハナミンは、
消費生活に関するキャンペーン、

のほか、市広報アドバイザー等を選任しました。
次に、キャラクターデザインを公募したとこ

消費生活展はもちろん、福祉施設等のイベント

ろ、全国の６～ 80 歳までの方から、205 件も

にも参加しているほか、啓発グッズへのデザイ

の作品の応募がありました。審査委員会による

ンの採用、さらにはラッピングバスが市内を走

３次にわたる審査の結果、市内に住む 11 歳の

行するなど、消費生活センターの周知のため、

女の子の作品に絞られました。

大いに活躍しています。また、メールマガジン

この作品は、悩んで塞ぎ込む

（ハナミンメール）や消費者啓発劇団
（悪質商法

「つぼみ」が消費生活センターに

啓発ハナミン劇団）の名称にその愛称を使用す

相 談 し た こ と で「 相 談 し て よ

るなど、親しみを込めた情報発信にも一役買っ

かった」
「 安心した」という晴々

ています。

した気持ちで「花開く」
ことを表した花をモチー

可愛らしいデザインのおかげで、小さなお子

フにしており、消費生活センターのイメージに

さんが興味を持ってくれ、そのご家族も一緒に

ぴったり合うと評価され、商標の確認後、正式

関心を持ってくれるようになりました。
今後も、

に決定しました。

市民の皆さんに消費生活センターをいっそう身

そして、キャラクターデザインに合う愛称を

近な存在として感

公募したところ、全国の２～ 94 歳までの方か

じてもらえるよ

ら、925 件もの応募がありました。審査委員会

う、ハナミンとと

による審査や検討を重ねた結果、ある愛称に絞

もに、活動を続け

られましたが、商標を確認したところ、
「問題

ていきます！

あり」との結果であったため、第二候補だった

（年齢、役職は当時）
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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

70 回

消費者教育×国語科教育

－障がいのある人に向けた教材制作と授業実践－
平田 丞

Hirata Tasuku

岡山理科大学教育学部中等教育学科国語教育コース札埜和男研究室

当研究室は従来の国語科教育にとどまらず、国語科における消費者教育を始め、模擬裁判を手法とした国
語科における法教育や、方言教育など新しい国語科教育の実践的研究に取り組む。

す。対象が高校３年生なので、すぐ社会に出て

ゼミ発足後の最初の取り組み

働く人もいます。卒業後、消費生活においてト

岡山理科大学教育学部中等教育学科国語教育
ふだ の

コース札埜研究室は 2018 年の秋に発足しまし

ラブルに巻き込まれた際に思い出せるような授
業にしたいと考えました。

た。その記念すべき最初の活動が今回の実践で

言葉をかみ砕いて分かりやすく説明

す。きっかけは、岡山県消費生活センターから
障がいのある人たちに向けた消費者教育教材作

2019 年１月に、岡山市内の特別支援学校に

成とモデル授業の依頼があったことです。私た

おいて高校３年生 13 人を対象に、２時間にわ

ちは、国語科教育法Ⅲという授業で実用的文章

たって授業を行いました
（写真）
。

を教材にした講義を受けていました。そのとき

１時間目はネットショッピングについてで

の内容を生かせるのではないかと考え、障がい

す。初めにネットショッピングとは何か、利用

のある高校生を対象とした
「消費者教育×国語

規約とは何かを説明しました。その際、利用規

科教育」という教科横断的な教材作成と授業の

約という言葉をそのまま説明しても伝わりづら

準備にゼミ生９名で取り掛かりました。

いと考え、利用とは
「自分が得するように使う
こと」
、規約とは
「約束やルールである」といっ

３つのねらい

た具合に、熟語に分けて丁寧に説明しました。

今回作成した教材と授業実践のねらいは３つ

そして利用規約とは
「自分が損をしないために

あります。１つ目は
「身近であること」
です。世

読まなければならないルール」
であること、ネッ

の中には幾つもの利用規約が存在します。その

トショッピングを利用する際にはその利用規約

中で高校生にとって一番身近な利用規約とは何

に同意をしなければならないことを学んでもら

かを初めに考えました。ほとんどの高校生がス

いました。その後、自作マンガを盛り込んだス

マートフォンを所持している実情から
「ネット

ライドを通してネットショッピング利用の失敗

ショッピング」と「オンラインゲームアプリ」に

例を示し、どこがいけなかったのか生徒たちと

関する教材を作成することにしました。

一緒に考えました。最後に、実際の利用規約を

２つ目は「分かりやすいこと」です。ただし、

読んでもらい、トラブルが起きた際に特に読む

「分かりやすい＝詳しい」
ではありません。情報
量を多くし、事細かに説明したのではさまざま

写真 授業のようす

な障がいのある生徒たちにとって苦痛でしかあ
りません。そうならないように全員が内容を理
解し、今後の消費生活に生かせる内容になるよ
う工夫しました。
３つ目は「生徒の心に残る授業であること」
で
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べき箇所を伝えました。

応力や分かりやすく伝えるスキルを磨くことが

２時間目はオンラインゲームアプリについて

できました。
「マンガを描くことで、誰にでも

です。初めにゲームを利用する際にも利用規約

分かるような工夫とは何かを考えさせられた。

を読み同意ボタンを押さなければならないこと

絵１つとっても、線の濃さや色の使い方、セリ

を説明し、ゲームサービス終了の可能性とゲー

フにおいては漢字を使うのか平仮名を使うのか

ム内課金における危険性という２つの内容を中

など、
対象者を考えて工夫する重要さを学んだ」

心に展開しました。前者では、１時間目と同様に

「大学４年の間に、かたちに残るものを作ると

マンガを盛り込んだスライドを通して、せっかく

いうのはなかなかないことだと思うし、それが

時間と労力をつぎ込んだゲーム内データも、サー

できて、完成まで頑張って良かったと心より

ビス終了によって消えてしまうことがあること

思った。この経験はいつまでも自分の誇りにな

を伝えました。後者では、オンラインゲームアプ

ると思う」
とゼミの仲間は振り返っています。

リには課金というシステムがあり、①電話料金

作成した教材を基にして岡山県より発行され

として払う ②クレジットカードで払う ③プリペ

た
「インターネットショッピング授業教材パッ

イドカードで払う、といった３つの方法が主流

と
「支払い授業教材パック＊3」
が、消費者教
ク＊２」

であることを、実際のゲーム画面を提示しなが

育支援センターの消費者教育教材資料表彰2019

ら説明しました。その際、全国では月に３千円以

で優秀賞を受賞したのも大きな喜びでした。

上課金している高校生がおよそ７人に１人いる

「障がい」
に向き合う学び

こと＊1 や、課金額がかさむと高額になることを、
労働で得られる賃金と比較して説明するなど、

一から教材を作成し、授業を構想するのは大

当事者意識を持って学べるよう心がけました。

変で、試行錯誤の連続でした。障がいのある人

まとめとして、もしネットショッピングやオ

は何ができて、何ができにくいのかを確認する

ンラインゲームアプリの利用でトラブルにあっ

ことから始め、特別支援学校に足を運び何度も

てしまったときは、１人で抱え込まず、親や先

話し合いを重ねるなかで、生徒たちに何か１つ

生、消費生活センターに相談すること、そして

でも残るものを、
という思いで取り組みました。

一番はトラブルを未然に防ぐために、利用規約

指導教員も含めてゼミ生全員で
「障がい」
につい

をよく読んでから同意ボタンを押すことである

て向き合い、学びを深めたことにも大きな意義

と伝えました。両方の教材を通して、トラブル

があったと思います。この活動が縁となって、

にあっても必ずしも自分だけの責任ではないこ

後輩たちは特別支援学校卒業生を対象とした学

と（自己責任論に陥らないこと）
を訴えました。

びの場である福祉型カレッジにおいて、国語科
の視点から消費者教育に取り組む機会をいただ

仲間の感想と
「優秀賞」
受賞

き、私たちの実践をさらに発展させようと頑

トラブルを回避しつつサービスを利用する方

張っています。今回の内容は、障がいの有無や

法をどう伝えていくかは課題として残りました

学生・社会人にかかわらず誰にとっても必要な

が、スライドを活用した対話のある授業は生徒

学びであると私たちは考えます。

や教員の皆さんに好評でした。ネットショッピ

今回の授業を受講した高校生たちにとって、

ングやオンラインゲームアプリを利用するうえ

授業が消費生活への不安を少しでも軽くできた

でのポイントをしっかりと伝えることができ、

としたら、また私たちの作成した教材が安心安

また、今回の実践を通じて、多様な生徒への対

全な消費生活の一助になればうれしい限りです。

＊１	第 20 回インターネット消費者取引連絡会資料「スマホゲームの動向」
（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_committee/pdf/160324shiryo1.pdf
＊２ https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/253797.pdf
＊３ https://www.pref.okayama.jp/uploaded/attachment/253798.pdf
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第

11 回

ポート

レ
続 適格消費者団体活動

「葛の花イソフラボン」
の被害救済活動
特定非営利活動法人消費者支援機構関西

島川 勝

2007年８月23日に適格消費者団体としての認定を受け、
差止め請求活動を行う。2017 年６月 21 日に「特定適格
消費者団体」の認定を受け、被害回復請求を行う。

Shimakawa Masaru

特定非営利活動法人

消費者支援機構関西理事、弁護士。

根拠について求めたところ、提出された資料は

被害回復の取り組み

いずれも合理的根拠を示すものとは認められま

消費者支援機構関西
（以下、当団体）
では、消
費者裁判手続特例法

せんでした。

に基づく被害回復請求に

＊１

ついて、被害回復検討委員会を設けて事例を検
討しています。事例は、当団体に寄せられた情

当団体から事業者への申入れ

報や行政からの情報等幅広く検討しています。

2017 年 12 月 19 日、当団体は、16 社に対し、

当団体の申入れ活動の事例として
「葛の花イ

当該措置命令期間中に販売した商品の数量や、

ソフラボン」の被害回復に向けた活動について

商品を購入した消費者に返金する意思があるか

紹介します。

等についての回答を求める申入れをしました。
ほとんどの事業者から返金をする意思があると
回答がありました。

消費者庁の措置命令

そこで、2018 年３月５日、自主的に返金を

2017 年 11 月７日、消費者庁は、葛の花由
そうしん

来イソフラボンを機能性関与成分として、痩身
ひょう ぼう

効果を標 榜 する機能性表示食品

＊２

行った１社を除く15 社に対し
「申入書兼要請書」
として以下の内容を含む申入れを行いました。

の販売事業

（1）措置命令の対象となった表示により対

者 16 社に対し、景品表示法
（以下、景表法）に

象商品を購入した消費者への対応に関

違反する行為（同法５条１号、優良誤認）
が認め

する申入れ

られたことから、措置命令
（同法７条１項）
を行

①返金を求めることができる旨の通知

いました。

をするとともに、消費者からの返金

当該事業者は、あたかも対象食品を摂取する

申し出に応じること

だけで、誰でも容易に内臓脂肪の減少による腹

②消費者に負担の少ない返金方法を提

部の痩身効果が得られ、外見上、身体の変化を

供すること

認識できるかのように思わせる表示をしてお

（2）
（1）
 にかかる返金の実施状況を当団体

り、ジーンズをつかんでウエストとの間に隙間

に定期的に報告する申入れ

ができた写真と一緒に
「ウエストを減らすのを
助ける」と写真等で宣伝したりしていました。
消費者庁から、16 社に対しこれらの表示の

これらの申入れの目的は、個別の消費者に通
知することにより、消費者が被害を受けたこと

＊１ ウェブ版
「国民生活」2016 年 12 月号「消費者裁判手続特例法の概要」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201612_02.pdf
＊２ ウェブ版
「国民生活」2016 年３月号「機能性表示食品について」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201603_08.pdf
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を認識できることにあります。

応じるが当団体に返金件数は報告しないと回答

また、返金方法については、送料や手間など
消費者の負担を少なくすることにより、容易に

した事業者が２社、解散・清算した事業者が１
社ありました。

返金が実現できるようにすることにあります。

返金件数を報告した 12 社の返金件数の合計

さらに、当団体に返金状況を定期的に報告し

は、16,495 件となりました。多数の消費者に

てもらうことにより、どの程度の被害回復がで

返金がなされ、被害回復が図られたと考えられ

きたかを当団体が把握できることにあります。

ます。
ところで、各社から報告のあった措置命令該
当期間の販売商品数に対する返金率はさまざま

景表法と消費者契約法

でした。そこで、返金率がさまざまになった原

対象事業者は景表法違反で措置命令を受けま

因は何か調べるため、消費者への返金通知の方

したが、民事の効果として返金を求める根拠は、

法
（メール、郵送、通知書にどのような表書き

消費者契約法４条１項の不実告知です。事業者

をしたのか等）や、誤認が認められないなどで

が消費者契約の締結について勧誘するに際し、

返金対応しなかったケースがあるか、などにつ

不実のことを告げ、そのことにより消費者が誤

いて各社に問い合わせをしています。

認したことです。
勧誘については、最高裁 2017 年１月 24 日
「事業者等による働きかけが不特定多
判決＊３で

そろばん

論語と算盤

数の消費者に向けられたものであったとして

今日、
「身体にいい、〇〇に効く」
とうたった

も、そのことから直ちにその働きかけが消費者

健康食品と称する商品の広告が、インターネッ

契約法 12 条１項および２項にいう「勧誘」にあ

トやマスメディア上で氾濫しています。また、

たらないということはできないというべきであ

新たに機能性表示食品が認められたことによ

る」と判示しており、パンフレットやウェブサ

り、その広告は増えています。消費者庁のウェ

イトの表示も「勧誘」
に当たる場合があるとして

ブサイトにおいても、優良誤認による措置命令

います。イソフラボンの痩身効果の広告も、各

が多数出されています。

はん らん

効能効果の裏づけもない、消費者の期待を裏

社ウェブサイト等で行われており、これらも不
実告知の勧誘に該当する可能性があります。
これらの勧誘を受け、そのような痩身効果が

うそ

切るような、嘘でしかない表示の商品を売って
いたとしても、消費者から申し出がない限り、そ

あると誤認した消費者は、消費者契約法４条１

のまま事業者のやり得となっているといえます。

項により契約を取り消し、事業者に返金を求め

2024 年に発行が予定されている新一万円札
の肖像となる渋沢栄一の著書に
『論語と算盤』が

ることができます。

あります。渋沢は、商売と儒教は結び付いてお
り、商業は儒教倫理に基づくものであらねばな

消費者への返金状況

らない、と説いています。まがい物を売ってお
もう

事業者からは、３カ月ごとに返金件数を報告

金儲けをするというのは、渋沢の精神にも反す

してもらい、2019 年６月までに報告のあった

ることです。当団体としては、今後も特定適格

返金件数を集計しました。

消費者団体として、
被害回復を図ることにより、

返金を要請した 15 社のうち、返金要請には

このような不正を是正する活動を続けます。

＊３ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/086454_hanrei.pdf
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気になる

この用語
第

18 回

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。

河合 敏男

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。

申込金、
手付金、
仲介手数料

不動産の売買や賃貸住宅を借りる際に仲介業者に支
払う申込金、手付金、仲介手数料について解説します。

め」などの理由で申込金等の名目の金銭を要求

申込金とは？

されることがあります。これも賃貸の場合と同

賃貸住宅に入居申込みをする際、仲介業者よ

様で、仮に払ったとしても返還されるべきお金

り一定額の申込金の支払を要求される場合があ

です。なお、東京都は預り金返還をめぐるトラ

ります。これはどういう性格の金銭でしょうか。

ブルが見られることから、原則として宅建業者

申込金は、一定期間その申込者に優先的に入

が高額の預り金を受け取ってはならないと宅建

居審査することや他者への仲介を行わないこと

業者に指導しています＊３。

などを約束する目的で仲介業者に交付される預

消費者としては、やむを得ず申込金を払うと

り金と考えられます。申込証拠金、予約金、手

きは、この申込金が預り金であり、契約の成否

など呼び方を問わず、このような趣旨

にかかわらず返還することや返還時期を明記し

で交付される金銭は同じ性格のものです。借主

た申込金預り証を提出させるとよいでしょう。

付金

＊１

側は申込金を払ったとしても、候補の物件の１

手付金とは？

つとしているだけでその物件を借りる確定的な
意思表示をしているわけではないこともありま

手付金は、契約締結に際して当事者間で授受

すし、貸主側も審査前の段階でその人に貸すと

され、決済時に代金に充当される一定額の金銭

決めたわけではないので、いまだ契約は成立し

です。この手付の種類は、証約手付、解約手付、

ていません。仮に契約が成立すると契約当事者

違約手付の３つがあります。証約手付とは、契

は正当な理由のない限り契約履行の義務が生じ

約が成立したことを示す証拠となる効力を持つ

ますが（これを契約の拘束力といいます）
、この

手付です。次の２つの手付の効果を持つ場合に

場合契約はまだ成立していないので、借主側は

も同時に証約手付たる性質を兼ねています。解

この段階で契約を撤回することは自由です。

約手付は、両当事者が解約権を保留し、それを

申込金は契約締結前の預り金ですので、契約

行使した場合の損害賠償額となるものです。解

の成否のいかんを問わず、返還されるべきもの

約手付は民法上の規定があり、買主はその手付

。宅建業法は、このような預り金の返

を放棄し、売主はその倍額を償還して契約を解

還を拒むことを禁止しています（宅建業法 47

除できると規定しています
（民法 557 条）
。例え

条の２第３項、施行規則 16 条の 12 第二号）
。

ば買主が売主に 100 万円の解約手付を交付した

です

＊２

売買の仲介の場合も、仲介業者から
「売主と
の売買交渉等の経費のため」
とか
「宣伝広告のた

場合、買主が解除するなら100 万円を放棄して、
売主が解除するなら交付を受けた 100 万円にさ

＊１ ここでは、後述の「解約手付」などの手付金とは別の意味で使われている。
＊２ ただし、契約成立の場合に申込金を賃料の一部に充当する約束は有効。
＊３ 東京都住宅政策本部「最近の不動産相談事例から」https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/juutaku_seisaku/301jirei.htm#03
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用語
気になる この
らに 100 万円を加えた金額を支払って契約を解

ません。もし事前に預り金等を支払っていた場

除できます。解約手付は、不動産取引では売買

合には返還を求めることができます。銀行融資

。違約手付は、契

が受けられることを条件として売買契約を締結

約上の債務を履行しない場合に違約罰として没

することがありますが、結果的に銀行融資を受

収されるものです。わが国では違約手付の趣旨

けられず契約不成立となった場合は、仲介手数

で交付される手付は少ないといわれています。

料請求権も発生しないことになります。

代金の１～２割が一般です

＊４

手付の交付も一種の契約で、どの手付に該当

契約成立後、依頼者の債務不履行により解除

するかは当事者間の意思により決まります。民

となった場合や解約手付による解約権行使に

法は契約締結時に交付される手付は解約手付と

よって契約不成立となった場合はどうでしょう

推定しています。
「手付」という言葉に限らず、

か。依頼者側の自己都合や帰責事由のある場合

手金、内金、約定金、保証金などと呼ばれても、

に、仲介手数料を０とするのは仲介業者に酷で

契約締結時に交付される金銭であれば解約手付

す。そこで、売買契約締結後買主の債務不履行

と解釈して差し支えありません。

で契約解除となった取引事例で仲介業者が仲介

解約手付の場合の解約は、当事者の一方が履

手数料の支払いを求めた事案について、東京地

行に着手した後は認められません。履行の着手

裁平成 23 年１月 20 日判決は、
「請求可能額は、

とは、例えば履行期の到来後に買主が代金支払

商法 512 条に基づき、契約履行時における合

を準備し売主に履行を催告することなどです。

意報酬額たる金額を上限として、本件売買契約
の取引額、仲介業務の難易、期間、労力さらに

仲介手数料とは？

は売買契約が履行されずに終わった事情など、
しん しゃく

不動産仲介業者に売買や賃貸の仲介を依頼し

その他諸般の事情を斟 酌 して定めるべきであ

た際に支払う手数料が仲介手数料です。手数料

る。
」
として、この事案では約定報酬額の約６割

の額は上限が決められており、不動産売買契約

の報酬を認容しています。

で取引額が 400 万円を超える場合は、売買代

仲介業者は通常の仲介業務で発生する費用に

金額（消費税抜き）
の３％に６万円を加えた額お

ついては、
依頼者に請求することはできません。

よびこれに対する消費税です。賃貸借契約の仲

したがって、法で認められた仲介手数料以外に

介では、賃貸人、賃借人それぞれから賃料の半

前記のような申込金等の名目で費用を別途請求

月分以内の報酬ですが、依頼者の承諾がある場

することはできません。ただし、依頼者の特別

合は、双方からの合計もしくはいずれか一方か

な依頼に基づき発生した広告費用などの実費を

ら賃料の１カ月分以内およびこれに対する消費

請求することが例外的に認められています。

税とされています。

クーリング・オフの場合は？

売買の場合の支払方法は契約成立時に半額、
決済時に残額を支払う方法が一般的ですが、決

宅建業法 37 条の２は、宅建業者の事業所等

済時に全額支払う場合もあり、仲介業者との間

以外の場所でした契約についてのクーリング・

の取り決めによります。

オフの制度を定めており、申込金に限らず、手

仲介手数料は、契約が成立して初めて請求権
が発生します。仲介業者が成約に向けて努力し

付金、仲介手数料等の金銭の返還義務が明文化
されています
（同条３項）
。

たとしても契約不成立の場合は請求権は発生し
＊４ 宅
 建業者自ら売主となる宅地または建物の売買では、手付金の上限は２割と定められている
（宅建業法 39 条）
。
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相談情報ピックアップ
第

8

執筆者：国民生活センター相談情報部

回

男性の美容医療トラブルに注意！

相談事例
インターネットで薄毛治療を行うクリニックを予約した。当日、医師ではない担当者が頭部をみ
て「月１回のペースで全６回注射する。後頭部も薄毛になりつつあるので治療面積が一番広いコース
がよい。サプリメント等を併用しないと１年後に元に戻るかもしれない」などとカウンセリングを受
け、勧められた１年分のサプリメント等と、治療費を合わせた約 160 万円のコースを申し込むこと
になった。その後の医師の診察では、頭皮をみられ
「４回目くらいでよくなる。整髪料は使わないよ
うに」と言われただけで治療内容やリスクの説明はないまま、頭皮約 30 カ所に注射をして施術が終
わった。医師から施術やサプリメント等について十分な説明がなかったことなどに疑問を抱き、解
約を申し出ると、「解約には応じるが、サプリメント等は返品できない。解約してもサプリメント等
の代金 60 万円と１回分の施術代金 15 万円の 75 万円を支払ってもらう」と言われた。納得できない。


（20 歳代、男性）

問題点とアドバイス

（2）施術内容や料金、リスク等について十分に

男性の美容医療サービスでは、包茎手術や薄

説明を受け、納得できない場合や即日施術

毛治療、ひげの医療脱毛など男性特有の悩みに

を強要された場合は、契約するのはやめま

関する施術の相談が多くみられます。相談内容

しょう

をみると、不安をあおられて即日施術をされた

医師の資格を持たないカウンセラーなどが病

ものや、次々に追加の施術やサプリメント等を

状等の診断、治療方針の決定等の医行為を行っ

勧められて高額な施術代金となったものなど、

ていると思われる相談事例もみられますが、医

勧誘方法や施術代金に納得できないという相談

師の資格を持たない者が医行為を行うことはで

が目立っています。こうしたトラブルにあわな

きません。

いために、次の点に注意しましょう。

施術の具体的な内容や方法、施術の効果や限

（1）広告の内容をうのみにせず、公的機関の注

界、副作用や合併症の可能性の有無などのリス

意喚起情報を確認するなど、受診前に効果

クと補償について、
医師から十分な説明を受け、

やリスク等の情報収集に努めましょう

即日施術を勧められてもその場ですぐに決め

施術の効果には個人差があるため、施術のメ

ず、時間を取って慎重に検討しましょう。

リットや価格の安さを強調する広告をうのみに

説明内容に納得できない場合や医師からの十

せず、受診前に他の医療機関が提供する情報や、

分な説明がない場合のほか、断っているのに即

各省庁、国民生活センターなどの公的機関が出

日施術を強要するなど、問題のある勧誘を受け

す注意喚起情報なども併せて調べ、効果やリス

た場合は契約するのはやめましょう。

ク等の情報を集めたうえで、施術を受けるかど
うか慎重に検討しましょう。
参考：国民生活センター
「包茎手術、薄毛治療など、男性の美容医療トラブルに注意！−受診はインターネット検索で公的機関の注意喚起情報を調べ
てから−」
（2019 年 11 月 21 日公表）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191121_1.html
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第

暮らしの

法律

Q&A

93 回

散歩中に飼い犬が興奮し、通りがかり
の人にけがをさせてしまったら？
相談者の気持ち
飼い犬が散歩中に、よその犬に興奮し猛然と駆け出したので思わずリード
を放してしまったら、犬が通りがかりの人にぶつかりそうになりました。そ
の人は驚いてよけた拍子に転んでけがをしてしまいましたが、飼い主は治
療費を補償しなければならないでしょうか？

萩谷 雅和

Hagiya Masakazu

弁護士

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

はい、治療費の補償は必要です。

ければ不法行為とは言えません。この点につい

民法 709 条に
「故意又は過失に

ては、公道の通行人は、各人が特に誰からも危

よって他人の権利又は法律上保護

険な目にあうことなく公道を歩行できるもので

される利益を侵害した者は、これ

す。したがって、このように安全に歩行できる

によって生じた損害を賠償する責

ことは
「法律上保護される利益」
です。

任を負う。」という規定があります。不法行為と

「侵害した」
という部分については、貴方の過

いう有名な条文です。本件はこれに当てはまり

失と歩行者のけがとの間に因果関係がなければ

ます。以下、分析してみましょう。

なりません。その損害が行為の直接の結果であ

本件は「故意」
ではありませんが
「過失」
はあり

るか間接の結果であるかは問われません。

ます。「飼い犬が散歩中に、よその犬に興奮し

しかもこの因果関係は、何らかの因果関係が

猛然と駆け出した」という部分ですが、動物の

認められるというものでは足りず、相当因果関

習性としてこのようなことはよくあります。で

係、つまり、抽象的にみてその行為が一般的に

すから、このような犬を散歩に連れ出すとすれ

同種の損害を生じ得る可能性を必要とします。

ばかなり外れにくいリードを付けて行くか、あ

公道を歩行中に、向こうから犬が猛然と走っ

るいはそもそも普通の公道を散歩させるべきで

てきたら、驚いてよけようとするのは自然な成

はありません。

り行きです。そのよけようとする過程で転んで

そこで「思わずリードを放してしまったと」
い

しまうことも大いにあり得ることで、特にその

「過失」
ということ
うのは、飼い主である貴方の

通行人に落ち度はなく、いわば想定され得る過

になります。自分にとっては愛犬であり、しか

程の中の１つに入るでしょう。つまり、
「思わ

も、「犬には散歩が必須」
ということもよく知ら

ずリードを放してしまった」という過失と歩行

れていることですが、見方を変えれば、犬の散

者のけがとの間には相当因果関係がある、とい

歩は、自分は危険が内在しているものを公道に

うことになります。

あなた

持ち出している、
という自覚が必要なのですね。

ただし、例えば、そのけがの治療に行った病

次に「他人の権利又は法律上保護される利益」

院で医療過誤が生じ、その通行人に重篤な後遺

という部分の検討です。上記の
「過失」
があった

症が生じてしまったという場合、その後遺症の

としても、この
「権利」
や
「利益」
を侵害していな

部分には相当因果関係はないとされるでしょう。
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国民生活センター 消費者判例情報評価委員会

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

火災事故につきエアコンメーカーの製造物責任を
認めた事例
本件は、２階建て建物のベランダ付近から出火した火災につき損害賠償が求められた
事案である。本判決は、本件火災はベランダに置かれたエアコンの室外機から出火した
ものとして、同室外機に欠陥があったものとし、本件エアコンの被告メーカーの製造物
責任法３条の責任を認め、原告らの請求の一部を認容した。
建物の焼損状況や発火源となり得るものの検討等から、本件火災は２階ベランダに置
かれたエアコンの室外機周辺が出火場所であると認めたうえ、さらに本件室外機の部品
やその周辺部の焼損状況、発火可能性等から事実上の推定を活用し本件室外機が発火源
だと認定しメーカーの製造物責任を認めたとい
う点が、製造物責任における消費者被害の救済
を考えるうえで参考になる事例である。
（東京
地方裁判所平成 30 年５月 29 日判決、未搭載）

原告ら：X1（ 宗 教 団 体 ）
、X2
（ 代 表 者 ）～
X7（代表者の親族）の 7 名
被告：Y（エアコンメーカー）

を受傷し、入院と通院をした。

事案の概要

X らは、本件建物の２階南側ベランダに設置

X1 は、宗教団体である法人格なき社団であ

していた Y 社製エアーコンディショナー
（本件

り、その教会兼住宅の建物
（２階建て建物で建

エアコン）の室外機
（以下、本件室外機）から発

築面積約 120㎡。以下、本件建物）を本拠地と

火し、これにより X1らが損害を被ったと主張し

している。X1 の代表者である X2、その妻の

て、X1 につき、家屋建替費用等合計約 6600

X3 は、本件建物に隣接する建物に居住し、両

万円から本件火災で受領した損失保証金
（共済

名の家族である X4 とともに原告宗教団体を運

金）のうち約 4800 万円を控除した額である約

営している。X4 は、本件火災当時、その妻で

1800 万円、X2 につき、自動車修理費用、治療

ある X5、X5 との間の家族である X6 および X7

費等および慰謝料の合計約 600 万円、X3 につ

とともに、本件建物に居住していた。

き、慰謝料 400 万円、X4 につき、自動車修理

2012 年 10 月９日午前２時頃、本件建物２

費用、休業損害等および慰謝料の合計約 1500

階ベランダ付近から出火して火災となり、本件

万円、X5 につき、休業損害および慰謝料の合

建物を焼損した
（本件火災）
。X2、X4 および

計約 300 万円、X6 につき慰謝料 300 万円、X7

X5 は、本件建物のリビングダイニングで消火

につき慰謝料 200 万円の損害賠償金と各遅延

活動を行ったものの、２階ベランダに大きな火

損害金の支払いを求めた。

の手が上がっていたことから、本件建物外に避

本件で X らは、本件火災について、２階ベラ

難したが、その後、X2 と X5 は、救急搬送され、

ンダが最も焼損が激しい箇所であり、そこには

X2、X4 および X5 は本件火災により気道熱傷

焼損の激しい本件室外機があったこと、X5 お
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よび X6 の本件室外機付近から火が出ていたと

ンダに火の手が上がっているのを目撃したとす

の供述、本件室外機のすぐ上の天上梁に最も激

る本件火災を発見した際の状況等に関する X6

しい損傷があったことなどから、本件火災は、

の供述内容
（本件火災を発見した際の行動につ

本件室外機からの発火を原因としたもので、本

いて、当初異常を感じ２階子ども部屋
（長男）の

件室外機には欠陥があったものと推認できるな

部屋の電気をつけようとスイッチを押したもの

どと主張した。

の点灯せず、リビングの反対側にあるスイッチ

はり

これに対し Y は、本件室外機には発火痕跡が

を押すために同室内を移動していたところ、２

ない、本件室外機に残された痕跡によれば本件

階ベランダに火の手が上がっているのを目撃し

室外機は外部からの炎で延焼している、消防当

て本件火災に気づき X4 および X5 を起こした

局や独立行政法人製品評価技術基盤機構を含む

とする供述）がこれまで述べたような本件火災

各専門機関の調査結果でも本件室外機からの出

後の本件建物の２階部分の客観的状況と矛盾す

火ではないと結論づけられているなどとして、

る点は見られずその主要な部分において一貫し

本件室外機には欠陥はないとし、X らの主張を

ており、また、X6 の本人尋問における供述態

全面的に争った。

度も真なものであり十分信用に値するものであ
ることを考慮すれば、本件火災は、２階ベラン

理

ダの本件室外機周辺が出火場所であることが、

由

高度の蓋然性をもって認められるものというべ

1. はじめに

きである。

本件においては、本件火災の発火源が被告製
品であるか否かが争点となっているところであ

3. 2 階ベランダ内の発火源の検討

る。最高裁昭和 50 年 10 月 24 日判決では
「訴

そのうえで、２階ベランダ内の発火源につい

訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許され

て検討すると、本件室外機東側に取り付けられ

ない自然科学的証明ではなく、経験則に照らし

ている部品である冷却用プロペラファン電動機

て全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結

について、可燃性樹脂であるプロペラファンが

果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然

消失または焼損していたほか、その背面部の銅

性を証明することであり、その判定は、通常人

管部分は、銅管の周囲にあるアルミフィンが完

が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持

全に消失し、銅管も直線状の原形をとどめない

ち得るものであることを必要とし、かつ、それ

ほどに、全体的に大きく湾曲しており、そのう

で足りるものである」
としている。

ち数本が離断した状態であり、前述の電動機付

がいぜん

近は、各部品が完全に消失するなど、激しく燃

2. 出火場所の検討

焼したことが認められる。これに本件室外機の

本件建物の２階各居室等の焼損、消失等の状

ファン部分に向き合っている南側壁部分は、本

況をみると、リビングダイニング、２階子ども

件火災による衝撃で破壊されて穴が空いている

部屋および２階ベランダの各箇所の焼損等が激

こと、この穴は火災による衝撃で空いたと考え

しく、これらの場所の焼損状況や発火源となり

るのが合理的であること、本件室外機は、特に

得るものを検討すると、本件火災は、２階ベラ

左側の前記ファン電動機部分が激しく燃焼・焼

ンダの本件室外機周辺が出火場所である蓋然性

損しており、当該部分を構成する部品で通電が

が最も高いというべきである。これに２階ベラ

あり、発火の可能性がある電気系統部品は、前
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述のファン電動機だけであること、Y のエアコ

2. 製造物責任の欠陥の認定について

ン室外機や空気清浄機においてファン電動機や

本件は、訴訟における立証が一点の疑義も許

ファンモーター内プリント基板上のコンデン

さない自然科学的証明ではなく、高度の蓋然性

サー等の短絡により出火したものが相当数存在

を証明するものであることを確認したうえ、消

していることなどの事情を考慮すると、本件火

防の火災原因判定書では、本件火災の原因は不

災の発火源は本件室外機である。

明とされているが、本件建物の焼損状況や発火
源となり得るものの検討等から、本件火災は２

4. まとめ

階ベランダの本件室外機周辺が出火場所である

本件火災の発火源が本件室外機と認められた

と認めた。さらに２階ベランダ内の発火源につ

うえ、本件室外機が２階のベランダに設置され

いて検討し、本件室外機の部品の焼損状況や周

てから本件火災が発生するまでの期間が１年

辺部分の焼損状況、発火可能性等から本件室外

10 カ月程度に過ぎないことや本件におけるす

機が発火源だと認定し、製造物責任法３条の Y

べての証拠を検討しても、X ら側において本件

の責任を認めたものである。このようにして、

室外機を通常と異なる方法により使用したよう

出火原因を高度の蓋然性を持って認定したもの

な事情は認め難いことに照らせば、
本件火災は、

で、その事実認定および責任判断につき、参考

Y の製品である本件室外機の欠陥により生じた

となる。

ものと推認することができる。したがって、Y
は、X らに対し、製造物責任法３条により本件

3. 製造物責任法制定の際の
「欠陥」
の
立証について

火災によって生じた損害を賠償すべき責任を負

エアコンを含め家電製品からの発火による火

うものというべきである。

災事故の場合、製品の焼損が激しく、発火原因

解

が当該製品の欠陥によるものであることが特定

説

できないことも多い。民法の不法行為責任を問

1. 各原告の請求額と本判決の認容額

うには被害者が加害者の
「過失」
を証明すること

本件火災は Y 製造のエアコンの室外機から発

が必要とされたが、製造物責任法では被害者に

火したものとして、本件室外機の欠陥を認め、

より製品の
「欠陥」
が証明されればメーカーが責

Y に製造物責任法３条の製造物責任を認めたも

任を負うものとされ、過失責任から無過失責任

のである。しかし、X1 の損害賠償（請求額：約

（欠陥責任）に責任要件が緩和された。しかし、

1800 万円）については、既に、宗教団体の加

製品の開発や製造過程にかかわらない消費者が

入する共済組合から受けた共済金約 4800 万円

製品の
「欠陥」
を立証することは困難であるとこ

で全額補 填 されているとしてその請求を棄却

ろから、製造物責任法立法の際には、消費者が

し、X2 については、約 30 万円（約 600 万円。

通常の使用で異常な損害が発生したことを立証

括弧内の金額は請求額である。以下同じ）
、X3

した場合には、製品の欠陥を推定する推定規定

は 20 万 円
（400 万 円 ）
、X4 は 318 万 余 円
（約

を設ける案もあったが、事実上の推定を活用す

1500 万円）、X5 は 48 万円
（約 300 万円）
、X6

ることによって、消費者である被害者の立証負

は40万円（300万円）
、
X7は40万円
（200万円）

担を事実上軽減するということで、推定規定は

の一部認容となっている。

採用されなかった。なお、事実上の推定とは、

ほ てん

通常の民事裁判の事実認定で使用される事実認
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定方法であり、ある要件、例えば
「欠陥」
を製品
の設計が誤っていたとする設計図など製品の欠
陥を直接立証する証拠がない場合でも、その他
のその製品の使用状況や事故の発生状況などの
事実や証拠から経験則を踏まえて要件事実を推
認する方法であり、製造物責任事件では、知識
や証拠が偏在すること等を考慮して事実上の推
定を活用することによって、証拠を持たない消
費者に過度の立証負担を与えないことが立法の
際に提言されていたのである。
参考判例①は、製造物責任法が成立する直前
に出された判例で、製造物責任法立法の際の議
論を踏まえたテレビからの発火事故の判例であ
る。当該テレビが製造されてから発火まで８カ

コラム
最高裁昭和 50 年 10 月 24 日判決について
この判決は、一般に「ルンバール事件」と呼
ばれる判決である。当時３歳の原告が、化膿
性髄膜炎のため大学病院へ入院し、医師から
治療を受けたが、ルンバール施術（腰椎穿刺
による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入）
ま

ひ

の結果、施術後に患者が半身不随麻痺、言語
障がい等の複数の障がいを発症、後遺症とし
て残ったことについて、医師の過失が問題と
なった医療過誤による損害賠償請求事件であ
る。最高裁は、民事訴訟における因果関係の
証明は一点の疑義も許されない自然科学的証
明ではなく、高度の蓋然性の証明で足りると

月の事故だったことから、事実上の推定を活用

し、原判決を破棄し、担当医師らの過失の有

し、テレビの欠陥を推定し、さらにメーカーの

無を審理する原審に差し戻した。本判決は、

過失をも推定したものである。

直接的には医療過誤訴訟における因果関係の

参考判例②は、製造から約６年間経過したテ

証明について判断を示したものであるが、よ

レビからの出火火災により１人が死亡した事故

り一般的に、民事訴訟における証明度の基準

で、やはり事実上の推定を活用し、メーカーの
不法行為責任を認めたものである。本判決も本

（高度の蓋然性の基準）を確立したリーディン
グケースとされているものである。

件室外機が設置されてから２年 10 カ月の事故
であることや通常の使用方法と異なる使用方法
はなかったことから、事実上の推定を活用し
メーカーの製造物責任を認めたものである。
なお、最近の製品からの発火事故の判例は次
のものが挙げられる。
・参考判例③は、電気式床暖房製品から出火し
たもので、責任肯定
・参考判例④は、ノートパソコンから出火、責
任肯定
・参考判例⑤は、電装部品から出火、責任肯定
・参考判例⑥は、輸入布団乾燥機から出火、責
任肯定
・参考判例⑦は、自動販売機からの出火かが問
題となったが、放火の可能性があるとして責
任を否定
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参考判例
①大阪地裁平成６年３月29 日判決
（
『判例時報』
1493 号 29 ページ）
②大阪地裁平成９年９月18日判決
（
『判例タイム
ズ』
992 号 166 ページ）
③東京地裁平成 27 年３月30日判決
（
『判例時報』
2269 号 54 ページ）
④神戸地裁平成 27 年３月24 日判決
（LLI/DB）
⑤東京地裁平成 25 年 10 月９日判決
（LLI/DB）
⑥大阪地裁平成 25 年３月21日判決
（LLI/DB）
⑦東京地裁平成28年８月５日判決
（
『判例タイム
ズ』
1446 号 237 ページ）
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誌上法学講座
景品表示法を知る・学ぶ
第

1

回

景品表示法の概要
古川 昌平

Furukawa Shohei

弁護士

2014 年４月～ 2016 年３月任期付職員として消費者庁にて勤務。主に景品表示法
の課徴金制度に関与。主な著書：『エッセンス景品表示法』
（商事法務、2018 年）。

２ 不当表示規制の概要

第１ はじめに

景品表示法は、事業者が、自己の供給する商

近年、消費者庁が
「不当景品類及び不当表示

品・役務の取引について、次の①から③の表示

防止法」
（以下、
「景品表示法」
）違反事案につい

をすることを禁止しています
（５条）
。

て措置命令や課徴金納付命令を行う頻度が高

①優良誤認表示（５条一号）
自己の供給する商品・役務の品質、規格その
他の内容について、一般消費者に対し、実際の
ものよりも著しく優良であると誤認され、また
は事実に相違して競争事業者に係るものよりも
著しく優良であると誤認される表示
（「良いものですよ」と訴える表示をしているに
もかかわらず、実際には表示されているほど良
いものではない場合の表示）
②有利誤認表示（５条二号）
自己の供給する商品・役務の価格その他の取
引条件について、実際のものまたは競争事業者
に係るものよりも取引の相手方に著しく有利で
あると一般消費者に誤認される表示
（「お得ですよ」と訴える表示をしているにもか
かわらず、実際には表示されているほどお得で
はない場合の表示）
③指定告示に係る不当表示（５条三号）
上記①及び②のほか、商品・役務の取引に関
する事項について一般消費者に誤認されるおそ
れがある不当表示として内閣総理大臣が指定す
る表示（この指定権限は消費者庁長官に委任さ
れず内閣総理大臣が有している）

まっており、その度に、色々な媒体で報道され
ています。一般の人々が、ネットや SNS 上で、
広告表示やキャンペーンについて景品表示法に

か か

違反していないかなどとコメント・投稿するこ
とも増えてきました。景品表示法は、市民の暮
らしに身近な法律の１つといえるでしょう。
本連載では、
このような景品表示法について、
消費者行政や消費生活相談に携わり、同法をこ
れから学ぼう（または学び直そう）
と考えている
人を主な読者として想定し、基礎的な内容を分
かりやすく解説することをめざします。
なお、景品表示法は、現在消費者庁が所管し
ており、消費者庁表示対策課の職員が、
「緑本」
と呼ばれる解説書を随時刊行しています＊１。

第２ 景品表示法の概要
１ 景品表示法の概要
景品表示法は、事業者の不当
「表示」
行為や不

2016 年４月から 2019 年３月末までの景品

当な「景品類」提供行為による、不当な顧客の誘

表示法の不当表示規制に関する調査件数および

引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理

当該調査を経た行政処分
（措置命令及び課徴金

的な選択を確保することを目的としています

（件
納付命令）の件数は、表１のとおりです＊２

（１条。目的の変遷は 38 ページで後述）
。当該

数は事業者ごとに数えたもの）
。また、2019

目的を踏まえ、景品表示法は、主に
「不当表示

年４月１日から 11 月 30 日までの間、消費者

規制」および
「不当景品類規制」を内容としてお

庁は 24 件の措置命令、６件の課徴金納付命令

り、それぞれの概要は次のとおりです。

を行っています。

＊１ 大
 元慎二編著
『景品表示法 第５版』
（商事法務、2017 年）。版を通じてブックカバーが鮮やかな緑のため「緑本」と呼ばれることが多く、本連載で
は第５版を
「緑本」と呼ぶ。
＊２ 消費者庁が毎年６月頃に公表する
「景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」をもとに筆者作成。
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なお、景品表示法は、現在、調査や行政処分
（措置命令や課徴金納付命令）の主体として
「内

り、消費者問題に関する景品規制の活用例とし
て挙げられるでしょう。

閣総理大臣は」と定めていますが、当該権限は

第３ 制定経緯や改正等の流れ

基本的に消費者庁長官に委任されています
（33

今回は、主に、景品表示法の制定経緯や改正

条１項）。本稿では、
消費者庁長官を
「消費者庁」
と示します。また、措置命令権限を有する都道

等の流れについて、①法律の制定経緯と消費者

府県知事も「都道府県」
と示します。

庁への移管 ②不当表示規制に関する改正等の

３ 不当景品類提供規制の概要

流れ ③不当景品類規制に関する改正等の流れ

事業者が、取引に付随して経済的利益を提供
する場合、原則として
「景品類」
となり、景品規

の３つに分けて解説します＊４。

１ 景品表示法の制定、消費者庁への移管
景品表示法は 1962 年に成立し、同年施行さ

制の適用を受けます。
その場合、
「懸賞」
の方法で提供するときには、

れました。

最高額を
「取引価額× 20 倍」と 10 万円のいず

景品表示法成立前、不当な広告・表示や不当

れか低い額までとし、それらの総額を
「懸賞に

な景品類提供は、独占禁止法の不公正な取引方

係る取引の予定総額」×２％以内に収める必要

法として規制されていましたが、1950 年代後

があります（懸賞規制）
。また、もれなく提供す

半頃から、
「ウイスキーでハワイ旅行」
のような

る と き に は、 最 高 額 を「 取 引 価 額 × 20 ％」と

過大な景品付販売が行われるようになり、
また、

200 円のいずれか高いほうまでとする必要が

1960 年にいわゆる
「ニセ牛缶事件」が発生しま

あります（総付規制）
。

した。缶詰にハエが入っていた旨の届出が行わ

現在までに、消費者庁が不当景品類規制に基

れ、調査の結果、その問題とは別に、牛の絵の

づき措置命令を行った事案は見当たりません。

付いた牛肉大和煮の缶詰の肉が、牛肉ではなく

業種別の告示に関するものや都道府県によるも

鯨肉や馬肉であることが確認されたというもの

のを除くと、行政処分としては公正取引委員会

です。
この事案を受けて公正取引委員会は、
「畜肉、

による1999年３月30日付排除命令が最新です。
他方、大阪府は、2019 年に総付景品規制を
理由に新聞社１社および新聞販売所を営む計３

クジラ肉等の缶詰業」などについて不公正な取
引方法を指定しました。
しかし、
「ぎまん的表示」

。背景と

（人をだますような表示）
は特定の業界のみで行

して不適切な勧誘行為が行われていたようであ

われるものではないとの議論の下、ぎまん的表

名に対し措置命令を行っています

＊３

示や過大な景品付販売を競争法の

表１ 調査件数および行政処分の件数

観点から規制するため、独占禁止

2016 年度

2017 年度

2018 年度

法の特別法として、景品表示法が

調査件数

543

653

591

制定されました。景品表示法は制

次年度繰越し

228

227

212

定以降、公正取引委員会が所管し

国（消費者庁）

27

50

46

都道府県

１

８

９

国（消費者庁）

１

19

20

措置命令

課徴金
納付命令 〈最高課徴金額〉 ４億 8507 万円

8824 万円

１億 1753 万円

ていました。
その後、2009 年の消費者庁の
創設に伴い、景品表示法が消費者
庁に移管され、あわせて、消費者

＊３ 大
 阪府
「過大な景品類の提供を行っていた事業者に対する措置命令について」
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=34188
大阪府
「景品表示法及び特定商取引法に基づく行政処分について」http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=36662
＊４ 消費者庁表示対策課「景品表示法 50 年の歩み」
（公正取引 743 号７～ 14 ページ）および「緑本」１～ 38 ページを参考に整理した。
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法体系に属するものとして目的規定
（１条）
が改

るメニュー表示問題が発生したことを主な契機

正されました。具体的には、次表のとおり、
「一

として、2014 年に２度の改正が行われました。

般消費者の利益を保護すること」が間接的な目

まず、2014 年６月改正では、①事業者は、自

的から直接的な目的へと変更され、消費者保護

己の供給する商品または役務の取引について不

法であることが明らかにされました
（改正部分

当表示等を防止するために必要な体制の整備そ

は下線部）
（表２）。

の他の必要な措置を講じる義務を負うこと、②都

表２ 改正前後における景品表示法の目的規定
2009 年改正前（抜粋）

2009 年改正後（抜粋）

商品及び役務の取引に関連
する不当な景品類及び表示
による顧客の誘引を防止す
るため、独占禁止法の特例
を定めることにより、「公
正な競争を確保し、もって
一般消費者の利益を保護す
ること」

商品及び役務の取引に関連
する不当な景品類及び表示
による顧客の誘引を防止す
るため、
「一般消費者による
自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれのある行為
の制限及び禁止について定
めることにより、一般消費
者の利益を保護すること」

道府県に措置命令権限および合理的根拠の提出
要求を行える権限を付与すること等が定めら
れ、同年 12 月に施行されました。都道府県に
おいて個別事案を通じ知見・ノウハウを蓄積し、
今後さらに積極的な執行が行われることが見込
まれます。
また、2014 年 11 月には、課徴金制度導入
を内容とする改正が行われました。その後、課

２ 不当表示規制に関する主な法改正

徴金制度導入のために政令、内閣府令およびガ

（1）公正取引委員会所管時代の主な法改正

イドラインが整備され、2016 年４月１日から

ア 都道府県への措置請求権限付与

課徴金制度が運用されています。

1972 年改正により、都道府県は、景品表示

イ ガイドラインの制定・改定

法違反行為者に対し、その行為をやめるべきこ

消費者庁は、健康食品の表示について、2013

とを指示し、当該指示に従わない者については

年にガイドライン
（
「健康食品に関する景品表示

公正取引委員会に適切な措置をとるべきことを

法及び健康増進法上の留意事項について」
）を制

求めることができるとされました。

定しましたが、2016 年６月に全部改定しまし

イ 不実証広告規制の導入

た＊５。当該ガイドラインは、基本的に健康食

2003 年の改正により、公正取引委員会は、

品の表示を念頭に置いたものですが、景品表示

優良誤認表示と判断するのに必要な表示につい

法および健康増進法の基本的な整理および表示

て合理的根拠の提出要求を行えるという制度

に関する考え方を具体的に論じており、実務に

（不実証広告規制）
が導入されました。現在も積

際して参考になる点が多いため本連載でも必要

極的に活用されている重要な制度であり、別の

に応じ触れる見込みです。
なお、時間軸が前後しますが、消費者庁は、

機会に詳述します。
ウ 適格消費者団体による差止請求

2011 年、アフィリエイトプログラムなどのイ

2008 年、消費者契約法の改正に伴い景品表

ンターネット消費者取引に関する新たなサービ

示法も改正され、事業者の優良誤認表示や有利

ス類型と景品表示法の関係を示した
「インター

誤認表示
（正確には法 30 条１項一号または二

ネット消費者取引に係る広告表示に関する景品

号に該当する表示）に対する適格消費者団体の

表示法上の問題点及び留意事項」＊６も公表して

差止請求権が定められました
（法 30 条１項）
。

います
（2012 年に口コミサイトとの関係を追
記）
。こちらも具体的な当てはめが記述されて

（2）消費者庁所管時代の主な法改正等

いますので、ネット上のサービスと景品表示法

ア	2014 年２度の法改正
2013 年の秋にホテル・レストラン等におけ

との関係を検討する際に参考になるでしょう。

＊５ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
＊６ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/120509premiums_2.pdf
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ウ 打消し表示に関する実態調査

（3）景品規制の明確化
（コンプガチャ対応）

消費者庁は、2017 年７月に、「個人の感想

2011 年半ば以降、携帯電話端末やパソコン

です」、「一部例外があります」
といった
「打消し

端末などを通じてインターネット上で提供され

表示」に関する実態調査の結果を整理し、
「打消

るゲーム
（オンラインゲーム）において、
「コン

」を公表しま

プリートガチャ」
（以下、コンプガチャ）と呼ば

した。近時、消費者庁は、措置命令において
「打

れる企画が行われるようになりました。
「ガ

消し表示」について明示的に評価・判断を行っ

チャ」は、
「ガチャガチャ」をイメージしていた

ています。後の連載で詳述しますが、当該報告

だければよく、
「くじ」
に類する偶然性を利用し

書は、実際の消費者の印象を分析・整理した貴

たもので、これ自体は取引付随性を欠き景品規

重な資料であり、具体的な運用・執行の場面で

制は適用されません。他方、
「コンプガチャ」は、

も参考にし得るものです。

ガチャにより特定の２つ以上の異なる種類のア

３ 不当景品類規制に関する法改正

イテム等をそろえた利用者に対し特別のアイテ

し表示に関する実態調査報告書

＊７

（1）総付景品規制の導入

ム等を提供するものであり、これに熱中するあ

景品表示法制定当初、一般消費者に対し総付
景品を提供することは規制対象とされていませ

まり、利用額が高額になってしまうことが消費
者問題として認識されるようになりました。

んでしたが、1977 年に、総付制限告示＊８が制
定され、総付景品も規制対象とされました。
（2）景品規制見直し（制限緩和）

この流れのなかで 2013 年、消費者庁は「コ
ンプガチャ」について、景品表示法で全面禁止
されている
「カード合わせ」に該当し得ること

景品規制の制定以降、経済規模の拡大、消費者

を、懸賞運用基準の改定と、
「インターネット
＊９

の購買態度・価値観の変化、事業者の競争の多様

上の取引と
『カード合わせ』に関するＱ＆Ａ」

化などの経済社会情勢の変化により、景品提供

を公表することで、明確にしました。

の機能・効果も変化していること等を踏まえ、緩

第４ 本連載の骨子

和する方向での規制見直しが数回行われました。

本連載では、
不当表示規制に重点を置きつつ、

1996 年には、例えば、①懸賞景品の上限額
の引上げと制限区分の簡素化
（現在の規制内容

当該規制と不当景品類規制を分けて概説する予

へ改正）②総付景品の上限金額５万円制限の撤

定です。そのうえで、いわゆる
「公正競争規約」

廃 ③
「事業者に対する景品類の提供に関する事

について少し触れたいと考えています。なお、

項の制限」
（事業者向け総付景品規制）の廃止 ④

事業者が講ずべき管理上の措置
（法 26 条）はコ

オープン懸賞の上限金額の引上げ（100 万円

ンプライアンス経営の観点から極めて重要な点

→ 1000 万円）⑤値引きや自他共通割引券に関

ですが、第一次的には事業者において検討すべ

する考え方の整理が行われました。

き問題ですので省略する見込みです。
景品表示法は、事業者・消費者間の契約関係

また、2006 年にはオープン懸賞規制が撤廃

を規律する民法や消費者契約法などの民事ルー

されました。
さらに、2007 年、総付景品の最高額引上げ

ルを定めるものではなく行政ルールであり、内

が行われました
（取引価額× 10％と 100 円の

容や性格が異なります。解説に際しては、その

いずれか高いほう→取引価額× 20％と 200 円

点も意識して伝えるようにしますので連載期間

のいずれか高いほう。現在の規制内容へ改正）
。

中、どうぞよろしくお願いいたします。

＊７ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180921_0001.pdf

＊８ 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」
（昭和 52 年３月１日公取委告示第５号）
＊９ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_committee/pdf/130306shiryo10.pdf
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