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生命保険の相談対応に必要な
関連法規の基礎知識
坂 勇一郎

Saka Yuichiro

弁護士

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員。国民生活
センター紛争解決委員会特別委員。金融審議会専門委員。

保険募集における情報提供等

（募集に関するルール①）

する場合は、その提案の理由。

③ 禁止行為
募集人は、ⅰ. 不実表示等、ⅱ. 告知妨害、ⅲ. 不

生命保険は、目に見えない、将来の保障を内

当な乗換勧誘、ⅳ. 誤解をさせるおそれのある

容とするものであり、保険契約者にとって契約

比較情報提供、ⅴ. 誤解をさせるおそれがある

の理解や判断が必ずしも容易でありません。そ

配当予測、ⅵ. 重要事項について誤解をさせる

こで、保険募集における情報提供等のルールが

おそれのある表示等、が禁止されます
（保険業

定められています。

法 300 条・施行規則 234 条１項四号）
。

① 情報提供義務

ⅲ. の
「乗換」は、旧契約を解約させて新契約

募集人は、保険の募集に関し、保険契約の内

の申込みをさせる行為です。不利益事実を告知

容、その他契約者等に参考となるべき情報を提

せずに乗り換えを勧誘することが禁止されま

供しなければなりません
（保険業法 294 条１

す。不利益事実としては、一定金額を解約控除

項）。情報提供は、
「契約概要」
書面と
「注意喚起

等として保険契約者が負担する場合があるこ

情報」
書面を用いた説明とその交付により行われ

と、一定期間の契約継続を条件とする配当請求

ます（保険業法施行規則
（以下、施行規則）227

権を失う場合があること、被保険者の健康状態

条の２）。

の悪化等のため新たな保険契約を締結できない

② 乗合代理店の情報提供義務

場合があること、などが挙げられます
（保険会

保険会社２社以上の保険商品を扱う乗合代理

（7）
）
。
社向けの総合的な監督指針Ⅱ―４―２―２

店は、さらに、以下の情報提供が必要です（施

なお、旧契約の責任準備金等＊１を、新契約の
責任準備金または保険料に充当して旧契約を新

行規則 227 条の２第３項四号）
。
（ア）保 険商品を他の保険商品と比較する場合
かか

は、比較に係る事項。

契約に切り替えることを
「転換」
といいます。
「転
換」に当たって募集人は、旧契約と新契約の契

（イ）顧客の意向を探りそれに合った保険商品を

約内容の対比、および、旧契約の保障内容を見

選んで提案する場合は、比較可能な同種の

直す方法があることとその見直しの方法につい

保険商品の概要、およびその提案の理由。

て、書面を用いた説明とその書面の交付が必要

（ウ）
以外の態様で保険商品を選んで提案
（イ）


となります
（施行規則 227 条の２第３項九号、

＊１ 「特集２」
の８ページ参照
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施行規則 234 条の 21 の２第１項七号）
。

者以外の者による高齢者への電話等での確認、

④ 意向把握・確認義務

などが挙げられています。

募集人は、顧客の意向を把握して、
これに沿っ

保険業法に違反する募集行為の
効果（募集に関するルール②）

て保険契約を提案・説明し、顧客に契約内容が
自分の意向に合っていることを確認する機会を
与えなければなりません
（保険業法 294 条の

募集行為の保険業法違反は、不法行為法上の

２）。生命保険では、次の方法があります。

違法を基礎づける重要な事実となり得ます。顧

ⅰ .	意向把握型

客は、保険会社に対して、不法行為に基づく損

アンケート等により意向を把

握し、意向に即した個別プランを提案し、

害賠償を請求することが考えられます
（民法

プランと意向の対応関係を説明します。

709 条、715 条）
。また、保険業法は保険会社

ⅱ .	意 向推定型

顧客属性から意向を推定し、

の不法行為責任について特別の規定を置いてお

個別プランを提案するつど、推定した意向

り、使用者責任が適用されない生命保険代理店

の内容と、プランと推定した意向との対応

（銀行窓口販売を含む）
による募集の場合も、保

関係を説明します。

険会社に対し損害賠償請求を行うことができま

いずれの場合も、当初意向と最終確定意向が

＊２
。
す
（保険業法 283 条）

さらに、事案によっては、民法上の錯誤や、

異なる場合は、相違の経緯を説明します。

⑤ 特定保険の募集

消費者契約法に基づく取消し等を主張すること

投資性の保険
（特定保険）
の募集には、金融商

も考えられます。

品取引法（以下、金商法）
の販売・勧誘ルールが

クーリング・オフ

準用されます（保険業法300条の２）
。募集人は、

（募集に関するルール③）

契約締結前書面を交付し、顧客の理解に必要な
方法と程度による説明をしなければなりません

生命保険契約は、クーリング・オフ事項が記

（金商法 37 条の３準用、施行規則 234 条の 27

載された書面の交付日と契約の申込日のいずれ

第１項三号）
。また、顧客の知識、経験、財産

か遅い日から８日間
（初日算入）
、書面を発する

の状況および契約締結目的に照らして不適当な

ことにより、クーリング・オフをすることがで

勧誘をしてはなりません
（金商法 40 条一号
［適

きます
（保険業法 309 条）
。ただし、営業・事

合性の原則］準用）
。

業関連の保険契約、営業所等での申込み等の場

⑥ 高齢者への募集行為

合は、クーリング・オフができません
（保険業

高齢者への募集については、社内規則等で、

法 309 条１項二号～六号、保険業法施行令 45

高齢者の範囲を定め、高齢者や商品の特性を勘

条）
。なお、商品によっては、保険業法よりも

案した募集方法を定めることとされています

広くクーリング・オフを認めている場合もあり

（保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ―４―４―

ますので、保険約款の定めを確認することが必

１―１（4）、（一社）生命保険協会
「高齢者向けの

要です。

生命保険サービスに関するガイドライン」

告知義務（募集に関するルール④・
保険金支払いに関するルール①）

2019 年５月 27 日）
。社内規則の例として、
（1）
募集時の親族等の同席、（2）複数の募集人によ
る募集、
（3）検討に必要な時間的余裕を確保す

保険契約に際して、保険契約者または被保険

るための複数回の募集機会、（4）募集を行った

者は、危険に関する重要な事実のうち、保険会社

＊２ 新
 しい横断的な金融仲介制度では、同様の責任規定を設けない方針が示唆されている（金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関する
ワーキング・グループ」
報告）。
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が告知を求めたもの
（告知事項）
について、事実

年 10 月）
。

の告知を行わなければなりません
（保険法37条）
。
保険契約者または被保険者が、告知事項につ
いて、故意または重過失により、事実の告知を

保険会社の中には、保険約款に具体的定めを
置いているところもありますので、保険約款の
確認が必要です。

せずまたは不実の告知をしたときは、保険会社

保障範囲に関する問題

は保険契約を解除することができ（保険法 55

（保険金支払いに関するルール③）

条１項）、保険金も支払われません（保険法 59
条２項）＊３。故意とは、❶重要な事実があるこ

生命保険の保障内容は、保険約款に定められ

と、❷それを告知すべきであること、❸告知し

ています。例えば、
「高度障害保険金」
の支払い

ないことを知っていることです。また、重過失

は、
多くの保険商品で、
「終身常に介護を要する」

❷ま

場合に限られます。また、
「入院給付金」
は、医

たは❸を「ほとんど故意に近い著しい不注意」
に

学的に客観的かつ合理的に必要な入院に、所定

より知らなかったこととされています。

の日数分が支払われます。複数回入院の場合に

は、❶を知っていることを前提として

＊４

保険契約者らに故意または重過失がある場合

は、支払い条件が限定されます。
「手術給付金」

も、募集人が、事実の告知を妨げたときや、不

は、
保障の対象となる手術が定められています。

告知・不実告知を勧めたときは、解除はできず

これらの支払い条件は、保険約款の定めを確認

（保険法 55 条２項）、保険金も支払われます。

することが必要です。

また、告知義務違反を知った時から１カ月、ま

保険約款の解釈と約款条項の
有効性等

たは契約から５年を経過すると、保険会社は告
知義務違反の主張ができなくなります
（保険法

（保険金支払いに関するルール④）

55 条４項）。

保険約款の解釈は、個々の顧客の意思や理解

契約前発病不担保条項

（保険金支払いに関するルール②）

度によるのでなく、合理的・平均的な顧客の理
解度を基準とするべきとされています。また、

高度障害保険金や入院給付金等の支払いに

複数の解釈が可能な場合や、条項の解釈が不明

は、疾病、傷害や不慮の事故等の原因が契約後

確な場合には、作成者である保険会社に不利益

に生じたことが必要であり
（約款条項の定め）
、

な解釈をすべきです
（作成者不利の原則）
。

原因が契約前に生じていた場合には、保険金は
支払われません。

なお、保険法は、すべての契約に強制的に適
用される規定
（強行規定）
や、顧客に不利な定め

この約款条項の運用に関しては、疾病につい

が契約に置かれたときに強制的に適用される規

て、契約前に受療歴、症状または人間ドック・

定
（片面的強行規定）
を定めており、これらに違

定期健康診断の検査異常がなく、かつ被保険者

反する保険約款の定めは無効です。また、消費

または保険契約者に被保険者の身体異常
（症状）

者契約法 10 条に違反する約款条項は無効であ

の自覚または認識がないことが明らかな場合等

り、2020 年４月施行の改正民法の下では、定

には、保険金を支払うという方針が示されてい

型約款の不当条項規制に違反する条項は、合意

ます（生命保険協会
「保険金等の支払いを適切に

をしなかったものとみなされます
（改正民法

行うための対応に関するガイドライン」2011

548 条の２第２項）
。

＊３ ただし、不告知または不実告知があった事項と保険事故に因果関係がない場合は、保険金が支払われる（保険法 59 条２項１号但書）。
 判例では一般論として❶についても重過失を述べるものがあるが、知っている事実のみを告知すれば足りると解すべきとの意見もある
＊４ 裁
（山下
友信
『保険法
（上）』413 ページ）。なお、病名まで知らなくても、尋常でない体調の悪化を認識している場合は、❶については知っているものと考
えられる
（同書 420 ページ）。
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松尾 保美

Matsuo Yasumi

特定非営利活動法人消費者情報ネット副理事長・生損保研究会ぐるーぷ 31 代表

1993 年に生損保研究会ぐるーぷ 31を設立し、現在も活動を継続中。大阪府金融広報ア
ドバイザー。適格消費者団体特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット理事。

★１～ 11 の用語については、８ページの「保険用語集」
を参照してください。

母が生命保険に加入していることが分かり、
２回の入院給付金を請求したところ、120 日
分しか支払われなかった。２回にわたる入院

近年の生命保険の特徴

期間は合計 164 日になる。納得できず保険会
社に苦情を言うと、１回の入院は 120 日の規

従来、生命保険商品
（表１）
はベースとなる主

定があり、契約時に渡した約款に記載してあ

契約と、さまざまな保障機能を持った特約の組

る。契約した母も承知だと言われた。でも２

み合わせで成り立っています。一般的に生死等

回目の 38 日間の入院に給付金が出ないのはな

にかけた保障は主契約、入院や手術などの生存

ぜだろう。母は認知症もひどく何も分からな

給付保障を特約としていました。しかし最近で

い状態だ。

は医療関連保障が主契約で、死亡保障が特約と

（50 歳代

男性）

最近の医療現場では入院期間が短くなってい

いうものもあります。生命保険でありながら、
当特約を付加しなければ、死亡保険金はないの

る状況から、入院特約の 1 回の限度日数も減少

です。また、主契約、特約の区分がはっきりし

傾向にあり、60 日としているものが増えてい

ておらず、死亡、医療、介護、休業保障などを

ます。保険商品によって限度日数は異なります

各単体商品として扱い、必要な保障の商品を

が、必ず１入院限度日数★１と、通算限度日数★ 1

セットにして契約するものもあります。単体商

が規定されています。事例１の場合、1 入院限

品には 5 年、10 年で更新があるものが多く、

度日数が 120 日で、１回目の入院不担保期間★２

更新のたびに保険料が高くなるため注意が必要

の 4 日を差し引くと２日分が給付対象外という

です。その他、お薬保険、こども保険、認知症、

ことは相談者も理解したのですが、２回目の入

急性心筋梗塞等の三大疾病やがんに特化した保

院 38 日間は 120 日内だから不担保期間の４日

険など、保障を細分化したものや、特約種類に

を差し引いても 34 日は給付対象になるとの主

も、給付条件が厳しく複雑なものがあり、トラ

張でした。しかし 1 回の入院には次の規定があ

ブルの原因になっています。

るのです。

こうそく

1 回の入院規定
（例）

相談事例と問題点
事例１
じょく そう

【同一の病気またはケガ
（医学上重要な関係が

要 介 護 ５ の 母（82 歳 ）が 昨 年、 床 ずれ

（褥 瘡 ）の悪化が原因で入院した。治療を受け
126 日で症状が固定したため退院した。しか

あるものを含み、併発している場合は入院開始
原因で判断します）による入院を２回以上した
場合、前回の入院の退院日の翌日から 180 日

し２カ月後にまた床ずれがひどくなり、再入

以内に開始した入院は 1 回の入院と見なしてお

院した。38 日間の入院後、やっと退院した。

支払いの限度の規定を適用します】
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表１ 生命保険の種類と保障内容
分類

保険種類

保障内容

留意点

万一（生死）の保障
病気・ケガなどの保障

終身保険

・死亡保険金 ( 高度障害保険金）
が受け取れる。
・保障は一生涯続く。
・保険料は、終身払い込みタイプと一定期間（年
齢）までの払い込みタイプがある。

定期保険

・一定期間内に死亡した場合（高度障害時）のみ死
一定期間満了後、更新できるタイプもある
亡保険金が支払われる。
・掛け捨てのため、終身保険や養老保険より保険 が、更新後の保険料は高くなる。
料は安い。

養老保険

・設定された保険期間の満期時に満期保険金を受 満期保険金が保険料支払い総額を下回る場
け取れる。満期保険金と死亡保険金は同額。
合がある。

収入保障保険

・保険期間内の死亡（高度障害時）以後から保険期
掛け捨てのため、保険料は安いが、解約返
間満了まで年金（または毎月）
が支払われる。
・年金受取回数には最低保証がある。保険期間満 戻金はまったくないか、あってもごくわず
了までに受取回数が最低保証回数に満たない場 か。
合、最低保証回数まで延長される。

医療保険

・入院・手術をしたときに給付金を受け取れる。
・保険期間は定期タイプと終身タイプがある。

がん保険

・がんによる入院・手術に対し給付金を受け取れ ・がん以外の死亡、入院・手術は保障対象
外。
る。
・がんと診断されたときに一時金が給付される場 ・契約から 90 日間は保障対象外の場合が
多い。
合もある。

介護保険

・約款規定の介護状態が所定の期間継続した時に
・所定期間は 180 日が多い。
一時金、あるいは介護年金、またはその両方が
・死亡保険金がないタイプもある。
支払われる。

引受基準緩和型保険
（限定告知型）

定期保険と比較して保険料が高い。

死亡保険金、
解約返戻金がない場合もあり、
あっても少額。

・健康状態に関する告知を簡素化し、病歴があっ
・一般の医療保険に比べ保険料が高い。
ても告知項目がすべて「いいえ」で、契約時点で
・契約後、1 年間、入院・手術等の給付金
入院・手術等が予定されていなければ加入でき
額は半額になることが多い。
る。加入後に決まった入院等は、保障される。

子ども・老後に備える
その他

就業不能保険

給付条件は
「医師の診断」
「公的年金制度の
「特定の疾病」など、保険会社
・病気・ケガで働けなくなったときの収入減に備 障害等級」や
える。入院中だけでなく所定の在宅療養で働け によって大きく異なる。またそれらの所定
状態が一定期間継続することが給付要件に
ない場合も保障される。
なっている。

学資保険

・子どもの進学や入学に合わせて祝金や満期保険
祝金や満期保険金の総額が、保険料の支払
金が支払われる。
・契約者の親等が死亡した場合、その後の保険料 い総額を下回る場合がある。
支払いが免除される。

個人年金保険

・契約時に年金受取開始年齢、受取期間を定める。
・生死に関係なく年金を一定期間受け取る
「確定
年金」、終身受け取れ、保障期間中に死亡した
場合、残りの保障期間は遺族が受け取れる「保
障期間付終身年金」などがある。

外貨建て保険

・契約初期、保険期間中、年金受取期間中
など多くの費用を取られ、高い。
・払込保険料や死亡保険金、満期保険金は豪ドル
・為替レートの変動により、円換算後の保
や米ドルなどの外貨換算される。
険金額が円貨払込保険料額より下回る場
・終身保険、養老保険、個人年金保険などの種類
合がある。
があり、日本より高い海外の金利で運用し、予
・クーリング・オフの返還金は「円入金特
定利率を高く設定している。
約」を付帯していなければ外貨になるた
め、原状回復されない場合がある。
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表２ 生命保険の予定利率の推移

当規定はほとんどの保険会社の入院
特約にあります。相談者の母の 2 回目

（%）

4

の入院は、1 回目の入院と同一の床ず
れであり、前入院から 180 日以内の入

3.75

※保険会社、
保険商品、保険期間等によって
表とは数値が異なります。

2.75

3

院だったため、１回目の入院の継続と

2.00

2

みなされ、給付対象外になってしまっ
たのです。

1.50
1.00～0.25

1

しかし母親の入院の原因となった床

0

1996

ずれは、寝たきり状態を示しており、

1999

2001

2013～2018（年）
※筆者作成

また認知症を発症し、重度の要介護状
を

★５
の入院初期保険金
（入院一時金）
が支払われる

付加していれば、同状態となった所定の時期に

など、乗換前契約の医療保障より手厚くなって

さかのぼって、今まで払い込んだ保険料の返還

いました。しかし基本契約の終身保険部分は乗

請求も可能と考えられます。保険会社に問い合

換前契約の保障内容と同じだったため、乗換え

わせたところ、保険料払込免除特約が付加され

る必要はなく、本来は特約だけの切替えでよ

ていました。母親の主治医のカルテやショート

＊１
かったのです。乗換後の保険料は
「転換契約」

ステイ等で利用していた介護施設の記録によっ

と同様、乗換契約時点の年齢と予定利率★６によ

て当特約の適用時期は 26 カ月前であることが

り大きくかかわります。年齢は当然、乗換前の契

判明し、その期間の払い込んだ保険料は返還さ

約時点より高くなり、
予定利率が低い今
（表２）
、

れ、以降の保険料の払込みも免除されました。

同じ保障内容でも保険料は高くなり、相談者に

事例２

とって不利な乗換契約になっていました。

態であったことから保険料払込免除特約

★３

20 数年前に加入した終身保険の見直し

を顔見知りの郵便局員から勧められた。「入院
1 日目に 5 倍のお金が出るものがありますよ。

現在、大きな社会問題になっている生命保険
の不適切販売の一因が事例２のように
「乗換契

今はどこの病院も入院期間が短くなっている

約」
に関連したものです。同社の内部規定では、

から……。それに日帰り手術

新契約後６カ月以内に旧契約を解約した場合、

★４

にも保険金が

出ます」と言われた。翌日、その郵便局員が自
宅に訪れ、加入していた終身保険を解約して、
新たな終身保険に加入した。しかし最近、生
命保険の勧誘が問題になっていることから、
この契約の見直しは大丈夫かと心配になって
きた。

（60 歳代

女性）

および旧契約の解約後、４カ月以内に新契約を
締結した場合は
「乗換契約」と定義しています。
「乗換契約」
は営業手当や業績評価は新規契約よ
り低いことから
「乗換契約」
逃れが行われるよう
になったようです。(a)
「新契約の申し込み後６カ
月間は旧契約の解約はできない」(b)
「旧契約の

相談者の新契約は、現在の保険契約を解約し

解約後、４カ月間は新契約をできない」などの

て、その返還金を次の保険料に充てて直ちに同

虚偽説明を行い、(a) は保険料の二重払い、(b)

種の新保険契約をする
「乗換契約」
でした。終身

は無保障状態という問題が次々と起きたのです。

保険の基本契約
（主契約）
に医療関連特約を付加

事例２は生命保険会社と話し合い、結果、乗換

したもので、入院 1 日目に入院保障日額の 5 倍

前の契約に戻り特約だけ切り替えられました。

＊１ ウェブ版
「国民生活」
2019 年４月号「気になるこの用語」転換契約 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201904_12.pdf
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乗換えと転換
乗換契約も転換契約も、事例２のように保険料は
上がる場合が多く、新たに健康告知も必要となりま
「減額」
「払
す。保障の見直しは、
「特約の中途付加＊２」
＊３
済保険 への変更」などもあり、乗換や転換する前
に他の見直し方法も検討すべきです。
《乗換えと転換の主な違い》
乗換え：乗換前の契約は解約。解約返戻金★７を新契
約に充当することが多い。

事例３

銀行から電話があり、夫
（78 歳）の定期

預金が満期になる。次の運用について話した

・乗換前契約の特別配当金★８は引継げない。
・契約は乗換前契約と異なる保険会社でも可能。
転換：転換前契約の責任準備金★９（積立部分）を下取
り価格として新契約に充当する。
・転換前契約の特別配当金★８は新契約に引継がれる。
・新契約時の告知義務違反に問われた場合、一部を
除き転換前契約に戻される。
・契約は転換前契約と同一の保険会社のみ。

ます。相談者が望んだ元本保証商品ではないの
です。また一時払い外貨建保険のしくみは複雑

いと言われ、夫について銀行へ行った。夫は

なものが多く、事例 3 の商品は保険期間が 3 つ

銀行の担当者に「元本保証のものがよい」と

に区分され、その区分ごとに保障内容、支払条

言ったが
「今は利率が高い米ドル建の一時払い
外貨建ての終身保険がよい」と言われた。その
しくみは複雑で夫と一緒に説明を聞いたが理
解できない。夫も長時間の説明に疲れ、時折
うとうとと居眠りをする有り様だったが、担
当者は説明を続け、「不明な点は？ご理解され
るまで説明します」と言った。夫は「もういい」

件が異なる複雑なものでした。顧客の意向を無
視し、難解な保障内容、市場リスクなどの長時
間説明のために気力、体力を消耗した高齢者に
意向・適合性確認の書面に署名させていたので
す。意向確認義務
（保険業法 294 条の２）およ
び適合性の原則
（保険業法 300 条の２）を逸脱

と言い、契約してしまった。担当者は何種類

した契約と考えられますが、相談者から
「夫は

かの書面を出し「もう少しで終わります。ここ

気力がなく、銀行や保険会社ともめたくない。

と、ここに署名を」と指示した。入店から既に
２時間半が経過していた。
帰宅後に見た書面の控えは
「意向確認書 ★ 10
兼適合性確認書」など３枚あったが、内容がよ
く分からない。注意喚起情報には、一時払い
金の４％もの契約初期費用に加え、契約後に

契約はこのままでよいと言っているが、今後、
銀行に気をつけてほしい」と申し出がありまし
た。納得できない契約であっても解約処理に注
ぐ気力が起きない高齢者もいるのです。
同商品はクーリング・オフもできますが、原

も毎月費用がかかると載っている。長い説明

状回復されない場合があります。クーリング・

だったのに肝心の費用についての説明はな

オフを行った場合
「円入金特約★ 11」を付加しな

かった。

（70 歳代

女性）

ければ外貨返還となり、円に換金すると為替交
換手数料や為替差損が出る場合もあるため、一

一時払い外貨建て保険は主に金融機関で販売

時払い保険料は全額返還されない可能性があり

され、一時払い保険料から契約初期費用、死亡

ます。しかし、筆者が所属する特定非営利活動

保障等の保険契約関係費用などを差し引いて、

「生損保研究会ぐ
法人消費者情報ネット ＊４ の

外貨で運用されます。年金、死亡保険金や解約

るーぷ 31」が行った
「一時払い外貨建て保険の

返戻金は外貨払いで為替などの市場リスクを伴

銀行窓口販売実態調査」では、クーリング・オ

うため、一時払い保険料を下回る可能性があり

フ時の返還貨幣や
「円入金特約★ 11」を説明する

＊２ 現在の契約に、死亡保障額を増やしたり、病気・ケガなどの特約を契約途中で付加すること。
の 10 ページ参照
＊３ 「特集３」
＊４ 特定非営利活動法人 消費者情報ネット http://npo-connet.org
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銀行の販売窓口は、
ほとんどありませんでした。

なお、
（一社）生命保険協会は
「高齢者向けの

当問題に関し、適格消費者団体の特定非営利活

＊６
「金
生命保険サービスに関するガイドライン」

動法人ひょうご消費者ネットが
（一社）
生命保険

融機関代理店における募集補助資料作成ガイド

協会に「クーリング・オフした場合に、円入金

＊７
を作成し、高齢者に配慮した取組み
ライン」

特約を締結しているときでなくても、返金を外

を会員会社と販売窓口の金融機関に求めていま

国通貨で行うことなく円貨で行うようにするこ

すが、
それに則した販売が少ないのが現状です。

と」を求め、申出書＊５を送り、現在、協議中です。

保険用語集
★1

入院限度日数と通算限度日数

1 回の給付対象となった入院日数の合計が通算入院日
数となり、その日数にも限度が設けられている。し
かし、がんなどの特定疾患は入院日数無制限となっ
ている場合があり、それらの入院日数は計算されな
い。また一般的に保険期間終了前の入院は、退院が
保険期間満了後になっても入院限度日数内であれば、
退院までの入院日数は給付対象となる。
注）介護老人保健施設など医療法に定める医療機関で
ない施設への入所は給付対象外。

★２

入院不担保期間

入院初日から保障されない期間。以前は不担保期間
が長かったが、徐々に短くなり、最近は日帰り入院
も保障する不担保期間のないものが増えている。

★７

解約返戻金

★８

特別配当金

★９

責任準備金

保険を解約した場合、責任準備金★９を基準額として、
そこから解約手数料等が差し引かれ、保険契約者に
返還されるお金。
保険料を決める 3 つの予定率（予定死差率、予定利率、
予定事業費率）と実際の率とのそれぞれの差によって
剰余金が生じた場合のみ、契約者に分配されるお金。
配当には
「通常配当」と
「特別配当」があり、契約消滅
時や長期契約者へ配当されるのが「特別配当金」であ
る。保険商品によっては、無配当にして保険料を安
く設定しているものもある。

★３

保険料払込免除特約

所定の身体障害状態や要介護状態等に該当したとき、
以降の保険料払込みを免除される特約。中には所定
の状態が 180 日継続しなければ該当しない厳しい給
付条件もあり、保障内容をしっかり確認する必要が
ある。

将来、満期保険金や死亡保険金など、保険契約者へ
の支払いに備え、保険料の中から保険会社が積み立
てておくお金。これは保険業法で定められ、万が一
責任準備金が不足している場合、保険会社に対し監
たん
督官庁が行政指導を行う。保険会社が経営破綻 した
場合、契約は生命保険契約者保護機構に移行し、責
任準備金の 90% までが保護の対象となる。

★４

日帰り手術

★ 10

意向確認書

★５

入院初期保険金（入院一時金）

★ 11

円入金特約

★６

予定利率

来院からその日の帰宅までの間に受ける手術。
注）検査のための手術や美容整形など、治療を目的と
しない手術は給付対象外になる。創傷処理、皮膚
切開術等も給付対象外。
入院日数に関わらず、入院当初に一定の金額が一時
金として受け取れる。入院日額の設定はなく、一時
金のみ給付されるものもある。
生命保険会社は保険料を有価証券投資や貸付などで
運用し、その収益をあらかじめ見込んで一定の利率
を保険料から割り引いている。その一定の利率を予
定利率という
（表２参照）
。

保険勧誘に際し、契約内容が希望の保障内容に合致
しているか消費者が確認するための書面。保険会社
には消費者の意向を把握する義務が保険業法 294 条
の 2 によって課せられている。
生命保険会社が保険料を円貨で受領し、所定の基準
で為替レートを用いて指定通貨（外貨）に両替する特
約。
注）当特約を付加せずに、販売窓口の金融機関で円貨
を外貨預金口座から生命保険会社に保険料を支
払った場合、外貨入金となり、クーリング・オフ
による返還金は外貨になる。
注）円入金特約を取り扱っていない金融機関もある。

＊５ 適格消費者団体 特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット http://hyogo-c-net.com/
＊６ https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/elderly.pdf
＊７ https://www.seiho.or.jp/activity/guideline/pdf/hojoshiryou.pdf
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生命保険を契約する際の
視点と考え方
内藤 眞弓

Naito Mayumi

ファイナンシャルプランナー。一人一人の暮らしに根差した保険や貯
蓄、運用などの相談業務を行う。セミナー講師としても活動している。

現時点で生命保険は必要か？

くてはならない領域は減っていきます
（図 2）
。

結婚や子どもの誕生などを機に、死亡保障目

のが合理的です。例えば、団体信用生命保険＊１

そのため、節目節目で保険金額を見直していく

的の生命保険に加入する人は多いのですが、保

付きの住宅ローンを組んで家を購入したとか、

険の種類や保険金額を
「勧められるまま」
に決め

子どもの教育費の準備が整ったとか、親の遺産

ているケースがほとんどです。しかし、そもそ

相続で預貯金が増えたといった場合です
（図 3）
。

も生命保険が必要かどうかを考えるところから
スタートするのが本来の姿です。
既に生命保険に加入している人も

図１ 生命保険
「要る」
「要らない」
チェック

が必要だと分かれば、保険金額と保

保険は不要か
必要性が低い

必要保障額を計算する

険種類を検討します。

ります（図２）。例えば、保障の対象
障額が 1000 万円の場合、保険であ
れば契約した時点で 1000 万円が確
保できますが、貯蓄で準備するには
長い時間を要する、
という意味です。

図２ 貯蓄は三角、保険は四角

時間の経過とともに
保険は縮小できる

家族に残すべき金額

となるトラブルが生じた際、必要保

保険は不要か
必要性が低い
※筆者作成

保険の特徴を表す言葉に
「貯蓄は
三角、保険は四角」というものがあ

葬儀費用や身辺整理の
ための貯蓄はある
はい

入れます。その結果、生命保険加入

はい

いいえ

弔慰金などの福利厚生制度も考慮に

え
死亡退職金や貯蓄で
清算できる
いいえ

いいえ／不明

産、遺族年金の有無、死亡退職金や

団体信用生命保険の
付かない借金がある

いいえ

遺族年金や死亡退職金、
貯蓄などで対応できる

はい

はい

賃貸か持ち家かといった個人の資

いいえ

トで自分の今の状況を整理してみま
しょう。その際には、預貯金残高や

死亡後、経済的に困る人がいる？

はい

加入を検討中の人も、図 1 のチャー

保険でカバー

自力で準備

ただし、必要な保険金額は時間の経
過とともに変化します。
契約後、貯蓄が増えたり子どもが

必要資金の準備
子どもの成長
教育費の準備
住宅購入
資産形成 など

時間

成長するなど、徐々に保険に頼らな

※筆者作成

＊１ 住宅ローン契約者が死亡・高度障害状態になったときに、残りのローンを肩代わりしてくれる生命保険。
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生命保険を契約する際の視点と考え方
場合も同様です。

見直し前提の商品選びを

相続対策が目的の場合

保障目的の生命保険は保険期間が長くなるほ
ど保険料は高くなります。保険金額を見直して

ここまでは残された家族の生活保障という観

いくことを考えれば、できるだけ保険期間が短

点から生命保険を考えてきました。一方、相続

く、割安な掛け捨て保険を選ぶのが合理的です。

発生時に高額の相続税がかかるため、納税資金

＊２

月々の生活費の不足を補うには収入保障保険

確保を目的に生命保険に加入するとか、資産の

が、子どもの教育費や予備資金等の不足を補う

大半が居住用不動産といった場合に、相続人同

には10年程度の定期保険が選択肢となります。

士で不公平が生じないよう、現金を確保するた

勤務先に 1 年ごとに見直しのできるグループ保

めに生命保険を利用するケースがあります。

険があれば、おそらく市販の商品よりも割安だ

相続はいつ発生するか分からないので、この

と思いますので、優先的に利用を検討します。

ような場合は、保障が一生涯続く終身保険を利

リタイアが視野に入り、子どもの教育費も一

用するのが適切です。ただし、気をつけたいの

段落したあたりで、生命保険をやめるタイミン

が、本当に相続対策が必要かどうかです。人生

グを探ります。保険期間が短い掛け捨て保険で

100 年といわれる時代、数十年にわたって資

あれば迷いが少ないのですが、長年継続し、解

産を取り崩すことを想定すれば、実際に相続が

約返戻金がある契約は判断に迷うと思います。

発生したときには相続税がかからない可能性も

このような場合は、払済保険に変更するか、定

あります。発生するかどうか分からない相続税

期保険特約を解約し、終身保険部分のみを継続

のために、大事な資産から保険料を拠出するこ

することを検討します。

とが、
優先順位として適切かを判断しましょう。

払済保険とは、積み立て部分のある保険の場

もし、相続対策のために生命保険を利用する

合、変更時点での解約返戻金を原資に、一時払

なら、目的は死亡保障なので、複雑なしくみの

いの終身保険に組み替えるものです。特約はな

ものは避け、いくらの保険料を払っていくらの

くなり、保険金額は小さくなるのが一般的です

死亡保障が得られるかが理解できる、シンプル

が、以後の保険料を払わず、終身保障が確保で

なものを選ぶとよいでしょう。

きます。解約返戻金が少しずつ増えていきます

医療保障の考え方

ので、将来、医療費や介護費がかさんだとき、
解約して解約返戻金を費用に充てることも可能

医療保障を確保するには、生命保険に特約と

です。この点は、終身保険部分のみを継続する

して付加する方法と、単体の医療保険に加入す
る方法があります。死亡保

図３ 必要保障額は変化する
（イメージ）

・住宅ローンは団体信用生命保険あり

・子どもの進学、卒業

・教育費の負担が減少

・配偶者の収入が増える

障は不要だが、医療保障は
第１子誕生

・相続・贈与などで預貯金が増加
・退職金の受け取り

直しのタイミングは異なり
ますので、それぞれ単独で
住宅購入

・毎年の貯蓄額が増える
・万一のときの収入が増える

・預貯金額の変動

しばらく続けたいなど、見

第２子誕生

必要な保障額

必要保障額が変化する要素
・住宅購入

教育費終了

加入するほうがよいと思い
ます。

シングル～夫婦２人

医療特約も医療保険も、
医療法に定める病院や診療

時間の経過
※筆者作成

＊２ 「特集２」

５ぺ－ジの表を参照
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所等に入院することが給付

特集 生命保険を知る
特集
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生命保険を契約する際の視点と考え方

図 4 保険と貯蓄の
「強み」
と
「弱み」

換金性

時間の経過

保険

積立貯蓄等

低い

高い

所定の要件（死亡・生存・所定の入院等）に該当し
ない限り現金化できない

いつでも現金化できるため、教育費や疾病予防、
家事サービス購入等、使途に制限なし

不利

有利

給付内容は変わらないため、保険料払込期間が長 「必要とする時期」が先に延びるほど貯蓄は増え、
くなるほど、費用対効果が悪化する
心配事が起きなければ自由に使える
有利

不利

早期に要件該当 支払った保険料にかかわらず、契約で定められた
元利合計額までが使える金額である
給付が受けられる
まとめ

契約次第

自分次第
※筆者作成

の条件です。通院での手術を保障対象とする保

に加入するという人も多いようです。しかし、

険も多いのですが、入院給付金の 5 倍くらいの

今後 75 歳以上人口が増え、15 ～ 65 歳の生産

手術給付金（入院日額 5,000 円で 25,000 円）が

年齢人口が減っていくのは確実です。医療や介

もらえる程度です。健康保険の高額療養費制

護サービスの担い手が減っていくわけですか

もありますので、保険にこだわらず、預

ら、国は病床機能
（急性期・回復期・慢性期）の

度

＊３

貯金で賄うという考え方もあります。

分化を図り、病床数を削減して集約する方向に

貯蓄がないため入院費用が払えないとか、長

動いています。

期入院になると経済的に厳しいといった人は、

地域包括ケアシステムという言葉をよく耳に

シンプルで割安な医療保険の加入を検討しま

しますが、かかりつけ医や薬局薬剤師などの専

す。図 2 で見たように、時間が経過して貯蓄が

門職と連携し、在宅医療やさまざまな介護関連

増えれば保険に頼らなくてもよい時期がきま

サービスを利用しつつ、看取りまで地域で行う

す。そのためにも、貯蓄の妨げにならない程度

ことをイメージしています。介護医療院などの

の保険料にとどめておくのが賢明です。

介護関連施設で長期療養することになれば、医

遠い将来の医療保障確保は
現実的か
生命保険にしろ医療保険にしろ、保険料払込
期間が長くなるほど、コストパフォーマンスが

み

療特約や医療保険の給付要件には該当しませ
ん。また、本人に請求能力がなくなることも考
えられます。本人に代わって請求できる指定代
理請求人の制度はありますが、指定できるのは
保険会社が定めた所定の親族に限られます。

悪くなります。なぜなら、保障内容は変わらな

これまで経験したことのない将来が待ち受け

いのに、今まで支払った保険料の総額が積み上

ているのですから、
「所定の入院」
「所定の手術」

がっていくからです
（図 4）
。また、医療保障は

など、過去のデータに基づいて設計される保険

公的医療保険や医療の提供体制と深いかかわり

商品より、使い道を自由に決められる貯蓄のほ

があります。医療保険は入院が基本といいまし

うがフレキシブルに対応できます。貯蓄をしっ

たが、平均入院日数は短縮傾向が続いています。

かり積み上げていくためにも、保険料支出が過

とはいえ、高齢になるほど入院日数が長くな

大にならないよう、現役時代にはシンプルで割

る傾向にありますので、将来に備えて医療保険

安な保険を利用するとよいでしょう。

＊３ 同
（１日から月末まで）にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、所得に応じた一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が払い戻
 一月
される制度。
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モバイル端末の
さまざまな補償サービス
品木 彰

Shinaki Akira 保険・金融ウェブライター

大手生命保険会社にて７年半勤務し、個人営業、法人営業を担当。2019 年１月よりウェブライター
として独立。保険、不動産、税金、貯蓄術など幅広く記事の執筆や監修を行う。２級 FP 技能士。

め、家族や友人とのコミュニケーションだけで

はじめに

なく、動画や写真、ゲーム、読書などさまざま

スマートフォン
（以下、スマホ）
は、今や所有

なシチュエーションで利用されており、多くの

していない人のほうが珍しくなるほど普及しま

人がスマホとともに生活していると言っても過

した。総務省の通信利用動向調査

＊１

によると

言ではありません。

2018 年時点におけるスマホの世帯所有率は

そしてその端末価格は、高性能化に伴って発

79.2％であり、2010 年の 9.7％と比較すると

売当初よりもかなり高額になっています。実際

いかに普及したかが分かります。タブレット端

に、2008 年に発売された iPhone 3Gs の価格

末を所有している世帯も 2010 年の 7.2％から

は 約 4.5 〜 ７ 万 円 で し た が、 最 新 の iPhone

2018 年には 40.1％に増えています。

11 Pro は約 13 〜 17 万円と価格がほぼ２～３

そのほかにも薄型ノートパソコンであるウル

倍となり、高性能なノートパソコンが買えるほ

トラブックなどのモバイル端末がありますが、

どの価格帯となりました。
それに伴い、
補償サー

こうした端末が故障、紛失したときに利用でき

ビスを利用しない場合の修理価格は、画面修理

る補償サービスや保険などをいくつかの事業者

で約３万円、本体の交換や修理で約６万円と高

が提供しています。しかしそうした補償サービ

額になっています。

スや保険は、種類が多いだけでなく、加入先事業

こうした端末を持ち歩く人が増えた背景に

者によって補償内容も大きく異なっています。

は、山間部や一部の地方を除いて 4G 回線など

そこで本稿では、モバイル端末が故障したと

の高速インターネット回線網が広範囲に広がり、

きに利用できる補償サービスや保険の種類につ

外出先でも大容量の動画の視聴が可能になった

いて紹介します。

ことや、
政府のモバイル決済推進事業等により、

モバイル端末の補償は必要か？

通信だけでなく決済などでもスマホが個人の生
活の中心になりつつあることが関係しています。

モバイル端末のうちでも特にスマホの高性能

また、スマホに限らず、タブレット端末、ウ

化は著しく、ひと昔前のデスクトップパソコン

ルトラブックなど複数のモバイル端末を持ち歩

やデジタルカメラと同等の性能が、スマホのコ

く人も多いと思われます。

ンパクトなボディに凝縮されています。そのた

このように、高額なモバイル端末を利用する

＊１ https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02tsushin02_04000062.html
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頻度や持ち歩く機会が増えたため、自分の使い

ビスを提供しています。

方におけるリスクを考慮した補償サービスや保

補償サービスは、MVNO の回線契約時に購

険の内容を正しく理解して選ぶことで、金銭的

入したモバイル端末だけでなく、他で購入した

な負担を抑えて迅速に端末の故障や紛失などに

端末も補償の対象にできる場合があります。そ

対応でき、生活や仕事への支障を抑えられる可

のため、回線契約を結ぶときに端末を購入せず

能性があります。

それまで利用していた端末を引き続き利用する

それでは加入先ごとの特徴について解説して

場合も補償してくれることがあります。

いきます。

利用できるサービスも修理や交換対応がで

通信・製造・販売会社が提供するもの

き、一部の MVNO では申込みから 4 時間でモ

詳細は表にまとめていますので、ご参照くだ

と遜色ない補償サービスを実施しているところ

さい。

バイル端末が入手できるという、大手キャリア
もあります。

（1）大手キャリア（MNO）

サービスは、実店舗やウェブサイト、電話な

大手キャリアとは、NTTドコモや au
（KDDI）
、

どから依頼できます。ただし MVNOは大手キャ

ソフトバンクなど、自社で通信回線を設置、運

リアと比べ実店舗が少ないか、まったくない事

用する事業者をいいます。大手キャリアの補償

業者もあるため、端末のトラブルを店員に相談

サービスでは、回線契約を結ぶときに購入した

しにくい点がデメリットといえるでしょう。

モバイル端末に故障や紛失などのトラブルが生

（3）メーカー

じた際、修理や場合によっては新品もしくは新

購入から１年間はメーカーによる無料保証が

品同等の端末に交換できます。特に端末の交換

あり、故障した場合は無償で修理や交換をして

サービスは、申込み当日や翌日に新しい端末を

もらえます。

指定先に届けてもらえるため、端末が故障して

しかしスマホのようなモバイル端末について

もすぐに利用を再開できる点が特徴的です。東

は、メーカーとしては保証しないケースが多く

京 23 区内や大阪市内などに住んでいる人であ

みられます。また、メーカーによる保証は、端

れば、申込みから約３〜４時間で交換端末を入

末を取扱説明書どおりに利用した場合に発生し

手できるキャリアもあります。

た自然故障でなければ、基本的に対応してもら

サービスを利用するには、近くの店舗やオン
ラインショップ、電話にて修理や交換を依頼で

えません。例えば、水没などは対象外です。

（4）家電量販店

きます。大手キャリアは店頭でサービスを依頼

家電量販店でも保証サービスを実施している

しやすく店員に相談しやすい点も特長です。交

場合があり、メーカーによる無料保証が終了し

換した端末は、故障した端末を修理し外装を交

た後も引き続き保証を受けられます。
ただし対象は、パソコンやタブレット端末の

換したリフレッシュ品であることもあります。
また、キャリア補償とメーカー補償を組み合

うち通信回線契約を結んでいない端末のみで、
スマホは保証の対象外です。また、家電量販店

わせて提供している場合もあります。

（2）MVNO

によっては、パソコンやタブレット端末も保証

MVNO とは、大手キャリアから通信回線を
借りて事業を運営している通信事業者のこと

の対象外となることもあります。

（5）固定回線事業者・プロバイダー

で、大手キャリアよりも一般的に安く通信サー
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ことです。その回線を使って接続サービスを提

です。クレジットカード決済で購入した対象商

供する事業者がプロバイダーです。パソコンや

品が故障したり、盗難にあったりした場合に補

タブレット端末
（Wi-Fi モデル）
、ゲーム機など、

償してもらえます。

回線事業者やプロバイダーが提供するインター

保険会社が提供するもの

ネット回線で通信をする端末が補償の対象とな
ります。スマホやセルラーモデルの iPad は、補

（9）
モバイル端末専用の保険

償の対象外となりますが、事業者によっては、

モバイル端末専用の保険とは、モバイル端末

補償の対象としており、購入から１年以上経過

の故障や水没、盗難の補償に特化した保険で、

したスマホでも補償対象となることがあります。

スマホだけでなくパソコンやタブレット端末、

（6）モバイル Wi-Fi ルーター事業者

スマートウォッチ、携帯音楽プレーヤーなどさ

Wi-Fi 事業者とは、モバイル Wi-Fi サービス

まざまなモバイル端末を補償の対象にできます。

を提供する事業者のことです。複数の端末をイ

また、モバイル端末専用保険の中には、１つ

ンターネットに接続するモバイル Wi-Fi ルー

の契約かつ同じ保険料負担で、複数台の端末を

ターは、外出先で仕事をするために、モバイル

補償するものもあります。

回線に直接、接続できないパソコンやタブレッ

モバイル端末の補償の選び方

トなど複数の端末を持ち歩く人がよく利用して
いるほか、自宅に固定のインターネット回線を
引いていない人が利用しています。

このようにモバイル端末の補償サービスや保
険にはさまざまな種類があります。

主な補償サービスは、回線契約を結んでいる

スマホを頻繁に使い、少しでも使えない期間

モバイル Wi-Fi ルーターが故障した場合の修

があると仕事や生活に大きな支障が出る人は、

理・交換対応です。

大手キャリアや MVNO の補償に加入するとト

決済会社が提供するもの

ラブルの際に新しい端末へと短時間で交換して
もらえます。また、複数台のモバイル端末や既

（7）携行品損害保険

に所有している端末、中古の端末などの故障・

携行品損害保険とは、持ち物を壊してしまっ

盗難などに備えたい場合は、補償サービスでは

た場合の修理費用を補償してくれる保険のこと

なく保険のほうが、補償の対象にできるケース

です。損害保険会社で加入できるほか、火災保

があるためおすすめです。

険に特約として付加したり、クレジットカード
に付帯されていることもあります。

反対に、利用している端末の価格が低い人や修
理や買い替えを全額自己負担しても家計への影

ただし、モバイル端末が補償の対象である携
行品損害保険は、ごくわずかです。

響が少ない人などは、追加料金を支払って補償
サービスや保険に加入しなくてもよいでしょう。

また、補償が旅行期間中のみに限定された海

自身にとってモバイル端末が本当に必要かど

外旅行保険である可能性もあるため、補償範囲

うかを考えたうえで、補償サービスや保険の内

や内容は保険の約款を見たり保険会社に問い合

容の違いを確認し、自分に合ったものを検討し

わせたりして入念に確認しましょう。

てみてください。

（8）ショッピング保険（動産総合保険）
ショッピング保険とは、クレジットカード会
社が保険会社と提携して提供する補償サービス

2020.3 国民生活
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消費者問題

アラカルト
表

モバイル端末の補償サービスの傾向
事業者

主な対象製品

（1）大 手キャリア スマホ、携帯、
（MNO）
タブレット

通信・製造・販売会社が提供するもの

（2）
MVNO

スマホ、携帯、
タブレット

（3）
メーカー

スマホ、携帯、
タブレット
（ 主 に SIM フ
リーの場合）

（4）
家電量販店

パ ソコン、タ
ブレット
（回線
契約未締結の
端末）

（5）固 定回線事業
タ ブ レ ッ ト、
者・プロバイ
パソコン
ダー

（6）
モ
 バイルWi-Fi
ルーター事業 ルーター
者

決済会社が提供するもの
保険会社が提供するもの

＊2

月額
利用料＊ 2

約 300
～
1,200円

約 300
～
700 円

無料

補償内容

約 300
～
500 円

スマホ、携帯、
タ ブ レ ッ ト、
パソコンなど
購入した端末

ー

ー

無料（費用を要す
１年間
する機種もある）

・端末メーカーによる保証が
まったくない場合がある
自然故障のみ
・一部のメーカーでは、追加料
（落下や水没
交換端末はリフレッシュ
金で保証期間延長や範囲を広
に よ る 故 障、
品の場合がある
げることができる（ただし
「購
盗難、紛失は
入後○日以内」
のように加入で
対象外）
きる期間が制限されている）

修理、交換

修理金額が規定の条件を
・事業者により保証の対象が異
超えた場合は、購入金額
1 万円程度または
なるため、事前の確認が必要
５ 年 間 な 自然故障のみ
を上限とする代替品と交
使用年数に応じて
（特にスマホは保証の対象外）
ど の 一 定 に限定してい
換
（代替品が購入金額を
設定された保証限
・延長保証は購入時にしか加入
る場合が多い
期間
超える場合、差額は自己
度額超過分
できない
負担）

修理、交換

パ ソ コ ン 5 万 円、
タブレット 3 万円
など端末の種類別
に設定された補償
限度額を超過した
分

修理、交換

自己負担なしの場
合が多いが、半年
～ 1 年以内に再び
トラブルが発生し
た 場 合 は 3,000
～ 18,000 円ほど
の有償交換となる
可能性あり

スマホ、携帯、 約 300
（9）モ バイル端末
～
タ ブ レ ッ ト、
専用の保険
1,100円
パソコン

故 障、 水 没、
落下、全損な
ど（ 盗 難、 紛
失は対象外の
場合あり）

ー

ー

・事業者により補償の対象が異
修理対応が困難な場合は
なるため、事前の確認が必要
事業者が指定する故障端
（スマホが補償の対象外であ
末と同種の端末一覧か
るケースもある）
ら、交換する端末を選択
・外出先での故障・破損は対象
する
外の場合もある

ー

自然故障、水
没、全損など
交換端末はリフレッシュ 回線契約を結んでいるモバイル
（ 盗 難、 紛 失
品の場合がある
Wi-Fi 端末
（ルーター）が対象
は対象外の場
合あり）

ー

ー

・自宅での利用による損害やス
マホ故障は対象外のことが多
い
・海外旅行時の損害のみを補償
する海外旅行保険の場合もあ
る
・主契約もしくは特約として取
り扱っている保険会社もある
（保険料負担が必要）

ー

・スマホなどのモバイル端末は
対象外のことが多い
・分割で購入した場合も補償の
対象

ー

・1 つの保険契約で複数台のモ
バイル端末を補償の対象に設
定できるものもある
・補償の対象が購入後１年以内
の端末に限定されていること
がある
・保険会社と提携しているお店
に修理を出すと保険金が店舗
に直接支払われて立て替えが
不要な場合がある

偶然かつ外来
的な事故によ
る損害

免責金額が設定さ 商 品 購 入
保険金
れている場合は損 後 90 ～ 故 障、 破 損、
（上限 500 万
害額にかかわらず 180 日 間 盗難
円程度）
程度
1 万円程度
・ 保 険 金（1
端末ごと
4 万 〜 14
万円程度）
・１契約で
複数の端
末を補償
するもの
は年間で
10 万円程
度を上限
に補償

特徴・注意点など

・当日や翌日に新しい端
末を届けてもらえる
・実店舗がない
・3 ～４時間で交換端末
・持ち込み端末も補償してもら
故 障、 水 没、
を入手できる場合があ
える場合がある
全 損、 盗 難、
る
（東京 23 区内、大阪
・2 回目以降の利用は自己負担
紛失など
市内など）
額が上がる場合がある
・ 交 換 端 末 はリフレ ッ
シュ品の場合がある

4,000
～
13,000円程度
（自然故障であれば
無償のこともある）

スマホ、携帯、
保険金
（7）携 行品損害保 タ ブ レ ッ ト、 特徴・注意
（10 万 〜 50 免責 3,000 円
パソコンなど 点など参照
険
万円程度）
持ち運ぶ端末

（8）シ ョッピング
保険

（動産総合保
険）

交換品

ー

4,000
～
12,000円程度

修理、交換

補償範囲

・当日や翌日に新しい端
末を届けてもらえる
・3 〜 4 時間で交換端末
・端末の購入時にしか加入でき
を入手できる場合があ
ない
故 障、 水 没、
る
（東京 23 区内、大阪
・端末価格が高額になるほど月
全 損、 盗 難、
市内など）
額利用料や自己負担額が高額
紛失など
・当日や翌日に新しい端
になる傾向がある
末を届けてもらえる
・ 交 換 端 末 はリフレ ッ
シュ品の場合がある

修理、交換

無料
または
修理、交換
本体価格
の数％

約 200
～
600 円

自己負担額
補償期間
（端末交換の場合）

破損、画面割
1 年間
（自 れ、損壊、水
動更新） 濡れ全損、故
障、盗難

一括払いの場合は月額に換算
2020 年３月１日筆者作成
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困ったときの

相談機関

第

10 回

化学製品 PL 相談センター
相談できること

対象
製品

連絡先

●洗剤・洗浄剤、殺虫剤、芳香剤・消臭剤、接着剤、塗料、自動
車ワックス、エアゾール製品、食品添加物、農薬、プラスチッ
ク製品などの日常生活用品
●化学薬品、基礎化学品、試薬、産業用プラスチック製品、産業
はんよう
用ゴム製品などの中間原料、汎用化学品

☎ 0120-886-931
（フリーダイヤル）
受付時間：9：30 ～ 16：00
（土、日、祝日を除く）
FAX：03-3297-2604
〒 104-0033 東京都中央区新川 1-4-1
住友不動産六甲ビル 7 階
（一社）
日本化学工業協会内
化学製品 PL 相談センター

事業 化学製品に関する事故 ･ 苦情の相談、問い合わせ、照会等
範囲 （調停、仲裁は行っておりません）
料金

https://www.nikkakyo.org/plcenter

無料

渉に当たるのではなく、まずは問題点を整理し

設立経緯

て、交渉に当たってのポイントなどを相談者に

製造物責任（PL）法は、1994 年に公布され、

助言します。当事者間での交渉が行き詰まった

翌年の 1995 年に施行されましたが、その審議

ときは、両当事者の了解のもとに、双方の主張

の過程で、｢裁判によらない迅速公平な被害救

の調整を行って解決を促します
（当センターか

済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理

ら解決策を提示することはありません）
。いず

体制を充実強化すること｣とする国会の付帯決

れの場合も相談費用は無料です。原因究明のた

議が採択されました。それに伴う具体的な取り

めの検査を希望された場合は、独立行政法人製

組みにおいて、製品分野ごとの専門的な知見を

品評価技術基盤機構のホームページに掲載され

活用した紛争処理体制の整備が必要とされたこ

ている
「原因究明機関ネットワーク総覧」
などを

とから、PL 事故だけでなく、広く消費者から

紹介しています
（検査費用は依頼者本人の負担

の化学製品に関する相談に応じる機関として、

となります）
。

1995 年 6 月、一般社団法人日本化学工業協会

相談概況

内の独立組織として化学製品ＰＬ相談センター

2007 年度以降の相談件数
（図 1）をみると、

（以下、当センター）
が設立され、化学製品に関
する相談対応や情報提供、関係団体との交流な

2011 年まで減少傾向にありましたが、それ以

どの活動を行っています。

降は、ほぼ年間 200 件で推移していることが分

業務の概要

図１ 相談内容別件数推移
（2007 ～ 2018 年）

相談は、当センターの事務局員が電話、FAX、
手紙、来訪などで対応し
（インターネットでの
相談は受け付けていません）
、
（一社）
日本化学工

400

クレーム関連意見・報告等
一般相談
意見・報告等

300
200

る「サポーティングスタッフ」
が、相談対応のた

100

めの情報提供、相談処理方法の検討などによっ

0

て事務局をサポートしています。
当センターは一方の当事者の代理人として交
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業協会およびその会員団体の職員 14 名からな
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事故クレーム関連相談
品質クレーム関連相談

（件数）

困ったときの相談機関

図２ 2018 年度相談内容別構成比
意見･報告等

全相談件数

0.4%

一般相談等

52.8%

クレーム関連
意見･報告等

1.3%

図 3 2018 年度事故内容別クレーム構成比
クレーム
関連相談

233件

109件

拡大被害
なし

事故クレーム
関連相談

22%

動植物

34.3%

体調不良

0.9%

44.0%

自動車
財
産
被
害

品質クレーム
関連相談

2.8%

6.4%

11.0%

家財

8.3%

18.4%

11.2%

皮膚
障害

身の回り品

頭髪

眼

2.8%

1.8%

身
体
被
害

59.6%

かります。2007 ～ 2011 年の相談件数減少の

ると、身体被害 59.6％、財産被害 18.4％、拡大

理由としては、①地方自治体における消費生活

被害なし 22.0％件となります
（図 3）
。さらに

センターの設置が進み相談窓口が増えたこと、

詳細にみると、身体被害のうち体調不良を訴え

②インターネットの普及により情報収集が容易

るクレームが最も多く 44.0％ありました。体

になり、トラブルや疑問点があっても自己解決

調不良の原因としては、臭いに由来するものが

できるようになったことが推察されます。

その過半数を占めています。具体的には建材、

2018年度の相談内容別構成比をみると
（図2）
、

ぎ

防蟻 剤、接着剤などの薬品臭、柔軟剤、洗剤、

全相談件数 233 件の内訳として、一般相談等

芳香剤などの香料に由来するもの等さまざまで

が 52.8％と最も多く寄せられています。一般

すが、特定の製品群に偏ったものではありませ

相談とは、被害を伴わない一般的な相談や問い

んでした。

合わせのことです。
その内容はさまざまですが、

相談事例

多くは化学物質の安全性についての問い合わせ
です。消費者は化学物質に対して漠然とした不

製品表示の中で、守らないと重篤な事故につ

安を持っていること、インターネットで調べる

ながるおそれのある危険に対して注意喚起をす

とさまざまな情報があり、どれを信じてよいか

るための表示に
「警告表示」
があります。相談事

判断がつかないといったことから、実際に被害

例では
「警告表示」
が守られなかったために発生

は発生していないのに、不安に駆られて相談し

した事故を取り上げました。このような場合、

てくるケースが多いように思われます。

PL 法に基づく被害者の事後救済が困難になり

次いで多いのが事故クレーム関連相談の

がちですので注意を要します。

34.3％です。事故クレーム関連相談とは、製品

事例 1

の欠陥や誤使用などによって人的・物的な拡大

靴用防水スプレーを吸入して入院

靴用防水スプレーを吸入して体調不良にな

被害が発生したものであり、いわゆる PL 案件で

り、医療機関で過敏性肺炎と診断され入院加

す。次が、品質クレーム関連相談で11.2％です。

療を行った。
「吸い込むと有害。
必ず外で使用」

品質クレーム関連相談とは、拡大被害を伴わな

との警告表示に気づかず、使用時に吸入して

い、製品の品質や性能に対する苦情のことです。

しまった。このような場合、メーカーにどこ

2018 年度の受付相談のうち、クレーム関連

まで損害賠償請求できるだろうか。

相談（事故クレーム関連相談＋品質クレーム関
連相談＋クレーム関連意見・報告等）は 109 件

【回答】
防水スプレーにはフッ素樹脂やシリコー

ありましたが、これを事故内容別に分類してみ

ン樹脂などの水を弾く性質の成分が使われてい

2020.3 国民生活
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ます。スプレーされた霧状の微粒子を吸い込み、

などの身体被害を訴えるケースが多いという特

それが肺の奥まで達すると容易に除去されず、

徴があります（図 3）
。これらは、化学製品の品

呼吸器障害を発症することがあります。

質に問題がなくても発症することがあります。

そのため、製品には「吸い込むと有害。必ず

例えば化粧品やスキンケア製品などの場合、使

屋外で使用」という警告表示があります
（業界自

用する人の体質や体調などによってかぶれなど

主基準でありすべての製品にあるわけではあり

の皮膚トラブルを生じることがあります。
また、

ません）。「警告表示」があり、それに沿った使

臭い
（製品に使わせている香料や薬品臭）
で体調

い方をしていないのであれば、PL 責任を問う

不良を生じることがありますが、臭いの感受性

のは難しい場合があります。メーカーに事故の

は個人差が大きく、多くの人が好ましく感じる

経緯を伝えて、どこまで補償してもらえるか相

ものでも耐えられないと感じる人がいます。ま

談されてはいかがでしょうか。

た、多くの人がわずかな臭いと感じる強度でも

事例２ 「まぜるな危険」
で塩素ガス発生
の警告表示があるトイレ用
「まぜるな危険＊」
の塩素系洗浄剤と酸性洗浄剤を一緒に使って
塩素ガスが発生した。ものすごい刺激臭があ
せき

り、
咳が止まらない。どうしたらよいだろうか。

強い臭いと感じる人もいます。これらのケース
では、因果関係が明らかであっても PL 法上の
「欠陥」
と認められないことがあります。
以上のような特性を踏まえて当センターでは、
事故の未然防止・再発防止に向けた取り組みを
より重視し、寄せられた相談事例を通じて消費

【回答】塩素ガスは少量を吸い込んだだけでも、

者の意向や製品安全問題の実態を業界関係者、

呼吸器系に中毒症状が現れ、吸入した量によっ

関係省庁等に伝えるために、相談内容および対

ては生死にかかわります。すぐに医療機関を受

応結果をまとめた
『アクティビティノート』を毎

診し適切な処置を受けるようにしてください。

月ホームページで公開しています
（https://

症状が重いときは救急車を要請してください。

nikkakyo.org/plcenter）
。相談事例の公開に

化学製品による事故の特徴と
当センターの活動

当たっては、プライバシー保護および企業秘密
保護のために、当事者の名称が特定できないよ
うに留意しています。

化学製品は、危険源である化学物質に直接触

また、毎月の相談事例の中からテーマを選ん

れることが多く、取り扱いによっては思わぬ事

で、化学製品の特性や取り扱い等に関する消費

故につながることがあります。事業者は、使用

者啓発情報を提供したり、当センターに寄せら

方法や使用上の注意といった製品表示で注意喚

れた相談事例をもとに、化学製品による事故を

起を行いますが、すべてが守られているとは限

防ぐため、生活上の注意点等についてお話しす

りません。一方、PL 法では、製品は通常予見

る出前講座を行っています。

される使用形態の範囲で安全であることが求め
られ、この範囲の中には合理的に予見し得る誤
使用も含まれると解釈されています。
このため、
誤使用か表示の不備かの判断は容易ではありま
せん。
化学製品による事故には体調不良や皮膚障害
＊

『アクティビティノート』など、当センターからの情報は、あら
かじめ登録された方を対象にニュースメールでお知らせしてい
ます。お申込みは E-mail（pl@jcia-net.or.jp）で、氏名、E-mail
アドレス、住所、電話番号（事業者の方は勤務先）等をお知らせ
ください。（ご登録いただいた個人情報は、当センターのプライ
バシーポリシーにのっとり適正に管理いたします）。

 亜塩素酸ナトリウムを含有する洗浄剤や漂白剤
次
（塩素系製品）と酸性の洗浄剤が混合すると有害な塩素ガスが発生し危険です。このため、塩素系
製品と酸性洗浄剤には家庭用品品質表示法で「まぜるな危険」の表示が義務づけられています。
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学生の

第

消費者トラブルを
防ぐために

3

回

学生や行政、弁護士会等との
協働で行う啓発活動

― 大学等の取り組み ―

― 同志社大学の取り組み ―

【取材協力】 河合 良彦

同志社大学（以下、
本学）
学生支援センター
（以

Kawai Yoshihiko

同志社大学 今出川校地学生支援課 学生支援係長

成しました。

図１
『NO MORE ! トラブル』
掲載内容については
表紙

下、当センター）では、学生からの各種相談を
受け付けるとともに、学生の消費者トラブルを

当センターが主体となっ

防止するために、さまざまな取り組みを行って

て検討しました。作成

きました。例えば、2014 年７月には「気をつ

に 当 たって は、本 学 の

けよう！ 大学生を狙うマルチ商法」として、消

サークルである漫画研

費生活センターの相談員を講師として招き、学

究会へ協力を要請し、文

生向けに講義を行いました。

字ばかりではなく、内容

当センターでは学生から消費者トラブルの相

の一部を漫画形式にす

談を受けた場合は、まず学生の話を傾聴し、学生

ることで、より学生の興

の置かれている状況の把握に努めたうえで、消費

味を引くように工夫し

生活センターへの相談を案内するとともに、学生

ています
（図１）
。

の了解のもと、所属学部とも相談内容を共有し

冊子は日本語版
（約 10,000 部）と英語版（約

ています。また、ゴールデンウィークや夏期休

1,000 部）の２種類を作成し、新入学生全員と

暇、年末年始休暇など少し長めの休暇期間前や

クラブ・サークル等へ所属する各団体や希望す

期間中は、トラブルに巻き込まれやすい傾向にあ

る在学生に対して配布しています。なお、法律

るため、被害発生防止を目的に、休暇前のタイ

改正等に伴い逐次内容を更新しています。

ミングに啓発セミナーを開催したり、注意喚起

『NO MORE ! トラブル』
セミナー編

を行っています。
また、学生のトラブル防止のための取り組み

本学でも SNS や悪質商法等に関連するトラブ

として、本学の学生団体と協働で啓発冊子
『NO

ルが毎年数件発生しているため、当センターと

MORE ! トラブル』を作成したほか、冊子に関

して、啓発プログラムの実施計画を策定してい

連したセミナー等を開催しました。以下、本学

ます。それに基づき 2019 年度に、さまざまな

における取り組みを紹介します。

消費者トラブルの中で悪質

『NO MORE! トラブル』
の作成・発行
当センターには学生からさまざまな相談が寄
せられますが、その中でも特に相談が多く、ま

商 法 に 焦 点 を 当 て、冊 子
『NO MORE ! ト ラ ブ ル 』
のセミナー編として、講座
を行いました
（図２）
。

た学生生活に密接に関わりのある事柄
（例えば

セミナーの講師は、京都

通学時の事故、下宿、SNS の利用、飲酒、薬

府山城広域振興局に協力を

物など）について、学生への情報提供と注意喚

仰ぎ、出前講座を本学から

起を目的に、冊子
『NO MORE ! トラブル』
を作

依頼しました。
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図２
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 ―

講座では学生の興味を引く内容とすることを

学部の協力を得ながら、入学式後のガイダンス

重視し、本学からは講座の中で動画を使用して

の時間に京都弁護士会の担当弁護士 11 名に来

もらいたい旨要望したり、山城広域振興局側か

てもらい、全学部の新入生を対象に典型的な手

らも講座内容に関するクイズを実施してはどう

口等について、資料を用いて説明と注意喚起を

かと提案を受けたり、双方がより良いセミナーを

行いました。

めざして納得するまで打ち合わせを重ねました。

2. 教職員向けの研修会
消費者トラブルにあわないためにどうすべき

セミナー開催に当たっては、本学のウェブサ
イトや学内各所の掲示板、
立て看板にて周知し、

か、あるいはトラブルにあってしまったらどう

クラブ・サークル等へは案内メールを配信する

すればよいかを知っておくべきなのは、学生だ

等情報展開を行いました。参加者は少なかった

けに限りません。例えば学生がトラブルにあっ

ものの、「知らなかった情報を知ることができ

た際は、当センターではなく、身近な教職員に

た」との感想が寄せられるなど、充実した時間

相談することもあります。そこで相談を受ける

となりました。2020 年度については、新入生

教職員も知識を持っておくことは欠かせないた

をメインターゲットとして、クラブ・サークル

め、2018 年６月に
「学生の消費者被害対策研

等へ、より積極的に参加を呼び掛けながら、例

修会」
を開催しました。
研修会は本学と京都弁護士会が協働し、地域

えばオリエンテーション期間に実施するなど、
学生が参加しやすいセミナーとなるよう改善を

の大学連携組織である公益財団法人大学コン

図っていきます。

ソーシアム京都の後援を受け、①消費者被害の

京都弁護士会と協働した取り組み
1. 新入生向けのセミナー

現状および学生からの消費者被害相談に対応で
きる知識・技能
（具体的な事例に対する法的問
題点や回答のポイント等）を学び、②関係者の

本学に限らず、学生の消費者被害、特に学生

情報共有・情報交換を行うことを目的に実施し

の間でのマルチ取引による被害が増加傾向にあ

ました。講師は、京都弁護士会・消費者サラ金

ります。本学でもマルチ取引による被害等を含

被害救済センター運営委員会の弁護士を招き、

む消費者トラブルの相談件数は、おおむね年間

複数大学の教職員、消費者問題に関係する団体

５件程度あります。京都弁護士会
（消費者・サ

が参加しました。参加者からは、トラブルの問

ラ金被害救済センター運営委員会）より、こう

題点や助言内容について、大変参考になった等

した状況を改善するため協力の申し出があった

の声が事後アンケートで寄せられました。

ことから、当センターでは、入学式後の学部オ

おわりに

リエンテーションにおける指導のタイミング
で、新入生向けの企画として 2018 年４月に
「あ

各啓発セミナー等については
「学生にいかに

なたは大丈夫？ マルチ被害の恐ろしさ」という

当事者意識を持ってもらうか」という点に留意

タイトルでセミナーを実施しました。

しながら計画・実施しています。また、参加し

本学としても①成年年齢の 18 歳引下げが

た学生にはアンケート調査を実施しています

迫っており、未成年の場合は未成年者取消権に

が、受講の成果を客観的に分析することを課題

よって簡単に契約を取消しできるのに対し、成

ととらえているため、今後は参加前後の変化を

人となると解約が相当困難になること、②学生

定量的・定性的な指標で確認できるよう測定方

向けのクレジットカードが発行されると、多重

法を検討しているところです。

債務の呼び水になるおそれがあることが喫緊の
課題である、という２点の課題認識のもと、各
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契約・売買に関する改正のポイント（3）

民法改正による

不動産取引への影響

瑕疵担保責任の廃止と
契約不適合責任

最終回
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。

不動産売買においてはさまざまなトラブルが

不履行責任 ) を負うとする契約不適合責任制度

生じていますが、国・都道府県の宅建業法所管

にルールを変更しました。

課や ( 一財 ) 不動産適正取引推進機構等の相談

■
「瑕疵」
の用語を用いない理由
改正民法では
「瑕疵」の用語を用いませんが、

機関に寄せられる紛争苦情相談で特に多いのが
①「宅建業者の重要事項説明に関するもの」
、②

その理由について、
『一問一答 民法 ( 債権関係 )

「契約の解除に関するもの」
、そして③
「土地・

改正』
( 筒井建夫・村松秀樹 編著 )275 ページは、

か

し

建物の瑕疵に関するもの」です。毎年この傾向

「旧法第 570 条は
「瑕疵」という用語を用いてい

は変わらず、
「説明トラブル」
「解除トラブル」
「瑕

るが、判例
（最高裁平成 22 年６月１日判決、

疵トラブル」を不動産売買における三大トラブ

最高裁平成 25 年３月 22 日判決）は、その実質

ルと呼んでいます。今回は、その中の
「瑕疵ト

的な意味を
「契約の内容に適合しないこと」であ

ラブル」を取り上げます。

ると解釈していた。そのため、目的物に多少の

■ 土地・建物の瑕疵と買主の保護

キズなどがあっても契約の内容に適合する限り

新築住宅は、住宅瑕疵担保履行法において、

「瑕疵」
ではないと扱われるが、
「瑕疵」
という用

住宅品質確保促進法で定める
「建物の構造耐力

語を用いると、目的物に客観的にキズがあれば

上主要な部分」
および
「雨水の侵入を防止する部

契約の内容と適合するかどうかにかかわらず売

分」について、売主宅建業者に 10 年間の瑕疵

主が担保責任を負うとの誤解を招くおそれがあ

担保責任の履行確保措置
（保証金の供託または

る。そこで、新法では、
「契約の内容に適合し

瑕疵保険の締結）を義務づけ、買主を保護して

ないとの用語を用いて、端的に
「瑕疵」
の具体的

います。

な意味内容を表すこととしている」と解説して

一方、中古住宅の買主には瑕疵に関する法的

います。

保護制度がないことから、引き渡された土地・

２. 契
 約不適合責任と
瑕疵トラブル防止

建物に雨漏り、シロアリの害、建物の傾き、地
中埋設物、土壌汚染、その他の
「隠れた瑕疵」
が
あった場合、買主は、改正前民法 570 条＊の売

改正民法は、引き渡された土地・建物に欠陥・

主の瑕疵担保責任に基づく請求権を行使するこ

不具合等があった場合、欠陥等が品質に関して

とで被害回復を図っています。

「契約の内容に適合しない」
ときには、
売主は「契
約不適合責任＝契約責任」を負うとしました。

１. 担保責任のルール変更

欠陥等があったときに売主が契約責任を負うか

改正では、改正前民法 570 条の瑕疵担保責

否かは、当該欠陥等の存在が
「契約の内容」に適

任制度を廃止して、引き渡された土地・建物に

合しているか否かで判断することになります。

種類、品質に関して契約の内容に適合しない欠

買主が契約の目的物である土地・建物をどの

陥等があったときには、売主は契約責任 ( 債務

ようにとらえていたかが、重要な判断要素にな

＊

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

ると思われます。

ければなりませんが、契約不適合責任では、買

中古住宅の売買では、瑕疵トラブル防止のた

主は不適合を知った時から１年以内にその旨を

めに、売主に物件の状況についての告知を求め

「通知」
しておけばよく、請求権の行使までは必

「物件状況確認書 ( 告知書 )」を買主に交付して

要ありません。請求権の行使は、請求権の消滅

いますが、改正後は、これまで以上に、土地・建

時効が５年であることから、不適合を知った時

物の取引時の状況について、できる限りの情報

から５年以内に行えばよいことになります。

を買主に提供しておくことが必要といえます。

５. 契
 約不適合責任を
免責する特約

３. 契
 約不適合責任における
買主の権利

売主が宅建業者であったり消費者契約におけ

瑕疵担保責任における買主の権利は損害賠償

る事業者である場合を除き、売主の瑕疵担保責

請求権と契約の目的を達することができない場

任を免責する特約は有効に成立しますが、契約

合の契約解除権の２つですが、契約不適合責任

不適合責任を免責する特約も同様に有効に成立

では、追完請求権と代金減額請求権が新たに加

します。ただし、知りながら告げなかった事実

わりました。

については、その責任を免れることができませ

追完とは改めて完全な給付をすることですが、

ん ( 改正民法 572 条 )。これも瑕疵担保責任の

不動産売買では目的物の修補がこれに当たりま

場合と同じです。

す。損害賠償請求は債務不履行について売主に

■ 売主が宅建業者の場合の免責特約の制限

帰責事由がないときはできませんが、修補請求

売主が宅建業者の場合、宅建業法により、契

は売主に帰責事由がなくてもすることができま

約不適合責任を免責する特約は制限されます。
改正前民法の下では、
売主が宅建業者の場合、

す。買主が追完請求をし、催告期間内に履行の
追完がないときは、買主は、代金の減額請求を

瑕疵担保責任を
「引渡しの日から２年間」
とする

することができます。履行の追完が不能等の場

特約が許されていましたが、改正民法では、買主

合は催告なしに直ちに減額請求できます。

は不適合を知った時から１年以内にその旨を
「通

買主の請求権
１

追完請求
（562 条）
①修補請求
②代替物請求
③不足分請求

２

代金減額請求
（563 条）

３

損害賠償請求
（415 条）

４

双方に帰責事由なし

契約解除請求
（541 条・542 条）

知」
しておけばよく、請求権の行使までは必要あ
りませんので、売主が宅建業者の場合、改正民法
の下では、売主が契約不適合責任を負う期間を

○

引渡しの日から２年間とすることはできません。
通知期間を引渡しの日から２年に制限する特約

×

＊売主に帰責事由ない場合は
請求不可

はすることができます
（改正宅建業法 40 条）。
（売主が宅建業者の場合の特約例）

○

売主は、本物件が種類、品質に関して契約の
内容に適合しない場合、物件引渡しの日から
２年を経過する日までに通知を受けたものに
限り、その責任を負います。

＊売主の帰責事由不要

４. 担保責任の期間の制限
瑕疵担保責任では、損害賠償等の請求権の行
使を買主が事実を知った時から１年以内にしな

〈改正条文は、紙面の関係で省略しています。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/安藤 佳子

アメリカ

Ando Yoshiko

危険な商品の情報公表は迅速に

●C
 R ホームページ h
 ttps://www.consumerreports.org/product-safety/new-bill-would-allow-prompt-public-disclosure-of-product-safety-risksshare-information-act/
https://advocacy.consumerreports.org/press_release/consumer-reports-congress-must-change-law-that-hides-productdangers-from-public/ ほか

2019 年４月、乳幼児用品・玩具の世界的メーカー

実関係や文言についてメーカーの了解を得なければ

が CPSC（消費者製品安全委員会）と共同で同社の揺

ならない制約がある。それは、詳細不明時の公表は

りかごベビーベッドの乳児の使用に伴うリスクにつ

いたずらに風評被害を招くとして、メーカーに調査

いて発表した。しかし、CR（コンシューマーレポー

とコメント発表の猶予を与えるためであるという。

ツ）が CPSC のミスで偶然入手したデータを基に調

これに反した場合、メーカーは CPSC を公開法廷に

査を行ったところ、同製品による犠牲者が 2011 年

提訴することも可能だ。1980 年代に制定され、その

９月の新生児死亡に始まり、既に 32 人に上ると告

後、CPSC が譲歩する改正が行われた結果、現在で

発したため、同社はようやくその事実を認め、その

は企業の了解を得るためには何年も必要な状況で、

後製品回収を発表した。

揺りかごベビーベッドおよび他社類似品による犠牲

特定の製品で死亡や傷害が発生した場合、新たな

者は 73 人にも上っているという。

事故を防ぐため、政府機関は即時にその情報を公開、

2020 年１月、この状況を打破するため、危険な

消費者と共有すべきだと CR は言う。しかし、広範

製品を迅速に公表できる法案が下院に提出された。

な消費者用品の安全性を監督する CPSC では、その

CR では法案成立を支援するため、多くの消費者に

準拠法 CPSA の
「第６節
（b）
条項
［セクション６
（b）
］
」

議会への要望書を送付するようメールフォームを用

によって、安全ではない製品の情報公開に際し、事

意している。

香

港

HKCC、2019年の活動総括と新年の展望

● HKCC ホームページ h
 ttps://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/2019-year-ender.html
https://www.consumer.org.hk/ws_chi/earth2038_19/20.html ほか

HKCC( 香港消費者委員会 ) は 2019 年の活動報告
を発表した。それによると、苦情相談件数は前年比

に勝手に設定されていたなど。以下、旅行サービス
関連 2,232 件、電化製品関連 1,788 件など。

６％減の 24,615 件となり、過去 18 年間で最低を

また、HKCC は、環境基金プログラムに協力し、

記録した。サービス関連は 15,237 件
（１％減）
、商

31 の小学校で体験学習会などの啓発活動を開始。

品関連は 9,378 件（12％減）
で 16 年ぶりに１万件の

さらに、
ネット通販などの越境トラブル対応のため、

大台を割った。消費者の利益保護意識が高まり件数

シンガポール消費者協会
（CASE）および中国本土の

は減少しつつあるが、個々の案件は複雑化し解決に

湾岸諸都市の消費者組織との間で苦情処理体制を確

至る難しさは増しているという。

立するための覚書を交わした。

相談の第１位は医療サービス関連で前年比 26％

2020 年、HKCC は、美容・フィットネス部門に

増の 3,104 件、その多くは中国本土からの子宮頸

おけるクーリング・オフ制度の導入に向けた活動を

がんワクチン接種目的の旅行者である。費用全額を

強化、政情不安による小売業・外食産業の廃業や景

支払い香港まで来たのにワクチンの不足で接種でき

気減速による不当な販売慣行などを警戒しつつ消費

なかった、偽のワクチンだったなどの苦情が多数。

者の権利と利益保護に適時応えていくとしている。

けい

第２位は前年トップの通信サービス関連で６％減の
2,615 件。海外旅行中に割高なローミングサービス＊

＊
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

ドイツ

Kishi Yoko

ミツバチが喜ぶ花をバルコニーに植えよう

●連邦食糧・農業省ホームページ h
 ttps://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Bienenlexikon.html
https://www.bmel.de/DE/Tier/Nutztierhaltung/Bienen/_texte/BienenFuetternInitiative.html

花から花へと飛び回りながら、花蜜や花粉を集め

その中で、ミツバチが特に好きな花として例示す

るミツバチは、蜂蜜、蜜ろう、プロポリス、ローヤ

るのが、春になるとドイツ各地の野原や道端を黄色

ルゼリーなど、有用な産物をもたらしてくれる。受

く染めるタンポポである。野に咲く花もミツバチに

粉媒介昆虫として、
植物の結実を手伝う役割もあり、

とっては貴重な蜜源であり、刈り取ってはならない

豊かな食生活には欠かせない存在といえる。ところ

というメッセージになっている。また、木に咲く花

が、ミツバチを始めとする受粉媒介昆虫の減少が各

では、リンゴ、サクラ等が優秀な花蜜・花粉源とし

地で報告されている。連邦食糧・農業省は、花畑な

て紹介されている。バルコニーには、アスター、エ

ど蜜源が減ったことも一因だと分析する。

リカ、キンセンカ、ヤグルマギク、セージ、ラベン

そこで同省は、個々の消費者が参加できるアク

ダー、ローズマリー、タイム等がお勧めで、花が途

ションとして、庭やバルコニーにミツバチが好む花

切れる季節がないように、なるべく多種類の植物を

を植えることを提案する。その際、花選びのヒント

植えるのが望ましいという。

としてホームページで公表したのが、
「花の事典」
で

なお、養蜂に興味がある人には、趣味で楽しむ週末

ある。ミツバチが好む花を 100 種類以上選び、写

養蜂家になるよう勧めている。ドイツで飼育される

真付きで花蜜量、花粉量、栽培に適した条件等をま

ミツバチの総数は約 90 万群、養蜂家数は約135,000

とめてある。

名で、そのうち多くが週末養蜂家だという。

フランス

で き す い

カリブ海に浮かぶ緑の島で溺水事故を警告

●グアドループ州地方長官庁ホームページ h
 ttp://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-littoral-et-securite-maritime2/A-la-mer-a-lariviere-ou-a-la-piscine-attention-aux-risques-de-noyade
●海外県・海外領土省ホームページ h
 ttp://www.outre-mer.gouv.fr/guadeloupe-1/
●環境連帯移行省ホームページ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loisirs-nautiques-en-mer-ou-en-eau-douce-suivez-guides

フランスの海外県・海外領土は、世界各地に点在

備が重要であると指摘する。例えば、水泳指導監視

する。カリブ海に浮かぶアンティル諸島のグアド

員の有資格者から泳ぎを習っておくこと、監視が及

ループも、その１つである。火山と熱帯林から成る

ぶ場所を選ぶこと、気象・自然条件
（波の状態、潮流、

小さな島は青い海に囲まれ、海岸では水遊びを楽し

潮の満ち引き等）に注意を払うことなどである。ま

む人が多い。そこで、
グアドループ州地方長官庁は、

た、監視員が配置された場所でも、自分の子どもか

水の事故防止を呼び掛けた。

ら目を離してはならないと強調する。

同庁によると、グアドループでは 2018 年に 51名

さらに、泳げない子どもには、からだに合った浮

が水遊び中の事故にあい、そのうち13 名は死亡・行

き輪を装着させるよう勧める。フランスでは、両肩

方不明者だという。28 名が事故にあい、死亡・行方

の近くに付ける腕輪状の浮き輪が主流である。ただ

不明者が５名だった 2017 年に比べると、倍増して

し、浮き輪や水上マット、ゴムボート等の浮き具で

いることが分かる。水遊びによる事故は各年代で起

は溺水を防止できないとして、子どもが浮き輪を装

きているが、大多数が男性で、死亡・行方不明者に限

着していても、
監視を怠ってはならないと警告する。

ると、50 歳以上が多数を占めるとのことである。

なお、環境連帯移行省は、海のレジャーの安全読

このような事故を防ぐためには、水に入る前の準

本を公表、海洋汚染などにも触れている。
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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

71 回

幼児を対象とした
子ども服の安全講座

消費者教育
実践事例集
田近 秀子

Tajika Hideko

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
（NACS） 標準化を考える会代表
身の回りの安全を高めるために、製品の品質や安全性について消費者の視点で取り組んでいる。

NACS の有志会員による研究会
「標準化を考

子ども服の安全講座

える会」は、“ばらばらで不便なものを、一定の
取り決めに従って統一していく”標準化という

この活動を始めて以来、長い間
「子ども服の

方法を使い、社会の課題を解決することを目標

安全性」について親子等に情報提供や啓発を

に 2008 年より活動しています。例えば、製品

行ってきました。2018 年からは神奈川県消費

の安全性について、消費者の声を反映した基準

生活課の依頼を受け、幼児を対象に
「子ども服

作りに参画しています。

の安全講座」
（以下、講座）を、保育園・幼稚園
等で行っています。講座は
（一財）
ニッセンケン

子ども服の安全規格制定への
取り組み

品質評価センターとも協同し、
「高視認性安全
服
（光る服）
」の有用性の普及も兼ねています。

子どもは自ら危険を回避することは難しく、

高視認性安全服とは、昼間に目立つ
“蛍光生地”

子どもの死亡原因の上位は、長年
「不慮の事故」

と、夜間に光が当たるとよく光る
“再帰性反射

です。私たちは子どもを事故から守るために、

材”を１つの衣類に取り入れたもので、交通事

子ども服に付いているひもとフードの危険性に

故から子どもを守るために有効です。

着目しました。首回りや足元に付いているひも

１ 講座のねらい
製品に起因する事故を軽減させるためには、

は、何かに引っかかると首が絞まったり転倒す
るおそれがあります。2010 年よりさまざまな

安全に配慮した製品を選ぶ目を養うことが重要

調査研究（市場調査、事業者団体への聞き取り、

です。園児が実際に子ども服を
「見て、触り、

図
高校生がイラストを描いた
JIS L 4129リーフレット＊１

＊１

保育現場の調査、企業

考える」体験を通して、子ども服のひもやフー

へのアンケート）を進

ドの危険性を実感し、自分の身を守るための知

め、海外では既に制定

識を得ることにポイントをおきました。
さらに、

されていたが、日本に

園児だけでなく、保護者や祖父母等にも理解し

はなかった「子ども服

てもらうために、保護者会に合わせて情報提供

の安全規格制定」を提

および啓発のための親子講座も行いました。

案し、2015 年末に子

２ 講座の内容・進め方

ども服のひもの JIS 規

講座のひな型を作り、各園との打ち合わせを

格ができました。JIS L

十分に行い、特徴・要望に合わせて時間割を毎

4129（よいふく）とい

回作成しました。プログラムは表のとおりで、

う、大変覚えやすい番

特に③のグループワークに重点をおいた体験型

号がつきました
（図）
。

学習となっています。

 ーフレットは経済産業省ウェブサイトからダウンロードが可能（ただし、イラストは本稿掲載のものとは異なる）。
リ
https://www.meti.go.jp/publication/pdf/pamph_kawaii.pdf
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消費者教育実践事例集
写真１ 紙芝居の読み聞かせ

表

写真２ 子ども服を見て触って話し合う

４ 講座実施による効果

講座のプログラム

はじめに

2018 年から 2020 年２月までに、親子講座

今日学ぶポイントを示す

オリジナル紙芝居の読み聞かせで、裾のひ
①危険性の
もが自転車に絡んで転ぶなどの事故事例を
説明
紹介する（写真１）
ぬいぐるみに危ない服を着せ、首のひもが
②危険性の
遊具に引っかかるなどの事故事例を体感さ
発見
せる
５～７人ずつのグループを作り、各グルー
プに危ない服６着と、安全な服（ひもやリ
ボンがイラストで描かれている）１着を用
③グループ
意、見て触って危ない点を話し合う
（写真
ワーク
２）。続いて、クイズ形式で「どこが危ない
か、どうして危ないか」を問い、気がつい
たことを園児に発表してもらう
④光る服
体験

特殊なメガネを使い、高視認性安全服が光
るようすを観察してもらう

最後に

今日学んだこと、分かったことを共有する

も含め合計 13 回の講座を実施し、延べ園児
487 名、保護者 67 名が参加しました。
ひもがプリントされた T シャツを指し、
「こ
れはひもの絵だから危なくないよ」と指摘した
り、自分が着ていたズボンのひもを指し、
「後
でお母さんに教えて取ってもらう」と発言する
園児もみられました。さらに、親子講座では、
自ら保護者にひもの危険性を説明している園児
もいました。子どものみでなく、子どもから保
護者へ情報発信することが確認できたことは大
きな収穫です。幼児期からの消費者教育の重要
性・可能性を改めて認識しました。また、子ど
も同士で話し合い、気づいたことや意見を皆の

３ 講座実施に当たり工夫した点

前で発表した体験は、小学校入学後も大きな力

さまざまなプログラムを用意し、クイズなど

になると思われます。

遊びの要素を取り入れ、園児が飽きずに主体的
に参加できるように工夫しました。

園からは、
「服に興味を持ち、家でも話し合う
きっかけになった」
「講座の後のお散歩で、
『ひも

また、中学生が協力して作成した紙芝居や、

があるから危ないよ、
フードは襟の中に入れて』

子ども服の実物を使い、視覚で理解できるよう

など、習ったことを実践していた」
などの感想が

に工夫しました。これはまだ言葉を理解できな

寄せられ、子ども自ら危険性を回避する姿が見ら

い園児にも効果的でした。外国にルーツのある

れ、講座の意図が伝わったことが確認できました。

園児が半数いる保育園では、事前の打ち合わせ

今後も広く展開するために

で職員から、「紙芝居や子ども服の実物など視
覚に訴えるのは言葉が理解できなくても効果

東京でも講座開催の要望があり、実施しまし

的」とのアドバイスを受けました。その結果、

た。今後、より広く展開するために、予算の確保

日本語が分からない園児や保護者も、実物を見

や、講座案・教材の改善を図りたいと思います。

ることで理解できたようすでした。

ぜひ皆さんとの連携を願っています＊２。

＊２

NACS 標準化を考える会 http://nacs-east.jp/kenkyukai/hyoujyunka.htm
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第

12 回

ポート

レ
続 適格消費者団体活動

銀行カードローン規定への申入れ
特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海

濵 尚行

Hama Naoyuki

消費者被害防止ネットワーク東海検討委員、弁護士。

2005 年 12 月に
「あいち消費者被害防止ネットワーク
（2013 年６月に名
称変更）
」を発足させ、2010 年４月に適格消費者団体の認定を受ける。
これまでに、94 件の申入れ活動
（交渉）
と３件の差止訴訟提起を行う。

そこで、消費者被害防止ネットワーク東海
（以

申入れの概要

下、当団体）
としては、地方銀行６行に対して、

中部地方に本店を構える地方銀行６行に対し

本件条項が消費者契約法10 条に違反していると

て、同行らが使用している
「カードローン規定」

して、本件条項を削除するように求めました。

につき、相続の開始を理由とした期限の利益喪

なお、当団体以外にも、多数の適格消費者団体

失条項の削除を申し入れた事案を紹介します。

が各地の金融機関に対し、同様または類似の申

消費者が金融機関からお金を借りる場合、カー

入れをしています。

ドローン規定の中に、借主が死亡すると一括返

当団体からの申入れに対しては、既に４行か

済をしなければならないと定める条項
「相続の開

ら本件条項を削除したとの連絡があり、残りの

始を理由とした期限の利益の喪失条項
（以下、本

２行からも改定に向けた検討を進めているとの

件条項）
」
があります。

連絡がありました。

民法では、相続が開始した場合、亡くなった
人の義務は相続人にそのまま引き継がれるのが
ルールです。ですので、本件条項がなければ、

全国銀行協会に対する申入れ
当団体は、地方銀行６行への申入れと同時に、

相続人は、亡くなった借主と金融機関との間の
契約に従って分割でお金を返済すればよいこと

一般社団法人全国銀行協会に対して、各地の適

になります。

格消費者団体が本件条項の削除を求めている現

ところが、本件条項があると、相続人は金融

状を金融機関に周知し、当該条項を削除したカー

機関に対して一括で返済しなければなりません。

ドローン規定の使用を推奨するよう要望しまし

その場合、一括で返済できるだけのお金を用意

たが、同協会からは個別の銀行が提供する商品・

できない相続人には非常に気の毒な結論となり

サービスに対して法令の解釈を行う権限がない

ます。例えば、遺産として、自宅と少額の金融

との回答がありました。

資産しかなかったケースを考えてみると、金融
機関が相続人に対して分割ではなく一括での返
済を迫れば、これを返済するため、せっかく相

今後の課題と活動

続した自宅を手放したり、相続を放棄しなけれ

今後は、全国の金融機関に本件条項の問題点

ばならないかもしれません。しかも、期限の利

を認識してもらうことが課題です。当団体では、

益を喪失したことによって弁済期が到来します

同条項の削除が全国的な潮流となるよう、継続

ので、一括での返済ができなければ、遅延損害

的に活動していきます。

金の支払い義務まで生じます。
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続 適格消費者団体活動レポート

（認定順）
資料 全国の適格消費者団体
適格消費者団体の名称

住所

URL

適格認定日

特定適格消費者団体
の認定日

特定非営利活動法人

東京都千代田区六番町15
主婦会館プラザエフ6階

http://www.coj.gr.jp/

特定非営利活動法人

大阪市中央区南新町一丁目 2-4
椿本ビル 5 階 502 号室

http://www.kc-s.or.jp/ 2007 年８月 23 日 2017 年 6 月 21 日

全国消費生活相談員協会

公益社団法人

東京都中央区日本橋堀留町二丁目 3-5
グランドメゾン日本橋堀留101号

http://www.zenso.or.
jp/

2007 年 11 月９日

特定非営利活動法人

京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 529

http://kccn.jp/

2007年12月25日

消費者機構日本

消費者支援機構関西

京都消費者契約ネットワーク ヒロセビル 4 階
特定非営利活動法人

2007 年８月 23 日 2016年12月27日

広島市中区鉄砲町 1-20 第 3 ウエノヤビル 3 階

https://www.shohinet2008 年１月 29 日
h.or.jp/

神戸市中央区下山手通五丁目 7-11
兵庫県母子会館 2 階 C

http://hyogo-c-net.
com/

2008 年５月 28 日

さいたま市浦和区岸町七丁目 11-5

http://saitamahigainakusukai.or.jp/

2009 年３月５日

消費者支援ネット北海道

特定非営利活動法人

札幌市中央区北四条西十二丁目 1-55
ほくろうビル 4 階

http://www.e-hocnet.
2010 年２月 25 日
info/

特定非営利活動法人

名古屋市千種区内山三丁目 28-2

消費者ネット広島
特定非営利活動法人

ひょうご消費者ネット
特定非営利活動法人

埼玉消費者被害をなくす会

消費者被害防止ネットワーク東海 KS 千種ビル 6 階 F
特定非営利活動法人

http://cnt.or.jp/

2010 年４月 14 日

大分市青崎一丁目 9-35

http://oita-shohisyanet.
2012 年２月 28 日
jp/

特定非営利活動法人

福岡市博多区博多駅前一丁目 18-16
博多駅前一丁目ビル 302 号

http://www.csofukuoka.net/

NPO 法人

熊本市中央区出水二丁目5-8
水前寺パークマンションⅡ-205 号

http://net-kuma.com/ 2014 年12月17日

特定非営利活動法人

岡山市北区奉還町一丁目 7-7
オルガ 5 階

http://okayama-con.
net/

特定非営利活動法人

佐賀市神野東四丁目 1-31
アパートメント 12 103 号室

http://www.sagaconsumersforum.or.jp/ 2016 年２月 23 日
main/

特定非営利活動法人

仙台市青葉区柏木一丁目 2-40
ブライトシティ柏木 702 号室

https://www.
2017 年４月 25 日
shiminnet-tohoku.com/

金沢市古府二丁目 189

http://csnet-ishikawa.
2017 年５月 15 日
com/

桐生市相生町三丁目 120-6

https://www.npohimawari.jp/

2018 年２月５日

特定非営利活動法人

松山市朝生田町七丁目 2-22
大興ビル 305 号

https://ehimesyouhisya-net.org/

2018 年６月 19 日

特定非営利活動法人

横浜市港南区上大岡西 1 丁目 6-1
ゆめおおおかオフィスタワー 5 階

http://www.sskanagawa.org/

2018 年８月３日

特定非営利活動法人

千葉市中央区中央四丁目 13-10
千葉県教育会館 5 階

http://sapochiba.com/ 2019 年６月６日

宇都宮市中今泉二丁目 7-19

http://tochigilink.org/

大分県消費者問題ネットワーク
消費者支援機構福岡
消費者支援ネットくまもと
消費者ネットおかやま
佐賀消費者フォーラム
消費者市民ネットとうほく
特定非営利活動法人

消費者支援ネットワークいしかわ
特定非営利活動法人

消費者支援群馬ひまわりの会
えひめ消費者ネット
消費者支援かながわ
消費者市民サポートちば
特定非営利活動法人

とちぎ消費者リンク

2018 年 4 月 24 日

2012年11月13日

2015 年 12 月８日

2019 年６月 26 日

参考：消費者庁 全国の適格消費者団体一覧（2020 年２月現在）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litigation_system/about_qualified_consumer_organization/list/
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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

19 回

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、国民生活センター紛争解決委員会委員等を歴任。

重要事項説明書
など

不動産の売買や賃貸借等の取引において、宅建業者
に課せられる
「重要事項説明」
について解説します。

ではありません。宅建業者は、
「宅地若しくは

宅建業法の重要事項説明書

建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の

宅地建物取引業者は、宅地建物の売買や賃貸

利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃

借等の取引において、自ら当事者となる場合の

等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条

相手方に対して、あるいは代理や媒介する場合

件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関

の当事者に対して、宅地建物取引士をして、物

係者の資力若しくは信用に関する事項であつ

件の内容を書面を交付して説明しなければなら

て、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要

ないとされています
（宅建業法 35 条）
。この重

な影響を及ぼすこととなるもの」について、故

要事項説明で交付される書面が重要事項説明書

意に事実を告げず、または不実のことを告げる

です。重要事項説明書の記載事項は、物件の権

行為を禁止しています
（宅建業法 47 条１項一

利関係や法令上の制限等で、宅建業法 35 条で

号ニ）。例えば、東京高裁平成 13 年 12 月 26

は 15 項目の事項を規定し、その具体的内容は

日判決は、軟弱地盤の土地であるため建物が沈

政令、省令で定められています。重要事項説明

下した事案について、この土地を仲介した宅建

書の様式例は国交省のホームページにも掲載さ

業者は
「信義則上、買主が売買契約を締結する

れています

＊１

。

かどうかを決定づけるような重要な事項につき

この重要事項説明は、必ず契約が成立する前

知り得た事実については、買主に説明・告知す

までに行わなければならないこととされていま

る義務を負い、土地が軟弱地盤であることを認

す。実務では、契約締結日当日の契約書に署名

識しながら説明・告知しなかった場合は、これ

捺印する直前に宅建業者から説明を受ける場合

により損害を受けた買主に対して損害賠償の責

が少なくありません。しかし、契約直前に短時

に任ずる。
」
と判示しました。

なつ

間で説明を受けても、しっかり内容を把握して

重要事項説明と契約との関係

十分検討のうえ契約できるとは限りません。契
約の検討段階で事前に説明を受けるか、少なく

契約に際して仮に宅建業者から重要事項の説

ともファクス等で重要事項説明書のコピーを前

明がなされなかったり重要事項説明書の交付が

もって送っておいてもらうとよいでしょう。

なされなかった場合、これによって当然にその
契約が無効となるわけではありません。宅建業

重要事項の説明義務

法の重要事項説明の制度は、契約当事者の認識

宅建業者は、重要事項説明書の内容だけ説明

の相違からくるトラブルを回避するために宅建

すればすべての説明義務を果たしたというわけ

業者に業務上の義務を課した行政取締目的の制

＊１ 国土交通省
「宅地建物取引業法 法令改正・解釈について」https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html

2020.3 国民生活

29

用語
気になる この

度です。それ故、違反した宅建業者に行政処分

外なく契約書は作成されるでしょう。住宅を建

を課せられることはありますが、当事者間の民

てるなどの建築請負契約は、建設業法 19 条に

事効果に直接影響を及ぼすものではありません。

おいて、請負契約書の作成が義務づけられてい

もちろん、重要事項の説明がなかったことが

ます。建築請負契約は、いろいろな団体から建

間接的に影響して、民事上の法規に基づいて契

築請負約款
（一種の契約書のひな形）
が出されて

約の効力に影響が及ぶことはあり得ます。例え

いて、これを利用することもよくあります。し

ば、錯誤無効（改正前民法 95 条）＊２、詐欺取消

かし、契約には
「契約自由の原則」
があって、公

し（民法 96 条２項）
、消費者契約法に基づく取

序良俗違反や強行法規違反でない限り、当事者

消し（消費者契約法４条）
、瑕疵担保責任に基づ

間の合意によって自由に定めてよいことになっ

く解除
（改正前民法 570 条、566 条） などの

ています。契約約款を利用する場合も、中身を

規定に当てはまれば、これらの法条を根拠に契

よく読んで自分の条件に合わない部分は修正を

約の効力に影響を及ぼすことになります。

申し入れて契約すべきです。条項の意味が分か

か し

＊３

らないときは、事前に弁護士など専門家の法律

その他の重要事項説明書

相談を受けるとよいでしょう。

（1）マンション管理適正化法の

建築請負契約の場合は、どのような構造や間

重要事項説明書

取りの建物でどれくらいのグレード、金額で建

マンションの管理の適正化の推進に関する法

てるかは重要な契約の内容となります。その内

律（マンション管理適正化法）
72 条は、マンショ

容を特定するのが設計図書 ＊４ と見積書です。

ン管理業者が管理組合と管理受託契約を締結し

設計図書は平面、立面、断面などの詳細図、構

ようとする場合、管理受託契約の内容およびそ

造図、設備図などがそろっていること、見積書

の履行に関する事項
（重要事項）
について書面を

は使用する材料や機器の種類、数量、単価、労

交付して説明しなければならないと定めていま

務費などがすべて記載された内訳明細書＊５ が

す。

提示されていることが重要で、これら書類を確

（2）建築士法の重要事項説明書

認し納得したうえで契約締結することが重要で

建築士法 24 条の７は、建築設計事務所が建

す。これらの書類は、素人が見ても分からない

築主と設計または監理契約を締結しようとする

ことが多いので、できれば第三者の建築士に

ときは、あらかじめ、契約の内容およびその履

チェックしてもらうのがよいです。建設業法

行に関する重要事項について、書面を交付して

20 条はこの内訳明細書の明示について規定し

説明しなければならないと定めています。

ていますが、残念ながら努力義務となっていま
す。しかし、消費者としてはこれを必須の条件

契約書、設計図書、見積書

として契約すべきでしょう。
建築紛争の多くは、

法律上、原則として契約締結に当たって契約
書の作成は必須要件
（契約の成立要件）
ではあり

設計図書や見積書が不完全なまま契約を急ぐこ
とによって発生しています。

ません。しかし不動産取引の場合はほとんど例
＊２ 2020 年４月１日以降の契約は、改正民法が適用となり、錯誤の効果は「取消し」となる（改正民法 95 条）。
＊３ 2020 年４月１日以降の契約については、改正民法 541 条、542 条に基づく契約解除となる。
＊４ 設計図書とは、設計図面と仕様書を合わせたものをいう。
＊５ これに対して、例えば「基礎工事

一式

100 万円」などと書かれた見積書を一式見積書という。一式見積書による契約は避けるべきである。
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相談情報ピックアップ
第

9

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

通信販売での

「定期購入」
に関するトラブルにご注意！
相談事例
動画投稿サイトで
「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し 500 円」という広告を見て注文し
た。最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約 6,500 円の請求書が同梱されていた。驚いて
事業者に問い合わせると、「５回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。500 円のお試しのみの購
入で、定期購入が条件とは思わず注文した。注文時の最終確認画面にも高額な金額の記載はなく、
定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。納得できない。


（30 歳代、男性）

問題点とアドバイス

「 解約・返品
（2）
「解約・返品できるかどうか」


販売サイト等で「１回目 90％ OFF」
「 初回実

できる場合の条件」など解約条件をしっか

質０円（送料のみ）
」など通常価格より低価格で

り確認しましょう

購入できることを広告する一方で、定期購入が

インターネット通販をはじめ通信販売には、

条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通

クーリング・オフ制度がなく、広告に表示され

信販売に関する相談が全国の消費生活センター

た
「解約・返品できるかどうか」
「解約・返品で

等に多く寄せられています。トラブルにあわな

きる場合の条件」等の返品特約に従うことにな

いために、次の点に注意しましょう。

ります。表示がない場合は、商品が届いた日を

「定期購入が条件となっていないか」

「 支払
（1）

含めて８日間以内であれば、消費者の送料負担

うこととなる総額はいくらか」など契約内

で返品が可能です
（特定商取引法 15 条の３）
。

容をしっかり確認しましょう

事業者がいつでも解約可能としている場合でも

商品を注文する際には、事業者の販売サイト

「次回商品発送の○日前までの申し出が必要」な

や申し込みの最終確認画面で、商品の価格や効

ど、解約に当たって条件が定められていること

果ばかりではなく
「定期購入が条件となってい

が多く、注意が必要です。

ないか」
「定期購入が条件となっている場合、継

（3）事業者に連絡した記録を残しましょう

続期間・回数が定められているか」
「支払うこと

消費者が事業者に電話をしてもつながらず、

となる総額はいくらか」などの契約内容をしっ

問い合わせや解約の申し出ができないケースが

かり確認しましょう。販売サイトや申込みの最

多くみられます。事業者によっては、電話がつ

終確認画面を印刷したり、スクリーンショット

ながりやすい曜日や時間帯をホームページ上で

を撮るなど、契約内容の記録もしておきましょ

案内している場合もあるので、確認しましょう。

う。

また、事業者に連絡した証拠として、電話、メー
ル、ファクス等の記録を残しておきましょう。

参考：国民生活センター「相談激増！「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に !? －解約したくても「解約できない」、
「高額で支払えない」…－」
（2019 年 12 月 19 日公表）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191219_1.html
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第

暮らしの

法律

94 回

借金のかたが元本より
値打ちがある場合は？

Q&A

相談者の気持ち
つぼ

友人から借金100万を申し込まれて、借金のかたとして壺を渡され了承し
ました。返済期限を過ぎても返してくれるようすがないため、壺を鑑定に
出したところ150万円の値が付きました。その話を聞きつけた友人が、100
万円返すから壺を返してくれと言ってきました。返さないといけませんか？
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。

楽しい質問ですね。

つは、その壺を適切に評価して自分の所有物と

普通はこの逆ですから。つまり、

するものの、その
「適切な評価額」
（本件では

「自分もそれなりの値打ちがある

150 万円ですね）と貸金 100 万円の差額 50 万

ものだ」と思っていたのに、調べ

円を友人に返却する方法です。いずれの場合で

てみたら１万円もしなかった、と

も、借主に貸金の返済を請求し一定の期限まで

いう例のほうが多いですからね。

に返済されなかった場合は、前記のいずれかの

それはそれとして、
質問に対する回答ですが、
結論としては、100 万円を返してもらうのと引

方法を取ることを予告すべきでしょう。そうで
なければ後日の紛争は避けられないでしょう。

き換えに壺は返さないといけません。

いずれの方法を取ることになったとしても、

なお、ここでは、いわゆる返済期限までの利

本来の貸金は回収してもよいのです。さらに約

息の約束はなかったものとします。もし、約束

定がなくても遅延損害金を払ってもらえる権利

していればそれを付加した金額の支払いと引き

があります。しかしながらそれ以上の利得を貸

換えです。

主が得ることはできません。

借金のかたとして壺を渡された、ということ

利息が約定に定められていれば貸金に利息も

の意味を考えてみましょう。その際に何か特別

含めた金額まで払ってもらえます。貸金および

の約束（契約）をしていれば、おおむね、その約

利息と遅延損害金までは貸主が得てよい権利と

束に双方が従って処理することになるでしょう。

して法律
（民法）
に認められていますが、これを

ただ、友人間で 100 万円の貸借という程度

超えた部分は貸主が得てよいという法的根拠は

ですと、特に特別の約束
（契約）
はしない場合が

ありません。

多いと思います。その場合のことを考えます。

なお、遅延損害金については約定がない場合

担保というのは借金のかたですから、貸金を

には民法で法定利率が定められており、それが

返してもらうためのものです。 そこで、貸金

上限となります。

が返されなかった場合、一般には２つの方法が

したがって、この超過部分は、借主から返還

あり得ます。１つは、その壺を第三者に売却し

を請求できることになります。法的には、不当

てその代金から借金を回収し、余りがあればそ

利得返還請求といいます。

の余りは友人に返す、という方法です。もう１
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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

建築基準法に適合しない免震システムを採用した建物
建築請負契約の締結が請負人の詐欺によるものとして、
注文者による詐欺取消し、また損害賠償請求が認めら
れた事例
法令に適合しない免震システムを用いた建物建築請負契約を、建築業者の従業員が問
題なく同システムを使用できるなどと消費者に説明して締結させたことが、建築業者の
詐欺と認められ、消費者による詐欺を理由とした取消し、また、不法行為を理由とした
既払報酬代金約 2000 万円および弁護士費用 200 万円の損害賠償請求が認められている。
建築業者による残額の請負代金の支払い、追加工事費用を求める反訴請求は、消費者に
よる詐欺取消しが認められ請求棄却となっている。建築請負契
約において虚偽の説明を受けたり、説明が不足していたために
起きた契約トラブルの救済の参考になる事例である。
( 水戸地方裁判所土浦支部平成 30 年 4 月 18 日判決、未搭載 )

原 告：X（消費者）
被 告：Y（建築業者）
関係者：A（Y の従業員）
B（X の代理人）

の申請書の備考欄には、
「本物件ではエア断震

事案の概要

システムは使用しません」
との記載があった。

X は妻との共有の本件土地上に自宅を建築し

同年６月、報酬を約 2600 万円とする本件請

ようと計画し、2012 年７月、知人から紹介を

負契約を締結した。本件免震システム設置に要

受けた Y の従業員 A との間で交渉を開始した。

する費用は約 330 万円であった。

A は X にエア断震構造による本件免震システム

同年12月上旬、Xはインターネットで知り合っ

を用いた建物の建築を勧誘した。しかし、本件

たＣより本件免震システムは建築基準法に違反

免震システムは、建物と地盤とが結合していな

しているとの指摘を受けた。そのため、X が国

いため、建築基準法施行令 38 条３項の基準に適

土交通省に問い合わせたところ、職員から本件

合せず国土交通大臣の認定が必要になるが、未

建物は建築基準法違反になるとの説明を受けた。

だその認定を取得していないにもかかわらず、

X は A に、同年 12 月半ば頃に、本件免震シス

本件建物が違法な建築物になることを告知しな

テム全体を撤去するように求めたが、Y はエア

かった。Xは Yしか取り扱っていない本件免震シ

タンク部分のみを撤去して同システムの設置費

ステムに関心を示し、Y に建物建築を請け負わ

用相当を返金するとの解決案を提示した。本件

せることにし、2013 年１月下旬、Y に本件建物

建物はおおむね完成しており、2014 年１月付

建築を申し込み、30 万円を支払った。その際、

で検査済証が公布されている。X はこれに納得

A は同年４月までに本件免震システムにつき大

せず、居住県の建設工事紛争審査会に調停を申

臣認定を取得する見込みであると述べた。

請したが、第１回期日で打ち切られ、本件訴訟

X および妻の代理人の B は、Y を工事施行者
とする本件建物の建築確認申請を行ったが、そ

に至った。X は詐欺理由とした損害賠償請求お
よび土地持分権に基づく建物収去請求をした。
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暮らしの判例
Y から反訴として、未払報酬および追加変更契

害を被ったものと認められる。慰謝料請求につ

約ないし商法 512 条により追加分の報酬、さら

いては、財産的損害の回復により賄われ、また、

には、工事完成後 X が引渡しを受けることを拒

建物の収去、土地明け渡し請求も認められるの

否したため、Y は建物の保守管理費等を負担し

で、
それらに加えて慰謝料を認める必要はない。

たと主張して合計約870万円の支払いを求めた。

そして、Y の不法行為と相当因果関係のある弁

裁判所は、X の本訴を認容し、Y の反訴を棄
却した。Y から控訴がなされたもののその後和

しゅうきょ

護士費用は、200 万円を相当とする。

（3）Y の土地明け渡し義務
X の取消しの意思表示により本件請負契約は

解が成立している。なお、Y の本件免震システ

そ きゅう

ムは 2019 年４月３日に国土交通大臣認定を取

遡 及 的に効力を失い、報酬の一部弁済の効力

得している（Y のウェブサイトによる）
。判決の

も失われるので、本件建物の建築材料につき X

理由は以下のとおりである。

が費用を負担した部分はないことになる。
また、

理

X は本件建物の引渡しを受けることを拒んでお

由

り、
現在まで引渡しは未了である。そうすると、

ぎ もう

（1）欺罔行為の有無

本件建物の所有権は Y に帰属するものと解され
せいけんげん

本件免震システムは大臣認定を要するが、Xが

る。Y は土地につき利用権限
（正権原）を有して

認定手続きに必要な申込証拠金を支払った2013

いない。したがって、X に対して、本件建物を

年１月から５年以上が経過した判決時点
（以下、

収去して本件土地を明け渡す義務を負う。

現在）までその取得がない。そのため、本件建

（4）反訴請求について
未払い請負報酬支払義務は、契約の取消しに

物は、工事がおおむね完成した同年 12 月頃は
もとより現在においても、
違法な建築物になる。

より消滅している。また、本件建物は Y に帰属

建築関係の専門の知識のない X は、同システム

することから、保守管理費用請求、水道加入金

を問題なく使用できると誤信して契約を締結し

等の不当利得返還請求は、
いずれも失当である。

たものと認められる。

Y は本件建物の収去義務を負うため、追加工事

工事完成後に本件免震システム全体を撤去す

が設置された部分を引き渡すことができず履行

るには大掛かりな工事が必要になり、撤去後も

不能になる以上、同工事の合意の有無にかかわ

建物本体が地盤と結合しておらず、建物自体が

らず、Y の X に対する同工事の報酬支払い請求

不安定なものになることを考慮すると、A は本

を認めることはできない。

件免震システムを使用することはできないこと

解

などを告知する義務があった。ところが、A は X
に、これを告知しないばかりか、本件免震システ

説

（1）本件免震システムについて
建築基準法 38 条
（特殊の構造方法又は建築材

ムを問題なく使用できるかのような説明を行い、
同システムの大臣認定を 2013 年１月下旬には

料）
は、
「この章の規定及びこれに基づく命令の規

取得する見込みであるなどと述べた。また、Y

定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築

は、本件免震システムを使用しないと記載して

材料を用いる建築物については、国土交通大臣

確認済証を得たことを意図的に隠していた。以

がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に

上より、Y には詐欺による不法行為が成立する。

適合すると同等以上の効力があると認める場合

（2）X の損害

においては、適用しない」
と規定している。そし

X は Y の欺罔行為により、本件免震システム

て、建築基準法施行令は
「構造部材等」
の規定で

を使用できると誤まって信じ、申込金、請負契

「基礎」
につき
「建築物の基礎の構造は、建築物の

約の報酬の一部として、合計約 2000 万円の損

構造、形態及び地盤の状況を考慮して国土交通
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暮らしの判例
大臣が定めた構造方法を用いるものとしなけれ

本件のように詐欺取消しの意思表示後に大臣認

ばならない」と規定する
（38 条３項）
。この要件

定がされた場合にも、取消しから合理的期間内な

を満たさない場合には、同４項の規定に基づく

らば建物を収去したなどの事情がない限りは、

構造計算によって構造耐力上安全であることが

取消しの意思表示の失効を認める余地はある。

確かめられること
（大臣認定）
が必要である。

（3）改正民法ではどうなるか

本件免震システムは、Y より大臣認定の申請

本件では、建物が契約どおりに建築されず法

があったものの、本件契約当時に大臣認定はさ

令に適合していないというのではなく、契約ど

れていなかった。そのため、国土交通省住宅建

おりに建築されたがその契約内容が法令に適合

築局指導課は、本件免震システムに関して、各

しない内容の建物であったという事例である。

都道府県建築主務課長宛てに、2012 年 11 月

大臣認定がされない限り、法律上適法な建物の

15 日付で「断震システムを用いた建築物の取り

建築は履行不能である。この場合に、建築前であ

扱いについて」と題して、既に断震システムを

れば、適法な土台と接合した建物に設計変更し

採用している建築物について、大臣認定が取得

て建築することを請求できるのか、完成後には

されるまでの間、同システムに係る機器等を稼

注文者は担保責任に基づいてどのような権利が

働しないことを求めていた。

認められるのか、このような点について、2020

かか

（2）詐欺該当性

年４月施行の改正民法ではどうなるのか考えて

以上のように、本件免震システムは大臣認定
を契約当時取得していなかったため、完成して

みよう。
（a）改正民法の請負の担保責任

も本件免震システムを稼働させることはできな

改正民法は、請負契約についての特則のみを

かった。Y の従業員 A はこの事実を告知する義

残し
（改正民法 636 条、637 条）
、売買契約の

務があったのにこれを故意に怠ったものと評価

担保責任の規定を準用するにとどめている（民

されている。X は、本件免震システムが使用で

法 559 条）
。そのため担保責任の基準時は、引

きないことを認識していれば、約 300 万円もの

渡しが考えられる場合には、
引渡し時となり（民

費用をかけて同システムを採用して、本件請負

法 562 条１項）
、また、注文者に認められる権

契約を締結しなかったと考えられるからである。

利は、追完請求権
（改正民法 562 条準用）、代

それが従業員 A の故意によるものであるため、

金減額請求権
（改正民法 563 条準用）
、および、

Y の詐欺とされたのである。そのためか、あえ

契約解除ならびに損害賠償請求
（改正民法 564

（民法570条）
の主張はされていない。
て瑕疵担保

条準用）となる。本事例では引渡しを受けるこ

危険性があるわけではなく、大臣認定を受け

とを注文者 X が拒絶をしており引渡しを受けて

ない限り稼働させられないというだけであり、

いないので、改正民法 562 条の
「引き渡された

結果として大臣認定を受けられるようなシステ

目的物」という要件を満たさないことになる。

ムであったわけである。Y 側は認定を受けられ

そのため、X 側は追完請求ではなく詐欺取消し

る見込みまた自信があったのであろうが、だと

をあえて問題にせざるを得なくなる。しかし、

しても、未だ認定を受けていない
（判決時）
以上

本件では適法な建物の建築は法律上履行不能な

は、契約を控えるべきであり、この事実を秘し

ので、改正民法 542 条１項１号による契約解

て消費者に契約を締結させると詐欺となり、不

除は考えられる。ところで、契約が原始的不能

法行為責任さえ負わされるということが、事業

で無効ではないかという疑問があるが、改正法

者側には大きな教訓となったものといえる。

では、不能な契約でも契約は成立し債務不履行

か し

ちなみに、完成前に大臣認定を受ければ適法に
なり詐欺は治癒されるものと考えられる。
また、

による損害賠償の請求は可能である
（改正民法
412 条の２第２項）
。
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もし建物の引渡しを受けていれば担保責任が

契約の内容どおりであることから債務不履行

成立するが、本件では契約の設計どおりに作ら

と構成される担保責任を認めることは躊躇せざ

れているので追完のしようがなく、追完請求は

るを得ず、そのように契約を締結させた点を問

考えられない。ただ別の物の作り直しは動産の

題にしたものと思われる。そして、不法行為責

製作の請負では請求できるので、建物でも作り

任によることには、弁護士費用の賠償請求がで

直すことすなわち建て替えることを請求できる

きること、また、当然に遅延損害賠償金が発生

と考える余地はある。しかし、それは契約内容

する点で意義がある。この点は、改正法でも変

とは異なる建物の建築を求めることになり、契

わっていない。

ちゅうちょ

本判決は、これに詐欺取消しを合わせ技で用

約内容の変更となるので、解釈論としては難し

いて、契約の効力を消して、残代金の支払い義

いといわざるを得ない。
ところで、改正民法 562 条１項ただし書き

務を消滅させた。あわせて既払いの代金の原状

の準用により、請負人は、注文者に不当な負担

回復請求
（第 1 項）もできるはずであるが、前述

を課するものでないときは、注文者の請求した

のような利点があるため代金を支払ったことを

追完とは異なる方法による追完をすることがで

損害として賠償請求という構成をしたのであ

きるが、本件ではエアタンク部分を取り外すだ

る。ただし、契約が取り消されたため、損害が

けではいずれにせよ土台に接合していないこと

なくなったということも考えられるが、代金が

に変わりがないため、この内容で請負人が追完

実際に戻ってくるまでは損害の消滅は認めない

することは認められない。

のが判例の立場といえる。

（b）不 法行為責任による救済を組み合わせた
点について

その他、錯誤取消し
（改正民法 95 条）また担
保責任による解除（民法 559 条、改正民法 564

欠陥住宅の売買契約については参考判例②～

条）によったうえで、詐欺や説明義務違反によ

④があり、欠陥住宅をつくることは不法行為で

る不法行為を問題として、関連する損害を賠償

あると認められている。それは人の生命、身体

請求することが
（民法709条、
民法715条１項）、

また財産を侵害する危険な物だからであり、危

請負人に悪意がある事例では有効なものと思わ

険な欠陥製品を製造し流通させるのと同様に、

れる。契約解消型の救済と損害賠償型との救済

それだけで不法行為になる。

をうまく組み合わせて消費者保護を図る見本の

通常、事故が発生し損害が発生しなければ、

ような、見方を変えるとかなり便宜的な構成と

損害賠償責任は成立しない。ところが、欠陥を

いえる解決が本判決では採用されており、同種

除去する費用も、欠陥により事故を予防した費

の事案の参考になるものと思われる。

用として、事故が発生し生命・身体・財産が侵
害されていなくても、不法行為を理由に損害賠
償請求が認容されている。
本件事例は、法令には違反するが危険な建物
ではない。結果的にはその後に大臣認定を受け
るものであった。このような建物をつくること
を不法行為と構成することは難しい。
そのため、
本判決は不法行為を理由とする損害賠償請求を
認めたが、それは、違法な建物の建築について
ではなく、詐欺により契約を締結させたという
不法行為を問題にしたものである。
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参考判例
①最高裁平成 14 年 9 月 24 日判決（『判例時報』
1801 号 77 ページ、請負契約・建替費用の賠
償肯定 )
②最高裁平成 19 年 7 月 6 日判決（『民集』61 巻５
号 1769 ページ、売買契約・契約関係にない
請負人 )
③最高裁平成 22 年 6 月 17 日判決（『民集』64 巻
4 号 1197 ページ、売買契約 )
④最高裁平成 23 年 7 月 21 日判決（『集民』237
号 293 ページ、参考判例②の差戻上告審 )
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景品表示法を知る・学ぶ
第

2

回

表示規制
（1）
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）。

第１ 景
 品表示法の適用対象と
なる
「表示」
概論

を独立して論じていることを踏まえ、何が表示
に当たるのか少し整理します。①～③それぞれ
について、具体的に見ていきましょう。

１ 定義
景品表示法上の「表示」は、事業者が ①顧客

２ ①顧客を誘引するための手段として行
うものか

を誘引するための手段として ②自己の
「供給」
する ③商品又は役務の取引に関する事項につ

景品表示法の
「顧客」は、基本的に
「一般消費

いて行う ④広告その他の表示であり、
「不当景

者」と同じ意味と解されます。顧客を誘引する

品類及び不当表示防止法第２条の規定により景

ための手段として行うものか否かは、事業者の

品類及び表示を指定する件（昭和 37 年公正取

主観的意図によらず、客観的に、一般消費者に

引委員会告示第３号）」
（ 以下、定義告示） に

対する顧客誘引の効果を有するか否かで判断さ

列挙されたものを指します
（景品表示法２条４

れます。この点に関し、
「景品類」
の要件として、

項）。

同じ
「顧客を誘引するための手段として」
という

＊１

上記④について、定義告示では、容器包装、

文言が使われており、
「景品類等の指定の告示

チラシ、パンフレット、
ポスター、
新聞広告、
ウェ

の運用基準について
（昭和 52 年４月１日事務局

ブサイトに加え口頭での表示など広く列挙され

長通達第７号）」
（ 以下、定義告示運用基準）＊４

ており（定義告示２）
、事業者が顧客を誘引する

１
（1）では前述のように考え方が整理されてい

際に利用するものは、通常、④を満たします。

ます。景品表示法の同一文言について別の意味

そのため、「表示」
該当性は、前記①から③の要

にとらえる必要性はここではないため、同様に

件を満たすかにより決まります。

整理できると考えられます
（緑本 41ページでも

実は、当該①から③は、不当表示に関する景

同様に解されています）
。商品・役務について

品表示法５条柱書および同条一号から三号に含

示された表示は、通常、
「顧客を誘引するため

まれているといえますので、具体的に不当表示

の手段として」
行われたものであるといえます。

に該当するかを検討する際に併せて検討すれば

なお、今まで取引関係のない一般消費者に新

足り、「表示」かどうかを抽象的に論じる意義は

たに取り引きするよう誘引する場合だけでな

＊２

乏しいです

。とはいえ、景品表示法に
「表示」

の定義規定が存在することや、緑本

＊３

が
「表示」

く、既に取引関係がある一般消費者に対し、取
引の増大・継続や再度の取引を誘引する場合も、

＊１	https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_20.pdf
「景品表示法の構造と要点」
＊２	白石忠志
NBL1055 号 73 ページにて既に指摘されている。
『景品表示法第５版』
＊３	大元慎二編著
（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。
＊４	https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_6.pdf
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顧客を誘引するものであるといえます
（定義告

第２ 商
 品・役務を明示しない
表示は
「表示」
に当たるか？

示運用基準１（2）
）
。

３ ②自己の
「供給」
する商品・役務に関す
るものか

１ 薬機法の規制／広告３要件

自己の「供給」
する商品・役務に関するものか

薬機法は、人や動物の
「疾病の診断、治療又

否かは、表示をした事業者が景品表示法の適用

は予防に使用されることが目的とされている

を受け得る者かという問題であり、次回
（
「表示

物」
や
「身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと

規制の適用を受ける者は誰か」
）
にて整理します。

が目的とされている物」は
「医薬品」であると定
義しています
（薬機法２条１項）
。そのため、単

４ ③商品・役務の取引に関する事項につ
いて行うものか

なる食品であっても、病気が治るなどの医薬品
的な効能効果を標ぼうする場合、
「治療又は予

対象商品・役務の名前、内容や取引条件を記

防に使用されることが目的とされている物」す

載した広告表示は、通常、商品・役務の取引に

なわち
「医薬品」
の広告をすることとなり、薬機

関する事項について行うものです。

法 68 条に違反する可能性があります。同条違

なお、商品・役務を明示しない表示であって
も、一般消費者を特定の商品・役務の取引に誘

反の場合、２年以下の懲役刑に処せられること
があります＊５。
薬機法上、
「広告」
の定義規定はありませんが、

引し得る説明を行うものは、商品・役務の取引
に関する事項について行う表示であると判断さ

行政庁にて、
（a）顧客を誘引する意図が明確で

れるでしょう。緑本では直接言及する箇所が見

あること
（誘引性）
、
（b）医薬品等の商品名が明

当たりませんが、後述する健康食品の広告・表

らかにされていること（特定性）
、
（c）一般人が

示に関するガイドラインでこうしたものも表示

認知できる状態であること
（認知性）
の３つの要

であると明示されています。

件を満たすものをいうと整理されています＊６。

実際の消費生活相談の場では、行政の公式文

このように、
（b）
「 医薬品等の商品名が明ら

書に記載があるか否かにより対応が異なること

かにされていること」が
「広告」該当性要件とさ

があると思われ、明示されていることには重要

れていることを考慮し、特に健康食品業界にお

な意義があると考えます。

いて、原材料や成分の説明と商品の広告は別媒

商品・役務を明示しない表示は、
「医薬品、

体で行われてきたようです。

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律」
（以下、薬機法）の規制を踏まえ

２ クロレラチラシ配布差止等請求事件の
京都地裁判決

つつ、例えば含有成分の効能説明と商品の広告
を切り離すなど健康食品業界にて行われる手法

（1）事案の概要
サン・クロレラ販売株式会社
（以下、サン社）

があります。消費者行政や消費生活相談とかか
わるところが大きいので、健康食品に関する広

は、
「サン・クロレラＡ粒」
等の健康食品を製造

告に焦点を当てて、関連する薬機法の規制も整

して一般消費者に対し販売していました。
また、

理しつつ解説します。

法人格を有しない団体である
「日本クロレラ療

＊５	医薬品の販売許可なしに販売することは薬機法 24 条により禁止されており、医薬品を販売する許可を受けた者（薬局やドラッグストア等）でな
い者が未承認の医薬品を販売する場合は、まずは 24 条違反が問題になり（違反時は３年以下の懲役）、実務上も 24 条違反の摘発例があるようで
ある
（木川和広
「薬機法の『広告』と景品表示法の『表示』」REPORT JARO 503 号１ページ）。
（平成 10 年９月 29 日医薬監第 148 号）
＊６	厚生省医薬安全局監視指導課長通知「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」
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法研究会」は、一般消費者に対し、サン社の販

が、景品表示法の不当表示規制は、不当な表示

売する商品名を記載せずに、クロレラやウゴギ

による顧客の誘引を防止することを目的とする

という一般的な原材料に
「病気と闘う免疫力を

ものであり
（１条）
、
「著しく優良であると示す」

整える」
「神経衰弱・自律神経失調症改善作用」

表示に当たるか否かは、
「業界の慣行や表示を

等の効用があることを記載した新聞折込チラシ

行う事業者の認識により判断するのではなく、

を配布していました。前述の、薬機法における広

表示の受け手である一般消費者に
「著しく優良」

告３要件が意識されているようにうかがえます。

と認識されるか否か
（誤認されるか否か）
という

当該チラシ配布につき、適格消費者団体であ

観点から」判断されます＊８。そのため、商品・

る京都消費者契約ネットワークが、サン社を被

役務を明示するか否かは景品表示法の
「表示」か

告として、景品表示法 30 条および消費者契約

否かを直接基礎づけるものではなく、前記判決

法12条に基づき差止請求訴訟を提起しました。

は、従来の景品表示法の考え方に即したもので

当該訴訟において、原材料の記載はあるものの

あるといえます。
同判決では、
「商品名を表示しない広告であっ

商品名の記載がない広告が、景品表示法 30 条の
「表示」
に該当するかが争点の１つとなりました。

ても、多数の消費者が当該広告で行われた不当

（2）京都地裁判決

な説明に誘導されて特定の商品購入に至るとい
は、おお

う仕組みがある場合には、当該広告をも景表法

むね次の点を理由に、当該チラシは、景品表示

の規制対象としなければ、景表法の規制目的を

法の「表示」に該当すると判断しました。

達成することが非常に困難となる」
と示しつつ、

第一審判決である京都地裁判決

＊７

①営利法人による新聞折込チラシの配布は
通常その商品の販売促進を目的とすること
②クロレラ研究会のチラシが、クロレラの
中にさまざまな品質のものがあるなかで同
研究会推奨品の服用により慢性的疾患の症
状が改善した旨を記載し、同研究会が推奨
する商品の購入を誘引したうえで、同研究
会が購入を推奨するのはサン・クロレラ販
売㈱の商品だけであること

研究会チラシに記載されたさまざまな効用に関
心を抱いた顧客は
「必然的に被告商品の購入を
勧誘されるという仕組みが取られている」点を
挙げ、表示該当性が補強されています。
考え方の一例として、他の事案での
「表示」該
当性を検討する際に参考になるでしょう。
また、
ひるがえ

翻って、含有成分の記載と商品の広告を分ける
場合であっても、個別事情によっては薬機法の
「広告」
に該当すると整理できる場合があり得ま
すし、改めて、薬機法の観点からも具体的な検

この判決は、それに加え、サン社はチラシの

証が求められます。

配布主体であり、表示内容は優良誤認表示であ

なお、控訴審判決である大阪高裁判決は、サ

るとの判断を示し、適格消費者団体の請求を認

ン・クロレラ販売側が前記のような広告手法を

容しました。配布主体および優良誤認表示該当

改めたことから、差止めの必要性を欠くと判断

性については、次回解説したいと思います。

して請求を棄却しました。請求棄却の判断では

景品表示法の
「表示」
について、薬機法の広告

ありますが、
「表示」
該当性について特に判断は

３要件のような考え方は示されていません。ま

示されていないので、京都地裁の考え方が否定

た、不当表示に関する解説の先取りになります

されているわけでもないのです。

＊７	2015 年１月 21 日判例時報 2267 号 83 ページ
＊８	健康食品ガイドライン 13 ページ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
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３ 健康食品の広告・表示に関する

ウェブサイト
（成分
「ブロリコ」について説明し

ガイドライン

たサイト）
にて、
「免疫を高めるブロリコ」
「もっ

2016 年４月に、消費者庁は、健康食品の広

と知りたい！ 今話題のブロリコと自然免疫活

告・表示に関するガイドラインの全部改定版を

性成分って？」
などと表示していました
（表示行

公表しました （タイトルも、「いわゆる健康

為主体も問題になり得ますが、クロレラチラシ

食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留

事件と同様にイマジン社が表示行為主体である

意事項について」
から
「健康食品に関する景品表

と判断されたと考えられます）
。また、当該サ

示法及び健康増進法上の留意事項について」に

イト表示を通じて
「ブロリコ」
と称する成分に係

変更されました）
。当該改定に伴い、10 ページ

る資料を請求した一般消費者に対して、②
「免

目に次の内容が明記されています。

疫力を高めるブロリコとの出会い」と題する冊

＊９

商品名を広告等において表示しない場合
であっても、広告等における説明などに
よって特定の商品に誘引するような事情が
認められるときは、景品表示法及び健康増
進法上の「表示」
に該当する。例えば、特定
の食品や成分の健康保持増進効果等に関す
る書籍や冊子、ウェブサイト等の形態を
とっている場合であっても、その説明の付
近にその食品の販売業者の連絡先やウェブ
サイトへのリンクを一般消費者が容易に認
知できる形で記載しているようなときは、
景品表示法及び健康増進法上の
「表示」
に当
たる。

かか

子
（成分
「ブロリコ」
について説明した冊子）、③
「病気を予防したいあなたへ」
等と題するチラシ
（成分
「ブロリコ」
について説明したチラシ）を送
付していましたが、その際、併せて、商品「ブ
ロリコ」
の注文はがき付きチラシおよび商品「ブ
ロリコ」
の無料サンプルを送付していました。
上記①から③の表示は、いずれも直接的には
成分
「ブロリコ」
の内容について記載されたもの
ですが、消費者庁は、それらは商品
「ブロリコ」
の表示である旨判断しています。クロレラ事件
と事案が類似する点があるようであり、同様の
考えが採用されたものと考えられます。
消費者庁は、上記表示について、
「あたかも、
本件商品を摂取するだけで、免疫力が高まり、
疾病の治療又は予防の効果が得られるかのよう

４ 「ブロリコ」措置命令

に示す表示をしていた」
と認定しています。

消費者庁は、近時、措置命令において、クロ

景品表示法上、表示内容
（
「あたかも…のよう

レラチラシ事件と同様の考え方を採用したと考

に示す表示」
と認定されたもの）
に適合する合理

えられますので、概要を紹介します
（イマジン・

的根拠資料を提出できれば優良誤認表示と判断

グローバル・ケア株式会社
（以下、イマジン社）

されませんが、イマジン社は資料を提出したも

に対する 2019 年 11 月１日付措置命令

＊ 10

）
。

対象商品は、
「ブロリコ」
と称する成分を含有
するとされる商品であり、
商品名も成分名も
「ブ

のの、当該資料は当該表示の裏づけとなる合理
的な根拠を示すものとは認められないと判断さ
。
れています
（措置命令＊ 11 ２ページ）

ロリコ」です。
イマジン社は、①
「ブロリコ研究所」
と称する
＊９ https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf
＊10 https://www.caa.go.jp/notice/entry/017233/
＊11 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191101_01.pdf
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