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特集

高齢社会に問われる
マンション管理

空家等対策の推進に対する特別措置法（以下、
空家法）に基づき、2020年１月、滋賀県野洲市
が廃虚化したマンションの強制解体に踏み切る
など、老朽マンションをめぐる問題が急速にク
ローズアップされています。筆者が『限界マン
ション』を著したのは2015年のことで、建物の
老朽化と区分所有者の高齢化という２つの「老
い」により、今後、管理不全になるマンションが
急増することに警鐘を鳴らしました。しかし、事
態はさらに悪化し、「限界マンション」を超えた「廃
虚マンション」が出現する事態になっています。
今後の築40年超のマンションの推移をみる
と、2018年の約81万戸から、2038年には
約367万戸と4.5倍に急増します（図１）。な
かでも1981年５月以前に旧耐震基準で、建築
確認申請されたマンションは現在の耐震基準を
満たしていないという問題もあります。
マンションは適時に大規模修繕を行うことで
長持ちさせることが基本ですが、区分所有者に
よる合意（５分の４）ができれば建替えを行う道
もあります＊１。しかし、積立金不足で修繕が

増える空室と所有者不明住戸 できず、また、建て替えようにも費用の工面と
合意という高いハードルがあるため、廃虚化が
現実のものとなっています。
これまで建て替えできたマンションの多く

は、敷地や高さ（容積率）に余裕があり、従前よ
りも余計に住戸を造って売却することで、建替
え費用の多くと協力業者の利益を賄うことがで
きたケースでした。そうした好条件に恵まれた
マンションはごく限られ、今後も建替えが困難
であることには変わりがありません。これから
はできるだけ長く使った後は、廃虚化に至る前
に、マンションの解散（区分所有権の解消）に踏

1989年筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了。富士通総研等の
研究員を歴任。専門は住宅・土地政策、日本経済。主な著書に『捨て
られる土地と家』（ウェッジ、2018年）など。
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＊１	 建物の区分所有等に関する法律62条
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特集 高齢社会に問われるマンション管理

み切る必要性が高まっていると
いえます。
ここで、マンションの置かれ
た現状を、５年に１回調査が行
われる国土交通省「マンション
総合調査」＊２の2018年分の結
果から確認しておきましょう。
世帯主の年齢は、５年前の2013
年調査と比較すると、30歳代
以下が7.8％から7.1％へと減
少する一方、70歳代以上が
18.9％から22.2％へと増加し
ており、区分所有者の高齢化が
進んでいることが分かります。
管理組合の機能低下をもたら

す可能性が高い空室化の進展は、
2013年調査と比較すると、完
成年次が古いマンションで顕著
になっています（図２）。賃貸化
の進展も、区分所有者自らが住
まないため、管理意識を弱める
と考えられますが、やはり、完成
年次が古いマンションほど、賃
貸戸数割合が高くなっています。
現在、所有者不明土地の増加
が社会問題化していますが、マ
ンションについても将来、増え
ていく可能性があります。今回
調査で、所在不明・連絡先不通
の住戸の割合が新規項目として
追加され、そうした住戸のある
マンションの割合は全体の
3.9％でした。うち総戸数に対
するそうした住戸の割合が20％超のマンショ
ンは全体の2.2％でした（図３）。古いマンショ
ンほど不明率が高く、既に一部マンションでは、
不明問題が深刻化しています。所在不明・連絡
先不通の住戸増加がもたらす問題としては、管
理不全を招くほか、多数決による議決が難しく

なることなどが挙げられます。
一方で、管理費・修繕積立金の滞納状況は、

古いマンションで改善が見られるなど良い点も
あります（図４）。
また、マンションの劣化を食い止めるために

は、維持修繕の原資となる積立金を十分に確保

0

2

4

6

8

10

12
（％）

～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 00～04 00～04 10～14

平均空室住戸割合（2013）
平均空室住戸割合（2018）

（完成年次）

図２ 空室（３カ月以上）戸数の割合：完成年次別

0

5

10

15

20

25

～ 69 70～ 74 75～ 79 80～ 84 85～ 89 90～ 94 95～ 99 00～ 04 05～ 09 10～ 14

（％）

（完成年次）

所在不明・連絡先不通の住戸がある
マンションの割合（平均3.9％）
所在不明・連絡先不通の住戸が20％超の
マンションの割合（平均2.2％）

図３ 所在不明・連絡先不通の住戸があるマンションの割合：2018年度、完成年次別

（％）

（完成年次）
0

1

2

3

～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 00～04 05～09 10～14

平均滞納住戸割合（2013）
平均滞納住戸割合（2018）

図４ 管理費・修繕積立金の滞納住戸（3カ月以上）の割合：完成年次別

（出所）国土交通省「マンション総合調査」を基に筆者作成
（注）平均滞納住戸割合は、一定の仮定を置き、筆者試算

＊２	 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
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の持続性はなお脆
ぜい
弱
じゃく
と言わざるを得ません。

今後は少なくとも60年の長期修繕計画策定
を義務づけ、良い状態を保ったままマンション
を使い切ることを徹底させる必要があります。
使い切った後、建替えや売却が困難な場合には、
戸建てと同様、解体しなければ危険な状態にな
りかねない終末期の現実を見据え、解体資金の
積み立てを義務づける措置も必要になってくる
でしょう。いわば、マンションの看

み
取りに備え

た資金です｡
これまでマンションを自主解体した例として

は、越後湯沢のリゾートマンションの例（1975
年築、2018年解体、30戸）がありますが、た
またま積み上がっていた修繕積立金3500万円
を解体費用に充当できたためです。現行法制で
は、区分所有権解消は、被災マンションや耐震
不足以外では、全員一致が必要であり、このケー
スでは推進役のリーダーの尽力により議決が可
能になりました。今後は区分所有権解消のハー
ドルを、建替えと同様、５分の４に下げる必要
性があります。
これに対し、冒頭に述べた野洲市のマンショ

ン（1972年築、９戸）は議決できず、自主解体
できなかったため、代執行が必要になりました。
解体費用は請求しても、全額回収できるかどう
かは分かりません。空家法は、共同住宅や長屋
建ての場合、全室空室にならなければ適用でき
ず、このケースでは全室が空室だったため適用
できました。今後は居住者がいても危険な状態
に陥った場合、強制措置を発動できるマンショ
ン版の空家法が必要になるでしょう。
一方、老朽マンションが多く、危機感が高まっ

ている自治体は、独自の対策を急いでいます。
東京都は条例により、2020年４月から、1983
年以前に建設されたマンションに対し、管理状
況の届け出義務を課すこととしました。まずは
管理の徹底を図るというところからであり、対
応としてはもはや遅きに失した感もありますが、
今後、このような動きが全国に広がっていく可
能性があります。

しておく必要がありますが、計画期間25年以
上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を
設定しているマンションの割合は、2013年の
46.0％から2018年には53.6％に上昇し、こ
の点も改善しました。

しかし、今回の調査から追加された長期修繕
計画と修繕積立金の質を問う調査項目の結果を
見ると、その中身は良くありません。長期修繕
計画の見直しは「５年を目安に定期的に見直し
ている」割合が56.3％と半数を超えました。し
かし、「修繕工事実施直前に見直し」12.5％、「修
繕工事実施直後に見直し」10.1％と、泥縄的な
タイミングでの見直しにとどまっているケース
も少なくなく、見直しを行っていないマンショ
ンも5.7％ありました。
修繕積立金の積立方式は、「段階増額積立方
式」が43.4％、「均等積立方式」が41.4％と拮

きっ

抗
こう
しました。段階方式は販売時に低額のため不
動産会社が打ち出しやすい方式ですが、その後
の値上げでは合意を得る必要があり、将来負担
も大きくなります。これに対し、将来にわたり
同額を払い続ける均等積立方式は、値上げの度
に議決を取らずにすみ、当初から十分な額を確
保できます。近年、均等方式が増えているとは
いえ、まだ半数に満たない状況です。
計画上の修繕積立金の積立額と実際の積立額
の差については、不足しているマンションが
34.8％に達しました。そもそも計画上の積立
額が十分なものとは限りませんが、計画対比で
不足していれば、維持管理に支障を来すことに
なります。

マンションの老朽化問題が深刻化する一方
で、マンションの永住志向は前回調査（2013
年度）の52.4％から10ポイント以上上昇して、
62.8％となりました。永住志向が高まってい
るにもかかわらず、マンションの住まいとして

長期修繕計画と修繕積立金の質

永住志向と最後の看取り
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2018年末現在、全国に約655万戸のマン
ションがあり、約1500万人以上が居住してい
ます。筆者は、本誌の2016年８月から４回に
わたり「分譲マンションに住まう」を連載しまし
たが、以下では、マンションに関する立法や政
策について、先の連載を要約しつつ、さらに今
後の動向についても述べたいと思います。

（1）	マンションの購入
マンションを購入した者は、「区分所有者」と

して、①自己の住戸部分、②廊下、エレベ－ター
など住戸部分以外の共用部分、および③敷地に
ついての各権利を取得します。①を専有部分と
いい、その「区分所有権」を有する区分所有者が
原則として自由に使用・収益（賃貸）することが
できます。②の「共用部分」は、区分所有者全員
で共有し、共用し、管理します。③の敷地につ
いても同様です。 区分所有者は、以上の①～
③の３つを一体として購入し、将来、そのマン
ションを売却するときにもこれら３つを一体と
して売ることになります。
（2）	マンションの管理

マンションの共用部分と敷地は区分所有者の
共有ですので、共有者全員による管理を必要と
します。「建物の区分所有等に関する法律」（以
下、区分所有法）は、「区分所有者は、全員で、
建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う
ための団体を構成し、この法律の定めるところ
により、集会を開き、規約を定め、及び管理者
を置くことができる」（３条）と定めています。

マンションの購入と管理

区分所有者は、当然に「区分所有者の団体」（一
般的に「管理組合」と呼ばれています）の構成員

（組合員）となりますので、自分が賛成しない事
項についても管理組合の決定に服さなければな
りません。管理を円滑に実施するためには、管
理のためのルール（規約）が必要ですし、管理に
関する業務は、誰か（管理者）が担わなければな
りません。これらの規約の設定や管理者の選任、
および具体的な管理に関する決定は、集会に
よって行われます。

ところで、規約の設定は、分譲後に区分所有
者全員で集会を開催して行うことは可能です
が、実際多くは、分譲業者が用意した管理規約

（案）を各購入者が売買契約の際に書面で承認す
ることで規約となり（一般に「原始規約」といわ
れています）、これに基づいて集会が開催され
て、管理者（または理事）が選任されます。また、
売買契約の際に、原始規約とともに具体の管理
業務の遂行を委託する管理業者（案）が用意され
ていることがほとんどで、各購入者は、これら
２つに書面で合意してマンションを購入するこ
とになります。ただ、区分所有者は、入居後に、
集会において、管理規約の変更または管理業者
を変更することは可能です。実際上、これらの
変更を行う管理組合も少なくありません。

マンションとは、「区分所有建物」のうち、専
有部分が居住の用に供される区分所有建物で
す。法律上は、居住の用に供される専有部分（住
戸）が１つでも存在する区分所有建物はマン

マンションに関する法律

法務省や国土交通省の各種委員会委員等を歴任。現在、東京都消費者被害救済委員会委員、行政書士試験委員、マンション管理士
試験委員、日本マンション学会会長等を兼務。主な著書として、『マンション法案内 第２版』（勁草書房、2017年）、『不動産の法律知
識 第２版』（日本経済新聞出版社、2017年）、『コンメンタール マンション区分所有法 第３版』（共著、日本評論社、2015年）など多数。

鎌野 邦樹　Kamano Kuniki　早稲田大学大学院法務研究科 教授
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図ることで円滑な建替えを促進するものです。
また、2014年の改正によって、所定の耐震診
断を受けた結果、現行の耐震基準を満たさない
マンションについては、特別多数決議による除
却を前提としたマンションと敷地の売却を可能
としました。

（1）	マンション標準管理規約
マンションの適正かつ円滑な管理のために

は、集会の決議や管理者の選任の方法等につい
て定めた規約の設定が不可欠であり、実際、大
部分の管理組合は規約を有していますが、国土
交通省は、分譲業者や管理組合が参考にすべき
規約のモデルとして「マンション標準管理規約」

（以下、標準管理規約）を策定しています。これ
には、「単棟型」「団地型」「複合用途型」の３つが
あります。「単棟型」は１棟のみからなる住居専
用の、「団地型」は数棟からなる団地の、「複合
用途型」は住居のほか店舗や事務所が併用の、
各マンションのモデル規約です。

さて、区分所有法の規定と管理組合で設定さ
れる規約の規定についてですが、管理者に関し
ては、区分所有法では、「規約に別段の定めが
ない限り」集会の決議によって選任されると定
められています（25条１項）が、多くの管理組
合の規約では、集会の決議によって１人の管理
者が選任されるのではなく、「規約に別段の定
め」をして、区分所有者の中から複数の理事が
選任され、その理事によって理事会が構成され、
理事会における理事の互選によって理事長が選
出されると定められ、その理事長が区分所有法
で定める管理者であるとされています。

また、区分所有法では、集会での一般の議事
は、「区分所有者及び議決権の各過半数で決す
る」（39条１項）と定められていますが、多くの
管理組合の規約では、区分所有者の半数以上が
出席（委任状や代理人の出席も含む）する集会に
おいて出席者の議決権の過半数で決するものと

マンション標準管理規約と
マンション標準管理委託契約書

ションです。
区分所有建物またはマンションを対象とする

法律は、①「区分所有法」（1962年制定）、②「マ
ンションの管理の適正化の推進に関する法律」

（「マンション管理適正化法」、2000年制定）、
③「被災区分所有建物の再建等に関する特別措
置法」（「再建特別措置法」「被災マンション法」と
もいう、1995年制定）、および④「マンション
の建替え等の円滑化に関する法律」（「マンショ
ン建替え等円滑化法」、2002年制定）の４つが
あります。①および③は、マンションを含む区
分所有建物全般を対象とし、②および④は、マ
ンションのみを対象とします。

①の区分所有法は、マンション法の中核をな
す法律で、区分所有者の区分所有建物に対する
権利、管理の方式（管理者、規約、集会）、義務
違反者に対する措置、復旧・建替え、団地など
について定めています。

②のマンション管理適正化法は、マンション
管理の適正化を推進する目的のために、マン
ション管理の主体は管理組合であることを示し
たうえで、一方で、マンション管理士が管理組
合の援助に当たることができるものとし、他方
で、マンション管理業者の登録および管理業務
主任者の義務づけ等を通じて国が管理業者を規
制するものです。

③の再建特別措置法は、1995年の阪神・淡
路大震災後に制定され、将来の場合も含めて、
大規模な災害で政令で定めるものに限り、建物
の全部が滅失したときにも、区分所有法の建替
えに関する規定に準じて特別多数決議（詳細は
後述）による再建を可能としました。また、
2011年の東日本大震災後の2013年の改正に
より、建物の全部または大規模一部滅失のとき
に、再建だけでなく特別多数決議による建物と
敷地の売却も可能としました。

④のマンション建替え等円滑化法は、区分所
有法による建替え決議の成立後において、建替
え参加者の団体に法人格を与え、従前の建物の
専有部分の抵当権者や賃借人との権利の調整を
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されています。
このような規約の定めは、いずれも「標準管

理規約」に準拠しています。なお、国土交通省は、
区分所有者の高齢化等による管理組合の理事等
役員のなり手不足が現実には生じていること等
の理由から、2016年に、標準管理規約の中に
新たな選択肢として、外部の専門家が理事や理
事長（管理者）となる方式も追加しました。
（2）	マンション標準管理委託契約書

マンションの管理に関する業務は膨大かつ多
様で複雑なものです。そこで、多くの管理組合
は、管理業者との間で管理委託契約を締結して、
管理業務を委託しています。国土交通省は、管
理組合や管理業者が参考にすべき管理委託契約
のモデルとして「マンション標準管理委託契約
書」を作成しており、多くの管理組合の管理委
託契約書は、それに準拠しています。それによ
ると、管理組合が管理業者に委託する業務は、

（ア）事務管理業務、（イ）管理員業務、（ウ）清掃業
務、（エ）建物・設備管理業務などであり、（ア）に
は、①管理組合の会計の収入・支出の調定、②出
納、③マンションの維持・修繕に関する企画・
実施の調整などの基幹事務のほか、理事会や総
会の支援業務等があります。

（1）	耐震不足マンションと高経年マンション
高経年マンションでも維持・管理をしっかり

行えば老朽化を防止できます。ただ、実際には、
多くのマンションは、建築時の建築基準法の耐
震基準をもとに設計・建築されるので、高経年
マンションには耐震強度が不足しているものが
少なくありません。関東大震災級の地震があっ
たとしても倒壊・崩壊の危険が低いとされる耐
震基準（新耐震）は1981年に設けられました。
1981年より前に建築されたマンションには、
この耐震基準（「新耐震」）を満たしていないおそ
れがあります。2018年末現在、655万戸ある
マンションのうち約100万戸が新耐震より前
に建築されたものです（国土交通省調べ）。

高経年マンションに対する措置

このことから、管理組合は、1981年より前
に建築されたマンションについては、まずは「耐
震診断」を受け、耐震強度が不足している場合
には、「耐震化」のための措置を講じることが望
まれます。その際には、「耐震化」に対するのと
同時に、経年に伴う劣化や老朽化に対する措置
が併せて検討される必要があるでしょう。
「耐震診断」により耐震強度の不足が判明した

高経年マンションについての耐震化、または耐
震強度を満たしているマンションも含む「経年
劣化または老朽化」に対する措置としては、①建
物を存続させたままで耐震化や修繕・改良の措
置を講じる方法、②建物を建て替える方法、③建
物と敷地を売却する方法があります。区分所有
法では、①については、共用部分の変更を伴う
ものは区分所有者および議決権の各４分の３以
上の特別多数決議、共用部分の変更を伴わない
ものは普通決議（過半数決議）、②については、
区分所有者および議決権の各５分の４以上の特
別多数決議、③については、区分所有者全員の
同意をそれぞれ必要とします。ただ、②の建替
えについては、阪神・淡路大震災、東日本大震
災および熊本地震による被災マンションの建替
え（112件）を除くと244件の実績（2019年４
月時点・国土交通省調べ）しかないこともあっ
て、近年、①または③を促進するための特別の
立法措置が設けられ、それぞれの多数決議の要
件が一定の条件の下で緩和されました。
（2）		経年マンションの耐震化促進と	 	

マンション敷地売却
前記①の方法による場合については、2013

年改正の建築物耐震改修促進法によって、「耐
震診断」を受診した結果、耐震強度が不足して
いると認定された「要耐震改修認定建築物」（マ
ンションに限りません）については、耐震改修
が「共用部分の変更」に該当するときであって
も、区分所有法で要求する前記の特別多数決議
ではなく普通決議によって耐震工事を行うこと
が可能となりました。

前記③の方法である耐震強度不足のマンショ
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高経年マンションについては、現実を直視した
場合、①まずは修繕・改良をして「長寿命化」を
図り、②適当な時期に、建替えによる「再生」ま
たは建物と敷地の売却による「解消」を図る必要
があります。このような基本方針の下に、現在、
次のような施策が進められつつあります。
（1）	適正な維持・管理のための施策

特に①に関連して、東京都は、2019年３月
に「東京におけるマンションの適正な管理の促
進に関する条例」を定め（2020年４月１日施
行）、1983年12月31日以前に建設されたマ
ンションで住戸部分が６以上あるもの等は、管
理組合が規約の設定、総会の開催、管理費・修
繕積立金の額、計画修繕の実施状況等を区市町
村に届け出なければならないものとしました。
そして、管理組合からの同届出を受けて、東京
都は、区市町村等と連携して、管理状況に応じ、
管理組合に対し必要な助言・支援・指導等を行
うものとしました。神戸市など他のいくつかの
自治体も同様の施策を導入しつつあります。
（2）	再生・解消等の施策

②に関しては、マンション建替等円滑化法の
改正等により、（ア）耐震性はあるものの、イン
フラ設備等につき修繕・改修による対応が困難
な老朽化マンションにおいては、一方では、容
積率の緩和等により建替えの円滑化を促進し、
他方では、特に外壁の剥

はく
落等により居住者・近

隣住民等の生命・身体に危険が生ずるおそれが
あるものについては、耐震不足のマンションと
同様に、特別多数決議によるマンション敷地売
却を認めるとともに、（イ）耐震性の有無を問わ
ず、敷地を共有する団地型マンションにおいて
は、一部棟を存置・改修しながら、その他の棟
の建替えやマンション敷地売却を円滑に行うこ
とができるために、特別多数決議による敷地分
割 を 認 め る 方 向 で の 検 討 が さ れ て い ま す

（2020年２月国土交通省「社会資本整備審議
会  住宅宅地分科会マンション政策小委員会  と
りまとめ」の４（2）参照）。

ン（「要除却認定マンション」の認定を受けたも
ので区分所有建物のうちマンションに限定され
ます）の売却については、建替え等円滑化法の
2014年改正によって、マンションとその敷地
の売却を全員の合意がなくても区分所有者およ
び議決権の各５分の４以上の特別多数決議で行
うことができるようになりました（「マンション
敷地売却制度」）。区分所有者は、その売却代金
から分配金を得て、その金銭をもって新たな住
宅を購入または賃貸することになります。売却
されたマンションは、その買受人によって除却
され、その後に、買受人が、その敷地に新たに
マンションを建築して分譲するなど自己の目的
に応じた利用をすることになります。
（3）	団地型マンションの建替え

団地内のマンション全棟を建て替えるために
は、全棟の区分所有者および議決権の各５分の
４以上の賛成と各棟の区分所有者および議決権
の各３分の２以上の賛成が必要です。高度成長
期に大量に郊外等に供給された団地にとって、
現実にこの要件の下で決議を成立させることは
極めて困難です。このような状況において、
2016年６月７日に、「住宅団地の再生」を図る
目的で、都市再生特別措置法の改正法（同年９
月１日施行）に基づく都市再開発法の改正がな
されました。これによって、都市再開発事業と
して団地型マンション（耐震強度不足の建物に
限定されません）の建替えを行うためには、改
正前は全員の同意が必要であったのが、区分所
有者である団地の敷地共有者および敷地の共有
持分の割合の各３分の２以上の同意によってそ
れが可能となりました。この「住宅団地の再生」
においては、ある棟は建替え、ある棟は改修（変
更）を行うことも可能で、また、団地内の建物は、
区分所有建物（マンションに限定されません）だ
けでなくテラスハウスや戸建ての建物であって
も構いません。

マンションと居住者の２つの「老い」を抱える

今後の立法と自治体の取組み
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中古マンションに限らず、不動産の購入は、
一生のうちに１度、あるいはせいぜい２～３度
あるかないかの重要で大きな買い物ですから、
失敗するわけにはいきません。現地、現物とと
もに周辺の状況もしっかり見て決めなければい
けないわけです。仲介業者に依頼して購入する
場合が多いでしょうが、業者さんに任せきりに
せず、自分でも確認しておくことが大切です。
ここでは、現地、現物等ではなく、私たちが
見ることができる登記簿や管理規約など、書類
で確認できること、注意しておいたほうがよい
ことをＱ＆Ａでまとめてみました。

登記簿を見て注意するのはどのようなと
ころですか？

Ａ　（1） マンションの登記簿
登記簿は、不動産取引が安全で円滑に実現で
きるようにするため、土地や建物の物件ごとに、
法務局が認めた所有権や抵当権等に関する情報
を記録したもので、世間一般に公開されていま
す。土地と建物は別の物件ですから、ある特定
の土地の上に建物が建っていても、その土地と
その上にある建物は別々の登記簿を見ないと所
有者が同じかどうかの確認ができません。
しかし、マンションの場合は、築年数が相当
に古いマンションや、いわゆるタウンハウス等
の場合を除いて、建物（専有部分）の登記簿＊1

はじめに

Q１

に土地についての情報も記載されています。し
たがって、建物の登記簿を確認しておけば大体
のことが分かるようになっています。

（2） 登記簿を見て注意したいこと
登記簿を見て注意したいのは、築年数、所有

者、土地の権利形態、差押えや抵当権の有無等
です。例えばあるマンションの101号室の登
記簿を見てみましょう。
登記簿は、４つの枠で成り立っています。
最初の枠（表題部）には、１棟のマンションの

所在地、マンションの名称、構造や各階の床面
積、そのマンションが建っている土地（敷地と
いいます）の筆数や所在と地番、面積等が記載
されていますし、その建物が建築された年月日
も記載されています。これを見れば、マンショ
ンの規模等のほか、築年数も分かることになり
ます。
次の枠も表題部ですが、専有部分の家屋番号

やその名称（101号室は101と記載されます）、
居宅なのか店舗なのかを表示する種類、構造、
専有部分の広さを示す床面積等のほか、敷地権
の種類（所有権か地上権＊２か等）と敷地権の割
合が示されています。この部分で、敷地の権利
が所有権か地上権か等が確認できます。
３段目の枠は、権利部（甲区）で、所有権に関

する事項が示されます。101号室の現在の所
有者の氏名、住所、所有者となった年月日を確
認することができますし、現在の所有者に至る
までの履歴を知ることもできます。

第一東京弁護士会所属。（公財）マンション管理センター理事、国交省「マ
ンション管理業の適正化の推進に関する制度検討会」委員等歴任。著書に
『新・マンション管理の実務と法律』（共著、日本加除出版、2013年）など。

篠原 みち子　Shinohara Michiko　弁護士

中古マンション購入時に
気をつけること

特集

3

＊１	 法務局	登記事項証明書の見本	http://www.moj.go.jp/content/001309857.pdf
＊２	 他人の土地において工作物を所有するために土地を使用する物権で、地主の承諾なく譲渡・転貸できる。債権である賃借権とは異なる。

http://www.moj.go.jp/content/001309857.pdf
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自主的に定める管理組合のルールです。ほとん
どのマンションが管理規約を定めていますが、
築年数の古いマンションでは、管理規約の定め
が不十分だったり、分譲当時の管理規約をその
まま使っていたりすることもあるので、国土交
通省が発表している標準管理規約の最新の改訂
に沿った内容が盛り込まれているかどうかを確
認してください。標準管理規約の内容は、イン
ターネットで知ることができます＊３。
区分所有法では、専有部分以外の部分は共用

部分と定めており、これを受けて標準管理規約
は、天井、床および壁は躯

く
体
たい
部分を除く部分は

専有部分、玄関扉は鍵、内部塗装部分は専有部
分、窓枠、窓ガラスは専有部分に含まれないと
定めています。配線、配管等の、普段目にする
ことの少ない設備についても、両者の分界点に
ついて明文化しています。
これらの定めは、マンションに関する最も基

本的な内容で、マンションを所有し、居住する
場合の基礎になる部分ですから、しっかり確認
しておきたいものです。

（2） 専有部分の利用制限 ― 民泊、ペット飼育等
専有部分は区分所有者個人の所有物ですが、

マンションは、天井、床、壁等を隔てて基本的
に上下左右が隣り合っているわけですから、お
のずと一定の制約があります。
居住用のマンションを購入したいなら、専有

部分の用途について、「専ら住宅として使用す
るものとし他の用途に供してはならない」旨の
定めがあるか否か、確認してください。下層階
は店舗または事務所、上層階は住宅というよう
な複合用途マンションでは、どこに位置する専
有部分かによって用途が異なるので、注意しな
ければなりません。
民泊については、住民と宿泊客とのトラブル

が絶えないことから、全面的に禁止するマン

101号室の所有者が税金を滞納した場合の
税務署の差押登記もこの甲区に載りますから、
このような情報が記載されていないかどうか確
認することも必要です。
４段目の枠は権利部（乙区）で、所有権以外の
権利に関する事項が記載されます。101号室
の区分所有者がそのマンション購入時に金融機
関から融資を受けていた場合は、抵当権設定の
年月日や融資当時の債権額、利息、損害金の割
合等が示されます。
以上のようにして、購入したいマンションの
登記簿から必要な情報を確認してほしいのです
が、差押えや抵当権の登記がついていても、次
の人がその専有部分を購入するときは、売買代
金等でこれらを抹消したうえで登記を移転する
のが一般的な手順ですから、このことにも留意
しておきましょう。

（3） 借地権マンションについて
マンションの敷地権が借地権の場合について
ですが、借地権には、賃借権と地上権があり、
賃借権の場合には、一般的に登記されず、建物
の登記情報しか公開されません。賃借権である
借地に関する権利の内容を知るには、土地所有
者とマンションの区分所有者との賃貸借契約書
を確認する必要があります。
地上権の場合は既に述べたとおり登記される
わけですが、その存続期間がいつまでか等の情
報を知るためには、別途、その土地所有者がマ
ンション分譲業者のために設定した登記簿を見
なければなりません。

管理規約を見て、どのような点に注意す
ればよいのですか？

Ａ　（1） 標準管理規約を基準に
管理規約は、マンションの維持管理と区分所
有者の円滑な共同生活のために、区分所有者が

Q２

＊３	 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html
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ションが多いようです。国土交通省は上記の「専
ら住宅としての使用…」のみでは民泊を許容す
るか否か必ずしも明確ではないとして、民泊を
認める場合と禁止する場合の管理規約の内容を
発表しています。この点についても、民泊を許
容するマンションか否かについて明確な定めを
置いているかどうかの確認が必要です。
ペットの飼育については、トラブルも多く訴
訟になったケースもありますので、注意したい
ものです。ペットの飼育を全面的に禁止する場
合は管理規約を見れば大体分かりますが（もっ
とも、築年数の古いマンションでは、管理規約
ではなく使用細則に記載されていることもあり
ます）、飼育を認める場合は、ペットの種類や
大きさをはじめ、その他の詳細は細則に記載さ
れていることが多いので、確認することが大切
です。ペットの飼育に限らず、楽器の演奏につ
いてもトラブルになりやすいので、演奏時間等
の制限等についても確認しておきましょう。そ
の他、ゴミの出し方等、日常生活の多くのこと
は細則に委ねられています。

（3） 専有部分のリフォーム
標準管理規約では、専有部分の修繕等につい
て、共用部分や他の専有部分に影響を与えるお
それのある場合には、設計図や仕様書等を添付
して申請書を提出し、承認を得てから行うこと
ができる旨の定めを置いています。購入したい
マンションにもそのような定めがあるかどうか
を確認してください。中古マンションでは、フ
ローリングにする場合の遮音性能等に関する定
めのほか隣接住戸の承諾書を添付しなければな
らない旨の定めや、床スラブの厚さからフロー
リング禁止の定めを置いている場合もありま
す。ユニットバスへの変更についても調べてお
いたほうがよいですが、これらは室内リフォー
ムの細則に記載があると思います。

（4） 共用部分 ― 専用使用箇所、駐車場
専用使用権は、共用部分等の一部について、

特定の者が専ら使用することができる権利のこ
とで、一般に、バルコニー、１階に面する庭、
玄関扉、窓ガラス等に設定されています。これ
らはごく一般的な専用使用権ですが、例えば複
合用途マンションでは、店舗のため外壁や前面
敷地に専用使用権が設定されていることもある
ので、共用部分等にそのマンション特有の箇所
に専用使用権が設定されていないかどうかを注
意してください。
駐車場を希望する場合には、駐車場の有無や

使用資格、車種制限、空き区画の有無、使用順
序、使用料等について、管理規約とともに駐車
場に関する細則を見れば、大体のことを知るこ
とができます。

（5）  管理費等の滞納者、規約違反者に対する 
措置等
これらは、共用部分等の管理に関する事項で

すから、総会の普通決議で行うことになります
が、規約に別段の定めを置けば、理事会の決議
で行うことができます。標準管理規約では、こ
のような場合に要する違約金としての弁護士費
用も相手方に請求できる旨定めています。
これらの定めがあれば、管理組合は機動的に

動くことができるわけですから、条文の有無を
見ておくとよいと思います。
管理費と修繕積立金の区分経理とともに駐車

場使用料をどちらに充当しているかも、管理組
合の健全な財政を維持するために必要ですか
ら、確認しておきましょう。

管理費、修繕積立金の管理状況を把握し
ておいたほうがよいですか？

Ａ　自分が購入したい住宅の管理費等の額はも
ちろんですが、現在の区分所有者に管理費等の
滞納があると、特定承継人としてその支払い義
務まで負担することになりかねませんから、こ
れらについては明確に把握しておくべきです。
そのマンションの管理費や修繕積立金の収

Q３
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大規模修繕計画を見ることにより、次の大規模
修繕が大まかにいつ頃になりそうかの目安をつ
けることができるでしょう。また、計画修繕実
施後それなりの年数が経過しているような場合
には、次の計画修繕はいつ頃か等、実施予定の
有無を知ることができると思いますし、そのた
めの修繕積立金の値上げがあるのかないのかも
予測したりすることができるでしょう。具体的
な値上げ等の予定があれば、Ｑ３のＡのとおり、
確認することができます。

地震や水害等の自然災害への対応につい
てはどのように確認すればよいですか？

Ａ　自然災害に備えての防災訓練への取り組み
や備蓄倉庫が充実しているか等、そのマンショ
ンが自然災害について具体的にどのように対応
しているかは、管理規約を見ても分からないこ
とが多いと思います。対応自体も、管理組合が
行っている場合だけでなく、自治会が行ってい
る場合のほか、地域と共同して行っている場合
等もあるので、管理組合の役員か管理会社に確
認してみることが大切です。
管理規約で確認できることとしては、災害等

により応急的な修繕工事を実施する必要がある
場合とそのための修繕積立金取り崩しや資金の
借り入れについて、理事会で決議し行うことが
できる旨の規定があるかないかです。大切な定
めですから、確認してください。また、災害、
事故等が発生した場合で緊急性を要する場合、
理事長は専有部分や専用使用部分への立ち入り
ができる旨の定めがあるかどうかについても確
認してください。
今後、大規模地震等が想定されることから、

特に、マンションが1981年５月31日以前に
建築されたものである場合は、耐震診断の有無
やその内容等についても確認しておきましょう。

Q５

入・支出総額等管理組合の収支関係、また管理
費等の変更予定についても、購入希望者に開示
するようになっているのが普通です。最近はマ
ンションの長寿命化が言われていますが、この
先、管理費等の額が十分かどうかの把握は案外
難しいものです。同じような規模と設備を有す
るマンションでも、管理会社に管理を委託して
いる場合とそうでない場合で異なるはずです
し、分譲当時の設定額が十分でないと、途中で
値上げがなされたとしても、相対的には低いま
ま推移しているということもあるでしょう。
修繕積立金の額については、一般的に、現状
維持のための計画修繕であっても１㎡当たり月
額250円程度の負担は必要、という専門家も
います。国土交通省の「平成30年度マンショ
ン総合調査結果」＊４では、１戸当たり修繕積立
金の月額平均は12,300円弱（駐車場使用料等
からの充当額含む）、１㎡当たりの平均は179
円（駐車場使用料等からの充当額含む）という数
字が出ています。将来に向けての改修等を行う
ことが難しくなれば、住み心地だけでなく、資
産価値に影響することにもなるので、慎重な検
討が必要です。

修繕履歴、大規模修繕計画を確認してお
いたほうがよいですか？

Ａ　もちろんです。専有部分のリフォームにつ
いては言うまでもありませんが、共用部分等に
ついて、いつ頃、どのような部位について大規
模修繕がなされたのかの確認は大切です。特に、
配管等の設備関係については、専有部分である
枝管も含めて本管の取替え工事が行われたかど
うかは、水漏れ事故等にも関係するので、安心
して生活していくうえで欠かせません。マン
ションの資産価値にも影響します。
いつ、どの部位の計画修繕が行われるかは、

Q４

＊４	 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000058.html
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豊田 眞弓　Toyoda Mayumi　
ファイナンシャルプランナー。個人相談、講演・研修講師、コラム寄稿などを行う。短大非常勤講
師も務め、ライフワークとして子どもの金融教育にも携わる。趣味は講談。

広がる認知症高齢者向け
自治体補償

ー個人賠償責任保険を考えるー
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民法によれば、認知症等の「責任無能力者」が
事故を起こしても賠償責任を負うことはなく、
代わりに、法定監督義務者が賠償責任を負う可
能性があるとされています（監督義務を怠った
場合）。また、介護を担う人などが事故を予見
できたのに回避しなかった場合、介護者が賠償
責任を負うこともあります。できるだけ慣れ親
しんだ自宅で介護を、と思っていても、家族が
背負う責任はかなり重いものがあります。

認知症高齢者の事故やトラブルで家族が賠償
責任を問われる可能性があると強く意識される
ようになったのは、2016年３月にJR東海・共
和駅での認知症高齢者の事故に対する最高裁判
決が出てからです。

概要を解説しておくと、2007年12月、家
族が目を離した隙に要介護４の認知症患者の男
性（当時91歳）が線路内に立ち入って電車には
ねられて亡くなり、JR東海は、男性の妻（当時
85歳、要介護１）と別居の長男に対し、事故に
よる振替輸送費等の損害賠償約720万円を求
める裁判を起こしました。

一審では長男の監督責任と妻の過失責任を認
め２人に約720万円の賠償を命じたものの、二
審では同居して主に介護を担っていた妻に監督
責任があったと約360万円の賠償が命じられ
ました。その後の最高裁判決では「監督義務者
不在」と判断され、賠償請求は棄却されました。

ただし、認知症高齢者が起こした事故に対し

認知症の高齢者が１人で出かけて列車にはね
られ、遺族が鉄道会社から高額の損害賠償請求
を受ける――。最高裁まで争われ注目を集めた
裁判がありましたが、認知症高齢者が事故を起
こしたときには、介護を担う子ども世帯にも賠
償責任が及ぶ場合があります。そんな不安を軽
減するために、保険会社は個人賠償責任保険の
改定をし、一部の自治体では認知症の住民の賠
償補償や被害者の補償を行うところも増えてき
ました。その概要を押さえておきましょう。

厚生労働省によると、2025年には認知症患
者は約700万人に達し、65歳以上の高齢者の
約５人に１人が認知症になると予想されていま
す。家族に認知症患者がいることは決して珍し
いことではない時代がそこまで来ています。

認知症の家族を持つ人にとって、徘
はい

徊
かい

などで
行方不明になる心配とともに、例えば次のよう
な事故を起こすのではないかという不安は常に
付きまといます。
・認知症の家族が店で商品を壊してしまった
・認知症の家族が水道の栓を止め忘れ下の階に

漏水した
・認知症の家族が介護施設で暴れてスタッフや

他の利用者にケガをさせた
・認知症の家族が火の不始末で火災を起こし延

焼した

認知症高齢者による賠償事故のリスク



消費者問題
アラカルト

2020.4 13国民生活

て家族に責任がないということではなく、あく
までも今回のケースにおいて「監督義務者不在」
と判断されたに過ぎません。見方を変えれば、
監督責任を問える客観的状況があれば、離れて
暮らす息子や娘も責任を問われる可能性がある
という「リスク」が明確になったかたちです。

また、判決では、法定監督義務者がいない状
況で認知症患者が加害事故を起こした場合に、
被害者は救済されないという問題が残ることも
明らかになりました。

個人賠償責任保険は、誤って他人にケガをさ
せたり、他人の物を壊したりして、法的な賠償
請求を受けたときに、賠償金や弁護士費用など
を補償してくれる保険です。飼い犬が人に噛

か
み

ついてケガをさせた、自転車で人にぶつかって
ケガをさせたなど、さまざまなケースで補償さ
れます。保険期間１年、１億円の補償を付けて
も保険料は年間数千円程度ですみます。

個人賠償責任保険は、単品ではほとんど販売
されておらず、特約として損害保険や共済等に
付いています。付いている可能性があるものは
次のような保険です。

個人賠償責任保険とは？

〈個人賠償責任保険特約が付けられる商品〉
・自動車保険、自転車保険
・火災保険、賃借人向け火災保険、マンション

管理組合で加入している共有部分の火災保険
・傷害保険（学生の団体保険含む）
・ゴルファー保険、一部の共済商品
・クレジットカードの任意加入サービス（有料）

個人賠償責任保険の被保険者は、通常、「生
計をともにする同居の親族」が含まれています。
そのため、世帯主が契約していれば、子どもが
起こした事故も補償されます。また、「生計を
ともにする別居の未婚（婚姻歴がない）の子」も
含まれるため、親から仕送りを受けて通学して
いる学生も補償の対象です。

なお、前述の最高裁判決を受け、一部の保険
会社では約款改定を行い、個人賠償責任保険の
補償を見直したところもありました。

その１つが個人賠償責任保険の被保険者の範
囲の拡大です。一部の保険会社では、事故を起
こした被保険者が重度の認知症などで「責任無
能力者」であった場合、法定監督義務者や監督
義務者に準ずる人（代理監督義務者）も被保険者
になるように変更されました（表１）。それによ
り、「別居の親族」や「別居の既婚の子」であって
も補償対象に含まれる商品もあります。また、

表１ 被保険者の範囲の広がり

従来型の被保険者 最高裁判決により改定された保険の被保険者

① 記名被保険者（本人） ① 記名被保険者（本人）

② 配偶者 ② 配偶者

③ 本人またはその配偶者の同居の親族 ③ 本人またはその配偶者の同居の親族

④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ④ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子

⑤  本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者その他の法定監督義
務者および監督義務者に代わって本人を監督する人（本人の親族に限る）。
ただし、本人に関する事故に限る。

⑥  ②～④のいずれかが責任無能力者の場合、親権者その他の法定監督義務
者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する人（その責任無能
力者の親族に限る）。ただし、責任無能力者に関する事故に限る。

＊親族＝６親等内の血族、配偶者、３親等内の姻族（例：従姉の孫が６親等、義理の甥姪が姻族の３親等）
＊玄関は共用でも台所などの生活用設備も共用していない、同じ敷地内でも別家屋に居住している場合などは「同居」として扱わない。



消費者問題
アラカルト

2020.4 14国民生活

たケースでも補償されるようになりました。

認知症高齢者の事故やトラブルで家族が賠償
責任を問われる、あるいは、法定監督義務者が
いない状態で認知症患者が事故を起こした場合
に被害者が救済されない可能性もあるなか、認
知症でも安心して暮らせる街づくりのため、民
間の補償を導入する自治体が広がっています。
個人的にインターネット等で調べた2019年５
月時点ではまだ10自治体程度でしたが、報道
によると同年11月時点で39自治体まで増え
ています。

自治体が提供している補償内容は個々に異な
りますが、大きく次の２つに分けられます。

1.  個人賠償責任補償のみ 
（愛知県豊田市、東京都中野区ほか）

2.  傷害保険に個人賠償責任補償や見舞費用補
償などがついたもの

契約も、契約者＝自治体、被保険者＝認知症
の住民というかたちになっており、事前に登録
された認知症の住民が被保険者となります。該
当する事故が起きると、保険会社から被保険者
や被害者に保険金が支払われます。自治体が保
険料を負担し、被保険者の負担はないか、あっ
ても年数百円程度です。

愛知県豊田市、東京都中野区をはじめ個人賠
償責任補償のみの自治体も多い一方で、本人の
傷害補償や被害者への見舞費用補償が付いた保
険を提供している自治体もあります。現在は、
自治体を対象に単体で個人賠償責任保険を扱う
保険会社があることから、単体加入が増える傾
向もみられます。なお、提供される個人賠償責
任補償は１億～５億円と幅があります。

ここでは２つのケースを取り上げます。
〈神奈川県大和市〉

大和市は３つの私鉄が乗り入れ、踏切も多い

自治体による認知症高齢者の
賠償補償等

従来より示談交渉サービスがついている商品も
あります。

個人賠償責任保険で保険金が支払われない例
も知っておきましょう。

まず、故意による損害や、地震・噴火・津波
に起因する損害賠償責任は補償の対象にはなり
ません。同居の親族の物を壊したり、ケガをさ
せた場合も補償されないほか、自分の物や自分
が管理している物（預かったり借りた物）を壊し
ても補償の対象ではありません。

職務に起因する事故なども補償外ですし、車
の使用、管理に起因する損害賠償も対象外（自
動車保険の対象）です。

〈保険金が支払われない例〉
・契約者、被保険者の故意による損害賠償責任
・地震・噴火またはこれらによる津波に起因す

る損害賠償責任
・被保険者と同居の親族に対する損害賠償責任
・被保険者が所有、使用、管理する財物の正当

な権利を有する者に対する損害賠償責任
・被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
・航空機・船舶・車両の所有、使用、管理に起

因する損害賠償責任　など
（日本損保協会「そんぽ相談ガイド」）

また、そもそも従来の個人賠償責任保険は人
的・物的損害を伴わずに発生した損害賠償は補
償対象外でした。しかし、保険会社によっては、
踏切などへの立ち入りだけで非接触で電車を止
めた際の損害も補償するよう、商品が改定され
たものもあります。

一部の商品では、「日常生活に起因する偶然
の事故により、他人の財物の損壊を伴わない電
車等の運行不能について、被保険者が負担する
法律上の損害賠償責任」が補償に加わり、駅の
ホームから誤って線路内に転落して電車を運
休・遅延させたケースや、認知症の家族が道に
迷って線路内に立ち入り電車を運休・遅延させ

個人賠償責任保険が
適用されない条件は？
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ことから、2017年11月に全国に先駆けて補
償が導入されました。認知症などで徘徊するお
それのある人の早期発見、保護を目的とした情
報登録制度「はいかい高齢者等SOSネットワー
ク」に登録されている人を被保険者とし、市が
契約者となり、「はいかい高齢者個人賠償責任
保険（表２）」に加入します。
〈兵庫県神戸市〉

神戸市では、「認知症の人にやさしいまちづ
くり条例」に基づき、認知症診断助成と認知症
事故救済制度を組み合わせて実施しています。
その財源を市民税に上乗せ（400円）して賄っ
ており、「神戸モデル」と呼ばれています。65
歳以上の市民は無料で２段方式の認知症診断が
受診でき、認知症と診断されると、市がその人を
被保険者として保険に加入します。

認知症事故救済制度は2019年４月に開始さ
れた補償で、認知症と診断された市民本人の補
償と賠償責任を負った場合の補償、被害にあっ
た市民への見舞費用補償の組み合わせとなって
います（表３）。被害者市民への見舞費用補償が
手厚いのが特徴で、事故発生後、被害者に見舞
金を先行して支払い、賠償責任が認められれば
賠償補償を支給（見舞金分は控除）するかたちに
なっています。

神戸市のように認知症高齢者本人にも被害者
にも手厚い補償が理想ですが、財源の手当てが
できないと難しいことかもしれません。国によ
る補償を求める声も少なくありません。

個人賠償責任保険は、常に一家で１本しっか

個人賠償責任保険の注意点は？

りカバーしておきたい補償です。特に、同居・
別居を問わず家族に認知症高齢者がいる場合は、
高齢世帯も介護を担う側の世帯も、個人賠償責
任保険がカバーされているかどうかを確認して
おきたいものです。例えば自動車保険の特約で
個人賠償責任保険をカバーしていたケースで
は、高齢世帯では自家用車などを手放して無保
険となっている例もあるので、確認が必要です。

住んでいる自治体に認知症高齢者向けの補償
サービスなどが導入されていれば利用したいと
ころですが、通常、「認知症」で「徘徊の可能性
がある」高齢者が対象です。条件に該当しない
と補償されない点も頭に置きましょう。その場
合はやはり個人で加入する必要があります。

また、個人賠償責任保険に「入っている」だけ
で安心せず、補償の中身も確認しておきましょ
う。損保は途中で特約だけ付け替えることがで
きないため、前述のように最高裁判決による改
定前の個人賠償責任保険だと補償が限られま
す。改定後の補償になっているか、あるいは示
談交渉サービスの有無なども確認しておきま
しょう。内容が不明なときは、保険代理店など
に確認しておくと安心です。

保険料が高くない特約のため、世帯によって
は複数加入している場合もありますが、重複し
て入っても無駄になります。補償額が高く、示
談交渉サービスがあるものを残すようにすると
いいでしょう。

傷害補償（本人） 死亡・後遺障害 最高50万円

賠償責任補償 最高３億円（示談代行サービス付き）

見舞費用補償 死亡15万円（賠償責任の有無を問わない）

（大和市のサイトより筆者作成）

表２ はいかい高齢者個人賠償責任保険（大和市）

傷害補償（本人） 死亡・後遺障害 最高100万円

賠償責任補償 最高２億円（自動車事故などは対象外）

見舞費用補償

（市民）死亡・後遺障害 最高3000万
円、入院 最高10万円、通院 最高
５万円、財物損壊 最高10万円、休
業損害 最高５万円、類焼被害者見舞
費用 30万円/世帯（１事故1000万
円まで。事故を起こした市民に支給）

（市民以外）最高 10万円

（神戸市のサイトより筆者作成）

表３ 認知症事故救済制度（神戸市）
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 国民生活センターの
半世紀を

振り返る
第 回

国民生活センター（以下、国セン）は、2020
年10月に50周年を迎えます。私は、国セン発
足後間もない1974年に旧経済企画庁国民生活
局の消費者行政課で新社会人として仕事に就い
て以来40数年の間、経済企画庁と内閣府の国
民生活局で、また、国センの理事などとして、折
に触れて国センとかかわってきました。今改め
て振り返ると、国センは、1970年の発足以来、
おおむね10年ごとに大きな出来事や課題に直
面しながら事業を展開・発展させてきました。
本稿では、この50年間を振り返りつつ、国セ
ンがこれまでたどってきた道を概観してみます。
1970年〜：主要業務出そろうが、制約も
国センが発足した1970年は、わが国経済の
高度成長が末期を迎え、その歪

ひずみ
が公害などのか

たちで私たちの生活や社会の諸側面でクローズ
アップされてきた頃でした。そうした時期に設
立された国センは、消費者自ら合理的な選択が
できるような情報を常に提供する公的機関とし
て構想されました。発足の2年前に制定された
消費者保護基本法で「国の責務」が規定されまし
たが、国センは、その実施機関としての性格を
持つものでもありました。
国センは、発足して間もなく普及啓発、相談、
調査研究、商品テスト、研修など今日の中核的
業務に着手します＊１。都道府県・政令市の消
費生活センター（以下、センター）等との連絡会
議も1971年から始まりました。
こうしてスタートした国センは、同時に各種

「しがらみ」による制約を受ける存在でもありま
した。当時の国民生活センター法（以下、国セ
ン法）18条の「業務」では、「国民生活の改善に

関する情報を提供すること」をはじめ6項目が
掲げられましたが、いずれも極めて漠としたも
のでした。今日、国センの中心的業務となって
いる相談事業も「苦情、問合せ等に対して情報
を提供すること」という規定ぶりで、「相談」と
か「あっせん」という言葉はまったく登場してい
ません。商品テスト業務は直接明記されること
なく、国会の附帯決議に基づき事実上実施され、
研修業務に至っては、「附帯業務」の扱いでした。
あくまでも「情報提供機関」の枠内にとどまると
いう考え方でした。
1980年〜：「商品テスト・研修施設」スタート
この「枠」を越えて国センに新たに大規模な

「商品テスト・研修施設」を建設する構想が1970
年代後半に検討されました。この構想が相模原
市の米軍キャンプ跡地を取得することで実現し
たのは、国セン発足10周年の1980年でした。
これにより、商品テスト業務と研修業務は、飛
躍的に拡大し、事業予算や職員数＊２も一回り
大きくなりました。
1984年には、各地センターの相談情報を集

約するシステムとして、PIO―NET（全国消費
生活情報ネットワークシステム）がスタートし、
今日の消費者行政の基本的情報インフラにつな
がります。
1990年〜：「業務見直しに追われる20年」へ
1980年代は、中曽根康弘内閣の行政改革方

針を受けて、特殊法人全般について整理合理化・
業務見直しが進められました。国センでも、
1980年代後半から各事業の見直しが進めら
れ、1990年頃から本格的に行われました。テ
レビ・ラジオ番組の提供が縮小・廃止されたり、

経済企画庁、内閣府で消費者行政に長年携わる。内閣府国民生活局長、
（独）国民生活センター理事等を歴任。名古屋市消費生活審議会会長、（公
財）横浜市消費者協会評議員。専門は消費者政策、消費者法。

田口 義明　Taguchi Yoshiaki　名古屋経済大学 名誉教授

＊１	 	相談業務は1970年からスタートし、1971年には月刊「国民生活」創刊、テレビ・ラジオ番組放送、消費者行政職員研修などが、72年には「試
験室」で商品テストが、75年には消費生活相談員養成講座などが次々と開始された。

＊２	 	国センの職員定員は、1970年代前半では約100名だったが、1979年度末では127名と、ほぼ現在の職員数に近い水準となった。

1

10年ごとの
「エポック」を経て今日へ
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国民生活センターの半世紀を振り返る

こうしたなか、2007年10月26日、福田康
夫総理が組閣してわずか30日後に現職総理と
して初めて国センを視察されました。総務担当
理事として相模原で案内役をさせていただきま
したが、視察後の記者会見で「国民生活センター
は大事な組織です。国民の生活を考えた場合に
大事にしないといけない」と言われたのが強く
印象に残っています。
2008年には、国セン法が改正され、消費者・

事業者間の紛争を公正な第三者が関与しつつ簡
易・迅速に解決するため、裁判外紛争解決手続
（ADR）が導入されました（2009年度から運用
開始）。これにより国センの事業はもう１つ拡
充されたと言えるでしょう。
2009年〜：新たな消費者行政体制へ着地
2008年1月の福田総理施政方針演説で「各

省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・
一元的に推進するための組織を発足させる」と
の方針が表明され、2009年9月、消費者庁・
消費者委員会の発足に至ります。国センについ
ては、消費者庁関連3法の１つである消費者安
全法により、各地センター等で収集された事故
情報等を一元化するうえでの中核的な役割がよ
り具体的に規定されました。
かくして、新しい消費者行政の枠組みは固ま

りましたが、消費者庁と国センの間では、しば
らくの間、間合いの取り方に悩む場面も見られ
ました。まさに模索のプロセスでしたが、国セ
ンとしては、日頃から消費者の生の声に接し現
場に近いという強みと、長年培ってきた消費者
問題への知見や消費者マインドを生かしていく
ことが基本だという意識が強くありました。
そして2020年：これから何が始まる？
消費者行政の新体制に移行して約10年、国セ

ンは発足50周年を迎えますが、これは、次の時
代に向けた新しい出発点でもあります。まさに
節目の年に当たり、これからも消費者にとって
頼りになる存在であり続けてほしいと思います。

出版物の有償頒布が拡大されたり、出版誌が統
合されたり、相談のあり方を問われたりなどで
す。時あたかも、日本経済は、バブル崩壊に伴
う「失われた20年」の入り口でしたが、国セン
にとっては、「業務見直しに追われる20年」の
始まりでした。
こうしたなか、全国のセンター等で相談業務
に取り組む消費生活相談員の資質・能力の向上
に資するため、「消費生活専門相談員資格認定
制度」が1991年度から始まりました＊３。国セ
ン業務の発展形の１つといえるでしょう。
2000年〜：「中核的な実施機関」として
2000年を境とする新しい世紀への移行に時
を合わせて、国センを含め、消費者政策の器

うつわ
が

大きく変わろうとしていました。
まず、特殊法人整理合理化の一環として、国
センは、2003年10月、独立行政法人に移行
しました。事業自体が実質的に変更されたわけ
ではありませんが、主務大臣（内閣総理大臣）が
定める中期目標の下、国センが中期計画と各年
度計画を作成し、その枠組みの下で事業が実施
されるようになりました。その実施状況は、内
閣府の評価委員会で毎年度評価されますので、
事業各部がそれら数値目標の達成にひたすら追
われるという状況もみられました。
2004年には消費者保護基本法が抜本的に改
正され、消費者基本法が制定されました。この
消費者政策の新しい枠組みの下で、基本法に初
めて国センに関する条項（25条）が設けられま
した。そこでは、国センの基本的役割を正面か
ら「中核的な機関として積極的な役割を果たす」
と規定し、情報の収集・提供のほか、苦情処理
のあっせん、相談、紛争解決、商品の試験・検
査（商品テスト）、消費者への啓発・教育（研修）
などの業務が明記されました。発足時の国セン
法では、相談、商品テスト、研修などの業務が
「情報提供」に関連づけて辛うじて包含されてい
たものからようやく脱することができました。

＊３	 	この資格制度は、2016年度以降、消費者安全法に基づく国家資格と兼ね行われることとなる。
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困ったときの
相談機関

日本広告審査機構（JARO）は1974年に設立
された広告・表示に関する民間の自主規制団体
です。うそや大げさ、誤解を招く広告をなくし
消費者から信頼される良い広告を育てたいとい
う思いから、広告主や新聞社、出版社、放送会
社、広告会社や広告制作会社などの企業が自ら
集い、JAROがスタートしました。
「広告のうそ・大げさ・紛らわしい広告は

JAROまで」とJARO自身の広告を使って呼び
掛け、年間約１万件の苦情その他の相談を受け

設立経緯と概要 付けています。こうした広告・表示に対する苦
情やご意見を受付・審査する活動のほかにも、
企業から広告制作時の相談（照会）、自治体、学
校、企業、団体などへの講師派遣、広告規制情
報周知のためのセミナーや機関誌『REPORT 
JARO』の発行、行政・団体などとの情報交換
を行っています。

JAROでは広告・表示に関する「苦情」、事業
者や団体などからの相談である「照会」、時には
広告が良かったという「称賛」も受け付けていま

す。よく寄せられてい
るのは次のような苦情
です（図）。
「広告の目玉商品が

店頭になかった。おと
り広告では？」
「洗うだけでシミが

消える石
せっ

鹸
けん

なんて問題
があるのでは？」
「全額返金と書かれ

ているのに無理な条件
を付けられ返金しても
らえない」

JAROで扱っている相談

最終回

（公社）日本広告審査機構
困ったときの
相談機関

図 よくある苦情

相談できること 連絡先
相談対象 広告・表示に対する苦情・意見、照会 ☎･FAX： 【東京】TEL 03-3541-2811 

　　　FAX 03-3541-2816 
【大阪】TEL 06-6344-5811 
　　　FAX 06-6344-5916 

（土日祝日・年末年始を除く9:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00）
ウェブ： 広告みんなの声送信フォーム 

https://www.jaro.or.jp/koe/
郵　便： 〒104-0061  

東京都中央区銀座2-16-7恒産第1ビル 
（公社）日本広告審査機構「広告みんなの声」係 
（来所による相談はお受けしておりません） 
https://www.jaro.or.jp/

扱えない
もの

▼広告・表示が確認できないもの▼係争中
のもの▼取引や契約内容に関するもの▼非
科学的なもの（ギャンブルの予想、占いな
ど）▼政党・宗教団体など意見広告または
それに類するもの▼効能・効果等の測定・
検証を要するもの▼広告・表示に直接関係
ないもの（新聞・雑誌の記事内容、テレビ・
ラジオの番組内容や構成、広告量など）▼
被害の救済など

料金 無料（通話料のみ）

https://www.jaro.or.jp/koe/
https://www.jaro.or.jp/
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困ったときの相談機関

苦情を受けると申立者の主張内容を確認する
ため、申立者が見たものと同じ広告・表示を確
認します。それは、広告規制の根拠法によって、
特定の表現が含まれているかどうかで違反が認
定される場合もあれば、広告内の他の表示や全
体を見なければ認定できないものもあるからで
す。

対象媒体は、新聞・雑誌、テレビ・ラジオ、
インターネット、折込・チラシ・ポスター・看
板、車体・車内、フリーペーパー・フリーマガ
ジン、店頭表示やパッケージ、ダイレクトメー
ル、パンフレットなど幅広く扱っています。

なかには扱えないものもありますので、冒頭
の「相談できること」をご確認ください。

苦情を事務局で受け付けると、申立者の説明
の中で不明な点があったり、事実確認の必要が
ある場合には広告主に確認します。その結果、
広告・表示規制上の問題があればその改善を要
請します。法違反のおそれがない事例であって
も、苦情の件数が多い、または問題を誘引する
おそれがあるなど一定の場合には、個人情報や
個人が特定できる情報を除き、苦情が寄せられ
ている旨を広告主に伝えています。

審査処理プロセス

違法のおそれが高い事例については、さまざま
な業界の会員企業における広告規制に精通する
担当者で構成される業務委員会で審議し、広告
の改善を求める「見解」を出します（年間30 ～
40件）。これには問題の度合いに応じて警告・要
望・提言の３段階があります。申立者や広告主が

「見解」に不服がある場合、学識経験者をメンバー
とする審査委員会で審議することもあります。
業務委員会は、JARO会員企業のメンバーで構
成されているのに対し、審査委員会は弁護士や
教育関係者など広告業界以外のメンバーです。
これは審議の公正性・中立性を客観的に担保す
るためのしくみです。

2018年度は11,051件の相談を受け付けま
した（内訳は苦情8,386件、照会1,669件、称
賛36件、その他960件）。苦情の件数は年々
増加しており、特にJAROウェブサイトの「広
告みんなの声送信フォーム」から寄せられるも
のが大きく伸びています。

苦情を業種別に示したものが表です。「デジ
タルコンテンツ等」では、「広告内容と異なる」

（スマートフォン用ゲーム）、「広告表現が不快
である」（コミックやゲームの配信サービス）な
どの苦情が寄せられ、「健康食品」では「（痩

そう
身
しん

等
の）効果が得られない」「定期購入契約だと分か
りにくい」といった苦情が寄せられました。

媒体別では「テレビ」「インターネット」が多
く、この２媒体で全体の約８割を占めます。「テ
レビ」については「不快」「好ましくない」など広
告表現関連のものが多く、「インターネット」に
ついては、「条件が分かりにくい」「広告とサー
ビス内容が異なる」といった価格・品質等の表
示関連が多いのが特徴です。前述の業務委員会
で審議する事例も、近年ではインターネット媒
体のものが多数を占めます。

近年の傾向として増加が目立っているのは、
業種では「健康食品」、媒体では「インターネッ
ト」です。JAROの苦情受付窓口は、オンライ

2018年度に寄せられた苦情

業種 2018
年度 前年度 前年度比

（％）

1 デジタルコンテンツ等 668 734 91.0

2 健康食品 520 384 135.4

3 携帯電話サービス 428 403 106.2

4 通信販売業 343 238 144.1

5 自動車 282 278 101.4

6 その他住居関連機器 276 15 1840.0

6 外食 276 206 134.0

8 化粧品 216 220 98.2

9 医療機器類似品 208 7 2971.4

10 出版物等 204 71 287.3

11 その他 4,965 4,991 99.5

計 8,386 7,547 111.1

表 「苦情」の業種別件数（2018年度）
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困ったときの相談機関

ン（広告みんなの声送信フォーム）、電話、ファ
クシミリ、郵便がありますが、オンライン件数
の増加に伴い、10 ～ 20歳代からの苦情が増
えています。

●�不適切なアフィリエイトプログラムが関
わる事例
化粧品、健康食品、衣料品などの通信販売で、

①インフィード広告＊→②情報サイト（アフィ
リエイトサイト）→③公式通販サイトの流れで
誘導する、不適切なアフィリエイトプログラム
が関わる事例が目立っています。

例えば、「着るだけで劇的に痩せる」（下着）、
「食べたことがなかったことに」（健康食品）、「○
○（タレント）が絶賛」（美容液）といった広告が、
ニュースサイトやSNSの情報の間に表示され、
そこからリンクした情報サイトなどには、法令
で認められない、医薬品や医療機器のような効
能・効果が表示されています。そのサイトに「ご
購入はこちら」というボタンが幾つも配置され、
公式通販サイトで商品が購入できるようになっ
ています。

こうしたケースの多くは、販売者、アフィリ
エイター、アフィリエイトサービスプロバイ
ダー（ASP）、広告会社、広告制作会社など複数
の事業者（または個人）が関わっています。なか
には加工した画像を使って、著名人やテレビ番
組などが絶賛しているかのような「フェイク広
告」を使用するケースもありました。販売事業
者がアフィリエイターと直接契約することも、
ASPや広告会社を通じて依頼することもあり、
関係者全体を把握しにくい事例も少なくありま
せん。
●�定期購入の事例

定期購入契約に関する苦情が依然として寄せ
られています。多くを占めるのは健康食品と化
粧品で、定期購入契約トラブル全体の７割に当

最近の事例

たります。最近では医薬品、医薬部外品、石鹸・
洗剤などでも見られるようになりました。

入り口となる表示は「モニター」「お試し」など
であり、「定期購入契約だと分かりにくい」「返
金保証と表示されているが、電話をしたら解約
に難しい条件があることが分かった」という苦
情が寄せられています。申立者が最初に見た広
告やウェブサイトを事務局が確認すると、以前
は定期購入契約であることの不表示が多かった
のですが、最近では一応表示されているものの
表示場所や表示方法が分かりにくいケースや、

「解約保証」「完全無料」などの表示が誤解を招く
ものであるケースが目立ちます。

JAROの広告・表示の適正化に向けた活動は、
苦情を起点として進められるため、まずは声を
寄せていただくことが重要です。「問題がある
のでは？」と思う広告・表示があったら、ぜひ
JAROウェブサイトの「広告みんなの声送信
フォーム」までお寄せください。その際には、
分かる範囲で下記をお知らせください。

【ご連絡の際に必要な情報】
①広告・表示の問題点または良かった点
②企業名、商品名・サービスの名称
③媒体名（テレビ局名、新聞名など）
④広告が出た日時

インターネット広告の場合、利用者の閲覧履
歴などによって配信されるものが異なりますの
で、スクリーンショットと表示されたウェブサ
イトのURLをお寄せいただくと確認が容易に
なります。

苦情ばかりでなく、「この広告が分かりやす
かった」「感動した」といった称賛も受け付けて
います。また、消費生活センターの相談員の皆
さんもご利用いただけます。広告規制でお困り
のときはご相談ください。

相談するに当たって

＊　ニュースサイトの一覧やSNSのタイムラインの間に差し込んで表示される広告。
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東京経済大学の村千鶴子ゼミナールは消費者
法を専門とするゼミです。本ゼミでは通常、判
例を読んで消費者法を学んでいるのですが、私
たちが参加した2018〜 2019年度は、高校生
を対象とした消費者教育の教材（DVDと小冊
子）を作成することになりました。教材の作成
は中央労働金庫（以下、ろうきん）からの提案に
よるもので、毎回ゼミに参加していただき一緒
に打ち合わせを重ねたほか、制作費等含め、多
くの面でバックアップしていただきました。
もともとろうきんでは社会貢献の一環とし
て、消費者教育や金融教育に関するさまざまな
動画教材などを作成されており、従来は高齢者
や企業の新入社員向けの教材を作っていたそう
ですが、今回、高校生を対象としたのは、一種
の危機感があってのことだそうです。近年、消
費生活における基礎知識がないために学生時代
にトラブルを起こし、それが原因でローンの与
信ができないケースが少なからず出てきている
こと、そして2022年には成年年齢が18歳に
引き下げられるといったことから、高校在学中
に最低限の知識を学べる教材を作ることとし、
作成に当たり同世代の目線を取り入れたいとい
うことで、村ゼミに声がかかりました。
私たち自身も、実際に自分や身の回りの人が
マルチ商法やデート商法の勧誘を受けたことが
あり、消費者トラブルは身近な問題だったので、
消費者教育の重要性を実感していたところです。

金融機関の提案で
消費者教育DVDを作成

DVD作成（図１）には2018年９月から取りか
かり、完成までに約１年かかりました。そして、
その後半年かけてワークブック（図２）も作成し
ました。
制作に当たってまず議論したのが、「どうす

れば高校生に興味を持って見てもらえるのか」
ということです。消費者問題は高校の家庭科で
扱っているはずなのになぜ知識が定着しなかっ
たのか……といった自分たちの体験や高校生の
声も踏まえ検討していきました。
制作する動画の長さは、高校の授業などで活

用しやすいよう15分
としました。動画の見
せ方に関する話し合い
のなかで出てきたのは、
「教材風の仕上がりに
しないほうが受け入れ
られやすい」といった
ことのほか、「アニメ
は学習教材の勧誘など
で見飽きているし、リ
アリティーを感じられ
ない」「再現ドラマで
も、若者世代はリアリ
ティーを感じられない」
「そもそもドラマは登
場人物が多すぎて情報
処理が追い付かず、面
倒に感じてあまり見な

若者に受け入れられやすい
演出法を議論

高校生向けの消費者教育教材を
大学生が同世代目線で作成

―東京経済大学の取り組み―

4

村 千鶴子　Mura Chizuko　東京経済大学現代法学部教授・弁護士
齋藤 大樹　Saito Daiki　　東京経済大学 村千鶴子ゼミナール所属（当時）
松井　 陸　Matsui Riku　　東京経済大学 村千鶴子ゼミナール所属（当時）

【取材協力】

図２ ワークブック

図１
DVDジャケットデザイン

国民生活センター 広報部
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い」といった意見です。そこで、登場人物を絞
り込み、２人の若者が被害実態について語る街
頭インタビュー風の演出を採用することになり
ました。
その次に検討したのが、DVDで取り上げる
テーマです。ろうきんでキャッチしている若者
の被害実態や国民生活センターが公表している
消費者トラブルの事例資料などをもとに、取り
上げる情報を選びました。
伝えたいことはたくさんありますが、それら
すべてを教材に盛り込むと、情報過多になって
高校生はそっぽを向いてしまいます。そこで、
最も身近で「自分ごと」としてとらえられるもの
であり、巻き込まれると深刻な影響のある「ク
レジットカードの使い過ぎによる支払延滞」と
「SNSを介した情報商材のマルチ商法被害」の
２つに絞り込むことになりました。
そのうえでシナリオの骨格をまとめたのが
12月のことです。シナリオは、事例を軸に、成
年を迎えることで自由を得るだけでなく責任を
負うことになる旨を強調する内容にしました。

撮影や演技は自分たちではできませんから、
動画制作を専門とする事業者をコンペ形式で選
び、依頼しました。選んだのは、「こうした教

キャスティングなど細部まで
こだわる

材は暗い展開のものが多いので、最後は解決策
を示す明るい終わり方にしてはどうか」という
提案があり、学生と一緒に新しいものを作って
いく姿勢を見せて下さった事業者です。登場す
る演技者も、学生から見て清潔感があり、共感
しやすい方をオーディションで選びました。
実際に撮影に入ったのが、年度が変わって６

月になった頃です。その際も、やはり細部に違和
感があると若者の気持ちが離れてしまうので、
撮影する部屋のしつらえや演技者の服装、ちょっ
とした言葉遣いまで気を使いました。そして７
月に編集作業を行い、DVDのジャケットのデ
ザインなども決め、ようやく完成しました＊１。
その後、ワークブックに取り掛かり、コンペ

で選んだ事業者の協力を得ながら半年がかりで
制作を進めました。こちらも、高校生に最後ま
で読んでもらえるよう、「ページ数を12ペー
ジに抑える」「紹介する内容を絞り込む」「文章量
を少なくする」「イラストやデザインの細部にも
こだわる」「最後は相談窓口や相談の流れといっ
た解決策を紹介して締めくくる」といったこと
を心がけました。
個性の違う学生が意見を出し合ったことで、

DVDもワークブックも良いものができあがっ
たと自負しています。多くの高校や自治体から
「利用したい」とオファーがあるなど反響も大き
いようで、うれしく思っています＊２。

＊１	 https://chuo.rokin.com/about/csr/education/ ＊２	 本取り組みは大学内の表彰制度で、優秀団体賞(学長賞)を受賞した。

今回制作された教材の仕上がりのすばらしさに
は、私どもも驚かされました。本学では、新入生向
けのオリエンテーションで消費者問題や交通安全な
どに関する注意喚起を実施しているのですが、その
際にこのDVDの一部を紹介する予定です。
今回のDVDやワークブックで紹介されたような
事例は、各大学で大きな問題となっています。予防
策として、前述のオリエンテーションのほか、学生
団体の代表者との月に１回の情報交換の機会でも最
新情報を交えたトラブル事例を紹介し、注意喚起を
しているところです。

学生がトラブルに巻き込まれた際には、学生課の
窓口や学生相談室で相談を受け付けています。学生
相談室では、本学教授等を含む法律や心理学、精神
医学などの専門家が対応しています。受けた事例は
相談室で共有し、心理面や法律面などで必要に応じ
て適切なサポートを受けられるよう解決の道筋を示
しています。
今後は成年年齢が引き下げられ、問題が起きる年
齢が早まっていくことが予測されます。警察などの
外部の力も借りながら、予防的な情報発信にさらに
力を入れていく予定です。

（取材：国民生活センター広報部　文：ライター　鷺島鈴香）

入学者向けオリエンテーションでも紹介 笹川 克也　Sasagawa Katsuya　
東京経済大学 学生支援部 学生課長

https://chuo.rokin.com/about/csr/education/
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風船は口で膨らませないでオーストリア

身近な食材で美容マスクの手作りをドイツ

オーストリアの子どもの誕生パーティーに欠かせ
ないのが、色とりどりの風船である。部屋の飾りつ
けや遊びの素材として使われ、誕生日を楽しく彩る
アイテムとなっている。ところが、風船について気
掛かりな報告もなされている。VKI（オーストリア消
費者情報協会）が風船14商品をテストしたところ、
４商品から欧州玩具指令の基準値を超えるニトロソ
アミンまたはニトロソ化可能物質が検出され、中に
は基準値の４倍に達する商品もあったという。

ニトロソアミンは食品やたばこ、化粧品などに広
く含まれ、風船の材料となるゴム製品を製造する過
程でも発生する発がん性物質である。同協会は、子
どもにとって身近な風船から、基準値を超える発が
ん性物質が検出されたことに危機感を募らせる。風
船を口で膨らませたり、手に取って遊ぶうちに、有

害物質がからだに取り込まれる可能性を否定できな
いからである。そこで、風船を膨らませるときは、
口ではなく、ポンプを使ったほうがよいと助言する。

有害物質の少ない風船を選ぶポイントとして挙げ
るのが、臭いの少なさである。不快な臭いは有害物
質を多く含む兆候であり、避けたほうがよいとする。
また、誤飲すると窒息する可能性があることからも、
風船は小さな子どもの遊び道具としてはふさわしく
ないという見解をとる。

さらに、戸外で風船を飛ばす行為も無害ではない
と指摘する。飛ばした風船の残骸が環境汚染につな
がるとともに、野生動物が食べると命を落とす可能
性があるからだという。このようなことから、同国
では、風船を飛ばす行為を制限する州が多いとのこ
とである。

●VKI『消費者』2020年３月号　https://www.konsument.at/test-luftballone-schadstoffbelastung022020
●連邦社会・健康・福祉・消費者保護省 健康ポータル　https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/nitrosamine-luftballons

日光や乾燥、ストレスにさらされた肌の救世主と
なるのが、フェイスマスク（フェイスパック）である。
ドイツではクリーム状、ジェル状など塗るタイプが
おなじみだが、最近のトレンドは、韓国が発祥とさ
れるシートマスクだという。美容成分が染み込んだ
シートを顔に貼るだけという手軽さが受けている。
そこで、『エコ・テスト』では、塗るタイプ30商品、
シートマスク21商品の計51商品を対象に、成分
を中心とするテストを行った。

その結果、塗るタイプの約３分の２（19商品）、
シートマスクの約半数（10商品）が、「非常に良い」
または「良い」という高評価になった。特に、自然化
粧品の認証品では、「非常に良い」と評価された割合
が高かったという。逆に、アレルギーを引き起こす
可能性のある香料や、疑義ある抗菌・防腐剤を含む

10商品（塗るタイプ３商品、シートマスク７商品）
に落第点が付いた。また、洗い流す手間が省ける 
シートマスクだが、環境配慮の観点からは問題が多
いと指摘する。商品の個別包装が廃棄物となるばか
りか、コットン等のシート自体も使用後は廃棄され
るからである。

そこで、同誌が勧めるのが、台所の身近な食材を
使った手作りマスクである。商品テスト財団の『テ
スト』も同意見で、特に重宝する食材としてクワル
ク（Quark）と呼ばれるフレッシュチーズを挙げる。
クワルクを基本に、肌質によってペースト状のキュ
ウリやアボカドを加え、顔に塗って15分ほど浸透
させてから、ぬるま湯で流すという手順である。原
料を自身で把握でき、分量も調節できるうえ、金銭
的な節約になることが手作りのメリットだとする。

● エコ・テスト出版『エコ・テスト』2020年１月号　 
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Gesichtsmasken-Test-In-fast-jeder-zweiten-Maske-steckt-loesliches-Plastik_11039_1.html 
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Gesichtsmasken-selber-machen_11077_1.html

●商品テスト財団『テスト』2019年２月号　https://www.test.de/Tuchmasken-Feuchtes-Tuch-ist-kein-Faltenkiller-5428831-0/

文/岸 葉子  Kishi Yoko

https://www.konsument.at/test-luftballone-schadstoffbelastung022020
https://www.gesundheit.gv.at/aktuelles/nitrosamine-luftballons
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Gesichtsmasken-Test-In-fast-jeder-zweiten-Maske-steckt-loesliches-Plastik_11039_1.html
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Gesichtsmasken-selber-machen_11077_1.html
https://www.test.de/Tuchmasken-Feuchtes-Tuch-ist-kein-Faltenkiller-5428831-0/
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肥満対策に食品の警告ラベルを義務化メキシコ

森林火災の損害は保険で安心？オーストラリア

メキシコでは成人の７割以上、子どもの４割弱が
肥満で、毎年約17万人が心臓病、約10万人が糖
尿病で死亡するという。いずれも肥満が大きな原因
だ。経済的損失はGDPの5.3％、13億ペソ（約78
億円)に上るという（OECD試算）。

政府は国民の肥満対策のため、2014年に砂糖税
の導入に加え、加工食品および非アルコール飲料の
包装の表面に、エネルギー量や糖分・塩分・脂肪（飽
和脂肪酸ほか）の100g当たりの数値と１日摂取量
に占める割合（GDA）を表示するラベルを導入した。
しかし、国民のほとんどは理解できないことが明ら
かになった。

メキシコの消費者団体などは、GDAラベルは専
門家の検討会での議論もなく業界の自主基準をその
まま援用したと批判し、WHO（世界保健機関）、

FAO（国連食糧農業機関）、ユニセフなどが提唱し
チリやペルーで成果が実証されている容器正面の警
告表示をメキシコでも導入するよう活動してきた。
カロリーや糖分、脂肪など健康を害する成分が保健
省の定める基準値より多い食品に「カロリー過剰」

「糖分過剰」といった文言の警告シールの貼
ちょう

付
ふ

を義務
づけるもので、細かな数字などの表記がなく消費者
は即時に理解し選択できるという。このための「保
健一般法の改正案」が、新NAFTA（北米自由貿易協
定）の交渉過程において同法の改正禁止を画策する
などの業界の反対を退け2019年10月に上院で可
決した。2020年１月に、表示デザインの細かい内
容の修正も承認され、経済相は「これは国民の生命
と国の経済競争力を損なう肥満エピデミックに立ち
向かう政府の確かな一歩である」としている。

● メキシコ連邦政府経済省:ホームページ 
https://www.gob.mx/se/articulos/fue-aprobada-la-modificacion-a-la-nom-051-sobre-etiquetado-de-alimentos-y-bebidas

●El Poder del Consumidor:ホームページ　

2019～2020年にオーストラリアで頻発した森林
火災による類焼面積は記録的で、地域社会のみなら
ず、野生動物や消防隊員、自然環境への悪影響は計
り知れない。経済損失は千億オーストラリアドル（約
７兆円）超との予測もある。大災害の後に重要な役
割を果たすのが保険だ。保険に何を期待するか尋ね
られると35,000人以上が「火事でわが家が損害を
受けたら保険金を請求できること」と即答した。

しかし、CHOICE（オーストラリア消費者委員会）
が保険各社の26の住宅保険の商品開示文書にある

「火災の補償条件」の定義を調べたところ、約70%は
複雑過ぎて混乱を招く免責項目などがあり不公平で
あった。中でも25％は、炎以外、つまり煙やすす、
高温による被害は補償されない、自宅から10m以
内の建物が火災になった場合のみ補償、など加入者

の期待からは程遠い。望ましい契約条件はシンプル
に「火災に起因する損害を補償する」というものだ。
CHOICEは財務省に保険用語の明確な定義を求め
るための署名を呼び掛けている。

ACCC（競争・消費者委員会）は企業・消費者間の
契約で禁止されるUCT（不公正な契約条件）を定め
ている。しかし保険業界は除外されており、UCT
を保険会社にも適用すべきとする王立委員会の勧告
を受けた政府は、2019年に改正案を発表した。

また、CHOICEは、森林火災への備えや被災時
の心構えとして、●住居、家財すべてに補償不足が
生じないよう適宜見直しておく●解体やがれき撤去
の費用、再建時に最新の建築基準に準拠するための
追加建築費なども考慮●避難の際は保険書類を所持
●被災状況の写真を撮る、などを助言している。

● CHOICE：ホームページ 
https://www.choice.com.au/money/insurance/home-and-contents/articles/choice-ceo-alan-kirkland-op-ed-bushfire-definitions 
https://www.choice.com.au/money/insurance/home-and-contents/articles/bushfire-cover-update

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

https://elpoderdelconsumidor.org/2020/01/el-etiquetado-de-advertencia-aprobado-fue-resultado-de-la-participacion-democratica-de-todos-los-sectores-y-con-apego-a-la-mejor-evidencia-cientifica/

https://www.gob.mx/se/articulos/fue-aprobada-la-modificacion-a-la-nom-051-sobre-etiquetado-de-alimentos-y-bebidas
https://www.choice.com.au/money/insurance/home-and-contents/articles/choice-ceo-alan-kirkland-op-ed-bushfire-definitions
https://www.choice.com.au/money/insurance/home-and-contents/articles/bushfire-cover-update
https://elpoderdelconsumidor.org/2020/01/el-etiquetado-de-advertencia-aprobado-fue-resultado-de-la-participacion-democratica-de-todos-los-sectores-y-con-apego-a-la-mejor-evidencia-cientifica/
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2016年度に埼玉県消費者行政活性化補助金
を活用し、消費者教育DVD「その悪質商法チョッ
トマッタ!!」（後述）を制作する企画の中で、さい
たま市消費生活総合センター（以下、センター）
のマスコットキャラクターとして「愛と正義の
戦士チョットマッタマン」が誕生しました。消
費者トラブルにあってしまいそうな主人公を救
うために「チョットマッタ!!」と叫び登場します。

消費者教育DVDは、軽度の知的障がい者、発
達障がい者、若者への啓発の充実を図るため、ト
ラブルにあいやすい事例と対処法をアニメで収
録したものです。アニメならではのポップな表
現を生かしながら、実際の生活場面を取り上
げ、「自分にも起こり得る身近なトラブルであ
る」と実感できる内容になっています。
また、メニュー画面での設定により字幕の有無
が選択できることで聴覚障がい者の方にも配慮
をしています。さらにDVDの後半には家族や見
守り者向けのポイントも紹介することで、本人
のみならず皆さんで学べる内容になっています。
なお、このDVDは、市内小・中・高等学校
への配布も行い、授業等で活用されているほか、
YouTubeでも公開しており、とても分かりや

すいと好評を
得ています。

消費者教育DVDの制作

チョットマッタマンは、消費者教育DVDだ
けでなく、ホームページや下の写真のように各
種広報媒体（リーフレット、グッズ等）に登場し、
周知・啓発の場面で幅広く活躍しています。

2019年10月に、成年年齢引き下げに向けて
若者、特に学生への消費者被害防止を広く訴え
かけるため、チョットマッタマンが大活躍する
６秒、15秒のCMを制作しました。このCMは、
YouTubeのほか、
さいたま新都心駅東
西自由通路の大画面
デジタルサイネージ
等で放映しています。
2020年１月13日に、さいたまスーパーア

リーナで行われた成人式でもCMを放映し、
10,000人を超える新成人に向けて消費者被害
防止のPRをしました。また、職員がチョット
マッタマンの帽子をかぶり、新成人へ啓発用
ティッシュの配布も行いました。
これからもチョット

マッタマンは、センター
の認知度向上や消費者
被害防止啓発のため、
活躍していきます。

周知・啓発での活用

愛と正義の戦士。消費者トラブルを許さず、悪質商法と戦
う心熱き男。消費者トラブルを察知すると、どこからとも
なく現れ、的確なアドバイスをして去っていく。今のとこ
ろ彼の素顔を知る者は誰もいない。

発見!
消費者トラブル

啓発
キャラクター

チョットマッタマン

さいたま市消費生活総合センター第 回3

６秒ＣＭ「～ゾンビと戦ってみた～」編

動画はこちらから消費者教育DVD
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実践事例集

このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。
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一般のガチャゲー
ムに準じた仕様に
なっていることに
加え、特別な配慮
を要する子どもに
対する支援機能と
して、特定商取引
法に基づく表示等
を簡単な表記にし
たり、実物の紙の
チケットを利用で
きることです。こ
れ ら の 支 援 機 能
は、子どもの実態に応じて有効・無効を切り替
えて利用できるようにしました。特徴の詳細に
ついては、図２を参照してください。

このゲームは授業のねらいによって、次のよ
うな活用例が考えられます。

想定する授業での活用例

第 回

特別支援学校教員を経て、2020年４月より金沢星稜大学人間科学部スポーツ学科准教授。特別
支援教育における情報モラル教育や金銭教育等に活用できる疑似体験教材を開発・公開している。

新谷 洋介　Araya Yosuke 　公益財団法人学習情報研究センター研究員

特別な配慮を要する子どもに対する
ガチャ疑似体験ゲーム

「たくさん集めて！ 水族館」

近年、子どもたちの日常生活において、オン
ラインゲームや電子くじ（いわゆるガチャ）によ
る課金に触れる機会が多くなり、高額課金によ
るトラブルの報道も目にします。このことは、
特別な配慮を要する子どもたちにおいても同様
の課題となっており、課金やそのしくみを理解
し、自分の身を守ることができるようにする教
育が必要です。

そこで、特別な配慮を要する子どもたちに対
する体験的な教材を制作することとし、全国の
特別支援学校高等部家庭科における消費者教育
の実施状況や家庭科教員の意見を踏まえ、次の
３点を開発の観点としました。
●児童生徒が興味を持って取り組めるもの
●短時間（15分程度）で完結できるもの
●さまざまな授業の目的や児童生徒の実態に対

応できるように柔軟性があるもの

こうして開発した「たくさん集めて! 水族館
（以下、ゲーム）」＊は、ガチャにより出てきた
魚等（図１）を水槽に集めるゲームです。市販の
名刺用紙に印刷可能な「コインチケットカード

（以下、チケット）」（写真）の購入や携帯料金合
算払いを用いて、１回100円相当のガチャを
引く疑似体験が可能です。

このゲームの特徴は、特定商取引法に基づく
表示や、複数の支払い方法など、普及している

教材開発の経緯

「たくさん集めて!  水族館」とは

72

＊　 「たくさん集めて!水族館」公式サイト　https://aqua.oct-kun.net/

写真「たくさん集めて! 水族館」プレイ画面（左）と 
コインチケットカード（右）

図１ アイテムとして出る魚等
（左）と提供割合（右）の例

提供割合

3%

3%

10%

https://aqua.oct-kun.net/
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●チケットを現金で購入し、チケットコードを
入力させることで、お小遣いが、ゲーム上の
コインに変わっていること、ガチャは、自分
のお小遣いを使用していることに気づかせる。

●買い物学習時の商品として、チケットを販売
することで、お小遣いの範囲でゲームに使用
する金銭感覚をつかませる。

●携帯料金合算払いを利用し、利用履歴を確認
することで、使用した分の金額が月末にまと
まって請求されることを知る。

●ガチャの提供割合（図１）を確認することや、
ガチャを引く体験を通して、欲しいアイテム
が当たるまでには高額な課金が必要な場合が
あることを知る。

●利用規約、資金決済法や特定商取引法に基づ
く表示から、ルールがあることや利用前に規
約や表示を確認する大切さを知る。

このゲームを活用した授業を、次のとおり特
別支援学校高等部の家庭科教員に実施してもら
いました。

特別支援学校（知的障害）における
実践事例

1. 授業実施時期、対象
2018年２月、高等部３年生男子７

名
2. 単元名

一人暮らしをする際のお金のやりく
りを考える
3. 授業の流れ
① 家での余暇に何をして過ごすかを確

認し、DVDのレンタル費用等、余暇
にもお金がかかることを理解させる

② ガチャゲームでもお金がかかるこ
と、ゲームの内容を説明する

③ガチャゲームの疑似体験（10分間）
④まとめ

4. 授業のようす
●２等が当たった生徒は、4,000円課金してい

た。他の生徒は、２等が当たったことをうら
やましそうにしていたものの、高額な課金に
驚いているようすが見られた。

●初回に2,000円分のチケットを購入し使い
切れず返金を求めた生徒に対して、教員が、
利用規約等に基づいて返金はできないことを
参照させていた。

●チケットを購入しない生徒が１名いた。
●授業後に提出された「分かったこと」の記述に

は、すべての生徒が「お金」「購入」「金額」等の
課金に関する言葉を用いていた。

ガチャゲームを疑似体験したことで、生徒は、
自らの判断により課金する、しないを決定する
ことができるようになりました。

ガチャは、商品取引と違い、１つのアイテム
の価値が運要素により異なり、無料であったり、
数十万円にも及んだりすることがあります。こ
のような金銭感覚をつかませるには、本教材は
有効であったと考えられます。

まとめ

※　 本稿は新谷洋介・上野顕子・長谷川元洋「特別な配慮を要する子どもに対するガチャ疑似体験ゲームの開発とその効果」日本消費者教育学会第39
回全国大会要旨集（2019）を基にした。

さまざまな動作環境に対応

コインチケット、 携帯
料金合算払いの 種類の
支払い対応

ゲーム状況の一時的な保
存が可能

ログの閲覧が可能

全般

着目してほしい部分の強調

特定商取引法に基づく表示
等の簡単な表記

コインチケットカード（実
物）の利用

特別支援

特定商取引法に基づく表示

資金決済法に基づく表示

家庭科

コインチケットの使用履歴の表示

携帯料金合算払いの使用履歴の表示

金融教育

図２「たくさん集めて! 水族館」の特徴
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この用語
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。

「瑕疵担保責任」は、「カシタンポセキニン」と
読みます。瑕疵とは、平たくいえば、傷とか欠
点のことで、瑕疵担保責任とは、傷物（欠陥品）
を売ったり作ったりしたときに負うことになる
責任のことをいいます。
この原稿が掲載される頃は、2020年４月１日

に施行された改正民法が適用になっていますが、
改正民法では「瑕疵」の文言は消えて、これに代
わって「契約不適合」と呼ばれることになりまし
た。しかし、改正民法施行日前に契約された取
引については、改正前民法が適用されます（附
則34条）。そして、瑕疵担保責任の時効は最長
10年であり、今後10年は瑕疵担保責任という
用語も使われ続けますので、正しい瑕疵の概念
も押さえておく必要があります。
改正前民法の「瑕疵」の定義は、「通常備える
べき品質・性能を有しないか又は契約で予定し
た品質・性能を有しないこと」とされています。

一方、改正民法の新たな用語である「契約不
適合」とは、「種類、品質又は数量に関して契約
の内容に適合しないもの」とされています（改正
民法562条１項）。新旧民法で用語は変更とな
りましたが、その実質的な内容については変更
ないとされています。
このような用語が変更となった理由は、瑕疵

瑕疵担保責任とは

瑕疵から契約不適合へ

担保責任の法的性質に関する考え方が変更と
なったことに由来しています。例えば建売住宅
の売買を考えると、売主の売買契約上の義務は
その建物を買主に引き渡す義務ですから、世の
中にこれ１つしかない建売住宅（これを特定物
といいます）の売主は、その建売住宅（特定物）
を引き渡せば完全に義務を履行したことにな
り、したがって仮にこれに隠れた瑕疵があった
としても、完全に義務を履行したことになるた
め理論上債務不履行責任を問うことはできない
ということになります。しかしそれでは、お金
を払った買主の信頼を裏切ることになるので、
公平を図るため、法律が特に売主に責任を認め
るために作った責任規定が瑕疵担保責任だとい
う考え方です。裁判所もこのように考えてきま
した。これに対して有力な反対説は、特定物の
売買でも「瑕疵のない物を提供する義務」という
ものがあると考え、瑕疵ある物を提供した以上、
当然債務不履行責任が生ずると主張してきまし
た。改正民法は、後者の説を採用して民法体系
全体を再構成しました。その結果、従来の瑕疵
担保責任を債務不履行責任として統一的に理解
することとして、用語も契約不適合責任と改め
たのです。

瑕疵（契約不適合）のある物を売った場合（売
買契約の場合）、改正前民法では買主は売主に
対して損害賠償請求権を有することになり＊１、

瑕疵担保（契約不適合）責任の内容

2020年4月改正民法によって「瑕
か

疵
し

担保責任」が「契
約不適合責任」という用語に変わりました。その内容を
解説します。

瑕疵担保責任
（契約不適合責任）

20 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。

河合 敏男　Kawai Toshio　弁護士

＊１	 新築建物の売買で構造欠陥および雨漏りについては、品確法に基づき補修請求もできる。
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気になるこの用語

法は、請負人や売主が瑕疵担保責任を負う期間
について一定の期間を定めていますが、これを
短縮する特約も有効とされており、多くの契約
約款や業者の作る契約書では短縮条項が書かれ
ていました。しかし、これは消費者保護の見地
から問題があるということから、民法を修正す
る特別法として前記の品確法の条項が設けられ
ることになったのです。なお、民法改正後も品
確法上は、定義規定をおくことによって「瑕疵」
の用語を残すことになっています（改正品確法
２条５項）。

最高裁平成19年７月６日判決は、「建物は、
これらの建物利用者や隣人、通行人等の生命、
身体又は財産を危険にさらすことがないような
安全性を備えていなければならず、このような
安全性は、建物としての基本的な安全性という
べきである」として、建物の建築に携わる設計
者、施工者および工事監理者は、この建物の基
本的安全性に欠けることのないように配慮する
注意義務を負い、この注意義務を怠って建物の
基本的安全性を損なう瑕疵を生じさせたときは
不法行為責任を負うと判示しました。
また、最高裁平成23年７月21日判決は、「建

物の基本的安全性を損なう瑕疵は、居住者等の
生命、身体又は財産に対する現実的な危険をも
たらしている場合に限らず、当該瑕疵の性質に
鑑み、これを放置するといずれは居住者等の生
命、身体又は財産に対する危険が現実化するこ
とになる場合にもこれに該当する」として、例
えば、放置した場合に鉄筋の腐食、劣化、コン
クリートの耐力低下等を引き起こす場合や、漏
水、有害物質の発生等により建物の利用者の健
康や財産が損なわれる危険があるときもこれに
該当するとしています。

建物の基本的安全性を損なう瑕疵

また契約の目的を達することができない場合は
契約を解除することができます（改正前民法
566条、570条）。改正民法では、追完請求（補
修や代替品提供などにより完全な物を請求する
こと）（改正民法562条）、代金減額請求（不適
合の程度に応じて代金の減額を請求すること）
（改正民法563条）、損害賠償請求および履行
不能や履行拒絶を前提とする契約解除（改正民
法564条）が認められています。
請負契約で瑕疵（契約不適合）のある物を作っ
た場合は、改正前民法では、補修請求または補
修に代わる損害賠償請求ができ（改正前民法
634条）、また契約の目的を達することができ
ない場合は契約を解除することができます（改
正前民法635条）＊２。民法では559条によっ
て請負契約にも売買契約の規定が準用されるの
で、前記の売買と同じ請求権が認められること
になります。

1999年に住宅の品質確保の促進等に関する
法律（以下、品確法）が制定されましたが、この
中で、「特定住宅瑕疵」という新たな用語が定義
され、これについて法律上特別な効果が与えら
れました。
特定住宅瑕疵とは、①住宅であること（人の
居住の用に供する家屋又は家屋の部分）、②新
築の住宅（人の居住の用に供したことのないも
の。ただし建設工事完了の日から起算して１年
を経過したものを除く）であることを前提条件
として、このうち「構造耐力上主要な部分又は
雨水の浸入を防止する部分に関する瑕疵」をい
います。
特定住宅瑕疵については、品確法94条以下
において、新築住宅の引渡しから10年間の瑕
疵担保期間を強制することを定めています。民

特定住宅瑕疵とは

＊２	 ただし、建物その他土地の工作物は除く（改正前民法635条）。
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“格安スマホ”の
利用方法やサービス内容に注意

10

執筆者：国民生活センター相談情報部ピックアップ相談情報

相談事例
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問題点とアドバイス
「いつでもサポートを受けられる」「今までと
同じように使える」といった契約時の説明によ
り、消費者が格安スマホ会社にも今までの携帯
電話会社と同様のサービスがあり、利用方法が
変わらないと認識しているケースがみられま
す。また、消費者が格安スマホ会社のホームペー
ジやパンフレット等を確認せず、利用方法や
サービス内容についてよく理解しないまま契
約・利用してトラブルになっているケースがあ
ります。
（1）		サポート内容や問い合わせ方法を確認しま

しょう
格安スマホ会社は実店舗を持たないことが多
く、問い合わせ方法が電話やメール、ホームペー
ジ上に設置されているチャット等に限られてい
たり、「スマホ教室」のような対面でのサポート
は行われていない場合があります。また青少年
向けのフィルタリング機能等、今までの携帯電
話会社で無料で提供されているサービスが格安
スマホ会社では有料のオプションとされている
場合もあるため、希望するものがあれば契約前

に確認しましょう。
（2）	格安スマホの通話方法に注意しましょう
一定の時間内であれば無料で通話ができる定

額制のオプションサービスは、格安スマホ会社
独自のアプリケーションを用いることや、電話
番号の前に特定の番号を打ち込むこと等、指定
された通話方法でないと、予期せぬ高額請求を
受ける可能性があるため注意が必要です。格安
スマホの使用方法について、ホームページや契
約書に目を通して確認しましょう。
（3）		契約の解除を希望する場合は、すぐに格安

スマホ会社に申し出ましょう
格安スマホ会社の音声通話付きの通信契約

は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対
象です。契約書面の受領日もしくはサービス提
供開始日のいずれか遅い日を初日とする８日以
内に契約している格安スマホ会社に契約解除を
行う旨の書面を出すことで、無条件に通信契約
を解除することができます。ただし、端末代金
や利用したサービス料、事務手数料、SIMカー
ド発行手数料、MNPで転出する場合はMNP
にかかる費用等を支払う必要があります。

参考：�国民生活センター「“格安スマホ”の利用方法やサポート内容に注意―今までの携帯電話会社との違いを確認してから契約しましょう―」（2020年
１月16日公表）�http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200116_2.html

　格安スマホ会社のチラシを見て、電話で契約内容を問い合わせたうえでインターネットから申し
込んだ。「SIMカードを入れ替えるだけで使える。通信状態は変わらず利用料金が安くなる。通話は１
回10分以内であれば無料である」との説明だったので、今までの携帯電話と同じ通話方法で使っていた。
しかし２カ月後、クレジットカードに高額な利用料金の請求があり、格安スマホ会社のマイページを確
認すると、２カ月間の通話料が27,000円だった。そこで契約書をよく読むと、「無料で通話するため
には特定のアプリを使用しなければいけない」との注意事項が記載されていた。�（60歳代、男性）　　

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200116_2.html
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相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

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。

萩谷 雅和　Hagiya Masakazu　弁護士

私の借りているアパートのサブリース業者が倒産してしまいました。
契約期間がまだ半分以上残っています。引っ越したくないのですが、
退去しなければならないのでしょうか。

サブリース業者が倒産したら、
入居者はどうなる？

95

まず、サブリースという言葉の
意味を簡単に説明しておきます。
アパートの賃貸借の場合に、最も
典型的なのは、貸主はアパートの
所有者（以下、所有者）本人という

場合です。不動産業者が仲介する場合は多いで
すが、これはあくまでも「仲介」であり、個々の
部屋の借主に対して貸主としての権利や義務を
有するのは所有者本人です。
これと異なり、サブリースとは、所有者がア
パート１棟を丸ごとそのままサブリース業者
（以下、業者）に賃貸します。この賃貸料はアパー
ト１棟分ですから相当高額になり、通常は各部
屋の空き室の有無にかかわらず固定額の場合が
多いです。個々の部屋は、この業者が貸主となっ
て借主（あなた）と賃貸借契約（また貸しになる
ので、転貸借契約と呼びます）を結ぶものです。
この説明からも分かるように、法律的には、
業者は所有者との間で賃貸借契約を締結してい
ます。ただこの契約は、普通の賃貸借契約では
禁止していることが多い転貸借をあらかじめ承
諾しているという特質があります。業者はこの
承諾に基づいて、個々の部屋の借主との間に賃
貸借契約（＝転貸借契約）を結んでいるわけです。
そこで、業者が倒産すると、業者から所有者
には賃料の支払いがストップしてしまうので、

遅かれ早かれこの賃貸借契約は解除されてしま
うでしょう。そうすると、業者の個々の借主に
貸す権利も消滅し、あなたもその部屋を賃借し
て利用する権利がその土台から消滅してしまい
ます。この結果、所有者から立ち退きを求めら
れれば、借主は退去しなければなりません。実
際にそういう判例もあります。
ただ、これではいかにも借主の地位が不安定

という感もあります。そこで、国土交通省は、
こうしたサブリースに関して、所有者と業者の
間で結ぶ賃貸借契約書のひな型を公開していま
す。これには、「本契約が終了した場合には、
アパート所有者は、転貸借契約におけるサブ
リース業者の転貸人の地位を当然に承継する」
という規定が入っています。つまり、借主が支
払っていた賃料と同額を所有者に支払えばよい
（＝借り続けられる）という意味です。所有者と
サブリース業者がこのひな型を利用した契約を
していれば、借主は出て行かなくてすみます。
ただ、そもそもサブリースを利用する所有者

は、実際に管理する手間暇や空き室発生のリス
クを避けたいのでサブリースを利用するので
す。ですから、業者が倒産しても所有者は別の
業者を入れて、現在の居住者に旧来と同様の賃
貸条件で（＝同じ賃料で）賃貸していくようにな
るケースが多いと思います。



暮らしの判例
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

国民生活センター 消費者判例情報評価委員会
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Xは、Aら運営の出会い系の有料メール交換
サイトで、虚偽の内容のメール（金銭や権利供
与の申出、面会やメールアドレスの交換の申出、
著名芸能人の相談相手依頼など）によってメー
ル交換のために大量のポイントを購入させられ
（いわゆるサクラサイトであった）、240万円
余をだまし取られた。そこでサイト運営者のA
らに対し不法行為に基づく約270万円ほかの損
害賠償を、また一部のポイント購入のためにY
発行の電子マネーを用いたことから、Yが電子マ
ネーによる決済の代行をしたことはXY間の電
子マネーに関する契約上の加盟店の調査・管理
義務に違反するとして債務不履行または不法行
為に基づき損害金約30万円ほかの支払いを求
め、提訴した。第一審（参考判例①）はAらに対
する請求を認容したが（確定）、Yへの請求は棄

事案の概要 却したため、Xが控訴したのが本件である。
本件で利用された電子マネーは、コンビニエン
スストアで電子マネーのID番号を購入し、Y加
盟店運営サイト上で商品等を購入する際に、こ
のID番号を当該サイトに入力して決済するもの
である。いわゆるサーバ型の第三者型前払式支
払手段の発行に該当し（資金決済法３条１項１号、
同条５項）、「その利用者等を保護する」ため（同
法１条）発行者は内閣総理大臣の登録を受ける
必要があり（同法７条）、また自社が「前払式支払
手段により購入若しくは借受けを行い、若しく
は給付を受けることができる物品又は提供を受
けることができる役務が、公の秩序または善良
の風俗を害し、又は害するおそれがあるもので
ないことを確保するために必要な措置を講じて
いない法人（同法10条１項３号）」に該当してい
ないことを誓約する書面の提出義務がある（同
法８条２項）。また金融庁の事務ガイドライン＊１

サクラサイトの利用料支払いに電子マネーを利用したため、電子マネー発行会社に対
し損害賠償を求めたところ、電子マネー発行会社が資金決済法の規定を前提とする金融
庁ガイドラインに示される確認や対応を怠って電子マネー利用者に損害が生じた場合に
は損害賠償請求の可能性があること、および、加盟店販売の商品や役務が公序良俗に反
することを電子マネー発行会社が認識し、あるいは認識可能であったのに加盟店契約を
継続して決済代行を行った場合にはこうした確認や対応を怠ったものとする余地がある
ことを認めたが、本件での責任は否定した
事例。（東京高等裁判所平成28年２月４日
判決、『消費者法ニュース』113号284ペー
ジ、LEX/DB掲載）

控 訴 人：	X（消費者）
被控訴人：		Y（電子マネー発行会社）、
関 係 者：	A、C(サクラサイト運営業者)	

B（Yと包括加盟店契約を締結、A・
Cについて加盟店契約を締結した
会社）

サクラサイト利用代金の電子マネー決済と電子マネー
発行会社の責任

＊１	 	当時は2016年８月改正前のもの。改正後の事務ガイドラインの「第三分冊：金融会社関係　5．前払式支払手段発行者関係」は、2020年３月現
在金融庁HP		https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html		から見ることができる。

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
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暮らしの判例

は、加盟店が販売・提供する物品・役務の内容
について、公序良俗に反するようなものではな
いことを確認する必要性を認め、監督の際の主
な着眼点には、加盟店契約締結の際に契約相手
先が公序良俗に照らして問題のある業務を営ん
でいないかを確認しているか、加盟店契約締結
後に加盟店の業務に公序良俗に照らして問題が
あると判明した際に速やかに契約解除できるよ
うになっているか等が挙げられている＊２。
一方、本件電子マネーの利用規約には、電子
マネー利用者と加盟店等との取引はすべて利用
者の自己責任において行われ、Yは加盟店を代
理、推奨、保証等するものではなく、Yは取引に
つき一切責任を負わない趣旨の規定があった。
Yは加盟店契約の審査に当たって、特商法・景

表法等違反の有無、いわゆる反社会的勢力への該
当性、過去に苦情頻発等を理由にYが契約解除し
た加盟店との実質的同一性の有無、出会い系サ
イトの場合には出会い系サイト規制法違反の有
無の観点から、審査を行っていた。また加盟店契
約締結後も、加盟店に対し、金融庁事務ガイド
ラインの趣旨に基づき、消費生活センターからの
問い合わせに対する回答、当該加盟店への苦情
への対応等を求めるなどの取次等を行っていた。
本件におけるXのサイト利用期間は2010年

12月５日から2011年２月９日であった。他方、
Yは2010年６月に審査のうえBと包括加盟店
契約を締結し、BはAと加盟店契約を締結して
Yの電子マネー決済を利用させたが、YはAの
サイト運営を了承し、その際YはAも審査して
いた。加盟店契約締結後にYは消費生活セン
ターから本件サイトの苦情を受けるなどし（次
の『理由』（3）参照）、最終的に2011年１月にY
が消費生活センターから受け付けた苦情が約
60万円と高額返金を求めるものであったため、
同年２月に加盟店契約を解除している。

（1）	Yの義務の履行の有無については、Yが資

理　由

金決済法や金融庁ガイドラインによる義務を負
うことを指摘したうえで、「Yは、商品や役務
の販売等業者との間の加盟店契約（包括加盟店
契約に基づき加盟店として承認することを含
む。）に基づき本件電子マネーによる決済代行を
行い、その利用者が本件電子マネーを用いて加
盟店から商品や役務を購入等することに関与し
ているということができるから、Yが、資金決
済法の規定を前提とする金融ガイドラインに示
されている確認や対応を怠り、そのために本件
電子マネーの利用者に損害が生じた場合には、
電子マネーに関する契約上ないしこれに付随す
る信義則上の義務に違反するものとして、債務
不履行ないし不法行為による損害賠償責任を負
うと解すべきである」としたが、加盟店として
の承認や継続については、「…Yは、Aを加盟
店として承認するに当たり、出会い系サイト規
制法を含む各種法律違反の有無や、加盟店契約
解除の前歴の有無、反社会的勢力への該当性等
について審査したこと、Aを加盟店として承認
し、本件電子マネーによる決済代行を開始した
後は、消費生活センターからの連絡に対して直
ちに包括加盟店契約の相手方であるBに報告を
求めるなどし、その後問題があることを理由と
してAを加盟店とする関係を解消したことが認
められる」として義務違反を否定した。
（2）	前記（1）に関連するX主張の加盟店調査・
管理義務については、「本件電子マネーのよう
な前払式支払手段の発行者は、代金決済の代行
をしているに止まり、利用者のために代金を立
て替える等、資金提供ないし信用供与をして利
用者の商品や役務の購入等に資金や信用の面か
ら関わっているわけではない。この点では、利
用者が加盟店から商品や役務の購入等をするこ
とについて、電子マネー発行者の関与は密接で
あるとはいえない。代金決済の代行も、利用者
から金銭の預託を受けた上で決済代行の受任を
しているわけではなく、支払の手段を提供して
いるだけである。利用者も、電子マネーを購入

＊２	 前註１の「5．前払式支払手段発行者関係」Ⅱ―３―３およびⅡ―３―３―１参照。
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するための代金を支払っているのであり、電子
マネーを利用することは、代金支払手段の一つ
を選択しているに過ぎない。また、本件電子マ
ネーのような前払式支払手段の加盟店は膨大な
数に及び、その取り扱う商品や役務も極めて多
数かつ複雑であり、しかも変動が激しい。電子
マネー発行者が多種多様な商品や役務を事前に
チェックすることは事実上不可能である」とし
てYの直接的な調査、確認義務については否定
した。また、X主張の信販会社と同様の義務に
ついては「立替払契約においては、信販会社は
その信用を供与し顧客を獲得して報酬を得るこ
とができ、加盟店は顧客から代金受領をせずに
信販会社から立替払いを受けることにより代金
回収と販売等の拡大ができるという相互依存の
関係があり、その関係は密接といえるが、電子
マネーは決済システムを利用して代金の支払を
しているのにすぎず、電子マネー発行会社と加
盟店との関係は密接とはいえない。電子マネー
の発行会社が得る利益は、電子マネーによる決
済システムによる利用料の対価であり、事務手
数料にすぎないというべきであって、立替払契
約における信販会社が受け取る信用供与の対価
とは異にする」などとして否定した。
（3）	Yの、Aのサクラサイトについての認識に
関しては「…電子マネー発行会社が加盟店の販
売している商品や役務が公序良俗に反すること
を認識しながら、あるいは認識することができ
たのにこれを認識せず、加盟店契約を継続して
決済代行を行った場合は、上記の加盟店に対す
る確認や対応を怠ったものであり、損害賠償責
任を負う余地がある」としたが、「Yは平成22
年７月15日から同年11月30日までの間に、
消費生活センターから、本件サイトに関して利
用者が利用金額の返金を求めているという連絡
を受けた事実が認められるが、いずれも金額は
小さく、サイト利用者の全体数からすれば６件
という件数も多いとはいえず、かつ、いずれも
サイト側と利用者との間で解決をしている」と
してサイト自体に問題があると認識するのは困

難で、公序良俗違反のサクラサイトであると認
識することができたとはいえないとした。また
「Yは、平成23年１月21日、消費生活センター
から、Aのサイトに再度返還請求が出ていると
の報告を受け、同年２月21日、同社との加盟
関係を解消しているが…Yは、当該苦情申入れ
にあたり、損害額を調査したが、電子マネーで
あるため履歴が明らかにならず、サイト利用者
から証票を出させる必要があり、同月17日に
至り、その金額が58万8000円であることが
判明したことが認められるのであり、加盟店関
係を解消したことに遅滞は認められない。」とし
て加盟店契約解消日の前にAのサクラサイト運
営をYが認識できたとは認められないと、責任
を否定した。他にXから、同じくBを介して加
盟店となった会社Cが詐欺罪に当たるサクラサ
イトを運営していたことが判明していたと主張
されたが、提出された弁護士法に基づく国民生
活センター作成の回答書面の内容だけでは主張
の裏づけとならず、Yは認識できなかったとし
て否定している。

１	 電子マネーとクレジット
キャッシュレス決済が広まり、店舗等でクレ

ジットカードや電子マネーなどが支払手段とし
て同列に挙げられ、消費者の間にいずれも同じ
ようなものと認識される可能性が高まっている
のではないか。しかし列挙された支払手段は法
的性格が異なり、トラブルの際に受けられる救
済も大きく変わる。本判決はサクラサイトの決
済に利用された電子マネーの発行会社に対する
損害賠償請求が、原審に続き控訴審でも否定さ
れた事案である。前記『理由』（2）は、原審と同
様、電子マネーの性格や特性から、また信用供
与を行う信販会社（カード会社）と、代金決済の
代行で支払い手段の提供に過ぎない前払式支払
手段発行会社（電子マネー発行会社）の加盟店調
査・管理義務の差も検討して、電子マネー発行
会社には信販会社のような加盟店に対する調

解　説
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査・管理義務はないとした。参考判例②も電子
マネー発行会社のこのような義務を否定して請
求を棄却しており、現時点で電子マネー発行会
社にこのような義務を認めた公表判例は見当た
らない。判旨を肯定する見解もあるが、X主張
の「加盟店の支払手段の多様化による取引拡大
で、電子マネー発行会社も利用料収入を増大さ
せる相互依存関係」は、もう少し大きく評価さ
れてもよいのではないだろうか。
なお、信販会社の加盟店調査・管理義務の内
容は電子マネー発行会社と比較して重いとはい
え、常に信販会社が賠償責任を負う趣旨ではな
く（割賦販売法上の信販会社の調査義務は限定
的である）、また信用供与を伴わないマンスリー
クリアは対象にならない可能性があるので、ク
レジットであっても契約時には当然十分注意す
べきである。
２	 電子マネー発行会社の義務
電子マネー発行会社の責任を否定した本判決
であるが、原審が前記『理由』（2）と同様の判断
のみで責任を否定していたのに対して、本判決
では他の観点からの発行会社の義務が明確に示
された。結果として責任は認められなかったが、
今後発行会社の責任を検討する際に大いに参考
になる。具体的には次の２点である。
①資金決済法の規定を前提とする金融庁ガイ
ドラインに示されている確認や対応を怠り、そ
のため電子マネー利用者に損害が生じた場合に
は、電子マネーに関する契約上ないしこれに付
随する信義則上の義務に違反し、債務不履行な
いし不法行為による損害賠償責任を負うとし
た。（『理由』（1））
②電子マネー発行会社が加盟店の販売してい
る商品や役務が公序良俗に反することを認識
し、あるいは認識することができたのにこれを
認識せず、加盟店契約を継続して決済代行を
行った場合は、上記の加盟店に対する確認や対
応を怠ったものであり、損害賠償責任を負う余
地があるとした。（『理由』（3））
①については、原審が「加盟店管理義務」の問

参考判例

①東京地裁平成27年６月25日判決（『判例時報』
2280号104ページ）本件原審
②東京地裁平成28年６月14日判決（LEX/DB）
サクラサイト代金決済を行った電子マネー発
行会社の賠償責任を否定

題として信販会社の義務と対比しつつ一本化し
て判断していたのに対し、それと区別された義
務として整理され、公法上の義務違反を基に私
法上の責任追及の途が開けることを明確化した
点が評価できる。
②については、これにより本判決はAのサイ

トの公序良俗違反性へのYの認識の可否につい
て、詳細な認定や判断を行うに至っており（消
費生活センターからYが受けた６件の本件サイ
トへの苦情等連絡につき、金額や解決への経緯
を認定したり、加盟店契約解消の端緒である消
費生活センターからの報告後、１カ月経ってか
ら契約解消をしたことにつき、その経緯を詳し
く認定し、またBを介した加盟店Cが詐欺罪該
当のサクラサイト運営をしたことへのYの認識
可能性も検討している。これらは原審では認定・
判断されていなかった事項である）、事案にき
め細かく対応した判断が期待でき、前進と言え
よう。金融庁の事務ガイドラインは2016年８
月改正時に、Ⅱ―３―３の第１文の後に『なお、
法第10条第１項第３号に規定する「公の秩序
又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあ
る」とは、犯罪行為に該当するなどの悪質性が
強い場合のみならず、社会的妥当性を欠き、又
は欠くおそれがある場合を広く含むものであ
り、こうしたものが含まれないように加盟店管
理を適切に行う必要があることに十分留意す
る。』が挿入され、公序良俗の範囲が緩やかに解
される余地が高まった。このことからも、②の
判断枠組の意義は高いと考えられる。
今後①②を根拠として発行会社の責任を認め

る判決が出されるか、注目したい。



誌上法学講座誌 上 法 学 講 座

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）。

古川 昌平　Furukawa Shohei　弁護士
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景品表示法を知る・学ぶ

表示規制（2）
3

（表示規制の適用を受ける者は誰か）
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景品表示法は、①「自己の供給する」商品又は
役務の取引について、②同法５条一号から三号
の定める表示を「してはならない」と定めていま
す（５条）。そのため、ある表示について、景品表
示法の表示規制が適用される者は誰かを判断す
る際には、①表示の対象商品・役務を「供給」して
いる者は誰か（供給主体性）、②表示行為を「し」た
者は誰か（表示行為主体性）という２点を検討す
る必要があります。その両方が認められない限
り、景品表示法の表示規制は適用できません＊１。

１　�商品・役務を「供給」している者は誰か
（供給主体性）

（1） 基本的な整理
景品表示法は、「供給」について定義していま
せんが、商品のメーカー、卸売業者、小売業者
等、一般消費者が購入する商品の流通過程に
入っている者は、商品を「供給」しているという
考え方が定着しています（緑本43ページ）＊２。消
費者契約法は、消費者と事業者の契約について
規定しますので、直接契約関係に立たないメー
カーや卸売業者には基本的に適用されません。
これに対し、景品表示法の「供給」主体性につい

第１   表示規制の適用を受ける者 ては、不当な表示による顧客の誘引を防止する
という同法の目的に照らし、自己と不当に取引
するよう誘引し得るか否かという観点で判断さ
れます。
反対に、広告代理店やマスメディアは、表示・

広告の制作に関与しますが、自ら流通過程に
入っていない商品・役務については「供給」して
いるとはいえません。例えば、ある新聞社が、
第三者の販売している商品の広告を誌面に掲載
し、その広告が不当表示であった場合、新聞社
はその商品を「供給」していませんので、当該新
聞社に景品表示法の表示規制は適用されません。

（2） フランチャイズの場合
商品・役務を「供給」しているか否かは、景品

表示法の目的の下、当該商品・役務の提供・流
通の実態をみて実質的に判断されます。例えば、
フランチャイザー（本部）がそのチェーンで販売
する商品を企画し、本部直営店、フランチャイ
ジー（加盟店）経営店舗問わずどこの店舗でも、
その商品を本部が管理する商標で販売している
というような場合、加盟店経営店舗が当該商品
やその原材料を本部から仕入れていなくても、
本部が「供給」していると判断されるでしょう＊３。
フランチャイズ契約の下、サービス利用やブ

＊１　�消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」第２回（2020年１月27日）事務局資料「消
費者トラブルの分析」23ページで整理されている。� �
https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/pdf/consumer_system_cms101_200210_01.pdf

＊２　�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。

＊３　�「座談会　最近の景品表示法違反事件をめぐって」における小林渉消費者庁審議官の発言（公正取引830号17ページ）。

https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/pdf/consumer_system_cms101_200210_01.pdf
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＊４　�https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180530_0001.pdf
＊５　�https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf
＊６　�https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/guideline/#q7
＊７　�https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/
＊８　�同判決には、表示行為をした者が景品表示法５条１号の「事業者」に該当する、という記載があるが、表示をしてもしなくても「事業者」であるこ

とには変わりないので、条文との関係では、表示行為を「し」たといえるかという観点から検討することが直接的である（白石忠志「景品表示法の
構造と要点」NBL1059号59ページ、池田毅「広告・キャンペーン等はどのような場合に違法となるか」ビジネスロー・ジャーナル2015年１月
号（2015年）76ページにて示されている）。

ランド・ノウハウの使用許諾が行われそれに対
する対価が支払われるなどし、一体的な事業運
営が想定されているのが通常ですし、一般消費
者も一体のものと認識するのが通常であること
が考慮されていると考えられます。
例えば、消費者庁の2009年11月10日付措
置命令（株式会社ファミリーマート）、2018年
５月30日付措置命令（株式会社TSUTAYA）＊４、
同年７月24日付措置命令（日本マクドナルド
株式会社）＊５では、本部・加盟店経営店舗いず
れにおいても表示対象商品・サービスを「供給」
していたと判断されています。

（3）  インターネットショッピングモール  
運営事業者の場合
ネットショッピングをする際、インターネッ
ト上のショッピングモールサイトを利用する消
費者は多いと思います。
消費者庁は、「モール運営事業者と出店事業

者が共同キャンペーンを行うなど、商品等の販
売を共同して行い、共同で広告を行っている場
合」には、当該モール運営事業者も商品を供給
しており表示内容の決定に関与しているため、
景品表示法が適用されるとの考えを示していま
す（管理措置指針Q&AのＱ７に対する回答）＊６。
もっとも、どのような場面が「商品等の販売を
共同して」行っているのかは明らかにされてい
ない状況です。
消費者庁は、現在「デジタル・プラットフォー
ム企業が介在する消費者取引における環境整備
等に関する検討会」＊７を開催しています。当該
検討会では、モール運営事業者が自ら表示を行

う場面や、出店事業者の表示に関与する場面が
あることを念頭に、モール運営事業者の供給主
体性につき議論される可能性があります。
ショッピングモールの運営形態は多様ですし、
モール運営事業者が自ら一般消費者に直接商
品・役務を販売することは多くなく、一般消費
者としても（モール運営事業者でなく）各出店事
業者から購入すると意識することも多いと思わ
れ難しい論点ですが、議論の動きには注目が必
要でしょう。

２　�表示行為を「し」たといえるか� �
（表示行為主体性）

（1） 基本的な考え方
誰が表示行為をしたのか（誰に表示規制が適

用されるのか）という問題につき、東京高裁判決
平成20年５月23日（平成19年（行ケ）第５号、
ベイクルーズ事件判決）が一般的な考え方を示
しています。その考え方はおおむね次のとおりで
す＊８。

表示行為をしたか否かは、表示内容の決定に関
与したか否かにより決まる。
次の（あ）から（う）のいずれかに該当する場合
は、表示内容の決定に関与したこととなる（→
表示行為をしたこととなる）
（あ）�自らまたは他の者と共同して積極的に表示

の内容を決定した
（い）�他の者の表示内容に関する説明に基づきそ

の内容を定めた
　→�他の事業者が決定した（決定する）表示内容
についてその事業者から説明を受けて了承
し、その表示を自己の表示とすることを了
承した場合は（い）に該当する

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180530_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/guideline/#q7
https://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/digital_platform/
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６月15日付措置命令＊11では、同社が、広告
代理店を通じて、アフィリエイトサイトの運営
者に対し、自社ウェブサイトの記載内容を踏ま
えた本件商品に係

かか
る口コミ、ブログ記事等を作

成させ、当該自社ウェブサイトへのハイパーリ
ンクとともに当該アフィリエイトサイトに掲載
させていたことが明示的に認定されています。
同命令は、アフィリエイトサイトの表示を不当
表示と認定したものではないですが、一般消費
者に対する周知徹底の方法として、「アフィリ
エイトサイトからハイパーリンクにより自社
ウェブサイトに遷移する動線を含める」ことを
求めています。

（3） ステルスマーケティングについて
事業者が第三者に口コミサイトでの口コミ掲

載を依頼するケース（いわゆるステルスマーケ
ティング。以下、ステマ）についても、同様に
考えられます。レビュアーは商品・役務を「供給」
していませんので、表示規制の適用を受けませ
ん。他方、事業者について、当該事業者が口コ
ミの内容を自ら確認して修正指示等をした場合
は前記（あ）に該当しますし、確認しない場合も、
口コミの内容の決定をレビュアーに委ねた場合
には、（う）に該当し、表示行為をしたと判断さ
れるでしょう。レビュアーに対し経済的利益を
提供する場合には委託したことが明確ですが、
提供しない場合でも委ねたと判断されることは
あり得ます。
ただ、前記は表示行為主体性に関する議論で

す。商品を供給する事業主に、口コミについて
表示行為主体性が認められる場合でも、実際と
異なり著しく優良と示すなど景品表示法の定め
る不当表示に該当しない場合は、同法に違反し
ないという限界があります。

（う）他の事業者にその決定を委ねた
　→�自ら表示内容を決定することができるにも
かかわらず、他の事業者に表示内容の決定
を任せた場合は（う）に該当する

前記考え方は、東京地裁判決令和元年11月
15日（アマゾンジャパンによる景品表示法措置
命令取消訴訟）でも採用されており、この考え
方は、今後も裁判所・消費者庁に一般的なもの
として採用されると予想されます。
この考え方によると、例えば、事業者Aが他
の事業者Bに対し自己の供給する商品の表示内
容の決定を委ね、Bが自己の判断で不当表示を
した場合、委ねた事業者は、前記（う）に該当し、
不当表示行為をした者に該当します。その際、
委ねられた事業者は前記（あ）に該当しますの
で、当該受託者が、自己の商品・役務として「供
給」していれば、併せて景品表示法の不当表示
規制の適用を受けることとなります。

（2） アフィリエイトサイトについて
アフィリエイトサイト上の表示について、ア
フィリエイターやアフィリエイトサービスプロ
バイダーは、アフィリエイトプログラムの対象
となる商品を自ら「供給」する者ではないため、
表示規制の適用を受けません。
これに対し、広告主がアフィリエイターに表
示内容の決定に関与している場合には、当該広
告主が表示行為をしたものとして表示規制の適
用を受けます（健康食品に関する景品表示法及び
健康増進法上の留意事項について12ページ）＊９。
前記（う）に関し、他の「一般消費者」にその決定
を委ねる場合も妥当するとの考えを前提とする
ものです＊10。
消費者庁のブレインハーツに対する2018年

＊９　�https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf#page=14
＊10���白石忠志「景品表示法の構造と要点」NBL1059号61ページにてそのような考え方が示されている。
＊11���https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0005.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160630premiums_9.pdf#page=14
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180615_0005.pdf
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ここまでが現行法の整理ですが、日本弁護士
連合会は、ステマについて、「客観的・中立的
な情報を装って、実は事業者の意図する主観的
な情報を提供するという、欺まん的な情報提供
の態様」であると指摘し、原産国告示等と並ん
で指定告示により規制すべきとの意見を表明し
ています（2017年２月16日付「ステルスマー
ケティングの規制に関する意見書」）＊12。この
考えは、ステマに対する社会の認識とおおむね
整合するものと思われます。このような流れを
受けて、法的な規制が改めて検討される可能性
はあり、今後の動きに注目です。

（4） クロレラチラシ配布差止等請求事件
前号で取り上げたクロレラチラシ配布差止等
請求事件＊13では、サン・クロレラ販売株式会
社（以下、サン社）ではなくクロレラ研究会がチ
ラシを作成し配布していたため、誰が表示行為
をしたのかが問題になりました。念のため事案
を再掲します。

サン社は、「サン・クロレラＡ粒」等の健
康食品を製造して一般消費者に対し販売し
ていた。また、法人格を有しない団体であ
る「日本クロレラ療法研究会」は、一般消費
者に対し、サン社の販売する商品名を記載
せずに、クロレラやウゴギという一般的な
原材料に「病気と闘う免疫力を整える」「神
経衰弱・自律神経失調症改善作用」等の効
用があることを記載した新聞折込チラシを
配布していた。

大阪高裁は、次の事情を総合的に勘案し、当
時の研究会チラシの配布主体はサン社であった
と判断しました（当該事案では、前述のように
そもそも景品表示法の「表示」に該当するかが争

点となっていたので「配布主体」という用語が用
いられましたが、実質的には、誰が表示行為を
したのかという問題です）。

①クロレラ研究会本部はサン社の本社ビル内に
あり、他の支部もサン社の事務所内にあるも
のがあったこと
②チラシ作成配布費用を含め広報活動に要する
費用をサン社が負担し、クロレラ研究会には
独自の職員はおらず、サン社の従業員が事務
に携わっていたと考えられること
③（すべての場合にそうであるとまではいえな
いとしても、）クロレラ研究会に資料請求した
場合にサン社商品のカタログ等が送られてく
るしくみもあったこと
④これらの事実に加え、チラシの配布を行わな
くなってからクロレラ研究会の支部は廃止さ
れクロレラ研究会本部のみとなったこと

クロレラチラシ配布差止等請求事件では、前
述のベイクルーズ事件判決のように、商品流通
過程にいる輸入卸業者と小売業者について誰が
表示行為を行ったといえるかという点が問題に
なったものではなく、クロレラ研究会とサン社
といった一応別の団体を同一視できるかという
ことが問題となりました。
前記①から④の事情を踏まえると、実質的に

はクロレラ研究会はサン社の手足であり、サン
社が、クロレラ研究会を通じて表示の内容を決
定する行為を行っていたと言えるでしょう。そ
の意味で、大阪高裁の考え方は、ベイクルーズ事
件判決の考え方に通じているとはいえそうです。
ただし、大阪高裁は、差止請求の対象となっ

た会社が対象チラシを現在配布しておらず、ま
た配布するおそれがあるとはいえないと判断
し、結論としては適格消費者団体の請求を棄却
する判決を行いました。

＊12���https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170216_02.pdf
＊13���ウェブ版「国民生活」2020年３月号　http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202003_15.pdf

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170216_02.pdf
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202003_15.pdf
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の
記事の確認方法 について

国民生活センターホームページの掲載コンテンツの整理に伴い、ウェブ版「国民生活」のバックナン
バーの掲載期間を変更させていただきました。当年度と過去3年度分は、当センターホームページ上
でご確認いただけますが、それより過去のものにつきましては、WARP（国立国会図書館インターネッ
ト資料収集保存事業）の次のページから、ご覧ください。
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/index.html

なお、WARPに掲載されているバックナンバーの内容はその発行号編集時のものであり、また、法
令等は改正されている場合がありますので、ご留意のほどお願いします。

操作方法

WARPでは、３カ月に１度当センターの
ホームページの情報を保存しています。
上記URLを開くと、バックナンバーが削
除される前の2020年１月17日に
WARPに保存されたウェブ版「国民生活」
のページにつながります。

1

ページ下部に「特集」や「連載」のバック
ナンバーがありますので、クリックし
てご確認ください。

2

ウェブ版「国民生活」掲載を
終了した

http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/index.html
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