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子どもの事故防止を
考える

子育てにおいて子どもたちの健全な発達を進
めていくために、そしてその大事な命を守るた
めに「子どもから目を離さないで！」という家族
への指導は確かに必要なことかもしれません。
しかし、それが絶対ではないということもあら
かじめ社会として理解しておく必要があります。
つまり目を離さない努力だけをしていれば、

事故から子どもを守れるかといえば、そうでは
ないということです。両親、祖父母とも人間で
あり、エラーはつきものです。人間は金魚より
集中することができないと言われたりもしてい
ます。目を離すことは大いにあり得ることで、

子どもから目を離さない?! 運が悪ければ事故に遭遇してしまいます。
しかし、そのリスクを下げる方法があります。

それが事故予防において重要な位置づけとなっ
ている環境改善、製品改善です。またメリハリ
をつけた注意を集中すべき点の理解も重要で
す。発達段階に合わせてそれらの実例を挙げて
いきたいと思います。

① ０～４カ月児
寝返りさえもまだできず、一人では移動する

ことができない時期になります。それゆえ赤
ちゃんが置かれている環境が重要になります。
この時期で最も注意すべきものは窒息と乳児突

然死症候群（SIDS）になります。
赤ちゃんの寝る場所はどこが一番

安全でしょうか。わが国では「川の
字で寝る」という表現があるように
同じ平面で赤ちゃんと寝る習慣があ
りますが、これは海外では危険な環
境であると認識されています。でき
る限り柵のあるベビーベッドに寝か
せてあげてください。一緒に寝てい
た大人やきょうだいが意図せず圧迫
してしまう、はね上げた布団で口と
鼻を塞

ふさ
ぐなどの事態が起こり、この

年齢ごとの事故における特徴

専門：小児救急・集中治療
小児科専門医、集中治療専門医、日本DMAT隊員、日本小児救急医学会代議員

種市 尋宙　Taneichi Hiromichi　富山大学附属病院小児科講師
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時期の赤ちゃんは自ら払いのけることができな
いため窒息する場合があるのです。
また赤ちゃんの就寝環境に柔らかいものを置

くことも避けてください。ぬいぐるみや柔らか
い枕などは鼻や口を塞ぎ窒息させてしまうおそ
れがあります。ベビーベッドの柵に取り付ける
ようなベッドガードも危険です。海外では既に
多くの報告が出ており、ベッドとそのガードと
の間にできた隙間に顔を挟み込み窒息してしま
います。やさしさのつもりで行うことに危険な
ものがあり、赤ちゃんに対するやさしさのかけ
方は少し難しいと感じます。
SIDSのリスク因子は既に周知されていると

おり、うつぶせ寝、喫煙（母のみならず周囲の
家族も含めて）などが挙げられています。喫煙
に関しては、赤ちゃんの安全のために、そして
ご自身の健康のために家族全員の禁煙努力が望
まれます。SIDSは症例の90％が６カ月未満に
発症するため、その時期までは特に注意が必要
だと思われます。
② ４～７カ月児
昨日できなかったことが今日できるようにな

ることを実感しだす時期でもあることから、成
長を楽しむことができ、育児のやりがいを感じ
るでしょう。一方で事故の多発時期に入ってき
ます。寝返りなど徐々にちょっとした移動が可
能となり、この時期に起きやすいものが転倒・
転落です。ベッドやソファにいつもどおりに横
に寝かせていたら大きな物音と泣き声で転落に
気づき、慌てて急患センター受診ということが
起こります。ソファにしてもベッドにしても寝
返りなどで転落し得るような端には寝かせない
ことが必要です。特に目を離す場合はベビー
ベッド内が一番安全です。
６カ月頃からお座りの練習などが始まります

が、まだまだ不安定な時期でもあり、気を許し
た隙に転倒して頭部を打撲することもありま
す。乳児期の脳は揺さぶりに大変弱く、賛否両
論ありますが、ちょっとした外力で頭蓋内出血
を起こす可能性も指摘されるほど脆

ぜい
弱
じゃく
です。で

きる限り転倒・転落は避けるべきです。そして、
赤ちゃんが喜ぶ「高い、たか～い」を避けてほし
い理由も同様で、赤ちゃんの脳に急激な揺さぶ
りの力を加えないでください。
③ ７カ月～１歳児
ハイハイ、つかまり立ち、伝い歩き、一人歩

きと移動範囲が大きく広がるため、転倒・転落
のリスクはさらに高まります。文字どおり目が
離せない時期に入ってきます。
またさまざまなものに興味を持つことから、

手にしたものを口の中に入れて確認します。そ
のため、気道異物、異物誤飲が増える時期でも
あります。気道異物としては、ピーナツが最多
の原因として有名です。ピーナツは軽く、サイ
ズも小さいために、笑うなどして大きく息を
吸っただけで、のどに吸い込まれ、窒息します。
子どもたちにとっては危険な食べ物であること
の認識が必要です。2020年もピーナツの小児
窒息死亡事例が報道されています。３歳までは
特に要注意です。誤飲としては、たばこや薬な
ど大人が床などに無造作に放置していたものを
つかみ、口に持っていきます。１歳前後の子ど
もは薬のシートから錠剤を取り出すことも可能
となり、薬物誤飲事例も起こります。
他にも誤飲におけるリスクが指摘されている

ものとして、ボタン型のリチウム電池がありま
す。特に新品のリチウム電池は危険であり、大
きな電力量を持つことから短時間で容易に粘膜
に穴が開いてしまいます。誤飲すると食道潰

かい
瘍
よう
、

胃
い
穿
せん
孔
こう
などが起こります。これら危険なものは

子どもたちがどれだけ背伸びをしても届かない
場所で管理し、成長段階によってはイスなどを
利用することも想定して、鍵や扉のある場所に
しっかり保管しておくほうが良いでしょう。
子どもの誤飲が起こってしまう原因は大人の

責任といえます。面倒でも一つ一つリスクを消
していくことが重要です。しかし、幼いきょう
だいがいると、この作業は困難を極めます。家
中を常に整理整頓しておくことは現実的ではな
いため、赤ちゃんがいる場所を決めて、その場
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道路を横断する際は子どものペースに合わせて
余裕を持って渡りましょう。また、駐車場内は
極めて危険です。多くの車が行き交い、死角も
増えます。子どもたちはお店に気を取られてし
まい、飛び出すリスクも高くなります。車の乗
り降りの際は細心の注意を払うとともに、日本
にもお店の入口近くに家族連れ専用の駐車場が
増えることを期待します（写真）。
転倒・転落に関しては、特にベランダに注意

を払ってください。鍵をかけておくことはもち
ろんですが、いつの間にか手が届くようになる
のが子どもです。余計なものはベランダに置か
ず、エアコン室外機なども登る手段として利用
するため、設置場所に注意してください。子ど
もたちは自らイスを持ち出すこともあります。
さまざまな想像を働かせて手すりを越えさせな
いように注意してください。

これまで悲しい子どもの事故に対応する機会
が少なからずありました。その都度、家族の悲
しみと亡くなられた子どもの苦しみを思うと医
療者も胸が引き裂かれるような思いをしていま
す。だからこそ、そのメッセージを少しでも皆
様の幸せな生活を維持するために役立ててもら
い、小さないのちの存在を無にしないでほしい
と思っています。さまざまな工夫のもと、大人
が子どもを守り、不慮の事故がゼロとなる社会
になっていくことを望んでいます。

さいごに

所、部屋だけは床に物を置かないように注意し、
各家庭の状況においてさまざまな工夫を試みる
ことも求められます。散らかす原因となってい
るきょうだいを逆に味方に付けて、お片付けの
やり方を教える機会にすると効率的な子育てに
つながっていきます。誰かが一人で抱え込まず
味方を増やすことも事故予防の大切な手法で
す。
④ 幼児期
幼児期になると活動範囲が広がることで熱傷

や溺
でき
水
すい
事例が増加します。熱傷はさまざまな原

因で起こります。製品関連としては、便利な電
気ケトルや炊飯器の蒸気などで受傷します。便
利なものにはリスクが伴っています。これらは
蒸気が出ないなど事故予防の対策がされた製品
があるため、小さなお子さんがいる家庭ではぜ
ひ安全なものを選んでください。
溺水は必ずしもプールや海だけで起こるので

はなく、自宅の浴槽内でも多いことに注意が必
要です。できる限り浴槽内には水をためたまま
放置しないことと、どうしても難しい場合は浴
室内に入ることができないように鍵をかけるこ
とが重要になります。また、入浴中の事故も多
くあります。他のきょうだいに任せて大人がそ
の場を離れたときに事故が起こっています。入
浴中は他に必要な家事が重なる時間帯でもあり
ますが、集中を切らさず注意する必要がありま
す。浴槽用浮き輪の事故も多く報告されていま
す。根本的に目を離してよい製品ではありませ
ん。家族が洗髪中などに溺水してしまう報告が
あり、危険なものと認識し、過度に期待しない
ようにしましょう。日本小児科学会のInjury�
Alert（傷害速報）＊という子どもの事故報告に
も、同製品については再三にわたり警鐘が鳴ら
されています。
乳児期に比較して生命に関わる交通事故も急

激に増加します。交通事故に関して、信号待ち
の時はできる限り車道から離れた位置で待ち、

＊　https://www.jpeds.or.jp/modules/injuryalert/

写真 家族連れ用駐車場の例（スイス ジュネーブ）

ショッピングセンター店内入口近くに設けられている� 写真：筆者撮影

https://www.jpeds.or.jp/modules/injuryalert/
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「リスク・マネジメント」と聞くと、危機管理、
つまり「悪いことが起きないようにすること」だ
と考える方が多いかもしれませんが……実は違
います。確かに狭い意味、例えば安全だけの世
界で見れば、リスク・マネジメントは「悪いこ
とを減らすこと」。でも、広く社会全体で見ると、
リスク・マネジメントは「価値とリスクの天

てん
秤
びん

をかけながら、できる限り価値を大きくする。
そうしつつも、リスクが大きくなりすぎないよ
う、まして、価値を超えないようにする取り組
み」です。

国際規格である「ISO 31000 : 2009 リスク・
マネジメント」の定義を見てみましょう。リス
クとは、「目的に対する不確かさの影響」とされ
ています。めざすゴールに対して、良いほうに
転ぶか、悪いほうに転ぶか、それが大いに分か
らない場合を「リスクが大きい」と呼びます。「リ
スクが大きい＝目的に対する不確かさが大き
い」、「リスクが小さい＝目的に対してあまり不

「リスク＝危ない」ではない 確かさがない」なのです。株で大損することも
あるけれど、逆にジャンク株で大もうけをする
かもしれない（不確かさ／リスクが大きい）。一
方、定期預金はあまり得もしない分、まず損も
しない（不確かさ／リスクが小さい）、そういう
ことです。

予測できないのが、子どもの行動です。

●「できないよね」「しないよね」
　→できます！ します！ 
●「危ないって、なぜ分からないの？」
　→分からないのが子どもです（大人は、

危ないと分かっている行動さえします）。

子どもは「不確かさ／リスク」の塊。それは悪
いことでしょうか？ いいえ。危なさが分かっ
ていないからこそ、子どもはいろいろなことを
試し、何度も繰り返し、諦めずに「これ！」と思っ
たことをし続けられるのです。うまくできるは
ずがないと思っていたことができるようになっ
ていたり、どんどん上手になっていたり……、
予測の難しさの裏側にある「良い不確かさ」、こ
れもリスクです。

身のまわりのモノや環境で試し、繰り返し、
続けることで子どもは育っていきます。そして、
試し、繰り返すということは、失敗もするとい
うこと。失敗するから、「次はこうしよう」「こう
してみたら、うまくいった」が分かるのです。成
長・発達に失敗は必須。子どもが失敗しないよう

子どもは「不確かさが大きい」存在

筑波大学卒。健診団体広報室に10年以上勤務した後、コロラド州立大学大学院に留学、
2008年、心理学博士号取得。専門は健康と安全の心理学。

掛札 逸美　Kakefuda Itsumi　保育の安全研究・教育センター代表

子どもの危険認識力も高める
リスク・マネジメントの実践
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に、常に上手にできるように大人が手伝って育
てることなどできませんし、失敗を経験せずに
育ったら、問題解決のスキルも身に付きません。

失敗の価値を考えれば、付随するリスクはあ
る程度、受容すべきなのです。

もちろん、何かに取り組んでいる最中の失敗
が子ども自身を傷つけることもあります。一番
分かりやすい例がケガ。傷が外から見えて本人
が痛がっていたら、命にはほとんど影響がな
かったりします。逆に、頭部や腹部のように、
外から見えず、子ども自身も平気そうにしてい
るほうが危険だったりもします。

そうしたとき、「（頭／おなか）を打ったかな。
心配だから病院で診てもらおう」と大人が判断
すれば、脳障害や出血死などといった深刻な結
果はほぼ防ぐことができます。「子どもの事故」
というとどうしてもケガ予防に目が向いてしま
いますが、ケガこそ、成長・発達の価値に付随
するリスクなのです。

同じケガの中でも、高い所からの転落や交通
事故は、命を容易に奪いかねません。また、風
呂や川、池などで起こる溺

でき
水
すい

、食品やおもちゃ
等で起こる誤

ご
嚥
えん

窒息、ヒモ状のものによる窒息、
毒物や薬、酒類、磁石やボタン電池の誤飲、や
けど……、こういった出来事は命にかかわる場
合が多々あります。

ところが、擦り傷や切り傷といった日常のケ
ガに比べると、こちらはめったに起こりません。
加えて人間の脳には「私／私の家族には、ひど
いことは起きない」と感じる認知バイアス（もの
の見方の歪

ゆが
み）もあります。そのため、「起きな

いだろう」「大丈夫だろう」と思いがち。保護者
や保育者だけでなく、子どものまわりにいる大
人がすべきことは、日常のケガと、こうした「深

大人の役目：
失敗の結果を深刻にしない

刻な結果につながりがちな出来事」の間に線を
引いて、後者をできる限り予防することなので
す。

子どもが走り回り、とび回る以上、日常のケガ
は予防できません。でも、深刻な結果につなが
りかねない出来事は、「起こるかもしれない」と
いう目で大人がモノや環境、子ども、自分の行
動を見直せば、予防できるものが大半です。

まず、「うちの子は、そんなことしない」「で
きない」をやめましょう。「きっと、するだろう」

「こうすればできるはずだ」が基本です。

●「ハイハイしている赤ちゃんはテーブル
の上のポットに手が届かないはず」

　→テーブルから電気コードがのびていた
ら？ テーブルクロスが垂れていたら？ 
手が届かなくても、ポットは落ちてきます。

●「ベランダの窓の鍵なんて、開けられる
わけがない」

　→いえ、触っている間に開いてしまうか
も、出られてしまうかも、そして、ベラ
ンダに登れるところがあったら……。

大人の想像力が試されているのだと思って、
「子どもはきっとこんなことをするはず」と考え
ましょう。「できてしまう」を前提にすれば、２
歳の誕生日までは浴

よく
槽
そう

に残し水をしない、風呂
場に鍵をつける、ボタン電池が入っているリモ
コン等はラップで包む……といった対策が出て
きます。

もう１つのポイントは、「中途半端にまねた
ら危険な行動を、子どもの目の前でしない」。
典型例は、子どもの目の前で薬を飲む。「何食
べてるの？」「薬だからね、苦いんだよ」と言っ
ても、子どもは納得しません。「高い棚の中に

深刻な結果につながる出来事は
予防が容易
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特集 子どもの事故防止を考える

しまえば大丈夫」、いいえ、収納した場所を見
ていれば、イスでも何でも持ってきて届くよう
にしてしまうのが子どもの頑張りです。

かといって、「子どもの目の前でお酒を飲ま
ない」は難しいかもしれません。そうすると、
フタの開いた缶入りアルコール飲料を冷蔵庫に
置いておかない、冷蔵庫にチャイルドロックを
付ける、といった、「できてしまう」を前提にし
た対策が必要になります。

子どもは失敗しながら、ケガもしながら育つ
もの。オリンピックの選手だって思わぬ骨折を
することがあるのですから、子どものケガはゼ
ロにできません。とはいえ、ケガを減らす方策
はあります。発達段階に合った遊びをし、少し
ずつ確実にできるようになる、そのような環境
と方法を保障することです。

例えば、「近年増えている」と保育園で聞くの
が、イスに座っていられない、立っていられな
い、腕を振って走れない子どもたち。元をたど
れば、うつぶせの状態で上体を反らし、足で床
を蹴り、ハイハイをするといった、体幹が育つ
ために大事な活動が減り、その分、「動き回らず、
安全だから」「大人にとって楽だから」などの理
由で赤ちゃん用のイスやクッションに座らせて
いるから、ではないかと言われています。大人
の都合でこの育ちを欠けさせたのでは、子ども
は座ることも立つこともできず、スポーツどこ
ろではありません。まずは、この時間と環境の
保障です。

「できていく」を保障しつつ、
深刻なケガを防ぐには

そして、「自分で少しずつできていく」を保障
する環境と大人の行動も必要です。例えば、腕
や指の力がないのに、子どもを抱き上げてうん
ていにぶら下げたら、落ちるだけです。自分で
は築山に登ることができない子どもを頂上に連
れていったら、喜びはするでしょうけれども、
あとは転げ落ちるだけです（登るときより降り
るときのほうが難しいので）。人間の成長は、
１つ飛ばし、２つ飛ばしができません。

そう考えると、遊具の中でも滑り台やジャン
グルジムは特に危ないとお分かりいただけるで
しょう。階段１段、ジャングルジム１段を登れ
てしまう月齢の子どもは一番上まで行けてしま
う、つまり、「できなくてもできてしまうタイプ」
の遊具だからです。既に述べたように、あくま
で子どもが「少しずつ確実に」できるようにな
る、そのような環境と方法を大人が保障するこ
とが重要なのです。

子どもの育ちという価値と、子どもの「不確
かさ」ゆえに起こるマイナスのリスク（事故）。
リスクをゼロにしようとすれば、価値も同時に
下がってしまいます。

価値を保障しようとすれば、リスクが必ずつ
いてきます。その理解のうえに、命を奪うリス
クと、成長に付随する「容認すべきリスク」を分
けて考える。価値とリスクの天秤を常に考える。
子どもたちが十分に育っていける社会に必要な
のは、この、「リスク・マネジメント」の最も基
本的な考え方なのです。

おわりに
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子どもたちが、安全安心に、そして創造的に
暮らせる社会の実現をめざす「キッズデザイン」
という考え方があります。
この「キッズデザイン」は、「子どもたちの安

全・安心に貢献するデザイン」「子どもたちの創
造性と未来を拓

ひら
くデザイン」「子どもたちを産み

育てやすいデザイン」という３つのデザイン
ミッションから構成されます。
特徴としては、外観の「意匠」や「造形」といっ

た狭義のデザインにとどまらず、「機能」や「制
度」なども含めた広義のデザインを指している
こと、子ども向けの玩具などだけでなく、子ど
もが触れたり、かかわりをもつ可能性のあるす
べての製品、建築・空間、サービスを対象にし
ていること、が挙げられます。
この「キッズデザイン」の普及、推進を中心的

に行っているのがキッズデザイン協議会です。

キッズデザインと
キッズデザイン協議会

2007年にNPO法人として認証された団体で、
2020年５月現在の会員数は111を数え、さま
ざまな業種の企業、自治体、大学、研究機関、
医療機関、デザイン団体など、まさに産官学横
断的な構成になっています。

「キッズデザイン」の中でも、子どもたちの安
全安心に関する取り組みとして、当協議会では
主に次の２つの活動を行っています。
１つは、キッズデザイン賞＊１の主催です。

この賞は、前述の３つのキッズデザインミッ
ションを実現し、普及させるための表彰制度で
す。2007年に創設され、これまでの累計の受
賞点数は2,968点に上り、その約３割が安全
安心部門での受賞です。
子どもや子どもの産み育てに配慮した、すべ

ての製品、空間、サービス、活動、研究が応募
対象になり、受賞作品は「キッズデザインマー
ク」を使用することができます（図）。
これにより、キッズデザインという価値の見

える化を図っています。
もう１つが、キッズデザインの標準化です。

「キッズデザインガイドライン－安全性のガイ
ドライン」を作成し、これに基づいた「CSD認
証＊２」を2013年に開始しました。
これは、製品などに定められている安全基準

や規格の遵
じゅん
守
しゅ
だけでは解決できない子どもの事

故に対して、実際に起きた事故や類似の事故の

キッズデザイン賞と
キッズデザインの標準化

子どもの事故防止のために
求められる製品を考える

特集

3
杉山 智康　Sugiyama Tomoyasu　特定非営利活動法人キッズデザイン協議会 事務局長

＊１	 https://kidsdesignaward.jp/
＊２	 CSDはChild	Safety	through	Designの略称。http://www.kidsdesign.jp/project/certification/csd.html

図 キッズデザインマーク

https://kidsdesignaward.jp/
http://www.kidsdesign.jp/project/certification/csd.html
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子どもの事故防止のために
求められる製品を考える

情報に基づいて、キッズデザインガイドライン
を遵守し、キッズデザインプロセス＊３を循環
させることで、安全性向上のプロセスを経てい
ることを認証する制度です。
さらに、キッズデザインガイドラインをベー

スにしたJIS原案作成に取り組み、「JIS	Z	8150	
子どもの安全性－設計・開発のための一般原則」
が2017年に発行されました。このJISは、子
どもの安全に配慮した製品作りのいっそうの促
進を目的としており、事故情報の収集・分析や
子どもの特性の理解などの科学的なアプローチ
を行い、それに基づいたリスクアセスメントや
事故防止対策を行うことを規定しています。

事業者が製品開発するうえで、「子どもは小
さな大人ではない」という認識を前提にするこ
とが大変重要です。
子どもは、特有の身体特性、行動特性を持ち、

身体・能力ともに急速に発育・発達します。さ
まざまなものへの興味・関心や好奇心による想
定外の行動も、子どもの発育・発達の過程では
ごく自然な行為です。大人の尺度でいうところ
の、いわゆる「誤使用」の概念は、子どもには存
在しません。
子どもの安全を考える際の基本は、こういっ

た特性、特徴への考慮、配慮を行いながらも、
子どもの自然な行動を阻害することや、子ども
が身に付けるべき危機回避能力の育成を妨げる
ことなく、なおかつ重

じゅう
篤
とく
な事故を繰り返さない

対策を打つことが肝要であると考えます。
キッズデザイン賞の受賞作品には、過去の事

故から学び、課題解決に向けた工夫を施した好
事例が多数あります。例えば、一定の力が加わ
ると、スライダーが外れる解放機能を備えた

製品開発に求められる
子ども視点

ファスナー、発生した蒸気を水タンクで冷却す
ることで外部に蒸気が出ないよう蒸気レス化を
図るとともに、転倒しても熱湯の流出を最小限
に抑える機能を備えた電気ケトル、底面の吸盤
がテレビ台に吸着することで転倒を防止する機
能を備えたテレビスタンドなどです。
これらの事例からは、首が絞まることでの窒

息、湯気や熱湯によるやけど、重量物の下敷き
といった過去の事故と「同様の事故を繰り返さ
ない」という真

しん
摯
し
な姿勢がうかがえます。

当協議会では、キッズデザインの国際標準化
に向け、JIS	Z	8150で規定した子どもの安全
性を含んだかたちで、子どもの特性に配慮した
製品・サービス・システムの開発を行うための
ガイドライン原案をISO（国際標準化機構）に提
案中です。
このような子どもの安全に関わる標準化の取

り組みは、国内でも近年増えつつありますが、
欧米と比較して、対象となる製品・サービスの
広がりはまだ限定的です。今後、標準化の取り
組みの裾野がさまざまな業界や団体へと広が
り、さらに多くの製品・サービスを対象にした
JISやISOの制定が加速されることが期待され
ます。
また、いっそうの子どもの安全性向上のため

には、「事故情報が水面下に潜んでいて、社会
で共有されていない」「使用によって生じるリス
クが消費者に十分伝わっていない、あるいは、
消費者が十分理解していない」といった課題の
解消に向け、事業者、消費者に加え、行政、医
療、研究、教育、保育、当協議会のような団体
など、子どもや子育てに関わる幅広い関係者の
連携による、事故をはじめとした情報の共有と
活用を可能にするしくみの構築が望まれます。

今後の取り組みと課題

＊３	 デザインコンセプト、デザインレビュー、カスタマーコミュニケーション、事故情報・ユーザーニーズ収集・分析で構成される。
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皆様はチャイルド・デス・レビュー（以下、
CDR）という言葉をお聞きになったことはあり
ますか？ わが国においては新しい概念であり、
小児版死因究明制度や虐待死見逃し防止制度、
小児死亡データベース構築かのように語られも
しますが、CDR制度とは、それらの整備も含
め「予防し得る子どもの死亡を、将来的に可能
な限り減らす」ための制度です。そのために、
亡くなったすべての子どもの死を無駄にせず、
多機関が学び連携し、知恵を出し合い具体的な
提言を発出し、その提言の遵

じゅん
守
しゅ

状況を“見える
化”し、今を生きる子どもが安全に過ごせる環
境を作るための施策を推進することがCDRな
のです。

CDRの取り組みの歴史は1978年のロサン
ゼルスから始まりました。確かに当初は虐待死
の見逃し防止を目的として開始されたものでし
たが、次第に“予防”という観点で死亡検証をす
る必要性が理解されるようになりました。

世界的にもCDRを実施する国は増えています。
国際子ども虐待防止学会（ISPCAN）の最新の調
査では、アフリカ諸国・アジア諸国の43％、ヨー
ロッパ諸国の50％、北米の60％、南米の50％、
オセアニアの100％の国々が何らかのかたち
でCDRの取り組みを進めていると報告されて
います＊１。この調査では、実際のCDRの運用
実態までは分からないのですが、少なくとも米

国・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュー
ジーランド、そしてEU加盟国28カ国中6カ
国が、国家的プログラムとしてCDRを実施し
ています。2018年末には世界保健機関（WHO）
が「関係機関における小児死亡の監査(実態把
握)と検証のための運用ガイド」を作成し、各
国にCDR実施を推奨するに至っています＊２。

一方でわが国では、日本小児科学会の子ども
の死亡登録・検証委員会による、４地域対象の
パイロットスタディー（予備調査）の結果が
2016年に報告され、予防可能性のあった死亡
は27.4％と、米国アリゾナ州の29％、イギリ
スの26％と変わりがないことが明示され、法
整備に向けた機運が高まることとなりました。
2018年に成育医療等基本法が成立し、15条
２項においてCDRを実施する総論的な根拠が
記載され、続く2019年６月には死因究明等推
進基本法が成立し、附則で施行後３年を目途と
しCDRの施行細則につき定める必要性が明示
されたのです。それを受け、厚生労働省は
2020年度よりモデル事業を実施することを決
定＊３。群馬県・三重県・山梨県・香川県・滋
賀県・高知県・京都府が、実施に名乗りを挙げ
ています。

モデル事業の実施を通じ、全国での実施に向
けた運用上の問題点は明確化していくことにな
るでしょうが、CDRを「ごく数人の委員」の仕

CDRの構築とこれから
－社会全体で取り組む子どもの安全－

特集

4
群馬県前橋赤十字病院 小児科副部長、（一社）日本子ども虐待防止学会 代議員

（一社）日本子ども虐待医学会 評議員 日本SIDS･乳幼児突然死予防学会 評議員
（一社）ヤング・アシスト 理事長

溝口 史剛　Mizoguchi Fumitake　

＊1  World Perspectives on Child Abuse 2018.  
https://www.ispcan.org/wp-content/uploads/2018/10/World-Perspectives-on-Child-Abuse-2018_13th-Edition_Interactive.pdf

＊2  Improving the Quality of Paediatric Care. Operational guide for facility-based audit and review of paediatric mortality. World 
Health Organization 2018.　https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279755/9789241515184-eng.pdf

＊3 Child Death Review（CDR）国の取組　https://www.mhlw.go.jp/content/000587678.pdf

https://www.ispcan.org/wp-content/uploads/2018/10/World-Perspectives-on-Child-Abuse-2018_13th-Edition_Interactive.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279755/9789241515184-eng.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000587678.pdf
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CDR の構築とこれから
－社会全体で取り組む子どもの安全－

事として、統計情報を吸い出すことや報告書を
作成することが目的化されるのでは意味があり
ません。子どもと関わるすべての大人が「自分
たちの地域の子どもが死亡するリスクを、自分
たちが能動的に減らしていく」という意識を持
つことが肝要といえます。そして個別事例の検
証（虫の眼）を基盤として、より客観的に都道府
県単位で俯

ふ
瞰
かん

的に行う小児死亡監査（鳥の眼）
と、さらにそれを収集し完全に客観的なデータ
としてとらえて、国レベルで都道府県別の差異
やさまざまな死亡の傾向や施策介入効果を評価
する（魚の眼＊４）という多層構造性のシステム
をめざす必要があります。とりわけ事故事例の
場合には、都道府県単位で専門家が必ずしもい
るわけではなく、同種事例を都道府県を超えて、
一定の予算を付けて工学的視点から解析する、
などの専門的パネル（コウモリの目＊５）も必要
となるでしょう。

CDRは検証を通じて小児が死亡するリスク
を低減せしめることが目的ですから、「確実に
言えること（definitely）」だけをベースに話を
する必要性はなく、probably（90％）やlikely

（70%）やperhaps（50%）といった「たぶん、お
そらく」ある可能性についても議論すべきであ
り、少数意見であっても有効な予防施策につな
がる意見は尊重される必要があります。その点
が死因究明とは大きく異なるといえるでしょう。

検証した結果は、「提言」として具体的にまと
めていく必要があり、「親がもう少し気をつけ
るべきであった」などの抽象的なものでは意味
がなく、「どの機関が責任をもち、どこを対象
に展開し、具体的にどのようなアクションを起
こすのか」を決めていく必要があります。そし
てそのような提言の実施状況は公開され、市民
が把握できる状況としなくてはいけません。そ
のような体制があることで、子どもの死亡に際

して我々が学んだ成果を、ようやく積み上げて
いくことができるのです。

社会のシステムは大人を中心にできており、
脆
ぜい

弱
じゃく

な子どもを守るうえで、穴だらけといえま
す。そしてその穴が一直線につながったときに、
子どもの死があるのだとする（図）ならば、我々
は常に、気づくことができた穴をふさぎ続ける
努力をする必要があります。穴はいつまでもな
くなることはないかもしれませんが、穴の数が
減れば減るほど、死ぬ蓋

がい
然
ぜん

性のない子どもが亡
くなる可能性を減らすことができるのです。

米国のCDRに関する研究報告では、2005
年から2015年の11年間で89,040の提言が
発出され、7,431の提言が実際に履行されたと
報告されています。またCDRが最も盛んなミ
シガン州では、CDRが有効に機能することで
見つかった課題の37%が解消し、小児死亡が
9%減少したと報告されています。

わが国のCDRはまさに黎
れい

明
めい

期であり、この
制度が形骸化されたシステムになっていくの
か、子どもの最後の声を聞き、遺族の支えにも
なる真に有効なシステムになっていくのかは、
まさに今後の取り組み次第といえるのです。

＊４ 大局的な潮流を読むこと。
＊５ 専門的見地から、視点を変えてみること。

図 子どもの死のスイスチーズ・モデル

死亡発生

ブロック

通過

※スイスチーズをモデルとして、チーズ部分を防護壁、穴を対応が不
完全な点に例えて、複数の防護対策をしていても、それらの穴が一
直線につながったときに事故が発生することを図解するもの
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牛山 素行　Ushiyama Motoyuki　静岡大学防災総合センター教授・副センター長
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土砂災害による死者・行方不明者（以下、犠牲者）
の発生状況について継続的な調査を続けていま
す＊１。ここではまずこの調査結果をもとに、
犠牲者の発生場所の特徴についていくつか挙げ
てみます。
図１は、2014年８月20日に広島市付近で発

生した豪雨による犠牲者の発生場所と、土砂災
害危険箇所（言葉の意味は後述）を、国土交通省
「重ねるハザードマップ＊２」で重ね合わせたもの
です。図中の●が犠牲者発生位置、オレンジ色
に彩色されている部分が土砂災害危険箇所です。
犠牲者はいずれも土砂災害危険箇所の範囲内、
またはそのすぐ近くで生じたと読み取れます。

これは特異な事例ではありません。1999
～ 2018年の土砂災害犠牲者で、発生位置
が推定できた478人の発生位置と土砂災害
危険箇所の関係が図２です。なお「範囲近傍」

自らが災害の当事者となったときに、「まさ
かここでこんなことが」という気持ちを持つこ
とは自然なことだと思います。自然災害をもた
らす自然現象は複雑なものなので、例外的なこ
とは当然発生します。しかし、ことに洪水、土
砂災害は「起こり得ることが、起こり得る場所
で発生する」ことが主であると考えても大きな
間違いではないでしょう。このような場所を示
す情報がハザードマップです。
筆者は最近約20年間に日本で発生した洪水・

洪水・土砂災害は（主に）
起こり得るところで発生する

＊１ 引用文献：牛山素行・本間基寛・横幕早季・杉村晃一「平成30年７月豪雨災害による人的被害の特徴」自然災害科学、Vol.38、No.1、pp.29-54、2019
＊２ 国土交通省「重ねるハザードマップ」　https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=35.371135,138.713379&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0

範囲外
64人
13%
範囲近傍
50人
11%

範囲内
364人
76%

図２ 土砂災害犠牲者と土砂災害危険箇所の関係

※筆者作成

図１ 犠牲者の発生場所と土砂災害危険箇所の関係

※筆者作成
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とは、図上で土砂災害危険箇所から約30m以
内を示し、これは地図上の誤差の範囲内と考え
てよいでしょう。土砂災害犠牲者の87%は、
土砂災害危険箇所付近で生じています。土砂災
害犠牲者のほとんどはハザードマップ等で示さ
れた危険箇所付近で発生していると考えてよい
でしょう。
一方、水に関連する犠牲者はそれほど話が単

純ではありません。なお、ここで水関連犠牲者
とは、川からあふれた水による洪水・浸水に起
因する犠牲者と、増水した川に接近して川に転
落するなどして生じた犠牲者の合計です。
図３は、1999 ～ 2018年の間の水関連犠牲

者で、発生位置が推定できた265人の発生位置
と浸水想定区域（計画規模・言葉の意味は後述）
の関係です。土砂災害と異なり浸水想定区域付
近での犠牲者は41%程度にとどまります。この
背景としては、浸水想定区域の指定作業は大河
川を中心に行われており、中小河川では整備が
十分に行われていないことなどが考えられます。
ただし、水関連の犠牲者も「洪水が起こると

予想もつかない場所で多発している」わけでは
ありません。我々の身の回りの地形は、山地、
台地、低地に大きく分類できます。地形分類で
いう低地とは「標高〇m以下の土地」のことで
はなく、河川や海面とあまり高さの変わらない
低平なところを示します。例えば長野県の諏訪
湖は湖面の標高が759mと高いところにあり

ますが、その周囲には低地が広がっています。
低地は、現在でも河川などの水によって形成が
行われている場所であり、洪水が起こり得る場
所です。扇状地、氾

はん

濫
らん

原、後背湿地、といった
言葉を覚えているかもしれませんが、これらは
低地の一部です。低地は特殊な場所ではなく、
市街地、集落となっていることも多くあります。
図４は図３と同じ水関連犠牲者265人につ

いて、その発生位置と地形との関係を表してい
ます。92%の犠牲者が低地で発生しており、
水関連の犠牲者も起こり得るところで発生する
ケースがほとんどと言っていいでしょう。

ハザードマップを利用するうえでの大まかな
注意事項を挙げるならば、
・そこに書いてあるとおりのことが起こるわけ

ではない。
・だからといって信用できないもの、というわ

けではない。
といったところでしょうか。
ハザードマップに示される情報は、基本的に

は何らかの前提条件に基づき計算をして求めら
れます。前提条件が少し変われば、計算結果も
大きく変わることがあります。洪水、土砂災害
については、どのような降水があるかが重要な
前提条件で、降水の継続時間、強度、分布など

さまざまな要素が組み合わさるた
め、これらを完全に予測することは
不可能です。また、どこで堤防が決
壊するかにより浸水の範囲や規模は
大きく変わります。一般的には決壊
地点を多数仮定し、それぞれの計算
結果を重ね合わせて示していますか
ら、ハザードマップに示された浸水
想定区域全体が、示された深さで浸
水すると予想しているわけではあり

洪水・土砂災害ハザードマップを
読むうえでの基礎的注意事項

範囲外
157人
59%

範囲内
104人
39%

範囲近傍
4人
2%

図３ 水関連犠牲者と浸水想定区
域の関係

※筆者作成

山 地
10人
4%

低 地
243人
92%

台 地
12人
4%

図４ 水関連犠牲者と地形との関
係

※筆者作成
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等は日々変化しており、以下は、2020年２月
下旬時点の内容をもとにした説明です。
まず、収録情報について簡単に整理します。

いずれも、他の呼び方も存在しますが、ここで
は「重ねるハザードマップ」の凡例の表現に従っ
ています。
1. 洪水に関係する情報
「洪水浸水想定区域（想定最大規模）」と、「洪
水浸水想定区域（計画規模）」があります。前者
は概

おおむ

ね1,000年に一度、後者は概ね100年に
一度、それぞれ発生すると想定される規模の洪
水によって浸水する可能性がある範囲です。「洪
水浸水想定区域（想定最大規模）」のほうが想定
浸水深が深く、範囲も広くなることが多いです
が、そうならない場合もあります。
特に注意が必要なのは、現時点では「洪水浸

水想定区域（計画規模）」だけが整備され、「洪水
浸水想定区域（想定最大規模）」は未整備の地域
がかなりあることです。また、いずれの情報に
ついても、情報としては整備されているものの
「重ねるハザードマップ」には収録されていない
こともあります。「重ねるハザードマップ」の初
期状態では左上に「選択中の情報」というウィン
ドウが示され、「洪水」アイコンをクリックする
と「洪水浸水想定区域（想定最大規模）」などが表
示されますが、「洪水浸水想定区域（計画規模）」
は表示されません（図５）。この状態の表示だけ

ません。
また、計算手法、地形データが異なれば計算

結果は変わります。ですから、そもそも「正確
なハザードマップ」は作成できません。だから
といって「間違っている・信用できない」わけで
もありません。あくまでも「さまざまな前提条
件下での予測結果の１つに過ぎない」というこ
とを理解したうえで、有力な参考情報の１つと
して活用することが重要でしょう。

住民向けの洪水、土砂災害などのハザードマッ
プは、基本的には各市町村が作成、公表していま
す。現在は、紙に印刷して配布するとともに、
ネット公開が一般的です。しかし、各市町村の
ホームページ上にあるハザードマップは名称、
凡例、収録内容、使い方などが異なる、市町村
境界で情報が途切れるといったこともあり、複
数市町村について参照したいときには必ずしも
便利ではありません。全国のハザードマップを、
同一の内容、使い方で参照できるのが、国土交通
省が整備している「重ねるハザードマップ」です。
「重ねるハザードマップ」は極めて有用な情報
ですが、大前提として留意しておきたいのが、
「市町村が公開しているハザードマップとは必
ずしも内容が一致しない場合がある」ことです。
「重ねるハザードマップ」の内容も逐次更新され
ていますが、それに先行して市町村が新た
なハザードマップを公開している場合など
があります。だからといって「重ねるハザー
ドマップ」が「古くて間違っている」わけで
はないことは前章で述べたとおりですが、
必要に応じて、各市町村のハザードマップ
も参照するとよいでしょう。
以下では「重ねるハザードマップ」を見る

うえでの留意事項について、主に洪水、土
砂災害の観点からごく簡単に紹介します。
なお、「重ねるハザードマップ」の表示内容

重ねるハザードマップ

図５「洪水」アイコンをクリックした場合
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を見て洪水の可能性を判断してはなりません。
必ず、「洪水浸水想定区域（計画規模）」も表示す
る必要があります（図６）。
2. 地形分類の情報
既に述べたように、浸水想定区域は中小河川

などで未整備の地域が少なくありませんが、地
形分類の情報を併用することで、未整備の地域
についての危険性を把握できることが期待され
ます。
「重ねるハザードマップ」ではいくつかの地形
分類情報を参照できますが、最も理解しやすい
のは、初期状態「選択中の情報」ウィンドウ中で、
「すべての情報から選択→土地の特徴・成り立
ち→地形分類（自然地形）」で表示される情報で
しょう。
「地形分類（自然地形）」を表示させた状態で、
任意の場所を左クリックするとポップアップが
表示され（図７）、その場所がどのような地形か
（土地の成り立ち）、どのような災害が起こり得
るか（この地形の自然災害リスク）が読み取れま
す。ただし、あくまでもその種類の地形で一般
的に考えられる災害の危険性を述べたものであ
り、個々の場所の具体的な危険性を示している
ものではないことには注意が必要です。
なお、地形分類の情報は，その作成方法や作

成時期、作成者によっても内容が大きく変わる
ことがあり得ます。ハザードマップを補完する
情報としては間違いなく有効ですが、その場所

や、起こり得る災害の危険性について、あまり
厳格に読み取ることは適切ではありません。ま
た、地形分類の情報が未整備の場所がかなり多
いことも注意が必要です。
3. 土砂災害に関係する情報
まず、「急傾斜地の崩壊」「土石流」「地すべり」

と表記される情報があります。いずれも黄系統
と赤系統で彩色された範囲があり、黄色は「土砂
災害警戒区域」で、土砂災害により住民に危害
が生じるおそれがある範囲、赤色は「土砂災害
特別警戒区域」で、建物に損壊が生じ住民に著
しい危害が生じるおそれがある範囲を示します。
このほかに、「土砂災害危険箇所」「土石流危

険渓流」「急傾斜地崩壊危険箇所」「地すべり危険
箇所」などがあります。いずれも土砂災害の危
険性がある範囲で、総称としては「土砂災害危
険箇所」などと呼ばれます。
土砂災害警戒区域・特別警戒区域は、2001

年施行の土砂災害防止法により指定されるもの
で、比較的新しい制度です。土砂災害危険箇所
はこれ以前から存在する制度です。現時点では
土砂災害警戒区域の指定は完了しておらず、地
域によっては、地形的には指定対象となるが未
指定の所も少なくありません。このような地域
でも土砂災害危険箇所は指定されていることが
一般的なので、土砂災害に関する情報について
も、土砂災害警戒区域と土砂災害危険箇所を合
わせて確認する必要があります。

図７ 地形分類の情報を見るには図６「洪水浸水想定区域（計画規模）」を表示させた場合

「計画規模」を表示させる
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「重ねるハザードマップ」初期状態の「土砂災
害」アイコンをクリックすると土砂災害警戒区
域、土砂災害危険箇所がすべて表示される仕様
になっているので（図８）、洪水浸水想定区域の
ように、初期状態で土砂災害の危険性がある
場所を見落とす危険性は少ないでしょう。た
だし、多くの情報が重なり合って表示され見
えなくなっている場合があるので、適宜表示
を切り替える必要はあります。
4. 拡大参照時の注意
「重ねるハザードマップ」の上部にある検索
窓に地名を入力し検索すると、その場所に表
示が移動します。左クリックしながらマウス
を動かすと表示範囲が移動し、左下の「＋」
「－」アイコンをクリックすると拡大、縮小さ
れます（図９）。
なお、表示を最も拡大すると、浸水想定区

域などの情報は表示されません（図10）。既
述のように、ハザードマップはさまざまな不
確実性を含む情報です。一般的なハザード
マップでは、ここまで細かな地図上に表記し
て、１つ１つの建物ごとの危険性の違いを示
せるほどの空間的な精度はありません。不確
実な情報を示すことで誤解を誘発しないため
の工夫だと筆者は受け止めています。自分の
家の危険性が分からない、と不満を持つかも
しれませんが、そもそもハザードマップはそ
こまで細かく読み取ることが適切な情報では
ないと理解してください。

「重ねるハザードマップ」で得られる情報は
他にも多く、ここで紹介したのはごくさわり
の部分です。「重ねるハザードマップ」の右上
にある「使い方」ボタンから操作マニュアル等
が参照できるので活用してください。
繰り返し述べたように、洪水・土砂災害は

起こり得るところで発生することが多いもの

おわりに

です。起こり得る場所を知るうえでハザード
マップは有効な情報ですが、万全な情報でもあ
りません。さまざまな災害情報の１つとして
我々自身が活用していくことが重要でしょう。

図８「土砂災害」アイコンをクリック

図10 最大に拡大すると浸水想定区域などの情報は表示されない

図９ 地名を入れて検索

地名を入力
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 国民生活センターの
半世紀を

振り返る
第 回

国民生活センターが本年50周年をお迎えに
なられますことを心よりお慶び申し上げます。

私どもの会員の多くは国民生活センターがか
つて実施していた「消費生活相談員養成講座」そ
の他各種の研修講座でご指導いただいておりま
すので、国民生活センターはいわば私どもの生
みの親・育ての親でございました。また、私ども
の法人化につきましても、何かとご指導いただ
きましたうえに、以前は品川の建物の入り口の
横のスペースを長年にわたって貸してくださっ
た家主でもございました。また私どもの自立の
ためにいろいろご配慮賜りましたこと、本当に
ありがたく、ここに記してお礼申し上げます。

「国民生活センター消費生活相談員養成講座
修了者の会」が結成されたのは、1977年12月
３日でした。６回までの修了者158名が会員
の資質、社会的地位の向上をめざして結集を呼
び掛け、66名が品川の国民生活センターに集
まり、結成総会を開きました。

忘れられないのは国民生活センターの昌谷 
孝理事長から頂いたお言葉です。
「これからが出発です。人の輪を広げ、組織

を盛り立て、勉強の機会・場を広げましょう。
国民生活センターは力になりたいし、利用され
るほど張り合いがあります。ぜひとも活躍して
ください」

この後、経済企画審議官の視察に続いて、事
業計画・予算・修了者の会規約・役員名簿が審
議され、いずれも満場一致で可決されました。
また、名誉会長に昌谷理事長、会長に高野 修
平氏（文京区環境課）、その他16名の役員が選
出されました。総会の締めくくりは、高野会長

から昌谷理事長への２項目の要請です。１つは、
消費生活相談員養成講座参加者および同修了者
事後研修参加者に対する参加旅費等の助成で、
もう１つは、全国の地方公共団体等の消費生活
相談員の実態調査と、国民生活センターの講座
修了者の追跡調査の実施委託についてでした。

これらの要請に対する国民生活センター理事
長の会見メモは次のようなものでした。

①講座参加者旅費等の補助については、直接
行うことは無理 ②修了者の事後研修を、教育研
修予算の運用の中で実施することは可能 ③相
談員の実態・追跡調査は、国民生活センターに
も必要なので実施の予定であるから、その際委
託について検討する ④修了者は自治体推薦だ
から働けることが前提となっていると思われる
が、国民生活センターとしても講座開設の趣旨
に沿った理解と協力をお願いしていく。なお、
この要請とともにお願いした名誉会長推

すい
戴
たい

につ
いては、会の自主活動を損なわない範囲で承諾
する、とのことでした。

このようにして結成総会は終わりました。生
みの親・育ての親として「修了者の会」にかか
わっていただけることを期待しながら、私ども
は、支部の結成やその活動に向けて行動を開始
しました。

その後、修了者の会が結成されて公表された
「規約」に基づき、同年度中にぜひ支部を発足さ
せたいとの声が近畿中心に強まり、1978年３
月22日、大阪府消費生活センターに26名が
集まりました。そして関西支部を発足させたの
です。

発足に当たって開かれた集会では、大阪府消
費生活センターの田辺所長、国民生活センター

消費生活専門相談員。「国民生活センター消費生活相談員養成講座」第４回修了生。「修了
者の会」立ち上げに参画し、法人化に導く。公益社団法人 全国消費生活相談員協会の副
会長、会長、理事長を歴任。内閣府、農林水産省、国土交通省の審議会等委員を務める。

日台 松子　Hidai Matsuko　（公社）全国消費生活相談員協会 顧問

2

「国民生活センター 消費生活相談員
養成講座修了者の会」設立の頃
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国民生活センターの半世紀を振り返る

「訪問販売」「割賦販売」などに移りかけていま
した。そこで訪問販売法や割賦販売法など、新
たに制定された法律の勉強が必須になってきて
おりましたし、民法・商法などの知識も非常に
重要で、「清水ゼミ」「加賀山ゼミ」などのゼミ
ナールをつくり、寸暇を惜しんで勉強すること
になったのです。

そうすると単に相談を待つだけではなく、む
しろ集めようということになり、これが「訪問
販売110番」という電話相談へと変

へん
貌
ぼう

して行き
ました。この110番がきっかけで、「修了者の会」
から「全国消費生活相談員協会」への会名変更を
促すことになりました。

しかし、思い返せばいつも陰になり日なたに
なって会にお力添えくださり、勇気を与えてく
ださったのは国民生活センターでした。本当に
ありがとうございました。ますますのご発展を
祈念しますとともに今後とも、どうぞよろしく
ご指導のほどお願い申し上げます。

最後に、私が「消費者」ということに目覚めさ
せられた経緯を申し上げたいと存じます。それ
は近隣騒音でした。1972年、私宅から16m
も離れているお向かいの電気ボイラーがブォー
ンと基準をはるかに超える音を発し、設置者宅
と私宅が非常に苦しめられました。メーカーは

「機械が正常に動いているから音がする」、市役
所は「これくらいは我慢」、消費生活センターに
は「あなたは消費者ではない」とそれぞれ言われ
ました。音がするたびに心臓がばくばくし住宅
の処分や転居に思い悩む私、気にする設置者。
当時の通産省に相談することで解決しました
が、私は消費者問題というといつもこの時の胸
の痛みを感じてしまいます。

人の痛みの分かる相談員、「どうなさいまし
たか？ それは大変でしたね……」こんな声掛け
をして頂ける相談窓口を期待しております。

（役職等は当時のもの）

の大柿調査役の祝辞、また高野会長のメッセー
ジ、数通の祝電のあと、大柿調査役の「最近の
消費者訴訟について」の記念講演が午前の部で
行われました。午後から結成総会に移り、準備
委員会の経過報告に引き続き、事業案・予算案
が審議され、①年会費は2,000円 ②研修・情
報交換を年数回行う ③親睦をはかりながら、
相談員の資質向上に努める、などを確認し合い
ました。

地区別を考慮し９人の幹事が選ばれ、支部長
に私が互選されました。そして早速、国民生活
センターに、①関西地区でも事後研修を開催す
ること ②国民生活センターの出先機関を関西
に置くこと ③養成講座の目的・本質、修了者
の存在を関西地区の行政機関に周知徹底し、修
了者の起用がスムーズに行われるよう働きかけ
てほしい等の要望書を提出しました。その後、
相談事例研究発表が２例行われました。また、
情報交換や相談員の名称の履歴書への記載方
法、自治体への相談員のPR、研修テストの実
施についても話し合いが持たれました。

そして、いよいよ支部研修が始まりました。
1978年６月16日、大阪府消費生活センター
教育普及課長の林 郁氏による講演、「最近の食
品の問題」を皮切りに、７月５日、花王石鹸和
歌山工場見学と研修。７月21日、大阪府消費
生活センターと国民生活センター共催の講演

「最近のファッションの意識」が開催されまし
た。８月29日には国民生活センターより井上
氏および島野氏を迎えて、井上氏の「産直」につ
いての講演後、情報交換と、次々に新たな事業
に取り組み、活動は広がって行きました。

ところで、関西支部が積極的に勉強や業
わざ

事
ごと

に
取り組むには理由がありました。当時、関西に
は先輩の消費生活コンサルタントが会をつくっ
て企業や行政で活躍していたため、後輩の私た
ちも勉強をし、積極的に経験を積む必要があっ
たのです。また、当時の消費生活相談の中心は、
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自然災害の
 被害にあったら

第 回
新連載

自然災害で被災すると、住まいや仕事などに
大きな損害を受け、暮らしにさまざまな影響が
及びます。個人が単独で暮らしを元に戻すこと
は困難ですから、被災者が受けられる多様な支
援のしくみがあります。支援を受けるときは自
ら申請するのが原則なので、受けられる支援の
内容や必要な手続きを知っておきましょう。

●	災害救助法の適用によるさまざまな支援
災害で人口に応じた一定数以上の住家の滅失

が生じた市区町村には「災害救助法」が適用され
ます。被災者の命を守り、保護を図ることを目
的に、発災直後から衣食住のほか、さまざまな
救助が行われます（表１）。同法が適用されると、
さらに種々の機関による支援が動き出します。
財務局・財務事務所と日本銀行各支店は、「金

融上の措置」を講ずるよう、金融機関等に要請し
ます。銀行には、キャッシュカード等を失って
も、本人確認ができれば預貯金の引き出しに応
じること、当面の住宅ローンの返済猶予や返済
方法の変更に柔軟に応じることなどを求めます。
保険会社にも、保険料支払いについて、一定期
間の猶予など、被災者の状況に応じてきめ細か
く弾力的・迅速な対応に努めるよう求めます。

当面の暮らしの支え

また紙幣が損害を受けたら、紙幣面積の３分
の２以上が残れば全額分の紙幣に、５分の２以
上３分の２未満が残れば半額分の紙幣に、原則
として金融機関で引き換えられます。
●	暮らしのお金の減免が受けられることも
法適用後はそのほかにも、暮らしに関わるさ

まざまな経済負担の減免が受けられます。
医療に関しては、一定の被災者は医療機関で

の窓口負担が不要となるほか、医療・介護保険
料の減免が受けられます。
生活にかかるお金については、水道やガス、

電気などの公共料金、NHK受信料の減免を受
けられることがあります。携帯電話は今や災害
時に欠かせないインフラですが、携帯電話会社
によるデータ通信を無制限とする、一部手数料
を無料にするなどの支援が行われることもあり
ます。
●	罹災証明書の申請が支援を受ける第一歩
支援を受けるとき、ほとんどの場合に必要と

なるのが「罹
り

災証明書」です。市区町村が住宅の
壊れ具合を個々に判定し、被害程度を証明する
もので、支援を受ける第一歩となる書類です。
罹災証明書に記載される被害の程度は、被害

の大きな順に「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部
損壊（準半壊）」「一部損壊」の５区分です（表２）。
地震をはじめ水害や風害による被害でも、いず
れかの区分に判定されます。災害の種類で基準
が設けられており、例えば床上浸水だと床上
1.8m超は全壊、１m超は大規模半壊、１m未
満は半壊といった基準です。公的支援の有無や
内容は区分で変わり、被害区分が大きいほど支
援は手厚くなります。

家計の危機管理の観点から社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計ア
ドバイスを行う。財務省「地震保険制度等研究会」委員。日本災害復興学会会員。

清水 香　Shimizu Kaori 　ファイナンシャルプランナー、社会福祉士

被災直後に利用できる
公的支援制度

1

表１「災害救助法」に基づく救助

救助の種類

①避難所、応急仮設住宅の設置 ②食品、
飲料水の給与 ③被服、寝具等の給与 ④医
療、助産 ⑤被災者の救出 ⑥住宅の応急
修理 ⑦学用品の給与 ⑧埋葬 ⑨死体の捜
索および処理 ⑩住宅またはその周辺の土
石等の障害物の除去

出典：内閣府の資料を基に筆者作成
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自然災害の被害にあったら

原則１カ月以内に、
本人または同居の家
族が市区町村に申請
します（家族以外は
委任状が必要）。そ
の後、市区町村の職
員等が住家を訪ね、被害認定が行われます。
判定結果に疑問があれば、それを知った日か

ら３カ月以内であれば、最大２回まで再調査を
受けられます。
●	被害状況の写真を撮っておく
多くの世帯が被災する広域災害では、罹災証

明書の申請・交付手続きが速やかに進まないこ
とがあります。調査員が被災した住宅に出向い
て行う火災保険や地震保険の損害調査でも、訪
問までに時間を要する可能性があります。しか
し、損害認定では被害状況の確認が必須です。
片付けてしまう前にまずは被害状況の写真を撮
り、証拠を保全しておきます。
家の全景が分かるよう、まず４方向から、さ

らに被害部位は状況がよく分かるよう、さまざ
まな方向から複数枚撮ります。浸水被害では、
浸水深が明らかになるように、浸水跡にメ
ジャーを当てるなどして撮っておきます。
なお、一部損壊に該当する小さな損害だと、

写真だけで罹災証明書の交付を受けられます。
●	身分証明書は速やかに再発行を
被災後の手続きでは、運転免許証や健康保険

証といった本人確認書類が必要になることもあ
ります。なくしたときは速やかに再発行手続き
をしましょう。運転免許証は運転免許センター、
健康保険証は加入している公的医療保険の窓
口、パスポートはパスポートセンター（旅券窓
口）で手続きを行います。
●	離職や休業を余儀なくされたら
災害で勤め先が休業となり、一時的な離職や

休業を余儀なくされた会社員には、雇用保険か
ら失業等給付を受けられる特例措置が実施され
ることがありますので、ハローワークに問い合

わせましょう。あるいは、仕事中や通勤時に被
災しけがをしたときは、労災が認められる可能
性があるので、所轄の労働基準監督署へ相談し
ましょう。
仕事だけでなく住まいや資産を失い、生活困

窮に陥ったときは「生活保護」の申請を。世帯構成
と住所地で扶助額が決まります。住所地の市区
町村が窓口ですが、東日本大震災では広域避難
者であっても利用できる措置が取られています。

●	被災者生活再建支援制度
住まいが全壊または大規模半壊となった世帯

には、被災者生活再建支援制度による支援金が
支給されます。支援金は住宅の損壊状況に応じ
た「基礎支援金」と、住宅再建方法に応じた「加
算支援金」の２種類で、両方を合わせた支給額
は最大300万円です（表３）。住まいに深刻な
被害を受けた世帯のための生活再建のスタート

金銭給付

表２ 罹災証明書の区分

被害の程度 「全壊」 「大規模半壊」 「半壊」 「一部損壊
（準半壊）」

「一部損壊
（10％未満）」

損害割合 50％以上 40％以上
50％未満

20％以上
40％未満

10％以上
20％未満 10％未満

出典：内閣府の資料を基に筆者作成

表３ 被災者生活再建支援制度

・単身世帯が受け取れる支援金は3/4の金額
・いったん住宅を賃借した後、自ら住宅を建設・購入（または補修）す
る場合は合計で200万円（または100万円）

・「解体（住宅半壊でやむを得ない事由から住宅を解体した世帯）」「長期
避難世帯（噴火災害等で危険な状態が継続し、長期にわたり住宅に住
めなくなった世帯）」も対象になる

出典：内閣府の資料を基に筆者作成

住宅の被害程度

全壊等 大規模半壊

支給額 100万円 50万円

【基礎支援金】

住宅の再建方法

建設・購入 補　修 賃借
(公営住宅を除く)

支給額 200万円 100万円 50万円

【加算支援金】
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自然災害の被害にあったら

資金ですから、持ち
家世帯にならび賃貸
住宅入居世帯も対象
で、使い道は自由で
す。ただし、空き家
や別荘、賃貸住宅
オーナーが所有する
物件などは対象外です。
市区町村の担当窓口で、基礎支援金は災害発

生日から13カ月、加算支援金は37カ月以内
に申請するのが原則です。
ただしこの制度は、１市区町村に10世帯以

上が全壊となった災害等が対象なので、被害が
それに満たない市区町村では、住宅が全壊等し
ても支援金が支給されません。こうしたとき、
自治体等による独自制度から給付を受けられる
場合があるので、問い合わせてみましょう。
●	災害で家族が死亡・重い障害を負った
同生計の人が災害で亡くなったときは、残さ

れた家族に「災害弔慰金」が支給されます。災害
との因果関係が認められる災害関連死や、災害
で行方不明になり、３カ月を超えて生死不明と
なった場合も対象になることがあります（家族
の申し立てが必要）。
災害が原因で障害を負ったときは「災害障害

見舞金」が支給されます。両目失明や要常時介護
など重度の障害を負ったときが対象です（表４）。
いずれの制度も、自然災害で１市区町村に５

世帯以上滅失した災害が対象です。問い合わせ
先は市区町村で、罹災証明書や死亡診断書等が
必要になります。
●	義援金
日本赤十字社や中央共同募金会、NHKが災

害ごとに受け付けている義援金は、市民が善意
で送った寄付金です。使い道は自由で、被災者
にはとても助かるお金です。
決められた配分基準で各自治体に配られ、そ

れが被災者の被害程度に応じて公平に配分され
ます。災害の規模等によっては実際にお金が渡

るまで時間がかかることもあり、第１次配分、
第２次配分と何度かに分けて配られることもあ
ります。受け取りは市区町村窓口へ。罹災証明
書が必要です。

●	被災者向けの貸付
被災者は低利の公的貸付「災害援護資金」「生

活福祉資金」を利用することもできます。
「災害援護資金」は、災害で負傷したり、住居
が半壊以上になった人が利用できる貸付で、世
帯員数に応じた所得制限があります（表５）。窓
口は市区町村です。
「生活福祉資金」は、金融機関で借り入れが難
しい低所得世帯や高齢者世帯等が利用できる貸
付で、緊急小口資金は無利子で10万円以内、
福祉費は150万円までが貸付額のめやすです。
都道府県の社会福祉協議会あるいは市区町村の
社会福祉協議会が窓口です。貸付ですから、い
ずれも返済が必要です。

貸　付

表５ 災害援護資金の貸付限度額

貸付限度額

家財の3分の1以上の損害 150万円

住宅の半壊 170万円

住宅の全壊 250万円

住宅全体の滅失または流失 350万円

貸付利率 年3％以内（据置期間中は無利子）
※自治体による

据置期間 3年以内（特別の場合5年）

償還（返済）
期間 10年以内（据置期間を含む）

※世帯主に1カ月以上の負傷がない場合の金額。世帯人員に応じた所
得制限あり。

出典：内閣府の資料を基に筆者作成

表４ 災害弔慰金

制　度 内　容 金　額

災害弔慰金 災害で死亡した人の遺族に支払われる弔慰金 生計維持者　500万円
その他の人　250万円

災害障害見舞金 災害によるけがや病気で、精神または身体に著
しい障害が出た場合に支払われる見舞金

生計維持者　250万円
その他の人　125万円

出典：内閣府の資料を基に筆者作成
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筑波大学新聞は筑波大学（以下、本学）が発行
しているタブロイド判12面の新聞で、年７回、
毎回約２万1000部を配布しています。大学の
広報紙という位置づけで、取材・出版等にかか
る費用は大学側に負担してもらっていますが、
企画・編集、そして取材・執筆を担当している
のは筑波大学新聞編集部に所属している学生で
す。

筑波大学新聞では、大学の研究成果やイベン
ト、運動部の試合の結果など、さまざまなテー
マを取り上げています。私が担当しているのは

「学生生活」面で、学生が遭遇するトラブル、事
件・事故、社会問題などに関わる事柄を取り上
げてきました。

この筑波大学新
聞の2020年１月
号で取り上げたの
が、「新電力（小売
電気事業に新規参
入した事業者）」を
めぐるトラブル＊

です（写真）。
新電力をめぐる

トラブルを取り上
げたのは、自分自
身もアパートの部
屋にやって来た勧

「新電力」との契約をめぐる
トラブルを紹介

誘員に「検針票を見せてください」と言われる体
験をしたためです。直感的に「変だな」「検針票
をなぜ見せるのだろう」と疑問が湧き、インター
ネットで調べてみたところ、実際にさまざまな
トラブルが起きていることを知りました。

その後、学生が多く集まる中央図書館前で聞
き取り調査をしたところ、30人中５人が新電
力をめぐる勧誘を経験していることが分かり、
記事では、実際に本学の学生が遭遇したケース
を取材し紹介しました。

記事では聞き取り調査をした際、特に深刻な
被害を受けていた事例を中心に取材、紹介して
います。１つは電力自由化に伴い、一人暮らし
の学生が「今の電力会社から乗り換えたら電気
料金が安くなる」と勧誘され、十分に内容を確
認しないまま契約し、多額の料金が引き落とし
されてから、支払方法が前払いの「チャージ形
式」だったことに気づいたというものです。こ
のケースでは違約金4,000円を払って契約を
解除しています。

もう１つの例は、支払方法をチャージ形式か
ら月払い形式に変更する手続きをしたものの、
前払いした料金の返金を２度にわたって先延ば
しされたというものです。

また、アパートを訪問した勧誘員に「検針票
を見せてほしい」と言われるまま手渡し、書類
に住所や氏名等を記入したところ、その情報を
もとに勝手に契約変更の手続きをされていたと

身近に起きたトラブルで注意を促す

一人暮らしの学生が巻き込まれがちな
消費者トラブルを大学新聞部が取材

―筑波大学の取り組み―

後藤 佳怜　Goto Karen　
筑波大学新聞 副編集長／筑波大学 社会・国際学群 社会学類

【取材協力】

国民生活センター 広報部

＊　2020年１月号11面「新電力」トラブル相次ぐ（越智 小夏、後藤 佳怜）　https://www.tsukuba.ac.jp/public/newspaper/shinbunindex.html

写真 筑波大学2020年1月号

https://www.tsukuba.ac.jp/public/newspaper/shinbunindex.html
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学生の消費者トラブルを防ぐために
― 大学等の取り組み ―

いうケースも紹介しました。
記事の作成に当たっては、国民生活センター

やつくば市消費生活センターにも取材していま
す。電力やガスの小売り自由化に伴い、内容を
十分に理解しないまま契約してトラブルになる
ケースが全国的にも増えていることや注意点を
紹介しつつ、不安な点があればつくば市消費生
活センターに相談するよう呼び掛けました。

今回取り上げたトラブルが多く発生したの
は、大学周辺に１人で暮らす学生が多い本学な
らではといえそうです。消費生活センターに取
材した際も、「学生が一人暮らしで、20歳にな
りたて、もしくは未成年で、契約の知識もほと

一人暮らしの学生への
注意喚起が必要

んどないなかで、『お得になります』と言われる
と、家族に相談することもなく契約してしまう。
そういう一人暮らしの学生特有のリスクがある
のではないか」というご指摘がありました。成
人したばかりのあまり世間を知らない一人暮ら
しの若者は、こうした業者たちの標的になりや
すいのではないでしょうか。そうしたリスクを
学生たちに注意喚起していく必要性を改めて感
じました。

今後は、成人年齢の引き下げとともにさらに
トラブルが増えることでしょう。筑波大学新聞
編集部としても、そうしたリスクについて記事
で取り上げ、多くの学生に読んでもらい知って
もらうことで、各種トラブルについて周知して
いきたいと思っています。

（取材：国民生活センター広報部　文：ライター　鷺島鈴香）

本学では、全学の１年生を対象とした必修科目と
して「フレッシュマン・セミナー」というガイダンス
を実施しています。この「フレッシュマン・セミナー」
10コマのうち、１コマを学生部 学生生活課が担当
し、教育組織と連携して、学生生活をより安全に過
ごすための講座として授業を行っています。

この１コマ75分の授業のうち、前半は、学生生
活課から防犯や未成年飲酒、交通安全、宗教勧誘、
危険ドラッグなどについて注意喚起を行います。

そして後半は、つくば市消費生活センターと協働
し、消費生活相談員による出前講座を実施していま
す。本学の学生は、半数以上が親元を離れて暮らし
ているため、さまざまな消費者トラブルに遭遇しが
ちです。そのため、「消費者力をつけよう」というタ
イトルで、近年の消費者トラブルの傾向や、本学の
学生からの相談事例も踏まえた具体的な注意喚起を
していただいています。

また、新入生には「フレッシュマン・セミナー」「セー
フティライフ」といった小冊子を配布しています。
いずれも快適に安全に学生生活を送るための情報を
コンパクトにまとめたもので、この中で消費者トラ
ブルの典型例やその相談窓口の情報も掲載していま
す。こちらの内容についても、つくば市消費生活セン

ターのご協力の下に、毎年情報を更新しています。
新入生については、「フレッシュマン・セミナー」

と小冊子の配布で一通りの情報提供を行っているの
ですが、問題は２年生以上の学生たちです。気の緩
みや就職活動への焦りなどからトラブルに遭遇する
ケースもあるようです。今後は、上級生に対してど
のような情報発信を行っていくか、課題として検討
していきたいと思います。

入学者向けの「フレッシュマン・セミナー」で
消費者トラブルの注意喚起 筑波大学 学生部学生生活課 学生支援係長

菊地　文武

図 配布している冊子 
（左：フレッシュマン・セミナー、右：セーフティライフ）
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資産運用のために
 知っておきたい基礎知識

第 回

「お金と賢くつき合う」とは、どういうことで
しょうか。実はお金には２つの大きな特徴があ
ります。１つはお札やコインそのものに価値が
あるわけではなく、交換することで役に立つも
のであること。そしてもう１つは、あの世まで
持っていくことができないということです。

ですから、「お金と賢くつき合う」とは、この
世を生きるために、必要な時に必要なものと交
換できるようにお金を準備しておく……という
ことに他なりません。では、賢くお金を準備す
るための５つのステップを見ていきましょう。

クレジットカードや電子マネー、スマホ決済
と、近年、急速にキャッシュレス化が進んでき
ました。便利になった一方で、決済方法が分散

まずは自分の資産を把握しようステップ
1

され、総支出額が把握しにくくなっています。
資産運用を考える前に、ひとまず複雑化したお
金の流れを含め、全体を把握してみましょう。

まず作成したいのが、どこの金融機関、口座
にいくらお金があるかを記した金融資産一覧表
です（図１・ステップ1）。株式などは、現在の
おおよその評価額を記入します。定期預金など
は、満期になる時期も付け加えておきます。

次に、これからの予定を考慮し、資金の目的
を設定していきます（図１・ステップ2）。
①お財布資金

日常の決済用のお金です。どの決済方法が、ど
この金融機関にひもづけられているのか確認。毎
月の出金額から、いくら用意しておけばよいか把

握し、確保します。
②目的確定資金

教育資金、旅行
資金など使う時期
や目的が明確なお
金は、①のお財布
資金とは別に管理
します。万が一の
時の資金として、
月の生活費の６～

資金の「目的」を考えようステップ
2

「子供のお金教育を考える会」代表（http://www.kids-money.jp/）。著書に「アクティブ・
ラーニングで楽しく！ 消費者教育ワークショップ実践集」（大修館書店、2018年）ほか。

あんびる えつこ　Ambiru Etsuko　文部科学省消費者教育アドバイザー

■  ① 自分のお金が今どこにいくらあるのか、正確に把握している
■  ②お金は目的によって分けて運用している
■  ③安全で高金利な金融商品はないと思う
■  ④ 投資も視野に入れて考えるようにしている
■  ⑤ 金融商品を契約するときには、しくみをよく理解し、説明書なども保管している
　  さて、すべての項目に ■ できたでしょうか。解説を読み、理解を深めましょう！

お金理解度チェック

図１ 金融資産一覧表の例

金融機関 商品名 満期日
（償還日）

現在
評価額 （購入額） 備　考

○○銀行 普通預金 30万円

○○銀行 定期預金 
（１カ月） 200万円

◎△銀行 定期預金 
（１年）

2020年
8月 200万円

△△銀行 積み立て
定期 122万円 毎月３万円

積立

◎◎証券 ××株
投信

2025年
12月 51万円 50万円

ステップ 1
目　的

①お財布資金

②目的確定資金
　（万が一の時用）
②目的確定資金（家族旅行）
③余裕資金

②目的確定資金（教育費）

③余裕資金

ステップ 2
運用方針

貯蓄

貯蓄

貯蓄
投資へ？

貯蓄

投資

ステップ 4

お金と賢くつき合う

1

http://www.kids-money.jp/
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資産運用のために
 知っておきたい基礎知識

12カ月分が用意できていると安心です。
③余裕資金

当面、使う予定のないお金は「余裕資金」です。
投資などで運用することができます。

金融の世界では、リスクは「リターンの振れ
幅の大きさ」を表します（図２）。リターンは、
運用によって得られる収益や損失のことです。

一般的にハイリスクといわれる金融商品は、
振れ幅が大きく、高い収益が期待できる一方、
大きく値下がりする可能性もあります。逆に
ローリスクの場合、振れ幅が小さく、大きく値
下がりする可能性が低い反面、期待できる収益
も小さくなります。リスクとリターンの関係は

「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ロー
リターン」といわれています。

資産運用は、リスクとリターンの関係を考慮
して行う必要があります。例えば進学資金をふ
やしたいからとハイリスク商品で運用していた
ら、大きく値下がりした時に子どもが進学を迎
えてしまい、十分なお金が用意できないという
事態にもなりかねません。しかし当面使う予定
がないお金なら、値上がりを待つことが可能で
す。どの程度リスクを許容できるのか、金銭的、
時間的な余裕を見極めることが大切です。

リスクとリターンの関係を理解したら、運用
方針を考えていきましょう（図１・ステップ４）。

リスクとリターンの関係を知るステップ
3

「貯蓄」「投資」「投機」の違いを
踏まえて運用方針を決めよう

ステップ
4

例えば、円建ての預貯金はローリスク・ロー
リターンの代表的なものです。今は超低金利で
すから、お金をふやすというよりも、確実に元
本を貯

た
めておく「貯蓄」として考えられます。

「投資」は、将来の成長を見込んで、株式や投
資信託などの有望な投資先に、資金を長期的に
投じるものです。外貨預金も、その通貨の国の
経済の成長性に期待し「投資」するものと考えら
れます。リスクやリターンの大きさもさまざま
ですが、基本的には余裕資金で運用します。

一方、「投機」は、株式や暗号資産、FXなど、
比較的値動きが激しいものを対象に、機を見計
らって資金を投じ、短期に売買して大きな収益
をねらいます。「投資」が、対象の企業などの事
業や理念などに共感し資金を投じるのに対し、

「投機」は値動きに対して資金を投じるもの。「投
機」は、ハイリスク・ハイリターンであるため、
計画的な資産運用には不向きです。

運用方針が決まったら、金融商品を検討しま
す。分かっているつもりにならず、商品のしく
みなどをきちんと理解するようにしましょう。

気を抜いてはいけない一例を挙げましょう。
お財布代わりに使っている銀行の口座で、気づ
いたら普通預金の残高がマイナスになっていた
という経験はありませんか。

実は、普通預金に定期預金などがセットされ
ている「総合口座」には、一般的に「自動融資機能」
が備わっています。これは、普通預金の残高を
超える自動引き落としなどがあった場合、定期
預金などを担保として定期預金額の90%といっ
た上限のもと、自動的に融資が行われるサービ
スです。借入利率は多くの場合、定期預金の利
率に0.5％程度上乗せした利率。便利だからと
頼っていると、定期預金の金利を大きく上回る
利率で「借金」をしていることになります。

身近な金融商品でも油断大敵。心して金融商
品の理解に努め、しっかり資産を管理・運用し
ていきましょう。

金融商品のしくみを理解しようステップ
5

時間

価
格

余裕資金なら 上がったから、
売ろう上がるまで

待とう

リスク

今、売らな
くちゃ…

進学資金なら…

マイナス

図２ リスクと取引のタイミング
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新車のCO2排出量が増えているイギリス

中古品リサイクル業者を調査香　港

Which?では、2017年に新車の試験プログラム
を一新し、これまでに292モデルの排ガスや燃費
をテストしベスト・カーを選定、推奨している。
Which?独自のテストプログラムは、連続高速走行、
エアコンやラジオのスイッチ・オンなど、ヨーロッパ
基準の公式試験より現実的で過酷である。このほど、
排ガス量の推移を分析したところ、政府が掲げる
2050年温室効果ガス排出量ゼロの目標にもかかわ
らず、最新の排出基準のEuro6d-temp、Euro6d
認証車のほうがそれ以前のEuro6b、Euro6c認証
車より全車種においてCO2排出量が増加している
ことが判明した。最も増加率の少ない中型ディーゼ
ルSUV（6.4％増）から大幅に増加した大型ハイブ
リッドSUV（31.7％増）まで、全体平均で10.5g/㎞
増えて７％の増加であった。一方、有害なNOX排

出量の84％減を始め、COやPMの排出量もそれ
ぞれ大幅に減少しており、「私たちの肺にやさしく
地球に厳しい」結果だという。
Which?は、CO2排出量増加の理由として、車

体の大型化や最新テクノロジー機器の搭載による重
量増加、有害排出物削減に必要な技術やソフトウェ
アの変更による燃料消費増加を挙げている。
2021年以降はCO2排出量95g/㎞以下、超過分

１g当たり95ユーロの罰金が各車に課されるとい
う厳しい規制が導入される。この挑戦的な規制導入
により、電気自動車やハイブリッド車の増加など市
場に大きな変化をもたらす可能性がある。Which?
は、メーカーに対し、CO2削減に向けた技術改善
を継続し未来の地球に適したクリーンな自動車のた
めに全力を尽くすよう期待するとしている。

●Which?：ホームページ
　https://www.which.co.uk/news/2020/02/new-cars-emit-more-climate-changing-co2-than-old-according-to-which-tests/
　https://www.which.co.uk/reviews/new-and-used-cars/article/how-we-test/how-we-test-mpg-and-emissions

2020年のCI（国際消費者機構）の世界消費者権利
デーのテーマは「持続可能な消費者」。持続可能性の
意識を高め環境にやさしい消費習慣を育むよう提唱
している。中古品の購入は製品寿命を延ばし、使用
量を減らしゴミも減らす一助となることから、HKCC
（香港消費者委員会）は市内の中古品リサイクル業者
を調査した。業者は買い取った物品を中古市場で販
売、一部を環境保護や廃棄物削減支援のために慈善
団体等に渡している。
調査に応じた７社のうち５社は個数や状態、場所

によって手数料等を設定するが、値打ち物（家具な
ど）なら出張料の値引きに応じるケースもある。業
者によっては特注品や組み立て品、壁に作りつけの
家具などは買い取りを拒否するケースもある。さら
に、申込時に告げられた品物の状態と現物が異なる

と業者が判断した場合、引き取りを拒否したうえ出
張料を請求することもある。また、再利用不可で処
分する場合には品物の種類やサイズ等に応じた廃棄
料や輸送料を徴収することが多く、中には業者が扱
う中古品の購入を要求する場合もある。
中古品は業者の店舗や修理工場、オンラインサイ

トなどで販売される。構造等に欠陥がある家具は購
入後１週間以内であれば１社が彩色直しや修理に応
じ、１カ月以内に壊れた中古家電は１社が返品・返
金に応じ、出張修理等に応じるところも１社あった。
消費者が買い取りで中古品業者を利用する際は、

料金や支払い方法、傷や動きの悪いところがないか
等を事前に調べ、また中古品購入の際にはオンライ
ンではなく、できるだけ現物を直接見る、アフター
サービスも事前に調べておく、などを助言している。

●HKCC：ホームページ　https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/521/furniture-recycle-services.html
●CI：ホームページ　https://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-consumer-rights-day/sustainable-consumer-2020/

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

https://www.which.co.uk/news/2020/02/new-cars-emit-more-climate-changing-co2-than-old-according-to-which-tests/
https://www.which.co.uk/reviews/new-and-used-cars/article/how-we-test/how-we-test-mpg-and-emissions
https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/521/furniture-recycle-services.html
https://www.consumersinternational.org/what-we-do/world-consumer-rights-day/sustainable-consumer-2020/
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緊急時の今こそ「ご近所さんの日」をドイツ

マスク習慣のない国の必需品は？オーストリア

毎年５月の最終金曜日、欧州各地で開催される地
域行事が「ご近所さんの日」である。この行事は、高
齢者の孤独死を契機として住民間の交流を深めるた
め、1999年にパリで始まった。近隣住民による持
ち寄りパーティーの一種で、会場となるアパートの
中庭、駐車場、公園等には飾りつけが施され、音楽
がその場を盛り上げる。
ドイツでは、連邦家庭省等の後援により、ご近所

財団が住民間の交流を推進しており、「ご近所さん
の日」にパーティーを開催する住民は、パーティー
ボックスを無料で入手できる。このボックスには、
飾りつけ用の風船やチョーク、招待カード、パー
ティーの手引き等が入っている。本来なら、2020
年５月29日には、ドイツ各地で近隣パーティーが
開かれる予定だった。

ところが、新型コロナウイルスの感染拡大により、
住民同士の触れ合いが極めて難しくなった。そこで、
同財団はパーティー主体の「ご近所さんの日」を不開
催とする代わりに、近隣住民の連帯を求める「今こ
そ、ご近所さんの日」を提言した。普段は住民同士
の助け合いをインターネットでサポートする同財団
だが、インターネット環境の整っていない住民でも
参加できるように、無料電話サービスを充実させた。
郵便番号、電話番号とともに、必要とするサポート
内容（買い物、話し相手等）を自動応答電話に吹き込
むと、条件の合う近隣住民の中からサポート役が選
ばれ、電話で直接つながるしくみである。買ってき
た食料品等は買い物袋ごとドアノブに掛けるなど、
感染防止の観点も忘れない。このような緊急事態で
こそ、ご近所さんの力は大きいと強調する。

●連邦政府ホームページ　https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-nachbarschaftshilfe-1731908
●連邦家庭・高齢者・女性・青少年省ホームページ　https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/mitmachen-beim-tag-der-nachbarn-2019/135594

「日本人が顔に着けている白い物は何ですか」。数
年前まで、ヨーロッパから初来日した人がよく口に
する言葉だった。今では、新型コロナウイルスの感
染拡大により、ヨーロッパでもマスクの存在が認知
されている。もっとも、一般消費者がマスクをする
かどうかにかかわらず、感染予防対策として他人と
距離を保つこと、念入りな手洗いが重要だとされる。
また、マスクをしていない状態でせき・くしゃみを
する際は、袖かポケットティッシュで受け止め、使
用後のペーパーは直ちに捨てるよう注意喚起したの
がVKI（オーストリア消費者情報協会）である。
それというのも、ドイツ語圏のポケットティッ

シュは、レストランの紙ナプキンにも似た丈夫な紙
質の４枚重ねで、一度使っても捨てずにポケットに
戻す人が珍しくないからである。2019年に同国で

消費されたポケットティッシュは１人当たり約
1.6kgに上ることから、同協会はポケットティッ
シュ 13商品を対象に比較テストを行った。
その結果、総合的にはすべての商品が合格点を獲

得した。最も評価が高かったのは、価格が手頃な小
売チェーンの独自ブランド品だった。引っ張り強度
が特に強く、吸水性が高い点が評価されたという。
一方、古紙由来と思われる漂白剤が検出された商品、
細菌が目立つ商品もあり、再生紙品の弱点が浮き彫
りとなったとのことである。
また、ポケットティッシュ１パックには、４枚重

ねの紙が10組入っているのが普通だが、９組しか
ない商品が複数見つかった。同協会は、外観を変え
ずに内容量を減らす販売方法を問題視している。

●VKI『消費者』2020年３月号　https://www.konsument.at/test-taschentuecher032020
●VKIホームページ　https://www.konsument.at/coronavirus-sind-atemschutzmasken-sinnvoll-032020

文/岸 葉子  Kishi Yoko

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-nachbarschaftshilfe-1731908
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/mitmachen-beim-tag-der-nachbarn-2019/135594
https://www.konsument.at/test-taschentuecher032020
https://www.konsument.at/coronavirus-sind-atemschutzmasken-sinnvoll-032020


消費者教育
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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第 回

だけでない体験型の教材をいかに構築するか、
が主要な課題となりました。今回は、福祉家庭
部に所属する高校生が、静岡大学教育学部塩田
研究室、静岡県中部県民生活センター（以下、
センター）と連携し、それぞれの強みを生かし
た助言を受けて、教材開発を行いました。これ
は、センターによるコーディネートおよびサ
ポートにより実現可能になった取り組みでもあ
ります。

本実践では、高校生がネットトラブル防止を
「小学生に教える」という消費者教育を試みまし
た。年齢も近いため、小学生も親しみやすく、
さらに、ほとんどの高校生がネットを使用して
いるため、自身のネットトラブル経験も含めて
話すことができます。また、小学生に伝わるよ
うに、まず自分がよく理解すること、言葉選び、
説明の手順、小学生の意見をどうつなげていく
かなどを考えることは、想像力や段取り力を高
められる、とても貴重な機会となりました。

2019年８月、夏休みを利用して、牧之原市
立川崎小学校区内の放課後児童クラブ４カ所に
在籍する１～５年生の小学生82名を対象とし
てワークショップを行いました。
最初にじゃんけん遊びを楽しみながらアイス

ブレイクの時間を設けました。次に、学年別の
３～４人の小学生と高校生１人がグループとな
り、「スマートフォンを使ったことがあるか？」
「どのアプリ（サイト）を使ったことがあるか？」

高校生が「小学生に教える」意義

教材を使用したワークショップ

第 回

高校生が地域貢献活動を通して、学び、成長していくために必要なことは何かを探究している。
齋藤 智子　Saito Tomoko　静岡県立相良高等学校教諭

高校生による
小学生向けネットトラブル防止教材の開発と実践
― 高校・大学・県民生活センターが連携した消費者教育の試み ―

本校は主にボランティア活動を通して、地域
貢献活動に学校全体で取り組んでいます。筆者
が顧問を務める福祉家庭部は、高齢者施設での
交流や放課後児童クラブでの触れ合い活動な
ど、主に子ども・高齢者への「地域支援活動」を
しています。こうした活動から今回、小学生向
けのネットトラブル防止教材の開発に参加し、
放課後児童クラブの協力で小学生にワーク
ショップを開き、実践しました。
内閣府の「令和元年度青少年のインターネット

利用環境実態調査」によると、小学生の86.3%
がネットを利用するなど、子どもたちがネット
に触れる機会は増加しています。本実践で関
わった小学生の調査でも、平日はネット・ゲー
ムのいずれも30分～１時間程度利用している
小学生が多いことが分かりました。こうした現
状がある一方で、ネット利用が増えるほど、さ
まざまなネットトラブルに子どもが巻き込まれ
るリスクも増加するおそれがあります。
従来の小学生向けネットトラブル防止教材は、

トラブルが起こるまでの過程が詳しく記述さ
れ、怖がらせたり、「気をつけなさい」と指導し
たりすることで、子どもに注意喚起させる手法
が一般的でした。しかし、こうした教材は、そ
の場では子どもたちは理解を示しますが、危険
を自分事

ごと
としてとらえ考えていく経験ができな

いことが課題と考えられます。そこで、教材開
発に当たり、①いかに子どもたちが危険を自分
事としてとらえ考えていくか②単に注意を促す

ネットの危険を
自分事としてとらえる

73
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消費者教育実践事例集

という簡単な質問をして、利用状況を把握しま
した。それをもとに高校生は、今回開発した教
材の情報モラル漫画を10種類の中から１つ選
択しました（表、図）。漫画は４コマで構成され
ていますが、イラストは３コマまでで、４コマ
目は「このあと、どうなる？」と書いてあります。
小学生は高校生との対話を通して「この後どう
なるか」をよく考えて、発言しました。これに
対して、同意する発言、自分の考えを補足する
発言など、小学生同士の積極的な対話によって
も、ワークショップは円滑に進みました（写真）。
また、漫画の中で、危険だと思うところにマグ
ネットを貼り、危険に対して、どこで気がつき
そうかを見える化しました。これは小学生に

とって、自分や友だちの考えが分かり、高校生
も小学生の思考を読み取ることに有効に活用で
きました。
実践後の小学生のアンケート結果には、７割

近くで高校生との会話、理解度に肯定的な意見
がみられ、高校生のアンケート結果からも、本
教材で多くの小学生がネットトラブルを理解し、
その想像力が深まったことがうかがえました。
高校生は、小学生から意見を引き出すことや

分かるように説明することの難しさを実感する
場面もありました。しかし、うまく伝わるよう
に言葉や話題を選ぶなどの試行錯誤を繰り返
し、最後までやり切ったことでアンケート結果
にも、子どもへの説明、子どもとの会話、説明
への自信については肯定的な結果が出ました。

今回開発した教材は、子どもたちがネットの
あらゆるケースのリスクを予測し、自分事とし
て考えることができ、実際にネットを利用する
際にもリスク管理の意識を持つことができるの
ではないかと考えます。さらに、高校生が本教材
を活用し、小学生と一緒に考えるワークショッ
プを開催できたことは、成年年齢の引き下げに
向けて若年層の消費者問題に対する関心および
当事者意識を高めることにつながりました。
今後は、教材の普及に向けて、大学・センター

と連携を図りながら、消費者教育をさらに充実
させていくとともに、変化の激しい世の中にお
いて、「子どもたちがたくましくよりよい生き
方を考えられる」学びとは何かを模索していき
たいです。

今後の課題

写真 ワークショップのようす表 教材で扱ったネットトラブル

【ゲーム系】
①使いすぎ　
②暴力ゲーム

【セキュリティ系】
③写真による身バレ、顔バレ
④動画による身バレ、顔バレ
⑤なりすまし
⑥広告、ポップアップ

【コミュニケーション系】
⑦いじり、悪口　
⑧チェーンメール
⑨�動画サイトのコメント欄での
炎上

⑩�知らない人からのフォロー、
出会い

図 ネットトラブル防止教材の一部
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気になる

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。

住宅性能表示制度は、2000年４月１日施行の
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（品確
法）によって作られた制度です。例えば自動車
は、馬力、加速性能、燃費などたくさんの性能が
数字で表示されており、消費者はこれらを比較
検討して希望に添う商品を購入することができ
ます。これに対して、住宅は客観的な性能表示の
基準もなく、住宅供給者側の独自の基準で一方
的に示される情報だけを頼りに契約しているの
が実情でした。そこで、住宅にも一定の性能基準
を設け、客観的な性能とそれに見合う金額か検
討して購入できるよう、この法律が制定されま
した。品確法施行当時は新築住宅だけが対象で
したが、2002年12月17日から既存住宅の性
能表示制度も実施されるようになっています。

住宅性能表示制度は、大きく分けて３本の柱
から成っています。第一は国が定めた共通ルー
ル（日本住宅性能表示基準および評価方法基準）
に基づき第三者機関により住宅の性能評価を行
うこと、第二はすべての新築住宅の構造耐力上
主要な部分および雨水の浸入の防止に関する部
分を対象に10年間の保証を強制すること、第三
は住宅性能評価を受けた建物については、住宅
紛争処理機関（各地の弁護士会の設置する住宅
紛争審査会）による紛争処理が受けられること
です。住宅性能表示は、新築住宅では、構造の安
定や、劣化の軽減、温熱環境・エネルギー消費

住宅性能表示制度の内容
に関することなど、10分野32項目が定められ
ています（図１）。

この制度は強制的な制度ではなく、利用は任
意です。住宅性能表示の付いた住宅を取得した
いときは、注文住宅であれば注文時に施工者に
申請手続きをとってもらう必要があり、マン
ションや建売住宅を購入する場合は、建築時に
性能評価を受けて性能表示住宅として販売され
ている物件を選択して購入する必要がありま
す。性能表示住宅は、登録住宅性能評価機関が
審査したり、性能評価書の交付などの手間がか
かるので、それなりの費用負担が必要です。

住宅性能表示制度を利用するには

今回は、住宅性能表示制度と特定住宅
瑕
か

疵
し

担保責任保険について解説します。
住宅性能表示制度/
特定住宅瑕疵担保責任保険

21 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	 https://www.mlit.go.jp/common/000052921.pdf

出典：住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要（国土交通省）＊１

図１ 日本住宅性能表示基準の性能表示事項

①	構造の安全に関すること
②	火災時の安全に関すること
③	劣化の軽減に関すること
④		維持管理・更新への配慮に

関すること
⑤	温熱環境に関すること

⑥	空気環境に関すること
⑦	光・視環境に関すること
⑧	音環境に関すること
⑨		高齢者等への配慮に関する

こと
⑩	防犯に関すること

④  維持管理・更新への配慮に関すること

① 構造の安全

②

⑤ 温熱環境

⑧ 音環境

⑩ 防犯
⑨ 高齢者等への配慮

③ 劣化の軽減

⑥ 空気環境

⑦ 光・視環境

https://www.mlit.go.jp/common/000052921.pdf
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の構造強度に関係する部分ということです。
ところで、「主要構造部」という用語がありま

すが、これは「構造耐力上主要な部分」とは異な
ります。主要構造部は、建築基準法２条五号で、

壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築
物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、
揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、
ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これ
らに類する建築物の部分を除くものとする。

と定義されています。例えば屋根や階段は主要
構造部ですが、構造耐力上主要な部分には該当
しません。法律は言葉の定義によって対象範囲
を区別して規制しているので、注意が必要です。
（2）	住宅の雨水の浸入の防止に関する部分

もう１つの特定瑕疵である「住宅の雨水の浸
入の防止に関する部分」は、品確法施行令５条
第２項に次のように規定されています。

一　住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口
部に設ける戸、わくその他の建具

二　雨水を排除するため住宅に設ける排水管の
うち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又
は屋内にある部分

この保険制度はもちろん消費者保護にとって
一歩前進ですが、すべての瑕疵をカバーするもの
ではありません。また欠陥住宅被害は精神的苦
痛や被害回復のための労力など金銭で償われな
い被害も受けます。何よりも消費者自ら被害に
遭
あ
わない予防策をしっかり取ることが重要です。

建物の施工者や売主が欠陥住宅を提供した場
合、注文者や買主に対して、補修や損害賠償な
どの契約上の責任を負うことになります＊２。
しかし、施工者や売主が倒産したり、逃げ回っ
て誠実に責任を履行しない場合、被害者の救済
は事実上困難となります。この問題は、元一級
建築士による耐震強度偽装事件で、マンション
販売業者が倒産して被害者が泣き寝入りとなっ
たことから注目されました。この事件をきっか
けに、新築住宅の施工者や販売業者に対して、
一定金額の供託かあるいは損害賠償責任保険の
加入を義務付け、瑕疵担保責任（契約不適合責
任）の履行を確保する措置をとるべく「特定住宅
瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律」が制
定されました。この制度によって住宅供給者が
加入する保険が特定住宅瑕疵担保責任保険で
す。保険の支払われる上限は2000万円です＊３。
保険の対象となる瑕疵（契約不適合）は、本連載
の第20回＊２で説明した「特定住宅瑕疵」です。

（1）	住宅の構造耐力上主要な部分
特定住宅瑕疵の１つである「構造耐力上主要

な部分」という用語は、品確法施行令５条第１
項に規定されており、「住宅の基礎、基礎ぐい、
壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、方づえ、
火打材その他これらに類するものをい
う。）、床版、屋根版又は横架材（はり、
けたその他これらに類するものをいう。）
で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、
積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震
その他の震動若しくは衝撃を支えるも
の」とされています（図２）。一言でいう
ならば、荷重（自重や積雪荷重など）や外
力（地震や台風など）に耐えるための建物

特定住宅瑕疵担保責任保険

保険の対象となる特定住宅瑕疵

＊２	 	この責任の詳細は、ウェブ版「国民生活」2020年４月号本連載第20回参照。http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_11.pdf
＊３	 オプションで2000万円を超えるものもある。
＊４	 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（資力確保指導係）（国土交通省）	https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/warranty.htm

図２ 対象となる瑕疵担保責任の範囲＊４
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鉄筋コンクリート造の共同住宅の例 木造（在来軸組工法）の戸建住宅の例

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202004_11.pdf
https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/license/warranty.htm
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ベビーカーの転倒による
乳幼児の事故に注意

11

ピックアップ相談情報

事故事例

執筆者：国民生活センター商品テスト部

2020.6 31国民生活

医療機関ネットワーク＊１や全国の消費生活セ
ンターには、ベビーカーごと転倒したり、乳幼児
が転落してけがをした事例が多く寄せられてお
り、商品に問題がないか調べてほしいという相談
もみられます。そこで使用実態をアンケート調
査＊２し、販売数が多いと考えられるベビーカー
７銘柄について事故要因もテストしました。

問題点とアドバイス
（1）		ハンドルに荷物を掛けると転倒しやすい

アンケートの結果、７割以上の人がハンドル
に荷提げフックを付けて、荷物を掛けていまし
た。また、３割の人がベビーカーごと転倒ある
いは子どもの転落を経験し、その原因の７割が
ハンドルに掛けた荷物でした。

テストした全銘柄にはハンドルに荷物を掛け
ないよう警告表示がありました。テストではハ 
ンドルに荷物を掛けると転倒しやすくなり、特
に、子どもが小さく体重が軽い場合や、上り坂・
段差・障害物の上を通行する際に前輪の持ち上
げなどで転倒しやすくなることが分かりまし
た。

（2）	シートベルトをしましょう
アンケートの結果、子どもに毎回シートベル

トを装着させる人は７割未満でした。テストの
結果、シートベルトをしていないと、ベビーカー
が転倒したとき
に乳児ダミー人
形が投げ出され
ることがありま
した（写真）。

事故の未然防
止や被害を小さ
くするため、必
ずシートベルト
をしましょう。

＊１  消費生活において生命または身体に被害が生じた事故にあい、参画医療機関を受診したことによる事故情報を収集する消費者庁と国民生活セン
ターとの共同事業。2010年12月運用開始。

＊２  子どもがいてベビーカーを所有して使用しており、そのベビーカーを最も使用する子どもの年齢が４歳未満である男女1,000名にアンケート調
査を実施した。

参考： 国民生活センター「ベビーカーの転倒による乳幼児の事故に注意－ベビーカーから転落し、頭部にけがを負い入院する事例も!－」（2019年12
月12日公表） http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191212_1.html

　駐車場のスロープを降りていたところ、ハンドルに掛けていた荷物に引っ張られるようにベビーカー
が手前に倒れた。子どもはシートベルトを装着しておらず、頭から地面に転落した。外傷性くも膜下出
血により７日間入院した。� （１カ月、男児）医療機関ネットワークより＊１　　

＊このベビーカーは実際の事故事例とは無
関係です。

写真 ベビーカーを転倒させたようす
（シートベルト未装着の場合）

図 ベビーカーが倒れ始める角度の違い

ハンドルの荷物なし ハンドルの荷物あり

θ＋15度

３kg

θ

ハンドルに３kgの荷物を掛けた場合、約15度小さい傾きで
倒れ始めた

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191212_1.html
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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

相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

18歳の大学生が親の自動車を運転していて、自転車に乗っていた私の
父にぶつかったため、けがをさせられてしまいました。治療費などの
損害賠償請求はどうすればよいのでしょう？

事故を起こした大学生に
損害賠償請求はできる？

96

ここでは、運転者であった大学
生に100パーセントの過失があっ
たという前提で話を進めます。
結論からいうと、その大学生、

それから、自動車を所有していた
親に対して請求できます。民法709条の不法
行為という規定で、他人の権利を侵害した場合
の賠償責任が定められています。
まず、その大学生に対して請求できるのは当

然で特に説明はいらないでしょう。
18歳で未成年なのに請求できるのか、とい

う点が多少疑問に思うかも知れません。この点
について法律（民法）では、単に未成年者であれ
ば法的責任がない、とはしていません。「未成
年者は、他人に損害を加えた場合において、自
己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備え
ていなかったとき」は損害賠償責任を負わない
と定めています（712条）。免許を取得してい
る時点で大学生にこの知能がないとは考えられ
ませんので、大学生には責任がある＝あなたの
父は、この大学生に対して請求できる、という
ことです。
なお、「未成年」に関する法律改正についても

触れておきます。成年を20歳から18歳に引
き下げる法律改正が2018年に成立しています
が、この法律が施行されるのは2022年なので、

現時点では18歳は「未成年」です。また、選挙
権は既に18歳に引き下げられていますが、選
挙権と「成年」は必ずしも同一年齢でなければな
らないとは理解されていないので、現在の法律
では一致していません。
もっとも、治療費等の額にもかかわることで

すが、大学生の支払い能力は、そう大した額で
はないことが一般的でしょう。そうすると、請
求する権利はあるものの、実際にはわずかしか
払ってもらえない、という事態はありそうです。
自動車事故以外の不法行為の場合は、これが

問題になることは結構あります。ただ、自動車
事故の場合は、民法とは別に、自動車損害賠償
保障法という法律で、運転者本人だけでなく、
「運行供用者」責任を定めています。「運行供用
者」とはあまり聞きなれない言葉ですが、これ
は、運行を支配する者と運行により利益を受け
る者を指します。これらの人は実際の運転者で
なくても責任を負うという規定です。大学生の
親はこの「運行供用者」になりますので、親にも
損害賠償を請求できます。
なお、自動車の所有者は事故に備えて保険に

加入しているでしょうから、賠償が受けられな
い場合、被害者であるあなたの父が自らその保
険会社に請求できる制度もあります。



国民生活センター 消費者判例情報評価委員会

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
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若者Xは、2014年、アルバイト先のパチン
コ店で、同店の正社員であり上司であるBと知
り合い、同年７月頃、Bから「最近、たくさんの
仲間と一緒に稼ぐ場を見つけた、現時点でも既
にお金はいろいろ稼いでいる、ギャンブルの必
勝法を人に教えることで儲

もう
けることもできる、

話だけでも聞きに来ないか」などと誘われた。
そこで、Xは、誘われるままに、同日の夕方、

Bとともに喫茶店に行った。その喫茶店におい
て、XはBからCを紹介され、同人から、Aとい
う会社に関する説明を受けた。そのなかで、海外
ではブックメーカーという賭け事が主流となっ
ており、そのオッズの差を利用したアービト
ラージという必勝法があり、それを簡易に行え
るシステム（本件ソフト）を販売しているという
説明を受けた。Xは、もっと上位のお金を稼い
でいるすごい人が話をしてくれると言われたの

事案の概要 で、セミナーに参加して、話を聞くこととした。
Xは、前述のセミナー参加後にBから、Aと契

約を締結して入社するには100万円で本件ソフ
トを購入しなければならないと言われたが、そ
のようなお金はない旨を答えたところ、Aの代
表者、BおよびCから、消費者金融Lに行くよう
指示された。そこで、Xは、Bに付き添われてL
に行き、主にA代表者から指示されたとおり、
申込書に月収25万円などと虚偽の記載をして、
Lとの間で基本契約を締結し、午後７時38分か
ら40分にかけて、合計100万円を借り受けた。
Xは、午後８時前に喫茶店に戻り、Yが講師

を務める本件セミナーに参加した。本件セミ
ナーは、代理店向けのもので、毎週、水曜日と
日曜日は午後８時から、金曜日は午後９時から
実施されており、Xは、本件セミナーにおいて、
「Bさんの部下のXです」などと自己紹介した（な
お、本件セミナー開催は2014年７月の日曜日
であった）。本件セミナーでは、本件ソフトに

本件は、消費者Xが、A社との間で代理店契約を締結し同社に対しソフトウェアの購入
費用を支払った事案において、Yらが共謀してマルチ商法であることを秘して勧誘したも
ので共同不法行為に当たるとしてセミナー講師Yに対して損害賠償を求めたものである。
本件ソフトの内容はおよそ100万円に足りる内容とは到底認められず、また、Yは、事
業者代表取締役らと共謀し、若者をセミナーに参加させ最終的に本件契約を締結させる
ことを企図していたことが推認されるとして、いわゆる後出しマルチ商法と評価でき、Y
らによる本件契約締結に向けた一連の勧誘
行為は詐欺の不法行為に当たるとして請求
を認容した事例である。
（東京地方裁判所平成28年11月10日判決、
LEX/DB）

原　告：X（消費者）
被　告：Y（本件セミナーの講師を務めた者）
関係者：�A�：マルチ商法の運営業者�

B�：アルバイト先の上司�
C�：勧誘者�
L�：消費者金融会社

後出しマルチが不法行為に当たり、セミナー講師も共
同不法行為責任があるとして講師に損害賠償を命じた
事例
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暮らしの判例

＊１	 原文の大手SNS事業者の名称を変更している。

関する直接の言及はなかったが、ブックメー
カーやアービトラージ、アフィリエイト等に関
する説明はされた。また、Aの代理店（加盟店）
になる者の募集は2014年７月で締め切る旨の
説明がされた。セミナーの終了後、Xは、本件
契約書に署名押印するとともに、A代表者から
指示されたとおり、加盟店契約締結に関する交
付書面に「本契約は加盟店契約を締結するもの
で、連鎖販売取引業者になるものではないもの
と理解しています」などと記載して署名押印し、
A代表者に対し、100万円を手渡した。
Xは、その後2014年７月中に、Bに対し、

解約したい旨を述べたところ、Bは、Xに対し、
「返品できないし、返金もできないと契約書に
書いてある」と述べ、さらに「人に本件ソフトを
買うように勧めればよく、１人紹介すれば30
万円もらえ、自分はもう３人紹介したからほぼ
元を取った」などと述べた。
Xは、その翌日付けで、A社に対し、本件ソフ

トの購入についてクーリング・オフによる解除
をする旨をはがきで通知した。しかし、Aから
は返金されなかった。そこで、Xは、セミナー
の講師Yに対して不法行為に基づく損害賠償請
求訴訟を提起したのが、本件である。

（1）	売買契約の目的物のソフトについて
認定事実によれば、本件ソフトは、アービト

ラージを簡易に行えるようにするためのシステ
ムである旨がうたわれているところ、本件ソフ
トのうちマニュアルに当たるものは、メールア
ドレスやSNS＊１の登録方法等を案内したものに
過ぎず、その全体の内容からしても、およそ100
万円を支払うに足りる内容で構成されたソフト
とは到底認められない（なお、Xによれば、本件
ソフトは、２枚のディスクで構成され、そのう
ちの１枚についてはパソコン等で再生できず内

理　由

容を確認できないとのことであるが、前述の認
定説示のとおりのマニュアル部分の内容からす
れば、本件ソフトが全体として100万円の対価
に値するものでないことが推認される）。
（2）	Yの本件責任について

Xは、Bから、稼ぐ場所を見つけたから話を
聞かないかなどと誘われ、喫茶店に行き、Cか
ら会社に関する説明等を受け、Bから本件契約
を締結するには100万円が必要であると言わ
れたため、B、A代表者およびCの指示により
Lから100万円を借り入れている。Yはその後
に開催された本件セミナーにおいて初めて登場
しており、それまでの間に、YがXに対し本件
契約を締結し、本件ソフトを購入することを直
接に勧誘したとは認められない。
もっとも、Yは、本件セミナーにおいて、A

代表者から「独立されている方」と紹介されてい
ることが認められるものの、他方で、Y自ら、
Aのビジョンとして、代理店募集は今月（2014
年７月）で終了となり、それ以降は別の事業に
切り替わるとか、代理店募集をやめてユーザー
集めをしてほしいなどといった説明をしている
ことが認められ、これによれば、Yは、A代表
者らとともに、Aの事業運営について相当程度
関与していることが推認される。
また、Xは、本件セミナーが開始する前に

100万円を借り入れているものの、本件契約
を締結し100万円を支払ったのは本件セミナー
に参加した後であることや、本件セミナーは代
理店向けのものではあるものの、Y自身、この
ような胡

う
散
さん
臭い話を聞いてインターネットビジ

ネスを始めた旨を述べており、セミナーの内容
からしても、Aと契約を締結して代理店となる
か迷っている者が参加しても何ら矛盾しない内
容であると認められることも併せ考慮すると、
Yは、BやA代表者らと共謀して、Xのような
若年者をして、セミナーに参加させ、最終的に
本件契約を締結することを企図していたことが
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暮らしの判例

推認されるというべきである。
（3）	後出しマルチの違法性について

そして、認定事実のとおり、Xは、本件契約を
締結した後日、Bから、人に本件ソフトを買うよ
うに勧めれば１人当たり30万円もらえるなど
と言われているところ、本件契約を締結するに
当たっては、同締結が連鎖販売取引業者になる
ものではないと理解している旨を記載するよう
指示されており、本件契約書にも前述の紹介料
に関する記載が見当たらないことからすれば、
本件はいわゆる後出しマルチ商法と評価できる
ものであって、前述の認定説示の本件ソフトの
内容等も併せ考慮すると、Xは、本件契約の性質
や本件ソフトの内容を知っていれば、本件契約
を締結しなかったものと認められるから、Yらに
よる本件契約締結に向けた一連の勧誘行為は、X
に対する詐欺行為として不法行為を構成するも
のというべきである（損害として認められた金額
は、代金としてAに支払った金額全額の100万
円と弁護士費用10万円の合計110万円である）。

（1）	特定商取引法による規制のポイント
	 －連鎖販売取引の規制の概要
いわゆるマルチ商法（マルチレベルマーケッ

ティング・プラン）の一部は、次のように特定
商取引法による連鎖販売取引として規制されて
いる。
同法では、連鎖販売取引に関しては、事業者

に対して、広告規制、概要書面や契約書面の交
付義務、不当な行為の禁止規定（勧誘の方法・
内容などやクーリング・オフの妨害行為など）
を定め、違法行為を繰り返し取引の公正を阻害
したり、消費者被害の拡大の危険性が高い業者
に対しては最大で２年間の業務停止命令や、業
務停止命令とともに会社の役員や違法行為につ
き主導権を持つ従業員に対して禁止命令を行う

解　説

ことができ、行政処分をした場合には業者名や
氏名、処分の内容の公表を義務づけている。
消費者の被害救済のための民事ルールとして

は、契約書面を消費者が受け取った日から20
日間のクーリング・オフ制度、勧誘の際の不実
告知や不告知による誤認を取り消し原因とする
取消制度、販売員を途中でやめることができる
中途解約制度（一定の要件を満たした場合には、
返品制度もある）などを設けている。
連鎖販売取引の要件のポイントは、契約の締

結の際に「特定利益が得られる」として誘引して
いることである。契約の締結に至るまでに、「特
定利益が得られる」ことによる広告や勧誘が一
切ない場合には、連鎖販売取引の重要な要件を
満たしていないことになり、規制は及ばない。
「特定利益が得られる」とは、具体的に言えば、
本件契約をして販売員の地位を獲得し、自分が
さらに販売員を勧誘し契約させることにより利
益が得られるので契約しないかと、「販売員を
増やすことにより儲かること」を広告や勧誘で
明示していることを指す。
つまり、特定商取引法の連鎖販売取引の規制

は、マルチ商法そのものを規制するのではなく、
そのうちの広告や勧誘において「特定利益が得
られる」とうたっているものに限定する規制内
容となっているのである。
（2）	最近の若者被害の傾向

近年では、若者を中心に「儲け話」のトラブル
が増加していることが全国の消費生活相談窓口
に寄せられる相談内容の分析から指摘されてい
る＊２。相談内容の中では、バイナリーオプション
に関する相談が増加しており20歳代が66.5%
を占めているという。この中には、いわゆる後
出しマルチによるものも含まれているものと推
測できる。
また、国民生活センター、2019年７月25

日の報道発表「友だちから誘われても断れます
か？	若者に広がる『モノなしマルチ商法』に注

＊２	 	独立行政法人国民生活センター、2019年12月16日「消費者問題に関する2019年の10大項目」	 	
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191216_1.html

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191216_1.html


2020.6 36国民生活

暮らしの判例

意！」＊３によれば、健康食品や化粧品などの「商
品」に関するマルチ商法のほかに、ファンド型
商品、暗号資産、海外投資、アフィリエイトな
どの儲け話を対象にする「モノなしマルチ」の割
合が、「商品」に関するマルチ商法を上回ったこ
とを指摘している。このように「儲け話」の内容
は、さまざまなものがあるが、儲ける方法など
の情報はUSBメモリ、DVD、PDFファイル、
セミナーへの参加、動画の配信など多様化して
いる。これらを「情報商材」と呼んでいる。
共通しているのは、これらの情報商材を購入

するためには50万円程度から100万円台を支
払う必要があることである。そして手持ちの資
金がないため、「お金がない」と断ると（傾向と
して金銭的に裕福でない若者がねらわれる）、
「すぐ儲かるから、消費者金融（消費者が学生の
場合には学生ローン）で借りて支払えばよい」
「借金は１、２カ月で儲けで返済できる」「自分
もそういう方法で契約して返済した」などとそ
そのかし、借金させて支払わせている点である。
さらに、多くのケースでは、消費者金融から

目的の金額を借り入れるために、収入や借金の
使途について虚偽の申告をするようにそそのか
している。消費者は「すぐに返済できるなら」と
たいした罪悪感もなく、業者に言われるままに
借金して払ってしまう。
（3）	後出しマルチの実態と問題点

以上のように若者に多発している「儲け話」に
関するマルチ商法の中には、最初の勧誘では「こ
の情報に従って投資すれば（あるいは、仕事を
すれば）簡単に誰でも儲かって、青年実業家に
なれる」「普通、事業を自分で始めるためには多
額の資金が必要だが、この儲け話の場合には
たった50万円で（あるいは100万円程度で）青
年実業家として成功できる」などと述べるだけ
で、「儲けるノウハウ」を手に入れるための契約
を締結する際には、「特定利益」が得られるしく
みの説明は受けていない場合が少なくないので

ある。しかし、借金までして手に入れた情報は、
本件判決が指摘しているような、高額な対価に
見合わないほとんど価値のないものであり、加
えて消費者金融等から借金して支払っているた
め、返済はしなければならず、返済期限が迫っ
てきても儲からないために返済できない事態に
追い込まれて焦る。業者らは、このタイミング
を見計らって「友だちを誘って契約させれば、１
人当たり〇万円の収入になる。〇人勧誘すれば
借金なんて簡単に返済できるし、儲けにもなる」
などと特定利益による利益が得られることを持
ち出す。借金で追い詰められている若者は、こ
の話に飛びついて加害者となっていくのである。
このように、まず高額な情報や商品などを儲

かると勧誘して購入させ、借金の返済に困る事
態に追い込み、商品や役務の購入契約後に「特
定利益」を持ち出す手口から「後出しマルチ」と
呼んでいる。
後出しマルチは連鎖販売取引には該当しない

ために、特定商取引法の規制が及ばない。連鎖
販売取引としてはクーリング・オフなどによる
消費者救済の制度が使えないのである。
（4）	本件判決の意義

訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合に
は、クーリング・オフが可能である。しかし、
後出しマルチのしくみそのものが、（3）で指摘
したように違法性が高いものである。また、後
出しマルチの業者は数カ月～数年という短期間
で閉鎖したり行方不明となることが多く、情報
商材の販売会社相手の返還請求は現実的ではな
いことがある。本件は、こうした事例について、
後出しマルチの違法性を指摘し、不法行為を構
成すること、セミナー講師も共謀していたとし
て共同不法行為に基づく損害賠償を命じた事例
であり、同種の事例の参考になる。

※参考判例なし
（後出しマルチに関する公刊されている判決は見当たらない）

＊３	 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190725_1.html

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190725_1.html
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景品表示法は、優良誤認表示や有利誤認表示
をすることを禁止しており（５条一号および二
号）、それぞれ、次のAとBのパターンがあり
ます。

優良誤認表示
A：�実際の商品・役務の内容よりも著しく優良

であると一般消費者に誤認される表示
B：�競業事業者の商品・役務の内容よりも著しく

優良であると一般消費者に誤認される表示
有利誤認表示
A：�実際の商品・役務の取引条件よりも著しく

有利であると一般消費者に誤認される表示
B：�競業事業者の商品・役務の取引条件よりも

著しく有利であると一般消費者に誤認され
る表示

これらは、一般消費者による自主的かつ合理
的な選択を確保するという景品表示法の目的
（１条）に照らし、一般消費者に誤認される表示
を規制対象とするという点で共通します＊１。
そのため、事業者が一般消費者に向けて商品・
役務について示す表示が、不当表示規制の対象
となります（事業者が他の事業者に向けて行お
うとしたつもりであっても、それが一般消費者
の目に触れ、直接的に一般消費者の誤認を生じ
させるような場合には、不当表示規制の対象と
なり得ます（緑本＊２49ページ））。

第１   概要（一般消費者に誤認
される表示）

優良誤認表示と有利誤認表示は、表示の対象
が商品・役務の「内容」か「取引条件」か、誤認さ
れる内容が「著しく優良」か「著しく有利」かとい
う点で違いはあるものの、基本的な考え方は共
通点が多いです。以下では、優良誤認表示およ
び有利誤認表示の要件について、基本的にパ
ターンAを念頭に置いて、共通するものをでき
る限りまとめて説明していきます。パターンB
はいわゆる「比較広告」をする場合に不当表示と
なる場面ですので、別の回で、「比較広告」に関
するものとして説明します（基本的な考え方は
以下のパターンAと同様です）。

１	「内容」や「取引条件」の意義・範囲
優良誤認表示の対象である商品・役務の「内

容」は、品質や規格のほか、原産地、製造方法、
新旧の別、検査・特許の有無、知名度、安全性、
受賞の有無、考案者等を含む広範な概念です（緑
本68ページ）。
また、有利誤認表示の対象である商品・役務

の「取引条件」も、価格のほか、数量、支払い条
件、取引に付随して提供される景品類、アフター
サービスや、商品・役務本体に付属する各種の
経済上の利益等、種々のものを幅広く含みます

第２   優良誤認表示・有利誤認
表示の基本的な考え方

（パターンAを念頭に）

＊１� �景品表示法５条一号は、「著しく優良であると示す表示」と定めているが、結論としては、禁止される表示は、実際の商品・役務の内容・取引条
件よりも著しく優良または著しく有利であると一般消費者に誤認される表示と整理されている（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〉48、49ページ）。

＊２� ＊１後段丸括弧内参照。
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（緑本89ページ）。
２	 	著しく優良や著しく有利であると	 	
誤認される表示か否か

（1）	判断方法
特定の表示が著しく優良または著しく有利で

あると一般消費者に誤認される表示であるか否
かは、業界の慣行や表示をする事業者の認識に
よるのではなく、表示の受け手である一般消費
者に誤認されるか否かという観点から判断され
ます。
一般消費者に誤認されるか否かの判断は、一

般消費者が表示を見てどのような印象・認識を
有するかの判断であり、その判断は、表示上の特
定の文章、図表および写真等からではなく、表示
内容全体から一般消費者が受ける印象・認識を
基礎として総合的に行われます。その際、事業者
の故意または過失の有無は問題となりません＊３。
また、誤認されるかは、誤認が生じる可能性の

有無を基礎として判断されます。現実に多数の
消費者が誤認したことや、その表示に基づいて
商品・役務を実際に購入した者が存在すること
は要件とされていません（緑本46ページ＊４）。
（2）	「著しく」とは
「著しく」とは、当該表示の誇張の程度が、社
会一般に許容される程度を超えて、一般消費者
による商品・サービスの選択に影響を与える場
合をいいます＊５。
事業者が商品・役務の広告表示を行う場合に

は、当該商品・役務を一般消費者に選択しても
らえるよう、ある程度の誇張を行うことが一般
的ですし、一般消費者もある程度の誇張が行わ

れることは通常認識しています。そのため、広
告表示に通常含まれる程度の誇張は、人が化粧
の際に白粉をはたくことを意味する「パフィン
グ（puffing）」と呼ばれ、一般消費者の自主的か
つ合理的な選択を阻害するおそれがないとして
許容されています（緑本70ページ）。したがっ
て、そのような広告表示に通常含まれる程度の
誇張を超える場合、すなわち、当該表示の優良
性・有利性の誇張の程度が社会一般に許容され
る程度を超えて一般消費者による商品・役務の
選択に影響を与える場合に、「著しく」の要件が
認められています。
３	 判断時のポイント
これらを整理すると、①特定の表示について、

表示全体から一般消費者が通常受ける印象・認
識と、実際の商品・役務の内容や取引条件との
間に相違があり、かつ、②当該相違が、社会一
般に許容される程度を超えて一般消費者による
商品・役務の選択に影響を与えるものである場
合には、当該表示は、優良誤認表示または有利
誤認表示に該当します。
消費者庁がパターンＡの優良誤認表示や有利

誤認表示を認定した措置命令の大部分は、ⅰ「あ
たかも○○かのように示す表示をしていた」に
もかかわらず「実際には××であった」との事実
認定と、ⅱその表示が「著しく優良」または「著
しく有利」と誤認される表示であるため優良誤
認表示や有利誤認表示に該当するとの判断を内
容とします。
この「あたかも○○かのように示す表示をし

ていた」は、表示全体から一般消費者が通常受

＊３� �「不当景品類及び不当表示防止法第８条（課徴金納付命令の基本的要件）に関する考え方」（2016年消費者庁）３～４ページや「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」（同年消費者庁）12ページで説明されている。

＊４� �このほか、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表法措置命令取消訴訟）は、価格に関する有利誤認表示について、原告
の主張に対する判断としてではあるが、「一般消費者が、ある表示により、当該表示された販売価格を有利に感じて当該商品の購入に誘引され
るおそれがあると認められれば足り、現実に多数の消費者が誤認したことは、同号の表示に該当するための要件としては不要」と示している。

＊５� �東京高裁判決平成14年６月７日（更生会社カンキョー管財人大澤誠による審決取消請求事件）。同判決は、「誇張・誇大が社会一般に許容される
程度を超えるものであるかどうかは、当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかで判断され、その誤認がなければ顧客が誘引されることは
通常ないであろうと認められる程度に達する誇大表示であれば『著しく優良であると一般消費者に誤認される』表示に当たると解される。そして、
当該表示を誤認して顧客が誘引されるかどうかは、商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容など
により判断される」と示している。
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じます。このような思考の下、優良誤認表示と
判断されたと考えられます。また、当該事案に
おいて、ほとんどブラジル産の鶏もも肉であっ
たものだけでなく、３割程度ブラジル産の鶏も
も肉が使用されていたものも優良誤認表示とさ
れた点は参考になるでしょう。
なお、景品表示法５条三号との関係で、原産

国に関する不当な表示を規制する告示（商品の
原産国に関する不当な表示）が存在しますが、
これは「商品の原産国」に関するものであり、商
品の原材料の原産国の表示には適用されませ
ん。そのため、本件のような原材料の原産国の
表示については、優良誤認表示かどうかのみが
問題となります。
２	 	2016年３月10日付措置命令	 	
（株式会社村田園）＊８

特定の文字を記載しない場合であっても、表
示内容全体から、一般消費者が、実際の商品・
役務の内容よりも著しく
優良であると誤認するこ
とがあり得ます。違反事
例として、株式会社村田
園（以下、村田園）に対す
る2016年３月10日付
措置命令を取り上げま
す。
村田園は、パックに入

れた茶葉を一般消費者に
販売するに当たり、例え
ば、パック（包装）に次の
ような表示をしていまし
た（図１）。
当該パックには、プラ

スワンの事案と異なり、
原料が「日本産」であると

ける印象・認識が何かを示すものであり、当該
印象・認識と実際の相違の有無（前記①）やその
程度（同②）についての検証が必要となります。
これらの考え方を踏まえ、後述第３において、

実際の措置命令事案を確認します。

１	 	2019年10月16日付措置命令		
（株式会社プラスワン）＊６

2020年３月28日を基準として、消費者庁
による措置命令のうち優良誤認表示事案をみる
と、不実証広告規制が適用されたものを除き、
神戸市の鶏の唐揚げ等の製造販売業者である株
式会社プラスワン（以下、プラスワン）に対する
2019年10月16日付のものが最新です＊７。
まずはこの事案を取り上げます。
プラスワンは、例えば「からあげ専門店」およ

び「国産若鶏使用�絶品あげたて」と表示するな
ど、計11店舗の看板や軒先テントにおいて、
あたかも、対象商品（鶏もも肉を使用した唐揚
げ、および当該唐揚げを含む各商品）には、国
産の鶏もも肉を使用しているかのように示す表
示をしていました。
しかしながら、実際には、当該商品には、すべ

て、ほとんどすべてまたは３割程度、ブラジル連
邦共和国産の鶏もも肉が使用されていました。
客観的に「国」には優劣をつけ難いところです

が、一般消費者は、安心・安全でおいしい食材
を求めており、現時点では、基本的には国産の
原材料がブラジル産のものよりも安心・安全で
おいしい、品質がよいと認識するでしょう。そ
のため、実際にはブラジル産の鶏もも肉が３割
程度含まれている中で、「国産」若鶏使用と示す
と、一般消費者の印象・認識と実際に相違が生

第３   違反事例（優良誤認表示
に関する措置命令事案）

＊６� �https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191016_1.pdf
＊７� �その後、2020年３月30日に、株式会社ファミリーマートおよび山崎製パン株式会社に対する措置命令が行われた。
＊８� �https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160310premiums_1.pdf

図１ 措置命令の対象 
商品（一部）

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_191016_1.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160310premiums_1.pdf
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の記載はありませんでしたが、次の①から④が
示されていました。

①「阿蘇の大地の恵み」
②「大阿蘇万能茶」
③�「どくだみ・柿の葉・とうきび・はと麦・甜
茶（てんちゃ）・くま笹・あまちゃづる・はぶ
茶・甘草（かんぞう）・大豆・田舎麦・桑の葉・
枸杞（くこ）・ウーロン茎・びわの葉・浜茶」

④日本の山里を思わせる風景のイラストの記載

消費者庁は、当該パックにおける表示内容全
体からすると、一般消費者は、対象商品の原材
料（茶葉）が日本産であるとの印象・認識を有す
ると判断し＊９、あたかも、本件商品の原材料
が日本産であるかのように示す表示と認定しま
した。これに対し、実際には、原材料のうち「大
麦」の一部および「どくだみ」の一部以外の原材
料が外国産でした。そのため、消費者庁は、当
該表示について優良誤認表示に該当すると判断
し、措置命令を行いました。
当該措置命令を受けた村田園は、東京地裁に

処分取消しの訴えを提起しましたが、2017年
６月27日に請求棄却判決＊10（確定）がされてい
ます。消費者庁や裁判所では、今後も、特定の
表示についての優良誤認表示該当性や有利誤認
表示該当性を判断するに当たり、まず「表示全
体から一般消費者が通常受ける印象・認識」を
検討していくものと考えられます。
３	 	2018年４月25日付措置命令	 	
（株式会社良品計画）＊11

株式会社良品計画は、ソファカバーを販売す
るに当たり、次のように表示していました（図
２、図３）。
消費者庁は、当該表示につき、あたかも、対

象各商品は撥
はっ
水加工が施されているものである

かのように示す表示であると認定しました。こ
れに対し、実際には撥水加工が施されていない
ものであったことから、消費者庁は優良誤認表
示に該当すると判断し、措置命令を行いました。
この表示は、「撥水加工」について特に大きな

文字や赤文字を使うものではないですが、その
ような表示であっても、一般消費者に対し訴求
し得るものであり、当該訴求内容と実際に相違
があることを理由に、優良誤認表示に該当する
と判断されており、参考になります。

図２ 措置命令の対象商品（一部）

＊９� �一般消費者の印象・認識について検討すると、まず、「阿蘇」は熊本県の地名であるので、一般消費者は、当該パックについて枠内①・②から日
本の熊本県の阿蘇地方を示すものであるとの印象・認識を有する可能性がある。また、枠内①の「大地の恵み」という文言や枠内③の原材料であ
る茶葉の名称の記載から、一般消費者は、当該パックに記載された地方で生産された原材料が用いられているとの印象・認識を有するであろう。
枠内④のイラストについて、枠内①・②と一緒に表示されている場合には日本の山里を思わせるものともいえる。消費者庁は、これらを踏まえ、
本文記載の「あたかも」表示内容を認定したものと考えられる。

＊10� �2019年８月23日『判例タイムズ』1462号119ページ
＊11� �https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180425_0001.pdf

図３ 措置命令の対象商品（一部）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180425_0001.pdf


 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                

 

 

 

 

編集・発行 


