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最近のネット広告のしくみ
佐藤 和明

Sato Kazuaki 四国大学 経営情報学部 准教授

大学教員の傍ら、Web マーケティング関連の書籍の執筆 や Web
プランナーを務める。研究テーマは「デジタルマーケティング」
で、
「わかりやすさ」
をモットーに業務に従事している。

ネット広告の特性、
種類と分類について

ネット広告の歴史と現状
1. ネット広告の興り
ネット広告は、1994 年にアメリカの
「ホット

ネット広告にはさまざまな種類が存在します。

ワイアード（HotWired）
」 に初めて掲載され、

本稿では、掲載方法に着目し表 1 のように「純

日本では、1996 年 7 月に
「Yahoo! JAPAN」で

広告」
と
「運用型広告」
の 2 つに分類しました。

＊1

の掲載が始まりで、インターネットユーザーの

純広告は 4 ⼤メディアと同様、広告枠を買い

増加と比例して拡大しました。電通が毎年 3 月

つけるしくみです。運用型広告も広告枠の買い

に前年の広告市場の動向をまとめた
「日本の広

つけは同じですが、デジタルの力でアクセスす

告費」を参考に、4 大メディア（テレビ、新聞、

るユーザーの属性に合わせた広告を配信するな

ラジオ、雑誌）とネット広告市場の変遷を考察

ど、さまざまな技術が活用されています。

していきましょう。

1. 純広告
（予約型広告）
とは

2. ネット広告費の現況と展望

①純広告の概要と事例

2019 年、日本の総広告費は 6 兆 9381億円、う

純広告は、
「予約型広告」
ともいわれ一例を挙

ちネット広告費は全体の30.3％を占め、2兆1048

げると、地方自治体等の Web サイトに掲載され

億円。一方、地上波テレビと衛星放送を合算し

ている企業広告などがそれです。掲載広告は、

たテレビ広告は全体の 26.8％の 1 兆 8612 億円

指定されたサイズで作成した四角形の画像で、

＊2

となり、ネット広告が上回りました。

これを
「バナー広告」
といいます。
②純広告の種類

今後もネット広告が増加し、4 大メディアの
マイナス傾向は続くと考えられますが、この背

純広告の種類を、本稿では広告の表示形式で

景には若い世代の 4 大メディア離れが挙げられ

分類します。なじみのある形式は、前出の
「バ
れい めい

＊3

ナー広告」です。同じく黎明期からある文字だ

ます。

＊ 1	Wired デジタル版に掲載されている最古のネット広告

http://thefirstbannerad.com/

＊ 2	電通 NEWS RELEASE
「2019 年日本の広告費」
（2020 年3月11日） https://www.dentsu.co.jp/news/release/pdf-cms/2020014-0311.pdf
「情報通信白書 平成 30 年版」
＊ 3	総務省
主なメディアの利用時間と行為者率
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252510.html
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表 1 広告の出稿形態で分類したネット広告の種類
広告出稿形態名

広告出稿形態

広告の種類

広告料課金方法
（契約形態）

純広告

バナー広告
４大メディアと同様に、広告枠を買 テキスト広告
い取るしくみ。ネット広告の場合、 メール広告
Web サイト上の広告枠をサイト運 記事・タイアップ広告
営者から買い取り、掲載
リッチメディア広告
動画広告

期間保証型
インプレッション課金型
クリック課金型
インプレッション保証型
クリック保証型
成果報酬型
配信数保証型

運用型広告

リスティング広告
（検索連動型広告）
さまざまな Web サイト上にある広
ディスプレイ広告
告枠へアドテクノロジーを活用し、
リターゲティング広告
広告を配信
SNS 広告
その他、多数あり

広告枠、もしくは広告の掲載順位を
入札によって運用されるため、広告
枠 の 金 額 が 変 動。CPC
（Cost Per
Click）
やCPM(Cost Per Mille)など
の計算式で広告料を算定

※1
※2

純広告の広告の種類は、ネット広告の表示形式
運用型広告で配信される広告は、純広告の「広告の種類」に対応する表示形式で配信される

けの広告を「テキスト広告」
といい、メールマガ

た場合、契約クリック数に達するまで広告が表

ジンの記事に挿入されるメール広告もテキスト

示される
「クリック保証型」
、クリックごとに課

広告といえます。

金される
「クリック課金型」があります。
「期間

雑誌などで見かける
「記事タイアップ広告」
も

保証型」を除く他の契約形態は、後述するアド

Web サイトでも見かけます。タイアップ広告

テクノロジーの進化とともに、
「運用型広告」の

は、Web サイト内の 1 つの記事のようにコンテ

契約形態の礎になり、現在に至っています。

ンツとして存在します。

2. 運用型広告とは
①運用型広告の概要

ネット接続の高速化とともに登場した広告と
いえば、「リッチメディア広告」
や
「動画広告」
で

アドテクノロジーの発達で、純広告から進化

しょう。リッチメディア広告には、
一見、
バナー

した広告の呼称が
「運用型広告」
です。バナーや

広告のようで、マウスのカーソルを合わせると

テキストなど、広告形状は変わりませんが、純

広告が拡大するエクスパンド広告、Web ページ

広告との差異で大きなポイントとなるのは、広

上にアニメーションが動くフローティング広告

告の配信方法です。運用型広告は、効果目標を

など、いくつかの種類があります。

達成するために、リアルタイムに広告枠を買い
取り、
競合する広告と入札額を競い決定します。

動画広告は、テレビ CM の延長線上にあり、
回線速度と配信技術の向上で増加傾向にありま

同時に、広告のクリック数を獲得するために、

す。配信先は、Web サイトや SNS、YouTube

広告デザインなどのクリエイティブや表示され

や動画配信プラットフォームなど多数です。

るターゲットユーザーなどを変更・改善しなが

③純広告の契約例と課金

ら運用していきます。考察しながら広告を配信

地方自治体の Web サイトへの広告掲載例など

することから、運用型広告といわれています。

は「期間保証型」
が一般的で、
契約期間が長い程、

電通の
「日本の広告費」
によると、2019 年のネッ

割引率が高くなることが多いようです。期間保

ト広告市場の約 80％は運用型広告で、前年比

証型は、Web 担当者がバナー広告を貼り付ける

115.2％の成長でした。

原始的な手法でしたが、広告の部分だけを
「アド

②運用型広告の種類と配信方法
技術的な話題にも適時触れながら、広告の種

サーバー」
から配信する技術の登場で、さまざま

類とともに、変遷を述べていきましょう。

な課金方法が生まれました。
例えば、上限 1,000 回のクリック数で契約し
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b. Cookie を活用した広告配信の開始


時代のリスティングとディス
a.「広告ランク」

Cookie＊4 とは、Webブラウザで閲覧したWeb

プレイ広告
運用型広告の中でも最古参が、2002 年に登場

サイトの情報データを一時的に保存させるしく

したリスティング広告
（検索連動型広告）です。

みです。過去に見た Web サイトの広告が、別の

Google や Yahoo! が導入し、検索エンジンでの

サイトの広告枠に表示された経験があると思い

検索結果ページに表示されるテキスト広告です。

ます。これは Cookie を活用した
「リターゲティ

2003 年には、ディスプレイ広告が登場しま

ング広告」もしくは
「リマーケティング広告」と

す。これは、Web ページの広告枠に表示され

呼ばれる手法で、2005 年に登場しました。

るもので、表 1 のバナー広告、リッチメディア、

c. 端末に合わせた表示形式の登場

テキスト広告、が該当します。ユーザーの Web

スマートフォンの登場により、さらに端末に

閲覧や年齢性別等の属性で、広告枠の画像やテ

合わせた広告が配信されるようになりました。

キストの文言が変更される
「ダイナミック広告」

テキストと画像を混ぜ合わせた広告が主ですが、

や、配信先の広告枠のサイズに合わせて、出稿

スマートフォン上で閲覧するニュース記事や

時に入稿したテキストや画像のデータを複合的

SNS のタイムライン上の記事と記事の間に表示

に表示する「レスポンシブ広告」
、ユーザーの

される
「インフィード広告」
も、ユーザーのター

Web サイト上での行動履歴に基づいて、商品

ゲティングが可能なことから市場が拡大してい

やサービスの広告を表示する
「動的ディスプレ

ます。また、各 SNS 独自の広告配信も市場が

イ広告」などに分類されます。

伸びており、ユーザーの興味関心や属性に基づ

リスティング広告、ディスプレイ広告は、
「広告

き表示されています。これらの広告には記事内

ランク」
と呼ばれるしくみで表示させる広告の選

容と広告内容を自然に溶け込ませ、ユーザーに

定を行っています。計算式は次のとおりです。

コンテンツの一部として見てもらうことでスト
レスを与えない
「ネイティブアド」
といわれてい

入札金額×品質スコア＝広告ランク

るものが多く見られます。

「広告ランク」
が登場する以前は、入札額が高い

運用型広告の課金方法と配信方法は、アドテ

広告が優先表示される方式でしたが、広告ラン

クノロジーの進化でさらにリアルタイムに売買

クへ変更後は入札金額だけでなく、広告のクリッ

する
「プログラマティック・バイイング時代」へ

ク率や広告のリンク先ページとの関連性や利便

移り変わりますが、その前にいったん、課金方

性から判断し、数値化
（品質スコア）
して
「広告ラ

法の種類について解説します
（表 2）
。

ンク」
を算出し、広告表示順位を決定しています。
表 2 契約形態と課金方法
契約形態・課金方法

内容

期間保証型

月額等、期間を区切って広告を掲載する古典的な契約形態。長期間になると、広告料が割引される

クリック課金型

クリック毎に広告料が課金されるシステム

クリック保証型

契約した上限クリック数に達するまで広告が掲載される

インプレッション保証型

広告の表示回数を契約条件に入れ、表示回数に達するまで広告が表示される

インプレッション課金型

広告が表示されるごとに課金される契約形態。予算や表示回数での契約も可能

配信数保証型

メールマガジン広告や LINE での契約形態。配信数によって広告料が変動する

成果報酬型

上記の広告とは異なり、契約数や販売数によって、売上の数パーセント等支払う契約形態

＊ 4	ウェブ版
「国民生活」
2018 年 1 月号「絵をみて分かるインターネット技術の基礎」第 7 回「ウェブ閲覧のセキュリティ」参照
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＊５
図 1 黎明期の出稿とアドサーバー

③運用型広告の課金方法
a. クリック課金型
（CPC）

黎明期

アップロード コンテンツ
入稿

リックされるごとに広告料が発生します。主に

広告主
Webメディア
広告代理店
管理者

広告枠

サーバー

CPC とは
「Cost Per Click」の略です。1 回ク

コンテンツと
広告を同時配信

広告枠
コンテンツ

広告枠は
「純広告」
で
期間を決めて出稿

リスティング広告やディスプレイ広告、SNS 広
告での課金方法です。

アドサーバー時代
アドサーバー

入稿

CPMは、インプレッション型広告の課金方法

広告配信

広告枠

b. インプレッション課金型
（CPM）

広告主
広告代理店

であり、「Cost Per Mille」の略です。Mille は

アップロード

1,000 の意味で、表示回数 1,000 回当たりに対

コンテンツ
サーバー

広告枠
コンテンツ

コンテンツ配信

Webメディア
管理者

して課金金額が決まります。
c. 成果報酬型（CPA）

純広告は前述したとおり、Web メディア管理者

成果報酬型は、
「Cost Per Acquisition」を略

が入稿された広告データをWebページに貼り付

した CPA と呼ばれています。一定の売買など、

けていました。またアドサーバーは、図 1のよ

広告の目的を達成するコンバージョン
（成果）
発

うに、コンテンツサーバーとは別のアドサー

生時に課金され、代表的なものの１つにアフィリ

バーから広告が配信され広告管理を容易とし、

エイト広告があります。

インプレッション課金などを実現しました。

d. 広告視聴単価型
（CPV）

ただし、アドサーバーからの広告配信先は、限

動画広告の課金形式で、
「Cost Per View」の

定した Web メディアのみでしたが、配信先を増

略が CPV です。出稿先のメディアでビデオ作

やし、広告の入稿も一元化しようと2008 年に登

品内の本編再生前、再生途中、再生後などに挿

場したのが、
「アドネットワーク」
です。
「広告配

入されるインストリーム広告。また、ディスプ

信ネットワーク」
ともいえ、複数の Webメディア

レイ広告の枠に表示されるインバナー広告、

を集めて、1 つのアドサーバーから複数の Web

Web 上で記事等を読みながら下部へ移動すると

メディアの広告枠へ広告を配信するしくみです。

動画広告が画面に表示され再生されるインリー

2. アドエクスチェンジの登場と RTB
アドネットワークでは、広告主は各アドネッ

ド広告などがあります。

トワークへそれぞれ入稿する必要がありまし

CPV は再生回数で課金されますが、あらかじ

た。この手間を省くために開発された技術が、

め設定された秒数以上の再生で課金、フル再生

「アドエクスチェンジ」です
（図 2）
。アドエクス

で課金（スキップ不可）
など、課金方式は出稿先
メディアで異なります。また、CPCV
（Cost Per

＊５
図 2 アドエクスチェンジの概念図

Completed View）
という動画完全視聴完了数で

アドネットワーク

課金する方式もあります。

入稿（入札）

広告を配信する
アドテクノロジーとは

Webメディア
Webメディア
Webメディア

アド
サーバー

Webメディア
Webメディア
Webメディア

アドエクスチェンジ

1. アドサーバーとアドネットワーク

広告主

現在のアドテクノロジーは、さまざまな変遷

アド
サーバー

Webメディア
Webメディア
Webメディア

アドネットワーク

を経て、現在の配信技術へと進化してきました。
＊5

アド
サーバー

アドネットワーク

アド
サーバー

4

Webメディア
Webメディア

アドネットワーク

佐藤和明著
『図解入門ビジネス 最新ネット広告の基本と仕組みがすべてわかる本』
（秀和システム、2019 年）を元に編集部で作成

2020.7
国民生活

Webメディア

ネット広告と消費者トラブル

特集
特集

1 最近のネット広告のしくみ

チェンジは、アドネットワーク同士を接続して、

ment Platform）
」
と呼ばれる顧客情報と連携さ

登録されているWebサイトの広告枠を交換する

れたシステムです。広告主等蓄積されたCookie

しくみで、2010 年頃に登場し、広告枠へのリ

や位置情報などに企業の保有する顧客情報を関

アルタイム入札である「RTB」も可能としまし

連づけて、さらに的確にターゲティングした広

た。RTB は
「Real Time Bidding」の略で、広告

告の配信が可能になりました。

主が指定した広告枠へ競合広告も配信しようと

さらに広告を的確に配信するシステムとして、

している場合に、指値で自動的に入札し、高額

「3PAS
（Third Party Ad Serving）
」が登場しま

の広告が表示されるしくみです。広告ランクな

した。第三者のアドサーバーを介して広告配信

どが加味されるケースもあります。RTB がア

するシステムで、配信先の重複などを減らし、

ドエクスチェンジの基本的な礎となり、プログ

精度の高い広告配信と効果測定を行えるサー

ラマティック・バイイング時代が到来します。

バーです。また、ターゲティングに気象条件な

3. プログラマティック・バイイング時代

どの要素を追加する機能も持ち合わせています。

プログラマティック・バイイングは、「枠か

アドテクノロジーの
問題点とこれから

ら人へ」ともいわれており、Cookie を介して広
告主がターゲットとするユーザーの興味関心を
分析し、その属性情報に合うサイトの広告枠に

ネット広告への個人情報の活用は、以前から

出稿することを可能としました。その礎には、

欧米、日本でも問題視されていました。業界も

DSP と SSP が存在します
（図 3）。

対応措置に動きます。
個人情報保護の観点から、

＊５

図 3 DSPとSSP の例

AIを使いユーザー行動をトラッキングしている

アドエクスチェンジ

広告主

リアルタイム
入札

SSP

広告枠

DSP

Cookie を削除する機能を実装したブラウザを

広告枠

提供している事業者も登場しています。

コンテンツ

公的な規制として、EU は 2018 年 5 月からEU
内のすべての個人のプライバシーを守るための

DSPは「Demand Side Platform」、SSPは

規則である GDPR を施行。日本人も取引などで

「Supply Side Platform」
の略で、広告主の需要

EU市場と関係を保つ場合は対象となります。日

とWebメディア供給関係を最適化するシステム

本では、個人情報が特定されなければ、Cookie

です。広告主はターゲティングした見込み客層

利用の問題はありませんでした。しかし、DMP 等

が集まる Web メディアのコンテンツや SNS へ

の活用で、Cookieと照合することで、個人情報の

少しでも安く広告を表示したいと考えます。こ

特定可能な場合があり問題視され、Cookie の

れに対して、メディアは広告枠を少しでも高く、

提供等が規制されることになりました。

売れ残らないように販売したいと考えます。そ

広告業界もさまざまな対応を迫られている現

こで、アドエクスチェンジで需要と供給を管理

状のなか、Cookie を活用しないターゲティン

しつつ、広告主と Web メディアをマッチングさ

グ方法が開発され、特許取得されました。同技

せ、RTB で勝ち取った広告枠へ広告を配信する

術は、Cookie を利用せずに、デバイス情報や

システムです。プログラマティック・バイイング

日時、URL などから、AI がユーザーの属性を

は、現在の運用型広告の基本形ともいえ、2011

判断し、広告を配信するものです。今後、アド

年頃から運用が開始されています。

テクノロジーは、AI 活用へのシフトを加速し、

4. より的確に広告を配信する DMP と 3PAS

個人情報の取得を最小限にする方向へ進んでい

広告配信にさらにデータ活用するシステムが

くものと思われます。

2013年頃に誕生します。
「DMP
（Data Manage2020.7
国民生活
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ネット広告をめぐるトラブルと対策
― 定期購入を例に ―
原田 由里

Harada Yuri 一般社団法人 EC ネットワーク理事

安心して利用できるEコマース市場をめざして活動。ネット関連の消費者相談を受け
る。講演、啓発教材・書籍への寄稿や、関係省庁研究会、業界団体等委員などに参加。

通信販売での広告をめぐる消費者トラブル、

うものです。主に、ダイエット、若返り
（シミ・

ことにネット広告では、消費者側にある程度、

シワ・毛穴・白髪）
、豊胸、薄毛、ニキビ、消臭、

情報の真偽公正さを見極めるリテラシーが求め

筋肉増強のサプリや化粧品、下着類など、いわ

られるものが多く、トラブルに発展しやすい分

ゆる
「コンプレックス系商品」に多く、
「お試し

野といえるかもしれません。

商品発送後、多量の商品が一度に届く」
「注文し

最近の「定期購入」
に関する消費者トラブルを

ていない商品が届いた」
「解約時の単価商品価格

主な例として、不適切な広告表現・表示でトラ

が高い」
「 解約連絡先が電話のみでつながらな

ブルになった点を紹介するとともに、最近の

い」
「効果がなく体調を崩す」などのトラブルが

ネット広告のしくみや問題点、対応策について

寄せられています。

も議論したいと思います。
事例 1

定期購入契約だと気づかない消費者も多いの
ですが、そこに適切とはいえない広告内容に起
因する落とし穴が存在することがあります。

つや

SNS 上の広告で「黒く艶が出る」とうたって
いた白髪ケアサプリ
「お試しコース 1,000 円」
を申し込んだ。お試し商品到着 2 週間後に再
度商品が届き、同意なしで勝手に継続購入に
された。3回購入が条件として、一方的に6,000
円を請求された。ネットで調べたところ、同
じ状況の人がいるようだ。メールでキャンセ
ルを伝えたが、次回到着日の 10 日前までに電
話連絡するよう返信があった。電話は自動応
答の混雑メッセージのみでまったくつながら
ない。

同様の問題は
「いかに楽をして稼ぐか」
を前面
に押し出して販売する
「情報商材」
にも多く見ら
れます。これらも
「お金のコンプレックス商品」
といえるかもしれません。

アフィリエイト広告の問題
「落とし穴」の 1 つ目は、直接の販売業者では
なく、広告収入を目的に広告表示を行う広告代
理店やアフィリエイターの存在です。SNS な

事例 2

どにも多く見受けられ、購入動機のきっかけと

動画の SNS でダイエットサプリの広告を見
て、
「初回送料負担のみ」
「残量わずか」と宣伝
していたので販売サイトから申し込んだが、
応答メールで
「定期購入の契約」と分かった。
サイトに
「初めての方は30日以内の解約可能」
とあったので解約を申し込んだところ、単品販
売価格
（15,000 円）と初回送料との差額を請求
された。

なります。
アフィリエイトは成果報酬型の運用広告の代
表的なもので、基本的には商品が売れるほど商
図 1 アフィリエイトサイトに誘導するバナー広告の例

ネット通販の消費者トラブルで最近多いの
が、「お試しのはずが定期購入契約だった」
とい
2020.7
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図 2 アフィリエイトサイトのイメージ

広告枠によっては、見る人の趣味や属性に合
わせたターゲティング広告として表示されます。

販売者側の広告表示の問題
2 つ目は、販売業者の広告ページにおける問
題です。ネット通販は
「特定商取引法」
の規制を
受けますが、定期購入と気づかず購入した消費
者のトラブルを受け、現在、定期購入となる旨
と、契約期間
（商品の引渡しの回数）
、消費者が
支払うこととなる金額
（各回の商品の代金、送
料および支払い総額等）を申し込み画面等に表
示し、容易に訂正する機会を用意することに
なっています
（特集 3 で詳しく解説）
。
最近のケースでは、少なくとも販売業者側の
広告には
「モニターコースは初回 500 円、その
後、毎月 30％オフの 7,000 円で 6 回購入がお
約束です」
などの契約条件の記載があるものの、
お試し価格の強調表現に比べて極めて小さく、
また離れて記載されている事例もあります。
多くはランディングページと呼ばれる特定の
商品だけを宣伝する、独立した宣伝ページで構
品の紹介記事を掲載するブログやランディング

成されています
（図 3）
。ページは長く、見るに

ページを公開しているアフィリエイターに広告

は相当なスクロールが必要で、ページ内には体

収入が入るしくみのため、中には「1 カ月で 10

験談などが載っていますが、スクロール途中か

キロ減量」
「三段腹がペッタンコ」
「シミがウソの

らでも注文画面に飛べるようになっていて、契

ようにはがれる」
などの過激な表現や、
「芸能人

約条件が十分に確認できない場合もあります。

○○がコッソリ愛用中」
「番組で放送後、
炎上中」

定期購入で回数縛りがあると、その旨を注文

などの信ぴょう性が疑われる表現、そして
「在

画面等に表示する必要があるため、最近は回数

庫切れ直前」
「次回入荷未定」など購入を急かす

縛りを無くし、いつでも解約可能とうたうとこ

表現を用いて、販売業者のサイトに誘導するも

ろもあります。しかし、
その際のお試し価格は、

のもあります（図 1、図 2）。

あくまで定期購入が条件であること、定期購入

せ

これらアフィリエイト広告の中には、実際の

では割引価格が適用される販売条件になってい

契約では定期購入となる旨を明記しておらず、

て、お試し直後に解約をすると、単品での購入

「お試し」できることだけが強調されていて、販

価格を請求されることがあります。この場合の

売業者側のサイトに遷移した時に、販売業者側

単品価格が高額に設定されており、その価格や

のサイトの表示にも問題があると、定期購入の

解約条件が広告ページや注文画面などでは分か

契約条件に気づけないことがあります。

りにくいことがあります。

アフィリエイト広告は再現性が低く、再度同

ステルスマーケティングの問題

じページに戻っても、広告枠は既に別の広告に
すり替わります。

3 つ目は、ネット上には広告ではない自然な
2020.7
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推奨記事や口コミと区

図 3 ランディングページの例

別がつかない広告や
フェイク「いいね！」
な
ど、 ス テ ル ス マ ー ケ
ティング（ステマ）
が存
在することです。
評判を調べようと検
索すると、検索結果に
体験談やランキング、
掲示板やSNSへの書き
込みなどがヒットする
ことがあります。
好評・
悪評を含め、実際の体
験者が率直に思ったこ

（国民生活センター 2017年11月16日公表資料より）

とを書き込んだものも
ありますが、
「悪評もあ

図 4 口コミ広告の例

るけど続けてよかった」
「 定期購入だけど、か
えって便利」
といったブログ記事など、本当の体
験談なのか、販売者の依頼を受けて書いている
のか、その区別が難しいものもあります
（図 4）
。
これらは、特に悪評がないかどうかを調べよ
うとした消費者に安心感を与えるような内容に
なっていることがあります。

トラブルを減らすには
最近は、広告に関連する業界団体や、SNS
を含むプラットフォーマー側で、悪質な広告の
排除に取り組む動きも出てきています。関連法
を順守し、虚偽の内容はもちろん過激な表現を
控え、公正性が担保される必要があります。広

見る人がそれに当てはまると冷静な判断ができ

告であることが誰にでも確認でき、どのような

なくなるかもしれません。
消費者側も情報をうのみにせず、購入におい

審査を経て表示されているのか、理解できるし

ては、その契約条件などを十分に確認する必要

くみも必要といえるでしょう。

があります。

昔から雑誌の裏に「身長がグーンと伸びる」

や

「幸せになるペンダント」
などの通販広告は存在

そもそも
「痩せれば恋愛も人生もすべてうまく

しており、当時からその効果をはかる手立ては

いく」
「リスクも努力もなしでカネが手に入る」

ありませんでした。現在はネットを利用すれば

わけはなく、日頃から自分にないものを探すよ

必然的にさまざまな商品やサービスの広告を見

り、充実した日々を過ごすことに重点を置くよ

る機会が増え、特に人のコンプレックスや健康

うな生活が、根本的にはこのようなトラブルを

不安、経済や社会不安に関連する商品の広告は、

避けることにつながるのかもしれません。

2020.7
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ネット広告の表示を規制する法律
長田 敦

Osada Atsushi 弁護士

第一東京弁護士会。国民生活センターの消費生活相談員向け
専門・事例講座
（主に情報通信サービス関係）
などの講師も担当

制を受けることから、まずは特商法の規制につ

はじめに

いて見ていきましょう。
ア . 表示すべき内容

個々の消費者に直接届くインターネット上に
掲載された広告
（ネット広告）
は事業者にとって

販売業者または役務提供事業者
（販売業者等）

重要です。消費者がネット広告をクリックや

が通信販売の広告を行うときは、原則、次の表

タップをすれば通販サイトに遷移し、商品や役

示が求められます。

務を申し込む確率を上げるからですが、消費者

①販売価格・送料の金額 ②代金支払時期・方法
③引渡時期 ④返品特約（11 条一号～四号、規
則9 条）⑤販売業者の氏名
（名称）
・住所・電話番
号 ⑥法人の場合は通販業務責任者の氏名 ⑦申
込みの有効期限 ⑧代金送料以外の費用 ⑨商品
の種類・品質に関する契約不適合の責任＊２ ⑩定
期購入契約の内容 ⑪数量制限その他特別な販
売条件 ⑫通信販売電子メール広告をする場合
は電子メールアドレス（11 条五号、規則 8 条）

たんしょ

にとってはトラブルの端緒にもなり得ます。

ネット広告と法律
いくつかの法令には
「広告」
という文言を使う
規定がありますが、広告の定義を一般的統一的
に定める規定はありません。

イ . 表示方法
（規則 9 条三号）

消費者契約法の
「勧誘」
に広告が該当するかも
＊1

、具体的な事案ごとに判

返品特約は、顧客にとって見やすい箇所にお

断することになります。本稿ではインターネッ

いて明瞭に判読できる表示
（容易に認識できる

ト通販におけるネット広告と具体的な法律の関

表示）
が求められます。

一律の判断ではなく

（2）定期購入契約と特商法の規律

わりについて触れます。

昨今の消費者トラブルの象徴的類型であり、

商品販売・役務提供の
条件について

2017 年 12 月に法的手当がなされました。
ア.	当 初より期間の定めのない売買契約
（解約

─ 特定商取引に関する法律

申入がない限り契約が継続）の場合

（1）通信販売の広告

①販売価格や②特別な販売条件
（契約期間等）

ネット通販を利用する消費者はネット広告か

の表示
（11条、規則9 条一、二号）
が課題です。期

ら販売業者等のサイトを訪問することも多く、

間の定めがないため、代金の総額や期間を正確

定期購入契約のトラブルの多数はネット広告が

に表示できません。半年分や 1 年分などの購入

端緒であることが報告されています。こうした

価格を目安として表示する必要はあります。な

ネット通販は特定商取引法
（以下、特商法）
の規

お、消費者には目安である旨を示して容易に認

＊ 1	消費者契約法逐条解説（消費者庁）
。最高裁平成 29 年 1 月 24 日判決について触れられている。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/pdf/annotation_190228_0004.pdf
＊ 2	瑕疵担保責任に関する民法改正にあわせた。
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識できるよう表示することが望ましいです＊ 3。

所在不明業者についても指示・命令を公示送達

 間の定めはあるも消費者から解約通知し
イ. 期

できます
（66 条の 3、66 条の 5）
。

ない限り自動更新される場合
（規則8 条七号）

不当景品類及び
不当表示防止法（景表法）

自動更新により、消費者は契約を 2 回以上継
続して締結することになります。
販売業者等は、

（1）禁止される表示と違反の効果

売買契約を 2 回以上継続して締結する必要があ

ネット通販の関係では、①優良誤認 ②有利

る旨および金額
（支払総額）
、契約期間その他の

誤認の禁止に注意が必要です
（5 条）
。

販売条件を表示する必要があります。
ウ . 表示方法

違反の民事効はありませんが、措置命令や課
徴金の納付命令の対象となります
（7 条、8 条）。

定期購入契約の申し込みは消費者がそれと意

（2）広告媒体

図していないことが多く
「顧客の意に反して通
かか

また

信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込

①景表法は
「自己の供給する」として
（5 条柱

みをさせようとする行為」
（14 条 1 項二号、規

書）販売者規制にとどまり、単なる広告媒体は

則 16 条）と結び付いています。そこで広告・表

表示が規制される主体になりません。

示規制とは別に、申込み画面で定期購入契約の

②広告媒体には口コミサイト等も含みますが、

主内容のすべてが表示され、容易に訂正する機

商品・サービスを提供する事業者等が自ら書き込

会を与えることを求めています

＊4

。

みを行う事例もあり、社会問題となりました。

（3）表示の省略（規則 10 条）

そこで販売業者等が実質的な表示主体として

特商法は限定的ながら表示の省略を認めてい

とらえられる場合に対する適用可能性と留意点

ますが、申し込みの有効期限、定期購入契約に

がまとめられました＊ 5。

関する記載事項、特別な販売条件、返品特約の

（3）打消し表示の明瞭性
広告で、例えば
「※効果には個人差があります」

内容、目的物の契約不適合責任を負わない旨の

などと、強調表示だけでは認識できない例外や制

記載などは省略が一切認められていません。

（4）禁止される表示（12 条、規則 11 条）

＊6
とい
約条件等を表示するものは
「打消し表示」

①誇大広告（著しく事実に相違する表示）

われます。ネット広告では、消費者は、自分の関

②優良誤認（実際のものよりも著しく優良）

心のある情報や目立つ表示だけを拾い読みする傾

①②が禁止される表示は、性能、権利もしく

向があり、事業者も訴求効果を重視して断定的表

は役務の内容
（後述の景表法 5 条一号と重複）
、

現や目立つ表現などを用いて、品質等の内容や価

返品特約（通販に特有）
に関する事項です。

格等の取引条件を強調する表示が目立つとされ＊7、

（5）違反の効果

表示のあり方を考える際に留意すべき点です。

民事効や罰則の定めはありませんが、違反し

「健康」をうたう商品等の
通信販売と法

た販売業者等に対し、主務大臣が必要な措置を
とるべき指示や業務の停止を命じることができ

食品表示に関する規制そのものはネット通販

ます（14 条、15 条）
。また、通販にありがちな
＊ 3	通信販売 ( いわゆる定期購入契約 )Q&A(2017 年 12 月 20 日 )（消費者庁）

＊ 4	インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」
に係るガイドライン（消費者庁）
＊ 5	インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項（消費者庁）
＊ 6	本号
「誌上法学講座」 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202007_16.pdf
（38 〜 41 ページ）
＊ 7	2017 年 7 月 14 日 打消し表示に関する実態調査報告書（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180921_0001.pdf
2018 年 6 月 7 日 広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0002.pdf
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ネット広告と消費者トラブル

特集

3 ネット広告の表示を規制する法律

に特有ではなく情報量も非常に多いので、本稿

メールによる広告と法

では次の 2 つに絞って触れます。

（1）健康増進法

（1）特定電子メール法

①食品として販売に供する物に関して広告等

営利事業者が自己または他人の営業につき広

の表示をする者は、その食品につき、消費者が適

告または宣伝を行うために送信をする電子メー

切な理解・適正な利用ができるよう、客観的で正

ルは原則として禁止されています
（3 条 1 項）。

＊8

確な情報の伝達に努める責務があります 。

送信について消費者から同意を取得した場合に

②食品に関して
「健康保持増進効果等」
につい

は送信可能ですが、同意記録を保存する義務が

て、著しく事実に相違する表示をし、または著

あります
（3 条 2 項）
。

（2）特定商取引法

しく人を誤認させるような表示は
「何人も」
禁止

通信販売における販売業者等による電子メー

されています（65 条）
。
③表示の主体は製造・販売業者ですが、広告媒

ル広告は、原則として禁止されています。消費

体も掲載内容が同法違反と認識・容易に予見可

者の
「承諾」
があれば送信できますが、承諾記録

能な場合は含まれ適用対象になり得ます

＊9

。

の保存義務があります
（12 条の 3）
。

（3）デフォルト・オン

④健康食品の広告では
「体験談」
を用いる事例

「同意」
「 承諾」につき、サイト上のチェック

が多くありますが、内容により同法違反になる
ことは留意事項

＊ 10

で示されています。

ボックスに
「レ」点があらかじめ入っており、

（2）医
 薬品、医療機器等の品質、有効性及び

チェックを外さないと同意の扱いとなる手法で

安全性の確保等に関する法律（薬機法）

す。消費者側の意思が明確に表示される点では

①食品や機器に関して医学的効能をうたうか

デフォルト・オフのほうが好ましいですが、2
つのガイドラインがあり＊11, 12、デフォルト・オン

の表現を用いる広告が散見されます。

が許容される場合を示しています
（画面例付）。

未承認・未認証の医薬品、医療機器、再生医

チェックボックスを容易に認識できること、

療等製品は「名称」
「製造方法」
「効能」
「効果」
「性

文字の大きさ・色で区別、一括解除の機能、な

能」に関する広告は
「何人も」禁止されており

どの方法が定められています。

（68 条）、違反ネット広告は中止命令の対象で
あり（72 条の 5、プロバイダにも送信防止措置

課題

要請が可能）、また刑事罰があります
（85 条）
。
②仮に医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

フリマアプリ等により、出品する一般市民で

器、再生医療等製品であっても、
「名称」
「製造

も
「販売業者等」
に該当し、特商法等の表示規制

方法」
「効能」
「効果」
「性能」につき虚偽または誇

SNS のメッ
を受ける場合があります＊ 13。他方、

大な記事を広告、記述することは
「何人も」
禁止

セージ機能は
「電子メール」
ではなく、特商法の

されています（66 条）
。

メール広告規制が及ばない問題があります（特
＊ 14
。
商法 12 条の 3 第 1 項、規則 11 条の 2）

＊ 8	食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針
（ガイドライン）
( 令和 2 年 4 月 1 日一部改正消表対第 431 号 )（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/pdf/foods_extravagant_gl.pdf
＊ 9	前注 8 に係る
「留意事項」
（同第 433 号）
（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/pdf/extravagant_advertisement_200331_0005.pdf
＊10	2020年3月31日 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
（消費者庁）
＊11	特定電子メールの送信等に関するガイドライン
（総務省、消費者庁）
＊12	電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る
「容易に認識できるよう表示していないこと」
に係るガイドライン
（消費者庁）
＊13	インターネット・オークションにおける
「販売業者」
に係るガイドライン
（消費者庁） https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra01.pdf
＊14	特定顧客の要件とは異なる
（法12条の3、規則11条の3）
。
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自筆証書遺言を
法務局で保管する制度が
スタート

明石 久美

Akashi Hisami 明石シニアコンサルティング代表、明石行政書士事務所所長

相続・終活コンサルタント、特定行政書士。供養関係に詳しいため、終活を含めた相続対策や相続手
続きを行っている。全国でセミナーも行っており、メディア出演や雑誌の監修、著書等も多数ある。

公正証書遺言です。

はじめに

それぞれの特徴は表のとおりです。
（2）
自筆証書遺言作成の注意点

2018 年 7 月の民法
（相続法）
の改正に伴い、法
務局における遺言書の保管等に関する法律
（遺

自筆証書遺言は 4 つの要件
（全文自筆、日付、

言書保管法）が制定され、2020 年 7 月 10 日か

署名、押印）が必要であり、1 つでも欠けると

ら法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる

無効になります
（民法 968 条 1 項）
。

「遺言書保管制度」
が開始されました。それによ

自筆が要件のため、ワープロ作成や、録音、

り、方式不備で無効になることが避けられたり、

録画したものは無効です。全文自筆となってい

遺言者の死後に行う検認
（家庭裁判所で行う遺

ますが、法改正により、財産目録のみワープロ

言書の偽造・変造防止手続き（民法 1004 条）
）

作成や通帳のコピー、不動産の登記事項証明書

が不要になったりするなど、相続人の負担が軽

などの添付でも可能になりました。その場合、添

減されるようになりました。

付書類には 1 枚ごとに
（両面に記載があれば両

しかし、ただ自筆証書遺言を作成して法務局

面に）
署名と押印が必要です
（民法 968 条 2 項）。

に預ければよいわけではありません。遺言書作

日付は西暦、和暦どちらでも大丈夫ですが、

成には多くの注意点があるため、よく理解した

日にちの特定が必要なため、
「吉日」
は無効です。

うえで作成しなければ、かえって相続人が困っ

署名はフルネームを書きますが、相続手続き

てしまうからです。

を考えると戸籍謄本等と同じ漢字の字体にし、

そこで、遺言書の種類やメリット・デメリッ

実印で押印することをお勧めします。なお、ス

ト、遺言書を作成するとよいケースのほか、自

タンプ印での押印は無効になります。

筆証書遺言の保管制度の概要などについて知識

自筆証書遺言は費用をかけず内緒で作成でき

を持っておきましょう。

る半面、遺言者に作成させることも可能です。

遺言書の種類と作成の注意点

また、遺言内容によっては無効と同様の状態に

（1）遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメ

の財産があって、相続人全員で遺産分割協議が

なることがあります。よくあるのが、書き漏れ

リット

必要になったり、
「渡す、あげる」
などの記載に

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、

より手続きが大変になったりするケースです。

秘密証書遺言の3種類があります
（民法967条）
。

そのほか、遺言執行者
（遺言どおりに手続きす

しかし、秘密証書遺言は利用されるケースが少

る人）が書かれておらず、家庭裁判所で遺言執

ないため、主に利用されるのは自筆証書遺言と

行者を選んでもらう手続きが必要になり、相続
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表

3 種類の遺言書のメリット・デメリット
遺言書の種類
自筆証書遺言

メリット

公正証書遺言

秘密証書遺言

・費用がかからない
・公証人が作成するため、本人の ・代筆、ワープロでも作成可能
・好きなときに書くことができる
意思が明確
・内容を秘密にしたまま遺言書の
・遺言者の死後、遺言書の有無の ・無効、紛失、偽造のおそれがない
存在証明ができる
検索ができる※ 1
・遺言者の死後、遺言書の有無の
検索ができる

・全文を手書き※ 2 で作成しなけれ ・公証役場へ出向いて作成する必 ・公証人の証明が必要
ばならない
要がある
（公証人に出張依頼も可。 ・公証人の証明のための費用がか
・方式不備により無効になるおそ
ただし出張費用が別途必要）
かる
れがある※ 3
・作成費用がかかる
・方式不備により無効になるおそ
・書かせた、筆跡が違うなど、有効・ ・内容を秘密にできない
れがある
無効の争いが起こる可能性がある
・紛失、隠匿のおそれがある
デメリット
・紛失、破棄、偽造・変造、隠匿
される可能性がある※ 3
・内容不備で手続きができない
ケースもある
・遺言書が発見されない可能性が
ある

証人※ 4
検認

不要

2 名以上必要

2 名以上必要

不要

必要

必要

※ 1 遺言書保管制度を利用した場合
※ 4 脚注を参照

※3

※ 2 財産目録のみパソコン作成や通帳コピー等の添付も可

※ 3 遺言書保管制度を利用しない場合

手続きがスムーズにできない場合もあります。

やトラブル回避の対策は専門家が詳しいことか

遺言書は、財産の書き漏れや内容不備の対策

ら、対策を盛り込んだ遺言内容の原案を専門家に

などができていないと、かえってもめる結果を

作成してもらったのち、公正証書遺言にしたほ

招いたり、相続人の負担を増やしたりすること

うが安心です。

にもなりかねません。

なお、公証役場に行けない場合は、公証人が

遺言書の作成目的は作成することではありま

出張してくれるため
（ただし費用は 1.5 倍かか

せん。目的の達成に必要なら、公正証書遺言で

るほか、日当や交通費も必要です）
、施設や病

作成したり、専門家
（相続を取り扱っている弁

院等でも作成が可能です。

護士や行政書士等）
を介入させたりすることも

また、証人 2 名以上の立会いを必要とします

必要です。専門家は遺言者では気づかないよう

が、条件があります
（民法 974 条）＊。専門家が

なトラブルの先読み対策もできるからです。

関与せず、心当たりもない場合は、公証役場に

（3）公正証書遺言の注意点

相談すれば証人になってくれる専門家の連絡先
を教えてもらえます。

公正証書遺言は、本人が口述した遺言内容を
公証人が直接聞き取り、遺言書にするものです

公正証書遺言は作成費用がかかりますが、自

（民法 969 条）
。本人の意思が明確なため、書か

筆証書遺言と比べると相続手続きがスムーズに
行えます。

せたなどで相続人同士の無用な争いを避けるこ
とができます。しかし、先述したように相続対策
＊

 成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族のほか、公証人の配偶者やその四親等内の親族、書記および使用人は
未
証人となれない。
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遺言書作成が望ましいケースと
注意点

は、家庭裁判所に申立てをして、母の代わりに

遺言書は、相続財産の分け方で大変な思いを

2 カ月程度かかるため、それまでは相続手続き

しないように、また、相続手続きがスムーズに

ができません。また、弁護士や司法書士などの

進むようにするためのものです。ケースによっ

専門家が後見人に選ばれる場合が多く、相続人

ては、遺言書を作成したほうがよい人もいます。

の間で自由に遺産を分けるのが難しくなりま

具体的には次のようなケースとなります。

す。それだけではなく、母が亡くなるまでその

遺産分割を行う後見人をつけてもらわなければ
なりません。しかし、後見人がつくまでに 1 ～

専門家の後見人に報酬が必要です。

遺言書があるとよいケース

仮に子が後見人に選ばれたとしても、専門家

①相続人がいない、子がいない

が後見監督人として関与していない場合は、子

②先妻と後妻に子がいる

も母も相続人であることから、別途
「特別代理

③障がい者・行方不明者・認知症の推定相

人」を家庭裁判所で選んでもらわなければなり

続人がいる

ません。

④財産の割合を指定したい

このように、認知症の人がいて遺産分割がで

⑤相続人以外に遺産を渡したい

きない可能性がある場合には、遺言書を作成し

⑥相続人が国外に住んでいる

ておくと家族が困らずにすみます。

⑦土地が多く預貯金があまりない

（3）
「遺留分」
に注意が必要な場合

⑧特定の人に事業承継させたい

遺産の割合を変えて渡したい場合は
「遺留分

上記の一部について以下に説明します。

（相続人に保証されている最低限の相続分で、

（1）子がいない場合

大抵は法定相続分の半分）
」
に注意しなければな

夫に子がおらず両親もいない場合は、夫の相

りません。

続人は妻と夫のきょうだいです。
妻は、
夫のきょ

例えば、母の相続人が長男と長女の場合、母

うだいと遺産分割を行わなければなりません。

が遺言書で長男に財産を多めに残す内容を作成

それを避けるには、夫が妻に全財産を残す旨の

していたら、長女は
「もっと遺産をもらう権利

遺言書を作成しておくしかありません。夫の

（遺留分）
がある」
と長男に主張できます。遺言書

きょうだいには遺留分
（相続人に保証されてい

によって遺留分が侵害されている場合は、侵害

る最低限の相続分）がないため（民法 1042 条）
、

している相手に
「遺留分侵害額請求」
ができるか

すべて妻に相続させることができるからです。

らです
（民法 1046 条）
。遺留分の時効は、遺留

また、妻も遺言書を作成しておき、最終的な

分の侵害を知った時から 1 年ですが
（民法 1048

遺産をどうしたいのか夫婦で考えておく必要が

条）
、遺留分を主張するか否かは長女次第です。

あります。

今までは遺留分の請求に対し、不動産を共有

（2）認知症の相続人がいる場合

することなどができたのですが、民法
（相続法）

例えば母が既に認知症になっており、その母

の改正で金銭の支払いのみになりました。つま

にまだ後見人がついていない状態で父が遺言書

り、長男は請求された遺留分の額を、相続した

を残さず亡くなったとします。遺言書がない場

母の遺産もしくは自己資金で工面し、長女に支

合は、相続人全員で遺産分割の話し合いをしな

払わなければならないのです。

ければなりません。作成した遺産分割協議書に

遺言書で自由に相続割合を変えることは簡単

署名、押印、印鑑登録証明書も必要です。

ですが、遺留分を侵害する内容によって、金銭

母に判断力がなく遺産分割等ができない場合

で困らせてしまう可能性があることは知ってお
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アラカルト
かなければなりません。

行えません。検認なくすぐに相続手続きの開始
ができる点は大きなメリットです。

自筆証書遺言書保管制度

遺言書は有効なもののみ預かってもらえるた

（1）遺言書保管制度の大まかな概要

め、無効の回避はできますが、遺言内容次第で

2020 年 7 月 10 日の遺言書保管法の施行によ

は無効と同様の状態になったり、遺言書に書か

り、遺言者が住んでいる地域や本籍地、遺言者

れていない財産が見つかって遺産分割協議が必

が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

要になったりすることがあります。制度を使っ

に、遺言者が自筆証書遺言を預けられるように

ても遺言内容のトラブル対策は別途必要です。

なりました。大まかな概要は次のとおりです。

遺言書が作成されているのか確認ができる点
はメリットの 1 つですが、保管されている遺言

・遺言書原本を遺言者の死後 50 年、遺言書

書が最新の遺言書か分かりません。自宅内を探

をデータ化した画像を遺言者の死後 150

したり、公証役場で検索をしたりすることも必

年保管してもらえる
（生死が明らかでない

要です。

場合は遺言者が 120 歳になるまで）

また、遺言者の死後に相続人等が遺言書の閲

・紛失、破棄、偽造・変造、隠匿がなくなる

覧や遺言書情報証明書交付の請求をすると、他

・遺言書の検認が不要になる

の相続人等へ通知されます。遺言者の死後に自

・方式不備での無効がなくなる

分だけこっそり遺言内容を確認することはでき

・遺言者は預けた遺言書の閲覧や、遺言書

ません。なお、モニターによる遺言書の閲覧や

の撤回が可能

遺言書情報証明書交付の請求は、遺言者との関

・遺言者死亡後のみ、相続人等は遺言書情

係性が分かる書類を持参すれば、どこの法務局

報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求、

でも手続きできます。

遺言書保管事実証明書の交付請求が可能

（3）
遺言書保管制度のデメリットと注意点

・法務局に遺言者が持参しなければならな

この制度の一番のデメリットは、遺言者自身

い

が法務局に出向く必要があることです。一度預

・手数料が必要
（保管申請：3,900 円、相続

けたのち新しい遺言書を作成した場合も、その

人等による遺言書のモニターによる閲覧

遺言書を保管してもらうために再度出向かなけ

請求：1,400 円、相続人等による遺言書

ればなりません。法務局に持参できず手元にあ

情報証明書の交付請求：1,400 円など）

る自筆証書遺言が最新の遺言書であれば、検認

（2）遺言書保管制度のメリットと注意点

が必要になってしまいます。
検認を避けるには、

この制度利用で相続人が困らなくなることが

公正証書遺言で作成する以外に方法はありませ

3 つあります。検認が不要なこと、無効な遺言

ん。

書ではないこと、遺言書の有無が確認できるこ

公正証書遺言は、この制度利用のメリットが

とです。

すべてあるため、
「費用をかけずに行いたい」場

検認は、遺言者死亡後に家庭裁判所に申立て

合がこの保管制度利用の利点です。

をしますが、相続人確定の書類
（遺言者の出生

しかし、制度のメリットのみに目を向けるの

時から死亡時までのすべての戸籍謄本や相続人

ではなく、遺言書を作成する本来の目的を達成

の戸籍謄本）が必要になるため、準備に時間が

できるようにしなければ、意味がありません。

かかる場合があります。また、申立てをしても

その点を十分理解したうえで制度の利用をして

検認当日まで 1 ～ 2 カ月程度待たされる場合が

ほしいと思います。

あるため、その間は預金の解約等相続手続きは
2020.7
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消費者庁創設・
あり方の検討・東日本大震災
野々山 宏

回

Nonoyama Hiroshi 弁護士

1983 年弁護士登録。適格消費者団体 NPO 法人京都消費者契約
ネットワーク理事長。独立行政法人国民生活センター前理事長。

2. 国センのあり方の見直しの議論

私は、2010 年 4 月に、国民生活センター（以
下、国セン）の理事長に、民間から初めて就任

就任の 8 日後の 2010 年 4 月 28 日に、国セン

しました。弁護士や消費者団体の役員として

に対する行政刷新会議の事業仕分けが実施さ

培ってきた、消費者被害の現場の視点をもって、

れ、以後 2013 年 12 月に
「独立行政法人改革等

消費者行政の一翼に内側から関与することに

に関する基本的な方針」が決定するまでの 3 年

なったのです。

半の間、国センの法人の廃止を含めたあり方の
見直しの議論が継続されました。消費者庁発足

1. 消費者庁発足と 40 周年を迎えた国セン

により、
国の消費者行政は二重行政ではないか、

2009 年 9 月に消費者庁および消費者委員会

地方消費者行政の強化と相まって、国センの業

が発足し、理事長就任時は、国の消費者行政が

務は消費者庁、地方公共団体、民間によってす

新たな体制となって半年後でした。消費者安全

べて担うことができるのではないか、との問題

法が制定され、地方消費者行政の強化が重点課

提起でした。

題として取り組まれるなか、消費者行政の大き

しかしながら、弁護士としての経験と就任後

な変革期にありました。

の国や地方の消費者行政の実情の把握からは、

2010 年に創設 40 周年を迎え、国センには、

国センの果たしていた、①情報発信機能 ②施策

国の中核的実施機関として、消費者被害の実情

提言機能 ③地方消費者行政支援機能などの機

把握や相談現場との連携の経験と蓄積がありま

能・役割は、消費者庁の司令塔機能の実施や、各

した。一方、新しい組織である消費者庁は、消

自治体の相談・教育啓発・消費者教育の充実の

費者行政の司令塔として、また国センの監督官

ためには不可欠であるとともに、他の組織では

庁として国センの業務に積極的に意見を述べて

代替できない機能であることは明らかでした。

きました。現場への近さ、被害救済に必要な機

また、国センの相談、商品テスト、相談情報

動性・柔軟性、
「消費者目線」
への理解など、立

の収集管理・分析などの業務は、相互補完性が

場・知見・経験の違いから、当初は両者に見解

あり、一体として存在する必要がありました。

が異なる場面がしばしば生じていました。新し

これらを理事長として発信し、相模原研修施設

い消費者行政の体制で充実した成果を上げてい

の一時廃止、国の
「特別の機関」
とすることの検

くためには、国センと消費者庁との役割分担の

討などの紆余曲折はありましたが、最終的には

明確化と連携強化が不可欠です。
そのためには、

国センは引き続き独立行政法人として一体性を

両者の職員において、お互いの業務と役割に対

もってその役割を果たすこととなりました。

う よ

する相互理解と信頼の構築が必要でした。情報

この国センのあり方をめぐる議論は、国セン

共有の拡充、共同での業務の増加、消費者庁職

にとって、
次の意義があったと評価しています。

員の国セン研修への参加、国セン出身の消費者

①国セン自身がその現状と課題を見つめ直せた

安全課長などの人事交流を通じて、次第に両機

こと ②その業務の内容を広く国民に知っても

関の連携の基盤が構築されていきました。

らう機会となったこと ③国センの消費者行政
における重要性が明確になったこと ④国セン
2020.7
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施しました。

の業務の相互補完性、一体性の確保が重要であ
り、また柔軟性、独立性が必要であることが共

東日本大震災への取り組みは、それまで、得

通認識となったこと ⑤消費者庁・消費者委員

てして
「やれる業務をやる」
との発想があった国

会の課題も併せて明らかになり、消費者行政全

センに、
「求められる業務は何か」
「求められる

体の機能強化の道筋の検討の必要性が認識され

業務をするにはどうしたらよいか」との姿勢が

たことなどです。

根付いていく機会になったと考えています。こ
の経験は、新型コロナウイルスなど、その後の

そして何より、この議論によって、国民から

緊急時の対応に生かされていると思います。

の期待と注目度が高まったことで、これに応え
て国センの業務を日々充実させていかなくて

4. 51 年目を歩む国センへ望むこと

は、再び同様の議論が生じかねないとの自覚が

社会は日々変化しています。ネット社会の進

組織と役職員に根付いていったことが重要だと

展、取引のグローバル化、超高齢社会は消費者

考えています。

被害の態様、情報提供や被害救済の方法を大き

3. 東日本大震災被災地に対する取り組み

く変化させ、これに対する工夫が必要です。そ

2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生しま

して、
新型コロナウイルスと共生する社会では、

した。その夜は、帰宅困難者のために東京事務

国センも、新しい生活様式への対応が求められ

所 2 階を避難所として解放し、相模原事務所の

ています。例えば、従来の集合型の研修はやり

研修施設には帰宅できない研修参加者にしばら

方を工夫し、リモートによる研修参加を実現し

く滞在してもらいました。

ていかざるを得ないでしょう。

各地で、イベントのキャンセル、賃貸建物の

社会の変化の速度は早く、
それに対応すべく、

の使用障害、便乗悪質商法、放射能汚染など震

国センの業務も変わっていかなければなりませ

災に関連する消費者問題が多く発生しました。

ん。50 年の経験と蓄積から、消費者目線など

これに対応し、震災に伴う保険や金融の取り

大切なところを守りつつ、変化には大胆に対応

扱い、各種行事の中止などに関する新聞の社告

していくことが必要です。新しいことをするリ

のうち、必要と判断したものについてホーム

スクより、何もしないことのリスクのほうが高

ページに掲載して情報提供しました。

い時代となっており、積極的に新しいことに挑

また、過去の災害の経験を踏まえ、被災地を

戦してもらいたいと考えます。

中心に悪質商法の増加が見込まれ、さらに被災

国センの役職員の皆さん一人一人が、消費者

地における消費者被害や生活に関連する相談の

にとってどうすべきかを考えながら、日々業務

支援が必要なことから、通話料無料の電話相談

に取り組んでいけば、国センは、国民や地方自

である
「震災に関連する悪質商法 110 番」を同

治体からの高い期待に応えていくことができる

年 3 月 27 日から休日も含めて開設しました。

でしょう。51 年目を歩み出した国センのこれ

企画、準備期間を考えると、発生後 2 週間余り

からの活躍を期待しています。

で開設したことは、迅速に対応できたと評価し
ています。その後、食品などの放射性物質精密
検査や地方自治体への検査機器の貸与、消費者
庁と共同で、弁護士などの消費者問題専門家を
被災地の相談窓口に派遣する取り組みなどを実
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回

住まいの確保
清水 香 Shimizu Kaori

ファイナンシャルプランナー、社会福祉士

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。

生活の基盤である
「住まい」
は、私たちに欠か

で、市区町村が業者に修繕を委託して実施され

すことのできないものです。被災して住まいを

ます
（現物給付）
。修理費用の限度額は 1 世帯当

失った後に住まいを確保できなければ、新たな

たり59万5000 円以内
（2020 年度の金額）
です。

暮らしは始められません。住まいの修繕や再建

「準半壊」
の場合、修理費用の限度額は 30 万円

には時間を要し、多額のお金がかかる場合もあ

以内
（2020 年度の金額）で、経済的に修理が難

ります。こうしたとき、助けとなる住まい関連

しい人が対象です。利用する場合には、市区町

の公的支援を知っておきましょう。

村に問い合わせます。

● 応急仮設住宅

被災直後からの住まいの支援

「応急仮設住宅」
は、住まいが全壊・全焼・流
出し、経済的に住宅確保が困難な人の仮住まい

被災後の比較的日の浅い時期に受けられる住
宅関連の支援には、災害救助法に基づく
「住宅

として、被災後速やかに提供される住宅です。

の応急修理」
「応急仮設住宅」
があります。

住むことができるのは 2 年間が上限ですが、
「特

● 住宅の応急修理

定非常災害」に指定された災害であれば、1 年

「住宅の応急修理」
は、修理をすれば住める程

以下の期間ごとに延長できます。

度の損害が生じている住宅について、一定の修

応急仮設住宅と一口に言っても、従来からあ

理を受けられるものです
（表 1）。

るプレハブ住宅などの建設型の応急住宅のほ

住宅が大規模半壊となり大規模修理が必要な

か、最近は比較的安価なトレーラーハウスやコ

世帯、および半壊で経済的に修理が難しい世帯

ンテナハウスなども提供されます。

が対象ですが、2019 年台風 15 号を契機に、被

また近年、
「みなし仮設住宅」
が提供されるこ

害割合が 10 ～ 20％未満の「準半壊」でも受けら

とも増えてきました。これは市区町村が民間賃

れるようになりました。全壊世帯も利用可能で

貸住宅を借り上げて、被災者に無償供与する住

すが、応急仮設住宅の申し込みができなくなる

宅のことです。家賃
（上限あり）
等は、都道府県

ため慎重な検討が必要です。

が負担。貸主とは、都道府県が物件の借り主、

修理を受けられるのは、居室や炊事場、トイ

被災者が入居者となる契約を締結します。問い

レなど、暮らしに必要不可欠な最小限度の部分

合わせ先は市区町村です。

新たな住まいを確保するときの支援

の内容
表 1 「住宅の応急修理」
り さい

罹災証明書の区分

費用の限度額

「半壊・大規模半壊」

1 世帯当たり
59 万 5000 円以内

※半壊の場合、所得制限あり

「準半壊」
※所得制限あり

仮住まいを終えた後の支援もあります。
住宅を修繕、新築する際には低利の
「災害復
興住宅融資」が利用できます。一方、自力での

1 世帯当たり
30 万円以内

住宅確保が困難な被災者には、
低廉な家賃の「災
害公営住宅」
が提供されます。

内閣府の
「災害救助法の概要」資料をもとに筆者作成
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● 災害復興住宅融資

（高齢者向け返済特例）
の概要
表 2 災害復興住宅融資
項

「災害復興住宅融資」
は、罹災証明
書の交付を受けた被災者が、自宅を
建設・購入、あるいは補修するとき
に利用できる全期間固定の低利融資
です。利用する場合は、次のような
基準を満たす必要があります。
まず、住宅金融支援機構の一定基
準を満たした住宅であること、かつ
借入金が年収の一定基準以下である
ことが必要です。
返済期間の基準は 2 つあります。
融資種類の基準として建設または購
入の場合は最長で 35 年、補修の場

目

内

容

利用できる人

①借入申込時に満 60 歳以上
②罹災証明書を交付されている人
③年収の総返済負担率が基準以下の人

融資金の使いみち

自宅の建築・購入、補修 ※機構の基準を満たす必要あり

融資期間

申込者
（連帯債務者含む）
が全員死亡するまで

返済方法

月々の支払いは利息のみ。借入金の元金は、申込人
全員が死亡したとき、相続人が融資住宅および土地
の売却等により一括返済

金

全期間固定
（年 2.06％ ※ 2020 年 7 月 1 日現在）

利

融資手数料

不要

保証人

不要

申込期間

被災日から 2 年間
（延長の可能性あり）

住宅金融支援機構の資料をもとに筆者作成

合は最長で 20 年となっています。一方、年齢

は機構の定めた融資上限額のいずれか低い額ま

の基準として
「80 歳 − 申込み本人または収入

でです。もともと住んでいた場所に住宅を新築

合算者のうち年齢が高い人の申込時の年齢」
もあ

する例でみると、建物の担保評価額は工事請負

り、いずれか短い年数が返済期間となります。

契約書の建設費の 60％、土地の評価額は固定

● 60 歳以上が利用できる「高齢者返済特例」

資産税評価額の約 86% で、この 2 つの合計が

災害復興住宅融資は、年齢の基準を満たす必

融資額限度額となります。また新築ではなく補

要があるため、現役世代の利用が中心ですが、

修をする場合は、建物、土地とも固定資産税評

60 歳以上の被災者が利用できる特例もありま

価額の約 86％となります。

す（表 2）。

自治体によってはこの特例を補強するものが

「災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）
」

あり、例えば熊本県、熊本市、倉敷市は、この

は、新たな住宅や今ある土地を担保に融資を受

制度を利用した被災者に対し、利子助成事業を

ける「リバースモーゲージ型」
の融資です。毎月

行っています。

の返済は利息のみとなるため、負担を抑えるこ

利用に当たっては、年収に占めるローン返済

とができます。

額の割合が一定以内であること、また必要に応

例えば、1000 万円の住宅の建設資金を借り

じてつなぎ融資の手配など、諸条件が合致する

入れたとき、毎月の返済額は 1 万 7167 円とな

必要があります。まずは機構のお客さまコール

ります（2020 年 7 月の金利、年 2.06％で試算）
。

センター
（災害専用ダイヤル 0120-086-353）に

この特例で取得した住宅には、生涯住み続け

連絡して、カウンセリングを受けましょう。

● 災害公営住宅

ることができます。夫婦世帯の場合は、双方の

住まいを失い、仮住まいの 2 年間のうちに自

死亡時に相続人が土地・住宅を売却して元本返
済が完了します。
売却額が元本より低い額でも、

力での住宅確保が難しい場合には、地方公共団

相続人に債務は残りません。土地と住宅を残し

体が提供する低廉な家賃の
「災害公営住宅」を利

たい場合は、本人が存命中に元本返済するか、

用することも可能です。家賃は収入に応じ設定

相続人が元本を返済すれば可能です。

され、必要があれば一定期間家賃が減免される
こともあります。問い合わせ先は都道府県・市

融資を受けられる金額は、住宅金融支援機構

区町村です。

の定めによる土地・建物の担保評価額、あるい
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自然災害の被害にあったら
表 3 住宅に損害を受けたとき、税金を軽減できる2つの手続き
雑損控除

災害減免法による所得税の軽減免除

損失の原因

自然災害・火災・盗難・横領・虫害など

対象となる資産の
範囲

住宅・家財を含む生活に通常必要な資産

控除額の計算また
は所得税の軽減額

自然災害・火災
住宅と家財（差引損失額＊ 1 がこれらの価額の 2
分の 1 以上となったときが対象）

以下①・②いずれか多いほうの金額が
所得金額から差し引かれて税金が計算される

その年分の所得金額に応じ、所得税が免除ある
いは軽減される

①差引損失額＊ 1 －所得金額＊ 2 の 10 分の 1

500 万円以下 ⇒ 所得税全額免除
500 万円超 750 万円以下 ⇒ 1/2 軽減
750 万円超 1000 万円以下 ⇒ 1/4 軽減

②差引損失額＊ 1 のうち災害関連支出の金額−5 万円

※損失額を控除し切れない場合、3 年間損失額を繰り越せる

※所得 1000 万円超は対象外
＊ 1 差引損失額とは、損害額（住宅や家財の時価）
から受け取った火災保険金等を差し引いた額。
＊ 2	
「総所得金額」、自営業者の場合、売上額から必要経費を引いた「事業所得」
「所得」
とは、給与所得者の場合、年収から給与所得控除を引いた
国税庁の資料をもとに筆者作成

税金が安くなる制度

ません。

災害が原因で住宅等に被害を受けたときは、

関連支出の費用から、5 万円を引いた金額です。

もう 1 つは、住宅の取り壊し等で要した災害

確定申告で所得税の減免または軽減を受けられ

差引損失額がその年の所得金額から引き切れな

ます。所得税法による
「雑損控除」と
「災害減免

い場合は、翌年以降 3 年間にわたり損失額を繰

法による所得税の軽減免除
（以下、
災害減免法）
」

り越すことができ、各年の所得金額から差し引

があり、いずれか有利な方法を選択できます
（表

くことができます。

3）
。

● 災害減免法

● 雑損控除

「災害減免法」
は、所得に応じて、所得税の免

「雑損控除」は、住宅等の損失額を所得から差

除または軽減を受けられるものです。自然災害

し引ける（＝控除）
制度で、課税所得が低くなる

や火災によって、住宅や家財の時価に 2 分の 1

ため税金が安くなります。自然災害のほか、盗

以上の差引損失額が生じた、年間所得 1000 万

難や横領、シロアリによる被害などでも控除を

円以下の人が対象になります。ただし、減免を

受けることができます。
控除の対象となるのは、

受けられるのは単年のみで、雑損控除のように

住宅や家財、自家用車など、生活に必要な資産

損失額を翌年以降に繰り越すことはできません。

の損失です。別荘やゴルフ会員権、一組 30 万

雑損控除、災害減免法いずれの制度を利用す

円以上の書画・骨董品、貴金属など生活に必要

る場合も確定申告が必要です。必要な書類は、

でない資産のほか、事業用資産の損害は対象外

罹災証明書の写し、被害を受けた住宅の取得年

となります。

月日などの分かるもの、源泉徴収票や確定申告

こっとう

損失額は、次の 2 つの計算を行います。その

関係の書類などです。火災保険金等を受け取っ

うえで、金額の多いほうを差引損失額として所

た場合は、その金額が分かる書類も必要です。

得から差し引きます。

これらをそろえ、所轄の税務署で手続きをしま

まず 1 つめは、損害額（災害関連支出含む）か

す。雑損控除の手続きをすると、住民税の軽減

ら火災保険金や地震保険金を差し引き、そこか

も自動的に受けられます。一方、災害減免法で

ら総所得金額等の 10％をマイナスした金額で

減免を受けられるのは所得税のみですが、条例

す。なお、公的支援として給付された被災者生

によって住民税等の減免制度を整えている市区

活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金等

町村もあります。その場合は、もれなく市区町

は、火災保険金等のように差し引く必要はあり

村の窓口で申請をしましょう。
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やさしく解説
・
新

第

法律

1

回

法令の種類を知ろう①

基礎知識

吉田 利宏

Yoshida Toshihiro 元衆議院法制局参事

1987 年衆議院法制局入局後、15 年にわたり法案や修正案の作成に参画。主な著書に
『法律を読む技術・学
ぶ技術』
［第３版］
（ダイヤモンド社）
、
『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』
（第一法規株式会社）
など。

国の法令の世界で飛び抜けて
「偉い」
のが法律

はじめに

です。政令も省令・府令も法律に反することは

スルメや酢昆布などは、見た目は
「ぱっとし

できません。それは、法律だけが国民を代表す

ない」けれど、味わううちにだんだんとおいし

る国会により制定されたものであるからです。

法令もどちらかといえば、
さが滲み出てきます。

その次が内閣の定める
「政令」
、次いで各大臣が

それに近いものといえるでしょう。最初はとっ

定める
「省令」
（内閣府の場合には
「府令」
といい

つきにくいと感じるかもしれません。しかし、

ます）といった序列になります。内閣とは、内

読み解きのコツさえつかめれば、その面白さを

閣総理大臣をはじめとした各大臣の集まりで、

味わうことができるものなのです。

行政権の本体です。ですから、政令は 1 人の大

にじ

「通勤通学に六法全書を持ち歩きたくなる」
と

臣が発することができる省令・府令より効力が

までは言いませんが、
「少しでも、法令ファン

上なのです。

を増やすこと」
。それがこの連載の目的です。
●「委任命令」というもの

どうぞ、おつき合いください。

法律は私たちの代表である
「国会」
が定めたも

国の法令の序列

のです。それゆえに、法律には、国民の権利を

● 国の法令は「縦関係」

ことが許されます。いわば、国民自らが決めた

制限したり、義務を課したりする内容を設ける

さて最初は国の法令の話です。国の法令の特

ことだから、権利を制限したりする内容を定め

徴は、厳しい「縦関係」
に支配されていることで

ることができるのです。ただ、政令、省令・府

す。会社には、社長、部長、課長などといった

令
（以下、政省令）
であっても、法律に命じられ

役職による序列があることも多いですが、
法律、

て、国民の権利義務に関する規定を置く場合が

政令（例：施行令）
、省令・府令
（例：施行規則）

あります。その場合には法律に｢○○について

の存在もちょうどこれに似ています。

は政令
（○○省令・内閣府令）で定める｣といっ

会社で一番「偉い」
のは社長です。部長や課長

た規定が必要となります。これを
「委任規定」と

が「偉い」といっても、社長の意思に反すること

いい、その委任規定に基づいて定められた政省

はできません。

令を委任命令といいます。

法

令

委任規定は、社長が
「○○の件は、××の方

会社の役職

針で部長にお願いしよう」と命じるようなもの

法律（国会が定める）

社

長

といえます。このとき社長の指示の仕方が問題

政令（内閣が定める）

部

長

となります。
政治に興味のない殿様のように「よ

省令・府令（各大臣が定める）

課

長

きにはからえ」と任せてしまっては、部下が好
き勝手する可能性があります。
委任規定も、しっ
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かりと大事なところを法律に書いたうえで委任

です。それと同じです。

をしないと、内閣や各大臣のやりたい放題に
● 憲法は法秩序の土台

なってしまう可能性があります。よく、
「政省
令への白紙委任は許されない」と言われるのは

「え、憲法がまだ登場していないって？」

そのためです。

もちろん、
法律のさらに上に憲法があります。

例えば、行政機関情報公開法では情報公開請

憲法は、すべての法令が反することができない

求の手数料について、次のような丁寧な委任規

最高法規で、法秩序の土台のような存在です。

定を置いています。いくら情報公開制度ができ

会社でいえば、社長以上の存在、そうですね、

たからといっても、もし、1 件当たり数万円も

株主総会に当たるかもしれませんね。

する手数料を政府が定めたとしたら、制度の趣
旨が台なしになってしまうからです。

自治体の法令 ー条例と規則ー

行政機関の保有する
情報の公開に関する法律

一方、自治体の法令の特徴は
「横関係」
で表現
できます。自治体の主な法令としては条例と規

（手数料）
第 16 条 開示請求をする者又は行政文書
の開示を受ける者は、政令で定めるとこ
ろにより、それぞれ、実費の範囲内にお
かか
いて政令で定める額の開示請求に係る手
数料＊又は開示の実施に係る手数料を納
めなければならない。
2 前項の手数料の額を定めるに当たって
は、できる限り利用しやすい額とするよ
う配慮しなければならない。
3 略
＊ 行 政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令
（手数料の額等）を参照

則があります。
「条例」
は自治体の議会で制定さ
れた法令で、
「規則」
は知事・市町村長などが定
めるものです。よく、条例と規則との関係を法
律と政省令との関係と同じように考える人がい
ますが、これは誤りです。条例と規則との間に
基本的には上下関係はないのです。
「権利義務
に関することは条例で、財務に関することは規
則で」などと、地方自治法などには条例または
規則で定めるべき事項がいくつか規定されてい
ますが、それ以外はどちらで規定しようが自由

第 13 条

なのです。
ここには｢二元代表制｣という自治体のヒミツ

● 政令と省令（府令）の振り分け

が隠されています。自治体では議員が選挙で選

もう 1 つ頭に置いてほしいのが、政令に委任

ばれるのはもちろん、首長であっても直接、選

されることと、省令・府令に委任されることの

挙で選ばれます。つまり、どちらも直接の住民

重さの違いです。社長が命じることも部長に対

代表であり、社長が 2 人いるといってもよいの

するものと課長に対するものとではおのずと重

です。ただ、条例にすべての内容を定めること

要度が違うはずですが、法律でも、政令への委

はできませんので、やはり、その細かい内容を

任事項のほうが省令・府令への委任事項より一

定める法令が必要となります。その場合の受け

般的には重要なものといえます。

皿となるのも規則なのです。この場合の規則を

また、政省令は委任規定がなくても法律を施

「条例施行規則」といいます。つまり、
「条例と

行するうえで細かい事務的なことを定めること

規則との関係は横関係を基本としながら、時に

ができます。部長や課長だって社長に命じられ

は上下関係になる」と表現したほうがよいかも

なくても、自分の権限でできる仕事もあるはず

しれません。
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第

2

回

金利と利息の関係を
理解する
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

「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。

お金理解度チェック
次の①～③のうち、内容が合っていると思う■に

をしましょう。※利息はすべて税引き前

■ ①金利 0.3％の 3 カ月ものの定期預金に 100 万円預けた場合、3 カ月後にもらえる利息は
3,000 円だ。
■ ②金利 0.3％で 100 万円を 30 年間、1 年複利で運用した場合、30 年後にもらえる利息は
9 万円だ。
■ ③ A さんと B さんは、100 万円を 3 年間運用した。A さんは毎年 5％のリターンを得た。
一方の B さんは 1 年目 20％、2 年目 10％で運用できたが、3 年目は－ 15％だった。
3 年後に手にした金額が多いのは A さんだ。
は……③のみ。
内容が合っているもの（ ■ ）
①もらえる利息は 750 円 ② 1 年複利なので 30 年後の利息は 9 万 4027 円
※日数、端数の処理等の計算は金融機関によって異なるため、利息の数値が異なる場合があります。

私たちがお金を運用する商品を考える際、ま

ポイント

2

ず目が行くのが金利です。しかし広告などに表
示された数字だけで、一概に
「高い」
「低い」
を判

「単利」
と
「複利」
では
もらえる利息が違う

利息の計算方法には
「単利」
と
「複利」
がありま

断することはできません。今回は金利とは何か
をおさらいし、
利息との関係を考えていきます。

す。
「単利」
は預入期間中の元本についてのみ利

※本文中の利息はすべて税引き前

息がつくということ。
「複利」
は、預入期間の途
中で、それまでについた利息を元本に加え、そ

ポイント

1

の合算額を新たな元金として利息を計算してい

金利は、基本的に年利表示

く方法です
（図 1）
。1 年複利よりも半年複利の

「金利」は、利息を算出する時の基本となるも

ように利息を元本に加える期間が短いほど、ま

ので、通常は元本に対する 1 年間の利息の割合

た 0.3％より 3％のように運用リターンが高い

を示し、「％」で表します。

ほど、そして運用期間が長いほど
「複利効果」に

注意したいのは、この金利が多くの場合、先

よって、
より多くの利息を得ることができます。

に述べたとおり
「1 年間」の利息の割合、つまり

つまり単利と複利では同じ金利でも受け取る

年利であるということです。ほかにも月利、日

利息は違い、単純に比較することができないと

歩という表示もありますが、現在ではほとんど

いうわけです。そこで使われるのが
「利回り」で

見かけません。ですから
「金利 0.3％の 3 カ月も

す。
「利回り」
は、元本に対してどれくらい増え

の」の定期預金に 100 万円預けた場合、3 カ月

たかを示す割合のことで、通常 1 年当たりの平

後にもらえる利息は 3,000 円ではなく、100 万

均利回り
（年利回り）
を指します。

円 × 0.3％ ×（3 カ月／ 12 カ月）＝ 750 円という

例えば、元本 100 万円を年利 0.3％で 30 年

ことになります。

間預けた場合、1 年複利なら年利回りは（9 万
2020.7
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資産運用のために

知っておきたい基礎知識

4027 円 ÷100 万円 ÷30 年）でおよそ 0.314％に

約 15.8％です。単利では 15％ですから、複利

なります。単利の場合は、
（9 万円 ÷100 万円 ÷

効果は約 0.8％になります。ところが 1 年目は

30 年）ですから、0.3％ということになります。

20％、2 年目は 10％で運用できたものの、3 年
目にマイナス 15％になってしまった場合、利
回りは 12.2％になり、単利のリターン 15％を

ポイント

3

投資の場合の
「利回り」
と
「複利効果」
に注意

2.8％下回る結果になってしまいます
（図 3）
。
このようにリターンの変動が激しい場合に

投資の場合も、投資した金額に対する収益割

は、複利効果がマイナスになるケースもあると

合を 1 年当たりの平均に直した数字を「利回り」

いうことも理解しておきましょう。

で表します。ただ投資の場
合、税金のほかに、株式な
ら売買手数料、投資信託で
は販売手数料や信託報酬、
信託財産留保 額 な ど が か
かってきます。そこで、得
られる収益から単純に利回
り計算する「表面利回り」
で
はなく、費用を加味して利
回り計算する「実質利回り」
を考える必要が出てきます

図 1 100 万円を年利0.3％で預けた場合の利息の計算のしくみ
単利の場合

1年複利の場合

1年後 3000

1年後 3000

最初の元本に対して
利息を計算する

100万円×0.3％

元本に利息を加え、その
合算額を新たな元本に
して利息を計算する

100万円×0.3％

2年後 3000 3000

2年後 3000

100万円×0.3％

3009

（100万円+3000円）×0.3％

3年後 3000 3000 3000

3年後 3000

100万円×0.3％

3009

3018

（100万円+3000円+3009円）×0.3％

4年後 3000 3000 3000 3000

4年後 3000

100万円×0.3％

3009

3018

3027

（100万円+3000円+3009円+3018円）×0.3％

5年後 3000 3000 3000 3000 3000

5年後 3000

100万円×0.3％

3009

3018

3027

3036

（100万円+3000円+3009円+3018円+3027円）×0.3％

（図2）。広告に記された
「表
面利回り」に引かれて投資
したら、手数料などが思い
のほかかかり、収益が得ら
れなかったということもあ

※実際の計算では、定期預金などの利息は、一律 20％（国税15％、地方税 5％）
と、復興特別所得税
（2013
年 1 月 1 日～ 37 年 12 月 31 日に受け取る利息）の合計 20.315％の税金が引かれます。
※計算の詳細、端数処理は金融機関によって異なる場合があります。

と
「実質利回り」
図 2 「表面利回り」
収益

表面利回り
（％）
＝

りますから、注意が必要で
す。

実質利回り
（％）
＝

また投資においても、配

÷ 運用年数 × 100

投資元本
収益ー費用
投資元本

÷ 運用年数 × 100

当（債券なら利息）
などが出
たら、そのまま再投資して

図 3 運用利回りの変動例

いくことで複利効果が期待

毎年の運用利率が５％の場合

できます。ただ定期預金の
ように毎年同じ利率という
わけにはいかないことが多
いため、留意が必要です。
例えば、年利 5％・１年
複利で 100 万円を 3 年間運

（円）

1200000
1150000
1100000
1050000
1000000
950000
900000

（％）
15.8
10.25

52500

50000
1000000

1年目
元本

5 1050000

2年目
利息

用した場合、運用利回りは
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

ドイツ、フランス

Kishi Yoko

日本人の不思議な習慣「マスク」に脚光

●ノルトライン・ヴェストファーレン消費者センターホームページ 
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/gesundheit-pflege/corona-welchen-schutz-gibt-es-fuer-mund-nase-und-augen-46171
●フランス国立消費研究所ホームページ
https://www.60millions-mag.com/2020/05/12/entretenir-un-masque-en-tissu-nos-reponses-vos-questions-17431

新型コロナウイルス感染症が流行するまで、ヨー

紹介する動画があふれるようになった。

ロッパの日常生活では、人前で顔を覆うという発想

ノルトライン・ヴェストファーレン消費者センター

がなく、マスクを着ける習慣が定着しなかった。そ

のホームページには、手作りの布マスクを使う際の

こで、「日本人はなぜマスクをするのか？」
と大真面

注意点が掲載されている。ドイツではマスク初心者

目に論じられることもあった。それによると、花粉

が大多数を占めることから、基本的な使用上の注意

症対策、風邪の予防、ノーメイクの顔を隠すのに好

が中心である。例えば、他人への感染を防ぐために

都合というものから、日本人独自の繊細さ・礼儀正

は、マスクで鼻と口をしっかり覆うこと、使用の度

しさに由来するという指摘まであった。

に洗剤で洗濯し、よく乾燥させることなどである。

先頃、マスクの効用にようやく気づいたヨーロッ

また、フランス国立消費研究所のホームページに

パでは、国によって公共交通機関やスーパーでマス

は布マスクの洗濯方法に関するQ&Aが掲載された。

ク着用義務が課されたこともあり、マスクの争奪戦

同国でもマスクは目新しい生活用品であり、消費者

に発展したことは記憶に新しい。そこで、入手困難

の戸惑いは大きい。そこで、例えば、殺菌・乾燥の

なら自分で作ろうと考える消費者が増え、サイト上

ためにオーブンや電子レンジで加熱しないよう注意

には各国語で、身近な布を使ったマスクの作り方を

を促すなど、ここでも基本的な情報が中心である。

ドイツ

翻訳アプリを利用する際は誤訳に注意を

●商品テスト財団
『テスト』2020 年 5 月号

https://www.test.de/Uebersetzungs-Apps-im-Test-Die-meisten-tragen-wenig-zur-Voelkerverstaendigung-bei-5196502-0/

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、自宅で

る。これは、イディオム中の単語に引きずられた悪

過ごす時間が増えた消費者にとって、外国語を学び

い例とされる。また、外見の似た単語を区別できな

直すチャンスともいえる。そこで、商品テスト財団

かったり、多様な意味を持つ文章を正反対に訳した

は翻訳アプリ 15 品の比較テストを行った。いずれ

例もあった。人間が翻訳する際は、その場の状況や

のアプリも無料で利用できるが、そのうち 8 品には

文化的背景、経験等を総動員して、最適な訳文を捻

有料版もある。また、全アプリがテキスト入力のほ

出できるが、機械に期待するのは酷なようだ。

か、音声入力に対応していた。

もっとも、誤訳は避けられないとしても、同財団は

翻訳の質をテストするため、休暇旅行でよく使う

翻訳アプリ自体の利便性は認めている。ただし、不正

フレーズをドイツ語から英語、フランス語、イタリ

確な訳文が混乱を招くことから、移民等がドイツ語学

ア語、スペイン語、トルコ語に訳すとともに、その

習に使うメリットは小さいとする。同財団が数年前に

逆も行った。その結果、誤訳・珍訳が続出したとい

移民向けのドイツ語学習アプリをテストした際も、ア

う。例えば、ドイツ語の口語表現で、
「さっぱり理

プリだけでドイツ語力を身に付けることの難しさを

解できない」と入力したところ、
「私は駅だけを理解

指摘した＊。これらのテスト結果は、デジタル化が進

している」と見当違いの訳文となったとのことであ

んだ現代でも、人間の判断力の重要性を示唆している。

＊

ウェブ版
「国民生活」
2016 年 7 月号「海外ニュース」参照 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201607_10.pdf
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海外ニュース
文 / 安藤 佳子

アメリカ
● CR ホームページ

Ando Yoshiko

自動車の買い方が変わる？

https://www.consumerreports.org/buying-a-car/now-may-be-the-right-time-to-buy-a-new-car/

新型コロナウイルス感染拡大で人的にも経済的に

に出向くのは試乗と対面で契約書に署名する際の

も多大な影響に見舞われているアメリカだが、CR

み、ということも可能だ。

（コンシューマーレポーツ）
は、自動車を購入したい

さらに、感染状況などにより外出制限が厳しい地

人には今がチャンスという。

域では、オンライン販売に乗り出すディーラーも増

4 月の新車販売台数は前年同期の約半数と大幅に

えてきたという。自宅から車を購入する際も最初は

減少し、各ディーラーは 4 カ月分相当の在庫を抱え

やはりネットで調べて希望車種やオプションを検討

ている。そのため、メーカー希望小売価格より平均

し、
試乗の日時を設定する。現在、
多くのディーラー

10％も安くなり、さらに数千ドルものキャッシュ

で販売員が同乗しない試乗や自宅への試乗車配送

バック、7 年間無利子のローン、などさまざまな特

サービスを提供している。ローンの申し込みもオン

典で販売促進している。CR は、消費者自身が事前

ラインで、署名が必要な契約書も州法の規定によっ

にネットで各モデルやオプションについて調査し、

ては郵送で可能な場合もあるという。

ローンなどの資金計画も前もって電話やメールで交

最新の価格情報や値引き保証などを提供する CR

渉しておくことを勧めている。この方法は、ベテラ

の自動車購入サービスサイトでも在宅購入プログラ

ン販売員の圧力をかわせるだけでなく、
ソーシャル・

ムへの登録ディーラーが増加。リモートで書類を作

ディスタンスの実践にもかなう。実際にディーラー

成し、消毒済み車両の自宅配送時に契約完了する。

香
● HKCC ホームページ

港

食用塩からマイクロプラスチック

https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/522/table-salt.html

HKCC（香港消費者委員会）
はこのほど市販の食用

33 銘柄から検出された。
「ミネラル豊富」と表示の

塩をテストしたところ、品質や価格に大きな差異が

銘柄でもいずれもカルシウム、マグネシウム、カリ

あり、また、今回初めてマイクロプラスチックを検

ウム等はごく微量。また、ヨード添加塩の 1 銘柄に

出したという。テストしたのは、
海塩19、
岩塩9、
ヨー

はヨードがまったく含まれず、医療目的で摂取が必

ド添加塩 4 など合計 39 銘柄。

要な消費者のためにも正しい表示が求められる。

分析の結果、6 割以上の 25 銘柄から製造過程で除

海塩 4 銘柄からは種々のマイクロプラスチックを

去されるはずの金属などの汚染物質が検出された。

検出。
人体に及ぼす影響はまだ確定してはいないが、

中でも岩塩 2 銘柄
（うち 1 銘柄は最高価格）からは、

マイクロプラスチックはある種の有害化学物質を吸

CODEX 基準および中国本土基準や 11 月に香港で

収し、またその成分を放出するとされる。検出され

施行される食品異物混入の基準を超える 3㎎／㎏の

たマイクロプラスチックが食用塩の原料である海水

鉛が検出された。ほかの岩塩からは基準をわずかに

由来だとすれば、海洋のプラスチック汚染の深刻度

超えるヒ素も検出された。燻製塩からは発がん性と

を表し、最終的に食物連鎖に取り込まれていること

遺伝毒性が指摘される多環芳香族炭化水素が検出さ

を示すものだとして、消費者にプラスチック製品の

れた。

利用やゴミを削減する持続可能なライフスタイルを

くんせい

添加物は、いずれも基準範囲内だが固化防止剤が

推奨している。
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発 見!

まてのすけ

消費者トラブル

啓発

日本の伝統文化
「歌舞伎」
の研究をしていたところ、奇抜な
ファッションと口癖の
「ちょっと待て～い！」
が話題になり、
東京銀座にある岩手県のアンテナショップの路上でスカウ
トされ、岩手に移住。消費者トラブル防止・注意喚起の切
り札として大活躍している。

キャラクター

第

4

岩手県立県民生活センター

回

2016 年度に地方消費者行政推進交付金を活

た広報を実施しており、まてのすけをメインに

用し、消費者トラブルの未然防止と、広く消費

アピールするなど、消費生活の
「正しい知識」
、

生活に関する啓発を行うことを目的として、い

「的確な判断力」
が身に付くよう、啓発に効果的

わて消費者トラブル防止啓発キャラクター「ま

に活用しています。
〈テレビ CM〉

てのすけ」を作成しました。
まてのすけは、歌舞伎の研究のためにはるか
昔から時空を超えてやってきた後、縁あって岩
手県に移住、県民の皆さんが消費者トラブルに
巻き込まれるのを防ぐため、積極的な啓発・広
報活動を行い、県内を日夜飛び回っている、と

消費者被害防止啓発教材
「まてのすけかるた」
の製作

いうコンセプトで活躍しています。

「まてのすけ」
の活用例

ゲームを通じて悪質商法の手口や対処法等に
触れることにより、
高齢者の消費者被害の未然・

岩手県立県民生活センター
（以下、センター）
の各種広報媒体
（広報誌
「くらしのひろば」
、
リー

拡大防止を図るため、2019 年 7 月に、まての

フレット、チラシ、ポスター等）に登場させ、

すけを活用した
「かるた」
を製作しました。
製作に当たり、2018 年度に、岩手県立産業

センターの周知はもとより、岩手県消費生活サ
ポーター

＊１

への情報提供や若者を対象とした

技術短期大学校
（産業デザイン科）
へ卒業研究の

＊２

弁護士相談事業「まてふぉん」 など、各事業

一環として、絵札のデザインを依頼しました。

の周知・啓発の場面でも活用しています。

かるたの構成は、Ａ５サイズで、絵札および
読み札の各 45 枚
（あ行～わ行）が入っており、
遊び方の説明札も同封され、誰でもすぐにゲー
ムができるようになっています。
このかるたは、県内の市町村、社会福祉協議
会、老人クラブ連合
会、地域包括支援セ
ンター、通所介護事
業所等に配布し、ご

また、テレビやラジオ、新聞等を通じて、世

好評をいただいてい

代ごと（若者、成人一般、高齢者）
の特性に応じ

るところです。

＊１ https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/shouhiseikatsu/jouhou/1005012.html
＊２ https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/shouhiseikatsu/jouhou/1005008.html

2020.7
国民生活

27

このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。
第

消費者教育
実践事例集

74 回

を通じて
「おこづかいすごろく」
お金の使い方を学ぶ授業
木戸 明美

Kido Akemi 京都府消費生活安全センター消費生活相談員

京都府金融広報アドバイザー。2020年4月から京都府消費者教育コーディネー
ターとして府内の消費者教育推進に積極的に取り組んでいる。

京都府の消費者教育の取り組み

③ 15 〜 20 分でゴールできる内容とすること
④小学校低学年から対応できるよう、すべての漢

京都府では、小・中・高等学校、大学等に働

字にルビを振ること

きかけ、自ら進んで消費生活に関する知識を習

⑤お小遣い帳をつける練習ができること
⑥消費者市民社会・消費者契約の基本を学べるク

得し、適切な行動に結びつけることなどを内容

イズに答えてもらうマスを入れること

とする出前講座を提案しています。

⑦買い物をするときに使う買い物リストにはエコ

小学生期では、5 年生の家庭科「じょうずに

マークなどのマークがある商品とない商品を混

使おう お金と物」の単元で出前講座を提案でき

在させ、消費生活で知っておきたいマークにつ
いて学べること

ないかと考えていたところ、2017 年度に、あ

⑧授業内容に合わせて、臨機応変に変更できるよ

る小学校から「お金の使い方」
をテーマにした授

うにすること

業の依頼が入りました。具体的には
「お金に関
するトラブルが起きないように、子どもたちに

これらの中で特に注意した点は②です。どん

お金の使い方について伝えたい、クラス単位で

なに内容が素晴らしい教材でも、教員に取り上

参加型の授業を希望する」
という内容でした。

げてもらえなければ意味がありません。
そこで、
すごろくはメリハリをつけて子どもたちの印象

「おこづかいすごろく」
の作成

に残る色分けとし、買い物リストの商品は男女
共に欲しくなるような物、高いけれど買いたく

府の出前講座では、アクティブ・ラーニング〜

なるような物などを工夫して入れました。
また、

一歩踏み込んだ
「主体的・対話的で深い学び」
が
できることをめざしています。本授業では
「深

「募金」をしてもらうマスも記載しました
（写真

い学び」
、かつ簡単に費用をかけずに準備でき

1、2）
。実際に、教員にすごろくを事前に見せ

る教材ということで、すごろくを使うことにし

た時に
「これは子どもたちが喜びます！」
と言わ

ました。最初の年は他の消費生活センターが作

れ、授業では、子どもたちから
「可愛い！」
「面

成したすごろくを、許可をいただきアレンジし

白そう！」など、ワクワクしている気持ちが伝

て使いました。担当教員に、消費者教育を踏ま

わってきました。
そして、⑥のクイズは、消費者教育の効果を

えた授業とすることを提案し実施したところ、
翌年も同じ小学校から依頼が入りました。そこ

高めるため、また、早くゴールした班に挑戦し

で、次の 8 点に配慮してオリジナルの「おこづ

てもらい、時間を持て余さないようにするため

かいすごろく」
を作成することにしました。

に作りました。5 年生の授業で使うことを考え
て消費者契約の基本を学べる内容も加えまし

①必要な物と欲しい物の区別を学べる教材とする

た。例えば、
「口約束でも契約は成立する？」
「親

こと

しい友人には気軽にお金を貸してあげる？」
「税

②パッと見たときに男女問わず子どもたちの興味
を引くものであること

金はどのように使われていますか？」
などです。
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消費者教育実践事例集

シート
写真 1 「おこづかいすごろく」

写真 2 買い物リスト( 左)とワークシート(右)

間、講師の消費生
活相談員は教室内
を回り、子どもた
ちの買い物のよう
すを観察します。
終了後は、すご
ろくの結果を踏ま
えて、お金とは何
か、 お 金 の 役 割、
なぜお小遣い帳を

つける必要があるのか、お金はどうやって手元

すごろくを活用した授業の内容

に来るのかなどを話します。2019 年度は、教

授業は、最初に必要な物と欲しい物の区別に

員の要望でキャッシュレス決済についての説明

ついて説明し、その後、4 人ずつの班に分かれ、

も取り入れました。すごろくの体験を通じて、

すごろくに挑戦してもらいます。

子どもたちの買い物に対する思考が分かるた

まず、お小遣いを 500 円（100 円硬貨を 5 つ）

め、
授業が大変進めやすくなる効果もあります。

ずつもらい、ワークシートに描かれている
「必

授業に参加した子どもたちからは、
「お金で

要な物」を買うための財布と
「欲しい物」を買う

いろいろなものが買えるけど、大切に使わなけ

ための財布にそれぞれお金を分けておきます

ればいけないことが分かりました」
「本当に必要

（写真 2 右上）。次に、サイコロを振り、コマを

なのか考えてお買い物をしないといけないと思

進めていきます。サイコロを振る順番は時間削

いました」
などの感想が寄せられました。

減のため
「黒板に向かって右前のお友達からス

さらに、2019 年度は府内 4 広域振興局の消費

タートで時計回り」
など、講師が指示します。

生活相談員と協力して、3 広域振興局管内の小

途中、「お買い物」
のマスに止まったら、必ず

学校で
「すごろくで学ぶじょうずなお金の使い

買い物をします。買い物リストの中から好きな

方」
の授業を実施しました。今後も出前講座に来

商品を選び、「欲しい物」
の財布から代金を払っ

てほしいと言ってきた学校もあったそうです。

てワークシートのお小遣い帳に記入し、リスト

教育現場のサポートをめざして

から商品を切り抜きワークシートに貼ります。
払ったお金は 1 カ所に集め、皆で管理します。

府内すべての小学校に消費生活相談員が出向

「お買い物」のマスに止まったけれど
「欲しい物」

き、出前講座を行うことは不可能です。今後は

の財布にお金がない場合は買い物ができないの

小学校の教員にこの教材を活用していただける

で我慢します。
「ストップ」
と書かれたマスでは

よう、教材を改良し、学校における消費者教育

必ず止まり、そこに記載されている
「必要な物」

をサポートしていきたいと思っています。

を「必要な物」の財布からお金を払って買いま

写真 3 すごろくに挑戦する子どもたち

す。また、途中でお小遣いをもらえるマスがあ
りますが、申請主義とし、申請せずに通過して
しまったらもらえません。
すごろくに挑戦している子どもたちはとても
楽しそうで、ワクワクしながら商品を選んだり、
クイズに答えたりしていました
（写真 3）。その
2020.7
国民生活

29

気になる

消費生活相談の周辺用語を取り上げ、やさしく解説します。

この用語
第

森田 満樹

Morita Maki 消費生活コンサルタント

（一社）
Food Communication Compass 代表。厚生労働省・改正食品衛
生法に関する懇談会、消費者庁・食品表示一元化検討会委員、機能性表
示に関する検討会委員、食品添加物表示に関する検討委員会委員を歴任。

22 回

つまり最も多く使われた原材料の原産地となり

加工食品の
原料原産地表示

ます。加工食品は何種類もの原材料が使われて
いることが多く、2 位以降の表示まで義務付け
ると複雑になってしまうからです。なお、食品
事業者が新制度に対応するために準備できるよ
う、4 年半の経過措置期間が設けられ、2022

すべての加工食品に原料原産地表示を

年 4 月 1 日から完全義務化となります。

その食品の原産地を知りたいという声をよく

原則は国別重量順だが、
例外も ─２つの原則

聞きます。生鮮食品は
「原産地表示」
が義務付け
られており、売り場で表示されています。
「原料原産地表示」
は加工食品の原材料の原産

新制度の表示方法は、とても複雑です。
原則 1）
国別重量順表示

地を示すもので、これまで漬物など一部の食品
にしか義務付けられておらず、ハムなど原材料

原材料が生鮮食品の場合、その原産地をカッ

名に「豚肉」とあっても原産地は表示されていま

コ内に表示します
（例 1）
。原産地が 2 カ国以上

せんでした。

の場合は重量割合の高いものから表示する「国

消費者庁は 2015 年 4 月の食品表示法施行後、

別重量順表示」となります
（例 2）
。国産品の場

消費者基本計画等で求められた原料原産地表示

合には
「国産」
や一般に知られている地域名を表

の検討を行いました。2016 年の検討会では、消

示できます。
例１

費者意向調査で
「食品購入時に原料原産地名の

原材料名

表示を商品選択のために参考にする」と答えた

豚肉
（国産）
、…

例２

消費者が全体の約 77％を占めること、生産者か

原材料名

らも国産の原材料を選んでほしいという要望が

豚肉
（アメリカ産、鹿児島県産）
、…

原則 2）
製造地表示

あったことなどから、原則すべての加工食品に

原材料が加工食品の場合、その食品が製造さ

原料原産地表示を義務化する新しい原料原産地
＊1

れた
「製造地」
を表示します。
国産品の場合は「国

表示制度が 2017 年 9 月に施行されました。

内製造」
、輸入品の場合は
「○○製造」
（○○は

最も多く使われた原材料の原産地を表示

原産国名）
と表示します
（例 3）
。

すべての加工食品といっても、外食や持ち帰

なお、原材料を生鮮食品の状態までさかの

り弁当など対面販売の食品への表示は不要で

ぼって原産地が判明している場合には、生鮮食

す。とんかつ弁当の豚肉の産地が知りたいと

品の名称と原産地を表示することもできます

思っても表示されません。また、輸入食品は製

（例 4）
。こちらは原材料の原産地を示します。

造した国を示す
「原産国」
表示が義務づけられて

例３
原材料名

おり、対象外です。
表示対象ですが、重量割合上位 1 位の原料、
＊1

新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/
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小麦粉
（国内製造）
、…

用語
気になる この
例４
原材料名

「又は」
でつなぐ可能性表示です
（例 8）
。

小麦粉（小麦（国産））、…

例８
原材料名

一方、加工食品は季節によって原産地が変動

豚肉
（輸入又は国産）
、…
豚肉の産地は昨年度の使用実績順

する場合があります。その場合、国別重量順表
示が困難で、一定の条件のもとで次の 3 つの例

消費者が本当に知りたい表示？

外表示が認められています。
また

例外 1）
「又は表示」

以上のように、新しい原料原産地表示は消費
者にとって分かりやすいものとはいえません。

原産地として使用する可能性がある複数の国
を、使用が見込まれる重量割合の高いものから

検討会で例外 3 の
「輸入又は国産」という表示が

順に
「又は」
でつないで表示する方法です
（例 5）
。

議論されたとき、
「世界中かもしれないという

過去の使用実績などに基づいて表示しているこ

意味になり、消費者の知りたい原料原産地表示

とを併記する必要があります。

とはいえない」
という意見も聞かれました。
実際、
例えば
「ちくわ」
の原材料の魚肉などは、

例５
原材料名

豚肉（アメリカ産又は国産）、…

気候変動の影響である時は A 国、B 国、C 国、

豚肉の産地は昨年度の使用実績順

ある時は国産と、産地が頻繁に変わります。

前述した例 2 では、アメリカ産と国産の両方

また、原則 2 の製造地表示も、消費者の誤解

が使われていますが、例 5 ではアメリカ産だけ

を招きやすく、例えば
「そば粉
（国内製造）
」と

か、国産だけか、混ざって使われているかのど

あっても、原材料のそばは中国産かもしれませ

れかの可能性であることを示します。
一定期間、

ん。製造地表示はあくまでも製造された場所で

例えば昨年度などの使用実績に基づいた可能性

あり、原材料の原産地の表示を指すものではな

表示となります。

いことを知っておきましょう。

4

くく

例外 2）
「大括り表示」

4

原料原産地表示活用のために
消費者啓発を

「又は表示」で 3 カ国以上の外国の産地の原材
料が使われている場合、
「輸入」
とくくって表示
できる
「大括り表示」
が認められています
（例 6）
。

新しい原料原産地表示は、すべての加工食品

輸入と国産を両方とも使っている場合は、
「輸

に表示を義務づけたためにさまざまな例外が出

入、国産」などと表示します。この場合は輸入

て、
消費者には分かりにくいものとなりました。

品の合計のほうが国産品の合計よりも重量割合

一方、事業者側も偽装表示にならないように

が高いことを意味します。また、原材料が加工

さまざまな根拠書類が求められ、対応に苦慮し

品の場合、3 カ国以上の製造地をまとめて
「大

ているようです。これまでも一部の食品に原料

括り表示」で「外国製造」
と表示できます
（例 7）
。

原産地表示の制度はありましたが、表示方法は
「国別重量順表示」
だけでシンプルでした。今後

例６
原材料名

豚肉（輸入）、…

は、原材料の調達状況に応じてさまざまな表示

例７
原材料名

がお目見えすることになりますが、消費者側が

りんご果汁（外国製造）、…

それをどのように読み解くのか。消費者教育な

例外 3）
「大括り表示 + 又は表示」

ど普及啓発の場が増えて、少しでも多くの消費

「大括り表示」と
「又は表示」を併せたもので、

者が新しい原料原産地表示を活用できることを

3 カ国以上の外国産を使う
「輸入」と
「国産」を、

望みます。

昨年度実績などに基づいて重量割合の高い順に
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相談情報ピックアップ
第

12 回

執筆者：国民生活センター相談情報部

SNSをきっかけとした
消費者トラブルにご注意！

相談事例
SNS で
「先着 2,000 名に1万円が、その中の10 名に120 万円が当たる」
というプレゼント企画を見つ
け応募したところ、
「120 万円が当たった」
と連絡が来た。しかし、120 万円相当の FX 自動売買アプリ
を申し込むことになっており、既に 7,000 人が契約しているため、順番を待つように言われた。また、
無料の体験版アプリを勧められインストールしたところ、内容はよく分からなかったが毎日1万円分が
自動チャージされたので、1カ月で 30 万円稼げると思った。ところが後日、SNSに届いたURL にアク
セスすると、セキュリティー費用約 10 万円を支払うように言われた。
「最終募集」とあり、焦ってク
レジットカードで決済した。その後、さらにもうけるには約50 万円の支払いが必要と言われ、再度カー
ド決済してしまった。解約したい。

（20 歳代、女性）

問題点とアドバイス

はしない」
「会いたい」などの投稿やメッセージ

全国の消費生活センター等に寄せられる

はうのみにしないようにしましょう。

＊

（3）家族でSNS利用のルールを話し合う

SNS に関連する相談件数は年々増加していま
す。SNS は便利なコミュニケーションツール

保護者の気づかないところで、中学生・高校

ですが、思いがけず消費者トラブルに巻き込ま

生がトラブルに巻き込まれています。家族で

れることがあります。SNS を安全に利用する

SNS を利用する際のルールを話し合うととも

ために、リスクも認識しましょう。

に、ペアレンタルコントロールやフィルタリン

（1）本当に信用できる相手か慎重に判断する

グ機能も活用しましょう。
（4）身分証明書の情報は絶対に渡さない

SNS 運営事業者の利用規約では
「SNS がきっ
かけでトラブルが発生しても責任を負わない」

「相手が見せてくれたから」
と信用し、
学生証、

旨が定められていることがほとんどです。SNS

運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情

上では話の合う
「知り合い」
でも、本当に信頼で

報を送ってしまうと、取り戻すことは難しく、

きる相手かは分かりません。本当に信用できる

個人情報が悪用され、より大きなトラブルに発

相手なのか、慎重に判断しましょう。

展することもありますので、絶対に渡さないよ

（2）SNS上の広告や投稿、メッセージをうの

うにしましょう。また、SNS 上に投稿された

みにしない

情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰に

自分の写真、身元が分かるような内容は安易に

うたう SNS 上の広告や、
「簡単にもうかる」
「損
＊

書き込まないようにしましょう。

ソーシャル・ネットワーキング・サービス。Twitter、Facebook、YouTube、LINE、Instagram などのこと。

参考：国民生活センター「SNS をきっかけとした消費者トラブルにご注意！ 中高「生」だけじゃなく中高「年」
も」
（2020 年 4 月 9 日公表） 
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200409_1.html
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暮らしの

法律

Q&A

第

97 回

浸水被害の心配はないと言われ購入した
中古住宅が床下浸水したら？
相談者の気持ち
5年前に中古住宅を購入したところ、豪雨で床下浸水しました。購入す
るときには、仲介の不動産屋から近くに川はないし、今まで浸水の被害
はなかったので浸水の心配はないと言われたのですが、損害賠償請求す
ることはできますか？

萩谷 雅和

Hagiya Masakazu 弁護士

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

このような場合、損害賠償請求

これに対して仲介業者は売主ではないので、

をする相手は売主と仲介業者が考

瑕疵担保責任
（契約不適合責任）は負いません。

えられます。まず、売主に対して

また、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明

ですが、水害による浸水は買主が

義務にも土地建物の浸水は含まれていません。

土地建物に通常の注意を払っても

しかし、売主や仲介業者が過去の浸水を知っ

があった
発見できない欠陥つまり
「隠れた瑕疵」

ていたか、または、所要の調査をすれば知るこ

として民法上の瑕疵担保責任を追及して損害賠

とができた場合には、信義誠実の原則から買主

償を請求することが考えられます。2020 年 4

に説明する義務があり、怠った場合は損害賠償

月施行の改正民法では
「契約不適合責任」とい

責任を負うものと考えられ、売主と仲介業者の

い、内容は少し違いますが、施行前に締結され

責任を認めた判決も出されています。

か し

た契約にも改正前民法が適用されるため、本件

相談者は浸水の心配はないと説明されたとの

は改正前民法が適用されます。

ことなので、①その場所は過去に浸水があった

「隠れた瑕疵」というのは、
「通常有すべき品

か ②過去の浸水を売主か仲介業者が知っていた

質を有しないこと」とされています。水害によ

か ③必要な調査をすれば過去の浸水歴を知る

る浸水の可能性があることは、
「通常」
とはいえ

ことができたか、によって損害賠償責任が認め

ませんので「隠れた瑕疵」
に当たる可能性があり

られるかが左右されることになります。特に③

ます。もっとも、洪水による浸水は一般人では

は、市役所等に問い合わせれば、過去に浸水被

予測困難なので、専門家であれば予測可能な場

害があったか分かる場合が多いので、その点を

合に「隠れた瑕疵」
があるというべきでしょう。

確認していたかが問題の焦点になるでしょう。

この事例で「今まで浸水の被害はなかった」
と

なお、2019 年の台風や豪雨により多数の水

いうことが、周囲の状況や過去の浸水歴から専

害が発生したことから、今後、重要事項説明義

門家であっても予測できないことだったのかど

務に水害リスクが加えられる見通しです。
また、

うかが問題になります。

不動産取引時にハザードマップを活用した情報

また、瑕疵担保責任を追及するためには、浸

提供を行うよう国交省が業界団体等に依頼をし

水被害から 1 年以内に損害賠償請求の意思を売

ているので、浸水に関して不動産取引業者に求

主に対して明確に告げる必要があります。

められる注意義務の程度は高くなっています。
2020.7
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暮らしの判例
国民生活センター 消費者判例情報評価委員会

消費者問題を考えるうえで参考になる判例を解説します

投資用マンションの勧誘について説明義務違反による
損害賠償請求を認めた事例
本件は、不動産業者の従業員による投資用マンションの勧誘について、マンション投
資のメリットのみを強調してリスクについて具体的に説明していないとして説明義務違
反を認め、購入代金・諸費用・不動産取得税等の合計額から転売価格を差し引いた額を
損害として、4 割の過失相殺を行ったうえ弁護士費用を加えて損害賠償請求を認容した事
例である。投資用マンションの勧誘トラブルの救済のうえで、参考になる判決である。
（東京高等裁判所令和元年 9 月 26 日判決
〈確定〉
、
先物取引裁判例集 82 号 178 ペー
ジ）

被控訴人兼附帯控訴人：一審原告 X（消費者）
控訴人兼附帯被控訴人：一審被告 Y（不動産業者）
関係者：A（X を勧誘した Y の営業担当者）
B（提携ローンにより融資をした銀行）

で購入した。

事案の概要

X は、自己資金を代金の一部や諸費用の支払

1. 最初の勧誘と契約

いに充て、預貯金がほぼなくなった。

2. 2 件目の勧誘と契約

X は、給与生活者の男性である。X は、勤務
先に投資用マンションの電話勧誘を受けたこと

同年 8 月上旬、A は X に対して、今度は同じ

から、2011年6月にAと面談することになった。

マンションの I 号室の購入を勧誘した。A は、

A は、X に対し、本件マンションの H 号室への

X に対し、年金対策で所有するには退職時に残

投資の計算例を示し、ローンを利用して購入し

債務を無くすことだが、そのためにはもう 1 つ

ても、毎月の負担額は 1 万円弱であり、確定申

投資物件を持ち、退職時に売却し、その売却益

告をすればその節税効果もあるなどと投資のメ

で残債務を返済する方法があると説明した。そ

リットを強調する勧誘をした。そこで X は、Y

の際、A は手書きした計算例を示して、例えば

からあっせんされたB の提携ローンを利用して、

20 年後に I 号室の売却価格が 2500 万円余、残

本件 H 号室を購入することにした。

債務が 1300 万円という試算を前提とすると、
その売却益は 1200 万円なので、それを H 号室

X には、自己資金が 150 万円しかなかった。
B の融資限度額は不動産売買代金の 90％とさ

の想定される残債務約 1300 万円に充てればよ

れていたため、A は売買代金を契約書面上は

いなどと述べ、複数のマンションに投資するメ

2400 万円とする一方で、X との間ではこの代

リットを強調して I 号室の契約を勧誘した。

金額を約 2200 万円に変更する合意書を作成す

X は、A の勧誘に応じることにしたが、自己

る方法により、X に B から約 2200 万円の融資

資金が 1 万円しかなかった。そのため、A は、

を受けさせた。

H 号室の際の融資と同様の方法をとることによ
り、
Xに2200万円余の融資をBから受けさせた。

これにより、X は Y から 2011 年 6 月下旬に

これにより、X は、Y から同年 8 月下旬、I 号室

H 号室を代金と諸費用を合わせた約 2300 万円
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を代金約 2200 万円で購入した。

そのうえで、4 割の過失相殺をして、弁護士費

3. その後の経過

用を加えて損害賠償請求を認容した。

X と Y との間には、賃料保証のあるサブリー

なお、Y は X が H 号室と I 号室を購入したの

ス契約が締結されていたため、しばらくの間は

は 2011 年であり既に 3 年間が経過したことに

毎月の負担額は月 1 万円弱ですんでいた。しか

より損害賠償請求権は時効消滅したと主張した

し、X は Y からサブリース契約の更新後の賃料

が、判決は X が損害の発生を現実に認識するこ

を 1 割下げると言われたことから、2013 年 10

とができたのは X 代理人弁護士に相談した

月頃にサブリース契約を更新しないで家賃収納

2014 年 3 月時点であり、消滅時効は完成して

代行契約に切り替えた。そうしたところ、2014

いないとして排斥している。

年 3 月に、I 号室の入居者が突然退去した。こ

Y が控訴したため、X も附帯控訴した。

れにより、X は、初めて家賃が入らないことを

理

経験した。

由

1. 原判決との関係

X は、今後も同様の事態が起こるのではない

本判決は、
基本的には原判決を支持しており、

かと不安を感じ、消費生活センターに相談した
後、
X代理人に依頼した。Xは、
2017年6月上旬、

事実認定、違法性の認定も大幅な変更はない。

H 号室および I 号室を代金約 1900 万円で売却し

ただし、損害については不動産取得税を損害に

た。そのうえで、X は、本件マンション投資で

加えるなどして 10 万円余り認容額が増えてい

損害を被ったのは、A の勧誘に不利益事実の不

る。過失割合は同じである。

告知、詐欺的な勧誘、断定的判断の提供、説明

2. 事実認定について

義務違反の違法行為があったためであるとして、

X の主張に対し、Y は、A が X に対してリスク

Y に対して民法 715 条 1 項に基づき、H 号室に

を十分説明していたと主張している。しかし、

つき 440 万円余と遅延損害金の支払いを、I 号

本判決は、Y の主張を排斥し、Xの主張に沿った

室につき 354 万円余と遅延損害金の支払いを求

事実経過を認定した。その際、Y は、X が告知

めて同年 9 月に提訴した。

書兼確認書に署名捺印しており、その書面には

4. 原判決の概要

不動産価格が変動することや計算例の値も保証

なついん

原判決（参考判例①）は、X はこれまで不動産

されないことなどが記載されていて、X はリス

の購入や投資の経験をしたことがなく、投資に

クを理解していたと主張した。この点について

充てることができる自己資金も 150 万円程度

本判決は、X は A の勧誘を信じており、この記

であったことから、X に対して多額のローン債

載内容を十分理解していなかったし、署名捺印

務を負担させてまで 2000 万円超のマンション

したことも認識していなかったと認定している。

投資を勧誘する A は、少なくともマンション投

3. 違法性について
そのうえで、本判決は違法性について、次の

資についての空室リスク、家賃滞納リスク、価

ように判断した。

格下落リスク、金利上昇リスク等を分かりやす
く説明すべき注意義務を負っていたのにこれを

まず、原判決と同様に、A の X に対する勧誘

怠ったとして、A の説明義務違反・Y の使用者

は、X 主張の不利益事実の不告知、詐欺的な勧

責任を認めた。

誘、断定的判断の提供に当たる行為があったと

損害としては、購入代金と購入時諸費用の合

まではいえないものの、X はこれまで不動産の

計額から売却代金を差し引いて、H 号室につき

購入や投資を一切経験したことがなく、投資に

400 万円余、I 号室につき 330 万円余とした。

充てることのできる自己資金もわずか 150 万
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円程度に過ぎなかったことから、このような属

たところ勧誘内容と違ってローンの支払いに足

性を有する X に対し、多額のローン債務を負担

りないとか家賃収入が少ないなどの苦情相談が

させてまで各 2000 万円超のマンション投資を

少なくない＊ 1。

勧誘する A としては、少なくともマンション投

マンションを購入しても値上がりするとは限

資についての空室リスク、家賃滞納リスク、価

らず、老朽化や相場の変動による値下がりリス

格下落リスク、金利上昇リスク等を分かりやす

クがあるし、修繕積立金や管理費、固定資産税

く説明すべき注意義務を負っていたというべき

等の負担がある。また、マンションのサブリー

である、と判示した。そのうえで、
「A は、マン

ス契約で管理業者が所有者から借り上げていて

ション投資のメリット（年金対策や税金対策等）

も、その後賃料が引き下げられたりサブリース

のみを強調し、実際には上記のような様々なリ

契約が解除されたりするリスクもある。サブ

スクがあるのに具体的に説明せず、むしろ X が

リースについてはトラブルが多く、金融庁・消

これらのリスクを理解していないことを認識し

費者庁・国土交通省が注意喚起をしている＊ 2。

ながら、リスクを無視したシミュレーションを

さらに、トラブル防止と契約者保護のため 2020

示し、X の誤信に基づいて H 号室及び I 号室を

年 6 月 12 日に
「賃貸住宅の管理業務等の適正化

購入させたものである。」と認定し、A の勧誘に

に関する法律」
が成立した。

は違法行為（説明義務違反）
があったと言わざる

2. 投資用マンションの勧誘事案と適用法令
投資用マンションの勧誘は、本件のように電

を得ないとした。

4. 損害について

話勧誘で始まり、喫茶店や自宅などで契約が締

本判決は、損害について、H 号室に関しては、

結されることが多いので、特定商取引法
（以下、

購入代金 2200 万円余と購入にともなう諸費用

特商法）で言えば電話勧誘販売や訪問販売の類

（登記費用等の合計額）約 90 万円、不動産取得

型ということになる。

税 10 万円余の合計額から売却額である 1900 万

しかし、宅地建物取引業者による宅地建物取

円を差し引いた 400 万円余を損害とした。同様

引については特商法が適用除外となり、許可業

に、I 号室については 340 万円余を損害とした。

者の宅地建物取引の場合には宅地建物取引業法

そのうえで、X の過失相殺を 4 割として、弁

（宅建業法）
が適用される。したがって、不動産

護士費用を H 号室につき 25 万円、I 号室につ

業者の投資用マンションの勧誘事案では、特商

き 20 万円を認め、合計約 490 万円余と遅延損

法のクーリング・オフや取消権は使えない。宅

害金の支払いを認容した。

建業法にもクーリング・オフの規定があるが、

説

特商法の場合と違った制約があるので注意が必

1. 投資用マンションの勧誘

住居での契約の申込みまたは契約締結を請求し

解

要である。例えば、特商法の場合には消費者が

投資用マンションの勧誘は、不動産業者が消

た場合は適用除外となる。これに対して宅建業

費者に対して、マンションを購入すれば、値上

法の場合、自宅または勤務先で売買契約の説明

がりしたところで売却して差益が得られると

を受けることを申し出たときにはクーリング・

か、賃貸して家賃収入が得られるなどと勧誘す

オフできない。また、業者によるクーリング・

るものである。勧誘が強引であるとか、契約し

オフ妨害行為が行われた場合の期間延長の規定

＊1

 019 年 3 月 28 日
2
「20 歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意！−マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではあり
ません−」
（国民生活センター） http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_1.html

＊2

2018 年 10 月 26 日「アパート等のサブリースに関連する注意喚起について」
（金融庁）
https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181026/20181026.html
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も置かれていない。宅建業法のクーリング・オ

実的なシミュレーションを提示し、原告に月々

フができない場合には、民法や消費者契約法に

の返済が小遣い程度で賄えると誤信させた、不

よる救済を検討することになる。民法による場

動産投資をするに当たっての不利益な事情を十

合は、不法行為に基づく損害賠償請求が考えら

分説明していなかったなど、消費者契約法の重

れるが、そのほかにも錯誤や悪質な事案につい

要事項について不利益となる事実を故意に告げ

ては詐欺・強迫、公序良俗違反も検討する。

なかったため、原告はそのような事実が存在し

3. 不法行為責任

ないと誤認し、それによって売買契約を締結し

本件は、投資用マンションの勧誘について、

たものであるから、同法 4 条 2 項による取消し

説明義務違反があるとして、不法行為責任を認

が認められるとした。そして、2 件のマンショ

めた重要な高裁判例である。

ンの購入のための支払総額約 5000 万円から家

投資用マンションの勧誘の場合に、説明すべ

賃収入などの総額を差し引いた約 4700 万円の

き内容や説明の程度が問題となるが、その点に

請求を全部認容した。

つき本判決は、
「少なくともマンション投資に

5. 銀行ローンとの関係

ついての空室リスク、家賃滞納リスク、価格下

銀行との関係では、銀行ローンの支払いを信

落リスク、金利上昇リスク等を分かりやすく説

義則上拒絶できるかが問題となる。一般論とし

明すべき」として、説明の範囲や程度を具体的

ては、売買契約とは別個の契約なので、特段の事

に示しているので、実務上参考になる。

情がある場合を除いて、拒絶できないと考えら

さらに、本判決は、
「告知書兼確認書」
には不

れる。参考判例③は、婚活サイトを利用した投資

動産価格が変動すること、賃料収入は保証され

用マンションの勧誘の事案で、当該事案では認め

ないこと、計算例の値も保証されないことなど

ていないものの、売買契約が公序良俗違反で無

が抽象的に記載されていたとしつつ、X はその

効となる場合において、特段の事情がある場合

記載内容を十分理解していなかったとして、説

には消費貸借契約も無効となると判示している。

明の程度も不十分としている。この種の書面が

一般論は以上のとおりであるが、投資用不動

ある事案が多いと考えられるが、その場合の評

産向け融資に関しては、金融機関に顧客を紹介

価を検討するうえで参考となる。

する不動産関連業者が融資資料を改ざんして提

4. 消費者契約法

出している例があるとして、金融庁が調査結果

投資用マンションの勧誘事案について、消費

を公表し＊ 3、同庁が行政処分に至った事例もあ

者契約法による取消しを認めたものとして、参

る＊ 4。よって、一般論を踏まえたうえで、金融

考判例②がある。

機関の責任が問われる事案かという点も検討す
る必要がある。

本判決は、勧誘に応じて契約した消費者が、
後にマンション価格の下落が判明したことか

参考判例

ら、勧誘に不実の告知、断定的判断の提供、不

①東京地裁平成 31 年 4 月 17 日判決（先物取引
裁判例集 82 号 165 ページ）本件の原審

利益事実の不告知があったとして、消費者契約
法による取消しを求めた事案である。
本判決は、

②東京地裁平成 24 年 3 月 27 日判決（ウエスト
ロー）

売買契約締結の際、重要事項である本件不動産

③東京地裁平成 26 年 10 月 30 日判決（金融・商
事判例 1459 号 52 ページ）

の客観的な市場価格を提示しておらず、家賃収
入が 30 年以上にわたって一定であるなど非現
＊3

2019 年 3 月 28 日「投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果について」 https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328.html

＊4

2
 018 年 10 月5日
「スルガ銀行株式会社に対する行政処分について」 https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20181005/20181005.html
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誌 上法
法学
座座
誌上
学講講
景品表示法を知る・学ぶ
第

5

回

表示規制
（4）
（打消し表示）

古川 昌平

Furukawa Shohei

弁護士

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

第１ はじめに

第２ 消
 費者庁の
「打消し表示に
関する実態調査報告書」

自己の供給する商品・役務を一般消費者に訴

１ 概要

求する方法として、
断定的表現や目立つ表現
（例
えば
「業界 No.1!」
「最大〇時間効果が持続 !!」
「月

消費者庁は、2017 年 7 月に
「打消し表示に関

額〇円のみ !」）を使って、内容や取引条件を強

する実態調査報告書」＊ 2（以下、打消し表示報

調した表示を行うことがあり、一般的に
「強調表

告書）
を公表しました。

示」と呼ばれます。これに対し、一般消費者が強

その際、消費者庁は、打消し表示を含む表示

調表示から通常は予期できない事項であり、商

物を収集して整理・分析を行い、その分析結果

品・役務を選択する際の重要な考慮要素に関す

を参考に、打消し表示を含む表示例
（動画広告、

る表示は、
「打消し表示」
と呼ばれます。例えば、

Web 広告、新聞広告）計 6 点を制作し、Web ア

「結果には個人差があります」
「一部例外があり

ンケートで、成人男女で日本の人口構成に合わ

ます」といったもので、一般消費者向けの表示

せた全国の消費者を対象とした意識調査を行い

の多くにはこの打消し表示が用いられています。

ました
（有効回答者数：1,000 人）＊ 3。当該調査

消費生活相談の現場でも、通信販売での健康

では、一般消費者が打消し表示を
「認識できる
か」
「理解できるか」
が実証的に検討されており、

食品等の「定期購入」
に関する相談件数が年々増
＊1

、相談事例の特徴として、
「定期

実際の消費者の声に基づく貴重な資料といえま

購入が条件であること等の契約内容が認識しづ

す。
打消し表示報告書公表後、
当該考え方に沿っ

らい」ことや「解約条件が認識しづらい」ことが

た措置命令が登場し、打消し表示の適否につい

指摘されています。これは、打消し表示が行わ

て判断が示されるなど、打消し表示を考える際

れていないか、行われていても十分でない場合

に極めて重要な指針となっています。

加しており

に生じ得るものです。

前号で取り上げたとおり、特定の表示が、表

本稿では、消費者庁の
「打消し表示に関する

示の受け手である一般消費者に
「著しく優良」ま

実態調査報告書」を概観しながら打消し表示に

たは
「著しく有利」
と誤認されるかは、表示内容

関する考え方を整理し、直近で打消し表示が問

全体から一般消費者が通常受ける印象・認識を

題となった措置命令事案を見ていきます。

基礎として判断されます。そのため、事業者が

＊1

国民生活センター「相談激増 !「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に !?」
（2019 年 12 月 19 日公表）
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20191219_1.pdf

＊2

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

＊3

 文記載の Web アンケート調査に加え、30 ～ 50 歳代の消費者 6 名 2 グループ（男女別に 1 グループずつ）を対象としたグループインタビュー調
本
査も行われた。
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打消し表示を行っても、一般消費者がそれを認

ア

識し、かつ理解できない場合には、商品・役務

全媒体共通
（46 ～ 48 ページ）

①打消し表示の文字の大きさ

の内容・取引条件について、強調表示で示され

→一般消費者が手に取ってみるような表

たとおりの印象・認識を有する
（誤認する）
可能

示物 ＊ 7 なのか等、表示媒体の特徴も

性があります。特に、強調表示と打消し表示が

踏まえ、一般消費者が実際に目にする

矛盾する場合、一般消費者は何が示されている

状況において適切と考えられる文字の

かよく分からず、結局強調表示の記載内容のみ

大きさで表示する必要がある

認識する可能性があります。

②強調表示の文字と打消し表示の文字の大

したがって、打消し表示が適切か判断する際

きさのバランス

には、
（a）強調表示と矛盾しないか、（b）打消

→①だけでなく、バランスが重要

し表示の表示方法につき、実際に表示を見る一

③打消し表示の配置箇所

般消費者が当該打消し表示を認識できるか、

→強調表示とどの程度離れているかだけ

（c）打消し表示の表示内容について、一般消費

でなく、上記①や②も勘案される

者が理解できるかという3 点の検証が重要です。

④打消し表示と背景の区別

なお、消費者庁 は、 打 消 し 表 示 に 関 して、

→背景の色と打消し表示の文字の色との

2018 年 5 月に「スマートフォンにおける打消し

組合せや、打消し表示の背景の模様等

表示に関する実態調査報告書」＊ 4 を、同年 6 月

が勘案される

に「広告表示に接する消費者の視線に関する実
態調査報告書」＊ 5 と「打消し表示に関する表示

イ

方法及び表示内容に関する留意点
（実態調査報

動画広告
（48 ～ 51 ページ）

①打消し表示が含まれる画面の表示時間

＊6
を公表しています。
告書のまとめ）
」

→打消し表示が含まれる画面の表示時間

２ 考え方整理

の長さだけでなく、画面内に含まれて

（1）	打消し表示の表示方法について
（打消し表

いる強調表示や打消し表示の文字数等

示を認識できるか）

も勘案される（表示時間が短いほど、

打消し表示報告書では、意識調査結果を踏ま

また、文字数が多いほど、一般消費者

え、打消し表示の表示方法
（一般消費者が打消

は、当該打消し表示を正確に認識する

し表示を認識できるか）に関する留意要素が示

ことが難しくなる）

されています（46 ～ 51 ページ）
。全媒体共通・

②強調表示と打消し表示が同じ画面内か

動画広告・Web 広告に分けて解説されており、

③音声による表示の有無

本稿でもそれに沿って留意要素を整理します。

→例えば、強調表示を文字および音声で

これらの「要素」は、1 つを満たせば適切な表示

表示する場合に、打消し表示を文字の

となるものではなく、一般消費者が正しく認識

みで行う場合には、一般注意者は、当

できるかを総合的に検討する必要があります。

該打消し表示に注意が向かず、正確に

＊4

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180516_0002.pdf

＊5

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0002.pdf

＊6

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180607_0004.pdf

＊7

「一般消費者が手に取っ
公正取引委員会は、2008 年に「見にくい表示に関する実態調査報告書―打消し表示の在り方を中心に―」を公表しており、
て見るような表示物の場合には、その表示スペースが小さい場合であっても、最低でも 8 ポイント以上の大きさで表示することが必要である」と
示されていた
（17 ページ）。もっとも、本文記載の①から④は、一般消費者が打消し表示を認識できるかに関する留意要素であり、いずれか 1 つ
を満たせば認識できるというものではない。そのため、打消し表示を 8 ポイント以上で示したとしても、本文記載の①・③・④の要素に照らし、
一般消費者は当該打消し表示を認識できないと判断される可能性はある。
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（3）特に体験談を用いる打消し表示

認識することが難しい

体験談を用いる打消し表示について、おおむ

④複数の場面で内容の異なる複数の強調表

ね次のとおり指摘されています＊ 9。健康食品や

示と打消し表示が登場するか

健康雑貨をはじめ多くの商品・サービスに影響

→当該複数のものが登場する場合には、動

するものであり、この指摘は消費生活相談の場

画中の情報量が多く、一般消費者とし

において極めて重要です。

すべ

ては、1 回見ただけで全ての打消し表
示を正確に認識することは難しい

・打消し表示の実態調査結果から、商品を
摂取した者の体験談を見た一般消費者は

ウ

Web 広告
（51 ページ）
強調表示と打消し表示が 1 スクロール

「
『大体の人』
が効果、性能を得られる」と
＊8

いう認識を抱くといえる。そのため、
「個

以上離れているか

人の感想です。効果には個人差がありま

→1スクロール以上離れて表示されている

す」
「 個人の感想です。効果を保証するも

場合、一般消費者が打消し表示に気づか

のではありません」といった打消し表示

ないときや、当該打消し表示がどの強調

に気づいたとしても、体験談から受ける

表示に対応するかを認識できないとき

「
『大体の人』
が効果、性能を得られる」と

には、打消し表示を正しく認識できない

いう認識が変容することはほとんどない

→一般消費者が打消し表示に気づくか否

・広告物で商品の効果、性能等を標ぼうして

かは、
（i）
強調表示の前後の文脈や強調

いるにもかかわらず、
「効果、効能を表す

表示の近くにある記号等から一般消費

ものではありません」等と記載する表示

者が打消し表示の存在を連想できるか

は、商品の効果、性能等を標ぼうしている

（強調表示を見た一般消費者を打消し

ことと矛盾しており、意味をなしていない

表示の場所まで誘導しているかを含

・実際には、商品を使用しても効果、性能

む）、
（ii）どの程度スクロールする必要

等を全く得られない者が相当数存在する

があるのかといった点が勘案される

にもかかわらず、商品の効果、性能等が

まった

あったという体験談を表示した場合、打

（2）打消し表示の表示内容について

消し表示が明瞭に記載されていたとして

打消し表示報告書では、打消し表示の類型に

も、一般消費者は大体の人が何らかの効

応じ、表示内容に関する留意事項が示されてい

果、性能等を得られるという認識を抱く

ます（90 ～ 92 ページ）
。内容は若干異なりま

と考えられる

すが、いずれも、一般消費者が打消し表示を見

・体験談により一般消費者の誤認を招かな

たり読んだりして当該打消し表示の内容を認識

いようにするためには、当該商品・役務

しても、当該内容を理解できない場合には、商

の効果、性能等に適切に対応したものを

品・役務の内容・取引条件について、強調表示

用いることが必要である。実際には、商

で示されたとおりの印象・認識を有する可能性

品の使用に当たり併用が必要な事項
（例：

がある点で共通します。その場合、一般消費者

食事療法、運動療法）
がある場合や、特定

が強調表示から受けた印象を打消し表示で打ち

の条件
（例：BMI の数値が 25 以上）の者

消すことができないため、不当表示に該当する

しか効果が得られない場合、一般消費者

可能性があります。
＊8

その時点で表示されている画面の行数分だけ「1 画面分下」に移動させることをいう（打消し表示報告書 32 ページ脚注 18）。


（実態調査報告書のまとめ）
＊ 9 「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点
」23 〜 24 ページ
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ウェブサイトで配信した動画上で、次のように

の誤認を招かないようにするためには、

示していました
（図）
。

その旨が明瞭に表示される必要がある

当該表示につき、消費者庁は、あたかも、当

・商品の効果、性能等に関して事業者が

該商品を腹部に使用すれば、当該商品の
「振動

行った調査における
（ i ）被験者の数およ

によって腹部の肉が柔らかくなり」
、かつ、
「電気

びその属性、
（ii）そのうち体験談と同じ

刺激によって腹部の筋肉が刺激されることによ

ような効果、性能等が得られた者が占め

そう

り」
、
「4 週間で腹部の痩身効果が得られるかのよ

る割合、
（iii）体験談と同じような効果、

うに示す表示」であると認定しました。景表法

性能等が得られなかった者が占める割合

7 条 2 項に基づき当該表示の裏付けとなる合理

等を明瞭に表示すべきである

的な根拠を示す資料の提出を求め、ディノスは
提出したものの、合理的な根拠を示すものとは

第３ 措
 置命令事案

認められず、
優良誤認表示と見なされています。

（2020年3月31日付措置命令／
EMS機器の販売事業者4社）

当該表示
（図）には、
「※個人差があり結果を
保証するものではありません」との打消し表示

消費者庁は、EMS 機器の販売事業者 4 社に

がありましたが、消費者庁は、一般消費者が対

対して措置命令＊ 10 を行いました。例えば、株

象表示から受ける当該商品の効果に関する認識

式会社ディノス・セシール
（以下、ディノス）
は、

を打ち消すものではないと判断しました。

自社の販売する EMS 機器商品について、自社
図

現在では実際の動画を確認できないため、正
確な分析は行えませんが、打消し表示が示され

措置命令対象の動画
（一部）

る時間が短かった、白色背景に白色文字で見に
くい、等の点から一般消費者が認識し得ないと
判断された可能性はあるでしょう。また、対象商
品の使用により
「4 週間で腹部の痩身効果が得ら
れる」と示す表示は大部分について効果がある
ことを示すものであり、
「※個人差があり結果
を保証するものではありません」との記載は前
記強調表示の内容と矛盾するまたは強調表示の
内容と大幅に異なるので一般消費者として理解
できない、
との判断がされた可能性があります。
少なくとも、
「個人の感想です」
「個人差があ
り結果を保証するものではありません」等の記
載が、強調表示を見た一般消費者の認識を打ち
消すことは期待し難いでしょう

＊ 11

。

＊10 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200331_01.pdf
 置命令を受けたディノス以外の企業のうち、株式会社オークローンマーケティングは
＊11 措
「※スレンダートーンと適切な栄養管理も行った結果です」
と
「※効果には個人差があります」
と示し、株式会社プライムダイレクトは
「※効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を行った結果です。
」
、ヤー
マン株式会社は
「※効果には個人差があります」
と
「※運動と食事制限を組み合わせた結果です」
を併せて示していた。前述のように、消費者庁が、
「商品
の使用に当たり併用が必要な事項
（例：食事療法、運動療法）
がある場合」
に
「一般消費者の誤認を招かないようにするためには、その旨が明瞭に表示さ
れる必要がある」
と整理した点を意識したものと思われる。しかし、消費者庁は、当該打消し表示につき、一般消費者が対象表示から受ける当該商品の
効果に関する認識を打ち消すものではないと判断した。判断理由は明記されていないが、表示方法の関係で一般消費者が認識し得ないという点が考慮
された可能性はある。また、強調表示では対象商品の使用により痩身効果が得られたかのように示されていること等を考慮し、一般消費者としては強調
表示と打消し表示の関係を理解し得ないと判断された可能性もあろう。消費生活相談の現場では、痩身効果を標ぼうしつつ打消し表示として
「運動と食
事制限を組み合わせた結果」
を示す表示について打消し表示として機能しないと示した実例
（措置命令）
があるという点は念頭に置く必要があろう。

2020.7
国民生活

41

編集・発行

