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近年の墓事情とその背景
小谷 みどり

Kotani Midori シニア生活文化研究所 代表理事

生活設計論、死生学、葬送問題を専門として研究。著書に「だれが墓を
守るのか」
（岩波ブックレット）、「〈ひとり死〉時代のお葬式とお墓」
（岩
波新書）、「ひとり終活」
（小学館新書）など。

も、5 人に 1 人は土葬されていました。このこ

墓に対する意識の変化

とから、子々孫々が同じ墓に埋蔵され、継承、

さい し

日本では、人が亡くなれば、葬儀や死者祭祀、

管理するお墓にはそれほど長い歴史があるわけ

墓の管理は家族や子孫が担うべきだと考えられ

ではないことが分かります。

てきました。

また、
家族のかたちや居住形態が変化すれば、

例えばお墓は、慣習に従って祖先の祭祀を主

お墓に対する意識も変わります。

宰すべき者が継承すると、民法で規定されてい

厚生労働省
「国民生活基礎調査」
によれば、65

ます。慣習とは何か、までは法律には明記され

歳以上の人がいる世帯のうち、三世代同居の割

ていませんが、多くの人は、長男がお墓を継承

合は 1980 年には 50.1％と半数を占めていまし

すると思い込んでいます。
「次男や三男は新し

たが、1990 年には 39.5％、2016 年には 11.0％

くお墓を建てなければならない」
「結婚して姓が

にまで減少しています。昨今では高齢者の 6 割

変わった娘は、実の両親と一緒のお墓に入れな

弱は、夫婦のみか一人暮らしです。

い」と思っている人も少なくないでしょう。

このように
「老後は子どもと関係なく暮らす」

しかし公営墓地や民間霊園では、一緒のお墓

というライフスタイルが当たり前になると、子々

に入れる人の範囲を、お墓を引き継いだ人から

孫々継承することを前提としてきたお墓のあり

みて「6 親等内の親族、配偶者、3 親等内の姻族」

方や、お墓に対する価値観そのものにも変化が

としていることが一般的です。1親等の娘、2 親

みられるのは当然でしょう。

等のきょうだいはもちろん、4 親等のいとこと

1990 年以降、退職後の生活を思い描くなか

同じお墓に入ることは、規約上、何ら問題はあ

で、自分のお葬式やお墓について考える人たち

りません。

も増えてきました。お墓を死後の住まいととら

そもそも「●●家の墓」
のように、子々孫々で

えると、
「誰とどんな墓に入るか」
を考えること

同じ墓石の下に遺骨を安置するようになったの

は、ライフデザインの重要な事柄です。住んだ

は、火葬をするようになったからです。

ことのない土地にあり、一緒に住んだことのな

厚生労働省「衛生行政報告例」
によれば、今で

い夫の先祖と墓の下で初めて同居することに抵

こそ火葬率は 99.9％を超えていますが、1970

抗を感じる女性は少なくないかもしれません。

年には火葬率は 79.2％でしたので、50 年前で
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市民団体、寺院や教会などの宗教施設のほか、老

多様な墓のかたち

人ホームなどの高齢者施設もあります。血縁を

ふん ぼ

いわゆるお墓は、
法律では
「墳墓」
といいます。

越えた人たちで入るこうした共同墓は、子々

墳墓とは、「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵す

孫々での継承を前提としない点が特徴です。寺

る施設」とされています。

院が運営する共同墓は永代供養墓と呼ばれ、寺

日本のお墓といえば、縦長の石に
「●●家の

院が子孫に代わり、故人の供養やお墓の維持管

墓」
「先祖代々の墓」と刻まれたかたちをイメー

理をします。共同墓を運営する市民団体の中に

ジする人が多いかもしれませんが、昨今、墓石

は、生前に契約者同士で定期的に親睦会を催し

に刻む文字が多様化しています。
家名ではなく、

たり、
共同墓参をしたりするところもあります。

「愛」
「志」
「平和」
などの単語であったり、
「ありが

またロッカー式の納骨堂は、
本州や四国では、

とう」
「 偲」など、遺族から故人へのメッセージ

お墓を建てるまでの一時的な安置施設として利

を刻んだりする墓石が増えています。音楽好き

用されることが多かったのですが、最近では、

だった故人のために、楽譜を墓石に刻んだお墓

「●●家の墓」
として納骨堂を利用する人が増え

や、バイオリンやピアノのかたちをした墓石を

ています。厚生労働省
「衛生行政報告例」
によれ

建てる遺族もいます。こうしたお墓は、先祖を

ば、東京都では 2005 年には納骨堂は 310 施設

祭る場所というよりは、故人が生きた証や故人

ありましたが、2010 年には 347 施設、2018 年

の死後のすみかとしての意味合いが強いのかも

には433施設にまで増加しています。東京では、

しれません。

広大な用地の確保は難しいこと、仮に土地が

お墓の大きさも、都心では小さくなる傾向に

あっても、近隣住民からの反対が根強いことか

あります。1990 年代初頭では、首都圏の民営墓

ら、新たに墓地を造成するのは現実的ではあり

地で売り出されていた一般的な区画は 3㎡でし

ません。それに比べ、ビル型の室内納骨堂は狭

たが、2000 年頃には 2㎡の区画が中心になり、

小地でも建設できるため、
増加傾向にあります。

最近では 1.5㎡に満たない区画が多くなってい

さらに、墓石を建てるお墓より、納骨堂のほ

ます。30 年前に比べると半分の大きさです。も

うが廉価なうえ、お参りしやすい交通至便な場

ちろん、
「先祖のために立派な大きなお墓を建

所にあることが多く、
墓掃除も不要である点が、

てたい」という人もいますが、
「小さくても故人

遺族に支持されています。

らしいお墓を」
と考える人も少なくありません。

一方、お墓に納骨せず、海などに散骨する方

夫婦や家族などではなく、血縁を越えた人た

法を望む人もいます。法律では墓地以外での埋

ちと一緒に入る共同墓や合葬墓を志向する人も

蔵は禁じられていますが、散骨は遺骨をまくの

います。ここ数年、こうした共同墓を公営墓地

であって、埋蔵ではないため、違法ではないと

に新設する自治体が増えています。故人か遺族

されています。

が市民であることを申し込みの条件とする自治

しかし日本には散骨に関するルールはなく、

体が大半ですが、東京都や高松市、浦安市、さ

散骨する人のモラルや業者の自主規制に任され

いたま市、大阪市などでは、生前に申し込むこ

ているのが現状です。2005 年には、北海道の

とができます。一方、広島市のように、既に遺

長沼町で、散骨を請け負う団体と住民との間で

骨のある遺族でなければ申し込めない自治体も

トラブルが起き、墓地以外に人骨をまくことを

あります。

禁じた
「長沼町さわやか環境づくり条例」
が施行

共同墓を運営する主体は自治体だけでなく、

されました。現在、岩見沢市、秩父市、松島町で
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も散骨は規制されており、熱海市や伊東市など

し、更地にして墓地管理者に返還しなければな

散骨のガイドラインを定める自治体もあります。

らないほか、新しいお墓を建てる場合には、新

散骨と同様に、遺骨を自宅に安置することも

しい墓石を建てることを条件にしている墓地が

法律上、何の問題もありません。子どもを亡く

少なくないうえ、古い墓石を運搬するよりも新

し、親のどちらかが亡くなるまで、骨壺を自宅に

しく墓石を建立するほうが安いケースもあり、

安置している遺族もいます。最近では、全国の

古い墓石は処分しなければならないことが一般

有名窯元の高級骨壺、ゴルフボールやサッカー

的です。

つぼ

ボール型の骨壺、パステルカラーのポットやガ

「この先、お墓を維持管理する子どもがいな

ラスの骨壺などもあり、
自宅に安置していても、

い」
、あるいは
「子どもには託したくない」など

インテリアとして違和感のない骨壺もあります。

の理由で、
先祖のお墓を処分してしまいたいと、

遺骨の一部を
「手元供養」
として安置している

「墓じまい」
をする人もいます。その場合、継承

人もいます。手元供養には、遺骨を小さな容器

を前提としない共同墓などに遺骨を改葬する方

やペンダントに入れるタイプと、遺骨をダイヤ

法もありますが、お墓に安置されていた遺骨を

モンドやプレートなどに加工するタイプなどが

海などに散骨するなどして、先祖のお墓を片付

あります。

けるケースもあります。
改葬にせよ、墓じまいにせよ、墓地を更地に

墓の問題

して返還しなければならない点は同じですが、

昨今、先祖のお墓を引っ越す
「改葬」
が増えて

事前に親族に了解を得ておくことをおすすめし

います。

ます。墓相やお墓の吉凶にこだわる親族がいれ

改葬の理由はさまざまです。かつては、同じ

ば、
「お墓を動かすと子孫が途絶える」
「墓石を

集落に親族が住み、親戚付き合いが濃厚でした

壊すと親族に災いが起きる」などと言われ、ト

が、親族付き合いが希薄になってくると、遠く

ラブルになることもあるからです。
ぼ だい

にあるお墓の掃除や管理をその地に住んでいる

また菩提寺にあるお墓を改葬する場合、これ

親族に任せていることを負担に感じ、お墓を近

を機に菩提寺との関係を解消したいという人も

くに移したいと考える人もいます。
遠くにあり、

いるでしょうが、離檀料と称するお布施として

法事やお葬式以外は疎遠になっているお寺との

法外な金額を菩提寺から要求されたというトラ

付き合いをやめたいと、お墓をお寺から公営墓

ブルが報告されています。本来は、お布施をお

地などに移す人もいます。
また子どもがいない、

寺側から請求されることはあり得ませんし、消

あるいは子どもはいても墓守の負担をさせたく

費者に支払い義務もありません。お布施を払わ

ないという理由で、継承を前提としない共同墓

なかったからといって、改葬できないわけでも

などに移したいという人もいます。

ありません。
しかし、改葬や墓じまいを検討していること

実際、厚生労働省
「衛生行政報告例」
によれば、
無縁墓の引っ越しを除くと、2000 年には 6.5 万

をあらかじめ菩提寺に相談することは、墓の維

件ほどだった改葬件数は、2018 年には 11 万件

持管理や先祖祭祀でお世話になった菩提寺に対

にまで増加しています。

してのマナーではないかと思われます。これま

ただし、改葬には市区町村での手続きが必要

で行ってきた法要のお布施の金額を目安にお礼

で、自分の先祖のお墓であっても勝手に移すこ

を渡し、お寺に感謝の気持ちを伝えるといった

とはできません。また改葬時には、墓石を撤去

配慮も必要です。
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一方、改葬も墓じまいもされず、何年もお参

れています。

りの形跡のない無縁墓の増加が社会問題となっ

その 1 つに、引き取り手のない遺骨がここ

ています。

20 年間、各自治体で急増していることが挙げ

熊本県人吉市では、2013年に市内の全 995カ

られます。しかも身元が分からない行旅死亡人

所の墓地を調査したところ、4 割以上のお墓が

（本人の氏名、本籍地・住所などが判明せず、か

無縁化し、中には 8 割以上が無縁墓になってい

つ遺体の引き取り手が存在しない行き倒れた死

る墓地がありました。東京都では2000年以降、

者）ではなく、多くの遺骨は、身元が判明し、親

年間管理料を 5 年間滞納し、親族の居場所が分

族も分かっている点が、昨今の傾向です。日本

からない無縁墓を撤去していますが、今後増え

では、死後、火葬をしたり、納骨したりする人

る無縁墓対策として、2012 年に無縁合同墓を新

がいない場合、自治体が遺族に代わって行うこ

たに整備しています。川崎市でも 2014 年から

とが義務づけられています。

無縁墓の撤去をはじめ、12,000 体分の無縁合同

自治体が引き受ける遺骨が全国で最も多い大

墓を設置しています。墓地の管理者は、一定の手

阪市では、2018 年には 2,366 体が公営の無縁

続きを踏めば無縁墓を撤去することができます

堂に安置されましたが、このうち、身元が分か

が、その費用は墓地の管理者負担です。したがっ

らない行旅死亡人は 50 人もいません。無縁遺

て無縁墓が増加すれば、墓地の景観が悪くなる

骨の割合は大阪市内で亡くなった人の 8.3％、つ

だけでなく、墓地の運営にも支障が出ます。

まり12 人に 1人は無縁堂に安置されているので

引き取られない遺骨の増加

す。経済的に余裕があっても、既婚者であって
も、親族との関係が疎遠だったために、死後に

そもそも遺族がいない死者も増えています。

無縁遺骨となるケースは珍しくありません。

50 歳時点で一度も結婚経験のない人の割合は、

もちろん、生前にいくら疎遠だったといって

2015 年には男性が約 23.4％、女性が約 14.1％

も、親族の遺骨を無縁遺骨として自治体に預け

でした。1990 年以降、男性の 50 歳時の未婚率

ることに抵抗を感じる人もいます。そのためか

が急増していますが、1990 年に 50 歳だった人

ここ数年、遺族や親族からの
「送骨」
を引き受け

＊

は今年、80 歳を迎えます 。これまで亡くなっ

るお寺が全国で増えています。ゆうパックで遺

た男性の中で一度も結婚したことがなかった人

骨を送る際に納骨代として 3 万円ほどかかりま

はほとんどいなかったのですが、まもなく生涯

すが、
「納骨に高額な費用をかけられない」
「遺族

未婚の男性がどんどん亡くなっていく社会が到

が高齢で納骨に立ち会えない」
「遺族がいない」

来します。

などの理由で利用されているようです。

どんな人も自立できなくなったら、誰かの手

血縁、親族のネットワークだけでは老い、病、

を借りなければなりません。しかし、家族がい

死を永続的に支え続けることは不可能なところ

ても高齢で頼れない人、別居する子どもに迷惑

まで、日本の社会は変容しています。子々孫々で

をかけたくないと考える人、あるいは頼れる家

お墓を継承していくのが当たり前ではなくなり、

族や親族がそもそもいない人たちの急増で、自

改葬や墓じまい、無縁墓や引き取られない遺骨

立できなくなった場合、家族以外の誰に頼れば

の増加など、
さまざまな問題が露呈しています。

よいのかという問題が昨今、クローズアップさ
＊

国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2019 年）」

2020.8
国民生活

4

特集

特集

2

現代の墓事情に関する知識とトラブル

墓の種類と選び方、埋葬の手続き
横田 睦

Yokota Mutsumi 公益社団法人全日本墓園協会 理事

墓地や納骨堂、火葬場などに関する研究者
（博士
（工学）
）
。同協会主管研
究員、日本環境斎苑協会 常任理事。通称に
「お墓博士」
。

て ” 回る」②
「墓地使用規則
（契約約款）をよく

墓地は大きく 3 種類に
分けられる

“ 見て （
” ＝読み込み）理解する」③
「これらを、
一人で見るのではなく、お墓にかかわる方々と

墓地、という言葉を耳にされた場合、皆さん

一緒に “ 見る ”」を心がければ、後悔しない、間

もお聞きになったことがあるのは、公営墓地、

違いないお墓選びができます。

寺院境内墓地または寺院墓地
（民営墓地）
、公園

まず、
公営墓地について。自身が自治体に「公

（民営墓地）
の 3 つでしょう。
式墓園＊1

営墓地を探している」
と尋ねれば、
「申込み要領」

公営墓地は、地方自治体が設けた墓地のこと

を教えてもらえます。ただ、
公営墓地が“満杯”、

です。ただ、必ずしも公募されているわけでは

または仮に募集してはいても、お墓のかたちが

なく、申し込みには
「条件」
がある場合もあるの

あらかじめ決められていること
（最近では
「合葬

で、居住地の自治体に問い合わせてください。

墓」
のみという）
もあります。

民営墓地は、大きく、そのお寺の信者
（檀家）

公営墓地が公募されていないなら、これに代

にならなければならない
「寺院境内墓地」や
「寺

わる、
民営墓地を探すことになります。
インター

院墓地」と、特にそうした条件は無く、あらか

ネットを使うと、たくさんの民営墓地を検索す

じめ定められた使用規則
（契約約款）
に基づいて

ることができます。ただ、
あまりにも“たくさん”

運営される
「公園式墓園」の 2 つに分けられま

過ぎて面食らってしまうかもしれません。

す。特に後者、公園式墓園は “ 公益法人 ” が運

1 つのアイデアですが、仮に “ 満杯 ” であっ

営しているもののほかに、宗教法人が運営して

ても、取りあえず公営墓地に足を運んでみては

いるものも珍しいことではありません。ですか

いかがでしょう。ほぼ、間違い無く、その公営

ら、宗教法人が運営している墓地を選ぶ時には、

墓地での
「お墓」
の仕事に携わっている石材店が

詳しい説明を求めるだけではなく、寺院境内墓

軒を並べています。そして、それら石材店は公

地なのか、公園式墓園なのか、おのおのの墓地、

営墓地だけではなく、
幾つかの民営墓地にも“出

墓園で定められている使用規則
（契約約款）を、

入り ” をしています。それを紹介してもらう方

隅々まで穴が開くほど “ 読む ”（
「見る」
ではあり

法もあります。また、同じ公営墓地に軒を並べ

ません！）必要があるでしょう。

ているおのおのの石材店でも、“ 出入り ” して
いる民営墓地は異なります。この段階では、気

「お墓探し」のポイントは
3 つの「見る」

兼ねせず、他の石材店にも声を掛けて
「たくさ
んの墓地を “ 見て ”」
回りましょう。

すなわち、①「なるべくたくさんの墓地を “ 見
＊1

「寺院墓地」や
「公園式墓園」の民営墓地の中か

一般的に、その名称が「○○霊園」
「○○聖地（苑）」
「○○メモリアル（パーク）」などと呼称されるもの
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2 墓の種類と選び方、埋葬の手続き

ら、幾つかの候補を絞り込んだら、その墓地のパ

規則や約款を確認したうえで、墓地の経営主体

ンフレットなどのほかに、その墓地で定めてい

と墓地の使用契約を交わさねばなりません。次

る「墓地使用規則（契約約款）」も取り寄せます。

に使用権を取得したうえで石材店と建墓の契約

もし、「『墓地使用規則』は契約をしない方には

を交わすことになります。

渡せません」と、断られたら、墓地や墓園内の施

ちなみに、財団・社団の公益法人、宗教法人の

設や設備、パンフレットなどが立派なものでも、

墓地の場合、その園内で建墓工事は特定の石材

候補からは外すべきです。当然です。
「契約した

店に限られます。
これを指定石材店といいます。

後でなければ約款を渡せない」
というのは、
「お

公益法人、宗教法人の墓地以外にも多くの墓

墓探し」
に限らず、あまりに一般常識からかけ離

地が供給されている中で、あえて指定石材店の

れています（同じく、契約を急がせるのも要注

ある墓地を選択するとなると、墓地使用契約後

意。むしろ避けたほうがよいといえましょう）
。

には、別の石材店から見積もり、比較をしても、

ただし、「寺院墓地」
の場合、特段、墓地の使

指定石材店以外に仕事を依頼することは基本、

用規則などはそもそも定めていないこともあり

できません。もし、
複数石材店との“相見積もり”

ます。なぜなら、墓地はその寺院の信仰の空間

をしたい場合、当該墓地との使用契約を交わす

の一部であり、墓地を使う人々は単なる
「墓地

前に、墓地側と話し合う必要があります。

使用者」ではなく、その寺院の信者であるから

先ほど
「石材店に墓地を紹介してもらっては」

です。そこには “ 世俗 ” における契約の概念は

と述べたのは
「石材店を入り口にして、墓地を

希薄であります。このことはキリスト教やその

紹介してもらう」
という探し方になります。

他の宗教の墓地でも同様のことがいえます。

お墓をめぐる書類・手続き

そして、墓地のパンフレットなどは眺める程

わが国では、古くから “ 土葬 ” という考え方

度でも構いませんが、「墓地使用規則（契約約
款）」は精読し、不明な点、不詳な箇所があれば、

が基本になっておりましたが、現在ではほぼ

再度、墓地に照会し、内容を確かめるべきです。

100％といってもよいほど“火葬”です。そこで、

これが
「墓地使用規則（契約約款）をよく “ 見

「お墓をめぐる書類・手続き」
については、火葬

て ”( ＝よく “ 読み込み ”) 理解する」ことです。

を前提にして進めます。

“お墓”
に焼骨を納めるための手続き

最後に。あなたが用意する
「お墓」
はあなた“だ

−お亡くなりになられてから

け ” のものではありません。将来、引き継ぐ人
のものでもあります。あなたにとって“よい”と、

人が亡くなると、その死を確認した医師が死

思われたお墓であったとしても、代が変わった

亡診断書
（あるいは死亡検案書）を作成します。

時、果たしてどうなるでしょう。また、墓地使

遺族はこの書類を死亡地、もしくは遺族が住ん

用規則も、あなた以外の方が読めば、新たに不

でいる市区町村の窓口
（通常は戸籍関係の窓口）

明な点、不詳な箇所が出てくるかもしれません。

に死亡届とともに提出します
（夜間も受け付け

はじめに
「一人でなく、お墓にかかわる方々と

てくれます）
。受理した担当者からは、引き換え

“ 見る ”」としたのは、こうしたことです。

に
「火葬許可証」
の申請書が渡され、その申請書
により、交付されます
（墓地、埋葬等に関する法

お墓を設けるための
２つの契約

律
（以下、墓埋法）の第 5 条、第 8 条）
。地域・市
区町村によっては、土葬をするために必要な「埋
葬許可証」
と併用して使えるように
「埋・火葬許

「お墓」を建てるには、通常、2 つの契約を交

可証」
としている場合もあります。

わさねばなりません。まず、
「お墓」
を建立する

だ び

「火葬許可証」
は、故人を荼毘に付す際、火葬場

ための区域＝墓所の使用権を取得するために、
2020.8
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2 墓の種類と選び方、埋葬の手続き

お墓に焼骨を納めた後の手続き−改葬

の管理者に渡し（墓埋法第 14 条）、火葬が行わ

原則としては、お墓の使用者
（名義人）
が、墓

れ、骨壷に焼骨が納められた後は、これを証明す

地管理者から、その焼骨が現に墓地にあること

る意味で、
「
（火葬をした）
日時」
「
（管理者の）
署名」
「（火葬場の）公印」を「火葬許可証」に記しても

を明らかにした
「埋蔵証明書」を用意してもら

らったうえで返してもらわねばなりません
（墓

い、
「改葬許可証」
の申請書に必要事項を記入し

埋法施行規則第 8 条）。市区町村によっては、こ

たうえで、その
「証明書」
と、当該墓地の所在地

の「許可証」を、申請者
（多くは、喪主や施主）
に

となる市区町村に提出すれば、
「改葬許可証」が

直接渡さず、（なくさないように）
骨箱や骨壷の

交付されます
（墓埋法施行規則第 2 条）
。
埋蔵の時と同様、墓地によって別途必要とさ

中に納めて渡す場合もあります。
入っているか、

れる書類があります。改葬時の納骨の前に、墓

確認してください。

地に問い合わせをして確認してください。

この後は焼骨を、お墓の使用者
（名義人）
が、墓

ただ、先の “ 分骨 ” の場合でも述べたとおり、

地の管理事務所の職員
（寺院墓地なら、住職）に
渡すことで、納めることができます
（墓埋法第

改葬がなじまない慣習の地域あるいは焼骨に対

14 条）
。また、墓地によって別途必要とされる書

し特別な感情を抱いている関係者、時には当の

類があります。さまざまなケースがありますの

墓地の管理事務所の職員らからの反発を受け、

で、納骨をする前に、墓地に確認してください。

発行を認めないか、あるいはとんでもない条件

お墓に焼骨を納めた後の手続き−分骨

を突き付けられることもあります。

故人をめぐる親族の事情で、
焼骨を分けたい、

そうした場合、
「
（
『埋蔵証明書』に）より難い

という場合もあるでしょう。
「分骨」
です。

特別の事情がある場合にあっては、市町村長が

分骨は焼骨を納めた墓地ばかりではなく、火

必要と認めるこれに準ずる書面」
（墓埋法施行

葬場で荼毘に付された後、骨壷に納める前に行

規則第 2 条第 2 項一号）を添付する方法があり

う場合もあります
（墓埋法施行規則第 5 条第 3

ます。ただ、具体的にどのような書面を提出す

項）。事前に火葬場の管理者に依頼をしておけ

るのか、明確に述べられてはいません。

ば、親族一同が集まって拾骨が行われる前に、

ですが、当該墓地の権利証、墓地の管理事務所

そっと、喪主や施主など、ごくごく身内の方と

と話し合った際の内容の詳細
（改葬を拒否され

ともに、焼骨を分骨し、その証明書を交付して

ている経緯・理由）
を書面で取りまとめ、改葬す

くれるでしょう。分骨をした旨の証明書を受け

る
（したい）
故人の除籍謄本などを墓地使用者
（名

取らないと、その分骨した焼骨を、他日、お墓

義人）
が、市区町村長に提出すれば、墓地側にも

や納骨堂などに納められません。なぜ、拾骨が

事実確認を行ったうえで、
交付されるはずです。

行われる前に、“ 分骨 ” するのかというと、“ 分

もし、交付されない場合、書類がそろっている

骨 ” がなじまない慣習、あるいは焼骨に対し、

ことを確認したうえで窓口に申し出ましょう。

特別な感情を抱いている参列者から反発を受け

なお、公益社団法人全日本墓園協会では、墓

ることがあるからです。

地をめぐるさまざまな問題を調査し、FAQ に

墓地に納めた後で分骨をする場合、墓地の管

まとめています
＊3

＊2

。そのほかにも活動実績のあ

がありますので、幾つかご覧になら

理事務所に分骨と、その証明書の交付を求めま

る団体

す（墓埋法施行規則第 5 条第 1 項）
。

れて参考にするとよいでしょう。

＊2

公益社団法人全日本墓園協会 墓地の経営・管理に関する FAQ

http://www.zenbokyo.or.jp/h28kenkyu_faq/index.html

＊ 3	一般社団法人仏教情報センター 仏教テレフォン相談 http://bukkyo-joho.com/1_tel/
一般社団法人日本石材産業協会 全国お墓なんでも相談室 http://ohaka-madoguchi.com/
一般社団法人全国優良石材店の会 http://www.zenyuseki.or.jp/
全国石製品協同組合 お墓の相談窓口 https://ohakanohikkoshi.com/sodan/
株式会社鎌倉新書 いいお墓 https://www.e-ohaka.com/
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「墓じまい」
「改葬」
で後悔しない！

お墓の承継を実在のトラブル・
解決策から学ぶ
株式会社鎌倉新書

超高齢社会を突き進み、
核家族化が進むなか、

一方で、自宅からのアクセスを重視する人が

お墓を取り巻く環境も大きな変化を続けていま

増えてきたのが、
昨今の大きな特徴といえます。

す。株式会社鎌倉新書では毎年、実際にお墓を

実際に、弊社相談窓口にも
「実家のお墓を現在

建てられた人を対象として
「お墓の消費者全国

の住まいの近くに移したい」
「子どもに迷惑をか

実態調査」を実施し、お墓選びの最新動向を調

けたくない」といった相談が多くなってきまし

査しています。その調査結果から、
「お墓選び

た。そこで、本題の
「墓じまい・改葬」
です。

で最も重視したこと」を、本稿の入り口とした

「墓じまい」と「改葬」の違い

いと思います。
“ ●●家の墓 ”といった
「一般墓」のほか、樹木

同調査では、購入したお墓が新規の購入か、

葬や納骨堂などの登場により、お墓の種類を重

改葬のための購入かについても聞いています。

視したお墓選びが主流です
（図 1）
。

2017 年から行っていて、2019 年の調査結果
をもって 3 年の推移を見て取れました
（図 2）
。

（n=828）
図 1 お墓選びで最も重視したこと

冒頭で
「超高齢社会を突き進み、核家族化が
進むなか……」と記しているとおり、改葬の希
望者が増えていると想定していたのですが、結
果をみると、新規購入者に比べて改葬のための
お墓を購入した人の “ 割合 ” が減ってきていま
す。厚生労働省の
「衛生行政報告例」によると、
改葬の “ 件数 ” は近年、大きな伸びがみられ、
最新のデータでは 11 万件を突破しているのに
もかかわらずです。
これは想像の域を出ませんが、ひとつには、

図 2 お墓の購入目的

ごう し

改葬の需要以上に樹木葬や合祀墓・納骨堂など
の需要が増えていると推察されます。今後、ど
のように推移していくかも調査対象ではありま
すが、
核家族化や都市部への人口流入を背景に、
改葬・墓じまいをする人はこれからも増えてい
くものと考えられます。
さて、
「墓じまい・改葬」
と並列で表記すると
同じものと思われるかもしれません。まずは、
両者の違いを整理しておきましょう。
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「墓じまい」
「改葬」
で後悔しない！

3 お墓の承継を実在のトラブル・解決策から学ぶ

意外と手間がかかると思われた人も多いので

墓じまい

はないでしょうか。しかしお墓とは、遺骨を納

お墓を片付けて更地にし、墓地の管理者

めて故人を弔い、祭るためのものですので、丁

に返還すること。埋葬されていた遺骨は別

寧に進めてしかるべき、ともいえます。

のお墓に引っ越し
（改葬）するか、合祀墓に

しかしその一方で、丁寧に進めるべきと考え

埋葬するなどの選択となる

改

られるからこそ、ささいなことがトラブルの種
になりかねません。起こりがちなトラブルを紹

葬

介しますので、改葬時に回避できるよう注意し

今あるお墓から遺骨を取り出し別のお墓

ましょう。

に移すこと。既存のお墓を更地に戻し、新

1. 家族・親族間のトラブル

しいお墓に納骨する

お墓とは、家族はもちろん親族にとっても心
のよりどころともいえる存在であり、
場所です。

それでは、それぞれについて実施時に気をつ
けるポイントや、事前に確認しておきたいこと

だからこそ改葬では、その承継者の一存だけで

などを解説していきます。

決めずに、親族も交えてしっかり話し合い、同
意を得ておくことが大切です。

順序と起こりがちなトラブル

もともとあったお墓だけでなく、新しいお墓

墓じまいとは、今あるお墓から遺骨を取り出

を決定する際も同様に、できるだけ多くの親族

し、更地に戻すこと。改葬は、簡単にいえばお

が納得できる地域を選び、お墓参りなどに支障

墓のお引っ越し。と考えると、今あるお墓の管

を来さないように配慮します。埋葬した遺骨を

理者の同意が必要になります。改葬先が決まっ

取り出すのは縁起が悪いと考える人がいる場合

ている場合は、改葬先の管理者との間で情報を

は、先祖を供養するうえで最良の選択であるこ

共有しておかなければなりません。それも含め

とを理解してもらうほかありません。

て、墓じまい・改葬の一般的な流れを簡単に説

家族・親族とのトラブルの解決策

明します。

家族や親族とのトラブルを避けるために大切

墓じまいの順序

なのは、勝手に決めずに相談すること。例えば

1. 改葬元に墓じまいの意思を伝える

合祀タイプのお墓への改葬の場合、合祀に嫌悪


または「納骨証明書」を発行
2.「埋葬証明書」

感を持つ人も、親族にいるかもしれません。思

してもらう

い立ったが吉日ですぐに相談するのはよいです

3. 改葬または合祀墓への埋葬申請を行う

が、今日相談して明日には同意を……といった

を行う
（※）
4. 閉眼供養（お魂抜き）

類いのものではありません。期間に余裕をもっ

5. 墓石を撤去する

て、じっくり話し合いましょう。

たま

ぼ だい

改葬の順序

2. 改葬元
（菩提寺）
とのトラブル

1. 改葬元に改葬の意思を伝える

改葬では、改葬元に改葬の意思を伝えること

2. 改葬先の墓地を確保する

から始まります。この際、特に寺院墓地に多い

3.「改葬許可申請書」
「埋葬証明書」
を用意する

のが、
「改葬は認めない」
として首を縦に振って

4. 改葬許可の申請をする

もらえないことです。例えば、それまで何十年、

5. 閉眼供養（お魂抜き）
を行う
（※）

人によっては 100 年を超える長きにわたって供

6. 墓石を撤去する

養してきて突然
「改葬する」
となれば、寺院側が

7. 改葬先に納骨する

気分を害するというのも分からなくはないかと

 ※仏教の場合
8. 開眼供養（お魂入れ）
を行う
（※）

思います。また、特に地方部では、過疎化が進

2020.8
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特集
特集

現代の墓事情に関する知識とトラブル

「墓じまい」
「改葬」
で後悔しない！

3 お墓の承継を実在のトラブル・解決策から学ぶ

み檀家が減り続け、それこそ死活問題という声

先の石材店があるのが一般的で、その石材店以

も多くあります。改葬許可申請書に印鑑を押し

外は基本的に工事を行えないでしょう。

てくれない、閉眼供養をしてくれない……と、

また石材店との間でも、墓石の撤去費用のト

何かとトラブルになることがあるようです。

ラブルがあるようです。
「想定していたよりも

改葬元とのトラブルの解決策

高額の費用を請求された」というもので、頭に

まずは、住職をはじめお世話になった方々に

入れておくとよいでしょう。

対して感謝の気持ちを伝えることが大事。そし

石材店とのトラブルの解決策

て、改葬理由を正しく伝え、理解してもらうこと。

改葬について事前に墓地の管理者に話を通す

具体的な進め方や事務手続きはその後、です。

際に、石材店の指定についても確認しておくの

寺院によっては離檀料を請求される場合もあ

がトラブル回避の第一歩です。改葬先で依頼す

りますが、もし納得がいかないようであれば、

る石材店と同じなら話はスムーズですが、もし

弁護士などの第三者を交えて話し合いを進める

異なる石材店だったとしても事前の情報共有が

ことが得策です。改葬先には、基本的に仲介に

なされていれば話が複雑になることはないで

入ってもらえません。

しょう。

お墓のことなどで相談がある場合は、一般社

石材店からの高額請求に驚いた、とならない

団法人仏教情報センターのテレフォン相談

よう、事前に見積もりをきちんと、細かく取る

（03-3811-7470）などに相談するのもよいで

こと。高額な費用を請求されたら、弁護士など

しょう。

専門知識を持った第三者に委ねること。この 2

3. 永代使用料のトラブル

点を押さえておきましょう。

お墓を購入する際、寺院や霊園に永代使用料

お墓の承継問題はよく考えて、
そして相談して

を払っている人もいると思います。この永代使
用料は、供養しなくなるからといって返金され
ることは、基本的にはないでしょう。お手元に

最後に、
「お墓を受け継ぐ側」ではなく、「お

墓地の使用規則などがある人はぜひ確認してく

墓を承継する側」
の立場の話をします。

ださい。ほとんどの墓地で、
「永代使用料の返

子どもがいても、お墓問題で子どもにできる

納はしない」という旨の記述があるはずです。

だけ負担をかけたくないと思っている親御さん

永代使用料のトラブルの解決策

も多いと思います。自分自身がお墓を守ること

トラブルを避けるには、契約前に確認するこ

を負担に感じていたとしたら、それを子どもに

とが最善です。なお、契約約款の差止め事案や

まで引き継がせるのか？ と。

個々の状況によっては返金を命じる判決も出て

では、子どもはお墓を受け継ぐことを負担に

います。

感じているでしょうか？ そのことについて、

4. 石材店とのトラブル

親子間でコミュニケーションを取ることも大事

墓じまい・改葬を行うときは、墓石の解体・

です。

撤去後、更地に戻して返却しなければなりませ

お墓とは、
決して個人のものではありません。

ん。これらの作業は石材店に依頼しますが、そ

繰り返しますが、広く親族を含めた家族のもの

の条件として「改葬元の許可を得ている｣
「改葬

であるはずです。ゆっくり時間をかけて、お墓

元が許可を出している石材店が工事を行う」が

の承継について家族・親族の間でしっかりと話

挙げられます。まず何より、墓地で大がかりな

し合い決めていただければと思います。

工事をするため、事前に改葬元に話しておく必
要があります。また、公営墓地以外では、提携
2020.8
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消費者問題

アラカルト

オンライン診療の
現状とこれから

黒木 春郎

Kuroki Haruo 医療法人社団嗣業の会 外房こどもクリニック 理事長・院長

日本遠隔医療学会オンライン診療分科会会長。日本医師会
「オンライン診療研修に関する検討委員会」
委員。主な著書は『これからの小児科外来 成功の鉄則』
（2018 年、中外医学社）など。

はじめに

会議をしたり、ウェブ面会したりすることを想

オンライン診療とは
「情報通信機器を使用し

診療は入院・外来・在宅に続く第四の医療概念

たリアルタイムの診療」です。テレビ画面上で

です。対面の診療と異なる新たな診療形態であ

医師と患者が面談して診療するもので、ウェブ

ることから、その利点と限界を考慮する必要が

定していただければよいでしょう。オンライン

あります。
この原稿を執筆中の 2020 年 6 月中旬、新型

から
「オンライン診療」
へ
図 1 「遠隔診療」

コロナウイルス感染症
（COVID-19：以下、新型
コロナ）は、日本ではいったん落ち着いたかの

1990年代
テレビ電話等の活用
（
「遠隔診療」）
ICT技術の進歩・普及
現場実態の先行

ような様相を呈していましたが、7 月に入り再

医師法20条、
遠隔診療の位置づけ
（1997年12月）

2018年の診療報酬改定
「オンライン診療料」
「オンライン医学管理料」新設

度増加しつつあり、この 8 月も、予断を許すべ
き状況ではないと考えます。

2015年8月に厚生労働省
「遠隔診療通知」

新型コロナは全世界の脅威です。この脅威を
機に 2020 年 4 月よりオンライン・電話診療の時

2018年3月
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
（厚生労働省医政局）

限的・特例的な対応が取られています。この原
稿では、
オンライン診療をその始まりから眺め、
通常の地域医療とも関連して考察します。

図 2 遠隔医療等の用語の定義

医療行政における
オンライン診療の位置づけ

【遠隔医療、オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔健康医療相談の関連】
医師－患者間（D to P）

医師－医師間
（D to D）
等

1990 年代に
「遠隔診療」が開始されました。

オンライン診療

診断等の
医学的判断
を含む

（情報通信機器を通して、患者の診察
および診断を行い診断結果の伝達や
処方等の診療行為を、
リアルタイムに
より行う）

現在のオンライン診療につながる経緯を図 1 に
示します。2018 年の厚生労働省
「オンライン診

オンライン受診勧奨

療の適切な実施に関する指針」では
「遠隔医療」

り かん

（具体的疾患に罹患している旨の伝達や
医薬品の処方等は行わない）
一般的な
情報提供

を
「情報通信機器を活用した健康増進、医療に

遠隔健康医療相談

（医師以外が行うことも可能）

関する行為」として、その中でリアルタイムで

遠隔医療
（情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為）

の診療行為をオンライン診療と位置づけていま
す
（図 2）
。この図中には問診等を行い医療機関

厚生労働省
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
（2019 年 7 月
一部改訂）
を基に作成

の受診を勧める
「受診勧奨」
と医療に関する一般
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的な情報提供や相談を行う
「健康医療相談＊1」
も
は、最近は「診療」
と見まがう
「医療相談」
を見か

オンライン診療の優位性と
留意点

ける場合があることです。医師が単なる健康相

オンライン診療の最大の利点は患者が直接医

含まれています。気をつけなければならないの

談に応えただけでも利用者にとっては、
「診療」

療施設に赴く必要がないということですが、非

と映るため、ここに齟齬が生じる可能性もあり

対面診療であるため医療施設内で感染症に暴露

ます。2020 年 4 月以降はオンライン診療を実

されないということも利点として挙げられます。

施する医師は厚生労働省が指定する研修の受講

この利便性は通院支援ともいえるもので、疾患

が必須となっています
（ただし、新型コロナ特

管理の向上が期待されます。懸念される点とし

例期間はその限りではありません）
。

て、オンライン診療導入当初より医師・患者の

そ ご

「なりすまし」
、処方薬の
「転売、不適正使用」が

地域医療における問題点と
地域医療改革構想

指摘されていました。こうした問題点に対して
は、受診時の身分証明、診療計画書と同意書の

日本の総人口は減少に転じており、2053 年

取得、オンライン診療システムのセキュリティ

には 1 億人を下回ることが予測されます。総人

確保が行われています。

口が減少するなか、65 歳以上の高齢者は増加
し、高齢化率は上昇を続けます

＊2

なお、こうした問題点はオンライン診療に特

。

異的なものではなく、通常の対面診療でも同様

一方で、出生数は減少を続け、小児人口
（0 ～

であることに留意するべきでしょう。この点に

14 歳）は現在の 3 分の 2 程度になることが推計

関しては、日本におけるPHR（Personal Health

されています。こうした少子高齢化の問題によ

の整備において
Record：個人健康情報管理＊ 6 ）

り、2040 年には全国の 896 市区町村が
「消滅」

も課題となっています。

＊3

の危機に直面するといわれています

。

2008 年度以降、医学部定員は増員されました

新型コロナ感染拡大下での
オンライン診療

が医師の地域偏在は解消されていません。今後

新型コロナ感染の拡大に際して、オンライン

さらに深刻な医療資源偏在が生じることが予想

診療は時限的に初診から可能になり、その疾患

されます。

制限も撤廃されました。この措置はオンライン

また、医師の地域偏在が既に起きています。

こうした人口減少・少子高齢化・医療資源偏在

診療本来の意義に沿う面もありますが、オンラ

に対して、AI、IoT 等の ICT、オンライン診療を

イン初診では診察不可能な急性疾患の人がオン

基盤として位置づけた地域医療改革が構想され

ライン診療を利用しようとするなど混乱も招い

ました

＊ 4, ＊ 5

。

ています。
この状況下においては、オンライン診療の非

＊1

例えば、教員が学校医に複数生徒が吐いた場合の一般的対処方法を相談するなど。

＊2

内閣府
「令和元年版高齢社会白書」
（2019 年 6 月）

＊3

日本創成会議・人口減少問題検討分科会 提言「ストップ少子化・地方元気戦略」
記者会見（2014 年 5 月 8 日）

＊4

厚生労働省 第 66 回社会保障審議会医療部会「医療提供体制の改革について」

＊ 5	厚生労働省 第 6 回保健医療分野 AI 開発加速コンソーシアム 資料「AI ホスピタルによる高度診断・治療システム」
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000490834.pdf
＊ 6	個人の健康状態や服薬履歴等を本人や家族が把握、日常生活改善や健康増進につなげるためのしくみ。現在、個人の健康・医療に関する情報(PHR)
は、薬局の薬歴、医療施設の電子カルテに存在している。PHR の整備とは、そうした個人の医療健康に関する情報を一元化して、各個人が管理
できるようにすることをめざすものである。
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対面診療の利点を生かすことができる場面とし

の実施状況をレセプト＊7 算定数でみると極めて

て、おおむね 2 つの点が挙げられます。

少ないことが分かります。2018 年 4 月にオン

第一に、「新型コロナ感染の疑い」
の患者さん

ライン診療料が新設されて以降のレセプト算定

をオンラインで診療できることです。問診と視

数は、およそ 100 万件中 1 件／月の割合です＊ 8。

診、さらに家庭で簡単なバイタルサイン
（体温、

この原因は、適応となる疾患に制限があるこ

呼吸、脈拍、血圧）
、もしパルスオキシメーターが

とと、外来
（対面）
診療に比べて点数設定が低い

あれば血中酸素飽和度を測定してもらうことで、

ことにあります。2020 年の診療報酬改定で慢

十分な診療ができます。欧米ではオンライン診

性頭痛など適応疾患は拡大されましたが、疾患

療を新型コロナ対策の第一に挙げています。

制限・低点数という本質に変化はありません。

もう 1 つは、
「受診を控えている慢性疾患の

外来診療と同等の診療を行うのですから、診療

患者さん」に対応できることです。多くの人が

報酬上の扱いも少なくとも同等であってしかる

感染への不安から医療機関へ足を運ぶことを控

べきと考えています＊ 9。現状の保険診療での抑

えています。そうした人にとってオンライン診

制が続けば、オンライン診療は自費診療で広

療は安心して受診できる環境です。オンライン

がっていくのではないかと懸念しています。も

診療では、画面を通して患者さんのようすが分

し、そうなれば、まさしく医療格差の拡大に拍

かるため、単に電話で話を聞いて処方するより

車をかけることになります。私は現行の診療報

も、より正確な医療が期待できます。単なる電

酬の疾患制限・低点数を撤廃するべきと考えて

話でまったく初対面の患者さんの診療を行うこ

います。

とは、医師・患者双方にとって危険ですらあり

おわりに

ます。

オンライン診療が地域医療改革の基盤となる

今回の新型コロナ感染拡大時の対応を応用す
れば、災害時のオンライン診療の適応につなが

には、保険診療での制限がある限り困難です。

ります。さらに二次病院の救急外来でのオンラ

オンライン診療は疾患別に使われるものではな

イン診療導入などにも可能性は広がります。適

く、その時の患者の状態によって適応となるも

切な普及により新しい技術は、医師・患者双方

のです。既にオンライン診療が幅広く行われて

に大きな利点をもたらすと思います。

いる欧米では、さまざまな疾患に対して使用さ

これからの課題

れ、多くの国民、家族が利用を望んでいます。

前述したように、地域医療改革では、ICT の

して期待されています。

オンライン診療は患者志向の新しい診療概念と

導入、PHR の普及・確立が求められており、

新型コロナという困難な状況下において、こ

オンライン診療はその基盤となるものですが、

の新しい方法が適切に普及していくことを願っ

現在、保険診療におけるオンライン診療の普及

ています。さらにオンライン診療が平常時の診

は極めてわずかです。オンライン診療は 2 年前

療でも普及されることを祈念しています。

から診療報酬

＊7

の中に収載されましたが、そ

＊ 7	
「診療報酬」は診療に要した費用のことで、診療報酬点数表に基づく点数により算出される。医療費は診療報酬点数 1 点＝ 10 円として金額で算出
される。
「レセプト」は保険者に請求する診療報酬明細書のこと。
＊8

中央社会保険医療協議会総会資料「平成 30 年度診療報酬改定後の算定状況等について」

＊ 9	通常の外来診療では再診料、各管理料などで合計 418 点となる。一方オンライン診療では各管理料の点数が低く、合計 239 点である。今回の時
限的・特例的措置でも合計 288 点である。
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オンライン診療を受けるとき

処置、検査は不可能です。また、聴診・触診も

本稿では現状の時限的・特例的措置を前提と

は問診・視診で診療可能な状態であること

困難です。したがって、オンライン診療で

して、患者視点でのオンライン診療の受け方を

が前提です。医療の継続が必要であるがほ

Q&A 形式で概説します。

ぼ安定している状態、あるいは急性疾患で
も軽症であり、画面上で診療が完結できる

Q1
A

オンライン診療を受けたいとき、

状態であることがオンライン診療のよい適

どのような準備が必要ですか？

応です。オンライン診療ですべてが完遂す
るわけではないことに留意してください。

オンライン診療を行っている医療機関

の多くは専用システム
（アプリ等）
を導入し
ています。具体的詳細は各医療機関へ問い

Q4
A

合わせる必要がありますが、通常、専用シ
ステムを自身のパソコンやスマートフォン
にダウンロードして、自身のアカウントを

オンライン診療に
適さない症状は？
急性症状で重篤な状態であるときはオ

ンライン診療の適応ではありません。急な

作成します。クレジットカード決済である

胸痛、腹痛、頭痛、外傷、出血など緊急の

ことが多く、通常は予約制です。

処置や検査を要する場合、オンライン診療
ではなく対面の救急を要請するべきです。

Q2
A

オンライン診療が受けられる病院は

また、慢性疾患が増悪した時も、オンライ

どのように調べればいいですか？

ン診療は第一選択ではありません。日本プ
ライマリ・ケア連合学会のサイトにこうし

オンライン診療実施医療施設を直接検

た例を示しています＊ 10。

索できる公的な一覧は今のところありませ
ん。厚生労働省は
「電話や情報通信機器を
用いて診療を実施する医療機関の一覧」を

Q5
A

公開していますが、このリストはあくまで
も「電話や情報通信機器」
を用いている医療
機関であり、オンライン診療実施施設では

どのようなことに
注意したらいいですか？
患者側はスマートフォン紛失、アプリ

へのウイルス感染、外部 URL への誘導を

ありません（オンライン診療は
「電話や情報

ろうえい

含むチャットなどによる情報漏洩に注意が

通信機器」を用いた診療に含まれているわ

必要です。オンライン診療を受診する場所

けです）。オンラインでの受診に際しては、

も意識する必要があります。医療行為とし

インターネットで検索するか、各医療機関

てふさわしい場所であることが前提です。

に直接問い合わせてみてください。

周囲に人がいる店の中などは不可であり、
自動車運転中の受診は危険です。
何よりも、

Q3
A

どのような症状ならオンライン診療を

単なるパソコンやスマートフォンを使って

受けられますか？

の会話ではなく、診療行為であることの自
覚が患者として必須です。

オンライン診療は非対面の診療であり、

＊10	日本プライマリ・ケア連合学会
「プライマリ・ケアにおけるオンライン診療ガイド」
https://www.pc-covid19.jp/files/guidance/online_guidance-1-1.pdf
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国民生活センターの

半世紀を
振り返る
第

4

回

“くらしを守るとりで”
の
強化を願って
山根 香織

Yamane Kaori

主婦連合会常任幹事、全国消費者行政ウォッチねっと代表幹事

1998 年、
「台所の声を政治へ」
をスローガンとする主婦連合会に入会。
2008年 ～ 2015年同会会長。会長時、
国民生活センター特別顧問。現在、
法務省法制審議会委員、農林水産省 JAS 調査会委員などを務める。

国民生活センター開所

国センの発足につながったと認識している」と

国民生活センター
（以下、国セン）
のスタート

話しています。消費者団体の願いの詰まった国

の頃を振り返ろうと思い、
私ども主婦連合会
（以

センの事業が、消費者のためにしっかりした体

下、主婦連）の機関紙
「主婦連たより」をたどっ

制で積極的になされているか、私たちはいつも

てみると、1970 年 10 月号に、
「“ 物価情報と

見つめてきました。

生活の知恵教えます ” のキャッチフレーズで、

1977 年には、
「国民生活の中の危害や危険

国民生活センター開所」
との記事がありました。

についての情報を収集し、そこから問題を把握
し、消費者保護に役立てる」
として国センに「危

「事業の内容は、情報管理室、調査研究部、

害情報室」が設置されています。そこからたく

相談部、普及部と分れて、相談の窓口では

さんの事故事例の報告や注意喚起が発信された

一般消費者や団体から苦情や相談をうけ、

ことで、私たちは製品の安全性について学んだ

情報の提供を行う。また、流通機構や物価の

り、事業者団体や行政へ改善を呼びかけたりと

動向をすばやくとらえて全国のセンターや

いった行動につなげることができました。製造

民間団体に総合的な情報を提供する。また

物責任の問題については国センの担当者から繰

テレビ、ラジオを通じたり、展示会、講演

り返し説明をいただき、また健康食品の問題で

会なども開いて啓発事業を行うなどなど」

は、主婦連の調査と国センの危害情報とを照ら

と紹介されており、
「長年消費者行政を推進し

し合わせて実態に迫るなどしています。

てきた主婦連としては大いに期待したいとこ

国民生活センターの苦難

ろ」とあります。国センは、食の安全の確保や

そうして国センが発足から 20 年を迎えよう

製品事故の防止を始め、
広く国民生活を改善し、
安全なくらしを守る “ とりで ” として大きな期

という 1989 年、地方移転の対象機関として名

待の下に誕生しました。ちなみに機関紙の同じ

が挙げられますが、
それに主婦連は大反対。「地

ページには、「チクロ
（人工甘味料）入り食品は

方に移転すれば、消費者行政の機能、サービス

全面禁止になったのに、主婦連の日用品試験室

の低下は必至」
とし、
「国際化、長寿化、情報化、

では今なお缶詰から検出され……」といった記

サービス化の流れのなかで新たな消費者問題が

事が載っています。

続出しており、移転することではなく、強化・

主婦連は、2020 年で 72 歳となりますが、会

拡充こそ必要」と訴えました。この主張は、そ

を紹介する際には
「消費者の声を国や企業など

の先何十年も繰り返し発することになります。

に届けて、誰もが安心して暮らせる社会にする

2009 年に消費者庁・消費者委員会が発足し

ことをめざしてさまざまな活動を続けてきた。

ます。同じく 2009 年、消費者行政の一元化を

60 年以上前に消費者相談の窓口を全国に作り、

長く求めてきた主婦連が中心メンバーとしても

そして市民自ら商品テストをし、製品の問題を

活動した
「ユニカねっと」
（消費者主役の新行政

明らかにするなどして成果を上げた。そうした

組織実現全国会議）
は、
「全国消費者行政ウォッ

活動をさらに充実・強化するよう求める声が、

チねっと」
（以下、ウォッチねっと）として生ま
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国民生活センターの半世紀を振り返る

れ変わりました。そして主婦連もウォッチねっ

チねっと設立 2 年目から国セン、5 年目からは

とも、国センを独立行政法人の整理統合計画の

総務省の電気通信事業部消費者行政課も対象に

対象から外すよう、何度も要請。

加えて、1 年間の業務についてヒアリング調査
を行い、それを参考に話し合い、点数とコメン

また、東日本大震災の発生した 2011 年には、
国センを丸ごと消費者庁に移管する案が消費者

トを付けて発表します。国センは、例えば
「ネッ

庁から提示されますが、私たちは慎重に議論す

ト通販における消費者トラブルの予防等に意欲

るよう要望。消費者庁が、震災対応よりも国セ

的」であり
「情報発信力が強化されている」こと

ン見直し議論を優先させたように見えたことに

から、積極度やパフォーマンス度については高

も憤慨しました。

く評価されることが多いですが、コミュニケー

2014 年の
「主婦連たより」1月号に、松本恒雄

ション度についてはやや低めです。
「消費者団

理事長に寄稿いただいた文章があります。そこ

体や弁護士会等ともっと連携し、声を吸い上げ

には、
「消費者庁の設置を打ち出した 2008 年

てほしい」
といった要望があります。また
「施策

の閣議決定『消費者行政推進基本計画』
では国セ

決定の過程の透明度を高めるべき」
「相談員のさ

ンは『国の消費者行政の中核的実施機関』
と位置

らなるレベルアップを」といったコメントもあ

づけられ、さまざまな業務の推進が明記された

ります。評価は、
長い議論を経て決定しますが、

が、2010 年には事業仕分けのターゲットとな

評価される側からは
「現場の状況が正しく理解

り事業が縮小され、さらに
『必要な機能を消費

されていない」
「全部の組織を同じ指標で評価す

者庁に一元化して法人を廃止することを含め、

るのは無理がある」といった指摘もあります。

在り方を検討』に。2012 年の閣議決定では『本

しかし、これはサポーターからの応援メッセー

法人の機能を国に移管する』とされたが、一転

ジと受け止めていただき、業務に生かしてくだ

して翌年『中期目標管理法人』
となり、引き続き

さることを願っています。透明度でいえば、定

業務を実施することとなった」と翻弄され続け

期的に行われている国センと消費者団体との懇

たことが記されています。松本理事長は、「そ

談会の議事内容がホームページに公開されるよ

うして軌道をさまよっていた
『国セン衛星』は、

うになり、よかったと思います。

あ

ほん ろう

ようやく本来の軌道に近いところまで戻ってき

さいごに

たよう」と表現、
「消費者教育の担い手づくりの
拠点、越境消費者トラブル対応等々でも存在感

2014 年に、役職員の方々自ら策定された「使

を示したい」と意欲を語られています。その後

命」と
「行動指針」はたいへん力強い宣言である

も徳島県への移転についてなど
「在り方議論」
は

と評価しています。また、国センの注意喚起や

続きますが、最近の消費者の社会環境の目まぐ

情報提供を、ニュース番組等で目にする機会が

るしい変化からすると国センの役割の重要性は

多くなりました。
新型コロナウイルスの影響で、

高まるばかりであり、私たちは議論を引き続き

新しい消費者問題が広がることが懸念され、基

注視し、必要な声を上げようと思っています。

本的な業務に加え緊急的な対応も必要となり大
変な状況だと思いますが、50 周年の節目に改

消費者行政の担い手として

めて消費者にとって身近で頼りになる組織とし

さて、ウォッチねっとでは、毎年、独自の指

てさらに存在感をアピールし、大きな成果を上

標に基づき消費者行政評価を実施しています。

げていただくよう祈念いたします。

消費者庁の各課、消費者委員会、そしてウォッ
2020.8
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自然災害の

第

3

回

被害にあったら 火災保険・地震保険で備える
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。

公的支援に限界あり。
保険による自助が必要

な手段となるのが、火災保険や地震保険です。

内閣府の資料によると、東日本大震災で全壊

きの 1 つとして契約するため、関心が薄くなり

被害にあった住宅の新築費用は、平均して約

がちです。しかしこれらの保険は、生活の基盤

2500 万円となっています。新たな住まいで生

を失うような非常事態で役立つ
「非常用グッズ」

活を始めるには、失った電化製品や家具、各種

でもあります。補償内容は被災後の生活再建に

生活用品の調達も必要になったでしょう。被災

大いに影響するので、わが家にとって適切な内

後の生活再建にはまとまったお金が必要です。

容か、契約内容を確認してみましょう
（図 1）
。

住宅の購入時、あるいは賃貸契約の締結時に加
入するのが一般的ですが、他のさまざまな手続

● 火災保険の概要

最近は、住宅取得に当たり長期で多額の住宅

「火災保険」
とは？

ローンを組むことが多いですが、被災して住ま

火災保険は、住宅と家財を対象に、被った一

いを失っても、住宅ローンは無くなりません。
しかし新たな生活には、どんなかたちであれ住

定の損害に対して保険金が支払われる保険で

まいが必要です。住居費負担が二重となれば、

す。火災や落雷に加えて、風水害などの自然災

生活再建は厳しいものになってしまいます。

害による損害補償も付加できます。地震・噴火・
津波による損害は対象外ですが、地震保険を

第 1 回・第 2 回でみてきたように、被災時は

セットすれば補償を受けられます。

さまざまな公的支援を受けられます。しかし、
受けた損害が支援を受けられる要件を満たさな

持ち家世帯は、住宅と家財のそれぞれに、賃

ければ給付はありません。要件を満たす場合で

貸世帯は家財に対して保険に加入できます。ま

も給付は限定的で、それだけで住宅再建、およ

た分譲マンションでは、戸室内
（専有部分）は所

び生活再建に必要な費用を賄うのは難しく、ま

有者が、戸室外の共用部分はマンション管理組

してや手元のお金で賄うことも困難でしょう。

合が一括で加入します。免責金額を設定するこ
とで保険料を抑えることもできます
（図 2）
。

こうしたとき、必要な費用を確保できる有力
り さい

かか

図 1 罹災証明書の区分と、住宅に係る公的支援・火災保険・地震保険
罹災証明書の区分
（損害割合）

「全壊」
（50％以上）

「大規模半壊」
（40％以上
50％未満）

住宅の応急修理（災害救助法）

×

〇

被災者生活再建支援制度

〇

〇

「半壊」
（20％以上
40％未満）

「準半壊」
（10％以上
20％未満）

△
△
（所得制限あり）（所得制限あり）
×

火災保険・地震保険

×

〇

内閣府
「災害に係る住家の被害認定について」より筆者作成
※火災保険・地震保険の損害認定は罹災証明書の損害区分と同じではないが、いずれの水準の損害でも補償対象になる。
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「準半壊に至らない
（一部損壊）」
（10％未満）
×
×

自然災害の被害にあったら
図 2 物件別の火災保険・地震保険の契約方法
持ち家
分譲マンション
共用部分

マンション管理
組合が一括契約

持ち家
家財
一戸建て （持ち家・賃貸共）

家財に含まれるもの
含まれないもの

賃貸
住宅

家財とは、住宅に収容してい

専有部分

る生活用品を指し、自転車や総
賃貸家主
が契約

個々の世帯が契約

排 気 量 が 125cc 以 下 の 原 動 機
付き自転車も含まれます。家財
の保険金額は、自宅の家具や電

化製品、生活用品などをざっと集計して決めて

補償選びは
「ハザードマップ」
確認が第一歩

も、保険会社が提供する世帯別目安を参考にし
こっとう

てもよいでしょう。貴金属や書画・骨董品など

損害保険会社によりさまざまな保険商品が提

の高級品の補償は契約条件がさまざまですので

供されている火災保険ですが、どのような補償

損保会社に確認しましょう。

を受けられるかは契約次第。重要なのは火災保

なお、自動車は家財に含まれません。風水害

険の基本対象（火災、落雷、破裂・爆発）
に、わ

で損害を受けたときは、車両保険で補償を受け

が家のリスク状況に応じた適切な補償を付加で

られる場合があります
（地震損害は別途特約が

きているかです。居住地に浸水リスクがあれば

必要）
。その他家財に含まれないものは、パン

水災補償が欠かせませんし、津波の危険があれ

フレットなどで確認しましょう。

ば地震保険は必須でしょう。

● 自然災害の補償の概要と注意点

そこで「ハザードマップ」
などを用い、居住地

次に、火災保険において特に留意すべき風水

域の災害リスクを知ることが、適切な補償選び

害の補償、および地震の補償について、その概

の第一歩となります。ハザードマップは、一定

要と注意点を詳しくみていきます。
「風災・ひょう災・雪災」
「水災」

の災害が起きた時の被害状況を予測した地図
で、市区町村が作成しています。国土交通省や

近年は、超大型台風の到来による被害が各地

自治体のホームページで見られるほか、役所の

で相次ぎ、
風水害補償の重要性が増しています。

＊

窓口でも配布されているので確認しましょう 。

ただ風水害といっても、原因により火災保険で

分譲マンションが災害で損害を受けるケース

適用される補償が変わります。

では、共用部分の損害は管理組合が加入する火

「風災」
は、暴風・竜巻など風が原因で生じた

災保険や地震保険で対応することになるため、

損害をカバーする補償、
「ひょう災」
は降ひょう、

住民は各戸だけでなく、管理組合が適切な保険

「雪災」
です。契約によ
雪崩や大雪による損害は

に加入しているかも確認する必要があります。

り、損害額が 20 万円など一定額以上のときの

火災保険金額については、現在の建築費など

み保険金が支払われる場合がありますので、事

なだれ

前に確認しましょう。

をもとに算出した住宅等の再築および再取得に
必要な金額（再調達価額）
で設定すれば、古い住

「水災」
は、台風や暴風雨による洪水や土砂崩

宅でも住宅再建に必要な保険金を受け取れるの

れなど一定の水害に起因する損害を補償しま

で安心です。契約時や更新時に再調達価額の算

す。河川の氾濫や堤防決壊による洪水、都市部で

出を損保会社に依頼し、保険金額を設定しま

起こる内水氾濫のほか、豪雨が原因の崖崩れや

しょう。契約の途中で見直すことも可能です。

地滑り・土石流・山崩れも補償対象です
（図 3）
。

はんらん

＊ ウェブ版
「国民生活」2020 年 6 月号 消費者問題アラカルト「洪水・土砂災害ハザードマップの意義と注意点」参照
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自然災害の被害にあったら
の水災補償と、よくある認定基準
図 3 「火災保険」

できる上限額としています。

【水災とは】
台風・暴風雨・豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ（がけ崩れ・
地すべり・土石流・山崩れ）・落石などにより生じた損害のこと
【認定基準】
次のいずれかに該当すると、保険金額を上限に修理費相当の保険金が支払われる
①床上浸水または地盤面より 45cm 超の浸水で保険対象に損害が生じた場合
②保険対象に保険価額（契約により、再調達価額または時価）の 30％以上の損害

【建物】いずれかで認定
①主要構造部の損害額
②焼失・流失した部分の床面積

全損

① 50% 以上
②延べ床面積の 70% 以上

大半損

おり、受けた損害を 4 区分
（全損・
大半損・小半損・一部損）
に認定、
それに対応した保険金支払いとな
ります。
支払いは迅速ですが、保険金は

地震保険金を早く支払うための
「損害認定 4 区分」
図 4 ～倒壊・火災の場合（2017 年 1 月以降の契約）
区 分

また保険金の支払いは図 4 のと

住宅再建や修理費と同等額にはな

【家財】
損害額の総額

支払われる
保険金

80% 以上

契約金額の100%

① 40 〜 50% 未満
②延べ床面積の 50 〜 70% 未満

60 〜 80% 未満

契約金額の 60%

小半損

① 20 〜 40% 未満
②延べ床面積の 20 〜 50% 未満

30 〜 60% 未満

契約金額の 30%

一部損

① 3 〜 20% 未満の損害
②床上または地盤面から45cm
超の浸水

10 〜 30% 未満

りません。それでも公的支援が限
られるなか、受け取れる保険金は
生活再建を大いに支えるはずです。
地震保険のほかに、地震補償を
最大 50％上乗せできる火災保険の
特約や、単独で契約できる少額短
期保険による地震補償保険も提供

＊国が定める
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは
認定基準が異なる
2016 年末までの契約は「３区分」

契約金額の 5%

されています。ただし非営利の地
震保険に比べ、
保険料は割高です。



「火災共済」
の保障内容

注意が必要なのは、水災補償を契約している

共済事業を行う生活協同組合が提供する
「火

場合でも、契約内容や受けた損害の違いで実際

災共済」という選択肢もあります。火災保険と

に受け取れる保険金の額が変わることです。多

同様、住宅や家財を対象に、火災や自然災害な

くの場合、床上浸水では損害の程度を問わず補

どの損害に対して保障を受けられます。掛け金

償を受けられますが、土砂災害等では要件を満

はおおむね割安ですが、自然災害に対して支払

たす必要があります。自分の契約している火災

われる共済金は加入口数と損害状況で決まるし

保険の水災補償の内容を確認しましょう。

くみで、
上限額も設けられています。そのため、

「地震保険」
のしくみと補償内容

風水害や地震の損害で受け取れる金額が住宅再
建や修理費に満たないケースも出てきます。

巨大地震が発生すれば、予測を超えた巨額の

例えば、再調達価額 2000 万円の住宅が風水

保険金の支払いが発生する可能性があります。

害で全壊したときに受け取れる共済金は、多い

そのため地震保険は
「地震保険法」
に基づき損保

もので 1600 万円程度、少ないもので 200 万円

会社だけでなく政府も保険金の支払い責任を負

程度が上限となります。床上浸水の損害時の共

う、官民一体の非営利の保険制度として運営さ

済金は、多いもので 800 万円程度、少ないも

れています。被災者の生活再建を支えるのが目

ので 80 万円程度が上限です。そのため自然災

的で、所在地や建物構造などが同じならどの損

害による損害では、共済金のみでの原状回復が

保会社で加入しても補償額、
保険料は同じです。

困難な場合も考えられます。

通常の保険とは異なり、巨大地震が起きても

風水害や地震の補償
（保障）
は、被災後の家計

保険金の支払いに支障が出ないよう、保険金額

状況を予測し、さらに実際に受け取れる金額を

は火災保険金額の 30 ～ 50％の範囲内で、か

確認したうえで、わが家に適切な内容での加入

つ建物は 5000 万円、家財は 1000 万円を契約

を検討しましょう。

2020.8
国民生活

19

やさしく解説
・
新

第

法律

2

回

法令の種類を知ろう②

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。

法令という言葉の使い方

られたものではなく上司である行政機関が部下

まずは「法律」と「法令」
という言葉の違いから

民間事業者などにとって通達はとても
「ありが

説明します。法律というのは言わずと知れた国

たい」ものです。法令を運用するうえでの注意

会が定めたルールのことです。法令とは、この法

点などが述べられているため、条文を読んだだ

律ばかりでなく政省令や条例・規則もひっくる

けでは分からない詳しい解釈を示してくれてい

めて使う言葉です。
「法律と命令を合わせたもの」

るからです。民間事業者が｢虎の巻｣として読み

とでも覚えておけばいいでしょうか。
「どこかに

込むのも、このようなところに理由がありそう

規定されていたのだけれど……法律じゃなかっ

です。

たかなぁ……」
と記憶があいまいなときには
「法

●告

である行政機関に出す命令や指示です。ただ、

令で規定されている」
と言っておくに限ります。

示

「告示」
も法令ではありません。
簡単にいえば、

「法令とは何か？」
ということに決まった定義

告示は｢国民へのお知らせ｣です。特に重要なお

はありません。しかし、
「国民
（住民）の権利義

知らせを
「○○省告示第○○号」
などとして国民

務に関する定め」というような意味に使われる

に示すのです
（自治体も同様に告示を発するこ

ことが多いように思います。今でも年配の人は

とができます）
。お知らせに過ぎないために一

「法規」なんて言葉を使うことがありますが、こ

般的には法令ではないと考えられています。

の「法規」という言葉とほぼ同じ意味で使われて

例えば、漢字の使い方の目安を定めた｢常用

います。

漢字表｣は本来的な告示といえるでしょう。し
意

法令≒法規

味

国民（住民）の権
利義務に関する
定め

かし、
単なるお知らせにとどまらず、
国民にとっ

代表例

て大事な事項が告示で定められる場合がありま

国の法令
＝法律、政省令
自治体の法令
＝条例、規則

す。例えば、学習指導要領や生活保護法による
保護の基準も告示だと聞けばびっくりする人も
いるかもしれません。少し古い法律では現在の
法律と比べて告示の役割が大きくなっていま
す。

通達・告示・ガイドライン・要綱

● ガイドライン

法令には「そっくりさん」
が存在します。かた

「ガイドライン」というものも目にしますが、

ちは法令のようにみえても、一般的に法令とは

これも法令ではありません。ガイドラインとは

扱われないものです。そうしたものを順に紹介

指針とか基準とかを意味する言葉で、それ以上

していきましょう。

の意味もなければそれ以下の意味もありませ

●通

ん。
「こういう基準で具体的な法律の運用をし

達

まず、「通達」
があります。通達は国民に向け

なさい」という通達として出されることもあれ
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新・やさしく解説

法律基礎知識

ば、民間事業者に向けて要望として出されるこ

なんて言って、買い手もそれを受け入れたとす

ともあります。誰に向けての、何のためのガイ

れば、この規定は働きません。このように、お

ドラインなのか、まずその性格を確かめたいと

互いの意思が優先される規定のことを
「任意規

ころです。

定」
といいます。

●要

綱

ただ、
お互いの意思を大事にするといっても、

国や自治体の担当課に
「根拠規定はなんです

それを認めては、あまりに不公平となったり、

か？」と尋ねると
「要綱です」との答えが返って

望ましくない事柄については、お互いの意思を

くることがあります。
「要綱」
とは事務をするう

排除する規定が置かれます。これを
「強行規定」

えで必要となるマニュアルだと考えればよいで

といいます。例えば、民法 5 条 2 項では
「未成

しょう。A さんに対してと B さんに対してとで

年者が親などの同意を得ないでした法律行為は

取り扱いが異なってしまっては不公平なため、

取り消すことができる」としています。未成年

こうした要綱が作られます。例えば、補助金を

者に高価な物を売りつけておいて
「絶対に取り

出すためには法律も条例も必要ありませんが、

消しません」なんて契約書を取り交わしても、

不公平がなく事務処理をスムーズに行うため

その効力は生じません。民法 5 条 2 項が強行規

に、補助金実施要綱などをあらかじめ定めてお

定だからです。

きます。

一般法と特別法

任意規定と強行規定

一般法と特別法という分類もあります。一般

次はその役割から法律を分類してみましょ

的な定めをした法律や規定のことを
「一般法」
と

う。公的な立場にない個人や会社などを私人と

いい、一定の期間、一定の地域、一定の対象だ

いいます。私人同士のルールを定める法律を
「私

けの特別の定めをした法律や規定のことを「特

法」と、国・自治体と私人との関係を定める法

別法」
といいます。

律を「公法」といいます。私法と公法では異なる

民法と消費者契約法との関係でいえば、民法

価値が支配しています。例えば、私法では
「お

が一般法であり、消費者と事業者との関係の

互いの意思を大事にしよう！」とする考え方が

ルールを定めた消費者契約法は特別法となりま

あります。

す。もちろん、消費者も事業者もどちらも公的

私法である民法で 1つ例を挙げてみましょう。

な存在ではなく、私人です。しかし、情報量や

民法 558 条では「売買契約に関する費用は、当

交渉力で両者は対等であるとはとてもいえませ

事者双方が等しい割合で負担する」という規定

ん。そこで、契約を結ぶに当たって、消費者の

があります。物を売り買いするときには
「いく

弱い部分を強化した特別のルールを定めまし

らなの？」なんてことに気持ちが集中してしま

た。これが消費者契約法です。

い、「契約を実現するための費用についてお互

一般法と特別法との規定が未整理でぶつかり

いに取り決めをしなかった」なんてこともある

合う場合には、特別法が優先します。スーパー

かもしれません。そうしたときには、この民法

の商品に定価のシールと特価のシールが貼られ

558条が働いて「均等負担」
となるのです。ただ、

ていたら、特価がその商品の値段だと判断でき

お互いの意思を大事にする民法のことですか

るはず。それと同じことです。

ら、売る側が「費用はこちら側で全部持ちます」
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資産運用のために

知っておきたい基礎知識

第

3

回

社会変動と金利等の
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ものの■に

をしましょう。

■ ①新型コロナウイルスの流行のような経済に大きなダメージを与える出来事があると、金
利は上昇する
■ ②景気が良くなり、金利が上がりそうな時には、債券価格は下落する傾向にある
■ ③一般的に円高になると、その影響を受けて自動車など輸出を主とする企業を中心に株価
が上がる
内容が合っているもの（ ■ ）
は……②のみ
新型コロナウイルスの感染拡大は、経済に大

昇するといわれています。今日、1,000 円で売っ

きな影響を与えており、日々のニュースでは景

ているモノが、1週間後には 1,100 円になると思

気悪化への懸念が報じられています。こうした

えば、皆モノを買っておこうとします。増産しよ

社会の動きは、私たちの資産運用にどう関わっ

うとする企業の資金需要は増え、一方で貯蓄は

ているのでしょうか。今回は、金利、債券や株

消費に回り、資金供給が減ります。そのため金利

式などに与える影響について考えてみます。

を上げてお金を集めようとするわけです。
為替も金利に影響します。例えば
「円安・ド

世界的な超低金利
金利の上昇サインは？

ル高」
の場合、円安は輸入品の価格上昇を招き、
物価全体を押し上げ、消費者は銀行からお金を

まずは金利の基本的な動きについてみていき

引き出してモノを買おうとします。また外貨で

ましょう。金利は、主にお金の需要と供給のバ

資産運用しようと考える人も増え、円建て預金

ランスによって決まるといわれています。つま

の解約が増加し、資金供給が減少します。そこ

りお金を借りたい人が多ければ金利が上がり、

で銀行は魅力的な金利で預金を増やそうとし、

少なければ下がる、というわけです。

円の金利が上がる、といった具合です ( 図 1)。

例えば景気が上向く場面では、消
費者の購買意欲が増大します。する
と、企業はもっと売れるだろうと設
備投資をするため、
資金需要が増え、
とします。反対に個人の消費意欲が

景気が
上向き

個人消費が
増

企業が
設備投資など
をする

資金の需要増

物価が
上昇

お金の価値が
下がり…
個人消費増

預金減

資金の供給減

国内の円建て
預金減

資金の供給減

減退していると、企業は生産を控え
るため資金需要が減り、金利が下が

円安傾向

ると考えられています。
物価の上昇によっても、金利が上
2020.8
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輸入品の
価格が上昇
外貨での
資産運用増

金利が上がる

銀行は金利を上げてお金を集めよう

図 1 身近なニュースと金利の関係

資産運用のために

知っておきたい基礎知識

日本やヨーロッパでは既に政策金利でマイナ

利が下がる局面では、発行時の金利が変わらな

ス金利を導入していましたが、新型コロナウイ

い債券の魅力が上がり、
債券価格は上昇します。

ルスの蔓延で多くの国・地域が利下げを実施し、

景気が良くなり、株価が上昇し株の魅力が増

まんえん

今や世界的に超低金利です。先進国は人口の伸

している場面では、債券価格は下落。逆に景気

びの鈍化による経済成長率の低下、高齢者の貯

が悪化し株価が下落すると安全資産である国債

蓄余剰によるカネ余りなど、構造的な問題も抱

などの債券が買われるため、債券価格は一般的

えています。コロナ後に金利が上がるかは、新

に株価とは逆相関の関係といわれています。

しい産業が芽生え、消費が拡大し、経済を成長

また外貨建ての債券で利息や償還金を外貨で

軌道に乗せられるかにかかっています。

受け取る場合、購入時より円安になっていると、
円の受取額が増えて為替差益を得ることができ

金利や株価が下がると、
債券価格は上がる !?

ます。逆に円高になった場合は、円での受取金
額は減り、為替差損を被ることになるので注意

債券は、国や企業などが発行体となり、投資

が必要です。

家から資金を借り入れるために発行する有価証

業績のほかに金利や為替も
株価に影響

券（国債、社債など）
です。満期までの期間、決
められた利子を得ることができ、償還日には額
面金額で払い戻すことができます。ですから債

株価はもちろん、その企業の業績の影響を強

券の発行体が破綻して債務不履行にならない限

く反映したものです。一方で、さまざまな経済

り、償還日まで運用した場合の収益額は明確で、

的要因にも左右されます。

は たん

社会情勢に左右されることはありません。

金利が下がると、企業は低い金利で設備投資

一方で、満期を待たずに途中換金することで、

をし、個人もお金を借りて消費しやすくなり景

債券の価格の上昇による売却益をねらえます。

気の回復が予想されるため、株価が上がる要因

債券価格は、発行体の信用度、格付け、満期ま

になるとされています。
反対に金利が上がると、

での残存期間などに加え、経済的な諸要因によ

借入金が多い企業は支払う利息が増え、株価は

る市場環境の予想などによっても変動します。

下落しやすくなります
（図 2）
。

発行された時より市中金利が上がっていくこ

為替も株価に影響します。
「円高・ドル安」に

とが予想されれば、債券の価格は通常、下落しま

なると輸入価格が安くなり、食品や電気・ガス

す。債券の多くは、発行時から償還までの利率が

などの原料を輸入する企業は利益が増加し、こ

変わらない固定金利型ですから、世の中の金利

うした企業の株価は上がります。ただ、日本の

が上昇すれば債券の利回りの魅力が薄れ、債券

主要な企業は円安メリットがある自動車などの

価格は下落するというわけです
（図 2）
。逆に金

輸出関連企業が多く、日本の株価は円安の時に
上がりやすいといわれています。

図 2 金利、景気と債券価格・株価の関係
景気が
上向き

金利が
上がるだろう

モノが売れる

利率が低い既発の
債券の魅力が低下

株価の上昇

債券価格下落

金利の上昇

◇
ここまで基本的な関係性を、簡潔に

借入金が
多い企業は
金利負担増

説明してきました。しかし現実は単純

株価下落

係し、影響しあっています。いろいろな

ではなく、さまざまな要因が複雑に関
ニュースに接し、
「今起きていること」
に注目しながら、経済的な見方やセン
スを養っていくようにしましょう。
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海外ニュース
文 / 安藤 佳子

イギリス

Ando Yoshiko

スマート家電購入は本当にスマートか？

● Which? ホームページ

https://press.which.co.uk/whichpressreleases/a-fridge-too-far-the-smart-appliances-that-cost-a-grand-more-but-may-only-last-two-years/

スマホで冷蔵庫の中身を確認する、不具合を自動

銘柄限定であった。

で修理担当に通知するなど、スマート家電は便利だ

Which? の調査によると、家電製品の買い替え時

が、高額だ。通常の製品より食洗機で平均 259 ポ

期は、食洗機や洗濯機で約 10 年後、冷凍冷蔵庫や衣

ンド（約 34,000 円）
、冷蔵庫で平均 855 ポンド
（約

類乾燥機では約 11年後という。また、約 7 割の回答

113,000 円）も高い。しかも、
ソフトウェアやセキュ

者が、スマート家電も同様の年限は使用できるもの

リティの更新がなければ便利機能を失ううえに、所

と期待している。多くの製品はネット接続がなくて

有者の個人情報がネットワーク上に公開されハッ

も製品自体としては機能するが、スマート機能を失

カーの攻撃にさらされる危険性もある。

うことで消費者権利法に規定された目的適合性など

Which? はこのほど、スマート家電のソフトウェ

の消費者の権利が損なわれると Which? は指摘する。

アやセキュリティの定期的な更新情報を、販売後ど

製品販売に関する新 EU 指令では、メーカーは更

の程度の期間提供しサポートするかを各メーカーに

新情報を提供する期間を事前に明示する必要があ

尋ねた。その結果、
多くのメーカーは
「製品寿命まで」

る。イギリス政府による同様の規制導入が計画段階

などと回答し、それが何年であるかは明言を避けた。

であることから、Which? は、性急にスマート家電

「最低 2 年」というメーカーもあった。「10 年サポー

に飛びつくより、信頼性も高く圧倒的に安い非ス

ト」をうたう 1 社は、その対象製品は同社の最高級

オーストラリア
● CHOICE ホームページ

マート家電を購入するほうが賢明としている。

困難な時に支援をした企業に称賛を

https://www.choice.com.au/shopping/consumer-rights-and-advice/your-rights/articles/shiny-awards-winners

オーストラリアでは大規模な森林火災が終息した

NRMA( 全国道路ドライバー協会 ) とグレーター銀

のもつかの間、新型コロナウイルスの影響による企

行が受賞。NRMA は医療従事者へレンタカーの無

業の倒産や労働者の失業など、消費者も企業も深刻

償提供、提携ホテルの宿泊割引、自主隔離者や高齢

な経済的困難に直面している。この状況に便乗して

者への訪問・食事配達などを行った。グレーター銀

不当な買い占めや値上げなどが横行するなか、消費

行は、経済的困窮者のクレジットカードの返済と利

者やコミュニティーを真に支援した企業や組織を周

払いを半年間猶予すると発表した。地方の中小ホテ

知しようと、CHOICE
（オーストラリア消費者協会）

ル、レストラン、デリなど 4 社は、ホームレスや失

は 5 月、新たにシャイニー賞（輝く賞）の開始を発表

業者、奮闘する病院関係者、足止めされている旅行

＊

者たちに無料の食事を提供したとして受賞した。ま

で知られる CHOICE であるが、このような困難な

た、地元のスーパーや小規模店舗などの弱者に配慮

時期にこそ、社会の一員として望ましい行動が企業

した営業時間、一人暮らしの高齢者への必要物資配

に求められる新しいあり方だという。

達サービスなどに対する感謝の声が多かった。

した。不誠実な企業活動を糾弾するションキー賞

同賞にふさわしい店や企業の推薦を会員に募った

多くの人はコミュニティーに根差した企業活動で

ところ、全国から 700 件以上寄せられ、このほど

命が救われたことを忘れず、将来的には企業の利益

受賞者が発表された。全国規模の企業・組織では、

に還元されるはずだと CHOICE はいう。

＊

ウェブ版
「国民生活」
2019 年 12 月号「海外ニュース」参照

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201912_09.pdf
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

オーストリア

Kishi Yoko

竹素材を強調するメラミン樹脂食器にも注意！

● VKI
『消費者』
2020 年 7 月号 https://vki.at/test-kindergeschirr-aus-melamin-und-bambus-72020
●オーストリア保健・食品安全局ホームページ https://www.ages.at/themen/rueckstaende-kontaminanten/melamin/

食器としては不適切であると助言する。また、電子

軽くて丈夫で、絵柄も鮮やかだとして、小さな子

レンジで温めることも避けるべきだとする。

どものいる家庭で人気のメラミン樹脂食器。数年前
より、メラミン樹脂に竹繊維
（バンブーファイバー）

同協会は、宣伝方法の問題点も指摘する。竹繊維

を加えた商品も出回っているが、外見的には通常の

の割合が低く、主原料はメラミン樹脂であっても、

＊

メラミン樹脂食器と区別しにくい 。VKI（オースト

「再生可能な竹を原料とするので、環境にやさしい」

リア消費者情報協会）は、子ども用メラミン樹脂食

など、エコを強調する宣伝が目立つという。

器 9 商品
（そのうち 5 商品は竹繊維入り）を対象に、
有害物質の溶出や丈夫さ等をテストした。

さらに、丈夫で壊れにくいイメージがあることか
ら、メラミン樹脂食器を選ぶ家庭が多いが、丈夫さ

その結果、すべての商品からメラミンとホルムア

は証明できなかったという。テーブルの高さから床

ルデヒドが多量に溶出し、中には許容値の 100 倍

に落下させるテストを行ったところ、ほとんどの商

以上のメラミンが溶出した商品もあったという。同

品にひび割れが発生したとのことである。

協会によると、熱を加えたり、酸と接触することで

同協会は、子どもの健康や環境に配慮するなら、

メラミンとホルムアルデヒドが溶出するという。そ

メラミン樹脂食器にも、竹繊維含有のメラミン樹脂

こで、熱い粥や茶、カットした果物、ジュース用の

食器にも、手を出さないよう助言する。

かゆ

＊

ウェブ版
「国民生活」
2018 年 2 月号「海外ニュース」参照

ドイツ

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201802_08.pdf

パンに何を塗って食べますか？

●商品テスト財団
『テスト』2020 年 6 月号

https://www.test.de/Veggie-Brotaufstriche-im-Test-Viel-Gutes-aus-Linsen-Pilzen-Paprika-und-Tomaten-5613562-0/

ドイツの朝は、バターとジャムを塗ったパン、牛

その結果、香料を加えた商品はなく、添加物もほ

乳やヨーグルトをかけたミューズリーに始まる。火

とんど使っていないのにもかかわらず、味・香りが

を使わない
「冷たい食事」が多いのは夕食も同じで、

よいと評価された商品が大部分だったという。ビー

スライスしたハムとチーズをパンにのせて食べる。

ガン対応と宣伝するだけあって、動物素材が検出さ

このようななか、3 年ほど前から、パンのお供と

れた商品は皆無だった。最も多用されている油脂は

して売り上げが激増している加工食品がある。
野菜、

ひまわり油で、植物性たんぱく質を摂取できるよう

豆、キノコ等を使ったペースト類で、約 340 商品

に、ひまわりの種を加えた商品も目立った。

が流通しているという。肉・ソーセージ、魚を食べ

しかし、2 商品からニッケルが、1 商品から鉛が

ないベジタリアン（菜食主義者）
はもちろん、
乳製品、

検出されたため、これら 3 商品の食べ過ぎには注意

＊

卵、蜂蜜等を口にしないビーガン
（完全菜食主義者）

するよう助言する。また、平均的なソーセージペー

にも対応しているのが特徴である。そこで、商品テ

ストよりも高脂肪・高カロリーの商品もあり、植物

スト財団は、トマト、パプリカ、レンズ豆、キノコ

素材であっても低脂肪・低カロリーとは限らないこ

をベースとする有機表示のペースト類 25 商品の味、

とが分かった。さらに、宣伝で強調する野菜の含有

有害物質の有無、表示等をテストした。

割合が、
実際には極端に少ない商品もあったという。

＊ ウ
 ェブ版
「国民生活」
2016 年3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-201603_09.pdf
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発 見!

くまったちゃん

消費者トラブル

啓発

趣味はショッピングで、通販のダイエット食品が大好
き！ お得な情報に飛びつかずにはいられない！
お調子者でお人よしで、とっても素直な小学３年生の女
の子♪
いつもいろんなトラブルに巻き込まれています。

キャラクター

第

5

高知県立消費生活センター

回

若者の相談件数が少なかった 2012 年当時、

各種イベントでも人気者

若者向けに消費生活相談窓口を PR するため、
親しみやすいキャラクターを、と啓発担当が動

高知市で開催された
「第 16 回いきいき百歳大

物を擬人化して描いたクマの原画をもとに、委

交流大会」では約 900 人の元気な高齢者の皆様

託先のデザイナーが描き起こしたイメージキャ

をお出迎え。休憩時間には写真撮影に応じたり

ラクターです。
名前は、
「いつも困っているクマ」

とサービス満点のくまったちゃん。ここでもお

ということで「くまったちゃん」
です。

ばあちゃんたちに大人気でした。

的確に消費者にアドバイスする正義の味方的
なキャラクターではなく、
消費者と同じ目線で、
いつも困っているキャラクターが親しみやすい
ということから、
高知県立消費生活センター
（以
下、センター）
のシンボルとなりました。
現在は、センターのウェブサイトやフェイス

こうち男女共同参画センターの
「ソーレまつ

ブック、啓発パンフレット、グッズ、センター

り2020」
では、
消費者問題啓発ボランティア（高

が毎月発行する
「地域見守り情報」などに登場

知県くらしのサポーター）さんと寸劇
「はがき

し、消費者トラブルの未然 ･ 拡大防止や「消費

de 詐欺事件」
に、センター相談員役で出演。来

者ホットライン」188( いやや !) の周知に貢献

場者に、
「消費料金に関する訴訟最終告知」等、

しています。また、高知県内で独自の啓発グッ

はがきでの架空請求に注意を呼びかけました。

ズにくまったちゃんを使用している市町村もあ

そのほか、市町村や他機関、くらしのサポー

り、活躍の場が広

ターさんなどからの出張

がっています。

要請があれば出かけて行
き、地域での啓発にも取
り組んでいます。

さて、これからのくまったちゃんは～？
今後も、自ら気づき、判断し、行動することが

5 月30日
「消費者の日」
のイベント

できる消費者をめざすとと
もに、いろいろな機会を通

「幼稚園児による高知大丸デパート 1 日店長」
にて、10 時の開店と同時に幼稚園児とともに

じて、県民の皆様の消費者

お 客 様 を お 出 迎 え、 啓 発

トラブルの未然・拡大防止

グッズを配り、お客様に大

に尽力したいと本気で思っ

変喜んでいただきました。

ているくまったちゃんです。
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あららら…

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

75 回

小学生向け金融教育で
生きる力を学ぶ
キャサリンとナンシーの金融教育
公立小学校を始めとする教育機関、金融庁・金融広報委員会など公的機関主催の
金融教育の講座を行う。講座実績は 2020 年 3 月時点で 200 を超える。
キャサリン
（左）
とナンシー（右）

様から
「
（働いてくれて）ありがとう」の交換で

小学校の全学年で金融教育を実施

やってきているということをクイズも交えて話

私たちは証券会社出身のファイナンシャルプ

しています。実は当たり前のことで、児童も頭

ランナーです。キャサリン( 竹内かおり)とナン

では理解しているのですが、改めて考えてもら

シー( 西岡奈美 )と称し、2 人で関西圏を中心に

うことで
「お金はありがとうのしるし」
であるこ

小学生向け金融教育を行っています。共に小学

とを確認します。この
「お金はありがとうのし

生の子どもを持つ母親であることと、キャサリ

るし」が全学年共通で届けているメッセージで

ンとナンシーという名前で活動することで児童

す。世の中のお金は
「ありがとう」
の気持ちと一

とすぐに仲良くなれることが強みです。

緒にめぐっていると考えることができれば、誰

金融教育の授業実施のきっかけは、2013 年

かを悲しませるような間違った使い方にはなら

に兵庫県三田市に住むキャサリンが子どもの担

ないと思っていますし、それが生きる力につな

任教員に
「他の特別授業と同じくらいお金の教

がると信じています。6 学年分のカリキュラム

育も生きるために必要です！ ぜひお金の授業

は表のとおりです。金融教育の 4 つの分野
「生

をやらせてください」と金融教育への思いを話

「消費
活設計・家計管理」
「金融や経済の仕組み」

したことでした。初年度は 1 学年（2 年生）での

生活・金融トラブル防止」
「 キャリア教育」＊ を

実施でしたが、教員の学校への積極的な働き掛

満遍なく配置した内容としました。

し く

けと学校の厚意もあって年々対象学年が拡大

リアルな体験を通じてお金に親しむ

し、現在は全学年で実施しています。本稿では

授業の時期は、児童の習熟度と学校の授業計

この三田市内の小学校で私たちが実施している

画の都合により、3 学期に設定されています。

授業について紹介します。

1 年生の授業では、特にお金の印象がネガ

お金はありがとうのしるし

ティブにならないように考えて授業を作ってい
ます。授業のテーマは「お金と仲良くなろう !」

私たち親世代の子ども時代と違い、現代は
キャッシュレス化が進み、現金を目にする機会

で、手作りの模擬貨幣を見せながら、
「今、日

が減っていることはご承知のことでしょう。授

本で使われている丸いかたちをしたお金は 6 種

業で「お金はどこからやってきますか？」
と質問

類あります。知っている人はいますか？」など

するとクラスに 1 人は必ず
「ATM」
「 銀行」と即

の簡単なお金クイズをします
（写真1）
。そして、

答する児童がいます。質問の意図はもちろんそ

なぜこのお金が存在するのか？ を考えてもら

ういった意味ではありません。家庭にお金があ

うためにお金の歴史について私たちが寸劇をし

るのは、家族の誰かが仕事をして、会社やお客

ます。その後、班ごとに外国のお金や日本の古

＊

 融広報中央委員会『金融教育プログラム
金
（全面改訂版）－社会の中で生きる力を育む授業とは－』
（2016 年 2 月）より
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/program/
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消費者教育実践事例集

表

6 学年分のカリキュラム

対象

学習内容

4 つの分野※

対応科目

家計

総合・生活

お金はありがとうとの
お金を使って、お買い物、お店屋さんをし、お金の流れを学ぶ
交換であることを体験

家計・消費

総合・生活

働くって？ ありがとう
自己分析・自己理解を通して、働くことについて考える
をもらうには？

キャリア

総合・生活

3 年生 日常生活にかかるお金 日常生活にかかるお金を知る、欲しい物と必要な物を考えてみよう

経済

社会・道徳

4 年生 銀行のしごと

経済

社会・道徳

消費

社会

家計・キャリア

家庭科

1 年生
2 年生
〃

お金と仲良くなろう！
物のねだんを知ろう！

ねらい
日頃使用する硬貨や紙幣に関心を持ち、お金に親しむ

社会のお金の流れやしくみを知る

（使用上の注意含む）
5 年生 電子マネーでお買い物！ プリペイドカードなど見えないお金について学ぶ
6 年生 5 年間のまとめ

5 年間分の学習内容の復習、おばあちゃんへの手紙

※金融教育の4つの分野「生活設計・家計管理」
「金融や経済の仕組み」
「消費生活・金融トラブル防止」
「キャリア教育」をそれぞれ「家計」
「経済」
「消費」
「キャ
リア」
と表記

写真 1 お金クイズのようす

写真 2 外国のお金などを実際に触る体験

もらうように準備しています。
紹介した 1 年生の授業後の感想
では、
「お金カルタが楽しかった」
「いろいろなお金が見られて、触る
ことができて楽しかった」などが
あり、児童が体験を通してお金を
銭を触ってもらったり
（写真 2）
、教員の提案で

ポジティブに受け止める姿を確認できました。

作成したお金カルタをしたりします。

金融教育の認知度を高めるために

授業を行ううえで大切にしていることは、主
に 2 点あります。1 点目は「できる限りリアル

金融教育は、まだまだ発展途上の教育で認知

な体験を行うこと」です。例えば、模擬貨幣を

されていないということが課題です。
そのため、

使ったお店屋さん体験を行ったり、架空の電子

「お金のことを学校で教えないといけないの？」

マネーカードを作り、キャッシュレス決済の疑

とか、
「善い活動だと思うけれど、上司である

似体験をしてもらったりするなどで、お金その

管理職の理解を得るのが難しい」といった声が

ものやお金の流れを身体で感じてもらうことと

多く聞かれます。金融教育は、教員を始め、学

しています。教える側の準備する物は多くなり

校の厚意・協力がなければ実施できません。認

ますが、児童の食いつき具合が明らかに違うと

知されるまでにはさらに時間と努力が必要だと

感じますし、授業の楽しさにつながります。

考えています。

2 点目は「教員の思いをかたちにすること」で

金融教育が小学校でスタンダードに行われる

す。教員は日々の教育活動の中でいろいろな経

よう、今後は教えるプロである教員が容易に金

済状況を持つ児童と接しており、だからこそお

融教育に関わってもらえるようなサービス提供

金のことを話しにくい現状もあるように感じま

を行うことにより、金融教育を大きく進めるこ

す。そこで、事前に打ち合わせを必要回数行い、

とを構想しています。具体的には研修の開催、

教員が児童に伝えたいことを確認し、できる限

授業案の提示、授業に関する相談対応、必要な

り授業に取り入れることを意識しています。ま

道具の貸し出し、オンラインでの模擬授業の案

た、教員のお金にまつわる体験談を話しても

内などを予定しています。多くの教員に認知さ

らったり、劇の一役をお願いしたりなど負担の

れて金融教育が広がり、
「ありがとう」
の気持ち

ないかたちながらも、私たちの授業に関わって

でお金を使う人が増えることを願っています。
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気になる

消費生活相談の周辺用語を取り上げ、やさしく解説します。

この用語
第

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。

23 回

ギーになるのか、国がおおむね 3 年ごとに調査

アレルギー表示

を行っています。調査は全国のアレルギー専門
医約 1,000 名の協力
（ボランティア）によって、
医療機関を受診した食物アレルギーの症例報告
をまとめたもので、これを参考に表示項目が検

食物アレルギー患者にとって、
その食品に
「ア

討されます。

レルゲン（アレルギーの原因となる物質）
」が

2001年に制度がスタートした際には、
「鶏卵」

入っているかどうかは命にかかわる大事な情報

「牛乳」
「小麦」
による発症件数が多く、
「そば」
「落

です。少しでも原因となる食品を避けることが

花生」による重篤な症状も報告され、この 5 品

できるよう、日本では 2001 年に加工食品のア

目を
「特定原材料」として表示を義務づけまし

＊1

。当初は食品

た。また、そのほか症例 19 品目を
「特定原材料

衛生法で定められていましたが、2009 年に消費

に準ずるもの」として、表示することが推奨さ

者庁が発足して表示制度が厚生労働省から移り、

れるものと位置づけました。

レルギー表示制度ができました

2015 年に施行された食品表示法に引き継がれ

その後、3 年ごとの調査を踏まえて特定原材

ました。どのような制度かみていきましょう。

料等は見直され、
「えび」
「かに」
が特定原材料に
なり、
「バナナ」
「ごま」
「カシューナッツ」
「アーモ
ンド」が特定原材料に準ずるものに追加されま

現在、28 品目が表示対象

した。現在は特定原材料が 7 品目、特定原材料

食物アレルギーは、特定の食ベ物に含まれる

に準ずるものが 21 品目となり、表示の対象と

「アレルゲン」を摂取した際、
過剰な免疫反応
（ア

なるアレルゲンは28品目となっています
（表1）
。

レルギー反応）が起こり、からだにさまざまな
症状を引き起こすものです。
皮膚がかゆくなる、

ナッツ類のアレルギーが増えている

せきが出るなどの症状のほか、ショック状態に
陥り意識がなくなるなど、重い症状になること

最近の調査報告書
（2019 年 9 月公表）では、

もあります。

4,851 例の症例において、木の実類が著しく増

現在、食物アレルギーの有病率は増える傾向

加 し 8.2 ％
（ 前 回 3.3 ％）と な り、 鶏 卵、 牛 乳、

にありますが、どのような食べ物で食物アレル

小麦に次いで第4位となっています。このうち、

表 1 特定原材料と特定原材料に準ずるもの
特定原材料
（7 品目）

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生
（ピーナッツ）

特定原材料に
準ずるもの
（21 品目）

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
症例が一定数報告されているが、特定原材料
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
と比べると少ないもの。表示が推奨される。
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

＊1

発症数、症状が重篤なため、義務表示とする

厚生労働省医薬局食品保健部企画課・監視安全課長連名通知「アレルギー物質を含む食品に関する表示について
（2001 年 3 月）
https://www.cao.go.jp/consumer/history/02/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/130530_shiryou2-5-1.pdf
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用語
気になる この

特定原材料に準ずるものであるくるみが 251

混入してしまうこと）発生の可能性がある場合

例 ( 木の実類の 62.9％ ) で最も多く、ショック

に、注意喚起のために表示が推奨されているも

症例も前回 7 例から 42 例に急増しています。

のです。

近く特定原材料に引き上げるよう検討されてお

また、食品によっては、任意表示で一括表示

り、義務化に向けて試験方法の開発等が行われ

の枠外に
「アレルギー物質
（28 品目中） ○○・

ているところです。

△△」などと記載したり、28 品目を並べて目立

そういえば最近、素焼きのくるみやアーモン

つように色づけしたりなど、さまざまな工夫が

ドの商品をよく見かけると思いませんか？ ブー

されています。これらは、アレルギー表示で誤

ムとなって輸入量も増えていますが、こうした

食がないよう、しっかり伝えたいという事業者

食習慣の変化が症例増加につながり、対象品目

の姿勢を感じます。

の見直しにつながるケースもあります。

対面販売の総菜や外食には
表示義務なし

個別表示か一括表示で表記
次に表示方法ですが、これらのアレルゲンは

ところで、アレルギー表示を定める食品表示

加工食品の原材料名欄に表示することが義務づ

法では、容器包装された加工食品および添加物

けられています。各原材料の後ろにかっこ書き

が対象となっており、包装されていないパンや

で表示する「個別表示」
が原則ですが、一定の条

サンドイッチ、対面販売の総菜や店内調理の弁

件に該当する場合は、原材料表示の最後にまと

当、外食などは対象外で、表示義務はありませ

めて
（一部に〇〇・〇〇を含む）と表示する
「一

ん。
間違っていても直ちに違反とはなりません。

括表示」ができます（表 2・表 3）＊ 2。菓子類など

表示ミスで事故につながるケースもみられます

に見かけるのは後者の
「一括表示」
で、理由は子

ので、特定の食品にアレルギーのある人は、直

どもが表示を見たときに、まとめて書いてあっ

接、
お店の人に確認するなどの注意が必要です。

たほうが見落とさないため、ということです。

アレルギー表示がスタートして約 20 年、事

なお、欄外に
「本品製造工場では○○
（特定原

業者と消費者双方の検討の積み重ねが、よりよ

材料等の名称）を含む製品を生産しています」

い表示制度を作ることにつながってきました。

などと書かれている場合があります。これは、

事 業 者 が 適 切 に 表 示 し、 消 費 者 が き ち ん と

コンタミネーション
（原材料としては使用して

チェックすることで、食物アレルギーの事故が

いないのに、製造工程上の問題でアレルゲンが

少しでも減ることを願いたいと思います。

（下線部）
表 2 個別表示の例

（下線部）
表 3 一括表示の例

じゃがいも、にんじん、ハム（卵・豚肉を含む）
、
マヨネーズ（卵・大豆を含む）
、たんぱく加水
原材料名
分解物（牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む）
／調味料（アミノ酸等）

じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、
たんぱく加水分解物／調味料
（アミノ酸等）
、
原材料名
（一部に卵・豚肉・大豆・牛肉・さけ・さば・
ゼラチンを含む）

＊2

消費者庁 食品表示基準 Q&A「アレルゲンを含む食品に関する表示」
（2015 年 3 月 30 日）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_190507_0005.pdf
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相談情報ピックアップ
第

13 回

執筆者：国民生活センター相談情報部

給与のファクタリング取引
と称するヤミ金に注意 !

相談事例
子どもがけがをして急に高額な治療費が必要になり、インターネットで検索して簡単にお金を用
立てることができる給与ファクタリング業者に電話をした。7 万円を手渡しで受け取り、次の給料日
に 12 万円を銀行振り込みで返済する予定だった。業者は
「給料を債権として買い取っているので、
金銭貸借ではない。差額は金利ではなく手数料だ」と言っている。期日の前日に業者から電話があり
「明日の何時に振り込むか」と聞かれたので予定時刻を答えた。しかし、その後すぐに業者から勤務
先や自宅に電話がかかってきて、勤務先と家族に知られて大騒ぎになった。自分は期日に遅れたわ
けではないのに、このようなことをされてとても困っている。まだ返済していないが、手数料を年
利として計算すると 700％以上になるので違法ではないか。

（契約当事者：40 歳代、男性）

問題点とアドバイス
インターネット広告等で
「借金ではない」
「ブ

業者に
「利息でなく手数料」
などと説明された

ラック OK」などと宣伝し、個人の賃金債権を

としても、実態は利息と同じです。

買い取ると称して高額な手数料を差し引いて金

貸金業の上限金利は貸金業法のほか利息制限

銭を提供し、個人から金銭を回収する
「給与ファ

法と出資法で定められており、例えば、貸金業

クタリング」のトラブルが発生しています。給

法 42 条 1項に規定する割合
（年 109.5％）
を超え

与ファクタリング業者などのヤミ金融業者
（ヤ

る利息の契約をしたときは、契約そのものが無

ミ金）に金銭を支払う前に、まずは消費生活セ

効、出資法 5 条 2 項の上限金利
（年 20％）を超え

ンター等に相談をしてください。

る金利は刑事罰の対象となっています。

 ァクタリングと称していても借金と同じ！
（1）フ

しかし、法律の上限金利を大きく超える手数

業者に「債権の買い取りであり貸し付け
（借

料を請求される事例がみられ、こうした契約を

金）に当たらない」
などと説明されても信じては

繰り返すと生活が破綻するおそれがあります。

いけません。貸金業法上、給与ファクタリング

（3）勤務先や家族への強引な取り立てが発生し

は たん

ている！

を業として行うことは貸金業に該当すると考え
＊

られています 。給与ファクタリングを無登録

利用する際に、勤務先や家族の連絡先を聞き

で業として行う者はヤミ金ですので、利用する

出され、取り立てに悪用されているケースがみ

のはやめましょう。

られます。勤務先に迷惑が掛かったり、家族全
しつよう

（2）年率換算で数百パーセントもの高額な手数

員が執拗な取り立てにあうなど、家族や関係者

料を請求される！

にも被害が及ぶおそれがあります。

＊ 2020 年 3 月 5 日
「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続（回答書）」
参考：国民生活センター
「給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意！−高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています−」
（2020
年 6 月 12 日公表） http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200612_1.html
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暮らしの

法律

Q&A

第

98 回

離婚後しばらくして途絶えた養育費を
支払ってもらいたい場合は？
相談者の気持ち
離婚後、しばらくして前夫から養育費の振り込みが途絶えたのですが、
子どもの進学にお金がかかり困っています。何とか払ってもらいたいの
ですが、どうすればよいでしょう？

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、 強 制 執 行 に

これに加えて、今回、財産がどこにあるのか

よって相手方（前夫）の財産から強

を、相手方に知られずに調査することができる

制的に養育費を支払わせることが

「第三者からの情報取得手続」
（以下、情報取得

できます。もっとも、そのために

手続）が新設されました。これにより、相手方

は、離婚訴訟の判決または和解調

の預貯金口座、給与の支払者等についての情報

書、離婚審判の審判書で養育費の支払い義務が

を、金融機関、市区町村等から得られるように

定められているか、または、公証人作成の執行

なりました
（不動産に関する情報については施

証書によって養育費について強制執行ができる

行日未定）
。
特に、
預貯金口座についての情報は、

ことが定められていることが必要です。これら

財産隠しを防止するため、財産開示手続を先行

の書類がない場合には、裁判所で相手方に養育

させずに取得できるようになっています。

費の支払い義務があることを認めてもらうこと

財産開示手続および情報取得手続によって相

から始める必要があります。

手方の財産がどこにあるか、また、給与が誰か

強制執行は相手方の財産に対して行うものな

ら支払われているかが分かったら、それに対し

ので、対象となる預貯金口座や不動産等を決め

て差押えをして、そこから養育費分の金額を支

て裁判所に強制執行の申立てをする必要があり

払わせることになります。ただし、給与に対し

ます。その前提として、差し押さえる財産をあ

て養育費分を強制執行する範囲は、税金等を控

なた（申立人）が見つける必要があるのですが、

除した後の給与額が 66 万円を超えない場合、

現実問題として難しい場合が多いです。

控除後給与額の 2 分の 1 までが上限となってい

2020 年 4 月 1 日から、強制執行について定

ます。
これは相手方の生活を保護するためです。

めている改正民事執行法が施行されたので、改

また、通常、強制執行によって支払わせるこ

正された内容に基づいて回答します。

とができるのは、過去の未払い分だけですが、

強制執行をする対象の相手方の財産を調べる

養育費について預貯金や給与の強制執行をする

ために、これまでも
「財産開示手続」
という手続

場合には、まだ支払期限が来ていない分も強制

きがありました。
裁判所が相手方を呼び出して、

執行
（差押え）
できます。

どこにどのような財産があるかを説明させ、そ

これらは、難しい手続きですので、弁護士に

れを裁判所から知らせてもらうことができます。

依頼されることをお勧めします。
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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

携帯電話利用契約における約款変更条項の有効性
本判決は、電気通信サービスの提供契約約款における事業者が一方的に約款の内容を
変更できる条項について、契約するサービスの特殊性等に鑑み、本条項は消費者契約法
10 条の要件には該当しないとした判決である。
（東京高裁平成 30 年 11 月 28 日判決、
『判例時報』
2425 号 20 ページ、LEX/DB 掲載）
控 訴 人（ 一 審 原 告 ）：適格消費者団体（X）
被控訴人（一審被告）：電気通信サービス事業者（Y）

はできないとして、X の請求をいずれも棄却し

事案の概要

たので、X が控訴した。本判決は、次のように

Y は、消費者との間で通信サービス A 契約お

述べて、本件変更条項の法 10 条前段該当性、後

よび通信サービス B 契約（以下、本件各契約）を

段該当性とも否定した。

締結したが、その契約には、
「当社は、この約款
を変更することがあります。この場合には、料

理

金その他の提供条件は、変更後の約款によりま

由

（1）法 10 条前段該当性

す」との内容を有する契約条項
（以下、本件変更
条項）があった。そこで、適格消費者団体であ

① X は、契約は当事者の合意によりはじめて拘

る X が、Y が不特定かつ多数の消費者との間で

束力を持つという意思主義の原則のもと、本件

本件各契約を締結するに当たり、消費者契約法

変更条項は当事者の一方が相手方の同意なく契

（以下、法）10 条に規定する消費者契約の条項

約内容を変更することはできないという一般的

に該当する本件変更条項を含む契約の申込みま

な法理に比べて、契約者
（消費者）
の義務を加重

たはその承諾の意思表示を現に行い、または行

する条項である旨主張した。他方、Y は、契約

うおそれがあると主張して、法 12 条 3 項に基

の一方当事者は、個別に相手方と合意すること

づき、Y に対し、本件変更条項を含む契約の申

なく、合理的な約款変更をすることができると

込みまたは承諾の意思表示の停止を求めるとと

いう一般的な法理が既に確立しているから、本

もに、これらの行為の停止または予防に必要な

件変更条項は、この一般的法理に適うものであ

措置として、本件変更条項が記載された本件各

ると主張した。

かな

かか

契約に係る契約書の用紙を廃棄することおよび

そこで、検討するに、本件変更条項について、

当該廃棄を指示する書面を従業員に対して交付

次のような事情を指摘できる。
（ア）本件各契約の特殊性

することを求めた。
原判決（参考判例①）
は、本件変更条項が、民

本件各契約は、携帯電話の利用に係る電気通

法 1 条 2 項に規定する基本原則に反して消費者

信サービスを提供する契約であり、不特定多数

の利益を一方的に害するものであるということ

の相手方に対して均一に提供することを目的と
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するものという特殊性を有する契約である。Y

548 条の 4 第 1 項には、一定の場合に、定型約

の契約件数は 7000 万件を超え、約款に定めら

款準備者が定型約款の変更をすることにより、

れた契約内容を変更するために常に顧客である

変更後の定型約款の条項について合意があった

契約者の個別の同意が必要であるとすると、そ

ものとみなし、個別に相手方と合意をすること

のために多大な時間とコストを要することにな

なく契約の内容を変更することができる旨定め

る。また一部の相手方から同意が得られない場

られている。同項第二号は、相手方に何らかの

合には、サービス内容に差異が生じることに伴

不利益を生ずる変更であっても、客観的に変更

う管理コストが増大する結果、契約者の利用料

が合理的といえる場合には、一方的に約款を変

が増加し、ひいては不特定多数の相手方に対し

更することを認めている。そして、その合理性

て均一にサービスを提供するという目的を達成

を判断するに当たって
「この条の規定により定

すること自体が困難になるおそれがある。さら

型約款の変更をすることがある旨の定めの有無」

に、本件は、携帯電話の利用に係る契約である

は、合理性判断の一考慮要素とされている。そ

から、技術革新等に応じて、契約内容を変更す

の趣旨は、定型約款にこのような変更条項が含

る必要性が生じることも予想される。

まれていたのであれば、相手方は一方的に変更

これらの事情によれば、電気通信サービスを

される可能性があることを予測し得たといえる

提供する事業者である Y にとって、契約者との

ことから、定型約款の変更が合理的であること

間の本件各契約の内容を画一的に変更する必要

を肯定する事情の 1 つとして考慮することとし

が生じた際に、契約者の個別の合意を得ること

たものであると解されている。
（エ）約款法理について

なく契約内容を変更する必要性が高いととも
に、顧客にとっても、一定の場合には、個別の

以上のような約款の性格、裁判例の存在、改

同意を得ることなく一方的に契約の内容を変更

正民法の定めによれば、本件各契約の内容と

することを認めることによって、コストの増加

なっている約款については、本件変更条項の有

を回避でき、不特定多数の相手方に対する均一

無にかかわらず、必要に応じて合理的な範囲に

なサービスを提供できるという利益となる面が

おいて約款が変更されることは契約上予定され

あるといえる。

ており、少なくとも
「当事者の個別の同意がな

（イ）約
 款変更に関する裁判例、約款法理を認め

くても約款を変更できる場合がある」という限

る裁判例の存在

度では、約款法理は確立しているものと認める

現代社会では、さまざまな約款が利用され、

のが相当である。

大量の取引を合理的・効率的に行っていること
から、一定の場合には、変更後の約款は当事者

②本件変更条項の文言は抽象的であることか

を拘束することや、必要に応じて合理的な範囲

ら、文言上は事業者側を一方的に利する恣意的

において変更することが予定されており、既存

な変更も許容されるように読める。しかしなが

顧客との個別の合意がなくとも、既存の契約に

ら、前記のとおり、約款法理は、一定の合理的

変更の効力を及ぼすことができる場合があるこ

な範囲において認められるものであり、約款の

とが裁判例で認められているといえる。

文言について合理的な限定解釈を加えることは

し い

（ウ）改正民法における定め

認められるべきものであるから、本件変更条項

民法の一部を改正する法律
（平成 29 年法律第

は、
「当社はこの約款を変更することがありま

44 号）による改正後の民法（以下、改正民法）第

す。この場合、料金その他の提供条件は、変更
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が客観的に合理的なものである場合に限り、変

ず、
（b）
このような変更は契約者等にとっても利

更後の約款によります」との趣旨と解するのが

益となる面があるのであるから、こうした本件

相当と考えられる。

変更条項の性質や必要性、同条項により契約者

以上によれば、本件条項は法 10 条前段に該

が被る不利益の程度、同条項により追加された

当する条項とは認められない。

本件手数料条項の目的・内容の相当性等を総合

（2）法 10 条後段該当性

的に考量すると、本件変更条項が、契約者と事

本件各契約は、電気通信サービスの契約であ

業者である Y との間の情報や交渉力の格差を背

り、不特定多数の相手方に対して均一にサービ

景として、契約者の法的に保護されている利益

スを提供することを目的とし、Y の契約件数が

を信義則に反する程度に両当事者の衡平を損な

7000 万件を超えるものである。携帯電話の利

うかたちで侵害しているということはできない。

用に係る電気通信サービスを提供する事業者で
ある Y にとって、契約者との間の本件各契約の

解

内容を画一的に変更する必要が生じた際に、契

説

（1）法 10 条前段該当性

約者の個別の同意を得ることなく契約内容を変
更する必要性は高いのみならず、このような変

原判決は、法 10 条前段所定の「法令中の公の

更は前記のサービス利用料の増加等を回避で

秩序に関しない規定」
、すなわち任意規定には、

き、不特定多数の相手方に対して均一にサービ

明文の規定のみならず、一般的な法理等も含ま

スを提供可能にするという意味において、利益

れると解するのが相当であるとする参考判例②

となる面がある。

を引用して、
「契約当事者は、当事者間で合意

もっとも、本件変更条項によって確認されて

した契約内容に拘束される一方で、合意してい

いる約款法理により、契約者は、自己が個別に

ない事項については法的に拘束されず、契約内

同意していないにもかかわらず変更後の契約内

容を変更する場合にはその旨の合意をしてはじ

容に拘束されることになるのであるから、そう

めて変更後の契約内容に拘束されると解釈する

した意味で一定の不利益を被る可能性は否定で

のが、私的自治の原則からの帰結であり、その

きない。しかしながら、約款の変更は客観的に

意味で、上記解釈は一般的な法理等に当たるも

合理性を有するものでなければならないこと、

のというべきである」と述べ、法 10 条前段要件

また、変更後の約款が、その内容が任意規定の

該当性を認めつつ、本件変更条項が、民法 1 条

適用による場合と比べて消費者の権利を制限し

2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益

または義務を加重するものであり、信義則に反

を一方的に害するものであるということはでき

して消費者の利益を一方的に害するものである

ないとして、法 10 条後段該当性を否定した。
これに対して、本判決は、法 10 条前段該当

場合には、法 10 条により無効となる。このよ
うに、本件変更条項が存在するからといって、

性自体を否定した。その理由の骨子は、本件変

前記のような約款変更が当然に有効となるわけ

更条項は、
「当社はこの約款を変更することが

ではないことから、契約者が被る一定の不利益

あります。この場合、
料金その他の提供条件は、

は重大なものであるとはいえない。

変更が客観的に合理的なものである場合に限

これらの事情によれば、
（a）本件変更条項に

り、変更後の約款によります」との趣旨に限定

よって確認されている約款法理により本件各契

解釈されるのが相当であり、本件変更条項を限

約約款の内容を変更する必要性は高いのみなら

定解釈すれば法 10 条前段該当性が否定される
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というものである。

めるものとする変更条項を定めておけば、消費

確かに、約款条項の文言を顧客側に有利に制

者方は約款の内容が一方的に変更される可能性

限して解釈する判決が少なくない。例えば、宿

があることを予測し得るため、変更条項の定め

泊客がホテルの持ち込みフロントに預けなかっ

は、法 10 条後段該当性を否定する方向の考慮

た物品、現金、貴重品について、ホテル側にそ

要素として働く面がある。

の種類・価額の明告をしなかった場合における

しかし、単に抽象的に約款の変更があり得る

ホテル側の賠償額を 15 万円と定める宿泊約款

旨を定めておいただけで一方的な変更が可能だ

中の条項は、ホテル側に故意・重過失があった

とすると、消費者方は一方的に変更内容を押し

場合には認められないとした判決
（参考判例③）

つけられることになる。そのため、変更条項の

がある（同種の判決として参考判例④～⑦など

定めが法 10 条後段該当性を否定する方向の考

がある）。

慮要素として働くためには、変更条項に変更の

しかし、これらは、個別紛争に係る判決であ

対象や要件などをある程度具体的に定める必要

る。本件のような適格消費者団体による差止請

があると考えられる。本件のような抽象的一般

求において限定解釈の手法を無限定に用いた場

的な変更条項は、むしろ相手方に一方的に不利

合には、事業者は
「今後は合理的な範囲で約款

益を与える不当条項の典型例とする見方もあ

変更を行う方針である」という意思表明さえす

る。このような見方からすると、本件変更条項

れば、本件で問題としているような一般的・抽

は、法 10 条後段要件にも該当し、消費者契約

象的な変更条項も不当条項でなくなるというこ

法 10 条に違反すると解すべきであろう。

とになりかねず、消費者に一方的に不利な契約

なお、本件につき、最高裁は、適格消費者団

条項が引き続き使用されるという結果をもたら

体からの上告受理申立てに対して、2019 年 7

すことになる。そのため、
本件変更条項につき、

月 24 日付で上告不受理決定をしている。

法 10 条前段該当性を肯定すべきであろう。

本判決の紹介に当たっては、本件原審判決の

（2）法 10 条後段該当性

ほか、2019 年 5 月 8 日付消費者庁公表資料を

また、本判決は、本件各契約は電気通信サー

参照した。

ビスの契約であり、不特定多数の相手方に対し

参考判例

て均一にサービスを提供することを目的とする
ものであることや、Y の契約件数が 7000 万件

①東京地裁平成 30 年 4 月 19 日判決（LEX/DB）
本件原審

を超える本件各契約においてその内容を変更す

②最高裁平成 23 年 7 月 15 日判決（『民集』65 巻
5 号 2269 ページ）

るために常に契約者の個別の同意が必要とする
と、その意思確認のためのコストや、同意の有

③最高裁平成 15 年 2 月 28 日判決（『判例時報』
1829 号 151 ページ）

無により提供すべきサービスの内容に差異が生

④最高裁昭和 62 年 2 月 20 日判決（『民集』41 巻
1 号 159 ページ）

じることに伴うコストが増加する結果、契約者
が負担するサービス利用料が増加し、ひいては

⑤最高裁平成 5 年 3 月 30 日判決（『民集』47 巻 4
号 3262 ページ）

相手方に対して均一にサービスを提供するとい
う前記の目的を達成すること自体が困難になる

⑥最高裁平成 5 年 7 月 19 日判決（『集民』169 号
255 ページ）

おそれがあるなどとして、法 10 条後段該当性

⑦最高裁平成 9 年 3 月 25 日判決（『民集』51 巻 3
号 1565 ページ）

も否定した。
確かに、約款にあらかじめ一方的な変更を認
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誌上法学講座
景品表示法を知る・学ぶ
第

6

回

表示規制
（5）

（有利誤認表示に関する具体的検討）
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）。

価格表示ガイドラインでは、以下のような表示

第１ 概要

は有利誤認表示に該当すると示されています。

第 4 回で優良誤認表示・有利誤認表示につい

①実際の価格より安い価格を商品の販売価

て概説し、第 5 回では、主に優良誤認表示の事

格として表示する場合

案を用いて打消し表示の考え方と事例を紹介し

②通常、他の関連する商品や役務と併せて

ました。今回は、有利誤認表示に関する具体的

一体的に販売している商品について、当該

な事案を取り上げます。

関連商品、役務の対価を別途請求するに

これまでに消費者庁が有利誤認表示と判断し

もかかわらず、その旨を明示しないで、商

て措置命令を行った事案の多くは、価格表示に

品
（本体）
の販売価格のみを表示する場合

関するものです。典型例は、実際の販売価格と

③表示する販売価格が適用される顧客が限

当該販売価格よりも高い他の価格
（比較対照価

定されているにもかかわらず、その条件

格）を併記する二重価格表示の事案です。以下、

を明示しないで、商品の販売価格のみを

価格表示を中心に説明します＊ 1。

表示する場合

第２ 二
 重価格表示以外の
価格表示
1

2

措置命令事案
消費者庁のイオンライフ株式会社
（以下、イ

基本的な考え方

オンライフ）に対する 2017 年 12 月 22 日付措
の販売価格を表示す

「イ
置命令＊4 を取り上げます。イオンライフは、

る場合、①販売価格 ②販売価格が適用される

オンのお葬式」の名称で供給する葬儀サービス

商品の範囲 ③販売価格が適用される顧客の範

のうち、
「火葬式」
、
「1 日葬」および
「家族葬」と

囲を明確に示す必要があります。これらについ

称する 3 つの葬儀サービスの各役務＊ 5 につい

て実際と異なる表示や曖昧な表示を行う場合、

て、新聞紙面広告にて
「追加料金不要」
と記載し

一般消費者は、実際よりも販売価格が安いとの

たうえで、
それぞれ
「火葬式198,000円
（税込）」、

事業者が特定の商品

＊2

あい まい

誤認を有し、有利誤認表示に該当する可能性が
あります
（価格表示ガイドライン

＊3

「1 日 葬 348,000 円
（税込）
」お よ び
「家族葬

第 3 の 1）
。

498,000 円
（税込）
」と記載していました。当該

＊ 1	有利誤認表示は、
「取引条件」について実際よりも著しく有利であると誤認される表示である。「価格」以外であっても、数量、支払条件、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に関し実際と異なる表示は有利誤認表示に
該当し得る。
＊ 2	商品・役務はいずれも価格表示の対象となるが、後述する価格表示ガイドライン（後掲＊ 3）は、基本的に小売業者が一般消費者に対し商品を供
給する場合を前提に記述されており（第 1 の 2（1））、本稿もそれに合わせて「商品」についてのみ示す。
＊ 3	
「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」（2000 年公正取引委員会）を指す。
＊ 4	https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_171222_0001.pdf
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表示について消費者庁は、あたかも、当該各役

示法の問題は生じませんが、比較対照価格の表

務の提供を受ける際、
必要な物品や役務を追加・

示が適正でない場合には、有利誤認表示に該当

変更する場合でも、記載された価格以外に追加

する可能性があります。

料金が発生しないかのように示す表示であると

二重価格表示は、過去の販売価格を比較対照

判断しました。

価格とするものや、メーカー希望小売価格や将

しかし、実際は、式場等における安置日数が

来の販売価格を比較対照価格とするものなども

当該役務の各設定日数（「火葬式」および「1 日

あり、比較対照価格の類型に応じて検討する必

葬」は 3 日、
「家族葬」
は 4 日）
を超える場合、
「
『家

要があります。

族葬』の式場利用料が 50,000 円（税込）を超え

2

過去の販売価格を比較対照価格とする二

る場合」等の事項に該当する場合には追加料金

重価格表示

が発生するものであり、有利誤認表示であると

（1）考え方整理
一般的に、セールでは
「通常価格〇〇円」や

判断されました。

「セール前価格△△円」
のように、比較対照価格

なお、イオンライフは、当該役務の提供時、
追加料金が発生する事項をパンフレット等に記

として
「過去の販売価格」
が示されることが多く

載し、また、コールセンターで消費者に特約店

みられます。表示を見た一般消費者は、セール

葬儀社を紹介後も、特約店葬儀社が作成した見

前の相当期間〇〇円や△△円で販売されてお

積書をチェックし、その内容に利用者が納得し

り、セール期間中は差額分が値引きされてお得

ているか確認するなどしていた模様です。
ただ、

と認識すると考えられます。そのため、比較対

景品表示法においては、一般的に
「チラシで、実

照価格に
「最近相当期間販売されていた価格」で

際の販売価格より安い価格が販売価格として表

はない価格が示される場合、基本的に有利誤認

示されれば、これによって顧客が誘引されるの

表示に該当する可能性があります
（価格表示ガ

であり、その後に、他の異なる表示物でそれを

イドライン第 4 の 2
（1）
ア
（ア）
b）
。
「最近相当期間販売されていた価格」
は、価格

打ち消したとしても、チラシの表示の不当性が
＊6

93

表示ガイドラインで、一般的には次の 3 要件を

ページ）
、この考え方に沿った判断が行われま

満たす価格と整理されています
（価格表示ガイ

した。

ドライン第 4 の 2
（1）
ア
（ウ）
）
。

なくなるものではない」
とされており
（緑本

第３ 二重価格表示
1

（a）比較対照価格での販売合計期間がセー
ルの各時点からさかのぼる 8 週間（対

概要

象商品の販売期間が 8 週間未満の場合

「通常価格 8,000 円→特価 6,500 円」や「定価

は当該販売期間）のうち過半を占めて

から 2,000 円引」のように、実際の販売価格と、

いること

当該販売価格よりも高い他の価格
（比較対照価

（b）比較対照価格での販売期間が通算 2 週

格）を比較する表示を「二重価格表示」といいま

間以上であること

す（割引率表示も含まれます）
。内容が適正な場

（c）二重価格表示の開始日が、比較対照価

合は、一般消費者に有益な情報であり、景品表

＊ 5	本件で問題になった 3 つの葬儀サービスの契約当事者は、イオンライフが特約店契約を締結した葬儀サービス提供事業者（特約店葬儀社）と一般
消費者であった。もっとも、消費者庁の調査担当官の解説によると、本件では、イオンライフが「イオン」等との商標や「イオンのお葬式」との名
称の下、対象葬儀サービスの提供を希望する一般消費者を特約店葬儀社にあっせんし、自ら定めたサービス内容や取引条件により特約店葬儀社
に提供させていた。これに加え、特約店葬儀社による当該葬儀サービスの提供に関し、支援、顧客管理、顧客からの問合せ対応等を自ら行って
いたこと等から、イオンライフが当該サービスを「供給」していると判断された模様である（並木悠「イオンライフ株式会社に対する措置命令及び
課徴金納付命令について」公正取引 2020 年 4 月号 75 ページ）。
『景品表示法第 5 版』
＊６	大元慎二編著
（商事法務、2017 年）。版を通じてブックカバーが鮮やかな緑のため「緑本」と呼ばれることが多く、本連載で
は第 5 版を
「緑本」と呼ぶ。
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示をしていました。

格で販売された最後の日から 2 週間以

ジャパネットは、措置命令後、自社通販サイ

上経過していないこと

トで
「ジャパネット通常税抜価格」について、「同

（c）はセール開始時に満たしていれば足りま

時期に展開している非会員価格」
を意味するもの

す。これに対し、
（a）は、原則としてセールの

として記載していた旨の説明を行っています＊7。

各時点で満たす必要があり、長期間実施すると

これに対し、消費者庁は
「ジャパネット通常税

いずれ満たさなくなります。ただし、セール期

抜価格」を見た一般消費者は、通常、過去の会

間をあらかじめ明示している場合は、一般消費

員に対する販売価格であると認識すると判断し

者に価格の変化の過程が明らかなため
「問題と

ました。実際は、
「ジャパネット通常税抜価格」

はならない」とされています
（緑本104ページ）
。

で会員に対し最近相当期間に販売した実績はな

セール期間が記載されている場合には（a）も

く、有利誤認表示だと判断されました。

セール開始時に満たせば足りるとの整理と解さ

表示内容は、表示全体から一般消費者が通常

れます。これらを簡単にイメージを示すと次図

受ける印象・認識を基礎として判断されます。

のとおりです（図）。

そのため、常に
「通常価格」
が過去の販売価格を

（2）2018 年 10 月 18 日付措置命令

示すとまではいえないものの、前記の本件カタ
ログの記載からは、会員への値引きが 22,000

株式会社ジャパネットたかた
（以下、ジャパ

円なのか2,000円のみか判然としません。また、

ネット）は、対象エアコンを一般消費者に販売
するに当たり、例えば、会員カタログにおいて

「ジャパネット通常税抜価格」
が非会員価格だと

「ジャパネット通常税抜価格 79,800 円」
「2 万円

明確ではなく、
「79,800 円」が非会員価格と認
識する一般消費者は多くないと思われます。

値引き」
「 さらに！会員様限定 2,000 円値引き」

これを踏まえると、過去の販売価格を示さな

「値引き後価格 会員様特価 57,800 円」
という表

いことが明らかな例外的
な場面を除き、
「通常価

のイメージ
図 「最近相当期間販売されていた価格」

は、前記 3 要件を満たす

900円
販売
期間

800円
6週間

1週間

800円
5週間

価格か検討することにな

700円
1週間

800円が最近相当期間価格
（(a)～(c)を満たす）

販売
期間

格」が示されている場合

るでしょう。
通常価格 800円
↓
セール価格 600円

900円

対照価格とする二重
価格表示
商品を製造するメー

3週間

最近相当期間がない
・800円…(c)を満たさない
・900円…(a)を満たさない
→厳密な記載必要（事実上困難）

3  希望小売価格を比較

通常価格 800円
↓
セール価格 600円
通常価格 900円
↓
セール価格 600円

出典：沖縄県版景品表示法ハンドブック「景品表示法、知っていますか？ 事例でみる景品表示法」
（2015 年
３月作成）
16 ページを基に筆者作成

カー等の小売業者以外の
者が、自己の供給する商
品について参考価格（希
望 小 売 価 格 ）を 設 定 し、
その価格を比較対照価格
として二重価格表示を行
う場合には、次の 2 点が

＊ 7	
「消費者庁の措置命令についてのご報告とお詫び」と題するページ
（https://www.japanet.co.jp/shopping/support/info25.html）
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設定されていなかったことを理由に措置命令を

必要です。

行いました＊8。同日付けの同社リリース＊9では、

①希望小売価格が、メーカー等（小売業者

過去存在したメーカー希望小売価格
（定価）が廃

以外の者）により小売業者の価格設定の

止されたことに気づかずそのまま掲載した旨説

参考となるものとして設定されたこと

明されていますが、そのような場合でも措置命

②あらかじめ、新聞広告、カタログ、商品本

令は行われます。

体への印字等により公表されていること

4

将来の販売価格を比較対照価格とする二
重価格表示

前記①を満たすには、メーカー等が小売業者
から独立した立場で希望小売価格を設定してい

販売当初の段階における需要喚起等を目的と

ることが必要であり、小売業者の意向を受けて

して、将来の時点における販売価格を比較対照

希望小売価格を高めに設定しているような場合

価格とする二重価格表示
（新発売当初の
「お試し

は、①を満たしません。

価格」
の表示等）
をする場合は、表示された将来
の販売価格に十分な根拠があることが必要です。

また、前記②を満たすには、広く一般消費者
に示されていることが必要であり、偶然一部の

仮に、将来の販売価格を示す場合に、それが

消費者の目に触れることがあるだけでは不十分

実際に販売することのない価格であるときや、

です。また、商品本体に印字されている場合で

当該価格での販売がごく短期間に過ぎないとき

あっても、それが希望小売価格を示したものだ

などは、根拠があるとは認められず、有利誤認

と一般消費者に認識されない場合は、②の要件

表示に該当すると考えられます
（価格表示ガイ

を満たさないと考えられます。

ドライン第 4 の 2（1）
イ）
。価格表示ガイドライ

例えば、比較対照価格について
「希望小売価

ンでは、将来の価格として表示された価格での

格」
「 メーカー希望小売価格」
「 メーカー価格」

販売が確かな場合を除き、将来の販売価格を用
いた二重価格表示を行うことは適切でないとさ

「㋱」
「定価」等の記載をする場合に、当該価格に

れています。

ついて自ら任意に設定した、あらかじめ広く公
表されていない、仕入先が個々の小売店向けに

価格表示ガイドラインは 2000 年に制定された

設定したもの等の事情があるときには、前記①

ものですが、ネット通販やテレビ通販の大幅な

または②を満たさず、有利誤認表示に該当する

普及等に伴い、価格表示の方法・実態等が多様

と判断されるでしょう。それだけでなく、最初

化しています。消費者庁は、このような状況等

はメーカー希望小売価格が設定されていたもの

を踏まえ、将来の販売価格を比較対照価格とし

の、後に撤廃されていたことに気づかず
「メー

て用いた二重価格表示等に関する対応方針につ

カー希望小売価格」を表示する場合も、有利誤

いて考え方を整理するため、学識経験者と消費

認表示と判断されます。

者庁による意見交換会 ＊ 10 を開催しています。

2020 年 6 月 24 日、消費者庁は、株式会社サ

第 1 回の議事要旨＊ 11 を確認する限り、抜本的

ンドラッグに対し、同社が対象商品について

な方針転換には至らないと思われるものの、考

「メーカー希望小売価格」
と販売価格を併記して

え方や実例の具体化・拡充等が期待できますの
で、今後の動向には注意が必要です。

いたものの、実際にはメーカー希望小売価格が

＊ 8	https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_200623_01.pdf
＊9

https://www.sundrug.co.jp/news/ 消費者庁の措置命令に基づくお知らせ .pdf

「将来の販売価格を比較対照価格として用いた二重価格表示等に関する意見交換会」
＊10	
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_002/
＊11	https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/assets/review_meeting_002_0008.pdf
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