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1

国民生活センター
創立 50 周年を迎えて
松本恒雄

Matsumoto Tsuneo 国民生活センター前理事長

した。その 2 年後に開催された最初の東京オリ

消費者行政のスタートと国民生活センターの設立

ンピックを挟んで、1968 年の消費者保護基本

独立行政法人国民生活センターは、2020 年

法の制定、1969 年の地方自治法の改正による

10 月 1 日に、特殊法人国民生活センターとし

消費者保護が地方公共団体の固有の事務
（現在

て設立されてから 50 年という大きな節目を迎

の自治事務）であるとの位置づけによって、消

えます。この年は、日本で最初の万国博覧会が

費者政策のフレームワークが形成され、国民生

大阪の千里丘陵で開催された年でした。

活センターの設立へとつながりました。

国民生活センターの前身は、1962 年に設立

1960 年代に始まった日本の消費者行政は、事

された特殊法人国民生活研究所です。この年の

業者規制というハード面
（規制行政）
は、それぞ

3月15日には、
アメリカのケネディ大統領が
「消

れの業を所管する各省庁が縦割りで行い、消費

費者の利益保護に関する特別教書」を連邦議会

者啓発や情報提供、消費者教育、事業者・事業

に送付して、消費者には 4 つの権利、すなわち、

者団体への要望、消費者からの相談、苦情処理・

「安全を求める権利」
「知らされる権利」
「選ぶ権

あっせん、紛争解決といったソフト面
（支援行

利」
「意見を聞いてもらう権利」があることを宣

政）を国民生活センターと地方の消費生活セン

言しています。特別教書の冒頭では、
「我々み

ターが行うという分業スタイルをとりました。

んなが消費者だ。経済活動の 3 分の 2 が一般消

消費者庁の設置と国民生活センター

費者の消費によって行われている。にもかかわ
らず、組織されていないためにその力を発揮で

2009 年の消費者庁設置によって、表示や取

きず、その意見を聞いてもらえない」と消費者

引等の消費者に身近な規制行政と消費者安全に

の特性を明らかにしています。

かかわる情報については横割りの消費者庁に集

日本でも、1960 年に発覚した鯨肉の大和煮の

約されました。他方、国民生活センターについ

缶詰に牛の絵のラベルを付けて牛肉に見せかけ

ては、2008 年 6 月の閣議決定
「消費者行政推進

ていたいわゆる
「にせ牛缶事件」を契機として、

基本計画」
で、
「国の中核的実施機関として、消

一般消費者を対象とした不当表示を迅速に規制

費者相談
（国民生活センターへの直接相談や、消

するために、1962 年に、
「不当景品類及び不当

費生活センターから持ち込まれる困難事案の解

表示防止法」
（景品表示法）
が制定されています。

決支援）
、相談員等を対象とした研修、商品テ

このように、1962 年は、世界の消費者運動・

スト等を拡充するとともに、PIO―NET を刷新

消費者行政の出発点の年であるとともに、日本

し、事故情報データバンクを創設するなどシス

の消費者行政の黎明期を象徴する年でもありま

テム整備を加速する。また、広域的な消費者紛

およ

れいめい
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1 国民生活センター創立 50 周年を迎えて

争の解決
（ADR）のための体制整備を進める」と

ODR 活性化検討会の
「取りまとめ」
（2020 年 3

されています。これは、2008 年の国民生活セ

月 16 日）では、消費者相談について、
「従来の

ンター法改正で付加された ADR を除いて、ほ

電話・対面での相談業務に加えて、民間や諸外

ぼ設立当初から現在まで行っている業務です。

国の取組を参考にしつつ、思い切った IT・AI

中期目標管理型の独立行政法人として存続が

の導入を進める余地があると考えられる」と指

決まったことを受けて、国民生活センターは、

摘されています。

2014年10月1日に、
「国民生活センターの使命」

消費者庁では、
徳島でのプロジェクトとして、

を公表し、「国民生活センターは、消費者問題・

若者向けに SNS の 1 つである LINE を利用した

暮らしの問題に取り組む中核的な実施機関とし

消費者相談の実証実験を行いました。国民生活

て、消費者・生活者、事業者、行政を『たしか

センターでも、2020 年 5 月に LINE の公式アカ

な情報』
でつなぎ、公正・健全な社会と安全・安

ウントを開設しました。これを
「友だち」
追加す

心な生活を実現します」と宣言しました。国民

ることにより、消費生活相談で目立つ消費者ト

生活センターには強制力がなく、日々の業務の

ラブルやアドバイスをリッチメニュー形式で調

中で集まってくる情報を分析・検討して、関係

べることができるしくみを導入しました。
また、

者に情報提供、啓発、研修、説得、要望すると

地方の消費生活センターのバックアップ機能が

いったソフトな手法しかとることができません。

国民生活センターの主要な任務の 1 つであるこ

これは、その提供する情報への信頼性が失われ

とから、相談員がいない夜間等でも一定の対応

れば、存在意義がないことを意味しています。

が可能な AI を活用した消費者向けのチャット

幸いにも 2010 年に野村総合研究所が行った

ボットについて、実証実験等による実現可能性

75 の独立行政法人を対象とした国民の意識調

を検証しつつ、段階的な検討を行うことになっ

査で、国民生活センターは、認知度、好感・信

ています。さらに、有人相談業務のテレワーク

頼度、役立ち感のいずれにおいても、第 2 位ま

化についても、セキュリティの十分な確保を前

たは第 3 位を占めることができました。このよ

提に、検討を始める必要があるでしょう。

うな高い評価の理由の 1 つとして、国そのもの

情報化の進展は、また、国境を超えた海外の

ではないけれども、国が積極的に関与している

事業者との取引を容易にしています。国民生活

という国民生活センターの持つ官と民のハイブ

センターでは越境消費者センター（CCJ）を設け

リッドな性格が、ソフト面での消費者行政に適

て、
類似の機能をもった海外の機関と協力して、

合しており、消費者からも事業者からも信頼が

日本の消費者と海外の事業者、海外の消費者と

得られていることを挙げてよいと思われます。

日本の事業者との間のトラブルの解決にあたっ
ています。2019 年 9 月にはラトビア、2020 年

新型コロナウイルス感染症と次の半世紀に向けて

2 月にはエストニアの消費者行政機関と協力の

2020 年に入って世界と日本を襲った新型コ

覚書を締結しており、現在、海外 15 機関との

ロナウイルス感染症とその社会生活・経済生活

間で 26 国・地域をカバーするに至っています。

への影響は、あらゆる面で深まっている国際化

まもなく、リトアニアの行政機関との締結も実

の実態を見せつけました。また、その前から、

現する見込みです。

情報化もさまざまな面で進展していましたが、

最後に、次の半世紀に向けて歩みを進める国

緊急事態宣言が出され、自粛期間中にテレワー

民生活センターへの、消費者、事業者、行政関

クやオンライン授業、オンライン会議が普通の

係者、専門家等のすべてのステークホルダーの

ことになるなど、大きな変化が生じています。

みなさまからのご支援・ご協力をお願いいたし

内閣官房の日本経済再生本部に設けられた

ます。
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今井 純子

日本放送協会
解説委員

座談会

志部 淳之介
弁護士

国民生活センターの見てきた半世紀とこれから

国民生活センターの
これまでとこれから

川口 徳子

松本 恒雄

国民生活センター 国民生活センター
理事
前理事長
（司会進行）

今井

国民生活センター創立 50 周年を迎えるに当

増田 悦子

全国消費生活
相談員協会
理事長

佐久間 泰次

神戸市経済観光局
消費生活センター
所長

坂倉 忠夫
消費者関連
専門家会議
専務理事

さまざまな問題を解説で取り上げてきま

たり、各分野で関係の深い皆様に集っていただ

したが、常に有益だったのが国民生活センター

き、消費者問題の現状や今後の動向と国民生活

の情報でした。
どんな問題を取り上げる時でも、

センター等の役割について議論しました。

被害傾向や件数をつかめる PIO―NET ＊ 1 の相談

消費者庁設置から最近までの
国民生活センターの取り組み

情報を電話で伺うことで解説に盛り込んでいま

――まずは、2009 年に消費者庁が設置されて

手口や被害の深刻さを PIO―NET の情報から示

から最近までの国民生活センターの取り組みを

すことが、自分事として受け止めてもらう重要

振り返っていただけますか。

な鍵になっていますね。国民生活センターの素

ひ と ご と

す。多くの人が
「自分は大丈夫」
と他人事になっ
てしまうのが消費者問題です。しかし、具体的

早い情報発信によって報道でも取り上げやすく
つな

なり、被害防止に繋がります。最近も自然災害
や新型コロナに便乗した悪質商法やトラブルに
ついても、とても早い段階でホットラインを設
置されましたよね。今後もこうした攻めの情報
発信は続けていっていただきたいです。
志部

弁護士として事件を扱い、消費者事件の

相談を受けた際、まず国民生活センターの報道
発表資料を参照しています。昨年は、消費者庁の
＊1

PIO―NET
（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネット
ワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース

※座談会中はマスク着用のうえ、十分な換気を行いました。写真撮影時のみマスクを外しています。
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任期付き職員として立法作業に携わりましたが、

は、消費者トラブルの規模やスピード感を自治

相談現場における相談内容や件数をデータとし

体が把握し、その後の手立てを取るために活用

て参照できる PIO―NET の情報は、政策立案の

できるありがたいシステムです。地方自治体の

ための貴重な資料でした。また詐欺的な定期購

基本計画の策定作業中においても PIO―NET を

入や水素水など、当時誰も取り上げていなかっ

駆使させていただいており、計画の方向性や内

た問題に切り込んできた姿勢は素晴らしいと思

容を詰めるうえで非常に役立っています。消費

います。国民生活センターの情報発信によって

者行政を推進していくなかで、1 つの自治体だ

防げた取引額や実際に受けた返金額は莫 大 で

けでは不可能な領域を国民生活センターに担っ

しょう。この 10 年の取り組みで生んできた経

ていただいているので、その存在はなくてはな

済効果は最大限評価されるべきだと思います。

らないものだと思っています。

増田

坂倉

ばく だい

相談員であり、全国消費生活相談員協会

この 10 年で国民生活センターは、消費

の立場からすると国民生活センターはなくては

者ホットラインや ADR（裁判外紛争解決手続）
、

ならない存在です。PIO―NET の情報入力も厳

CC J や訪日観光客ホットラインなど、消費者問

密なご指導をいただきながら、
「法律改正に役

題や社会環境の多様化に合わせた新しい取り組

立つ」という思いで全国の相談員は頑張ってい

みをされてきました。情報提供や情報開示も進

ます。また相談員にとって勉強になり楽しみで

み、PIO-NET を活用した国民への注意喚起が

もある研修事業では、
講師養成講座も始められ、

以前より早く細かく丁寧になったと思います。

多くの相談員が講師デビューを果たしてきまし

報道にも頻繁に取り上げられてきたことで、消

＊2

で発展的に世界や事業者と

費者にとって国民生活センターの存在や位置付

繋がってくださっているおかげで、今まで相談

け、役割がより明確になりました。また、研修

員が解決困難で無力感を覚えていた越境トラブ

事業がより充実し、時代に合わせ内容やテーマ

ルも一定の解決に至っています。さらに、何回

の幅を広げた企業職員向けの研修も行われてい

もの自然災害の経験から、今はすぐにサポート

るのは有意義なことです。

体制が整えられ、情報発信が迅速にできるよう

――国民生活センターと消費者庁とどこが同

になったと思います。

じで異なるのかを考えると、一定の権限と予算

佐久間

を持っている消費者庁に対し、国民生活セン

た。そして CC J

地方にとって国民生活センターは
「消費

ターは情報をきちんと集めて正しく早く伝え、

者行政の中核的な実施機関」
です。特にPIO―NET

説得や教育をする。それを使命として、今後と
もこの方向で頑張っていきたいと思います。

消費生活のオンライン化・
デジタル化
――オンラインを介した消費生活や産業活動
が活発化し、インターネット利用、SNS、消費
者同士の気軽な取引によってトラブルも生じて
います。皆様のお考えを教えてください。
＊ 2 「国民生活センター越境消費者センター

（CC J：Cross-border Consumer center Japan）」は、海外の事業者との間での取引でトラブルにあった
消費者のための相談窓口
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デジタル化が進むなかで、国民生活セン

ターには、まず消費者とのコミュニケーション
の多様化を期待します。企業のように AI を活
用したチャットボットやホームページの充実、
SNS や Q&A サイトでのアクティブサポートな
ど、コミュニケーションチャネルのマルチ化や
能動的なコミュニケーションが求められていま
す。また、全世代への体系的な消費者教育や消
費者啓発もお願いしたい。デジタルプラット
フォームが介在する取引が増え、消費者問題は

トラインでは定額給付金の受け取り方が分から

多様化しています。特に高齢者に対する被害防

ないという相談をたくさん受けました。ホーム

止と情報収集能力の向上、デジタル社会への対

ページやネット上での情報発信も、分かりやす

応促進は重要であり、行政や自治体、事業者団

く迅速にすべての人に届くようにする発信の仕

体、消費者団体などと連携して積極的に取り組

方がすごく重要だと改めて実感しました。

んでいただければと思います。

志部

佐久間

オンラインによる取引のトラブルの原

方で、そうではない人は情報も取り込めずに騙

因は、事業者の策略と消費者の見落としでしょ

される
「デジタルディバイド」の構造がありま

う。行政としては事業者の新たなサービスを把

す。他方で、若者であっても、デジタルへの適

握したうえで、落とし穴や注意点を消費者へ啓

応能力が高いがためにトラブルにあうことも少

発、注意喚起するという両輪が消費者サービス

なくありません。また、法規制がなかなか難し

の向上のために重要だと思います。しかし今回

いのが、デジタルプラットフォームやフリマア

の新型コロナでステイホームとなったことで、

プリなどによる個人間取引です。これはデジタ

高齢者への情報伝達が課題として浮き上がりま

ルプラットフォーム業者にルールを徹底しても

した。デジタル化が進むからこそ、アナログで

らうか、トラブルが起きた時に間に入ってもら

の啓発の重要性を痛感したんですね。我々も今

う必要があります。法規制が難しい問題や法規

は、地域団体や福祉関係者と連携して高齢者宅

制までに時間がかかる、その隙間を埋めるため

へチラシを配る対応を進めています。こういっ

にも、国民生活センターの即時の情報発信がま

た対応については、国民生活センターにもぜひ

すます重要になってくると思います。

お力添えいただきたいです。

今井

増田

高齢者に限らず、今の大人は消費者教育

り取りによって、被害にあっても救済が受けら

も情報教育も受けていません。そのため、年齢

れなかったり事業者として無自覚なまま被害を

だけでなく、インターネットを使い始めた時期

与えてしまったりといったケースが増えていま

や経験を踏まえた教育が必要です。また、デジ

す。特に新しいサービスや商品の場合、契約は

タルプラットフォームによる情報の取得は消費

事業者側にとっては有利なものに、消費者に

者自身の嗜好に誘導されるため、情報の中身に

とっては分かりにくいものになりがちです。こ

偏りが出ることも課題でしょう。自分の信じた

れは健全な事業者でもみられる傾向なので、す

い情報だけを信じることで、情報商材トラブル

べてを消費者教育で片付けることは難しい。や

等にあいやすくなります。
また、
新型コロナホッ

はり、国民生活センターがトラブルの情報をい

し こう

2020.10
国民生活

5
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ち早くつかむことで、行政執行や新ルール作り

少しずつ進んでいますが、消費生活相談や消費

に繋げてほしいですね。

者対応の国際化は一部大手企業を除きあまり進

―― 国 民 生 活 セ ン タ ー も 一 部 の デ ジ タ ル プ

んでいません。企業の相談窓口部門に外国語対

ラットフォーム業者に協力して、商品ページに

応者がほとんどいないのが実情です。こうした

我々の安全に関する情報を掲載していただいて

現状からも、国民生活センターには訪日観光客

います。取引上のトラブルについてはプラット

向けホットラインのさらなる充実をお願いした

フォーム業者が間に入って適切に処理すること

いと思います。

が効果的です。国民生活センターとしてもプ

今井

幸いなことに、新型コロナが終息したら

ラットフォーム業者に自主的な取り組みをお願

「日本に行きたい」
と考える外国人は非常に多い

いしていますので、少しずつ進歩があることを

ようです。しかし、日本でトラブルが起きても

望んでいます。

泣き寝入りして帰国してしまえば日本への不信
感が募ってしまいます。そうならないための安

国内消費者の多国籍化、
越境取引の増加

心できる窓口として、国民生活センターの存在
が欠かせません。そのため、新型コロナが終息

――国民生活センターでも CC J を展開してい

して再び訪日外国人が増える前に訪日観光客

ますが、国内消費者の多国籍化や越境取引の増

ホットラインをさらに拡充していただきたいで

加についてはいかがでしょうか。

す。
「日本ならトラブルがあっても解決してく

佐久間

現在、神戸市には 138カ国、5 万人弱

れる」という認識が外国人にも広まれば、帰国

の外国人が住んでいますが、消費生活センター

後もネットを通じて日本のサービスを利用した

の消費生活相談の外国人対応件数はそれほど多

り、商品を購入したりといった流れに繋がって

くありません。しかし、消費者トラブルは水面

くれるとうれしいですよね。

下で数多く起こっていると予想しています。ま

志部

た、実際に相談を受ける際に課題となるのが言

や事業者の国を意識する消費者は少ないですよ

葉の壁ですね。
これについては、
神戸国際コミュ

ね。そのため今後もこうしたトラブルは増える

ニティセンターでボランティアを募り、10 カ

でしょう。日本の事業者と違って海外の事業者

国語対応で平日 2 時間だけ役所の窓口などへ同

との裁判は、手続きが非常に難しく、最終的に

行する同行通訳派遣サービス事業を行っていま

お金を取り戻す見通しが立たないケースが多い

す。区役所でもタブレットや専門職員を配置し、

です。そういう点でCC Jの役割はとても大きく、

消費生活センターで対応できない場合は、適切

我々も海外の事業者を相手にした時の問題解決

な窓口を紹介したうえで消費生活センターが間
に入って解決しています。
坂倉

海外のデジタルプラットフォームや海外

事業者を利用したサービスのトラブルについて
は、国民生活センターのCC Jに期待しています。
他国とのネットワークの拡大や海外関係機関と
の連携強化によって、越境トラブルの相談窓口
としての存在感をさらに強めていただきたい。
また、一般企業では、外国語による情報発信は
2020.10
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のスキルは磨いていく必要性を感じています。
増田

相談現場では
「明日帰国する」
という訪日

外国人からの相談も珍しくありません。その際
に必要なのが、取りあえずの対応策。それは、
国民生活センターから現場へご指導いただきた
く思います。今後はデジタルプラットフォーム
や海外事業者への執行強化のために消費者庁も
連携していくそうですので、特に国民生活セン
ターの交渉力が大きな役割を持つでしょう。越
境トラブルがあった際には、国民生活センター

今井

が海外のデジタルプラットフォーム業者の協力

表示は違法であるとして、どんどん行政処分を

を得て解決する方向だとすごくいいと思います。

してほしいですよね。悪質商法で特に心配なも

――訪日外国人をきちんと支援、保護すること

のが、高精度のターゲティング広告です。ネッ

が日本経済に非常にプラスであることを、みん

ト上の個人情報を基にした AI による購入傾向

なで認識する必要がありますね。
そのためにも、

の分析がさらに進化し、その人が買いたくなる

国民生活センターが果たすべき役割は非常に重

商品を買いたくなる方法で次から次へと売り込

要であると感じています。

むようになるのではないでしょうか。双方向の

消費者に誤った思い込みをさせるような

やり取りによって、ネット上の不招請勧誘も出

ネットを使った
新しい悪質商法

てくるかもしれません。そういうトラブルを国
民生活センターがどんどん見つけて注意喚起し

――新型コロナやデジタル化の影響もあり、定

ていただければと思います。

期購入や情報商材などのトラブルは今後も増え

坂倉

ていくと思われます。ネットを使った新しい悪

ただくうえで有意義なシステムなので、定期購

質商法について思うことはありますか。

入すべてが悪というわけではありません。しか

志部 「お試し無料」
と見せかけて実は複数回の

し、最近は目に余るものがあるのも事実です。

購入を条件とし、知らないうちに高額な支払い

やはり事業者には誤解を与えない広告表現と丁

を求められる詐欺的な定期購入商法が 2016 年

寧な説明、キャンセルポリシーの明確な記載等

頃から流行り始めました。当時、国民生活セン

により消費者に納得いただいたうえで購入して

ターはかなり早い段階で注意喚起しましたよ

もらう取り組みが必要です。消費者も、キャン

は

や

ね。政府も規制に動き出すなどしていますが、
悪質業者は次々と新たな手法を生み出していま
す。最近は申込に時間制限を設けて焦らせたり、
ポップアップから入ると条件表示のない別画面
に誘導されたりと、手口が進化しているようで
す。この問題の本質は、一回でやめられない契
約をやめられるように見せかけることです。国
民生活センターにはぜひ、この点も踏まえ新し
い手口の注意喚起を進めてほしいと思います。
2020.10
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セルポリシーや記載内容をしっかり確認する必

かつての通信販売とは異なり、ネットの通信販

要があります。事業者の自主的な取り組み、行

売は広告で引っ張られてそのまま継ぎ目なく注

政による法規制、消費者への啓発の 3 つの組み

文画面に進みます。今の消費者は消費者リテラ

合わせが必要でしょう。一方、真面目に取り組

シーとデジタルリテラシーの両方を求められて

んでいる事業者へ悪い影響を与えないような、

いるので、消費者教育は非常に重要になってく

悪質事業者のみを取り締まるしくみになってい

ると思いますね。

くことを望みます。
佐久間

神戸市では、2015 年度と比べて 2019

今後の国民生活センターに
期待すること

年度の定期購入トラブルの相談件数がなんと
6.6 倍でした。中でも、10 歳代男性が突出して
38 件と増えています。動画サービス視聴中にい

――最後に、次の 10 年に向けて今後の国民生活

きなり除毛クリニックの CM が現れ、購買意欲

センターに期待することについてお願いします。

をそそられる広告が出てクリックしてしまった

増田

ケースが多いようです。悪質事業者がターゲッ

待したいです。今後の相談員の人材不足も見据

トを絞り、また消費者側も乗ってしまっている

え、電話や対面の相談対応は相談員が高度な技

現状があります。相談件数が増えていることは

術を発揮しつつ、PIO―NET の入力や一定の相

憂慮すべきですが、逆に国民生活センターとと

談業務においてはデジタルの力をぜひご活用い

もに行ってきた啓発活動の成果であるとも思い

ただきたいです。そして、相談現場から得た具

ます。賢い消費者を育てるためにも、我々とし

体的な情報を迅速に発信することで消費者の安

ては教育委員会と連携するなどして、基本的な

心や安全を守ることが国民生活センターの最も

消費者教育を進めていこうと思っています。

期待されていることです。一部のデジタルプ

増田

在宅時間が長くなれば、定期購入や情報

ラットフォームや消費者志向経営をめざして事

商材トラブルは増えるでしょう。ターゲティン

業展開している事業者が、国民生活センターを

グ広告は不招請勧誘の一部だと思いますが、
「広

介して、消費者へ情報発信しようとすることも

告も勧誘である」ということを特定商取引法の

あるでしょう。消費者、事業者、行政との連携、

中で明確に書いてもらいたいですね。決済方法

SDGs の構築を担う存在としてのご活躍を今後

の規制も必要ですので、今後も法律改正のため

も期待しています。

の活動、周りからの消費者庁へのサポートが必

佐久間

要だと思います。
また、
デジタルプラットフォー

のが悪質事業者です。一方で消費者行政は、事

ムにおける加盟店管理、不適切な広告をしてい

が起こった際に法規制で解決していく対症療

る加盟店への指導も重要です。定期購入に関し

法。これは仕方ない部分でもあります。しかし、

ては誇大広告と解約の問題、そして危害、危険

法整備には時間がかかっても、自治体が行う啓

の問題があります。口に入れたり肌につけたり

発や注意喚起はリアルタイムで行えます。その

する商品だからこそ試したいのに、実際は試せ

ためにも全国の消費生活センターと繋いでいた

ない。つまり、不実告知としての
「お試し」
とい

だける国民生活センターには、今後も我々自治

う言葉の使用自体を規制していただきたいと思

体の支援としてその役割を期待しています。

います。

坂倉

――じっくり検討したうえで電話注文をする

期待したいです。新型コロナ禍では、トイレッ
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地域の相談窓口は消費者にとって一番の頼りで
あり、被害防止の取り組みを企業や行政に促す
きっかけにもなります。国民生活センターが支
援する相談員の人材力は非常に重要です。
また、
高齢者の見守り活動も地域福祉と連携しながら
進めていただきたいと思います。
志部

国民生活センターにまず期待したいこと

は、
早さと柔軟さを持った確かな情報発信です。
また、実際の問題解決においても地方をリード
トペーパーやマスクの買い占め、小売店の店員

していくと思いますので、ODR ＊ 3 や CC J の拡

への心無い言動などが起こり、非常時の消費行

充も重要かと思います。最後に、SDGs や消費

動が浮き彫りになりました。今回の消費行動を

者市民社会の調整に向けた役割にも期待しま

分析し、今後の消費者啓発に活かしていただき

す。エシカル消費において、消費者が選択や消

たい。また、コロナ禍は物が簡単に手に入る生

費の考え方そのものを見つめ直すことはとても

活を見直すきっかけにもなりました。国民生活

大事です。現状ではクレジットカードの使い方

センターも、エシカル消費や SDGs について、

やクーリング・オフの存在さえ知らない若年層

より発展的に取り組んでいただきたいと思いま

も少なくありません。消費者が社会で暮らすう

す。2 点目は、自治体、消費者団体、事業者、

えで必要な知識の教育を、国民生活センターが

事業者団体との連携をさらに強化いただきたい

今後も担っていただければと思います。

です。その際に、消費者、事業者、双方の立場

――皆様の貴重なご意見やご指摘を、我々の今

や意見をよく理解し活動していただきたい。最

後の取り組みの参考にさせていただきたいと思

後に、今後も新しいチャレンジを重ね、安全安

います。本日は誠にありがとうございました。

心な消費社会のために貢献いただくことを期待
しています。
今井

まず期待すること

は、消費者行政の中核機関
としての役割です。国民生
活センターは生の被害情報
と豊富な経験、法的知識に
よって常にブレない消費者
目線でいらっしゃいます。
被害の兆しをいち早く読み
取って省庁や消費者委員会
や報道に働きかけ、世の中
を動かしてください。次に
地方支援、人材育成です。
＊3

Online Dispute Resolution

インターネット等を利用したオンラインの紛争解決手続き
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国民生活センターの 50 年

−こんなことがありました−

1970 年、カラーテレビの普及率がまだ 30％程度だった年に国民生活センターは設立されました。
それから 50 年。さまざまな取引や製品安全等の問題が社会に現れましたが、国民生活センターは消
費生活相談業務、広報業務、商品テスト業務、研修業務と消費者問題の解決等、国民生活の安定に必
要な事業を実施してきました。全国の消費生活センターや、消費生活相談窓口の相談員の協力により、
消費者問題の実態を調査し、また注意喚起を行い、相談情報は数々の法制度の成立や改正にも反映さ
れてきました。ここではそれらを社会の出来事とともに簡単な年表にまとめました。
国民生活センターの出来事
1970 年

消費者問題や社会での出来事

5 月 23 日 国民生活センター法（法律第 94 号）公布

3 月 日本万国博覧会（大阪万博）開幕

10 月 1 日 国民生活センター発足。一般消費者からの相談受付開始
1971 年

4 月 30 日 月刊『国民生活』創刊

カラーテレビ二重価格問題発生、不買運動へ
天下一家の会（ネズミ講）強制捜査
10 月 この頃、消火器の訪問販売で問題続出

1972 年

3 月 『くらしの豆知識』創刊

2 月 札幌オリンピック開幕

7 月 17 日 東京都港区高輪の国民生活センター事務所で業務開始

7 月 この頃、SF 商法の苦情続出

10 月 1 日 試験室、テスト業務を開始
1973 年

1974 年
1975 年

3 月 電算機による生活相談事例検索業務等開始

石油危機

11 月 石油危機によるトイレットペーパー、洗剤等物不足の問
い合わせでセンター中の電話がパンク状態となる

11 月 尼崎市で、主婦が買いだめに殺到し、重傷者が出る騒ぎに

12 月 「消費生活相談員専門研修講座」開始

12 月 「生活関連物資等の買占め及び売り惜しみに対する緊急措
置に関する法律」改正、「国民生活安定緊急措置法」公布

11 月 商品比較テストを開始

5 月 公正取引委員会、商品の原産国表示の基準を定める

1 月 「消費生活相談員養成講座」開始

およげ ! たいやきくんブーム

2 月 18 日 試験室、比較テスト結果第 1 号「ガステーブル」を公表
1976 年

9 月 7 日 危害情報室、『危害発生速報』創刊

6 月 「訪問販売等に関する法律」公布

12 月 危害情報室、最初の『危害情報報告書』を出す
1977 年

10 月 この頃、欠陥住宅問題化

5 月 「うまい話にご用心―ネズミ講の正体と落し穴」のリーフ
レットを発行
6 月 月刊『くらしの危険』創刊

1978 年

4 月 ザ・ピーナッツ引退

第 1 回国民栄誉賞に王貞治選手
12 月 「国民生活センター消費生活相談員養成講座修了者の会」
結成総会

10 月 1 日 病院からの危害情報収集を本格的に開始

6 月 サザンオールスターズ「勝手にシンドバッド」でデビュー
11 月 「無限連鎖講の防止に関する法律」公布

1980 年

3 月 1 日 相模原事務所で「商品テスト・研修施設」業務開始

10 月 山口百恵、芸能界を引退
「消費者関連専門家会議（ACAP）」設立

1981 年

2 月 20 日 『たしかな目』創刊号、2 万部発行

トットちゃんブーム

1983 年

8 月 リーフレット
「サラ金被害を防ぐために」
を51.1万部発行

4 月 この頃、サラ金被害続出

1984 年

4 月 「全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO―NET)」
を運用開始

1 月 消費生活相談員養成講座修了者の会が「全国消費生活相談
員協会」と名称変更

1985 年

6 月 28 日 「豊田商事関連 110 番（特設相談）」実施（8 月 31 日まで）

6 月 豊田商事事件
通商産業省と各地通商産業局、豊田商事グループの被害
者から電話相談に応ずる「豊田商事 110 番」設置

1988 年 10 月 31 日 『消費生活年報』創刊

ドラゴンクエストⅢ、社会現象となる

12 月 16 日 「消費者被害早期警戒情報」初公表
1991 年

3 月 東京ドーム開場

8 月 28 日 ダイヤル Q2 業務の改善について NTT に要望、同サービ
スについて郵政省電気通信局に情報提供
10 月 15 日 「消費生活専門相談員資格認定制度」による第 1 回資格試
験実施
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4 月 牛肉・オレンジ輸入自由化
9 月 SMAP
「Can’t Stop!! −LOVING−」で CD デビュー

特集

国民生活センター創立 50 周年企画

国民生活センターの見てきた半世紀とこれから

特集

3 国民生活センターの 50 年 −こんなことがありました−

国民生活センターの出来事
1995 年

消費者問題や社会での出来事

2 月 1 日 兵庫県立神戸生活科学センターへ職員を派遣

1 月 阪神・淡路大震災発生

2 月 7 日 「震災関連消費生活ダイヤル
（フリーダイヤル）」開設（3 月
末まで）
生活ニューネット内に「震災関連生活情報ボード」を開設

3 月 地下鉄サリン事件

10 月 1 日 国民生活センターホ一ムページを開設

野茂英雄選手、大リーグに移籍・活躍

10 月 16 日 こんにゃく入りゼリー窒息事故の公表
1996 年
1999 年

Windows95 発売

4 月 1 日 生活ニューネットインターネット接続サービス（電子メー
ル、ニュース）開始
1 月 PIO―NET の相談情報データ累計 300 万件突破

4 月 25 日 『国民生活』がリニューアル
10 月 1 日 国 民 生 活 セ ン タ ー の 英 文 名 称 を
「JCIC」か ら「NCAC
（National Consumer Affairs Center of Japan）
」
に変更

2002 年

1 月 6 日 監督官庁が経済企画庁から内閣府に変更

「住宅品質確保促進法」が施行
11 月 「訪問販売法」改正案が成立。名称は「特定商取引に関する
法律」に
4 月 「消費者契約法」が施行

4 月 商品比較テストを廃止し、人の生命・身体等に重大な影
響を及ぼす苦情処理テストを実施
4 月 8 日 「消費者トラブルメール箱」による情報収集の開始

5 月 FIFA ワールドカップ・日韓大会が開催

7 月 ホームページに携帯電話用（ i モード対応）サイトを開設

6 月 東京都千代田区で全国初の「歩きタバコ禁止条例」が成立

8 月 ホームページで「消費生活相談データベース」運用開始

7 月 改正「JAS 法」が施行。食品の偽装表示に対する罰則強化、
違反者名の公表の迅速化などを定める

12 月 「独立行政法人国民生活センター法」公布
2003 年

2000 年問題で首相官邸に対策室設置。多数の官庁や企業
で万一に備えた対策が取られた
4 月 「介護保険法」が施行

4 月 25 日 メールマガジン
「生活ニューネットマガジン」
の配信を開始

2001 年

4 月 欧州で狂牛病発生、消費者の不安解消策として輸入牛肉
の原産国表示決める
12 月 「成年後見制度」を導入した民法の一部改正案など 4 法案
が可決成立（2000 年 4 月施行）

12 月 29 日 コンピュータ 2000 年問題（Y2K）に対応して臨時の相談
窓口体制（2000 年 1 月 4 日まで）
2000 年

7 月 「製造物責任法」が施行、民間業界の PL 対応窓口の設置相
次ぐ

10 月 小柴昌俊氏、田中耕一氏がノーベル賞受賞

3 月 6 日 インド電気通信紛争処理・上訴裁判所（TDSAT）
一行来訪

7 月 食の安全性を確保・評価する「食品安全委員会」が発足
8 月 「ヤミ金融対策法（貸金業規制法及び出資法等の一部改正
法）」が公布。貸金業者登録制度の強化、罰則の大幅引き
上げ等が主な内容

10 月 1 日 独立行政法人に移行、相模原事務所、東京事務所を配置
10 月 28 日 タイ消費者保護委員会研修生を受け入れ

10 月 経済産業省は、違法な迷惑メールで出会い系サイトの利
用を勧誘した事業者 2 社に対し、特商法による初めての
行政処分
12 月 関東、中京、近畿の一部地域で地上デジタル放送が開始

2006 年

1 月 最高裁は、グレーゾーン金利について、高金利を事実上
強制した場合にも「利息制限法」の上限を超える利息の支
払いは無効という初の判断
9 月 15 日 シュレッダーの安全性について公表

5 月 「消防法」改正、住宅用火災警報器等の設置が義務づけ

9 月 19 日 中国消費者協会一行来訪

8 月 経済産業省、幼児がシュレッダーで誤って指を切断する
事故を受け、業界団体に消費者に対する周知徹底と再発
防止策の検討などを要請。消費者にも注意を呼びかけ

11 月 8 日 スプレー缶製品の使用上の安全性について公表

11 月 製品事故を起こしたメーカーや輸入業者に報告を義務づ
ける改正「消費生活用製品安全法」が成立

2007 年

4 月 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ADR
法）」が施行
9 月 7 日 タイ首相府大臣一行来訪

6 月 改正
「消費者契約法」
施行。消費者団体訴訟制度がスタート

10 月 26 日 福田康夫内閣総理大臣（当時）視察（相模原）
2008 年

9 月 「金融商品取引法」、改正「金融商品販売法」が施行

4 月 『国民生活』
と
『たしかな目』
を統合し、
『月刊国民生活』
創刊

1 月 福田内閣総理大臣、施政方針演説で消費者行政一元化に
向け「消費者庁」を創設する方針を表明
2 月 政府の「消費者行政推進会議」発足

5 月 2 日 改正
「独立行政法人国民生活センター法」公布、「重要消費
者紛争」解決を図る事務が追加される
2009 年

1 月 8 日 ミニカップタイプのこんにゃく入りゼリーの現状につい
て公表
4 月 1 日 紛争解決委員会設置・紛争解決手続スタート

改正
「消費者契約法」
等が成立。適格消費者団体による差止
請求の対象が、特商法および景表法上の不当行為に拡大
5 月 裁判員制度スタート
消費者庁設置関連 3 法案が全会一致で可決・成立

5 月 11 日 タイ消費者保護局一行来訪

9 月 消費者行政の司令塔「消費者庁」と、その監視役となる「消
費者委員会」が発足

7 月 市町村の消費生活相談窓口に実務経験豊富な「消費生活相
談専門家」を派遣する「巡回訪問事業」を開始

10 月 法制審議会「18 歳成人」を答申。若年者の消費者被害対策
が課題に
12 月 「特商法」
「 割販法」の改正法が完全施行。指定商品・役務
制の廃止を始め、大幅に規制を強化
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特集

国民生活センター創立 50 周年企画

国民生活センターの見てきた半世紀とこれから

特集

3 国民生活センターの 50 年 −こんなことがありました−

国民生活センターの出来事
2010 年

消費者問題や社会での出来事

1 月 16 日 「土日祝日相談」受付開始

1 月 全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口を案内
する「消費者ホットライン」が全国で運用開始

4 月 27 日 韓国消費者院院長一行来訪

6 月 「貸金業法」
「出資法」
「利息制限法」の改正完全施行（総量規
制の導入、グレーゾーン金利撤廃へ）

7 月 22 日 ベトナム工業商業省競争機構長一行来訪

9 月 この頃、貴金属等の訪問買取り被害多発

2011 年

2 月 この頃、「劇場型勧誘」によるトラブル増加
3 月 27 日 東日本大震災の発生を受け、消費生活相談を実施できな
い地域を支援するため、
「震災に関連する悪質商法 110 番」
開設（7 月 29 日まで）
5 月 東日本大震災被災地の相談窓口等に消費者問題の専門家
（弁護士、司法書士、土地家屋調査士等）を派遣する事業
を消費者庁と共同で開始
6 月 20 日 消費生活センターの窓口支援として、話中の相談窓口を
バックアップする「平日バックアップ相談」受付開始
11 月 韓国消費者院が視察

2012 年

5 月 茶のしずくせっけんによるアレルギー症例が発生し回収

7 月 地上波テレビのアナログ放送を終了し、地上デジタル放
送に完全移行（一部を除く）
5 月 消費者庁、オンラインゲームの「コンプガチャ」が景品表
示法の景品規制に当たると判断

5 月 22 日 詐欺的
“サクラサイト商法”被害撲滅キャンペーン（6 月 29
日まで）

10 月 消費者庁に、消費者安全調査委員会発足

5 月 18 日 『月刊国民生活』をウェブ版『国民生活』へ移行

12 月 「消費者教育の推進に関する法律（消費者教育推進法）
」が
施行
ペニーオークション詐欺が横行

7 月 29 日 「消費者行政の体制整備のための有識者意見交換会」中間
整理を受け、試行的に「お昼の消費生活相談」受付開始
12 月 24 日 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」
（ 閣議決定）
において中期目標管理型の法人とするとの方針

2015 年

この頃、震災に便乗した商法続発
この頃、放射性物質に対する不安広がる

11 月 消費者庁越境消費者センター開設

3 月 14 日 ベトナム公正取引委員会来訪

11 月 9 日 オマーン消費者保護局が視察
2013 年

3 月 東日本大震災発生
九州新幹線開業

6 月 1 日 「国民生活センター越境消費者センター」を開設し、相談
受付開始
7 月 29 日 「お昼の消費生活相談」受付開始

5 月 高齢者をねらった健康食品の送りつけ商法が激増
7 月 美白化粧品による白斑トラブル発覚
3 月 北陸新幹線開業
7 月 消費者ホットライン 3 桁の電話番号「188」の案内開始
10 月 マイナンバー通知開始

2016 年

2 月 19 日 電力取引監視等委員会と連携協定を締結

4 月 改正「景品表示法」が施行、課徴金制度が導入

4 月 26 日 消費者安全法に基づく
「消費生活相談員資格試験」の登録
試験機関として内閣総理大臣の登録を受ける
4 月 28 日 「熊本地震消費者トラブル 110 番」開始（7 月 14 日まで）
10 月 1 日 国民生活センターの「使命」と「行動指針」策定・公表
2017 年

2018 年

電力小売の全面自由化
欅坂 46「サイレントマジョリティー」で CD デビュー
熊本地震発生
10 月 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判
手続の特例に関する法律（消費者裁判手続特例法）」が施行

6 月 2 日 改正
「独立行政法人国民生活センター法」公布、業務とし
て特定適格消費者団体が申し立てる仮差押命令に担保を
立てることが追加（10 月施行）

4 月 改正「資金決済法」が施行、「仮想通貨」に関する新しい制
度がスタート

6 月 15 日 台湾消費者文教基金会と国際取引の消費者相談に関する
相互協力のための覚書（MOU）調印

5 月 「民法の一部を改正する法律」
が成立
（約款規定の新設、賃貸
借における敷金返還や原状回復に関するルールが明文化）

10 月 1 日 適格消費者団体支援室を設置

7 月 適格消費者団体等の活動を支援する「消費者スマイル基
金」が設立される

6 月 20 日 香港消費者委員会と MOU 調印

1 月 振袖の販売・レンタル業を行う「はれのひ」突然の営業中
止、予約していた晴れ着を成人式に着られないトラブル
が発生
6 月 成年年齢を現行の 20 歳から 18 歳に引き下げる改正民法
が成立

12 月 3 日 「訪日観光客消費者ホットライン」開設

2019 年

7 月 消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、内閣総理
大臣が会長を務める消費者政策会議で「架空請求対策パッ
ケージ」取りまとめ

3 月 15 日 改元に便乗したトラブルへの注意喚起

2 月 レオパレス施工不良問題発覚

6 月 6 日 インターネットチケット転売トラブルについて注意喚起

5 月 平成から令和へ

9 月 25 日 ラトビア共和国と MOC 締結
2020 年

2 月 13 日 エストニア共和国と MOC 締結

全世界で、新型コロナウイルス感染症が大流行

2 月 26 日 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法について注意喚起

4 月 民法（債権関係）改正法が施行

5 月 1 日 「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」
開設
10 月 1 日 創立 50 周年を迎える

7 月 改正「容器包装リサイクル法」で、レジ袋の有料化が義務化
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アラカルト

中古端末（リユースモバイル）
市場のこれから
粟津 浜一

Awazu Hamakazu

一般社団法人リユースモバイル・ジャパン理事長、リユース
モバイル関連ガイドライン検討会座長

有馬知英

Arima Tomohide

一般社団法人リユースモバイル・ジャパン理事、リユース
モバイル関連ガイドライン検討会 格付基準等作業部会 主査

●中古端末の利用ニーズの高まり

中古端末を取り巻く昨今の状況

総務省の 2018 年度の電気通信事業分野にお
ける市場検証に関する年次レポート＊2（以下、年

●取引量は右肩上がりで増加
近年の中古スマートフォンの販売推計をみる

次レポート）によると、中古端末の流通に関す

と、2017 年度は約154 万台、2019 年度は約163

る認知度・利用意向調査では
「既に利用したこ

万台と年々増加していることが分かります。

とがある」
8.7％、
「利用したことはないが今後

2019 年 10 月に施行された改正電気通信事業

利用したい」
15.9％、
「知らなかったが今後利

法では、通信と端末料金の完全分離により、通

用したい」4.0％、という結果となっており、全

信契約とセットで購入する際の端末代金の値引

体の 30％近くが中古端末に対する認識がある

きに関する規律が設けられ、中古端末の価格メ

か、利用意向があることが推測できます
（図 2）
。

リットが浮き彫りになりました。

この結果は2017年度よりも6.7ポイントもアッ

また MVNO などのいわゆる格安 SIM の普及

プしており、消費者の中古端末における利用

から親和性の高い SIMフリーの中古端末の流通

ニーズが高まっていることが推測できます。

量が増え、販売台数はますます増加傾向にあり、

●中古端末の取引形態と流通量

2025 年度には販売台数 265 万台の見込みとの

総務省が 2020 年２月に公表した
「モバイル

予測もあります （図 1）。
＊1

市場の競争環境に関する研究会」の最終報告書
で 2018 年度の中古端末の流通量を経路別にみ
ると、携帯電話会社のショップにおける下取台

図 1 中古スマートフォン販売台数の推移・予測

図 2 中古端末の流通に関する認知度・利用意向
4.0%

12.2% 8.7%
15.9%

59.2%

既に利用したことがある
利用したことはないが
今後利用したい
利用したことはなく今後も
利用したいとは思わない
知らなかったが、
今後利用したい
知らなかった。
また、今後
利用したいとは思わない

出典：MM 総研
「中古スマートフォン市場規模の推移・予測」
（2020 年 3 月）
＊1

ＭＭ総研
「中古スマートフォン市場規模の推移・予測」
（2020 年 3 月）

＊2

総務省
「電気通信事業分野における市場検証に関する年次レポート」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyousouhyouka/kekka.html
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図 3 中古端末を利用したいと考える理由

数が約640万台、
回収台数が約531万台で、
流通量は約 1000 万台となります。

（n＝1,019）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90（%）
端末を安く買える

一方、中古端末取扱事業者においては

89.1%

格安スマホや格安ＳＩＭ等のＭＶＮＯを利用したい

買 取 台 数 が 約 178 万 台、 販 売 台 数 は 約

25.3%

端末を分割払いでなく、一括払いで買いたい
新品では既に流通していない端末を買える

135 万台となります。この数字からマー

通信契約と分かれていて、購入時の待ち時間が短い

ケットに対して中古端末取扱事業者が一

23.4%
8.8%
6.2%

その他 1.0%

定量を占めることが分かります＊ 3。
●中古端末を利用したい理由

図 4 中古端末を利用したくないと考える理由

消費者の中古端末購入理由は、価格の

（n＝2,538）

0 10 20 30 40 50 60（%）

安さにあります。年次レポートによると

バッテリーの持ちが悪そう
59.0%
きちんと動作するか分からない
46.2%
42.9%
故障時などの保証がなさそう
33.3%
（中古端末が）衛生ではないイメージがある
傷やへこみがありそう
28.1%
新品と比べてあまり安くない
22.4%
端末の購入と通信事業者の契約が分かれていて、契約の手間が面倒
9.1%
販売している店が怪しそう
8.4%
7.4%
どこで販売されているか分からない
利用したい端末が流通していない 4.9%
月々の通話・通信利用料金と一緒に分割して端末料金を払いたい 3.5%
その他 2.9%

「端末を安く買える」という回答が 89.1％
と圧倒的に多く、前年度よりも 2.5 ポイン
トアップしました（図 3）
。さらに前述の
2019 年 10 月の改正電気通信事業法が施
行されたことにより価格メリットがさら
にクローズアップされました。
●中古端末を利用したくない理由
その一方、
「バッテリーの持ちが悪そう」が
59％で 2017 年度より 8.4 ポイントアップして

また、総務省の後押しを受け、携帯端末修理

います。このほか、「きちんと動作するか分か

団体である一般社団法人携帯端末登録修理協議

らない」
が 46.2％、
「故障時などの保証がなさそ

会と協力し、
「リユースモバイル関連ガイドラ

う」が 42.9％となり、中古端末に対する消費者

イン検討会」を立ち上げ、安心安全な市場発展

の不安があることが分かります
（図 4）。

をめざし、中古端末取扱事業者に向け遵守すべ

じゅんしゅ

中古端末販売事業者の取り組み

き事項や推奨事項等を取りまとめ、
「リユースモ

こうした調査結果を鑑み、中古端末
（リユー

スモバイル事業者の認証制度を開始しました。

を公表したほか、
リユー
バイルガイドライン＊4」
●リユースモバイルガイドライン

スモバイル）市場の健全な発展と消費者保護を
目的として 2017 年 3 月 14 日にリユースモバイ

前述の
「中古端末を利用したくない理由」の調

ル・ジャパン（以下、RMJ）を設立、2020 年 4

査結果から、安心で安全な中古端末を求める声

月 7 日に一般社団法人化し、リユースモバイル

に対応する必要性があると考え、総務省をオブ

に関する事業の認知向上をめざし、広報・啓蒙

ザーバーとした上記の検討会を経て消費者の不

活動を実施しています。

「リユースモ
安を払拭するための取り扱い基準

けいもう

ふっ しょく

さらに、総務省が有識者を集めて開催してい

バイルガイドライン」
を策定しました。

る「モバイル市場の公正競争促進に関連する検

ガイドライン策定の主要ポイントとしては次

討会」
「モバイル市場の競争環境に関する研究会」

の 3 つが挙げられます。
①リユースモバイルの格付基準を規定

「競争ルールの検証に関する WG」にヒアリング
しょうへい

のために招聘された際には、業界が抱える課題

S ランクから Jランクまでリユースモバイルの

の解決に向けた提言を積極的に行いました。
＊3

総務省
「モバイル市場の競争環境に関する研究会」
最終報告書

＊4

https://rm-j.jp/pdf/RMJ_Guidelines2.pdf

状態をランクづけし、それぞれの状態について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000670969.pdf

2019 年 3 月に初版を定め、同年 11 月に改訂
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リユースモバイルガイドライン

表

ランク
S

ランク説明

保証期間

未使用品（新品同様の状態）

A

目立つ傷がなく非常にきれいな状態
（液晶への傷がなく外装の傷・汚れが微細）

B

細かな傷・薄いかすり傷があり、使用感がある状態
（液晶に薄い傷や、外装に微細な傷・汚れ等が多少見受けられる）

C

目立つ傷や擦り傷等があり、明らかな使用感がある状態
C ランクは、取引日より 14 日（以上）の設定が
（液晶に目立つ傷・複数の傷がある。全体的に傷・汚れ・塗装剥
望ましい
がれが目立つ）

J

J ランクは部品取り用あるいは再資源化とする
ことが望ましいが、消費者向け、あるいは修理
事業者等へ販売する場合は、保証の有無を明確
に表示する。利用者情報が消去できない端末は
販売しないことが求められる

目に見えてダメージがあり、激しい損傷または破損している状態
（液晶を含め全般に傷や打痕や割れ等がある）

S・A・B ランクは、取引日より 30 日（以上）の
設定が望ましい

図 5 認証ロゴマーク

具体的に説明しています。また、ランクごとに
保証期間を明示するように設定しました
（表）
。
②端末内の個人情報の処理方法を規定
消費者が安心して中古端末を売買することが
できるよう、確実な個人情報の消去のための措
置を義務づけました。

バッテリー関連＊ 5

端末の初期化については買い取り時と検査時
の 2 回実施します。検査時においては、データ
の復元を限りなく不可能にするため、システム

た。ロゴマークを掲載しているショップやウェ

を利用した上書き消去を実施します。その後、

ブサイトは安心して中古端末を売買できる証で

消去を行った者以外の第三者による消去確認を

あるとして認知拡大していく予定です。

行います。
が非常に高いアメリカや EU の基準よりも強固

中古端末を購入・売却する際に
知っておいたほうがよい内容

な消去方法のしくみを本ガイドラインに盛り込

購入時や売却時には、注意すべき事項がいく

RMJ では前記のように、個人情報保護意識

んでいます。

つかあります。なお、RMJ 正会員企業につい

③法令遵守、端末等の取り扱いについて規定

ては、本ガイドラインに定める安心安全評価に
沿って、中古端末の購入時ならびに売却時に、

個人情報保護法、古物営業法等の関連法令の
遵守、人材教育、中古端末や個人情報の取り扱

複数項目の確認業務を厳重に行うよう規定して

いについて規定しています。

います。

●リユースモバイル事業者認証制度

●購入時の注意点
①ネットワーク利用制限

RMJ は本ガイドラインに沿って、リユース
モバイルビジネスおよび店舗等での業務を審査

「いわゆる “ 赤ロム ”」
について

する「リユースモバイル事業者認証制度」
を策定

とは、前所有者に端末の割賦残金が
「赤ロム」

し、本ガイドラインを遵守している企業を証明

ありネットワーク利用制限がかかった端末のこ

するための認証ロゴマーク
（図 5）を制作しまし

とです。この場合、たとえ SIM カードを端末

＊5

バッテリーの状態を検査し、検査結果を表示して販売する事業者が取得可能
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② SD カード・SIM カードは抜いておく

に装着しても、
通話やデータ通信、
キャリアメー
ルといったサービスは利用できません。

店舗でも確認しますが、重要なデータを入れ

なお、RMJ では正会員企業に対し、ネット

てある場合は特に注意が必要です。
③売却は本人のみ・本人確認書類が必須

ワーク利用制限のかかった
「赤ロム」について、
例外なく保証することを要求しています。

端末の売却は所有者である本人限定です。た

②保証期間の有無を確認

とえ家族であっても、本人が了承済みであって

中古端末は既にメーカー保証期間が満了して

も、所有者本人以外が売却することはできませ

いるケースが多いため、不具合があった時は購

ん。そのため売却時には運転免許証や健康保険

入した販売店の保証に委ねられます。

証といった本人確認書類の提示が必須です。オ

なお、RMJ では、中古端末の状態をランク

ンラインショップ等の非対面方式では、古物営

づけしており、ランクごとに保証期間を具体的

業法で複数の方法が定められています。本人確

に明示するように設定しています
（前述の表参

認書類の画像の送信や電子署名法で定められた

照）
。例えば、S、A、B ランクは取引日より 30

電子署名等を行ってメール送信する方法等があ

日以上、C ランクは 14 日以上の保証期間を設

り、
事業者によって確認方法は異なりますので、

定し明示するように求めています。

事前に確認しましょう。

③ SIM カードのサイズが対応しているかどうか

④事前にある程度充電しておく

SIM カードのサイズは
「mini」
「micro」
「nano」

100％まで充電する必要はありませんが動作

の 3 種類があり、端末ごとに適用サイズが異な

確認をスムーズに行える程度に充電しておきま

ります。もしサイズが合わなかった場合、変換

しょう。

アダプタを使用するか、キャリアショップなど

⑤パスコードなどの各種ロックを解除しておく

で SIM カードのサイズ変更を依頼します。

本人確認などセキュリティ上の目的で設定さ

また、格安 SIM や他の通信事業者の端末を

れているパスコードなどでのロックは、特にオ

利用したい場合は、各社が公表している
「動作

ンラインショップでの売却時には解除を忘れな

確認済み端末一覧」を確認するか、購入前に直

いようにしましょう。

接確認する必要があります。

⑥端末代金の支払いは完了しているか確認

●売却時の注意点

月々の通話料金に端末代金支払いの設定をし

①データの初期化

ている場合、売却する前に全額支払いが完了し

情報の消去は絶対必須

ている必要があります。端末代金の残額につい

スマートフォンは個人情報の宝庫です。その

ては各キャリアのマイページなどで確認するこ

ため売却時はデータを必ず削除する必要があり

とができます。

ます。

⑦紛失盗難対応機能はオフにする

RMJ では、端末に残る情報については、売却

売却する iPhone が iOS7 以降の場合、デフォ

時の初期化に加え、システムを利用したデータ

ルトでインストールされているアプリ
「iPhone

上書き消去を行うよう義務づけています。特に

を探す」
をオフにする必要があります。

＊6

等モバイル決済のデータ

同様に、売却する端末が Android で OS5.1

は、所有者でなければ消去できず、前述の方法

以降の場合、Android デバイスマネージャーを

でも消去できないことがあるので気をつけま

オフ
（チェックを外す）
にする必要があります。

おサイフケータイ®

しょう。
＊6

NFC
（ISO で規定された近接型無線通信方式のこと）を用いた電子マネーやポイントなどのサービスを利用する非接触 IC カード技術のこと
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国民生活センターの

半世紀を
振り返る
第

6

回

消費者法立法・
消費者行政への 38 年
落合 誠一

Ochiai Seiichi 東京大学名誉教授

1982 年国民生活審議会臨時委員就任から長年にわたり消費者法立法・消
費者行政に携わる。国民生活審議会会長、消費者政策部会長等を歴任。
国民生活センター紛争解決委員会委員長も務めた。専門は商法、
消費者法。

はじめに

1994 年 6 月に成立しました。その当時、国民

国民生活センターは、2020 年 10 月をもって

生活センターの理事長をされていた及川昭伍氏

設立 50 周年を迎える。この事は、わが国の消

の 20 年来の夢がかなったと喜ぶお顔が目に浮

費者行政における記念すべき節目であり、心か

かびます。

らの祝意を表したい。

消費者契約法

私の消費者法立法・消費者行政への関与は、
1982 年の第 9 次国民生活審議会臨時委員・消

第 8 次から第 11 次までの国民生活審議会は、

費者政策部会のもとに置かれた
「約款取引委員

約款規制問題に精力的に取り組みました
（私は、

会」委員になってからです。その後、商法のみ

第 9 次審議会において宿泊業や損害保険業など

ならず消費者法にも力を入れておられた竹内昭

5 業種の約款の検討に委員として参加）
。この問

夫先生のお薦めもあり、1990 年に第 13 次国民

題に対する国民生活審議会の対応は、個別業界

生活審議会消費者政策部会に置かれた
「製造物

の約款を取り上げ、検討し、適正化の方向性を

責任制度等に関する委員会」
委員になりました。

示す報告を出すというもので、それなりの改善

それ以降、思えば、私の消費者法立法・消費

効果はあったのですが、検討対象とならなかっ

者行政への関与は、かれこれ38年にもなります。

た業界約款は膨大であり、それらはほとんど改

そこで本稿では、その 38 年を今一度振り返

善されませんでした。そこで個別業種ごとの対

りつつ、国民生活審議会とともに消費者行政を

処ではなく、すべての約款を対象とした包括的

支えてきた国民生活センターとのかかわりにも

な約款規制法が必要との認識になったのです。
第 14 次国民生活審議会は、消費者政策部会

触れてみたいと思います。

に消費者行政問題検討委員会を設置して、規制

製造物責任法

緩和の大きな流れの中での新たな消費者行政の

製造物責任法
（PL 法）は、立法までに大変難

基本的なあり方の検討をしており、その 1 つと

航した法律です。第 13 次国民生活審議会では、

して約款適正化問題も取り上げられました。

立法への反対が強く、審議会は、消費者政策部

1995 年からの第 15 次から 1999 年からの第

会の中間報告を出すのがやっとでした。こうし

17 次までの国民生活審議会は、もっぱら消費

た状況を打開したのは、
「消費者のための製造

者契約法
（名称は、当初、約款適正化法、次い

物責任法の制定を求める全国連絡会（PL 法消費

で消費者契約適正化法、第 16 次から消費者契

者全国連絡会）
」による立法支持の約 350 万の

約法となった）
の制定に向けた取り組みを進め、

署名集めで、地方議会、国会への請願等の大規

ようやく 1999 年 12 月に
「消費者契約法
（仮称）

模な展開です。

の立法に当たって」と題する最終報告書を公表

このような後押しを受け、1992 年からの第

しました
（私は、第 15 次では審議会委員・消費

14 次国民生活審議会（私は、消費者政策部会委

者政策部会委員・消費者取引検討委員会委員長

員、93 年に審議会特別委員）は、立法すべきと

代理、第 16 次、17 次では審議会委員・消費者

の最終報告を出し、ようやく製造物責任法は、

政策部会長・消費者契約適正化委員会委員長・
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消費者契約法検討委員会委員長として関与）
。

生活センター理事長をされていた松本恒雄氏）。

これを受けて難産の消費者契約法も、2000 年

この提言の具体化は、2003 年からの第 19 次国

4 月に成立しました。

民生活審議会が受け継ぎ、
公益通報者保護法は、
2004 年 6 月に成立しました。

消費者基本法

紛争解決委員会

2001 年からの第 18 次国民生活審議会は、規
制緩和の大きな流れを受けた新しい時代の消費

消費者がその権利を実現しようとした時、そ

者行政のあり方に取り組み、その検討結果は、

のコストが大きく、
実質的に実現不能であれば、

消費者政策部会の「21 世紀型の消費者政策の在

権利は、しょせん、絵に描いた餅になってしま

り方について」として今後のグランドデザイン

います。そこで紛争解決方法として裁判だけで

の提示がなされました
（私は、審議会委員・会

はなく、公正な第三者による和解の仲介や仲裁

長代理・消費者政策部会長として関与）
。その

による裁判外紛争解決制度
（ADR）の充実が必

うちの重要提言の 1 つとして消費者保護基本法

須となります。国民生活センターは、まさにそ

から「保護」を取った消費者基本法への改正があ

の担い手としてふさわしく、2008 年の法改正に

りました。

より重要消費者紛争に関する ADR 権限が付与

あ

従来の消費者行政は、消費者は弱者であるが

されました。

ゆえに保護の対象、との考え方が支配的だった

私は、2008 年 12 月から 2009 年 3 月までそ

のですが、この発想を転換して、消費者は単な

の設立準備委員会委員長として、また 2009 年

る保護の対象ではなく、自立した権利主体であ

4 月から 2012 年 5 月まで紛争解決委員会委員

るとの考え方を基本とすべきとなったのです。

長として、
そのADRに関与しました。委員会は、

この提言の具体化は、2003 年からの第 19 次国

毎年 200 件前後の申請を受け付けており、国

民生活審議会（私は、審議会会長・消費者政策

民から信頼される ADR となっていることはう

部会長として関与）に引き継がれ、消費者基本

れしい限りです。

法は、2004 年 5 月に成立しました。同法には、

結び

消費者の 8 つの権利が宣明され、消費者政策会
議が策定した消費者基本計画は、閣議決定され

消費者法立法・消費者行政は、机上で紙に絵

ることとなり、消費者行政は、消費者基本計画

を描くようにはいかない大変難しい作業です。

を着実に実行して、消費者の各権利の実効化を

そのため
「小さく生んで、大きく育てる」との

図るとされたのです。また国民生活センターに

言葉を何度もつぶやいたことも事実です。今や

関する規定が置かれ、基本法上、明確な位置づ

国民生活審議会・国民生活局は、過去の記録の

けがなされました。

中にしかありません。しかし消費者庁・消費者
委員会が、消費者契約法、公益通報者保護法等

公益通報者保護法

の改正や消費者裁判手続特例法の制定等を実現

第 18 次国民生活審議会消費者政策部会の前

させることにより
「大きく育てる」
作業は着実に

記報告には、公益通報者保護制度の整備も提言

進んでいます。

されておりました。その内容は、部会に置かれ

国民生活センターも、きたるべき100 周年に

た公益通報者保護制度検討委員会による検討を

向けて、この方向への継続的な貢献を強く期待

踏まえたものです
（検討委員会委員長は、当時

いたしまして、本稿の結びといたします。

一橋大学大学院教授で 2020 年 9 月末まで国民
2020.10
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第

5

回

被災ローン減免制度

（自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン）
高橋 博明

（仙台弁護士会所属）
Takahashi Hiroaki 弁護士

東日本大震災発生後、仙台弁護士会被災ローン問題対応プロジェクトチームに所属。
被災ローン減免制度の運用実務とともに制度等の改善提言等に取り組む。

被災ローン減免制度とは

自然災害 GL を利用する
メリットは？

2011 年 3 月、東日本大震災が発生し甚大な

● 債務の減額や免除を受けられる

被害が生じました。多くの人が自宅や自動車な

自然災害 GL の利用要件を満たし、債権者全

どの財産を失いましたが、日本の法制度では、
住宅や自動車のローンは、被災しても消えるこ

員と合意ができれば、住宅ローンなど被災に

とはありません。生活再建のために新たにロー

よって返済ができなくなった債務の減額や免除

ンを組むと、いわゆる二重ローンの状態となり、

を受けることができます。

賃貸物件で生活するにしても新たに家賃などの

● 一定の財産を手元に残すことができる
破産手続きを取った場合、手元には原則とし

住居費で、同様の状態となってしまいます。

て最大でも 99 万円までしか財産を残せません。

そして、仮に破産などの手続きを取ると少額
の財産しか残せず、保証人がいる場合には保証

一方、自然災害 GL が利用できる場合は、原則

人へ請求がいきます。また、いわゆる信用情報

として最大 500 万円までの現金、預貯金、保

にも事故情報が載り、生活再建のための新たな

険などの一定の財産を残すことができます。さ

融資が受けられないという問題が生じます。

らに、これとは別に自動車
（一定の評価額まで
のもの）
、被災者生活再建支援金、家財保険金

被災者は、自然災害で債務の返済が難しく
なったものでその帰責性は乏しく、逆に生活再

などを残すこともできます。

建の支援が求められました。このような経緯か

● 信用情報に載らない
破産や個人民事再生、任意整理といった手続

ら、2011 年 7 月「個人債務者の私的整理に関す
るガイドライン」
という指針が策定されました。

きを取ると、信用情報に事故情報として載って

このガイドラインは、東日本大震災の被害に

しまいますが、自然災害 GL が利用できる場合

限って適用されましたが、これをもとに、以降

は信用情報には載りません。このため、新たに

に生じた自然災害に恒久的に適用するものとし

ローンなどを組む際の障害となりません。

て、2015 年 12 月に策定されたのが「自然災害

● 保証人に原則請求がいかない

による被災者の債務整理に関するガイドライ

破産や個人民事再生といった手続きを取った

ン」
（ 以下、自然災害 GL）です。この自然災害

り、支払いが一定期間遅れたりすると、保証人

GL を通称「被災ローン減免制度」
といいます。

がいる場合はその保証人に請求がいきます。一
方、自然災害 GL では、原則として、保証人に

適用されるのは、2015 年 9 月 2 日以降に災
害救助法の適用を受けた自然災害です。既に

請求をしないことになっています。

2016 年熊本地震や 2019 年台風 19 号被害など

● 費用がほとんどかからない
自然災害GLが利用できると、
「登録支援専門家

20 以上の災害で適用されています。

（弁護士など）
」が手続きを無料でバックアップ
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します。手続き上、多少の費用
（必要書類の取

自然災害 GL を使える要件

得費用や後述の特定調停における申立費用な

災害起因性要件、支払不能要件

ど）がかかりますが、総額でも 1 〜 2 万円前後

自然災害 GL には多くのメリットがあります

と考えられます。

が、被災者全員が利用できるわけではなく、
「被

具体例 1

災によって」
（災害起因性要件）
、
「それまで負っ

地震の被害にあいました。自宅建物は全壊
し、土地
（評価額 500 万円）だけが残りました。
負債は住宅ローンのみで 1500 万円あります。
収入は、額面で 400 万円、家族は専業主婦の
妻と小学生の子どもが 2 人います。資産は、
被災者生活再建支援金を含む預貯金が 400 万
円あります。今は、仮設住宅で家賃は無料で
すが、仮設住宅を退去すると家賃が発生しま
す。被災した土地は売却して、別の土地で生
活を再建したいと考えています。

ていた債務を返済できなくなった、あるいは近
い将来に返済ができなくなるおそれがあるこ
と」
（支払不能要件）が必要となります。これら
の要件は、次のような基準からケースごとに判
断されます。

● 被災前に債務の返済に滞りがなかった
被災前から税金や債務の支払いが継続的に
滞っているときは利用できない場合があります。

▶ 自然災害 GL を利用できる場合
●

● 一定の年収以下であること

被災した土地の売却代金 500 万円を住宅
ローンを組んでいる金融機関に支払うこと
で、残りの負債 1000 万円の全額免除を受
けられる可能性が高いです。また、資産の
400 万円は全額残せる可能性が高いです。

高額な収入のある人は、債務の返済が難しい
とは評価されず、
利用できない場合があります。

● 収入に対して債務の返済額が
一定の割合以上であること
収入に対して債務の返済額が一定の割合より
も少ない人は、債務の返済が難しいとは評価さ

具体例 2

れず、利用できない場合があります。

水害にあいました。自宅は浸水したため公
費で解体する予定です。土地は評価額で 300
万円。負債は住宅ローンのみで 600 万円残っ
ています。収入は額面で400万円、家族はパー
ト
（額面 70 万円）の妻と中学生の子 1 人です。
資産は被災者生活再建支援金を含めて預貯金
150 万円、自動車（国産、評価額 50 万円）です。
残った土地に新たに自宅を建てたいと考えて
います。

● 債務よりも資産が少ないこと
債務額よりも大きな資産がある人は、債務の
返済が難しいとは評価されず、利用できない場
合があります。ただし、自然災害 GL において
手元に残すことが可能とされている資産（500
万円以内の現預金など）は除外して考えますの
で、資産の合計額が負債額より大きい場合でも

▶ 自然災害 GL を利用できる場合
●

利用できることがあります。

● その他

土地を残すために、住宅ローン 600 万円
のうち 300 万円
（土地の評価額）を一括また
は分割して
（原則最大 5 年）金融機関に支払
います。これにより残る負債 300 万円は免
除を受けられる可能性が高いです。資産は
自動車を含めて全額残せる可能性が高く、
信用情報にも事故情報として載りませんの
で、再築のための融資が受けられる可能性
があります。

いわゆる反社会的勢力に関係がある人は利用
できません。また、破産法上の免責不許可事由
（浪費により債務を負担したことなど）
がある人
も利用できない場合があります。
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するかについて、返済計画案を作成します。こ

自然災害 GL の利用手続き

の返済計画案をもとに、後記⑦の調停調書の内

① メインバンクに着手同意を求めます

容となる
「調停条項案」
が作成されます。この調

まず債務残高が最も多い金融機関に行き、自

停条項案が作成できたら全債権者に諮り、協議

然災害 GL の利用についての着手同意を求めま

します。

す。この着手同意は、自然災害 GL により債務

⑥ 債権者が同意するかどうかの
回答を待ちます

を減額、免除する同意ではなく、あくまでもこ
の手続きをスタートする同意になります。金融

全債権者に諮った調停条項案に対し、債権者

機関によっては、自然災害 GL についての理解

が同意する見込みか、あるいは不同意かについ

不足で着手同意をしない場合がありますが、反

て書面で回答されます。不同意の債権者がいる

社会的勢力に該当しない限り、着手同意が原則

場合には、自然災害 GL による債務整理は成立

です。もし同意が得られない場合には、お近く

しませんので、調停条項案の内容変更の協議を

の弁護士会にご相談ください。

尽くします。

② 着手同意書をお住まいの地域の

⑦ 特定調停

弁護士会に提出

全債権者の同意見込みにより、管轄の簡易裁

金融機関から着手同意書を受領したら、居住

判所に
「特定調停」という手続きを申し立てま

地域の弁護士会に提出してください。弁護士会

す。
裁判所で調停期日が開かれ、
合意内容に従っ

が、担当する「登録支援専門家」
を選任します。

て
「調停調書」
という公文書にする手続きを行い

③ 登録支援専門家と申し出の準備をします

ます。原則として、この特定調停の手続きも登

登録支援専門家と自然災害 GL の要件を満た

録支援専門家がフォローしてくれます。

すかを相談し、満たしそうであれば、自然災害

これにより、手続きは終了となり、調停条項

GL における債務整理の申し出準備をします。

に従った内容で、債務が減額または免除される

陳述書・添付資料
（給与明細、源泉徴収票、課

こととなります。

税証明書などの写し）
、財産目録
（預貯金、資産
り さい

の状況など）、債権者一覧表、罹災証明書や被

自然災害 GL の利用の検討を！

災証明書など、
所定の提出書類がありますので、
サポートを受けながら作成します。

各地で自然災害が頻発しており、誰もがいつ

④ 全債権者に債務整理の申し出をします

どこで被災するか分かりません。不幸にも自然

準備ができたら、すべての債権者に書類を提

災害に巻き込まれ、債務の問題を抱えた場合に

出し、債務整理の申し出をします。

は、ぜひ自然災害 GL の利用を検討してくださ

金融機関が申出書類の受理をすると、自然災

い。利用要件などで被災者全員が利用できるわ

害 GL の利用手続きが終わるまでの間は債務の

けではありませんが、利用できると生活再建に

返済や督促が「一時停止」
されますが、債務者も

大きく役立つ制度ですので、弁護士などの専門

資産の処分や新たな借入れができなくなりま

家にご相談ください。

す。

⑤ 調停条項案（返済計画案）を作成します
登録支援専門家と、債務の免除を求めるか、
一定の返済が必要な場合にはどのような内容に
2020.10
国民生活

21

やさしく解説
・
新

法律
基礎知識

第

4

回

法律の読み方②
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。

れらをどう呼ぶでしょうか？ 実は、名前はな

木も見て森も見よう

いのです。
「芸がない」
と言われそうですが、そ

「木を見て森を見ず」
細部にとらわれ過ぎて全

のまま、
「イ、ロ、ハ」
、「イの
（1）
（ イのかっ
」

体が見えていない、という意味のことわざです

こ 1）
と呼んでいます。

が、法律の読み方の極意は
「木を見て森も見る」

〇消費者契約法
（適格消費者団体の認定）
第 13 条 差止請求関係業務（中略）を行おうとする者
は、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
２ 略
３ 内閣総理大臣は、
（中略）
認定をすることができる。
一～三 略
四 その理事に関し、次に掲げる要件に適合するも
のであること。
イ 差止請求関係業務の執行を決定する機関とし
て理事をもって構成する理事会が置かれてお
り、かつ、定款で定めるその決定の方法が次に
掲げる要件に適合していると認められること。
(1) 当該理事会の決議が理事の過半数又はこ
れを上回る割合以上の多数決により行われる
ものとされていること。
（以下 略）

です。法律の全体像をざっくり押さえることも
重要ですし、
「ここぞ！」
という条文については、
内容を丹念に読み込むことも必要です。
前回、法律の全体構造についてのお話をしま
したので、今回は一つ一つの条文を読むスキル
をお伝えしようと思います。

名前で呼んでよ！
「ちょっと君、この書類をコピーしてくれな
いか？」、いつまでも部下の名前を覚えない上
司がいますが、これでは本当のビジネスパート
ナーにはなれません。それは法律も同じこと。
まずは、条文のパーツの名前を覚えることから

法令用語に慣れよう

始めましょう。

法律を正しく理解するには、やはり
「法令用

条文は、
「条」
と
「項」
からできています。項は、
条文の段落のことです。算用数字が付されてい

語」に慣れる必要があります。その独特の言い

る部分がそれです（第 1 項だけは数字が付され

回しやニュアンスが分かれば法律の読解力は確

ません）。「条、項、号」の順で条文が構成され

実にアップします。例えば、条文の構造を理解

ていると考えている人が意外に多いのですが、

「若しくは」が
するために役に立つ用語に
「又は」

それは間違いです。
「号」
は、いくつかの事柄を

あります。どちらも英語の
「or」を意味します

列記するときに使われます。
「条」
にも
「項」
にも

が、選択する内容が 1 グループである場合には

使われ、「第○条第×号」
のように
「項」
がないと

最後だけ
「又は」
を使い、
それ以外の場所では「、」

きにも使われるのです。

でつなげます。
「A、B 又は C」といったように

また

も

です
（図 1）
。

次の消費者契約法第 13 条第 3 項第四号のよ
うに、号の内容をさらに細かく列記したいとき

しかし、選択する内容にいくつかのグループ

には「イ、ロ、ハ」
を使い、なお細かくしたいと

分けができる場合には、「又は」は 1 番大きなグ

きには
「（1）、
（2）、（3）」を使います。では、こ

ループ分けにだけ使い、その他のグループ分け
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図 1 A、B 又は C

図 2 A、B 若しくは C 又はD
A

又は

A

B

若しくは

B

D

C

又は
C

には「若しくは」を使います。「A、B 若しくは C

善意に
「やさしい」
とか
「親切な」
という意味は

又は D」というようにです
（図 2）。

なく、悪意にその反対の意味もありません。

こうしたことが理解できると、条文が伝えよ

適用する

うとする内容をよりリアルに感じることができ

準用する

本来の対象に条文を当ては 本来の対象ではないが似た
めること
対象に条文を当てはめること

ます。では、実際に読み解きの練習で例 1 と例

例えば、
「毎月のお小遣いの半分以上はおや

2 の違いから、書き手の意図を読み取ってみて

つに使わない」というルールを親が決めていた

ください。
例１ 食
 べたい果物は、ぶどう、梨、柿又はイチゴです。

とします。お年玉をもらった子どもがおやつを

例２

買いに出かけようとすると、「おやつルールは

 べたい果物は、ぶどう、梨若しくは柿又はイチ
食
ゴです。

お年玉にも準用します！」と母親が釘を刺すか

例 1 は、並列的に 4 つの果物を並べています。

もしれませんね。

イチゴ以外は秋の果物です。ただし、書き手は
そのことを伝えようとはしていません。
例 2 は「又は」で大きなグループ分けをしてい
ます。秋の果物とイチゴとを意識して書き分け

みなす

推定する

法律上そういうものとして
扱うこと。反証を挙げても
覆せない

法律上、一応そういうもの
として扱うこと。反証を挙
げて覆すことができる

たのです。「秋の果物が食べたい。でもイチゴ

民法 772 条 1 項には
「妻が婚姻中に懐胎した

も食べたい」という風になるかもしれません。

子は、夫の子と推定する」とあります。もし、
これが
「みなす」
なら世の男性は大変厳しい状況

｢又は｣と「若しくは」
と同じような関係にある
およ

なら

と「並びに」
があります。
「及び」
も
用語に「及び」

に置かれるかもしれません。

「並びに」も英語でいえば「and」で、
「及び」は 1

法令用語への接し方

番小さなグループをつなぐ場合に使われます。
「並びに」は、それ以外の「and」でつなぐ場面で

法令用語にはちょっとした
「慣れ」が必要で

使います。

す。日本語なので
「全然分からない」
ということ

他にも法律の独自な言い回しを対にして紹介

はないでしょうが、
「少し自信がないなぁ……」

しておきましょう。

と思ったら、法令用語集やインターネットで調

善意

悪意

事情を知らないこと

事情を知っていること

べることをお勧めします。自分で調べたことは
頭に残ります。調べたことを少しずつ書き留め
ておくと、程なく用語に苦労しなくなります。
2020.10
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第

5

回

「株式投資」
を学ぼう①
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「株式投資」
は、株価が値上がりしないと、利益 ( リターン ) が得られない
■ ②
「ネット証券」
はトラブルが起きた時の対応策や防止策なども確認して選ぶとよい
■ ③「一般 NISA」
口座で損失が発生しても、他の口座で得た利益と損益通算＊ 1 できない
内容が合っているもの
（■）
は……②③
超低金利の昨今、
資産運用の選択肢として
「投

国株式の場合には、
「為替変動リスク」
「カント

資」が注目されています。今回から 2 回にわた

リーリスク」＊ 3 を考える必要があります。元本

り、「株式投資」
を取り上げていきます。

に損失が生じる可能性も考え、
「余裕資金」で行

株式投資とは

うのが原則です。投資をする前には、自分のお
金を見渡し、
「生活に必要なお金」や
「使う予定

株式投資は、株式会社に資金を出資するもの

のあるお金」を除いた「余裕資金」がいくらある

です。株主は、①株価が値上がりした場合の売

のかを確認しましょう。

却益 ( キャピタルゲイン ) ②配当による会社が

証券会社店舗型・ネット型の違いとは

得た利益の還元
（インカムゲイン）③株主優待

株式は、証券会社で購入します。証券会社に

（会社の製品やサービスなどの提供）
といった利

は大きく分けて、店舗型と、インターネットで

益 ( リターン ) を受けることができます。

取引を行うネット型があります
（表 1）
。

また、株式投資には、経済を通してよりよい
社会作りに貢献するという側面もあります。
「こ

店舗型の場合は、担当の営業スタッフがいる

の株価は上がるであろうからと考えて、株を

ため、アドバイスや、質の高い情報を得ること

持ったことは一度たりとてない」
と言ったのは、

ができます。近年は、店頭だけでなく、ウェブ

日本の資本主義の父・渋沢栄一です。渋沢は
「道

サイト、
コールセンターなども用意されていて、

義上、この事業こそは盛んにしなければならな

そのときどきに合ったチャンネルを選ぶことも

いと決めれば、その株式を所有する」としてい

可能です。
こうしたきめ細かいフォローの半面、

＊2

店舗型は一般的に手数料が高額です。

ました。

株式投資にはリスクがあります。
「価格変動

一方、ネット型は、手数料が安いことが最大

リスク」だけでなく、投資した会社が破 綻する

の魅力です。また 24 時間いつでも注文ができ

可能性などの「信用リスク」
もあります。また外

る所が多く便利です。ただし、簡単に売り買い

は たん

＊ 1	利益
（譲渡益や配当など）が出た場合、通常は税金がかかるが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことが
できるという制度
＊ 2	渋沢栄一著、竹内均編『渋沢栄一
「論語」の読み方』
（三笠書房、2004 年）
＊ 3	特定の国・地域における政治・経済・社会情勢の変化により損失を被るリスク
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表 1 店舗型とネット型の証券会社 それぞれのメリット・デメリット
店舗型の証券会社
メリット

ネット型の証券会社

・営業スタッフに、気軽に相談したり、自分に合った
情報の提供を受けたりすることができる
・信頼性の高い投資情報が豊富
・IPO（新規公開株）で有利

・手数料が店舗型に比べて安い
・アプリなどを使い、手軽に取引ができる
・銘柄検索のためのツールが充実している
・ニュース配信などの情報提供がある場合も

・個別にアドバイスを受けることができない
（各種手
・手数料が一般的に高い
続き等はコールセンターで対応できる場合も）
デメリット ・対面取引の場合、営業時間内
（多くの場合、8:30 〜
・ID やパスワードの管理に注意する必要がある
17:00）
に店舗や電話で注文する必要がある

表 2 一般口座・特定口座・一般NISA口座の違い
一般口座
課

源泉徴収なし

税

あ
必 要

確定申告

※自分で譲渡損益等の計算
をする

他口座との損益通
算・繰越控除＊ 4

源泉徴収あり

り

考

一般 NISA 口座
なし
（最長５年）

必 要

※証券会社が発行する
「年間
取引報告書」を使って確定
申告をする

原則不要

※口座内で損益通算され、払
い過ぎた税金は還付される

確定申告で申請
・未上場企業の株式も対象

備

特定口座

必要なし

できない

・年末調整した給与所得者な ・確定申告をしたい時は、「年 ・口座開設は 2023 年 12 月 31
どの場合、給与以外の所得
間取引報告書」を利用できる
日まで（2024 年より新しい
（雑所得）が 20 万円以下であ ・利益が増えても配偶者控除
NISA 制度）
れば、申告は原則不要
などに影響しない
・合計所得額に加算されるため ・少額でも課税される
配偶者控除などに影響する

できるだけに、
取引には慎重さが求められます。

めたものを
「年間取引報告書」という）を基に自

取引の入力操作における数字の入力ミスやイン

分で確定申告し納税する
「特定口座
（源泉徴収な

ターネット環境による不具合なども懸念材料で

し）
」
、そして利益が出る度に証券会社が税額を

す。ネット型を選ぶ際には、トラブル防止のた

計算し、源泉徴収して納めてくれる
「特定口座
（源泉徴収あり）
」
があります
（表 2）
。

めの対応策やルールが整備されているかもよく
みておく必要があります。

売却金・配当金などが非課税になる
「一般

店舗型・ネット型いずれも証券会社によって

NISA 口座」は、日本国内に居住する満 20 歳以

手数料やサービス内容が異なります。よく調べ

上の人が利用でき、
「つみたて NISA」と違い上

て自分に合う会社を見つけましょう。また信頼

場株式も対象です。しかし一方で、非課税枠は

のおける証券会社に出会い情報提供を受けたと

年間 120 万円まで、基本的には 5 年間、1 人に

しても、売買の判断は自分の責任であることは、

つ き 1 口 座 し か 開 設 で き な い、 同 年 に
「一般

心しておく必要があります。

NISA」と
「つみたて NISA」の併用はできないな

株式投資ができるのは4 種類の口座

どの制限があります。また、他口座との損益通
算ができないなどの注意点もよく確認しておき

証券会社が決まったら、口座を開設します。

ましょう。

売却益の課税方法の違いにより 4 種類の口座が

同制度は 2024 年から
「新 NISA」に制度が変

あります。

更されます。
「新 NISA」については、また回を

課税口座には、自分で損益を計算し確定申告

改めて紹介いたします。次回は、
「株式投資」の

して税金を支払う
「一般口座」
、証券会社が計算

実際の手順についてみていきましょう。

した 1 年間の売買の損益（1 年間の取引をまと
＊ 4	上場株式等の譲渡損益の通算後に損失が出た場合、確定申告を行うことにより、翌年以後 3 年間、その損失を繰り越して翌年以降の利益から差
し引くことができる制度
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海外ニュース
文 / 安藤 佳子

イギリス

Ando Yoshiko

エシカル投資は分かりにくい？

● Which? ホームページ
https://press.which.co.uk/whichpressreleases/ethical-investors-left-confused-by-industry-labels-amid-greenwashing-concerns-which-reveals/
https://www.which.co.uk/news/2020/08/is-ethical-investing-just-too-difficult/

新型コロナウイルスによる危機で停滞した経済・
社会を、環境に配慮しつつ立て直そうというグリー

知らないと答え、ダーク / ライトグリーン投資につ
いては 45％が聞いたことがないと答えた。

ン・リカバリーが提唱され、エシカル
（倫理的）
投資

気候変動に注目して具体例を挙げると、化石燃料

への注目が世界的に増しているという。

を扱う石油会社を排除するのがダークグリーン投

エシカル投資とは、環境、労働者の権利、武器の

資、その会社が風力発電や太陽光発電も展開してい

製造、たばこの生産、ギャンブルといった企業活動

れば評価するのがライトグリーン投資だ。また、気

に対する自分の価値観を優先して投資先を選択する

候変動の危機に十分備えた企業経営であると認めら

もので、Which? の調査では 4 割近くが実際にその

れると、石油会社でも ESG 投資の対象になり得る。

ような投資を行っていると答えた。しかし、それぞ

これでは、環境が個人投資家にとって最も関心の

れのファンドのエシカルな特徴を正確に理解してい

高いエシカル分野であるにもかかわらず、その意思

た個人投資家は 1 割にとどまった。最もよく知られ

に反する投資をしてしまうおそれがあると Which?

る環境（E）、社会（S）
、コーポレート・ガバナンス
（G）

は指摘する。Which? は、用語の定義を確立し、個

を重視する企業に投資する ESG 投資でも、約 3 割

人投資家が投資先を選択するのに必要な信用と情報

しかその意味を把握していなかった。より広範な意

を提供するよう投資業界に求め、さらに FCA（金融

味を持つ SRI（社会的責任投資）については 34% が

行為規制機構）
による規制を要請している。

アメリカ

飲酒運転事故死を減らすためには

● CR ホームページ https://www.consumerreports.org/car-safety/alcohol-detection-systems-in-cars-could-prevent-many-deaths/
● IIHS ホームページ https://www.iihs.org/news/detail/alcohol-detection-systems-could-prevent-more-than-a-fourth-of-u-s-road-fatalities

運転免許証を持っている人なら飲酒運転は違法だ

挙されず死者数も改善しない。今回の調査結果を受

と知っている。しかし NHTSA( 道路交通安全局 )

け、CR
（コンシューマーレポーツ）はアルコール検

によると、アメリカでは、毎年、全交通事故死の 3

知技術による飲酒運転防止システムの新車への装備

割近くを占める 1 万人以上が飲酒運転事故で死亡し

義務づけを議会に求めている。

ている。飲酒運転事故死が 4 割を占めていた '90 年

アルコール検知システムとしては、飲酒運転の有

代末、連邦政府は飲酒運転防止対策として各州に

罪が確定したドライバーに義務づけられる点火イン

BAC（血中アルコール濃度）の法定基準を 0.08% 以

ターロック
（機器に呼気を吹き込み BAC 基準を超え

下に引き下げるよう強く求め、これを全州が導入し

た場合エンジンは始動しない）が知られている。国

た
（ユタ州は 2018 年に 0.05% に下げている）
。

内の全車にアルコール検知システムを搭載するには

IIHS（ 道路安全保険協会）はこのほど実施した調

20 年はかかると IIHS は予測するが、今後販売され

査で、ドライバーの BAC が 0.08% 以下の場合は年

る新車に標準装備すれば、12 年後には年間 4,600

間 9,409 人、0.05% 未満なら 10,500 人以上の命が

人ほどの命が救えるという。人がなかなか飲酒運転

救われると推計している。しかし取り締まりの際、

を止めないなら、飲酒運転をさせないように車のほ

明らかな泥酔状態でなければ法定 BAC を超えてい

うを変えるしかないと IIHS は言う。

るか正確に判明しないため、飲酒運転の 2% しか検

参考：日本では、呼気中アルコール濃度 0.15mg/L 以上で違反となり、これ
は BAC で 0.03% 以上に相当する
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

オーストリア

Kishi Yoko

環境配慮度では一歩先を行くベジバーガーだが

ドイツ

●オーバーエスターライヒ労働者会議所ホームページ
https://ooe.arbeiterkammer.at/service/testsundpreisvergleiche/tests/Veggie-Burger-_nicht_unbedingt_gesund-.html

菜食への関心が高いオーストリアでは、肉を使わ

同等以上に高カロリーだった。しかし、全般的に食

ないハンバーガー「ベジバーガー」
が人気を集めてい

物繊維が豊富な点は、長所と認められた。

る。肉に代わるたんぱく源として活用されるのが、

さらに、パテの食感・外観を肉に似せようとする

エンドウ豆、大豆、レンズ豆、キノコ等である。肉

ほど、加工の度合いが高まり、添加物も増える傾向

を使うよりヘルシーなイメージだが、実際はどうな

にあったという。増粘安定剤は 9 商品で、香料は半

のか気になる。そこで、オーバーエスターライヒ労

数以上で使われており、着色のため、赤かぶなど野

働者会議所は 11 商品を対象に、従来品のハンバー

菜色素を使う商品も多かったとのことである。

ガーと栄養成分等を比較してみた。従来品として用

もっとも、環境配慮の観点からは、ベジバーガー

いた数値は、ビーフバーガー数種類の平均値である。

に軍配が上がるとする。同会議所の試算によると、

その結果、肉を使わないからといって、必ずしも

200g のバーガーを作るのに排出される二酸化炭素

健康によいわけではないことが分かった。従来品の

は、従来品では約 2.5kg だが、豆素材のバーガーで

飽和脂肪酸は 100g 当たり 5.6g と高めだが、それと

は約 0.16kg ですむという。また、水などの資源消

同等以上のベジバーガーは 5 商品あり、中には同

費も、植物素材のほうがずっと少ないのだという。

13g と極めて高いものもあったという。また、4 商

ただし、価格が高いことはベジバーガーの難点だと

品は高塩分、2 商品は高脂肪で、9 商品が従来品と

した。

ドイツ

和食の人気素材に警告

●連邦消費者保護・食品安全庁ホームページ
https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/01_lebensmittel/2020/2020_05_28_PI_Sushi-Blaetter.html
●商品テスト財団
『テスト』2020 年 8 月号 https://www.test.de/Sushi-Viel-Jod-und-Schadstoffe-in-Algen-5632764-0/

ドイツでも巻きずしの人気は高く、焼きのりは

しても、余分なヨウ素を尿として排出する機能が備

“Nori” として通用するほどである。そればかりか、

わっているのだという。

コンブ
（Kombu）
、ワカメ
（Wakame）
、ヒジキ
（Hijiki）

このような背景もあり、連邦消費者保護・食品安

も和の食材として認知度が高い。しかし、海藻を多

全庁は 2018 年に乾燥海藻 165 品を対象に、微量元

量に食べるとヨウ素
（ヨード）
の過剰摂取につながる

素や重金属の検出テストを行った。その結果、BfR

として、公的機関等が度々警告を発している点は日

（ドイツ連邦リスク評価研究所）
が設定した推奨上限

本と異なる。

値 20mg/kg を超えるヨウ素を含む検体が 4 分の 3

海藻に多く含まれるヨウ素は、甲状腺ホルモンの

以上を占め、しかも、そのうち 8% には警告表示が

主原料で、からだに不可欠な微量元素である。海藻

なかったという。この結果が 2020 年 5 月末に公表

をほとんど食べないドイツでは、不足しがちなヨウ

されると、事態を重く見た報道機関や消費者団体等

素を、わざわざ食品に添加することも珍しくない。

が一斉に情報を発信した。

ところが、海藻に慣れていない人がヨウ素を過剰摂

国内外の文献によると、ヨウ素を特に多く含む海

取すると、甲状腺機能が低下し、重篤な健康被害を

藻はコンブだという。そこで、ドイツでは、
「数時

引き起こす可能性が指摘されている。その点、海藻

間水に浸し、よく洗ってから食べましょう」という

を日常的に多食する日本人は、ヨウ素を多めに摂取

助言も散見される。
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発 見!

キッくん

消費者トラブル

啓発

オレンジ色のふっくらボディ。見たことのあるこのシル
エットは……？ 消費生活センターは消費者の相談に耳を
傾けてきくところ。
「耳を動かして、みんなの声をキャッ
チ！ どんなちいさな悩みにもしっかり耳を傾けます」と
いう思いから、耳をモチーフにしたキッくんが誕生。

キャラクター

第

7

千代田区消費生活センター

回

千代田区消費生活センター
（以下、センター）

活展）などのイベントでは、今では必須となっ

を広く周知するとともに、気軽に立ち寄っても

たエコバッグなど、毎日の生活で使える便利な

らえるようにと、親しみの持てるシンボルマー

グッズを来場者に配布しています。

クとしてイメージキャラクターを作成しまし

イベントでは、
着ぐるみのキッくんが登場し、

た。区内の専門学校・各種学校と区の連携事業

来場者を笑顔にしています。

により作成され、
2010 年にキャラクター「キッ
くん」が誕生しました。

コンセプト
「悩み ききます。
」
どんなトラブルや悩みでも、解決を導くため
にはまず「きく」
ことから始まります。
「きく」
こ

キッくん啓発グッズ・パンフレット

2019 年度くらしの広場

との象徴である
「耳」
の漢字をモチーフに、キッ

また、2014 年には DVD
「キッくんの消費生

くんのからだが生まれました。からだの色は暖

活講座」
を作成しました。この DVD は、若者に

かみのあるやさしいイメージのオレンジ色、

多い
「マルチ商法」
や
「キャッチセールス」
といっ

しっぽの赤色は元気いっぱいのイメージです。

た具体的なトラブルをショートアニメーション

片足を上げたポーズは
「悩みをキック！」
して吹

にして解説したもので、作成当時には消費者教

き飛ばしています。小さいお子さんからお年寄

育・啓発に役立ててもらうために区内に所在す

りまで、すべての人が元気になれるようキッく

る大学等に配付しました。現在は、大学以外の

んはセンターの

学校での出前講座でも活

顔として活躍し

用しており、学生や生徒

ています。

から
「可愛い！」
という声

耳 → キッくん

が上がるとキッくんの顔

キッくん活躍の場

も緩んでしまいます。

キッくんは、センターのパンフレットをはじ

チャンネルでも見ることができます＊。

キッくん DVD

DVD の 映 像 は、YouTube の 千 代 田 区 公 式
若い世代が気軽に利用する SNS の活用など、

め、多くの人のもとに届くようさまざまな啓発
グッズに登場しています。センターが主催する

キッくん登場の場面を広げる検討を進めている

消費者講座や出前講座では、勉強に欠かせない

ところです。

ふ せん

ペンや付箋、クリアファイルなどの文房具を受

あわせて、幅広い年代に対応できる周知方法

講者に配布しています。くらしの広場
（消費生

や啓発の場を検討することが重要な課題です。

＊

千代田区公式チャンネル（YouTube） https://www.youtube.com/user/chiyodacity
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このコーナーでは、消費者教育の実践事例を紹介します。
第

消費者教育
実践事例集

77 回

「社会保障人生ゲーム」
を通じて
社会保険や民間保険の必要性を学ぶ
淺川 貴広

Asakawa Takahiro 東京都立蒲田高等学校 主幹教諭

エンカレッジスクールである蒲田高校で“学びのユニバーサルデザイン”をめざす公民科教
育に取り組む。2019 年夏、東京都消費生活総合センターの教員向け講座等で講師を務めた。

ます。また、
“老後の話”ととらえられてしまい、

「現代社会」
の授業で
実践を考えた背景

今後の日本における重要なテーマであるにもか
ひ と ご と

かわらず、生徒はどこか他人事として考えてし

民法の改正に伴う成年年齢の引き下げが迫る

まいがちです。一方、社会保障制度があれば大

一方で、当事者となる生徒は実感を持つことが

丈夫と過度に共助に依存し、ある程度は自分で

できていないようすも散見されます。また、本

人生のさまざまなリスクに備えなければならな

校はエンカレッジスクールとして、中学校まで

いという観点が抜けてしまう生徒もいます。

の学び直しをうたった学校で、高校を卒業して

そこで、人生を模擬体験できるゲームで今後

すぐに就職する生徒も一定数います。そういっ

の人生をシミュレーションすることにより、社

た背景から、社会保障制度
（特に社会保険）
に関

会保障制度の意義や、民間保険などにより自分

する理解を深め、民間保険も合わせて今後のラ

で備える自助の必要性を考えさせるのが本授業

イフプランを考えていく必要があります。そこ

で用いた教材
「社会保障人生ゲーム」
です。先述

で、学習面で課題を抱える生徒であっても学び

の 2 点の授業のねらいを実現し、かつ学習面で

やすい “ 学びのユニバーサルデザイン ” をめざ

課題を抱える生徒であっても学びやすい “ 学び

して本授業実践に取り組むこととしました。

のユニバーサルデザイン ” をめざしていくこと
が本教材のねらいです。

授業のねらい

2. 本教材の特長および工夫した点
本教材の特長は、“ 楽しみながら ” 社会保障

本授業でのねらいを次の 2 点としました。
①いわゆる “ 老後 2000 万円問題 ” など、社会

制度の意義や、民間保険などにより自分で備え

保障制度に対する “ ぼんやりとした不安感や

る自助の必要性を学習できる点にあります。後

不信感 ” が根強いため、制度の本来の意義や

述のとおり、今後の “ 仮想の人生 ” を歩みなが

今後の見通しに関する客観的な事実を理解さ

らライフイベントを設けたり、保険の加入の有

せて、今後のライフプランを考えさせる。

無による比較をしたりして学びを深められるよ
うにしています。

②社会保障制度の学習のメインは年金や介護保
険制度など「共助」
であるため、民間保険によ

一方で、要素を詰め込みすぎないようにしま

る「自助」の必要性も含めてより広い視野でラ

した。シンプルにすることで理解しやすいよう

イフプランを考えさせる。

にしながら、発展要素を入れる余地を設け、ど
のような学校でも活用できるようにしました。

「社会保障人生ゲーム」
の概要

単元の構成と授業実践の展開

1. 本教材作成の経緯およびねらい

1. 単元の全体構成

社会保障の単元の学習はどうしてもその制度

本校の 1 年生では現代社会を始めとした一部

の理解に時間を要し、講義が中心の授業となり
2020.10
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消費者教育実践事例集

記録シート
図 1 「社会保障人生ゲーム」

図 2 35 歳のターンのゲームの内容

の教科・科目に 30 分授業が導入されているた

目により、
けがの治療費が支出に加算されます。

め、本単元は 5 時限扱いとしていますが、50

しかし、②グループは公的医療保険による “3

分授業では 2 〜 3 時限分となります。

割負担 ” で加算は 3 万円となり、③グループは

第 1 時限

社会保障に関する基礎知識（習得）

第 2 時限

社会保障人生ゲームの実施（活用）

第 3 時限

日本の社会保障をめぐる現状（習得）

第 4 時限

社会保障の担い手とあり方（活用）

第 5 時限

持続可能な社会保障のために（探究）

この前のターン
（25 歳）で民間の医療保険に加
入していたので、支出は加算されません。逆に
①グループは最大で支出が 25 万円となります。
実践後の生徒へのアンケートによる肯定的評
価は約 94％となり、社会保険や民間保険の必
要性が分かったと答えた生徒は約 97％となり

「社会保障人生ゲーム」は第 2 時限に置くこと

ました。また、
「これから先いつ何が起こるか

により、第 3 時限以降でこれからの社会保障を

分からないなか、社会保険の役割とともに自分

考える前段階として、その意義を理解させる役

のライフスタイルに合わせた民間保険が必要だ

割を持たせています。また、共助だけでなく、

ということが分かった」といった記述も多数寄

自助とのバランスで社会保障制度を考える視点

せられました。

を持たせる役割も担っています。

高校生の段階では目先のことにとらわれがち

2.「社会保障人生ゲーム」の展開

で、なかなか人生の見通しを考えることが難し

まず、クラスを ①
「保険」
にまったく加入しな

い傾向があります。しかし、アンケートや授業

いグループ ②公的な保険制度（社会保険）にの

後のようすからは、本教材により、生徒が楽し

み加入するグループ ③公的な保険制度（社会保

みながら自らのライフプランを考え、その中で

険）と民間保険のどちらにも加入するグループ

のリスクに対する安心感としての社会保険や民

に分けます。図 1 のワークシートのとおり、25

間保険の意義や役割を理解できたと考えます。

歳から 75 歳までを 10 歳刻みでの 6 ターンとし

3. 本教材の発展例と課題

てゲームを行います。ワークシートの
「収入」
と

本教材の発展事例として、例えば、自助の内

「支出」は各ターンの出来事で変化し、②グルー

容に民間保険だけでなく金融商品を加えて、金

プは公的保険の保険料、③グループは公的保険

融リテラシーの育成もめざすことなどが挙げら

と民間保険の保険料を負担します。

れます。発展させていくなかでは、他教科や外

実際に 1 つのターンを例に実践内容を紹介し

部の専門機関との連携も欠かせません。新学習

ます。図2を見てください。例えば、
35歳のター

指導要領の実施を控え、他教科、外部機関等と

ンでは収入は全員同じですが、サイコロの出た

の連携を今後の課題と考えています。
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相談情報ピックアップ
第

15 回

執筆者：国民生活センター相談情報部

学生の就活の不安に付け込む

セミナー等の勧誘に注意！
相談事例
就活相談会の帰り、就活生の意識調査のアンケートを求められ、氏名や携帯番号を教えた。その後、
電話で無料の就活セミナーを受けに来ないかと何度か誘われ、セミナー会場である営業所に出向き、
受講した。帰りがけに次のセミナーの勧誘を受けたので、見学のつもりで承諾した。次のセミナーの
見学後、就活塾の契約を勧められたが、入会金約 2 万円のほか、受講料が月額約 2 万円かかることが分
かった。
「親に相談したい、一度帰って考えたい」
と断ったが、
「親に相談しないと決められないのは自
立が足りない」
「今ここで決められないのでは社会人としてやっていけない」
「アルバイト代で賄え」な
どう かつ

しつ よう

どと恫喝された。断っても執拗に勧誘されて 3 時間が経過し、契約しないと帰れないと思い、口頭
で申し込むと言って帰ることができた。しかしやっぱり解約したい。
（20 歳代、男性）

問題点とアドバイス

ますので、慎重に検討しましょう。

就職活動中の学生の不安に付け込み、就活生

（2）必要がないと思う契約には、先輩や知人か

に就活セミナーや就活塾を勧誘し、契約させる

ら勧誘されても、ハッキリと断りましょう

トラブルが近年増加しています。相談内容をみ

無料のセミナーや講座等を受けるだけのつも

ると「アンケートがきっかけで誘われた無料セ

りが、有料のセミナーや講座等の契約を勧めら

ミナーで勧誘された」
等の不意打ち的な勧誘や、

れたというトラブルがみられます。勧誘を断ろ

就活生の不安をあおったり、不安に付け込んで

うとしても、将来の不安をあおるようなことを

契約させるような勧誘のほか、就活に役立つ

告げたり、就活生の人格を否定するような脅し

サービスが受けられなかったり、人を紹介する

をかけるケースも多くあります。必要がないと

よう言われたりするケースもみられます。こう

思う契約の勧誘はハッキリと断り、契約しない

したトラブルにあわないために、次の点に注意

ようにしましょう。

しましょう。
（1）アンケートを求められても安易に個人情報

他にも、就活の悩みを相談した学校やアルバ

を伝えず、利用目的を確認しましょう

イト先の先輩、就活生の交流アプリやインター

大学等の周辺や企業等の採用説明会後の路上

ンシップなどで知り合った人から、就活対策に

などで、突然アンケートで個人情報の記入を求

なるとうたうビジネス教材などの儲け話を勧誘

められても、その利用目的を確認する等、すぐ

されたというケースもあります。

もう

には記入せず、安易に伝えないようにしましょ

先輩・知人から勧誘された場合には、断りに

う。記入した個人情報を使って、就活セミナー

くいと思っても曖昧な返事はせず、契約する意

などの勧誘の電話やメールがくる可能性があり

思がなければハッキリと断りましょう。

あいまい

参考：国民生活センター「学生の就活の不安につけ込むセミナーや儲け話等の勧誘に注意！」
（2020 年 7 月 16 日公表）
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200716_2.html
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第

暮らしの

法律

100 回

賃貸アパートのガス給湯器が
故障した場合の費用負担は？

Q&A

相談者の気持ち
先日、賃貸アパートのガス給湯器が故障してしまいました。大家の所有
物なので修理を依頼したところ、費用は私が持つように言われてしまい
ました。早急に直したいので、立て替えておこうと思いますが、大家に
修理費用を支払ってもらうことは可能でしょうか。
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。

大家には貸家の修繕義務があり

ありますので、
それを使うことも考えられます。

ます
（民法 606 条 1項）
が、まずは入

大家が事前に知っていて止めなかったといえ

居当時の賃貸借契約書に、ガス給

るためには、以上のように集めた資料を大家に

湯器の修理を賃借人の負担とする

示してそれを記録しておくということになりま

特約がないことを確認しましょう。

す。大家が不在でつかまらないという場合も考

本件の場合、ガス給湯器は大家の所有物で賃

えられますので、何度も説明の機会をもらうこ

貸のために設置しているものですから、特約が

とをお願いした記録とか、資料を渡したり送っ

ない限り、大家は修繕義務を負います。賃借人

たりした記録を取っておくことも、誠意を尽く

が立て替えて支払ったときは、その修繕費用を

したことを証明するために有益です。

支払ってもらうことが可能です。
（たとえ特約

そのうえで、実際に修繕する際、大家に立ち

があったとしても、賃借人がすべて修繕義務を

会ってもらうとか、修理のようすを撮影して画

負うものではありません）

像を残しておくことは、適切な工事が行われた

立て替えた修繕費を大家に払ってもらうため

ことを証明するために有益です。最後に、事業

に何を用意すればよいかですが、後から修繕費

者の領収書をもらって保管しておきます。

が高すぎるとか、修繕の内容が不適切だったと

支払ってくれない場合ですが、賃借人は賃貸

言われないようにする必要があります。そのた

人に対して必要費の償還請求権
（民法 608 条 1

めには、修繕に関する客観的な資料と、大家が

項）がありますので、これを行使して支払いを

知っていて止めなかったという資料を残してお

請求することになります。

くことです。

「必要費」
というのは、貸家を通常の使用に適

客観的な資料としては、インターネットや事

する状態にしておくための費用であり、ガス給

業者からガス給湯器の故障の状態に応じて必要

湯器がなければ貸家としての通常の使用はでき

な修繕や費用等の情報を収集しておくことなど

なくなりますから、修繕費は
「必要費」
というこ

が考えられます。修繕費の見積もりを複数の事

とができ、直ちに支払うように請求できます。

業者から取って、その中で一番安いところに頼

直ちに支払わない場合は、民事訴訟を提起す

んだという資料も有益です。家の修理・修繕の

るか、民事調停を申し立てることにより、紛争

見積もり比較を無料で出してくれるサービスも

の解決を図ることになります。
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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

時効で消滅した過払金返還請求債権の別訴における
相殺の抗弁を認めた事例
本件は消費者 X と貸金業者 Y との間のある期間の取引
（以下、第 1 取引）とその後の別の
期間の取引（以下、第 2 取引）の過払金請求の本訴係属中に、Y が第 2 取引の貸金等の返還
を求める反訴を提起した事案につき、X が第 1 取引の X の返還請求債権が時効消滅してい
ることを条件に、反訴請求に対し、時効消滅した返還請求債権を自働債権とする相殺の
抗弁を主張できるとした最高裁判決である。
X が本訴請求をした債権を Y の別訴請求における相殺の抗弁の自働債権となし得るかに
ついては、判例は重複訴訟の関係でこれまで許されないとしていたものを、本訴請求を
していた債権が時効消滅していたことを条件として、反訴における当該債権を自働債権
とする場合にはこれが許されるとして、これまでの判例を一部変更したものである。
（最高裁平成 27 年 12 月 14 日判決、
『判
例タイムズ』
1484 号 8 ページ、LEX/
DB 掲載）

上告人（原告兼反訴被告・被控訴人）：X（消費者）
被上告人（被告兼反訴原告・控訴人）：Y（貸金業者）

ものではなく、第 1 取引に基づく X の過払金の

事案の概要

返還請求権は時効により消滅したと主張し、消

本件の本訴は、X が、貸金業者である Y との

滅時効を援用した。これに対し、X は、本訴に

間で、1996 年 6 月から 2009 年 11 月までの間

おいて第 1 取引に係る不当利得返還請求権が時

に行われた継続的な金銭消費貸借取引
（本件取

効により消滅したと判断されることを条件とし

引）について、1996 年 6 月から 2000 年 7 月ま

て、反訴において同債権を自働債権＊ 1 とする

での取引（第 1 取引）と 2002 年 4 月から 2009

相殺の抗弁
（本件抗弁）
を提出した。第一審判決

年 11 月までの取引
（第 2 取引）を一連のものと

も、これを本件反訴における X の抗弁として適

みて、各弁済金のうち利息制限法 1 条 1 項所定

示している。

かか

控訴審は、
本件取引は一連の取引とはいえず、

の制限を超えて利息として支払った部分を元本
に充当すると過払金が発生しているなどと主張

第 1 取引に基づく過払金返還請求権は時効によ

して、Y に対し、不当利得返還請求権に基づき

り消滅したことのみ判示して、X が主張した本

前記過払金の返還等を求めたものである。とこ

件抗弁の可否について判示しないまま X の請求

ろがその係属中に Y が、X に対し、第 2 取引に

を棄却したうえ、第 2 取引に係る貸金債権は過

基づく貸金の返還等を求める反訴を提起した。

払利息の元本充当によってもなお消滅していな
いとして、Y の反訴請求を一部認容した。

Y は、本件訴訟において、本件取引は一連の
＊1

自働債権とは、相殺をする際に相殺に用いられる側の債権のことをいう。なお、受働債権とは、相殺をする際に相殺される側の債権のことをいい、
本稿では第 2 取引に係る貸金債権を指す
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暮らしの判例
そこで控訴審の判決に不服の X が、本件抗弁

の判断がないため、主文を導き出すための理由

につき判断がされていないことを理由不備の違

が一部欠けていると言わざるを得ず、民事訴訟

法があるとして上告した。

法 312 条 2 項六号に掲げる理由の不備がある。
これと同旨をいう論旨は理由があり、原判決の

判決と理由

うち前記部分は破棄を免れない。そして、本件

そこで、まず、本件相殺の抗弁が民事訴訟法

相殺の抗弁につきさらに審理を尽くさせたうえ

142 条の趣旨に反して許されないものか否かに

で必要な判断をさせるため、上記部分につき本

ついて判断する。係属中の別訴について訴訟物

件を原審に差し戻すこととする。

となっている債権を自働債権として他の訴訟に

解

おいて相殺の抗弁を主張することは民事訴訟法
142 条の趣旨に反し、許されない
（参考判例①）
。

説

民事訴訟法 142 条は、重複訴訟の提起を禁

しかし、本訴において訴訟物となっている債

止している。既に提起した訴訟と同じ訴訟を重

権の全部または一部が時効により消滅したと判

ねて提起することは、判断を異にする矛盾した

断されることを条件として、反訴において、当

判決が重ねてなされる可能性が生じるため、両

該債権のうち時効により消滅した部分を自働債

判決の矛盾判断を回避する必要があること、同

権として相殺の抗弁を主張することは許される

じ両訴訟に対応させられる被告にとっての煩わ

と解するのが相当である。その理由は、次のと

しさを避けること、裁判所に不必要な 2 つの審

おりである。

判をさせないことがその禁止の理由とされる。

時効により消滅し、履行の請求ができなく

そして、このことは被告が別訴で請求していた

なった債権であっても、その消滅以前に相殺に

債権を、原告の請求する訴訟で、自働債権とし

適するようになっていた場合には、これを自働

て相殺の抗弁を主張すること
（別訴先行型とい

債権として相殺をすることができるところ、本

われる）も、判例は、民事訴訟法 142 条を類推

訴において訴訟物になっている債権の全部また

適用し、重複訴訟の禁止に触れるとしてその相

は一部が時効により消滅したと判断される場合

殺の抗弁の主張をすることを許していない（参

には、その判断を前提に、同時に審判される反

考判例①）
。なぜなら、審理の重複の無駄を避

訴において、当該債権のうち時効により消滅し

けるだけでなく、相殺の抗弁についての判断に

た部分を自働債権とする相殺の抗弁につき判断

おいても既判力が生ずる
（民事訴訟法 114 条 2

しても、当該債権の存否に係る本訴における判

項）ので既判力の矛盾抵触が生じ得るからであ

断と矛盾抵触することはなく、審理が重複する

る。なお、同判決は、この理は別訴と本訴とが

こともない。したがって、反訴において前記相

併合審理された場合にも当てはまるとしてい

殺の抗弁を主張することは、重複訴訟を禁じた

る。別訴が分離されれば既判力の矛盾抵触した

民事訴訟法 142 条の趣旨に反するものとはい

判決はなされ得るからである。

ことわり

えない。このように解することは、民法 508

しかし、参考判例②は、参考判例①を前提と

条が、時効により消滅した債権であっても、一

しつつ、別訴が自働債権についての明示の一部

定の場合にはこれを自働債権として相殺をする

請求であるときは、その訴訟物は請求に係る一

ことができるとして、公平の見地から当事者の

部に限定され、残部の存否について既判力が生

相殺の期待を保護することとした趣旨にもかな

じないとする判例
（参考判例③）の趣旨に照ら

うものである。

し、別訴請求から除外された残部をもってする

そうすると、原判決のうち被上告人の反訴請

相殺の抗弁を本訴において提出することは、重

求を認容した部分は、本件相殺の抗弁について

複訴訟禁止に触れないとする。残部について矛
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盾抵触される可能性はあるが、相殺のもつ担保

本判決は、本請求の債権が時効消滅している

的利益に照らし、相殺の抗弁の提出は正当な防

ことを条件に、反訴において同債権を自働債権

御権の行使として許容されると判示した。

とすることを認めたものであり、予備的反訴と

参考判例④は、本訴において、反訴で請求し

いう技巧は使われていないが、条件を付するこ

ていた債権を本訴請求債権の反対債権として相

とにより矛盾判断はないとしたものである。

殺の抗弁として主張することについて、やはり
参考判例①を前提としつつ、この場合には、被

参考判例

告（反訴原告）が特に反対の意思を表示しない限

①最高裁平成 3 年 12 月 17 日判決（『民集』45 巻
9 号 1435 ページ）別訴先行型で別訴請求債権
による相殺の抗弁を主張することは許されな
いとした。

り、反訴において、反訴請求債権につき本訴に
おける相殺の自働債権として既判力ある判断が
示された場合、その部分については反訴請求と

②最高裁平成 10 年 6 月 30 日判決（『民集』52 巻
4 号 1225 ページ）別訴が一部請求の場合、残
部の相殺の抗弁の主張を認めた。

しない趣旨の予備的反訴＊ 2 に変更されるもの
と解すれば、重複訴訟の問題は生じなくなる、
としたものである。ここでは、予備的反訴への

③最高裁昭和 37 年 8 月 10 日判決（『民集』16 巻
8 号 1720 ページ）明示の一部請求の既判力は
残部には生じないとした。

自動的変更という技巧が施されているが、反訴
の相殺の抗弁が主張されたとき、反訴が予備的

④最高裁平成 18 年 4 月 14 日判決（『民集』60 巻
4 号 1497 ページ）本件と同様、本訴請求債権
を反訴請求の相殺の抗弁として主張すること
を許した。

反訴へ自動的変更がなされた。これは本訴と反
訴は分離できないとされているため、判断の矛
盾抵触が生じないようにするためである。
コラム❶

既判力とは？

1. 既判力とは何ですか
民事裁判は、私人間の法的紛争を解決するた
めに国が設けた制度です。当事者の言い分を聞
いて判決がなされ、確定された場合には、その
紛争を蒸し返して争えなくなります。この判決
の効力を既判力といいます。例えば、貸金返還
請求の訴訟で、当事者が金は借りたものではな
いとか、金は受け取ったがもらったものである
とか争い、借りた金を返しなさいという判決が
なされ確定すると、被告は、金は借りてない、
もらったものである、金銭消費貸借契約は錯誤
により無効であるなどといって紛争を蒸し返し
て争えなくなります。逆に、貸金返還請求訴訟
が請求棄却の判決がなされ確定すると、原告は
同じ貸金請求権があったとして再びこれを争う
ことはできなくなります。確定判決には、この
既判力があるため法的紛争が解決されることに
かなめ
なり、既判力は民事裁判の裁判たる要というこ
とができます。

＊2

2. 既
 判力は、いつの時点での権利関係につい
て生ずるのですか
しかし、民事紛争における権利関係は、絶え
ず変化し流動的であり、例えば、貸金返還請求
が認められ被告が貸金を原告に返還するように
との判決がなされ、確定したとしても、その後
被告が判決に従った弁済をした場合には、被告
の判決による支払い義務はなくなります。また、
被告にさしたる財産がないため、貸金債務を原
告が被告に対しその一部を免除し、残額につい
て分割弁済をする合意をした場合には被告の支
払い義務は、判決によるものとは異なるものと
なります。既判力は、当事者が弁論で事実や法
律関係の主張をできた最後の段階である口頭弁
論の終結時を基準として生ずることになります
（民事執行法 35 条 2 項）。第 1 審で判決が確定す
れば第 1 審の口頭弁論の確定時となりますが、
第 2 審まで行けば第 2 審の口頭弁論終結時とい
うことになります。なお、第 3 審まで行った場

予備的反訴とは、本訴が認められること（敗訴）に備えて提起される反訴のことをいう
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暮らしの判例
合には、第 3 審は法律問題だけを判断する法律
審であるため、第 2 審の口頭弁論終結時という
ことになります）
。この時点を既判力の標準時
とか基準時といいます。この基準時前に主張し
得た弁済の主張や錯誤無効の主張等を確定後は
主張できなくなります。
3. 既判力の生じる権利関係はどこまでですか
（既判力の客観的範囲）
既判力は、理由中の判断に既判力が生じる相
殺の場合を除き（民事訴訟法 114 条 2 項）、判決
主文に包含する判断にのみ生じます（同法 114
条 1 項）。判決主文とは、訴状における請求の趣
旨に対応するものです。既判力は訴訟上の請求
である訴訟物について生じることになります。
民事裁判は、売買代金 500 万円支払えとか移転
登記をせよといった相手方に一定の給付を求め
る給付訴訟と所有権確認訴訟など権利関係を確
認することを求める確認訴訟、それと離婚訴訟
など権利関係の変動をさせることを求める形成
訴訟に分類されます。これらの訴えの類型のう

コラム❷

ち最も多いと思われる給付訴訟では、売買代金
支払請求権の有無、所有権に基づく移転登記請
求権の有無といった実体法上の請求権（訴訟物）
が裁判の審判の対象となり、その実体法上の請
求権の有無に既判力が生じます。確認訴訟では
その実体法上の権利の有無、形成訴訟ではその
形成権の有無について既判力が生じます。給付
訴訟では実体法の規定ごとにその請求権がある
かどうかに既判力を認める立場を旧訴訟物論と
いい、実務のとるところです。
4. 既判力と重複訴訟禁止との関係は
実体法上の請求権についての判断に既判力が
生じると、訴訟が係属中に同じ訴訟が別に提起
されると矛盾した判決がなされる可能性が生じ
るため重複訴訟は禁止されることになります
（民事訴訟法 142 条）。これを重複訴訟の禁止と
いいます。禁止の理由は、異なった内容の判決
がなされた場合の矛盾判断の回避だけでなく、
「解説」で述べたように被告の応訴の不便の解消
や重複審理の無駄の解消も挙げられます。

相殺の抗弁と既判力

1. 相殺の抗弁と既判力
相殺の抗弁についての判断は、判決理由中の
判断であるにもかかわらず、その不存在につい
て既判力が生じます
（民訴法114条2項）
。例えば、
100 万円の貸金請求訴訟で被告が原告に対する
80 万円の売買代金債権があるとして相殺の抗弁
い
を主張し、この相殺の抗弁が容れられて 20 万円
の請求認容判決がなされたとします。相殺の抗
弁が容れられたのですから、売買代金債権は貸
金債権と対当額で消滅したのですが、これが主
文中ではなく理由中の判断で既判力が生じない
場合は、被告は別訴でまた売買代金訴訟を提起
できることになってしまいます。さらに本訴で、
被告の原告に対する売買代金債権が存在しな
かったと判断されたうえ、相殺の抗弁が審理さ
れて主文で反対債権が不存在だと判断された場
合は別訴に既判力を及ぼし、別訴で売買代金の
請求はできないとしてよいのです。すなわち、
相殺の抗弁が審理され判決がなされた場合に
は、抗弁が容れられた場合だけでなく容れられ
なかった場合であっても請求債権と対当額の反
対債権の不存在につき既判力が生じるのです。
2. 相殺の抗弁と重複訴訟禁止
例えば、X が Y に貸金請求の訴えを提起し、

この訴訟が係属中に、Y が X に売買代金を請求
する別訴を提起したのでこの別訴において X は
予備的に X の Y に対する貸金請求債権と Y の X
に対する売買代金債権との相殺の抗弁を提出し
た場合、すなわち、訴えで請求した債権を後に
別訴で相殺の抗弁を提出する場合です。これを
訴え先行型といいます。今回取り上げた最高裁
判例は、この訴え先行型についての判例です。
このほかにも、Y の X に対する売買代金請求訴
訟において、X が、X の Y に対する貸金債権と
の相殺の抗弁を提出していたが、その後、X が
Y に対し、この貸金債権の返還請求訴訟を提起
した場合（抗弁先行型）や Y が X に対して提起し
た売買代金支払請求訴訟と請負代金支払請求訴
訟の 2 つの訴訟で 1 つの貸金債権による相殺の
抗弁を提出した場合（抗弁並存型）もあります。
いずれの場合にも相殺の抗弁に既判力が生じま
すので、判断の抵触の問題が生じ、重複訴訟禁
止の趣旨に反するかが問題となります。訴え先
行型の場合に参考判例①では、重複訴訟禁止の
趣旨から、相殺の抗弁を提出することはできな
いとしていたのですが、本稿で取り上げた最高
裁判決は、請求債権が時効消滅した場合に反訴
における相殺の抗弁を許したものです。
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不当表示規制違反に対する措置等
（措置命令、
課徴金納付命令）
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）。

行うことができます
（7 条 1 項。命令するか否

第１ 概要

かについて消費者庁等に裁量があり、裁量的行

本稿では、事業者が不当表示規制に違反した

政処分と位置づけられます）
。

場合の措置等について解説します。

2009 年の消費者庁移管前には、公正取引委

景品表示法は、基本的に事業者による特定の

員会が
「排除命令」
として行っていましたが、現

不当表示行為の禁止やそれに違反した場合の行

在は、消費者庁が
「措置命令」
として行っていま

政処分等の行政ルールを定めており、例えば不

す。2017 年度の措置命令件数は 50 件、2018

当表示をした事業者が取引相手に対し対象商品

年度は 46 件、2019 年度は 40 件でした＊ 2。

の代金返還義務を負うといった民事ルール
（民

他方、2014 年 12 月の改正景品表示法施行後

事的な効果に関するルール）を定めるものでは

は、都道府県も措置命令を行うことができるよ

ありません。まずは、行政処分である措置命令

うになり
（現 33 条 11 項、施行令 23 条）
、改正

および課徴金納付命令を概説します
（後記第 2）
。

法施行から 2020 年 7 月 31 日までの間に、14
の都道府県で計 40 件行われました＊ 3。

また、景品表示法は、適格消費者団体による差

（2）措置命令の内容

止請求のように行政処分とは異なる定めもあ

これまでの措置命令事例の多くでは、
（ⅰ）一

り、そちらも確認します（後記第 3）。さらに、
景品表示法の不当表示規制と消費者契約法に基

般消費者の誤認の排除
（周知）
、
（ⅱ）再発防止策

づく不実告知による取消しには関連する部分が

の策定、
（ⅲ）将来の不作為
（今後同様の違反行

あるため、消費者による代金返還請求の可否に

為を行わないこと）の 3 つの措置が命じられて

関する点を含め、整理します
（後記第 4）
。

います
（仮に違反行為をやめない場合には
（ⅳ）
違反行為の差止めも命じられます）
。
（ⅰ）の措

第２ 行政処分
1

置に関しては、その方法につき事前に消費者庁

措置命令

の承認を受けるよう併せて命じられています。

（1）概要・命令主体

なお、措置命令は、当該事業者が既に違反行
＊1

は、事業者が優良誤

為
（不当表示行為）
をやめている場合でも行えま

認表示等の景品表示法違反の表示行為を行った

すので、消費者庁の調査を受けた後に不当表示

場合、必要があると認めるときに、措置命令を

をやめたとしても、前記
（ⅰ）から
（ⅲ）の内容の

消費者庁や都道府県

＊1

第 1 回と同様、読みやすさの観点から、消費者庁長官を「消費者庁」と示し、都道府県知事を「都道府県」と示す

＊2

消費者庁
「景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表」
（2020 年 8 月 28 日）

＊3

前掲＊ 2
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措置命令が可能です
（7 条 1 項柱書第二文）
。

しく優良・有利であると示す表示であるこ

消費者庁や都道府県は、措置命令日に自己の

とを「知らず、かつ、知らないことにつき

ウェブサイト上で措置命令を公表しており、そ

相当の注意を怠った者でない」と認められ

の際は事業者名も公表されます。当該公表に伴

る場合（8 条 1 項ただし書）
（b）後記（2）に基づく算定額が 150 万円（対象売

い通常は報道機関により報道されますが、実務

上額が 5000 万円）未満の場合（8 条 1 項ただ

上、これだけで一般消費者の誤認が排除された

し書）

とは取り扱われず、事業者は、別途、通常、日

（c）後 記（4）の「返金措置」を実施し減額後の課

刊新聞紙に、景品表示法の不当表示規制に違反

徴金額が 1 万円未満となる場合（12 条 2 項）

する表示を行った旨を掲載して周知を行うこと

（2）課徴金額の算定

が求められています。
（3）措置命令違反に対する措置
（罰則）

景品表示法による課徴金納付命令により命じ
られる課徴金額は、
「課徴金対象期間」
における、

不当表示規制に違反した者に対し直ちに刑罰
が科されることはありませんが、措置命令に違

課徴金対象行為に係る商品・役務の売上額×

反した者には、2 年以下の懲役または 300 万円

3% です
（8 条 1 項本文。当該金額が 150 万円を

以下の罰金が科されます（併科あり、36 条）
。

下回る場合には、課徴金納付命令は行えません
〔同項ただし書〕
）
。

また、法人等の事業者には 3 億円以下の罰金刑
が科されるほか
（38 条 1 項一号、
同条 2 項一号）
、

当該
「課徴金対象期間」
は、次の①または②の

法人の代表者について 300 万円以下の罰金が

期間であり、当該期間が 3 年を超えるときは、

科されることがあります
（39 条）
。

当該期間の末日からさかのぼって 3 年間となり

2

ます
（8 条 2 項）
。イメージは図のとおりです。

課徴金納付命令

（1）概要・命令主体

① 原則：課徴金対象行為をした期間

事業者が優良誤認表示や有利誤認表示をする

② 課徴金対象行為を
「やめた日」から
（a）

行為をした場合、消費者庁は、所定の除外事由

6 カ月を経過する日、または、
（b）
「不当に

を満たす場合を除き、課徴金納付命令を行わな

顧客を誘引し、一般消費者による自主的

ければなりません（8 条 1 項本文。不当表示行

かつ合理的な選択を阻害するおそれを解

為を認定した際、命令するか否かの裁量は消費

消するための措置として内閣府令で定め

者庁にはなく、非裁量的行政処分と位置づけら

る措置」をとった日のいずれか早い日ま

れます）
。課徴金納付命令は消費者庁のみが行

での間に、当該
「課徴金対象行為に係る

うことができ、都道府県にその権限はありませ

商品又は役務の取引をした」場合：課徴

かか

ん。前回確認した指定告示に係る不当表示行為

金対象行為をした期間に、当該
「課徴金

は、課徴金納付命令の対象外とされています。

対象行為をやめてから最後に当該取引を

課 徴 金 制 度 は、2016 年 4 月 1 日 に 導 入 さ れ、

した日までの期間」
を加えた期間

同日以降に行われた課徴金対象行為に関して命
じられています。

景品表示法は、課徴金額の算定に当たり前記

なお、前記の
「所定の除外事由」
は、次のもの

②のように、課徴金対象行為に係る表示による

が挙げられます。この事由が満たされる場合に

「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

は課徴金納付命令を行うことができません
（た

的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」が、そ

だし、措置命令が行われる可能性はあります）
。

の後も一定期間続くことを念頭に置いています。
本来、前記のおそれが続く期間は表示媒体や表

（a）
「課徴金対象行為をした期間を通じて」

、著

示内容に応じ異なると思われますが、課徴金と
2020.10
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いう金銭賦課処分は公平性や

図

課徴金対象期間のイメージ図

②（a）

迅速性が強く求められるの

一律に、最長 6 カ月とみなし

課徴金対象行為
をやめた日から
６カ月経過日の
直前取引日

期間を、課徴金との関係では

課徴金対象行為
をやめた日

課徴金対象行為
を始めた日

で、当該誤認のおそれが続く

ています＊ 4。直接的には課徴
金制度に関する定めですが、

①原則：
②課徴金対象行為を
課徴金対象行為をした期間
やめた日から６カ月以内に取引すると
最大6カ月間の最後の取引日まで加算

一定期間は一般消費者の誤認
のおそれが残るという景品表
示法の考え方は、消費生活相

②（b）

主報告）

課徴金対象行為
をやめた日から
６カ月経過日の
直前取引日

（3）課 徴金の減額事由①（自

一般消費者の誤
認のおそれの解
消措置をとった
日の直前取引日

しょう。

課徴金対象行為
をやめた日

課徴金対象行為
を始めた日

談でも参考にし得るもので

事業者が、課徴金対象行為
①原則：
②解消措置をとった場合は
課徴金対象行為をした期間
その直前取引日まで加算

に該当する事実を施行規則に
従い報告したときは、8条1項
で算定した課徴金額から50%
相当額が減額されます
（9 条

いずれも、消費者庁ウェブサイトを基に筆者作成
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_181225_0002.pdf）

本文）。ただし、当該報告が、
「当該課徴金対象行為についての調査があつた

報告を受けた返金措置が認定実施予定返金措置

ことにより当該課徴金対象行為について課徴金

計画に適合していると認められるとき、返金措

納付命令があるべきことを予知してされたもの

置により交付された金額
（施行規則 16 条で計

であるとき」
は、減額されません
（同条ただし書）
。

算）
を、課徴金額から減額します
（11 条 2 項）。

（4）課徴金の減額事由②
（返金措置）

もっとも、
「返金措置」
に該当するには相当厳
＊5

事業者が所定の手続きに沿って
「返金措置」

格な要件を満たす必要があり、相当な費用と労

を実施した場合は、課徴金額が減額されます

力を要するでしょう。また、景品表示法は、
「返

（10 条、11 条）。これは、一般消費者の被害回

金措置」を行うか否かを含め、代金を返還する

復を促進する観点から導入されたもので、課徴

か否かは事業者が自由に決められることとし、

金制度を有する他法にはみられず、消費者法体

事業者の義務として定めていません。そのため

系にある景品表示法に特徴的な制度です。

か、それほど多くの活用例はなく、2020 年 7

事業者が課徴金額を減額されるためには、大

月 31 日までに行われた課徴金納付命令計 61 件

きくは①実施予定返金措置計画の認定申請 ②

のうち、景品表示法に基づく
「返金措置」
の手続

「返金措置」の実施 ③「返金措置」実施の報告を

きが利用されたのは 4 件です＊ 6。なお、適格消

行う必要があります。消費者庁は、事業者から

費者団体が、措置命令を受けた事業者に対し、

＊4

原山康彦・古川昌平・染谷隆明編著『詳説

景品表示法の課徴金制度』
（商事法務、2016 年）29 ページ


＊ 5 「返金措置」
とは、①
「課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行った一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているもの」
から②
「申出があつた」
場合に、③
「当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額」
に④
「百分の三
を乗じて得た額以上」
の⑤
「金銭を交付する措置」
をいう
（10 条 1 項）
。紙幅の関係上、本稿で
「返金措置」
について触れないが、
「返金措置」
の要件お
よび意義の詳細について、前掲＊4『詳説 景品表示法の課徴金制度』76 ページ以下を参照されたい
＊6

消費者庁 認定された返金措置一覧 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/authorization_list/
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返金措置の実施予定を問い合わせるなどは行わ

た表示行為も含まれるのかについては議論があ

れています。

りましたが、近時の最高裁判決＊ 7 は、一律に
含まれないわけではない旨を示しました。

第３ 差止請求

当該判決を基礎とすると、新聞広告等の不特

適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多

定多数に向けた表示行為も消費者契約法の対象

数の一般消費者に対して、商品・役務の内容や

となる可能性があります
（当該判決の射程は議

取引条件について、実際のものや競争事業者に

論があり得ますが、紙幅の関係上省略します）。

係るものよりも著しく優良・有利であると誤認

その意味では、消費者契約法も不当表示規制を

される表示を現に行いまたは行うおそれがある

行っている側面があるといえ、景品表示法の不

ときは、当該事業者に対し、当該行為の停止・

当表示規制と共通する点があります。

予防、当該表示をした旨の周知その他の必要な

また、消費者契約法の定める誤認類型の 3 つ

措置をとることを請求できます（30 条 1 項）
。

の取消し
（不実告知、不利益事実の不告知、断

ただし、前回取り上げた指定告示に係る不当表

定的判断の提供による取消し）のうち、例えば

示は、差止請求の対象外です。

不実告知による取消しは、
「重要事項」
について

適格消費者団体は、差止請求に係る訴えを提

事実と異なることを告げたことを要件としま

起しようとする場合には、あらかじめ、差止対

す。当該
「重要事項」
は、基本的に、商品・役務

象者に対し、請求の要旨および紛争の要点その

の内容または取引条件であって消費者の当該消

他の事項を記載した書面により差止事前請求を

費者契約を締結するか否かについての判断に通

する必要があります（消費者契約法 41 条 1 項）
。

常影響を及ぼすものを指します
（消費者契約法

実際には、差止事前請求に先立ち、問い合わせ

4 条 5 項一号および二号）
。

や申入れを行い、事業者の検討・回答を待つと

これに対し、景品表示法の禁止する優良誤認

いうことが事実上行われています。当該申入れ

表示や有利誤認表示は、商品・役務に関する内

や事業者の対応については、適格消費者団体の

容・取引条件の誇張の程度が一般消費者による

ウェブサイト上で公表されることがあります。

商品・役務の選択に影響を与えることを前提と

当該問い合わせや申入れによる協議を経ても

します。そのため、優良誤認表示等に該当する

違反状態が改善されないと判断した際、前記手

表示は、
「重要事項」
について事実と異なる表示

続きを経て、差止請求訴訟が提起されます。第

であることがあると考えられます。
その点でも、

2 回や第 3 回で紹介したクロレラチラシ配布差

景品表示法と消費者契約法の不当表示規制には

止請求訴訟は、景品表示法に基づく適格消費者

親和性があります。

団体による差止請求訴訟の一例です。

これらを踏まえると、事業者が景品表示法の
優良誤認表示や有利誤認表示をした場合、当該

第4 民
 事上の法律関係に
関連するもの

表示により誤認して契約を締結した消費者とし
ては、消費者契約法の不実告知による取消し等

消費者契約法における不当勧誘規制は、「勧

を主張し、既払い代金の返還請求を行うことを

誘をするに際し」事業者が不当勧誘行為をした

検討する余地があるでしょう
（ただし、消費者

ことを要件とします
（消費者契約法4条）
。この
「勧

契約法の取消しの要件として、不当勧誘行為と

誘」について、特定の消費者に対する個別の勧

消費者の誤認に因果関係が必要であり、消費者

誘だけでなく、新聞広告等の不特定多数に向け

に立証責任がある点には留意が必要です）
。

＊7

最高裁 2017 年 1 月 24 日判決、民集 71 巻 1 号 1 ページ（クロレラチラシ配布差止等請求事件の上告審）
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