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新型コロナウイルスの感染拡大によって外出
が控えられたことで、消費行動が大きく変容し
ています。外食や旅行、レジャーなどの外出型
の消費が大幅に減り、食料品やゲーム、家電と
いった家の中での生活を充実させるような「巣
ごもり消費」が活発になりました。
では、総務省「家計調査」を用いて、新型コロ

ナの影響を受けた2人以上世帯の主な支出項目
について、具体的にみていきましょう。
まず、食事の面では、外食の食事代や飲酒代

は減少する一方、出前やパスタ、チューハイ・
カクテル、生鮮肉などの支出額は増加していま
す（図1）。

新型コロナウイルスによる
消費の変化

これらより、外出自粛中の手軽なランチ需要
や家飲み需要、高級食材などで家での食事を充
実させるような需要が増しているようすがうか
がえます。なお、いずれの増減も緊急事態宣言
が発出された2020年4、5月がピークで、経済
活動が再開された6月を境に変化しています。
教養娯楽面では、旅行やレジャーなどの支出

額は大幅に減少する一方、ゲーム機やパソコン
の支出額は増加しています。
6月以降、旅行やレジャーは回復基調にあり

ますが、温度差があります。例えば、7月の交通
費をみると、対前年同月の実質増減率の減少幅
は、航空運賃（▲86.9％）＞鉄道運賃（▲70.0％）
＞バス代（▲57.9％）の順に大きく、移動距離が
長い公共交通機関ほど、戻りが鈍くなっていま
す。また、宿泊料は▲39.3％まで戻りましたが、
パック旅行費はいまだ▲89.1％にとどまり、3
月よりも低水準です。
コロナ禍で、公共交通機関の利用を避けて自

家用車で近場の旅を楽しむ「マイクロツーリズ
ム」を提唱する旅行会社も現れました。2人以
上世帯の消費支出からも、長時間、他人と空間
を共有するような移動手段の利用は避けるよう
な状況がみえます。なお、自転車の支出額の対
前年同月実質増減率は5月（＋45.1％）をピーク
に増加傾向にあり、通勤や通学でも公共交通機

特集

1 新型コロナウイルスで
変わる暮らし

久我 尚子  Kuga Naoko  ニッセイ基礎研究所 生活研究部 主任研究員
2001年NTTドコモ入社。2010年より現所属。専門は消費者行動。著書に『若者は
本当にお金がないのか？ 統計データが語る意外な真実』（光文社新書、2014年）等

図1

-100

-50

0

50

100

150

200

2020年3月 4月 5月 6月 7月

（%）

パスタ

出前

食事代

飲酒代

生鮮肉

チューハイ・
カクテル

2人以上世帯の食料の支出内訳�（前年同月実質増減率）

注：「出前」のみ名目値、インターネットによる購入
資料：総務省「家計調査」および「家計消費状況調査」より筆者作成



2020.11
国民生活

2

特集 新型コロナウイルスで変わる生活様式と消費者トラブル
新型コロナウイルスで変わる暮らし特集

1

関の利用を避けるようすがうかがえます。
レジャーでも回復に温度差があります。7月の

対前年同月で美術館や博物館などの文化施設入
場料（▲57.5％）に対して、遊園地入場料・乗物代
（▲71.1％）や映画館・演劇等入場料（▲85.2％）
の減少幅は大きくなっています。これは、文化施
設は緊急事態宣言解除後に早期に休業要請が緩
和されたことや、元々密になりにくく、会話の少
ない環境であることが影響しているのでしょう。
一方で教養娯楽面では、ゲーム機は全国一斉

休校となった3月（＋165.8％）、パソコンは緊
急事態宣言が発出されてテレワークで働く人が
増えた4月（＋72.3％）をピークに支出額が増え、
６月（ゲーム機▲6.6％、パソコン＋18.1％）は
需要が落ち着いた状況にありましたが、どちら
も７月（ゲーム機＋24.2％、パソコン＋129.1％）
に再び増加しました。
これは国民1人当たり10万円の「特別定額給

付金」の影響と考えられます。総務省によると、
7月末までの給付率は96.8％に上ります。7月
は全国的に感染が再拡大し、在宅勤務によるテ
レワークの定着化も進むなかで、少し値の張る
耐久財を買いそろえる消費者が増えたのでしょ
う。なお、7月は一般家具（＋130.7％）の支出額
も増えています。一方で在宅勤務が増えるなか、
スーツの需要が減るほか、マスク着
用の影響もあり、ファンデーション
や口紅などのメイクアップ用品の需
要も減っています。
このほか、巣ごもり消費では、家

の中で過ごす時間が増えたことで、
菓子作りや裁縫、DIY、家庭菜園な
ど、自分の手で何かを作るような需
要も増しているようです。

巣ごもり消費でみられるゲームや

感染不安による
デジタル化の加速

テレワークなどの「消費のデジタル化」ともいえ
る動きは、外出を控えて非接触志向も高まるな
かで、買い物手段にも顕著に表れました。
2020年1月頃と比べた買い物手段の利用の

増減をみると、リアル店舗では減少する一方、
ネットショッピングやキャッシュレス決済サー
ビスなどのデジタル手段では増加が目立ちます
（図2）。また、リアル店舗では、生活必需品を
買うスーパーなどと比べて、贅

ぜい

沢
たく

品などを買う
デパートやショッピングモールでは減少の割合
が高くなっています。なお、リアル店舗の利用
が減り、デジタル手段の利用が増す状況（デジ
タルシフト）は感染不安の強さと相関があるよ
うです。
感染不安は男性より女性、年代別には男女とも

30歳代、未婚より既婚、子どもがいるほうが、
ライフステージ別には第1子大学入学や第1子
小学校入学、第1子誕生で強い傾向があります＊。
なお、30歳代の約4割は第1子誕生か第1子小
学校入学というライフステージにあります。つ
まり、ソーシャルディスタンスを意識しにくい
幼い年齢の子がいたり、帰省の難しい大学生の
子を持つ生活者で感染不安は強いようです。
職業別には専業主婦で不安が強い傾向があり

ますが、就業者では、経営者・役員や正規雇用

＊ �久我尚子「感染不安と消費行動のデジタルシフト」、ニッセイ基礎研究所、基礎研レポート（2020年8月18日）� �
https://www.nli-research.co.jp/files/topics/65190_ext_18_0.pdf?site=nli
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資料： ニッセイ基礎研究所「新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」（2020年６月）
より筆者作成
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ない、契約に紙や印鑑が必要でオンラインでは
対応できないといったかたちは、もはや消費者
に選ばれにくくなったのではないでしょうか。
一方で、デジタルシフトによって、消費者に

とって失われる価値もあります。それは、五感
を使った臨場感のある消費機会です。例えば、
「デパ地下でおいしそうな香りに引かれて、総
菜を買う」「店員の勧めてくれた洋服のコーディ
ネートを気に入って衝動買いする」といった機
会は減ったのではないでしょうか。
今後、企業活動ではデジタルシフトへの対応

は必須ですが、すべてがデジタルに成り代わる
わけではないでしょう。一方で、リアルでの対
応は消費者に対して、いかに付加価値を提供す
るのかがいっそう問われるようになっています。
また、テレワークは、そもそも「働き方改革」

で進められてきたものであり、引き続き、浸透
していくでしょう。そうなれば、住まい方が変
わる可能性もあります。都心のタワーマンショ
ンではなく、郊外や地方の戸建てに住まうこと
で、例えば、若い世代が自動車を所有するよう
になるといった消費行動の揺り戻しも、一部で
生じるのかもしれません。住まいが変われば、
「モノを所有するよりも、必要な時に必要な量
だけ利用できればいい」といった、「所有より利
用」志向は緩和される可能性もあります。
そして、テレワークが浸透することで、消費

者の生活時間の構造が変わり、自由時間が増え
るのではないでしょうか。働く人の平日1日当
たりの通勤を含む移動時間は平均85分です（総
務省「平成28年社会生活基本調査」）。例えば、
週に3日在宅勤務をすれば、週に約4時間半の
移動時間が浮くことになります。
消費者の暮らしが変われば、企業のビジネス

機会も変わります。デジタルかリアルか、家の
中か外かという二者択一ではなく、融合したか
たちでのサービス提供も考えれば可能性は広が
るでしょう。新型コロナは経済活動に甚大な悪
影響をもたらしていますが、新たなビジネス機
会も生まれているのではないでしょうか。

者と比べて、パート・アルバイトなどの非正規雇
用者で不安が強いです。業種別には、宿泊業・
飲食サービス業や教育・学習支援業などで不安
が強く、パート・アルバイトではこれらの業種
に従事する割合が高くなります。つまり、在宅
勤務によるテレワークをしにくい就業者や、働
き方における自己裁量の小さい就業者で、不安
は強い傾向があります。
この感染不安の強さを念頭に、買い物手段の

デジタルシフトの状況をみると、やはり、男性
より女性、30歳代、既婚、子あり、専業主婦
などでデジタルシフト傾向が強くなっていま
す。ただし、感染不安の強いライフステージが
第1子小学校入学にある生活者では、デジタル
手段の利用は全体と比べて増加するものの、
スーパーなどのリアル店舗の利用は必ずしも減
少するわけではありません。これは、子どもの
いる就労世代などは、感染不安によらず動かざ
るを得ない用事も多いためなのでしょう。

ワクチンや特効薬などの科学的な解決方法な
どが登場し、それらが浸透し始めれば、外出型
消費を控え、巣ごもり消費を軸に据える現在の
消費行動は、徐々に元に戻るでしょう。
一方で、コロナ禍で生じた、消費のデジタル

化やテレワークの進展といった変化は、収束後
も続くと考えられます。これらは今回の事態で
新たに登場したわけではなく、ビフォーコロナ
からの流れもあるためです。今回の事態で変化
が一気に加速したという見方が妥当でしょう。
ところで、ビフォーコロナでは、自動車や

ファッションなどのモノよりも通信料やレジャー
などのサービス（コト）にお金を費やす「モノか
らコトへ」という変化がみられていました。し
かし、コロナ禍では、コトのあり方も変わりま
した。診療やフィットネスなど、これまでリア
ル（対面）のみでの対応が常識と思われていた
サービスまで、一気にオンライン対応が始まり
ました。よって、リアル店舗でしか対応してい

ポストコロナの消費者像
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戦争や災害、感染症の蔓
まん

延
えん

などによって人々
が社会状況に対して不安や恐怖を抱くとき、さま
ざまな誤った情報（ここではデマと呼びます＊1）
が広く社会に拡散されるようになります。アメ
リカの心理学者ロバート・ナップは第二次世界
大戦中に広まったデマの分析から、デマは次の
3種類に分類できるとしています。

(1)�「秋までに戦争が終わるだろう」といった人々
の願望を反映した願望流言(wish�rumor)

(2)�「味方の全艦隊が全滅した」というように恐
怖をあおる恐怖流言(bogie�rumor)

(3)�特定の集団への敵意や憎悪にもとづいて社
会を分断する分裂流言(aggressive�rumor)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴ってSNS
などで流通したデマも同様に分類することがで
きます。27度のお湯、紅茶、納豆、花

か

崗
こう

岩などで
新型コロナウイルスが死滅するといった医学的
根拠のない情報や「新型コロナウイルスは一般
的な風邪と同じ」といった主張は願望流言に分
類できるでしょう。一方で「携帯電話の5G技術
が新型コロナウイルスを活性化させる」「発症し
た海外からの観光客が空港で制止を振り切って
逃走した」といったデマは恐怖流言といえます。
また「新型コロナウイルスはあの国が発生源だ」
といった分裂流言も少なからずみられます。

「トイレットペーパーの多くは中国で製造・
輸出しているため、新型コロナウイルスの影響

誰も信じないデマが
混乱をもたらした

でこれから不足する」というデマ（恐怖流言に分
類できます）が2020年2月末にSNS上にツイー
ト（投稿）されました。すぐさま、このデマを否
定する投稿が SNS 上で数多く行われインター
ネット上で広く共有されました。製紙業界団体
や自治体の首長も即座に「トイレットペーパー
の供給力、在庫は十分にある」 とこのデマを否
定する声明を発表しました。しかし「トイレッ
トペーパーが不足する」というデマが存在した
という情報はその後ソーシャルメディアやマス
メディアを通じて全国で知られることとなり、
それを見た多くの人がトイレットペーパーを買
いに走った結果、2020 年 4 月上旬まで全国的
に品薄・品切れ状態が続きました。

人々はデマにだまされたわけではありません。
トイレットペーパーの騒動の主犯とされたデマ
ツイート自体は、実はほとんどリツイート（共
有）されておらず、デマ自体を目にした人もほ
とんどいませんでした 。一方で、このデマの
誤りを指摘する投稿はSNS上で何度もなされ、
総リツイート数は数十万件にも上りました。さ
らに、それに続いてマスメディアでも「誤った
情報が拡散している」という話題が取り上げら
れました。皮肉なことに、多くの人がデマを否
定する情報を発信した結果、デマの存在が広く
知られるようになりました。

もちろん、ほとんどの人は「新型コロナウイ
ルス感染症の影響でトイレットペーパーが枯渇
する」というデマを信じていませんでした。こ
のことは、総務省による「新型コロナウイルス

特集

2 SNSがきっかけとなった
トイレットペーパー騒動

小森 政嗣  Komori Masashi  大阪電気通信大学情報通信工学部教授
博士（人間科学）。専門は認知心理学、感性情報学。非言語コミュニケーショ
ンやソーシャルメディアでの情報発信・情報伝播（でんぱ）などの研究に従事

＊1  本来の意味でのデマ（デマゴギー）は特定の政治的意図のもと人々を扇動するため故意に事実を歪曲(わいきょく)して意図的に流されるうわさ
のことを指すが、ここでは社会で広く流布される誤った情報のことを「デマ」と呼ぶこととする
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感染症に関する情報流通調査 報告書」＊2 にも表
れています。「新型コロナウイルス感染症の影
響でトイレットペーパーが不足する」と信じて
いたのは調査対象者のわずか 6.2％に過ぎず、
他のデマと比較すると受容度は大幅に低いので
す。つまり、トイレットペーパーを買いに走っ
た人たちは、実際には「私はデマなんかにだま
されない」と思いつつも「でもきっと世間の人々
はデマにだまされてトイレットペーパーを買い
占めるに違いない、そうなれば自分は大変困っ
てしまうだろう」と考えていたのです。

「自分はデマを信じてはいないが、周りは信
じているに違いない」と考えてしまっている状
態を、社会心理学では多元的無知（pluralistic 
ignorance）と呼びます。多元的無知は私たちの
社会の至るところでみられます。例えば、自分
は暴力には反対だが、自分以外の住民は暴力を
是認しているに違いないと信じてしまうことに
よって、住民たちの意に反して暴力的な風土が
維持されてしまうといった例が知られています。

多元的無知が生じた背景には、新型コロナウ
イルス感染症や、それによって生じる社会状況
に対する不安や恐怖があります。

ちょうど 2020 年 2 月は豪華クルーズ船での
新型コロナウイルスの集団感染や国内での複数
の感染事例が報告され、国内での感染拡大への
懸念が急速に拡大していた時期でした。それに
加えて、既に1月末頃からはマスクが入手困難
な状態が始まっていました。社会に対する漠然
とした不安があるなかで、「トイレットペーパー
が不足するというデマが広がっている」という情
報は人々に強い不安を喚起したと考えられます。

トイレットペーパー不足への不安が急激に高

周りは信じているに違いない

意図せず混乱に
加担してしまうことも

まってしまった背景には、SNS 特有の事情も
あります。SNS では、自分自身に関する体験
や気持ちをフォロワーに伝えるミーフォーマー

（me-former：客観的な事実の共有に熱心な「イ
ンフォーマー」の対義語）と呼ばれるユーザーが
多くを占めるため、マスメディアと比較すると、
主観的な体験や気持ちが伝達されやすい傾向が
あります。不安に感じたときにそれを他人に伝
えたいと思うのはとても自然なことです。

特に、トイレットペーパーは生活に密着した
身近な話題であるだけに「デマの存在を知って自
身が不安になった」という気持ちの共有がネット
上で急速に連鎖し、結果的に多くの人が「トイ
レットペーパーが品薄になることを人々は不安
に思っている」と信じるようになったといえます。

未知の情報を得て不安になったときには、いっ
たん落ち着いて公的な機関や信頼できる媒体の
情報を参考にしながら「この情報は本当にSNS
で共有してもいいのか」ということを慎重に、
場合によっては懐疑的に考える習慣を持つこと
が大事でしょう。SNS は一般にデマを急激に
拡散させてしまうという負の面が強調されがち
ですが、一方でデマ投稿を取り消すことが容易
である、デマを否定する情報の発信がしやすい
という良い面もあります。

ただ、今回のトイレットペーパー騒動では、
デマを訂正する正しい情報が SNS 上で拡散し
たことによって、発信者が意図しないかたちで
トイレットペーパー不足への不安が広がり、市
場に混乱をもたらしました。このことは、買い
占めの問題が個々人の注意や心がけだけで解決
できるわけではないことを示しています。むし
ろ、生活必需品を一度に大量購入できないよう
なシステムを導入し、多くの消費者に行き渡ら
せることが必要だと考えます。

真偽不明の情報と
どう向き合うか

＊2  総務省「新型コロナウイルス感染症に関する情報流通調査 報告書」（2020年6月19日）  
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000082.html

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000082.html
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新型コロナウイルスの感染拡大によりマスク
やアルコール消毒製品の需給が逼

ひっ

迫
ぱく

するなか、
小売店舗等で大量購入した製品をインターネッ
ト上で高額で転売する行為がみられました。こ
うした行為は消費者心理を悪化させ、不必要な
大量購入や価格高騰を招き、必要な製品の購入
を困難にする可能性があります。そこで、消費
者庁を含めた関係省庁から、2020年2月以降、
①マスク等について、転売目的での購入は望ま
しくないことや大量購入を控えるよう消費者へ
呼びかけを行ったほか、②デジタル・プラット
フォーム企業各社に対しては利用者への啓発を
依頼し、③大手のインターネット売買サイトに
対しては、マスク等のオークションへの出品取
り止めや大ロットでの販売の自粛を要請するな
ど、さまざまな取り組みを行いました。
しかし、なおも高額転売が後を絶たなかった

ことを踏まえ、緊急措置として国民生活安定緊
急措置法第26条第1項および同法施行令に基
づき、同年3月15日からマスクを、同年5月26
日からアルコール消毒製品を対象に、これらの
転売行為を禁止しました。具体的には、同法施

マスク等の転売規制に
至るまでの政府の取り組み

行令を改正し、購入金額を超える価格での転売
を禁止する「生活関連物資等」にマスクとアル
コール消毒製品を指定し、当該転売規制に違反
した場合に適用される罰則も規定しました。

転売規制の対象となった「マスク」には、家庭
用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用マス
クなど、一般に市販されている健康・予防、衛
生環境の維持等に用いられるマスクが幅広く該
当し、個人が自作したマスクもその用途や素材、
形状等に応じて対象となり得ます＊1（図1）。
転売行為が一律に禁止されたわけではなく、

①小売店舗やECサイトなど不特定の相手方に
販売する者から購入したマスクを、②購入した
金額よりも高い価格で、③インターネットや店
舗などを通じ不特定多数の者へ転売する行為を
禁止の対象としました。また、仕入先が製造業
者や卸売業者でも、不特定の一般消費者に対し
て直接販売された製品を仕入れ、購入価格より
も高い価格で不特定または多数の者を対象に転
売する場合も規制の対象としました（図2）。
当該規制に違反した場合は、1年以下の懲役

もしくは100万円以下の罰金、あるいはこれ
らの併科という罰則規定も設けられました。

「アルコール消毒製品」のうち転売規制の対象
は、大別すると、①消毒、除菌、抗菌、殺菌等に
使用されることが目的とされている医薬品・医

マスクの転売規制について

アルコール消毒製品の
転売規制について

特集

3 マスクおよびアルコール消毒製品の
転売規制について

消費者庁参事官（調査・物価等担当）付

＊1	 	ただし、美容用フェイスマスク（美容パック）、使い捨て式でない防じんマスク（樹脂等の面体を有するもの）、防毒マスクなどは対象外

図1 転売禁止の対象となったマスク

※個人が自作したマスクも用途、素材、形状などに応じて対象となる

 家庭用・医療用・産業用マスクの例 
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マスクおよびアルコール消毒製品の転売規制について特集

3

薬部外品であるもの、および②医薬品・医薬部外
品以外であっても、同様の目的をうたっているア
ルコール濃度60％以上のものが該当します＊2。
その製品が転売規制の対象となるかについて

は、図3のフローチャートに沿って、当該製品
にアルコールが含まれるか否か、また「医薬品」
「医薬部外品」の表示の有無、「医薬品」等の表示
がある場合には使用目的、表示がない場合には
含有アルコール濃度などに応じて個別に判断さ
れます。製品の表示のほか、当該製造事業者、
小売事業者または転売行為者の宣伝・広告の内
容、または社会通念によって個別具体的に判断
されることにも留意が必要です。

アルコール消毒製品もマスクと同様の転売行
為が禁止され、罰則が規定されました（図2）。

政府は、マスク等の需要の急増に対応するた
め、転売規制の実施に加え、①マスク等のメー
カー等に対し、増産の要請や生産設備補助金等
を通じた供給拡大に努めるとともに、②布製マ
スクの一般家庭や介護施設への配布、こまめな
手洗いによる感染予防や、物の消毒には塩素系
漂白剤や一部の家庭用洗剤等が有効であること
等の啓発など、需給両面で取り組んできました。
転売規制は強力な私権の制約であり、国民生

活安定緊急措置法の規定上、事態の克
服に必要な限度で抑制的に規制を設け
ることが求められており、需給の逼迫
が改善すれば解除すべき性質のもので
す。こうした考え方の下、メーカー側の
協力もあり、国内生産増加や輸入拡大
によりマスクおよびアルコール消毒製
品いずれも供給量が増加し、市中での
購入が可能な状況となったことから、需
給の逼迫が改善しているものと判断し、

2020年8月29日、
マスクおよびアル
コール消毒製品の
転売規制を解除し
ました。
消費者庁として

は、引き続き需給
の動向を注視し、
関係省庁とも連携
し、必要な人に必
要な物資が安定的
に供給されるよう、
適切に対応を行っ
ていくこととして
います。

転売規制の解除について

＊2	 	ここでいうアルコールとは、エチルアルコール（エタノール）であり、イソプロピルアルコールは対象外

図3 転売規制対象となったアルコール消毒製品のフローチャート

図2

最
終
消
費
者

販売（※2）の禁止
（取得価格を超える価格での譲渡）個

人
／

事
業
者

小
売
事
業
者
等

（※

１
）

○対象：衛生マスク、アルコール消毒製品
○違反者に対しては1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金
○公布日から4日後に施行（衛生マスク：3/15、アルコール消毒製品：5/26）

※1 一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者や個人も含む
※2 店舗、フリーマーケット、インターネット（SNS含む）等を通じて不特定また
 は多数の者への販売行為

規制対象となった転売行為
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全国の消費生活センター等が2020年1 〜 8
月に受け付けた新型コロナウイルス関連の消費
生活相談は約65,000件でした。2月以降増加し、
4月には1カ月で20,000件を超えましたが、5
月以降は減少しています（図1）。新型コロナウ
イルス関連の相談の特徴は次のとおりです。

①マスク
4月頃までマスクの品不足や高価格について

の相談が寄せられました。また、4月には「注
文した覚えのないマスクが届いた」など送り付
けに関する相談が急増しました。インターネッ
ト通販に関する相談も多く、「代金を銀行口座
に振り込んだが、届かない」「販売事業者と連絡
が取れない」といったケースや、届いたマスク
が不良品だったケースなどがみられました。
②旅行・宿泊関連、ヨガ教室、結婚式場など
国内外のパックツアーや手配旅行、航空券、

ホテル・旅館など、旅行・宿泊関連の相談は2〜

新型コロナウイルス関連の
消費生活相談

3月に、ヨガ教室や結婚式場などの相談は4月
に多く寄せられました。「新型コロナウイルス
感染症の感染予防等を理由にキャンセルしたと
ころ、規約通

どお

りのキャンセル料を請求された」
など解約や解約料に関する相談がみられました。
③トイレットペーパー、消毒液、体温計など
商品の品不足についての相談や、インター

ネット通販で「注文したが、届かない」「販売事
業者に電話をしたが、連絡が取れない」などの
相談が、トイレットペーパーは3月、消毒液、体
温計などは4〜 5月に多く寄せられました。
④新型コロナウイルスに便乗した悪質商法
中央省庁や地方自治体などの行政機関のほ

か、銀行や携帯電話会社などの実在する事業者
をかたった電話やメール等により、消費者の個
人情報や、キャッシュカード、クレジットカー
ド番号等を詐取しようとする手口が2月頃から
みられました。
特別定額給付金に関しては「給付金の手続き

に必要」などとウソの説明をしたり、自治体な
どをかたり、自宅への訪問や電話、メール等に
より個人情報や、キャッシュカード、マイナン
バーカード等の情報や、金銭を詐取しようとす
る手口が、4月下旬からみられました。
持続化給付金の不正受給を持ちかけるなどの

詐欺が疑われる相談は5月頃からみられ、7〜
8月に相談が多く寄せられました。国民生活セ
ンターでは、持続化給付金の受給資格がない人
は、受給できると持ちかけられても絶対に応じ
ないよう呼びかけています＊2。

＊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

＊2	 	国民生活センター「新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意！（速報第7弾）－受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける
手口に気をつけて！－」（2020年7月10日公表）　http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html

新型コロナウイルスに関連した
消費者トラブル

特集

4
国民生活センター相談情報部

図1
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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200710_1.html
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新型コロナウイルスを想定した「新しい生活
様式」＊3の実践例に通信販売の利用が示されて
いるなか、インターネット通販のトラブルは増
加し、5月には相談全体の30％を超えました
（図2）。最近のインターネット通販に関する相
談の傾向や特徴は次のとおりです。
①「お試し」定期購入
「お試し○円」と通常より低価格で健康食品や
化粧品などを購入できると広告する一方で、複
数回の購入が条件となっている、定期購入に関
する相談が多くみられます。
未成年者のトラブルが目立っていることも特

徴で「お小遣いの範囲で買えると思って契約し
たが、2回目以降に高額な請求があり、支払え
ない」「臨時休校中に動画投稿サイトを見ること
が多くなり、視聴中に出てきた広告を見てダイ
エットサプリを申し込んだが、定期購入だった」

「新しい“消費”生活様式」の影響で増加!? 
インターネット通販の	
消費生活相談

という相談も寄せられました。
②身の回り品
洋服やかばん、靴などを「注文したが届かな

い」「粗悪品・模倣品が届いた」など、詐欺的な
通販サイトに関するトラブルがみられます。「在
宅勤務が増え、オフィス用チェアを購入しよう
としたが、代金振り込み後にサイトが表示され
なくなった」など、生活様式の変化に伴って購
入した商品に関するトラブルもみられました。
「感染拡大防止のためインターネット通販が
推奨されていたので初めて利用したが、商品が
届かない」など、インターネット通販を使い慣
れていない人がトラブルにあったという相談も
寄せられました。
③オンラインで提供されるサービス
インターネット通販では、「モノ」だけではな

く「サービス」のトラブルもみられ、「退会した
はずの動画配信サイトの料金が請求されてい
る」などの相談が寄せられています。
また、「子どもがオンラインゲームで高額な

課金をしてしまった」というケースが、特に小・
中学生の男子に多
くみられます。ト
ラブルのきっかけ
としては「休校に
より子どもの在宅
時間が増え、家で
ゲームをしていた」
「仕事で家を留守
にし、休校で家に
いる子どもにゲー
ムをさせていた」
などがみられまし
た。

＊3	 	厚生労働省「『新しい生活様式』の実践例」　https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641743.pdf

図2
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「お試し」定期購入

高校生の娘がスマートフォンで動画投稿サ
イトを見ていたときに、ダイエット青汁の広
告が表示され、「初回無料でお試しできる。
解約は電話でできる」とあったので申し込ん
だようだ。商品が届き、解約の電話をしたと
ころ、「1回だけで解約する場合は1万3000
円がかかる」と言われたという。解約して、
商品を返品したい。

詐欺的な通販サイト

新型コロナウイルスを想定した新しい生活
様式でインターネット通販が推奨されていた
ので、今回初めて利用した。洋服と靴を購入
し、合計1万2000円をクレジットカードで
決済した。その後2週間経っても商品が届か
ないので、事業者に電話したところ、「新型
コロナウイルスのため対応していない」とい
うアナウンスが流れた。個人情報を悪用され
たら困るし、解約したい。

オンラインゲーム

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、息
子が通っている小学校が休校になったため、
祖母に息子を預かってもらっていた。その間
に、祖母のスマートフォンでゲームに課金し
てしまったようで、3カ月続けて毎月10万
円以上の金額がキャリア決済で請求されてい
る。どうしたらよいか。

今後も「新しい生活様式」の推進により、不要

相談事例

事例1

事例2

事例3

消費者へのアドバイス

不急の外出を控え、自宅で過ごす時間が長くな
ると、スマートフォン等でインターネットを利
用する機会が増えることが予想されます。また、
ウェブサイトやアプリなどで目にする、広告を
きっかけとしたトラブルが増加することが考え
られます。そこで、インターネット通販を利用
するうえでの注意点についてまとめました。

①通信販売にはクーリング・オフ制度はあ
りません。事前に返品・解約の条件や販
売事業者の連絡先を確認しましょう。

②お金や個人情報の詐取等を目的とした詐
欺的な通販サイトもあります。少しでも
怪しいと思ったら利用しないようにしま
しょう。

③「お試し」のはずが高額な料金を請求され
たという相談が寄せられています。注文
前に定期購入の契約になっていないか確
認しましょう。

④未成年者のインターネットトラブルは、
家族などまわりの保護者が目を配って防
ぎましょう。また、子どもが無断でクレ
ジットカードを利用することがないよ
う、保護者はクレジットカードを適切に
管理しましょう。

新型コロナウイルスに便乗し、メールや電話
などで個人情報等を詐取しようとする手口にも
引き続き注意が必要です。暗証番号、口座番号、
通帳、キャッシュカード、マイナンバーは「絶
対に教えない！渡さない！」ようにしましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合、

または「怪しいな？」と思ったら、すぐに最寄り
の消費生活センター等（消費者ホットライン
「188（いやや！）」）へ相談しましょう。

参考：�国民生活センター「新型コロナウイルス関連の消費生活相談の概要（2020年8月まで）」（2020年9月17日公表）	 	
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_3.html

  国民生活センター「『新しい“消費”生活様式』の影響で相談増加!?	インターネット通販のトラブルにあらためて注意！」（2020年9月17日公表）	
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_2.html

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_3.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_2.html
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著作物は多くの場面で利用されています。学
校教育、セミナーや、音楽・映画・出版物・ゲー
ムをはじめあらゆるアート・エンタテインメン
トに加え、昨今ではデジタル化時代の潮流を受
け、SNSをはじめインターネット上での私的
使用にとどまらない利用が増えてきました。本
稿では、著作権の基本的な考え方を紹介すると
ともに、消費生活センターの消費者啓発講座で、
消費者被害防止の意識づけのために替え歌が使
用されている背景から、二次創作・パロディに
ついても説明します。

●基本的な考え方
著作権法の理解の前提として、次のとおり基

本的な用語を整理してみます。

「著作物」：思想または感情を創作的に表現した
ものであって、文芸、学術、美術または音楽の
範囲に属するものをいいます。小説、講演、音
楽、舞踊、絵画、建築、映画、写真、プログラ
ムなどが例として挙げられています。もっとも、
これらに該当したとしても必ずしも著作物性が
認められるとは限らず（創作性がなければ著作
物ではありません）、反対に、これら以外でも
著作物となるものがあり得ます。

はじめに

著作権に関する基本的な知識

「著作者」：事実行為としての創作行為を行った
者をいいます。著作権と著作者人格権は、原始
的に、著作者に帰属します。著作権は、特許庁
による登録がなされて初めて権利行使ができる
ほかの知的財産権（特許権や商標権）とは異な
り、著作者が著作物を創作すると同時に、著作
者の意思にかかわらず発生します。

「著作権」：著作物を専有する権利で、他人によ
る無許諾での著作物利用を禁止する効力を有し
ます。著作権は、禁止権の束であり、複製権（コ
ピーする権利）、公衆送信権（インターネットで
配信したり、放送する権利等）、譲渡権、翻訳・
編曲・変形や翻案を行う権利等が含まれます（こ
れら個々の権利を“支分権”といいます）。著作
権は“財産権”なので、譲渡が可能です（著作権
のうち、その一部を譲渡することも可能です）。
そのため、「著作者」と「著作権者」が異なる場合
があります。

「著作者人格権」：公表権（まだ公表されていな
い著作物を公表するかしないか、するとすれば、
いつ、どのような方法で公表するかを決めるこ
とができる権利）、氏名表示権（著作物の公表に
際し著作者名を表示するかしないか、するとす
れば、実名か変名かを決めることができる権
利）、同一性保持権（著作物を意に反して改変さ
れない権利）の3種類の権利があります。人格
権は一身専属権（属人的に帰属する権利）であ
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り、譲渡はできないと考えられています。

著作権に規定されている基本的な用語の説明
は以上のとおりですが、具体的な事例を挙げて
整理してみましょう。
Aさんが楽曲Xを作曲したとします。Aさん

は楽曲Xの「著作者」で、かつ「著作権者」です。
楽曲Xを利用する権利はAさんに専有的に帰属
します。原則としてAさんだけが楽曲Xを利用
でき、Aさんの許諾なく、Bさんが楽曲Xを
SNSにアップロードしたり、編曲することは
禁止されています。
次に、Aさんが楽曲Xの著作権の全部を音楽

出版社Cに譲渡したとします。この場合、Aさ
んは楽曲Xの「著作者」ですが「著作権者」ではな
くなります。今はC社が「著作権者」です。その
ため、BさんはSNSにアップロードしたりア
レンジするにあたり、AさんではなくC社の許
諾を得なければなりません。他方、この場合で
も、Aさんは著作者人格権を有しているので、
AさんはBさんがコンサートでXを演奏する際
Aさんの名前を表示するように求めることがで
きます。また、Aさんは、BさんがAさんの意
に反する改変を行うことを阻止することもでき
ます。
このように、他人の著作物を利用するにあ

たっては、著作権者あるいは著作者の許諾が必
要であると考えられます。
なお、実際には、音楽に限ってはその多くが、

「著作権集中管理団体」（ JASRACやNexTone
など）に著作権を信託譲渡されており、許諾を
これら集中管理団体に対して求める場合があり
ます。集中管理団体が管理する権利であれば、
基本的には定められた使用料を支払うことで使
用することができます（集中管理団体が管理し
ていない権利もあるので、そのつど確認が必要
です）。

●権利制限規定
もっとも、いかなる場合にも第三者の著作物

の無許諾利用が許されないわけではありません。
著作権法は「権利制限規定」と呼ばれる、著作

権者の許諾なく著作物を利用できる場合を規定
しています。例えば、購入したCDを自分が聴
くためにiTunesを使って自分のパソコン上に
ダウンロードしたり（私的使用目的による複
製）、無料のコンサートで、報酬をもらわずに
他人の楽曲を演奏することなどについては、権
利者の許諾は不要です。学校で新聞や写真が配
布されるのも、権利制限規定によって、権利者
の許諾なく複製と配布が認められているからな
のです。
また、よく使われる権利制限として「引用」が

あります。作品の批評のために絵画や楽曲・歌
詞を紹介する場合や、講義などで公表済みの論
文や写真などを紹介することが、引用の例とし
て考えられます。ほかにも多くの権利制限が定
められています。
これらの権利制限が規定されているのは、権

利者保護（保護することで表現活動に対するモ
チベーションを与える）の観点から、モチベー
ションに影響しないような著作権の行使は正当
化されない場合や、権利者保護を上回る政策的
な要請があるからであるとの説明が可能です。
もっとも、私的使用目的による複製について

は、2020年著作権法改正により、違法にアップ
ロードされた著作物（漫画・書籍・論文・コン
ピュータプログラム等）を、違法にアップロー
ドされたものと知りながらダウンロードするこ
とが、一定の要件のもとで違法となりました。
私的使用目的による複製は、個人の私的領域に
おける活動の自由を保障する必要性があること、
軽微な使用であれば権利者への経済的影響が小
さいことから、権利制限として認められていま

許諾が不要な場合
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中管理団体がないので、このような権利処理に
行き詰まることも珍しくありません。

●裁定制度
このうち、著作権者の身元や所在が確認でき

ない著作物（著作権者不明の著作物）は、オー
ファンワークス（孤児著作物）といわれていま
す。オーファンワークスは、文化庁長官の裁定
を受けることで、利用が可能となります。
「裁定」とは、権利者の許諾を得る代わりに文
化庁長官の裁定を受け、基本的には使用料額に
相当する補償金を供託することで、著作物を適
法に利用できるようにする手続きです。申請に
先立ち権利者の探知が必要など、申請者の負担
も少なくないですが、著作物の利用に行き詰
まった場合に考えられる選択肢の1つです。

●二次創作―替え歌を例に考察
ベースとなる作品に手を加えてできた創作物

を、俗に二次創作ということがあります。この、
オリジナルの作品に手を加えることについて、
著作権法上、問題になることがあります。オリ
ジナルの楽曲に手を加えることが著作権法の問
題になる例として「替え歌」があります。「替え
歌」と呼ばれる形態は、楽曲はそのままで歌詞
に手を加えるもので、元の歌詞の表現が残って
いるものもあれば、元の歌詞とはまったくもっ
て異なる歌詞がつけられるものもあります。
著作権法上、著作権者の許諾なく著作物の改

変を行うことはできません（翻訳・編曲・変形・
その他翻案を行う権利）。また、著作者の意に反
する改変も、禁止されています（同一性保持権）。
いずれについても、「改変」というからには「オ

二次創作・パロディ

すが、悪質性の高い行為はたとえ私的使用目的
であっても認めないことと定められたのです。

●パブリック・ドメイン
俗にいう「著作権切れ」の著作物は、誰もが自

由に利用することができます。著作物が保護を
受ける期間（保護期間）は永久ではなく、保護期
間を満了した著作物はパブリック・ドメイン
（PD）と呼ばれ、公有となるのです。保護期間は、
著作者の死後（または公表後）70年で計算され
ます。
例えばAが2020年に死亡した場合、楽曲Xは

2090年末まで保護され、2091年1月1日から
PDとなります（これは、Aさんが楽曲XをC社
に譲渡した場合でも同様です）。もっとも、旧著
作権法適用下での著作物や、海外の著作物等、別
途の考慮が必要になる場合があり、保護期間の
計算が煩雑となるケースがあり注意が必要です。

●権利処理の実際
PDではない著作物を、権利制限規定がおか

れていない方法で利用する場合は、利用者は権
利者の許諾を得なければなりません。
許諾を得るといっても、そう簡単にはいかな

い場合もあります。権利者と連絡が取れない、
そもそも権利者が誰か分からない、権利者と連
絡は取れたが法外な使用料を要求された、など、
さまざまなケースが考えられます。この点、
JASRACやNexToneに登録されている楽曲で
あれば、これら著作権管理団体が管理している
権利の行使に関する利用であれば、使用料を払
えば基本的に利用が可能です＊。しかし、音楽
以外の著作物はJASRACのような大規模の集

著作物の利用

＊ 参考
　 日本音楽著作権協会（JASRAC）の作品検索「J-WID」　http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/		
　	NexToneの作品検索　https://search.nex-tone.co.jp/terms;jsessionid=D2D529A9757072282D96D02A9CFF4449?0

http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/	
https://search.nex-tone.co.jp/terms;jsessionid=D2D529A9757072282D96D02A9CFF4449?0
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リジナルに手を加えた」ことが必要になります。
歌詞付きの楽曲であっても、楽曲と歌詞は独立
した著作物と考えられており、オリジナルの歌
詞とは別の歌詞を一から作成し、それを当該楽
曲にくっつけた、という場合には、楽曲にもオ
リジナルの歌詞にも手が加えられておらず、楽
曲に対しても歌詞に対しても「改変」がなされた
とはいえないともいえます。そのため、オリジ
ナルの歌詞をベースにしない替え歌は、著作権
者・著作者の権利を侵害しないと考えられます。
2017年に問題となったパーマ大佐の「森の

くまさん」の替え歌があります。この替え歌は、
オリジナルの歌詞は変更せず、オリジナルの歌
詞と歌詞の間に「ひとりぼっちの私を強く抱き
しめたクマ♪」などの歌詞を追加したものです。
これによって、オリジナルのストーリーは大幅
に変更されると同時に、オリジナルの歌詞を
知っている人は誰でも、オリジナルの歌詞に追
加したということが分かるものでした。この替
え歌に対して日本の訳詞家が同一性保持権侵害
を主張し、事件化したのです。この件は結果的
に和解が成立しましたが、裁判に発展していれ
ばオリジナルへの追加が同一性保持権の侵害と
判断されたのか、興味深い事例でした。
以上については、同人誌やその他の二次創作

物にも同様に考えられるように思います。

●パロディ
「替え歌」には単なる改変行為ではなく、パロ
ディとしての側面もあります。先のパーマ大佐
による「森のくまさん」では、歌詞の追加によっ
てストーリーが大幅に変更されており、パロ
ディの成功例として挙げられると思います。
パロディについては、日本の著作権法に定義

が存在せず、長らく多くの議論がもたれてきま
した。2013年3月には、文化審議会において
設置されたワーキングチームから「パロディ
ワーキングチーム報告書」が公表されています

が、この時点でもさらなる議論を尽くすべきと
指摘され、度重なる改正によっても、いまだ法
制化には至っていません。
日本法上、同一性保持権は「意に反する」改変

を受けない権利として定められており、著作者
の主観によって権利侵害の有無が決せられま
す。そのため、著作者がその意に反する改変が
行われたと主張すれば、パロディは同一性保持
権侵害となり得ます。一方で、「各業界におい
て形成された慣行や秩序の下、一定の範囲では
パロディが権利者によって黙認等されている土
壌が存在」することは上記報告書でも指摘され
ており、パロディ文化が花開いた背景にある慣
行や秩序にも目を向ける必要があるようにも思
います。独自に二次創作ガイドラインを公表し
ているコンテンツもあり、法制度が必要かとい
う側面から、改めて検討する余地があるかもし
れません。
もっとも、著作者の名誉または声望を害する

方法によりその著作物を利用する行為は、著作
者人格権の侵害行為とみなされます。例えば、
「替え歌」の歌詞が楽曲の作曲家の社会的名誉や
声望を害するような内容であった場合などは、
作曲家の名誉声望保持権を侵害すると認定され
る可能性は残ると考えられます。

今回は、著作権法の基本知識と、「替え歌」を
例として二次創作の問題点について触れまし
た。二次創作・パロディの問題は長年議論がな
されてきたトピックの1つに過ぎず、日常生活
に関連した著作権法の問題はまだまだたくさん
あります。著作権法は頻繁に改正がなされてお
り、2020年にも著作権法が改正され、一部は
既に施行されています。そのため、著作権法が
問題になる場面では、その時点で適用される条
文を確認することが重要です。

まとめ
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 国民生活センターの
半世紀を

振り返る

創立50年、やりがいある課題に挑戦を
国民生活センター（以下、国セン）との付き合

いは37年目。金婚には遠く及びませんが、こ
れまでの取材から言えることは、「どんな消費
者被害に直面しても、国センはとことん消費者
を守る機関であれ」ということです。
年間90万件台の高水準で推移する消費生活

相談の一つ一つには、木枯らしが木々を通り抜
けるときの“もがり笛”に似た悲鳴があります。
消費者被害への対応は未然・拡大防止だけでは
不十分で、悲鳴が解消され、被害がきちんと救
済されてこそ解決となります。
この「防止・救済」への道筋や消費者の苦渋を

笑顔に変える方策を総合的に提示できるのは、
全国の消費生活相談情報を収集・分析・調査・
テストする国センでしょう。それが社会的期待
感です。超高齢社会・デジタル社会が進展し、
コロナ禍のなかで変

へん

貌
ぼう

する消費生活上の被害に
どう対応するのか、救済に至る解決を求める社
会的ニーズに応えられるかどうか、国センのや
りがいのある課題でしょう。

情報を生かすも殺すも「人」次第
PIO―NET（全国消費生活情報ネットワーク

システム）がまだ全国に定着していなかった
1980年代、私はある消費生活相談員の手書き
のメモを見る機会がありました。「金の現物ま
がい商法」を展開していた「豊田商事」の被害に
関するものです。多くの被害者の悲しみに直接
触れることで、おのずと沸き立つものがあった
のでしょう、力が込もってはねた文字に、消費
生活相談員の悪質事業者に対する怒りがにじみ
出ていました。「豊田商事は許さない」。相談員
のそんな“熱い思い”が伝わってきました。

当時と比較して現在はPIO―NETをはじめ消
費者トラブルメール箱の設置など情報収集シス
テムは格段の進歩を遂げています。担当者は全
国の動向を豊富なデータとして把握できます。
といっても救済へ向けた消費者問題の解決には
当該消費者・事業者・行政が密接にかかわる生
身感覚の大変さがあります。この点は変わるこ
とはありません。相談情報を解決に生かせるか
どうかはシステムや整理されたデータ以上に、
相談情報に接する「人」の問題です。忘れてはな
らない点でしょう。
「消費者に寄り添うミッション」は被害への想
像力、解決への熱意、やり抜く実行力が問われ
る分野です。2020年2月に逝去された国民生
活センター元理事長の及川昭伍さんは、解決へ
の思いを「心

しん

柱
ばしら

」と表現されました。「困難を厭
いと

うな」「煩雑なときこそ消費者行政担当者は心柱
を強固にしろ」と。

「情報一元化」への整備怠りなく
現代は比類なき「煩雑」な時代でしょう。消費

生活が国際化・デジタル化へと激変するなかで
迎えた国セン創立50周年は「パンデミック」
「ソーシャル・ディスタンス」「リモート」といっ
た聞き慣れない言葉による非日常的な事態が日
常化する年となりました。消費者は「触れ合い」
「つながり」「移動」「会話」など、生活の前提を奪
われ、普通の生活が「新たな生活様式」に取って
代わられる大変化のなかに置かれました。新型
コロナウイルス感染症は重大な消費者問題をも
たらすものでもあることを示しています。
一連の「新型コロナウイルス対策」は驚くほど

「多元的」「縦割り」で実施されています。相談窓
口は多いときには数十のチャンネルが設置され

最終回 丸田 輝武  Maruta Terutake  ニッポン消費者新聞・編集長
1984年（株）日本消費者新聞社入社。悪質商法、環境、食品、製品の
安全性問題などを担当。95年から現職

消費者被害の防止・救済の
道筋示せる機関に
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国民生活センターの半世紀を振り返る

ました。また、「GoTo」キャンペーンでは当初、
政府や全国の自治体によっても対応に違いがあ
るように見えました。
緊急的な事態には消費者の不安と困惑を避け

るために、より情報の一元化へ向け対応体制の
整備が必要と思われます。今回、国センは「新
型コロナウイルス便乗商法」「特別定額給付金」
などの相談窓口や情報提供に努めました。それ
らの活動は各行政機関などとの連携で実施され
ましたが、必要な情報を迅速に消費者へ届ける
には相談受付体制だけではなく、情報発信体制
においてもこうした一元化へのしくみを、より
整備することが求められます。
これは今後、地震・台風・風水害発生など同

時・重複的被害発生へ向けても必要な措置と思
います。

一歩踏み込んだ取り組みが信頼生む芽
取材を通して国センのインパクトある活動を

実感できた例は数多くあります。1980年代か
ら1990年代に国センが実施した悪質事業者の
社名公表では、取材の過程で当該企業と関係の
深い議員事務所から「問い合わせ」と称した威圧
的な「意見」を受けたことがありました。商品名
を公表しての商品テストでは、都合の悪いテス
ト結果が出た企業から、テスト方法やテスト方
針を批判するコメントがメディア側に寄せられ
たこともありました。俎

そ

上
じょう

に載せられた企業な
どからのリアクションの強さは、それだけ国セ
ンの影響力のほどを示します。記者たちは国セ
ンの意気高い姿勢を頼もしく感じたものです。
10年前には行政機関の「事業仕分け」が実施

され、国センの「直接相談」の廃止や消費者庁へ
の一元化問題が浮上しました。一元化は回避さ
れましたが、そこで提起された国センへの課題
には現在も通じるものがあります。例えば各地
の消費生活センターなどの依頼で実施する商品
テストです。リスクの高い製品が判明した場合、
消費生活センターの意向を重視しつつも国セン
が独自に、よりいっそう迅速に、製品名を含む

すべてのテスト結果を公開するしくみを整備す
ることは今も検討に値する課題でしょう。

新たな取り組み、一歩踏み込む対応を
風雪の洗礼を受けてきたのか、国センは他の

行政関連機関にはない特長を持ちます。1つは
女性の職員・幹部登用率が高いことです。この
傾向を定着・明確化すべきでしょう。
また、PIO―NETから消費者被害例を抽出し、

消費者への注意喚起情報などに生かす際にも
「国センならでは」の知恵が垣間見えます。未公
開株・投資詐欺などの注意喚起では「あやしい
儲
もう

け話」と銘打って問題提起されました。超高
齢社会の被害防止では高齢者を一括

くく

りにせず
に、行動的な、それだけに被害にあいやすい特
定の高齢者を「アクティブシニア」ととらえて取
りまとめ、該当する消費者への情報発信に工夫
を感じさせました。「企画・立案段階」での積極
的検討を推測させる例です。
とはいえ、課題も多くあります。消費者被害

を最もよく知る機関としての責任、その特性か
らの課題です。1つ挙げるなら、関係省庁への
「政策提言」が少ないと感じることがあります。
現在の記者会見では調査結果や注意喚起情報が
発信されますが、消費者被害の実態、原因究明、
再発防止策などが提示されても、当該案件を担
当する関係省庁への政策提言は多くはない印象
です。一般消費者に分かる、よりオープンなか
たちで、関係省庁に対する政策提言を積極的に
提起していくことは透明性確保の観点からも必
要と考えています。
国センが収集する相談情報は、ビッグデータ

として、今その利活用が議論されています。デ
ジタル社会の信頼性は情報を扱う者の信頼性と
重なります。今後の国セン50年は、消費者を
とことん守り、消費者被害を最もよく知るプロ
としての信頼を得て、さらに一歩踏み込んで対
応する、その責任を果たす機関であれ、と期待
しております。
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毎年のように地震や風水害などの自然災害が
発生し、これに起因して、さまざまな紛争が生
じることがあります。屋根瓦が落下し隣家の乗
用車を破損したことの損害賠償請求、賃貸住宅
が被災し、破損箇所を家主が修繕をしなかった
期間の家賃の減額請求などです。こうした紛争
を解決する方法として、多くの人が最初に思い
浮かべるのは、「裁判手続」ではないでしょうか。

裁判は最終的に判決という結論が示されま
す。しかし、原告と被告が互いに主張・立証を
尽くし、そのために裁判期日を何回も重ねるた
め、判決が出るまでには時間がかかります。一
審判決が出ても控訴・上告がされれば、さらに
長引きます。

また、裁判は解決までに相当な時間と労力を
要するだけでなく、裁判所に納める印紙・郵券
代、弁護士費用などの費用がかかります。被災
している状況で、このような負担のある手続き
を行うことだけで気がめいってしまうのではな
いでしょうか。

そこで、裁判のように時間やお金はかけたく
ないが、直接当事者同士で話をすることは難し
い（避けたい）ので第三者に間に入ってもらい早
期に紛争を解決したい、といった声に応える制
度として、裁判ではない紛争解決手続、いわゆ
る ADR（Alternative Dispute Resolution）が
近年注目されています。本稿では、この ADR
について紹介したいと思います。

ADR とは「裁判外紛争解決手続」の総称で、
いろいろな団体がADR機関を開設しています。

ADRとは

各ADR機関によって多少の違いはありますが、
共通しているのは、中立的な第三者が紛争当事
者の間に入って解決をめざす点と、当事者の自
由意思に基づく解決であるという点です。また、
多くの ADR は、比較的低額な費用で利用でき
ます。

ADRでは、大きく分けて「和解のあっせん」と
「仲裁」という手続きが行われます。和解のあっ
せんは、中立的立場の第三者が「あっせん人」と
して「申立人」と相手方との間の紛争を和解に
よって解決できるように取り持つ手続きです。

仲裁は、申立人と相手方が「仲裁人」の示す紛
争解決策に従うという合意を行い、紛争の解決
を図る手続きです。

和解のあっせんは、話し合いによる解決なの
で拘束力はなく、当事者の自由意思に委ねられ
ており、また、仲裁も、仲裁人の判断に従うと
いう合意をする点で、当事者の自由意思に基づ
く解決となっています。

全国には52の弁護士会がありますが、35弁
護士会で ADR センターが開設されています。
また、このうち 18 弁護士会では、災害で起き
たトラブルの早期解決をめざす「災害 ADR」を
設置しています（2020年8月28日現在）。

弁護士会ADRは、弁護士が中立的な第三者と
して和解のあっせん、仲裁を行い、2 〜 3カ月
程度での紛争解決をめざし運営されています。

まずは私の所属している仙台弁護士会が行っ
ている、一般の弁護士会 ADR について簡単に

法律の専門家集団である
弁護士会が行うADR

災害による紛争の解決には
ADRの活用を

最終回

弁護士の業務としても積極的にADRを活用する傍ら、仙台弁護士会紛争解決支援センターに
よる弁護士会ADRの運営に弁護士登録以来、携わっている。現在、仙台弁護士会紛争解決支
援センター運営委員会副委員長、日本弁護士連合会ADR(裁判外紛争解決手続)センター委員

上林 佑  Kamibayashi Yu  弁護士（仙台弁護士会所属）
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自然災害の被害にあったら

紹介します（図1）。
●法律相談前置主義

仙台弁護士会ADR（以下、仙台ADR）では、弁
護士が代理人として申立てを行う場合を除き、
申立ての前に必ず法律相談を受けてもらいま
す。ADR について理解したうえで利用しても
らうことと、紛争が ADR での解決になじむも
のかどうかを確認することを目的としていま
す。
●申立書等の提出
「ADR 紹介状」その他の書面で法律相談を経

たことを明示してもらい、申立人の住所・氏名、
相手方の住所・氏名、紛争の内容や相手方への
要求などを記載した「申立書」を提出します。初
めてでも利用しやすいようにチェック項目や、
具体的な経緯などを簡潔に記入する記述欄を設
けた申立書の書式を用意しています。申立手数
料は、2万円＋消費税です。

●申立プレ審理期日
必要書類の提出後、仲裁人（和解のあっせん

を行う弁護士）が申立人から事情を聞き取りす
る「申立プレ審理期日」を開きます（申立人に弁
護士代理人が選任されている場合を除く）。申
立書だけでは把握できる事案の内容に限りがあ
るためで、必要に応じて申立書の修正等のアド
バイスを行います。
●相手方の呼出・相手方プレ審理期日

申立人プレ審理期日後、相手方に申立書およ
び呼出状を送付し、ADR による和解のあっせ
ん手続きへの参加（応諾）を呼び掛けます。相手
方が ADR に参加するかどうかは任意ですが、
仙台ADRの応諾率は約70％あり、相手方の多
くが話し合いのテーブルに着いています。なお、
仙台 ADR では、紛争解決のメリットは申立人
のみならず、相手方にもあるという考えで、相
手方にも手数料（1万円＋消費税）を納めてもら
います。

相手方が応諾すると、仲裁人は相手方から事
情を聞き取る「相手方プレ審理期日」を開きま
す。仲裁人は、両当事者が出頭する第1回期日
の30分程度前に相手方プレ審理期日を指定し、
相手方からも事情を十分聴取したうえで、第1
回期日に臨みます。
●和解のあっせん期日

和解のあっせんでは「双方同席」して仲裁人が
話を聞きながら手続きを進める方式と、一方の
当事者から話を聞いている間、他方は別室で待
機し、「個別」に話を聞く方式で行う場合があり
ます。同席で行うか個別で行うかは、事案の性
質や当事者の意向も踏まえて決めます。

和解のあっせんは、迅速な解決をめざすとい
う観点から、おおむね3回以内の期日にて解決
を試みますが、解決の可能性があれば、仲裁人
の判断で、さらに期日を重ねることが可能です。

また、現地に赴いての実施、平日の夕方以降
や、土日祝日の開催など、できる限り当事者の
意向を踏まえた期日開催を行っており、裁判と

図1  仙台弁護士会のADRの流れ

法律相談

審理申立

申立人プレ審理

審理開始決定

相手方プレ審理
第1回審理期日

第2回以降の
審理期日

解　決

和解成立 仲裁判断

仲裁人決定

審理不開始

和解不成立

終　了

（相手方不応諾）
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2014 年、2018 年豪雨災害の際には広島県弁
護士会や岡山弁護士会が、2019 年台風 15 号、
19号および21号の際には千葉県弁護士会がそ
れぞれ災害ADRを立ち上げました。

最近では、新型コロナウイルス感染拡大に起
因した、労働争議（内定取り消し、解雇、賃金カッ
トなど）や、テナント家賃の不払い・減額問題、
結婚式のキャンセル時の紛争などが生じていま
すが、仙台弁護士会をはじめ複数の弁護士会が
災害 ADR を設置して、紛争の解決に対応して
います。

さらに、一般ADR、災害ADRを問わず、Zoom
やGoogleMeetなどのウェブ会議システムを利
用して紛争解決を行う「リモート ADR」の実施
が、仙台ほか複数の弁護士会で始まっています。

万が一災害に遭
あ

い、紛争を抱えてしまったと
きは、迷わずに、行政機関や弁護士など各種専
門家団体に相談ください。そして、災害 ADR
という制度があることをぜひ覚えておいていた
だき、ご活用ください。

各 ADR 機関、各弁護士会によって申立ての
手順や必要な書類、手数料などが異なりますの
で、利用になる ADR 機関に相談、確認をお願
いいたします。

最後に

比べて柔軟性に富む点に特徴があります。
●和解契約書の作成

当事者間で話し合いがまとまれば「和解契約
書」を作成します。仲裁人も立会人として記名
押印しています。和解が成立した場合は、和解
額に応じた「成立手数料」を納めてもらいます

（原則として申立人と相手方にて折半）。

2011年3月11日に発生した東日本大震災に
起因して、本連載9月号で詳しく紹介した賃貸
借物件に関するトラブル＊や、相隣関係の紛争、
津波に関して、避難指示が適切でなかったとし
て職場や施設側に賠償を求める紛争、不動産の
滅失による売買契約の争い、災害弔慰金の受給
権者の争いなど、多くの紛争が生じました。

仙台弁護士会では、これらの紛争に対応すべ
く、2011 年 4 月に「震災 ADR（当時の呼称）」を
立ち上げました。

震災ADRでは、一般ADRとは異なり、より
被災者が利用しやすいように、申立手数料や相
手方手数料を無料化し、成立手数料も半額とし
ました。また「申立サポート」制度を設け、「申
立サポート弁護士」が申立人に架電して内容を
聞き取り、申立書の作成をサポートする制度も
設けました。

一般 ADR の申立件数は年間 100 件程度のと
ころ、震災 ADR は 1 年間で 396 件もの申立て
がありましたが、紛争の両当事者が被災者で、
早期に解決して、早く日常生活に戻りたいとい
う気持ちが強いことから、ADR による解決に
なじんだものと思われます。

この震災 ADR が、災害時の紛争の解決に非
常に有用であることが実証され、その後、全国
の弁護士会に災害時の紛争解決の受け皿として
広がりました。これが「災害ADR」です。

2016年熊本地震の際には熊本県弁護士会が、

災害ADRとは

＊　 ウェブ版「国民生活」2020年9月号「自然災害の被害にあったら」賃貸住宅をめぐるトラブル  
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_06.pdf

図2
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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

「昔の学生はよかったですね……」。講義を終
えると、1人の学生がそう言ってため息をつき
ました。どうやら、ため息の原因は手にした判
例集にあるようです。「先生が大学生だったの
は昭和の頃でしょ。ということは平成、令和の
判例は覚えなくてよかったのですよね」。昔の
人呼ばわりされるのは心外ですが、なるほど彼
の言うとおりです。少しは気の利いた反論をし
なくては……などと思ううち、彼は教室を出て
行ってしまいました。

判例集はもちろん重要な判決を集めたもので
す。そして判決というのは、裁判所に持ち込ま
れた法的なトラブルの解決結果といえます。裁
判当事者にとっての裁判の結果といえば、判決
の「主文」といえるでしょう。この主文、判例集
などで見る限り、実にあっさりしたものが多い
ことに気がつきます。「本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする」といった、たっ
た2行のものもあります。

なるほど、当事者の関心事は「訴えが認めら
れたかどうか」の1点に限られるでしょうから、
どんなに短い主文でも大きな意義があります。
ところが、判例を学ぶ者にとっての結果という
と、さらに別な部分を意識しなくてはなりませ
ん。

昔の学生はよかった!?

判決の主文

「で、訴えは認められたのですか？」。少し興
味を引く事件だと、真っ先にそう質問する学生
がいます。ただ、判例で大切なのは「勝った負
けた」の結果ではなく、むしろ、その結果を導
いた道筋なのです。

これはテレビの料理番組を例に取ると分かり
やすいかもしれません。「はい、季節のお野菜
を使った煮物ができ上がりました」。画面に映っ
た料理は確かにおいしそうです。しかし、でき
上がった料理だけを見るために視聴者はテレビ
をつけたわけではありません。「シシトウを入
れたら彩りがよくなった」「なるほど、麺つゆを
使えば手早いのか」「レンコンを入れれば歯ごた
えがアップ」。テレビの前の視聴者が欲しいの
はそうしたほかにも応用できる「技」とか「知恵」
とかいったものに違いありません。

判例と呼ばれるものの価値もそこにありま
す。判決はAさんとBさんのトラブルの解決方
法を示したもので、ほかの人のトラブルの解決
方法ではありません。しかし、AさんとBさん
のトラブルを解決する過程で行われたさまざま
な検討は、これから起こるであろうトラブルの
解決にも役立てることができます。

判決では裁判の結果を導いた「理由」が同時に
述べられますが、むしろ大切なのはこの部分と
いえます。理由では、当事者の主張を引きなが
ら、それに対する裁判所の判断が示されます。
ここでは法的な問題点の所在や条文の解釈など
が述べられていて、それこそが「黄金の情報」な
のです。

判例と呼ばれるものの価値

法律
基礎知識

新・や
さしく解説 第 回5

判例と裁判
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  新・やさしく解説

法律基礎知識

例えば、モバイルデータ通信サービスの契約
で、3 日間のデータ使用量が一定以上（3GB 以
上）になった場合には通信速度が落ちることを
十分に伝えなかったことが、消費者契約法4条
1 項一号の「不実告知」に当たるとした判例（東
京高裁平成30年4月18日判決）があります＊1。
不実告知というのは、契約を結ぶ際に重要事項
について事実と異なることを伝えることです。
ただ、具体的にどのようなことが重要事項に当
たるのか判断が難しいことも多いものです。

魚屋さんが「このブリの切り身、脂が乗って
いてうまいよ！」とお客さんに呼びかけたとし
ます。人に勧めるときには大概、相手の心に響
く言葉を使うものです。もちろん、「脂が乗っ
ているブリなら……」と買った人が多いことで
しょう。しかし、ちょうど切り身の数が家族数
と同じだったので買ったという人もいるでしょ
うし、値段の安さから手を伸ばした人もいるで
しょう。このケースで「脂が乗っている」と伝え
られることがブリを買おうとした動機にどの程
度影響するものなのか、それが分析できないう
ちは重要事項かどうか判断できないのです。こ
のように、重要事項かどうかということは時と
して難しい判断が求められます。

先ほどの通信サービスの契約に当てはめてみ
ると「高速、通信量制限なし、使い放題」と広告
にあっても、「ウェブ会議を続けて行ったら著
しく速度が落ちるかもしれない……」なんて言
われたら、契約はしなかったことでしょう。ヘ
ビーユーザーにとっての「使い放題」の意味は
しっかり伝えるべき重要事項といえます。

消費者契約法では「重要事項について事実と
異なることを告げること」が不実告知とされて
います。判例では、重要事項の意味や不実告知

判例情報を輝かせる！ とされた理由が詳しく述べられています。それ
はほかの契約の際の参考にもなることでしょう。

このように判例が影響を及ぼす範囲を「射程
距離」などといいますが、学者の判例の分析な
どはこの射程距離を明らかにすることに力が注
がれます。そうしたことまで分析できれば「黄
金の情報」である判例情報をさらに輝かせるこ
とができるでしょう。

ちなみに、国民生活センターのウェブページ
には「暮らしの判例 バックナンバー」＊2 という
コーナーがあり、たくさんの判例が掲載されて
います。興味がある人はのぞいてみてはいかが
でしょうか？ 事件の概要や判決の「理由」ばか
りでなく、判例の解説やその判例の下地となっ
た関連判例などについての情報も掲載されてい
ます。

学生にはとっさに答えることができませんで
したが、判例が増えるのは法律や条文が増えて
いることと関係しています。また、世の中の変
化が著しく、少々法律や条文を増やしても追い
つかないため、新たな解釈で対応していること
も判例の数を増やす要因になっているのでしょ
う。判例集が分厚くなるのは、やむを得ないの
かもしれません。

ただ、昭和の学生には現在のようなネット上
の判例集もなければ、有料法情報サービスなど
もありませんでした。少し詳しく知りたいと
思ったら、薄暗い図書室の奥で分厚いコンメン
タール（逐条解説、注釈書）や判例集とにらめっ
こするしかなかったのです。判例に関する情報
がネット上で簡単に手に入る現在の学生を正直
うらやましく思うことがあります。

昭和の時代にはなかったもの

＊1　ウェブ版『国民生活』2019年6月号33 〜 36ページ参照　http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201906_15.pdf
＊2　暮らしの判例 バックナンバー　http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-hhanrei.html

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201906_15.pdf
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-hhanrei.html
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資産運用のために
 知っておきたい基礎知識

第 回

今回は株式の検討から購入までをみていきま
す。

株式投資にいくら充てるのかをよく考えたら、
「何(銘柄)を、いくらで(価格）、どれくらい買
うか(株数）」を、具体的に検討していきます。
よく新聞などで目にする株価は、その銘柄の

「1株」の価格です。株は一般的に「100株単位」の
売買が基本（単元株）になるため、例えば株価が
500円なら100を掛けた5万円と、取引手数料
を足した額が、購入に必要な金額になります（図）。
もっと少ない金額で株式投資したい人向け

に、証券会社によっては、単元株より細かい単
位で株の取引を行う「ミニ株」や「単元未満株」を
取り扱っているところもあります。通常の株式
投資と同じように保有株数に対応した配当がも
らえますが、株式総会での議決権はなく、また
優待が受けられないケースもあるなど、単元株
で購入する場合と取り扱いが異なることもある

取引に必要な金額を把握しよう

ので、事前によく確認しておきましょう。

注文には「成行注文」と「指
さし

値
ね

注文」があります。
「成行注文」は、注文が受け付けられた時点の
価格で買ったり売ったりするもので、確実に売
買できる半面、注文のわずかな時間で株価が変
動し、想定外の高い価格で買ってしまったり、低
い価格で売ってしまったりすることもあります。
一方「指値注文」は希望する価格を指定して注

文を出す方法です。希望する価格にならないと
注文が成立しないため、売買できない可能性が
あるというデメリットがあります。
株の取引ができるのは、立会時間と呼ばれて

いる時間に限られます。東京証券取引所などは、
土曜・日曜日、祝日、12月31日～ 1月3日を
除く、9時～ 11時30分（前場）、12時30分～
15時（後場）と決まっています。開始時間直後
や終了間際には、株価が急に動くことがあるの
で注意が必要です。ネット証券の場合には、メ
ンテナンス時間を除けば、24時間いつでも注
文を出しておくことが可能です。

気になった銘柄があったら、その会社につい
て情報を集め、よく検討していきます。市場で

注文には2つの方法がある

市場評価を知るための指標と手法

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

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

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 「成

なり
行
ゆき

注文」で株を買う場合、想定外の高い価格で買ってしまうこともあるので注意が必要だ
■  ②一般的に 「PBR（株価純資産倍率）」は高いほうが、株式が割安であるといえる
■  ③「バリュー投資」とは、株価の割安な銘柄に投資する手法である

内容が合っているもの（■）は……①と③

お金理解度チェック

「株式投資」を学ぼう②

6

図 株式購入の際に必要な金額

（現在の株価） × （購入株数） + （取引手数料）

新聞や証券会社の
サイトなどで確認

多くの場合
購入単位は100株

証券会社や取引方法、
金額等によって異なる

http://www.kids-money.jp/
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の評価を知るためには、いくつかの指標を理解
しておく必要があります（表）。
「PER（株価収益率）」は、株価の水準が、利益
からみて、割安なのかどうかをみるための指標
です。業界によって水準が異なるので、同業種
の企業や過去のPER水準と比べて割安かどうか
をみるようにするとよいでしょう。
また企業の資産に注目した指標に「PBR（株

価純資産倍率）」があります。企業の純資産は、
企業のオーナーである株主のものであり、株価
はその対価と考えることもできます。そこで、
株の購入で得られる純資産に対する支払い金額
（株価）の比率であるPBRをみて、割安かどう
かの判断材料にしようという考え方が出てきま
す。PBRは低ければ割安ということなので魅
力ですが、業績や資産の質などもみておく必要
があります。PBRは、割安なものに着目する
よりは、明らかに割高な銘柄を除外するために
使うとよいといわれています。
また「ROE（自己資本利益率）」は、自己資本

をどれだけ効率よく使って、利益を上げている
かどうかをみる指標です。ROEも、業種によっ
て平均的な水準が異なるので注意が必要です。
株式投資の代表的な考え方に「バリュー投資」

と「グロース投資」というものがあります。「バ
リュー投資」とは、株価の割安な銘柄に投資する
手法で、一般的にPERやPBRが低いものなど
が対象になります。一方「グロース投資」は、企
業の成長性や将来性に着目し、業績の伸びが期
待できる銘柄に投資する手法です。PERやPBR

の数値は多少高くても、今後の成長を期待して
投資するといったスタンスをとるものです。

投資する銘柄を選ぶ際には、こうした指標だ
けでなく、さまざまな視点から検討し、判断す
る必要があります。例えば、自身の消費者とし
ての視点から、便利だと思うモノやサービスを
提供している企業や、魅力を感じる企業を選ぶ
というのも、立派な判断材料の1つです。
また昨今は、ESGやSDGsへの取り組みを評

価する向きもあります。ESGは環境（Environ-
ment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）
の頭文字を取ったもので、企業の長期的な成長
のためにはこの3つの観点が必要だといわれて
います。SDGsは、2015年に国連総会で採択
された国際的な開発目標のことで、SDGsに取
り組む企業は、長期的な企業価値の向上が期待
できると考えられています。

よい株はないかと探していると、「必ず値上
がりする」「近々上場予定の未公開株」などとい
ううたい文句に出くわすことがあります。正規
の証券会社は、電話やダイレクトメールなどで
の非上場株式（取引所に上場されていない株式）
の投資勧誘はしていません。不審に思ったら、
日本証券業協会「株や社債をかたった投資詐欺」
被害防止コールセンター（フリーダイヤル
0120-344-999）などに問い合わせましょう。

さまざまな視点から検討しよう

未公開株のトラブルに注意

PER（株価収益率） PBR（株価純資産倍率） ROE（自己資本利益率）

視　点 株価を利益の面からみる 株価を純資産の面からみる 株主からみて効率的な経営かどうか
を判断する

計算式

1株当たりの当期純利益（EPS）（円）

＝ 
 税引き後当期純利益

　 　発行済み株式総数　
PER（株価収益率）（倍）

＝
　　　　　株　価

　  1株当たりの純利益（EPS） 

1株当たりの純資産（BPS）（円）

＝ 
　　　純資産

　  発行済み株式総数 
PBR（株価純資産倍率）（倍）

＝ 
　　　　 株　価

　  1株当たりの純資産（BPS） 

ROE（自己資本利益率）（%）

＝
  　　　　当期純利益

　  自己資本（期首・期末平均） 
　　×100

備　考
一般的にPERが高いほど割高、低いほど割
安と考える。ただし業種によって水準が異
なる。また、成長が期待される企業はPER
が高くなる傾向がある

一般的にPBRの倍率が高いと割高、低いと
割安と考える。PBRが1倍以下になると、
帳簿上、株価は解散価値を下回っているこ
とになる

ROEが一般の金利水準より低ければ、そ
の企業に出資する魅力がないことになる

表 知っておきたい指標
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オーストリア、ドイツ 栄養バランスが悪いキャットフードも

オンラインのフィットネスクラブには限界もドイツ

2018 年の調査によると、オーストリアの家庭の
約 4 分の 1 で猫を飼っており、その数は犬の約 2.5
倍に上るという。このようななか、キャットフード
の選択に迷う消費者も多い。そこで、VKI（オース
トリア消費者情報協会）は、ウェットタイプの19商
品を対象にテストを行うこととした。ドイツ商品テ
スト財団との「共同テスト」の形式を取った。

最近「ベジタリアン」「ビーガン」と表示される
キャットフードも販売されているが、同協会は肉食
の猫にはふさわしくないという立場を取る。そこで、
鶏肉、七面鳥肉、豚肉などのミックス品を中心に、マ
グロ、サケなど魚の割合が高い商品も対象に加えた。
テスト項目として最も重視したのは、猫に必要なた
んぱく質、ビタミン類、ミネラルなどが適正な量と
割合で含まれているかという点である。体重4㎏の

成猫（やや太め）を基準とした。
その結果、8商品に高得点がついたが、その中に

は、1 日当たり 0.29 ユーロと最も安価な商品も含
まれていた。一方、落第点がついたのは 5 商品で、
リン、ナトリウムまたはカルシウムの過剰配合が主
な理由である。強い骨を形成するにはリンとカルシ
ウムが必須だが、リンを過剰に摂取し続けると腎臓
疾患を招くと同協会は指摘する。また、猫に必要な
ヨードなど微量元素が不足する商品もあったという。

なお、商品テスト財団『テスト』では、キャットフー
ドの包装容器がもたらす環境負荷にも言及してい
る。1食ごとに小分けされた商品を使うと、どうし
ても廃棄物が多量に出る。そこで、大容量のスチー
ル缶入り商品やドライフードも取り入れることで、
廃棄物が削減できると助言する。

●  VKI『消費者』2020年7月号  
https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318920563890

●  商品テスト財団『テスト』2020年5月号　https://www.test.de/Katzenfutter-Feuchtfutter-Test-4672532-0/

新型コロナウイルスの影響で、オンラインによる
フィットネスクラブが次々と登場している。他人と
接触せずに、自宅で気軽に運動できることから消費
者の関心も高い。そこで、商品テスト財団は有料の
5クラブを対象に、比較テストを行った。

その際、最も重視したのは運動の質である。大学
教授など4名のスポーツ科学者が一般客に紛れて対
象クラブに登録し、①筋力 ②持久力 ③リラクゼー
ションの観点からトレーニング内容を精査した。補
足的に、さまざまな年齢、性別、レベルの消費者9
名にも体験してもらい、主観的評価を依頼したが、
得点には反映させていない。そのほか、プログラム
構成や栄養面の助言など、個人に合わせたサービス
が提供されるかどうかも検証した。栄養面の評価は
2名の栄養学者が行った。

その結果、2つのクラブが総合的に高評価となり、
対面式フィットネスクラブの代わりになり得るとさ
れた。注目すべきは、最もよいと評価されたクラブ
が、専門家と消費者で一致したことである。ただし、
高評価のクラブを含め、健康状態や病歴を尋ねるこ
とはなく、個人の健康への配慮が欠けていると指摘
された。また、栄養面の助言がなかったり、やる気
を引き出す工夫がないクラブもあったという。

さらに今回、無料動画配信サイトの中から、フォ
ロワーの多いドイツ語のフィットネスチャンネルを
3つ取り上げ、前述の試験者（栄養学者を除く）が体
験してみた。大衆に向けた無料配信という性質上、
個人のニーズに配慮した構成にはなっておらず、栄
養補助食品の宣伝が多いと指摘されたが、2 つの
チャンネルは試す価値ありという評価になった。

●  商品テスト財団『テスト』2020年9月号  
https://www.test.de/Online-Fitnessstudios-im-Test-Nur-zwei-sind-eine-gute-Alternative-zum-klassischen-Studio-5391568-0/

文/岸 葉子  Kishi Yoko

https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318920563890
https://www.test.de/Katzenfutter-Feuchtfutter-Test-4672532-0/
https://www.test.de/Online-Fitnessstudios-im-Test-Nur-zwei-sind-eine-gute-Alternative-zum-klassischen-Studio-5391568-0/
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危険な農薬から身を守るためには？アメリカ

香　港 ウェアラブル空気清浄機の実力は？

EPA（環境保護庁）のデータでは、アメリカで毎年
約 45 万㌧以上の殺虫剤が使われ、そのほとんどは
農薬であるという。このほど、CR（コンシューマレ
ポーツ）が USDA（農務省）の 5 年間（2014 ～ 2018
年）の農薬データを検証したところ、果物や野菜か
ら約 450 種の残留農薬が検出され、CR が有害と考
えるものも含まれていた。安全な食生活のための防
衛策は、農薬が少ない・安全な農薬を使用している
果物・野菜を賢く選択することだとCRは言う。

まず考えるのはオーガニック産品の選択である。
USDAなどのオーガニック基準はある種の農薬を許
可するが、転作などさまざまな非化学農法が奏功し
なかった場合に限り安全な農薬のみ使用が許可され
るので安心できる。しかし、オーガニック産品は通
常産品より高額で、すべての消費者向けではない。

今回の CR の調査では 35 種 49 品目の果物・野菜
をオーガニック / 非オーガニック、国産品 / 輸入品
に分けて、それらの残留農薬各種の検出量を EPA
の慢性毒性参照量に照らした。さらに神経毒や内分
泌攪

かく

乱
らん

物質が懸念される農薬については、EPA で
は実施していないFQPA（食品品質保護法）の求める
安全係数1000で除した数値も算出し、その集計結
果を 5 段階に色分けして図解した。低評価の 18 品
目は、オーガニック産品にするか、高評価の品目で
代用するなどの工夫を勧めている。

CRでは連邦議会やEPAに対し、特に危険な農薬
の禁止、子どもを有毒農薬から守る法案の成立、今
のところ有機リン酸塩以外にはほとんど適用されて
いないFQPA法安全係数の全面適用などを求める請
願書への署名を広く求めている。

●  CRホームページ  
https://www.consumerreports.org/pesticides-in-food/stop-eating-pesticides/  
https://action.consumerreports.org/pesticides20200827petition?INTKEY=IA208CP

新型コロナウイルス流行のなか、香港では首にか
けるタイプのウェアラブル空気清浄機が人気だ。マ
イナスイオンで除菌や PM2.5 除去等ができるとい
う。HKCC（香港消費者委員会）ではその効果を確か
めるテストを行った。対象は中国、韓国、日本、台
湾のメーカーの10銘柄（598～1,698香港ドル、約
8,000～23,000円）。機器にフィルターはなく、発
生させたマイナスイオンで汚染物質粒子が帯電し、
他の汚染物質と付着して沈降または物体表面に付着
することで周囲の空気を浄化するという。マイナス
イオン密度の計測結果は、2,000～660,000 個 /㎤
と各銘柄間で330倍の差異があった。

除菌能力は、1.5㎥の実験空間に黄色ブドウ球菌
を散布し、各銘柄を 15 分間作動後に計測。結果は
70％前後という低い除菌率で、延長して1時間作動

した後の最良銘柄でも 80％にとどまった。PM2.5
の除去能力は、3㎥の実験空間で 30 分間作動後に
計測。これも 2.0～53.1％と低い除去率で、10 銘
柄中 6 銘柄は 5％以下。上位 2 銘柄がようやく 2 時
間後に90％除去した。

密閉された狭い実験空間で継続的な汚染源がない
環境に比べ、オープンな日常生活の環境にはより多
くの変動要素があることから、これらの能力はさら
に弱まることに消費者は留意すべきと HKCC は言
う。また、再び舞い上がる、付着面に触れるなどの
二次汚染の可能性もあると指摘する。

HKCCは、ウェアラブル空気清浄機はパンデミッ
ク対策にはなり得ないと強調し、適切にマスクを着
用し、手洗いなどで常に衛生状態を保ち、人と適切
な距離を保つことが最も重要、としている。

● HKCCホームページ　https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/527/wearable-air-purifier.html

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

https://www.consumerreports.org/pesticides-in-food/stop-eating-pesticides/
https://action.consumerreports.org/pesticides20200827petition?INTKEY=IA208CP
https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/527/wearable-air-purifier.html
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「自ら考え、判断することのできる消費者を育
てるための消費者教育」という基本理念の実現の
ため、消費者自らが「知ろう」とする社会の構築
に向けた消費者教育のシンボルとして「しろうく
ま」が誕生しまし
た。ステッカー
やパンフレット
など、各種広報・
啓発物にて消費
者被害の未然防
止に貢献中です

（図1、図2）。
〈クロサギ−自己防衛ハンドブック−〉

成年年齢引き下げに伴い、高校 3 年生のうち
に成年に達する人々が出てきます。若年者への
具体的なトラブル事例の周知徹底が今後ますま
す重要となるなかで、当市では以前より漫画「ク
ロサギ」とタイアップし、劇中で実際に登場し
た悪質商法等を紹介・解説した教材を、毎年高
校 3 年生向け
に配布してい
ます。しろう
くまも裏表紙
でちゃっかり
共演していま
す（図3）。

2019年度に、しろうくまの相棒として、お
人よしで、消費者トラブルに巻き込まれやすい、

誕生の経緯と活動状況

最近、相棒の「くろうくま」ができました

「苦
く

労
ろう

」が絶え
ない「くろう
くま」が仲間
に加わりまし
た（図4）。

くろうくま
は、身をもってトラブル事例の紹介（図5）をし
てくれており、消費者に分かりやすく注意喚起
することに一役買ってくれています。

そんなトラブルにあったくろうくまを、しろ
うくまはいつも優しく解決に導いてくれます。

小学5・6年生向
けの消費者教育教
材（図6）に出演！ 

人 が 生 活 す る
う え で 基 本 と な
る「 お 金 」「 収 入・
消費・支出」や「契約」についてしろうくまたち
が漫画を通して、小学生に分かりやすく伝えて
います！

また、筆箱や卵を実際にいくつかの種類の中
から購入してみるワークシートもあり、商品を
選択する力を高める内容となっています！

当センターのイメージキャラクターとして、
市民の皆さまに寄り添う、身近な存在になるこ
とが目標です。
「札幌市のキャラといえば？」「しろうくまと

くろうくま！」そう言われる日をめざしています。

最近の活躍

これからの2人は？

第 回8

発見!
消費者トラブル

啓発
キャラクター

〈しろうくま〉
【誕生】2015年度
【目的】�消費者自らが「知ろう（しろう）」

とする社会の構築をめざす
【特徴】�少し老けたように見られる顔と、

お腹の「？」

しろうくま

札幌市消費者センター

〈くろうくま〉
【誕生】2019年度
【目的】�しろうくまの相棒
【特徴】�お人よしで、消費者トラブルに

巻き込まれがち。「苦労（くろう）」
が絶えません

図2 パンフレット図1 ステッカー

図3 クロサギ−自己防衛ハンドブック−

図6 小学5・6年生向け教材

図4 くろうくま 図5 賃貸トラブルでの1コマ
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第 回

茨城県消費生活センターでは消費生活に関す
る知識の普及・啓発を図るため、学校や一般消
費者向けに出前講座「いばらき くらしのセミ
ナー」（以下、講座）を開催しています。講座は、
消費者教育啓発員1名と当センターが委嘱する
消費者教育講師20名が対応しています。また、
毎年、教育委員会等に講座の案内リーフレット
の送付、ホームページでの周知など、講座の認
知度の向上にも取り組んでいます。さらに、講
座の申し込み等に電子申請を導入するなど利便
性にも配慮しています。

コロナ禍のため 2020 年 2 月の終わりから予
定した講座がキャンセルとなり、2019 年度の
講座実績は最終的に115件、9,166名でした。

このようななか、6 月に県内の高等学校で
ウェブ会議システム「Zoom（ズーム）」を活用し
て講座を実施し、このことが地元紙にも掲載さ
れました。その新聞記事をきっかけに、県内を
中心に医療・介護・福祉サービス等を展開する

「北水会グループ」の 1 つ「社会福祉法人北養会 
特別養護老人ホーム もみじ館」から、新入職員
向けに「消費者トラブルと対処法」の講座を依頼
されました。北水会グループでは、各事業所と
ネットワークを構築しており、新型コロナウイ
ルス感染防止のため、各事業所に勤務する新入
職員へ Zoom を用いてオンラインで講座を実
施してほしいという内容でした。

本稿では、この北水会グループで実施した講

茨城県の消費者教育の取り組み

新型コロナウイルスによる影響で

座について紹介します。

1　事前打ち合わせ
講座実施の2週間前に担当者が当センターへ

来所し、当日の内容について細かく打ち合わせ
をしました。社会経験の少ない新入職員が対象
のため、特にデート商法については、トラブル
にあわないよう強調して説明してほしいとの依
頼がありました。また、「契約」について理解す
ることがさまざまな消費者トラブルの未然防止
につながるため、ロールプレイングで受講者の
理解を深め、印象に残るように計画しました。
２　当日の準備

当日、担当者 2 名と新入職員 1 名とは「もみ
じ館」に隣接する専門学校内の教室で対面する
かたちで、各事業所とはオンラインで、講座を
実施することになりました。

通常、講座開始30分前には会場で、DVDの
映像や音量の調整、パワーポイントのチェック
を行います。今回はさらに、Zoomが各事業所
とつながっているか、ロールプレイングの全体
像が各事業所からも見えるかどうかを確認しま
した。また、画面に各事業所の受講者が映って
いることを確認して準備は完了しました。
3　講座の概要

●実施日：2020年7月29日（水）14 ～ 15時
●配信した事業所数：14カ所
●受講者数：40名

講座では、若者向け消費者トラブル防止の

講座実施までの流れ

講座で工夫したこと

第 回

小・中学校に教員として勤務後、2017年度から茨城県消費生活センターに消費者教育啓発員として勤務。
主に県内の小・中・高等学校、特別支援学校、専門学校、企業の新人教育など若者向けの消費者教育を担当

萩谷 成子  Hagiya Shigeko  茨城県消費生活センター 消費者教育啓発員

オンラインを活用した
新社会人向けの消費者教育講座

78
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消費者教育実践事例集

DVD を視聴後、パワーポイントを見てもらい
ながら講義をしました。

若者に多い消費者トラブルの現状を知っても
らうため、消費者白書や当県の年代別相談件数
の表を提示し、視覚からも理解しやすいように
工夫しました（図1）。また、特にデート商法や
マルチ商法については詳しく説明しました。そ
のほか、新社会人からアパートを退去する際の
トラブルが多数寄せられていることも紹介し、
未然防止につなげるために具体的事例を用いた
り（図2）、理解しやすいよう借主の原状回復義
務の有無を表にしたりするなど工夫しました。

そして、「契約」については、対面の受講者と
ロールプレイングを実施した後に、契約はどの
時点で成立するかをオンラインの受講者に質問
するなどコミュニケーションを図り、一方的な
講義にならないように留意しました。

さらに、童謡を元にした替え歌「契約の歌」を
全員で歌い（大声でなくつぶやくように）、オン
ラインでも強く印象に残るようにしました。

受講者から
は「初めて参
加しましたが、
どこにいても
研修が受けら
れるのはとて
も良いと思い
ました」「オン
ラインでも資

料や動画を見ながら学べたので分かりやすくて
良かったです」「今の時代に合った研修だった」

「契約の歌やロールプレイングでの契約の話が
印象に残りました」等の感想が寄せられました。

今回、オンラインの受講者にも分かりやすい
講座になっているかが心配でした。しかし、受
講者の表情やようすを画面で見られるので、講
師側としても「しっかりと聞いてくれている」と
安心して話をすることができました。さらに回
数を重ねることで、余裕をもって画面上の受講
者のようすを確認しながら講座を進めていけれ
ばと考えています。

1時間という時間の中で先述のように幅広い
内容の講座となったため、一つ一つの消費者ト
ラブルについて、もっと詳しく知りたいという
感想も寄せられました。そこで、内容の精選が
今後の課題といえます。

また、オンラインの講座においても受講者に
「あなただったらどうしますか」などの質問に答
えてもらうなど発言する機会を設け、消費者ト
ラブルにあったときにどうすればよいかを考
え、受講者同士で共有する方法も取り入れてい
きたいと思います。

今のところオンラインを活用した講座の実績
はまだ少ないですが、今後は受講者の感想をも
とにさらに講座の改善を図っていきたいと考え
ています。

オンラインで講座を実践して

図1 若者に多い消費者トラブルの現状を分かりやすく提示

写真 対面の受講者だけでなく、
パソコンの画面でオンライ
ンの受講者も見ながら講義

図2 賃貸住宅を退去する際のトラブル事例を紹介
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気になる

この用語
消費生活相談の周辺用語を取り上げ、やさしく解説します。

ペットボトルのキャップの下部ネックリング
や、食品パッケージの隅のほうに、賞味期限の印
字の後で"＋（プラス）"で始まるアルファベット
や数字の記号を見かけることがあります（図1）。
これが「製造所固有記号」で、名前のとおり製

造した所を表す記号です。食品表示法では原則
として、製品を製造した製造所の名称と所在地
を記載することになっていますが、同一製品を
2カ所以上の工場で製造する場合は、製造所固
有記号を使用することができます。

製造所固有記号は、食品表示法施行の際に見
直され、2016年4月より新制度となり、2020
年4月製造分より完全義務化されました。これ
までとの違いを、解説します。

加工食品には、一括表示の最後に「製造者」「販
売者」「輸入者」「加工者」などの名称と所在地が
必ず記されています。これらはその食品の表示
責任者であり、必ずしも「製造した場所」を表す
ものではありません。製造した場所は、表示責
任者の下に併記されるのが原則です。
食品表示法ができる以前、食品衛生法では何

か問題が起こったときにすぐに保健所が対応で
きるよう、製造所の表示を必要としてきました。

図1 製造所固有記号の表示例（キャップ、ラベル）

冷凍食品の農薬混入事件を受けて
改正

しかし、表示スペースなどを考慮して、あらか
じめ保健所に製造所固有記号を届け出していれ
ばその記号を表示すればよいというルールを
1959年に定めていました。
消費者庁はこのルールをそのまま引き継いで

運用しましたが、2013年12月に冷凍食品への
農薬（マラチオン）混入事件をきっかけに大きく
見直されることになりました。
この事件は、従業員が意図的に農薬を混入さ

せたもので、「いつも食べている食品に農薬が
入っているかもしれない」と大騒ぎとなりました。
記憶に残っている人も多いと思います。事業者
はその工場で製造されたすべての食品を自主回
収しましたが、その工場で委託製造されたプラ
イベートブランド商品の多くは、製造所固有記
号を使っていました。この記号だけでは、消費
者は自主回収の該当品か判断することは難し
く、「なぜ製造者をきちんと表示しないのか」と
いう疑問が、多くの消費者から寄せられました。

こうした経緯があり、製造所固有記号のルー
ルを見直すべく、消費者委員会は2014年に議
論を重ねました。消費者側委員の、全面的な製
造所固有記号の使用禁止要望と、事業者側委員
の原則現行制度のまま維持してほしいという要
望が折り合いませんでした。
そこで、1つの商品を複数の工場で製造する

場合は共通のパッケージを使えるという事業者
側のメリットを考慮しつつ、消費者庁は製造所
固有記号が使える条件を限定して「原則として、
同一製品を2以上の製造所で製造する場合」のみ、
とすることにし5年ごとの更新制度と併せて、
使用規定を強化しました。また、製造所固有記号
の使用に当たって、これまで事業者は消費者庁
に郵送による届け出をしていましたが、2016

条件を厳しくした新ルール

製造所固有記号の
表示

第 回25
（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

森田 満樹  Morita Maki  消費生活コンサルタント
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気になるこの用語

年4月以降は消費者庁のウェブサイト上の「製造
所固有記号制度届出データベース」による届け
出とすることにより、このデータベースを消費
者が閲覧できるよう公開することとしました。

2020年4月以降に製造された製品の容器包
装には、すべて「＋」で始まる新記号が表示され
ます。
新記号のルールは、前述のとおり2カ所以上

の工場で製造する同一製品のみ使用でき、使用
する場合は、下線部に示す次のいずれかの事項
の表示が必要です。
①製造所の所在地または製造者の氏名、もしく
は名称の情報の提供を求められたときに回答
する者の連絡先

②製造所固有記号が表す製造所の所在地および
製造者の氏名、または名称を表示したウェブ
サイトアドレスを表示（二次元コードその他
のこれに代わるものを含む）

③当該製品を製造しているすべての製造所の所
在地または製造者の氏名もしくは名称および
製造所固有記号を表示

以上のように新記号を使う場合、事業者は問
い合わせ先を必ず明記しなければなりません。

新制度での製造所固有記号は
"＋"がつく

（例1）
製造者　株式会社●●　東京都○○区…＋AB
お客様ダイヤル　0120－〇〇…　

（例2）
製造者　株式会社●●　東京都○○区…＋AB
当社ウェブサイトアドレス　http://…　

（例3）
製造者　株式会社●●　東京都○○区…＋A1
製造者固有記号の各製造所は下記のとおりです。
A1：〇〇工場（北海道○○市…　）　
A2：□□工場（神奈川県○○市…　）　

これによって、消費者が製造所固有記号をも
とに「この食品はどこで製造されたのか」を知り
たい場合、事業者に問い合わせをすれば必ず知
ることができるようになりました。
もう1つ、消費者庁のウェブサイトにアクセ

スして自分で検索する方法もあります。
まず消費者庁のウェブサイトにある「製造所

固有記号制度届出データベース」＊を開きます。
そこに「製造所固有記号の検索」ボタンが設置さ
れていますので、クリックして、手元にある記
号（+は入力不要）と製造者または販売者を入力
すれば、製造所が表示されるしくみです（図2）。

もし、ある製造所で事故の発生などにより自
主回収が行われたとしても、このデータベース
を知っていれば、製造所固有記号からすぐに製
造所を調べることができます。
輸入品については製造所が分かりませんが、

日本国内で作られる食品の場合は製造所固有記
号の表示があれば、必ずこの検索サイトでたど
ることができます。
このように情報が開示されていることは、消

費者の安心にもつながっています。小さな記号
ですが、食品表示に関する法律（食品衛生法、
JAS法、健康増進法）が消費者庁に移管されて
食品表示法ができ、消費者視点を盛り込んだ制
度となっています。

消費者庁のデータベースで
検索できる

図2 消費者庁のウェブサイト

＊　消費者庁　https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/
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カセットボンベの保管期間にご注意！
内部ゴムパッキンの劣化でガス漏れすることも
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ピックアップ相談情報
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カセットボンベは、カセットこんろの燃料と
して、手軽に使用できて便利な半面、可燃性の
ガスを高圧充

じゅう

填
てん

した商品であるため、取り扱い
には注意が必要です。PIO―NET＊1には、2014
年度以降、カセットボンベに関する相談が283
件寄せられ、そのうち64件はガス漏れに関する
相談でした＊2。そこで、一般家庭で長期保管さ
れていたり、保管環境が悪かったりしたカセッ
トボンベを調査しました。

問題点とアドバイス
（1）	カセットボンベの噴出部の構造

カセットボンベは噴出口の先端（ステム）を押
し込むとガスが噴出するしくみです。しかし、
ステムの根元でガスの漏れを防ぐ働きをする内
部パッキンが経年劣化で硬くなると、気密性を
保てなくなり、ガス漏れが発生し、引火して炎
が上がる可能性があります（写真）。

また、カセットボンベの金属部の変形や、表
面に発生した錆

さび

などによってもガス漏れする可
能性があります。
（2）		長期保管されたもの、保管環境の悪いもの

でガス漏れが発生
調査の結果、ステム付近に変形や錆はないも

のの16年以上長期保管されていたもので、ガ
ス漏れが発生したものがありました。そこで、
長期保管によりガス漏れが発生したカセットボ
ンベの内部パッキンを調べたところ、経年劣化
により硬くなっていました。ほかにも、屋外で
5年ほど保管されて金属部全体に錆が発生し、
ガス漏れが確認されたものもありました。
（3）	製造年月日を確認し、適切な方法で保管を

近年販売されたカセットボンベには、製造年
月日が表示されています＊3。保管しているカ
セットボンベを使用する際には、製造から長期
間経過していないかを確認してください。製造
や購入の時期が不明な場合や、金属部に変形や
錆がある場合は使用しないようにしましょう。
カセットボンベは、カセットこんろから取り

外して適切に保管し、1年に1度は外観や製造
年月日を確認して長期間経過しないうちに使い
切りましょう。

＊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）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

＊2	 2014年4月以降受け付け、2019年10月末日までの登録分。件数は特別に事例を精査したもの
＊3	 2013年10月1日以降に国内事業者が製造したもの
参考：	国民生活センター「カセットボンベの保管期間にご注意を！－内部のゴムパッキンが劣化してガス漏れすることも－」（2019年12月26日公表）	

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191226_1.html

　災害時の備えとして保管していたカセットボンベが古くなっていたが、外観上に変化が見られな
かったため、カセットこんろにセットして台所で使用していた。突然、差し込み口の辺りで引火し、
20cmくらいの炎が上がった。� （50歳代、女性）　　

点火時にカセット
ボンベから漏れて
いたガスに引火す
る状況(再現)

写真

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191226_1.html
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相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

SNSで簡単に融資を受けられるという書き込みを見つけて、住所、氏名
等のほかに会社名、給料、支給日等を書いて送り申し込んだところ、す
ぐにお金が振り込まれました。約１カ月後に手数料を含む1.5倍の金額を
返済する条件でした。勤務先を知られているので、会社に連絡されたら
困るのですが、どうすればよいでしょうか？

1カ月後に1.5倍の金額を返済する
融資契約をした場合は？

101

まず「約 1 カ月後に手数料を含
む 1.5 倍の金額を返済する条件」 
との融資契約は、どの程度有効な
のだろうか、という点から検討し
ます。

利息制限法は利息の上限を定めており、元本
の額が 10 万円未満の場合は年 20％、10 万円
以上 100 万円未満の場合は年 18％を上限とし
ています。これを超える利息の約束は、超えて
いる部分は無効となります。

例えば、あなたの借りた金額が仮に 20 万円
だったとすれば、1 カ月分の上限利息は、20
万円× 0.18 ×（12 分の 1）＝ 3,000 円というこ
とになります。したがって、1カ月後に返済す
べき金額は、元利合計 20 万 3000 円です。こ
れを超えて支払う必要はありません。もっとも、
この限度なら支払う義務があるのか、という点
については後述します。

なお、金利とは別に「手数料」を支払う必要が
ある、との契約のようですが、利息制限法では、
こうした手数料を名目とする金員を請求する約
束をしても、それは利息とみなされます。

ただ、本件の利息は「手数料を含む1.5倍」と
いうむちゃくちゃな高金利です。1カ月で50％
ですから、年率にすると600％ということにな
ります。

こうしたあまりにも高い割合の金利を約束し
た場合は、第一に貸金業者は罰則を受けます（出
資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す
る法律 5 条）。懲役刑や罰金刑が規定されてい
ます。

第二に元本も利息も支払う必要はない、とい
う考え方が裁判所では主流です。すなわち、本
件のような高金利の金銭貸し付けは、完全に犯
罪であり、貸し付けとはいうものの、犯罪を行
うための手段として金員を給付したものとみな
されます。こうした場合、これは「不法原因給付」
として、その返還を請求できないという条文が
あります（民法708条）。

この結果、あなたは「違法な高金利だから、
元利金一切を返済しない。警察に通報して取り
締まってもらう」と主張することが理論上でき
ます。

もっとも、普通の人にそんなことはできない
でしょう。素人であるあなたがこれを主張する
のは心理的に困難かもしれません。そのときは
弁護士や司法書士に依頼してみるとよいでしょ
う。これを主張すれば業者は刑罰を怖がって、
あなたの会社に連絡をしてくるという事態は考
えにくいものです。

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

萩谷 雅和  Hagiya Masakazu  弁護士
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1　契約締結までの経緯
2016年4月中旬、X従業員A、Bが塗装工事

営業目的でYの自宅を訪れ、「屋根と壁がだいぶ
傷んでいる」などとして塗装工事を提案した。
4 月下旬に A、B は見積書綴

つづ

り（これには外壁 6
種類、屋根 3 種類の見積書が綴

と

じられていた）
を交付した。さらに A、B は、αという塗料は
他の塗料より断熱・保温、遮熱、遮音・防音、
結露防止、空気質改善効果が優れ、光熱費削減
が期待できる旨の説明を行い、Xにはαの塗装
実績があると伝えた。Yがαの塗装現場訪問の
意向を示したので、後日現場に案内した。その
後もA、BはY宅を訪問し営業活動を行った。

6月上旬にA、BがY宅を訪問した際、Yがα
を用いた自宅建物の屋根および壁の塗装工事を
希望する意向を示したので、A は Y に 4 月下旬
交付の見積書綴りを出すよう求め、その中のα

事案の概要 を用いて塗装する屋根と外壁の見積書を見なが
ら、工事完了・確認書（以下、確認書）および契
約書に必要事項を記入し、Yに注文者名、住所
等を記入させた。またAは約款を示してクーリ
ング・オフに関して説明をした。その後、打ち
合わせシートの内容確認をし、Yに確認書、契
約書、打ち合わせシートに押印してもらい、契
約書と確認書の写し、打ち合わせシート、約款
を Y に交付した。4 月下旬の日付の見積書綴り
もYに返還した。こうして本件契約が締結され
た(代金420万円)。
2　着工後の経過

9月初旬にX は塗装工事に着工し、数日後に
Yは120万円（代金の一部）をXに支払った。契
約では中塗り、上塗りにαを使用することに
なっていたが、下塗り作業中にXの想定以上に
壁に塗料が吸い込まれることが判明し、当初用
意したαの量（6缶）では不足するおそれがある
ため、X従業員は在庫にあったY指定の色に類

　訪問販売により自宅建物の外壁等塗装工事請負契約を締結したが、着工後、指定と異
なる色でしかも使用期限の過ぎた塗料が外壁の中塗りに用いられたため、消費者が工事
の中止・契約の白紙撤回を求めた。そこで請負人が民法641条による損害賠償を求め提
訴した。これに対し消費者が反訴を提起し、契約書が特定商取引法4条一号の記載を欠
くとして、同法5条1項の法定書面不交付を理由とする契約締結から約3カ月後のクーリ
ング・オフ（同法9条1項）と既払い金の不当利得返還を求め、これが認容されたのが、本
件高裁判決である。（大阪高
等裁判所平成31年3月14日
判決、消費者法ニュース120
号340ページ、LEX/DB掲載）

控訴人（本訴原告・反訴被告）：�X（家屋の塗装・防水工事、建設工
事の設計・施工・監理事業等を目
的とする会社・本件工事の請負人）

被控訴人（本訴被告・反訴原告）：�Y（外壁・屋根・その他塗装工事の
注文者である消費者）

関係者：A、B（Xの従業員）

訪問販売による家屋の外壁等塗装工事請負契約について、
法定書面不備を理由に、契約締結から約3カ月経過後の
クーリング・オフを認めた事例
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似した別の色のαを中塗りに使用することとし
た。その一部は使用期限を 1 カ月過ぎていた。
使用期限を過ぎ、色が指定と異なるαが9月上
旬に 1 缶の半分程度使用され、翌日にこれが Y
に発覚し、YはAに指摘した。その翌日にAが
新しいαを使用して全面的に外壁を塗り直す旨
の提案をしたが、Yはこれを拒絶して工事の中
止を求め、発覚して3日目の日付で、請負契約
を白紙撤回するとともに、既払い代金120万円
の返還か施工済み部分の原状回復を行うことを
求める書面を送付した（原審はこの時クーリン
グ・オフがされたと解し、本判決も認めている）。

そこでXが、Yは民法641条に基づく解除を
したと主張して同条に基づく損害賠償約 331
万円等を求めて提訴し、これに対しYが契約の
解消を主張して（特定商取引に関する法律 〔特商
法〕9 条 1 項のクーリング・オフ〔解除〕を主位
的請求とし、予備的に同法 9 条の 3 第 1 項、消
費者契約法4条1項または民法96条1項〔詐欺〕
に基づく取消し、または民法 95 条の錯誤、も
しくは90条の公序良俗違反による無効を主張）
既払い金 120 万円の返還、その他不法行為に
基づく損害賠償等を求め反訴を提起した。

第一審（原審）がYの反訴請求につき法定書面
不備を理由とする契約締結から約3カ月経過後
の訪問販売に関するクーリング・オフ（特商法9
条1項）を認めて既払金の不当利得返還請求を認
容し（その他のYの請求は棄却）、Xの本訴請求
を棄却したため、Xが控訴したのが本件である。
3　クーリング・オフをめぐる争点

前記のとおり本件には複数の争点があるが、
本稿ではクーリング・オフに絞って解説する。

クーリング・オフをめぐる争点は、本件契約
書の写しに特商法4条一号の「商品若

も

しくは権利
又
また

は役務の種類」の記載があったかどうかであ
る。記載を欠けば、他に条件を満たす書面は無
く、同法5条1項の定める契約書面（法定書面）
の交付が無かったこととなる。訪問販売による
クーリング・オフは法定書面の受領日から起算

して8日を経過すると行使できないが（同法9条
1項但

ただし

書
がき

）、契約書の写しが書面不備で法定書面
と認められなければ、交付後8日経過後もクーリ
ング・オフ（本件では契約の解除）が可能である。

本件契約書の写しには、「工事内訳」として「外
壁塗装工事　α　4 工程　272 平方メートル」

「ペンキ塗装工事　β　2 工程　一式」（βは別
の塗料で、外壁・屋根以外の部分の塗装用のも
の）「屋根塗装工事　α　4工程183平方メート
ル」と記載されているだけであった。しかし見
積書と確認書には、前記のうち外回りペンキ塗
装工事（ペンキ塗装工事）に関して、玄関ドア、
入口ドア、ガレージドア、勝手口ドア、破

は

風
ふ

、
雨
あま

樋
どい

、樋
とい

かくし、ガラリ、フラワーポット鉄板、
フード、窓枠、ベランダ手すり、ベランダ笠木、
裏鉄柱、面格

こう

子
し

、ガレージシャッター、外塀柱
回りが対象として明示され、その他の塗装につ
いても下塗り・上塗りの塗料等が明示されるな
ど詳細が記載されていた。

契約書の写しには添付書類として打ち合わせ
シートと約款、見積書のみが示され、確認書は
添付書類とはされていなかった。打ち合わせ
シートと約款には契約内容についての記載はほ
ぼない。他方、ここにいう見積書は4月下旬に
交付された見積書綴りの中の9つの見積書のう
ちの2つであった。

そのため、①契約書上の簡易な記載で4条一
号を充足できるか ②契約書以外の書面（見積
書、確認書）や口頭説明で補完されるかが問題
となった。ただし判決は①②を意識的に分けて
はいない。

本判決は、特商法1条の同法の目的、同法5条
1 項の趣旨および 9 条 1 項の趣旨から、法定書
面として要求されている記載事項（特商法4条各
号および特商法施行規則 3 条所定の記載事項）
の記載の有無は厳格に解釈すべきであるとした
うえで、前記①②を判断し、いずれも否定した。

判決と理由



2020.11
国民生活

35

暮らしの判例

て、1つの書面上に記載しきれない場合には『別
紙による』旨を記載した上で、別途商品の販売
又は役務の提供に関する事項を記載した書面を
交付することも認められるが、その場合には、
当該書面は、法定書面との一体性が明らかにな
るような形で、かつ、法定書面と同時に交付す
る必要があると解するのが相当である」として
一般論としては法定書面との明確な一体性、交
付の同時性を条件に別書面による補完を認め
た。本件では外回りペンキ塗装工事の詳細が記
載されていた見積書と確認書が問題となる。

見積書は、契約書の写しに添付書類として示
されているが、交付日が契約締結日の6月初旬
ではなく4月下旬であり、しかも他の見積書も
一緒になって綴られていて、「工事名」欄や「仕
様」欄の「α」の記載、「税抜き合計金額」欄の金
額と契約書記載の値引き前の外壁塗装工事およ
び屋根塗装工事の金額を子細に見れば、該当す
る見積書を特定できるが、一見しただけでは他
の見積書と誤認・混同する可能性が否定できな
いことから、「特商法 5 条 1 項が法定書面の交
付を義務付けたのは、訪問販売においては、購
入者等が取引条件を確認しないまま取引行為を
してしまったり、取引条件が曖

あい

昧
まい

であったりし
て、後日、両当事者間の紛争を惹

じゃっき

起するおそれ
があるからであって、このような後日の紛争防
止という同条項の趣旨に照らせば、購入者等に
交付された法定書面それ自体によって契約内容
等が明らかとなることが必要というべきであ
り、書面交付時の口頭説明によって補われれば
足りると解するのは相当ではない」として、A、
B が契約締結日に見積書綴りを Y に提出させ、
該当する見積書を見ながら確認書および契約書
の必要事項を記入し、契約書の写しを交付する
際に見積書綴りもYに返還したことを考慮して
も、本件契約書と見積書との一体性が明らかで
あるということはできないとした。

確認書については、契約書に添付書類として
示されていないことから契約書との一体性を否

そして特商法9条1項に基づくクーリング・オ
フ（解除）を認め、X の不当利得返還義務（120
万円）と、遅延損害金の支払い義務を認めた。
①について
「法定書面の記載事項として、特商法 4 条 1

号は『商品若しくは権利又は役務の種類』を定め
ているところ、権利又は役務において『種類』と
は、当該権利又は役務が特定できる事項をいい、
その内容が複雑な権利又は役務については、そ
の属性に鑑み、記載可能なものをできるだけ詳
細に記載する必要があると解される」として、
本件契約書の記載だけでは外回りペンキ塗装工
事の内容が明確ではないとした。他方Xが、ペ
ンキ塗装工事は外壁塗装工事に付随する細目的
な工事であり、契約内容の特定に不可欠なもの
ではなく、また着工前に具体的な塗装箇所を特
定することも困難であるから、「一式」との記載
でも契約内容の特定として許されると主張した
のに対しては、「しかし、ペンキ塗装工事は建
物の外構部分の塗装に関するものであるとこ
ろ、その内容や範囲は建物全体の外観等に影響
を及ぼすものと思われること、本件確認書は、
その内容・体裁に照らせば、本来、工事の完了
状況を確認するために作成されるべき文書であ
ると認められるところ、これには、工事内容欄
に『外壁塗装』『屋根塗装』と並んで『外廻

まわ

りペン
キ』との名称でペンキ塗装工事が独立の項目と
して設けられ、その具体的な塗装箇所が不動文
字を丸印で選択する方法及び手書きによる書込
みの方法によって明示されていることからする
と、ペンキ塗装工事の具体的内容が契約内容の
特定のために不必要であるということはできな
い。またXが本件確認書を作成したのは、着工
の約３か月前にされた本件契約書の写しの交付
と同時期であったことが認められるから、着工
前に具体的な塗装箇所を特定することが困難で
あったともいえない」として認めなかった。
②について
「『商品若しくは権利又は役務の種類』につい
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暮らしの判例

定した。

特商法上の法定書面の不備を理由にクーリン
グ・オフ期間は進行しないとする判断は、判例
上ほぼ定着しており、本判決もこの流れに沿っ
たものだが、いくつか特徴がある。

第一に、①の判断に際し特商法4条一号中の
「権利又は役務の種類」を当該権利または役務が
特定できる事項とし、その内容が複雑な権利ま
たは役務については、その属性に鑑み、記載可
能なものをできるだけ詳細に記載する必要があ
るとの基準を示し、本件の外回りペンキ工事に
つき「ペンキ塗装工事　β　2工程　一式」では
足りず、詳細を記載することを求める根拠とし
たことである。塗装等の請負工事においては本
件同様、「〇〇工事　一式」と記載されることが
多く、本判決も屋根や外壁については「一式」と
いう表記に対し特に何も指摘していない。しか
し外回りペンキ工事は、既に契約締結時点で確
認書や見積書に詳細な記載があることから記載
が可能であり、しかもその記載がなければ内容
が正確に把握できないような複雑性を有してい
るので、本判決の基準に照らせば「一式」では「種
類」についての記載とはいえない。「一式」表記
では許されない領域の存在と、判断基準として、
参考にしてよい。

第二に、本件では法定書面と別紙書面の一体
性が厳格に判断されている。本件では確認書と
見積書には詳細な記載があった。しかし交付に
つき同時性のあった確認書については契約書に
添付書類として示されていないことを理由に一
体性が否定された。見積書は、契約書に添付書
類として示され、契約時にも用いられたが、見
積書綴りの中のどの見積書なのか一見しただけ
では特定できない点から一体性を否定された。
結局本判決によれば、別紙書面による場合は、
別紙書面が法定書面に明示され、法定書面のみ
で容易に別紙書面が特定できることが一体性を

解　説

認める基準となると考えられる。確かに厳格に
みえるが、しかし本判決は4条一号の記載の有
無は厳格に判断をすべきことを導くために、特
商法 1 条の目的、5 条 1 項と 9 条 1 項の趣旨に
言及している。特に5条1項の法定書面につい
ては、訪問販売では購入者等が取引条件を確認
しないまま取引行為をしたり、取引条件が曖昧
であったりしたため、後日トラブルを惹起する
おそれがあるので、契約締結時に遅滞なく取引
条件を明示した法定書面交付義務を業者に課し
たとしている。契約締結後に法定書面を見れば
契約内容を曖昧な点なく確認できるようにする
ためには、前記基準は理にかなっている。第一
の点も、この考え方の延長にあるとみてよい。

なお、本件のトラブルの原因は指定とは別色
でしかも使用期限切れの塗料を用いた外壁の中
塗りであるのに、外回りペンキ塗装工事に関す
る詳細な記載がないことを理由とするクーリン
グ・オフを認めることに違和感を持つ向きもあ
るかもしれない。しかしクーリング・オフは要
件さえ充足されれば無理由で契約関係を解消

（申込みの撤回または解除）できる制度である。
もちろん、クーリング・オフの主張が信義則違
反（民法 1 条 2 項）や権利濫

らん

用
よう

（同 3 項）に該当す
れば別だが、後日の紛争防止という法の趣旨に
照らしてクーリング・オフの行使に問題はない
のである。

参考判例

本件原審　大阪地裁平成30年9月27日判決（『消
費者法ニュース』118号257ページ）
法定書面不備を問題にしてクーリング・オフ行
使期間が進行していないとする最近の事例
①名古屋簡裁平成30年1月29日判決（『消費者
法ニュース』116号328ページ〔教材〕）
②青森地裁平成28年11月25日判決（LEX/DB
〔浄水器〕）
③東京地裁平成28年5月17日判決（『判例タイ
ムズ』1435号223ページ〔国際結婚仲介〕）
④東京地裁平成28年4月8日判決（LEX/DB〔給
湯管更新工事〕）
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日常生活で「A 商品購入者の中から抽選で○
○名にB景品をプレゼント」「A商品購入者にも
れなく B 景品をプレゼント」といったキャン
ペーンを目にする機会は多いでしょう。これら
は、景品表示法の不当景品類提供規制（景品規
制）の適用を受けます。これらは通常、単独で
見ると消費者に利益を与えるものであり、消費
生活相談の場で具体的に問題になる可能性は高
くないと思われますが、景品表示法は「一般消
費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

第１  不当景品類規制の概要 おそれのある行為」（1 条）に該当する景品類の
提供を制限または禁止していますので、その考
え方について概観します。

景品表示法は、内閣総理大臣（消費者庁の主
務大臣）の指定により「景品類」を定義すること

（2 条 3 項）、同大臣が不当な顧客誘引防止のた
めに必要と認めるときに、景品類の価額の最高
額・総額、種類・提供の方法などの事項の制限
や提供禁止を行えることを定めています（4
条）。これを受けて、規制の具体的内容につい
て「告示」が制定されています＊1。 また、各告示
の考え方を明確にするため「運用基準」が設定さ

＊1  現在制定されている「告示」の内訳は次の4つである。①「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」（以下
「定義告示」） ②「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」 ③「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」 ④業種別告示。現在、
4つの業種（新聞業、雑誌業、不動産業、医療品医薬品業等）に関するものが存在する。基本的に、①から③の告示を前提に、景品類の最高額を
調整（増減）すること等を内容とする。本稿では、①から③の告示の考え方について概説し、業種別告示に関する説明は省略する

＊2  古川昌平『エッセンス景品表示法』（商事法務、2018年）138ページの図表3-1-1に一部追記

図

「景品類」か？

no
yes

（ⅱ）
不当景品類規制
適用なし

yes no

「提供」しているか？

no

「景品類」＝事業者が提供するA～Eのすべてを満たすもの
Ａ  顧客を誘引するための手段として（顧客誘引性）
Ｂ  自己の供給する商品または役務の取引に附随して
　　（供給主体性、取引付随性）
 C  相手方に提供する（相手方）
 D  経済上の利益
 E  値引・アフターサービス・附属物のいずれにも該当しない

総付景品

（ⅰ）

懸賞の方法に
よるか？

yes
（ⅲ）

「提供」していない者に
不当景品類規制適用なし

①から③をすべて満たす必要がある
①景品類の最高額が制限範囲内
　（「取引の価額」の20倍〔10万円上限〕）
②景品類の総額が制限範囲内（2％）
③カード合わせの方法でない（全面禁止）

①または②を満たす必要がある
①景品類の最高額が制限範囲内
　（20%or200円のうち高いほう）
②適用除外事由4つ（（い）必要な物品等、（ろ）見本、（は）自他
　共通割引券、（に）創業記念等）のいずれかに該当しない

懸賞景品

景品規制の概要＊2
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れ、現在消費者庁が運用基準に沿って運用して
います（「告示」等は、消費者庁ウェブサイトの

「告示」や「景品表示法関係ガイドライン等」と題
するページで公表されています）。

景品規制は、（ⅰ）「景品類」が提供される場合 
（ⅱ）景品類を「提供」した事業者に対して適用さ
れます。また、（ⅲ）景品類を提供する場合でも、

（ⅲ―1）カード合わせのような全面禁止の対象
とされた方法を用いる場面でない限り、（ⅲ―2）
景品類の最高額や総額の上限が規制されます

（過大な景品類提供の禁止）。これらのイメージ
は、図のとおりです。まず本稿では「景品類」該
当性について解説します。

1　「景品類」とは
「景品類」とは、「顧客を誘引するための手段

として、方法のいかんを問わず、事業者が自己
の供給する商品又

また

は役務の取引に附随して相手
方に提供する経済上の利益」をいいます（定義告
示 1）。分解すると、図の A から E の要件に分
けられ、これらをすべて満たすものが「景品類」
に該当し＊3、1 つでも満たさない場合には「景
品類」に該当しません（景品規制は適用されませ
ん）。特に要件 B のうち取引付随性および要件
E（値引き等）は、「景品類」該当性を判断するに
際し重要な要件ですので、この点について中心
に説明します。

要件 A（顧客誘引性）および要件 Bのうち供給
主体性は、「表示」と同じ文言であり、基本的に
は不当表示規制と同様に考えられます（第2回・
第3回参照）。また、要件C（相手方）や要件D（経
済的利益）について、論点はあるものの、基本
的には字義どおりのため、省略します。

第２  「景品類」該当性

2　要件Bのうち取引付随性
（1） 取引付随性が認められる場合とは

定義告示運用基準では、次の場合が例示され
ています（定義告示運用基準4（2））。

取引付随性が認められる場合（例示）
ⅰ　 商品の容器包装に経済上の利益を提供する

企画の内容を告知している場合
　（例） 商品の容器包装にクイズを出題する等、

応募の内容を記載している場合
ⅱ　 商品・役務を購入することにより、経済上

の利益の提供を受けることが可能または容
易になる場合

　（例） 新聞紙上で出題したクイズの正解者に対
して提供するが、商品を購入しなければ
正解やそのヒントが分からない場合

ⅲ　 小売・サービス業者が、入店者に対し経済
上の利益を提供する場合（次の①および②の
場合だけでなく、③から⑤のような場合も
含む）

　（例） 小売・サービス業者が、①入店者に対して
その場で提供する場合 ②応募用紙や応
募箱を自己の店舗に置く場合 ③新聞紙
上で出題したクイズの解答者に提供する
が来店することで回答が判明・容易にな
るような場合 ④企画の告知を店頭にて
行う場合 ⑤当選者に対する商品の引渡
しを店頭において実施するような場合等

ⅳ　 メーカー等が、次の（a）から（c）のように特
定の関連がある小売・サービス業者の店舗
への入店者に対し提供する場合

（a）  自己が資本の過半を拠出している小売・
サービス業者

（b）  自己とフランチャイズ契約を締結している
フランチャイジー

（c）  その小売・サービス業者の店舗への入店者
の大部分が、自己の供給する商品・役務の
取引の相手方であると認められる場合の小
売・サービス業者（例：ガソリンスタンド
運営会社にガソリンを販売する石油業者）

＊3  取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、例えば、企業がその商品の購入者の中から応募したモニターに対して、その仕事に相応する
報酬を支払う場合等、「仕事の報酬等」と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらないと考えられている（定義告示運用基準5（3））。定義
告示運用基準では明確にされていないが、その場合には顧客誘引性を欠くと整理すべきではないかとの理論的な指摘がなされている（白石忠志『e
スポーツと景品表示法』（東京大学法科大学院ローレビュー、2017年11月）101ページ）。なお、例えばアンケート回答をした一般消費者全員の
うち抽選で当選した一般消費者に対してのみ経済上の利益を提供する場合、当該利益は「仕事の報酬等」とは言い難いと思われる
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ただし、①から③に該当するような場合で
あっても、（a）「懸賞」により提供するとき （b）
取引の相手方に景品類であると認識されるよう
な仕方で提供するとき（例：「○○プレゼント」

「××を買えば○○が付いてくる」「○○無料」と
表示して提供する場合）には、取引付随性が肯
定されます。

（3）  ネット通販事業者が自社ウェブサイト上で
懸賞企画を実施する場合

ネット通販事業者が自社ウェブサイト上で懸
賞企画を実施する場合、①懸賞の告知や応募の
受け付けを行う懸賞サイトが商品の販売を行う
通販サイト上にあること ②通販サイトから懸
賞サイトへのリンクが張られていて通販サイト
を見なければ懸賞サイトを見ることができない
ことがあります。そのような場合、前記ⅲ（「小
売・サービス業者が入店者に対し経済上の利益
を提供する場合」）に該当しそうですが、取引付
随性を欠くと考えられています＊5。

ただし、通販サイトで商品・役務を購入しな
ければ懸賞企画に応募できない場合や、商品・
役務を購入することで経済上の利益の提供を受
けることが可能または容易になる場合には、取
引付随性があると判断されます。例えば、自動
車販売事業者がウェブサイトで「カーナビプレ
ゼントキャンペーン」と称して、自動車の購入
を条件とせず応募を受け付けるだけであれば取
引付随性を欠きますが、当選者が当該物品（カー
ナビ）の提供を受ける際に、自社で自動車を購
入する必要があるとする場合には、前記ⅱ（「商
品・役務を購入することにより経済上の利益の
提供を受けることが可能または容易になる場
合」）に該当し、取引付随性が認められます＊6。
3　�要件E：値引・アフターサービス・附属
物と認められる経済上の利益とは

「正常な商慣習に照らして値引・アフターサー

（Ⅰ）商品の購入者に対して他の物品を提供す
るなど、取引を条件とする場合には、取引付随
性が認められます。加えて、（Ⅱ）経済上の利益
の提供を、顧客の購入の意思決定に直接結び付
く可能性のあるかたちで行う場合にも、取引付
随性が肯定されると考えられます。

（2） 取引付随性が認められない場合
ア　取引の本来の内容をなす場合

景品類は、取引本来の内容とは別に、「おまけ」
として提供されるものです。そのため、（正常
な商慣習に照らし）取引の本来の内容をなす経
済上の利益の提供は、取引付随性を欠き、「景
品類」に該当しません＊4 。例えば、宝くじの当
選金やパチンコの景品を獲得することは、宝く
じやパチンコの取引の本来の内容ですので、取
引付随性を欠きます（「景品類」に該当しませ
ん）。また、喫茶店のコーヒーに添えられる砂糖・
クリーム等も同様です。
イ　セット販売等の場合

ある取引において2つ以上の商品・役務（サー
ビス）を提供する場合であっても、商品・役務
を 2 つ以上組み合わせて販売していることが 
①明らかなとき ②商慣習となっているとき ③
組み合わされたことにより独自の機能・効用を
持つ1つの商品・サービスとなるときは、原則
として、取引付随性を欠きます（「景品類」に該
当しません）。

それぞれ例えば次のようなものです。

①　 「ハンバーガーとドリンクをセットで○○
円」「ゴルフのクラブ、バッグ等の用品一
式で○○円」、美容院の「カット（シャン
プー、ブロー付き）○○円」

②　 「乗用車販売時にスペアタイヤを併せて販
売する場合」

③　「玩菓、旅行用の化粧品セット、パック旅行」

＊4  「景品類」に該当しない場合であっても、他法令により禁止・制限されることはあり得る。例えば、宝くじの販売は特別法により認められており、
通常の事業者がくじや抽選権を販売する場合には富くじ罪（刑法187条）に該当するおそれがある

＊5  「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」1（平成13年4月26日公正取引委員会）
＊6  消費者庁ウェブサイト「景品に関するQ&A」Q60に対する回答
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ビス・附属物と認められる経済上の利益」は、「景
品類」に該当しません（定義告示 1 ただし書）。
それらは基本的に取引の本来の内容をなすもの
であり、「景品類」に該当しないことが確認的に
規定されたものといえます。

値引きには、（Ⅰ）減額・キャッシュバック類
型（Ⅱ）増量値引類型の 2 つの類型があり、後述
します。

その他アフターサービスおよび附属品につい
て先にみると、例えば、アフターサービスに関
し、機械・器具の一定期間の点検・修理サービ
スや、パソコン等、取り扱いの難しい機器の使
用サポート等について、一般消費者が当該サー
ビスも含めて対価を支払っているといえる場合
には、取引の内容をなすものと認められます。
また、附属品に関しては、例えば、弁当につい
てくる割り箸や紙ナプキン、商品の内容物の保
護や品質の保全に必要な限度内の容器包装やド
ライアイスなども挙げられます。

（1）  減額・キャッシュバック類型（値引きの類
型（Ⅰ））

取引の相手方が支払うべき対価を減額する場
合や、当該相手方に対し支払代金の割り戻しを
する場合は、「値引と認められる経済上の利益」
に該当します。複数回の取引を条件として減額・
割り戻しをする場合も同様です。例えば、次の
ものが挙げられます。

ⅰ　「×個以上買う方には、○○円引き」　
ⅱ　 「×××円お買い上げごとに、次回の買い

物で○○円の割引き」
ⅲ　 「 商 品 シ ー ル ○ 枚 た め て 送 れ ば ○ ○ 円

キャッシュバック」
ⅳ　 「100円お買い上げごとに1ポイント！」（後

日1円/ポイントで利用可能の場合）

ただし、次の場合には「値引」とは認められま
せん（定義告示運用基準6（4）ア）。

①懸賞による場合（例：値引きを行うか否か
を抽選で決定する場合、値引き額を抽選で
決定する場合）

②減額・割り戻した金銭の使途を制限する場
合（例：取引対象商品と別種類の自社商品
の取引代金に全額充当させる場合）

③同一の企画で景品類の提供と併せて提供す
る場合（例：代金減額と景品のどちらかを
選べる場合）

（2） 増量値引類型（値引きの類型（Ⅱ））
商品・役務の購入者に対し、同じ対価で、そ

れと同一の商品・役務を付加して提供する場合
には「値引と認められる経済上の利益」に該当し
ます。同一の商品・役務を付加して提供する場
合には、（a）複数回の取引を条件として付加し
て提供する場合 （b）実質的に同一の商品または
役務を付加して提供する場合が含まれます。当
該類型に該当する例として、次のものが挙げら
れます。

ⅰ　 「コーヒー 5 回飲んだら、コーヒー 1 杯無
料券をサービス」

ⅱ　「CD同時に3枚買ったら、もう1枚進呈」
ⅲ　「背広1着買ったら、スペアズボン無料」
ⅳ　 「当社便○○マイル搭乗の方に、××行き

航空券進呈」

ただし、前述のとおり懸賞による場合や、同
一の企画において景品類の提供を併せて行う場
合は、「値引と認められる経済上の利益」に該当
しません（この類型では減額等をしないので、
金銭の使途を制限する場合は想定されません）。
付加される商品・サービスが「実質的に同一」と
みられるかどうかは、一般消費者が増量値引と
認識するか否かという観点から判断されます。
例えば、例ⅱについて、CD3 枚購入者に付加
されるもう 1 枚の CD が別のタイトルであって
も、「実質的に同一」の商品の付加であるといえ
ます。他方、「コーヒー 10 回飲んだらジュー
ス1杯無料券をサービス」「ハンバーガーを買っ
たらフライドポテト無料」等の場合は、「実質的
に同一」の商品の付加には当たらないとされて
います（その結果、通常景品類に該当します）。
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◆購入についてのお問い合わせ先◆                    

  独立行政法人国民生活センター 広報部地方支援課販売担当 

                            電話：０３－３４４３－６２１５ 
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