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患者のからだに起こっていることを正しく知
るために、また治療を効果的に進めていくため
に、医療現場で交わされる会話の一つ一つはと
ても大切な役割を持っています。しかしながら、
医療者―患者間のコミュニケーションには、両
者の意思疎通を難しくするさまざまな特徴があ
ることが知られています。医師の説明を聞いて
いても、頭にすんなり入ってこない、自分の話
していることがうまく医師に伝わっていないよ
うな気がする、患者がそんな思いを抱くのは、
そのような特徴のせいかもしれません。医師は、
まず患者から伝えられる来院目的や症状の報告
などを手掛かりに、その問題を解決すべく検査
や診断に向かっていきます。そして、その患者
にとっての「最もよい医療」を目標に診療を進め
ていきます。目的も目標も同じであるようにみ
える両者の間で、なぜ、コミュニケーションの
難しさが生じるのでしょうか。
ここでは、医療者と患者（消費者）の間のコ

ミュニケーションに存在する性質と、コミュニ
ケーションに基づいた意思決定のあり方、そし
て実際に医療者と対面することになった際に備
えておくとよい心構えについて取り上げたいと
思います。

はじめに

（1）	パワーバランスの意識
診察室の椅子に腰掛けた途端に「頭が真っ白

になって話そうと思っていたことの半分も伝え
られなかった」という経験はないでしょうか。日
本の医師―患者関係は、長い間、医師が保護者の
ような立場で患者の治療を選択するパターナリ
ズム（父権主義）の関係にありました。そして、医
師は社会的地位が高い職業という印象が人々の
中に根付いています。そのため、今でも医師の
前に座ると緊張して血圧が高くなったり（白衣
高血圧）、「先生にすべてお任せします」と医師に
全権委任したりする人もいます。近年、医療者
に対しては「患者中心の医療」の考え方を重視し
た医学教育が施されており、患者の話を聞く姿
勢は変わりつつありますが、人々の中に根付い
た意識を払

ふっ

拭
しょく

することの難しさがうかがえます。
また、相手が医師ではあるものの、初対面で、

もしくは知り合って間もないうちに自分のから
だのことや、生活、価値観などプライベートな
ことを話すには少なからず抵抗があったり、気
を使ったりするため、初回の診察時には医師の
質問に答えることに終始し、患者として聞きた
いことが聞けずに診察が終わることもあります。

医療現場での
コミュニケーションの性質

特集

1 医療現場の考える
医療者と患者のコミュニケーション
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石川 ひろの  Ishikawa Hirono  帝京大学大学院公衆衛生学研究科 教授
木内 貴弘  Kiuchi Takahiro  東京大学大学院医学系研究科 教授
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（2）	解釈の違い	
例えば「この治療が効く確率は20％です」と

いう説明に対して、「20％しか可能性がないな
らやめておこう」と考える人と、「20％も可能
性があるなら試してみたい」と考える人とで意
思決定につながる認識は異なります。これはそ
の人の持つ価値観や経験などが引き起こす事実
の見方、認識の違いです。同じように医師が説
明した内容に対して、医師が想定していた認識
と患者の認識が異なることはよくあります。
治療を施すときには、必ずその効果とリスク

（副作用や合併症）について説明されますが、「こ
の手術によって起きる可能性のある合併症は、
神経麻

ま

痺
ひ

が10％、肺炎が7％、心筋梗
こう

塞
そく

が3％
で……」と、病名と数字が並ぶと、急に治療に
対する不安感が高まることがあります。一つ一
つの合併症が起こる確立は数％という小さな数
字ですが、人はわずかな確率であるほど、リス
クを過大評価してしまったり、起こる確立は低
くても、結果に対するイメージが重大であった
り、未知であると感じるものに対しては過剰に
反応してしまう心理的な特性を持っています。
医師としては、「可能性は低い」と思っていても、
患者に治療を施す場合には、その可能性につい
て説明しなければなりません。
それならば「まず起こらないと思いますが」な

どの前置きを付けるなどの、感覚として分かり
やすい、安心感を与える説明を、と思うかもし
れませんが、このような医師の解釈を添えた説
明には、それはそれで問題があるのです。
例えば、医師が「まずないでしょう」と説明し

た際に、患者は、医師が想定している確率より
も15％以上そのリスクを低く見積もるといわ
れています。このように、同じ言葉でも、その
人が置かれた状況や立場、受け取る人の性格や
価値観などによって受け取り方は異なります。
医療者は、このようなコミュニケーションの行
き違いを防ぐために、より客観的な情報として
「数字」でリスクに関する情報を伝えています。

緊張感を伴う医師との会話の中でさらに「数字」
が多用されると、説明された内容が頭に入りに
くいかもしれませんが、そこにはこのような理
由があるのです。
（3）	「意味」の違い

患者はもちろん、医師も「患者さんにとって
最もよい医療」をめざしています。では、なぜ「患
者さんのためにどうすればよいか」と日々考え
ている医師の説明は患者に伝わりにくく、患者
の思いもまた医師に届きにくいことがあるので
しょうか。
コミュニケーションがうまくいかないとき、

そこには、背景に想定している「意味」に違いが
生じていることがあります。医師は主に「命を
救う」「病気を治療する」教育を受けています。
身体的な機能や病気のことについては豊富な知
識を持ち、さまざまな患者を診察してきた経験
から、病気や治療によって先々に起こることを
当たり前のことのようにイメージできることも
あります。そのため、「最もよい医療」を「生命
の維持や病気の治癒」の意味としてとらえる傾
向があります。そして、医療に関する専門家で
あるがゆえに患者と持っている情報量に差があ
り、患者が直観的に理解できるように説明する
ことを難しいと感じていることもあります。一
方で、患者は、自分自身のこと（症状、仕事や
家庭などの事情、生きがいや趣味、価値観など）
についての専門家です。「これまでどおりの生
活を」と願う場合には、それがどのような生活
なのかイメージできていることでしょう。仕事
で重要なプロジェクトを任されていて、ある期
間は治療のために休むことができない、動けな
くなるような治療は困るなど、さまざまな思い
があるのではないかと思います。患者は、自分
の「人生や生活」の中に治療を位置づけていきま
す。患者にとっての「最もよい医療」は、生物学
的な「生命」だけでなく、より広く深い「人生」の
意味の上に成り立つのです。しかし、医師は、
患者に教えてもらわなければ、そのような事情
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②消費者主義（コンシューマリズム）：患者が診
療の目標や内容を決め、単独で意思決定し責
任を負います。市場取引のように提供される
医療サービスが自分の求めるものであるか見
極め、買うか買わないかは買い手（消費者：患
者）が医師からはもちろん、広く情報を集め、
それに基づいて自分で意思決定します。医師
の役割は、買い手の好みに合う情報とサービ
スを提供する技術的な相談役に限定されます。
③父権主義（パターナリズム）：古典的な医師―
患者関係で、医師が診療の目標や内容を設定
し、意思決定を支配します。患者の価値観と
好みが医師のものと同じであるという仮定に
基づき、医師は保護者として「患者の利益」の
ために行動します。

④機能停止：患者と医師の期待が相反する場合、
それが修正できないと、両者の関係は機能不
全に陥る可能性があります。共通の目標や患
者の価値観、医師の役割が不明瞭なことが特
徴となります。いら立ち、怒った患者は不適切
なサービスを要求したり、医療機関に来なく
なったりすることもあります。医療管理の効
果が低くなることもあり、医師の側からみる
と「難しくて困った患者」となってしまいます。
医療技術の進歩とともに治療の選択肢が増

や大切にしていること、すなわち「患者側から
みた最もよい医療」については知ることも、イ
メージすることもできないのです。この「最も
よい医療」が意味するところの違いは、対話を
通して医師・患者双方が、分かってもらえるよ
うに伝えよう、聞こう、そして理解しようと努
めることでしか埋めることはできません。

インフォームド・コンセントとは、日本語で
は「説明と同意」と訳され、患者が、行われる医
療行為に対して十分な説明と理解のもとで合意
することをいいます。この「理解のもと」という
のはとても大切で、治療の必要性や効果が理解
できないまま診療が進められていくと、通院や
内服を自己判断で中断してしまったり、適切な
自己管理が行われなかったりすることで、治療
の効果が思うように得られないことがありま
す。患者が行われる治療に対して理解し、納得
したうえで参加することが、結果として治療効
果を高めることにつながります。
さらに、治療法の選択肢が複数ある場合は、患

者が自分の価値観や希望を伝え、医師との話し
合いを通して合意を形成していくことが重要に
なります。こうした意思決定のあり方はShared-	
decision-making(協働的意思決定)として近
年注目されてきました。このような意思決定や
コミュニケーションに影響を与える医師―患者
間の関係性についてRoter＊1らは4つのかたち
に整理しています（表）。
①相互参加型：比較的対等な立場で、話し合い
を通じて診療の目的や内容を設定します。医
師はアドバイザーとしての役割を持ち、対話
により患者の価値観を明確にし、意思決定を
行います。

インフォームド・コンセント
から意思決定の共有へ

＊1	 	Roter	D	:	The	enduring	and	evolving	nature	of	the	patient-physician	relationship.	Patient	Educ	Couns.	2000	;	39(1):	5-15.	 	
石川ひろの『保健医療専門職のためのヘルスコミュニケーション学入門』（大修館書店、2020年）より

医師の権力

高　い 低　い

患
者
の
権
力

高
　
い

タイプ ① 相互参加型 ② 消費者主義

目標設定 交渉 患者が設定

患者の価値観 協働して検討 患者が定義

医師の役割 助言者 技術的な相談役

低
　
い

タイプ ③ 父権主義 ④ 機能停止

目標設定 医師が決定 不明瞭

患者の価値観 医師が推測 不明瞭

医師の役割 保護者 不明瞭

表 医師―患者関係の類型表
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え、人々の価値観が多様化するなかで、相互
参加型の医師―患者関係が必要とされる場面
が増えています。納得のいく医療を受けるた
めには、医師からの説明を聞くだけではなく、
自分自身のことも医師に伝える必要がありま
す。自分にとって何が大切か、自分はどのよ
うに生活しており、どのような生活がしたい
のかを医師に伝えることで、医師もあなたに
とっての最良と思われる医療を提案できるの
です。

人は話を聞いてすぐに行う意思決定では、そ
の時の感情やさまざまな心の癖が反映された短
絡的な判断となり、よい意思決定をすることが
難しいといわれています。自分自身の健康や人
生に影響を与えるような大事な選択をしなけれ
ばならないときは、一度持ち帰って、きちんと
迷う時間を設けましょう。より重大な決断（手
術や抗がん剤治療、生命維持治療の開始や中止
など）を迫られたときは、自分の生活の中で大
切にしたいことを考えて、整理することが大切
です。治療を選ぶときは、治癒する確率と副作
用の重大さ、スケジュールなどをてんびんにか
けて、自分のしたい生活が続けられるかなど、
自身の価値観と照らし合わせて決めることにな
ります。そして、そのような情報や価値観を整
理する際の有効なツールとして「ディシジョン
エイド」が挙げられます。日本では「意思決定ガ
イド」とも呼ばれ、近年、さまざまな疾患の難
しい意思決定場面に対応したものが開発されて
います。その1つである、オタワ大学のO’
Connorらによって開発された「オタワ意思決
定ガイド」は、疾患を問わずさまざまな場面に

よりよい医療を
選択するために

活用できます。空欄を順番に埋めていくことで、
頭の中が整理され、よりよい意思決定のために
何をすればよいかが分かるように構成されてい
ます。日本語版はインターネット上で公開され
ています＊2。
また、協働して意思決定を進めていくために、

事前に医師に聞きたいことをまとめた「質問リ
スト」を作っておくと、診察時のコミュニケー
ションがより有効なものとなります。どのよう
なことを質問すればよいか分からないという場
合には「質問促進パンフレット」を活用するとよ
いでしょう。これは、診察中に患者と医師との間
に交わされる一般的な質問をリスト化したもの
で、患者が質問したいことを質問しやすいよう
に整理されています。国内では、国立研究開発
法人国立がん研究センターによって開発された
ものがインターネット上で公開されており＊3、が
ん以外の疾患の場合にも参考にできます。この
ようなリストを準備していても、その場の雰囲
気で聞きづらさを感じる場合には、リストに記
入してそのまま医師に渡しても問題ありません。
最後に、自分で医療に関する情報を収集する

ときは得られた情報をよく吟味する必要があり
ます。インターネット上の情報は、万人向けの
情報です。不安に思うことや理解できないこと
がある場合は、最終的に主治医に確認したうえ
で自分にとって適切な情報であるか判断するこ
とが大切です。そのためにも、身近な医療機関
に信頼のおける自分にとっての主治医を決めて
おき、風邪などで通院する機会があれば、その
つど少しずつ会話を重ねて、自分のことを少し
でも知っておいてもらうとよいでしょう。いざ
というときに気軽に相談しやすくなります。会
話を重ねることで、双方の会話の背景にある「意
味」を共有できる対話が成り立ち、それをもと
によりよい意思決定が可能となるのです。

＊2	 	「オタワ意思決定ガイド（個人用）」　https://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG_Japanese.pdf
＊3	 	「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家族へ―聞きたいことをきちんと聞くために―」	 	

https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry/psychiatry_panfu.pdf

https://decisionaid.ohri.ca/docs/das/OPDG_Japanese.pdf
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/clinic/psychiatry/psychiatry_panfu.pdf
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私たち認定 NPO 法人ささえあい医療人権セ
ンター COML〈コムル〉（以下、COML）は、患
者の自立と主体的な医療への参加をめざして
1990 年から活動してきました。当時は、がん
患者に病名や病状を伝えることもなく、医療機
関で渡される医薬品も名前の部分が切り取られ
ていました。つまり、患者にはほとんど情報が
閉ざされていたのです。

そのような時代ですから、多くの患者は「医
療のような専門性の高いことを患者が説明を受
けても理解できるわけがない。先生にすべてお
任せするしかない」と受け身でお任せに甘んじ
て、半ば諦めていました。しかし、本当にそれ
でよいのだろうかと、そこに疑問を呈したのが
私たちの活動の原点です。病気によっては、い
のちや人生をも左右することがあります。そん
な大切な問題を、いくら専門家といえども、す
べてお任せでいいのだろうか。私たち患者も、
きちんと自立して、主役になって医療に参加す
ることが大切。そのためにはまず、患者一人一
人が「いのちの主人公」「からだの責任者」として
の自覚を持った「賢い患者になりましょう」と呼
び掛けたのです。

そして、もう1つ貫いてきた信念は、患者と
医療者は決して対立する立場ではないというこ
とです。本来、患者と医療者は同じ目標に向かっ
て歩んでいるはずです。それならば二人三脚で
前進しないといけない。そこで、対立ではなく

受け身・お任せからの脱却を
めざしてスタート

“ 協働 ” することをめざしてきました。キョウ
ドウにはさまざまな漢字を使った熟語がありま
すが、なかでも“協働”とは「同じ目標に向かっ
て歩む立場の違う者同士が、それぞれの役割を
果たし合う」という意味があると知って以来、
この漢字の“協働”にこだわってきました。

今や慢性疾患が患者の大半を占める時代で
す。慢性疾患ということは、医療者の努力だけ
では治療効果が上がらないのです。決められた
とおりに薬を服用したり、生活習慣を整えたり
することは患者自らの努力で実現します。その
ような自分にできる努力を患者も理解し、積極
的に医療に参加しながら治療を受けていこう。
そのためには、何よりも患者と医療者のコミュ
ニケーションを良好にすることが大切だと、活
動の主眼を「患者と医療者のよりよいコミュニ
ケーションの構築」と位置づけ、30年間歩んで
きました。

その活動の合い言葉として、ずっと大切にし
てきたのが「賢い患者になりましょう」です。
COML で考える「賢い患者」とは、知識や情報
を詰め込む頭でっかちの患者ではなく、次のよ
うな5つに定義しています。

賢い患者の定義
1.  病気の持ち主としての自覚を持つ
2.  自分の受けたい医療を考える
3.  自分がどのような医療を受けるか言語化し

て伝える
4.  治療を受けると決めたら医療者とコミュニ

ケーションをとって協働する
5.  1人で悩まない

特集

2 賢い患者になるための心構え
山口 育子  Yamaguchi Ikuko  認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長
自らの患者経験を経て1991年秋、COMLと出会い、1992年2月COMLスタッフとなり、2002年
COMLのNPO法人化とともに専務理事兼事務局長に就任。2011年8月より理事長
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COMLの日常の活動の柱は、電話相談です。
同じ患者・家族の立場のスタッフが、全国から
届く患者・家族の悩みを受け止めてきました。
1 件平均約 40 分かけて、気持ちを受け止め、
寄り添いながら、じっくり聴くことを大切に対
応し、これまでの総数は 63,000 件を超えてい
ます（2020年10月現在）。

もちろん、相談内容も時代とともに変遷を遂
げてきました。しかし、一貫して患者・家族の
悩みや不満、不信感のもとになっているのは、
コミュニケーションギャップであることを痛感
してきました。

現在は、医師も時間をかけて丁寧に説明する
ことが当たり前になってきました。しかし、そ
の説明は医師が必要だと思った内容の一方通行
の情報提供になりがちです。例えば、1時間か
けて専門的な説明をしてもらったとしても、医
療にまったくの素人である患者は説明のすべて
を理解し、記憶にとどめるのは至難の業です。
私は、説明のほぼすべてを理解できる人のほう
が少数派だと思っています。そうすると、医師
は説明し、患者はその内容を聞いてはいても、
理解できなかった内容は「聞いていない」ことに
なっている人が少なくないのです。

確かに一生懸命説明してもらっているとき
に、「分からない」「理解できない」と言いにくい
ものですが、そのままにしておくと困った事態
に発展することもあります。分からないときは、
正直に伝えることも大切です。それに、理解で
きていないのに「分からないけど、うなずかな
いと話が進まないから」と分かったフリをする
患者もいます。理解できないこと、分からない
ことを言われたら敏感に気づいて、「今の説明
はよく理解できなかったのですが」「それはどう
いうことですか」と率直に質問することを日常

多くの相談の原因は
コミュニケーションギャップ

から努力しておきましょう。

また、患者と医療者では「情報の非対称性」と
いって、基本となる知識や情報に大きな隔たり
があります。また、専門用語や専門知識だけで
なく、「簡単な手術」「比較的効く抗がん剤」と
いった一般的な日本語でも、お互いのイメージ
が大きく異なることがあります。

脳に動脈瘤
りゅう

が見つかり、「簡単な手術だから」
と言われた患者さんが、まさか開頭すると思わ
ず、手術直前に知って「逃げて帰ってもいいで
すか？」と相談して来られたことがありました。
医師にとっては比較的浅い位置にある動脈瘤
だったり、動脈瘤の根元がクリップを掛けやす
いかたちだったりして、「簡単」と言ったのかも
しれませんが、イメージは決して一致していな
かったのです。

抗がん剤も「比較的よく効く」と言われたとし
ても、一般の人は「7～8割の確率で消えてなく
なる」とイメージしますが、医師は「3割ぐらい
の確率で少し小さくなる」と解していることが
多いのです。それだけに、説明を受けた時には、
自分がイメージしたことを言語化して「このよう
な結果を期待していますが、それに間違いはあ
りませんか？」と確認することを勧めています。

また、医療の場合は「危険性」「生存率」「副作
用の発現率」といった数字で説明される内容も
あります。この数字の読み解き方も、医療者の

「当たり前」と患者の理解では異なることが多い
のです。

例えば、安定した検査や治療の危険性は0.1％
以下だと私は理解しています。しかし、「この
手術の危険性は10％です」と言われると、多く
の人は自分には危険なことは起きないと思いが
ちです。その理由として「降水確率が10％の日

一般的な日本語でも
イメージに隔たり
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⑤これからの見通しを聞きましょう
⑥その後の変化も伝える努力を
⑦大事なことはメモをとって確認
⑧納得できないときは何度でも質問を
⑨医療にも不確実なことや限界がある
⑩治療方法を決めるのはあなたです

また、大人になって突然賢い患者に目覚める
のは難しい面もあるので、2015 年からは子ど
も向けの「10か条」も作成しました。

いのちとからだの10か条
じょう

①いのちとからだはあなたのもの
②食

しょくじ

事・すいみん・手
て

洗
あら

い―予
よ

防
ぼう

が大
だい

事
じ

③からだの変
へん

化
か

に気
き

づこうね
④お医

い

者
しゃ

さんには自
じ

分
ぶん

で症
しょう

状
じょう

を伝
つた

えよう
⑤わからないことはわかるまで聞

き

いてみよ
う

⑥自
じ

分
ぶん

がどうしたいかを伝
つた

えよう
⑦治

ちりょう

療を受
う

けるときはあなたが主
しゅ

人
じん

公
こう

⑧お薬
くすり

は約
やく

束
そく

守
まも

って使
つか

おうね
⑨みんな違

ちが

いがあって当
あ

たり前
まえ

⑩だれのいのちもとっても大
たい

切
せつ

お子さんやお孫さんがいれば、このような
10 か条をもとに、「日々どうすればよいのか」

「受診が必要になったら、自分で何をしないと
いけないのかな」と考えてみることも意味があ
ると思います。

に傘を持って外出しないでしょう？」と言った
人がいました。しかし、10 人に 1 人が危険な
ことが起きる確率があるというのは、医療では
危険性が高いのです。それだけに、数字による
説明があったときは、その数字をどう理解すれ
ばよいかも質問するとよいでしょう。

では、賢い患者を実践するにはどうすればよ
いのでしょうか。私たち COML では 1998 年
に旧厚生省の研究班の一員として「医者にかか
る10箇条」という小冊子の作成をしました。最
初は国民への無料配布分として4万冊が印刷さ
れたのですが、3カ月で底を突き、その後は一
部改訂して「新・医者にかかる 10 箇条」として
今なお COML から発行を続けています（1 冊
200円+送料）。

次のような項目を1つずつ見開きで紹介し、イ
ラストで意味を補

ほ

填
てん

しています。とても基本的
なことなので、皆さんも実践してみてください。

新・医者にかかる10箇条
あなたが“いのちの主人公・からだの責任者”
①伝えたいことはメモして準備
②対話の始まりはあいさつから
③よりよい関係づくりはあなたにも責任が
④自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な

情報

10箇条で賢い患者の実践を
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「病院でがんと診断された」
「健康診断でメタボを指摘された」
「最近、お腹まわりが気になる」
このようなとき、多くの人がインターネット

で病気や治療法を調べたり、普段何げなく見て
いたテレビの健康番組が急に気になったりする
ものです。ですが、それらの情報の中には残念
ながら、不正確なものが混じっているのが現状
です。そのため、近年、情報の正確さを見極め
活用する力（ヘルスリテラシー）が求められてき
ています。

教科書的には「健康情報を入手し、理解し、
評価し、活用するための能力」と定義されてい
ます。「入手」「理解」「評価」「活用」それぞれの能
力について、具体的な内容やポイントを説明し
ます。
（1）	入手

さまざまな情報源から正確な情報を探し出す
能力のことです。健康や医療に関する「正確な
情報」とは「人を対象とした臨床試験に基づく情
報」になります。ふるい分け方法としては、極
めて単純明快です。

しかし、実際にやってみようと思うと簡単で
はありません。例えば、インターネット検索サ
イト Google を用いて「新型コロナウイルス感
染症、治療」で検索すると約 6360 万件の情報

はじめに

ヘルスリテラシーとは？

がヒットします（2020年11月2日現在）。これ
ら大量の情報を一つ一つ確認していくのは現実
的ではありません。また、テレビや新聞の報道
記事なども、時間や紙面の制約もあってか、情
報の裏付けとして重要な臨床試験のことまで詳
しく言及していない場合があります。そうなる
と、情報の真偽を確認できません。

やみくもに情報を収集するのではなく、信頼
できる発信源からの情報に絞って収集する方法
もあります。例えば、厚生労働省などの公的機
関のウェブサイトなどが代表例として挙げられ
ます。しかし、人は誰しも、病気で不安なとき
は、必死にいろいろな情報を集めようとする心
理が働きます。ですので、情報の荒波に飲み込
まれないようにするためには、情報の断捨離や
断食が必要となる場面があることも知っておい
てください。
（2）	理解

情報を正確に理解する能力です。正確な情報
は人を対象とした臨床試験の結果であることは
前述したとおりです。具体的には、どのような
症状・病気の人が、どのような治療を行って、
どれくらいの効果が得られたのかを整理して情
報を読み解いていきます。しかし、世の中には、
数字のトリックなどを使って見栄えをよくして
いるケースなど、落とし穴が潜んでいることが
あります。さらに、マーケティングの名のもと
心理効果を巧みに使って、患者や消費者にア
ピールしているケースもあります。よく目にす
る代表的な例を紹介します。

特集

3 情報に流されない！
―ヘルスリテラシーを身に付けよう―

大野 智  Ohno Satoshi  島根大学医学部附属病院臨床研究センター長・教授
正確で分かりやすい情報発信に取り組む。厚生労働省委託事業による「統合医療」情報発信サ
イトの作成に従事。近著に『健康・医療情報の見極め方・向き合い方』（大修館書店、2020年）
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特集

3

◉フレーミング効果
「ビタミンC 1g」よりも「ビタミンC 1,000mg」

と表示されているほうが、よりたくさん成分が
入っているように錯覚してしまうことはないで
しょうか。
◉シャルパンティエ効果
「鉄 1kg」と「綿 1kg」、どちらが重いか？ と

聞かれたとき、一瞬「鉄のほうが重いかも……」
と普段の思い込みや先入観で迷いが生じてしま
うことがあるかもしれません。
◉権威への服従心理
「大学教授」「医学博士」の肩書を持つ人の発言

は、そうでない人と比べて信用できると考えて
いる人は多いと思います。
◉ウィンザー効果

口八丁手八丁な営業マンの「この商品は最高
ですよ！」というセールストークよりも、利害
関係のない第三者の「この商品は本当によかっ
たです」といった感想のほうが、情報として信

しん

憑
ぴょう

性が増すのではないでしょうか。
こうしたトリックや心理効果は、人の脳がも

ともと備えているしくみを応用したものです。
なかなか、本能的な脳のしくみにあらがうこと
は難しいという一面も否定できません。逆説的
かもしれませんが、「人の脳はだまされやすい」
という事実を常に意識しておくことが情報を正
確に理解するうえで重要になるのかもしれませ
ん。
（3）	評価

情報が信頼できるものか評価する能力です。
薬の効果ばかり強調されていて、副作用のこと
やコストのことが言及されていないなど、情報
に偏りがないか批判的に吟味します。また、臨
床試験の結果に基づく情報も、そもそも自分に
当てはまるのかどうかも注意深く見極める必要
があります。臨床試験の対象者が自分の病気や
症状と異なっているのであれば、同じ治療をし
ても効果が得られるかどうかは、その情報から

判断することはできません。
もう1つ、健康や医療に関する情報で知って

おいてほしい大切なことがあります。人を対象
とした臨床試験で有効性が証明された治療で
あっても、全員に効果が得られるわけではあり
ません。これを「医療の不確実性」といいます。
裏を返せば、「治療効果 100％」「絶対に治る」
などといった情報は信憑性に欠けるものだとと
らえてください。
（4）	活用

情報をもとに決断・行動の意思決定を行う能
力です。意思決定プロセスのモデルとして、医
療現場で普及している「科学的根拠に基づいた
医療」があります。「科学的根拠」、言い換える
と「正確な情報」は意思決定における判断材料に
なることに間違いはありません。しかし、それ
以外にも「利用できる費用・時間・労力（資源）」

「自分がしたいことや望むこと（好み・価値観）」
などによっても選択が変わってくることがあり
ます。例えば、身近な例として、“ 降水確率
30％ ”という数字（正確な情報）に対して、“傘
を持っていく”あるいは“傘を持っていかない”
という意思決定は人によって異なってきます。
また、同じ人であっても時と場合によって判断
を変えることもあるでしょう。このように、科
学的根拠に基づいた医療とは、科学的根拠だけ
で治療方針が決まってしまうといったマニュア
ル医療ではなく、科学的根拠 “ 以外 ” にも意思
決定にかかわる要素があり、それらをバランス
よく統合していくことが重要になってきます。

ここで悩ましいのは、「資源」「好み・価値観」
は人によって異なる点です。そのため、同じ情
報を入手し、理解・評価しても、決断・行動の
意思決定が人によって異なってくることになり
ます。情報の入手・理解・評価については医学
的視点から一定の正解がある一方で、情報の活
用には唯一無二といった絶対的な正解はありま
せん。
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特集

3

◉プロスペクト理論
行動経済学の理論で「人は意思決定の際に、

得をするより損をしたくない思いのほうが強
い」というものがあります。また、この理論で
は「人は損失が出ているときは、リスクを許容
する行動に出る傾向がある」ともいわれていま
す。身近な例えで「借金で首が回らない人ほど
怪しい儲

もう

け話に手を出しやすい」と説明されれ
ばイメージしやすいかもしれません。つまり、
病気で不安に襲われているようなとき、人は冷
静さを失い、不合理な選択をしてしまう可能性
があることを意味します。

ヘルスリテラシーにおける「活用」の場面で
は、「医療に対して過剰な期待をしていない
か？」「今、自分は冷静に判断をできる心理状況
か？」という点についても、ちょっと立ち止まっ
て考える必要がありそうです。

実は、日本人のヘルスリテラシーは他の国と
比べて低いことが報告されています。その背景
の1つに、身近に健康や病気のことを何でも相
談できる場が十分に整備・確保できていないこ
とが指摘されています。情報の荒波の中で進む
べき方向を指し示してくれる灯台のような「か
かりつけ医」「かかりつけ薬剤師（健康サポート
薬局）」をパートナーとして、一緒に情報を入手・
理解・評価・活用することが、ヘルスリテラシー
向上の秘

ひ

訣
けつ

になるのかもしれません。ただ、そ
の際には、医療者とのコミュニケーションが重
要になってきます。別稿の特集 1、2 も併せて
お読みいただき、本稿がヘルスリテラシー向上
の一助になれば幸いです。

ヘルスリテラシー向上に
大切なこと

ヘルスリテラシーにおける情報を「活用」する
場面で、“ 正解がない ” ということは、患者や
消費者の立場からすれば、決断・行動に二の足
を踏んでしまうことにもなりかねません。

さらに、情報の活用の場面においても、意思
決定を悩ませる落とし穴があることが分かって
きています。代表的な例を2つ紹介します。
◉選択のパラドックス

多くの人が、選択肢が増えることは自由度が
増すことを意味し、人はその分幸せになれると
思っているかもしれません。しかし、選択肢が
増えることが必ずしも幸せにつながるわけでは
ないことが明らかになってきました。選択肢が
増えることによる悪影響については、次の2つ
があります。
①無力感が生まれる：あまりにも多くの選択肢

があると、人は選べなくなってしまい無力感
を感じる。
②満足度が下がる：無力感に打ち勝って決断を

下したとしても、選択肢が多いと選択肢が少
ない場合と比べて自分が選んだ選択肢への満
足度が下がる。
さらに、選択肢が増えることで、満足度が下

がる理由として、次の3つが挙げられています。
《理由1》

選んだ選択肢が完璧でなかった場合、選ばな
かった選択肢のほうがよかったのではないかと
いう後悔の念が生じる。

《理由2》
選択肢が多いと、選ばなかった別の選択肢の

よいところを想像することで、選んだ選択肢に
不満を持つ度合いが高くなる。

《理由3》
選択肢が多くなると完璧な選択肢があるはず

だと期待値が増大し過ぎてしまう。

意思決定に悩む人たち
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快適で健康的な生活をしているはずが、時折

頭を悩ます問題が発生します。その1つにカビ
があります。カビは身近な生物でありながら、
正確ではない情報が流れ、誤解されている事例
が多々見受けられます。

そこで、なぜカビに関する誤解が多いのか、
どのような誤解が生じているか、カビという生
物、生活環境(衣食住)、健康、カビ発生の制御、
対策、予防といった視点から紹介します。

私たちのまわりでは多くの情報があふれてい
ます。例えば、インターネットで「カビと健康被
害」を調べると、さまざまな情報を得られます
が、その情報がどの程度信頼性があるかは曖

あい

昧
まい

なケースが多くみられます。さらに、「カビと
カビ毒」を探すと膨大な情報が得られます。し
かしながら、微生物に関する行政的な規制の多
くは、例えば感染症のウイルスや食中毒の細菌
であり、カビに関しては規制がなく、企業や消
費者の判断に委ねられているのが現状です。

とはいえ、カビは生活周辺で消費者にとって
よく知られている身近な微生物であり、目で見
えることからその制御に四苦八苦しているのが
現実です。この原因は、カビに関する正しい情報
がどれか判断できないでいることにあります。
そこで、まず具体的なカビに関する誤解はどの

はじめに　

カビに対する誤解は
情報量の多さから

ような内容があるか紹介しましょう。

今までに受けた相談の中から、カビという生
物、食品環境、住宅環境、健康被害、消毒・制御
に限って次のとおり、誤解事例を紹介します。

（カッコ内が正解）
1）カビという生き物

◎カビは 1 日で生え目視できるようになる
(できない) ◎カビが生えていないのにカビ臭い
(生えているから臭う) ◎カビは空中でも生える
(生えない ) ◎ 100℃の熱湯でカビは死滅しカ
ビ毒も消える(熱湯で死滅するがカビ毒は残る)
2）食品環境

◎どのカビも毒を産生する(一部のカビが産
生) ◎どのカビも食品に有害である(すべてが
有害ではなく有用なカビもある) ◎冷凍にする
とカビは死ぬ(死なずに生き続ける) ◎カビの
生えた食品はすべて捨てる(多量に生えたりカ
ビ臭い場合は捨てるが、微量であれば取り除い
て食べることもある) ◎ミカンに生えたアオカ
ビはリンゴにも生える(ミカンのアオカビとリ
ンゴのアオカビは異なりその植物にだけ寄生す
る) ◎熟成肉のカビはどのカビからでも作るこ
とができる(熟成肉のカビ種は決まっている)
3）住宅環境

◎高気密高断熱住宅はカビが生えない(住み
方によって生えることがある) ◎ほこりにはカ
ビが少ない(多い) ◎浴室に生えるクロカビは
皮革バッグでも生えやすい（クロカビの生えや

カビに関する誤解事例
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すい環境は湿度の高い所だけ） ◎屋内と屋外の
カビの数や種類はほぼ同じ(異なる) ◎カビが
発生する時期は梅雨時だけ(秋雨や冬期の結露
時期にも生える)
4）健康被害

◎どのカビもアレルギーを引き起こす(一部
のカビであるが、医学的には特定されていない) 
◎真菌感染症を起こすカビは多い ( 多くない ) 
◎カビ毒の発生した食べ物を1口食べただけで
がんになる(少量や1回程度ではならない) ◎コ
ウジカビはすべて肺に感染する(すべてでない)
5）消毒・制御

◎洗濯や掃除で、カビによる汚れやほこりを
ほぼ除去できる（できない） ◎塩素剤で白くなっ
たらカビはすべて死ぬ (漂白作用で白くなるが
すべて死ぬとは限らない ) ◎カビは 80℃の湿
熱や乾熱＊で死にやすい ( 湿熱では死ぬが乾熱
ではなかなか死なない) ◎カビの生えた所でも
殺カビ剤や消毒剤がよく効く(生えた所では効
果が弱く、また生えてくることが多い) ◎防カ
ビ剤はどのカビにも有効である(特定のカビに
有効だがすべてのカビに効くわけではない )  
◎日に当てると日光の紫外線でカビは死滅する

（乾燥するのでカビは生えないが、日光程度の
紫外線量では死滅しない）

このようなカビに対する誤解をしている消費
者は少なくないといえます。そこで、ここから
はカビおよびカビと関わりのある生活環境につ
いてまとめていきます。

カビのイメージは触れたくない、臭い、黒い、
生えたら取れないなど多様です。いずれも私た
ちにとって負のイメージです。では、本来のカ
ビとはどのような生き物なのでしょうか。
 カビの発生源はどこか：  実はカビの多くが土
壌からです。土壌には多種多様なカビがいて、
それが空中に飛び、植物に付いたり、着衣に付

カビとは

いたりして、家の中に持ち込まれていきます。
 空中での広がり方：  カビは植物の種のような
もので、風の流れに乗ってどこにでも飛んで広
がります。
 かたちと生え方：  カビは植物の種のような「胞
子」という部分と、木の幹や枝のような糸状に
伸びていく「菌糸」という部分があります。胞子
は空中に飛びやすく、かたちは丸かったり細長
かったりします。大きさはほぼ1,000分の3 ～
10㎜と小さいです。菌糸は糸状でどこまでも
伸びていきます。

どのように生えるのか順序立てて見ていきま
しょう(図1)。
①空中に飛んでいた胞子は物の表面に落ちます
②湿った物の上で胞子が芽を出します
③芽から物の中に糸を伸ばします(菌糸)
④やがて菌糸が伸びていきます
⑤大きく広がった菌糸の先に胞子を作ります
 どうして発生する：  生えるための条件として
空気があること、水分があることが大前提です。
そのほか、次のような条件があります。
1) 湿度：カビは生きるために適度の湿度が必
要です。特に湿度 70％以上で生え始めます。
梅雨時に発生するカビは、湿度 90％以上で速
やかに生えます。
2）温度：20℃台でよく生えるようになります。
低温の 10℃前後でも生えますが、生え方は遅
いです。冷凍では生えることはなく、死滅する
こともなく生き続けます。
3) 養分：一般に糖質を好みます。食品で事故

＊　湿熱は飽和水蒸気の中で加熱する滅菌方法。乾熱は乾燥した空気を加熱する滅菌方法

図1
カビは胞子と菌糸からできている

空中では生えることはない

① ② ③ ④ ⑤

湿った物の上で生え始める

カビのかたちと生え方

資料：筆者作成
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域、家族構成などが変わってきたことから、近
年は秋雨、結露しやすい冬などカビの発生シー
ズンが多様化しています。

ここでは NPO 法人カビ相談センターがかか
わってきた2018年の事例を紹介します。この
傾向は2019年も同様です。

相談内容は住宅分野が半数を占め、食品分野
は4分の1です。住宅分野の相談者は、企業と
行政が多く全体の 3 割強、個人は 2 割弱です。
食品分野では、圧倒的に企業と行政が多く全体
の2割ほどです。次に分野別での内容を紹介し
ます。
 食　品：  ほとんどの食品でカビによる被害が
起こりますが、その中でも和洋菓子の被害事例

カビによる被害と相談

が多いのは、そのためです。しかし、糖分のな
い環境や物でも生える力が強く、皮革、金属、
樹脂などでは糖質以外の物が養分になります。

私たちの周辺を見た場合、湿度がカビと環境
に影響を及ぼすことから湿度との関係を図2に
まとめました。
 いつまで生き続ける：  胞子はどれくらい生き
続けているのでしょうか。ほかの微生物である
ウイルスや細菌は一般に数日～数週間で死滅す
るのに比べると、カビは極めて長く、数カ月～
数年間生きています。発生場所や素材によって
定着するか、長生きするかに差が出ます。カビ
の生命力は微生物の中でも極めて強いです。
 どのような種類があるか：  日頃見るカビは大
体決まっています。カビの名前は色で呼ぶ場合
があります。例えば、黒ければクロカビ、青け
ればアオカビ、赤ければアカカビと色に合わせ
てカビの俗称が付いています。また、麹

こうじ

で使わ
れるカビはコウジカビ、土壌に多くアオカビに
似ているカビはツチアオカビ、クモの巣に似て
いるカビはクモノスカビと呼びます。表1でよ
く見るカビを紹介します。
 生えやすい季節：  四季のある日本はカビの生
えやすい国で、特に梅雨時に生えやすいといえ
ます。ところが住宅構造・高層化、住み方、地

種　類 分布(好きな場所） 制御（カビを防ぐには） こんな特徴 有害性（生えた後の害）

クロカビ
湿った場所や物を好む
例：�浴室、台所、結露、洗
濯槽、食品各種、室内
室外空中

60℃以上の温湯、エタノー
ルや塩素剤による消毒、市
販防カビ剤、乾燥

胞子の産生が多い、湿度
90%以上で発生しやすい
湿性・水系環境を好む

二次被害を起こすことが
多い、変色する

アオカビ

乾湿を繰り返す場所や物を
好む
例：�押し入れ、床下収納、
室内空中、空調機フィル
ター、ほこり、皮革製品、
食品各種

60℃以上の温湯、エタノー
ルや塩素剤による消毒、紫
外線、市販防カビ剤、乾燥、
空調機フィルターの除カビ

胞子の産生が著しく多い、
湿度80〜95%、20℃台で
発生しやすい、多少湿気の
強い環境を好む

二次被害を起こすことが
多い、臭気が強い場合が
ある、多量の胞子吸引によ
るアレルギ―

コウジカビ

やや乾いた場所や物を好む
例：�押し入れ、ほこり、穀
類系食品、輸入食品、
繊維製品、電気製品、
樹脂

熱湯、エタノールや塩素剤
による消毒、市販防カビ剤、
乾燥、空調機フィルターの
除カビ

胞子の産生が著しく多い、
湿度80〜95%、30℃以上
で発生しやすい、多少湿気
や乾き気味の環境を好む

二次被害を起こすことが
ある、多量の胞子吸引によ
るアレルギー

好乾性カビ
（例：カワキコウジ
カビ、アズキイロ
カビなど）

やや乾燥した場所や甘い物
を好む
例：�皮革製品、衣類、ほこり、
穀類系食品、甘味食品

熱湯、塩素剤による消毒、
市販防カビ剤、乾燥、空調
機フィルターの除カビ

胞子の抵抗性が強い、長
期生残性あり、湿度70〜
90%、20℃台で発生しや
すい、やや乾燥気味の環
境や甘いものを好む

やや湿気のある物に二次
被害を起こすことが多い、
エタノールの効果が弱い、
紫外線に抵抗する

表1 身近なカビの種類と特徴

図2
床下収納
北側の部屋

100%95%90%80%70%60%

生えにくくなる 生えやすく
なる

多くのカビが
生えやすい

湿った部屋
浴室
結露

リビング
南側の部屋

生えない

湿度（RH※：%）

資料：筆者作成
※�RH（Relative�Humidity）相対湿度のこと。空気中の水蒸気のその時

の気温における飽和水蒸気量に対する割合
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食品のカビ対策10カ条 住宅のカビ対策10カ条

①�カビの生えやすい物を知る
②�カビの生えやすい物はなるべく早く消費する
③�長期保存できる物や乾燥食品はしっかり保管する
④�冷蔵庫には詰め過ぎない
⑤�土壌の付いた物はできるだけ払う
⑥�液体は漏れないようにする
⑦�一度開封した物は早めに食べる
⑧�冷凍庫から出したら早く消費する
⑨�置き忘れをしない
⑩�汚れた手で触らない

①�乾燥する
②�通気、換気をする
③�室内に空気の流れをつくる
④�清掃をする
⑤�日に当てる
⑥�室内で湿気の高い所を知る
⑦�カビの生えやすい場所を知り、頻度高く掃除をする
⑧�什器(じゅうき)の裏側や下側のほこりを取り除く
⑨�物の整理をして、詰め過ぎない
⑩�年に数回、大掃除をする

表2 カビ対策10カ条

が多く報告されています。飲料やパン類も事例
が多いです。単にカビ被害だけでなく、健康面
からの相談が多いのが特徴です。

特に食品では多量の一括購入、冷蔵庫での収
容量の多さ、長期買い置きなどでカビの発生に
よる食品ロスが多くなってきています。
 衣類・住宅：  衣類のカビ事例も多く、特に礼服、
和服、長期に保管していた衣類でカビの代謝物
による褐

かっ

変
ぺん

化
か

がみられます。
住宅での被害は多様です。最も多いのは浴室

で、あとは台所、クローゼット、玄関、床下な
どです。近年は、梅雨時に限らず被害が起こっ
ています。特に多くなってきたのは結露です。
室内換気の不良、個室化、さらに除湿・加湿・
空調機への依存により適環境が作れないことな
どでカビ問題につながっています。
 健康被害：  食品では、保健所調査によると食
べたことによる健康被害例が多いようです。通
常、カビは生えるとかたちが見えるので、食べる
ケースは少ないといわれていますが、当セン
ターで受けるのは量の多少はあっても、食べた
ことでの相談です。苦情としては、カビがどこ
で発生したかが争点になります。製造・流通側
か消費者側かですが、この場合、事故食品のカ
ビを早く確認することが重要になります。そこ
で発生箇所が判断できます。相談内容としては、
カビ毒関連で発がん性、胎児への影響などです。

住宅では建築時、建築後の相談が多いです。
建築段階では建材のカビによる汚れや変色、カ
ビ発生、天井壁面の結露、高湿度、臭気など多
様です。健康面では、アレルギーを心配する人

が多く、また、
肺の真菌感染
症を心配する
人もいます。
正しい情報を
理解しないま
までいると、
すべてカビに
よる健康被害

と考えがちですが、まずはできるだけ早く受診
してください。

カビを生やさないような対策を食品と住宅の
分野で「カビ対策 10 カ条」として表2にまとめ
ました。参考にしてください。

　　
　

 食品：  全体に生えていたら廃棄しますが、ご
く微量のカビであった場合は、取り除いて食べ
ることもあります。ただし変色や臭いがする場
合は廃棄してください。
 衣類：  被害の程度が少なければ洗浄、消毒、
乾燥をしますが、臭いの強い場合はクリーニン
グ店に相談してください。
 住宅：  個人でできる程度の被害であれば洗浄、
消毒、除去などしますが、被害の程度が広い場
合は専門業者に相談してください。

私たちの身のまわりにはどこにでもカビがい
ます。それをすべて除去しようとすることは無
理です。私たちは、生きていくうえでカビとは
共存することになります。また、消費者がカビ
と認識するのは生えてからです。そして生えた
後のカビは制御することが難しく、いったん発
生すると簡単に抑えることができません。そこ
で、日頃からの予防が最も重要になります。カ
ビ対策は、「正しく知って、上手に予防する」の
考え方を理解して生活してください。

カビの対策

カビが生えていたら

まとめ
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いろいろな
繊維と
私たちの
暮らし

衣料用に使用されている繊維は、大きく分け
ると「天然繊維」と「化学繊維」の2つに大別され
ます。
天然繊維とは、自然界の動植物より採取され

たもので、植物性の繊維は「綿」と「麻」、動物性
の繊維は「毛」と「絹」、この4種類が代表的な天
然繊維と呼ばれます。
今回は天然繊維のうち、植物繊維の綿と麻に

ついて、特徴や家庭で扱う場合の注意点をでき
るだけ分かりやすく解説します。

綿はアオイ科ワタ属の
植物の総称です。写真の
ような花が咲きます。
植物は花が咲き受粉さ

れると、めしべの子房が
膨らみ実になり、実には
種子ができます。綿もこの花がしぼむと実がで
きます。この実が熟し、乾燥して割れると中か
らコットンボールと呼ばれる白い柔らかい種子
毛繊維が現れます。

綿について

●綿の特徴
主な長所
・繊維に天然の撚

よ

りがあり糸にしやすい
・肌触りがよい
・吸水性に富み、洗濯に強い
・熱に強い

主な短所
・しわになりやすい
・水分により収縮しやすい

麻は植物に含まれる繊維の総称であり、リネ
ン（亜

あ

麻
ま

）、ラミー（苧
ちょ

麻
ま

）、ジュート（黄
こう

麻
ま

）、ヘン
プ（大

たい

麻
ま

）、マニラ麻、サイザル麻などの多くの種
類があります（図）。繊維製品の品質表示で「麻」
と表示できるのは、リネン（亜麻）とラミー（苧

麻）のみです。
それ以外の麻は
「植物繊維」と表
示されます。
麻は茎または

幹の表皮の内側
の柔らかな繊維
質（靭

じん

皮
ぴ

部）を採
取する靭皮繊
維、葉部から採

麻について

第 回2

中林 敦  Nakabayashi Atsushi  一般財団法人ボーケン品質評価機構
主な業務は繊維製品を中心とした品質試験の渉外担当。繊維製品品質管理士

綿・麻
天然繊維のうち植物繊維

綿の花

コットンボールを付けた綿の木と、コットンボール

リネン（亜麻） ラミー（苧麻） ジュート（黄麻） ヘンプ（大麻） マニラ麻 サイザル麻

図 麻の種類
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いろいろな繊維と
私たちの暮らし

る葉脈繊維に大別されます。衣料用の麻（リネ
ン、ラミー）は比較的柔らかい靭皮繊維です。
●麻の特徴
麻の衣料品は爽やかな涼感があり、夏用製品

の素材に多く利用されています。
主な長所
・剛性で、汗ばんでも肌に付きにくい
・通気性に優れており、水分の吸収発散がよい
・熱伝導率、放熱性が大きい
・�天然繊維の中で最も強

ごう

力
りき

があり、水に濡れ
るとその強さが一段と増す

主な短所
・繊維が硬く、ちくちく感じる場合がある
・しわになりやすい（魅力にもなる）

繊維製品を購入する際、消費者にとって衣料
品の色柄やデザイン、価格、さらに縫製の出来
栄えはもちろんのこと、日常生活での取り扱い
や着心地にかかわってくる組成繊維や洗濯・ド
ライクリーニングなどの取り扱い方法などにつ
いての情報も重要です。
したがって商品には、消費者が商品を買う際に

最も目的に合ったものを上手に選ぶための手引
きと、適切な使い方をするための情報となる表示
を正しく行うことが法律で義務づけられています。
●繊維の組成表示について
今回のテーマである植物繊維の名称を原材料

として表示するときは、次の「指定用語」が使用
されています。
綿
綿、コットン、COTTON

麻
麻、亜麻、リネン、苧麻、ラミー

上記以外の植物繊維
上記の麻の種類以外の麻、および綿以外の植

物繊維については次のように表示します。
植物繊維（〇〇）
（　）内は繊維の名称を示す用語または商標

取り扱い方法
家庭で洗濯する場合の注意点

表示例
植物繊維（ヘンプ）、植物繊維（ジュート）、�
植物繊維（ケナフ）、植物繊維（カポック）�など

●取り扱い方法（洗濯表示）
繊維製品の取り扱い方法については、「JIS取

扱い（絵）表示記号（以下、取扱表示）」を用いて
製品一つ一つに適切に設定されています。
家庭洗濯
洗濯、漂白、乾燥、アイロン仕上げ

商業クリーニング
ドライクリーニング、ウェットクリーニング

付記用語等の表示
また、洗濯表示記号で表すことのできない取

り扱い方法に関する情報は、必要に応じて、記
号を並べて表示した近くに、付記用語や文章で
表示されています（事業者の任意表示）。

付記用語等の例
「洗濯ネット使用」「裏返しにして洗う」
「弱く絞る」「アイロンはあて布使用」
「飾り部分アイロン禁止」� など

綿の特徴として熱に強い点が挙げられます
が、綿素材のすべての商品が高温アイロン表示
となっているわけではありません。実際の商品
には、起毛、プリントなどの二次加工、また熱
に弱い繊維と併用されて製品が構成されている
などいろいろなケースがあります。
一番重要なのは、取扱表示に従った適切な取

り扱いを行うことです。そのうえで、綿、麻素材
を家庭で扱う場合の注意点は次のとおりです。
・湿った状態や、着用中の摩擦によりほかの物
に移染するおそれがあるので、注意する

・色移りした場合は、速やかに洗濯する
・淡い色との重ね着には注意する
・水道水中の塩素により変色するおそれがある
ので、流水すすぎは避け、ためすすぎにする

・麻は強くこすると毛羽立ちによる白化や変色
することがある
適切な取り扱いを理解することで、衣料品を

長持ちさせる参考となれば幸いです。
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 わが家のごみ箱は

SDGsと
 つながっている！

経済が発展するにつれてさまざまな形態の「ご
み」が大量に発生していることは、連載第１回で
も触れました。しかし、地球の「資源」は限られ
ています。その資源をどんどん使用して製品を
製造し、それをごみとして処分していけば、い
つか私たちの生活にも限界が来ます。限られた
資源をどのように配分していくかが、大きな国
際問題となっているのです。こうした動きのな
か、ごみをごみとして処理するのではなく、資
源として活用しなければなりません。

EU の新しい政策、サーキュラーエコノミー
（循環型経済）の前提となっているのも、ごみか
ら資源への脱却です。ごみといわれている物も、
突き詰めれば限りある地球の資源です。では、
どこまでがごみで、どこからが資源なのでしょ
うか？ そもそもごみとは何でしょうか？ 

普段何げなくごみあるいは「廃棄物」という言
葉を使っていますが、廃棄物について規定して
いる廃棄物処理法の定義によると、「ごみ、粗
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又

また

は不要
物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質
及
およ

びこれによつて汚染された物を除く。）」（第 2
条第1項）とされています。つまり、廃棄物（以
下、ごみ）は、「不要物」ということになります。

では、この不要物の判断はどのようにできる
のでしょう？  廃棄物処理法は、もともとはご
みが無秩序に投げ捨てられたり、危険な物質を

はじめに

ごみってなに？

含んだごみが適正に処理されないことにより発
生する環境や人の健康への影響を防止するため
に制定されたものです。ごみを放置することに
より発生するハエや蚊、ネズミなどを媒介とす
る疫病を防止するという公衆衛生の観点からス
タートし、有害物質を含んだごみによる環境汚
染を防止するという観点まで含んで、法律によ
りコントロールしていこうというものです。

不要物かどうかは、客観的にその物が機能し
なくなったか否かで判断する客観説で考えられ
ていました。単純に考えると、使えなくなった
車や読み終わった手紙は、その役割が終わるの
でごみということになりますね。でも、大切な
人からの手紙なら、たとえ読み終わっても、い
つまでもごみではなくその人にとっては価値が
あるものです。

しかし、人の思いでごみか否かを判断すると、
廃棄物処理法ではコントロールをできないた
め、「これは、ごみではない。自分にとっては
価値のあるものだ」と主張して不法投棄が行わ
れた「豊

て

島
しま

事件」のような事件が発生してしまい
ます。豆腐を作る過程で発生する「おから」がご
みとして廃棄物処理法のコントロールを受けな
ければならないか否かが争われた「おから事件」
では、最高裁判所はおからがごみであり処理す
る業者は廃棄物処理法の許可を取得しなければ
ならないと判断しました（最高裁判所平成11年
3月10日判決）。栄養もあり、昔からお総菜と
して親しまれてきたおからがごみというのは一
般の感覚では腑

ふ

に落ちないところですが、裁判
所はおからの腐りやすく、日持ちがしないとい
う性状や、毎日大量に排出されているという状

第 回2

織 朱實  Ori Akemi  上智大学大学院地球環境学研究科教授
専門は環境法。廃棄物や化学物質とリスクコミュニケーションなど環境全般を対象とした研究を行っ
ている。最近は、SDGsワークショップやカードゲームのファシリテータなども積極的に行っている

ごみってなに？
資源とごみの違いはどこにあるの？
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況、事業者が処理費用をもらって処理をしたと
いう点を総合的に判断しました。以降、この総
合的判断がごみかどうかの判断の基本的な考え
方となり、2013 年 3 月には環境省から行政処
分の指針＊1 が出され、①（その）物の性状 ②排
出の状況 ③通常の取り扱い形態 ④取引価値の
有無 ⑤占有者の意思というごみの 5 つの判断
基準が設定されました。

（1）	日本の動き
ごみを不要物として処理するのではなく、「有

価物」である資源として再び活用していくとい
う、いわゆる「循環型社会」に向けて日本でも
1991年4月の「再生資源の利用の促進に関する
法律」制定を皮切りに、「容器包装リサイクル法」

「家電リサイクル法」「自動車リサイクル法」など
のリサイクル関連法が制定されました。なお、
2000 年には基本的枠組みを定めた「循環型社
会形成推進基本法」が制定されています（図1）。

ごみと資源との関係

しかし、資源
として活用した
くても、総合的
判断基準の中の

「取引価値の有
無」により有償
で取引されなけ
ればごみとして
扱われ、リサイ
クルがスムーズ
にできないとい
う問題が生じて
います。リサイ
クル原料の取引
価値は、その時
の原料の価格に
より左右される
ため、時には有

償での取引が難しいこともあるのです。
（2）EU（欧州連合）の動き

EU ではサーキュラーエコノミーという考え
方が2015年頃から政策の中心となっています。
これは、今までの資源を採掘し、製品を製造し、
廃棄するという直線的な経済システムから、ご
みを新たな資源ととらえ、資源を循環させる経
済のしくみで、持続可能な成長を達成しようと
いうものです。2015 年 12 月に「サーキュラー
エコノミーパッケージ」が採択され、2020 年
にはサーキュラーエコノミーを加速させるため
の新計画「循環型経済行動計画」が発表されてい
ます。こうした政策のもとで環境と経済の統合
が図られようとしており、これにより2012年か
ら 2018 年には 400 万人の雇用が生み出されて
います。この考え方を提案したエレン・マッカー
サー財団によると、その3原則は、①自然のシ
ステムを再生 ②製品と原料材を捨てずに使い
続ける ③ごみ・汚染を出さない設計となって
います。

＊1　環境省「行政処分の指針について（通知）」（2013年3月29日付）　https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

図1 循環型社会を形成するための法体系

出典：�環境省ホームページ「第三次循環型社会形成推進基本計画�循環型社会形成推進基本計画の概要」より一部抜粋�
https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo_3.pdf

https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/gaiyo_3.pdf
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こうした新しい政策の前に、EU では「ごみ
の終わり（End of Waste）」つまりごみからの卒
業基準の考え方を打ち出しています。ごみから
の「卒業」とは、ごみとして廃棄されるのでなく、
静脈産業＊2 の中に組み込まれる資源として扱
える状態になったことをいいます。きちんとリ
サイクルされ、価値ある物として扱われること
ができる条件がそろえばそれはもう資源です。
EUでも日本と同様に、ごみに当たるか判断す
る基準が問題となっており、多数の訴訟が提起
されていました。そこで、EU 委員会は 2008
年に、日本の廃棄物処理法に該当する「廃棄物
枠組み指令」を改正し、どこまでがごみでどこ
からが資源となるのか基準を明確にしました。
①特定の目的のために一般的に用いられている
こと ②市場ニーズの存在 ③リサイクル技術の
確立 ④有害な影響を及ぼさないことなどが認
定されれば、ごみから卒業し資源とされます。
また、製造過程から発生するものは「副産物」と
して最初からごみとはせず資源とすることが明
確にされました。しかし、もちろん十分なリサ
イクル市場や技術がなく、不適正処理、不法投
棄が行われてしまっては、元も子もありません。
そのための各製品ごとの品質基準も策定されて
います。（図2）

EU の基本的スタンスの中で忘れてはならな
いのは、廃棄物を資源として活用する政策への
転換が、環境政策全体で明確にされていること、
さらに製品をデザインから変えていくという流
れと結び付いていることです。そうすると、ご
みとして残るのは、適正管理が必要な有害な物
のみとなり、そのためのコントロールは別個に
行うことになります。さらに、ごみが資源とし
て循環されるためには、その利用が環境負荷を
与えないことが大前提であり、またごみを資源
とする市場が存在しなければ、どのような理念
があっても、分かりやすい定義が策定されたと
しても実効性がありません。また技術基準およ
びガイドラインが作成されていることも重要で
しょう。

ここで消費者の役割が重要になってきます。
そもそも、ごみを発生させないことは大切です
が、リサイクルしやすい素材で作られた製品を
購入することや、リサイクル製品を積極的に購
入しごみが資源へと卒業していくための市場を
育てることが大切です。資源として活用される
市場が広がらないと、せっかくごみから卒業し
ても、就職先がないということになりますね。

おわりに

＊2 ごみなどの回収と再利用を図る産業

図2 EUが提案する循環経済（サーキュラーエコノミー）のイメージ

出典：�環境省「平成28年版　環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」　https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h28/pdf/1_p3_3.pdf

https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h28/pdf/1_p3_3.pdf
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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

「訴えてやる！」。腹に据えかねることがある
と言いたくなるセリフです。しかし、「訴えられ
る」のはもちろん、「訴える」のもひと苦労のよう
です。
前回、不服申立てに比べて裁判は公正さとい

う「おいしさ」が売りであるといいました。「おい
しい・早い・安い」の三拍子がそろっていればい
いのですが、裁判の場合には「早い」と「安い」の
面でまだまだ課題が残ります。
「思い出の事件を裁く最高裁」。そんな川柳さ
えあるように、時間がかかるのが裁判の弱点で
す。民事訴訟の平均審理期間は9.0カ月です＊1。
「早さもおいしさのうち」だとすれば、裁判への
満足感を高めるには判決までの時間をさらに短
くする必要があるでしょう。
裁判のもう１つの問題点が「高い（費用がかか

る）」という点です。民事訴訟を例に取ると、訴
訟を起こすに当たって裁判所に納める手数料や
弁護士の費用などが原告の負担となります。勝
訴したら被告に負担させることができる部分も
ありますが、それでもまずは全額、立て替えな
ければなりません。

そんなことがあるからでしょうか、実際の民
事訴訟では、判決が出る前に当事者の意思で訴
訟を終了させてしまうことも多いといいます。

裁判の弱点

和解の利用

その方法には次の４つがあります。

このうち、よく利用されるのが「和解」です。
和解は、争いの当事者がお互いに譲歩し合って
その争いを終結させる合意をすることです。裁
判所がかかわる和解のことを「裁判上の和解」と
いいます。裁判上の和解の内容は「和解調書」と
いうものに記載されます。こうしておけば、確
定判決＊2と同じ効果を持ちます。もし、相手方
が和解内容に従わない場合には、これをもとに
強制執行することだってできるのです。「訴えの
取下げ」も、よく事情を調べてみると、裁判上の
和解ができたことが理由の場合も多いものです。
少し複雑になって恐縮なのですが、和解には

別に「私法上の和解」というものもあります。裁
判所の関与なしに、お互いが契約として和解す
るのがこの「私法上の和解」です。そのため「裁判
外の和解」ともいわれます。裁判所の手を煩わせ
ない分、使いやすい和解ともいえるのですが、
相手が和解内容を守らない場合には、ちょっと
困ったことになります。和解内容を実現するに
は、やはり裁判を起こして判決を得たうえで、
強制執行するしかないからです。

訴えの取下げ 原告が訴えを撤回すること

請求の放棄 原告が請求に理由がないと自ら認める
こと

請求の認諾 被告が請求に理由があると認めること

和　解
(裁判上の和解）

争いの当事者がお互いに譲歩し合って
争いを終結させる合意をすること

法律
基礎知識

新・や
さしく解説 第 回7

裁判のしくみ②

＊1	 裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)」(2019年7月19日公表)
＊2	 もうそれ以上、争うことができない最終的な判決のこと
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  新・やさしく解説

法律基礎知識

裁判に時間がかかる原因は持ち込まれる訴訟
の多さにもあります。そこで、国は、裁判によ
らないトラブル解決方法を充実させる努力をし
ています。こうした方法で法的なトラブルが解
決できれば訴訟数が減りますし、何より、トラ
ブルを抱えた人たちが裁判という高いコストを
払わずに満足した結果を手にすることができる
はずです。ADR＊3（裁判外紛争解決手続）の利用
の促進がいわれるのはそのためです。ADRとは、
第三者にかかわってもらいながら法的なトラブ
ルの解決を図る手続きのことをいいます。「相手
も話し合いでの解決を望んでいる」そう感じたの
なら、やみくもに裁判を起こすのではなく、ま
ずはADRを利用するのもいいかもしれません。
ADRの代表的な方法としては「あっせん・調
停・仲裁」があります。「あっせん」や「調停」は第
三者が間に入って、当事者を話し合いのテーブ
ルに着かせる手続きです。「調停」では第三者は
話し合いを見守るだけでなく、さらに解決案（調
停案）を示す特徴があります。また「仲裁」では、
第三者の解決案（仲裁案）を当事者が受け入れる
必要が生じます。
ADRを行う主体には、裁判所、行政機関、行

政関連機関、民間の団体、弁護士会などがあり
ます。このうち、裁判所が行うADRはこれまで
もよく利用されてきました。家事調停や民事調
停といったものがそれです。裁判上の和解もこ
れに加えていいでしょう。

行政関連機関が行うADRの1つとして、国民

ADRの利用

家事調停 家庭裁判所が行う離婚や相続など夫婦
や親族間の紛争に関する調停のこと

民事調停 簡易裁判所などが行う民事に関する紛
争の調停のこと

生活センター紛争解決委員会の行うADRがあり
ます。ADRを行う民間の団体は、消費者団体、
業界団体などと多いのですが、これまで利用が
広がらないという問題がありました。そこで、
2004年にADR促進法（裁判外紛争解決手続の
利用の促進に関する法律）が制定されました。こ
の法律では、民間の団体が行うADRの業務に関
し認証制度を設けました。これにはADRを行う
各団体への信頼を高めるねらいがあります。ま
た、認証を受けた者が行うADRについては、時
効の完成猶予に関する特例を定めたのも大きな
ポイントです。これで「ADR手続き中に時効が
完成してしまうかも……」などと、心配をしなく
てもすむようになりました。

実は、時間や費用がかかるという裁判の問題
点をクリアーする方法はほかにもあります。「少
額訴訟」を使うという方法です。少額訴訟は、
60万円以下の金銭の支払いを求める場合の特別
な訴訟です。少額訴訟では原則として1回の期
日で審理が終わり、判決が出されます。また、
控訴もできないという特徴があります。さらに、
裁判所に納める手数料の額も抑えられたものと
なっています。「早さ」と「安さ」の面で理想的な
裁判といえるのですが、60万円以下の金銭の支
払いを求める場合にしか使えないのが痛いとこ
ろです。また、被告が望んだ場合には「通常の訴
訟」に移行する可能性があることにも注意しなけ
ればなりません。「被告の通常の訴訟を求める権
利を保護する」という趣旨により設けられたしく
みであることは分かるのですが、「通常の訴訟に
移行するかも……」と思って少額訴訟を起こすこ
とをためらう場合があるかもしれません。

少額訴訟

＊3	 Alternative	Dispute	Resolution	の略称
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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

投資信託を始めるに当たり、知っておきたいの
が「つみたてNISA」など非課税制度の存在です。
今回は現行と今後の制度について解説します。

つみたてNISAは、家計の安定的な資産形成
を支援する観点から、少額からの積み立て・分散
投資を促進するために設けられた非課税制度で
す。そのため対象となる商品は、長期・積み立
て・分散投資に適した公募株式投資信託と上場
株式投資信託（ETF）で、信託報酬が低く、販売手
数料も0円(ノーロード)などの低コスト商品に
限定されています。また、長期運用で複利効果
が期待できるよう分配頻度が毎月ではない商品
であることなどの基準も設けられています。
非課税となるのは、対象の投資信託の運用で

得られた「普通分配金」と売却時の「譲渡益」に対
してです。通常の税率は原則として、現在
20.315％ですから、NISAの非課税の恩恵は大
きいといえます。ただし、こうした恩恵が受け
られるのは普通分配金や譲渡益が出た場合にの
み、ということは肝に銘じておく必要がありま
す。投資ですから、利益が出ず、逆に保有して

つみたてNISAは
分配金・譲渡益が非課税

いる投資信託が値下がることも考えられます。
NISA口座で保有していた投資信託が値下がり
してしまった後に売却し損失が出た場合には、
ほかの一般口座や特定口座での利益と相殺（損
益通算）はできません。また、元本払戻金（特別
分配金）は元本の払い戻しに該当するものです
から、そもそも非課税であり、NISAにメリッ
トがあるわけではありません。

つみたてNISA(表 )には、さまざまな制約
があることも理解しておく必要があります。
まず、①NISA口座は1人1口座に限るため、

つみたてNISAか、株式なども対象になる「一
般NISA」のどちらかを選択する必要がある、
②非課税投資枠は新規投資額で年間40万円ま
でで、非課税枠の未使用分を翌年以降に繰り越

「一般NISA」と両立不可など制約も

「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  つみたてNISAで投資信託に投資した場合、非課税になるため、値下がりの損失を考慮

する必要はない
■  ②  つみたてNISAは、一度口座を開設したら、金融機関の変更はできない
■  ③  つみたてNISAは、課税期間終了後、翌年の非課税枠に移すこと（ロールオーバー）はで

きない

内容が合っているもの（■）は……③

お金理解度チェック

「投資信託」を学ぼう②

8

非課税対象 一定の投資信託で得られた分配金や
譲渡益

非課税投資枠 新規投資額・毎年40万円が上限

非課税期間 最長20年間

投資対象商品 長期の積み立て・分散投資に適した一定
の投資信託

表 つみたてNISAとは

http://www.kids-money.jp/
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すことはできない、といった点です。
加えて、③金融機関の変更は時間も手間もか

かる、ということも利用前に知っておきたいポ
イントです。つみたてNISAを始めるには、証
券会社や銀行で口座を開設する必要があります
が、後で金融機関を変更するとなると、その年
に既に投資信託を購入している場合には、翌年
まで変更できないといった制約があり、金融機
関選びには慎重さが求められます。

また、つみたてNISAの場合、④非課税期間
は最大で20年が上限である、ということも理
解しておきましょう。毎年購入した投資信託の
普通分配金と譲渡益は、購入した年から数えて
20年間は、非課税になります。しかしこの非課
税期間の20年間が終了した時には、NISA口座
以外の課税口座（一般口座や特定口座）に払い出
しになります。つみたてNISAの場合、ロール
オーバー（翌年の非課税投資枠に移す）ができな
いところがポイントです。
ところで、つみたてNISAは2037年までの

制度とされていましたが、税制改正により
2042年まで延長されることになりました。つ
みたてNISAで2042年中に購入した投資信託
は、20年間（2062年まで）非課税で保有するこ

つみたてNISA 2042年まで延長に

とができます。
この改正で、非課税期間5年の一般NISAは

2階建ての「新・NISA(仮称)」に変更になり、
原則として2階の非課税枠を利用するためには、
1階の積立投資を行うことになります（図）。例
外として、NISA口座を開設していた人、または
投資経験者が2階部分で上場株式のみに投資す
る場合は、1階での積立投資が不要になります。
新・NISAの1階部分は、つみたてNISAと

同様に積み立て・分散投資に適した一定の公募
株式投資信託などの商品が対象になります。2
階部分は上場株式・公募株式投資信託などにな
りますが、レバレッジ＊を利かせている投資信
託などは投資対象から除外されます。
1階部分、2階部分ともに非課税期間は5年

間ですが、1階部分は、終了後につみたて
NISAへ移行が可能です。口座開設可能期間も
つみたてNISAが2042年までなのに対し、新・
NISAは一般NISAの2023年終了後、2024年
から2028年までの5年間の措置となります。
また、未成年の子の名義で開設する「ジュニ

アNISA」は、予定どおり2023年で終了になり、
以降は新規に口座を開設することができなくな
ります。既に投資した部分については、対象の
子が20歳になるまでは一定の要件の下、非課
税で保有し続けることができます。

OR

一般NISA
(2023年まで）

つみたてNISA
(2037年まで）

現　行 改正後（2024年以降）

どちらかを
選択

新・NISA（仮称）
(2024年から5年の措置）

つみたてNISA
(2042年まで）

どちらかを
選択

安定的な資産形成

非課税期間20年

・成長資金の供給拡大
　(特に長期保有の株主育成）
・安定的な資産形成

非課税期間5年
(600万円）

OR
安定的な資産形成

非課税期間20年
安定的な資産形成
非課税期間5年
(100万円）

・成長資金の供給拡大
　(特に長期保有の株主育成）
・安定的な資産形成

非課税期間5年
(510万円）

2階

1階

資料：金融庁「令和2年度 税制改正についてー税制改正大綱における主要項目ー」より筆者作成

図 現行のNISAと改正後

＊　預けている資金以上の取引をすること
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環境に配慮したスクラブ剤が主流にドイツ

カモミールに含まれる精油がポイントオーストリア

洗顔だけでは落としきれない古い角質や毛穴の汚
れ。このような悩みを解決するために、さまざまな
ピーリング剤が市販されている。使い方は、洗顔後
の肌にジェルをなじませ、やさしくマッサージして
から洗い流すというもの。週1 〜 2回の利用がお勧
めだという。最近は、男性向け商品も登場している。

そこで、『エコ・テスト』ではピーリングジェル
26 商品（うち男性向け 4 商品）を対象に、問題成分
が含まれていないかテストした。6商品は自然化粧
品だった。その際、同誌が重視したのはスクラブ剤
の材質である。ひと昔前のピーリング剤には、微細
なプラスチック粒子が多用されており、環境汚染の
原因となるマイクロプラスチックを流出させるとし
て批判を集めていたからである。

テストの結果、自然化粧品 6 商品を始めとする

14商品が「非常によい」という最高評価を獲得した。
これらの商品はいずれもスクラブ剤として、ホホバ
オイル、アプリコット核（種子）、竹などの植物素材
やケイ酸、軽石などの鉱物を使っていたことが特徴
である。プラスチック素材も、その他の問題成分も
含まれていなかったという。同誌は、化粧品業界に
よる自主規制の賜

たま

物
もの

であると評価する。その一方で、
残りの商品は、完全なプラスチック不使用品とはい
えないとして減点された。トウモロコシやサトウキ
ビを原料とするポリ乳酸も分解されにくいため、減
点対象だとする。

なお、ボディ用のピーリング剤は粒子が粗いこと
から、顔には使わないほうがよいと助言する。また、
手持ちのクレンジングローションにコーヒーかすを
混ぜると、手作りピーリング剤になると紹介する。

●  エコ・テスト出版『エコ・テスト』2020年9月号  
https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Gesichtspeelings-im-Test-Mikroplastik-ist-noch-immer-ein-Problem_11432_1.html

オーストリアでは、体調が優れないとき、可
か

憐
れん

な
花を咲かせるカモミールが愛用されている。風邪の
引き始めには、乾燥カモミールに熱湯を注ぎ、立ち
上がる蒸気を吸い込んだり、お茶として飲むなど用
途が広い。そこで、VKI（オーストリア消費者情報
協会）は、市販のカモミールティー 16 商品（ティー
バッグ 13、量り売り 3）を対象に、品質および有害
物質のテストを行った。うち、5商品が有機品。

同国で販売されるカモミールティーには、医薬品
に分類されるものと、食品に分類されるものがある。
両者の違いは、植物の有効成分が凝縮された精油の
割合である。医薬品として販売する場合は、さまざ
まな効能が期待されることから、花1kg当たり4ml
以上の精油を含むことが要件となる＊。それに対し、
食品の場合、この半量で足りるとされる。テストの

結果、医薬品の表示がある4商品は基準を満たして
いた一方で、食品として販売される12商品のうち、
5商品は基準に達していなかったという。

ハーブティーを飲む際に気になる天然毒素が、ピ
ロリジジンアルカロイド類である。同物質は、一部
の植物が害虫から身を守るために作り出す物質で、
遺伝毒性、発がん性が指摘されている。カモミール
を機械収穫する際も、同物質を含む植物が紛れ込む
可能性がある。テストの結果、食品として販売され
る 5 商品から検出されたが、BfR（ドイツ連邦リス
ク評価研究所）が推奨する 1 日耐容摂取量を超える
程度ではなかったとのことである。また、全商品か
ら農薬が検出されたが、基準値を超えた商品は見当
たらなかった。ただし、有機品を選んだほうが、農
薬が少ない傾向にあるという。

●  VKI『消費者』2020年11月号  
https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318922312711

文/岸 葉子  Kishi Yoko

＊　欧州薬局方の基準

https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Gesichtspeelings-im-Test-Mikroplastik-ist-noch-immer-ein-Problem_11432_1.html
https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318922312711
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最適なマスクを選ぶイギリス

パンデミックでSNS上の詐欺が激増アメリカ

新型コロナ感染拡大の収束がみえないなか、イギ
リスでも公共交通機関などでのマスク着用が義務化
され、マスクが必需品の1つになった。Which?は、
マスク着用で無症状感染者のせきやくしゃみ、会話
による飛

ひ

沫
まつ

拡散を防げるとして、各種マスクの特徴
を解説。費用や環境負荷の面で繰り返し使える布マ
スクが実用的だが、サージカルマスクのような厳格
な基準がないとして、初の商品テストを実施した。

対象は薬局やスーパー、オンラインで販売されて
いる多種多様な布マスク 15 銘柄で、素材は綿やポ
リエステルなど。3μm の飛沫をマスクの布片に飛
ばして検証するろ過効率テストでは、2層のポリエ
ステル地の間に5枚のフィルターを挟んだ場合のろ
過効率が 99％と最も高く、ポリエステル 1 層では
最低の7％と大きな違いがみられた。着用者の息苦

しさやメガネの曇りなどに影響する通気性のテスト
は、成人の通常吸気量より少し多い8ℓ/分の通気に
要する圧力を計測。また、試験者が 80 回着脱して
耳掛けなどが摩耗しないか確認、さらに5回の温水
洗濯によるろ過効率への影響や縮み、損傷なども検
証した。その結果についてろ過効率や通気性を7割、
使用性や快適性などを3割で勘案し、推奨品2銘柄、
お値打ち品1銘柄、買うべきではない3銘柄を公表
した。選ぶ際は2 〜 3層で、素材は異種混合のほう
がろ過効率と通気性のバランスがよい、耳掛けや鼻
ワイヤーでフィットするものを、など助言している。

またWhich?は今回、通常は有料会員向けの商品
テストのレポートを無料公開し、諸外国の消費者団
体とも協働することで多くの人がマスクを着用しグ
ローバルなコロナ対策に寄与したいとしている。

●  Which?ホームページ  
https://www.which.co.uk/reviews/face-masks/article/how-to-buy-the-best-face-mask-or-covering-axi5Y1g35Cat  
https://www.which.co.uk/reviews/face-masks/article/best-reusable-face-masks-awLeA3A6XoZD

FTC（連邦取引委員会）は、消費者被害監視ネット
ワークに寄せられたデータの集計を公表し、2020
年6月までの1年間に、前年比3倍ものSNS上での
詐欺被害が報告されたと明らかにした。特に 2020
年の初めから半年間の被害額だけで 1 億 1700 万ド
ル（約121億円）と、前年1年分の被害額に迫る勢い
だ。最も多かったのはオンラインショッピング詐欺、
ほかにはロマンス詐欺、助成金詐欺など。

SNS 上の投稿や広告を見て注文したが品物が届
かないというものがオンラインショッピング詐欺
で、特に 2020 年の第 2 四半期に激増し全体の 4 分
の1近くを占めた。被害者が目にした偽の投稿や広
告は注文があるとすぐに削除され詐欺だと気づきに
くいという。ロマンス詐欺でも新型コロナのパンデ
ミック以降は金銭の被害が増加している。また、経

済的困窮者に対し、親族や役所の担当者などになり
すまして支援金や寄付金を受け取れるとだます詐欺
では、金銭とともに個人情報も盗まれるケースが多
いという。ビジネスチャンスを持ちかける詐欺では、
マルチ商法やねずみ講に関する被害が 2020 年第 2
四半期だけで前期比5倍の増加であったという。

詐欺の犯人は低コストな SNS を利用し知人にな
りすましたり、アカウントを乗っ取るなどして信頼
させるように振る舞う。FTC ではこれらのトラブ
ルを避けるために、●商品を注文する前に販売業者
を検索するなどして確認 ●友人や役所を名乗る相
手には直接電話をして確認 ●会ったこともない人
に送金すべきではないなどの助言を行い、万一詐欺
を見つけた場合は SNS の運営会社および FTC の苦
情受付センターに通報するよう呼び掛けている。

●  FTCホームページ  
https://www.ftc.gov/news-events/blogs/data-spotlight/2020/10/scams-starting-social-media-proliferate-early-2020  
https://reportfraud.ftc.gov/#/

文/安藤 佳子  Ando Yoshiko

https://www.which.co.uk/reviews/face-masks/article/how-to-buy-the-best-face-mask-or-covering-axi5Y1g35Cat
https://www.which.co.uk/reviews/face-masks/article/best-reusable-face-masks-awLeA3A6XoZD
https://www.ftc.gov/news-events/blogs/data-spotlight/2020/10/scams-starting-social-media-proliferate-early-2020
https://reportfraud.ftc.gov/#/
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消費者被害の未然防止を図り、県内の消費生
活相談窓口を周知するため、2009 年 10 月に、
愛媛県の鳥「こまどり」をモチーフに誕生し、現
在は、消費者庁から委嘱された消費者教育推進
大使としても活躍しています。

愛媛県消費生活センター（以下、センター）の
広報や啓発において登場し、啓発用のパネルや
リーフレットのほか、消費生活かるた、カレン
ダーなどのグッズを通じて、トラブルの手口や
消費生活相談窓口、消費者ホットライン188（い
やや）の周知に貢献しています。

リーフレット等では、当県で抜群の知名度と
人気を誇る、愛媛県イメージアップキャラクター

「みきゃん」と一緒に登場し、県民の皆さんに手
に取ってもらいやす
くしています。

PiPi「みきゃんと
一緒に覚えてもらお
う作戦。私のほうが
2年先輩だけど……」

センターでは、消費生活啓発展示室「PiPi の
なるほどルーム」において、日用品等の安全性
をテーマに、実物の見本を手に取って確認して
もらえるほか、ビジュアルで分かりやすい展示

誕生の経緯

「こまどりのPiPi」の活用例

PiPiのなるほどルーム

を行っています。

2019年には、ショッピングセンターで実施し
た、センター主催の「おもいやり消費（エシカル
消費）普及啓発イベント」に参加し、ミニミュー
ジカル（センターのYoutubeチャンネルで公開
中！）に出演したり、お客さんと写真撮影会を
しました。

PiPi「 み き ゃ
ん（写真右）と共
演できて、楽し
かったです」

2020 年は、おもいやり消費普及啓発のテレ
ビ番組に出演し、環境や人、地域に配慮した消
費行動について案内役を務めました。

これまでに制作した消費者
トラブルの啓発番組と併せ
て、センターのYoutubeチャ
ンネルでご覧いただけます。

おもいやり消費の
普及啓発イベント

啓発番組「おもいやり消費 de! 
愛顔（えがお）のえひめ」

第 回10

発見!
消費者トラブル

啓発
キャラクター

こまどりのPiPi

愛媛県消費生活センター

県民のみなさんの不安や困（こま）ったことを取り
（とり）除き、消費者トラブルを「ピピっと解決」す
る、愛媛県消費生活相談窓口イメージキャラクター
「こまどりのPiPi」です♪

啓発イベントに出演

センター作成の啓発リーフレット類

消費生活啓発展示室「PiPiのなるほどルーム」

啓発番組にも出演

愛媛県消費生活センターホームページ　https://www.pref.ehime.jp/ecc/index.html
愛媛県消費生活センター YouTube チャンネル　https://www.youtube.com/user/seikatucenter/

https://www.pref.ehime.jp/ecc/index.html
https://www.youtube.com/user/seikatucenter/
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第 回

宮城県司法書士会（以下、当会）では、法教育
推進委員会（以下、当委員会）を設置し、2000
年度から、宮城県内の主に社会に出る直前の高
校生を対象として、出張講座形式の法律講座を
行ってきました。数年前から専門学校生もその
対象に加え、また、宮城県障害者福祉センター
や宮城県聴覚障害者情報センター（みみサポみ
やぎ）など、契約等に関する身近な法的知識を
必要とする人々に情報を伝える活動を行ってい
ます。宮城県および仙台市の教育委員会にも、
積極的に当委員会の広報活動の支援をしても
らっているおかげで、開催実績も毎年増加して
います。
2019年度からは新たに中学生も対象に加え

ました。本稿では、当委員会による中学生を対
象とした法律講座について紹介します。

■2017年度
専門学校での開催で233名、高等学校（2校）

での開催で191名、宮城県障害者福祉センター
での開催で34名、合計458名が受講しました。
■2018年度
専門学校での開催で250名、高等学校（3校）

での開催で332名、合計582名が受講しました。
そのほか、宮城県障害者福祉センター、宮城県
聴覚障害者情報センター主催でも実施しました。
■2019年度
専門学校での開催で375名、高等学校（7校）

での開催で532名、中学校（3校）での開催で
645名、合計1,552名が受講しました。また、
中学生のための仕事博覧会（ワークショップセ

過去3年の法律講座等開催実績

ミナー）に参加、地域の人がどのような仕事を
しているか、中学生が事務所を訪問し聞き取り
を行う、中学校の地域調査に協力しました。

さて、ご存じのとおり、2018年6月に、民
法の定める成年年齢を18歳に引き下げること
等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が
成立し、2022年4月1日から施行されること
となりました。
偶然にも、当委員会委員長のお子さんが18

歳で成年となる最初の学年の中学生であったた
め、中学校の先生と委員長の間で中学生にも法
教育を行う必要があるのではないかと話が出た
そうです。そこで、早速、当委員会においても
その提案を受け、2019年度より「中学生のた
めの身近な法律講座」を行うことを決定しまし
た。仙台市内の中学校に教育委員会を通して広
報を行ったところ、早速3校から応募がありま
した。

当委員会が行う法律講座の内容は次の三部構
成になっています。学校からの要望に応じて、
1時間コースは①および③、2時間コースは①②
③を行います。
①契約クイズ
択一のクイズに答えてもらいながら、契約に

ついての解説をします。生徒たち自身も常日頃
行っている、お菓子をコンビニで買うことや漫
画の貸し借りが法律上の契約に当たると気づい
てもらうことをねらいとしています。

中学校で法律講座を行うきっかけ

三部構成で楽しく学ぶ

第 回

2014年司法書士登録。2015年宮城県司法書士会法教育推進委員会委員。
2017年同会企画広報部副部長、現在に至る

嵐田 志保  Arashida Shiho  司法書士（宮城県司法書士会）

中学生のための身近な法律講座
－18歳で大人になるときのために－

80
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消費者教育実践事例集

契約に当たるということはどういうことなの
か、口頭でも契約になるのか、契約で決めた事
項を守らなかった場合にはどうなるのかなど、
普段何げなく行っている行為が契約に該当する
ことを知ってもらい、また、契約には責任が発
生することを学んでもらいます。
②悪質商法等に関する寸劇
若者に多い消費者トラブルとして、昔ながら

の手口であるデート商法や、多重債務について
15分ほどの寸劇を鑑賞し、どのようにトラブ
ルに巻き込まれていくのか、実感してもらいま
す。その後、10分程度の解説をします。
講師である当会所属の司法書士には演技派の

役者陣がそろっており、毎年これを楽しみに依
頼してくれる高等学校や専門学校もあります。
2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から、多人数での訪問を避けるため、
寸劇の動画を作成して対応することとしまし
た。動画には字幕や音楽もつけて作成しており、
分かりやすく、よく理解ができると、生徒たち
にも好評です。
③パワーポイントを使っての消費者教育
社会に出る前に知っておきたい、クレジット

カードやキャッシングのしくみ、連帯保証人に
ついて、また、インターネットトラブル、ネッ
トワークビジネス、キャッチセールス等の悪質
商法の事例をパワーポイントの漫画を使いなが
ら説明し、それらの知識を分かりやすく学んで
もらえるようにしています。

当会で派遣している講師陣は、講義が分かり
やすいと評判です。特に中学校の講座では、司
法書士という職業を知ってもらったうえで、自
分の身のまわりにある契約の重要性や、悪質商
法にだまされないようにすることを非常に丁寧
に講義しており、受講した生徒からのアンケー
トの結果をみても、分かりやすい、面白かった、
興味を持ったなどの回答を得られています。

開催した中学校での感想

中学生を法律講座の対象とする場合、契約の
話、悪質商法やクレジットカードについてなど、
まだ早いのではないか、という思いもありまし
た。一度講座を受講しても、ほとんどの生徒が
大人になるまでに忘れてしまうと思いますの
で、機会があれば中学校で、高等学校で、また、
専門学校で講座を繰り返し受講してもらうこと
ができれば、生徒たちの心に残るのではないだ
ろうか、という結論に至りました。
生徒たちが大人になったとき、それが18歳と

いう早い年齢だとしても、自分の身のまわりに
は法律というルールがあること、消費者トラブ
ルに巻き込まれないようにすること、万が一
困ったときは司法書士等に相談することができ
ることを知ってもらうために、これからも印象
に残る講座を開催していきたいと思っています。
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、法律講座の開催を見合わせていまし
たが、9月に再開しました。感染防止に努めつ
つ要望があれば、講座を開催していく予定です。

今後の課題

図 中学生や先生方の興味を引く法律講座の案内
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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。

人工知能とは Artificial Intelligence の訳で
す。最近は人工知能ではなく AI といわれるこ
とが多くなってきました。

最初にお断りしておかなければいけないの
は、「人工知能とは何か」に対する決まった答え
は、専門家の間にも存在しないということです。
人工知能は、コンピュータないしはロボットに、
人工的な知能を持たせることをめざした研究分
野のことをそう呼んでいます。我々が知ってい
る中で、最も高度な知能を持っているのは我々
人間であり、コンピュータに人間のような知能
を持たせることが、研究の目標になっています。

「知能」という言葉を普通に使いますが、これを
定義するのはとても難しいことです。言葉を話
すことも、目で見たものを理解することも、耳
で聞いたことを理解するのも、もちろん知能に
含まれますが、ほかにもたくさんあって、全部
を数え上げるのは事実上、不可能といえます。
人間の知能がちゃんと定義できないのですか
ら、その人工的な実現をめざす人工知能も、何
ができたら目標が達成できたことになるのか分
からない、というわけです。

そうはいっても一応の説明をすると、コン
ピュータに何らかの意味で「知的なこと」をさせ
るのが、人工知能といえます。「何らかの意味
で知的なこと」は時代によって変化してきまし
た。例えば、仮名漢字変換という技術がありま
す。ワープロソフトなどで日本語を入力すると
きに、ローマ字を仮名漢字交じりに変換するこ

とですね。日本語には同音異義語がたくさんあ
りますが、ずっと使っていると、こちらの使う
言葉を学習して優先候補にしてくれます。例え
ば、筆者が「じんこう」と書くと（人口ではなく）

「人工」と変換してくれるようになります（いわ
ゆる機械学習のはしりです）。この技術は、数
十年前に出始めた当時は最先端の人工知能、と
いわれていましたが、今では当たり前になって
しまって、知的だとはいってもらえません。知
能といわれることの多くは、人間が苦労せずに
できる（例えば日本語が母国語の人間は、日本
語を簡単に話せる）ので、コンピュータが同じ
ことができるようになっても当然という感じに
なってしまいます。今は、次月以降で説明する
ディープラーニング（深層学習）という機械学習
の技術がもてはやされているので、ディープ
ラーニングを使っていないと人工知能ではない
かのような風潮がありますが、決してそのよう
なことはありません。どのような技術を使って
いようと、「何らかの意味で知的なこと」ができ
れば、立派に人工知能なのです。

人工知能はコンピュータを使う研究分野です
ので、始まったのは当然ながら、コンピュータ
の発明以降です。世界最初のコンピュータが何
か は（ 裁 判 で も ）特 定 さ れ て い な い も の の、
1940 年代の前半に、原型がイギリスやアメリ

人工知能研究の黎明期

人工知能（AI）

第 回27
東京大学大学院情報理工学系研究科AIセンター教授。公立はこだて
未来大学特任教授。元人工知能学会会長。著書に『AIに心は宿るのか』
（集英社インターナショナル、2018年）など

松原 仁  Matsubara Hitoshi  人工知能研究者

「AI」によってどのような技術革新がもたら
され私たちの日常生活が変化していくのか、
AIにかかわる用語を取り上げ、考えてみたい
と思います。
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カで作られました。当時は第二次世界大戦中で、
数を速く正確に計算する目的でコンピュータが
開発されました。「コンピュータ」は「計算する」
という意味の動詞「コンピュート」の名詞形で、

「計算するもの（人）」というところから、この名
称になりました。第二次世界大戦が終わり、せっ
かく開発したコンピュータを数値計算だけに使
うのではもったいないということで、ほかの使
い方の模索が始まりました。

コンピュータは数値だけでなく、記号（例え
ば文字）も扱えることに気づいた人たちがいま
した。人間は、頭の中で記号を操作することよっ
て知的なことを考えている、コンピュータも記
号を操作できるのであれば、人間のように知的
なことが考えられるのではないか、というのが
人工知能の研究が始まったきっかけです。

1956 年にアメリカのダートマス大学に研究
者が集まって、コンピュータに知的なことをさ
せる研究について議論を行いました。この会議
で自分たちが進めている研究分野をどう呼ぶか
についても話し合い、その結果、人工知能（Ar-
tificial Intelligence）という名称になりまし
た。この頃の人工知能の研究は、もっぱら欧米
が中心で、日本はまだ戦後の復興期に当たり、
こういう研究を手掛けられるような状況にはあ
りませんでした。

1950 年代から 1960 年代にかけて、人工知
能は1回目のブームを迎えます。コンピュータ
という汎

はん

用
よう

の機械であれば、間違える、疲れる、
飽きる、といったマイナス要因をたくさん抱え
る人間よりも、すぐに知的なことができるよう
になると期待したのです。膨大な人員とお金が
人工知能の研究に投入されました。

しかし、コンピュータは期待したような知的
なことができませんでした。今から思えば、当

人工知能研究、最初のブーム到来

時のコンピュータの能力はとても貧弱で、部屋
を占有するような大きさのコンピュータでも、
現在のスマートフォンより、はるかに低い能力
しか持っていなかったのです。そんなコン
ピュータに、人間のような知性が発揮できるは
ずはありませんでした。期待外れということで、
1960 年代の半ばから、人工知能は 1 回目の冬
の時代を迎えたのです。

その当時、アメリカとソ連は冷戦状態でした
ので、ロシア語で書かれた書類の分析が、アメ
リカにとって重要でした。ロシア語が分かるア
メリカ人は限られていたので、人工知能に英語
とロシア語の翻訳をさせるための研究開発が精
力的に進められました（機械翻訳と呼ばれてい
ます）。機械翻訳は今でも難しい技術です（最近
はある程度性能が上がってきましたが、まだ人
間よりも劣っています）ので、当時のコンピュー
タにうまくできるはずもありませんでした。テ
ストとして“The spirit is willing”(新約聖書の
一部で、「精神は尊い」といった意味)の英語を、
英語−ロシア語翻訳システムでロシア語に変換
したロシア語の文を、ロシア語−英語翻訳シス
テムで英語に戻すということを行いました。機
械翻訳がうまくいっていれば、原文の “The 
spirit is willing”と一致していなくとも、同じ
意味の英文になってくれるはずです。しかし出
てきたのは「ウォッカはおいしい」という意味の
英文だったのです。「spirit」という単語は、「精
神」という意味のほかに「強い酒」という意味も
あり、ソ連で強い酒といえば「ウォッカ」になり、
酒をたたえる表現として、「おいしい」が選ばれ
てしまいました。聖書のありがたい教えが、お
酒をたたえるように誤訳されてしまったわけ
で、当時の人工知能が役に立たないことを示す
例となってしまいました。2 回目のブームは
1980年代に入ってからになります。

次回も引き続き、AI 研究の進展を概観しま
す。
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「新しい“消費”生活様式」に伴う
インターネット通販のトラブルに注意！
18

ピックアップ相談情報

相談事例

執筆者：国民生活センター相談情報部

2021.1
国民生活

31

問題点とアドバイス
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、イ

ンターネット通販を含む通信販売の利用が推奨
されています。一方で、インターネット通販を
利用したところ、「注文した商品が届かない」「粗
悪品・模倣品が届いた」といった詐欺的な通販
サイトに関する相談が寄せられています。
また、「お試し○円」「初回無料」などという広

告を見て健康食品等を申し込んだところ、2回
目以降が高額な定期購入だったというトラブル
や、子どものオンラインゲームの課金トラブル、
映画配信サービスの解約に関するトラブル等が
目立っています。
インターネット通販を利用するときは、次の

点に注意しましょう。
（1）		通信販売にはクーリング・オフ制度はあり

ません
インターネット通販を含む通信販売にはクー

リング・オフ制度はなく、販売事業者が定める
返品に関する特約に従うことになります。返品
することができるかどうか、返品できる場合は、
返品可能な期間、送料はどちらが負担するのか
などを、注文前に確認しましょう。

（2）		お金や個人情報の詐取を目的とした詐欺的
なサイトに注意しましょう

「サイトに運営者情報（運営者氏名、住所、電
話番号）が記載されていない」「日本語の表現が
不自然である」「支払い方法が銀行振込のみ」と
いった場合は、詐欺的な通販サイトの可能性が
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）		定期購入の契約になっていないか、注文の

前に確認しましょう
「初回無料」等と広告する一方で、複数回の購
入が条件になっている「お試し」定期購入に関す
る相談が多数寄せられています。注文する前に、
定期購入が条件となっていないか、支払うこと
になる総額はいくらかなど、契約条件をしっか
り確認しましょう。
（4）		子どものインターネットトラブルは、まわ

りの保護者が目を配って防ぎましょう
小学生・中学生を中心に、オンラインゲーム

の課金トラブルがみられます。保護者が意図し
ない子どものインターネット利用を防ぐために、
家族でルールを話し合いましょう。また、子ど
もが無断でクレジットカード等を持ち出すこと
がないよう、保護者は適切に管理しましょう。

参考：�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

　インターネットでブランド名を検索し、そのブランド品が格安で販売されているサイトを見つけ、
約17,000円の婦人用ズボンを購入した。後日、ショップから届いたメールに記載されていた個人名
義の銀行口座に代金を振り込んだ。しかしその後、商品は届かず、事業者宛てにメールで催促して
も返信が来ない。不審に思い、調べてみると、サイトに記載された住所はでたらめで、電話番号も
一桁足りなかった。キャンセルしたいが、どうしたらよいか。� （40歳代、女性）　　

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200917_2.html
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相談者の気持ち

　暮らしの
 法律
Q&A

第 回

ずっと使っていなかった父親の古道具を、フリマアプリを使い無断で売っ
てしまいました。後日、すごく怒られ返してほしいと言われたのですが、
もう売れてしまっています。取り返すことはできるでしょうか？

父の古道具を無断で売却
取り返すことはできる？

103

結論からいえば、取り返すこと
はできないでしょう。
民法192条に「即時取得」という

定めがあります。これは「取引行
為によって、平穏に、かつ、公然

と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、
過失がないときは、即時にその動産について行
使する権利を取得する」というものです。
難しい言い回しですが、要は、世間一般の通

常の取引方法で動産を取得（購入）した人は、売
り主が実際の所有者でなかったとしても、その
事情を知らなかった（＝善意）のであれば所有権
を取得する、という規定です。念のため書いて
おきますが、これは「動産」に関する規定であり、
不動産（土地・建物など）はこれとは異なります。
原則から考えると、人（売り主）は自分の持って

いる以上の権利を他人（買い主）に売ることはで
きません。それをすると窃盗などの罪に問われ
るかもしれないというような意味ではなく、そも
そも持っていない権利を他人に与えることは
（論理的に）できないということで、自然な考え
方です。ただ、この原則を一貫させると、いっ
たん買ったつもりでいた物なのに、ほかの「真
の所有者と称する人」が現れて返還を請求され
るとなると、取引に混乱が生じかねません。
そこで定められているのが、前記の「即時取

得」の規定です。誰が正しい権利者であるかを
問わず、一応それらしい外観があれば、それを
信じて取引した人を保護しようとする制度です。
本件でいうと、この古道具は父親の所有物で

あり、子の所有物ではありません。ですから、
子がこれを売った場合、買い主は無権利者から
買い受けたことになりますが、前記の条文によ
り、善意であればその動産の所有権を取得する
ことになります。半面、子はこの古道具を取り
返せません。
なお、「フリマアプリで売ってしまった」との

ことですが、これは、メルカリやヤフオク！と
いったインターネットを通じたフリー・マー
ケットの手続きに沿って売却したということで
しょう。こういう手続きによって購入した場合、
前記条文の「取引行為によって、平穏に、かつ、
公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、
かつ、過失がないとき」に該当することはほぼ
明らかです。
もっとも、これが「盗品」の場合、元の持ち主は

2年間であれば返還請求ができます。ただし、買
い主が通常の買い物ルートで入手したときは、
元の持ち主はその代金を弁償しなければなりま
せん（民法193条、194条）。しかし、本件におい
ては、子が「盗んだ」とまではいえないでしょう
から、この条文の適用は難しいと思われます。

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　当事者の関係
Y1は、2007年4月頃から、Aにおいて「ファ

ンドP」という名称で消費者から資金を集める事
業を始めた。そのしくみは、年10%以上の配当
を謳

うた

って電話勧誘を行い、社債を販売するとい
うものである。その際、金融商品取引法（以下、
金商法）の規制を免れようとした。金商法は、社
債の発行・募集について、勧誘対象者が 49 人
以下であれば、少人数私募として金商法上の届
出義務や目論見書の交付などの開示義務を負わ
ないこととしている。そこでY1は、1回の社債
の発行について、募集人数を 49 人以下で募集
金額を 4 億 9000 万円以下として、これを超え
る場合は、別の社債を発行する形式にして少人
数私募ということにして、実際には不特定多数
の消費者に対して電話による勧誘を行った。

しかし、監督官庁から、名称に「ファンド」を

事案の概要 用いることが問題視され、行政指導があり、こ
の方法での資金集めは困難になった（社債と
ファンドへの出資は別のものであり、ファンド
への出資であれば金商法上の集団投資スキーム
に該当するので、第2種金融商品取引業の登録
が必要となる）。

そこでY1は、今度は同年12月にBを設立し、
同様の手法で社債を勧誘し資金を集めた。しか
し、その後、Y1 に詐欺疑惑の風評が流れたこ
とから、Y1はさらに2009年11月にCを設立し、
同種の営業を行った。

この事案は、被告らや関係者が多いので、ま
とめておく。

まず、Y1 が中心人物である。Y2 は、Y1 の
妻であり、飲食店の運営等の事業をするY3（株
式会社）の代表取締役である。このY3は実質的
にはY1の支配下にあり、Y1の支配する会社の
資金移動等に使われた。

Y4 は B と C の代表取締役、Y5 は B の取締役

　本件は、会社の発行した社債の販売が組織的詐欺の一環として行われたとして、多数
の被害者が、社債の勧誘や資金の移転等に関与した幅広い関係者に対して損害賠償請求
をした事案である。本判決は、会社の取締役、実質的代表者、関連会社に対しては共同
不法行為責任（民法719条）を認め、名目的代表取締役、関連会社の代表取締役らに対し
ては任

に ん

務
む

懈
け

怠
た い

による損害賠償責任（会社法429条1項）を認め、勧誘担当者に対しては勧
誘した顧客に対して共同不法行為責任（民法719条）を認め、各原告について、社債購入
費に弁護士費用を加えた額の損害賠償請求を認容した。

（名古屋地方裁判所平成29年12月27
日判決、『金融・商事判例』1539号
16ページ）

原告：X（消費者）82名
被告：Y1〜Y11
関係者A：Y1が買収し社債での資金集めを始めた会社
　　　 B：Y1が設立しAの営業を引き継いだ会社
　　　 C：Y1が設立しBの営業を引き継いだ会社

社債を発行して勧誘・販売した会社の取締役らの
損害賠償責任を認めた事例
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で C の営業部長、Y6 は C の総務部長、Y7 は C
の名目的代表取締役、Y8〜Y11 は社債の勧誘
担当者である。

Xらは、いずれもBまたはCの担当者から勧
誘されて社債を購入した者（購入した者の相続
人を含む）であり、2013年から2014年にかけ
て順次 Y らに損害賠償請求を提起した。合計 5
件の事件が併合されて原告数が82名に及んだ。

2　事案の概要
B や C は、営業員が電話等によって、「毎月

分配型社債で、元本確保型です。元本割れをす
ることはありません」「会社が潰れた場合には、
会社が持っているクレジット債権等を現金化し
て元本を返還できます」等の勧誘をして、自社
の社債を販売していた。

B、Cの営業に対し、金商法違反（無届けの私
募債募集）の疑いにより、2011年11月に監督官
庁の調査が入った。そして、2012年7月、出資
法違反で警察により強制捜査となった。これら
により本件社債の解約の申し出が加速し、2012
年 4 月末の社債償還等の支払いが困難となり、
2013年6月にはCが、同年8月にはBが、それ
ぞれ破産手続き開始決定を受けた。そして、刑
事事件の関係では、Y1、Y4、Y5、Y6 が出資
法違反で有罪判決を受けている。Y1 らによる
社債の販売名目で集めた資金は、延べ約1,000
人から総額約100億円程度とされている。

以上のような事実関係の事案であり、本件裁
判の争点は多岐にわたる。本判決では合計 22
の争点に整理されている。ここでは、そのうち
主な争点について判決理由を紹介する。

1　本件社債の勧誘販売の違法性
B、C は社債の元本の償還や高利配当を見込

むことができるような事業を当初から営んでお
らず、Y1 は早晩社債権者への配当や償還がで

理　由

きなくなるであろうことを知りながら社債を販
売し続けたもので、本件社債の販売は詐欺行為
である。勧誘も、社債の元本欠損のリスクを殊
更に過小視し安全確実な金融商品であるとの説
明を行っており、詐欺的要素をはらむ違法な勧
誘であった。

2　Y1の責任
Y1 は、本件詐欺行為を中心的に行っていた

ものであり、Xらに対し、他の不法行為者との
共同不法行為責任を負う。

3　Y2、Y3の責任
Y3 は、C が社債の出資金として集めた金銭

を Y1 や第三者に移転させるための目的で利用
されていたほか、Y3 の投資先や経営が社債の
安全性や収益性を誤信させるための手段ともさ
れていたのであるから、違法な営業活動に積極
的に加担していたと見なすことができる。した
がって、共同不法行為責任（民法719条1項）を
負い、少なくとも幇

ほう

助
じょ

責任（同条2項）を負う。
Y2は、Y3の代表取締役として何らの職務を

行わず漫然と Y1 に経営を一任しており、注意
義務違反の度合いは著しく、取締役としての任
務懈怠に関して少なくとも重大な過失があるの
で、会社法429条1項の責任を負う。

4　Y4、Y5、Y6の責任
Y4はY1に次ぐ地位にあり営業活動全体を統

括していた者、Y5 は B においては取締役兼部
長職にあり、またCにおいては営業統括部長と
して社債の営業部門を統括する立場にあった
者、Y6 は C の事業資金名目で集めた資金を移
転させるという詐欺行為に不可欠の行為を行っ
ていた者であり、いずれも Y1 らと共同して故
意または過失によって違法な販売をしたもの
で、共同不法行為責任を負う。
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明義務違反であるとして集団的な裁判となった
ものとして、マイカル債の勧誘販売についての
裁判例がある。3つの高裁判決で、いずれも顧
客の請求を棄却した一審判決を変更し、損害賠
償請求を一部認容している（参考判例①〜③）。
金販法によって、信用リスクの説明義務がいっ
そう明確にされたといえる。

2　詐欺的商法による事案の場合
本件は、社債の勧誘・販売が組織的詐欺行為

であるとして、関与した者の損害賠償責任を認
めた事案なので、違法性は単なる信用リスクの
説明義務違反の問題ではなく、それ以上に強い
違法性がある。しかし、本判決も、詐欺的要素
をはらむ違法な勧誘であったことの根拠とし
て、社債の元本欠損のリスクを殊更に過小評価
し安全確実な金融商品であるとの説明を行って
いることを認定しており、説明義務違反も違法
の根拠に挙げている。

他方、被害者側からすると、本件のような詐
欺的商法の場合であっても、社債の金利の支払
いがなされているうちは、被害にあっていると
いう認識を持ちにくい。さらに、金利の支払い
が遅れた場合でも、被害者側には社債の発行企
業の財務状況等の情報が乏しいため、会社側の
弁解を信用しがちであるし、そもそも社債の償
還時期以前に投資金の損害賠償請求ができるの
かという点についても分かりにくい。これに対
して、例えば未公開株商法の場合には、上場さ
れるとか値上がりするなどの勧誘であったがそ
の事実はない等、だまされたという認識を持ち
やすいという違いがある。

本件事案の場合は、財務局の調査や出資法違
反の強制捜査が先行し、破産手続き開始決定が
なされるなど、一連の手続きが行われたという
特徴がある。そのため、損害賠償請求訴訟の段
階で、事業の実態がそもそもなかった等の詐欺
的商法の具体的手口が解明されていたため、そ
れらを活用して主張・立証することができた。

5　Y7の責任
Y7 は C の名目的な代表取締役であり、代表

取締役として何らの職務も行わず漫然として経
営を一任しており注意義務違反の程度は著し
く、任務懈怠につき少なくとも重大な過失があ
る。よって会社法429条1項により在任中の損
害につき責任を負う（その余りの期間の損害に
ついては責任を負わない）。

6　Y8〜Y11の責任
Y8〜Y11 は、本件社債の勧誘者として、勧

誘した顧客の損害につき賠償責任を負う。

1　社債の勧誘販売と説明義務
社債は、投資金額が償還され、支払われる利

息も確定しているという金融商品である。しか
し、その支払いが約定どおり実行されるかどう
かは発行企業の信用に依存している。このリス
クが、信用リスクである。信用リスクは、株価
や為替の変動のような市場リスクと違って、消
費者には認識しにくい。そのため、発行企業の
破たん等のリスクが高い場合にも、「投資元本
が償還され、金利も確定している商品」という
安全性の高い商品というイメージがあるため、
安全性について誤解しやすい。

信用リスクについては、金融商品販売法（以
下、金販法。なお、2020 年改正で名称が「金
融サービスの提供に関する法律」に改正されて
いる）3条1項3号が説明義務を定めており、説
明すべき重要事項として、次の3点を挙げてい
る。①元本欠損が生ずるおそれがあること  
②その原因となる信用リスクの対象となる者

（社債の場合には社債を発行する会社） ③金融
商品の取引のしくみの重要な部分。

社債の信用リスクについての説明義務の有無
については、金販法施行前から争点となってい
た。同法施行前の事案で、民法の信義則上の説

解　説
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3　社債と出資法
本判決では出資の受け入れ、預り金及

およ

び金利
等の取締りに関する法律（以下、出資法）違反に
は言及していない。しかし、後述のとおり、刑
事事件の判決では出資法違反が認定されてい
る。これは、社債名目の勧誘・販売事案につい
て、出資法2条1項の「預り金」に該当するとし
たもので、社債事案の被害救済を検討するうえ
で参考になる重要な裁判例である。

出資法2条1項は「預り金」を禁止していると
ころ、同条 2 項の「預り金」の定義では「社債、
借入金その他いかなる名義をもつてするかを問
わず、預金、貯金又

また

は定期積金の受入れと同様
の経済的性質を有するもの」と規定されている。
したがって、むろん、社債名目でも預り金に該
当することはあり得る。しかし、他の法律で認
められている場合は適法であり、現在では会社
法により社債を発行することは広く認められて
いる。そこで、適法な社債と出資法で罰則によ
り禁止している「社債名目の預り金」との区別が
重要な問題になる。出資法は、1954 年に制定
された。その後、消費者保護の法整備が行われ
てきたが、元本保証の勧誘事案について重要な
役割を担っていることに変わりはない。最近で
も、ケフィアやジャパンライフの事案で関係者
が出資法違反で起訴されているように、実務上
活用されている。

本件事案の刑事判決をみると、参考判例④は
本件事案の Y1 と Y4 に対する、参考判例⑤は
Y5とY6に対する出資法違反の刑事事件判決で
ある。いずれも簡潔なもので、預り金と認定し
た理由について具体的な言及はされていない。

そこで検討すると、本判決では、事業の実態
がなく破たん必至の構造であったこと、勧誘に
際しては「元本保証」という言葉は使用していな
いが「元本確保」という言葉を使い、会社が倒産
した場合には会社が保有しているクレジット債
権等を現金化して元本を返還できると説明して
いたことなどの事実を認定している。参考判例

①および②は、こうした事実関係の下では社債
名目であっても出資法の「預り金」に該当すると
判断したと考えられる。

4　名目的取締役の責任
本件は詐欺的商法の手口が解明された事案な

ので、関与した会社やその役員、勧誘した関係
者らの損害賠償責任が幅広く認められている。

Yらの責任については、共同不法行為責任を
認めたものと、会社法429条1項の責任を認め
たものの2つの類型がある。

後者は、会社の役員の任務懈怠による第三者
への損害賠償責任である。役員の責任を追及す
る場合には、共同不法行為と並んで活用されて
いる。その場合、名前を貸しただけで実際には
経営に関与していないという、いわゆる名目的
取締役の責任が争点となる場合がある。実際、
名目的な取締役であって経営にまったく関与し
ていないなどと弁解される事案も多く、本件で
もそうである。最近の裁判例の傾向としては、
名目的取締役であっても、責任を免れないとす
る裁判例が多くなっているといえる。しかし、
他方、名目的取締役について、重過失があると
はいえないとか損害との因果関係が認められな
いなどとして責任を否定する裁判例もあるの
で、名目的取締役であっても責任があると一概
には言い切れないので留意する必要がある。

参考判例

①  大阪高裁平成 20 年 11 月 20 日判決（『判例時
報』2041号50ページ）

②  東京高裁平成21年4月16日判決（『判例時報』
2078号25ページ）

③  名古屋高裁平成21年5月28日判決（『判例時
報』2073号42ページ）

④  名古屋地裁平成26年6月3日判決（LEX/DB）
⑤  名古屋地裁平成26年12月12日判決（未登載）
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突然ですが、「アイスクリーム」には定義があ
ることをご存じでしょうか？
まず、「乳及

およ

び乳製品の成分規格等に関する省
令」では、「アイスクリーム」は、「アイスクリーム
類」のうち「アイスクリーム」として販売される
もの、とされています（2条二十二号）。また、「ア
イスクリーム類」につき、乳（生乳、牛乳、特別
牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水
牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳
および加工乳）またはこれらを原料として製造
した食品を加工し、または主要原料としたもの
を凍結させ、乳固形分3.0％以上を含むもの（発
酵乳除く）と定義されています（同条二十一号）。
これだけでは「アイスクリーム類」のうちどの

ようなものが「アイスクリーム」か明らかでない
ところ、「アイスクリーム類及び氷菓の表示に
関する公正競争規約」では、「アイスクリーム類」
のうち、乳固形分15.0％以上、うち乳脂肪分
8.0％以上のものと定義されています（2条2
項）。乳固形分や乳脂肪分の割合に応じ、「アイ
スミルク」や「ラクトアイス」に分類されます。
公正競争規約とは、事業者や事業者団体が定

める自主ルールのうち、消費者庁＊1および公

第１  公正競争規約とは 正取引委員会から認定を受けた表示や景品類に
関するルールです（景品表示法31条＊2）。表示
に関する規約は「表示規約」、景品類に関する規
約は「景品規約」と呼ばれることがあり、本稿で
もその表現を用います。表示規約は、乳製品を
含む食品、飲料、調味料、菓子類、酒類、家電
や家庭用品、化粧品、自動車、不動産、金融な
ど幅広い業種について定められており、現在
60以上あります（最新の規約は、2020年8月
から一部施行された「特定保健用食品の表示に
関する公正競争規約」です）＊3。また、景品規約
も幅広く制定されており、30を超えています。
不当表示や過大な景品類提供をすると、品質・

価格により競争する場合に比べ小さなコストで
売り上げの増加をもたらす可能性があり、1つ
の事業者が行うと、ほかの事業者による同様の
行為を招きやすいです。また、競争事業者が同
様の行為をすると内容が次第にエスカレート
し、際限なく広がるおそれがあります。他方で、
行政庁による規制にはマンパワー等による限界
があり、不当表示等を抑止する観点では、大量
の執行をめざすのでなく、事業者が自主ルール
を設定し自律的な運用を促進させることが望ま
しいといえます。当該自主ルールを消費者庁・
公正取引委員会が認定することで、ルールの内

＊1	 	正確には「消費者庁長官」の認定を受ける必要があるが、読みやすさの観点から「消費者庁」と示す。以下本稿において同じ
＊2	 	消費者庁移管後の景品表示法には「公正競争規約」の文言はないが、その呼称が使われ続けている
＊3	 	公正競争規約の一覧は、消費者庁ウェブページで確認できる。	 	

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/fair_competition_code/industries/　また、（一社）全国公正取引協議
会のウェブページでは、各公正競争規約掲載ページへのハイパーリンクが設定されている　https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/kiyaku_hyoji.html

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/fair_competition_code/industries/
https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/kiyaku_hyoji.html
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容の適正性を担保し、景品表示法の目的を達成
することが期待できます。

事業者や事業者団体が公正競争規約を設定し
ようとする場合、消費者庁等に認定申請を行い、
「認定」を受ける必要があります。消費者庁等は、
規約について認定申請を受けた場合には、次の
4つの要件をすべて満たす場合に限り、認定す
ることができます（景品表示法31条2項）。

①不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者によ
る自主的かつ合理的な選択および事業者間の
公正な競争を確保するために適切なものであ
ること

②一般消費者および関連事業者の利益を不当に
害するおそれがないこと

③不当に差別的でないこと
④公正競争規約に参加し、または公正競争規約
から脱退することを不当に制限しないこと

1　�公正競争規約に参加する事業者に対する
効果

公正競争規約は、消費者庁等の認定を受けた
もののため、規約参加事業者は、規約に従えば、
通常景品表示法に違反することはありませ	
ん＊4。規約参加事業者が同規約に違反した場合
には、通常、同規約の運用団体である公正取引
協議会による措置に委ねられます。その場合は、
行政処分や公表には至りません。ただし、規約
違反行為が景品表示法にも違反するものである
場合は、消費者庁等が同法に基づき措置をとる
こともあります＊5。
このように、公正競争規約に参加する場合、

事業者は、景品表示法との関係でメリットを得
られますが、他方で、規約に従う義務を負担す

第２  公正競争規約の認定要件

第３  公正競争規約の効果

るため、公正競争規約が設定されている業界に
属しているが規約に参加していない企業、規約
から脱退する企業などがあります。消費生活相
談を受ける際には、対象企業が公正競争規約に
参加しているか確認することが必要でしょう。
なお、業界ルールは事業活動を一定程度制限

する可能性がありますが、公正競争規約として
認定を受けた場合には、独占禁止法の排除措置
命令等の適用は受けないものとされています
（景品表示法31条5項）。
2　�公正競争規約に参加していない事業者に
対する効果

公正競争規約に参加しない事業者に対して
は、公正競争規約は直接適用されず、景品表示
法との関係が問題となります。ただし、例えば、
規約の内容が一般化し、一般消費者が「アイス
クリーム」という表示を見た際に規約の定義と
同じ意味だと認識するような場合には、規約に
参加しない事業者が乳固形分や乳脂肪分の少な
い製品を「アイスクリーム」と示すと、優良誤認
表示に該当する可能性があります。

公正競争規約は、「景品類又
また

は表示に関する
事項」について定められます（景品表示法31条
1項）。前述の4つの認定要件を満たす必要は
ありますが、具体的に規約に定めるべき内容や
構成等について制限は定められていません。ま
た、公正競争規約は特定業界の自主ルールであ
り、各業界の扱う商品・役務の特徴を踏まえた
内容ですので内容は一律ではありません。
とはいえ、公正競争規約は、景品表示法を意

識して制定されますので、大きな方向性では共
通性がみられます。表示規約では、一般的に、
目的、定義、必要表示事項、特定表示事項、不
当表示の禁止、公正マーク、公正取引協議会の

第４  公正競争規約の内容例

＊4	 	社会情勢の変化に伴い、公正競争規約に沿った表示であっても優良誤認表示や有利誤認表示に該当する可能性が生じることは否定できないが、
通常そのような事態は考え難いであろう

＊5	 	三菱自動車工業株式会社および日産自動車株式会社によるいわゆる燃費不正データ事案は、燃費の表示に使用できるデータは公式テスト値また
は公的第三者によるテスト値に限り必ずその旨を付記しなければならないとする自動車公正競争規約5条四号にも違反すると言い得るもので
あった。しかし、消費者庁は、優良誤認表示を禁止する景品表示法5条一号違反行為を複数認定し、2017年1月27日、同年6月14日および同
年7月21日に、自ら、措置命令および課徴金納付命令を行った（日産自動車に対する課徴金納付命令は、2018年12月26日に取り消された）
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設置、違反に関する調査・措置・決定、施行規
則の制定等が定められており、概観します＊6。
1　目　的
公正競争規約は、「不当な顧客の誘引を防止

し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択
及び事業者間の公正な競争を確保する」ことを
目的に定められます（景品表示法31条1項）。
そのため、表示規約では、それぞれ1条で、前
記目的が示されています。
2　定　義
表示規約では、目的規定に続き、①規約の対

象となる商品・役務	②規約の適用を受ける事
業者	③規約の対象となる表示の範囲に関する
定義規定が置かれることが一般的です。例えば、
冒頭の「アイスクリーム」の定義は、この定義規
定で定められています。
3　必要表示事項
表示規約では、一般消費者が商品・役務を選

択する際の目安となる最低限の事項について、
必要表示事項が定められることがあります。
例えば、「不動産の表示に関する公正競争規

約」では、規約参加事業者は、「一般消費者が通
常予期することができない物件の地勢、形質、
立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に
著しく不利な取引条件であって、規則で定める
事項」については、それぞれ規則の定めるとこ
ろにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、
見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現
で明りょうに表示しなければならないと定めら
れています（13条）。これを受けて、当該規約
の施行規則では、「都市計画法7条に規定する
市街化調整区域に所在する土地」（一部例外あ
り）については、「市街化調整区域。宅地
の造成及び建物の建築はできません」と
16ポイント以上の文字で明示しなけれ
ばならない（ただし、新聞・雑誌広告に
おける文字の大きさについては、この限

りでない）と定められています（8条一号）。
ほかに、表示媒体ごとに必要表示事項が定め

られることがあり、例えば「家庭電気製品製造
業における表示に関する公正競争規約」では、
カタログ（5条）、取扱説明書（6条）、保証書（7
条）、本体（8条）についてそれぞれ必要表示事
項が定められています。
4　特定表示事項
特定表示事項は、規約参加事業者が任意に表

示する特定の事項や用語の使用基準です。「不
動産の表示に関する公正競争規約」で、徒歩に
よる所要時間を1分間80mとして算出すると
されていることや（規約15条、施行規則10条
十号）、食品に関する各公正競争規約で、「濃厚」
「生」「手造り」「特選」等、それぞれの商品に応じ
て、その特徴を示すさまざまな用語の使用基準
が規定されていることなどが挙げられます。
5　不当表示の禁止
不当表示の禁止規定として、規約参加事業者

が商品や役務に関する表示を行う際に、表示し
てはならない事項が定められています。
当該規定では、景品表示法が禁止する表示の

ほか、前述の定義、必要表示事項、特定表示事
項に違反する表示などが不当表示として定めら
れています。公正競争規約は「事業者間の公正
な競争を確保する」ことも目的としますので、
ほかの事業者の商品の誹

ひ

謗
ぼう

・中傷も不当表示と
して定められることがあります。
6　公正マーク
「公正マーク」は、公正競争規約にのっとって
適切な表示がなされている商品に表示される
マークです。例えば下図のようなものです。

＊6	 	大元慎二編著『景品表示法第5版』（商事法務、2017年）240～252ページを参考に整理した
＊7	 	消費者庁「よくわかる景品表示法と公正競争規約」14ページ	 	

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180320_0001.pdf

図 公正マークの例＊7

はちみつ 観光土産品 飲用牛乳 みそハム・
ソーセージ類

レギュラー・
インスタントコーヒー

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180320_0001.pdf


誌上法学講座

2021.1
国民生活

40

7　公正取引協議会の設置
公正競争規約は、事業者や事業者団体が定め

る自主ルールであり、事業者らにより自律的に
運営されることを前提とします。運用機関とし
て、業界ごとに「公正取引協議会」が設置され、
その旨規約で定められていることが一般的です。
公正取引協議会は、規約の周知徹底、規約に

ついての相談や指導、規約違反の疑いがある事
実の調査、違反事業者に対する措置等を事業と
して行いますので、当該事業に関し公正競争規
約に定められることがあります。
8　違反に関する調査・措置・決定
各表示規約では、各公正取引協議会は、規約

に違反する疑いがある場合に調査を行うことが
でき、その調査の結果違反を認定する場合に一
定の措置をとることができる、と定められてい
ます。
例えば、「化粧品の表示に関する公正競争規

約」では、規約参加者が規約に違反した可能性
がある場合、化粧品公正取引協議会は、自ら調
査し（規約14条）、違反を認めるときには、自
ら措置を行う旨が定められています（15条）。
具体的には次のとおりです。

（あ）	「当該違反行為を行った事業者に対し、当
該違反行為を排除するために必要な措置を
採るべき旨、当該違反と同種又は類似の違
反行為を再び行ってはならない旨、その他
これらに関連する事項を実施すべき旨を、
文書をもって警告することができる」＊8

（15条1項）
（い）	「公正取引協議会は、前項の規定による警

告を受けた事業者が当該警告に従っていな
いと認めるときは、当該事業者に対し30
万円以下の違約金を課し、除名処分をし、
又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよ
う求めることができる」（15条2項）

（う）	「公正取引協議会は、前条第3項又は本条
第1項若

も

しくは第2項の規定により警告を
し、違約金を課し、又は除名処分をしたと

きは、その旨を遅滞なく文書をもって消費
者庁長官に報告するものとする」（15条3
項。なお「前条第3項」違反とは、調査非協
力の場合）

9　施行規則の制定
法令では、法律で基本的な内容を定め、実施

に関する事項や詳細な事項は政令や施行規則で
定めることが一般的です。同様に、公正競争規
約についても、すべて規約で定めるのではなく、
実施に関する事項は施行規則で定められること
が一般的です。消費者庁および公正取引委員会
の承認を得て制定する旨定められています。

第1回でお伝えしたように、消費者庁による
景品表示法違反（表示規制違反）を理由とする措
置命令は、消費者庁設置以降最多の2017年度
の50件以降も、2018年度46件、2019年度
40件と高い水準で推移しています。2020年度
は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け
て4件（11月末時点）と少ないですが、調査は
再開されており、一定件数には至ると思われま
す。また、都道府県による措置命令は、2016
年度から2019年度までに1→8→9→15件と
推移し、2020年度は6件（11月末時点）確認で
きます。
これらは、不当表示が後を絶たない状況を示

しており、今後も、消費者行政や消費生活相談
において、景品表示法が関連する場面は相応に
あると考えられます。
紙幅の都合等で省略した事項もありますが、

消費者行政や消費生活相談に関連する基本的な
事項はおおむねカバーできたのではないかと考
えています。長い間ありがとうございました。

第４  連載の最後に

＊8	 	この措置が行われた場合、公表はされていない模様である
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 ●2017年の政省令の改正を踏まえた改訂版! 

 ●消費生活相談業務に携わる方、消費生活相談員の資格取得を 

  めざす方におすすめです。 

絶賛発売中です。                                                                                   

◆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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