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高等学校における
消費者教育の現状と実践
―成年年齢引き下げまであと1年―

学校における消費者教育は
1
どのくらい進んだのか

特集

色川 卓男

Irokawa Takuo 静岡大学学術院教育学領域教授

専門は消費者教育論、消費者行政論、生活経済学。消費者問題ネットワークしずおか代表、
消費者庁消費者教育推進会議委員、静岡市消費生活審議会会長、日本消費者教育学会常任理事

本稿では、学校における消費者教育がどのく

教育推進計画があり、消費者教育推進地域協議

らい推進されたのか、その全体像を把握しなが

会が設置されています。

ら、高等学校（以下、高校）
における消費者教育

一方、文部科学省は学習指導要領を通じて消

の推進状況についても検討していきます。推進

費者教育の推進を図っています。1989 年の改訂

状況を評価するのは難しいのですが、ここでは

から、例えば高校家庭科では
「家庭経済と消費」

どのような制度が整備されてきたのか ( 法令等

という新単元の下に、消費者教育が拡充され、最

の制度評価 )、どのような事業が行われてきた

新の学習指導要領における家庭科関連では、初

のか ( 事業評価 )、さらにそれがどの程度効果

めて小中高の
「消費生活・環境」
（高校では
「持続

があったのか ( 効果評価 ) という 3 点からみて

可能な消費生活・環境」
）が内容 C として系統化

いくことにします。

されただけでなく、内容の充実も図られており
着実に進められています。また 2010 年には消

制度の整備は進められてきた

費者教育推進委員会が設置されています。

まず消費者教育に関する制度の現状からみて

このように 2009 年の消費者庁設置時点から

いきます。2009 年に消費者庁が設置された時

みると、現状は国も地方も明らかに消費者教育

点では、2004 年の消費者基本法制定によって

にかかわる制度の整備を進めてきたといえるで

消費者基本計画の策定が義務づけられ、消費者

しょう。

教育に関する事業を計画的に実行することが国

事業も徐々に推進されてきた

には求められていました。その後 2012 年に制
定された消費者教育推進法では、国における消

次に学校における消費者教育の事業の現状を

費者教育推進会議の設置および基本方針の策定

みていくことにします。まず全国の人口 19 万

義務、地方では消費者教育推進計画の策定およ

人以上の基礎自治体
（市と特別区）
における消費

び消費者教育推進地域協議会の設置が努力義務

者行政部局による取り組み状況を示します ＊ 1

になっています。2020 年度現在、すべての都

（表 1）
。これをみると分かるように、いずれの
人 口 規 模 の 市 区 で も 2009 年 度 と 比 較 し て、

道府県とほとんどの政令指定都市では、消費者
＊1

『国民生活研究』第 59 巻第 2 号
色川卓男・小久江茜・小野田葵「消費者教育推進指標からみた全国主要都市における消費者教育施策の動向と課題」
(2019 年 12 月 )109 ページ、表—8
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表 1 全国の人口19 万人以上の基礎自治体による学校に対する消費者教育の推進状況
取り組み内容

単位

全体 (94 自治体 ) 政令 (17 自治体 ) Ⅰ (28 自治体 ) Ⅱ (17 自治体 ) Ⅲ (13 自治体 ) Ⅳ (19 自治体 )
2009

2016

2009

2016

学校に出前講座を行う旨の広報をした

28.9

56.4

40.0

82.4

33.3

57.1

41.2

64.7

15.4

30.8

10.5

学校に出前講座を行った

50.8

69.1

75.0

94.1

60.7

78.6

52.9

76.5

46.2

53.8

15.8

36.8

10.6

19.2

47.1

52.9

7.1

17.9

0

0

0

15.4

0

10.5

7.5

13.8

11.8

41.2

14.3

10.7

5.9

11.8

0

7.7

0

0

授業用の教材を発行した

10.6

20.2

23.5

47.1

14.3

21.4

5.9

23.5

0

0

5.3

5.3

学校向け出前講座の回数

1

2

5

9

2

3

1

2

1

1

0

0

0.2

0.6

0.2

0.8

0.4

0.7

0.3

0.6

0.3

0.3

0

0

1

2

2

5

1

2

1

2

0

1

0

1

教諭に対する研修会・講座を実施した

％

授業用の教材を教諭たちと作成した

人口10 万人当たり学校向け出前講座の回数
学校向け事業数

回
（中央値）

2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016
42.1

注）
政令グループは政令指定都市と人口 70 万人以上の特別区、第Ⅰグループは人口 40 万人から 70 万人未満の非政令市と特別区、第Ⅱグループは人口
30 万人から 40 万人未満の市と特別区、第Ⅲグループは人口 25 万人から 30 万人未満の市と特別区、第Ⅳグループは人口 19 万人から 25 万人未満
の市と特別区
出典：脚注 1 より筆者作成

2016 年度には「学校に出前講座を行った」割合

期間として取り組んでおり、学習指導要領の徹

が増加しており、全体では 7 割弱になっていま

底や教材の開発・手法の高度化、実務経験者の

す。「教諭に対する研修会・講座を実施した」
り、

活用、教員の養成・研修の充実などが取り上げ

「授業用の教材を発行した」
自治体も増加してい

られています。特に消費者庁が作成した
『社会

ます。それに伴って事業数も同様に増加してい

への扉』＊ 5 を活用した授業の実施をすべての都

ます。その意味では、学校向けの取り組みは

道府県の全高校で実施することとともに、消費

2009 年度よりは 2016 年度のほうがいくぶん

者教育コーディネーターの育成・配置をすべて

取り組まれるようになったといえます。

の都道府県で実施することを目標としています。

ただし、人口規模別にバラツキがあり、人口

2019 年度には
『社会への扉』を活用している高

規模の小さい自治体では、出前講座など 1 つの

校数が 19 都道府県で 80％以上になっている一

事業をこなすのが精一杯のようですし

＊2

、一番

方、
5都道府県ではまだ50％未満となっており、

人口規模が小さい第Ⅳグループでは、いまだゼ

2019 年度時点の目標であった 25 都道府県完全

ロに近い状況です。これに類似した結果は国民

実施には少し届いていない状況です＊ 6。また一

生活センターの調査報告書＊ 3 でもみられてお

部の都道府県では、消費者教育を推進するモデ

り、このような推進状況は現在でも続いている

ル校を設定しているところもあります＊ 7。教員

と推察されます。

研修＊8 においては、都道府県の 93.3％で消費者
教育を扱っており、初任者、中堅教諭、教職経

また、高校においては成年年齢引き下げに対
応するということで、4 省庁が行っている
「若年

験者を対象にいずれも41.9％で実施しています。

者への消費者教育の推進に関するアクションプ

政令指定都市では 68.4％で扱っており、初任者

＊4

ログラム」
があります

。これは 2018 年度から

と教職経験者で 15.4％、中堅教諭においては

2020 年度までの 3 年間をプログラムの集中強化
＊2

7.7％で実施しています。

色川卓男・小久江茜・小野田葵「消費者教育推進指標からみた全国主要都市における消費者教育施策の動向と課題」
『国民生活研究』第 59 巻第 2 号
（2019 年 12 月）110-111 ページ、図 -1

＊3

国民生活センター「成年年齢引下げに向けた消費生活センターの対応に関する現況調査報告書」
(2019 年 3 月 )22 ページ、表 2-2

＊4

消費者庁・金融庁・法務省・文部科学省「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」(2018 年 2 月 20 日、若年者への消費者教
育の推進に関する 4 省庁関係局長連絡会議決定 )

＊5

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/

＊6

消費者庁・金融庁・法務省・文部科学省「『若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム』進捗状況 (2019 年度【令和元年度】末時点 )」
(2020 年 7 月 14 日、若年者への消費者教育の推進に関する 4 省庁関係局長連絡会議申合せ )、表 1

＊7

愛知県
「消費者教育研究校
（モデル校）の取組」 https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/education/school_bout.html、
京都府
「消費者教育推進校事業」 http://www.pref.kyoto.jp/shohise/suishinkou.html など

＊8

文部科学省総合教育政策局「令和元年度消費者教育に関する取組状況調査報告書」(2020 年 3 月 )
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表2

12問の消費生活に関する知識の設問ごとの正答率

（授業後から授業 2年後にかけて低下が大きい順に5問を抜粋）


授業前 授業後 1 年後

（単位：％）
2 年後

授業後 ー2 年後

まず消費者庁が徳島県に
設けた消費者行政新未来創

36.8

70.8

53.7

51.4 19.4 ポイント低下

造オフィス
（現・新未来創

Q1

契約成立のタイミング：承諾

7.4

73.7

39.9

33.4 40.3 ポイント低下

Q2

成立した契約 : 原則解約不可

5.9

56.7

25.1

23.4 33.3 ポイント低下

造戦略本部）
で行った
『社会

Q5

通販 : クーリング・オフ不可

35.6

72.7

50.6

42.9 29.8 ポイント低下

Q11 消費者ホットライン :188

19.5

68.6

41.7

40.4 28.2 ポイント低下

Q8

16.2

51.5

27.5

24.7 26.8 ポイント低下

12 問に占める正答率の平均値

年利 17％で借りた 20 万円の返済総額

注）
設問の内容：Q1 店で買い物をするとき、契約が成立するのはいつ？、Q2 店で商品を買ったが、
使う前に不要になり返品したい。店の対応として法律上正しいものは？、Q5 ネットショップで T
シャツを買ったけれど似合わない。クーリング・オフできる？、Q8 自動車教習所へ通うため金融
機関から 20 万円を年利
（金利）17％で借りた。毎月 5,000 円ずつ返済した場合の返済総額は？、
Q11 消費生活について相談したいときにかける電話番号は？
出典：脚注 10 の図 3 より筆者作成

への扉』を活用した授業の
効果を測定した結果＊10（以
下、徳島調査）があります。
これでは、徳島県のすべて
の 高 校 を 対 象 に し て、
5,000 人を超える生徒が回
答しているだけでなく、授

これらの結果をみると、2009 年の消費者庁

業から 2 年後の状態まで追跡調査しており、前

設置時に比較して、消費者行政部局による学校

例がない大変貴重な調査です。この結果による

における消費者教育に対する取り組みが進んで

と、授業後の効果
（消費生活に関する知識 12 問

いるだけでなく、学校現場では学習指導要領の

の正答率）
は年次が経つにつれて下がるものの、

消費者教育関連内容の充実＊ 9 とともに、教員

授業前ほど正答率が落ちるわけではないのです

研修等も充実しつつあり、事業としては少しず

が、その中で授業 2 年後に授業後からの低下が

つ進んでいるといえるでしょう。

大きい項目を上から 5 つ挙げると
「契約成立の
タイミング : 承諾」
「 成立した契約 : 原則解約不

教育効果ははっきりしない

可」
「通販 : クーリング・オフ不可」
「消費者ホッ

このように事業が進んでいる状況ですが、実

トライン :188」
「年利 17％で借りた 20 万円の返

際にどの程度の効果があるのでしょうか。この

済総額」です ( 表 2)。少なくともこの結果から

効果に関して、2 つの調査結果からみていきた

みると、契約関係の教え方に課題があることが

いと思います。

分かります。

表 3 年齢層別消費者としての意識 
年齢層

回答数
（人）

（単位：％）

消費者契約法を
「知っている」割合

消費者ホットライン 188 の
「名前・番号・内容の
すべてを知っていた」割合

消費生活センター等を
「知っている」割合

（エシカル消費的な）
買い物行動 9 項目の
「意識している」平均割合

15～19 歳

291

33.3

3.4

69.8

27.6

20～29 歳

538

35.3

3.2

71.2

26.5

30～39 歳

731

35.6

3.3

79.2

33.6

40～49 歳

1,127

41.0

3.8

86.0

37.5

50～59 歳

1,058

42.1

4.5

91.1

42.7

60～69 歳

1,130

41.1

8.7

88.1

48.2

70～79 歳

1,027

34.6

10.9

82.8

53.3

80 歳以上

271

26.6

9.2

69.0

48.2

注）
（エシカル消費的な）

買い物行動９項目の
「意識している」平均割合は、買い物行動９項目の「意識している」割合を合算して、１項目当たりの平均割
合にしたものである。買い物行動 9 項目については脚注 11「令和元年度消費者意識基本調査」報告書のⅢ 調査票 71 ページの問 3 を参照。また
「意識
している」は
「かなり意識している」
「ある程度意識している」「どちらともいえない」
「あまり意識していない」
「ほとんど・全く意識していない」のう
ち、
「かなり意識している」と「ある程度意識している」を合算したもの					
出典 : 消費者庁
「令和元年度消費者意識基本調査」の問 3、問 19、問 22、問 23 の調査結果より筆者作成
＊9

文部科学省
「令和２年度文部科学省における若年者の消費者教育の推進に関する取組について」
など

「徳島県における
＊ 10 消費者庁
『社会への扉』を活用した授業の実施効果に関する報告書（平成 29 年度～令和元年度総括）」(2020 年 12 月 )
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また全国でみると、消費者庁の
「令和元年度

教員研修をしたり、最新情報の提供もしくは一

「基本調査」
）
か
消費者意識基本調査」＊ 11（以下、

部で教材を配布する程度に過ぎません。今後も

ら消費者教育を最近受けたと想定される人たち

制度と事業の取り組みをさらに充実させて、生

(15〜19 歳、20〜29 歳 ) が他の年齢層と比較

徒に一定の効果が表れる状況まで進めることが

して、相対的にどのような特徴をもつのかが把

必要です。そのためには経済的な裏付けも必要

握できます ( 表 3)。これによると、最近消費者

なのは言うまでもありません。

教育を受けたと想定される人たちは、他の年齢

また学校現場では、どのような消費者教育に

層と比較して消費者契約法、消費者ホットライ

関する授業が、教育手法が、教材が有効なのか、

ンも消費生活センター等も知らないし、エシカ

また教員の力量としてはどの程度のレベルが求

ル消費に対する意識も低いことになります。い

められるのか、それに見合う支援は行われてい

ずれも認知や意識についての調査ですので、各

るのかというように、関連するすべての要因の

年齢層の知識については明確ではありません

検証をもっと進める必要があります＊ 12。その

が、少なくとも最近まで通っていた高校までに

意味からも徳島調査のような研究を全国的に実

教わっているはずですので、残念ながら現状で

施していくことが必要です＊ 13。そしてその結

は十分な認知につながっておらず、あまり教育

果を共有していくことで、消費者教育の内容お

効果がみられていません。

よび指導方法の発展が期待されます＊ 14。
また学校教員に対する直接の支援方法とし

まとめと今後の課題

て、消費者教育に関するさまざまな知りたい情

ここまで整理しますと、制度的には消費者教

報が詰まったポータルサイトの構築が考えられ

育推進法制定や学習指導要領における内容の充

ます。現在でも消費者庁の消費者教育ポータル

実によって、国も地方も明らかに消費者教育に

サイトがあるのですが、さらに改善して、教員

関わる制度的な整備を進めてきたといえます。

の教材研究に役立つ分かりやすい用語解説、考

事業もまた、都道府県や政令指定都市などを中

え方などのさまざまな情報や全国各地から寄せ

心に取り組まれるようになったといえます。し

られる教員向けの有益な指導案を、常時、アッ

かしその効果としては、徳島調査および
「基本

プデートするサイトの構築も求められます＊ 15。

調査」の結果をみる限り、あまりその効果がみ

そして最終的には成年年齢の引き下げによっ

られず、まだまだ厳しい状況であるといえます。

て、アクションプランを行わなければならない

このような状況が生じるのは、以前よりは推

と認識されてしまうような学校における消費者

進されているものの、いまだ制度および事業の

教育の脆弱な実態を乗り越えて、そのようなこ

取り組みが不十分なためではないでしょうか。

とに既存の教育内容で対応できる強靱な消費者

例えば政令指定都市レベルでも、現在でも年

教育の体制を構築していくことが求められてい

10 回程度の学校向けの出前講座を行ったり、

るといえるでしょう。

ぜいじゃく

きょうじん

＊ 11 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/
 費者教育推進会議では 2016 年度に
＊ 12 消
「学校における消費者教育の充実に向けて」
という提言をまとめ、そこでは
「機会 ( 時間 )の確保」
「教員の教育・
研修」
「外部人材の活用」を挙げ、さらに 2018 年度の「若年者の消費者教育分科会取りまとめ」では「教員の指導力向上が喫緊の課題」であるとして、
教員免許状更新講習等を利用した「教員の研修機会の拡充」、そして 2019 年度には「教員を支援する教材の提供、周知方法」を挙げている
＊ 13 た
 だし徳島調査は大変先駆的なものであるが、具体的な授業の内容と正答率との関連性は必ずしも明確ではなく、また『社会への扉』以外の教材
についての検討はされていないなどの課題もみられる
 の件に関しては、消費者庁では 2010 年度に
＊ 14 こ
「消費者教育推進方策研究事業（教育手法と効果測定）調査研究報告書」
（平成 22 年度消費者庁請負
事業、国立大学法人お茶の水女子大学）と、一連の徳島調査を行ったのみである
＊ 15 消
 費者教育推進会議では、
「消費者教育推進のための課題と方向」(2012 年 4 月 ) において、「学校教育用ポータルサイトの構築」について述べて
いる。なおこの報告書は、今日でも検討しなければならない消費者教育の推進にかかわる多くの論点が網羅されており、大変有益である
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高等学校における
2
新学習指導要領のポイント

特集

樋口 雅夫

Higuchi Masao 玉川大学教育学部教授

岡山県生まれ。広島経済大学経済学部講師、国立教育政策研究所教育課程研究センター
教育課程調査官等を経て、2018 年から現職。文部科学省消費者教育推進委員会委員

るようにしていくことが、今回の学習指導要領

学習指導要領改訂の背景

改訂の主目的であるといえるでしょう。

2020 年 4 月、小学校で新しい学習指導要領の

ただし、学校の多忙化が指摘されるなかで、

下での教育活動が始まりました。今後、2021

いくら社会の要請であり、必要な教育活動であ

年 4 月からは中学校で新学習指導要領が全面実

るとはいえ、そのすべてを学校現場の教員のみ

施、2022 年 4 月からは高等学校においても年

の責任で実現してもらう、ということは不可能

次進行で新学習指導要領が実施されます＊ 1。

です。今回の改訂では
「社会に開かれた教育課

学習指導要領とは、全国的に一定の教育水準

程」の理念が打ち出されていますが、これは、

を確保するとともに、実質的な教育の機会均等

よりよい学校教育を通じて、よりよい社会を創

を保障するため、国が学校教育法に基づき定め

るという目標を学校と社会が共有して、地域と

ているもので、小学校、中学校、高等学校等の

連携・協働しながら実現を図っていくことが期

各学校が編成する教育課程 ( カリキュラム ) の

待され、打ち出された理念であるととらえるこ

基準となるものです。社会や子どもたちを取り

とができます。そのために、新しい学習指導要

巻く環境の変化などに伴い、これまでおおむね

領の趣旨や内容を教員だけでなく、
学校と連携・

10 年に一度改訂されてきています。

協働する人々とも共有することが重要です。

今回の学習指導要領改訂の背景には、近年の

消費者教育の領域でも、消費者被害の手口は

人工知能
（AI）
の進化や、情報化・グローバル化

年々巧妙化しており
「だまされない消費者」を育

などの社会の急激な変化があります。文部科学

むことは欠かせません。しかし一方で、
「だまさ

省に設置される中央教育審議会では、多くの有

れない」だけでなく、自立した消費者、消費者

識者から
「人工知能が進化して、人間が活躍でき

市民社会の形成に資する消費者を育むことも、

る職業はなくなるのではないか」
「今学校で教え

併せて期待されています。これからの時代は、

ていることは、時代が変化したら通用しなくな

消費者行政や消費者教育の専門家が、学校と連

るのではないか」との懸念が表明されていまし

携・協働して未来の社会を担う消費者市民の育

た。しかし、どのように社会が変化しようとも、

成をめざしていくことが期待されているのです。

これからの社会を創っていくのは今の子どもた
ちであることは間違いありません。子どもたち

高等学校の
新しい学習指導要領について

一人一人が幸福な人生を築き、また将来のより
よい社会の担い手となるために必要な資質・能

今回の学習指導要領改訂で注目されたのは、

力を、小中高を通じた学校教育で身に付けられ
＊1

学習指導要領
「生きる力」
（文部科学省） https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm
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「18 歳」という年齢、そして高等学校教育でし

＊2
費者教育ポータルサイト」 に掲載されている

た。これは、民法改正に伴い、2022 年 4 月か

「消費者教育の体系イメージマップ検索」
などを

ら成年年齢が 18 歳に引き下げられることへの、

見てください。このイメージマップは、学校教

高等学校教育での対応が強く意識されたことに

育のみならず、幼児期から成人期
（特に高齢者）

よるものです。既に実施されている選挙権年齢

に至るまでの各ライフステージが横に、消費者

の 18 歳への引き下げと相まって、
「大人である

教育における重点領域が縦に並んでおり、ライ

18 歳
（高校 3 年生）になるまでに、どのような

フステージと重点領域の交わったボックスに記

資質・能力を身に付けておくことが必要か」と

された目標をクリックすると、すぐに使える消

の観点から、家庭科や公民科をはじめとする各

費者教育教材等のリストが掲示されます。自主

教科等の目標・学習内容が系統的に整理され、

的かつ合理的に社会の一員として行動する自立

公民科には新科目
「公共」
が設置されるなど、時

した消費者の育成のため、また、若年者等の消

代が平成になってからは類を見ないほどの大幅

費者被害の防止・救済のためにも、消費者教育

な改訂が行われたのです。

のいっそうの充実を図るべく、さまざまな主体

これまで高校 3 年生は、基本的に「未成年」で

が連携・協働するためのツールの 1 つであると

した。それが 2022 年 4 月以降は、高校 3 年生

考えられます。

のクラスに 18 歳の「成年」と 17 歳の「未成年」が
常時混在することになります。成年年齢に達し

公民科の新科目「公共」とは

た 18 歳の高校生は 1 人で有効な契約を締結で

公民科の新科目
「公共」は、高校 1 年または 2

きるようになる一方、
大人として扱われるため、
未成年者取消権を行使できなくなります。同じ

年のうちに必ず履修する科目として新設されま

教室内の 17 歳のクラスメートは保護者の同意

した。公民科
（あるいは社会科）
と聞けば、世の

を得ずに締結した契約を取り消すことができる

中のさまざまな制度やしくみを理解する学習が

にもかかわらず、です。クラス担任の教員や生

中心で、ときどき時事問題を扱う教科、という

徒指導の教員は、必ずしも消費者被害の手口や

イ メ ー ジ が 強 い か も し れ ま せ ん。 し か し、

消費者契約に関する事柄に詳しいとは限らず、

2022 年度から始まる新科目
「公共」では、現代

想定される新たな状況に困惑を増すことは容易

社会の諸課題の解決に向け、自己と社会とのか

に想像できます。

かわりを踏まえ、社会に参画する主体として自

そこで、消費者教育の中核を担う教科である

立することや、他者と協働してよりよい社会を

家庭科や公民科で、高校 2 年生までに、つまり

形成することなどについて、生徒の日常の社会

17 歳までのうちに消費者契約をはじめとする

生活と関連づけながら具体的に考察する科目、

消費者教育に関する内容を学習させることと

とされています。この科目の学習指導の改善・

し、特に公民科においては新科目
「公共」
を設置

充実の要点の 1 つに、現代社会の諸課題から「主

することになったのです。

題」や
「問い」を設定し、追究したり解決したり
する学習の展開が挙げられています。

あわせて、小中高の学校種をつなげた、また
教科等横断的な消費者教育の推進がめざされて

紙幅の都合上、一例のみですが、
「公共」の学

いますが、この点については、消費者庁の
「消

習内容や授業イメージを具体的に見てみましょ

＊2

https://www.kportal.caa.go.jp/index.php
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う。消費者教育に関する学習内容としては
「多

ることに気づくに違いありません。

およ

様な契約及び消費者の権利と責任」が挙げられ

「公共」
の授業では、消費生活センターなど専

ます。この内容は、例えば、次のような授業の

門機関から、消費生活相談員や職員等に学校へ

流れが考えられます。

ゲストティーチャーとして来てもらい、専門家

①授業の始めに教員が、適切に締結された契約

の目から見て生徒にアドバイスしてもらうこと

の事例とそうでない事例を提示し、
「どのよ

も効果的でしょう。また、実践的に課題に取り

うな場合に、契約が当事者の自由な合意とは

組むことを教科の特徴とする家庭科の授業とつ

いえないか」
「なぜ契約自由の原則には例外が

なげて、
「公共」
で学んだことを家庭科の授業や

存在するのか」
「どのような点に気をつけて消

日常生活で実践してみる、といった体験的な活

費活動を行えばよいのか」といった具体的な

動も有効でしょう。今はまだ、高等学校現場の

「問い」を生徒に投げかける。

教員も手探りの状況です。
「公共」
における消費

②次に、生徒はグループで話し合いながら、自

者教育の実践が、
「社会に開かれた教育課程」実

分たちなりの
「問い」
に対する答えを考え、ク

現のモデルケースとなれば、
と期待しています。

ラスで発表する。
③そして教員は、生徒の発表を取りまとめ、
「消

これからの消費者教育を
いっそう推進させるために

費者は、情報の非対称性や自らの経済状況な
どのために、熟慮した自由な意思に基づく契

新学習指導要領では、中学校技術・家庭科（家

約ができない場合があること、そのために、
消費者を守るための法的規制や行政による施

庭分野）
で
「クレジットなどの三者間契約」
や「自

策が行われていること」
について説明する。

分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影

④最後に生徒が、
ワークシートに授業の感想
（自

響」
などについて、また、中学校社会科
（公民的

分の意見）を書く。

分野）
で
「個人や企業の経済活動における役割と

ここまでの授業を受けてきた生徒は、「18 歳

責任」や
「消費者行政」などについて扱うことと

となる私たちは、消費者として保護されるだけ

なっています。また、そのほかの教科でも、消

の存在ではなく、自身の権利や利益を守り、責

費生活に関する事柄は随所で扱われています。

任を持って契約を結ぶことのできる自立した主

消費者教育に関する学習内容は、高等学校のみ

体（消費者）になることが大切だ」などと記述で

ならず学校教育全体で、相当の充実が図られた

きるようになるでしょう。
「早速、次に買い物

といっても過言ではありません。

をするときから心がけたい」と記述する生徒も

これからは、新学習指導要領で充実された消

いるでしょう。また、授業のまとめとして、消

費生活に関する学習内容を絵に描いた餅に終わ

費者一人一人の消費行動を通じて、公正で持続

らせないよう、学校種間・教科等間の連携を図

可能な社会の形成に積極的に参画していく
「消

るとともに、消費者行政や消費者教育の専門家

費者市民社会」を実現していくために、教員が

の人々の知見を、高等学校をはじめとする学校

エシカル消費の考え方やフェアトレードについ

現場につなげていくことが喫緊の課題でしょう。

て補足することも有効かもしれません。クラス

成年年齢の引き下げの機を逃さずに、学校と社

内で協働して学び、消費者としての選択や契約

会が連携・協働したさらなる消費者教育推進の

の重要性を理解した生徒たちは、自分自身の消

体制づくりを進めることが求められています。

費行動がよりよい社会の形成にもつながってい
2021.2
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消費者行政と学校現場との協働

特集

神澤 佳子

奈良県消費生活センター 消費者教育コーディネーター

Kamizawa Yoshiko

1999 年より奈良県消費生活センター消費生活相談員。2015 年より現職。大阪樟蔭女子大学、園
田学園女子大学短期大学部非常勤講師。日本消費者教育学会会員。博士（学術）

奈良県消費生活センターの
消費者教育実施状況

学校での講座実施を
増やすには

当センターは、2012 年の消費者教育推進法

2019 年度は、高等学校 14 校で 58回の講座を

制定を受け、2013 年度より地域の消費者教育

行いましたが、学校への消費者教育をスタート

の拠点として、学校等の教育機関への消費者教

させた当初は、講座実施の働きかけの方法がつ

育講座（以下、講座）
の実施に積極的に取り組ん

かめず、なかなか講座の依頼がありませんでし

でいます。当初は、消費生活相談員（以下、相

た。多くの講座依頼につながったのは、2014

談員）が相談業務と消費者教育を兼務するかた

年度に県内の高等学校の家庭科教員で構成され

ちでしたが、2015 年度より 2 名の相談員が消

る家庭科研究会
（以下、研究会）
で、当センターの

費者教育専従となり、消費者教育コーディネー

講座について紹介される機会を得たことです。

ター（以下、コーディネーター）
と位置づけ、業

これは、研究会の当時の役員の教員との個人的

務を担当しています。

なつながりがきっかけでした。研究会での紹介

2019 年度にコーディネーターが学校（中学

の後に、当センターから県内すべての高等学校

校・高等学校・特別支援学校・大学）で実施し

に講師派遣に関する文書を送付し、説明の希望

た講座は、28 校で 77 回、受講者は 4,159 名と

があった学校に対して、行政職員
（以下、職員）
と

なっています（図）。

相談員が直接訪問しました。その結果、新たに
9 校から講座の依頼がありました。その後も研

図

奈良県消費生活センターの学校での消費者教育講座の推移 ( 学校数 )

（校）
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究会とのつながりを継続し、
毎年、研究会の総会で、当セ
ンターの講座について案内文
書を配布しています。
さらに、
年度初めには県内のすべての

14

高等学校に対し、講座依頼の
意向確認書類を直接送付し、

8

9

1
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回答をもらっています。この
タイミングでお知らせするこ
とで、その年の授業予定に講
座を組み込んでもらうことが
できます。毎年、授業の定番
として依頼される教員もあり、

特集

高等学校における消費者教育の現状と実践―成年年齢引き下げまであと1年―
特集

3 消費者教育コーディネーターによる消費者行政と学校現場との協働
写真 講座のようす

一定数の講座実施につながっています。
中学校についても、同じ方法で技術・家庭科
研究会を通じて教員とつながりができ、共同で
家庭科副教材「消費生活ワークブック」＊ 1 を作
成し、それを使用した講座を行うことで実施数
を増やすための取り組みをしています。
また、学校教員を対象とした講座も毎年開催
しています。これは、教員の消費者教育に関す
る関心を高め、授業で取り上げてもらうことを
目的としています。ここでは、外部講師による
講義だけでなく、コーディネーターが模擬授業

実施）
で、相談事例の紹介と契約の基礎知識、ト

や教材の提供を行っています。それにより
「こ

ラブル対応方法です。成年年齢引き下げを見据

のような内容の授業なら依頼したい」と講座依

＊2
と連動
え、消費者庁作成の教材
『社会への扉』

頼につながることもあります。こうした機会も

させています。もう 1 つは
「消費者市民社会」に

活用し、教員に対してどのような内容の講座か

ついてです
（20 回実施）
。消費と社会・環境と

を具体的に伝えることも必要です。

のかかわりを考える講座で、
エシカル消費、フェ

そして、学校にこれらのお知らせをする際に

アトレード、SDGs などを取り上げます。いず

は、県の教育委員会に必ず内容の説明を行い、

れの講座も、パワーポイントを使い、映像視聴

教育委員会からも各学校宛てに連絡をしてもら

とワークやクイズを入れて、参加型にしていま

うようにしています。あわせて、当センターの

す
（写真）
。講座内容については、事前に教員と

ホームページにも案内を掲載します。このよう

打ち合わせを行い、
希望に合わせて調整します。

に、学校・教員に当センターの存在を知っても

「消費者トラブルの実態と対応方法」
の講座の

らうために、いくつものルートを使って働きか

目標は、生徒が
「消費者トラブルの実態を知り、

けを行っています。

トラブルを自分事として考える」
「契約の基礎知

当センターの経験から、学校での講座実施を

識を得る」
「消費生活センターに相談することを

増やすポイントは、個人的なつながりを足掛か

知る」
です。生徒は、トラブルは自分には関係な

りとすることや、教科研究会での広報、教員対

いと思っているので、
相談員だからこそできる、

象講座実施によって現場の教員と直接つながり、

リアルな最新の相談事例を話し、教科書の内容

信頼関係を築いていくことと、行政機関のルー

を現実の生活と結び付けて実感できるようにし

トを活用し、さまざまな方法で継続して、当セ

ています。また、当センターや消費者ホットラ

ンターの存在を伝えることだと考えています。

インを印象づけるために、
「188」の音声アナウ

高等学校での講座実践の紹介

ンスを聞いてもらうなどの工夫をしています。
講座について、教員からは
「実生活で起こる

2019 年度、高等学校で実施した講座 58 回の

トラブルを紹介され、生徒が実感を持って聞く

内訳は、家庭科 53 回、社会・公民科 2 回、特

ことができた」
「相談を受けている人に話しても

別授業 3 回でした。

らうことで、気をつけようという気持ちが強く
なったようだ」という感想がありました。生徒

講座内容は大きく分けて2 種類あります。1つ

からは
「消費者トラブルの種類の多さに驚いた。

は、「消費者トラブルの実態と対応方法」
（38 回
＊1

http://www.pref.nara.jp/51180.htm

＊2

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/
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自分に起こるかもしれないと思って、備えてい

消費者教育をテーマに交流し、つながることに

きたい」
「通販にクーリング・オフがないと知ら

よって、県内の消費者教育がより推進されるよ

なかった。ネット通販の説明はよく見ようと思

うに、今後も継続を予定しています。

う」
「消費者ホットラインを初めて知った。トラ

そして、コーディネーターの役割でもう 1 つ

ブルにあったときは相談しようと思った」等が

重要なことは、職員との協働です。事業に使え

あり、伝えたいことが伝わっているようです。

る予算や人員、時間は限られており、その制約

学校現場は忙しく、授業時間は貴重です。外部

の中で事業を行うためには工夫が必要です。例

講師に講座をしてもらってよかったと思われる

えば、2018 年度に作成した若年者対象の映像

ように、私たちだからこそできる講座を心がけ、

教材
「消費者トラブルとさようなら」＊ 3 では、

内容を更新しています。

映像の作成は業者に委託しましたが、内容とシ

消費者教育コーディネーター
の役割

ナリオ原案は、実際の相談事例をもとにコー

「奈良県消費者教育推進計画」では、
「ライフ

成の希望を出しました。職員は、業者選定、契

ステージ・スタイルに応じた消費者教育の推進」

約、内容調整、撮影立ち合い、最終確認などを

ディネーターが考え、講座で使いやすいように
問題提起型にすることや、映像の時間および構

「多様な主体と連携した消費者教育の推進」
等を

行いました。このように、コーディネーターか

目標としています。これを踏まえて、コーディ

ら、今、何が必要か、何をしたいかという意見

ネーターは、講座の講師、教員・消費者教育担

を出し、それが実現可能か、実現する方法につ

い手対象講座の企画および実施、地域サポー

いて、職員と相談して協働していくことで、限

ターの養成、消費者教育教材の作成
（リーフレッ

られた条件の中で、よりよいものができると考

ト、ワークブック、解説書、映像教材等）
、大

えて事業を進めています。

学生と連携した啓発活動等の事業を職員と協働

今後も連携と協働を大切に

して行っています。
コーディネーターの役割で重要なのは、人と

2020 年度は、コロナ禍の影響で、前年より対

人を「つなぐ」ことです。学校と当センターがつ

面講座の実施数は減っていますが、中学校家庭

ながることで講座や教材作りができます。その

科向けの授業映像を撮影し、希望した学校に

ほかには、大学生との連携があります。大学の

DVD と解説書・授業案を提供することで対応

先生を通じて大学生に働きかけ→大学生が消費

しました。今後は、高等学校対象の方法について

者啓発パネルを作成→消費者啓発グループの結

教員と情報交換しながら進めていく予定です。

成→学園祭の啓発イベントに当センターの地域

成年年齢引き下げまで、残り約 1 年となりま

サポーターを紹介→両者が共同で啓発劇を行う

したが、当事者の高校生や中学生には実感も危

→その後も共同で啓発講座を実施するなど、大

機感も薄いと感じます。18 歳成人に対応する

学と当センターと地域の連携ができました。

ためには、幼児期から小学校、中学校、高等学
校、特別支援学校、大学、すべての年代で消費

また、中学校、高等学校等の教員が教科の枠
を超えて消費者教育について情報交換する場と

者教育を継続的に受けられる環境が必要です。

して、2019 年度から
「消費者教育実践ラボ」を

これからも、自立した消費者の育成をめざし、

開始しました。2020 年度は新型コロナウイル

連携と協働により消費者教育を実施していきた

ス感染拡大の影響で実施できませんでしたが、

いと考えています。

＊3

http://www.pref.nara.jp/54317.htm
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高等学校における消費者教育の現状と実践―成年年齢引き下げまであと1年―

学校における消費者教育実践例

ゲノム編集食品をテーマに
消費者市民社会を考える
山本 義裕

Yamamoto Yoshihiro 徳島県立鳴門高等学校教諭(公民科)

①法的分野の学習として、社会的な見方・考え

新設の
「公共」を意識した授業

方を働かせ、公民科らしい
「よりよい社会の

本校は 2019 年度より、国立教育政策研究所

実現」
をめざした授業にする。

「教育課程研究指定校事業『高等学校 公民』
」の

②選挙権年齢、成年年齢の引き下げに関連づけ

研究指定を受けており、現行の
「現代社会」
の授

て、
消費者の権利と責任について考えさせる。
③消費者庁作成
『社会への扉』＊ 1 を活用する。

業を活用し、新学習指導要領において新設され
た「公共」を意識した単元開発の一環として本実

さまざまな視点から
思考を深める

践を実施しました。これまで経済の分野で取り
扱われていた消費者問題に関する内容が、新科
およ

目「公共」では「多様な契約及び消費者の権利と

2019 年 10 月 1 日にゲノム編集食品の販売が

責任」として、法的な分野で扱われることを踏

解禁になったことを受けて、消費者の選択・安

まえて、次の 4 時間の単元計画を考えました。

全の権利から、消費者市民社会の実現につなげ

今回の実践報告は、1 年生 40 人を対象に 2019

て考える授業としました。生徒には販売解禁に

年 11 月に実施した、第 4 時「消費者市民社会の

なったことはまだ伏せた状態で、見た目がほぼ

実現に向けて」
の授業です。

同じ 2 匹の魚の写真を見せ、どちらを買うかを
質問し、情報なしの状態で選択を促しました。

●単元計画
第１時 契約とは何か
問い：契約のもつ法的な意味は何か
第２時 消費者問題
問い：なぜ消費者問題が発生するのか
第３時 消費者の権利と責任
問い：法 改正により消費生活にどのような変
化が生じるか
第４時 消費者市民社会の実現に向けて
問い：消費者市民社会とはどのような社会か

ゲノム編集食品についての説明をした後、
「公
共」における
「見方・考え方」を働かせることを
意識させ、ゲノム編集食品の販売を解禁すべき
「義務論」＊ 3 の考え方から
かを
「功利主義」＊ 2 と
推進派・慎重派のどちらの立場をとるかをグ
ループで話し合わせました
（図）
。まとめた意見
を各グループでホワイトボードに記し、
その後、
功利主義と義務論を横軸に、推進派と慎重派を
縦軸にした黒板のマトリックスに掲示して意見

実践におけるポイント

を共有しました
（写真）
。

この授業を実践するに当たって、留意したこ

生徒からは
「食糧不足を解消できるのなら推

とは、次の 3 点です。

進。できる技術があるのならやるべき。アレル

＊1

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/material_010/

＊2

特定の行為の正しさをその行為の結果である、幸福を増大させたかどうかで判断する考え方のこと

＊3

特定の行為の正しさをその行為の動機である、道徳的な義務にのっとって行われたかどうかで判断する考え方のこと
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図

学校における消費者教育実践例

ゲノム編集食品をテーマに消費者市民社会を考える

グループワークの際に利用したワークシートの一部

よう、という問いにつなげました。そこで、ゲ
ノム編集食品の例を
『社会への扉』11 ページの
「あなたの行動が社会を変える！」に当てはめ、
消費者が自らの行動で社会を作っていく消費者
市民社会のイメージをグループでまとめ、発表
させるというかたちをとりました。
最後に、今後も社会の変化は加速し、消費生
活のあり方も変化していくこと、成年年齢が
18 歳に引き下げられることで、新たな消費者
問題が指摘されていること、高度化していく社

写真 マトリックス上に各グループの意見を掲示

会の中で情報量・知識に乏しく不利な状況に置
かれやすい消費者の生活が守られるべきである
こと、一方で消費者自身が学び、倫理的・法的・
経済的・政治的主体として、自立して社会に参
画していくことにより、個々の幸福の実現と公
正・公平な社会を作っていくという姿勢も大切
であることを伝え授業を終えました。

授業実践による効果と課題

ギーがある人も食事を楽しめる」といった推進
派の意見と、
「完璧に安全だと言い切れないの

授業の振り返りでは、消費者市民社会の実現

であればやめておいたほうがいい。将来世代に

に向けて、積極的な意見が出されました。

影響が出るかも」といった慎重派の意見が出さ

・自ら学ぶ姿勢が大事だということ

れました。両者とも、行為の結果と行為の動機

・消費者の声が社会を変えるきっかけになる

の両面から思考されており、多様な視点から思

・消費生活センターの存在

考・判断したことを見取ることができました。

・188 に連絡すればよい

さらに、生徒の思考を揺さぶるために、日本

・相談するかしないかで被害の規模が変わる

では販売解禁になったこと、表示の義務はない

など、
「よりよい社会の実現」
に関連させて記述

ことを伝えました。この事実を知ったときの生

できている生徒も多く見られました。権利・責

徒の反応から、考えが変わったり、深まったり

任の主体として社会参画していく自覚を深めて

するようすを見取ることができました。

くれたのではないかと感じています。

そして、ここが実際の社会であるならば、推

今回の実践を通じ、消費者教育は、科学技術

進派、慎重派の両方の意見がある中で、販売が

の発展に伴う倫理的課題
（道徳教育）
や、意思決

解禁になっている事実があり、
双方がメリット・

定と合意形成のあり方
（主権者教育）
、私法の原

デメリットを理解しつつ、
「表示義務なし」
に対

則
（法教育）
、
各ライフステージにおける契約（金

しては疑問を抱いている。この状況を良しとす

融教育・キャリア教育）などの教材としても活

るのか？ 消費者の安全や選択の権利は守られ

用できることを実感できました。他教科や外部

ているか？ を問い、「よりよい社会の実現」と

機関との連携により、思考や学習の深化、実践力

いう視点から、消費者市民社会のあり方を考え

の強化を図ることを今後の課題としています。
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消費者問題

アラカルト

進むフィンテック
― 金融サービス仲介業の創設 ―
永沢 裕美子

Nagasawa Yumiko

フォスター・フォーラム（良質な金融商品を育てる会）世話人

金融審議会委員や国民生活センター ADR 特別委員を務めた後、消費者庁消費者教育推進会
議委員、金融審議会市場 WG 委員、金融広報中央委員会・金融経済教育推進会議委員などを
務める。（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会代表理事・副会長

2020 年 6 月に
「金融商品の販売等に関する法

提供は以前より強く望まれていましたが、その

律
（金融商品販売法）
」が改正され、法律の名称

実現は遅々として進んできませんでした。とこ

が「金融サービスの提供に関する法律
（金融サー

ろが、近年、わが国でもフィンテックと呼ばれ

ビス提供法）」となり、新しく金融サービス仲介

る動きが具体化し加速してきました。例えば、
「家計簿アプリ」＊ 2 が若い世代を中心に急速に

業が創設されました。

普及していますが、スマホ等の端末上で、日々

これまで、銀行分野には銀行法、証券分野に
は金融商品取引法、保険分野には保険業法があ

の買い物の記録をまとめて家計を管理したり、

り、それぞれの分野で仲介業を行うには個々に

複数の金融機関で行っている金融取引を統合し

許可ないしは登録を行う必要がありましたが、

て資産を管理したりすることが可能となりまし

改正法の施行後は、創設された金融サービス仲

た。そして、次の展開として期待されているの

介業への登録 1 つで、銀行・証券・保険すべて

が、こうしたアプリを通じたワンストップでの

＊1

の分野の商品やサービスを仲介（媒介） でき

横断的な金融サービスの提供です。金融サービ

るようになります。改正法の施行は公布から

ス仲介業の創設によって、1 つの登録で分野を

1 年半以内とされており、早ければ 2021 年夏

またいだ仲介サービスを横断的に提供すること

には金融サービス仲介業という新業態が登場す

が可能となったのです。

る見通しです。

2019 年に金融サービス仲介業の創設を審議
した金融庁の作業部会＊ 3 の席上では、家計簿

ねらいはワンストップの
金融フルサービスの実現

アプリ等を入り口にして、
送金や決済だけなく、
投資信託の買付・解約や保険契約、ローンの申

金融サービス仲介業創設の背景として、近年

し込み等、金融取引にかかるさまざまな手続き

の急速な情報通信技術の発展によって、オンラ

がスマホ上で完結する近未来図が紹介されてお

インによる金融サービスの提供が可能となって

り、金融分野の成長戦略の重要な柱の 1 つと位

きたことが挙げられます。

置づけられていることがうかがえます。今後、

金融機関の垣根を越えてさまざまな商品や

フィンテック・ベンチャーや異業種からの新規

サービスを 1 つの場に並べ、利用者が横断的に

参入が期待され、金融業界の勢力図が大きく変

比較検討し利用できるワンストップサービスの

わる可能性も指摘されています。

＊1

一般に、
「仲介」とは、他人のためにある事項について代理または媒介することと解されているが、金融サービス仲介業の仲介行為として
「代理」
は認めないとされた。なお、
「代理」は、仲介業者（代理人）の意思表示によって契約当事者の間に直接法律効果が帰属する法律行為であるのに対し、
「媒介」
は、他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為であるという違いがある

＊2

ウェブ版
「国民生活」2018 年 3 月号「フィンテックで変わる家計管理」参考

＊3

金融庁 金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」
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消費者問題

アラカルト
ないことが決定されました。

規制緩和のポイントは
所属制の廃止

所属制に代わる
新たな利用者保護

金融サービス仲介業の創設に当たり、3 つの
規制緩和が行われました。第一は、冒頭で紹介

金融サービス仲介業者と金融機関との関係

した、1 つの登録で銀行・証券・保険のすべて

は、
「所属」
ではなく
「パートナー」
と形容されて

の分野の商品やサービスの仲介ができるとい

おり、業態をまたいで複数の金融機関と連携す

う、参入規制の緩和です。信用金庫、労働金庫、

ることが想定されています
（図 1 右）
。利用者に

農協などの協同組織金融機関や貸金業者のサー

とって、ワンストップでさまざまな金融機関の

ビスの仲介も可能となっており、日常生活上の

多種多様な金融商品を横断的に比較し取引がで

さまざまな金融取引のニーズにワンストップで

きることから、利便性の向上が期待されます。

応えることができる制度設計となっています。

一方、既存の仲介業と異なり、仲介サービスの

第二に、一定の要件（体制整備等）を満たして

提供に関するトラブルにかかわる損害を、金融

いる場合は、2017 年の銀行法改正により創設さ

機関が仲介業者に代わって賠償することはあり

れた「電子決済等取引代行業」
を、銀行法上の登

ません。当該仲介業者に賠償する資力がない場

録手続きなく行うことができることになりまし

合は利用者が不利益を受けてしまいます。そこ

た。電子決済等取引代行業は、家計簿アプリな

で、改正法では、所属制に代わる新たな利用者

どのサービスを提供するフィンテック企業等に

保護として、次のような規制を設けることにな

規制を課すために創設された業であり、金融

りました
（図 1 右）
。

サービス仲介業への参入者はこの業を併せ営む

(1)取り扱うことができる商品・サービス

ことが想定されています。

について、顧客に対し高度に専門的な

第三に、既存の仲介業に義務づけられている

説明を必要とするものは含めないとす

「所属制」を金融サービス仲介業では必須としな

る制限

いことになりました。所属制とは、仲介業者に

(2) 保証金の供託義務

特定の金融機関への所属を義務づけるもので、

(3) 利用者財産の
「受入禁止」

所属先の金融機関が提供する金融商品等の勧誘
や説明に関して、所属先金融機関の指導を受け

詳細は、今後定められる政省令で規定されま

なくてはならないという制度です。既存の仲介

すが、(1)については、過去に発生した金融分野

業者は、このような制約を受ける代わりに、顧

の消費者トラブルの多くが、複雑なしくみの商

客との間でトラブルが生じ、損害賠償をしなく

品・取引に関する説明不足や顧客の理解不足に

てはならなくなった場合には、所属先金融機関

起因していたことに鑑み、金融サービス仲介業

が代わって賠償することになっています。利用

者が取り扱える商品等は、専門的な説明を必要

者保護のために用意された制度ともいえます

としないシンプルなものに限定されることにな

（図1左）
が 、複数の金融機関に所属する場合は、

りました。例えば、仕組預金、デリバティブ取引

所属先ごとに金融商品やサービスの説明等を変

や信用取引、変額保険等は取扱不可、投資信託に

える必要があるため、
仲介業者の負担が大きく、

ついても、デリバティブ取引を組み込んだ複雑

結果的に、ワンストップサービスの提供を阻害

なしくみのものは取扱不可となる見通しです。

する要因ともなってきました。そこで、分野を越

前述のような利用者保護の手当てが用意され

えて複数の金融機関とつながることを前提とす

たとはいえ、金融サービス仲介業者のシステム

る金融サービス仲介業では、所属制を必須とし

障害等が原因で損害が発生した場合に、金融機

2021.2
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アラカルト
図 1 利用者保護のための主な規制

関が代わって損害賠償をしてくれるという制度

適した商品が複数ある場合に、顧客にとって最

にはなってないことに留意が必要です。利用者

善の利益より、自分の利益
（自身が金融機関か

は、連携する金融機関の数や取扱商品・サービ

ら受け取る仲介手数料）の多寡に基づいて商品

スの多様性、利用料といった利便性に目が行き

を顧客に紹介することが考え得るとの指摘が出

がちですが、財務内容
（資力）
をしっかりと

るなど、その中立性が問題となっていたことが

チェックすることも必要です。

関係しています。前述の作業部会では、仲介業
者が真に顧客のために行動するよう仕向けるた

金融機関から受け取る
手数料等の開示

めの方法として、イギリスにならい、顧客から
のみ報酬等を受け取ることができるという規制
を導入してはどうかとの提案も出ました。しか

金融サービス仲介業においては、利用者保護
のために必要な規制が、銀行・証券・保険のそ

し、
新たに創設される金融サービス仲介業では、

れぞれの分野で異なることを踏まえ、すべての

さまざまなビジネスモデルの展開や新規参入を

分野に適用となる
「共通規制」と
「分野に応じた

促すべきとの意見が強く、結論としては、中立

規制」の 2 本立てで整備が行われることになり

性確保の方策として
「金融機関から受け取る手

ました。金融庁がその規制のあり方として示し

数料等の開示」という間接的な方法が選択され

たイメージ図が図 2 です。

ました。
なお、この情報の開示は現時点
（2021 年 1 月）

金融仲介サービス業に固有の規制として注目
されるのが「金融機関から受け取る手数料等の

では
「顧客が求めた場合」
とされています。情報

開示」です。導入の背景として、かねてより金

開示の義務づけは事業者の負担になるという意

融庁の審議会等において、仲介業者は、顧客に

見もありますが、合理的な判断をしたいと考え

図の出典：金融庁
「金融サービスの利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案」説明資料より
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アラカルト
図 2 金融サービス仲介業の規制

る利用者にとって、仲介業者が利用者と金融機

が十分な説明を行えば足りるとされました。書

関のどちらからどのような報酬等を得るのかと

面交付や説明・情報提供の役割分担を顧客に明

いう情報は、仲介業者を選択するうえで重要な

示することが義務づけられる見通しですが、実

情報でしょう。
また、
利用者や市場からのチェッ

際にスタートして以降、金融機関と金融サービ

クが機能してこそ、金融サービス仲介業への信

ス仲介業者との連携・役割分担がどのように機

頼が確保され向上するとも考えられます。手数

能するのかなどを注視していく必要があります。

料に関する情報開示のあり方について、さらな

認定金融サービス仲介業協会に
期待される役割

る議論・検討を期待したいと思います。

顧客への説明は金融サービス仲
介業者と金融機関が役割分担

ないことを踏まえれば、自主規制や紛争解決手

既存の仲介業者に課されている規制が、金融

続きが整備されることが、利用者保護の観点か

サービス仲介業者にも課されます。特に、顧客

ら強く望まれます。現在、自主規制を担う
「認定

情報の取り扱いは既存の仲介業と同等以上の規

金融サービス仲介業協会」の設立に向けて、一

制が課されているといえます。例えば、仲介業

般社団法人 FinTech 協会、一般社団法人電子決

務を通じて取得した顧客に関する非公開情報

済等代行事業者協会、一般社団法人コンピュー

を、顧客の事前の同意なく兼業業務に用いたり、

タソフトウェア協会の 3 団体が協働して準備を

親子法人等に提供することの禁止に加えて、仲

進めています。金融サービス仲介業が利用者か

介業務を行う分野間、例えば、銀行分野の仲介

ら支持され普及するためには、利便性の向上だ

業務で取得した顧客情報を、証券や保険の分野

けでなく、安全・安心に利用できるという信頼

の仲介業務で利用することが禁止されました。

が不可欠です。新たに創設される協会ならびに

一方、顧客への情報提供については、契約に至

会員となる事業者には、利用者保護を最優先に

金融サービス仲介業には
「所属制」
が採用され

る一連の過程で、金融機関・仲介業者のいずれか

考え、制度整備を進めることを期待します。

2021.2
国民生活

16

第

いろいろな

3

回

毛・絹

繊維と

天然繊維のうち動物繊維

私たちの
暮らし

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：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

第 2 回では植物繊維を解説しましたが、今回

・保温性がある

は天然繊維のうち、
動物繊維の毛と絹について、

・弾力性に富んでいる

特徴や家庭での洗濯、
取り扱い方法の注意点を、

主な短所

できるだけ分かりやすく解説します。

・害虫に侵されやすい
・アルカリに弱い

毛について

・フェルト化しやすい

毛繊維は羊、らくだ、ヤギ、ウサギなどの体

毛繊維を使用した製品
（ウールのセーターな

毛（獣毛）を使用しています。

ど）
は、保管中に虫食いで穴が開くことがありま

家庭用品品質表示法では、毛、羊毛などが指

す。損傷部分を拡大写真で見ると、左下の画像の

定用語として用いられています。

ように、虫の歯形で丸く切られた特徴的なかた
ちをしています。右下の画像のように、強い力
などで物理的に引き裂かれた繊維とは明らかに
違うことが分かります。

メリノ種の羊

毛刈り後の羊

●毛繊維の構造
毛繊維はたんぱく質からできています。表面
はスケールと呼ばれているうろこ状のもので覆

虫害被害を受けた毛繊維

われています。

引っ張って引き裂かれた毛繊維

絹について

羊毛の顕微鏡写真です。うろこ状の表皮部分

かいこ が

が繭を作るために吐糸
絹は、蚕
（蚕蛾の幼虫）

（スケール）と内部の皮質部分
（コルテックス）
の

した繭糸を使用します。

2 層構造で構成されており、スケールが繊維を

繭糸は天然繊維の中で最も細く、また 1 個の

保護しています。

繭 か ら 取 れ る 糸 の 長 さ は お よ そ 1200m 〜
1500m になります。

羊毛の拡大顕微鏡写真

参考：綿繊維の拡大顕微鏡写真

●毛繊維の特徴
主な長所
・湿気を吸収し、水をはじく

蚕（＝蚕蛾の幼虫）
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繭

いろいろな繊維と

私たちの暮らし

●絹繊維の構造

絹

繭糸の組成は、蚕の

絹、シルク、SILK

●取り扱い方法

品種や繭層の内外でも
多少異なりますが、硬

家庭で洗濯する場合、特に毛ではウロコ（ス

たんぱく質に属するセ

ケール）が表面を覆っているため、水の中で力

リシンとフィブロイン

を加えると繊維がお互いに絡みあってフェルト

で 95% 以 上 を 占 め て

化を起こすことがあります。製品に縫いつけら

繭糸の断面

います。

れている
「取り扱い表示記号」を必ず確認して、

●絹の特徴

家庭洗濯可能な絵表示がされているかどうか、

主な長所

確認してください。

・繊維が細く軽量である

洗える場合でも毛、絹ともに中性洗剤を利用

・優雅な光沢がある

してください。一番重要なのは、取り扱い表示

・豊かな感触がある

に従って適切に手入れを行うことです。

主な短所

毛の注意点

・しわになりやすい

・素材の特性上、毛羽立ちや毛玉
（ピル）
が生じ

・アルカリに弱い

ることがあるので連日の着用は避ける。

・摩擦に弱い（フィブリル化）

・表面の毛羽がほかの物に付着することがあ

なお、フィブリル化とは、
絹繊維が摩擦によっ

る。

て毛羽立ち、ささくれる現象のことをいいます。

・着用中に激しくもまれると毛羽立ちや縮みの
原因となる。
絹の注意点
・着用中の擦れや摩擦で毛羽立ったり、白化す
ることがあるので注意する。
・汗や水などによる色落ちや輪ジミに注意す

通常の状態

る。

フィブリル化が発生した状態

・保管の際は、日光や蛍光灯など光が当たらな

取り扱い方法
家庭で洗濯する場合の注意点

い場所で保管する。
毛、絹共通の注意点

●繊維の組成表示について

・虫やカビの影響を受けやすいため、保管の際

動物繊維を原材料として表示するときは、次

は湿気を避ける。

の「指定用語」が使用されています。

・防虫剤には主に、ピレスロイド系、パラジクロ

毛

ルベンゼン、ナフタリン、しょうのうの 4 種類

「毛」であることのみ表示する場合

毛

があり、このうちピレスロイド系以外の 2 種

動物種が特定されている場合

類の防虫剤を組み合わせると、衣類にシミが

羊毛、モヘヤ、アルパカ、らくだ、キャメ

付いたり変色する場合があるので用いない。

ル、カシミヤ、アンゴラ
上記以外の毛

適切な取り扱いを理解することで、衣料品を

毛（○○）
毛（

長持ちさせる参考となれば幸いです。

）内は繊維の名称を示す用語または商標
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第

わが家のごみ箱は

SDGs！と
つながっている

3

回

プラスチックごみの
なにが問題なの？
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

れ、それはつまり環境へ影響を及ぼすことを意

はじめに

味しています
（図）
。

海洋プラスチック問題、ウミガメの顔に突き

産業革命以降の人類の活動の地球への影響を

刺さるプラスチックストローのショッキングな

地層としてみるという
「アントロポシーン」とい

映像をご覧になったことがあるでしょうか？

う新しい考え方によれば、プラスチックは私た

私たちの生活に欠かすことのできないプラス

ちの世代を構成する地層の要素になります。便

チックですが、その不適正な処理が海の生物に

利なプラスチックですが、適切に処理されなけ

被害を及ぼしていることに気づかされるきっか

れば環境問題や人への健康に影響を及ぼしま

けとなった映像です。
今回は、
身近なプラスチッ

す。日本でも、1997 年に添加物ビスフェノー

ク ご み か ら、

ル A などの環境ホルモン問題が社会問題となり

SDGs と つ な

ました。さらに、利便性から使用量が増大する

がる世界を考

ことに伴い廃棄物量も増大し、埋め立て処分場

えてみたいと

も不足しています。日本プラスチック工業連盟

思います。

の資料によると、世界で 1 年間に生産されるプ
ラスチックの量は約 3 億 5900 万㌧
（2018 年）
。

プラスチックとは

2012 年は、世界平均で 1 人当たり年間 41kg の

私たちが普段よく目にする
「プラスチック」
の

プラスチックを消費しています。日本の 1 人当

多くは、石油を原料とし、高分子化合物から成

たりの消費量は 75kg です
（表 1、2）
。これらの

る物質であり、合成樹脂とも呼ばれます。プラ
スチックが社会生活にここまで普及するように

図

なったのは、大量生産が進んだ 1950 年代から

海洋ごみが分解されて細かくなる年数

とされています＊ 1。プラスチックの特色は、大
か

そ

（熱などに反応し自由に
きく①可塑性・形成性
形を形成できる）②軽量性 ③自然分解されな
いなどです。こうした特性から、家庭用品、電
化製品、医療用品などさまざまな製品に使用さ
れるようになり、今では、私たちの生活に欠か
せない物となっています。しかし、その一方で
自然環境では細かくはなるものの分解されない

出典：公益財団法人世界自然保護基金ジャパンウェブサイト
https://www.wwf.or.jp/

ため、長く自然界に残り続ける物もあるといわ



＊ 1	岳川有紀子
「プラスチックってなんだろう ?：歴史を紐
（ひも）解きながら考える ( ヘッドライン：市民として必要な基礎・基本の化学 IV ｰ身近な
疑問と化学 ( あたりまえのこと、でもなぜ ?))」
『化学と教育』58 巻 4 号 176、177 ページ（公益社団法人日本化学会、2010 年）
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表 1 世界と主要国のプラスチック生産量 

単位：1,000㌧

日本では空き缶ポイ捨て、レジ袋

2008

2009

2010

2011

2012

散乱、プルタブ問題等の散乱ごみ

アメリカ

46,061

44,757

46,633

46,814

48,057

が社会問題となり、美化運動が広

中

国

31,296

35,613

43,607

47,982

52,133

がり始めたのは 1970 年代後半で

日

本

13,041

10,915

12,242

11,212

10,520

す。海洋ごみ問題も、まずは散乱

韓

国

11,865

12,749

13,028

12,922

13,355

台

湾

5,713

6,159

6,331

5,959

5,880

ごみ問題として対応されてきまし

ドイツ

18,375

17,250

18,550

ベネルックス

11,025

10,350

9,275

フランス

7,350

6,900

7,950

イタリア

4,900

4,600

5,300

イギリス

3,675

3,450

3,975

スペイン

3,675

3,450

3,975

88,024

73,807

94,134

104,711

109,055

245,000

230,000

265,000

280,000

288,000

その他
合計

た。日本海沿岸での漂着ごみによ
る 海 岸 汚 染 に 対 応 す る た め に、
2009 年 に
「 海 岸漂流物処理推進

50,400

49,000

法」が制定され、各地域でボラン
ティアにより行われてきた清掃作
業に法的枠組みが与えられまし
た。2010 年頃からプラスチック
がマイクロプラスチック化するこ
とによる海の生物への影響が論文
等で明らかにされ、散乱ごみ問題

表 2 1人当たりプラスチック消費量
地域名
アメリカ

1980 年

単位：kg ／年

2005 年

2010 年

2012 年

－

126

113

117

西ヨーロッパ

40

99

100

96

日

50

89

77

75

中 / 東ヨーロッパ

8

24

－

－

ラテンアメリカ

7

21

－

－

日本を除くアジア

2

20

28

32

中東およびアフリカ

3

10

－

－

10

30

38

41

本

世界平均
データソース

 メリカ：ACC、中国：CPPIA、日本：経済産業省、韓国：KFPIC、台湾：
ア
TPIA、左記以外：PlasticsEurope
出典：日本プラスチック工業連盟ウェブサイト

http://www.jpif.gr.jp/98sitemap/sitemap.html （表 1、２共通）

から海洋生物へ影響を及ぼすマイ
クロプラスチック問題へと展開し
ていったのです。
海は、地球の表面の約 7 割を占
め、大きな水の循環機能を有して
います。
水が循環することにより、
気温や気候の安定化など地球のシ
ステムを支えています。また、海
自体が大きな生命圏を構成し、多
くの命を育んでいます。
今までは、
海に流出してきたごみは、巨大な
海の循環による自浄能力により処
理されてきました。しかし、流出

プラスチックは、その半数近くが容器として使

し続けるごみの量に、自浄能力が追い付かなく

用されています。

なってきているのです。特に自浄能力では処理
できないプラスチックごみの増大が顕著で、公

海洋プラスチックごみを
めぐる問題

益財団法人世界自然保護基金ジャパンによる
と、世界の海の中にあるプラスチックごみは

適切に処理されなかったプラスチックごみ

1 億 5000 万㌧、さらに約年間 800 万㌧
（重さに

が、直接海へ、あるいは河川から海へと流れ出

して、ジャンボジェット機 5 万機相当）が、新

て海洋へ影響を与える海洋プラスチック問題が

たに流入しているとの推定値が出されていま

近年国際社会でクローズアップされています。

す。
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こうした大量のプラスチックごみは、どのよ

のか検討しなければならない製品がたくさんあ

うな問題を引き起こすのでしょうか？ 海洋プ

ります。一方で、プラスチックのおかげで食品

ラスチックごみの問題は大きく、①従来からの

ロスが削減されたり、プラスチックだからこそ

散乱ごみに伴う問題と同様の、景観や環境汚染

の機能を果たしたりしている製品も多くありま

問題 ②海洋生物に絡まったり、生物が摂取し

す。海洋プラスチック問題は、プラスチック使

たりすることによる影響、それらと同時に漁業

用量の削減、代替への転換といった根本的な対

や観光業への影響 ③プラスチックに含有され

策をとる必要性を強く訴えかけています。プラ

ている有害物質が溶出すること、マイクロプラ

スチックの環境への影響を減らすには、私たち

スチックに有害物質が付着し運ばれることによ

が身のまわりの製品一つ一つに意識を持ち、ど

る人の健康等への影響が考えられます。

こまでの利便性を追求するのか、プラスチック

こうした影響を回避するためには、可能な限

の機能が必要な物は何か、そうした視点から製

りプラスチックが海に流出されることを防ぐ必

品を購入すること、意識を持った消費者になる

要があります。日本では、容器包装リサイクル

必要性を呼びかけてくれています。

法をはじめ、プラスチックごみの適正処理に向

また、それだけにとどまらず、プラスチック

けた法律などに基づき、さまざまな取り組みが

ごみがどこに行っているのかにも関心を持ち、

行われていますが、プラスチックの使用量が増

私たちの目の前から消えたプラスチックごみが

加すれば、廃棄物量も増大し、いかにリサイク

東南アジアなどに輸出され環境汚染を引き起こ

ルを促進しても海に出るプラスチックの量は増

していることも忘れてはなりません。

大することになります。プラスチックの発生量

2015 年６月の G7・エルマウサミットの首脳

そのものを、どこまで削減できるか、という課

宣言において、海洋ごみが世界的な問題である

題に取り組まなければなりません。2020 年の

ことが確認され、
「海洋ごみ問題に対処するた

レジ袋有料化をきっかけに、店頭でレジ袋を断

めの G7 行動計画」が策定されました。さらに

るなどライフスタイルの変革を促す動きが始

2017 年 7 月の G20・ハンブルクサミットにお

まっています。環境省のキャンペーン

＊2

では、

いては
「海洋ごみに対する G20 行動計画」の策

「1 週間、レジ袋をつかわない人を 6 割にする

定に向けての動きも開始されました。

こと」を目標に掲げていましたが、2020 年 11

SDGs においても、目標 14「海の豊かさを守

月末時点で 71.9％と目標を達成したことは、

ろう」の指標 14.1 においては
「2025 年までに、

人々の意識が高まっていることを示しているで

海洋ごみや富栄養化

しょう。チェーン店などによるプラスチックス

による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防

トローの使用削減など、さらに業界団体を挙げ

止し、大幅に削減する」ことが記載され、その

ての削減取り組みもなされています。

指標には
「沿岸富栄養化指数 (ICEP) 及 び浮遊

＊3

を含む、特に陸上活動

およ

プラスチックごみの密度」
も挙げられています。

でも、レジ袋の使用を削減することだけが、
プラスチックごみ問題の根本的な解決になるで

プラスチックごみは、国際的な視点でも意識し

しょうか？ 分かりやすい取り組みを行うだけ

なければならない問題なのです。

で、満足してよいのでしょうか？ 私たちの身

次回では、プラスチックごみをはじめ国内か

近には、本当にプラスチックで作る必要がある

らのごみの行方を追っていきたいと思います。

＊ 2	環境省キャンペーン「みんなで減らそうレジ袋チャレンジ」 http://plastics-smart.env.go.jp/rejibukuro-challenge/
＊ 3	水の中にプランクトンなどの生物にとって栄養となる成分が増えすぎてしまうこと。赤潮になるなど、生態系に影響を与えるといわれている
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やさしく解説
・
新

第

法律

8

回

法令情報をつかむには

基礎知識

吉田 利宏

Yoshida Toshihiro 元衆議院法制局参事

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

六法は鮮度が命

安心はできません。最新版の六法でも最大で 1

大学生の頃、ひょんなことから先輩のマン

す。このタイムラグを埋めてくれるのがネット

ションにお邪魔したことがありました。就職し

上の六法である
「e-Gov 法令検索」＊ 1 です。総

て何年か経つ先輩は冷蔵庫からビールを取り出

務省が電子政府の一環として行っている法令検

しながら、仕事の苦労ややりがいについて聞か

索サービスのことで、
「e-Gov」のサイトで運用

せてくれました。自分は、その話に耳を傾けな

されています。求める法令の条文を法令名から

がら書棚の本の背表紙をぼんやりと眺めていま

見ることができますし、ある用語で検索をかけ

した。そこには、色あせたファッション雑誌と

るとその用語が使われている法令名や条文を見

並んで 10 年前の六法が立て掛けてありました。

つけることもできます。しかも、法令改正は順

年のタイムラグ
（時間的なズレ）
が生じるからで

「先輩、法学部でしたっけ？」

次反映されます。また、国会で成立し、これか

「ああ、また使うかもしれないと思うと捨て

ら施行される法律の内容も確認することができ
ます。略称法令名一覧もあり、
「正式な題名何

られなくてさぁ」
「また使うかもしれない」
。そう思って古い六

だっけ？」
などと困ったときも助けてくれます。

法を保存している人は先輩ばかりではないで

こうした内容のサービスが無料なのですから使

しょう。しかし、そうした古い六法は多分役に

わない手はありません。

立つことはないでしょう。

官報を利用する

六法は毎年同じ時期に写される家族写真のよ
うなものです。親は 1 年ぐらいでは変わらない

それでも改正内容をすぐにでも知りたいとい

かもしれませんが、成長が早い子どもは 1 年前

う場合もあるでしょう。その場合に利用できる

とは大違いです。法律でも比較的改正が行われ

のが官報です。官報では、その日に公布された

ない分野もありますが、まさに時代が求める法

新しい法令などが掲載されます。特に法律と政

律として改正が頻繁に行われる分野もありま

令については、その概要をまとめた
「あらまし」

す。少し前の六法といえども、現在の法令とは

のコーナーがあり、その内容を理解するのにと

大きく内容が変わっている可能性があります。

ても役立ちます。
官報は休日を除きほぼ毎日発行されます。購

特に消費者行政の分野はこの傾向が顕著です。
古い六法は情報の混乱を招きかねないのです。

読していなくても、独立行政法人国立印刷局が

「e-Gov 法令検索」
の利用

提供している
「インターネット版官報」＊ 2 から
最新 30 日分の官報の内容を見ることができま
す。さらに、2003 年 7 月 15 日以降に掲載され

「最新の六法を手元に置いた」
。それでもまだ
＊１ e-Gov 法令検索

https://elaws.e-gov.go.jp/

＊２ インターネット版官報

https://kanpou.npb.go.jp/
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法律基礎知識

た法律、政令等について、
その内容をさかのぼっ

確認するのが一番合理的でしょう。新旧対照表

て見ることができるのです。パソコンを立ち上

とはその名のとおり、改正前の条文と改正後の

げた際に、まずこの
「インターネット版官報」
を

条文が対比できる表のことです。
「宝の山」と

開く法律家が多いというのもうなずけます。

いった意味、分かってもらえたと思います。1

「国会提出法案」
のページは宝の山

点、注意が必要なのは、法案は国会で否決され
ることもありますし、修正されることもあると

さて、成立した法律の内容をいち早く知ると

いうことです。修正内容は衆議院や参議院の

いう話をしてきましたが、将来の法律の内容

ウェブサイトで確認するか、修正を含めた「で

（!?）をひと足先に知るためのテクニックも伝授

きあがり」
を官報で確かめるしかありません。

＊3

しましょう。まず内閣法制局のウェブサイト

未来の法改正を探る

を開いてください。トップぺージにある
「最近
の法律・条約」というタブをクリックすると、

近頃は、法案提出前に法案の情報を手に入れ

国会ごとに提出された法案名が並んでいます。

ることさえできるようになってきました。審議

その法案名の横にある
「主管省庁」
名をクリック

会 ＊ 4 に関する情報の公開が進んだからです。

すると、その法案に関する各種情報が掲載され

法改正などが行われる
「きっかけ」
には色々あり

ている各省庁のウェブサイトに飛んでいきま

ますが、内閣が提出する法案については審議会

す。各省庁の国会提出法案に関するページはな

が大きな役割を果たすことが多いものです。各

かなか見つけにくいものです。しかし、内閣法

省庁ウェブサイト上にある審議会情報から報告

制局のウェブサイトに導かれていくと、迷わず

書などを読むと、今後の法律改正の方向性など

にたどり着くことができます。

を知ることができます。例えば、消費者庁には

たどり着いた先の国会提出法案のページは、

消費者安全調査委員会や消費者教育推進会議が

まさに「宝の山」
です。
これから国会で審議され、

置かれており、また、内閣府には消費者委員会

法律になるであろう法案の情報がてんこ盛りだ

が置かれ、部会・専門調査会会議等での検討を

からです。具体的には、法案や提案理由をはじ

経て、消費者行政への監視や政策提言が行われ

め、要綱、概要、新旧対照表、参照条文といっ

ています。こうした審議会のサイトをのぞいて

た資料が用意されています。

みると、
「消費者行政の最先端」
を目にすること
ができるかもしれません。

要綱は法案のダイジェストですが、法案の書
き方に倣っていますので少し読みにくいかもし

プロ級の法情報をタダで！

れません。お薦めは概要です。概要は法案の内
容を簡単に説明したものです。
「議員は忙しい

今回は、ネットで簡単に手に入る法情報につ

から A4・1 枚紙で内容をまとめろ！」。公務員

いてお話をしてきました。次回はさらに法情報

時代、よく上司からそう言われたものです。こ

の世界に分け入ってみたいと思います。世の中

の概要も忙しい人向けに簡潔にまとめられてい

には有料で利用できる法サイトがいくつもあり

ます。しかも、分かりやすい図まで載せられて

ます。しかし、ちょっとしたコツさえつかめれ

いることが多いのです。概要で内容を確認し、

ば、タダでより貴重な法情報にアプローチする

さらに必要があれば、改正内容を新旧対照表で

こともできるのです。お楽しみに！

＊３ 内閣法制局ウェブサイト

https://www.clb.go.jp/

＊４ 行政機関が法律の定める所掌事務の範囲内で設置することができる合議制の諮問機関
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資産運用のために

知っておきたい基礎知識

第

9

回

「投資信託」
を学ぼう③
あんびる えつこ

Ambiru Etsuko 文部科学省消費者教育アドバイザー

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

お金理解度チェック
次の①～③のうち、内容が合っていると思うものの ■ に

をしましょう。

■ ① iDeCo は運用益が非課税になるだけでなく、掛け金や受け取る時にも税制上の優遇措置
がある
■ ② iDeCo は、原則、65 歳まで引き出せないので注意が必要である
■ ③ iDeCo とつみたて NISA は、投資信託と株式の運用益が非課税になる点は同じである
内容が合っているもの
（■）
は……①
今回は、「iDeCo」
（ イデコ、個人型確定拠出

iDeCo の最大のメリットは、3 つの税制上の

年金）について解説します。

優遇措置が受けられる点です。
まず、掛け金は全額、所得控除が受けられま

iDeCo には 3 つの税制優遇が

す。例えば、掛け金が毎月 1 万円で所得税が

iDeCo は、老後のための資産形成を目的とし
た制度です。iDeCo は、60 歳未満の国民年金の

図

第 1・2・3 号被保険者で、フリーランスや学生、

iDeCo の加入資格と拠出限度額

専業主婦（夫）など、さまざまな人が対象です。
ただし、農業者年金の被保険者、国民年金の保
険料納付を免除されている人、一部を除く企業
型確定拠出年金加入者は加入できません＊ 1。
また掛け金（積立額）は、月々 5,000 円から
1,000 円単位で設定ができ、「年単位拠出」も可
能です。いずれの場合も公的年金の加入区分等
による年間限度額内で設定します
（図）。
iDeCoの運用対象商品は投資信託だけでなく、
保険商品や定期預金など元本確保型の商品まで
幅広く用意されています。将来、受け取れる額
は運用成績によって変わりますから、リスクを
考慮しながら、運用商品の配分や組み合わせを
自分で選んでいくことになります。金融機関に
よって運用できる金融商品が異なりますので、

※ DC：確定拠出年金 DB：確定給付企業年金、厚生年金基金
出典：国民年金基金連合会「iDeCo 公式サイト」より

自分に合った金融機関を選ぶとよいでしょう。
＊1

企業型確定拠出年金加入者は 2022 年 10 月以降、iDeCo の加入要件が緩和される
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資産運用のために

知っておきたい基礎知識

表

iDeCoとつみたてNISA の比較
iDeCo

つみたて NISA

掛け金を全額所得控除
税制上の
優遇措置

運用益が非課税
運用益が非課税
年金受け取り時に公的年金等の控除（分割受け取り）、また
は退職所得控除（一括受け取り）の対象になる

投資金額

月々 5,000 円から（1,000 円単位）

投資限度額

公的年金の加入状況により、年額 14.4 〜 81.6 万円
（図参照） 年間 40 万円・最大 800 万円

手数料

（税込み）
※信託報酬など金
融商品に関わる
ものを除く

加入・移管時手数料
国民年金基金連合会手数料
資産管理手数料
運営管理手数料

100 円から
（金融機関による）

2,829 円
（初回のみ）
（納付月のみ）
月額 105 円
月額 66 円
月
 額無料～ 500 円台

（金融機関による）

給付事務手数料

口座管理手数料

なし

（給付 1 回につき）
440 円

拠出は 60 歳まで（※ 1）

受給開始の上限年齢は 70 歳（※ 2）

口座開設は 2042 年まで
非課税期間は最長 20 年

対象商品

iDeCo 用の投資信託、定期預金、保険

金融庁の基準を満たす投資信託
（ETF 含む）

換

60 歳まで原則換金不可

いつでも可

期

間

金

※１ 拠出は 65 歳までできるように変更される（2022 年 5 月以降） ※２ 受給開始の上限年齢は 75 歳に引き上げられる（2022 年 4 月以降）

20%、住民税 10% の人の場合、年間 3 万 6000

iDeCo とつみたて NISA の違い

円の税が軽減されます。2 つ目は、金融商品の

iDeCo とつみたて NISA は作られた背景が異

運用益にかかる税金
（源泉分離課税）
が非課税に

なるため、色々な点で違いがあります
（表）
。

なるというものです。そして 3 つ目は、お金を

iDeCo は投資信託のほか、定期預金や保険

受け取る時の控除です。分割で受け取る
（年金）
の場合は公的年金等控除が、一時金で受け取る

等 か ら も 選 ぶ こ と が 可 能 で す が、 つ み た て

場合には退職所得控除が受けられます＊ 2。

NISAは投資信託
（ETFを含む）
のみが対象です。

iDeCo の注意点

また先述のとおり、iDeCo が原則 60 歳まで資
金を引き出せないのに対し、つみたて NISA は

こうした税制上のメリットがある一方、注意

いつでも資金を引き出すことができます。

しておきたいポイントがいくつかあります。

コストも異なります。iDeCo は掛け金に対

iDeCo は原則として 60 歳まで引き出すこと

する所得控除がない専業主婦
（夫）などの場合、

ができません。また、加入期間が 10 年に満た

口座管理手数料などが負担になることも考えら

ない場合は、受給開始年齢が繰り下げられます。

れます。一方、つみたて NISA は、口座管理手

途中で引き出せませんので、きちんとライフプ

数料がかからず、対象の投資信託は、販売手数

ランを考えて、計画的に利用する必要がありま

料、信託報酬などのコストを抑えた商品です。

す（掛け金拠出の休止・再開は可能）
。

お金に余裕があって節税を重視するなら

手数料も初回時の加入・移管時手数料のほか、

iDeCo、60 歳まで使えないことが不安ならつみ

さまざまな手数料がかかります
（表）
。加えて、

たて NISA といった具合に、自分の状況に合う

選んだ商品によっては、投資信託の信託報酬な

制度を検討するとよいでしょう。なお、iDeCo

どの手数料がかかる場合もあります。また受給

とつみたて NISA の併用も可能です。それぞれ

時に給付事務手数料も必要です。

の特徴を生かした資産運用を考えてみましょう。

＊2

会社などの退職金があり、退職所得控除の金額を上回る場合には、課税されることもある
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海外ニュース
文 / 安藤 佳子

アメリカ

Ando Yoshiko

ポータブル発電機に安全基準を

● CR ホームページ

https://www.consumerreports.org/generators/house-bill-to-prevent-generator-related-deaths-injuries-portable-generator-safety-standard-act/
https://www.consumerreports.org/portable-generators/how-consumer-reports-tests-generators-for-safety/

アメリカで、ポータブル発電機の強制安全基準法

現在、PGMA
（製造業者協会）と UL
（安全機関）に

案が下院に提出された。これは、ポータブル発電機

よる 2 つの業界自主基準があり、いずれにも安全遮

の製造販売に際し ① CO
（一酸化炭素）
排出量上限規

断装置の要件はあるが CO 排出量の上限などは異な

定 ②使用中の環境内に一定以上の CO 蓄積で自動停

る。CPSC は両基準の死傷事故抑止効果を精査中。

止する安全遮断装置の義務化 ③排気方向を明示する

なお今のところ製造者がこれら基準に従う義務はな

ラベルの義務化、を CPSC
（消費者製品安全委員会）

い。また CPSC は 10 年以上前から強制安全基準の

が 1 年以内に制定するよう求めるもの。ガソリンエ

メリットを評価しており、2016 年には CO 排出量

ンジンで発電するポータブル発電機による CO 中毒

規制案を提示したが、いまだ制定に至らない。

で 2005～2019 年に 1,000 人近くが死亡、15,400

ポータブル発電機の安全性向上を訴えてきた CR

人以上が救急搬送されたという。2020 年の大きな

（コンシューマーレポーツ）
は、単一の強力な安全基

台風の際もポータブル発電機による犠牲者が多く出

準が不可欠だとして今回の法案が速やかな制定を促

た。停電時などに活躍するポータブル発電機だが、

すことを期待している。また、厳格な商品テストを

誤ってガレージなど閉鎖空間で使用しがちだ。CO

行い、安全遮断装置内蔵の銘柄だけを推奨。さらに

は無色無臭のため、気づかないうちに意識を失い死

使用時は居住スペースから最低 6m 離し、排気方向

に至る。排気方向が悪いと換気しても事故が生じる。

も部屋の反対側にするよう強く助言している。

オーストラリア

学校銀行プログラムを廃止

●ヴィクトリア州首相府ホームページ https://www.premier.vic.gov.au/school-banking-programs-be-banned
● CHOICE ホームページ https://us4.campaign-archive.com/?u=270103a13e38b9f6643b82a8e&id=e1be3d8a43

オーストラリアのヴィクトリア州（州都メルボル

開設し、その 3 分の 1 は成人後も保有しているとい

ン）政府はこのほど、銀行などがスポンサーとなっ

う。

ている学校銀行プログラムを廃止し、その代わりに

同プログラムの教育で若者の金融リテラシーが向

2021 年の新学期から学校主導の質の高いプログラ

上し長期的な貯蓄習慣が定着したという証拠はな

ムを導入すると発表した。

く、逆に低年齢で銀行への信頼を築くための景品や

学校銀行プログラムとは、小中学生などを対象に

クレジットカードへの勧誘などが懸念されていた。

お金や経済のしくみ、節約や貯金の大切さなどの授

新学期から導入される宣伝広告を廃した良質な教

業を銀行などが提供するもので、全国の小中学校の

材は金融専門家との協議で開発され、税金のしくみ

およそ 3 分の 2 が参加しているという。ある大手銀

や詐欺を見分け避ける方法など、学生が必要とする

行が 90 年近くも継続している有名なプログラムに

実用的な情報や役立つヒントに焦点を当てたもので、

は年間およそ 35 万人の生徒が参加している。参加

新入生から 10 年生までの数学、経済、ビジネスな

校には約 15,000 円相当が支払われるほか、生徒が

どの科目で教えられる。学生は財務上の意思決定や

同銀行で開設した口座数などに応じた金額が支払わ

消費者の権利と責任についても学ぶことになる。

れる。CHOICE( オーストラリア消費者協会 ) の調

CHOICE は今回の決定を歓迎し、他州もこれに

査では生徒の 46％が同銀行で人生初の銀行口座を

従い、全国に広がるよう期待するとしている。
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海外ニュース
文 / 岸 葉子

フランス

Kishi Yoko

もっと知ってほしいブタクサの脅威

● Anses ホームページ
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99ambroisie-en-france-co%C3%BBts-des-impacts-sanitaires-et-pistes-d%E2%80%99actions
● UFC-Que Choisir ホームページ https://www.quechoisir.org/actualite-ambroisie-un-fleau-meconnu-n86043/

北アメリカ原産のブタクサは、夏から秋にかけて

建築業界や農業界の協力も欠かせないという。そ

花粉を飛散させることで、各地に深刻なアレルギー

れというのも、ブタクサの種子は、農作物の刈り取

被害をもたらしている。
ヨーロッパでは、
ハンガリー

り時に、収穫物や農業用機械に紛れ込んだり、建設

や北イタリアが主要な生育地として知られる。

用土に混入しやすいため、人間の意図しないところ

Anses（フランス食品環境労働衛生安全庁）による

へ運ばれ、離れた場所で、知らないうちに発芽する

と、フランスには第 2 次世界大戦中、人や物資の移

おそれがあるからである。EU の RASFF
（食品・飼

動とともに持ち込まれたという。
現在、
南東部のロー

料に関する緊急警報システム）にも、飼料用穀物に

ヌ・アルプ地方を中心に分布が拡大している一方で、

ブタクサの種子が混入していたという通報が加盟国

北部のように、ブタクサがほとんど確認されていな

から度々なされている。
まんえん

ブタクサの蔓延を防ぐために、個人が貢献できる

い地域もあるという。
しかし、ブタクサの繁殖力は非常に強いことから、

行動を紹介する専用ポータルサイトもある。自宅の

まだ被害が少ない地域も併せて、早急な対策が必要

庭や道路、公園等でブタクサを発見したとき、専用

であると同庁は強調する。このままでは、ブタクサ

フォームや電話を使って通報すると、居住自治体が

花粉アレルギーによる医療費はますます増大し、生

根こそぎ除去するなど、対策が取られるしくみだと

活の質や生産性も著しく低下すると予測している。

いう。

ドイツ

寝る前のひとときは紙の本と静かな音楽で

●商品テスト財団ホームページ https://www.test.de/Schlafstoerungen-Zehn-Schlafkiller-und-wie-man-sie-ueberlistet-4926137-0/
●ヘッセン州社会・統合省ホームページ https://www.familienkarte.hessen.de/verbrauchertipps/Anti-Energy-Drinks

新型コロナ感染症拡大の影響により、ドイツでも

30 分以内にとどめることが大切だという。

不眠を訴える人が増加している。そこで、商品テス

なお、睡眠をサポートするとうたう食品（液体、

ト財団は、よく眠るためのヒントを紹介している。

粉末、粒状）計 13 商品をテストしたのが、ヘッセン

それによると、就寝前にはブルーライトを発するス

消費者センターである。有効成分として、多くの商

マホ、パソコンの使用を控えることが重要だとする。

品にカノコソウ、ホップ、レモンバームなど旧知の

その一方で、ほのかな明かりの下で、ベッドに入っ

植物性原料が使われていたほか、アミノ酸やビタミ

て紙の本を読むことは、睡眠モードに入りやすいの

ン B6 を含む商品もあった。しかし、ほとんどの植

でお勧めだという。ただし、あれこれと考え込ませ

物性原料の効果は未解明とされており、植物性成分

る内容の読み物は禁物である。

だからといって無害とは限らないと指摘した。また、

また、パートナーのいびき、寝室内を動き回る猫、
屋外の騒音や街灯の光など、眠りを妨げる要因は除

医薬品との相互作用の可能性、ビタミン B6 の過剰
摂取による健康被害にも注意を促す。

去すべきだと助言する。ただし、遮光カーテン等で

同センターは寝る前のひとときの過ごし方とし

外部の光を完全に遮断すると、
朝の光を感知できず、

て、インターネットをオフにして、静かな音楽の鑑

起床が困難になると注意を促す。そして、平日も週

賞、読書など各自に合った行動をとること、ハーブ

末もおおむね同時刻に起床・就寝すること、昼寝は

ティーかホットミルクを飲むことを勧めている。
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まもりん みもりん

発 見!

消費者トラブル

「まもりん」
は 2002 年 5 月生まれの男の子です。弱い人
を助け、悪い人に立ち向かいます。好きな言葉は
「勇気。
いらないものはいりません」
。
「みもりん」
は 2002 年 11月生まれの女の子です。困っ
ている人がいれば、すぐに飛んで行って手助けをします。
好きな言葉は
「冷静。ただより高いものはありません」
。

啓発

キャラクター

第

11 回

まもりん

みもりん

北九州市立消費生活センター

名前、デザインの由来
「まもりん」
「みもりん」
は消費者トラブルに注
意を呼びかけ、北九州市民を見守る黄色い野う
さぎのペアです。黄色は警戒色で、野うさぎは
」
につながっています。
「No―詐欺（ノウ―さぎ）
北九州市立消費生活センターの認知度を高め
るとともに、イメージアップを図るために誕生
しました。
イベントのようす

「まもりん」
「みもりん」
の活躍の場

国民的人気キャラクターと
コラボしました

まもりん・みもりんは、消費生活センターの
パンフレットをはじめ、さまざまな啓発グッズ
に登場しています。それらをセンターが主催す

2020 年 11 月に市内大型ショッピングモール

る講座やイベントで、参加した市民の皆さんに

において開催された
「くらしの情報展」
では、ハ

配布し、広く PR を行っています。

ローキティとコラボした可愛いパネルが多くの
市民の目を引き、消費者トラブルや食品ロスの
削減の啓発に大貢献してくれました。

ハンカチ

チラシ
© 1976, 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L617485
パネル展示
かるた

今後の活躍について

街頭での啓発や消費者フェスティバルのイベ

悪質商法や特殊詐欺などの撲滅のため、これ

ントでは、まもりんが遊びに来ることも。どこ

からも2 羽で力を合わせて頑張ってもらいます。

へ行っても毎回、子どもたちに大人気です。
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気になる

消費生活相談の周辺用語を取り上げ、やさしく解説します。

この用語
第

松原 仁

Matsubara Hitoshi 人工知能研究者

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

28 回

AI は 1980 年代に日本に入ってきて、世界
的に 2 回目のブームを迎えました。そのブーム

人工知能

エキスパートシステム

の中心となり、人間の専門家の代わりになると
期待された、エキスパートシステムについて解
説します。
の病気の医療診断、法律、金融、製造業など、専

エキスパートシステムとは

門家といわれる人間が存在するさまざまな領域

人工知能は 1950 年初めに研究がスタートし

のエキスパートシステムが作られました。その

て 60 年代の初めまでは１回目のブームでした

ことがきっかけになって 1980 年代に人工知能

が、成果が期待外れだったために 60 年代の半

は2回目のブームを迎えたのです。なお、
ショー

ばから 1 回目の冬の時代に入りました。研究費

トリフは大学で人工知能と医学の両方を勉強し

が激減し、そのため人工知能の研究者の数も

たのでマイシンを開発できたものと思われます。

減ってしまいました。

１回目のブームでは日本はほとんど無関係で

その冬の時代を終わらせるきっかけを作った

した
（戦後の復興期で人工知能などを研究開発

のが「エキスパートシステム」
です。エキスパー

する余裕が無かったのでしょう）ので、この 2

トは「専門家」の意味で、エキスパートシステム

回目のブームが、日本における人工知能のス

は「人間の専門家の代わりをしてくれる人工知

タートになります。エキスパートシステムはビ

能のシステム」
のことです。

ジネスになりそうだというので、日本の大手電

まだ 1 回目の冬の時代であった 1970 年代に

機メーカーがこぞって人工知能に力を入れまし

ショートリフという若手の研究者が
「マイシン」

た。1980 年代は日本の景気が世界の中でもよ

という名前の医療診断のエキスパートシステム

かったので、この時のブームは日本が牽引しま

を開発しました。内科のあるタイプの病気につ

した。通商産業省
（現・経済産業省）主導で「考

いて、患者のデータを入力するとマイシンは診

えるコンピュータを作る」ことを目標とした第

断した病名と処方する薬名を出力します。マイ

5 世代コンピュータのプロジェクトも行われま

シンがやっていることは人間の医者がやってい

した。ブームのさなかの 1986 年に人工知能学

ることと同じです。実際のさまざまな症例につ

会も設立されました
（現在、一般社団法人）。

けんいん

いて、マイシンと人間の医者に診断をさせてみ
たところ、マイシンはその病気の専門医には

2回目の冬の時代

劣ったものの、専門外の普通の医者並みの成績
を収めることができました。専門外といっても

しかし、この 2 回目のブームも期待外れに終

医者は医者なので、彼らと同じ程度の能力を

わりました。エキスパートシステムは人間の専

持ったというのは素晴らしいことです。このマ

門家の代わりにはならなかったのです。

イシンの登場により、エキスパートシステムが

いくつかの理由があるのですが、その中でも

世界中で注目されるようになり、ほかのタイプ

大きいのはエキスパートシステムがいわゆる
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用語
気になる この

「常識」を持っていないことにありました。それ

1987 年にブラックマンデーという世界中の

はエキスパートシステムの開発方法に起因して

株の大暴落がありましたが、これも金融のエキ

います。医療診断を例にとってエキスパートシ

スパートステムがこぞって株を売ると判断した

ステムをどう作っていたかを説明しましょう。

ことが原因の 1 つといわれました。

マイシンを開発したショートリフは例外で、

1990 年代の半ばに人工知能は 2 回目の冬の

普通は専門家（医者）
と開発者は違う人になりま

時代を迎えました。日本の大手電機メーカーも

す。開発者はまず、システムで診断する対象の

みんな人工知能の部門を縮小あるいは解散して

病気を専門とする医者のところに行って、
「先

しまいました。日本は 1980 年代から異常な好

生はどのように推論して、この患者がこの病気

景気が続き、それが 1990 年代初頭にはじけて

だと診断なさったのですか」と根掘り葉掘りイ

バブル景気といわれましたが、人工知能の 2 回

ンタビューをし、その医者の持っている知識を

目のブームはほぼそれに重なっていました。

できるだけたくさん取り出しました。
次に、その取り出した知識を整理してコン

ディープラーニングの誕生

ピュータに載せました。その際に、知識を「も
し〇〇なら XX する」という
「if ー then 型」で表

それからしばらくの間、人工知能は再び冬の

現する「プロダクション・システム」
という方法

時代が続きました。最終の意思決定を人工知能

がよく使われていました。

に任せることはできないということで、
「意思

医者が協力的でインタビュアーが優秀であれ

決定の支援をする人工知能のシステム」が数多

ば、その医者が意識して使っている知識のほと

く作られました。これらは役に立っているので

んどをコンピュータに載せることができまし

すが、やっていることが支援であり、地味なた

た。しかし問題は
「意識して使っている知識」
し

めか人工知能研究は盛り上がりませんでした。

か取り出せないことにありました。

その 2 回目の冬の時代の 2006 年に、カナダの

医者は自分で意識して使っている知識であれ

ヒントンが
「ディープラーニング」
という新しい

ば、その知識を話してインタビュアーに伝える

機械学習の手法を提案しました。
「機械学習」と

ことができます。しかし、一般に医者は意識し

いうのは人工知能の一分野で、人間が先生から

ていない医療上の知識をたくさん持っていま

何かを習ったり本を読んだりして学習するよう

す。それらの知識は
「常識」
と呼ばれます。医者

に、コンピュータがデータから学習するもので

は無意識のうちにそれらの常識を使って推論し

す。ディープラーニングはその中の一手法です

ていますが、意識していないのでそれらの常識

が、2006 年にヒントンがゼロから作り出した

を口にすることができません。結果的にエキス

ものではなく、1950 年代にその原型と な る

パートシステムは常識知らずになってしまった

「 パ ー セ プ ト ロ ン 」と い う 手 法 が 提 案 さ れ、

のです。

1980 年代にパーセプトロンの改良版である

常識を知らなくても正しい診断ができる場合

「ニューラルネットワーク」が提案されました。

もありますが、知らないためにとんでもない誤

ヒントンはニューラルネットワークの改良版で

診をしてしまうこともあります。医療診断にお

あるディープラーニングを提案したのです。

ける非常識な間違いは人間の生死にかかわりま

次回は、人工知能の 3 回目のブームのきっか

す。常識知らずのエキスパートシステムは信頼

けとなったディープラーニングについて、解説

できないということになってしまったのです。

します。
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相談情報ピックアップ
第

19 回

執筆者：国民生活センター相談情報部

次々とメッセージが届いてやめられない

占いサイトのトラブルに注意

相談事例
スマートフォンで「無料鑑定」の広告を見て占いサイトに登録すると、鑑定士からメッセージが届
き、私を守ってくれる「健康の徳」
「人間関係の徳」
「金運の徳」を授けてもらうことになった。しかし
無料鑑定期間内に「金運の徳」を授かることができず、その後、毎日のようにコンビニでプリペイド
型電子マネーのギフトカードを買い、メッセージを送るためのポイントを購入した。支払いが難し
くなり、鑑定をやめようとすると、「今やめるとやり取りがすべて無駄になる」と引き止められた。
また鑑定士は病気で余命わずかとのことで、その師匠なども登場し、複数の鑑定士とやり取りした。
4 カ月で 300 万円を支払い、「だまされているのではないか」と家族に言われて目が覚めた。返金し
てほしい。

（50

歳代、女性）

問題点とアドバイス
（2）占
 い師や鑑定士を名乗る者からメッセージが

消費者が占いサイトに登録したところ、占い
師や鑑定士を名乗る者から、自分だけに向けら

届いても安易に返信しないようにしましょう

れた言葉と思わせるメッセージが届き、興味を

占い師や鑑定士を名乗る者から
「あなたは金

持ってやり取りを開始しています。さらに占い

運を持っている」など自分だけに向けられた言

や鑑定の結果が出る前に無料期間が過ぎると、

葉と思わせるメッセージが届くことがあります

その後メッセージを送信するために有料のポイ

が、実際には同様のメッセージが多数の消費者

ントが必要になります。数字や記号、特定の言

に届いています。やり取りを通じて有料のポイ

葉などを延々と送信させられたり、途中でやめ

ントを消費させる手口のため、金運や恋愛運等

たいと思っても言葉巧みに引き止められて支払

についてよい言葉が書かれていても、安易に返

金額が高額になるケースがみられます。

信しないようにしましょう。
（3）占 い師や鑑定士の言葉をうのみにして

（1）無料の占いだからといって個人情報を入力

やり取りを継続しないようにしましょう

しないようにしましょう

やり取りをやめたいと申し出ると、
「最後ま

インターネットや SNS の広告で「無料登録」
「無料鑑定」などとうたう占いサイトでは、登録

で受けないと不幸になる」
「今やめるのはもった

後に有料のポイントが必要なやり取りへ誘導さ

いない」など不安をあおる言葉などで引き止め

れる場合があります。またメールアドレスを登

られることがあります。相手の言葉をうのみに

録すると、別の占いサイトなどからもたくさん

せず、きっぱりやめましょう。またやり取りの

のメールが届くことがあります。氏名や生年月

内容は、トラブルになった場合に返金を求める

日、メールアドレス等の個人情報は気軽に入力

ための証拠となるため、スクリーンショット等

しないようにしましょう。

をして保存しておきましょう。

参考：国民生活センター
「それって占い ?! 占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられないー占いサイトのトラブルに注意ー」
（2020 年 11 月 26 日公表） http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_1.html
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暮らしの

法律

Q&A

第

104 回

お得なように見せかけた
価格表示の問題点は？
相談者の気持ち
通販サイトで大幅に値引きされている商品
（１万円→３千円）
を見つけ、
お得だと思い購入したのですが、後から調べてみるとそもそも３千円程
度であると分かりました。こうした表示は問題ないのでしょうか？

萩谷 雅和

Hagiya Masakazu 弁護士

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

問題があるといえます。

商品やサービスの価格といった取引条件が「実

本件で問題になるのは、次の 2

際のものや同業他社よりも著しく有利であると

つの法律です。ただ、その前提と

消費者に思わせる表示」
のことを指します。

して重要な注意点があります。こ

つまり
「お得なように見えたのに、実はそう

れから説明する 2 つの法律は、い

ではなかった」という表示がこれに当たり、本

ずれも「事業者」
を規制する法律です。事業者と

件はこれに該当するでしょう。

は、細かくいえば大変難しい問題がありますが、

ただし、景表法は、このような不当な表示を

大雑把にいえば
「一定の目的をもってなされる

行政機関が排除するための法律であり、事業者

同種の行為の反復継続的遂行」
をしている者
（会

に対するペナルティーの条項はありますが、

社・団体等も含む）
と考えればよいでしょう。

個々の消費者の救済という面はありません。

およ

さて、問題になる法律の 1 つは不当景品類及

次に消契法ですが、
「第 1 条 この法律は、消

び不当表示防止法
（以下、景表法）です。もう 1

費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交

つは、消費者契約法
（以下、消契法）
です。

渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により

なら

また

前者は主に事業者側から消費者側に対する

消費者が誤認し、又は困惑した場合等について

「広告」
「商品表示」
等について、不当なものを規

契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消

制する法律であり、そのような不当な広告等が

すことができることとする」
と定める法律です。

ないようにしようという法律です。後者は、事

本件では、本来 3 千円程度の商品を１万円と

業者側の不当な手段により消費者が売買契約を

誤認させられたのですから、その購入を承諾す

締結したり、その代金を支払ったりした場合の

る意思表示を取り消すことができます
（消契法

その後の処理方法について定めています。

4 条 1 項 1 号）
。取り消すと、売買契約そのもの

景表法には、事業者が不当な手段で消費者を

がなかったことになります。
今回の事例では「購

引きつけることを抑止するという目的があり、

入した」
ということですから、
代金も既に支払っ

これにより、消費者も安心して商品やサービス

たものと思われます。この場合、契約はないの

を選ぶことができます。ここにいう
「不当な手

に代金を支払ったことになるので、その代金の

段」とはいくつかの類例があるのですが、本件

返還を求めることができます。もちろん、受け

で問題になるのは
「有利誤認表示」
です。
これは、

取った商品は返還しなければなりません。
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暮らしの判例
国民生活センター 消費者判例情報評価委員会

消費者問題を考えるうえで参考になる判例を解説します

司会者養成講座の受講契約における受講料の不返還特
約等を消費者契約法に基づき無効とした事例
ブライダル司会者養成講座契約における受講料の不返金特約は、消費者側の解約のみ
を一方的に制限するもので、当該制限部分は消費者契約法 10 条により無効であり、また、
受講料の不返金特約のうち、解約に伴う未受講分の受講料の返還を制限する部分は、事
業者側に生ずべき平均的な損害の額を超える損害賠償等の額を予定する条項であるから、
消費者契約法 9 条 1 号によっても無効であるとした事例。
（東京地方裁判所平成 30 年 3 月
23日判決、
『消費者法ニュース』
116号340ペー
ジ、LEX/DB 掲載）

原告（被控訴人）：X（消費者）
被告（控訴人）：Y（司会者養成業・派遣業者）
関係者：A（Y の代表者）

した段階で X に対し、同年 4 月上旬に施行され

事案の概要

る結婚披露宴
（以下、4 月上旬披露宴）の司会業

Y は、ウェディングに関する司会者の養成講

務を行うことを依頼し、X はこれを引き受けた。

座
（以下、本件養成講座）を開講するとともに、

X は、4 月上旬披露宴に関して、同年 3 月中

結婚式場等に司会者をあっせんする事業を行っ

旬に新郎新婦との事前の打ち合わせを行ったう

ている。

えで、同年 4 月上旬、司会業務を行った。

X は、本件養成講座を受講する旨の契約
（以

しかし、出来がよくなくウェディングプラン

下、本件受講契約）
を締結した当時は、結婚して

ナーにも批判され不安になったが、X は、同年

第1子を育児中の専業主婦であったが、結婚前に

4 月下旬までに、Y から数件の司会業務の依頼

はアナウンサーとして勤務した経験があった。

を受け、これを引き受けた。

X は、2015 年 1 月下旬、Y との間で、次の約

X は、同年 4 月下旬、X の夫を通じて、A に

定に基づき、本件受講契約を締結した。

対し、体調不良を理由として同日に受講予定で
あったレッスンを欠席する旨、体調回復を優先

（ア）
レッスン回数 12 回
（イ）
受講料 約 16 万円（税込み）
（ウ）
特 約条項 本件受講契約成立後は、X は本
件受講契約の解約・受講料の返金を請求す
ることはできない。X が本件養成講座を受
講しなかった場合、X は受講料を支払わな
ければならない。
（以下、不返金特約）

させるために同日までに決まっていた司会業務
をすべてキャンセルしたい旨を電話で連絡した。
A は翌日、X の夫に対し、おおむね次の内容
のメールを送信して、X に対して損害賠償を請
求する意向を示した。
ア

X は、本件受講契約締結後、間もない時期に、
Y に対し、本件養成講座の受講料として約 16

イ

万円を支払った。
Y は、同年 3 月上旬、4 回目のレッスンが終了
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 が司会業務をキャンセルしたことによっ
X
て、Y には現時点で少なくとも 3 万円の損
害が生じている。
4 月上旬披露宴に関する X の報酬は 1 万円
である。

暮らしの判例
ウ

する不実告知を理由に本件受講契約を取り消す

 たがって、前記アの損害金と前記イの報
し
酬とを相殺して、Y は、X に対し、損害賠
償として 2 万円の支払いを請求する。

ことができるか
確かに、Y は、体験レッスンの段階では、本件
受講生に対し、レッスンを受講中に司会業務を

X は、同年 4 月下旬に予定されていたレッス

行うことがある旨の説明はしておらず、X にも

ンを欠席してから現在まで、本件養成講座の

その旨の説明をしていなかったものと認められ

レッスンを受講しておらず、本件受講契約の定

る。しかしながら、X は、プロの司会者になるこ

める計 12 回のうち 5 回が未受講となっている。

とを目的として本件養成講座を受講することと

X は、同年 10 月上旬、Y に対し、Y が、受講契

したのであるから、レッスンの受講中の時期で

約の締結を勧誘するに際し、レッスンの内容とい

あるかは措くとしても、いずれかの時期には司

う重要事項について事実と異なることを告げ、X

会者としてデビューする可能性があることを想

を誤信させて契約を締結させたから、消費者契

定していたというべきである。そのうえで、Xは、

約法
（以下、法）4 条 1項 1号に基づき契約を取り

本件各披露宴のうち少なくとも一部の披露宴は、

消したと主張して、Yに対し、不当利得返還請求

Y から個別に依頼を受けており、そのうち、4

権に基づき、支払い済みの受講料相当額約16 万

月上旬披露宴は実際に司会業務を行った。した

円とその利息の支払いを求めた(本件第1事件)。

がって、
司会業務の実施は、
本件養成講座のレッ

Y は、講座を開講しつつ司会者のあっせん事

スンの内容ではなく、本件受講契約とは別個の

業を営むが、講座を受講中であった X との間で

業務委託契約に基づくものであり、X は、少な

結婚披露宴の司会業務の委託契約を締結したに

くとも、Y から司会業務を引き受けた段階では、

もかかわらず、X が正当な理由なく司会業務を

本件養成講座のレッスンを受講している最中の

履行しなかったために損害を被ったと主張し

段階で実際に司会業務を行うことを理解して、

て、X に対し、業務委託契約の債務不履行また

これを了承していたと認めるのが相当である。

は不法行為による損害賠償請求権に基づき、損

そうすると、
本件受講契約の勧誘に際し、レッ

害金合計 53 万円とその利息の支払いを求めた

スンを受講中に司会業務を行うことがある旨の

お

説明をしていなかったとしても、X に対し、本

（本件第 2 事件）
。

件養成講座のレッスン内容という重要事項につ

原審は、X の本件第 1 事件請求および Y の本
件第 2 事件請求をいずれも棄却した。これに対

いて事実と異なることを告げたと評価できない。

し、Y が控訴を提起し、X が、附帯控訴を提起

争点Ⅱ Yは、本件受講契約の不返金特約により、

するとともに、控訴審において、予備的請求と

未受講分の受講料相当額の返金義務を免れるか

して、Y に対し前記受講契約の解約を原因とす

本件受講契約は、準委任契約であるから、本

る未受講分の受講料相当額 6 万 7500 円の不当

来、当事者はいつでも解除
（解約）できる
（民法

利得返還請求を追加した。

651条 1項、656 条）
ところ、不返金特約は、X か

主たる争点は、X が勧誘時の重要事項に関す

らの解除
（解約）
のみを一方的に制限するもので

る不実告知を理由に本件受講契約を取り消すこ

あって、信義則に反するというべきである。した

とができるかという問題
（争点Ⅰ）
と、中途解約

がって、不返金特約のうち、X からの解除
（解約）

時の不返金特約が消費者契約法に違反しないか

を制限する部分は、法 10 条により無効である。
法 9 条 1 号の
「平均的な損害」
は、解除の事由、

という問題（争点Ⅱ）
である。

理

時期のほか、当該契約の特殊性、逸失利益・準

由

備費用等損害の内容、契約の代替可能性・変更
がいぜん

ないし転用可能性等の損害の生じる蓋然性等の

争点Ⅰ X は、Y による勧誘時の重要事項に関
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暮らしの判例
X は、
「Y が、本件養成講座を受講すれば結婚

事情に照らし、判断するのが相当である。
これを本件についてみると、
本件養成講座は、

式の司会に関する知識やマナーが習得できる旨

受講の開始時期について特段の制限がないこと、

の説明をして、本件受講契約を締結させたにも

将来的に司会者としてデビューできる見込みの

かかわらず、本件養成講座のレッスン内容は、

ある者とのみ本件受講契約を締結することとし

①プロでもない X にいきなり実際の結婚披露宴

ていること、本件養成講座のレッスンの内容

の司会を務めさせるものであり、また、②レッ

は、定型的・画一的なものではなく、受講生に応

スンと称しては、新郎新婦や結婚式場との打合

じて定められるものであること、本件養成講座

せや準備に充てるなど、契約締結時の説明とは

のレッスンは、担当講師が直接、受講生を指導す

かけ離れたものであったから、本件養成講座の

る形態であること、
本件養成講座のレッスンは、

レッスン内容という重要事項について事実と異

決められた曜日に定期的に開講されているこ

なることを告げたものであり、法 4 条 1 項 1 号

と、各回のレッスンには複数の受講生が参加

所定の取消事由がある」と主張した。しかし、

し、1 名の講師が担当すること、以前は、実際の

裁判所は、
「X は、少なくとも、Y から司会業

結婚式場等を借りてレッスンに使用することも

務を引受けた段階では、本件養成講座のレッス

あったが、現在では、実際の結婚式場等を使用

ンを受講している最中の段階で実際に司会業務

したレッスンは行っていないことが認められる。

を行うことを理解して、これを了承していたと

これらの事実に照らすと、本件養成講座は、Y

認めるのが相当である」として、X の主張を退
けた。

において将来的に司会者としてデビューできる

本件第 2 事件は、X が、レッスンを開始して

見込みのある受講希望者を選別する必要があり、
また、講師が直接、受講生を指導するため、無制

4 回目に本物の披露宴をレッスン名目で任さ

限に受講生を受け入れることができるものでは

れ、司会の出来があまりよくなかったことなど

ないが、他方で、受講希望者の募集について時期

からウェディングプランナーにも批判されるな

的な制限がなく、受講生の受け入れ人数を柔軟

どして不安になり、その後の別の新郎新婦の打

に設定できると考えられるから、代替可能性・変

ち合わせに行かなかったところ、Y から 53 万

更ないし転用可能性が低いとは認められず、ま

円の損害賠償請求をされたという事件である。

た、開講に当たって要する準備費用も相対的に

裁判所は
「X は、最終的には自らの判断により

は大きくない業態の事業であると認められる。

本件各披露宴の司会業務を引き受けている」な

したがって、解除の事由、時期を問わず、本件受

どと述べ、
「X が、本件各業務委託契約に基づ

講契約の解除（解約）
により、一律に受講料相当

く業務をキャンセルしたことについては、Y の

額の損害が Y に生じると認めることはできない。

受講生に対する司会業務の委託の在り方にも一

以上によれば、
不返金特約のうち、
解除
（解約）

因があったことを Y 側の過失を基礎付ける事情

あ

に伴う未受講分の受講料の返還を制限する部分

として考慮する余地があるのは格別、これに

は、Y に生ずべき平均的な損害の額を超える損

よって X の債務不履行の帰責性や不法行為の違

害賠償等の額を予定する条項であって、法 9 条

法性を否定すること困難である」として、Y が

1 号により無効であるといわざるを得ない。

披露宴に代替の司会者をあっせんするために要
した費用と X に支払う予定だった報酬の差額で

よって、X の当審における予備的請求には理

ある 8 万円の損害賠償を認めた。

由がある。

解

前記
「理由」で示した争点Ⅰは、X による本件

説

受講契約の取消しに関するものである。Y は、
X に本件受講契約の締結を勧誘する際に、レッ

本件は 2 つの事件から成り、本件第 1 事件で、
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暮らしの判例
スン受講中に司会業務を行うことがある旨を説

いとは認められないとして、本件不返金特約の

明していなかった。これにつき本判決は、法 4

うち、解除
（解約）
に伴う未受講分の受講料の返

条 1 項 1 号所定の取消事由があるとする X の主

還を制限する部分は、Y に生ずべき平均的な損

張を認めていない。しかし、受講契約の内容が

害の額を超える損害賠償等の額を予定する条項

どのようなものであるかは、受講生にとって重

であって、法 9 条 1 号により無効であるとする

要な関心事であることからすると、本件受講契

本判決の判断は、妥当なものといえよう。

約を勧誘する段階で、司会業務を行うことがあ

いったん受領した対価を返還しないという特

る旨の説明を受講生にしておくべきであったと

約の有効性については、法 9 条 1 号の問題とし

思われる。その意味で、X が主張するように、

たものとして、
「LP ガスの利用者と供給事業者

法 4 条の取消しを認める余地もあったと考えら

との間における LP ガス供給のための消費設備

れる。

に関する利益調整合意に定められた補償費の定
ほ てん

争点Ⅱは、本件受講契約の不返金特約の有効

めは、当該設備の価格補填の目的に出たものと

性に関するものである。本件受講契約の不返金

解することはできず、単に利用者らが当該設備

特約は、委任者である X の解除権（民法 651 条

の貸与契約を解約したときには何らの対価もな

1 項、656 条）を制限するとともに、解除
（解約）

く利用者側に発生する金銭支払義務を定めたも

の時期にかかわらず
（レッスンの受講の有無に

のであるから、補償料の定めは、解約に伴う違

かかわらず）、受講料全額について返金を認め

約金の定めと解すべきである」
とした参考判例③

ない旨の条項である。したがって、本不返金特

や、
弁護士委任契約における中途解約に当たり、

約は、X から解除権を奪う条項であり、法 10

「みなし成功報酬金額の請求を定めた特約が法

条の適用対象とみるのが素直である。しかし、

9 条 1 号に該当する」とした参考判例④等があ

本件と同様にいったん受領した対価を返還しな

る。法 10 条の問題としたものとして、
「請負予

いという事案である学納金不返還特約につい

約における工事申込金の不返還条項について、

て、最高裁判所は、法 9 条 1 号該当性を認め、

請負契約が成立に至らなかった場合、理由の如

い

かん

何を問わず工事申込金は原告に返還しないとい

法 10 条該当性については、不返還特約のうち
平均的な損害を超える部分に限って法 9 条 1 号

う趣旨のものと認められるから、
不返還条項は、

によって無効とされるのであり、不返還特約の

原告に債務不履行がある場合に支払う違約金を

目的、意義に照らすと、同号によって無効とな

定めた条項と解することはできない」として、

らない部分が、法 10 条にいう「民法第 1 条第 2

法 10 条を適用した参考判例⑤等がある。

項に規定する基本原則に反して消費者の利益を
一方的に害するもの」に該当しないことは明ら

参考判例

かであるとして、法 10 条該当性を否定してい
る（参考判例①等）。

① 最 高裁平成 18 年 11 月 27 日判決（『民集』60
巻 9 号 3437 ページ、裁判所ウェブサイト）

法 9 条 1 号の「平均的な損害」
は、解除の事由、

② 東京地裁平成 14 年 3 月 25 日判決（『判例タイ
ムズ』1117 号 289 ページ、LEX/DB）

時期のほか、当該契約の特殊性、逸失利益・準
備費用等損害の内容、契約の代替可能性・変更

③ 東 京高裁平成 20 年 12 月 17 日判決（『金融・
商事判例』1313 号 42 ページ）

ないし転用可能性等の損害の生じる蓋然性等の
事情に照らし、判断するのが相当であるとする

④ 横浜地裁平成21年7月10日判決（『判例時報』
2074 号 97 ページ）

本判決の判示は、先例である参考判例②等に

⑤ 東京地裁平成 20 年 12 月 25 日判決（Westlaw
Japan）

従ったものである。これに基づき、本件受講契
約は、代替可能性・変更ないし転用可能性が低
2021.2
国民生活

36

第

誌上法学講座

1

回

決済法制と
資金決済法の概要

知っておきたい資金決済法

新連載

坂 勇一郎

Saka Yuichiro

弁護士

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員。国民生活センター紛争解決委員会特別委員。金融審議会専門委員

2020 年通常国会で、決済法制に関し、資金決

・決済サービス提供者を介して、債権債務関係
を解消すること＊ 3

済法と割賦販売法が改正されました。資金決済

です。要するに、
「送金」
と
「支払い」
です。決済

法改正は、金融庁金融審議会の 2019 年 12 月の
＊1

ワーキング・グループ報告

、割賦販売法改正

サービスは、
大別すると
「前払い」
型、
「即時払い」
型、
「後払い」
型に分かれます
（表 1）
。

は、経済産業省の割賦販売小委員会の 2019 年
＊2

12 月の報告書

に基づくものです。

決済業者にあらかじめお金を払っておく前払

本連載では、資金決済法と今回の改正
（以下、

いは、
「前払式支払手段」
として資金決済法で規

改正法）について述べますが、制度の具体的内

制されます。送金や支払いの際に決済業者にお

容に先立って、
今回は、
「決済法制の概要」
と、
「資

金を払う即時払いは、銀行法による銀行振込み

金決済法の概要」
について述べます。

等のほか、資金移動として資金決済法で規制さ
れます。後払いのサービスは、
「信用購入あっ

決済法制の概要

せん」
等として割賦販売法により規制されます。

（1）
「決済」
と決済法制

規制法との関係では、3 点留意が必要です。

「決済」とは、

第一は、規制の対象となっていない決済サー

・決済サービス提供者を介して、直接現金を輸

ビスがあることです。
「収納代行」
「立替払い型

送せずに、意図する額の資金を意図する先に

後払い決済」
（2 月を超えない ID・カード等を

移動すること 及び／又は

発行しない後払いサービス）＊ 4 は、資金決済法・

およ

また

割賦販売法＊5 の規制対
象となっていません。

表 1 決済サービスと法制度の枠組み
前払い
即時
払い

後払い

支払手段

法律

例

監督官庁

前払式支払手段

資金決済法

電子マネー
（プリペイド式）

銀行振込み等

銀行法

デビットカード

資金移動

資金決済法

収納代行

－

コンビニ収納代行・代引き

－

信用購入あっせん等

割賦販売法

クレジットカード

経済産業省

立替払い型後払い決済

－

コンビニ後払い

－

第二は、複数の決済
サービスを組み合わせ

金融庁

たサービス提供が行わ
れていることです。例
えば、クレジットカー
ド払いで電子マネーに
チャージするような場

＊ 1	金融審議会
「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」
報告。本連載では「WG 報告」という
＊ 2	産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会最終報告書「当面の制度化に向けた整理と今後の課題～テクノロジー社会における割賦販
売法制のあり方～」
＊ 3	金融審議会 金融制度スタディ・グループ「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告≪基本的な考え方≫」
（2019 年 7
月）
6 ページ。本連載では「SG 報告」という
＊ 4	立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターは
「（特別調査）消費者トラブルからみる立替払い型の後払い決済サービスをめぐ
る課題」
（2020 年 1 月 23 日）を公表している
＊ 5	2 月を超えない ID・カード等による後払いサービスは「二月払購入あっせん」として、2016 年の割賦販売法改正により、クレジットカード番号
等の適切な管理義務や、アクワイアラー等の登録義務による加盟店調査義務などの規制対象となった
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合、クレジット部分は割賦販売法、電子マネー

整理され、資金決済法や割賦販売法の規制の枠

部分は資金決済法が適用されます。

組みの中で位置づけられます
（決済手段が規制

第三は、ID・カード等の発行業者や加盟店

対象の場合）
。また、
（一社）キャッシュレス推

管理業務を行う業者と加盟店との間に決済代行

進協議会がガイドライン等を公表しています。

（3）決済法制の課題と概要

業者が介在するようになってきたことです。決
済代行業者は、①登録業者として直接規制され

送金や支払いサービスが適切に機能するため

る者 ②登録業者からの指導・監督を通じて間

には、制度的なバックアップが必要です。決済

接的に規制される者

＊6

③間接的な規制も及ば

法制の主な課題としては、①確実な決済 ②前

ない者があります。

払い、即時払いサービスにおける利用者資金の

（2）
「キャッシュレス決済」
「コード決済」

確保 ③後払いサービスにおける過剰与信の防

「キャッシュレス決済」
は、現金を用いない決

止 ④第三者による不正利用の防止・救済 ⑤悪

済を総称します。提供されるサービスの内容に

質加盟店等による被害の防止・救済 ⑥個人情

より、前払式支払手段、
資金移動、
包括信用購入

報保護 ⑦マネー・ロンダリングの防止 が挙げ

あっせん等として資金決済法または割賦販売法

られます。

の規制対象となりますが、収納代行や、立替払

こうした課題に対応するため、前払い、即時

い型後払い決済に当たるものは規制対象ではあ

払い、後払い、それぞれの決済サービスの特性

りません。

に応じて、資金決済法および割賦販売法により
制度が整備されています
（表 2）
。

「コード決済」は、QR コードやバーコードを
用いたキャッシュレス決済です。コード決済事

制度整備の中長期的な方向性としては、「決

業者のサービスは、決済に関する情報の伝達と

済法制の横断化」
という目標が示されています。
規制の回避を防

表 2 決済サービス別の法制度
前払式支払手段

資金移動

止すること、利

信用購入
あっせん等

収納代行

○登録制

×

な競争条件を確

参入規制・監督

○
自家型：届出制
第三者型：登録制

○登録制

利用者資金保全
（供託）

○
未使用残高の半額

○
要履行保証額全額

－

×

過剰与信防止

－

－

○

－

情報管理

〇

〇

〇

×

加盟店管理

○

×

○

×

抗弁対抗

×

×

○

×

無権限取引

×
各事業者の
利用規約による

×
各事業者の
利用規約による

×
各事業者の
利用規約による

×
各事業者の
利用規約による

取引時確認

×

○犯収法＊ 7 による

○犯収法による

×

払戻し禁止

送金上限は 100 万円＊ 8

その他

保すること等の
観 点 か ら、「 金

＊ 6	資金決済法 21 条の 2（改正法）・50 条、割賦販売法 30 条の 5 の 2・35 条の 16 第 3 項
＊７ 犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）
。本連載では犯収法とする
＊8

用者保護や公正

改正法では 100 万円超の送金も可能

＊ 9	SG 報告 8 ページ
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代理受領

融規制体系をよ
り機能別・横断
的 な も の と し、
同一の機能・同
一のリスクには
同一のルールを
適用することを
め

ざ

目 指 す こ と 」が
必要です＊ 9。

誌上法学講座
必要ないが、払戻しはできない点が、前払式支

資金決済法の概要

払手段の大きな特徴です。

（1）資金決済法の制定・改正経緯

（3）
資金移動
ア

資金決済法は、2009 年 6 月に公布され、2010
年 4 月に施行されました

＊ 10

。その後、2016 年

規制対象
資金移動は、
「為替取引」
が規制対象とされま

改正で前払式支払手段の苦情処理体制の整備や

す
（法 2 条 2 項）
。

仮想通貨（暗号資産）の規制等、2019 年改正で

為替取引の定義は、法律では定められておら

暗号資産の規制強化等、今回の改正
（2020 年 6

ず、その概念は、最高裁の判示
（最判平成 13 年

月公布、施行日未定）
で資金移動業に第一種およ

3 月 12 日）が参照されます。すなわち、為替取

び第三種の資金移動業の創設等が行われていま

引とは
「顧客から、隔地者間で直接現金を輸送

す。

せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を

し く

現行の資金決済法は、
「前払式支払手段」
「資

移動することを内容とする依頼を受けて、これ

金移動」
「暗号資産」
等について規制しています。

を引き受けること、またはこれを引き受けて遂

（2）前払式支払手段
ア

行すること」です。要するに、現金輸送によら

規制対象

ない送金を引き受けること、または引き受けて

前払式支払手段は、①対価を得て発行される

遂行することです。これには、送る側からの依

証票等・番号・記号・符号等で、②財産的価値

頼による場合
（順為替）
と、受け取る側からの依

が記載・記録され、③支払い等に使われるもの

頼による場合
（逆為替）
が含まれます。

です
（法 3 条 1 項）。
イ

為替取引規制について、長く議論があるのが

参入規制

「収納代行」
の扱いです。収納代行とは、
「①金銭

前払式支払手段に関するサービス提供は、そ

債権を有する債権者から委託又は債権譲渡を受

のあり方により、届出制や登録制の対象となり

けて債務者から資金を収受し、②当該資金を直

ます
（表 3）。

接輸送することなく債権者に移転させる行為」
で

ウ

す＊ 11。現行法上では規制対象外として扱われ

規制の概要

ています。

資金決済法は、届出業者および登録業者が規
制対象です。今回の改正では、利用者の保護等

もっとも、収納代行と称して為替取引に該当

に関する措置、委託先に対する指導等の整備等

する取引が行われる例がみられることから、今

が行われています。

回の改正で、
「割り勘アプリ型」
のサービス等が

エ

規制対象となることが明確化されます
（改正法

他の法令との関係

2 条の 2）
。

前払式支払手段は払戻しが原則として禁止さ

イ

れているがゆえに、犯収法上の本人確認等の義

参入規制
資金決済法施行前は、銀行のみが為替取引に

務が課されていません。本人確認等の手続きは
表 3 前払式支払手段の分類
前払式支払手段

規制
3 月末および 9 月末の未使用残高が 1000 万円まで

なし

3 月末および 9 月末の未使用残高が 1000 万円超

届出制

自家型

発行者の店舗でのみ使用可

第三者型

発行者以外の店舗でも使用可 （金額にかかわらず）

＊10	これに伴い、紙型・IC 型の前払式証票を規制していた前払式証票規制法が廃止された
＊11	WG 報告 16 ページ注 30
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登録制

誌上法学講座
（4）
暗号資産

表 4 為替取引に関する法制度
送金額

銀行法

100 万円超

100 万円以下

○
銀行業務

「特に少額」
以下
（政令で定める）

ア

資金決済法

「暗号資産」
は、

現行法

改正法

×

○
第一種
資金移動業

○
資金移動業

規制対象

・①不特定の者への代金支払い等に使うことが
でき、かつ、不特定の者と売買できる財産的
価値
（電子的記録）で、②電子的に移転でき、
③法定通貨または法定通貨建てでないもの

○
第二種
資金移動業

（1 号暗号資産）
・①不特定の者を相手に 1 号暗号資産と交換で
きる財産的価値
（電子的記録）
で、②電子的に

○
第三種
資金移動業

移転できるもの
（2 号暗号資産）
となっています
（法 2 条 5 項）
。
暗号資産は、当初
「仮想通貨」
として、決済手

関するサービスを行うことができました。同法

段として用いられることを想定して制度整備が

の施行以降は、資金移動業者（登録制）に、100

行われましたが、その後むしろ投機の対象とし

万円以下の送金業務が認められました。

て用いられたり、流出事件やマネー・ロンダリ

改正法では、100 万円を超える送金を行う資

ングに用いられる等の問題が指摘され、2019

金移動業と、「特に少額」
として政令で定める額

年改正法において、名称を
「暗号資産」
に改める

（数万円以下）の送金を行う資金移動業が創設さ

とともに規制が整備されました。
イ

れます（改正法 36 条の 2）。資金移動業は、現
行法の1階建てから、
3階建てになります
（表4）
。
ウ

参入規制

「暗号資産交換業」を営むには、
「暗号資産交

規制の概要

換業者」
としての登録が必要です。

改正法では、参入規制の見直しのほか、履行

暗号資産交換業は、
次の業務です
（法2条7項）
。

保証金の供託、利用者の保護に関する措置、為

①暗号資産の売買または他の暗号資産との交換

替取引に関し負担する債務の制限等が整備され

②①の媒介・取次または代理

ます。

③①②に関して利用者の金銭を管理すること

エ

④他人のために暗号資産を管理すること

他の法令との関係

ウ

送金と関係なく資金を受け入れることは、出
資法に抵触します

規制の概要

＊ 12

。

暗号資産に関するサービスは、その内容によ

この点に関し、資金移動において、あらかじ

り、資金決済法または金融商品取引法により規

めアカウントに金銭を受け入れることの是非が

制され、資金決済法は、暗号資産の現物取引に

問題となりますが、送金が現在または将来の具

適用されます。2019 年改正法では、暗号資産

体的な送金と結び付いている場合には、当該資

交換業者への規制や流出リスクへの対応、
広告・

金の受入れは出資法で禁止される
「預り金」
に該

勧誘規制等が整備されました。

＊ 13

当しないというのが、これまでの確認です

エ

。

資金移動については、犯収法上の本人確認等

他の法令との関係
暗号資産交換業者における暗号資産の取引に

の義務が課されます。

は、
犯収法上の本人確認等の義務が課されます。

＊12	WG 報告 9 ページ
「資金決済に関する法律の施行に伴う政令案・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等の公表について」内「1. パブリックコメ
＊13	金融庁
ントの結果について」
（2010 年 2 月 23 日）
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