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さまざまな問題を解説で取り上げてきま

たり、各分野で関係の深い皆様に集っていただ

したが、常に有益だったのが国民生活センター

き、消費者問題の現状や今後の動向と国民生活

の情報でした。
どんな問題を取り上げる時でも、

センター等の役割について議論しました。

被害傾向や件数をつかめる PIO―NET ＊ 1 の相談

消費者庁設置から最近までの
国民生活センターの取り組み

情報を電話で伺うことで解説に盛り込んでいま

――まずは、2009 年に消費者庁が設置されて

手口や被害の深刻さを PIO―NET の情報から示

から最近までの国民生活センターの取り組みを

すことが、自分事として受け止めてもらう重要

振り返っていただけますか。

な鍵になっていますね。国民生活センターの素

ひ と ご と

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

早い情報発信によって報道でも取り上げやすく
つな

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

弁護士として事件を扱い、消費者事件の

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

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

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

は、消費者トラブルの規模やスピード感を自治

相談現場における相談内容や件数をデータとし

体が把握し、その後の手立てを取るために活用

て参照できる PIO―NET の情報は、政策立案の

できるありがたいシステムです。地方自治体の

ための貴重な資料でした。また詐欺的な定期購

基本計画の策定作業中においても PIO―NET を

入や水素水など、当時誰も取り上げていなかっ

駆使させていただいており、計画の方向性や内

た問題に切り込んできた姿勢は素晴らしいと思

容を詰めるうえで非常に役立っています。消費

います。国民生活センターの情報発信によって

者行政を推進していくなかで、1 つの自治体だ

防げた取引額や実際に受けた返金額は莫 大 で

けでは不可能な領域を国民生活センターに担っ

しょう。この 10 年の取り組みで生んできた経

ていただいているので、その存在はなくてはな

済効果は最大限評価されるべきだと思います。

らないものだと思っています。

増田

坂倉

ばく だい

相談員であり、全国消費生活相談員協会

この 10 年で国民生活センターは、消費

の立場からすると国民生活センターはなくては

者ホットラインや ADR（裁判外紛争解決手続）
、

ならない存在です。PIO―NET の情報入力も厳

CC J や訪日観光客ホットラインなど、消費者問

密なご指導をいただきながら、
「法律改正に役

題や社会環境の多様化に合わせた新しい取り組

立つ」という思いで全国の相談員は頑張ってい

みをされてきました。情報提供や情報開示も進

ます。また相談員にとって勉強になり楽しみで

み、PIO-NET を活用した国民への注意喚起が

もある研修事業では、
講師養成講座も始められ、

以前より早く細かく丁寧になったと思います。

多くの相談員が講師デビューを果たしてきまし

報道にも頻繁に取り上げられてきたことで、消

＊2

で発展的に世界や事業者と

費者にとって国民生活センターの存在や位置付

繋がってくださっているおかげで、今まで相談

け、役割がより明確になりました。また、研修

員が解決困難で無力感を覚えていた越境トラブ

事業がより充実し、時代に合わせ内容やテーマ

ルも一定の解決に至っています。さらに、何回

の幅を広げた企業職員向けの研修も行われてい

もの自然災害の経験から、今はすぐにサポート

るのは有意義なことです。

体制が整えられ、情報発信が迅速にできるよう

――国民生活センターと消費者庁とどこが同

になったと思います。

じで異なるのかを考えると、一定の権限と予算

佐久間

を持っている消費者庁に対し、国民生活セン

た。そして CC J

地方にとって国民生活センターは
「消費

ターは情報をきちんと集めて正しく早く伝え、

者行政の中核的な実施機関」
です。特にPIO―NET

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

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

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

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

トラインでは定額給付金の受け取り方が分から

多様化しています。特に高齢者に対する被害防

ないという相談をたくさん受けました。ホーム

止と情報収集能力の向上、デジタル社会への対

ページやネット上での情報発信も、分かりやす

応促進は重要であり、行政や自治体、事業者団

く迅速にすべての人に届くようにする発信の仕

体、消費者団体などと連携して積極的に取り組

方がすごく重要だと改めて実感しました。

んでいただければと思います。

志部

佐久間

オンラインによる取引のトラブルの原

方で、そうではない人は情報も取り込めずに騙

因は、事業者の策略と消費者の見落としでしょ

される
「デジタルディバイド」の構造がありま

う。行政としては事業者の新たなサービスを把

す。他方で、若者であっても、デジタルへの適

握したうえで、落とし穴や注意点を消費者へ啓

応能力が高いがためにトラブルにあうことも少

発、注意喚起するという両輪が消費者サービス

なくありません。また、法規制がなかなか難し

の向上のために重要だと思います。しかし今回

いのが、デジタルプラットフォームやフリマア

の新型コロナでステイホームとなったことで、

プリなどによる個人間取引です。これはデジタ

高齢者への情報伝達が課題として浮き上がりま

ルプラットフォーム業者にルールを徹底しても

した。デジタル化が進むからこそ、アナログで

らうか、トラブルが起きた時に間に入ってもら

の啓発の重要性を痛感したんですね。我々も今

う必要があります。法規制が難しい問題や法規

は、地域団体や福祉関係者と連携して高齢者宅

制までに時間がかかる、その隙間を埋めるため

へチラシを配る対応を進めています。こういっ

にも、国民生活センターの即時の情報発信がま

た対応については、国民生活センターにもぜひ

すます重要になってくると思います。

お力添えいただきたいです。

今井

増田

高齢者に限らず、今の大人は消費者教育

り取りによって、被害にあっても救済が受けら

も情報教育も受けていません。そのため、年齢

れなかったり事業者として無自覚なまま被害を

だけでなく、インターネットを使い始めた時期

与えてしまったりといったケースが増えていま

や経験を踏まえた教育が必要です。また、デジ

す。特に新しいサービスや商品の場合、契約は

タルプラットフォームによる情報の取得は消費

事業者側にとっては有利なものに、消費者に

者自身の嗜好に誘導されるため、情報の中身に

とっては分かりにくいものになりがちです。こ

偏りが出ることも課題でしょう。自分の信じた

れは健全な事業者でもみられる傾向なので、す

い情報だけを信じることで、情報商材トラブル

べてを消費者教育で片付けることは難しい。や

等にあいやすくなります。
また、
新型コロナホッ

はり、国民生活センターがトラブルの情報をい

し こう

2020.10
国民生活

5

デジタルに強い人は情報を取り込める一

だま

オンラインによる消費者同士の気軽なや

特集

国民生活センター創立 50 周年企画
特集

2

座談会

国民生活センターの見てきた半世紀とこれから

国民生活センターのこれまでとこれから

ち早くつかむことで、行政執行や新ルール作り

少しずつ進んでいますが、消費生活相談や消費

に繋げてほしいですね。

者対応の国際化は一部大手企業を除きあまり進

―― 国 民 生 活 セ ン タ ー も 一 部 の デ ジ タ ル プ

んでいません。企業の相談窓口部門に外国語対

ラットフォーム業者に協力して、商品ページに

応者がほとんどいないのが実情です。こうした

我々の安全に関する情報を掲載していただいて

現状からも、国民生活センターには訪日観光客

います。取引上のトラブルについてはプラット

向けホットラインのさらなる充実をお願いした

フォーム業者が間に入って適切に処理すること

いと思います。

が効果的です。国民生活センターとしてもプ

今井

幸いなことに、新型コロナが終息したら

ラットフォーム業者に自主的な取り組みをお願

「日本に行きたい」
と考える外国人は非常に多い

いしていますので、少しずつ進歩があることを

ようです。しかし、日本でトラブルが起きても

望んでいます。

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

国内消費者の多国籍化、
越境取引の増加

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

――国民生活センターでも CC J を展開してい

して再び訪日外国人が増える前に訪日観光客

ますが、国内消費者の多国籍化や越境取引の増

ホットラインをさらに拡充していただきたいで

加についてはいかがでしょうか。

す。
「日本ならトラブルがあっても解決してく

佐久間

現在、神戸市には 138カ国、5 万人弱

れる」という認識が外国人にも広まれば、帰国

の外国人が住んでいますが、消費生活センター

後もネットを通じて日本のサービスを利用した

の消費生活相談の外国人対応件数はそれほど多

り、商品を購入したりといった流れに繋がって

くありません。しかし、消費者トラブルは水面

くれるとうれしいですよね。

下で数多く起こっていると予想しています。ま

志部

た、実際に相談を受ける際に課題となるのが言

や事業者の国を意識する消費者は少ないですよ

葉の壁ですね。
これについては、
神戸国際コミュ

ね。そのため今後もこうしたトラブルは増える

ニティセンターでボランティアを募り、10 カ

でしょう。日本の事業者と違って海外の事業者

国語対応で平日 2 時間だけ役所の窓口などへ同

との裁判は、手続きが非常に難しく、最終的に

行する同行通訳派遣サービス事業を行っていま

お金を取り戻す見通しが立たないケースが多い

す。区役所でもタブレットや専門職員を配置し、

です。そういう点でCC Jの役割はとても大きく、

消費生活センターで対応できない場合は、適切

我々も海外の事業者を相手にした時の問題解決

な窓口を紹介したうえで消費生活センターが間
に入って解決しています。
坂倉

海外のデジタルプラットフォームや海外

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

相談現場では
「明日帰国する」
という訪日

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

今井

が海外のデジタルプラットフォーム業者の協力

表示は違法であるとして、どんどん行政処分を

を得て解決する方向だとすごくいいと思います。

してほしいですよね。悪質商法で特に心配なも

――訪日外国人をきちんと支援、保護すること

のが、高精度のターゲティング広告です。ネッ

が日本経済に非常にプラスであることを、みん

ト上の個人情報を基にした AI による購入傾向

なで認識する必要がありますね。
そのためにも、

の分析がさらに進化し、その人が買いたくなる

国民生活センターが果たすべき役割は非常に重

商品を買いたくなる方法で次から次へと売り込

要であると感じています。

むようになるのではないでしょうか。双方向の

消費者に誤った思い込みをさせるような

やり取りによって、ネット上の不招請勧誘も出

ネットを使った
新しい悪質商法

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

――新型コロナやデジタル化の影響もあり、定

ていただければと思います。

期購入や情報商材などのトラブルは今後も増え

坂倉

ていくと思われます。ネットを使った新しい悪

ただくうえで有意義なシステムなので、定期購

質商法について思うことはありますか。

入すべてが悪というわけではありません。しか

志部 「お試し無料」
と見せかけて実は複数回の

し、最近は目に余るものがあるのも事実です。

購入を条件とし、知らないうちに高額な支払い

やはり事業者には誤解を与えない広告表現と丁

を求められる詐欺的な定期購入商法が 2016 年

寧な説明、キャンセルポリシーの明確な記載等

頃から流行り始めました。当時、国民生活セン

により消費者に納得いただいたうえで購入して

ターはかなり早い段階で注意喚起しましたよ

もらう取り組みが必要です。消費者も、キャン

は

や

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

かつての通信販売とは異なり、ネットの通信販

要があります。事業者の自主的な取り組み、行

売は広告で引っ張られてそのまま継ぎ目なく注

政による法規制、消費者への啓発の 3 つの組み

文画面に進みます。今の消費者は消費者リテラ

合わせが必要でしょう。一方、真面目に取り組

シーとデジタルリテラシーの両方を求められて

んでいる事業者へ悪い影響を与えないような、

いるので、消費者教育は非常に重要になってく

悪質事業者のみを取り締まるしくみになってい

ると思いますね。

くことを望みます。
佐久間

神戸市では、2015 年度と比べて 2019

今後の国民生活センターに
期待すること

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

――最後に、次の 10 年に向けて今後の国民生活

きなり除毛クリニックの CM が現れ、購買意欲

センターに期待することについてお願いします。

をそそられる広告が出てクリックしてしまった

増田

ケースが多いようです。悪質事業者がターゲッ

待したいです。今後の相談員の人材不足も見据

トを絞り、また消費者側も乗ってしまっている

え、電話や対面の相談対応は相談員が高度な技

現状があります。相談件数が増えていることは

術を発揮しつつ、PIO―NET の入力や一定の相

憂慮すべきですが、逆に国民生活センターとと

談業務においてはデジタルの力をぜひご活用い

もに行ってきた啓発活動の成果であるとも思い

ただきたいです。そして、相談現場から得た具

ます。賢い消費者を育てるためにも、我々とし

体的な情報を迅速に発信することで消費者の安

ては教育委員会と連携するなどして、基本的な

心や安全を守ることが国民生活センターの最も

消費者教育を進めていこうと思っています。

期待されていることです。一部のデジタルプ

増田

在宅時間が長くなれば、定期購入や情報

ラットフォームや消費者志向経営をめざして事

商材トラブルは増えるでしょう。ターゲティン

業展開している事業者が、国民生活センターを

グ広告は不招請勧誘の一部だと思いますが、
「広

介して、消費者へ情報発信しようとすることも

告も勧誘である」ということを特定商取引法の

あるでしょう。消費者、事業者、行政との連携、

中で明確に書いてもらいたいですね。決済方法

SDGs の構築を担う存在としてのご活躍を今後

の規制も必要ですので、今後も法律改正のため

も期待しています。

の活動、周りからの消費者庁へのサポートが必

佐久間

要だと思います。
また、
デジタルプラットフォー

のが悪質事業者です。一方で消費者行政は、事

ムにおける加盟店管理、不適切な広告をしてい

が起こった際に法規制で解決していく対症療

る加盟店への指導も重要です。定期購入に関し

法。これは仕方ない部分でもあります。しかし、

ては誇大広告と解約の問題、そして危害、危険

法整備には時間がかかっても、自治体が行う啓

の問題があります。口に入れたり肌につけたり

発や注意喚起はリアルタイムで行えます。その

する商品だからこそ試したいのに、実際は試せ

ためにも全国の消費生活センターと繋いでいた

ない。つまり、不実告知としての
「お試し」
とい

だける国民生活センターには、今後も我々自治

う言葉の使用自体を規制していただきたいと思

体の支援としてその役割を期待しています。

います。

坂倉

――じっくり検討したうえで電話注文をする

期待したいです。新型コロナ禍では、トイレッ
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AI の活用による相談員の業務軽減を期

常に手を変え品を変え、消費者に迫る

1 点目はアフターコロナに向けた行動を

特集

国民生活センター創立 50 周年企画
特集

2

座談会

国民生活センターの見てきた半世紀とこれから

国民生活センターのこれまでとこれから

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

国民生活センターにまず期待したいこと

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

していくと思いますので、ODR ＊ 3 や CC J の拡

への心無い言動などが起こり、非常時の消費行

充も重要かと思います。最後に、SDGs や消費

動が浮き彫りになりました。今回の消費行動を

者市民社会の調整に向けた役割にも期待しま

分析し、今後の消費者啓発に活かしていただき

す。エシカル消費において、消費者が選択や消

たい。また、コロナ禍は物が簡単に手に入る生

費の考え方そのものを見つめ直すことはとても

活を見直すきっかけにもなりました。国民生活

大事です。現状ではクレジットカードの使い方

センターも、エシカル消費や SDGs について、

やクーリング・オフの存在さえ知らない若年層

より発展的に取り組んでいただきたいと思いま

も少なくありません。消費者が社会で暮らすう

す。2 点目は、自治体、消費者団体、事業者、

えで必要な知識の教育を、国民生活センターが

事業者団体との連携をさらに強化いただきたい

今後も担っていただければと思います。

です。その際に、消費者、事業者、双方の立場

――皆様の貴重なご意見やご指摘を、我々の今

や意見をよく理解し活動していただきたい。最

後の取り組みの参考にさせていただきたいと思

後に、今後も新しいチャレンジを重ね、安全安

います。本日は誠にありがとうございました。

心な消費社会のために貢献いただくことを期待
しています。
今井

まず期待すること

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

Online Dispute Resolution

インターネット等を利用したオンラインの紛争解決手続き
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