


基調報告書発刊にあたって

この基調報告書は「日弁連消費者問題対策委員会白書」というべきものとして作成され

たものである。その趣旨の第１は、日弁連消費者問題対策委員会の活動が各部会やプロジ

ェクトチームごとに行われていることから、各部会やプロジェクトチームの取り組みを報

告し、今後は有機的組織的な相互協力のもとに日弁連の内外に骨太の提言を行う端緒とな

ることを企図したものである。第２は、消費者庁・消費者委員会が創設され、わが国の行

政が消費者目線に立った行政に転換することになった。そこで消費者庁・消費者委員会や

地方消費者行政に導入された制度の概要を検討し、これまでの消費者行政がどのように改

善されるのか、消費者行政が十分に機能し活性化するにはどうすればよいか、を検討した

ことである。第３は、２００４年に消費者の保護を目的とした消費者保護基本法が消費者の自

立支援を目的とした消費者基本法に改正されたことに象徴されるように、消費者の権利や

役割も大きく変化した。消費者庁構想とともに「消費者市民社会」という考え方が提唱さ

れるようになり、消費者が事業者や行政に働きかけて消費者問題の予防や解決を図るとと

もに、安全で公正な社会を実現するために積極的役割をはたすことが期待されており、そ

のような１０年後、２０年後の社会についての議論を提起することである。

「第１部 総論」は、これまでわが国に発生したさまざま消費者問題やそれらを解決す

るために行われた消費者政策を概観するとともに、消費者が現在直面している問題点を整

理し、消費者の権利や役割が重視されるようになってきていることを踏まえ、将来的に構

築すべき安全で公正な社会のための法制（立法）、消費者行政の在り方及び被害救済制度

（司法）の充実などを提言するものである。

「第２部 これからの消費者行政と消費者団体」は、日弁連消費者行政一元化推進本部

の委員を中心として、消費者庁・消費者委員会の創設及びそれにともなってこれまで「荒

廃し見捨てられていた」地方消費者行政をどのように充実したものにしなければならない

か、消費者行政が消費者目線に立ち、消費者のための行政に転換するため、消費者団体が

担う役割も大きく転換しなければならないし、それを実効的にするためにも人材・スタッ

フの確保、財政的基盤の整備が必要となることを検討したものであり、消費者団体に対す

るアンケート調査やヒアリングの結果も資料として掲載した。

「第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題」は、日弁連消費者問題対策

委員会の各部会やプロジェクトチームが、１９８９年の日弁連人権擁護大会（松江）から現在

にいたるまで、どのような問題に取り組み、どのような前進が得られたか、解決されてい

ない現在の問題、将来に向けた展望について検討したものである。第３部の「第１章 食

の安全」と「第２章 医薬品の安全」については消費者問題を検討するに不可欠な分野で

あるにもかかわらず、消費者問題対策委員会にそれを担当する部会がないので、それらに

取り組んでいる弁護士により特別班を編制し担当していただいた。「第３章 製品の安全」

は消費者問題対策委員会のＰＬ・情報公開部会、「第４章 安心して住める住宅を」は土

地・住宅部会、「第５章 消費者契約法の充実を」は消費者契約法部会、「第６章 クレジ

ット被害の救済から統一消費者信用法へ」は統一消費者信用法部会、「第７章 金融・投
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資サービスの適正化を求めて」は金融サービス部会、「第８章 多重債務問題の根絶をめ

ざして」は多重債務部会、「第９章 公正な電子商取引・通信ネットワークの実現を」は

電子商取引・通信ネットワーク部会、「第１０章 独占禁止法等」は独占禁止法部会が担当

した。また、消費者教育・ネットワーク部会は第５部の「第２章 消費者教育」を、ニュー

ス・出版部会は「第３章 消費者と情報」、「第４章 消費者行動」を担当した。

「第４部 被害救済」は、各分野から特別班を編成し、第３部の報告に基づき、消費者

被害が迅速かつ適切に解決されるためには現在の民事訴訟法やその他の諸制度のどの部分

にどのような問題があり、どのような制度を新たに導入すればよいかを検討した結果を報

告するものである。

「第５部 消費者教育と消費者行動」は、１９９０年ころから北欧で論じられるようになっ

た「消費者市民社会」をモデルとして、わが国における消費者の権利と役割、消費者教育の

在り方、情報の重要性とその利用方法、消費者行動の可能性を検討したものである。

わが国では、これまでさまざまな消費者問題が発生し、それを解決しても、新たな消費

者問題が発生し、解決したかに見えた問題も再び蒸し返されてきた。行政による規制や司

法による救済は常に後追いであり、消費者の意識も未だ成熟したものとはいえない。他方、

欧州から発信された「消費者市民社会」の考え方は、その先進の地である北欧に日本のよ

うな消費者問題がほとんど存在しないという状況とあいまって、わが国の消費者政策の在

り方だけでなく、消費者教育の在り方、さらには消費者の生き方にも問題を提起するもの

である。わが国に安全で公正な社会、社会の構成員が共生できる社会を構築するためには、

私たちは消費者政策をはじめとする法制度、社会のあり方、そして私たちの消費生活を改

めて顧みる必要があると考える。
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消費者被害・消費者問題のない安全で公正な
社会を目指して

１ ８９年人権大会決議と消費者庁の実現

１９８９年、日本弁護士連合会は、人権擁護大会において、「消費者被害の予防と救済に

対する国の施策を求める決議」を採択した。同決議は、当時の消費者被害の現状を踏ま

え、次の３項目の提言を行った。

� 消費者が事業者と対等の地位を回復するため、�１安全かつ公正な取引の確保に関す

る規定、�２被害の予防および迅速な救済をはかるための規定、並びに、�３これらの施

策の策定および実現に消費者が参加する権利を保障する諸規定を中核とする消費者法

を制定すること。

� 従来の縦割り行政、後追い行政の弊害を除去し、消費者の立場に立った総合的統一

的な消費者行政を推進するため、消費者庁を設置すること。

� 簡易迅速な被害救済・立証負担の公平をはかるなどの消費者に開かれた裁判制度を

導入すること。

日弁連は、この２０年間、消費者や消費者団体等とともに、これらの施策の実現を目指

して取り組みを積み重ねてきた。なかでも、消費者行政を一元化し、消費者の立場に立

った省庁を設けることは過去２０年来の悲願であったが、今秋、その消費者庁が消費者委

員会とともに発足した。

消費者庁・消費者委員会の発足は、わが国の行政のあり方、そして市場や社会のあり

方を、産業育成を中心とした施策、生産者・事業者の視点を中心としたものから、消費

者の視点を中心とした施策への転換を図る画期となるべきものであり、私たちの社会は

新しい段階を迎える。

消費者庁・消費者委員会のもとでは、次のような変化が生じるものと期待されるし、

また、私たちはこうした変化を巻き起こす必要がある。

� 国の施策を事業者の視点を中心としたものから、消費者の視点を中心としたものに

転換する。

� 消費者庁・消費者委員会を通じて、消費者被害の防止・消費者問題解決のための規

制・施策が、適切に整備される。

� 現在の縦割り行政が是正され、行政の連携が強化される。

� 消費者や消費者団体が、消費者団体への公的支援等のもとで、消費者被害の防止・

消費者問題解決のために積極的な役割を果たす。

� 消費者教育の充実が図られ、消費者が批判的な精神をもって行動する。

� 消費者・消費者団体のネットワークが張り巡らされるなかで、行政・事業者・消費

者が適切な緊張関係のもとでの協働を追求する。

今回の消費者庁・消費者委員会の発足は、この間の社会経済情勢の変化、消費者被害

や消費者問題のあり方の変化を背景とするものでもある。

私たちは、消費者庁・消費者委員会の発足という時期を捉えて、現在における、消費
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者被害・消費者問題の実情、そしてその中における弁護士、消費者、消費者団体等の立

ち位置を確認するとともに、被害や問題の解決に向けた課題を改めて確認し、その実現

に向けた取り組みを考えてゆきたい。さらに、今後の取り組みを通じて、あるいは今後

の取り組みの先に、消費者被害・消費者問題のない安全で公正な社会をどう構想するこ

とができるのかを、考える。

２ 市民の消費生活と安全で公正な社会

�１ 消費者とは

私たち市民は、生活のために必要な商品やサービスのほとんどを市場から購入して

（消費行動）、日々の暮らしを営んでいる。生活のすべてにわたって、こうした消費

行動なくしては、私たちの暮らしは成り立たない。消費者とは、市民を消費生活から

捉えた概念である。

国民生活センター編集「消費社会の暮らしとルール」（２０００年）は、消費者とは、「生

涯の生活のために、事業者が供給する商品・サービスを購入し、消費・使用し、利用

する自然人である」と定義し、消費者の概念として、次の５点を指摘する（同書６頁）。

� 消費者とは、個人の消費生活に関わる側面を捉えた概念である。

� 消費者とは、事業者に対立する概念であり、事業者の供給する商品・サービスを

利用し購入する者である。

� 消費者とは、事業者と取引契約をした者だけでなく、契約者の家族等、商品・サー

ビスを利用する全ての者をいう。

� 消費者は、現在の消費だけでなく、生涯の消費生活を設計しながら行動する。

� 自然人である。

本基調報告では、各法律において定義されている消費者について述べる場合を除き、

基本的に上記のような概念として、消費者の語を用いる。

このような消費者には、次のような属性が存する１。

� 商品やサービスに関して充分な情報を持たず、情報を持っていたとしても充分に

それを評価することができない。

� 事業者・生産者に比べると一般に、充分な交渉力を持たない。

� 一般に、消費者必ずしも常に合理的な行動をとるわけではない２。

� 一般に、回復困難な損害を受けやすい。

現行民法も含め、近代法では均一で、確固とした意思と判断力を持った合理的な人

間像（人間観）を前提として法的な枠組みが形成されるが、消費者政策や消費者問題

を考える際には、必ずしも合理的な行動をとるとは限らない、生身の消費者像が前提

とされる必要がある。

１ 大村敦志「消費者法（第３版）」（有斐閣、２００７年）２０頁。

２ ＯＥＣＤ産業科学技術局消費者政策委員会「『消費者政策のための需要側の経済学』円卓会議の報告書」（概要の仮訳

につき内閣府のホームページ、円卓会議は２００５年１０月開催）は、行動経済学の研究成果に基づいて、消費者行動におけ

る恒常的な偏向から、消費者が自分たちの利益になる情報を理解したり、利用したりすることができない可能性がある

ことを指摘している。
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�２ 市民の消費者としての生活

現代の市民生活は、消費生活なくしては成り立たない。

私たちは、自給自足の生活ではなく、生活のための財やサービスの多くを、市場か

ら購入して生活を営んでいる。

家計調査（総務省）では、２００４年の家計費の平均は、実収入が約５３万円であり、う

ち非消費支出（税金・社会保険料）が８万５０００円、可処分所得が、約４４万円とされてい

る。この可処分所得のうち、消費支出に３３万円が支出され、貯蓄に１１万円が回される。

消費支出は、家計調査では、食料、住居、光熱・水道、家具家事用品、被服及び履

物、保健医療、交通・通信、教育、教養・娯楽、その他の消費支出に分類されている。

これらの項目を見ても分かるとおり、ほぼ生活の全領域を消費生活によっている。

もっとも、市民生活は、消費生活によってのみ成り立っているわけではない。�生

活保護・雇用保険などの所得保障、�医療保障や保健、�児童・母子家庭・高齢者・

障がい者等のための社会福祉からなる社会保障制度などの公的なしくみも、私たちの

生活を支える大切な要素である。これらの多くは、行政や公的機関によっている。さ

らに、私たちの生活は、家族や地域社会などによっても支えられている。

しかし、私たちの生活の中で消費生活の比重はますます高まり、市場への依存度が

増している。そして、市場から商品やサービスが安全かつ公正に供給されることは、

わたしたちが安心をして生活を送っていく上で不可欠の前提となっている。提供され

る商品が安全性を欠いていたり、また不公正な形で提供されるときには、私たちは不

当な負担を強いられたり、甚だしいときには生命・身体や重要な財産を失うことにな

りかねない。

�３ 商品やサービスの生産・供給

私たちの身の回りの食料・衣類・家具・電化製品等々、ひとつひとつのものが生産

者・事業者により生産され、輸送され、私たちの手元に届けられている。生産者・事

業者における生産、流通、それらをささえる制度やシステム等々、実に多くの人々の

関与によって、私たちの目の前の製品はここに存在している。

生産、流通のどこかに問題が生じれば、私たちの目の前の商品・サービスは、私た

ちに便益をもたらすものから、私たちに危害を及ぼす危険物に一変してしまうことす

らある。商品・サービスが安全かつ公正に提供されるためには、生産者・事業者、消

費者、国や地方公共団体からなる社会全体が、消費者被害や消費者問題を生まない安

全かつ公正な社会を形作るものでなければならない。

３ 私たちが直面する課題（消費者被害・消費者問題の現状）

�１ 消費者被害・消費者問題の概況

全国の消費生活相談センターが受け付け、PIO―NET３に登録された消費生活相談情

報の総件数は、１９８９年度は１６万５６９７件であったが、２００７年度は１０４万１６０７件にのぼっ

３ 国民生活センターと地方消費生活センターをネットワークで結び、消費生活に関する苦情相談情報等の収集を行って

いるシステム。
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ている４。内閣府の「国民生活選好度調査」（２００８年）では、全体の２．６％が、２００６年

４月から２００７年３月までの間に消費者被害にあったと回答している５。また、平成２０

年版国民生活白書は、２００７年度における消費者被害に伴う経済的損失額を最大３兆４

千億円と推計している６。

私たちは、現在、多くの消費者被害・消費者問題に直面している。残念ながら、私

たちの社会は、いまだ安全で公正な社会とはいいがたい状況にある。

�２ 商品・サービスの安全をめぐる被害・問題

消費者の生命や健康を脅かす消費者被害・消費者問題は、依然として発生し続けて

いる。

食の分野では、BSE 問題、遺伝子組み換え食品問題等、生産体制の合理化や科学

技術の発達によって、新しい問題が発生している。また、食材が世界で生産され、一

部は加工されて消費者の食卓に届くまでのフードチェーンが国境を越えて長くなり、

複雑化しており、消費者に見えにくくなっているなかでどのようにして食の安全を確

保するかが、課題となっている。冷凍餃子事件・メラミン事件等による健康被害は、

こうした背景で生じている問題である。

医薬品の分野では、製薬会社による多様な宣伝活動が医薬品の評価や医療現場に大

きな影響を与えるようになり、「副作用の少ない夢の新薬」と喧伝された抗がん剤イ

レッサでは、市販後爆発的に使用された結果、多数の副作用死亡者が発生した。

製品分野では、自動回転扉に男児が頭をはさまれる事故、エレベータ事故、ガス湯

沸かし器による一酸化炭素中毒事故等、痛ましい事件が相次いでいる。家庭内におけ

る製品事故も多発しており、なかでも幼児と高齢者が事故に遭うケースが多い。こう

した事故に関しては、事故情報の伝達の遅れや、事故発生後の事業者の対応に問題が

あるケースもある。

生身の人間である消費者の生命や健康への被害は、取り返しのつかないことも少な

くない。被害者本人や家族・周囲の人々への影響は、深刻である。

�３ 取引の公正をめぐる被害・問題

悪質業者が欺瞞的な商法を行いクレジットによって代金を先取りして破綻させる事

件が相次いでいる。こうした事件は全国規模の大量被害事件となるものが少なくない７。

また、リフォーム詐欺商法や高齢者に呉服や布団等の商品を次々にクレジットで購入

させる商法など、クレジットを悪用した事件が発生している。

投資サービスに関しても、投資商品が多様化・複雑化していることを背景に、生活

への不安感があおられるなどして、消費者が不測の損害を被る事例が後を絶たない。

また、近年、大型の投資詐欺事件も増加している８。社会保障制度が十分でないわが

国の状況を背景に、老後の不安を抱えた高齢者が、老後の蓄えを少しでも増やそうと

４ 国民生活センター「国民生活年報２００８」１０頁。

５ 内閣府「平成２０年版国民生活白書」９２頁。

６ 内閣府「平成２０年版国民生活白書」１０２頁以下。

７ 買戻し商法のココ山岡事件（１９９７年１月破綻、被害者数万人、原告９０００人）、布団モニター商法のダンシング事件（１９９９

年破綻、被害者約１万４０００人、原告２５００人）、広告掲載契約のジェイメディア事件（２００２年４月破綻、中小事業者に多

数被害）、節電器詐欺商法のアイディック事件（２００３年１月破綻、被害者数万人、原告２０００人超）などがある。

８ 平成電電（摘発時期２００５年・集金額４９０億円・被害者数１万９０００人）、近未来通信（摘発時期２００６年・集金額４００億円・
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して損害を被る例も多く、齢を重ねた後に、老後の生活資金を失う被害は深刻である。

�４ 表示に関する問題

消費者は、事業者・生産者等からの情報提供に基づいて、商品やサービスを購入す

るほかない。

しかし、食の分野をはじめとして、表示が必ずしも消費者に適切な形で分かりやす

く情報提供されるものとなっていないという問題がある。食品に関する偽装表示の問

題９が、つぎつぎと明らかになり社会問題ともなっている。

２００８年度の公正取引委員会による景品表示法の事件処理件数は、排除命令５２件、警

告９件及び注意５５１件の計６１２件である。排除命令件数は、表示事件について過去最高

であった２００７年度に引き続き、高い水準となっている。

�５ 多重債務・貧困の問題

多重債務は依然深刻な問題である。多重債務問題深刻化の原因は、�高金利、�過

剰融資、�過酷な取立てであるが、この間の雇用に関する規制緩和と経済環境の悪化、

わが国におけるセーフティネットの不十分さと相まって、深刻な貧困問題の要因とな

っている。２００６年の自殺者数は約３万２０００人にのぼるが、そのうちの４人にひとりが

経済的な理由によるものである。

深刻な貧困状況の下では、人々は生活のための商品・サービスの購入を十分に行う

ことができない。また、社会的な紐帯から排除される事態も生じている。

�６ 消費者と環境問題

大量生産・大量消費・大量廃棄といわれる社会経済システムの中で、環境に配慮し

た持続可能な社会をつくるために、消費者への協力が呼びかけられている１０。この問

題は、現在の消費者ないし市民の被害だけでなく、将来の消費者ないし市民の被害、

または、現在においては途上国の被害の問題である。広い視野を持った消費者の行動

が、期待されている１１。

被害者数３０００人）、L&G（摘発時期２００７年・集金額１０００億円・被害者数５万人）、ワールドオーシャンファーム（摘発

時期２００７年・集金額６００億円・被害者数４万人）などがある。

９ 不二家の消費期限切れ原料使用・偽装期限表示事件（２００７年１月）、ミートホープの原料の食肉偽装（２００７年６月）、

石屋製菓の賞味期限改ざん（２００７年８月）、赤福の製造日改ざん（２００７年１０月）、比内鶏の原料の食肉偽装（２００７年１０月）、

船場吉兆の賞味期限改ざん・食肉産地偽装（２００７年１１月）、日本マクドナルドの賞味期限切れ原料使用（２００７年１１月）

などがある。

１０ 消費者基本法７条２項は、消費者に環境の保全に配慮することに努めるべきことを求めている。なお、循環型社会形

成推進基本法１２条は国民の責務を定めている。

１１ エネルギーの多消費による二酸化炭素の急増と地球温暖化問題、フロンガスによるオゾン層の破壊など、環境問題は

消費者ないし市民に被害を及ぼすとともに、その原因においては消費者の消費行動が影響を及ぼしている。酸性雨によ

る被害が大きかったことなどを背景に、欧州では１９８０年代には環境問題に関するＮＧＯが多く活動し、消費者の行動を

促すグリーンコンシューマー運動が展開された。わが国においても、環境問題に取り組む住民運動や消費者運動、市民

の意識や行動の変化は、直接的・間接的に多くの市民や事業者や行政に影響を及ぼすようになってきている。
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３ 消費者の権利

�１ 消費者の権利

消費者の権利を最初に体系的に示したのは、米国のケネディ大統領の「消費者の利

益の保護に関する連邦会議の特別教書」（１９６２年）である。同教書は、�安全への権

利、�情報を与えられる権利、�選択をする権利、�意見を聞かれる権利を「消費者

の権利」として提示し、「消費者の権利」の実現に支障ないようにすることは連邦政

府の責任であり、その責任を果たすために、立法並びに行政措置をとることが必要で

あると指摘した。

その後、国際消費者機構（ＣＩ）は、１９８２年、同教書の４項目にさらに４項目を加

えて、�生活のニーズが保障される権利、�安全への権利、�情報を与えられる権利、

�選択をする権利、�意見を聞かれる権利、�補償を受ける権利、�消費者教育を受

ける権利、�健全な環境の中で働き生活をする権利、を「消費者の権利」として掲げ

た１２。

わが国では、消費者基本法２条（２００４年）が、消費者の権利について、上記の８つ

の権利を踏まえて、次のとおり定めている。

「（基本理念）

第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」と

いう。）の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生

活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の

自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会

が提供され、消費者の意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場

合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、

消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができる

よう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。」

もとより消費者の権利は、憲法１３条及び２５条等によって保障される憲法上の権利で

ある１３。消費者基本法２条はその内容を明らかにしたものである。

�２ 消費者の権利の趣旨と内容

１２ 国際消費者機構（ＣＩ）の消費者の８つの権利。

�生活の基本的ニーズが保障される権利―十分な食料、衣服、家屋、医療、教育、公益事業、水道、公衆衛生といった

基本的かつ必需の製品・サービスを得ることができること �安全である権利―健康、生命に危険な製品、製造過程、

サービスから守られること �知らされる権利―選択するに際して必要な事実を与えられる、または不誠実あるいは誤

解を与える広告あるいは表示から守られること �選ぶ権利―満足行く質を持ち、競争価格で提供される製品・サービ

スが沢山あり、その中から選ぶことができること �意見を反映される権利―政府が政策を企画・遂行する際、または

製品・サービスを開発する際に消費者利益の代表を含むこと �補償を受ける権利―誤り、偽物、あるいは不満足なサー

ビスについての補償を含めて苦情が適切に処理されること �消費者教育を受ける権利―基本的な消費者の権利及び責

任と如何に行動するかを知る以外にも、情報を与えられ、自信を持って商品やサービスを選ぶのに必要な知識と能力を

得られること �健全な環境の中で働き生活する権利―現在及び将来の世代に対して恐怖とならない環境で働き生活す

ること。

１３ 国家は、個人の基本権を他人による侵害から保護するために、積極的な措置をとらなければならず、個人は国家に対

して保護請求権を有するという主張（国家の基本権保護義務）も有力に唱えられている（山本敬三「公序良俗論の再構

成」・２０００年など）。
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消費者の権利は、商品やサービスが提供される市場において、消費者が市場に依存

する傾向が強まり、情報力・技術力・組織力・交渉力を備えた事業者・生産者と、ば

らばらな生身の人間である個々の消費者との格差が、決定的なものとなっていること

を背景としているものであり、現代的な権利である。このことは、消費者基本法１条

における「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんが

み」との文言にも表現されている。

現実には、多様な環境のもとで、多様な消費者が存在する。職業や社会的な地位な

どからある程度の知見を備えた消費者もいるし、特段の知見を有しない平均的消費者、

消費や消費をめぐる社会について必ずしも知見を有するわけではない消費者、あるい

は、消費に関する情報に接する機会の乏しい消費者もいる。消費者の権利の保障は、

こうした多様な消費者の権利を保障するものであり、一部の消費者の権利を切り捨て

るものであってはならない。

また、これらの権利は、当然に、健康で文化的な生活に必要な消費ができる権利が

前提となる。生活のための消費を行うことができない貧困は、消費者の権利の保障の

ためにも、解決が必要である。

消費者の権利は、市民の生活を支える重要な基盤となる権利である。事業者・生産

者の営業の自由（憲法２２条）は、一方で市民の生活のための所得を生み出し、他方で

市民の生活に商品やサービスを提供するために行われるためのものであることに鑑み、

消費者の権利は事業者・生産者の事業活動によって侵害されてはならない優越的権利

として位置づけられるべきである１４。

�３ 消費者主権

当連合会の「消費者被害の予防と救済に対する国の施策を求める決議」（１９８９年）

は、「消費者は、その消費生活のすべての場面で、安全および公正を求める権利が保

障されるとともに、その実現に参加する権利を有する」という消費者主権の概念を提

唱した。これは権利の観点から、消費者主権を述べたものである。

他方、市場を前提として経済的観点から、消費者主権という言葉が使われることが

ある。消費者の行う消費行動をお金による投票行動と捉えて、事業者・生産者が何を

生産・供給するか、数量や価格をどう決めるかを、消費者が購入という投票行動で支

持するという考え方であり、消費者の意向こそ、経済の在り方や何が生産されるべき

かを決定する最高の権威であるとする考え方である１５。この経済的観点からの指摘は、

消費者の消費行動が社会的影響力を持ちうることを指摘するものであるが、消費者が

自らの利益を重視して消費行動を行うか、市場や社会の改善に配慮して消費行動を行

うかによって、市場や社会への影響は左右されることになる。なお、消費者が消費行

動を通じて影響力を及ぼすことができるためには消費者と事業者・生産者との格差が

ある程度是正されるなどの条件整備が必要である。また、個人の消費行動による影響

力は、経済力の多寡によることになることについても留意する必要があろう。

�４ 消費者の「市民」としての役割について

１４ 日本弁護士連合会「消費者被害の予防と救済に対する国の施策を求める決議」（１９８９年９月１６日）。

１５ 国民生活センター編集「消費社会の暮らしとルール」（２０００年）３頁・２５５頁等。
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このように消費者の権利に基づく消費者の行動は、個人の幸福追求のための権利で

あるとともに、その権利の行使は社会的影響力を持ちうる。

国際消費者機構（ＣＩ）は、先の消費者の８つの権利とともに、�批判意識を持つ

こと、�主張し行動すること、�社会的弱者に配慮すること、�環境に配慮すること、

�連帯することを、よびかけている１６。これらは消費者の権利の社会的な側面あるい

は消費者の役割に着目してよびかけられているものととらえるべきである１７。いわば、

経済的な利便を目的とした単なる消費者としてではなく、社会の構成員である「市民」

として行動することをよびかけているものである。このよびかけは、わたしたちが消

費者の役割を考えるに当たって参考となる。

商品やサービスの生産・供給、それに連なる消費行動が、商品やサービスの生産・

供給のあり方や環境・社会全体に影響を及ぼしうるものであることについて、消費者

は認識を高める必要があるだろう。例えば、私たちが毎日飲むコーヒーは、途上国の

子供たちの劣悪な労働条件のもとで作られているものかもしれない。また、浪費的な

消費は、消費者にとって無駄であるばかりか、地球環境にとっても好ましいものでは

ないかもしれない。私たちの消費生活は、純粋に私的なものに留まらない意味を持ち

うる。

そこで、私たちの消費生活が社会的な意味や影響を持つことを考えるとき、消費者

や消費者団体から、消費者に対して、前記のようなよびかけが行われることは、大切

なことである。

また、消費者の「市民」としての役割は、社会的な広がりを持ったものとして考え

られる。例えば、�消費者が主張し行動することは、消費者政策への提言や参加等の

社会的活動を含めて考えることができるし、また、�連帯することも、消費者相互の

連帯、消費者団体の連帯のほか、市民団体や労働団体等との連帯としても考えられる。

念のために付言すれば、これらは国や企業から法的な責任として問われるべき性質

の問題ではない。もとより、生産者・事業者と消費者の間には、情報や交渉力の格差

が存在するのであり、消費者に生産者・事業者に対する責任を負わせようとする考え

方は、こうした構造を充分に踏まえないものであるし、また、情報や交渉力の格差の

なかで消費者の責任が問われるときには、それが、消費者の権利を不当に制限する根

拠として使われるおそれが大きいからである１８。消費者は一定の役割を期待されるこ

とがあり得ても、行政や事業者に対して「責務」や「責任」を負うものではなく、消

費者の役割への期待は、行政や事業者の責務を軽減するものでないことはいうまでも

１６ 国際消費者機構（ＣＩ）は、消費者の８つの権利とともに、権利の行使に関して消費者の５つのよびかけを行ってい

る。その５つのよびかけは、�批判的意識―商品やサービスの用途、価格、質に対し、敏感で問題意識をもつ消費者に

なること �自己主張と行動―自己主張し、公正な取引を得られるように行動すること �社会的関心―自らの消費生

活が他者に与える影響、とりわけ弱者に及ぼす影響を自覚すること �環境への自覚―自らの消費行動が環境に及ぼす

影響を理解すること �連帯―消費者の利益を擁護し、促進するため、消費者として団結し、連帯すること、である。

１７ 国際消費者機構（ＣＩ）の消費者の５つのよびかけについては、respons の語が用いられており直訳をすれば責務で

あるが、これは消費者団体からの提言であること、ここでいう respons の概念は欧州における citizenship の考え方等

を背景としたものと考えられること、欧州とわが国では消費者被害や消費者問題のあり方が異なること、わが国では「責

務」の語は消費者に自己責任を求める根拠に濫用されるおそれがあることなどから、わが国においては、少なくとも現

段階では、「責務」の語が一人歩きすることを警戒すべきである。なお、注１９参照。

１８ なお、消費者基本法７条は、消費者の努力について定めるが、同条は消費者に法的な義務や責任を課すものではない。
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ない１９。

また、消費者の「市民」として役割への期待は、社会的弱者への配慮と連帯をよび

かけるものであり、過度に「自己責任」を強調する考え方とも相容れない２０。

４ 消費者政策２１の到達点

�１ ２０世紀型の消費者政策

わが国において、最初に消費者政策に関する基本法が制定されたのは、議員立法に

よる消費者保護基本法（１９６８年）である。

同法は、「消費者の権利の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって

国民の消費生活の安全及び向上を確保すること」（１条）を目的として、行政の責務、

事業者の責務及び消費者の役割を定めていた。

消費者保護基本法下における２０世紀型消費者政策の特徴は、次のように捉えること

ができる。

第１に、わが国では、産業育成が優先され、経済至上主義というべき政治経済政策

の中で、消費者政策は、産業育成省庁により、その政策を実施していくのに必要な限

度で、産業政策に付随して行われてきた。第２に、消費者は「権利の主体」というよ

りも「保護の対象」として捉えられた。消費者保護基本法にも、「消費者の権利」に

ついての条文は存しなかった。第３に、産業政策として、行政が事業者に対して積極

的な指導や監視を行うことにより、商品やサービスの一定の内容や質等を確保しよう

とする事前規制型のシステムが想定され、消費者保護もそのような政策手法によって

いた。

１９８０年代に入ると、行財政改革が政策課題となり、消費者センター不要論や予算の

縮小など消費者政策はさまざまな圧迫を受けることとなった。２０世紀型消費者政策の

下では、「保護」は省庁別の対応に終始し、消費生活センターの整備は一定進みはし

１９ 「消費者の役割」について、「消費者は、自らの権利を実現するために、情報の収集、選択、意見表明などに積極的

な役割を果たすべきであるが、それはあくまでも消費者の『役割』であって、『責務』ではなく、行政及び事業者の責

務をいささかも軽減するものではない。」（日本弁護士連合会「消費者保護基本法改正のあり方についての意見書」・２００３

年１０月２４日）。

２０ この間、新自由主義的考え方を背景として「自己責任」を強調する主張が少なからずあった。例えば、多重債務問題

は借り手の自己責任の問題であるとか、契約をした以上消費者は自己責任を負うべきという議論である。しかし、前者

は、多重債務問題が労働のルールや社会保障制度が不十分であることも背景としているという問題の社会的側面を顧み

ないで、問題を多重債務者のみに押し付けることになりかねず、労働のルールや社会保障制度の整備という社会的な問

題解決の道筋を閉ざすことになりかねない。また、後者は、事業者を免責して消費者契約における問題を消費者に押し

付けることになりかねず、事業者が消費者に配慮し契約当事者双方が協力し合って問題を回避するという関係を醸成し

にくくするおそれがある。「自己責任」を強調する主張は、社会的無責任や事業者の無責任・非協力をもたらすことに

なりかねず、消費者の「市民」としての役割を期待する考え方とは無縁であるばかりか、相容れないものと考えられる。

また、「すべては自己責任」という考え方によると、貧しく不幸な境遇にある人たちへの同情さえ不要なものであり、

むしろ有害なことであるということにもなりかねないが、消費者の「市民」としての役割のよびかけは、社会的弱者に

配慮し社会的に連帯することを含めてよびかけるものであり、「自己責任」論を強調する考え方とは相容れない。

２１ 個人や零細企業が事業活動として契約を行う場合も、相手方となる事業者・生産者との間に情報や交渉力の格差があ

り、消費者と同様にまたは消費者に準じて、政策による保護や対策を必要とする場合がある。商工ローン問題やフラン

チャイズ問題などはその例である。

第１部 総論

－ 13 －



たものの、十分な予算が取れず、消費者教育・消費者啓発にも大きな課題を残した。

このような状況を背景として、多くの消費者問題が発生し続けていた。

�２ 政治経済政策の転換

１９８０年代以降、政治経済政策として、規制緩和政策がとられるようになった２２。

１９９８年３月の「規制緩和推進３か年計画」（行政改革推進本部・規制緩和委員会）

では、事前規制型の行政を事後チェック型に転換していくことを基本として、�経済

的規制（価格の安定、安定的な供給、既存産業の保護などの観点から行われる規制）

は原則として自由とし、例外的にのみ規制する、社会的規制（安全性の確保、環境の

保全、災害の防止、弱者保護などの社会的観点からの規制）は必要最小限にとどめる

との原則、�検査の民間移行など規制方法の合理化、�規制内容の明確化、�規制の

国際整合化、�規制関連手続きの迅速化、制定手段の透明化を重視し、規制緩和を総

合的かつ計画的に推進していくことが確認された。

このような政治経済政策のもとで、大量生産・大量消費の傾向はますます進み、商

品の分野だけでなく、サービスの分野でも消費者の自発的な需要によらずに供給が行

われる傾向が強まった。また、社会的なセーフティネットが脆弱な中で、競争のみに

重きが置かれた結果、競争のために消費者を顧みない傾向も強まった。このような傾

向は、過剰与信や欺瞞的な取引が行われる契機ともなった。

規制緩和は、消費者に多様な商品やサービスが提供するものであり、消費者の選択

の範囲が拡大することが消費者の利益となると説明されたが２３、他方、こうした規制

緩和を背景として、外国為替証拠金取引などの投資被害や耐震偽装問題等の被害が発

生することにもなった。

�３ この間の消費者政策２４

規制緩和が進められる経過の中で、消費者政策についても見直しが議論され、経済

改革研究会「規制緩和について（中間報告）」（１９９３年１１月８日）は、「社会的規制は

『自己責任』を原則に最小限に」という項の中で「消費者保護のために行われる規制

は、自己責任原則を重視し、技術の進歩、消費者知識の普及などを踏まえ、必要最小

限の範囲、内容にとどめる」と述べるとともに、「規制緩和を促進するため、製造物

責任（PL）制度を含む総合的消費者被害防止・救済制度の確立を急ぐ」と述べていた。

２２ 「国際協調のための経済構造調整研究会」報告書（１９８６年４月、いわゆる「前川レポート」）は、「〔国際的に開かれ

た日本〕に向けて〔原則自由、例外制限〕という視点に立ち、市場原理を基本とする施策を行う」とし、「そのため、

市場アクセスの一層の改善と規制緩和の徹底的推進を図る」ことを求めた。その後、第２次臨時行政改革推進審議会（１９８８

年）が「経済的規制は原則自由に、社会的規制は必要最小限に」という方針を打ち出し、経済改革研究会（座長平岩外

四経団連会長、細川護煕首相（当時）の私的諮問機関）の「規制緩和について（中間報告）」（１９９３年１１月８日）も、「経

済的規制は『原則自由』に」「社会的規制は『自己責任』を原則に最小限に」と提言していた。

２３ もっとも、赤字の交通機関が廃止される等、一部ではかえって選択の範囲が狭まった例も指摘されている。また、商

品やサービスが多様化したことにより消費者にとって複雑になり分かりにくくなったとの指摘もある（携帯電話料金や

保険商品等）。

２４ 日弁連は、この間、１９９３年５月２８日第４２回定期総会「消費者保護基本法の抜本的改正を求める決議」、１９９８年５月２２

日第４９回定期総会「規制緩和の進展に際し消費者をめぐる法制度の抜本的改革を求める決議」、２００２年１１月２２日「消費

者政策の見直しと消費者保護基本法改正についての意見書」、２００３年１月１８日「『２１世紀型の消費者政策の在り方につい

て・中間報告』についての意見書」、２００３年１０月２４日「消費者保護基本法改正のあり方についての意見書」等を公表し

ている。
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消費者保護会議決定（１９９７年）では、「わが国経済社会の活力を維持・向上する観

点から市場メカニズムを活用した規制緩和等を積極的に推進する一方で、こうした問

題に対応するためには消費者と事業者が自己責任に基づいて行動できる環境整備が必

要不可欠である。すなわち、消費者政策の重心を保護から消費者の自立に対する支援

へと移行し、消費者と事業者の間の市場ルールの整備・活用によって、消費者トラブ

ルの防止及び円滑な処理をはかることが重要となっている」とした。

その後、国民生活審議会消費政策部会の「２１世紀型消費者政策の在り方について」

（２００３年）は、規制緩和などによる「経済社会の変化」、「IT 化・国際化の進展」、「家

族、ライフスタイルの多様化」を背景として、消費者トラブルが多様化・複雑化して

おり、従来の消費者政策では対応できないと指摘し、消費政策の転換の基本的方向と

して、�消費者の位置づけの転換－「保護」から「自立」へ、�市場メカニズムの活

用と、事前規制から事後チェックへの重点シフト、�情報公開と事業者のコンプライ

アンス（法令遵守等）経営の促進、が提言された。

２００４年には消費者保護基本法の改正により、消費者基本法が成立した２５。同法は、

消費者を「保護される主体」から「権利の主体」と捉え、消費者の権利尊重と自立支

援を旨とすることを明記した２６。消費者基本法の制定に至る経過の中では、消費者の

自己責任を強調する意見も一部にあったが、消費者基本法は、多発する消費者被害・

消費者問題への対応の必要性、そもそも事業者・生産者と消費者の間には情報や交渉

力の格差があること等を背景として、消費者の権利尊重と自立支援の法律として成立

した。

また、この間、行政規制の横断化と消費者自らが紛争を解決するための手段を充実

する観点から、消費者契約法（２０００年）、金融商品の販売等に関する法律（２０００年）、

公益通報者保護法（２００４年）、消費者契約法改正（消費者団体訴訟制度・２００６年）、金

融商品取引法（２００６年）、貸金業の規制等に関する法律改正（２００６年）、特定商取引に

関する法律・割賦販売法改正（２００８年）、商品先物取引法（２００９年）等の立法ないし

法改正が行われてきた。

このような経過を経て、現在の消費者政策は、�行政による規制、�民事ルールを

利用した政策、�市場を活用した政策、とその政策手法を広げつつある。こうした政

策手法の多様化は、消費者被害・消費者問題の多様化・複雑化に対応したものである。

今後、さまざまな政策手法を具体的にどのように行っていくかを、各分野において、

具体的に検討していく必要がある。

�４ 消費者庁の設置へ

「消費者行政推進会議取りまとめ」（２００８年６月１３日）２７は、「安全安心な市場」「良

２５ 消費者基本法の成立の経緯については、石戸谷豊「消費者基本法の基本的枠組み－立法過程の検証から－」（国民生

活研究第４７巻１号～３号・２００７年）。

２６ 日本弁護士連合会「消費者保護基本法改正のあり方についての意見書」（２００３年１０月２４日）は、「消費者の位置づけと

前提条件の整備」について、「消費者と事業者の経済的格差が一層拡大している現代社会における消費者政策の中心課

題は、消費者に対して自立を求めることの前提条件として、公正な市場や安全かつ公正な取引条件を確保する施策を積

極的に講ずることである」と述べている。また、「消費者の役割」については注１９のとおり。

２７ 消費者行政推進会議は、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ

新組織の在り方を検討し、その組織を消費者を主役とする政府の舵取り役とするため、内閣に設置された会議であり、
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質な市場」の実現が競争の質を高め、消費者、事業者双方にとって長期的な利益をも

たらす唯一の道であり、事業者・生産者の視点を中心とした行政から、消費者の視点

を中心とした行政への転換を図るとして、消費者庁の設置を提言した。提言は次のよ

うに指摘している。

「今や『安全安心な市場』『良質な市場』の実現こそが新たな公共的な目標として

位置づけられるべきものとなったのである。それは競争の質を高め、消費者、事業者

双方にとって長期的な利益をもたらす唯一の道である。」

「消費者行政を一元化する新組織の創設は……政府がこれまでの施策や行政の在り方

を消費者基本法の理念である『消費者の利益の擁護及び増進』『消費者の権利の尊重

及びその自立の支援』の観点から積極的に見直すという意味で、行政の『パラダイム

（価値規範）転換』の拠点であり、真の意味での『行政の改革』のための拠点である。」

「この組織が機動的に活動できる賢い組織として消費者行政において司令塔的役割

を果すためには、何よりも地方自治体との緊密な協力が必要であり、消費生活センター

の強化充実を前提にした緊密な全国ネットワークが早急に構築されなければならない。

行政の『パラダイム（価値規範）転換』のためには中央地方を貫く、消費者の声が届

く連携・協力のネットワークの創出が不可欠である。」

同提言に基づく閣議決定（「消費者行政推進基本計画～消費者・生活者の視点に立

つ行政への転換～」２００８年６月２７日）を受けて、消費者庁の設置等に関する法案が提

出され、２００９年５月２９日、消費者庁及び消費者委員会設置法等関連３法案が成立し、

消費者庁及び消費者委員会は、２００９年９月、発足した。消費者庁及び消費者委員会の

発足により、消費者行政が一元化され、また、消費者事故情報の一元的管理等が図ら

れる。

これまで規制緩和政策がとられてきた中で、事後的チェック機能を強化し、市場メ

カニズムを活用する規制や個別救済制度の整備によって対処をはかろうとされてきた

が、被害の防止、問題の解決に追いついておらず、現在、消費者庁及び消費者委員会

を中心として、「安全安心な市場」「良質な市場」をつくるために、市場や社会のあり

方を消費者の視点を中心としたものに変革しようとする動きがあり、そのなかで、消

費者や消費者団体の役割が重視されるようになってきているのである。

�５ 消費者市民社会

「消費者行政推進会議取りまとめ」（２００８年６月１３日）では、社会のあり方として、

「消費者市民社会」という考え方が提案された。

同取りまとめでは、「消費者市民社会」について、「個人が、消費者としての役割に

おいて、社会倫理問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況等を考慮することによっ

て、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味している。こうした社会の構築

は、生活者や消費者が主役となる社会の実現に資するものと考えられる。」と述べら

れている。

さらに、平成２０年版国民生活白書は「消費者市民社会」について提言を行い、次の

吉岡和弘日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長（当時）が委員として参加した。なお、「消費者行政推進会議

取りまとめ」に基づいて、「消費者行政推進基本計画～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」が閣議決定され

た（２００８年６月２７日）。
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ように述べた。

「欧米において『消費者市民社会（Consumer Citizenship）』という考えが生まれ

ている。これは、個人が、消費者・生活者としての役割において、社会問題、多様性、

世界情勢、将来世代の状況などを考慮することによって、社会の発展と改善に積極的

に参加する社会を意味している。つまり、そこで期待される消費者・生活者像は、自

分自身の個人的ニーズと幸福を求めるとしても、消費や社会生活、政策形成過程など

を通じて地球、世界、国、地域、そして家族の幸せを実現すべく、社会の主役として

活躍する人々である。」

ここにおいて提言されているのは、市民が消費者の立場から、社会の発展と改善に

参加することである。社会の発展と改善への参加には、さまざまな方法がありうると

考えられるが、国民生活白書は、その例として、ボランティア活動、地域活動、社会

的責任投資、フェアトレード、環境配慮型消費行動をあげている。

この「消費者市民社会」という考え方は、今後の社会のあり方を考えるにあたって、

重要な示唆を含むものである。

今後の社会のあり方を考えるときには、私たちは、消費者被害・消費者問題のない

安全で公正な社会をどのように実現するかという視点を持つ必要がある。安全で公正

な社会は、前提として適切な規制が行われるとともに、市民が消費者の立場からも社

会の発展と改善に参加できるための基盤整備が行われることが必要である。適切な規

制や消費者の参加のための基盤整備を前提として、市民の消費生活における安全と公

正が確保され、消費者の消費行動や社会的活動により、誠実な事業者・生産者を支援

し、また、事業者・生産者の質の向上、市場や社会の改善を図っていくことができる

社会が求められている。

以上を踏まえて、安全で公正な社会実現のために、どのような施策が必要かを、ま

ず、立法・行政・司法のそれぞれの分野に分けて検討し、そのうえで消費者団体、消

費者教育、消費者への情報提供、消費者行動のあり方について考える。

５ 安全で公正な社会のためのルール（立法）

�１ 消費者に関する主な法律

立法分野について、現在消費者に関する主な法律は、�消費者問題に取り組むべき

基本的枠組みを定めた消費者基本法、�事業行為の適正化等を規制ルールとして定め

た消費者行政法、�消費紛争を解決するための民事ルールである消費者私法、�消費

者行政のための組織・権限を定めた消費者組織法、�消費者紛争を解決するための手

続き等を定めた消費者司法、からなっている。このうち�は６で、�は７で述べる。

これまで産業育成を主眼として事業者・生産者の視点から作られてきた法律は、す

べからく消費者に関係する。従って、こうしたすべての法律について、本来、消費者

の視点からの見直しが期待される。

�２ 「安全安心な市場」「良質な市場」と消費者の権利のためのルール

前記のとおり、「消費者行政推進会議取りまとめ」（２００８年６月１３日）は、「安全安

心な市場」「良質な市場」の実現が、新たな公共的な目標であると提言した。
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消費者が商品やサービスを購入する場である市場が「安全安心な市場」「良質な市

場」であるためには、適切な規制やルールが前提として必要である。従来の規制が消

費者の権利という観点から充実されることが期待されるが、その際、�市場が社会の

一部であり、そのルールのあり方を検討するにあたっては、再分配が行われる社会保

障制度を含む公的セクターや無償による活動が中心である地域社会や家族関係等のあ

り方も考慮して検討を行うこと２８、また、�市場のルールは、単に経済的効率性のみ

を求めるだけでなく、事業者・生産者や消費者等の相互の信頼の確保や、生産・流通

活動や消費行動の多様性を確保することに配慮すること２９、等について留意する必要

がある。

�３ 適正な規制を求める

前記のとおり、規制改革の流れのなかで、従来消費者保護の役割を果たしてきた規

制が緩和されてきた。そのなかで、規制の緩和が行き過ぎたため、消費者の権利が脅

かされる問題も生じており、改めて、必要な規制の再構築を行っていく必要がある。

その際、基本的には次のような観点から、必要な規制の再検討を行うべきである。

第１に、消費者の生命・身体及び重要な財産に対する危険に対しては、厳格な事前

規制を行う必要がある。こうした危険については、生命・身体及び重要な財産への危

険が現実化した後の事後的な規制では、取り返しがつかないからである。例えば、食

品や薬品の安全を確保するための事前規制や、生活の本拠である住宅の安全、生命・

身体に危険を及ぼさないための製品の安全を確保するための規制は、しっかりとした

ものを定める必要がある。

第２に、市場を通じた適正化を図ることができない事項については、特に的確な規

制が必要である。例えば、多重債務問題は、低所得者・生活困窮者が生きるため、生

活のために、選択の余地がない状態の中で行われる取引であり、生活破壊を引き起こ

す危険性の高いものであるのに、市場による解決を図ることができない問題である。

２８ 社会のまとまりの基礎にある制度の理念型として、�互酬（「顔の見える」関係における贈与の連鎖のシステム）、�
再分配（権力が社会の富をいったん中央に集積し、それを社会に分配し直すシステム）、�市場があるとの指摘がある

（カール・ポランニー「大転換」（１９４４年））。また、「社会全体」は、�政治システム、�経済システム、�社会システ

ムという３つのサブシステムの相補関係によって成り立っているとの指摘もある（神野直彦「システム改革の政治経済

学」（１９９８年））。消費者行政推進会議の座長を務めた佐々木毅は、�政府（権力）、�市場、�社会の３つの間のリバラ

ンスが課題であると指摘する（佐々木毅「政治の精神」・２００９年１９７頁）。いずれも消費が行われる市場ないし経済シス

テムは社会の一部であることを指摘する。

２９ 内橋克人「共生経済が始まる」（２００９年）は、静岡県トラック協会が、環境にやさしい菜種油を利用した燃料を推進

し、農家に菜種の栽培を依頼して、全量を買い上げ、燃料化のほか実験事業などにも取り組んでいることを紹介してい

るが、そうしたトラック協会の取り組みを最後のところで支えているのは、「自覚する消費者」であり、ここには、競

争力や価格の高低だけを尺度とする「合理的選択」とは別次元の、農家・トラック業者・消費者の関係があると指摘し

ている。

また、同書では、デンマークの「市民共同発電システム」を紹介している。デンマークは、エネルギー自給率を上げ

るために、市民の連帯・参加・協働を基本にすえながら、税制等で徹底した例外的優遇措置をとるとともに、既存の電

力会社に市民協働発電方式による電力の買い入れを義務付けるなどして、風力発電施設の基地づくりを進めていった。

この取り組みが進む中で、商品・サービスの値段がいったいなぜ安いのかを厳しく問う「自覚的消費者」が育っていっ

た。例えば、家電製品のエネルギー効率を ABCD とランク付けして消費者に提供するエネルギーラベルが導入された

が、最初は、エネルギー効率が悪くても安価な A が売れるが、消費者の自覚が高まると BCD と割高でもエネルギー効

率のよいものが売れるようになり、最終的に D ランクの商品もコストを下げることができる、という循環が生じたと

紹介されている。
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従って、貸金業に対する的確な規制が必要であり、かつ、多重債務問題は労働のルー

ルや社会保障が脆弱であることにも起因するものであるから、規制を実効あるものに

するためには、これまで当連合会が決議したように、労働のルールの適正化や社会保

障の充実などを併せて行わなければならない。

また、高齢者や障がい者に消費者被害を及ぼさないため、販売方法の規制や救済制

度の整備等、実効性のある規制の整備も必要である。こうした規制の実効を図るため

には、高齢者や障がい者の権利を確立する法整備とともに、高齢者・障がい者の権利

のためのネットワークの整備・充実も併せて行われねばならない。

第３に、市場を適切に機能させるための規制も整備する必要がある３０、３１。市場を歪

める取引の温床となっている不招請勧誘を禁止すること、説明義務等の情報提供義務

の実効ある整備、適合性の原則の徹底等が求められる。また、取引のルールに関する

規制のほか、市場の健全性を確保するための企業のコンプライアンスに関する規制の

整備や、公益通報者保護に関する制度を改善していくことも課題である。

６ 消費者庁・消費者委員会を中心とした消費者行政の充実（行政）

�１ 消費者庁・消費者委員会の充実

真に、生産者・事業者の視点を中心とした社会から、消費者の視点を中心とした社

会への転換を図っていくためには、消費者庁・消費者委員会の活動の充実を図ってい

く必要がある。

消費者庁は、�３０の消費者関連法を単独で所管または他省庁と共管して法を執行し、

�所管しない法律について、消費者被害の発生または拡大の防止を図るための措置を

速やかに行うことが必要な場合には、所管大臣に措置請求を行い、�所管法・所管官

庁がないいわゆる隙間事案で、生命・身体へ重大な被害について、業者に対する勧告・

命令（点検・修理・改善等）、譲渡等の禁止又は制限、回収等の命令を行うとともに、

�法律がない又は不十分であるなどの場合に消費者政策の企画立案を行う。また、�
消費者事故等に関する情報が、行政機関・地方公共団体・国民生活センターから消費

者庁に集約・一元管理され、消費者庁は情報を分析し、結果を公表することになる。

消費者委員会（内閣府におかれる）は、消費者庁を含む消費者行政全般がきちんと

機能しているかを監視する組織であり３２、�消費者関連の基本的政策に関する重要事

３０ 谷みどり「消費者政策と市場の規範－悪質商法や製品安全に関係する文献から抽出した経済社会の発展経路－」

（RIETI Policy Discussion Paper Series０８―P―００３）６３頁は、消費者政策に期待される効果として、�取引相手と協力

しやすい構造をつくる、�よい行動方針を取りやすくする、�調整コストを下げる、との点を指摘し、同書６５頁以下は、

�～�の現行の政策の具体例として、�について、�事業者の表示を義務付ける、�長期間提供される役務をまとめた

多額の契約を規制する、�消費者団体が情報を周知し、消費者がこれを踏まえて行動するよう促す、	事業者団体が、

事業者が業界全体の評判を考えて行動するよう促す、�について、�特定商取引法に基づく行政処分を行う、�悪質商

法の被害回復に資する民事ルールを周知する、�製品重大事故の報告を義務付け事故情報を公表する、�について、�
関係者間の情報交換を行う、�関係者の議論を周知する、�基準を作る、を指摘する。

３１ 市場が適切に機能するためには、規制を緩和し自由に市場に参入・退出できるようにすればよいというものではなく、

「信頼」というファクターが存在しなければならない。隙あらば相手を騙してもかまわない、あるいは、油断している

と他人から利用されてしまうという「不信」が蔓延している社会では経済発展は難しい、との指摘がある（中谷巌「資

本主義はなぜ自壊したのか」２６６頁）。
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項等について建議等を行い、�各所管大臣による個別事案の法執行を監視し、必要な

措置の実施を内閣総理大臣に勧告するなどを行う。消費者委員会は、関係行政機関に

対して、直接資料提出要求等を行うこともできる。

安全で公正な社会のためのルールを整備していくためには、消費者庁・消費者委員

会が、各分野において具体的な立法提言を行い、消費者庁・消費者委員会及び所管省

庁がある場合には当該所管省庁が積極的に、消費者のためのルールの整備を具体的に

進めていくことが期待される。消費者庁・消費者委員会の発足は、安全で公正な社会

のためのルールを構築していく画期とすべきである。

また、消費者庁・消費者委員会が事故に適切に対応するためには、各省庁の連携が

不可欠であり、事故情報伝達の体制を含め、連携強化のための体制を充実すべきであ

る。消費者安全法の対象となる「消費者事故等」については、取引事例についても広

く対応をすることができるように、適用範囲を拡大する必要がある。

さらに、消費者行政の充実を図っていくためには、消費者団体や消費者被害救済に

取り組む実務家・研究者の参加を確保するなど、消費者団体や実務家・研究者との連

携を強化していく必要がある。消費者庁・消費者委員会はもちろんのこと、食品安全

委員会や厚生労働省薬害肝炎検証再発防止委員会第一次提言が創設を求めている薬事

行政を監視・評価する第三者機関などの機関においても、消費者代表の委員の積極的

な参加を得るべきである。

�２ 地方消費者行政の充実

地方消費者行政の充実を図るにあたっては、人的基盤・財政的基盤を継続的に確保

できるよう整備が必要である。平成２０年度地方消費者行政活性化交付金等の財政措置

により、向こう３年間は消費者行政充実のための予算が確保されているが、それ以降

の財政措置については検討課題として残されている。

また、地方においては、政策提言、消費者被害防止や消費者関連情報伝達のための、

地域ネットワークの構築が必要である。さまざまな機関や諸団体との連携のもとで、

こうした地域ネットワークの構築が期待される。

７ 被害救済制度の充実（司法）

商品やサービスの多様化や規制緩和と相まって、消費者関連事件が増えており、迅速

かつ適切な被害救済の制度が必要とされている。これまで司法改革や消費者関連法制の

整備の中で、消費者団体訴訟制度の導入などを含め一定の制度改革が行われてきたが、

裁判をはじめとする被害救済制度は、未だに、立証責任の負担や、解決までに相当程度

の時間を要するなど、消費者にとって十分なものとなっておらず、消費者が容易に利用・

参加できる制度となっていない。

そこで、以下の制度改革を行うべきである。

� これまでつくられてきたさまざまなルールに適切な民事効果を付して、被害救済の

３２ 消費者委員会は、政府原案と民主党案を踏まえた衆議院での法案修正において設置されたが、同委員会の性格につい

ては「企画立案機能と監督機能を両立させる」（修正提案者である岸田文雄自民党筆頭理事・５月２８日衆議院消費者問

題特別委員会）と説明された。
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手段を充実すること。

� 消費者にとって立証責任の負担が重いことから、さまざま分野で立証責任の転換を

図ること。

� 証拠開示制度の導入。

� 懲罰的賠償制度を設けること。

� 適格消費者団体による集団的損害賠償制度を設けること。

� 行政が消費者にかわって訴訟を提起する制度の創設。

� 違法収益を剥奪する制度の創設。

８ 消費者が力をつけていくために

�１ 消費者団体への支援

消費者団体には、�消費者被害の救済、�消費者相談、�消費に関する情報の提供、

�消費者教育、�政策や価値観の提言、�事業者や行政の監視、�事業者啓発、�事

業者・行政との協働等さまざまな役割が期待される。特に、今後は消費者庁・消費者

委員会への参加と監視、及び、地域ネットワークの構築による地方消費者行政の充実

化等の活動が期待されるとともに、適格消費者団体においては、契約の適正化につい

ての活躍が期待される。

しかし、わが国の消費者団体の人的・財政的基盤は、海外の消費者団体に比しても

必ずしも十分な状況にはない３３。消費者団体の上記の諸活動は、民間の団体が行うも

のではあるが、公共的な意義を有するものである。また、前記のように、消費者への

情報提供や消費者教育、価値観の提言など多様な役割を消費者に身近な立場で行って

いく消費者団体は、消費者が積極的に社会の変革にかかわっていくという消費者市民

社会をイメージする時に、必要不可欠の存在であると言える。したがって、消費者の

消費者団体の活動の充実のために、今後、税制における優遇措置や国や地方公共団体

による財政支援の制度を整備すべきである。

また、今後、消費者団体が期待される役割を十分に果たしていくためには、財政支

援にとどまらず、消費者団体と弁護士等専門家との連携も重要になってくると考えら

れる。したがって消費者団体と専門家の連携を促進する施策を、消費者庁及び地方自

治体において進めるべきである。当然、その前提として、地域ネットワークへの参加

等、弁護士会等専門家団体による意識的・積極的な協力も必要である。

�２ 消費者教育

消費者とは市民を消費生活の面から捉えたものであり、消費者教育とは、市民に対

する消費生活に関する教育を行うことである。消費が生活の中で営まれ、また、商品・

サービスが社会的なしくみの中で生産・供給されていること、また、今日消費行動が

社会的な影響力を持ちうるものとなっていることに鑑みれば、消費者教育は、こうし

た社会の中における消費のあり方について考え、かつ、ひとりひとりの消費者が表面

３３ 平成２０年版国民生活白書・１３４頁～１３７頁。
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的な情報・宣伝に流されることなく、批判的な精神をもって消費者としての行動をと

ることを可能にするものである必要がある３４。

北欧の消費者教育は、市民が批判的な精神をもって消費行動をとることができるよ

うに、単なる消費生活に直接関連する知識の習得のみを目的とするものでなく、社会

における市民の生活のあり方を考えさせるような総合的な教育の一環として行われて

いる。わが国においても、このような取り組みに学ぶべきところがあろう。

消費者教育の充実は、消費者の権利の実現として意義を持つとともに、消費者教育

により知見や批判する力をつけた消費者が、消費行動を通じて市場の改善や企業の支

援に寄与し、さらには、消費行動や社会的活動を通じて社会を改善していくための前

提条件を提供する可能性を持つものである。

�３ 消費者への情報提供

消費者に対する情報提供が適切に行われることは、安全で公正な社会の実現の不可

欠の前提である。消費者に対する情報提供が適切に行われなければ、消費者は適切な

消費行動を行うことができず、その結果、消費者自身の消費が妨げられるばかりか、

市場が信頼を失い、あるいは不誠実な事業者が利得を得て、誠実な事業者が不利益を

被るなど、市場や社会全体にも悪影響を及ぼすことが懸念される。従って、事業者及

び行政から、消費者へ正確かつ理解しやすい形で情報が提供されること、そのための

基盤の確立が不可欠である。

消費者への情報提供については、提供される情報の分析や伝達も重要である。この

点、消費者団体の役割や専門家との連携、地域ネットワークの役割が期待されるとこ

ろであり、この観点からも消費者団体への支援や地方消費者行政の充実が求められる。

９ 消費者行動

消費者教育が充実し、消費に関する情報が適切に提供されれば、消費者が、消費行動

や社会的活動を通じて、市場や社会に影響を及ぼすことができる条件が整っていくこと

になる。教育の普及や表現の自由の保障により、市民の政治的な意識が高まっていった

ように、市民の消費者としての意識が高まり、さまざまな消費行動や社会的活動が取り

組まれることが期待される。

消費者の消費行動が、よりよい商品やサービス、そして企業を選ぶことによって、望

ましい競争と公正な市場が醸成されることが期待される。

また、消費者の消費行動が、社会的影響力を発揮することにより、社会の改善に寄与

することも期待される。例えば、環境に配慮して消費行動を行うことにより、環境の保

３４ 当連合会の消費者問題対策委員会の１９９３年の意見書「消費者教育に対する弁護士会の役割」では、「消費者の権利を

中心にして消費者被害の構造を認識し、社会・市場に対して働きかけることができる人格を形成すること」を消費者教

育の目的として掲げており、また、２００４年の当連合会の「『２１世紀型の消費者政策の在り方について』における消費者

教育の充実に関する意見書」のなかでは、「情報が公開され、公正な市場が機能していれば、消費者は社会経済に対し

て積極的な役割を果たせるということである。そしてそのことは市場の健全な発展と企業の合理的な行動の促進にも寄

与することになる……このような社会的観点からの消費行動を行う態度の獲得も目標とされなければならない」と指摘

している。
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全に寄与すること、あるいは、人権侵害や労働者の権利を顧みない企業に対する消費を

忌避し、こうした諸問題に配慮のある企業を選択することにより、人権や労働者の権利

の保障に影響力を及ぼすことなどが考えられうる。社会的責任投資、フェアトレード、

環境配慮型消費行動は、消費者にそのような影響力の行使のための選択肢を提供するも

のとなる可能性もあると考えられる。

さらに、消費者や消費者団体が、消費者運動を通じて、市場や社会の改善に寄与して

いくこと、労働団体や社会保障関連の団体と連帯することにより、社会全体を改善する

取り組みに参加していくことなど、特に、現代において、労働問題、社会保障問題、貧

困問題、環境問題、途上国の貧困問題等、さまざまな課題において、さまざまな形にお

けるネットワークと連帯することが求められている。消費者運動だけでなく、ボランテ

ィアや地域活動も、そのような機会を提供するものと考えられる。この間、日弁連も消

費者団体や市民団体とともに取り組んできた、貸金業法改正運動、特定商取引法・割賦

販売法改正、消費者行政一元化の運動などは、こうした社会的活動の重要な経験であり、

こうした経験を伝えるとともに、さらに発展させることが期待される。

こうした消費行動や社会的活動は、その行動や活動を行うことができる環境が整備さ

れることを前提として、消費者や消費者団体さまざまな情報交換意見交換が行われ、個々

の消費者や消費者団体が多様な選択肢の中で、自ら考え選択することによって実現され

るものであると考えられる。消費者団体による情報提供やよびかけは、その際に重要な

役割を果たすことが期待される。

１０ 安全で公正な社会を目指して

安全で公正な社会の実現のためには、今後、消費者庁と消費者委員会による充実した

取り組みが必要であり、そのためには、消費者及び消費者団体等による消費者庁と消費

者委員会への参加と監視が重要である。

並行して、消費者団体の充実や専門家との連携、地域ネットワークの構築を図ってい

くことにより、安全で公正な社会を支える基盤が求められている。

私たちは、こうした取り組みを積極的に行っていく決意を宣言するとともに、消費者

団体や消費者のみなさんにも、こうした取り組みへの参加を呼びかける。

そして、安全で公正な社会を実現したいと考える３５、３６、３７。私たちが構想する安全で公正

３５ 経済社会が成熟し環境問題や資源問題などが議論されることを背景に、「持続可能な社会」ということが議論されて

いる。この点に関連して、都留重人「市場には心がない」（２００６年）の「成長なくして改革をこそ」という項の中には、

「人口の増加と同時に構成員の生活水準が上昇し続ければ、当然のこととして、生産かつ消費の対象となる自然資源は

次第の枯渇してゆく。技術革新による対策はいろいろあろうけれど、それにも限界があるとすれば、ミル（引用者注：

ジョン・スチュアート・ミル）が言うように、成長志向を抑制しなければならぬ時期がくる。しかし、その場合には、

却って生活の内実を豊かにする見込みが強まる、というのであって、言い換えれば、成長をやめることで改革がいっそ

う期待されうる、ということにほかならない」との指摘がある。

３６ 平成２０年版国民生活白書は、今後の消費者市民社会のあり方として、「心のゆとりと成熟した社会」をもたらすもの

でなければならないと指摘している。

３７ すべての国民の「幸せ」を増加させることを国家の使命とする「国民総幸福量」（GNH）の概念が注目される。GNH

は１９７２年ブータン国王（当時）が提唱し始めたもので、外務省は日本ブータン友好協会との共催により「ブータンと国

民総幸福量（GNH）に関する東京シンポジウム２００５」を開催した。
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な社会とは、次のような社会である。

� 消費者の生命・身体や重要な財産へ危険を及ぼす商品・サービスを市場に出さない

規制、市場で解決できない問題についての規制、市場が適切に機能するための規制が

的確に行われている社会。

� そのようにして成り立っている市場において、消費者が安全かつ公正な消費を行う

ことができる社会。消費者が、適切に消費行動を行ったり、あるいは社会的活動を行

うことにより、誠実な事業者・生産者を支援し、また、事業者・生産者や市場の質の

向上を図っていくことができる社会。

� そして、社会には多様な消費者が存在すること。多くの消費者が消費者教育により、

批判的な精神をもって消費行動や、社会的活動を行うことができる社会。他方で、知

見や情報に乏しい消費者、被害にあった消費者を決して切り捨てない社会。消費者を

つなぎ支える消費者団体と専門家を含めたネットワークがつくられている社会。
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第１章
消費者庁・消費者委員会

第１ 消費者庁及び消費者委員会が誕生した経緯

１ 政府の消費者行政推進会議設置に至るまでの日弁連の動向

�１ １９８９年 第３２回人権擁護大会（松江）

１９８９年９月１６日に開催された第３２回人権擁護大会における「消費者被害の予防と救

済に対する国の施策を求める決議」において、日弁連は、消費者庁の設置を初めて提

言した。同人権擁護大会の前日に開催されたシンポジウムで報告された消費者庁構想

の概要は次のようなものであった。

消費者庁は、消費者問題の全分野について、次の機能を持つべきとされた。

ア 消費者政策についての総合的な企画立案

イ 消費者被害の未然防止のための規制〈参入規制、監督権限〉

ウ 消費者被害の救済（被害救済センターの設置、救済命令、クラスアクションや父

権訴訟の導入を含む損害賠償請求訴権）

エ 消費者への情報提供と援助の給付

�２ 松江の人権擁護大会以降の主な定期総会決議及び意見書

消費者庁創設を唱えた松江の人権擁護大会以降も日弁連は、具体的な立法、法改正、

制度改善の意見を取りまとめ続けてきた。松江の人権擁護大会以降の消費者分野の法

整備、制度改善の意見書、提言は１９０本程度になる。消費者庁構想は、消費者法を包

括的に整備する統一消費者法の制定と併せて提言されている。個別分野の法整備に関

しては、製造物責任法や消費者団体訴訟制度をはじめとして、実現してきたものも少

なくない。しかし、消費者庁の創設に関しては、動きが見られないまま推移してきた。

消費者行政の一元化に言及した主な定期総会決議、意見書として次のものがある。

ア １９９３年５月２８日 第４４回定期総会

「消費者保護基本法の抜本的改正を求める決議」採択

イ １９９８年５月２２日 第４９回定期総会

「規制緩和の進展に際し消費者をめぐる法制度の抜本的改革を求める決議」採択

ウ ２００２年１１月２２日

消費者政策の見直しと消費者保護基本法改正についての意見書

エ ２００２年１２月２１日

食品安全基本法・食品安全委員会構想に関する意見書

オ ２００３年１月１８日

「２１世紀型消費者政策の在り方について・中間報告」についての意見書

カ ２００３年１０月２４日

消費者保護基本法改正のあり方についての意見書

キ ２００７年１０月２４日

国民生活センターの機能・権限の強化を求める意見書
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�３ 政府の消費者行政推進会議設置

政府が本格的に取り組む姿勢を示した。すなわち、福田総理は２００８年１月１８日の施

政方針演説で「消費者行政を統一的・一元的に推進するための強い権限をもつ新組織

を発足させる」ことを明らかにした。そのため、２月８日に新組織の在り方を検討し、

その組織を消費者を主役とする政府の舵取り役とする」ことを検討すべく消費者行政

推進会議を設置し、直ちに同月１２日に第１回推進会議を開催した。そして、同年６月

１３日に第８回推進会議において「消費者行政推進会議取りまとめ」を行った。政府は、

この取りまとめを基に同月２７日に「消費者行政推進基本計画」を閣議決定し、消費者

庁設置に向けた具体的法案作りに入っていくことになったのである。

２ 政府原案と民主党案

�１ 政府原案

ア 消費者行政推進基本計画

２００８年６月２７日に閣議決定された「消費者行政推進基本計画～消費者・生活者の

視点に立つ行政への転換～」では、消費者庁の設置に至る背景及び消費者政策委員

会の役割として次のように説明されている。

（ア）明治以来、わが国は各府省庁縦割りの仕組みの下それぞれの領域で事業者の

保護育成を通して国民経済の発展を図ってきたが、この間「消費者の保護」はあ

くまでも産業振興の間接的、派生的テーマとして、しかも縦割り的に行われてき

た。

（イ）今や、「安全安心な市場」、「良質な市場」の実現こそが新たな公共的目標と

して位置付けられるべきものとなったのである。それは競争の質を高め、消費者、

事業者双方にとって長期的な利益をもたらす唯一の道である。

（ウ）政府がこれまでの施策や行政の在り方を消費者基本法の理念である「消費者

の利益の擁護及び増進」「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」の観点から

積極的に見直すという意味で、行政の「パラダイム（価値規範）転換」の拠点で

あり、真の意味での「行政の改革」のための拠点である。

（エ）「消費者庁の運営に消費者の意見が直接届くような仕組み」として、有識者

からなる８条機関（審議会等）である消費者政策委員会を設置する。同委員会は、

消費者政策の企画立案や消費者庁を含めた関係省庁の政策の評価・監視に関する

ものとともに、消費者庁が行う行政処分等のうち重要なものに関して、諮問への

答申、意見具申を行う。

イ 政府原案（消費者庁設置法案）

政府は、上記の消費者行政推進基本計画を踏まえて２００８年９月２９日に消費者庁設

置法案及び関連２法案を国会に提出した。政府原案では、消費者庁及び消費者政策

員会の任務、所掌事務及び権限等は次のようなものであった。

（ア）消費者庁設置法案

ａ）組織の位置付け

内閣府の外局として消費者庁を設置する。

ｂ）任務

消費者庁は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社
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会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者によ

る自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質

に関する表示に関する事務を行う。

ｃ）消費者庁の所掌事務

消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推

進に関することを含む全２７項目。

要するに、必要な法律の不備、欠缺の場合に法の整備案、新法案を企画、立

案する、あるいは消費者関連法（法案提出時点で２９本、その後２００９年４月２４日

に施行された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する

法律」を含め３０本）を所管し所管法令の執行を行うということである。

ｄ）関係行政機関との協力

消費者庁長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認める時

は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求める

ことができる。

ｅ）消費者政策委員会

� 消費者庁に消費者政策委員会を置く。

� 消費者政策委員会の事務

・内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、次に掲げる重要事項を

調査審議する（消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関す

る重要事項を含む７項目）。

・重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べる。

（イ）消費者安全法案

ａ）内閣総理大臣の措置要求権限（１６条）

消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定が

あり、その実施が速やかに行われることが必要な場合は、内閣総理大臣が所管

大臣に措置要求することができる。

この規定などで、消費者庁が司令塔の役割を果たすこととされている。

ｂ）所管する官庁がない（すき間）事案への対応（１７条ないし１９条）

内閣総理大臣が、事業者に対する勧告・命令、譲渡等の禁止又は制限、回収

等の命令など行うことができる。

�２ 民主党案

ア 消費者権利院法案

民主党は、２００９年３月１２日に消費者権利院法案を国会に提出した。この法案の概

要は次のようなものであった１）。

（ア）消費者権利院は内閣の各省庁から独立（人事院のような位置付け）

内閣の外から消費者目線で行政機関を強力に監視する。

（イ）組織の長は消費者権利官、都道府県ごとに各１名の地方消費者権利官を置く。

消費者権利官は民間から政治任用。地方消費者権利官は各都道府県知事の意見

１）詳細は階猛「消費者権利院関連二法案と国会審議の概要」（「自由と正義２００９年５月号」９６頁）参照。
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を聴いて消費者権利官が任命

（ウ）主な仕事と権限

ａ）国や地方の長に対する資料提出、調査要求

ｂ）消費者問題に係る処分勧告（公表）

ｃ）裁判所に対する差止命令や財産保全命令の申し立て

ｄ）国会や内閣に対する立法提言

イ 民主党が指摘していた政府原案の問題点

（ア）組織の在り方

ａ）内閣府の外局であれば、実質的には内部部局（国民生活局）を外局とするに

すぎず、消費者行政のための新組織としては不十分ではないか。

ｂ）内閣の統括の下に置かれる機関である限り、他省庁との調整を余儀なくされ

るのではないか。

（イ）企画立案

ａ） 消費者庁が所管する法律は多くの消費者行政関連法案のうち２９本のみで、

しかもそのほとんどは各省との共管にすぎない。

ｂ）他省庁との調整が優先され、消費者の立場からの問題提起がなされないので

はないか。

（ウ）法律の執行権限

ａ）消費者庁が直接に個別の法律に基づく権限を行使する場面は表示に関するも

の等に限定されている。

ｂ）執行を各省庁の地方機関に委任するスキームが有効に機能するか。執行が本

省の意向に左右されないか。

ｃ）すきま事案への対応を規定している点は注目すべきであるが、事業者への勧

告・命令は、消費者の生命・身体に関わる場合に限定されており、財産上の被

害には対応できない。

３ 日弁連意見

�１ 日弁連意見書の内容

日弁連は、２００８年１１月１９日に「消費者庁設置法案に対する意見書」及び「消費者安

全法案についての意見書」を執行した。これらの意見書は政府から消費者庁関連３法

案が国会に提出されてはいたが民主党案の国会提出前であるため政府案に対する意見

となっている。

この意見書の主眼は、「消費者庁設置法案に対する意見書」の冒頭に記載されてい

る「既存の各省庁が産業育成を目的とするのに対し、『消費者を主役』とする消費者

庁においては、政策の企画、立案、執行の全てが徹底した消費者目線により行われな

ければならない」という点にある。そもそも、この視点は政府が閣議決定した消費者

行政基本計画で謳われていたものであり、消費者庁関連３法案の作成段階で後退した

部分を本来の創設されるべき消費者庁の姿に戻すことを求めるものである。具体的な

意見の概要は次のようなものであった。

ア 消費者の権利

消費者庁の任務規定、所掌事務規定において消費者の権利を謳い、消費者庁が消
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費者の権利の擁護のための行政機関であることを明確に規定する。

イ 関係行政機関の協力義務

消費者庁長官の関係行政機関の長の対する資料提出、説明等は協力要請ではなく

関係行政機関の長の協力義務として規定する。

ウ 消費者被害の発生・拡大防止のための措置

（ア）内閣総理大臣から担当大臣に対する措置要求について、実施義務を規定する。

（イ）すき間事案について、内閣総理大臣が事業者に対してより臨機に必要な措置

をとれるよう規定する。

（ウ）消費者政策委員会

ａ）消費者政策委員会の監視機能を高め、諮問に応じるだけでなく自ら調査審議

し必要な措置を行うことができるよう規定する。

ｂ）消費者庁の監視機能として調査権限・勧告権限を加え、その実効性確保のた

め報告、公表義務を規定する。

ｃ）消費者政策委員会は、消費者庁に対しても監視機能を発揮できるよう委員会

の職権行使の独立性を規定する。

�２ 政府原案、民主党案、日弁連意見書の比較

政策の企画・立案、執行の全てが徹底した消費者目線で行える仕組みになっている

かについて政府原案、民主党案及び日弁連意見書を比較したのが本稿末尾の表１であ

る。

政府原案は、政策の企画立案について消費者政策員会が諮問を受けて意見申述する

に対し、民主党案及び日弁連意見は自ら意見申述できる。個別事案の法執行について

消費者政策員会は意見申述しかできないのに対し、民主党案及び日弁連意見では勧告

することができる。監視に必要な情報収集及び実効性確保措置についても政府原案に

比べて民主党案及び日弁連意見の方が必要な措置がなされている。

４ 国会審議での政府原案の大幅修正・成立

�１ 衆議院での法案本文の大幅修正

衆議院において政府提出の消費者庁設置法案及び消費者安全法案は大幅に修正され

た。その修正協議においては政府原案に民主党の消費者権利院法案の発想を取り入れ

たものといえる。この修正協議の経緯については、修正後の消費者庁関連３法案が参

議院に送付された際の修正提案者を代表した岸田文雄自由民主党筆頭理事の次の説明

が端的に物語っている。

「民主党案は消費者行政に対する監視機能に力点を置かれ、政府案は新しい組織に

法律を所管させ、あるいは法律を企画立案する機能を持たせる、要は積極的に消費者

行政をリードする組織をつくるという内容に力点が置かれていた。・・結果的に、政

府案の中にありました有識者委員会の中に監視機能を取り込んでそれを拡充するとい

う形で企画立案機能と監督機能を両立させるという修正案を作ることになりまして、

そして、それに対して各党の合意を得ることができた、これが経緯でありました。（２００９

年５月２８日参議院消費者問題特別委員会）」

すなわち、政府原案の消費者庁の機能と民主党案の監視機能の両立を図ったものと

いえる。
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�２ 修正点の概要

ア 消費者の権利

消費者庁の任務規定に消費者の権利を明記した。

イ 消費者庁の資料提出要求

消費者庁長官は関係行政機関の長に対し資料提出、意見開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。

ウ 消費者委員会の位置付けの変更、監視機能強化

（ア）消費者政策委員会は消費者委員会と名称を変え、消費者庁ではなく内閣府に

置く。

（イ）諮問を受けず自ら調査審議し、内閣総理大臣等に対し建議することができる。

（ウ）個別事案の法執行について内閣総理大臣に対し勧告し、内閣総理大臣が勧告

に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

（エ）消費者委員会の委員の職権行使の独立性を規定した。

（オ）消費者委員会は関係行政機関の長に対し資料提出、意見開陳、説明その他必

要な協力を求めることができる。

エ 情報管理の強化

内閣総理大臣は、消費者事故等に関する情報の取りまとめた結果の概要ではなく

結果そのものを消費者委員会、国会に報告し、公表しなければならない。

�３ 消費者庁関連３法の成立

上記のとおり政府原案に修正を行い、衆議院で約６０時間、参議院で約３０時間という

充実した審議を経て、附則も消費者庁及び消費者委員会設置法で６項目、消費者安全

法で４項目、附帯決議は衆議院で２３項目、参議院で３４項目が附されたうえで、衆議院、

参議院とも全会一致で成立した。政策の企画・立案、執行の全てが徹底した消費者目

線で行える仕組みになっているかについて成立した消費者庁関連３法の本文、附則、

附帯決議の内容をまとめたのが本稿末尾の表２である。

こうして消費者庁及び消費者委員会が誕生することとなった。

第２ 消費者庁及び消費者委員会の役割・機能

成立した消費者庁関連３法に規定されている消費者庁及び消費者委員会の具体的機能は

以下のようになっている。

１ 消費者庁の役割・機能

�１ 消費者関連法を所管

ア 消費者庁は消費者関連法（３０本）を自ら所管（単独所管及び他省との共管）し、

消費者保護のため執行する。

イ 消費者庁が所管する３０本の法律は次のとおりである。

（ア）「表示」に関する法

景品表示法、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法、家庭用品品質表示法、住宅品

質確保法、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

（イ）「取引」に関する法
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消費者契約法、無限連鎖講防止法、特定商品預託法、電子消費者契約法、特定商

取引法、特定電子メール法、金融商品販売法、出資法

（ウ）「安全」に関する法について

製造物責任法、食品安全基本法、消費生活用製品安全法、食品衛生法（再掲）、

有害物質含有家庭用品規制法

（エ）「業法関係」

貸金業法、割賦販売法、宅地建物取引業法、旅行業法

（オ）その他

国民生活安定緊急措置法、買占め及び売惜しみ防止法、物価統制法、消費者基本

法、国民生活センター法、個人情報保護法、公益通報者保護法

�２ 消費者庁の他省庁に対する司令塔機能

消費者安全法１６条は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他

の法律の規定があり、その実施が速やかに行われることが必要な場合は、内閣総理大

臣が所管大臣に措置要求することができると規定している。消費者庁が所管しない法

律については、この措置要求規定などにより消費者庁が司令塔の役割を果たすことと

なる。

�３ 所管する省庁がない（すき間）事案への直接対応

所管法・所管大臣がない場合、いわゆるすき間事案については消費者安全法１７条（事

業者に対する勧告・命令）、１８条（譲渡等の禁止又は制限）、１９条（回収等の命令）な

どの規定を活用し、消費者庁が直接対応することとなる。

�４ 法律の不備、欠缺の場合の企画立案

企画立案は消費者庁の重要な所掌事務である。もともと既存の法律は、産業育成省

庁が業者を監督するための行政上の取締り法規が圧倒的に多く、そのため縦割りにな

っている。そのため単に法の所管を消費者庁に移しただけでは解決にならない問題が

多く、これを横断的にすることが必要である（例として、表示の横断化のため景品表

示法ほか６本の法律を移管ないし共管としている）。

また、違法収益のはく奪と集団的被害救済制度など、新たな法制度の立案も予定さ

れているが（設置法附則６項）、この具体化も消費者庁の重要な任務である。

�５ 情報の一元管理

消費者庁が上記�１から�４の機能を発揮するには、消費者事故等の情報を一元的に管

理することが必要となる。消費者安全法では、行政機関、地方公共団体、国民生活セ

ンターから消費者事故等に関する情報が消費者庁に集約され、消費者庁は情報を分析

し、結果を公表することとされている。

２ 消費者委員会の役割・機能

�１ 位置付け

消費者委員会は消費者庁を含む消費者行政全般を監視する組織である。このため、

消費者庁の下ではなく内閣府本府に置かれる。

�２ 消費者政策の企画立案についての監視と建議

消費者委員会は、「消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重

要事項」等について自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣等に対し建議するこ
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とができる。

消費者政策の企画立案、すなわち法案の作成そのものは消費者庁を初め関係各省庁

が行うこととなるが、消費者の利権の擁護、増進について、必要な法律の不備、欠缺

等について消費者委員会が積極的に関係大臣等に法案の作成、改正を建議することが

できる。

�３ 個別事案の法執行について監視

法律の執行は消費者庁を含む各所管大臣が行う。また、既存の法を適用して消費者

被害の発生又は拡大を防止することができる場合には内閣総理大臣が消費者安全法に

基づき関係大臣に措置要求を行うこととなる。消費者委員会は、これらの各関係大臣

の法執行や内閣総理大臣の措置要求が適切に行われているかを監視するとともに消費

者被害の発生、拡大の防止に必要があると自ら判断したときは、内閣総理大臣に対し

必要な措置を実施するよう勧告することができる。そのうえで、消費者委員会の内閣

総理大臣に対する勧告の実効性を担保するために、消費者委員会は内閣総理大臣に対

し勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

�４ 資料提出要求等について

与えられた資料に基づくだけでは消費者委員会がその役割、機能を十分に発揮する

ことはできない。このため、消費者委員会は関係行政機関に対し資料提出、意見の開

陳その必要な協力を要求できる。

�５ 個別法で消費者委員会の任務として規定されているもの概要

ア 食品衛生法１９条１項

消費者委員会の意見を聴いて、表示につき、必要な基準を定める。

イ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律１９条の１３第５項

品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に

協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

ウ 割賦販売法３６条２項

政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会及び消費者委

員会に諮問しなければならない。

エ 家庭用品品質表示法１１条

表示の標準となるべき事項を定め、変更し、５条から７条の規定による命令をし

ようとするときは、消費者委員会に諮問しなければならない。

オ 不当景品類及び不当表示防止法５条

指定、制限、禁止、変更、廃止をしようとするときは、消費者委員会の意見を聴

かなければならない。

カ 消費者基本法２７条３項

消費者基本計画の案を作成しようとするとき、検証、評価及び監視について、結

果の取りまとめを行おうとするとき、消費者委員会の意見を聴く。

キ 消費者基本法２９条

消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議は、消費者委員会が行う。

ク 国民生活安定緊急措置法２７条

消費者委員会は諮問に応じ重要事項を審議する等
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ケ 特定商取引法６４条１項・２項

政令の制定改廃の立案をしようとするときは、消費者委員会及び消費経済審議会

に諮問しなければならない。

コ 特定商品等の預託等取引契約に関する法律１１条の２

政令の制定又は改廃の立案については消費者委員会に諮問しなければならない。

サ 住宅の品質確保の促進等に関する法律３条４項

日本住宅性能表示基準を定め又は変更しようとするときは、社会資本整備審議会

の議決、消費者委員会の議決を、それぞれ経なければならない。

シ 食品安全基本法２１条

食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成する。

ス 個人情報の保護に関する法律７条

消費者委員会の意見を聴いて、基本方針の案を作成する。

第３ 消費者庁と消費者委員会の関係

１ 消費者庁関連３法だけからは消費者庁と消費者委員会の関係が不明確

消費者庁の役割、機能については消費者庁及び消費者委員会設置法から明確である。

しかし、消費者委員会については衆議院での審議において政府原案から大幅に修正され、

かつ、附則、衆議院及び参議院での附帯決議において消費者委員会の役割として規定さ

れたものも多い。また、上記第２．２�５記載のとおり個別法で消費者委員会の役割とし

て規定されているものも膨大な量となっている。

このため、成立した消費者庁関連３法だけを見ると消費者委員会の役割、消費者庁と

消費者委員会との関係はわかりづらいものとなっている。しかし、これらを不明確なま

まにしておくと消費者庁及び消費者委員会の発足後に設立の経緯、理念、趣旨を没却し

た運用がなされかねない。

２ 消費者委員会の任務

�１ 任務規定の不存在

消費者庁及び消費者委員会設置法において、消費者庁の任務規定はあるが消費者委

員会の任務規定はない。政府原案である消費者庁設置法では消費者委員会は消費者庁

の中に「審議会等」として設置することとされていたため、消費者政策委員会につい

ての独立した任務を規定する必要はなかった。しかし、修正協議により消費者委員会

は消費者庁ではなく内閣府本府に設置されることとなり、消費者庁設置法から消費者

庁及び消費者委員会設置法とされた以上、本来であれば消費者委員会についても消費

者庁とは別に独自の任務規定を設けるべきであった。

�２ 成立過程から見る消費者委員会の任務

ア 上記第１．４�２ウ記載のとおり、消費者委員会は政府原案の消費者政策委員会か

ら発展したものである。消費者政策委員会は消費者行政推進基本計画では『消費者

庁の運営に消費者の意見が直接届くような仕組み」として設けられた組織である。

このため個別法において消費者関連法の改正や基準の策定時における消費者委員会

の関与が多数規定されている。
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イ 上記第１．４�１記載のとおり、「政府案の中にありました有識者委員会の中に監

視機能を取り込んでそれを拡充するという形で企画立案機能と監督機能を両立させ

る」ことであり、消費者政策委員会が消費者委員会に修正されたのは監視機能強化

のためである。このため、消費者委員会は消費者庁の外に設置され、監視機能強化

のための具体的な権限も強化された。

ウ これらのことから、消費者委員会の任務は、消費者庁を含む消費者行政全般につ

いて消費者の意思を反映させるとともに消費者庁を含む消費者行政全般を監視する

ことであるといえる。

�３ 消費者庁と消費者委員会の関係、消費者委員会の重要性

消費者委員会の任務は、各省庁の消費者行政全般に消費者の意思を反映させ、かつ

消費者行政を監視するものである。消費者庁はこの対象となる各省庁のひとつであり、

消費者委員会との関係が他省庁より深いというにすぎない。

消費者庁及びその他の省庁が消費者目線で消費者政策の企画、立案、執行を行う限

り消費者委員会はその確認をするだけでよいこととなる。しかし、これまで消費者被

害が多発し続けてきた状況を見ると、明治以来続いた縦割り行政、産業育成目的の既

存省庁が消費者庁及び消費者委員会が設立されたことの一事を持って突然大転換する

ことは期待できない。消費者庁も設立の期待に応える官庁となるか否かは今後の活動

を見守るしかない。このため、消費者庁を含む消費者行政全般に対し消費者の意思を

反映させ、消費者目線で監視する消費者委員会の役割は非常に重要である。

第４ 消費者庁・消費者委員会ができて消費者行政はこう変わる

１ 消費者庁の主な機能から

�１ 消費者庁は消費者関連法を所管する

消費者庁が３０本の消費者関連法を自ら所管し、消費者保護のため執行する。これま

での行政諸官庁は産業育成を主な目的とし、消費者保護は副次的反射的な目的でしか

なかった。そのような行政諸官庁が消費者関連法について迅速かつ適切な法執行を実

現できない場合が少なくなかった。しかし、消費者庁は消費者の視点で法執行を行う

ことが目的とされており、消費者保護の実効性が高まる。

�２ 所管しない法律に関しては、消費者庁が所管大臣に対し措置要求を行う

消費者被害の発生又は拡大を防止するために実施し得る他の法律の規定があり、そ

の実施が速やかに行われることが必要な場合は、消費者安全法１６条により、内閣総理

大臣が所管大臣に措置要求することができる。

すなわち、所管大臣がその所管する法律を適切に運用して事業者等を取り締まるこ

とをせず、消費者被害の発生又は拡大が予想される場合、消費者庁は、所轄大臣に対

し、所轄する法律の迅速かつ適切な執行を要求して、消費者被害の発生や拡大を阻止

することが期待できる。このようにして消費者庁は司令塔の役割を果たすことが期待

される。

�３ 所管する官庁がない（すき間）事案には消費庁が直接対応する

所管法・所管大臣がない場合、いわゆるすき間事案であり、生命・身体に対する重
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大事故については、消費者安全法１７条（事業者に対する勧告・命令）、同１８条（譲渡

等の禁止又は制限）、同１９条（回収等の命令）などの規定を活用し、消費者庁が直接

対応することとしている。

例えば、こんにゃくゼリーによる窒息死事件が多発したにもかかわらず、所轄する

法令や大臣がないという理由で、被害の再発や拡大に抜本的な措置が講じられること

がなかったが、そのような場合であっても、消費者庁が自ら、事業者に対し、勧告、

命令、譲渡等の禁止又は制限、回収等の命令を行うことができるようになった。

�４ 消費者庁は法律に不備があったり不十分であるなどの場合は企画・立案する

消費者関連法を自ら所管するだけでなく、法案の企画立案も消費者庁の重要な所掌

事務である。また、違法収益のはく奪や集団的被害救済制度など、新たな法制度の立

案も予定されている。

�５ 消費者庁は消費者事故等の情報を一元的に管理する

消費者庁には、行政機関の長、都道府県知事、市町村長、国民生活センターの長か

ら消費者事故等の情報が報告され（消費者安全法１２条）、消費生活用製品について、

製造事業者や輸入事業者から、重大事故情報が報告される（消費生活用製品安全法）。

消費者庁は、消費者事故等の情報を調査分析して取りまとめた結果を公表したり（消

費者安全法１３条）、注意喚起をする（同１５条）。

これまで消費者事故等の情報は、個別法令に基づいてさまざまな行政機関が個別に

集約し、そのすべてが公表されているわけではなかった。それゆえ、消費者事故等の

情報を消費者に公表することはおろか、行政機関内でも十分に共有化することができ

ず、消費者保護の施策が不十分となる要因となった。

消費者庁は、消費者事故等の情報を消費者庁に一元的に集約し、それを調査・分析

して取りまとめた結果を公表するとともに、重大事故等が発生する危険がある場合は

注意喚起を行うことになった。

２ 消費者委員会の主な機能から

�１ 消費者政策の企画立案の建議

消費者委員会は、「消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重

要事項」等について自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣等に対し建議するこ

とができる。

すなわち、消費者委員会は、消費者の利益の擁護、増進について、必要な法がない

（欠缺）、既存の法では不十分（不備）である等重要な部分については積極的に関係

大臣等に法案の作成や改正を建議することができる。消費者委員会がこの機能を十分

発揮することで、消費者関連法の整備が促進されることが期待される。

�２ 個別事案の法執行の監視と内閣総理大臣に対する措置要求の勧告

消費者庁は、既存の法を適用して消費者被害の発生又は拡大を防止することができ

る場合には所管大臣に措置要求を求めることができるが（消費者安全法１６条）、消費

者委員会は、関係大臣の法執行や内閣総理大臣の措置要求が適切に行われているかを

監視するとともに、消費者被害の発生や拡大の防止に必要があると自ら判断したとき

は、内閣総理大臣に対し必要な措置を実施するよう勧告することができる。そのうえ

で、内閣総理大臣に対する勧告の実効性を担保するために、内閣総理大臣に対し勧告
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に基づいて講じた措置について報告を求めることができる（同２０条）。

このように、消費者委員会は消費者庁が司令塔機能を発揮しているか、消費者庁が

自ら所管する法律を適切に執行しているかなどについて監視機能を持っており、この

機能を活用することにより法執行の厳格化が期待できる。

�３ 資料提出要求

消費者委員会は、関係行政機関に対し資料提出、意見の開陳、その他必要な協力を

要求できる権限が与えられている。

上記�１、�２のとおり、消費者委員会は、消費者庁とは独立して消費者行政全般を監

視するとともに、積極的に行政諸官庁に建議又は内閣総理大臣に措置要求の勧告を行

うが、そのために必要な資料等を関係行政機関から提出を受けることを確保し、実効

性を担保するためである。

３ 地方消費者行政の拡充

�１ 国及び地方公共団体は、消費者安全法３条の基本理念にのっとり、消費者安全の確

保に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負うものとされた（消費者安全法４

条）。

�２ 消費生活相談、苦情処理等のあっせん等が地方公共団体の自治事務とされ（消費者

安全法８条）、消費者生活センターについて都道府県は必置義務、市町村は努力義務

を課せられた（同１０条）。

�３ 都道府県知事は、都道府県内の区域内における消費者被害の発生又は拡大防止のた

め必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し必要な措置の実施を要請でき、内閣総理

大臣はその結果と理由を通知する義務が課せられている（消費者安全法２１条）。

第５ 消費者庁と消費者委員会をめぐる課題

１ はじめに

�１ 消費者庁と消費者委員会の特質と運用の重要性

消費者庁と消費者委員会は、これまでの行政機関にない特徴をもっている。両機関

の創設は消費者基本法の基本理念を実現し、行政のパラダイム（価値規範）の転換を

行うための真の拠点となるものであり（参議院消費者特別委員会附帯決議前文）、前

述のとおり、消費者庁は消費者行政全体の司令塔となるものであるし、消費者委員会

は消費者庁に限らず消費者問題全般に関して調査・建議ができるうえ、内閣総理大臣

に対しても勧告できる。このような重要な機関であるということは、その機能を十分

に発揮しようとする場合には、取り上げるテーマによっては政治問題化する可能性が

常にあるということである。しかし、消費者庁や消費者委員会が期待される機能を発

揮するためには、そこを乗り越えて進まなければならないという宿命にある。

逆に、小さな役割に止めようとする圧力が働く可能性も、常にある。例えば、消費

者庁を単なる省庁横並びの一行政組織であり、どの省庁にも属さないすき間問題も所

掌することや複数省庁に係わる問題について調整役となること等に特徴がある庁であ

るとか、情報の一元化も、あくまでも行政内部にバラバラにあったものを一元化すれ

ば足りる等と限定的に解釈運用したり、消費者委員会も通常の審議会に近い形で消極
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的に運用したりすると、果たしうる役割も極めて限定的なものに止まることになる。

つまり、制度はどう運用するのかが重要なのである。消費者側から、政治レベルへ

も含めて、常に推進力を供給しない場合には、運用が消極的になるということは、あ

り得る事態である。逆に、消費者団体や弁護士会等の活動が活発であり、豊かな内容

の提言等が続々と供給され、政治的にも説得力を持つに至る場合には、大きな成果が

期待できることになる。

以上の意味で、法案がとおり、組織が立ち上がれば、あとはいわば自動的に運営さ

れていくという考え方は、まったくの錯覚であることに注意しなければならない。

�２ 制度自体の課題について

以上を前提に、ここで、今回の大幅な修正合意と３法の成立における制度それ自体

の課題、審議の中で検討課題とされた問題を見ていくこととする。

消費者庁の持つべき機能・所管する法律・人員構成などについては、消費者庁関連

３法案が練り上げられるとともに、平成２１年度予算に組み込まれた。これに対して、

消費者委員会は政府提出法案にはないものであり、２００９年４月に衆議院消費者問題に

関する特別委員会を舞台とする超党派による修正協議で誕生した。また、その時点で

は、既に平成２１年度予算が先に成立していたという事情もあった（当然ながら、政府

原案の消費者庁関連予算には消費者委員会の予算は計上されていない）。しかし、消

費者委員会を実際に立ち上げる場合には、予算の有無や規模によって部会構成や事務

局体制に制約がかかることになる。このような意味で、消費者委員会については、い

わば組織としての大枠は決定したものの、具体的な点については流動的な要素が残さ

れた。審議においても明確にされない点も多く、それらは附則や附帯決議という形で

委員会の意思が表明され、あるいは今後の検討課題とされたのである。

また、それだけではなく、消費者問題は全省庁に関連する極めて広範囲であるため、

衆議院での審議は約６０時間、参議院では約３０時間という長時間の審議ではあったが、

今後さらに検討すべき重要課題も多く残されたのである。本項では、こうした課題の

うち、主な点について、順次述べていくこととする。

なお、本報告書は２００９年８月現在であり、消費者庁・消費者委員会発足後の状況に

ついては言及することができないので、設立準備段階で見えてきた課題について最後

に触れるに止めている。

２ 消費者庁と消費者委員会の組織に関する課題

�１ 消費者委員会

ア 委員構成

消費者委員会の構成については、まず、委員の常勤化について施行後２年以内に

検討することとされた（設置法附則２項）。もともと、消費者委員会の委員は、非

常勤とされている（同法１１条５項）。しかし、前述のとおり、消費者委員会の所掌

事務は多岐にわたる。そこで、非常勤という勤務体制で、本当にその期待される機

能を発揮できるのかという問題があった。また、委員は内閣総理大臣が任命するが

（同法１０条）、その人選も重要である。そこで、これらの点を含め、消費者委員会

の構成について、次のような附帯決議がつけられた。

「初代の消費者委員会の委員の三人について、常勤的に勤めることが可能になる
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ように人選し、財政的な措置も行うこと。またその他の委員についても、委員とし

ての職務に専念できるような人選を行うように努めるものとすること」（衆院５項、

参院７項）

「消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとしその年齢・

性別等の構成について十分配慮すること。（衆院４項、参院６項）また、委員の任

命理由を明確化する等、説明責任を果たすよう務めること」（参院６項）

イ 事務局体制

消費者委員会の事務を委員だけで処理することは、委員全員が常勤となったとし

ても、不可能である。当然ながら、これを支える充実した事務局体制が不可欠であ

る（例えば、証券取引等監視委員会の場合、委員は３人であるが職員の定員は３７４

人となっている）。

国会審議においては、この事務局の体制についても議論されたが、前述のとおり、

２１年度予算が既に成立していたという背景もあり、予算措置が講じられることはな

く、次の附帯決議に止まっている。

「消費者委員会が独立して消費者行政全般についての監視機能を十全に果たすこ

とを担保するため、その事務局については財政上の措置を含めた機能強化を図ると

ともに、その職員については専任とするよう努めること。また、事務局職員の任命

に当たっては、多様な専門分野にわたる民間からの登用を行うとともに、その所掌

事務を行うために十分な人員を確保することにより、同委員会の補佐に万全を図る

こと」（参院１１項、同旨衆院８項）

�２ 消費者庁

消費者庁の構成については、消費者行政推進会議の議論の段階から、行政の肥大化

を招かないようにすることで一貫しており、他省庁から法律を移管すると同時に職員

も異動するという方式がとられた。しかし、消費者庁が消費者目線で司令塔の役割を

果たすには、他省庁の行政職員を集めるだけでいいとは考えられない。また、消費者

庁が司令塔の機能を果たすとしても、各省庁それ自体が消費者行政に注力しなければ

ならないことが確認され、さらに政府全体の公務員に対する消費者教育と研修を行う

ことなど、次の附帯決議が盛り込まれた。

「消費者庁がその任務を十全に果たすことができるよう、消費者行政に関する幅広

い専門性を持った職員を行政組織内外から登用し、消費者の視点を重視した配置を行

うとともに、民間のノウハウの活用を図ること。また、政府全体において公務員に対

する十分な消費者教育・研修を実施することにより消費者行政を担う人材の育成を行

うとともに、各府省庁における消費者担当部局の強化を行うこと」（参院２項）

�３ 消費者庁と消費者委員会の関係

修正により、消費者庁と消費者委員会は、共に内閣府に置かれることとなり、担当

大臣も共通になった。つまり、行政組織法上は同格である。消費者庁は消費者問題に

ついて司令塔の役割を果たすべきことになるが、消費者委員会はその監視役である。

両者がいわば車の両輪として政府全体を消費者のための行政に転換することを目指す

わけであるが、他方において消費者委員会は消費者庁を監視する機能を持つので、両

者の関係が重要になる。また、新たな法整備等の企画立案においては、その役割分担
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をどうするのが機能的であるのかという問題もある。

これらの点について言及したのが、次の附帯決議である。

「消費者庁及び消費者委員会は、消費者の利益の擁護及び増進のため、各々の独立

性を堅持しつつ、適宜適切に協力して職務に当たること」（衆院３項、ほぼ同旨参院

４項）

３ 所管法の見直し・体制整備

�１ 総論

国会審議では、消費者関連法は多数あり、消費者庁が所管するのが２９本では少ない

のではないか、特に金融分野の関与について不十分ではないか、また所管のうち専管

は６本のみであとは共管となっており、その共管のあり方がそれでいいのかなどを巡

り、質疑が行われた。当然ながら、所管する法律を増やす場合には、その執行部門を

含め、人的体制の充実が必要になる。

また、国民生活センターは、苦情相談や相談員の養成・研修、被害情報の収集など

に重要な役割を果たすにもかかわらず、独立行政法人改革の中に位置づけられている

ために、総人件費が制限されるというような制約を受けているという問題も取り上げ

られた。

こうした国会質疑を受けて、設けられたのが、次の設置法附則第３項である。

「政府は、消費者庁関連３法の施行後３年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状

況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の

利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律につ

いての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消

費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織

その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置

を講ずるものとする」

国会審議においては、金融分野における消費者庁の関与が不十分ではないかという

点が取り上げられ、そのうち多重債務対策については、参議院の附帯決議がある。

「多重債務対策を消費者庁の重要な任務と位置付け、消費者庁の関与やそのために

必要な体制を含め、内閣一体としての取組が可能となるよう検討を行うこと」（参院

２８項）

�２ 消費者政策会議

消費者基本法の消費者政策会議は、消費者庁・消費者委員会がない時代の制度であ

る。消費者保護基本法では、消費者保護会議という関係閣僚会議があった。縦割り行

政のなかでの消費者問題への各省の対応は、この消費者保護会議に持ち込まれた。し

かし、その実態は、各省がやれる範囲で示した対応を寄せ集めただけで、ほとんど機

能していないという批判が強かった。

そこで、消費者基本法においてはこの点の対応として、消費者保護会議を消費者政

策会議とし、消費者行政全体としての消費者基本計画を定め（法９条１項ほか）、そ

の実施を推進し、検証し、評価し、監視することとした（法２７条ほか）。一定の改善

策ではあったが、関係省庁が原案を持ち寄ることに変りはないので、対応が消極的あ

るいは不十分であるとか、横断的法整備が困難である等の問題は残されていた。
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ところで消費者安全法は、内閣総理大臣は消費者安全の確保に関する基本方針を定

めなければならないとし、その内容を法定した（法６条１項・２項）。しかし、他方

において、「基本方針は、消費者基本法第９条１項に規定する消費者基本計画との調

和が保たれたものでなければならない」（安全法６条３項）としている。そうすると、

依然として関係省庁の閣僚会議である消費者政策会議の意向に沿わない基本方針は打

ち出せなくなるのではないのかという懸念について、国会審議で問題となったのであ

る。

そこで、附帯決議で「消費者政策会議については、当委員会で行われた議論を十分

踏まえ、消費者庁及び消費者委員会との関係を総合的に判断し、国会と連携を図りつ

つ存置を含めその在り方の見直しを検討すること。また、次期の消費者基本計画の案

の作成に当たって消費者政策会議は、本委員会を始めとする国会における議論及び消

費者委員会の意見を尊重すること」（参院１２項）とされた。今後の重要な検討課題で

ある。

�３ 横断的な新法の制定

前述のとおり、設置法附則３項で、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律の消

費者庁の関与の在り方を検討することとされたが、そのうち特に公益通報については、

「公益通報の窓口の消費者庁への一元化」を検討すること（公益通報者保護法の改正

が必要になる）、そして横断的法整備については、「表示、取引、安全の分野における

横断的な新法の制定を含めた検討を行うこと」が附帯決議で指摘された（いずれも参

院２７項）。

これは、これまでの法律の構造の見直しである。法律の多くは行政上の取締り法規

であるが、それらは所管省庁が業者ないし業界を監督するために使い勝手がよくでき

ている。つまり、縦割り構造である。このような縦割り業法を前提とすると、業法間

のすき間が当然に生じる。消費者安全法は、生命身体の重大被害についてすき間に対

応するものである。すき間への対応の方法としては、このような道筋以外に、横断的

法整備を行って隙間自体をなくすということが考えられる。例えば、表示・広告・勧

誘・適合性などといったルールを業法による個別分野ごとの縦割り規制ではなく、消

費者取引に横断的なルールにするという方法である。この附帯決議は、そのような観

点からの検討を求めるものである。

�４ 消費者行政の体制整備

消費者行政に係る体制の整備についても、上記設置法附則３項があるが、事故原因

の調査分析の点については、さらに次の附帯決議がある。

「消費者行政に係る体制整備に当たっては、関係機関、特に独立行政法人国民生活

センター、独立行政法人製品評価技術基盤機構、及び独立行政法人農林水産消費安全

技術センターを始めとした商品検査機能を有する各機関の機能強化を図るとともに、

消費者庁及び消費者委員会との連携強化のため必要な措置を講ずるものとすること」

（衆院１４項、参院１８項）

「消費者庁に収集された情報の調査分析が機動的に行えるようタスクフォースを活

用し、消費者事故等についての独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検

討を行うとともに、消費者庁及び事故の関係省庁、特定行政庁と警察、消防など関係
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機関は対等・協力の関係をお互いに確認し、事故原因の究明、再発防止対策の迅速化

をはかること」（衆院１０項、参院１４項）

これは、国会審議において事故原因の究明機関のあり方が重要問題として取り上げ

られた関係で、特にこの点について附帯決議に盛り込んだものである。

４ 地方支援（設置法附則第４項）

地方消費者行政の充実は、消費者庁と消費者委員会の創設と並んで重視され、国会で

多くの審議時間を費やしている。その審議内容は、地方消費者行政とりわけ苦情相談な

どは国の事務という性質が強いのではないか、自治事務ではなく法定受託義務とすべき

ではないか、自治事務とした場合に国の財政支援はどの範囲まで可能なのか、特に人件

費に対する補助はどういう場合にどの範囲で認められるべきか、などを巡り質疑が行わ

れた。

しかし、検討すべき論点は多く、今回の審議では次のような附則となった。

「政府は、消費者庁関連３法の施行後３年以内に、消費生活センターの法制上の位置

付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方

公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む

全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする」

地方消費者行政への支援問題については、別項があるので参照していただきたい。

５ 適格消費者団体に対する資金確保その他の支援（設置法附則第５項）

適格消費者団体は、差止関係業務など公益的な目的のために財政上の負担をしながら

活動し、成果をあげてきている。しかし、その基盤は十分でなく、継続的な活動のため

に支援のあり方を検討すべきであるとして、次の内容の附則となった。

「政府は、消費者庁関連３法の施行後３年以内に、適格消費者団体による差止請求関

係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方につい

て見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする」

また、適格消費者団体に限らず、消費者団体の支援のあり方に関しては、次の附帯決

議がある。

「消費者被害の情報収集啓発を行う消費者団体に対し、関係する情報を提供するとと

もに、活動のための施設や資金の確保等の環境整備を図ること」（衆院２２項）

「適格消費者団体を始め、消費者被害の情報収集、消費者への啓発等を行う消費者団

体に対し、関係する情報を提供するとともに、活動のための施設や資金の確保等の支援

のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずること」（参院２９項）

６ 不当な収益のはく奪・被害者救済制度（設置法附則第６項）

民主党は、消費者権利院法案とともに消費者団体訴訟法案を提出し、適格消費者団体

による損害賠償等団体訴訟の制度の創設を目指した。今回の修正協議では、この制度を

直ちに制度化するのではなく、なお幅広い検討を継続することとして、次の附則となっ

たものである。

「政府は、消費者庁関連３法の施行後３年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散

逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪

し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする」

なお、参院で次の附帯決議がある。
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「加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じ

させた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度の検討に当たっては、

いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度等の活

用を含めた幅広い検討を行うこと」（参院３１項）

この点について衆院で附帯決議がないのは、参院の附帯決議にあるような内容はすべ

て附則に含まれていることが審議の過程で明らかであるため、特に必要ないという判断

による。その意味で、両院とも内容についての考え方は一致しており、食い違いはない

ので注意が必要である。

７ 重大事故等の範囲に関する検討条項（設置法附則２項）

国会審議において、すき間事案についての消費者安全法１７条～１９条の対応は、重大事

故に限られており財産被害が入らないことが問題となり、次の附則が設けられた。

「政府は、この法律の施行後３年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況その他経

済社会情勢等を勘案し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等の範囲につ

いて検討を加え、必要な措置を講ずるものとする」

この場合の必要な措置とは、直接的には、すき間に対処するための安全法の改正とい

うことになる。しかし、もともとすき間は縦割りの法律を前提としているために生じる

ので、取引に横断的な法整備をするという方法でもすき間はなくすことができ、こうし

た方法を含めて検討するとの趣旨である（参院２７項）。

８ 消費者問題に関する特別委員会と消費者政策担当大臣

�１ 消費者問題に関する特別委員会

今般の国会審議は、衆参両院に消費者問題に関する特別委員会を設置し、全会派か

ら委員を選出して行われた。消費者問題は多数の省庁に関係している。ところが、国

会の委員会は、省庁に対応して設置されているものが多い。しかし、これでは、省庁

横断的な審議が行われにくい。つまり、消費者問題全般に係わる基本的な問題は、縦

割りの委員会のなかでは審議しにくいのである。

こうしたことから、消費者問題特別委員会での審議は、大きな意義があった。今後

消費者庁や消費者委員会が法整備を次々と検討することとなり、消費者問題に係わる

法整備が進むことが期待される。その際、両院の消費者問題特別委員会が継続的に活

動していることが望まれる。また、消費者庁や消費者委員会については誕生したばか

りであり、上記のとおり検討事項も多い。したがって、その監視の意味でも重要であ

る。

�２ 消費者政策担当大臣

消費者政策担当大臣に関しては、内閣府設置法の勧告権を使いやすくするための法

改正もなされた関係で、次の附帯決議が盛り込まれた。この活用も、期待される。

「消費者政策担当大臣が掌理する事務として、内閣府設置法第４条第１項に、消費

者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して

安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する

事項が明記された趣旨を十分尊重し、消費者政策担当大臣は、内閣府設置法第１２条の

勧告権の適切な行使も含め、関係行政機関の総合調整に万全を期すること。また、内

閣総理大臣は、消費者政策担当大臣の権限行使が十分に果たされるよう行政各部を指
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揮監督すること」（衆院２０項。同旨参院２５項）

「消費者の利益の擁護及び増進を図り、真に消費者、生活者が主役となる社会を実

現するためには、消費者行政を担当する内閣府特命担当大臣が、消費者行政の司令塔

である消費者庁及び消費者行政全般の監視機能を果たす消費者委員会双方の判断を総

合的に勘案し、その掌理する事務を遂行することが極めて重要であることにかんがみ、

消費者政策担当大臣の判断を補佐するスタッフの配置を行うこと」（参院５項）

さらに、立法段階で消費者庁の所管に属さないこととなった食品安全委員会も同大

臣が担当することから、この分野も含めた総合調整が期待される。

９ 設立準備段階で浮上した課題

�１ 消費者委員会の構成と運用

消費者庁関連３法の成立後、政府は直ちに内閣府大臣官房に消費者庁・消費者委員

会設立準備室を設置し、７月１日には１０名の消費者委員会設立準備参与を任命して第

１回の消費者委員会設立準備参与会を開催した。それに先立ち、マスコミ各紙は、政

府の消費者庁の初代長官と消費者委員会初代委員長予定者を報道した。参与１０名は、

消費者、事業者、学者、弁護士という従来の審議会と同様の構成であった。

そもそも消費者委員会の委員は、「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営む

ことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する」（消費者庁及び消費者委員会設置法１０条１項）とされているが、消費者目

線で消費者行政全般を監視する機能をもつ独立した第三者機関という性格上、従来の

審議会とは違い、消費者側委員が多数であるべきなのはもちろんであるうえ、広範囲

な消費者問題の各分野で活躍してきた者から選任され、委員会全体として全消費者行

政の監視役となりうるように構成すべきと考えられる。さらに、８月１１日には消費者

庁関連３法の施行に伴う関係政令が閣議決定されたが、消費者委員会令によると、消

費者委員会に部会を設置した場合の所属委員、臨時委員、専門委員は委員長が指名す

る（１条２項）ばかりでなく、部会長も委員長が指名するとされ（同条３項）、委員

会の運営に関する事項は委員長が委員会に諮って定めるとされている（４条）など、

委員長の権限が強いものとなっている。

以上の諸問題は、すべて消費者委員会を従来の審議会と同様に運営しようとすると

ころから生じているものであり、消費者委員会を誕生させた趣旨に合致しない。消費

者委員会は、消費者目線で全消費者行政を監視するための独立した第三者機関であり、

これまでの各種審議会とは性格が根本的に異なる。この点を踏まえた運用が必須であ

る。

�２ 発足と準備

消費者庁と消費者委員会は、従来の行政機関の在り方とは根本思想が異なるうえ、

環境庁設置以来約４０年ぶりの新しい行政機関の創設となる。法律が成立してからわず

か３か月、その間に衆議院総選挙を挟み政権交代が明らかになっての発足となった。

関係者の努力にもかかわらず、準備は万全とは言い難い。

ある程度時間を要することはやむを得ないが、新政権下での早急な体制整備を期待

する。
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第２章
地方消費者行政

第１ 地方消費者行政の実情と消費者行政一元化における議論状況

１ 地方消費者行政の実情

�１ 消費生活センターに寄せられる苦情相談の増大

悪質商法被害の増大の中で、全国の消費生活センターに寄せられる苦情相談件数は、

過去１０年間に約２．５倍に増大している（下記一覧表参照）。０３年度から０５年度にはいわ

ゆる不当請求・架空請求等の苦情相談が激増したため相談件数が突出したが、それが

収まった現在でも年間１００万件を超える状況は変わらない。

内閣府「国民生活選好度調査」（２００８年実施）によれば、２００６年度に購入した商品

や利用したサービスについて被害を受けたり、振り込め詐欺による被害を受けたこと

があると回答した人のうち、「消費生活センター等に相談した」という人は１３．５％に

とどまる（内閣府「国民生活白書・平成２０年版」９８頁）。国民生活センター「第３８回

国民生活動向調査」（２００７年実施）によれば、過去１年間に購入した商品や利用した

サービスについて、何か不満を持ったり経済的または身体的な被害を受けたことがあ

る人のうち、「消費生活センターなど行政の相談窓口」に相談した人は、わずか４．１％

にとどまる（質問対象に「不満」が含まれているので、国民生活白書とは異なる）。

つまり、年間１００万件を超える苦情相談の７倍以上の消費者被害が潜在的にあると

見る余地があるといえる。

�２ あっせん処理の割合が低下

他方で、苦情相談事案の処理方法について見ると、「助言」により自主交渉等で終

わりとするものが大半を占めており、相談員が相手方事業者に連絡して交渉したり解

決まで見届ける「あっせん」の割合が、前述の一覧表のとおり、過去１０年間で９．１７％

から５．８０％に大幅減少している。

相手方事業者の連絡先すら不明の不当請求・架空請求が激増した０３年から０５年度に
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減少したことはやむを得ないとしても、現在でも１００件のうち５～６件しか解決まで

見届ける処理ができていないという実態は、消費生活相談窓口の機能が十分に発揮で

きていないと言わざるを得ない。

このようにあっせん処理の割合が慢性的に低下していることは、相談員の専門性の

確保が不十分ではないかという問題と、継続的なあっせん処理を行う時間が不足して

いるのではないかという問題が指摘できる。現に、消費生活相談員の人数は過去１０年

間に約１．５倍に増え、あっせん件数が約３万８千件から約６万件（約１．５倍）に増えて

いるものの、相談件数の増加率約２．５倍に追い着いていないことが読み取れる。

相談者に対する被害救済の支援としても、助言による自主交渉だけでは不十分な場

合が多いのではないかと思われるし、何よりも事業者規制の根拠事実を収集する場合

や消費者への情報提供の材料を収集する場合には、専門家である相談員が事業者と直

接交渉していることが不可欠である。

つまり、地域で発生する消費者被害を適切に救済しつつ、相談情報を一元的に集約

して被害防止に活用するためには、あっせん処理の割合をもっと向上できるようにす

る必要がある。

�３ 地方消費者行政の予算は１０年間に３分の２に減少し、人員は２割減少

地方消費者行政の実情をもっとも端的に示すデータとしては、消費者行政予算と人

員の推移を分析することが有益である。

まず、地方消費者行政予算の推移をみると、都道府県と市町村を含む地方自治体全

体の合計額が平成１０年度の１６３億円から１９年度の１０８億円（約３分の２）に減少してお

り、都道府県だけで見ると５割以下となっている。

また、消費者行政担当職員数を見ると、消費生活相談員については、前述のとおり

相談件数の大幅増加を踏まえて、何とか１．５倍に増加しているものの、常勤事務職

員数は３分の２以下に減少しており、その合計人数でみても２割減少である。

つまり、相談窓口は何とか助言処理をしていても、相談情報の分析や事業者指導や

消費者啓発等の行政職員による機能が低下しているものと言わざるを得ない。
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�４ 一般会計予算と比較すると、消費者行政予算が大幅に減少

消費者行政予算の減少を問題とすると、必ず指摘されるのが、地方自治体はみな財

政難であり、消費者行政に限らず他の部門でも予算減少は避けられない実情があるの

ではないかという問題である。

そこで、都道府県の一般会計予算と消費者行政予算の推移を比較したのが、下記の

対照表である。確かに一般会計予算も減少しているものの、平成１０年度との比較で

６．２％の減少にとどまる。これに対し、消費者行政予算は、５割以下の減少率なので

ある。つまり、自治体の全体的財政難よりも、削減しやすい部門として消費者行政予

算が大幅に削減されてきたのが事実であり、消費者行政を軽視する政策が続いてきた

ことを示すものである。

�５ 消費生活相談員の処遇・研修の実態

地方自治体は、消費者から寄せられる苦情相談について、「専門的知見に基づいて

適切かつ迅速に処理されるようにするために、苦情の処理のあっせんに努めなければ

ならない」（消費者基本法１９条１項）とされている。しかも、国及び地方自治体は、

苦情相談が「専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材

の確保及び資質の向上その他の施策を講ずるよう努めなければならない」（同法１９条

２項）とされている。

ところが、現実には、消費生活相談員の待遇及び専門性の確保は、極めて劣悪な実

態にある。たとえば、全国消費生活相談員協会が実施した消費生活相談員の勤務実態

のアンケート調査によれば、１か月当たりの勤務日数は、１７日以上（週５日）が３２％、

１３日～１６日（週４日）が３３．７％、１日～１２日（週３日以内）が３２．７％という非常勤が

基本であり、１日の勤務時間は６時間以上が８１．２％を占めている。こうした相談員の

年間収入は、次のとおりである。

＜消費生活相談員の年収の実情＞

つまり、消費生活相談員の約３分の２が週４～５日勤務しているにもかかわらず、

年収２５０万円未満が全体の９０％以上を占めているのである。官製ワーキングプアと称

される所以である。
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�６ まとめ

以上見てきたとおり、消費者被害が増大し、消費生活センターに寄せられる苦情相

談件数も増大しているにもかかわらず、地方消費者行政の人員・予算は自治体の他の

行政部門と比較しても特に大きく減少傾向が続き、総じて疲弊している状態だと言え

る。

その結果、消費者被害の苦情相談処理を通じて被害救済を行い、相談情報の分析を

通じて事業者規制・消費者啓発等を展開する地方自治体の消費者行政の機能は弱体化

していると言わざるを得ない。

２ 消費者行政一元化の議論における地方消費者行政の位置づけ

政府の消費者行政一元化の議論においても、地方消費者行政が大きな位置づけをもっ

て検討された。平成２０年６月２７日付け閣議決定「消費者行政推進基本計画」には、次の

ような重要な指摘がある。

「地方の消費者行政部門の状況を見ると、予算は大幅に削減され、総じて弱体化

している。地方の消費者行政をこの１、２年の間に、飛躍的に充実させるためには、

特に当面、思い切った取組をしっかりと行って行く必要がある。」

「地域ごとの消費者行政は、自治事務であり、地方自治体自らが消費者行政部門

に予算、人員の重点配分をする努力が不可欠である。」

「消費生活センターを一元的な消費者相談窓口と位置づけ、緊急時の対応や広域

的な問題への対処等のために全国ネットワークを構築することは、国の要請に基づ

くものであり、法律にも位置づけを行うことを踏まえ、国は相当の財源確保に努め

る。」

平成２０年度補正予算により、政府から地方自治体に対し、後述の「地方消費者行政活

性化交付金」を交付したのは、こうした認識に基づくものである。

第２ 消費者安全法における地方自治体の位置付け・役割

これまで、消費生活センターについて法的な根拠はなかったが（条例に基づき相談、

県知事や市長の権限委任の下であっせん等を行う機関であった）、このことが地方消費

者行政が弱体化したりにバラツキが生じる一因とされていた。そこで、消費者安全法に

おいて、地方自治体の消費生活相談あっせん等に法律上の位置付け（自治事務とされた）

がなされるとともに、消費者事故等の報告義務などが規定された。

１ 消費生活相談等の事務、消費生活センターの設置義務等

消費者安全法において、国及び地方公共団体の責務（４条）が規定されるとともに、

消費生活相談、苦情処理等のあっせん等が地方公共団体の行うべき事務とされ、これを

行うため消費生活センター（政令では１週間に４日以上開設）につき都道府県は必置義

務、市町村は設置が努力義務とされた。この規定によって、相談等が地方消費者団体の

義務とされたものであって、いわば消防、警察と同じステイタスが与えられることにな

ると説明されている。
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さらに、同法は、相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置及び養成等人

材の確保及び資質の向上を図るよう努めること（１１条）としている。

２ 消費者事故等に関する情報の通知・情報提供等（１２～１４条）

地方公共団体は、行政機関や国民生活センターとともに、被害の拡大のおそれのある

消費者事故等に関する情報を内閣総理大臣に通知（１２条１項）、生命・身体に関する重

大事故等については直ちに通知する義務（１２条２項）がある。消費者庁は、事故情報の

集約分析と情報提供を行うため、地方自治体に対しても資料提出要求等（１３条、１４条）

ができる。

３ 都道府県知事による要請（２１条）

一方、都道府県知事は、都道府県の区域内における消費者被害の発生又は拡大防止の

ため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な措置の実施を要請でき、これを

受けた内閣総理大臣は、関係省庁に回付したうえで、措置の結果と理由を知事に通知す

る義務が定められた。地方自治体からの措置要請を法的に位置づけたものといえる。

第３ 地方消費者行政の建て直しに向けた財政支援策について

１ 平成２０年度補正予算による財政支援

�１ 国による地方消費者行政支援のため、「地方消費者行政活性化交付金」を３年分合

計１５０億円予算化し、都道府県は管内市町村の財源を含めて「地方消費者行政活性化

基金」を造成することとされた。前述の消費者行政推進基本計画における地方支援の

方針を踏まえ、「新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会

議」が平成２０年１０月３０日とりまとめた「生活対策」の一つである。

�２ 地域活性化生活対策臨時交付金（第２次補正予算）

地域活性化生活対策臨時交付金として６０００億円が平成２０年度内に予算措置された。

本来は使途限定となる「交付金」だが、その使途は「生活活性化」と広く設定されて

おり、既存の相談員の人件費にも使える資金である。この臨時交付金を都道府県の「消

費者行政活性化基金」を積み増しすれば、来年度以降３年間に人件費にも利用可能と

なるものであった。

しかし、この臨時交付金は、消費者行政に限定されないため、地域経済対策等に優

先利用される傾向が強く、自治体内で消費者行政予算として獲得する努力が必要であ

る。結果的には、臨時交付金の決定から交付までの日数が短かったこともあり、消費

者行政活性化基金の財源として臨時交付金を積み増しした自治体はごく少ない。

�３ 「地方消費者行政活性化基金」の造成

３年分で１５０億円の活性化交付金は、現状の地方消費者行政予算額（全国年間）が

１０８億円であるのに比して、年間事業費を約５割増しとする財政支援である。具体的

な「事業計画」、基金の取り崩しによる事業実施は、平成２１年度以降３年間の間に行

えばよい。７月頃までに県・市町村が３年間の消費者行政活性化計画を策定し、内閣

府の承認を受けて、実施に移すものとし、１年ごとに見直し・修正することになる。

４７都道府県において平成２１年３月までに基金が造成された（全国の消費者行政活性化交

付金の配分状況は以下のとおり）。
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＜活性化交付金の配分状況＞

�４ 活性化基金の活用メニュー

活性化基金は、単年度予算の制約をはずし、都道府県・市町村が協力し３年間かけ

て充実策を検討実施できる。例えば、初年度は計画立案に重点を置き、２年目、３年

目に具体化することも可能などの点で、メリットがあるとされる。

活性化基金の具体的な活用メニューは、下記のとおりである。

国が地方自治体に対する財政支援を行う理由が、地方の消費生活センターを一元的

な消費者相談窓口と位置付け、消費者被害情報を一元的に集約するためであるという

ことから、活用メニューは、消費生活センター（週４日以上開設）または消費生活相

談窓口（週３日以下）の整備と、消費者からの相談を受け付け処理する消費生活相談

員の確保と専門性の向上に重点が置かれている。

しかし他方で、活性化基金は、消費生活相談体制の拡充強化を掲げながら、相談員

を増員するための人件費に利用できないこと、３年間限定の交付金のため、４年目以

降に財政負担を残す拡充策（相談員の増員など）は実施できないこと、安全・表示の

第２章 地方消費者行政

－ 55 －



問題やその他の独自事業もメニューに掲げてあるものの、利用できる財源枠が限られ

ていることなどの問題点が指摘された。

そのため、地方自治体、特に市町村は、活性化基金を活用して相談窓口を増設する

ことについて反応は鈍い状況であった。

＜活性化基金の活用メニュー（使途）＞

�消費生活センター機能強化事業

週４日以上開設の消費生活センターの設置・拡充 等

�消費生活相談スタートアップ事業

週１～３日開設の消費生活相談窓口を開設・機能強化

�消費生活相談員養成事業

管内の消費生活相談を担う人材の養成

�消費生活相談員等レベルアップ事業

相談員への研修開催、研修参加支援

�消費生活相談窓口高度化事業

高度に専門的な消費生活相談への対応力向上

�広域的消費生活相談機能強化事業

市町村が連携して相談事業を実施

�食品表示・安全機能強化事業

食品表示・安全分野の対応力を強化

�消費者行政活性化オリジナル事業

地域独自の消費者行政活性化の取組を支援

２ 地方交付税の積算基準（基準財政需要）の増額

上記活性化交付金が相談員や職員の人件費に利用できないことや独自事業の利用枠が

限定されているという批判を踏まえて、国は、平成２１年度の地方交付税の基準財政需要

（積算基準）のうち「消費者行政関係費」を９０億円から１８０億円に、相談員の報酬基準

を１５０万円から３００万円に増額した。地方交付税は、地方自治体で自由に利用できる財源

であるから、相談員・職員の増員の人件費等を含めて自由に利用できる点でメリットが

ある。

内閣府消費者行政担当大臣から都道府県知事宛の平成２０年１２月２６日付け通知「地方の

消費者行政の充実について（依頼）」並びに国民生活局長から都道府県財政担当部長及

び消費者行政担当部長宛の同日付け通知書は、「地方消費者行政活性化交付金」の活用

とともに、「臨時交付金」と「地方交付税」の拡充分を活用して、地方自治体の消費者

行政を拡充・強化するための自主的な財源確保に努めるよう要請している。

しかし、問題点として、�地方交付税は、地方自治体内部で使途を自由に決定できる

財源のため、積算基準額を増額しても、消費者行政に確保することは何ら保障されない、

�地方交付税の総額は減少傾向にあり、自治体の財政がひっ迫している実情においては、

消費者行政に回る可能性は低い、などが指摘されている。現に、平成２１年度予算におい

て、活性化交付金以外の独自財源を増額した自治体はそれなりにあるものの、総じて少
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額にとどまっている。

３ 平成２１年度補正予算による追加交付金

�１ 地方消費者行政活性化基金に関する国会審議の状況

消費者行政活性化基金については、相談員の人件費に使えないなどの問題点が指摘

され、消費者庁設置等の法案が審議された第１７１通常国会において更なる地方支援策

の必要性が議論された。基金の積み増し、基金の使途を人件費にも拡大することなど

に関する附則・附帯決議等は以下のとおりである。

記

（衆議院附帯決議１７項 同旨参議院附帯決議２２項）

・・・地方消費者行政活性化基金の運用に際しては、支援対象を集中育成・強化

期間において増大する業務に係る人件費等に拡充するとともに・・・

（同５月２２日国会質疑 内閣府国民生活局長答弁）

○集中育成・強化期間において増大する業務とは・・・消費者庁の体制ができるこ

とによって報告業務等の義務・相談窓口の充実強化により増大する業務。地方の

自主財源として支出されていた経費を肩代わりするものではない

○１人相談員を２人にする、ゼロを１人にする場合の相談員の給料も含まれる

○既存の相談員について業務が多繁になった分（相談件数が増えることも含め）の

残業代、週３日を４日に増、月２０日になる場合の社会保険費含む。

○新しい運営要領に基づき出し直し可。３年間各年度ごとに事業計画出す一年目は

人件費に充てず、２年目以降から充てることも可 研修も進捗に応じて

○ＰＩＯ－ＮＥＴ設置 週４日以上開設したところを想定だが、３年以内に週４日

以上をめざす計画なら設置する

�２ 平成２１年度補正予算により「地方消費者行政活性化基金」（総額１５０億円）に、さら

に１１０億円が積み増しされた。

積み増し後の基金合計２６０億円が相談員の人件費（人員増・時間増・残業代）も含

めた新メニューに使えることになり、新交付要領作成・活性化計画の出し直し可とさ

れた（総額２６０億円÷３年＝約８６億円の財政支援規模は、従前年間予算１０８億円の８割

増し）。

但し、既存の相談員の待遇改善（時給や給与そのもののアップ）については入らな

い。

《新たな支援メニュー》

�一元的相談窓口緊急整備事業

＊但し、集中育成期間（３年）に増大する業務の人件費

�消費者教育・啓発活性化事業（消費者教育の推進体制強化、出前講座の実施や

地域の消費者リーダーの育成）

�商品テスト強化事業（テスト機器の購入や外部委託）

�地方苦情処理委員会活性化事業（委員会の開催、調査費など）

この追加交付金によって、基金を活用できる範囲が大幅に拡大され、既存の相談員
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及び行政職員の人件費を除くと、ほとんどの事業に利用できることとなったといえる。

ところが、地方自治体の現場では、３年間限定の交付金では４年目以降に財政負担

を残す拡充策（相談員の増員など）は実施できないという意見や、現在の消費者行政

職員の人員体制では８割増の予算を活用しきれないという消極的な反応が強い。

４ 地方への財政支援策につき残る課題

�１ 基金による強化期間（３年）後の地方支援について

消費者庁等設置法により「消費者委員会」設置されたが、集中育成・強化期間（３

年程度）以後の地方消費者行政の望ましい姿、国の財政支援の在り方については、そ

の工程表も含めて、消費者委員会で３年以内に検討し、法改正を含めた必要な措置を

講じることとされた。この点に関する国会審議、附則・附帯決議は以下のとおりであ

る。

記

（附則４項関係）

３法施行後３年以内に、消費生活センターの法制上の位置づけ並びにその適正な

配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者

政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討

を加え、必要な措置を講ずる。

（衆議院附帯決議１６項）

地方消費者行政の推進に関しては、・・・全国あまねく消費生活相談を受けるこ

とができるよう万全を期す。

（衆議院附帯決議１９項）

３年後の国の支援のあり方、センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい

姿について、その工程表も含め消費者委員会で検討を行う。

（参議院附帯決議２４項）

３年後の在り方検討につき同上。なお、検討に当たっては、広域的な設置を含め

地域の実情に応じた消費生活センターの設置、ＰＩＯーＮＥＴの整備、相談員の資

格の在り方についても十分配慮すること

�２ 既存の相談員の処遇改善について

平成２１年度補正予算により積み増しされた基金も、既存の相談員の時給や月額報酬

のアップには使えず、地方交付税積算基準倍増の趣旨を尊重した予算配分を要請し、

処遇改善を図っている自治体に対し、積増し分の基金配分を手厚くすることで改善促

進を求めるものとされた。根本的な制度見直しは、やはり３年以内の検討（上記附則）

ということになる。

記

（衆議院附帯決議１７項）

相談員の待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置を活用しつ

つ、・・・（基金の）交付要綱等において処遇改善を図る地方公共団体への交付金

の配分を手厚くすることを定めることにより、相談員の時給の引き上げ、業務日数

の増加による実質的常勤化、超過勤務並びに社会保険及び労働保険に関し法令に基
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づく適切な対応等を含め、地方公共団体における処遇改善の取組を促進する。

（参議院附帯決議 ２２項）

相談員制度の在り方について全般的な検討を行うとともに、地方公共団体におけ

る消費者行政の一層の充実を図るため、正規職員化を含め雇用の安定を促進するた

めの必要な措置を早急に講じること

（参議院 国民生活局長答弁 ２７日）

基本は自治事務。地方交付税措置によって処遇改善を図っていること・・・に基

づいた配分をするよう積み増しした交付金の交付要領の改訂に盛り込む

（５月２２日参議院質疑）

総務省は非常勤職員の残業代支払いについて通知を発している（平成２０年４月２４

日付）

５ その他、国会審議における地方にかかわる規定や検討課題

�１ 消費者団体支援について

適格消費者団体に対する支援のあり方は３年以内の検討課題にすること、更に、参

議院の附帯決議でそれ以外の消費者団体に対する支援も検討すべきであるとされた。

以下のような附則・附帯決議が付された。消費者庁・消費者委員会が機能するため

には、民間の目で監視し、情報や意見を発信する消費者団体の存在が必要不可欠であ

ることから、今後、消費者団体の支援は重要な検討課題である。

（附則５項関係）

３年以内に適格消費者団体に対する資金の確保その他の支援のあり方の措置を講

ずる。

（衆議院附帯決議 ２２項）

消費者被害の情報収集啓発を行う消費者団体に対し、関係する情報を提供すると

ともに、活動のための施設や資金の確保等の環境整備を図ること

（参議院附帯決議 ２９項）

適格消費者団体を始め、消費者被害の情報収集、消費者への啓発等を行う消費者

団体に対し、・・・同上

�２ 消費者教育・啓発など

消費生活安全法４条６項に「消費生活に関する教育活動」が盛り込まれ、消費者教

育・啓発活動は活性化基金（３年間）の支援メニューとされ、附帯決議にも盛り込ま

れた。

（附帯決議１２項 消費者教育の推進）

消費者教育の推進に関し、学校教育、社会教育における施策を始めあらゆる機会

を活用し、全国におけるなお一層の推進体制の強化をはかる。

�３ 国民生活センターの見直し

国民生活センターについて、予算は増えたが人員不足（独立行政法人の人員削減の

縛り）、研修施設の問題などで、基金を活用して研修を受けようという地方の需要に

供給が間に合わないなどの問題点が指摘された。この点についても、国センの独立行

政法人としての位置付けを含めて見直しが検討されることになった（３年以内に検討
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を加え必要な措置を講ずる）。

（附則第３項 所管法法律の見直し・体制整備）

法施行後３年以内に、・・・国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行

政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずる

（参議院質疑 ２８日）

国活セン予算規模は２．５倍、人員は５名増（１１７名→１２２名）。行革推進法等により

独法の総人件費抑制策（毎年１％削減の縛り）。独法としての国センの見直し必要

では （答弁）附則を踏まえて検討

�４ 多重債務対策を消費者庁の重要な任務と位置付け

（参議院附帯決議２８項）

多重債務対策を消費者庁の重要な任務と位置付け、消費者庁の関与やそのために

必要な体制を含め、内閣一体としての取組が可能となるよう検討を行うこと。

６ 各地における活性化計画の策定状況

各都道府県及び市町村の消費者行政活性化計画は、本年７月末頃までに内閣府に提出

され、内閣府の「消費者の窓」の「消費者行政活性化計画・市町村プログラム」のサイ

トに順次掲載されている。

http : //www．consumer．go．jp/seisaku/chihou/kikin/kasseika．html

本報告書作成段階では未だすべての自治体の活性化計画が揃っていないことや、追加

交付金を含んだ活性化計画の作り直し作業が各都道府県で始まっていることから、現時

点の活性化計画を分析することは困難であるが、今後、各地の活性化計画が出揃った段

階で、各地の特徴ある事業計画を分析紹介し、それを参考にして各地の特徴に応じた意

欲的な事業計画を策定することが望まれる。

第４ 地方消費者行政充実に向けて消費者団体、弁護士会が果た
すべき役割

１ 地方におけるこれまでの取組の調査

地方において、各地の消費者団体が自治体に対する要請・提言等の活動を行い、ある

いは弁護士会等と連携した活動により成果をあげた例は、これまでにも多数ある（例え

ば、地方自治体の消費生活条例制定・改正運動、多重債務者対策の充実を求める運動、

適格消費者団体の設立に向けた取組、消費者庁設置・地方消費者行政の充実を求める取

組など）。

また、各地自治体の現状を地元消費者団体が知る（検証する）ための取組として、全

国消費者団体連絡会による全都道府県の消費者行政動向調査、大阪府等の地域消費者団

体による市町村の消費者行政動向調査なども行われている。

消費者団体、弁護士会が果たすべき役割を検討するに当たって、地方におけるこれま

での取組に学ぶ点も多いと考えられることから、本報告に先立ち、自治体の消費者行政

動向調査の取組（下記�、�報告参照）や、各地の消費者団体・弁護士会の活動状況に

ついて調査し、その結果を資料４「各地の取組報告」としてとりまとめ、以下の検討に
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おいて参考とした（調査方法は、各地団体の活動に関わっている弁護士や関係者に活動

報告作成を依頼し、あるいは資料に基づき本シンポ実行委員が調査結果報告を作成した）。

なお、今回報告された地域（団体）は、以下のとおりであるが、時間の関係で調査が

間に合った地域・団体のみであること、他にも活発に活動している団体があるものの全

てを調査報告できなかったことを断りおく。

�全国消費者団体連絡会による都道府県消費者行政調査活動

�「消費者支援ネット北海道（ホクネット）」について

�宮城における取組

�埼玉における取組

�千葉における取組

�神奈川における取組

�長野における取組

�京都の状況

	消費者行政市民ネット（大阪府）


「新しい消費者行政を実現する連絡会」の概要（関西）

�全大阪消費者団体連絡会（大阪消団連）における府内市町村の消費者行政調査の取

組

�佐賀県での活動

大分県での活動

�熊本県での活動

２ 地方消費者団体の役割

戦後の経済復興期、高度成長期を通じて、産業育成を中心に政策が遂行された時代に

は、各地の消費者団体も、発生した消費者被害の告発を通じて「消費者の権利」の確立

を求める運動を展開した。さらに、ＰＬ法制定など消費者関連法案の制定・改正に際し

ては、立法運動を推し進め、立法・政策提言活動も行った。消費者団体は消費者被害「告

発運動」だけではなく、消費者視点からの立法・行政施策への「積極的提言活動」を担

う役割をも果たすようになった。地方消費者行政に関しても、下記�１の具体的な取組事

例が示すように、消費者視点からの提言を積極的に行い、行政の施策に具体的に関与す

る場面もみられるようになった。地方消費者行政充実のため、行政への監視のみならず、

消費者団体が積極的に消費者行政に関与することが、その役割として今後益々期待され

る。

�１ 消費者団体の地方消費者行政充実に向けた取組例（資料４「各地の取組報告」参照）

ＰＬ法制定運動を契機に同法制定後結成された「埼玉商品被害をなくす連絡会」が

１９９９年から実施していた「市町村における消費者行政調査」をモデルに、行財政改革

の名の下、地方消費者行政も見直され、各地で消費者センターの統廃合、民間委託が

進められ、予算も徐々に削減されるようになった２００１年に、全国消団連は各地の消費

者団体、相談員、弁護士と共に、各都道府県の消費者行政の現状調査を実施し、ラン

キング化して結果を発表した。

東京三多摩地区、神奈川においても当該地区市町村の実態調査が行われたが、大阪
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でも、同年、大阪消団連が大阪府だけでなく府下の市町村の消費者行政調査を実施し、

その後も継続的に調査を行い、冊子を発刊した。また、大阪府消費生活センターの民

間委託反対運動を契機に、消費者行政を継続的に監視し、さらに、消費者行政の調査

研究を深め、行政機関に積極的に提言を行い、消費者行政の充実を求めるための組織

「消費者行政をよくする会」が発足した。同会は、各種意見書や提言の発表、小冊子

の発行と共に、事業者指導案件情報を提供し、苦情処理審査会の実績増加にも貢献し

ている。

佐賀でも、消費生活相談員の雇い止め問題を契機として、２００３年１１月に「佐賀消費

者フォーラム」が設立され、県の消費生活条例の改正案を実質的に策定し、「事業者

名公表」、「苦情処理委員会によるあっせん」実施を実現した。大分では、適格消費者

団体設立のための協議会が県の担当職員も参加して２００６年９月にスタートし、翌年８

月２８日に「大分県消費者問題ネットワーク」（２００８年１月には「ＮＰＯ法人大分消費

者問題ネットワーク」に改組）が設立された。熊本でも消費者団体と共に、県、市の

担当者も含めて適格消費者団体設立に向けての勉強会を継続し、シンポジウムの開催

を企画している。その後も行政との連携を強化し、多重債務問題、地方消費者行政活

性化基金の提言に対しても、県や多くの市町村で積極的な対応がなされている。

長野では、「長野県消費者団体連絡協議会」（１９６０年結成）が中心となって、２００７年

に「消費生活条例促進ネットワーク」を発足させ、県議会や県当局へ消費者条例制定

を働きかけた結果、２００８年７月に、長野県消費生活条例が成立した。

また、福田総理（当時）により、消費者庁設置構想が示された以降、各地の消費者

団体が、それぞれの地域で消費者行政一元化運動のための連絡会組織を立ち上げた

（２００８年３月、「新しい消費者行政を実現する連絡会」（近畿地方）、４月、「消費者行

政充実埼玉会議」、「消費者主役の新行政組織実現神奈川会議」（略称「消費者会議か

ながわ」）、７月、「消費者行政充実ぐんま会議」、８月、「新しい消費者行政を創る宮

城ネットワーク」（略称「消費者ネット宮城」）、９月、「消費者行政充実ネットちば」、

等々）。これらの地方連絡会は、各地でシンポジウムを開催するなどして消費者行政

一元化推進運動を展開すると共に、政府が予算措置を講じた活性化基金の使途等につ

いて、地方消費者行政担当者と意見交換・提言も行った。

�２ 地方消費者行政への消費者・消費者団体の関与の必要性

消費者庁関連３法の制定を踏まえ、「新しい消費者行政を実現する連絡会」が、近

弁連、日弁連と共催で、平成２１年６月に、消費者・消費者団体の新たな役割をテーマ

としたシンポジウムを開催した。参加者からは、消費者団体には、人作り、仕組み作

り、地域作りを担う役割が期待され、力のある消費者団体の育成が消費者政策上の重

要課題であり、財政基盤強化のための仕組み作りや、消費者教育・啓発活動に関する

行政と消費者団体のパートナーシップ型事業の提案がなされた。また、これからは、

市民が政策形成に参加する時代であり、イギリスのスーパーコンプレインツに類する

制度の検討の必要性や、行政委員会や地方消費者行政に積極的に市民が意見を申し出

るための組織としての「民間消費者委員会」構想が提唱された。

前記�１の実践例や前記シンポジウムでの意見が示すように、「消費者の権利」を実

現し「消費者主権」を確立するため、消費者団体には、消費者行政の監視とともに、
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市民（＝消費者）が、より積極的に政策形成に関与して、行政のあり方、社会のあり

方そのものに消費者（＝市民）の視点を反映させる役割も求められ、そのための具体

的仕組みの構築が必要であると認識されるようになった。「消費者庁」や「消費者委

員会」がその機能を十分発揮するためにも、政策形成・具体的施策実現に積極的に関

与することができる消費者・消費者団体の存在が不可欠といえよう（詳細は、第２部

第３章消費者団体を参照）。

地方にあっても、地方消費者団体が地方消費者行政により積極的に関与することに

より、消費者（＝住民）の意思を行政施策に反映させることが可能となろう。

�３ 今後の課題

全国各地それぞれの地域に消費者団体が存在するが、地域によっては、消費者団体

が十分にその力量を発揮し得ているとは限らない。各地の消費者団体は、今後期待さ

れる役割を継続して果たすためにも、十分な力量（専門性、独立性、財政確保）を備

える必要がある。政策提言・施策実施が可能な専門性を備えた人材確保のためには、

大学等の研究機関や弁護士会、司法書士会、相談員等の専門家との連携が必要となろ

う（地域ネットワークについては後記４参照）。専門性を有した消費者団体が、地方

消費者行政と、消費者教育・啓発事業など、各種の事業を共同して実施することも求

められるであろう。また、消費者団体の財政基盤強化のため地方自治体からの直接的

な財政支援策も必要である。但し、その前提として、消費者団体が単なる行政の下請

役、経費削減策、行政施策の追随役に利用されることがないように、行政組織と対等

の関係を保ち、その独立性が確保されるための制度設計が不可欠である。

３ 地方における消費者参加

�１ 地方における消費者参加のイメージ

上記のように、消費者が政策形成に意見・関与する「消費者参加」を、地方からも

推進することが必要である。

地方における消費者参加の具体的なイメージとして、消費者や消費者団体、地域の

ネットワーク団体（後記４参照）が、その地域の消費者問題や制度の問題点を調査・

検討して、以下のような活動を行うことなどが考えられる（これができるような社会

の仕組みが整備されているのが消費者市民社会ではなかろうか）。

�身近な行政機関である地方自治体に対し、問題や制度の解決改善を求めて働きかけ

ること

�適格消費者団体に情報提供し、あるいは連携して事業者に対する改善申し入れなど

の活動

�他地域の消費者団体、全国連絡団体に情報提供し、あるいはこれらと連携して、消

費者庁、消費者委員会に意見を出すなどの活動（事業者や国の制度を動かす）

�２ 地方からの消費者参加を実現させるため必要な取り組み

これらを実現させるために、以下のような制度改善や取り組みが必要であろう。

ア 住民の意見を地方消費者行政に反映させることができるよう自治体が消費者団体

の意見を聞く機会の設定、民間団体を入れた検討会議設置などを求める活動（例え

ば、「民間消費者委員会」を地方につくることなども方法の一つ）
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イ 地方の意見を、広く事業者の問題改善や国政に反映させるための方策として、

・消費者庁、消費者委員会に地方の消費者団体の声が届くような制度設計を求める

こと

・地方の消費者団体と適格消費者団体が連携できるようなネットワークをつくるこ

と

・全国的な消費者団体のネットワークを構築するとともに、地方の消費者団体と連

携できるような連絡・連携体制をつくること

４ 地域ネットワークの構築について

�１ 地域ネットワーク構築の必要性

「消費者庁」、「消費者委員会」が生まれ、地方消費者行政に対する一定の支援策と

３年後の抜本的支援策を消費者委員会において検討するという方針も打ち出された。

しかし、消費者・消費者団体などが、行政を継続的に監視ないしバックアップ支援す

る体制がなければ、真の地方消費者行政充実は実現しない。

消費者団体、弁護士会の取り組みが、地方消費者行政に影響を与え、これを動かし

てきた例は多数ある。今後において、消費者団体や弁護士会などが果たすべき役割や

期待が一層大きいものになることも後述のとおりである。

一方で、現状の地方の消費者団体は、人的にも経済的にも厳しい状況にあり（財政

難、高齢化と後継者不足、専門家の関与も不十分）、また、専門分野にわかれてバラ

バラに活動してきたことから横の連携にも乏しかった。

地方消費者行政の充実を実現するためには、消費者や消費者団体が力をつける必要

がある。そのためには、これまでバラバラに活動していた消費者・消費者団体が横の

連携を図ることはもちろん、弁護士会、司法書士会、大学などの研究機関、相談員団

体など消費者問題に取り組んできた関係機関、更には他分野で活動してきた諸団体な

どが連携し、行政に対する政策提言や消費者問題対策などの運動に継続的に取り組む

「地域のネットワーク（ネットワーク団体）」の構築が必要である。

地域ネットワークには、地方における消費者参加（前述３�１のような活動）を実現

する主体となるとともに、消費者被害関連情報の伝達や被害の防止のための活動を連

携して行い、更には地域で消費者問題に継続的に取り組むことができる人材（行政・

民間の両方における）を育てるなどの役割が期待される。

�２ ネットワーク構築のための具体策の検討

地域のネットワーク構築に向け、具体的には以下のような取り組みが考えられよう。

ア 消費者教育・啓発活動の強化

・消費者運動の広がりのためには、消費者が消費者問題に対するアンテナを持って

もらうための地道な取り組み（消費者教育・啓発）が重要

・地方消費者行政活性化基金を活用して消費者教育・啓発活動強化

・行政機関だけでなく、消費者団体に消費者教育や啓発活動を委託するなど拡大（団

体活動支援にも）

イ 行政によるネットワーク作り促進のための取り組み

・消費者大会開催など、地域の消費者団体間の連携を図る取り組みを実施
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・消費生活センターなどが中心となって（例えば、消費者団体の会議集会などに場

所を提供する、消費生活相談員や行政職員が、専門家として消費者団体に関与、

助言するなど）、新たな消費者団体結成やネットワーク化を促進

ウ 大学の取り組み・大学との連携

・大学において、学生が消費者被害や消費者団体との接点を持つ講座、企画などに

取り組む

・大学関係者など専門家が、消費者団体の活動に関与する

エ 他分野との連携・行政における横の連携

・行政機関の横の連携（地方の中の縦割り行政の克服）、例えば関係部局間の部署

会議の設置など

・環境問題、福祉分野など、他分野に取り組む団体とのネットワーク作り

・例えば、行政の福祉関係部署や地域包括支援センター、高齢者障がい者福祉団体

を通じて、悪質商法被害やリコール製品事故情報を伝達するなど

オ 地域における人材（消費者問題に関するリーダー、消費者行政スタッフ）育成

・消費者団体による消費者問題講座開設など（活性化基金利用）

・自治体の中で人材（現場感覚を持つ地方行政マン）の育成を行う

・大学との連携により、若者が消費者問題に関わる機会をつくり地域ネットワーク

や消費者団体の将来を担う人材を育てる

カ 消費者団体支援

・地方自治体による消費者団体支援（後記第５の２�７参照）

５ 弁護士、弁護士会の役割

�１ 消費者行政との連携

地方消費者行政の充実のためには、都道府県弁護士会や各弁護士との連携、協力が

重要かつ不可欠である。

例えば、行政は多重債務対策本部の設置など多重債務問題への取り組みを強化して

いるが、多重債務者の具体的な救済のためには、自治体の相談窓口から、多重債務者

の必要に応じて、専門家である弁護士等に引き継がれることが不可欠である。多くの

弁護士会は、行政と連携して行政が掘り起こした多重債務者を弁護士が引き継ぐシス

テムを整えつつあるが、不十分な地域について早急な対応が望まれる。

また、消費生活相談員が具体的事案の処理について弁護士に相談できる機会を設け

ている自治体も少なくない。このような仕組みは消費生活相談の充実につながるもの

である。

さらに、消費生活相談センターに寄せられた相談のうち、相談員による対応では解

決困難な複雑事案、大型事案、大量事案などを、専門家である弁護士が受け皿となっ

て引き継ぐことが出来るような仕組みまで構築しているところもある。各弁護士会や

弁護士は、法律の専門家として、行政が把握した消費者問題の解決に積極的に取り組

むことが必要である。

�２ 消費者団体のコーディネーター役

弁護士及び弁護士会には、地域の様々な消費者団体と連携することにより専門家と

第２章 地方消費者行政

－ 65 －



して地方消費者団体の活動をサポートするとともに、それらの消費者団体をブリッジ

して消費者団体同士の連携を図っていく役割も求められる。核になる有力な消費者団

体が存在しない地域では、消費者団体の横の繋がりが出来にくいので、前述の地域ネ

ットワークの構築のためにも弁護士が地域のネットワーク作りのコーディネーター役

として行動することが重要であり、積極的に取り組むことが期待される。

�３ 地方行政に対する政策提言役

弁護士は、専門家として行政と連携する一方、消費者市民社会の一員としての消費

者参加の視点からの活動も忘れてはならない。そして、個々の弁護士だけでなく弁護

士会も消費者参加の視点を持ち、地方行政に対して政策提言をすべきである。

国レベルの話になるが、近年、貸金業法改正（金利引き下げ等）、特商法・割賦販

売法改正と消費者法分野での法改正が相次いで実現した。消費者がこれを勝ち取った

勝因の一つは、法改正の方向性を決める審議会段階（貸金業法改正では金融庁に置か

れた貸金業等に関する懇談会、特商法・割賦販売法改正では、経済産業省で設置され

た審議会、消費者庁設置については消費者行政推進会議）で、消費者側の意見を反映

させる努力をしたことにある。かかる段階で弁護士委員に十分な発言をしてもらうた

めには、弁護士会のバックアップが欠かせない。審議会等は、消費者側委員は入るも

のの、学識経験者（学者）や経済産業界委員など全体の委員の中では多数派を占めて

いないのが通常である。弁護士や消費者団体委員以外の委員（学者、マスコミ関係者

など）にも消費者の権利や保護に理解を得る努力をし、連携をとる必要がある。少し

前になるが、弁護士報酬敗訴者負担制度導入法案を廃案にした運動も、同様に検討会

段階からの会の取り組みが効を奏した例である。

弁護士委員を弁護士会がバックアップする必要性は、地方消費者行政においても同

様である。地方消費者行政も、基本計画の策定等を行うために消費生活審議会などが

設けられている。審議会において消費者側委員が十分な意見表明を行うためには、弁

護士会が問題点や発言のための基礎資料の収集など、弁護士委員及び消費者側委員の

バックアップ体制を取ることが必要である。消費者行政に大きな影響がある審議会や

検討部会には弁護士委員を入れることを行政に要請し、弁護士委員をバックアップす

ることで弁護士会や市民団体の意見を反映させていくことも重要である。

また、消費者安全法２１条は、都道府県知事による内閣総理大臣への消費者の安全確

保に関する必要な措置の実施要請を定めたので、弁護士や弁護士会は、消費被害が発

生した場合には、審議会を通じたり消費者団体と連携したりするなどして知事の措置

要請を促し、同条を積極的に活用して消費被害の防止に取り組むことが考えられる。

第５ 地方消費者行政のあり方検討における今後の課題

１ 消費者庁・消費者委員会設置を踏まえた地方の検討課題

�１ 今後の検討課題を考えるための視点

前述のとおり、消費者庁等設置法の附則・附帯決議において、法施行後３年以内に

「地方消費者行政のあり方や財政的支援を検討する」ものとされた。

消費者行政の一元化・強化関係法において、土台である地方消費者行政の充実、強
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化が不可欠であることは共通認識であるが、今回の消費者庁設置に伴う政府及び国会

での議論は、消費者被害情報の一元的集約＝相談窓口の強化に力点があった。

そこで、総合的な地方消費者行政の強化を図るという視点で、地方消費者行政のあ

り方を検討するにおいては、以下の点が意識される必要がある。

また、今回国会審議の過程で修正された「消費者委員会」の役割は、地方消費者行

政との関係でも極めて重要である。

�２ 本課職員の専門性の向上

地方消費者行政の機能を総合的に強化するためには、相談窓口に寄せられた被害情

報を本課職員が分析して、事業者規制や消費者啓発に活用する体制が不可欠である。

したがって、消費者行政担当職員を大幅に増員することと、職員に対する専門的研

修制度を整備し消費者行政部門に長期間配属されるシステムを作ることが必要である。

�３ 地方自治体における消費者行政の位置づけを高めること

地方自治体において消費者行政の予算や人員が長年にわたり大幅に減少してきたの

は、自治体の中でその位置づけが低いからに他ならない。

そこで、自治体の中で消費者行政の位置づけを高める議論と運動が必要である。例

えば、市町村においては、兼任職員から専任職員配置へ、また係から課へと位置づけ

を高めること、都道府県においても、課から部へと位置づけを高め、担当職員を増員

することが必要である。

なお、多重債務対策についても消費生活センターが相談窓口として位置づけられて

いることを踏まえ、消費者行政予算の中で相談体制の整備を図るべきである。また、

高齢者対策、消費者教育等、消費者行政の総合的な推進に向けた所轄の見直しも必要

である。これらの課題については、消費者基本計画の策定を進める中で議論すること

が適切である。

�４ 消費者教育・啓発活動の充実と消費者団体の育成

消費者教育や啓発活動については、行政自体で行うだけでなく消費者団体の活用・

連携が有効である。その意味でも、消費者団体の活動支援を地方消費者行政の重要な

柱とすることが求められる。地域の消費者団体を育成・支援することが、地方自治体

における消費者行政の位置づけを将来にわたって高めることにもつながる。

とりわけ、出前講座や講演会など消費者に情報を届けるタイプの啓発事業だけでな

く、消費者が参加し主体的な行動を促すタイプの活動支援事業（モニター制度、消費

者リーダー養成、消費者団体育成、消費者大会、消費者展など）にも広げること、そ

のための国の財政支援強化を行うことなどが検討されるべきである。

�５ 「消費者委員会」が機能するための制度設計

消費者庁と消費者委員会が真に消費者の目線で活動するためには、地方（民間）か

らの意見の吸い上げができるような制度設計と、そのための国と地方の連携が必要で

ある。

自治体の消費生活審議会において、国に対する政策提言機能を強化するとともに、

審議会に意見を提出する消費者団体の側でも政策提言活動を充実できるように自治体

による支援・育成が必要である。さらには、消費者団体の政策提言機能をバップアッ

プする弁護士会などの専門家団体との連携が図られる必要がある。こうした取り組み
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が、地方版の消費者委員会の活動に結び付くこととなる。

２ 地方消費者行政のあり方についての検討項目

地方消費者行政に関する具体的検討はまさにこれからである。以下において、地方消

費者行政の拡充・強化のあり方について検討課題を列挙する。

これらの検討課題は、各地方自治体において検討すべき事項であるとともに、消費者

委員会において３年以内に方向性を示すべき事項も含まれる。

�１ 消費生活相談の体制について

�住民に身近なすべての市町村に消費生活相談窓口の設置を目指すのか、ブロック毎

に県と市町村の共同設置するのか。

�センターの適正な配置について、人口や地理的条件を踏まえた全国的な基準または

目安を設けるべきか。

�センターの職員や相談員の適正な人員配置について、基準または目安を設けるべき

か。

�センターが備えるべき相談・商品テスト・情報提供などの機能について、目安を設

けるべきか。

�２ 消費者行政職員の増員と専門性向上。

�国の財政支援によって消費者行政予算が大幅に拡大したことに伴って、これを活用

する職員の大幅増員と消費者行政部門の格上げ（兼任を専任へ、係を課へ、課を部

へ）が必須である。

�相談支援、情報分析、事業者規制、情報提供など消費者行政の運営を強化するため、

職員の専門的研修制度の整備と消費者行政部門に長期間配属されるシステム（税務、

建築、福祉など他部門に例あり）を作る。

�３ 消費生活相談員の地位・待遇のあり方

�相談員の常勤化・正規職員化の方向性について

国会審議においては、相談窓口における相談員の役割と待遇の問題に集中してい

たが、消費者政策全体の中で消費者問題専門家としての役割と地位の向上が必要で

ある。すなわち、消費生活相談員は、これまでも自主的な啓発活動の展開や、立法

活動への参加や、地域の消費者団体に参加し活動の中核を担うなど、社会的役割を

果たしてきた。今後も消費者問題の専門家として、適格消費者団体の専門委員や、

地域の消費者団体の専門的リーダーとしての活動が一層期待されている。

そこで、相談窓口における相談員の処遇の改善に加え、社会的活動にも主体的に

関わっていける相談員の地位（社会的地位）と処遇の確立が議論される必要がある。

�相談員の資格の統一化について

国会審議の中で、相談員の地位向上と資格の統一化の問題が検討事項とされた。

現在は、消費生活専門相談員（国民生活センター＝内閣府系）、消費生活コンサル

タント（日本消費者協会＝経産省系）、消費生活アドバイザー（日本産業協会＝経

産省系）と分かれていることについて見直しの提案である。

もっとも、行政の相談窓口における専門家の役割と、地域の消費者団体における

専門家の役割と、企業の顧客相談窓口における専門家の役割など、異なる役割が求
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められている点もある。そこで、これらの資格の統一化をいきなり議論する前に、

まずは各資格を消費者庁の所轄に一元化することによって、消費者問題専門家とし

ての役割を位置づけそれぞれが活性化することが必要であろう。

�４ 消費者教育・啓発と消費者団体支援

近年は、高齢者等に対する出前講座のような消費者に届けるタイプの消費者啓発を

充実することが強調されているが、それだけでなく、消費者が参加し主体的に行動す

るタイプの消費者団体育成・支援をもっと強化する必要がある。

消費者教育の内容においても、消費者個人の注意・選択を強調する教育から、団体

として行動し社会を変革する主体性を育成する教育を充実することが必要である。

�５ 地方自治体における消費者被害情報の一元的集約

国の消費者行政一元化の課題である消費者被害情報の一元的集約は、地方自治体に

おいても実現する必要がある。

たとえば、地域で発生する消費者事故情報を、消費生活センターのみならず、消防

署、警察、保険所、その他の公的機関、さらには病院、企業、その他の民間組織から、

消費者部局に一元的に集約するシステムを構築すること。その情報を迅速に分析し、

消費者庁への通知、消費者委員会への情報提供、消費者への情報提供を実施する人的

体制を整備することが必要である。

�６ 地方自治体の生活者重視への政策転換

地方自治体において、消費者行政職員の増員、独自予算の増額、消費者行政部門の

格上げなどを実現するには、地方自治体の中で消費者・生活者重視への政策変換を確

認し、地方自治体の行政部局における縦割りの克服（他部局との連携、地方行政にお

ける一元化）が必要である。

�７ 地方の消費者団体に対する財政支援

地方消費者行政が活性化するためには、これを見守り積極的に働きかけを行ってい

く地方の消費者団体が活性化することが重要である。

そのためには地方自治体による消費者団体への財政支援が是非とも必要である。具

体的な支援の方法については第２部第３章第４を参照されたい。

３ センター設置のあり方について（各市町村に設置する構想）

消費生活センター等の相談窓口は、消費者にとって身近で利用しやすい場所に設置す

ることが求められる。電話相談も可能であるが、相談窓口を訪れることにより、契約書

類や危害商品を持参して的確な相談処理を行うことができる。

こうした観点から、すべての市町村に相談窓口を設けることが望まれる。例えば、埼

玉県では、こうした方針に基づいて市町村に消費生活センターを設置することを重点課

題として位置づけており、３年間の活性化計画を通じて県内の７０市町村のうち９０％以上

が消費生活センターを設けることを目指している。

この場合の課題を以下に整理する。

�１ 常設的な相談窓口を設けること

消費者安全法は、市町村は週４日以上の消費生活センターの設置を努力義務にとど

めており、少なくとも週１日～３日の消費生活相談窓口でもよいとされている。
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しかし、常設的でない相談窓口では、消費者にとって、いつでも駆け込んで相談を

受けることができないし、相談処理を行う立場から見ても、継続的なあっせん処理が

できないなど、専門性の確保が不十分となりがちである。

したがって、

�２ 専門的知見を有する消費生活相談員を配置すること

消費生活相談は、消費者問題の法制度や最新情報等の専門的知見に基づく相談処理

を行うことが不可欠であり、専門的知見を有する消費生活相談員を配置することが必

要である。

とりわけ、相談員一人体制の市町村窓口で適切な相談処理を行うためには、相談処

理の経験豊富なベテラン相談員が配置されることが望ましい。

�３ 専任の担当職員を配置すること

市町村の中には、他の部門と兼任の職員しか配置されていない場合は少なくない。

消費者行政は特別法の活用や他の行政部門との連絡調整など、職員の役割も大きいた

め、専任職員を置くことが不可欠である。

�４ 相談情報ネットワーク（パイオネット）を利用できること

消費生活相談の処理は、情報の収集が最大の武器であるから、小規模の相談窓口こ

そ全国消費生活相談情報（パイオネット）の活用が不可欠である。

現在は、週４日以上の消費生活センターにしかパイオネット端末が設置されていな

いが、すべての消費生活相談窓口に設置することが必要である。

�５ 都道府県センターによるバックアップ体制を強化すること

一人体制の相談窓口では相談処理の情報がどうしても不足しがちである。そこで、

都道府県の消費生活センターが住民からの直接相談を一定件数受け付け質の高い相談

処理を行いつつ、その情報を市町村における相談処理に活かせるよう、日常的な情報

提供システムの構築や、市町村相談窓口からの質問助言体制や、都道府県・市町村の

相談員による共同の事例検討会の開催など、市町村の相談処理の専門性向上に向けた

支援体制が重要である。

さらに、一人体制の相談員が平日の研修会に参加しやすくするため、都道府県の相

談員が補充的に配置されるような人的バックアップ体制の構築も望まれる。

なお、以前、一部の自治体において、市町村の相談窓口を整備する代わりに都道府

県の相談窓口を縮小し消費者からの直接相談を廃止する動きがあった。しかし、市町

村の相談処理を支援するためには都道府県自身が消費者から直接相談を受け付け、あ

っせん処理を通じて事業者との直接交渉を行い質の高い相談処理を行っていることが

不可欠である。

�６ 市町村の相談情報を活用すること

市町村の相談情報もパイオネットシステムに直ちに登録するほか、都道府県で事業

者規制を行う場合の調査対象事案として迅速に活用できるよう、相談情報の活用シス

テムを構築する必要がある。

�７ 常設的な相談体制を設けることが困難な場合

すべての市町村に常設的な相談窓口を設けることが望ましいといっても、人口が少

ない町村では、どうしても常設的な窓口を設けて相談員を配置するほどのニーズがな
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いことが考えられる。その場合は、当面は週３日以下の消費生活相談窓口を設けるこ

ととし、場合によっては、そのような地域について、次に紹介する広域センターの共

同設置を検討することが望ましい。

４ センター設置のあり方について（広域センター設置構想）

地方消費者行政のあり方をテーマに、２００９（平成２１）年４月１１日仙台市において開催

された第５２回人権擁護大会プレシンポジウム（仙台弁護士会、日弁連、東北弁連、新し

い消費者行政を創る宮城ネットワーク主催）では、宮城、岩手を例とした広域センター

構想について報告・検討がなされた。以下の報告は、主に同プレシンポでの調査検討資

料に基づくものである。

�１ 広域的センターの必要性・設置のメリット

ア 消費者安全法により、市町村にも消費生活センター（週４日以上開設）の設置が

努力義務となった。

利用者の立場からみれば、身近な自治体（全市町村）に、毎日開設の相談窓口が

あることが、また、遠方のセンターまで相談に行けない被害者（高齢者・障がい者

など）への出張相談や製品事故の現地調査などに対応できるよう、複数相談員体制

が望ましい。

しかし、小規模な市町村が単独で消費生活センターを開設することには困難を伴

う場合も多いであろうし、相談窓口を置くとしても、相談員が１名で週２～３日し

か開設できないことになれば、相談員が研修等に参加しにくい、後任人材育成が難

しい、緊急を要する案件の継続相談やあっせんに対応できないなど、現状の１人体

制窓口の問題点が解消できないこととなる。

イ 小規模な町や村ごとに相談窓口を置くのではなく、近隣自治体が共同して１つの

消費生活センター（広域センター）を設置することができれば、「複数の相談員・

職員の配置と毎日開設」が実現可能となる。広域センター化には以下のようなメリ

ットがあると考えられる。

・交代で巡回相談・高度な研修受講など相談能力のスキルアップの対応が可能とな

る。

・相談員が相談を一人で抱え込まずにディスカッションにより事案の解決をはかる

体制や、経験を積んだ指導者が後輩を指導育成する体制を採用することにより、

相談員の能力の向上が図りやすい。

・居住地の町村では、周囲の目が気になって相談がしにくいという要素もあり、広

域センターだと心理的、距離的に程よい間があり、相談しやすい。

�２ 消費者行政実施の手法（運営主体）について

広域的な消費者行政を実施するための行政事務組織としては、地方自治法上、以下

のような方式が考えられる。

ア 広域連合方式（地方自治法第２８４条３項）

地方自治法の特別地方公共団体として、複数の自治体にまたがる広域的な行政事

務を処理するために設けることができる行政機構（法人格あり）。広域にわたり処

理することが適当であると認められる政策・事務について、広域計画を通じた共通
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化又は一体化や連絡調整などの機能を有することもできる。県と県内市町村全部が

構成員となる広域連合、県内全部ないし一部の市町村を構成員とする広域連合も設

置可能である。

広域連合は、後期高齢者医療制度を処理事務とするもの（法律で義務付けられて

いる）、消防やゴミ処理を事務とするものなど、多数例があるが、消費者行政を事

務処理事項としているのは、鈴鹿亀山地区のみである（鈴鹿亀山地区広域連合ホー

ムページ参照）。

イ 一部事務組合方式（地方自治法第２８４条２項）

２つ以上の地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける特別

地方公共団体（法人格あり）。現在の共同処理事務に消費者行政を加えて、事務組

合が消費者行政を運営する方式も考えられる。構成員は、一定広域の市町村だけと

することも、市町村に県を加えて（市町村と共通の事務部分に限る）設置すること

も可能。

一部事務組合は広域で処理することが適切な事務処理事項（消防やゴミ処理な

ど）について多くの地域で用いられている。

ウ 事務委託方式（地方自治法第２５２条の１４）

地方公共団体の事務の一部の管理・執行を他の地方公共団体に委ねる制度。委託

を受けた地方公共団体は、これを自己の事務と合わせて一体的に管理・執行するこ

とになる。地域で中心となる市町が、他市町村から消費者行政の事務の委託を受け

て消費者行政を担う方式での利用が考えられる。

エ その他

協議会方式、機関等の共同設置方式、職員派遣方式、協定方式などが考えられる。

�３ 各県一つの「広域連合」による広域センター設置構想

前述�２のうち、�を用いて、都道府県と全市町村が構成員となり、消費者行政を行

うことを目的とした広域連合設置する方法である。広域連合は特別地方公共団体であ

り、独自に職員の採用ができるなど、構成する自治体の枠を超えて運用できる。

盛岡市消費生活センター主査吉田直美氏は、「県で一つの広域連合設置」方式が、

現状の相談窓口が抱える様々な問題を解決し、最小限の予算と人員で合理的かつ効率

的に消費者行政を運営する方策であり、また、自治体によって格差が生じないように

する（全国均質の消費者行政実現）ためには、上記のような広域連合の設置を法によ

り義務化するべきであると提言している（前記プレシンポ資料集１４４頁以下、消費者

法ニュース NO．８０（２００９．７月号）１２０頁以下参照）。

広域連合方式には、広域センター化のメリットに加えて以下のようなメリットがあ

ると説明されている。

・専門分野別チーム化による高度な相談処理の実現

・独自の職員採用、県内の広域センターを異動させることができるので、異動による

ノウハウ消失を少なくし、消費者行政の専門職を養成しやすい

・先進自治体のノウハウを県全体で活用できる

・県内どこでも均質のサービスがうけられる

・県の権限を背景とした業者交渉ができる、県の条例・紛争解決機能・苦情処理委員
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会を利用しやすくなる

・既存自治体の予算シーリング・厳格な定数管理などの制限を受けずに運営ができる。

また、前記プレシンポ資料集（１４４頁以下）では、岩手県で広域連合方式広域セン

ターを運営する場合の具体的構想、すなわち、県内を４つの広域振興圏に分けて中核

消費生活センターの他、広域圏毎に消費生活センターを置くこと、消費者行政組織と

必要な人員体制及び所要経費、地方消費者行政に携わる必要職員数（人口２万人毎に

１名）の試算などについても触れられている。

�４ 宮城の検討例（広域５圏方式の市町村広域センター構想）

前記プレシンポ資料集基調報告１６頁以下では、宮城県について、５つの広域に分割

して広域センターを設置することにより、相談窓口ない空白地域の解消や消費者行政

充実に向けた構想が検討提言されている。以下は、その概要である。

ア 広域圏をどのように設定するか

いろいろありうるが、宮城県の行政管轄（各地方振興事務所の管轄区域）は県央、

北部、東部、南部、気仙沼の５区域に大分されていることから、この５区域毎に広

域センターを設置する構想（広域５圏方式）を１案として検討した。

イ 広域化の方法

広域市町村で一部事務組合を設置する方法、事務委託方式や協議会方式などが考

えられる。

ウ 広域センターと支局の設置

５つの広域圏毎に広域センター（本部）と、地理的状況を勘案して、５つの広域

圏毎に１～２ヶ所の支局を置くこととしている（窓口の空白地域をなくす）。消費

者行政に関わる職員・相談員数が人口２万人に一人は必要という考え方に基づき広

域センターの職員、相談員数の目安を算出している。

エ 県消費生活センターの役割（センターオブセンターズ機能）

消費者安全法により消費生活相談は市町村の自治事務にもなったが、これを口実

に県が相談現場から撤退するのでは地方消費者行政の充実に逆行することになる。

広域センターの設置手法がどのような選択になるとしても、県などの中核センター

は、広域的な消費者被害、専門的な相談に対応し、他市町村をバックアップできる

機能を備えたセンターオブセンターズの機能を担うよう体制整備されることが必要

である。

オ 広域センターと各市町村との連携

広域センターの設置により、地域住民の行政へのアクセスが悪くなっては本末転

倒である。各市町村の消費生活相談窓口を廃止するのではなく、専門的な相談が必

要な住民を広域センターに導く他、広域センターに行くことが難しい相談者から聞

き取りして相談を仲介したり、市町村での個別フォロー（多重債務問題の相談者の

租税滞納や福祉部門での連携相談）には、各市町村の担当部署が継続して対応する

などの連携が必要である。

�５ 盛岡広域町村における消費者行政の共同実施の取り組み

岩手県では、実際に盛岡市を含む周辺８市町村による広域消費生活センターの実現

に向けた具体的検討が開始されている。同地では、以前から広域的連携がなされてい
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たところ、平成２１年６月開催された盛岡広域市町村長懇談会で、今後消費者行政の共

同実施について検討することが決定され、具体化に向け準備中とのことである。具体

化の報告を待ちたい。

第６ 今後の取組課題

国における消費者庁設置の議論と地方消費者行政活性化交付金の交付は、長年にわた

り縮小・後退を続けてきた地方消費者行政を大幅に拡充・強化できる大きなチャンスで

ある。

しかし、活性化交付金等による国の財政支援を活用するだけでは、総合的かつ継続的

な地方消費者行政の拡充・強化は実現できない。なぜなら、消費者行政担当者としては、

３年間限定の財源によって、４年目以降に負担を残す事業や人員増加を行うことはでき

ないと考えているし、なによりも、地方自治体では、首長や議会を含む議論の場におい

て、政府や国会で行われたような消費者行政の充実や消費者重視の政策転換の議論が行

われていないからである。

そこで、地域の消費者団体と弁護士会や相談員団体等が協力して、地方消費者行政の

拡充・強化を求める地域の世論形成や自治体への働きかけを行うことがまず必要である。

働きかけの相手方としては、自治体の消費者行政担当課はもちろんであるが、首長や

議会も加えることが重要である。

働きかける内容は、活性化交付金を最大限活用することとともに、職員や相談員の増

員を含む総合的かつ継続的な消費者行政の拡充・強化を求めることである。

そして、将来に向けた消費者行政の充実を図るためには、地域の消費者団体を育成・

支援することが重要である。なぜなら、地域の消費者団体が活力を持つことにより、自

ら消費者被害の防止に向けた学習・調査・情報提供活動を展開するだけでなく、地方消

費者行政に対する要請・監視や拡充に向けた働きかけを行い、さらには違法な事業活動

に対する監視・是正（差止請求）の活動まで展開可能だからである。

以下、その要点を提起する。

１ 自治体への働きかけ

＜当面の取組事項＞

�消費者行政担当課に向けて

活性化交付金を最大限活用して、消費生活センターの設置・拡充、相談員の増員・

専門性の向上、消費者啓発・教育等の拡充等を求める。

�首長・議会に向けて

政府や国会における消費者行政重視の議論や地方交付税増額の趣旨を地方自治体

において改めて議論し、自治体における消費者重視の宣言、独自財源の増額、行政

職員の増員、消費者行政担当部署の格上げ等を求める。

＜中長期的な取組事項＞

�地方自治体で消費者基本計画の策定

関係部局横断的な消費者行政の総合的な推進計画を関係部局を含めて策定し、定
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期的に検証することを求めること（東京、埼玉など先例あり）。この議論を通じて

総合的な消費者行政の重要性を自治体全体で確認することができる。基本計画の中

に、多重債務対策、高齢者対策、消費者教育等の総合的な推進を盛り込むこと。

基本計画の中に、「消費者行政推進本部」の設置や、「消費生活ネットワーク」の

設置など、消費者行政の充実に向けた組織体制を盛り込むことも有効である（千葉

県の計画例）。

�消費生活審議会の機能拡充など消費者委員会型の監視機関設置

地方消費者行政における消費者参加を再構築すること（消費生活審議会から消費

者委員会型の監視機関の設置へ）。

都道府県や政令市などに消費生活審議会が設けられているが、消費者基本計画の

策定、見直しの年度には部会等が設置され複数回開催されるものの、通常は年１～

２回、消費者行政の概要報告を受ける程度で形式的なものとなっている例が多い。

今後は、消費者基本計画の策定のみならず毎年達成状況を検証を行うこと、地方に

おける消費者被害等について情報提供を受けて意見交換し、消費者庁・消費者委員

会に対し地方から要望意見を出すための機関へと機能を強化することが重要である。

機動的な検討体制とするため、審議会に専門部会を設けることなども検討が必要。

また、前述のとおり、消費者側意見を審議会に反映させるためには、消費者問題に

取り組む弁護士などの専門家が、弁護士会のバックアップを受けつつ審議会にかか

わる体制の確保が必要である。

具体的な改善項目については、条例改正運動の展開も有効である。

２ 地方版の消費者行政推進会議等の設置

消費者団体が首長・議員に対し消費者行政重視を絶えず働きかけ、消費者が自治体を

動かす仕組みを作ること。そのためには、地方において以下のような消費者行政推進組

織をつくることが必要である。

�消費者団体・専門家団体・労働福祉団体等による民間の消費者行政充実ネットワーク

の結成。

�こうした民間団体と地方自治体を含む地方版消費者行政推進会議の結成。
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第３章
消費者団体

第１ 消費者市民社会における消費者団体の位置づけ

消費者自らが消費社会の変革に積極に関わっていくという消費者市民社会においては、

消費者団体の存在は極めて重要な地位を占める。

ここでは、消費者市民社会における消費者団体の位置づけを、消費者団体の果たしうる

機能という点から整理してみる。

１ 消費者団体の機能

�１ 多様な機能と整理の視点

消費者団体の機能は多様である。

具体的には、�消費者被害の救済、�消費者相談、�消費者に関する情報の提供、

�消費者教育、�政策や価値観の提言、�事業者や行政の監視、�事業者啓発、	事

業者・行政との協働などが挙げられる。

こうした多様な活動・機能を消費者市民社会における消費者団体の社会的な役割と

いう観点から整理すると、消費者団体の役割は、大きく二つに分類できると思われる。

一つは消費者の権利の実現をサポートするという役割であり、もう一つは消費者の力

の向上をサポートするという役割である。

�２ 消費者の権利の実現のサポート

消費者団体の第一の役割は、消費者利益の代弁者として、政・官・業との交渉役、

橋渡し役となって消費者の権利の実現をサポートするというものである。例えば消費

者のための法制度を策定するための国会へのロビー活動や所轄官庁との交渉、事業者

への申し入れ活動などがこれにあたる。

消費者の権利が十分に保護されるためには、そのための法制度が充実し、それが確

実に執行されなければならないし、事業者もまた消費者利益を最大限尊重する必要が

ある。しかし個々の消費者がばらばらの状態では、経済力・情報力・交渉力等で圧倒

的に優位に立つ事業者と対等に対峙するのは困難であるし、事業者の政官への影響力

に対抗しながら法制度を変革していくことも難しい。そこで重要になるのが、消費者

利益を代弁し、消費者のために活動を行う消費者団体の存在である。消費者利益の代

弁者たる消費者団体が、経済力・情報力・交渉力等において事業者と対等の力を備え

ることで、消費者と事業者との格差を解消し、消費者の権利を守っていくことが可能

となるのである。このような消費者団体の役割は、消費者と事業者との構造的な力の

格差から考えて、消費者の権利を守るために不可欠であると考えられる。

�３ 消費者の力の向上のサポート

第二の役割は、消費者自身が消費者市民として積極的に社会参加を果たしうる能力

や知識を習得・取得するための手助けを消費者団体が行うというものである。一般市

民向けの消費者教育・啓発や商品テスト結果等の情報提供などがこれにあたる。

消費者市民社会を実現するには、個々の消費者が積極的に社会変革に関わっていけ
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るような知識・能力・意識をもつことが不可欠である。また消費者と事業者とが共存

共栄の関係に立つ建設的な消費社会を構築していくためには、個々の消費者が真に消

費者の利益を考えて活動する事業者を適切に選択していく必要がある。さらに、個々

の消費者が、自らの権利を実現するために活動する消費者団体の存在を明確に認識し、

これを支え、ときに自らこれに加わることで、消費者団体の実力自体を飛躍的に高め

ることができると考えられる。こうした消費者の力を高めるためにさまざまな形で活

動する消費者団体は、消費者市民社会を考えるときになくてはならない存在であり、

この点もまた消費者団体の重要な役割の一つであるといえる。

２ 以下では、我が国における消費者団体が、上記のような社会的役割をこれまで一定限

度果たしつつも、未だ十分にその機能を発揮しきれなかった部分もあることを確認した

うえ、消費者団体の活性化に向けた具体的な方策について検討を加えていく。

第２ 消費者団体の果たしてきた役割と現在の活動状況

１ 消費者団体一般

�１ 活動状況

日本弁護士連合会では、今回の人権擁護大会を迎えるにあたり、消費者団体の活動

実態や現在抱えている課題を調査するため、２００９年５月から６月にかけて、４４の消費

者団体を対象としてアンケート調査を行った（有効回答数２４団体。以下、日弁連アン

ケート調査）。このアンケート調査の回答を分析すると、消費者団体の活動は、主に

以下の５つの分野に整理できる。

ア 運動・世論形成、提言・意見表明

（ア）内容、テーマ

消費者団体は、運動や提言などを行うことにより、消費者の利益を不当に害す

る商品や制度を排除したり、消費者利益に資する立法を実現する原動力となって

きた。

例えば、各種値上げ反対運動、不当表示、食や製品の安全、集団詐欺被害事件

などの悪質商法、大気汚染やダイオキシンなど公害・環境問題、ＰＬ法や消費者

契約法等の法制定・改正、消費者庁・消費者委員会の創設、地方消費者行政の充

実、貧困問題など、消費者団体が取り組んできた問題・テーマは多岐に渡る。

取り組みの仕方としては、既存の団体がその時々で問題となる事項について取

り組むスタイルと、問題が起こったときにその問題の解決に向けて団体が組織さ

れるスタイルがある。しかし、後者についても、問題のより根本的な解決に向け

て、新たな課題に取り組んでいくことは珍しくない。例えば、具体的な消費者被

害の救済・解決に取り組んできた団体が、事業者との交渉に限界を感じ、法によ

る規制を求める立法運動に取り組むようになる。

また、消費者団体の中には、活動地域や活動対象を限定して活動している消費

者団体も少なくない。こうした団体は、地域に密着した問題や専門性の高い問題

に取り組んでいる。例えば、長野県消費者団体連絡協議会では、長野県消費生活

条例の制定運動を展開し、これを実現した。薬害オンブズパースン会議は、個別
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医薬品や医薬品規制の問題について、精力的な活動を展開している。

（イ）手段

こうした運動の手法としては、集会、街頭活動、署名活動、国会議員・地方議

会への要請、ロビー活動、政党ヒアリング、行政や事業者に対する意見書・要望

書・公開質問書の提出、パブリックコメントの提出、知事や地方自治体担当課へ

の要請・働きかけ、各種審議会・委員会での意見表明・プレゼンテーションない

し委員としての参加などがある。

１つの運動における消費者団体相互ないしその他の団体との協力体制や、国会

への要請と地方への要請といった役割分担体制を築くことが効果的な場合が多い。

例えば、金利引き下げ運動や割賦販売法・特定商取引法改正運動においては、数

多くの消費者団体が結集したのみならず、労働組合等他の団体とも協力して、数

多くの署名を集め、盛大な集会・デモ行進を行うなどし、また各地の地方議会へ

の請願・陳情活動も行うことで、成果を上げている。

イ 情報提供

消費者団体は、一般消費者向けもしくは会員向けに、新しい消費者被害の情報（食

品、製品、取引）や法改正等に関する情報、各団体の活動状況や成果、同様の課題

に関する海外の情報、暮らしに役立つ情報など、様々な情報を提供している。

情報提供のツールとして、一般消費者向けには、機関誌の発行やホームページの

利用が一般的である。また、メールマガジンの利用や情報誌・リーフレットの作成、

判例集などの出版を行っている消費者団体もある。これらは、普段消費者問題に関

心の薄い一般消費者の目にも留まるよう、様々な工夫が凝らされている。さらに、

シンポジウムの開催は、情報提供と共に運動への参加を呼びかけるものとして、い

ずれの消費者団体においても重視されている。

一方、会員向けにも機関誌やホームページが多く利用されるが、その他メーリン

グリストの活用による会員相互の情報交換も活用されている。

ウ 被害救済

実際に生じた消費者被害を救済するための活動を行う消費者団体も少なくない。

例えば、相談会や電話相談、対象を限定した電話１１０番の実施、消費者被害事件

の訴訟や公害訴訟の支援などが挙げられる。また、前者の相談業務に対応する消費

生活相談員の養成講座や研修も、間接的ではあるが被害救済のための活動といえよ

う。その他、適格消費者団体による消費者団体訴訟制度に基づく差し止め訴訟も被

害救済のための活動である（後記２参照）。

エ 調査・分析

消費者団体が、消費者被害の現状や消費者の置かれた環境を的確に把握して、消

費者の利益を図るための活動をするためには、これらに関する適切な情報が必要と

なる。

上記ウの相談業務もこうした情報収集手段の１つであるが、商品テストやアン

ケート調査などを行っている消費者団体もある。この商品テストやアンケート調査

により得られた結果は、上記イのような方法で提供される。

オ 消費者教育・啓発
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消費者被害を防止し、消費者が自らの権利を行使することによりその利益を実現

するためには、消費者がこうした権利等について理解することが前提となる。この

ため、多くの消費者団体は、様々なアプローチで消費者教育・啓発に取り組んでき

た。

例えば、学校教育における消費者教育として、小中高等学校への出前講座、学生

向けセミナーの実施、消費者教育教材・副読本などの作成などが行われている。ま

た、社会人向けの消費者啓発としては、社会人向け消費者講座、様々なサークルや

集まりへの出前講座、事業者向けセミナーなどが実施されている。

�２ 消費者団体が果たしてきた役割

消費者団体がこれまでに果たしてきた役割については、次のように整理することが

できる。

ア 消費者の権利実現のサポート

消費者団体は、これまでに各種の運動や世論形成のための活動、提言・意見表明

活動を行ってきており、これにより様々な成果を勝ち取ってきた。消費者団体のこ

うした活動が、世論を喚起し、国民を味方に付けることで、国会や行政が消費者団

体の意見や要請を無視できない状況を作り出し、これらを反映させてきた。例えば、

法制定や改正だけをみても、ＰＬ法、消費者契約法の制定、貸金業法、割販法・特

商法の改正、消費者団体訴訟制度の導入などがあり、今般実現した消費者庁・消費

者委員会の創設も大きな成果といえよう。もとより、これらの法制定や改正が、消

費者団体の提言・主張を全て盛り込む内容となっているとは限らないが、これらに

よって各分野における被害救済、そして消費者行政が、少なくとも以前と比べて消

費者の権利の実現へ向けて前進していることは評価できる。

また、消費者団体による被害救済のための活動により、個別の消費者被害が救済

されていることはもとより、各種の訴訟における判決が立法や行政を動かすことも

ある。

このように、消費者団体は、消費者の権利実現をサポートする上で、一定の役割

を果たしてきた。

イ 消費者の力の向上のサポート

消費者団体による情報提供、調査・分析、消費者教育・啓発もまた、消費者が自

ら権利を行使してその利益を実現し、さらには消費者全体の利益を実現するために

必要な力の向上に寄与してきた。消費者団体から様々な手段により提供される情報

は、消費者が判断するための材料となるだけでなく、消費者問題・消費者団体への

関心を高めることにもつながり、商品テスト等に基づく情報提供や消費者教育・啓

発は、消費者被害の防止のみならず、消費者被害に対する誤解を払拭する。

このような情報や機会が数多く提供され、多くの人にとって容易にアクセスでき

るようになったことは、消費者団体が、消費者の力の向上をサポートする役割を果

たしてきたことに由来すると評価することができよう。

ウ まとめ

消費者団体は、これまでの活動を通じて、消費者の権利の実現をサポートする役割

と消費者の力の向上をサポートする役割を一定程度果たしてきたものといえる。
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しかし、このような消費者団体の成果にもかかわらず、消費者被害は後を絶たず、

消費者教育・啓発も十分に浸透しているとはいえない。すなわち、消費者団体には、

消費者市民社会の実現のため、さらなる活動が求められている。

２ 適格消費者団体

�１ 現行法における消費者団体訴訟制度

ア 消費者契約法改正による消費者訴訟制度の創設

２００６年６月消費者契約法の改正により消費者団体訴訟制度が創設され、内閣総理

大臣により認定された消費者団体（適格消費者団体）が、消費者契約法４条に該当

する不当な勧誘行為を行ったり、同法８ないし１０条に該当する不当な契約条項を使

用する事業者に対して差止請求訴訟が行えるようになった（同法１２条）。

それまでも消費者団体は、消費者の生命、身体、財産上の権利を守るため事業者

の不当と思われる事業活動に対して様々な場面で公開質問状を送ったり、要望や要

求を突きつけるなどの活動を行ってきたが、それらは法的に裏付けられたものでは

なかったために、事業者がそれを無視したり、見せかけだけの改善策を講じるよう

な場合であっても、それ以上の追及が困難で、思うような成果を挙げることができ

なかったのが実情であった。

これに対して消費者団体訴訟制度は、適格消費者団体が事業者に対して行う請求

行為に法的権限を付与するものである。すなわち適格消費者団体は最終的には訴訟

により事業者の不当な事業活動をただすことができるため、事業者としても適格消

費者団体から差止請求があった場合には、これを無視し得ず、誠実な対応が求めら

れることとなった。わが国における消費者団体訴訟制度のこれまでの実際の運用を

みても、適格消費者団体からの差止請求に対して、訴訟提起以前に事業者が自ら不

当契約条項や不当勧誘行為の改善を行うことで訴訟提起にまで至らない例が多く、

消費者団体が直接事業者に請求する法的権利を得たことによる効果が大きいことが

わかる。これは消費者団体訴訟制度に関して長い経験を有するドイツなどでも同様

で、適格消費者団体による事業者への請求のうち訴訟にまで至るのはほんの一部で

あり、大部分はそれ以前の段階で解決されるという。

このように消費者団体訴訟制度は、消費者団体が、消費者全体の利益のために行

う事業者に対する活動に法的権限を付与したことが目新しく重要な点であり、今後

の消費者団体の活動の新たな在り方を示すものとして注目されるところである。

イ 景表法・特商法への適用拡大

消費者契約法に導入された消費者団体訴訟制度は、２００８年５月の特商法と景表法

の改正により、それぞれの法分野へも導入されることになった（景表法に関しては

２００９年４月１日から施行されており、特商法では同年１２月１日から施行されること

になっている。）。

景表法は、不当な表示を禁止して一般消費者の利益を保護する法律であるが、�
商品やサービスの品質、規格その他の内容について、実際のものまたは競争関係に

ある他の事業者のものより著しく優良であると誤認される表示（優良誤認表示）、

�商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものまたは競争関係に

ある他の事業者のものよりも相手方に著しく有利であると誤認される表示（有利誤
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認表示）がそれぞれ適格消費者団体による差止請求の対象とされる（同法１１条の２

第１項１、２号）。

また、特商法は消費者被害が多発している各種の販売方法を規制している法律で

あるが、�訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提

供誘引販売における「不実告知」「事実の不告知」「威迫して困惑させる行為」、連

鎖販売取引、業務提供誘引販売における「断定的判断の提供」の各不当勧誘行為、

�通信販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売における「不

当表示」、�訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務

提供誘引販売における「不当条項の使用」がそれそれ適格消費者団体による差止請

求の対象とされている（同法５８条の４乃至９）。

景表法と特商法への消費者団体訴訟の導入により、消費者被害の未然・拡大防止

のために適格消費者団体が果たすべき役割への期待はより一層大きなものとなって

いる。

�２ 現行法における適格消費者団体

ア 消費者契約法の適格要件

消費者団体の中でも適格消費者団体だけが、消費者契約法、景表法、特商法にお

ける差止請求訴訟を提起できるが、その適格性の要件は消費者契約法に定められて

いる。

消費者団体訴訟は消費者全体の利益擁護を目指すものであることから、その適格

性は、訴訟を含めて差止請求に関連する業務が適正に行える基盤が整備され、この

制度を濫用するおそれのない団体に限って認定がなされることになっている。この

ような観点から消費者契約法が定めている適格要件は以下のとおりかなり厳格なも

のであり、多くの既存の消費者団体にとってそのハードルは高い。

� 法人格があること（少なくともＮＰＯ法人であること）

� 不特定かつ多数の消費者の利益擁護のための活動をすることを主たる目的とし、

その活動を相当期間継続して適正に行っていること

� 差止請求を行うための組織、業務体制や業務規定が適切に整備されていること

� 差止請求を決定するために理事会がおかれ、決定方法が適切であること。また

理事に特定事業者の関係者が２分の１、同一業界関係者が３分の１を超えないこ

と

� 差止請求の検討部門において専門委員（弁護士、司法書士、消費生活相談に関

する有資格者等）が助言をし、意見を述べられる体制があること、差止請求業務

を適正に遂行する専門的な知識経験を有すると認められること

� 差止請求業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎があること

� 暴力団などの欠格事由に該当しないこと

また適格消費者団体には、差止請求関係業務の適正な遂行と濫用防止の観点から

さまざまな義務が課せられるとともに、３年ごとの認定更新制、認定取消を含む内

閣総理大臣による監督がなされることになっている。

イ 全国の適格消費者団体

前記したように適格消費者団体となるためには厳格な要件が課せられ、また認定
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後は行政による監督に服することになっているため、認定をうけている適格消費者

団体は未だ少なく、全国でも消費者ネット広島、ひょうご消費者ネット、消費者支

援機構関西、京都消費者契約ネットワーク、全国消費生活相談員協会、消費者機構

日本、埼玉消費者被害をなくす会の７団体にすぎない。また既存の消費者団体が適

格消費者団体となった例は全国消費生活相談員協会と埼玉消費者被害をなくす会だ

けであり、その他は既存の消費者団体が協力して適格要件を充たす新たな消費者団

体を設立している。この他九州、愛知、北海道など全国各地で適格消費者団体を設

立する目指す動きがある。

ウ 適格消費者団体の活動

適格消費者団体の活動は、当然のことながら差止請求関係業務が中心となる。こ

れは不特定多数の消費者の権利を不当な事業活動から守る機能を果たしているとい

える。差止請求関係業務としては、消費者被害に関する電話による１１０番活動やホー

ムページを利用して、あるいは消費者契約法４０条による行政からの被害情報の収集、

弁護士などの専門委員を交えた団体内の検討部門での被害情報の分析と検討、事業

者への申し入れとその後の交渉、訴訟の提起、消費者と行政への情報提供などから

成る。このような差止請求関係業務にとどまらず、消費者関連課題に関する意見表

明やロビー活動なども行っており、また消費者・事業者向けのセミナーの開催、ホー

ムページなどでの消費者への情報提供などによって消費者の力の向上、あるいは消

費者志向経営の浸透のための活動も行っている。また現在は消費者契約法と景表法

に関する差止請求が法律上認められているに過ぎないが、その法律範囲にとどまら

ず消費者被害を発生させている事業者に対して意見を述べることもある。

それぞれの適格消費者団体の活動状況については、各適格消費者団体のホーム

ページに詳しい。訴訟としては、これまでに消費者契約法に基づく不当条項の使用

に対する差止請求訴訟が５件、不当勧誘行為に対する差止請求訴訟が１件提訴され

ている（２００９年７月末日現在）。これら訴訟の結果（和解も含む）及び訴訟外の和

解の内容は内閣総理大臣により公表されている（同法３９条）。それによるとこれま

で勝訴判決（但し一部敗訴）が１件、請求の認諾（但し一部敗訴）が１件、訴訟上

の和解が１件、訴訟提起を経ない訴訟外の和解１件が公表されている（なお、一部

敗訴案件も請求の本質的な部分では勝訴あるいは請求認諾の結果となっている）。

このうち訴訟外の和解をした案件では、不当な契約条項の今後の不使用を約束さ

せるだけでなく、過去不当条項の適用により不利益を受けた消費者から請求があっ

た場合には事業者に損失分の返還を義務付けるなど、個別消費者が蒙った損害に対

する救済が併せて志向されている点が注目される。

前記のとおり、訴訟にまで至る案件は差止請求関係業務の中では一部にすぎず、

訴訟外の請求で事業者の不当な行為の差止めが実現されている例が多数にのぼる

（その詳細は各適格消費者団体のホームページ参照）。

第３ 消費者団体の抱える課題

１ 消費者団体一般
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前記日弁連アンケート調査の結果、現在、日本の消費者団体が抱えている課題は、�
人的基盤の確保、�財政的基盤の確保、�専門家等との連携強化、�消費者団体相互の

連携強化の４つに、ほぼ集約されていることがみてとれた。

�１ 人的基盤の確保

ア 実情

ほとんどの消費者団体が、加入者（会員）数の減少に、頭を悩ませている。

どの団体も、会員数・会員団体の増加、後進たる若手育成の必要性を感じてはい

るものの、なかなか増員には至っていないのが実情のようである。

加えて、これまで団体の活動を支えてきた既存会員の高齢化が目立ってきており

（消費者団体ではなく、年金受給者の団体になってきているとの笑い話まで聞かれ

るほど）、人員が少ないところへ、様々な重要課題が積み重なってきているような

状況で、なかなか満足のいく活動ができず、組織が疲弊しているとの声が多数聞か

れた。

また、十分な活動を行うためには、事務局体制が整備されていることが望ましい

が、人員の確保が難しいうえに、後述のとおり、活動予算も限られていることから、

事務局体制も不十分な団体が多い。専任の事務局をおくことができず、他団体との

兼務等で、カバーしている団体も複数あった。

イ 会員数・会員団体増加への具体的取組み

後述のとおり、ほとんどの消費者団体が、会員・会員団体からの会費収入で成り

立っていることから、「会員・会員団体の減少＝収入減」という図式の中にある。

そのため、各団体ともに、新たな会員の確保に向けて、下記のとおり、様々な取

組を行っているようであるが、なかなか会員増には結びつかない現実がみてとれた。

・他団体との協力・共同の活動を通して、個人会員の入会呼びかけを行う

・インターネットの活用（ホームページやメールマガジンでの呼びかけ）

・消費者の関心が高いテーマに取り組み、それをテーマにした講演会・学習会を行

い、加入の呼びかけを行う

・リーフレットによる宣伝

・ブックレットの発行

・具体的な事案の検討をきっかけに会員になってもらう

・入門講座や研修会の開催

ウ 具体的な悩み

特定の問題を取り扱う消費者団体にあっては、被害に遭ったり、問題に直面して

いるような消費者が、団体の活動に興味を持って加入し、会員とはなるものの、い

ざ自分の問題が解決すると、活動からは離れていってしまう傾向がみられるとの声

が聞かれた。

また、ボランティア精神だけでは活動に限界がある、消費者団体の会員になるこ

との具体的なメリットをどう感じてもらえるかが課題であるとの声もよせられた。

さらに、なかなか若い人が会員にならないのが悩みであるとの声が寄せられると

ともに、各消費者が、自分が動いて何かしなければならないという気持ちになかな

かならない、消費者の参加意識の希薄さが危惧されるとの声があった。
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そして、このような傾向に対し、ある団体からは、「消費者の働きによって社会

が変わることを実感できれば、消費者団体に参加する人も増えるのではないでしょ

うか。消費者団体が意気盛んだったころは、そういう実感があったからだと思いま

す。目先の『物』だけに惑わされない消費者を増やす方策を考えましょう。」との

提案が寄せられた。

�２ 財政的基盤の確保

ア 収入源の内訳

大半の消費者団体の主な収入源は、会員・会員団体からの会費収入である。なか

には、この会費収入のみを収入源としている消費者団体もある。

会費以外の収入源としては、会員・会員団体等からの寄付（自由な活動を担保す

るため、企業からの寄付は受けないとしている団体が多かった）、行政からの助成

金や補助金、講演会や学習会等の講師料、原稿料、有料機関誌やブックレットの発

行、判例集の出版、行政からの委託事業による収入がある。

イ 実情

前記�１のとおり、いずれの消費者団体においても、会員・会員団体数の減少が顕

著であり、ほとんどの消費者団体が、会費収入を主な収入源としてしているため、

もともと財政基盤が脆弱であるところに、会費収入の減少が追い打ちをかけている

ような状況で、活動資金の確保に苦慮している様子がうかがえた。

生協を母体とする消費者団体等、なかには億単位の活動予算がある団体もあるが、

このような団体はほんの一握りであり、逆に、年間数十万円、数百万円の活動予算

しかなく、会員のボランティアで成り立っている団体が、かなりの数に上った。

具体的な悩みとしては、会員団体として、他の消費者団体（連絡会等）に加入し

ている場合、会員団体としての会費負担が重荷となっていること、賛助会員からの

会費収入についても、この不況で賛助会員がなかなか集まらず、なかには賛助会員

をやめてしまう企業も多いことがあげられていた。

行政による財政支援についても、対象となる助成金募集が少ないうえ、助成金を

受けること自体が難しい、補助金は使途が限定されていて団体の運営費に使えない、

要件を満たして税制優遇措置を受けることは極めて困難であるといった問題点が指

摘された。

多くの消費者団体から、連絡はメールやホームページを活用する等、様々な工夫

により、支出の抑制、コスト削減に努力しているとの声が寄せられたが、もともと

の収入が乏しい以上、やはり限界は否めない。

以上のとおり、日本の消費者団体の運営は、総じて、会員のボランティアのうえ

に成り立っている状況であり、財政基盤は極めて脆弱である。むしろ、活発に活動

すればするほど、財政的に厳しくなるというジレンマに陥っている。

ウ 財政支援強化の必要性

各消費者団体が、社会的に求められている役割を担うべく、十分な活動を行うた

めには、活動予算の確保が必要不可欠である。今回のアンケートにおいても、消費

者団体への財政支援の基盤整備を求める声が最も高かった。

具体的には、国や地方自治体の行う活動を、広く消費者団体にアウトソーシング
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してほしい、寄付金控除等、税制優遇措置を講じてほしいとの意見が寄せられた。

�３ 専門家等との連携強化

消費者団体と関わりを有する専門家としては、弁護士や司法書士、税理士、会計士、

建築家、医師、薬剤師等があるが、これら専門家の具体的な活動内容は、消費者団体

の理事等、役員としての参加、事例検討会やその他研究活動、政策提言活動への協力・

専門的助言、学習会の講師、機関誌への執筆、消費者団体の会計・税務処理等である。

もっとも、現在の状況が十分というわけではなく、弁護士に対しては、もっと多く

の弁護士に消費者団体の活動に協力・参加してほしいとの声が、学識者に対しては、

消費者問題の専門家をもっと多く輩出してほしいとの声が、医師や建築士等、その他

専門家に対しては、情報誌への執筆や、各種講座の講師をお願いしたいとの声がよせ

られた。

また、実際のところ、こうした専門家とのつながりは、既存会員のつてをたどって

接触しているのが実情であるため、協力してくれる専門家を見つけるのは極めて困難

との声も聞かれており、活発な活動を通じて、消費者団体に対する理解及び協力を求

めるとともに、さらに交流を深めていく必要がある。

�４ 消費者団体相互の連携強化

立法政策提言や、行政に対する各種申し入れ等、個々の消費者団体がやっていくに

は、前述の人的・財政的問題もあって限界があり、バラバラにやっていたのでは、立

法・行政に対する影響力は決して大きいとは言えない。

そのため、お互いの目指すところが合致し、共同できるテーマについては、単独で

活動するのではなく、他団体とも協力しあって活動を広げていくことが重要である。

たとえば、消費者庁設立問題をめぐっては、１つの目的のもとに多くの団体が協力し

合い、まとまって声をあげたことによって、大きな社会のうねりとなり、消費者庁設

立にこぎ着けた経緯がある。

今回の活動を通じて得た経験を生かすためにも、今後も、各消費者団体が、柔軟か

つ機動的に連携をとれるような体制を整えることが必要である。特に、地元の消費者

団体同士が連携できる体制を整えれば、さらに充実した活動が期待できよう。

もっとも、今回のアンケートでは、いずれの団体も、前記のとおり、人員面、財政

面で疲弊しており、問題の抜本的解決には至っていないとの声が聞かれた。

現在の日本の消費者団体が、与えられた役割を十全に果たしうるようにするために

は、人的基盤と財政的基盤を確保することが、緊急かつ最大の課題といえる。

２ 適格消費者団体

�１ 消費者団体一般に共通する課題

適格消費者団体が抱える課題としては、消費者団体一般に共通するものと適格消費

者団体特有のものがある。以下適格消費者団体からの前記日弁連アンケート調査の回

答をもとに報告する。

適格消費者団体はまだ設立されて間もない団体が多いために、消費者団体一般で聞

かれることが多い高齢化の悩みはアンケート回答からは聞かれない。また、適格消費

者団体は、差止請求関係業務を主たる目的としている場合が多いので、業務の性格上

すでに弁護士、司法書士あるいは消費生活相談の専門家の協力をある程度得ている場
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合が多いようで、これら専門家の協力の不足を切実に訴えるものは少ない（但しもっ

と専門家の参加を求める要望がある）。

反面消費者団体一般と同様の悩みもある。会員数が拡大せず頭打ち傾向にあること、

および財政的な脆弱さは他の消費者団体と異なるところがない。

適格消費者団体の場合、まだできて間がないこともあり消費者の認知度が低いこと

と、現状の組織体制では不当行為の差止を求める活動は行っても個別消費者の被害救

済までは手が回らない団体がほとんどであり、消費者が会員となる直接の動機が形成

されにくい面がある。

また財政的な脆弱さの点では年間の予算規模が３００万円以下という団体が過半数の

４団体であり、１００万円以下の団体も２団体存在する。究極の手段とはいえ訴訟提起

も視野に入れて活動している消費者団体の財政状況としてはきわめて厳しいといわざ

るを得ない。差止請求関係業務は消費者全体の利益のためのもので公益性が強いもの

であるにもかかわらず、現状では行政からの支援は一切なく、適格消費者団体構成員

による金銭的拠出とボランティアによる活動で支えられていることがわかる。

�２ 適格消費者団体特有の課題

ア 全国各地での適格消費者団体設立の必要性

現在適格消費者団体は７団体であり、それぞれの団体の現状の活動状況からは地

元の案件を手掛けるだけで手一杯の状態と考えられる。これはとりもなおさず適格

消費者団体が存在しない地域の住民は事実上消費者団体制度による利益を享受でき

ていないことを示している。事業者の不当な行為を消費者の視点からただしていく

ためには、全国各地で適格消費者団体が設立されることが望まれる。そうはいって

も当初から適格消費者団体を設立するのは困難な場合もあろう。そのような場合に

はまずは適格消費者団体と連携して地元活動を行うことで力を蓄えることなどの方

策も考えられよう（地元の被害情報を収集して提供する協力関係、一歩進んで適格

消費者団体の会員あるいは支部などの形で被害情報の収集や検討に参画するなど）。

イ 財政的支援の必要性

消費者団体一般に対して財政面のサポートを含めた支援策が必要なことに関して

は、前述したとおりである。適格消費者団体の場合には、さらに財政的支援の必要

性が大きい。適格消費者団体が主たる業務として行っている差止請求関係業務は、

それ自体として何ら適格消費者団体に金銭的な利益をもたらすものではなく、むし

ろ差止請求関係業務を積極的に行えば行うだけ財政支出が多くなり、団体の財政状

況を悪化させる関係にある。

差止請求関係業務は、疑いなく消費者全体の利益に資するものであり、法律でそ

のような制度を立法化しながら、その実効性を適格消費者団体の財政的犠牲と団体

構成員のボランティア精神だけに委ねるというのでは消費者行政としてはあまりに

も無責任という誹りを免れないであろう。

適格消費者団体の活動が広い意味での消費者行政の一翼を担っているという認識

の下で財政的支援を行い、消費者団体訴訟制度の一層の実効化を図るべきである（な

お、消費者庁設置法附則第５項は「政府は、消費者庁関連３法の施行後３年以内に、

適格消費者団体による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消
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費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものと

する。」としている）。

さらに民間からの寄付金を適格消費者団体が受け入れやすくして、公的資金以外

にも財政的な支援が受けられ易くする措置が取られるべきである。例えば寄付金税

制を見直して、適格消費者団体への寄付金の税控除を優遇するなどの措置がとられ

るべきである。

ウ 適格消費者団体による集団的救済スキームの必要性

現在適格消費者団体が行えるのは、事業者の不当行為に対する差止請求だけであ

る。これは消費者被害の未然・拡大防止には役立つが、それまでに被害を受けた消

費者の被害回復あるいは事業者が不当行為によってそれまでに得た利得の剥奪には

結びつかない。

事業者にとって適格消費者団体による差止請求訴訟が確定するまでに得た利益が

手中に残るということであれば、不当行為はやり得ということになり、事業者の不

当行為を抑止する力にはなりがたい。また消費者被害は少額多数被害という特質が

あり、個々の消費者が被害回復に立ち上がることは現実には期待しがたく、多くの

消費者は被害にあっても泣き寝入りを余儀なくされている現実がある。

そこで、同一事業者による同種の被害であることなど一定の条件の下で、被害を

蒙った消費者全体に代わって消費者以外の者が訴訟を遂行して、個々の消費者の被

害回復をはかると共に、併せて事業者が不当に得た利得を吐き出させることにもな

る仕組みが必要となる。

このような訴訟を担当する者としては、父権訴訟のように、行政機関も考えられ

るが、消費者全体の利益のために活動している消費者団体も考えられる。さらに消

費者団体のうち、厳格な認定要件により訴訟遂行を行うに足りる人的・財政的基盤

を有し、訴訟を濫用する恐れがないと認められた適格消費者団体に担わせるのが制

度上もっとも適当であると考えられる。

今般の消費者庁設置に際して、民主党からの消費者団体訴訟法案の提案、消費者

団体、日弁連等からの要請を受けて、今後不当な収益の剥奪、被害者救済のための

制度に関して、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度を含めた幅広い検討

を行うことになっている（設置法附則６項、参院付帯決議３１項参照）が、大規模な

消費者被害が間断なく発生するわが国においては、このような制度の実現は喫緊の

課題といえる。

エ 一般消費者に対するさらなる働きかけの必要性

適格消費者団体の活動のためには、消費者から被害情報が寄せられることがとり

わけ重要となる。これまでわが国では消費者被害の相談は主として消費生活セン

ターが処理してきた。消費者被害（とりわけ取引被害）に関する消費者団体の取組

は一部例外を除けば弱かったといえる。その意味で消費者団体が被害情報を的確に

把握することはそれほど容易なことではない。また適格消費者団体からのアンケー

ト回答では、会員数が頭打ち傾向にある点が悩みとして寄せられている。こういっ

た問題点を克服して適格消費者団体がその活動を活発化するためには、消費者の適

格消費者団体に対する認知度を高め、その信頼を獲得して、自発的に被害情報を寄
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せ、消費者団体を支え、あるいは積極的に活動に参加する消費者を増やしていかな

ければならない。

そのためには自らの活動や成果を広く紹介していくとともに、被害情報の分析・

検討の結果を消費者に提供し、あるいはセミナーやシンポジウムを開催したり、各

種の消費者課題に対して積極的に意見を公表していくなどの活動をとおして、消費

者の力の向上をサポートしていく努力がさらに求められているといえる。

オ 環境問題等他分野における団体訴訟制度導入への試金石

一般に、団体訴訟制度は、消費者法の分野のみならず、今後様々な法分野に導入

される可能性がある制度である。個人では制度上訴訟を起こせない、あるいは事実

上訴訟提起することが期待できない類型の法領域は他にも多い。例えば環境問題、

あるいは障がい者など不当に差別を受けやすい立場にある人たちに関わる分野など

である。消費者団体訴訟制度は、こういった分野に団体訴訟制度を導入するための

試金石としての役割を担っているといえよう。

適格消費者団体としては、消費者団体訴訟制度を活用して実績をあげ、国民にこ

の制度の有効性に対する理解を得て、他の分野への団体訴訟制度の導入を後押しす

ることも今後の大きな課題といえよう。

第４ 消費者団体の活性化に向けた具体的提言

１ 国・地方自治体による消費者団体支援

�１ 消費者団体支援の必要性と許容性

ア 支援の必要性

消費者団体が消費者市民社会において果たす役割の重要性については、第１で述

べたとおりである。すなわち、消費者団体は、消費者の権利の保護をサポートする

とと共に、消費者市民社会における消費者の力を向上するためのサポートを行うと

いう二つの大きな役割を担うべきことを確認した。ところが、我が国においては、

こうした重要な社会的役割を担うべき消費者団体が、資金面、人材面、専門家との

連携などの面で深刻な悩みを抱えており、その存続すら危ぶまれている団体も少な

からず存在する。

ここに消費者団体支援の強い必要性が存在する。

そもそも消費者団体は、事業者と本質的に対峙する立場にあるのであり、自ら事

業を行うこと自体に慎重にならなければならない地位にある。このように、消費者

団体が営利を目的としない組織である以上、その活動の資金源を活動そのものの中

で調達するには自ずと限界がある。ちなみに、消費者団体の中には商品の比較情報

を掲載した雑誌の販売収益によって、自らの活動目標と資金調達をうまく両立させ

ている団体もあるが、こうしたケースはむしろ稀である。

したがって、こうした消費者団体の窮状は、決して消費者団体自体の努力不足な

どではなく、むしろその本質からくる必然的な結果であると評価すべきである。

イ 支援の許容性

他方、特定の民間団体に対して国や地方自治体がこうした支援、特に財政的な支
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援を行うことがなぜ許されるのかも問題となりうるが、消費者の権利の保護のサ

ポートや消費者の力の向上のためのサポートといった役割は、国や地方自治体が担

う消費者行政を補完するものであり、まさに高い公益性を有するものである。した

がって国や地方自治体が消費者団体への支援を行うことは当然に許容されると考え

られる。現に地方自治体による財政支援等の支援は広く行われてきたし、ヨーロッ

パ諸国ではＥＵも含め、必要不可欠のものとして消費者団体支援が行われている。

なお、支援の対象を、適格消費者団体や、消費者被害の情報収集、消費者への啓

発を行う消費者団体に限るという意見も無いではないが、消費者団体の公益的な活

動は消費者団体訴訟や被害情報の収集等に限られるものではないのであるから、こ

のような限定をすべきではない。

また、消費者団体が行政から財政支援を受けることで、消費者団体と行政との緊

張関係が崩れるのではないかとの危惧も聞かれるが、これはむしろ財政支援の方法

の問題であって、支援そのものを否定する根拠にはならないであろう。特に、人件

費等の経常費に交付金が利用できるスタイルの場合、逆に援助の停止等をおそれて

行政サイドに迎合的な態度をとるのではないかとの懸念があるが、海外調査を行っ

たＢＥＵＣ（後記�２ア（イ）。ＥＵから財政支援）やドイツ消費者センター総連盟

（後記�２イ（ウ）。ドイツから財政支援）などは、支援先の行政に対し、躊躇する

ことなく対立する意見を述べるなど、行政からの財政支援を受けつつ対行政との関

係においても独立した活動を行っている。

重要なのは、財政支援の要件として、消費者団体への不当な介入を招くおそれの

ある項目を排除すること、逆に交付の条件や交付額の算定基準を予め明記させるこ

と、等の工夫をすることで行政による恣意的な運用を防ぐことであろう。そして何

よりも、活動の独立性を尊重するコンセンサスを当該団体や行政だけでなく、国内

の消費者団体全体、さらに社会全体で共有することが肝要であると考える。

以下、ヨーロッパ調査の結果を踏まえつつ、具体的な財政支援の在り方について

検討を加える。

�２ 諸外国における消費者団体支援の状況

日本弁護士連合会では、消費者団体が活発に活動している諸外国における消費者団

体支援の状況を調査するため、調査団を結成し、２００９年７月３日から７月１０日にかけ

て、ベルギー（ＥＵ）、ドイツ、スウェーデンに、同年８月１７日、１８日に韓国に赴い

た。

その調査結果の概要は以下のとおりであり、いずれも行政が消費者団体の独立性を

尊重しながら、積極的に財政支援を行っていることが明らかとなった。

ア ＥＵ

調査団は、ＥＵ欧州委員会消費者総局のあるベルギーに赴き、消費者総局、ＥＵ

から財政支援を受けているＢＥＵＣ、ＡＮＥＣという二つの消費者団体を訪問した。

（ア）ＥＵ消費者総局（European Comission Health and Consumer Protection Di-

rectorate―General）

訪問したのは、欧州委員会消費者総局のＢ部局（消費者契約、製品・サービス

の安全、金融サービスと是正などの消費者問題を扱う部門）である。
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まず、消費者団体の担う役割についての欧州委員会の認識であるが、消費者に

対しさまざまな情報提供、アドバイス、支援を行うという点で極めて重要な存在

として認識しているとのことである。比較テストの実施やその結果を雑誌等で公

表することで番犬役としての役割が期待でき、さまざまな法規則、政策を実施す

る際にも重要な役割があるとの認識をもっている。

欧州委員会としてはすべての市場のステークホルダーと協議をしていくことを

施策としており、消費者団体からは、協議の場で、調査活動の実施、商品テスト、

苦情データなどの具体的な情報をインプットしてもらうことを期待している。

他方で、専門的な知識や情報取得、資金調達など、消費者団体と事業者との間

のさまざまな不均衡があるなかで、消費者の利害関心事項について独立した組織

が活動できるようにするためには、そうした格差の是正を行う必要がある。その

是正の方法の一つが消費者団体への補助金交付であると考えている。

こうした趣旨から、消費者総局としては、現在ＢＥＵＣとＡＮＥＣという二つ

の消費者団体の支援を行っている。

支援した資金は、消費者団体の運営コスト、すなわち人件費その他の活動に必

要な費用に使用できる。

支援は入札方式をとっている。入札のための申請資格の要件としては、非営利

団体であること（事業活動、産業活動から独立した立場にあること）、消費者の

関心事を促進し、消費者を保護することを活動の主体としていること、ＥＵの加

盟国２７のうち半分以上の消費者団体がメンバーであること、などである。

このほか、ＢＥＵＣに委託して、加盟国の消費者団体に対する教育訓練を行う

ことで、間接的な消費者団体支援も行っているとのことであった。

消費者総局の消費者団体に対する現段階の評価であるが、消費者団体の存在は

まだまだ事業者とのバランスがとれていない。政策意思決定へのアクセスバラン

スもとれていない、とのことであり、時には消費者総局側との意見の対立もある

が、もっと消費者の声が大きく反映されること、消費者運動がより強力に、より

統合的に行われることを期待している、とのことであった。

（イ）ＢＥＵＣ（Bureau Europeen des Unions de Consommateurs AISBL）

ＢＥＵＣはＥＵ加盟国を中心とする３１カ国、４３団体から成り立つ消費者団体で

ある。

職員数は常勤３４名。加盟団体とＥＵから資金提供を受けている。

主な活動は、ＥＵの機関に対するロビー活動が中心であり、加盟団体の能力を

高めるための啓発活動や資金調達のアドバイス等も行っている。ＢＥＵＣでは現

在、健康な食品、消費者の安全、消費者の契約に関する権利等、８つの分野を重

点項目として取組みを行っている。

具体的な活動例としては、�食品成分の表示について、食品のパッケージに色

をつけ、成分が一目で分かるようにして、裏には詳細なデータという方式を提案

（ http : / / docshare ．beuc ．org / docs ／１／ GOMHCCOALNAFPMILKOIE-

JGACPDBG９DBYE３９DW３５７１KM/BEUC/docs/DLS／２００９―００１６７―０１―E．pdf）、

�化学品の人体への影響について、ＥＵで化学品規制の規則が制定されようとし
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ていたときは、家の中にあるものの絵（たとえばベビーベッドのマット）をクリ

ックすると、構成物質の内容が分かるウェブサイトを提供（これは好評で、初日

に４万件のアクセスがあった）、�製品安全について、おもちゃ（ミニカー）の

ように見える中国製のライターで、押すと燃え上がり子供が怪我をするという事

故が発生していたことに対し、このライターが燃えている写真をジャーナリスト

に送り働きかけをした、など精力的な活動を展開している。

２００８年の予算は４００万ユーロ（２００９年７月２日現在で１ユーロ＝約１３９円）、う

ち３０パーセントが加盟団体からの出資、３０パーセントが欧州委員会からの助成金、

残額は個別プロジェクト（入札制）からの収入とのこと。欧州委員会からの前記

のような入札条件については満足しており、特に広範な活動をしていること、事

業者との関係で財政的に独立であることが重要であると認識しているとのことで

ある。

（ウ）ＡＮＥＣ（European Association for the Coordination of Representation in

Standardisation aisbl）

ＡＮＥＣは、ＥＵ内の製品等規格の標準化に消費者の声を反映することを目的

とする消費者団体であり、１０名の専属スタッフと、２６０名の専門家（ボランティ

ア）で活動している。総会で活動方針を決めるが、総会のメンバーはＥＵ加盟国・

申請国の３０カ国の消費者団体の代表者３０名で構成されている。

年間予算は１５０万ユーロであり、９５％がＥＵ、ＥＦＴＡが５％と、ほぼ１００％が

公的機関からの出資である。

資金提供は入札方式であり、申請書・年次活動計画書を提出。落札され指定団

体となると、資金の使途についての報告書ほのか、財政面で厳しいチェックが入

る。資金をもらっているからといって行政サイドからの影響が強いということは

なく、活動に欧州委員会が口を挟むことはなく、ＡＮＥＣ側からの要求に対して

フェアであるとのことである。

イ ドイツ

ドイツでは、ベルリン州保健環境消費者保護省、ドイツ消費者センター総連盟、

ベルリン消費者センターを訪問した。また７月４日にはベルリン市内にて一般市民

との座談会を行った。

（ア）ベルリン州保健環境消費者保護省（Senatsverwaltung fur Gesundheit、Un-

welt und Verbraucherschutz）

同省はベルリン州における労働、医療、製品の安全を所管している。

同省では、ベルリン消費者センターと５年契約で年額７１万８０００ユーロの補助金

を交付している。これに加えてプロジェクト助成金３０万５０００ユーロを消費者団体

支援として支出。ベルリン州が莫大な赤字財政であることからすると、こうした

待遇は優遇されているとのことであった。消費者団体に公的資金を支出すること

についての基本理念は、消費者の相談業務・情報提供は採算のあわない事業であ

るが、社会的弱者保護、情報提供、相談業務は必要であり、しかも消費者向けの

これらの業務は独立していなければならないので、公的資金で運営すべき、とい

うものである。
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消費者センターとの契約の要件は、人事管理の徹底や運営の効率化、コミュニ

ケーション技術の近代化、ターゲットグループに対する事業の実施など。

相談業務以外の消費者団体の業務についても支援の対象としており、現在消費

者センター以外に２５の消費者団体が公的支援を受けているとのこと。これらはプ

ロジェクトに対する助成のようである。

（イ）ベルリン消費者センター（Verbraucherzentrale Berlin）

ベルリン消費者センターは、加盟団体１９団体、個人会員６０名、賛助加盟団体２

団体からなる消費者団体である。職員は正規職員３５名に加え、契約職員もいる。

上記の通り、州消費者保護省から５年契約で年間７１万８０００ユーロをもらえること

になっている。このほか独自財源としては違約金・警告手続による収入があるが、

これは変動が大きく不安定とのこと。

主たる業務は消費者相談であり、毎週火・木・金に相談を実施、一日あたり約

１００名の相談者が訪れる。

違反行為があった場合に事業者から違約金を徴求できる差止請求活動件数は、

２００８年に３５２件、うち４５件が提訴にいたるなど、活発な活動を行っている。

行政から補助金を受けることで、行政に対してものが言いにくくなるというよ

うな気遣いは皆無とのこと。実際、補助金についての５年契約の原案は、消費セ

ンターをベルリン消費者保護省の下部組織にしようとするかのような要件が入っ

ていたが、折衝の末そのような要件を削除した上、満足いく条件で契約締結に至

っているとのことである。

（ウ）ドイツ消費者センター総連盟（Verbraucherzentrale Bundesverband）

ドイツ消費者センター総連盟は、１６州の消費者センターを含む４１団体で構成さ

れる消費者団体である。

年間予算は１８０３万ユーロであり、うち８６５万ユーロが連邦消費者保護省からの

経常費補助金、８６３万ユーロがプロジェクト助成金。経常費補助金のうち４４５万７０００

ユーロが人件費とのこと。常勤職員は７５名、非常勤を合わせると約９０名のスタッ

フがいる。また、消費者団体訴訟に力を入れており、６名の組織内弁護士がいる。

警告手続は年間３２０～４００件程度。最近はモデル訴訟に取り組んでいるとのこと。

警告・団体訴訟において、高い勝訴率を維持している。

このほか、ロビー活動を行い、立法過程にも関与しているとのこと。直接相談

は行っておらず、イントラネットを通じて各州の消費者センターと意見調整等を

行っている。

（エ）座談会の様子

一般市民（インテリアデザイナー、元大学教授、テレビカメラマン、児童青少

年心理療法士）を対象にした座談会では、消費者団体がいかに市民の中で浸透し、

信頼されているかが確認できた。

まず、なじみのある消費者団体を聞くと、次々に団体名が出てきた。賃借人協

会、商品テスト財団、フードウォッチ、エコテストなど。これらの団体はみんな

が知っているとのこと。メディアを通じてこうした団体を知ることが多いようで

ある。
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消費者センターについてもよく知られているようであり、例えば物を買うとき

に消費者センターの評価をインターネットで確認したりする親の姿を子供がみて、

親から子に世代間で伝えられているのではないかとの話しがあった。

またドイツでは消費者団体が行政から補助金を得ることは大事なことだという

認識があるようで、この点での座談会参加者の意見は一致していた。こうした認

識の例として、ベルリン州が赤字財政のために消費者保護の予算を削るというニ

ュースが流れたときに、それに対し消費者から抗議の声があがったとのことであ

る（その結果上記の３０万５０００ユーロのプロジェクト助成金がついたようである）。

ウ スウェーデン

スウェーデンでは、国から財政支援を受けているグリーン自動車利用者協会と、

国からの財政支援が打ち切られたスウェーデン消費者連盟を訪問した。

（ア）グリーン自動車利用者協会（Swedish Association of Green Motorists）

交通計画の中で緑のことを考えようということで設立された団体であり、約

１２００名の会員がいる。現在燃料問題に取り組んでおり、２０１５年までにガソリン車

を無くしバイオガス車に切り替えることが目標である。

具体的には、イオンというガソリン会社とバイオガスステーションを設置した

道路を造ろうという計画に合意したり、環境に一番優しい自動車を年に一度選ん

で、各自動車会社の負担で自動車の展示を行う（２００９年は３１台が展示された）な

ど、企業とうまくタイアップしながら実践的な取組を展開している。

スウェーデンでは、消費者団体に対する補助金制度として、組織補助金（運営

費補助）、活動補助金、プロジェクト補助金の３種類があり、グリーン自動車利

用者協会では、組織補助金と活動補助金を受け取っている。

組織補助金は人件費等の運営費に支出できるものであり、支給対象団体に対し

一律２０万クローネ（２００９年７月７日時点で１クローネ＝約１３円）が支給される。

活動補助金は、一定の要件を満たす活動に支出できるものであり、要件を満たす

活動をしていないことが判明すれば返還しなければならない。

これまでは、イベント補助金として少額が支給されていただけであったが、２００８

年に組織補助金、活動補助金などの制度が作られた。グリーン自動車利用者協会

では、これらの補助金は団体の活動を安定させるものとして歓迎している。

また、補助金を受領していることで活動方針に影響が出るとは考えられず、言

いたいことは自由に言う、とのことである。

（イ）スウェーデン消費者連盟（Swedish Consumer Coalition）

１９９４年に１９団体が加盟して設立された消費者団体。現在６００人の個人会員がいる。

当初は補助金をもらっていたが、大臣の変更に伴い補助金が半減し、現在ではわ

ずかなプロジェクト受託費用のみのほかは補助金が打ち切られているとのこと

（内部的な問題による会員数の減少が打ち切りの原因ではないかと思われる）。

その結果現在では、消費者連盟は実質３名と数名のボランティアで活動しており、

先の見通しが立たない状況とのこと。政府の補助金の必要性を訴えていた。

エ 韓国

（ア）韓国消費者団体協議会（Korea National Council of Consumer Organization）
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韓国消費者団体協議会は、１９７６年に設立された消費者団体であり、現在１０団体

が登録し、１３０万人の会員がいる。主たる業務は、相談、消費者教育、商品テス

ト、物価調査、モニタリング、食品安全のキャンペーンなど多岐にわたる。

韓国では、政府が民間団体に対し、相談・教育の補助金として１０億ウォン（２００９

年８月の時点で１ウォン＝約０．０８円）が交付され、これを１０団体で分ける。これ

をこの１０団体がさらに地方の消費者団体に分配するとのことである。分配方法は、

１０団体の各代表が会議で決定する。３０パーセントは平等に分け、残りは相談件数

や教育、テスト、今年の計画等を見て決める。協議会自体も８０００万ウォンを受け

取っている。

この配分については政府が口出しすることはない。政府からは、例えばこんな

事業はどうか、という程度の意見はあるが、それ以上に圧力はないし、仮にあれ

ば私たちは抗議する、とのことであった。

ソウル市からも諸団体に対し合計５億ウォンが交付される。それ以外にも、政

府からの特別プロジェクトの委託を受けた場合にもお金が出るとのことである。

（イ）ソウル市消費者保護チーム

ソウル市消費者保護チームは、ソウル市の消費者行政を統括する部署である。

ソウル市では１９７８年から消費者団体に資金援助が行われており、市の消費者関

連予算９億１７００万ウォンのうち、消費者団体支援に約５億２１００万ウォンが当てら

れている（２００９年度予算）。

この約５億ウォンのうち、２億ウォンが消費者被害救済相談事業関連で８団体

へ、３億ウォンが消費者教育・キャンペーン運動・情報提供など１２の事業、１１の

消費者団体へ提供される。後者の事業内容としては、消費者教育のほか、例えば

「環境にやさしい商品直接取引中継センター運営及び消費者促進運動」などの市

民運動や、「消費者と共にする既存の市場活性化評価」などの是正関連事業も含

まれ、比較的広範な活動を支援しているようである。

オ まとめ

ヨーロッパでは、�消費者団体に対し、地方自治体だけではなく国（或いはＥＵ）

レベルで財政支援を行っていること、�個別のプロジェクトに対する補助金交付と

いった具体的な使途を定めた資金援助のほか、人件費等経常費に充てられるような

補助金の交付を行っているケースも多いこと、�なかには５年契約での中期的な財

政支援を行っているケースもあること、など、行政が積極的かつ交付先にとって使

い勝手の良い形での財政支援に取り組んでいる状況が明らかとなった。またこのこ

とについて、行政や消費者団体、消費者も当然のことと理解しており、消費者団体

の活動が広く周知されると共に、その活発な活動が社会的に有意義なものとして高

い評価を受けている実態が明らかとなった。

いずれの団体も、行政からの支援なくしては現在の活発な活動は到底できないこ

とを率直に認めつつ、行政との独立性を重視し、現に独立した活動を行っていた。

韓国でも古くから行政による財産支援が積極的に行われている。特に注目すべき

は資金の交付方法であり、１０団体が一旦まとめて交付金を受け取った上、具体的な

分配額を自分たちで決めている。消費者団体の独立性に配慮した工夫であると思わ
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れる。

今後の我が国における消費者団体支援を検討するにあたっても、以上のような調

査結果を十分参考にすべきである。

�３ 消費者団体に対する具体的支援策の検討

消費者団体活性化のためには、国や地方自治体による消費者団体の支援が是非とも

望まれるところであるし、現にヨーロッパ諸国では当然のように行政による消費者団

体支援が行われている。

そこで以下、具体的な支援策としてどのような方法があるのかを検討する。

なお、行政による支援の主体としては、国と地方自治体とが考えられるが、基本的

には全国レベルの組織への支援は国、ローカルな組織への支援は地方自治体が担うべ

きであろう。また、消費者行政活性化のために国から地方への財政支援を行う際には、

自治体が支援された資金を幅広く消費者団体支援に活用できるよう運営要領等におい

て配慮すべきである。

ア 直接的資金援助

支援策としてもっとも直接的な方法は、行政から消費者団体へ直接資金を援助す

るという方法である。直接的な支援の中でも、例えば、行政から特定の消費者団体

に対し、�具体的な使途を特定して資金を交付する形態、�使途にある程度の幅を

もたせ、その限度での利用を前提に資金を交付する形態、�何ら使途を定めずに交

付する形態など、さまざまな形態がありうる。

従来も、例えば（ａ）物価モニター、表示モニター、消費者モニター制度（ｂ）

消費者展、消費者大会の開催支援（ｃ）学習・調査活動費の支援などの名目で支援

が行われてきた。

（ａ）は、地方自治体が地域の消費者をモニターとして公募し、物価や表示や契

約に関する問題点や関連法制度をまず学習し、提示された調査課題についてモニ

ターが翌月までに調査を実施し報告する。こうした調査活動による実態を住民への

情報提供や事業者指導の手掛かりとして活用する前提で、モニターには若干の謝礼

を支払う。こうした調査活動を共に経験したモニターが、その後消費者グループを

形成して自主的に活動する、というものである。

（ｂ）は、地域の消費者団体による学習・調査活動の発表の場として、消費者団

体による実行委員会が運営する消費者展や消費者大会を開催し、その行事運営費に

対して自治体が財政支援を行う、というもの。消費者団体の恒常的な運営費ではな

く、一定の活動に向けた財政支援という形で支出し、そこで発表する団体の中で配

分する。

（ｃ）は、地域の消費者団体が年間活動予定事項の中で一定の活動項目を掲げて

自治体に補助金を申請し、自治体はその学習・調査活動の財政支援として支出する

というものであり、学習・調査の結果を何らかの報告書として自治体に提出するこ

とで、適正な目的内支出であることを確保する。

このうち（ａ）（ｂ）は�に属し、（ｃ）は�に近いと思われる。

ところが現在これらの財政支援は各自治体において打ち切られる傾向にあるので

あり、まずは実績のあるこうした形態の支援を早急に実施していく必要がある。
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これに対し�の形態の支援は、使途を何ら定めないため財政の適正を担保できな

いとして、これまで我が国では敬遠されてきた。しかし、交付対象となる団体の要

件や交付金額を予め明確に定めたうえ、活動報告・会計報告を提出させることで、

十分に使途の適正チェックは可能なはずであり、今後は積極的にこの形態での支援

が望まれる。

なお、直接支給の場合に懸念されるのは、行政から直接資金が交付されることで、

行政が直接・間接に消費者団体の活動に介入する結果となり、消費者団体の独立性

を侵害しないか、という点である。

しかし、例えば�の形態はもっとも行政の意向が強く反映されるが、そのプロジ

ェクトの趣旨や内容そのものに問題があれば、国会・地方議会や消費者委員会を通

じて行政に対するチェックすることも可能である。また、もっとも行政による介入

の度合いが弱いと思われる�については、逆に交付対象団体や交付額の決定に際し

行政側の恣意性が働く可能性があるが、これについては前述のとおり、交付の条件

や交付額の算定基準を予め明記させたり、不当な介入を招く可能性のある条項を排

除することで、恣意的な運用を防ぐことができると思われる。

またいずれの形態についても、公金を交付する以上、当該団体の活動報告や会計

報告は必要となるであろうが、このことが直ちに当該団体の独立性を損なうことに

はならないはずである。

むしろ重要なのは、消費者団体が消費者のために活発に活動できるように援助す

るのが行政の重要な責務である、との明確な認識を社会全体で共有することであり、

万が一行政サイドによる不当な関与・運用があればこれに対し断固として争うとい

う意識・態度こそが消費者団体の独立性維持の要であると考えられる。

ヨーロッパ諸国でも、行政から資金援助を受けつつ、行政に対する強い独立性を

もって活動している消費者団体も数多くあるのであり、これらの団体の活発な活動

の実態を直視する必要がある。

イ 優遇税制

行政による消費者団体支援のもう一つの方法として、特定の消費者団体に寄付を

した場合に、寄付者の税金の軽減を行う優遇税制が考えられる。

特に効果的なのは寄付者の税額控除（課税所得金額に税率を乗じて算出した税額

から、一定の金額を控除するもの）である。寄付金額が全額税額控除となる場合、

本来納税分がある寄付者には実質的な負担をかけないことになる。このため、理解

ある消費者からの幅広い支援が可能となる。また、集まった寄付金の使途は自由度

が高いというメリットもある。

難点としては、直接的交付に比べ消費者団体側の収入の見通しが立ちにくいこと、

控除対象団体となる際には、やはり行政側のチェックが必要となることが挙げられ

る。もっとも後者については直接支援の�の形態と同様、控除対象団体の要件を明

確に定めておくことで行政による恣意的運用を避けることができるであろうし、資

金調達と活動自体の宣伝・普及を同時に行うことができるという点で、消費者団体

の活性化によりつながりやすいという利点もあると思われる。

ちなみに現在我が国においても、認定ＮＰＯ法人に対する寄付については所得控
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除が受けられる制度が存在する（詳細は国税庁のホームページ参照。http : //www．

nta．go．jp/tetsuzuki/denshi―sonota/npo/npo．htm）。消費者団体も、特定非営利活

動促進法別表に挙げられている活動の種類として「消費者の保護を図る活動」が含

まれていることから（同法別表１６号）、認定ＮＰＯ法人となりうるが、２００９年８月

１日現在で認定ＮＰＯ法人となっている消費者団体は存在しないようである。これ

は、寄付した額の全部ないし一部を税額から直接差し引く税額控除ではなく、税額

計算の前提となる課税所得額から寄付金額の全部ないし一部を差し引く所得控除で

あるため、寄付者側の負担軽減の度合いが低いことに起因するものと思われる。ち

なみにＮＰＯ法人自体は２００９年６月１日時点で３７７８５法人あるが、認定ＮＰＯ法人

は９７法人（但し２００９年８月１日現在）に留まっており、この制度自体のさらなる要

件緩和も課題といえよう。

なお、アメリカにおいても同様の制度があり、内国歳入法（InternalRevenueAct）

第５０１条（c）�３の資格を有する団体に寄付すると、その分、課税所得から控除され

る仕組みになっている（但し、控除額には一定の制限がある）。アメリカにおいて

は２００８年の時点で約１５１万５６７９あるＮＰＯのうち、同資格を有する団体が１０７万１８５１

団体あり、民間団体への優遇税制そのものが我が国に比べ広く浸透しているようで

ある（http : //nccsdataweb．urban．org/PubApps/reports．php?rid＝２）。

ウ 基金の創設

行政からの干渉の懸念をより希薄化するため、基金方式による援助の方法も考え

られる。

これは、消費者団体による支援等を目的とする基金を創設したうえ、この基金に

国から定額を交付し、その金額の分配については基金側で独自に決定するというも

のである。分配を基金側が行うことで、行政から配布先の団体への干渉を最大限排

除できると考えられる。もっとも、基金の使途について行政側がまったくチェック

しないということは考えられないため、最終的には基金からの交付先のチェックも

行政側が行わざるを得ないであろうが、直接交付する場合よりは関与の度合いは明

らかに少ないと思われる。特に、基金には国からの直接の交付金だけでなく、違法

収益吐き出し制度を導入した場合の被害者への未分配の剰余金や課徴金、企業から

の寄付などをプールさせることも考えられ、トータルな制度設計が必要である。現

在、任意に消費者基金を創設して消費者運動を支援している実例もあり、こうした

実例も参考にしながら検討するべきであろう。

エ 新たな事業への取組支援

以上は、行政側が積極的に関与して財政支援を行うケースであるが、消費者団体

がその目的に沿った範囲で独自の事業を行い、財政基盤を強化する方法も検討して

いく必要がある。

典型的なものとしては、商品の比較テストをした雑誌の販売が挙げられるが、こ

のほかにも、企業内の消費者教育を消費者団体が請け負ったり、商品開発等の具体

的なアイデアを企業に売り込んだり、消費者啓発のためのイベントを共催したりと

いった様々な取組が考えられる。こうした取組については、行政としても、広報に

協力する、事業者と消費者団体との仲介者となるなどして一定の役割を果たすこと
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が期待される。

オ 消費者団体訴訟制度の今後と適格消費者団体の財政基盤の確保

適格消費者団体の健全な財政基盤の確保に関しては、今後消費者団体訴訟をどの

ように発展させるかという議論とも大きく関わる。消費者設置法付則第６項は「政

府は、消費者庁関連３法の施行後３年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸

の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく

奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるもの

とする」としている。そして参院付帯決議ではこの制度の検討にあたっては「適格

消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、・・・等の活用を含めた幅広い検討を

行うこと」（同３１項）としている。

これら附則、付帯決議に基づき今後適格消費者団体による損害賠償請求訴訟制度、

あるいは違法収益を剥奪する制度を具体化するにあたっては、損害賠償請求訴訟や

不当利益剥奪訴訟を担って勝訴に導いた適格消費者団体には、一定の限度で報酬を

与える制度設計をすべきである。これにより制度はより実効性あるものとなり、併

せて適格消費者団体の財政基盤の確保も図ることができる。

２ 人材育成への取り組み

�１ 消費者団体における人材育成の必要性

消費者団体が取り組むべき課題は、年々、その範囲において拡大する一方であると

ともに、個々の課題それ自体も複雑かつ専門化している。

こうした中、消費者団体が充実した活動を行うためには、活動を支える会員等の団

体構成員、具体的な活動を担う事務局、主に団体の意思決定にかかわる役員のそれぞ

れにつき、十分な人的基盤が確保されていることが必要不可欠である。特に、事務局

及び役員については、社会から期待される役割を担うのにふさわしい資質と能力を有

する人材を得るとともに、活動範囲の拡大および専門化に対応するための知識及び能

力の向上のための取り組みを継続する必要性が極めて高い。

しかしながら、当連合会が消費者団体に対して行ったアンケートにおいても、財政

基盤の脆弱さと並び、会員数の減少、会員の高齢化（若手不足）、事務局や役員のな

り手不足、専任事務局体制の欠如など活動を支える人的基盤の脆弱さを大きな悩みと

して指摘する団体が極めて多数となっているのが実情である。

�２ 人材育成のための取組みについて

ア 裾野を広げる取組み

消費者団体が長期的に充実した活動を続けていくためには、社会に消費者問題や

消費者団体の活動に関心を持つ市民を増やし、消費者団体の担い手となる人材の裾

野を広げていくことが必要である。

そのためには、小学校から大学までの教育過程に、消費者被害防止の観点のみな

らず消費者団体の活動と役割を盛り込んだ内容の消費者教育を取り入れるとともに、

社会に出てからの消費者教育の機会も充実していくことが求められる。また、広く

社会的問題に対する関心があり、地域に密着した活動を行っている人材を対象に、

消費者問題にも興味関心を抱いてもらう取り組みを行うこと、具体的には、民生委

員や町内会、老人会、ＰＴＡ等の各種地域団体の研修や会合の機会に行政や消費者
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団体が積極的に出向き、消費者問題と消費者団体の活動の講座やプログラムを提供

するなどの啓蒙活動も、消費者教育のあり方として有効である。

また、消費者教育とともに、消費者団体自身が地域に根付いた地道な活動を続け

ることはもちろん、その活動内容と具体的な成果についての情報発信、広報活動を

いかに魅力的に行うかに創意工夫を凝らすことにも力を注いでいくことが、市民に

広く関心を持ってもらい裾野を広げる上で必要不可欠である。

なお、各種活動を、個々の消費者団体単体で行うだけでなく、その内容に応じて

他の消費者団体、行政、大学、弁護士会等の専門家団体等と連携し、共同事業とし

て発展させることに積極的に取り組んでいくことで、活動そのものの充実が期待で

きるだけでなく、共同する各種団体の有する情報発信・広報手段も併せて活用する

ことができ、消費者問題や消費者団体の活動に対する社会の関心の高まりと拡大が

期待できる。多重債務問題に対し、岩手大学と盛岡市との共同研究を中心として、

地元弁護士会や消費者団体がこれと連携して消費者講座、市民に向けた公開シンポ

などの活発な取り組みが展開された例などは、地域における消費者団体と各種団体

との連携の成功例として大いに参考になる。この取り組みの中心的役割を担った岩

手大学の松岡勝美教授は、この取り組みを通じて、今後社会のリーダーとして地域

社会を支えていく人材である学生たちが消費者問題への関心をさらに深めるととも

に、社会的問題を一歩掘り下げていく炯眼を養えた、と評している。まさに消費者

市民社会を担う人材の裾野を地域に広げた実践例といえよう。

行政による消費者団体への財政支援の重要性は既に述べたとおりであるが、こう

した消費者教育や広く市民に消費者団体の活動を知ってもらうための活動を充実さ

せるためにも、行政による財政支援や人的支援が必要不可欠である。財政支援の方

法としては、消費者団体の実施する消費者教育講座やプログラムにおける講師料の

助成など直接的な支援はもちろんであるが、会場としての公的施設の無償提供、行

政の有する各種媒体（自治体広報誌やホームページ等）への消費者団体の活動を紹

介する記事の無償掲載等の予算化を要しない方法も柔軟に幅広く検討されるべきで

ある。

イ 中心的活動を担う人材育成の取り組み

消費者団体が社会から期待される役割を果たすためには、消費者団体の運営を実

際に担うべき事務局及び役員の人材の確保とこれらの人材に対する研修等による知

識の向上をはかることが必要不可欠である。

消費者団体自身がこれに積極的に取り組む必要があることは当然である。しかし、

現状の人的・財政的基盤では、個々の消費者団体が自前で人材育成を担うには限界

があるといわざるをえない。

そこで、ここでも重要となるのは消費者団体同士の連携の強化である。人材育成

のための取り組みについても、消費者団体がそれぞれ有する人材とノウハウを相互

活用することで、効率的かつ充実した人材育成を行うことを考えていくべきである。

今後も、消費者問題はますます専門化、複雑化していくことが予想されるが、各消

費者団体がそれぞれ得意とする分野を活かし、相互に補完しあうことが求められる

といえる。なお、現在、財団法人消費者教育支援センターが消費者教育に専門特化
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した消費者団体として様々な消費者教育活動を展開しているが、当連合会のヒアリ

ング調査に対し、今後の活動目標として人材育成に力を入れていきたいとしている。

こうした消費者教育についての専門的なノウハウと実績を有する消費者団体と協同

して消費者団体の人材育成に取り組んでいくことは、その内容はもちろんのこと費

用対効果の面においても極めて有益であろう。

また、消費者団体の人材育成に対して行政が果たすべき役割も重要である。各地

の消費生活条例において、消費者団体の役割を積極的に位置づけ、地域の消費者団

体の人材育成のための人的・財政的支援策を講ずべき義務を明記し、行政による消

費者団体を担う人材育成も推進されるべきである。

現在も、例えば、東京都消費生活総合センターが、地域で消費者問題解決のため

に自主的に活動できる人材の育成を目的とする講座「ステップ・アップ講座」を主

催して、ホームページに「お役立ち隊人材情報」として講座修了者の名簿を掲載す

るなどして人材の活用につなげたり、国民生活センターが「消費者リーダー活動支

援講座」を主催するなど、行政による人材育成のための取り組みがなされている。

こうした取り組みの重要な目的の一つとして、消費者団体で中心的役割を担う市民

の育成を明確に位置づけ、プログラムの中に消費者団体の活動の紹介や消費者団体

の運営に必要な知識やスキルの取得を目的とする研修を盛り込んだり、消費者団体

が出向いて活動をＰＲする場を設ける等の方策が考えられる。なお、本来、現場を

知っている消費者団体自身が行って初めて的確かつ有効な人材育成をなしうること

に照らせば、これらの行政による人材育成事業の運営を消費者団体に業務委託する

ことを積極的に推進すべきである。消費者団体への業務委託は、消費者団体の財政

基盤強化にもつながり、財政基盤の強化がさらに人材の充実につながっていくとい

う意味でも、消費者団体の発展に寄与するところが極めて大きいといえる。

また、こうした施策を効果的に実施するためには、人材育成を含めた消費者団体

の育成を支援する専門部署を設置するなどして、消費者団体の活動や実情に精通し

た担当者を地域に育成する必要がある。

さらには、継続的に消費者団体の活動を中心的に担う若い人材が供給されるため

に、専門家と指導者養成のための消費者大学校を各地に創設することなども国レベ

ルの施策として検討されるべきである。

また、我が国の社会には、企業を定年退職するなどした後の余生を、企業での経

験や専門知識やスキルを生かして、社会貢献したいとの意欲を有する市民が豊富に

存在する。こうした人材に消費者団体の活動に参画してもらうことは、人材育成の

面でも有益である。そのためには、消費者団体自身が魅力的な活動を行うことが何

よりも重要であることはいうまでもないが、ボランティア登録制度や消費者団体へ

の積極的な人材紹介制度、こうした人材と消費者団体をマッチングをする仕組み等

を構築するなどの行政によるバックアップ体制が必要である。

ウ 消費者団体を支える専門家の育成

消費者団体が充実した活動を行うためには、消費者問題に関する専門的知識とこ

れに取り組む熱意を有する法律専門家のサポートが必要不可欠であり、消費者団体

に積極的に関わる法律専門家の継続的供給と育成も重要な課題である。当連合会が
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消費者団体に行ったアンケートにおいても、法律専門家の関与を求める声が多く、

特に地方における法律専門家の関与が不足していることが明らかとなっている。

現在の法曹養成過程において、消費者関連法は、法科大学院（ロースクール）卒

業のための必須科目とはなっておらず、また、司法試験の選択科目にも入っていな

い。そのため、消費者関連法の基本的知識すら全く学ぶことのないまま法律実務家

となっていく者も多いのが現状である。

消費者団体を支える法律専門家の確保のためには、まずは、その養成課程である

法科大学院と司法試験において消費者関連法を必須科目とすることが焦眉の課題で

ある。

また、法律知識だけではなく、生の消費者問題や消費者団体の活動と役割につい

て関心を持ち理解を深める機会として、法科大学院において消費者団体でのエクス

ターンシップ制度を導入したり、司法修習過程における現在の社会修習先の選択肢

の一つに消費者団体を加えるなどの取り組みが検討されてよいであろう。

また、法曹実務家になった後の継続的な消費者関連法の研修の機会も各地の弁護

士会と消費者団体との連携によって充実していくことが必要である。

そして、現在の消費者団体の財政基盤は著しく脆弱であることから、消費者団体

に関与する法律専門家は、使命感に基づくボランティアによって活動を支えている

のが実情である。適格消費者団体による消費者団体訴訟制度による差止請求訴訟に

おいて代理人となる弁護士もほとんどが無償で訴訟を担当している。こうした善意

に頼った無償奉仕だけでは自ずと限界があることは否定できない。その意味でも、

繰り返しになるが消費者団体に対する財政的支援の拡充が強く求められている。

なお、少なくとも適格消費者団体による消費者団体訴訟制度に基づく訴訟提起に

ついては、我が国の法制度として明確に位置づけられている制度として消費者を代

表して全ての消費者の利益に資するものとして行うものである以上、これに必要な

弁護士費用は、事業者が敗訴した場合の弁護士費用の事業者負担もしくは国庫負担

の制度の導入が検討されるべきである。

３ 専門家との連携強化

�１ 専門家によるサポートの必要性

消費者問題への取組みは「被害に始まる」ことが多く、第一次的には、被害現場、

相談現場からの声が重要である。被害の実情が市民の心を動かし、そして社会を動か

す原動力になる。しかし、「被害者」や相談現場の者だけでは、大きな課題を克服す

るための「大きな運動」を「継続」することは困難である。

他方、食品偽装などの表示等の分野を中心に、消費者団体に「監視」の役割が求め

られ、制度改善が必要な場合には「提言」などの被害予防的な取組みも期待される。

このような幅広い大きな運動を実施・継続させるには、周辺からのサポートが重要

になる。

�２ 法律実務家による援助

まず、監視的な取組みを行う場合には、事業者のなした表示や事業者の行っている

取引が違法かどうかの判断が必要になるが、そのような場合には当然法律専門家の援

助が重要になる。
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また、変革を求める市民運動・消費者運動を起こす場合、それが「運用改善」を求

めるものなのか、それとも「立法」を求めるものなのかなど、具体的な目標を明確に

することが必要となる。

その場合、現行法において十分救済可能な被害なのか、現行法では救済が困難な被

害なのかを見極める必要があり、その観点で法律専門家である弁護士の役割は重要で

ある。

被害救済に関する関係法令の状況や判例の動向等をふまえ、運動の主たる目標を定

めていくこととなるが、その点に関して法律専門家としての弁護士の役割は大きい。

また、弁護士は「実務家」である。それまでの実務経験を生かして、その被害の普

遍性ないし特殊性などから、何が問題なのかという「本質」を見極め、運動における

「重点」を指摘する役割も期待される。

さらに、法律実務家である弁護士同士の連携により、同種被害の報告を集めること

も従前から行われており、弁護士同士の連携で、運動を大きくし、継続的なものにす

ることが可能となる。

これまでにもさまざまな弁護団が結成されてきた。また、これまで結成されてきた

「原告団」「被害者の会」なども、その裏で「弁護団」が果たした役割は大きいが、

その役割が今後小さくなることはないと思われる。

�３ 学識経験者との連携

監視的な取組みの場合に学識経験者の協力が重要であることはいうまでもないが、

個別の被害者の直接的救済にとどまらず、政策的提言を行う場合には、その提言の実

現可能性や実現のために必要な施策を検討することも重要である。

そして、政策の実現可能性や実現のために必要な施策を検討するに当たっては、行

政等の担当部局の人員の問題、予算措置の問題のほか、全体的な法体系との整合性な

ども考慮する必要がある。

この法体系との整合性については、大学教員等の学識経験者が精通しており、その

ため、実現可能性のある具体的提言を継続的に行うには、大学教員等の学識経験者の

援助が重要である。

さらに、大学教員等は、個別の被害者との接点が多いとはいえない一方で、政策論

を研究している場合が多く、その研究成果は市民運動・消費者運動にとっても貴重で

ある。

また、弁護士などの事務家は、事件によって収入を得るのが基本であるため「利害」

の問題が付きまとうが、大学教員等は一般的にその点がないため、運動の当事者性が

薄める一方、運動の客観性を高め、その結果として多くの市民の賛同が得られやすく

なったり、運動の幅が広がったり、という効果も期待できる。

また、大学教員が運動に賛同、関与した場合には、学生もその運動に関心を持ち、

若い世代にその問題意識が受け継がれることも期待できる。

�４ 社会福祉士等の協力

判断能力の低下した消費者の場合、自己が「消費者被害に遭っている」と認識する

ことができなかったり、どこに相談していいかわからなかったりして、その被害が深

刻化する傾向にある。
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その典型が「悪質リフォーム」問題であり、最悪の場合には競売により住居を奪わ

れることにもなる。

特に身寄りのない高齢者・障がい者に関するこのような被害を救済・予防するため

には、市町村長による成年後見申立や、社会による「見守り」などの必要性が指摘さ

れている。

他方、本来「成年後見制度」の利用が必要とされている高齢者・障がい者につき、

そのすべてに弁護士等の法律実務家が後見人として就任するのは困難であり、この点

については、福祉専門職の社会福祉士等の協力が必要である。

また、福祉専門職の方々は、実際の「見守り」役となれる場合があり、消費者被害

の早期発見や予防にも大きな役割を果たすことができる。

さらに、福祉現場の視点から、この問題に関する政策提言への関与も期待すること

ができる。

高齢化社会の到来、「保護から契約へ」の流れの中において、市民団体・消費者団

体が福祉専門職と連携する必要性はますます高まっている。

�５ 学校教員等の援助

消費者基本法や政府の「多重債務問題改善プログラム」を持ち出すまでもなく、消

費者教育の重要性は高い。

学校現場における消費者教育について消費者団体が提言するにあたっては、学校現

場の現状を十分に踏まえる必要がある。

その観点で、消費者団体は学校の教員等、学校現場の協力・援助も重要である。

�６ その他の専門家の援助

薬害、製品事故など、消費者被害の原因を究明する場合に、医師や技術者、研究者

等、法律専門家以外の専門家の援助が必要になる場合がある。

技術者、研究者等については、表示の適正を監視する場合などにも協力を得る必要

性が高い。

また、住宅に欠陥があるかどうかなど、そもそも「被害」が発生しているかどうか

を判断するために、建築士等の法律専門家以外の専門家の援助が必要な場合もある。

個別の紛争が生じた場合に、これらの専門家か援助を受けることが重要であるのは

当然として、市民団体・消費者団体がこのような専門家と日頃から連携していること

も重要である。

連携を保つことにより、個別紛争への早急な対応も可能となるだけでなく、政策的

提言を行う場合の援助も容易となる。

特に医師・看護師といった医療関係者については、認知症高齢者や障がい者の権利

擁護・消費者被害の予防・救済という観点の役割も期待される。

４ ネットワーク作りの推進

�１ ネットワーク作りの重要性

消費者団体が消費者市民社会の実現のために期待される役割を十分発揮できるだけ

の力をつけるためには、以上に加えて、さまざまな団体と幅広いネットワークを形成

することが重要である。

第２項で検討したとおり、我が国における消費者団体は実にさまざまなスタイルで
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多様な活動を展開し、消費者の権利の実現や消費者の力の向上のために一定の役割を

果たしてきたことは間違いない。しかし、対事業者、対行政、対議会、対マスコミな

どへの発言力・影響力を考えたとき、個々の消費者団体が単発的に声を上げるだけで

は不十分であることが多く、幅広い消費者サイドの声を集約し、一致した消費者の意

見として意思表示を行うことが極めて効果的である。消費者問題の中には、消費者全

体が一致して意思を表明したり行動しなければならない問題も数多く存在するのであ

り、消費者団体は、その多様性・独自性を維持しつつも、一致できる点については共

に手を携えて活動する必要がある。また、異なる目的やアプローチで活動している団

体と連携することで、これまでの活動や発想に幅が広がり、或いはそれぞれの団体に

不足している点や苦手な点を相互に補いながら活動できるといったメリットもある。

特に専門家グループとの連携は、消費者団体の活動の質を向上させるために極めて有

効であり、この点からもネットワーク作りの重要性を確認することができる。

�２ ネットワークが成果をあげた実例

弁護士報酬敗訴者負担制度導入問題やＰＬ法制定運動、高金利引き下げ運動、割賦

販売法改正運動、消費者行政一元化運動などの消費者運動においては、さまざまな消

費者団体や市民団体、弁護士会などが連携することで、不当な制度の導入を阻止し、

逆にあるべき制度を導入させることに成功してきた。

例えば国会に提出された法案を異例の廃案に追い込んだ弁護士報酬敗訴者負担制度

導入反対運動においては、「敗訴者負担制度に反対する全国連絡会」が結成され、消

費者、環境・公害、労働等問題等に取り組む団体や被害者団体など 様々な分野の市

民がねばり強い運動を繰り広げた。制度導入阻止は、このような市民団体による運動

と日弁連の連携協力がもたらした成果と言われている（平成１６年）。

また高金利引き下げ（貸金業法改正）運動では、全国規模の運動体として、全国ク

レジット・サラ金問題対策協議会、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会、司法

書士会、労働団体などが加入する「高金利引き下げ全国連絡会」が結成され、日弁連

と連携を取りながら全国的な運動を展開し、総量規制や金利引き下げなどを内容とす

る画期的な貸金業法改正を実現した（平成１８年）。

さらに、割賦販売法改正運動においても、クレジット問題に取り組んできた弁護士・

司法書士の専門家グループ、相談員団体、消費者団体、労働団体、司法書士会などが

「消費者のための割賦販売法改正実現全国会議」を結成し、日弁連と両輪となって、

既払金返還ルールの導入や指定商品制の廃止等の２０年ぶりの大改正を実現した（平成

２０年）。

さらに直近の例としては、消費者行政一元化の問題について、全国７４の消費者団体

が加入するネットワーク組織「消費者主役の新行政組織実現全国会議（通称：ユニカ

ねっと）」が積極的なロビー活動やマスコミ対策を展開し、消費者庁・消費者委員会

の創設に大きな役割を果たした。

他方で、地方においても新しいネットワークを作ろうという動きが始まっており、

宮城、埼玉、千葉、神奈川、群馬、関西（大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀）などにお

いて、地元の消費者行政の充実を目的とするネットワーク組織が結成され、地方消費

者行政活性化基金の有効利用を地元自治体に働きかけるなどの活動を行っている。
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�３ 消費者行政への監視・働きかけとネットワークの必要性

中央に消費者庁、消費者委員会という新しい組織ができた今、消費者庁をはじめと

する消費者行政全体を監視し、消費者委員会をサポートする活動を、消費者サイドが

継続的に行っていく必要がある。むろん監視に限らず積極的な働きかけにより消費者

目線の制度・政策を実現させる必要も大きい。そして、消費者がこれらの目的を効果

的に実現していくためには、対事業者、対行政、対議会、対マスコミ等との関係にお

いて、強い発言力・影響力を持つことが重要である。そのためには、消費者団体が消

費者行政の監視・働きかけのためのネットワークを形成し、消費者側の意見の調整・

集約を行うと共に、ロビイング活動やマスコミ対策などを行っていく必要がある。そ

れは決して構成団体の活動を統一化するといった強いつながりである必要はなく、消

費者行政の監視・働きかけという一点に絞った緩やかなネットワークであれば十分で

あるし、消費者団体の活動の多様性という観点からはむしろそうあるべきであろう。

消費者行政の監視・働きかけとネットワークの必要性は、地方においても同様であ

る。例えば地方レベルにおける消費者保護条例の制定や消費者基本計画策定などにつ

いては、地元の消費者が一致団結して積極的に関わるべき問題であり、地元で幅広い

ネットワークを形成することには大きな意味がある。

そのうえで、各地にできたネットワークが相互に連携をとり、さらに中央のネット

ワークとも結びつくことで、より効果的な活動の展開が期待できる。つまり、消費者

行政の継続的かつ有効な監視のために、中央レベルのネットワークと各地方のネット

ワーク、さらに地方のネットワーク相互を結びつける有機的な連携がぜひとも望まれ

るところである。

また各ネットワークのなかに、弁護士等の専門家グループが積極的に加入し、とき

にネットワーク結成の中核となっていく必要もあるのであり、その果たすべき役割は

甚大である。

５ まとめ

本章では、消費者市民社会における消費者団体の役割を、消費者の権利の実現のサポー

トと消費者の力の向上のサポートの二つに整理したうえ、我が国における消費者団体が、

各団体の特色に応じた多様な活動を行うことで、消費者の権利の実現のためにこれまで

一定の役割を果たしてきたことを確認した。

しかし他方で、これまでの活動だけでは消費者被害の多発を防ぎきれなかったのも事

実であるし、消費者市民社会の牽引役となるべき消費者の力も未だ十分とは言い難い現

状にあり、今後ますます消費者団体の活性化が必要である。

ところが現在の消費者団体のほとんどは、人材不足・財政不足にあえいでおり、存続

さえ危ぶまれる団体も多数存在することがアンケート調査の結果明らかとなった。

このため行政が消費者団体への積極的な財政支援を行うと共に、人材育成への取り組

みをすすめ、さらに弁護士等専門家との連携を強化していくことが重要であるとの結論

に達した。ちなみにヨーロッパでは、行政が消費者団体への財政支援を行っている結果、

消費者団体の行動が活発化し、その発言力も極めて強いものとなっている。こうした他

国の状況を参考にしながら、我が国においても、消費者団体への財政支援が行政の責務

であるとの認識を共有し、消費者団体の独立性を尊重しつつ、その財政支援を国・地方
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レベルで行っていく必要がある。

他方、消費者団体の実力を強化するため、全国レベル、地方レベルでのネットワーク

作りも積極的に推進していく必要がある。こうしたネットワーク作りの動きはすでに我

が国の中でも始まっており、より幅広い団体が手を結び、対行政、対国会、対マスコミ

との関係で発言力を強めていくことが重要である。

さらに適格消費者団体にあっては、適格消費者団体による損害賠償訴訟制度、不当利

益剥奪制度の導入に際し、勝訴判決で得た金額の一部を報酬として適格消費者団体に取

得させることで、これらの制度の充実化とともに、適格消費者団体の財政基盤の確保を

目指すべきである。

以上のような対策を講じることで、我が国における消費者団体の活動はこれまでに比

べ飛躍的に活性化することが期待されるのであり、消費者市民社会の実現のため、一日

も早い現実化が望まれるところである。
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第１章
食の安全

第１ 食と私たちの生活

１ 私たちの生命を支える食

You are what you ate．「汝とは、汝の食べた物そのものである」１。

私たちは、食を得ることによって、私たちの生命・身体をつくり、また、次の世代を

育んでいる。私たちの生命・身体や次の世代は、私たちが何をどう食べるか（食べるこ

とができるか）に基づく。

食の安全が害されるときには、私たちの健康を害し、ひどいときには回復不能な健康

被害を被ったり生命を失うことになりかねない。また、食品がどのようにしてつくられ

ているのかが消費者に見えにくくなっている中で、食品に関する表示は大切であるが、

その表示を偽装する事件も生じている。

食に関しては、不規則な食、偏った食等による健康悪化が問題となっている。他方、

社会の貧困化が進む中で、生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を営むための食

をどのように確保できるかが、問題となる。わが国だけでなく、世界に目を向ければ生

存のための食を得ることができない人々がたくさんいる２。

２ 食の変化

�１ 食生活の変化

ここ数十年のうちに、わが国の食生活は大きく変化した。

第１に、経済のグローバル化に伴って、海外への依存が高まった。わが国のカロリー

ベースの総合食料自給率は、１９６５年には７３％であったが、２００５年には４０％にまで落ち

込んでいる３。

第２に、食生活に占める外食・加工食品の割合が高まった。家計の食料支出に占め

る菓子類・調理食品・外食費等の計の比率である外部化率は、１９８０年には３３％であっ

たが、２００５年には４９％になっている。なお、外食産業・加工食品における輸入原料の

比率は年々高まっており、２００５年では加工食品の原料の５５％、外食産業の原料の１９％

が輸入原料と報告されている４。

第３に、食品生産技術の進展に伴って、農薬や加工飼料を用いた食品、食品添加物

１ 福岡伸一「動的平衡」木楽社６２頁で紹介されている西洋のことわざ。

２ 国連世界食糧計画の資料によれば、２００８年の金融恐慌、食料費の高騰により、世界の飢餓人口は１０億人（世界人口の

約７人に１人）近くに達したとされ、餓えは、未だに世界の死亡原因の第１位である。毎日、約２万５０００人が飢えやこ

れを原因とする病気により死亡していると言われ、満足に食糧が調達できているのは、世界人口の約２割にすぎない。

十分な食料の供給がなければ、薬剤投与による副作用も強く、これがアフリカ諸国等でのエイズ治療を停滞させる一因

となっていると言われる。わが国は、年間約５８００万トンの食糧を輸入し（食料自給率はカロリーベースで約４０％）、そ

の３分の１にあたる約１９４０万トンを廃棄している（このうち家庭からの廃棄は約１０００万トンと推定されている）と言わ

れ、この廃棄率はアメリカさえも上回っている。年間の世界食料援助総量は７４５万トンであるから、日本の食糧廃棄量

はこれを遥かに超え、発展途上国の約５０００万人分の年間食糧に匹敵する数値となっている。

３ 農林水産省「食料・農業・農村白書」平成１９年版。

４ 農林水産省「食料・農業・農村白書」平成１９年版。
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を用いた加工食品が一般化し、遺伝子組み換え食品なども増えてきた。例えば、２００９

年４月３０日現在で、厚生労働省の安全性審査手続きを経た遺伝子組み換え食品は７作

物９８品種にのぼっている。

食の多くを自給自足や地域的な自足によっていた時代とは異なり、現在の食生活は、

世界的な生産・流通、加工食品の増加及び食をめぐる技術革新等により、消費者にと

って、遠く、見えにくい存在になっている。

�２ 食をめぐる制度をどう考えるか

このような状況を前提として、食の安全を確保するシステムが求められるとともに、

消費者に食品に関する情報を提供して食品の適切な選択を可能にする必要がある。そ

こで、食品安全基本法をはじめとする法律や制度が設けられているが、こうした法律

や制度が十分なものとなっているか、消費者の視点からの検討が必要である。

その際、消費者にとって安全な食品が公正に提供されることが求められるが、なお

次の点を考慮する必要があると考えられる。

第１に、食の安全が害されるときには、人の生命・身体に回復不能な侵害を及ぼす

おそれがあることから、特に、厳格な事前規制が求められる５。

第２に、消費者政策は、消費者と事業者・生産者の間に情報や交渉力等の格差があ

ることに鑑みて行われるが、食に関する分野ではこうした格差の構造に特殊性がある。

現在、情報や交渉力等において多国籍のアグリ畜産・食品複合企業が巨大な力を持つ

ことが指摘される６。国内においても大手の加工食品業者や流通業者が影響力を強め

る中で、現状国内の零細な農業従事者が多くの情報や交渉力を持ちうるとは限らない。

消費者政策において、情報や交渉力等の格差を誰と誰の間でどのように埋めるのかは、

留意が必要と思われる。

第３に、食の安全や表示の適正を検討するに際しては、本来、食品の生産をめぐる

国内産業のあり方や、食品の輸入等をはじめとする対外政策のあり方についても、考

える必要がある。食の安全は、基本的には、食品がどのようにして生産され供給され

るかにかかるからである。また、食品の生産・消費のあり方は、食の生産と消費だけ

でなく、環境への影響、地域産業や社会のあり方、食文化、貧困問題等と密接な関係

を持ちうる。消費者や消費者団体が、食について考える際には、こうしたさまざまな

観点から考える必要がある。

食の生産が利益優先・効率優先のみから行われ、消費者が安さや利己的な満足のみ

を考えて消費行動を行う傾向が強まれば、食をめぐる問題状況は、ますます解決困難

になるのではないかと懸念される。こうした観点から、食の安全や表示の適正をはじ

めとして食の問題を、消費者の視点から検討するに際しても、単に価格や経済効率だ

けでなく、広い視点からの検討が必要である。消費者が、「市民」として、食の問題

を考えることが期待される７。

５ なお、食品安全基本法３条は、「食品の安全性の確保のための措置を講ずるにあたっての基本的認識」として、「食品

の安全の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられること

により、行われなければならない。」と定め、同法５条はさらに「国民の健康への悪影響の未然防止」を定めている。

６ 西川潤「データブック食料」岩波書店、等。

７ なお、食の安全に関して、食品安全基本法９条は、「消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めると

ともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に
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３ わが国における食の問題

食をめぐって、わが国において、問われているものは多岐にわたる。

まず、食料の国内自給率の問題である。日本の食料自給率の低さ（カロリーベースで

約４０％）はＯＥＣＤ加盟３０カ国のなかで２７位という低位（平成１４年統計）にある（平成

１８年度「食料・農業・農村白書」）。食料自給率の向上は、国の施策としても呼びかけら

れている８。食料自給率の向上は、世界の食料の需給が不安定であり、輸入に頼ってい

ると万一輸入ができなくなったときに食料難になりかねないことから、これに備える食

料安全保障を図るために必要といわれているが、食の安全を確保し現在の食生活を豊か

にする観点や、農業が支える治山治水等を含めた国内環境や、輸送による環境負荷の軽

減等の観点も含めて、検討が必要と思われる。

２つ目は、農業人口の減少や高齢化などの農業・漁業における生産体制の問題である。

わが国の農業人口は、ついに、非専業農家を含めても３００万世帯を切った。しかもこの

うちの７０％が６５歳以上である。その原因にはグローバルな価格競争に勝てない、農業で

は十分な所得が得られないという現実がある９。広い土地の地味と水分を収奪し短期的

に生産効率を上げる多くの外国農業と、狭い土地を大切に使いコツコツと生産を持続さ

せてきた国内農業を適切な支援なしに競争させることは、国内の農業を危うくすること

になりかねない。自然環境の影響を受けやすいという農林水産業の特性や、これらの産

業が治山治水等を含めた環境保全等の経済外的な利益を社会にもたらしていることにも

鑑みて、適切な支援体制を整備することが、安全な食料を安定的に供給することができ

る基盤となると考えられる。

３つ目は、依存している輸入食品の安全性である。わが国で生産される食品は、ある

程度整ったわが国の規制や制度のもとでわが国の事業者・生産者により生産されるもの

であり、監督の目も（海外に比して）生産現場に届きやすい。しかし、一般に生産コス

トが廉価な海外の生産地の中には、適切な規制や制度が十分でなかったり、質の悪い事

業者・生産者を排除するしくみが国内に比べて不十分といわざるを得ないところがあり、

監督の目も届きにくい。また、輸入食品の安全を図るためには検疫所における検疫・検

査等が実効ある形で行われる必要があり、十分に安全を確保するためには相応のコスト

を必要とする。

４つ目は、加工食品の安全性である。加工食品は国内外の加工食品業者によって生産

される。食品加工では、食品添加物等により、食品を長持ちさせたり、見た目をよくし

たり、あるいは、新しい味覚や香りが創り出されるが、こうした食品添加物等の安全性

が十分に確認されているか、適切な使用が行われているか、情報が十分に消費者に提供

されているか、などが問題となり得る。しかも加工の現場は、企業秘密などの理由によ

り透明性が十分図られていない。また、海外で加工される食品については、国内の加工

食品にもまして、監督の目が行き届きにくいという問題がある。

５つ目に、遺伝子組み換えやクローン技術による食料増産は、食品としての安全性評

積極的な役割を果たすものとする。」と定める。

８ ２００５年３月に策定された新たな食料・農業・農村基本計画では、２０１５年度にカロリーベースで４５％にすることを目標

としている。

９ 農業と製造業の世帯所得は、１９７０年代の末ころから逆転し、２００５年には１対１．６４にまで拡大している。
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価の困難さとともに、高度に科学技術化した食料生産技術が生命特許として一企業に独

占されることの危険性を孕んでいる。

６つ目は、競争にさらされた食料生産者、事業者の効率主義、儲け主義による安全軽

視、さらには偽装の問題である。乳量を増やすため、草食動物である牛に加熱不十分な

肉骨粉を飼料として与えたことがＢＳＥを生んだといわれており、さらには乳量を偽装

するため、水で薄めたミルクに有毒の有機窒素化合物であるメラミンを混入させる業者

まで出ている。

７つ目は、消費者にとって分かりにくい食品表示の問題である。

８つ目に、これを監視する行政のあり方に関する問題であり、行政による承認・監視

体制の不備や不徹底である。

４ 食品安全基本法の制定と課題

２００３年５月、行政のＢＳＥ問題に国民の不信と不安がつのり、食品の安全性確保と国

民の健康保護が明記された「食品安全基本法」が制定され、内閣府に「食品安全委員会」

が設置された。事業者寄りと批判された農林水産省と厚生労働省も同時に組織改革がな

された。驚くべきことは、この法律が制定されるまで、わが国には、食品の安全性確保

と国民の健康保護を明記した法律がなかったということである。東京弁護士会は、１９８１

年には、「食品の安全確保と子孫にわたるまでの健康維持・増進」を目的とした「食品

安全基本法」の制定を提言し、併せて消費者代表を半数以上とする食品安全委員会の設

置を求め、消費者団体から広く賛同を得ていた１０。

それから２０年余りが経過した２００３年の食品安全基本法の制定は、わが国の食品安全行

政のエポック・メイキングであり、食品安全委員会への期待は大きかった。しかし、設

置された食品安全委員会に消費者代表の十分な参加は認められず、食品行政への市民参

加のうねりも起こらなかった。

そして、この６年間、食の安全を脅かす事件は頻出し、標榜された食品安全委員会を

中心とする生産者、事業者、消費者間のリスクコミュニケーションも未成熟なまま推移

し、専門家の安全評価と消費者の安心感の乖離を際立たせた。科学的なリスク評価を信

条とするとされた食品安全委員会も、ＢＳＥ問題では政治に翻弄されたとの批判が高ま

り、むしろ科学的リスク評価の限界（科学的評価が不可能な現状での価値判断の優劣が）

が問われている。

以下、食をめぐる近時の問題を概観したうえで、消費者の８つの権利のうち、ケネデ

ィ教書の示す消費者の４つの権利である�安全な食品の供給を受ける権利（安全への権

利）、�意見を聞かれる権利、�選択をする権利、�知る権利（情報を与えられる権利）

の観点から、問題の本質と改善への第一歩を探る。

１０ 東京弁護士会は、２００２年１２月には、食品安全基本法の制定に先立ち、食品安全基本法に「消費者の権利」の明文化を

求めると共に食品安全委員会でのリスク分析手法のあり方などに関する意見書を発表した。
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第２ 安全な食品の供給を受ける権利

１ 食品に関する消費者の権利のうち、安全な食品の供給を受ける権利は最も基本的かつ

重要な権利

食物は、人間を含む生物にとって、自身の生命活動に必要不可欠であるばかりか、健

康な次世代を産み育てるためにも必要不可欠なものである。

したがって、消費者には、有毒なあるいは不衛生な食品による食中毒、違法な残留農

薬や違法食品添加物などによる健康被害を受けないようにすることを求める権利、つま

り安全な食品の供給を受ける権利が認められるのは言うまでもない。

２ 食品の安全が脅かされた主だった事件

�１ 中国製冷凍餃子事件

２００７年１２月下旬から２００８年１月にかけて、生産・加工費の安い（餃子を手作りする

人件費の安さも含めて）中国で生産・加工、日本に輸入された冷凍餃子に、メタミド

ホスなど有機リン系殺虫剤が混入され、重篤な被害をもたらした事件である。

輸入食品は関税法（財務省所管）、植物防疫法（農林水産省所管）、家畜伝染予防法

（農林水産省所管）、食品衛生法（厚生労働省省所管）にもとづき、輸入禁止品のチ

ェック、病害虫の侵入防止、伝染性疾病の侵入防止、添加物・残留農薬・抗菌性物質

等の食品衛生と安全にかかる検査を、各地の税関や検疫所ならびに民間の登録検査機

関等で行っている。

厚生労働省の報告によれば、食品衛生法にもとづく検査は、約９０％が輸入業者が事

前に提出した輸入届出書の記載内容の書面審査で終了し、現物検査されるのは１０％程

度である。現物検査により違反が確認されたのは、平成１９年度実績で全輸入届出件数

１８２万１１７２件の約０．１％にあたる１２２３件である。現物検査には、命令検査（法律違反の

疑いのあるもの）、行政検査（輸送途中の事故等で衛生上に問題が疑われるもの）、年

間計画に基づくモニタリング検査の３種類があるが、届出件数の１０％程度にとどまる

現物検査での安全性担保には限界が指摘されている。

中国餃子事件は、犯罪行為による特殊な事例であると位置づけるとしても、海外で

生産される輸入食品の安全性への消費者の信頼を根底から揺るがす事件となったこと

は間違いなく、輸入加工食品の検査体制のあり方が検討課題となっている。

�２ 事故米穀不正転売事件

２００８年９月に発覚した、一部の米穀業者などが非食用に限定された事故米穀（事故

米）を非食用であることを隠して転売していた事件である。

農薬のメタミドホスとアセタミプリドが残留している米や、発癌性のあるカビ毒の

アフラトキシン B１を含んだ米であるいわゆる事故米穀（ベトナム産うるち米、中国

産もち米など）を、工業用（非食用）として、農林水産省が三笠フーズ株式会社等に

売却したが、その後三笠フーズは、非食用として仕入れた事故米穀をその事実を隠し

て食用として転売したとされる。

この事件の背景には、日本の食料自給率の問題や、農業保護のための米輸入の高関

税規制の見返りとして輸入した米（ミニマム・アクセス）の管理費増大、さらにはこ

れを早期に処分したいがための農林水産省の業者に対する監督の甘さ・不徹底（福岡
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農政事務所は、三笠フーズに対して９６回も立ち入り調査していたにもかかわらず、立

ち入り検査の実施日を事前に伝え、検査時も販売先を調べないなど、名ばかりの「検

査」しか行っていなかった。）といった問題がある。

�３ メラミン混入事件

２００８年、中国から輸入した加工食品に、メラミン混入が確認された製造者からの牛

乳が使用された事件である。同年１２月７日までに厚生労働省が発表したメラミン入り

食品は、１９件、３４品目にものぼり、一般消費者向けルートのみならず、病院や老人保

健施設など３０００施設に搬入されていた。

なお、メラミンはメラミン樹脂の原料で、接着剤、難燃剤などにも使われる工業用

材料であるが、世界保健機関（WHO）の情報によれば、中国では、見かけ上のたん

白含有量を増やす目的で、工業用に使用されるメラミンが数か月間にわたり、生乳に

故意に添加されていたことが判明している。中国では、乳製品等のたん白含有量を、

窒素の含有量を指標として測定していることから、工業用のメラミンが偽装に用いら

れたものと考えられている。

この事件では、海外で調達された食品及び食品原料の安全性の問題のみならず、メ

ラミン混入食品が一般ルートのみならず、食品の安全について特に注意を払うべき施

設である病院や高齢者施設などの給食としても流通していたことから明らかなように、

競争にさらされた食料生産者や事業者の効率主義・もうけ主義による安全軽視が浮き

彫りとなった。

�４ 中国産冷凍ほうれん草事件

２００２年、民間団体の検査により、中国産冷凍ほうれん草から日本の残留農薬基準を

上回るクロルピリホスが検出された事件である。

当時、冷凍食品は加工品にあたるため、生鮮野菜のような残留農薬基準がなく検査

の対象外であったため、モニタリング検査も行われなかったものであり、モニタリン

グ検査の限界が露呈した。

また、海外から流入する輸入食品の安全性について、国内の規制が事実上及ばない、

及ぼすことが難しいことが明らかになった。

この事件が契機となって、残留農薬のポジティブリスト制度が施行された。

�５ 雪印集団食中毒事件

２０００年６月から７月にかけて、関西地方を中心に発生した、雪印乳業（当時）の乳

製品（主に低脂肪加工乳）による食中毒事件である。

脱脂粉乳を生産していた雪印大樹工場（北海道）にて、同年３月３１日に停電が起こ

り、製造過程中に黄色ブドウ球菌が増殖して毒素エンテロトキシン A 型を産生、４

月１日製造の脱脂粉乳が汚染された。品質検査で異常値を示したものの、黄色ブドウ

球菌毒素は殺菌工程でも死滅しないという基本的知識が欠落していたため、汚染され

た脱脂粉乳を再度殺菌して使用し、この結果、毒素エンテロトキシンが残存した脱脂

粉乳を大阪工場に出荷した。さらに同工場での衛生管理の杜撰さのために、汚染され

た脱脂粉乳を低脂肪加工乳の原料として生産した商品により、同年６月に食中毒被害

が発生した。消費者の安全よりもむしろブランドイメージが傷つくことを恐れたこと

による公表の遅れと、製造過程が工業化により複雑化し流通範囲も広域にわたってい
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る一方、記録管理が杜撰であったことなどから、原因の特定に手間取り、被害が拡大

し、被害者数は１万３４２０人にも及んだ。

食品事業者の効率主義による安全軽視を如実に示す事件である。

３ 食品安全に関する法律制度

食品に関係する法令は、安全性に関するもの、表示に関するもの、生産資材に関する

もの、生産に関するもの、教育に関する物等多岐にわたるが、ここでは、食品の安全性

に関わる重要な法律を、以下に紹介する。

�１ 食品安全基本法

わが国でＢＳＥ（牛海綿状脳症）が発生したことの反省から、２００３年５月に成立し

た法律で、基本的理念として、�国民の健康保護が最も重要であるとの基本的認識の

下に食品の安全性の確保を行うこと（３条）、�生産から販売まで食品供給の全行程

（フードチェーン）を通じて各段階において適切に行わなければならないこと（４条）、

�国際的動向、国民の意見に配慮しつつ科学的知見に基づいて食品の安全性の確保を

行うことにより、国民の健康への悪影響を未然に防止すること（５条）、が示されて

いる。

こうした基本理念を前提として、同法は、国の責務（６条）、地方公共団体の責務

（７条）、食品関連事業者の責務（８条）と消費者の役割（９条）について定め、さ

らに、リスク評価機関として、内閣府に食品安全委員会を設置することを定めた。

また、食品安全基本法においては、食品に含まれる危害要因（有害な微生物や化学

物質など）を摂取することによって人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある場合に、

その発生を防止し、またはそのリスク１１を最小限にするための枠組みである「リスク

分析」という考え方が取り入れられており、この考え方に基づき、食品安全行政が展

開されている。リスク分析は、「リスク評価１２」、「リスク管理１３」、「リスクコミュニケー

ション１４」の三要素から構成されており、これらが相互に作用し合うことによって、

リスク分析はより良い成果が得られるとされる。

典 

１１ リスク：食品中にハザード（危害要因）が存在する結果として生じる健康への悪影響の起こる可能性とその程度（健

康への悪影響が発生する確率と影響の程度）のこと。

１２ リスク評価：食品中に含まれるハザード（危害要因）を摂取することによって、どの位の確率でどの程度の健康への

悪影響が起きるかを科学的に評価すること。

１３ リスク管理：リスク評価の結果を踏まえて、すべての関係者と協議しながら、リスク提言のための政策・措置につい

て技術的な可能性、費用対効果などを検討し、適切な政策・措置を決定、実施すること。政策・措置の見直しを含む。
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�２ 食品衛生法

日本国憲法２５条２項を受けて、１９４７年に成立したもので、食品安全法制の中心的存

在である。２００３年に大改正されるまで「飲食に起因する衛生上の被害発生を防止し、

公衆衛生を向上させる」ことが法の目的であったが、２００３年の改正で「食品の安全性

を確保するため、公衆衛生の見地から必要な規制等を行い、飲食に起因する衛生上の

危害発生を防止し、国民の健康の保護を図る」と改められた。

改正に伴い、リスク分析の考え方を導入し、食品の安全性確保のために必要な規制

等を講じることを明らかにするための目的規定の見直し、国・都道府県等及び事業者

の責務の明確化、リスクコミュニケーション規制の創設に加え、規格基準の見直し、

監視検査体制の強化、食中毒等飲食に起因する事故に対する対応の強化、罰則の強化

を行った。

同法は、販売を禁止すべき食品の４類型として、�腐敗変敗したもの、�有毒有害

物質付着・含有食品、�病原性微生物汚染食品、�不潔・異物混入食品を定めている

が、例外規定もあり、人の健康を損なうおそれがない場合には販売が許される。

食品添加物とは、食品製造過程で、加工の目的で、あるいは保存の目的で使用され

るものであり、厚生労働大臣が人の健康を損なうおそれがない場合として指定したも

の以外、原則禁止されている。指定するには、食品安全委員会でのリスク評価と薬事

食品衛生審議会食品衛生分科会での審議が必要である。

厚生労働大臣は、食品や添加物、容器などの規格基準を定めることができるとされ

ており、数多くの規格や基準が定められている。規格基準が定められた食品、添加物、

容器などで規格基準に合致していないものの販売は禁止される。

農薬は農薬取締法に基づく農林水産大臣への登録制度があるが、食品中への残留基

準は厚生労働大臣が食品の規格として定めている。２００６年５月の改正によりポジティ

ブリスト制が採用されたことから、残留基準が設定されていない農薬や基準を超えた

農薬が残留する食品の流通、販売は禁止されている。

また製造工程管理について、ＨＡＣＣＰ１５の考え方を取り入れた「総合衛生管理製

造過程」（製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発

生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程）の承認制度（食

品衛生法１３条）が導入され、１９９６年５月から施行されている。同制度は、営業者によ

る食品の安全管理に向けた自主的管理を促す仕組みであるが、雪印集団食中毒事件は、

この総合衛生管理製造過程の承認を受けていた施設から発生したことを契機に同制度

は改正され、承認後でも検査があり、違反が認められれば承認が取り消されるという

更新制となった。

食品輸入は届出制となっており、厚生労働省検疫所で食品衛生監視員がモニタリン

１４ リスクコミュニケーション：リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者

その他の関係者の間で、情報及び意見を相互に交換すること。リスク評価の結果及びリスク管理の決定事項の説明を含

む。

１５ 原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し、その危害を防止（予防、消滅、

許容レベルまでの減少）するための重要管理点（CCP）を特定して、そのポイントを継続的に監視・記録（モニタリン

グ）し、異常が認められたらすぐに対策を取り解決する管理手法である。
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グ検査をしたり、輸入業者に検査を指示したりしている。また、食中毒に関しての医

師の届出なども定められている。

�３ 農薬取締法

農薬とは農作物の病害虫防除に使用される薬剤であり、製造販売には農林水産大臣

の登録を受ける必要がある。登録期間は３年で、更新しない場合失効する。使用でき

る作物とその農薬により駆除する病害虫を登録することになっており、これ以外の使

用は認められない。使用状況について使用者は記帳に努めることになっている。

�４ 飼料安全法（飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律）、肥料取締法

農業用資材である飼料や肥料についても規制する法律がある。飼料安全法は、飼料

及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等

を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の

確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする法律で、動物性飼料である

肉骨粉がＢＳＥの原因とされてから、肉骨粉の使用が禁止された。肥料取締法は、肥

料の品質を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施

用基準の公定、登録、検査等を行うことより、農業生産力の維持増進と国民の健康の

保護に資することを目的として定められている。

�５ 農用地の土壌汚染防止法

日本の農地はカドミウムを多量に含んでいる場合が多いので、その農地を客土など

により浄化する。また、収穫されたカドミウム汚染米を農林水産省が買い上げること

にしている。

�６ 家畜伝染病予防法、と畜場法、食鶏処理法（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に

関する法律）

家畜の伝染病を予防し、また肉や乳の食品としての安全性を確保するための法律で、

病気の家畜肉や食鶏の肉などが市場に出回らないようにしている。

４ 望まれる消費者の食品安全行政への積極的な参加制度

�１ 近時食品の安全を大きく脅かす事件が多発し、消費者の健康や生命が危険にさらさ

れているにもかかわらず、食品安全行政について消費者の置かれている現状は受動的

であって、消費者の意見が積極的に取り入れられる制度は乏しいといわねばならない。

すなわち、食品安全基本法は、「消費者保護」を正面から取り上げながらも、消費

者をあくまでも「保護の対象」に置くだけで権利の主体として捉えようとしていない。

また、食品安全に関わる上記の法律に違反する場合には、販売禁止等の措置が取ら

れることとなるが、広く情報を公開するべきことは定められておらず、また、消費者

側から販売禁止を求める措置請求権などの定めもない。

さらに、２００５年６月の行政手続法の改正により、食品の安全に関する規則など（例

えば、食品添加物の使用基準・成分規格・残留農薬基準（食品衛生法第１１条））につ

いては原則として意見公募手続きをとることが必要となり（行政手続法３９条）、消費

者の意見が以前より受け付けられるようにはなった。また２００３年に食品衛生法も改正

され、食品添加物を指定するときなど、趣旨、内容などを公表して、広く国民の意見

を求めるものとされた。しかし、消費者の意見を受けての見直しはほとんど行われず、

食品安全委員会等が、「国民の意見に配慮する」という食品安全基本法の基本理念の
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実現として開催する意見交換会もいまだ一方的な説明会の域をでていないものも多い。

また、生活消費財に関する家庭用品品質表示法（第１０条）や消費生活用製品安全法

（第５２条）では、行政が消費者の利益を保護するために必要な措置をとっていないと

きには、消費者は行政に適当な措置をとることを求めることができる申出権を認めて

いる。しかし、食品については、JAS 法第２１条において表示が適正でない場合に一

定の要件のもとで農林水産大臣に対する申出権の制度が認められているのみで、その

他の場合には、食品衛生法にも行政手続法上にも申出権の制度がないため、例えば添

加物の使用基準や成分規格、残留農薬基準などについて、行政に消費者の生命や身体

に危害が発生することのないような措置をとるように求める制度として認められてい

ない。そればかりか、消費者が、食品安全に関する行政の決定などに対して不服を申

し立てる制度すらない。

�２ しかし、このように食品安全行政への消費者の受動的な参加しか認められていない

のでは、国民の健康保護を第一とする食品行政を期待することができず、科学的知見

や規制環境の急激な変化・進展に伴い、行政の定める様々な基準がすぐに陳腐化して、

従来安全と考えられてきた使用基準などが危険であると考えられる場合１６にあっても、

事業者への配慮が優先してしまって、国民の健康保護のために迅速かつ十分な対応が

行われないことになりかねない。

そこで、消費者の積極的な参加を保障・確立していく制度が不可欠である。

また、消費者が積極的に参加することにより、行政にも適度な緊張感が生まれて、

食品の安全を脅かしている背景事情のひとつである行政の限界と怠慢、すなわち行政

による承認・監視体制の不備や不徹底が改善される効果も期待できる。

まず、食品安全基本法において、消費者を権利主体として構成し直し、消費者の権

利として、安全な食品の供給を受ける権利、食品の安全に関する情報を取得する権利、

及び、食品安全行政に参加する権利などを具体化するための、国や地方公共団体の義

務、役割を明確化すべきである。

そして、消費者が食品安全行政に参加する権利としては、消費者の側から身体や生

命に危険な食品を禁止する措置をとるように行政に積極的に求める権利（措置請求

権）や、あるいは行政の措置に異議申し立てをしたりする制度を導入すべきである。

さらに、その前段階として、東京都消費生活条例のように、まず消費者からの調査

申出制度を定め、消費者からの申し出を受けた行政側が様々な調査をし、その結果を

公表するようにすることも重要である。

５ 食品安全委員会の現状と課題

�１ 食品安全委員会の概要と構成

食品安全委員会は、食品安全基本法に基づいて、２００３年７月に内閣府に設置された

機関で、食品の安全性確保のための規制や指導を行うリスク管理機関（厚生労働省や

農林水産省など）から独立して、科学的な知見に基づいて、客観的中立公正に食品影

１６ 例えば、セイヨウアカネの色素は、かつては食品添加物として使用されていたが、発ガン性が疑われ、２００４年、食品

添加物としての使用が禁止された。また、農薬としてのＰＣＰは、過去において水田の初期除草剤として全国的に使用

されてきたが、魚介類に対する毒性回避のため水田への使用量は急減し、１９８６年以降出荷はなくなっている。
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響評価（リスク評価）を行うことを目的としている。

食品安全委員会は、７名の委員から構成され、その下に、添加物、農薬、新開発食

品など１４の専門調査会がある。

食品安全委員会の行うリスク評価に基づき、厚生労働省や農林水産省がリスク管理

を行うことになっているが、食品安全委員会及び管理担当省庁はそれぞれ、国民の意

見に配慮するためのリスクコミュニケーション（意見募集、意見交換会など）を行う。

�２ 現状と課題

ア リスク評価とリスク管理

いま、多くの消費者は、何を信じて食べれば良いか不安を抱えている。中国製冷

凍餃子事件や事故米穀不正転売事件が象徴する食の安全に対する不安、相次ぐ偽装

表示による表示に対する不安などである。

アメリカ産牛肉輸入問題、遺伝子組換え食品、クローン家畜問題など、食品安全

委員会が食品健康影響評価（いわゆるリスク評価）をして問題ないと宣言しても、

それだけで不安が払拭される状況にない。

わが国の食品安全規制は、前述のとおり、リスク評価とリスク管理を行うとして

おり、リスク評価を食品安全委員会に、リスク管理を厚生労働省や農林水産省に担

わせているところ、そこで消費者の不安は、正しいリスク評価が行われているか、

表示規制を含むリスク管理は適正になされているかについてのものにほかならない。

イ リスク評価の限界、消費者としての価値判断

食品安全基本法は、前述のとおり、「リスク分析」という考え方を取り入れ、リ

スク評価（食品健康影響評価）を食品安全委員会の任務と位置付け、食品安全委員

会が科学的に中立公正にリスクを評価することになっている。

しかし、その科学評価も、すべてについて評価の手法が確定しているわけでもな

く、最終的には判断者がよってたつところの価値判断に依存せざるをえない面があ

る。

農薬や添加物などの化学物質については、リスク評価の手段として、急性毒性試

験、長期毒性試験、発がん性試験など、要求される動物実験やその手続が定まって

いるが、動物実験の結果を人間に当てはめる際の安全係数（不確実係数）や、採用

すべき実験動物の種の選択など、評価を不確実にする要素は存在する。このことに

より、添加物などの許容一日摂取量（ＡＤＩ）の値が、評価機関により一桁違うな

どということも起こり得るのである。科学的不確実性は常に存在し、科学だけです

べてを決めることはできない。その場合、最終的にどの数値を選ぶかはまさしく評

価者の価値判断である。不確実な科学的証拠しかない場合、予防原則１７に従ってリ

スク回避的判断をすることこそ重要である。

一方、食品そのもののリスク評価はさらに難しく、「実質的同等性の原則」１８に基

１７ 予防原則：たとえ原因と被害の間の科学的証明が明確な形で存在しなくとも、深刻かつ不可逆的なリスクがある場合

には、事前に予防的な措置がとられなければならないとする考え方。環境の分野において、１９９２年の環境と開発に関す

る国際連合会議リオデジャネイロ宣言の第１５原則では「予防的取組方法（precautionary approach）は、環境を保護す

るため、各国の能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な危害の脅威のある場合には、

完全な科学的確実性の欠如を理由に、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期してはならない。」と

まとめられた。その後の各種の国際条約や各国内の法規制にその考え方が取り入れられてきており、また、適用分野も
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づいて既存の同種食品と比較することが行われている。

遺伝子組換え食品では、「組換えＤＮＡ技術応用食品及び添加物の安全性審査の

手続」（厚労省告示）に基づき、組換え生物の品種ごと、食品または添加物の品目

ごとに安全性の審査を行うとされている。しかし、同手続きでは、「個別の成分の

全てに関して、安全性を科学的に評価することは困難である。従って、現時点では、

既存の食品との比較において、意図的又は非意図的に新たに加えられ又は失われる

形質に関して、安全性評価を行うことが合理的である。」とされ、ここでは、導入

した遺伝子とその遺伝子が作り出すたんぱく質の安全性だけを評価し、これらに問

題がなければ作物や食品そのものは実質的に同等であるという理由で、作物や食品

そのものの毒性試験などは要求されていないのである。

また、「血圧が高めの方に」など、特定の保健の用途を表示できる「特定保健用

食品」については、「特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続」（厚労省告示）

が定められており、食品安全委員会では「安全性評価に関する基本的考え方」を作

成公表している。これによれば、食経験、動物を用いた試験など、ヒトでの摂取試

験なども行われる。しかし特定保健用食品は医薬品のような効能効果が認められる

わけではないので、ヒト摂取試験なども厳密なものが要求されているわけではない。

これに対し、クローン家畜由来食肉の安全性評価は、文献調査により、従来の家

畜由来の食肉等との比較だけで行っており、上記のような基本的考え方や評価指針

などは存在していない。食品安全委員会は、クローン牛について、原因不明の流産、

死産、生後直後死などの異常が多いが、生後１か月以上生存すると一般牛と差異は

なく、肉や乳の成分も変わらないとしている。食品としての安全性評価においても、

凍結乾燥し粉末にした肉をマウスに与える実験を用いているが、クローン牛（２８か

月齢１頭）、後代（子）の牛（２８か月齢１頭）、後代の豚１頭だけの評価である。ま

た牛乳も凍結乾燥し粉末にしたものをラットに与えているだけである。クローン家

畜由来食肉等の一般的安全性を評価するなら、この程度の評価では不十分であり、

動物に与える家畜の頭数、部位など評価するための基準や手続を予め定めておくこ

とが必要との指摘がある。

食品安全委員会は、死産、流産、生後直後死、過体重などのクローン家畜の異常

原因の一つを、エピジェネティクスな変化（遺伝子の変化ではなく遺伝子の発現の

コントロール異常）ととらえ、生後２００日（約６か月）以上生存した個体には異常

が見られないので、食品としても安全性、健全性に欠けることはなく、また普通の

交配によってそのエピジェネティクスな変化は消滅するので、クローン家畜の後代

の肉や乳を食用としても、従来の家畜と比較して安全性に問題はないと評価した。

しかし、こうした家畜の異常は、エピジェネティクスな変化だけでなく、細胞を

操作する際の不手際や、挿入された細胞のミトコンドリアと受入れる細胞側のミト

コンドリアが混在することによる例なども報告されている。

環境法のみならず、食品の安全などの分野にも取り入れられてきている。なお、食品安全基本法１１条１項３号は、緊急

の場合にリスク評価なしに防止措置を取れるとしており、予防的方策を定めたものである。

１８ 実質的同等性とは、先端バイオテクノロジーの応用により開発された生物体から生産された食品および食品成分の安

全性が、在来食品と「実質的同等」であるか否かを検討する評価方法。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題

－ 124 －



評価書の結論は、「現時点における科学的知見に基づいて評価を行った結果、体

細胞クローン牛及び豚並びにそれらの後代に由来する食品は、従来の繁殖技術によ

る牛及び豚に由来する食品と比較して、同等の安全性を有すると考えられる。なお、

体細胞クローン技術は新しい技術であることから、リスク管理機関においては体細

胞クローン牛及び豚に由来する食品の安全性に関する知見について、引き続き収集

することが必要である。」とされている。新しい技術で、数多くの異常発生原因は

不明であるが、凍結乾燥し粉末にした肉や牛乳をマウスやラットに食べさせて異常

はなかったから安全と考えられるが、なお今後も情報を収集していくことが必要と

いう評価結果に対し、国民の多くが評価の科学性に疑問を抱き、不安を感じるのは

無理からぬことである。消費者からは、科学評価以上の政策的な価値判断が入り込

みすぎているのではないかとの疑問の声もある。

根本的な疑問は、クローン家畜の生き物としての健全性に対する評価が考慮され

ないところにある。死産、流産、生後直死、過体重などが多発することは、家畜と

しての健全性に欠けることは明かであり、家畜として健全でないものの食肉や乳が

安全で健全であると説明されても、消費者として安心して食することはできない。

食品安全委員会は家畜の健全性そのものは自らの権限外の事柄であるとしているが、

こうした総合的な評価こそが必要であると思われる。

６ 食品事故被害救済制度

�１ 被害が救済されていない現状

食品は生命・健康を維持し、また次世代を産み育てるために必要不可欠なものであ

り、人間の生命・健康の源であるがゆえに、食品に有毒・有害物質が混入すると、森

永ヒ素ミルク中毒事件１９やカネミ油症事件２０、雪印集団食中毒事件などのように、深刻

かつ悲惨な食品事故被害が広範囲に生じてしまうことになる。

このような現状を考えると、食品の場合にも、医薬品副作用被害救済制度２１のよう

な被害者救済の制度があってしかるべきであるが、未だに法制化には至っていない。

カネミ油症事件の後、１９７３年当時の厚生省は「食品事故による健康被害者救済の制

度化研究会」を発足させ、１９７９年２月に最終報告を公表し、１９８１年５月に日弁連もこ

の研究報告に対する意見書を発表して早期の制度創設を求めたが、結局頓挫してしま

１９ 森永ヒ素ミルク中毒事件 １９５５年６月ころから、主に西日本を中心として、森永乳業株式会社の製造した工業廃棄物

由来のヒ素の混入した粉ミルクを飲用した乳幼児に多数の死者、中毒患者を出した食中毒事件である。被害者の発生地

域は２７府県、被害者数は約１万２０００人、うち死亡者は約１３０人と言われている。

２０ カネミ油症事件 １９６８年、福岡、長崎など西日本を中心として、ＰＣＢに汚染された米ぬか油を食べたことにより発

生した食中毒事件である。後に、このＰＣＢにダイオキシン類が含まれていたことが判明した。届出患者数は１万４０００

人を超えたが、認定患者はわずか１９００名程度であった。全身に及ぶクロロアクネ（塩素にきび）や、色素沈着、微熱、

易疲労などの症状があり、また、ダイオキシンの生殖毒性のため「黒い赤ちゃん」が生まれるなどの被害も生じている。

事件から４０年以上経過した現在でも、多くの被害者が苦しんでいる。２００４年、日弁連へ人権救済の申し立てがなされ、

日弁連は、２００６年、国に対して、立法措置も含め、被害者に対する仮払金債権の一律全額免除、医療費、医療関係費、

生活補償費の支給をすることなどを勧告した。２００７年６月、仮払金免除特例法が成立したが、医療費、医療関係費、生

活補償費の支払いなどは未だ実現されていない。

２１ 医薬品副作用被害救済制度

病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用によ

る入院が必要な程度の疾患や障害などの健康被害について救済給付を行う制度である。
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った。

このため、食中毒による補償は、基本的に事業者が加入している共済保険や製造物

責任保険などでまかなわれるだけで、しかもこのような保険は任意加入なので、無保

険の事業者もあり保険による救済を受けら得ない場合もある。また、民事訴訟により

補償を受けようとしても、加害企業に資力がない場合や食品事故が原因で倒産してし

まったような場合もある。その結果、被害者は悲惨な被害を被りながら事実上全く補

償を受けられないこともある。実際、カネミ油症事件では、不純物としてダイオキシ

ンも含まれていたため、事件後４０年経過した今も重篤な被害に苦しむ被害者がいるに

もかかわらず、カネミ倉庫が無資力であったため、損害賠償を命じた判決の強制執行

ができず、公的救済制度がない中で、被害者の多くはいまだに十分な救済が図られる

ことなく放置されている。

したがって、早急に食品事故被害救済制度を創設する必要がある。

�２ 望ましい食品事故救済制度

食品事故被害救済制度としては、１９８１年５月の日弁連の「厚生省の『食品事故によ

る健康被害者の救済制度に関する研究報告』に対する意見書」にもあるように、�被

害者の完全かつ迅速な救済に役立つこと、及び、�加害者の責任を免除せず、より明

確にするものであること（恩恵的制度ではなく、賠償的性格をもつ救済制度でなけれ

ばならない）の二つの基本的立場を前提として、この二つの基本的立場を貫く内容の

制度設計がなされるべきである。

まず、食品関係営業者の責任としては、原則として無過失責任主義を採用すべきで

ある。

なぜならば、国民にとって食品の摂取は日常的に不可欠であって安全性が要求され

るが、現代では国民の食生活は商品として供給されることに依拠せざるを得ない中で、

国民自身が食品の安全性をチェックする方途はなく、他方、食品関係営業者はその安

全性をチェックすることができるし、また、しなければならない立場にある以上、食

品関係営業者に厳格な法的責任が課せられるべきだからである。また、製造物責任法

において、製造者には無過失責任が課されていることからしても、食品関係営業者に

無過失責任を負わせることは当然である。

もっとも、未加工の食品については、製造物責任法の対象外であることなどから、

検討を要する。

また、国は、国民に対し食品の安全を確保すべき義務があるのであり、これを怠っ

たために食品事故が発生した場合には、国が損害賠償の責任を負うべきである。

被害救済制度の内容としては、上記のほか、救済基金制度のあり方や給付内容、原

状回復事業のあり方、過失ある食品関係営業者への求償などを定める必要がある。

�３ リコール制度の導入など

なお、食品事故の拡大を未然に防止し被害を最小限に食い止めるという見地からは、

食品関連事業者が、自己の製品について、人の健康に対する有害情報を得たときは、

直ちに都道府県知事（保健所長）などに報告すべきとするいわゆるリコール制度も導

入すべきである。（自主回収した事実の報告制度は東京都の条例にあり、韓国の食品

衛生法には、食品衛生法違反品を製造等した営業者は回収し、回収計画を食品安全庁
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などに前もって報告するという制度がある。また韓国食品衛生法には、消費者の衛生

検査等の要請、消費者食品衛生監視員、市民食品監査人などの制度も存する。）

また、消費者は、自らの食品安全に関する知識を広げ深めるとともに、消費者の購

買行動は食品安全についての意見を表明する重要な手段であることを自覚し、食品の

安全を脅かす行いをした食品関係営業者の商品は購入しないなどで、消費者の意見を

表明していくことができる。

第３ 消費者の意見を反映させる制度

１ 消費者の不安

いま、多くの消費者は、何を信じて食べれば良いか不安を抱えている。餃子事件や汚

染米事件が象徴する食の安全に対する不安、相次ぐ偽装表示による表示に対する不安な

どである。アメリカ産牛肉輸入問題、遺伝子組換え食品、クローン家畜問題など、食品

安全委員会が食品健康影響評価（いわゆるリスク評価）をして問題ないと宣言しても、

それだけで不安が払拭されているとはいいがたい。

たとえば食品安全委員会が行ったクローン家畜由来食肉のリスク評価について、３月

１２日から４月１０日までに提出されたパブリックコメント１７２通（意見数３３６件）のうち、

ほぼ８割が安全性に疑問がある、あるいは気持ち悪いなどとしていた。その後食品安全

委員会専門調査会は再度会合を開いたが、これらの不安を理解して対処するのではなく、

これらの意見にどう答えるかを審議したのみであった。ここに提出された一般の「クロー

ン家畜由来の食肉は気持ち悪い。食べたくない。安全性に疑問がある。」などの意見は、

いかに安全であると宣言されても不安がぬぐいきれない事例の典型であり、まさに消費

者としての意見の表明である。

２ 食品安全委員会のリスクコミュニケーション

消費者の食品に対する不安を解消するには、的確な安全性評価とともに、情報を一方

的に伝えるだけでなく、消費者の意見に耳を傾けることが必要である。このような双方

向の意見交換こそがリスクコミュニケーションであり、ケネディ大統領が１９６２年に議会

演説で述べた消費者の「意見を聞かれる権利」の実現である。

食品安全委員会は、２００９年３月２６日、「食品安全委員会の改善に向けて」と題する報

告をまとめた。このうち「４、リスクコミュニケーション（意見交換会等）に係る改善

方法」「�１現状」において「意見交換が一部の関係者との間のものになっている、双方

向性に欠けているなどの指摘、育成講座受講者が地域でリスクコミュニケーションを進

めるための支援や活躍の場を創設すべきとの指摘、食品安全委員会が行う意見・情報の

募集の内容が難しい、意見等を出しにくいなどの指摘が寄せられている。」と指摘され

ている。そして「�２改善方法」として「食品安全委員会が行うリスクコミュニケーショ

ンは、食品の安全性について正確かつ分かりやすく、双方向のコミュニケーションを行

うことが基本である。そして、これらの活動が関係者の安心につながるよう推進するこ

とが重要である。」と記載されている。さらに「消費者庁が関係行政機関が行うリスク

コミュニケーションの調整を担うことから、消費者庁と効果的に連携してリスクコミュ

ニケーションを推進する。」ともされている。
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食品安全委員会としても、双方向性の重要性を認識し、消費者の安心につながるよう

推進するとしているのである。ところが、具体的な改善方法となると、「意見交換会の

実施と評価に関するガイドライン」に沿って、関係者のニーズを分析し、目的・目標を

明確にした上で、これに合った対象、規模、内容、開催場所等について十分検討し、多

様な場の設定を行う、としているだけで、他は地方公共団体との連携、推進の担い手養

成などを挙げているだけである。

また、意見・情報の募集の改善については、リスク評価書の概要を提供するとともに、

意見交換会を行うなど、リスク評価内容の理解を助け、意見・情報を出しやすい環境づ

くりに務める。寄せられた意見等に関しては、科学的に妥当なものはリスク評価書等に

反映させる、としているのみである。

公的機関が行う意見交換会は、リスク評価が科学的評価をこえた価値判断であること

をふまえ、謙虚に国民の意見に耳を傾け、さまざまな観点からの価値評価を受入れると

いう基本的姿勢が必要である。たとえばクローン家畜由来食肉の意見のうち、食べたく

ない、気持ち悪いという意見は、漠然とした不安であり、科学的な論証が困難なもので

あるとしても、これまでの国の食品安全行政がもたらした不信感に根ざした価値判断で

あり、リスク評価書への反映が検討されるべきである。これまで人類が口にしたことの

ない、しかも家畜としては不健康なクローン家畜由来の食肉を食べたくない、気持ち悪

い、というのは自然の反応である。そしてこのことは生き物としての人間にとって根元

的不安であり、科学的に妥当かどうかなどの範疇に属するものではない。

他方、食品安全委員会は、クローン家畜由来食肉のリスク評価において、動物福祉や

倫理などの観点からの評価はしないと明言している。また農林水産省等に対し、動物福

祉の観点からの評価を勧告したり意見を述べる権限もないと明言している。上記のよう

な倫理観、動物福祉問題、嫌悪感、安全性に対する不安についてのコミュニケーション

は、本来科学的リスク評価のみを担うとしている食品安全委員会の権限を超えるもので

あるかもしれない。しかしそうであればこそ、食品安全委員会に、事業者や消費者も含

めた第三者機関（例えば、食品安全政策委員会など）が必要である。また家畜としての

健全性、動物福祉、クローン技術に対する倫理問題などを検討できる場が必要である。

現状では、こうした意見や人間としての根元的不安などの意見を交換する場が設定さ

れておらず、食品安全委員会の改善策としても、理解を深める方策のみが取り上げられ

ていると言わざるを得ない。

なお食品安全委員会が発行している「食品安全」１８号には、特集として「リスクコミ

ュニケーションの新しい試みをご紹介します」とのタイトルで、より参加型のリスクコ

ミュニケーションを実現するために、従来のやり方の改善や新しい試みに取り組んでい

るとして、平成２０年１１月１８日に行われた意見交換会を以下のように紹介している。

「従来、意見交換会は、テーマに沿って�１科学者などからの基調講演、�２科学者など

関係者によるパネルディスカッション、�３会場参加者との意見交換というやり方が定番

でした。しかし、このやり方では参加者が本当に聞きたいことに十分に応えられている

か課題がありました。」

そして「こんなこと聞いてみたかった、農薬のこと」と題して「疑問点から出発する

意見交換会」を初めて開催したとしている。このような試みは必要であり、一歩前進で
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はあるが、しかしこの姿勢はあくまでも消費者に聞かせるものに過ぎない。回答者１１３

名に対するアンケート結果も公表されているが、とてもわかりやすかった８．８％、わか

りやすかった６９．９％で、農薬についての疑問が十分解消された１１．５％、だいたい解消さ

れた４９．５％であり、自由記述意見には、「質問に対する説明・報告という形で進めるの

であれば、より募集方法や内容を分けた方が対象がまとまり、ディスカッション等が有

意義になったのではないか」「本日の意見は基本的情報にとどまっているので、さらに

深く詳細な議論ができる場を設けてほしい」などが出されている。

このことは双方向性はまだまだ不十分であることを意味している。

３ 訴権等

また、意見を聞かれる権利の保障としては、行政決定に対する一般国民の異議申出権、

訴権が不可欠である。

たとえば上記のような食品安全委員会のリスク評価の結果、クローン家畜由来食肉が

販売流通されることになって、しかも表示もされず、消費者の知る権利、選択の権利も

侵害される事態になったと仮定しよう。この場合、消費者としての一般国民は、行政訴

訟上の義務付け訴訟を起こして表示を義務付けさせることは非常に困難である。

表示を義務付けないという行政決定に対し、異議を申し出、またその異議が却下され

た場合に、消費者が裁判所に決定の取消を求めることも、いわゆる表示義務付け訴訟を

起こすことも保障されていないのである。

このことは添加物の指定に対する異議、農薬残留基準設定に対する異議なども同様で

ある。

アメリカの連邦食品薬品化粧品法には、異議の申し出、聴聞（公聴会）開催要求、法

的再評価（訴え提起）などの規定があるが、わが国の食品衛生法にはこのような規定は

ない。

たとえば家庭用品品質表示法１０条には、家庭用品の不適正表示について、経済産業大

臣に対する申し出制度が定められており、同法に基づく表示が行われていない家庭用品

が販売などされている場合には、調査や措置の申し出をし、主務大臣はこれに応答する

義務を負っている。ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び表示の適正化に関する法律）２１条

にも、同じく不適正表示につき農林水産大臣への申し出制度がある。東京都消費生活条

例にも、調査の申し出などの制度がある。

家庭用品品質表示法やＪＡＳ法と同じく表示を扱っている食品衛生法には、こうした

申し出制度すらないのである。

第４ 食品の選択・知る権利

１ 食品の表示とは

消費者が安全・安心な食品を購入したいと考え、食品を購入する際、その選択の手が

かりとなるのはまず食品の表示である。

また、もし万が一事故が生じた場合には、表示はその原因究明や製品の回収などの措

置を迅速かつ的確に行うための手がかりともなる。

したがって、食品の表示は、消費者が手がかりとすることができる事実をありのまま
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伝える適正なものでなければならない。生産と消費の現場が乖離している今日、食品に

消費者が望む情報が表示されることは、非常に重要である。

ところが、現在の食品表示をみると、表示が非常に分かりにくく、表示を見ただけは

消費者が安全・安心だと判断できる情報が得られるとはいえないのが現状である。

２ 食品の表示に関する法律

食品の表示に関する法律は、主なものだけでも、食品衛生法、ＪＡＳ法（農林物資の

規格化及び品質表示に関する法律）、不正競争防止法、景品表示法（不当景品類及び不

当表示防止法）、健康増進法、計量法などがある。

食品衛生法は、飲食による健康被害の防止を目的とする法律で、食品の名称、添加物、

期限、保存方法、製造者名等、輸入品の原産国などの表示を定めており、所管は厚生労

働省であるが、表示基準の企画立案等が消費者庁に移管された。

ＪＡＳ法は、消費者の適正な選択を目的とする法律で、食品の原材料名、内容量、生

鮮食品の原産地、加工品の期限などの表示を定めており、所管は農林水産省であるが、

表示基準の企画立案等が消費者庁に移管された。

不正競争防止法は、不正競争の防止を目的とする法律で、食品の原産地、製造方法等

を誤認させる表示の禁止を定めており、所管は経済産業省である。

景品表示法は、公正な競争の確保を目的とする法律で、印刷や広告等で著しく優良、

有利と誤認させる表示の禁止を定めており、所管は公正取引委員会から消費者庁に移管

された。

また、米については、２００８年の汚染米問題を受け、２００９年４月に米トレーサビリティ

法（米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律）が制定された。

同法により米穀事業者は、米穀等の譲受け・譲渡しをしたときは、その名称、数量、年

月日、相手方等に関する記録を作成・保存しなければならず、米穀等を消費者へ提供す

るときは、その産地等を表示しなければならないとされている。

このように、食品の表示を規定する法律が数多くあることが表示を分かりにくくして

いる原因の１つとなっている。

なお、２００９年内閣府が実施した海外主要国の食品に関する制度調査によると、調査し

たすべての国（調査対象は EU、イギリス、フランス、スウェーデン、カナダ、アメリ

カ、オーストラリア、韓国）で、食品表示規制は基本的に１つの法律に包括的にまとめ

られ、食品表示制度の目的は「消費者のための、分かりやすい表示」とされている。

３ 分かりにくい表示の例

�１ 遺伝子組換え食品の表示

ア 食品衛生法及びＪＡＳ法により、大豆とその加工食品、とうもろこしとその加工

食品、ばれいしょとその加工食品、なたね、綿実については表示対象食品とされ、

「遺伝子組換え使用」との表示が義務付けられている。しかし、これには以下のよ

うな例外があり、消費者に分かりにくい表示となっている。

（ア）主な原材料となっていないもの

加工食品のうち、全原材料中重量が上位３品目以内で、かつ、食品中に占める

重量が５％以上のものに限り義務表示とされる。

つまり、上記に該当しなければ、遺伝子組み換え作物が使用されていたとして
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も、表示が義務付けられない。

（イ）醤油、大豆油、コーン油、コーンフレーク、マッシュポテト等の加工食品

これらの加工食品は、遺伝子組み換え作物が使用されていたとしても表示の対

象外とされている。

（ウ）意図せざる混入があった場合

５パーセント前後の非意図的混入は避けられないという理由で、５パーセント

以下の混入があっても、表示が義務付けられず、「遺伝子組み換えでない」とい

う表示が認められる。

イ 実際の表示方法の不明確さ

遺伝子組み換え食品に関する表示には、「遺伝子組換え使用」、「遺伝子組換え不

分別」、「遺伝子組換えでない」、無表示という４つの表示方法がある。

表示対象食品に遺伝子組換え作物を使用した場合は、「遺伝子組換え使用」と表

示する義務があり、遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物が分別されていないと

きは、「遺伝子組換え不分別」と表示する義務がある。

一方、「遺伝子組換えでない」という表示が表示対象食品について任意表示とし

て認められている。任意表示であるため、無表示の場合との違いが不明確となって

いる。また、「遺伝子組換えでない」という表示であっても、上記のように５パー

セント以下の非意図的混入がある可能性がある。醤油や油については上記のように

表示義務がないため、非表示のものは、遺伝子組換え作物が使用されているか否か

分からない。

これに対し、ＥＵの表示方法は、簡明であり、表示方法としては、「遺伝子組換

え」と非表示の２種類しかなく、「遺伝子組換えでない」という表示は認められて

いない。また、非意図的混入が０．９パーセント以上あると、表示が義務付けられて

いる。

�２ 食品添加物の表示

食品添加物を食品に使用した場合、食品衛生法により、原則としてすべて表示され

ることになっている。

表示方法としては、原則として使用したすべての食品添加物が物質名で表示される。

また、食品の選択や取り扱いのために表示の必要性が高い特定の８用途（甘味料、着

色料、保存料、糊料（増粘剤、安定剤またはゲル化剤）、酸化防止剤、発色剤、漂白

剤、防かび剤）については、物質名に用途名を併記する方法で表示され、消費者が食

品を購入する際、確認することができるようにされている。

しかしながら、以下の場合には、表示の免除が許されており、一般の消費者には分

かりにくい表示となっている。

ア 加工助剤

食品の加工の際に添加されたが、�最終食品として包装する前に食品から除去さ

れるもの、�食品に通常存在する成分と同じになり、食品中に天然に存在するその

成分の量を優位に増加させないもの、�最終食品にごくわずかなレベルでしか存在

せず、その食品に何ら影響を及ぼさないもの、のいずれかに該当する場合は、表示

が免除される。
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イ キャリーオーバー

�原材料（食品添加物を含む）に対して食品添加物の使用が認められていて、�
その量が許可されている最大量を超えておらず、�食品が、原材料から持ち超され

る量より多量の該当食品添加物を含有せず、�持ち越された食品添加物の量が食品

中で効果を発揮するのに必要な量より優位に少ない、という条件全てを充足する場

合は、キャリーオーバーと呼ばれ、表示が免除される。ただし、調味料、甘味料、

着色料のように、味、におい、色など五感に訴えるものは一般に最終食品で効果を

発揮するため、表示が必要とされている。

ウ 栄養強化目的

栄養強化の目的で使用されるビタミン・アミノ酸などの食品添加物は、表示が免

除される。ただし、健康増進法に基づく表記が必要とされる場合がある。

エ 一括表示

個々の成分を表示する必要性が低いとされるものについては、一括名で表示する

ことが許される。例えば、「調味料（アミノ酸等）」などと表示することが許されて

いる。

４ 食品表示違反の規制

食品表示違反に関する規制は、各法律を所管する省庁によって、それぞれ行われてい

るのが現状である。例えば、食品衛生法（所管：厚生労働省）２０条は、「食品、添加物、

器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な

表示又は広告をしてはならない」と定め、これに違反すると２年以下の懲役又は２００万

円以下の罰金を科せられる。

ＪＡＳ法（所管：農林水産省）は、同法が定める表示基準を守らない事業者には、農

水大臣が改善の指示・命令を出し、これに従わない事業者には、１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金（法人の場合は１億円以下の罰金）が科せられる。さらに、近時の食品

偽装事件の多発を受けて２００９年ＪＡＳ法が改正され、原産地の偽装表示に関しては、行

政処分と無関係に直接刑事罰を科す直罰制度が設けられた（偽装表示をした事業者には

二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金が科せられる）。また農林水産省には、全国の

地方農政事務所に約２０００名の食品表示Ｇメンが配置されており、規制の中心的役割を担

っている。

さらに近時は、食品表示違反事件の多発を受け、農林水産省が広く国民から食品表示

に関する情報提供を受ける「食品表示１１０番」（２００２年設置）や、食品表示Ｇメンの中で

広域で重大な事案の発生に応じて機動的な調査をする「食品表示特別Ｇメン」（２００８年

設置）を設置するなど新たな制度が創設されている。

しかしながら、近時食品表示偽装問題が相次いで起きていることは周知のとおりであ

り、また、農林水産省が２００８年度、食品表示に違反があったとして小売業者などにＪＡ

Ｓ法に基づき行政指導や厳重注意をしたケースは８７９件あり、そのうち公表されたのは

１１０件だけで、残る７６９件は非公表にされるなど２２、規制が十分に行われ、消費者に対し

必要な情報が提供されているとは言い難い状況である。

２２ ２００９年６月６日・共同通信等。
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５ 消費者庁・消費者委員会設置後の変更点と今後望まれる表示制度

�１ 変更点

各省庁が所管法ごとに有していた食品表示の規格を定める権限が、消費者庁設置に

伴い、消費者庁に移管されることになった。

すなわち、景品表示法、ＪＡＳ法、家庭用品品質表示法、食品衛生法、健康増進法、

住宅の品質確保の促進等に関する法律を改正し、内閣総理大臣が消費者の生活に密接

に関連する物資の品質等に関する表示の基準等を定め、これを遵守させるための命令

等を行うことができるように内閣総理大臣の権限を規定するとされている。

また、その際、公正取引委員会、農林水産省、経済産業省、厚生労働省にも立入検

査等を行わせ、内閣総理大臣にその結果を通知させること等により、消費者庁が主導

しつつ、地方における執行体制を実質的に確保できるよう措置するとされている。

このように、食品表示の規格を定める権限が消費者庁に一元化され、規制の執行に

ついても消費者庁が主導する仕組みが作られることで、消費者に分かりやすい表示が

され、実効的な規制が行われることが期待される。

�２ 今後望まれる表示制度

しかしながら、一方で、表示の規格を定める権限は消費者庁に移管され、一元的に

実施されるものの、表示違反について実際に規制・取締りを行うのは、基本的には従

来どおり、法律を所管する各省庁となっている。上記のように現在表示違反の取締り

の中核を担っているのは、食品表示Ｇメンであるが、これも消費者庁には移らないと

される。そのため、各省庁との連携が密になされなければ、消費者庁は頭だけあって

手足がない組織となりかねないという問題が残る。実効的な規制を行い消費者の知る

権利を確立するには、消費者庁が各省庁との連携を密に行い、将来的には規制につい

ても消費者庁が行うことや、食品の表示に関する法律を一本化することも含めて制度

を構築していくことが検討されるべきである。内閣府に設置されている国民生活審議

会の「消費者・生活者を主体とした行政への転換に向けて（意見）」の中でも、食品

表示に関する一般法である「食品表示法（仮称）」を新たに制定する必要があり、表

示の法令違反で得られた不当利得剥奪の制度も含めて検討されるべきであるとの提言

がされている。

仮に食品の表示を一本化する法律が作られる場合は、事業者と消費者の代表を加え

た委員会を消費者委員会の中に設け、双方の意見を取り入れた表示基準作りを行うこ

とや、正しい食品表示がなされていない場合、消費者がこれを申し出ることができる

などの制度を設けることが望まれる。

第５ まとめ

１ 食の安全とは

食の安全とは、食料の十分かつ安全な供給である。食品が世界で生産され、また、加

工食品や外食の割合が高くなっている中で、食料の十分かつ安全な供給を図ることには、

さまざまな課題がつきまとう。そうした課題を認識し、克服の道を検討するためには、

世界の食の環境と生産の現場を正しく知ることが必要である。
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お金を出せば、いつでも十分で、安全な食料が得られるとは限らない。むしろ、その

お金が世界の「食」を不安定で不公平なものにしているのではないだろうか２３。食品事

業の規制緩和政策は、結局のところ、食料調達を低コストで実現しようとするものであ

るが、消費者が、世界の「食」の環境に無頓着なまま低コストに目を奪われてしまえば、

世界の食の均衡をますます失わせ、結果として、安全を軽視した食品を蔓延させ、その

取締りに多大のコストと神経を使うこととなるおそれがある。

食の安全を確保するには、国内自給率の回復とともに、消費者の広い視野に基づく選

択（消費）が重要な役割を果たすと考えられる。

２ 消費者に対する十分な情報提供

さらに、消費者が食の生産現場と接する機会が乏しい現状においては、消費者が食品

に対する安心感を得るには、正確で分りやすい情報提供としての食品表示が必要となる。

また、この食品表示により、消費者による安全かつ健全な食品の差別化も実現すること

ができる。とくに、クローンや遺伝子組換え作物（ＧＭＯ）等の新規開発食品について

は、消費者の選択という観点から十分な表示が要求される。

この数年間の食品表示関連法の改正と、これといたちごっこの如く繰り返された食費

偽装の摘発は、消費者に食品への関心を呼び起こした。世界各地から原材料をかき集め、

低価格を追求し、消費者の嗜好を満たし購買意欲をそそるため、高度な加工技術が駆使

される現代の食品表示は、複雑で煩瑣なものとならざるをえない。

しかし、食品表示は、消費者の最も身近な情報源であるから、消費者の意見を反映し

ながら、実情にそった改善を継続し、情報源として有効なものにしていかなければなら

ない。また、消費者は、表示制度を十分に理解することが、安全と安心を獲得するため

の第一歩であることを知るとともに、表示に過度に振り回されない五感（人間力）を維

持することも必要である。例えば、一定基準によって表示さているにすぎない賞味期限

は、あくまでも安全基準の一指標にすぎないのであり、消費者は自らの五感で無駄な廃

棄を防ぐような生活力を発揮したいものである。

３ 食品行政に対する市民参加

わが国のように、食の生産と消費が著しく乖離している現状にあっては、食の安全と

安心を確保するには、食品の安全評価及び安全管理の両面において、行政による高コス

トの厳しい監視を要求せざるをえない。

しかし、その監視機能を十分に発揮するには、リスク評価、リスク管理の両面におい

て消費者の積極的な参加が必要である。消費者と行政がともにこのことを認識し、あら

ゆる場面において健全な緊張関係を保った協同作業が必要である。消費者を子羊のごと

くに保護の対象しただけでは食品の安全は確保できず、むしろ、食品の生産や安全にと

ってマイナスな独善的要求を募らせる結果を、残念なことではあるが一部に招来させて

いる。

いまこそ、食品安全委員会及び新設される消費者委員会への消費者代表の参加が強く

要望される。リスク評価を担当する食品安全委員会は、科学的専門性を理由に消費者代

表の委員参加を排除しているが、第３で述べたとおりリスク評価とは尽きるところ安全

２３ ２００６年から２００８年にかけて農畜産物の市場価格は顕著に値上がりしたが、この価格上昇については、人口増・食肉需

要増加・穀物の燃料転換等の構造要因のほか、世界的な投機資金が現物市場に流入したことによるとの指摘がある。
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に対する価値判断であり、そうであれば、その価値判断を安心というかたちで享受する

消費者を委員に加えなければ、消費者は食品安全委員会の判断に全幅の信頼をおくこと

はできない。

また、リスク管理における行政の不備・不祥事に対する消費者の失望感は汚染米事件

で頂点に達している。その怠慢度はＢＳＥ事件を超えており、リスク管理にも消費者の

関与が必要なことを示している。幾らリスク管理にコストを掛けても、これを実効あら

しめるには消費者の監視（行政との健全な緊張関係）が必要であり、新設される消費者

委員会がその機能を十分に果たせるよう制度設計される必要があるが、それ以上に、個々

の消費者及び消費者団体に制度の設定やその運営方法に対する異議申立権や、裁判によ

る是正を求める権利を認める制度が不可欠である。
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第２章
医薬品の安全

第１ 医薬品の特性と消費者

１ はじめに

医薬品は、大量に生産され、消費されている商品の１つであり、わが国の医薬品産業

は、１９５１年の国民皆保険制度の創設以来、成長を続けている。最近は成長率の鈍化が指

摘され、日本の製薬業界は危機感を表明しているが、単一国としては、世界第２の市場

であることに変わりはない。

わが国では医薬品被害が後を絶たず、大規模な薬害訴訟が繰り返し闘われてきたが、

そもそも、医薬品は、商品として以下のような特殊性を有し、このことが、被害の発生、

拡大のメカニズムや、消費者の権利の尊重と主体的参加に根ざした安全で公正な社会を

実現するための、救済策、再発防止策、消費者・患者が果たすべき役割などにも反映さ

れる。

２ 生命・健康の安全に甚大な影響を与える

医薬品は、副作用を伴うことが避けられず、仮に副作用等がなくとも、標榜した有効

性がなければ、患者が有効な医薬品によって治療を受ける貴重な機会を失わせるなど、

患者・消費者の生命・健康の安全に甚大な影響を与える商品である。

もっとも、一定の副作用を及ぼすことが分かっていても、治療上の必要性と有効性が

危険性を上回っていれば承認が与えられ販売が許容される。このように科学を基盤にし

た治療の必要性・有効性と危険性のバランス評価が求められるという点が、消費者参加

による問題の解決の障壁となることがある。

３ 商品の本質は「情報」にあるが、その情報は企業が独占している

医薬品は、そもそも、科学物質が、適応症や用法、用量等という情報と一体となって

初めて治療上の有効性を発揮しうる商品であり、また副作用に関する十分な情報提供が

あって初めて患者に治療上の利益をもたらしうる商品である。従って、医薬品という商

品の本質は、「情報」にあると言っても過言ではない。

ところが、その情報のほとんどすべては、製薬企業が独占し、情報の核心部分につい

ては、知的財産権が主張されている。我が国の制度上は、「承認申請資料概要」「審査報

告書」「総合製品情報」「添付文書」等によって、一定の情報が提供されることとなって

いるが、有効性と安全性に関する重要な情報が隠蔽され、虚偽情報提供が行われること

もあり、情報公開法に基づく請求に対しても不当な非開示が行われている。

４ 適正な使用には、専門家の援助を必要とする

医薬品には、医師の処方に基づいて使用する医療用医薬品と、そうではない一般用医

薬品がある（薬局・薬店で販売されているのは一般用医薬品である）。

医療用医薬品の場合、商品を選択し、購入する決定を行うのは、医療機関・医師であ

って、エンドユーザーである患者ではない。もちろん、患者には自己決定権があるが、

多くの場合は、医師の提案した治療方針の一環として医薬品の使用に同意を与える、あ
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るいは医師が提供した限られた選択肢の中から医薬品を選択せざるを得ないという立場

に置かれている。また、医療用医薬品について、製薬企業が商品について提供する添付

文書等の情報は、医師や薬剤師が読むことを前提としている。

そこで、患者が適切に情報を得るには、専門家の適切な援助等が必要である。しかも、

援助は、単に当該医薬品のみならず、治療しようとする疾患についての理解においても

必要である。この点の理解が不足すると、不必要な医薬品を使用したり、治療上の利益

を見誤ることになるからである。

この点、一般用医薬品については、エンドユーザーである患者・消費者が自ら商品を

選択し、購入することが予定されているが、医薬品を適切に購入し、使用するには、専

門家（薬剤師等）の援助が必要であるという点では、基本的に異なるところはない。

５ 国の責任が問われる

医薬品は、薬事法に基づいて、国の承認を得なければ、製造・販売することはできな

いこととされ、市販後の安全対策についても国が監督することとされている。

このように承認のみならず市販後安全対策まで国が責任をもたなければならないのは、

生命健康に直結するという商品特性に加え、承認がいわば『仮免』だからである。

医薬品が承認されるまでの過程は別紙表１のとおりであり、医薬品は、後述するよう

に市販後の再審査を経て、ようやく一人前の本当の『免許』が与えられるという制度設

計となっている。商品が流通に置かれている限り、当該商品の安全性と有効性について、

国が責任をもつことが予定されているという点は、他の商品にない特色である。

６ 「消費者」と「患者」

医薬品のエンドユーザーは、「消費者」という立場だけでは評価しつくせない「患者」

という立場をもっている。「患者」は、病に苦しむ人であり、疾患の重篤さによっては、

冷静な判断を期待しえない状況におかれていることも少なくない。また、医療用医薬品

は、医療機関における医療行為の中で使用され、製造業者と患者との間には、医師が介

在し、適正な医薬品の使用は、医師・患者関係によって大きな影響を受ける。さらに、

適正な医薬品の使用には、当該医薬品のみならず、治療対象となる疾患そのものについ

ての正しい評価と知識が不可欠である。

従って、「医療」そのもののあり方や、「患者の権利」を充実させるための取組みなく

して、医薬品の適正使用はありえない。

しかし、このことは、医薬品の「商品」としての側面に着目して、消費者問題として

取り組むことの必要性を失わせるものではない。医薬品の特殊性を強調するあまり、消

費者の立場からする当たり前の要求を掲げることを躊躇してはならないのである。

第２ 医薬品をとりまく環境

近年の医薬品販売の状況、規制当局の対応等を概観すると、以下の点を特色として指摘

することができる。

１ マーケティング

�１ 第１が、マーケティングの問題である。近年、画期的な新薬が開発されることは少

なくなり、先進諸国では等しく医薬品はマーケティングで売る時代となったと指摘さ
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れている。

�２ ここでいうマーケティングとは、単に積極的に広告を出すということだけを指すの

ではない。製薬企業が、オピニオンリーダーと呼ばれる医師やその医師が所属する大

学の講座や学会などに積極的に寄付を行い、臨床試験を依頼するなどして、オピニオ

ンリーダーと良好な関係を築き、承認前からの、学会や医学情報誌における積極的な

発表や、当該医薬品による治療を積極的に位置づけた治療ガイドラインづくりを促す

といった広範なことが含まれる。医師の側からすれば製薬企業との関係は、論文発表

の機会を増やし、集金力を高め、地位の確立に役立つという側面がある。

�３ ターゲットは、医師だけではなく、患者団体や市民団体との関係においても、活動

資金を提供したり、啓発に名を借りた宣伝活動などが行われることがある。オースト

ラリア製薬工業協会が、会員企業に対しＮＰＯ等に対する資金援助が販売促進上役立

つとアドバイスしたガイドブックを配布したことについて、オーストラリア消費者協

会が、製薬企業は患者グループを、製薬企業のためのロビー活動の最前線に使おうと

していると、警戒を表明したことがある（British Medical Journal３３１、１３５９、２００５．）。

これほどまでにその意図を露骨に示した例は少ないが、製薬企業による患者団体に対

するマーケティング活動は、日本でも行われている。

�４ 究極のマーケティング戦略ともいえるものが、「メディカリゼーション」である。

メディカリゼーションとは、従来は治療の対象となっていなかった心身の不調に「病

名」や「病識」を与えて、医薬品による治療対象を拡大することである。最近増えつ

つある病気に関する啓発広告もこの一つであり、病気の啓発のようにみえて結局医薬

品の使用を促す役割を果たすことになる。消費者は広告としての本質を見抜く必要が

ある。

２ 利益相反

�１ 製薬企業のマーケティング戦略は、必然的に「利益相反」（製薬企業等との経済的

な利害関係等によって、製薬企業等の利益をはかる立場と公正な医薬品評価と患者の

利益を第一に考えるべき立場の矛盾が生じ、公正な医薬品評価等が損なわれ、あるい

は損なわれると懸念される事態をいう）を生む。

�２ 「産学連携」を推進する政府の政策がこれに拍車をかける結果となっている。規制

のルール設定が必要であり、主要な医学雑誌は、必ず「利益相反ポリシー」と呼ばれ

る利益相反関係に対応するための自主基準をもち、執筆者は、論文に必ず製薬企業と

の利益相反関係を明示しなければならないとされている。また、各国政府は、医薬品

の評価にかかわる審議会への参加の制限や、利益相反関係公表のルールを有している。

さらに、米国においては、利益相反問題の深刻さを解消する方策のひとつとして、５

つの州とコロンビア特別区が、企業から医師への支払について、情報公開を可能とす

る法律を有し、現在は連邦議会において、連邦レベルでこれを実現する「医師への支

払サンシャイン法」（Physician Payments Sunshine Act）が審議されている。

�３ 日本においても、２００７年、インフルエンザ治療薬タミフルをめぐって、タミフルに

関連する研究を行う厚生労働省研究班の主任研究員の大学の講座に、タミフルを販売

する製薬企業から多額の寄付が行われていた問題が社会的な関心を呼び、これを契機

に、厚生労働省が利益相反を規律するルールを設定するための検討会等を設置した。
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そして、２００８年から厚生労働科学研究と、厚生労働省の各種審議会・検討会に関する

利益相反ルールが定められ、大学や学会においても利益相反ポリシーが定められるよ

うになりつつある。

�４ 利益相反関係が問題となるのは、専門家や専門家集団だけではない。患者団体やＮ

ＧＯも、製薬企業による資金援助がもたらす利益相反が問題とされ、活動資金源の公

表等が求められるようになってきている。

�５ 利益相反の規制の基本は公表により透明性を高めることであるが、消費者が公表さ

れる内容の意味を理解し、関心をもつことがその前提として必要である。

３ グローバリゼーションと途上国との格差

�１ 製薬産業の市場はグローバル化し、製薬企業は効率良く世界各国で承認を得て商品

を流通させることができるシステムを求めている。

その要請に応えるのがＩＣＨ（日米 EU 医薬品規制調和国際会議）である。ＩＣＨ

は、日本・米国・EU それぞれの医薬品規制当局と製薬業界代表で構成され、各地域

の規制当局（日本では厚生労働省）による新薬承認審査の基準を国際的に統一し、非

臨床試験・臨床試験の実施方法やルール、提出書類のフォーマットなどを標準化する

ためのガイドラインを作成している。ＩＣＨガイドラインが合意に至ると、各国はこ

れに従った申請を可能とするため、法的整備も含めた措置をとることとなっている。

ＩＣＨは、日本独自の遅れた対応の底上げをする点でよい役割を果たす場面もある

が、本質は新薬開発の効率化にある。医薬品の有効性や安全性の評価にかかわる重要

なルール設定が、患者や消費者の声が全く反映されないところで決定されていること

は問題である。

�２ このように先進諸国で、開発の効率化と市場の共有が進み、「メディカリゼーショ

ン」による医薬品の氾濫と過剰使用が行われる一方、発展途上国との格差はますます

広がっている。

途上国は、先進諸国の人々のための臨床試験の場となる一方で、生命を維持してい

くための「エッセンシャル・ドラッグ（必須医薬品）」さえ入手できないでいる。そ

して、皮肉なことに、医療資源の乏しい途上国で効率的な医療を実現するために生ま

れた「エッセンシャル・ドラッグ」に基づく医療という考え方は、医薬品が氾濫する

先進諸国で、医薬品の数を適切に絞り、使いこなしていくべきだという運動につなが

っているのである。

�３ 世界的視野で医薬品の消費のあり方を根本的に問い直すことが求められている。

４ 「迅速承認」とその弊害、制度改革の波

�１ 近時の医薬品をめぐるもう一つの世界的な流れは、「迅速承認」である。

特に、日本では、欧米で最初に開発・発売された新薬が日本で発売されるまでには、

約２．５年の差があると指摘されており、医薬品の実質審査に当たる独立行政法人医薬

品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）は、この「ドラッグ・ラグ」を２０１１年までに解消す

るという方針を掲げ、審査人員の増員を行っている。

�２ 確かに、臨床上の必要性、有効性、安全性が高い薬が迅速に市場に出ることは、国

民の利益にかなう。しかし、実際には、医薬品を早く市場に出すことに重点が置かれ

て承認審査における安全性の評価が疎かになる危険性があり、事実、医薬品の安全対
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策の重点は市販後にシフトしている。

米国では、「ユーザーフィー法」により、承認審査費用を製薬企業が拠出する一方

で、当局は、製品の９０％については１０ヶ月以内、優先審査医薬品は６ヶ月以内に承認

するよう求められているが、１９９２年～２００５年までに承認された３１３品目に関し、法定

期間後に承認された医薬品に比較し、２ヶ月早く承認された医薬品は、市場からの回

収が６倍、安全性警告の発令が４倍多いこと等が報告され、迅速な承認と安全性の確

保を両立させることの難しさを端的に示している。ＦＤＡ（米国医薬品食品局、日本

の厚生労働省に当たる）は、深刻な薬害事件（COX―２抑制剤事件等）多発のために

その規制能力が問われ、２００７年には、ＦＤＡ再生法が成立し、現在さまざまな改革が

行われ、迅速審査に陰りがみえている。

�３ ２００８年、薬害肝炎訴訟の基本合意に基づいて、厚生労働省に「薬害肝炎の検証及び

再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」が設置され、２００９年度も検討が継

続されているが、ＦＤＡの教訓にどう学ぶのかが問われている。

５ 増大する国民医療費とセルフメディケーション、規制緩和と一般用医薬品

�１ 高齢化社会に伴って増大する医療費を削減する対策のひとつとして、「セルフメデ

ィケーション」が推奨されている。言葉の本来の意義は、予防を重視した健康の自己

管理にあるが、一般用医薬品（ＯＴＣ）を適切に使用することで、医療費削減に寄与

するという位置づけで、一般用医薬品のマーケティングにも利用されている。背景に

は規制緩和政策があり、医療用医薬品とされていたものが次々と一般用医薬品となり

（「スイッチＯＴＣ」）、多くの一般用医薬品が薬局でなくても販売できる医薬部外品

となった。

�２ その一方で、２００６年、一般用医薬品の適正使用をはかるための薬事法改正が行われ

た（２００９年施行）。これまでも一般用医薬品の販売に際しては、薬剤師等の店舗への

配置により情報提供を行うことが求められていたが、現実には薬剤師等が不在であっ

たり、薬剤師等がいても情報提供が十分に行われていない実態があった。そこで、実

効性のある情報提供を実現するという観点から、一般用医薬品をリスクの程度に応じ

て３グループに分類し、薬剤師の他に、登録販売員という資格（都道府県の試験があ

る）を創設し、リスクの程度に応じた情報提供及び相談応需（相談があった場合の情

報提供）を求め、ラベル表示、陳列方法のルールなどについて、販売環境の整備がな

されることとなった。

�３ この改正に伴って、「対面販売」が確保できないインターネットでの一般用医薬品

の販売が省令により原則として禁止されることになった。これまでも医薬品の通信販

売は、厚生労働省通知により原則禁止されていたが、事実上広く行われていた。それ

が、今般の薬事法改正と一般用医薬品の販売制度の変更に伴い、省令で明確に禁止さ

れることとなったものである（但し、２年間の経過措置あり）。これに対しては、ネ

ット業者が反発したが、消費者団体等は、利便性と安全性は本来天秤にかけられない

と主張して禁止を支持した。

�４ 一般用医薬品といえどもリスクはある。これまでは、医薬品は対面販売による専門

家の適切な指導がなければ安全に使用できない特殊な商品であるということが軽視さ

れてきた。ネット販売をめぐる論争は、医薬品の特殊性と販売や消費のあり方を問い
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直す機会となった。

もっとも、この薬事法改正は、登録販売員という新たな資格を創設して、コンビニ

エンスストア等でも医薬品の一部を販売できるようにしたという点で、規制緩和の流

れにあり、情報提供と安全確保の実を挙げることができるかどうかは、今後の運用と

販売現場の対応、さらには消費者側の姿勢にかかっているといえる。

６ 薬価制度と後発（ジェネリック）医薬品

�１ わが国では国民皆保険制度と医療用医薬品の薬価制度を採用しており、製薬企業が

自由に価格を定めることはできない。新医薬品の価格は、既存の類似薬の薬価をもと

に算定され２年ごとに改訂され、医療費削減政策から、特許期間中といえども、改訂

する度に価格は引き下げられ、上がることはまずない。これにより、医療費は２％ず

つ毎年増加しているが、医療費における薬剤比率の伸びは２％以下で調整されている。

新薬開発に関する治験も、日本は実施に障害が多いという理由から敬遠され、韓国

やインドで行われるようになっていると指摘されており、製薬企業にとって、日本は、

新薬開発の場としても、市場としても魅力を失いつつある。２００４年の世界のベストセ

ラー上位１００位医薬品のうち、３１品目は日本の患者に届いていないと指摘されている。

そこで、製薬企業は、新薬の薬価は高く設定し、特許期間中は薬価改訂による切り

下げはせず、その代わり、特許期間後は大幅に薬価を引き下げ、後発医薬品への転換

を積極的にはかるという提案をしている。

�２ 後発医薬品への転換は、世界的にみると日本は特に遅れている。数量ベースで日本

は１９％（２００７年）であるのに対し、米国６３％（２００６年）、ドイツ・イギリスも５０％を

上回っている（２００６年）。

日本で後発医薬品への切り替えが進まないのは、医療保険により患者の自己負担分

が少ないことの反映として、安価な後発医薬品を患者が求めないことや、医療現場が

品質や、安定供給への不安をもっていることなどが原因であると指摘されてきた。

�３ このように薬価の問題は複雑な背景をもっている。しかし、製薬企業の求める価格

決定システムの見直しが、真に日本の患者に新薬を届けることにつながるのか、また

届けられようとしている新薬が本当に意味のある医薬品なのかを根本から問うことが

必要である。

７ 未承認薬問題

�１ 厚生労働省の２００８年度の実態調査によれば、未承認薬使用は７９成分に及び、未承認

薬の使用実績を持つ医療機関が３割以上、３０００床以上の病院では６割にも上っている。

未承認薬の使用といっても、海外で有効性と安全性の十分な根拠があり海外で既に

承認されていながら日本において承認を得ていない薬が個人輸入される場合や、治験

中の医薬品について治験に参加できない患者への提供が行われる場合、治験後の継続

使用、既に日本で承認を得た適応とは異なる適応によって使用する場合（適応外処方）

などさまざまである。

�２ ２００５年、厚生労働省に「未承認薬使用問題検討会議」が組織され、海外ですでに承

認されている国内未承認薬について、必要と判断したものについて企業に開発を促す

ということを行っている。また、厚生労働省の「有効で安全な医薬品を迅速に提供す

るための検討会」は、２００７年に、「重篤な疾患で代替治療法がないなどやむを得ない
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場合」は、未承認薬の製造・輸入・販売を限定的に認める「コンパショネート・ユー

ス制度」の導入を検討すべきとする報告書をまとめた。

�３ こうした厚生労働省の対応は、患者団体などの要望を踏まえたものであるが、果た

して真に必要性があるのか、安全性と有効性の根拠があるのかを問うことが必要であ

る。抗癌剤イレッサのケースでは、資金力にものを言わせたアストラゼネカ社の一方

的な宣伝や専門医らによるバランスを欠いた情報提供、これに依拠した報道等によっ

て、「安全性の高い画期的新薬」とのイメージが先行した結果、大量に使用され副作

用被害拡大の要因となったことを想起すべきである。

第３ 被害と救済

１ 医薬品被害の現状と特色

２００７年度に、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に報告された副作用報告数は、国

内症例３．２万件、海外症例９．５万件である。

しかし、副作用報告がなされない例もあるし、因果関係が不当に否定され副作用とさ

れないケースもあるから、被害の全貌が把握されているとはいえない。また、健康や生

命の安全が損なわれるだけではなく、進学や結婚、家庭生活や学校、職業などの中断と

喪失、人生そのものが破壊される場合もある。また、社会的な差別を伴い被害を一層深

刻にすることがある。

２ 被害救済とは

被害者にとっての真の救済は、医薬品の被害に遭う以前の健康状態、生活にできるか

ぎり近づけるということ、すなわち、原状の回復である。そのためには、金銭的な賠償

や補償だけでは十分でなく、治療方法の開発や、医療や介護の提供、社会的な差別の除

去など、さまざまな「恒久対策」が重要である。また、金銭賠償や補償についても、さ

まざまな課題を有している。

３ 損害賠償請求訴訟

�１ 集団訴訟

わが国では、薬害訴訟はそのほとんどが集団訴訟として争われてきた。

わが国の主な集団的薬害訴訟は別紙表２のとおりである。

�２ 集団的薬害訴訟の特色－訴訟手続と救済

集団的薬害訴訟においては、多数の被害者を広く救済するための工夫が重ねられて

きた。共通する工夫は、大要以下の点に収斂される。

一定の被害者数が集まったところで共同訴訟として提起する。その際、請求は包括

一律請求の形をとる。その後は、第２次提訴、第３次提訴という形で、訴状の請求の

趣旨及び請求原因を同じくする共同訴訟を提起し、前の訴訟との併合の上申をして、

同一部に係属させて併合する。審理に当たっては、違法性、過失、欠陥等に関する総

論の立証を共通して行い、個別の損害立証にあたっても、包括一律請求を意識して、

尋問を行う原告を限定し、陳述書を活用する等である。そして、結審は一定の提訴分

までについて行い、判決を受けるか否かの違いあっても、最終的には、被告と「確認

書」あるいは「基本合意書」を締結して、後述するように、責任の明確化と謝罪、個
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別救済ついての認定のルール、薬害防止や恒久対策に関する事項を定める。同一事件

について、複数裁判所に提起し、各訴訟の進行や内容について弁護団間で協議や調整

を行うことも少なくない。

�３ 集団的薬害訴訟の特色－政策形成機能

集団的薬害訴訟は、国に対しては国家賠償法、被告企業に対しては民法、製造物責

任法に基づく損害賠償請求として提訴されるが、賠償金の獲得に止まらず、責任の明

確化と謝罪、恒久対策、真相の究明と再発防止等を訴訟の目的に掲げ政策を形成する

機能を担ってきた。これは、被害者の思いや、真の救済を実現するために導かれる当

然の帰結ともいえるが、日本の集団的薬害訴訟の特色のひとつである。

別紙表３は、厚生労働省が検討会の配布資料において、集団的薬害訴訟と行政改革

の対応関係を整理した表である。悲惨な被害と集団訴訟に突き動かされてようやく制

度改善が行われるというシステム改革のあり方は決して本来の姿ではない。薬害防止

のために、行政や企業、医療現場のシステムのあり方を持続的に検証し見直していけ

る仕組みを構築することが必要である。

�４ 損害賠償請求訴訟の課題

ア 立証上の負担と立証責任についての考え方

薬害訴訟における、原告被害者側の立証上の負担は重い。

医薬品に関する情報が被告企業や国に集中している中で、医薬品の有効性や安全

性に関する情報を収集し、専門的な知見をふまえ分析をすることが求められるから

である。

本来、医薬品は有効性と安全性が備わって初めて承認され、市場に存在すること

が許される商品である。従って、薬害訴訟においても、有効性と安全性を立証する

責任は、国と企業にあるというべきである。

現在、医薬品の承認について規定した薬事法１４条は、２項において「次の各号の

いずれかに該当するときは、前項の承認は、与えない。」としたうえで、「イ 申請

に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、その申請に係る効能、効果又は性能を

有すると認められないとき。」「ロ 申請に係る医薬品、医薬部外品又は医療機器が、

その効能、効果又は性能に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品、

医薬部外品又は医療機器として使用価値がないと認められるとき。」等と規定して

いるが、この規定を改正し、積極的に国や企業に立証責任があることを明確にする

規定に改めるべきである。

イ 薬害事件における製造物責任法の限界

製造物責任法に基づく損害賠償請求事件としては、医療機器に関しては、ジャク

ソンリース事件（東京地判平１５・３・２０判時１８４６号６２頁）、カテーテル破損事件（東

京地判平１５・９・１９判時１８４３号１１８頁）、医薬品については、ＫＭ漢方薬事件（名古

屋地判平１６・４・９判時１８６９号６１頁）等（別紙表４参照）がある。

集団的薬害訴訟としては、薬害イレッサ訴訟が、製造物責任を問うはじめての訴

訟となった。このイレッサ訴訟において改めて浮き彫りになったのは、薬害訴訟に

おける製造物責任法の限界である。

わが国の集団的薬害訴訟は、前述のとおり、単に賠償金の獲得だけではなく、薬
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害再発防止や恒久対策などを目的に掲げて提起され、それ故に国を被告としてその

責任を明確にすることに大きな意義を見出してきたが、国の国家賠償法上の責任を

問うためには、従来どおり予見可能性を立証しなければならず、製造物責任法制定

前と同様の立証活動が求められる。また、設計上の欠陥は、有用性（有効性が危険

性を上回っていること）の問題に帰着し、指示警告上の欠陥についても、当時の知

見認識を離れて論じることができないという問題がある。現に薬害イレッサ訴訟で

は、従前の集団的薬害訴訟と同様の立証活動を強いられている。

ただ、設計上の欠陥の有無は、副作用発生時ではなく訴訟時点の知見によって判

断されるため、提訴時点で医薬品の有用性が否定され承認が取り消されているよう

なケース（過去の薬害事件ではそういったケースが多い）では、企業に対する責任

追及が、より容易になると思われる。

前記アで記載した薬事法１４条２項の改正が実現すれば、国賠法の責任追及のため

に結局製造物責任法制定前と同様の立証活動を強いられるという問題の克服が可能

である。

ウ 一時金の限界

これまでの集団的薬害訴訟では、健康管理手当等という位置づけで、恒久対策の

ために定期金による支払いが行われたことがあるが、多くの場合、損害賠償金もし

くは和解金は一時金として支払われてきた。しかし、一時金の適切な管理と使用の

問題や、被害者が若年で実質上親が賠償金を受領し管理する場合には、被害者自身

が成人して自力で被害者としての人生を送らなければならないときには賠償金が残

っていないなど、一時金による賠償の限界が指摘されている。

４ 副作用被害救済制度

�１ 制度の枠組

スモン訴訟と被害者等の運動の成果として、１９７９年９月に、改正薬事法とともに「医

薬品副作用被害救済基金法」が成立し、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構に

「医薬品副作用被害救済基金」が設立され、機構はその後何度かの改組を経て、２００３

年以降は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」（ＰＭＤＡ）となり、被害救済業

務を担っている。

この制度では、医療用一般用を問わず、わが国で承認を得た医薬品を適正に使用し

たにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被

害が発生した場合、給付が行われる（但し、１９８０年５月１日以降の使用）。２００４年に

は「生物由来製品感染等被害救済制度」が創設され、生物由来製品によって生じた感

染被害について救済給付が行われることとなったが、抗癌剤、免疫抑制剤などは救済

の対象にはならない。

給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養

育年金、死亡に対する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の７種類である（ＰＭＤＡのホー

ムページ http : //www．pmda．go．jp/kenkouhigai/help．html を参照）。

救済業務に必要な費用は、医薬品や生物由来製品の製造販売業者から納付される拠

出金によってまかなわれ、自社の製品が原因で健康被害が生じて給付が行われた場合

は、一般拠出金に付加拠出金が加わる。
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�２ 課題

ア 給付の基本的性格

現在の医薬品副作用被害救済制度に基づく給付の基本的な性格は、あくまで「見

舞金的性格」を持った特殊な給付とされ、このことが被害救済の充実を鈍らせてい

る。しかし、法律が成立した時の国会の付帯決議は、政府に対して、「医薬品の特

殊性を十分考慮しつつ、本救済制度に無過失責任を導入することについて、今後と

も検討を続けること」を要望し、格段の努力を払うことを求めていたのであるから、

製薬企業の社会的責任の重さに照らしても、この際、その基本的な性格を正面から

無過失責任補償であると位置づけ、被害救済の充実・強化を図るべきである。

イ 対象となる被害の程度・給付水準

副作用救済給付の対象となる健康被害、給付水準に限定を設ける合理的な理由は

見いだせない。結局、この給付の基本的性格を見舞金的性質のものとみていること

が影響しているものと思われるが、制度設計全体を見直し拡充を図るべきである。

ウ 除外医薬品等

２００９年現在、１２２の抗癌剤及び免疫抑制剤が除外医薬品となっている。

これらの医薬品は重篤な副作用が発生することが当初より予測されているという

のが理由であろうが、使用に当たって注意を払ってもなお副作用の発生は回避でき

ない場合があるという医薬品の特殊性に着目して制定された副作用救済制度の趣旨

に照らせば、抗癌剤も本来救済対象とされてしかるべきである。

生物由来製剤が救済対象であるのに、抗癌剤や免疫抑制剤を除外する説明は成り

立たない。

エ 周知徹底

２００７年の相談件数は７２５７件、ホームページアクセス件数は６３８４３件、救済申請９０８

件、決定数８５５（支給７１８）件である。全体に増加傾向にあり、広報に一定の成果が

あがりつつあるが、制度の周知にはほど遠い。一般用医薬品の外箱に記載するとい

う案などさまざまな提案が行われており、一層の工夫が必要である。

オ 認定の姿勢

２００７年度に申請された請求のうち、８ヶ月内の決定は７４．２％となっており、決定

までの時間は徐々に短縮されてきている。

しかし、認定には問題がある。薬剤投与後に添付文書等に記載された副作用が発

現した場合、救済申請に対して原則として支給決定がなされるべきであるが、国の

政策によって支給・不支給の判断が歪められているケースがある。

たとえば、タミフルの服用後に異常行動により患者が死亡した事例がその典型で

ある。タミフルの添付文書には、精神・神経症状の副作用として「精神・神経症状

（意識障害・異常行動・せん妄・幻覚・妄想・痙攣等）が現れることがあるので、

異常が認められた場合には投与を中止し、観察を十分に行い、症状に応じて適切な

処置を行うこと」と記載され、異常行動という副作用が明示されている。従って、

タミフル服用後に異常行動がみられた場合、支給決定がなされて然るべきである。

ところが、機構は「判定不能」等としてタミフルを原因薬剤として認めずに不支給

決定をしており、他の薬剤で緩やかな認定がなされているのに比して、奇異な感を
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否めない。このような機構の判断に対しては、タミフルの備蓄政策の影響が指摘さ

れている。タミフルは政府が既に大量の備蓄を決定しており、異常行動などの重大

な副作用が国内外に知れ渡ることは政府として極めて不都合で、そのため因果関係

を否定したとの指摘である。副作用の認定に際し政策的判断が介入することは、国

民の健康をおびやかすことになりかねず、判定の客観性・公平性の確保は不可欠で

ある。

５ 恒久対策

�１ 恒久対策の位置づけ

薬害被害者は、単なる損害の賠償にとどまらず、治療体制の整備や将来の生活保障

といった「薬害被害者が安心して暮らせる体制作り」を求めており、これが「恒久対

策」である。

�２ 各集団訴訟における恒久対策

恒久対策は、国及び製薬企業の加害責任に基づき、実現されなければならない。

過去の薬害事件においては、恒久対策として以下の点等が求められてきた。

�最善の医療を受ける機会の保障（医療体制の整備と医療費負担の軽減）

�金銭給付・援護による将来の生活保障

�差別偏見等の社会的障害を除去することによる人権の回復

�これらを実現するための法律の制定

その結果として具体的に実現したものは、例えば以下のとおりである。

ア サリドマイド事件

加害製薬企業の拠出金による財団法人サリドマイド福祉センター（財団法人いし

ずえ）の設立・運営と、同財団による健康管理事業、研究・資料収集等。

イ スモン事件

恒久対策に関する厚生省とスモンの会連絡協議会との継続的協議。国によるスモ

ン総合対策。健康管理手当・介護手当の支給。合併症を含めた治療の無料化。

ウ 薬害エイズ事件

厚生省における原告との継続協議。発症者健康管理手当と健康管理費用の支給。

ＨＩＶ感染症の医療体制の整備。身体障がい者福祉法上の身体障がい者認定。

エ 薬害ヤコブ事件

厚生労働大臣と原告との継続的協議。生存患者療養手当の支給。支援機構（ヤコ

ブネット）の設立。適切な医療提供の努力。

オ 薬害肝炎事件

厚生労働大臣と原告・弁護団との継続的協議。国によるウイルス肝炎総合対策。

インターフェロン治療費の助成。肝疾患診療ネットワークの構築。身体障がい者福

祉法上の身体障がい者認定基準の見直し。

�３ 課題

これまで、薬害被害者による粘り強い交渉により、恒久対策は一定の範囲で実現さ

れてきた。しかし、恒久対策の具体化が将来の協議に委ねられると、加害者側の不十

分な対応によって協議が暗礁にのりあげてしまう危険が常に存在する。また、交渉が

長期化する中で事件が風化し、対策が後退する危険もある。被害者団体だけではなく、
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国民による不断の監視が必要である。

第４ 再発防止

１ 現在の承認制度及び市販後安全対策の概要

�１ 承認制度

新薬の製造販売までの流れは別紙表１のとおりであり、承認を得ようとする製薬企

業は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）を経由して厚生労働大臣に

申請を行い（薬事法１４条１項、１１項）、同機構（ＰＭＤＡ）が審査を行って審査報告

書をまとめ、その報告書に基づいて薬事・食品衛生審議会が承認の可否を審議し（法

１４条の８、審議会にはＰＭＤＡの審査担当者が出席し、審査結果について適宜説明す

る）、これを受けて厚生労働大臣が承認するという流れとなっている。

承認の際、市販後に追加の臨床試験を行うことや、一定の市販後安全対策を行うこ

とを承認条件として承認される例が、近年増加している。

なお、「希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器その他の医療上特にその必要性が

高いと認められるものであるとき」には、その審査を他の医薬品又は医療機器の審査

に優先して行うことができるとされているが、その場合も、優先して審査が行われる

というだけであって、審査手続そのものが簡略化されるわけではない。

�２ 市販後安全対策

治験（承認申請に用いるデータの取得を目的とする臨床試験）では、数的にも質的

にも対象患者を限定せざるを得ないため、市販後多様な患者に使用されたときに、治

験では予期できなかった副作用が発生することを避けることはできない。そこで、承

認後も引き続き新薬の安全性を調査する市販後安全対策（ＰＭＳ）が必要となり、次

のような制度が設けられている。

ア 安全性に関する情報の収集

製薬企業及び医師、薬剤師等の医薬関係者は、医薬品による副作用・感染症が疑

われる症例について、厚生労働大臣への報告が義務づけられており（医薬品副作用・

感染症等報告制度）、また血液製剤等の生物由来製品については、製薬企業は、生

物由来製品の感染症に関する情報を収集し、半年ごとに厚生労働大臣に報告しなけ

ればならないとされている（感染症定期報告制度）。

このほか、承認条件に基づいて、全例調査、特定使用成績調査（たとえば小児な

ど特定の患者群に対する使用成績を調査するもの）等が必要に応じ行われる。

イ 収集情報に基づく安全対策措置

以上のような制度により収集された情報を評価し、必要に応じて、承認取消、承

認事項の変更、使用上の注意の改訂等の安全対策措置がとられる。

そして、これらの安全対策措置に関する情報を医療現場等に伝達する手段として、

その重大性・緊急性に応じ、厚生労働省緊急ファックス情報（登録医療機関に対し

て厚生労働省から直接ＦＡＸ送信）、緊急安全性情報（製薬企業が医療機関に文書

を配布）、医薬品・医療機器安全性情報（ＰＭＤＡのホームページ等に掲載）など

の方法がとられる。
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ウ 市販直後調査

製薬企業の医薬情報担当者（ＭＲ）が医療機関に情報提供を行い、適正使用と副

作用・感染症報告の徹底を促すもの。新医薬品の市販開始直後６か月間行う。

エ 再審査

新医薬品の承認から一定期間（通常８年）経過後に、市販後に得られた知見に基

づいて、当該新医薬品の有効性・安全性を確認する制度である。この再審査を経た

医薬品は有効性・安全性が確立したものとされ、これと同成分の後発医薬品（ジェ

ネリック）が臨床試験に関する資料を提出せずに承認を受けられるようになる。逆

に言えば、再審査期間中は後発医薬品の承認申請が事実上できないため、再審査期

間は先発医薬品の保護期間として機能している。

オ 再評価

医学薬学の進歩に応じ、最新の知見に基づいて医薬品の有効性・安全性を見直す

制度である。厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、必要に

応じ随時医薬品の再評価指定を行う。

２ 行政システム上の問題点と改革案

�１ 承認制度

ア 厳格な承認審査

薬害事件を防止するためには、承認審査において有効性と安全性を厳格に評価し、

危険な医薬品を市場に出さないことが重要であることはいうまでもない。過去の薬

害事件でも、承認審査段階で示されていた危険性情報を軽視したことが被害発生の

要因となっている。

危険性情報は、「予防原則」に立脚し、臨床試験はもとより、臨床試験外の使用

がある場合（例えば海外での人道的使用など）に現れた副作用情報も広く考慮の対

象とし、医薬品と有害事象との因果関係を安易に否定しない姿勢で臨むことが重要

である。

イ 承認審査と市販後安全対策の連携

承認を与えられた医薬品であっても、有効性や安全性に多くの課題を残して承認

される医薬品もあれば、そうでない医薬品もある。また、その「課題」の内容も医

薬品によって異なる。そのため、全ての医薬品について等しく適用される安全対策

だけでは不足がある。

現在、承認段階で残された課題について、市販後に追加の臨床試験や調査を行う

などの「承認条件」を付して承認するという運用が行われているが、そのような場

合には、承認条件を重視した安全対策が必要である。また「承認条件」を付す必要

があるとまでは判断されない場合であっても、市販後も引き続き注意していくべき

課題を「市販後安全対策の重点項目」として承認時に公表し、その後の検証の経過

も適宜公表するシステムを導入すべきである。

これにより、市販後安全対策の充実とともに、新薬を使用する際の留意点を医療

関係者や消費者に情報提供することができる。

ウ 「承認条件」の内容・期限・効果の明確化

承認条件付承認は、審査期間の短縮と連動して増える傾向にあると指摘されてい
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るが、「条件」といいながら、その法的意味は明らかではなく、承認条件とされた

臨床試験が速やかに実行されなかったり、臨床試験で主要目的を達成できなかった

にもかかわらず承認が維持されている例が見受けられる。これでは、承認条件は、

有効性・安全性の検証が不十分な医薬品を市場に出すための単なる「免罪符」とな

りかねない。

承認条件を付して承認する場合には、承認条件の具体的内容、条件を満たすべき

期限、期限までに条件を満たせなかった場合の効果を、承認時に明確にし、条件を

成就できなかった場合の扱いも厳格にすべきである。

エ 添付文書の見直し

添付文書の記載要領は、ソリブジン事件を契機に全面的に改定され、簡潔に、で

きるだけ具体的な情報を提供することや、海外情報も重視することなどが求められ

るようになった。

しかし、現状では、危険性についてのわかりやすく具体的な記載は徹底されてお

らず、また同一の企業が同一の医薬品について作成した添付文書でありながら、海

外の添付文書に比べ日本の添付文書では危険性の警告が弱められている例も少なく

ない。審査報告書で指摘された危険性が添付文書に反映されていない例もある。

現在、添付文書の改訂等の指導は行われているが、添付文書の内容自体は承認事

項となっていない。添付文書の内容も承認事項として審査の対象とし、添付文書の

位置づけや記載要領全般について見直すべきである。

オ 審査手続の透明性を高めるための制度整備

承認審査過程を透明化することは、審査の充実を促すとともに、第三者による批

判的検討を可能にし、審査の適正化を図るためにきわめて重要である。

現在は、承認後に「審査報告書」と「承認申請資料概要」が公表されるシステム

となっているが、記載内容は十分とはいえず、公表も迅速ではない。

（ア）審査過程に公開の契機を増やす

新しい作用機序の医薬品や危険性の高い医薬品などについては、承認前に、公

開で検討する機会が設けられてしかるべきである。

（イ）審査報告書の記載充実、早期公表

従来、動物実験での異常や臨床試験段階で得られていた有害事象症例について、

医薬品との関連性を安易に否定し、危険性のシグナルを軽視することが市販後の

被害の拡大を招いてきた。現状は、審査報告書に、承認までの有害事象報告や副

作用報告に関する症例数等の全貌、及び症例を審査においてどう検討したのかが

十分に記載されているとはいえない。これを改善し、審査報告書の早期公表を行

うべきである。

（ウ）専門委員についての透明性を確保する

審査過程において、専門医からなる専門委員の意見を聴取し、協議することが

可能とされているが、審査に関与した専門委員の氏名及び申請企業との利益相反

関係を審査報告書に明記し、協議内容についても議事録等を整備するなどして透

明性を高めることが必要である。

カ 広告規制の全面的な見直し
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薬事法上は承認前の医薬品の宣伝は禁止されているが、プレスリリースや医師の

対談記事等の形式で、医学情報の提供であると称して、薬事法で禁止された実質上

の宣伝が承認前から行われている。啓発や教育の名の下に行われながら、実質的に

は宣伝広告を目的とした企業の情報提供は、いきおい、有効性を強調するものとな

り、添付文書等による危険性の注意喚起の効果を弱めることとなる。

宣伝広告の定義を含め、広告規制のあり方全般を見直すべきである。

�２ 市販後安全対策

ア データベースの構築

現在の制度では、市販後の薬の使用患者数が把握されるシステムが構築されてい

ないために、因果関係の有無や危険性を判断するために必要な副作用の発症頻度を

知ることができない。そこで、レセプト情報を活用し、当該医薬品の使用状況と有

害事象との関係を把握できるデータベースを構築すべきである。また、当該データ

ベースは、副作用被害が発生した際の追跡調査や本人への告知を可能とするため、

医療機関を通じて医薬品の使用者が特定できるものとすべきである。

イ 患者からの副作用報告制度の導入

副作用報告制度については、医師・医療機関等の報告義務（努力義務）が定めら

れるなど強化がはかられているが、十分とはいえない。患者が直接公的な副作用報

告を行うことができる制度を導入すべきである。

ウ 再審査期間と安全対策

新薬の再審査期間は、２００７年４月、従来の原則６年から原則８年に延長され、そ

の目的は『安全対策の更なる充実強化』とされている。しかし、前述のとおり、再

審査期間は事実上先発医薬品が市場を独占できる期間として機能しており、再審査

期間の延長の真の目的は先発医薬品の保護にあるとみられている。

再審査期間は、未だ有効性・安全性の不確かな新薬の「仮免許」の期間であるな

どと説明され、再審査は新薬が有効性・安全性のチェックを受ける最初の節目であ

る。したがって、再審査期間の延長は、有効性・安全性のチェックの先送りの意味

を持っており、有効性・安全性が確立されないまま新薬が使用される期間が延びる

ことになる

再審査期間は延長前の原則６年に戻すべきである。

エ 情報公開

外部の第三者の監視を可能とするため情報公開をはかる必要があることは、当然

のことながら市販後にも当てはまる。承認条件として義務づけられた調査を初めと

して、市販後に行われる諸調査の結果は速やかに公表されるべきである。

オ 不確定な危険性情報（グレー情報）を公表する制度の導入

従来の薬害では、危険性を示す情報がありながら、薬剤との因果関係が明確では

ないとの理由の下に公表されず、被害の拡大を招いてきた。

医薬品の安全性に懸念が生じた場合には、因果関係についてなお調査・検討を行

っている場合でも、その結果を待つことなく、積極的にその時点で得られている危

険性情報を公表する制度を導入すべきである。

カ 審議会等における委員公募制の導入
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医薬品の市販後安全対策については、現在、薬事・食品衛生審議会安全対策調査

会等において専門家による審議が行われているが、委員の人選は全て厚生労働省が

行い、選任手続も不透明であり、厚生労働省の政策に批判的な立場をとる人物を排

除することも可能となっている。これら審議会等の委員（当初は委員の一部でもよ

いであろう）の人選に公募制を導入するとともに、その選考過程を透明化し、審議

会等の第三者性を高め多様な意見を反映させるべきである。

�３ 第三者監視組織の創設

ア 第三者監視組織の必要性

厚生労働省や独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）が、医薬品の安

全性と有効性について、製薬企業をチェックし、有効かつ適切に規制できるように

薬事行政システム全般を改善すべきことは当然の前提である。しかし、厚生労働省

を中心とした従来の薬事行政システムでは薬害の再発を防ぐことができなかったと

いう事実に鑑みれば、薬事行政を扱う機関とは別の第三者の立場から、医薬品の安

全性確保が適切に図られているかを監視・評価する機関の創設は不可欠である。

イ 日弁連第４１回人権擁護大会決議

この点、日弁連は、第４１回人権擁護大会（１９９８年９月１８日）において、「国民の

生命と健康を脅かす疑いのある医薬品について、国民が国に対し、販売中止や回収

等の緊急命令等の発動を求めうる申立制度を創設し、国の応答義務や説明義務を含

めた手続規定を整備する。」こと、及び「国や製薬企業による医薬品の安全確保が

適切になされているかどうかを監視するため、調査・勧告権限を持ち、市民が委員

として参加する機関を創設する。」と決議したところである。

ウ 「薬害肝炎の検証及び再発防止に関する医薬品行政のあり方検討委員会」提言

２００８年度、厚生労働省の「薬害肝炎の検証及び再発防止に関する医薬品行政のあ

り方検討委員会」は、第三者監視組織の創設とオンブズマン制度の創設を盛り込ん

だ第一次提言を公表し、具体的に以下のように述べている。

「厚生労働省が実施する医薬品行政については、総務省、財務省、独立行政法人

評価委員会や独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の運営評議会など

による評価が行われているが、これらの評価機能には限界があることから、新たに、

監視・評価機能を果たすことができる第三者性を有する機関を設置することが必要

である。その評価の対象には、医薬品行政の在り方全般の評価に止まらず、個別の

安全対策等を含めること、提言・勧告権限や調査権限を有すること、国民の声を反

映させる仕組みを備え、第三者的な立場から勧告等を行える機関であることが必要

である。」

提言が指摘するように、この監視組織に国民の声を反映させることが、「消費者

市民社会の実現」という観点からしても必須の要件である。そのためには、第１に、

この機関の役割を踏まえれば、構成メンバーに、薬害被害者、薬害被害者の推薦す

る専門家、弁護士など薬害の悲惨さを知り、規制当局に対して批判的な視点をもつ

ことのできるメンバーが含まれることが必要である。第２に、市民団体や副作用被

害者、患者からの情報や要望が反映されやすい仕組みをもつことが必要である。

実効性のある組織として如何に具体化するかが課題である。
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�４ 消費者庁との関係

医薬品規制に関する基本的な法律は薬事法であるが、薬事法は消費者庁の所管に現

段階で含まれていない。製造物責任法等取引分野の法に関連して、消費者庁が医薬品

の問題に関与する余地は残されているが、消費者庁の役割として議論されてきた消費

者保護のための規制当局のシステムの見直しについては、薬事行政の改革として医薬

品にふさわしい形で前記「薬害肝炎の検証及び再発防止の関する医薬品行政のあり方

検討委員会」で議論され、同委員会が２００９年４月に公表した「第一次提言」にも盛り

込まれており、当面は医薬品に特化した組織の改革が優先課題である。

なお、上記�３で述べた第三者監視組織は、消費者庁との関係でいえば、「消費者委

員会」に匹敵する機能を果たすものといえ、「消費者委員会」の医薬品特化版という

位置づけとなる。この第三者組織は、内閣府に置くことが検討されているから、「消

費者市民社会」の実現に向け、消費者庁の消費者委員会の活動と有機的に連携するこ

とも期待される。

３ 医療現場の改革

�１ 医療機関ないし医師の責任

わが国の薬害訴訟では、国及び製薬企業の法的責任の追及が行われる一方で、早期

解決の観点から医療機関ないし医師の責任が訴訟上問題とされたことがほとんどなか

ったからか、薬害についての医療機関及び医師の責任や役割についての議論が不十分

である。薬害防止の観点から、医療現場における医療機関ないし医師による安全対策

のあり方も検討すべきである。

�２ 医療機関の取り組みの強化

ア 現行法における医薬品安全管理体制

病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、

従業者に対する研修の実施、その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の

安全を確保するための措置を講じなければならないとされ（医療法６条の１０）、２００７

年からは、医薬品安全管理責任者の設置、職員研修の実施、医薬品の安全使用のた

めの業務手順書の作成及びこれに従った業務の実施、医薬品の安全使用のための情

報収集等を行わなければならないとされている（同施行規則１条の１１）。そこで、

薬害防止の観点からは、医療機関は、その運用として、以下のとおり医薬品安全管

理体制を整備し、強化できるよう工夫する必要がある。

イ 医薬品安全管理責任者の活用と薬事委員会

医薬品安全管理体制を確立するためには、上記医薬品安全責任管理者が、医療機

関内の薬事委員会を通じて医薬品の安全性に関する情報を収集し、トップダウンで

医療機関内に情報伝達が行われることが望まれる。

現在、多くの病院においては薬事委員会が存在し、当該病院において購入・使用

する薬剤の採否を決定しているが、医薬品の有効性・安全性の評価は十分に行われ

ていないのが実情である。そこで、医薬品安全管理責任者が、その責任において薬

事委員会をして、添付文書や最新のデータ、厚生労働省や独立行政法人医薬品医療

機器総合機構（ＰＭＤＡ）からのメール配信等から得られる医薬品の安全性に関す

る重要な情報を入手すること、薬事委員会に評価部門を設置してこれらの情報を検
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討し、その結果を院内に伝達し周知することを求めるシステムを導入すべきである。

ウ 副作用情報の院外報告体制

薬事法上、薬局開設者、病院、診療所等の医薬関係者は、医薬品による副作用事

例を知った場合で、その拡大を防止するために必要であると認めるときは、厚生労

働大臣に報告する義務がある（薬事法第７７条の４の２第２項）。

この直接報告を充実させるため、医療機関内の副作用情報を一元化的に管理・評

価して報告するシステムを構築することが必要である。

エ 薬害防止研修の実施

２０００年以降の全国薬害被害者団体連絡協議会（以下、「薬被連」という。）と文部

科学省の協議及び２００２年の薬害ヤコブ病訴訟における和解確認書の結果、文部科学

省は、全国の医学・歯学・薬学・看護学教育において、薬害被害者を講師とする授

業を含む薬害防止教育を推奨してきた。その結果、実際に薬被連から被害者を講師

として大学に派遣して、被害者の声を通した医学・薬学分野における薬害教育は、

一定の成果をみせている。しかし、２００６年の医療法改正後、医療機関において医薬

品安全研修が行われることとなったが、薬害についての研修は十分には行われてい

ない。

薬害防止の観点からは、上記医薬品安全管理体制を実効的なものとするため、医

師・薬剤師はもとより、それ以外の職員に対しても薬害被害者を講師とした研修を

実施すべきである。

４ 情報公開請求

�１ 情報公開の現状

近年では、インターネットの普及により情報の流通量は飛躍的に増大し、情報に対

するアクセスも格段に容易となった。医薬品の分野にも当然変化は及んでおり、イン

ターネット上において、審査報告書、申請資料概要（新薬承認情報集）、薬事・食品

衛生審議会の議事録・資料、副作用報告症例の概要、市販後調査の結果等々、医薬品

に関する様々な情報が公表され、ネットを利用する誰にでも入手可能となっている。

しかし、医薬品の有効性・安全性の核心にかかわる情報については製薬企業のガー

ドはなお堅く、むしろ知的財産権保護を強調することにより秘密主義はより強まって

いるとさえいえる。たとえば、かつての公表要件制度の下では当たり前のように公表

されていた臨床試験の参加医療機関名や臨床試験の実施期間などは、申請資料概要で

は企業の営業秘密であるとして非公表となっている。このような知的財産保護の要求

は外国メーカーから特に強く、情報公開を後退させる要因となっている。

�２ 情報公開制度の運用状況

企業が知的財産保護を理由に情報公表を制限している状況下での医薬品情報の収集

手段として、情報公開法に基づく情報公開制度の役割が期待されるが、厚生労働省の

情報公開に対する姿勢もきわめて消極的であり、情報公開制度が十分機能していると

は言い難い。厚生労働省は非開示事由該当性をきわめて広く認める傾向にあり、製薬

企業が非公表としている情報は、たとえ情報公開請求を行っても、情報公開法５条２

号イ（法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報）に該

当するとして非開示となる。
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厚生労働大臣による不開示処分が内閣府情報公開審査会の答申により否定された例

として、「医薬品副作用・感染症症例票」のうち、「患者の年齢」、「職業」、「症状及び

処置等の経過等」、「担当医等の意見」など、症例報告として意味のある部分の大部分

を非開示（黒塗り）とした処分に対し、審査会答申により非開示とされた部分のほと

んどを開示すべきとされた事例や、薬害肝炎の原因薬剤であるフィブリノゲン製剤の

納入先医療機関を非開示とした処分に対し、審査会答申でこれを開示すべきとされた

事例などがある。特に後者では、フィブリノゲン製剤の投与を受けた可能性のある患

者が、自らの肝炎感染を自覚し早期に治療を開始するため必要であるとして、審査会

答申は「人の生命、健康等に対する被害等が発生することを防止するための必要性は

きわめて大きい」と指摘している。厚生労働省は、いわゆる薬害肝炎の被害の広がり

が明らかになることを防ぐという自己保身の目的のために、国民の生命・健康の保護

を蔑ろにしようとしたとの批判を免れないであろう。

�３ 情報公開請求訴訟

医薬品情報に関する開示の当否が訴訟において争われた事例としては、抗がん剤イ

レッサの臨床試験報告書についての情報公開請求訴訟がある。同事件では、１審（東

京地裁）、２審（東京高裁）とも、法５条２号イ該当性を認める一方で、法第５条第

２号但書（人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であ

ると認められる情報）該当性についてきわめて厳しい要件を設けてこれを否定し、臨

床試験報告書を全部不開示とした厚生労働大臣の処分を適法とした（上告受理申立不

受理により確定）。

しかし、同じ文書について、薬害イレッサ賠償請求事件において文書提出命令の申

立がなされ、文書提出命令が発せられている（大阪地裁）。

情報公開法では訴訟手続におけるインカメラ審理が明文上定められていないため、

情報公開請求訴訟においては裁判官が文書を見ることなく判断を下しているのに対し、

文書提出命令申立事件では、裁判官が文書の内容を見た上で提出命令を下している点

が注目される。

�４ 情報公開制度の問題点

上記のとおり、現在、厚生労働省は情報公開にきわめて消極的である。情報公開審

査会に対する異議申し立てを経て開示に至るケースはあるが、それは請求者に多大な

労力と時間を要求することになる。厚生労働省は、国民の生命・健康の保護に軸足を

置き、医薬品の有効性・安全性に関する情報を積極的に公開すべきである。

また、そもそも非開示事由該当性が緩やかに判断される一方で、公益上の理由によ

る開示条項が機能しないのは、規定の文言に起因する面もあるから、非開示事由該当

性に関する規定を見直すべきである。

さらに、裁判官が文書の記載内容を見ずに非開示事由該当性を判断する現在の制度

では、適切な判断は困難である。特に、全部不開示とされた場合には、どのような文

書なのかすら具体的にイメージできないまま裁判官が判断を下すことになる。情報公

開訴訟にインカメラ審理を導入すべきである。

５ 教育

�１ 専門家
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薬事行政システムを如何に改革しても、医療現場で医薬品を選択し使用する医師が、

医薬品を評価する公正な視点と、医薬品評価に関する知識を有していなければ薬害は

なくならない。

医学部・薬学部・看護学部において、まず、薬害の歴史やその原因について学ぶカ

リキュラムを充実させる必要がある。薬学部のカリキュラムにようやく薬害について

学ぶことが組み込まれるようになったが十分ではない。全国薬害被害者団体連絡協議

会が薬害被害者の話を聴くカリキュラムを組むように文部科学省を通じて全国の医学

部、薬学部に要請している。

また、医薬品を処方する医師やこれを扱う薬剤師が医薬品の安全性に疑問をもった

とき、どのように調査し、評価すべきかについて実践的に学ぶことのできるカリキュ

ラムを医学部・薬学部に設けることも必要である。

加えて、薬害を防止するという観点から、医薬品評価を行える専門家を育成するこ

とも十分でない。日本の大学の薬剤疫学講座は極めて限られており、それも企業の寄

付で成り立ついわるゆる「冠講座」が大半である。国が公的資金を投入して専門家の

育成に力を入れるべきである。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）や業界団体は、人材不足という

理由から、医薬品の承認審査を行う同機構（ＰＭＤＡ）に製薬企業出身者を採用した

いという要望を繰り返し出しており、薬害被害者らがこれに反対して採用を制限して

いる。専門家を本格的に育てるための取組をしなければ、承認制度自体の根幹が揺ら

ぐことになる。

�２ 消費者

本章第１及び第２で述べたように、消費者や患者は、医療用医薬品はもとより、一

般用医薬品との関係においても、企業の圧倒的な宣伝のもとに置かれている。

にもかかわらず、消費者が医薬品の商品特性や適正な使用等について、系統だって

学ぶような機会はほとんどないに等しい。

全国薬害被害者団体連絡協議会は文部科学省に対し、ハンセン病の啓発のパンフレ

ットと同様のパンフレットを作成して活用することを提案しているが、まずは、初等・

中等教育において、薬害の歴史やその原因、医薬品の安全性や適正使用についての基

本的知識、情報の入手方法、医薬品副作用被害救済制度、患者の権利などについて、

総合的に学ぶことができるようなカリキュラムを用意すべきである。

６ マスコミ

マスコミは、副作用情報等を広く知らせることによって薬害防止に積極的な役割を果

たし、また、集団的な薬害訴訟事件の解決時には、被害実態を報道することによって解

決の機運を高める役割なども果たしてきた。

しかし、その一方で、被害の拡大に加担することとなった例も少なくない。薬害スモ

ン事件では、科学的に誤ったウイルス説を新聞が報道したことによって社会的な差別偏

見が広がり自殺者まで生んだ。薬害エイズ事件でもいわゆるエイズパニックを引きおこ

し差別偏見を助長した。最近では、薬害イレッサ事件において、製薬企業のマスコミを

ターゲットにした宣伝戦略が功を奏し、基幹新聞がこぞって「副作用のない夢の新薬」

という報道を行い、被害を拡大した。
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マスコミは、こうした現実を見据えて公正な報道を行うことが求められている。

第５ 消費者団体等

１ 各種団体

医薬品に関連する問題を扱っている団体には、各種患者団体、薬害被害者団体、薬害

監視団体、患者の権利法をつくることを目的とする団体、消費者団体、薬害訴訟の支援

団体などがある。また、薬害防止を主要な活動目的に掲げる医療専門家集団や弁護士集

団もある。このうち薬害防止に特化して活動する団体は別紙表５のとおりであり、毎年

８月に開催される「薬害根絶デー」には厚生労働省前に結集するなどの連携関係を築い

ている。

２ 専門性と消費者・患者

医薬品は、本章第１「医薬品の特性」において述べたような商品特性を有している。

そのため、個別の医薬品の評価や、薬害防止のシステムのための制度の評価や提言ひと

つとっても、専門的な観点に基づく分析が必要となり、専門家の援助を必要とする。

しかし、専門家集団が医薬品被害の防止に無力で、加害者に加担することも少なくな

かったということもわが国の薬害の歴史が教える教訓である。加えて本章第２「医薬品

をとりまく環境」において指摘したとおり、産学連携推進の国策と圧倒的な資金力を背

景にした製薬企業のマーケティング戦略によって、医師と製薬企業の経済的結びつきは

ますます強くなっている。

従って、専門家に依存せず、患者や消費者が主体となって活動しつつ、消費者や患者

の側に立つ医師や研究者、薬剤師、弁護士ら専門家との連携や、専門的立場から行われ

るサポートを生かすことが、一層強く求められている。
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第３章
製品の安全

第１ 現状と展望

平成７年７月１日から製造物責任法が施行された。しかし、いまだ欠陥製品による事故

の被害者が迅速・適切に被害救済を受けられる状況になったとはいえない。

具体的には、�製造物責任法や民事訴訟法が、被害者（消費者）側に欠陥や損害の主張・

立証責任を課しているだけでなく、裁判手続そのものにおいて、消費者の視点に立った運

用がなされていないこと、�被害者の救済のために、裁判制度のほかに弁護士会や業界団

体が設置したＰＬセンター等において裁判外紛争解決制度（ＡＤＲ）が導入され、その成

果が現れ始めているが、まだまだ改善の必要があること、�製品に関する情報の大半を保

有する製造業者等から必要な情報がなかなか収集できない状況を是正する方策が用意され

ているとはいえないこと、�行政機関等が保有する情報を公開する制度や公益通報者を保

護する制度が整備されてきたが、いまだ十分な運用がなされていないこと、�製品に欠陥

や不具合が発見された場合に製造業者等によってリコールが実施されることが多くなって

きたが、製造業者等がリコールの必要性を認めようとしない、事故を隠して故意にリコー

ルを回避する、リコールを行う費用が捻出できないという問題が少なからず存在すること、

�被害者（消費者）のための原因究明機関の存在が必要不可欠であるところ、独立行政法

人製品評価技術基盤機構を中心にようやく制度が確保され始めたが、全国の消費者が容易

にアクセスできる状況には未だほど遠い状況にあること、�消費者安全法は、製品等に関

する事故情報を消費者庁に一元的に収集するシステムを予定しているが、事故情報が確実

に消費者庁に収集されるのか、収集された事故情報が消費者に開示されるのかについて検

討すべき課題は未だ多いこと、�独立行政法人国民生活センターが構築を進めている事故

情報データバンクは、消費者がアクセスしても事故情報の基本的な内容を入手できないこ

と、など多くの課題を残している。

また、上記のように迅速・適切な被害救済が図られていない結果として、こんにゃくゼ

リーによる窒息事故やガス瞬間湯沸かし器による一酸化炭素中毒事故に見られるように、

製品事故の未然防止・拡大防止も十分に図られておらず、同種の重大な被害が繰り返し発

生するという状況が続いている。

第２ 製造物責任法の制定過程

１ アメリカ合衆国、ＥＣにおける欠陥責任（厳格責任）の確立

欠陥責任、すなわち、製造業者等の過失の有無に関わりなく製造した製造物に欠陥が

あった場合には、欠陥により生じた損害を賠償する義務があるという考え方は、１９６０年

代にアメリカ合衆国の判例法において確立した。その後、１９８５年に欠陥製造物について

の責任に関するＥＣ閣僚理事会指令（ＥＣ指令）が採択されたのを機に、世界各国の法

制度において欠陥責任の考え方が取り入れられるようになった。
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２ 日本における欠陥責任導入の過程

日本においても、１９７０年代後半以降、欠陥責任を導入する製造物責任法の制定を求め

る声が高まっていった。しかし、産業界側の根強い抵抗があり、その実現までには以下

のような法制定に向けた各界における活動と、現実に機能するより良い法律の制定を求

める消費者の粘り強い運動が必要であった。

１９９０年 私法学会報告書グループによる製造物責任法の提案

１９９１年３月 日弁連による製造物責任法要綱の発表

１９９１年５月 「消費者のための製造物責任法の制定を求める全国連絡会」の結成

１９９３年１２月 国民生活審議会からの報告、法制審議会民事法部会財産法小委員会から

の意見、細川政権の連立与党内にプロジェクトチームの設置がなされた。

日弁連は、こうした動きに対して、欠陥概念の定義のあり方などについ

て消費者の立場から厳しい批判と具体的提言を提出した。

１９９４年４月 製造物責任法案が閣議決定され、第１２９回通常国会に上程される。

１９９４年６月 全会一致で可決成立した。

１９９４年７月１日 公布

１９９５年７月１日 施行

第３ 製造物責任法制定の意義と判例の動向

１ 欠陥製品による被害の特徴

�１ 被害者は全く予期できない状況下で突然事故が発生し被害を受ける。そのため、事

故現場や事故品の保存すらなされていないことも多く、被害者が事故発生状況を正確

に説明すること自体が難しいことも多い。

�２ 製品技術が高度になり複雑化するなかで、消費者と事業者との間には製品に関する

知識・情報量に圧倒的な格差が生じているうえに、消費者には製品事故情報を含めた

製品の危険性に関する情報が十分に提供されていない。このため、消費者は事故の未

然防止も、事故発生時における原因究明も困難な状況におかれている。

�３ 欠陥製品による被害は、消費者の財産だけではなく、生命を奪い、あるいは身体に

重大な被害をもたらすこともあり、また、食品や医薬品被害のように、極めて短時間

の間に被害が拡大するおそれがあるものもある。

２ 製造物責任法制定の意義～欠陥責任（厳格責任）の特徴

製造物責任法は、このように、本質的に被害救済の困難さを抱えているなかで、消費

者に重篤な被害をもたらす欠陥製品被害の迅速・適正な救済と、被害の未然防止・拡大

防止を実現するため、「過失責任」の原則を修正し、「欠陥責任」の考え方による製造物

責任制度を導入すべきであるとの考え方から制定された。「過失責任原則」から「欠陥

責任原則」への転換は、次のような意義を持つものであったといえる。

�１ 製造物による事故の責任を、製造業者の視点（すなわち製造業者が注意をすれば防

げたかどうか）から考えるのではなく、消費者（製造物を使用する者）の視点（すな

わちその製造物が通常有すべき安全性を有していたかどうか）から考えるという発想

の転換を図るものであること
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�２ 消費者の立証の対象が客観的な製造物の安全性の欠如となることによって立証負担

の軽減が図れること

�３ 製造業者の責任が明確になり、被害救済が容易になり迅速化されること

�４ 製造業者の責任が明確になることによって製造業者の安全性確保に対するインセン

ティブが働き、製造物による事故の未然防止が図られること

�５ 製造業者から消費者に対して製造物に関する情報開示が進むことにより、消費者の

安全に対する意識や製品選択の権利が高められること

３ 製造物責任に関する判例の動向

�１ 製造物責任法施行後の訴訟の概要

製品事故に関する裁判や和解（製造物責任法によるものだけでなく、同法施行前に

引き渡された製品など不法行為責任に基づく判例を含む）の主なものの概要は、末尾

のＰＬ判例一覧表のとおりである（２００７年１０月時点での調査をベースに作成）。

国民生活センター相談調査部の調査によると、製造物責任法施行から２００６年１２月１

日までに提訴が把握されている訴訟８５件中、原告の請求が一部でも認容されたもの（一

審で認容され高裁で和解により終了したものを含む。製造物責任以外の責任が認めら

れたものを含む）が３１件、和解により終了したものが１８件、請求が棄却されたものが

１５件、その他の事由による終了が２件、審理係属中が１９件となっている（製造物責任

法施行から２００５年１１月１０日までに提訴が把握された訴訟は「国民生活２００６年１月号」

に、２００４年から２００６年１２月１日までに提訴が把握されたものについては「国民生活２００７

年１月号」に訴訟一覧表が掲載されている。上記の結果は各掲載時のものであり、そ

の後、結果に変動が生じているものもある）。

この数字だけを見ると、被害者が何らかの救済を受けた事件が過半数ということに

なるが、上記の数字は、国民生活センターが製造物責任法に基づく訴訟提起を把握で

きたものに限られており、必ずしも製品事故に関するすべての訴訟状況を示したもの

とはいえない。和解の中には、見舞金程度の内容でやむなく和解に応じたという事案

も含まれている。また、１９９５年６月末日以前に引き渡された製品で発生した事故に関

して製造業者の不法行為責任を問う訴訟も製造物責任法制定後に多数提起されており、

これら訴訟においても、裁判所は、製造業者の過失責任の判断において製造物責任法

の欠陥責任の理念を取り入れ、欠陥のある製品を流通においたことについて製造業者

には過失のあったことが推認され、製造業者が危険を生じさせた欠陥原因を具体的に

解明するなどしてこの推認を覆さない限り過失が認定されるとの考え方をとっている。

したがって、製造物責任法の理念が真に社会に浸透し被害の救済が図られているかど

うかを検証するためには、製造物責任法施行前に流通におかれた製品による事故に関

する訴訟も含めて、「欠陥責任」がどのように争われ裁判所がどのような判断を示し

ているか、被害者の立証負担は軽減しているのかを具体的に検討する必要がある。以

下、製品種類別に概観する。

�２ 自動車

ア 国民生活センターの上記一覧表には、自動車に関する製造物責任訴訟で既に終了

している事件が１２件あるが、認容が５件、和解が２件、棄却が５件である。

イ 認容された事件を見ると、�自動車用燃料添加剤を使用したところエンジン不調
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などの故障が生じたもの、�カーオーディオスイッチの不良で自動車のバッテリー

が上がるなどの事故が多発したもの（事業者間訴訟）のほか、�すでにリコールが

なされていて自動車の欠陥がある程度明らかであったと思われるものが２件含まれ

ており、�走行中の事故で自動車の欠陥が認められた事件は１件のみである（札幌

地判平１４・１１・２２判時１８２４号９０頁）。もっとも、この事件では事故を惹起した最大

の原因が車両ワックスレバーの破断によることに争いはなく、異常事態発生時の運

転者の過失相殺が争点となっていた）。

ウ 他方、�自動車が火災を起こしＣＯによる急性循環不全により運転者が死亡した

事件、�自動車が走行中にハンドル制御がきかなくなり崖下に転落した事件、�中

古車を運転中に突然車高が下がったため停止したところ出火した事件、�高速道路

運転中に制御不能となりガードレールに衝突した事件では、自動車の欠陥が認めら

れず、請求が棄却されている。

エ 自動車の欠陥を争う事件は、当該自動車のどの部位にどのような不具合があり、

これがどのような機序（メカニズム）で事故を発生させたのかということを主張・

立証しなければならず、使用者が合理的な期間、合理的な使用をしていたところ、

異常な性状が発生したという表見証明では不十分と考えられる。その理由は、事故

が発生した原因が自動車の欠陥によるものか、運転者の運転ミスによるものかを判

別することが困難であることに起因していると思われる。しかし、事故が発生した

自動車を確保し、それを解体して事故を発生させた部位と機序を特定することは、

技術、知識、経験及び資金の無い一般の消費者にはきわめて困難なことであり、被

害救済が困難な製品分野であるといえる。

�３ 家電製品

ア 国民生活センターの上記一覧表には、家電製品に関する製造物責任訴訟で既に終

了している事件は４件しかあがっておらず、認容が２件（外国製電子レンジの金属

製つまみが加熱した事件、電気ストーブから有害化学物質が発生したため中枢神経

機能障害などを発症した事件）、和解が１件（電気ジャーポットが転倒して女児が

やけどをした事件）、取下げが１件である。

イ 家電製品事件についての傾向

家電製品の欠陥を争う事件は、従前は当該家電製品のどの部位にどのような不具

合があり、どのような機序で事故が発生したのかを主張・立証しなければならなか

ったが、２件のテレビ発火事件（大阪地判平６・３・２９判時１４９３号２９頁、大阪地判

平９・９・１８判タ９９２号１６６頁）及び冷凍庫発火事件（東京地判平１１・８・３１判時１６８７

号３９頁）により、使用者は、合理的な期間、合理的な使用をしていたところ、異常

な性状が発生したという主張・立証で足り、製造業者等は欠陥原因のないことを主

張・立証しなければ責任を免れないという判決が連続してなされた。しかし、この

ような考え方が定着したとはいえず、当該家電製品の付近に別の発火源が想定され

る場合や使用者の誤った使用や管理に起因すると考えられる場合は、当該製品の欠

陥についてその部位と機序を特定することを求められる傾向にある。

�４ その他

末尾のＰＬ判例一覧及び国民生活センターの上記一覧表には、自動車・家電製品以
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外の多様な製品事故に関する製造物責任訴訟が多数あがっている。食品、医薬品・医

療機器、健康食品、建物の設備、食器、家庭用製品、近時増加しているのが、電動車

いすや介護ベッドなどの介護用品に関する製品事故である。

４ 立証命題と責任

�１ 被害者の立証命題～欠陥の基本的な考え方

製造物責任法では、「欠陥」は、「当該製造物の特性」「その通常予見される使用形

態」「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期」「その他の当該製造物に係る事

情」を考慮して、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定められ

ているので（同法第２条第２項）、被害者が立証すべき命題は、�当該製品に起因し

て事故が発生したこと、�当該製品が通常有すべき安全性を欠いていること（製品の

欠陥）、�製品の欠陥と損害との間に因果関係があることである。

�２ 欠陥の部位と機序の特定は不要となったのか。

事故を起こした製品のどこに欠陥があったのかという欠陥の部位の特定の要否につ

いては、東京地判平１１・８・３１判時１６８７号３９頁、判タ１０１３号８１頁で「工業製品の製造

に要する技術は高度かつ専門的であり、製造過程も複雑化されているが、一般的消費

者である利用者は、それらに関する知識を有していないのが通常である。このような

場合に、消費者たる原告側が、本件のような訴訟において、本件冷凍庫が本件火災の

発生源である旨の主張立証をするだけでなく、その具体的欠陥等を特定した上で、欠

陥が生じた原因まで主張立証責任を負うとすることは損害の公平な分担という不法行

為法の理念に反するものであり、妥当でない。（中略）したがって、消費者たる原告

らは、製品の具体的な欠陥等については基本的に主張立証に際して欠陥部位や具体的

な欠陥原因まで特定する必要がない。」と判示したが、このような判断が定着したの

か、また、家電製品以外の製品にも及ぼしうるかについては、未だ予断を許さない状

況にある。

�３ 欠陥責任の考え方の下でも今なお重い立証責任

ア 欠陥責任の考え方の下においても、個々の事件を検証すると、裁判所は消費者（被

害者）に対し、以下の点において重い立証責任を負わせている。

イ 通常予見される使用形態か誤使用かの争い

（ア）食器容器切断機のリフト上で荷崩れを起こした製品を除去しようと作動中の

リフトに身体を入れた女性従業員が上昇してきたリフトと天井の間に頭部を挟ま

れて死亡した事件（末尾ＰＬ判例一覧の８）では、第一審の浦和地熊谷支判平１２・

６・２９判例集未登載は誤使用と判断し、控訴審の東京高判平１３・４・１２判時１７７３

号４５頁は、「予測の範囲を超えた異常な使用形態であるということはできない」

として欠陥を認めたが、５割の過失相殺を行った（上告不受理により確定）。

（イ）自宅に設置された機密性の高い収納箱で事故当時７歳の児童が遊んでいたと

ころ、何らかの事情で上蓋が閉まった際に上蓋に付けられている金属性の留め金

が降りて箱本体の留め金具に入り、中から上蓋を開けることができなくなって窒

息死した事件（末尾ＰＬ判例一覧の３７）では、児童がかくれんぼ遊びのために収

納箱の中に自ら入ったことが本件収納箱について通常予見される使用形態を超え

たものであるかどうかが争われたが、第１審の和歌山地判平１７・３・２判例集未
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登載）、控訴審の大阪高判平１８・２・１６判例集未登載とも通常予見される使用形

態を超え、その用法を逸脱して使用したものとして収納箱の欠陥を否定した（上

告棄却により確定）。

このように、「通常予見される使用形態」の範囲、「誤使用」の範囲に関する裁判

所の判断にはばらつきがあり、消費者は、メーカーから「誤使用」の主張がなされ

たときには、事故が誤使用によって生じたものではなく「通常の用法で使用してい

て事故が発生したものであること」すなわち製品そのものに欠陥があることにつき

詳細な立証を余儀なくされている。

ウ 製品欠陥に起因する事故か他原因に起因する事故かの争いと立証

（ア）「誤使用」の判断問題と並んで製造物責任訴訟でしばしば争点となっている

のは、当該事故が当該製品そのものに起因して生じたものであるか、その他の原

因に起因して生じたものかという点である。

（イ）名古屋地判平１１・６・３０判時１６８２号１０６頁の異物混入ジュース咽頭部負傷事

件（末尾のＰＬ判例一覧の５）では、欠陥原因となる異物そのものの存在を確認

することはできなかったが、被害者の事故直前直後の行動や経緯からジュースに

異物が混入していた事実は明らかであるとし、咽頭部の受傷はジュースに混入し

ていた異物を原因とするものと認められると判断した。

（ウ）しかし、大阪高判平１３・１１・３０判タ１０８７号２０９頁のガスファンヒーター発火

事件（末尾のＰＬ判例一覧の１３）では、出火を目撃した原告がガスファンヒーター

の爆発による火災であると主張したのに対し、被告は火災鎮火後にガスファン

ヒーターの周り等から底の抜けたスプレー缶が発見されていることからスプレー

缶の爆発による火災（他原因）の可能性を主張し、原告はガスファンヒーターの

爆発による火災であることを立証するために、ガスファンヒーターが異常燃焼に

よって爆発して火災を発生させた機序を、技術士の意見書提出により主張立証す

ることを余儀なくされている。そして、裁判所は、最終的に、原告の目撃証言や

技術士の意見書は全面的に信用することができるというものではなく、他方、ス

プレー缶の爆発の可能性も否定できないことからすると（ただし、判決は、「も

っとも、本件火災の原因がスプレー缶の爆発であると認めるに足るだけの証拠も

ない」とする）、結局、本件火災の原因がガスファンヒーターからの出火による

ものであると認めることはできないとして原告の請求に理由がないとした。

（エ）当該製品に起因する事故であるか否かは、まず、事故発生現場の状況や事故

発生経緯から判断される。そこで重視されるべきは、客観的資料（現場検証の結

果や事故品の損傷状況、傷害等の被害の部位や内容）でなければならない。裁判

所は往々にして目撃者の証言の信用性を問題とするが、冒頭に述べたように、全

く予期しない状況で製品事故が発生した時に、一般の消費者が正確に状況を認識

し記憶することが極めて困難であるという現実や、そもそも事故に遭遇した人間

は冷静な判断力を失い往々にして合理的でない行動をとるという経験則に照らせ

ば、目撃者の証言や行動に合理的に説明できない部分があるのは当然である。

（オ）それにもかかわらず、目撃者の証言に信用性がないとして原告が主張する事

故発生現場の状況や事故が発生した経緯に疑問が持たれた場合には、消費者は、
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当該製品に起因する事故であることを立証するために、具体的な欠陥の部位や欠

陥原因、当該製品から事故が発生した機序を疑いの余地を挟まない程度まで証明

を求められ、その立証がなされていないとして請求が棄却される裁判例は多い。

（カ）当該製品に起因する事故であること、あるいは誤使用ではなく通常使用で発

生した事故であることを立証するために、本来、被害者が立証責任を負わないは

ずの「欠陥の部位や欠陥原因」、「事故発生の機序」までを被害者が立証しなけれ

ばならないというのが現状である。製品に関する専門的知識のない被害者は、専

門家（技術者等）の助力を必要とし、そのために多額の費用と多大な労力を費や

さなければならない。そして、専門家の意見（鑑定意見等）が得られたとしても、

さらに製造業者側から膨大な意見書や再現実験結果・試験データや鑑定意見が提

出され、製品についての知識・情報のない被害者が際限のない製品技術論争に巻

き込まれていくことになる。このような事案では、製造物責任法が制定されても

被害者の立証負担が軽減されたとは到底言えない状況にある。

第４ 製造物責任法の改正問題

１ 上記のとおり、現行の製造物責任法によって消費者が欠陥商品による被害から適切に

救済されているとは言い難い。製造物責任法の改正が論議される背景はこのようなとこ

ろにある。ここではＰＬオンブズ会議（全国消費者団体連絡会を母体として欠陥製品に

よる被害の救済や製造物責任法の改正を求める消費者団体）の２００７年６月２６日付製造物

責任法改正案を参考にして改正論議に言及したい。

２ 欠陥の推定規定の導入

裁判手続では、原告（被害者＝消費者）側に重い立証責任が求められている。これで

は、製品事故について知識、経験、資力のない原告（被害者＝消費者）側に不可能を強

いることになる。そこで、製造物が通常予想される方法により使用されたにもかかわら

ず、損害が生じた場合において、その損害が通常生じうべき性質でないときには、その

製造物に欠陥があったものと推定する内容である。

３ 出荷時に欠陥があったことの推定規定

製造物の欠陥が認められた場合は、製造業者が当該製造物を流通においた当時既に存

在していたものと推定する規定である。これに対し、製造業者は、当該欠陥が相当の使

用期間経過後に生じたものであると証明したときは免責される。

４ 因果関係の推定

製造物に欠陥があった場合、その欠陥によって生じうべき損害と同一の損害が発生し

たときは、その損害はその製造物の欠陥によって生じたものと推定する規定である。

５ 製造業者が当該製造物の安全性に関する情報を開示しない場合の推定規定

製造物の安全性に関する情報を所持するものは、正当な理由がある場合を除き、被害

者の請求によりこれらを開示しなければ、当該製造物に欠陥があるものと認めることが

できるとして、製造業者に情報の開示を促すものである。

６ 付加金（課徴金）制度（懲罰賠償制度）

生命、身体または財産の安全性の確保または損害の防止について、製造業者に故意ま

第３章 製品の安全

－ 175 －



たは重大な過失があったときは、付加金（課徴金）の支払いを命ずるものである。

第５ 民事訴訟法の問題点

１ 証拠収集制度

�１ 民事訴訟法上の制度

ア 民事訴訟法改正の流れと現状

製造物責任事件においては、被害者側に欠陥や因果関係の存在等を立証すること

が求められるが、被害者側の立証に必要な証拠収集手段が民事訴訟法等において十

分に整備されているとはいえないため、立証不十分として被害者側敗訴となるケー

スが多く見られる。当該製品に対する知識や情報は、圧倒的に製造業者側に偏在し

ているのが通常であり、その格差を解消するために、米国法における請求開示（dis-

covery）制度などを参考にした証拠収集制度の充実が叫ばれてきた。米国法上の

請求開示の制度としては、証言録取（deposition）、質問書（interrogatories）、文

書提出及び土地立入（production and entry）、身体及び精神検査（physical and men-

tal examination）、及び、自白要求（request for admission）の５種類があるとさ

れている。

１９９８年１月１日から施行された新民事訴訟法においては、証拠収集手段の拡張が

図られることとなり、「当事者照会」制度（民訴法１６３条）が新設されるとともに、

文書提出義務の一般義務化（同法２２０条）、文書の特定が著しく困難な場合のための

救済手続（同法２２２条）、提出拒絶事由に関する秘密審理（いわゆるイン・カメラ審

理）手続（同法現２２３条６項）、文書提出命令違反の制裁の強化（同法２２４条、２２５条）

の規定が設けられた。

また、公務文書については、２００１年４月施行の情報公開法の制定により、行政機

関が保有する情報開示制度の導入に伴い、民事訴訟法上も２００１年１２月施行の改正法

により、文書提出義務が一般化された。なお、同改正法により刑事事件関係書類等

が文書提出義務の対象から除外されたが（同法２２０条４号ホ）、刑事訴訟法、刑事確

定訴訟記録法及び少年法による開示や、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため

の刑事手続に付随する措置に関する法律の利用は可能である。

さらに、２００３年の民事訴訟法改正では、予告通知による「訴えの提起前における

照会」制度（同法１３２条の２）、訴えの提起前における証拠収集の処分（同法１３２条

の４）が新設され、提訴前における証拠収集手段の拡充が図られている。

こうした法改正の動きは、証拠収集制度の充実に向けての前進であることは間違

いないが、例えば、当事者照会制度において回答義務はあるとはいうものの制裁は

なく誠実な回答を強制できる制度的な担保がないなど、各制度には実務的に利用す

る上で未だ問題が残されているものもある。これらを最大限に活用しつつ、さらな

る制度改正を提言していくことが必要である。

イ 日弁連の取り組み

日弁連では、新民事訴訟法の制定過程から積極的に意見を述べてきたが、成立後

に残された課題についても意見書、会長声明・会長談話等を発表してきた。
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２００１年１２月施行の改正法との関係では、１９９８年２月２０日及び同年４月１０日の２本

の会長声明において、公務文書の提出義務に関し、刑事記録の一律除外規定に対す

る反対等の意見を発表し、１９９９年１月１９日付会長声明では審議入りの遅れを厳しく

指摘し、早急なる審議・問題点の修正を求めた。

しかし、同改正法においては、結局刑事記録等の一律除外規定が、報道機関や当

連合会などの反対にもかかわらず盛り込まれ、公文書提出命令規定の大きな部分が

除外されることになった。製造物責任事件でも刑事記録がきわめて重要な証拠とな

る場合があり、民事訴訟法上かかる規定が設けられたことは問題である。但し、日

弁連の意見等により、附則に３年後の見直し規定が設けられ、衆参両院の附帯決議

でも検討の方向性が示され、刑事記録等の一律除外規定をそのまま固定化させない

可能性が残された。

また、２００３年改正法との関係では、２００２年７月１９日付「『民事訴訟法改正要綱中

間試案』に対する意見書」において、提訴予告通知制度や提訴前における証拠収集

制度の充実等に関する意見を発表している。

さらに、文書提出命令制度との関係では、２００３年１０月２４日付「『民事訴訟法及び

民事執行法の改正に関する要綱中間試案』に対する意見書」において、刑事事件関

係書類について、民事訴訟法２２０条４号ホを削除し、民事訴訟の受訴裁判所が、刑

事事件関係書類等の保管者（捜査機関等）の開示の相当性に関する第一次的判断を

尊重しつつも、当該判断が保管者の裁量権を逸脱していると認められる場合には、

刑事事件関係書類の提出を命じることができるとの考え方に基づき、現行法を見直

すべきであるとの意見や、いわゆる自己利用文書の提出義務規定（同法２２０条４号

ニ）について、除外範囲を提出により具体的な支障が生じる場合に限定する方向で

の見直しを行うべきであるとの意見等を発表している。

今後も、さらなる制度改正を提言していく必要がある。

�２ さまざまな機関や団体に対する情報開示請求について

ア 消防署は、以前は裁判所の調査嘱託にしか応じなかったが、現在では、個人情報

保護条例、情報公開条例、弁護士会照会等により所轄の消防署に開示請求をすると、

�火災調査書、�火災原因判定書、�火災出場時見分報告書、�実況見分（鑑識）

調書、�鑑定書（事案による）が開示されるようになった。

イ 警察は、次の場合を除き、情報開示請求に応じることがないのが現状である。

（ア）交通事犯の実況見分調書について弁護士会照会があった場合

（イ）裁判所から文書提出命令があった場合

（ウ）犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関す

る法律により、起訴後に公判記録の閲覧及び謄写できる場合

ウ 医療機関に対しては、事故原因及び損害を立証するため、被害者のカルテ、診断

書、死亡診断書（死体検案書）、解剖結果等の開示請求が必要となる。医療機関が

民間の場合は医療契約に基づいた開示請求が必要となる。行政機関の場合は「行政

機関の保有する情報の公開に関する法律」により、独立行政法人の場合は「独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に従った開示請求が必要となる。

エ 独立行政法人国民生活センターは、これまで被害者やその遺族からの情報開示請
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求にはきわめて消極的であった。

オ 独立行政法人製品評価技術基盤整備機構（ＮＩＴＥ）は、被害者やその遺族から

の調査結果の開示請求に応じている。

２ 鑑定

�１ 鑑定は、裁判官が事実認定を行うに際し、専門的な領域における経験則を鑑定人の

学識経験者の専門的知見で補充するという証拠方法である。しかし、�鑑定人の選任、

�鑑定命題の設定、�鑑定資料の収集、�鑑定方法の選択、�鑑定費用の準備等の問

題点が存在する。

�２ 鑑定人を選任する際の問題点

ア 科学技術者は、その研究分野があまりに特殊化細分化専門化されており、当該製

品の事故を総合的に判断して事故原因を分析するという研究をしている者はそれほ

ど多くはない。また、事故が発生した状況から当該製品の事故原因を分析するとい

う思考方法を有する科学技術者は意外なほど少数である。

イ 科学技術者は、「自然科学的証明」（実験により再現可能）という思考方法を当然

の前提としており、「歴史的証明」（証明の程度が高度の蓋然性で足りるということ）

という裁判上の概念をまったく理解できていない者が多い。そのため、客観的に当

該事故製品に事故原因があったと推論し得る（高度の蓋然性が認められる）場合で

も、当該製品の事故原因について真偽不明と結論づける傾向が強い。

ウ 鑑定人は、自説に拘泥することなくその研究領域における主要な考え方を基調と

して鑑定することを心がけなければならないが、そうでない鑑定人が少なくない。

エ 科学技術者は、事故原因となった部位と機序だけでなく、当該製品の欠陥の有無

という法的な評価について躊躇する場合が多い。それは当該製品の設計思想や製造

された当時の知見や技術水準についての判断であり、困難な場合が多い。

オ 科学技術者は、そのほとんどが大学や企業の研究機関に所属しており、鑑定対象

となった製品を製造・販売した企業に及ぼす影響を斟酌したり、所属する企業と競

争関係にある企業の製品である場合でも、当該製品の評価をことさらに貶めたので

はないかと理不尽な非難を受けることをおそれて鑑定を躊躇することが多い。

カ 企業や保険会社は、コネクションや資金力を背景に、大学や企業の研究機関等の

研究者だけでなく、消防や警察の出身者等に私的鑑定を委託して鑑定意見書を作成

させる。そのなかには著明な研究者も存在する。提出された鑑定意見書のなかには

企業や保険会社の意向に迎合した不適切な内容のものが少なくない。

キ 裁判所が鑑定を嘱託する鑑定人のなかには、普段から企業や保険会社から私的鑑

定を委託されているため、当事者である企業や保険会社との接触がなくても、企業

や保険会社に有利な鑑定を行う者が少なくない。

�３ 鑑定命題を設定する際の問題点

ア 鑑定命題はさまざまなものが想定されるが、鑑定人の専門領域、鑑定資料の保存

状況、鑑定方法の多様性、鑑定費用の規模を踏まえた絞り込みが必要である。

イ 鑑定命題について、事故原因（部位と機序）の特定という具体的事実の判断と当

該製品の欠陥の有無という法的評価は明確に区別すべきである。

ウ 科学技術者は、自然科学的証明を指向するので、限られた鑑定資料に基づき、事
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故原因を推論する鑑定方法をとれば、事故原因を断定することは困難である。それ

ゆえ、「事故原因としてどのようなことが考えられるか。」、「当該製品に事故が発生

した可能性は考えられるか。」、「事故原因が複数想定できる場合はそれらをすべて

列挙し、それぞれの可能性を明らかにされたい。」といった推論過程を詳細に開示

してもらえるような命題を提起すべきである。

�４ 鑑定資料の収集・確保についての問題点

ア 鑑定人は、鑑定資料が十分でなければ適正な鑑定は実施できない。事故製品や事

故現場に関する資料や情報は必要不可欠である。しかし、事故製品や事故現場の状

況を保全することを被害者に要求することは極めて困難であり、限界がある。

イ 火災事故については、消防や警察の情報開示の有無が問題となる。自動車事故に

ついては警察の情報（実況見分調書等）が重要となる。死亡事故については死亡者

の死体検案書や解剖所見の開示が重要である。

ウ 製造業者等が事故原因の調査分析と称して当該事故製品を持ち去り、自らが調

査・分析した後に廃棄してしまうことがある。この点について裁判所が明確に立証

妨害を判断した事案は稀であり、その改善が必要である。

エ 当該製品に事故の原因があるか否かの判断に際しては、同種製品に同種事故が発

生しているか、リコールが実施されているかの情報が極めて重要な資料であるが、

製造業者等はこれをなかなか開示しない。現行民事訴訟法は文書提出命令や当事者

照会等を予定しているがその実効性は十分ではない。

�５ 鑑定方法を選択する際の問題点

ア 当該事故製品がどこまで事故前の形状を留めているか、事故現場が保存されてい

るかによって、鑑定の帰趨は大きく影響されるが、それらが十分に保存されている

場合は少なく、鑑定人は限られた鑑定資料に基づいて鑑定を行うことを余儀なくさ

れ、鑑定方法も限定される。

イ 鑑定方法のなかには、学会等で未だ確立され承認されていない方法があることに

留意しなければならない。

ウ 鑑定対象が毀損してしまう鑑定方法は再鑑定ができなくなるので消極的にならざ

るを得ない。再鑑定の途を確保しておくことが重要である。

エ 再現実験は、事故当時の状況と実験環境が同一でなければ信用性がない。しかし、

実際には、�品質が均等ではなくバラツキがあること、�使用状況や保守管理の状

態で劣化が均等に進行するとは限らないこと、�事故が発生したときの状況や当該

製品の作動状況を同一に設定することは困難であること等から、さまざまな条件設

定に基づいて実験を繰り返さなければその信用性は確保されない。企業や保険会社

は再現実験の結果と称する報告書等を書証として提出することが多いが、恣意的な

条件設定が容易なので十分に検討する必要がある。

オ 分析実験は、当該製品の具体的な部位（部品）を特定し、それを分析する方法で

ある。この実験は、その対象物が本当に事故原因の核心部分であることが前提であ

るが、当該事故の原因が別の部位（部品）であることもあり、実験の対象物を取り

違えてしまったために責任追及の途を閉ざしてしまう危険がある。

カ 実験に依拠せず、事故製品の形状や事故現場の状況から事故原因を推論する鑑定
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方法は、鑑定人の主観に依拠し、鑑定内容が恣意的になるので、鑑定書の推論過程

を詳細に検討する必要がある。

�６ 鑑定費用の問題点

鑑定命題や鑑定方法によっては、高額な機材を使用したり、鑑定を補助する者が多

数必要となるため、請求金額が少額な事件において高額な鑑定費用を投じて鑑定を行

うことの功罪が問われる。また、大規模な事故に遭遇した被害者に高額な鑑定費用を

予納させることは鑑定申請を断念させるに等しい。

３ 懲罰賠償制度について

�１ 懲罰賠償制度は、主として、民事事件の不法行為者に対する制裁として、現実的損

害賠償額の他に懲罰的に課されるもので、類似の行為の再発抑止をも狙ったものであ

る、とされている。英国からこの制度を受け継いだ米国において発展した。その他カ

ナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどで導入されている。

�２ 当初、懲罰賠償を科せられる行為は、名誉毀損、誹謗中傷、暴行もしくは野蛮な行

為のような物理的行為、大きな結果をもたらす故意もしくは不注意な行為などの無法

な行為に限定されていた。１９５０年代末期及び１９６０年代初期に米国における消費者運動

が力をつけるに従って、製薬、自動車及びその他の消費者製品の製造者に対する、設

計、検査もしくは製造における欠陥や、知っていた危険について警告または開示しな

かったことから生じた危険な製造物や、汚染された製造物を理由とする懲罰賠償請求

が増加し始めた。現在、原告が懲罰賠償を請求するために証明を要求される被告の行

為については、米国の州によって規制が異なり、１４州は違法行為の意図的遂行の証明

を要求し、２４州は重過失を超える行為の証明を要求するが違法行為の意図的遂行の証

明は要求していない。残りのうち６州は重過失の証明で足りるとしている。

�３ また認定額も１９世紀には最高４５００ドル（現在価値で５万８０００ドル）であったが、１９５５

年までには７万５０００ドルが最高額となり、その後年々高額化していった。巨額なもの

としては、１９７８年のフォード製のピント車事故に関する製造物責任事件評決で現実的

損害賠償額２８０万ドルに加えて１億２５００万ドルの懲罰賠償が命じられた例がある。

�４ このような懲罰賠償の制度趣旨としては次のようなものが挙げられている。

ア 制裁機能 加害者を処罰することでその者の不法な行為を弾劾し、被害者の報復

感情を満足させるとともに、一般社会に対し見せしめを加えることで不法な行為を

抑止する。

イ 法遵守機能 私人に実損害の填補以上の利得を与えるというインセンティブを与

えることによって、法目的の実現に積極的に参加させ（私人を「私的な司法長官」

とする）、結果として社会から悪質な行為がなくなる。

ウ 填補機能 懲罰賠償が実損害の賠償が完全に得られない場合にそれを補完する機

能を営むといわれ、具体的には、精神的損害と弁護士費用が挙げられるが、精神的

損害については、非財産的損害についても填補賠償の対象となるとされるまでの過

渡的において懲罰的損害賠償という言葉が用いられたに過ぎないし、弁護士費用に

ついては、法遵守機能達成のため賠償金が原告に支払われることから生じる副産物

に過ぎないとされている。

�５ わが国における議論
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ア 判例

（ア）クロロキン薬害訴訟判決（東京高判昭６３・３・１１）は、原告の求めた制裁的

慰謝料について、加害行為の態様を斟酌して被害者の慰謝料額を定めることで十

分であり、これを超えて加害者に懲罰、制裁を科するとか、不法行為の再発防止

を図るとか、そのため慰謝料を高額のものとすることなどは、わが国の不法行為

制度の予想しないところであるとして、否定した。

（イ）また、懲罰賠償を命じる米国判決のわが国での強制執行の可否が争われた萬

世工業事件において、最判平９・７・１１は、「不法行為の当事者間において、被

害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的

とする賠償金の支払いを受け得るとすることは、（略）わが国における不法行為

の基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念（被害者に生じた損害を金銭的

に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を填補

して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり

（略）加害者に対する制裁や将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防

を目的とするものではない）と相容れないものである」とした。しかし、上記最

判はカリフォルニア州の懲罰賠償制度による外国判決の強制執行の可否について

判断したものである。

（ウ）三菱自動車車輪（タイヤ）脱落母子死傷事故について遺族が事故の背景に悪

質な組織的リコール隠しがあったことを根拠としてメーカーに対して制裁的慰謝

料の請求をしたが、横浜地判平１８・４・１８は、「民事訴訟における損害賠償の目

的は発生した損害の補償であり、事実上慰謝料の効果としての制裁的機能や抑制

的機能が認められることが否定されるわけではないにしても、処罰を目的とする

制裁的慰謝料を認めることはわが国のそもそもの法制と調和しないし、現在にお

いても制裁的慰謝料の概念が成熟した裁判規範として受容されているとも認めが

たい。」と述べてこれを否定している。

（エ）京都地判平２・２・２７は、債務不履行の事案ながら、マンション建設会社が

付近住民と工事時間の制限を定めた協定を締結して工事にあたっていたものの、

工事が遅延したため、協定違反による損害賠償金を支払うとしても、敢えて協定

に違反して完成を急いだ方が遅延による損害金を支払うよりも得策であると判断

して、協定違反の時間帯に工事を強行した事案について、「故意による債務不履

行の場合には、懲罰的ないし制裁的性質を有する慰謝料の支払義務を課すること

ができる」としている。

（オ）また、正面から懲罰賠償を認めるものではないが、交通事故などの不法行為

事件において加害者の属性、加害態様、事後の加害者の態度の悪性等を慰謝料の

増額事由とする判例は多数存在している。

イ 学説

（ア）懲罰賠償を正面から認める立場

田中英夫・竹内昭夫両教授は、アメリカ法において、不法行為法が違法行為の

抑止的機能を果たしており、なかでも懲罰的損害賠償や２倍・３倍賠償あるいは

裁定賠償額法定が違法行為の抑止に多いに役立っているとし、これに対して、わ
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が国では損害賠償額の認定が弾力性を欠き、また賠償額も低いために損害賠償と

いうサンクションが法違反の抑止的機能を発揮していないのではないかと批判す

る。両教授は、なぜ、現実の損害額を超えて被害者に賠償を得させるのか、とい

う疑問に対して、現実の損害額を超えた賠償を被害者に得させることは必ずしも

不合理ではなく、罰金と同様、違法行為に対する民事制裁を効果的にするための

手段であり、それによる利得は副次的な効果に過ぎないと述べている（田中英夫・

竹内昭夫「法の実現における私人の役割」（法協８９巻９号１０７０頁以下）。

（イ）不法行為責任に制裁的機能を認める立場

不法行為責任に制裁的機能を認め、制裁を通じて違法行為及び損害発生抑止を

図るべきとする見解が有力に主張されている（三島宗彦、後藤孝典、淡路剛久）。

民事・刑事責任を混同するものとの批判については、そのよって立つドイツ法

で主張される民刑事責任の峻別を絶対視すべきではない、刑事罰は抑制的に適用

される結果、非難されるべき多くの行為が放置され抑止効果を十分に発揮してい

ないし、刑事罰の多用は基本的人権の侵害などの問題が生じるので望ましくなく、

違法行為の抑止の目的に向かって民事責任も共同する必要があるとしている。

（ウ）他に制裁的慰謝料を認めようとする見解としては、樋口範雄「制裁的慰謝料

論について」（ジュリスト９１１号１９頁）、小林秀之「懲罰的損害賠償と外国判決の

承認・執行（上）（ＮＢＬ４７３号）等がある。この見解は、わが国の判例が慰謝料

に制裁的要素を加味するなど民刑峻別の理想が貫徹されているわけではないこと

（樋口・前掲２４頁）、被害者に憤激を生じさせたほどの精神的ショックに対し、

実損害を超える部分についても不法な利得を吐き出させる必要があるし、しかも

損害賠償という刑罰よりもソフトな形で制裁を科すことができること（小林秀

之・吉田元子「アメリカの懲罰的損害賠償判決の承認・執行（上）」ＮＢＬ６２９号

１３頁）などを理由とする。

�６ 懲罰賠償に類する立法例

ア 労働基準法１１４条は、裁判所は、時間外割増賃金の規定等に違反した使用者に対

して、労働者の請求により、未払い金のほか、これと同額の付加金の支払いを命じ

ることができる旨規定している。その趣旨として「使用者の履行を確実にさせるた

めと給付義務に違反した場合の制裁を労働者の利益に帰せしめるために設けられた

もの」とされている。船員法にも同様の規定がある（１１６条）。これら付加金の性質

については、学説は概ね制裁的性質を有すると解している（有泉亨・青木宗也・金

子征史編「基本法コンメンタール労働基準法〔第３版〕別冊法学セミナー１００号（日

本評論社・１９９０年）４３１頁〔青木宗也〕、金子征史・西谷敏編「基本法コンメンター

ル労働基準法〔第５版〕」別冊法学セミナー１９０号（日本評論社・２００６年）３９７頁〔野

間賢〕、山戸嘉一「船員法－解説と研究－」（海文堂・１９５４年）１９５頁、ほか）。

イ 鉄道営業法１８条２項、３項は、有効な乗車券を所持しないで乗車した場合等の場

合に、割増運賃を請求できる、旨定めている。

�７ 立法論

ア 立法論としては、日弁連が１９９１年３月に作成・発表していた「製造物責任法要綱」

には、生命、身体又は財産に受けた損害の２倍を限度とする付加金の支払いを請求
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できる規定（第８条）が置かれていた。

イ また、日弁連の２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基本法改正

についての意見書」では、「実効性ある制裁システムが整備されるためには、行政

罰、刑事罰、民事的損害賠償の使い分けも十分検討されなければならない。この点、

懲罰的損害賠償制度の導入が是非ともなされるべきである」（１９頁）、「事業者側に

故意、重過失、証拠隠し、リコール隠し等がある悪質な場合には、実損害の３倍を

限度とする懲罰的損害賠償（略）を命じることができるよう法改正をすべきであ

る。」（２２頁）と述べている。

ウ 懲罰賠償の効果として、同種事件の再発を防止し、消費者の安全を確保するとい

う機能があるといわれている。米国では、企業が安全性に関する法令を遵守して事

故を防止し、万一事故が発生した場合も公表・リコールなど消費者を保護する対応

を迅速かつ適切に行っているが、企業にこのような法令遵守の行動をとらせるイン

センティブとして、適切な対応を怠った場合の莫大な懲罰賠償額が機能しているこ

とはつとに指摘されているところである。これに加えて、企業のトップに厳しい刑

事罰が科せられるようになっていまる。そのことが、企業をして、緊急の場合に最

高責任者の下に情報が速やかに集約され、適切な決断を行うことができる体制を構

築させるよう働いているのである。

エ 一方わが国では、民事においては、被害者が欠陥、損害、因果関係を１００パーセ

ント証明して初めて、現実に発生した損害が填補されるに止まっている。刑事罰も、

現場の責任者が処罰されるだけで、企業自体や最高責任者に対しては極めて甘い処

分しかなされていない。１万３０００人の被害者を出した雪印集団食中毒事件において

も、雪印自体はわずか罰金５０万円を科せられたに過ぎず、社長や担当役員も不起訴

に終わっている。これでは、利潤追求のあまり安全を軽視する企業の行動を抑止す

ることはできないといわざるを得ない。

オ 米国流の規制緩和の潮流がグローバル・スタンダードとしてわが国にも導入され、

その影響は、食品の安全の分野においては、専従の食品衛生監視員の減少、総合衛

生管理製造過程の承認を受けたＨＡＣＣＰ工場においては食品衛生法の定める製造

方法の基準を満たすものとみなし食品衛生管理者の設置義務も免除するという形で

現れている（雪印集団食中毒事件等食の安全を脅かす事件が多発したため、食品衛

生管理者については、その後再び改正がなされ必要とされるように戻った）。しか

し、このような行政による規制を緩和するのであれば、併せて企業の安全確保に向

けた行動にインセンティブを与える懲罰賠償制度をも導入しなければ、消費者の安

全を軽視しても企業利益を追求するという行動を抑止することはできず、バランス

を欠くものというべきある。

カ 明確に請求をしてきた少数の被害者にのみ低廉な賠償額を支払って対処すること

で安価に解決することを加害事業者に許さず、行為の悪質性及び事故の重大性に見

合う経済的制裁を加えることで初めて、多くの事業者に厳しい教訓を与え、同種事

件の再発を防止することができる。食の安全を脅かす事件や産地偽装事件、建材の

偽装事件等が社会問題となっている今こそ懲罰賠償制度の導入が求められる。
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第６ 情報公開法・情報公開条例

１ 製造物責任法と情報公開法の関係について

製品事故の未然防止、被害の事後救済に必要不可欠なのが情報公開法である。情報公

開法（行政機関の保有する情報の公開に関する法律）が２００１年４月１日施行された。こ

の間、三菱自動車の組織的リコール隠し、雪印乳業食中毒事件、ＢＳＥ問題、中国ギョ

ウザ事件、汚染米事件など、企業、行政が国民の生命、身体に関わる情報を隠した重大

な事件が多発した。１９９５年７月１日、製造物責任法が施行されたが、製品事故の発生防

止と被害の救済のためには、もとより実体法としての製造物責任法だけでは足らず、製

品事故情報を入手するための民事訴訟法における各証拠収集制度、弁護士法における弁

護士会照会手続、情報公開法等に基づく情報公開請求手続の確立と拡充が必要不可欠で

ある。民法７０９条の不法行為責任の場合はもとよりのこと、製造物責任法における「欠

陥」を主張・立証するため、及び欠陥と損害との因果関係を主張・立証するためには、

同種被害に関する行政、企業が保有する情報が必要だからである。情報公開法はその重

要な柱として位置づけられる。情報公開法と製造物責任法は車の両輪であるといわれる

所以である。情報公開法を製造物責任の観点から解説されたものとしては、日弁連消費

者問題対策委員会編「アメリカ情報公開の現場から」（花伝社）、同「情報公開ナビゲー

ター」（花伝社）が参考になる。

２ 情報公開法による請求による開示と自動的公開原則について

情報公開法の中身を検討する際に見落としてならないのは、請求してはじめて開示さ

れる情報公開法だけでなく、行政や企業が保有する情報が請求されるのを待たずに自動

公開する制度の確立である。国土交通省の自動車ユーザー相談等事案情報処理システム

の情報はユーザー等から提供された情報やリコール情報を開示している。消費生活用製

品安全法は一定の製品事故につき製造事業者や輸入事業者に報告義務を課し、定期的に

開示されている。事故情報データバンクの充実も必要である。

３ 情報公開法によって公開請求したいくつかの事例と問題点について

�１ 自動車ユーザー相談等事案情報処理システムの情報の情報公開請求

自動車ユーザー相談等事案情報処理システム（Customer Information System）と

は、旧通産省が自動車ユーザー等からの検査、整備、車両不具合等に関する苦情、問

い合わせ、意見要望等（相談等）の効率的な管理及び効果的な活用により、自動車の

安全性の確保及び自動車ユーザーの利益の向上を図るとともに、相談等の処理にかか

る業務の円滑化を図ることを目的として導入し、国土交通省が引き続き運用している

システムの通称名をいう。国土交通省は、２００１年１１月から、自動車の欠陥その他の不

具合情報をユーザー等からフリーダイヤルないしホームページ上で収集することを実

施しており、「車両の不具合情報についてはユーザーの申出によるものであり、国土

交通省でその内容を確認しているものではありませんので、申し出の内容については

国土交通省では責任を負いかねます」と注意事項を表記のうえ、具体的に車名、型式、

不具合の申告内容の要約を掲載している。この制度発足後、かかる具体的な情報の開

示によって悪影響が出たとの報告はない。

�２ 雪印乳業食中毒事件の情報公開請求
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２０００年４月１０日、雪印乳業大樹工場で製造された脱脂粉乳が黄色ブドウ球菌毒素に

汚染されたまま出荷され、６月２７日に被害が発生したが、雪印乳業が事件を公表した

のが２日後の同月２９日まで遅れたため被害者数が１万３４２０人にも拡大する重大な事件

となった。大阪弁護士会会長名で厚生労働大臣に本件食中毒事件に関する文書の開示

請求がなされ、開示された資料から、極めて短時間に複数の集団から食中毒情報が寄

せられていたことなどが判明した。これによって訴訟、検察審査会への審査請求をす

る証拠とすることができ、成果を上げた。

�３ ＢＳＥ問題に関する情報公開請求

２００１年９月１０日、国内ではじめてＢＳＥ（狂牛病）に感染した恐れのある牛が確認

されたことについて農林水産省の発表がなされたが、廃棄処分の内容についての発表

が不正確で混乱が生じた。農林水産省が如何なる調査をしたのか、如何なる資料に基

づいて発表がなされたのか、ＥＵ委員会との見解の違いが何故生じたかなどが問題と

なった。大阪弁護士会消費者保護委員会有志の弁護士らから２００２年２月、農林水産大

臣に「２００１年６月現在での日本におけるＢＳＥ発生リスクに関する農林水産省の見解

とＥＵ委員会の見解との相違に関する文書」、「２００１年９月１０日ころＢＳＥ感染の疑い

があるとされ、同月２１日ころＢＳＥ国内第１号と診断された牛に関する文書の公開請

求がなされた。その結果が同年４月に開示されたが、多くの部分が墨塗りにされた部

分開示であった。その理由は当該墨塗り部分が個人識別情報、意思形成過程情報、法

人の競争上の利益を害する情報、相手国との信頼関係が損なわれるおそれのある情報

というものであった。意思形成過程情報については、「正式な議事録等がないため開

示の対象となる文書が存在しない」との理由が付された。農林水産省の対応について、

ＢＳＥ調査問題に関する検討委員会からも「本委員会の質問に対し役所側からの説明

はほとんどなく、局議の記録も存在しないとされ、極めて不透明である」と非難され

た。ＢＳＥ問題に関する農林水産省の生産者優先、消費者軽視の姿勢を示したものと

いえる。

４ 今後の課題－情報公開法改正、行政文書の適正な管理について

情報公開法については制定当初から多くの問題点が指摘されていたが、製品の安全の

観点から危惧された問題点は、同法５条所定の不開示事由のうち、個人情報、特に公務

員の氏名、法人情報のうち公にしないとの条件で任意に提供された情報である。この点

は、ＢＳＥ問題に関する情報公開請求、抗がん剤イレッサに関する情報公開請求の結果

などからも明らかとなった。これらのを不開示事由から削除することが必要である。日

弁連は１９９９年の情報公開法制定にあたり、公文書管理法の制定が必要であると指摘して

きたところ、平成２１年６月２４日、同法が制定された。今後とも同法によって行政文書の

適正な管理が行われることを監視していく必要があろう。

第７ 公益通報者保護法

１ 公益通報者保護法の制定

�１ 法制定の流れ

２００１年９月、内閣府国民生活局コンプライアンス研究所の報告書「自主行動基準作
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成の推進とコンプライアンス経営」において、今後の検討課題として内部告発者保護

制度の必要性が提言され、１０月に第１８次国民生活審議会消費者政策部会の中に自主行

動基準検討員会が設置された。その後、２００２年４月、国民生活審議会消費者政策部会

の「消費者に信頼される事業者となるために－自主行動基準－・中間報告」において、

消費者と事業者との間の情報力格差を埋めて、消費者が外部から入手しにくい情報を

開示しやすくする通報者の存在は極めて大きな意義をもつ、公的監視機能を補完する

等の理由から積極的に対応すべきとされ、１２月の同部会「消費者に信頼される事業者

となるために－自主行動基準－・最終報告」及び「２１世紀型の消費者政策の在り方に

ついて・中間報告」において、公益通報者保護制度の基本的方向が記され、具体的に

ついて早急に検討を進め、必要な法制化を図るべきとされた。そして、同部会の中に

公益通報者保護検討委員会が設置され、２００３年５月１９日、同委員会により「公益通報

者保護制度の具体的内容について」が報告され、これを受けて同月２８日、国民生活審

議会消費者政策部会が「２１世紀型の消費者政策の在り方について」において公益通報

者保護制度の具体的内容を提案した。１２月には、第１９次国民生活審議会消費者政策部

会において「公益通報者保護法案（仮称）の骨子（案）」が審議され、２００４年１月に

かけて、同骨子（案）に対する意見募集が実施された。３月９日に「公益通報者保護

法案」が閣議決定され、第１５９回国会に提出され、６月１４日「公益通報者保護法」が

成立し、同月１８日に公布された。また、政令で定める公益通報者保護法の対象法律に

関しては、２００４年１２月から２００５年１月にかけて意見募集が実施され、３月２９日に施行

期日を定める政令とともに閣議決定され、２００６年４月１日に公益通報者保護法が施行

された。

�２ 日弁連の取組

日弁連は、消費者問題対策委員会が中心となり、２００３年１月１８日に、上記「２１世紀

型の消費者政策の在り方について・中間報告」についての意見書を出し、公益通報者

保護制度についてはあらゆる分野の公益に関して重要であること、保護の対象を広く

すべきこと等を提言した。４月３０日には、公益通報者制度検討員会の事務局とりまと

め案に対し、保護すべき通報の範囲を広くすべきこと等の是正を求める会長声明を発

表し、また、同委員会の委員を通じて具体的意見を述べるなど、積極的に取組んだ。

７月１８日には、公益通報者保護制度要綱を提案し、保護の対象となる情報や通報者の

範囲を広くとらえるべきこと、通報の制限となる要件を課すべきでないこと等を指摘

した。２００３年１２月１１日、上記骨子（案）に対する意見書を提出し、保護対象となる通

報の範囲が限定され、かつ保護の要件が厳しく制限されていること等に対し具体的修

正意見を述べた。２００４年２月２０日、法案閣議決定に先立ち、「公益通報者保護法案に

関する意見書」を公表し、法案が衆議院で可決されると５月２５日に「政府提出の『公

益通報者保護法案の』参議院での抜本修正もしくは廃案を求める会長声明」を出し、

通報対象事実、通報先、外部通報の要件の３点につき修正を求めた。国会の審議にお

いても、日弁連消費者問題対策員会の委員が参考人として意見を述べるなどの取組も

行った。２００５年１月２１日、対象法律の政令指定に関し、「内閣府国民生活局の『政令

で定める公益通報者保護法の対象法律（案）』に対する意見書」を提出し、より幅広

く国民の権利擁護等に役立つ法律を対象に加えるべきこと等の意見を述べた。
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�３ 日弁連の取組の成果

日弁連は、公益通報者保護制度の必要性を訴え、より充実した法律の制定を求め、

上記のとおり、約３年の間に、４本の意見書（２本は意見募集に対応するもの）、２

本の会長声明、制度要綱作成等を行い、極めて積極的に取組んだ。法律の制定自体、

かかる取組の成果である。

また、公益通報者保護法で保護される通報が極めて限定されたことにより萎縮効果

が懸念されるところ、国会審議において、公益通報者保護法の位置付け等に関し、担

当大臣から、一般法理で通報は保護され、法律はその中の安全地帯を示したもので、

通報者の予見可能性を高めるために意味があるとの答弁を引出し、政府参考人内閣府

国民生活局長から、公益通報者保護法の保護対象とならない通報者にも労働基準法に

よる保護があり、反対解釈は許されない等の答弁を引出し、参議院内閣委員会の附帯

決議においても、本法律の立法趣旨が通報者の利益の保護を拡充・強化しようとする

ものであること、本法律の保護対象外の通報にも従来どおりの一般法理が適用される

ことを周知徹底すること、附則に基づく本法の見直しは、通報者の範囲、通報対象事

実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲の再検討を含めて行うこと等が定め

られ、公益通報者保護制度の中で一部の明確な範囲においての通報者保護を定めたも

のであることを明確にした。

そして、これらの成果を踏まえ、公益通報者保護法が正しく理解、運用されるよう、

日弁連消費者問題対策委員会において「通報者のための公益通報ハンドブック」を編

集し、２００５年１１月９日に民事法研究会より発行された。

２ 運用実態（公益通報者保護制度の整備状況）

�１ 民間事業者

内閣府が平成１９年１月から２月時点における民間事業者の内部通報制度導入状況の

調査結果によれば、従業員３０００人を超える民間事業者の８９．９％、従業員５０人以下の民

間事業者の１２．５％、上場会社の７９．１％、全体平均で４１．７％が導入している。

�２ 行政機関

内閣府が平成１９年３月３１日時点における各行政機関の通報・相談窓口の設置状況、

外部窓口の設置状況は、以下のとおりである。府省庁においては、１８機関すべてに通

報・相談窓口が設置され、４機関（２２．２％・警察庁、経済産業省、防衛省、内閣官房）

に外部窓口が設置されている。都道府県においては、４５機関（９５．７％）に通報・相談

窓口が設置され、７機関（１５．６％）に外部窓口が設置されている。市町村においては、

４４７機関（２９．１％）に通報・相談窓口が設置され、４７機関（１０．５％）に外部窓口が設

置されている。

�３ 弁護士会

衆議院内閣委員会の附帯決議で民間における相談窓口の充実に関し、日本弁護士連

合会に協力を要請することが定められ、これに基づく協力要請があり、２００５年９月１５

日に各単位会に「公益通報者支援制度の設置について（依頼）」を送付し、東京三会、

京都弁護士会、大阪弁護士会において公益通報者支援のための相談窓口が設置されて

いる。

３ 運用における問題点
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まず、上記のとおり、民間事業者における制度の導入が不十分であり、かつ、制度を

導入した場合でも、実際の運用において公益通報者保護制度の趣旨が理解されず、通報

者が通用の翌日に上司から呼び出されて自宅待機処分を受けるなどのケースも見受けら

れる。行政機関においても、外部窓口の設置はわずか４機関であり、行政機関への通報

を受付ける体制が整えられていない。なお、法施行後１年間に外部の労働者から全行政

機関が受付けた公益通報者保護法に基づく公益通報は５５７２件、調査に着手した件数が

５１５８件、措置を講じた件数は４４４７件であった。

他方で、食品偽装等多くの消費者の安心や安全を脅かす事件が報じられているが、公

益通報者保護法に基づく公益通報として行政機関が受付けたものは少ないものと考えら

れ、運用実態を見ても、公益通報者保護法は保護される範囲が狭く、広く公益を保護す

るためには不十分であることが指摘される。

第８ 消費生活用製品安全法の改正

１ 消費生活用製品安全法制定の経緯

同法制定（昭和４８年６月公布、昭和４９年３月施行）以前にも電気用品取締法（昭和３６

年制定施行、平成１３年に電気用品安全法と改称）、液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律（昭和４２年制定）、ガス事業法（昭和２９年制定施行）、食品衛生法

（昭和２２年制定翌年施行）等特定分野を対象とした規制法令は存在したが、製品の欠陥

による事故や苦情が絶えなかった。また、米国において１９７２（昭和４７）年１０月に「消費

者用製品安全法」が成立するなど、欧米でも各種の消費者用製品を対象とした一般法が

制定された。このような状況のなか、昭和４８年２月、消費生活用製品の安全性を確保す

るための一般法として本法が成立した。

２ 平成１１年改正（認証制度の廃止、適合性検査制度の導入）

平成１１年改正前においては、同法対象製品は第一種特定製品と第二種特定製品に分類

して指定され（省令で指定。変遷あり）、第一種は政府認証（検査又は登録・形式承認。

平成８年、２製品：乳幼児用ベッド、登山用ロープ）が義務づけられ、第二種は事業者

自身が検査を行うこととされていた（平成８年、４製品：家庭用圧力なべ及び圧力がま、

乗用車用ヘルメット、野球用ヘルメット、ローラスケート）。

しかし、通商産業省（当時）所管の基準・認証制度についての広範な見直しがなされ、

同法を含む製品安全規制４法（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律、電気用品取締法、ガス事業法）について、政府による認証制度を廃止して、事業者

自身による適合性検査制度を新たに導入する改正がなされた。

３ 製品事故の多発・社会問題

前記の通り、製品安全規制のあり方として、政府が安全基準を定めて、製品流通前に

政府自身が検査して適合したもののみを流通させる「政府認証制度」から、民間検査機

関による検査、更には事業者自身による適合性評価（自己確認、自主検査）へと見直し

が進められた。また、事後的規制への流れと共に事業者の民事賠償責任の強化・明確化、

被害者救済を図る民事法制として製造物責任法が制定された。

このように事前規制から事後的規制へと規制のあり方が見直されるに際しては、万一
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製品事故が発生した場合には、速やかに当該事故情報が収集、公表され、危害・危険の

拡大を防止する措置が不可欠のはずであった。

しかしながら、事業者の自主性尊重の名の下に、事故情報の収集システムが不十分な

ままであり、たとえ事故が顕在化しても、事業者の多くは製品の欠陥を否定し、製造物

責任法が十分に機能せず、クレーム隠しリコール隠し事件が相次いだ（平成６年、富士

重工業リコール隠蔽、平成１０年、ダイハツ工業リコール未対策事件、平成１２年７月、三

菱自動車工業クレーム隠蔽・リコール隠蔽事件－その後の平成１６年にもリコール遅れ発

覚、平成１３年、三菱電機欠陥テレビ事故隠し）。さらに、厳重な衛生管理システム（Ｈ

ＡＣＣＰ、ハサップ）でも食中毒が発生し、事故情報の公表が遅れたため被害が拡大し

た雪印乳業食中毒事件（平成１３年６月）が起こった。

日弁連は、平成１２年１０月に、「自動車の安全性確保とリコール制度の改善に関する意

見書」で、道路運送車両法を改正して強制リコール制度を導入し、虚偽報告等に対する

罰則強化、事故情報の収集・分析体制整備のため、自動車の欠陥や不具合等のクレーム

情報の報告義務、クレーム情報収集体制の早期整備、クレーム情報の調査・分析体制の

整備、メーカー名、車種、形式を含めた自動車事故・クレーム情報の一般公開を求めた。

その後、国土交通省は、ホームページで、自動車ユーザー相談等事案情報処理システ

ムの情報を公開し、利用者からの情報を収集し、平成１３年４月以降、メーカー名、車種、

型式、不具合申告内容の概要を検索可能な状態で公開するようになったが、その他の製

品事故情報制度については整備、改善が進められないままであった。

４ 平成１８年改正（重大製品事故の報告義務、主務大臣による公表等）

ガス瞬間湯沸器一酸化炭素中毒事故（平成１８年７月公表）やシュレッダーダスト幼児

手指切断事故（同年８月公表）が社会問題化されるなか、経済産業省の産業構造審議会

消費経済部会製品安全小委員会での審議を踏まえて、同年１２月に、重大製品事故の報告

義務（第３５条）、主務大臣による公表（第３６条）、危害防止命令（第３９条）等を定める本

法の一部改正案が成立・公布され、平成１９年２月に本法施行令が改正され重大製品事故

の要件が定められた（死亡事故、重傷病事故（治療期間が３０日以上の負傷・疾病）また

は後遺障害が残る事故、一酸化炭素中毒事故、火災）。日弁連は、平成１８年年１１月に、

事故情報が「国民の共有財産」となるよう、情報の収集・分析・公表制度を抜本的に改

善する必要があり、そのためには、国において広く関係者から網羅的に事故情報を把握

できるシステムを構築することが必要であり、事故情報の報告義務者を製造業者又は輸

入業者に限らず販売や修理等を業とする事業者も含めるべきであり、また、報告対象と

する事故の範囲も、「重大製品事故」に限らず、製品の欠陥によって生じたものでない

ことが明らかな事故以外の「製品事故」についても対象とすべきとする詳細な意見書を

発表した。また、平成１９年６月にも、事故情報（ヒヤリハット情報を含む危険・危害情

報）を広く収集し、省庁横断的に一元的かつ確実に情報共有できる体制と、消費者が容

易にアクセス（書き込みも）できる情報システムの構築等を求める意見書を発表した。

５ 平成１９年改正（長期使用製品安全点検・表示制度の創設）

平成１９年２月に発生した小型ガス湯沸器による一酸化炭素中毒死亡事故や電気製品の

経年劣化による発煙・発火事故の発生を踏まえ、同年１１月に、本法に長期使用製品安全

点検制度が加えられた。消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発
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生のおそれが高い製品（「特定保守製品」、屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスバーナー

付ふろがま、石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機等９品目）

を指定し、特定製造事業者等に保守情報（設計標準使用期間及び点検期間等）の製品へ

の表示義務、点検その他保守体制の整備義務、特定保守製品の所有者の点検実施責務等

を規定した。

また、経年劣化による事故件数が多い家電製品５品目（扇風機、換気扇、洗濯機（洗

濯乾燥機を除く）、エアコン、ブラウン管テレビ）については、平成２０年５月に、電気

用品の技術上の基準を定める省令に、製造年、設計上の標準使用期間と経年劣化につい

ての注意喚起表示項目を追加した（長期使用製品安全表示制度）。

特定保守製品の設計標準期間表示や所有者の点検実施責務、家電製品への設計上の標

準使用期間経年劣化についての注意喚起表示により、期間経過後の製品事故や点検未実

施製品による事故について、製品欠陥の責任が限定されることが懸念される。

６ 消費者庁設置に伴う改正

消費者庁が設置されたが、本法の一部を消費者庁が所管し、重大製品事故の報告先が

内閣総理大臣（消費者庁）となり、内閣総理大臣（消費者庁）が、主務大臣（経済産業

大臣）と協議のうえ、重大製品事故を公表し必要があれば調査し立入検査する。

同時に制定された消費者安全法において、消費者事故等に関する情報の集約及び分析

等、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置等が規定された。

消費者被害の発生・拡大防止のためには、事故情報を幅広く収集して的確に分析して

早期に情報発信し、また、消費者が容易に情報に接することが可能な制度を構築する必

要がある。本法や消費者安全法における「重大製品事故」を限定的に解すべきではない。

なお、日弁連は消費者庁関連法案が国会に上程された後の平成２０年１１月にこれらの法案

に対する修正意見書を発表した。

第９ 製造物責任事件に対応する裁判外紛争解決制度（ＡＤＲ）
の開設とその現状

１ 弁護士会の紛争解決センター（あっせん・仲裁センター）

都道府県の各弁護士会には、あっせんや仲裁を行うセンターが設立されている。あっ

せん委員や仲裁人には弁護士のほか、各分野の専門家が関与し、訴訟手続とはちがった

柔軟な手続のなかで迅速公正な解決を図ることをその目的としている。

２ 業界団体のＰＬセンター

�１ 製造物責任法の立法審議の過程で衆参両議院の商工委員会において「裁判によらな

い迅速公平な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強

化すること。」という付帯決議が採択された。これを受けて、通商産業省（現経済産

業省）から平成６年１０月に「製品分野別裁判外紛争処理体制の整備について」と題す

る通達がなされた。以下のＰＬセンターの多くは上記付帯決議や通達に基づいて各業

界団体が開設したものである。

�２ 具体例

ア ガス石油機器ＰＬセンター（財団法人日本燃焼機器検査協会）
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イ 消費生活用製品ＰＬセンター（財団法人製品安全協会）

ウ 生活用品ＰＬセンター（財団法人生活用品振興センター）

エ 住宅部品ＰＬセンター（財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター）

オ 財団法人自動車製造物責任相談センター

カ 家電製品ＰＬセンター（財団法人家電製品協会）

キ 化学製品ＰＬ相談センター（社団法人日本化学工業協会）

ク 医薬品ＰＬセンター（日本製薬団体連合会）

ケ 日本化粧品工業連合会ＰＬ相談室

コ プレジャーボート製品相談室（社団法人日本舟艇工業会）

サ 防災製品ＰＬセンター（財団法人日本消防設備安全センター）

シ 玩具ＰＬセンター（社団法人日本玩具協会）

ス 建材ＰＬセンター（社団法人日本建材・住宅設備産業協会）

セ インテリアＰＬセンター（有限責任中間法人日本壁装協会）

�３ 業界団体のＰＬセンターの紛争解決機関には弁護士や消費者団体から推薦を受けた

者が関与している。また、被害の迅速な救済のためにはＳＤマーク表示制度やＳＴマー

ク表示制度の運用が必要となろう。

３ 独立行政法人国民生活センターのＡＤＲ

平成２１年４月、独立行政法人国民生活センター内に紛争解決委員会が発足し、消費者

や適格消費者団体と事業者間の重要消費者紛争（�同種の被害が相当多数の者に及び、

または及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争、�国民の生命・身体・財産に重大な危

害を及ぼし、または及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争、�以上のほか、事件が

複雑であることなどの事情により、紛争解決委員会が実施する手続で解決することが適

当であると認められる消費者紛争）について、「和解の仲介」もしくは「仲裁」の方法

で解決を求めることができるようになった。

第１０ 事故原因究明機関の問題点

１ 独立行政法人国民生活センター

上記センターによる事故原因の究明はその豊富な事故情報の蓄積と相まって充実した

ものがあるが、製品事故の被害者（消費者）の依頼に応じて当該事故の原因究明につい

ては消極的であり、収集した事故情報の開示にも極めて消極的である。

２ 独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）

平成１３年４月、製品評価技術センターが組織改編され、バイオテクノロジー分野、化

学物質管理分野、適合性認定分野、生活安全分野の各分野を取り扱っている。製品安全

センターでは、製品事故の原因究明を行い、製品事故情報を公開している。

３ その他の公的な研究機関等

これまで公的な研究機関のほとんどは、被害者（消費者）や製造業者等から中立的な

立場を維持し、紛争の一方当事者に与するわけにはいかないという理由で、被害者（消

費者）からの事故原因究明の依頼に応じることがなかった。これでは被害者（消費者）

の権利救済の途を閉ざすことになる。
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第１１ 消費者安全法の制定とその問題点

１ 消費者安全法は、消費者庁関連三法の一つであり、消費者事故等の情報等が消費者庁

に一元的に収集されるシステムが予定され、消費者庁が製品等の危険性について国民に

「注意喚起」をすること、主務官庁に対し事態の是正を求める「措置要求」を行うこと、

主務官庁がないいわゆる隙間事案については消費者庁が事業者に対する勧告、措置命令、

譲渡禁止、回収命令等を講じることをその主な内容としている。

２ これまでの制度の改善点

�１ 消費者庁は、消費者行政の司令塔として、主務大臣に対し措置要求を行うことがで

き、主務大臣が存在しない場合（いわゆる隙間事案）は自ら事業者に対して勧告、措

置命令、譲渡禁止、回収命令等を講じることができるようになった。

�２ これまでの制度では縦割りされた行政機関に消費者事故等の情報が分散・滞留し、

機能的な活用ができず、消費者事故等の再発防止に役立てることが困難であったが、

消費者事故等の情報が消費者庁に一元的に収集される。収集された情報は調査分析さ

れ、それを取りまとめた結果を国民に公表される。また、重大事故等の発生が予想さ

れる場合は国民に注意喚起のために情報が開示される。

３ 消費者安全法の問題点

�１ 事故情報収集制度について

ア 事故情報の報告義務者を行政機関の長、都道府県知事、市町村長、国民生活セン

ターの長としているが、製品事故の情報が集まりやすい消防、警察、病院、保健所

から事故情報が迅速かつ十分に収集されるかはこれからの課題である。

イ 事故情報を被害が重篤な重大事故情報とそうでない消費者事故情報に分けており、

消費者事故情報は報告義務者が被害拡大や同種・類似事故の発生のおそれを要件と

しているが、報告義務者に独自の原因究明機関があって迅速・確実に重大事故情報

と消費者事故情報を選別することは困難と思われるが、それでは事故情報を確実に

収集するという目的を達成することができない。

ウ 消費者安全法は事業者からの報告義務を規定していない。消費生活用製品安全法

の改正により、消費生活用製品の製造事業者と輸入事業者には重大事故について消

費者庁に対する報告義務が課せられているが、すべての製造事業者や輸入事業者に

報告義務が課せられているわけではない。

エ 消費者庁に収集された事故情報は、取りまとめた結果が公表されるか、注意喚起

として公表されることが予定されているが、事故に関する基本情報（被害者の性別、

年齢、事故発生地、製造業者等の名称、製品の名称及び型式、事故態様、被害状況）

について消費者がこれらを検索・閲覧する方法が予定されていない。消費者や消費

者団体が製品の安全性（欠陥の有無）やリコールの必要性について申し入れをした

り、リスクコミュニケーションを実施する途を閉ざすことになりかねない。

�２ 措置要求について

消費者庁の措置要求に応じるか否かは主務官庁の専権事項となっている。そこで消

費者庁が司令塔的機能を発揮して、主務官庁が措置要求に従った措置を講じることを
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促すような取扱いを行う必要がある。

�３ いわゆる「隙間事案」について

消費者庁が譲渡禁止等の措置を講じることができるが、そのための要件が厳格すぎ

て被害について迅速な対応が妨げられるのではないかという批判が多い。

第１２ 事故情報データバンクの構築とその問題点

１ 「事故情報データバンク」は、事故情報を収集した関係機関間で情報共有をはかるべ

き、ヒヤリハット事例を収集して活用すべきとうい国民生活審議会意見（平成１９年６月

４日「国民生活における安全・安心の確保策について」）を踏まえ、今後、消費者庁に

おける事故情報の一元的な集約・分析に活用することも念頭に置きながら、平成２１年度

中の利用開始を目指して国民生活センター内に構築されるデータバンクであり、消費者

事故情報一元化システムの中で、情報集約において重要な役割を果たすことが予定され

ている。

２ 現在予定されている具体的システム

�１ 関係行政機関の保有の事故情報データ（１２機関の有する一部のデータベース等）、

消費者安全法案１２条に基づき収集される情報、消費生活センター把握のデータ、ＰＩ

Ｏ－ＮＥＴ情報、一般消費者等からの自由な書込みシステムを利用したヒヤリ・ハッ

ト情報を集約する。

�２ 国民は情報提供できるとともに事故情報を検索できる。提供される情報は公表用の

データを抽出して新たに設ける公表用データバンクのうちの国民提供情報とされる。

�３ 消費者庁及び関係省庁等は、検索・分析等のためにシステムを利用できる。

�４ 国民生活センターは、登録データの検証、消費者庁への検証結果の提供、調査・分

析・商品テスト等の原因究明、国民への情報提供を行う。

�５ 消費者安全法と事故情報データバンクとの関係は、必ずしも明確ではないが、消費

者安全法１２条１項、２項により内閣総理大臣に通知される事故情報は、事故情報デー

タバンクにも収集される。上記通知の方式、どのような形で事故情報データバンクに

集約するかは具体的に示されていない。また、消費者安全法１３条に基づく事故情報の

とりまとめ結果の公表と事故情報データバンクによる国民への情報提供の関係も示さ

れず、現時点では別の制度と考えられる。

３ 問題点

�１ 情報収集において、分析に必要な事故の詳細情報をどのように収集するのかが不明

であり、特に他の行政機関から提供される情報については、他の行政機関で分析済の

情報を収集することを予定し、消費者目線での分析ができないおそれがある。

�２ 事業者からの情報収集は予定されず、警察、消防の有する情報については情報統括

官制度の枠組に基づいて提供を受けるとするが、各機関で情報統括官への事故情報集

約制度が整えられているとは評価できず、医療機関の有する情報については医療機関

ネットワークが構想されているが具体的な中身は明らかにされていないように、事故

情報データバンクでは十分な情報が収集されない。

�３ 参画する行政機関のデータベースが少なく、医薬品、自動車の事故情報は十分に収
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集できない。

�４ 各行政機関に集約される事業者からの詳細な事故情報がそのままデータバンクに提

供されるような合理的、一元的なシステムとなっていない。

�５ 検索により消費者が見ることのできる事故情報、公表される事故情報について、そ

のルールのあり方について検討されている段階であり、検討内容を見ても従前の事業

者への配慮を重視するような考え方もあり、必ずしも消費者目線が徹底されていない。

事故発生日時、場所、被害者の性別・年代、事業者名、製品等の名称・型式、購入時

期、事故対応、被害の程度等の基本情報の公表が必要である。

�６ 事故情報データバンクの情報分析等につき、要注意情報の抽出において医療機関ネ

ットワーク、アドバイザリーボード等に委嘱する等の考えが示され、原因究明・追跡

調査についても原因究明機関ネットワークを整備し、これらを総合して事故情報分析

ネットワークを構築するとされているが、具体的な内容は示されず、消費者目線での

収集・分析は考慮されていない。
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第４章
安心して住める住宅を

第１ 住宅分野の被害の実情

住宅は衣食住の一角を担う最も基本的な生活基盤である。そして、ほとんどの消費者に

とって生涯で最大の取引である「夢のマイホーム」の取得において、欠陥住宅等の被害に

遭うことは、最悪の消費者被害のひとつであると言える。

�「建築」は専門技術性が非常に高く、�「土地」は複雑な法的規制によって建築行為

が多岐にわたる制約を受け、また、�「不動産取引」は一般市民にとって生涯でも経験す

る機会の非常に少ない取引である等といった理由から、消費者にとっての分かりにくさが

あり、これが被害を生む素地となっているとともに、被害救済における障壁にもなってい

る。

住宅をめぐる消費者被害の実情は、以下のとおりである。

１ 欠陥住宅被害

�１ 欠陥住宅とは

欠陥住宅とは、住宅に要求される品質・性能を欠如する建物のことである。

欠陥住宅問題の典型的場面は、契約（売買・請負・賃貸借といった住宅供給契約）

に基づき供給された住宅が、要求される品質・性能を備えていない場面であり、通常、

契約相手である住宅供給者の責任が問われることになる。ただ、例えば、売主と施工

業者が異なる場合等は、直接の契約相手でない者に対し責任を追及することもある。

既存住宅が増改築によって欠陥住宅になってしまう、いわゆる破壊的リフォーム被害

もある。

また、住宅は社会的な存在でもある。例えば、地震や台風で容易に倒壊するような

住宅は、倒壊して隣家に被害を与えたり、道路をふさいで救助活動の妨げになるなど、

社会に害を及ぼす危険性がある。このような観点に立てば、より広い問題として、古

い法基準のもとで建築された時点では適法・安全とされていた住宅が、法改正後の新

しい基準によると危険と判断される場合（いわゆる既存不適格住宅）等も視野に入れ

る必要がある。

�２ 住宅に要求される品質・性能と欠陥

ア 住宅に要求される品質・性能には、大別すると、意匠、安全性、機能性・快適性

等といったものが考えられる。

意匠とは、住宅の内外装の外観についての仕上げの美しさやデザイン性である。

安全性とは、�建物が自重・積載荷重・積雪・風圧・土圧・水圧又は地震その他

の震動・衝撃により、崩壊・破壊・重大な変形などを起こさない「構造安全性」や、

�建築材料や構造部位の火災拡大を防止しうる「防火性能」、建築材料が火災に抵

抗する遮炎、遮熱、構造安定（耐熱）の能力である「耐火性能」、�雨水の浸入や

結露を防ぎ、気候条件に耐え容易に風化朽廃しないという「耐久性」、�使用上の

安全性・避難上の安全性、�空気環境（通風・換気）、光環境（採光）等の「環境
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衛生条件の確保」などである。

機能性・快適性は、住宅内の空間や設備等についての利用上の便宜性等である。

イ 以上のような品質・性能を欠如する場合が欠陥住宅であるが、その欠陥には２種

類のものが考えられる。

第１は、雨漏り等のように、取引通念上あるいは社会通念上、通常備えるべき品

質・性能を備えていない場合である（客観的瑕疵）。

第２は、契約で明示あるいは黙示に定められた品質・性能を備えていない場合で

ある（主観的瑕疵）。

�３ 欠陥住宅被害の深刻さ

欠陥住宅に苦しむ被害者は後を絶たないが、これら被害者の置かれた状況は深刻で

ある。

「夢のマイホーム」という言葉が示すとおり、わが国における圧倒的多数の人にと

って、住宅取得は生涯最大級の夢であり、売買であれ請負であれ数千万円単位の契約

を締結するということは、一生に一度あるかないかの出来事と言える。

欠陥住宅被害は、ようやく取得した人生で最も高価な財産が「キズ物」であったと

いう、まさしく「悲劇」なのである。その財産的被害の重大さはもちろんのこと、夢

の破壊によって被る精神的被害も類を見ない。

のみならず、このように大きな被害であるがゆえに、多方面へ波及する悪影響も甚

大であり、被害の拡大は計り知れない。

ア 経済的被害の深刻さ－人生の経済基盤を狂わせる被害

通常、住宅取得のためには、長年にわたる蓄えの大部分を注ぎ込むとともに、数

十年にも及ぶ長期の住宅ローンを組むことが非常に多いであろう。つまり、それま

での人生の蓄財と、これからの人生の所得という、いわば生涯をかけて築き上げる

資産が住宅という形に結実するのである。「夢のマイホーム」とは、主観的価値を

示すだけでなく、客観的・経済的に見ても、住宅が一般市民にとって最も大きな資

産であることを物語っている。欠陥住宅被害は、人生設計の中で未来にわたって形

成していく計画であった資産が被害を被ったということであり、それ自体の経済的

被害がきわめて甚大であることは言うまでもない。

そして、欠陥住宅被害者は、日々住宅ローンの支払を余儀なくされているため、

欠陥を補修するために要する費用の負担は非常に重い。ましてや、重大な構造欠陥

により建替えを要する場合など、建物取得と同等の費用を再び捻出することはきわ

めて困難であろう。欠陥住宅を掴まされたがゆえに破産にまで追い込まれる被害者

もいるのである。

損害賠償請求訴訟等で被害回復を図ろうとすると、多額の手続費用（訴額が大き

いため費用も高い）はもちろん、専門訴訟であるため、本人訴訟は不可能ゆえ弁護

士費用を要するし、専門家の調査・鑑定等の費用まで必要となる。一消費者である

欠陥住宅取得者は、専門家であり企業である住宅供給者と比べて、建築に関する専

門的知識・経験の有無において、また、経済力・交渉力の格差において、きわめて

不利な地位に立たざるを得ない。そのような中で、建築に関して素人である裁判官

を説得していかなければならない。
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イ 精神的被害の深刻さ－基本的な生活基盤を破壊する被害

「夢のマイホーム」に欠陥があるということは、文字どおり「夢の破壊」なので

あって、その精神的打撃は筆舌に尽くし難いものがある。

そもそも、住宅は、「衣・食・住」という人間の基本的な生活基盤の一翼を担う

存在である。人は、そこで食事・睡眠等といった生存に不可欠な生理行動を行うと

ともに、労働等の疲労を癒す休息をとり、一家の団欒や子育て等といった日常生活

を営み、また、風雨・寒暑といった厳しい天候条件や災害等の外部からの侵襲から

自己と家族の身を守るのである。

このように生命・身体あるいは財産を預けるべき住宅に欠陥があるということは、

生活基盤そのものの破壊であり、それは日常的に日々被害を受け続けていることを

意味する。風で揺れる家で安心して眠れるであろうか。床が傾斜した家で何事もな

く暮らせるであろうか。結露が激しくカビの発生する部屋で子育てができるであろ

うか。地震が起きたら倒壊する危険があるなどといった欠陥の場合、住宅内に居住

すること自体が不安なのである。

このような欠陥住宅に住まわされること自体が、著しい精神的苦痛であることは

容易に理解できよう。

ウ 被害の拡大の深刻さ－波及する被害

上記のような被害は、欠陥の発生（あるいは欠陥の存在を知った時）から沈静化

しておさまっていくものであろうか。否、欠陥住宅被害の深刻さは、むしろ、被害

が拡大していくことにこそある。

日々直面する不具合現象に本人ないし家族がノイローゼや胃潰瘍等の体調不良を

きたすことなども、欠陥住宅被害の特徴として指摘されるところである。

また、このような被害を招いた原因の所在をめぐって夫婦間・家族間でのいさか

いが起こったり、そうでなくとも、人生設計を狂わされ、安息の場所を奪われたこ

とで家庭の不和を招くといった例も多々あり、離婚等の家庭崩壊を招く場合もある。

さらには、そのような欠陥住宅には住み続けることすらできなくなり、苦労の末

に取得した住宅を手放す結末も少なくないようである。

ところが、欠陥住宅を転売あるいは賃貸したりすると、今度は転得者や賃借人が

第二次被害を被ることになるし、もとの取得者（売主・賃貸人）はこれらの者から

瑕疵担保責任等の追及を受けることになる。

さらに言えば、瑕疵担保責任は無過失責任ゆえ、欠陥住宅の所有者は、欠陥に気

づいていない場合であっても、転売や賃貸について責任追及を受ける可能性がある。

それを回避しようとすれば、欠陥の有無を総点検したうえで発見された欠陥を買

主・賃借人に十分に説明しなければならないが、欠陥を知ってなお取引に応じるこ

とは少ないであろうから、低廉な代金・賃料を甘受しなければならないであろう。

結局、欠陥住宅被害者は、欠陥住宅 を掴まされたが最後、当該住宅を手放す場

合にすら、困難とリスクを伴うということなのである。

２ 住宅取得において損害を与える不動産取引被害

�１ 不動産取引（流通）における被害

不動産取引において、例えば、当該土地に関し、接道義務や市街化調整区域規制、

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題
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風致地区規制等の各種規制によって建築（再築）が部分的ないし全面的に制限されて

いる等といった、不動産取引に関する重要事項の正確な説明がなされずに（事実不告

知・不実告知）、不測の損害を被る被害がある。

�２ 住宅供給業者の倒産による被害

住宅供給契約は多額の金銭が動くだけに、住宅供給に関与する業者の資力・信用力

は重大な問題である。

販売業者やハウスメーカー等の施工業者が途中で倒産に至った場合、多額の代金を

支払わされる一方で、住宅を取得できない・工事未完成のままで放置される等といっ

た状況に陥るといった被害がある。直近でも、富士ハウスやアーバンエステートの倒

産により甚大な被害が発生していることは周知の事実である。

また、賃貸住宅において仲介業者が敷金・礼金等を受領して倒産に至るのも類似の

問題であって、過去、春先の学生向けマンション等の大量募集において多数の被害を

生んだ例もある。

３ 悪質リフォーム被害

高齢者や判断能力不十分者等をターゲットにした訪問販売（不招請勧誘）のリフォー

ムによって、無意味な耐震金物や調湿材、換気扇等の契約をさせられ、多額の損失を生

じる被害がある。

�１ 被害の背景

古くなった家を修理したいとか、家族構成の変化や高齢化などに伴って増改築をし

たいとか、設備や仕様などをグレードアップしたい等といった希望をかなえる方法と

して、住宅のリフォーム工事のニーズが高まっている。

しかし、リフォーム工事の中には、契約書を取り交わしていなかったり、契約の内

容が業者に有利になっていたり、曖昧な内容であるなどして、近時、多くのトラブル

が発生している。

国民生活センターに寄せられるリフォーム関連の相談は、ピークの２００５年には８０００

件にものぼった。

�２ 典型的な被害事例

無料点検やモニター工事などと称して住宅に入り込み、屋根や外壁の老朽化・損傷

や、床下や屋根裏の高湿度・シロアリ被害の恐れ、あるいは耐震性の脆弱性等を指摘

して、家人の不安を過剰にあおり、効果に疑義がある不要な工事、過剰な工事を高額

代金で契約させる被害が後を絶たない。認知症の進む高齢者が短期間に、床下におけ

る換気扇・調湿材・床束、屋根裏の換気扇・耐震金物等の無意味な工事を次々と契約

させられ、契約金総額が１０００万円を超えた事案も少なからず見られる。

その被害形態は、詐欺型と杜撰工事型に類別できる。

詐欺型とは、建築の知識がない高齢者等に対し、「床下を点検しなければならない」

と称して無意味な補修をさせるいわゆる点検商法と呼ばれる手口や、「今度は屋根、

次は壁の補修が必要だ」などと次々と無意味なリフォーム契約を締結させていくいわ

ゆる次々販売、さらには「契約書を書かせただけでまったく補修を行わない」いわゆ

る架空工事商法など、有益なリフォームをするかのように偽って無意味な補修を行っ

たり、何らの補修さえも行わないで金員を騙し取る、リフォーム工事に名を借りた詐
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欺的行為をいう。

杜撰工事型とは、リフォームをするに際し、構造上の安全性を無視したリフォーム

施工を行ったり、契約内容が不明瞭であったり、施工側の技量不足に起因して生じる

トラブルをいう。

４ 建材・住宅設備の欠陥

住宅には、建築現場で加工される部材のみならず、工場で製造される建築資材や設備

機器等も大量に使用される。住宅が期待される品質・性能を建物全体として保有するた

めには、そこに使用される建材や設備機器等がそれぞれ一定の品質・性能を保有するこ

とが前提とされるのであり、それらが組み合わされ・積み上げられて初めて建物全体と

しての品質・性能が確保されるのである。

そこで、工場で製造される建築資材の品質確保は重要な課題であり、日本工業規格等

によって一定の品質・性能の確保が制度的に図られているが、実際には、建材の性能試

験において試験体に不正な細工を行うといった偽装や、あるいは試験で合格した建材よ

りも性能が劣る建材を販売するといった不正が横行している実情がある。

また、エレベーターや回転扉等の住宅設備機器の事故により被害者が生命を奪われる

等といった悲劇も生じている。例えば、２００６年６月３日東京都港区でエレベーターの扉

が開いたまま上昇したため高校生が挟まれて死亡するという事故が発生したが、３年以

上経過した今も当該事故の原因究明がなされていない。これらの設備機器それ自体が単

体として更に一層複雑な工業製品であるため、住宅建築現場における建築士の監理や行

政による検査等で安全性を確保することは到底不可能であり（被害予防の困難性）、ひ

とたび事故が発生した場合、事故原因の究明もなかなか進まない（被害救済の困難性）

というのが現実である。

５ シックハウス被害

�１ シックハウス症候群とは

シックハウス症候群とは、新築や改築後の住宅において、化学物質等によって室内

環境が汚染されているために、居住者に、目、鼻粘膜及び喉の粘膜刺激症状、粘膜の

乾燥、皮膚の湿疹やじんましん、疲労、頭痛、めまい、吐き気、嘔吐等の諸症状、ま

た、場合によって、集中力や思考力の低下、計算間違いや物忘れの増加、情緒不安定

などの様々な症状や体調不良が生じている状態をいう。

その原因として、化学物質を放散する新建材や内装材が使用されるようになる一方

で、高気密住宅が増えたことが指摘されている。

�２ シックハウスの社会問題化

欧米では、すでに１９８０年代に、主としてビルにおける室内環境汚染が問題となり、

１９８３年、ＷＨＯが「シックビルディング症候群」と定義した。

日本でも１９９０年代以降に社会問題となり、１９９６年には政府も関係省庁と関係業界団

体等による「健康住宅研究会」を組織して対策を開始し、１９９７年６月には同研究会が

中間報告をまとめ、住宅において健康被害を招く懸念が高い「優先取組物質」として

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、可塑剤、保存剤、防蟻剤の３物質３薬剤を

あげていた。

その後も厚生省（厚生労働省）によって上記物質を中心に室内空気濃度指針値が次々
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と定められ、２００３年７月１日よりホルムアルデヒドとクロルピリホスにつき建築基準

法改正という形で法的規制が開始された。

�３ 化学物質過敏症

化学物質過敏症とは、提唱者によれば、「過去にかなり大量の化学物質に一度接触

し急性中毒症状が発現した後か、又は有害化学物質に長期にわたり接触した場合、次

の機会にかなり少量の同種又は同系統の化学物質に再接触した場合に見られる不快な

る臨床症状」とされる。

いったん過敏性を獲得してしまうと、その後はごく微量な化学物質にも反応を示す

ようになる。そして、最初に過敏性を示した物質以外にも次々と反応するようになる。

具体的な症状としては、頭痛、筋肉痛、疲労・倦怠感、咽頭痛、呼吸器不全、集中力

低下、記憶力低下、睡眠障害、うつ、関節痛、めまい、吐き気、近方視困難、微熱、

下痢・腹痛・便秘、興奮しやすい、羞明、感覚異常、皮膚のかゆみ、月経過多等、多

岐に亘る。

化学物質過敏症の原因は、種々のものが考えられるが、これまでのところ、住居の

新築・リフォームをきっかけにして発症している患者が最も多く、シックハウス症候

群から化学物質過敏症となった患者が多いと言われている。

第２ 住宅被害の問題構造

１ 阪神・淡路大震災によって露呈した欠陥住宅問題

１９９５年１月１７日未明に発生した兵庫県南部沖地震は、死者６４３４人、住家被害は合計５１

万２８８２棟（全壊１０万４９０６棟、半壊１４万４２７４棟、一部破損２６万３７０２棟）という、未曾有の

被害を生じさせた。いわゆる阪神・淡路大震災である。

当初、この震災被害は天災と思われたが、その後の調査により、死者の約８割が建物

倒壊等による圧死であること、被災建物の多くが建築当時の建築基準法の構造基準さえ

満たさない欠陥住宅（手抜き住宅）であること等が明らかになった。

これを契機に、欠陥住宅問題が大きな社会問題としてクローズアップされるようにな

った。

２ 欠陥住宅等の住宅被害が生み出される原因

欠陥住宅被害等といった住宅被害が生み出される原因には、種々のものが考えられる

が、現代の社会経済における建築生産・流通システムそのものの抱える構造的問題が複

合的に組み合わさったものと言える。

�１ 施工ないし建設業者の問題

ア 重畳的下請、一括下請による生産システム

我が国の建築産業では、建築主の発注した建築工事が直接の受注者から何段階に

もわたって下請に出されている状況が常態化している。この重畳的な下請関係にお

いては、経済システムの必然として中間マージン発生によって、「半値、八掛け、

二割引」などといわれる受注額の圧縮が発生する。

この結果、現場で実際の施工にあたる末端の下請業者は、建築主が支払う代金の

半額以下しか手に出来ないことも多い中、さらに自らの利益を確保するため、材料
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費の削減（建築材料のグレードを落とす、使用部材・部品の数を間引く等）、人件

費の削減（人工数を減らす、工期を圧縮する、職人に対する支払を減少させる等）

のみならず、あらゆる局面で経費を削減しようと指向する結果、手抜き工事等によ

る欠陥発生を誘発する原因になっている。

イ 施工技術の低下

上記のような重畳的下請が常態化することによる建築費圧縮は、適正な施工の実

現を費用的・時間的に困難にさせ、建築現場は「魅力ある職場」と言えない事態を

招き、技術を有する職人たちは現場を離れ、新たな人材も育ちにくい現実がある。

かくして、施工現場でのモラルの低下と職人の技術低下を招いている。

他方で、本来、建物の品質確保のために機能すべく開発されてきた画一的な施工

方法が、その反面で、施工者の技術向上の機会を奪うという皮肉な側面もあわせ持

っている。

ウ 建設業法の参入規制の限界

５００万円未満の工事を業とする建設業者の場合、建設業法上の許可は必要とされ

ない。したがって、５００万円未満の工事しかしないリフォーム業者には、建設業許

可のない業者が多く含まれているのである。

この業法規制のあり方が、建築に関する何らの専門的技術を有しない悪質リフ

ォーム業者を生みだす要因になっている。

�２ 設計・監理ないし建築士の問題

ア 建築士による設計・監理の本来的役割

そもそも施工業者は、営利企業として利潤追求が至上命題であるがゆえに、材料

費・人件費等を削減すればするほど利益が大きくなるという、施主との利害対立関

係を本質的に孕んでいる。そして、建築施工は極めて専門・技術的であるがゆえに、

そのような手抜きを、素人の消費者たる施主が見張り・見抜いて被害を回避するこ

とは極めて困難である。

そこで、このように利益優先になりがちな施工者による安易な手抜き施工を監視

して杜撰施工を抑止したり、施工者の能力不足や不注意に基づくミスを防止・是正

するために、施主の利益を擁護する第三者的専門家（プロフェッション）として建

築士制度が設けられ、設計及び監理の業務独占を認めて、施工をコントロールさせ

るシステムとなっている。すなわち、建築しようとする建物の規模に応じて、一級、

二級又は木造建築士による設計・監理が法的に義務づけられているのである（建築

基準法５条の４第２項、建築士法３条ないし３条の３等）。

このような関係は、国政における三権分立になぞらえて喩えるならば、施工（行

政）を、専門的知識・技術（職能）を有する資格者である建築士によって、設計（立

法）・監理（司法）で監督・コントロールする仕組と言えよう。

イ 設計・監理と施工との分離の不徹底

しかしながら、わが国では、建売住宅・分譲マンションといった住宅を売買契約

で取得するケースが多く、この場合、施主自身も住宅販売により利潤を上げようと

するデベロッパー等の事業者であって、エンドユーザーたる消費者と立場を異にす

るため、設計・監理建築士を施工と別途に依頼しなければならない必要性は乏しい。
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他方、注文住宅を請負契約で取得するケースであっても、大手ハウスメーカーや工

務店に設計・施工を一括して発注することが非常に多い。

このような形態では、建築士が、最終的な住宅取得者（エンドユーザー）である

消費者から直接に設計・監理を依頼されることはほぼあり得ず、建築士の依頼主は

施工業者自身ということになる。最も極端でありながら、よく見られるのは、施工

業者自らが併設している建築士事務所（つまり、施工業者の従業員である建築士）

に、自社物件の設計・監理を行わせている方法であり、施工と設計・監理が同一人

によって行われているに等しい。

これでは、設計・監理が施工から分離・独立しておらず、設計・監理による施工

のコントロールは、もともと期待しえない状況と言える。

ウ 建築士と施工業者との分離の不徹底－建築士の資格と地位の低さ

前述したとおり、施工業者が併設する建築士事務所に自社物件の設計・監理を行

わせている場合等は、建築士が施工業者の従業員であるかそれに等しい程度に施工

業者に隷属している形態であるが、そこまでいかずとも、建築士は、施工業者に従

属的な立場において業務を行わざるをえないことが多い。特に、住宅建築において

は、建築士の設計・監理の仕事は、施工者から依頼ないし紹介されるものが圧倒的

に多く、このような癒着と経済的依存関係のもとでは、弱い立場の建築士が強い立

場の施工業者を厳正にコントロールすることなど不可能に近い。

そもそも、現在、建築士人口は一級建築士で２０～３０万人、二級建築士・木造建築

士を合わせると１００万人にも及ぶと言われており、設計・監理という専門技術的知

識・能力を要求される業務を独占的に行いうる国家資格としては、有資格者人口が

多すぎると言わざるをえない。その資格は、建築士法に基づく国家試験によって認

定されているものの、最低限の設計知識や建築工学の知識の修得によって得られる

資格にすぎず、実務能力を担保するものでない。他方、建築士会などの建築士団体

加入が任意的であり、懲戒処分等による自律性・自浄作用も期待できないうえ、実

務教育や倫理教育等の研修を強制する制度が整備されていない。

その結果、多くの建築士は、過当競争の中で経済的基盤も不十分な地位に置かれ

（経済的地位の低さ）、施工業者に従属的な立場において仕事せざるをえないため、

厳正な監理を遂行できない状況に陥り、中には建築確認申請手続における監理建築

士としての名義貸しを常態的に行う建築士も少なからず存在する。専門家としての

職業倫理観の欠如とともに、建築士の地位と役割に関する社会的認知の低さ（社会

的地位の低さ）もこれを助長している。

�３ 建築行政の問題

ア 阪神・淡路大震災前の建築行政の状況

建築物を建築する場合、着工前に、その計画につき建築確認を受けなければなら

ない。この制度は、建築主事等が設計図書のチェックを行うことにより、建築基準

法令に抵触する建築物の出現を未然に防止することを目的とする。

もっとも、建築確認制度は、あくまでも事前の書面審査で建築物の法令適合性を

判断するにすぎないため、提出図面と異なる建築物が建築されることを防止するこ

とはできない。
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そこで、竣工後に、確認図書どおりに施工されたかどうかを検査する完了検査制

度が設けられている。

ところが、完成後の検査であるため、せいぜい建ぺい率・容積率等のいわゆる集

団規定のチェックや、軒裏・外壁材・サッシ等の防火規定等の見える部分のチェッ

クにとどまり、建物の躯体等の構造的安全性に関する部分は検査することができな

い。

しかも、建ぺい率・容積率に対する違反建築等のために完了検査を受けない建物

も多く、また、行政における人員不足の問題もあり、完了検査の実施率は、阪神・

淡路大震災以前は全国平均でも３０％程度にとどまっていた。

イ 中間検査の導入

もともと建築に対する行政のチェックが着工前の確認申請のほか竣工後の完了検

査しか行われなかったのは、施工途中におけるチェックを建築士による施工監理に

任せていたからである。

阪神・淡路大震災によって、建築士による監理の機能不全とそれによる欠陥住宅

被害が社会問題になり、行政等による検査の強化の必要性から、平成１０年の建築基

準法改正によって中間検査制度が導入された。すなわち、特定行政庁は、必要に応

じて中間検査を行うべき対象建物と特定工程を定め、その中間検査合格証を受けな

ければ、次の工程に進んではならないとされた。

しかし、中間検査の導入・実施状況は、特定行政庁によって様々である。小規模

な戸建て住宅を中間検査の対象としていない特定行政庁も多く、中間検査の導入に

熱心に取り組む特定行政庁とそうでない行政庁との間で導入の有無や特定工程の指

定内容に格差を生じていたり、検査方法として、目視検査・計測等を十分に行わず、

建築士作成の報告書の審査程度で済ませている実情も見られた。

ウ 確認・検査業務の民間開放

完了検査率アップの要請と中間検査導入に伴って、平成１０年建築基準法改正によ

って確認検査業務が民間開放され、確認・検査業務を民間の指定確認検査機関が実

施することが可能となった。規制緩和の流れの中で、確認検査機関の自由競争によ

る迅速・安価な確認・検査サービスの提供が狙いとされた。

しかし、民間確認検査機関は、依頼者からの手数料収入を経済的基盤とする営利

企業であり、依頼者のほとんどが申請代行する施工業者や建築士であることを考え

ると、厳格・適正な確認審査・検査がかえって依頼を遠ざけることにつながるとい

う本質的矛盾を孕んでいた。また、申請機関の選定に施主が関与せず、検査を受け

る施工業者が選定を行っている以上、指定確認検査機関と施工業者との馴れ合い・

癒着が生まれて検査が甘くなる虞も指摘されていた。

このように、民間開放については、いかに確認・検査業務の適正を確保するかと

いう点に課題のあることが、改正以前から指摘されていた（日弁連の意見として、

１９９７年１０月１７日付「建築基準法改正に関する意見書－『住宅検査官』による検査制

度の導入を－」、及び、１９９８年３月１８日付「建築基準法改正についての申入書」参

照）。

�４ 不動産業者の問題
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ア 重要事項説明の形骸化

不動産取引に関して重要事項説明は、不動産取得者に不測の被害を与えないため

に、極めて重要な意味を持つ。本来、不動産取引を行うか否か、行うとしていかな

る条件で行うかを判断・決定するためには、取引交渉の早期段階において、それら

の取引判断・決定に影響を与える事項（＝重要事項）について正確な事実を認識し

ておくことが必要である。

ところが、現実の紛争では、住宅取得者にとって取引判断に重要な影響を与える

事項について正確な説明がされていないこと（不実告知・事実不告知）が多々見受

けられる。特に悪質なのは、取得者が取引を決断した後、契約書を作成すると同時

に、重要事項説明書に形式的に記載だけをしておき、十分な説明をしないといった

ケースである。例えば、接道義務違反や用途地域などによる再築不可物件について、

規制等の形式的記載はあるものの、そのことの持つ実質的意味をきちんとわかるよ

うに説明しない等といった事案も見られる。

重要事項説明の意義を無視・軽視した不適正な業務のあり方というほかない。

イ 建築に関する専門性の担保の欠如

宅地建物取引業者は、不動産取引に関する専門業者であるが、建築に関して必ず

しも十分な専門的知識を有することが制度的に担保されているわけではない。

しかし、実際の不動産取引においては、住宅取得者は、耐震性・耐久性など建築

に関する専門的知識を要する事項も大きな関心事であり、それらの事項に関して不

動産業者から説明を受ける場面も少なからずある。

これらの事項に関する説明を巡って紛争になった場合、不動産業者は、重要事項

説明書に記載されていない事項については説明の事実を否認し、責任追及を受けて

も、自らが建築の専門家でないことを抗弁として主張するのが常である。

ウ 住宅取得者の利益との相反

不動産仲介業者は、取引成立により報酬が発生し、報酬額は取引額が大きいほど

多額になる報酬体系になっているため、住宅取得者が高く住宅を買うほど利益が大

きくなることになる。したがって、仲介業者にとっては、取引成立に支障になる事

項を説明したり、取得者のために減額交渉することは、本質的に自らの利益に反す

る構造となっている。

この報酬体系が住宅取得者にとって被害の原因の一つになっていると言える。

３ 進まぬ抜本的改革

�１ 耐震強度偽装事件

２００５年１１月１１日の日弁連第４８回人権大会において、我々は「安全な住宅に居住する

権利を確保するための法整備・施策を求める決議」を満場一致で採択した。それから

僅か１週間後の同月１７日、国土交通省により耐震強度偽装事件が公表され、我々の主

張の正当性が実に不幸な形で世に証明される結果となった。

この事件は、わが国の建築物に対する社会的信頼を根底から揺るがすとともに、建

築生産システムの本質的・構造的問題点を改めて明らかにするものでもあった。

すなわち、第１に、本来的に建物の安全性確保を担う建築士（とりわけ構造専門家）

が、施工業者に従属せざるを得ない経済的・社会的劣位に置かれ、職能を全うできな
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い惨状が白日の下にさらされた。

また、第２に、本来的に建築士の設計・監理の有効性を前提としていた確認・検査

制度は、建築士による構造偽装に対応できるだけの、安全性確保のための実質的制度

でないことを露呈したのである。

さらに、第３に、欠陥住宅被害対策のために２０００年４月に施行された「住宅の品質

確保の促進等に関する法律」（品確法）によって新築住宅の売主等の瑕疵担保責任に

ついて１０年間の瑕疵保証期間が強制されていたが、耐震偽装事件ではマンションを販

売した事業者が破産したことによって、瑕疵担保責任が法的に認められても現実に履

行が確保されない限り被害者が救済されない実態が浮き彫りになった。

�２ 富士ハウス等の倒産

前述の耐震偽装事件を受けて、建築基準法令改正により建築確認制度が強化された

ほか、業者倒産時にも品確法上の瑕疵担保責任による現実の救済を図るために「特定

住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（履行確保法）が制定され、２００９年

１０月１日から新築住宅の販売業者・建設業者に保険加入等が義務づけられることにな

った。

ところが、２００９年１月２９日、浜松の富士ハウス株式会社が破産決定を受けた。同社

は、関東から近畿圏まで７８支店を設け、１４４箇所の住宅展示場に出店していた木造住

宅のハウスメーカーであったが、着工時に請負代金の７割を支払わせていた実態が明

らかになっており、破産した時点で仕掛かり物件が多数存在したのみならず、まった

くの未着工物件が１４５８件にも及んでいた。また、２００９年４月３日には、埼玉の大手ハ

ウスメーカー、株式会社アーバンエステートも破産決定を受けた。

前述の履行確保法は、あくまでも完成建物の瑕疵担保責任に関する手当であるから、

未完成建物には適用がなく、住宅供給業者が住宅完成前に倒産した場合には、全く救

済に結びつかない。

結局のところ、わが国の住宅政策においては、被害が発生するたびごとに対症療法

的な対策を採るにとどまり、抜本的な住宅生産・供給システムの改革が行われて来な

かったのが実情であり、いわば、継ぎ接ぎの制度のほころびがあちこちから噴出し続

けている有様である。

第３ この間の法改正及び消費者庁発足に至るまでの成果

１ 阪神・淡路大震災後の運動

�１ 日弁連消費者問題対策委員会の活動

ア 意見提言等

１９９５年１月１７日の阪神・淡路大震災の発生後、同年、日弁連消費者問題対策委員

会において「土地・住宅部会」を発足させ、欠陥住宅被害の予防と救済に向けた提

言を行ってきた。

１９９７年１０月１７日には、「建築基準法改正に関する意見書－『住宅検査官』による

検査制度の導入を－」により、住宅検査官による中間検査導入を訴えるとともに、

建築確認・検査業務の民間開放に反対意思を表明した。
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１９９８年３月１８日には、「建築基準法改正に関する申入書」により、前日上程され

た建築基準法改正法案における建築確認・検査業務の民間開放に関し、問題点を指

摘して、改めて反対意思を表明した。

２００５年１１月１０日～１１日には、日弁連第４８回人権大会において、「日本の住宅の安

全性は確保されたか～阪神・淡路大震災１０年後の検証～」と題するシンポジウムを

開催し、建築士制度・確認検査制度を初めとする建築生産システムの問題点と改革

を提言するとともに、「安全な住宅に居住する権利を確保するための法整備・施策

を求める決議」を満場一致で採択した。

イ その他の活動

１９９６年３月 日弁連主催で全国一斉の第１回「欠陥住宅１１０番」実施（相談件数

７０２件）。

１９９６年３月 日弁連消費者問題対策委員会土地・住宅部会において、アメリカの

インスペクター制度の視察。

１９９６年１２月 上記アメリカ視察の成果を踏まえ、日弁連消費者問題対策委員会編

『いま、日本の住宅が危ない！』（民事法研究会）を発行。

１９９７年５月 日弁連主催シンポジウム「欠陥住宅被害を考える」開催。

１９９７年６月 第２回「欠陥住宅１１０番」実施（相談件数９６６件）。

１９９７年１１月 日弁連主催シンポジウム「建築基準法改正を考える」開催。

１９９７年８月 同委員会編『欠陥住宅被害救済の手引』（民事法研究会）発行。

１９９８年６月 第３回「欠陥住宅１１０番」実施（相談件数１１５３件）。

１９９９年６月 第４回「欠陥住宅１１０番」実施（相談件数９０２件）。

２０００年７月 第５回「欠陥住宅１１０番」実施（相談件数７１７件）。

２０００年７月 日弁連編『消費者のための家づくりモデル約款の解説』（民事法研

究会）を発行。

２０００年８月 同部会において、北欧住宅事情視察。

２００２年５月 同委員会編『欠陥住宅被害救済の手引（全訂増補版）』（民事法研究

会）を発行。

２００２年８月 同部会において、アメリカ・カナダ住宅事情視察。

２００４年８月 同部会において、中国住宅事情視察。

２００４年９月 日弁連編『家づくり安心ガイド』（岩波書店）を発行。

２００６年６月 日弁連主催シンポ「耐震偽装事件の被害救済とあるべき建築生産シ

ステム」（東京）を開催。

２００７年１２月 日弁連主催シンポ「住宅の安全確保のために～地震被害と戦うロス

市に学ぶ～」（東京）を開催。

２００８年１２月 同委員会編『欠陥住宅被害救済の手引（全訂三版）』（民事法研究会）

を発行。

�２ 消費者団体の活動

ア 阪神・淡路大震災以前からの欠陥住宅を正す会等の活動

１９７１年、日本消費者連盟による欠陥住宅の告発、１９７３年、主婦連住宅部会による

プレハブ住宅調査が契機となり、以後、欠陥プレハブ・欠陥マンション問題が社会
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問題化しはじめた。

そして、１９７９年には「欠陥住宅を正す会」、１９８０年には「欠陥住宅をなくす会」

が設立され、以後、同会らが我が国の欠陥住宅被害の予防と救済に取り組み始めた。

とりわけ、「欠陥住宅を正す会」（代表・澤田和也弁護士）は、我が国の欠陥住宅問

題を解決する道しるべとも言うべき方針や判決を引き出している。

イ 欠陥住宅ネットの活動

阪神・淡路大震災を契機として、日弁連消費者問題対策委員会土地・住宅部会の

部会員らも参加して、弁護士・建築士・学者・市民により１９９６年１２月に「欠陥住宅

被害全国連絡協議会（欠陥住宅全国ネット）」が設立された。２００９年５月までの間

の主な活動としては、�全国各地で計２６回の全国大会を開催し、事例研究や救済手

法に関するスキルアップを図るとともに、時々の問題に関して提言を行ってきてお

り、また、�関西ネット（大阪・奈良）、京都ネット（京都・滋賀）、和歌山ネット、

神戸ＮＥＴ、中国・四国ネット、東海ネット、九州ネット、東北ネット、関東ネッ

ト、北海道ネット、甲信越ネット、北陸ネットといった、被害救済活動の拠点を各

地で立ち上げ、ネットワーク組織を形成し、他方で、�『消費者のための欠陥住宅

判例〔第１集～第４集〕』の発行（民事法研究会）や、�欠陥住宅１１０番の定期的な

実施、�監理放棄建築士の告発等、被害の予防・救済のための各種活動を展開し、

世論喚起や被害救済水準の引き上げ等に貢献している。

２ 法改正の動向

�１ 建築基準法の改正

１９９５年の阪神・淡路大震災を契機として、１９９８年の建築基準法改正により、中間検

査制度の導入が図られた。この時の改正で、建築確認・検査業務が民間開放された。

�２ 住宅品質確保促進法

１９９９年、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（品確法）が制定され、�住宅性

能表示制度の創設、�新築住宅の売買・請負契約における一定の瑕疵担保責任につき

１０年の保証期間の強制、�住宅紛争審査会制度の創設が盛り込まれた。

�３ 特定住宅瑕疵担保責任履行確保法

２００５年の耐震偽装事件を契機として、建築基準法令・建築士法・建設業法等の改正

が行われるとともに、被害者救済のために業者の資力を確保すべく、「特定住宅瑕疵

担保責任の履行の確保等に関する法律」（履行確保法）が制定され、新築住宅の売主・

請負人に保険加入又は供託が義務づけられるに至った。

３ 判例の動向

�１ 総論

かつては、欠陥判断においてさえ明確な判断基準が設定されておらず、建築といっ

た技術的・専門的な分野に苦手意識を持つ裁判官は、いきおい鑑定人に欠陥（瑕疵）

の有無という法律判断までもゆだねてしまう傾向があった。住宅供給業者側からは「建

築基準法令は行政取締法規であり、契約関係に適用されないから、契約における瑕疵

の判断基準たりえない」などという形式的な反論が出されることも少なからずあり、

このような根本的なところから主張・立証しなければならない被害者側の負担は非常

に重かった。損害賠償額の算定においても、相当補修方法はきわめて劣悪な内容にと
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どまり、「つぎはぎの補修」しかできないレベルであった。

しかし、近時十数年間の多くの判例の集積の結果、�欠陥判断の基準論において、

建築基準法令に反することは当然に欠陥（客観的瑕疵）であるというコンセンサスが

確立されたと言ってよく、さらに、建築基準法令の基準を充足していても契約違反は

欠陥（主観的瑕疵）であるという最高裁の判断も示されるに至った。�欠陥判断のプ

ロセスにおいても、鑑定人による欠陥原因事実に関する技術的判断と裁判所による欠

陥（瑕疵）の有無・程度に関する法的判断とが峻別されるようになってきた。�責任

論においては、従前には下級審で争いがあった名義貸し監理放棄建築士の損害賠償責

任や、直接の契約関係にない設計・施工者等の不法行為責任が最高裁判例で認められ

るに至っている。�損害論においても、重大な構造欠陥のある建物について取壊建替

費用の損害賠償が認められるべきことが判例理論として確立されるに至った。�これ

に伴い、損害賠償額の相対的な高額化（これまでの低水準に比べて、という趣旨）が

徐々に進んできており、そのような高額の補修費用が認められる事案については比較

的高額の慰謝料も認められるに至っている。

以下、近時の注目すべき主な最高裁判例を紹介する。

�２ 最判平１４・９・２４（判時１８０１号７７頁消費者のための欠陥住宅判例第３集（民事法研

究会）２９２頁）

請負人の瑕疵担保責任に基づく建替費用相当額の損害賠償請求については、民法６３５

条ただし書の存在などを根拠とする消極説が一部に根強く主張されてきたが、本判決

は、以下のように述べて、この消極説を明確に排除し、建替費用相当額の損害賠償請

求を正面から認めた初の最高裁判例である。

すなわち、「請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場

合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、

また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、

契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過

酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求を

することを認めても、同条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。したが

って、建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替え

ざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当

額を損害としてその賠償を請求することができると言うべきである。」

本判決によって、�請負人の瑕疵担保責任に基づく建替請求はもとより、�請負人

の瑕疵担保責任に基づく解除請求も認められる可能性が高くなった（実際、京都地判

平１６・３・３１（消費者のための欠陥住宅判例第４集１４０頁）は、一般論としてではあ

るが、解除の余地を正面から肯定している）。さらに、これとの均衡から、�契約形

式や法律構成を異にしても建替費用相当額の損害賠償請求の余地を大きく広げたもの

と思われ、本判決の持つ意味は大きい。

�３ 最判平１５・１０・１０（判時１８４０号１８頁判タ１１３８号７４頁「消費者のための欠陥住宅判例

第３集」４６４頁）

本判決は、「取引通念上、通常備えるべき品質・性能」を備えている場合（いわゆ

る「客観的瑕疵」が存在しない場合）であっても、契約で定められた品質・性能を備
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えていない場合には、瑕疵があることになるとして、いわゆる「主観的瑕疵」を正面

から認めた判例である。

すなわち、「本件請負契約においては、上告人及び被上告人間で、本件建物の耐震

性を高め、耐震性の面でより安全性の高い建物にするため、南棟の主柱につき断面の

寸法３００㎜×３００㎜の鉄骨を使用することが、特に約定され、これが契約の重要な内容

になっていたものと言うべきである。そうすると、この約定に違反して、同２５０㎜×

２５０㎜の鉄骨を使用して施工された南棟の主柱の工事には、瑕疵があるものというべ

きである。」

瑕疵判断基準として、法令による一般化された基準よりも契約内容による拘束性を

重視したという意味において非常に重要な判例である。

�４ 最判平１５・１１・１４（民集５７巻１０号１５６１頁判時１８４２号３８頁消費者のための欠陥住宅判

例第３集１６６頁）

本判決は、建築確認申請において監理建築士として名義を貸して実際には監理を行

わなかった建築士の法的責任を認めた最高裁判例である。

すなわち、「建築士法及び法の上記各規定の趣旨は、建築物の新築等をする場合に

おけるその設計及び工事監理に係る業務を、…これを適切に行い得る専門的技術を有

し、かつ、法令等の定める建築物の基準に適合した設計をし、その設計図書のとおり

に工事が実施されるように工事監理を行うべき旨の法的責務が課せられている…建築

士…に独占的に行わせることにより、建築される建築物を建築基準関係規定に適合さ

せ、その基準を守らせることとしたものであって、建築物を建築し、又は購入しよう

とする者に対し、建築基準関係規定に適合し、安全性等が確保された建築物を提供す

ることを主要な目的の一つとするものである。このように、建築物を建築し、又は購

入しようとする者に対して建築基準関係規定に適合し、安全性等が確保された建築物

を提供すること等のために、建築士には建築物の設計及び工事監理等の専門家として

の特別の地位が与えられていることにかんがみると、建築士は、その業務を行うに当

たり、新築等の建築物を購入しようとする者に対する関係において、建築士法及び法

の上記各規定による規制の潜脱を容易にする行為等、その規制の実効性を失わせるよ

うな行為をしてはならない法的義務があるものというべきであり、建築士が故意又は

過失によりこれに違反する行為をした場合には、その行為により損害を被った建築物

の購入者に対し、不法行為に基づく賠償責任を負うものと解するのが相当である。」

本件は建築士が工事監理契約を締結していない事案であるが、本判決は、建築士法

の立法趣旨・目的から説き起こし、直接の契約当事者に限定されない抽象的な住宅取

得者に対する法的義務を導き、これを根拠として義務違反による責任を認定している。

このような対世的効果を持つ法的義務は、建築士の高い専門技術性と独占的職能とい

う地位を重視するものであって、高く評価できるものと言えよう。

�５ 最判平１９・７・６（民集第６１巻５号１９４０頁）

本判決は、上記最判平１５・１１・１４を更に発展させ、住宅取得者のみならず、およそ

建物利用者等広く社会一般に対し、建築士のみならず施工業者の不法行為責任を認め

た判決である。

すなわち、「建物は、そこに居住する者、そこで働く者、そこを訪問する者等の様々
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な者によって利用されるとともに、当該建物の周辺には他の建物や道路等が存在して

いるから、建物は、これらの建物利用者や隣人、通行人等（以下、併せて「居住者等」

という。）の生命、身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えてい

なければならず、このような安全性は、建物としての基本的な安全性というべきであ

る。そうすると、建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者（以下、併せて

「設計・施工者等」という。）は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者等に

対する関係でも、当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように

配慮すべき注意義務を負うと解するのが相当である。そして、設計・施工者等がこの

義務を怠ったために建築された建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があ

り、それにより居住者等の生命、身体又は財産が侵害された場合には、設計・施工者

等は、不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として

当該建物を買い受けていたなどの特段の事情がない限り、これによって生じた損害に

ついて不法行為による賠償責任を負うというべきである。」

本判決は、直接の契約関係にない者に対する不法行為責任について「強度の違法性」

を要求した原審福岡高裁判決を破棄し、建物に社会的存在としての意味を正面から認

め、広く不法行為責任を認める余地を示した判決と言える。

第４ 被害救済の課題

１ 司法的救済

�１ 実体論

ア 欠陥論では、不法行為責任における欠陥（建物の基本的な安全性）と契約上の瑕

疵の異同等が課題となろう。

イ 責任論では、住宅取引に関与している関係者として、不動産仲介業者・金融機関・

確認検査機関の責任等が課題となろう。

ウ 損害論では、相当補修方法の確立（瑕疵判断基準への完全なる適合と、新築性の

回復）、主観的瑕疵の場合の損害論、慰謝料、懲罰賠償、損害額調整論の克服等が

課題となろう。

�２ 専門訴訟の特殊性と手続的公平の確保

欠陥住宅訴訟は、いわゆる「専門的知見を要する訴訟」の典型であり、裁判所は専

門的知見に関する判断を専門家に委ねたがる傾向がある。最も分かり易い例が裁判所

鑑定であるが、双方当事者が私的鑑定書を提出している事件では当事者が鑑定申請を

行わない。

そこで、裁判所は、審理の過程で専門委員制度や付調停制度を実質的に簡易な鑑定

として転用している実態があり、かかる脱法的運用のゆえに、判断過程では適正手続

の確保は全く図られず、むしろ裁判官室における密室鑑定、あるいは裁判所から専門

家への判断の丸投げと言ってよい事態が常態化している。しかも、専門委員や調停委

員は、いわば同業界にいる建設業者・建築士に対し少なからず同情的心情・擁護的姿

勢をとる傾向にあり、被害救済が十全になされていない。

そもそも欠陥住宅訴訟の多くが、消費者と専門事業者という非対等当事者間におい

第４章 安心して住める住宅を

－ 217 －



て専門家責任を追及しているという紛争の本質に鑑みれば、消費者の立証責任を軽減

し、欠陥・損害に関する一定の主張・立証がなされた場合、専門事業者側はその内容

を完全に否定できるだけの主張・立証がなされない限り責任を免れないという司法審

理・判断の枠組みが必要である。これにより初めて、実質的な当事者対等・手続的公

平が確保されると言うべきである。

２ 裁判外による救済

司法救済は、時間・費用等の面において、被害者である消費者に多大な負担となって

いる。

紛争の早期解決のために、品確法に基づき各単位弁護士会に設置された住宅紛争審査

会等のＡＤＲの活用が望まれる。

第５ 被害予防の課題～建築生産システムの再構築

住宅の安全を確保し、欠陥住宅被害等の消費者被害を予防するためには、まずもって、

前述してきたようなわが国の建築生産システムの構造的な問題点について抜本的な改善を

行い、システムの再構築を行う必要がある。そのためには、これまでに日弁連が１９９７年１０

月１７日付「建築基準法改正に関する意見書－『住宅検査官』による検査制度の導入を－」

や１９９８年３月１８日付「建築基準法改正に関する申入書」、また、日弁連第４８回人権大会に

おける２００５年１１月１１日付「安全な住宅に居住する権利を確保するための法整備・施策を求

める決議」の中でも指摘したきたとおり、次のような改革が必要である。

１ 建築基準法から住宅安全に特化した法令へ

現行建築基準法令は、都市計画法的規制（集団規定）と、個体としての建物の安全基

準（単体規定）が混在しており、建物を利用する消費者側の安全という視点に貫かれた

法律となっていない。

したがって、住宅が最低限備えるべき安全性等の品質・性能に特化した住宅安全基本

法を独立させ、欠陥基準・補修基準として明確な法規制を設けるべきである。

２ 建築士制度の改善

わが国の建築生産システムは、建築士の設計・監理による施工のコントロールに期待

するものだったが、これが機能不全を来たしていることは、既に阪神・淡路大震災から

指摘され、耐震偽装事件で周知されるに至った。

建築士が、施主の利益保護のために高い技術・倫理を備えた資格として機能回復し、

強い権限と責任を確保させる制度改革が必要である。

�１ 施工業者からの建築士事務所の独立の確保

まず必要とされるのは、施工業者併設の建築士事務所による自社物件監理の禁止で

あろう。

現行法上は、建設業者が開設者となって建築士事務所を併設することができ、その

建築士事務所をして、同建設業者の建築する物件の設計・監理を行わせることができ

る。規模の大きい建設業者は、このような形態でほぼ独占的に自社物件の設計・監理

を行っているケースが多い。このような施工者併設の建築士事務所による自社物件の

監理を禁止する法制度上の抜本的改革が必要である。
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�２ 施工からの監理の独立の確保

施工者と利害関係のある建築士による監理の規制が必要である。併設事務所による

自社物件監理の禁止だけでなく、さらに進んで、建設業者と建築士との間に強い利害

関係のある場合は、その建築物件の監理を禁止すべきである。建設業者と建築士との

間の利害関係や癒着関係を判断することは技術的にも大変困難であるが、例えば、建

築士事務所の従業員に建設業者からの派遣社員がいる、多数のＯＢが在籍している、

設立に際して出資されている、その他経済的援助を受けている、などが考えられる。

また、建設業者は、自社の施工する物件について、建築士事務所を指定したり紹介

することを禁止し、その違反については罰則を与えることも有効と考えられる。

３ 建築確認・検査制度の実質化

建築物は居住者のみならず訪問者や近隣等にも影響を与える社会的存在だが、建築士

による設計・監理が第一次的には施主の利益のためになされる以上、建物の安全性確保

を建築士のみに委ねることには限界がある。同様のことは、現行の民間確認検査機関に

も言え、民間機関が申請者から報酬を得て利潤を得る立場にある以上、確認・検査の徹

底を図ることには内在的な限界がある。

国民（消費者）の安全を確保することが国家の責務である以上、最低限のセーフティ

ネットとして建築確認・検査制度については、一元的に行政が行う制度に戻すとともに、

建築士や民間機関はその手足として技術的実働を担うシステムを構築し、より実質的に

建築物の安全性を確保する制度にしなければならない。

特に、社会的存在である建築物の安全性を確保するためには、営利目的から解放され

た「住宅検査官」が建築現場を徹底的に検査する必要性がある。すなわち、建築確認・

検査業務の担い手として、建築主事から委託を受けてその指揮監督のもとに検査権限を

代行して行う資格者（国家試験による資格）としての「住宅検査官」の制度を創設した

うえで、住宅の建築現場に常駐し又はそれに準ずる頻度で赴き、設計図書、建築基準法

令及び標準的技術基準（例えば、日本建築学会建築工事標準仕様書等）に適合した施工

がなされているか、厳正に検査を行うことを義務づけるのである。（１９９７年１０月１７日付

日弁連意見書「建築基準法改正に関する意見書－『住宅検査官』による検査制度の導入

を－」参照）

４ 建築資材・設備等に関する性能認定制度・事故調査機関の確立

�１ 建築資材・設備等に関する性能認定制度の見直し

建材偽装事件を通じて建材の認定制度には偽装を招く不備が指摘されているところ

であるが、そもそも建材の品質・性能に関する評価・認定は、何度でも試験を受ける

ことができ、１度でも合格すれば、その後、再試験等による品質・性能の検証を受け

ることもないという極めて不十分なものにすぎない。

建築物の品質・性能は、建築物の各部位や個々の部材が一定の品質・性能を保有し

ていることが前提となっており、例えば、建物の防耐火性能について言えば、たとえ

壁体が防耐火性能を有していても、建具が防耐火性能を有していなければ、建物全体

としての防耐火性能は達成されないのである。

建築資材の品質・性能を確保できる評価・認定制度の確立が必要不可欠である。

�２ 独立した事故調査機関の設立の必要性
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前述のとおり、エレベーターや回転扉の事故については、原因究明さえ進まない実

情がある。

このような状況を直視して指摘されている問題点として、�例えば、航空機・鉄道・

船舶の事故等には、法律に基づき設置された、各種の調査権限をもつ委員会があるの

に対し、エレベーター事故等については、そのような事故調査機関がないこと、�警

察等の犯罪捜査が事故調査よりも優先し、原因究明が遅れて困難になること、�欧米

諸国の事故調査と比べ、日本は著しく制度構築が遅れていることなどが挙げられる。

エレベーター等の建築設備に関する事故について、被害再発防止のためにも、何よ

りもまず事故の原因究明を客観的・科学的観点から適正に行う制度を構築する必要が

ある。

第６ 今後、どのようにして課題を克服してゆくか

１ 今後の方向性

�１ 近時の消費者行政の変化に伴う動向予測

消費者庁創設に象徴される、近時の「消費者目線の行政への転換」という観点から

見た場合、住宅分野においては、阪神・淡路大震災をはじめとする欠陥住宅問題の顕

在化や、耐震強度偽装事件等といった消費者被害の社会問題化を受けて、既に数年来、

消費者の信頼回復のための施策が講じられていっており、それがより加速されるもの

と思われる。

国交省は、これまで新築住宅に関する施策に力点を置いてきたが、今後は、既存住

宅の売買契約やリフォームの請負契約について、市場の信頼回復を図るべき方策にも

視野を広げる動きが見られる。

また、建材偽装や悪質リフォーム被害のような問題についても、被害情報の集約・

公開という面で予防が期待できるものと思われるし、エレベーターや回転扉等といっ

た設備に関する事故について、これまで国交省が原因究明を行えなかった分野につい

ても、機動的に機能することが期待される。

このような観点から見れば、土地・住宅分野で消費者庁が所管すべき法令としては、

現時点で挙げられている品確法のみならず、およそ住宅の生産・供給に関する諸法令

（例えば、建築基準法令等）を広く含めていくことが必要であろう。

�２ ２０年後の土地・住宅分野のあるべき姿

一言で言えば、�住宅の安全性を確保するために特化した「住宅安全基本法」がで

きて、消費者庁の所管のもとで実質的に機能しており、�住宅生産システムを支える

専門家としての建築士制度が立て直される（独立監理建築士による設計・監理）とと

もに、行政の確認・検査制度によるセーフティネットの制度が充実し（住宅検査官に

よる中間検査等）、�安心して住宅取得できる市場が形成されていること、そして、

�万一、建築被害が生じたときでも迅速な解決を図ってもらえるＡＤＲ機関が整備さ

れ、�保険制度による救済が確保されていること、かつ、�消費者団体がこれらの制

度を不断に監視し、改善を求めていく体制にある、といった状況が理想であろう。

２ 消費者行動のあり方
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�１ 従前、土地・住宅問題の分野では、震災や偽装が社会問題化した機会に、建築生産

システムの構造的問題を指摘し、他方で、事件ごとの司法救済により、問題状況の変

革・打破を要求してきた。

建築は専門技術的性格が強い領域ゆえに、生来的・必然的に消費者は情報弱者であ

り、情報格差があることを前提として、それゆえの不利益を回避するために、建築士

制度改革や建築行政改革を中心に制度的提言を行う必要がある。

住宅生産システムに関する制度について、例えば、日弁連消費者問題対策委員会土

地・住宅部会としての提言は、１０年以上前から行ってきており、中間検査の導入など

一部において実現したものもあるが、建設業者・ハウスメーカー、建築士諸団体、不

動産業者等、業界からの制度変革の指向性が異なり、消費者目線で一本化された建築・

不動産行政というものが構想しにくいのは事実である。

�２ 住宅があまりにも高価な商品であるがゆえ、一生に一度あるかないかの取引行為な

ので、その消費行動も、他の消費行動と異なる側面があるとも考えられる。

しかし、住宅取得者がよりよい「消費者行動」を取れば、住宅生産システムの変革

も期待できる。

土地・住宅部会では、例えば、『家づくりモデル約款』を策定して解説本を出版し

たり（当約款であれば、富士ハウス被害のような問題は回避できる）、『家づくり安心

ガイド』を出版するなどしてきたが、端的に言えば、「住宅は、買うものではなく、

建てるものだ」というスローガンであり、建売住宅を買うのでなく、建築士に設計・

監理を依頼して、施工と分離させようという提言である。

消費者（施主）の利益を守る建築士制度は、実は、建築士制度を利用する消費者（施

主）自身によってしか育てることができない。確認・検査制度も、しかりである。そ

して、このようにして安全に建築された家でなければ、安心な中古住宅市場を形成す

ることもできないのである。

もっとも、建築業界の一部では、「消費者は、車や家電製品を買うとき、カタログ・

スペックを勉強して比較検討するのに、家を建てるときには何の勉強もしない。勉強

不足だから、欠陥住宅被害に遭うのだ」などという主張も耳にするが、専門技術的領

域で「騙される方が悪い」というのは市場側の責任転嫁にほかならない。

ゆえに、住宅問題に関する消費者教育のあり方として、「建築の専門技術的知識を

勉強しましょう」、「欠陥住宅を見分ける目を養いましょう」などという方向性は、建

築という本質的に技術的要素の高い（そもそも情報格差が大きい）領域において、消

費者自身に情報格差を埋める努力を強いるものであり、正しい方向とは思われない。

消費者の専門知識不足・情報不足を補う専門家、利益擁護者として建築士がいるので

あり、セーフティネットとして建築行政（確認・検査制度）があるのである。

このような観点から見れば、消費者として学ぶべきは、「建築するときには、建築

士と施工業者を別々に選びましょう」、「違法建築は、行政による安全性チェックが受

けられないので、ダメですよ」、「システムキッチン等の設備や快適性・利便性ばかり

追いかけるのではなく、地震や災害に対する安全性が最低限必要な性能として大切な

のですよ」といった、住宅取得における基本的姿勢なのであり、それが建築における

正しい消費者行動である。

第４章 安心して住める住宅を
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３ 消費者団体のあり方

一般論として言えば、上記のような消費者行動を推進し、擁護する、そして、消費者

の被害を予防・救済するのが、消費者団体のあり方と言えよう。

土地・住宅分野においては、欠陥住宅被害等の救済を中心とした活動に軸足を置きが

ちであるが、今後、消費者行動を推進・擁護するためには以下のような活動も重要にな

ろう。

�１ 設計・監理を施工と分離発注する契約のあり方をＰＲする。

�２ 新築請負契約書の約款（民間連合約款）、重要事項説明等のあり方を不断に監視し

続ける。

�３ 悪質リフォーム被害防止のために、不招請勧誘規制を行う。

�４ 耐震偽装・建材偽装等の情報を集約・公表する。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題
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第５章
消費者契約法の充実を

第１ 消費者契約に関する被害の実情

１ 近年の消費者被害

日弁連は、１９８９年に開催された人権擁護大会（松江市）において「消費者被害の予防

と救済に対する国の施策を求める決議」を採択し、多発する多様な消費者被害を前提と

して、消費者に消費生活すべての場面で安全及び公正を求める権利の保障と、その実現

に参加する権利を有することを確認するとともに、同権利を実現するために、国に対し、

従来の縦割り行政、後追い行政の弊害を除去し、消費者の立場に立った総合的な消費者

行政を推進する消費者省（庁）の設置などを求めた。

それから２０年経った今年、現実に消費者庁が創設されるに至ったものであるが、この

間の独立行政法人国民生活センターのＰＩＯ－ＮＥＴに登録された消費生活相談件数は、

１９８９年に約１６万５０００件だったものが、高齢化、グローバル化、サービス化等の急速な進

展に伴って毎年急増し続け、２００１年には５０万件を突破し、ピークの２００４年には１８０万件

を突破している。その後架空請求の減少とともに減少してはいるものの、依然として１００

万件を超えているのが現状である。２００８年版国民生活白書によれば、２００７年度の消費者

被害に伴う経済的損失額は、最大３兆４０００億円（ＧＤＰの０．７％）という推定結果も公

表されている。

この間、消費者保護に関する個別法の改正などの対応は取られてはいるが、脱法的な

悪質商法や規制緩和に伴うニュービジネスなどに対しては、後追いとならざるを得ない

し、また、行政規制（業法規制）をもって直接的に消費者の救済が図られるものではな

く、さらに規制緩和によって事前規制が抑制的となっている現状からすれば、急増・拡

大する消費者被害を阻止・防止するための施策は、不十分であったと言わざるを得ない。

２ 現在の消費者被害の実情と特徴

消費者契約に関する被害事例も枚挙に暇がなく、現在においても悪徳商法による消費

者被害（点検商法、ＳＦ商法、資格商法、内職商法、利殖商法、マルチ商法など）は後

を絶たない。また、近年急増した消費者被害としては、架空請求、ネットオークション

被害、振り込め詐欺、高齢者への次々販売などが挙げられる。さらに、最近では、日常

的な消費者取引における不当な契約条項の使用、不当表示、プライバシー侵害による消

費者被害事件（例えば敷金返還請求事件、学納金返還請求事件、食品偽装事件、個人情

報漏洩事件など）も目立って来ている。

上記２００８年版国民生活白書によれば、消費者被害実態の分析をした結果、改めて少額

多数被害（５万円以下の被害が全体の４２％を占めている）と高額少数被害が同居する「ベ

キ分布」を取っていることが分かったとされている。

まず、少額多数被害については、裁判費用など解決にコストがかかる場合は被害者自

ら解決するインセンティブが働かず、悪質事業者を淘汰するという市場原理が働かない

ことが示されており、また、消費者被害がベキ分布の形を取ることは、高額被害に遭う
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ことが、誰にでも起こりうる問題であることを示していると報告されている。

なお、被害額が大きいにも関わらず、誰にも相談しない人も３分の１は存在している

という点も消費者被害の看過できない特徴であり、大きな課題である。

第２ 消費者契約法の制定と問題点

１ 消費者契約法の制定

消費者契約法は、２０００年４月に成立し、２００１年４月から施行されているが、同法は「消

費者と事業者との間の消費者契約」についての包括的民事ルールを定めるわが国で最初

の法律である。

消費者と事業者との間に、情報の質と量、交渉力の構造的格差があることを正面から

認めたうえで、その格差を是正するために、消費者に対する不当勧誘行為の取消しを認

めるとともに、不当条項について無効を主張できるものとし、消費者の利益擁護を図る

ことを明記した画期的な法律といえる。

消費者契約法が施行されてから８年が経過したが、この間学納金返還請求事件（最判

平１８・１１・２７最高裁ホームページ）や敷金返還請求事件（京都地判平１９・４・２０最高裁

ホームページ）などの裁判や、消費生活相談の現場において、いわば消費者の有力な武

器として活用されており、その意味で消費者被害の救済に大きな役割を果たしてきたと

いえる。

２ 消費者契約法の問題点と見直しの必要性

一方、現行の消費者契約法においては、立法過程で議論されていた事業者の情報提供

義務が認められず、威迫・困惑行為についても過度の限定が加えられたり、明確性原則

などの重要な解釈基準も明文化されず、さらには不当条項リストも不十分であるなど、

消費者の利益擁護という目的からすれば、満足できない点も少なからず存している。

この点、同法制定時の衆参両院の委員会における附帯決議で、「施行後の状況につい

て分析、検討を行い、必要があれば５年を目途に見直しを含めた措置を講ずる」とされ

ているとともに、２００５年４月に制定された消費者基本計画においても、消費者契約法の

見直しについては、「消費者契約法施行後の状況について分析・検討するとともに、消

費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則等について幅広く検討する」

とされており、消費者保護の観点からはなお検討すべき点があることを認めている。

以上の経緯を踏まえて、日弁連消費者対策委員会消費者契約法部会を中心として、消

費者契約法の評価・検討を行った結果を、「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」

として取り纏めて、２００６年１２月に日弁連の意見書として内閣府に提出している。また、

内閣府としても、２００７年１月から国民生活審議会消費者政策部会に消費者契約法評価検

討委員会を設置して、実体法改正に関する議論を行い、それに基づいて同年８月には報

告書が取り纏められた。もっとも、これを受けて組織された国民生活審議会の消費者契

約法に関する検討委員会において、実体法改正に関する議論をさらに本格化させる予定

であったが、消費者庁に関する議論や政治情勢の不透明性の影響によって、実体法改正

の審議は事実上棚上げの状態となっていた。

ところが、民法学者を中心として２００６年１０月に発足した民法（債権法）改正検討委員

第５章 消費者契約法の充実を
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会において、民法への消費者契約法の取込みが議論され、２００９年３月に公表された改正

試案では、消費者契約法を民法に取り込んで、消費者契約法の実体規定を民法の一般ルー

ルとすること（一般法化）とともに、消費者契約法の実体規定を消費者法の特則として

民法に置くこと（統合）を提案している。もっとも、この民法への取込みの当否につい

ては賛否両論があり、消費者の利益擁護の観点からして、現行の消費者契約法の適用や

解釈、あるいは裁判例によって獲得されているレベルを後退させるのではないかという

指摘もあるところである。

第３ 消費者団体訴訟制度の創設

１ 消費者団体訴訟制度の必要性

現在の消費者被害の特徴の一つである少額多数被害を防止または救済するためには、

被害者個人による解決が期待できない以上、集団的被害救済の仕組みが必要かつ重要と

なってくる。

このことは消費者契約法制定に際しても実効化策の重要課題として認識されており、

衆参両院の委員会における附帯決議において、「本法の施行状況を踏まえ、差止請求に

係る団体訴権について検討すること」とされている。そして、２００３年５月の第１８次国民

生活審議会消費者政策部会の報告書「２１世紀型の消費者政策の在り方について」におい

ても、「消費者被害を効果的に防止・救済するため、消費者団体訴訟制度を導入するこ

とが必要である。消費者団体訴訟制度としては、消費者団体に、不当条項の使用や不当

な勧誘行為等に対する差止請求権を認める制度や損害賠償請求権を認める制度が考えら

れるが、特に、消費者被害が多発している現状にかんがみると、消費者被害の発生・拡

散を防止するための差止制度を早急に導入することが必要である」とされており、特に

差止請求に係る消費者団体訴訟制度の早急の検討及び導入の必要性が謳われていた。

これを受けて、２００４年４月に第１９次国民生活審議会消費者政策部会に消費者団体訴訟

制度検討委員会が設置され、同年１２月には「消費者団体訴訟制度の骨格について」が取

り纏められ、２００５年６月には「消費者団体訴訟制度の在り方について」が取り纏められ

た。内閣府は、同報告書を踏まえて、消費者団体訴訟制度に関する立法作業を行い、２００６

年３月に「消費者契約法の一部を改正する法律案」を閣議決定して、国会提出された。

このようにして２００６年６月に消費者契約法が改正され、消費者団体訴訟制度が創設され、

２００７年６月から施行されている。

２ 消費者団体訴訟制度の内容

消費者契約法の２００６年改正により導入された消費者団体訴訟制度とは、一定の要件を

充たした消費者団体（適格消費者団体）に不当条項の使用や不当な勧誘行為など事業者

の不当行為に対する差止請求権を認めるものであり、消費者団体が、消費者個人の訴え

提起を前提とせず、自ら直接訴えが提起できるという点で、わが国の従来の権利保護シ

ステムとは異なる画期的な制度である。

その後２００８年改正では、それまで差止請求権の対象が消費者契約法４条、８ないし１０

条に規定する不法行為に限定されていたものが、特定商取引に関する法律と不当景品類

及び不当表示防止法に規定する一定の行為にまで拡大された。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題
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しかし、事業者の不当行為は、これにとどまるものではなく、消費者被害の拡大を未

然に防止するためには、割賦販売法違反行為や不正競争防止法違反行為についても適格

消費者団体の差止請求権を認める必要性が高い。そこで、２００８年２月に日弁連として「割

賦販売法改正による消費者団体訴訟制度の早期実現を求める意見書」を出している。

第４ 消費者契約法に関する立法課題

１ 消費者契約法の実体法改正の必要性

消費者契約法の実体法改正の必要性は大きいものの、現在、実体法改正の議論が事実

上棚上げの状態となっていることは、既に述べたとおりである。

あるべき実体法改正の方向性や内容については、基本的に、日弁連の２００６年１２月１４日

付「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」（実体法改正意見書）のとおりである

が、ここでは消費者契約法に関する裁判例も踏まえて、実体法改正意見書の重点項目を

ピックアップして言及しておく。

２ 実体法の改正提案

�１ 裁判例からの検討

ア ４条４項の「重要事項」について

消費者契約法４条４項の重要事項については、各号を例示列挙とみるのか限定列

挙とみるのかの問題があるが、限定列挙とみると取消しの範囲が極めて限定的とな

り、解釈によってカバーすることは可能であるものの、いわゆる契約動機に関する

事項が含まれないと解されるおそれがある。

契約動機に関する不実告知の裁判例は、神戸簡判平１６・６・２５及び大阪簡判平

１６・１０・７（いずれも兵庫県弁護士会ホームページ）が存在するが、いずれの裁判

例も重要事項の該当性について特に争われておらず、契約動機が重要事項に含まれ

ていることを当然の前提として判断されている。

もし契約動機に関する不実告知等に取消しが認められないとすると、民法上の詐

欺取消し、錯誤無効（動機の錯誤）によって保護される場面よりも適用範囲が狭く

なってしまうが、これでは消費者と事業者との間の情報力・交渉力の格差に着目し

て消費者の利益擁護を図るために消費者契約法を制定した趣旨が没却されてしまう。

特定商取引法の２００４年改正で新たに取消権が認められ、契約の必要性に関する不

実告知も取消しの対象となることを明確にしている。これは、現行消費者契約法に

対する上記のような批判を踏まえた立法であると考えられ、契約動機に関する被害

事例への対応が無視し得ない問題であることを裏付けるものである。

以上からすれば、「重要事項」は、４条４項１・２号の限定をせず、消費者が当

該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものとすべ

きである。

イ 断定的判断の提供の対象と法定追認について

消費者契約法４条１項２号の断定的判断の提供の対象が財産上の利得に限られる

かに関する裁判例として、神戸地尼崎支判平１５・１０・２４（消費者法ニュース６０号５８

頁）及びその控訴審判決である大阪高判平１６・７・３０（兵庫県弁護士会ホームペー
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ジ）がある。

この事案は易学受講契約及びそれに付随する改名やペンネームの作成、印鑑購入

等の契約の勧誘に際して様々な不当勧誘がなされたというもので、「改名等をすれ

ば必ず運勢や将来の生活状況が好転する」といった説明が消費者契約法の「断定的

判断」に該当するかどうかが問題となった。地判は非限定説に立って消費者契約法

に基づく契約取消しを認めたが、高判は限定説に立って消費者契約法に基づく契約

取消しを認めなかった。また、高判は、内閣府見解に則り、物理的退去時を起算点

として、その後の金員の支払を「一部の履行」と捉えて法定追認を認めた。

この事案自体は事業者の勧誘行為が公序良俗違反であるとされ、消費者が勝訴し

ているが、消費者が勝訴すべき事案について消費者契約法が機能しなかった例であ

り、断定的判断の提供について地裁判断に沿った改正、すなわち断定的判断の提供

の対象が財産上の利益に限られないことが明確にされるべきである。事業者が断定

的判断の提供をなすことが消費者の適正な判断を誤らせる危険があるために取消事

由としたという立法趣旨からすれば、財産上の利益に限られないというべきである。

また、消費者の救済が阻害された原因である法定追認を排除すべきである。

ウ ９条１号の平均的損害の立証責任等について

「平均的な損害を超えること」の立証責任について、現行法９条１号の文言と立

証責任に関する通説（法律要件分類説）を形式的にあてはめると、「平均的な損害

を超えること」について消費者が主張立証責任を負うとの解釈が成り立ちうる。

しかし、事業者に生ずる損害について、消費者が資料を有していることは通常あ

りえず、主張立証責任の分配に関する上記解釈を採った場合、事業者が資料を明ら

かにしない限り、消費者が「平均的な損害」について主張立証することは事実上困

難である。

この点は、多くの学納金返還請求訴訟において争点となったところである。京都

地判平１５・７・１６判時１８２５号４６頁、東京地判平１５・１０・２３判時１８６４号２９頁等が立証

責任を事業者に課したのに対し、大阪地判平１５・１０・６判時１８３８号１０４頁等では、

消費者が立証責任を負うとされ、結論が分かれていたが、最判平１８・１１・２７最高裁

ホームページは、消費者である学生が立証責任を負うとした。しかし、京都地判の

事件では実際に大学側が裁判所が促しても平均的損害を主張立証しなかった事案で

あり、立証責任が消費者にある場合には不都合な事態が生じうることを示している。

以上から、「平均的な損害」については、資料を有しているのは事業者であり、

事業者に立証責任を負担させることが公平かつ妥当である。最判で上記判断がなさ

れた以上、条文の規定を変更し、立証責任についての不都合を立法的に解決すべく、

立証責任を事業者負担とすべきである。

また、９条１号の趣旨は、事業者が契約関係の解消に伴い、過大な利得を得るこ

とを禁じ、損害賠償等の規定が消費者に過酷な要求となることを回避することにあ

る。その趣旨は、解除時における損害賠償等の場面に限定する合理的根拠はなく、

損害賠償等一般についても同様であると考えられる。また、レンタルビデオの過大

な遅延損害金請求などは９条１号の問題として処理するのが妥当である。よって、

同号の「解除に伴う」との限定を削除すべきである。
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�２ 事業者の情報提供努力義務（３条１項）

商品先物取引をはじめとする投資取引、あるいは変額保険などの金融取引、あるい

は診療契約などでは説明義務違反、あるいは情報提供義務違反が認められた裁判例は

多い。薬害エイズ事件は患者の生命にとって重大な意味をもつ濃縮血液製剤のリスク

に関する情報を製薬会社、医療機関が秘匿し、患者に提供しなかったために生じた極

めて深刻な被害であったといえる。

上記の契約類型だけでなく、消費者取引一般についても、商品・役務自体あるいは

契約内容の複雑化・多様化の進行、急速な社会変化への対応力に乏しい高齢者の増加

などによって事業者と消費者との間の情報力の格差は一層拡大しつつある。耐震効果

について十分な説明のないまま耐震建具等のリフォーム契約をさせる、指導内容につ

いて説明をせずに学習指導付きであるとして学習教材を売りつける、一般に必要とさ

れる追加サービスについて説明をしない冠婚葬祭サービスなど契約の重要事項につい

て説明をしない、あるいは十分な説明をしないといったことによって引き起こされる

消費者被害は枚挙に暇がない。

消費者契約法の立法を提言した第１６次国民生活審議会中間報告では、事業者が重要

事項について情報を提供しなかった場合には消費者に取消権を付与するとされていた

が、その後情報提供義務の導入に反対する事業者側の強い意見を反映した形で努力義

務に変遷していった経緯がある。

しかし、情報力の格差が存在する状況のもとでは、消費者は事業者の誤った情報の

提供により、または契約締結の判断に必要な情報を提供されなかったことにより、意

図に反する契約を締結させられるなどの被害を受けることになりやすい。このような

情報力の格差の弊害ゆえに締結された契約は、消費者に契約締結に必要な判断材料と

なるべき適切な情報が与えられていないのであるから、消費者に自己責任を問う前提

が欠けているといわざるを得ない。

裁判例でも情報力に格差のある当事者間の取引（金融取引、投資取引、診療契約な

ど）において契約上の信義則として情報提供義務あるいは説明義務を肯定されており、

前記のとおり構造的に情報力格差が認められる消費者取引一般においても被害事例は

多く、それら被害の救済・防止のためには情報提供義務が法的義務として明確にされ

る必要がある。

事業者には次のとおり情報提供義務を課すべきであり、同義務違反については取消

事由とされるべきである（日弁連の実体法改正意見書）。

「�事業者は消費者契約の締結について勧誘するに際し、重要事項について消費者

に対し、消費者が理解できる方法で情報を提供しなければならない。

�前項において、消費者が理解できる方法とは、一般的に当該契約の当事者となる

消費者に理解できる方法をいうが、当該消費者が特に詳しく説明を求めた事項につい

てはその事項を理解させる方法、及び当該消費者の理解力が劣っていることを事業者

が知り又は知り得べき場合にはその理解力に応じた方法をいう。」

�３ 不招請勧誘の禁止

不招請勧誘とは、消費者の意向を無視した、あるいは消費者の希望しない勧誘のこ

とを意味する。不招請勧誘は、消費者が契約意思がないにもかかわらず、不意打ち的
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に勧誘を行うものである。

実際にリフォーム工事被害、学習教材被害、商品先物取引被害など、多くの消費者

被害は無差別電話勧誘や訪問販売などの不招請勧誘によって発生している。独立行政

法人国民生活センターが公表したＰＩＯ－ＮＥＴに見る消費生活相談の販売方法・手

口について問題商法として挙げられた上位１０位のうち、１位は家庭訪販（販売方法に

問題のある相談のみを対象）、２位は電話勧誘販売である。このように、不招請勧誘

は多くの被害相談が寄せられ、現に生じている消費者被害の温床となっている。特に

常時住所にいることが多く、判断能力に衰えが生じている可能性が高い高齢者に対す

る消費者被害はそのほとんどが不招請勧誘によるものである。

また、不招請勧誘は、時間や状況を選ばずに無制限に消費者個人の生活圏に入り込

むものであり、住所や勤務先に対して行われた場合、消費者の平穏な生活を侵害する。

以上から不招請勧誘については禁止すべき必要性が高いが、規制の態様としては、

消費者の事前承諾がないかぎり勧誘が許されないとするオプトイン規制と、消費者が

事前に勧誘拒否を表明したときは勧誘が許されないとするオプトアウト規制があると

ころ、徹底した被害防止のためにはオプトイン規制が必要かつ有効である。

よって、不招請勧誘の禁止については次のとおりとし、これに反した勧誘行為は消

費者の自由な判断を阻害するものとして取消事由とすべきである（日弁連の実体法改

正意見書）。

「事業者は、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、あらかじめ消費者の要

請がないにも関わらず次の各号に掲げる行為をしてはならない。

� 当該消費者の住居又は勤務先を訪問すること。

� 当該消費者の住居又は勤務先に対して、電話、ファクシミリ、電子メールを

送信すること。」

�４ 取消事由の一般条項

取消事由については、消費者の自由な意思決定を阻害すると考えられるものについ

て追加すべきである。

しかし、個別規定には該当しないが、知識や交渉力において優位に立つ事業者がそ

の交渉力を濫用して、信義則に反する態様の勧誘行為を行う場合が存在している。例

えば、異性の販売員が勧誘して消費者に好意をもたせることにより契約に持ち込む販

売方法であるデート商法が挙げられる。こうした場合、消費者の自由な意思決定が歪

められ、消費者が不本意な内容の契約を締結させられるという消費者被害が生じてい

る。また、現代社会では、日々新たな不当勧誘行為が業者によって生み出されており、

具体的かつ個別的な規定のみでは時代の変化に対応しきれない。

これらの事業者の不当勧誘行為に厳正かつ迅速に対処するためには、事業者の不当

勧誘を規制する一般条項を設けることが必要かつ効果的である。契約条項についての

一般条項である１０条が存在することによって、敷金問題など相当の消費者被害が救済

されていることからも、勧誘行為についても一般条項が必要である。

以上から、信義則に反する態様の勧誘行為一般について、それが原因で消費者が意

思表示をしたと認められる場合には、意思表示に瑕疵ある場合に準じて、これを取消

事由とすることが妥当である。
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�５ 適合性の原則

近時大きな社会問題となっている高額かつ不要なリフォーム工事契約を次々に締結

させる悪質リフォーム問題、普段それほど電話を利用していない高齢者等に対し多機

能電話機のリース契約を締結させる電話機リース問題、着物をほとんど着る機会がな

い消費者に対し支払能力を超える高額の着物の売買契約を次々と締結させる例、消費

者に明らかに不必要な量の布団を販売する例、最終的な引受能力のない消費者に対し

過量な取引をさせる先物取引、経済的にも仕事上も長期休暇をとる余裕のない若年者

に対し高額のレジャークラブ会員権の契約を締結させる例など、適合性原則違反が問

題となる被害事例は極めて多い。これらは事例によっては極めて深刻な被害となって

おり、早急な救済が必要である。

これらの被害事例について、現行法による直接的な救済としては、信義則に基づく

契約上の付随義務違反による損害賠償が考えられ、これを認めた判決も存するが、過

失相殺の問題もあり、これでは救済は部分的にすぎない。

適合性原則は、投資分野や訪問販売の分野では既に法律上の原則として規定され、

また、消費者基本法において事業者の責務とされており、消費者契約において事業者

が守らなければならない一般的責務であるといえる。このような責務は消費者からみ

れば、消費者保護のために重要な役割を果たすものであり、消費者被害の救済の必要

性からは、同原則違反行為に民事上の効果を付与すべきである。最高裁判例において

も、「顧客の意向と実情に反して、明らかに過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘す

るなど、適合性の原則から著しく逸脱した証券取引の勧誘をしてこれを行わせたとき

は、当該行為は不法行為法上も違法となると解するのが相当である。」として、適合

性原則違反に民事上の効果を認めることを認めた例もある（最判平１７・７・１４判時

１９０９号３０頁）。

適合性原則の考慮要素としては、一般的に挙げられる消費者の知識、経験、財産の

状況のほか、被害事例に鑑み、消費者の理解力、必要性（特に過料販売に対応するた

めに必要）を入れるべきである。民事上の効果としては、取消事由ないし無効事由の

いずれかであるが、消費者契約法は従前の公序良俗の基準よりもより低いレベルで消

費者契約における不当条項を無効にしている点（同法８ないし１０条）で、いわば消費

者取引公序を創設したと解することができること、学説においても公序良俗違反で無

効となる可能性が指摘されていること、取消事由は原因の止みたる時から取消可能と

なるのが一般的だが、同原則違反においては原因の止みたる時は観念しづらいこと等

から、民事上の効果は無効とすべきである。また、この無効は、消費者からのみ無効

を主張しうる相対的無効とすべきであろう。

以上から、適合性原則の規定は、「消費者の知識、経験、理解力、必要性、財産の

状況に照らして不適当な消費者契約は無効とする。」とすべきである（日弁連の実体

法改正意見書）。

３ 集団的損害賠償制度の創設の必要性

�１ 消費者被害に対する救済手段の限界

国民生活センター及び各地の消費生活相談センターに寄せられた消費者被害は２００７

年度も１００万件を超え、センターに相談が寄せられていない被害も多数存在すること
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を考慮すれば、消費者被害の発生状況は依然として極めて深刻である。

このような消費者被害の特徴として、同種の被害が多数発生するにもかかわらず、

一つ一つの被害は比較的低額なものにとどまることが多いことや消費者側に情報力や

交渉力が不足していることなどが挙げられる。

このため、被害を受けた消費者が多数存在するのにもかかわらず、法的な権利行使

をすることに対して法律上もしくは事実上の様々な障壁が存在し、その被害の回復が

妨げられているという問題がある。すなわち、我が国における現行の司法的救済シス

テムは、個人のイニシアティブに基づく個別救済を基本としていることから、被害を

受けた消費者が救済を求めるために費用・時間・手続等の面で負担を強いられる場合

には、被害者は被害回復を希望していてもなんらの被害回復手段も利用することなく、

被害を受けたままで放置されてしまっているのである。

その結果として、わが国では消費者被害のほとんどが回復されず、事業者の利得と

して残ってしまっている現状にある。このような状況を社会システムとして放置する

ことは、悪質な事業者を利するのみであって、極めて不適切である。

�２ 消費者被害に対する集団的な救済手段の必要性

しかし、これまでのような個別救済を基本とする現行の民事訴訟制度の基本的な枠

組みを前提とする限り、このような消費者被害救済における現状を改善することは基

本的に不可能と考えられる。現在の消費者被害救済における限界は、現行の司法的救

済システムの限界そのものだからである。

すなわち、消費者被害を典型とする同種の多数被害を実効的に救済するためには、

現行の民事訴訟制度の枠組みを超えて、個別被害者の費用・時間・手続の負担を最小

化した集団的な被害救済制度が必要である。具体的には、訴えの提起や訴訟委任、「選

定」といった各当事者の「積極的な行為」が無くとも、一定の範囲の者を全て当事者

として集団的・統一的に審理・救済の対象としうるような新しい被害救済の枠組み

（オプト・アウト方式）が構築されなければならないと考えられる。

４ 新たな集団的損害賠償制度の提案

�１ 集団的被害救済のための訴訟主体

オプト・アウト方式による集団的被害救済のための民事訴訟の枠組みは、誰が訴訟

追行主体になるにせよ、他人の権利を代位して訴訟追行する側面を持つ。従って、不

当な訴訟追行の危険性や濫訴の弊害を防止する観点から、対象事案を適切に選別し、

かつ全ての被害者のために適切な訴訟追行を行うことができる能力を有する者に限り、

全ての被害者を代表して事業者に対して被害回復を求める民事上の訴えを裁判所に提

起する権限を認めるような制度とすることが適切である。

この訴訟提起の主体としては、その目的が民事訴訟手続を通じた消費者被害回復で

あることを踏まえると、消費者問題に精通するとともに、訴訟を提起するだけの法的

な知識・経験を有する者であることが必要と考えられるから、消費者団体訴訟制度に

おける適格消費者団体が適切である（損害賠償等消費者団体訴訟制度）。

�２ 現行の消費者団体訴訟制度における限界の克服

差止請求を認める消費者団体訴訟制度が導入されて以降、事業者は、適格消費者団

体が不当勧誘行為や不当契約条項を指摘した場合、将来に向かって改善に応じる例は
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見受けられるようになった。しかしながら、自社の勧誘行為や契約条項の違法性自体

は認めても、それによって既に損害を被っている消費者（顧客）に対して、その損害

を回復する措置を講じる事業者は少ない。むしろ多くの事業者はそのような対応にき

わめて消極的ですらある。

また、事業者が問題のある契約条項を一方的に変更してしまったというような場合

にも、現行の消費者団体訴訟制度はもはや有効に機能し得ない。さらに、現行の消費

者団体訴訟制度は、その差止請求の範囲を消費者契約法や景品表示法、特定商取引法

に限定をしており、情報漏洩被害等の不法行為や安全に対する危害事例に対しては一

切対応ができないという限界もある。

このような問題は、まさしく現行の消費者団体訴訟制度が損害賠償請求権を伴って

おらず差止請求権のみであることからの限界であって、現行の消費者団体訴訟制度が、

過去の消費者被害救済に対して無策に等しく、真の消費者被害の救済の実現には程遠

いものであることが明らかとなっている。

適格消費者団体が消費者被害を未然に防止するだけでなく、広く被害救済の活動も

行いうるようにすることは、現行の消費者団体訴訟制度における限界を克服し、より

消費者の利益に資する消費者団体訴訟制度を実現することにもつながるものである。

この観点からも、損害賠償等消費者団体訴訟制度を導入することには大きな意義が認

められる。

�３ 公正な市場を実現するための違法収益剥奪制度として

事業者の違法・不当な行為による利得が当該事業者の手に残されるような状態を放

置したままにしておくと、公正な市場の実現が阻害されるだけでなく、誠実な事業者

の成長・発展も阻害されることを意味する。積み重ねられた消費者の損害によって、

事業を継続する事業者の存在を是認しているわが国の現状は、速やかに改善されるべ

きである。

損害賠償等消費者団体訴訟制度は、被害回復実現可能性の乏しい少額多数被害につ

いて、消費者のために有効な被害回復が図られることとなり、公正な市場を実現する

ための違法収益剥奪制度としての機能も果すことにつながるものである。

なお、事業内容全体が消費者から違法・不当に金員を収奪することを目的としてい

ると目される場合やこれに準じる事業行為については、従業員への歩合給や海外への

資産逃避等により事業者の財産が散逸し、被害者の救済が実質的に困難となる事例も

多いことから、実効的な包括保全制度を伴った違法収益剥奪のための制度が別途設け

られる必要があるが、損害賠償等消費者団体訴訟制度はこれらの違法収益剥奪のため

の制度と何ら矛盾するものではなく、むしろ共に役割分担をしながら消費者の利益を

擁護していく制度であると考えられる。

�４ 集団的被害救済制度の確立に向けた対応

適格消費者団体を訴訟主体とするオプトアウト型の損害賠償等消費者団体訴訟制度

の論点について、以下の点が検討課題となる。

＜適格消費者団体による消費者被害の集団的救済のための訴訟制度の必要性＞

○消費者被害には、低額多数被害、情報力・交渉力の格差という特徴があり、個人の

イニシアティブに基づく個別救済を基本とする現行の司法的救済システムでは対応
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できない。オプト・アウト方式による集団的被害救済制度が必要である。

○消費者被害の回復という本制度目的に照らし、消費者問題に精通し訴訟を提起する

法的な知識・経験を有する者である適格消費者団体を訴訟提起主体とすべきである。

○現行消費者団体訴訟制度の差止請求権のみでは、既存の個別被害者の救済や事業者

の単発的な不当行為等によって生じた被害救済には対応できない。

○事業内容全体が消費者から違法・不当に金員を収奪することを目的としているよう

な事案については、実効的な包括保全制度を伴った違法収益剥奪のための制度が別

途必要である。

＜救済の対象とすべき請求権＞

○「現行消費者団体訴訟制度の差止請求対象行為や取引・表示・安全に関する消費者

被害に関する不法行為に基づく損害賠償請求権」、「無効な契約条項に起因する不当

利得返還請求権」、「消費者契約の取消・解除等に起因する不当利得返還請求権」、「債

務不履行に基づく損害賠償請求権」、「製造物責任法に基づく損害賠償請求権」、「情

報漏洩に基づく損害賠償請求権」を本制度による救済対象とすべきである。

＜訴訟追行要件＞

○対象となる権利が同一又は同種の事実上及び法律上の原因に基づいており損害額の

主張・立証が類型的である、事業者保有の客観的資料等によって損害額が容易に立

証できる、等の事情があり対象消費者による個別主張・立証がなくとも本制度によ

って適切に審理できることを訴訟追行要件とすべきである。

○適格消費者団体であるかぎり、原則として訴訟追行主体の適切性は問題とならない。

○口頭弁論開始前に訴訟追行許可の手続が必要。

＜個別消費者への判決効と手続除外権の確保＞

○判決効は対象消費者に及ぶ。

○対象消費者の手続除外権を確保するため、訴訟追行許可確定時に、国庫負担にて通

知・公告を行う。

損害額の立証・認定の特則

○訴え提起時に請求金額の確定を要しないこととする必要がある。

○訴訟追行許可手続及び本案審理において、事業者が有する被害者と損害額認定に必

要な資料が適切に提出されるための制度、及び損害額の柔軟な認定のための制度が

必要である。

＜賠償金の個別消費者への分配＞

○賠償金の対象消費者への分配は、破産手続に順じて、一審裁判所の監督の下、原告

である適格消費者団体が行うものとする。

○個別分配に適さない極少額の被害及び分配余剰金は、本制度活用のための基金等に

納付する。

＜その他＞

○和解や訴えの取下げについて、裁判所の監督の機会を確保し、対象消費者に対する

通知・公告を実施すべきである。

○管轄、訴額の算定、時効の中断、行政による情報提供、保全処分について、訴訟手

続上の特則を整備する必要がある。
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第５ 消費者契約法に関する司法的課題

１ 消費者契約法に関する裁判例

日弁連消費者問題対策委員会消費者契約法部会では、消費者契約法の施行以来、日常

的に消費者契約法に関する裁判例の収集を行っている。現時点で把握している裁判例数

は、刊行物に掲載されていないものを含めれば２００件を超えている。

また、適格消費者団体による差止請求訴訟も提起されており、本年に入って差止請求

を認める判決や和解も出ている。例えば、適格消費者団体が貸金業者に対し、消費者契

約法１０条違反として早期完済違約金条項の使用差止及び差止に必要な措置を求めた事件

において、裁判所は、同条項を含む契約締結の停止及び同条項を含む借用証書の用紙の

廃棄を認める判決をしている（京都地判平２１．４．２３）。

２ 裁判規範としての消費者契約法

消費者契約法は実体法規定と団体訴訟制度規定を有するものであるが、早期に必要か

つ適切な実体法改正がなされれば、消費者の利益擁護の観点からさらに有意義な判決が

期待できるところである。

また、消費者団体訴訟についても、差止請求権の対象が現行の消費者契約法、特定商

取引法、景表法のみならず、将来的には不正競争防止法や民法などにも拡大すれば、被

害救済がより実効性のあるものとなる。さらに、集団的損害賠償制度が創設されれば、

実質的な被害回復が図られることになり、これまでの被害救済の限界も克服される。

しかしながら、逆に言えば、実体法及び団体訴訟制度について、時宜を得た適正な改

正が行われない限りは、消費者の利益擁護の観点から望ましい裁判は、現行法の解釈で

解決できる以上にはあまり期待できないということになる。従って、立法的課題として

の適正な法改正がなされれば、司法的課題も克服できる関係にあるということができる。

第６ 消費者契約法の行政的課題（消費者庁創設後の展望と課題）

１ 消費者庁と消費者契約法

消費庁の創設により、消費者契約法の所管は内閣府から消費者庁に移管されることに

なった。従って、今後は消費者契約法に関する企画立案は、消費者庁において行われる

ことになる。

消費者庁が、「消費者基本法第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他

の基本理念に則り」その事務を行うことを任務としており、その任務達成のための機能

や権限が備わっているという前提であれば、消費者庁が消費者契約法を所管することは

妥当であり、望ましいことである。

２ 消費者契約法の民法への取込みによる懸念

仮に将来消費者契約法が民法に取り込まれることになれば、それまで消費者庁の所管

であったものが、法務省に移管されるか、法務省と消費者庁の共管となる可能性がある。

もしそうなれば、消費者庁の管轄にある消費生活相談センターなど行政による被害予

防・救済の観点からは支障とならないのか、あるいは、被害の実情を踏まえた機動的な

法改正を行うことの支障とならないのかといった懸念が残るところである。特に後者に
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ついては、基本法である民法は、法制審議会等における慎重かつ長期間の審議を経て改

正に至るものであり、その改正は容易ではないところ、被害実態に応じて機動的に改正

を繰り返すことが予定されている消費者契約法が民法に取り込まれた場合は、消費者保

護条項の固定化のおそれがあり、その結果消費者の利益擁護の阻害要因となる懸念が払

拭できない。

さらに他の消費者関連法（例えば特定商取引法、割賦販売法、金融商品取引法、商品

取引所法、貸金業法等）との行政上の一体性・関連性を確保することができるのかとい

う問題もある。つまり、消費者関連法のうち消費者契約法のみを民法に取り込むとなれ

ば、消費者法の分断という見方も可能であり、消費者にとっては分かりにくく、消費者

行政にとっても支障となる可能性がある。

３ 消費者契約法と消費者安全法との関係

今般成立した消費者安全法では、消費者庁に「消費者事故等」に関する情報を収集、

集約したり、消費者被害を防止するための措置を取る権限を付与している。この「消費

者事故等」には、生命・身体に関する重大被害以外の取引被害（虚偽又は誇大な広告そ

の他の消費者の利益を不当に害し、又は自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

る行為であって、政令に定めるものが事業者により行われた事態）も含まれており、具

体的には事業者による不当勧誘行為や不当条項を含む契約締結などの消費者契約法違反

行為もこれに当たる。

しかし、民事ルールである消費者契約法と行政規制に関する消費者安全法との連携体

制について解決すべき問題がある。例えば、消費者契約法違反に係る取引被害について

は、生命・身体に関する重大事故に対する被害防止措置（�被害情報の集約や公表、�
消費者への注意喚起や関係省庁への措置要求、�すき間事案の事業者への勧告・回収命

令など）が機能せず、したがって消費者被害に関する重要な情報が公表されないまま、

同種被害が拡大してしまうおそれがある。これでは消費者庁を創設した意義が失われ、

消費者安全法の趣旨の潜脱となる余地がある。

そこで、消費者安全法に基づいて集約された被害情報が、生命・安全に関する重大事

故以外の取引被害においても有効に活用されるための手当が必要であり、また、その情

報を消費者団体訴訟を担う適格消費者団体においても有用に活用できる体制づくりが是

非とも必要である。そのためには、取引分野における消費者事故等の範囲を、法令違反

の一部に限定することなく、消費者契約法など消費者保護のために事業者の行為を規制

している法令違反行為を広く含むこととすべきであるし、また、政省令に法令等を列挙

する場合には、例示的なものであることを明示したうえで、消費者契約法についても盛

り込むべきである（２００９年７月２日の日弁連「消費者安全法施行令（案）及び消費者安

全法施行規則（案）に対する意見書」）。

第７ 将来のあるべき姿

消費者契約法に関して２０年後のあるべき姿（イメージ）としては、次のようなものであ

る。

１ 消費者契約に関する被害実態を踏まえて機動的かつ時宜を得た実体法改正が行われ
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るとともに、集団的損害賠償制度を含む消費者団体訴訟制度に関する法改正が実現し

ている。

２ 消費者庁により取引契約等（ガイドラインや認可約款など）の適正化実務が日常的

に行われ、消費者にとって必要十分な取引情報が適切に提供されている。

３ 消費者庁のみならず適格消費者団体などの消費者団体が、一元化された被害情報に

基づいて契約条項や取引態様の適正化を監視しており、事業者による不当行為があれ

ばタイムリーにその是正措置や是正行動を起こす。

４ 事業者による不当行為があれば、適格消費者団体や消費者庁等により機動的に差止

請求や損害賠償請求が行使され、不当行為が是正され、被害が防止・回復される。

第５章 消費者契約法の充実を
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第６章
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第１ 販売信用分野における消費者被害の実情

１ クレジット被害の実情

リフォームを次から次へとさせられて多額なクレジットを組んでしまった高齢者、高

額な英会話教室契約をクレジットで契約したが中途解約することになった受講者、キャ

ッチセールスで強引に高額なアクセサリーを購入してしまった若者、モニター料でクレ

ジット代金が支払われると言われて高額な着物を購入してしまった主婦。取引による消

費者被害の多くがクレジットを利用して行われている。

クレジットが利用できるがために、簡単に消費者被害が生じ、被害額が高額になる実

情にある。

また、クレジットを簡単に利用できるために、それを原因として消費者が多重債務状

況に陥ることも多く見られる。

更にはクレジットの名義貸しなどの不正利用が販売店によって行われたり、クレジッ

トカードのスキミングの問題など、消費者が被害に巻き込まれることも少なくない。

２ クレジットによる消費者被害の特質

クレジット契約は、代金後払いで商品購入ができる便利さがあり、販売を促進する経

済的効果が大きいと言われるが、消費者被害を発生させる危険性が構造的に内在してい

る。

クレジット制度を利用する販売業者は購入者の支払能力を考慮せずに高額の商品や

サービスを販売し代金を直ちに回収できるうえ、クレジット業者が販売契約の締結や履

行の場面に関与していないため、販売業者による不当勧誘行為や契約不履行やクレジッ

ト不正利用等によって消費者被害が生じやすい構造的な問題点があるのである。

このような問題点と制度上の不備から、クレジットを利用した欺瞞的な商法が代金を

先取りして破綻してしまうと、一挙に大量被害事件が顕在化する。今まで、買戻し商法

のココ山岡事件（１９９７年１月破綻、被害者数万人、原告９０００人）、布団モニター商法の

ダンシング事件（１９９９年破綻、被害者約１万４０００人、原告２５００人）、広告掲載契約のジ

ェイメディア事件（２００２年４月破綻、中小事業者に多数被害）、節電器詐欺商法のアイ

ディック事件（２００３年１月破綻、被害者数万人、原告２０００人超）などの全国的規模の大

量被害事件が繰り返されてきた。名義借り・名義冒用事件等のクレジット不正利用型の

被害も以前から問題視されているが相変わらず繰り返されている。

さらに、前述のとおり、リフォーム詐欺商法や呉服次々販売など高齢者への次々販売

被害や、消費者の支払い能力を無視した過剰与信被害もクレジット被害の特徴的な問題

として発生し続けている。

さらには、前述のジェイメディア事件やアイディック事件など中小事業者のクレジッ

ト被害や、サラ金がクレジット（個品割賦購入あっせん）業務に参入して被害を多発さ

せるなど、被害の深刻化や多様化も進んでいる。
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第２ 法改正・立法提言などの取り組み経緯

１ 割賦販売法改正の経緯と問題点

割賦販売法は、１９６１年にクレジット産業育成法として制定され、その後１９７２年にクー

リング・オフ規定を設ける改正、１９８４年には抗弁接続規定を設ける改正など、消費者保

護法としての改正が行われた。後者については、日弁連消費者問題対策委員会の前身で

ある司法制度調査会消費者部会から１９８３年１２月に意見書が発表されている。

その後、１９９９年に役務を適用対象に加えたこと、２０００年に業務提供誘引販売を適用対

象として明確化したことなど、特定商取引法改正に連動して法改正が行われてきた。日

弁連も、前述のとおり、「訪問販売法・割賦販売法改正に関する意見書」（１９９９年３月、

２０００年９月）という形で、個別の課題に対して意見を表明してきた。

主務省や業界団体も、クレジット被害の直接の原因は悪質販売業者等であり、クレジ

ット会社は自らの責任というよりも付随的な立場で対処する役割であるという意識が強

く、これまで、クレジット会社の責任はあいまいなままに、加盟店に対する調査・管理

を求める通達が繰り返し発せられる通達行政が温存されてきた分野といえる。

大きな課題を有していた割賦販売法について、後述のとおり、２００８年に画期的な法改

正が実現した。

２ 統一消費者信用法制定の提言

�１ 統一消費者信用法が必要とされた理由

従前の消費者信用に関する法制度は、以下のように、クレジットと貸金が別の法律・

所轄官庁となっているほか、リースについてクレジットのような規制が手当されてい

ないなど縦割りや隙間があること、規制内容の統一性が図られていない、規制の実効

性確保のための制度も不十分であることなどの問題があった。

�）消費者金融（金銭貸付）については、貸金業規制法（現在は貸金業法）、利息制

限法及び出資法が消費者金融と事業者金融を区別せずに規制しており、上限金利規

制、取立行為規制などがなされている。

�）販売信用（クレジット）については、割賦販売法が事業者規制及び抗弁対抗等の

民事効果規定を置いているが、出資法・利息制限法の適用がないため上限金利規制

がなく、貸金業規制法のような取立規制もない。

�）銀行について貸金業規制法の適用が除外されており取立規制がない。

�）金利規制自体も、上限金利が高いことやみなし弁済規定、信用保証業者の保証料

に対する明示の規定がない。

�）消費者リース業者などに対しては、規制する法律自体がない。

�２ 統一消費者信用法制定に向けた取り組みと「統一消費者信用法要綱案」

そこで、日弁連は、消費者金融に対する規制（貸金業規制法、利息制限法、出資法）

と販売信用に対する規制（割賦販売法）という縦割り法規制を抜本的に改め、消費者

信用全体について規制する「統一消費者信用法」の制定を掲げて、以下のような取り

組みを展開した。

まず、�１９９６年１０月２４日（第３９回人権擁護大会）、シンポジウム「銀行と消費者」

の中で、「統一消費者信用法」の方向性を提言し、�１９９８年４月３０日、「統一消費者信
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用法の論点」を公表して関係機関や学者等に問題提起し、�１９９９年６月１８日、意見書

「統一消費者信用法の制定に向けて」を発表し、�２０００年３月１８日、シンポジウム「統

一消費者信用法の制定に向けて」を開催し、�２０００年１０月６日（第４３回人権擁護大会）

において、シンポジウム「あるべき消費者信用法を考える」を開催して、「統一的・

総合的な消費者信用法の立法措置を求める決議」を採択し、�２００３年８月２１日、「統

一消費者信用法要綱案」（以下、「要綱案」という）を発表した。

要綱案は、従来の個別被害に対して割賦販売法の手直しを求める提言の方式ではな

く、諸外国の法制（アメリカ［消費者信用保護法、統一消費者信用法］など）も調査・

参考にした上で、消費者金融については、市場連動型の金利規制や過剰与信に対する

民事規制を提案し、販売信用については、指定商品制の廃止や抗弁対抗を既払金返還

義務に及ぼし、両分野を統一的な行政部署で規制することを提案するなど、まさに抜

本的な提案であった。

第３ 割販法・特商法改正による到達点と残る課題

１ ２００８年６月の改正割販法・改正特商法の成立

�１ 法改正の背景と経緯

ア 悪質商法を助長するクレジットの社会問題化

２００５年５月、埼玉県富士見市において、認知症の高齢者宅にリフォーム工事業者

１７社が次々と訪問して耐震補強工事や床下工事等のリフォーム工事を勧誘し、合計

約５０００万円ものクレジット契約を締結させた結果、支払不能に陥った高齢者の自宅

がクレジット業者の申立により競売に付されたという事件が、マスコミで大きく報

道され、社会問題化した。

同様の次々販売被害は、訪問販売業者が布団やリフォーム工事や絵画などを次々

と販売する手口、展示会に繰り返し呼び出して呉服や宝飾品を次々販売する手口な

ど、いずれもクレジット契約が利用されることで被害が深刻化するという構図で、

各地で以前から多数発生していた。悪質訪問販売業者は、クレジット契約があるか

らこそ、顧客の支払能力を無視して次々と販売することが可能となるのであり、「悪

質商法を助長するクレジット」の営業姿勢が批判された。この問題では、クレジッ

ト業者は、個人信用情報機関を利用することにより、購入者が既に多数の商品購入

歴があり多額のクレジット債務を抱えていることを容易に把握できるのに、加盟店

から提出されるクレジット契約の利用を促進することを優先して、過剰与信の審査

がおざなりとなっている点が、「クレジット過剰与信被害」として厳しく批判され

た。

クレジット契約を利用した悪質商法の問題は、ほかにも、５年後買戻し商法のコ

コ山岡事件やモニター商法のダンシング事件など、大規模詐欺商法事件とクレジッ

ト契約の結びつきの問題としても、以前から批判されていた。

クレジット契約については、販売契約が解除・取消・無効となる場合に未払金の

支払いを拒絶できる抗弁対抗の規定（割販法３０条の４）があるものの、既払金の返

還責任までは認められていない。そのため、クレジット業者としては、加盟店が問

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題
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題商法を展開していることを察知しても、直ちに加盟店契約を打ち切って販売業者

を倒産に追い込むよりも、徐々に取引高を減少させつつも、他のクレジット業者が

取引を継続することにより販売業者がしばらく存続した方が、債権回収には好都合

であるという考慮も働くため、加盟店の調査管理を強化する動機付けが生じない、

という問題も指摘された。ここでも悪質商法を助長するクレジット業者の責任の重

要性が問題化した。

イ 法改正に向けた検討の経緯

日弁連は２００５年１０月１８日付け「割賦販売法の改正を求める緊急意見書」を発表し、

次々販売や詐欺商法に提供されるクレジットの問題点を踏まえ、抗弁対抗規定を既

払金返還請求まで及ぼすこと、加盟店管理責任を法的義務として規定すること、過

剰与信防止義務を具体的に規定すること、などを提案した。

経産省産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、その頃、インターネ

ット取引におけるクレジット契約のあり方を検討していたが、急遽、検討課題を拡

大して日弁連の問題提起を検討し、２００６年６月７日付け報告書「クレジット取引に

係る課題と論点整理」をまとめた。同報告書の中で、悪質な勧誘販売行為を助長す

るような不適正与信の排除の法的義務の検討、過剰与信防止の対策の検討、割賦要

件や指定商品制の見直しなどの論点が提示された。

さらに、２００７年２月より、経産省割賦販売分科会基本問題小委員会と消費経済部

会特定商取引小委員会を並行開催し、悪質訪問販売業者自体を規制する特商法と、

クレジット業者を規制する割販法の改正を、関連課題として検討を開始し、２００７年

６月２７日付け「中間整理」を発表するとともに、引き続き本格的な法改正に向け審

議を続けた。割販法に関する中間整理では、焦点であったクレジット業者の既払金

返還責任については、適正与信義務の違反があるときに損害賠償請求を定めるとい

う考え方と、クレジット契約の解除・取消等による既払金返還という共同責任の考

え方が両論併記となった。特商法に関する中間整理では、クレジット利用訪問販売

業者の登録制の導入の是非や、判断能力の不足した高齢者等に対する不当な契約に

取消権を付与することの可否なども含め、幅広い検討課題を提示した。過去にない

意欲的かつ柔軟な問題提起と言える。

こうした動きを受け、消費者団体、消費生活相談員団体、労働者福祉団体及び法

律実務家等が横断的に集まり、２００７年６月、「消費者のための割賦販売法改正実現

全国会議」（実現会議）を結成し、シンポジウムの開催や国会議員要請行動など法

改正に向けた立法運動を展開した。日弁連はこれらの団体とも連携しつつ改正運動

を展開していった。

日弁連は、２００７年６月１４日付け「クレジット会社の共同責任に関する意見書」を

発表して、個別クレジット契約について既払金返還責任の導入を求める詳細な提案

を行い、２００７年８月２３日付け「特定商取引法改正に関する意見書」を発表して、特

商法の改正事項について具体的な提案を行った。

ウ 産業構造審議会特商法部会・割販法分科会報告書の提案

経産省の上記審議会は、こうした被害実態の訴えを含む消費者側の立法運動と法

改正事項の具体的な提案を受け止め、２００７年１２月１０日付けで「割賦販売分科会基本
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問題小委員会報告書」と「消費経済部会特定商取引小委員会報告書」を同時に発表

した。

（ア）特商法の報告書においては、

� 適用対象の限定列挙方式（指定商品制）から原則適用方式（適用除外指定）

へと転換すること、

� 消費者団体訴訟制度を特商法に適用すること、

� 法執行の強化のため訪問販売業者の関連業者等に対し資料提出を要求できる

ようにすることや違反行為に対する罰則を強化すること、

� 訪問販売において勧誘を受ける意思の確認や断る者への再勧誘禁止を設ける

こと、

� 訪問販売により通常必要とされるものを超える過量販売の取消を定めること、

� 訪問販売協会による会員管理の強化を図ること、

� 展示会商法に関する訪問販売の範囲を見直すこと、

などが提案され、

� クレジット利用訪問販売業者の登録制は見送ることとした。

（イ）割販法の報告書においては、

第１に、悪質販売行為を助長する不適切な与信の排除のため、

� 個別クレジット業者の登録制の導入と行政処分規定の整備

� 個別クレジット業者の書面交付義務の導入

� 個別クレジット業者の訪問販売業者等に対する加盟店調査義務の導入と加盟

店一般に対する適正業務の一般条項の規定

� 個別クレジット契約を訪問販売等に利用した場合のクーリング・オフの導入

� 個別クレジット契約を訪問販売等に利用した場合、販売契約の取消に伴うク

レジット契約の取消の導入のほか、過量販売取消についても検討すること

第２に、過剰与信の防止のための措置として、

� クレジット契約における過剰与信防止義務と行政規制を定めること、特に個

別クレジット契約を訪問販売等に利用する場合の支払能力調査義務を定めるこ

と

� 個人信用情報機関の利用義務の法定

� 個人信用情報機関の指定と監督並びに個人信用情報の保護の強化

第３に、クレジットカード情報の保護強化として、

	 クレジットカード情報の不正取得の禁止と罰則の導入


 クレジットカード情報の安全管理と行政処分の導入

第４に、適用対象の拡大として、

� 割賦要件の定義を見直し、ボーナス１回払いへの適用

� 指定商品制の廃止

第５に、自主規制機能の強化として

 自主規制団体の法定化と加盟店情報交換制度の法定化

などが幅広く提案された。

エ 政府提案と国会審議の経緯
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政府は、審議会報告書を踏まえて直ちに法案作成作業を進めた。

これに対し、日弁連や実現会議等は、報告書の提案を高く評価しつつ、さらに不

十分な点の改善を強く求めた。

特に、クレジット業者の適正与信調査義務に行政規制を加えること及び適用範囲

を店舗取引にも及ぼすこと、過量販売取消権をクレジット契約にも確実に及ぼすこ

となどが焦点であった。日弁連と割販法改正実現会議は、２００８年２月、割販法改正

を求める請願署名２６５万筆を衆議院・参議院に提出した。また、４７都道府県８５６区市

町村による割販法改正を求める請願・意見書採択も、政府・国会に対する有効な意

思表明となった。

政府は、２００８年３月７日、特商法・割販法の改正法案を国会に上程した。

その内容は、先の審議会報告書の提言をほぼ全面的に実現するものであるが、次

の点が修正された。

（ア）特商法につき、

� 訪問販売における勧誘を受ける意思の確認は努力規定にとどめ、断る者への

再勧誘禁止だけを行政処分の対象とすること、

� 訪問販売による過量販売につき取消権でなく解除権として位置づけたこと。

（イ）割販法につき、

� 販売契約の過量販売解除とともに個別クレジット契約の過量販売解除を定め

たこと、

� 適正与信調査義務を一般条項としてではなく、行政規制の対象としたこと、

� 店舗取引を含むクレジット契約全般について苦情発生時の適正与信調査義務

を定めたこと。

こうして、政府案自体が日弁連や消費者団体側の要望を踏まえた極めて意欲的

なものとなったことから、国会審議においては、法案自体の修正は行われること

なく、２００８年６月１１日、特商法割販法改正法が成立し、同年６月１８日公布された

（基本部分についての施行時期は公布後１年６ヶ月以内とされ、２００９年１２月１日

と定められた）。

なお、消費者団体訴訟制度の適用については、特商法とともに景品表示法も同

時に適用対象とする改正作業が進んだため、特商法割販法改正法案とは切り離し

て、消費者契約法改正法案として別に国会に上程され、２００８年４月２５日改正法が

成立した。

�２ 改正法の主な内容

ア 主な改正事項

主な改正事項は以下の点であり、その内容は後記イ、ウのとおりである。

� 個別クレジット契約の書面交付義務とクーリングオフ

� 過量販売解除権

� クレジット契約の取消と既払金返還責任

� 適正与信義務

� 過剰与信規制

� 割賦要件の廃止
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� 信用購入あっせんについて指定商品制の廃止

� 個別式クレジット業者の登録制、行政規制

� 認定割賦販売協会への加盟店情報報告制度

� 特商法において政令指定商品・役務制の廃止

イ 特商法

� 指定商品・役務制を廃止し、原則適用方式とした（法２条４項）。法２６条及び

政令により適用除外となる役務４９種類を指定した（政令５条、別表第２）。

� 訪問販売において、勧誘を受ける意思確認の責務と、拒否者に対する再勧誘を

禁止する（法３条の２）。

� 展示会商法に対する訪問販売の定義の見直しについては、政省令の改正は行わ

ず、通達において営業所等の定義の解釈につき具体例を掲げることとした。

� クーリング・オフの効果につき、商品使用利益の返還が不要である旨規定した

（法９条５項）。

	 訪問販売により日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品・

役務を購入する契約を、購入者は解除することができるものとし、特別の事情が

あることを販売業者が証明したときは除外するものとした（法９条の２）。


 事前の承諾を得た顧客以外には電子メール広告の送信を禁止した（法１２条の３）。

� 通信販売において、返品の可否や条件に関する特約を広告に表示していないと

きは、８日間の契約解除を認めた（法１５条の２）。

� 不実の告知等に対する罰則（法７０条）、閉鎖的場所への呼び込み販売に対する

罰則（法７０条の３）を引き上げた。

� 消費者団体訴訟制度を、特商法と景品表示法にも適用し（消費者契約法の改正）、

特商法６条（罰則対象行為）、９条（クーリング・オフ違反規定）、１２条（虚偽誇

大表示）等の違反行為を対象とした。

� 訪問販売業者の関係業者等に対し資料提出を要求できることとした。

� 訪問販売協会による会員除名規定を設けたほか、被害救済基金制度の設置を定

めた。

ウ 割販法

� 割販法の目的規定に購入者等の損害の防止を明記した（法１条）。この点は後

述する。

� 信用購入あっせんの適用対象につき割賦要件を廃止し２カ月以上の後払いとし

た（法２条３項、４項）。

� 信用購入あっせんにつき指定商品・役務制度を廃止した（法２条３項、４項）。

� ローン提携販売の定義規定から個別式を除外した（法２条２項）。

	 個別クレジットと包括クレジットを独立の規定として整理した（法３０条～３５条

の３。法３５条の２の２～３５条の３の３５）。


 個別クレジット業者の登録制を導入し（法３５条の３の２３）、行政処分規定を設

けた（法３５条の３の２１、３５条の３の３１）。

� 個別クレジット契約を締結しようとする場合、支払可能見込額の調査義務、指

定信用情報機関の利用義務、過剰与信の禁止を定めた（法３５条の３の３、３５条の
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３の４）。

� 個別クレジット契約を訪問販売等５類型に提供する場合、適正与信調査義務、

不適正与信の禁止（法３５条の３の５～７）の導入と、店舗契約を含めて苦情発生

時の調査義務を含む業務適正化義務（法３５条の３の２０）を定めた。

� 個別クレジット業者による書面交付義務（法３５条の３の９）を設けた。

� 個別クレジット契約を訪問販売等５類型に利用した場合、個別クレジット契約

のクーリング・オフを導入（法３５条の３の１０～１１）。

� 個別クレジット契約を訪問販売に利用した場合、販売契約が過量販売解除とな

るときは個別クレジット契約も解除を導入（法３５条の３の１２）。

� 個別クレジット契約を訪問販売等５類型に利用した場合、販売契約が不実の告

知等により取消となるときは個別クレジット契約の取消を導入（法３５条の３の１３

～１６）。

� 包括クレジット契約のカード発行時または極度額増額時に、支払可能見込額の

調査義務、指定信用情報機関の利用義務、過剰与信の禁止を定めた（３０条の２、

３０条の２の２）。

� 包括クレジット契約における顧客の苦情発生時の調査義務を含む業務適正化義

務を定めた（法３０条の５の２）。

� 指定信用情報機関を定め、行政監督と信用情報の保護を定めた（法３５条の３の

３６～５９）。

	 クレジットカード情報の安全管理義務と行政処分を導入（法３５条の１６～１７）。


 認定割賦販売協会を定め、加盟店情報の報告義務と交換制度を法定した（法３５

条の１８～２１）。

� クレジットカード情報の不正取得を禁止し罰則を設けた（法４９条の２）。

エ 割販法の目的規定の改正

今回の特商法割販法改正は、とりわけ割販法１条の目的規定の改正を伴う大改正

であるから、ここでは目的規定の改正の要点と意義を紹介する。

旧法１条は、「割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発展を図ること」

を第一次的な目的として位置づけたうえで、これにより「購入者等の利益を保護し、

あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑に」することを二次的な目的として位

置づけ、「もって国民経済の発展に寄与すること」を究極的な目的と定めていた。

これに対し、改正法１条は、「割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が

受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措

置を講ずること」を第一次的な目的として明記した。

このことは、改正法の中の消費者保護規定を解釈運用する場面においても、その

解釈指針の参考として重要である。例えば、個別クレジット業者の適正与信調査義

務や不適正与信の禁止（法３５条の３の５～７）、並びに支払可能見込額の調査義務

や過剰与信の禁止（法３５条の３の３～４）は、その違反に対する明文上の効果は行

政処分の対象となることであるが、改正割販法の第一次的な目的が購入者等の損害

の防止にあることに鑑みれば、義務規定に違反することが購入者に対する民事的な

違法評価の要素とされ、不法行為損害賠償責任や公序良俗違反無効の評価をもたら
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す可能性があるものと解される。

なお、個別クレジット業者の業務適正化義務規定（法３５条の３の２０）は、信用情

報の適正な取り扱い、業務委託時の適正化、顧客の適合性の配慮義務並びに苦情発

生時の適正処理義務を定めているが、同条には「購入者又は役務の提供を受ける者

の利益の保護を図るため」という文言を重ねて規定しており、同条違反の効果が行

政処分の対象となるほかに、購入者等に対する民事責任の根拠となる可能性がある

ことを示唆している。

�３ 小括

このように、今回の割販法・特商法の改正は、「悪質商法撲滅」「悪質商法を助長す

るクレジットの規制」というスローガンのもとに、日弁連が各種消費者団体等と連携

して社会に対して問題提起し、真の消費者保護に資する法改正を勝ち取った一つの好

例となった。

２ 残された課題について

今回の法改正は、特商法への過量販売解除権の導入、割販法への既払金返還ルールの

導入等、まさに画期的な大改正であると評価できる。

もっとも、以下に示すような課題はなお残されており、被害の実情を見ながらさらな

る改正を目指していく必要があると言える。

�１ 店舗販売への既払金返還ルールの拡大

今回の法改正の最大の目玉の一つである過失を要件としない既払金返還ルールにつ

いては、通信販売以外の特商法適用対象取引に限定されている。しかし店舗販売にお

いてもクレジット被害は多数存在しており、店舗販売でクレジットが利用されたケー

スについても既払金返還ルールを適用すべき必要性は大きい。

よって今後の被害の趨勢を見ながら店舗販売への適用拡大を目指していく必要がある。

�２ 倒産型（債務不履行型）被害への既払金返還ルールの拡大

今回導入された既払金返還ルールでは、倒産型（債務不履行型）被害への適用は除

外されている。すなわち、商品受領や役務提供をすべて受けていない間にクレジット

代金を支払っていたところ、販売業者が倒産してその後の商品や役務の提供を受ける

ことができなくなった場合には、既払金返還ルールの適用はなく、原則として既払金

の返還はできない。しかしクレジット会社は、販売業者の信用状況を十分把握できる

立場にあるにもかかわらず、何ら落ち度の無い消費者が保護されないのは不当である。

よって、倒産型被害への既払金拡大ルールの拡大も今後の大きな課題の一つであると

言える。

�３ 包括クレジットへの規制強化

今回の法改正では、個別クレジットの規制強化に主眼が置かれ、包括クレジットに

関する改正は最小限のものにとどまっている。しかし今後、被害の傾向が、規制を強

化された個別クレジットから包括クレジットへと流れていくことが予想されるため、

この分野への規制強化が課題となることは間違いないと思われる。

�４ マンスリークリアへの適用

今回の法改正で、信用購入あっせんについての割賦要件が廃止され、２月以上の支

払であれば一括払いであっても適用が認められるようになった。しかし包括クレジッ
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トの多くはマンスリークリア方式であることや、出会い系サイトなど、悪質業者の代

金決済方法として利用される被害が広がっている実態などに鑑みると、抗弁対抗規定

等の規定を翌月一括払いの場合にも適用すべき必要性は大きい。

したがってマンスリークリアへの割賦販売法の諸規定の適用も今後の重要な課題の

一つである。

�５ 複雑化・国際化するクレジットシステムに対する規制のあり方の検討

現在のクレジットシステムにおいては、ブランドカード決済に見られるように、カー

ド発行会社のほか、カードブランド会社、アクワイアラー、決済代行業者等さまざま

な当事者が関与し、法律関係も複雑化している。さらに、国外の事業者が関与すること

で、日本の割賦販売法がこうした国外の事業者にも適用されるのかが問題になりうる。

こうした複雑化・国際化するクレジットシステムにどう対応していくのかも今後の

重要な課題である。

�６ 過剰与信規制の実効性の検証

改正法では、貸金業法のような具体的数値基準（年収の３分の１を超える貸付の禁

止）による総量規制ではなく、「支払可能見込額」を超える契約の締結が禁止され、「同

見込額」を超えるか否かについては、契約申込みを受けたクレジット業者が、年収、

預貯金、クレジット債務などの調査項目について調査して自ら与信判断を行う制度と

された。具体的な調査項目や調査方法等は経済産業省令（割賦販売法施行規則）に委

ねられており、省令では、支払可能見込額を判断するための数値基準として「生活維

持費」（最低限度の生活を維持するために必要な１年分の費用）を定めるなどしてい

るが、健全な取引に過度の与信規制とならないよう、調査項目は最低限度にとどめ、

調査方法も自己申告（年収なども証拠資料の提出は求めない）や信用情報機関の利用

などプライバシーに配慮した方法とされている。このような改正法の規制により過剰

与信規制の実効性が確保できるのかについては、今後検証する必要があろう。

なお、貸金取引とクレジット取引の信用情報機関は現在別であり、その一元化も、

将来的な検討課題である。

第４ 統一消費者信用法制定の提言における到達点と残された課題

１ 統一消費者信用法要綱案において課題とされた提言事項

�１ 適用範囲

統一消費者信用法で規制される与信業者は、「業として、信用供与取引、そのあっ

せん及び保証を行う者」のように広く捉えられるべきである（貸金業者及び信販会社

はもちろん、銀行、質屋、信用保証業者、消費者リース業者、これらの仲介業者等を

すべて適用対象とするということ）。

�２ 書面交付義務

与信の前及び契約の際に消費者信用取引における与信内容を明確にするために、与

信業者に対し、所定の事項（業者名、信用供与額、実質年利率、返済の時期方法など）

を記載した書面を消費者（保証人を含む）に交付すべき義務と実効性確保のための規

定（刑事罰、民事制裁等）を設けるべきである。
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�３ 広告・勧誘規制

� 実質年利率等の表示義務や容易に与信を受けられるものと誤認させる表示や徒に

利用の意欲をそそる表示などの禁止規定を設けるべきである。

� 与信業者がこれらに違反した広告を行った場合、与信業者が本要綱に反する営業

を行った場合に、消費者団体による差止請求権を認めるべきである。

�４ 販売信用取引におけるクーリングオフ

販売信用取引については、一定の期間内（所定の署名を受領した日から８日を経過

するまでの間）であれば、消費者側から自由に、書面または口頭により、当該契約の

解除を行うことができるとする制度を設けるべきである。

�５ 契約条件規制

消費者信用取引においては、契約の解除や期限の利益喪失に一定の制約を設ける、

期限前弁済の権利を認める、信用供与限度額を一方的に引き上げることを禁止するな

どの諸規定を整備すべきである。

�６ 与信行為規制

与信業者に消費者の支払能力等についての調査義務を課すとともに、与信が禁止さ

れる類型並びにその基準（�総債務に対する年間の支払総額が手取り年収の３割を超

える与信、�無担保の貸付にあっては与信業者１社につき、手取り年収の１割または

５０万円のいずれか低い方を超える与信、�与信業者１社につき年間の支払額が年収の

１割を超える販売信用）を明確化するとともに、違反の場合には、支払能力を超えた

与信部分を請求できないものとすべきである。

�７ 取立行為規制

現行の貸金業規制法で定められているような取立行為規制を類型化し、違反に対す

る制裁として、当該債権の行使が制限されるとの規定を設けるべきである。

�８ 金利・違約金

消費者金融取引の利息と販売信用取引の手数料（金融料）の制限利率を見直して、

以下のような規制にすべきである。

� 過去の国内銀行貸出約定平均金利に連動する「連動制」を採用する。

� 制限利率は、過去１０年間の平均金利の６％上乗せた数値を上限する。

� 毎年１回政令で上限利率を見直す。

� その制限利率を超える約定をした場合には契約を無効とするほか、刑事罰則を科

す。

�９ 販売信用（クレジット）取引規制

� 抗弁権接続をみとめるべき販売信用取引の範囲として、商品等の販売契約との密

接不可分性のあるものを多元的・包括的に取り込むとともに、指定商品制を廃止し、

すべての信用供与を行う取引を適用対象とすべきである。

� 抗弁権接続の効果として、未払金の支払停止にとどまらず、既払金の返還につき、

与信業者は販売業者と共同責任を負うものとすべきである。

� 販売信用業者は、加盟店たる販売業者の販売活動の適正さや契約履行の確実性を

審査・管理する責任を負うことを明文化すべきである。

�１０ カード規制
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消費者から申込を受けないクレジットカードの発行を禁止しそれに違反して発行さ

れたカードは無効とする、業者がカードの譲渡を受けることやカードの担保を設定す

ることを禁止するなどの規制を設けるべきである。

�１１ 保証

� 消費者信用については、与信業者が消費者と保証契約を結ぶことを禁止し（消費

者信用における保証の禁止）、保証が認められる場合（事業者信用の場合）にも、

与信業者に対し、保証人に契約締結前及び契約時に保証内容を明記した書面の交付

を義務づける、支払能力を超える保証契約を禁止する、一定期間内のクーリング・

オフを認めるなどの規制を設けるべきである。

� 根保証契約については、その危険や弊害に鑑み、主債務者（事業者）の経営に直

接関与している者以外の者とは締結を禁止し、例外的に根保証が認められる場合に

も、保証期間を制限し追加融資をするときにはその都度根保証人にも通知するなど

の規制を設けるべきである。

�１２ 監督官庁・開業規制

� 消費者庁（仮称）が消費者行政を統一的に所管し、統一消費者信用法や主要な消

費者保護関連法の規制・監督権限を行使しうるものとすべきである。

� 消費者信用業者は、すべて登録制とすべきである。

� 消費者信用業者は、営業保証金を供託し、その旨をその登録を受けた所轄機関に

届け出た後でなければその事業を開始できないものとすべきである。

２ 上記の提言事項の実現状況

統一消費者信用法は未だ実現していないが、上記要綱案で提言された課題は、個別の

法改正等によりかなりの部分が達成されつつある。

現在までの到達点を概観すると、以下のとおりである。

�１ 販売信用取引規制・書面交付義務・クーリングオフについて

昨年の割販法及び特商法改正により、上記１�９販売信用（クレジット）取引規制の

うち�指定商品制、指定役務制の廃止による抗弁接続範囲の拡大、�の与信業者の既

払金返還責任、上記１�２�４の販売信用取引における書面交付義務、クーリングオフ（特

商法類型取引の個品クレジット契約について）が、一部であるが実現し、また、１�１２
監督官庁・開業規制について、�のうち個別クレジット業者の登録制が導入された。

なお、貸金契約については、貸金業法（旧貸金業規制法）において、１７条書面、１８

条書面の交付義務として既に法定されている。

�２ 金利・違約金について

上記１�８金利規制については、市場金利連動型の金利規制は実現していないものの、

ヤミ金融対策法により出資法の上限金利を超える契約の無効が規定されたり、幾度か

の改正を経て出資法の上限金利も引き下げられた末、２００６年１２月改正において、みな

し弁済制度が廃止され、出資法の上限金利が２０％まで引き下げられ、保証会社の保証

料についても、利息と合算して上限金利制限を課すなど、大きく前進した。但し、同

法は販売信用取引には適用されていない（金利規制がない）点は変わっていない。

�３ 過剰与信禁止について

上記１�６与信行為規制（過剰与信規制）については、貸金取引分野において２００６年
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１２月に成立した改正資金業法にいわゆる総量規制が、販売信用取引分野において昨年

の割販法改正における過剰与信規制（過料販売解除権などの民事効果も規定）が導入

されている（統一基準ではない）。

�４ 保証について

保証契約については、２００４年民法改正により、書面によらない保証契約禁止や極度

額を定めない包括根保証契約の禁止が規定されている。また、貸金取引について、１９９９

年１２月の貸金業規正法改正（商工ローンが社会問題となって行われた）において、保

証人に対する説明書面交付や根保証人に対する追加融資の都度の通知義務などが設け

られたが、販売信用取引にはこのような規制はない。

�５ 消費者団体による差止請求権について

上記１�３広告・勧誘規制のうち、�消費者団体による差止請求権については、２００６

年５月消費者契約法改正により適格消費者団体による差止請求権が導入され（同法違

反の不当な契約条項や不当勧誘行為が対象）、その後、差止対象行為に、景表法違反、

特商法違反（但し、改正法の施行未了）行為が盛り込まれ、規制範囲が広がっている。

３ 統一消費者信用法制定の提言において残された課題

�１ クレジット手数料の問題

これまでクレジット手数料は、貸金の金利とは異なるとされ、上限金利を定めた利

息制限法の適用はないとされてきた。

しかし、同じ消費者信用でありながら一方では金利規制が及び、他方では及ばない、

というのは不合理である。金利もクレジット手数料も信用に対する対価、という点で

は同じであり、本来、同じように規律されてしかるべきなのである。

もっとも従来は、大手クレジット会社におけるクレジット手数料の実質年率は、利

息制限法の制限金利以下に設定されていることが多く、具体的にクレジット手数料と

貸金の利息との違いが問題になるケースは少なかった。

しかし貸金業法の完全施行に伴う出資法上限金利の引き下げが実現した後は、利息

制限法自体の金利の引き下げが課題となることから、クレジット手数料が利息制限法

上限金利を超える事態も考えられるのであり、今後はクレジット手数料のあり方の見

直しの議論が活発化することになると思われる。

�２ 事業者性の問題の克服

クレジット被害の中には、例えばアイディック節電器被害のように、形式的には事

業者であっても、情報量や交渉力においては消費者と何ら変わらない中小企業事業者

がターゲットにされるケースが少なからず存在する。

このため、こうした「準消費者」の救済をどう考えるかも今後の大きな課題となる。

この点を放置したまま統一消費者信用法を制定すると、例えば現在は法規制が及んで

いる商工ローン被害なども規制対象外となってしまうこととなり、逆に改悪となる可

能性もあることから、こうした事業者も含めて保護の対象としていくことが必要であ

る。

�３ リースについての法規制

現在、リース契約そのものに関する法規制としては、民法や消費者契約法があるの
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みである。しかし、消費者にとっては、リース契約の経済的な実態はクレジットと何

ら変わるところはないのであり、同様の法規制をかけていく必要があるかどうか、十

分内容を吟味していく必要があると思われる。

また、リースのジャンルにおいても、電話機リース被害などにおいては中小企業の

経営者がターゲットとされているため、前項で触れた事業者性の克服が課題となる。

�４ 取立行為規制

販売信用取引及び銀行取引分野においては、現行の貸金業者に対し定められている

取立規制がないが、統一的規制が必要ではないか。

�５ 統一的な法律と監督官庁

以上のような問題点の解消を図るため提言された消費者信用取引に関する統一的な

法律制定（「業として、信用供与取引、そのあっせん及び保証を行う者」の全てを対

象とする）、及び縦割り規制の解消、即ち、消費者庁が消費者行政を統一的に所管し、

統一消費者信用法や主要な消費者保護関連法の規制・監督権限を行使しうるものとす

る、という課題は未だ実現していない。

第５ クレジット被害の予防と救済のための司法および行政

１ 司法における被害救済の現状と今後の方策

クレジット被害事件が裁判になった場合、裁判所が必ずしもクレジット被害の構造的

な問題性や被害実態などについて十分な理解を示してくれない場合も少なくない。

ややもすると、クレジット会社は大手の会社であり、販売契約にそもそも立ち会って

おらず、一方、消費者は販売業者に相対しているために、消費者側に一定の責任がある

という印象を抱かれてしまうのである。

従って、クレジット被害について裁判所に理解を深めてもらうことが重要であり、た

とえば、司法試験選択科目に「消費者法」を追加したり、弁護士の裁判官任官を進める

ことなどが施策としては考えられる。

２ 行政（消費生活センター）が果たすべき役割と被害救済との連携

訪問販売や電話勧誘販売などの被害は少額なので弁護士に相談することが少なく、そ

の意味で、現状において各地の消費生活センターの役割は大きい。

クレジット被害事件は、消費者被害の救済に取り組む弁護士が日常的に受任処理する

事件であるうえ、各地の消費生活センターでも多数の苦情相談が寄せられる問題である。

そこで、被害救済の取り組みにおいても、法改正の運動においても、各地の弁護士の

協力体制とともに消費生活センターとの連携が不可欠となっている。

例えば、前述のココ山岡事件においては、同社の破産により全国の消費生活センター

に被害相談が相次いだことから、各地の消費生活センターと弁護士会が連携して被害者

弁護団を結成したことにより、３６もの都道府県で弁護団が結成され、多くの弁護士が事

件解決に尽力した。

また、ココ山岡事件の解決を契機に２０００年８月に結成された「クレジット被害全国対

策連絡会」は、弁護士・学者・司法書士・消費生活相談員らによって構成され、各地の

クレジット被害事件弁護団とも連携して定期的にシンポジウムを開催し、情報交換や事
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件処理方針についての研究を重ね、また、次々販売被害を契機に２００５年７月に結成され

た「クレジット過剰与信対策全国会議」も、定期的に集会を開催して、クレジット被害

情報の交流と法改正に向けた取り組みを展開した。

これら団体と消費者団体に加え、行政機関等で相談現場に立っている消費生活相談員

団体（（社）全国消費生活相談員協会、（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタン

ト協会など）、司法書士会、労働福祉団体、被害者団体など、様々な団体が連携して「実

現全国会議」を結成し、これが２００８年法改正運動の大きな力を発揮したことは、前述の

とおりである。

第６ 消費者庁設置後の展望

１ 関係法令に関する消費者庁の権限

消費者信用法分野に関係が大きいと思われる割賦販売法、特定商取引法、貸金業法の

所管と消費者庁の権限は以下のようになる。

�１ 割賦販売法

割賦販売法は消費者庁と経済産業省との共管となり、登録業務や登録業者の監督処

分権限は経済産業省が持つが、行為規制の企画立案は共同で行うとされている。

消費者庁は、経済産業大臣の行う処分（業務改善命令・業務停止・取消）に関し、

事前協議を受け、必要な意見を述べる権限を持ち、意見を述べるため必要な立入検査

を行うこと、各省庁から資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる）。

�２ 特定商取引法

経済産業省と消費者庁との共管となるが、消費者庁が行為規制の企画立案を担うと

ともに、自ら立入検査、命令を行うとされている。

特商法分野において消費者トラブルの多いことに鑑み、執行体制を経産省から消費

者庁に移管し、地方の経済産業局を直接に消費者庁が指揮監督することにより実質的

に執行体制を一元化するとされている。なお、特商法の処分権限は都道府県にも委譲

されているが、行政処分を行っても当該自治体の地域内しか効力が及ばないという問

題があり、地方と国との役割分担、及び消費者庁による広域的情報集約・法執行が課

題である。

今後は、特商法の改正や違法業者に対する積極的な法執行を消費者庁に求めていく

ことになる。

�３ 貸金業法

金融庁と消費者庁の共管となり、許可・登録や登録業者の監督処分権限は金融庁が

持つ。行為規制の企画立案は消費者庁と金融庁が共同で行うこととされるが、消費者

庁の権限は、個人の利益に関わる場合に限定されている。即ち、消費者庁は、金融庁

の処分（業務改善命令等）に関し、事前協議を受け、必要な意見を述べる権限を持ち、

この権限を行使するための調査のため必要な立入検査、報告徴収、関係省庁から資料

の提供、説明その他必要な協力を求めることができるとされるが、事前協議・意見・

報告徴収等は、個人である資金需要者の利益保護のため必要なときなどに限定されて

いる。
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２ 消費者被害における消費者庁の権限（消費者安全法）

�１ 概要

消費者庁は、「消費者事故等」に関する情報を集約・公表したり、消費者被害防止

のための措置をとる権限を有している。

消費者事故等は、「生命・身体に関する重大事故等」とそれ以外の「消費者事故等」

に分けられており、後者には、取引被害も含まれる（２条５項三号 虚偽・誇大な広

告その他の消費者の利益を不当に害し、又は自主的かつ合理的な選択を阻害するおそ

れがある行為であって政令で定めるものが事業者により行われた事態）ものの、措置

や対策は前者と後者で大きな違いがある。

�２ 消費者事故等に関する情報の集約・消費者被害防止のための措置等

情報集約や被害防止のための措置につき以下のような規定が置かれている。

ア 消費者事故等に関する情報の集約等について

� 行政機関等の消費者事故等の通知義務（１２条）

行政機関、地方公共団体、国民生活センターに被害拡大のおそれのある消費者

事故等の通知義務（１２条２項）、生命身体に関する重大事故等に関するものは直

ちに通知（同条１項）

� 情報の集約及び分析、公表

内閣総理大臣は、１２条の通知により得た消費者事故等に関する情報等を集約・

分析し、その取りまとめた結果を公表しなければならない（１３条 ４項に国会に

対する報告義務）

� 情報の集約・分析のための資料の提出要求権限（１４条）

１３条の取りまとめのため必要あるときは内閣総理大臣は、関係行政機関、地方

公共団体、国民生活センターその他関係者に対し、資料の提出要求等必要な協力

を求めることができる

イ 消費者被害の防止のための措置

� 消費者への注意喚起のための公表（１５条）

� 関係各大臣への措置要求（１６条）

� すき間事案につき事業者に対する勧告命令・譲渡制限等の措置権限（１７

１９条）

�３ 取引被害との関係で検討を要する問題点

ア 「重大事故以外の消費者事故等」には、生命・身体に対する被害のない取引被害

も含まれてはいる（２条５項３号）が、重大事故等以外についての情報の集約や公

表、措置要求などは要件が限定されており、取引被害についての情報の集約や具体

的な措置等が機能しないおそれがある。

� 集約・分析し、取りまとめ結果を公表することとされる情報（その取りまとめ

を行うために他の行政機関等に資料提出等を要求できる）が、１２条の通知により

得た情報が基本となっている（前条第１項又は第２項の規定による通知により得

た情報その他消費者事故等に関する情報）。「重大事故以外の消費者事故等」の行

政機関等の通知義務が「被害拡大のおそれがある場合」に限定され、行政機関等

が被害拡大の可能性等を判断する構造となっていることから（１２条１項）、重要

第６章 クレジット被害の救済から統一消費者信用法へ

－ 255 －



な情報でも消費者庁に通知されないおそれがある。

� 消費者への注意喚起（第１５条）及び他の権限省庁に対する措置要求（１６条）も、

１２条の通知を受けた場合が原則で、「消費者被害の発生・拡大の防止を図るため

必要と認めるとき」「消費者被害の発生・拡大の防止を図るため速やかに実施さ

れることが必要と認めるとき」に限定されている。

� すき間事案における事業者への勧告・回収命令等（１７～１９条）については、「消

費安全性を欠くことにより重大事故等が生じた場合」が要件となっているため、

取引被害はそもそも対象外である。

イ クレジットを利用した大規模消費者被害事件も多数の例がある。被害情報の集約

や公表、消費者への注意喚起などの措置が生かされるためには、重大事故等に「取

引被害」を含めることなど、検討を求めていく必要がある（法附則第２において「法

律施行後３年以内に、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等の範囲に

ついて検討を加え、必要な措置を講ずる」とされている）。

３ 残る課題の実現に向けた取り組みについて

�１ 残る課題と消費者庁

これまで、消費者金融取引と販売信用取引は、所管省庁（金融庁・経済産業省）が

別で規制する法律も分かれており、被害対策や法改正への働きかけは、それぞれの省

庁に対して個別に行うしかなかった。消費者保護のための法改正も、「産業育成官庁」

である従前の省庁を相手に、長く深刻な被害実態を訴え続け、見過ごせない状況に至

ってようやく取り上げられて法改正が実現するという繰り返しであった。

３０の所管法のうち、従前の所管官庁と共管となっている法律も多いが、消費者庁が

「企画立案」権限を有することは大きな意味がある。

消費者の権利の尊重を任務とする消費者庁（あるいは消費者委員会）に対して、法

改正や制度の企画立案を求め、消費者庁から関係省庁に見直しについて意見し、関係

省庁との調整を図って法改正等の実現に結びつけることが期待されるようになった

（もちろん、本当に機能するかはまだわからず、機能させるためには消費者の監視が

必要であるが）。

消費者信用分野について、貸金業法・割賦販売法などの関係法について消費者庁が

共管となり、消費者行政の観点からの企画立案が行えるようになったことから、個別

法について、同じ観点での法改正を同時進行での検討を求めることも、貸金取引の消

費者金融分野（消費者金融及び銀行取引を含む）及び販売信用分野について、統一し

た法規制の検討を求めることも可能となったと考えられる。

前記のとおり、統一消費者信用法制定の提言において実現されていない課題がある

ことから、消費者庁に対し、統一法制についての提言を続けていくことになろう。

�２ 消費者委員会の横の連携の必要性

統一消費者信用法の提言及び今回の割販法・特商法改正について残された課題の主

な点は以下のようなものであろう。

これらは、販売信用取引と貸金取引にまたがる問題である。消費者委員会において、

各部会を超えた連携をとり、消費者庁の設置をてこにした法改正や制度改善につなげ

ることが必要である。その意味で、消費者委員会における縦割りの克服が大きな課題
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の一つとなろう。

ア 統一消費者信用法について

� 販売信用分野における金利規制

� 事業者性の問題の克服（準消費者の救済）

� リースについての法規制（法規制のすき間）

� その他

・販売信用取引における取立行為規制

・銀行に対する金利規制・取立行為規制等

イ 割販法・特商法改正について

� 特商法適用以外（店舗販売等）の類型・債務不履行類型への既払金返還ルール

の拡大

� 包括クレジットへの規制強化（既払金返還ルールの導入など）

� マンスリークリアへの適用

� 複雑化・国際化するクレジットシステムに対する規制のあり方の検討

� 過剰与信規制の実効性確保

�３ 消費者庁の所管事項に関する課題

消費者庁の所管法となった法律についても、その権限については不十分な点や課題

も多い。たとえば割賦販売法については、消費者委員会のチェックが限定的であるこ

と、消費者庁の立入調査権限は販売業者に対してのみとされるなど、販売信用業者に

対する権限が不十分である。
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第７章
金融・投資サービスの適正化を求めて

第１ 被害の現状

１ 不適切な投資勧誘・詐欺的商法による被害

�１ 不適切な投資勧誘による被害

我が国では長らく一般消費者は直接に投資的取引を行うことが少なく、銀行等に預

貯金をする限度で貯蓄的投資行為をするに留まっていた。「金儲けをすること」が当

該行動のほとんど唯一の目的であるというような行動をするということ自体に社会的

な抵抗感が根強く存在してもいた。もっとも、高齢者が老後の経済生活の安心を確信

できるような社会保障制度は構築されておらず、多くの国民が老後の生活不安を感じ

ざるを得ない状況に置かれていたし、投資行為に強い抵抗感を持つのみで、投資行為

に関する満足な消費者教育を受ける機会もほとんど皆無であった。その一方で、我が

国においては特に高齢者において、「毅然として断る」ということがなかなかできな

いという国民性もあった。このような状況で、老後の生活不安を払拭すると称する詐

欺的商法や不適切な投資勧誘、戸別訪問・電話による攻撃的勧誘による詐欺的商法が

多くの被害を生んでいた。

�２ 商品先物取引被害

その最たるものは商品先物取引被害であった。昭和３０年代から、一部の商品仲買人

らが一般大衆に対して積極的な「勧誘行為」を行うようになり、以来、深刻な被害を

生じさせ続けた。悪質な商品先物会社は違法を犯してでも自社の利益のみを優先させ

るという組織的な方針の下で、類型化された客殺しと称される営業手法を用い、その

手法及び人脈は、私設市場での先物取引、海外先物取引、現物まがい取引、抵当証券

商法などの様々な悪質投資商法に拡散していった。

�３ 大規模投資詐欺事件の発生

大規模な投資詐欺事件も、金地金を販売すると同時にそれを預り受けて年１割の配

当を付けて返還すると称し、独居高齢者に添い寝をするなど、高齢者の孤独につけ込

む非人間的勧誘を組織的に行って２０００億円にものぼる金銭を集めたとされる豊田商事

事件（１９８０年ころから１９８５年）をはじめ、投資ジャーナル事件、大和都市管財事件な

ど、枚挙に暇がない。

２ 日本版ビッグバンのもたらした影響（制度の激変）

�１ 金融取引分野における規制緩和

金融機関の破綻が相次いで明るみに出たことなどを受けて、いわゆる日本版ビッグ

バンが１９９６年１１月に「我が国金融システムの改革～２００１年東京市場の再生に向けて

～」と題する橋本首相の指示を皮切りに進められ、１９９８年４月には為銀主義が放棄さ

れ、１９９８年１２月にはいわゆる金融システム改革法（証券取引法等２４本の法律の改正）

が施行され、金融取引分野における規制緩和が進められていった。

日本弁護士連合会は、１９９７年６月２０日に「日本版ビッグバン（金融制度改革）に伴
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う消費者保護方策についての提言」を公表し、１９９８年３月１９日に「日本版ビッグバン

（金融制度改革）に伴う消費者保護方策についての意見書」を公表したが、規制緩和

は、縦割り行政の弊害を残し、消費者保護への有効な方策を欠いたまま行われた。規

制緩和により、金融商品は多様性・複雑性を著しく増し、金融商品は、その一般的名

称から受けるイメージなどとはかけ離れたリスクを包含するものとなっている。

�２ 「貯蓄から投資へ」というスローガンの問題性

また、２００１年６月、小泉内閣は、「骨太の方針」に「個人投資家の市場参加が戦略

的に重要」であり、「貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方の切り替え」をするべ

きであるとして、いわゆる「貯蓄から投資へ」という政策を進めていった。機能不全

に陥った金融機関が負いきれないリスクを一般消費者に直接負担させることによって

問題を解決しようとしたのである。

さらには、このような時期に、預金全額保護の特例措置が解かれていき（いわゆる

ペイオフ解禁）、２００２年４月には流動性預金を除いた定期預金等について、２００５年４

月からは決済用預金以外の流動性預金について元本１０００万円及びその利息以外は公的

保護の対象とはならないこととなり、預貯金利率の低迷と相まって、「貯蓄」では老

後の生活の安定は保障されないとの危機意識が高まっていった。

３ 被害の多様化と拡大

�１ 多様な詐欺商法による集団被害事件の多発

こうした規制緩和の流れと老後の生活不安の高まりに、「貯蓄から投資へ」という

是非の検証が必ずしも十分でないスローガンの登場により、近年、投資的取引に藉口

する詐欺商法はそれまでとは格段に異なる多様性と被害規模を見せることになった。

大規模な詐欺商法は、ジー・オーグループ事件、八葉物流事件、リッチランド事件、

平成電電事件、近未来通信事件、Ｌ＆Ｇ事件、ワールドオーシャンファーム事件など

立て続けに発生しているし、数十億円程度の規模の組織的詐欺商法は社会問題として

顕現してはいないが、数十を超える業者が存在するものと見られている。

�２ 小規模事業者の暗躍

また、（外形上）小規模業者が特定の商法から商法へと流れていく傾向も顕著に見

られる。顧客からの預り資産を自らの利得に転化することを前提とした外国為替証拠

金取引業者、海外先物取引や海外先物オプションを行うと称する業者、「ロコ・ロン

ドン貴金属取引」と総称される私設商品証拠金取引を行う業者などが法人格を転々と

させて１０００社を下らないともいわれる規模で乱立しては消滅することを繰り返してい

る。未公開株商法は、販売業者や発行会社とは無関係の第三者である「買取屋」を装

って特定の株式を購入する旨の電話をして警戒心を弱める手法が一般化するなど、「オ

レオレ詐欺」さならがの劇場型詐欺商法として蔓延している。

�３ 凄惨な被害

夥しい被害の中には、認知障害に罹患している独居高齢者の存在を探知するや了解

もなく押しかけて信用金庫などを連れ回して金銭を出させるという、詐欺商法という

よりは略奪的な行為という評価が適当であるような悪質なものも決して珍しくはない。

心身を加齢等によって衰えさせ、寝たきりの生活を送りながら、奪われた金銭の回復

のみをただひたすらに祈る生活を送る者の存在を思うとき、このような商法の撲滅が
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市民の一致して望むところであることは明らかである。

４ 後追い規制の問題

法令諸規則による規制は、後手後手に回るきらいがあるが、詐欺商法の動向を適切に

把握して時機に応じた規制をすることが必要である。また、無登録で行う証券業（金融

商品取引業）であることが外形上明らかないわゆる未公開株商法でさえ、その圧倒的多

数が刑事摘発がされていないし、縦割りの業法であっても適切な適用によって被害を終

焉させることができたであろうと考えられる被害類型についても、必ずしも時機を得た

対応がなされたとは評価できず、省庁間の「お見合い」によって被害の拡大を阻止でき

なかったきらいもあるといわざるをえない。民事訴訟手続等を通じた被害回復は、組織

的詐欺商法を駆逐する最も効率的な方法の一つであるが、この種商法について裁判官の

理解が必ずしも十分でないことによる審理の遅れや民事執行手続の実効性の低さなどが

相まって、必ずしも十分な被害回復ができないことが往々にしてある。

５ 投資家層の変化と新たな被害類型の発生

若年層、壮年層にも投資ないし投機を行う者が増えた。株式取引やＦＸ取引はインター

ネット取引の普及とともに取引量を拡大させている。しかしながら、上場株式会社は証

券市場に対して必ずしも誠実ではなく、近年、西武鉄道事件、ライブドア事件、アーバ

ンコーポレイション事件など、有価証券報告書等の虚偽記載が問題とされる事件が相次

いでいる。

微細な利幅を狙うデイトレーダーと呼ばれる玄人はだしの投機家が登場しているが、

価格変動リスクについてのみしか注意を向けることができず、業者の不十分な証拠金管

理や取引システムのトラブルによって思いがけない損害を被っている例も多い。不明朗

な取引条件下での相対取引は、その著しく高いレバレッジ設定と相まって、もはや投機

行為として許されるべき社会的相当性の範囲を超えているのではないかと考えられるも

のもある。

６ 新しい金融商品の問題点

�１ デリバティブ取引の登場

日本版金融ビッグバンのもと、経済のグローバル化を旗印に我が国にも登場した店

頭デリバティブ取引は、原資産を取引する者にとって、元本を要せず、リスクヘッジ

を可能とする極めて有用な側面を持つ。

先渡し取引、先物取引などに加え、スワップ取引やオプション取引などの仕組みを

利用することにより、自由に商品設計が可能となり、天候や信用リスクを原資産とし

たデリバティブ取引が可能になるなど、ありとあらゆる資産について、そのリスクを

回避することができるようになった。

�２ デリバティブ取引の実需からの乖離の問題点

しかし、これら取引は、実需家のリスクヘッジの必要性が認められる範囲内、すな

わち実需の規模相当で行われる場合には、リスクヘッジとして経済合理性が認められ

るが、その範囲を超える取引については、デリバティブ取引の有する賭博性が顕現す

ることになる。

デリバティブ取引は、元本を要しないという性質や自由な商品設計が可能なため、

その取引規模は、実需の規模を大きく超え、単にリスクヘッジの手段ではなく、実需
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とは関係なく、利益を獲得するため、デリバティブ自体を自己目的化するようになっ

た。

デリバティブ取引の自己目的化は、実需の枠が取り払われるのと同時に、さらなる

資金の効率性を求めて、レバレッジの際限のない上昇をもたらす危険性を内包するこ

とになり、投機性、賭博性・射倖性を高めることになった。現実にも、ＦＸ取引など

では、６００倍を謳う取引なども登場してきており、賭博が抱える問題点のほか、市場

への悪影響、ＦＸ会社の破綻による破綻の連鎖等が懸念される事態となっている。

�３ 仕組み商品の問題点

ア 現状と問題の所在

デリバティブ取引を仕組んで社債・預金・投資信託・金銭信託・融資などの形に

した金融商品を仕組み商品（structured products）という。ＥＢ、日経平均リン

ク債などの仕組み債、満期を銀行が決める定期預金などの仕組み預金、一つの仕組

債に投資するノックイン型投資信託などがその例である。１９９８年以降、個人や法人

に相当販売されてきたが、近年、さらに複雑で多様な仕組み商品が普及し、２００６年

から２００８年にかけて大量に組成、販売された。仕組み商品が蔓延した後に、世界金

融危機、リーマン・ショックと続き、個人や学校法人、財団法人、地方公共団体、

企業が多額の損失ないし含み損を抱える事態となっている＊１。

仕組み商品は、リスクとリターンのバランスが悪い、関与者が多くコストが高い

が開示されない、デリバティブ取引を組み込むことにより複雑な構造となっていて

わかりにくい、目先の確定利益（預金より高い固定金利など）と安全偽装（元本に

ついてのリスクを意識させにくい工夫。元本確保型を取ることによる安全偽装、元

本リスク型であるがリスクが表面化する事態にならなそうに見える安全偽装など）

がセットとなって商品性を誤解しやすい、流動性がないか劣るなどの指摘がある。

イ 国際的視点

顧客は、預金より少し利率の高い元本保証商品を求め、仕組み者らは、元本リス

ク負担の対価の一部を預金より少し高い利率に変え（残りは仕組み者などの関係者

が取得し）、元本リスク自体は意識しにくくすることでその需要に応えようとした。

このように、顧客の求めるものと供給されるものが異なるにもかかわらず取引が

成立している実態があるので、国際的には、仕組み商品販売におけるこの構造的ギ

ャップを問題視して、�これまでの被害については特定の仕組み商品につき集団的

被害救済が検討されている国があるし（英国＊２）、�予防策としては、国によって

は、販売禁止、販売制限、合理的根拠適合性の欠如判断などが実施ないし検討され

ている（ノルウェーは消費者に対する仕組み商品の販売を禁止済み＊３。シンガポー

ルは特定の仕組債につき販売業務停止という形で禁止済み＊４。英国は販売制限を検

＊１ 吉本佳生『デリバティブ汚染』講談社２００９．７．２９、松尾直彦「グローバル危機が日本の金融システムに突きつけ

たもの」金融財政事情２００９．２．２３

＊２ 「Lehman－backed structured products」http : //www.widerimplications.info/case_studies/wi_１３．html

＊３ 「Norway tightens rules on retail structured products」

http : //www.structuredproductsonline.com/public/showPage.html?page＝７０１７９０

＊４ 「Singapore punishes１０firms over Lehman notes sale」

http : //uk.reuters.com/article/idUKSIN３９７５１５２００９０７０７？pageNumber＝１＆virtualBrandChannel＝０

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題

－ 264 －



討中。米国は自主規制で合理的根拠適合性の欠如判断を意識させている＊５）。

７ 保険商品の問題点

�１ 変額年金保険等に関する説明義務の問題

運用実績によっては年金額・解約返戻金が減少するおそれのある変額年金保険につ

いて、契約時に十分な説明がなされず、運用が想定を下回ったことによる苦情が相次

いでいる（生命保険協会によれば、苦情の約７割が変額年金保険に関するものとのこ

とである。）。

また、銀行での窓口販売が解禁されたことから、定期預金の満期後の運用として、

変額年金保険が勧められた例も少なくなく、中には高齢者に対して高額かつ満期期間

が長期の変額年金保険を契約させる事例も報告されている。

�２ 度重なる不払い・支払い漏れの問題

２００５年以降、生命保険会社・損害保険会社による不払い・支払い漏れの問題が顕在

化し、金融庁から業務停止命令、業務改善命令などの厳しい処分が相次いだ。自動車

保険については、行政処分以降も追加の支払漏れが確認されるとともに、火災保険・

地震保険についての保険料の過剰徴収についても問題になっており、保険契約者に対

する大きな不信を招いた。

�３ 難解な約款と保険会社の一方的な解釈の問題

保険契約上の権利は、約款により規定されるが、約款は保険会社が一方的に作成す

るものであり、極めて難解で理解しがたい条項が多い上、約款の解釈を保険会社が恣

意的に変更する例も見られる。

第２ 被害の予防・回復の現状（到達点）と課題

１ 法規制

�１ 法規制の到達点と課題

ア 横断化規制の実現

（ア）金融サービス分野においては、従来、業態別の縦割り業法による規制がなさ

れていた。しかし、これでは、金融イノベーションによる新たな商品やサービス

の開発に対応できず、また、現実に販売されている金融商品・金融サービスが、

どの法律、どの監督官庁の所管に属するかが分からないため、規制の隙間で新た

な投資被害を生むという弊害が生じるようになった。

そこで、こうした従来の縦割り業法を見直し、幅広い金融商品を対象とした法

制を目指すとの認識に立ち、同じ経済的機能を有する金融商品には、投資サービ

ス法の行為規制を業態を問わず適用することが適当であるとの基本的な考え方の

もと、２００６年６月に金融商品取引法が成立し、これによって一定範囲の横断化規

制が実現された（２００７年９月施行）。

しかし、同法は、一本の法律で全部の投資サービスを包括的に対象とするまで

＊５ 「NASD Provides Guidance Concerning the Sale of Structured Products」０５－５９（村本武志「米国における仕組

み商品の販売自主規制」消費者法ニュース８０号２００９．７：２３５頁に解説と翻訳）http : //www.finra.org/web/groups/

industry/@ip/@reg/@notice/documents/notices/p０１４９９７．pdf
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には至らず、銀行法や保険業法等には準用規定が置かれる規定となり、また、被

害を多発させてきた商品先物取引に関する商品取引所法とは併存する形になって

いる。

また、金融商品取引法は、一方でいわゆる集団投資スキームについて包括的定

義を導入しつつも、対象商品・サービスの枠を画する概念としては従来の有価証

券・みなし有価証券概念を維持し、また、金融商品販売法と併存する形式となっ

ている。

（イ）さらなる包括的・横断的な金融サービス法制定の必要性

上記のとおり、２００６年に金融商品取引法が成立したが、これは投資サービス法

というべきもので、銀行取引や保険取引全般をカバーする内容にはなっていない。

しかし、預金や保険の中には、外貨預金やデリバティブ預金、変額保険など、

元本欠損が生じ得るという面で、その経済的性質が金融商品に類似したものも存

在しているのであって、さらに、縦割り業法の見直しを進め、包括的・横断的な

金融サービス法が早期に制定されるべきである。

イ 保険法の制定と位置づけ

なお、保険については、２００８年５月に保険法が制定され、２０１０年４月から施行予

定となっている。新法の特徴は、�共済契約への適用範囲の拡大、�傷害疾病定額

保険契約の規定を創設、�保険契約者（消費者）側の保護規定整備、�損害保険契

約に関するルールの柔軟化、�第三者との法律関係の整備（責任保険の保険金につ

いて被害者の優先権確保、介入権）、�生命保険契約に関し、多様なニーズに応え

られるための規定の整備（保険金受取人変動についての規定の整備）などである。

消費者（保険契約者）に不利な特約を無効とする片面的強行規定を多数設けたこと

も重要な特徴である。

それでも大きな課題が残っている。それは、必要以上に複雑な保険商品を簡素化

すること、コストや手数料を開示させることなどである。この課題にむけて、さら

なる法整備が求められる。

�２ 適合性原則の明文化

適合性の原則とは、顧客に適合しない取引を勧誘をしてはならないという原則であ

り、米国において証券取引の分野で確立されたものである。日本でも、金融商品取引

法をはじめとして商品取引所法、信託業法等に適合性の原則が明文で規定されるに至

っている。

このうち、金融商品取引法は、４０条１号で「金融商品取引行為について、顧客の知

識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認め

られる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなる

おそれがあること」のないようにその業務を行わなければならないと、投資目的への

適合性をも明文で要求し、さらに、後述のとおり、同法並びに金融商品販売法は、説

明義務を尽くしたか否かの判断をする解釈基準としても適合性原則の考え方を導入す

るに至っている。

ただし、適合性レター（金融商品取引業者が顧客の人的・財産的状況を考慮したう

えで、当該商品・取引が顧客にふさわしいものであることを簡潔に説明した文書）の
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導入は見送られている。

�３ 説明義務、断定的判断の提供・確実性誤認告知の禁止

ア 説明義務

（ア）対象

リスクある金融商品への投資を勧誘する場合、売主は、その証券の内容とリス

クを説明する義務がある。

証券取引における説明義務違反による紛争は、１９９１年の証券不祥事以来顕在化

した。当時は証券取引に係わる法令に直接の説明義務の規定はなかったため、当

初は敗訴判決が続いたが、１９９４年から説明義務は法的義務であるとして損害賠償

請求を認容する判決が相次ぐようになり、判例法理を形成していった。こうした

流れを受けて、２０００年にようやく金融商品販売法が制定され、２００１年から施行さ

れたという経緯である。

説明義務における説明の対象は、判例理論の進展等に伴い順次拡大し、市場リ

スク、信用リスクによる元本欠損、元本超過損の説明事項等に加え、「取引の仕

組み」（金融商品販売法）、「理由」（金融商品取引法）が説明内容として明文で規

定され、商品特性や仕組みの説明義務に法令根拠が与えられるに至っている。ま

た、手数料等の取引コストリスクの説明義務も金融商品取引法によって法令上の

根拠が与えられている。

（イ）方法及び程度

説明の方法程度であるが、前述のとおり、説明義務にも適合性原則の考え方が

導入され、「顧客の属性に応じ理解させる程度の説明」や「投資意向・目的」を

考慮した説明を行わなければならないと明文で規定されるに至った。

イ 断定的判断提供・確実性誤解告知を伴う勧誘の禁止

金融商品への投資を勧誘するに際し、断定的判断の提供を行うことが禁じられる

のは当然であるが、さらに、断定的判断とはいいにくい巧妙な言い回しで確実であ

ると誤解させるような勧誘は、断定的判断提供と同様に悪質であり、新たに禁止さ

れることとなった（確実性誤認告知を伴う勧誘の禁止）。

ウ 損害賠償と損害の推定

民事ルールである金融商品販売法では、販売に際し、説明義務に違反しまたは断

定的判断等を提供した場合、これにより顧客がその金融商品を購入して損害を被っ

た場合には、業者はその損害を賠償しなければならないとされ（同法５条）、これ

は、民法の使用者責任を経由しない直接責任であり、かつ、故意過失の有無を問わ

ない無過失責任である。さらに、損害額（投資者の支出額と受取額の差額）と因果

関係が推定される（同６条）。

�４ 不招請勧誘の導入

ア 事前要請のない訪問勧誘、電話勧誘等を禁止する不招請勧誘禁止は、すべての取

引型消費者被害の防止に極めて大きな役割を果たすものと考えられるところ、特に、

金融商品の場合、不招請勧誘を禁止する必要性は極めて大きいものである。

本来、金融商品の勧誘、販売には厳格な法規制がなされるべきところ、訪問勧誘、

電話勧誘の容認が、ヤミで未登録業者等が違法勧誘を行う温床となり、また、登録
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等を得た業者による勧誘であっても、突然の訪問や電話から始まる勧誘により、そ

もそも仕組み等のよく判らない金融商品を、初めて説明されて勧誘を受け、冷静に

その危険性等につき検討して適切に売買ができないことが多いものと考えられるこ

とから、こと金融商品の不招請勧誘は速やかに禁止されるべきである。

イ 不招請勧誘禁止の提言については、２００３年１１月２８日に近畿弁護士会連合会が「不

招請勧誘禁止の立法化を求める決議」を、２００５年７月８日には東北弁護士会連合会

が「不招請勧誘（迷惑勧誘）禁止について実効性のある法規制を求める決議」を採

択して、不招請勧誘規制の立法化を求め、また、日本弁護士連合会も、商品先物取

引及び外国為替証拠金取引の分野について、事前の承諾なく消費者に勧誘すること

を禁止すべきだとの意見書を提出している（外国為替証拠金取引および不招請の広

告・勧誘禁止に関する意見書（２００３年１２月２０日）、「金融商品取引法制に関する政令

案・内閣府令案」に関する意見募集に対する意見（２００７年５月１１日））。

不招請勧誘禁止については、各地の消費者保護条例で、「契約締結意思のない旨

を表明している者に対する勧誘禁止」等の規定を置いた上で「訪問販売お断りのス

テッカー」を各戸に貼る運動を行っているところや、秋田県ではアメリカで実施さ

れている「電話勧誘拒否者リストの制度」を導入し、条例で金融商品の飛び込みの

電話勧誘を禁止しようとする条例制定に向けた取組みなども報告されているところ

である。

ウ これらを受けて政府も、誠に遅ればせながら不招請勧誘禁止の法制度を整えつつ

あり、まず、２００５年７月１日施行の金融先物取引法改正法で外国為替証拠金取引に

つき、不招請勧誘が禁止された。また、２００６年６月成立の金融商品取引法の改正に

より、不招請勧誘禁止の条項が設けられ（但し、禁止の対象は政令で定める取引に

限る）、２００９年の商品取引所法改正（２００９年７月３日成立）により、商品先物取引

につき、不招請勧誘が禁止されることとなった。

今後は、すべての金融取引について、不招請勧誘禁止が実現されるよう、運動が

進められなければならない。

�５ 無許可営業の民事効（無効）－課題－

無登録業者による投資被害事案も多く発生している。

例えば、２００５年ころから問題となったいわゆる未公開株詐欺事件は、証券業者とし

て登録すらしていない会社が不特定多数の顧客に詐欺的な勧誘をして被害を発生させ

た事件であるが現在も続いており、このような無登録証券業は明らかに当時の証券取

引法２８条（現在の金融商品取引法２９条）違反であり犯罪（１９８条１１号で懲役３年以下

等：現在は同条１号）にあたる。しかし、監督当局は、無登録であるので権限がない

として業務差止め等の処分をせず、ホームページで一般に警告したり、警察の捜査を

促したりした程度であった。また、警察も無登録営業の摘発に極めて消極的であり、

本物の株券が使われたような事例では詐欺にならない、上場時期のセールストークは

立証できないとして告訴を受け付けない、というケースが多々見られた。このような

未公開株事件のように、無登録営業が放置されていたのでは登録制の意味がなく、こ

のような業者は最初からやるだけやって事務所閉鎖して逃げてしまう計画であること

もあり、法に実効性があるとはいえない。
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日本弁護士連合会「日本版ビックバン（金融制度改革）に伴う消費者保護方策につ

いての提言」（１９９７年６月２０日）においては、「日本版金融サービス法の内容」として、

参入規制の必要を掲げ、無責任な企業活動を防止するためには、社内のコンプライア

ンス体制の整備など一定の業者資格要件を定め、その要件を充たした企業だけ市場へ

の参入を許すべきであるとし、被害救済の観点からは、規制違反に対して私法上の効

果を与えることが重要と指摘していた。

しかし、金融商品取引法には、民事的効果に関する直接的な規定は設けられなかっ

た。同法は、基本的には行政上の取締法規（いわゆる業法、業者ルール）であり、登

録制を採用したうえで登録金融業者を規制・監督するという構造を採っているが、伝

統的民法理論によると、業法違反の行為であっても、それだけで直ちに契約が無効と

なることはない。他方、金融商品販売法は民事ルールを定めた民法の特別法とされ、

登録の有無を問わずに適用され、民事効果について規定する構造となっている。

無論、金融商品取引法の下でも、取締法規違反が私法上の違法性を判断するに際し

て重要な要素であることは判例法理となっている。経済法令は、取引と密接な関連が

あり、私法上の公序を判定する上で重要な要素となる（経済的公序論）。そして、経

済法令における消費者法は、消費者保護を法令の目的の一つとしているので、法令違

反の行為の効力を否定することが規制目的にも適う。ただ、この問題は、業者ルール

と民事ルールを分断したままで解決しようとしても困難である。無登録業者を訴訟の

被告にした場合、業法違反は当然には民事違法ではない、当然には無効ではないとか、

無登録即・損害賠償を生じさせる違法ではないなどという反論を無登録業者に許す意

味がどこにあるのか疑問である。伝統的民法理論における形式論の壁を乗り越えて、

消費者基本法の施行も踏まえ、業法違反と民事効果の問題に正面から取り組み、業者

ルールと民事ルールを統合していく観点から解決する方向を目指すべきである。

�６ 預貯金等サービスの安全性（預金者保護法の制定）

預金通帳や印鑑が盗難にあい、無断で預金が引き出されるという預貯金過誤払い事

件は、１９９８年頃から激増した。また、キャッシュカードが盗難もしくは偽造され、Ａ

ＴＭやＣＤから無断で預金が引き出される被害は、２００３年頃から急増した。その背景

には、パソコンやスキャナー、高性能プリンターの普及があり、副印鑑などから届出

印の印影や印鑑が偽造されやすくなったことが上げられる。また、多発する盗難通帳

事件をうけて、金融機関の窓口における本人確認が厳しくなると、盗難カードや偽造

カードを利用してセキュリティの甘いＡＴＭやＣＤから不正引出を行うという犯行が

増えた。

従前の裁判例では、民法４７８条の債権の準占有者に対する弁済として、金融機関の

免責を広く認め（印影照合に関する最判昭４６・６・１０）、同条がカードによる払戻に

も適用されたため、金融機関は盗難通帳や盗難カードを利用した不正払戻の被害を預

金者に転嫁し、本人確認など不正払戻防止策を怠ったため、預金過誤払い被害が長期

間放置されていた。

このような偽造・盗難カード事件が多発し社会問題となったため、議員立法によっ

て、２００５年８月、ようやく偽造カード及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械

払式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律（預金者保護法）が成立し、
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２００６年２月から施行されている。預金者保護法によって、偽造カード・盗難カードに

よる預貯金過誤払いの被害については、金融機関の免責が否定され、あるいは補償責

任を負うこととなったが、盗難通帳やネットバンキングの不正払戻などに関してはな

お法的な手当がなされていない。また、預貯金と同じような払戻機能を有する生命保

険による払戻や貸付についても対象外である。

なお、全国銀行協会は、２００８年２月に自主ルールを改訂し、盗難通帳やネットバン

キングによる不正払戻に関して、預金者保護法や附則、国会の附帯決議をふまえ、第

三者による不正払戻があった場合、顧客に過失がない場合に一定の補償措置を講じる

旨の申し合わせを行ったことを発表したが、大手都市銀行と地方銀行や信用金庫・信

用組合などではなお取組に大きな開きがあると言われており、不正払戻に関する預貯

金等の安全性についてなお課題を抱えている現状にある。

２ 行政による執行等

�１ 縦割り行政下の消費者保護から消費者庁・消費者委員会による消費者保護へ

ア 金融行政規制の体制～縦割り行政下の消費者保護～

前述のとおり、投資サービス分野においては、従来、縦割り型の規制構造が取ら

れ、監督官庁も、こうした縦割り行政の下、金融商品によって所管が分かれていた。

こうした縦割り型規制の下で、金融商品被害は、適用すべき業法、監督官庁がな

い領域において生じ、社会問題化してきたことは周知のところであり、こうした場

合、その都度、法改正や新規立法が行われてきた。例えば、外国為替証拠金取引は、

かつて商品取引所法、証券取引法、金融先物取引法のいずれにも該当しないとされ

たため、社会問題化した典型例である。これについては、各省庁による消極的管轄

争いを経て、ようやく２００４年に（旧）金融先物取引法が改正され、２００５年７月から

施行された。また、（旧）証券取引法に該当しないとされていたため対応ができず

に社会問題化した事件は、平成電電事件や近未来通信事件を初めとして数多い。こ

うした集団投資スキーム全般への法規制の拡大は、２００６年に成立、２００７年９月施行

の金融商品取引法を待たなければならなかった。

しかし、今後も隙間事案による消費者被害発生の可能性があり、こうした被害に

対し、従来型の縦割り行政では、所轄官庁が決まらず、迅速な対処がなされないお

それがある。

また、消費者行政の観点からしても、従来の各府省庁による規制が、事業者の保

護育成を通して国民経済の発展を図ることを主眼とし、消費者の保護は、あくまで

産業振興の間接的テーマとして位置づけられるのであれば、消費者・生活者の視点

に立つ行政の実現は困難なままとなる。

イ 消費者庁・消費者委員会の設置

こうした消費者・生活者の視点に立つ行政への転換を図るべく、２００９年５月、消

費者庁・消費者委員会の設置が決まった。

今後は、この消費者庁・消費者委員会が、金融商品被害の分野でも、十分にその

権限を発揮し、金融商品被害の発生又は拡大防止に資する行政組織になるよう、監

視していく必要がある。

�２ 市場・金融商品の安全性確保
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ア 分別管理等－規制の現状－

上場株式は、証券会社を介して証券取引所で決済され、上場商品は商品取引員を

介して商品取引所で決済されているが、証券会社・商品取引員が破綻しない限り、

問題が顕在化することが少なかった。しかし、証券業界では、１９９７年１１月に三洋証

券が破綻、同時期に山一証券が自主廃業の事態となって、１９９８年改正の証券取引法

で、顧客の有価証券の分別保管義務が新設されるとともに（信託会社等に信託）、

投資者保護基金制度が新設された（１人当たり１０００万円までの補償）。

他方で、商品先物業界では、２００２年１２月のアイコム破綻、２００３年１２月の東京ゼネ

ラル破綻にともない、２００４年改正の商品取引所法で、必要証拠金の取引所預託によ

る完全分離保管、クリアリング・ハウス制度が拡充されるとともに（現在は、ＪＣ

ＣＨが運営）、委託者保護基金制度が新設された（同じく、１人当たり１０００万円ま

での補償）。商品先物業界では、それ以降、現在まで多数の商品取引員が廃業して

いる。

このように証券取引、商品先物取引の上場取引では、証券会社・商品取引員が破

綻した場合の投資家保護制度は、相応な範囲まで拡充されるに至っている。投資信

託や不動産信託においても、運用会社の指図にしたがって、運用資産は信託銀行に

信託され、分別管理することで、運用資産の安全が確保されている。

しかし、ＦＸ業者による店頭取引は、２００２年頃からトラブルが急増し、２００４年１２

月に金融先物取引法が改正され、ようやく法規制の対象となり、登録制度や不招請

勧誘が禁止されたところであり（多くの業者が破綻し、預けた証拠金ですら返還さ

れない事例が多発した）、その後、金融商品取引法の規制対象となったものの、２００７

年１０月以降、エフエックス札幌、アルファエフエックス、日本ファースト証券など

が破綻し、顧客の保証金がカバー先から引き出され、不当に流用されるなどの不祥

事が発覚し、再び多数の被害が生じた。日本弁護士連合会では、２００８年２月１４日付

の「外国為替証拠金取引における分別管理に関する意見書」において、銀行等への

預金、カバー取引相手方への預託を認める店頭ＦＸ取引の分別管理の問題点を指摘

し、信託銀行等への金銭信託に限定すべきであると意見を表明した。改正内閣府令

では、ＦＸ取引につき、顧客から預託をうけた金銭の区分管理方法を金銭信託に一

般化するとともに、業者にロスカット・ルールの整備・遵守を義務づけた（２００９年

８月１日施行）。最近では、ＦＸ取引で高いレバレッジ商品が増えたため、僅かな

為替変動でも保証金不足が生じる点が顧客保護、過当投機等の点から問題となり、

内閣府令の改正により、想定元本の４％以上の証拠金の預託をうけずにＦＸ業者が

取引を行うことを禁止することとなった（２０１０年８月１日施行、経過措置で施行後

１年間は２％以上）。

イ 今後の課題

証券会社や商品取引員が破綻した場合であっても、投資者保護基金、委託者保護

基金の補償限度は１人当たり１０００万円という限度がある。しかも、投資者保護基金

の補償対象は、一般顧客の有価証券関連業に係る取引に限定されるほか（金商法７９

条の２０）、店頭デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引は補償対象外である

（金商法施行令１８条の６）。このため、数多くの被害を出した集団投資スキームで
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の出資や権利は補償外であるし、店頭ＦＸ取引での証拠金も補償外であり、これら

の投資被害の救済には全く無力である。

顧客から預かった不当勧誘などの取引事故に関して、金融商品取引責任準備金（金

商法４６条の５）、商品取引責任準備金（商取法２２１条）があるが、顧客や委託者に直

接の請求権はなく、破綻時の保護制度としてはまったく機能しないという問題があ

る。

しかも、投資者保護基金においても、委託者保護基金においても、補償対象債権

を顧客資産や委託者資産に係るものに限っているため（金商法７９条の５６、商取法３０６

条）、証券会社や先物取引業者の不当勧誘や説明義務違反による損害賠償請求を行

っても、業者が破綻した場合には保護基金の補償外となる。ただし、最高裁平成１８

年７月１３日判決は、社債が実在しない場合について、証券会社が一般顧客から預託

を受けた金銭について、投資者保護基金の補償対象債権に該当すると判断した（判

時１９９６号１５４頁）。商品取引に関して、受託業務保証金制度のもとであるが、最高裁

平成１９年７月１９日判決は、債務不履行又は不法行為による損害賠償債権は対象外と

したが、委託者資産の引渡請求権の実質がある者は補償対象となると判断している

から（判時１９８３号７７頁）、少なくとも無断売買や公序良俗違反の場合には補償対象

になると解釈し、保護範囲を拡充すべきである。

３ 司法（裁判所）

�１ 司法救済の現状

金融商品の取引に関して被害を受けた消費者は、民法により救済されてきた（２００１

年４月以降の取引では、金融商品販売法に基づく損害賠償請求権が並存する）。

民法では、不法行為（民法７０９条）、債務不履行（民法４１５条）の問題とされてきた

が、具体的には、適合性の原則違反、説明義務違反、不当勧誘等がそれらに共通する

内容となっており、不法行為であるか債務不履行であるかによる内容の違いはほとん

どない。ただし、不法行為においては、取引の勧誘から終了に至る一連の行為が、全

体として、正当な商行為として許容される範囲を逸脱した場合には、民法上の不法行

為を構成するとする最高裁平成７年７月４日判決（ＮＢＬ５９０号６０頁）以降、こうし

た一連一体の不法行為論が用いられるようになっている。

また、近時は、少数ではあるが、消費者契約法による取消しによって被害救済が図

られる事案も出てきた。

�２ 適合性原則

適合性の原則については前述したが、投資被害事件において適合性の原則違反の勧

誘は不法行為ないし債務不履行となり証券会社等は損害賠償義務を負うというルール

が下級審判決で積み重ねられ、最高裁も適合性原則違反が不法行為となるという判断

をするに至った（最判平１７・７・１４ 判時１９０９号３０頁）。

また、適合性原則は、当初、不適格者排除原則というように狭く捉えられてきたが、

近時は、こうした入り口規制から勧誘規制へと明確に意識付けされてきた。

�３ 説明義務

「売主、注意せよ」の原則が当てはまる結果、リスクある金融商品への投資を勧誘

する場合、売主は、その証券の内容とリスクを説明する義務がある。この義務の程度
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は、その証券が新しいものであったりして一般に知られていないほど、また、その金

融商品のリスクが大きいほど、大きくなる。

説明義務に関する判例法理は、証券取引被害に関する裁判例によって形成されてき

た。今日、説明義務の存在は自明のものになり、説明義務の対象は、対象商品の抽象

的な危険のみならず、個別の商品内容に応じた説明義務の具体的内容が論じられるよ

うになっている。また、説明の程度についても、顧客の知識、経験、能力、投資目的

等に応じて当該顧客が理解できる程度に説明すべきと、適合性原則の考え方を取り入

れたものになってきた。

前述のとおり、法令上も、説明義務における説明の対象、方法程度につき、市場リ

スク、信用リスクによる元本欠損、元本超過損の説明事項等に加え、「取引の仕組み」

（金販法）、「理由」（金商法）が説明内容として明文で規定され、説明義務の方法程

度について、「顧客の属性に応じ理解させる程度の説明」や「投資意向・目的」を考

慮した説明を行わなければならないと明文で規定されるに至ったが、こうした法改正

も、判例法理の形成を踏まえたものである。

�４ 過当取引等

過当取引は、投資被害分野に特有の違法原因として、かねてより主張されてきたも

のである。証券取引においては、米国の裁判所で過当性の判断基準として取り上げら

れた、回転率、手数料比率等と同様の要件が主張され、我が国の判例上も、これらの

要件を満たす場合には、違法性があるとして損害賠償を認める法理が確立されている。

また、商品先物取引においても、主務省通達を手がかりとした特定売買比率、売買回

転率、手数料化率を用いた違法主張が提唱され、これが判例上も違法性判断の一つの

要素として採用され、定着している。いずれも客観的な取引分析による違法主張であ

り、こうした手法の進化とともに、分析を容易にする取引分析ソフトが開発され、投

資家側代理人の分析ツールとしてスタンダードなものになった。

�５ 過失相殺論

ア 到達点

損害の発生及び拡大に寄与しない単純な落ち度と、法的に過失と評価しうる要素

とを区別させることによって、過失相殺なしの判決が増えている。例えば、国内公

設の商品先物取引において、先物取引被害裁判例集（先物取引被害全国研究会編）

に掲載された平成１９年１月ないし平成２０年８月の裁判例６４件のうち、１７件において

過失相殺なしの判断が下されている。

イ 自己責任論等を理由とする不当な過失相殺

しかし過失相殺なしの判決が増えているとはいえ、未だ、金融取引被害事案にお

いて、事業者側の責任が肯定された場合に、消費者側にも落ち度があるとして損害

調整のために過失相殺が行われるケースが少なくない。

裁判例にみる過失相殺事由は様々であるが、誤った自己責任論に立脚するものや、

違法要素の二重評価（矛盾評価）をするものなど、理論的にみて不当なものが多い。

誤った自己責任論に立脚した過失相殺の背景には、金融サービス被害における経

験則（勧誘行為の実態）への無理解や事実誤認がある。具体的には、適合性原則違

反の事案や、一任取引が行われた事案、消費者が金融取引につき業者に依存し、裁
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量を与えたところ、業者がその裁量の範囲を逸脱して、顧客利益に配慮せず、それ

を無視して顧客の口座を支配した取引（口座支配取引）が行われた事案等、そもそ

も当該取引に関して自己責任の担い手たり得ない消費者につき、元本保証のない取

引に手を出したことや、利益を出す可能性があったことなどを理由として、過失相

殺する裁判例などがあげられる。これら誤った自己責任論の適用排除のためには、

被害実態を正確に伝えること、一任・口座支配型取引において違法行為に晒された

消費者は自己責任を負う前提条件を欠いており、その損害を帰責させることが不当

である旨強調していくこと、そのための理論的支えとして、口座支配取引において

業者側に高度な顧客利益配慮義務を認める、例えば英米法における信認義務の観点

などを意識して、受託者責任を捉え直していくことなどが必要である。

違法要素の二重評価をするものとしては、一任取引を違法と認定しながら、任せ

きりにした消費者が悪いといった落ち度を指摘する裁判例、新規委託者保護義務違

反を認定しながら、最初から取引を無謀に大きくし過ぎた消費者が悪いといった落

ち度を指摘する裁判例などがあげられる。これらは、理論的に見れば過失相殺をす

る理由がないにもかかわらず、それを行わなければ、結論が１００：０になる無効取

消的解決に近づくことを嫌って行われる、安易かつ恣意的な損害調整のための過失

相殺と評価せざるえを得ない。これら違法要素の二重評価をする過失相殺の抑制の

ためには、違法類型ごとに過失相殺の可否について意識しながら裁判例を積み上げ

ていく作業が必要である。

また、投資者心理（被害者心理）を理解しない裁判官、裁判例がまだまだ存在す

る。損失が発生した局面、すなわち緊急時における投資者心理からみて、例えば、

直ちに取引を終了させて損失を確定するよりも、口座状況の改善を待つべく追加担

保を提供して取引を継続してしまうことなど、心理学的見地からむしろそのように

行動することの方が常識的であり、非難をすることが相当でない行動を過失と結び

つける過失相殺論に対しては、心理学的アプローチの研究・活用によりこれを超え

ていく試みが必要である。

�６ 金融ＡＤＲ活用と整備（金融オンブズマン他）

ア 英国にみる金融ＡＤＲ

英国においては、２０００年金融サービス・市場法により、金融取引の実体法が横断

化・包括化されるとともに、金融ＡＤＲも金融オンブズマン・サービス（Financial

Ombudsman Service）に統合された。英国においては、消費者の金融トラブルが

裁判になることは少なく、ＦＯＳが活用されている。

イ 我が国の現状

これに対して、日本の金融取引は、業法が分野ごとの縦割り構造である上、ＡＤ

Ｒも業界ごとの縦割りである。２００９年６月１７日成立の改正金融商品取引法は、金融

業者に内閣総理大臣の指定を受けた紛争解決機関（指定ＡＤＲ）との手続実施基本

契約の締結を義務付け、指定ＡＤＲにおいては紛争解決業務に関する業務規定を定

めなければならないこととして、手続きの公正さを確保しようというものである。

むろん、この制度は業界横断的なＡＤＲの創設を拒むものではない。実際、日本証

券業協会、金融先物取引業協会など関係５団体は、上記改正法の施行前に、ＮＰＯ
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法人「証券・金融商品あっせん相談センター」を設立して包括化することを決めて

いる。しかし、それでも銀行、保険、商品先物など、業界ごとにＡＤＲがある状態

には解消されないので、依然として縦割りである。

ＡＤＲが縦割りになっている背景には、業法の縦割りの問題がある。英国のよう

に、実体法が包括化し、それに伴って紛争解決制度も包括化されるのが望ましい姿

である。業法が縦割りのままということは、ＡＤＲや自主規制機関を根拠付ける実

体法が縦割りであることを意味する。そうした構造では、ＡＤＲだけ包括化するこ

とには無理がある。

もっとも、ＡＤＲを紛争解決だけと割り切る場合は別である。しかし、本来、自

主規制機関には、ＡＤＲで生じている消費者被害の問題を分析し、勧誘・取引ルー

ルが整備されていないことに起因して被害が生じている場合には、自ら速やかに

ルール整備を行い、被害防止に努めるべき責務がある。そのような観点からすれば、

単に横断的ＡＤＲを創設して個別紛争を解決すれば足りるということにはならない。

例えば、調停などは今でも横断的ＡＤＲである。しかし、調停などにはない役割を

担うのが自主規制機関のＡＤＲであり、そこでは紛争の迅速な解決と消費者被害の

予防がいわば車の両輪となるのである。そのような機能をもった自主規制機関と金

融ＡＤＲを、我が国において早期に実現すべきである。

第３ 「消費者市民社会」の観点からの指摘

１ 「貯蓄から投資へ」のスローガンの問題性

２００１年頃より、「貯蓄から投資へ」ということが言われ出し、政府も、日本経済の発

展、企業の成長をさせるリスクマネーが円滑に供給されるようにするため、資産運用に

おける金融商品の選択において「貯蓄から投資へ」の流れを加速することが日本の金融

における重要な課題であるとし、２００３年税制改革において投資のための大幅減税を実施

するなどしている。

そして、こうした「貯蓄から投資へ」というスローガンと合わせて、ペイオフ解禁、

少子高齢化社会到来、政治・経済を取り巻く将来展望の不透明感といった消費者の不安

感をあおった投資勧誘がなされ、多くの消費者被害を発生させている。

また、こうした不安感とは必ずしもリンクしないが、書店には投資を推奨する手引き

等の書物・雑誌が氾濫し、若年者、主婦といった層が投資勧誘に晒されているという現

状もある。

他方、前述のように、規制緩和により、従来元本保証の金融商品を扱っていた銀行、

郵便局でも、リスク性商品が販売されるようになり、かつ、オプションの売りを組み込

んだ複雑かつリスキーな商品が、資産運用という甘い言葉で売られている現実（勧誘す

る銀行員が善意でこれら危ない商品を売っている現実）がある。

２ 投資教育のあり方

「投資をしなければ老後の生活が成り立たない」などという誤った強迫観念が投資取

引による被害の拡大を助長しているきらいがあるが、消費者教育としてされるといわれ

る投資教育においてでさえも、この点に正しく想到されることなく、「どうすれば上手

第７章 金融・投資サービスの適正化を求めて

－ 275 －



に投資ができるか」などという軽率な投資推進教育に墜ちている例がしばしば見られる。

零細な資金を有するにすぎない一般消費者があえて投資行為を行う積極的必要性は見い

だすことができず、高齢者がリスクを負って不安定な経済生活を送ることが適切である

とも思えないし、年金制度のその他の社会保障制度の存在との健全な整合性にも大いに

疑問がある。

「消費者教育としての投資教育」では、第一に「投資をしない」という選択肢が十分

に検討されるべきであり、「貯蓄から投資へ」というスローガンに踊らされない、自立

した判断をなし得るための教育がなされるべきである。
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第８章
多重債務問題の根絶をめざして

第１ 多重債務問題の概要

１ 多重債務問題の実際

�１ 急増した多重債務者

大きな社会問題として取り上げられるようになった多重債務問題だが、その実数等

についての政府統計はない。

そのため、各種統計からその実数を推計するしかないが、貸金業法の改正が成立し

た２００６年当時は、「多重債務者は２００万人以上」といわれていた。

ア 自然人破産申立件数

個人の破産申立件数は１９９０年代まで年間１万件程度であったが、その後個人破産

申立件数は増加し、２００２年は約２１万件、２００３年は約２４万件に達した。

その後減少に転じたが、２００７年においても約１４万件の破産申立がなされている。

イ 個人再生申立件数

２００１年から導入された個人再生手続については、制度の定着とともに申立件数が

増加する傾向にあり、２００７年には２万７０００件あまりとなっている。上記の破産と合

わせると、年間１７万件以上が債務を法的に整理していることとなる。

ウ 信用情報機関の事故情報数

個人情報センターの一つである全国銀行協会個人情報センター（全銀協）には、

２００９年４月時点で約８６６２万件の登録があり、そのうち２０５万件以上が「事故情報」

として登録されていた。

エ 消費生活センター等への相談件数

全国の消費生活センターによせられた相談のうち、多重債務相談に該当する「サ

ラ金・フリーローン」の相談件数は、２００５年度が１１万６８７０件、２００６年度が１２万４７８５

件、２００７年度が１２万３６６０件であり、近年は全相談件数の１０％以上で推移している。

また、各相談の「平均契約金額」についても２００７年度では２５１万９７２８円と高額で

ある。

オ 金融庁データ

金融庁の「無担保無保証借入れの残高がある者の借入件数毎登録状況」によれば、

２００７年２月時点で「サラ金５社以上の借入れが登録」されている社は１７６万８０００人

とされていた。

なお、このデータによれば、２００９年１月現在では７６万５０００人となっており、「多

重債務問題改善プログラム」の成果等により、約２年間で１００万人の多重債務者が

減少していることになる。

�２ 多重債務者の実像

ア 消費者金融利用者の実像

２００４年度版の「消費者金融白書」（日本消費者金融協会）では、日本消費者金融
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協会らの利用者調査によると、「消費者金融利用者」（新規顧客と既存顧客の総計）

の平均年収は４５４万円とのことであり、６４．４％が年収５００万円未満、４４．３％が年収４００

万円未満などとなっている。また、「消費者金融利用者」の利用社件数の平均は３．３

社であり、２社以上の利用者が７６．６％を占めていた。そして、「消費者金融利用者」

の平均借入金額は約１４５万円とのことであり、５５．１％が借入金額１００万円以上であっ

た。

なお、消費者金融業者（サラ金業者）の「消費者金融利用者」に対する貸付金利

の平均は年２５．４３％である。

つまり、「平均的な消費者金融利用者」（以下「平均的利用者」という。）は、「年

収４５４万円、借入金額約１４５万円、借入先３．３社」であり、これらの人々は年利２５％

以上の高金利を支払っていたことになる。

この「平均的利用者」は、総務省統計局編・家計調査年報平成１６年家計収支編（２

人以上の世帯）第４表「年間収入階級別１世帯当たり年平均１か月間の収入と支出

（勤労者世帯）」で見ると、可処分所得額から消費支出を差し引いた「黒字」の金

額は６万３０００円程度である。

そして「平均的利用者」の借入額の１か月の利息額は、年利１８％なら２万１４５０円

程度であるが、これが「平均的利用者」の借入金利に近い年利２５％だと約３万円、

年利２９．２％だと利息だけで３万４８００円程度の支払になる。

「黒字」全額を借金返済に充てることは現実的でないことを考えると、「平均的

利用者」ですら経済的に余裕のない生活を強いられているといえ、この「平均的利

用者」よりも経済的に厳しい債務者は、常時金策に追われていることが容易に想像

できる。

また、前記「消費者金融白書」によれば、「消費者金融利用者」の平均的利用期

間は６．５年とのことであり、３割が「１０年以上」という驚くべき数字となっていた。

このような数字からも分かるとおり、サラ金業者から一旦借りるとなかなか完済

できず、多くの借主が長期間借金漬けになっている。

イ 破産等記録調査から見える破産者像

貸金業者の中には、多重債務の原因について、債務者の無計画性等を主張するも

のもあるが、それは一般的な議論ではない。

日弁連が２００８年に最高裁の協力を得て行った、２００７年６月以降に全地裁に申し立

てられた破産・個人再生の確定記録の調査「２００８年破産事件及び個人再生事件記録

調査」（日弁連消費者問題対策委員会）によれば、破産者等の状況が以下のように

確認された。

破産の理由（複数回答）に関しては、

・「生活苦・低所得」 ６４％

・「負債の返済」 ２８％

・「債務の肩代わり」 ２５％

・「事業資金」 １９％

・「病気・医療費」 ２１％

・「失業・転職」 １５％
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などであり、「ギャンブル」は４％、「浪費・遊興費」は７％にすぎない。

また、破産者の月収では、２０万円未満が全体の７６％に達し、そのうち１０万円未満

が全体の４割以上に及んでおり、低所得者が生活費等に窮して借金をして多重債務

に陥るのが、一般的な破産者像といえる。

この調査は、１９９４年以降、９７、００、０２及び０５年にも行っているが、いずれも同様

の傾向を示しており、２００２年以降開始している個人再生の記録調査でも、同様の傾

向となっている。

ウ 日弁連アンケート

日弁連では、２００５年９月１日から同月３０日まで、弁護士の相談を受けた多重債務

者に対して、自殺を考えたことの有無、家出を考えたことの有無、ストレスによる

暴力等の有無、税金・公共料金滞納の有無など、多重債務による生活の影響につい

てアンケートを行い１５０８件の回答を得た（以下「日弁連アンケート」という。）。

その結果は、困窮自体による生活への深刻な影響に加え、多重債務状態に陥るこ

とにより生じる大きなストレスによる様々な悪影響の危険が浮き彫りにしている。

以下、この日弁連アンケート結果にも触れながら、多重債務者救済の必要性を確認

する。

２ 多重債務者救済の必要性

�１ 借金自体による生活破壊

借金が家計を圧迫すると、財産処分、公共料金や社会保険料の滞納、子どもの授業

料・給食費等の滞納など、「支払うべきものが支払えなくなる」という事態が生じる。

ア 財産の処分

財産処分の典型例は「自宅の競売」であるが、その件数は不況の影響もあり、各

地で増加している。また、仕事や生活に必要な自動車についても、借金を理由に手

放す例は後を絶たない。

国民生活センターの２００６年「多重債務問題の現状と対応に関する調査研究」（以

下「国セン０６調査」という。）においては、借金が生活に与えた影響について、「自

宅を手放した」が１１．１％、「車を手放した」が１５．４％となっている。

イ 公共料金等の滞納

先に紹介した日弁連アンケートの結果では、

・自分や家族に税金の滞納 「ある」５７０（約３８％）

・水道、電気、ガス等の公共料金の滞納 「ある」３９１（約２６％）

・水道、電気、ガス等を止められたこと 「ある」２４３（約１６％）

などと深刻な結果が現れた。

日本女子大学の岩田正美教授らが１９９６年にまとめた「多重債務世帯の生活水準と

生活構造」（岩田正美研究室）においても、多重債務者が属する世帯のうち１９％で

家賃の滞納があり、２０％で公共料金の滞納があり、２０％で年金未加入であり、１６％

が税金を滞納しているとのことであった。

このように多重債務者の多くが公共料金や社会給付の滞納をすることにより、ラ

イフラインが止められたり、病院にかかりにくくなったりするなどの弊害が生じる。

国民生活センターの１９９９年６月「多重債務者問題に関する調査報告書」（以下「国
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セン９９調査」という。）では、相談者の２７．１％が「保険を解約した」とし、２５．３％

が「医者にかかるのを控えている」としていた。

ウ 授業料・給食費等の滞納

これらは、子どもの退学、修学旅行辞退、進路変更など、子どもの将来に大きな

影響を与える。

日本高等学校教職員組合（以下「日高教」という。）が、公立高校の生徒に関し

て、２０００年１０月、２００４年１月及び２００５年１０月に行った調査によれば、２００５年におい

ても、調査全体の１５．７％の高校で滞納者が１割を超えている。滞納理由としては、

いずれも「リストラ、失業、倒産」、「もともと授業料減免対象基準すれすれの家計

収入」など、経済的困難の理由が最も多く指摘され、ローン返済を理由とするもの

も２００５年調査の１０％の高校で指摘されている。

また、２００５年調査（２００３年度～２００５年度が対象）では、公立高校での授業料滞納

者の割合の内訳を見ると、全日制では年次順に３．３％、３．７％、４．４％、定時制では

年次順に５．７％、９．３％、１６．１％となっており、定時制の生徒の方が近時の経済状況

の悪化の影響を直接受ける程度が格段に大きいことを示している。

公立高校での授業料減免者も、

・１９９８年度 ６．４５％

・１９９９年度 ７．８５％

・２０００年度 ８．０６％

と増加し、その中でも定時制では２０００年度で１４．７０％（２０００年度調査）などと高率

である。

さらに、この２００５年度調査によれば、経済的理由によって、

・中途退学 （１１校、１９．６％）

・修学旅行への不参加 （２４校、４３．０％）

・部活動に参加できない（９校、１６．０％）

等の深刻な影響が出ている。なお、中途の自主退学については、経済的理由があっ

ても「進路変更」「一身上の都合」等と記載されていることが多いのが実情であり、

実際はこの数字よりも経済的理由による退学が多いと指摘されている。

他方、私立高校の学費滞納・退学等については、全国私立高校教職員組合連合（以

下「私教連」という。）が、全国の私立高校・中学での２００５年９月末での�３か月

分以上の授業料滞納状況、�同年４月以降の経済的理由での中途退学者数をアン

ケート調査している（以下「私教連調査」という。）。

回答は２３都道府県１８２学園（内訳・高校１８７校、中学７３校）、生徒数１９万１９９０人で

あるが、私立高校での３か月以上の授業料滞納は、高校が２６２８人（１．６％）、１校

あたりの滞納者は１４．０５人で、滞納の事情で目立つのは、自営業の不振、倒産、リ

ストラや母子（父子）家庭などの経済的事情であった。

私立高校での経済的理由による退学について、私教連調査では、２００５年度は高校

で８３名（１校当たり０．４４名）となっている。ただし、実際は経済的理由での退学で

あっても、実務上「一身上の都合」「進路変更」などと記載して処理される例が多

く、実数はこれ以上に多いと考えられる。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題

－ 282 －



なお、学費滞納等については、先の日弁連アンケートでも、

・子どもの学費の滞納 「ある」１０８（約７％）

・子どもに修学旅行を諦めてもらったこと 「ある」 １５

・子どもに課外活動を諦めてもらったこと 「ある」 ２８

・子どもに進路の希望を変えてもらったこと「ある」 ６２

という深刻な実態であった。

�２ 取立及びストレスによる弊害

サラ金業者から借入をすると、高金利ゆえに支払が滞ることも多く、するとたちま

ち取立を受けることになる。サラ金業者の取立は電話による催促が中心であるが、以

前は訪問による取立も多く、その取立によるストレスはとても大きい。また、実際に

は取立を受けなくても、「遅れたら取立を受けてしまう」ということ自体が大きなス

トレスとなり、日常生活に大きな影響を与える。

先の日弁連アンケートによれば、

・ささいなことで家族を怒るようになった

「大変そう思う」２３８

（「支払困難当時同居家族なし」の１１２を除いた１３９６の内約１７％）

「少しそう思う」４７８（同約３４％）

・ささいなことで子どもや配偶者に暴力を振るうようになった

「大変そう思う」３０

（「支払困難当時（対象となる）同居家族なし」の１３３を除いた１３７５の内約２％）

「少しそう思う」１３８（同約１０％）

・借金の問題でイライラした家族から暴行を受けたこと 「ある」７２

などとなっている。

このように、取立やそれに伴うストレス等により、生活上のさまざまな弊害が生じ

る危険が高まることとなる。

以下、それによって高まる生活上の危険を挙げる。

ア 失業

取立が勤務先・職場に及ぶことをおそれて退職する者も少なくない。

先の国セン０６調査では、１２．１％が「職場を辞めた」としている。

イ 自殺、家出

警察庁の全国的な統計では、生活・経済苦による自殺者数は、年間７０００人に及ぶ

が、これには、多重債務者の自殺が多く含まれていると推測される。平均すれば１

日約２０人、極論すれば、１時間に一人近くの命が、経済的理由により自らの手で絶

たれていることになる。

家出も深刻な問題である。警察庁のまとめでは、１年間に全国の警察が受理した

家出人は、１９９５年が８万００３０人、１９９６年が８万５１５７人、１９９７年が８万６３７２人、１９９８

年が８万９３８８人と年々増加している。２００３年には、１０万１８５５人に達した。

家出の原因・動機については、例えば、１９９８年の家出人８万９３８８人のうち、１万

１４１５人が借金問題などを含む「事業関係」である。２００３年の場合は、全体の１４％（約

１万６０００人）が、同じ「事業関係」であった。「事業関係」という分類は主として
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借金問題であるから、その多くは多重債務者と推測される。

多重債務者の家出の原因は高金利の返済から逃れることにあるが、その家族もサ

ラ金業者の取立に怯え、法律事務所に相談に訪れるケースがあとを絶たない。この

ように、借金取りから逃れるために路上生活に陥る人も後を絶たない状況にある。

なお、先の日弁連アンケートでは、

・自殺を考えたこと 「何度もある」 ２０６（約１４％）

「ときどきある」５１５（約３４％）

・自殺未遂 「したことある」 ８７

・同居家族の自殺未遂「ある」 １２

・同居家族の自殺 「ある」 ６

・家出を考えたこと 「何度もある」 ２０４（約１４％）

「ときどきある」３２７（約２２％）

・家出 「したことある」２０９（約１４％）

という状況であった。

ウ 離婚による家庭崩壊と少年非行

離婚届の総数は、近年増加している。

もともと１９６０年代は１０万件以下であったが、１９７０年代に１０万件を突破し、１９９７年

には２２万件を超えるに至っている。

裁判所の統計資料として、調停申立に際しての離婚動機の内訳に関する資料があ

る。

裁判所が統計をとる際、明確に「借金」という項目を立てていないこと、調停申

立段階であるため、離婚原因について申立人が明確に主張することを避けている場

合も存在することが考えられ、正確に把握することは出来ないが、「浪費する」「生

活費を渡さない」などは、離婚の動機の中でも比較的多くを占めている。

他方、前出の日弁連アンケートの結果でも、「支払困難が原因で離婚を考えたこ

とがあるか否か」という質問に対し、「何度もある」が２１％、「ときどきある」が１２％

もあり、実際に支払困難が原因で離婚したことがあるという者が２６％もいた。

実務家の感覚でも、離婚事件における申立の実情として、多重債務問題が原因で

離婚するという例が極めて多い。すなわち、多重債務と離婚に関する前記の数字は、

実務家の感覚とも一致するものである。

さらに、多重債務者の場合、離婚後も支払に追われて生活費が圧迫され、養育費

の支払が滞るなどして、多数の低所得の母子家庭を生み出し、子の養育に悪影響が

生じていることが推測される。

このように、多重債務は、単なる経済的問題にとどまらず、家庭崩壊、一家離散

を招く重大問題なのである。

特に、少年非行については、「片親」の家庭が多いという報告もあり、多重債務

問題によって生じる離婚、一家離散は極めて重大問題といえる。

少年非行の要因は多々あるが、安定した家庭環境が築けないことも一つの要因と

思われる。

日弁連編「検証少年犯罪」（日本評論社、２００２年）の中で紹介されている「罪を
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おかした少年・保護者・付添人弁護士の聴き取りアンケート調査」によると、非行

少年における虐待を受けた経験の有無については、家の暮らし向きが「裕福または

普通」の家庭に比べ、「裕福でなかった」家庭の方が虐待の行われた割合が１０％も

高いという結果が出ている。

また、新聞報道によれば、児童相談所の調査では、非行相談を受けた子どもの約

４７％は、離婚などの養育者の交代を経験しているとのことである。

したがって、多重債務者が急増することは、これらの危険因子をさらに増大させ

ることとなるが、それは当然、少年非行の危険因子を増大することにつながる。

現に、前出の日弁連アンケートでも、１割近くが「借金が原因で家に寄りつかな

くなった家族が犯罪・非行をした」と回答している。

エ 児童虐待

児童虐待も近時急増している。

児童虐待の対応をする中心機関は児童相談所であるが、全国の児童相談所への児

童虐待に関する相談件数は、１９９３年度に１６１１件、１９９６年度に４１０２件、１９９９年度に１

万１６３１件、２００２年度に２万３７３８件、２００３年度に２万６５６９件と１０年間で１６倍以上とな

っている（厚生労働省のホームページ）。

虐待の種類別割合（２００３年度）は、�身体的暴行が４５．２％、�ネグレクトが３８．２％、

�心理的虐待が１３．３％、�性的虐待が３．３％である（厚生労働省のホームページ）。

また、虐待者としては、�実母５８．０％、�実父２５．０％、�義父７．０％、�義母２．３％

となっており（１９９９年度、２０００年１１月１日付毎日新聞）、核家族化や地域社会の崩

壊等の中で、育児の負担が実母等１人に集中することを背景に起こる育児トラブル

という一面をもっている。

そして、児童虐待の原因は、親の精神的未成熟、精神疾患・薬物依存、夫婦関係

の異常・破綻、転居・転職、失業によるストレス、経済的貧困、社会的孤立、被虐

待体験等があるといわれて、生活が困窮している家庭での虐待が５２．５％と過半数を

占めているとの研究報告もある（１９９３年～１９９５年、岩井宜子外「児童虐待への一視

点」犯罪社会学研究２１号１５２頁以下）。

また、無職・失業中の者や工員・労働作業職についている者が虐待者となるケー

スが多いという統計もある（萩原玉味外編「児童虐待とその対策 実態調査を踏ま

えて」多賀出版（１９９８年）１５頁以下）。

無職・失業中の者は低収入もしくは無収入が推定できるし、工員・労働作業職は、

平均的に事務職や専門職に比べて収入が比較的低いと考えられるので、経済的困難

を反映していると見ることもできる。

他方、虐待者側の虐待時の精神状態は、

・イライラしていた（４１．３％）

・精神的に疲れていた（２４．８％）

・配偶者に対して不満があった（１４．６％）

などとなっている（萩原玉味外前掲書３４頁）。

虐待者の精神状況と前述の経済的困難を重ね合わせると、�生活費が足りないと

いうイライラ感、�経済苦からの精神的疲弊、�金融業者からの取立に対する不安・
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イライラ・怯えなどが、児童虐待の危険を増大する因子となっていることが推察で

きよう。

経済的困難にあろうときちんと子どもを養育している家庭も当然多く存在するが、

経済的困難が虐待の一因（ハイリスク因子）となっていることに注意すべきである。

また、自分が児童時に虐待されて育った者が、成長してから自らの子どもに虐待

をする現象を、「虐待の世代間連鎖」という。

虐待体験により自尊心や基本的信頼感が育たないため虐待を引き起こしやすい点

や、自分の親が暴力を用いたことが育児やしつけの方法、または人間関係の取り方

として学習される点がメカニズムとして指摘されている。

虐待の世代間の再生率は４８％という調査結果がある（「子どもの虐待防止・法的

実務マニュアル」（初版）日本弁護士連合会）。

被虐待体験を有する者の虐待再生率が高率であるということは、経済的理由によ

るストレス等を緩和する施策、その一環として多重債務問題の解決策をすることで

新たな被虐待体験を持つ子どもの発生を防ぎ、次世代での虐待を防ぐことにつなが

る。

オ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

近年、立法、啓発活動等により、ＤＶの認知件数は増加している。

内閣府男女共同参画局のホームページによると、配偶者暴力相談支援センターへ

寄せられた配偶者からの暴力が関係する相談件数は、２００４年度、４万９０００件以上に

も及んでいる。

ＤＶは力の強い者から自分よりも力の弱い者への暴力によって力の弱い者を支配

しようとするものであるが、夫が妻に対し暴力を振るう要因は配偶者等自身の性格、

成育環境に問題があると思われる。

ただ、実際に、配偶者等が暴力に至った原因には、内閣府男女共同参画局の「配

偶者等からの暴力に関する事例調査」（６０頁以下）によると、「夫が些細なことで暴

力をふるう」などがあがっており、ストレスのはけ口となっている可能性が指摘さ

れている。

失業や賃金カット、それに伴う多重債務問題のストレスが、妻に対する暴力の一

因となっている可能性を考えざるを得ない。

現に、日弁連アンケートでは、前述のとおり、「ささいなことで家族を怒るよう

になった」と感じる多重債務者が約半数を占めたうえ、「ささいなことで子どもや

配偶者に暴力を振るうようになった」と感じた多重債務者も相当程度いたのであり、

多重債務がＤＶ発生の危険因子の１つであることは否定できない。

�３ 多重債務者増加による社会的被害

ア 返済目的の犯罪増加

借金苦などを動機とした犯罪も多発しており社会不安をあおっている。

窃盗などの財産犯については貸金業者からの借金苦が動機の主な要因となってい

ることも多く、最悪の場合、強盗や強盗殺人などの凶悪犯罪に発展しかねない。例

えば、強盗の動機では、遊興費充当・小遣い銭欲しさ、生活困窮、債務返済が三大

動機となっているが、近年は生活困窮と債務返済がその要因として増加傾向を示し
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ている。

警察庁の統計によれば、強盗の動機の内訳について、１９８３年は生活困窮が１６．３％、

債務返済が２．２％であったのが、２００２年には生活困窮が２３．７％、債務返済が９．５％と

なっており、強盗の動機の全体に占める割合は増加している。

また、日弁連アンケートでも、

・窃盗、強盗、横領等の犯罪に走ろうと思ったこと

「何度もある」３５（約２％）、「ときどきある」１３４（約９％）

・自分や家族が窃盗等の犯罪をしたこと 「ある」１７

とのことであった。

多重債務問題の放置は、地域の安全をも損なうこととなる、重大な社会問題であ

る。

イ 税収減

税収や公共料金納入率の大きな落ち込みは、大きな社会問題となる。

公共料金の滞納についてはすでに述べたが、国税庁のホームページによれば、国

税の滞納件数および総額が、ここ数年減少してはいるものの、１９９０年度に２３４万件、

１兆４１１８億円だった滞納が、２００３年度は４５１万件、２兆０２２８億円と、１３年間で、件

数、額ともに２倍近くに増加している。

ここ２～３年程度の間は減少傾向にあるものの、これは逆に個人破産の申立件数

とも一致し、滞納の影に多重債務という事情が存在することが見て取れる。

前出の日弁連アンケートでも、自分や家族に税金の滞納があるとしたものが約

３８％にも達していた。

また、前述の「多重債務世帯の生活水準と生活構造」でも、多重債務者が属する

世帯のうち、１６％が税金を滞納しているとのことであった。社会保険料についても、

税金や公共料金と同様に、多重債務者は滞りがちと思われるが、健康保険証を使え

ないため医療機関に受診できず亡くなるなど悲惨なケースも存在する。

また、多重債務者の多くは国民年金未納者であると考えられ、前述の「多重債務

世帯の生活水準と生活構造」でも、多重債務世帯の２０％が未加入、１８％が未納との

ことである。このように多重債務者は国民年金を払いたくても払えずに社会連帯の

枠組みからこぼれ落ちて行くことになる。

そして、税金、公共料金、社会保険料等の滞納が高水準で推移していることは、

国家的観点からも重大な問題であり、多重債務問題が、単なる消費者問題ではなく、

国民経済全体の調和と発展を阻害する国家的問題であることをも意味している好例

である。

ウ 社会給付（失業手当、生活保護費等）の増加

多重債務になり、仕事を失えば、失業手当の支給額は増えるし、病気になっても

病院にかかるのを控えて重病になり、そもそも就労ができなくなれば、生活保護の

受給を考えざるを得なくなる。

近年、長引く不況を反映して生活保護受給世帯・人員は増加し、それにともない、

生活保護費も増大している。２００６年度の生活保護費は２兆３０００億円を超えている。

他方、失業手当の給付額は、２００６年度は１兆２０００億円あまりとなり、ここ数年減
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少しているが、これは、いわゆる非正規労働者等、失業給付の対象とならない労働

者の増加が影響しているものと思われる。

エ 退学による社会的損失

前述のとおり、多重債務に陥った家庭においては、学費の滞納などが多くみられ、

修学旅行を断念する子どもも少なくない。

さらには、子どもに進路を変えてもらったり、退学をしてもらったりする事態も

後をたたない。言うまでもなく、子どもは将来の我が国を背負う貴重な財産であり、

一家庭の問題ではなく、全国家的問題である。

意欲のある人材も家庭の経済的事情で夢を捨てなければならないとすれば、その

社会的損失はあまりにも大きい。

�４ 「貧困」の連鎖による弊害

ア 貧困による生育環境の格差

家庭の経済的困窮が、学費滞納とそれによる退学の増加、希望進路の変更など、

子どもの進路に直接的な影響を与える可能性があることはもとより、児童虐待、Ｄ

Ｖ、離婚など、生育環境の悪化の一因となりうることも、すでにみてきた。

さらに、多重債務低所得世帯では国民健康保険の保険料の滞納も少なくなく、２００６

年には被保険世帯の１９％が保険料を滞納しているとのことである。

医療費の自己負担率の引き上げもあり、低所得世帯ではもともと病院にかかるの

を控えざるを得ない状況になってきているが、無保険となれば、その世帯の子ども

も「無保険」となり、ますます病院にかかるのを控える事態となって、低所得世帯

の子どもにとっては、病院にたびたびかかることができないという健康上のハンデ

ィをかえることになる。

また、２００１年の松本伊知朗札幌学院大学教授らによる小中学生の子どもを持つ親

への調査では、「休日に子どもと十分に遊んでいる」と答えたのは、年収１０００万円

以上では３８．７％であったのに対し、年収２００万円以下では２６．８％、「子どものことで

相談相手が家族の中にいない」は年収２００万円以下では１９．７％であるのに対し、年

収７００万円以上では４．７％、年収１０００万円以上では０％、「病気や事故のときなどの

際、子どもの面倒を見てくれる人がいない」は年収２００万円以下では１６．７％である

のに対し、年収１０００万円以上では９．４％であり、経済的に余裕がなければ、子ども

と十分に触れ合うことが難しく「温かい家庭」を築くことすら困難であることが、

数字にも表れている。

イ 学校での疎外感

学力的な格差は１５歳の子どもでも顕著となっており、ＯＥＣＤによる２００３年の「生

徒の学習到達度調査」では、親の職業を「ホワイトカラー上」「ホワイトカラー下」

「ブルーカラー上」「ブルーカラー下」と分けて集計しているが、「学校は気後れし

て居心地が悪い」との設問に「とてもそうだと感じる」「そうだと感じる」と答え

たのは「ブルーカラー下」が多く、「全然そうとは感じていない」という回答は「ホ

ワイトカラー上」が最も多かった。

また、「ほかの生徒は私をよく思ってくれている」という質問にも社会階層が高

いほど同意する回答が多く、否定的回答は「ブルーカラー下」がもっとも多かった。
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「たいていの先生は私を公平に扱ってくれる」という質問も、社会階層が高いほ

ど同意する回答が多く、「ブルーカラー下」では「そうは感じていない」が４割に

達した。

このように、親の社会階層が低いと、その子どもは学力等を原因として、「学校

は気後れして居心地が悪い」と感じているうえ、疎外感をも抱き、他の生徒や先生

とも良好な関係を築くのが困難となっている。

ウ 意欲と希望の喪失

刈谷剛彦東京大学教授の「階層化日本と教育危機―不平等再生産から意欲格差社

会（インセンティブ・ディバイド）へ」有信堂高文社（２００１年）によれば、両親の

学歴と父親の職業をもとに、高校生を上位、中位、下位と約３分の１ずつに区分け

して調査したところ、「落第しない程度の成績をとっていればいいと思う」という

質問に同意した割合は、「上位」では１９７９年に２４．８％だったのが１９９７年には３３．５％

と、１８年間での増加は９ポイント程度で、１９９７年でも３分の１程度であったが、「中

位」は２８．４％から４３．１％、「下位」は３７．０％から５１．３％と、いずれも１８年間で大き

く増加し、しかも「下位」では過半数に達している。

また、「授業がきっかけになって、さらに詳しいことを知りたくなることがある」

に同意したのは、「上位」では１９７９年が６３．１％で１９９７年が５８．４％と５ポイント程度

の下落だが、「中位」は５８．５％から４７．６％、「下位」は５３．９％から４０．６％と大きく落

ち込み、特に「下位」は１３ポイント以上減って過半数を大きく割り込んでいる。

そして、これらの「意欲の喪失」の大きな原因は「希望の喪失」にあるといわれ

ている。

基礎学力の格差が拡大し、相当程度の学歴がないと正規雇用となれず、「がんば

ればなんとかなる」という「希望」を持てないため、「がんばろう」という「意欲」

も持てなくなるというのである。

エ 格差の固定化

以上のように、経済的に余裕がなければ、単に「進学塾に行かせられない」とい

うだけでなく、健康状態のハンディ等に加え、親が子どもに十分に目を向けること

も難しくなり、親が子どもの手本になれないなどの事情から、基礎学力の大きな格

差が生じてしまう。そして、家庭の雰囲気も「温かい家庭」ではなくストレスの高

いものとなるうえ、子ども自身も疎外感を抱き、希望と意欲を喪失していく。

吉川徹大阪大学准教授の「社会階層と社会移動全国調査」によれば、父親の学歴

が大卒の場合、その子どもが大卒の割合は６６％（高卒３０％、中卒４％）であるが、

父親が高卒の場合３９％（高卒５３％、中卒８％）、父親が中卒の場合１４％（高卒５５％、

中卒３１％）と激減しており、文字通り「格差が固定化」しつつある。

３ 多重債務問題の原因

�１ 「サラ金三悪」

高金利、過剰与信、苛酷な取立が「サラ金三悪」などといわれ、多重債務問題の大

きな原因とされている。

すなわち、高金利による利ざやが過剰与信を誘発し、低所得者に対する過剰与信は

支払不能者を一定割合で生じさせ、そこで行われる苛酷な取立を逃れるために返済の
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ための借金をするという実態が多重債務問題の根本にあるが、この点については様々

な場面で指摘されているところであり、ここでは詳細を論じない。

�２ 生活困窮者の存在

多重債務問題は、基本的に消費者金融の利用をきっかけとする。

したがって、そのバックボーンとして「多くの生活困窮者の存在」を指摘せざるを

得ない。

そして、生活困窮者が多数存在するその背景には、労働法制の問題と社会保障制度

の問題を指摘せざるを得ない。

ア 労働法制の問題

近年、「非正規労働」など、給与所得者を取り巻く現状について大きく取り上げ

られるようになってきた。

一つの問題は、労働者の低賃金問題である。長年「正規従業員」と同じ仕事をし

ても「正規従業員」になれず、「非正規」という理由だけで大きな賃金格差の下で

の就労を余儀なくされている。この問題は消費生活相談員にも代表される「官製ワー

キングプア」も含め、我が国に蔓延している。

もともと我が国の最低賃金は、正社員として働く「一家の支柱」の収入を補助す

るための「補助収入」のパート労働者なども射程としているため、この金額で「一

家の支柱」に対する給与では生活を維持するのが困難になるのは明らかである。さ

らに、派遣会社によっては、給与から高率派遣マージンを徴収していることもあり、

非正規労働者の生活の困窮に拍車をかけている。このような「低賃金」問題の蔓延

が、多重債務問題の背景の一つとなっている。

また、「不況」を理由とした派遣労働者の「派遣切り」に代表されるが、非正規

労働者の不安定な就労環境がある。

極端な場合は「日雇い」であり、毎日毎日「明日は仕事があるのか」「明日は収

入があるのか」という状況で働く人も少なくない。「日雇い」ではなくとも、短い

派遣期間の終期が近づくとその都度「更新されるかどうか」と不安を抱くが、「住

み込み」の場合は、職がなくなることは住居の喪失に直結し、その影響は甚大であ

る。住み込みの非正規労働者には蓄えがないことも多く、非正規労働者に関する地

位の安定は早急に確立されなければならない。その意味で、特に専門性が高い職種

を除いて「登録型派遣」は廃止し、労働者の派遣業は「常用型」に限るなどの法改

正を早急に行う必要がある。

また、最低賃金の引き上げとともに、派遣会社による「派遣マージン」の上限規

制なども早急に行う必要がある。

イ 社会保障制度の不備

就労が困難などの理由で生活の維持が困難となれば、生活保護の受給により最低

限度の生活が保障される建前になっている。

しかし、多く報道等でも明らかなとおり、生活保護の受給を窓口で制限しようと

する自治体が存在した一方、積極的にその利用による生活再建を呼びかける自治体

は皆無に等しい（その結果、ヨーロッパ各国では補足率が８割を超えると言われる

中、我が国の補足率は「２割程度」というのが定説に近い）。
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また、「高齢加算」「母子加算」の廃止など、生活の再建により多くの困難が伴う

世帯に対する援助を切り捨てるなどの施策が取られている。

さらに、生活保護受給の条件としても、自動車の保有・使用を過度に制限するも

のとなっており、生活保護を受給しようとすれば自動車は手放さなければならず、

そのため、生活保護の受給はできたものの自動車がなくなったため就職活動ができ

なくなったという事態も頻発しており、この点だけをとっても「再建」のための生

活保護ではなく、生活基盤の解体すら要求する結果となっている。このように、現

在の生活保護制度は、なかなか使わせてもらえない上に使いづらい、という問題が

あり、運用面を含めた大きな改善が求められる。

他方、生活保護水準以上の収入はあるものの経済的に大きな余裕はなく、当座の

お金に困った場合の制度も十分に機能していない。

いわゆる「セーフティネット貸付」の充実がなければ、「お金に困っても高利貸

しから借りるな」と啓発したところで「絵に描いた餅」であり、「高利貸しに頼ら

ない社会」の実現には、生活保護だけでなく、その手前の低利融資の充実が求めら

れる。

�３ 行政の対応の遅れ

現在は、「多重債務問題改善プログラム」のもと、多重債務問題に関する相談窓

口について、行政の窓口も大きく改善し、その相談窓口の告知も十分なされるよう

になってきた。

しかし、貸金業法の改正以前には、行政の対応の遅れも目立ち、それが多重債務

問題を深刻化させた一つの要因ともいえる。

ア 啓発の不足

テレビコマーシャルや新聞広告などで「年２９．２％」という文字は大きく踊ってい

たが、「利息制限法の制限利率を超える金利は無効」「そのような金利の支払義務は

ない」ということは、ほとんど取り上げられることはなかった。

そのため、ほとんどの借主は「約定金利に支払義務がある」ものと誤信し、制限

超過支払の支払を続けてきたのである。

イ 消費者教育の不備

消費者の権利については、単発的な啓発活動で行き届くものではない。

学校等の教育現場において、全生徒が等しく学べるような体制を取らなければ、

たまたま「啓発情報」に接した人しか救済されないこととなる。その意味で、消費

者の権利、重要な利益に関することは、教育現場等で体系的に行われることは重要

である。

また、その「教育」の内容についても、単なる「金利」の問題だけでなく、お金

に困ったときの福祉手続や、高金利の借金をして支払いが困難になった場合の弊害

等も含め、高利貸しに頼らない消費者の育成を目指す必要がある。

ウ 相談窓口の不足、告知の不足

この点については、前述のとおり、近年大きく改善した。

ただし、以前は、「借金問題は消費者問題ではない」という対応をとっていた自

治体の消費生活相談窓口も存在した。
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第２ 多重債務問題への取り組み

１ 弁護士の関わり

多重債務問題は、典型契約である金銭消費貸借契約と利息契約を巡る問題であり、多

重債務問題は、基本的に司法的紛争解決になじむ問題として、多くの弁護士がこの解決

に当たってきている。ただし、問題の性質上、経済的余裕のない人が依頼者となるため、

着手金分割や法律扶助の利用などが多く、法律扶助を利用しない場合にも多くの着手金

はもらいにくい事件であるため、弁護士業務としては長年「割がよくない」事件とされ

てきた。

しかも、弁護士が介入通知を送っても取立がすぐに止まらなかったり、破産手続中も

債務者に対する個別執行（給与差押え等）がなされることも目立ったりした。同時に、

「借りたものは返せ」という素朴な「正義感」に根ざした、「借金をした方が悪い」、「多

重債務に陥るものは自己規律が出来ない人だ」という社会的偏見もあった。

そのため、今でこそ多くの弁護士が当たり前のように「多重債務処理事件」を受任し

ているが、今日のように状況に至るまでは、多くの弁護士がこの問題に関わってもらえ

るように、社会的偏見をただしながら「同士」を増やしていく活動も必要であった。

２ 債務整理手続の改善に関する取組み

多重債務に陥ってしまった場合の債務整理としては、法的整理と任意整理があるが、

それぞれについて、多重債務者の経済的再起に資するものとなるよう、法改正に向けた

取り組みなどを行ってきた。

�１ 旧破産法の問題点

旧破産法では、多重債務の解決としては、固定主義を前提とした同時廃止とその後

の免責決定による解決がなされていた。しかし、消費者に対する与信は、同人の将来

収入を事実上の担保としているため、この将来収入を自己の再建の原資と考えている

債務者と、将来収入からの債権回収を図る債権者との間で、倒産手続後も様々な問題

が生じた。

とりわけ、破産裁判所が、裁量免責の条件として、破産債権者に対する一部弁済（割

合的弁済）を慫慂し、また一部免責決定を行うなどしたことから、自然人の破産手続

が混乱した。また、破産廃止後、免責決定までの間の強制執行を認めたため（最判平

成２年３月２０日）、免責決定確定まで、経済生活の再建が困難であった。

�２ 個人再生手続の制定

弁護士会は、１９９４年の山形人権大会で消費者債務調整手続の制定を提言する等、早

くから自然人の将来収入をもとに、債務を整理する膨張主義による倒産手続の制定を

求めていた。

２００１年に民事再生法の特則規定として、小規模個人再生手続、給与所得者再生手続

及び住宅資金貸付特別条項が制定された。この結果、多重債務者は、自己の将来収入

の一部を弁済して再建するという再建手続を選択することが可能となった。

�３ 破産法改正

２００４年に制定された現行破産法は、第１条の目的規定において「債務者について経

済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」として、清算手続を利用しての
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生活再建を法の目的としている。そして、具体的な制度として、自然人について自由

財産の拡張のみを認め、更に免責手続中の強制執行を禁止し、かつ免責不許可事由が

ある場合であっても裁量により免責可能であることを明文の規定で認めた。

これら、個人再生手続や現行破産法の制度を制定する過程において、多重債務部会

所属委員が、日弁連意見を取り纏め、法制審議会の審議過程に重要な役割を果たして

いったものである。

�４ 任意整理による債務者の権利擁護の取組み

利息制限法制限利率に引き直して法律上の残債務を確定させる「任意整理」は、業

者の協力が得られないことも多く、弁護士としても困難な業務の一つであった。当初

からの取引履歴を開示しない業者、経過利息や将来利息を強行に請求する業者、弁護

士の介入と関係なく訴訟、保全・執行等を行う業者などが多かった。

しかし、この手の整理方法が社会的に定着するよう、熱心かつ誠実に「任意整理」

という交渉を続けた結果、裁判例によって「弁護士が行う任意整理への協力義務」が

確立し、「取引履歴開示義務」も最高裁で求められるに至った。

また、日弁連としても、多重債務部会等が主管として毎年開催している「多重債務

相談窓口拡充協議会」での申し合わせ事項というかたちで、経過利息や将来利息は基

本的に支払う必要がないなどの「統一基準」を提案するなど、任意整理による生活再

建が定着することに貢献した。

�５ 特定調停の導入

債務者は、弁護士に任意整理を委任すれば介入通知によって取立が止まることにな

るが、それ以外は調停手続をとることによって取立からの解放を得ていた。

そのため、簡易裁判所には貸金業者相手の調停事件が多数継続することになったが、

調停事件は相手方毎に１事件とされ、集団的な取り扱いが困難であるうえ、債務者の

給与を差し押さえる業者が１社でもいれば、支払の計画が立てられなくなり、全業者

の交渉に影響を与えてしまう。

そのため、調停事件に集団性を導入するとともに、債務者に対する保全・執行を無

担保で停止する制度を含んだ「特定調停」の制度が実現した。

�６ 残された問題

なお、現行民事再生法、破産法においても、自由財産の拡張の範囲、破産管財人を

どのような割合で選任するべきか、等の点が課題となっている。

裁判官独立の原則はあるものの、地方裁判所毎に自由財産の拡張に関する取り扱い

や、同時廃止の基準などが大きく異なれば、予見可能性を欠き、申立を躊躇するとい

う問題が生じる。

また、管轄については、東京地裁においてほぼ管轄の規定を無視した事件処理が行

われていることにより、一部東京の法律事務所が全国で事件あさりをしている問題等、

制度設計から運営に関する様々な問題があり、今後とも倒産手続に関する問題が残る。

３ 利息制限の徹底に関する取組み

�１ 利息制限法の厳格解釈の必要性

利息制限法は、強行法規であって、これに反する合意は無効であり、利息制限法に

違反して債権者が徴収した金員は元本に充当され、超過部分があれば法律上の原因が
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ないものとして不当利得として返還請求が可能となる（最判昭４３・１１・１３民集２２巻１２

号２５２６頁）。

この最高裁判所による厳格解釈は、違法な利息により支払困難に陥る債務者を救済

するというものであった。これは、出資法による刑罰金利を下回れば、違法ではない

という前提でいわゆるサラ金被害をまき散らしていた業者に対し、脅威となった。

�２ 貸金業規制法４３条のみなし弁済規定

貸金業規制法制定時に、規制というムチの代わりに、貸金業者へのアメを与えると

いう政治的妥協で、みなし弁済規定が導入された。

貸金業規制法４３条は、債務者が本来支払う必要のない利息制限法超過利息を任意に

支払った場合に、これを超過利息に充当できるという規定である。そこで、「任意」

とは何かが問題となった。最判平成２年１月２２日民集４４巻１号３３２頁は、債務者が無

効であることを知らなくても任意性があると判示した。

�３ 判例の獲得

しかし、最判平成１８年１月１３日民集６０巻１号１頁が、利息制限法超過利息の支払い

を怠った場合に期限の利益を喪失するという約定は、任意性を欠くと判示した。

この結果、貸金業規制法４３条のみなし利息規定は事実上死文化することとなった。

この平成１８年１月１３日の判決までの間、利息の天引について任意性を否定した判決

（最判平１６・２・２０判時１８５３号２８頁）、貸金業者に取引履歴の開示義務を認めた判決

（最判平１７・７・１９判時１９０６号３頁）等の判決が言い渡されている。

これらの判決につき、日弁連の消費者委員会委員が多数関与していることを指摘し

たい。

�４ 出資法上限金利の引き下げ

１９９９年までも、日弁連は、出資法の上限金利引き下げを求めて継続的に取り組んで

きた。年４０．００４％から年２９．２％への引き下げを実現した１９９９年の法改正では、商工ロー

ン業者の違法取立などを社会に訴え、その業務実態を国民の目に触れさせたため、業

界の反対を押し切ることができたが、この際も、多重債務部会所属委員が中心的な役

割を果たした。

そして、２００６年１２月の法改正では、高金利問題を「業者対社会」という構図を作り

出すため、多重債務問題の社会的影響の大きさを訴え、運動の輪を労働団体などにも

広げ、一大運動に展開することに成功した。

その過程では、日弁連内に「上限金利引き下げ実現本部」を設置したが、そのような

動きも含めて、多重債務部会所属委員の献身的努力によって支えられた部分は大きい。

４ 貸金業者の規制強化に関する取組み

�１ 貸金業規制法の制定

昭和５０年代、サラ金の取立は凄まじかった。

その取立行為を規制することを目的に「貸金業規制法」が制定された。

それまで野放しだったサラ金の取立等を法規制するもので、画期的な法律であった

が、その背景には債務者を「被害者」と位置づけ、その被害者の声を国民聞いてもら

う運動があった。

�２ 貸金業法の改正
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そして、２００６年１２月１３日に、貸金業法が抜本的に改正され、多重債務問題を解決す

るための様々な施策が設けられている。具体的には、上限金利の引き下げによる金利

負担の軽減、総量規制の導入による借りすぎの抑制、より徹底した行為規制と参入規

制、自主規制機関の設立といったものである。この貸金業法は段階施行となっており、

未だ上限金利の引き下げや総量規制については完全施行に至っていない。

業界による完全施行に対する妨害工作等も続いており、日弁連としても、完全施行

を強く要求し続けていくことが必要である。

�３ いわゆるヤミ金融対策

２００４年頃から、出資法の上限金利を遙かに超える暴利金利を貪る業者が現れ、ヤミ

金融問題として深刻な社会問題となった。

このヤミ金融の元本につき、弁護士会は、弁済義務を否定するという対応を行って

きたが、最高裁は民法７０８条の不法原因給付であるとしてその返還義務を否定してい

る（最三判平成２０年６月１０日、民集６２巻６号１４８８頁）。

５ 行政窓口の運用改善に向けた取組み

�１ 貸金業を巡る行政の監督

貸金業は、現在金融庁が監督しているが、従来は、貸金業者の育成にその行政権限

の行使が向けられており、借手の保護を図るというものではなかった。

しかし、上述の利息制限法の厳格解釈を前提とした借主保護の判決が相次いで言い

渡される中、監督行政のあり方も変わり、現在は貸金業者育成一辺倒から、借手の保

護を通じた健全な市場の育成に行政の監督が変わりつつある。

�２ 多重債務問題改善プログラム

政府は、多重債務問題が重大な社会問題であることを踏まえて、２００６年１２月２２日に

金融担当大臣を本部長とする多重債務者対策本部を発足させた。そして、翌年４月２０

日に「多重債務問題改善プログラム」を策定し、相談窓口の充実やセーフティネット

貸付の充実、金融教育の充実、ヤミ金の撲滅等を行うこととしている。

この多重債務問題改善プログラムにおいて、弁護士会は、相談窓口の充実に関して

重要な役割を果たしている。２００７年から、行政とともに「全国一斉多重債務者相談ウ

ィーク」を行った。同時に、多くの単位会で、多重債務者の初回相談料を無料化する

等して、行政が、弁護士会に対し多重債務者を紹介することを容易にして、この問題

の解決に積極的に関与している。

�３ 地方行政の観点から見た多重債務問題

上記のとおり、貸金業法４３条が死文化したことから、貸金業者が受領していた利息

制限法超過利息は、元本に充当されることとなり、元本の弁済が終了している場合に

は、不当利得として返還することが必要となっている。これがいわゆる過払金である

が、多重債務者が同時に貸金業者に対して有する過払金に対し地方公共団体などの課

税庁が滞納処分を行う事例が報告されている。

課税庁が滞納処分を行うという方法以外に、滞納者を弁護士会等に紹介し、過払金

を租税公課の弁済原資とする一方、滞納者の生活再建を行うという取扱いが必要であ

ろう。
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第３ 多重債務問題に関する消費者団体の役割

多重債務問題の解決に向けた取組みにおいては、日弁連も大きな役割を果たしていると

考えるが、民間団体の役割も大きく、その取組み抜きに多重債務問題の解決を語ることは

できない。

１ 被害者団体

�１ 多重債務者を「被害者」とする視点

上述のように、多重債務者に対しては、「借りたものは返すべき」という素朴な社

会感覚から、多重債務状態に陥ることは専ら個人の責任であるという認識がもたれて

きた。しかし、違法・不当行為を繰り返す高金利業者の跋扈や、低所得者向けの融資

制度の不備などの社会保障制度の問題など、社会構造の中でほぼ必然的に生じる問題

であるとの認識を少しずつ広げ、多重債務者はこのような社会構造の被害者とみるべ

きである。

そして、そのようなに認識を社会に定着させるため、多重債務者本人を各地で組織

化し、「クレサラ被害者の会」などとして、自己の体験に基づいた多重債務者への相

談活動や、社会に対する啓発活動を地道に行ってきた。

「被害者の会」は、１９７７年に大阪で発足したのを皮切りに全国各地で結成され、現

在では４６都道府県とほぼ全都道府県で結成されている。さらに、全国各地の「被害者

の会」は、全国規模での連絡会「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」（被連

協）を１９８１年９月に立ち上げ、他県での「被害者の会」設立に協力したり、キャラバ

ンカーを全国的にまわしたり、一定提訴日・一斉告発日を設けたりするなど、統一し

た活動を行っている。

また、１９８１年から毎年１１月頃に「全国クレサラ被害者交流集会」を開催し、近年は

自治体や中央省庁の後援も得て１５００名を超える参加者を集め、２０にも及ぶ分科会を開

催して多岐に渡るテーマについて研鑽を積む一方、西日本、九州などのブロック毎に

も「交流集会」を開催している。

それらの集会で採択された「集会宣言」は各方面に送付され、その後の法改正運動

に繋がってきている。

�２ 連帯の必要性

被連協の活動は、多重債務者相互を連帯させることにより、個々の多重債務を解決

するだけではなく、自分たちが社会から排除されていく中でこの問題が生じているこ

とを確認することが可能となっている。

この「連帯」の結果、多重債務状況を脱した「被害者」は、その後も「被害者の会」

の会員や相談員として、多重債務者への支援を続けたり、社会的偏見をなくすための

活動に関与したりしている。

そして、「連帯」の輪が次の輪を生み、社会的偏見を除去するための大きな力にな

っている。

２ 法律実務家団体

�１ 運動団体の役割

この「被害者の会」「被連協」と連携して多重債務問題の解決に向けた取組みを行
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う法律実務家を中心とした市民組織「全国クレジット・サラ金問題対策協議会」（ク

レサラ対協）も設立され、被連協と連携して啓発のための統一行動を行うほか、多重

債務問題に関するさまざまな問題に取り組んでいる。

クレサラ対協は、１９７８年に設立され、その後、貸金業に関する法規制について調査・

提言を繰り返してきた。

しかも、その活動内容は「提言」の作成送付にとどまらず、当事者の声を重視しな

がら社会問題化、世論喚起にも努めてきた。

そして「多重債務問題の社会問題化」とともにその規模も拡大し、活動範囲が広範

となったため、クレサラ対協は、具体的な取組みをそれぞれ傘下団体が担う形となっ

ており、その活動範囲の拡大は傘下団体名からもみてとれる。

なお、２００９年７月時点での傘下団体は「高金利引下げ及び多重債務対策全国連絡会」

「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」「全国ヤミ金融対策会議」「４３条対策会議」「行

政の多重債務対策の充実を求める全国会議」「クレジット被害対策・地方消費者行政

充実会議」「多重債務による自死をなくす会」「生活保護問題対策会議」「依存症問題

対策全国会議」など１７（被連協を除く）にものぼる。

傘下団体には、裁判対策を中心に扱うものもあるが、基本的には社会への啓発をし

ながら立法運動、行政への提言・要望が中心であり、近時は「多重債務問題改善プロ

グラム」の制定を受け、行政職員等に対しての研修なども行うようになってきている。

�２ 弁護士会の立法提言の下支え

このクレサラ対協の活動により、法改正、制度改善に対する必要性としての「厳然

たる被害事実」を社会に突きつけることが容易となった。

運動団体としてのクレサラ対協の活動もあり、弁護士会による立法提言を充実した

ものとすることにつながり、また、弁護士会の立法提言を実現するための活動を実質

的に担う効果も生まれている。

第４ 残された課題

１ 改正貸金業法等の完全施行

多重債務問題の解決のためには、まず「改正貸金業法」の完全施行が不可欠である。

�１ 上限金利引き下げの実施

多重債務問題の根幹は「サラ金三悪」であり、その中でも「諸悪の根元」といえる

のが「高金利」である。

多重債務問題の解決に向けた取組みは、この高金利を規制して社会から追放するこ

とを主たる目的とした運動だったのであり、一刻も早い「グレーゾーン撤廃」の実現

が待たれる。

�２ 信用情報機関の借主側視点による整備

現在の信用情報機関は、いずれも金融機関・貸金業者側がその営業の為に設立し運

用しているものである。

そこには、利用者保護の観点は希薄である。したがって、新に作られる指定信用情

報機関については、利用者の利益尊重という借主側視点による整備が必要である。
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�３ 貸金業者に対する実効的な監督体制

多重債務を防止するため、上限金利の引き下げ以外にも「総量規制」などの重要な

改正を含んでいるが、これらの規制も貸金業者に守らせることが必要であり、そのた

めには実効的な監督体制が確立する必要がある。

特に「知事登録」の業者に対する行政処分に関する情報集約は困難であり、金融庁・

消費者庁と地方行政との連携についても大きな課題となろう。

２ 多重債務問題改善プログラムの完遂

�１ 被害の掘り起こしと関係者の連携

ア 相談窓口の設置・強化

幸い、多重債務問題改善プログラムにより、自治体の多重債務相談窓口は拡充さ

れてきている。

今後は、より多くの相談者に対して、より適切なアドバイスができるよう、より

迅速に生活再建ができるよう、相談窓口の機能強化について、地元の弁護士会をと

おして協力していく必要がある。

イ 地方行政組織内の連携

多重債務という悩みをもった市民は、市民相談窓口にいくとは限らない。

税金の滞納で相談に行ったり、公共料金の滞納で相談に行ったり、生活保護など

の福祉の利用のために窓口に行ったり、相談に行く窓口は様々考えられる。そこで、

多重債務相談を扱う相談窓口は、市民が相談に訪れる可能性がある徴収部門、福祉

部門、労働部門、教育部門、住宅部門、自殺対策部門などと、十分に実務者レベル

で連携をとり、市民の早期救済をはかれるようにすべきである。

また、組織内の連携は、市民相談部門が福祉の関係、公営住宅の関係、学校の関

係等で担当部局の協力が必要になったときにも、有機的に機能する。

ウ 地方行政窓口と民間相談窓口との連携

多重債務者の相談先は、行政とは限らない。弁護士会も多重債務相談を行ってい

るし、各地の「クレサラ被害者の会」なども相談活動を行っている。また、多重債

務者は多くの場合精神的に追いつめられるので、精神疾患等で病院にかかっている

可能性があるし、生協や労働団体などに相談を持ち込むこともある。

したがって、行政の相談窓口は、民間の相談窓口や医師会・病院などとも連携し、

互いの専門分野に関するノウハウを活用できるようにすべきである。

エ 相談窓口の広報

金銭管理教育や金利規制についての消費者教育はこれからの課題である。

今現在、多重債務に苦しんでいる市民が、全員「相談窓口を知っている」状態と

まではいえない。

したがって、現在においても、相談窓口の広報の意義はなくなっていないし、相

談窓口の広報は市民に対する啓発の意味もあるため、基本的には地方自治体の責務

である。

最後の一人が救済されるまで、自治体は「相談窓口の広報」を継続して行う必要

がある。

�２ 金融教育の体系的実施
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多重債務状態に陥るのは、社会に出るまでに消費者が、利息を初めとした金銭管理

についての基本的な教育を受けていないという問題がある。したがって、多重債務

に陥ってから教育するという前に、予防的に教育を行うことが必要不可欠である。

なお、その際の「教育」の内容については、前述のとおり、高利貸しに頼らない消

費者を念頭に置いたものとする必要がある。

ア 学校での消費者教育の現状と課題

学校での消費者教育の現状は、高校の学習指導要領が１９８９年に改訂がなされ、こ

れによって消費者教育が高校教育に具体的に取り入れられ、１９９４年から実施された。

科目としては、公民科（現代社会、倫理、政治・経済）と家庭科で取り扱われる。

この改訂に伴って家庭科は男女共修となった。

ただ、学習指導要領に消費者問題の社会的・構造的問題の指摘が不十分で、自己

責任を強調する傾向がみられ、十分な内容となっていないこと、教員養成の過程で

消費者教育が行われておらず、教員に正確な知識がないこと、授業に割り当てられ

る時間が少ないことなど、問題点が多く、十分になされていないのが現状で、これ

らについての改善が必要である。

イ 自治体の責務

都道府県は消費生活条例を制定し、「消費者教育」の条文を置いており、ほとん

どの場合において、消費者教育は自治体の責務とされているはずである。

各地で出前講座やポスターなどの啓発の工夫はしていると思われるが、上記の通

り、学校における消費者教育は不十分である。

社会人に対しても、職場等での研修において、借金についての正しい情報、消費

者の権利が周知されるには、まだまだ足りない。

今後、自治体が主体となってよりいっそう消費者教育を推進する必要がある。

ウ 「金融教育」の内容

消費者教育、金銭管理教育を行う場合には、前述のとおり、単に「借りるな」「金

利はこう計算する」というだけでなく、高利貸しから借りずに済む消費者を育成す

る観点から、低利融資制度の利用や福祉制度の告知も重要である。

�３ ヤミ金融に対する取締強化

ヤミ金融は犯罪であり、端的に取り締まるべき対象である。したがって第一次的に

は、警察の取締り・摘発に期待するところが大きい。

他方、ヤミ金融が跋扈した背景には、「名簿」「口座」「携帯電話」という「三種の

神器」の存在がある。

よって、消費者金融から借入をした利用者の名簿について、貸金業者に個人情報の

適正な取扱いを徹底する必要があり、口座の開設には金融機関の本人確認を厳重にさ

せ、携帯電話の匿名性についても犯罪利用に繋がることを意識した法改正を順次行う

べきである。

�４ セーフティネットの確立

高利貸し、貸金業者から借りなくてもいい社会の実現には、労働法制の抜本的改正、

社会保障制度の改善とともに、セーフティネット貸付の整備が必要である。

ア 小口融資制度の現状
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代表的なものは、社会福祉協議会が窓口になっている社会福祉資金の貸付制度で

あるが、自治体独自の貸付制度を有しているところもある。

自治体独自の緊急融資制度としては、母子寡婦福祉資金貸付制度として、事業開

始資金、事業継続資金、修学資金、技能取得資金、修業資金、就職支度資金、医療

介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金、特例児童扶

養資金等を実施しているところがある。

また、社会福祉協議会が窓口となって実施している生活福祉資金の融資では、更

生資金、福祉資金、住宅資金、就学資金、療養・介護資金、災害支援資金、緊急小

口資金、長期生活支援資金などがある。

しかし、これらは条件審査が厳しかったり、償還が滞って融資の財源が逼迫した

りしているため、あまり積極的に活用されていない。

低所得者、高齢者、身体障がい者等に対する自立支援という事業目的からすると、

ある程度償還が滞ることはやむを得ず、必要に応じて償還免除を適用し、その上で

貸付原資の補充を検討せざるを得ない。

他方、償還が滞るには原因があるはずで、失業・賃金カットなどによる収入の減

少なのか、病気・怪我などによる就労不能なのか、慢性的な生活費の不足なのか、

無駄な支出が多いからなのか、借金の返済が負担になっているからなのか等、様々

な原因が考えられるが、生活保護の自立支援プログラム同様、多重債務に陥らない

ようにするための相談等の配慮も重要となろう。

そのような「償還率」の問題を乗り越えてもなお利用が低調となる原因として、

保証人等の問題があり、その点については、「高利貸しから借りなくてもいい社会

の実現」という視点で引き続き改善が求められる。

イ 民間の低利融資制度

国民生活金融公庫、住宅金融公庫等の公的機関以外にも、労働金庫や各地の生協

などが工夫をし、多重債務者を中心とした生活困窮者に対する融資制度を確立しつ

つある。

日弁連としても、各地の先進的な取り組みを全国に情報発信しながら、多くの生

活困窮者が「高利貸しから借りないで済む」ような状況を作り出すために努力する

必要がある。

３ 倒産法の改正

�１ 破産における自由財産の範囲の問題

自由財産として認める範囲や、その拡張の基準などについては、地方裁判所ごとに

扱いが違い、全国的な運用の統一はない。

財産の評価の合計額が９９万円を超えない場合にはすべてを自由財産とするのか、普

通預金は現金と同視するのか、いわゆる「過払金」の評価はどのようにするのか、な

どについては、裁判所間で統一はされていないと思われるが、予見可能性の問題や居

住地による格差は必ずしも望ましいことではなく、「同時廃止基準」も含めて、その

運用の統一、改善は必要である。

また、「自由財産拡張」のためだけ管財事件にして予納金を多く納めるという事案

もあり、破産管財人がいなくとも自由財産拡張ができるようにするための取り組みも
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検討する必要がある。

�２ 個人再生手続の改善

個人再生手続は、「小規模個人再生」への偏りが目立つ。逆に言えば、給与所得者

等再生について、可処分所得基準等、利用しにくい部分があるためと推測される。

給与所得者等再生の改正を中心に、利用者の視点に立った改正を検討する余地があ

ると思われる。

４ 公証人法改正

日弁連は、公正証書の問題に関し、公証人の個人責任制度の導入や、公証人に対する

「教示義務」の導入などを盛り込んだ公証人法の改正を求めている。

５ 法テラスの運用改善

多重債務者の多くは、「扶助基準以下」で生活しており、日本司法支援センター（法

テラス）は、相談援助や代理援助（民事法律扶助）をとおして、多重債務者の救済に大

きく関わっている。他方、生活保護受給者が代理援助を利用して多重債務事件を弁護士

に委任した場合、その償還が当然には猶予・免除にならない。

しかし、生活保護受給者は、最低生活費で生活している者であるから、生活保護費か

ら償還させるのは実質的にも問題であるし、理論的にも大問題である。

したがって、この問題についての改善も強く求める必要がある。

６ 違法収益に対する回復

ヤミ金業者を中心とした違法収益について、近時多数の取締法規（犯罪利用預金口座

等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律、犯罪による収益の移転防止

に関する法律、携帯電話不正利用防止法、組織的犯罪処罰法等）が制定されることによ

り、銀行預金の凍結その他の手続が容易になった。これら行政法規の制定について、弁

護士会は重要な役割を果たしている。

ただし、日弁連が提案している「違法収益の吐き出し」制度については、まだ実現の

具体的なめどが立ってない。

７ 自殺対策

２００５年５月２０日、ＮＰＯ自殺支援対策センター「ライフリンク」（以下「ライフリン

ク」）は、「自殺総合対策の実現に向けて」という題で、いくつかの提言を行ったが、こ

の中で、２００５年度の国の交通事故対策費が年間１兆４２７０億円であるのに対し、国（厚生

労働省）の自殺予防関連予算は６億４０００万円にすぎないことを指摘し、国レベルでの自

殺対策の遅れを指摘する。この提言を受けるかたちで、２００５年７月に厚生労働省の自殺

予防対策案が出されている。

自殺は、ようやく社会的な問題であることが我が国でも認知されつつある。

２００５年７月１６日付け朝日新聞は「自殺者が年間３万人を超えている事態を受け、政府

は関係省庁横断の連絡会議を設けるなど、総合的な自殺防止対策に乗り出す。対策の拠

点として自殺予防総合センター（仮称）を設置し、地域の行政機関やＮＰＯ（非営利組

織）と連携して全国的なネットワークづくりをめざす。これまでの省庁ごとの対策では

成果が上がっていないことから、政府一体の取り組みで自殺を減らしたい考えだ。」と

報道している。

しかし、ＷＨＯ（世界保険機関）が発表したデータ（２００４年９月）によると、人口１０
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万人あたり自殺率は、日本２４．１人、フィンランド２１．０人、フランス１７．５人、韓国１４．５人、

ドイツ１３．５人、アメリカ１０．４人、オランダ９．４人、イギリス７．５人とされている。

我が国政府には、今後より抜本的な対策が求められる。

８ 社会保障問題及び労働法制の改善

すでに述べたとおり、これらについても大きな改善が必要である。

９ 倒産業者への対応

近時、貸金業者の倒産が続いている。その中には、代表者による財産隠しが強く疑わ

れるものや、「過払金返還逃れ」と思われるようなものもある。

民事再生手続を取った場合の借主（場合によっては過払金債権者）の保護のための運

用提言等が必要となろう。

第５ 今後の取組み

１ 消費者団体への期待

�１ 改正貸金業法等の完全施行

現在、経済界を中心に「上限金利引き下げ延期」等の動きが出てきている。

このような動きを封じるためには、「２００６年の法改正の時の声」を思い出させるこ

と、引き下げの延期が必要となるような社会事実がないこと、これらの声、実態を国

会に届けることである。まさに、高金利の被害者となった方々の声が必要であり、今

まさに被害者となっている方々の声が必要である。完全施行の実現に当たっても、被

害者団体等の「実態を社会に突きつける」取組みに大きな期待がかかる。

�２ ヤミ金融の取締強化

この点についても「被害者の声」が重要であり、「被害者団体」等の取組みが重要

であるが、ヤミ金融被害は各地の相談窓口で目の当たりにしているところであり、相

談業務に携わっている人たちや、その人たちと連携している市民団体・消費者団体に

も大きな役割が期待される。

�３ 行政の相談窓口の拡充

消費者団体には、消費生活相談員が関与していることも多い。また、自治体職員経

験者が構成員になっている場合もあろう。

自治体の実情を理解しつつ、相談現場の問題を整理しながら、地方の実情にあった

行政の窓口の強化、連携の取り方などについて、建設的に提言する取り組みが求めら

れる。

�４ 金融教育の推進

この問題については、「消費者教育はどうあるべきか」という大きい議論も必要で

あるが、現場の教師や行政の消費生活部門の職員は、多くの場合「消費者教育」「金

融教育」の必要性については否定しない。問題は、「何を」「誰が」「どう教えるか」

という各論が中心の感がある。

とすれば、各地の消費者団体においては、現役の教師、実際の生徒・学生などと直

接意見交換しながら「どんな教材があれば教えられるか」「どんな内容なら理解でき

るか」を調査し、消費者教育用の副読本を作成するのも一つであろう。そして、それ
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を授業で使ってもらうように、教員の研修では定期的に「消費者教育」を取り入れる

ように、関係部局に働きかける努力が期待される。

なお、指導要領等の改正については、全国的な大きな力が必要となろうが、副読本

レベルであれば各地の実情でできるであろうし、消費者被害の特徴は地域によって違

いがあるので、地方の消費者団体でも十分に対応できる部分があると思われる。

�５ セーフティネットの確立

民間の低利融資については、全国的に波及しているとはいえない状況であり、各地

の取り組みについて集約して全国に発信する取組みとともに、社会福祉協議会が窓口

となっている生活福祉資金については、その問題点を整理・検討し、厚生労働省等へ

の建設的な申入れを行えるような体制を整える必要がある。

そのためには、各地からの情報を集約・全国への発信をするような核となるセクシ

ョンに、制度改善のための提言をも集約して、大きな提言ができるような体制が必要

と思われる。

�６ 社会保障問題及び労働問題

この問題についても、まさに「被害の実態」「被害者の声」が重要であり、それを

支援する法律家は「その問題をどうすれば解決できるか」という理論面を提示する立

場になる。

被害者団体・労働者団体などが中心になって「声」を集め、社会に提示することに

より、世論を大きく動かすことが期待される。

�７ 貸金業者の倒産への対応

過払金の債権届出を行う場合にも、被害者団体、地方で相談を受け付けている団体

などが、その権利行使方法を告知したり指導したりすることが必要であろう。

場合によっては、債権者として「管理命令申立」や「破産申立」などを行うことも

あり得、その場合には、そのような団体がより積極的な役割を担うことが期待される。

�８ 貸金業者への監督権限行使

貸金業者への行政処分は、金融庁（各財務局）が大手の業者を中心に何度か行って

きたが、知事登録業者に対する処分は聞かない。

各地の消費者団体は、都道府県の監督部門を援助する形で、悪質業者の情報を整理

して報告するなど、監督機関を補佐する役割も期待される。

２ 消費者庁・消費者委員会への期待

�１ 貸金業者の監督

これまで、貸金業者に対する監督は金融庁が所管し、都道府県知事登録業者につい

ては、その監督を知事が行うこととされていた。今後も金融庁が消費者庁と「共管」

として監督を行うことになるので、大きな変化はないかもしれない。

ただし、金融庁が業者の利益に配慮するなどして強い処分を躊躇する場合もあり得、

その場合には、消費者委員会、消費者庁がその存在意義を発揮することが期待される。

特に、参議院の附帯決議では、将来的には、貸金業法の所管が消費者庁に一本化され

ることが求められており、貸金業者の監督について積極的な役割が期待される。

この監督の点については、知事登録業者への監督についても同様である。近年、行

政処分を免れるため、監督が甘いとの指摘もある「都道府県知事登録」に変えるため、
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全国の支店を分社化の動きをした貸金業者もあった。

各都道府県の貸金業者の監督部局は、必ずしも十分な監督体制がとれているとは限

らず、知事登録の貸金業者に対しても監督権限が積極的に発動されるよう、消費者庁

及び消費者委員会に期待されている役割は大きい。

�２ 地方行政に対する指示

地方消費者行政に対しては、相談窓口の問題、消費者教育の問題、自殺対策の問題

など、多くの期待を有している。しかし、地方の消費者団体が精力的に建設的提言を

繰り返しても対応が改善されない場合には、消費者委員会、消費者庁をとおして、都

道府県に対して運用についての指示を出してもらうことが期待される。この場合、地

方の一消費者団体が消費者委員会、消費者庁に申し入れをしただけで事態が好転する

とは考えがたい。

そのような事態も想定すると、各消費者団体同士、必要な場合には統一行動がとれ

るような連携を構築しておく必要性は高い。

�３ 他の省庁との調整

多重債務問題の抜本的解決を実現するには、生活保護やセーフティネット貸付など

の福祉的給付制度や労働環境の問題なども改善する必要があり、消費者教育の観点で

は学校の協力も不可欠であるが、これらは厚生労働省や文部科学省との調整が必要で

ある。また、同じ「消費者信用」という点では、クレジットの適正化や、そのクレジ

ットを使う訪問販売などによる被害の防止も重要であるが、これについては経済産業

省との調整が不可欠である。さらに、ヤミ金融の取り締まりでは法務省・警察機関の

協力が必要であるし、倒産方正との関係では法務省だけでなく裁判所への要請も考え

られる。

このように各機関の横断的問題につき、その関係機関との調整役として、消費者庁

への期待は大きい。
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第９章
公正な電子商取引・通信ネットワークの実現を

第１ はじめに～情報化社会と消費者

インターネットの商用利用は１９９５年ころから始まり、急速に拡大した。また、同じころ

には携帯電話も一般に普及し始めた。「情報化社会」は急速に発達し、我々の生活に劇的

な変化をもたらしている。

これに伴って法整備も急テンポで進められているものの、インターネットや携帯電話の

急速な普及により、情報通信手段に関するトラブルや情報通信手段を悪用した新種の消費

者被害が次々と発生し、急増している。

わが国の政府は、２００１年１月策定の「e―Japan 戦略」のもと２００５年までにブロードバン

ドの普及や安い料金設定など常時接続可能な環境を整えることを政策に掲げていたが、第

２段階として、「ユビキタスネット社会」を２０１０年までに実現することを目標に据え、体

系的なＩＣＴ（Information and Communication Technology）政策である「u―Japan 政

策」を２００４年１２月に策定し、さらに２００６年９月には「u―Japan 推進計画２００６」を公表した。

「ユビキタスネット社会」とは、「いつでも、誰でも、何でも、どこでも」ネットワーク

につながることのできる社会をいう。政府は、これまでの有線中心のインフラ整備から、

有線・無線の区別のないシームレスなユビキタスネットワーク環境への移行を目指し、有

線から無線、ネットワークから端末の間での認証やデータ交換等を含めた有機的な連携に

よって、あらゆる場面で継ぎ目なくネットワークにつながる環境を整備し、その結果、ネ

ットワークが生活の隅々にまで融け込む草の根のようなＩＣＴ環境が実現することを目標

としている。

情報化社会の進行は留まるところを知らないが、その一方、新たな技術が新たな課題を

生み出す過渡期にあることから、問題解決のためのシステムの形成が後追いとなることが

避けられない。消費者は、情報化社会の利便性を享受するとともに、情報化社会の危険性

を認識しなければならない。情報化社会の危険性を最小限とし、消費者を保護するために

は、技術の発展、行政規制、実定法の策定、消費者庁の適切な運営、消費者教育など様々

な面から取り組むことが必要である。

第２ 電気通信サービス・電子商取引分野における消費者問題の
現状と課題

１ 電気通信サービスの提供における現状と課題

�１ 電気通信サービスの法的枠組み

ア 電気通信サービスの歴史と背景

電気通信サービスは、法律上は「電気通信役務」と呼ばれ、電気通信事業法では

「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の

用に供すること」と定義されている（同法２条３号）。消費者が日常的に利用して
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いる固定電話や携帯電話、インターネットの利用が電気通信サービスの提供の典型

例である。

電気通信サービスは、歴史的には１８６９年の電報、１８９０年の電話のサービス開始か

ら始まるが、その後、一貫して国営企業（１９５３年からは日本電信電話公社）によっ

て独占的に担われてきたもので１）、電気通信サービスの利用のための法律関係は民

事上の契約ではなく、行政法的な関係として捉えられていた。

しかし、１９８５年の日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行により電気

通信事業が民営化され、その後も数次にわたる電気通信事業法の改正により、参入

規制の緩和（許可制から登録制・届出制へ）や電気通信サービスの料金及び提供条

件に関する約款規制の緩和（認可制、届出制からさらなるデタリフ化２）へ）が促進

され、現在では電気通信サービスの提供は、その多くの部分が市場における競争原

理に委ねられている。

イ 現行の法制度の概要

電気通信サービスに関する法制度の現状は、

概ね【図１】の左側のとおりとなっている。

まず、有線電気通信法と電波法により、電気

通信サービス提供に必要なキャリア（電磁的信

号の伝達に必要な技術的仕組み）の種別（有線

か無線か）に応じて、これらキャリアを提供す

るための物的、人的設備についての基盤となる

法制度があり、これらの電気通信設備を用いて、

実際に電気通信サービスの提供を行う事業者の

活動を規律する法律として、電気通信事業法が

制定されている（なお、日本電信電話株式会社

及び有線放送電話については別に法律がある。）。

また、キャリアの中を流れる電磁的情報の内

容が違法・有害であることで生じる社会的な問

題や被害に対処するために、違法・有害情報に

対する各種の法律（プロバイダ責任制限法、出

会い系サイト規制法や風俗営業等取締法、不正アクセス禁止法など）も制定されて

いる。これらは、電気通信サービスによって流布されるコンテンツの違法性や有害

性に着目して、社会的に適正と思われるルールを定めたものである。

ところで、コンテンツではなく電気通信サービスの提供自体に関する法制度は、

いずれも電気通信サービスの「提供事業」にかかわる法律であり、いわゆる業法に

属する。これらの法律は行政法上の規制と考えられているし、その中には電気通信

サービス提供事業者（電気通信事業者）と利用者との間のサービス提供にかかる民

１）国際電気通信のサービスは国際電信電話株式会社１社による独占であった。

２）契約約款の作成・公表義務や役務提供義務を撤廃し、相対取引を可能とする規制緩和措置。２００４年４月の電気通信事

業法の改正により、従来「タリフ」に基づいて提供されてきた電気通信サービスが、個別契約に基づいて提供されるこ

とが可能となった。

【図１】（総務省作成資料から転載）

第９章 公正な電子商取引・通信ネットワークの実現を

－ 307 －



事上の法律関係を直接規定するものは見当たらない。

そのため、電気通信サービスにおいては、電気通信事業者と利用者との間のサー

ビスの提供に関する法律関係は、契約に基づいて規律されることになる。電気通信

サービスでは歴史的に認可約款や届出約款の利用が法律上強制されていた経緯もあ

って、現在でも各電気通信事業者が定める電気通信サービスの契約約款によって、

電気通信事業者と利用者との間の民事上の法律関係が形成され、規律される現状と

なっている。

�２ 電気通信サービスの提供における現行法制の課題

ア 消費者取引としての視点の欠如

電気通信事業法の規定から端的に理解できるが、わが国の電気通信事業法は電気

通信サービスの提供を受ける対象を「利用者」と規定し（同法１条）、利用者の属

性によって電気通信事業者の事業活動に対する規制や対応に差を設けたり、あるい

はサービス提供の条件に区別や差を設けたりすることは原則として行っていない３）。

そのこと自体、社会のインフラである電気通信サービス利用の公平と公正を図る

ための基本的な姿勢としては必要なことである。しかし、反面で規制緩和により競

争原理がストレートに働くようになっている現行の法制度を前提にするかぎり、大

企業と一般の消費者とでは、保有する情報や提供された情報を理解する能力やそれ

を活用する能力には大きな格差があり、電気通信事業者がこのような格差を考慮せ

ず、消費者との間でも対等当事者間であることを前提とする契約自由の原則を貫く

のは不当であろう。また、電気通信事業者と一般の消費者間の契約締結における交

渉力の格差を埋めることは不可能であり、同じ「利用者」といっても適正な電気通

信サービスの提供を受けられるか否かという点では、大企業と一般の消費者には質

的にも量的にも極めて大きな相違がある。

電気通信事業については、既に指摘したとおり、国営企業から始まり、その後も

主務大臣によるかなり厳格な監督と規制に服してきた経緯があるが、このような状

況下では行政が積極的に関与することで、消費者による電気通信サービスの利用の

適正の確保を図る手段が用意されていたと言える。認可約款や届出約款制度もその

一つの方策と見ることも可能であろう。

しかし、競争原理が導入され、電気通信サービスの提供についての民事上の法律

関係において、契約自由の原則が貫徹される現行法制の下では、上記のような意味

で電気通信事業者と消費者との間の情報や交渉力の格差が際だって生じている。

特に、現代では提供される電気通信サービス自体が、技術的にも極めて高度で専

門的な知識や技術に基づくものであり、一般の消費者には仕組みはもとより、そこ

で使われている言葉の意味すら理解困難な対象である。また、後述のように電気通

信サービスの提供が契約約款によってなされているという現状から言っても、電気

通信事業者との交渉の余地は皆無と言ってもよいのが実態であり、なおさら情報や

３）なお、電気通信事業法２６条の説明義務は例外である。同条の説明義務は「国民の日常生活に係るものとして総務省令

で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理」の場合に限り認められるもので

あり、省令によって一般消費者を対象とするものに限定しているので、一般消費者との取引について特に説明義務を規

定したともの言える。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題
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交渉力の格差が際だっている取引であると言えよう。そして、その格差は、情報処

理技術やネットワーク技術の急速な進展などにより、今後、一層拡大すると見られ

る。

このような現実を踏まえると、電気通信事業法をはじめとして電気通信サービス

にかかわる業法が、事業そのものについて規制緩和を実行し、競争原理を導入した

のであれば、消費者と電気通信事業者との様々な格差から生じるであろう消費者の

不利益や被害に対し、それを予防し、救済する制度を殆ど持たないことは４）、社会

経済における基本的なルールを定める法律としても公正さを欠き、合理的でないと

言わざるをえない。

とすれば、消費者の権利利益の擁護のための他の法律と同様に、電気通信事業法

などにおいても、消費者に対する電気通信サービスの提供における特別のルール（広

告規制、書面交付義務、説明義務、不当勧誘の禁止、クーリング・オフやその他の

契約解除権、取消権など）を導入すべきであるし、また、民事効を定めた規定の導

入が必要であろう。

イ サービス内容の多様化、複雑化と説明義務

携帯電話の料金プランやエリア毎の利用の可否や条件が非常に複雑で理解しづら

いことに象徴されるが、電気通信サービスの提供条件や利用料金については、消費

者にとっては極めて認識しづらく、また、適正な判断が難しいものとなっている。

既述のとおり、電気通信事業法２６条では一定限度の行政上の説明義務が課されて

いるし、また、電気通信事業者によって、販売担当者の研修や説明資料の作成とそ

れを利用した説明の実践などにより、分かりやすく十分な説明をする努力が一応な

されているとはいえ、やはりその内容には不十分な場合が多々ある。

電気通信事業者が個別の説明義務を誠実に履行するようにさせるためには、現行

法のように単に行政法上の義務づけをするだけでは不十分であり、少なくとも説明

義務違反があった場合の民事効の付与やクーリング・オフ権や不適切な勧誘や不当

な取引がなされた場合には契約の解消を認める制度の導入が必要であろうし、次に

述べる点も勘案して、不当な契約条項の無効を定めることも必要であろう。

ウ 電気通信サービスにおける民事上の法律関係が契約約款によることの問題点

（ア）利用者の属性を考慮していない電気通信サービスに関する契約約款

電気通信事業者による電気通信サービスの提供は、利用者が消費者であろうと

事業者であろうと契約約款によってなされる５）。契約約款の内容が消費者にとっ

ても適正であれば、前述のような対消費者取引における不都合や消費者の不利益

は予防され、救済も容易なことが多くなるであろう。

しかし、現在、基礎的電気通信役務の提供を行う電気通信事業者が使用してい

るすべての契約約款では、契約約款の適用対象については、対象が事業者である

か消費者であるかによる区別はしておらず、すべての適用対象に対し一律に同一

の契約約款を用いている。

４）例外として電気通信事業法２６条が、一定の範囲で行政上の説明義務を規定していることは、前注のとおり。

５）公共性の高い基礎的電気通信役務と指定電気通信役務では、契約約款の届出と約款に拠らない提供は禁止されている

（電気通信事業法１９条１項・２０条１項）。

第９章 公正な電子商取引・通信ネットワークの実現を
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これは、契約約款を利用者の属性を問わず、すべて一律に適用することを前提

にしているからであるが、不当な差別的取扱い（電気通信事業法６条）でない限

り、利用者の属性に応じて、例えば消費者にのみ適用される契約約款や特例条項

を定めることが禁止されている訳ではない。むしろ消費者に特別に適用される契

約約款やその条項を定める方が合理的で公正なルールを定めることが可能である。

電気通信事業法に前述のような民事効が取り込まれるか否かを問わず、電気通

信事業者には消費者との契約に特別に適用される契約約款の制定と適用が強く求

められる。

（イ）不当な契約約款の排除

現在、広く使用されている電気通信サービスの契約約款は、「利用者」が消費

者であるか、あるいは事業者であるかなど、その属性を問わず「利用者」を一般

的に対象としているため、消費者の権利、利益からみて不公正な契約約款と見ら

れるものも少なくない。

例えば無権限者による通信端末の利用がなされた場合の通話料金や通信料金の

支払義務については、その通信端末によるサービス提供を受ける契約締結をした

者の帰責事由は全く考慮することなく、契約名義人に料金の負担をさせる内容の

契約約款の条項となっている。他の消費者取引の場合と比較しても、このような

条項にアプリオリに合理性が認められるとするには問題があるが６）、依然として

かかる内容の契約約款が使われている現状がある。

消費者との契約に適用される契約約款や特則を定めるなどにより、これらの不

当な内容の約款の是正をはかるべきであろうし、電気通信サービスの提供にかか

わる業法の中に、不当な契約約款の効力を否定する条項を盛り込むことなども検

討が必要である。

エ 過大利用、過量サービス提供への対応

携帯電話のパケット通信料が典型であるが、現在の電気通信サービスの利用料

金の課金の仕組みには、利用した通信の物理量に応じて課金されるもの（従量制）

と、契約で定めた一定量を超えて通信をしても定額の利用料金を支払えば済むも

の（定額制）の２種類がある。定額制であれば、契約により定めた一定量を超え

ても、約定金額以上の支払義務は発生しないという意味では、消費者にとっても

メリットのある課金の形態である。

しかし、他方で思わぬ理由や原因から、消費者が過大な利用料金を請求される

場合も少なくなく、消費生活センターの相談窓口でもこのような事例について解

決が困難な紛争も目立つ。このような課金の形態には、次の二つの問題が隠れて

いる。

一つは、従量制課金の場合には、１単位（１パケット：１２８バイト）あたりの

６）ダイヤル Q２の通話料に関する最判平１３・３・２７判時１７６０号１９頁は、NTT 東日本のかかる約款規定の合理性を認め

ているが、この合理性も従前の固定電話の利用の形態や実際を踏まえた合理性であり、電気通信サービスの利用の形態

や実際が大きく変化している現状を踏まえると、その判断がどこまで妥当するかは検討が必要である。

７）例えば、NTTdocomo では１パケットあたり約０．２円（FOMA の場合）である。なお、東京都消費生活センターの技

術職の職員が定額制の契約をした場合に１か月間でどのくらいの利用が可能かを実験したところ、最大限の利用をする

と従量制に換算すると約１５００万円に相当する利用が可能であったとのことである。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題

－ 310 －



単価と提供されたパケットの総量から課金額が計算されるが７）、現実に現在一般

の消費者が利用している電気通信サービスの利用実態からしても、その単価が高

額すぎるのではないかということである。いわゆるヘビーユーザーであっても定

額を支払えばよいということは、単価の設定が合理的であると想定すると、契約

による限度を超えた利用分の対価は、限度を超えていない消費者が支払った実際

の利用分と定額分との差額で穴埋めされているとしか考えられない。つまり、定

額制を契約しながらその限度まで利用しない消費者の支払う対価をもってヘビー

ユーザーの利用分を賄っていることになるが、そうであるとすると結局のところ、

保険制度と同じ仕組みになっていると言わざるをえない。消費者は、課金がこの

ような仕組みによってなされていることは、携帯電話サービスの利用契約の締結

に際し、知らされることはない。

そもそも実際に利用したパケットに桁違いの相違があるにもかかわらず、定額

制であれば数千円程度の負担で済むのに対し、従量制であると一桁も二桁も違う

課金がされる制度というものは、利用条件によって対価の水準が著しく均衡を欠

いていると言わざるを得ない。このような状態であるにもかかわらず、事業とし

て収益が確保できているということは、結局のところ従量制における単価が高く

設定されていることに外ならないということも可能ではないだろうか。

もう一つは、定額制の適用される条件がかなり複雑であり、定額制の契約をし

ている消費者がほとんど予期していない利用で従量制課金がされてしまい、１０万

円から１００万円単位の課金がなされてしまうこともある点である。

そもそも電気通信サービスは技術的にも専門的な知識や経験がないと十分な理

解や対応ができない場合も多いし、加えてサービス利用の方法や形態を規定する

契約条件も複雑であるので、知識もなく不馴れな消費者からすると、ちょっとし

た利用方法の違いにより、殆ど想定もしていない過大な請求を受けることになる。

その意味では、携帯電話サービスの利用は、金融商品のようなリスク商品の購入

と同様の取引と言えそうである。

電気通信サービスの利用は、課金の仕組みという点を考慮すると、利用の実態

と対価の関係が目に見えず、認識も予見もしづらいものであり、現状の課金制度

を前提にするかぎり、本来的にリスクを内在させているものと言うべきである。

だとすれば、リスク商品の取引に一般的に適用される法理（たとえば適合性の

原則）が妥当してしかるべきであり、これらを踏まえて、課金制度の見直しやそ

の条件の変更、わかりやすさの実現など、予期せぬ過大利用を防止するための制

度が必要である。

�３ 放送と通信の融合

ア 現状の放送・通信サービスの法的枠組み

電磁的な方法を用いて情報伝達を行うための方法は、大別して「放送」と「通信」

に別れる。「放送」は【図２】のとおり、情報の送信者と受信者の関係が１対多と

なっている点と情報が発信されても相手方がそれを受領する保障はない（乱暴な言

い方をすれば垂れ流しである。）が、「通信」は【図３】のとおり、情報の発信者と

受信者の間に１対１の関係が構築されるものであり、相互の立場が入れ替わると同
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時に発信された情報の名宛人が特定されて相手

方に到達することが予定されている仕組みであ

る。

電磁的な方法による情報伝達を支える法制度

としても、これまでは「放送」と「通信」は別

のものとして捉えられており、前掲【図１】の

とおり、両者の間には電気通信事業法の一部を

除き、明確な境界が設けられていた。

しかし、インターネットや情報処理技術の発

達に伴い、このような意味での「放送」と「通

信」の概念上の境界が曖昧になってきている。

「通信」であっても１対多の関係であったり、

「放送」であってもある特定の相手方に選択的

に情報を伝達できる技術が当たり前になってい

る。

イ 通信と放送の融合した法制度の方向性

このような現状を踏まえて、総務省は「通信」

と「放送」を融合させ、「通信」と「放送」の

いずれをもカバーする統一的な法制度の構築を

目指して研究会をスタートさせ、２００７年６月に

中間とりまとめを公表し、さらに２００９年８月に

は情報通信審議会の情報通信政策部会が「通

信・放送の総合的な法体系の在り方」に関する

答申８）を取りまとめた。

この答申では、デジタル化、ブロードバンド

化の進展と、ＣＡＴＶやＣＡＴＶインターネッ

ト、インターネットテレビ、移動通信用地上放

送など通信と放送の境界を越えたサービスの出

現に対応するために、放送と通信に関する法制度を右の【図４】のとおり、情報を

伝送するための設備に関する統一的法制度、情報伝送サービス事業に関する統一的

法制度そしてこれらの中を流通するコンテンツに関する法制度という三つのレイ

ヤー（階層）に分けて、新たな法体系を構築することを目指している。

法制度見直しの基本的な方向性については、�制度集約・大括り化、�情報の自

由な流通の促進、�経営の選択肢を拡大する制度の整備、�情報通信の安全性・信

頼性の確保、�利用者・受信者の利益の保護を盛り込むことが謳われているが、消

費者の利益や権利保護の観点からは、�が注目されるところである。

ウ 通信と放送の融合した法制度下での課題

情報通信審議会の答申では、法制度の具体的な内容まで見通すことはできないが、

８）情報通信審議会の情報通信政策部会の中に「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」を立ち上げ、総務大

臣よりの諮問に対し、同検討委員会がまとめた答申である（総務省ホームページ参照）。

【図２】

【図３】
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消費者問題の側面から課題として指摘できるこ

とは、電気通信サービスの課題として指摘した

ものが、放送の場面でも同じように問題として

出てくるということである。

具体的には、従前はＮＨＫの放送や有料衛星

放送など一部のものを除き、対価を支払って放

送によって情報を伝達してもらったり、コンテ

ンツを購入することは広く利用されていなかっ

たし、放送を利用した相手方を特定した情報の

やりとりや情報の取引はそれほど広範囲には行

われていなかった。

しかし、この答申が指摘するとおり、既に放

送と通信の境界を越えた情報伝達サービスが拡

大していることからすると、現在の電気通信

サービスにおける課金の問題と同様の問題が生じてくる可能性が高い。

また、その場合に、通信端末、放送端末の取引とセットになって、放送サービス

や通信サービスの提供が行われることも想定され、現状よりもさらに複数の取引当

事者が関与して複雑な契約関係や取引関係が構築される場面が増えると予想される。

このような場合に、消費者が適切な情報提供を受け、不当な契約や不利益を蒙る

契約の締結を余儀なくされることを防止するための制度が必要になると考えられる。

その意味では、コンテンツ取引に限らず、通信と放送が融合した伝送サービスの

提供においても、これらを規定する法律の中に消費者の保護を図る規定を盛り込む

ことが是非とも必要であるし、また、各サービス提供事業者との間の契約締結過程

に加え契約内容の公平、公正が確保できる制度が必要である。

�４ 携帯電話契約の問題点

電気通信サービスでは、携帯電話の利用に関するものが、消費者問題として特に苦

情が多い。次には、携帯電話の利用の現状の具体的な問題点と今後の課題をまとめる。

ア 「わかりにくい」・「高い」・「選べない」携帯電話

約２０年前には携帯電話は一般的ではなく、移動先での電話は公衆電話が利用され

ていた。しかしながら、１５年くらい前から次第に携帯電話が普及しだし、１０年前く

らいからは、大学生や社会人は携帯電話を持っていて当たり前になり、今や主婦や

高齢者、そして高校生以下の未成年者も持っていることが普通になっている。社団

法人電気通信事業者協会によれば、２００９年７月末における携帯電話契約数は１億

０８９０万２４００件、ＰＨＳ契約数は４５１万７７００件に上っており、まさに１人に１台とい

うもっとも身近な家電製品である。

このように爆発的に携帯電話サービスが普及した理由は、携帯電話サービスが大

変便利なサービスであり、一般的に利用しやすい価格帯になったことにほかならな

い。しかしその一方で、爆発的に普及した歪みともいえる様々な問題点が指摘され

ており、思いがけず高額な請求が来たという苦情が後を絶たない。

現在の携帯電話サービスの利用における様々な問題点は、「わかりにくい」・「高

【図４】
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い」・「選べない」という３点に集約されると思われる。日弁連消費者問題対策委

員会は、この三つを、携帯電話サービスの問題点のキーワードであると考え、２００８

年７月、シンポジウム「携帯電話と消費者－適正な携帯電話サービスを考える－」

を行った。

消費者、事業者の双方の立場の意見を聞きながら、どうすればこの「わかりにく

い」「高い」「選べない」携帯電話サービスから、「わかりやすい」「安い」「選べる」

サービスにしていくことができるのかがこれからの課題である。

イ 事業者、販売店の説明責任

消費者がいかなる携帯電話サービスを締結しようか考えるときに、まず広告がき

っかけとなる。ところが、この広告が非常に「わかりにくい」。キャッチフレーズ

として０円携帯、通話料無料、つなぎ放題、○○割引と、いろいろとメリットをわ

かりやすく短く伝えようとするコマーシャルが氾濫している。しかし、短時間でメ

リットだけを強調しがちであり、その結果、デメリットがわかりにくくなっている。

無料やつなぎ放題の対象外の部分や解約した場合の違約金などが広告だけではわか

らないのである。

このような広告を補うのは店頭での説明であるが、消費者に対する説明がどこま

で行われて、消費者がどこまで理解したかも問題である。携帯電話各社がしのぎを

削っている現状では、店頭説明においても、契約獲得のためにメリットだけを強調

し、デメリットの説明が十分になされていないのではないかという点が危惧される。

このような広告や説明に関する規制としては、景品表示法の表示規制や電気通信

事業法２６条の説明義務がある。また、総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルー

ルに関するガイドライン」を２００４年３月策定し、事業者の説明義務の内容を定めて

いる（２００９年７月改正）。しかし、これらの業法やガイドラインが定める説明義務

の違反は、電気通信事業者の登録や認定の取消事由に一応なりうるものの、罰則や

民事効がなく、十分に機能しているのか疑問がある。実際に消費者にとって予想外

の高額請求が発生し、それに対する苦情が多いという現状からすると不十分である

といわざるを得ない。販売店による対応の差も大きい。

このような広告や店頭説明という携帯電話購入前の段階におけるわかりにくさを

克服するためには、前記�２イ記載のように説明義務違反があった場合の効果を定め

ることが必要であろう。

ウ 複雑な携帯電話の契約内容

次に料金体系が非常に「わかりにくい」。そもそも料金体系が非常にわかりにく

く難しいので、広告や説明をわかりやすくしろといってもそれ自体が無理な要求で

はないかと思うほどである。各社いろいろな料金プランがあるが、基本的に、まず、

基本料金と通話料を柱とするプランがある。１社の中にもいろいろなプランがあり、

どれが自分にとって適切なプランかわかりにくい。その上各社の各プランを比較す

るとなるとかなり複雑になる。年間契約や電話機本体のインセンティブ（携帯電話

会社から販売業者に提供される販売奨励金）を廃止した代わりの値引きなどを含め

て検討すると消費者には簡単には理解できない。また、通話料とは別に高額になる

のがデータ通信代であるが、基本のデータ通信料だけでなく、さまざまなプランの
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課金方法や割引、対象が異なる使い放題のオプションがあり、これらを比較するの

は至難の業である。パンフレットやホームページの細かい条件や対象を読み込んで

最適なプランを選ぶことが出来る人がどれだけいるというのか。携帯電話はもはや

特別なツールではなく誰でも持っているツールであるが、そのようなツールの料金

体系が今のように複雑では消費者は選ぶことが出来ない。

さらにわかりにくいのは携帯電話の端末価格である。数万円もする高機能な携帯

電話端末がインセンティブにより０円携帯、１円携帯など非常に安く売られ、その

本体価格が不透明であったが、結局契約者全体の通話料金にインセンティブが上乗

せされていた。現在では、インセンティブの見直しとして、携帯電話端末価格を割

賦支払とし、一定期間の契約の縛りの元で通話料を割り引いて端末代金の負担を軽

減するというようなモデルに移行しつつあるが、両販売モデルが併用されているこ

とでも料金体系のわかりにくさが生じている。

また、消費者が携帯電話端末の分割払いについて理解しておらず、解約時に分割

払残金を請求されることによるトラブルも生じている。この問題は、説明不足はも

ちろんであるが、突き詰めて考えれば、携帯電話事業者が自社専用の携帯電話端末

販売を行っており、消費者はＡ社用に購入した携帯電話端末をＢ社では使用できな

いことによって生じている。このような方式は世界的に見れば主流ではないが、携

帯電話端末の販売・製造と通信事業者の関係はどのようなあり方が望ましいのか、

根本的な問題といえる。

エ 消費者の予期せぬ高額請求

このような「わかりにくい」広告、説明、料金体系、本体価格などがもとで、消

費者が主体的に「選べない」結果、十分に契約内容を理解しないままとりあえず契

約しているケースが多くある。その結果、消費者は予期せぬ高額請求を受け、「高

い」という苦情が出る。

通話については、通話をしたら料金がかかるという従量制が主流であり、固定電

話と同じでわかりやすく、苦情は少ない。しかし、日ごろ国内で使っている携帯電

話を海外で利用する海外ローミングサービスは事情が異なり、十分に理解していな

いと思いがけない高額請求を受ける。国内の場合と違い、着信側にも料金が発生し

たり、海外の近くにある携帯電話同士で通話した場合であっても一旦日本経由の国

際通信になっていることに注意を要する。このような海外ローミングサービス特有

の課金事情を消費者が理解しておらず、日本にいるときと同じように使用してしま

い、思いがけない高額請求を受けることがある。

料金に関する主な苦情は、データ通信に関するものである。データ通信の高速化

により、短時間の利用でもパケット使用量が非常に多くなる。使用時間はわずかで

あるにもかかわらずデータ量が多いと利用料金は高額になる。例えば約５メガバイ

トの着うたフルを１曲ダウンロードすると、標準の従量制プランでは通信料が８０００

円にもなる。しかし、消費者は、コンテンツ利用料は認識していても、そのコンテ

ンツ利用にかかる通信料金まで認識せずに利用することが多いのである。

多くの人が利用しているデータ通信としてメールがある。メールは文字だけなら

安いが、「写メール」や「デコメール」などと呼ばれるメールの場合のように、画
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像や動画を送ると情報量が多くなり、料金が高くなる。現在の多くのプランではメー

ル受信側にも料金がかかるので、望まないメール受信によって思いがけず利用料金

が高額になることもある。

また動画が多く使われているサイトへのアクセスもデータ通信料金が高額になる

一因であるが、リンクを開いてみるまでどの程度のパケット量になるのかわからな

いリスクがある。使っている間には「わかりにくい」ので、後で請求が来て驚くこ

とになる。パケット量を監視するソフトウエアや、これまでのパケット使用量を調

べる仕組みはあるが、そういうものを使いこなせる人でなければ安心して利用でき

ないような仕組みでは問題である。

データ通信料金には各社とも各種オプションがある。これらを上手に使えば高額

請求から逃れることが出来る。しかし、そのオプションは、一定額まで使い放題で

その後は従量制になるもの、従量制になっても上限が決まっているもの（二段階の

定額制）、従量制になった後は上限が決まっておらず際限なく高額になるもの、定

額で完全に使い放題のものなど様々であり、オプションの対象についても、メール

だけが対象のもの、携帯用サイトでのデータ通信が対象のもの、携帯電話本体でパ

ソコン用サイトを見る場合まで対象としているもの、携帯電話をパソコンのモデム

として使用する場合まで対象としているもの、など様々である。これらがわかりに

くいため、思いがけず高額な請求が来る事例がたくさんある。

携帯電話各社は、通信料金が異常とも思われる状態でかさんでいっているときに

は、消費者に注意を促すなどの対策を取っているが、注意喚起の時点ですでに利用

金額が高額になっているケースが多いのである。

オ 消費者が負担する不利益とそれに対する対応

情報通信器機であるテレビの視聴は、ＮＨＫを除いて無料であるか、契約してい

ない有料番組は映らない。また、有料契約は定額料金であり、誰でも気軽にリスク

なく利用できる。パソコンのインターネットプロバイダについてみると、接続方法

自体はダイヤルアップ、ＩＳＤＮ、ＡＤＳＬ、光ファイバー、FWA・BWA９）など

といろいろ選択肢があるが、料金体系は定額制か時間による従量制である。接続先

サイトにより料金がかわることもないので、情報量による従量制を用いている携帯

電話よりわかりやすい。もちろんパソコン端末とプロバイダの組み合わせは消費者

が自由に選べる。また、パソコンの利用者には一応ある程度のスキルがあるといえ

よう。

一方、携帯電話は、爆発的な普及により、子どももお年寄りも、またパソコンが

使えずコンピュータに親しんでいない人も持つようになっているのに、課金体系が

非常に複雑で分かりにくい。思いがけない課金を消費者の自己責任で片づけること

はできない。

わが国が目指しているユビキタスネット社会は、「いつでも、誰でも、何でも、

９）FWA は「Fixed Wireless Access」の略であり、固定無線アクセスまたは加入者系無線アクセスシステム。基地局・

端末等はそれぞれ１箇所に固定して利用されるもの。実例としては「UQ WiMAX」などがある。BWA は「Broadband

Wireless Access」の略であり、主に固定、移動又はその中間的な端末で利用される高速な無線データ通信のサービス

の総称。実例としては「WILLCOM CORE（ウィルコムコア）」などがある。
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どこでも」ネットワークにつながることのできる社会をいい、コンピュータネット

ワークを初めとしたネットワークにつながることにより、様々なサービスが提供さ

れ、人々の生活をより豊かにする社会といわれる。「いつでも、どこでも」とはパ

ソコンによってネットワークに接続するだけでなく、携帯情報端末をはじめ屋外や

移動中でも、あらゆる時間・場所でネットワークにつながることであるとされ、「何

でも、誰でも」とはパソコン同士だけでなく家電等のあらゆる物を含めて、物と物、

人と物、人と人がつながることであるとされる。なお、ユビキタスとは、いつでも

どこでも意識せずに、情報通信技術を利用できる環境、技術をいう。

いつでも、どこでも通信でき、誰でもネットワークにアクセスする仕組みは、携

帯電話抜きには語れない。しかし、このように思わぬ料金が発生する仕組みでは誰

もが安心して使うことができないのであり、子どももお年寄りも、機械に弱い人も

安心して使うことができる仕組みが必要である。そのためには事前の説明義務を強

化するだけでは足りず、消費者にとって料金体系をわかりやすく、端末やプランを

選びやすくし、使いやすい仕組みにしていかなければならない。さらに、それでも

消費者にとって予想外の請求が発生したときにいかなるときにも消費者の責任とし

て消費者に転嫁するのではなく、公平な処理が可能な仕組みが必要である。

予想外の請求には不正利用の問題もある。携帯電話は文字通り携帯して使用する

ため、落としたり盗まれたりするリスクがある。紛失や盗難により許可していない

第三者に使われてしまった場合、管理責任だけで消費者に転嫁することでいいのか。

偽造カード、盗難カードを用いた不正な預金払い出しには現在では預金者保護法が

できて対応している。また、クレジットカード不正利用の場合、従来から保険対応

などによってリスクを分散させてある。ユビキタスネット社会の重要なツールであ

る携帯電話について、不正使用のリスクを分散できる事業者側が何らかの方法で危

険を負担するルールを作る必要があろう。

さらに、トラブルが発生した場合の解決方法が問題となる。裁判は時間とお金の

負担がかかることや立証の問題から消費者の負担が大きく、一方、苦情金額は数万、

数十万のことが多いので、消費者は泣き寝入りになりがちである。身近にある携帯

電話の問題解決をどのようにすれば迅速に安く行えるかルール作りが必要である。

説明義務違反に民事効を持たせる、約款に消費者保護規定を作る、ＡＤＲの必要性、

ガイドラインなどによる紛争解決の基準作りが今後の課題である。

カ 携帯電話のその他の問題点

携帯電話端末の多機能化により、携帯電話端末には通信以外のクレジットカード

機能、電子マネー機能、ＩＤ機能などが登載されるに至っている。便利になる反面

「分かりづらい」、多機能な端末は「高い」、不必要な機能も載っているのに必要な

ものだけを「選べない」、こういった現象が生じている。パソコンは機能をしぼっ

た安い機種、最新機能の高級機種などから消費者が選べる仕組みになっているが、

携帯電話でも同様の対応が望まれる。

最後に、携帯電話にはコンテンツの問題がある。子どもと携帯、フィルタリング

については非常に議論されているところである。また、携帯電話がプライベートか

つ持ち運びできる性質のものであるため、出会い系サイト、アダルトサイトなどに
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よる不当な金銭請求や犯罪につながることもある。誰もが安心して携帯電話を利用

するためにはコンテンツについても考えていく必要がある。

２ 電子商取引における現状と課題

インターネット取引というのは、インターネットを利用して行われる取引全般を指す

が、その中で電子商取引（Electoronic Commerce）とは、インターネットを利用して

電子的に行う商業上の取引行為を指す。消費者がコンピュータネットワークを利用して

店舗に出向かずに商品を購入するインターネットショッピングは、特定商取引法におい

て、「通信販売」の一つの形態として規制される。これまでの取引に関する法律や法的

規制は電子商取引にも可能な限り適用されるが、インターネットショッピングにはイン

ターネット特有の問題点と紛争解決の困難性がある。

�１ 匿名性

ア 現状の問題点

電子商取引においては、トラブルが生じても、相手方を特定できない危険がある。

インターネットを通じての取引では、直接相対する機会が少なく、相手を十分に

確認する機会が少ない。メールやインターネット上の掲示板でやりとりをするので、

相手方が本当に実在するのか、住所等の連絡先は真実であるのか、確認することが

困難である。また、取引に関する資料は、電子データのみであることが多く、改ざ

ん、破棄される等の可能性が高い。

インターネットショッピングでは、特定商取引法において、一応販売業者の氏名・

名称、住所、電話番号などの表示が義務づけられている。しかし、ネット上の表示

内容が真実とは限らない。

この点、インターネット接続業者（ＩＳＰ）が有するログは、相手方を特定する

重要な情報である。しかし、消費者がＩＳＰに問い合わせたとしても、ＩＳＰは発

信者情報を開示せず、消費者は相手方を特定することが出来ない。いわゆるプロバ

イダ責任制限法４条はＩＳＰに対する発信者情報開示請求権を規定しているが、同

法に基づく発信者情報開示は、送信内容自体が権利侵害の場合に限られており、ま

た、権利侵害の明白性が要件となっているなど問題点が多く、取引場面では利用困

難である。また、現行法ではメールに関する発信者情報開示が認められていないと

いう問題もある。

イ 今後の課題

（ア）発信者情報開示制度の拡充が必要

匿名性の問題に対応するため、消費者被害に関して、販売業者の発信者情報の

開示請求権が立法化されなければならない。

匿名性がインターネットの利点の一つであるとしても、販売業者の氏名・連絡

先などの情報は本来的に表示が義務づけられているものであり、取引の場合につ

いてまで匿名性を重視する必要はない。ネット上の商取引による消費者被害につ

いては容易に開示請求可能とするべきである。

また、商取引に関して掲示板上の書き込みなどに限定する必要はないのである

から、メールなどの場合であっても広く発信者情報の開示請求が可能とするべき

である。
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また、前述のプロバイダ責任制限法４条に基づく発信者情報開示は、総務省令

によって、開示可能な情報を�住所、�氏名、�メールアドレス、�ＩＰアドレ

ス、�タイムスタンプに限定されているが、この点は本人を特定するための情報

をこれだけに限定する合理的な理由は無いという批判が強い。

そこで「販売業者を特定するために必要な情報」であれば、上記情報に限定さ

れずに開示請求可能とするべきである。

（イ）取引の場の提供者等にも情報開示義務を負わせる必要性がある。

ネット取引の場合、利害関係人が複雑である場合もあり、相手方の特定には、

直接の取引の相手方やＩＳＰだけではなく、直接の取引相手ではなくても、場の

提供者（オークションサイト等）等に対する情報開示請求を認めることが妥当な

場合もある。

そこで、開示請求者は、当該情報の保持者に広く請求可能とするべきであり、

前提として、取引の場の提供者に対し、どのような個人確認をおこなっているか

を明記する義務と共に、義務違反に対する責任を規定するべきである。

（ウ）ＩＰアドレスやドメイン名の登録者などに関する情報が正確でなければ、開

示請求の相手方が分からない。この点の正確性をどのように保証するかが今後の

問題である。また、ＩＳＰ等が海外の場合国際的な壁をどう克服するかが今後の

立法的な課題である。

�２ 隔地者間取引

ア 現状の問題点

（ア）現行の特定商取引法では、通信販売について、クーリング・オフ制度は設け

られていない。２００８年６月の特定商取引法の改正で、「表示（特約）がなかった

場合は８日間返品・キャンセル可能」となったが（同法１５条の２）、特約を表示

すれば返品不可になるのであって、クーリング・オフ制度とは根本的に異なる制

度である。

しかしながら、通信販売の場合、対面取引に比べて、購入する側がその商品等

の広告や表示から得られる情報は極めて限定されている。

他方、業者は当該商品についての情報を全面的に独占している。特定商取引法

１１条や同省令８条で、一定の事項について表示が義務づけられているものの、肝

心の商品自体については、何についてどの程度記載するかの選択は、ほとんど販

売業者側の裁量に委ねられてしまっている。そのため、届けられた商品が、意図

したものとは異なったというトラブルについて、全て購入者が不利益を引き受け

ている。

また、インターネット・オークションの発達により、中古品の売買が拡大して

いるところ、中古品の場合、より販売者側と購入者側の情報量の差は顕著であり

（すなわち、新品の場合と異なり、購入者が店舗で同じ物を確認するということ

ができない）、購入者側がリスクを引き受けている状況である。

特に、画面が小さいことから、情報量の少なさが際立っている携帯端末を通じ

た売買（モバイル・コマース）の場合、この問題がさらに浮き彫りとなる。

（イ）また、代金を支払ったものの、商品が届かないというトラブルも後を絶たな
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い。これは、隔地者間取引においては、対面取引と異なり、代金の支払いが商品

の授受に先立って行われる場合が多いことに起因する。

イ 今後の課題

（ア）まず、販売者側と購入者側の情報量の差に起因する問題を解決するには、原

則として、通信販売について、購入者側からの解約権を認めるべきである。通信

販売という業態によるメリット（コスト削減、販売地域の拡大等）を業者が享受

している以上、通信販売に必然的に伴う前記リスクを引き受けるべきだからであ

る。従来から大手の通販業者などは、自主的にこうした解約権を導入しているこ

とからしても、通信販売に解約権を導入することが可能であると言える。

特に携帯端末については、よりそのような制度作りを急ぐ必要がある。

（イ）商品が届かないというトラブルに対しては、同時履行をかなえるシステム作

りが必要である。既に、インターネット・オークションを中心に、クレジットカー

ド会社や銀行が主催するエスクローサービスが提供されつつあり、以前に比べれ

ばエスクローサービスの種類は飛躍的に増え、利便性も高まっている。

現状、届いた商品の内容にまでエスクローサービス業者が関知しない場合が多

いが、購入者側に前記解約権を認めると同時に、無条件の受取拒否（返送）を原

則として認めたり、インターネット・オークションのみならず、業者・消費者間

の隔地者間取引などにも利用を拡大させたりするなどの仕組みの拡充が望まれる。

�３ 紛争解決手段の欠如

ア 現状の問題点

インターネット・トラブルの特徴として、少額の被害が多く、相手方が誰か分か

らないこと（匿名性）、相手方の所在地が購入者と離れている場合が多いことから、

既発生の被害の回復が非常に困難であり、購入者側が泣き寝入りせざるを得ない状

況になっている。

また、将来の被害発生については、ヤフーオークションや楽天市場のように、第

三者が取引の場を提供している場合、その多くでは利用者が特定されており、当該

取引についての評価や相手方に対する情報を相互に公の場で公表したり、あるいは

場の提供者に伝えたりすることで、今後の被害発生を防ぐような仕組みが一応取ら

れているが、これに対し、このような第三者が関与していない場合、すなわち販売

業者が独自にインターネット上のｗｅｂサイトを立ち上げ、そこで商品等の売買を

行っている場合、商品等が届かない等のトラブルが生じても、購入者がその事実を

他者に伝える仕組みがないため、被害がいつまでも拡大してしまうという問題があ

る。

イ 今後の課題

（ア）このような困難な問題のあるインターネット・トラブルに適した簡易・迅

速・低コストの紛争解決手段として、ＡＤＲが注目されている。

例えば、インターネット上のトラブルに限定されたものではないが、２００８年１２

月１日から裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が施行され、一層のＡ

ＤＲの充実、利便性が図られたほか、２００８年５月に独立行政法人国民生活センター

法が改正され、重要消費者紛争については、国民生活センター紛争解決委員会が
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和解の仲介や仲裁を行うことになった。

さらに、２００６年設立の一般社団法人ＥＣネットワークは、インターネット上の

取引に関する紛争について、「あっせん」を行っており、中立的な立場で紛争解

決に向けて助言するほか、消費者と同社会員のネットショップに対するあっせん

案の提示も行っている。同社では、会員に対し、原則としてあっせん案を受諾す

ることを義務づけているので、あっせんの実効性が一定程度担保されている。

このようなインターネット・トラブルの特性に合った紛争解決の仕組みがます

ます拡充されることが望まれる。

さらに、将来的には、大手ショッピングモールやオークションサイトの主宰者

が、自らＡＤＲを主催し、利用者たる会員には原則としてあっせん案の遵守を義

務づけるなどの仕組みが作られることが望ましい。

（イ）また、第三者が関与していない売買で被害が続いてしまうという問題につい

ては、インターネット上の通信販売を行う業者を登録制にすることで対応すべき

である。すなわち、インターネット上の通信販売業を登録制にすれば、架空の住

所や氏名等を用いてインターネット上の通信販売をすることを可及的に防止する

と共に、問題が発生した場合の被害回復が可能となり、また何らかの問題が発生

した場合には、その情報を監督官庁に集約させることで、早い段階での調査や被

害情報を公表が可能となり、被害拡大が防止できる。あわせて、監督官庁が問題

のあるサイトであると判断した場合には、プロバイダに当該サイトを削除させる

などの仕組みを設けるべきである。

�４ ＣｔｏＣ（消費者間取引）の問題

ア 現状の問題点

インターネット・オークションの発達によって、消費者は「買う」のみだった時

代から、「売る」ことにも参加することになり、売買の形態は大きく変化した。

出品者が消費者の場合、購入者が消費者であっても、特定商取引法や消費者契約

法の適用はない。したがって、出品者は、氏名や住所も明らかにしないまま、商品

等を出品することが可能であるし、購入者は民法以上の特段の保護を受けるもので

はない。

インターネット・オークションでは（業者であることを積極的に開示して出品す

る場合は別として）、匿名で取引ができるが、このことが、商品が届かないなどの

トラブルを生む一因となっている。また、出品数・頻度からして明らかに業者と見

るべきなのに、一消費者として出品し、特定商取引法などの規制を免れている者も

いる。

加えて、当該オークションにおけるルール、システムは全てオークション事業者

が作っており、出品者や落札者の情報やこれらから寄せられた苦情等も全てオーク

ション事業者に集中することとなるが、一般的に、オークション事業者は、利用規

約などにおいて、利用者間の売買には一切関与しないと自らの立場を表明しており、

オークション事業者はいかなる場合にも個々の売買について何らの責任も負わない

のかが問題となる。

イ 今後の課題
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（ア）経済産業省は２００６年１月３０日付で特定商取引法の通達を改正し、インターネ

ット・オークションにおいて、特定商取引法上の「販売業者」に該当すると考え

られる場合を明確化した。すなわち、一定期間に一定程度の商品を出品していた

り、あるカテゴリの商品を一時期に一定数以上出品したりしている場合は、販売

業者に当たるとする指針が示された。

しかし、この指針が守られるためには、まず、オークションサイトにおいて、

同一人物は一つのＩＤしか登録・利用できないような仕組み、あるいは同一人物

の全ＩＤを把握できるような仕組みが必要であるが、現状これがきちんと実行さ

れてはいない。

また、前記通達は一つの指針に過ぎないのであり、これに当てはまらなくても、

例えば転売目的で商品の仕入れ等を行い、反復継続して取引をしていれば、「販

売業者」の要件を満たすことは言うまでもない（経済産業省「平成２０年版電子商

取引及び情報財取引等に関する準則と解説」参照）。

このような問題に鑑み、オークション事業者が、特定商取引法に則り、実質的

に販売業者と認められる者に対する表示の義務づけを徹底することが望まれる。

（イ）オークション事業者の責任については、�インターネット・オークションに

おいてトラブルが少なからず存在し、大型詐欺被害なども多数回生じていること、

�オークション事業者が、匿名のＩＤという匿名による取引を認めたり、本人確

認を行っているとしてオークションの安全性をうたいつつも、どの程度の本人確

認を行っているのか疑問があったり、オークション事業者に登録された情報と利

用者相互に伝達される情報との間に齟齬があるか否かを、利用者側が確認する手

段が設けられていなかったり、同一人物による複数ＩＤ取得を許容していたり、

複数ＩＤが同一人物のものであることを利用者が分からないような仕組みにして

いたり、代金前払いが事実上の原則となっている状態を容認していたり、業者で

はない個人の出品者にでも資力を問うことなく無制限に出品させていたり、反復

継続して利益を得ている出品者に対し、個人名義での出品を認め、特定商取引法

の規制を免れさせるなどして、詐欺的被害を助長する運営を行っていること、�
利用者の財産権が侵害され、詐欺事例について言うならば刑法に触れる犯罪行為

であること、�オークション事業者はサイトの運営によって多額の利益を得てい

ること、�オークション事業者のみがオークションのルールを取り決める権限を

有していること、�オークション事業者のみが、利用希望者の本人確認を行った

上で、入会を認める権限を持っていること、�オークション事業者は被害情報を

早期にかつ集中的に知りうる立場にあること、�オークション事業者は加害者Ｉ

Ｄの利用を停止ないし削除し、または被害情報を周知させる権限を有しているこ

となどの事情から、条理上、あるいは信義則上、一定の被害防止のための作為義

務が生ずる場合があると解される。

具体的には、すでに同一ＩＤによる詐欺の疑いのある行為が、多数オークショ

ン事業者に報告されているにもかかわらず、当該ＩＤの利用停止や被害情報の周

知徹底を怠ったことによって被害が拡大した場合、オークション事業者はオーク

ションを適切に運営、管理する義務を怠ったとして拡大した被害に対する損害賠
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償責任を負うと考えられる。そのほか、警察から競りの中止を受けたにもかかわ

らず、オークション事業者が当該出品物の出品を中止しなかったため、落札者が

盗品を購入した場合について、オークション事業者は盗品の所有者に対して損害

賠償責任を負う場合があると指摘されている（前記「平成２０年版電子商取引及び

情報財取引等に関する準則と解説」）。

なお、オークション事業者に対しては、名古屋地裁に対し、集団訴訟が提起さ

れ、２００８年３月２８日に判決が言い渡された。結論としてはオークション事業者の

責任は否定されたが、一般論として、「本件利用契約における信義則上、被告（オー

クション事業者）は原告らを含む利用者に対して、欠陥のないシステムを構築し

て本件サービスを提供すべき義務を負っている」とされ、時宜に応じて相応の注

意喚起の措置を執るべき義務があったとされた。

インターネット・オークションはまだ市場として成熟・発展する過渡期にあり、

オークション事業者が作るルールも試行錯誤を重ねて都度改善されてきていると

ころではある。既に述べた、エスクローなどの同時履行を確保する決済システム

作りや出品者に対する特定商取引法の遵守に加え、監督官庁からオークション事

業者への積極的な指導・監督やガイドラインの提示など、消費者の被害を未然に

防ぐためのシステム作りを促す必要がある。

３ 情報化社会における消費者問題の現状と課題

�１ 日弁連消費者問題対策委員会の取組

日弁連消費者問題対策委員会は、情報化社会における制度変革と消費者被害拡大に

対応するため、１９９６年度から公正取引部会に「電子商取引小委員会」を設置して活動

を行ってきた。

１９９７年５月には、シンポジウム「電子商取引と消費者」を開催し、電子商取引の発

展における消費者利益の確保のための方策について議論し、その成果を踏まえて１９９９

年３月には「電子商取引における消費者保護に関する提言」をまとめて公表した。こ

の提言に盛り込まれている論点の議論をさらに深めるため、同年５月にはシンポジウ

ム「インターネット取引をめぐる紛争の予防と解決」も開催した。

１９９９年度からは、情報通信についても広く検討対象とする「電子商取引・通信ネッ

トワーク部会」を立ち上げ、これらの提言やシンポジウムの成果を踏まえて、２０００年

の電子署名法の制定、ＩＴ書面一括法、特定商取引法による電子商取引への対応強化

などの立法や法改正に対し、審議会の意見反映や主務省との意見交換を行って、法制

度の改正に積極的に関与した。また、２００１年には電子契約法の制定、迷惑メール防止

のための特定電子メール法の制定や特商法の改正などが相次いだが、これらについて

も上記「提言」の趣旨を審議会の意見に反映させる働きかけを行った。

また、インターネットや携帯電話の急速な普及は、有料情報サービス被害、不当請

求・架空請求被害、ネットオークション被害など、以前は想定しなかった新種の被害

を次々と発生させた。

そこで、日弁連消費者問題対策委員会では、被害が多発していた電話による有料情

報サービスについて被害アンケートを実施し、それを踏まえて２０００年１２月に「電話に

よる有料情報サービスの利用料の取立に関する意見書」を公表した。意見書の執行の
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過程では加入電話契約者の承諾なしに情報サービスが利用された場合等の加入契約者

の支払義務について警察庁の担当者の認識を新たにさせるなど、その後の支払義務の

ない者に対する不当・架空請求における警察の取締強化にも繋がったと考えられる。

２００２年６月には、ネットオークショントラブルの解決を議論するため、シンポジウ

ム「ネットオークションの現状と課題」を開催したが、翌年にはネットオークション

規制のために古物営業法が改正され、非対面取引において相手方の真偽を確認するた

めの措置や業者ホームページのＵＲＬなどの届出をすることが定められた。

架空請求被害が爆発的に増加した２００４年には、９月に「架空請求１１０番」を各単位

会に呼びかけて実施し、不当請求・架空請求被害への対応のあり方について同年１０月

に、日弁連消費者問題対策委員会から「有料情報料不当請求に関する意見書」を、日

弁連民事介入暴力対策委員会から「架空請求等の通信手段利用詐欺の防止に関する意

見書」を、連携して公表した。これらは２００５年４月の携帯電話不正利用防止法制定に

結びついた。

２００５年６月には、従前から検討していた「電子的資金移動における無権限取引に関

する意見書」を取りまとめたが、おりから偽造キャッシュカード問題が社会問題化し

ていたこともあり、これに合わせた立法提言の結果、２００５年の国会で、預金者の責任

制限を盛り込んだ預金者保護法が成立した。

２００８年７月には消費者と携帯電話についてのシンポジウムを行い、適正な携帯電話

サービスについて問題提起を行った。これは、２００９年７月の「電気通信事業法の消費

者保護ルールに関するガイドライン」改正に結びついている。

情報化社会を巡る諸問題は、新しい問題である上、技術的にも社会的にも制度的に

も変転が著しい分野である。今後も常にＵＰ ＴＯ ＤＡＴＥの情報を入手し、対応し

ていく必要がある。以下、情報化社会と消費者に関する現状について概観する。

�２ 電子データによる契約や情報提供の問題

ア 操作ミスや誤注文による契約

インターネットの通信販売において、消費者は事業者が設定した手順に従って契

約するが、安易に意思表示をしやすく、またミスをしやすい。注文画面において、

消費者の操作ミスにより、購入意思がないのに誤って購入ボタンを押したり、別の

商品を注文したり、一つ注文したつもりが複数注文したことになってしまったり、

また、「無料」だと思った商品や情報が有料だったりして、トラブルが多く発生し

ていた。

そこで、電子契約法は、事業者が消費者の申し込み内容などを確認する措置を講

じていない場合には、例え消費者に重大な過失があったとしても消費者は錯誤無効

の主張が出来るとして、民法の特例を設けた。

イ 注文に対する販売業者の承諾通知の不到達

電子契約法は、隔地者間の契約成立時期に関する民法の発信主義を修正し、電子

承諾通知が契約の申込者に到達したときに契約成立するものとし、販売業者の側に

メールなどの通知不到達のリスクを負わせることとした。

ウ 改ざん

インターネットショッピングでは、契約書、注文書、注文請書などの書面は作成
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されないが、上記書面に代わる電子メール等の電子データは、なりすましや改ざん

が起こる可能性が書面に比べて高いことは否めない。

そこで、電子署名法は、一定の電子署名がなされた電磁的記録は真正に成立した

ものと推定すると規定し、電子署名を備えた電子データの証拠としての信頼性を高

めた。

もっとも、国内では、企業政府間取引（ＢｔｏＧ）や一部の企業間取引（Ｂｔｏ

Ｂ）においては利用され始めているものの、消費者との取引（ＢｔｏＣ）ではあま

り利用されていない。

エ 現在の問題点

（ア）電子商取引の特徴

電子商取引は、契約の誘因から成立までがすべてコンピュータ上の画面上でな

されるという特徴を持つ。そのため後に電子商取引をめぐってトラブルがおこっ

ても、消費者にとっては、実際の契約内容を証明するために、当該電子データで

ある画面を保存しておかなければ具体的な証明ができない結果となる。加えて、

コンピュータ上の表現はいつでも変更可能という可変性を持っている。そのため

実際に消費者が契約した時点での契約内容と、トラブルが発生した時点の契約内

容が異なる場合に、これが仮に業者に有利に変更された場合は、契約内容の証明

のためには、なおいっそう消費者にとっては不利益な結果となるおそれもある。

しかも具体的な契約内容の確定には、当該サイト上で、契約を誘因する広告上

の表現も、消費者に対する情報提供の内容を形成するものとして、重要である。

しかし契約が確定する最終画面を保存する消費者はいても、当該サイトの契約

時点の広告表現までも保存している消費者はほとんどいないのではなかろうか。

また電子商取引は、コンピュータでなされるとは限らず、最近では携帯電話を

通じた電子商取引も盛んである。携帯電話の特徴としては、画面で表示できる内

容が限られ、消費者が契約が確定する最終画面を保存したとしても、非常にその

内容が限られているのが現状である。

（イ）法制度の不備と法改正の必要性

現状では、こうした電子商取引について、消費者の方で具体的な契約内容等を

証明していく必要がある。しかしながら従来の紙媒体を通じた契約（通信販売の

多くもその類である）と異なり、電子商取引においては、消費者に契約の内容を

証明するために過度の負担を強いているのが現状である。

電子商取引においては、もともと事業者によりサイト上に仕掛けがつくられ、

消費者はその扱いに必ずしも十分習熟していないこと、電子データのみのやり取

りに終始することが多く証拠が残りにくいこと、事業者側にも匿名性があり消費

者の事業者自体へのアクセスが必ずしも容易ではないことなどの特殊性があり、

これらの事情が、いったんトラブルとなった場合に消費者をより困難な立場に追

いやっている。

これは消費者が事業者にコントロールされているともいうべき状況であって、

消費者の自律のためには、このような力関係の非対称性を根本的に是正しなけれ

ばならない。民事上、電子商取引においては、消費者の権利利益の擁護のために、
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広告規制、書面交付義務、説明義務、不当勧誘の禁止、クーリング・オフやその

他の契約解除権、取消権などのルールの導入が是非とも必要である。さらに消費

者と事業者との格差の問題を解消させ、安心して取引をするためのシステムの構

築や法律的な制度を整えることが必要である。すなわち電子商取引の場合は、事

業者に対し、サイト上の表現を変更した場合の、変更前のデータの保存を義務付

けたり、あるいは契約を確定する際には、消費者が当該画面を保存しなければ契

約を確定できないような仕様を義務付けることも必要だと思われ、また画面上の

表現が限られる携帯電話での電子商取引のような場合、メールで、契約内容の全

文を消費者に送り、その内容につき、消費者が納得した場合に初めて契約が成立

するなどの規制の法制度化も検討されるべきである。

�３ 電気通信サービスの提供過程の責任分担の多様化、複雑化、曖昧化

ア 電気通信サービス提供の多様化、高度化、多機能化から生じる問題

電気通信サービスは、�通信速度の高速化、�ＩＰ化、�ネットワークのオープ

ン化、�サービスの多様化などが急速に進展する一方で、様々な利用者がそれぞれ

の端末をオープンで多様なネットワークを通じて接続しあうことが可能となってお

り、これらの接続をささえるコンテンツ事業者、ネットワーク事業者、端末提供者

（ベンダー）間の連携や関係も複雑となっている。また、各利用者がネットワーク

を通じて、コンテンツ事業者からソフトウエアなどのダウンロードを通じて、ネッ

トワーク端末としての機能を自在に変化させることが可能となっている。

かかる現状があることから、電気通信サービス過程もたとえば端末間の通信につ

いてみても、通信を行うＡという端末とＢという端末間には、複数かつ多様化した

ネットワーク事業者が関与することは当たり前であるし、利用者がコンテンツプロ

バイダのサーバにアクセスして、コンテンツの配信を受ける場合にも、端末とコン

テンツサーバ間でも多数で多様なネットワーク事業者が関与して配信が行われてい

る。

また、これらの通信を支えるハードウエア面では、端末の製造業者、販売業者は

もとより、ネットワークの物理的インフラである伝送経路自体の製造、設置、保守・

管理などに関わる事業者も関係する。

これらの複数で複雑な関係当事者の連携や協働によって電気通信サービスが適正

に提供されているので、電気通信サービスの過程のいずれかに何らかの不具合があ

った場合、適正なサービス提供が実現できない場合が生じる反面、利用者から見て

問題が発生した場合に何が原因でその問題が生じているのか、あるいはそもそもそ

れが問題なのかどうかすら分かり難い事象が発生することもある。つまり、端末に

問題があるのか、端末にインストールされたソフトウエアに問題があるのか、コン

テンツの配信途中でネットワーク事業者に問題があるのか、複数関与しているネッ

トワーク事業者のいずれに問題があるのか、あるいは、これらの事業者間の責任分

担の範囲、分界をどこに引くのかなど責任主体の確定も困難な場合が多いし、不具

合の原因の特定も困難である。

このような実態があるにも拘わらず、利用者が損害を受けた場合にその責任を追

求しようとした場合、現状では契約法理あるいは過失責任主義を前提にした不法行
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為法によってこれを行うしか方法がない。しかし、電気通信サービスやコンテンツ

利用、端末の取引においては契約約款が多用されており、その内容も利用者、特に

利用者が消費者である場合には、かなり不利益な内容となっているのが実態である

し、不法行為責任を追求するには不具合の原因を特定し、その原因を発生させた当

事者の故意、過失を立証しなければならず、前述のとおりの電気通信サービス提供

過程の現実を踏まえると、このような立証は消費者には不可能と言わざるを得ない。

イ 通信ネットワークにおける「システム責任」の承認

電気通信ネットワーク上でサービス提供に関わる関係事業者としても、現代の通

信ネットワークでは問題発生箇所も多様化し、問題発生の原因特定も困難であるこ

とから、関係する主体間の相互関係を整理し、主体別にどのようなリスク・課題が

発生する可能性があるかを検討し、各主体がリスクや課題に対して適正に対応し、

安定したサービス提供を行うために必要な技術的方策や規定の方法について検討す

るために、総務省が主導して関係事業者が参加して立ち上げられた「次世代ＩＰネ

ットワーク推進フォーラム」内の「責任分担モデルＷＧ」でも責任分担モデルの検

討がなされている１０）。しかし、損害を受けた消費者の視点からみる限り、現時点で

同フォーラム内のＷＧにおいて検討された結果でも、問題解決のために有効な提案

がなされているとは言えない。

同ＷＧの提案では、現状では電気通信ネットワーク上のサービス提供過程で関与

する当事者間で可能な限り責任分界を定めておいた上で、実際に生じた不具合毎に、

不具合で損害を受けた利用者からの被害申告を受け付けるルートや手順、手続きを

定めておき、責任原因を生じさせた事業者のところにその申告が正しく伝えられる

ことを基本にし、責任主体との間では任意に（あるいは契約ベースで）事業者が適

切な対応を取ることを要請するという内容に止まっている。

しかし、このような考え方は、責任主体を見極めるにしても、責任分界を決める

にしても、責任原因が明確に特定できることを前提にしているが、既述のとおり、

電気通信ネットワーク上でサービス提供に関わる主体の関与の内容が非常に複雑で

あり、そう簡単には責任原因を特定すること自体に大きな困難がある。

また、仮にその特定ができたとしても、責任主体との間での責任原理が依然とし

て契約法や不法行為法に基づくものである以上は、正面から法的責任の追求をする

場合には、立証責任の問題からみても、また、損害が比較的少額となる場合が多く、

権利主張のコストの面からも、消費者が損害を回復してもらうには事業者の任意の

対応に期待する他ないことになってしまう。

かかる問題点を克服するためには、危険責任主義あるいは報償責任主義に基礎を

おいた新たな責任原理をネットワーク利用の場面で承認する必要がある。つまり、

電気通信ネットワークを利用する上で、確率的に一定の不具合や損害が発生する可

能性がある以上は、そのような危険性のあるシステムを設置、管理する主体にはそ

のシステムの利用によって損害が生じた場合にはその賠償をすべきであるし、また、

１０）次世代 IP ネットワーク推進フォーラム（http : //ngnforum.nict.go.jp／）における責任分担モデル WG の検討状況に

ついては、http : //www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/riyoshacon/pdf／０８０８２８_２_sil.pdf

参照
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かかるシステムを管理、運営することにより利益を得ている主体には、利益獲得の

見返りとしてシステムの不具合により生じた損害の賠償責任を認めるという考え方

（システム責任）である。

システム責任は、民法７１７条の土地の工作物等の占有者及び所有者の責任と同じ

考え方に基づくものであるので、同条の解釈論として有形無形の設備や施設が組み

合わされた情報ネットワークの設置・管理においても類推適用を認めるという考え

方もあろうが、既述のとおり、電気通信ネットワークの多様性や複雑性を踏まえる

と、電気通信ネットワークの特質に合わせた要件や責任内容を定める必要もあると

思われるので、新たにシステム責任を肯定する立法（あるいは法改正）を検討すべ

きであろう。

�４ 電子マネーの問題

ア 電子マネーの問題点と法改正

電子マネーとは、電子的なデータによって決済する手法を広く指す言葉である。

プリペイドカード方式の電子マネーの場合には、従来、前払式証票の規制等に関

する法律（プリカ法）の規制を受けていたが、カードや携帯電話などの媒体を用い

ないネット上の電子マネー（オンラインゲームやネット商店街で使われるＮＴＴ系

の「ちょコム」などのサーバ型電子マネー）の場合は、プリカ法の規制を受けなか

った。この場合供託金が無いため、提供業者が独自に措置を講じていない場合には、

提供業者が倒産した場合の前払い金の回収は困難であった。

しかしながら、現実の決済の現状に鑑みた場合、媒体の有無で区分する必要性は

少なく、サーバ型電子マネーについても消費者保護の必要性は高いことが指摘され

ていた。これを受け、プリカ法を統合した２００９年６月制定（２０１０年施行予定）の資

金決済に関する法律（資金決済法）は、発行保証金の供託義務のある前払式支払手

段発行者の中に、サーバ型電子マネーを追加した。

イ 今後の課題

（ア）ポイントサービス制度への対応

現在、電気販売店などでは、小売額の２割にも至るポイントを発行して、ポイ

ントによる商品の購入を可能にする場合などがある。これらの場合、他の小売店

よりも販売価格が高額であることが多い。しかし、多額のポイントが動機付けと

なって、商品の購入に結びつく傾向がある。この場合のポイントは、後の商品の

購入費用の先払いとしての期待が含まれており、プリペイドカード、電子マネー

と類似の関係が認められる。

ポイントが大規模である場合等については、資金決済法の適用範囲を拡大する

などして、消費者保護を図るべきである。

（イ）電子マネーの安全性

電子マネーが消費者に安心して使われるためには、電子マネーの安全が不可欠

である。セキュリティが確保されるのは当然として、万一事故にあった場合でも、

銀行の預金者保護と同様に、利用者の保護のための仕組み・制度作りが必要であ

る。

�５ 情報窃盗の問題（スキミングなど）
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ア 情報窃盗の実態

カードに記録されている情報の読取機（スキマー）を用いてカード記録情報を窃

取して、別なカードにそれを記録して不正に利用したり、フィッシングやスパイウ

エア、データロガーなどを用いたり、あるいは、他人がメモをしていたＩＤ、パス

ワードなどを盗み見て不正に入手した情報を使って、他人になりすましてインター

ネット上でクレジットカード決済を行ったり、他人のネットバンキング口座にアク

セスして、預金を引き出したり、他人のメールボックスにアクセスして電子メール

を盗み見たり、その他の個人の情報が記録されているサーバにアクセスして他人の

個人情報を盗み見るなどの被害が多発している。

情報窃盗は、クレジットカードやキャッシュカードの利用及び情報通信ネット

ワークの安全な利用の観点からも看過できない問題であり、情報窃盗を予防するシ

ステムや情報窃盗を働いた者に対する責任追及がきちんとなされる制度が必要であ

る。

イ 現行法による情報窃盗への対応

（ア）刑事責任

情報窃盗のうち、偽造カードを作成するためにクレジットカードやキャッシュ

カード情報を窃取する行為は、刑法１６３条の４に規定する支払用カード電磁的記

録不正作出準備罪に該当する。また、窃取した情報を用いて、他人になりすまし

てインターネット上でクレジットカード決済を行ったり、他人のネットバンキン

グ口座にアクセスして、預金を引き出したりする行為は刑法２４６条の２の「電子

計算機使用詐欺」に該当する。

さらに、窃取した情報を用いて、ＩＤ・パスワードで保護されているネットワー

ク上のサーバの記憶領域に侵入する行為は、不正アクセス禁止法違反罪となる。

このように、情報窃盗は窃取する情報によっては、犯罪としてかなり厳しい刑事

罰が科されている。

（イ）民事責任

情報を窃取されたこと自体で消費者に損害が発生することは、プライバシーの

侵害などは別にしてまれであるが、窃取された情報が不正に利用されて被害者の

名義の偽造カードが利用されたり、インターネット上で取引が行われた場合には、

深刻な被害が生じることが少なくない。

窃取した情報を不正に利用して取引を行うことは、上記のとおり犯罪行為であ

り、本来は行為者に対し刑事責任を追及し、また、損害の賠償についても直接の

加害者に対しその責任を追求すべきものである。

しかし、消費者被害としてみた場合、実行犯に対する損害賠償責任の追及は困

難である場合が多いし、また、これらの被害の場合、消費者は名義を冒用された

取引における取引相手との関係で損害を被ることになる。

偽造キャッシュカードが使われた場合やネットバンキングでは、消費者の預金

の引き出しが有効とされると消費者は預金を失うことになるし、クレジットカー

ド決済では、クレジット会社から立替払い金の請求を受けることになる。

その意味では、情報窃盗の場合には、被害救済という面では直接の加害者との
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間よりも、その取引の相手方事業者との間で大きな問題となるものである。その

ため、直接の加害者との関係では、お互いに被害者の立場にある当事者間でのリ

スク分配の問題ということになる。

まず、預貯金の場合には民法４７８条があるため銀行側はあらかじめ登録されて

いる口座番号と暗証番号やネットバンキング用のＩＤ・パスワードなど、預金者

特定のための情報がネットワーク等を介して提供された場合には、正当な権限の

ない者への弁済であっても銀行側には過失はないので弁済が有効であると主張さ

れることが殆どであろう。

預貯金の過誤払いについては、２００７年に預金者保護法が制定され、キャッシュ

カードや通帳を利用したＡＴＭやＣＤなどの機械払いについては、偽造カードの

場合には民法４７８条の適用が排除され、盗難カードの場合には預金者に故意・重

過失がなければ補償請求権を認める制度が導入されたが、同法は、ネットバンキ

ングは適用対象とはしていない。しかし、２００８年２月に全国銀行協会が普通預金

規定のひな形を変更し、ネットバンキングにおいて引出用のＩＤ・パスワードが

不正に利用されて、他人がなりすまして預金の引き出しを行った場合には、預金

者保護法と横並びの補償を行うことを決定した。これに合わせて全国の銀行では

普通預金規定の改定が行われたことにより、預金口座の情報窃取の場合には、現

状では普通預金規定（契約約款）により、一定の補償を受けられるようになって

いるが、預金規定では補償の要件や補償額に影響を与える預金者側の過失の内容

や判断基準については明確な基準はもうけられていない。

また、窃取した情報によりクレジットカードの不正利用がなされた場合につい

ても、カード会員の責任を制限する法律はなく、この場合もクレジット会社との

カード会員規約（契約約款）にゆだねられている。窃取された情報によりクレジ

ットカードが不正利用された場合には、カード会員の責任を免除する条項がおか

れているものが殆どであるが、しかし、その免責要件には、親族や友人、知人の

関与による場合など例外もかなり広く認められている。

ウ 情報窃盗による被害への対応

（ア）セキュリティの向上

情報窃盗による被害の予防のためには、ＩＤ・パスワードなど決済情報の窃取

をさせないためのセキュリティの向上が必要不可欠であることは言うまでもない。

各種の情報窃盗のためにツールを利用させないようにする努力や、消費者に対

する注意喚起が一層必要である。

また、多少の利便性は損なわれるかもしれないが、決済に必要な情報にはカー

ドに記録されている情報やネットワーク利用のために登録されている情報以外の

情報を付加しないと決済ができないようなシステムを導入することなども検討す

る必要があるように思われる。

（イ）また、現状ではカード決済やネット決済で必要とされる正当な権限者である

ことを証する情報が窃取され、それが不正に利用された場合の取引上の責任の有

無、内容については、クレジットカードの利用とネットワーク上の決済について

は預金規定やカード会員規約などの契約約款によって規律されている。
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しかし、消費者の利益の観点から見る限り、これらの規定や規約の内容は決し

て十分とは言えないし、情報窃盗という観点で見る限り統一的なルールにはなっ

ていない。これらの場面についても、法律をもって統一的なルールを制定するこ

とが必要ではないかと思われる。

�６ 迷惑メール

迷惑メールは、現在も大量に送り続けられており、不要なメールに埋もれて必要な

メールを見失う等の問題点が多い。大量の迷惑メールにより通信量が増加することで、

電気通信事業者が余分な装置を入れなくてはならず、ネットワークコストが増加し、

利用者全体にコストが転化されることにもつながる。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律及び特定商取引法は、２００８年１２月の

改正法の施行で広告・宣伝メールの送信には受信者の事前同意を必要とする「オプト

イン方式」による規制を導入したが、違反業者に対する措置命令がなかなか行われな

いなど、実効性を上げているとは言い難い。この原因の一つには、行政が、大量の特

定電子メールに対して十分に対応するだけの人員を割けないことがある。これに対応

するべく、民事効を創設し、民事事件による差止め請求、損害賠償請求を認めること

で、迷惑メール対策を活発にするべきである。

また、現在迷惑メールは、海外のサーバを経由して送信されるケースが多い。国際

的な連携を行い、迷惑メールが大量に送信されるサーバを相互にブロックする取り組

みを行うべきである。

�７ アフィリエイト、ドロップシッピング、ＳＥＯ等

ア 新しいビジネス形式の出現

アフィリエイトとは、インターネット上のホームページやメールマガジン等で販

売業者サイトへリンクを張ってその商品を紹介し、閲覧者がそのリンクを経由して

販売業者のサイトで会員登録したり商品を購入したりすると、リンク元サイトの主

催者（アフィリエイター）に報酬が支払われるというものである。

ドロップシッピングとは、「商品を持っていないものが、その商品を自由に売れ

るシステム」である。売主はインターネット上で、ネットショッピングサイトを開

設するが、実際には仕入れや在庫管理等はしない。自己に注文が入れば、あとは提

携しているメーカーやドロップシッピング提供業者が直接商品を発送する形態の販

売形式となっている。

この場合、ドロップシッピングを利用してネットショッピングサイトを運営する

者（ドロップシッパー）は、商品の販売者となっている点で、アフィリエイトと大

きく異なる。しかし、アフィリエイトやドロップシッピング等のインターネットに

おける新しいビジネス形態に共通する問題点としては、利用者は、商品を直接管理

することなく、主に、販売・広告業務をおこなうことによって収益を得ることであ

る。

イ アフィリエイト・ドロップシッピングの問題点

インターネットにおける広告やネットショップの形式をとることで、実際の出店

費用がかからず、安価に、気軽に収入を得られるメリットがある。

しかしながら、安易なネットショップの運営や在庫管理をしないということは、
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商品に対する知識や在庫管理ができないこととなり、場合によっては瑕疵を十分確

認しない商品の販売をおこなうことになり、最悪の場合在庫もない架空取引やマル

チ商法に加担させられる場合もある。

また、ドロップシッピングの提供業者や仲介業者が、ドロップシッピングは「必

ず儲かる」などと言ってネットショッピングサイトの開設を勧誘し、ＥＣサイト構

築名目で多額の制作費や会費の請求をするなどのケースがあり、この場合にはドロ

ップシッピングを勧誘されたドロップシッパーが被害に遭う。しかし、反面ではア

フィリエイターやドロップシッパーによる不実表示や欺瞞的表示による顧客誘引も

問題となる。

このように、インターネット上のビジネスの勧誘では、二つの側面で消費者被害

の原因となる契機をもっており、この両側面からの適正なルールが必要である。

ウ 消費者保護的な見地からの立法の必要性

（ア）購入者の保護

購入者は、ネットショップの表示を信頼して取引に入っており、これらの表示

への信頼を保護するのは当然である。

ここでは、アフィリエイトの場合に、アフィリエイターの虚偽表示を信頼した

場合、アフィリエイターに対する責任追及も可能でなければならない。しかし、

現状では、アフィリエイターを直接規制する法律はない。景品表示法も、不当表

示等を行った場合に公正取引委員会から排除措置命令を受けるのは、その表示に

かかる商品の販売あるいはサービスの提供を行っている事業者であって、宣伝・

広告のみを担っている者に対する同法の規制は条文上も困難である。

次に、ドロップシッピングについては、問題ある取引により損害を被った場合、

購入者はドロップシッパーに対する責任追及が可能であるが、ドロップシッパー

には資力が不足していることがあり、また、住所等が明らかではない場合がある。

直接の契約当事者ではないメーカーやドロップシッピング提供業者に対する責任

追及が可能なように立法上の手当てをするか、または解釈上、特定商取引法上の

「事業者」の範囲にメーカーやドロップシッピング提供業者を含むなどの手当が

必要である。

（イ）アフィリエイター、ドロップシッパーの保護

アフィリエイトやドロップシッピングの場合、アフィリエイターやドロップシッ

パーは、販売側に関与しているが、多くの場合販売業者と、商品知識のない素人と

の間の契約ということがあげられる。特にドロップシッピングの場合、不当に不利

な契約により直接の売主となるリスクのみを負担させられるのは妥当ではない。

アフィリエイターやドロップシッパーは、販売業者の販売の一環を担う点で、マ

ルチ商法における構造と類似するものがある。

特定商取引法上の業務提供誘引販売取引に該当することを条文上も明確にしたり、

適正な情報を提供させるべく、重要事項説明やクーリング・オフ等の規定の創設が

望まれる。

エ ＳＥＯ（サーチエンジンオプティマイズド）

ＳＥＯは、検索エンジン最適化の意味であり、検索サイトで検索した場合上位に
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表示されるように、ホームページの内容等を対策するものである。

インターネットユーザーの多くはＹａｈｏｏ！やｇｏｏｇｌｅなどの検索エンジ

ンを使うことで目的の情報を探そうとするが、一般的なキーワードによる検索では

大量のページが検索結果に表示されてしまうため、上位に表示されない限り、検索

結果からのアクセスは期待できない。逆に、検索結果の上位に表示されることはア

クセスや売り上げの増加につながり、広告を出す以上の大きな効果がある。そこで、

検索エンジンのためにＨＴＭＬを改良したり、リンクを増やしたりするのであるが、

かかるＳＥＯサービスを行う会社も多数できている。アフィリエイトやドロップシ

ッピングを勧誘する会社がＳＥＯを提供していることもある。

しかしながら、検索サイトで上位に表示する評価方法は検索エンジンの提供者が

日々変更しているため、対策には継続的な努力が必要であり、ＳＥＯを施せば必ず

利益があがるというものではない。中には、ＳＥＯ業者との間で高額の報酬を払っ

て契約を締結したが、サイトの利益が上がらないために解約を申し出ると、違約金

を請求されるケースもある。

ＳＥＯを依頼するのは検索エンジンの上位に掲載されることで顧客を呼び込みた

い業者であることが多いが、実質的には消費者に等しい立場の者が依頼しているこ

ともある。この場合、その依頼者を消費者と同視し、ＳＥＯ業者との関係では特商

法や消費者契約法上の保護を与える必要がある。

�８ 格差の問題

情報化社会における格差の問題には、消費者・事業者間の格差と消費者間の格差の

問題とがある。

消費者・事業者間の格差は、消費者取引一般に問題とされるべきことであり、消費

者基本法をはじめ、消費者契約法など、その格差を正面から承認する立法が認められ

る。ところで、電子商取引や通信ネットワーク関連取引においてもその事情は何ら変

わらない。かえって、その特性により格差は拡大している。それは、電子商取引にお

いては事業者によりウェブ上に仕掛けがつくられ消費者はその扱いに必ずしも十分習

熟していないこと、電子データのみのやり取りに終始することが多く証拠が残りにく

いこと、事業者側にも匿名性があり消費者の事業者自体へのアクセスが必ずしも容易

ではないことなどの特殊性があり、これらの事情が、いったんトラブルとなった場合

に消費者をより困難な立場に追いやっている。これは消費者が事業者にコントロール

されているともいうべき状況であって、消費者の自律のためには、このような力関係

の非対称性を根本的に是正しなければならない。

そしてそれは現在きわめて不十分である。そこで、電子取引における特殊性に配慮

して事業者に比して必然的に弱者となる消費者の権利を擁護する法的規制が求められ

る。

消費者間の格差は「デジタル・ディバイド」として論じられる論点の一部である。

デジタル・ディバイドとは、情報通信技術（ＩＴ、特にインターネット）の恩恵を受

けることのできる人とできない人（情報弱者）の間に生じる様々な格差のことである。

デジタル・ディバイドは、国家間や企業間などでも問題となる広い概念であるが、当

然に消費者間格差の問題でもある。
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デジタル・ディバイド発生の主要因は、アクセスの難易（インターネット接続コス

ト、パソコンなどの端末デバイスコスト等）と知識の有無（情報リテラシー等）が基

本的要素である。

ＩＴが日常生活にも深く関わりをもってきている現在、合理的な範囲を超える格差

は看過し得ない。しかしながら端末デバイスや通信サービス提供の廉価化には限界が

あり、利用者のリテラシー向上にも限界がある以上、極論すれば選択肢は二つである。

第１は、ＩＴに依拠しない社会システムの確保である。第２は、情報弱者をサポート

する施策の必要である。前者は、消費者の基本的人権に関わるような部分では、仮に

どれだけＩＴ化が進められたとしても必ずＩＴに依拠しない仕組みを残すべきである

ということを意味する。たとえば、電子投票制度に対しては従来型の投票用紙による

投票方法（ただし、在宅郵便投票などの方法は考えられる。）、金融機関においてはイ

ンターネットバンキングが事実上の標準となったとしてもインターネットを利用しな

い窓口対応をつくるべきであるということを意味する。これはＩＴ弱者への配慮とい

う側面からのアプローチではあるが、実は、ＩＴ社会がおそらくは本質的にもつ脆弱

性を考慮した場合には社会全体にとってのセイフティネットでもあるのである。後者、

すなわち情報弱者をサポートする施策は必要である。情報弱者にも、ネットワーク社

会の利便を享受する権利はある。そしてそのためには、アクセス困難に対し補するた

めの経済的支援、あるいはインフラストラクチャの整備によるコストダウン、情報リ

テラシーを支援するためのたとえばボランティア制度などを想定することができる。

そして、この二者の選択肢は排他的な関係ではなく、両者は共に追求すべき目標で

ある。

第３ 電子商取引と消費者庁

２００９年５月に消費者庁及び消費者委員会設置法の制定により、消費者委員会及び消費者

庁の設置が決まった。

消費者庁は、消費者の利益の擁護及び増進を任務とし、消費者を主役とする政府の舵取

り役となる消費者庁を設置することによって、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を

営むことができる社会の実現に向け、政府全体の消費者行政の司令塔として、強力な権限

を有する行政機関として役割を果たしていくことが期待されている（野田聖子大臣）。

これまで述べてきたとおり、インターネットや携帯電話の急速な普及によって、以前は

想定しなかった被害が次々と発生してきた。

地方自治体の消費者センターでは、インターネット取引や携帯電話などの電子商取引の

苦情や相談件数は上位にある。消費者庁は、消費者のこれらの被害について、その救済と

予防のための立法その他の施策を実行していくことが求められる。

電子商取引の被害の原因は、消費者・事業者間に、知識や情報に大きな格差の問題があ

る。また、電子商取引は、コンテンツ事業者、ネットワーク事業者、端末提供者間の連携

や関係が複雑となっている。電気通信サービスの過程のいずれかに問題が発生した場合、

利用者から見て問題が発生した場合に何が原因でその問題が生じているのかが分かり難い

状況がある。この力関係の非対称性を根本的に是正することが必要である。電子取引にお

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題

－ 334 －



ける特殊性に配慮して事業者に比して必然的に弱者となる消費者の権利を擁護する法的規

制が求められる。

また、インターネット特有の紛争解決の困難性は匿名性にある。代金を支払ったものの、

商品が届かないというような安心して取引ができない基本的な問題がある。商取引による

消費者被害については発信者情報開示制度の拡充が是非必要である。

有料情報サービスでは、知識がないがために数十万円から１００万円単位の課金がされる

被害事例があるが、これでは安心した取引ができない。携帯電話も、今や１人に１台とい

う生活でありながら、その使用に不慣れなために高額な課金をされる被害が発生している。

必需品となっている携帯電話が「わかりにくい」「高い」「選べない」状況にある。そのた

めに予想もしない高額な請求を受ける。これを、「わかりやすい」「安い」「選べる」サー

ビスにして、安心して使用できるシステムにすることが必要である。携帯電話にまつわる

トラブル解決には、消費生活センターの消費生活相談員が一役買っているが、消費生活相

談員の能力差が危惧されるところであり、消費者庁ができることにより、携帯電話の課金

システム等知識の普及や解決基準となるマニュアルの作成がなされ、全国的に効果を上げ

ることが期待されよう。

従来、ネット被害は、有料情報サービス被害、不当請求・架空請求被害、ネットオーク

ション被害などが問題とされてきた。また、ネット取引においては、電子マネー、クレジ

ットカード決済、ネットバンキングの取引がなされるが、これらの個人情報が盗まれたり、

他人になりすましてインターネット上でクレジットカード決済がされたり、他人のネット

バンキング口座から預金を引き出されたりする犯罪被害がある。このような犯罪による被

害や、その危険性を内包した取引では安心して利用できない。最近では、ネットにおいて、

アフィリエイト、ドロップシッピングなど詐欺まがいの投資商法類似の新たな被害も多数

発生している。

消費者庁は、消費者の多数のネット被害についてその救済をはかり、そのための制度を

整えるとともに、その予防のための立法その他の施策を講ずることが求められる。これら

の被害には少額被害が多く、消費生活センターの担う役割も大きい。

民事上、消費者取引においては、消費者の権利利益の擁護のために、電気通信サービス

の提供における広告規制、書面交付義務、説明義務、不当勧誘の禁止、クーリング・オフ

やその他の契約解除権、取消権などのルールの導入が是非とも必要である。

また、格差の問題を解消させ、安心して取引をするためのシステムの構築や法律的な制

度を整えることが必要である。

消費者庁においては、電子商取引について、さらにネット社会が加速していく中で、消

費者が思わぬ被害を蒙らずに、「いつでも、誰でも、何でも、どこでも」安心して取引が

でき、安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、上記の問題の解決

のための措置や方策を講ずることが求められる。

第４ まとめにかえて

これまでに情報通信関連分野において消費者がおかれた状況について概観した。そして、

インターネットに代表されるＩＴ社会は、一面において消費者に大きな利便をもたらした
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が、他面において公正とは言い難い環境で消費者が翻弄されている現状も同時に明らかと

なった。取引の場面でみても、消費者にとって従来の取引以上に事業者との力関係の非対

称性が顕著となっている。それは、このシステムが高度な技術を背景として成立している

ことおよび消費者との接点となる取引場面が事業者側の都合によってつくられてきたこと

が大きな要因となっている。

この分野はきわめて浅い歴史しかない。たとえばインターネットという言葉自体が広く

知られるようになってから十数年程度しかたっていない。その間に急速に普及を遂げたの

は著しい技術の進歩に依拠している。このような急速な展開の中でたえず市場における試

行錯誤が繰り返され、法的規制は後手となってきた。そのような状況では往々にして強者

の論理が優先されがちであった。いわば過渡期の混乱である。

しかし、いまやカオスの時代も過ぎようとしている。インターネットの世帯普及もほぼ

飽和（プラトー）の段階にあり、一応の法的規制も２０００年前後に行われてから１０年近くが

経過した。従って、私たちは新たな視点でこの分野を見直すべき時期にいる。そこにおい

ては、長期的視野に立って今後の技術的な進展を見据え、またいわば構造的に存在する事

業者と消費者との格差を直視した法的規制が求められる。それと同時に、消費者自身にも

このシステムのもつ利便とリスクを認識すること、あるいは認識できる環境が消費者に提

供されることが求められる。
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第１０章
独占禁止法等

第１ はじめに

日本の経済体制は市場経済を基本としている。

市場経済の下で自由競争を保障することは、新技術の開発等を促がし、経済発展のダイ

ナミズムを与える点で、計画経済より優れていることは、歴史的にある程度証明されてい

る。しかし、企業の自由な競争は、「弱肉強食」の弊害、すなわち強い経済力を持った企

業による弱い立場の中小企業や消費者の利益の侵害を引き起こし、また、競争に勝利する

ための企業による不公正な活動を生じさせることも歴史が証明するところである。

このような事態を防ぐため制定された法律が、独占禁止法（正式には「私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律」）及びその特別法である景品表示法（正式には「不当

景品類及び不当表示防止法」）、下請代金支払遅延防止法である。また独占禁止法と同じ競

争法のカテゴリーに属する法律として不正競争防止法がある。

第２ 独占禁止法の概要

１ 独占禁止法の目的

わが国の独占禁止法は、１９４７年に、財閥解体および過度経済集中力排除によって形成

された民主的な経済秩序を恒久的に維持するため、米国の反トラスト法制１）に倣って制

定された。建前は社会主義経済体制を採る中国でも２００７年に独占禁止法が制定され２００８

年より施行されるなど、独占禁止法は世界経済の共通ルールとなっている。

独占禁止法が消費者のための法律だというとピンとこない者も多いかもしれない。し

かし、独占禁止法第１条が同法の目的として、「一般消費者の利益保護」を明示してい

ることからも明らかなように、独占禁止法は消費者保護法の一つであり、消費者にとっ

て、違法な事業者の行為による被害の回復・防止のための武器となりうるものである。

２ 独占禁止法の規制対象

私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の禁止は独占禁止法の３本柱といわれ、

この３つが独占禁止法の主な規制対象となるので、以下、これらについて概説する。

�１ 私的独占

「私的独占」とは、�事業者が、�他の事業者の事業活動を排除し、又は支配する

ことにより、�公共の利益に反して、�一定の取引分野における競争を実質的に制限

することである（独占禁止法２条５項）。

「私的独占」の行為形態としては「支配」と「排除」の２種類がある。このうち「支

配」とは株式取得や役員兼任等によって競争者の意思決定を支配したり、取引上の優

越的地位を利用して相手に圧力を加えるなど他の事業者の自由な意思決定を困難にし

１）シャーマン法・クレイトン法・連邦取引委員会（FTC）法により構成される。
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て自己の意思決定に従わせることである。また、「排除」とはダンピングや取引先に

対して競争者と取引しないことを条件として取引することにより、他の事業者を市場

から駆逐する行為である。

�２ 不当な取引制限

「不当な取引制限」とは、�事業者が、�他の事業者と共同して、�相互にその事

業活動を拘束し、又は遂行することにより、�公共の利益に反して、�一定の取引分

野における競争を実質的に制限することである（独占禁止法２条６項）。

具体的には、カルテル・談合行為がこれに該当する。

�３ 不公正な取引方法２）

「不公正な取引方法」とは、独占禁止法２条９項１号ないし６号のいずれかに該当

する行為のことである。「不公正な取引方法」は、独占禁止法に定めがあり課徴金の

対象となりうる「法定類型」と、課徴金の対象とはならず具体的内容が公正取引委員

会の指定に委任されている「指定類型」に分かれる。また、「指定類型」は業種のい

かんにかかわらず全ての事業者に一般的に適用される「一般指定」と、特定の事業分

野における特定の取引方法にのみ適用される「特殊指定」３）がある。

不公正な取引方法のうち、業種の如何に関わらず適用されるものは、以下の１６類型

に分かれる（平成２１年独占禁止法改正前の一般指定を参照されたい。）。

� 共同の取引拒絶

� その他の取引拒絶

� 差別対価

� 取引条件等の差別取扱い

� 事業者団体における差別取扱い等

� 不当廉売

� 不当高価購入

	 ぎまん的顧客取引


 不当な利益による顧客誘引

� 抱き合わせ販売等

� 排他条件付取引

 再販売価格の拘束

� 拘束条件付取引

� 優越的地位の濫用

� 競争者に対する取引妨害

� 競争会社に対する内部干渉

３ 独占禁止法の執行・実現手段

独占禁止法違反行為に対する規制手段は、行政措置・刑事罰・民事救済に分かれる。

２）２００９年独占禁止法改正において、「不公正な取引方法」の定義規定が変更され、従来はその具体的内容がすべて公正

取引委員会の指定に委任されていたところ、課徴金の対象となる類型は法律に規定されるようになった。このように「不

公正な取引方法」の規定の形式は大きく変わったが、その具体的内容は変更がないと解されている。

３）特殊指定については公正取引委員会は見直しを進めたため、現在も残存するのは、①物流特殊指定、②大規模小売業

特殊指定、③新聞業特殊指定のみである。
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�１ 行政措置

独占禁止法の規制に関する事務は公正取引委員会の所管であり（独占禁止法２７条の

２）、公正取引委員会の行政措置が、独占禁止法違反行為に対する規制の中心である。

ア 排除措置命令

排除措置命令（独占禁止法７条、８条の２、１７条の２、２０条）は、独占禁止法に

違反する競争制限的な行為や状態を将来に向けて排除するために、公正取引委員会

が必要とされる措置を命令する制度である。排除措置命令は、原則としてすべての

違反行為に対して出すことのできるもっとも基本的な行政措置である。

排除措置の内容は、違反行為の個別具体的な形態に応じて工夫されており、当該

行為の差止にとどまらず、違法状態の除去を確実なものにするための取引先等への

周知徹底措置、違反行為の再発を防ぐために将来に向けた違反行為の反復を禁じる

不作為命令などの予防措置やこれらの措置に付随する事項（公正取引委員会への報

告および承認等）に及んでいる。

イ 課徴金納付命令

（ア）課徴金の法的性格および算定率

課徴金は、公正取引委員会が違反事業者等に対して金銭的不利益を課する行政

上の措置であり、不当な取引制限のうち価格カルテルについて１９７７年に導入され

た。

課徴金算定率は当初原則１．５％であったものが、１９９１年改正で原則６％に算定

率が引上げられ、さらに２００５年改正により原則１０％に引き上げられた４）。

課徴金の法的性格については、２００５年改正以前は、不正によって得た利益を剥

奪する制度であり、違法な行為の反社会性ないし反道徳性に着目して制裁として

科される刑事罰とは趣旨・目的を異にするという説明がなされていた５）。

しかし、２００５年改正による課徴金算定率の引上げにより、不正な利益の剥奪と

いう観点のみから課徴金の法的性格を論じることは困難になり、課徴金が制裁と

しての性格を有することが正面から認めらるようになっている６）。

なお、２００５年改正において、調査開始前に短期間で違反行為をやめた事業者へ

の課徴金の軽減制度、違反行為を繰り返した事業者に対する課徴金の加重制度が

導入された。また課徴金算定率の引き上げに伴って、課徴金と刑事罰との調整規

定も設けられた。

（イ）課徴金の対象行為とその拡大

ａ）課徴金導入時

１９７７年に課徴金制度が導入された当時の課徴金の対象行為は価格カルテル・

数量カルテルのみであった。

ｂ）２００５年改正時

独占禁止法違反行為に対する抑止効果を高めるために、２００５年改正において、

４）正確には、大企業は原則１０％、小売業３％、卸売業２％、中小企業は原則４％、小売業１．２％、卸売業２％である。

５）課徴金算定率の根拠は１９７７年の導入時は企業の平均的な経常利益率とされ、１９９１年の課徴金引上げ時も算定根拠を平

均的は営業利益率に求めるとされていた。

６）諏訪園貞明編著「平成１７年改正独占禁止法」（商事法務・２００５年）等の公正取引委員会関係者による解説を参照され

たい。
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課徴金の対象が以下に拡大された（独占禁止法７条の２第１項２号、第２項）。

・支配型私的独占（事業者が、他の事業者の事業活動を支配することにより、

公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

と）

・シェアカルテル（商品・役務の市場占有率を制限することによりその対価に

影響することとなるもの）

・取引先制限カルテル（商品・役務の取引の相手方を制限することによりその

対価に影響することとなるもの）

・購入量カルテル（商品・役務の購入量を制限することによりその対価に影響

することとなるもの）

ｃ）２００９年改正

さらに、２００９年改正において、以下の行為も課徴金の対象行為となった。

�排除型私的独占（独占禁止法７条の２第４項）

�不公正な取引方法のうち

・共同の取引拒絶（同２０条の２）

・差別対価（同２０条の３）

・不当廉売（同２０条の４）

・再販売価格の拘束（同２０条の５）

・優越的地位の濫用（同２０条の６）

なお、課徴金の対象となる不公正な取引方法のうち優越的地位の濫用は初回

から課徴金が課されるが、それ以外の行為は１０年以内に違反行為を行った者し

か課徴金の対象とならない。

（ウ）課徴金減免制度（リニエンシー）

２００５年改正において、違反を自主的に申告した企業に対して課徴金を減免する

課徴金減免制度が導入された。公取委の立入検査前なら、課徴金は、申告した順

位に従って１番目が全額、２番目が５０％、３番目が３０％減額される。立ち入り検

査後は３０％減免される。

�２ 刑事罰

独占禁止法８９条以下に罰則規定があり、私的独占・不当な取引制限の禁止規定違反

等は刑事制裁の対象にもなる。一方で、不公正な取引方法や合併・営業譲り受け等の

禁止規定違反に対しては刑事制裁の定めがない。

私的独占・不当な取引制限の禁止規定違反の刑事事件については、公正取引委員会

の専属告発制度が採られている（同７３条１項）。

刑事罰に関する近時の改正として、２００５年改正で、公正取引委員会に、従来からの

行政調査権限に加えて、犯則調査権限が与えられた。また、２００９年改正において、不

当な取引制限罪に対する罰則が、現行の３年以下の懲役又は５００万円以下の罰金から

５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に引き上げられた。これにより公訴時効も従

来は３年であったが５年になる（刑事訴訟法２５０条５号６号）。

�３ 民事手続

ア 差止請求
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不公正な取引方法に係る独占禁止法違反行為の被害者は、これにより著しい損害

を生じまたは生じるおそれがあるときは、当該事業者又は事業者団体に対し、当該

違反行為の差止（その侵害の停止又は予防）を請求することができる（独占禁止法

２４条）。

なお、差止請求に関しては、２００９年改正において、文書提出命令の特則（差止訴

訟において、文書の提出を拒む正当な理由があるとき以外は、営業秘密等を含む文

書であっても、裁判所は提出を命じることができるとする制度）が導入された。

イ 損害賠償請求

独占禁止法違反行為が不法行為を構成する場合は、民法７０９条等に基づいて損害

賠償請求をすることができることは当然である。

さらに、独占禁止法２５条は、同３条（私的独占・不当な取引制限）、同１９条（不

公正な取引方法）等に違反する行為をした事業者や同８条１項（事業者団体の禁止

行為）の規定に違反する事業者の無過失損害賠償責任を定めている。

しかし、排除措置命令、排除措置命令がされなかった場合の課徴金納付命令また

一定の審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することはできない（同２６

条）。すなわち、公正取引委員会による同２５条の対象とする独占禁止法違反行為が

存在したとの何らかの判断が確定することが要件となる。

なお、２５条訴訟は東京高裁の専属管轄に属する（独占禁止法８５条）。

４ 独占禁止法の改正問題

�１ 概要

これまでも、適宜述べてきたが、独占禁止法については、近時執行力強化等を目的

とした改正が相次いで行われている。

�２ ２００５年改正

ここでは、すでに述べた課徴金の適用対象範囲の拡大、課徴金算定率に関する改正

（算定率の引上、調査開始前に短期間で違反行為をやめた事業者への課徴金の軽減制

度、違反行為を繰り返した事業者に対する課徴金の加重制度、リニエンシー）が導入

されたほか、犯則調査権限の導入、審判制度の見直し（事前審査制から事後審査制へ

の改正等）が行われた。

�３ ２００９年改正

２００９年に課徴金の適用対象範囲をさらに拡大し、カルテル・談合規制をさらに強化

する以下のような改正が行われた。

ア 課徴金関係

（ア）課徴金の適用範囲の拡大（既述）

（イ）主導的事業者に対する課徴金の割増し（５割増し）

（ウ）リニエンシー制度の拡充（最大５社まで適用、グループ申請可）

（エ）事業を承継した企業に対する排除措置命令・課徴金納付命令が可能になる。

（オ）命令に係る除斥期間の延長（３年から５年に）

イ 不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の引上げ

ウ 企業結合規制の見直し

（ア）株式取得の事前届出制の導入等
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（イ）届出基準の見直し等

エ その他

（ア）海外当局との情報交換に関する規定の導入

（イ）利害関係人による審判の事件記録の閲覧・謄写規定の見直し

（ウ）差止訴訟における文書提出命令の特則の導入

（エ）損害賠償請求訴訟における義務的求意見制度の見直し

（オ）職員等の秘密保持義務違反に係る罰則の引上げ

（カ）事業者団体届出制度の廃止

�４ 今後の改正の論点

２００５年改正前の公正取引委員会の措置に対する不服申立としては、公正取引委員会

の審判を経て排除措置命令が下される事前審判方式が採られていた。

しかし、事前審判方式に対しては、公正取引委員会が審判を開始しても審決が出る

まで違反行為を継続することができる、課徴金納付命令や談合事件における指名停止

処分を被審人が審判請求をすることにより遅延させることが可能になり独占禁止法の

迅速な執行を妨げるなどの批判があった。

そこで、２００５年改正において、事前審判方式に代えて、速やかな競争回復を図る観

点から、公正取引委員会の調査の結果違反行為があると認められる場合には、その時

点で当該措置を差し止める排除措置を命じ、これに不服がある場合は審判が行われる

事後審判方式が採用されることになった。

ところが、事後審判制に対しては、争うべき事案なのに十分な防御ができないまま

排除措置命令が出てしまい、これにより指名停止を受けた場合などは、被処分者にと

って回復しがたい損害が生ずるなどの批判が生じた。さらに、公正取引委員会の審判

制度そのものに対しても、行政処分が出た後の事後審査を原処分者と同じ公正取引委

員会が審判しても同一機関である以上一旦決定した結論を覆すことはほとんど期待で

きず、存在意義が認められないとの批判が生じた。

このような議論を踏まえて、今後の改正において、審判制度を抜本的に見直すこと

が予定されており、２００９年改正附則１０条においても「政府は、私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すも

のとし、２００９年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす

る。」と規定されている。

第３ 景品表示法の概要

１ 景品表示法の内容

景品表示法（正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」）は、不当に過大な景品

類と不当表示の規制を行うもので、不当表示規制は「ぎまん的顧客誘引」（一般指定８

項）の特別法、過大な景品の提供に対する規制は「不当な利益による顧客誘因」（同９

項）の特別法と従来は位置づけられていた。

このうち表示規制については「優良誤認表示」（同法４条１項１号）、「有利誤認表示」

（同２号）「その他の不当表示」（同３号）に分かれる。
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２ 景品表示法の消費者庁全面移管に伴う改正

従来景品表示法関連は公正取引委員会の所管であったが、消費者庁設置に伴い、消費

者庁に全面移管されることになった７）（ただし、消費者庁に地方組織がないことから、

地方の表示行政は公正取引委員会に委任される。）。

景品表示法が消費者庁に移管することから、以下の改正がなされた。

� 景品表示法が独占禁止法の特別法という位置づけから、独立した消費者保護法と

いう位置づけに変わった。これに伴い、景品表示法から「競争」の文字が消えるこ

とになり、以下のようになった。

・目的規定（同法１条）の「公正な競争の確保」という文言が「一般消費者による

自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止」と改正さ

れた。

・景品規制（同法３条）の「不当な顧客の誘因を防止するため」という文言が「不

当な顧客の誘因を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保する

ため」に改正された。

・表示規制（同法４条）の「競争関係にある」という文言が「同種若しくは類似の

商品若しくは役務を供給している」に、「公正な競争を阻害するおそれ」という

文言が「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」に改正さ

れた。

・公正競争規約（現行法１２条）という文言が協定または規約（改正法１１条）という

文言に改められた。

� 景品表示法違反行為に対する行政処分の名称が排除命令から措置命令と変わった

（改正法６条）。また、排除命令を独占禁止法の排除措置命令とみなす規定（現行

法６条２項）がなくなった。その結果、排除措置命令が確定したことを前提とする。

無過失損害賠償責任（独占禁止法２５・２６）も景品表示法違反行為に適用がなくなっ

た。

� 景品表示法を所管する消費者庁に審判制度がないことから、不服申立手続が審判

制度から行政不服審査手続に変わった８）。違反事実の公正取引委員会への報告制度

（独占禁止法４５条）の準用もなくなった。

� 景品表示法違反行為に課徴金を導入する法案が２００８年に提出されたが、課徴金制

度の導入自体は一旦棚上げになった。

これは、現行法上、課徴金制度（独占禁止法・金融商品取引法・公認会計士法）

は行政審判制度により不服申立ができるという手続保障を与えることが前提となっ

ているところ、消費者庁の組織に審判制度がないため、行政審判による不服申立と

いう手続保障なしに課徴金を課することができるかどうかという、従来議論された

ことがない問題が生じたからである。

７）これにより「公正取引委員会」の文言は「内閣総理大臣」に改められた（改正法２条３・４項、３条、５条、６条、

８条、９条、１１条１項、１２条、１４条等）。

８）行政不服審査法自体においても、２００９年に従来の異議申立と審査請求の二本立て処理が審査請求に一本化されるなど

の改正が行われた。
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第４ 不正競争防止法の概要

１ 不正競争防止法の内容

不正競争防止法は、商品等主体混同惹起行為、著名表示冒用行為（同２号）、商品形

態模倣行為（同３号）、営業秘密の不正利用（同４号ないし９号）技術的制限手段（無

断コピーや無断アクセスを防止する技術）に対する不正行為（同１０号、１１号）、ドメイ

ン名の不正取得（同１２号）、原産地等の誤認惹起行為（同１３号）、信用毀損行為（同１４号）

を禁止し、違反行為に対する差止・損害賠償といった民事規制を定めた法律である。競

争法というカテゴリーの中では独占禁止法が競争公法、不正競争防止法が競争私法とい

う位置づけにある。

２ 不正競争防止法と消費者

不正競争防止法に基づいて法的手段がとれる者は営業上の利益を侵害された者に限定

されていることから（同法３条、４条）、消費者や消費者団体が本法を利用する途は開

かれていない。

しかし、不正競争防止法は、知的財産法の重要な一部を占めるものではあるが、消費

者法と一部は重なると考えることが可能であるとの見解も有力である９）。実際に、不正

競争防止法の原産地等の誤認惹起行為規制が、消費者問題としての側面が強い産地偽装

問題の刑事処罰に適用されている。

第５ 独占禁止法・景品表示法・不正競争防止法の被害事例

１ はじめに

これまで、独占禁止法・景品表示法及び不正競争防止法違反の事件が消費者被害とし

て意識されることはあまりなかった。その原因として、以下のようなものが考えられる。

� 個別の消費者の被害を金額的に換算することが困難であったり、個別の消費者が

被害の存在を認識することが困難であることが多い（特に私的独占による被害、カ

ルテル・談合による被害）

� 個別の消費者が被害の存在自体を認識することはできるが、個別の被害金額が極

めて少額な事例が多い（特に不当表示による被害）

� 被害者の経済生活が加害者に依存しているなどの理由から加害者が被害者に対し

て優越的な地位にあり、被害者が加害者に対して被害主張をすることが事実上困難

であることが多い（特にフランチャイズ被害、金融商品の押付販売事例）

以下では具体的に被害事例を示す。

２ 具体的被害事例と被害の特徴

�１ 私的独占

私的独占の典型例は、巨大な企業が、弱小企業を押しのけて、市場から追い出した

り、併呑したり、支配したりして、市場で思いのまま横暴に振る舞い、暴利をむさぼ

る行為である。このような行為が、究極的に消費者の不利益となることは疑いない。

９）大村敦志「消費者法（第３版）」（有斐閣・２００７）２８９頁
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しかし、大企業が低価格戦略をとって新規に参入する弱小企業の排除するような場

合、商品が安くなることは消費者にとって一時的に有利であるため、問題を消費者に

わかりにくい。価格を安くすることにより新規参入者を排除した例として、大手航空

三社（当時）が、新規参入者が設定している割引運賃等と同等またはこれを下回る運

賃（コストからみて明らかに低い金額）を設定してこれを排除しようとしたことが私

的独占に該当するおそれがあると公正取引委員会が指摘した事例（「大手航空三社の

運賃設定について」公正取引委員会平１４．９．２６）、業務店向けの音楽有線放送の大

手事業者が特定の競争業者の顧客に限って聴取料を安く設定するというキャンペーン

を張って顧客を奪った行為が私的独占に該当するとして排除措置命令がなされた事例

（公正取引委員会勧告審決平１６．１０．１３）がある。いずれも、一見して低価格設定は

消費者にとって有利に見えるが、競争者が市場から排除されたあとで、大企業が市場

を思いのままにし消費者に不利益を与えるおそれがある。

�２ 不公正な取引方法－カルテル・談合－

カルテルや談合も、業者が共同して価格を高くつり上げることで、物価が上昇した

り税金の無駄遣いが生じたりして、究極的には損失は消費者に負担となるが、個々の

消費者の被害額等を換算することが困難なため、消費者問題としてイメージしにくい

という問題がある。

かつて問題になった、石油カルテルの場合、カルテルにより石油価格が上昇すれば、

石油を原料とする商品の価格が上昇し、ひいては物価全体の上昇につながるので消費

者被害として理解しやすい。しかし、談合等の場合、消費者問題として意識されにく

い。

２００５改正、２００９年改正とカルテル・談合規制は強化されているが、一部の業者の利

益のために、税金等の無駄遣いが行われ、一般消費者が犠牲になる状況をいかに克服

するかが大きな課題となる。

�３ 不公正な取引方法

ア 欺瞞的顧客誘因

消費者事件では、事業者の欺瞞的な顧客誘因の違法性を問う事件が多い。しかし

公正取引委員会が欺瞞的顧客誘因１０）で排除措置命令を出した事例は、化粧品販売の

マルチ商法を問題としたホリデイマジック事件（公正取引委員会勧告審決昭

５０．６．２３）しかない。

ただし、消費者庁移管前は欺瞞的顧客誘因規制の特別法という位置づけであった

景品表示法の適用事例・警告事例は相当数存在する。この点は後述する。また、欺

瞞的顧客誘因の一つともいえる産地偽装行為に対して、不正競争防止法の原産地誤

認表示規制を適用したケースがあるなど、欺瞞的顧客誘因に該当する行為を規制す

る手法は広がりを見せている。

イ 金融商品の押付販売

（ア）概要

金融商品の押付販売問題は、三井住友銀行の金利スワップ問題を契機に注目さ

１０）ただし旧一般指定６項（内容は現行一般指定７・８項とほぼ同様）に関する事例である。
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れた問題である。

三井住友銀行の金利スワップ問題とは、同行が、資金調達を自行に依存し、自

行に対して劣位の地位にある中小事業者が融資を申し込んだ際、金利スワップの

購入を提案し、この提案を断ると、事業者に対して、金利スワップ購入が融資の

条件である、または金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な扱いをす

ると明示又は黙示に示唆して、金利スワップの購入を余儀なくさせたという事案

である。

同行のこのような行為により、中小事業者は、�払う意思のなかった金利スワ

ップ取引に係る金利の支払いを余儀なくされる、�金利スワップ取引を解約した

際高額の解約清算金の支払いを余儀なくされる、等の損害を被っている。この事

案が「優越的地位の濫用」にあたるとして、三井住友銀行は公正取引委員会より

勧告審決を受け（公取委勧告審決平１７．１２．２６）、また金融庁からも、２００６年４

月２７日に、金利スワップ商品を中心として優越的地位の濫用事案（懸念事案を含

む）が少なからず認められること。また、金融商品の販売等に関する法律上の説

明責任を含む法的責任懸念事案も多数認められることを理由に、一部業務停止を

含む行政処分が行われた。

金融商品の押付販売型事例つまり優越的地位の濫用事例は、これまで金融商品

被害の典型例であった説明義務違反類型のように金融商品の購入者が商品の仕組

みを理解していない事例と異なり、購入者は仕組み自体はある程度分かっており、

不要な取引であることも理解しているが、事業を続けるためには融資に頼らざる

をえず、融資を受けるために不要な金融商品の購入を迫られ、被害を受けている

という特徴がある。

（イ）被害解決における問題点

金融商品の押付販売事例では、被害者側が被害主張をすると融資が止められ事

業が立ち行かなくなるリスクがあり、銀行等に被害主張することが困難で泣き寝

入りしやすいという問題がある。また、被害者が事業者であることから、消費者

保護法制による救済を図りにくいという問題もある。

ウ フランチャイズ問題

（ア）概要

フランチャイズ契約においては、加盟店（フランチャイジー）は、本部（フラ

ンチャイザー）の提供する情報やノウハウ・経営指導を利用することにより、独

自に事業をする場合に比べて、経営上のリスクを低減できるというメリットがあ

るとされる。

しかしながら、加盟店がこのようなメリットを現実に享受していることが多い

とはいえない。むしろ、十分なノウハウの蓄積もないのに安易にフランチャイズ

展開し、あたかも加盟店が本部の利益追求の道具であるかのように利用されたり、

不平等・不公平な契約を盾にしてリスクや失敗が加盟店に押付けられる例は後を

絶たない。

近時、コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパンが、傘下の加盟店に対す

る優越的な地位を利用し、弁当などの売れ残りを減らすために加盟店が、販売期
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限が迫った弁当や総菜など「デイリー品」を値引きして売る「見切り販売」をし

た場合に、「フランチャイズ契約を打ち切る」などとして推奨価格での販売を迫

って値引き販売するのを不当に制限したとして、公正取引委員会は同社に立ち入

り調査を行い、同社の独占禁止法違反（不公正な取引方法）を認定し、排除措置

命令を出した事例（公取委命令平２１．６．２２）が注目を集めたように、大手のフ

ランチャイズにおいても、本部が加盟店に対する優越的地位を利用して様々な圧

力をかけることが問題になっている。

（イ）被害類型

フランチャイズ被害の類型として以下のようなものがある。

ａ 情報開示・提供義務違反（説明義務違反）虚偽（または不正確な）情報の提

供・断定的判断の提供（売上保証等）

本部側が、フランチャイズ契約にあたって契約内容について十分な説明をし

ない、いいかげんな売上予測に基づいて出店を勧めるといった事例である。

ここで、本部側の情報開示義務、説明義務を基礎づけるものとして、�中小

小売商業振興法１１条・同規則１０・１１条の定める書面交付並びに説明義務、�独

占禁止法のぎまん的顧客誘引の規制、�公正取引委員会が２００２年に出した「フ

ランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」の事前開示について

の記載、�社団法人日本フランチャイズチェーン協会（ＪＦＡ）の「倫理綱領」

中の「正確かつ十分な情報提供」、�信義則等が考えられる。

ｂ 本部と加盟店の不平等関係

� ロイヤルティの算定方法の問題

大手フランチャイズ・システムにおいては、このロイヤルティの定率を乗

じる対象が、純粋な粗利ではなく、人件費等の諸経費を控除しない、あるい

は商品の廃棄・棚卸しロス相当額を控除しないで総売上利益であることが多

い（総売上利益方式）。その結果、本部は、個々の加盟店の利益の有無に関

わりなくロイヤルティが入るのに対して、加盟店は、人件費を浮かせるため

に家族を働かせても、上記のロイヤルティ相当額を毎月捻出せざるを得ない

という過酷な環境に置かれることになる。純売上利益方式の契約文言に関す

る裁判例として最判平１９．６．１１判タ１２５０号７６頁金融商事判例１２７１号４４頁が

ある。

� オープンアカウント

オープンアカウントとは、本部・加盟店間の相殺勘定による交互計算のシ

ステムであり、毎月の商品仕入れ、ロイヤルティ等の双方の債務を一括して

差額決済するものである。これに対応して、多くのフランチャイズ・システ

ムでは、加盟店に帳簿作成義務・報告義務・調査協力義務が課されてフラン

チャイザー本部が経理の全てを把握できるようになっている。このシステム

は、赤字が出れば加盟店が本部から与信を受けることを伴い、この与信には

相応の利息が付されているので、このような与信を受ける状態が継続すると、

その金利負担により、フランチャイジーの経営圧迫を招くことがある。

� 過酷な時間的拘束（２４時間無休制）
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経営者や家族が交替で２４時間勤務を維持しなければならず、冠婚葬祭のよ

うな場合でも本部の同意なしには店を休めない、違反すればペナルティを課

されるというような過酷な就労状況を招く場合もあるようである。独立事業

者との建前が災いして、就労時間に関する労働基準法の規制が潜脱されてい

るという指摘もある。

ｃ 契約終了を巡る問題：違約金・解約一時金による拘束

不平等なフランチャイズ契約関係の解消を妨げる最大の要因が、違約金・解

約一時金である。操業開始後、フランチャイジーが契約条件の過酷さに気付い

ても、法外に高額の違約金規定があるために不平等契約から抜け出すことが困

難になっている。

（ウ）被害解決における問題点

フランチャイズ被害の事例も、金融商品の押付販売事例と同様、被害者側が本

部と争うと事業継続が困難になるというリスクがあり、泣き寝入りしやすいとい

う問題がある。また、被害者が事業者とみられ、消費者保護法制による救済が困

難な点も同様である。

�４ 不当表示・広告

ア 不当表示

不当表示・広告が大きな消費者問題であることは、食品偽装や携帯電話の通話料

に関する広告の事例を見ても分かるとおり、大きな消費者問題である。表示規制の

中心を占めるのは景品表示法であるが、同法の不当表示規制の実例として２００９年１

月～６月の半年間に公正取引委員会が排除措置命令・警告を行ったものには以下の

ようなものがある。

� 全日空商事�、�ジエ・エー・エフ・サービス、�ジェイアール東日本商事、

�エスシー・カードビジネス、�ウイングツーワンに対する排除命令（平

２１．１．８）

「各界の著名人にこよなく愛された革製品の老舗、銀座エンゼル。今はなじみ

の客しか受け付けないこの名店に依頼し、風格に満ちた一品が完成。」「オーダー

メイド革製品の名店として半世紀、平成５年に惜しまれつつ閉店。現在注文を受

け付けるのは、ごく限られた昔ながらの得意客のみ。」と記載されていたが、銀

座エンゼルは当該証人について得意先からのみ受注しているという事実はなく、

当該商品は銀座エンゼルが製造したものでもなかった事例。

以上のように、消費者の生活に密着した商品の違反事例が多いこと、有名大企

業による違反事例が多いことが大きな特徴となっている。景品表示法に基づく表

示規制は公正取引委員会から消費者庁に全面移管されるため、不当表示問題につ

いては一層の注目が必要である。

� �ＱＶＣジャパンに対する排除命令（平２１．１．１４）

漆のみで塗装を大なっているかのように表示されたスプーン・フォークの実際

の素地は漆とウレタン樹脂の塗料を混合して用いて塗装を行っていた事例。

� �健康の杜・�ベンチャーバンク・�グリーンハウス・�ディーエイチシー

・�協和過�デイ・シー・エス、原澤製薬工業�に対する排除命令（平
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２１．２．３）

「シャンピニオンエキス」と称する成分を使用して口臭・体臭・便臭を消す効

果を標榜する商品について、表示の裏付けとなる合理的根拠が示されなかった事

例。

� トヨタホーム東京�・トヨタホーム�に対する排除命令、トヨタホーム名古屋

�に対する警告（平２１．２．１６）

「トヨタホームローン「新安心宣言」「融資事務手数料無料負担ゼロ！」など

とウェブサイトやチラシに記載があったが新安心宣言の取り次ぎにかかる手数料

が３万円または５万円であった事例。

いずれもトヨタ自動車の１００％子会社である。

� �京王百貨店・�阪急阪神百貨店・トミヤアパレル�に対する排除命令（平

２１．２．２４）

「形態安定」と記載のあるワイシャツに形態安定加工が施されていなかった事

例。

� �カクダイ・森友通商�・�吉本倶楽部・�ナスカに対する排除命令（平

２１．３．９）

当該商品を携帯電話に内蔵されている充電池の裏に設置すると携帯の電波の受

信状態が向上する、携帯をしようできる時間が長くなる、劣化した充電池の機能

を再生し充電池の交換までの時間が長くなるかのような表示に対して公正取引委

員会が表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料を求めたところ、資料の提出は

あったものの合理的根拠を示すものとは認められなかった事例。

� ピップトウキョウ�・ピップフジモト�・�キートロンに対する排除命令（平

２１．３．１６）

当該商品を鼻に取り付けると、いびきが軽減するかのような表示を行っている

が、公正取引委員会がピップトウキョウおよびピップに表示の裏付けとなる合理

的根拠を示す資料を求めたところ提出せず、キートロンは資料を提出したが合理

的根拠を示すものとは認められなかった事例。

� フーディーズ�に対する排除命令（平２１．３．３１）

焼肉店が「ワイの店でお出ししているのは但馬牛一本。～但馬牛の中でも厳し

い基準を満たした神戸ビーフを使こてるからそりゃもう間違えなく美味い！」と

自社ウェブサイトに記載があったが、実際には大部分が神戸ビーフではなく、内

臓はほとんど全てが「但馬牛」のものではなかった事例。

� 日立アプライアンス�に対する排除命令（平２１．１．２０）

同社製冷蔵庫は独自の断熱材「フレックス断熱材」を使用しているが、この断

熱材の原材料に、廃棄された冷蔵庫からリサイクルした樹脂を用い、これにより、

製造時におけるＣＯ２排出量を使用しない場合と比べて約４８％削減したとカタロ

グやウェブサイトにて表示していたが、リサイクル樹脂が実際には使用されたの

は一部機種、また一部期間においてのみであり、さらに二酸化炭素の削減量も表

示された数値よりも小さかった事例。

新聞広告やポスターにて「栄養いきいき 真空チルドＶ」「ビッグ＆スリム６０」
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の全機種にフレックス断熱材を使用し、さらに材料として冷蔵庫からリサイクル

した樹脂を用いていると表示していたが、実際に採用されていたのは一部機種の

みだったという事例。

なお、日立は問題となった冷蔵庫で、平成２０年度、経済産業省の「省エネ大賞」

を受賞している（本件排除命令を受けて受賞は取り消された）。

� 東海旅客鉄道�に対する警告（平２１．４．２３）

北陸往復割引きっぷにおいて、二つの異なる特急列車に乗り継がねばならない場

合（たとえば米原～金沢間で特急しらさぎ、金沢～高岡間で特急はくたかを利用

する場合）、一方で普通車指定席を利用すると他方では普通車指定席が利用でき

ないにもかかわらず、利用可能であるかのような表示をした事例。

� ジュピターショップチャンネル株式会社に対する排除命令（平２１．５．２０）

「ショップチャンネル」と称するテレビショッピング番組において「抗菌保存

容器“ターク”」と紹介された保存容器が抗菌効果を有するものではなかった事

例。

� 株式会社旺文社に対する警告（平２１．６．２）

「英検３級予想問題ドリル」において「英検合格者の８０％以上が使っている旺

文社の英検書」と記載し、あたかも、英検各級の合格者の８０％以上が当該商品を

使用しているかのように表示した事例。

� アドルフォ・ドミンゲスジャパン株式会社に対する排除命令（平２１．６．９）

中華人民共和国、インド又はトルコ共和国において製造された衣料品について、

原産国が記載されたタッグ又はシールをはさみで切るなどして取り去り、一般消

費者が当該衣料品の原産国を判別することが困難である表示を行っていた事例。

� 日本水産株式会社に対する排除命令（平２１．６．１５）

「ずわいがにコロッケ」という調理冷凍食品にの原材料に「ズワイガニ」より

安価な「紅ズワイガニ」が用いられていた事例。

� 株式会社庄屋フードサービスに対する排除命令（平２１．６．２２）

九州地区に出店している庄屋５４店舗のメニューにおいて 「お米は長崎の契約

農家で作る安心なお米を使用しています。しかも昔ながらの天日干しのお米です

から、ひと味違うおいしさです。」と記載されていたが、実際に長崎の契約農家

が生産した天日乾燥の米料理が出されていたのは３店舗だけだった事例。

イ マスメディアの広告管理責任

独占禁止法や景品表示法に直接関わる問題ではないが、不当表示・広告に関して

近時問題となっているのがマスメディアの広告管理責任の問題である。近時の大型

投資被害事件である平成電電事件や近未来通信事件では、直接の訪問勧誘や電話勧

誘を通じて投資をした被害者は少なく、大手新聞紙上に広告が毎月何度も掲載され

続けたこと被害拡大の直接の原因となったことから問題となっている。

マスメディアの広告管理責任に関するリーディングケースである日本コーポ事件

判決（最判平５．９．１９裁判集民事１５７号６０１頁）は、「新聞広告は取引について１

つの情報を提供するものにすぎず、読者らが広告を見たことと当該広告に係る取引

をすることとの間には必然的な関係がある」とはいえないとして、「広告掲載に当
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たり、広告内容の真実性をあらかじめ十分に調査確認した上でなければ、新聞紙上

にその掲載をしてはならないとする一般的な法的義務が新聞社等にあるということ

はできない」とし、「新聞広告は、新聞紙上への掲載行為によって初めて実現され

るものであ」ること、新聞「広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有

する当該新聞社の報道記事に対する信頼とまったく無関係に存在するものではな」

いことから、「新聞広告の持つ影響力の大きさに照らし、広告内容の真実性に疑念

を抱くべき特別の事情があって読者らに不測の損害を及ぼすおそれがあることを予

見し、または予見し得た場合には、真実性の調査確認をして、虚偽広告を読者らに

提供してはならない義務」があるとしてマスメディアの広告管理責任を極めて限定

的に解しており、その後の類似事件の下級審判決においてもこの判断が踏襲され、

マスメディアの広告管理責任が認められることは皆無である。。

しかし、新聞やテレビ等から流れる情報は、現代社会に生きる一人一人の消費者

にとって生命線であり、受け手である消費者はマスメディアの提供する情報に基本

的に依存し、信頼を寄せているのであるから、情報の影響力は絶大であると言わざ

るを得ない。

しかも、広告によって一番利益を得ているのは広告媒体であるマスメディアある。

現実に情報が広告媒体に掲載されるまでの間には、いくつもの広告代理店が関与し

ているため、元請けである広告媒体自身は、広告主の背景や内容を吟味していなか

ったとしても、それは情報を受け取る消費者からは知り得ない過程である。

マスメディアを通じた宣伝広告により、消費者が当該事業者を信頼して取引関係

に入ってしまった、という事実が厳然として存在する以上、これに対して具体的な

方策が講じられない限りは、消費者被害は繰り返されるのであり、こうした事態を

招いたマスメディアの責任は決して小さくなく、マスメディアの広告管理責任は再

考されるべきである。また、マスメディア自身も、強大な情報提供手段を独占して

利益を得ている以上は、情報の送り手としての責任とともに、情報の担い手として

社会的な責任を果たすことが期待される。

第６ 従来の違反行為の規制手段とその問題点

独占禁止法は、違反行為に対して、行政処分、刑事罰、差止請求や無過失損害賠償請求

など多様なサンクションを設けており、本来であれば被害救済に多大な力を発揮しうる法

律である

しかし、行政処分・刑事罰・民事上の措置のいずれも現状では問題を抱え、また、十分

に機能しているとは言い難い面がある。以下、個別に検討する。

１ 行政処分（排除措置命令・課徴金納付命令）

�１ 公正取引委員会の動向

公正取引委員会は、私的独占については、東洋製罐事件（勧告審決昭４７．９．１８）

から、日本医療食協会事件（勧告審決平８．５．８）まで約２４年間排除措置命令等の

行政処分が行われていないなど、必ずしも積極的姿勢を取っていなかった。

また、不公正な取引方法についても、不当廉売については、公正取引委員会が排除
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措置命令を行った事案が、現在まで、マルエツ・ハローマート事件（勧告審決昭

５７．５２８）、濱口石油事件（公正取引委員会命令平１８．５．１６）、シンエネコーポレー

ション・東日本宇佐見事件（公正取引委員会命令平１９．１１．２７）のみであり、積極的

姿勢を取っているとは言い難い状況にある。

フランチャイズ問題についても、これまで様々な形で問題が指摘され、裁判でも度々

争われてきたが、公正取引委員会がフランチャイズ本部側に、排除措置命令を行った

のは、２００９年６月２２日セブンイレブンに下されたものが初めてである。

独占禁止法違反事例に対する公正取引委員会のこれまでの姿勢は消極的な面が目立

ったといえる。

近時は、公正取引委員会は、談合事件については積極的な摘発姿勢を見せ、私的独

占についても年１件程度のペースで摘発するようになり、フランチャイズをはじめと

する新しいタイプの案件について公正取引委員会が取り組むようにはなっている。こ

の傾向がさらに進むよう、注意深く見守る必要がある。

�２ 排除措置命令の限界

排除措置の内容は、�違反行為の差止にとどまらず、�違法状態の除去を確実なも

のにするための取引先等への周知徹底措置、�違反行為の再発を防ぐために将来に向

けた違反行為の反復を禁じる不作為命令などの予防措置やこれらの措置に付随する事

項（公正取引委員会への報告および承認等）が主なものである。

欧米の競争法では、取引希望者に合理的かつ非差別的な取引条件で取引に応じるよ

う命じる作為命令がよく利用されており１１）日本でも被害救済のためこのような命令を

下すのが妥当なケースもあるが、これまで作為命令が下されたことはない。日本法に

おいても、公正取引委員会は広範な内容の命令が可能であるから、作為命令を積極的

に下すべきである。

�３ 課徴金納付命令が抱える論点

課徴金納付命令については、�課徴金率を引き上げたこと（つまり企業の違法な収

益を超える金額となる場合があること）と課徴金の性質を違法収益の剥奪と解するこ

とが矛盾しないか、�課徴金と罰金を併存させることが二重処罰の禁止に反しないか、

�違法性の程度に応じた裁量的な課徴金制度を導入できるか、�徴収した課徴金を被

害者に分配する制度を導入しうるか、といった点が論じられてきた。

�については２００５年改正において課徴金が制裁的性質を有することを公正取引委員

会自体が認めたことである程度克服された。また、�の二重処罰の問題も課徴金は刑

罰ではない以上課徴金と罰金を併科しても直ちに二重処罰にはならず、併科による経

済的負担が違反行為と均衡していれば問題ないとの主張が刑法学者の間では有力であ

り克服されつつある問題である１２）。

しかし、�の裁量的な課徴金制度に対しては、過度の裁量を公正取引委員会に与え

た場合、公正取引委員会の負担が重くなる、企業側の予測可能性が失われるといった

批判が強い１３）。

１１）村上正博「独占禁止法～公正な競争のためのルール～」（岩波書店・２００５年）１５０頁

１２）佐伯仁志「制裁論」（有斐閣・２００９年）２９７頁

１３）「〔座談会〕改正独占禁止法をめぐって」（公正取引６５７号）の根岸哲神戸大学名誉教授発言
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また、�の課徴金を被害者に分配することができるかについては、課徴金として一

旦国庫に入れたものを国民に分配できるかについて議論があることから、被害者への

分配を想定する場合、課徴金と別枠の制度にするべきではないかといった指摘があり、

未だ解決を見ない問題である。

さらに、景品表示法の２００８改正において導入予定であった課徴金制度が、景品表示

法が審判手続を持たない消費者庁に移管され、導入が見送られたという経緯から、審

判手続という手続保障を経ずに課徴金を課することができるかという論点も新たに生

じた。

以上のように現行の課徴金制度は、様々な論点を抱えている。

�４ 審判手続の問題点

既に述べたとおり、２００５年改正において、公正取引委員会における審判手続を経て

排除措置命令を下すという事前審判制から、排除措置命令・課徴金納付命令が先行し

これに異議がある場合は審判が行われるという事後審判制に改正された。これを契機

に、行政処分を下した公正取引委員会が審判を行う現行の審判制度が公平な手続と言

えるかといった批判が強まり、通常の行政処分同様、排除措置命令に対する不服を直

ちに裁判手続で争える制度にすべきではないかといった意見が出されている。この批

判に対しては、公正取引委員会から準司法的機能がなくなると同委員会の執行力が弱

まるといった意見もあり、議論の行方は定まっていない。

２ 刑事罰

独占禁止法違反の行為は刑事罰の対象となるが、実際に公正取引委員会が刑事告発し

た事例は１０数事例にとどまり、刑事罰が適性に行使されてきたといえるかについて、評

価が分かれている。

また、行政処分の対象は基本的に法人であるのに対して、刑罰は自然人の責任を中心

に規定されている。法人に犯罪能力があるかについて争いがあるため、法人に対しては

両罰規定等を通じて刑罰が科されるのみで、基本的にたまたま問題発生時に談合の現場

を担当していた自然人が刑罰の対象となり、とかげのしっぽ切りになっているとの批判

もある。

３ 民事手続

�１ 損害賠償請求の問題点

独占禁止法違反の行為に対する損害賠償においては、損害の立証が困難であるとい

う指摘がある（実際の訴訟においては民訴２４８条や違約金の約定を使うことが多いと

される。）。

また、独占禁止法２５条は、無過失損害賠償制度を設けているが、現実には十分活用

されているとは言い難く２５条の空洞化１４）が指摘されている。その理由として、�公正

取引委員会の審決は独占禁止法２５条訴訟においては独占禁止法違反の主張しかできず、

かつ東京高裁の専属管轄であることから、独占禁止法違反の主張とそれ以外の違法事

由を併せて主張する場合、地裁での７０９条訴訟と東京高裁での独占禁止法２５条訴訟が

併存することになり手続が煩雑化すること（実際に同一の事実関係で７０９条訴訟と独

１４）村上正博・山田健男「独占禁止法と差止・損害賠償（第２版）」（商事法務・２００５年）９５頁
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占禁止法２５条訴訟が併存した場合、後者は休止扱いにすることが多いとされている。）、

�公正取引委員会の審決では個別の被害者との関係で事実認定を行っているわけでは

ないので、個別の被害者と被害事実の関係の立証は必要になり、立証上のメリットが

乏しいこと、が挙げられている。

�２ 差止請求の問題点

差止請求制度は２００１年独占禁止法改正で導入されたが、差止が認められた事例は現

在までなく、実効性に疑問が持たれている。

その根拠としては、裁判所の独占禁止法に対する無理解といった根本的問題が大き

いが、現行制度が、対象行為を不公正な取引方法に絞って、私的独占や不当な取引制

限の差止を認めていないからではないか、差止請求を「著しい」損害がある場合に限

定しており、差止が認められる範囲を不当に制限しているからではないかなどの批判

がある。

第７ 被害救済に向けた独占禁止法・景品表示法・不正競争防止
法のあり方

１ 独占禁止法

�１ 行政処分

ア 違法収益を被害者に返還する制度の導入

現行の課徴金制度は、基本的には違法な利益を剥奪することをベースとした制度

である。しかし、現行の課徴金制度においては、徴収した課徴金は国庫に納入され、

被害者には配分されない。したがって、違反行為の抑止効果はあっても、被害救済

効果は乏しい。

そこで、違法収益を個別の被害者に返還する制度の導入を検討すべきである。具

体的な制度設計については、第４部で詳しく検討する。

イ 消費者庁設置後の独占禁止法違反事件への公正取引委員会の対応

公正取引委員会は、かつては談合・カルテル事件の摘発にばかり力を入れ、他の

類型の独占禁止法違反事件の摘発がおろそかになっているとの批判があった。近時

は、金利スワップ事件のような新しい問題について排除措置命令を下したり、２００９

年には、大手フランチャイズの優越的濫用事例にようやく重い腰を上げたりと、そ

の姿勢には変化が見られる。

消費者庁設立により景品表示法は消費者庁に全面移管されるが、独占禁止法プロ

パーの事件の管轄は今後も公正取引委員会の専属管轄となる。

独占禁止法違反事例については、個別の消費者に被害を還元することが困難であ

ること、優越的地位濫用型事案（金融商品押付販売・フランチャイズ等）のように

被害者が救済の声を上げにくいという事情があることから、行政が動かなければ被

害救済が図りにくい。独占禁止法違反事例については公正取引委員会は、今まで以

上に積極的姿勢を示し、被害の掘り起こしに努めるべきである。

�２ 民事手続の充実

ア 損害賠償請求
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独占禁止法違反行為に対して民事手続の典型である損害賠償請求を行う場合、大

きな壁となるのが損害の立証である。そこで、損害賠償請求を促進するために、損

害額の推定規定、損害の立証責任の転換規定等を検討する必要がある。また、違反

行為の抑止の観点から懲罰的損害賠償の導入も検討すべきである。

イ 差止請求

差止訴訟の停滞した状況を打破するためには、差止の対象を私的独占及び不公正

な取引方法にまで拡げ、して、要件面でも「著しい」損害の「著しい」の要件を外

し、請求を少しでも容易にするべきである。

ウ 集団訴訟

２００８年改正で、景品表示法については、適格消費者団体による差止訴訟が認めら

れたが、独占禁止法違反による被害主張を個別被害者がすることが困難である場合

が多いことに鑑みれば、適格消費者団体による差止訴訟を独占禁止法違反事件全般

に認めるべきである。

また、独占禁止法違反による被害が、広範囲の消費者に薄く広く及ぶ傾向がある

ことに鑑みれば、クラスアクションの導入も検討すべきである。

�３ 住民訴訟

談合行為等に対する住民訴訟については、�監査請求期間・監査対象の特定・原告

適格等の手続的ハードル、�談合行為の立証・損害の立証といった実体的ハードル、

また弁護士報酬の算定方法の争いもあり、停滞状況が続いていた。

しかし、監査期間徒過の正当理由を広く認める判例（最判平１４．９．１７判時１８０７号７２

頁）、違法行為の特定についても監査委員において特定が可能であれば足りるとする

判例（最判平１６．１１．２５判時１８７８号６５頁）等が出て判例レベルで状況は改善されつつあ

る。

また、ほとんどの認容判決が民訴２４８条を媒介に契約金額に対する損害を、談合摘

発前後の平均落札率の差を参考にして契約金額の５～１０％と把握する例が増えるなど

損害論の立証の壁も住民訴訟レベルでは取り払われつつある。弁護士報酬も、自治体

に回復された利益を基準とした算定が定着しつつある。消費者の参加という観点から

は住民訴訟も今後広く活用されるべきである。

２ 景品表示法

景品表示法は公正取引委員会から消費者庁に全面移管し、消費者庁に表示対策課が設

けられ、ここで特定商取引法、ＪＡＳ法等の表示規制を含めた一元的な表示規制がなさ

れる。表示規制の一元化は大きな進展であるが、景品表示法が消費者庁に移管すること

により、平成２０年改正法案との内容に含まれていた景品表示法違反行為に対する課徴金

の導入が棚上げになるなどの制度の停滞も生じている。

今後は、消費者庁による表示規制一元化を受けて、表示・勧誘に関する一般法の制定

し、�一般消費者による措置命令請求、�課徴金制度の導入、�違法収益分配制度の新

設等を検討し、表示規制の一元化のメリットを生かせるような制度を設計すべきである。

３ 不正競争防止法

不正競争防止法については、知的財産法の重要な一部であるという側面はあるが、産

地偽装に同法が活用されていることからも理解できるように消費者法として捉えること
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も可能である。

不正競争防止法を消費者法的観点から捉えるにあたっては、同法２条に列挙された行

為類型以外にも、不当な誇大広告・欺瞞的広告など消費者利益に関わるような不正競争

行為が考えられる。そこで、消費者利益の観点からの列挙類型の拡大や消費者利益の観

点から不正競争行為の一般条項を定めることなどが検討されるべきである。

また、同法の差止・損害賠償請求の主体が現行法では事業者のみであるが（同法３条・

４号）、主体を消費者団体等に拡大することも検討されるべきである。

第３部 各分野における消費者問題対策の到達点と課題

－ 358 －



第
１
部

第
２
部

第
３
部

第
４
部

第
５
部

資
料
編

資
料
編

第４部
被害救済制度の充実を



被害救済制度の充実を 目次

第１ 各分野のルールに適切な民事効果の付与による被害救済手段の充実 ……………３６３

１ 適切な民事効果付与の進展の必要性 …………………………………………………３６３

２ 契約の無効，取消制度の拡充 …………………………………………………………３６３

第２ 各種推定規定による実質的公平の実現 ………………………………………………３６４

１ 問題の所在 ………………………………………………………………………………３６４

２ 製造物責任法について〔第３部第３章４�２参照〕 …………………………………３６４

３ 欠陥住宅訴訟について〔第３部第４章第４、１参照〕 ……………………………３６４

４ 金融サービスについて〔第３部第７章第２参照〕 …………………………………３６５

第３ 証拠開示・ディスカバリーについて …………………………………………………３６５

１ 問題の所在 ………………………………………………………………………………３６５

２ 新制度の提言 ……………………………………………………………………………３６５

第４ 専門的知見の活用 ………………………………………………………………………３６６

１ 問題の所在 ………………………………………………………………………………３６６

２ 協力専門家の確保 ………………………………………………………………………３６６

３ 鑑定制度 …………………………………………………………………………………３６７

４ 専門委員 …………………………………………………………………………………３６８

第５ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ） ………………………………………………………３６８

１ 裁判外紛争解決手続の意義 ……………………………………………………………３６８

２ 裁判による紛争解決の問題点 …………………………………………………………３６８

３ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の長所 ………………………………………………３６９

４ 金融オンブズマンにみる試論 …………………………………………………………３７０

第６ 民事訴訟手続による集団的損害賠償制度（オプト・アウト訴訟） ………………３７１

１ 消費者被害に対する集団的な救済手段の必要性 ……………………………………３７１

２ 他の集団的被害救済との関係 …………………………………………………………３７１

３ 複合的な制度構築の必要性 ……………………………………………………………３７２

第７ 悪徳・悪質事業者（特に泡沫事業者）からの集団的被害救済 ……………………３７２

１ 緊急に違法な事業活動の停止と資産保全をするための手続の整備 ………………３７２

２ 違法収益はく奪訴訟手続の整備 ………………………………………………………３７４

３ 税金の還付 ………………………………………………………………………………３７４

第８ 懲罰的損害賠償について ………………………………………………………………３７５

１ 消費者被害訴訟全般における懲罰賠償導入の意義と必要性 ………………………３７５

２ 懲罰賠償の弊害・デメリットに関する従来の議論 …………………………………３７７

３ 具体的な導入方法の検討（要件論・効果論） ………………………………………３７８

第９ 人身被害における「損害」と「被害回復」 …………………………………………３７９

１ 人身被害における「損害」 ……………………………………………………………３７９

２ 人身被害における「被害回復」 ………………………………………………………３７９

第１０ 無過失損害補償制度について …………………………………………………………３７９

目 次



１ 問題の所在 ………………………………………………………………………………３７９

２ 新制度の提言 ……………………………………………………………………………３８０

第１１ 損害賠償請求手続の実効性の確保 ……………………………………………………３８０

１ 問題の状況 ………………………………………………………………………………３８０

２ 調査嘱託手続の実効性 …………………………………………………………………３８０

３ 弁護士会照会制度、財産開示手続の実効性 …………………………………………３８１

４ 民事執行制度の実効性に関する問題 …………………………………………………３８２

第１２ 過失相殺論 ………………………………………………………………………………３８３

１ 自己責任論を理由とする不当な過失相殺の克服 ……………………………………３８３

２ 金融サービス分野における過失相殺の問題 …………………………………………３８３

３ 商品の安全の分野における過失相殺の問題 …………………………………………３８４

目 次



被害救済制度の充実を

はじめに

消費者被害救済を阻害する要因としては、�消費者保護立法の不備、�消費者被害救済

制度の不備、�証拠の偏在を前提とした証拠収集の困難さ・立証責任の負担、�消費者被

害に対する裁判所の理解不足ないし誤解、等があり、これらを克服しなければならない。

第１ 各分野のルールに適切な民事効果の付与による被害救済手
段の充実

１ 適切な民事効果付与の進展の必要性

これまで見てきたように、昨今の法律改正や裁判例の集積により、消費者の権利を拡

大するための民事法上の効果を積極的に付与するような進展が見られる分野も見られる

ようになった。

しかし、これらの民事的な効果の付与は限定的な分野に限られており、適切な消費者

問題の解決のためには未だに十分なものとはなっておらず、今後も引き続き、これまで

に各分野で認められてきた取引ルールに適応した民事効果の付与制度の拡大が進められ

なければならない。

２ 契約の無効、取消制度の拡充

�１ まず充実を図るべきは、事業者との不適切な契約を消費者から解消できる制度、つ

まり消費者からの無効、取消の主張を容易にできる制度の拡充である。

たとえば、事業者の説明義務・情報提供義務の違反行為や断定的判断提供禁止、適

合性原則違反の勧誘に基づくような契約については、消費者側から無効若しくは取消

の主張を可能とすべきであり、金融サービス分野などでは、無許可営業の事業者によ

る契約の無効若しくは取消が認められるべきであろう。

また、事業者が新たに悪質な勧誘行為を考案し、時代、技術の進展に伴う取引状況

の変化により法的な規制が追いつかない状況を考えれば、不招請勧誘行為を含めた不

当勧誘行為による契約についても無効、取消制度が検討されなければならず、さらに、

一般条項として不当勧誘行為についての取消権も認められるべきである。

�２ 販売信用分野で検討したように、割賦販売法での店舗販売や倒産型被害への既払金

返還ルール、クレジット手数料やリース契約などについての規制拡大が図られるべき

である。

�３ さらに、電子ネット取引の進展に伴い、不当な契約約款の排除の必要性が高まり、

また、情報開示義務違反の責任やネットワークのシステム責任といった新たな民事責

任制度の創設が図られるべきである。
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第２ 各種推定規定による実質的公平の実現

１ 問題の所在

消費者被害発生における構造的要因、すなわち、証拠偏在と事業者・消費者との間の

情報力・交渉力等の格差による被害発生という構造は、司法的救済の場においても消費

者側の過重な立証負担という形で基本的にそのまま維持されている。このことは、民事

法自体が実体法・手続法のいずれにおいても近代市民法の枠組、すなわち、対等・均一

で確固とした意思と判断力をもった「合理的理性人」を前提としたルールであることに

由来するところが大きい。

この点、証明責任を負担する当事者は、当該事実につき裁判官の確信が形成されない

以上は、当該法律効果が認められないという不利益を受けるのが原則である。

しかしながら、かかる結果が社会的正義・衡平の観点から是認されない場合には、法

は�証明責任の転換、�推定などによって証明責任分配原則の修正を図っている。

特に法律上の推定について、立法者は、経験則、立証の難易、当事者間の公平などの

諸要素を総合的に考慮して様々な推定規定を設けているところである。しかるに、現代

法における「人間」像の転換論はもとより、実際の消費者の特性〔�事業者・消費者間

の格差～経済面だけでなく商品等に関する知識・情報・判断力を含む、�消費者の弱さ、

�負担転嫁能力の欠如〕、さらには各消費者被害類型毎の特性をも考慮しつつ、証拠と

の距離、立証の難易、事実の存在・不存在の蓋然性などの実質的要素をも考慮して、裁

判所においても各消費者法を目的論的に解釈適用を裁判所は行うべきであるが、さらに

一歩進んで事業者と消費者との実質的公平の回復手段として各種推定規定の活用とその

立法的提言を行う。

２ 製造物責任法について〔第３部第３章第４参照〕

�１ 欠陥の推定規定の導入

製造物が通常予想される方法により使用されたにもかかわらず、損害が生じた場合

において、その損害が通常生じうべき性質でないときには、その製造物に欠陥があっ

たものとの推定規定及び、製造物の欠陥は、製造者が当該製造物を流通においた当時

既に存在していたものと推定する規定を設ける。さらに、製造物の安全性に関する情

報を有するものは被害者からの請求に対し、正当な理由なくこれを開示しなければ、

当該製造物に欠陥があるものと認めることができる、として製造業者に情報開示を促

す規定を設ける。

�２ 因果関係の推定規定の導入

製造物に欠陥が存する場合において、その欠陥によって生じうべき損害と同一の損

害が発生したときは、その損害は、その製造物の欠陥によって生じたものと推定する

規定を設ける。

３ 欠陥住宅訴訟について〔第３部第４章第４、１参照〕

そもそも、欠陥住宅訴訟は消費者と専門事業者という非対等当事者間における専門家

責任の追及であるという本質に鑑みれば、消費者の立証責任を軽減し、欠陥・損害に関

する一定の主張・立証が為された場合、専門事業者側はその内容を否定できるだけの主

張・立証が為されない限り責任を免れないという司法審理・判断の枠組みが必要である。
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これによって初めて、実質的な当事者対等・手続的公平が確保されるというべきである。

４ 金融サービスについて〔第３部第７章第２参照〕

民事ルールである金融商品販売法では、勧誘に際しての説明義務違反行為や断定的判

断等が提供された場合、これにより顧客がその金融商品を購入して損害を被った場合に

は、業者はその損害を賠償しなければならないとされる（同法５条）。同条は、民法の

使用者責任を経由しない直接責任であり、かつ、故意過失の有無を問わない無過失責任

であり、さらに、損害額（＝支出額－受取額）と因果関係が推定されている（同６条）。

これは勧誘における業者の基本的注意義務の違反行為があると、定型的に顧客の自由か

つ自主的な意思決定が阻害されているのが通常であることに基づくものである。しかる

に、金融サービスにおける専門性、ハイリスク性に鑑みれば、適合性原則違反行為が不

法行為上違法となることを明示した最高裁判例（最判平１７・７・１４判時１９０９号３０頁）を

まつまでもなく、適合性原則違反に関しても、説明義務と密接不可分なものとして同様

の損害賠償責任規定を設けるか、少なくとも業者の基本的注意義務として適合性原則の

遵守について業者に立証責任を転換する等の法的整備が必要であろう。

第３ 証拠開示・ディスカバリーについて

１ 問題の所在

消費者訴訟は、典型的な証拠偏在型訴訟であり、訴訟の場における消費者の被害回復、

権利実現、真実発見に必要な証拠は、一方的に業者の側に偏在している。そして、この

ように偏在している証拠を、消費者の側において入手し、あるいは訴訟の場に提出させ

る手段は極めて限られている。そのため、消費者訴訟においては、最初から、消費者は、

圧倒的に不利な立場におかれている。

このような不利な状況を改善するため、１９９６年に民事訴訟法が改正され、文書提出命

令制度の改正や当事者照会の制度が設けられた。さらに、２００１年及び２００３年の民訴法改

正により、証拠収集制度が一定拡充された。しかしながら、これらの改正は、充実した

証拠収集制度実現のための第一歩に過ぎず、さらに、大幅な制度改善、アメリカのディ

スカバリーを参考とした新たな制度の導入が不可欠である。

２ 新制度の提言

�１ 文書提出命令制度の改善

ア 文書提出の一般義務の除外事由の証明責任は、現行法上は文書提出義務を主張す

る側にあるが、これを文書提出義務の相手方が証明責任を負うように改正すべきで

ある。

イ 一般義務の除外事由のうち、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」及

び「刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの

事件において押収されている文書」は、除外事由から削除すべきである。

ウ 文書特定の要件を大幅に緩和すべきである。

�２ 当事者照会制度の改善

ア 相手方が所持する文書の目録（文書の表示及び趣旨）を、当事者照会事項に含め

るように規定し、当事者が求めた場合、相手方は、所持する文書の目録を提出しな
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ければならないものとすべきである。

イ 当事者照会において、相手方に対し、当該照会事項に関するものであって主張又

は立証に必要な文書の写しの送付を求めることができるようにする必要がある。

ウ 相手方が回答を拒絶する場合、裁判所が関与し、回答するよう勧告できるように

する必要がある。

�３ デポジション（証言録取）の制度の新設

訴訟を提起した場合に、弁論期日が開かれるまでに一定の期間を設け、その間、相

手方本人や第三者につき、裁判所外において、宣誓の上、偽証罪の制裁の下、証言を

録取できるデポジション（証言録取）の制度をわが国においても導入すべきである。

デポジションの制度により、訴訟の早期の段階で当事者は重要な証拠を収集するこ

とができ、真実発見に資することになり、特に、典型的な証拠偏在型訴訟である消費

者訴訟においては、消費者の被害回復、権利実現に資するところ大である。

デポジションによる経済的、時間的な負担については、証人の人数を一定程度の制

限する等により弊害を除去することができる。

第４ 専門的知見の活用

１ 問題の所在

「製品の安全」が問題となる製造物責任訴訟や「住宅の安全」が問題となる欠陥住宅

訴訟においては、「欠陥」の有無、「製品事故起因性」、さらには補修費用等の「損害」

認定についても、技術的専門的知見が不可欠とされるケースが多い。

そして、そのことは、製品事故や欠陥住宅の被害者である消費者にとって、被害救済

を困難にする大きなハードルとなっている。

すなわち、医事紛争において、協力医の存在が不可欠であるのと同様に、原因究明や

調査に協力してくれる技術士や建築士などの専門家の助力が不可欠なのであるが、協力

医探しが困難であるのと同様に、協力専門家の確保が、まずもって課題となる。

また、提訴後の問題として、裁判に専門的知見を活用する手段としての「鑑定」や「専

門委員」制度の運用如何が問題となる。

２ 協力専門家の確保

�１ 欠陥住宅訴訟の場合

欠陥住宅に関する建築訴訟においては、建築士の協力が不可欠である。

建築士には、物件の規模等に応じた一級建築士、二級建築士、木造建築士という別

があり、また、専門分野として、意匠・構造・設備などがある。全国で、一級建築士

が２０～３０万人、二級建築士と木造建築士を合わせると１００万人に及ぶと言われている。

建築士法上の団体である建築士会の他、事務所単位での加入が義務づけられている

建築事務所協会、独立系の建築家協会などの諸団体があり、それぞれ相談窓口を設け

ているものの、必ずしも、真に消費者の立場に立って被害救済に協力してくれる建築

士を紹介するシステムとはなっていない。特に、地方の場合、狭い地元での業者との

関係が強いため、業者の責任を追及する消費者寄りの建築士を探すことは、困難な場

合が多い。
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�２ 製造物責任訴訟の場合

製品事故に起因する製造物責任訴訟において想定される協力専門家としては、技術

士が挙げられる。

しかし、技術士法上の団体である技術士会に登録している技術士は、全国で、１３，０００

人余りしかいない上、専門分野が多岐にわたっており、たとえば、技術士会内に設置

された部会の構成だけでも、「機械」、「船舶・海洋／航空・宇宙」、「電気電子」、「化

学」、「繊維」、「金属」、「資源工学」、「建設」、「上下水道」、「衛生工学」、「農業」、「森

林」、「水産」、「経営工学」、「情報工学」、「応用理学」、「生物工学」、「環境」、「原子力・

放射線」に細分化されているため、一定の分野での真の専門家の数は限られている。

まして、消費者の立場で、製品事故に関する調査・研究等を行っている技術士はほん

の一握りであり、相談窓口も不十分である。

３ 鑑定制度

�１ 問題の所在

協力専門家を確保できれば、その専門的知見による意見書（私的鑑定書）を立証手

段として、業者の責任を追及することになる。これに対して、被告たる業者側は、別

の専門家の協力を仰ぎ、消費者側専門家の意見を真っ向から否定する内容の意見書な

どを提出してくることが多い。無論、消費者側の意見書は、このような私的鑑定書の

撃ち合いを経てもなお、裁判所に勝訴の心証を与えるだけの意見書であることが望ま

しい。しかし、現実には、判断に迷った裁判所は、第三の選択として、裁判上の鑑定

を採用することが多い。

このような鑑定については、�鑑定人の選択、�鑑定事項の選択、�反論の機会の

確保、�鑑定費用の負担等の問題がある。

�２ 鑑定人の選択

一口に建築士や技術士と言っても専門分野ないし得意領域は様々であるから、専門

領域や研究テーマを含む資質については慎重に吟味する必要がある。たとえば、住宅

の地盤沈下に対して、メートル単位の等沈下も問題ない、という土木工学的知見を持

ち込むことは許されない。

建築士も技術士も、業界側に身を置いている以上、出身学校や過去の勤務先など、

何らかの形で当該業者と関係があるケースも多い。真の中立公正を求めるには、経歴

の確認も必要である。

�３ 鑑定事項の選択

鑑定事項を選択する際は、事故原因（発生部位と発生機序）の特定という具体的事

実の判断と欠陥の有無という法的評価を明確に区別しなければならない。また、欠陥

か否かの判断を求める場合は、鑑定人の経験に基づく恣意的主観的判断に陥らせない

ため、客観的な判断基準を提示すべきである。

�４ 反論の機会確保

鑑定結果については、当事者に十分に反論の機会を与え、かつ、鑑定人にこれに対

する十分な説明をさせるべきである。

現在、鑑定人が当事者からの鑑定人質問を受けることを嫌がるため、これに代えて

書面による質問をするという運用が支配的であるが、鑑定内容を当事者が十分に吟味
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するためには、即時的な質問が非常に効果的であるから、当事者が鑑定人質問を希望

した場合には、正当な理由がない限りこれを許可するべきである。

�５ 鑑定費用の負担

一般に、裁判上の鑑定には多額の鑑定費用を予納する必要がある。特に、訴額に照

らして不相当に高額な鑑定費用を要求されれば、事実上、鑑定を断念せざるを得ない

場合もある。したがって、被害者たる消費者側の負担を軽減すべく、裁判所は、被害

者の窮状を前提に積極的に訴訟救助を認めるべきである。

なお、鑑定は、裁判官の事実認定のために必要な経験則を補うものであり、適切な

裁判実現のために必要不可欠な公共的なものであることに鑑みると、立法論として鑑

定費用の公費負担も検討すべきである。

４ 専門委員

裁判所が「専門的な知見に基づく説明を聴くため」の手段として専門委員の制度があ

る。

本来、専門委員の説明は、「書面」または「期日において口頭で」させなければなら

ないが、専門委員の説明を実質的鑑定に転用する、いわば裁判官室における密室鑑定と

もいうべき脱法的運用が常態化しており、適正手続が全く確保されていない。

しかも、専門委員や調停委員は、いわば同業者に同情的・擁護的姿勢をとる傾向が多

いことから、被害救済の見地からは正に由々しき事態である。

したがって、かかる専門委員制度の脱法的運用は、厳に慎まれなければならない。

第５ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）

１ 裁判外紛争解決手続の意義

裁判外紛争解決手続とは、民事上の紛争について、裁判手続によらずに、示談あっせ

ん・調停・仲裁等によって解決する手続の総称であり、Alternative Dispute Resolution

の略語としてＡＤＲと呼ばれる。

２ 裁判による紛争解決の問題点

�１ 一般的な裁判手続の問題点

裁判手続による紛争解決については、以下のような問題点を指摘できよう。

ア 解決（判決）までに長期間を要する。

イ 代理人弁護士に委任せずに本人で訴訟行為を行うことが困難である。

ウ その結果、弁護士費用等も含めて考えると多額の費用を要する。

エ 事件の内容にもよるが、判決を出す際には、争いのある事実・事項について何ら

かの結論を示すことが前提となるため、一定の部分について白黒決着を付けるとい

う意味で、オール・オア・ナッシングの性格を大なり小なり持っている。

オ 訴訟上の真実と実体的真実が必ずしも一致するとは限らず（事実認定上の限界）、

また、一般的・普遍的な規範としての法の適用結果が当該具体的案件における妥当

な解決方法と必ずしも一致するとも限らない（法適用上の限界）ため、判決によっ

ても双方当事者の納得のいく結果になるとは限らず、現実の（社会的実体としての）

紛争解決に結びつかないことが多い。
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�２ 消費者被害における裁判手続の問題点

消費者被害では、以上のような問題点がより顕著な形で現れるとともに、それ以外

にも固有の問題点を指摘することができる。

ア 消費者被害は、情報量・交渉力・資力等の格差を利用して、それらの点で優位に

立つ事業者が、劣位に立たされる消費者を、いわば「食い物」にする被害であると

いう構図が特徴であるが、この構図は裁判手続においても同様に見られる。

すなわち、重大な消費者被害に遭った場合、経済的困窮等の問題から、解決（被

害回復）までに時間や費用を要すること自体が被害者をより苦境に立たせることに

繋がるため、裁判手続を採ることの障害となり、結果的に被害者に「泣き寝入り」

を余儀なくさせることがままある。

また、もともと計画的に消費者取引による違法収益を企図する事業者は、裁判手

続に備えて証拠資料となるべき文書を作成しているのが常であり（例えば、消費者

に一方的に不利な契約書、証券・先物取引における承諾書、不動産取引における重

要事項説明書等）、書証を重視する民事訴訟において、そもそも消費者は証拠上も

不利な立場に立たされる。

イ 消費者被害事件は、法規制の隙間（法の抜け道）を利用した悪徳商法等に典型的

に見られるように、法規制がどうしても後追いになりがちであり、本来的に厳格・

適正な法適用を行われる裁判手続においては、被害救済に限界がある。

ウ 消費者被害は、前述のとおり、情報量等の格差が消費者に被害をもたらす本質が

あるにもかかわらず、往々にして裁判官は、両当事者が対等の立場にあるというフ

ィクションを前提として判断するため、結果的に消費者が十分に救済されないこと

が多い。

特に裁判官が、根拠なきバランス感覚で「足して２で割る」ような解決が適正な

解決であると思い込んでいるように見られることも少なからずあり、それらの偏

見・予断は、例えば、金融商品取引被害等においてリスクある取引に入ったこと自

体を消費者側の過失と捉えて過失相殺を原則的に行う傾向や、欠陥住宅被害におい

て建替請求や解除による代金返還請求に対して居住利益（それまで当該住宅に居住

してきた賃料相当額等）を控除しようとする傾向などに見られ、被害救済を妨げて

いる。

エ 消費者被害は、極めて多岐にわたる分野において生じているが、繰り返し述べて

いるとおり、本質的に当該領域について情報格差が存在することが前提となってい

るがゆえに、一般市民にとって容易に理解できない構造が存在し、その意味では、

消費者被害事件は常に「専門的知見を要する事件」ということができる。

医療紛争や建築紛争については専門訴訟であると広く理解されているであろうが、

消費者被害事件一般について、消費者が食い物にされている構造を正確に理解しな

ければ、適正な解決が図られるべくもないが、事件の大量処理に追われる裁判官が

そこまで消費者被害の実態を深く理解できているか極めて疑わしい。

３ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の長所

�１ 裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の一般的な長所

上記の裁判手続の問題点と比較すると、裁判外紛争解決手続については、以下のよ
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うな長所があると言えよう。

ア 解決までに比較的短期間で済む。

イ 代理人弁護士に委任せずに本人で手続を行うことも可能である。

ウ 一般的に、費用をさほどかけずに行える。

エ 解決の前提として争いのある事実・事項に白黒決着を付ける必要性が必ずしもな

いため、事案に即した中間的解決を図ることもできる。

オ 厳格な事実認定や法適用を前提とせず、当事者の紛争解決能力に期待して、双方

当事者の互譲によって納得のいく結論を探る手続であるため、現実の（社会的実体

としての）紛争解決に結びつけることができる。

�２ 消費者被害事件における裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）の長所

ア 消費者被害事件の被害者にとって、ＡＤＲ手続を採ることは訴訟提起をするより

もハードルが低いため、「泣き寝入り」をせずに済む。

イ 新手の悪徳商法等といった多様な消費者被害事件にも柔軟に対応することができ、

裁判手続では被害救済が難しい事案でも、一定の救済ができる余地がある。

ウ 分野・領域ごとに専門特化したＡＤＲを設けることで、当該分野に造詣の深い紛

争処理委員等が事件の本質に迫ることも可能であり、専門的知見に基づき、より適

正な解決が期待できる。

エ 制度設計次第で消費者保護的な手続を設けることも可能であるため、被害救済に

結びつけやすい。例えば、情報格差を前提に立証責任を転換する等したり、交通事

故紛争解決センターのような片面的拘束力を事業者側に生じさせる等、消費者に対

して後見的な立場からの制度設計も可能である。

４ 金融オンブズマンにみる試論

�１ 英国にみる金融ＡＤＲ

英国においては、２０００年金融サービス・市場法により、金融取引の実体法が横断化・

包括化されるとともに、金融ＡＤＲも金融オンブズマン・サービス（Financial Om-

budsman Service）に統合された。英国においては、消費者の金融トラブルが裁判に

なることは少なく、ＦＯＳが活用されている。

�２ わが国の現状

これに対して、わが国の金融取引は、業法が分野ごとの縦割り構造であるうえ、Ａ

ＤＲも業界ごとの縦割りである。２００９年６月１７日成立の改正金融商品取引法は、金融

業者に内閣総理大臣の指定を受けた紛争解決機関（指定ＡＤＲ）との手続実施基本契

約の締結を義務付け、指定ＡＤＲにおいては紛争解決業務に関する業務規定を定めな

ければならないこととして、手続きの公正さを確保しようというものである。むろん、

この制度は業界横断的なＡＤＲの創設を拒むものではない。実際、日本証券業協会、

金融先物取引業協会など関係５団体は、上記改正法の施行前に、ＮＰＯ法人「証券・

金融商品あっせん相談センター」を設立して包括化することを決めている。しかし、

それでも銀行、保険、商品先物など、業界ごとにＡＤＲがある状態には解消されない

ので、依然として縦割りである。

ＡＤＲが縦割りになっている背景には、業法の縦割りの問題がある。英国のように、

実体法が包括化し、それに伴って紛争解決制度も包括化されるのが望ましい姿である。
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業法が縦割りのままということは、ＡＤＲや自主規制機関を根拠付ける実体法が縦割

りであることを意味する。そうした構造では、ＡＤＲだけ包括化することには無理が

ある。

もっとも、ＡＤＲを紛争解決だけと割り切る場合は別である。しかし、本来、自主

規制機関には、ＡＤＲで生じている消費者被害の問題を分析し、勧誘・取引ルールが

整備されていないことに起因して被害が生じている場合には、自ら速やかにルール整

備を行い、被害防止に努めるべき責務がある。そのような観点からすれば、単に横断

的ＡＤＲを創設して個別紛争を解決すれば足りるということにはならない。例えば、

調停などは今でも横断的ＡＤＲである。しかし、調停などにはない役割を担うのが自

主規制機関のＡＤＲであり、そこでは紛争の迅速な解決と消費者被害の予防がいわば

車の両輪となるのである。そのような機能をもった自主規制機関と金融ＡＤＲを、わ

が国において早期に実現すべきである。

第６ 民事訴訟手続による集団的損害賠償制度（オプト・アウト訴訟）

１ 消費者被害に対する集団的な救済手段の必要性

第３部第５章「消費者契約法に関する基調報告」第４の３及び４で指摘したように、

比較的低額な被害が多く、消費者側に情報力や交渉力が不足している消費者被害を民事

訴訟の枠組みの中で実効的に救済するためには、訴えの提起や訴訟委任、「選定」とい

った各当事者の「積極的な行為」が無くとも、一定の範囲の者を全て当事者として集団

的・統一的に審理・救済の対象としうるような新しい枠組み（オプト・アウト方式）が

構築されなければならないと考えられる（注、個別被害者の権利を何らかの形で糾合し

て請求するという集合訴訟型制度としては、�個別権利者の授権ないし届出等を要しな

いオプト・アウト方式〔例えばアメリカのクラス・アクション、パレンス・パトリー訴

訟、カナダのクラス・アクション、オーストラリアの代表訴訟等〕がある。これに対し

�個別権利者の授権ないし届出等を要するのがオプト・イン方式〔例えばドイツの法的

サービス法による集束的請求、フランスの共同代位訴権、オーストリアの代表訴訟、ス

ウェーデンの集団訴訟手続〕である）。

２ 他の集団的被害救済との関係

�１ オプト・アウト方式による集団的被害救済のための民事訴訟の枠組み（以下「オプ

トアウト訴訟」）がどのようにあるべきかについては、上述第３部第５章に譲ること

として、ここではオプトアウト訴訟が、他の被害救済制度ないし違法収益剥奪制度と

どのような関係に立つものであるのかを整理しておきたい。

オプトアウト訴訟は、被害者個々が事業者に対して有する損害賠償請求権等を基礎

とするものであり、この意味で被害者が有する請求権とは無関係に事業者の違法収益

剥奪を図ろうとする課徴金制度や利益剥奪請求訴訟とは根本的に異なる制度というこ

とができる。

�２ もっとも、このことは、両制度が二者択一的であるということを意味するものでは

なく、両者が互いに矛盾せず両立しうる制度であるということを意味するものである。

もちろん、事業者から違法収益を剥奪した後に被害者への金銭配分を行うような場合

被害救済制度の充実を

－ 371 －



においては両制度が交錯することになるので、何らかの調整を行うことは不可避では

あるが、被害回復給付金支給制度における調整規定（犯罪被害財産等による被害回復

給付金の支給に関する法律２９条）と同様に取り扱えば足りものと考えられ、両制度を

両立させることは十分可能と考える。

�３ 懲罰賠償との関係でいえば、懲罰賠償は実体法レベルの議論であるから、オプトア

ウト訴訟とは当然に両立しうるものである。もっとも、この点に関しては、アメリカ

合衆国におけるクラスアクション訴訟における実情を踏まえ、オプトアウト訴訟と懲

罰賠償が複合することにより濫用的事例を招く可能性も指摘されるところであるが、

現在日弁連が提案している訴訟提起主体を適格消費者団体に限るという制度を前提と

すれば、そのような危惧は杞憂であろう。

３ 複合的な制度構築の必要性

�１ オプトアウト訴訟は、個々の被害者の被害回復に直結するというメリットもあるが、

その一方で民事訴訟を通じた手続であることから解決に時間を要するため事業者の資

産散逸が危惧されるような事案には対応しきれないという問題もある。

�２ 違法収益剥奪制度も含め現在議論されている集団的被害救済のための様々な手法に

は、それぞれ長所と短所があり、すべての消費者被害について万能的に対応できる制

度というものは存在しない。この意味において、消費者被害の実効的な救済制度を確

立するためには、様々な手法を複合的に組み合わせることが必要不可欠であるといえ

よう。

第７ 悪徳・悪質事業者（特に泡沫事業者）からの集団的被害救済

１ 緊急に違法な事業活動の停止と資産保全をするための手続の整備

�１ 悪徳・悪質事業者、特に金融商品分野における泡沫悪徳事業者（マルチ商法型出資

勧誘、海外先物取引、オプション、ロコ・ロンドン金取引、未公開株等）による集団

詐欺被害の救済を実効的に行うためには、一刻も早く悪徳・悪質事業者の違法な事業

活動を停止させ、その資産を保全することが不可欠である。

このような悪徳事業者は、早期の段階では、消費生活センターのあっせんが入った

り、被害者が依頼をした弁護士から被害回復を請求されたりした場合には、社会問題

化して事業に支障が生じることを恐れるなどして、一定の返還に応じることも少なく

ないが、その返還原資は他の被害者が騙し取られた被害財産にほかならない。ところ

が、個別の被害者または弁護士の立場では、どうしても全体的な救済よりは個別の解

決を優先することになるから、早い者勝ち的な解決を目指さざるを得ない。そして、

悪徳事業者は、このように被害者に一定の返還をする和解をするなどして問題発覚を

遅らせながら、次々と新たな被害者を生みながら、被害者らから集めた資金を費消し

たり、海外等へ移転させたりして、財産を散逸させ、いずれ破綻する結果になる。

そこで、悪徳事業者の新たな被害者が生じないようにし、全ての被害者を平等に救

済するためには、一刻も早く悪徳事業者の違法な事業を停止させ、資産を保全する必

要がある。

�２ これまで我が国では、被害対策弁護団が被害救済活動を担ってきた。すなわち、被
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害対策弁護団は、全国各地の有志の消費者弁護士（その多くは全国各地の単位会の消

費者問題対策委員会の委員らである。）が低廉な弁護士費用で、１１０番を実施するなど

して被害者を掘り起こし、保全のための担保を出し合い、また、被害救済のための情

報等を交換して集団訴訟を提起するなどしてきた。悪徳事業者の資産を保全する手段

として、現行法の下では、民事保全の利用が考えられるが、その経済力や情報力、調

査能力には限界があるため、現実には、�保全のための高額の担保を用意することや、

�保全可能な資産を突き止めることができない場合が多く、早期に資産保全を遂げる

ことが非常に困難である。また、どうしても被害対策弁護団が結成されるのは、多数

の被害が顕在化し、悪徳事業者が破綻したり、強制捜査の対象になったりするなど社

会問題になってからになりがちであり、そのころには時機を逸してしまっており、そ

のころには、債権者破産申立てくらいしか選択肢が残っていないことが少なくない。

�３ 上述した現在検討中の損害賠償等消費者団体訴訟制度などオプトアウト訴訟型であ

っても、判決を得るまで時間を要することから、既に述べたとおり、悪徳事業者のよ

うに資産の散逸が危惧される事案には適していない。適格消費者団体が民事保全を利

用する場合の限界については、被害対策弁護団について述べたことがそのまま妥当す

る。

悪徳事業者の違法な事業活動が詐欺罪などを構成する場合、そのような犯罪行為に

よって被害者から得た財産は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法

律１３条１項、３項の要件を満たせば、これを没収し、必要があれば、起訴前に没収保

全をすることもできる（同法２３条）。しかし、犯罪収益の没収は、例えば詐欺罪の場

合、立件された被害の範囲内でしか、没収することができないところ、一般には、数

千人に対し数十億円以上の被害がある事案でも、捜査資源に限りがあり、あるいは、

立証が堅い事案に厳選するなどの事情から、せいぜい十数名に対する数千万円の起訴

にとどまることが少なくない。このような場合には、刑事手続により被害財産を没収

保全し、没収の有罪判決を目指すとしても、これにより保全できるのは数千万円の資

産の範囲内にとどまり、その後に犯罪被害財産による被害回復給付金の支給手続が開

始されたとしても、被害者全員に対する十分な被害救済は望めないのである。

�４ 以上のとおり、現行法制下では、緊急に悪徳事業者の違法な事業活動を停止して、

その資産を保全するための手続が不十分であるため、被害救済が不十分で、悪徳事業

者のやり得を許しており、その結果、次から次へと泡沫悪徳事業者が現れて、集団的

詐欺被害が繰り返されてしまっている。そのような現状を改めるには、消費者庁設置

関連三法の附則第６項において、「政府は、消費者庁関連３法の施行後３年を目途と

して、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を

生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について、検討

を加え、必要な措置を講ずるものとする。」と定めているとおり、「加害者の財産の隠

匿又は散逸の防止に関する制度」の立法化を急ぐべきである。

この点、消費者庁が、パイオネットを通じて全国各地の自治体の消費生活相談セン

ターなどから得た情報に基づき、悪徳事業者に関する被害のトレンドを早期の段階で

キャッチし、他の行政官庁や捜査機関との連携・情報交換を積極的に行って、一刻も

早く悪徳事業者に対する行政処分を行うとともに、適正手続のもとで、違法な事業活
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動の停止と資産の保全を迅速に行う権限を付与することを検討すべきである。そして、

例えば、確信犯的な悪徳事業者については、被害者からの入金と同時に口座の現金を

移動させて財産を隠匿するといった実態が認められるので、資産の保全を的確に遂げ

るためには、消費者庁が事業者の違法な事業活動やこれにより獲得した資金の移動状

況を調査することができるよう、消費者庁に対し、金融機関等の団体への調査照会権

限を付与し、税務当局や捜査機関に対し情報の提供を求めることができる権限を付与

するほか、厳格な要件のもと、悪徳事業者への立入調査権限を付与することも検討す

べきである。

�５ さらに、このようにして資産を保全された悪徳事業者は、最終的には、破産手続に

より整理するよりほかない場合が少なくないと思われるが、確信的な悪徳事業者が自

己破産の申立てをすることは希であり、一部の被害者が債権者の立場で破産申立てを

するにも、高額の予納金等を準備したり、労力を費やしたりするのも困難であるから、

消費者庁に悪徳事業者の破産申立権を付与する特例の立法も検討すべきである（この

点、行政機関に申立権を付与することは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法

律において監督庁に申立権が付与されており、法制上の前例はあるので不可能ではな

い。）。

２ 違法収益はく奪訴訟手続の整備

�１ 既に述べたとおり、悪徳事業者に対しては、一刻も早く違法な事業活動を停止させ、

資産を保全して、破産手続に導くことが有効であると考えられるが、場合によっては、

支払不能等の破産手続開始要件を伴わない場合も考えられ、端的に悪徳事業者の違法

収益をはく奪する手続の整備を検討すべきである。この点、伝統的には、被害者の加

害者に対する損害賠償請求は、違法行為を抑止する機能を併せもったとしても、あく

までも損害の填補を目的とするものと考えられていることからも、オプトアウト訴訟

などの集団的損害賠償訴訟手続にそのまま違法収益はく奪の目的を担わせることは困

難である。

�２ 悪徳事業者から違法収益をはく奪して公正な市場を確立することは、ルールを守っ

て事業活動を行っている善良な事業者を保護することにも資するのであり、消費者に

とっても、被害救済にとどまらず、安心して市場に参加することができるようになる

のであるから、国民経済に大きく資するものということができる。このように消費者

が安心して参加することができる公正な市場の前提条件の一つとして悪徳事業者から

違法収益をはく奪して、二度と同じような悪徳事業者として市場に参加することがで

きないようにする必要があるが、このような条件整備は、国が果たすべき責務だと考

えられる。このような国の責務を果たす方策の一つとして、消費者庁が、適正手続の

もとで、悪徳事業者の違法収益をはく奪して、被害者に分配する制度の導入を検討す

べきである（例えば、アメリカの連邦公正取引委員会（ＦＴＣ）が、連邦裁判所に対

し、ＦＴＣ法５条、１３条ｂ項に基づいて、不公正または欺瞞的な行為を行って消費者

被害を及ぼした事業者について、disgorgement（違法利得の引き渡し）と restitution

（被害者への返還）を求める訴訟を提起している。）。

３ 税金の還付

悪徳事業者の集団的詐欺被害では、税務当局が被害者よりも優先して悪徳事業者の資

第４部 被害救済制度の充実を

－ 374 －



産から滞納税金を回収してしまい、その結果、被害回復がごくわずかにとどまることが

少なくない。しかし、悪徳事業者の資産は、もっぱら被害財産によって構成されている

場合が多いが、そのような場合にまで、被害者の救済を差し置いて、税金の回収を優先

させることは、国民感情にもそぐわない。また、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規

制等に関する法律１３条が、原則として、犯罪被害財産に対する没収・追徴をすることが

できないものとして、被害回復を優先させていることとの整合性を確保する観点からも、

税務当局が滞納税金の回収を控えて被害回復を優先し、さらには、回収済みの税金を還

付して、被害者らへ分配することができるような立法を検討すべき時期が来ている。

第８ 懲罰的損害賠償について＊１

１ 消費者被害訴訟全般における懲罰賠償導入の意義と必要性

�１ 懲罰的損害賠償制度（punitive damages）の導入については、日弁連が消費者庁を

提唱した１９８９年９月の松江人権大会をもとに作成した「消費者に武器を！！消費者主

権の確立をめざして」（１９９１年４月２０日 日弁連消費者問題対策委員会）５２頁におい

て、＜十分な賠償制度＞として「アメリカにおける懲罰的３倍賠償制度のように、事

業者に対する制裁及び被害者に対する慰謝料をも考慮した実際の損害を超える多額の

損害賠償制度も検討されるべきです。」として既に提唱されていたものである。

さらに日弁連は、２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基本法改正

についての意見書」２２頁においても、「事業者側に故意、重過失、証拠隠し、リコー

ル隠し等がある悪質な場合には、実損害額の３倍程度を限度とする懲罰的損害賠償（労

働基準法の付加金の制度や日弁連の製造物責任法要綱参照）を命ずることができるよ

う法改正すべきである。」としているところである。

そして、本報告書においても、製品安全の分野に関しては、第３部第３章「製品の

安全」「５ 民事訴訟法の問題点」「�３懲罰賠償制度の導入の可否」において言及して

いるが、ここでは間口を広げて消費者被害訴訟全般につき、立法論レベルとしての懲

罰的損害賠償（懲罰賠償）制度の導入を巡る問題点について整理・検討したい。

�２ 懲罰賠償は、通常、故意または重大な過失（後記のとおり主観的要件については国

や地域により帰一していない）により社会的非難に値する行為を行って重大な損害を

発生させた者及びその行為に対して本来の現実に発生した損害を回復するための賠償

範囲（補償的賠償）を超えて、懲罰的賠償義務を課し、将来的な同様の違法行為を抑

止しようとするものである。従って、その本質的要素は、�違法事業者に対する制裁、

�将来に向けた同種被害の再発防止の２点である等と説明されるのが一般的である。

�３ しかし、わが国における消費者被害の頻発という実態に照らした場合、この分野に
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対して懲罰賠償の制度を導入する中心的意義は、何よりも後者の将来的な同種違法行

為の再発防止にあると考えられる。ここで言う再発防止とは、違法行為を行った当該

事業者そのものの再発防止という特別予防と、同一分野で操業を行っている同業他社

に対する一般予防との両方を含む。かかる観点からすると、上記製品事故部分におい

ても述べられているとおり、規制緩和による事前規制から事後規制への流れの中、事

前規制を緩和した以上は、制度バランスの問題として民事裁判を通じた事後規制は強

化されて行かなければならないところ、現実的には、消費者被害分野については事後

の個別的な民事賠償を通じた被害回復は、将来的な同種違法行為の抑止力としては極

めて限定的な機能しか果たし得ていない。

�４ その理由は、�民事裁判を通じた紛争解決を嫌う国民一般の意識から、悪質な消費

者被害であっても泣き寝入りの実態が多いこと、�事業者・消費者間の証拠偏在・情

報量格差にも拘わらず、被害者側の情報収集手段が極めて限られている現状（特に製

品事故・食品事故・薬害等の高度技術の産物による被害の場合）、�民事裁判に持ち

込まれた場合であっても、裁判所は損害評価について謙抑的であるばかりでなく（例

えば、財産的被害について慰謝料を認めない等）、特に取引的不法行為については不

合理に高率な過失相殺が課される場合が多いこと、�現行制度の枠組みの中で制裁的

慰謝料等の考え方もあるが、上記製品事故部分において紹介されている幾つかの判決

中にも顕れているとおり、裁判所全体の意識としても、民事裁判の目的は現実損害の

回復に限定されていて、制裁や将来の同種被害の抑止はそもそも制度目的に含まれな

い、との理解が一般的であるために相当程度の悪質事案にあっても違法行為抑止の観

点から損害額上乗せが行われることは極めて稀であること等である。かかる民事裁判

の現状の下においては、悪質な違法行為により消費者被害を発生させた事業者が存在

しても、民事裁判を起こしてくる被害者はごく一部、立証手段の脆弱性から違法性と

因果関係が認められる比率は低く、認定される損害額も極めて謙抑的ということであ

れば、民事裁判による責任追及はかかる違反事業者にとってサンクションにならず、

将来的違法行為抑止のためのインセンティブを付与する機能を持ち得ない、というこ

とになりがちだからである。

�５ このような実情の中で、事後的規制である民事裁判に事業者の違法行為による消費

者被害発生・拡大抑止の機能を期待するためには、正面から制度としての懲罰賠償の

導入を立法論として検討するしかないと考えられる。懲罰賠償の導入に関しては、次

に述べるとおり、長年の制度運用実績を持つ諸外国においても、その安易な適用によ

る弊害や副作用、デメリットについて様々な批判もある。しかし、それらの指摘され

ている弊害は、その内容を見る限りではいずれも解決可能な技術的問題に過ぎず、制

度導入に際し要件・効果、審理手続等の側面においてしかるべき合理的な限定を課す

ることによって幾らでも回避可能な事柄に過ぎない。

�６ 更に言えば、懲罰賠償の制度を導入したからと言って、違反事業者に対して常にこ

れを課さなければならないものでもなく、むしろ懲罰賠償の存在自体の威嚇による再

発防止と事業者側におけるコンプライアンス促進の方が重要である。また、個別事案

における副次的効果としては、判決まで至った場合には本来の填補賠償以外に懲罰賠

償を課される可能性があることによる速やかな和解成立の誘引となって早期被害救済
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が図られるという効果が期待出来るという限度で個別救済にも資するものである。

２ 懲罰賠償の弊害・デメリットに関する従来の議論

�１ 懲罰賠償制度の運用実績について長い歴史を有する英米法系の諸国においては、同

制度は同種被害の再発防止と事業者のコンプライアンス促進に資する制度として積極

的に評価される一方で、以下のとおり様々な観点からの弊害、問題点も多数指摘され

ている。

�２ 第１に、何よりも懲罰賠償の金額の恣意的で無制限な拡大と、予測困難性、更にこ

れに伴う経済活動への萎縮効果や開発意欲の減退、訴訟リスクの対策費用の高額化（弁

護士費用・損害保険料等）の不合理等が指摘される。確かに、特に米国における運用

実績等を見ると、高額事例として、�古くは、１９７８年のフォード・ピント車事件で１

人の人身被害についてフォード社に１億２０００万ドルの懲罰賠償を課した評決例、�比

較的最近のものでは２０００年のマイアミ煙草訴訟における１４４０億ドルの懲罰賠償評決

等々があり、日本的な感覚からすると些か常軌を逸しているように見える。しかし、

このような極端な高額事例は米国においてもごく僅かであり、また、これらは米国に

おける陪審制の下、陪審員が陪審の評決に違反事業者に対するメッセージ性を持たせ

ることを意図する場合に高額の懲罰賠償の評決が下される場合が多いと指摘されてい

る。翻って見るにわが国においてはそもそも民事陪審の導入は議論さえも行われてお

らず、損害評価は職業裁判官に独占的に委ねられているばかりか、その裁判所の基本

的な感覚は前記のとおり補償的賠償の範囲においてさえも極めて謙抑的である。そし

て、予測可能性という問題については、要件・効果について厳密な絞りをかけ、懲罰

賠償の額に上限を設けることによって解決される問題である。現に、米国においても、

州法のレベルでは、補償的賠償額の２～３倍を懲罰賠償額の上限と設定することによ

り対応している。少なくとも、民事陪審の制度を採用していないわが国の民事訴訟制

度の下においては、杞憂であろう。

�３ 第２に、偶々訴訟を提起して懲罰賠償を求めた一部被害者が棚ぼた的に過大な利益

を得ることにより、同種被害者間の不平等が発生する、との不合理を指摘する批判も

ある。しかし、消費者被害分野に懲罰賠償を導入する意義は、上記のとおり将来的な

同種違法行為の抑止であり、その結果として提訴者が偶々利益を得るとしても、それ

は反射的利益に過ぎないから不合理とまでは言えない。そして、それでもなお実質的

不平等の回避が必要であるということであれば、幾つかの方策も考えられる。�補償

的賠償額を超える懲罰賠償については一種の課徴金的な位置付けで国庫に入れること、

あるいは�懲罰賠償を求めることが出来る主体を適格消費者団体による損害賠償請求

訴訟、父権訴訟、クラスアクション等の公益性の高い集団的な被害救済に限定するこ

と等の考え方がある。

�４ 第３に、原告側による懲罰賠償の濫用的行使（請求金額と頻度の両面において）、

更に富める者の狙い打ち、つまり資金力が豊富と目される事業者ばかりが懲罰賠償の

標的にされるとの弊害を指摘する報告もある。しかし、このような濫用的行使に関し

ては、後記のとおり主観的要件や懲罰賠償が適用されるケースについて厳密な絞りを

かければ回避可能な事柄と考えられる。

�５ 第４に、法制度全体の統一性、つまり補償的賠償を旨とするわが国の法体系の下、
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消費者被害分野だけに懲罰賠償を導入することは、法体系の統一性を乱すという批判

が想定される。しかし、そもそも懲罰賠償は、その導入が与える影響から考えて民事

訴訟全体に対して最初から一般的導入を検討することの方がむしろ乱暴な議論であり、

違法行為の頻発と悪質性、被害実態の酷さ、被害者救済の必要性が高い分野について、

その分野特性を考慮しつつ要件・効果を検討し、個別法令により導入を進めていくこ

とが要請される。消費者被害全般、とりわけその中でも、製品事故、薬害、食品事故

等による人身被害、更に悪質性の高い集団的投資詐欺被害のようなケースについては

真っ先に導入を検討する必要があるケースの適例である。そして、不法行為による損

害賠償について補償的賠償だけに請求が限定されるということは理論的必然性がある

ことではなく、現行法令がそのように定めているからということに過ぎないのであっ

て、法令改正によって懲罰賠償の請求が是とされるのならば、そこには何も理論的な

障害は存在しない。

３ 具体的な導入方法の検討（要件論・効果論）

�１ 懲罰賠償の適用要件に係る問題点としては、下記の事項が考えられる。

ア 違反事業者の主観的要件。故意行為に限定するか、重過失まで含めるか。単純な

軽過失で懲罰賠償を認めることはおそらく過重な責任となる場合が多くなって制度

としてのバランスを欠き、他方、故意行為だけに限定することは、立証のハードル

が高くなり過ぎて、将来の違法行為を抑止するという機能を果たし得ない懸念があ

る。

イ 違法行為の悪質性、社会的非難可能性、刑事処罰の有無、社会的影響等。

ウ 人身的被害に限定するか、財産的被害を含むか。

エ 損害の重大性や被害の悲惨さ、被害規模（人数や地域的広がり）等。

�２ 懲罰賠償の効果に係る問題点としては、下記の事項が考えられる。

ア 懲罰賠償の上限をどの程度とするか。

イ 懲罰賠償額を一律の固定割合とするか、ケースにより裁判所の裁量的判断を認め

るか。

ウ 一定の裁量を認めるとした場合、加害事業者の資力や操業への影響を考慮するか

否か。

エ 懲罰賠償額の取得者は、訴訟当事者となった被害者自身で良いか。他の同種被害

者の救済に充てることが考えられるか。それとも国庫や消費者基金等の公的団体に

帰属させることも考えられるか。

オ 条件による懲罰賠償額加重の可能性を認めるか。例えば、同種の違法行為を再度

繰り返した場合、違法行為と被害が発覚した後の事業者の対応、事故情報の秘匿や

長期放置、明らかに不誠実な示談交渉・訴訟対応、結論が明白である訴訟引き延ば

し、早期和解に応じない、立証妨害・証拠隠し等。

カ 訴訟費用との関係。目的の公益性から印紙不要とすること、他方、米国の懲罰賠

償における弊害として指摘されている、弁護士による利益追求のための濫用的な賭

博的訴訟・狩猟的訴訟を排除するために、通常、不法行為による損害賠償請求の際

に認められる１割の弁護士費用を認めないとすると共に、現実の弁護士費用として

も懲罰賠償部分については弁護士報酬の算定基礎としてはならないこととする等。
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キ 損害保険との関係。米国の幾つかの州法において見られるように、明文法規によ

り懲罰賠償については付保を認めないこととすることが考えられる。何故なら、損

害保険により填補されるのであれば、懲罰賠償による本来の将来違法行為抑止的機

能を果たし得ない一方で、訴訟リスクの増大により保険料も無益に高額化する結果、

商品価格に跳ね返り、一般消費者の不利益を招きかねないからである。

第９ 人身被害における「損害」と「被害回復」

１ 人身被害における「損害」

�１ 本章のテーマである「被害救済手段の充実」は、主として損害賠償という財産的手

段による被害回復を中心として論じたものである。しかし、もちろん違法な行為によ

って発生する被害は財産的被害だけではなく製品事故・薬害・食品事故等による人身

被害もあり、その場合に「損害」とは、本来は到底、金銭による賠償だけで償われる

ものではあり得ないという点は、被害回復を語る場合には銘記されなければならない。

�２ 被害者の生命を失ったことによる本人はもとより、夫を亡くした妻、父親を亡くし

た子、子を亡くした両親等の遺族らの思いは、本当であれば、失われた故人の生命を

戻して欲しい、金など要らないという原状回復こそが本意である。これら事故の結果

として重度後遺障害を一生涯に亘って背負うこととなった被害者本人の思いもこれに

準ずるのであり、金など要らないから自分の身体を元に戻して欲しいということが本

来の気持ちであるはずである。

�３ しかし、そのようなことは幾らお金を積んでも不可能なことであるから、やむを得

ない代替手段として、裁判手続を通じた金銭賠償による被害回復を以て一応の慰藉が

為されたと擬制しているに過ぎないものである。従って、このような金銭賠償による

被害回復には大きな埋められない限界があり、加害事業者から高額の賠償金を剥奪す

れば事足れりとすることはできない。

２ 人身被害における「被害回復」

�１ このような人身被害における被害の実態、被害者本人の思いに照らすと、その場合

の「被害回復」のための民事裁判には、単なる金銭賠償とは異なる配慮が必須となっ

てくる。

�２ 重要な視点としては、�責任の明確化と謝罪、�被害者に対する恒久的対策、�被

害発生に至る真相究明と再発防止の３点である（第３部「第２章 医薬品の安全」「第

３ 被害と救済」参照。同様の視点は他の人身被害のケースについても等しく妥当す

る）。

第１０ 無過失損害補償制度について

１ 問題の所在

わが国の民法は、近代市民法思想に基づき、他人に損害を生じさせても故意・過失な

き限り損害賠償責任を負わなくてもよいという過失責任主義を前提とする。もっとも、

過失責任主義が妥当するのは対等な私人間を前提にしたものであり、高度に発展しかつ
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複雑化した現代社会においては、報償責任主義や危険責任主義の採用による実質的公平

の実現にも限界があるため、無過失責任主義による立法例が順次採用されているところ

である。そして、証拠偏在と事業者と消費者との情報力・交渉力等の格差による被害発

生という構造的要因に端を発する消費者被害救済の場面にあっても、無過失責任主義の

趣旨を採用した損害補償制度、あるいは被害者の立証負担を最低限にした補償制度のよ

うな枠組みの拡大が必要である。

２ 新制度の提言

例えば、医薬品・医療機器については、既に独立行政法人である「医薬品・医療機器

総合機構」が、製薬会社等が注意義務を尽くしても不可避的に発生してしまう健康被害

については、被害者からの申請により給付金を交付する制度を設けている（なお、医薬

品被害につき第３部第２章第３の副作用被害救済制度参照）。

このような被害救済の枠をより多くの分野に広げることによって、近時のこんにゃく

ゼリー、エレベーター事故等々の被害について、民事訴訟というような負担の重い手続

を経るまでもなく、一定の補償を得られる手続を創設すべきである（第３部第１章第２

の食品事故被害救済制度参照）。不可避的に商品価格への上乗せを伴うが、救済される

だけではなく消費者利益の確保のために主体的に関わるという消費者市民社会という方

向性にも合致する。

第１１ 損害賠償請求手続の実効性の確保

１ 問題の状況

民事訴訟手続等を通じた個別の被害者の被害回復手続は、消費者被害全体の根絶にも

資する最も効率的な方法の一つであるが、確信犯的に消費者被害を生じさせている詐欺

的商法に対しては、手続を阻害する様々な法律の不備や運用の不全があるとの指摘があ

る。

２ 調査嘱託手続の実効性

�１ そもそも訴訟等の法的手続によって被害回復を試みるためには、加害者の特定が必

要であるが、詐欺的商法や振り込め詐欺等の違法な行為を首謀し、あるいは実行した

者を探知することは極めて困難な場合が少なくない。こうした違法行為を行う者を相

手方とする手続は、相手方の探知、特定がその後の訴訟手続等を通じて具体的被害回

復をなし得る可能性があるか否かを分ける第一の関門となるのであり、これを民事訴

訟手続上可能とする民訴法１５１条１項６号の調査嘱託が実効的に行われる必要性は、

著しく大きい。裁判所の実務においては、同手続の積極的な利用など、被害者の損害

を回復するために適切な訴訟係属を可能とさせようとしている真摯な努力が重ねられ

ているところであり（近藤壽邦・小野寺健太・廣瀬洋子「当事者の特定と表示につい

て」判タ１２４８号５４頁ほか）、こうした取り組みは積極的に評価することができる。

�２ しかしながら、近時、行政機関が調査嘱託に対する回答を拒否するという事例が問

題とされている。国などの行政機関のうち、同姓同名の者が存在する可能性が最も低

い情報を有するのが、就業先との連関を持って情報を有する社会保険事務所及び公共

職業安定所であるが（社会保険事務所は健康保険法施行規則第２４条または厚生年金保
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険法施行規則第１５条その他の関連法令に基づき、公共職業安定所は、雇用保険法施行

規則６条その他の関連法令に基づき、事業者から従業員の住所の届出を受けている。）、

これらの機関が裁判所からの調査嘱託に応じない事例が相次いでいるとの報告がある。

訴訟手続は、被害者が自らの権利を回復する唯一の手続であるから、詐欺的商法や振

り込め詐欺等の損害賠償請求事件などの事例においては特に、被害者救済の観点から、

調査嘱託制度の実効性等を慎重に考慮して運用を行う必要があろう。

３ 弁護士会照会制度、財産開示手続の実効性

�１ 民事裁判による被害救済を含めて「民事裁判の充実・迅速化」の実現には、弁護士

が当事者の代理人として、その職務を遂行する上で、適正手続に基づき、事実調査及

び証拠収集の能力を十分に発揮することも極めて重要であり、弁護士が、弁護士会に

与えられた弁護士法第２３条の２の弁護士会照会制度により、適正且つ早期に、十分な

証拠が収集できることは、必要不可欠である。特に、詐欺的商法やおれおれ詐欺等の

違法事案において、被害救済と法的正義（私法上の紛争の解決はその圧倒的部分を占

めている）が債務名義の適切な実行によってこそ担保されていることも改めて指摘す

るまでもない。

�２ 弁護士会照会制度については、かねてから照会先の回答拒否事例が問題とされてき

ていたが、近年、個人情報保護についての「過剰反応」の実例に見られるように、名

誉・プライバシーの保護や企業秘密の保護などを理由に弁護士会照会に対し、照会先

がその回答を拒絶し、又、回答をしない事例が多く出てきており（これらの不当な回

答拒否・無回答の割合は全体の約１４％にも達している。）、弁護士の証拠収集能力が失

われることが懸念されている。

詐欺的商法やおれおれ詐欺等の違法事例における被害救済の場面では、例えば、生

命保険契約に関する事項については、社団法人生命保険協会を通じて各加入生命保険

会社に対して照会をし、各保険会社から個別に弁護士会に回答がなされ、その回答が

ある程度たまった段階で弁護士会から照会請求人である弁護士に対して回答を交付す

るという運用になっているところ、社団法人生命保険協会の加盟保険会社は、照会請

求に応じる対応を取っているが、中には、一部に照会請求に応じない保険会社もある。

�３ もとより、弁護士会照会制度によって照会を求められた先は、報告義務を負ってい

る。もっとも、「正当な理由」がある場合には報告を拒絶することができるとされて

いる。この点、保険契約に関する情報は、プライバシーに該当するものではあるが、

特に詐欺的商法や振り込め詐欺等の違法事例において照会請求申出人が保険契約者に

損害賠償請求債権の債務名義を有しているような場合には、財産権である保険契約の

存否及び内容に関わるものであるかぎり、被害者の権利回復の観点から、このような

場合には、照会請求に対する回答を拒否する正当な理由が存しないものとして、プラ

イバシーの保護を理由として形式的に回答を拒否するという対応は、是正されるよう

検討される必要がある。

�４ また、民事執行法上、財産開示手続が存在するが、財産開示制度が必ずしも十分に

機能していないことは、日弁連の弁護士業務推進センター・立法ＰＴが２００８年１月に

実施した「財産開示手続きに関するアンケート調査結果」においても、指摘をされて

いる。財産開示制度は、一部の貸金業者等が濫用的に利用するなどの懸念も指摘され
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るが、過去の財産の移動を開示義務の対象にすることや強力な調査嘱託を導入するな

どの立法的手当を検討する必要があるとの指摘もある。

４ 民事執行制度の実効性に関する問題

�１ 預金債権執行における取扱支店の特定の問題

預金債権の執行に関しては、金融機関の取扱支店の特定が問題とされている。この

問題は、詐欺的商法による違法事案の場合には、被害回復の観点から実務的に重要で

ある。

この点、かつては金融機関において、預金債権について複数支店または全支店に照

会をかけることは技術的に容易でなかったことなどから、長年にわたって実務上取扱

支店の特定が求められてきていた（もっとも、これまでも複数の支店に債権額を割り

付けて差押えを行うことは認められていた。）。

近年、電子的記録によって預金が管理され、コンピューター上で預金口座に関する

出入金情報が管理されるようになり、預金債権について複数支店または全支店への照

会が技術的に可能になってきたことを背景に、限定的支店順位方式（差押えの対象と

なる預金取扱支店を複数あげ、各支店に順位を付して、付された順位に従って請求債

権にみつるまで差押える方式）による債権差押えや債券仮差し押さえを認める判断が

出されている。

下級審の判断は分かれているが、２００６年３月の全国銀行協会の調査結果において、

大部分の銀行が差押預金債権者の存在と債権額等について全支店への照会が可能であ

ると回答していたところ、その後の実情も踏まえて、今後適切な運用が行われること

が期待される。

�２ 預金債権執行の時的範囲

詐欺的商法や振り込め詐欺などの悪徳業者においては、預金口座から頻繁に出金手

続を繰り返すことによって強制執行手続を不当に回避しようとする傾向が如実に見ら

れる。預金が事実上差押不能財産となっているという事態が生じていることは、いわ

ゆる振込め詐欺などの被害回復が現実に著しい困難に直面していることからも知るこ

とができる。このような事態に対して、被害救済と悪質業者の違法行為の抑止の観点

から、対策の必要性が指摘されている。

このような問題意識を背景として、「差押命令送達の日から３営業日の間に発生す

る（増加する）預金部分についての包括的差押命令」が相次いで発令された（奈良地

決平成２１年３月５日（消費者法ニュース７９号２００頁）、高松地観音寺支決平成２１年３月

２５日（消費者法ニュース８０号３４７頁）。なお、同旨申立を却下した決定に対する執行抗

告を棄却したものに東京高決平成２０年１１月７日（判タ１２９０号３０４頁、金融法務事情１８６５

号５０頁）、東京高決平成２０年１２月１８日（未公刊）などがある。）。差押債権である普通

預金債権についてこれを法律上、社会・経済上一個であると評価して包括的に（将来

債権を含めて）差押命令の対象とする命令は、特に詐欺的商法等の違法事案において

その必要性が高いことが指摘されており、預金振込の有無についての金融機関の認識

の容易性やその協力のあり方、診療報酬債権の包括的執行や継続的契約関係による反

復的売買、運送、請負等に基づく代金債権の包括的執行を許容することとの均衡等も

含め、検討の必要が指摘される。

第４部 被害救済制度の充実を

－ 382 －



第１２ 過失相殺論

１ 自己責任論を理由とする不当な過失相殺の克服

消費者事件において、消費者の自己責任を前提として消費者側の過失を問題とし、事

業者の損害賠償責任が認められる場合であっても、不当な過失相殺が行われる問題が指

摘されている。

自己責任原則は、契約自由の原則の下で契約が対等な当事者の合意に基づいて行われ

る場合にはそのまま妥当させることができるが、消費者と事業者間の契約では、消費者

が商品の仕組みや契約内容等を理解するのが容易でない場合が少なくなく、また、交渉

力・経済力・情報収集能力等において事業者が明らかに優位に立っており、消費者と事

業者は対等な当事者ではあり得ない。例えば、金融サービスの分野において消費者が金

融商品を理解することは必ずしも容易でなく、また、製品の安全性について正確な理解

を得ることも難しい場合がある。

このような状況を踏まえて、金融サービスの分野では適合性の原則や説明義務等が事

業者に課され、また、製品の分野でも事業者が適切な指示・警告表示を行うこと等が求

められている。このような適切な勧誘や情報提供が行われることにより、消費者が商品

の仕組みや契約内容等を正確に理解してはじめて消費者の自己責任を問う前提が成り立

ちうるのであって、このような前提が成り立っていないにもかかわらず消費者の自己責

任を問い、損害の一部または相当部分を消費者の負担に帰して、事業者の負担を免ずる

ことは、問題がある。

消費者の自己責任を過度に問うときには、消費者側に酷であるばかりか、事業者側に

不当な利得を得させることになりかねない。また、過度に自己責任が問われるときには、

消費者は必要以上に契約の締結に慎重にならざるを得ず、かえって取引の円滑を損なう

おそれも存する。信頼関係に基づく円滑な取引を促進するためには、消費者に自己責任

を問う前提が成立しているかどうかが慎重に検討される必要がある。

取引型の不法行為において裁判所は過失相殺を行う傾向があるが、その判断は慎重に

行われるべきである。取引型不法行為では消費者側の落ち度を利用する形で取引が行わ

れることが多く、特に悪徳商法の場合には消費者側の落ち度を積極的に利用することで

商売が成り立っている（言い換えれば、そこに違法性がある）ことから、このような事

案において違法性を認定して責任を認める以上、過失相殺を否定すべきとの説には相応

の理由がある。

この間、行政による事前規制が後退し消費者が自ら紛争を解決していくための民事

ルールが重視されるようになってきていること、行政や社会の仕組みを事業者の視点を

中心としたものから消費者の視点を中心としたものに転換することが提言されて消費者

庁・消費者委員会が発足したこと、事業者の違法収益を剥奪する制度が検討課題とされ

ていること等をも踏まえつつ、過失相殺による損害の公平な分担を検討するに際しては、

消費者側への適切な配慮が行われる必要がある。

２ 金融サービス分野における過失相殺の問題

�１ 事業者側の責任が肯定された場合に、消費者側にも落ち度があるとして損害調整の

ために過失相殺が行われるのは、金融取引被害事案において特に顕著な傾向である。
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裁判例にみる過失相殺事由は様々であるが、誤った自己責任論に立脚するものや、

違法要素の二重評価（矛盾評価）をするものなど、理論的にみて不当なものが少なく

ない。

�２ 誤った自己責任論に立脚した過失相殺の背景には、金融サービス被害における経験

則（勧誘行為の実態）への無理解や事実誤認がある。具体的には、適合性原則違反の

事案や、一任取引が行われた事案、口座支配型取引が行われた事案等、そもそも当該

取引に関して自己責任の担い手たり得ない消費者につき、元本保証のない取引に手を

出したことや、利益を出す可能性があったことなどを理由として、過失相殺する裁判

例などがあげられる。誤った自己責任論の適用を行わせないためには、被害実態を正

確に伝えること、適合性の原則違反の事案や一任・口座支配型取引等において違法行

為に晒された消費者は自己責任を負う前提条件を欠いており、その損害を帰責させる

ことが不当である旨具体的事実をもって強調していくこと、また、理論的支えとして英

米法における信認義務の観点から受託者責任を捉え直していくことなどが考えられる。

�３ 違法要素の二重評価をするものとしては、一任取引を違法と認定しながら、任せき

りにした消費者が悪いといった落ち度を指摘する裁判例、新規委託者保護義務違反を

認定しながら、最初から取引を無謀に大きくし過ぎた消費者が悪いといった落ち度を

指摘する裁判例などがあげられる。これらは、業者の違法を指摘しながら他方でその

一部を免責するものであるが、情報力や交渉力の格差を前提として、業者はまさに消

費者の落ち度とされる行為を利用して違法行為を行っているのであることに鑑みると、

疑問がある。これら違法要素の二重評価をする過失相殺の抑制のためには、違法類型

ごとに過失相殺の可否について意識しながら裁判例を積み上げていく作業が必要であ

り、裁判官の先入観や偏見を改めて、各消費者被害における被害発生のメカニズム、

被害実態を「経験則」ないし「公知の事実」にまで高めていく必要がある。

３ 商品の安全の分野における過失相殺の問題

製造物責任事件においても、誤った自己責任論に立脚して被害者（消費者）側の損害

賠償請求を棄却する事例が数多く存在する。

たとえば、製品が使用者等の生命・身体に危険を及ぼす可能性を内包するものである

場合、適切な指示・警告表示が具備されているか否かが判断されることになる。そのよ

うな場面では、まず、被害者（消費者）は製品の危険性についての知識、経験及び情報

が十分でないことを理解しなければならない。また、指示・警告表示が、�製品の危険

性、�損害の重大性、�遵守事項と禁止事項、�理解のしやすさを具備していなければ、

正しい判断は導けない。しかるに、そのような考慮を一切捨象し、製品の指示・警告表

示も不十分であるにもかかわらず、被害者（消費者）は合理的な使用方法をなし得ると

し、事故が発生したのは製品の欠陥ではなく、被害者（消費者）の誤使用によるもので

あると判断したり、欠陥は認めるものの被害者（消費者）にも過失があったとして過失

相殺を行う場合が多い。

第４部 被害救済制度の充実を
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第１章
消費者市民社会について

１ 「消費者市民社会」という考え方

�１ わが国における「消費者市民社会」

「消費者行政推進会議取りまとめ」、「消費者行政推進基本計画」、「平成２０年版国民

生活白書」において、「消費者市民社会」という考え方が提言されるようになった。

国民生活白書によれば、「消費者市民社会」という考え方は、欧米における consumer

citizenship の考え方に基づくとされ、さらにそれは１９９０年代から欧州において、消費

者教育の分野を中心として唱えられるようになった考え方であり、環境問題等を背景

とする持続可能な社会への問題関心や、欧州における citizenship の考え方を背景と

しているものと考えられる。

国民生活白書は、このような consumer citizenship をもとに、わが国における「消

費者市民社会」の確立を提言するものであるが、欧州とわが国では、社会的背景、消

費者政策や消費者問題、市民の意識等も異なることから、わが国において「消費者市

民社会」を考えるときには、わが国の実情に即して考える必要があり、国民生活白書

もこのような観点から日本版の「消費者市民社会」の提言をしているものと考えられ

る。

また、国民生活白書等が提唱する「消費者市民社会」は、いわば国の立場からの提

言であり、私たちはこれを市民の立場から検証し捉え直す必要がある。

�２ 「消費者市民社会」の概念

欧州委員会の補助金等で大学を中心に組織化されたＣＣＮ（consumer citizen net-

work）という組織の代表的な論客であるビクトリア・Ｗ・トーレセン（Victoria W．

Thoresen）氏による「消費者市民社会（consumer citizenship）」の定義は次のとお

りである。

A consumer citizen is an individual who makes choices based on ethical、social、

economic and ecological、consideration．The consumer citizen actively contributes to

the maintenance of just and sustainable development by caring and acting responsi-

ble on family、national and global levels．

ここでの「消費者市民」は、単に賢い消費者に限られず、社会的、経済的、環境的

な観点も考慮に入れて消費行動やそれに伴う行動をする。また、家族的、国家的ある

いは世界的なレベルにおいて責任ある行動をとり、公正かつ持続可能な発展を維持す

るために積極的に貢献し、その重点は環境面に積極的に関心をもち、社会の発展に貢

献するというところに観点が置かれており、欧米における「消費者市民社会」の概念

は、消費者の行動がその中核と考えられている。

わが国において「消費者市民社会」の定義を考える際にも、消費者の行動がその重

要な内容となるが、国民生活白書などでは、消費者の行動は「参加」という観点が重

視されており、消費者の行動の意義として環境問題や貧困問題等の社会の改善のみな

－ 388 －



らず市場の改善も位置づけられ、また、消費者行動も消費行動のみならずボランティ

ア・地域活動等の社会的活動を含めた概念と捉えられる。

�３ わが国に「消費者市民社会」の考え方が導入された経緯

ア 「国民生活における安全安心の確保策に関する意見」（２００７年６月４日・国民生

活審議会）は、縦割行政の弊害を排し、分野横断的・総合的な対策を講じていくこ

との必要性を論じ、官民の協働により安全・安心の確保のための措置が恒常的に講

じられる、自律的な社会システムを整備していくことを提言している。

イ 「生活安心プロジェクト 行政のあり方の総点検～消費者・生活者を主役とした

行政への転換に向けて～」（２００８年３月２７日・国民生活審議会総合企画部会）は、

消費者庁設置法や消費者安全法等の消費者庁関連法案の立法趣旨や事故情報データ

バンクの趣旨を説明するとともに、「消費者市民社会（Consumer Citizenship）」の

概念を提唱し、それを具現化する試みとして、「安心・安全で持続可能な未来に向

けた社会的責任に関する円卓会議」の創設を提案している。

ウ 「消費者行政推進会議取りまとめ」（２００８年６月１３日）、「消費者行政推進基本計

画～消費者・生活者の視点に立つ行政への転換～」（２００８年６月２７日閣議決定）は、

消費者庁を設置するための法案の趣旨や指針だけでなく、「消費者市民社会」の構

築を提唱している。

エ 「国民生活審議会総合企画部会報告 安全・安心で持続可能な未来に向けた社会

的責任に関する円卓会議の開催について」（２００８年７月３日・国民生活審議会総合

企画部）は、円卓会議が産業界、労働界、消費者団体、ＮＧＯ・ＮＰＯグループ、

政府、金融セクター、専門家・学者という７つの関係者（ステークホルダー）がフ

ォーラムを形成し、設立合意書を交わし、自らの代表を選び、１つのステークホル

ダーだけでは解決しないような事象を多数のステークホルダーが相互に連携するこ

とにより、課題を設定してこれを実現していくという試みを提案しており、「消費

者市民社会」を具現化する試みとしている。

オ 「平成２０年版国民生活白書」（２００８年１２月・内閣府）は、「消費者市民社会（Con-

sumer Citizenship）」を紹介し、その特徴として、「経済主体としての消費者」、「社

会の変革主体としての消費者」、「優しいまなざしをもった社会」を提唱している。

�４ わが国における「消費者市民社会」の条件

また、わが国において消費者行動による市場や社会の改善を展望するにあたっては、

適切な規制が整備されることが不可欠であるとともに、消費者教育の充実や消費者団

体への支援等の条件整備も必要である。「消費者市民社会」の議論は、消費者による

市場や社会の改善を主張するが、この議論が、消費者の役割を主張するあまり、国や

地方公共団体等による消費者行政やその責任を軽減するものであってはならない。わ

が国においては、まずもって市場における規制を適正なものに整備することが求めら

れていることに留意が必要である。同時に、わが国と欧州とでは、消費者教育や消費

者団体の支援などの消費者行動を支える基盤がまったく異なっており、消費者行動に

よる市場や社会の改善を期待する前提として、消費者教育や消費者団体への支援等の

基盤づくりをしていくことが必要不可欠である。

このようにわが国において「消費者市民社会」の考え方を定着させるには、�消費

第１章 消費者市民社会について
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者の権利を保護するために適切な規制が行われることや、�消費者教育の充実、消費

者団体への支援等の基盤整備が図られなければならず、そうしたうえで、�消費者が

社会や市場の改善に積極的に参加できる社会と考えられる。

わが国における「消費者市民社会」はこのようなものとして捉えることができるが、

消費者行動、なかでも消費行動は「消費者市民社会」における重要な要素となること

から、次項で検討する。

２ 「消費者市民社会」における消費行動

�１ 消費者の力（消費行動）

ア 従来から、生産者・事業者は商品（サービスを含む）を作り出して提供するとい

う積極的能動的な社会活動を行う存在であるが、消費者は、これとは対照的に、商

品を消費するだけの存在であるという消極的受動的なイメージが強かった。

しかし、消費者が商品を購入するという経済活動（消費行動）は社会総体で集計

した場合、巨大な影響力を持ちうる。多くの消費者が、商品の品質と価格だけでな

く、消費の社会的意義や影響力を意識して、自らの価値観の実現を考慮して商品を

選択して購入するようになると、企業は消費者の価値観を考慮した商品を供給する

だけでなく、消費者の価値観を意識しそれに呼応するような企業活動を展開するこ

とになる。ここに消費者が、企業の利益追求の弊害を是正し、市場や社会の改善や

変革に寄与することができる端緒が見られる。

イ 消費者は、商品を購入するという消費行動に際して、以下のような視点を自覚す

ることによって、行き過ぎた企業活動を是正し、社会を変革することができる。

（ア）消費者が商品を選択する際の視点は、第１に商品の品質と価格である。当該

商品は他の商品と比較してどのような特性があり、また、どのような危険性を内

包しているのか。価格はそれ自身妥当なものか、また、他の同種商品と比較した

場合に妥当なものかという視点であり、この視点は消費者として始原的な視点で

ある。しかし、商品を選択する際の視点は商品の品質や価格に限られず、次のよ

うな視点が想定できる。

（イ）第２に商品を使用していく際に十分なケアをしてもらえるかという視点であ

る。すなわち、�当該商品の使用方法について適切な情報提供がなされているか、

使用方法がわからない場合は適切な説明を受けうるか、�当該商品に欠陥や不具

合があった場合はすみやかに適正なものと交換してくれるのか、�事故が発生し

たら速やかに被害救済をしてくれるのか、�リコールを迅速確実に実施してくれ

るのか、という視点である。

（ウ）第３に商品が製造・販売される過程に視点をおくようになる。すなわち、�
商品の原材料が適切な価格で購入されたものか（過度な搾取に基づいていないの

かというフェア・トレードの視点）、�商品を製造する工場等が近隣住民とトラ

ブルを起こしていないか、�環境に悪影響を及ぼしていないか、という視点であ

る。環境配慮行動においては、環境に悪影響を及ぼす商品を廃絶するという視点

から、当該商品を購入しないという選択も想定されることになる。

（エ）第４に企業に社会的責任（ＣＳＲ）を実行させる契機となりうるということ

第５部 消費者教育と消費者行動
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である。たとえば、�企業が健全な雇用政策や労務政策をしているか、男女の共

同参画を実施しているか、�企業が人道支援等の社会貢献をしているか、�企業

が暴力団や反社会的な団体との関連がないか等という視点から、商品の選択をす

ることも想定できよう。

ウ 消費者市民社会における消費者は、単に商品の品質と価格を考慮するだけでなく、

商品が製造・販売されるまでの経過を考慮し、あるいはその商品を製造・販売する

企業のあり方についても考慮して商品を購入したり、企業に行き過ぎた活動を是正

する申し入れをしたり、行政庁に規制を申し入れたりするなどの「社会的価値行動」

を行うことによって、「社会を変革する主体」として積極的に企業や社会に働きか

け、「消費者被害（問題）がない安全で公正な社会」を実現する可能性が得られる

ようになる。

�２ 消費者が影響力を行使し市場や社会を改善・変革するさまざまな方法

消費者は提供される商品の品質と価格に着目して購入する商品の選択をしていた。

しかし、次のように品質と価格以外の特定の価値判断に基づいて商品の選択をするこ

とによって、企業の活動を是正し、社会を変革するさまざまな試みがすでに実施され

ている。以下にその例を挙げる。

ア フェアトレード

（ア）先進国の貿易業者は強い経済力を背景として発展途上国の生産者や労働者か

ら農産物等を廉価に買い受けて先進国に輸出する。発展途上国の生産者や労働者

はわずかな収入しか、いつまでも農場の生産性を高めることができず、長時間労

働や児童労働が常態化したり、自国で必要な農産物の栽培を行うことができない

ことになる。そこで不公正（過度に搾取的）な取引を抑止し、農作物等を適正な

価格で買い受けることで、発展途上国の生産者や労働者の生活を安定させるフェ

アトレードが行われるようになった。フェアトレード団体は商品にラベルを貼っ

て、消費者にフェアトレードによる商品であることの理解と発展途上国の生産者

や労働者に対する支援を求めている。

（イ）フェアトレードは、対話・透明性・尊重の理念に基づいた取引関係のことで、

国際貿易の場における、より大きな公平さを追及することを目的とし、不利な立

場に追いやられた生産者や労働者に対してより良い取引の機会を提供し、とりわ

け発展途上国の生産者や労働者の権利を保護することを目指している。それによ

り、持続可能な発展にも貢献すると定義されている。フェアトレード団体は消費

者の支援を受けながら、生産者への援助、啓発活動を展開し、国際貿易に関する

ルールや慣行の変更を求めるキャンペーンを積極的に展開している。（ＦＬＯ（国

際フェアトレード認証機構）・ＩＦＡＴ（国際フェアトレード連盟）・ＮＥＷＳ！

（ヨーロッパ・ワールドショップ・ネットワーク）・ＥＦＴＡ（ヨーロッパ・フ

ェアトレード協会）編「これでわかるフェアトレードハンドブック 世界を幸せ

にするしくみ」（合同出版・２００８年））

イ 社会的責任投資（Socially Responsible Investment）

（ア）社会的責任投資は、投資家が、企業の収益性だけでなく、環境問題や社会問

題との関わりを基準にした投資先の選別を行うもので、その方法として、ネガテ
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ィブ・スクリーン（例えば、酒やギャンブルなどの特定の業種を投資先から除外

すること）とポジティブ・スクリーン（例えば、環境問題や従業員関係などの面

から企業の取組みを評価して、評価の低い企業を除外し、評価の高い企業を積極

的に組み入れること）がある。また、株主が議案提案・提出権や議決権を行使し

て企業に環境問題や社会問題への取組みを促す活動も含まれる。

（イ）社会的責任投資は、歴史的沿革だけでなくその形態も多様な側面を持つので、

一義的な定義ができないが、「個人の価値基準と社会への関心を一つの意思決定

に統合することであり、投資家の財務的なニーズと投資がもつ社会への影響の両

方を考慮することである」という見方や、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）を評価

軸とする投資手法と捉え、ＣＳＲを果たすことは企業価値の向上をもたらすとい

う論理から、新しい超過収益源泉である」という見方がある。社会的責任投資が

進展してくると、その目的も、�自己の価値観や倫理観を投資に反映させること、

�よりよい社会の実現を目指して投資の影響力を行使すること、�より適切な企

業価値の評価に資すること、�政策として企業の社会的責任を促進する上での推

進力とすることなどへ多様化してきた。（水口剛「社会的責任投資（ＳＲＩ）の

基礎知識」（日本規格協会・２００５年））。

ウ 環境配慮行動

（ア）エネルギーを節約して製造した商品やリサイクルやリユースできる製品を選

んで購入したり、自らが環境にいい製品を購入するだけでなく、エコラベル製品

を企業が作ったり、消費者が購入して使用したりするように働きかける行動をい

う。

（イ）１９９４年にグリーンコンシューマーネットワークが作成した「グリーンコンシ

ューマーの十原則」は、�必要なものだけ買う、�ごみを買わない、容器は再利

用できるものを選ぶ、�使い捨て商品は避け、長く使えるものを選ぶ、�使用段

階で環境への配慮が少ないものを選ぶ、�つくるときに環境を汚さず、つくる人

の健康をそこなわないものを選ぶ、�自分や家族の健康や安全をそこなわないも

のを選らぶ、�使った後、リサイクルできるものを選ぶ、�再生品を選ぶ、	生

産・流通・使用・廃棄の各段階で資源やエネルギーを浪費しないものを選ぶ、

環境対策に積極的なお店やメーカーを選ぶ、とされている。（本間都「グリーン

コンシューマー入門」（北斗出版・１９９７年））

エ ソーシャルビジネス（Social Business）

（ア）ソーシャルビジネスとは、現在解決が求められている社会的課題に取り組む

ことを事業活動のミッションとし（社会性）、そのミッションをビジネスの形に

表し、継続的に事業活動を進めていき（事業性）、新しい社会的商品・サービス

やそれを提供するための仕組みを開発すること、また、その活動が社会に広がる

ことを通して、新しい社会的価値を創出すること（革新性）とされており、組織

形態としては、株式会社、ＮＰＯ法人、中間法人など多様なスタイルが想定され

る

（イ）具体的には、「地域活性化・まちづくり」、「障がい者・高齢者・子育て支援、

保険・医療・福祉」、「教育・人材育成」、「環境保全・保護」や「安心・安全（防
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災・防犯）」といった分野での商品・サービスが予定されている。しかし、社会

的認知度が低いこと、資金調達が容易でなく国や地方公共団体等の支援や提携が

必要であること、事業を担う人材育成が十分でないこと、事業展開の支援が必要

なこと、社会的信頼の獲得・向上といった課題が多いことが指摘されている。（経

済産業省地域経済産業グループ地域経済産業政策課「ソーシャルビジネス研究会

報告書」（２００８年））

オ コミュニティ利益会社（Community Interest Companies）

（ア）コミュニティ利益会社の意義

�コミュニティの利益に資する目的で設立される会社であって、目的に沿った

活動が行われるよう法的なスキームを整備したものであり、�利益及び資産の処

分、債券や借入れに対する利払い等に制限が課せられる。利益は事業に再投資さ

れるのが原則であり、事業継続時あるいは解散時に監査人が個別に定める限度を

超えた資産や利益の出資者への配当・配分は禁止され、�毎年度、コミュニティ

利益のための活動状況についての報告書を作成し、監査人の監査を受けなければ

ならない。

（イ）コミュニティ利益会社の効用

�会社組織の柔軟性と確実性を取り入れた社会的企業の事業形態に新たな法人

格が付与され、官と民の中間領域を担う幅広い社会起業家の創出につながること

が期待され、�広範な資金や人材をその分野の事業活動に取り込むことが可能と

なると考えられ、�法制度上通常の会社組織と同一の取り扱いを受けるため、マー

ケット・メカニズムに基づく事業の客観的な評価が可能となると考えられる。

（ウ）コミュニティ利益会社の課題

�チャリティへの寄付からコミュニティ利益会社への社会的責任投資に転換す

るのは時間がかかると見込まれること、�制度の核心となる部分を監査人の判断

に委ねているが、監査人の処理には限界があるのではないかということ、�監査

人の個別判断の如何でコミュニティ利益会社の存在意義そのものが左右されると

いうこと、�官と民の中間領域全般に本制度を導入することにより、安易な公的

福祉切捨て論を助長するおそれがあること、�コミュニティの利益という抽象的

な概念で規定されており、例えば、環境保全、福祉、教育等の社会事業分野を特

定した仕組みを工夫した方が効果的効率的な制度運用が可能となるのではないか

と考えられる。（樋口一清「英国における社会的企業政策の新たな展開」（信州大

学経済学論集第５５巻・２００６年））

カ リスク・コミュニケーション

（ア）リスク・コミュニケーションの意義

「情報の共有による相互理解であり、合意形成ではない」、「個人、集団、組織

の間のリスクに関する情報と意見の相互的な交換の過程」と定義される。（大歳

幸男「ＰＲＴＲ対応・実践－事業者のためのリスク・コミュニケーションハンド

ブック」化学工業日報社）

（イ）リスク・コミュニケーションの効用

食品、化学物質又は環境保護の分野において、事業者、地域住民（消費者）及
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び行政が情報を共有し、食品や化学物質等についてのリスク評価とリスク管理に

ついて、共通の情報に基づいて意見交換を行うものである。

このような手法は、食品については農薬や添加物だけでなくＢＳＥ問題、クロー

ン問題、遺伝子組換食品等により、所管行政庁の事前規制ではその安全性が確保

できない状況になってきたこと、化学物質についても、所管行政庁がその種類の

多様性や毒性（危険性）判断の困難性から、事前規制が困難になってきたことか

ら、企業、地域住民（消費者）及び行政が共通の情報に基づいて、農薬、添加物

もしくは化学物質の危険性について意見を交換し（リスク評価）、それらの管理

や取締りについて相互理解を形成するものである（リスク管理）。それゆえ、消

費者がその意思を反映させる大切な手続と位置付けられる。

３ 「消費者市民社会」と対をなす「企業市民社会」（企業の社会
的責任）

�１ 市場社会原理の限界と企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）

市場社会が成熟すると、資本力をもった企業が生産者や事業者を淘汰していき、生

産者・事業者と消費者の互換性（相互交通性）がなくなり、大量の商品やサービスを

提供する企業とそれを消費するだけの消費者に二極化してくる。すなわち、市場社会

の論理には、企業と消費者の非対称性、企業による市場の独占とそれに従属するだけ

の消費者、消費者の情報不足、市場の不完全性や外部性（市場が社会全体をカバーす

ることができないこと）、環境問題や福祉を論じることができないこと、公共財の問

題を論じることができないという限界が顕著になってきた。

企業は市場社会原理に基づいて利益を追及する経済活動をその目的にしていること

から、自主規制には限界がある。そのため、世界的な経済格差（貧困）や環境破壊が

進行し、その矛盾はすでに限界に来ており、行き過ぎた企業活動を是正しないと社会

全体が崩壊する危険性が顕在化してきた。

そこで、企業に社会的責任を求める声が高まっている。

�２ 企業の社会的責任の国際規格化の動向

ア ＧＲＩ（Global Reporting Initiative）はオランダに本部を置くＮＧＯでＣＳＲ（企

業の持続可能レポート）のガイドラインづくりを目的とする国連環境計画の公認協

力機関である。２０００年６月にＧＲＩガイドライン（Global Reporting Initiative

Guideline）の第１版を発行し、２００２年に第２版を発行しているが、それは企業の

経済面、社会面及び環境面のトリプルボトムラインが骨格となっている。

イ 国際標準化機構（ＩＳＯ）は、１９８７年にＩＳＯ９０００を制定し、２０００年に「製品品

質を保証するための規格」に、２００８年には「品質保証を含んだ顧客満足の向上を目

指すための規格」に改定した。１９９６年９月にＩＳＯ１４００１「環境マネジメントシス

テムのための規格」を制定し、２００４年１１月に改定している。現在、社会的責任規格

としてのＩＳＯ２６０００が検討作業中である。

ウ ＥＵは、２００２年に「ＥＵホワイトペーパー」を発表し、「ＥＵ マルチ・ステー

ク・フォルダー・フォーラム」の設置を決め、ＥＵの政策にも企業の社会的責任を

反映させようとしている。
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�３ わが国における「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」の論議の動向

ア 「消費者に信頼される事業者となるために－自主行動基準の指針－」（２００２年１２

月・国民生活審議会消費者政策部会自主行動基準検討委員会報告）は、事業者によ

る自主行動基準の策定・運用を促進するための指針を策定したものである。

イ 「企業評価基準」（２００３年・経済同友会）は、２００３年を「日本におけるＣＳＲ元

年」として「企業評価基準」を発表した。

ウ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）推進にあたっての基本的な考え方」（２００４年２月

１７日・社団法人日本経済団体連合会）、「企業行動憲章」・「企業行動憲章の改定に

ついて」（同年５月１８日・社団法人日本経済団体連合会）は、企業の社会的責任（Ｃ

ＳＲ）について、�企業の多様性を尊重すべき、�企業の自主性を尊重すべき、�
企業に過度の負担とならないものとすべきと提言しており、個別企業の自発性に委

ねている。

エ 「労働におけるＣＳＲのあり方に関する検討会 中間報告」（２００４年６月・厚生

労働省）は、社会情勢の変化に応じた従業員への考慮や労働に関するＣＳＲ推進に

おける国の役割等が提言している。

オ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）に関する懇談会 中間報告書」（２００４年７月・経

済産業省経済産業政策局）は、ＣＳＲの基本的な考え方や企業にとっての意議を整

理し、企業外のステークホルダーとのコミュニケーションの重要性と今後の政府の

ＣＳＲへの取り組みを提言している。

カ 「社会的責任（持続可能な環境と経済）に関する研究会報告書」（２００５年８月・

環境省）は、持続的な環境と経済のあるべき姿として、企業、政府、市民間でのコ

ミュニケーションの促進を提言している。

キ 「企業の社会的責任（ＣＳＲ）ガイドライン２００７年度版」（２００８年３月・日弁連）

は、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を「�全体、�コンプライアンス・内部統制、�
環境、�雇用・労働、�人権、	公正な事業活動、
社会開発・地域貢献・�消費

者」に分類して言及している。

ク 「わが国企業のＣＳＲ経営の動向２００８ ２００８年度「わが国企業のＣＳＲ経営の動

向」アンケート調査結果」（２００９年１月・株式会社日本総合研究所）は、わが国の

企業に対するＣＳＲ経営のアンケート調査を行った結果を集計している。

�４ 消費者市民社会と企業の社会的責任（企業市民社会）の相即性

消費者市民社会（consumer citizenship）の対概念として企業市民社会（corporate

citizenship）という概念がある。従来は地域への貢献とか環境に配慮した事業活動と

いう観点が中心であったが、そこに企業の社会的責任（Corporete Social Responsibil-

ity）という観点が取り入れられるようになった。企業の社会的責任と消費者の社会

的価値行動は相即的であると考えられる。なぜなら、消費者が商品の品質と価格のみ

で消費行動を決定し続けているのであれば、社会的責任をまっとうしようとする企業

が市場で成功することは困難だからである。企業が社会的責任に則った事業活動を行

っていることを評価し、それらの事象を自覚的に消費行動に取り入れていく消費者が

いないと、企業は社会的責任をまっとうすることが困難となる。逆に、企業市民社会

と消費者市民社会という考え方が適切に機能すれば、企業も社会的責任をまっとうす
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ることができ、消費者は企業と連携して社会の持続的な発展を確保することが期待で

きる。
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第２章
消費者教育

第１ わが国の消費者教育が目指すべきもの

１ 消費者教育の重要性

自立した主体として消費生活を営む自由を享受することは消費者の基本的な権利であ

る。

しかし現実には、消費者信用における過剰与信、取引行為における欺瞞的な取引、安

全性を欠く製品の流通や昨今相次いで発覚した食品偽装など、さまざまな消費者問題が

あとを絶えず、消費者の基本的権利が実現されているとは言えない。その根底には、消

費者と事業者との間の圧倒的な力（情報の質、量及び交渉力）の差があるのであり、こ

の力の差を解消するしくみがなければ、消費者の自立は実現できない。

また、近時、消費者の自立からさらに進んで、消費者が自らの自己実現と社会のあり

様を消費者・生活者の視点から望ましい姿に変えて行く主体として認識されるにいたり、

こうした公益的な問題に積極的に参加する消費者によって支えられる「消費者市民社

会」（Consumer Citizenship）の実現が求められてきている。「消費者市民社会」とは、

個人が消費者・生活者としての役割において、社会問題、多様性、世界情勢、将来世代

の状況などを考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味

するが、このように消費者の意見が消費者の主体的・能動的な活動を通じて社会や経済

に反映されることによって、様々な消費者被害の防止に止まらず、地球環境や南北格差

の問題など、グローバルな問題の解決にも大きな役割を果たすのである。

消費者教育は、消費者被害を未然に防ぐための知識を習得させることに止まらず、消

費者に自ら主体的に行動するために必要な情報と力を与えるものであり、消費者と事業

者との間の力の差を解消するために消費者教育の推進がきわめて重要であることは論を

俟たない。また、「消費者市民社会」の実現という観点からすれば、「消費者市民社会」

を支える主体としての消費者に対する教育の重要性はより一層明確となる。

２ 消費者教育が目指すべきもの

�１ 権利の主体として行動する意識、態度の涵養、育成

上記の位置づけからすれば、まず、消費者教育の目標の最も重要な点は、消費者が

権利の主体として行動することができるだけの意識・態度の涵養・育成にあるという

ことになる。

すなわち、消費者被害を未然に防ぐための悪質商法自体についての知識や被害回復

のための諸制度に関する知識の習得の他に、

ア 消費行動に当たって必要な情報を自ら積極的に求める態度や適当な情報に到達で

きる知識・技術の習得

イ 手を替え品を替えて現れる悪質商法について社会経済の仕組みや構造から考えて

その問題点を見抜く知識と能力の涵養

ウ 被害者を生まないために関係諸機関に情報を提供したり、対処を求めたり、自ら
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消費者団体を組織し参加したりするように能動的に行動する考え方の習得

が目標とされなければならない（２００４年５月８日付日弁連「『２１世紀型の消費者政策

の在り方について』における消費者教育の充実に関する意見書」）。

�２ 「消費者市民社会」実現のための消費者教育

次に、「消費者市民社会」実現のための消費者教育の重要性も認識されなければな

らない。

昨今、これまで社会的に信頼されてきた著名な企業の反社会的な行動が明らかにな

る事件が頻発しているが、これに対しては、消費者が主体的に、このような企業の商

品を避け、例えば環境に配慮する活動を行っている等社会的な貢献を行っている事業

者の商品を積極的に選択することによって、反社会的な行動を行っている事業者を市

場から排除することができるとともに社会に貢献する企業を支援することができると

考えられる。

このことは、情報が公開され、公正な市場が機能していれば、消費者は社会経済に

対して積極的な役割を果たせるということでもある。そして、そのことは、市場の健

全な発展と企業の合理的な行動の促進にも寄与することとなる。

つまり、消費者が市場経済をコントロールする積極的な役割を果たすことになるわ

けだが、消費者教育においては、このような社会的な観点からの消費行動＝社会的価

値行動を行う態度の獲得も目標とされなければならないのである。

この意味での消費者教育は、正に「消費者市民社会」実現のための消費者教育とい

うことができ、極めて重要である。

第２ わが国の消費者教育の現状

１ わが国の消費者問題の現状

�１ 消費者被害の実情

本基調報告の随所に記載のあるとおり、全国の消費生活相談センターが受け付け、

PIO―NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム、国民生活センターと地方消

費生活センターをネットワークで結び、消費生活に関する苦情相談情報等の収集を行

っているシステム）に登録された消費生活相談情報の総件数は、依然１００万件を超え

る水準にあり、平成２０年版国民生活白書は、２００７年度における消費者被害に伴う経済

的損失額を最大３兆４千億円と推計している。

このように、日本における消費者被害は極めて深刻な問題として発生し続けており、

商品・サービスの安全をめぐる被害・問題（食の安全、製品欠陥、薬害など）、取引

の公正をめぐる被害・問題（訪問販売、マルチ商法、振り込め詐欺、金融商品取引被

害、投資詐欺、霊感商法、英会話学校倒産など）、表示に関する問題（偽装表示など）、

多重債務問題（多重債務、ヤミ金融、次々販売・過量販売などのクレジット被害）な

ど、消費者の安全で安心な生活が脅かされ続けている。

こうした消費者問題は、大量生産・大量販売・大量消費の経済取引をベースとする

社会において、事業者と消費者の間に存在する圧倒的な力（情報の質、量及び交渉力）

の差が厳然と存在していることを根本原因として発生しており、この格差を是正する
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ことが公正で安全な社会、消費者が安心して生活できる社会を築き上げるために必要

である。

�２ 行政や司法の対応

これら消費者被害に対し、これまで、行政機関による対応は縦割りで、必ずしも適

切な時期に柔軟な対応ができないことが問題となっている。また、行政による対応も、

現実に深刻な消費者被害が発生・拡大してからの事後的対応がほとんどであり、後手

後手に回るものであった。

さらに、司法機関による救済は事後的で、消費者が膨大な時間、費用及び労力を投

下することを余儀なくされてきた。立証責任や「自己責任」の名の下に行われる過失

相殺により損失の一部を消費者が負担させられるなど、救済のハードルは高く、十分

な救済がなされないという問題もある。

さらに言えば、悪質商法やクレジット被害、投資詐欺被害、金融商品取引被害など

では、事業者の事業が破綻している場合には、現実の被害救済が著しく困難になると

いう問題に直面することになる。

�３ 被害の事前予防と加害行為抑制の重要性

このような状況の日本における消費者被害に対しては、事後的救済のみでは必ずし

も有効なものとはなりえない。一度発生した被害を回復することにも極めて大きな困

難を伴う。したがって、消費者被害をなくすためには、被害の回復とともに、消費者

が被害にあわないようにすることがより根本的に重要である。

そのためにはまず、事前予防のための消費者教育・啓発の充実が必要である。既に

述べたとおり、消費者被害発生の根底には、消費者と事業者の間の圧倒的な力（情報

の質・量及び事前の準備時間や場の設定も含めた交渉力）の差が歴然と存在するので

あり、この力の差を解消する仕組みがなければ「消費者の自立」は実現不可能と言わ

ざるを得ない。その一つが消費者教育・啓発である。これにより力の差を減少させる

ことができるし、また、消費者の権利を実現するためにも必要不可欠なものである。

もっとも、消費者教育・啓発を充実させることによって消費者と事業者の格差を完

全に解消できると考えることは現実的ではない。例えば悪質商法を行う事業者は、悪

質商法の企画、準備、遂行を文字通り「仕事」として行っているのに比べて、消費者

教育・啓発がいかに充実して実施されようと、消費者は多様な日常生活の一場面とし

てしか消費者教育・啓発を受けられず、しかも多くの消費行動のうちの一つとして当

該取引を行うのであって、その格差を埋めることには自ずと限界があるからである。

したがって、消費者教育・啓発の充実と並行して、事業者が悪質行為その他の加害行

為を行えない、行わないようにする取り組みもまた必要不可欠である。

加害行為を行えないようにする仕組みとしては各種事業・商法・被害に応じた行政

的・法律的な規制がある。しかし、先のわが国の消費者被害の実情でみたように、わ

が国では様々な規制が行われても規制の網の目をかいくぐる新手の悪質商法がとめど

なく発生している。また、企業の消費者軽視・安全軽視の姿勢によるとみられる被害

事故も繰り返し発生している。このような事態を根本的に改善するためには、消費者

を食い物にしない、消費者を犠牲にしない事業者、行政、ひいては社会全般の姿勢・

態度を形成することが必要不可欠である。
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この点最近では企業の社会的な責任が問題とされ、マスコミ・世論もこの点につい

て敏感になりつつあるが、さらに、社会全体として消費者を食い物にするような事業

活動は許されない、事業の担い手・関与者にとってそれが自明のこととなるような社

会を形成することが必要である。そのために現在最も有力だとおもわれるのが、「消

費者市民社会」教育への消費者教育のパラダイム転換である。

２ わが国の消費者教育の現状

�１ わが国における消費者教育は、１９８９年の学習指導要領改訂時に中学校・社会科の公

民分野、中学校・家庭科の家庭生活、高等学校・公民科の政治・経済、高等学校家庭

科の消費経済分野において、消費者経済、消費者としての自覚、消費者教育といった

内容が盛り込まれたことをきっかけとして、これまで主として学校教育を中心として

議論され、実施されてきた。

しかし、現実には消費者教育の授業時間数の関係、進学や受験に必ずしも有用では

ないという評価から、学校教育の現場では消費者教育の機会が十分に確保されてきた

とは言い難い。内容も１９９８年の中学校学習指導要領改訂時には「消費者として主体的

に判断し、行動すること」は削除され、消費者保護行政を中心とした知識の教授に重

点が移行しており、消費者として生きる力を育む「消費者教育」としての観点からは、

その内容が明らかに後退している。加えて、完全学校週５日制の実施に伴う授業時間

数の減少にともない、消費者教育に関する授業時間数も減少しており、もともと不十

分であった消費者教育の機会は、さらに不十分なものになってしまった。

�２ 内閣府の「国民生活選好度調査」（２００８年）によれば、１９８９年の学習指導要領改訂

以後に、学校において消費者教育を受けているはずの年齢層（２０～２９歳）の国民です

ら、消費者教育を受けたことがあると回答した人の割合はわずか２４．８％にとどまって

いる。この調査結果は、学校現場における消費者教育が印象に残らず、消費者として

の自覚を促す内容のものとして受け止められていないことを示しているもので、学校

教育における消費者教育も必ずしも奏功していない。

また、同調査では３０歳以上の年齢層で消費者教育を受けたと回答している国民は、

軒並み１０％を下回っており、学校教育以外の場での消費者教育の実施状況が極めて不

十分であることが示されている。

�３ 消費者教育は、消費者として複雑化・多様化する社会を「生きる力」を育むことを

目的とするものであって、学校教育の現場だけで実施されるものではない。消費者基

本法１７条が、国に対して「消費者の自立支援のために消費生活に関する知識の普及や

情報の提供などを推進するとともに、学校、地域、職場、家庭など様々な場所を通じ

て消費者教育の充実を図ること」を求めていることからも明らかなとおり、消費者教

育は、それぞれの消費者のライフステージに応じて社会全体でなされるべきものであ

る。しかし、現在のわが国において、学校教育以外で実施されている消費者教育は極

めて不十分であり、地域社会での講習会、消費者教育出前講義などが行われていると

ころもあるが、十分とは言えない。そのうえ、その教育の内容について明確な理念や

方向性が示されているとは言い難い状況で、消費者教育の担い手の不足とも相まって、

機会、内容とも極めて貧弱なレベルにとどまっている。

�４ さらに同調査の分析では、消費者教育を受けたかどうかと消費者被害にあったか否
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かという問題の間には、統計上有意な相関関係は認められていない。このことは、学

校教育を中心とする日本の消費者教育の内容が、「消費者の生きる力」を育む、実効

性あるものではないことを意味している。

�５ このように、わが国における消費者教育の現状は、機会の確保、内容、実効性とも

に不十分であり、またその内容、問題点、改善策についての議論も十分になされてい

るとは言い難い。

３ これまでのわが国の消費者教育の限界

�１ 制度上の限界

ア 学習指導要領による限界

上記のとおり、わが国の消費者教育は、主として学校教育において学習指導要領

に従って実施されている。しかし、この学習指導要領において消費者教育は社会科

の公民的分野や家庭科などの一部として扱われているに過ぎないことから、必ずし

も消費者教育に充分な時間を確保することができていない。

また、学習指導要領によって消費者教育の内容が一定の制限を受けるために、消

費者教育に熱心な教員においては、教員が消費者教育の重要性を認識しながら、物

理的・時間的な制約から消費者教育を実施できないというジレンマに陥っている。

さらに、学習指導要領における消費者教育の取扱が少ないことから、教員養成課

程においても、将来の教員が、消費者教育について触れる機会が少ないという問題

も生じている。

また、学校教育以外の現場では、消費者教育を実施するための予算が不足してい

ることを根幹とする担い手の不足、担い手の養成制度がないこと、教材不足などの

問題が、消費者教育の実施、実効性確保のための制約条件となっている。

イ 研究体制の不十分さ・遅れ

学習指導要領において消費者教育は社会科の公民的分野や家庭科などの一部とし

て扱われているに過ぎないことにより、消費者教育の教材の研究開発や教授法の研

究などが、充分に行われてきていないことも問題である。

この点、現場の教員としても、消費者教育の教材として何を選んでよいか分から

ない、消費者教育は難しいなどの印象を受けているようである。

現在、内閣府が消費者教育のポータルサイトを立ち上げようとしているが、その

ポータルサイトをより充実したものにするためにも、優れた教材や教授法の研究開

発が不可欠である。

そして、優れた消費者教育の教材や教授法の開発をすすめるためには、消費者教

育の体系化を図ることが必要である。

この点、内閣府・文部科学省消費者教育連絡協議会において、平成１７年度から消

費者教育の体系化が進められているところであるが、消費者教育の体系化は遅れて

いるといわざるを得ない。

ウ メディア・リテラシーの遅れ

今日の大量生産大量消費社会においては、事業者はメディアを利用した宣伝広告

活動を重視しており、他方、消費者は、商品やサービスを選択する場面において、

メディアによる影響を大きく受けている。例えば、消費者がメディアによる影響を
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大きく受けた例としては、テレビ番組で納豆で痩せるというねつ造された情報によ

って、納豆が売り切れたという社会現象などが挙げられる。

このように、現在の消費活動においてメディアが消費者に及ぼす影響が大きいこ

とを考えると、消費者被害に遭わないためには、消費者が、メディアよる情報を主

体的に読み解いて必要な情報を引き出し、その情報の真偽や価値を適切に評価する

能力を身につけることが必要である（メディア・リテラシーの必要性）。

それにもかかわらず、これまでの日本の消費者教育においては、メディア・リテ

ラシーについては、十分な教育がなされているとは言い難い。

エ 世界レベルとの協調の不十分さ

今日、社会経済のグローバル化が急速に進んでいることで、我が国の消費者の消

費活動は、他国の社会経済に影響を及ぼすものとなっている。また地球温暖化問題

など消費者の消費活動が地球環境そのものに影響を及ぼす場合もある。

そうだとすれば、我が国の消費者教育においても、消費活動が地球規模で社会経

済や環境に対して影響を及ぼすということを軽視することはできないといえる。そ

して、地球規模の社会経済や環境の問題を正しく理解し、それらに配慮した消費活

動をすることができる消費者を生み出すことも、消費者教育の重大な課題であると

考える。そこで、そのような消費者を生み出すためには、我が国の消費者教育を世

界レベルと協調させて行うことが必要であると考えられる。

この点、例えば、ヨーロッパにおいては、EU 及びその近隣諸国において、消費

者教育についてネットワークを構築し、協働でプロジェクトを実施するなど協調的

な取り組みがなされている。

しかしながら、現在の日本では、消費者教育に関して国際的な取り組みは、ほと

んどなされていない。

�２ 実効性の限界

ア 知識偏重型教育の限界

日本における学校教育においては、従来より知識偏重ともいわれる知識詰め込み

型の教育がなされてきている。それは、消費者教育においても同様である。

消費者問題に関する正確な知識が必要であることはもちろんであるが、いわゆる

悪質商法と呼ばれる商法は、これまで手を変え品を変え、多様な消費者被害を生み

出してきており、悪質業者の手口を知ることで被害を防ごうとする従来の知識偏重

型の消費者教育では、消費者被害の防止を実現できない。単なる表面的な情報・知

識の詰め込み型教育ではなく、消費者教育の実効性を確保するためには、契約に関

する基本的理解、社会の仕組み、悪質商法のからくりといった構造的な問題につい

て、応用可能な情報・知識・思考能力・判断能力を習得する内容の教育がなされる

必要がある。

イ 投資教育、金融教育の限界

近年、学校教育において投資等の知識について模擬的な教材を使って体験的に学

習するという投資教育、金融教育等が注目されている。

この点、投資教育や金融教育等によって、投資や金融の基礎知識や賢いお金の使

い方を身につけることで、金融商品等にまつわる悪質商法被害などの消費者被害を
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防止することができるという考えもある。

しかしながら、例えば、現在市場に出回っている金融商品の中には、専門的な知

識を有する者であっても、その仕組みやリスク等を正確に理解することが難しい商

品も少なくない。

そうだとすれば、消費者が投資や金融の基礎的な知識を有しているからといって、

金融商品等にまつわる消費者被害を防止するには、必ずしも十分とはいえない。

金融商品等にまつわる消費者被害を防止するには、消費者が自らの判断で投資を

行うか否かを適切に判断することができるようになる必要性があると思われる。そ

して、投資を行うか否かを適切に判断することができるとは、単に自己の利益にな

るか損失になるかということを判断できるということではなく、更に自分の生き方

や価値観に基づき、投資をするかどうかも含めて判断できることを意味すべきであ

る。

そこで、教育において投資や金融を取り扱うとしても、単に知識のみではなく、

投資の社会的意義や、お金を使うこと、すなわち消費活動の持つ社会的意義を理解

するための教育がなされる必要がある。

投資や消費活動の持つ社会的意義を理解するための教育がなされない限り、投資

教育や金融教育によって消費者被害を十分に防ぐことはできず、それらが消費者教

育に取って代わるものとはいえない。

ウ 現状の消費者教育の印象の弱さ

消費者基本法１７条は、消費者教育推進のための施策を国及び地方公共団体に求め

ており、また同法を受けて政府が２００５年４月に閣議決定した「消費者基本計画」に

おいても消費者教育推進のための諸施策が講じられているところである。

消費者教育は、人のライフステージの様々な段階でなされる必要性があるが、と

りわけ、多くの市民が受ける学校教育における消費者教育が、極めて重要である。

この点、学校教育における消費者教育は、学習指導要領に従って実施されている

ところ、中学校・社会科の公民的分野や技術家庭科、高等学校の家庭科などで取り

扱われてきている。２００８年３月告示の中学校の新学習指導要領、２００９年３月告示の

高等学校の新学習指導要領においても、引き続き、それぞれ社会科の公民的分野や

家庭科などにおいて、消費者教育が取り扱われることとなった。

しかしながら、２００８年１２月２６日付けで内閣府より公表された平成２０年度「国民生

活白書」（消費者市民社会への展望－ゆとりと成熟した社会構築に向けて－）では、

学習指導要領によって本格的に消費者教育が導入されてからの若い年齢層において、

契約や悪質商法についての知識が十分ではなく、そもそも消費者教育を受けたとい

う認識すら持っていない者が多数に及ぶなど、消費者教育が何を目指し何の役に立

つのかを明確にすることができず、印象に残らない状況になっていることが指摘さ

れている（同白書１５５頁）。同白書は、「消費者市民社会」を実現するための消費者

の「消費者力」の重要性を強調し、教育を通じて消費者力を育むことこそ最も注力

しなければならないことであるとし、また、消費者教育は消費者被害からの予防の

機能も有していると述べるものであるが（同白書１４１頁）、上記の指摘から、学習指

導要領による学習内容では、契約トラブルの予防の機能は不十分であるといえる。
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第３ 消費者行政の転換と求められる消費者教育のパラダイムの
転換

１ 消費者を取り巻く状況の変化と消費者教育

�１ 消費者庁設置・消費者行政の転換と消費者教育

これまでに見てきたとおり、現在までの日本の消費者教育には大きな課題がある。

しかし今、消費者庁の設置が現実となって消費者行政は大きく変わる契機を得た。だ

が、行政の仕組みが変わるだけで消費者被害を根絶することはできない。

消費者自身が、消費者問題に直面したときに（自ら遭遇する場合もあれば、お年寄

りなど身近な弱者が遭遇する場合もあろう）、進んで行政の相談窓口で相談し被害を

申告しなければ、行政は被害の存在を認識しえず、問題となる取引の規制は機能しな

い。

他方、現在の法制度のもとにおいても行政には様々な規制権限が与えられているが

現実にそれが十分機能してきたとはいいがたい。これは、規制権限を行使する人的・

物的体制が絶対的に不十分であることが大きな要因ではあるが、同時に、行政の活動

を監視しあるいは補完する消費者団体が十分育成されておらず、また消費者、事業者、

行政の３者の関係において消費者の立場が弱すぎ、それに加えて消費者の側にも社会

参加の意識が乏しかったために３者の間の緊張関係が欠如していたことも指摘できよ

う。そして、さまざまな社会的勢力による不当な圧力によって規制行政が歪めれられ

る例を私たちの社会は少なからず経験してきた。

こうした状況において、消費者の立場を強化し、行政や事業者に対して消費者の立

場から働きかけを行う消費者団体を強化育成すると共に消費者の社会参加を促して、

消費者、事業者、行政の間の適当な緊張関係を生み出すことが必要である。これによ

り行政が消費者から監視され、また消費者から後押しされながら、不当な圧力にも屈

することなく円滑に事業者に対して規制権限を行使することが可能となる。

そして、消費者の権利が十分に保障されるためには、様々な消費者行政の改革に加

えて、消費者行政の仕組みを円滑に機能させるためのいわばソフト面での改革が求め

られており、その核心をなすのは消費者のエンパワーメントとしての消費者団体の育

成と消費者教育といえるのである。

�２ 「持続可能な社会」実現に向けた消費者教育

大量生産・大量消費の社会では需要と無関係に供給がなされ、そこに、多重債務の

原因となる過剰与信や消費者被害の原因となる欺瞞的な取引が行われる契機があった。

また、野放図な生産消費活動は資源の枯渇と環境汚染を引き起こした。

このような社会に生きる消費者にとって、将来にわたって充実した消費生活を享受

すること、将来の世代や開発途上国の子どもたちにもそうした生活を享受する可能性

を提供することは現代に生きるわれわれの共通の課題である。

そのような観点から、環境を保護し「持続可能な社会」を実現するためにどう取り

組むかが重要な課題となっている。

国連では１９９９年に「消費者保護のためのガイドライン」の改訂がなされ「持続可能

な消費形態」が事実上消費者の権利とされるなど、最近では「持続可能な社会」の実
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現自体が重要な消費者の権利の一つとして位置づけられるに至っている。

内閣府の調査によると、近時、日本の消費者は社会に貢献したいという意識を高め

ており、とりわけ環境保護についての社会貢献意識が強いとされる。こうした環境に

ついての社会貢献意識の高まりは、企業活動に対する環境保護に向けた取り組みの期

待の高まりとも連動している。自分の消費行動で社会が変わると思っている人の割合

も全体の約６割と高くなっている。しかし一方では、その意識が実際の行動に結びつ

いていないことが指摘されている。

既に欧米諸国では、社会的責任投資（SRI）、フェアトレードやエコマーク商品の

購入、家庭における環境に配慮した行動などが定着してきており、こうした消費者の

行動が国全体の経済や二酸化炭素排出の削減に一定の影響をもつに至っているが、わ

が国はいずれについても欧米に比べ浸透していない。例えば、各国のフェアトレード

製品の売上高を比較すると、２００７年はアメリカ１１７８億円、英国１１３６億円、フランス３３９

億円、人口が日本の２６分の１以下のノルウェーですら２９億円であるのに対して、日本

はわずか１０億円である。

環境に対する意識を高めており、かつマクロ的視点からみればわが国の経済のあり

方に圧倒的な影響力を持つ消費者が、消費というごく身近な行動を通じて企業活動を

コントロールし、環境保護に大きく貢献する方法を消費者教育を通じて理解したとき、

わが国の経済全体が環境保護を中心に据えたものに変化する転機が訪れる可能性は十

分にあるといえる。

２ 求められる消費者教育のパラダイムの転換

�１ 批判的精神をもち、主張し、行動し、社会参加する「消費者市民」育成の消費者教

育

以上述べたことから、わが国が、改革された消費者行政によって円滑な消費者保護

が図られ、また「持続可能な社会」の実現に向けて世界に大きく貢献する社会へと変

化をとげるためには、批判的精神をもち、主張し、行動し、社会参加する消費者＝「消

費者市民」としての消費者の存在が必要といえる。

世界１１５か国の消費者団体が加盟する国際的な消費者団体であるＣＩ（Consumers

International）は、消費者の８つの権利（�生活の基本的ニーズが保障される権利、

�安全を求める権利、�選択する権利、�知らされる権利、�意見を反映させる権利、

�補償を受ける権利、�消費者教育を受ける権利、	健全な環境を享受する権利）と

ともに消費者の５つの責任（�批判的意識を持つ責任、�主張し行動する責任、�社

会的弱者へ配慮をする責任、�環境への自覚を持つ責任、�連帯する責任）を掲げて、

これらを重要な活動の基礎としている。

後者の５つを消費者の「責任」とする訳語の的確性には疑問もあるが、批判的意識

をもつと共に社会的弱者や環境への配慮の気持ちをもち、連帯し、主張し行動する消

費者、消費という身近な行動を通じて社会参加する消費者の存在が、消費者の権利全

体の向上や持続可能な社会の実現にとって大きな意味をもつものであることは間違い

ない。

現代の大量生産・大量消費の社会の中で、ともすれば消費者は単なる商品やサービ

スの受け手の地位に置かれ、事業者が提供する、大量の多種多様な商品やサービスと
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それらに関する洪水のような情報やイメージを受け入れ、それらに翻弄されながら消

費生活を営んでいるともいえる。こうした状況を改め、一人一人の消費者が、批判的

精神をもって、自分と社会、地球全体にとって必要で望ましい消費のあり方や自分自

身のライフスタイルを見つめなおし、自律した個人として消費を通じた社会参加をす

る「消費者市民」となるためには、何よりもそのための十分な教育を受ける権利を保

障されることが不可欠である。

この点で、従来の消費者教育は、周囲や環境への配慮といった観点は取り入れられ

つつはあったものの、あくまでも消費を個人的な問題としてとらえ、消費者被害の防

止や周囲や環境への配慮についても個々人との関係においてとらえており、消費者市

民社会の構築を通じた消費者の権利の保障や持続可能な社会の推進といった観点は希

薄であったといわねばならない。また、この点で、従来の消費者教育はパラダイムの

転換を求められている。

�２ 被害防止のための教育との関係

ここでパラダイムの転換というとき、従来の消費者教育の中で重要な要素である被

害防止のための教育をどのように位置づけるべきかが問題となる。

独立行政法人国民生活センターのＰＩＯ－ＮＥＴに登録された消費生活相談件数は

１９９７年には約４０万件であったものが、２００３年以降１００万件を超える状況が続いており、

わが国においては消費者被害は極めて深刻な状況にある。このことは、この項でも既

に触れたとおりである。

こうした状況にあって、消費者被害の防止のための教育の重要性はますます増して

いるというべきであり、決して軽視されてはならない。

むしろ、従来ともすれば単なる一般的な知識を詰め込むことに終始していた消費者

教育を、消費者市民として必要な批判的な精神を与えるものとする上でも、具体的な

消費者被害の事例を用いて、ロールプレイングなどを用いて考えさせる形での教育を

行うことは、有効と考えられる。

当然のことながら、消費者市民社会的な教育のみの力により消費者被害が根絶でき

るはずもないし、規制のみで消費者被害を根絶できるものでもない。規制と消費者教

育の両者が適切な役割を果たしあうことによって、より実効性のある消費者被害防止

が可能になるのである。

�３ 消費者教育と弁護士の果たす役割

上記の点と関連して、消費者教育と弁護士の果たす役割についても検討が必要であ

る。

従前、多くの弁護士が、中学や高校に招かれ、出前講義として具体的な消費者被害

の実例や解決方法について講義をする取り組みがなされており、一定の成果を上げて

きた。

弁護士は日常的に発生する具体的消費者被害を知っており、それは消費者にもっと

も身近で切実な問題であり、生徒に考える素材を提供する上で重要である。

さらに、主体的、能動的に行動する、消費者の育成という観点からは、弁護士のも

つ、消費者の権利及びその具体的な行使方法、行政や事業者等への働きかけの方法等

について、弁護士が有する専門的知識が活用できる場合もあろう。
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ただ、生徒に興味を持たせ自分自身の問題として考えさせることが重要であり、そ

のためには授業の導入に工夫をしたり、ロールプレイングやグループ討論の方法を取

り入れたりといった、様々な教育手法を活用しながら進める必要がある。どのような

形で授業を進めるのかについては教育関係者との十分な協議が必要であるし、場合に

よっては教員に対するレクチャーや教員と共同での教材作成など、間接的な形での関

与の方が有効な場合もあろう。

いずれにしても、弁護士が積極的に消費者教育に関与すること自体は消費者市民教

育との関係でも有益であり、今後その関与の方法について教育関係者との議論が深め

られることが期待されているといえる。

３ 「消費者市民」が活躍する生き生きとした消費者市民社会モデル

北欧は、消費者保護のレベルが高い国としてヨーロッパで評価されている。また、長

年にわたり環境問題にも積極的に取り組んでおり、環境教育と消費者教育の融合が進ん

でいることでも知られている。

日弁連消費者問題対策委員会の委員は２００９年５月３１日から６月９日にかけて北欧（フ

ィンランド、ノルウェー）を視察し、またその前後に北欧における消費者教育について

文献等による調査を行った。

そこで明らかになったことは、北欧における、他者及び環境との共生や消費を通じた

社会参加の問題を中心にすえた充実した消費者教育の実態であり、市民と消費者団体に

支えられつつ行政が機能的に消費者保護の役割を果たす「消費者市民社会」の実態であ

った。こうした北欧の例に学ぶことは、わが国における「消費者市民」育成の教育につ

いて考える上でも参考になると思われる。

そこで以下に、今回の視察の内容と文献等による調査の結果をもとに、北欧での消費

者教育の取り組みと消費者行政の現状を紹介したい。

�１ 北欧の消費者教育とその特色

ア 消費者教育推進の経緯

北欧における消費者教育は、北欧閣僚評議会が中心となって北欧全体で取り組ま

れている点に特徴がある。

イ 消費者教育の理念及び目標

北欧における消費者教育の理念は、アクションプラン「北欧諸国における消費者

教育」の全体目標によれば、学校卒業の時点で以下の事項が可能となるような知識

を学校は生徒達に提供することとされている。

（ア） 家計 資源を節約し、自らの金銭を管理する

（イ） 消費者の権利と責任 消費者としての権利を利用し、責任を理解する

（ウ） 広告と影響力 さらされているコマーシャルの影響力に対処する

（エ） 消費と環境 環境に対する自らの消費の影響を評価できる

（オ） 食育 環境の面から有益な栄養のある食品を選んで調理することができ、

そして家庭で合理的に作業ができる

（カ） 製品の安全性と生活上の安全 様々な製品の安全性や品質を評価し、製品

情報の利用を可能にする

ウ 北欧の消費者教育の特色
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北欧では消費者教育は独立教科とはされておらず、家政（ホームエコノミクス）、

工芸、国語、数学、歴史、市民教育など複数の教科にまたがって実施されている。

消費者の選択が自らのライフや環境にどのように影響するかだけでなく、消費者

としての自律性の確保が重要視されており、こうした観点から日本では教育指導要

領で十分取り上げられていないメディア・リテラシー（「広告と影響力」）の問題が

主要な学習領域の１つとされている。

なお、教育の体制は分権的であり、政府はコア・カリキュラム（日本の学習指導

要領にあたるもの）を決め、教材開発も行っているが、どのような方法で生徒に教

えるかについては学校と教員の裁量に委ねられている。

エ 「消費者市民」育成のための消費者教育

今回の視察において、「消費者市民」育成のための消費者教育について、フィン

ランド・ヘルシンキ大学パロヨキ教授（消費者教育）から次のような話を伺った。

「家政（ホームエコノミクス）教育に関して大学で教員となる学生に対して授業

を行っている。家政（ホームエコノミクス）は１３歳で必修の科目である。

消費生活において、社会にとって何がベストの選択か、ということを子どもたち

に考えさせることが大切だ。しかも抽象的な話ではなく、携帯電話の利用など子ど

もにとって身近な題材を取り上げて考えさせなければならない。携帯を買う際の契

約、業者による契約条件の違い、料金や特典を比較しながら選ぶということで、子

どもたちに消費についての関心を持たせるのだ。

持続的な発展が強く意識されており、また、他人を思いやるとか、周囲への配慮

もそれと関連して重視されている。

消費者市民については、批判的思考をもって能動的に消費に参加するということ

が重視されている、消費者市民は、商品の価格や品質に疑問があったときにはこれ

に対応する行動をとる責任を負うことで、持続可能な社会の実現に対する責任を果

たす。消費者を保護の対象とのみ考える考え方はフィンランドにはない。皆が参加

するのが民主主義だという考え方であり、中学の段階で、自分がどう社会に参加す

るのかを考えさせることが重視されている。必ずみんなが分かるような言葉で話す、

ということが大事だ。

フィンランドは小国であるために、みんなで落ちこぼれなく力を発揮する必要が

あるという意識がある。また、きちんとした学習を受ける権利があるという意識も

強い。」

また、ノルウェー・ヘードマルク大学ビクトリア・トーレセン准教授（消費者市

民ネットワーク企画責任者）にもお会いした。トーレセン准教授は、２０００年ころか

ら consumer citizenship education について、多くの論稿を著し、現在はそれを

ヨーロッパに広める運動体である Consumer Citizenship Network（CCN）のリー

ダーとして活躍している。

オ 北欧における「消費者市民」育成のための消費者教育

このように、北欧においては、消費者が氾濫する商品や情報の中でも自律性を保

ち、環境や周囲への影響にも配慮しながら消費における選択をし、消費を通じて社

会に参加するという「消費者市民」像が追求されているといえる。
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�２ 北欧の消費者団体（フィンランド）

今回の北欧視察では、消費者団体についてはフィンランド消費者協会のみの調査と

なった。

同団体は１９５７年に設立され、６４の小規模な個人加盟の消費者団体（会員の総数は約

２０００人と１１の消費者問題関係団体・機関によって構成されている。ベウクなどヨーロ

ッパの他の消費者団体との協力関係もある。年間１００万ユーロの予算のうち４７万ユー

ロが政府からの固定の援助であり、その他もほとんどがプロジェクトに対しての政府

からの援助である。

同協会の主要な目的は消費者の利益保護であり、消費者の立場で企業に意見を言い、

様々な委員会に出席して消費者の立場から意見を述べる。年間で１００以上の団体に対

し意見を述べる機会がある。国会で意見を述べる機会もある。EU でもフィンランド

の消費者団体の代表として他のヨーロッパの消費者団体と共に活動しているようであ

る。

もう一つの重要な活動が消費者に対する情報提供であり、主としてインターネット

と雑誌で情報提供をしているほか、一般消費者向けの公開講座も実施している。

インターネットでは、子ども向けのアニメを使ったゲームなど年代別に様々な教材

をネット上で提供している。

同協会では複数の弁護士が活動に関与しており、電話による相談等を担当している。

また、消費者が行政や司法に対して行う種々の申立についても援助している。フィン

ランドの消費者保護の特徴として、行政による規制、被害の予防が非常によく機能し

ていて、クラスアクションは未だ例がないということである。

�３ 北欧の消費者行政

北欧の消費者行政は、非常に円滑に機能しており、北欧の消費者保護はヨーロッパ

においてトップクラスにあるとの評価を受けている。

このように、北欧では消費者行政が円滑に機能し、消費者保護に大きく貢献してい

る。そうした行政の活動は、上述の消費者団体からの意見や一般市民からの様々申告

を得て行われるものであり、こうした行政の活動は消費者から高い評価を受けている。

市民が参加意識を持って消費者問題に関心を寄せ、直接にまたは消費者団体を通じ

て行政に働きかけ、行政がこれにスムーズに答えて保護を図る、「消費者市民社会」

の確立が消費者被害の防止にとって重要であることが、こうした北欧の実情から理解

できる。

�４ 北欧モデルとわが国の消費者教育

北欧の消費者教育や消費者行政が良好に機能しているからといって、それをわが国

に直輸入しても当然にうまく行くわけではない。両者には長い時間をかけて醸成され

た国情の相違がある。自然的環境、国際的な環境の相違も大きい。

しかしながら、わが国は、古くは遣唐使や近代の鹿鳴館など、時代を超えて絶えず

「先進国」のありように学びながら今日までを形成してきたのも一面の事実である。

そうであれば、消費者やそれを取り巻く社会のありようについても「うまく行ってい

る先進国」から可能な限り学習することは有益であると考えられる。
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第４ わが国が目指すべき消費者教育のしくみ

１ わが国が進むべき消費者教育の方向性

既に第３で詳述したとおり、わが国が目指すべき消費者教育は「批判的精神をもち、

主張し、行動し、社会参加する『消費者市民』育成のための消費者教育」ということに

なる。そして、一方、消費者被害防止のための消費者教育も極めて重要であることは論

を俟たない。

ところが、わが国では、前記第２のとおり、消費者被害防止のための消費者教育すら

極めて不十分な状況にあり、そのことがわが国で依然多くの消費者被害が発生している

事態を招いていると言っても過言ではない。また、「消費者市民」育成のための消費者

教育については現状ではほとんど意識されておらず、「消費者」の視点から社会を捉え

ることが今まではほとんど予定されて来なかった。

しかし、既に述べたとおり、今般、消費者庁が発足することとなり、消費者が主役と

なる社会への変換の機運がにわかに盛り上がっているのであって、今こそ、消費者が真

に主体的に行動できる力をつけるための消費者教育のしくみが構築される必要がある。

以下では、まず、わが国の現状の体制においても実現できる方策を指摘し、次に、消

費者庁発足後、現状の延長線上として構築されるべき仕組みを述べ、最後に「消費者市

民社会」実現のために将来あるべき教育体制に言及することとする。

２ 現行制度において実現されるべき消費者教育について

�１ 学校教育における消費者教育の充実

ア まず、消費者教育にとって学校教育が最も重要で実効的な場であることは異論が

ない。学校において、児童のころから、自分たちは「消費者」であるが、単なる商

品やサービスの受け手ではなく、消費行動を通じて社会に参加する能動的・主体的

な存在であることを体感させる必要がある。また、高学年になるにつれて社会に接

する機会も多くなるので、世の中に広く蔓延する消費者被害に遭わないだけの知識

や意識を持たせることも重要である。

イ 学校教育においては、文部科学省告示による「学習指導要領」が学習内容につい

て極めて大きな拘束力を有する。よって、現行の教育制度の枠組みを前提とする以

上、消費者教育を盛り込むについても「学習指導要領」に具体的に入れ組むことを

目標とせざるを得ない。

日弁連は、「学習指導要領」の内容について、下記の内容を盛り込むように意見

書を提出した（２００７年６月１４日「学習指導要領の改訂にあたって消費者教育の充実

を求める意見書」）。同意見書に記載した事項が直ちに実現される必要がある。

記

１ 中学校の社会科及び技術・家庭科、高等学校の公民科及び家庭科においては、

生徒が現代社会を生き抜く力を身に付けられるよう、次の内容の消費者教育を行

うこと。

�１ 「契約」について、その意味や仕組み、成立の要件や効果などの基本的事項

を十分修得させたうえで、消費者の日常生活は多くの契約を結ぶことによって

成り立っていることを理解させること。
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�２ 消費者が商品やサービスを選定し、契約を締結するにあたって、自ら権利の

主体として、商品やサービスの品質や内容、契約条項の意味などの必要な情報

を積極的に収集し、合理的な判断の下に契約を締結することが重要であること

を理解させること。そのうえで、情報収集についての知識・技術を修得させる

とともに、契約締結の判断を合理的に行える能力を身に付けさせること。

�３ 多重債務問題や悪質商法等の現実に生起する消費者トラブルについて、社会

経済の仕組みや構造から考えてその問題点を見抜く知識と能力を修得させるこ

と。

�４ 被害者を生まないために関係諸機関に情報を提供したり、対処を求めたり、

自ら消費者団体を組織し参加したりするように能動的に行動する態度や考え方

を修得させること。

２ 消費者教育を行うにあたっては、現実に生起する消費者トラブルを題材として、

授業を展開すること。特に多重債務問題については、具体的事例を用いて、金利

問題や多重債務からの予防策及び救済策についての学習を行うこと。

３ 消費者教育は総合的学習の時間なども利用して、教科にとらわれることなく、

広い観点から行われるよう工夫すること。

４ 上記の内容を授業で実現するために、教師に対する研修の充実や具体的事例

を盛り込んだ教材の提供などがなされること。

ウ 同意見書に掲げた上記施策は、いずれも現行の学習指導要領においても実現でき

るものであるが、既に見てきたとおり、現行の学校では内容面・制度面ともに十分

に実現できていないのが実態である。

上記意見書を再度敷衍して指摘すれば、まず内容面においては、消費者被害に遭

わずに現代社会を生きるために「契約」の意義や役割を十分認識させ、具体的事例

を題材に体得させることが必要である。消費者は日常生活の中で「契約」を絶えず

締結しているにも拘わらず、その意味や効力の理解が不十分であるため、取引分野

での消費者被害が後を絶たない。具体的な消費者トラブルを題材として、契約の意

味を考え、何が問題でありどのような対処をすべきであったかを考えることが極め

て重要である。

また、消費者が自ら権利の主体として批判的精神をもって行動することの重要性

を教えることも極めて重要である。この点、今般の中学校および高等学校の学習指

導要領の改訂において、家庭科の学習内容に「消費者の（基本的な）権利と責任」

が盛り込まれることになっており、そこから主体的な消費者の行動について十分な

授業を展開することができよう。その際、ここにいう「消費者の責任」は「消費者

市民社会」において論じられるような、消費者が主体的に判断し行動する際の責任

（例えば、批判的意識を持つ責任など）であることであり、消費者の権利が制限さ

れる意味での「責任」ではないことが強調されるべきである。

エ 次に、制度面について指摘すれば、教材の提供と教師に対する研修が急務である。

消費者被害解決のための消費者教育は、具体的事例を用いてその解決対処法を話

すことになるが、個々の教師の情報収集力には限界があり、消費者教育のために新

しい情報を効率よく集め、有効な教材を作成することはほとんど不可能に近い。こ
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のような情報の集約と教材の提供は別途専門機関が行うべきであり、現状でも内閣

府がポータルサイトを置いている。今後も消費者教育の情報提供機関を各地の教育

委員会に設けるなどして各学校で実効性のある消費者教育が展開されるための基盤

が整備されるべきである。

また、教師の研修の強化については、消費者教育を教員免許取得の必修科目とす

ることが挙げられる。必修とすることで、消費者教育が、市民としての態度を育成

し社会をよりよく変革するために必要不可欠であることが教師に対しても浸透する。

そして、教師は「消費者教育」の目的が「批判的精神をもち、主張し、行動し、社

会参加する『消費者市民』育成」にあることを認識しながら、個々具体的な消費者

トラブルの対処法とともに、消費者の権利の重要性と消費者の役割を授業で教授で

きるのである。

なお、これらの制度については、後記のとおり、消費者教育の体系化の実現およ

び消費者庁との連携も含めて実現がなされるべきである。

�２ 先進的実例（徳島県の取組について）

ところで、徳島県では、現行制度の中で、学校教育における消費者教育について実

践的な連携の試みが行われている。特に教員の研修において、長期社会体験研修制度

を設けこの制度によって学校との連携を図るなど、参考にすべき点が多いので実践例

としてここで紹介する。

この制度は、徳島県の消費者情報センター即ち消費生活センターに県立高校の教員

を１年間研修生として配置する制度である。消費生活相談等の業務を研修することを

通して教員に消費生活のトラブルの実態を身をもって知ることが可能になり、さらに

消費者教育推進のための出前講座等を担当してもらうことにより、消費者センター側

もより効果的な教授法や生徒の教え方などを教師から学ぶことが可能になる。

１年間の研修を終えて学校教育の現場に復帰した教師が、その後、学校における消

費者教育を推進するリーダー的な役割を担い、その後の消費者教育の充実に貢献して

いる。消費者行政と学校教育の橋渡し役として、行政サイドと学校サイドが情報交換

を行い、連携を深めることできる。

徳島県では、２００３年度から全国に先駆けてこの制度を実施し、これまで毎年度１名

ずつ高等学校の教員を派遣し、これまで５名の教員が研修している。

このほかにも、徳島県では、県の総合教育センターにおいて消費者問題に関する研

修講座を１０年経験者研修生徒指導等研修の選択研修の一つに位置づけ、学校における

消費者教育推進を支援している。

この教育研修講座は、県の消費者情報センターや県民くらし安全課・県消費者協会

などが協力して実施している。講師派遣費用等は消費者情報センターが負担し、会場

準備や運営は県の総合教育センターが担当し、市町村消費者行政担当者や消費生活相

談員と教職員と合同研修となっており、ここでも行政と教員との交流を図ることがで

きる。

このような徳島県の取り組みは、他の自治体でも実施可能な取り組みであり、これ

によってより具体的な連携や情報交換が可能になろう。

�３ 社会教育における消費者教育の充実
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ア 一方、消費者教育は学校教育の場だけに限られるものではなく、幼児期から高齢

期に至るまで、その年代に応じて消費者問題に対する意識の啓発・情報の提供とし

て、広く国民に対して行われる必要がある。

地域・家庭・職場のあらゆる場面で適切な方法で消費者教育が行われる必要があ

り、そのためには国や地方公共団体による積極的な施策が必要である。具体的には

下記のような施策が考えられる。

� 各地の社会教育施設における消費者教育の普及・推進を各地の消費生活セン

ターと連携して行う。

� 高齢者・障がい者に対する消費者被害に対応するため、民生委員・ケースワー

カー・ヘルパーなどの高齢者・障がい者の周辺に位置する人々への消費者教育の

推進。

� 事業者の従業員に対する消費者教育の推進。

� 広く国民が消費者教育を受けられるような教材の開発・提供を行う。

� 消費者教育を担う講師を育成するために、研修や講座を開設する。

� 消費者教育の内容・方法についての調査研究機関を設ける。

� 消費者教育の先進的取組や情報の収集及び提供（リソースセンターの機能充実）。

イ これらの施策は、国や地方公共団体の活動によってのみ達成されるものではない。

消費者団体や各地の教育委員会、消費生活センター、消費者問題に取り組む弁護

士などの関係諸機関が連携して行うべきであり、更に受け手である個々人が消費者

の権利に関心を持つことで更に充実したものになる。

３ 消費者庁発足後の消費者教育の在り方

�１ 消費者庁発足によって変革が期待される消費者教育

既述のとおり、今般、消費者庁が発足することとなり、同庁は消費者被害情報を一

元的に集約したうえで調査分析を行い、それをもとに消費者行政の司令塔として各省

庁に対し勧告などができるようになった。そしてこれらの情報にもとづいて消費者行

政について企画立案できることとなった。

そして、消費者教育は消費者庁が担う極めて重要な業務の一つとして位置付けられ

るのであり、そのことは新設される消費者安全法に「国及び地方公共団体は、啓発活

動、広報活動、消費生活に関する教育活動その他の活動を通じて、消費者安全の確保

に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。」（４

条６項）という条文がわざわざ置かれていることからも明らかである。

また、消費者庁関連法案の決議の際に、衆議院・参議院とも附帯決議において消費

者教育の充実についても言及し、特に参議院では、「消費者教育の推進については、

消費者庁が司令塔機能を果たし、消費者基本法の基本理念及び消費者基本計画の基本

的方向のもと、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため、多様な視点から物事をと

らえる能力を身につけ、自主的かつ合理的な行動をすることができるよう、消費者庁

と文部科学省が連携を図り、学校教育及び社会教育における施策を始めとしたあらゆ

る機会を活用しながら、財政措置を含め、全国におけるなお一層の推進体制の強化を

図るとともに、消費者教育を担う人材の育成のための措置を講ずること。また、消費

者教育に関する法制の整備についての検討を行うこと。」という長文の附帯決議がな
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されているのであって、消費者庁発足後は消費者教育の大胆な変革が期待されるとこ

ろである。

なお、消費者庁発足と並行的に行われている地方消費者行政の充実として「地方消

費者行政活性化基金」が設けられたが、消費者教育はその重要な使途として位置付け

られており、これらの財政的支援が継続的に行われることが今後の課題である。

これを踏まえて、まずは、消費者庁内に消費者教育の専門部署が設けられるべきで

ある。そして、具体的には、内容面として消費者教育の体系化、制度面として文部科

学省との連携および人材の育成の措置が執られるべきである。

以下、それぞれについて述べる。

�２ 消費者教育の体系化

「消費者教育」と一言で述べても、その中身についてはさまざまな議論があり、実

際は一定していない。例えば、消費者被害予防のための消費者教育が最も一般的であ

るが、その他に消費者市民の育成を目指すためのもののほか、金銭教育、投資教育な

どを意味する場合も少なくない。

既に示したとおり、本基調報告は、消費者教育の最終目的は「批判的精神をもち、

主張し、行動し、社会参加する『消費者市民』育成」であると考えているが、この目

的のために消費者教育が体系化されるべきである。

既に消費者基本法にもとづく消費者基本計画の中で消費者教育体系化に向けた研

究・提言がなされているが、消費者庁発足後は消費者行政の様々な観点から上記目的

に向けた消費者教育では何が重要でどのような方法が効果的かについてより一層研究

がなされるべきである。

そして、上記目的を達するための道筋を示すとともに、具体的な被害予防の視点か

ら方策がちりばめられた消費者教育の体系化がなされるべきである。

�３ 文部科学省との連携

学校教育が消費者教育の場として極めて重要であるが、それを所轄し学習指導要領

についての権限を有するのが文部科学省である以上、消費者庁は文部科学省と連携し

て消費者教育を推進していく必要がある。

上記�によって体系化された消費者教育は、まさに生きる力を育むための教育であ

り、学習指導要領の中に位置づけがなされるべきである。その際、消費者教育につい

ての具体的指導方法や具体的な知識内容などが盛り込まれるようにすべきである。こ

れについては、北欧における消費者教育プログラムの実施が参考となる。北欧では北

欧閣僚協議会が編纂した「アクションプログラム」によって消費者教育がなされてい

るが、例えばノルウェーでは子供平等省が消費者教育を扱い、そのプログラムを教育

省も尊重し、学校教育に組み入れているのであり、わが国でもそのような形態が期待

される。

また、各地の教育委員会との連携などについても文部科学省との連携の中で実現さ

れるべきである。

�４ 人材の育成

消費者教育の担い手不足は従来から指摘されているところである。従って、「消費

者教育」を行える人材の育成は極めて重要である。
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体系化された消費者教育を習得し、それを学校教育だけでなく、一般市民にも広げ

ていく人材の育成が急務である。

そのためには、消費者庁が主導して消費者教育の講師としての適任資格を創設し、

消費者庁や国民生活センターが中心となって、講師育成のカリキュラムを設けるべき

である。

�５ 消費者教育に関する法制度の整備

上述の具体的な施策を行うについては、更に「消費者教育を推進する法律」とでも

いうべき法制度が必要である。

立法がなされることで消費者教育の位置付けの重要性が増すだけでなく、文部科学

省と連携を深めて教育内容に盛り込むことができるほか、人材育成システムが具体的

に構築できるのである。

よって、早期に法律を制定させて具体策を実現すべきなのである。

４ 将来的に実現すべき消費者教育について

�１ 消費者教育の将来像

これまでに現在あるいは近い将来に実現可能な消費者教育を概観した。しかし「消

費者被害への対症療法的消費者教育」にとどまっている限り、その目的実現の観点か

らさえ不十分であったことは既に述べた。

各国の比較研究の成果や日弁連の北欧諸国の調査結果などから見ても、個々の消費

者自身が問題意識をもって消費行動をできるようにする教育こそが問題解決の重要な

カギである。そして、消費者が「批判的精神をもち、主張し、行動し、社会参加する

『消費者市民』」となることにより消費者は、消費者被害などを生み出さないよりよ

い生活環境を得ることができる。

そして、そのような消費者市民社会を真の意味で実現するためには、以下のような

更に大胆な制度改革が考えられる。

�２ 教育における自由の徹底

北欧諸国、とりわけフィンランドの教育は特筆すべきものがある。それは主として、

教員の養成システムと教育の自由裁量とによるところが大きい。

教員養成に関しては、広範囲の分野について履修することが求められ、学校の担任

資格を得るためには３１２時間の教育実習が必要であることなどから修士課程終了が教

員資格取得要件となっている。

自由裁量に関しては、教科書の検定制度はなく教員が使用する教材は自由であり、

勤務時間についてもかなりの自由が認められている。さらに、生活指導的な仕事はソー

シャルワーカーが配置されていて、教員には教育以外の負担は最小限とされている。

「ナショナルカリキュラム」は存在するが、それは目安として存在するにすぎず教師

は自分の生徒たちに適した授業を自らの裁量において行っている。教師は子どもが将

来就きたい職業のトップでもある。このようなシステムは教師に責任感と自覚を高め

る。

わが国で「消費者市民社会」として紹介されている“Consumer Citizenship”教育

が北欧から発信されてきたことは、このような教育システムと無縁ではない。質の高

い教員が自由裁量の中で行う教育によって、はじめて「消費者市民社会教育」が実現
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する。

わが国の教員養成システムにおいても、消費者市民社会実現のためにはその専門領

域にとどまらないより広い視野をもった教員が求められる。そして、わが国の現状と

著しく異なるのは教育の自由裁量である。わが国とフィンランドとを対比すると両国

はあらゆる面で対極にあると言っても過言でない。現場で子どもたちと接する教員が

伸びやかに教育を実現できる環境はその自由裁量に負うところが大きい。

�３ 単一教科「消費者市民社会」の導入について

消費者教育に真の実効性をもたせるために、「消費者市民社会」（仮称）という単一

科目を設けることが考えられる。もちろん、消費者市民社会はあらゆる教科にその要

素があるため、すべての教員にその素養が求められるのではあるが、消費者教育は、

生き方を学ぶという極めて重要な内容を含んでいるところから、独立した単一教科に

して生徒に指導することが適切である。

なお、北欧では各教科の随所に「消費者教育」の内容を入れ込み、教育としての実

効性を高める方法（総合型と称される）もある。しかし、この方法を採用した場合に

は、わが国ではこれまで消費者市民教育の蓄積がないため、各教科における位置づけ

がバラバラとなり統一性が取れないおそれがある。また、「消費者教育」の実効性に

ついて責任の所在が明らかにならないというデメリットがある。そこで、上記のとお

り単一教科の設置が考えられる。

なお、新教科「消費者市民社会」としては例えば下記のような内容がありうる。

■新教科「消費者市民社会」の目次

１ 私たちの消費の歴史

原始的な生産消費から産業革命まで（経済と金銭の意味）

２ 大量生産・大量消費社会の発生

一面で「豊かな社会」、他面で消費者問題の発生

３ 私たちの消費に対する視点（具体的な事実を通して学ぶ）

�持続可能性

�地域間平等と世代間（未来の子どもを含めた）平等

いつの時代に生きても、世界中のどこに生きてもフェアな資源分配が得られる社

会

�社会的価値行動

消費者としての選択行動が��を実現する方策

�消費者の自立／共感／共生

�消費者市民社会

４ 私たちは何をなすべきか（課題学習）

�４ 各学校における裁量性

本基調報告が目指すべき消費者市民社会は、消費者が自主性をもって社会変革に参

加をする社会である。その社会を構成する市民は批判的視点をもって行動しなければ

ならない。このような市民教育については各学校が自由な裁量のもとで、内容につい

ても生徒とともに考える学習を行う必要がある。

わが国では、学習指導要領によって学習範囲が決まり、各学校も学習指導要領に沿
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った教育を行っているが、真の消費者市民社会を目指す学校であれば、各学校が学習

内容を決定するシステムが選択されるのが必然である。

将来的には、学習指導要領の拘束力は無くなり、自由で闊達な消費者教育が各学校

で行われることも考えられる。

第５ まとめ

以上述べたとおり、わが国において、商品・サービスの安全、取引の公正、表示、多重

債務に関する被害など、多様かつ深刻な消費者被害が発生し続けている。このような消費

者被害は、事業者と消費者との間に情報の質・量、交渉力の圧倒的な格差が存在すること

が原因であるが、行政・司法による事後的救済は必ずしも有効でなく、現実に被害回復が

困難なケースも多い。消費者被害を未然に防止するためには、消費者教育が重要であるこ

とは言うまでもなく、消費者教育により事業者と消費者との格差を解消する必要がある。

しかるに、現状の消費者教育は、学校教育における学習指導要領による内容面での制約、

予算不足等による制度上の制約、教材や教授法の研究開発の不十分さ、消費者教育の体系

化の遅れ、世界レベルでの協調の不十分さなどの限界が存するため、学校教育のほか、地

域教育、職域教育、家庭教育においても、機会の確保、内容の面で十分ではなく、実効性

のあるものとはなっていない。

我が国が、改革された消費者行政によって円滑な消費者保護が図られ、また「持続可能

な社会」の実現に向けて世界に大きく貢献する社会へと変化をとげるためには、単なる保

護の客体としてではなく、批判的精神をもち、主体的に主張・行動し、社会参加する「消

費者市民」としての消費者の存在の必要性が高まっている。これに伴い、今後は消費者教

育についてもパラダイム転換が必要であり、従前の消費者被害防止のための教育に加え、

「消費者市民社会」の実現のために、これを支える主体である「消費者市民」を育成する

教育が重要である。そのためには、�消費者庁内に消費者教育を専門に所轄する部署を設

置し、消費者庁が集約される情報をもとに効果的な消費者教育のプログラムを策定し、そ

の内容を学校教育にも反映させること、�学校教育の単一教科として「消費者市民社会」

という科目を設け、十分な時間をかけて教育すること、�各学校の教育の裁量を尊重する

ことなど、大胆な構造改革を推進することが求められる。
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第３章
消費者と情報

第１ 消費に関する情報と消費者

１ 消費者の８つの権利と情報

消費者基本法２条は、消費者の権利として次の８つをあげる１。

�基本的需要が満たされる権利

�健全な生活環境が確保される権利

�安全が確保される権利

�自主的・合理的な選択の機会が確保される権利

�必要な情報が提供される権利

�教育の機会が提供される権利

�意見が消費者政策に反映される権利

�被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済される権利

８つの権利のうち、�必要な情報が提供される権利が、消費者の情報に関する権利を

直接定めるものである。この権利は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量」に格

差があること（消費者基本法１条）に鑑みて消費者が事業者（や事業者団体等）から必

要な情報が提供される権利であるとともに、商品・サービスや事業者に関連する情報や

消費者政策に関する情報を有する行政から必要な情報が提供される権利でもある２。

また、情報は、�以外の諸権利との関連においても、不可欠の前提である。

例えば、�安全が確保される権利が保障されるためには、商品の安全に関する情報や

事故情報が適切に消費者に提供されなければならず、安全を確保するための制度の消費

者による監視を可能にするための情報提供が必要である。また、�自主的・合理的な選

択の機会が確保されるためには、多様な商品やサービスが存在することを前提に、消費

者の商品選択のために、商品またはサービスに関する情報や事業者・生産者に関する情

報が、適切に提供される必要がある。さらに、�意見が消費者政策に反映される権利が

保障されるためには、消費者が消費者政策を知り適切な意見形成ができるための情報が、

提供されなければならないし、�被害が生じた場合に適切かつ迅速に救済される権利が

保障されるためには、そのような制度が存することを前提として、被害救済制度や被害

１ 消費者基本法５条１項２号は「事業者等の責務」として「消費者に対して必要な情報を明確かつ平易に提供すること」

を定めている。また、同７条は消費者に「自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を習得し、及び必要な情報

を収集する等自主的かつ合理的行動するよう努めなければならない」と定め、同８条は消費者団体に「消費生活に関す

る情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育」等の活動に努めるものとしている。

２ 米国のケネディ大統領による「消費者の利益保護に関する大統領特別教書（１９６２年）」には，消費者の権利として４

つの権利が掲げられている。すなわち，	１安全であることの権利、	２知らされる権利、	３選択する権利、	４意見が聞き

届けられる権利（なお，１９７５年にフォード大統領により，消費者教育を受ける権利が提唱されたとのこと。）である。

これらの権利は，現在，ＣＩ（国際消費者機構）の「消費者の権利と責任」に掲げられている８つの権利にそのまま継

承されている。そしてＣＩの前身であるＩＯＣＵが１９６０年に設立されたのと前後して，ケネディが掲げた消費者の権利

の中に「知らされる権利（The Right to be Informed）」が明確に挙げられたことは，このころ既に消費者に対する情

報提供の必要性が意識されていたことを示唆するものであり，極めて重要である。
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救済事例等に関する情報が、提供される必要がある。

このように情報は、消費者の権利の重要な前提であるが、同時に、消費者の権利を実

質化するための重要なツールでもある。消費者への情報提供が、適切に分かりやすい形

で行われれば、�消費者が安全情報にアクセスしやすくなり安全の確保に資するであろ

うし、�消費者の自主的・合理的選択も行いやすくなるであろう。また、�消費者の意

見形成も容易になるであろうし、�被害救済制度の利用も促進されると考えられる。

２ 情報提供の担い手と情報提供の手段

�１ 情報の担い手

商品・製品の情報、役務の情報、消費者事故等の情報、事業者に関する情報は、ま

ず、これを取り扱っている事業者がもっとも多くの情報を保有している。また、事業

者に許認可を付与したり指導・監督している所管の行政機関も保有している。

これらの情報が消費者に知らされるためには、事業者ないしは行政がその担い手と

ならざるを得ないが、事業者は自らの商品・製品・役務に関して有利な情報は積極的

に公表するであろうが、不利な情報は必然的に控えめとならざるを得ず、こうした情

報の提供を促すためには個別法令で開示やリコールが義務付けられる必要がある。ま

た、事業者には、情報を自らに有利な形で提供する誘因が働くため、適正な情報提供

を促すためにも、表示・広告をはじめとする情報提供に関する規制が必要となる。事

業者は、こうした制度を前提として、消費者に対する情報提供を行い、また監督官庁

等への通知や報告を行っている。

行政は、取締法令に基づいて事業者からさまざまな通知や報告を受け、あるいは事

業者に対して調査等を行っている。こうした所管行政機関も、情報提供の担い手とし

て重要であり、ＨＰや報道発表を通じて情報提供を行っている。

また、消費者団体による優良企業の公表、オンブズマンが情報公開に積極的ではな

い地方公共団体のランキングをつけるという実例に見られるように、企業や行政を消

費者の目線で監視している消費者団体の情報も有用性がある。もちろんこれらの情報

提供は客観性や正確性が確保されているか否か吟味する必要性がある。

消費者被害を未然に防止するための基礎知識としての情報（悪徳商法の手口や法律

の基礎知識など）など、いわば消費者教育に必要な情報は、所管行政機関もその担い

手となりうるが、むしろ、消費者団体や専門家などが重要な役割を担うと考えられる。

さらに、マスメディアの役割も重要である。

�２ 情報提供の手段

情報提供の手段は、情報リテラシーの格差、並びに、情報の受け手の理解にとって、

いかなる手段が有効か、という点が十分に検討される必要がある。そして、提供され

た情報を、まんべんなく消費者に行き渡らせるようにするためには、できる限り広範

囲に、且つ多様な手段で情報が提供される必要がある。現代社会においてインターネ

ットを利用した情報公開は必要不可欠のものであるが、さりとてインターネットの利

用はおろかパソコンの操作すらおぼつかない国民も多々いると思われる。とりわけ高

齢者などは、相対的に見てその割合が多いであろう。したがって、インターネットの

みならず、テレビ・新聞などメディアの利用、公共交通機関における広告の利用、パ

ンフレットやチラシなどを利用した情報提供、とりわけ行政機関（役所・交番など）
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のみならず、銀行や郵便局、大規模・小規模を問わず小売店舗などにも、情報の拠点

のようなものを設けて最低限チラシを留め置くとかの種々の方法を利用することが考

えられる。さらに、介護ヘルパーや地域の民生委員などを通じて情報を提供していく

ことも考えられるだろう。

また、消費者教育における情報提供の観点からは、出前講座を活用したり（高齢者

の場合、住まいの近くにお茶会を開くというような気軽な形式で、小さい単位で情報

を届ける）、若者向けには、携帯のウェブサイト等で最近のトラブル事例を紹介して、

消費生活センターへの相談を促すお届け型の情報サービス構想などを考えることもで

きるであろう。

第２ 消費者への情報提供に関する法規制と情報提供の意義

１ 商品・サービスの安全と情報

�１ 商品の安全と情報

商品安全の分野では、�一定の安全基準・規格に達しない商品の「製造・販売等の

禁止」、�基準・規格に適合するか否かを市場に出す前に検査する「検査制度」、�商

品が一定の規格や安全基準に適合していることを示す「表示制度」、�市場に出てい

る商品の安全性に問題があることが判明したときに、商品の回収等を図る「リコール

制度」、�「事故情報収集・公表制度」などが存する３。制度の具体的内容は、食品分

野（食品衛生法・食品安全基本法等）、薬品分野（薬事法）、製品分野（消費生活用品

安全法・家庭用品規正法等）、住宅分野（建築基準法）など、分野により異なるが、

上記の�～�において、情報の提供・流通は重要な役割を果たしている。

これを消費者の立場から見ると、�「事故情報収集・公表制度」における情報提供

により、事故情報を迅速に知ることができ、事故にかかる製品の購入や使用を未然に

防ぐことが、安全確保の観点からまず、重要である４。こうした事故情報は、迅速に

収集・提供される必要があるが、その際、行政から迅速かつ適切に情報が提供される

ことはもとより、マスコミや地域のネットワークが積極的役割を果たすことが期待さ

れる。

�「リコール制度」は、いったん市場に出回った危険な商品を市場から回収する制

度であるが、この制度が有効に機能するためには、リコール情報が的確に消費者の元

に届けられる必要がある。

また、信頼できる安全な商品を購入する、その商品選択を行うという観点からは、

消費者は�「表示制度」に基づく表示情報を信頼して、商品選択を行うことになるた

め、的確かつ分かりやすい表示が求められる。そして、表示情報に基づく消費者の適

切な商品選択により、誠実な事業者・生産者が支援されるなどして、事業者・生産者

や市場が改善されていくことが期待される。

消費者が安心して商品を購入するためには、�「検査制度」が適切に機能する必要

があるが、検査が適切に執行されることを確保するためには、検査の執行状況に関す

る情報が適切に公表され、消費者や消費者団体が執行状況を監視できる必要がある。

３ なお、野口貴公美・幸田雅治共編著「安全・安心の行政法学」ぎょうせい（２００９年）２６１頁以下。

４ 消費者安全法により、事故情報収集・公表制度は消費者庁に一元化された。
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�「製造・販売等の禁止」が行われる前提となる安全基準・規格の設定に関しては、

例えば食品分野では、食品安全委員会においてリスク評価が行われ、厚生労働大臣が

基準・規格を設定するなどのリスク管理を行うが、こうした全過程において消費者を

含む関係者の間で情報及び意見を交換するリスクコミュニケーションが求められてい

る。ここにおいて、情報が消費者に対して適切に分かりやすい形で提供されることが、

重要である。

�２ 違法な事業活動の抑止・消費者被害の防止と情報

違法な事業活動を抑止し、消費者被害を防止するという観点からも、消費者への情

報提供は重要である。

金融サービス・投資サービスなど一定の事業を行うためには登録や許可等が必要で

あるが、登録業者や許可業者は、監督官庁のホームページで公開されている。また、

事業者が行政処分を受けた場合の処分事例なども、監督官庁のホームページで公表さ

れている。これらの情報は、消費者にとって参照しやすくなり、また、消費者がこう

した情報を有効に活用できるような条件ができていけば、違法な事業行為の抑止・消

費者被害の防止に、一定の効果が期待される。

わが国のおれおれ詐欺防止のキャンペーンのように、マスコミや事業者の取り組み

を含めた詐欺防止キャンペーンが消費者被害の防止に効果を発揮する。なお、詐欺キ

ャンペーンについては、OECD 消費者政策委員会が、効果的な結果をもたらすキャ

ンペーンのガイドラインとして、�明確な目的を設定する、�ターゲット市場を把握

する、�被害者であるという烙印を外す、�各機関を連携させる、�民間セクターを

活用する、�メディアを関与させる、�重要なリソースを投入して下支えする、など

を指摘している（「詐欺に関する消費者情報キャンペーンに関する報告書」２００５年１２

月）５。

食品偽装など事業者の内部で行われる違法行為は、消費者の目には見えにくく、こ

うした内部的違法行為の抑止は、コンプライアンスの徹底や監督官庁による監督行政

に負うところが大きい。この間食品偽装などが摘発される例が相次いだが、これらの

多くは内部通報者の情報提供によるものであったと指摘されている。事業者の事業の

適正を確保していくためには、内部通報による情報提供の役割は大きいが、公益通報

者保護法による通報者保護の制度は未だ不十分であり、制度の改善を検討する必要が

ある（公益通報者保護については、第３部・第３章・第７）。

消費者被害の防止という観点からは、消費者事故等の情報が重要であるが、消費者

安全法により、消費者事故等の情報等は消費者庁に一元的に管理されることになった。

これにより、消費者事故等の情報が複数の省庁に分散している現状が改善され、また、

消費者庁が製品等の危険性について「注意喚起」をすること等も定められた（詳細は

第３部・第３章・第１１）。さらに、国民生活センターに「事故情報データバンク」が、

２００９年度中の利用開始を目指して構築されている（詳細は第３部・第３章・第１２）。

２ 商品・サービスの選択と情報

消費者が、商品・サービスを適切に選択できるためには、商品・サービスに関する情

５ 内閣府の HP http : //www．consumer．go．jp/seisaku/cao/kokusai/oecd２．html（「消費者の窓」の「内閣府の政策」

の「国際関係」の頁から）
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報が適切に提供されることが必要である。特に、規制緩和により商品・サービスが多様

化した現在、消費者への情報は、選択のために必要な情報が、正確に、分かりやすく、

確実に提供される必要がある。

商品・サービスに関する情報は基本的に事業者・生産者が保有しており、事業者・生

産者側にはより高くより多く売りたいという誘引が働きがちであり、他方、消費者には

容易に事業者の提供する情報が適切かどうか判断がつかない。そこで、行政、あるいは

事業者団体や消費者団体が、基準やガイドラインを設けたり適切性を審査したりして、

情報提供の適正を図ることが必要とされる。

表示・広告については、消費者基本法１０条が「表示の適正化」を国の責務として定め、

さらに個別の法令によっても表示や広告の規制が行われている。そのうち、取引におけ

る適正な選択を確保することを目的とする取引条件や契約内容に関する表示・広告につ

いては、公正競争確保の観点から、独占禁止法・景品表示法・不正競争防止法が横断的

な規制を行っているほかは、各種業法等によって個別に表示・広告や宣伝規制が行われ

ている。

また、自主規制としては、業界内部での広告・宣伝に関する自主規制、テレビ局・新

聞社・出版社等の広告・宣伝媒体が定める掲載基準、日本広告審査機構（JARO）が行

う裁定による自主規制などがある。

また、消費者に対する情報提供に関しては、特定商取引法や割賦販売法等において所

定の取引に書面交付義務が定められ、金融商品や商品先物取引等の投資取引の分野にお

いても書面交付義務や説明義務が定められており、これらによっても消費者に情報提供

が行われる。

なお、事業者情報については、上記の交付書面の記載事項に含まれているほか、前記

のとおり、登録業者・許可業者等の情報や行政処分に関する情報等が監督官庁から行わ

れている。

このように商品やサービス等に関する情報提供等に関する規制等が行われているが、

消費者はこうした情報を踏まえて、商品やサービスの選択を行うのであり、提供される

情報が誤っていたり適正でなかったりしたときには、消費者が企図した商品やサービス

の提供を受けることができなかったり、不測の損害を被ることになりかねない。

３ 消費行動と市場や社会の改善・発展

�１ 市場や社会の改善・発展と情報

平成２０年版国民生活白書は、次のとおり指摘する。

「経済主体として、企業などから示された情報に基づいて革新的かつ費用に比べて

効用や便益の大きい商品・サービス、そして企業を選択することである。そうした行

動によって消費者・生活者にとっても望ましい競争と公正な市場が生まれ、個々の企

業の競争力、そして国自体の力に結び付くだろう。次に、社会を変革していく主体と

しての消費者・生活者の役割も重要になっている。つまり、社会の問題解決、困窮者

への支援、そして人々や社会とのつながりの重視など社会的価値行動が高まり、伝播

していけば、それが大きなうねりとなり、社会構造自体の変革につながろう。」

そして、社会的価値行動の例として、ボランティア・地域活動とともに、社会的責

任投資・フェアトレード・環境配慮型消費行動という３つの消費行動をあげている。
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社会的価値行動としての消費行動はこの３つに限られるものでなく、広く、労働者の

人権や途上国の人々の人権を顧みない事業者の商品の購入を忌避したり、逆に、人権

に配慮した事業を行っている事業者の商品を指示して購入する消費行動なども、含ま

れるであろう。

消費者の消費行動が、このように社会的な影響力を発揮するためには、消費者の行

動の判断の前提となる情報が、消費者に対して適切に提供されなければならない。

消費者に対する情報提供が誤っていたり、適切でないときには、消費者が自らの自

己実現を図ることができないだけでなく、不誠実な事業者・生産者が選択され、誠実

な事業者・生産者が営業の機会を失うことになりかねず、そのような場合には、消費

者の消費行動は、消費者の意図しない影響を事業者や社会に及ぼすことになってしま

う。

特に、消費者が、環境保護や人権擁護など一定の社会的価値の実現を求めて消費行

動を行う場合、当該社会的価値の実現に関する情報提供が誤っていた場合には、消費

者が企図した社会的価値の実現が妨げられ、または歪められてしまう。このように適

切な情報提供は、消費者が消費行動を通じて市場や社会の改善や発展を図っていくに

際して、きわめて重要な前提となる。

�２ 社会的価値行動の前提となる情報

消費者が社会的価値の実現を求めて消費行動をとるときには、消費者は当然、求め

る社会的価値について、一定の情報に基づいて一定の認識を持っている。

例えば、環境保護という社会的価値の実現のために、環境にやさしい商品を選択し

ようとする場合、消費者は商品や企業等に関する情報とともに、環境に関する情報を

適切に享受し、環境保護に関して認識を持つことが前提となるだろう。労働者の人権

擁護であれば労働者の人権に関する情報と認識が、途上国の人権擁護であれば途上国

の人権に関する情報と認識が、消費行動の前提として存在する。

このように消費者が消費行動を通じて社会的価値を実現しようとする場合、他方に

おいて、さまざまな社会的課題についての情報や認識が前提となるのであり、これら

の情報の提供・流通・享受は、民主主義一般の問題にほかならない。消費者が、消費

行動を通じて社会的価値を実現しようとするときには、こうした点も重要となる。

４ 消費者が情報を有効に活用するための条件

消費者に対して迅速に正確かつ十分な情報が発信されることが、まず、必要であるが、

消費者が、こうした情報を有効に活用できるためには、なお、次のような条件整備も大

切である。

�１ 消費者教育への取り組み

ア どれだけ迅速に正確かつ十分な情報が流通しても、消費者の側がこれを巧くキャ

ッチして具体的な消費者行動に活かせなければ意味がない。内閣府においても、成

人期の消費者の場合、製品安全面では「商品の欠陥等で事故・危害にあった時に被

害救済の制度・機関を活用できる」こと、契約・取引面では「契約・取引のトラブ

ルが生じたときに、消費者のための法律・制度を活用したり、相談機関に相談する

ことができるとともに、安心して契約・取引できる社会を目指して協力して必要な

取り組みができる」ことを目標にして、消費者育成を図るとしているが（内閣府「消
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費者教育の体系シート」）、私たちは、日頃の法律相談業務等を通じて、現在の一般

的な消費者の意識、知識が、こうした水準にはほど遠いことを実感できる。

イ これは、一つには消費者被害救済の制度・機関やトラブルを解決する法律制度・

相談機関が分かりにくいという問題もあるが、これまで消費者教育にほとんど焦点

があてられてこなかったことに原因がある。このため、消費者教育の体系やカリキ

ュラムも十分構築されておらず、その担い手の絶対数が足りない。今後は、青少年

に向けて義務教育において消費者教育を行うだけでなく、成人や高齢者に向けた消

費者教育の充実が急がれる。

�２ 消費者行動の展開を可能にするネットワークの構築が必要である

ア 十分な知識と関心を備えた消費者といえども、企業と比べた場合の情報格差、経

済格差、交渉力格差は歴然としている。これを補って、消費者の声を社会に反映す

るためには、消費者が行政を含む専門家から容易に助言や支援を受けられたり、個々

の消費者の力を容易に結集できる仕組みや体制作りが必要である。

イ しかし、現状においては、消費者は、誰に相談したら良いのかということでつま

ずき、何とか窓口にたどり着けたとしても、各組織、団体、専門家間の横のつなが

りが十分ではなく、問題の解決に最適な支援を必ずしも受けられていない。消費者

に対する専門家の助言・支援体制を確立するとともに、個々の消費者の力を結集し

て大きなパワーに変換する仕組み作りが必要である。こうした支援を行政のみ、消

費者団体のみ、消費者問題の専門家のみがバラバラに行っているのでは、十分な力

が発揮できないから、相互に連携・協働すること、すなわちネットワークの構築が

求められている。

�３ ３つのキーワード

このように、消費者が、消費者行動を通じて現実の企業や市場に大きな影響を及ぼ

す力を持った存在として期待される力を発揮するための前提として、�消費者が迅速

に正確かつ十分な情報に接することができるように、消費者の周りに存在する情報の

壁を取り払って情報流通を促進すること、とともに、�情報の受け手である消費者の

教育を充実すること、�消費者行動を引き出すためのネットワークを強化することが

必要である。

第３ 消費者政策の形成と情報

１ 消費者・消費者団体の意見の反映と情報

消費者庁・消費者委員会の発足により、消費者・消費者団体の消費者行政への参加と

監視は、ますます重要となってきている。

消費者・消費者団体の消費者政策への意見の反映の機会の主なものとしては、次のよ

うなものが考えられる。

� 消費者委員会をはじめとする国や地方公共団体への委員等としての参加。

� パブリックコメント等への意見提出。

� 消費者庁・消費者委員会をはじめとする行政機関への申し入れや意見書の提出。

� 国会議員や地方議会議員への申し入れや意見書の提出。
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� マスコミへの情報提供や問題提起を通じた意見の反映。

� 消費者運動等による世論形成を通じた意見の反映。

これらの意見反映の機会を積極的に生かしていくためには、消費者・消費者団体が、

情報を適格に収集・整理・集約し、問題点・論点に抽出し、現場情報等の具体的情報と

ともに、情報を提供していく必要がある。

２ 行政情報の活用

消費者や消費者団体における情報提供にいたる一連の作業の中で、現在では、行政情

報を有効に活用していくことも重要になってきている。

行政情報については、各省庁の HP 等においてさまざまな情報が提供されるようにな

ってきているが、その主なものに、�政府内会議に関する情報（委員会・審議会議事録

や配布資料）、�パブリックコメントとその結果に関する情報、�行政処分などの監督

行政情報などがあり、また、�事故情報、�消費者啓発のための情報、�法令情報など

も、公開されている。

かつてに比して、行政からさまざまな情報が提供されるようになってきており、消費

者・消費者団体において、その有効活用が期待されるが、アナウンスされる情報を適正

に整理・集約し、問題点・論点を抽出して、議論を喚起することも求められる。

３ 現場情報の活用

消費者政策に関して、現場の問題や状況に関する情報を収集・整理・集約し、消費者

政策の企画に反映させていくことも重要である。これまで多くの消費者関連立法の過程

では、事件当事者の声をはじめとする現場の実態を、世に訴え、国の機関等に持ち込む

ことが重要な役割を果たしてきた６。

第４ マスメディアと消費者団体

１ マスメディア

�１ マスメディアの役割

情報の流通に関して、マスメディアの役割は重要である。

マスメディアの役割については、次の点が指摘されている。

� 社会を映す鏡としての事件・事故を通じて社会の実相を市民に伝える。

� 市民の自衛に役立つ情報を伝える。

� 情報を伝え、予防、鎮圧に役立つように市民の行動を呼び起こす。

� 社会の問題点について考える契機を提起、その解決を促す。

� 市民による刑事司法の監視を可能にする。

上記は、飯室勝彦「取材・報道と『無罪推定の原則』」（自由と正義１９９４年８月号）

の指摘であり、主として刑事事件に関する報道が念頭に置かれているようであるが、

消費者問題に関しても、その役割は共通するものと考えられる。（�は、市民による

行政や事業者の監視を可能にする、と読みかえることができる。）「メディアの公正と

は公衆の利益のために正義を実践すること」であり、「公的利益と社会改革のための

６ 湯浅誠「反貧困」岩波新書（２００８年）１１６頁は、貧困問題が政策に反映されるまでの一連のプロセスを「個々の相談

→報道による社会化→国会質疑→省庁による調査→対策」と述べている。
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市民参加を促すために情報提供活動を行い、議論の場を提供すること」が重要である

とのの指摘もある７。

また、メディアによる政策情報の提供に関して、「メディアは、政府に代わって情

報提供を行うことにより、利用者が購読・視聴する情報という観点から大胆に整理し、

本質を突いた情報として提供することが可能になる」「もともとの複雑な情報を、か

なり容易な情報へと変換することができる」「報道記者は、取材による確認作業を通

じて公衆に対して理解しやすい情報を生産・提供するのが使命となる」との点も指摘

されている８。

�２ マスメディアによる報道と世論形成

地球温暖化問題は、最初は一部の科学者集団内での認識にとどまっていたが、次第

に学会で認められるようになり、それが国際会議の開催、政府担当者、議会、国家首

脳、産業界、市民団体などを巻き込みながら、世界的な政策議題として取り上げられ

るようになっていった。それが、アメリカ国内から、全世界の世論を形成するに至る

過程で、テレビ・新聞・ニュース雑誌などマスメディアの果たした役割は小さくなか

ったと指摘される９。

上記は、環境問題においてマスメディアが社会に対して議題設定を行い世論形成に

重要な役割を果たした例であるが、消費者問題においても同様に、マスメディアが情

報提供や議題設定を行うことが期待されるし、これまで、わが国の消費者問題におい

ても、そのような議題設定が行われてきた。例えば、食品問題や貧困問題等において、

マスメディアによってさまざまな問題提起が行われた。

また、マスメディアは、詐欺防止などのキャンペーンなどにおいても重要な役割を

果たしており、おれおれ詐欺の被害防止などでは、アナウンス効果を発揮している。

もっとも、マスメディアによる報道は、影響力が大きいことからバランスを失する

ことがないように留意が必要である。

消費者問題において、実態に基づいた問題を抽出し社会に対して議題設定を行うに

際して、現場を知る消費者団体や弁護士等の専門家の果たす役割は、大切である。マ

スメディアと消費者団体や弁護士等の専門家の連携や情報交換が、今後、ますます重

要になっていくものと考えられる。

�３ 消費者運動と報道

市民運動と報道との関係については、環境保護運動に関して、環境保護団体の活動

と報道との関係についても、報告が行われている。イギリスの日刊紙２紙における報

道と「グリーンピース」の活動の関係についてのもので、�グリーンピースによる主

要なキャンペーンや抗議行動に伴って報道の両が増加し、環境問題に関する「議題設

定者」としての役割を果たしたこと、�大きく報道されることにより、環境保護団体

のシンボルとしての地位を付与されるようになった、�グリーンピースのキャンペー

ン活動や報告書の提出が、国会での審議、政府の環境白書の発表、国際会議の開催、

条約更新などのように大きな政治的イベントのあったときを見計らって絶妙のタイミ

７ 山口功二他編「メディア学の現在〔新訂〕」世界思想社（２００７年）２７８頁。

８ 水上慎士「政治を変える情報戦略」日本経済新聞出版社（２００９年）８２頁。

９ 山口功二他編「メディア学の現在〔新訂〕」世界思想社（２００７年）１７８頁以下。
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ングで行われる、などが指摘されている１０。

こうした例は、消費者運動とマスコミの関係を考えるにあたって、示唆を与えるも

のと考えられる。

�４ 広告について

広告についても、環境広告に関する調査報告に基づいて、市民が抱いている共通の

心理と広告の工夫に関する報告がある。調査結果は、�環境問題は複雑で分かりにく

いと市民は考えているので、分かりやすい広告を工夫する、�企業は本業の分野で環

境対策に取り組むべきと市民は考えているので、本業と関連させながら訴求する、�
環境対策はお金がかかると市民は考えているので、環境と消費者のメリットを同時に

訴求する、�環境は次世代を含めたみんなの問題と市民は考えているので、子どもや

多数の人々を登場させる、�謙虚でさりげない表現でなければ市民はうさんくさいと

考えてしまうので、謙虚にさりげない表現を工夫している、などを指摘している１１。

２ 消費者団体の役割

消費者団体には、�消費者被害の救済、�消費者相談、�消費に関する情報の提供、

�消費者教育、�政策や価値観の提言、�事業者や行政の監視、�事業者啓発、	事業

者・行政との協働等さまざまな役割が期待されるが、消費者団体がこうした役割を果た

していくにあたって、情報は重要な役割を果たす。

特に、現場の情報を政策形成過程に提供する役割、消費者へ警告情報や啓発情報を伝

達する役割、企業に対して消費者の意見や消費者に関する情報を伝達する役割など、�
情報を収集・整理・集約し、�他のセクターに伝達・公表する役割が、注目される。

第５ 小括～消費者庁との関係に関する考察も踏まえて

ア 適切な情報の提供（情報流通の促進）こそが、消費者が具体的且つ容易に被害から

の回避行動が取り得る最善の手段である。適切な情報の提供は、消費者被害を未然に

防止し、被害の拡大を防止する、という消極的な意味の消費者行動のみならず、消費

者自ら意思決定し、行動を起こすという積極的な意味での消費者行動の基礎になる。

この点、消費者は、情報の偏在に甘んじて依存していたこれまでの状況から脱却する

必要がある。一方的で任せきりの情報の提供は、消費者を誤導し、判断をゆがめるお

それがある。

イ 信頼できる情報を確保するためにはどうしたらいいのか。現代は、情報量の多さ、

情報伝達の速さ、情報媒体並びに情報の内容の多様さのいずれにおいても過去に例を

見ない状況である。しかも、インターネットや電子メールに象徴されるように、物事

が進められていくテンポは、昔に比べて格段に早くなった。このような中で、一人一

人がすべての情報を収集・受領し、取捨選択し判断していくことは容易でない。そこ

で、この点を踏まえて、個々の消費者の限界を補うためのバックアップ体制を念頭に

置いた情報提供の道を探る必要がある。

１０ 山口功二他編「メディア学の現在〔新訂〕」世界思想社（２００７年）１８１頁以下。

１１ 山口功二他編「メディア学の現在〔新訂〕」世界思想社（２００７年）１８５頁以下、関谷直也「環境は『広告』『報告』さ

れ、『ブランド』と『Public Relation』を再構築する」（「情報学研究」第７１号・２００６年）。
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ウ 一つにはこの度設立される消費者庁が、消費者のために適切な情報を提供し、事業

者の活動を監視し、不適当な活動を是正する措置を講じることが期待される。なお、

今般成立した消費者庁関連三法の一つである消費者安全法には、消費者事故等に関す

る情報の集約等について規定している（１２条以下）。消費者事故等の情報の集約・分

析の機能を十分に保証することこそが消費者庁の生命線であり、この点が不十分であ

ると、消費者庁は真に期待される活動をなしえない。消費者事故等に関する情報の集

約・分析・公表等について多くの附帯決議が設けられていることは、消費者庁の消費

者被害に関する情報の拠点としての機能に対する期待の表れでもある。また、情報は

できる限り一元化される方が、利用者にとっては便宜であるが、消費者にとって有用

な、あらゆる情報の情報集約機能を消費者庁が担うことも期待されるところである。

エ 消費者行動を実効あらしめるためには、情報の入手が必要不可欠である。その意味

では、「情報こそが命」と言っても過言ではないであろう。情報が適切に提供されれ

ば、消費者は自ら判断して上で、必要な行動を起こすことができる。このように適切

に情報が提供されれば、広い視野をもった市民がだんだんと増えていき、それが消費

者行動を活性化させる原動力となるであろう。さらに、深く切り込んでいく専門家と

の協働が実現し、且つ、消費者行動を広く知らしめるためにマスメディアとの協働・

連携が可能となれば、消費者行動は正に「社会を変える」ことになるのである。
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第４章
消費者行動

第１ 消費者行動への期待の高まり

１ 消費者行動の重要性

�１ 消費者行動とは

ア この２０年間、消費者保護のための制度は徐々に変貌を遂げつつある。当初は、行

政による企業活動の規制や取締りを通じて反射的に消費者が保護されるにすぎなか

ったのが、徐々に消費者の権利も認識されるようになり、未だ不十分とはいえ、消

費者の被害救済の制度の構築が図られるようになってきた。

イ そして近年では、消費者は、保護の主体、権利の実現を訴えるだけの存在から、

消費行動を通じて現実の企業や市場に大きな影響を及ぼす力を持った存在、すなわ

ち市場や社会の改善・発展の担い手として、消費者一人一人が主体的に行動し、政

策形成に参加することや消費行動や社会的活動を通じて社会や地球環境の改善に参

加することが期待されているのである。消費者教育が一層充実し、消費に関する情

報が適切に提供されれば、消費者が、消費行動や社会的活動を通じて、市場や社会

に影響を及ぼすことができる条件が整っていくことになる。教育の普及や表現の自

由の保障により、国民の政治的な意識が高まっていったように、国民の消費者とし

ての意識が高まり、さまざまな消費行動や社会的活動が取り組まれることが期待さ

れる。もっとも、こうした行動は消費者にだけ期待されるものではなく、企業や国

家もこれらのために行動すべきことは当然である。

�２ 消費行動～選択行動としての消費者行動

ア 消費者の行動のうち最も身近なものは消費行動そのものである。個々の消費者の

購買力や行動力には限りがあっても、一人一人の消費者が主体的に行動し、商品・

サービスを選択することによって、それが大きな流れとなり、やがて市場や社会全

体に影響を及ぼすことができる（選択行動としての消費者行動）。もちろん、提供

された商品・サービスに不備があった場合、消費者一人一人がきちんとクレームを

申し出ることも重要である。そうしたクレームの積み重ねが、事業者に改善を迫り、

当該商品・サービスの改善・改良としてフィードバックされていくのである。

イ こうした消費行動の典型例として、フェアトレード、社会的責任投資、環境配慮

型消費行動などがある１。そこでは、消費者が単に商品やサービスの品質・価格の

優劣だけでなく、商品・サービスが提供されるまでの経緯や企業行動のあり方も配

慮して商品・サービスを選択し、そうした選択行動がやがて大きな流れとなって市

場や社会全体に影響を及ぼすことができる。例えば、エコカー、ソーラーシステム

１ 平成２０年版国民生活白書３７頁以下では、市民が社会的価値の実現に貢献したいとの意識から社会に働きかけ、社会の

発展、改善、変革に影響を与える行動を「社会的価値行動」と表現している。社会的価値の実現を社会的行為で図ろう

とするボランティア活動のほか、これを経済的手段で図ろうとするフェアトレード、社会的責任投資（ＳＲＩ）、環境

配慮型行動が例示されている。
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に代表される環境配慮型製品の開発に見られるように、企業もこうした消費者の行

動や選択を見極めて、より望ましい商品・サービスを提供する方向に転換しつつあ

る。

ウ 消費行動（選択行動としての消費者行動）は、正に消費活動そのものであるから、

その気になりさえすれば、消費者がそれぞれの興味と関心に応じて、何時でも一人

でも気軽に始められる。もっとも、これを大きなうねりにしていくためには、必要

な情報提供、消費者教育、動機付けなど、こうした動きを促進するための工夫をす

る必要があろう。

�３ 社会的活動～社会的行動としての消費者行動

ア 消費者の行動には社会的活動、すなわち消費者が連帯して行動することによって

社会を変える原動力とする行動もある（社会的活動としての消費者行動）。現代社

会に生起する労働問題、社会保障問題、貧困問題、環境問題、途上国の貧困問題等

の様々な課題において、消費者や消費者団体が、消費者運動を通じたり、労働団体

や社会福祉関連団体、各種ボランティアや地域活動と連帯することにより、社会全

体を改善する取り組みに参加していくことなどが考えられる。

イ これまでも消費者は、社会的に大きな問題が生じた場合に、その是正を求めて力

を合わせ連帯して、企業や行政府・立法府に申し入れをしたり、司法判断を求めた

りするなど、積極的に企業や社会に対し働きかけてきたし、こうした社会的活動が、

現実に立法や行政、企業に影響を与えた例も少なくない。古くは、闇カルテルをめ

ぐる鶴岡灯油裁判に見られた消費者団体の活躍、最近でも、製造物責任法の制定、

出資法・貸金業法や特定商取引法・割賦販売法の改正に向け多数の消費者団体が展

開した運動は記憶に新しい。特に、出資法・貸金業法の改正に向けた一連の行動は、

被害の実態の把握と立法運動が有機的に結合した成功事例といえる。つまり、個別

消費者被害を回復するための司法判断の積み重ねによって、同種の消費者被害が類

型的に救済されるようになっても、被害実態から見て事後的な司法救済だけでは不

十分であったり、予防的効果が薄い場合には、より迅速な被害回復や被害の一般予

防を図るべく、適切な立法措置を求めていく必要がある。我が国の消費者保護のた

めの法律――製造物責任法、割賦販売法・特定商取引法改正、出資法・貸金業法改

正、消費者庁及び消費者委員会設置法――は、各種消費者団体や弁護士会の運動が

大きな推進力となって制定されてきたと言ってよく、こうした法律の適切な運用も

幅広い消費者運動が支えていると言ってよい。

ウ このように、消費者が一定の目的を持って連帯し、事業者や国に対して幅広い行

動を起こすことも、安全で公正な社会を実現するためには大きな力になる。また、

いわゆる団体訴権制度が導入された後、適格消費者団体から消費者契約約款中の不

当条項の改廃等の申し入れを受けた事業者が、任意に応じる事例も増えてきた。こ

うした対応には、差止訴訟に応訴する場合のコストやイメージダウンを回避したい

という事業者の思惑以外に、これからは消費者の意見を尊重していくのが企業の本

来あるべき姿であるとの経営方針の転換が見て取れる。こうした消費者の利益を代

表する適格消費者団体を通じた行動も、新しいタイプの社会的活動であり、今後大

いに活用される必要がある。そして、これからは、消費者が連帯しやすい仕組み作
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り（前述の消費者団体への様々な援助、後述する消費者間の情報の流通促進など）、

連帯した消費者が行動しやすい制度作り（専門家の協力、法的権限や法的手段の付

与、ネットワークの構築など）、行動が適切に社会に知られて評価されるような土

壌作り（効果的な情報発信、マスメディアとの協働など）が必要となる。

�４ 適切な緊張関係に基づく協働

ア これまで、消費者・消費者団体が、消費者被害を防止し、被害を救済するため様々

な運動を展開し、必要な制度の創設や法規制を求めてきた中で、ときに消費者・消

費者団体は企業・行政と鋭く対峙してきた歴史的経緯がある。というのも、消費者

の権利が十分確立されず、権利実現のための制度や武器も不十分な状況で、消費者

にとって安全で公正な社会の実現を目指そうとすれば、自ずと企業・行政と対峙す

ること（対峙型行動）が必要であった。

イ しかし、こうした対峙型の行動だけでなく、消費者が企業・行政の施策に積極的

に参加・協力していくこと（参加型行動）によって、より適切な解決が図られるケー

スもある。

例えば、製品のリコールのケースであれば、リコール情報を素早く社会の隅々に

行き渡らせる必要があるが、その際、消費者・消費者団体が参加・協力して多重的

な情報発信をすれば、より早く情報が行き渡って広く安全の確保が可能になる。ま

た、企業の自主行動基準（ガイドライン）の制定や評価にあっては、消費者団体が

企業にアンケートなどを行って消費者対応を評価してランク付けし、優良企業を公

表するなどの行動をとることも、企業の消費者対応向上を促す効果がある（実際、

適格消費者団体の１つである消費者支援機構関西は２００７年及び２００８年に公正な市場

をつくることを目的とした「企業の消費者対応評価アンケート調査」を実施し、そ

の結果報告書を作成し、優良と評価された企業を公表している。２）。

ウ 消費者庁の設置に伴い、消費者安全法に基づく消費者事故等の情報一元化システ

ムや「事故情報データバンク」の整備が図られるとしても、消費者・消費者団体か

らの情報提供等の協力なくしては適切な整備は期待できない。今後こうした分野に

おいても、消費者・消費者団体の積極的な参加・協力が求められる。

第２ 「消費者市民社会」の基盤

１ 消費者教育・情報・消費者団体とネットワーク

消費者が、消費者行動や社会的活動を通じて、その影響力を行使し、市場や社会の改

善・発展に積極的に参加していくためには、その基盤として、�消費者教育の充実、�
消費者への情報提供・情報の流通、�消費者団体の活動の充実とネットワーク、が重要

と考えられる。

この中で、�消費者教育の充実は第２章で、�消費者への情報提供・情報の流通につ

２ ２００８年７月２６日、長野市で行われた日弁連夏期消費者セミナーにおいて、社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）

理事長（株式会社ミズノアベール取締役社長）の藏本一也氏は、消費者支援機構関西の実施した「企業の消費者対応評

価アンケート調査」を積極的に評価し、消費者団体や国、地方公共団体が優良企業を評価し、表彰するような制度の必

要性を指摘している（同セミナー報告書４８頁）。
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いては第３章で述べた。また、�消費者団体の活動の充実とネットワークに関して、消

費者団体に関する部分は第２部の第３章で述べたところである。

そこで、次に、消費者団体以外のネットワークの強化を中心に述べる。

２ ネットワークの強化

�１ ネットワークの広がり・深まり

ア 十分な知識と関心を備えた消費者といえども、企業と比べた場合の情報格差、経

済格差、交渉力格差は歴然としている。これを補って、消費者が、消費行動を通じ

て現実の企業や市場に大きな影響を及ぼす力を持った存在、すなわち消費者市民社

会の担い手として、容易に政策形成に参加したり、社会の変革に参加できるように

するためには、消費者に対する専門家の助言・支援体制を確立するとともに、個々

の消費者の力を結集して大きなパワーに変換する仕組み作りが必要である。

イ 消費者市民社会の核となる消費者市民の周囲に位置する行政、企業、ＮＰＯ法人

その他の消費者団体は、こうした体制の確立や仕組み作りに向けて、消費者をめぐ

って相互に連携・協働するネットワークを構築し、さらにそれを広げたり、深めた

りして強化することが求められる。消費者団体をめぐるネットワークについては、

第２部の第３章でも述べたところであるので、ここでは、消費者行政をめぐるネッ

トワーク、企業をめぐるネットワークの在り方を述べる。

�２ 消費者行政をめぐるネットワーク

ア 消費者行政において、消費者庁の設置に象徴される国の役割も重要であるが、実

際に消費者と日常的に接し、消費者目線の行政を実施できる地方の「現場力」は貴

重かつより重要である。このため、消費者行政に熱意を持って取り組む行政職員の

養成、最前線の「現場」を支える相談員の質・量の向上とそれに見合うような待遇

（例えば、更新制ではなく常勤職員として採用する等）の改善を図る必要がある３。

外部専門家（例えば弁護士や司法書士）を非常勤の相談員として充てるのも一方策

である４。

イ もっとも、少子高齢化社会や地方の過疎化が進行する現在、消費者生活センター

という消費者行政の「点」の強化だけでは不十分である。介護や医療、保険・年金、

民生といった関係部門との連携強化、交通・ＩＴ弱者への配慮といった消費者行政

の「面」の充実が必要である。例えば、高橋加代子氏は、消費生活センター所長の

経験をふまえ、�高齢者や障がい者の消費者トラブル防止事業の強化（ホームヘル

パーやケアマネージャー等の高齢者や障がい者と接する機会が多い福祉関係者に消

費者トラブルの知識も収得してもらい、福祉の現場でトラブルを察知して、消費生

活者センターと協働して解決していく）、�出前講座の活用（高齢者の場合、住ま

いの近くのところにお茶飲みサロンというような形で、小さい単位で情報を届け

３ ２００８年日弁連夏期消費者セミナーでの高橋加代子元長野県消費生活センター所長の発言（同セミナー報告書２２頁）。

４ 松岡勝実岩手大学教授は、「消費者問題は災害の一種（経済的災害）であるから、住民の生命、健康、財産を守るの

が使命である地方自治体はこの問題にも積極的に取り組むべきであり、必要な予算措置を講じる必要がある。住民の安

全な暮らしを確保する過程で、反射的な経済効果や治安の改善も見込める。住民に頼りにされるような地方消費者行政

の体制強化が、消費活動と産業活動の双方を活性化し、消費者と事業者を対立関係からウィン・ウィンの関係へ転換す

る可能性を秘めている。」旨指摘する。
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る）や若者向けには、携帯のウェブサイト等で最近のトラブル事例を紹介して、消

費生活センターへの相談を促すお届け型の情報サービス構想、�出張相談構想（過

疎化が進み、公共交通機関も不十分なため、高齢者とか障がい者等の元へ相談員の

方から出向いて相談する制度）を提言する５。

また、大学とりわけ各地方の中核大学は、それぞれの分野における教育や研究、

地域社会への貢献、高齢化・過疎化社会における若者の定着といった観点から、ネ

ットワークで重要なポジションにある６。

ウ 消費者庁や消費者委員会の職員や行政の各種審議会・委員会に消費者代表が参加

し、消費者の立場からの政策提言やチェック機能を果たすことも、消費者目線に立

った行政を実現するために重要である。この点、全国で各種審議会の委員に就任し

ている日本生活協同組合連合会（日本生協連）の組合員が集まり、消費者の立場か

ら積極的に地方行政のあり方について提言したり、発言したりするための研修会を

行い情報交流を図っている例７が注目される。

エ 振り込め詐欺や投資被害事件等において、早期に加害者を捕捉し、同種被害の一

般予防や被害回復の実効性を高めるためには、警察による機動的な初動捜査が重要

である。また、加害者が業者間を渡り歩いたり、手を変え品を変えて詐欺的商法を

繰り返すケースも少なくないから、加害者の情報収集も重要である。さらに、大規

模消費者被害の民事事件の立証方法として、加害者の刑事事件で提出された証拠が

大きなウエイトを占めることは言うまでもない。こうした観点から、暴力団による

民事介入暴力事案でみられるような警察と弁護士・自治体との連携、情報交換も積

極的に進める必要がある８。

�４ わが国における企業の社会的責任（CSR）の取り組みとネットワーク

ア 企業の社会的責任（ＣＳＲ）、すなわち「企業が法律遵守にとどまらず、市民、

地域及び社会を利するような形で、経済、環境、社会問題においてバランスの取れ

たアプローチを行うこと。またその結果を主体的に公表し、説明責任を果たしてい

くこと。倫理観、法令の遵守、人間性の尊重、地域社会への貢献、環境保護などを

基礎において、事業の意思決定を行っていくこと。」９の観点から企業活動を展開す

る企業が増加してきている。企業が社会的責任をまっとうすることは、第１、１で

検討した消費者の消費行動（選択行動としての消費者行動）や社会的活動（社会的

行動としての消費者行動）と調和するものであり、消費者の支持を得ることができ

るという期待は企業を変える大きなインセンティブとなる１０，１１。この点、社団法人

５ 前出夏期消費者セミナー報告書４５頁。

６ 松岡勝実准教授の指摘。また、樋口一清信州大学大学院教授も「大学を地域の消費者問題への取組みの中に位置づけ

るのも１つの案」と指摘する（前記夏期消費者セミナー報告書５０頁）。

７ ２００８年日弁連夏期消費者セミナーでの品川尚志日本生協連専務理事の発言（同セミナー報告書３９頁）。

８ 政府の犯罪対策閣僚会議は、行政庁と警察との連携強化を目指したマニュアルを策定し、都道府県レベルで行政と警

察が協議会を設け、情報の共有と対処方針を検討し、「特に悪質な事案は早い段階から警察と連絡を取り、告発を念頭

に対応を検討する」ことを求めている。

９ 財団法人日本規格協会（ＪＳＡ）による定義。

１０ ２００８年日弁連夏期消費者セミナーでの藏本一也社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣＡＰ）理事長の発言（同セミナー

報告書４０頁）。

１１ 財団法人経済広報センターが毎年公表する「生活者の”企業感”に関するアンケート」の集計結果は、消費者の企業
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日本経済団体連合会（日本経団連）も、企業不祥事の防止の観点から２００２年１０月、

「企業行動憲章」を制定したが、２００４年５月には、ＣＳＲの観点から同憲章を改定

している１２。

イ 企業の社外取締役や監査役、株主、各種モニターに消費者代表が就任、参画し、

消費者の立場からの戦略提言やチェック機能を果たすことも、企業のコンプライア

ンス経営を実現するために有効である１３。また、企業内部の不正や違法行為に関す

る公益通報（内部通報）窓口を整備し、そうした事実関係の調査、是正、再発防止

に取り組む態勢の整備も重要である１４。

ウ 消費者と企業のコミュニケーションの促進や仲介役を設立目的とするＮＰＯの存

在が、企業のＣＳＲ活動をより円滑にするだけでなく、ＮＰＯが企業とパートナー

を組んで従来の行政や企業が見過ごしてきた分野に進出する事例も増えつつある。

折からの経済活動の低迷、企業業績の悪化、「小さな政府」への要請のなかで、企

業の社会貢献は、企業戦略の選択肢の一つとしてその重要性が増加している一方、

ＮＰＯ法人には公共の担い手としての期待が集まりつつある。行政、企業及びＮＰ

Ｏとのパートナーシップがそれぞれにとって効果的で効率的なメリットをもつ状況

が生まれつつあり、今後、企業のＣＳＲの実践方法の一つとして大きく期待される１５。

また、英国の新たな企業モデルであるコミュニティ利益会社（ＣＩＣ）制度も参考

になる１６。

不祥事に対する反応を見るための資料として参考になる。また、ＮＰＯ法人消費者支援機構関西（ＫＣ’ｓ）が公表す

る「企業の消費者対応評価アンケート調査」もある。

１２ 同憲章序文には「近年、市民社会の成熟化に伴い、商品の選別や企業の評価に際して「企業の社会的責任（ＣＳＲ：

Corporate Social Responsibility）」への取り組みに注目する人々が増えている。また、グローバル化の進展に伴い、児

童労働・強制労働を含む人権問題や貧困問題などに対して世界的に関心が高まっており、企業に対しても一層の取り組

みが期待されている。さらに、情報化社会における個人情報や顧客情報の適正な保護、少子高齢化に伴う多様な働き手

の確保など、新たな課題も生まれている。企業は、こうした変化を先取りして、ステークホルダーとの対話を重ねつつ

社会的責任を果たすことにより、社会における存在意義を高めていかねばならない。」と唱われている。なお、２００２年

改定の経緯は、２００３年日弁連夏期消費者セミナー「企業倫理を問う Part�」報告書（中島茂弁護士〔第二東京〕の講

演）に詳しい。

１３ ＮＰＯ法人株主オンブズマンによる株主代表訴訟の提起や公益通報支援センターへの取り組みがある。また、同オン

ブズマンの提言により、雪印乳業株式会社では集団食中毒事件後の２００２年、前全国消費者団体連絡会事務局長日和佐信

子氏が社外取締役に就任して、「雪印乳業行動基準」を策定する等し、同社の改革に大きな役割を果たした（日和佐信

子「消費者運動そして雪印乳業社外取締役へ」コープ出版）。

１４ 雪印食品株式会社による牛肉の産地偽装（２００２年）、東京電力株式会社による原子力発電所の点検データ偽造（２００２

年）、ミートホープ株式会社による食肉偽装（２００７年）等の不正行為が、企業関係者による内部告発によって発覚し、

これが契機となって雪印食品やミートホープのように企業自体が消滅したケースも記憶に新しい。２００６年４月に施行さ

れた公益通報者保護法は、諸外国の法制に比べ、その適用範囲や要件、効果において必ずしも十分とはいえない側面も

あるが、できれば企業外部への通報を回避したい企業が、社内の公益通報対応システムの確立や通報者の保護等のコン

プライアンス態勢を構築するインセンティブとしての機能は認められよう（中原健夫・結城大輔「公益通報者保護法が

企業を変える」５７頁）。

１５ 榎本徹「ＣＳＲ活用ガイド」１４８頁。パブリックリソース研究会「パブリックリソース」７９頁。

１６ ２００８年日弁連夏期消費者セミナーでの樋口教授の発言（同セミナー報告書１３頁）。同教授は、コミュニティ・インタ

レスト・カンパニー（ＣＩＣ）は、イギリス・ブレア政権で会社法改正で０５年度から導入された会社制度で、国が株式

会社などの一定の企業を、地域のための企業であると認めて、利益・資産の処分制限やエクイティ・ファイナンスの上

限設定、年次報告書の公表等、その活動に一定のルールを課すというもので、その結果、ＣＩＣでは、地域の資金や人

材を結集し易くなり、商品の販路が広がる可能性もあるという期待から、すでに全英で２０００社近く設立されており、こ

うした英国の例のように、思い切って発想を変えて、地域の社会システムそのものを再構築する中で、消費者運動を位
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エ ＣＳＲの取り組みが進んだ企業を正当に評価し、良い意味で差別化することも、

ＣＳＲの裾野を広げ取り組みを促すインセンティブとして有効であることは上記の

とおりである１７，１８。また、企業に投資を行う際に、企業の経済的な側面だけではな

く企業が果たしている社会的責任も考慮するという、社会的責任投資（ＳＲＩ）の

積極的な活用も検討すべきである。我が国でも、ＣＳＲへの取り組みが進んでいる

企業は、リスク管理能力が高く中長期的な成長が期待できるという観点から、こう

した銘柄の株式や債券を組み入れた投資信託（ＳＲＩファンド）の設定も着実に広

がっている１９。

第３ 消費者行動が社会を変える

�１ 消費者市民社会の実現には消費者市民の参加が不可欠である。しかも、この参加は

形式的で単なるお飾りで終わらず、消費者市民が社会の変革の主役として、積極的、

能動的に的確な消費者行動を取ることによって初めて果たされたことになる２０。必要

な情報や教育を得て、こうしたネットワークに支えられた消費者市民は、市民社会の

一員として、自ら身近な地域社会（コミュニティ）の活性化や伝承や場合によっては

再生の担い手となったり、自らゴミの減量やリサイクル社会の推進その他の地球環境

を意識した生活行動を行うことにより地球環境の保護に寄与したり、ＣＳＲへの取り

組みの高い企業の商品やサービスを優先的に選択して企業行動を監視したり、行き過

ぎた市場主義のブレーカーとなって資本主義の公共性を高めたり２１、公職選挙におけ

る自らの１票が社会を変革する大きな力になることを自覚し政策の中身や政治家とし

ての資質・能力を重視して投票行動に移したり、消費者市民社会に必要な政策を実現

する立法運動に取り組んだり、今般実施された裁判員制度等を通じて我が国の司法に

参加したりすること等によって、地域社会や行政、市場、企業行動、我が国の立法、

置づけていくということも重要と指摘する。

１７ ２００８年日弁連夏期消費者セミナーでの藏本ＡＣＡＰ理事長の発言（同セミナー報告書４７頁）。なお、経済産業省では、

２００５年度まで実施していた「消費者志向優良企業等表彰制度」とは別に「製品安全対策優良企業表彰制度」を２００７年度

から実施している。

１８ 民間団体による表彰制度としては、朝日新聞社主催の「朝日企業市民賞」、日刊工業新聞社主催の「オゾン層保護・

地球温暖化防止大賞」などがある。また、政府は「フード・コミュニケーション・プロジェクト」の一環として、食品

企業の食の安全・安心への取り組み（衛生管理、原材料の調達過程での安全確認、コンプライアンス、緊急対応等）を

格付けする実証事業を始める。

１９ 高巌麗澤大学教授は「イギリスでは、２００１年、ファンドマネジャー等が年金の資金を運用するに当たって倫理的、社

会的、環境的なファクターを考慮に入れて投資している場合には、その投資方針を開示するよう年金法が改正された結

果、年金の運用に当たってはこうした要素を考慮に入れて運用するという動きが始まり、それがフランス、オランダ、

オーストラリアなどに広がったという経緯がある。日本でも、消費者問題というところも考慮に入れて運用先を決定し

ている場合には、それも開示しなさいという法律を作るだけで年金運用を通して消費者問題の解決等に役立てることが

可能である。」旨指摘する。

２０ 平成２０年版国民生活白書３頁。

２１ マイケル・サンデルハーバード大学教授は「自由競争が社会を破壊し始めており、今こそ公共という概念を取り戻す

ことが重要である。消費者としては、制限のない自由な市場は効率を良くし繁栄をもたらすからとても魅力がある。し

かし、社会の一員である市民として考えるならば、社会の目的は経済成長だけではなく、市場に支配されないしっかり

した社会基盤、公共性を再構築すべきである。そうすれば市場は人々の生活をよくするために存続し続ける。」旨指摘

する（ＮＨＫ総合テレビ「マネー資本主義（最終回）」２００９年７月２０日放送）。
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行政並びに司法作用、さらには国際社会に変革をもたらすことが期待される。社会的

責任投資（ＳＲＩ）やフェアトレード、環境配慮型消費行動といった社会的価値行動

は、そのための手段として消費者市民が自ら積極的、能動的に選択することが考えら

れる２２。

�２ 消費者の多種多様な行動は、少しずつではあるが着実に社会や地球環境の改善に効

果を及ぼしつつある。過去の様々な消費者行動の実例は、これらは消費者の行動によ

って安全で公正な社会を実現しうることを示しているのである。消費者の行動が報道

されて、大きな運動になるに伴い、企業や行政府・立法府はこれを無視できなくなっ

てきた。その結果として、企業はコンプライアンスを重視するとともに、必要な対策、

情報の開示などに努めることが求められ、行政や立法などは必要な法整備や法執行の

実現が求められるようになっている。

正に、消費者行動が「社会を変える」のであり、我々消費者はその持てる力の大き

さに対する認識を深め、消費者市民社会の一員として動き始める時が来たのである。

２２ 寄本勝美早稲田大学教授は、日本とドイツでのアンケート調査結果をふまえて「日本の消費者のほうが環境問題をめ

ぐって危機意識を持っている人が多いのだが、実際の日常行動になると、ドイツの消費者のほうが環境に配慮した生活

や行動をしている人が、かなりの差で多くなっている。」と指摘し、その要因として、家庭教育や責任意識の違いに加

え、ドイツではごみ処理や再利用にかかるコストの負担が重いことを挙げており（「リサイクル社会への道」岩波新書

１４７頁）、社会的価値行動の浸透を考える上で参考になる。
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第５章
消費者の力で安全で公正な社会を実現しよう

１ 消費者問題の現状から安全で公正な社会を考える

現代社会では、消費者被害・消費者問題が多発している。現在の私たちの社会は、残

念ながら、安全で公正なものとはいいがたい。

私たちは、消費者被害のない安全で公正な社会を実現したいと考える。そのために、

必要な施策・取り組みは次のように考えられる。

�１ 規制とルールの充実

第１に、消費者被害・消費者問題を生じさせないための規制・ルールづくりがしっ

かり行われる必要がある。本基調報告書の第３部でみたとおり、各分野において、規

制・ルールの整備が求められている。これまでの事業者・生産者の育成の視点を中心

とした規制・ルールから、消費者・生活者の視点を中心とした規制・ルールへと抜本

的に変えていく必要がある。

また、消費者・生活者の視点から見た場合、従来の産業分野に応じた縦割り行政で

は、消費者・生活者の視点を中心にすえた規制・ルールづくりは困難である。消費者

庁・消費者委員会を基点として、全省庁横断的に規制・ルールづくりないしその見直

しが行われ、かつ法の執行が行われることが期待される。

規制緩和が進められ、社会的な抑止力も十分でない中で、規制の脆弱な分野で消費

者被害・消費者問題が発生する傾向が見られる。商品・サービスの安全や取引の公正

を市場に委ねるだけでなく、適切な規制や社会的抑止力の強化に向けて、国や地方自

治体には、責任ある対応が求められる。

そして、このような規制・ルールづくりにあたって、消費者・消費者団体が積極的

に参加し、また、監視をしていくことがきわめて重要である。

�２ 被害救済制度の充実

第２に、消費者被害・消費者問題が、適切に救済・解決される必要がある。本基調

報告第４部で考察したとおり、消費者被害救済・消費者問題解決のための司法制度は、

いまだ、十分とはいいがたい。かつての事前規制や監督により規制が行われていた時

代においても、消費者被害救済のために、裁判所等の司法制度が積極的な役割を果た

すことが期待されていた。事前規制や業者規制が緩和され、かつ、技術革新や国際化

などを背景として商品が多様化している現在においては、裁判所等が被害救済に積極

的な役割を果たすことは、より強く求められるのであり、また、その観点から、司法

制度に関する様々な制度改革や運用の改善が求められる。

そして、制度改革や運用改善の方向性としては、消費者が泣き寝入りをしなくても

すむように、消費者・消費者団体が制度を利用しやすくすることが求められるし、ま

た、消費者・消費者団体は、被害救済のための制度を積極的に活用することが、望ま

れる。

�３ 消費者被害・消費者問題を発生させにくい社会の構築

第３に、社会のあり方を、消費者被害・消費者問題を発生させにくいものに改善し
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ていく必要がある。現状に鑑みると、消費者教育の充実により消費者の批判的精神や

社会的視野を涵養していくこと、消費者被害の発生を防ぐための（あるいは被害の拡

大を防ぐため、または、被害の回復を図るための）ネットワークを強化していくこと

が、きわめて重要と考えられる。

第５部の第１章～第４章では、消費者市民社会・消費者教育・情報・消費者行動に

ついてみてきた。消費者市民社会は、欧州では社会の改善・発展という観点を中心に

論じられているが、そのような社会のあり方は、消費者被害・消費者問題が発生しに

くいものであると考えられる。

北欧においては、日本のような消費者問題はあまり見られないが、これは市民とし

ての意識が高くコミュニティのつながりが強いなど北欧の社会のあり方によるところ

が小さくないと考えられる。わが国では、規制のあり方や被害救済のあり方を整備す

ることがなお重要であるが、同時に、私たちの社会のあり方を、消費者教育の充実や

ネットワークの強化などによって消費者被害・消費者問題への耐性を備えたものに変

えていくことが課題である。

�４ 社会を支えるための諸制度

第４に、消費生活にかかわる規制やルールを実効あるものとし、また、社会のあり

方を消費者被害・消費者問題への耐性を備えたものにするためには、前提として、社

会保障制度や労働のルール等の社会基盤を整備することも必要である。これらは本来

社会全体にかかわる問題であるが、消費者問題の分野においても、このような下支え

なくしては、規制・ルールや、消費者教育・ネットワークを十分に生かすことができ

ないと考えられるからである１。

２ 消費者被害・消費者問題が発生しにくい社会への接近

今後の課題のうち、消費者被害・消費者問題が発生しにくい社会を、どのように形造

っていくかについては、前記のとおり、消費者教育とネットワークの構築が重要と考え

られるが、いま少し視野を広げる観点から、関連する取り組みや議論などについて補足

をする。

�１ 日本のような消費者被害があまり見られない北欧の社会

この間の調査により、北欧には、日本のような消費者被害があまり見られないこと、

そして、その要因として、北欧の社会のあり方が重要な基礎となっていることが、指

摘されている。

北欧の社会については、�地域のコミュニティがしっかりしていること、�社会保

障制度が充実していること等により社会不安や将来への不安が少ないこと、�人を育

てる教育が充実していること、�市場への依存度が比較的小さい等の特徴があげられ

る２。

１ わが国では、社会保障制度が脆弱で労働のルールも十分でないことを背景に、生活のために詐欺的商法に手を染めた

りする若者や、将来の生活不安のために投資詐欺の被害者となる高齢者が少なくないとの指摘がある。

２ 実行委員会の北欧調査団による北欧の社会の特徴として、次のような点が指摘されている。●かつての日本ように、

地域の中での結びつきが強く、近所付き合いが盛んで、地域の共同体が保たれていて、それが自分たちの地域について

真剣に考え、民主的に解決していこうという気風が強い。●子どもたちは教育の中で、それぞれ互いに違っていて当た

り前と教わり、自分たちがどう生きるのか、真剣に考えるよう、徹底して求められる。実際生き方は多様で、兵役があ

ることもあって若者が会社に入る年齢も結構高い。また大学を出てから海外に留学する人も多いので、２５歳以上で新入

第５章 消費者の力で安全で公正な社会を実現しよう

－ 445 －



北欧の社会は、厳しい自然環境や高負担に支えられた高福祉国家であるなど、わが

国の社会とはかなり様相を異にする面があるが、社会のあり方については、参考とす

べきものがある。

�２ 「共生社会」

北欧の消費者教育では、「共生」が目指されているという。ここでいう「共生」は、

自然との共生や他者との共生を指す。社会のあり方として「共生」を目指し、消費者

教育においてもそのような教育が行われ、市民が「共生」という考え方を身に着ける

ことは、消費者被害や消費者問題の防止にも資する面がある。

「共生」という考え方については、わが国では、２００５年６月２９日に内閣府が「共生

社会形成促進のための政策研究会」の報告書を公表している。同報告書は「共生社会」

についての考え方を整理しているが、共生社会を、�各人が、しっかりした自分を持

ちながら、帰属意識を持ちうる社会、�各人が、異質で多様な他者を、互いに理解し、

認め合い、受け入れる社会、�年齢、障害の有無、性別などの属性だけで排除や別扱

いをされない社会、�支え、支えられながら、すべての人がさまざまな形で、参加・

貢献する社会、�多様なつながりと、様々な接触機会が豊富に見られる社会、という

５つの視点を提示している。現在内閣府は、「共生社会政策の推進」を図るとしてお

り、青少年育成、少子化対策、高齢化対策、障がい者施策等が行われている。

内閣府の共生の議論は、政策課題である青少年育成、少子化対策、高齢化対策、障

がい者施策等の政策課題を念頭においたものと考えられるが、ここでいう「共生」は、

主として他者との共生を念頭に置いたものである。

消費者問題との関連では、青少年や高齢者・障がい者とともに支え、支えられる社

会という意識が深まり、広がってゆけば、現在のように若者や高齢者・障がい者が悪

質な業者のターゲットとされることは減り、また、若者や高齢者・障がい者を守るた

めの地域のネットワークを含めたしくみを強めることができると考えられる。また、

こうした意識が深まり、広がってゆけば、社会自体を現在よりもより消費者加害と消

費者被害を生み出しにくくなってゆくものと考えられる。

�３ ソーシャル・ガバナンス

今後、地域のコミュニティを含めた社会的なネットワークの充実が求められるが、

社員というのも珍しくない。●自分で主体的に選択する、メディアリテラシーを持つ、といった消費者教育は、歴史で

も国語でも行われている。●社会全体の向上を求め、個人のよい生き方を追求する、そうした基本的な倫理観の養成に

ついては、フィンランドがキリスト教国であり、宗教的な教育を小学校レベルから経験している、ということが大きな

意味を持っていると考えられる。●個人の犯罪について、何でも個人のせいにして責任者を徹底的に追求し、社会から

抹殺してみんなが安心するということは絶対にしない。すべて、社会全体の問題としてとらえる。●福祉が充実してい

て将来に何の不安もないことが、社会のことを真剣に考えるゆとりを生み出している面がある。また、午前８時からの

ワーキングタイムが終わる午後４時、あるいはその少し前から皆家に帰りはじめ、残業などよほどのことがないとしな

い、ということも生活にゆとりももたらしている。●国家がお金をどう使うかが国民の生活に大きく影響することを実

感しているので、国家、官僚に対する国民の監視の目は厳しい。ただし、社会政策の失敗についても、失敗した官僚を

つるし上げて終わりにするということはしない。最大の努力をして失敗したことにはすごく寛容で、むしろ失敗の原因

をみんなで糾明して改善しようという姿勢で、マスコミも市民も考えている。●社会にとってよいことは素直に政策化

して実行するという姿勢が、行政にある。市民もそうした姿勢である。●テレビの番組で、社会問題等について討論す

る番組が大変多く、市民も関心をもって見ている。●もっとも、ここ数年、急速に豊かさが増す中で、格差の拡大や個

人主義的傾向の強まりなど個人と社会に大きな変化が生まれている。共同体的な発想が少しずつ崩れてきているとの指

摘もある。
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この社会的ネットワークは、消費者問題のネットワークだけでなく、より広く地域問

題や社会問題を解決するためのネットワークまで含めて考える必要がある。

この点に関しては、財団法人総合研究開発機構の「分権社会における新たな社会的

アクターの役割と日本型ソーシャル・ガバナンスのあり方に関する研究」による「自

立的市民社会の構築に向けて望まれる政策報告と施策」３という提言がある。同提言は、

「意識面でも行動面においてのより自立的で主体的な市民層を拡大・強化し、市民の

社会的連携のもとに、従来政府部門や市場が専管していた公共的領域の諸活動にも参

加していくという政治・社会状況への方向性」を述べたうえ、「望ましい政策方向と

施策」として、「市民の社会参加・地域経営への参加促進」「市民社会組織の活動環境

の整備」「市民情報化のための知的支援機構の整備」「地域コミュニティの再生と創造」

「EC 型ソーシャル・エコノミーの活用による地域再生」を提言している。そして、

「地域コミュニティの再生と創造」のなかでは、「地域コミュニティの再建のために

は、地域の実情に即した近隣自治組織の再生または再構築が必要である」等と述べて

いる。

�４ 持続可能な社会

消費者の消費のあり方は、環境に重要な影響を及ぼすようになってきている。

そこで、北欧の消費者教育では、持続可能な社会４，５という観点から見た消費生活に

関する教育が行われている。自らの消費が環境に与える影響を認識し、環境に配慮し

たライフスタイルや持続可能な消費を身につけるとともに、自らの消費が環境にどの

ような影響を及ぼしているかを理解できるようになることが目標とされている６。

消費者被害との関連でいえば、近視眼的な消費行動でなく、広く個々の消費が社会

的にどのような中で行われ、どのような影響を社会に及ぼしうるのかということを今

よりも意識するようになることが期待される。そのようになれば、目の前の商品やサー

ビスの見た目のよさや耳障りのよさに惑わされるおそれも減ることが考えられる。

�５ 消費生活のあり方を考える

２００９年９月１６日に公表された内閣の基本方針では、「行き過ぎた市場中心主義」へ

の懸念が示され、また、「経済的合理性のみを評価軸とした経済から、人間のための

３ 神野直彦・澤井安勇編著「ソーシャル・ガバナンス」２５１頁。

４ 地球温暖化、生物種の多様性の喪失、海洋の汚染、砂漠化など地球規模における自然環境の汚染・破壊の問題をテー

マとして、１９９２年、国連の主催によりリオ・デ・ジャネイロにおいて第３回環境会議が開催された。この会議において、

「持続可能な経済発展」という考え方が提唱されている。「持続可能な経済発展」とは、自然環境の状態が年々一定に

保たれ、自然資源の利用は一定のパターンのもとに行われ、しかも、消費、生活のパターンが動学的な観点から見て最

適、かつ世代間を通じて公平な経路を形成していることとされている。

５ 経済活動が最終的には、個人の消費や生活のために行われていることに鑑みると、経済発展が持続可能なものである

ためには、個人の消費や生活のあり方が影響を及ぼさざるを得ない。大量生産大量消費の経済活動の拡大を継続してい

けば、自然資源の枯渇や自然環境の汚染・破壊により、現在すでに途上国の人々や先進国でも貧困層を中心に甚大な被

害を生じているのみならず、将来世代に大きな負担を負わせることになってしまうだろう。また、自然環境の破壊・汚

染の被害が途上国の人々や先進国の貧困層にしわよせられるとすれば、社会としての持続可能性が問題となるおそれも

ある。

６ スウェーデンの環境の教科書では、人間には所有欲求と存在欲求があると教えている。存在欲求とは、人間が自然と

結びつきたい、人間と人間が結びつきたいという欲求のことで、これまでの工業社会は存在欲求の犠牲のもと、大量生

産大量消費により自然をむさぼり、所有欲求を充たしてきた。これからは、存在欲求という高次の欲求を充足する情報・

知識社会の建設をスウェーデンでは呼びかけている。

第５章 消費者の力で安全で公正な社会を実現しよう

－ 447 －



経済への転換」が提言された。

消費生活に関連しては、市民が生活に必要なものを得ようとする場合、�自らの手

によってつくりだす、あるいはコミュニティ等社会の協力を得る、�市場から買い求

める、�公的サービスによる、などの選択肢がありうる。市場主義の行き過ぎ、経済

効率の偏重が問題とされるが、市民として、いまいちど、生活のなかでどの部分を�
市場から買い求めることに委ねるのか７，８，９、また、�市場から買い求める場合にも、

利己的な利益だけを考えるのか、環境や途上国の人権等の社会的な要素等も考えるの

かが問題となりうる。

消費者が社会に目を向け、自らの消費生活のあり方を考えるときに、こうした点は

重要な観点となる。また、消費者被害・消費者問題の防止という観点からも、この問

題は慎重に検討される必要がある。

３ 消費者がつくる１０年後、２０年後の社会

消費者がつくる１０年後、２０年後の社会を考えるとき、�規制やルールの整備を求める

こと、�被害救済制度の充実を求め、かつ活用していくこと、�消費者被害・消費者問

題が起きないような社会のあり方をつくっていくこと（批判的精神の涵養やネットワー

クの充実など）、及び�労働のルールや社会保障等の社会の基盤の整備が、課題となる。

消費者市民社会は、個人が消費者としての役割において、市場や社会の改善・発展に

積極的に参加していくことができる社会である。そのような社会の基盤として、�消費

者教育、�ネットワークの構築、�情報の流通の促進は、なお必要である。

消費者は、社会的影響力を持ちうるし、現にある程度の影響力を持っている。そのよ

うな影響力の一部を担っていることを認識して、消費行動を行うことを呼びかけたい。

また、消費者は、さまざまな形で社会的活動を行うことにより、社会に問題提起をし

たり、消費行動に影響を及ぼしたりすることができる。そのような社会的活動への参加

も呼びかけたい。

こうした消費者の多くの行動が、安全で公正な社会を意識して、あるいはそのような

社会を目指して行われるとき、消費者の力により、安全で公正な社会へ一歩近づくこと

ができる。

１０年後、２０年後の社会が、真に安全で公正な社会となるよう、いま、われわれは動き

始めよう。

７ 財やサービスは、�私的に獲得するほかは、�市場から得るか、�公共サービスによることになる。�によるか�に

よるかについては、それが欲望を充足するためのものか、購買力に応じて分配してはならない生活にニーズを充足する

ものかによるとの指摘がある（神野直彦「地域再生の経済学」・２００２年・中公新書・１５６ページ）。

８ この点に関して、社会的共通資本という考え方がある。社会的共通資本は、社会全体にとっての共通の財産として、

社会的な基準に従って管理運営されるもので、自然環境、社会的インフラストラクチャー、制度資本（教育、医療、金

融、司法、行政など）が含まれる。社会的共通資本から生み出されるサービスの分配は、経済的、技術的条件に基づく

のでなく、当該サービスが基本的権利の充足という点でどのような役割、機能を果たしているかという点に依存して、

社会的、文化的観点から決められる。

９ �市場による供給が、�公共サービスによる供給の異なるところは、市場による財やサービスの供給が私的な観点か

ら管理運営され、また、購買力に応じて提供される点である。公共サービスによる供給では、財やサービスの供給が社

会全体の共通の資産として、社会的に管理運営され、供給は必要に応じて行われる。また、社会的な管理について、何

らかの協力を求められる場合がありうる。購買力に応じて提供されることが適当でないものを市場に委ねるときには、

購買力のない者を排除することになりかねない。また、市民としての協力が必要であるものについて、市場にゆだねる

ことは、市民としての協力を得にくくすることになりかねないとの指摘がある。
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資料１ 消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて（意見）
「生活安心プロジェクト（行政のあり方の総点検）」
２００８年４月３日・国民生活審議会（抜粋）

はじめに

近年，耐震偽装問題，食品の不正表示，冷凍餃子による中毒事件など国民に大きな不安

を感じさせる事件が数多く発生している。こうした事件は一過性のものではなくて，消費

者・生活者の信頼を裏切るという点で，もはや構造的なものとなっていた。

こうした状況を受けて，国民生活審議会では，昨年１１月以降，消費者政策部会等の協力

を得つつ，総合企画部会において，国民が日々，安心して暮らせるようにしていくために，

消費者・生活者の視点から十分なものとなっているかという観点から，国民生活の基本で

ある分野について，法律，制度，事業等幅広く行政のあり方の総点検を実施してきた。特

に，「食べる」「働く」「作る」「守る」「暮らす」の五つの分野については，総合企画部会

の下，それぞれワーキンググループを設置し，人員配置の状況，職員の意識改善の取組み，

政策形成手続への消費者・生活者の関与，消費者・生活者等の行動を踏まえた制度設計，

省庁内の責任体制，執行体制等の実効性等，７０項目あまりの共通の質問事項を用意し，１３

の関係府省庁等からヒアリングを行った。全府省庁に対し，７種類の調査を行い，それを

踏まえ議論を行ってきた。本意見は総合企画部会にて８回，ワーキンググループにてのべ

１８回の議論を経て，消費者政策部会においても検討し，国民生活審議会において取りまと

めたものである。

これまで個人の安全・安心の拠り所となっていた家族，地域，職場はいずれもそのつな

がりを弱めている中で，インターネットの普及と相まって，急激なヒト・モノ・カネ・情

報のグローバル化が進展し，消費者・生活者は，様々なリスクに無防備にさらされる機会

が増えている。

消費者・生活者が自らの権利と責任を社会の主役として果たしていく一方で，「官」，特

に「国」は，１）リスクが増大した社会の中にあって，消費者・生活者，民だけでは制御

しえないリスクに対する予防，軽減，除去に向けた環境整備を図ること，２）消費者・生

活者一人一人を重視し，届かない声を積極的に受け止めること，等の役割を果たす必要が

あるが，現状では，それが不十分である。したがって，その役割を十分かつ迅速・確実に

果たしていくには，「実効性」を軸に，「消費者・生活者を主役」とする行政へ，価値規範

（パラダイム）を大きく転換していく必要がある（第１章）。

具体的には，まず「行政の横断的課題とその具体的方策」（第２章）として，消費者・

生活者が能動的に行動できる施策の充実，各府省庁が誰のために仕事をしているかを明確

にするため，各府省庁設置法の見直しや，人事評価，政策評価などに消費者・生活者の視

点の導入を検討するとともに，実効性を軸とした国と地方自治体の関係見直しと連携強化，

そして消費者・生活者の声を「宝」とした政策形成などが重要である。

また，「消費者の安心・安全の確保のための個別施策の展開」（第３章）として，たらい

回しにしない真摯な窓口の整備，違反行為に対する抑止力と被害者の救済策の拡充，消費
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者・生活者の視点での包括法の整備，事故情報の集約化の仕組みの構築と消費者への早期

警告，働く人を大切にする社会づくりの推進などが不可欠である。さらに安全・安心で持

続可能な未来に向けた社会的責任の取組促進による行政以外も含めた多様な主体の関与を

促進することが重要になってくる。なお，消費者行政推進会議において，消費者行政を統

一的・一元的に推進するための，強い権限を持つ新組織（以下「新組織」という。）のあ

り方について，検討を進めている。この「新組織」は，「消費者・生活者を主役」とする

行政の中心的存在として，消費者・生活者の視点に立って議論を政府全体に喚起する役割

を果たす必要がある。

本意見は，以上の基本的な考え方に基づき，消費者・生活者を主役とした行政への転換

に向けて提言を行うものである。

第１章 消費者・生活者を主役とした行政への転換の必要性

（「消費者・生活者が主役」となる社会）

消費者・生活者一人一人がそれぞれの幸せを追求し，その生活を充実したゆとりのある

ものにできる社会とその社会を支えるための政府，それが今求められる「国のかたち」で

ある。そうした社会における消費者・生活者とは，その自らの権利と義務の下，自立して

困難に立ち向かい，社会の公正性を達成しようとして活動する主体としての消費者・生活

者である。また，そうした消費者・生活者は働く人でもあり，働く人を大切にする存在で

もある。しかし，現在の我が国の「国のかたち」はそうなっているのであろうか。

確かに，特定非営利活動法人数が増えている，公益法人改革によって主務官庁制がなく

なる，また，適格消費者団体が訴権を持つなど，消費者・生活者が活躍する場は増えてい

る。しかし，諸外国に比較すると，現在の我が国は，消費者・生活者が自らの権利と責任

を社会の主役として果たしていくという意味での「消費者・生活者が主役」とした真の成

熟社会とはなっていない。

これまで個人の安全・安心の拠り所となっていた家族，地域，職場はいずれも，単身世

帯や核家族の増加，人口減少や近隣関係の希薄化，職場の雇用環境の激変，ワークライフ

バランスの不均衡など，そのつながりを弱めている。さらにつながりの希薄化が少子化や

地域の人口減少に影響するなど，輻輳的に影響しあっている。

一方，地域においては，地域資源を活かした自立社会を目指している。地域の暮らしの

安全・安心を如何に確保し，支援を必要とする人を如何に地域で支援していくか。実質的

にそれらを支えるのは地域の担い手であることは当然であるとしても，支援を必要とする

人もそれを担うことのできる担い手も地域的に偏在している。地方自治体の消費者・生活

者行政に対する姿勢にもばらつきがあり，さらに分野により水準の低下が見られ，特に消

費者行政の分野では危機的な状況にある。一方で，国のタテ割りが地域にまで持ち込まれ

ているため，個々の地域において自立性が十分に発揮できない状況にある。

このように，家族，地域，職場，そして個々の消費者・生活者も「消費者・生活者が主

役」である社会を切り拓いていくには十分な状況にあるとは言えず，そうした社会構築に

は根本的な見直しと大胆な方向転換が不可避である。それは，いわば能動的な消費者市民
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社会（Consumer Citizenship）構築に向けた改革である１。

（増大するリスクに対する対応力）

では国の行政は，国民一人一人がそれぞれの幸福を追求できる「消費者・生活者が主

役」となる社会を支える存在になっているのであろうか。

インターネットの普及と相まって，急激なヒト・モノ・カネ・情報のグローバル化が進

展し，消費者・生活者が様々なリスクに無防備にさらされる機会が増えている。最近の多

くのニュースで取り上げられている，食品，建築，薬害，年金，悪質商法などの問題は一

過性のものではなくて，消費者・生活者の信頼を裏切るという点で，もはや構造的なもの

となっている。そうしたリスクの中には，すべての財産を喪失させたり，各自の人生を悲

惨なものに変えてしまうものまである。さらに，平成１３年９月１１日の米国同時多発テロ事

件以降の国際社会の不安定化も影響し，以前とは比べようもないほど，安全・安心な生活

を求める国民の欲求は高まっている。このような構造的問題が噴出する中，高齢単身世帯

の増加，地域力のばらつき，そして多様な働き方が生まれることを通じた労働市場の多元

化などが同時に進展していることとも相まって，消費者・生活者である国民の生活を直接

守るため，様々なセーフティネットを整備することが不可欠であったが，その重要性がま

すます高まってきた。リスクが増大した社会を前に，消費者・生活者，民だけでは制御し

えないリスクに対する予防，軽減，除去といった役割を担うことが行政に求められる。

しかし，現在の行政は，国民の不安・危険を迅速に察知できず，効果的に解決すること

もできなかった。逆に，それを阻害することさえあった。そして，国民からは，国家公務

員は最も信頼も満足もおけない存在とまで思われるに至っている２。また，公務員による

不作為や不祥事も起きている。ここにはいくら施策を打ち出しても国民から評価されない

行政の姿がある。さらに，公務員の意識の中で，消費者・生活者のために前例の壁を打ち

破ってでも新たな制度や既存制度の大改革を提案しようというチャレンジ精神が希薄化し

ている。このような硬直化した政府では，もはや，国民の期待に応え，その役割を果たし

きれなくなっていると言っても過言ではない３。

１ 「消費者市民社会（Consumer Citizenship）」とは，個人が，消費者としての役割において，社会倫理問題，多様性，

世界情勢，将来世代の状況等を考慮することによって，社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味している。つ

まり，個人自らのためだけでなく，消費者・生活者全体の福祉のために行動できる消費者・生活者が求められており，

消費者・生活者が自分自身の個人的ニーズと幸福を求めるとしても，地球，世界，国，地域，そして家族それぞれの段

階での責任を果たすものと言える。

２ 市民満足学会・�ワード研究所「大組織信頼度調査中間報告書」において，中央省庁は重要度では１１位に位置付けら

れているが，満足度でも信頼度でも下から３番目と位置付けられている（満足度が最も高い組織は郵政公社と運輸会社，

信頼度が最も高い組織はガス会社となっている）。また特定非営利活動法人政策過程研究機構「２０代・３０代の生活観・

社会観に関する１０２６人調査」によると，日本の将来を最も真剣に考えていると思える主体として「官僚」を挙げた人は

１．０％に過ぎない（企業経営者を挙げた人が９．１％，市民団体リーダーを挙げた人が９．０％）。なお，人事院調査（平成１８

年度第１回国家公務員に関するモニターアンケート調査）では，「（信頼感を）全般的には持っていない」又は「持って

いない」は２８．２％となっている。

３ 人事院調査（平成１８年度第１回国家公務員に関するモニターアンケート調査）において，国家公務員の人材育成に重

要と考えられる資質や能力として「前例や形式などにとらわれない考え方の柔軟さ」，「私益や省益ではなく常に国益を

優先する行動様式」，「行政を支えていこうという気概や使命感」，「社会的弱者への理解と共感」などが上位に挙げられ

ている。

資料編

－ 453 －



（消費者・生活者一人一人を重視した行政）

さらに消費者・生活者の生活は多様化し，消費者・生活者として直面する問題もまた多

元化・複雑化している。したがって，リスクへの対応といっても，従来のようにあらかじ

め平均的な消費者・生活者像といった標準モデルを想定した上で，政策的対応を検討する

という手法には限界があるし，そういう手法だけに依存していると標準モデルから外れる

個々の消費者・生活者にしてみれば自分は蚊帳の外に置かれていると感ずることになる。

また，現行の体制の下では，既得権を持った組織や世代の声がもっとも伝わりやすい仕組

みになっており，平均的消費者・生活者像から外れており，声にして伝えることのできな

い人々との間に対立を生んでいる。さらに社会的に保護しなければならない社会的弱者へ

の対応はリスクが増大する中でますます重要になってきている。こうした現状では，個々

の消費者・生活者の観点からすると，行政はその役割を果たしていない，果たすことを期

待できないものと映ってしまっている。

海外では，企業と同じように省庁，行政組織の再編も日常的な光景である。また多くの

先進諸国で消費者・生活者の需要に的確，迅速に対応するため，社会的な轍を是正する共

生社会に向けた統合（Integration や Social Cohesion）や社会的団結（Solidarity）を担当

する省庁，若者（Youth）や男女共同参画（Gender Equality）を担当する省庁，消費者・

生活者の食を守る機関，消費者問題を一元的に扱う機関，環境を守る機関などが，新たに

誕生している４。これらの試みは，消費者・生活者の目線で組織横断的に課題に取り組も

うとする，あるいは既存の体制では把握しにくい声を拾い上げようとする行政からのチャ

レンジと言えよう。

（変革の歴史的必然性）

では，なぜ我が国はこれまで「消費者・生活者を主役」とする行政に転換できなかった

のであろうか。日本の行政は，殖産興業政策により近代化を推し進めた明治政府の流れを

綿々と受け継ぎ，長く生産者第一の発想で行われてきた。戦後の貧困からの脱却に際して，

そのような行政は大きな役割を果たし，その後の急速な経済発展によって日本モデルとし

て世界から注目を集めた。しかし，そのような行政の下では主として所得の拡大を通じて，

生活水準を高めることが目指され，国民の期待も標準的な生活に置かれていた。したがっ

て，消費者・生活者は，製品やサービスの生産者・提供者に対する所管官庁の規制を通じ

て間接的に保護される存在にすぎなかった。

欧米において成熟した「消費者・生活者が主役」となる社会に転換していく中で，我が

国においても，これまでも「消費者・生活者が主役」となる行政へと転換をする契機がな

かった訳ではない。まず平成元年から平成２年にかけて行われた日米構造協議では，日米

両国の貿易不均衡の是正を目的として，障壁となっているお互いの構造問題（非関税障

壁）が話し合われた。その際，日本経済の構造問題として，貯蓄・投資パターン，土地利

４ 例えば，スウェーデンでも２００７年１月に統合・男女平等省（Ministry of Integration and Gender Equality）が法務省

などから分離して新設されている。またイギリスでは２００７年６月に子ども・学校・家庭省（Department for Children，

Schools，and Families）が新設されている。２００７年５月に発足したフランス政権では社会的団結（Solidarity）担当相が

創設された。なお，これらの国で省庁の再編が頻繁に行われるのは各省庁の設置は法律事項でないことも影響している

（例：フランスではデクレ（政令）で省庁再編が可能）。
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用，流通，価格メカニズム，系列，排他的取引慣行の６項目がアメリカ側から指摘され，

「構造問題に取り組むことにより，生活の質的向上を導くことを目指す」とされた。こう

した外的要因により，我が国の制度や慣行の見直しが行われたに止まり，内在的な問題意

識からこれを転機にするという議論には結びつかず，結果として生活の質的向上という観

点からの施策としてではなく，経済構造改革の域を出なかった。

また，政府は平成４年６月に経済計画のタイトルに「生活」を初めて掲げた「生活大国

五ヵ年計画―地球社会との共存をめざして―」を閣議決定し，労働時間１，８００時間，平均

年収５倍程度での良質な住宅の取得などを目指すことなどが盛り込まれ，経済大国から生

活大国への転換を図ろうとした。また国民生活審議会も，平成４年１１月２５日に公表した第

１３次国民生活審議会答申「ゆとり，安心，多様性のある国民生活を実現するための基本的

な方策について」の中で，「安全で安心できる社会はゆたかな国民生活を実現する上での

基本的要件である」とし，「内外環境の変化に伴い，既存の対策が不十分なものになった

り，新たな危険が生まれており，これらへの対応が必要となっている」との考えを示した。

しかし，この認識はバブル崩壊とともに当時の行政の中心的な課題とはならず，行政のあ

り方全般の見直しへとはつながらなかった。

（行政改革との関係）

近年の行政改革では，中央省庁の再編，規制改革，官民の役割分担の見直し，地方分権

の推進などに取り組んできている。行政改革会議最終報告においては，行政改革の基本的

な目的は「制度疲労に陥りつつある戦後型行政システムから，２１世紀にふさわしい新たな

行政システムへ転換していくこと」とされ，官邸機能の強化，中央省庁の再編，行政機能

の減量，効率化等が決定された。しかし，消費者・生活者を主役とする行政への改革とい

う観点が明確化されることはなかった。

近年，我が国では，「官から民へ」，「国から地方へ」という考え方を基本とした改革が

進められている。その改革にあたっては，行政の組織を総体としてみて，また市場との関

係で行政が肥大化するのを食い止めるために，行政の「スリム化」や「効率化」が特に強

調されている。その姿勢は今後も重要な視点であることに変わりない。ただし，それでは，

必ずしも消費者・生活者の利益となる行政改革を進めることと同意ではない。既述のよう

に，官・民及び国・地方という視点からみると，現在の我が国の行政は，小さくなったと

はいえ，依然としてタテ割りの構造を残し，消費者・生活者の観点に立ってリスクに迅速

かつ効果的に対応することができず，さらに行政に声の届かない消費者・生活者の安全・

安心を十分に確保する態勢を整えていない。それゆえ，そこにもう１つの視点である，消

費者・生活者からみて対処を要する課題に行政が実効的に対応できるという「消費者・生

活者の視点からみた実効性」を加えなければならない。規制改革においても多様な消費者・

生活者の要求に応えるためには，消費者・生活者に資する改革という視点をより明確にし

ていく必要がある。

したがって，国の将来を見据え，今，行うべきことは，公共システムを支える行政の役

割を再定義する，つまり「消費者・生活者を主役」とする行政に向けて新たな改革に着手

し，強力に推し進めることである。
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（「消費者・生活者を主役」とする行政へ，価値規範（パラダイム）転換の時）

現在の危機的状況を脱却するには，過去の日本の成長モデルであった生産者第一の体制

を廃し，「消費者・生活者が主役」という切り口を中心に据えた体制を早急に作り上げな

ければならない。それはすべての国民は消費者・生活者であることを再確認し，そこから

世代間対立や既得権保護を乗り越え，社会構造を変革することでもある。

社会の仕組みを「消費者・生活者を主役」とした形に組みかえるには，公益の実現にお

いて行政の役割は不可欠であるが，もちろん，行政だけの再編成で実現する訳ではない。

民間企業も「社会の公器」として社会的責任を果たすことが求められ，公共システムの一

翼を担う存在と期待されている。しかし，近年の事件・事故の発生において，今まで信頼

を得ていたと思われる企業がそれを裏切る事件を引き起こしたことは，消費者・生活者か

らしてみれば企業に対する信頼を問い直させるものとなっている。企業の経営目的とは各

企業が有する使命の実現であるが，その受け手はそもそも消費者・生活者であることを考

えれば，その使命の実現を通じて究極的には消費者・生活者に貢献することを意味する。

また，民間企業が消費者・生活者の視点に目線を合わせることは，民間企業にとっても新

たな市場創出のために不可欠である。言い換えると「消費者・生活者を主役」とする体制

への転換は，民間企業や市場の社会的価値，そして市民の役割を逆に問い直すことにもな

る。その結果として，消費者と事業者の双方が満足を得る状態（Win―Win）をめざすこ

とに繋がる。事業者団体は，不透明な慣行の中心的存在などと批判されることもあったが，

規律維持の役割も果たしてきた。この事業者団体も，規制緩和や国境を越えた競争の激化

と相まって，「消費者・生活者を主役」とするための組織という新たな義務を果たすこと

が求められている。その意味で，今回の改革は，単なる行政組織の組み替えというレベル

にとどまるものではない。それは「国のかたち」そのものを根本から創り変えるものでな

ければならない。そのためには，「官」と「民」の役割，「官」における「国」と「地方」

の役割についても，消費者・生活者の視点から「実効性」ある社会の仕組みを構築する，

という観点から検討し，「官」の役割を再定義する必要がある。特に「民」又は「地方」

では担いきれない安全・安心の分野では国の行政の役割を再定義し直すことが急務である。

以上から，行政のあり方を見直す基本的な視点は，以下のようなものとなる。１）消費

者・生活者の視点に立った発想に大きく転換し，「消費者・生活者が主役」となる社会の

構築を積極的に支援していくこと，２）現在の制度ではその声が届いていない層の声を積

極的に受け止める制度を構築すること，３）専門性と権限，そしてそれに伴う責任に裏打

ちされた実効ある体制とすること，４）危機に柔軟かつ迅速・機敏に対応できる仕組みを

構築すること，である。

今回の改革では，中央省庁が国民からの信頼を失っている現実を直視し，「何のための

改革であるか」ということを肝に銘じて，関係者，とりわけ中央省庁の幹部および職員が，

公務員としての誇りと使命感を持って，粉骨砕身，改革を推進していくことが絶対的な条

件となる。そこから出てくる成果は，世界に範を示すことに自ずとつながると期待してい

る。
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第２章 消費者・生活者が主役の行政に向けた横断的課題と具体
的方策

２ 消費者・生活者が主役となる社会を支える組織・体制への転換

�３ 消費者政策の企画・執行を担う「新組織」のあるべき姿

これまで，法執行を行う際，消費者の安全・安心のための法執行にためらいや先送

りが起きる構造的問題があった。また，消費者行政が，各府省庁のタテ割り構造が放

置される結果，連携不足が起き，すき間事案に対応できず，消費者の安全・利益が十

分確保されないという問題も起きた。そこで，「消費者・生活者を主役」とする行政

の最前線となる「新組織」を実現すべきであり，その「新組織」は以下の役割・機能

を担うべきである。

（「新組織」の担うべき役割・機能）

「新組織」は，消費者市民社会の構築に向けた改革を先導するため，消費者・生活

者を主役とする行政の中心的存在として活動することを任務とすべきである。そのた

めに，既存の枠組みにとらわれることなく，国際的にみて遜色のない「新組織」を発

足させる必要がある１。

また，「新組織」は，消費者行政の統合化・一元化を担うため，統括情報窓口で受

け付けた消費者の幅広い声を問題解決にまでつなげることができる体制を整える必要

があり，そのため，情報集約，企画・立案から法執行までを一貫して行える組織にす

る必要がある。また消費者行政は幅広い分野に関わるものであり，強力な総合調整機

能や関係省庁に対して勧告を行うことができる等の権限を持つ必要もある。

また，消費者のヨコの視点で行政を担うためには，所掌の範囲を考えると，「新組

織」は，重複を廃しつつ，消費者基本法の基本理念２を具現する法律を幅広く所管し，

企画立案から法執行まで担うべきである。具体的には，１）消費生活にとって基本と

なる分野，２）各府省庁の所管をまたがる包括的対応が必要な分野，３）消費者にと

って重大な問題が発生している分野，などを担うことが考えられる。

１ OECD 主要国における消費者政策の統轄的機関の担当者数（日本の総人口に換算）は，フランスの７，０００人超を筆

頭に，フィンランド３，５００人程度，ノルウェー２，８００人程度となっており，連邦制であることから州レベルでも同様に

消費者行政が存在するカナダで５００人程度，米国で４００人程度等となっている（国民生活審議会第５回総合企画部会参考

資料１－２）。また諸外国においては，例えば，アメリカの連邦取引委員会は調査権，差止・資産凍結命令請求，金銭

的救済命令請求などが可能である。スウェーデンの消費者オンブズマンは，科料，仮差止，禁止命令，情報開示命令，

差止，課徴金，消費者に代わっての損害賠償請求などの法的権限を有している。韓国の公正取引委員会は改善命令，課

徴金，標準約款審査，調査権，是正命令，他省庁所管の場合の他省庁に対する意見提出要求などが可能である。

２ 消費者基本法の基本理念は，消費者基本法２条に定められている。

消費者基本法（抄）

（基本理念）

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）の推進は，国民の消費生

活における基本的な需要が満たされ，その健全な生活環境が確保される中で，消費者の安全が確保され，商品及び役
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務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され，消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され，

消費者の意見が消費者政策に反映され，並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費

者の権利であることを尊重するとともに，消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動するこ

とができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

２ 消費者の自立の支援に当っては，消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られると

ともに，消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

３ 消費者政策の推進は，高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

４ 消費者政策の推進は，消費生活における国際化の進展にかんがみ，国際的な連携を確保しつつ行われなければなら

ない。

５ 消費者政策の推進は，環境の保全に配慮して行われなければならない。
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また，政府全体を「消費者・生活者が主役」となる行政へ確実に転換させることも

「新組織」の重要な任務の一つであり，したがって，各府省庁の体制，政策形成過程

から法執行まで，消費者基本計画等も活用しつつ，幅広く評価・監視を担うべきであ

る。それ以外の機能としては，消費市場の状況を学術的に分析・研究する機能，海外

の消費者統括機関との協議をする等，国際的な消費者問題解決に積極的に関与できる

機能等も付与すべきである。

さらに消費者市民社会を促進する組織として，消費者等に対する消費者市民教育や

啓発活動，地方自治体や消費者団体等の中間団体に対する支援を行うことが重要であ

る。さらに，「新組織」の重要ポストに消費者問題の専門家を抜擢することや職員と

して消費者相談の専門家等を採用する等，人材交流，官民パートナーシップの促進な

どを進めるといった消費者市民社会に開かれた組織とすることも重要になる。

�４ 実効性を軸とした国と地方自治体の関係見直しと連携強化

消費者・生活者に直接働きかける行政の主な担い手である地方自治体には，消費

者・生活者との近接性を踏まえ，その創意工夫により実効性ある行政を展開していく

ことが期待される。しかし，地方自治体の執行に対する姿勢にばらつき，さらに分野

により水準の低下が見られ，特に消費者行政の分野では危機的な状況にある。一方，

国のタテ割りが地域に持ち込まれている。そうした状況下，地域との関係において国

は何ができるのか，何をすべきか，不明確になっている。こうした関係を放置してい

ては，地域における消費者・生活者の安全・安心の確保は不十分なものとならざるを

えない。

そもそも地域の施策を見てみると，関係省庁から都道府県や市町村を通じて生活現

場に届くこととなり，地方自治体にも一定の負担が課せられることになる。そのため，

同じ国の政策でも，途中に介在する自治体の財政力や政策力によって，生活現場に与

える施策の効果が異なることとなる。国の施策だけではなく，自治体による独自の判

断により実施されているものも多く，その場合，自治体の財政力や政策企画力の違い

によって地域差が生じることとなる。そうした観点からも国と地方自治体の関係を地

方分権の趣旨に照らして再検討することが必要である。

また地域の施策は直接，地域住民に届くだけのこともあるが，まずは地域の担い手

に届き，その担い手によって地域住民に届くことも多い。したがって，基礎自治体で

ある市区町村と地域の担い手の両者の対応力をつけない限り，生活現場の安全・安心

は確保できない。

（地域の多様性を踏まえた制度・事業の再編整理）

まず国は，地域の独自性を認識し，自治体が創意工夫して主体的に取組を行えるよ

う，規制緩和や国の求める基準・要件を引き下げ，自治体が包括的・弾力的に対応で

きるものとすべきである。

また，個別の補助事業についても広範囲な課題毎に省庁の垣根を越えて再編整理を

行い，地方分権の趣旨に照らし自治体の自主性を高める観点から統合補助金化や総合

メニュー化を推進するとともに，補助事業に付随する要件等について弾力化を図り，

それぞれの自治体が実情に応じて施策を総合的に展開できるよう，使いやすいものと
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すべきである。

この場合，国は自治体にすべてを任せるという姿勢でなく，直面する問題の複雑さ

や財政力等が自治体間で異なることに目配りし，各自治体の主体的な取組が充実した

ものとなるよう，地方交付税を通じた支援を行うことが求められる。

（地域の実態や声を踏まえて制度設計ができる仕組み）

施策の中には自治体が当該制度・事業の執行を円滑に実施できるか否かの事前検証

を十分に行わないまま，制度・事業を開始していることが散見される。どのようなよ

い制度が実施されても，応分の負担に耐えられない自治体にとっては，使いこなせな

いことになる。したがって，事前検証が十分ないままに制度導入や制度変更が実施さ

れることや度重なる見直しによる制度自身の複雑化により，自治体の多くは制度見直

しへの対応に精一杯となり，国に建設的な提案等を行う余裕がないのが現実である。

こうした中，政府は，法律，制度，事業等が地方自治体にとって持続可能か否かの事

前検証及び検証結果を公表すべきである。また，執行に当たって基盤整備を含めた地

方自治体の考え方が，法律等の創設・見直しに反映されるよう，地方自治体の意見も

政策に反映する機会を設けるべきである。したがって，特に地方公共団体が執行に関

与する施策については，意見募集等（パブリック・コメント）に際して，その資料を

地方自治体に対して配布して，意見を求めることとすべきである。

（安全・安心の確保の観点からの国と地方自治体の役割）

地域における消費者・生活者の安全・安心に関する実効性確保の観点からは，特に

執行体制において，個々の地域の住民生活の安全・安心に係る事項は地方自治体の責

任，それを越えて国レベルでの国民生活の安全・安心に係るべき事項は国の責任とし

た上，いかなる事項についてどちらが責任を負うのかを明確かつ分かりやすく整理す

る必要がある。その際，事件・事故の中には地方公共団体を越えて起こることも多く，

そうした情報を早期に把握し，被害拡大防止のために消費者等に対する警告や事業者

に対する差止等の法執行を行う，あるいは法律等の改正といった企画・立案を行うの

は国にとって重要な責務となる。

そうした国の責務を果たすためにも地方自治体と法執行において連携し，地方自治

体においても，消費者行政分野及び権限が一元化されるとともに，関連部局との間で

も情報収集の一元化や情報集約化が進むことが期待され，その上で国と地方自治体が

一体となって安全・安心の確保を図っていく必要がある。その協力・連携を担保する

ための仕組みについても検討すべきである。したがって，消費者・生活者からみて安

全・安心が担保されるには，国が担うべき分野と地方自治体が担うべき分野を明確に

し，その役割分担と連携の方策を両者が同じ土俵で議論していくことが不可欠になっ

ている３。なお，その際，国の出先機関等と地方自治体の役割分担が不明確になってい

る場合等が見られることから，地方分権の趣旨も踏まえつつ見直しを図る必要がある。

３ 連邦制をしいている国では連邦政府と州政府間の政策の調整・調和の場として，例えば，カナダでは消費者政策委員

会（Consumer Measures Committee），オーストラリアでは消費者関連大臣協議会（Ministerial Council on Consumer Af-

fairs）が設けられている。
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また，都道府県及び市町村における消費生活センターについては，消費者・生活者

が気軽に利用できる身近な相談体制の充実・強化を図るとともに，都道府県毎に，中

核的な消費生活センターの機能を強化すべく制度の整備を行い，情報収集・提供，相

談サービス，紛争解決機能の拠点としての役割を果たすことが重要である。その際，

各消費生活センターにおける助言やあっせんが拡充されるよう人材・予算の確保およ

び相談員等がその専門性を発揮できるための環境整備等を図るとともに，都道府県等

における苦情処理委員会の活性化を図る必要がある。

加えて，地域においては，生活現場の消費者・生活者に消費者行政に係る情報を提

供する仕組みとして，自治会・町内会等の既存のネットワークも積極的に活用すべき

である。
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資料２ 「消費者行政推進基本計画」（２００８年６月２７日・閣議決定）
抜粋（「はじめに」の部分）

「消費者を主役とする政府の舵取り役」として、消費者行政を一元化する新組織の創

設は、消費者の不安と不信を招いた個々の事件への政府全体の対応力の向上を目指すの

みならず、明治以来の日本の政府機能の見直しを目指すものである。明治以来、我が国

は各府省庁縦割りの仕組みの下それぞれの領域で事業者の保護育成を通して国民経済の

発展を図ってきたが、この間「消費者の保護」はあくまでも産業振興の間接的、派生的

テーマとして、しかも縦割り的に行われてきた。しかし、こうした古い行政モデルは見

直しの対象となり、規制緩和など市場重視の施策が推進されるようになった。その結果、

今や「安全安心な市場」、「良質な市場」の実現こそが新たな公共的目標として位置付け

られるべきものとなったのである。それは競争の質を高め、消費者、事業者双方にとっ

て長期的な利益をもたらす唯一の道である。

消費者行政を一元化する新組織の創設はこの新たな目標の実現に向けて政府が積極的

に取り組むことを自らの行動を通して示すものにほかならない。それはまた、政府がこ

れまでの施策や行政の在り方を消費者基本法（昭和４３年法律第７８号）の理念である「消

費者の利益の擁護及び増進」、「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」の観点から積

極的に見直すという意味で、行政の「パラダイム（価値規範）転換」の拠点であり、真

の意味での「行政の改革」のための拠点である。これにより、消費者・生活者が主役と

なる社会を実現する国民本位の行政に大きく転換しなければならない。

新組織は何よりもまずこれまでの縦割り的体制に対して消費者行政の「一元化」を実

現することを任務とし、そのために強力な権限と必要な人員を備えたものでなければな

らない。しかし、この組織が機動的に活動できる賢い組織として消費者行政において司

令塔的役割を果たすためには、何よりも地方自治体との緊密な協力が必要であり、消費

生活センターの強化充実を前提にした緊密な全国ネットワークが早急に構築されなけれ

ばならない。行政の「パラダイム（価値規範）転換」のためには中央・地方を貫く、消

費者の声が届く連携・協力のネットワークの創出が不可欠である。

この度創設される新組織は行政のこうした大きな転換の重要な起点であり、発足後も

「消費者の利益の擁護及び増進」のために継続的にその活動を強化充実していかなけれ

ばならない。実際、すべてを一挙に、限られた時間の中で実現することはできない。こ

うした強化充実のためには消費者の声を真摯に受け止める仕組みの存在と消費者による

強力な後押しが欠かせない。消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極

的に関与することがあってこそ、新組織はその存在感を高めることができる。

新組織の創設は、転換期にある現在の行政の関係者が「公僕」としての自らの活動の

意味を再考する重要なきっかけを作るものであるとともに、消費者の更なる意識改革を

も促すものである。その意味でこの改革は「消費者市民社会１」というべきものの構築

１ 「消費者市民社会」とは、個人が、消費者としての役割において、社会倫理問題、多様性、世界情勢、将来世代の状

況等を考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味しており、生活者や消費者が主役とな

る社会そのものと考えられる。
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に向けた画期的な第一歩として位置付けられるべきものである。
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資料３ 平成２０年版国民生活白書（抜粋・「はじめに」の部分）
＊図表・注は省略致しました。

●日常生活で高まる相互依存性

食事をとる、電車に乗って通勤する、テレビを見る、電気をつける、友達のところに行

く、携帯電話で両親と話す、ブログで日記をつける。意識しているか否かは別として、そ

うしたそれぞれの何気ない毎日でも皆、人、地域、そして地球とのかかわりの中で生きて

いる。もっと言えば、かかわりの中でしか現代は生きていけなくなっているとも言える。

食べ物には海外で作られた野菜が使われているだろうし、テレビのニュース番組には海外

での取材が必要な場合も多いだろう。テレビを見るには電気や電波が常時、送られていな

ければならない。友達のところに行こうとするにも、車に乗る場合、ガソリンスタンドで

中東などから輸入されたガソリンを買う必要があるし、地球に優しく、二酸化炭素排出を

減らそうと思えば高額な電気自動車などに乗ったり、公共交通機関を使ったりする必要が

ある。海外旅行に行ったとき、自分の携帯電話の通信方式とその国の通信方式が同じ場合

において、国際ローミングに対応した携帯電話を利用することにより、自分の携帯電話か

ら日本の両親に電話をすることができる。そしてインターネットが世界につながっている

ことによって初めて世界各地の人からブログで書いた日記にコメントが付き、新しい交流

が生まれる。つまり、情報社会の進展とも絡み合って、人・モノ・カネ・情報が大量に世

界を対流する中にあってはその相互依存はますます強まり、日々の日常生活はそうした相

互依存の中でしか成り立っていない。

●消費者市民社会への転換

そうした相互依存の中で成り立つ社会において、人々が受け身で生活するか、主体で生

活するかによって今後の我が国の社会、そして世界の将来像は大きく変わりうる。欧米に

おいて「消費者市民社会（Consumer Citizenship）」という考えが生まれている。これは、

個人が、消費者・生活者としての役割において、社会問題、多様性、世界情勢、将来世代

の状況などを考慮することによって、社会の発展と改善に積極的に参加する社会を意味し

ている。つまり、そこで期待される消費者・生活者像は、自分自身の個人的ニーズと幸福

を求めるとしても、消費や社会生活、政策形成過程などを通じて地球、世界、国、地域、

そして家族の幸せを実現すべく、社会の主役として活躍する人々である。そこには豊かな

消費生活を送る「消費者」だけでなく、ゆとりのある生活を送る市民としての「生活者」

の立場も重要になっている。そうした人たちのことは「消費者市民」と呼べよう。一人一

人がそれぞれの幸せを追求し、その生活を充実したゆとりのあるものにできる社会、そう

した社会を目指すためには残念ながら受け身の生活では実現しない。

●個人の利益よりも社会の利益

我が国においても、ますます社会問題、環境問題などが深刻化する中で「消費者市民社

会」への転換が求められている。それでは消費者市民社会への転換に向けた動きは見られ

るのであろうか。意識調査で見てみると、「個人の利益よりも国民全体の利益を大切にす

べきだ」という人の割合は２０００年を底に近年上昇を続けており、２００８年に初めて５０％を超

えた（第１図）。近年、自己利益だけの追求が必ずしも社会を良くしないことを示す事件
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や世界規模の自然災害など社会を越えた事故が増えていることが影響しているものと思わ

れる。

●消費者・生活者としての社会を変える意欲と現実の乖離

また、社会のために自ら行動すべきという個人も増えている。自分の消費行動で社会は

変わると考える人は約６割にのぼっており、事業者の環境や法令遵守の状況を考慮したい

という人は増えている（第２図）。社会のために個々の人が役立ちたいと感じ、企業にも

社会的責任を求める意識が高まっているにもかかわらず、世相に対しては「無責任の風潮

がつよい」（５５．６％）、「自分本位である」（４７．５％）などを強く感じており、自分の意識と

社会全体の風潮とのねじれが生じている（第３図）１。個人主義が利己主義を生み、悲惨な

事件が起こる中、それを憂いていても社会は変わらない。

●消費者市民社会実現に向けて意識を行動に

このように社会を変える存在としての消費者市民像、そしてそのための意識の高まりは

我が国でも見られるようになっている。その意識を社会をより良いものに変える原動力と

するには何ができるか、何をすべきかを考えるときである。

消費者市民社会における消費者・生活者の役割としては大きく分けて次の二つが考えら

れる。まず経済主体として、企業などから示された情報に基づいて革新的かつ費用に比べ

て効用や便益の大きい商品・サービス、そして企業を選択することである。そうした行動

によって消費者・生活者にとっても望ましい競争と公正な市場が生まれ、個々の企業の競

争力、そして国自体の力に結び付くだろう。次に、社会を変革していく主体としての消費

者・生活者の役割も重要になっている。つまり、社会の問題解決、困窮者への支援、そし

て人々や社会とのつながりの重視など社会的価値行動が高まり、伝播していけば、それが

大きなうねりとなり、社会構造自体の変革につながろう。その最終的な目的は、市場や社

会をより消費者・生活者主権の方向にすべく、消費者・生活者の行動並びに市場経済・社

会の枠組みを消費者・生活者を中心に据えて組み立て直すことである。昨今の金融危機が

示したものは「リスク分散もお金になる」金融至上主義というべきもので、消費者・生活

者は翻弄される存在にしか過ぎなかった。こうした市場経済・社会の在り方を再度、問い

直さなければならない。

そして、消費者市民社会は心のゆとりと成熟した社会をもたらすものでもなければなら

ない。つまり、経済主体、社会的主体として活躍することが逆に本人たちの疲労や社会を

ギスギスしたものにしたのでは意味がない。消費者市民がいきいきとした社会を築くこと

こそが重要であり、消費者市民社会を築けるかはこころの中の問題でもあると言える。そ

して、消費者市民社会は「消費者市民」が多い程、社会を変える力が増すとはいえ、困窮

者や高齢者などに鞭打って「主体的役割を果たせ」という社会でもない。事業者や行政の

役割を回避するものでもない。むしろ「消費者市民」がやさしい眼差しを持って一般的な

消費者・生活者と連帯し、また企業で働く人も消費者・生活者の視点を持って事業活動を

見直し、社会構造を良くしていく社会でもある。この視点の重要性は景気後退期において

も増しこそすれ減じることはない。このように経済、社会、こころの三つのバランスが取

れたときに我が国は真に「消費者市民社会」という新たなステージに進めるのではないか

（第４図）。

●依然として重要な消費者被害への対応
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このように消費者・生活者の役割は増している一方で我が国の消費者被害は依然、大き

い。独立行政法人国民生活センター（以下「国民生活センター」という。）のＰＩＯ－Ｎ

ＥＴに登録された消費生活相談件数は、架空請求事案の増減とともに２００４年のピーク後、

減少しているものの、依然、１００万件を超えている（第５図）。また、肉親の情などにつけ

込む振り込め詐欺は今年に入って再び増勢にある。消費者市民が求められる一方で、社会

的弱者への対応をいかに行っていくかも問われている。食品の安全性、偽装表示などから

消費者問題への関心は高くなっているが２、消費者・生活者が個人の能力を超えたリスク

に直面しているとき、そのリスクを事前に予防または最小限に制限・除去する役割は依然、

行政にあると言える。消費者行政においても行政などが悪質事業者をいかに取り締まるこ

とができ、効果的に被害拡大を食い止めるかは依然として重要な課題となっている。

●本白書の構成

そこで、本白書では、まず第１章において経済、社会、こころという３面から消費者・

生活者の役割について考察するとともに、消費者市民社会に向けた課題について検討を行

う。第２章においては今後の効果的な消費者政策の在り方を検討するために、消費者政策

の国際的な潮流を振り返るとともに、消費者政策の基礎的データとなる消費者被害による

損失額の推計、国、地方公共団体の消費者政策の執行体制などの計量分析や消費者教育の

効果の分析を行う。消費者市民社会への転換のときを迎えた今、どのように具体的に枠組

みを変えていくのか、その方向性について考察していきたい。
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資料４ 各地の取組報告

�全国消費者団体連絡会による都道府県消費者行政調査活動
報告者 弁護士 池本誠司

１ 消費者行政チェックポイント調査活動の開始

１９９９年から２０００年頃、神奈川県で消費生活センターの支所を統合し、県センターでは

消費者からの直接相談を廃止するという方針が打ち出された。神奈川県内の消費者団体

がこれに反対する集会の開催や要望書の提出などの行動を展開したが、県の方針を変え

ることができなかった。

２０００年１１月の全国消費者大会消費者行政分科会において、各地から消費生活センター

の統廃合の動きや消費者行政予算・人員削減の動きが広がっていることの報告があった。

その結果、消費者行政の後退・縮小の動きが全国的な動向であることが確認されたが、

実は各地の消費者団体が地元の消費者行政の動向をこれまで把握していなかったことが

明らかとなった。

そこで、地方自治体の消費者行政の進展度と近年の後退動向を、各都道府県の消費者

団体自身が調査・検証し、消費者行政のあり方を議論する出発点として、「消費者行政

チェックポイント」の調査を実施することとした。

さらに、各地の消費者団体に対して、地元市町村の消費者行政の実態調査を行うこと

や地方自治体への提言活動を呼びかけた。これを受けて、その後いくつかの地方の消費

者団体が消費者行政の調査活動を開始した。

２ 調査の実施要領とランキング

全国消団連に消費者行政研究グループを設け、２００１年から調査を開始した。

各都道府県の消費者団体連絡会、消費者協会、生協連などが調査を担当し、県消費生

活課を訪問してアンケート調査を実施した。アンケートの集計と分析は、消費者行政研

究グループのメンバーである消費者団体事務局、相談員、弁護士などが行った。

調査事項は、�消費者行政の担当職員数、�消費者行政予算額、�一般会計予算に占

める消費者行政予算の割合、�消費生活相談員の１週間の配置人数、�消費生活センター

の設置数、�消費生活審議会の委員に占める消費者委員の割合の６項目などであるが、

これらの項目を比較するについて、人口差によって左右されないように、過去５年間の

推移を増加（プラス）・減少（マイナス）でポイント化して集計した結果をランキング

にして公表した。

第１回（２００１年）調査のランキングは次のとおりであった。

全国平均 －４点

上位５位 ワースト５位

１、福井県 ８点

２、新潟県 ７点

３、高知県 ５点

１、神奈川県 －１６点

２、広島県 －１１点

３、東京都 －８点
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４、福島県 ３点

４、山口県 ３点

３、大阪府 －８点

５、秋田県 －７点

５、愛知県 －７点

５、鹿児島県 －７点

消費生活センターの統廃合の動きがあった神奈川県、広島県、東京都が最下位に位置

し、相談業務の民間団体委託の動きがあった大阪府もこれに続いていた。つまり、これ

らの地方自治体では、消費生活センターの相談窓口の縮小・後退の動きにとどまらず、

消費者行政予算・人員全般の縮小・後退が進んでいたことが明らかとなった。

地方の一部の県が比較的健闘しているものの、従来は消費者行政先進県と言われてい

た自治体が軒並み後退しており、全国４７都道府県の平均でもマイナス４点であるという

実情から、改めて深刻な事態であることが判明した。

都道府県における一般会計予算の減少幅がそれほど大きくない（過去１０年間でマイナ

ス６．２％）のに対し、消費者行政予算の減少幅が極めて大きい（都道府県の過去１０年間

でマイナス５３．８％）ことを分析し、自治体の財政難を理由としながら、実は消費者行政

が軽視されて来たことが解明された。

３ その後の調査活動

消費者行政調査活動は、その後現在まで毎年継続している。その調査結果を踏まえて、

毎年の全国消費者大会において「消費者政策分科会」を継続的に開催してきたほか、地

方消費者行政のあり方を検討する独自の「シンポジウム」も毎年開催してきた。こうし

た取り組みが、各都道府県において自治体への要請行動の根拠資料として利用されると

ともに、各都道府県における調査活動の呼び水となって、市町村の消費者行政実態調査

の取組がいくつかの都道府県で始まるなど、各地の調査活動の広がりにつながった。

全国消団連のその後の調査活動においては、相談業務の民間委託の動きの監視や、苦

情処理委員会の活動形骸化の監視、事業者規制部門の取組の監視など、調査事項を必要

に応じて拡大・変更しつつ、時々の課題に対応してきた。途中から、ランキングにこだ

わらず、自治体の取組内容について評価できる事項と改善を求める事項を幅広く調査す

るようになった。

こうした調査活動を踏まえて、２００４年の消費者基本法改正においては、都道府県の苦

情相談業務の重要性を法１９条に明記すること、地方自治体による消費者団体への活動支

援を明記することなど、地方消費者行政の充実に向けた国への意見表明も行った。

４ 消費者行政一元化と地方消費者行政の充実

政府の消費者行政一元化の議論に当たり、過去８年間の調査活動の成果を踏まえ、地

方自治体の消費者行政予算・人員が大幅に減少していることを指摘し、地方消費者行政

を充実するためには国の財政支援が不可欠であることを訴えた。

地方消費者行政活性化交付金が交付された現在の課題は、各都道府県において、消費

生活センターの拡充や消費者啓発・消費者団体支援など活性化交付金を活用する取組を

強化するよう働きかけること、自治体の首長・議会に対して消費者行政重視の政策転換

を要請することなどである。
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�「消費者支援ネット北海道（ホクネット）」について
報告者 弁護士 道尻 豊

１ 設立準備

２００７年６月から施行されている改正消費者契約法により、認定を受けた「適格消費者

団体」が事業者の不当な勧誘や契約条項の使用などの差し止めを求めることができるよ

うになった（消費者団体訴訟制度）。そして、この消費者団体訴訟制度は、２００９年から

景品表示法と特定商取引法にも導入されている。

こうした状況を受け、北海道では、２００７年１０月から、適格消費者団体を目指したＮＰ

Ｏ法人（特定非営利活動法人）の設立準備が開始された。発起人として呼びかけを行っ

たのは、社団法人北海道消費者協会、北海道生活協同組合連合会、社団法人日本消費生

活アドバイザー・コンサルタント協会北海道支部であり、この段階で、弁護士会や司法

書士会などに設立準備会委員の推薦依頼がなされ、大学教員や弁護士、司法書士も参加

するところとなった。

２ 任意団体の設立とＮＰＯ法人化

前記の設立準備会（座長・向田直範北海学園大学教授）において設立趣意書・定款・

事業計画・運営組織などを検討し、２００７年１２月２２日に設立総会を開催して、任意団体と

しての「消費者支援ネット北海道（ホクネット）」（理事長：瀬川信久北海道大学教授）

が設立された。２００８年１月７日には独自の事務所を開設し、事務局員を配置した。

その後、同年１月２９日にＮＰＯ法人申請を行い、同年４月２２日にＮＰＯ法人格を取得

している。

現在の会員構成は、次のとおりである。理事や監事といった役員には、団体正会員の

出身者や、大学教員、弁護士、司法書士、消費生活アドバイザーなどが就任している。

団体正会員 ：３会員 ・�北海道消費者協会

・北海道生活協同組合連合会

・北海道労働者福祉協議会

団体賛助会員：５会員

個人正会員 ：１６３名

個人協力会員：１０５名

３ 目的・運営組織

ホクネットの目的は、消費者や消費者団体・関係機関・専門家等と連携しつつ、各種

消費者被害の調査・研究・情報収集や消費者被害の防止・救済のための活動を行うこと

にある。

２００８年６月から検討委員会（委員長：町村泰貴北海道大学教授）が発足し、大学教員、

弁護士、司法書士、消費生活相談員などがその委員を務めている（委員数は２４名）。現

在は「情報通信グループ」と「継続的取引グループ」の２つに分かれて、それぞれのテー

マに取り組んでいる。
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４ 活動例

ホクネットでは、まだ適格消費者団体の認定を受けていないため法律上の差し止め請

求はできないが、事業者に対し契約条項の使用中止や説明を求めたり、公開セミナーの

開催、消費者問題に関わる要請などを行ってる。

その一部を、次に紹介する。

�１ 事業者への申し入れ

・不動産業者に対する、賃貸借契約条項の使用中止申し入れ・説明要求

（内容：遅延損害金利率、賃料滞納時の督促手数料、賃料滞納時の鍵交換・立ち入

り禁止・ライフライン停止、冬期間退去の場合の違約金など）

・携帯電話事業者に対する、要望書送付・質問状送付

（内容：カタログの表示、高額随時請求など）

�２ 公開セミナー

・２００８年５月１７日 割賦販売法・特定商取引法改正とその活用（講師：池本誠司弁護

士）

・２００８年１１月１日 インターネット・携帯電話の法律とトラブルＱ＆Ａ（講師：町村

泰貴教授）

・２００９年６月２０日 消費者団体訴訟制度の新しい展開～消費者・事業者がともに知っ

ておきたいこと（講師：加納克利内閣府国民生活局消費者企画課消費者団体訴訟室

室長）

�３ 消費者問題に関わる要請

・２００９年６月１６日 北海道知事に北海道消費生活条例の見直しにあたって要請

・２００９年７月２１日 内閣総理大臣に消費者委員会設置に関する要請書を提出

５ 今後

ホクネットは、２００９年中に適格消費者団体の認定申請を行う予定である。

なお、適格消費者団体の認定を受けるためには一定の資産規模が求められるし、活動

を維持していく上でもある程度の資金が必要である。ホクネットにおいても、会員数を

さらに拡大するなどして財政基盤をより強固にする必要があるが、同時に、公的な資金

支援も強く望まれるところである。

資料編

－ 470 －



�宮城における取組
報告者 弁護士 鈴木裕美

１ 宮城の消費者団体

宮城にも消費者団体は多数あるようであるが、すべてを把握していない。

以下には、多重債務問題に取り組んできた被害者の会や反貧困活動への広がり、消費

者行政の充実強化に向けた運動団体など、知りえたことのみ報告する。

なお、後記２の例も含め、弁護士や学者が呼びかけ人となって関係団体の接着剤とな

り、弁護士が団体の事務局など中枢を担う場合が多い。弁護士が市民団体の運営に関わ

ることにより、弁護士会と共同活動など連携協力がとりやすい。

�１ みやぎ青葉の会

１９８４（昭和５９年）１０月、設立された被害者の会。２００９年１０月で満２５年。会長（弁護

士）、事務局長（初代以外は弁護士、司法書士）を置き、当初から独立した事務所を

置いて独立採算制で運営してきた。ボランティアの相談員（事務局）と多数の世話人

（弁護士、司法書士）が毎週の相談日・年末や地方特別相談会等を担当して被害解決

に当たっている。

同会は、東北各地で「クレジットサラ金問題を考える東北集会」を１９８８年の第１回

（仙台）から２００３年の第８回まで、ほぼ２年に１回開催し、被害や対策について研究

意見交換を行ってきた。

同会は、後述のように、ハイソネット、高金利引き下げみやぎ連絡会、消費者ネッ

ト宮城、反貧困宮城ネットワークなど、宮城の運動団体の中核となっている。

�２ 東北生活保護支援ネットワーク

生活保護受給を必要とする人々を支援する相談窓口として２００７年１０月設立。電話で

相談を受付け、弁護士、司法書士が相談や同行支援等を行う。

�３ 新しい消費者行政を創る宮城ネットワーク（消費者ネット宮城）

消費者行政の一元化や地方消費者行政の充実強化に向けて、国や地方自治体への意

見表明等の活動に取り組むべく、２００８年８月１日設立。代表３名、事務局長、事務局

次長は弁護士と司法書士。

消費者団体、高齢者障がい者福祉団体、相談員団体、被害者の会、司法書士会、生

協連、労働者福祉団体など、関係団体が数多く集結している。

２００８年８月には、日弁連、東北弁連、仙台弁護士会との共催、宮城県及び仙台市か

ら後援を得て、３５０人参加の東北集会を開催し、県知事に対し、地方消費者行政の充

実に関する要請書を提出するなどの活動を行ってきた。

消費者庁等関連法成立後、消費者の立場から消費者庁や地方消費者行政を監視する

団体として活動領域を広げる予定。

�４ 反貧困みやぎネットワーク

多重債務・労働・生活保護等セーフティネットの拡充など、貧困の解決を目指して、

２００８年１１月５日設立。弁護士、司法書士、生活保護家庭やホームレス・障がい者を支

援するＮＰＯ団体、労働組合、労働福祉団体など、広範囲な団体が加入。代表２名（学

者・弁護士）、事務局長、事務局次長は弁護士、司法書士。２００９年３月には反貧困フ
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ェスタを開催、相談電話を設置して無料電話相談を受けたり、寄付を募るなどして、

ホームレスの一時保護所（シェルター）を運営している。

�５ 適格消費者団体の設立に向けて

特定非営利法人仙台・みやぎ消費者支援ネット（セミコスネット・元仙台市消費者

教会）が取り組みを検討中。

２ 複数の団体が集結して活動した運動体の例

�１ 弁護士報酬敗訴者負担に反対するみやぎネットワーク（ハイソネット）

司法制度改革の一環として弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入が検討され、当初、

導入反対運動は困難を極めたが、２００４年国会に提出された法案が同年１２月廃案に。市

民運動の力が大きかったと分析されている。

宮城では、弁護士だけではない広い市民運動が必要との認識に立ち、２００２（平成１４）

年１２月に設立。代表１名（学者）事務局長・事務局次長を弁護士が担当。消費者問題

や公害環境問題に関わる団体個人などが広く結集し、弁護士会と連携協力して活動し

た。

ハイソネットは、仙台弁護士会と共同で、街頭デモ（２５０名）、毎月１回の街頭チラ

シ配布、反対署名集約、パブコメ提出運動、集会などを何度も実施した。全国連絡会

の運動、日弁連の反対集会、１３００人パレード（５月）にも宮城から２０人、３０人と参加

し、全国の運動の一翼を担った。

�２ ヤミ金融対策会議みやぎ

平成１３～４年、ヤミ金被害が爆発的に増大し、みやぎ青葉の会、弁護士、司法書士、

民主商工団体などが団結して設立。相談体制の充実、県議会への請願（採択された）、

全国一斉ヤミ金告発などのヤミ金撲滅のため運動。

�３ 高金利引き下げを求める宮城連絡会

サラ金等の高金利引き下げ、多重債務問題解決を求める運動団体として２００５年６月

設立。代表２名（弁護士・学者）、みやぎ青葉の会に事務局を置く。集会、全国キャ

ラバン、署名集約活動、宮城県及び県内全市町村の金利引き下げを求める意見書採択

運動などを実施し、上限金利引き下げの全国運動に合流。

３ 弁護士会と行政機関との連携

�１ 県内行政機関との懇談会

仙台弁護士会の消費者問題対策特別委員会は、昭和６１年以降、半年に１回、県内の

主な行政機関（県と仙台市の消費生活センター、東北経済産業局、各市の相談窓口）

との懇談会を開催し（平成１８年以降は、宮城県司法書士会も参加）、消費者問題の現

状や問題点、被害情報等の情報や相談窓口のあり方などについて意見交換を行ってい

る。

�２ 地方消費者行政強化に向けた取組

� 消費者行政活性化基金の活用について宮城県、仙台市、県内市町村との意見交換

会を開催（仙台弁護士会主催）

２００８年１２月１６日
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２００９年８月３日

� 相談員の研修や法律相談などについて協議中である。

・現在、市町村相談窓口の相談員対象に法律相談会を年４回開催しているが、県内

５つ程度圏域毎に、電話等による相談アドバイザー（顧問弁護士）を置く（各複

数名のチーム）ことなどができないか検討中。

�埼玉における取組
報告者 弁護士 池本誠司

１ 消費者行政充実埼玉会議の結成

政府の消費者行政一元化と消費者庁設置の世論を盛り上げるため、各地で連絡組織の

結成と運動の展開が求められる中で、埼玉では、２００８年４月２５日、「消費者行政充実埼

玉会議」を結成した。その組織構成は次のとおりである。

・世話役団体：埼玉県消費者団体連絡会、NPO 法人埼玉消費者被害をなくす会

埼玉県消費生活コンサルタントの会、埼玉弁護士会、埼玉県司法書士会

・参加団体：世話役団体を含め県内の２８団体

・代表幹事：伊藤恭一（消団連）、佐藤洋子（埼コン）、池本誠司（弁）、柳章弘（司）

・事務局長：松苗弘幸（埼弁）

・事務局次長：清水謙作（消団連）、関口多恵子（埼コン）

埼玉では、以前から、消費生活条例改正シンポジウム、ＰＬ法制定連絡会、金利引き

下げ連絡会、割販法改正連絡会など、消費者問題に関する法改正の取組について、消費

者団体と専門家団体が連絡会を結成する作風が定着してきた。一般に、強制加入団体で

ある弁護士会は、外部の特定団体と協同組織を作ることには慎重である。埼玉でも同様

な配慮をしているが、県内の消費者団体の横断的な連絡組織である「埼玉県消費者団体

連絡会」と、県内の消費生活相談員のほとんどが加入している「埼玉県消費生活コンサ

ルタントの会」は、１０年以上前から共催・共同行動可能団体として承認されてきた。た

だし、知事への要望書等主な意見表明は、充実会議だけでなく弁護士会の意見書として

同時に承認を受ける手続きを採るように配慮している。

２ 地方消費者行政の充実に力点

結成の契機は、政府の消費者庁設置の議論だが、地域に根差した運動を展開するため、

活動目的は、消費者行政一元化の新行政組織を実現とともに、地方消費者行政の充実・

強化の推進を求めて関係団体の情報交換と行動を行うことを明示し、地方自治体への働

きかけに重点を置いている。

財政については、会費制はとらず、活動事項に応じて参加団体の中で可能なところか

ら拠出する方式とした。

毎月１回の運営会議により、情報交換と活動事項の議論を行い決定する。

３ 主な活動
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�１ シンポジウム「消費者主役の新行政組織の実現と地方消費者行政の充実強化」

日時：６月７日（土）午後１：３０～４：００

場所：コーププラザ浦和（参加者：約８０名）

�２ 埼玉県知事への要望書提出（８月２７日）

�３ 埼玉県議会、さいたま市議会への要請、意見書採択（１０月）

�４ 参加団体の学習会に講師派遣（複数回）

�５ 埼玉消費者大会（１０月７日）で、地方消費者行政の充実を求める分科会開催

�６ シンポジウム「埼玉の消費者行政の充実を」

日時：２００８年１１月１９日（水）午後２時～４時

場所：埼玉会館２階会議室（参加者：６８名）

�７ 県消費生活課との懇談会（１月、５月）

�８ 市町村へ活性化交付金活用の要望書送付（２月、６月）

�９ 消費者行政一元化請願署名を１万筆以上集約（３月）

�１０ シンポジウム「地方消費者行政の充実を実現しよう」

日時：２００９年４月１７日（金）午後１時３０分～４時

場所：浦和コミュニティセンター（参加者：８９名）

４ 活動の成果と課題

埼玉では、埼玉消費者被害をなくす会が、１０年前から「市町村消費者行政アンケート」

を継続的に実施し、市町村の相談窓口の設置状況や相談員配置人数や一人当たり消費者

行政予算額のデータが揃っていた。

その結果を踏まえて、以前から、各市町村へアンケート調査報告書を送付したり、県

消費生活課に対し消費者行政の充実を要請してきた。これを受けて、県から市町村に対

し、３～４年前から、消費生活相談窓口の設置・拡充を要請する取組が始まっていた。

今回の「地方消費者行政活性化基金」の活用方針においても、県は、全市町村に消費生

活相談窓口を設置・拡充することを掲げ、働きかけを進めている。

埼玉充実会議と県消費生活課との情報交換により、市町村の反応が良いところと良く

ないところの情報を伝えてもらい、重点的に働きかける自治体を選定して要請活動を展

開する予定である。

もっとも、３年間限定の予算であるため相談員の増員は４年目以降の解雇の問題があ

るという問題や、行政職員の増員の手当てがないため活性化基金を十分に活用しきれな

いという自治体担当課の声を聞くと、消費者行政充実の問題は自治体担当課に対する要

請だけでは実現せず、自治体の首長・議会に対し、消費者行政の重視と人員・独自予算

の拡充を働きかけることが不可欠であることを痛感する。

これに向けた運動をどのように展開するかが、今後の最大の課題である。

資料編

－ 474 －



�千葉における取組
報告者 弁護士 拝師徳彦

１ 消費者行政充実ネットちばの設立

千葉県においては、これまで大小様々な消費者団体が独自の活動を行ってきたが、最

近注目すべき動きとして、消費者行政充実ネットちばの活動が挙げられる。

消費者行政充実ネットちばの概要は以下のとおりである。特色としては、千葉県下の

主要な消費者団体や、弁護士・司法書士のグループ、労働団体などが幅広く加入し、県

内の消費者行政充実という一致した目的のために活動を行っているという点である。専

門家集団が関わっていることもあり、意見書の作成等具体的な活動において法的専門性

の観点から一定のレベルを維持できるという強みもある。

幅広いネットワークと、活動目的を消費者行政充実に絞って活動している点は、最近

の消費者団体の動きの一つであると言える。

設 立 ２００８年９月２７日

目 的 ・消費者・生活者の視点に立った新しい消費者行政を実現すること

・千葉県下の消費者行政を充実・強化すること

以上のため、千葉県内の地方自治体や中央における消費者行政のあり方な

どについて情報交換、意見表明、立法要請その他の諸活動を行なう

加入団体 千葉県下の消費者団体のネットワーク組織、消費生活相談員のグループ、生

協、多重債務対策等の専門家集団、多重債務被害者の会、労働団体など、１５

団体

２ 主な活動内容

�１ 消費者行政一元化を求める街頭署名活動、地方議会請願活動

�２ 千葉県初の基本計画策定にあたり、意見書の提出やタウンミーティングの開催、知

事への申し入れ

�３ 知事選に際し、消費者行政に関する候補者アンケートを実施

�４ 地方消費者行政活性化基金について県と意見交換

�５ 各参加団体の持ち回りによるテーマ別勉強会

�６ 千葉県弁護士会と人権大会プレシンポジウムを共催

�７ 基本計画についての勉強会

３ 今後の課題・問題点

今後の大きな課題としては、できたばかりの基本計画を確実に履行させるための監視

体制を整えること、活性化基金を有効活用し、相談窓口の充実を中心とした県下の消費

者行政の向上を実現することである。特に市町村の意識にばらつきがあるため、的を絞

った市町村への対応が必要であると考えられる。

問題点としては、活動資金が寄付によってまかなわれており、常に財政的に不安定な

状況にあることであり、県からの財政支援を実現することも視野に入れつつ活動する必

要がある。
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�神奈川における取組
報告者 弁護士 城田孝子

１ 消費者主役の新行政組織実現神奈川会議（「消費者会議かながわ」）の設立

設立；２００８年４月３０日

消費者庁設立の動きにあわせ、弁護士が呼びかけ人となって、県内で消費者

被害救済に取り組む団体・個人に幅広く声がけをした。組織体制・運営体制等、

細かな取り決めはともかくとして、一日も早く情報共有・意見交換のできる「ネ

ットワーク」を形成することを主眼とした。

神奈川県では、ここ数年、県の消費者行政予算が大幅に削減され、県内７箇

所の消費生活センターが廃止されるなど消費者行政の後退が著しく、共通の問

題意識が醸成されていたこともあり、設立総会には約４０名が集まった。

メンバー；神奈川県消団連及びその構成員、神奈川県消費生活相談員ネットワーク、消

費生活相談員、消費者被害経験者、弁護士、司法書士、学者、マスコミ関係者

など、現在、メーリングリスト登録者は約８０名

代表幹事；県消団連、神奈川県消費生活相談員ネットワーク、弁護士会、司法書士会よ

り各１名（計４名）

事務局 ；４名（弁護士２名、司法書士１名、消費生活相談員）

２ 主な活動報告

�１ 街宣活動・街頭署名活動

全国の動きに合わせ、朝夕の通勤時間帯に JR 関内駅前・みなとみらい線日本大通

駅前で、街宣（２回）、街頭署名（１回）を実施。各回２０名ほどのメンバーが参加。

�２ シンポジウムの開催

２００８年６月、１０月の２回開催。

いずれもテーマは消費者庁と地方消費者行政。６月シンポ（参加者１５７名）は以後

の運動を活性化することにつながった。１０月シンポ（参加者１３０名）は、県議会議員

の積極的な参加も得て、神奈川県の消費者行政に関する緻密な分析・今後の課題等を

議論する、かなり掘り下げた内容のものとなった。

�３ 県に対する働きかけ

ア 県知事との懇談

「消費者会議かながわ」のシンポ等に参加をお願いしていた地元国会議員の計ら

いで、横浜弁護士会長と県知事との懇談が実現した。

イ 消費生活課長らとの懇談

数回にわたり、消費生活課長・担当職員に面談を申し入れ、消費者行政予算や活

性化基金等につき、意見交換や情報共有を行っている。

ウ 県会議員との勉強会

自民党・民主党の各県会議員と、「消費者会議かながわ」のメンバー数名で、消

費者行政に関する勉強会を実施。神奈川の消費者行政の実情や現場の問題意識など

を議員に直接伝えられたと同時に、議員の抱いている問題意識や疑問点等も理解す
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ることができた。

エ 意見書採択の陳情

消費者庁設立に向けた意見書採択の陳情を、横浜弁護士会長名で神奈川県議会に

提出。２００８年１０月１４日に可決。

�４ 市町村への働きかけ

ア 意見書採択の陳情

消費者庁設立に向けた意見書採択の陳情を、横浜弁護士会長名で県内３３市町村の

議会に提出。１２市町村で採択。

イ 県内全市町村訪問活動

メンバーが手分けして２００８年５月連休明けから訪問開始。県内を６ブロックに分

け、ブロックごとの担当者を割り当て。ブロックチーフが該当市町村と折衝し訪問

日程をセットした。実際の訪問は３～５名程度で行うが、消費者、弁護士、司法書

士、相談員がバランスよく参加できるよう配慮した。自治体に「消費者会議かなが

わ」を認知してもらうと共に、自治体ごとの苦労や厳しい実情を生で聞くことがで

き大変参考になった。

これを機に、自治体と「消費者会議かながわ」の協働関係を維持・発展させ、共

に消費者行政充実のための最善の策を考えていくことが重要であると思われる。

３ 今後の展望・課題

「消費者会議かながわ」の設立によって、それまで各々の分野・団体で活動してきた

メンバー間に、横のつながりができたことが大きい。消費者（団体）・相談員の現場の

声を、弁護士・司法書士のフィルターを通して、行政や議会に伝えることが重要である

と感じている。

「消費者会議かながわ」の幅広いネットワークは、徐々に行政や議会にも認知されて

きた様子。今後も継続的な協力関係が維持・発展できるよう努めたい。

早急なネットワーク構築を主眼として立ち上げた組織であるため、事務局等の組織体

制・運営体制の整備が不十分。今後、組織として継続的に活動を展開していくための体

制作りが課題であると考えている。

�長野における取組
報告者 弁護士 石川真司

１ 多くの都道府県及び政令指定都市では、いわゆる「消費生活条例」が制定されている

が、長野県では、２００８年７月まで、都道府県として唯一「条例」を作らず、「長野県消

費者保護対策要綱」（１９７６（昭和５１）年に制定）で対応していた。

しかし、長野県でも、深刻な消費者被害が発生しているという現状は他県と変わらな

い。同県は、２００３年１月、全国に先駆けて「長野県ヤミ金融被害者救済緊急対策会議」

を開催するなど、ヤミ金融被害、多重債務問題等に行政が積極的に取り組んでいたもの

の、それ以外の消費者被害分野につき、条例の規制が厳しい首都圏などからの業者が県
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内に入っている実態が顕著な一方で、不適正な取引を行っている事業者への行政指導、

業者名の公表を含む処分などが実施できず、消費者団体等から、消費生活条例制定を望

む声が高まっていた。

２ 消費生活条例制定に至る経緯

長野県消費者団体連絡協議会（以下「県消団連」という）は１９６０年に結成され、同県

の代表的な消費者団体として１０団体（連合長野、県連合婦人会、県労福協、県生協連、

新婦人、アイ女性会議、農民団体会議、部落解放同盟、県労組会議、勤労協）の構成で

活動する団体であるが、条例制定へ向けて、消団連は、県への申入れ、学習会の開催、

消費者トラブルアンケートの実施、県会各会派への働きかけを行い、２００６年７月の長野

県議会では、消団連から提出された「県消費生活条例（仮称）の制定を求めることにつ

いて」の請願が全会一致で採択された。さらに、２００７年１月、消費生活条例促進ネット

ワークが発足。同年５月に第１回の条例検討委員会が開かれ、同年１０月には長野県弁護

士会が「よりよき消費生活条例の制定を求めて」というシンポジウムを開催するなど消

費者団体等の運動が結実して、２００８年７月、長野県消費生活条例が成立した。

３ 長野県消費生活条例

長野県消費生活条例は、消費者の権利の確立及びその自立支援その他の基本理念、県・

事業者の果たすべき責務、消費者の役割を明らかにし、県の実施する施策について必要

な事項を定め、県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とし、以下の消費

者の権利の確立及び消費者の自立支援を基本とする。

�１ 消費者の安全が確保される権利

（⇒第２章「安全の確保」）

�２ 商品及び役務（以下「商品等」という。）について消費者の自主的かつ合理的な選

択の機会が確保される権利

（⇒第３章「取引の適正化」、第４章「不当な取引行為の防止」）

�３ 消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供される権利

（⇒第６章「啓発活動及び教育の推進」、第４１条「消費者施策の状況等の公表」）

�４ 消費者の意見が消費者施策に反映される権利

（⇒第８章「長野県消費生活審議会」、第４２条「知事への申出」）

�５ 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される権利

（⇒第５章「苦情の処理等」）

４ 今後の課題

言うまでもなく条例の制定は目標地点ではなく、ここから新たな地方消費者行政が始

まるのであって、今後は条例の実効性をどう確保していくかが課題である。市町村の消

費者行政と県の消費者行政との役割分担、専門的な人材の養成・確保といった様々な課

題に取り組んでいく必要がある。

資料編

－ 478 －



�京都の状況（２００９．７現在）
報告者 弁護士 加藤進一郎

１ 消費者団体の取組 ～ 適格消費者団体の差止請求

京都府内では、いくつかの消費者団体が活発に活動している。たとえば、ＮＰＯ法人

コンシューマーズ京都（京都消団連）は、老舗の消費者団体として契約問題のほか、環

境問題や食の問題について多くの取り組みをしている。府内の自治体などで消費生活相

談を担当している消費生活相談員や消費生活アドバイザー・コンサルタントなどの資格

を持つ専門家で構成する京都消費生活有資格者の会や、欠陥住宅問題に取り組む建築士

や弁護士などで構成される欠陥住宅京都ネットは、その専門性を活かした活動をしてい

る。

また、消費者契約法に基づき消費者団体訴訟制度の当事者適格を付与された適格消費

者団体として、ＮＰＯ法人京都消費者契約ネットワーク（ＫＣＣＮ）が活動している。

ＫＣＣＮは、京都の消費者、消費者団体（ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都、欠陥住宅

京都ネット、京都府生協連）、消費生活相談員、学者、司法書士、弁護士ら約１００人で組

織され、不当な消費者取引をしている事業者にその是正を申し入れて是正を実現させて

いるほか、以下のような差止請求訴訟を原告となって行っている。これまで全国で６件

提訴されている消費者団体訴訟のうち、３件がＫＣＣＮの提訴したものである。

�１ マンション賃貸借契約における「定額補修分担金条項」使用差止請求事件

「定額補修分担金」という名目で、実質的には敷金に該当する費用を徴求しこれを

返還しない特約の使用の差し止めを２００８年３月京都地裁へ訴訟提起。現在、係属中。

�２ マンション賃貸借契約における「敷引条項」使用差止請求事件

２００８年８月京都地裁へ訴訟提起。第１回口頭弁論で被告事業者が認諾。

�３ 冠婚葬祭互助会の解約金条項使用差止請求事件

解約時の解約金返金を著しく限定する条項につき、２００８年京都地裁へ訴訟提起。現

在、係属中。

２ 行政と弁護士会との連携

�１ 地方消費者行政の拡充のためには、行政と弁護士会との連携が不可欠であり、２００８

年５月に京都弁護士会内に消費者行政一元化推進本部を立ち上げた後、以下のとおり

京都府下自治体と弁護士会との協議会を開催した。

�２ 府下地方自治体及び京都弁護士会による消費者行政ブロック協議会

ア ２００８年８月２５日 府下全市町村と弁護士会との協議会

イ 同年１０月２２日 山城広域振興局・管内市町村と弁護士会との協議会

ウ 同年１０月３０日 南丹広域振興局・管内市町村と弁護士会との協議会

エ 同年１１月 ４日 中丹広域振興局・管内市町村と弁護士会との協議会

オ 同年１１月 ７日 丹後広域振興局・管内市町村と弁護士会との協議会

カ 同年１１月２７日 京都府・京都市と弁護士会との協議会

これらの協議会では、�市町村の実情をふまえた消費者相談のあり方、強化策、�
地域ブロック別にセンター機能を設置することの可否、�府と市町村との連携の仕方、
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�消費者行政への弁護士会の関与、連携の仕方、などを協議した。

協議結果をふまえ、京都弁護士会としては、行政のあっせん解決機能の拡充、その

成果を情報提供、相談・助言の場面にフィードバックさせ、地方消費者行政全体の拡

充を図るために、既にセンター等で行われているあっせんに加え、消費者が利用しや

すい形態で弁護士が関与する消費者行政ＡＤＲを構築することが有用であると考える

に至り、そのための検討会を下記のとおり開催した。

�３ 京都府下消費者行政ＡＤＲ検討会

出席団体は全回とも京都府、京都市、宇治市、城陽市、八幡市、弁護士会

ア ２００９年１月９日 第１回検討会

イ 同年１月２６日 第２回検討会

ウ 同年２月９日 第３回検討会

これら検討会での協議をふまえ、２００９年２月９日に、京都弁護士会消費者行政一元

化推進本部において、消費者行政ＡＤＲ報告書（中間報告）を作成し、弁護士が関与

するＡＤＲの設置の必要性を指摘した。

報告書では、ＡＤＲの設置により、行政における相談・助言・あっせん機能の強化、

法律解釈要素を多く含む紛争への対応力強化を図ること等を指摘するとともに、行政

相談窓口の拡充のため弁護士会からの相談助言弁護士の派遣や、相談事案の執行機関

へのフィードバック、ＡＤＲ不成立事案についての弁護士会内体制整備の必要性に触

れている。

�４ 京都府の消費者あんしんチーム

上記のような行政と弁護士会との協議が行われたこともあり、京都府は基金を用い

て「消費者あんしんチーム」（府下全域をカバーできるよう北部、中部、南部の３チー

ム体制）を立ち上げ、京都府及び市町村の消費生活相談窓口に寄せられた消費生活に

関する相談のうち、解決が困難な事案について迅速に処理するために、以下の業務を

行うこととした。

ア 相談・あっせんに関する助言（管轄振興局と管内市町村とのネットワーク強化）

イ 弁護士による法令の解釈や問題解決のための技術的助言

これらは、京都府が弁護士会に弁護士派遣を委託し、弁護士会から担当弁護士を

各消費生活相談窓口に定期的に派遣し、相談担当者から相談を受け助言をする方法

で行う。

ウ 当事者に合意解決を促すための弁護士によるあっせん案の提示

弁護士会が必要性を指摘していたＡＤＲにほぼ該当する仕組みであり、京都府か

ら弁護士が委託を受け、あっせん案の提示を行う方法で実施する。相談現場での解

決困難案件はこの制度を適用することとなる。

�５ 弁護士会の消費者被害相談の充実

行政との協議を通じて、そもそも行政での相談・あっせんに不向きな案件や、行政

での相談・あっせん（上記消費者あんしんチームによる対応を含む）を尽くしたが、

解決できなかった事案について、スムーズに弁護士相談が受けられ、かつ弁護士が受

任して事件処理にあたる体制構築が必要であることが確認された。

京都弁護士会では、行政の消費生活窓口での相談を経た上で、弁護士会の消費者相
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談に来る案件に関して、行政との間の相談引継ぎ体制や、受任弁護士に対する事件処

理に関する情報提供等のサポートを行う体制の構築を検討中である。

３ 消費者被害事件支援のための基金について

上記のような行政の消費生活相談の拡充、弁護士会の消費者被害相談の充実を図って

も、消費者被害事件は被害額が比較的少額であるものが多いため、消費者は更に弁護士

費用を負担してまで司法手続による解決を求めることに躊躇し、あるいは断念するなど、

弁護士による事件処理がなされないことがある。これは消費者の資力の問題ではなく消

費者事件特有の問題である。

しかし、最終的に、消費者が弁護士に依頼して司法手続を採りうるという体制、制度

がなければ、業者は行政での相談・あっせんに応じずにこれを拒否し、消費者側に事実

上泣き寝入りをせまるおそれがある。

そのため、消費者が弁護士に委任する際に、弁護士費用を援助する基金の設立・拡充

が不可欠であり、現在、京都弁護士会所属の弁護士の間でその設立を検討中である。こ

れまでも、京都では、弁護団事件での経費の援助や詐欺業者の債権者破産の申立予納金

などを援助してきた実績のある基金が存在するが、現在検討中の基金は、弁護士費用そ

のものを援助するという点に特徴がある。

基金は一般財団法人の形式を取り、弁護士会の外部に設立し、訴額１４０万円以下の事

件につき弁護士費用を援助するという内容のものを検討している。

�消費者行政市民ネット（大阪府）
報告者 弁護士 国府泰道

１ 発足の経緯

２００１年、大阪府は行財政計画を発表し、府立消費生活センターの相談業務等を民間委

託する方針を出した。これに対して、それまでセンターの業務に協力をしてきていた弁

護士会、消費生活相談員協会、消費生活コンサルタントなどが、消費者行政の後退につ

ながるのではないかと危機感を持ち、民間委託に反対した。

これを契機に、これまで消費者行政が行政機関に任せきりになっていたことを反省し、

弁護士や消費生活相談員らが消費者行政を継続的にウォッチングする必要性が高まった。

消費者行政の後退を許さず、消費者行政がその固有の責任を適切に果たしうるよう、自

ら調査研究を深め行政等の関係機関に提言を行うことにより、より実りある消費者行政

の実現をめざして「消費者行政をよくする会」が発足した。２００７年には、「消費者行政

市民ネット」と改称した。

２ 会の構成

会 員 数：約７０名

会員内訳：弁護士、司法書士、消費生活相談員、消費生活コンサルタント、消費者団

体役員
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代 表： 国府泰道弁護士

連 絡 先：事務局長 井上智加子司法書士

〒５７７―０８４３ 大阪府東大阪市荒川一丁目１番１号茨木第２ビル３Ｆ

あかつき司法書士事務所（TEL０６―６７２２―５５５１ FAX０６―６７２２―５５５２）

３ 会の活動の特徴

当会は、大阪府の消費者行政の活性化、消費者保護条例の活用を図るために、消費生

活センターに対して、事業者指導すべき被疑事案の提供、苦情処理審査会の取扱事案の

提供などを会員が取り組んでいる。これらを受けて、大阪府においても２００１年当時、事

業者処分はゼロ、苦情処理審査会もほとんど活動なしであったのが、最近では事業者処

分が年間１０件近くになり、苦情処理審査会も年間１、２件の実績を積み重ねるようにな

ってきている。

また、条例を活用することを消費生活相談員や弁護士など被害救済の第一線に立つ者

が意識するよう、『消費生活条例活用ガイドブック』、『消費者被害救済ハンドブック～

苦情処理委員会あっせん・調停事例集』といったユニークな小冊子を発行し、「消費者

行政の活用」を普及する活動をしてきている。

これらの活動経験から、会員が２００６年７月２１日の日弁連夏期セミナー「条例を作ろう・

条例を生かそう」の企画・運営に協力した。

４ 活動内容

�１ ２ヶ月毎に例会を実施している。

�２ 意見書や提言を公表

・民間委託後の消費者行政について大阪府知事宛要請書（２００２．４．１１）

・仲裁法制に対する意見書を司法改革推進本部に提出（２００２．８．２３）

・国民生活審議会消費者政策部会の「２１世紀の消費者政策のあり方について」（中間

報告）に対する意見（２００３．１．２７）

・業務提供誘引販売の被害救済に関する要望書を大阪府へ（２００４．１．６）

・「訪問販売お断りステッカー」普及の要望書を大阪府へ（２００７．４．２８）

・苦情審査会のよりよい運用のための要望書を大阪府へ（２００７．６．２８）

・意見書「地方消費者行政の現状と課題」を自民党消費者問題調査会へ（２００８．２．２５）

・「消費者センター相談員の地位と待遇の改善」等の要望書を大阪市へ（２００９．２．２５）

�３ 出版

・小冊子『消費生活条例活用ガイドブック』（２００６．１発行）

・小冊子『消費者被害救済ハンドブック～苦情処理委員会あっせん・調停事例集』

（２００８．３発行）

�４ １１０番の実施

新聞契約トラブル１１０番（２００７．７．７）

これを受けて、新聞公正取引協議会と被害根絶に向けて懇談会を実施

�５ 条例活用としての不招請勧誘防止ステッカー

大阪府条例で不当取引として不招請勧誘が規定されたのを受けて、「訪問販売お断
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りステッカー」の普及の運動を提唱し、一部の市町村で普及活動を実施。

２００７年１０月には、大阪府がステッカー配布事業を消団連の協力を得て実施。

５ 継続的な取組み課題

�１ 事業者指導の強化に向けた取組み

�２ 悪質事業者名等の情報提供に向けた取組み

�３ 苦情審査会の活性化に向けた取組み

�４ 消費者保護条例（不招請勧誘、モデル自主行動基準等）の活用に向けた取組み

�「新しい消費者行政を実現する連絡会」の概要（関西）
報告者 弁護士 国府泰道

１．発足の経緯

福田総理大臣が平成２０年１月の施政方針演説で「消費者行政を統一的・一元的に推進

する強い権限を持つ新組織を発足させ、消費者行政担当相を常設」する考えを表明した。

これまで消費者問題に取り組んできた消費者・市民団体、弁護士、司法書士、消費生

活専門相談員、消費者行政担当者など多くの人々がこの方針を歓迎しており、民主党も

これに対してオンブズパーソン案を提案していた。

こうした機運が高まる中、消費者・生活者の視点からあるべき行政のしくみを提起し、

その実現のために取り組むことが大事であると考えられた。そのために、これまで消費

者被害救済に取り組んできた専門家や消費者団体がこれに向けた連絡組織を作り、広く

情報交換し、議論するための場として、平成２０年３月１日、当会を結成した。

２．世話人

国府泰道（大阪弁護士会）、二之宮義人（京都弁護士会）、野々山宏（京都弁護士会）

堀泰夫（司法書士）、吉川萬里子（消費生活相談員）、飯田秀男（消費者団体）

３．登録団体 １８団体

NPO 消費者ネット関西、NPO 京都消費者契約ネットワーク、NPO 消費者情報ネット、

NPO 消費者支援機構関西、奈良県生活協同組合連合会、NPO 京都消費生活有資格者の

会、全大阪消費者団体連絡会、NPO 関西消費者連合会、滋賀県生活協同組合連合会、

なにわの消費者団体連絡会、消費者行政市民ネット、大阪府生活協同組合連合会、社団

法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会西日本支部、NPO ひょうご消費

者ネット、NPO 成年後見支援・普及センター（トムテ）、NPO コンシューマーズ京都、

欠陥住宅関西ネット、京都府生活協同組合連合会

４．登録個人 ２１１人

５．申し合わせ（抜粋）
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（目的）

本会は、消費者・生活者の視点に立った新しい消費者行政のあり方について、その仕

組みや権限、体制などについて関係者が知恵を出し合い、情報交換し、意見発信等の活

動をすすめることを目的とする。

（活動）

本会は、前記の目的を達成するため次の活動を行う。

� 新しい消費者行政に関する調査、検討を行い、その必要性と消費者利益確保のため

のあるべきしくみを検討する。

� 新しい消費者行政について関係者へ検討をよびかけ、政党、政府、行政庁、国会、

地方自治体などに対し意見発信等の活動を行う。

６．これまでの活動

１）発足記念シンポジウム

・２００８年３月１５日（土）「新しい消費者行政を考える」１１０名参加

２）消費者行政一元化推進連続シンポジウム

弁護士会と共催で下記のシンポジウムを開催してきた。

・２００８年５月２１日 京都 １１４名参加。「違法収益はく奪」等をテーマに

・ 同年５月３１日 神戸 １３０名参加、「地方消費者行政」

・ 同年６月１３日 大阪 １０５名参加、「情報管理（収集・発信）のあり方」

・２００９年１月３１日 神戸 「地方消費者行政の活性化」

・ 同年６月２２日 大阪 「みんなで活かそう消費者庁～消費者・消費者団体の新た

な役割を考える～」

３）消費者庁に関する提言・意見等

「地方消費者行政充実のための提言」（２００８．７．２２）

「消費者庁設置法案に関する規定についての提言」（２００８．８．２２）

「消費者庁長官、消費者委員会委員長の人選の再考を求める」意見書（２００９．６．２９）

「消費者庁及び消費者委員会発足準備に当たって（質問状兼要請書）」（２００９．７．６）

４）市民大集会

２００９年８月３０日（土）１０：１５～ 大阪 約６００名参加

「消費者庁と地方消費者行政の充実を求める関西市民大集会」

５）街頭行動

ビラまき、街頭署名など

�全大阪消費者団体連絡会（大阪消団連）における府内市町村の消費者行政調査の取組
報告者 全大阪消団連事務局長 飯田秀男

１ 前史

� 全国消費者団体連絡会のプロジェクトで、「都道府県における消費者行政調査」を

２００１年度から開始。回答選択肢に点数配分をして、合計点数でランク付けしたことで
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反響を得た。以降、毎年、プロジェクトで調査を実施してきた。

� いくつかの県から「県の消費者行政を評価するなら、県だけの状況把握では不十分

で、県内の市町村の状況把握をすべき」との声が出た。それを受けて、大阪府内市町

村の消費者行政調査を実施。２００１年、０３年、０６年と調査を実施。０６年調査結果を０７年

６月に「大阪府内市町村の消費者行政調べ」冊子として発刊。

� 大阪府の補助事業として、２００７年１１月から０８年３月にかけて、大阪府消費者保護条

例を援用した「訪問販売お断りシール」の普及事業を行った。

２ ２００８年度の調査「続・大阪府内市町村の消費者行政調べ」

� ２００８年６～９月に調査結果を０９年２月に取りまとめ、冊子で発刊。

� 特徴は、資料１のとおり。

３ ２００９年度の調査「地方消費者行政活性化事業等にかかる府内市町村調査」

� ２００９年５～７月に、地方消費者行政活性化事業等にかかる府内市町村の消費者行政

調査を実施。現在取りまとめ中。

� ２００９年３月末に、各県とも地方消費者行政活性化基金に基づく活性化事業計画・プ

ログラムをとりまとめ、内閣府に申請・報告をしている。７月１０日現在、１８府県のも

のが内閣府のホームページで公表されている。大阪府の公表資料では、府内市町村の

実施目標や計画概要を見ることができる。

� 現在取りまとめ中の調査結果と内閣府から公表されている「都道府県の消費者行政

活性化計画・市町村プログラム」から読み取れる大阪府内市町村の取り組みを合算し

てまとめると、資料２のとおり。

４ 今後の活動

� 地方消費者行政の活性化事業は、今年度の補正予算によって多少の上積みが行われ

た。それを含む計画が来年度以降どうなっていくのかの調査が必要。

� 消費者庁の発足を受けて、調査結果に基づいた地方消費者行政の充実・強化に向け

た取り組みが求められている。
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資料１：府内市町村の消費者行政の特徴（「続・大阪府内市町村の消費者行政調べ」報告書より）
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資料２：大阪府内市町村の消費者行政活性化計画等の特徴
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�佐賀県での活動
報告者 弁護士 辻 泰 弘

１ 佐賀消費者フォーラムの設立

２００３年１１月、佐賀消費者フォーラムを設立した。

呼びかけ人は、当時佐賀県弁護士会の中で消費者問題に熱心だった弁護士で、その弁

護士が現在も「事務局長」を務めている。

原始会員は「事務局長」との個人的信頼に基づき、弁護士、消費生活相談員、大学教

員、社会福祉士、司法書士、生協理事などで構成された。

そして、弁護士は「利害」が付きまとうという問題もあり、会の顔である「会長」は

佐賀大学の教員が歴代就任することを申し合わせた。

２ 設立集会

規約を作り、原始会員が固まり、設立総会を行うことになったが、総会に続いて直ち

に「設立記念集会」を行うこととし、集会には佐賀県と佐賀市から来賓を呼び、会場向

けに消費者啓発をした。

その後は毎年の定例総会も、その直後に県や佐賀市から来賓を招いて「○周年集会」

を行うようになり、活動報告だけでなく次年度活動方針も報告も市民にするなど、会の

運営としては、メリハリをつけることとした。

３ 消費生活条例

最初の大仕事は「県の消費生活条例の改正」であった。

佐賀県は、それまで、「事業者名公表」も「苦情処理委員会によるあっせん」も全く

していなかったが、当「フォーラム」発足当時は県知事が代わり、新知事が消費者行政

に興味があり、担当職員も「条例を活用したい」と言っていた。

職員にやる気はあったものの改正作業のノウハウがないため、当「フォーラム」の改

正案の提言を積極的に受け入れてくれた。

逐条式の改正提言は、「罰則」の点を除き、ほとんど「成文」となり、佐賀県はその

後、条例に基づく事業者名公表もし、件数は少ないが「あっせん」も行うようになった。

また、福祉的配慮を随所に織り込んだ独特な内容を含む条例に仕上がり、全国的にも

注目されている。

４ 活動の広がり

もともとは弁護士と消費生活相談員を中心とした集まりだったが、消費生活条例の改

正提言では、現会長の岩本教授が熱心に議論を引っ張った。

その次の大きな提言は高齢者・障がい者の契約被害を扱ったものだったが、当時の会

長だった上山教授が議論を引っ張った。

このように「学者」が議論をリードするようになるとともに、当「フォーラム」での

活動を自分のゼミ生（大学生）にも見せ、シンポ・集会には多くの学生が来てくれるよ

うになった。
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現在は、社会福祉の問題も当「フォーラム」で取り上げ、そこでは現在事務局の丸谷

准教授が熱心に活動している。

シンポの内容も佐賀大学の「論集」で取り上げてもらうことがある。

また、障がい者等の契約被害の防止に関する提言を行う際には、障がい者団体とも連

携をとり、社会保障の提言を行うためのシンポをきっかけに自治体の福祉課職員や社会

福祉協議会の職員が当「フォーラム」の会員になった。

なお、今年になってからは、「貧困問題」については、別に検討グループを作る必要

があると考え、大学教員を中心に「貧困問題研究会・さが」を立ち上げたが、県や市の

福祉部局の職員などと、生活保護行政などについて建設的な議論をしており、この分野

でも改善効果が出ることを期待している。

５ その後の提言

時機を捉えてシンポ・集会などを行っていると、県の担当部局とは太いパイプができ、

消費者関係プロパーの提言であれば、基本的に前向きの対応をしてくれるようになった。

多重債務問題関係での提言では、窓口の強化、窓口の広報などに力を入れてもらい、

今年の「地方消費者行政活性化基金活用」の提言についても、県だけでなく、県内の多

くの市町で積極的な対応をしてもらうことができた。

現在も、消費生活相談窓口の充実について、非公式に要請を行っている。

６ 消費者教育の取組み

３周年記念集会で消費者教育学会の会長に講演していただき、その後、「どんな消費

者教育が必要なのかの説明をするよりも、自分たちでテキストを作った方が早い」とい

うことになり、高校生向けの消費者教育テキストを作成した。

さらに今年は、岩本会長が大学のゼミで「消費者教育テキストの改訂」を学生のテー

マとし、さらに充実した内容のテキストとなった。

テキスト作成に当たっては、現役の高校教諭の意見も聞き、県内の高校には無償配布

して、県に対しては、このテキストの使い方を教員研修で教えるように要請するととも

に、学校現場での活用を要請している。

�大分県での活動
報告者 弁護士 井 田 雅 貴

１ 消費者問題ネットワーク設立総会まで

２００６年９月、消費者契約法上の消費者団体訴訟制度に対応できる団体の設立に向けた

準備のために協議が始まった。

呼びかけ人は、大分県生活協同組合連合会であり、同会の理事長が、現在でも「大分

県消費者問題ネットワーク」の理事長である。

準備的な会議は複数回開催されたが、メンバーは、弁護士、消費生活相談員を主な構

成員として設立されたＮＰＯ法人「消費者センター大分」の理事長、生協理事、大学教
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員、司法書士、などで構成された。特色としては、大分県の消費者行政を担当する課の

職員が参加したことである。

このような縁もあってか、大分県の中期的な消費者行政の目的の１つとして、（平成

１８年度から）５年以内（平成２３年度）に、消費者団体訴訟制度を担える適格消費者団体

の設立等を支援すること、が取り入れられた。

主たる設立目的は、大分県内における消費者被害の救済・未然防止、拡大防止であり、

団体の長は、専門家ではない者がなった方がよい、ということを申し合わせた。

２ 設立集会

規約を作り、原始会員を特定し、平成１９年８月２８日に「大分県消費者問題ネットワー

ク」の設立総会を行った。この設立総会にて、同団体が消費者契約法上の適格消費者団

体を目指すことについての理解は得られた、と判断したため、平成２０年１月には「ＮＰ

Ｏ法人大分消費者問題ネットワーク」と改組し、適格消費者団体への２年後の申請を視

野に入れた。

これまで、団体としての定期的な講演活動を年２回から３回行っており、県の職員や

県警の警察官にも、消費者向けの啓発講演を行ってもらったことがある。講演は概ね好

評である。

定期総会も、県から来賓を招いて行っており、年間の活動報告だけではなく、次年度

活動方針も報告している。

３ 相談窓口の設置

ＮＰＯ法人に改組したことに伴い、提言等だけではなく、現実の消費者被害相談を受

けて被害実態の把握に本格的に取り組む必要を認め、大分市内に相談場所を確保し、週

２回、継続的に相談を受ける体制を整えた。

当時、大分県下では、県と大分市が設置した消費生活相談窓口が存在したが、窓口は

１つでも多い方がよい、という判断もあった。

今年度は、当団体の相談事業の浸透を図るべく、消費者月間にパンフレットを配布し

たり、団体入会用のパンフレットの内容を一新するなどの工夫をこらし、団体の存在が

市民社会により浸透するよう活動している。

４ 今年度の事業

今年度における当団体の目標の１つとして、大分県下に消費生活相談員又は準ずる知

見を有する人材育成への取り組み、というものがある。

大分県では、数年前から、この人材確保の点が消費生活行政における懸念材料の１つ

となっていたが、消費生活相談に応じられる人の数が十分でないため、大分県の中核都

市である大分市以外の消費生活相談体制がいささか心許ない状態である。

このような問題意識の下、当団体は、大分県が実施する「大分県消費生活相談員養成

研修業務」の公募に応募し、現在、審査中である（但し、応募者は当団体以外に存在し

ない）。かかる大分県の事業は、地方消費者行政活性化交付金に基づき各都道府県に設

置された基金が財源となっている。当団体としては、かかる事業を実施することで、県
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下の消費者行政活性化を促進する一助となるとともに、当団体の認識度を向上させると

いう２重の利点が存するため、是非とも実施したい。

勿論、相談活動や提言活動は今年度も続けていくものであるが、早ければ、平成２２年

の２月以降に、適格消費者団体としての申請が可能となるため、その実績づくりのため

に、事業者との交渉（消費者契約法等に違反する勧誘行為・表示行為又は約款の使用、

を行っている事業者）を団体として行っていくことが愁眉の課題である。このため、今

年度は、団体会員としての専門家を多数確保した。

５ 公共団体との関係

県の担当部局とは、元々生協連が繋がりを持っていたことから、一定程度連携は取れ

ている。もし、今年度、当団体が県から事業を受託することとなれば、今後、消費者行

政に関する関係の深化が期待できるものである。

６ 今後の事業

大分県下では、前年度、ようやく、消費者教育の一環として、県下の高等学校に弁護

士派遣の要請がなされ、県下の８校程度で消費者教育を行った、という経緯がある。

今後、当団体の主たる業務が差止業務であることに疑いはないが、成人年齢引き下げ

の動きもあり、今後、県下における消費者教育の一翼を当団体が担う必要があると考え

ている。

�熊本県での活動
報告者 弁護士 青 山 定 聖

１ はじめに

熊本県でも地方消費者行政の活性化は焦眉の課題である。

既に県は、本年４月、食の安全・消費生活課を県庁新館に引っ越しする際、貸金業の

登録・監督部門や消費生活センターも合わせて引っ越しすることにし、ワンフロア化し

て、熊本県版ミニ消費者庁の体制を組んだ。

この行政の動きに連動して、これと両輪をなすものとして、民間でも消費者団体、特

に適格消費者団体設立の第一歩を踏み出すことが、地方消費者行政の真の活性化を果た

すため不可欠である。

２ ２００８年８月、日弁連プレシンポ開催

日弁連シンポのプレシンポとして、県弁護士会主催で行われたこのシンポのテーマは、

「熊本の消費者行政の明日を考える」というもので、国レベルでの消費者庁論議を受け

て、地方消費者行政のあり方を問うものであった。県内各地の消費者団体に広く参加の

呼びかけをし、共催・後援を受けた団体数が１５で、参加者数は熊本県内の生協会員を中

心に４５０名程度に上った。これは、地方消費者行政のあり方を問いつつ、これを真に活

性化するためには、民間でも問題意識を共有することが必要と考えたからであった。
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このシンポは、熊本県知事の登壇や熊本県内のほとんどの国会議員の登壇・祝電も得

て、全県的な規模で成功裡に終わった。

しかし、その後、適格消費者団体設立へ向けた動きは、有志での会合が何回か開かれ

たものの、本格化することはなかった。これは適格消費者団体設立のためには、当該団

体の実務の中核を担う団体が必要で、ここに人・物・金を集中する仕組みを構想しえな

かったからである。

３ 再チャレンジ－２００９年９月、日弁連プレシンポへ向けて

今年こそ、適格消費者団体設立の第一歩を踏み出そうと、県弁護士会は、再び、２００９

年９月に、日弁連シンポのプレシンポとして、「地方消費者行政の転換と消費者団体～

適格消費者団体の役割～」を企画した。

その手始めに、県弁護士会は６月に「適格消費者団体勉強会」を、九州では先進の大

分から、井田雅貴弁護士、足立勇一県生協連会長を招いて開催した。

そして、今回のシンポでは、その準備段階である２週間に一度の実行委員会に、各共

催・後援団体からも出席をいただいている。熊本県・市の担当者の他、県生協連、熊本

消費者協会、県司法書士会などである。

４ 今後

今度こそ、この動きを絶やしてはならないと思われる。幸い行政も協力的である。

あとは、各団体・個人がそれぞれの日常業務から一歩を踏みだし、地方消費者行政の

真の活性化を果たすため、熊本における適格消費者団体の設立へ向け、その力を糾合す

るのみである。
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資料６ 消費者団体ヒアリング報告

�主婦連合会
ヒアリング実施日：平成２１年６月１１日（木）午後１時００分～午後２時００分

主婦連合会の事務所にて（東京四谷プラザエフ）

ヒアリング対象者：主婦連合会 会長 山根香織氏

ヒアリング担当者：佐々木幸孝、本間紀子

１ 団体の基本情報

�１ メンバー

全国で９６団体ある。大小いろいろある。個人は個人会員として一人で入っている。

もともとは団体加入の組織だったが、何十年か前から個人も入れるように規約を変え

て、いまは両方ある。もともとは連合会ということで、婦人会のような組織が団体で

加入するものだったが、考えやくらし方も多様化し、変わってきた。

�２ 活動目的

アンケート用紙記載のどれもあてはまる。消費者の権利の確立と誰もがくらしやす

い社会の実現のためにいろいろやっている。

２ 活動概要

�１ 設立以来の主な活動

ホームページや１０年前に発行した冊子（５０年のあゆみ）を参照いただきたい。

�２ 昨年度の主な活動事項

ホームページや主婦連たよりを参照いただきたい。

昨年度、とりわけ力を入れたのは、消費者庁を作る運動。うちだけでやったのでは

なく、ユニカねっと（消費者主役の新行政組織実現会議）という７０いくつの団体が入

った組織で街頭宣伝活動等々頑張ってきた。主婦連から代表幹事と事務局次長を出し

ていて、だいぶ時間がかかったが、ここまできてほっとしている。

�３ 現在の主な活動

消費者庁がきちんとでき、良い行政機関となるよう、今後も取り組みが必要、しっ

かりかかわっていくということ。

いま東京の中央には、食料・衣料・住宅・環境・社会部の５つの部会がある。まだ

部会にはなっていないが、情報通信についても活動をしていて、いま部会にするかど

うか調整中。毎年それぞれアンケート調査などをしていて、それを報告書にまとめて

集会で報告したり、関係機関や事業者に要請したりしている。

食の問題、表示や安全については設立当初からやっている。

他団体と一緒に長くやっているのは、放射線照射食品の問題。香辛料やなにかに照

射を認めようという動きがあるようなので、注意深く見ている。高齢者の食に関する

アンケート調査を昨年行った。どういう課題があるか、報告書ができたので見ていた

だきたい。課題としてあがってきたものを関係機関に届けることも今年の活動になる

と思う。
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�４ 団体の特徴、セールスポイント

取り組む課題が幅広いことがあげられる。食や製品の安全安心だけではなく、大変

ではあるが、暮らしの全てにわたって、女性の問題とか、平和とか、幅広く問題意識

をもってかかわっていこうということできている。これだけとか、これはやらないと

いうのではなく、なんでもお寄せください、取り組もうというスタンスでやっている。

宗教や政党などを問わずにウエルカムだし、特定のものを応援するとか、特定のどこ

かから支援をもらうということもなしに、中立公平でやっている。

�５ 一般消費者からの情報収集

部会や定例会議には個人会員もいるが、各地域の団体役員のメンバーも中心にいる

ので、自分たちの団体や周囲から上がってきた問題を四谷に持ってくる。アンケート

調査をよく行い、整理したものをそれぞれの地域に持って帰ったりだとか、いったり

きたりがある。

消費者相談は、財団法人主婦会館が運営している窓口で、全く一緒ではない。主婦

連で電話相談を受けることはある。主婦会館の相談室と連携をとったり、関係団体、

知り合いの弁護士に相談をしたり、企業の相談窓口に問い合わせたり。今、主婦連で

相談室を持っているわけではないが、歴史としては長くやっていて、昔はそれに基づ

いて商品テスト室もあったので、問題としてあがってきた製品等を実際に科学的な裏

付けがいるだろうということで実験し、結果を公表していた。いまは高度な専門知識

が必要になってきているので、専門組織につないだり、そういう役割に変わってきた

と思っている。

�６ 消費者への情報提供

主婦連たより（毎月発行）＝機関誌と呼んでいる。あとホームページ、講演会、学

習会の開催など。運動に参加していなくても、機関誌だけとってもらっている人もい

る。学習会は各部が主催するような学習会もあるし、定例会と呼んでいるが月２回、

会員の集まりを水曜日にやっているが、後半の時間を使って、講師を呼んで学習会（会

員以外にも参加をよびかけて）というのはよくある。

定例会は、もともとは役員会と呼んでいたが、いまは幅広く参加できる会に広げた。

いまある問題だとか、報告、相談事項、主婦連としてどう考えようか等、意見交換す

る場として開催している。

�７ 資金調達

会費や機関誌の販売と広告収入。団体会費３万３０００円と個人会費６５００円。加入団体

には、地方の大きな基盤を持つものもあれば環境を考えるグループ、趣味のサークル

もある、ＰＴＡや仲良しの仲間が興味を持ってということで参加してもらっているの

もある。

会員には仕事をもっている方も多い。また、現在は規約も変えて、女性だけではな

く、消費者ならば誰でも入会できるようになった。男性も数十人にはなり、少しずつ

集まってきた。

寄付もあるが、あまり多くはない。

出版事業も多くはないが、「５０年のあゆみ」も１０００円で売っている。調査報告書は、

毎年必ず２つほど発行していて、それを会員には無料配布だが、外部へは販売してい
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る。

事務所のある主婦会館は、もともと主婦連が、初代会長が資金を集めて建てた建物

なので、事務局の賃料はかからない。それが一番大きい。

�８ 地元の自治体、中央行政とのかかわり

東京都とも一緒にいろいろイベントをやっている。東京都消費者月間というのがあ

って、毎年１０月、その周辺の事業に、主婦連も長く企画段階から参加している。地方

の団体は、それぞれ地方の自治体等と協力してやっていると思うが、東京だとわりと

中央の審議会との関わりが多い。政府や各省庁の審議会、またその下にある分科会と

か、ワーキンググループ等に消費者代表として関わっている。食料部だったら食料関

係の審議会、環境部から化学物質に関する審議会に出たりしている。個人の意見では

なく、主婦連の代表として参加しているわけなので、部会で出て行く人のバックアッ

プをしたり、定例会で「こう答えようと思うけれども、こういう意見でいいか」とみ

んなで考えたりして、多くの消費者の声として反映させたいと思っている。疑問や要

請を文章にして届けることも多い。

�９ 専門家とのかかわり

弁護士、司法書士、会員の中に住宅部に建築士がいるし、医師等もいる。長く消費

者問題にかかわっている人で、主婦連の運動を理解してもらっている人に協力しても

らうことが多い。

食料部も長い運動をやっている中で、いつも専門的なことを教えてくれる人がいる

し、学習会にも講師できてもらっている人と交流がある。消費者問題は複雑で難しく

なっているので、専門家と連携を深めることは広げたい。

�１０ 他の団体との協力関係について

労働団体は、昔は強く関わっていたようだ。いまも去年の派遣切りのときとか、一

緒に街宣活動をやろうとか、日比谷で運動しようという呼びかけもあって、それには

参加するという方向でいる。消費者庁設立を求める運動でも連携した。

消費者団体では、主婦連も入っていて幹事になっている全国消費者団体連絡会の多

くの団体と連携している。毎年秋には全国消費者大会を開催している。最近はイベン

トや運動を何かやろうというときに、様々な団体に声をかけて一緒にやろうというの

が増えている。

３ 活動上の問題点・課題等

�１ 会員の状況

会員が減ることもないとはいえない。婦人団体というのが、かつてほどきちんと機

能していないところが多いし、町内で回覧板がないことも多い時代。個人情報だとい

うことで町会などに入ることを断る人もいるし、各地域の婦人団体が機能して連絡と

りあってという一時の元気のあった時代とは異なってきている。

�２ 婦人団体の活動について

詳細は、５０年のあゆみを参照していただきたい。昔は中央の情報、国が決めたこと

や、霞ヶ関でやっていることを知るには東京に出てこないとわからないことがあって、

大きなイベント、主婦大学とかあったが、全国から代表が集まって、東京から何か新
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しいものを吸収して持ち帰って発展させようというのがあった。いまはパソコン等の

発達もあって、わざわざ東京まで出向かなくても、情報があればホームページに載せ

てほしいということで、地方の役員が東京に出てきて一斉にもりあげようというのが

やりづらくなっている。

�３ 会員確保の努力

ホームページでわかりやすい情報提供などにつとめ、参加の募集を行っている。個

人会員をうまくネットワークでつなげるのが課題。今は、個々で生きている人が多い

ので、連れだってやるというよりは自分の考えでやりたいという人が増えている。意

見交換できる場をネット上に作れないか、ネット会員のシステムをうまくやっていけ

ないかと思っている。なかなか難しい。ネット上でアンケートは会員向けにやってい

るが、広く一般にはやっていない。みんなでなにかやりましょうといったシステムで

やっていくのは好きではないという人、関心があることに集中してやりたいという人

もが増えてきていて、そうした人たちの参加をうまく広げていければと思っている。

�４ 財政面の工夫、現在抱えている悩み

もっと会員を増やして、会費収入を増やしたいというのが一番の望みではあるが、

なかなか難しいところ。団体としての加入はこれから難しいので、個人会員を増やす

努力をしたいと考えている。水曜日２回の定例会も昼間やっているが、昔は専業主婦

が多かったので昼間の集会になっているが、いまはこういう問題に関心がある人も働

いている人が多いので、夜の部会も開催している。いつみんなが集まりやすいのか、

定例会でもイベントでも、平日の昼間がいいのか、土曜の午後がいいのか、広く聞い

て工夫してやっていきたい。参加しやすく魅力あるイベントや活動につとめて、会員

を増やしたい。

�５ どういう活動に対してまとまりがいいか？

どれならどうというのはない。わりと環境問題だと若い人が感心を持っているのが

多いなという印象はある。食だったら子育て中の女性が感心が高いとか。食でも、日々

の食品をどうするというのは若いお母さんも感心があるし、国際貿易がどうとか、農

政がどうとかというと男性だったり、層が違うというのはある。

�６ 個人会員の年齢層

まちまちである。全体として平均年齢はわりと高めかもしれないが、個人でいうと

ばらばらかもしれない。地方の婦人会だとなかなか若い方が入ってこないという話も

ある。高齢化の悩みは何年も前からどこも抱えている。消費者庁設立で消費者団体の

役割も増えるところなので、もっと若い人にアピールして、「自分たちのがんばりで

社会を変えていける」という気持ちをもってもらって、がんばってねではなく、一緒

にがんばりましょうになってくれるといいなと思っている。

�７ 活動課題、活動方針についての工夫

気をつけているのは、わかりやすい情報提供。主婦連たよりの新聞も、難しくて全

部読み切れないと言われたりする。中央の審議会の報告だと法律の話だったり、生活

からかけ離れたものといった印象でわからないという感想もいただく。ちょっと工夫

が必要だと思っている。難しい議論や法律、とりくみの報告でも、暮らしの日常、台

所のところとつながっているんだということをわかってもらえるように情報提供をこ
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ころがけている。そして広く意見を募集すること。

�８ 企業や国に対する質問要望を、結構行っているが、対応はどうか？

十分ではない。いついつまでに返事くださいときちんと書いていても、それでもな

かなか来ないこともあるし、必ず適切な答えをいただいているとは思っていない。

最近の成果として感じたのは、リコール社告の規格化。リコール情報を伝えやすく

するために提案したモデル案が採用されてＪＩＳ規格になったので、喜んでいる。主

婦連ががんばってできた規格だと。それとリコール社告と一緒に、幼児用玩具の安全

性についての問題も環境部で熱心にやっているが、ＪＩＳ規格にできないかというこ

とで今後提案すると思う。そういうことでできあがれば達成感がある。

要請などに対し省庁から返事はあるとしても、こちらが望むようなはっきりした答

えではない。事故米のときも、農水、厚労、食品安全委員会の人に来てもらって、全

国消団連と共催で集会を開いたが、かわされるというか、これからがんばりますとい

うお答えが多かった。

�９ 今後協力をお願いしたい専門家

問題がいろいろ難しくなっていて、法律や海外の事情など専門家に聞かないとわか

らないことが多い。ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）や国センとかＦＡＭＩＣ（農

林水産消費技術センター）からもいろいろ情報をいただく。行政関連機関だと消費者

目線というよりは産業育成のカラーが強いときがある。

�１０ 専門家の協力を得るのが難しい分野はあるか？

いっぱい学者の人はいるが、消費者目線で答えてくれるのか、新しい人だとバック

になにがあるのか、どういう視点でやっているのか読み取りにくいので、難しいと感

じることはある。化学の分野など、どの方に相談すれば中立といえるか、難しい。

�１１ 国や自治体に期待すること

もっと活動の支援をしてほしい。講師の派遣であったり、我々の活動をアピールし

てもらうとか、もっともっとしていただければと思う。

財政面の支援は、できれば自立型でやっていきたいと思ってきた。支援が入ること

によって制約を受けたくないという意識は強い。ずっとそういう形で、公平中立クリー

ンでやってきているが、充実に向け今後は他団体とともに人件費等の財政面も含めた

支援制度を求めていくことなると思う。

�１２ 消費者庁、消費者委員会に期待すること

事故情報の一元化、被害防止、消費者教育、地方の消費者行政をもっと元気にして

いく等、求めることはたくさんある。消費者問題にすばやく対応し、被害をなくすこ

と。

消費者自身が消費者庁ができたからこういうふうによくなった、もっとこうしてほ

しい、とのぞまないといけないので、消費者教育もそうだけれど、それがわたしたち

の役割でもあると思うが、もっと消費者からの意見が反映されて、そうしないと消費

者目線にならない。もっと消費者が感心を高めて自分たちの問題としてかかわってい

きたいと思うようにしなければならない。

４ 消費者市民社会と消費者団体の役割について
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よくお任せ主義の消費者から脱却しようということで言われていると思うが、そうだ

と思う。先ほどの弁護士や司法書士と連携したい事項でも思ったが、“法教育の推進”

は、司法制度改革のときからけっこう言われている。それもすごく大事だと思っていて、

消費者教育、法教育が、発展していく形で子供から大人までもっと社会にかかわってい

く、市民が主役だということを自分で意識するようになっていけばいいなと思っている。

消費者団体としては、例えば事故にあわないようにどうしたらいいか、事故にあったら

問題解決をどうしたらいいか、といった情報提供や教育に関わっていかなければいけな

いと思っている。消費者庁では消費者教育も大きな柱にするということでなっているし、

そこに関わっていきたいし、法教育という観点からも一緒になってやっていけたらいい

と思っている。

５ 消費者の責任について

たしかに責任という言葉だと重い。自己責任という言葉がずいぶん言われるが、いろ

んなところで規制緩和で自由が入ってきたところで、物やサービスを選びきれるかとい

うと難しい。高齢化で判断能力が劣っていく人が増えていくわけで、情報が溢れる中で

選べというときに、適切なものを選んでいくとなると難しいと思う。わかりやすい情報

だとか、救済の仕組みなどがきちんとあるかというと問題。で、選ぶ側の責任と言うよ

りは、国や事業者の責任。事業者の側は大きな力を持っていて、一消費者は弱い、同じ

責任を課されるというのは不公平だと思う。ただ、消費者の側もきちんと理解して物を

使わないといけない。電化製品を３０年、４０年、チェックもしないで使うのはよくないし、

使う側の配慮の問題もある。ただいろいろな商品を買うにあたって、使いやすい、わか

りやすい説明があるかどうかというところを考えると、高齢化社会に向かっていくとこ

ろで十分でない。

主婦連のホームページに消費者の８つの権利と５つの責任（ＣＩの）が載っているが、

最近、“安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議”というも

のが日本でも始まって、そこでのテーマも、消費者もきちんと自分を律して、ただ守ら

れる側ではないということになっている。消費者団体の中の共通認識となってきている

が、自己責任とか、責任という言葉を法律の中に入れることに抵抗はある。事業者や国

に比べると個人はすごく弱い立場だと思う。

６ 食品の安全について

食品の価格、最近、急に安売りで問題がないか考えているところだが、ミートホープ

とか、事故米等、ずいぶん問題が立て続けにおきたので、食べ物と価格、日本の農業に

ついてずいぶん情報も流れたし、いろいろ考える人が増えたのはいいことだと思う。食

べ物がどこの産地でどこからきているのか、興味をもつ人が増えたし、ただ安ければい

いというものではなく、安全にはコストがかかることもわかってきた。でもこういう不

況で、また安ければいいわというほうにいく人がいるかもしれない。流通の方でもどん

どん価格を下げているがこれでいいのか。生産者の方をすごく痛めつけていないのかな、

という心配はある。そうすると安くするためにはどこかを削っていかないといけないの

で、目をつぶってちょっとという悪い人が出てくるかもしれない。商品と安全について、
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だいぶ関心が高まってきたので、安いから買え買えではなく、もっと工夫しようと、無

駄をなくすように、消費者も流通も一緒になってやっていければと思っている。

�全大阪消費者団体連合会・関西消費者団体連絡懇談会
報告者 弁護士 黒木理恵（大阪）

ヒアリング対象者：全大阪消費者団体連絡会（大阪消団連）

関西消費者団体連絡懇談会（関消懇）

ヒアリング担当：黒木理恵（大阪）

ヒアリング日時：２００９／０６／１０ １８：４０～２０：２０

１ これまでの活動について ※主として大阪消団連（１３）に関し。

・これまで具体的な消費者被害の救済・解決に取り組んできた。１９７０’s におけるカネ

ミ油症事件、スモン裁判、西淀川公害裁判、食品公害事件等。

しかし、企業は責任を認めないため、交渉による解決の困難性を痛感した。その結

果、法で規制するための立法運動にも取り組むこととなった。

（１９７０’s当時の盛り上がりに比べて、最近では、消費者団体が具体的な消費者被害事

件の救済活動に積極的に取り組む例が少なくなっているようだが、その原因はどこに

あると思うか？）

・かつては、労働組合（総評）が消費者被害の救済活動にかなり関与していた。大阪消

団連は、全国の他の消団連と比べて発足当初に生協の関与が少なく、労働組合等との

関わりが大きかったという特徴がある。

しかし、総評は解散し、労働組合の組織率そのものが２０％程度に低下し労働組合の活

動自体が退潮傾向にある今日では、労働組合との協同が困難になっている。

（かつて労働組合が消費者被害の救済に取り組んだのは、どのような動機によるの

か？）

・被害救済および社会正義という観点からだったと思う。

２ 既存の消費者団体ネットワークの組織面での問題と新たな組織の可能性

・既存の消費者団体やそのネットワークは、個人会員と団体会員が混在している。その

ような組織でどのようにして合意形成をするのかという手法が未熟である。

個人は即決できるが、団体の意思決定には相応の時間と手続が必要である。したがっ

て、ユニカねっとのような組織も結局、各団体の正式な意見を糾合することはできず、

少数精鋭でも活動実態になる。目標がはっきりしていて短期集中型の活動のためのネ

ットワークとしてはそれでも機能するが、抽象的な消費者の利益のために活動する消

費者団体やそのネットワークとして永続的に存在するためには、それでは無理がある。

（全国的な消費者団体のネットワークがあっても、その発言に影響力を持たせるために
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は、ネットワークの発言がネットワークに参加している消費者団体の意見を正式に代

表していることが必要ではないか。現状でも、消費者団体を会員としている消団連は

そのような消費者団体のネットワーク組織になれないのか？）

・困難。問題は、大阪消団連や全国消団連が連絡会でしかないという点にある。連絡会

の場合は、会員団体は個別の意見表明に当たって参加しないことも可能である。また、

連絡会の正式な意見として表明するためには、全会員団体の合意をとることが必要で

あるが、それがうまくいっていない。

機動的に意見を発信していくためには、代表決定権限のある執行部を持つ組織でなけ

ればならないが、連絡会の場合にはその運営手法が確立されていない。

（消費者団体のネットワークであって代表決定権限のある執行部を持つ連絡会は、まだ

存在しない。そのような組織であるためには、一種の選挙を経た代表と執行部を持ち、

その決定事項には会員団体が拘束される仕組みが必要なのではないか。現状の連絡会

で機動的に会員団体の意見を反映した意見発信をするために、どのような工夫をして

いるか？）

・大阪消団連では、毎月の会員団体による会合で時々の連絡会としての基本方針を確認

している。代表者はその基本方針に沿って連絡会としての対外的発信をしている。具

体的な意見確認が必要と判断したときは発信を留保し、次回会合で会員団体の意見を

確認してから連絡会として意見を表明するようにしている。

このような手法が機能するためには、�「会員団体が各々何をしようとしているの

か」についての情報交換が常にできていること、�毎月顔を合わせる場があること、

が必要になる。

（毎年、消費者フォーラムが開催されているが、そのような場を消費者団体の意見集約

の場として生かせないか？）

・フォーラムのような自由参加式の会合には、「何かを知りたい」「何かをやりたい」と

いう目的がないと参加を期待できない。抽象的な目的しかないなかで定期的に意見交

換をするための会合では、人は集まらない。

（消費者団体の意見を糾合して発信していかなければ、いつまでも消費者（団体）の声

は単発的、偶発的なものにとどまってしまう。会員団体に対する拘束力を持つ、かつ

てない連合体を作ることが今すぐには無理だとすると、永続的な組織である事業者や

事業者団体に互して消費者団体が政策提言力・発言力を持つための当面の現実的な方

策はあるか？）

・核になる団体を作ることだ。適格消費者団体はそのような団体の候補の一つである。

適格消費者団体が他の消費者団体と異なる点は、ほかの団体にはない明確な法律上の

権限を有することである。

（適格消費者団体以外に核になる団体の候補はあるか？）

・今はない。条件としては、たとえば行政の認知を得ることがあげられる。これまでも
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あった審議会委員を委嘱されるということも一種の行政による認知であるが、これま

では、結果的に「消費者の意見も聞いた」として行政に利用されていただけ。

行政による消費者団体認知の手法としては、行政の調査を受託することもあるだろう

し、個々の消費者団体の実績をふまえ専門性を生かして特定分野に関する政策提言の

ための権限（Super―Complaints）を付与するということも考えられる。

（これまでもあった審議会委員委嘱という手法が、行政に利用されるだけになっていた

原因はなにか？審議会がテーマ毎に無数にあって、委員の席を行政の都合で増やすこ

とも減らすこともできるという体制から、消費者委員会という永続的な組織で委員の

席も少なく、確たる権限を有する組織ができれば、状況は変わるのではないか？）

・これまで審議会委員委嘱という手法がもっぱら行政に利用されるだけになっていたの

は、消費者団体の力量不足に大きな原因がある。委員が十分に勉強できていないし、

委員をバックアップして消費者団体が自分たちの立場でものを言うという体制もでき

ていなかった。確かに、消費者委員会になると状況が変わるかもしれない。消費者委

員会の委員は、これまでの無数にいる審議会委員とは違って消費者問題に精通し十分

な力量を有する人材であることが求められるだろうから。

３ 「消費者市民社会」について

（アンケートでは「消費者市民社会」や「消費者の責任」という概念に対して懐疑的あ

るいは否定的な回答になっているようだが？）

・「消費者市民社会」ありきで考えないほうがいい。「消費者の権利が守られ、消費者

の権利が実現する社会」という目的から考えるべき。この目的達成のためには、�個

人としての消費者との関係では、体系的な消費者教育が、�消費者団体との関係では、

自立した団体になることが（「行政から声がかかったら活動しているような気になっ

ている」というのではなく）必要。加えて�消費者の権利を守る政治、が目的達成の

ために必要。

（「消費者の責任」に着目すべきという考え方について、どう思うか？）

・「役割」を分担することと「責任」を分担することは違う。今は両者を区別せずに議

論がされていることが問題。両者の区別を意識していないこともあって役割を分担し

たとたん責任も負わされるというような議論になっているのではないか。

（では、たとえば、危険な食品を市場から排除するという目的達成のための、消費者の

「役割」とは何で、「責任」とは何か？同じく消費者団体と「役割」と「責任」は何

か？）

・消費者の「役割」は、まず、消費をすること、そして危険な食品の存在に気づいたと

きに行政や事業者に知らせること。これに対して消費者の「責任」は、対価を支払う

ことと、ルールを守って消費すること（消費期限を守る 等）。

消費者団体の「役割」は、消費者の声を集めること、それらを行政・事業者に伝える

こと、さらに改善を要求すること。消費者団体の「責任」は、これらの役割を消費者
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から託されている者として、しかるべきところに働きかけ、その結果を消費者に返す

こと。

（個々の消費者のレベルでは「役割」と「責任」はかなり違うが、消費者団体になると

「役割」と「責任」はほぼかぶってくるようなイメージか？）

・そのとおり。

�◆日本消費者連盟
（平成２１年６月３日山浦康明事務局長からヒアリング）

・会員（１８９７名）と特別会員（３４万人）はどう違うのか？

→機関誌を生協会員に配布してもらっていて、機関誌を読まれる人を特別会員といって

いる。もちろん議決権はない。

・機関誌『消費者リポート』を購読する人か？

→１部１０円で、生協の組合員さんに配布してもらっている。単価は安いが多数の組合員

の方に購読してもらっている。

・活動内容について？

→活動報告は HP に載せてあって、直近のものは現在作成中で、設立以来４０年経ってい

る。特定の分野と言うことではなく、消費者に関わる全般的な問題を扱うというスタン

スを設立以来とってきた。

・消費者団体としてのセールスポイントは？

→「いのちを未来につなぐ」、「政治的に偏らない」、告発型の消費者運動というのは設

立のときから同じスタンスできている。竹内直一が設立メンバーの一人で、農水省の役

人だった人だが、ラルフネーダーをお手本に日本でも告発型運動をしようということで

始めた。そのころから企業や行政に厳しいスタンスで臨んできた。

・設立当初、竹内さんの他にはどういうメンバー？

→６、７人、弁護士とか出版界の人とか。亡くなった人もいる。運動として継続してい

らっしゃる人はあまりいない。

・活動の資金は？

→会費と寄付金がメインで、その他にブックレットの売上げとか印税収入等がある。

・会費と寄付の割合は？

→安定しているのは会費収入（会費１３００万円、特別会費６８０万円）。年２回ほど中元とボー

ナスの時期に寄付をもらったりしている（寄附年間２９４万円）。

・寄付をするのは個人が多いのか？

→個人が多い。

・会員は個人に限定されているのか？

→個人に限っている。団体の会員はないが、行政や企業で消費者リポートをとってもら

っているところはある。

・企業を会員にしないとか、排除するというポリシーがあるのか？

→そのとおり。この点は設立当初から厳格にしている点である。

・自治体との関わりはあるか？
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→活動は主に国がターゲット。但し政策によっては青森の原発とか、各県にも関わって

いるものがある。

・地方よりも国の方が課題が多いということか？

→全国レベルの問題が多いのと、全国的な規模なので、霞ヶ関が相手になる。築地の移

転の問題は東京都とやっている。

・審議会等への参加は？

→入れてもらえない。あまり重要でないのは入れてもらえるが。コーデックスの連絡協

議会委員はやっている。植物防疫に関する協議会の委員はしているが、その他はない。

そこに巻き込まれたくないし、またお呼びもかからない。

・専門家との付き合いというのは？

→弁護士は最初の段階から。いまでも弁護士が役員になっている。

・医者とのつながりがあるとのことであるが？

→薬害問題などで関わりがある。

・その他の専門家とのつきあいは？

→ダイオキシン問題だとか、遺伝子組み換えとか BSE とかのときに、研究者やジャー

ナリストといった専門家の人たちと一緒に意見書を作ったりしている。我々自身もその

問題ごとに勉強をして、素人なりにいろいろ提案もしている。

・関わりがある団体や活動は？

他の消費者団体や環境団体と一緒に活動することが多い。

例えば、生物多様性の問題が来年に向けて焦点になっていて、遺伝子組み換え食品の国

境移動問題は環境団体と一緒にやっているし、森林の違法伐採や希少生物についても環

境団体と一緒にやっている。「地球の友」など世界的なところもあるし、オーストラリ

アで森林伐採に反対している現地の団体とも共に運動をしていて、我々も現地にいった

りしてきた。消費者としても無視できない公害輸出の問題である。

また、派遣切りとか、労働賃金の問題、正規と非正規の格差の問題などの労働問題につ

いても関心を持って連携している。

・いろんな分野に関わっているが、内部で専門的なセクションに分けているのか？

→個人の関心分野が違うので、事務局の中でも主にそこに関心がある人が関わる。

・事務局体制は？

→専任が３人、事務局長が私、専従のようなものだが、本職は明治大学の教員。富山洋

子が代表で、専従として仕事をしている。

・事務局の事務分担はどういう分け方になっているのか？

→本人が関心があることを好きにやっている

・他の消費者団体との協力の仕方は？

→全国消団連のメンバーである。いろいろなところに日本消費者連盟が入っていること

もあるし、運動によって関わり方はいろいろだ。

・連盟がネットワークの要になっているものはあるか？

→よくそういうネットワークの連絡場所になることがある。専従の人がおり、オフィス

があるためだ。日本では消費者団体は規模が小さいので、個人の家が事務所だったりす

ることもある。独自の事務所があるというのは少ないので、いろいろな団体が連絡場所
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を、この事務局にしている。

・会員の新規加入等で工夫されていることは？

→HP や集会、ブックレットの発行。あまり名案はないのだけれど。

・HP に反応はあるのか？

→ある。要望を寄せてくるのは手紙や電話が多い。内部告発もあるが、電話であったり

手紙であったりする。

・いろんな出版物も出しているようだが、それほど財源になっているのか？

→それほど利益になるものではない。化粧品の関係で新書を出して、一時財政的に潤っ

ていたことがあるが、いまは出版も下火になってしまって、あまり期待できない。

・財政基盤は？

→行政の支援や消費者運動を支える要素が日本でも定着すればいいのだが、なかなか難

しい。寄付控除も目指していて、人々がいろいろな形で参加ができるようになればいい。

・企業から、寄附や賛助会費を受けるなどは考えないのか？

→避けたい。財政的に豊になるとしても、ひもつきになるおそれということもあって、

避けたい。

・アメリカでは企業から寄附を集め、この企業はこれくらい寄附をしてくれたとランキン

グをしている市民団体もあるが？

→危険性を感じる。トヨタ財団とか、企業の色が薄まった基金については応募したりす

るが、特定の企業からというのは抵抗がある。

・会員数の増減は？

→会員数は減少傾向が続いている。高齢化していて、『消費者リポート』を読むことが

できなくなったとか、活字離れとか、なかなか熱心に読む人が減った。なかなか若い世

代に入会していただけないということがある。

・会員数のピークはいつごろ？

→かなり以前になる。

・いろんなテーマで取り組んでいて、連盟の名前はよく聞いていたが？

→８０年代は盛んだったと思う。７０年代、８０年代が会員数のピークか。会員が１万人に近

いときもあった。

・活動財政面での工夫はなにかあるか？

→みらい債（借りている無利子の債権、５年で償還する）。

・これはお預かりして返さないといけないわけですよね？

→かなり多くの人がまた預けてもらえる。

・３９００万円という財政規模は、消費者団体としては大きいのではないか？

→そう思う。

・課題を絞らずに、選別しないで消費者の周りにある問題（環境、労働等も含め）をとり

あげていくということは方針としてやっているのか？

→設立以来のスタンスであり、この団体の活動の特色になっていると思う。

・消費者団体はどこも活動資金や人材面で厳しい状況にある。全般的にやっていくという

のは大変な労力を要することとだと思うが？

→伝統的に当初からデパート的になんでもやってきたというのは変わっていない。集会
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に行くだけでも重なったりして大変。幅広くやるということが、消費者団体としての特

色。特別な色のない団体としてみられている。

・そういうスタンスのメリットは？

→ネットーワークが幅広く使える。社会的認知度も高まるので広く知られていると思う。

その反面、活動が広がりすぎていると思うことはある。

・「特別に色のない団体」というのは、特定政党に偏らないということか？

→問題に関心のある政党であれば、どことでも組む。院内集会のときの紹介議員もさま

ざま。また選挙には関わらないというスタンスをとる。もともと一般的な市民団体は超

党派だったと思う。

・海外の運動団体、消費者団体との連携はあるのか？

→かなりある。最近、問題は国際化していて、国内で解決できない問題が多い。CI（Con-

sumer International）のメンバーになっていて、メールでやりとりもしている。世界の

消費者問題についても考慮に入れている。個別の問題については各団体でネットワーク

があるので、そこで情報をとっている。

・海外の団体から触発を受けることは？

→訴える方法がうまいし、活動形態もいろいろおもしろく参考になる。どうやって人を

集めるかとか。

・アンケートで「今後協力を求めたい専門家」という質問事項で、「その他」と書いてい

るのは？

→科学者などを念頭に置いている。

・消費者団体に対する財政的支援が検討されるようだが？

→仕事の委託、行政の下請けみたいになっては困るので、そういうものは避けたい。行

政が口を出さないということが保証されれば、財政的支援は要請したい。

・行政からの委託事業はあるか？

→ときどきある。手間だけかかる傾向があり、利益にならない場合が多い。

・総会資料をみると消費者リポート別冊となっていて決算、予算等も載っている。運営を

透明にしているようだが、決算なども外部に出しているのか？

→出している。NPO になってからそういう書式に変えた。

・海外の消費者団体の財政はどうなのか？

→宗教団体からアメリカはよく寄附が集まるようだ。寄付金が集まる文化のようだ。テ

スト誌を発行していてそれがよく売れている団体もある。

・テスト誌に関して日本は読む文化がない？

→日本は類似する民間のものがある。商業誌で。だからそこに入り込めないのではない

か？

・「消費者の責任」に関してはどう考えるか

→いま「消費者の責任」を言い出すことは時期尚早ではないか。その前に権利がない。

ちょっと文言が入ったけれど、措置請求権にしても具体的な権利ではないので、それを

確立するのが先ではないか。

・消費者の行動にも責任を伴うものではないかという意見があり、一方あるべき姿かもし

れないが、現状からはそこを言い出すと前提を抜きにして消費者の責任だけが一人歩き
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するという、２つの考えがぶつかっているが、どう考えるか？

→変なところで責任を強調されても困る

・危険な食品の問題

→危険なもの、危険ではないかと思われるものを流通に出してはいけないというのが前

提。消費者がどうしても安いものに走ってしまうのは、雇用、政府の問題が大きいのは

ないか。消費できるだけの金がないから、手を出さざるを得ないというところにある。

�全国消費生活相談員協会
（報告者）弁護士 白石裕美子

日時：平成２１年６月３０日（火）午後５時～

場所：全相協事務所

参加者：全相協理事長 山上紀美子氏

１ 構成メンバーは、正会員（個人）のみ。約２０００名。

会員は、増加している。２００７年１２月には、１８８６名。２００９年３月３１日には、１９２９名。今

年の４月からも７０名ほど増えている。

会員の要件は、行政の相談窓口で消費生活相談業務に現に携わっている人。資格の種

類、有無は問わない。消費生活専門相談員の資格を持っている人が９割。その他、国民

生活センターの消費生活専門相談員養成講座を終了した人。ただし、週末電話相談業務

を行っているため、企業にお勤めの方はお断りしている。

２ 設立の経緯

国民生活センターの養成講座修了者の会として発足した。

当初は、消費者問題を取り扱うには、ネットワークが必要と考え、修了者の情報交換

等をめざした。

１９８０年には、訪問販売１１０番を実施し、通産省（当時）へ「訪問販売法の一部改正に

ついて」という要望書を提出した。

１０年後の１９８７年、社団法人全国消費生活相談員協会設立。

２００７年適格消費者団体として、認定された。

３ 活動内容

１１０番事業、週末電話相談、会員研修、消費者教育・啓発（マニュアルの作成）など。

現在、主に力を入れている活動としては、電話相談、適格消費者団体としての活動。

週末電話相談は、年間約３３００件の相談がある。週末休みの消費生活センターが、その

留守番電話に案内を入れてくれているところもある。関東・関西・北海道、各１回線。

回線を増やしたら、もっと件数が増えるのではないか。

関東では、３名体制で対応（ベテラン、中堅、新人）。新人は指導を受けるというこ

とで、交通費相当分を支払っている。

相談は、助言が原則である。本部ではあっせんも行っている（毎週火曜日）。あっせ

んは、年間１００件近くあるのではないか。関西や北海道でも実施したいが、体制及び予
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算的に難しい。

消費者教育・啓発も大切。消費者問題出前講座を平成１３年から８年間実施しているが、

家庭や学校などで、小さいときから契約に対する考え方などを学ぶ機会が必要と感じる。

今後取り組むべき活動としては、消費生活相談員の資質の向上として、接遇を含めた

商談員の研修や社会的地位の向上。悲報消費者行政の充実に向けて、現場の声を伝えて

いきたい。

また、行政における消費生活相談員としての資格統一も検討していかなければならな

い。

４ セールスポイントは、消費生活の専門家集団を効率的に組織し、会員の資質向上に努

めるとともに、地域活動を通じて、消費者被害の未然防止、被害救済のために様々な活

動を行っている。

５ 年間予算は、１億２０００万円

会費（入会金１万円、年会費１万円）と事業（自主事業、受託事業、助成事業として

消費生活専門相談員資格取得講座やブックレットの作成など）

予算は厳しい。事業をやればやるだけ、事務局の負担が増える。会員は、ボランタリー

精神で活動に参加してくれている。

適格消費者団体として、週末電話相談や１１０番で問題と思われる案件について、検討

していくことになる。電話相談事業は経費がかかるが、適格消費者団体の活動や意見表

明のもとになる。生の声を聞ける独自の相談を持っていることは重要である。センター

に来る相談の内容は、秘密保持の関係で公表できない。また、センターの週末受付も増

えているが、相談はなくならないだろう。

充分な予算があれば、電話相談の回線・曜日を増やし、平日のあっせん処理も増やし

ていきたい。電話相談は、会員の研修の場にもなっている。

公益社団に向けての、検討もしている。適格消費者団体には、寄付に対する税制の優

遇措置を認めて欲しい。

６ 弁護士との関わり

� 外部理事として、弁護士に就任いただいている。

� 適格消費者団体であり、消費者苦情処理諮問委員会委員として弁護士に就任いただ

いている。

� 会員との勉強会講師、当会発行の冊子などの監修、当会主催の各種講座講師など具

体的に関わっていただいている。

７ 他団体との協力関係

ＰＬ法ができるときに弁護士や消費者団体の方々と行動を共にした。その後、割販法

や消費者庁設立に向けても、共に活動している。

業界団体との意見交換会を行っている。
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８ 現在、相談員として行政の窓口において働いている人に、入会していただきたい。

９ 活動の課題

財政基盤が脆弱なこと。

また、消費者教育・啓発、必要な情報が必要な人たちに届かない現状がある。出前講

座をやっているが、そこに出てこられない人へどのように情報を届けるか。見守り新鮮

情報の提供もしているが、パソコンや携帯のため、ツールの問題もあり、高齢者、障が

い者の方々への見守りの充実が課題。

１０ 消費者庁に期待すること

消費者庁は中央の組織だが、情報の源は地方の消費生活センターなどである。この地

方消費生活センターの相談現場の環境整備が重要。全国どこに住んでいても相談を受け

られるような体制作りを期待する。

消費生活センター等の責任者が１、２年で変わってしまうことも問題。消費者問題に

ついて理解が進み、慣れてきた頃に異動してしまう。消費者問題は専門性が高いため、

消費者行政担当者の任期を長くする、職員の研修を充実して、消費生活相談員のバック

アップ体制強化も必要である。

職員と相談員のコミュニケーションが上手くできていないところもあると聞く。消費

者庁の職員も現場に行って、ＰＩＯもない一人体制の消費生活センターなど相談の現場

を見ていただきたい。

１１ 消費者の責任

まずは、環境整備。消費者の自立のための基盤整備（取引ルール、消費者教育など）

がなされていることが前提。規制緩和には、情報公開や民事ルールの充実が車の両輪で

ある。この環境整備が十分でない中で、規制緩和と自己責任が声高に叫ばれてしまった。

消費者も、主体的に行動できるようしっかり学んでいくことが求められている。例え

ば、環境問題。自分にできるやり方・範囲で協力し、消費者の責任を果たしていかなけ

ればならない。

�適格消費者団体・埼玉消費者被害をなくす会
報告者 弁護士 池本誠司（埼玉）

１ 前身となった団体（埼玉商品被害をなくす連絡会）

各地でＰＬ法正制定連絡会が結成された１９９２年４月、消費者団体、弁護士会、相談員

団体により、「消費者のためのＰＬ法制定を求める埼玉連絡会」を結成した。その少し

前頃、「埼玉県消費生活条例」の改正が検討された際、消費生活審議会の委員であった

消費者団体、消費生活相談員、弁護士の連絡協議が始まっていたことが、連絡会結成の

基盤となった。

ＰＬ法の制定が実現された１９９５年６月、せっかく結成した連絡組織を継続的な取り組

みにつなげたいという意見から、ＰＬ法をくらしに活かして商品被害の実態を掘り起こ
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し被害をなくす活動を続けようという趣旨で、消費者団体、弁護士、消費生活相談員に

より、新たに、「埼玉商品被害をなくす連絡会」を設立した。事務局団体は埼玉県生協

連が担当。

活動の中心は、会員消費者団体の推薦と一般公募による活動委員約２０名で、ほぼ毎月

検討委員会を開催し、調査検討活動を展開した。相談員や弁護士は助言役として時々参

加する程度であった。

活動方法は、毎年テーマを決めて「商品被害アンケート」を会員団体に呼びかけて実

施し、問題事案を追跡調査した。

主な活動としては、次のような事項がある。

・「パワーブラシ式電気掃除機の事故」に対する要望書提出

・「こんにゃくゼリーの表示」について要望書提出（９９年）

・「三輪自転車の転倒骨折事故の追跡調査」質問書提出

・「ＬＰガスに関するアンケート調査」行政と業界団体に要望書提出

・「市町村における消費者行政調査」（９９年～２００３年）

これらの課題に関連したテーマや時々のテーマについて、年２～３回の学習会も開催

した。

後に問題となったこんにゃくゼリーの窒息事故問題について、９９年に取り上げて表示

の改善を要望していたが、その後のフォローが不十分であったと反省している。

当初は商品被害を中心に取り組む構想であったが、実際には、消費者行政の監視や契

約トラブルの問題など、商品被害にとどまらない調査検討を展開してきた。

２ ＮＰＯ法人埼玉消費者被害をなくす会の設立

消費者団体訴訟制度の創設が見通されてきた２００４年７月、「埼玉商品被害をなくす連

絡会」を改組して、「埼玉消費者被害をなくす会」を設立した。同年１１月、ＮＰＯ法人

となる。

会員は、これまでと同様に、消費者団体会員が１０数団体と、相談員・弁護士・その他

一般の個人会員が約２０名。事務局団体は埼玉県生協連が担当。

調査検討活動の組織として、会員消費者団体の推薦と一般公募による活動委員約２０名

による「活動委員会」を存続させ、これとは別に、弁護士・消費生活相談員（消費者契

約法が定める専門委員）を中心とする「検討委員会」を結成し、ほかに組織運営の重要

事項については「理事会」がある。消費者中心の活動委員会と専門家による検討委員会

を併存させた点が、商品被害をなくす会以来の作風であり他の適格消費者団体と異なる

特徴である。

消費者被害情報の収集方法についても、１１０番は実施せず、従来どおり、会員消費者

団体に呼びかけてアンケート調査による被害情報の収集を実施している。これは、なく

す会が、地域の消費者団体の活動に根差した情報収集と検討を進める団体を目指そうと

する方針にこだわっているからである。ばらばらの消費者が個別に１１０番に電話をかけ

て相談・情報提供をするのでは、消費生活センターの相談と変わりないし、なくす会で

個別救済までは困難である。むしろ、地域の消費者団体が会員に向けて身の回りの消費

者被害に目を向けることを呼びかけ、地域の消費者団体が被害情報の収集機能を少しで
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も担うことを目指そうという意図である。

活動内容も、従来の活動を尊重して、消費者団体訴訟制度を担う活動に限定せず、商

品の安全・表示の調査検討、消費者行政の調査要望、消費者関連の立法運動など、幅広

く取り組んだ。

主な活動としては、次のとおり。

・「消費者トラブルに関するアンケート調査」による被害情報の収集

・健康食品の広告に関して不当表示の疑いを問い合わせ（一部改善）

・低アルコール飲料の誤認に関する調査、低アルコール飲料販売店の陳列調査

・低アルコール飲料の表示調査改善申入れ（一部改善）

・市町村への消費者行政アンケート調査（９９年から継続）

・賃貸住宅管理会社・賃貸住宅会社へ賃貸住宅契約書の改善申し入れ

・会員消費者団体への講座開催

・埼玉県消費者大会への参加

・「金利引き下げ問題」「クレジット被害・悪質商法被害」に関する集会の開催

・貸金業法改正、割販法改正に関する署名運動に協力

・「地方消費者行政の拡充」に関する集会開催、署名運動に協力

３ 適格消費者団体の認定を取得

なくす会は、２００９年３月、ようやく適格消費者団体の認定を取得した。適格消費者団

体の認定のハードルが高いという批判がある中、地方でも適格消費者団体を設立しやす

くするように、財政規模や人的構成について必要最小限の組織で認定を取得しようとし

たため、認定取得に手間取った経緯がある。

２００９年４月現在、団体正会員１７団体、個人正会員１０４人（個人会員１００名程度という内

閣府の目安に対応）、財政規模は繰越金が約２５０万円（これも内閣府の目安に対応）。

４ 地域の消費者団体の活動に根差した取り組みを

今後の差止関係業務の活動方法は、従来のなくす会の作風を踏襲して、１１０番ではな

く参加団体を通じたアンケート調査を中心に被害情報を収集し、消費者による活動委員

会と専門委員による検討委員会が並行して調査検討を行い、差止関係業務にこだわらず

あらゆる消費者問題に幅広く取り組む方針である。

適格消費者団体だけが突出して活動するのでなく、地域の消費者団体と連携して消費

者団体全体が活力を増すような活動を目指すという方針である。

�消費者関連専門家会議
報告者 弁護士 黒木理恵（大阪）

ヒアリング対象者：社団法人消費者関連専門家会議

ヒアリング担当：黒木理恵（大阪）

ヒアリング日時：２００９／０６／１８

１ 団体について
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・正会員５６８社、６８５名。OB 会員等を含めると約９００名。

・会員にとっては、企業と関係がある立場でのボランティア活動ということになる。し

たがって、企業へのリターンが必要。

・当団体は業者横断的であるので、あらゆる切り口で消費者心理に対応できる。

２ 活動概要

・企業における消費者指向体制の整備を目指している。

・活動には、会員向けのもの（第一段階）と消費者や消費者団体や行政等に向けた外向

けのもの（第二段階）とがある。

・現在、１００社１５０種の消費者啓発小冊子を、全国１６カ所の消費生活センター、国民生活

センターに提供している。

・年間予算は約１億４０００万円。資金源は会費。

・企業にとっての「消費者指向」とは、「消費者の立場で考える」＋「適正な利潤を追

求すること」であると考えている。

・企業のお客様対応窓口はフリーダイヤルであることが多い。そのため気軽にされる。

消費生活センターは有料ダイヤルなので、緊急時や切迫したとき問題意識が強いとき

にしか利用されないのではないか。消費者庁ができて電話番号等が分かりやすくなれ

ば、とくに中小企業のお客様対応窓口にきていた相談も消費生活センターに流れるか

もしれない。消費生活センターへのアクセスがしやすくなることで、多くの声がセン

ターにいくようになるだろう。

２ 課題

・当団体の活動を広く社会に理解してもらうことが課題。

会員は、ACAP は事業者団体ではないと言っているが、外からは事業者団体と見

られている面がある。一方、事業者団体からは、事業者団体とは違うと思われ敬遠さ

れる面と尊重される面がある。

・マスコミには業界横断的な意見が聞けると言うことで、ACAP の価値について認識

が広まってきている。

・消費者から、ACAP に入っている企業だから信頼できると判断してもらえることが

理想。

・活動を知ってもらい、消費者啓発の幅を広げるために、消費者教育大学あるいは

ACAP 大学のようなものを検討している。

・経済企画庁時代に比べて内閣府国民生活局になってからは、監督官庁が調整機能しか

ないイメージが強く、企業内でも会員企業内で ACAP の活動の重要性が理解されず

らかった。消費者庁の「すき間を埋める」というキーワードはインパクトが強いので、

期待している。

・資金面での課題は会員確保。現在、会員は微増というところ。ACAP を通じての活

動と同等のことが自社内でできるようになったとして退会する企業もある。

・銀行・証券業界は、自社内で対応できているという認識が強く ACAP に参加する価

値が認識されていない。
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・いったん入会すると、非製造業の会員と製造業の会員との間にギャップはない。「入

って良かった。」と言ってもらえることもある。

・全国区に会員を増やすことと、消費者に企業を理解してもらうために消費者にダイレ

クトに働きかける活動を強化して、消費者と企業との架け橋としての機能を充実され

ていくことを目指している。

・啓発・教育活動がこれまで不十分だったので、今後はより充実させたい。

３ これからの消費者像

・「責任」は基本。権利を全うするためには責務もある。しかし、そこでいう責任は法

的責任という狭い意味のものではなく、「生きていく上での責任」というものである。

・社会の構成員としての自覚が、企業にとっても消費者にとっても重要。

・これからは「消費者が主役」という目線でないと社会が成り立たなくなっている。

・消費者は、安いと言うだけで買うのでなく、選択の権利を自覚して行動するべき。消

費者に、なぜ安いのか、なぜ高くなっているのか、ということを考えてもらうために

は、企業は、単に情報発信をすればよいというものではない。
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資料７ 北欧調査報告

■消費者教育ネットワーク部会・北欧視察（２００９．６．１―５）

（訪問先：フィンランド・ノルウェー）

【視察の目的】

北欧の最新の消費者教育の動向および消費者行政や消費者団体の活動を実地調査するこ

とを目的として今回の視察は行われた。

【日程】

◆ ２００９．６．１

◎ 午前 ヘルシンキ大学 ヒアリング

� パロヨキ教授

� 雇用・経済省 エバァ・リサ・サーカネンさん

◎ 午後 フィンランド消費者協会ヒアリング

○サニッカ・トゥルネンさんほか４名

◆ ２００９．６．２

◎ 午前 フィンランド消費者オンブズマン（消費者庁）訪問

� 職員 タニア・マントゥラさんほか

� 国立リサーチセンター 職員

◎ 午後 保証財団 Takuu―Säätiö

○リーナ・ベッコーラさんほか

◆ ２００９．６．３（移動日）

◆ ２００９．６．４

◎ 午前・午後 ノルウェーコンシューマーハウス訪問（オスロ）

� 消費者オンブズマン職員フロード・エルトンさんほか

� 消費者委員会

� 国立消費者研究所（SIFO）

◆ ２００９．６．５

◎ 午前 列車でハーマルへ へードマルク大学訪問

� 子ども・平等省 オレ・エーリクさん

� へードマルク大学 ビクトリア・トーレセン准教授（ＣＣＮ代表）

◎ 午後 ハーマル観光

【参加者】

団 長 松 本 明 子（東京）

団 員 青 島 明 生（富山県）

大 迫 惠美子（東京）

岸 田 和 俊（島根県）

島 田 広（福井県）
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白 石 裕美子（第一東京）

神 保 美智子（福井県）

武 田 香 織（東京）

西 村 隆 男（横浜国立大学）

拝 師 徳 彦（千葉）

平 井 功 祥（香川県）

平 澤 慎 一（東京）

森 川 清（東京）

横 山 哲 夫（東京） （５０音順）

第１ 北欧の消費者教育概要

１ 北欧における消費者教育概要

北欧は消費者教育の先進国である。子どもの頃から実践的な消費者教育が行われてい

る。

北欧の消費者教育では６～１８歳の生徒を対象とし、生徒の自主的判断、批判的意識、

消費者の役割に積極的にアプローチする能力を促進することを目的とした。ガイドライ

ン（２０００）では、家計、消費者の権利と責任、広告と影響力、消費と環境・倫理、食育、

製品安全性と生活安全の６領域を設定した。なお、単独教科としてではなく、関連教科

の中で統合的に学習が行われる。

９４年には閣僚協議会の支援によりヨーロッパ消費者教育ネットワーク（European

Network of Consumer Educators）が設立された。同ネットワークはグラダ・ヘルマン

を編集長とする情報誌 Nice―Mail を年２回発行するようになった。９５年には、「北欧諸

国における消費者教育：学校での消費者教育の目標」を公表した。

２００２年には消費者教育、環境教育、市民教育を融合して『消費者市民教育』（Consumer

Citizenship Education）の発展をテーマとした国際会議が開かれた。０３年５月に２回目

の会議がリスボンで開催され、同年１０月にはヘードマルク大学を拠点に消費者市民教育

の新たなネットワーク Consumer Citizenship Network が設立された。ネットワークの

活動は EU のエラスムス・テーマワークプロジェクト、ノルウェー政府教育・研究省、

子ども・平等省の支援を受け、さらに北欧を超え、世界３７カ国１２３機関（UNESCO，UNEP

を含む）がメンバーとして活動を続けている（代表：ヘードマルク大学ビクトリア・トー

レセン准教授）。

２ ＣＣＮによる消費者市民教育の定義

消費者市民とは、倫理、社会、経済、環境面を考慮して選択する個人である。消費者

市民は家族、国家、地球規模で思いやりと責任を持って行動を通じて、公正で持続可能

な発展の維持に貢献する。（CCN，”Consumer Citizenship Education Guideline vol．１

Higher Education "）

消費者市民教育とは今日の社会に機能しているものに関連づけて態度、知識、スキル

を取り込む学習である。それは、地球社会における共同の生命に対する責任を果たして

いくと同様に、個人の能力を、自分自身の生活を経営するのに役立たせることを目的と
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した（人間が果たすべき）義務に関する学習である。消費者市民教育は、学際的でかつ

（教科横断的な）クロスカリキュラムによる学習である。（同上）

３ 消費者教育のテーマ

消費者教育ガイドライン（２０００）は、北欧諸国（北欧４カ国にエストニアを含む）エ

ストニアグループとして２００９年に改訂作業が進められている。そこでは、２つの主要な

柱（共通テーマ）として「メディアと技術に関する能力」および「持続可能な消費に関

する能力」を掲げている。それらの共通テーマに加えて「家計管理」「消費者としての

権利と責任」「マーケティングと広告メディア」「家庭の管理と参加」の４領域を加えた

６領域を学習テーマとして構成している（資料２）。

� 持続可能な消費に関する能力：個人の消費と日々の選択が持続可能な発展に及ぼす

短期、長期の影響を評価できる能力

� メディアと技術に関する能力：個人の選択、メディアと技術の利用のみならず、新

たなイノベーションにあふれる現代社会で十分な批判能力と責任を持って行動できる

能力

� 家庭の管理（Home management）と参加：家庭を管理し、日常生活を倫理的、合

理的に経営する能力

� 家計管理（Personal Finance）：経済生活に関する情報を得て、利用する能力、資

源を経済的に利用し、家計を管理できる能力

� 消費者の権利と責任：消費者が自分の権利と責任を意識すること。異なる種類の商

品の安全性と品質を評価することを学ぶ能力と、商品に対する警告などを有益な情報

を使いこなすことができる能力

� マーケティングと広告メディア：批判的で責任ある消費者として、メディアを見て、

広告による説得に向かいあえる能力 （西村隆男）

第２ 視察の概要および感想

１ 消費者教育関係

フィンランドではヘルシンキ大学のパロヨキ教授、ノルウェーでは消費者市民教育の

提唱者でＣＣＮ代表のビクトリア・トーレセン准教授から、北欧における消費者教育の

内容や方法について聴取した（上記第１参照）。

消費者市民教育の内容として、「持続可能な消費」と「メディアと技術に関する能力」

が重視されている。消費者市民は、批判的に考え積極的に行動し、持続可能な社会に実

現のために責任を果たすものと捉えられている。

フィンランドでは、各学校の教育が自由であることが大きな特徴である。コアカリキ

ュラムが定められていて、現場主導で実施されるということである。

その他、両国とも、行政機関や消費者団体において、充実した消費者教育のための教

材が作成されている。

２ 消費者行政組織・消費者団体

北欧は消費者行政が充実しており、市民からの信頼も厚い。

フィンランドは、雇用・経済省が消費者問題を所轄し、その下に評議会や消費者庁が
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設置されている。消費者被害は少ないようであり、消費者相談センターという消費者の

相談を受け付ける機関があるが、消費者からの指摘を受けて業者が自主的に解決してい

るとのことである。

ノルウェーは、消費者オンブズマンと消費者委員会が組織が異なるものの同じ建物内

にあり、関係が深い。その他、国立消費者研究所という組織があり、消費者の利益のた

めに商品に関する調査やレポートなどを行っている。

３ 感想

北欧では消費者の保護が十分なされたうえで、消費者が「持続可能な消費」（Sustain-

able Consumption）に配慮しながら消費行動を行い、消費を通じて社会に参加するこ

とがなされている。

高福祉社会が実現されていることや人口の違いなど、我が国と直ちに同一に考えられ

ないが、環境や弱者に配慮しながら、消費者が社会の変革主体として行動していく社会

という一つのスタイルとして参考になる。

４ その他

本視察の結果については、基調報告本文の「消費者教育」部分も参照されたい。また、

報告書は別途作成予定である。 （平澤慎一）
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資料８ 欧州調査報告

日弁連 欧州調査（２００９．７．３―９）

（訪問先：ドイツ・ベルギー・スウェーデン）

◆ ２００９．７．３

◎ 午前

○ベルリン州保健環境消費者保護省

� ベンヤミン＝イマヌエル・ホフ次官

� ファイファー氏（消費者保護政策担当）

� コルネリア・ポシュカ氏（ＥＵ，内閣関係担当）

◎ 午後

○ベルリン消費者センター

� ぺーター・リシュケ副所長

○ドイツ消費者センター総連盟

� ハルケ・ハイデマン＝ホイザー課長

◆ ２００９．７．４

○一般市民との座談会

※インテリアデザイナー，元大学教授，テレビカメラマン，児童青少年心理療法

士

◆ ２００９．７．５

移動日

◆ ２００９．７．６

◎午前

○ＢＥＵＣ

� ウィリアム・バックス議長

◎午後

○ユーロビジョン＆アソシエイツ

� 菅野真二社長

○ＡＮＥＣ

� ステファン・ラッセル氏

◆ ２００９．７．７

◎午前

○ＥＵ消費者総局

� マリー＝シャロット・バン・ラムスウェアード氏（消費者問題担当）
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� アンドリアナ・スコヴァ＝トシェバ氏（欧州委員会消費者保護担当委員メグ

レナ・クネヴァ委員官房）

◎午後

移動

◆ ２００９．７．８

◎ 午前

○ＡＲＮ

� トーマス・ヨハンソン副所長

◎ 午後

○スウェーデン消費者協会

� ベングト・インガースタム会長

◆２００９．７．９

◎ 午前

○スウェーデングリーン自動車利用者協会

�セシリア・カークェス氏

◎ 午後

○スウェーデン銀行金融ビューロー

� フレドリック・ノルドキスト氏

【参加者】

団 長 拝 師 徳 彦（千葉）

団 員 片 山 登志子（大阪）

黒 木 理 恵（大阪）

神 定 大（千葉）

釜 井 英 法（東京 ベルギー・スウェーデン調査）

江 野 栄（秋田 スウェーデン調査）

佐々木 晃 子（学生 ベルギー・スウェーデン調査）

第１ 調査の目的

今回の調査の目的は，行政から活動資金の支援を受けている欧州の消費者団体の活動の

実態を確認するとともに，支援の具体的な内容や当事者の意識について調査し，我が国に

おける消費者団体活性化のための方策として，行政による財政支援の具体的な方向性を探

る，という点にある。

日弁連が行った消費者団体アンケートの結果，我が国の消費者団体がほぼ共通して抱え

る大きな課題が，活動資金の不足であることが明らかとなった。これに対し，欧州では，

行政による財政支援を受けた消費者団体が，その独立性を維持しながら，一般消費者に広

く認知され，相談業務，情報提供や立法提言等，さまざまな活動を精力的に行っている。
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こうした実情に鑑み，我が国においても欧州同様，行政による消費者団体に対するより積

極的な財政支援を導入することが重要な課題と考え，この点に焦点を絞った調査を行うこ

ととした。

こうした趣旨から，欧州の中でも消費者団体の活動が特に活発とされるドイツ，消費者

の意識が高く，より成熟した消費者市民社会を形成していると言われるスウェーデン，消

費者団体支援をはじめ先進的な変革を進めているＥＵを調査対象とした。

第２ 調査結果の概要（総括）

１ 欧州では，消費者団体に対して，行政がその独立性を尊重しつつも，積極的に財政支

援を行っている実態が明らかとなった。

その特徴は，

� 消費者団体にとって使い勝手の良い，柔軟な資金援助がなされていること

� 資金援助は，必ずしも相談業務の対価ととらえられているわけではなく，相談業務

を行っていない消費者団体にも支援が行われていること

� 多額の資金援助が行われているにもかかわらず，支援を受けた消費者団体の活動は

行政との間で強い独立性を維持していること

である。

２ 使い勝手の良い柔軟な財政支援

財政支援の在り方としては，我が国にも見られるような，特定のプロジェクトを消費

者団体に委託し，その対価を行政が支払うという方法だけでなく，使途を特に定めずに

一定額をまとめて対象団体に支給するという柔軟な方法が広く採用されている。その結

果，支援を受けた消費者団体は，その職員等の継続的な経費に使用することができ，消

費者団体の活性化にストレートにつながっている実情を確認することができた。

例えば，ドイツベルリン州内の１９団体が加盟するベルリン消費者センターは，ベルリ

ン州と５年契約で年間７１万８０００ユーロ（約９９８０万円）の財政支援を受け，正規職員３５名

を抱えて，相談業務や消費者への情報提供，差止訴訟等の活動を活発に行っている。単

年度ではなく５年間もの間安定した資金提供を受けられることは特筆に値する。

３ 資金援助が相談業務との対価性を有するとは限らないこと

消費者団体に支給される支援金は，必ずしも当該団体の相談業務の対価という性格を

有する訳ではないという点にも注目すべきである。例えば，ＥＵ諸国等の消費者団体が

加盟するＢＥＵＣという消費者団体は，相談業務は全く行わず，ＥＵ委員会へのロビー

活動や他の消費者団体への指導などを行っているが，ＥＵ消費者総局から年間１２０万

ユーロ（約１億６６８０万円）もの支援を受けている。ＥＵ消費者総局では，消費者団体を

市場の番犬役としてとらえ，その価値を積極的に評価すると共に，事業者とのパワーバ

ランスをとるため意識的に消費者団体支援を行っているとのことである。

こうした考え方によれば，相談業務を地方自治体が担っている我が国においても，消

費者団体に対する積極的な財政援助が正当化されることになるであろう。
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４ 活動の独立性について

行政による財政支援については，消費者団体の活動の独立性を侵害するのではないか

との懸念もあるが，欧州における実態を見る限り，実際の活動の中で行政が過度に介入

することはないようである。

その背景には，支援を行う行政も支援を受ける消費者団体も，活動の独立性を極めて

重視するという共通の意識があると思われる。

この点，ＥＵ消費者総局の担当者が，前記ＢＥＵＣという消費者団体によって政策批

判が行われることについて「（消費者団体への支援は）ワニにえさを与えるようなもの

だと言われている」と話していたのが印象深い。ときに消費者団体との意見が異なり，

消費者団体によって批判にさらされることを承知の上で積極的な支援を続ける行政の懐

の深さを窺い知ることができる一言ではないだろうか。

５ まとめ

今回の調査の結果，我が国においても，消費者団体に対するより柔軟かつ潤沢な財政

支援を行政が行うことの正当性，許容性を確認することができた。

今後は消費者，消費者団体，行政，立法が，消費者団体の存在意義とその重要性につ

いて意識を共有し，具体的な財政支援策を早急に検討していく必要があると考える。
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（試訳）関西大学法学部 寺川永

ベルリン州・ベルリン消費者センター間の補助金の交付に関する
枠組契約

前文

消費者団体および経済、国家は、消費者に対する、持続的で、かつ需要に即した生活保

障と情報提供について、共に責任を負っている。市場は、消費者が自らを契約当事者であ

ると自覚しているときにのみ、機能しうるものである。ベルリンの消費者政策が目指して

いるのは、正しく情報提供を受け、自己決定することができる消費者である。つまり、自

らの権利を主張することができ、日々消費するか否かの判断のために、十分な能力を備え

ている消費者を目指している。ベルリンの消費者政策は、特に弱者を念頭に置いており、

子供や若者、外国からの移民、社会的ハンディキャップを負っている人々といった集団を

対象としている。ベルリン州健康・環境・消費者保護省を代表とするベルリン州は、本枠

組契約をもって、〔社団法人ベルリン消費者センターが〕専門的能力を備え、かつ、独立

で継続的に消費者に説明し、助言することを保証できるようにするために、社団法人ベル

リン消費者センターによる中長期的な計画策定の確実性をもたらすものとする。社団法人

ベルリン消費者センターは、現代のサービス事業にかかる組織発展のために、前文に掲げ

る内容によってもたらされた諸条件を利用するものとする。

以下に掲げる a）ベルリン州（代表：ベルリン州健康・環境・消費者保護省大臣カルテ

ィン・ロンプシャー）・b）社団法人消費者センターベルリン（以下 VZB とする。）（代

表：ユルゲン・ケスラー）間の補助金の交付に関する枠組契約では、本枠組契約に基づい

て、今後の VZB の職務と、その重要な点が示される。

１条

補助金交付の目的／計画策定の確実性

�１ 補助金交付に関する枠組契約の目的は、制度支援（institutionellen Förderung）を受

けることで、VZB によるベルリンでの実効的な消費者保護の実現を保証することにあ

る。本枠組契約の５年間は、VZB に対し、継続的で、常に最適な状態にされた職務を

実現するために、資金面での計画策定の確実性を付与する。VZB は自らの一般的な職

務を実現するほかに、本枠組契約により、包括的で基本的な組織発展プロセスに従事す

る義務を負っている。

�２ ベルリン州と VZB は、計画策定の確実性という目標を追求する。ベルリン州は、契

約期間中、財政運営による経費削減やその他の制限のために、一律の支出減や運営ノル

マを命じることはない。ただし、VZB が本枠組契約に基づいて自らの義務を果たして

いなかった場合については、この限りでない。
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２条

補助金交付義務／組織発展

�１ 補助金は、VZB の定款に定める職務の範囲内で、および、LHO（Landeshaushalts―ord-

nung：ベルリン州財政規則）４４条の規定（施行規則を含む）に従って、経済的かつ効

率的に使用されなければならない。ただし、合意により、LHO４４条に関する施行規則

に定める例外が許されている場合については、この限りでない。

�２ VZB は：

１．２００９年３月３０日までに、「革新的な消費者政策（innovative Verbraucherschutz―poli-

tik）」という指導形象（Leitbild）、およびこの政策から導かれる、諸々の目標からな

る指導形象を作り上げる。このとき、VZB の業務を、特に子供および若者、外国か

らの移民、高齢者、社会的なハンディキャップを有する人々により強く向けたものと

する。VZB はこの指導形象を州の消費者保護担当の部署に提示し、閲覧に供する。

２．専門的能力を有し、ベルリンでの消費者の問合わせに応じた助言を提供する義務を

負う。このとき、特に：

・消費者法における助言、および、

・保険契約法およびその他の金融サービスにおける助言、

・建築分野およびエネルギー分野での助言、

・遠距離通信分野およびデジタルメディア分野での助言、

・健康によい食品を考慮した助言

を提供する義務を負う。

３．年に一度、顧客のモニタリングを実施し、その結果を文書にまとめ、州の消費者保

護担当の部署に提出するものとする。

�３ VZB は、最大で３年にわたって、外観および従業員の指導、組織の点で現代的なサー

ビス事業のさらなる発展を目指して、組織発展プロセスに寄与する義務を負う。VZB

は、補助金の交付に関する枠組契約の履行のために、および、補助金使用のために下さ

れる補助金交付の決定のために、ならびに、ベルリン州・外部の相談機関（Organisations

―beratung）間で締結される契約の履行のために、外部の相談機関と首尾よく協力する

義務を負う。VZB は、必要に応じて、前文の内容を目的として、外部の処分権限のあ

る組織（Organisationsverfügung）と締結された契約の内容について、知らせるものと

する。

�４ 以下の要素は、現代化プロセスの指針となる部分であり、〔以下のように〕転換され

なければならないものである。

１．労働時間を最適なものにすること、効率性を高めるために責任構造を新たに確定す

ること；

２．消費者の問い合わせに対する助言の重複を回避し、〔VZB とは〕別の助言者との境

界を明確にするために、助言の提供を一元化すること；

３．内部および外部の伝達管理を向上させること；

４．インターネットを新たに登場させること、および、１１の連邦州に共通のインターネ

ット・プラットホームに参加すること；

５．税制および決算に関する現代的な手続を導入すること；
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６．ブランデンブルク消費者センターとの協力関係をさらに深めること、および、より

適切な共生や分業を目指した共同作業を強化すること。

�５ 組織発展プロセスには、調整グループ、すなわち州の消費者保護担当の部署および

VZB、外部の相談機関という三つの代理人からなるグループが伴う。州の消費者保護

担当の部署は、調整グループの長を引き受ける。VZB は、成果のチェックについて指

数システムを作成し、これに基づいて半年ごとに書面をもって、組織発展プロセスの転

換について報告する。

３条

補助金の種類／補助金の限度額

�１ ベルリン消費者センターによる制度支援は、補助金交付の決定に基づいて需要に応じ

て不足分を補うための（欠損填補の）金融（Fehlbedarfsfinanzierung）として行われる。

（各時期において有効な文言における）制度支援に関する一般的附款（ANBest―I）は、

〔本枠組〕契約の要素とみなされる。ただし、合意によりこれと異なる定めがある場合

については、この限りでない。

�２ ANBest―I の２．２条とは別に、以下の各号に掲げるものについて合意されている：

１．VZB が収入増を達成する場合には、このうちの５０％を VZB の収入とする。ただし、

これは、本枠組契約の目的が拘束力を有する範囲内で、契約の相手方であるベルリン

州による同意を得た閲覧の後に、設定されるものとする。

２．年間５０万ユーロの収入増を超える場合には、超過分のうちの２５％を消費者センター

の収入とする。

�３ 補助金の金額は、２００９年から２０１３年までの間、２条所定の消費者センターの職務を実

現し、義務を履行するために、年間７１万８０００ユーロを超過してはならない。特に継続的

な組織発展プロセスとの関係で、きめ細かい調整をするために、消費者センターへの補

助金交付義務が、補助金交付の決定でさらに具体化される。その具体化からさらに、特

に債務者に対する助言のために計画支援（Projektförderungen）を行うこともできる。

この場合には、計画支援に関する一般的附款（ANBest―P）が適用される。

４条

補助金交付の条件

VZB は、ベルリン州に対し、翌年の４月３０日までに補助金を目的に即して使用したこと

を証明しなければならない。次回の補助金（分割払）について、完全で、かつ正しい証明

があるまでは、すべてもしくはその一部の交付を〔ベルリン州は〕拒むことができる。

５条

補助金の交付

３条により確定された毎年の補助金は、１月１日から隔月で６回、分割で支払われる。前

文と異なる支払方法は、合意に基づいて決めることができる。

６条

資料編

－ 558 －



補助金交付の決定の無効もしくは解除、撤回ならびに契約の解除、補助金の償還およびそ

れにかかる利息

�１ LHO４４条に関する施行規定の８条所定の諸事由を理由として、本枠組契約に基づい

て行われた補助金交付の決定の無効もしくは解除、撤回、または、特に行政手続法３６条、

同４８条、同４９条、同４９a 条に基づく補助金の償還およびそれにかかる利息が生じる、ま

たは、生じるおそれのある要素が存在するときには、本枠組契約の規定は、補助金交付

決定の規定および〔行政行為の〕附款とみなされる。

�２ 前項に定める合意にかかわらず、ベルリン州は、補助金交付者として、履行請求、債

務不履行または積極的契約侵害に基づく損害賠償請求の他に、契約を解除する権利があ

るのは、補助金が、本枠組契約に定められた目的に反して使用された場合、または、ベ

ルリン消費者センターが本枠組契約に基づく他の義務に違反した場合である。さらに、

ベルリン州の解除権が存在するのは、ベルリン消費者センターが、悪意のある欺罔もし

くは威迫、贈賄を通じて、または、重要な点で違法であった、もしくは不完全であった

説明を通じて補助金を使用していた場合、特に刑法２６４条の意味での補助金法の事実に

ついて沈黙していた場合である。補助金が、予定された目的のために使用されていない、

もしくはもはや用いられていない、または、補助金が支払われた後すぐに、予定された

目的のために用いられていない場合にも、目的に即していない使用があるといえる。

�３ ベルリン州が、契約の補助金交付者として解除する場合には、VZB は、補助金を償

還しなければならない。補助金の償還およびそれにかかる利息には、行政手続法４９a 条

の規定が適用される。

７条

即時執行

VZB は、本枠組契約に基づくベルリン州の請求権に関して、行政手続法６１条により、本

枠組契約に基づく即時執行に従わなければならない。

８条

施行／適用期間

本枠組契約は、２００９年１月１日に施行され、２０１３年１２月３１日まで適用される。

９条

契約の更新

�１ 契約当事者は、共同で、時宜に適した契約の更新に努めるものとする。これにより、

VZB は、２０１３年以降も、計画策定の確実性を維持することになる。

�２ 契約当事者は、更新により新たな契約内容を文書化するとき、および、補助金の限度

額を定めるときには、本枠組契約の履行の種類および範囲を考慮しなければならない点

について合意している。

２００８年１２月２２日

ベルリン
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カルティン・ロンプシャー（ベルリン州ベルリン州健康・環境・消費者保護省大臣）

ユルゲン・ケスラー（社団法人ベルリン消費者センター理事長）
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資料９ 韓国調査報告

調査報告：韓国の消費者政策

報告の詳細は、日弁連 HP に公表されています。

（http : //www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/data/syouhisya_kankokusyouhisei

saku2009.pdf）

�．目 的・視察日程など

●韓国調査の目的

２００９年１１月に和歌山県で開催される日本弁護士連合会主催・第５２回人権擁護大会第３分

科会テーマである「安全で公正な社会を消費者の力で実現しよう～消費者市民社会の確立

をめざして～」の報告・討議に資するため、韓国における「消費者市民社会」実現のため

の消費者・消費者団体の自立支援策や、政策への消費者の参画のあり方（公共機関幹部の

公募制など）を学ぶ。

●日程 ８月１６日（日）出発～８月１９日（水）帰国

●訪問先

２００９年８月１７日（月）

午前 消費者団体協議会

午後 韓国消費者院

２００９年８月１８日（火）

午前 韓国消費者教育支援センター

午後 ソウル市消費者保護チーム

韓国消費者連盟

●訪問者

津 谷 裕 貴（つや ひろたか）・日弁連消費者問題対策委員会委員長

吉 岡 和 弘（よしおか かずひろ）・日弁連元消費者問題対策委員会委員長

坂 勇 一 郎（さか ゆういちろう）・日弁連第５２回人権擁護大会実行委員長

千 葉 晃 平（ちば こうへい）・日弁連消費者問題対策委員会委員

細 川 幸 一（ほそかわ こういち）・日本女子大学准教授

�．調 査 結 果

１ 韓国の消費者政策の概要

韓国では、１９８０年に「消費者保護法」が制定された。同法は日本の消費者保護基本法

類似の法律であったが、１９８６年に大改正され、７つの消費者の権利を明示（のちに８つ

の権利を明示）するとともに、その権利擁護の責務が国等にあることを宣言した上で消

費者政策の実施機関として、韓国消費者保護院（公益法人）を設置し、同院内に消費者

紛争調停委員会を置くことを定めた。その後何回かの改正を経た後の２００６年９月２７日に

再び大改正が行なわれ、名称も「消費者基本法」に変えられ、消費者を保護の対象から、

資料編

－ 561 －



市場経済の主体として捉え直し、消費者の権益増進と消費生活の向上を目指す政策への

転換が目指された（０７年３月２８日施行。団体訴訟制度のみ０８年１月１日）。韓国消費者

保護院（Korea Consumer Protection Board）も韓国消費者院（Korea Consumer

Agency）に名称変更された。消費者政策の基本施策を定めるための消費者政策会議が

設置され、そこでの審議・決議を経て財政経済部長官（大臣）が消費者政策に関する基

本計画を３年ごとに樹立すると定めた。消費者政策の推進は、総合的企画立案及び消費

者の安全に関わる施策は財政経済部が、取引に関わる施策は公取委が担う体制としたが、

２００８年２月２９日に同法が一部改正され、すべての権限が公取委に一本化された。

�１ 韓国の消費者政策の実施機関

韓国における消費者政策の実施は、１９８６年以降、消費者政策は経済企画院（現・財

政経済部に相当）とその下に置かれた韓国消費者保護院（現・韓国消費者院）を中心

に行われてきたが、次第に公正取引委員会の消費者政策分野における機能強化が進ん

だ。１９９６年には同委員会に表示広告課・約款審査課を中心とする「消費者局」が新設

された。「消費者局」は約款規制法（１９８６年、以降改正）、１９９９年には新しく制定され

た「表示・広告の公正化に関する法律」を所管し、産業資源部から「訪問販売法」、「割

賦取引法」を移管され、２０００年には電子取引保護課を新設して「電子商取引消費者保

護法」の制定に主導的な役割を果たした。「消費者基本法」により韓国消費者院は財

政経済部から公取委の傘下の公益法人へと移行した。

�２ 消費者政策委員会

「消費者基本法」は消費者政策の遂行にあたっては、「消費者政策委員会」（委員は

中央行政機関の長、韓国消費者院の院長、学識経験者、消費者代表、経済界代表によ

り構成し、２５名以内）を最高機関として位置付け、公正取引委員会が同委員会の審議

を経て、３年ごとの消費者政策基本計画を策定することとした（同２１条）。消費者の

安全については、特に子ども、高齢者及び障がい者などを「安全脆弱階層」として優

先的に保護することを明らかにし（同４５条）、韓国消費者院内に消費者安全センター

を設置することを定めた（同５１条）。

�３ 消費者団体への補助金

消費者団体については従来、大統領令に基づく登録制を取り、一定の活動規制を行

なうとともに、登録した団体を財政支援するという方針が取られていたが、現在は公

正取引委員会の要件審査により登録ができることとし、補助金が支給されている。２００６

年の消費者基本法は、団体訴訟制度（同７０条）を定め、同法２０条「消費者の権益増進

関連基準の遵守」に違反して消費者の生命・身体または財産に対する権益を直接的に

侵害し、その侵害が続く場合の消費者権益侵害行為に対する消費者団体等の民事上の

差止請求権を明示した。ただし、日本の団体訴訟制度が厳格な適格審査を行ない、「適

格消費者団体」にのみ訴権を付与しているのに比べ、韓国では公正取引委員会に登録

した消費者団体や法律で定める経済団体及びＮＰＯにも訴権を付与しているのが特徴

である。

�４ 苦情・被害の解決制度

� あっせん、合意勧告

韓国消費者院では消費者の苦情の申し出を受け、被害救済のための院長によるあ
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っせんを行い、申し出から３０日以内に院長による被害補償に関する合意勧告を行う。

� 消費者紛争調停委員会

それでも、紛争が解決しない場合は、消費者紛争調停委員会が紛争を解決する。

消費者紛争調停委員会は委員長１名を含む５０名以内の委員で構成され、委員長を含

む２人は常任である。実際の審議は委員長、常任委員および委員長が会議ごとに指

名する５名以上９名以下の委員で行なう。紛争調停は原則３０日以内に終えなければ

ならない。そこでの紛紛争解決のために大統領令によって「消費者紛争解決基準」

が定められ（同１６条２項）、紛争当事者の間に紛争解決方法に関し別途の意思表示

がない場合には紛争解決のための合意または勧告の基準として活用されている。調

停案の受諾は任意であるが、調停が成立すると裁判上の和解と同様の効力を持ち、

裁判所による強制執行が可能となる。

� 集団紛争調停手続

さらに消費者紛争調停委員会による調停の特例として、集団紛争調停の手続き規

定を設けた（同６８条）。国、自治体、韓国消費者院、消費者団体、事業者は、被害

が多数の消費者に同様にあるいは類似した類型で多数発生する場合で、大統領令が

定める事案（５０名以上の消費者に発生した場合等）に対しては、同調停委員会が一

括的な紛争調停ができるとするもので、手続きの開始を一定期間公告し、申し出た

者を調停に参加させることができる。消費者の被害救済を国家の役割であると位置

づけて、韓国消費者院ならびに同院内の消費者紛争調停委員会が積極的なあっせん

解決、調停を行なっているといえる。

� 消費者団体による自律的紛争調停手続

また、公正取引委員会に登録した消費者団体の協議体は消費者の不満及び被害を

処理するために自律的紛争調停ができると定められている（同３１条）。これは消費

者団体が行なっている消費者苦情処理に法的な位置付けを与えるもので、韓国の消

費者団体の運動によって勝ち取った制度といえる（ただし、裁判上の和解と同等の

効力を与えるとの規定は自律的紛争調停には定められていない）。日本では国民生

活センターや消費生活センターの相談業務の充実とともに消費者団体による苦情処

理機能が低下しているといえるが、韓国では苦情処理を行なうことが消費者団体の

存在意義の源であるという認識が強い。

２．韓国における消費者運動をめぐる法環境

�１ 憲法による消費者運動の保障

韓国において消費者保護を主たる目的とする法律の登場は、１９８０年１月４日「消費

者保護法」の制定による。「消費者保護法」は、日本の「消費者保護基本法」をモデ

ルにして制定され、その規律する内容も共通するものが多いが、行政による是正命令

や罰則規定等を設けている点において、「消費者保護基本法」とは違う特徴をもって

いた。これは消費者運動の成果によるところが大きいが、同時にそれは憲法改正にま

で及んだ。１９８０年１０月２７日に改正された憲法（第５共和国憲法）において、「国家は、

健全たる消費行為を啓発し導き、生産品の品質向上を促すための消費者保護運動を法

律が定めるところにより保障する」（１２５条、現・第六共和国憲法１２４条）という規定
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が設けられ、消費者保護運動が憲法レベルにおいて保障された。

韓国の学界では、憲法上、消費者の権利が人権として位置づけられているとの解釈

が有力である１。第五共和国憲法は、朴大統領の暗殺（１９７９年）が契機になって、そ

の改正作業が始まった。当時、経済が成長し、消費者運動が女性団体を中心に活発さ

れてきたことを背景に、消費者保護についても、これを憲法に入れようとする議論が

あった。議論は、大きく二つに分けて展開され、�消費者保護を国民の基本権の一つ

として把握して経済的弱者としての国民の経済活動における不利益を防止しようとす

る見解と、�「経済」の章に消費者保護を独占禁止とともに規定しようとする見解で

ある。結局、�の見解が採択され、第９章経済の第１２５条（現・１２４条）が新設される

ようになった。これについては、消費者の権利を基本権として認識するよりは、経済

秩序の領域で把握しようとする意見が優勢であったためと考えられる。しかし、この

ようにして新設された同条から消費者の権利の基本権性を導出しようとする学説が現

在有力な見解となっている。例えば、「人間としての尊厳と価値、幸福追求権」を保

障した憲法１０条を理念的根拠とし、憲法に列挙していない自由と権利も軽視されては

ならないことを強調する憲法３７条１項を補完的根拠規定とするともに、財産権の保障

（２３条１項）、人間らしい生活の保障〈３４条１項）、国家の災害予防義務および危険か

ら国民を保護する義務〈同６項）、保健に関する権利（３６条３項）、請願権（２６条）、

犯罪被害者救助請求権（３０条）などを間接的な根拠規定として憲法上保障された人権

と捉える見解がある２。なお、この見解は、消費者の権利を上記のように多側面性を

もつ「複合的基本権」（現代型人権）であるとする。さらに、１０条を「主基本権」と

みる立場から、消費者の権利も当然１０条から根拠をとることができるとする見解や、

権利の憲法的根拠は特別な理由がない限り最も近い条項で求めるべきであるとする立

場から、１２４条を根拠とする見解（憲法裁判所別途意見）などがある３。なお、消費者

の権利の人権としての性格については、自由権的基本権説（商品などの自由な選択、

消費者の集団行動が妨害されない等の経済的自由権）、社会的基本権説（経済的弱者

としての消費者を構造的被害から保護することによって、人間らしい生活を保障する

ための生存権）、複合的基本権説（自由権的基本権＋経済的基本権＋請求権的基本権

＋社会的基本権）、などさまざまである４。

�２ 消費者基本法による消費者運動の保障

「消費者保護法」は前述のように１９８０年に制定されたが、その後、経済発展が進み、

市民生活が豊かになるにつれ、消費者の意識水準も高まり、消費者行政の需要が急増

１ 徐煕錫「韓国における消費者法の発展と課題―『消費者保護法』の内容を中心に―」国民生活研究第４２巻第４号（２００３

年３月）１頁。

２ 權寧星『憲法学原論〔改訂版（２００５年版）〕』（法文社、２００５）５７１頁以下（韓国語）。

３ 憲法裁判所判決１９９５．７．２１．別途意見、鄭克元「憲法体系上の消費者権利の保障」公法研究第３１巻３号（２００３）２８３頁

以下（韓国語）。

４ さらに海外の憲法をみると、ポルトガル憲法６０条は「�消費者は、製品及び役務、教育及び情報、経済的利益の安全

及び防御、損害の保障に対する権利を有する」とし、スペイン憲法５１条は「�公権力は、消費者及び利用者の保護を保

障し、かつ、実効的な手続を通じて、消費者及び利用者の安全、健康及び正当な経済的利益を擁護する」としており、

タイ憲法５７条は「消費者としての権利は保護を受ける」としている。細川幸一「消費者基本法にみる『消費者の権利』

の権利性について」日本女子大学紀要家政学部５３号（２００６年３月）１３９頁参照。
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してきた。そのため、同法の枠組みでは、消費者政策を総合的に推進するための行政

整備は十分にできなかった。そこで、消費者の権利の明示、消費者保護施策の推進機

構である「韓国消費者保護院」（日本の国民生活センター類似の特殊公益法人）の設

立を主要内容とする消費者保護法の改正法が１９８６年１２月に公布され、１９８７年４月１日

から施行された。改正法は、消費者の基本的権利（７項目。のちの改正で１項目追加）

を明文化して「消費者保護法」の目的が消費者の権利の実現にあることを明らかにし

た。

まず、「消費者保護法」は第１条でその目的が消費者の基本権益を保護することに

あり、そのために国や地方自治体に義務があることを以下のように明らかにしている。

第１条（目的）この法律は、消費者の基本権益を保護するため、国家・地方自治体

及び事業者の義務と消費者及び消費者団体の役割を規定するとともに、消費者保

護施策の総合的推進のための基本的事項を規定することによって、消費生活の向

上と合理化を図ることを目的とする。

そして、同法は消費者の権利につき以下のように規定している。

第３条（消費者の基本的権利）消費者は、自らの安全と権益のため、次の各号の権

利を享有する。

１．すべての物品及び役務による生命・身体及び財産上の危害から保護される権

利 （安全である権利）

２．物品及び役務を選択するにあたって、必要な知識及び情報の提供を受ける権

利 （知らされる権利）

３．物品及び役務を使用または利用するにあたって、取引の相手方・購入場所・

価格・取引条件などを自由に選択する権利 （選ぶ権利）

４．消費生活に影響を与える国家及び地方自治体の政策と事業者の事業活動など

に対し、意見を反映させる権利 （意見を聞かれる権利）

５．物品及び役務の使用または利用により被った被害に対し、迅速かつ公正な手

続きによって適切な補償を受ける権利 （補償を受ける権利）

６．合理的な消費生活を営むために必要な教育を受ける権利

（消費者教育を受ける権利）

７．消費者自らの権益を擁護するため、団体を組織し、これを通じて活動する権

利 （団体の組織化の権利）

８．安全かつ快適な消費生活の環境で消費する権利

（快適な環境で消費する権利）

（ ）は細川氏が挿入

憲法における消費者運動の保障規定を反映して、消費者の基本的権利のうち７番目

に「消費者自らの権益を擁護するため、団体を組織し、これを通じて活動する権利」

の文言で「団体の組織化の権利」をうたっていることが注目される。
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次に、同法５条は以下のように「消費者の基本的権利」実現のための国家及び地方

自治体の義務を明確化している。

第５条（国家及び地方自治体の義務）国家及び地方自治体は、第３条の規定による

消費者の基本的権利を実現させるため、次の各号の義務を負う。

１．関係法令及び条例の制定及び改廃

２．必要な行政組織の整備及び運営改善

３．必要な施策の樹立及び実施

４．消費者の健全かつ自主的な組織活動の支援・育成

ここでは、「消費者の健全かつ自主的な組織活動の支援・育成」を国家及び地方自

治体の義務としていることが注目される。

�３ 消費者団体に対する財政支援

消費者基本法第５章「消費者団体」では、２８条�で消費者団体の業務を下記のよう

に規定している。

第２８条（消費者団体の業務など）

� 消費者団体は以下の業務を行う。

１．国家及び地方自治体の消費者の権益に係わる施策に対する建議

２．物品等の規格・品質・安全性・環境性に関する試験・検査及び価格などを

含む取引条件や取引方法に関する調査・分析

３．消費者問題に関する調査・研究

４．消費者の教育

５．消費者の不満及び被害を処理するための相談・情報提供及び当事者の間の

合意の勧告

そして、同法２９条において、消費者団体の登録について以下のように定め、同法３２

条は補助金の支給規定を定める。

第２９条（消費者団体の登録）

� 以下の要件をすべて満たす消費者団体は大統領令が定めるところによって公

正取引委員会または地方自治体に登録することができる。

１．第２８条第１項２号及び第５号の業務を遂行すること

２．物品及び用役に対して全般的な消費者問題を扱うこと

３．大統領令が定める設備と人員を備えていること

４．「非営利民間団体支援法」第２条各号の要件をすべて満たすこと

� 公正取引委員会または地方自治体の長は第１項の規定によって登録を申し込

んだ消費者団体が第１項各号の要件の充足の可否を審査して登録可否を決めな

ければならない。
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第３２条（補助金の支給）

国家または地方自治体は登録消費者団体の健全な育成・発展のために必要と認

められる場合には補助金を支給することができる。

政府による消費者団体への財政支援は１９８０年の消費者保護法（消費者基本法の旧

法）制定より行なわれている。１９７６年には消費者団体協議会（日本の消費者団体連絡

会に相当）が窓口になって、政府からの補助金を受取り、登録消費者団体に配分して

いる。

１９８０年に消費者保護法を改正し、消費者基本法が制定されて以降の状況を見ると、

政府は相談、教育等活動のための補助金として毎年１０億から１５億ウォン（日本円で８０００

万円～１憶２０００万円）の補助金を交付している。これを政府登録の１０団体で分けてい

る。予算案は公正取引委員会を通じて政府に要請している。それ以外に、政府から依

頼を受けた特別プロジェクトに関連する機関から財政支援を受けることもある。

消費者団体協議会における補助金の分配の仕方については、メンバー代表が会議を

行い、相談件数、教育、テストなどの活動計画により決定する。

さらにソウルに事務所を置く消費者団体には同市から補助金が交付されている。ソ

ウル特別市消費者基本条例５は以下のように定めている。

第２７条（補助金の支給）

� 市は、登録の消費者団体の健全な育成。発展のために必要であると認められ

るときは、予算の範囲内で補助金を支給することができる。

� 市長は、毎年、消費者団体補助金の支援事業についての評価を実施し、その

結果を次年度の支援事業選定に反映しなければならない。

� 第１項の補助金の支給の基準、手順、方法などは、“ソウル特別市補助金管

理条例”の規定に従う。

ソウル市では１９７８年から消費者団体の財政支援をしており、当初は約４００万ウォン

であった、２００９年には約５億ウォン（日本円で４０００万円）の補助金を支出している。

約２億ウオンが消費者相談・被害救済事業関連で、８団体へ、３億ウオンは消費者教

育、キャンペーン運動、情報提供など１２の事業、１１の消費者団体へ支払われている（団

体は重複）。

３ 消費者政策への消費者・消費者団体の意見の反映

－公共機関幹部の公募制度－

消費者・消費者団体の意見を反映した消費者政策とするための方策の一つとして、消

費者関連機関の幹部人事にそれが反映される仕組みが検討されるべきである。韓国では

韓国消費者院のような公共機関運営の透明性、効率性確保のための法整備が進んでいる。

５ １９９７年１月１５日に「ソウル特別市消費者保護条例」として制定。「消費者保護法」の「消費者基本法」への改正を受

けて、名称・内容を改正。
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韓国の公共機関は、「公共機関の運営に関する法律」第４条１項各号で定める大韓民

国政府の投資・出資あるいは財政支援によって設立・運営されている機関であり、企画

財政部長官が指定する機関をいう。３０５の機関が存在（２００８年）し、韓国消費者院はそ

の一つである。同法の目的は下記のとおりである。

公共機関の運営に関する法律第１条（目的）

この法は公共機関の運営に関する基本的な事項と自律的経営及び責任経営体制の確

立に関して必要な事項を定め、経営を合理化し、運営の透明性を向上することにより

公共機関の国民に対するサービス増進に寄与することを目的とする．

同法第２５条「公企業役員の任免」において、各機関に設置された「役員推薦委員会」

において役員候補者の審査を行い、主務機関の長の提案で大統領が任命することを定め

ている。

韓国消費者院の場合、「役員推薦委員会運営規定」が韓国消費者院により定められ、

同規定では院長」「副院長と理事」「消費者安全センター所長」「非常任監査」が対象と

されている。院長は公開募集、その他は公開募集、推薦方式、公開募集・推薦方式併行

の３種類から方法から決められる旨が定められている。２００９年８月１８日現在、院長職が

空席であり、次期院長を公募により決定するための「韓国消費者院第１２代院長公募基本

計画」が定められている。その内容は下記のとおり。

●韓国消費者院第１２代院長公募基本計画（仮訳）

１ 目的

関連法規で明示している手続き及び基準に基づいて、院長の辞任後の新任院長候補

者の選定手続きの遂行。

２ 施行の根拠

「公共機関の運営に関する法律及び同法施行令」

「公企業・準政府機関の人事運営に関する指針」（企画財政部）

「役員推薦委員会の運営規定」（韓国消費者院）

３ 院長任命の手続き

理事会開催（役員推薦委員会構成）⇒役員推薦委員会開催（委員長選出、募集方

法などの確定）⇒募集公告（二週間以上）⇒志願書受付⇒書類及び面接審査（役員推

薦委員会）⇒推薦候補者との契約内容案協議（役員推薦委員会）⇒最終候補推薦（役

員推薦委員会）⇒院長任命（公正取引委員会委員長の提案によって大統領が任命）

４ 役員推薦委員会構成及び運営

１）機能

候補者募集方法の決定

候補者に対する審査基準の準備

志願者が提出した書類審査及び面接審査

推薦候補者との契約内容案についての協議

審査結果に基づく最終候補者推薦（複数）
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その他、委員会運営及び候補推薦に関する意思決定及び手続き進行等。

２）構成の結果

委員の数：９人

※第１３３回理事会での議決（院長候補者推薦のための役員推薦委員会構成案）

○非常任理事：６人

○理事会選定外部委員

○委員長は非常任理事の中から互選で選出（予定）

※第１回役員推薦委員会開催（７．２４）

５ 候補者募集方案及び詳細審査方案

※第１回役員推薦委員会（７．２４開催）議決事案

募集方案

○機関長候補募集方法は、公開募集または公開募集・推薦方式の併行の方法の中で選択

○公開募集は、消費者院のホームページ及び政府機関（公正取引委員会、行政安全部、

企画財政部）ホームページ、一紙以上の日刊紙に公告（２週間以上）

推薦のための資格（選抜基準）と提出書類

○推薦資格（役員推薦委員会運営規定基準）

消費者問題に関して学識と経験が豊かな者。

最高経営者としての資質・能力・気性と組職管理に十分な能力を有する者

対外関連機関との協力・調整能力を有する者

その他、消費者政策及び消費者院の発展のための意志や能力を有する者

○提出書類

志願願書、自己紹介書（経歴及び業績を中心に記載）、職務遂行計画書

志願者審査の手続き

○第１次書類審査（役員推薦委員会）

書類審査を通じて適正の倍数にあたる人数（６名）を面接審査対象で選抜

提出された書類の充実性、経歴、消費者問題に対する専門知識など各項目別で別途

の評価によって評価

○第２次面接審査（役員推薦委員会）

志願者の主要業務実績及び職務遂行計画審査

志願者の履歴と職務遂行計画に根拠した質疑応答式面接審査

詳細審査項目

消費者政策に関する専門知識と経験、最高経営者としての資質、能力及び気質、組

職管理能力と経験、対外関連機関との協力調整能力などの各項目を別途定める役員推

薦委員会運営規定によって評価。

６ 最終の候補者推薦方案

役人推薦委員会の審査の結果に基づき、順位を付けず複数の候補を推薦（２～５倍

数）

契約内容案に関する協議

○理事会で提示した契約内容（案）について候補者と協議して確定
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韓国消費者の院長は２００４年以前は主に公務員から大統領が任命しており、公開募集制

は、第１０代院長からである。２００９年８月現在、第１１代院長は業績評価の不良により実質

的には罷免され、院長ポストが空席の中で、第１２代院長の選考が進んでいる。その流れ

は上記の「韓国消費者院第１２代院長公募基本計画」により下記のように進められている。

●まず、理事会が役員推薦委員会を構成する。推薦委員会の構成は９名であり、非常

任理事６名と理事会が定めた外部からの委員３名からなる。委員長は非常任理事の

中から選任される。非常任理事は、学会、経済団体、事業者、消費者団体からの者、

韓国消費者院の常勤理事２からなる。選ぶのは韓国消費者院の理事会である。韓国

消費者院の理事６名が、自動的に推薦委員会の非常任理事になる。

●その後、役員推薦委員会開催（委員長選出、募集方法などの確定）⇒募集公告（二

週間以上）⇒志願書受付⇒書類及び面接審査（役員推薦委員会）⇒推薦候補者との

契約内容案協議（役員推薦委員会）⇒最終候補推薦（役員推薦委員会）⇒院長任命

（公正取引委員会委員長の提案によって大統領が任命）となる。

第１２代院長は、８月現在、公開募集・選任手続中であり１３人の申請があり、審査

中である。応募は、民間人のみでなく政治家からも自由であり、韓国消費者院の出

身者からの応募もある。

就任後は、任期中に毎年評価される。評価が低ければ解任される。この評価制度

は、韓国消費者院に限ったものではなく、「公共機関の運営に関する法律及び同法

施行令」と「公企業・準政府機関の人事運営に関する指針」（企画財政部）に基づ

いて行われる。

選任と評価は主管官庁が異なる。選任に関しては行政安全部であり、評価・解任

の判断権は企画財政部である。選任の経過（応募者等）は公開、評価・解任は非公

開となっている（但し対象者本人に対する理由開示等は行われているようである）。

企画財政部の実務担当は官僚であるが、評価のための評価委員会が組織され、そこ

には民間人等も含まれる。

４ 消費者教育への取り組み

韓国では１９８０年制定、１９８６年改正の「消費者保護法」が２００６年９月２７日に再び大改正

が行なわれ、名称も「消費者基本法」に変えられた。それにより、消費者を保護の対象

から、市場経済の主体として捉え直し、消費者の権益増進と消費生活の向上を目指す政

策への転換が目指された。そうした中で、消費者教育の重要性が日本と同様に主張され

ている。

以下のように消費者基本法第４条「消費者の基本的権利」は８つの権利を明らかにし

ているが、その６番目に「消費者教育を受ける権利」をその内容とする記述がある。

消費者基本法第４条「消費者の基本的権利」

消費者は以下の基本的権利を持つ。
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１．物品または用役（以下”物品等”という）による生命・身体または財産に対する危

害から保護を受ける権利

２．物品等を選択する際に必要な知識及び情報の提供を受ける権利

３．物品等を使う際に取引相手・購入場所・価格及び取引条件などを自由に選択する権

利

４．消費生活に影響を与える国家及び地方自治体の政策と事業者の事業活動などに対し

て意見を反映させる権利

５．物品等の使用によって被った被害に対して迅速・公正な手続きによって適切な補償

を受る権利

６．合理的な消費生活のために必要な教育を受ける権利

７．消費者自らの権益を増進するために団体を組織し、活動する権利

８．安全で快適な消費生活環境で消費する権利

韓国の小中高のカリキュラムでは、消費者教育に関して、未だ定期的な科目はない。

日本の「生活科」（小学校）、「家庭科」（中高）に該当する科目の一部で、消費者教育

を取り扱っている。消費者団体の教育は、キャンペーン的な取り組みが主で、また、主

婦層への教育が中心である。

２００２年１月には、日本の消費者教育支援センターをモデルとした韓国消費者教育支援

センターが設立された。初代会長は李基春（リーキーチェン・ソウル大学消費者学科・

女性）で、現在は第二代会長を李承信（リー・スンシン・建国大学校消費者情報学科教

授・元韓国消費者院院長・女性）が務めている。

支援センターは、体系的かつ総合的な消費者教育の活性化、多様な消費者教育を目指

す教育支援機関である。設立趣旨はＨＰにも掲載しているが、２１世紀の消費者の育成を

目指して、生産者中心の社会から消費者中心の社会へ、学者・団体・政府・企業等が一

緒になって取り組むことを目指す。消費者に関する体系的調査を行い、先進的な情報提

供を行うことを目指している。李承信会長は、消費者教育の目的は、消費者の能力を向

上させ、�消費者が知ること、�姿勢を変えること、�実践すること、であるとしてい

る。

事務所は小規模であるが、３人が常勤しており、イベントがあるとき臨時にスタッフ

が集まって業務を行なっている。センターの収入は、会員の会費による。個人会員（約

１５０人）は入会金２万ウォン・年会費５万ウォン（永久会員の会費は入会時に１００万ウォ

ン）、団体会員は入会金なし・年会費１００万ウォン（永久会員の会費は入会時に１０００万ウ

ォン）。団体会員はこれまで１４社であったが、最近火災保険会社が入って１５社になった。

５ 競争政策と消費者政策の融合

韓国における消費者政策の実施は、１９８６年以降、消費者政策は経済企画院（現・財政

経済部に相当）とその下に置かれた韓国消費者保護院（現・韓国消費者院）を中心に行

われてきたが、次第に公正取引委員会の消費者政策分野における機能強化が進んだ。前

述のように「消費者保護法」が２００６年９月２７日に改正され、名称が「消費者基本法」に

変えられ、消費者を保護の対象から、市場経済の主体として捉え直し、消費者の権益増
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進と消費生活の向上を目指す政策への転換が目指された。韓国消費者保護院（Korea

Consumer Protection Board）も韓国消費者院（Korea Consumer Agency）に名称変更

された。消費者政策の基本施策を定めるための消費者政策会議が設置され、そこでの審

議・決議を経て財政経済部長官（大臣）が消費者政策に関する基本計画を３年ごとに樹

立すると定めた。消費者政策の推進は、総合的企画立案及び消費者の安全に関わる施策

は財政経済部が、取引に関わる施策は公取委が担う体制としたが、２００８年２月２９日に同

法が一部改正され、すべての権限が公取委に一本化された。すなわち、競争政策当局が

消費者政策を所掌する体制が取られた。

公取委では、１９９６年には同委員会に表示広告課・約款審査課を中心とする「消費者局」

が新設された。「消費者局」は約款規制法（１９８６年、以降改正）、１９９９年には新しく制定

された「表示・広告の公正化に関する法律」を所管し、産業資源部から「訪問販売法」、

「割賦取引法」を移管され、２０００年には電子取引保護課を新設して「電子商取引消費者

保護法」の制定に主導的な役割を果たした。「消費者基本法」により韓国消費者院は財

政経済部から公取委の傘下の公益法人へと移行した。「電子商取引消費者保護法」は、

米国ブッシュ前大統領が導入を決めた「Do Not Call Registry」も導入し、消費者は公

取委のサイトから電話、FAX、メールによる不招請勧誘を望まない旨、登録ができ、

事業者はその情報を把握し、登録がある消費者への不招請勧誘を禁じられている。

ソウル特別市でも競争力の確保を図る政策の中に消費者政策を位置づけている。現在、

消費者行政を所掌する「消費者保護チーム」は、競争力強化本部生活経済担当官の下に

組織される６チームの１つで、消費者団体補助金支援事業運営管理、消費者基本計画の

策定、電子商取引センター（後述）委託運営管理、通信販売業違反業者行政処分、電子

商取引分野制度改善などが行なわれている。ソウル特別市はとくに電子商取引規制に力

を入れており、「電子商取引センター」６を設置して、インターネット通販業者の監視・

指導体制を強化している。同センターのサイトでは、通販業者の評価結果、詐欺的サイ

トにアクセスするとそれを警告するソフトの提供などを行なっている７。

６ まとめ

� 韓国では、日本と同様に政府が消費生活センターを各地に設立しようとしたとき、

消費者団体はそれに反対した。自分達の仕事を政府に奪われることを嫌い、消費者情

報の収集こそが消費者団体のパワーの源であると理解していたからである。そこで消

費者団体は消費者苦情を処理し、政府にその情報を消費者政策に生かすために提供す

る代わりに、そのための費用の補助を要求してきた。政府も行政が行なう公的な役割

を民間に委ねるのであるから財政的な支援は行なうべきと考えている。憲法及び消費

者基本法の規定もあり、韓国では政府（国、自治体）による財政的支援は政府、消費

者団体ともに当然のこととして受け入れている。また、だからと言って政府が消費者

団体の活動に口出しをするとか、ましてや天下りを受け入れさせるなどといった話し

６ 運営は韓国消費者連盟に委託されている。http : //ecc．seoul．go．kr/

７ ソウル特別市がとりわけ電子商取引規制に熱心な理由は、韓国の通信販売業体の４５％ほどが市内の登録業者であり、

イ・ミョンバク大統領がソウル市長に就任していた時代に、同氏の意向により、電子商取引業者 DB 管理および消費者

相談専門担当部門が設立されたからであるという。
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は一切聞かれない。

� 韓国では行政の刷新、人事の透明性確保の方策が進んでいる。韓国消費者院では院

長の公募がすでに２代に渡って行なわれており、ともに消費経済分野の女性大学教授

が就任している。官僚でも民間人でも韓国消費者院 OB でも公募に応募することは可

能であり、審査を受け、最終的に３名程度が推薦され、大統領によって任命される仕

組みとなっている。日本では初代消費者庁長官に元官僚が充てられたことが問題とな

っているが、消費者行政を国民、消費者の目線で実行するために、幹部の公募制も検

討すべきであろう。

� 消費者教育については日本と同様に消費者教育支援センターが設立されているが、

まだ過渡期との印象がある。国民性、消費者問題の発生状況については類似する部分

が多く、今後両国の交流が期待される。

� 韓国では競争政策と消費者政策の融合が進んでいる。これは見方を変えれば、消費

者政策の強化が事業活動、競争力を阻害するのではなく、むしろ消費者の権利・利益

確保を図る消費者政策を強化することが健全な市場を確立し、それは国家の競争力の

強化、国民経済の発展につながるとの発想に基づくものである。日本の一部の学者や

財界による「消費者庁の発足はコンプライアンス不況を呼ぶ」などという主張とは対

極にある。
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資料１０ プレシンポジウム開催一覧

高齢者・障がいのある人が安心して暮らせる社会を 
～高齢者・障がいのある人の消費者被害をなくすために～ 
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資料１１ 最近の消費者問題関連の日弁連意見書

＊日弁連意見書は、日弁連のホームページに公開されています。

＊なお、２００５年以前の意見書は、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編「キーワード

式消費者法辞典」（民事法研究会）巻末の「《年表》日本弁護士連合会の消費者問題の取

り組み」の中にも紹介されています。
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基調報告の作成及びシンポジウムの準備のためにお話しをお伺い
した方々

松岡勝実さん（岩手大学人文社会科学部教授）

安田憲司さん（明治学院大学非常勤講師）

細川幸一さん（日本女子大学家政学部准教授）

樋口一清さん（信州大学イノベーション研究・支援センター長）

松本恒雄さん（一橋大学大学院法学研究科教授）

河上正二さん（東京大学大学院法学政治学研究科教授）

高巌さん（麗澤大学経済学部教授）

中村幹雄さん（鈴鹿医療科学大学薬学部客員教授）

神門善久さん（明治学院大学経済学部教授）

高橋義明さん（内閣府）

安田節子さん（食政策センタービジョン２１代表・埼玉大学講師）

今井純子さん（ＮＨＫ解説委員）

神野直彦さん（関西学院大学人間福祉学部教授・前東京大学経済学部教授）

＊お話しをおうかがいした順にお名前をあげさせていただきました。
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日本弁護士連合会第５２回人権擁護大会
シンポジウム第３分科会実行委員会委員名簿

◇委員長 坂勇一郎（第二東京）

◇事務局長 中村忠史（東京）

◇事務局次長 平澤慎一（東京） 荒井哲朗（東京）

佐藤千弥（東京） 黒木理恵（大阪）

◇事務局員 吉岡和弘（仙台）

◇シンポジウム企画チーム 水口真寿美（東京） 宮城 朗（東京）

本間紀子（東京） 白石裕美子（第一東京）

洞澤美佳（第二東京） 拝師徳彦（千葉県）

片山登志子（大阪） 三浦直樹（大阪）

十河 弘（仙台）

◇委員 神山美智子（東京） 中村雅人（東京）

佐々木幸孝（東京） 横山哲夫（東京）

齋藤雅弘（東京） 末吉宜子（東京）

飯田 修（東京） 光前幸一（東京）

大迫惠美子（東京） 和田聖仁（東京）

松本明子（東京） 関口正人（東京）

山口 廣（第二東京） 弘中絵里（第二東京）

五十嵐潤（第二東京） 船江理佳（第二東京）

瀬川宏貴（第二東京） 石戸谷豊（横浜）

城田孝子（横浜） 池本誠司（埼玉）

川村哲二（大阪） 日�清司（大阪）

上田 憲（大阪） 白出博之（大阪）

黒田一弘（大阪） 五條 操（大阪）

石川直基（大阪） 壇 俊光（大阪）

神崎 哲（京都） 大高友一（京都）

二之宮義人（京都） 加藤進一郎（京都）

上田孝治（兵庫県） 小山高史（奈良）

石津剛彦（和歌山） 柘植直也（愛知県）

城野雄博（愛知県） 平井宏和（愛知県）

石川真司（愛知県） 伊藤陽児（愛知県）

青島明生（富山県） 足立珠希（鳥取県）

黒木和彰（福岡県） 辻 泰弘（佐賀県）

新里宏二（仙台） 鈴木裕美（仙台）

鎌田健司（仙台） 小池達哉（福島県）

津谷裕貴（秋田） 江野 栄（秋田）
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日弁連消費者問題対策委員会名簿
（○印は第５２回人権擁護大会シンポジウム第３分科会実行委員会委員）

【２００９年度委員・幹事】

◇委員長 ○津谷裕貴（秋田）

◇副委員長 ○中村忠史（東京） ○松本明子（東京）

○坂勇一郎（第二東京） ○五十嵐潤（第二東京）

○上田 憲（大阪） ○白出博之（大阪）

○黒田一弘（大阪） ○壇 俊光（大阪）

○神崎 哲（京都） ○平井宏和（愛知県）

○十河 弘（仙台） ○江野 栄（秋田）

◇委員 ○神山美智子（東京） 村千鶴子（東京）

○佐々木幸孝（東京） 瀬戸和宏（東京）

釜井英法（東京） 木村裕二（東京）

○光前幸一（東京） 谷合周三（東京）

○宮城朗（東京） ○大迫惠美子（東京）

○和田聖仁（東京） 秋山 努（東京）

○荒井哲朗（東京） 上柳敏郎（第一東京）

塚田裕二（第一東京） 鈴木仁史（第一東京）

野田幸裕（第一東京） 森哲也（第一東京）

渋谷和洋（第一東京） 桜井健夫（第二東京）

紀藤正樹（第二東京） 中野和子（第二東京）

佐藤 淳（第二東京） ○洞澤美佳（第二東京）

岡田修一（第二東京） ○船江理佳（第二東京）

小野仁司（横浜） 西本 暁（横浜）

○城田孝子（横浜） 鈴木義貴（横浜）

○池本誠司（埼玉） 長田 淳（埼玉）

久保田和志（埼玉） 伊東達也（千葉県）

○拝師徳彦（千葉県） 田原緑（茨城県）

伊澤正之（栃木県） 天田昭夫（群馬）

岡島順治（静岡県） �岡寿治（静岡県）

大西達也（山梨県） 上條 剛（長野県）

山崎泰正（長野県） 堀田伸吾（新潟県）

山�敏彦（大阪） ○片山登志子（大阪）

○日�清司（大阪） 吉田 実（大阪）

斎藤英樹（大阪） 山本雄大（大阪）

○石川直基（大阪） �橋敏信（大阪）

平泉憲一（大阪） 松尾善紀（大阪）
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今井孝直（大阪） 増田 尚（大阪）

安保嘉博（京都） 野々山宏（京都）

岩崎文子（京都） ○加藤進一郎（京都）

平尾嘉晃（京都） 谷山智光（京都）

北村純子（兵庫県） 辰巳裕規（兵庫県）

○上田孝治（兵庫県） 永井宏明（奈良）

土井裕明（滋賀） ○石津剛彦（和歌山）

大田清則（愛知県） ○城野雄博（愛知県）

○石川真司（愛知県） 鋤柄 司（愛知県）

牧野一樹（愛知県） 伊藤方一（三重）

御子柴慎（岐阜県） 島田 広（福井）

神保美智子（福井） 前川直善（金沢）

○青島明生（富山県） 青木貴央（広島）

野田隆史（広島） 出口裕理（山口県）

杉本秀介（岡山） ○足立珠希（鳥取県）

岸田和俊（島根県） 北古賀康博（福岡県）

一柳俊文（福岡県） 吉原 洋（福岡県）

千綿俊一郎（福岡県） ○辻 泰弘（佐賀県）

吉野建三郎（佐賀県） �口純吾（長崎県）

河野 聡（大分県） 原 彰宏（熊本県）

高妻価織（鹿児島県） 塩地陽介（宮崎県）

田島啓己（沖縄） ○吉岡和弘（仙台）

小野寺友宏（仙台） ○鎌田健司（仙台）

千葉達朗（仙台） 千葉晃平（仙台）

○小池達哉（福島県） 峯田典明（山形県）

平本丈之亮（岩手） 西野大輔（秋田）

花田勝彦（青森県） 中村誠也（札幌）

道尻 豊（札幌） 猪野亨（札幌）

木下元章（函館） 小林史人（旭川）

岩崎優子（釧路） 平井功祥（香川県）

大西 聡（徳島） 森 裕之（高知）

菅 陽一（愛媛）

◇幹事 宇都宮健児（東京） ○中村雅人（東京）

茨木 茂（東京） ○横山哲夫（東京）

○齋藤雅弘（東京） ○末吉宜子（東京）

○飯田 修（東京） ○平澤慎一（東京）

小原喜雄（東京） 武田香織（東京）

○本間紀子（東京） ○佐藤千弥（東京）

赤坂裕志（第一東京） ○白石裕美子（第一東京）

○山口 廣（第二東京） 河合敏男（第二東京）
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○弘中絵里（第二東京） 南淵 聡（第二東京）

○石戸谷豊（横浜） 茆原洋子（横浜）

武井共夫（横浜） 松苗弘幸（埼玉）

谷生泰斗（千葉県） 澤田仁史（千葉県）

木村達也（大阪） 尾�敬則（大阪）

植田勝博（大阪） 菊井康夫（大阪）

○川村哲二（大阪） 中嶋 弘（大阪）

○黒木理恵（大阪） 菅聡一郎（大阪）

○三浦直樹（大阪） ○五條 操（大阪）

山本健司（大阪） 鈴木嘉夫（大阪）

岡田 崇（大阪） 吉岡康博（大阪）

○小山高史（大阪） 浅岡美恵（京都）

○大高友一（京都） ○二之宮義人（京都）

平田元秀（兵庫県） 石井宏治（兵庫県）

杉浦英樹（愛知県） ○柘植直也（愛知県）

○伊藤陽児（愛知県） ○黒木和彰（福岡県）

岡小夜子（福岡県） 井田雅貴（大分県）

○新里宏二（仙台） ○鈴木裕美（仙台）

齋藤拓生（仙台） 近江直人（秋田）

石川和弘（札幌） 白井一郎（香川県）

【２００８年度末及びそれ以降に退任した委員及び幹事】

◇委員 鈴木喜久子（第一東京） 宮田隆男（横浜）

増田英行（静岡県） 小宮山新吾（山梨県）

村上 晃（長野県） 長野浩三（京都）

山�省吾（兵庫県） 佐口裕之（滋賀）

村林敏也（三重） 福岡聰一郎（熊本県）

佐藤博文（札幌）

◇幹事 赤尾時子（第二東京） 田辺保雄（京都）
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