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発達障害がある人の消費者紛争解決

Consumer Dispute Resolution for Neurodevelopmental Disorders

宮園　由紀代
Yukiyo MIYAZONO

要　　約

自閉症、アスペルガー症候群その他の広範性発達障害（自閉症スペクトラム）、注
意欠陥多動性障害、学習障害などの発達障害がある人は、日常生活や他人との関わり、
学業などに影響が出て、本人は「生きづらさ」を感じ、親は「育てにくさ」を感じる
ことがある。他方で、発達障害は、優れた才能が発揮されている場合もあり、周りか
ら見てアンバランスな様子が理解されにくい障害とも言われている。本稿では、いわ
ゆる発達障害者のみならず、障害者としての公的支援を受けていない人も含め、発達
障害がある人の特性と支援を捉えたい。その上で、発達障害がある人に生じた消費者
紛争について、消費者庁によって実施された調査や裁判例で確認し、消費生活相談機
関の対応と課題について考察する。
 ─────────────────────────────────────
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１．はじめに
自閉症、アスペルガー症候群その他の広範性発達障害（自閉症スペクトラム）、注意欠
陥多動性障害、学習障害などの発達障害がある人は、生まれつき脳の発達が通常と異なっ
ているために、日常生活や他人との関わり、学業などに影響が出て、本人は「生きづらさ」
を感じ、親は「育てにくさ」を感じることがある。他方で、発達障害は、優れた才能が発
揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害とも言
われている１。
このような特性を持つ発達障害者の自立及び社会参加を促進するために、2005年に発達

障害者支援法が施行された。この法律に基づき、発達障害者に対する支援体制の確立が進
みつつあり、発達障害者への理解促進、発達障害者の生活全般にわたる支援の促進、発達
障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備を始め、
医療、保健、福祉、教育、労働等の分野において施策の充実が図られている２。さらに、
障害者基本法では、27条において、「消費者としての障害者の保護」が規定され、国及び
地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、

１　総務省行政評価局「発達障害者支援に関する行政評価・監視　結果報告書」（2017）、p.2.を参照。
２　日本発達障害連盟編『発達障害白書　2019年版』明石書店（2018）、p.5.を参照。
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適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならないとされている。
消費生活相談機関３ においても、相談者が障害者であるケースや契約当事者が障害者

であるケースもあり、それらの相談に対する対応の重要性が高まってきている４。発達障
害がある人には、医師の診断を受けている人もいれば、受けていない人もおり、また、知
的障害や精神的障害及び身体障害がない場合には、固有の手帳制度がないため、発達障害
がある人が顕在化しづらく、障害者という位置付けとはならない人も多い５。このような
多様性により、消費生活相談の現場では、効果的な支援が難しい場合も生じている。そこ
で、本稿では、いわゆる発達障害者のみならず、障害者としての公的支援を受けていない
人も含め、発達障害がある人の特性と支援を捉えたい。その上で、発達障害がある人に生
じた消費者紛争について、消費者庁によって実施された調査や裁判例で確認し、消費生活
相談機関の対応と課題について考察する。

２．発達障害がある人の特性と支援
発達障害には、発達の遅れ、発達の偏り、発達の凹凸の３つの側面がある。知的障害には、
知的活動に対する達成年齢の遅れがある。そして、広汎性発達障害には、こだわりやパター
ン化した行動など歪みの特徴があり、発達に凹凸がある。また、多動などの行動の問題を
中心とする注意欠陥多動性障害には、不注意（集中できない）、多動・多弁、衝動的など、
行動や認知において偏りがある。同様に、読字、算数、書字表出について発達の部分的障
害がある学習障害にも行動や認知において偏りがある。発達障害のこれらの要素は併存し
ていることが多く、障害の特性は人によって異なる。
公益社団法人発達協会が、知的障害・発達障害のある子ども（成人を含む）と生活を共
にしている保護者に対して行ったアンケート調査によれば、関わり方については、「聞い
ているのかどうかわかりにくい」、「一方的にしゃべっている」、「大人が話していても聞い
ていない」、理解力については、「日常的でない話がわからない」、「もし～といった仮定の
表現と意味がわからない」、「どうして、なぜといった疑問詞がわからない」、表現力とし
ては、「うまく説明できない」、「理由を言えない」、「時間の関係することを順序立てて話
せない」ということに困難を感じていた６。
発達障害がある人についての支援の方法は多様であるが、特にコミュニケーションに関

３　消費者安全法施行令では、消費生活センターとは、1週間につき4日以上行うことができるものと
されている。地方の消費生活相談窓口では、相談日が1週間につき3日以下の窓口も少なくないが、
発達障害がある人等の脆弱な消費者には、地元相談窓口の果たす役割が大きいと思われる。そのた
め、本稿では、それらの窓口も含めた消費生活相談機関を考察の対象とする。

４　このニーズを満たすために、国民生活センターでは、全国の消費生活センターに対する郵送調査及
びヒアリング調査である「消費生活センターにおける障がい者対応の現況調査」（2018.1）を行い、
課題を検討している。

５　発達障害者支援法では、発達障害者とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を
受ける者と定義されている。

６　公益社団法人発達協会　藤野泰彦「コミュニケーション支援の現状　保護者と子どものコミュニ
ケーション支援」日本発達障害連盟編『発達障害白書　2019年版』明石書店（2018）、pp.15－19.を参照。
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する配慮が重要であると考えられている７。例えば、知的障害者には、メモリーの少なさ
を補うため、短く具体的な指示、周囲の刺激の遮断、能力に応じた課題、手本を見せる、
体験による習得、絵や図、文字の提示などを行う。アスペルガー症候群その他の広範性発
達障害（自閉症スペクトラム）には、感覚過敏を考慮した視覚・聴覚・体感覚の刺激調整、
安心させるために事前にわかりやすく伝える、見通しを伝える、本人が敵とみなした相手
の話は聞かないので当事者と友達になる、選択肢を与える、小声、本人の状況によく似た
設定の人物を登場させてストーリーで伝える、詳しく説明する等の対応がある。そして、
注意欠陥多動性障害には、集中力の維持や衝動性のコントロールのために、周囲の環境整
備、定位置での指示、小声、課題の量を小さくする、サインによる指示、薬の利用などを
行う。また、学習障害（LD）には、知的能力の評価を行い、困っている理由を探り、読字、
算数、書字表出について、それぞれの対策を講じる８。
発達障害者を支援するための施策としては、都道府県及び政令指定都市に設置されてい
る発達障害者支援センターが地域の中核として地域支援機能を担っている。ここでは、相
談支援や就労支援が実施されている。また、福祉事業所や精神保健センター、医療機関、
学校、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターなどの関係機関との連携も図られ
ているが、この連携の中に消費生活センターは入っていない９。

３．発達障害者の特性につけ込まれた消費者トラブル
現在のところ、発達障害者の地域支援として、消費生活相談機関の位置付けは明確では
ないが、発達障害の特性や、その家族の悩みにつけ込んだ商法等により、消費者トラブル
を抱える人が存在する。宮尾（2017）によれば、異性の言葉を信じやすい、アンケートな
どの勧誘をされると断れない、買い物に行くと勧められるままに買ってしまう、同じもの
をいくつも買ってしまう、契約書を読むのが面倒だ等、悪質商法の被害にあいやすい要素
が発達障害の特性としてあげられている10。
平成30年版「消費者白書」では、障害者のトラブルについて、出会い系サイト等の「デ

ジタルコンテンツ」に関する相談や「フリーローン・サラ金」に関する相談が多いとされ
ている11。消費者庁が徳島県及び岡山県から紹介された障害者施設、障害者関連団体を利

７　例えば、当事者については、療育事業として行われるソーシャルスキルトレーニング（SST）にお
いて、ロールプレイングを活用しながらコミュニケーションに関わるトレーニングが実施されてい
る。また、支援者については、民間機関によって実施される講座等があり、筆者は、一般社団法人
日本医療福祉教育コミュニケーション協会が認定している「発達障害コミュニケーション初級指導
者」の資格を取得している。

８　これらの対応は、筆者が、一般社団法人日本医療福祉教育コミュニケーション協会によって開催さ
れている「発達障害コミュニケーション初級指導者講習」で学んだものである。また、平成29年11
月には、内閣府障害者施策担当によって障害者差別解消法についての合理的配慮の提供等事例集が
公表されており、その中に発達障害に対する配慮事例も掲載されている。

９　内閣府「平成29年版　障害者白書」https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h29hakusho/
zenbun/pdf/s3_3-1-5.pdf（2019年5月1日閲覧）に発達障害者支援センターの概要が示されている。

10　宮尾益知『ASD（アスペルガー症候群）、ADHD、LD　大人の発達障害　日常生活編』河出書房新
社（2017）、pp.23－24.を参照。

11　https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2018/white_paper_108.
html#m08（2019年5月1日閲覧）
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用する当事者とその支援者を対象に行った調査では、「娯楽費・外食費」に対するトラブ
ルが少なくないことと、インターネット通販による消費行動について留意が必要であると
指摘されている。この調査報告書では、事業者との意見交換会から出てきた以下のような
事例が挙げられていた12。（著者要約）

◦電話勧誘販売による高額な健康食品の購入
電話勧誘で、「飲んだらやせる、元気になる」等と言われて、総額16万円の健康食品

を購入していた。本人は体にいいものを買ったと思っているので、トラブルにあった自
覚はない。

◦携帯電話のゲーム課金やインターネット通販
携帯電話のゲーム課金や、インターネット通販で電化製品などを次々に購入してしま
う。１回の購入額がさほど大きくなく、何回も繰り返していくうちに自分が１ヶ月にど
れだけ購入したか、合計金額の大きさが分からない。また、分かっていても自制できず
に購入していた。就職して一人暮らしを始め、金銭管理を本人にさせるうちに、無理な
買い物はしなくなった。

◦健康器具の体験会に参加して購入
健康器具の体験で、「この健康器具がすごく効く」という紹介を受け、数十万円の健
康器具を購入していた。この体験会は、無料で色々な家庭用品を配布したり、すごく楽
しそうな雰囲気をつくりだしたりしている。家族が、「騙されている」と本人にアドバ
イスしても、本人は体によく効くと信じており、家族の話を聞かない。

これらの意見から、周囲が心配しても、他人の考えや感情を推測することの困難さ等か
ら、問題を認識しづらい状況や、衝動性の強さにより、次々に購入してしまう傾向がある
ことが見うけられる。次に、発達障害者が契約当事者となったトラブルと、発達障害があ
る人の家族が当事者のことを思って契約したトラブルについての裁判例をとりあげる。

①デート商法による自殺と損害賠償　（平成16年10月14日　仙台地判）13

25歳の男性Aは、発達に遅れがあり、同年代の者に比べて判断力に乏しく、女性と親し
い関係になったことはなかった。Aの母親が、Aの自転車のカゴにダイヤモンドのついた
メンズブレスレットが入った黒い紙袋があるのを発見し、Aに事情を問いただしたことか
ら被害がわかった。そこで、Aの母親が消費生活センターに相談すると、クーリング・オ
フの助言を受けた。親は、かなり興奮してAを叱った。Aは、当初は、押し黙って石のよ
うにじっとしていたが、その後、「ごめんなさい、ごめんなさい」と言って、泣くだけで

12　消費者庁「平成29年度　障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査報告書」（2018年3月）、
pp.70－92.、pp.110－125.を参照。

13　『判例時報1873号』判例時報社（2005）、143頁
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あった。２日後、Aの両親は、再度、消費生活センターに相談すると、「もっとあるはず。
子供さんに聞いてみてください」と助言されたため、Aの部屋を調べたところ、Aが、い
わゆるデート商法により２年半にわたり合計６件のクレジット契約で指輪やネックレス等
の宝石類を購入し、合計646万円の債務を抱え、その返済のために消費者金融から借金を
していたことが判明した。６件目の契約については、クーリング・オフ通知を出したが、
相手事業者Yは、クーリング・オフを撤回させようと何度も働きかけた。

Yは、Aの手取収入が月に14ないし15万円であるのに、本件商品の購入金額が多額に上
り、Aが支払いに苦慮して消費者金融から８万５千円を借りていた事情を認識していた、
さらに、Aが通常人よりも判断力に乏しく、同年代に比べて精神面で幼い人物であること
の認識を有していたことが認められる。そうすると、Aが家族からクーリング・オフをす
るよう叱責されているのにクーリング・オフを撤回させようとすれば、Aが精神的に追い
込まれて自殺するかもしれないと予見することは、Yには十分に可能であったというべき
であるとして、不法行為による損害賠償を認容し、慰謝料として600万円の支払いを命じた。

②訪問販売による中学生向け受験用学習教材のクーリング・オフ　（平成28年10月11日　
京都地判）14

アスペルガー症候群である長男の成績向上を願うC（Yの妻）は、教材販売の担当者Bの、
「絶対成績が上がる」「アスペルガー症候群の子供にあった家庭教師をさがす」「本件教材
は、家庭教師派遣契約にあたり必要である」等の説明を信じて、Yの了解を得て、本件売
買契約書にYの名義で署名捺印をした。Yは、代金として39万5830円を支払ったが、残金
41万2100円は支払わなかった。本件売買契約書面は、法定書面としては不十分であるとし
て、クーリング・オフを認容した。

上記裁判例①では、発達障害がある人の判断力不足やコミュニケーションの苦手さ等の
特性につけ込まれて、次々に不必要なアクセサリーを購入させられている。また、裁判例
②では、アスペルガー症候群の場合には、知的障害はないものの、社会性やコミュニケー
ションに困難があり、学校生活がうまくいかないこともあるため、親がなんとか勉強させ
たいという思いにかられている状況につけ込まれたとも考えられる。

４．発達障害がある人に対する消費生活相談機関の対応と課題
消費生活相談では、契約当事者が契約に至った経緯や解約したいと思うようになった事
情等を具体的に聴き取り、相談者や当事者と一緒に問題解決方法を考え、当事者の解決行
動を支援していく。そのため、契約した理由を当事者に確認することが重要となる。この
時、「なぜ」「誰が」などの疑問詞を使う質問が続くと、人は尋問されているような気持ち
になったり、責められているような気持ちになってしまう。そこで、「○○について教え
ていただけませんか？　もう少し○○について詳しく教えていただけませんか？」と組み

14　『判例時報2333号』判例時報社（2017）、103頁
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合わせることで、当事者に安心感が増す15。また、相談内容を時系列で整理することも重
要である。
これらの聴き取りを発達障害がある人に行う場合、前述した障害の特性によって、「話
を一方的にする」「どうして、なぜといった疑問詞がわからない」「理由を言えない」「時
間の関係することを順序立てて話せない」となれば、聴き取りの困難さが増す。国民生活
センターが、2017年６月に全国の消費生活センターに行ったアンケート調査16 では、「主
訴をうまく説明できないことなどにより、必要以上に時間を要することがある」「軽度の
障がいを持った市民からの相談を受けた場合、本人から申し出てもらわないと障がいの有
無が分からないこともある」「支援者等の付添なしの相談の時は、相談者の障がいについ
ての知識がないこともあり、相談の進め方に苦慮している」「個々の障がい者によって抱
える障がい、特性は異なり、その対応は専門の担当者が不可欠であり、障がい者専門担当
者と消費生活相談員が、障がい者が抱える消費者トラブルへの対応や被害の未然防止のた
め協働できるような現実的な予算、人が必要だと思う」等といった意見が出されており、
相談現場で対応に苦慮している様子が見受けられる。
消費生活相談員は、「消費生活専門相談員」や「消費生活アドバイザー」、国家資格であ
る「消費生活相談員」の資格を有している場合が多い。これらの資格試験には、消費者法
や消費者行政、経済、衣食住問題などが課されているが、心理学やカウンセリング等の分
野はなく、発達障害に関する知識を求める問題もない。また、国民生活センターが主催す
る消費生活相談員を対象とした研修は、特定商取引法や電気通信サービス、金融・保険、
広告・表示、商品安全、キャッシュレス決済、土地・住宅関連、多重債務など、消費生活
相談において重要なトピックを多く扱っている17。一方、発達障害などの特性やコミュニ
ケーション技法に関する詳細な研修はない。このように、消費生活相談員の資格試験や研
修において、発達障害がある人への対応を学ぶ機会は少ないため、相談員個人の勉強やそ
れぞれの消費生活相談機関の体制によって、発達障害に関する理解を深めているのが現状
である。
消費生活相談機関が実施している試みとして、熊本県消費生活センター18 では、相談

員への専門的な助言や精神的な支援のために、臨床心理士１名を、月２回、各回３時間配
置している。臨床心理士が消費生活相談員に対して心理面に関する助言を行うなど、精神
的な支援をすることは、消費生活相談員の心理的な負担の軽減につながっている。時には、
臨床心理士が面談相談に同席することもある。このように消費生活相談員と臨床心理士が
協働して問題解決の支援を図ることは、消費生活相談員が、相談者らの状況に気を配りな
がら、時間をかけて聴き取り、適切な助言やあっせん等の相談対応をすることに効果的で

15　田中圭子『聴く力　伝える技術　人間関係の誤解を解くメディエーションの極意』日本加除出版
（2012）、pp.129－132.を参照。

16　前掲注4参照。
17　国民生活センターのウェブサイトには2019年度の研修計画が掲載されている。

http://www.kokusen.go.jp/seminar/data/s-plan2019.html（2019年5月3日閲覧）
18　筆者は、熊本県消費生活センターに相談員として勤務している。
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ある19。
ここで留意すべきことは、成年後見制度の利用等により消費者の法的能力を制限して消
費生活社会から排除するのではなく、その消費者が主体的な社会参加ができるよう自己決
定を支援することを第一に考えることが重要である20。そのためには、和解に向けた行動
ができるよう相談者を支援することが必要である。廣田（2014）は21、和解を成立させる
ために必要なこととして、相手方に対する怒りがあっても、あるときは怒りを抑え、また
あるときは相手方に怒りをぶつけながら、そして相手方の反応を見ながら協議をすすめ、
一進一退を繰り返しながら相互理解を深め、利害を調整することであり、和解は言葉のや
りとりによって進行すると指摘している。そして、できるだけ怒りや攻撃性を鎮め、嫌悪、
不快感、不安をとりあえず括弧の中にくくり、あるいは和解によってこれらの感情を解決
するのだと自分に言い聞かせ、理性によって解決を目指そうという状態に心を整えること
が必要であると述べている。
このような和解に向けた状況をつくることは、発達の偏り、発達の凹凸がある発達障害
のある人にとっては、簡単ではないだろう。そこで、相談員のコミュニケーション・スキ
ルだけでなく、発達障害のある人の特性が和解への障害とならないような環境を消費生活
相談機関に作っておくことも効果的である。2017年11月に内閣府障害者施策担当によって
出された「障害者差別解消法　合理的配慮の提供等事例集」を参考にすれば、消費生活相
談についても、「相談の初めに、相談対応の内容や手順について説明して確認することで、
安心して相談できるように配慮する」、「時計などを使って、時間の見通しを持てるように
する」、「聴覚過敏のために人の話し声が気になる場合には、人の行き来が少ない場所等の
静かな環境で面談する」、「助言やあっせんでは、一つずつ簡潔に話す」、「絵、写真、図、
実物などを見せて理解しやすいようにする」などの対応があげられる。

５．まとめ
消費生活相談では、問題解決のために、法的問題だけでなく、経済的問題や心理的問題、
社会的問題にも焦点を当てながら解決の支援を行う。訴訟のような厳格な証拠がなくとも、
相談者の自主交渉や消費生活相談機関のあっせんによって解決となることもある。そのた
め、証拠収集や証拠保全が簡単ではないケースつまり、訴訟では勝てないケースでも、何
らかの解決に結びつく可能性のある手続きであるといえよう。また、弁護士会や社会福祉
協議会等と連携することにより、相談者を多角的に支援することも可能である。
このような消費生活相談は、発達障害がある人にとっても、消費者紛争の解決に一定の
効果があると思われるが、その特性によって、支援が困難となっている現状もある。発達

19　鬼塚諭子「臨床心理士の配置をはじめとした消費生活相談員に対する支援」現代消費者法No.42、
民事法研究会（2019）、pp.104－106.を参照。また、玉名市消費生活センターでは、特に多重債務
問題を抱える消費者を臨床心理士と協議しながら支援している。

20　佐藤彰一「社会的排除　障害者の場合」法社会学　第85号（2019）、pp.67－69.において、本人の
能力存在推定をベースに知的障害者を消費者被害から救済する消費生活相談や消費者法の体制整備
を進めることの重要性が指摘されている。

21　廣田尚久『和解という知恵』講談社（2014）、pp.95－98.を参照。
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障害がある人から相談を受けても、本人がそれと提示しない限り、相談員には、今話して
いる相談者に発達障害があるとは直ぐにはわからない。手帳等が交付されておらず障害者
という位置付けでない相談者や医師の診断を受けていない人も少なくない。相談者が一方
的に話したり、こだわりの強さによって自らの価値観から抜け出せず相談員の話に耳を傾
けられないために、相談対応への不満が生じ、本来の消費者問題の解決に踏み出せないこ
ともあるだろう。こうした課題を解決するためには、怒りをコントロールし、和解に向け
た言葉のやりとりを行いやすくする合理的配慮が求められる。その配慮は、発達障害がな
い人の紛争解決にも貢献すると思われる。
また、発達障害の特性により、「孤独感」や「社会的疎外」が生じれば、悪質な事業者
につけ入れられる隙を与えてしまう。そうした事情を鑑みれば、その特性につけ込んだ商
法による契約の場合には、消費者が取り消せるような法整備も必要であろう。そして、「孤
独感」や「社会的疎外」の解消のために、相談者を地域の見守りを担うネットワークに繋
ぐことも重要であるため、発達障害者支援センターと消費生活相談機関の連携を構築する
ことが期待される。さらに、インターネット通販のトラブルが増加している中、消費者の
誤認を惹起するような広告規制の必要性も高まっているため、それについても、注意深く
表示を読まず衝動性が高い等の発達障害の特性も考慮した表示を進める等、今後の消費者
法整備が求められる22。
以上のように、消費生活相談機関の物理的環境を整え、相談員のスキルを高めることや、
つけ込み型勧誘から消費者の利益を擁護する消費者法の整備は、発達障害がある人のみな
らず、全ての消費者の問題解決にも有益となるであろう。
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