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景品表示法による不当表示規制の推移
－平成期を振り返って－

A Study on Transition of the Regulation against Misrepresentations
by The Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations

岡野　純司
Junji OKANO

要　　約

平成期における景品表示法による不当表示規制は、経済・社会の変化に伴い対象事
業者、商品、媒体等に変化がみられ、かつ、規制緩和により制度面・執行面双方で強
化された。制度面では多くの法改正を経て強化され、特に消費者政策の要となる平成
21年の消費者庁設立と共に競争政策から消費者政策に移管され、他の表示規制と連携
が強化された。また、不実証広告規制の導入による優良誤認表示規制の積極化と課徴
金制度導入による抑止力の強化、事業者に対する表示等の管理措置の義務化等により、
他の政府規制に比しても消費者向けの取引を行う事業者に与える影響が非常に強い規
制に変化した。執行面では行政処分の件数が平成期の初期に比べ近年は大幅に増加す
る等積極的な運用が行われている。そして今後の消費者庁による不当表示規制の課題
として、制度面では度重なる強化改正が行われているため、これら制度面を活かした
執行面の積極化や体制強化が課題となる。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：景品表示法、不当表示規制、平成期、消費者庁

１．はじめに
事業者が供給する商品・役務に不当な表示が行われると、消費者の選択に悪影響を与え、
消費者の利益が損なわれることになる。このため、不当表示から一般消費者を保護するこ
とを目的として不当景品類及び不当表示防止法（昭和37年法律第134号。以下「景品表示
法」という。）が制定されている。景品表示法では事業者が自己の供給する商品又は役務
の取引について、不当に顧客を誘引し、消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する
おそれがあると認められる表示を不当表示として禁止しており（第５条）、不当表示の種
類として、①商品又は役務の品質、規格、その他の内容に関するもの（第１号・優良誤認）、
②商品・役務の価格その他の取引条件に関するもの（第２号・有利誤認）、③その他商品
又は役務の取引に関するもので内閣総理大臣が指定するもの（第３号）に区分されて規制
（以下「不当表示規制」という。）されている。
景品表示法は、昭和35年に発生した「ニセ牛缶事件」を発端として昭和37年に制定され
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たが１、その後の経済・社会情勢の変化や違反の多発により、特に平成期に入ってから制
度面や執行面の強化が続いている法律である。そこで本稿は、平成期における不当表示規
制の推移を概観したうえで、今後の不当表示規制の課題について若干の検討を行う。

２．平成期における不当表示規制の概要
平成期における不当表示規制に影響を与えた主要な要因を列挙すると、第一に、経済・
社会や消費者の変化が挙げられる。経済の変化では我が国のGDPに占めるサービスの割
合が増加して経済のサービス化が進展し、従来なかった新たなサービスが創出されるよう
になっており、社会の変化では情報化社会、国際化社会、高齢社会の到来により、消費者
のライフスタイルが大きく変化した２。例えば情報化の観点では、情報技術の革新により
高度な技術を利用した新たな商品が次々と登場し、平成10年前後から家庭にパソコンや携
帯電話が急速に普及したことにより消費者のインターネット接続が容易となった。国際化
の観点では、諸外国の製品が大量に製造・輸入されて一般の小売店でも容易に購入可能と
なり、高齢化の観点では、高齢者向けの製品・サービスの市場が拡大しつつある。また、
経済・社会の変化等を受け、消費者が消費の量的側面から質的側面に関心を抱くようにな
り、品質志向が強まった３。
第二に、政府規制全体の傾向として、平成期に入り政府規制の緩和・撤廃（規制緩和）
が本格的に進められたことが挙げられる。ここではバブル経済崩壊後の景気低迷が続く中、
日本の経済社会の構造改革のため市場メカニズムを活用していくことが重要な政策課題と
なり、規制緩和により事業者間の競争が促進されることとなり、これと相互補完・補強の
関係にある独占禁止法（昭和22年法律第54号）が強化されることとなった４。この過程に
おいて消費者には自己責任原則に基づき行動することが求められ、その前提である消費者
の商品選択が妨げられないよう適正な情報提供の観点から景品表示法の厳正な運用が求め
られるようになり、同法も併せて強化されることにつながった５。
そしてこれらの変化に伴い、不当表示規制は制度面・執行面共に強化されるとともに、
サービス産業が規制対象事業者として増加し、違反内容においても消費者による情報の検
証が困難であり事業者の情報提供に頼らざるを得ない事案や消費者の健康志向・高級志向
に便乗する事案、インターネットを利用した表示に係る事案が増加した６。
以上の概要を踏まえた上で、平成21年の消費者庁設立前後に分けて制度面と執行面から

景品表示法の推移を検討する。

１　「ニセ牛缶事件」は、一般に市販されていた牛肉の大和煮と表示されていた缶詰の大部分に馬肉や
鯨肉が混入されていたという事件であり、当時社会問題化した。

２　消費者問題の概要は、消費者庁、「入門！「消費者問題の歴史」解説」、https://www.caa.go.jp/
policies/policy/consumer_education/public_awareness/teaching_material/history/pdf/history_7.
pdf（2019年5月7日閲覧）を参考とした。

３　消費の高度化については、鈴木康治「消費の高度化の新展開－食品安全性に配慮した消費行動の分
析を通じて－」早稲田社会科学総合研究　第14巻第3号（2014）46－47頁を参照。

４　上杉秋則「規制改革と競争政策」寺西重郎編『構造問題と規制緩和（バブル／デフレ期の日本経済
と経済政策7）』（慶應義塾大学出版会、2010）309－310頁。

５　これに対し同法に基づく不当景品類の規制は緩和されることとなった。
６　大元慎二編著『景品表示法〔第5版〕』（商事法務、2017）19－20頁。
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表　平成期における不当表示規制の推移

和暦
（平成）
注１

西暦
注１

行政
処分
注２

課徴金
納付
命令

主要な規制対象
注３

制度面の新設・改正

元 1989 4 不動産の条件

2 1990 9 旅行の観光内容 不動産の条件

3 1991 4 不動産の条件

4 1992 10 もちの原材料 不動産の条件

5 1993 5 紳士服の二重価格 「おとり広告に関す
る表示」

6 1994 13 家庭用品の性能 自動車の走行距離

7 1995 3 二重価格等

8 1996 6 家庭用品等の性能

9 1997 4 健康食品等の効能等

10 1998 7 自動車の走行距離 家庭用品等の性能

11 1999 2

12 2000 3

13 2001 10 菓子類の原材料 食肉の銘柄・原産国

14 2002 22 食肉の銘柄・原産国 茶筅の原産国 日用雑貨の性能

15 2003 27 果汁飲料の原材料・
濃度

有料老人ホームの
条件 自動車の走行距離 不実証広告規制の導

入

16 2004 21 衣料品の原産国 学習塾等の合格実績 カニの種類 「有料老人ホームに
関する不当な表示」

17 2005 28 食品のりの原材料 家庭用品の性能

18 2006 32 入浴剤の原材料 健康食品の内容量 有料老人ホームの
条件

19 2007 56 自動車用品の性能 家庭用品（洗い桶）
の効果

家庭用品（カビ取
り商品）の効果 食肉の品質

20 2008 52 紙の原料割合 食品の消臭効果 皮革製品の原産国等 雑貨の性能（携帯
電話の受信状態）

21 2009 12 布団等（カシミヤ）
の混用率 消費者庁へ移管

22 2010 20 オークション内容・
取引条件 食肉の品質等

ネット販売（おせ
ち）の内容・二重
価格表示

23 2011 28 自動車の走行距離等 衣料品の取引価格 学習塾の合格実績

24 2012 37 ＬＥＤ電球の性能 家庭用品の性能 振袖レンタル料金
の二重価格

25 2013 45 空間除菌商品の効能 電気器具の性能 中古自動車の走行
距離・修復歴等 レストランの食材

26 2014 30 中古自動車等の走
行距離・修復歴等 虫除け商品の効果 レストランの食材

事業者に表示等の管
理措置義務化
都道府県知事への措
置命令権限付与

27 2015 13 食品の痩身効果 中古自動車の修理歴

28 2016 27 1 小顔整体術の効果 健康食品等の効能 自動車の燃費 課徴金制度導入

29 2017 50 19 健康食品の痩身効果

30 2018 46 20 健康食品等の痩身
効果 加圧シャツの効果 小顔の施術効果

出所：公正取引委員会・消費者庁公表資料から筆者作成。

注１　和暦（平成）、西暦いずれも年度で記載した。
注２　行政処分は消費者庁移管前は排除命令、移管後は措置命令。また、平成 26年 12月 1日以降に都道府県が行った措置命令の件

数は除く。
注３　規制事例のうち同種の規制件数が多かったもの又は重要なものを記載した。
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３．消費者庁設立までの不当表示規制の推移７

消費者庁が設立されるまでの行政処分（排除命令）の件数の推移をみると（表を参照）、
平成12年度までは一桁台の年が多く活発に規制されているとは言えなかったものの、前述
のとおり規制緩和が推進され不当表示規制が強化されるようになったことから、平成13年
度以降には二桁台に増加し、かつ、50件以上となっている年度もあり８、規制がより厳重
な行政処分として積極的に行われるようになった状況が見て取れる９。
この期間の主要な規制事例としては、不動産関連（土地の利用制限、間取り等の内容や
おとり広告等）、中古自動車の走行距離数など昭和期から規制されていた不当表示に加え、
この期間の特徴的な規制対象事業者として、旅行会社の観光内容や有料老人ホームの取引
条件、学習塾等の合格実績など、経済のサービス化を反映したサービス業に対する規制が
積極的に行われている10。さらに、高齢化社会の到来による市場規模の拡大もあり、有料
老人ホームに関する不当表示が問題化し、平成16年には「有料老人ホームに関する不当な
表示」（平成16年公取委告示第３号）が指定され、併せてこの運用基準が公表されること
に繋がった11。
また、大規模小売店舗法の緩和・廃止による競争激化や消費低迷が一因となり、顧客吸
引の積極化を図る小売業者によるおとり広告や二重価格等の不当表示問題が多発したこと
を受け、平成５年に「おとり広告に関する表示」（平成５年公取委告示第17号）と運用基
準が改正され、次いで平成12年に「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」が
策定されることとなった。さらに、平成16年には輸入ズボンの原産国に関する不当表示が
規制され、当該事案により納入業者に起因する不当表示における小売業者の責任の範囲が
明確化することにつながった12。
この期間に規制対象となった特徴的な商品分野としては平成13年から14年にかけて当時

社会問題化した食肉の銘柄・原産国の不当表示や、超音波によるダニ、ネズミ等の撃退機、
空気清浄機、健康食品など、その効果の検証が困難な商品に対する優良誤認表示が挙げら
れる。そして、これらの違反の多発を受け、平成15年には合理的な根拠なく著しい優良性

７　本章及び次章における景品表示法の推移の概要は、大元編著、前掲注6、16－37頁を参考とした。
８　公正取引委員会による競争政策の運用は、規制緩和の推進に遅れること2001年（平成13年）以降に
本格化したとされている。上杉、前掲注4、309頁。

９　ただし平成12年度以前でも、行政処分より軽易な行政指導である警告が年に数百件程度行われてい
るため、規制自体が行われていなかったわけではないことに注意を要する。

10　不当表示規制における行政処分の特徴として、類似事案が同一年度に複数件規制されることが多い
という点が挙げられる。例えば、平成25年度から平成26年度にかけて規制されたレストランの食材
偽装表示ではこの期間に5件の措置命令が行われ、あるいは平成30年度に規制された加圧による痩
身効果等を標ぼうするシャツ等の不当表示では9件、酵素等の成分の作用による痩身効果を標ぼう
する食品の不当表示では5件の措置命令が同日付で行われている。

11　このように規制官庁が公表する法執行の運用基準を「ガイドライン」と称しており、景品表示法に
おいても多くのガイドラインが公表されている。

12　当該事案では原産国の不当表示について誤った情報を輸入業者が提供したところ、小売業者も併せ
て表示主体として規制されたため、その責任をめぐって小売業者が訴訟で争ったものである。詳細
は、拙稿「景品表示法における表示主体の一考察―最近のスーパーの規制事例を素材として―」消
費生活研究　第19巻第1号（2017）を参照。
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を示す不当表示の効果的な規制方法である不実証広告規制と、違反者に対する都道府県知
事による執行力の強化等を内容とする法改正が行われ、不実証広告規制では運用基準が併
せて公表された。不実証広告規制は、商品・役務の効果や性能に優良誤認表示の疑いがあ
る場合にその事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をもとめ、当該
根拠が提出されない、あるいは合理的なものとは認められない場合に不当表示と認定され
るものであり、本来はこれらの立証責任を負う規制官庁の負担を軽減するものである。こ
のため、この規定の制定後に優良誤認表示の規制件数が著しく増加することにつながって
いる。
その他、平成10年には新たに出現したインターネット等を利用した広告等の不当表示が

景品表示法の対象となることを明確化するために「不当景品類及び不当表示防止法第二条
の規定により景品類及び表示を指定する件」（昭和37年公取委告示第３号）が改正され、
平成14年にはインターネットにおける表示について「消費者向け電子商取引における表示
についての景品表示法上の問題点と留意事項」が公表された。

４．消費者庁設立後の不当表示規制の推移
平成10年以降、３で述べたとおり食肉の銘柄・原産国の不当表示を始めとした食品の偽

装表示が増加し、また、中国産冷凍ギョウザによる中毒事故等、食品を中心とした暮らし
の安心・安全の信頼を事件が多発したことにより13、様々な分野にまたがる消費者問題に
対応する必要性から14、平成21年には各省庁縦割りになっている消費者行政を統一し、一
元的に管理するための強い権限をもつ新組織として消費者庁が設立され、景品表示法は目
的規定が改正されて競争政策から消費者政策に鞍替えし15、公正取引委員会から消費者庁
に法執行が移管されることとなった 16。そして消費者庁設立当時には地方に出先機関を持
たないことなどから不安視されていた景品表示法の運用は、現時点では量（規制件数）・
質（法改正等）共に積極さを増していると評価されている17。
例えば不当表示規制の量的側面として消費者庁設立後の行政処分（措置命令）の件数の
推移をみると（表を参照）、設立当初の平成21年度には12件と前年度よりも大幅に減少し

13　例えば、平成12年には雪印乳業食中毒事件、平成13年にはBSE（牛海綿状脳症）の発生、平成19年
にはミートホープ事件など食品偽装事件の発覚、同年年末から平成20年1月にかけて中国産冷凍ギョ
ウザで食中毒事故が発生したことなどが挙げられる。

14　消費者庁、「消費者問題の歴史」、https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/
public_awareness/teaching_material/history/（2019年5月5日閲覧）。

15　表示規制により保護される消費者利益としては、第一に消費者取引において確保されるべき消費者
利益であり、商品や役務を選択する機会が量的質的に確保されていることにあり、第二に消費者の
生命や身体を守る安全の確保という消費者利益であるとされている。糸田省吾「進化し続ける景品
表示行政―消費者庁での10年目を迎えて―」公正取引　第816号（2018）16頁。この分類によれば、
景品表示法による不当表示規制は前者に該当するものであり、食品表示法のアレルギー表示の義務
付け等は後者に該当するものである。

16　ただし、目的規定は変更されたものの、公正な競争の確保という従前の目的と消費者の自主的かつ
合理的な商品・役務の選択という意思決定環境の創出・確保という目的は表裏一体の関係であるた
め、改正前後の実体規制に実質的な変更はないとされている。大元編著、前掲注6、27頁。

17　糸田、前掲注15、18頁。
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たところ、その後は変動があるものの平成29年度には50件、平成30年度には46件と消費者
庁への移管前と遜色ない規制件数となっている。
この期間の主要な規制事例のうち最も重要なものとして食品関連の不当表示が挙げら
れ、特に平成25年度から平成26年度にかけて社会問題化したホテル、百貨店等のレストラ
ン等における一連の食材偽装が規制され、その後これらの事案に基づく社会的な問題意識
の高まりを受けた政府は食品表示等の適正化を推進するために景品表示法を強化改正し、
平成26年には事業者に対する表示等の管理措置の義務化、課徴金制度の導入、都道府県知
事による景品表示法の執行力強化を柱とする法改正が行われた18。近年では健康食品等の
効果に関する不当表示が多数規制されている。
管理措置の義務化では、事業者が不当景品類及び不当表示を防止するため、「景品類の
価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格そ
の他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必
要な措置」（管理措置）を講じなければならないと定められ、これに基づき「事業者が講
ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」（平成26年11月14日内閣府
告示第276号）が告示されている。課徴金制度では、事業者が優良誤認表示及び有利誤認
表示を行った場合、対象期間（最長で３年間）における対象行為に係る商品・役務の売上
額に３％を乗じて計算した課徴金の納付を行うことが骨子となっている。また、都道府県
知事による執行力の強化では、従来は不当表示規制において都道府県知事が違反事業者に
対し課す措置が行政指導である指示に止まっていたところ、本改正により消費者庁と同じ
く行政処分（措置命令）を行う権限が付与されることとなった。
これら法の強化改正による対応のほか、食品表示への取組として健康食品に関する不当
表示を抑止するため、平成25年に景品表示法と健康増進法（平成13年法律第103号）双方
の違反被疑事件を調査する「食品表示担当班」が設けられて連携を強化し、次いで「食品
表示対策室」が設置されて、両法のほか農林物資の規格化等に関する法律（昭和25年法律
第175号。以下「JAS法」という）、食品衛生法（昭和22年法律第233号）等の一元的な運
用体制が整備され、さらに、平成27年には食品表示法（平成25年法律第70号）が施行され、
食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して食品表示の包括
的かつ一元的な食品表示制度の運用が開始された。
この期間に規制された表示媒体の特徴として、平成22年に社会問題化したインターネッ

トオークションに係る内容・取引条件の不当表示やインターネットの商品販売での不当表
示、インターネットを用いる広告媒体など、インターネットに付随する不当表示の事案が
増加している。そこで、インターネットなどオンライン上で行われる表示に対する景品表
示法の適用の考え方を明確化するため、平成23年にはフリーミアム、口コミサイト、フラッ
シュマーケティング、アフィリエイトプログラム、ドロップシッピングなど新たなビジネ
スモデルを取り上げた「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上

18　管理措置の義務化及び課徴金制度の概要とこれらの関係については、拙稿「事業者による表示等の
管理措置の一考察―措置命令・課徴金納付命令との関係について―」消費生活研究　第18巻第1号
（2016）を参照。
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の問題点及び留意事項」が公表され、平成24年には口コミサイトのやらせ投稿問題を受け、
同留意事項に事例が追加されるなど、インターネットの普及に対応した取り組みが強化さ
れている。
このほか、３で述べたとおり優良誤認表示に対し不実証広告規制が積極的に適用されて
おり、例えばこの時期に複数の事業者が規制された事案ではLED電球や空間除菌商品の性
能、健康食品の効果等が挙げられ、消費者庁による性能、効果等の立証のために科学的な
試験・調査が煩雑な事案で同規制が積極的に活用されている。

５．まとめと今後の課題
以上で検討したとおり、平成期における景品表示法による不当表示規制では、経済・社
会の変化に伴い対象事業者、商品、媒体等に変化がみられ、かつ、規制緩和による消費者
の自主的かつ合理的な選択を確保するため制度面・執行面双方で強化されていることが分
かった。具体的には、制度面では多くの法改正を経て強化され、特に消費者政策の要とな
る平成21年の消費者庁設立と共に、景品表示法は競争政策から消費者政策に移管され、他
の表示規制と連携が強化されるとともに、不実証広告規制の導入による優良誤認表示規制
の積極化と課徴金制度導入による抑止力の強化、事業者に対する表示等の管理措置の義務
化等により、他の政府規制に比しても消費者向けの取引を行う事業者に与える影響が非常
に強い規制に変化したことが分かる。執行面では行政処分（措置命令）の件数が平成期の
初期に比べ大幅に増加する等積極的な法執行が行われていることが分かる。そしてこれら
の変化を受け、今後の不当表示規制にどのような課題があるか若干の検討を試みたい。
まず、消費者庁による規制上の課題として、制度面では度重なる強化改正が行われてい
るため、今後はこれら制度面を活かした執行面の精度向上と強化が課題となる。ここでは
第一に、今後も経済・社会の変化により新たに出現する商品・役務において、不当表示に
よる被害が拡大する前に早期に被害を抑止するため、事業者向けのガイドラインの迅速な
策定・改正とこれによる執行方針の明確化や19、これら不当表示事案に対する積極的な法
執行が求められる。
第二に、違反が未だに多く、不当表示規制の中心をなす食品分野において、表示規制を
担う関連諸法との一元的な法執行を強化することにより、消費者庁の限られた人員・組織
の中で効率的・効果的な表示規制を実現することが重要となる。
第三に、規制の実効性を上げるために近年強化改正された制度面の積極的な活用が求め
られる。例えば課徴金制度が導入され、不当表示の抑止力が強化されているところ、こ
の運用として平成27年度から平成30年度まで合計で40件の課徴金納付命令が行われている
（事後的に取消となった事案を含む）。そして今後も積極的な課徴金制度の運用が必要と

19　景品表示法の特徴として、法律自体には制限・禁止の範囲が具体的に定められておらず、行政の定
めに委ねられている点が挙げられる。中村美華「景品表示法の今日的意義と課題－これからの景品
表示法に期待すること－」公正取引　第743号（2012）24頁。例えば法体系上も、表示の範囲は第2
条第4項において、禁止される不当表示は法定による第5条第1号の優良誤認表示と第2号の有利誤
認表示のほか、第3号において、それぞれ「内閣総理大臣が指定するもの」と規定されており、こ
れらを規定する権限が内閣総理大臣（実際は消費者庁長官に委嘱）に委ねられている。
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なることに加え、命令を受けた事業者が当該処分を巡り争うことが想起され、これらに対
応するため更なる人員・組織強化も必要になると思われる。同様に、表示を行う事業者に
対し表示等の管理措置を徹底させるために行われる指導・助言や、措置を講じない事業者
に対する勧告及び公表の積極的な運用も、事業者の不当表示規制違反が多発している現状
を鑑みると更に強化することが求められる20。
第四に、消費者庁が出先機関を持たない地方の不当表示事案において対応力を強化する
ため、地方における業務を受託する公正取引委員会や、比較的小規模・局地的事案に対応
する役割を担う都道府県の表示規制部門との連携強化が必要となる。また、都道府県の表
示規制部門による規制件数は、権限付与からさほど経過していないため平成30年度で９件
に止まっており、これらの執行力強化も必要となる。
事業者の課題として、不当表示規制を遵守して消費者の自主的かつ合理的な選択を確保
するために適切な表示をすることが、結局のところ自らの事業拡大につながることを認識
し、消費者庁による規制の執行方針を理解し、社内に適切な管理措置を整備・運用するこ
とが重要となる21。また、事業者が単独で管理措置を整備する難易度が高いため、公正競
争規約の活用や管理措置整備手法の情報共有を同一業種で組織する事業者団体等で積極的
に推進する必要がある22。
そして最後に消費者の課題として、規制緩和下においては商品・役務の選択は原則とし
て自己責任が求められるため、不当表示を見極める「目」を持ち、違反を生じさせた事業
者名あるいは管理措置を整備していない事業者名が公表される意義を認識して、商品・役
務の購入先を適切に選択するよう努力することが何より必要となる。

20　消費者庁による平成27年度から平成30年度の管理措置に係る処理状況として、指導及び助言が84件、
100件、86件、90件と行われているものの、勧告及び公表は未だ行われていない。

21　事業者の管理措置整備については、拙稿「景品表示法による表示規制と大規模小売業者による法令
遵守の課題」消費経済研究　第39号（2018）を参照。

22　公正競争規約とは、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けて、事業者又は事業者団体が
表示・景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールであり、令和元年5月末現在で
101規約が設定され、このうち表示関係は、食品関係34規約、酒類関係7規約、家電・家庭用品等
10規約、化粧品等5規約など64規約となっている。全国公正取引協議会連合会、「公正競争規約が
設定されている業種一覧と公正マーク」、https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/kiyaku_mark.html（2019
年6月30日閲覧）。
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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。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：消費者紛争、消費生活相談、発達障害、脆弱な消費者、つけ込み

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。

参考文献
佐藤彰一「社会的排除　障害者の場合」法社会学　第85号（2019）
菅富美枝『新　消費者法研究　脆弱な消費者を包摂する法制度と執行体制』成文堂（2018）
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）
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）
廣田尚久『和解という知恵』講談社（2014）
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）

22　菅富美枝『新　消費者法研究　脆弱な消費者を包摂する法制度と執行体制』成文堂（2018）では、
「脆弱な消費者」の社会的包摂、自律支援（エンパワーメント）をめぐる法体制のあり方が検討さ
れており、誰にとってもの「自律的意思決定の確保」を普遍的に提供することを試みることによっ
て、あらゆる人が参加できる健全な市場の実現をめざす方策が考察されている。ここでの考察は、
発達障害がある人への支援にも有効だと思われる。
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消費者安全確保地域協議会に関する一考察
～滋賀県野洲市と徳島県下の市町村における事例検討から～

A Study on the Watching Network； ‘Shohisha Anzen Kakuho Chiiki 
Kyogikai’： Based on the Analysis of the Practical Examples of Yasu City 

and Tokushima Prefecture

釘宮　悦子
Etsuko KUGIMIYA

要　　約

消費者安全確保地域協議会を2019年度までに人口５万人以上の全市町に設置するこ
とが、地方消費者行政強化作戦において目標の一つに掲げられている。しかし、2019
年３月末現在の５万人以上の自治体における地域協議会の設置率は18％にとどまって
いる。地域協議会の設置が進まない理由を探るために、地域協議会設置の先進事例で
ある滋賀県野洲市と徳島県下の市町村の事例を考察したところ、設置意義を再検討す
る必要性や、設置済地域協議会の検証、都道府県による支援等の観点が浮かび上がった。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：消費者安全確保地域協議会、見守りネットワーク、地方消費者行政

１．はじめに
地方消費者行政の基盤強化等のために、2014年６月に消費者安全法が改正され、消費生

活相談体制の強化、行政職員や相談員の確保と資質向上などとともに、地域の見守りネッ
トワークの構築、つまり地方公共団体による消費者安全確保地域協議会（以下、地域協議
会）の設置が方策の一つに位置付けられた。地方消費者行政強化作戦（2015年３月24日消
費者庁長官決定）では、地域協議会を2019年度までに人口５万人以上の全市町に設置する
ことを政策目標の一つとして掲げている。
2019年３月末現在の５万人以上の自治体における地域協議会設置数は98で、５万人以上
の総自治体数545に対し18％である１。2018年３月末時点での設置自治体数51市区町に比
べると、１年間で倍近くの自治体に設置されたことになるが、目標として掲げられた「全
市町」から見ると多いとは言えない。改正法施行（2016年４月）から丸３年が経った今、
地域協議会の設置が進まない理由は何なのだろうか。地域協議会設置の先進事例である滋
賀県野洲市と徳島県下の市町村の状況を考察することによって、その理由の一端を明らか
にすることが本稿の目的である。

２．消費者安全確保地域協議会設置の目的と意義
2019年４月25日に消費者庁から公表された「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」２
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には「高齢化等を背景として、消費者被害に遭う可能性の高い『見守りを必要とする方』
が増加している中、地域での見守り活動を通じて、消費者被害の未然防止、拡大防止を図
ることが重要となっています３」とある。つまり、「高齢者、障がい者、認知症等により
判断力が不十分となった者の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連
携して見守り活動を行う」のが消費者安全確保地域協議会の目的である。
また、同手引きに「消費者安全法に基づく地域協議会を設置する独自の意義は、たとえ
本人同意が得られない場合であっても、『地域協議会内の構成員間で、見守りの対象者に
関する個人情報を提供できる』、言い換えれば、『地域協議会内で被害に遭っていると考え
られる高齢者・障がい者の個人情報の共有ができる』ことにあります４」と記されている
ことから、個人情報を内部で共有することが地域協議会の設置において大きな意味を持っ
ていることが確認出来る。
地域協議会の構成員には、警察や学校等の教育機関の他、社会福祉協議会や居宅介護事
業者、消費生活協力団体（金融機関、宅配業者・コンビニ・生協、消費者団体等）や消費
生活協力員（民生委員、見守りサポーター等）が含まれ、公的機関のみならず、民間との
間で被害者の個人情報を共有しなければならないケースが想定される。法律の規定は当然
ながら、プライバシーへの関心が高まっている昨今の社会情勢を踏まえると、個人情報の
取扱いは慎重になるべきである。そこで、消費者安全法に規定される地域協議会において
は、個人情報保護法の例外規定を置くことで、個人情報の共有による「よりきめ細やかで
実効性の高い見守り活動を行う５」こととしている。
同手引きには、地域協議会設置の効果として、個人情報の提供（早期解決へ）、見守り
リストの作成（精度の高い見守り）、被害情報の地域での共有（被害の拡大防止・未然防止）
の３点が挙げられている。また、副次的効果としては「被害の発見から消費生活センター
への通報がルールに従ってスムーズに行われてバラつきがなくなる」ことなどが、福祉関
係部局へのメリットとしては「介護サービスにつながっていない高齢者の発見につながる」
ことなどが挙げられている。
このように、被害情報を地域で共有することで、被害の拡大防止や未然防止につなげ、
継続的な見守りを福祉関係部局とともに実現することが地域協議会の目指すところだと言
えよう。

３．滋賀県野洲市における消費者安全確保地域協議会の状況
地域協議会の設置が進まない理由を探るため、まず、地域協議会設置の好事例として知
られる滋賀県野洲市の事例を概観する６。
野洲市消費者安全確保地域協議会は、会長及び構成員の代表者が参加する全体会議と、
見守り等の対象となる者に関わる構成員のみが参加する担当者会議から成り、見守りリス
トは後者の担当者会議の構成員（守山警察署、野洲市民生委員児童委員協議会、障がい者
自立支援課、地域包括支援センター、高齢福祉課、健康推進課）のみに提供されている。
また、地域協議会の運営や見守りリストの提供方法を共有するために事務取扱マニュアルを
作成し、全体会議の承認を受けたうえで、担当者会議の構成員に見守りリストを提供している。



19

消費生活研究　第21巻１号

地域協議会において当初課題とされたのは、情報の提供プロセスの確立と共有、および
構成員による活動内容の理解であった。前者では、個人情報の保管等を行うパソコンや保
存媒体等の購入、前述の事務取扱マニュアルの整備、そして、見守りリストの注意事項に
関する説明会の開催を実施し、後者では、各構成員から見守り等の活動の実施状況や改善
点等の報告を受けることに取り組んでいる。
野洲市では、この地域協議会のほかに、野洲市見守りネットワーク協定を金融機関、新
聞専売所、医師会等の民間事業者・民間団体と締結している。この見守りネットワーク協
定の構成員間の個人情報共有はない。このように、厳正に個人情報の共有を行う地域協議
会による「個人情報を活用したコアな見守り」と、民間事業者・民間団体が関わる見守り
ネットワーク協定による「緩やかな見守り」の組み合わせが、野洲市における特徴と言える。

４．徳島県下の市町村における消費者安全確保地域協議会の設置状況
徳島県には消費者庁の消費者行政新未来創造オフィスが置かれ、全国展開を見据えたモ
デルプロジェクトが実施されている。そのようなプロジェクトの一つとして、「見守りネッ
トワーク（消費者安全確保地域協議会）の構築」があり、地域協議会の設置は2019年３月
27日現在で県内全市町村（広域連携含む）に達している７。以下、「『消費者安全確保地域
協議会（見守りネットワーク）』設置事例集 in徳島（平成30年度上半期版）」８（以下、設
置事例集）を中心に、徳島の状況を考察する。なお、県内24市町村のうち人口５万人以上
の基礎自治体は、徳島市、阿南市、鳴門市の３市である。

（１）設置形態
徳島で2018年上半期までに地域協議会が設置されたのは、県以外に、徳島市、鳴門市、
小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、勝浦町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、
北島町、板野町、上板町の14市町村であった（表１参照）。このうち、板野町で2016年４
月１日に設置されたのが、県下初の地域協議会設置例であり、消費者庁が2017年４月26日
に公表した「地方公共団体における消費者安全確保地域協議会設置事例」では、「事例14
消費生活相談員が見守り活動を行っている協議会の事例」として取り上げられている９。
この板野町をはじめとして新規で地域協議会を立ち上げた自治体が県下には多い。既存
ネットワークを活用したのは勝浦町、石井町、佐那河内村の３町村のみであり、いずれも
福祉関係部局の既存ネットワークを基盤としている。
当初、福祉関係部局による既存ネットワークの活用を検討したものの、「既存ネットワー
クに入っていない金融機関等の事業者団体や弁護士、警察にも構成員として入ってほしい」
（徳島市）、「福祉部局の見守りは安否確認が主なため消費者被害の見守りでは新たに聞き
取りが必要」（吉野川市）、「ケア会議は福祉分野の専門的な事案を審議する場であり、消
費者被害についての時間を確保することが難しい」（阿南市）などのように、敢えて既存ネッ
トワークを活用せず新規で立ち上げたという自治体もある。消費者庁が既存ネットワーク
の活用も可とした背景には、活用により地域協議会の設置が容易になるのではないかとい
う期待があったと思われるが、必ずしも期待通りには進んでいないようである。
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（２）構成員
福祉関係部局と警察が14市町村すべてで構成員になっている一方、地域包括支援セン

ターは福祉の関係課から情報を下ろして連携を図ることができると考え構成員に加えな
かった自治体（鳴門市）もあり、地域包括支援センターを構成員としているのは12市町村
にとどまっている。
社会福祉協議会（13市町村）、消費者団体（12市町村）、民生委員・児童委員（11市町村）
は多くの自治体が構成員に加えている一方、病院・医師・歯科医師等は２町（勝浦町、石
井町）、弁護士会・弁護士は２市町（徳島市、板野町）、司法書士等、行政書士等は板野町
のみ、PTA会は上板町のみとなっている。
教育関係部局・教育委員会を構成員に加えているのは阿波市、北島町、板野町、上板町
の４市町である。「子どもを見守りの対象にするため教育委員会を加えた」（阿波市）、「見
守りの対象は高齢者だけではなく、小学生や中学生も対象にするべきであると考えたため、
教育委員会にも参画依頼をした」（北島町）、「中学生になるとスマートフォンを持ち始め
るケースが多く、子どもたちも消費者被害に遭う可能性がある実態を、大人がしっかりと
認識し、周知しなければならない」（上板町）など、見守りの対象を子どもに拡げようと
している自治体もある。
また、中には老人クラブ連合会（板野町、鳴門市、阿波市、神山町）、おさいふ学ミニ
講座参加者（板野町）、自治会（吉野川市）、「こまつしま」くらしの安全・安心サポーター
（小松島市）のような市民やボランティアを構成員に加えているところもある。この小松
島市は、「各構成団体の代表者を委員に委嘱し、地方消費者行政強化交付金を活用して委
員報酬を支払う」という独自の取り組みを行っている。
事業者では、銀行、日本郵便、農協、生協などが挙げられるが、新聞専売所を加えてい
る自治体は少ない（上板町、神山町のみ）。ただ、今後の予定として金融機関、新聞専売所、
コンビニを加えたいという希望を述べている自治体が散見され（吉野川市、鳴門市、阿南
市、勝浦町）、高齢者を中心とした見守り対象者がよく利用する事業者を構成員に加える
ことが有効と考える自治体もあることが分かる。
構成員の当初の反応として想定されるのは業務負担であり、各市町村が「参画依頼時の
構成員の反応」欄に記述した内容から、そのあたりのことが窺える。小松島市では、「『参
加するのは構わないが、一体何をするのか』という質問を多く受けた」という。地域協議会
の目標や目的を明確に示さないと、構成員の理解が得られにくいことは容易に想像できよう。
構成員数では、徳島市の26、上板町の22、石井町の20のように多いところから、吉野川
市の10、松茂町の８、阿南市と佐那河内村の７のように少ないところまであり、吉野川市
では「早期に協議会を設置することを目指して小さな組織にした」ということである。構
成員の多い上板町は新規の立ち上げ、石井町は既存ネットワークの活用であり、構成員数
と人口規模、既存ネットワークの有無との相関関係は見られない。

（３）個人情報の取扱い
個人情報の取扱いがある地域協議会は、14市町村のうち９市町（板野町、北島町、吉野



21

消費生活研究　第21巻１号

川市、阿南市、鳴門市、阿波市、勝浦町、神山町、小松島市）である。個人情報の取扱い
がある自治体でも、取扱いの範囲は「構成員からセンターへの情報提供のみ」としている
ところが殆どである。「一部の構成員で開催するケース会議時に、問題解決のため個人情
報を共有」（板野町）、「問題解決のために構成員間で個人情報を共有することが必要な事
案が発生した場合には、必要に応じて構成員間で個人情報を共有」（阿南市）のように、
個別事案で個人情報を伝える必要性が生じた場合に限られている。
見守りリストを共有・提供している自治体は、この14市町村には存在しない。「構成員
間での個人情報の共有や見守りリストの作成等については、協議会として個人情報の共有
範囲の検討や管理体制の構築ができていないため、今後の検討課題と考えています」（阿
波市）、「見守りリストの作成については、協議会の活動を軌道に乗せてから検討していき
たい」（勝浦町）のように、いずれも今後の検討課題としている。
前述のように、個人情報の共有が地域協議会を設置する独自の意義であるにも関わらず、
徳島県下における、その取扱いは限定的である。協議会の活動が始まったばかりで各自治
体もその必要性を測りかねており、現段階では必要最小限に留め、個別事案の運用を積み
重ねていく中で、徐々に見極めていこうとする慎重な姿勢が窺える。

（４）今後の活動予定
今後の活動予定としては、構成員による日常業務や見守り活動における異変に気付いた
際の情報提供（吉野川市、石井町）、事務局による構成員への消費者被害に関する定期的
な情報発信（徳島市、松茂町、石井町、佐那河内村）、啓発グッズの作成・配布（鳴門市、
阿波市、勝浦町）、構成員として参画している団体に対する出前講座の実施（鳴門市）な
どが挙げられる。まずは、構成員に消費者被害の実態を知ってもらうことが協議会として
の活動の第一歩になるということであろう。
また、「協議会の活動が軌道にのれば、充分に見守り活動を行えるよう構成員を増やし、
当事者への聞取りや訪問活動に取り組んでいくことも考えたい」（吉野川市）、「構成員が
ケースに応じた見守り活動の取組を効果的に行えるような小松島モデルを構築し、まずは
構成員にその手法をフィードバックしていきたいと考えている。いずれ小松島モデルが、
全国に広がるよう協議会の活動を積極的に取り組んでいきたい」（小松島市）のように意
気込みが感じられる記述も見られた。

（５）設置による効果と課題
設置による効果については、「連携が取りやすくなった」（板野町）、「顔の見える関係が
できた」（阿南市）、「関係部局との情報交換がしやすくなった」（佐那河内村）、「早期対応
ができるようになった」（神山町）など、関係部局との連携強化を指摘する記述が目立つ。
また、「消費者被害に関するチラシなどを構成員から高齢者にダイレクトに届けてもら
うことができるようになった」（石井町）、「構成員である新聞専売所が消費者被害に関す
る注意喚起のチラシを新聞に折り込むなど、普及・啓発に関する力強い協力が得られるよ
うになった」（上板町）、「民生委員・児童委員から啓発グッズの配布に関する協力の申出
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があった」（阿波市）のような構成員からの情報発信も効果の一つに挙げられている。情
報発信や啓発方法に関して、構成員から「IP電話では188につながらないので注意喚起が
必要」（勝浦町）、「高齢者が読みやすいように大きな字の普及啓発資料が必要」（阿波市）
などの指摘を受けたとの記述がある。構成員間の連携が強まることにより、構成員による
二次的な情報発信や、構成員との双方向の情報交換が実現していると言えよう。
設置に関する課題についてはどうだろうか。まず、挙げられるのが、協議会の開催頻度
などに関する課題である。例えば「年１回の会議だけでなく、構成員同士で意見交換等が
できる場を作りたいが、具体的にどのような活動を進めていくのがよいのか」（佐那河内
村）、あるいは「どのような時に協議会を開催するのか、開催要件や頻度について検討す
る」（北島町）のような記述が見られる。なお、現状の開催頻度の予定は、「必要に応じて
開催する」とした自治体が６市町（北島町、吉野川市、鳴門市、阿波市、徳島市、松茂町）
で最も多く、「年１回」が５市町村（阿南市、勝浦町、神山町、石井町、佐那河内村）、「年
２回」が２市町（小松島市、上板町）である。
次に、情報に関する課題がある。「協議会でいかに情報を効率よく浸透させられるかが
課題」（上板町）、「情報共有の方法については各構成団体に任せているため、各組織内に
どの程度伝わっているのかが分からない」、「高齢者等が重複した情報を受け取る可能性が
あり、どの団体から配布するのが効率的かの判断が難しい」（いずれも阿波市）、「高齢者
に資料を渡しても読んでもらえないことがある。高齢者に確実かつ効果的に情報を届ける
ことが課題」（神山町）のような各構成員に対する情報の浸透や、各構成員から消費者被
害の当事者に対する情報提供方法に関する課題である。
また、担当部局や構成員の負担に関する記述も目立つ。「日常の業務に加え、協議会の
開催や日程調整、情報発信の作業など、担当部局の負担が大きくなる中、いかに効率的に
運営していくかが課題」、「構成員の本来業務の負担になることまでやるのは難しいという
意見がある」（いずれも北島町）、「多忙な構成員に対してどのように依頼するのかなど、
構成員の負担が少なくなるように検討する必要がある」（鳴門市）、「構成員の負担が過度
に増えない見守り活動となるような工夫が必要」（石井町）などである。担当部局や構成
員の負担にならないような見守り活動にしなければ、地域協議会の継続的な取り組みが難
しいのではないかという懸念を各自治体では抱いている。

５．まとめ
このように、徳島県下の市町村のような先進的な取り組み事例においても、地域協議会
設置の進め方は手探り状態にある。地域協議会の眼目の一つである個人情報の取扱いは、
徳島県下でも一部の自治体に限られている。取扱いのある自治体でも構成員からセンター
への情報提供のみであり、見守りリストの共有・提供は行われていない。
滋賀県野洲市の事例では、前述のように地域協議会による「個人情報を活用したコアな
見守り」と、見守りネットワーク協定による「緩やかな見守り」の組み合わせが特徴的で
ある。構成員に法律上の守秘義務が課される以上、見守りリストの共有範囲を出来る限り
狭い範囲に留め、その範囲内において確実に守られるよう懇切丁寧な説明を行うという野
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洲市の手法は、地域協議会における個人情報の取扱い方として大変参考になる。このよう
に、無理に個人情報を取り扱う範囲を広げるのでなく、共有する構成員の範囲と共有情報
のレベルに濃淡を付けることが現実的な運用ではないのだろうか。個人情報を共有するこ
とが消費者被害の未然防止に有効であるのは事実としても、地域協議会の設置に対する推
進力になるとは言いにくい。個人情報を取り扱う際の留意点を念頭に置きながら地域協議
会の設置や運営を考えていくべきであることを訴求する方が、手引きとしては大切であろう。
一方で、地域協議会設置の効果として、関係者の連携強化や情報発信範囲の広がり、情
報精度向上については、徳島県下において、どの自治体も認識している様子が窺える。設
置事例集を見る限り、「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」に挙げられた地域協議
会設置による３つの効果、「個人情報の提供」、「見守りリストの作成」、「被害情報の地域
での共有」のうち、１番目・２番目の「個人情報の提供」、「見守りリストの作成」よりも、
３番目の「被害情報の地域での共有」の方が、目に見える効果として実感されているよう
に思われる。自治体にとっての地域協議会設置の効果は、個人情報関連よりむしろ、被害
情報の共有や関係者との連携、被害情報の発信力強化などにあるのではないだろうか。
それは、縦割り行政の壁を崩し、庁内関連部門や警察等の関連組織との協力体制を推し
進めていくという、地域協議会の本質に依拠するものではないかと思料する。庁内にその
ような連携がないならば新設し、既存の見守りネットワークに消費者被害に関する認識が
不足しているならば消費者行政担当部門が加わり、消費者被害に関する情報を提供するこ
とで、見守り対象者の安心・安全な生活を確保していくことが地域協議会に求められている。
また、設置された地域協議会が継続的に運営出来るものとして機能しているか、当初意
図した通りの効果をあげているかの検証も必要である。単に設置目標値を掲げるだけでな
く、協議会設置の意義や効果をさらに追究していかなければならない。
最後に、徳島県下の全市町村で地域協議会が設置されたのは、プロジェクト化による消
費者庁および徳島県の後押しが大きいことは言うまでもない。地域協議会の設置推進のた
めには、国や都道府県による強力な推進力と具体例の提供・検証を含めた支援が必要である。

１　「消費者安全確保地域協議会設置状況一覧（全国）」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_safety_
act_amendment/list/pdf/list_190401_0001.pdf（2019年5月9日閲覧）

２　「消費者安全確保地域協議会設置の手引き」（平成31年4月　消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_safety_
act_amendment/pdf/consumer_safety_act_amendment_190425_0001.pdf（2019年5月9日閲覧）

３　前掲手引きp.2　　４　前掲手引きp.22　　５　前掲手引きp.2
６　参考文献：第14回高齢消費者・障がい消費者見守りネットワーク連絡協議会（2018年10月16日開催）

資料3-1「野洲市の見守り活動について～消費者安全確保地域協議会と見守りネットワーク～」野
洲市市民部消費生活センター（市民生活相談課）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/public_awareness/elderly_people/pdf/
elderly_people_181101_0007.pdf（2019年5月9日閲覧）

７　「徳島県内消費者安全確保地域協議会の設置状況」
https://www.caa.go.jp/future/project/project_011/pdf/project_011_190328_0014.pdf（2019年5月9日閲覧）

８　https://www.caa.go.jp/future/project/project_011/（2019年5月9日閲覧）
９　https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/consumer_safety_

act_amendment/pdf/region_index11_170426_0015.pdf（2019年7月12日閲覧）
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＜表１＞ 2018年度上期までに設置された徳島県内市町村における消費者安全確保地域協議会の概要（設置年月日順）
自治体名 板野町 上板町 北島町 徳島市 松茂町

人口 5万人以上 ◯

地域協議会名 板野町消費生活地域
協議会

上板町消費者見守り
ネットワーク推進協議会

北島町見守りネット
ワーク

徳島市消費者被害防
止ネットワーク

松茂町消費者被害防
止ネットワーク

設置年月日 2016年 4月 1日 2017年 12月 18日 2018年 2月 7日 2018年 2月 7日 2018年 2月 14日
設置要綱 ― 有り 有り 有り 有り

事務局 ― 産業課 まちみらい課 市民環境部
市民生活課 産業環境課

組織形態
消費者行政部局（セン
ター）が中心となっ
て組織

産業課（消費者行政
部局）が中心の組織

まちみらい課（消費
者行政部局）が中心
の組織

市民生活課（消費者
行政部局）が中心の
組織

産業環境課（消費者
行政部局）が中心の
組織

ネットワークの新規・既存 新規 新規 新規 新規 新規

構成団体数 15団体 22団体（設立時 21団体） 12団体 26団体 8団体

構成員の主な内訳

【消費者関係】4
【福祉関係】3
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】1
【事業者関係】4
【その他民間団体】1
【その他行政関係部局等】1

【消費者関係】4
【福祉関係】5
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】2
【事業者関係】6
【その他民間団体】2
【その他行政関係部局等】2

【消費者関係】3
【福祉関係】5
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】1
【事業者関係】0
【その他民間団体】1
【その他行政関係部局等】1

【消費者関係】4
【福祉関係】8
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】4
【教育関係】0
【事業者関係】6
【その他民間団体】4
【その他行政関係部局等】0

【消費者関係】3
【福祉関係】4
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】0
【その他民間団体】0
【その他行政関係部局等】0

個人情報の取扱い 有り 無し 有り 無し 無し

自治体名 神山町 石井町 小松島市 佐那河内村
人口 5万人以上

地域協議会名 神山町高齢者等見守
りネットワーク

石井町地域包括支援センター運
営協議会

小松島市消費者安全確保地域協
議会

佐那河内村見守り
ネットワーク

設置年月日 2018年 6月 29日 2018年 7月 5日 2018年 7月 24日 2018年 9月 20日
設置要綱 有り 無し（議事録に記載） 有り 無し

事務局 地域包括支援センター

長寿社会課
※消費者安全法に基づく協議会
に関する事務は構成員である
産業経済課が担う

市民環境部市民生活課
保健福祉部介護福祉課
小松島市消費生活センター

産業環境課
健康福祉課

組織形態
地域包括支援センター
（福祉部局）が中心と
なって組織

長寿社会課（福祉部局）が運営
している組織を法定化

市民生活課（消費者行政部局）
が中心の組織

健康福祉課（福祉部
局）が運営している
組織を法定化

ネットワークの新規・既存 新規 既存＋α 新規 既存＋α
構成団体数 16団体 20団体 18団体 7団体

構成員の主な内訳

【消費者関係】4
【福祉関係】5
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】5
【その他民間団体】1
【その他行政関係部局等】0

【消費者関係】3
【福祉関係】7
【医療・保健関係】4
【警察・司法関係】1
【教育関係】1
【事業者関係】0
【その他民間団体】3
【その他行政関係部局等】1

【消費者関係】4
【福祉関係】4
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】5
【その他民間団体】4
【その他行政関係部局等】0

【消費者関係】3
【福祉関係】3
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】0
【その他民間団体】0
【その他行政関係部局等】0

個人情報の取扱い 有り 無し 有り 無し
「『消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）』設置事例集 in徳島（平成 30年度上半期版）」および「地方公共団体における
消費者安全確保地域協議会設置事例」から筆者作成

自治体名 吉野川市 阿南市 鳴門市 阿波市 勝浦町
人口 5万人以上 ◯ ◯

地域協議会名 吉野川市消費者安全
確保地域協議会

阿南市消費者安全確
保地域協議会

鳴門市消費者被害防
止見守りネットワーク

阿波市消費者安全確
保地域協議会

勝浦町消費者安全確
保地域協議会

設置年月日 2018年 2月 23日 2018年 2月 26日 2018年 3月 28日 2018年 4月 25日 2018年 5月 28日
設置要綱 有り 有り 有り 有り 有り

事務局 総務部総務課 市民部市民生活課 市民環境部
市民協働推進課

産業経済部
商工観光課 住民課

組織形態 総務課（消費者行政
部局）が中心の組織

市民生活課（消費者
行政部局）が中心の
組織

市民協働推進課（消
費者行政部局）が中
心の組織

商工観光課（消費者
行政部局）が中心の
組織

福祉課（福祉部局）
が運営している会議
をベースとした組織

ネットワークの新規・既存 新規 新規 新規 新規 既存＋α
構成団体数 10団体 7団体 12団体 18団体 11団体（設立時 10団体）

構成員の主な内訳

【消費者関係】5
【福祉関係】3
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】0
【その他民間団体】1
【その他行政関係部局等】0

【消費者関係】2
【福祉関係】4
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】0
【その他民間団体】0
【その他行政関係部局等】0

【消費者関係】3
【福祉関係】5
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】0
【事業者関係】0
【その他民間団体】3
【その他行政関係部局等】0

【消費者関係】6
【福祉関係】7
【医療・保健関係】0
【警察・司法関係】1
【教育関係】1
【事業者関係】0
【その他民間団体】2
【その他行政関係部局等】1

【消費者関係】3
【福祉関係】4
【医療・保健関係】1
【警察・司法関係】3
【教育関係】0
【事業者関係】0
【その他民間団体】0
【その他行政関係部局等】0

個人情報の取扱い 有り 有り 有り 有り 有り
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書面によらないクーリング・オフの効力
－消費者にとって使いやすいクーリング・オフ制度を目指して－

Effect of the Cooling Off not to use the Document

正木　桂
Katsura MASAKI

要　　約

書面によらないクーリング・オフの取り扱いは、実務上問題になりやすい問題であ
る。この問題について本稿では、リーディングケースと考えられている平成６年の福
岡高裁判決を中心に判例・学説を紹介し検討を加えた上で、私見（肯定する立場）を
述べている。
他方で条文の解釈上書面によらないクーリング・オフの効力を肯定したとしても、
その事のみで消費者にとってクーリング・オフの利便性が飛躍的に高まるとは言えな
いと考えられるため、今後消費者にとってクーリング・オフをより身近に使える制度
にするために、どのような方法が考えられるのかについても触れている。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：書面によらないクーリング・オフ、福岡高裁平成６年判決、
クーリング・オフ書面の添付義務

はじめに
現在、問題のある契約から消費者を救済する制度として様々な手段が存在している。そ
して、その中でも契約の申込みまたは締結後一定期間内であれば、無条件でその撤回や解
除を認めるというクーリング・オフの制度は、非常に有効な手段として位置付けられてい
る１。そしてこのクーリング・オフは、例えば訪問販売に対して規定している特定商取引法
９条１項の「書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買
契約若しくは役務提供契約の解除（中略）を行うことができる」というような文言だけを
見れば、書面で行わなければその効力は発生しないかのようにも読み取れる。他方で、書
面によらないクーリング・オフの効力は、これを認める余地がないのか議論が存している２。

１　クーリング・オフの制度は、1962年イギリスのモロニー委員会の勧告に端を発し、その後世界に広
がった。日本では、昭和47年割賦販売法改正によって導入され、その後訪問販売法（現在の特定商
取引法）や宅地建物取引業法等において認められるようになった。なお、本稿においては、割賦販
売法と特定商取引法に定められているクーリング・オフを念頭に議論を進めている。

２　この問題を最初に提起したものとして、東京都消費者被害救済委員会の「布団・カセット教材
（訪問販売）購入契約の解除に関する紛争事件報告書」を挙げておく。同報告書は、訪問販売法6
条による解約の申し出は、「口頭によることもできるもの」であると主張していた。（東京くらし
WEB、東京都消費者被害救済委員会の事業実績（紛争処理）、「布団・カセット教材（訪問販売）
購入契約の解除に関する紛争事件報告書　東京都消費者被害救済委員会、昭和54年12月24日」、P8）
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/documents/tokyo03_04.pdf
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そこで本稿では、この点について検討したいと思う。さらに、条文の解釈に留まらず、
立法や政策の観点から、どのような制度にしていけば消費者にとってクーリング・オフが
より使いやすいものになるのかという点についても、少しばかり触れてみたいと思う。

１．各立場の根拠
最初に以下において、書面によらないクーリング・オフの効力を否定的に考える立場と
肯定的に考える立場の根拠を簡単に整理しておきたいと思う３。

（１）否定的立場の根拠４

①条文の文言に素直な解釈である
例えば、前述したように特定商取引法９条１項は「書面により（中略）行うことができ
る」と定めており、これを反対解釈すれば「書面によらなければ（中略）行うことができ
ない」と読み取ることができ、その様な解釈が条文の文言に沿った素直な解釈であると考
えられる５。この点は、肯定する立場の論者も「条文の文言の反対解釈として、まずは『書
面によらないクーリング・オフは認められない』という命題が成り立つのであって」６ と
述べている事から考えれば、両立場の論者に共通する認識であるとも言えよう。
②「書面により」という文言の改正（削除）がなされていない
例えば、特定商取引法は頻繁に改正されているにも関わらず、９条１項の「書面により」
という文言を削除するような改正はなされていない７。一定の議論があるにも関わらず対
象となる文言の削除がなされていないという事は、通常条文の文言を素直に解釈し書面を
必要とすると考えるべきなのであろう。
③クーリング・オフの特徴・メリット（要件の明瞭性・適用判断の容易性）
クーリング・オフ制度は、「その要件が明瞭であり適用に疑念が生じ」ず、「誰でも適用

３　ただし、この点については、「学説というほどにはっきりした見解が多数示されているわけではな」
く、触れていたとしても「それほどはっきり肯定否定を述べているわけではない」との指摘もあり、
実際は単純に否定的立場と肯定的立場を分類する事が困難な側面がある。池田、1995年、P49参照。

４　その他否定的な立場を採用していると考えられるもの（根拠が必ずしも明確になっていないものや
積極的に肯定的な立場を採用してないと考えられるものも含む）として以下のものを挙げておく。
清水巌「販売業者の承諾の有無を問わず、一般的にクーリング・オフの権利は、口頭でもすること
ができると解釈することはできません」（清水巌「クーリング・オフの権利行使の方法」、北川善太
郎編、1981年、P107）、竹内昭夫「業者が書面でないから権利行使を認めないという主張をした場
合でも、裁判上、クーリング・オフの権利を行使したと認めてもらえるか、確実な見通しは立ちま
せんから、私は、電話でも大丈夫という結論を現行法の解釈として主張することはできません」（竹
内昭夫編著「改正割賦販売法」、商事法務研究会、1985年、P130　座談会における竹内発言）。なお、
この竹内発言に対しては、「一応消極説のように見られる」との評価がある（判例時報、1530号、
P64）一方で、「『書面がなければ認めてはいけない』という意味の厳格な書面主義は念頭に置かれ
ていない、ということもまた明らかと言えるであろう」との評価（池田、1995年、P50）も存して
いる。

５　旧割賦販売法30条の6・4条の3第1項のクーリング・オフに関するものであるが、「書面により（中
略）行うことができる」という文言について、「書面によらなければクーリング・オフを行うこと
ができないとの結論を導き出す方が素直かもしれない」との指摘がある。ただし、この指摘を行っ
ている論者も肯定的立場の論者ではある。青野、1995年、P221参照。

６　池田、1995年、P51。
７　大村、2011年、P88参照。



27

消費生活研究　第21巻１号

の可否を容易に判断できる」という事が特徴でありメリットであると考えられるところ、
「書面により」と条文に書いてあるにも関わらず書面によらないクーリング・オフの効力
を（後述するように判例上必ずしも要件が明確になっていない状況の下で）認めてしまう
と、そのような特徴・メリットが失われてしまうのではないか８。他方で、この論者は、「合
意解除の認定や信義則の援用によって処理すべきであろう」と述べており、それらの考え
によって消費者の救済を図ろうと考えているようである９。

（２）肯定的立場の根拠
①クーリング・オフの制度趣旨
クーリング・オフ制度の趣旨は、「意思形成に必要な熟慮の機会が与えられないままに
形成された意思は不完全なもの」10 であるため、そのような不完全な契約の拘束から脱す
る機会を消費者に与える事により消費者保護を図ろうとするものであり、契約当事者の一
方の単独行為によって（極端な言い方をすれば言わば消費者の「わがまま」として）合意
による拘束を免れさせるものではない。したがって「書面により」の文言を厳格に捉え、
敢えて消費者に不利になるようにも思われる反対解釈をするべきではなく、消費者に有利
になるように柔軟に解釈し、書面によらないクーリング・オフの効力を認める事も可能で
ある11。
②書面を要求している趣旨は後日の紛争防止である
①にも関連して、クーリング・オフというものを、契約当事者の一方の単独行為によっ
て合意による拘束を免れさせるものではないと考えるのであるならば、立法担当者も同様
の立場に立っていると指摘されているように、書面を要求している趣旨は、後日の紛争防
止を図る点にあると考えられる12。そうであるならば、書面によらないクーリング・オフ
であったとしても、その意思が書面の場合と同程度に明確になるのであるならばその効力
を認めてよいものと考えられる。
③肯定しても事業者に不当な不利益を与えない
実務上事業者にとって最も対応に窮するのは、クーリング・オフの意思が示されたか否
か不明確な場合であると考えられるところ、例えば対面でクーリング・オフしたい旨消費
者から告げられた場合のように、口頭によるクーリング・オフの方が事業者にはクーリン
グ・オフの意思を消費者が示した事がより明確になる場合もあり、むしろ「書面による場
合と比較して業者に利益を与えるとさえいうことができる」13。
④証明の容易さに対する認識
③の点にも関連するが、書面による方がクーリング・オフの意思が示された点について

８　大村、2011年、P89参照。
９　大村、2011年、P88参照。
10　清水誠「クーリング・オフと契約」、国民生活1990年2月号、1990年、P11。
11　青野、1995年、P222・223、大澤、1993年、P179参照。
12　通説的立場であり、立法担当者も同立場との指摘がなされている。池田、前掲注3、P50・51、右近、

2017年、P661、通商産業省産業政策局消費経済課編「昭和59年改正による最新割賦販売法の解説」
日本クレジット産業協会、1986年、P90等参照。

13　青野、1995年、P223。



28

消費生活研究　第21巻１号

の立証が容易であると一般的に考えられているようであるが、実際は内容証明郵便等によ
らなければその証明は困難であるし、他方で口頭でも（例えば電話の内容が録音等されて
いれば）証明が容易な場合もある14。
⑤契約の有効性との均衡
例えば特定商取引法４条・５条は、訪問販売による契約締結にあたって、書面（法定書
面）の交付を要求しているが、そのような書面の交付を伴わない場合でも契約としての効
力は認められるものと一般的に解されている。そうであるにも関わらず、クーリング・オ
フの場合には、その有効要件として書面を要求するというのでは、均衡を失するのではな
いか15。
⑥書面の要求は消費者に過大な要求になる
クーリング・オフをどのような方式で行うべきか、また書面にどのような内容を記載す
べきかについて知識を有しない消費者も存する中で、書面を要求するのは消費者に大きな
負担となり、クーリング・オフを差し控える消費者が出てきかねない16。

２．判例紹介
以下において関連する判例を、書面によらないクーリング・オフの効力を否定する立場
の判例、それを肯定する立場の判例の順に紹介する。

（１）否定する立場の判例
最初に、否定する立場の判例として、大阪地裁昭和62年５月８日判決（判例タイムズ

665号P217）を紹介する。
本件は、調理鍋の訪問販売について、購入者が電話にてクーリング・オフしたと主張し
たものである。これに対し大阪地裁は、概ね以下のように述べクーリング・オフの効力を
否定した。すなわち、「訪問販売法６条１項は、クーリング・オフは『書面により』行う
ことができると規定して」いるが、その趣旨は、クーリング・オフというものが「契約当
事者の一方の単独行為により合意による拘束を免れることを認めるものであるから、その
行使の方式を厳格にし、かつ、その効果の発生について後日紛争が生じないようにする」
ものである。「それ故クーリング・オフの方式に関する同条の規定は、これを厳格に解す
ることが必要であり」、本件のような電話によるクーリング・オフの効力は認められない。
また、割賦販売法に関わる事案ではあるが、後程触れる平成６年の福岡高裁判決の原審
にあたる熊本地裁平成５年８月27日判決（平成４年（レ）22号）も、直接事業者に対して
口頭で行ったクーリング・オフについて、上記大阪地裁判決とほぼ同様の趣旨を述べた上
で、書面によらないクーリング・オフの効力を否定している。

（２）肯定する立場の判例
次に、肯定する立場の判例についても触れておく。最初に、この問題に対するリーディ

14　能見善久「消費者売買」、ジュリスト、948号、有斐閣、1990年、P58参照。
15　浜上、1985年、P310参照。
16　村、1990年、P30参照。
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ング・ケースと呼べるであろう福岡高裁平成６年８月31日判決（判例時報1530号P64・
65、判例タイムズ872号P289・290）について触れておく。
本件は、購入者が自宅において販売業者から袋帯等を30万円で購入し、代金の支払いに

ついて信販会社との間で立替払契約を締結したものの、直後に代金を支払えない旨販売業
者に直接口頭で伝えたのに対して、後日信販会社から立替払金の請求がなされたものであ
る。本件においては、旧割賦販売法30条の６、４条の３第１項が、割賦購入あっせん関係
の申込みの撤回等、いわゆるクーリング・オフは、「書面により」行う旨規定していたと
ころ、口頭で行うことが可能であるかが争われた。一審（八代簡判平成４年７月13日平３
（ハ）78号）は、信販会社の請求を棄却し、原審（熊本地判平成５年８月27日平成４年（レ）
22号）は、前述したように信販会社の請求を認容した。それに対して上告審にあたる福岡
高裁は、要約すると以下のような判断を下した。
すなわち、①同条項は、訪問販売等においては、消費者の「購入意思が不安定なまま契
約して」しまう場合が多く、「その弊害を除去するため、一定の要件のもとで申込みの撤
回等を行うことができることにしたものであって（中略）、いわゆる消費者保護に重点を
置いた規定である」、②法律が書面を要求しているのは、「申込みの撤回等について後日紛
争が生じないよう明確にしておく」という趣旨である、したがって、③書面で行った場合
と「同等の明確な証拠がある場合にはその保護を与えるのが相当である」、そして④本件
において購入者は、直接口頭でクーリング・オフする旨伝えているのだから、書面で行っ
た場合と「同等の明確な証拠がある場合」と考える事ができると述べた上で、最終的に「割
賦販売法30条の６、４条の３第１項による申込みの撤回等は有効になされたというべきで
ある。」との判断をした。
これ以外にも、学習教材の訪問販売において、購入者が販売業者に直接口頭で「教材を
持ちかえってほしい」と述べたのに対して、クーリング・オフの効力を認めた判例（古川
簡判昭和62年６月15日NBL431号P49）や、同じく学習教材の割賦購入あっせんについて、
教材を持参した販売業者に対して直接口頭で「受け取ることはできん。持って帰ってくれ」
と述べたのに対して、「『書面により』としたのは、（中略）クーリング・オフしたかどう
か後日紛争が生じないよう明確にしておく趣旨であると解されている」と述べた上で、本
件のようにクーリング・オフの意思が明らかな場合にはクーリング・オフの効力を認めて
よい、との判断を下した判例（大阪簡判昭和63年３月18日判例時報1294号P130）が存在
している。また、平成６年の福岡高裁判決後の判決は、基本的に肯定する立場を採用して
いる17。

（３）小括
以上関連する判例を紹介したが、要約すると以下のような事が言えよう。

17　平成6年以降の主な判例として、広島高裁松江支部判決平成8年4月24日（消費者法ニュース、29号、
P60）、新城簡裁判決平成19年10月15日（兵庫県弁護士会消費者問題判例検索システム　http://
www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/159.pdf）を挙げておく。基本的に書面によらないクーリング・オ
フの効力を肯定している。
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最初に、書面によらないクーリング・オフの効力については、これを否定する判例と肯
定する判例が存在するものの、その多くはこれを肯定している。次に、効力を否定してい
る判例は、書面を要求する趣旨として、クーリング・オフが「一方の単独行為により合意
による拘束を免れることを認めるもの」であるという点を強調しており、肯定している判
例は「後日紛争が生じないよう明確にしておく」という点を強調しているものと考えられ
る。さらに、この事はクーリング・オフの制度趣旨について、それを契約の拘束力との関
係で言わば例外的制度として考えるのか（それ故書面等の要件は厳格に要求するべきと考
えるのか）、契約の拘束力を認める前提としての消費者の自由意思が担保できないが故の
言わば当然の制度として考えるのか（それ故書面等の要件についても消費者の立場に立っ
て柔軟な解釈を可能と考えるのか）という違いにも関連しているように思われる18。最後
に、肯定している判例も書面と同程度の明確性を要求しており、さらに、その明確性につ
いて具体的で明確な基準を示しているわけではない、という点は確認しておきたいと思う。

３．考察
（１）現行法の解釈
以上を前提に以下検討を加えたいと思う。
この点、前述した否定的立場の根拠である、①条文の文言に素直な解釈、②「書面によ
り」という文言の改正（削除）がなされていない、③肯定するとクーリング・オフの特徴・
メリット（要件の明瞭性と適用判断の容易性）が失われてしまう、という各点を重視し、
さらに否定的立場の判例が述べるように、「書面により」と規定されている趣旨について、
クーリング・オフは、一方の単独行為により契約の拘束から免れさせるものであるため行
使の方式を厳格にしたものである、という側面を強調すれば、「書面により」の文言は厳
格に解釈するべきであり、書面によらないクーリング・オフの効力は認めるべきではない
と考える事も可能であろう。
しかしながら、クーリング・オフは不完全な意思に基づく契約の拘束力から消費者を解
放することにより消費者を保護するための制度であり、契約の申込みや締結後にその契約
が消費者にとって得か損か考え直すような事を認め、一方的な単独行為により契約の拘束
から解放する制度とは考えられない。さらに、そうであるならば、立法担当者や平成６年
の福岡高裁判決が述べているように、条文が「書面により」と規定している趣旨は、後日
の紛争予防のためであると考えるべきであり、これらの点において否定的立場は必ずしも
妥当な立場とは考えられない。また、要件の明瞭性と適用判断の容易性の点から書面によ
らないクーリング・オフの効力について否定的に考えているものと思われる論者も、この
問題を「合意解除の認定や信義則の援用によって処理すべきだろう」と述べ、最終的には
抽象的な「信義則」というようなものにより解決されようとしている事から考えれば、要
件の明瞭性や適用判断の容易性から考えて、必ず書面によらなければクーリング・オフの
効力を認めてはいけないという事にはならないと考えられる。以上に加えて前述した肯定

18　青野、1995年、P222、大澤、1993年、P179参照。
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的立場の根拠である、③「肯定しても事業者に不当な不利益を与えない」、④「証明の容
易さに対する認識」、⑤「契約の有効性との均衡」、⑥「書面の要求は消費者に過大な要求
になる」、といった点を含めて考えれば、私は書面によらないクーリング・オフの効力は、
書面と同程度の明確性が存することを条件にこれを肯定するべきものと考える。

（２）クーリング・オフの行使方法に関する今後の検討課題（立法論・政策論）
以上述べたように、現行法の解釈としては上記結論をもって妥当と考えたとしても、立
法論・政策論として消費者にとってより使いやすいクーリング・オフ制度にするための方
法は別途検討する必要があるため、以下若干意見を述べておきたいと思う。
この点、書面によらないクーリング・オフの効力を肯定するならば、様々な不都合が生
じる可能性があるにも関わらず、わざわざ「書面により」との文言を条文に入れておく必
要はないのではないかという点から、当該文言は削除するべきであるとも考えられる19。
しかしながら、「『書面により』を削除すると、クーリング・オフの行使をめぐって争い
が生じやすくなり、かえって消費者保護にならない」20 とも考えられるし、当然の事なが
ら事業者の手間も増え現場が混乱する恐れが生じる。さらに、平成６年の福岡高裁判決が
述べるように、書面によらないクーリング・オフの意思表示が、書面と同程度の明確性を
有する事を消費者が立証すべきものと考えれば、その証明は必ずしも容易ではないと言わ
なければならず、「書面により」との文言を単に削除する事では、消費者にとってクーリ
ング・オフ制度の使いやすさが大幅に向上するとは言い難いように思われる。
したがって、そのような観点から考えれば、諸外国における立法例として紹介されてい
るように、契約書面に「クーリング・オフ書面」（消費者は名前等簡単な記載だけをし事
業者負担で郵送できるような書面を念頭）添付を事業者に義務付けるという手段も一考に
値しよう21。このような制度を採用すれば、消費者はクーリング・オフ書面をどのように
作成したらよいか悩んだり調べたりする必要はないし、通常はクーリング・オフされる事
を快く思っていないであろう事業者に、対面や電話でその意思を伝える必要もないのであ
るから、消費者の（経済的・物理的・心理的）負担はかなり軽減されるように思われる。
さらに、事業者にとっても容易に消費者の意思を確認する事ができ、関連する業務の負担
を軽減させる等一定のメリットがあると考えられる。また、事業者からしてみれば、従来
よりクーリング・オフが容易になると考えられるため、クーリング・オフされないように
消費者に対する説明をより丁寧に行う等の配慮がなされるというような効果も期待できよ
う。

19　「不都合」の具体的内容としては、例えば、必ず書面が必要であると「誤解」した消費者が、書面
の提出に負担を感じクーリング・オフを諦めてしまう場合や、書面によらないクーリング・オフの
効力が認められる余地があるにも関わらず、事業者が法定書面に記載されている「書面により」と
の文言を盾に、書面によらないものは認められない、と消費者に伝えてしまうような場合が考えら
れる。

20　竹内、前掲注4、P130、清水、1989年、P395。
21　江頭、2018年、P148、浜上、1985年、P310参照。なお、事業者にクーリング・オフ書面添付義務

を課した場合に、書面によらないクーリング・オフの効力を認めるか否かは別途検討する必要があ
ろう。
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他方で、「クーリング・オフ書面」の交付義務を事業者に課すという事は、事業者にとっ
ては、郵送費等様々な負担が増大する事を意味するわけであるが、その事が商品等の価格
に反映される可能性がある事は考慮する必要があろう。そうすると、そのような点も含め
て考えれば、更に契約書面にクーリング・オフ専用のメールアドレス添付を事業者に義務
付けたり、希望した消費者には自動返信機能が付いたメールの送信を義務付けるといった、
メールを活用した方法も検討する必要があるのではなかろうか。ただし、メールによる方
法についても、消費者被害の多くは高齢者が対象となっており、他方で高齢者の多くはパ
ソコンやスマートフォンによるメール操作に不慣れな者が多いとも考えられる中で果たし
て現実的な方法と言えるか、本人確認の点等も含めて今後検討する必要があろう。

おわりに
以上、書面によらないクーリング・オフの効力について検討を加え、さらに、条文の解
釈とは一旦離れて、立法論・政策論としてより消費者にとって使いやすいクーリング・オ
フにするための方策について触れた。この点、理論的にはどの考えを採ることも不可能で
はないのであろうし、それぞれ長所・短所が存していると言わざるをえない。思うに、クー
リング・オフの制度は、消費者を保護するための制度であるのだから、当然のことながら
消費者自身が使いやすいと感じることができる制度でなければならない。そしてそのため
には、最終的には消費者自身がどうするべきかを自ら考え、意見を集約・発信していくこ
とが大切なのであろう。さらに、消費者の意見をまとめて実際の政策形成の場にそれを伝
えていくにあたって、消費者団体の役割が非常に重要なものであることは当然であろう。
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水産エコラベルの推進に向けた企業への提言
－SDGsと消費者視点から－

Recommendations for companies to promote fishery eco-labelling
－From the perspective of consumers and SDGs－

浅野　智恵美
Chiemi ASANO

要　　約

世界の人口は2050年には98億人に達すると予測されている。限りある水産資源を持
続的に利用していく重要性はますます高まっている。そのような中、水産認証制度が
誕生し、認証商品には水産エコラベルが貼付されるようになった。
ファーストフード業界の先陣を切り、持続可能な水産資源の推進と利用拡大に向け
取り組んでいるマクドナルド社は、世界の全店舗で販売されている魚に、海の生態系
に配慮して漁獲された天然アラスカ産のMSC認証のスケソウダラを使用している。
日本全国のマクドナルド店も、すべて天然アラスカ産のMSC漁業認証を取得してい
るスケソウダラを使用している。しかし、日本で販売されている商品パッケージに、
MSC認証商品であることを示す青い魚のマークは表示されていない。
水産エコラベルはいまだ日本に浸透していない。その最大要因は、水産エコラベル
付商品が消費者の身近な店舗等で販売されていないことにある。SDGs目標14に「海
の豊かさを守ろう」が明記されている。目標12「つくる責任、つかう責任」では、持
続可能な消費と生産パターンを確保し、消費と調達をより良くしていくことが求めら
れている。SDGsの目標達成を念頭においた企業の水産エコラベルの推進の有り方に
ついて考察する。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：天然水産資源の減少、水産品認証制度、水産エコラベル、SDGs、
　　　　　　エシカル消費、消費者の意識変革

はじめに
無尽蔵と考えられていた水産資源に陰りが見え始めている。国際連合食糧農業機関

（FAO１）の水産物統計によると、世界全体での天然漁獲量は1980年まで増加していたが、
それ以降は9,000万トン前後で横ばいとなっている。一方、過剰漁獲が占める割合（折れ線）
は右肩上がりとなっている。この割合が増えていくと、最終的には次の世代に魚を残せな
くなる。FAOによると、世界の水産資源の約３割は過剰漁獲され、約６割は漁業拡大の余
地がないほど差し迫った資源状況にある（図１）。

１　Food and Agriculture Organization of the United Nations
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世界の人口２ は、現在の76億人が毎年約8,300万人の割合で増加し、2050年には98億人
に達すると予測されている。所得水準の向上や健康志向の高まり、魚食を好むなど嗜好の
変化から、水産物の需要は今後も増加すると見込まれている。将来的に世界の水産物需給
がひっ迫すると、水産物の乱獲や枯渇がさらに加速し、生物多様性の喪失が進行する。

図１　世界の水産物供給量と過剰漁獲漁業の割合　出典：海洋管理協議会

１．水産品認証制度と水産エコラベル
限りある水産資源を持続的に利用していく重要性が高まっている。そのような中、水産
物が地球環境保全や水産資源の保護に配慮した漁法で漁獲・生産されたかを客観的な基準
から評価する制度として、水産品認証制度が誕生した。基準を満たした製品には多くの場
合、「海のエコラベル」と呼ばれている水産エコラベルが貼付されている。
本稿では、世界初の水産物の認証制度である海洋管理協議会（Marine Stewardship 

Council、以下MSC）の取組について取り上げる。MSCは持続可能な天然漁業のための水
産エコラベル認証制度を管理・推進する国際非営利団体である。世界自然保護基金（WWF３）
とユニリーバによって1997年に設立された。ユニリーバは当時世界最大の水産物の取引量
を誇り、世界最大の冷凍食品の加工流通業者でもあった。

MSC認証制度は、生産者からも消費者からも独立した認証機関が認証の審査を行う第
三者認証制度を導入している。2006年以降、世界最大のスーパーマーケット・チェーン
のウォルマート（米国）がMSCを水産物の調達基準として発表したことなどから、一気
にMSC認証を受けた水産物の需要が拡大していった。世界約100カ国で37,500品目以上の
MSCの青い魚のマーク（図２）が貼付された水産品が販売されている。日本ではイオンや
生協、世界最大の家具量販店であるイケアなどで744品目が扱われている４（図３、４、５）。

図２MSC認証ラベル　図３イオンMSC認証商品　図４生協MSC認証商品　図５イケアMSC認証商品

２　国連「世界人口予測2017年改訂版」より
３　World Wide Fund for Nature
４　サステナブル・シーフード・ウィーク2018実行委員会リリース
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MSCには漁業の認証基準と、流通加工段階の認証基準の二つが存在する。漁業認証は、
科学者、NGO、および漁獲、加工、小売り分野の代表者との、広範で国際的な協議プロ
セスを経て作成された「持続可能な漁業のための原則と基準」に基づき、独立した認証機
関が漁業を審査する。審査は、①資源の持続可能性、②漁業が生態系に与える影響、③漁
業の管理システムについて、MSCの原則と基準に基づき行われている。
流通加工段階のCoC認証は、水産物の漁獲から消費者の手に渡るまでを「認証」という

チェーンでつなぐ「Chain of Custody（管理の連鎖）」を略したものである。加工・流通チェー
ン内で、MSC認証を取得した漁業からの製品と非認証製品とを確実に分別するための仕
組みであり、MSCエコラベルの貼付を望む団体はCoC認証の取得が必要となる。これは
加工業者、卸売業者、レストラン、小売店など、サプライチェーンそれぞれの過程に適用
される５。認証された製品を扱う業者の管理制度がつながることにより、最終消費者から
生産者（漁業者）まで辿ることができる（図６）。

図６　MSC認証とCoC認証の関係性　出典：海洋管理協議会（MSC）

２．マクドナルド社のMSC認証水産品に対する取組経緯
食材の持続性を追求するマクドナルド社（米国）は、持続可能な魚の供給を持続可能供
給ポリシーの重要な根幹として位置付けている。「持続可能な漁業に向けたグローバル方
針」を策定し、年次独立アセスメントの実施を規定し、原料調達事業者と協力して持続可
能な漁業からの調達に取り組んだ。2011年６月８日の世界海洋デーには、ヨーロッパの店
舗でMSC認証の魚の提供を開始した６。2011年10月以降、ヨーロッパ39カ国の約7,000店
舗で販売されるフィレオフィッシュ（図７）は、すべてMSC認証商品であることを示す
青い魚のマークが付けられた。環境配慮に高い関心を持つヨーロッパが、マクドナルド社
の本拠地である米国に先行した。
2012年ロンドンオリンピックの食品指針（フード・ヴィジョン）は、提供される魚は

MSC認証取得水産物を含め、持続可能性を証明することを明記した。その結果、フィッ
シュ＆チップスとして販売されるすべての魚はMSC認証取得漁業の魚が使われた。公式
スポンサーを務めたマクドナルド社は、ロンドンオリンピック会場でMSC認証のフィレ
オフィッシュを選手やメディア関係者に提供した。
2013年１月には14,000以上ある米国内のマクドナルド全店舗で、MSC認証の水産品を使
用し、フィレオフィッシュやフィッシュバイトのパッケージにMSC認証のエコラベルを
付けて提供を開始した７。これは、全米外食チェーンとして初めての取組であった。フィ

５　MSC（海洋管理協議会）より
６　海洋管理協議会　2011年6月8日プレスリリース
７　CSRwire“McDONALD'S USA FIRST NATIONAL RESTAURANT CHAIN TO SERVE MSC-

CERTIFIED SUSTAINABLE FISH AT ALL U.S. LOCATIONS”
https://www.csrwire.com/press_releases/35112-McDonald-x27-s-USA-First-National-Restaurant-
Chain-To-Serve-MSC-Certified-Sustainable-Fish-At-All-US-Locations
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レオフィッシュはMSC認証の天然アラスカ産スケソウダラを使用している。筆者が2013
年３月14日に米国ケンタッキー州の店舗で購入した商品パッケージには、青い魚のMSC

認証マークが表示され、側面に「Wild-caught Alaskan Pollock responsibly sourced from an 

MSC certified sustainable fishery.　天然アラスカ産スケソウダラは、責任を持ってMSC認
証を取得した持続可能な漁業から調達しています。」と明記されていた（図７）。

図７　MSC認証マーク付フィレオフィッシュのパッケージ
2013年３月14日購入（米国ケンタッキー州）

ファーストフード業界の先陣を切り、持続可能な水産資源の推進と利用拡大に向け取り
組んでいるマクドナルド社は、現在、世界の全店舗で販売されているフィレオフィッシュ
の魚に、海の生態系に配慮して漁獲された天然アラスカ産のMSC認証のスケソウダラを
使用している８。海のエコラベルの導入で、水産品需要の高まりとMSC魚種資源の健全性、
持続可能性を保つための責任ある資源調達とのバランスを確保することが可能となった。

３．日本マクドナルド社の取組評価と課題
日本マクドナルド社は、Scale for Goodの取組の一環として『持続可能な食材の調達』

を目標に掲げている。全国に点在する2,898店舗９（2018年９月末）の店で販売されている
フィレオフィッシュは、他国同様すべて天然アラスカ産のMSC認証スケソウダラを使用
している。日本のファーストフード業界でMSC認証の水産品を販売しているのは、日本
マクドナルド社だけである。他社に先駆けた意欲的な取組は評価に値し、持続可能な社会
に向けた覚悟を感じる。しかし、日本で販売されているフィレオフィッシュのパッケージ
には、MSC認証商品であることを示す青い魚のマークは表示されていない（図８）。

図８　日本で販売されているフィレオフィッシュのパッケージ
2018年９月23日購入（愛知県豊田市）

８　藤田香「企業の原材料やエネ調達「持続可能」選別要件に」日経産業新聞　2018年8月3日付記事
９　日本マクドナルドホールディングス（株）セールスリポート
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消費者には、①店舗で水産エコラベル商品を見つける、②自分で見つけられない時はお
店の人に聞いてみる、③製造・販売している企業に尋ねてみるなど、一人ひとりにできる
ことがある。そこで、以下３点の質問を日本マクドナルド社ホームページに設けられてい
る「お客様相談窓口 10」を通じ、2018年10月18日に問い合わせた。一週間後に、同社コミュ
ニケーション本部PR部担当者から丁寧な回答メールが届いた。
【質問１】日本の全店舗でMSC認証のスケソウダラを使用開始されたのはいつからか？
【回答】数年かけてMSC認証取得済みのスケソウダラの使用に切り替え、現在、日本の

店舗で販売しているフィレオフィッシュの原料は、すべてMSC認証を取得した
スケソウダラを使用している。MSC認証済みのスケソウダラを使用する以前も、
資源管理されたアラスカ産のスケソウダラを使用していた。

【質問２】なぜ日本で販売されているフィレオフィッシュのパッケージに、MSC認証の
青い魚のマークが表示されていないのか？

【回答】フィレオフィッシュの原材料であるスケソウダラは天然の漁業資源であることか
ら、資源枯渇が起こらないようMSCの漁業認証を取得している漁業者から購入
している。MSC認証のマークは、漁業者が取得する漁業認証と、流通・加工業
者が取得するCoC認証の両方を取得して初めて使用することができるが、現在、
CoC認証は取得していないため、MSC認証のマークは表示していない。

【質問３】今後、パッケージにMSC認証の青い魚のマークが表示される予定はあるか？
【回答】公表できる段階になったら弊社ウェブサイトやニュースリリース等でお知らせする。
本年５月24日には日本マクドナルド社を訪問し、CSR部マネージャーから話を伺う機会
を得た。事前送付した３点の質問と回答、当日のインタビュー内容を以下に記す。
【質問１】日本で販売されているフィレオフィッシュのパッケージに、MSC認証の青い

魚のマークを表示できない課題は何か？
【回答】現在、弊社で販売しているフィレオフィッシュの白身魚はスケソウダラである。

漁業認証は取得しているが、CoC認証は未取得であるため、パッケージにはMSC

認証マークは付与していない。
【質問２】パッケージに表示されているQRコードや日本マクドナルド社のホームページ

で、MSC認証の魚を使用している情報を発信する等の予定はあるか。
【回答】現在、ホームページなどで紹介している。
【質問３】MSC、ASC認証など水産エコラベルについて、社員研修等は行われているか。
【回答】アルバイトは全国約15万人いる。アルバイトのマニュアルにはMSCだけでなく、

弊社で取り扱っているRSPO、FSC、RAについて説明を実施している。

同社の教育マニュアルには、MSC認証の青い魚のマークがカラーで掲載されており、
スタッフ教育はすでに行われていた。2019年内の取得に向けてCoC認証を申請中のため、
これが完了したらウェブサイトやニュースリリース等でお知らせするとの回答を得た。
今回のインタビューを経て、日本マクドナルド社は各店舗がCoC認証を取得していない

10　日本マクドナルド（株）https://www.mcdonalds.co.jp/cgi-bin/cservice/form2/form.cgi?ex=1
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ことから、フィレオフィッシュのパッケージにMSC認証の青い魚のマークを表示できな
いことが判った。同様に、CoC認証を未取得であるため、ホームページやQRコードを利
用した商品情報発信欄に、青い魚のマークを表示できないことも判明した。
同社のホームページには「持続可能な食材の調達」として、「お子様からご高齢の方ま
で幅広い年代に人気のフィレオフィッシュに使用する白身魚。人類共有の財産である水産
資源を守るため、欧州や米国、カナダ、ブラジルのマクドナルド店舗では、生態系に配慮
した持続可能な漁業を認証する海のエコラベルMSC認証を取得した魚を使用しています。
日本マクドナルドもすでに科学的根拠に基づいて漁獲された、持続可能な白身魚を使用し
ていますが、MSC認証取得に向けた取り組みを進めています。11」とある。
商品パッケージにMSC認証の青い魚のマークの水産エコラベルが表示されていれば、

消費者は一目でそれが環境に配慮して漁獲・生産された製品であると判る。しかし今の状
態では、持続可能な漁業で獲られたMSC認証の魚を使用している重要な情報が消費者に
伝わっていない。MSC認証の持続可能な魚を扱っているという自社製品に従業員が誇り
を持ち、環境意識を高めるチャンスをも失っている。
フィレオフィッシュのパッケージに表示されているQRコードを読み取ると、「主要原料

はスケソウダラ／アメリカ（ベーリング海）、最終加工国はタイと日本」と原産国情報が
表示され、確認することができる。これと同様の情報が、日本マクドナルド社のホーム
ページのメニュー欄 12 にも記載されている。しかし、これだけでは消費者に持続可能な
水産品を使用していることが伝わらない。メニュー欄に「海の生態系に配慮して漁獲され
たMSC（海洋管理協議会）認証のスケソウダラを使用しています。」と明記する必要があ
る。ここにMSC認証の青い魚のマークを載せた情報発信があると、日本のファーストフー
ド業界で先陣をきり、唯一MSC認証の魚を採用しているマクドナルド社の環境取組が、
判りやすくはっきり目に見える形で消費者に伝わる。
日本マクドナルド社のCSR担当者は、「日本は欧米の環境取組より遅れている感がある
が、消費活動は未来への投資である。地球のことを考えて行動する責任が私たちにはある。」
と述べられていた。CoC認証の取得はもとより、MSC認証の青い魚のマークをパッケー
ジに新たに印刷するには多大なコストが掛かる。この壁を乗り越える必要がある。
同社は、森林環境保全としてハンバーガーを包む紙やボックス、紙カップなど、顧客に
提供するすべての紙製容器包装類は、2020年までにFSC（Forest Stewardship Council、森
林管理協議会）認証製品を100％使用することを目指している。FSC認証とは、将来も豊
かな森が維持できるように管理しているかを国際的な基準でチェックし、証明する制度で
ある。FSC認証を使用することは自然の生態系と人々の社会的・経済的な生計手段を守る
ことにつながる。取組のひとつとして、全国の店舗で使用している「トレイマット」も
FSC認証製品に切り替えている13。

11　日本マクドナルド（株）ホームページ
http://www.mcdonalds.co.jp/company/scale_for_good/sourcing/

12　同上　http://www.mcdonalds.co.jp/quality/basic_information/menu_info.php?mid=1110
13　同上　http://www.mcdonalds.co.jp/company/community/eco/
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なお、CSRレポート2018 14 の環境情報欄には、「フィレオフィッシュに使用する白身魚は、
科学的根拠に基づいて漁獲された持続可能な白身魚を使用し、MSC認証取得に向けた取
り組みを進めています。」と記載されていた。しかし日常生活でCSRレポートに目を通す
消費者数は極限られている。現状ではMSC漁業認証を取得したスケソウダラを使用して
いることが消費者に届いていない。原料調達、製造、販売、消費における水産品の持続可
能な循環の環が繋がっておらず、プツリと切れてしまっている。同社は情報発信の有り方
を見直す必要がある。

４．SDGs推進に向けた企業の水産エコラベルの取組
2015年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標であるSDGs15 の目標14「海の
豊かさを守ろう」は、「海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形
で利用する」と明記している。14.2では、「2020年までに、海洋および沿岸の生態系のレ
ジリエンス強化や回復取り組みなどを通じた持続的な管理と保護を行い、大きな悪影響を
回避し、健全で生産的な海洋を実現する。」とある。14.4は、「2020年までに、漁獲を効果
的に規制して、乱獲や違法・無報告・無規制（IUU）漁業および破壊的な漁業慣行を撤廃し、
科学的情報に基づいた管理計画を実施することにより、実現可能な最短期間で水産資源を、
少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる持続的生産量のレベルまで回復させ
る。」とある。一方、目標12「つくる責任、つかう責任」では、持続可能な消費と生産パター
ンを確保し、消費と調達をより良くしていくことを求めている。
魚介類などの水産品が店舗にどのように届いたのか、流通過程の取り扱いや、どのよう
な漁法で獲られたかを消費者が知ることは非常に難しい。水産品が海から私たちの食卓に
届くまでの道筋は見えにくいが、消費者には責任ある漁業で獲られた証である水産エコラ
ベルが貼付された認証商品を選ぶことができる。これはエシカル消費16 につながる。
日本生活協同組合連合会は、MSC認証ラベルのついた製品の販売を2008年に開始し、

約10年が経過した。2018年度の水産部門のコープ商品（PB＝プライベートブランド商品）
におけるMSC認証商品の供給高（会員生協への卸売金額）構成比は、19.1％に達している。
2018年６月には生協もSDGsの一端を担うべく、７つの取り組みを通じてその実現に貢

献することを約束する「コープSDGs行動宣言 17」を採択した。そのうちの１つとして掲
げられた「持続可能な生産と消費のために、商品とくらしのあり方を見直していきます」
に基づく具体的な取り組みとして、水産部門のコープ商品におけるMSC認証とASC認証
商品の供給金額構成比を、2020年までに20％以上に引き上げることを目標としている。
株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、2018年10月29日より全国のセブン‐イレ

ブンやイトーヨーカドーなど、セブン&アイグループの約21,000店舗で、セブンプレミア
ム初となるMSC認証の『セブンプレミアム　辛子明太子』を発売開始した18。わが国に

14　日本マクドナルド（株）ホームページ　http://www.mcdonalds.co.jp/company/csr/
15　Sustainable Development Goals
16　エシカル（ethical）は「倫理的な、道徳上の」という意味。人体・環境への負荷、社会貢献などを
重視して生産された商品やサービスを選択的に消費する行動及び理念。

17　「コープSDGs行動宣言」について：https://jccu.coop/activity/sdgs/
18　（株）セブン＆アイ・ホールディングス　2018年10月26日　ニュースリリース
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おけるMSC認証商品の普及は、欧米の積極的な取組に比べ出遅れ感はあるが、MSC認証
製品アイテムは加速をつけて日本市場で増えている。2019年５月には環境宣言『GREEN 

CHALLENGE 2050』を定めた。「持続可能な調達」についてはオリジナル商品（セブンプ
レミアムを含む）で使用する食品原材料は、持続可能性が担保された材料を2030年までに
50％、2050年までに100％使用することを目指している。取組事例として、MSCなどの水
産認証商品の販売および商品開発を推進するとしている。

最後に
国内で持続可能な水産品の普及に向けた企業による取り組みが活発化している。しかし、
「サステナブル・シーフード」の重要性を認識してはいるものの、社内理解の難しさや費
用対効果の面から事業化に結びつかない、自社の積極的な取り組みの意義を消費者に効果
的に伝え切れていないなどの課題がある。
消費者が水産エコラベルを目印に水産物を購入することで、水産資源や環境保全に貢献
できるが、MSCの青い魚のマークのエコラベル付き製品数は世界で37,500品目以上が販売
されている中、日本はわずか2.0％、744品目である。CoC認証取得事業者数は世界4,712件
に対し、日本は232件、4.9％である（2019年５月31日時点）19。わが国に水産エコラベルが
浸透しない最大の要因は、水産エコラベル付商品が消費者の身近な店舗や宅配、ネット市
場などで販売されていないことにあると考える。
消費者が持続可能な水産品を認識し、手軽に選べる市場づくりを進めるためには、一目
で持続性を確認できる水産エコラベルの明確な表示が鍵を握る。容器に水産エコラベルを
貼付し、消費者に判るよう表示することは大きな第１歩となる。その点において世界中の
多くの人々に支持され、全国展開する日本マクドナルド社の影響力は多大なものがある。
同社の全店舗でMSC認証の青い魚のマーク表示が実現すれば、水産品認証制度の意義
と重要性を若い世代からシニアまで、幅広い年齢層に伝えることができる。消費者が持続
可能な水産品に対する認識を深める好機となりうる。日本社会の先陣をきってMSC漁業
認証の水産品を全店舗で提供している日本マクドナルド社であるからこそ、CoC認証を早
急に取得し、欧米のマクドナルド店と同様、日本国内でもフィレオフィッシュのパッケー
ジにMSC認証の青い魚のマークを表示し、消費者に提供される日が一日も早く訪れるよ
う切望する。CSRの観点からもこのチャンスを最大限に活かし、MSC認証エコラベルの
貼付に踏み出してほしい。
生協やコンビニ業界も同様に、企業活動を通してSDGsの目標14,12を達成するためには、

消費者が持続可能な商品を優先して選択できるよう、消費者視点を取り入れた事業展開の
さらなる推進が必要と考える。SDGsのゴールは2030年である。諸目標を達成すべく力を
尽くす必要がある。
最後に、筆者の問い合わせに丁寧に対応くださった日本マクドナルド社の誠意ある姿勢
に信頼を抱くとともに、深く感謝を申し上げる。

19　MSCニュースレター2019年5月
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米国における自動車関連消費者団体の成立過程とその現況

The Establishing Process of Automobile Consumers Organizations
and The Current State

磯村　浩子
Hiroko ISOMURA

要　　約

アメリカにおける自動車に関連する消費者団体４団体を対象に、その設立の経緯を
調べ、ウェブサイトほか各種の資料から、各団体の活動内容および活動の特色を観察
した。その内容を基に、①組織の目標、②活動形態、③活動資金、④広報形態などの
観点で各組織の現況を分析し、今後への期待およびそのための課題を析出しようと試
みた。
組織の目標は「自動車の安全性と消費者の権利を擁護し、生命を守り怪我を防止し、
自動車関連の詐欺や悪用から消費者を保護する」に代表され、「公正で安全な市場を
守る責任を有する政府機関を支え、自由経済における消費者と事業者の責務を推進す
ること」に発展する。次世代自動車への態度について、方向性を明確に示す団体もあっ
た。活動形態は、商品テスト、調査、意見表明、ロビー活動など、組織により特色が
みられる。現況は組織により様々だが、活動の現況を左右するのは、時代を超えて背
景をなす確固たる目標と持続する活動力、そしてそれを印象づける時代に即した広報
手段である。また活動持続のためには、世代交代を超えた活動目標および手段の継承、
環境の変化を見通す先見性と活動手段の変化が必要とみられた。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：自動車関連消費者団体、設立の経緯、運動目標、活動形態、広報形態、
活動の持続

１．はじめに－問題の所在と関心、方法－
わが国で、自動車関連の消費者問題が取り扱われたのは、1969年に翻訳されたラルフ・
ネーダー著、河本英三訳『どんなスピードでも自動車は危険だ』であり、1971年ラルフ・
ネーダー来日ののち、1972年に翻訳された同じくラルフ・ネーダー著、野村かつ子・今沢
正躬訳『アメリカは燃えている』の出版だった。1970年に設立された日本自動車ユーザー
ユニオンは自動車の欠陥追及に取り組んだ１。自動車の比較テストも、国民生活センター
が1997年12月ミニバンの比較テスト結果、1999年１月環境性（低燃費）をうたった乗用車
の比較テスト結果、2000年３月には軽自動車（新規格）の比較テスト結果の公表をしてい
た。しかしこのような動きは、わずかな期間存在したのみで、例えばエアバッグ破裂など
問題の発生時に取り上げることはあるものの、自動車に特定した運動、団体は継続して
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いない。しかし米国を見ると、歴史的に自動車関連の消費者問題に関心を持つ団体がい
くつか存在する。最近、自動車のいっそうの安全性を目指す自動運転など、AI（Artificial 

Intelligence、人工知能）による自動車構造の変化が見られ、製造・販売にあってもグロー
バル化がさらに進む中、それらの団体は、どのような点に関心を抱き、どのような現況に
あるのか、またそれは、これまでの活動や関心事項とどのように関連するのか、自動車に
関連する消費者団体の現況について、関心はつきない。
そこで米国でも代表的な、自動車に特定した活動をする消費者団体３団体と、消費者問
題を全般的に扱いつつも、自動車に関心が深い１団体を選び、その成立過程を検討しつつ、
現在の活動の特色を探り、変化する環境や今後を見据えた活動の現況を見定めることとし
た。米国とわが国では、環境変化はあるものの、グローバル化が進展する中、消費者団体
の目指すべき方向に共通性があるのではないか、また志向する方向へのヒントが見出され
るのではないかと考えた。方法は、過去に自らが立ち会った経験、入手した資料を参考と
し、現況は主として電子媒体資料によっている。

２．自動車に関連する消費者団体
ここで取り上げる自動車関連の消費者団体は、次の３団体、The Center for Auto 

Safety、Consumers for Auto Reliability and Safety、International Association of Lemon Law 

Administratorsであり、さらに自動車の商品テストに力を入れている一般の消費者団体１
団体、Consumer Reports、合わせて４団体を対象とする。これらの団体は、それぞれ自
動車に関して明確な問題意識を持ち、利用する立場で発言する団体として設立されている。
しかし共通点を持ちながらも、成立過程にはそれぞれ独自の経過があり、活動があった。
それが現在の運動にも影響し、特色をなしていると考えられる。
そこでまず成立年代に注目し、その成立過程と歴史をたどりつつ、団体として掲げてい
る目標、主体となっている活動を確認していく。

２－１　The	Center	for	Auto	Safety
The Center for Auto Safety（自動車安全センター、以下CAS）は、ドライバーを守る運
動をしてきた、消費者安全グループのラルフ・ネーダーが、1970年、総合的な活動をして
いた消費者団体のConsumers Union（消費者同盟、以下CU、次項で詳述）とともに立ち上
げたグループである。ラルフ・ネーダーは、1965年に出版された“Unsafe at Any Speed”（『ど
んなスピードでも自動車は危険だ』）の著者で、自動車メーカーと政府は、自動車の安全
性を十分に保証できていないと考え、外部に独立した見張り役が必要だと考えた。そして
先の著書をきっかけとして生まれたThe National Traffic and Motor Vehicle Safety Act（全
国交通・自動車安全法）とThe Highway Safety Act（全国ハイウェイ交通安全法）を執行する、
議会と連邦の議員を監視する必要があるという独自の目的のため、活動拠点をワシントン
DCに置いた。ここはワシントンDCホームと呼ばれている２。このCASは独立した非営利
の団体で、使命は、所属メンバーやすべてのドライバー、乗客、歩行者のために、自動車
の安全性、品質、燃料の経済性を高めようとする支援活動に貢献するとしてきた３。50年
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あまりとなるセンターの活動では、次のような活動を率いてきたとする。欠陥車の返品を
簡単にするための、各州やコロンビア特別区でのレモン法（次項で詳述）の立法、1000人
あまりの死をもたらした衝突のショックから生き残れた筈の危険な燃料システムを持つ自
動車の公表、毎年消費者が10億ドルも節約できる、自動車に関する隠れた瑕疵の開示を義
務づけた州法の立法など４。安全性の強化と高速道路の規制は、米国における１億自動車
走行マイルあたりの死亡率を1969年における5.2から1.2以下に引き下げたとしている。政
府機関に対する法的行動をとることにより、産業に対する安全や環境に関する法律で命あ
る消費者を助け、安全なリコールのための課題である危険な中古車や部品の販売をさせな
いようにした。
またCASは、多くのリコールを達成させてきた現在も、連邦の運輸省（The 

Department of Trasportation）や国家道路交通安全局（The National Highway Traffic Safety 

Administration、NHTSA）に対して、消費者の利益を代表し消費者を保護する番犬として
の活気ある役割を果たし続け、ホワイトハウスを支配するどんな団体に対しても、州や連
邦当局による賢く効果的な安全規制と積極的で厳しい法執行を進めるよう要求する。また
CASは、米国のどこででも、最新で完璧な自動車レモン法と保証の権利のデータベースを
提供し、欠陥車に悩まされてきた人々への情報源として役立ててきた５。自動車の安全に
関する提言や調査をする非政府組織に無料広告の場も提供している。こうした苦情は多く
の場合、苦しんでいる消費者のためにセンターが先頭に立って行うリコールキャンペーン
にもつながる。
今後については、自動車産業は高度技術化の未来へ向かい、自律走行車市場が成長し続
けるだろうが、CASは、株主よりも自動運転車のユーザーの安全性に重きを置く政府規制
と車に有効で環境を保護する燃料の経済規格のために支援をしていく。また自動車業界が、
次代の自動車についての刺激と興奮の中にあったとしても、現在の自動車について忘れる
ことのないよう働きかけていく、としている。
これらに表明されるCASの活動態度は、ラルフ・ネーダーの流れをくむ自動車の安全性
と環境保護への揺るぎない視点と、具体的な事象を基に連邦や州に働きかけていく活動の
確かさである。さらに典型的な事例として2002年にCASが全50州とコロンビア特別区の自
動車レモン法について調査し、一定の評価基準を基にランク付けし、各州の最高法務長官
宛てに改善を促す書簡を送ったというキャンペーンの例がある６。綿密な調査と確かな見
解に基づき、効果的なPR手法で法的な対応を求める運動方法は、この種の運動のリーダー
シップを担う団体として評価されるのではないかと考える。

２－２　Consumers	for	Auto	Reliability	and	Safety
Consumers for Auto Reliability and Safety（信頼と安全な自動車ための消費者グループ、
以下CARS）は、非営利で自動車の安全性と消費者の権利を擁護する団体で、生命を守り
怪我を防止し、自動車関連の詐欺や悪用から消費者を保護するための活動をしている７。
CARSの設立者、ローズマリー・シャーハンは、全50州で制定された法律のモデルである
カリフォルニア州自動車レモン法の立法化に大きな功績があったことで知られている。ま
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た中立的な立場での公共サービスに対する貢献、連邦取引委員会での諮問委員、国家交通
安全局からも、自動車安全政策に助言を求められるなど、カリフォルニア州法務長官事務
所とともに消費者グループを指導し支援してきた30年の実績を持つ８。彼女自身の言によ
れば、彼女が消費者支援の活動をするようになったきっかけは、1979年、カリフォルニア州
の自動車ディーラーが、彼女の車を修理するのに３か月以上要したことに始まるという９。
サンディエゴの郊外レモングローブでその車フォルクスワーゲンダッシャーのために訴訟
を起こし、消費者を集め組織化したという。そして州議員に働きかけ３年の運動ののち、
カリフォルニア州自動車レモン法を成立させた。レモン法の成立に関しては、ラルフ・ネー
ダーの出身地であるコネチカット州が最も早く成立し、その1982年よりやや遅れたが、
CARSはカリフォルニア州にあって、全50州に成立させたレモン法のモデルとなった、そ
のカリフォルニアレモン法の改善に力を尽くすだけでなく、中古車の予測し得ない重大な
欠陥や、違法な欠陥車隠し抑制の全国展開、また欠陥車を再生させた違法な再販売を禁ず
る連邦の方針のためにも指導的な役割を果たすなどしてきた。これらの実績は年ごとに、
具体例で示されているが、このグループの広報の特徴は、様々なメディアの記事やニュー
ス、記録をウェブサイトに引用していることである。また“C.A.R.S in the News”10 とし
てCurrent News（最近のニュース）、News Releases（発表情報）、News Archives（収集記録）
などにおける記録から現在のCARSの活動を引用し、自身の活動を浮き立たせている。
これらの活動内容、記述方法をみていくと、このグループは、設立の経緯や運動、方針
をリードしてきたカリスマ的な指導者の言行・活動を表面に出し、その実績から生ずる影
響を広報に活かし推進することで活動を進めている。実際、その効果は、連邦や州の機関
で認められた実績の記事や写真などの引用で視覚化されている。総じて見ると、中立的と
されるその人脈やロビー活動の効果が、自動車安全のための施策に著しい影響を与えてい
るように見受けられる。

２－３　International	Association	of	Lemon	Law	Administrators
International Association of Lemon Law Administrators（レモン法管理者国際協会、以下

IALLA）は、1997年、ニュージャージー州などのレモン法管理者の呼びかけで結成された、
レモン法管理者が集う協会である。IALLAの目的は、公正で安全な市場を守る責任を有す
る、州や国レベルの政府機関を支え、その役割を促進させること、自由経済における消費
者と事業者の責務を推進することにあるとされる。2000年にはカナダを含む約200人が参
加し、第２回年次大会が開かれた。この組織の正会員には、州、連邦または他の国におけ
る自動車や、レモン法の活動範囲に業務が及ぶ政府機関の行政官の個人が参加する。支援
メンバーは自動車製造業者、販売業者、消費者支援組織メンバー、弁護士、仲裁機関関係
者、教育プログラム非営利組織の教育関係者、データベース関係者などである。会議では、
連邦レベル、州レベルの法制度について、また各州の裁判外紛争処理制度を含む現況につ
いて報告され討論された。連邦の交通安全局、製造業者からの現況報告もあった11。
この組織は毎年、年次大会を持ち、レモン法や民間の紛争処理団体の現況や問題点につ
いて討議し、レモン法の統一法の可能性についても検討する。分科会ではレモン法の適用
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範囲の改善、レモン車再販売の際の情報開示、車両交換や支払代金返還の際の条件につい
ても取り上げられた。さらにこの組織は、連邦およびフロリダ州でNPO法人としての登
録をし、情報交換のため、CFA（Consumer Federation of America、アメリカ消費者連合）
の正会員ともなっている。各州の行政官ではあるが、個人として参加し個人の立場で消費
者団体にも加入しているのである。日本の制度と異なり、担当官が長く同じ職場にあって
継続して勤めることも可能なシステムが基本にあるとみられる。
また今後の課題については、すでに普及している電気自動車やレジャーカーの生産体制、
規制の現状を調査するのみでなく、将来の車、電子制御システムの脅威や弱点などについ
ても年次大会などでクローズアップし、専門家による情報提供などで将来に備えようとし
ている。

２－４　Consumer	Reports
Consumer Reports　（消費者情報、以下CR）は、1936年に設立されたとされる。市場に
おける真実、透明性、公正性のため、消費者とともに活動する、独立した非営利メンバー
の組織である12。そして厳格な調査結果、消費者の見識、購買する立場での意思決定を知
らせ、事業者が提供する製品やサービスの改善、規制あるいは公正で競争的な商慣習を方
向付ける洞察力を持ち専門的手段を活用するとしている。そして急速に技術的な発展を遂
げる今日の世界にあってCRがなすべきことは、新たな技術や製品、サービスと同様に変
化しつつ、先駆けて人々の日々の生活に寄り添っていかねばならない。生活にいかに関わ
るかを自覚し熱意を持って活動する。目指すのは消費者世帯が安全に、資産を守りつつ新
たな技術を信じ輝かしい未来を受け入れられることで、その使命は実現されつつあり、消
費者とともにより公正で安全で、健康な世界を創造しようとしている、としている。
このCRも1968年に設立されたCFA（アメリカ消費者連合）の正会員となっており、CI

（Consumers International、国際消費者機構）の会員でもある。
CRは、600万人以上の会員を持ち、主力のウェブサイトを含め印刷・デジタル・放送メ

ディアを通じ1,000万の人々に情報を伝え、商品テスト誌“Consumer Reports”『消費者情
報』を発行し、CRネットワークテレビジョン（Consumer101）も提供している。
長く信頼されてきた商品テストの歴史に基づく雑誌の発行と時代に即した広報手段、専
門的技能や手段を効果的に活かした政府機関への政策提言、製造業者等への意見表明が、
多くの支持者や後援者を得て強力な活動力を発揮している。
またこの機関が主に取り上げるのが自動車関連の商品テストである。それはアメリカ社
会における自動車の存在に大きく関わっている。商品テストの中でも、自動車関連の出版
物、記事はウエイトが高く、車種・ブランド・アクセサリー等、具体的で利用価値が高い。
先に挙げた他の自動車関連消費者団体も信頼を寄せている。

３．団体設立に関連した機関と運動
ここで各自動車関連消費者団体の設立に大きな役割を果たした機関および法律に触れ
る。それは米国の歴史ある消費者団体CU（Consumers Union、消費者同盟）と、通称レ
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モン法と呼ばれる各州の州法で、自動車の保証に関する消費者法である。前者は歴史的に
はCASとCRに関わり、後者はCARSとIALLA設立の経緯に関わっている。

３－１　Consumers	Union
Consumers Unionは、アメリカを本拠とする、主として商品テストと調査および消費者
支援を行う非営利の組織である。消費者の市場での意思決定を支援し、消費者の必要を最
優先とする市場関係者を支援しようとする。“Consumer Reports”という雑誌を刊行し、
同名のウェブサイトを持っている。アーサー・カール、コルストン・ウォーン（Arthur 

Kallet、Colston Warne）により1936年に設立された。前身の“Consumers’ Research”は
1926年設立13。先のCASは、このConsumers Unionとラルフ・ネーダーが設立したもので
ある。ラルフ・ネーダーは、1967年から1975年までこの組織で理事をしていた。
2012年、Consumers Unionは、Consumer Reportsという事業を行う出版組織を発足させ

た。それは同組織が発行する雑誌の名前でもあるが、Consumers UnionよりもConsumer 

Reportsの名称の方が一般的で親しまれていたことが、出版組織の名前を変更した理由のよ
うである。Consumers Unionの名称は、政治的支援に参加する組織の分課として残っている。
このように見るとConsumers Unionは、アメリカの消費者団体の歴史に大きな影響力を
持ち、自動車関連消費者団体に関しても、商品テストを通して培ってきた力が運動の支え
になっているようである。

３－２　Lemon	Law
レモン法は、Lemon（欠陥車）に由来する俗称であるが、アメリカ全50州とコロンビ

ア特別区で施行されている自動車の保証に関する州法である。上記のいずれの団体でも
市民にとっての重要な情報として各州のレモン法に関する事項が提供されているが、特
にCARSはレモン法の立法とその改善に尽力した創設者を中心に運動の中核として位置づ
け、またIALLAにとっては、まさにレモン法の管理者である各州の行政官とその支援者の
集まりであり、設立ばかりでなくその現況にも関わる重要な要素なのである。
レモン法について簡単に触れると、自動車の保証に関する消費者保護の州法で、一定の
修理不能回数、あるいは修理できない一定の期間があればレモンと認定され、車両の返還
や交換が可能となる。レモン（Lemon）には欠陥車という意味があり、俗称でレモン法と
呼ばれている。果物のレモンは内部が腐敗していても外側からはわからないことに由来す
るとされ、反対にピーチ（Peach、桃）は内部が腐敗していれば外側からもわかるので良
いものとされるという14。
このようにレモン法も、アメリカでの生活に欠かせない自動車という製品につき、1960

年代からの問題意識を引き継ぎ、各地の運動によって獲得してきた各州における消費者保
護法である。それぞれの組織設立のきっかけや運動の中での達成目標、また共通認識の重
要事項となっており、組織の発達の推進力でもあった。
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４．まとめ
アメリカにおける自動車に関連する消費者団体３団体と自動車の商品テストに力を入れ
ている一般の消費者団体１団体、合わせて４団体を対象に、その設立の経緯を調べ、ウェ
ブサイトほか各種の資料から、各団体の活動内容および活動の特色を観察してきた。
これらの観察を整理し、①組織の目標、②運動形態、③活動資金、④広報形態などの観
点から各組織の現況をまとめる。
①組織の使命や目標については、各団体とも非営利の団体でありCASは「すべてのドラ
イバー、乗客、歩行者のために、自動車の安全性、品質、燃料の経済性を高めようとする
支援活動」とし、CARSは「自動車の安全性と消費者の権利を擁護する団体」として「生
命を守り怪我を防止し、自動車関連の詐欺や悪用から消費者を保護する」としている。基
本には消費者のために自動車の安全性と消費者の権利を擁護するための活動に貢献し、合
わせてIALLAのように「公正で安全な市場を守る責任を有する、州や国レベルの政府機関
を支え、自由経済における消費者と事業者の責務を推進すること」、さらにはCRのいう「生
活にいかに関わっているかを自覚し、消費者世帯が安全に、資産を守りつつ新たな技術を
信じ輝かしい未来を受け入れられること」に発展する。
②の運動形態については、CAS、CARS、IALLAに共通してみられるレモン法の立法運動、
それ以降も商品テストや調査を通じて施行を支え、問題提起をするCAS、CRなど組織に
よる特色があるが、目標を達成し充実させようとする運動精神は共通である。
③活動資金については、CRの商品テスト誌による販売成果を活かす組織もあるが、そ
れのみではなく、組織ごとに団体による支援、個人によるサポートをウェブサイトなどで
募っている。
④の広報形態については、運動の性格もあるが、組織によりインパクトが異なる。比較
して印象深いのは、CASにおけるLemon Law Library（レモン法資料）15 に提示された独自
の調査を交えた情報の綿密さであり、またCRにおける自動車に関する商品テストにみら
れる情報量とその細やかさである16。情報化の進む現代にあって、今回のわずかな資料の
比較にあっても、活動の充実はもとより、情報の重要性、その伝達手段が組織発展の大き
な要素であることが見出された。
さらに関連して問題とされるのは、レモン法との関連が高い組織にあって、立法から約

40年、組織化からも20年あまりが経過し、中心とする活動の強力で継続的な推進が必要と
される時期に至り、新たな活動の発展がなければ、組織の充実実現は難しいと考えられる
点である。CARSやIALLAにおいては、長い間の活動の軌跡がウェブサイトや資料等から
推測できるが、経済情勢、社会情勢の変化に対し、世代交代があっても目標や活動方針に
ぶれがないことが求められる。比較をしていくと、現代の情報伝達手段であるソーシャル
メディアサービスを活用し、サポーターを募っている状況、また提供内容の新しさなどか
ら現在の活動状況が推測できる面もある。自動車を巡る新たな時代変化への対応も、具体
的な対策でなくとも目標や姿勢に表明できているなら発展の息吹が伝わるであろう。
自動車の安全性の向上と消費者の利益擁護に関連し、これらの自動車関連消費者団体が
活動を始めた時代に比べ、現代にあっては、その水準は上がっていることは確かである。



48

消費生活研究　第21巻１号

各団体は、それぞれにCFA、CIなど連合の消費者団体に所属してはいるものの、協働とい
うよりは、それぞれの特性を発揮しつつ寄与してきたと言える。CAS、CARS、IALLA、
CR、それぞれに特異な運動性が持ち味であるが、理論や調査の実績はCAS、CRが分担し、
活動に説得力をもたらしている。
今回は方向性の発見と、課題の把握程度にとどまり、厳密な比較にまでは至らなかった
が、さらに踏み込んだ調査・分析が必要とされ、今後の検討課題でもある。このような市
民活動の充実、発展に関わる方法は、観察を継続することにより、一般的なグループ、団
体への指針にも適用でき、わが国における消費者団体、NPO法人などの今後の方向とし
ても参考にできるものと考えられる。

（参考文献）
ラルフ・ネーダー著（原表記はラルフ・ネイダー）、河本英三訳『どんなスピードでも自動車は危険だ』
“Unsafe at Any Speed”ダイヤモンド社、1969年８月
ラルフ・ネーダー著、野村かつ子・今沢正躬訳『アメリカは燃えている』亜紀書房、1972年11月
Consumer Reports“Eat Healthy and Love It !”April 2009、CR．ORG
宇沢弘文著『自動車の社会的費用』岩波新書、株式会社岩波書店、1974年６月

１　田口義明「消費者運動の歴史（1970年代～1980年代）」『国民生活』No.51　2016年10月号、P26
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201610_10.pdf（2019.4 .24最終閲覧）

２　ワシントンDCの被害対策本部という意であろうか。
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６　磯村浩子「消費者の求める安全・安心－『CASレモン法調査』に関する一考察」社団法人日本消費
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８　https://www.carconsumers.org/quotes.htm（2019.4 .24最終閲覧）
９　磯村浩子「自動車レモン法を中心とするセーフティネット－アメリカの現状と日本型システムの構
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『埼玉分科会の活動から考える企業の社会的責任』
～消費生活アドバイザーが参画するコレクティブ・インパクトの可能性～

Corporate Social Responsibility considered
from the Activities of Saitama Subcommittee

－Potential for Consumer Affairs Advisor to Participate
in Collective Impact－

佐藤　幸夫
Yukio SATO

要　　約

産業技術の発展は、経済のグローバル化を招くと共に我々の社会生活に大きな富を
もたらした反面、自然環境などの社会資本の棄損も生じさせた。資本主義社会を牽引
してきた企業は、社会に対して経済的価値の拡大に貢献をしてきたが、企業活動を通
じて生じた社会的なマイナスインパクトについては十分に対処できていないのが現状
であろう。この様な社会的背景の中、CSRやCSV、ソーシャル・ビジネスという概念
のもと、経済的価値と社会的価値の共創を目指した活動に注目が集まっている。また、
SDGsなど世界的な活動として企業による社会的価値を推進する試みも現れている。
本稿では、埼玉分科会での研究内容を参考に、先行研究から企業や消費者が負うべ
き社会的責任を検討すると共に消費生活アドバイザーの役割について言及する。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：CSR、CSV、ソーシャル・ビジネス、SDGs、
　　　　　　コレクティブ・インパクト

１．はじめに
経済活動の進展により、我々は、文化的で快適な日常生活を送ることが出来ている。し
かしながら、経済活動による環境問題や人権問題、差別や格差など多くの社会問題が日々
増大していることも事実である。この様な社会環境の中で、企業の社会的責任への要請が
高まっている。ICT技術の進歩や経済のグローバル化に伴い、人類の社会的活動は時間的、
空間的拡張が急速に進み、企業活動による社会的インパクトは増大している。企業だけで
なく製品やサービスを受領している我々消費者も社会的インパクトを認識し、社会問題に
対して積極的に解消を目指すことが求められる。

本稿では、（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会東日本支
部埼玉分科会（以下、埼玉分科会）の活動を通じて得られた知見から、企業や消費者が認
識すべき社会的責任について検討する。更に、企業の社会的責任についての先行研究を基
に、企業や消費者の役割を検討すると共に、消費生活アドバイザーの役割について言及する。
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２．埼玉分科会での研究活動
埼玉分科会では、埼玉県の特徴や地域性を踏まえた消費者問題についての研究を行って
いる。2015年11月28日には、埼玉県の石坂産業株式会社（以下、石坂産業）への工場見学
を企画し、石坂産業の先進的な廃棄物処理技術や地域住民を巻き込んだ社会貢献活動につ
いて研究を行い多くの知見を見出すと共に、研究活動をいーすとフォーラム2016向け研究
論文１ として発表した。石坂産業は、埼玉県内の産業廃棄物中間処理業を本業とし、地
域環境の保全活動や地域社会への貢献活動にも熱心な企業であるが、1999年に大きな転機
を経験する。ダイオキシン問題２ で地域住民との間で大きな対立を経験したのである。
その後、地域社会との共生を目指し地道な活動を続けた結果、世界的にも注目される企業
となった。産業廃棄物処理業という分野は、社会的必要性は認められるが地域社会との共
生が難しい迷惑施設と考えられている。石坂産業は、近隣社会への環境破壊を最小限に抑
える廃棄物処理技術の確立と共に近隣の自然環境や地域文化の保全にも力を入れている。
地域社会へのマイナスインパクトを解消することに留まらず、地域社会の住民の生活が豊
かになるような関係性が向上する地域活動を積極的に支援している。
三富今昔村での地域社会との交流や里山保全活動を通じた環境教育は、石坂産業が目指
す「人と自然と技術の共生」を実現するための重要な企業活動として経済的価値と社会的
価値の共創を担っている。我々は石坂産業の研究を通じて、社会的価値共創の重要性を実
感することができた。企業や消費者の利己的な欲求により生じた社会的インパクトは、企
業や行政、地域住民、消費者が連携し社会問題の解消、回避、予防に努める必要がある。
消費生活アドバイザーは、関連する企業や組織、行政、地域住民、消費者の間で利害関係
を調整する架け橋として、連携を強化し経済的価値と社会的価値共創の支援を促進させる
役割を再確認する良い機会となった。

2016年度は、当時注目を集め必要性が期待されている「エシカル消費」について研究を
行った。「エシカル消費」とは、「消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考
慮したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと。（消費者
庁）」と定義されている。「エシカル消費」は、消費という表現から消費者の行動に注目が
集まっているが、その実現には、企業、行政、消費者が連携して「エシカル消費」を推進
していく必要がある。我々消費生活アドバイザーには、「エシカル消費」の重要性を認識
して、広く社会に対してその必要性を啓発し、「エシカル消費」が行われるような社会環
境構築を推進する役割があると考える。「エシカル消費」が求められる社会的背景には、
世界的な活動であるSDGsやCSV（共通価値の創造）、ソーシャル・ビジネスなどへの関心
が高まり、持続可能な消費社会を構築していくことの必要性が全世界的に認識されている
ことの表れである。消費活動により生ずる環境破壊や資源枯渇などの社会的なマイナスイ
ンパクトを解消するために、企業や消費者の倫理的な行動に期待が寄せられたが、「エシ
カル消費」実現には多くの課題があることも事実である。いーすとフォーラム2017向け研
究論文３ では、企業活動と社会的責任を調和する視点として、サービス・エコシステム
という視点から消費活動を俯瞰し、企業や行政、消費者の役割について言及すると共に、「エ
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シカル消費」を阻害する要因を検討し、消費生活アドバイザーとしての提言を行った。「エ
シカル消費」を単に消費者の倫理的な消費行動として捉えるのではなく、企業と消費者に
よる協働の責務として相互に認識することが重要である。我々は「エシカル消費」の研究
を通じて、現代社会に求められる企業活動と消費者の関係を再認識することができた。持
続可能な社会を構築するためには、企業と消費者が適切な関係性を維持することが必要で
あり、消費生活アドバイザーには両者の架け橋として「エシカル消費」を推進することが
期待される。

2017年度は、前年の「エシカル消費」研究を踏まえて「パーム油」の問題について研究
を深堀し、いーすとフォーラム2018向け研究論文４ とした。「パーム油」はアブラヤシの
果実や種子から生成された油で、世界的に最も多く消費されている植物油である。しかし
ながら、大量生産を支えるために「パーム油」のプランテーション開発の陰に森林伐採に
よる環境破壊や児童労働などさまざまな社会問題を生じさせてきた。埼玉分科会では、
「パーム油」の現状やその社会的影響を調査すると共に、その対策について言及した。更
に、消費生活アドバイザーの役割と提言を行った。我々は「パーム油」の研究を通じて、
企業には、企業活動の背後に存在する原材料の供給を含めて広く社会的責任が求められる
ことが理解できた。企業の社会的責任や消費者の「エシカル消費」は、個々に独立した活
動でなく持続可能な社会を構築するための一連の活動であり、企業や行政、消費者など利
害関係者が連携し社会を構築していくことが、これからの社会には必要なのである。

埼玉分科会では、企業の社会的責任について、企業事例や企業不祥事、消費者行政、消
費者行動など多角的な視点で研究を続けてきた。しかしながら、これらの社会問題の多く
は企業や消費者の行動のみでは解消しえない複雑な要因が存在する事が浮かび上がってき
た。次章では先行研究から、現代社会に求められる企業の社会的責任について概観する。

３．企業の社会的責任に関する先行研究と課題
本章では、現代企業に求められる企業の社会的責任について、その歴史的流れと代表的
な研究について紹介する。

（１）2000年代前半に世界的潮流としてCSRが求められるようになったが、日本ではそれ
以前から企業の社会的責任が求められていた。経済同友会は1956年に「経営者の社会的責
任の自覚と実践」を決議している。また、ニッセイ基礎研REPORT５ では、1956年を「日
本のCSR元年」、2003年を「日本のCSR経営元年」と表現している。2003年は、日本国内
に留まらず世界的な潮流として企業の社会的責任が問われるようになった時代である。企
業のガバナンスを強化し、不正や腐敗防止、人権擁護、消費者保護、環境保全など倫理的
な活動が求められ、今まで以上に企業の社会貢献が求められるようになった。更に、日本
経団連による企業行動憲章の見直しや経済産業省のCSR標準委員会、内閣府の国民生活審
議会の活動など官民共同で企業の社会的責任への積極的な取組が行われた。2003年に入っ
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て、個々の企業でも、CSR担当組織の設置やCSR担当役員の任命など、CSRの実現に向け
て具体的な行動が開始された。

（２）CSRは企業の善意として本業からは独立した利益還元型社会貢献として取り組まれ
てきた。善行としてのCSRを企業の積極的な活動へ転換させたのがポーター６ である。ポー
ターは、企業の社会的責任を本業以外の社会貢献として捉えるのではなく、企業の本業と
して競争力の源泉になるCSRを戦略的CSRと位置付けた。ポーターは2006年に発表した「競
争優位のCSR戦略」７ の中で、事業活動を通じた価値創造や社会変革こそが企業の本質的
な役割であると述べ、本業である事業活動に関係する取り組みを「戦略的CSR」と呼び、
それ以外の「善行的CSR」と区別し、「戦略的CSR」の重要性を示した。しかしながら、「CSR」
という表現では、善行という意味合いが強く、企業の業績やCSR予算からの制限を受ける
など、本業としての活動と一体化することには限界がある。そこで新たな概念としてCSV

（共通価値の創造）８ が提示された。ポーターはCSVについて、本業を通じて経済的価値
と社会的価値を両立し、企業の競争や利益の最大化に不可欠な要素であるとして、CSVは
従来のメセナやフィランソロピー、CSRとは異なると述べている。ポーターは、企業の目
的は単なる利益獲得ではなく、経済的価値と社会的価値を両立させる「共通価値の創出」
と再定義すると共に、資本主義や社会との関係性についても再定義が必要であると示唆し
ている。

（３）社会問題の解消に対してソーシャル・ビジネス９ という新しい資本主義を提示し
て注目を集めたのがユヌスである。ユヌス10 は、CSVに対して経済的利益と社会的利益の
共創を目指すものであるが、資本主義の限界が否めないと指摘している。CSVでも、資本
家である株主や債権者から企業の収益拡大の圧力を回避しえない。企業には配当、キャピ
タルゲイン、株価に対する責任がある。それに対して、ソーシャル・ビジネスは、持続性
を確保すれば投資家に対する利益を考慮する必要はないと述べ、ソーシャル・ビジネスの
可能性を社会に訴求した。ユヌスは、ソーシャル・ビジネスの７原則 11 として、①利益
の最大化ではなく、人々や社会を脅かす貧困、教育、健康、技術、環境といった問題を解
決する、②財務的、経済的な持続可能性を実現する、③投資家は、投資額を回収できるが
それを上回る配当は還元されない、④投資の元本の回収以降に生じた利益は、グラミン・
ソーシャル・ビジネスの普及とより良い実施のために使われる、⑤環境へ配慮する、⑥雇
用者は良い労働条件で給料を得ることができる、⑦楽しみながら、を掲げている。

（４）社会的価値を構築するための活動として、企業を中心に検討してきたが、地球規模
で急激に悪化している環境破壊や格差や人権問題の解消に向けた活動も進められている。
1992年に開催された地球サミット以降、生物多様性経営が求められるようになった。2015
年には、MDGs（ミレニアム開発目標）の後継としてSDGs（持続可能な開発目標）が国
連持続可能な開発サミットで採択された。SDGsは2016年から2030年までに世界が達成す
べき開発目標で17の目標と169の小目標から構成されている。SDGsは行政や企業からも注
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目され、組織活動の指標として取り入れられている。

企業の社会的責任の追及やCSRの実施、CSV経営やSDGsの取り組みにより、環境問題
や人権問題など社会問題の解消が期待される。しかしながら、現代社会において多くの社
会問題が解消されないまま、企業活動によるマイナスインパクトが見過ごされている日常
が続いている。クラマー 12 は、企業活動自体に限界が存在すると述べている13。「正当性
に関する疑問」、「ただ乗りをする競合他社」、「投資の正当化」である。資本主義は、小さ
な資本の集積により個人では獲得困難な巨大な経済的価値を得ることを可能にしたが、そ
の見返りとして、資源や環境などの社会資本を大きく棄損することとなった。

SDGsは、企業やNPO法人、行政などの社会的活動の目標として活用が広まり、社会的
にも認識されるに至ったが、その限界についても課題が存在する。SDGsの運用に際して、
罰則やインセンティブがなく目標の実現可能性が低い、目標実現に必要なイノベーション
費用は誰が負担するのか不明、目標実現に向けた経済性（費用対効果）が不明、社会／自
然資本の適切な経済評価手法が不明、企業中心で実施させる危険性などが言われている。
SDGsの更なる進歩には、企業中心の活動から地域社会や消費者など幅広い利害関係者と
連携し、解消すべき共通の目標を定め、社会問題解消に向けた共創が求められる。

４．社会問題の解消を目指すコレクティブ・インパクト14の可能性
本章では、社会問題解消の手法として有効性が期待されているコレクティブ・インパク
ト15 について紹介する。2011年にポーターとクラマーは、戦略的CSRの新たな方向性とし
て「CSV（Creating Shared Value：共通価値）」16 を提唱した。更に、CSVを実現するため
の新たな手法としてコレクティブ・インパクトを活用することで、企業は社会の進歩に貢
献するだけでなく競合企業が気付かない経済機会を見出すことができると述べている。コ
レクティブ・インパクトとは、組織が単独では解消しえない社会問題に対して、多様な立
場の主体が連携し、お互いの強みを出し合うことで、社会問題を解消しようとする考え方
であり、立場の異なる組織（行政、企業、NPO法人、財団、有志団体など）が、組織の
壁を越えてお互いの強みを活かし、社会問題の解消を目指すアプローチである。現代の企
業経営ではCSVすなわち社会的便益を生む方法で経済的成功を目指すことが不可欠になっ
ているが、現実には企業が単独で実現できることは少ない。どの企業もエコシステムの中
に存在し、社会情勢や政策の変化による市場や関連企業などの影響を受けるからである。
そうした制約を超えるためには、政府やNGO、地域社会との協働を進める新たなフレー
ムワークが必要であり、その一つとして注目されているのがコレクティブ・インパクトと
いうアプローチである。社会問題は複雑であり、企業単独のアプローチでは限界がある。
企業は多様な主体を自社のエコシステムに取り込んで問題解消を目指す必要がある。クラ
マーは、コレクティブ・インパクトにより社会変革を実現するために５つの要素（「共通
アジェンダ」、「共通の評価システム」、「相互に補強し合う活動」、「定期的なコミュニケー
ション」、「活動に特化した支柱となるサポート」）を揃える必要があると述べている。コ
レクティブ・インパクトは、経済的価値を追求する企業が単独では解消しえない社会問題
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に対して、あらゆるステークホルダーを集め各々の組織活動を支える中間支援組織の支援
のもとで、共通のアジェンダを定め、アジェンダ達成のための評価指標を定め、すべての
ステークホルダーが協業し、定期的なコミュニケーションを行うことで社会問題の解消に
臨むのである。

コレクティブ・インパクトは、CSR、CSV、ソーシャル・ビジネス、SDGsなどが目指
している社会的価値共創を強力に支援し、その目標を達成させる手法として期待が持たれ
ている。コレクティブ・インパクトは、関連するステークホルダー全てが参加し、共通の
アジェンダを定めるという新たな協業の視点を提示すると共に、ステークホルダーが協業
するために中間支援組織の設置という中立的な視点を確保することで、個々の利益相反を
排除し全体的な社会的価値の確実な創出を目指している。次章では、消費生活アドバイザー
として新たな視点であるコレクティブ・インパクトの有用性を最大限に引き出すための役
割について検討する。

５．消費生活アドバイザーに求められる役割と提言
消費生活アドバイザーは、「消費者と企業や行政の架け橋として、消費者からの提案や
意見を企業経営ならびに行政等への提言に効果的に反映させるとともに、消費者の苦情相
談等に対して迅速かつ適切なアドバイスが実施できるなど、幅広い分野で社会貢献を果た
す人材を養成することを目的としています。」（日本産業協会HP 17）と示され、その役割は、
①消費者と企業や行政の架け橋、②消費者からの提案や意見を企業経営ならびに行政など
へ提言、③消費者の苦情相談などに対して迅速かつ適切なアドバイスを実施する、などが
考えられる。この様な消費生活アドバイザーの役割を踏まえ、コレクティブ・インパクト
の活用に際して「共通のアジェンダ」、「共通の評価システム」、「定期的なコミュニケーショ
ン」を支援することや、「活動に特化した支柱となるサポート」へ積極的に参画するなど、
その活躍が期待される。消費生活アドバイザーに求められることは、企業や消費者という
狭義的な視点でなく中間支援組織として広く第三者的視点から企業活動を客観的かつ公平
に認識し、解消すべき社会問題に対して可及的速やかに対処できるよう支援することである。

コレクティブ・インパクトの活用に際して考慮すべきことは、先ずは広く社会に存在す
る課題や問題を認識すると共に関連するすべての利害関係者に対して課題や問題を共有す
ることである。そして、コレクティブ・インパクトの活用を通じて、企業や行政、NPO法人、
地域住民との関係性を強化し、利害関係者間の信頼性向上を支援するのである。具体的な
活動として、①地域社会に存在する社会問題に関して、その原因究明や対策立案、実施に
向けた活動の重要性を啓蒙するために、関係する全ての利害関係者に向けて問題提起を行
う。②企業や行政、NPO法人などの活動に対して、独立した中間支援組織として活動の
内容や評価を支援すると共に信頼関係の向上に向けた支援を行う。③社会問題解消に向け
た現状認識、原因究明、対策立案などの支援や利害関係者間のファシリテーションを行う
などが考えられる。消費生活アドバイザーに与えられた、企業、行政、消費者との架け橋
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としての役割は、社会の中に存在する消費者問題を表出化し具体的な改善に向けた活動を
支援することである。この役割を果たすために、消費生活アドバイザーとして、コレクティ
ブ・インパクトの重要な要素である中間支援組織へ参画することは意義がある。消費生活
アドバイザーが中間支援組織に参画することで、以下の様なメリットが考えられる。
①関係性の向上
社会問題の解消のためには、多くの利害関係者が連携して問題解消に取組むことが必
要であり、利害関係者間の連携を円滑にすると共に組織間で生じる対立や衝突を回避
し、相乗効果が発揮できる環境を構築することが重要である。消費生活アドバイザー
の架け橋としての役割は、それらの関係性向上に資する。
②社会的認識の共有
社会問題を解消するための「共通アジェンダ」を策定する際に、個々の組織の利害関
係に左右されない客観的な視点が不可欠である。消費者行政施策や企業の消費者対応、
消費者問題など幅広い知見を有する消費生活アドバイザーが参画することで、組織が
属する社会情勢や環境など社会的認識の共有に資する。
③社会問題解決に向けた知見の共有
消費者トラブルを企業や消費者の間で調整し、問題解消を支援するための制度、手法
は、社会問題解消に不可欠な知識である。社会問題の根底にある利得や損害の調整に
は、消費生活アドバイザーが有する消費者トラブル解消に必要な知識が役に立つ。
④中立性の担保
中間支援組織には、組織間の利益相反を排斥するため高い倫理性と中立性が求められ
る。消費生活アドバイザーは、企業や行政、消費者から独立した第三者として、個々
の組織の利己的な行動を抑制し「共通アジェンダ」の協業に資する。

最後に本章のまとめとして、消費生活アドバイザーからコレクティブ・インパクトの活
用を意識した提言を示す。
①利害関係者（企業、NPO法人、行政）に対して、
『自組織の責任と能力を考慮し社会的責任を果たせるよう組織活動を行うと共に、自
組織の能力を超えるような社会問題に対しては行政や他組織と連携して主体的に社会
問題解消を支援する。更に、経済的価値と社会的価値の共創に留まらず、長期的な社
会的価値に配慮した組織活動を目指し地域社会へ貢献する。』
②消費者に対して、
『自身の消費行動が持続可能な社会を構築することを認識するために、社会問題につ
いて関心を持ち自立した消費者として積極的に社会問題を解消するための消費行動を
心掛ける。』
③消費生活アドバイザーに対して
『社会問題解消に向けた中間支援組織としての活動を担えるよう社会問題の把握や解
決手法、組織のファシリテーション、リーダーシップに関する知識を習得すると共に
地域社会の中で消費生活アドバイザーの役割を認識し活動を行う。』
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６．考察と今後の課題
本稿では、消費生活アドバイザーの役割を果たすための手法として、コレクティブ・イ
ンパクトの有用性を提示した。コレクティブ・インパクトを活用することで、現代社会に
存在する複雑な問題を当事者視点で解消する活動を中立公正な視点で支援することが期待
できる。企業や行政などを中心に活動が広がっているSDGsについても、目標達成の手法
としてコレクティブ・インパクトを採用することで、地域社会が有する社会問題を解消す
ることが期待できる。消費生活アドバイザーの視点や知見は、社会問題解消の大きな資源
としてその活用が望まれる。
本稿では、コレクティブ・インパクトの可能性を論ずるに留まっている。今後は、消費
生活アドバイザーが地域社会や行政、企業と連携し、コレクティブ・インパクトを実際に
導入し、社会問題解消の事例として提示されることを期待する。コレクティブ・インパク
トの研究事例が蓄積されることで、その有効性や課題などの検討が進み、更に多くの知見
が共有されることを通じて、経済的価値と社会的価値が共創される持続可能な社会実現に
近づくことと確信する。
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（ 研 究 論 文 ）

●景品表示法による不当表示規制の推移
－平成期を振り返って－
岡 野 純 司

●発達障害がある人の消費者紛争解決
宮園由紀代

●消費者安全確保地域協議会に関する一考察
～滋賀県野洲市と徳島県下の市町村における事例検討から～
釘 宮 悦 子

●書面によらないクーリング・オフの効力
－消費者にとって使いやすいクーリング・オフ制度を目指して－
正 木 　 桂

●水産エコラベルの推進に向けた企業への提言
－SDGsと消費者視点から－
浅野智恵美

●米国における自動車関連消費者団体の成立過程とその現況
磯 村 浩 子

（ 寄 稿 論 文 ）

●『埼玉分科会の活動から考える企業の社会的責任』
～消費生活アドバイザーが参画するコレクティブ・インパクトの可能性～
佐 藤 幸 夫
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