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景品表示法の課徴金制度と消費者法としての役割

Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations
Surcharge and Role as a consumer law

村上　博子
Hiroko MURAKAMI

要　　約

平成28年，景品表示法に課徴金制度が導入された。同制度は，「国が違反事業者に
金銭的な不利益を課すもの」とされ，その目的は「違反行為に対する抑止力の強化」
と「被害回復の促進」の２つにあるといわれている１。しかし，毎年約４億円から
５億円の課徴金納付命令が発出される一方で，消費者にとって直接的な被害回復とな
る「返金措置」が認定された件数は，令和２年９月末の時点で僅か４件に留まってい
る。課徴金制度の目的の１つとされる「被害回復の促進」は実現されているといえる
だろうか。本稿では，景品表示法に課徴金制度が導入されるまでの専門調査会の議論
のあり方を振り返りながら，一般消費者の視点で現状を分析し，同法の消費者法とし
てのあり方を考察する。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：景品表示法，独占禁止法，競争法，消費者法，被害救済

第１　問題意識－自主的返金措置の現状２

平成28年４月１日，景品表示法３ の課徴金制度の運用が始まった。課徴金制度は，独
禁法，金融商品取引法，公認会計士法の３つの法律に取り入れられていたが４，個別消費
者の実質的な被害回復を重要な目的とする消費者法制にはなかった制度である５。景表法
では，課徴金制度の主な目的を「違反行為に対する抑止力の強化」としているが，同制度
を導入するに当たっては，「被害回復」を目的の１つに掲げて立案への検討が行われた６。
具体的な制度設計は，内閣総理大臣の諮問を受けた消費者委員会の本会議と合同で開催さ

１　河上正二＝黒田岳士「改正景品表示法の狙い－課徴金制度導入を中心に」NBL1043号（2015年）7頁。
２　先行研究として，小畑徳彦「課徴金制度導入後の景品表示法の運用状況と課題」流通科学大学論集
―流通・経営編─第32巻第 2号（2020年）がある。同著15頁～21頁に，令和元年8月末までの課徴
金納付命令一覧が纏められている。なお，本稿ウェブサイトの最終閲覧は，いずれも令和2年11月
30日である。また，文中意見にわたる部分は，筆者の個人的な見解であり，筆者の属する組織・団
体の見解ではない。

３　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，「景表法」という。
４　独禁法には昭和52年に，金融商品取引法（昭和23年法律第25号）には平成17年に，公認会計士法（昭

和23年法律第103号）には平成20年に，それぞれ課徴金制度が導入されている。
５　前掲注1，8頁
６　前掲注1，7頁
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れた専門調査会７ において平成26年２月から行われ，同年６月10日，同委員会から政府
に答申８（以下「平成26年６月答申」という。）が出された。そして平成26年６月改正法（平
成26年６月13日法律第71号）で，同法課徴金制度の整備について必要な措置を講じること
とされ９，平成26年11月改正法（平成26年法律第118号）によって，同法課徴金制度は法
制化された。
その後，約４年半が経過した。消費者庁による措置命令は令和２年９月末時点で計167件，

課徴金納付命令は計63件，命じられた課徴金額は総額約25億円になる。しかし，この間に
実施された返金措置は僅か４件に留まる10。したがって，毎年５億円前後の課徴金のほと
んどが国庫に帰属していることになる。高額化しているといわれる課徴金納付額11 に比
して，自主的返金措置の件数が僅か４件に留まるという現状は，この制度の目的の１つで
ある「被害回復の促進」が機能していないことを表している。その理由はどこにあるのか。
景表法の成立から，課徴金制度が導入されるまでの議論を振り返りながら，その理由を考
えてみたい。

消費者庁による措置命令と課徴金納付命令の件数の推移（令和２年９月末）
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

措置命令 27件 50件 46件 40件 ４件
課徴金納付命令 １件 19件 20件 17件 ４件
課徴金額（万円） 48,507 39,153 50,801 46,559 57,632

※消費者庁公表資料に基づき筆者作成。４月－３月期の年度毎に件数と金額を纏めたもの。
課徴金納付命令は措置命令から一定期間をおいて発出されるため，同一年度内に同一事
業者が含まれているものではない。

７　「景表法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会（以下「専門調査会」という）」。
なお，白石忠志「景品表示法の構造と要点」NBL1049号（2015年）41頁によると，消費者庁には同
時期に内閣府特命担当大臣直轄の「課徴金対策室」が設置されている。

８　消費者委員会・答申「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための
課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について」（平成26年6月10日）

９　本則第4条（政府の措置）は，「政府は，この法律の施行後一年以内に，課徴金に係る制度の整備
について検討を加え，必要な措置を講ずるものとする。」

10　このうち2件は，日産自動車株式会社と三菱自動車工業株式会社が行ったもの。他の2件は，グリー
株式会社「オンラインゲームにおけるアイテムの使用許諾」，株式会社モイスト「雑穀麹の生酵素」
である。

11　令和２年6月24日フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に命じられた課徴金納付額は5億5,274万円。
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第２　景表法の成立過程と消費者庁への移管
景表法は，昭和37年５月４日に成立，５月15日に公布された。制定当初，同法は公正取

引委員会（以下「公取委」という。）の所管法令として，独占禁止法12 （以下「独禁法」
という。）の補完法と位置付けられ，その目的規定は，「商品及び役務の取引に関連する不
当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため，独占禁止法の特例を定めることに
より，公正な競争を確保し，もつて一般消費者の利益を保護すること」とされていた。
公正・自由な競争市場を健全に機能させるためには，一般消費者による自主的かつ合理
的な商品等選択の意思決定を確保する必要がある。景表法は，消費者向け広告表示を包括
的に規制する一般法的性格を有し，独禁法で禁止する「不公正な取引方法」のうち，「ぎ
まん的顧客誘引（一般指定８項）」や「不当な利益による顧客誘引（一般指定９項）」の機
能を明確にし13，その規制対象を消費者取引へ拡張したものと解されていた。
平成15年，景表法には実証広告規制14 が導入され15，平成20年には，同法に課徴金制度

を導入するため，公取委は改正法案を国会に提出した。しかし，消費者庁設立とともに同
法は消費者庁へ移管されることとなり，課徴金制度は，被害救済制度と併せて検討するこ
ととして，公取委の提出法案は廃案となった。
平成21年，景表法は旧法の目的規定にあった「公正競争」の文言を削除し，消費者法と
しての性格を強化して，消費者法体系に組み入れられた。現行法の目的規定は，「この法
律は，商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止する
ため，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
禁止について定めることにより，一般消費者の利益を保護することを目的とする。」である。
ただし消費者庁は，公正な競争の確保と消費者の適切な商品選択の確保は表裏一体のも

ので，どちらからみても，法を執行すれば，他の目的も同時に達成されると解している16。
位置づけの転換は実質的な規制対象となる内容と範囲を変更したものではなく，同法は，

公正・自由な競争市場を促進する競争法としての機能を失ってはいない17。

第３　景表法の課徴金制度と法的性質
１．課徴金の算定方法等
景表法の課徴金の具体的な算定基準について整理しておく。課徴金納付命令の対象とな
る行為は，景表法で定めるところの「優良誤認表示」と「有利誤認表示」である。不実証

12　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）
13　川濱昇「不当な顧客誘引と景表法」公正取引No．685，公正取引協会（2007年）2頁～3頁。
14　不当表示が疑われる事業者に対して，期間を定めて，当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す
資料の提出を求め，当該事業者が資料を提出しないときは不当表示とみなすこととする規定。

15　不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律（平成15年法律第45号）
16　大元慎二編・著「景品表示法（第5版）」商事法務（2017年）25頁～28頁。
17　独占禁止法基本問題懇談会報告書（平成19年6月26日）4頁によると，「独占禁止政策（競争政策）

は，消費者政策の重要な一翼を担っている。同時に，消費者政策が推進されることは独占禁止法の
目的の実現に資するという面もある。すなわち，消費者が主体的・合理的に選択できる環境が整備
されれば，良質で安価，そして多様な商品等の供給が促され，市場メカニズムがより有効に機能す
ることになる。このように，消費者政策と独占禁止政策（競争政策）は相互に密接に関係しており，

両政策を一体的に推進するという視点が重要である」
＜https://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/archive/finalreport.html＞
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広告規制に係る不当表示にも課徴金納付が命じられるが，措置命令とは異なり推定規定と
することで，事業者の抗弁を可能にしている（同法８条３項）。課徴金額は，違反とされ
た不当表示の対象商品・役務の「売上高」を基に３％を乗じた額で算出される。売上高と
は，課徴金対象期間に引き渡された商品・役務の対価の合計である18。売上高が5,000万円
未満の場合，課徴金額は150万円未満になるが，その場合，課徴金は賦課されない。また，

違反行為を自主申告した者には，命じられた課徴金額の２分の１が減額される。また，被
害回復促進のために，いわゆる「自主的」返金措置が規定された。この返金措置は，違反
行為事業者が「実施予定返金措置計画」を提出し，消費者庁の認定を受けることが必要で
ある。返金措置計画には，返金措置の内容及び実施期間，返金措置の周知方法，返金措置
に必要な資金の額及びその調達方法等が記載されていなければならない。さらに，返金措
置の実施による課徴金の額の減額等（法10条）が規定されており，返金が実施された場合
には，その額が課徴金から減額される。この減額は，課徴金対象期間に不当表示対象商品・
役務を購入した者に返金した額に限られている。

２．景表法の課徴金制度
次に，景表法課徴金制度の法的性質に触れておく。同法課徴金は，独禁法の考え方を踏
襲している。昭和52年，独禁法に課徴金制度が導入される際，その法的性質は，「いわゆ
る違法カルテルの発生の状況等にかんがみ，禁止規定の実効性を確保するための行政措置
であり，違法カルテルにより得られた経済上の利益について，その納付を命じようとする
ものである」19 とされた。平成17年の同法改正によって，不当利得相当額以上の金銭を徴
収する仕組みとなったことを受け，同法課徴金制度は，行政上の「制裁」としての機能を
強めた。ただし，その法的性質は変わらず，「違反行為を防止するために行政庁が違反事
業者等に対して金銭的不利益を課すもの」20 とされている。課徴金とは，不当な経済的利
得を剥奪し違反行為の抑止を図るため，国が違反事業者に金銭的な不利益を課す「行政的
措置」であり，景表法の課徴金制度の主たる目的も，「違反行為に対する抑止力の強化」
にあるとされた21。平成26年６月答申でも，「消費者の自主的かつ合理的な選択の確保の
ために，それを阻害するおそれのある不当表示を実効的に抑止するもの」と記されている。

第４　不当表示による消費者被害
現在の景表法課徴金制度における「被害回復の促進」は，不当表示を行った事業者によ
る「自主的な」返金措置に委ねられることになっており，納付された課徴金を違反事業者
が義務的に被害者に配分するような制度にはなっていない。では，不当表示による消費者
被害とはどのような性質をもつものか。平成26年６月答申によると，「表示と被害発生の
因果関係の立証が困難」で，「何をもって損害と考えるべきかが必ずしも明らかではない」

18　独禁法政令5条1項本文で規定する「実行期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の
額を合計する方法」と同様の考え方による。

19　第80回国会　昭和52年4月14日（衆）商工委員会　藤田総理府総務長官趣旨説明。
20　第161回国会　平成16年11月4日（衆）本会議・細田内閣官房長官答弁。
21　なお，最判平成10年10月13日「判例時報」1662号（1999年）83頁は，課徴金制度は「刑罰」には当

たらず，憲法39条との問題は起きないと判示されている。
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し，「個々の消費者が被った損害額の算定は困難」であり，「仮に算定できたとしてもその
金額が僅少であ」るという分析結果が記されている。さらに答申は，景表法課徴金制度の
消費者被害回復は「直接の目的とするものではない」と明記している。
現状では，違反事業者による自主的返金措置が実施されない限り，課徴金は国庫に納付
される。しかしながら，消費者は納税者でもある。商品購入時には消費税も負担している。
広告にある商品を購入するために交通費等を費やしている場合もあるだろう。景表法は，

「消費者の合理的な選択を妨げる不当表示」を排除するための法律だが，一方では，課徴
金納付事業者に減額措置が設けられ，他方では，消費者－不当表示により商品を購入した
者－が違反行為者による不当表示で生じた課徴金という国庫納付金までをも負担してい
る。これが景表法課徴金制度と不当表示によって生じた消費者被害の現状である。

第５　課徴金制度導入までの議論からみえてくるもの
１．消費者庁における２つの会議
課徴金の具体的制度設計を行った消費者委員会と専門調査会の合同会議に先立ち，消費
者庁は２つの会議を開催してきた。１つは，平成22年12月から始まった「財産の隠匿・散
逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム」による審議である（以
下「平成22年12月検討会」という）22。この検討会の主な課題は，詐欺的な悪質商法を対
象とした行政上の措置や発動要件等についてであった23。この検討会では，課徴金のよう
な賦課金制度は，事業者の不当な収益をはく奪するためのものであり，消費者被害の発生・
拡大を「間接的に」防止するものとされた。平成23年８月公表の同検討会報告書では，「被
害者への配分手続きについては，更に検討が必要」という結論が示されている24。
もう１つは，平成23年10月にスタートした「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」

である（以下「行政手法研究会」という）。平成25年６月に出された報告書（以下「平成
25年報告書」という。）25 では，①行政による早期対応の必要性，②被害発生を防止する
ための方法（景表法の賦課金制度導入），③事業者の財産を保全するための方法（財産の保全・
凍結命令，供託命令を含む課題の検討），④消費者の被害を救済するための方法（行政によ
る返還命令や違法収益吐き出し命令）という４つの課題が示されていた。消費者委員会と
専門調査会の合同会議は，これら２つの審議で出された結論を踏まえて行われたものである。

２．専門調査会における議論
ただし，平成25年報告書では，被害額の立証や訴訟費用の問題等「民事訴訟に馴染まな

い少額多数被害」と「その回復に必要な制度」として，景表法課徴金制度を引き続き検討

22　平成22年12月検討会は，平成22年9月14日公表の「集団的消費者被害救済制度研究会報告書（消費
者庁企画課）を踏まえたものである。同報告書は，「集団的消費者被害」を類型化し，消費者被害
の救済に係る手法を，①集合訴訟制度といった民事的手法，②行政による経済的不利益賦課制度，

③保全制度に分けて審議した内容を纏めたもので，特に①に関する検討内容を詳細に報告している。
23　この報告をもとに平成24年改正消費者安全法（平成24年法律第77号）が成立した。
24　消費者庁「『財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム』
取りまとめ」（平成23年8月）6頁。

25　消費者の財産被害に係る行政手法研究会「行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠匿・散逸
防止策について」（平成25年6月）。
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することとされていた。行政による被害救済方法の課題としては，私人間の取引について
行政が直接介入する根拠，被害金額が返還されるべきことの根拠及び民事上の請求権との
調整，手続保障が課題として残されていた。しかしながら，その後の専門調査会の審議は，

「個別消費者の被害回復」に徹するものとはならなかった。損害を被ったと主張する消費
者が必ずしも不当表示を見たとは限らない，あるいは，消費者への返金は理念であって実
質的な目的にはなり得ない，そういった指摘が消費者側の委員からも出された。消費者庁
事務局からは，課徴金算定の基礎となる売上高は，一般消費者による購入額そのものと同
じ額ではないとの説明がされた26。筆者には，これら一般消費者にとって複雑で難解な議
論が，独禁法とその補完法だった景表法が抱える「過去の判例法理」に囚われたもので，

景表法が新たに得た「消費者法」という立ち位置を見失っていたように思われてならない。
それは，「拡散的利益の問題」と「間接購入者論」に係る議論に現れている。

３．囚われた古い判例法理
（１）「拡散的利益」の問題
昭和53年，消費者団体が提起した「ジュース裁判」27 で，最高裁は，景表法によって一
般消費者が有する利益とは，特定の範囲に集中しない「抽象的，平均的，一般的利益」で
あり，公取委の執行に委ねられる反射的な利益であると判示した。学説の厳しい批判があ
るこの判決は，現在と比して消費者の権利保護が充分とはいえない時代の判決であった28。
この考え方は，少額多数消費者被害の民事的な救済制度が議論される中で，「拡散的利益
－損害を観念することはできるが，その個別的な帰属を確定するのが難しい利益」という
概念で語られた29。その後，少額多数消費者被害に係る「民事的な」救済手段は，消費者
裁判特例法（平成25年12月法律第96号）30 の成立によって実現された。一方で，専門調査
会の課題は，「民事訴訟に馴染まない少額多数被害」と「その回復に必要な制度」ではなかっ
たか。
（２）「間接購入者」の問題
専門調査会では，事業者側から，消費者の直接の取引相手となる川下の販売業者等が，

製造業者等川上の事業者による指示や誤情報に基づいて不当表示をした場合にも課徴金が
課されることへの懸念が示された31。この議論も，一般消費者が敗訴した独禁法の過去の

26　第153回本会議・第8回専門調査会合同会議　議事録
27　最判昭和53・3・14民集32巻2号211頁。判決では，「（独禁法の特別法である景品表示法は）不公正

な取引方法の一つであるいわゆる顧客の不当誘引のうち不当景品類の提供及び不当な表示を定型化
してこれを防止し，それによって公正な競争を確保することを直接の目的とし，その目的を達成す
ることによって一般消費者の利益は当然保護される」と示されている。

28　本判決の近時の評釈として，中川丈久「問題提起－行政法と民事法に集団的利益・集合的利益はど
のように存在するのか」『民商法雑誌第148巻第6号』有斐閣（平成25（2013）年９月15日）504頁。

29　千葉恵美子「集団的消費者利益の実現を巡る研究序説試論」千葉恵美子＝長谷部由起子＝鈴木將文
編『集団的消費者利益の実現と法の役割』商事法務（2014年）2頁～18頁，原田大樹「集団的消費
者利益の実現と行政法の役割－不法行為法との役割分担を中心として」同55頁～57頁。

30　「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」
31　過去，そのような措置命令はない（第161回専門調査会議事録24頁～25頁，菅久審議官発言）。
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判例を思い起こさせる。「灯油裁判」32 といわれる一連の損害賠償請求訴訟では，原告と
なった一般消費者と被告事業者の間に複数の中間業者が存在した。最高裁は，「間接購入者」
となる原告消費者が損害の額を立証していないとして請求を棄却した33。ただし本判決は，

石油危機による消費者物価の異常な高騰，標準価格を規定する石油業法（平成14年１月に
廃止），石油業界の流通系列化等，現在とは異なる社会的背景があった時代のものである。
その後，競争法の分野では，損害転嫁や損害額に係る多様な研究が継続され進展している34。

４．小括
行政手法研究会では，景表法に課徴金制度を導入することとともに，「民事訴訟に馴染

まない」消費者被害の回復をどのようにして制度として実現するかについて議論が尽くさ
れた。海外ではどのようにしてそれを実現しているのか，その具体的制度についても報告
され検討されている35。不当表示による拡散的被害を個別消費者の被害として捉え，それ
をどう回復するか，その「困難性」を示しつつも，専門調査会の課題としたのである。し
かしながら，専門調査会の審議は，行政手法研究会の結論を踏襲したに留まる結果となっ
た。「個別消費者への返金」に徹することなく，「寄付制度」という議論へと展開していっ
た。結果，不当表示によって損害を被った者が課徴金の源泉となる金員を出捐しているの
が現状である。だが，同法の課徴金は不当表示の対象商品・役務の「売上高」を基に算出
されている。また，平成26年６月答申では，「剥奪すべき違反行為者の不当な利得は被害
者の出捐に由来する」とある。調査会の議論でも触れられていたが，通信販売の場合やポ
イント付与制度等により，一定程度の顧客情報は確保できる。結局のところ，返金措置が
実質的に機能しない理由は，「購入者等を把握する手間」「広告に係る費用」「配分額より
も配分のための費用の方が高額となり得る」など，「負担はあるし面倒なだけ」という事
業者の判断によるのではないか。

32　最判昭和62・7・2 民集41巻5号785頁「川崎灯油裁判」。主婦連および川崎生協の消費者98名が独
禁法25条に基づいて提起した損害賠償請求訴訟。最判平成元・12・8 民集43巻11号1259頁「鶴岡灯
油裁判」。山形県鶴岡市及びその周辺の消費者19名（そのうち17名は1,632名を選定者とする選定当
事者）が民法709条に基づき石油連盟及び石油元売り12社に対して提訴した損害賠償請求。なお，

独禁法25条訴訟として提起され実質的な消費者勝訴で和解した事案がある（公取委審決集28巻188
頁東京灯油裁判）。

33　通説は損害額の立証がないとする。ただし，白石忠志「独禁法関係事件と損害額の認定」日本経済
法学会編『競争秩序と民事法』日本経済法学会年報第19号通巻41号　有斐閣（1998年）123頁～138
頁は，「損害の存否」が立証されていないとする。

34　白石・前掲注33にも，平成8年改正民事訴訟法（平成8年法律第109号）248条「損害額の認定」は本
判決を立法事実の1つとしている。また，EU競争委員会は“Passing-on Guidelines”を策定している。
＜https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_en.html＞

35　第5回消費者の財産被害に係る行政手法研究会（平成24年2月27日）参考資料2。最近では，米国FTCが
親の承諾のないアプリ内課金につき，Apple，Google，Amazonに対し返金措置を講じたと報じられている。
＜https://www.consumer.ftc.gov/blog/2014/04/apple-refunds＞
＜https://www.consumer.ftc.gov/blog/2014/09/kids-app-spending-android-parents-didnt-app-rove＞
＜https://www.consumer.ftc.gov/blog/2017/05/amazon-offers-refunds-unauthorized-app-charges＞
河上正二＝大澤彩編『人間の尊厳と法の役割』信山社（2018年）［滝澤紗矢子］「景表法における課徴金
の性質に関する再検討」では，米国FTC法13（b）による返金措置が紹介されている（535頁～552頁）。
なお，米国連邦最高裁は，米国FTC法13（b）の解釈と運用について2021年に審理を予定していること
から（Case number 19－508，AMG CAPITAL MANAGEMENT，LLC v．FTC），今後の動向が注目される。
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第６　今後へ向けて
１．もう１つの懸念
消費者庁は，令和元年12月26日，健康食品の販売会社に対して，特定商取引法違反（通
信販売）を理由に３か月間の業務停止命令等を出した36。令和２年３月19日には同じ会社
に景表法に基づく措置命令が出され，10月23日には2,961万円の課徴金納付が命じられた。
また，特商法及び預託法検討委員会の「報告書」37 によると，特商法の不実告知等の禁止
規定に違反した場合，「違法収益の没収も可能となるレベルへの罰則の引上げを検討すべ
き」としている。しかし，法令の執行等により事業者の体力が低下し被害回復に支障をき
たす可能性は，平成25年報告書において指摘されている事項である38。他方，現在大きな
問題となっている悪質な定期購入事案に対しては，適格消費者団体が活発に差止請求を提
起 39 している。ただし，差止めの訴えが認容されても，実際に返金が適うかどうかは別
問題である。異なる要件のもとで厳正な法執行が行われ，様々な形で消費者被害が回復さ
れることは望ましい。その一方で，異なる法的効果を有する複数の法規制があることが，

果たして消費者の被害救済に効率的に作用するのかどうか，筆者には懸念が残る。

２．結語－消費者法としての景品表示法へ
景表法における不当表示の「著しい」とは，「その表示がなければその商品を購入する
ことはなかった」ということである40。景表法が消費者法制の一翼を担い，被害回復を実
現させるには，課徴金制度に「消費者への返金」を義務付けることとし，返金が適わない
場合に限り，専門調査会で提案された「寄付等」の制度を検討すべきではないか。実質的
な「被害回復」のためには，「平成22年12月検討会」やその後の「行政手法研究会」で提
案された「行政による返還命令」を，一定の強制力をもつ形で法制化する必要があったと
考える。
景表法が過去の消費者敗訴の古い判例法理から解き放され，消費者法制として歩を進め
るためには，独禁法の補完法時代に培われた消費者保護の学説を発展的に維持しつつ41，

課徴金の返金措置が実効性あるものとなることが求められる。今後さらに，景表法が対象
分野や対象取引を限定せず，消費者安全法の財産被害事案を含めた「不公正な消費者取引
全体」を包括的に規制する法規42 へと向かっていくことを期待している43。

以　上

36　消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令（3か月）及び指示並びに当該
業者の前代表取締役に対する業務禁止命令（3か月）について」（令和元年12月26日）

37　消費者庁「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会報告書」（令和2年8月19日）
38　前掲注25，8頁。
39　京都消費者契約ネットワーク＜http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html＞参照。
40　東京高判平成13年（行ケ）第454号は，景表法の「『著しく』とは…（中略）…その誤認がなければ顧
客が誘引されることは通常ないであろうと認められる程度」と判示している。

41　旧・景表法違反に対する損害賠償請求は，無過失損害賠償を規定する独禁法25条の対象になると学
説は解していた（日本経済法学会年報第41号「シンポジウムの記録」（2020年）138頁，川濱教授発言）。

42　本城昇「不公正な消費者取引の規制－米国・EU・韓国の法制を中心に」日本評論社（2010年）17頁。
43　参考文献として文中に記載したもののほか，根岸哲＝舟田正之「独占禁止法概説（第5版）」有斐
閣（2015年），「消費者法と民法・長尾治助先生追悼論文集」法律文化社（2013年），舟田正之＝土
田和博編著「独占禁止法とフェアエコノミー」日本評論社（2017年）。
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「消費者の責任」と憲法との関係に関する一考察
～議論が不十分な理由の検討～

Consideration on relationship
between Consumer responsibility and the Constitution

正木　桂
Katsura MASAKI

要　　約

現代社会において消費者は，社会における様々な場面で一定の責任を果たさなけれ
ばならないと言われている。他方で，「消費者の責任」の名の下に，消費者の行動の
自由に対する制限や経済的負担が無制限に認められてよいわけではない。そしてその
ような行動の自由に対する制限や経済的負担に対する最後の砦となるものが，自由の
基礎法たる憲法である以上，「消費者の責任」と憲法との関係は当然議論されなけれ
ばならない。
しかしながら，現状ではこの点に関する議論が十分なされているとは言えない。
そこで本稿では，なぜ「消費者の責任」と憲法との関係が議論されないのかについ
てその理由を考察し，さらにその点について反論すると共に，議論の必要性とそのメ
リットについて検討を加えている。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：消費者の責任、自由の基礎法たる憲法、消費者の権利、消費者主権

はじめに
近年「消費者の責任」に関する議論が盛んになっている１。他方で、その「消費者の責任」
と国の最高法規である憲法との関係については、ほとんど議論されていない。
しかしながら、消費者の立場から考えれば、消費者が多様な場面において一定の責任を
果たさなければならないことは当然としても、「消費者の責任」の名の下に、行動の自由
に対する制限や経済的負担が無制限に認められてよいわけではないこともまた当然であ
る。そして、そのような行動の自由に対する制限や経済的負担に対する最後の砦となるもの
が、自由の基礎法たる憲法である以上、その憲法との関係を議論することは避けられない２。

１　ここで「消費者の責任」とは、1980年代にCI（国際消費者機構）が示した、①主張し行動する責任（主
張・行動）②批判的意識を持つ責任（批判）③連帯する責任（連帯）④弱者に対する配慮責任（弱者）
⑤環境への配慮責任（環境）、という5つの責任を念頭に置いている。また、特にSDGs（『持続可
能な開発のための2030アジェンダ』（2015年に国連サミットにおいて採択）に記載された、2030年
までの『持続可能な開発目標』）の中の目標12に、「持続可能な生産消費形態を確保する～つくる責
任つかう責任～」が示されてから、この動きはより顕著になっていると言えよう。

２　憲法の自由の基礎法たる性質について、芦部信喜「憲法学Ⅰ（憲法総論）」有斐閣（1992年）P46。
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そこで本稿では、以上のような問題意識を前提に、最初に「消費者の責任」について概
観した上で、次になぜ「消費者の責任」と憲法との関係が議論されないのかについてその
理由を考察し、さらにその点について反論すると共に、最後に議論の必要性とそのメリッ
トについて検討を加えてみたい。

１．「消費者の責任」について
最初に「消費者の責任」について、簡単にまとめておきたい。
（１）内容
「消費者の責任」の内容については、通常CI（国際消費者機構）が示した５つの責任
を中心に議論がなされているため、本稿においても以下の５つを念頭に議論を進めていく。
①主張し行動する責任（主張・行動）
これは例えば、購入した商品に問題があったような場合に、泣き寝入りするのではな
く、事業者に対して権利を主張したり、各地域の消費生活センターや関連行政機関に相
談等することにより問題解決を図ろうとする責任のことである。
②批判的意識を持つ責任（批判）
これは例えば、様々な情報を自ら入手すると同時に、与えられた情報に疑問を感じた
り批判の目を向けたりする責任のことである。
③連帯する責任（連帯）
これは例えば、消費者が個人として事業者や社会全体に対して与えられる影響は必ず
しも大きくないため、様々な問題を解決するにあたり、消費者同士が連帯して問題に立
ち向かう責任のことである。
④弱者に対する配慮責任（弱者）
これは例えば、自らの消費活動が、商品を生産する人達の生活に影響を与える等社会
の様々な場面に影響を及ぼすことを自覚する責任のことである。
⑤環境への配慮責任（環境）
これは例えば、環境に配慮した商品を購入したり、ゴミの処理方法に一定の配慮をす
る等、自らの行動が環境に影響を及ぼすことを自覚する責任のことである。
そして、このCIが示した５つの責任を念頭に、消費者基本法７条は、１項「消費者は、
自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等
自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。」、２項「消費者は、消費生活に
関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。」
との定めを置いている。また消費者安全法５条２項は、「消費者は、～自らが自主的かつ
合理的に行動することが重要であることにかんがみ、～必要な知識を修得し、及び必要な
情報を収集するよう努めなければならない。」と定めている。さらに、消費者教育推進法は、
消費者教育の重要な柱として「消費者市民社会」という考えを持ち出し、２条２項で、「こ
の法律において『消費者市民社会』とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の
多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたっ
て内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正
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かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。」と定め、「消費者市民社会」
において消費者が果たすべき役割について触れている。
（２）「消費者の責任」の多面性
以上、「消費者の責任」の内容について簡単に触れたが、今後憲法との関係を議論する
ことも念頭に、いくらかその内容を整理しておきたい。
①権利者としての責任
著名な法学者であるイェーリングは、有名な「権利のための闘争」において、権利を
守るにはある種の「闘争」が必要であり、それは自分自身のためだけではなく国家や社
会に対する義務でもある旨述べている３。さらに日本国憲法は12条で、人権享有主体で
ある国民に対して、人権を保持するための「不断の努力」を求めると共に、97条において、
基本的人権は、「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信
託されたものである。」と規定し、それが「信託」されたものであり、決して自分一人
でいかようにも放棄できるものではない、とのニュアンスの規定を置いている。これを、
「消費者の権利」の享有主体となった消費者の責任との関係で言えば、前述した①主張
し行動する責任、②批判的意識を持つ責任は、この観点から求められるものと評価する
ことが可能であろう。
②市場における「主権者」としての責任
経済学においては、市場経済の説明をするにあたって、消費者主権という言葉が使わ
れる（消費者主権という言葉自体は使われていなくても同内容の説明がなされる）場合
が多い４。この消費者主権は、消費者の「嗜好や選択」が、「市場で行使する投票権の
形で顕示されることにより、生産者は何が一番強く望まれているかを知り、消費者のそ
うした欲望を一番良くみたしうるものが、いちばん報いられるという形で市場の調和が
達成される」ものと定義されており、1930年代にW・H・ハットが最初に経済学の文献
の中で紹介したものであると言われている５。そして、このような消費者主権が成立す
るための要件のうちの一つとして通常、「各人がそれぞれ独自の判断にもとづいて自分
に最善のものが何であるかを知っていること」という点が挙げられている６。
このような点から考えると、消費者には市場経済を適切に機能させるために、自分に
とって最善が何であるかを認識すべく様々な情報を収集したり、そのような情報に基づ
いて自ら選択を行い、場合によっては他の消費者と連携して様々な主張をする、という
ような行動が求められることになろう。前述した①主張し行動する責任、②批判的意識
を持つ責任、③連帯する責任は、このような観点からも導かれる責任と言えよう。

３　イェーリング（村上淳一訳）「権利のための闘争」岩波文庫（1982年）P49等。
４　この点経済学の祖であるアダム・スミスは、市場経済に関わる基本的命題として「消費こそが、あ
らゆる生産活動の唯一無二の目標であり、目的である。そして、生産者の利益は、消費者の利益を
増進させるのに必要な範囲でのみ、顧慮されてしかるべきものなのである。この命題は完全に自明
のことであって、これを証明しようとするほうがおかしいくらいである。」と述べており、消費者
主権という言葉自体は使用していないものの、その源流を見て取れる。大河内一男（責任編集）「世
界の名著31　アダム・スミス」中央公論社（1968年）P463。

５　都留重人（編）「岩波経済学小辞典（第3版）」岩波書店（1994年）P170、宮澤健一「季刊現代経済
15『消費者主権の理念とその実現条件』」日本経済新聞社（1974年）P58。

６　都留、前掲注5、P170。
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③「他者」に影響を与える者としての責任
この点前述した憲法12条は後段で、「国民は、これ（権利）を濫用してはならないの
であって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と規定しており、権
利享有者に対して一定の「他者」に対する配慮を要求しているし、また、消費者が市場
に対して主権を行使し、一定の影響を及ぼしているのであれば、市場から発生する様々
な結果に対しても当然一定の責任を負わなければならないのであろう７。このような点
は、前述した④弱者に対する配慮責任、⑤環境への配慮責任に通じるものと言えよう。

２．憲法との関係を議論されない理由
次に、「消費者の責任」と憲法との関係が議論されない理由について検討してみたいと
思う。ただし、この点については、議論の蓄積も非常に乏しいというのが現状なため、以
下従来の「消費者の責任」に関する議論から考えうる理由を推察してみたいと思う。
（１）消費者が責任を負う必要があるのかという点（理由１）
これはすなわち、そもそも弱い立場の消費者に一定の責任（自立した権利者や市場にお
ける主権者としての、さらには弱者や環境に対する）を負わせるのは酷ではないかという
議論である。そして、仮にそのように考えることになれば、「消費者の責任」と憲法との
関係を議論する必要性は乏しいことになるのは必然であると言えよう。
この点、消費者庁において、2015年５月より２年間に渡り開催された、「倫理的消費」

調査研究会においても、「消費者は責任があると書かれると辛いところがあります。」（第
４回議事次第P26佐野委員発言）との発言がなされている。また、「現在の経済社会にお
ける消費者の消費生活の状況、消費者と事業者、消費者と国家の関係性の把握をとおして、
『消費者の責任』という考え方が必要であるかどうかの検証を行う作業が、先行しなけれ
ばならない。」との指摘も存在している８。さらには、環境法学における議論において、
国民に一定の環境に対する義務を課すことにより「誰が責任を負うべきかについて議論（特
に、原因者負担主義の議論）が雲散霧消するおそれを否定できない」との指摘もあり、同
様の方向性を見て取れる９。
（２）「消費者の責任」は倫理・道徳の問題に過ぎないという点（理由２）
これはすなわち、「消費者の責任」の問題は、あくまでも倫理・道徳の問題であり、具
体的な法的義務に対応するものとは考えられず、そうであるならば、人権や自由に対する
重大な問題とは考えられないため、現状では憲法との関係を議論する必要はないのではな
いかというものである。この点、消費者基本法制定過程における議論の中でも、消費者基
本法７条に定められている内容は、あくまでも消費者に対する「努力規定」に過ぎないこ
とが強調されている10。

７　消費者主権については、市場における主権者はむしろ生産者ではないか、というガルブレイスによ
る「生産者主権論」が存在している。ガルブレイス（都留重人監訳）「新しい産業国家」河出書房
新社（1968年）参照。

８　岩本諭・谷村賢治（編著）「消費者市民社会の構築と消費者教育」晃洋書房（2013年）P149。
９　大塚直「憲法環境規定のあり方　環境法研究者の立場から」ジュリスト1325号　有斐閣（2006年）

P113。
10　国会審議における、岸田文雄議員、原口一博議員発言。石戸谷豊「消費者基本法の基本的枠組み（下）」
国民生活研究47巻3号　国民生活センター（2007年）P8・9。
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（３）憲法は自由の基礎法であるという点（理由３）
これはすなわち、憲法は自由や人権を守ることをその第１の役割としているのであり、
その憲法から国民に対して一定の責任の論理を導き出すのは妥当ではないのではないかと
いうものである。
（４）「消費者の権利」に関する議論が不十分であるという点（理由４）
これはすなわち、「消費者の責任」と憲法との関係について議論をするためには、「消費
者の権利」と憲法との関係に関する議論が深まっていることがその前提になるとも考えら
れるが、現状ではそのような議論が十分なされているとは言えないのではないか、という
考えである11。そして、そのような状況において「消費者の責任」を憲法上根拠付けるよ
うな議論をすれば、言わば「消費者の権利」を守る「盾」の部分なくして責任の議論をす
ることになり、消費者に過剰な責任を課すことになるのではないかという点を危惧するも
のである。
この点、例えば、「消費者の権利」の内の一つである「情報」に関する権利について、
消費者安全法５条２項が、消費者に消費生活に関わる知識と情報を取得するよう「努めな
ければならない」と定めていることに関して、「このことは、国や自治体が消費生活に関
する知識と情報を十分に提供し、消費者が必要な知識と情報をいつでも入手できる環境が
整備されてはじめて検討の俎上にのぼるべきである」との指摘もなされている12。
（５）その他（理由５）
上記のような点に加えて、より現実的な理由として、憲法の分野において消費者関連の
諸問題と憲法との関係を専門的に研究する者が非常に少ないという点も、理由として挙げ
られよう。

３．憲法との関係を議論されない理由に対する反論
次に上述した憲法との関係を議論されない理由として挙げた点に対して、個々に反論す
ると共に、この点について議論する必要性・メリットについて触れてみたい。
（１）理由１に対する反論
この点確かに、弱い立場の消費者に過度の責任を負わせることは酷であると言えよう。
しかしながら、消費者が権利を持つということは、「一方において『責任と自覚』が存在
することを消費者は認識しなければならない」13 のは当然であろう。また、前述したよう
に憲法は12条で、人権享有主体である国民に対して、人権を保持するための「不断の努力」
を求める定めを置き、それがどのレベルのものであるかの議論は存するものの、人権享有
主体として一定の「努力」を求めている。さらに、市場における「主権者」として、「消
費者には、市場を機能化させるための能動的な役割が付与され」ている14。最後に、消費

11　「消費者の権利」に関する議論が不十分な点を指摘するものとして、岩本諭「消費者と市民を架橋
する消費者教育」、西村隆男（編）『消費者教育学の地平』慶応義塾大学出版会（2017年）P241、
石戸谷、前掲注10、P15を挙げておく。

12　正田彬「消費者の権利（新版）」岩波新書（2010年）P138。
13　小木紀之「消費者教育論　小木紀之著作選Ⅲ」風媒社（2020年）P254。
14　中田邦博・鹿野菜穂子（編）「基本講義　消費者法（第3版）」日本評論社（2018年）P12・13。
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活動が環境はじめ社会全体に大きな影響を及ぼしていること自体は否定できないし、消費
者自身もそのことは認識していると言えよう。
以上のような点を勘案すれば、消費者が権利の享有主体として、また市場における「主
権者」として、さらには他者や環境に影響を及ぼす存在として、一定レベルでの責任を負っ
ていること自体は否定できないように思われる15。
（２）理由２に対する反論
この点確かに、現状において「消費者の責任」の議論は、具体的法的義務に直結する問
題とは考えられておらず、したがって、憲法との関係を議論する必要性は乏しいのではな
いかという考えも傾聴に値しよう。
しかしながら、消費者基本法や消費者安全法さらには消費者教育推進法という法律に
よって、消費者に一定の責任や役割が求められているにもかかわらず、憲法との関係が無
縁であるとは到底言えない。また、「消費者の責任」の内容や位置付けについて、「認識不
足や誤解もみられ、ときに消費者に過剰な自己責任を要求する例もある」16 との指摘があ
る中で、単に形式的に倫理・道徳の問題に過ぎないとの理由で、憲法との関係を議論しな
くてよいという理由にはなりえない。さらに、地球環境が悪化した場合には、現在「消費
者の責任」として議論されている内容が、将来的には消費者の具体的法的義務になりえ、
その時に備えて憲法との関係に関する議論を深めておく必要は十分にあると言えよう。こ
の点において、「昨今の消費者に求められる『倫理的消費』との表現には違和感をぬぐえ」
ない、「国が『倫理』を語るときには注意が必要である」との指摘は非常に参考になる17。
（３）理由３に対する反論
この点確かに、憲法の第１の特質は自由の基礎法たる側面にあり、このこと自体を否定
することはできない。
しかしながら、憲法には人権の規定と共に３つの義務（納税の義務・勤労の義務・子供
に教育を受けさせる義務）の規定が存在しているし、前述した12条のように一定の「責任」
や「努力」を国民に求める条文も存在しており、自由を基礎付けることのみをその使命と
しているわけではないことも確かである。また、実際環境問題に関して、憲法との関係で
国民に環境保護義務が存在するのではないかという議論も存在している18。さらに本稿の
問題意識から考えれば、我々消費者の権利や自由を確保するために憲法との関係を議論し
ようとしているわけであるので、むしろ自由の基礎法たる憲法の特質という点と同調する
ことはあっても相対立するものとは考えられない。

15　この問題については、消費者が物理的にどこまでの負担を引き受けられるのかという問題（物理的
限界の問題）と、規範の次元においてどこまでの責任を負わせることが可能であるのかという問題
（規範的限界の問題）が存在し、規範的限界の議論の中に、憲法との関係でそれがどのように位置
付けられるのかという本稿の目的に通じる議論が存在しているものと認識している。

16　古谷由紀子「現代の消費者主権　消費者は消費者市民社会の主役となれるか」芙蓉書房出版（2017
年）P24。

17　河上正二「消費者法の在り方を求めて」河上正二責任編集『消費者法研究』7号　信山社（2020年）
P6。

18　国民の環境保護義務について肯定的なものとして、岩間昭道「環境保全と日本国憲法」ドイツ憲法
判例研究会編『人間・科学技術・環境』信山社出版（1999年）P226・227。
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（４）理由４に対する反論
この点確かに、「消費者の責任」と憲法との関係を議論するにあたっては、「消費者の権
利」と憲法との関係について議論を深めていく必要があることは否定できない。
しかしながら、現在その点に関する議論が不十分であることを理由に、「消費者の責任」
と憲法との関係を今後も一切議論しなくてよいという理由にはなりえない。また、現状に
おいても「消費者の権利」と憲法との関係がまったく議論されていないわけではなく、有
名な正田彬の著書「消費者の権利」をはじめ、近年この点に関して積極的な議論がなされ
ていることは確かであり、そのような議論との関係で「消費者の責任」と憲法との関係を
一定レベルで議論することは可能である19。さらに言うならば、憲法学においては、納税
の義務が憲法上課されていることから一定の権利（納税者基本権）を導き出せるのではな
いか、という議論（「納税者の権利」の議論）が存在しており、必ずしも論理必然的に権
利議論を先行させなければならないということでもないのではなかろうか20。
（５）理由５に対する反論
この点確かに、憲法学における議論の中心は、精神的自由や選挙権に関わる議論であり、
経済的自由との関係で捉えられる場合が多い各種の消費者関連の問題や、本稿で取り上げ
ている「消費者の責任」について研究する憲法学者が少ないことはやむを得ない側面がある。
しかしながら、当然のことながらこの点が「消費者の責任」と憲法との関係を議論しな
くてよい理由にはなりえず、今後はこの分野を研究する憲法学者が増えることを望む以外
にない。そして、その点において重要になるのは、消費というものの持つ意味を、単に日々
生活するために必要な経済的行為という認識から、現代社会においては、幸福追求や自己
実現といった、憲法がもっとも大切にしている価値と関連している部分を多分に含んでい
ることを強調していくことであろう21。
以上において、「消費者の責任」と憲法との関係が議論されない理由に対して反論を試
みた。以下では、より積極的に議論の必要性・メリットについて触れてみたい。
この点まず最初に挙げたいのが、「消費者の責任」と自由の基礎法たる憲法との関係を
議論することにより、我々消費者が負うべき責任の憲法上の根拠とその範囲が理論上明確
になり、その限界がはっきりするということである。我々消費者からしてみれば、消費に
関連して一定の責任を負うこと自体は肯定していても、何を根拠に、またどの範囲でそれ
を負うべきか、という点が国の最高法規である憲法との関係で明確になれば、より安心し
て積極的に責任を果たせるようになるのであろう。
さらに、「消費者の責任」に関する議論と、憲法にその根拠があると通常考えられてい
る「消費者の権利」に関する議論を、憲法を媒介として議論することにより一貫したもの
として理解することが可能になる、という点も挙げておきたい。すなわち、例えば、「消

19　「消費者の権利」に関して議論を深めているものとして、細川幸一「消費者基本法における『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）と吉田克己「消費者の
権利をめぐって」河上正二責任編集『消費者法研究』創刊1号　信山社（2016年）を挙げておく。

20　北野弘久「納税者の権利」岩波新書（1981年）。
21　「消費者の権利」について、それが「憲法上の『幸福追求権』（憲法）13条の現れであることは疑い

ない」との指摘がある。河上、前掲注17、P6。
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費者の権利」の憲法上の根拠については、憲法25条の生存権を根拠にする立場が有力に主
張されている中で、生存に関わる権利である「消費者の権利」を行使する場面において、
「消費者の責任」の名のもとに（例えば地球環境や将来の世代のために）一定の配慮が求
められるという論理に戸惑いを覚える者も多いのではなかろうか22。「消費者の責任」と
憲法との関係について議論が深まれば、今述べたような問題についてどのように考えるべ
きかといった点を考えざるを得なくなり、「消費者の権利」に関する議論、さらには消費
者政策全体と憲法との関係についても議論が深化していくものと考えられる23。
最後に、前述した点ではあるが、地球環境がさらに悪化するようなことがあれば、現状
では努力目標的なものと考えられている「消費者の責任」が、法的具体的義務に転換する
可能性があると考えられ、その場においては当然この問題が憲法上の議論として俎上にあ
がってこよう。この点については実際に、「倫理的消費」調査研究会においても、外国の
事例に関連してではあるが、「倫理的消費を広めようとしている人たちや、専門家は、最
終的には法規制が必要だということで見解が一致していました。」との発言（第５回議事
次第P15渡辺委員発言）や、より具体的に「エシカル消費促進法」の制定についての言及（第
３回議事次第P27西村委員発言）も存在している。したがって、仮にその様な事態に及ん
だ時のために、事前に関連する議論を行っておくことには一定の意義があるように思われる。

おわりに
以上、「消費者の責任」と憲法との関係がなかなか議論されない理由について考察した
上で、それに対して反論し、その点に関する議論の必要性・メリットについて触れた。
他方で、「消費者の責任」については多面性があるという点に触れたにもかかわらず、
それぞれの側面からの責任と憲法の個々の規定との関係について踏み込んだ議論が行えて
いない。この点は今後の課題としたい。

22　「消費者の権利」の憲法上の根拠について、25条の生存権を根拠にしていると考えられるものとして、
鈴木深雪「消費者政策―消費生活論（第4版）」尚学社（2007年）P20、細川、前掲注19、P147・
148。

23　本稿では詳述できないが、私見では「消費者の権利」の憲法上の根拠としては、憲法13条の幸福追
求権を中心に議論を進めるべきであり、それによってはじめて「消費者の責任」と「消費者の権利」
に関わる議論が憲法上架橋されるものと考える。
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輸入食品の安全性確保とリスクコミュニケーションに関する考察

Consideration on ensuring the safety of imported foods
and risk communication

浅野　智恵美
Chiemi ASANO

要　　約

輸入食品の増加と食のグローバル化が進む中、私たちの暮らしは様々な輸入食品に
支えられ、成り立っている。そのような中、輸入された野菜や果物の残留農薬、ナッ
ツ・香辛料のカビ、有毒魚類の混入、寄生虫、サルモネラ菌検出、輸送時の腐敗やカ
ビなど、様々な食品衛生法違反が発生している。健康被害の未然防止が重要であるこ
とから、食品衛生法に基づき、厚生労働省は毎年度「輸入食品監視指導計画」を定め
ている。
しかし、仕組みはあるのに守られていない事例や、国によって衛生管理に対する認
識が異なる事例、衛生管理が足りなかった食品、基準値を知らず輸出国で出回る食品
を輸入するなどの事例が発生している。監視体制の強化と、輸出国対策として日本の
食品衛生規制の周知、輸出国とのコミュニケーションや二国間協議、現地調査や輸出
国への技術協力が求められている。
輸入食品の監視体制は見えづらい。消費者にとって、わかりづらい、見えないこと
は不安につながる。“食品にゼロリスクはない”からこそ、消費者も勉強していく必
要がある。課題を検証し、消費者、事業者、行政が、輸入食品の安全性確保に関する
リスクコミュニケーションを深める重要性について考察する。
 ─────────────────────────────────────

キーワード：輸入食品の安全性確保、監視体制、輸出国対策、食品衛生法改正、
容器包装のポジティブリスト制度、リスクコミュニケーション

はじめに
時代の変遷を経て、私たちの暮らしは魚介類や米食中心の日本型食生活から、肉類や油
脂を多く使う食生活に変化した。世帯構成の変化を背景に、調理食品や外食・中食への需
要が拡大するなど食のニーズが多様化している。輸入食品の増加と食のグローバル化が進
む中、現在の暮らしは様々な輸入食品に支えられている。地域で生産されたものをその地
域で消費する地産地消や、地域で生産された旬な食材を旬な時期に消費する旬産旬消の観
点からも国産食品の利用が推奨されているが、わが国の食料自給率は38％１ である。残

１　農林水産省カロリーベース総合食料自給率（2019年度）＝1人1日当たり国産供給熱量（918kcal）
／1人1日当たり供給熱量（2,426kcal）。
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りの62%は輸入食品を食している。米消費が減少の一途をたどる中、特に外食産業やパン、
インスタント麺などをはじめとした加工品の原材料は、安価で大量に生産される輸入食材
が使われていることが多い。毎日の生活で国産品だけを口にして暮らすことは非常に難し
い。今や輸入食品なくして日本の食生活は成り立たないとも言える状況にある。
その様な中、近年、輸入食品の届け出件数は増加の一途をたどっている（図１）。輸入
業者が食品衛生法２（以下「法」という。）に違反した場合は、厚生労働大臣は輸入業の
禁止あるいは停止の措置を講じることができる。しかし、輸入食品の監視体制は消費者に
は見えづらい。分かりづらい、見えないことは不安につながる。水際での輸入食品の安全
性確保の有り方について課題を検証し、考察する。

図１　輸入食品件数・重量の推移（出典：厚生労働省「輸入食品監視統計」令和元年度）

１．輸入食品監視統計結果
食品を輸入する際は、輸入の都度、食品等輸入届出書を厚生労働大臣に提出しなければ
ならない。輸入食品の監視体制としては、国が輸入食品等や輸入者に対して、重点的、効
率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図るため、
輸入食品監視指導計画３ に基づき、輸出国対策、輸入国対策、国内対策が実施されている。
厚生労働省及び検疫所は、検査項目の追加や検査機器の整備など輸入時の検査体制の充実
を図り、モニタリング検査４ や、検査命令５ 等の輸入時における監視指導の強化を行っ
ている。また、輸出国の衛生管理対策を推進するため、輸出国段階での食品衛生に関する
規制等の調査を含む個別問題に係る輸出国との協議及び調査を実施したほか、牛海綿状脳

２　食品と添加物などの基準、表示、検査などの原則を定める。食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用
おもちゃも規制対象。昭和22年法律第233号。1947年（昭和22年）12月24日公布。

３　食品衛生法第23条第1項に規定される、食品等の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画。
４　食品衛生法第28条第1項の規定に基づき多種多様な食品等について食品安全の状況を幅広く監視す

ること及び法違反が発見された場合に、輸入時の検査を強化するなどの対策を講ずることを目的と
して、年度ごとに計画的に実施する検査。

５　食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき法違反の可能性が高いと見込まれる食品等につ
いて、輸入者に対して輸入の都度の検査を命じるもの。
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症（BSE）等に係る輸出国段階での衛生管理について現地調査を行っている６。
令和元年度の食品等（食品、添加物、器具、容器包装または乳幼児用おもちゃ）の届け
出件数は2,544,674件、届出重量は33,272,955トンであった。その内訳は、約65％が農産食
品、次いで畜産食品約11％、その他食品が約８％、水産食品約６％、飲料約４％、食品添
加物約２％となっている。検査は、届出件数の8.5％にあたる217,216件について実施され
た。内訳は、行政検査69,483件、登録検査機関検査168,799件（うち、検査命令69,185件）、
外国公的検査機関検査4,414件である。
このうち微生物規格180件、有害・有毒物質及び病原微生物179件、添加物140件、残留
農薬127件、器具、腐敗、変敗、異臭及びカビの発生等52件、残留動物用医薬品16件、容
器包装規格35件、他34件の763件が法違反として、積み戻し、廃棄または食用外転用等の
措置がとられた７。これは、届出件数の0.03％に相当する。
違反状況をみると、穀類の88件が最も多く、次いで種実類が59件、水産動物類加工品（魚

類、貝類を除く）が54件、菓子類（冷凍食品を除く）51件、野菜の調整品（きのこ加工品、
香辛料、野草加工品及び茶を除く）49件の順となっている。
法違反となった届出件数763件を条文別にみると、第13条「食品又は添加物の基準及び
規格」は、農産物及びその加工品の成分規格違反（農薬の残留基準超過）、畜水産物及び
その加工品の成分規格違反（動物用医薬品の残留基準超過、農薬の残留基準超過等）、そ
の他加工食品の成分規格違反（大腸菌群陽性等）、添加物の使用基準違反（安息香酸、ソ
ルビン酸、二酸化硫黄等）、添加物の成分規格違反、放射性物質の基準超過、安全性未審
査遺伝子組換え食品の検出が450件発生している。
第６条「販売等を禁止される食品及び添加物」は、アーモンド、乾燥いちじく、乾燥な
つめやし、くるみ、ケツメイシ、　香辛料、ごまの種子、チアシード、とうもろこし、ハ
トムギ、ピスタチオナッツ、ブラジルナッツ、もろこし、落花生等のアフラトキシンの付
着、亜麻の種子、杏の種子、キャッサバ等からのシアン化合物の検出、米、小麦、大豆等
の輸送時の事故による腐敗・変敗（異臭・カビの発生）が222件発生している。
第12条「添加物等の販売等の制限」は、指定外添加物（TBHQ、アシッドブルー３、ア

スパラギン酸－１－デカルボキシラーゼ、アゾルビン、アルミノケイ酸ナトリウム、一酸
化炭素、塩化メチレン、キノリンイエロー、サイクラミン酸、パテントブルー V、ヨウ素
化塩）の使用の53件が発生している。
第18条「器具又は容器包装の基準及び規格」は、材質別規格違反が35件（4.6％）、第62
条「おもちゃ等への準用規定」は、おもちゃの規格違反が３件（0.4％）、第10条「病肉等
の販売等の禁止」は、衛生証明書の不添付が１件発生している。
国（地域を含む）別の届出件数をみると、中華人民共和国の842,228件が最も多く、次
いでアメリカ合衆国225,458件、フランス共和国218,430件、タイ王国168,450件、大韓民国
127,188件、イタリア共和国124,259件の順であった。違反状況をみると、中華人民共和国

６　厚生労働省、「令和2年度輸入食品監視指導計画」p1
７　厚生労働省プレスリリース「令和元年度における『輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果』
及び『輸入食品監視統計』の公表」p2
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の185件が最も多く、次いでアメリカ合衆国の136件、ベトナム社会主義共和国58件、イン
ド共和国45件、タイ王国及び台湾37件の順であった８。

２．輸入食品の検査体制と輸入前相談の重要性
食品を輸入するには、輸入の都度、食品等輸入届出書を提出しなければならない（法第

27条９）。届出先は輸入手続きを行う検疫所で、届出窓口は全国に32か所ある。輸入食品・
検疫検査センターは横浜と神戸の２か所にあり、検査課を有する検疫所は６か所、輸入食
品相談指導室は13か所、食品衛生監視員421名が輸入時の監視を行っている（令和元年度）。
食品等輸入相談室を設置する検疫所では、輸入者等に対して輸入事前指導を含めた個別の
食品に関する相談対応の実施や説明会等を開催している。
平成30年度の輸入前相談時点での違反率は1.85％であるのに対し、輸入時点の違反率は

0.03％である（図２）。違反は輸入前相談時点で判明する場合が多いことから、輸入前相
談を行うことにより、効果的に輸入食品の法違反を防ぐことが可能となっている。食の安
全安心に繋がるこの取組を評価したい。しかし、輸入前相談実施件数は、平成26年度（24,360
件）、平成27年度（24,377件）、平成28年度（24,180件）、平成29年度（23,516件）、平成30
年度（20,736件）10と推移し、増えているとは言えない。輸入前相談の実施体制を制度化し、
輸入前相談を受けた者は検査料を割り引くインセンティブを導入するなど、相談しやすい
体制作りをさらに強化すべきと考える。

図２　輸入前相談時点と輸入時点の違反率
（厚生労働省「平成30年度輸入食品監視統計」をもとに筆者作成）

輸入食品の監視業務において、検査命令は「輸入時の自主検査やモニタリング検査、国
内流通段階での収去検査等において法違反が判明するなど、法違反の可能性が高いと見込
まれる食品等について、輸入者に対し、輸入の都度、検査の実施を命じる制度である。検
査費用は輸入者が負担し、検査結果判明まで輸入できない」と位置付けられている。検査

８　厚生労働省、令和元年度（2019年度）「輸入食品監視統計」p1、2
９　「販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。」

10　厚生労働省「輸入食品の安全性確保の取組み～令和2年度輸入食品監視指導計画（案）、最近の食
品衛生行政の動きについて～」p13
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11　図1　輸入食品件数・重量の推移（出典：厚生労働省「輸入食品監視統計」令和元年度）
12　前掲注10　p22

命令は水際で予防的に行うものであり、輸入個数が多い加工品や、複数の国から輸入する
食品は検査数が多くなる。原料で輸入される食品は、相対的に件数が少なくなる。
すべての輸入食品が危ないのではなく、蓋然性が高い食品を選んで検査していることか
ら、検査命令数が多いことは、むしろ食中毒などの事故を未然に防ぐために検査がなされ
ていると捉えることもできる。検査で違反を防ぐことが最善ではなく、輸入食品の生産や
製造・加工現場などの川上で、違反とならない安全な取組を確保することが重要と考える。
その効果を確認する指標として、検査命令の仕組みがある。
検査率が8.5％であることは十分とは言えないが、輸入食品の件数・重量が年々増加 11 し、

大量の食品が日本に入ってくる現状を鑑みると、日本に入ってくる輸入食品すべてを検査
することは無理がある。消費者の不安に対応すべく、検査数を増やせば安全性は高まる可
能性はある。しかしすべての輸入食品を抜き取り検査したとしても、サンプリングの対象
にならなかった荷の一部にカビや腐敗が発生することもありえる。輸入食品すべてを検査
すれば、ゼロリスクを得られるものではないことを、消費者は正しく認識する必要がある。

３．監視指導計画における輸出国での衛生確保対策
これまでに国内の食中毒情報等に基づき、監視強化を行った主な案件に次の事例がある。
①韓国産、養殖ひらめ：下痢症状等を起こす寄生虫のクドア・セプテンプンクタータを検
出。対応策として、特定の養殖場からの韓国産養殖ひらめが輸入届出された場合には、
検査命令を実施するよう措置を講じた。
②中国産、生食用うに：細菌性食中毒である腸炎ビブリオ汚染を検出。対応策として、特
定の製造者からの中国産生食用うにが輸入届出された場合には、輸入の都度、自主検査
を実施するよう措置を講じた12。
小規模農家が約４万軒あるパラグアイのゴマは、15年ほど前に蟻の駆除のため、誤って

日本で規制されている農薬を使った事例が発生している。日本人が他国の法律や食品の基
準をよく知らないのと同様、他国の生産者等が日本の法律や食品の規格基準を理解してい
ない場合があると予測する。故に、このようなヒューマンエラーは起こり得ると考える。
現在は小規模農家の農民を集めての啓蒙活動の実施や、殺虫剤であるカルバリル不使用
の誓約、残留農薬の検査の厳格化、農場や作物の集荷時に新しい袋を使用し農薬の混入や
汚染防止が実施されている。JICA専門家の派遣と地道な技術指導等により安全が確保さ
れ、パラグアイ政府がすべてに関与し、2019年度は違反件数がゼロとなった。2017年７月
から検査命令が免除されたことは、安心につながる。
残留農薬フィプロニルの検査命令対象になったフィリピンのバナナは、輸出国の基準値
に合わせて農薬を使用している。農薬を種類ごとに整理整頓して倉庫に保管し、農薬散布
は専任者が実施する。農薬の使用時は使用記録簿とバナナの茎１本１本に農薬の散布状況
を記録し、包装に番号が記載され、トレーサビリティが管理されている。フィリピン政府
において、残留農薬に係る対策が図られたことから、2018年12月に現地調査が実施され、
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登録事業者から輸出されるバナナの検査命令が免除された。
2019年度の輸出国における調査・協議として挙げられているタイのマンゴーとオクラの

残留農薬管理対策、スペインの牛肉の対日輸出プログラムの実施準備状況に関する現地調
査の実施など、輸出国の段階で違反食品を日本に入れないことが重要と考える。毎日の生
活で口にする輸入食品の安全を確保するためには、輸出国で日本の基準に合うものを管理
されるよう望む。しかし、残留農薬やカビ、細菌、寄生虫など様々な違反が出ている。原
産国の農場での生産時はもちろん、最終製品になるまでのChain of Custodyと言われる加
工流通過程の管理においても、食品衛生に配慮した適切な処置が行われるべきと考える。
収穫高の増加や経済性を最優先するのではなく、輸出国に日本の食品衛生基準を正確に伝
え、輸出国の生産者はそれを正しく理解し、重要事項として安全な食品を生産されるよう
望む。

４．食品衛生法改正によるHACCPの制度化と環境取組の推進
腸管出血性大腸菌等による広域的な食中毒や、健康食品に起因する健康被害などが発生
している中、事業者による衛生管理をさらに向上し、食品による健康被害への対応を迅速・
的確に行うことが課題となっている。このような課題に対し、食品の安全を確保し、飲食
によって生ずる危害の発生を防止するため、食品衛生法が2018年６月に改正された13。改
正ポイントの一つとして、輸出入食品の安全証明の充実を図るべく、輸入食品の安全性確
保のために、食肉等の食品のHACCP 14 に基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証
明書の添付が輸入要件とされた。

HACCPは、原料の受け入れから製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒
などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を、科学的根拠に基づいて管理する方
法である。原則として全ての事業者に“HACCPに沿った衛生管理”が制度化された。し
かし、HACCPは、一般消費者には馴染みのない専門用語であり、その意味や仕組みを正
しく理解している消費者は多いとは言えない。

HACCPは、“from farm to table”（農場、牧場、漁場から食卓まで）とも言われている。
フードチェーンにおいて生産から消費まで、関係者が役割と責任をもって食品を安全に取
り扱う責務がある。“食品にゼロリスクはない”からこそ、安全性に影響を及ぼす要因を
抽出して、健康に悪影響がないように原材料や製品、工程や環境、取り扱い方を管理する
という考え方である。HACCPシステムの制度化への対応は、主に生産者、製造者、販売
者が取り組むものであるが、彼らの取組のアウトプットである食品を消費者は購入、利用
し、食している。安全に提供されたものを消費の段階においても安全に取り扱う必要があ
ることから、川上での取組を消費者はよく知る必要がある。

13　食品衛生法等の一部を改正する法律。平成30年法律第46号。平成30年６月13日公布。
14　Hazard Analysis and Critical Control Point。事業者が食中毒菌汚染等の危害要因を把握した上で、
原材料の入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるために特に重要な工程
を管理し、安全性を確保する衛生管理手法。先進国を中心に義務化が進められている。



23

消費生活研究　第22巻１号

輸入食品のHACCPにおいては、動物性食品は特に適切な管理が求められている。食肉、
臓器、食肉製品に、乳、乳製品を追加し、輸出国政府が発行する衛生証明書の添付が義務
となり、これがないと輸入できないなど監視が強化された。内外統一の理念として、国内
で実施していることは、国外でも実施することが必要と考える。

５．容器包装のポジティブリスト制度導入
食品衛生法の一部が改正され、食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度が導入さ
れた。国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備において、日本はこれまでは
問題のある物質をリスト化して規制するネガティブリスト制度を採用していた。欧米や中
国、サウジアラビアでは、予め安全性が確認された物質だけをリスト化して使用可能とす
るポジティブリスト制度がすでに定着している。
ネガティブリストは規制されているもの以外は何でも使える状態であることから、何か
問題が起きたとき、原因物質を特定するのは容易ではない。一方、ポジティブリストは使
われている物質がはっきりしているため、原因をすぐに特定でき、迅速なリスク管理が可
能になる点を評価したい。なお、ポジティブリスト制度導入により、ポジティブリスト制
度を導入していない国がこの制度を踏まえ、材質試験や溶出試験の基準がより厳しくなる
のか、日本に輸出する器具や食品容器包装を製造しているかなどが懸念される。
今回の改正ではポジティブリスト制度の対象となる材質は、熱可塑性の合成樹脂からス
タートし、熱硬化性の合成樹脂や紙、ゴム、金属、ガラスなどに段階的に適応させていく。
材質といった科学的な側面で制限をかけつつ、密封性など微生物的な側面からの安全性も
担保するという難しい課題である。持続可能な環境社会への配慮から、輸出国で容器包装
の合成樹脂に、リサイクルした再生プラスチックを使用していることもあり得る。それら
の安全性の確保も重要となる。一方、合成樹脂からとする理由の一つに、「事業者団体に
よる自主管理の取組の実績がある」15 とされているが、業界にどのような自主管理実績が
あるのか、消費者に十分伝わっているとは言えない。食器や割ぽう具、レトルトパックや
飲料容器など、器具や容器包装には様々なものがある。スピード感を持って他の材質もポ
ジティブリスト制度の導入を望む。

６．輸入食品のリスクコミュニケーションと消費者
輸入食品の監視体制について、仕組みはあるのにそれが守られていない事例が発生して
いないか、国によって衛生管理に対する価値観や認識の隔たりはないかなど、仕組みの分
かりづらさから消費者の不安は様々なものがある。衛生管理が足りなかった食品や、日本
の基準値を知らないで輸出国で出回っている食品を輸入し、使ってはいけないものが使わ
れていないか。科学的根拠に乏しい情報が氾濫し、消費者がそれらに振り回されることも
時には起こり得る。言うまでもなくデータの改ざんや記録の改ざんはあってはならない。
先に述べたが、日本の食料自給率は38％である。多様な食品が様々な国から入ってくる

15　厚生労働省「改正食品衛生法に基づき政令で定める材質について」p1
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現状を鑑みると、監視体制の強化はもとより、輸出国に対する違反原因の調査や再発防止
対策、食品衛生規制の周知、二国間協議（二国間のコミュニケーション）、現地調査や、
輸出国への技術協力、安全対策の推進をさらに進める必要がある。
新型コロナウイルス収束後は、消費者団体や輸入食品に関心を持つ学生や教師等が海外
の生産地を訪れ、現地の生産・輸出状況を直接見たり、原産地の加工場を見学したりする
機会が設けられるよう望む。輸入食品の安全確保の仕組みを消費者が正しく知り、主体的
に勉強会や学校教育等で伝えていく機会があると、コミュニケーションは一層深まる。リ
スクコミュニケーションの目的は、良好な人間関係を築くエンゲージメントの活動であり、
説得ではない。消費者からの意見や提言、要望を生産者、加工業者、輸入業者に伝え、つ
ないでいくなどPDCA 16 を適切に回し、安全確保のさらなる取組が重要と考える。

終わりに
近年、消費者の農産物に対する安全・安心志向の高まりが進行している。そのような中、
令和元年度の輸入食品の違反割合は全体の0.03％である。この数字を見ると僅かに思える
が、消費者の視点で見ると、輸入食品の違反が１年間に763件発生し、検査命令件数が約
７万件もあることに驚くと共に、不安を抱く。
多くの消費者が不安に思う「全体の約８％しか検査していなくて大丈夫か」という懸念
は、輸入食品の監視業務セクションから消費者に十分な情報が届いていないことが一因と
して考えられる。日本と外国では使える農薬や食品添加物が異なるため、日本の規制にあっ
た食品を輸入できるよう様々な取組が行われていることや、輸入時の検疫での検査の構築
方法、サンプリング方針などについて、消費者の理解促進につながる情報発信のさらなる
充実が必要と考える。
食の安全性は、食品衛生法によって輸入食品でも国産品でも国内で流通する食品は、同
じ基準が適用される。しかし、そのことをどの程度の消費者が正しく認識しているのか。
輸入食品を避ければ健康が保てるという考え方を安易に優先すれば、リスクを回避できる
わけではない。食品の安全性は、どのようなものも毒か毒でないかは摂取量で決まる。“食
品にゼロリスクはない”からこそ、消費者は輸入食品の検査体制や生産現地国の実情など
を的確にとらえ、輸入食品の安全監視体制について勉強を重ねていく必要がある。
野菜はサラダなどにして生で食す機会が多い。ウーロン茶やハーブティー、アーモンド
やピーナッツなどもそのまま食す食べ物である。健康を害する恐れのある食品が、日本に
入ってこないよう切望する。輸入食品の安全監視体制をさらに充実させ、事故や被害を未
然に防ぐプロセスと監視体制をしっかり整え、限られた資源やコストでできる限り違反を
水際で検出することが重要となる。多種多様な輸入食品が私たちの暮らしを支えているか
らこそ、輸入食品の安全性について考える重要性を再認識し、輸入食品のさらなる安全性
の確保を求めていきたい。

16　Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Action（改善）を繰り返すことによって、生産管
理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法。
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─消費生活をめぐる諸問題─

（ 研 究 論 文 ）

●景品表示法の課徴金制度と消費者法としての役割
村 上 博 子

●「消費者の責任」と憲法との関係に関する一考察
～議論が不十分な理由の検討～
正 木 　 桂

●輸入食品の安全性確保とリスクコミュニケーションに関する考察
浅野智恵美




