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≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、本 日はお忙しいところ をお 集まりいただきまし てあ りがとうございます。

ただいまから「消 費者 委員会第215回本会議 」を 開催いたします。
本日は、鹿野委員が所 用により御欠席とな っております。
それでは、配付資 料の 確認につきまして、 事務 局からお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記し てお ります。

資料１−１から資 料１ −９までが、特定商 取引 法、消費者契約法の 改正 に係る資料となって お
ります。
資料２−１、資料 ２− ２が、「電子マネーに関す る消費者問題につい ての 建議」、金融庁説明 資
料となっております 。
それから、参考資 料１ 、参考資料２となっ てお ります。
もし不足がござい まし たら、事務局のほう まで お申し出いただきま すよ う、よろしくお願いし
ます。

≪２．特定商取引法及び消費者契約法の改正について≫
○河上委員長

それ では 、最初の議題ですが「特 定商取引法及び消費 者契 約法の改正について」

であります。
特定商取引法及び 消費 者契約法に係る規律 の在 り方を見直すことに つい ては、内閣総理大臣 か
らの諮問に対しまし て、 ともに本年１月７日付け でそれぞれ答申を発 出い たしました。その後 、
消費者庁において法 改正に向けた検討が進め られ 、３月４日に各改正法案 が閣議決定の上、国 会
に提出されました。本日は 、それぞれの改正法 案の内 容について消費者庁 から 御説明をいただき、
その後、質疑応答、意見 交換を行いたいと思 いま す。
なお、本日は、特 定商 取引法、消費者契約 法の 各専門調査会で御検 討を 行っていただいた専 門
委員の方々にも御出 席を いただいております 。消 費者庁、そして専門 委員 の皆様におかれまし て
は、お忙しいところ 御出 席いただきまして、まこ とにありがとうござ いま す。
それでは、消費者 庁か ら御説明をいただき ます が、大変恐縮ですけ れど も、特定商取引法の 改
正法案、消費者契約 法の改正法案の順で、そ れぞ れ10分程度でお願い いた します。
○消費者庁井内審議 官

消費者庁審議官の井 内でございます。

この場をお借りし まし て、改めて、特定商 取引 法及び消費者契約法 の見 直しに関する答申を 本
年１月に出していた だき ましたことを感謝申 し上 げます。既に委員長より 御案内のように、両 法
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律の改正案を国会に 提出 させていただいてい ると ころでございます。消費 者庁としましては、 国
会における御審議に しっ かり対応してまいる所存 でございますので、消費 者委員会の皆様にも 、
引き続き御指導、御 協力 を是非よろしくお願 いし たいと考えておりま す。
それでは、それぞ れ担 当課長より、国会に提出 しております法案に つい て御説明させていた だ
きます。よろしくお 願い いたします。
○消費者庁桜町取引 対策 課長

取引対策課長 の桜 町でございます。よ ろし くお願いいたします 。

私のほうから、特 定商 取引法の改正法案に つい て御説明申し上げた いと思いますが、資料１ −
１を御覧いただけれ ばと 思いますけれども、 １ペ ージ目は、特商法、 消契 法の全体像でござい ま
す。左上にございま すよ うに、高齢化社会の 進展 、悪質事業者の手口 の巧 妙化という、これは 委
員会のほうでも御議 論い ただいたときの背景 事情 でございますので、 こう いう両法案に共通す る
背景事情、あるいは 政策課 題と言ってもいいと 思い ますが、これを行う ための 改正ということで、
２本ございますけれ ども 、まとめて御審議い ただ けるように今、お願 いを しながら進めている と
ころでございます。
中身でございます けれ ども、特商法につき まし ては、１ページおめ くりいただきますと「特 定
商取引に関する法律の一 部を改正する法律案 」ということで１枚にま とめ させていただいてお り
ます。これは１月に 答申 、その前に年末に報 告書がございましたけれ ども 、その中でさまざま な
課題について、特商 法に 関しまして御指摘を いた だいていたところで ござ います。その全体の 中
で、政省令で対応す べき もの、あるいは解釈 の変 更で対応すべきもの 、こ ういったものが実は 結
構ございますけれど も、 それを除いた、法律 の条 文を改正することに よっ て対応しなければな ら
ないものをまとめた もの でございます。
ポイントが４つ、 ５つ ございます。１番目が左 上のところでござい ます けれども「悪質事業 者
への対応」というこ とで 、これは執行強化と いう 論点で、専門調査会 のほ うでは随分御議論を い
ただきました。ここ の真 ん中のところに対応 イメ ージがございますけ れど も、まさにこれが典 型
的な事例でございま すが 、この絵にございま すの は、業務停止命令を受け たＡ社という会社が、
健康食品αの電話勧 誘販 売を行っていたとい うこ とで、特商法に違反 する ことによって業務停 止
命令を受けたという 事例 でございます。
ところが、このＡ 社の元取締役が新たにＢ 社を 起こして代表取締役とし て就任をする。ある い
は、元営業部長がＣ社と いう、これはもとも とあ る会社に役員として 就任 をするということで 、
Ａ社は業務停止命令 を受 けても、Ｂ社、Ｃ社 を通 じて、今までと何ら 変わ らない勧誘行為が続 い
ていくということで ござ いますので、これが今、特 商法が毎年100件ぐら い、都道府県も含めて国
と都道府県で処分を いた しておりますが、そ れの １割ぐらいがこうい った 事例になってきてお り
ます。これは非常に重い 事実ではないかと認 識を しておりまして、こ のＢ 社、Ｃ社をしっかり押
さえないと、この業 務停 止命令の実効性がな いの ではないかというの が、 まさに専門調査会で 御
指摘いただいた点で ござ いました。
それを踏まえて、 ここ のＢ、Ｃにバッテン を付けさせていただいて おり ますけれども、こう い
った行為ができない よう に、上のところに書 いて ございますけれども 、業 務停止を命ぜられた法
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人の取締役やこれと 同等 の支配力を有すると 認め られる者等に対して 、停 止の範囲内の業務を 新
たに法人を設立して 継続 すること等を禁止す る、こういう禁止措置を 法案 の中に盛り込ませて い
ただいております。
この禁止措置につ きま しては、対象は役員 のみ ならず、同等の支配 力を 有すると認められる 者
と書いてございます けれ ども、従業員は 当然含まれ ますし、また 、場合によ っ ては社外の人間で、
調査会では黒幕的第 三者 というふうに御議論 いた だいておりましたけ れど も、そういった人が 外
から糸を引いている とい う場合にも、この禁 止命 令の対象に含まれる とい うことで整理をさせ て
いただいております 。
これは具体的には業務 停止をかけたときに 、個 別に誰がどういう役 割を 果たすことによって 違
反行為が生じたのか とい うことを精査いたし まし て、業務停止命令と 恐ら く同時になると思い ま
すが、業務禁止命令 を個別 の個人にかけるとい うこ とになると思います 。それ に違反をいたして、
このＢ、Ｃのような 行為 を継続すると、紫色 の字で書いてございます けれ ども、比較的重い刑 罰
が待っているという こと で担保をしたいと思 って おります。個人が ３年以下 の懲役または300万円
以下の罰金、法人の 場合 は３億円以下の罰金 とい うことでございます 。
それから、これと併せ まして、これも御指 摘い ただいていたことで ござ いますけれども、業 務
停止命令期間の伸長 も図 りたいということで 、ま さにここにあります のが典型でございますけ れ
ども、悪質事例に対 応す るために、今、最長 １年 のものを２年に延ば す。 新たに設けさせてい た
だく業務禁止命令に つき ましても、この業務 停止 命令と合わせますの で、 最長２年ということ に
なるわけでございま す。
それから、行政調 査に 関する権限も強化を した いということでござ いま して、立入検査に入 っ
て供述をとったりす ると きに質問をしたりす るの は、今、任意の協力 でや っているのが現状で ご
ざいますけれども、 法律 上の権限として明定 する ということをしたい と思 っております。
それから、罰則に つき ましても、この部分 も引上げを図っておりま す。今、報告徴収、立入 検
査などの忌避等につ いて は、100万円以下 の罰金と いうもののみが定め られ ているところでござ い
ますけれども、これ に懲役刑を付加いたしま して 、６月以下の懲役という ものを合わせて法定 刑
として定めさせてい ただ いているところでご ざい まして、新たに追 加をする 質問権限についても、
これに対する拒否、 忌避 などについては、同 様に なるということでご ざい ます。
それから、その下 に刑 事罰の強化というの がご ざいますけれども、 これ 以外にも、今回、悪 質
事業者に対してしっ かり 対応するべきである とい うメッセージをいた だい たと思っておりますの
で、全般的に罰則の 引上 げを図っております 。法 務省、法制局と調整 をい たしまして、かなり ぎ
りぎりのところまで 引き 上げようということ でや ってまいりました。 ２つ だけここに挙げさせ て
いただいております けれ ども、不実告知に対 する法人への罰金、これ は直 罰が付いております け
れども、現在、300万円以 下の罰金のみという こと でございますが、これを １ 億円以下に抜本的に
引上げをしようと。 それ から、業務停止命令 違反 に対する懲役刑の上 限も 、今は２年でござい ま
すけれども、これを ３年 に引き上げる。こう いっ た各所で刑事罰は強 化を しております。
以上が１番目のと ころ でございます。
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２．の「所在不明 の違 反事業者への対応」 とい うことで、公示送達によ って処分できないか と
いう御議論がござい まし た。これを踏まえま して 、今、民法を使って 簡易 裁判所にお願いして 公
示送達でやっている とこ ろがありますけれど も、 特商法上にもこの公 示送 達制度を明定させてい
ただいて、特にイン ター ネットの通販事業者 などで所在不明の事業者 はお りますので、迅速に 処
分ができるようにし たい と思っております。
３番目、右上でございま すけれども「消費者利益の 保護」をしたいと思ってお ります。これは、
専門調査会で必ずし も明 示的にそんなに深く 御議 論いただいたところ では ないと思っておりま す
が、悪質事業者に対 応し て、しっかり救済も 含め てやるということは 重要 ではないかという御 指
摘はいただいていた と思 いますので、それを 踏ま えまして、こういっ た措 置を設けたいと思っ て
おります。
これは、業務停止 命令を 受けた悪質事業者に 対し まして、不実告知あ るいは重要事項の不告知、
こういったことをや った 場合に、現在でも特 商法 上、取消権が認めら れておりますが、実際に お
金を返してもらった り、 取消しの効果を生ず るの は当事者同士の交渉 に委 ねるしかないという の
が現状でございます けれ ども、なかなか消費 者に とっては厳しいとこ ろも ございますので、行政
としても後押しをし たい という趣旨でござい ます 。消費者利益を保護 する ために必要な措置を指
示できる。この指示 とい うのは行政処分の１類型 でございますけれど も、 そういった指示がで き
るということを明示 した いと思っております 。
対応イメージとい うのがございますけれど も、 典型的には、このイ メー ジに書いてございま す
ように、返金をする ため の、不実などで消費 者に 物を売った場合に返 金を させる、こういった計
画を作らせて、行政 がフ ォローアップをして いく 。こういったことを指示 できるようにしたい と
思っております。こ の指 示に違反をすれば、更に 業務停止命令の期間 の伸 長でございますとか 、
あるいは刑事罰も、 この 紫のところにござい ます ように、今回これも 引上 げをいたしておりま す
が、これまで指示違反は100万円以下の罰金のみ でご ざいましたけれども、６月 以下の懲役という
ものを追加いたしま して 、こういった刑事罰 でも 担保していきたいと 思っ ております。
それから「過量販 売への対応」というもの も答 申でいただいている とこ ろでございまして、 訪
問販売ルールにあり ます 規制、これは行政処 分の みならず、民事上の 申込 みの撤回、解除とい っ
たようなものを電話 勧誘 販売にも盛り込むと いう ことで、同様の規制 を盛 り込ませていただい て
おります。
最後に「その他」 のと ころでございますけ れど も、指定権利制を見 直すべきである。権利の 部
分については、商品 ・役 務と異なって、個別 の政 令指定制に現行法は なっ てございますので、 後
追い規制的な対応に なっ ているのではないか 。そ の法の抜け道をかい くぐ るような形で、さま ざ
まな権利と称するも のが１つの消費者をだま す商 材として使われてい て、 それが問題になって い
るのではないかとい う御 指摘をいただいてい たと ころでございます。
これにつきまして は、平成20年改正で商品 ・役 務の政令指定制を外 したわけでございますけ れ
ども、そのときの議 論に さかのぼりまして、 今回 、５年後見直しでご ざい ますので、もう一遍そ
こを見直しまして、 商品 と役務と権利という 、こ の３つの概念を再整 理さ せていただいており ま
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す。基本的には、権 利と 呼ばれて商材にして 、ツ ールにされているも のも 、ほとんどが役務で 読
めるのではないかと 整理 をいたしました。こ れは法制局との間でも整 理を いたしましたので、 そ
のことをまずはっき りさ せたいと思っており ます 。
それで、役務でど うし ても読み切れないも のと して、被害実態に応 じて 規制をかける必要が あ
るのではないかとい うも のについては、法律上、明 定をさせていただい てお ります。具体的 には、
株式、社債、その他 の金 銭債権、こういった もの について明定をさせ てい ただいているところ で
ございます。これら によ って、基本的には後 追い 規制にならないよう にカ バーできているので は
ないかと考えており ます 。
それから、その下 のフ ァクシミリ広告につ きま しても、明示的に宿 題を いただいている点で ご
ざいますけれども、 電子 メール広告と同様の オプ トイン規制をかける こと を、ファクシミリ広 告
についても導入した いと 思っております。
あとは、指示する 場合の公表について、こ れは事実上やっていたも のを 、最近は個人情報の 保
護なども必要性が高 まっ ている現状でござい ます ので、あえて法律上 も明 定をしたいというこ と
と、それから、後で消契 法のほうで御紹介が ある と思いますが、取消 権の 行使期間を特商法に つ
きましても、現在６か月 のところを１年に伸 長す るということもさせ てい ただいております。
施行期日は公布の 日か ら１年６か月以内、 これ は平成20年改正と同 様で ございます。こうい っ
た整理をさせていた だい て、今、国会に提出 をさせていただいている状況 でございます。
以上でございます 。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

消費者庁の 加納 と申します。

それでは、私から は、 消費者契約法につい て御 説明をいたします。
資料１−１の３枚 目を御覧いただきますと 、今 回の改正法案の概要 につ いて図で書いてあり ま
す。御案内のとおり であ りますけれども、消 費者 契約法は、消費者と 事業 者の間に適用される 一
般的な消費者契約に 関す る民事ルールであり まし て、
「契約の取消 し」と「 契約条項の無効」を主
な内容としておりま す。
「契約の取消し」につ きまして、現行の規 定は 、①から④まで、不 実告 知などの一定の不当 な
勧誘があった場合に 消費 者が契約を取り消す こと ができるとするもの であ りますが、これを、被
害実態を踏まえて適 切に充実させていくとい うの が今回の改正の内容 であ ります。
課題として３つ枠 で囲 っております。１つ目は 高齢者問題でありま して 、判断能力の低下等 に
つけ込んで大量に商 品を 購入させる被害事案 とい うのがございます。 これ は、先ほど特定商取 引
法の中で過量販売の 解除 権のお話がありまし たけ れども、特定商取引 法は 訪問販売や電話勧誘 販
売などの特定の取引 類型 について適用対象と する ものでありますが、 必ず しもそういった取引 類
型に当たらない、例 えば店舗における販売で あり ますとか、そういっ た場 合にも同様の被害事 案
が見られますので、 それ を踏まえまして、消 費者 契約法の中で規定を 取消 権という形で設けた い
というものでありま す。
具体的な規定ぶり につ きましては、資料１ −８ に新旧対照表をお付 けし ておりますので、そ ち
らを御覧いただきま すと 、その１ページに第４条 がありまして、上段 の改 正案の新しい第４項 と
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いうのが、今回の過 量な内容の契約の取消し であ ります。
条文の構造を御説 明い たしますと、この第 ４項 は２文から成ってお りま して、１文目が、１ 回
の契約で過量になる場合 について規定をし、 ２文 目で、次々販売など、重 ねて契約を締結する こ
とにより過量になる とい ったような場合を念 頭に 置きながら条文を書 いて おります。
ポイントとなりま すの は、過量についてど のよ うに考えるかという とこ ろでありまして、２ ペ
ージの１行目に「通 常の 分量」というのがあ りま して、その後に括弧 書き で、消費者契約の目 的
となるものの内容等に照 らしというような書 き方 をしておりまして、 こう いった形で、具体的 に
どういった考慮事情 があ るのかを明確に書き下ろ して過量性を判断す ると いう枠組みにしてお り
ます。また、そうい った 通常の分量を著しく 超え るということを知っ てい た場合に、その勧誘 に
より消費者契約の申 込み などを消費者がした とい う事業者の認識を要 件と するような形になっ て
おります。
２文目を御覧いた だき ますと、先ほど申し 上げ ましたように、これ は次 々販売などを想定した
条文でありますが、 同種 契約という形で、括 弧書 きで定義付けており ます けれども、同種契約 を
締結し、その同種契 約の 目的となるものの分 量等 、それから今回契約 する 分量等を合算した分 量
等が通常の分量等を 著し く超えるものである とい うような書き方をし てお ります。
続きまして、資料 １− １の概要図のほうに 戻っ ていただきますと、 課題 の２つ目として重要 事
項の範囲の拡大であ りま す。枠の中に書いて あり ますように、現行の 規定 では、重要事項は契 約
の目的物に関する事 項と なっておりますが、 必ず しも契約の目的物に 関しない事項についての 不
実告知による被害事 案が あるということを踏 まえ まして、重要事項の範囲 を適切に拡大すると い
うものであります。
条文の書きぶりは、先 ほどの資料１−８の ２ペ ージ、現行では第４ 項が重要事項の規定であ り
ますが、項がずれま して 第５項に重要事項と いう ものを規定しており ますけれども、その３号 で
新たに規定を設ける とい うふうにしておりま す。
３ページになりま すけ れども、３号としま して 、物品、権利、役務 等の 消費者契約の目的とな
るものが消費者の生 命、 身体などの重要な利 益に ついての損害、危険 を回 避するために通常必 要
であると判断される 事情 と書いております。 ここ は、被害事例を念頭 に置 きながら、契約の締 結
の必要性に関する事 情と いうものの中身を具 体的 に書き下ろすことで 、適 用範囲を明確化しよ う
としているものであ りま す。
それから、資料１ −１ に戻っていただきま して、課題の３つ目は、 取消 権の行使期間を経過 し
た被害事案があると いう ことでございます。 特に 高齢者被害などにお きま しては、高齢者がな か
なか相談に行ったり しな いということを踏ま えま して、適切にこの期 間を伸長するということ で
ありまして、現行の行使 期間、短期のほうで あり ますけれども、この ６か 月というところを１ 年
に延ばすということ をし ております。
それから、小さい 字で 最後に「このほか、取消 しの効果についても 規定 」と書いております 。
これは現行の規律を維持 する観点から、いわ ゆる現存利益の範囲において 返還するというよう な
規律を設けるもので あり まして、資料１−８ の新 旧対照表で言います と４ページ、６条の２と い
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う規定がありますが 、そ れがその規定になり ます 。
以上が「契約の取 消し」に関する改正内容 であ ります。
続きまして、資料 １− １の３枚目の２の「 契約 条項の無効」であり ます 。現行の規定は、①か
ら③まで、いわゆる 不当 条項ということで規 定を 設けております。そ のう ち③でありますが、 こ
れは一般条項と言わ れる ことがありますけれ ども 、第10条という規定であ りまして、点線の枠囲
みで現行の規定の内 容を 書いておりますけれども 「黒丸１民法、商法 等の任意規定の適用によ る
場合と比べ消費者の 権利 を制限する条項であ って 、黒丸２信義則に反 して 消費者の利益を害す る
ものは無効」とする とい う規定であります。 これ がいわゆる受け皿規 定と して機能しているも の
でありますが、適用 範囲 が必ずしも明確でな いと いう問題があります ので 、できるだけ、何が 不
当条項になるのかと いう ことを明確化する観 点か ら、具体的に規定を 設け ていくというもので あ
ります。
課題は２つありま して 、１つ目の枠囲みで あり ますけれども、消費 者の 解除権を一切認めな い
条項というものであ りま す。これは第10条の 不当 条項に該当すると判 断し た裁判例もあるとこ ろ
ですけれども、不当 条項 の中身を具体的に明 らか にするというものであり まして、改正内容と し
ましては、事業者の 債務 不履行等の場合でも 、消 費者の解除権を放棄 させ る条項を無効とする と
いう内容を設けてお りま す。
新旧対照表、資料 １− ８で言いますと、８ 条の ２というところがそ れに該当いたします。
それから、資料１ −１ の３枚目の課題の２ つ目であります。先ほど 御紹 介しました法10条の黒
丸１の民法、商法等 の任 意規定というところ であ りますが、任意規定 とい うのは当事者間の合 意
で内容を変更するこ とが できる趣旨の規定と 考え られておりますけれ ども、これは、民法第何条、
あるいは商法第何条 とい うような明文の規定 があ る場合だけではなく 、一 般的な法理なども含 む
とする趣旨の最高裁 の判 決がありますので、 それ を踏まえまして、必 ずし も明文の規定ではな い
法原則、これを例示 するこ とによって、その点 を明ら かにするという趣旨 の改 正をしております。
具体的には、法10条の例 示を加えるというこ とで ありまして、※の中 で書い ておりますように、
消費者の不作為をも って 意思表示をしたもの とみ なす条項を例示とし て書 き下ろすといった手 当
をしております。
具体的な書きぶり は、資 料１−８の第10条 、６ペー ジの上段のところが 、その ようになります。
そのほか、資 料１−１の ３枚目の最後の細か い字 のところで「民 法の規定による」という文 言、
これは現行法で申し 上げ ますと第８条になり ます けれども、事業者の免責 条項を無効とするとい
う規定がありますが 、その 事業者の損害賠償責 任、不 法行為に基づく損害 賠償 責任の根拠規定を、
民法の規定によると いう 限定を付しておりま すけ れども、それを外す とい った手当を講じてお り
ます。
それから、この消 費者 委員会の専門調査会で余 り議論されていなか った ことで、適格消費者 団
体による差止請求に 関し ても、一定の手当を 講じ ておりまして、新し く取 消し事由として設け ま
した過量な内容の契 約の 取消権については、 新た な不当勧誘として位 置付けまして、それにつ い
ては適格消費者団体によ る差止請求の対象に する といった手当を講じ てお ります。
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大体、以上が消費 者契 約法の改正の内容に なり ます。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、ただい まの 御説明の内容につい て、御質問、御意見のあ る方 は発言をお願いいた し
ます。いかがでしょ うか 。
大澤委員、どうぞ 。
○消費者契約法専門 調査 会大澤委員

専門調 査会の専門委員を務めて おり ました大澤と申しま す。

本日、オブザーバー です が、質問させていた だき たいと思います。
消費者契約法の重 要事 項の範囲の拡大とい うと ころについて、確認 をさ せていただきたく思 い
ます。こちらの拡大 とい うところで、法案で 言い ますと５項の３号か と思 いますが、こちらは 契
約の締結の必要性と いう ものを、より具体的 に書 き下ろしたものであ ると いう御説明があった と
思います。これにつ きま して、次のような２ 点の 場合をどのように考 えれ ばいいかを教えてい た
だければと思います 。と言いますのは、今 日の資料１ −１の例としては 、床下に シロアリがいて、
家が倒壊してしまう とい う事例が出ていまし て、この場合には、この まま 放置しておくと家が 倒
壊するという損害が 生じ てしまうので、それ を回 避するために、例え ばリ フォーム契約をした と
か、そういうことだ と思 うのですが、例えば、次 の２点の場合はどの よう に解釈をすればいい の
かを教えていただけ ればと思います。
まず１点は、今後 、法 律上、消火器を必ず 設置 する義務が生じたの で、 消火器を買ってくだ さ
いという場合に、消 火器 を付ける義務は法律上、 実は義務にはなって いな いにも関わらず、こ れ
は法律で義務になっ たの だから急いで買って くだ さいと言われた場合 に、 これは消費者にとっ て
の損害又は危険を回 避す るためにというとこ ろで 言いますと、危険と いう ことになるのでしょ う
かということです。
２つ目の事例は、 やは り似たような事例で 、今 後、黒い電話は使え なく なりますので、新し い
電話機に替えてくだ さい と言われた場合、こ れも、損害または危険と いう 文言からいいますと 、
若干しっくりこない とこ ろがありまして、例 えば 消費者にとっての不 利益 を回避するためにと い
うことであればしっ くり くるのですが、今の よう な消火器を付ける義 務が 生じましたとか、あ る
いは黒電話は今後使 えま せんので新しいのに 変え てくださいという事 例に おいて、損害または 危
険を回避するため、に当 てはめるということ なの でしょうか。それと も、 この場合は当たらな い
ということなのでし ょう か。教えていただけ れば と思います。よろし くお 願いします。
○河上委員長

いか がで しょうか。

○消費者庁加納消費 者制 度課長

いずれの場 合も 該当すると考えてお りま して、損害と言うべ き

なのか、危険と言う べき なのかはありますけ れど も、要するに、例え ば黒 電話のケースであり ま
したら、電話が使え なく なるといった不都合 が発 生するわけでありま すの で、それを回避する た
めと。消火器につい ても 、一定の法令違反が 生じ るということになり ます ので、そういった不 利
益を回避するといっ た形 になるのではないか と思 います。
○河上委員長

村座 長代 理。

○特定商取引法専門 調査 会村座長代理

オブ ザー バーの村でございま す。
8

特定商取引法の改 正法 案について御質問さ せて いただきたいと思い ます 。
権利の拡大の部分 につ いての質問なのです けれ ども、特定権利とい うこ とで、１号、２号、 ３
号という形にすると いう 御説明だったのです が、 １つ目の政令で定め るも ので、現状だと３種 類
の権利のみが指定さ れて います。ここで政令 で定め るものと、これは法 案の話 ではないのですが、
どれぐらい政令で追 加を される御予定なのか とい うことと、それから 、実 際に電話勧誘や訪問 勧
誘で被害が出ている もの で、例えば外国通貨 を買い ませんかという取引 とか、お水の採掘権とか、
何とかの特許権とか 、そういうよくわからな い権 利のようなものも、いろ いろなタイプのものが
被害で出ています。
今回の特定権利で 読む と、どれにも入らな いの かなという感じがし てお りまして、ただ、役 務
でかなり読めるとい うよ うな御説明もありま した ので、今、３つばか り例 を申し上げたのですけ
れども、こういうも のに ついてはどこかで読 めるのか、あるいは今回 の対 象にはなっていない の
かも含めて、お教え いた だければと思います 。よ ろしくお願いいたし ます 。
○河上委員長

いか がで しょうか。

○消費者庁桜町取引 対策 課長

まず、後のほ うの 御質問から申し上げ たい と思いますが、基本 的

にみんな役務で読め るの ではないかと思って おり ます。役務は、さま ざま な商材を持ち出して 商
売をしている人がお りま すけれども、ほとん どの ものは、投資をして 、そ れに対するリターン 、
配当を受ける、まさ にそ ういう役務を提供す る契 約だったりしており ます 。
あるいは、第三者 が介 入するような場合も よく 御指摘いただいてお りま すけれども、これも 契
約上の地位を移転す る役 務を提供する契約になっ ていたりとか、分解 をし て考えれば、形上は 権
利と称しているもの は多 々ございますけれど も、 ほとんどのものは役 務で 読めるのではないか と
思っております。
読めないのがここ の２ つ、株式と社債につ いて は、単純な役務では なく て、株主としての議 決
権の行使とか、もう少し 役務プラスαがある ので はないかということ で、役務ではなく、権利 と
して法律上明定をさ せて いただいていますけ れど も、この２つについ ては 、政令で何らか指定 す
るというものでもな く、 このまま包括的に対 応で きるような形になっ てお ります。
１番目の御質問に 戻り ますと、１号の政令 指定 制を残した形になっ てお ります。これをどう す
るのかというところ につ きましては、これは 具体 的に何を定めるかと いう のは、まだ法制局と 調
整できておりません ので 、法案が成立すれば、そ の後の政令プロセス でや っていきたいと思っ て
おりますけれども、こう いう公開の場で余り 個人 的な意見を申し上げ ても あれなのですが、個 人
的には、この１号は 保険のようなものだと思 って おりまして、今、申 し上 げたように、基本的 に
は役務で相当読めて いて 、読み切れないこの ２つ だけ、２号、３号で 書い てあるという整理で ご
ざいますので、基本 的に はそれで対応できると思 っております。
役務で読めるとこ ろに ついては、逐条解説にし っかり書きたいと思 って おりますので、現場 の
相談員の方が迷った りす ることのないように 、な るべくはっきり書き たい と思っております。 そ
れで対応できるので はな いかと思っておりま すが 、１号の保険と申し 上げ ましたのは、御指摘 い
ただいたように、今 、３ つほど指定権利とし て定 めておりますけれど も、 そういう整理からす れ
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ば、恐らく、今、定 めて いる３つの権利もな くな るのではないかとい うの が、私の個人的な今 の
感触です。むしろ、 それ も全て役務で読んで いく ということになるの では ないかと思いますが 、
申し訳ありません、 これ は法制局と何の調整 もし てございませんので 、ど うなるかはわかりま せ
ん。そうではなくて 、保 険と申し上げたのは まさ にそういう意味なの です が、何かやはり残る の
ではないかというも のが もし出てくれば、そ れを 何らかここで定めて いく ということで、法改 正
をすることなく、政 令の 迅速なプロセスで対 応で きるのではないかと 思っ ておりますけれども 、
現状では、余りない ので はないかと思ってお りま す。もし出てくれば、そ れをなるべく包括的、
抽象的に定めるよう な形 にして、その場合に おい ても後追い規制にな らな いように対応できる よ
うにできるのではな いか と思っております。
○特定商取引法専門 調査 会村座長代理

あり がと うございました。

今の関係で１つ教 えて いただきたいのです が、 現状の商品、役務の 分類 で言いますと、役務 の
定義というのは、労 務の 提供とか便益の提供を多 分役務というふうに 、条 文上は定義はありま せ
んけれども、そのよ うに定義付けて解釈をし てき たのだろうと思うの です が、役務の考え方そ の
ものがちょっと広く なる というか、変わると いう 理解でしょうか。そ れと も、そうではないの で
しょうか。そこのと ころ がよくわかりません でし たので、教えていた だけ ればと思います。
○消費者庁桜町取引 対策 課長

御指摘のよう に、 役務の定義がこの法 律の 中ではないという状 況

になっているわけで ござ いまして、他法令と か、 あるいは一般社会通 念上 の役務という概念、 さ
まざまなものを参考 にす ると、平成20年改正 で指 定役務制がなくなっ て以 降の役務の特商法上 の
捉え方というのは、正直 申し上げて、やや狭過ぎ たのではないかとい う感 じがしております。 し
たがって、役務とい う概 念自体は、他法令でも一 般でも相当広い概念 だと 思いますので、その 本
来あるべき役務とい う概 念にもう一遍立ち返 って 、特商法上の役務と いうものも捉えるべきで は
ないかと思っており ます ので、そういう意味 では 、今までの役務とは 違う と申し上げていいの で
はないかと思ってい ます 。それをはっきりさ せた いと思っております 。
○河上委員長

よろ しゅ うございますか。

早くそうしていた だけ ればよかったですけ れど も、ほかにはいかが でし ょうか。
後藤座長。
○特定商取引法専門 調査 会後藤（巻）座長

オブ ザーバーの後藤と申 しま す。よろしくお願いい

たします。
私からは、専門調 査会の審議に参加させて いた だいた感謝の気持ち と、 それから若干の御要 望
をさせていただきた いと 思います。質問とい うこ とではなくて、そう いう 形での発言というこ と
であります。
まず、専門調査会 で事 務局の方々の仕事ぶ りを目の当たりにし、本 日御 説明いただいたよう な
大きな成果に結び付いた わけでありますが、 大変 敬服しております。 この 点は審議に参加した 者
として、この場で消 費者 庁・消費者委員会の ご担 当の方々にお礼を申 し上 げます。どうもあり が
とうございました。
それから、要望と いう ことでありますけれ ども 、幾つかありますが 、１ つだけ、気になって い
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ることでありますが 、消費 者契約法と特定商取 引法 に共通した問題で、勧誘の問題でありまして、
消費者契約法のほう はか なり中身に入って深 く議 論されたのですけれ ども 、特に現状を変える 必
要はないというので しょ うか、法案として出 され ることはないという 状況 になっておりますけ れ
ども、やはり引き続 き議 論する必要があるの では ないかというのを個 人的 には感じております 。
消費者契約法につい ては 、次の段階が予定さ れて いるということであ りま すので、その機会も 含
めて、より深い議論 をし ていただきたいと思 いま す。
特商法のほうは、むし ろ勧誘について、ど こま で中身に入れたかと いう 問題を感じておりま し
て、そういう意味か らい いますと、それなり の時 間をかけたのですけ れど も、やはりなお一定 の
必要性が認められる とい うようなことがあれ ば、 その時期には議論の 課題 に上げていただきた い
というのが個人的な気持 ちであります。
以上、よろしくお 願い いたします。
○河上委員長

これ は何 かお答えは要らない です か。

○特定商取引法専門 調査 会後藤（巻）座長

質問 ではありませんので 、こ こでこういう発言内 容

があったということ を残 していただければ結 構で あります。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

池本委員。
○池本委員長代理

池本 です。

特商法、消契法、 それ ぞれについて質問が ござ います。
特定商取引法、さ まざ まな論点について精 力的 な改正を提案してい ただ いています。個々の 法
律だけではなくて、 政令 、省令事項も含めて 報告 書には出ていて、そ れも しっかりと実現して い
ただきたいというこ とは 、まず第１のお願い であ りますが、特に積み 残し の課題が特商法につ い
ても二、三あったと 思い ます。今、後藤先生 から も指摘がありました が、 特商法で言うと、訪 問
販売、電話勧誘販売 につ いての勧誘規制の在 り方については議論が十 分、 意見の一致を見なか っ
たというところがあ りま すが、これはやはり その 実態をどう見るか、 ある いは具体的にどうい う
ルールとするかとい うこ とについて議論が深 まら ないままに平行線をたど ったというところが あ
りました。この辺り 。
それから、インタ ーネ ット取引の中で虚偽 広告 があった場合に効力 をど うするか。これは、ど
ちらかというと議論 の時 間が余りとれなくて 、見 送りになったという よう な印象を受けており ま
す。
そういった課題に つい て、まずは現在の改 正法 案、そして政令、省 令と いう改正をしっかり と
実現していただくこ とが先ではありますが、 その 後、必要に応じて速 やか に検討に入る。特に 特
商法の改正法の１番 後ろ 、附則の６条に、５ 年を 経過した場合におい て、 施行状況について検 討
を加え、必要がある と認 めるときは、所要の 措置 を講ずるというのがあり ます。これは、特商 法
改正のときは大体い つも こういう５年後見直 しと いうのが入るのです が、何も今回積み残しに な
ったような課題、あ るい はそれ以外の分野で も、 特商法というのは本 当に 新しい事態が次々と 起
きてくる分野ですか ら、 そういうものについ ては 、５年ということに こだ わらずに、状況によ っ
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て必要に応じ、また 検討 を行うという理解で よろ しいのかどうか。そ の辺りの見解をお伺いし た
いという点が１点で す。
消費者契約法につ きま しては、今回、法律 の改 正あるいは解釈によ る対 応ということで方向付
けができたものと、 それ から、なおその要件の在 り方や具体的な整理 の仕 方について、引き続 き
検討を行うという課 題が たくさん残っている と思 います。調査会の報 告書 では、これは一旦これ
で終了して、後日ま た検 討を必要に応じてと いう ものとはニュアンス が違 って、むしろ引き続 き
検討を行うという形 で確 認をしているところ です 。その意味では、消 費者 庁、今回の法改正を ま
ずはきちんと実現す ると ころが当面は不可欠 では ありますが、それを受け て、残りの課題につ い
ても引き続き、不足 する 情報を集め、委員会 での 検討と連動して検討 作業 を進めていただくと い
う理解でよろしいの かど うか。特に消費者庁 では 今、公益通報者保護 法と か新しい法改正の検 討
課題もたくさんある とい うことはもちろん承 知し ているのですが、そ の辺りの今後の課題の進 め
方について、それぞ れ御 意見をいただければ と思 います。
以上です。
○河上委員長

では 、お 願いします。

○消費者庁桜町取引 対策 課長

まず、特商法 のほ うから申し上げたい と思 いますけれども、御 指

摘いただいた勧誘、 それ から通販の虚偽・誇 大広 告取消権、委員会の 中の 御議論で御指摘のよ う
な積み残し的な結論 にな っていると理解をし てお ります。これは積み 残さ れ方も各論点によっ て
それぞれございます ので、これはまさにいただ いた 答申をしっかり踏ま えて 今後につなげていく。
具体的なことは今の段階 で申し上げられるこ とはありませんけれども 、勧 誘については執行の 強
化とか、あるいは自 主規 制とか、新たな法規 制に ついては共通認識が 得ら れなかったものの、や
るべきことは御指摘 いた だいております。そ れを どのように進めてい くの かというのは、しっ か
り考えていかないと いけ ないと思っておりま すし 、また、通販の虚偽 ・誇 大広告の取消権につ い
ても、特商法のみな らず 、景表法も含めた他 法令 の執行をまずやって 、そ の状況を見て、必要 に
応じて検討が行われ るこ とが期待されるとい うこ とになっております ので 、まずしっかり執行 し
ながら、執行の足元、現 場をよく見て、どの よう に進めればいいのか とい うのをしっかり検討 し
ていかなければなら ない と思っております。
それから、次の法 改正でございますけれど も、 御指摘いただいた附 則６ 条の５年後見直し規 定
というのは、これは 例文 でございまして、ど の法 律でも大体今入るよ うな形になってございま す
が、この５年後見直 し規 定は、５年たたない と見 直せないという趣旨 の規 定ではございません の
で、法律はどの法律 でも そうだと思いますが 、当 然のことながら時代 の要 請に応じて、必要が あ
ればいつでも変える とい うことではないかと思い ますので、必要が生 ずれ ば、しっかりそこは 必
要な対応をするとい うこ とかと思います。
○消費者庁加納消費 者制 度課長

消費者契約 法で ありますけれども、 基本 的には池本先生がお っ

しゃったとおりに私 ども も理解をしておりま して、まずは当然ですけ れど も、今回の法案の成 立
に向けて万全を期し たい ということでありま すが 、国会の審議の中で もい ろいろと御意見、御 指
摘もあるでしょうし 、そ ういったものを踏ま えつ つ、専門調査会で積 み残 されている論点につ い
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ての検討を引き続き、消 費者委員会において検討 するということにな って おりますので、その 検
討が行われるものと 認識 をしておりますが、 消費 者庁としてもそのよ うに 対応していきたい。
ただ、積み残され た論 点が積み残しになっ たの には理由がありまし て、 それはやはりいろい ろ
と慎重な御意見もあ った わけでありますので 、そ ういうことを踏まえた検 討が求められること に
なるだろうと思って おり ます。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。よろ しゅうございますか 。

どうもありがとうござ いました。
今般の改正法案で すけ れども、基本的には 答申 にのっとって検討を して いただいたというこ と
で、答申に示された 事項 がほとんど、場合に よっ てはそれをそんたく して さらに踏み込んだ形 で
改正法案を準備して いた だけたと理解してお りま す。この点につきま して は、消費者保護の観 点
から大いに前進が期 待で きるものと感じてお りま す。消費者庁が答申 から 後、非常に迅速に作 業
を進められて、今般 、法 案が閣議決定された とい うことについて、そ の御 努力には心から感謝 申
し上げたいと思いま す。
また、消費者庁に おか れましては、消費者 被害の防止のために、今 後、 政省令の整備である と
か、あるいは解釈と して 明確にすべきところでお 約束いただいた部分が何 か所かございますが 、
そういったことにつ いて も速やかに解説等の準備 をしていただく。そ して 、制度の消費者及び 事
業者に対する周知等 、今 後も一層の御尽力を お願 いいたします。なお、本 件に係る今後の取組に
ついては、消費者基 本計 画の工程表の中にき ちん と盛り込んでいただ ける ことを期待しておりま
す。
これまで調査審議 に御 尽力をいただいた各 専門 調査会関係者の皆様 には 、この場を借りて改 め
て感謝の言葉を述べ たいと思います。本当に あり がとうございました 。
専門委員の皆様と 消費 者庁におかれまして は、 お忙しい中、審議に 御協 力いただきまして、 ま
ことにありがとうご ざい ました。
（消費者庁、特定商取引 法 専門調査会・消費者契約 法 専門調査会専門委員

退 席、金融庁

着席）

≪３．電子マネーに関する消費者問題についての建議の実施報告について≫
○河上委員長

続き まし て、議題は「電子マ ネー に関する消費者問題 につ いての建議の実施報 告

について」でござい ます 。
当委員会では、昨 年の ８月に、電子マネー に関 する消費者問題につ いて の建議を取りまとめ ま
して、金融担当大臣 に発 出いたしました。こ の建 議では、電子マネー の加 盟店管理及び苦情処 理
体制の整備、電子マ ネーのIDを詐取されるこ とに よる被害の防止対策並び に消費者教育及び情 報
提供等について、消 費者 庁にその対応を求め てま いりました。
本日は、この建議 への 対応について、その 実施 報告をいただきたい と思 います。
金融庁におかれま して は、お忙しいところ 御出 席いただきましてあ りが とうございます。
それでは、20分程 度で 御説明をお願いでき れば と思います。よろし くお 願いいたします。
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○金融庁総務企画局 企画 課黒井信用機構企画 室長

金融庁信用制度参 事官 室の黒井でございま す。

今、御指摘ござい ました とおり、電子マネー に関す る消費者問題につい ての 建議ということで、
昨年８月に建議を受 けま して、その実施状況 につ いては、今年の２月 まで にその報告をするよ う
にということで御指 示を いただいたところで ござ います。そうしたと ころもございまして、２ 月
末時点での実施状況 につ いては、こちらの資 料２ −１、実施状況の報 告と いうことで報告をさ せ
ていただいていると ころ ではございますけれ ども 、その後、３月に入 りま して、更なる対応を さ
せていただいた部分 もご ざいますので、説明 につ きましては、資料２ −２「御説明資料」で説 明
をさせていただきた いと 思っております。
それでは、資料２ −２ の１ページ目からでござ いますけれども、先 ほど 御指摘がございまし た
とおり、建議につき まし ては、大きく分けて ３項 目、そのうちの１つ 目と いたしまして、電子 マ
ネーを利用した取引 にお ける悪質な加盟店に よる 消費者の被害の発生 ある いは拡大の防止及び 回
復を図るために、加 盟店 の管理と苦情処理体 制の 制度整備に向けた措 置を 講ずるということで 、
建議事項１に関して は、その中でも分けます と、 大きく２項目、御指 摘を いただいたところで ご
ざいます。
こうした御指摘を 受け まして、私どもの金 融審 議会の中の「決済業 務等 の高度化に関するワ ー
キング・グループ」 とい う、決済関係につい て検 討する場で、消費者 委員 会からの建議を踏ま え
まして御議論いただ いた ところでございます 。そ の中では、特に加盟 店の 管理に関してかなり 深
い議論をいただいたとこ ろでございます。こ の資 料の１ページ目で挙 げさせていただいており ま
すけれども、消費者 委員 会の建議の中では、 私ど もの法律の中で定め てお ります公序良俗違反 と
いう要件につきまし て「犯罪行為に使用され るな どの悪質性が強い場 合な どが該当すると考え ら
れるが、加盟店管理 義務 をより明確にする観 点か ら、悪質な加盟店に よる 被害の防止に資する よ
うに電子マネー発行 業者 の加盟店管理責任な どを 法令などにおいて、 明文 化することが求めら れ
る」とされたところ でご ざいます。
これに対して、公 序良 俗違反というものが どこ まで含まれるのかと いう ことに関しまして、 ワ
ーキング・グループの審 議の中では、公序良 俗違 反という中身が、犯 罪行 為のみならず社会一 般
的に悪質とみなされ る行 為が広く含まれると いう ような御指摘を学識 経験 者などからいただい た
ところでございます 。
こうしたところも あり まして、このワーキ ング・グループの中では 、消 費者被害の実効的な 防
止・解決策を講じる との 要請に的確に応える 必要 があるものと考えられる という指摘がありま し
た。また、同時に、 イノ ベーションをいたず らに 阻害しないとの要請 にも 十分留意することが適
切である、こうした形で ワーキング・グルー プの中で報告書が取りま とめ られたところでござ い
ます。
これを受けまして 、私 どもといたしまして は、１ページめくってい ただ きまして、２ページ 目
でございます。いろ いろ 御議論いただいた加 盟店 管理はまた追って御 説明 いたしますけれども 、
まず「苦情処理体制の整 備」につきましては 、先 ほどのように建議の中で 、電子マネー発行業 者
に対して、苦情処理 につ いてより徹底させる 必要 があるという御指摘 をい ただきましたので、 今
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般、３月４日でございます けれども、
「情報通信技術 の進展等の環境変化 に対 応するための銀行法
等の一部を改正する 法律 案」を閣議決定して国会 に提出させていただ きま した。その中で、資 金
決済に関する法律を 改正 いたしまして、法律 上、 電子マネー発行業者 を含 めた前払式支払手段 発
行者について、苦情 処理体制を整備する必要 があ ることを明確化する とい うことで、苦情処理 に
関する措置を求める 条文 を加えることを内容 とす る法律案とさせてい ただ いたところでござい ま
す。
この法律につきま して は、今国会に提出を させ ていただきまして、 御可 決いただければ、施 行
期日につきましては 公布 の日から起算して１ 年を 超えない範囲で政令 で定 める日から施行する こ
ととされているとこ ろで ございます。
続きまして、もう１枚 めくっていただきま して「加盟店管理義務」でご ざいますけれども、 先
ほど申し上げたよう な形で、建議の中では、 加盟 店管理責任などを法 令な どにおいて明文化す る
ことが求められてい ると ころでございますけ れど も、法律上課されて いる 登録拒否要件、ある い
は登録の取消要件の 中で、公序良俗に反する 恐れ のないものであるこ とを確保することが法律 上
求められていること もご ざいますので、その 法律 上求められている公 序良 俗違反が、犯罪行為 に
該当するなどの悪質 性の強い場合のみならず 、社 会的妥当性を欠く恐れが ある場合を広く含む も
のであることを、私 ども の事務ガイドライン にお いて法律の解釈を明 確化することで、御指摘 の
中身について対応さ せて いただき、実効的な 防止 ・解決策を講じると の要 請に応えていきたい と
考えているところで ござ います。
こうした制度整備 を受 けまして「監督上の対応 の徹底」をさせてい ただ きたいと考えており ま
して、具体的には、 加盟 店管理体制及び苦情 処理 体制の整備が適切に 行わ れているかについて 、
重点的にモニタリン グを 実施するとともに、体制整 備が不十分な業者に対し ては、指導を徹底し 、
継続的なフォローア ップ を実施してまいりた いと 考えている次第でご ざい ます。
続きまして、建議事項 の２につきましては 、西 尾のほうから説明さ せて いただきたいと思い ま
す。
○金融庁監督局総務 課西 尾金融会社室長

監 督局 の金融会社室の西尾 でご ざいます。

建議事項２につき まし ては、私のほうからその 進捗を御説明させて いた だきたいと思います 。
建議事項２につき まし ては、大きく分けて ２つ 建議を頂戴しており まし て、１つは、消費者 が
電子マネーを詐取さ れる 被害が発生している 電子 マネー発行業者に対 して 、各発行業者のウェ ブ
サイトでの注意喚起 であ るとか、販売上限額 の引下げ、若しくは販売 方法 の見直し、あるいは 被
害状況のモニタリン グ、分 析を通じた予防 、救済に向 けた取組を促すとい うこ とと、もう１つ は、
経産省、警察庁、消 費者 庁と連携して、電子 マネ ーを販売する事業者 に対 して、声掛けなどの 未
然に防止する取組に つい て協力要請するとい うこ とで２点いただいており ます。
４ページでござい ます けれども、１点目の 慫慂 （しょうよう）とい う点 でございますが、私ど
も、電子マネー発行 業者 の監督をさせていた だい ております関係で、 これ までいろいろ問題が出
たような事業者、そ のよ うな被害に遭うよう なプ リペイドカードを発 行し ている事業者、十数 社
でございますけれど も、 そういったところと の定 期的なヒアリング等 を通 じて実態の把握であ る
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とか、あるいは注意 喚起 を含めた何らかの対 処に ついて、慫慂若しく は議 論をしてきたという こ
とでございます。
その結果といたし まし て、各業者の中では、ウｪブサイトへの注意喚 起の 表示であるとか、ある
いはプリペイドカー ドそ のものへの注意喚起 の表 示といった取組を進 めて きているという状況 で
ございます。
もう１つの点でご ざい ますけれども、事務 ガイ ドラインということ で、 私どもが監督をする 上
での着眼ということ で、 ４ページにございま すよ うな幾つかの監督上 の着 眼点を盛り込んだ事 務
ガイドラインの改定を速 やかに行いたいと思 って おります。１つは、 被害 者の申出を速やかに 受
け付ける体制の整備。さ らに、こうした情報 を活 用し、詐取された前 払式 支払手段を特定し、 利
用停止の措置を迅速 かつ適切に講ずる態勢整 備、利用停止を行った電 子マ ネーの財産的被害を 迅
速に回復するための 態勢 整備、モニタリング や分 析を通じた手口に応 じた 措置を講ずるなどと い
った着眼点として追 加し 、改定を検討してい ると ころでございます。
１枚おめくりいた だき まして、５ページで ござ いますけれども、建 議事 項２につきましては 、
本年の１月６日でご ざい ますが、フランチャ イズ チェーン協会に対し まし て、私ども金融庁、 経
産省、警察庁、消費 者庁 連名で、高額又は大 量の 電子マネーを購入し よう とするお客様へ、コ ン
ビニエンスストアの 従業 員の方から注意喚起 の声 掛けなどに広く取り 組ん でいただくよう協力 を
要請いたしたところ でご ざいます。
それを踏まえまし て、各コンビニエンスス トア事業者におきまして は、 そういった注意喚起 を
行っていただくとと もに 、さらに一部の事業 者で は、電子マネー購入 時の 購入金額や購入枚数 で
一定の取引制限を導 入し ているでありますと か、 店頭だけではなくて 、販 売端末ということで 、
そういったところか らも 購入ができますので 、そ こでの購入しようと する ときのプロセスの中 で
「詐欺にご注意」と いう ことで、注意喚起を 促すような画面を設けて いた だくとか、あるいは 一
部の事業者ではござ いま すけれども、実際に レジ 画面にそういった注 意喚 起、更にはコンビニ の
店内で、そう頻繁に とい うわけではございま せん けれども、注意喚起 の放 送を流していただい て
いるというような対 応を いただいているとこ ろで ございます。
私のほうからは以 上で ございます。
○金融庁総務企画局 政策 課大畠企画官

総務 企画 局政策課の大畠と申 しま す。

私からは、続きま して 、建議事項３「消費 者教 育及び情報提供」に 関す る金融庁の実施状況 に
ついて御報告申し上 げま す。２月末に文書で 御報 告した内容に加えま して 、今月行った取組も ご
ざいますので、併せ て御 説明をさせていただ きま す。お手元の資料の ６ペ ージを御覧いただけれ
ばと思います。
この消費者教育、情報 提供につきまして、 金融 庁といたしましては 、電 子マネーに関する消 費
者被害の項目を追加 したガイドブック等を活 用い たしまして、関係者 と連 携しながら、さまざ ま
な機会を捉えて取り 組ん でいるところでございま す。
具体的に申し上げ ます と、当庁では、金融 の基 礎知識をまとめたガ イド ブックを作成してお り
ますが、このガイドブック に電子マネーに関す る消 費者被害の項目を追 加い たしました。そして 、
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こうした内容をどの よう に広く周知して、注 意喚 起を行っていくかと いう 方法についてお示し し
ておりますのが、資 料の 点線で囲まれた部分 でご ざいます。
まず、左上の枠を 御覧 いただきたいと思い ます が、改定ガイドブッ クは 金融庁のウェブサイ ト
に掲載しております 。このウェブサイトへのア クセ ス数についてお尋ね いた だいておりますので、
お答えいたしますと 、こ の改定ガイドブック は、 金融庁のウェブサイ トの中の金融経済教育のペ
ージに掲載しており ます 。この金融経済教育 のペ ージには、このガイ ドブ ック以外のさまざま な
情報も掲載されてお りま して、アクセス件数 は、 このページに対する アク セスということにな り
ますけれども、１月 末に 掲載してから約１か 月半 で586件のアクセスが ござ いました。
また、このガイド ブッ クは、消費者庁です とか金融広報中央委員会の御 協力も得て作成して い
るものでございまし て、 そちらのウェブサイ トに も掲載をしていただ いて おります。ただ、も ち
ろん、このウェブサ イト に掲載するだけで十 分な 効果が上がるとは考 えて おりませんので、関 係
者と連携しながら、 ほか にもさまざまな方法 を用 いて取り組んでいる とこ ろでございます。
右上の枠を御覧い ただ きたいと思いますが 、例 えば金融庁では、金 融に 関する知識を普及す る
ための講演会等を実 施し ております。私ども はこ れを出前講座と言っ てお りますが、こうした 出
前講座を行う際に、 この 改定したガイドブッ クな どを活用しながら注 意喚 起を行っております 。
また、注意喚起を 行う 際には、未成年者も 被害 に遭っているという こと を説明いたしまして 、
参加者の方々には、
「こ の 講演会が終わりまして、御 自宅に帰られました ら、お 子様にも注意する
よう言ってあげてく ださ い」というようなお 願いもしております。
この出前講座は全 国各 地で行っております 。地 方で金融庁の業務を 行う 組織といたしまして 、
財務局や財務事務所 とい うものがございます が、 そこの職員が全国各 地で 出前講座を提供して お
ります。また、先ほ ども 触れました金融広報 中央 委員会、これは日本 銀行が事務局を務めてお り
ますが、この金融広 報中 央委員会にも注意喚 起を していただくよう、 お願 いをしております。
加えまして、この金融 ガイドブックですが 、毎 年全国の全ての高校 、大 学、地方公共団体等 に
お送りしております 。そ の結果、もっと部数 が欲 しいという御要望を いた だいたところに、要 望
された部数を追加でお送 りしております。こ のガ イドブックの改定は 、今 年の１月に行いまし た
ので、電子マネーに 関す る内容を盛り込んだ ガイ ドブックが送られた のは２月と３月というこ と
になりますが、その２か月間で27の高校に約5,000部 、115の大学や 短大などに 約５万6,000部 、119
の地方公共団体に約 ２万1,000部送付をしてお りま す。
では、送付した後 、ど のように活用されて いるのかと申しますと、 例え ば高校では、政治経 済
ですとか家庭科の授 業で の活用。大学では、 新入 生のオリエンテーシ ョン で配付したり、卒業 予
定者に配付したり、 学生 課で閲覧用として活 用し たりしていただいて おり ます。また、地方公 共
団体では、例えば住 民の 全世帯に配付といっ たよ うな形で御活用いた だい ているところもござ い
ます。
ちなみに、
「このガイド ブックを何部必要で すか」という要望を例年は10月 にお聞きしているの
ですが、今回は、改 定し た内容を早く知って いた だくために、４月か ら５月には全ての高校、 大
学、地方公共団体等にお 送りして要望をお伺 いす る予定でございます 。
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そして、この電子 マネ ーに関するトラブル は、 御承知のとおり未成 年者 にも発生しておりま す
ので、未成年者に対 する 注意喚起にも取り組 んで いるところでござい ます が、その方法といた し
まして、まずは学校 で注 意喚起していただく とい うことが考えられま す。 先ほど、高校、大学 に
ガイドブックをお送 りし ていると申し上げま した が、その送付の際に は、 電子マネーに関する ペ
ージも紹介するよう お願 いをしているところ でご ざいます。
そして、更に広く 、わかりやすく注意喚起 でき ないかということで 考えました結果、文部科 学
省や教育委員会に御 協力をいただきまして、 来月、新年度早々に全国の全 ての高校に、プリペ イ
ドカードを悪用した詐欺 について注意喚起す るチ ラシを送付いたしま して、校内で周知してい た
だく予定でございま す。
また、学校だけで なく 、御家族にも御協力 いた だけないだろうかと いう ことで、先ほど出前 講
座での取組を御説明 いた しましたが、加えまして、PTAのお力もお借りで きな いだろうかと考えま
して、小学生、中学 生を 対象といたします日 本PTA全国協議会ですとか、全 国高等学校PTA連合 会
に御協力をお願いし たと ころ、御協力いただ ける こととなりました。
例えば、日本PTA全国協 議会の協議会会長会 とい う会議がございまし て、その場に注意喚起のた
めのチラシですとか 、こ のガイドブックを配 付し て、注意喚起を行っ てお ります。また、全国 高
等学校PTA連合会の 御協力 で、そのウェブサイ トに チラシを掲載してい ただ いたりしております 。
このPTAと連携した取 組は 、ほかにもできないか検討 しているところでご ざい まして、更に政府広
報につきましても検 討中 でございます。
金融庁といたしま して は、今後も引き続き 、電 子マネーに関する消 費者 被害の未然防止に向 け
た教育ですとか情報 提供 を積極的に行ってま いり たいと考えておりま す。
以上でございます 。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、ただい まの 説明内容について、 御質 問、御意見のある方 は発 言をお願いします。 い
かがでしょうか。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

２点あ りま す。

まず１点目は、黒 井企 画室長にお聞きした いの ですけれども、１ペ ージ 目のワーキング・グ ル
ープの報告の一番下 のと ころに「消費者被害 の実 効的な防止・解決策 を講 じるとの要請に的確 に
応えていく必要があ るも のと考えられる。同 時に 、イノベーションを 徒に 阻害しないとの要請 に
も十分留意していく こと が適切である」と、両論 併記のように書かれ てい るのですけれども、 私
などは、消費者被害を防 止することがイノベ ーシ ョンの進展につなが るの ではないかと考える の
ですが、その辺の御 意見をお聞かせください 。
もう１点は、消費 者教 育のことで大畠企画 官に お聞きしたいのです けれ ども、さまざまな取 組
を６ページでお聞か せい ただいたのですが、 この 電子マネーの被害と いう のは、若い人たちが 多
いと思うのですけれ ども 、若い人たちという のは すごく文字離れが進 んで いまして、配布物に は
余り目を通さないと いう ことで、いろいろ なところ で若者向けの消費者 教育 の取組がありまして、
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例えばサッカーチー ムの 会場のスクリーンに 映す とか、そういうと ころでチ ラシ配布をするとか、
余り細かいものを見 るこ とを好まない若者で 、勉 強を余りしたくない 人た ちにも読ませる工夫 と
か見せる工夫をされ てい るので、その辺の取 組に ついてお聞かせいた だき たい。
あと、知的障害のある 方たちも、今、すご く消 費者被害が多くて、 電子 マネーとかインター ネ
ット系の被害もすご く多 いのです。特別支援 学校 にヒアリングに行き ます と、すごく世の中の 進
展が速くて、先生自 体が生徒たちに十分伝え るこ とができないので、簡単 なインターネットと か
で画面を見てわかる よう な情報提供が欲しい とい うことを言われてお りま すので、そういう面 で
の取組についてお聞 かせ いただけたらと思い ます 。
○金融庁総務企画局 企画 課黒井信用機構企画 室長

まず１点目は「決 済業 務等の高度化に関す る

ワーキング・グループ」の 報告書に関する御質 問で あったかと思います 。こち らにつきましては、
消費者被害の実効的な防 止・解決策を講じて いくということが利用者 にと っての安全安心につ な
がっていくというこ とで 、これはまさに最低 限、 必ず確保されなけれ ば利 用者の利用の広がり に
はつながっていかな いも のだと思っておりま す。
一方で、極端な議 論と して、可能性として 少し でも危ないものだか らと いうことで、例えば 利
用自体を禁止してし まう ということになって しま うと、逆に利用者の利便 性にとってマイナス に
なってしまう部分も ある ということで、安全 安心 はもちろん最低限必 要な 部分だと思うのです け
れども、そこと利用 者利 便性の向上という部 分と のバランスを考えて いく ことが必要だという こ
とが、この報告書の 中で 指摘されたものと受 け止 めているところでご ざい ます。
○金融庁総務企画局 政策 課大畠企画官

あり がと うございます。

まず１点目の若い 人の 文字離れへの対応と いう 点でございますが、 今の 金融庁の取組といた し
ましては、若い方々 への 取組については、さ まざ まな広報をしている とこ ろでありますが、御 家
庭の御協力、ある いはPTAの方々の御協力も得 られ ないだろうかという こと で取組を進めている と
ころでございます。 御意 見いただきましたサ ッカ ー場のスクリーンに 映す ですとか、その場で の
チラシの配布といっ たこ とにつきましては、 貴重 な御意見といたしま して、まず検討してみた い
と思います。なかな か予 算の面もありますの で、 どうなるかわかりま せん けれども、検討して み
たいと思います。
また、知的障害者 の方 々への周知というこ とにつきましても、その 点を 十分配慮していかな け
ればいけないと思っ てお りますので、その点 につ きましても検討して みた いと思っています。
○河上委員長

ほか にい かがでしょうか

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

加盟店 管理 義務のところなので すけ れども、金融庁事務 ガイ ドラインにおいて、 こ

ういう解釈をしてい ただ けるということは理 解い たしました。これは 、加 盟店管理義務責任ま で
問えるものなのかど うか ということと、例え ば責 任を問うに当たって 、初 めてのところでは難 し
いとしても、情報の 蓄積 があったときに、そ れを 把握しているかどう かと いうような管理責任 の
レベルですね。そ の辺のと ころをどのようにお 考え なのかということを お伺 いしたいと思います。
もう１点、消費者 教育 の点ですが、チラシ など を作っていただいて 、４ 月以降、全国の高校へ
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の配布に取り組んで いた だいたことについて は大 変よかったと思うの です けれども、実際にそ れ
が生徒の目に触れて 、理 解に至っているのか とい うところが非常に難 しい と思っています。こ れ
は今まで消費者教育 に携 わった者の実感とし て、 子どもたちが理解が 及ん でいるとは思えない と
ころがあります。で すか ら、その後、内容に つい てよく理解してもら える ような手立て、教師 に
対する教育であると か、 直接出前講座に行く 回数 を増やすとか、そう いうことが絶対必要なの で
はないかと考えてお りま すが、その辺のこと につ いてお伺いしたいと 思い ます。
○金融庁総務企画局 企画 課黒井信用機構企画 室長

それでは、加盟店 管理 の関係につきまして 、

お答えさせていただ きた いと思います。
加盟店管理の関係 につ きましては、制度に つい て、資料２−２の１ ペー ジ目を御覧いただけ れ
ばと思うのですけれ ども 、４．（１）（ホ）の １パ ラ目で現行制度につ いて 御説明させていただ い
ております。サーバー型 電子マネーを含む第 三者 型プリペイドカード につ きましては、現行制 度
上、プリペイドカー ドにより「購入若しくは借受 けを行い、若しくは給付 を受けることができ る
物品又は提供を受け るこ とができる役務が、 公の秩序又は善良の風俗 を害 し、又は害するおそ れ
があるものでないこ とを 確保するために必要 な措 置を講じていない」 こと が、登録の拒否要件 と
なるとともに、登録 の取 消要件の１つとなっ てお りまして、こうした 措置 を講じていないと、最
終的には登録を取り 消さ れて業務が実行でき なく なることが現行制度 でも規定されているとこ ろ
でございます。
そういった意味で は、加盟店の提供する物 品、 役務というものが公 序良 俗に反しないような も
のになるように、適切な措 置を発行者として講 ずる ことが必要となって いる ところでございます。
この公序良俗の概念を、 今回、事務ガイドラ イン で明確化し、御指摘 いただいた懸念される場 合
についても適切に条 文の 中に含まれるのだと いう ことを明確化するこ とで 対応していくという こ
とでございます。そ の蓄 積につきましても、現状 、重点的にモニタリ ング などを実施させてい た
だいているところで ござ いまして、そうした 知見 の蓄積、あるいはそ うし たモニタリングを進 め
ていく中で体制整備 が不 十分な業者に対して は、指 導を徹底していくと いう ことで、問題の改善 、
最終的には消費者に とっ ての被害の実効的な 防止 につながっていくよ うな 形になっていくので は
ないかと考えている とこ ろでございます。
○金融庁総務企画局 政策 課大畠企画官

教育 に関 する御質問でござい ます けれども、なかなか 理

解されていないので はな いかというような御 指摘 でございますが、今 回、 そういった御懸念も 踏
まえまして、文部科 学省な り教育委員会の御協 力も 得まして、チラシを 配布さ せていただきます。
その際、例えばそれ で高 校に配布した後、高 校の ほうでは、高校生の 目に付くようなところに 掲
示していただいたり 、そ ういう配慮をしてい ただ けるのではないかと 思っ ているのですが、わ か
りやすいチラシにな って おりますので、それ をな るべく多くの方々の 目に 触れるような形で掲 示
などをしていただけ るの ではないかと思って おり ます。
また、講座の数を増や してはどうかという こと でございますが、こ れは 私ども、最近、これ ま
でになく非常に積極 的に 出前講座に取り組ん でお りまして、また、先 ほど 金融広報中央委員会と
の連携という話もさ せて いただきましたけれ ども 、日本銀行が事務局 を担 っておりまして、各 都
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道府県にも金融広報 委員 会というものがござ いま す。地方で金融庁の 業務 を行う組織といたし ま
しては、各都道府県 に財 務局、財務事務所が ござ いますと申し上げま したが、金融広報委員会 で
も出前講座をしてお りま す。こういったトラブル 防止に関するお話を する 際には、電子マネー の
お話もしてください とお 願いしておりますの で、 そういった形で積極 的に 取り組んでいきたい と
思っております。
○河上委員長

池本 委員 、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 です。

昨年８月の建議か ら約 半年で、法改正も含 む今 回の具体的な措置を 講じ られたということに つ
いては、まずもって 評価を申し上げたいと思 いま す。
その上で、具体的 にこ れが実効性あるもの にな るためにということ で何 点か確認したいので す
が、まず、資料の２ ペー ジ目に、資金決済法 の中に苦情処理に関する 措置 の条文を設けていた だ
いた。これを入れること によって、従来の登 録拒 否要件の中での公序 良俗に反するようなもの に
ついては対応せよと いう 非常に抽象的なもの から 、具体的な措置をよ り個 別的に対応できるよ う
に、あるいはこれを 受け たガイドラインをま た具 体化するという方向 で使 えるのではないかと い
う意味で、条文を置 かれ たということについ ては期待しているところ なの です。
問題は、そのペー ジと その次の３ページ目、加 盟店管理のところに つい て事務ガイドライン、
これは公序良俗違反 の中 身が社会的妥当性を 欠く恐れがある場合を広 く含 む。もちろんこれも公
序良俗違反という言 葉を もう一歩広げて、範 囲が 広いのだということ を明 確化していただくと い
うことは非常に大事 だと 思うのですが、むし ろ発 行業者にせよ、それ を取 り巻く例えばコンビニ
などの対応も含めて、こ ういう場合にはチェ ック をしなければいけな い、 こういう場合には措 置
を講じなければいけ ない という、より具体的 なと ころまで踏み込んで 記載 していただかないと 、
それに関わる事業者 の対 象というものがなか なか 盛り込めないのでは ない か。その辺りにつ いて、
これは今回の法改正 その ものとセットででき ると ころではないのかもしれ ませんが、具体的な ト
ラブル情報を集めた 上で 、具体化をお願いし たい と思うのですが、ガ イド ラインの中ではその 他
の関連規定はどのよ うなところを検討してお られ るのかという点が１ 点で あります。
もう１点は、ID詐 取型 についての課題なの です が、ID詐取型につい て、 特に４ページのとこ ろ
に、詐取されたIDを 特定 し、利用停止等の措 置を 講ずるというところ があ ります。まさにここ が
被害の拡大防止とい う意 味では非常に重要な ポイ ントだと思うのです が、 これには発行窓口と し
たコンビニとの連携 の問 題も必要になってく るだ ろうと思うのです。 １月６日のコンビニ業界 に
対する要請は、声掛 けと か未然防止のところ がま ず中心だと思うので すが 、今後、被害の拡大 防
止に向けた措置のと ころ をどのように具体的 に実 効性を高めていくか とい うところについて、期
待も含めて、今後の 御予 定等があればお伺い した いという点でござい ます 。
とりあえず２点、 お願 いします。
○金融庁監督局総務 課西 尾金融会社室長

ま ず、 加盟店管理義務、公 序良 俗違反という登録拒 否

要件をどこまでガイ ドラ インで具体化するか とい う御指摘でございま すけ れども、ワーキング・
グループの議論で、先ほど 黒井のほうから申し 上げ たように、詐欺行為 等の犯 罪行為のみならず、
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社会的妥当性を欠く もの ということでござい ます が、今、池本委員か ら御 指摘があって、個別 具
体的な事例等々を積 み上 げて、それを明確化 して いくということがよ り望 ましいとは考えてお り
ます。
ただし、加盟店の 事業の 実態のスタイルとい うも のは、個々にいろい ろなこ とがございますし、
いろいろなバリエー ショ ンがあろうかと思っ てお りますので、私ども 、事 務ガイドラインにつ き
ましては、社会的妥 当性 を欠くものというこ とは 必ず明確にしていき たい と思っております。 そ
の上で、やはり個別具体 的にはどういうもの があ るのかということで 、実 態の積み上げを通じ て
適切な監督につなげ たい と考えているところ でご ざいます。
もう１つお尋ねが あっ たID詐取の被害に対 して の今後の対策という こと でございますけれど も、
水際の予防につきま して は、建議事項２（２ ）のところでコンビニ業 界の ほうに声掛けをお願 い
し た と い う こ と で ご ざ い ま し て 、 こ れ に つ き ま し て は 、 大 変 僭 越 （ せ ん え つ ） な が ら 、 PIO‑NET
の端末等で私どもも 実際 の利用者の声も拝見でき まして、そういうの を拝 見しますと、全てと い
うわけではもちろんござ いませんが、コンビ ニの店員の方の声掛けに よっ て、詐欺に遭ってい る
のではないですかと いう声掛けで消費生活セ ンタ ーのほうに連絡をさ れて 未然防止されたケー ス
でありますとか、あ るい はマルチメディア端 末で 購入しようとしたと きに 、詐欺の画面が出た か
ら、消費生活センタ ーの ほうに連絡をされて 、こ れはどういうことで しょ うかというようなお 問
合せなどもあるよう に伺 っておりますという か、拝見して、そういう もの もございましたので 、
そういう意味では効 果が あるのかな、少しは 効果 が出てきているのか なと いうことで、大変あり
がたい対応かなと思 って おります。
今後、IDの詐取に つき ましては、まだまだ 落ち ついているというと ころ はございません。私 ど
もは発行業者の監督 でご ざいますので、ここ にあ りますようなガイド ライ ンで新たな監督上の 着
眼を幾つか設けさせ てい ただこうと思ってい ます 。このような監督上 の着 眼を踏まえて、先ほ ど
黒井のほうからも申 し上 げておりますように 、今 も重点的にはやらせ てい ただいているつもり で
はありますけれども 、更にブレークダウンし た形 で、もう少し内規の 整備 でございますとか、あ
るいは実際のモニタ リン グの状況につきましては、まだ十分なところが ない かもしれませんので、
そういったところを もう 少し、業者との関係 をよ り緊密にしながら、 適切 な監督に努めてまい り
たいと考えておりま す。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
蟹瀬で す。

消費者教育につい てお 尋ねします。先日、 高校 の家庭基礎を何冊か 取り 寄せまして、消費者 教
育のページを、見比 べさ せていただきました 。電 子マネーという部分があ るのですが、実態と 非
常にかけ離れていま して 、多分この金融ガイ ドブ ックというのが副読本と してあれば、現代の 問
題を高校生、16歳が 最初 に出会う課題として 非常 にわかりやすいので はな いかと思います。つ ま
り、教科書になって しま っていますと、過去 形が 結構多くて、基礎情 報と して知っていればい い
よぐらいなんですね 。と ころが、今、知って いな ければいけないことが電 子マネーというのは結
構起こってきていま して 、特に若年層にそう いう 問題が起こってきて いる 現状を見ますと、今 、
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希望の学校にお届け して いるという事情を、 文科 省と教育をして、参 考書 として家庭科に一緒 に
付けて、これは今こ ういう時代になっている のだ ということをもっと 詳細 にアップデートとし た
情報として若い人た ちに 提供できないかと思 って おります。
その辺、私の希望 とし て述べさせていただ きま すので、もし何か御 返答 があれば、ここでま た
教えていただきたい と思 います。
○金融庁総務企画局 政策 課大畠企画官

文部 科学 省とは、いろいろと 協力 しながら進めている と

ころでございまして 、今 、御希望のございま した 改定ガイドブックを 全て の高校で参考書とし て
使ってはどうかとい う御 意見については、文 部科 学省とも御意見を共 有し ながら、どう進めて い
けばいいかというこ とを 考えていきたいと思 いま す。高校生全てに渡 るだ けの部数を印刷する と
なりますと、またち ょっ と予算上の問題もあ りま すが、そこは貴重な 御意 見として、文部科学 省
と検討していきたい と思 います。ありがとう ござ います。
○河上委員長

池本 委員 、どうぞ。

○池本委員長代理

建議 事項そのものではな いの で１点だけ、もし現 時点 で検討されていれば と

いうことでお伺いし ます が、特にID詐取型の 場合 、詐取した業者その もの がそれを登録して利 用
するわけではないし 、そ れをいわば買い取っ て転 売する業者が裏にい て、 それを一般の人に転 売
して、そして実際に 登録 して使うという流れ にな っていると思うので す。 そういった背後の買取
り転売業者がいるか らID詐取業者が成り立っ てい くし、また、そうい う転 売したものでも買え る
ということが、まだ 一般 にそのことの問題性 が周 知されていないとい う、 そちらの辺りの問題 に
ついては何か検討な さっ ているのかどうか。 特にこのID型のものにつ いて は、各発行業者はこ れ
を転売はできないと いう ことを一応規程など には 入れているかと思う ので すが、そのことがど う
も徹底されていない こと との兼ね合いで、も し検 討されていれば、お 伺い したいと思います。
○金融庁監督局総務 課西 尾金融会社室長

池 本委 員御指摘のとおりで ござ いまして、この詐欺 の

構図は、まさに御指 摘の とおりかと思います 。し たがいまして、発行業者 の対応として、そこ の
ところはまだやはり 次の 課題なのかなと考え てお ります。
他方で、詐取をす る者に 対して、どういう形 でアプ ローチがあり得るの かと いう点については、
私どもは門外漢とい いま すか、所管外という とこ ろではございますけ れど も、もちろん捜査当 局
との情報交換等を通 じて 、そういう構造の中 から どういうアプローチ があ り得るのかというこ と
など情報交換を密に して 、議論をさせていた だい ている状況でござい ます 。
○河上委員長

ほか にい かがでしょうか。

金額の上限を設定 する というような話は、 やは り無理だということ にな ったのですか。
○金融庁監督局総務 課西 尾金融会社室長

上 限そ のものを、例えばガ イド ライン等々で規制す る

というのは、個別の事業 に対してどこまで規 制を かけられるかという ことも含め、随分議論さ せ
ていただいたのです けれ ども、販売上限を 自主的に 引き下げている事業 者も いることはいるので、
私どものガイドライ ンの 中では、そういった こと も抑制のための１つ の取 組として例示をして 、
自主的な取組を促し たい と考えてございます 。
○河上委員長

長田 委員 、どうぞ。
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○長田委員

先ほど の池 本委員のお話のとこ ろに 続くのですが、IDが ある ということは、トレ ー

スができるというこ とに はならないのでしょ うか 。IDがどのように移 動し ていったのかと思う の
です。
○金融庁監督局総務 課西 尾金融会社室長

15、6桁 のID番号のみをもっ て流 通しているという商 品

性でございますので 、そ の番号のみをトレー スす ることは、業者のサ ーバ ーの中では可能では ご
ざいますが、使った 方あ るいは買った方をど ういう形で特定するのか とい うところには、やは り
やや壁があるといい ます か、課題があるとい うの が現実でございます 。
ただ、例えば１万 円のIDのついているプリ ペイド カードをコンビニで 購入 した。それで、その
番号だけが流通しま すの で、現物はだまされ た方 の手元にございます 。そ の番号をだまされた と
言って事業者のほう に連 絡をするという場合 に、 未使用である状況で あれ ば、それは返金等の 対
応をしているところ でご ざいまして、そうい う意 味でトレースといい ます か、入り口の段階で そ
ういうことの申出が あれ ば、しっかり対応し ても らうようにしていま すし 、実際にしていただ い
ているということで ござ います。
○河上委員長
○増田委員

増田 委員 、どうぞ。
１点な ので すが、高齢者の被害 が非 常に多くなって、そ れで 銀行のお金の引出し の

制限が設けられたり とい うことがありました けれ ども、今後、金融機 関の 一面もあるコンビニ な
どに対しても、高齢 者へ の声掛けなどの協力 とい うよりは義務に近い ほど の要請をお願いした い
なということと、実 際に 電子マネーの取引に 使わ れている金額は、非 常に 小さい金額がほとん ど
だと思うのですけれ ども 、大きい金額を使う 方の 割合であるとか、目 的で あるとか、その辺を 精
査していただいて、 やは り上限を設けていた だく ということは、今後 につ いて非常に重要だと 思
いますので、是非お 願い したいと思っていま す。
○金融庁監督局総務 課西 尾金融会社室長

御 意見 を踏まえまして、今 後更に何ができるかを検 討

させていただきたい と思 います。
○河上委員長

ほか に、 よろしいでしょうか 。ど うもありがとうござ いま した。

建議に示された事 項を 踏まえまして、金融 庁に おかれましては、実 効性 のある対応を具体的 に
とっていただいてい ると 理解しておりまして 、感 謝申し上げたいと思 いま す。今後とも、消費 者
被害を防止するとい う観 点から、苦情処理等 の体 制整備や情報提供の 点も さることながら、加 盟
店管理の点において も、消 費者や事業者への周 知徹 底に是非取り組んで いた だければと思います。
法改正の点につき まし ては、国会での早期 成立 を期待しているとこ ろで ございますので、頑 張
ってください。
当委員会としては 、本 件について引き続き 消費 者被害が出ていない かと いうことを注視いた し
ますとともに、本件 に係 る取組は、消費者基 本計 画の工程表に書き込 んで いただければありが た
いと思います。おそ らく 、何段階かに分けて 、更になさるべきことが ある のだろうと思います の
で、その辺りを具体 的に 、工程表に是非書き 込ん でいただければあり がた いと思います。
それから、先 ほど話題に 出た「金融ガイ ド」、読ま せていただきました 。非常 によくできていま
す。せっかくこれだ けの ものを作られたので すか ら、これはやはり各 高校 に教科書の副読本の よ
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うな形で採用してい ただ けるように、是非進 めて いただければと思い ます 。これから成人年齢 が
下がりますと、高校 まで にこうしたことは是 非頭 に入れておかないと いけ ないという気がいた し
ますし、特にプリペ イド カード方式の決済の やり 方というのは、子ど もが ゲームのキャラクタ ー
を買うような場面で も結 構利用されています ので 、それを考えると、 中高 生辺りに少し重点を 置
いた消費者教育も、是非 お願いしたいと思い ます 。
金融庁におかれま して は、お忙しいところを本 当にありがとうござ いま した。
（金融庁

退席）

≪４．その他≫
○河上委員長

続き まし て、議題「その他」 とし て、去る１月30日に 実施 いたしました「消費 者

問題シンポジウム in 前 橋」について、実施 報告 を事務局のほうから お願 いいたします。
○黒木事務局長

参 考資 料１を御覧ください 。

去る１月30日に「 消費 者問題シンポジウム in 前橋」を、群馬県消 費者 団体連絡会と本消費 者
委員会との共催で開 催い たしました。
当日は、群馬県、 前橋 市を初め、近隣の市 の消 費者行政担当者や相 談員 の皆さんのほか、消 費
者団体、弁護士、司 法書 士、事業者、一般消 費者 など、計58名の参加 をい ただきました。
シンポジウムのテ ーマ は「消費者被害をな くす ために」ということ で開 催をさせていただき ま
して、冒頭、共催団 体で あります群馬県消費 者団 体連絡会の中嶋源治 会長 に開会の御挨拶をい た
だき、また、河上委 員長 に基調講演を、それ から 、舟木弁護士という 方に「群馬県における適 格
消費者団体を目指す 活動」と題する御報告を いた だきました。
その後、パネルデ ィス カッションをさせて いた だきまして、パネル ディ スカッションでは、 同
じテーマのもとに、 私が コーディネーターを させ ていただきましたが 、パ ネリストとして、消 費
者庁総務課の阪口課 長補 佐、群馬県生活文化 スポ ーツ部消費生活課の 菅沼 課長、前橋市の消費 生
活センターの近藤消 費生 活相談員、群馬県消 費者 団体連絡会の中嶋会 長、 舟木弁護士に御出席 い
ただきまして、それ ぞれ のお立場での取組や 必要 となる体制について 御討 論をいただきました 。
また、シンポジウ ムと は別に、委員長には 、前 日の29日金曜日に群 馬県 生活文化スポーツ部 の
部長様、それから、 前橋 市の山本市長、細野 副市 長に表敬訪問をして いた だいております。
以上でございます 。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

群馬県、前橋市の ほう も、今、適格消費者 団体 を目指して一生懸命 に頑 張っておられるとい う
ことでして、非常に 問題 意識の高い方々が多 かっ たと思います。今後 とも 頑張っていただけれ ば
と思いました。
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≪５．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上になります 。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議につきましては 、３ 月29日13時から開催 いた します。議題につき ま

しては、委員会のホ ーム ページ等を御覧くだ さい 。
この後、委員会打合せ を行いますので、委 員の 皆様方におかれまし ては 、委員室のほうにお 集
まりください。
○河上委員長

本日 はこ れにて閉会とさせて いた だきます。

お忙しいところをお集 まりいただきまして あり がとうございました 。

26

