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≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、お 忙しいところお集ま 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250回本会議」を開催 いた します。
本日は阿久澤委員 が御 欠席、増田委員が 若干遅れてお越しになるとい うこ とになっております。
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 配付資料一覧を記載 して おります。資料１、 資

料２、参考資料とな って おります。
もし不足がござい まし たら、事務局までお 申し 出いただきますよう 、よ ろしくお願いいたし ま
す。

≪２．景品表示法に基づく課徴金納付命令について≫
○河上委員長

それ では 、早速議題に入りた いと思います。最初の議 題は「景品表示法に基づ く

課徴金納付命令につ いて」であります。
景品表示法の課徴 金制 度につきましては、当委 員会は、平成25年の12月 に景品表示法上の不 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、内閣総理大臣か ら諮 問を受け、景品表示 法に おける不当表示に係 る課 徴金制度等に関する 専
門調査会を設置して 、調 査審議を行い、その結果 を取りまとめて、平 成26年６月に答申を行っ た
ところです。その後 、消 費者庁において検討 が重 ねられ、平成26年11月、 景品表示法に課徴金制
度を導入する法律案 が成 立し、昨年４月１日 に施 行されたところです 。
この課徴金制度が 導入 されてから約１年３ カ月が経過いたしまして 、こ れまでに複数の課徴 金
納付命令が出されて おり ます。そこで、本日 は、 同法の課徴金制度の運用 状況について、消費 者
庁から御報告を頂い た上 で若干の意見交換を 行い たいと思います。
消費者庁におかれ まし ては、お忙しいとこ ろ御 出席を頂きまして、 あり がとうございます。
それでは、大変恐 縮で すけれども、15分程 度で 御説明をお願いいたしま す。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

消 費者 庁表示対策課の笠原 でご ざいます。

本日、委員長から 御説 明のございました景 品表 示法上の課徴金を適 用した事案につきまして 、
最近の執行状況を概 括さ せていただきたいと 思っ ております。
１年３カ月程度、 施行 後経っておりますけ れど も、調査に関しては かな りいろいろやること が
多くということで、実際 に第１号事案という のは 本年に入ってからと いう ことになってござい ま
す。
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御説明に当たりま して 、一度課徴金制度全 体に ついて、ポイントを まず御説明させていただ き
たいと思います。お手元 の 資料の一番最後のペ ージ、
【参考】とございますこち らの課徴金制度の
概要を御説明させて いた だきます。
御案内のとおり、 課徴 金制度は不当表示行 為に ついての抑止力、防 止力 を高めるということ か
ら導入されたもので あり ます。また、この景 品表 示法の課徴金制度に 固有 の特徴的なものでご ざ
いますけれども、消 費者 被害の回復を図ると いう 観点から返金制度と いう ものが導入されてお り
まして、一定額を課 徴金 額から相殺するとい うこ とになってございま す。
幾つかポイントを 御説 明いたします。まず 、左上 の囲みを御覧頂けれ ばと 思うのですけれども 、
課徴金納付命令は、景品 表示法上の禁止規定 の中 でも特に優良誤認、 有利誤認と呼ばれているも
のについてが対象になり ます。別途、告示によっ て例えばおとり広告 だと か、そういったもの が
規制されております が、告示による規制、こ ちら については課徴金の 対象 ではないということ に
なっております。
優良誤認というの は、商品の内容、役務の 内容 等について、実際のもの よりも著しく優良だ と
見せかけるもので、 有利 誤認というのは商品 の取 引条件、価格等、そ うい ったものについて特 に
実際のものよりも著 しく 有利であると見せか ける といった表示となっ てお ります。
課徴金の額の計算 につ きましては、これは 対象 の商品・役務の売上 高、これに３％を乗じた も
のという機械的な計 算に なってございます。
対象の期間は、こ れは最 大算定期間３年間と なっ ておりますが、昨年４月に 施行された関係で、
現状では遡っても昨 年４ 月１日までとなって おり ます。
主観的要素という こと でございますけれど も、これは不当表示を行 って も、こちらにありま す
不当な表示であるこ とを 知らず、かつ、知ら ない ことにつき相当の注 意を 怠った者ではないと 認
められる場合には、 課徴 金が課されないとい うこ とでございます。平 たく言えば、不当表示で あ
ると自ら知って行っ た場 合、もしくは知らな かっ たとして、その知ら なか ったことそのものに 何
か不注意な点があっ た場 合、そういった場 合に課徴 金が課されるという こと になってございます。
規模基準という形 で、い わゆる裾切りがござ いま す。計算した課徴金が150万円未満の場合、こ
れは単純に売上高ベ ース でみますと5,000万円 未満 の売上げの場合につ きま しては、課徴金の賦課
の対象にならないと いう ことでございます。
１つ下の枠でござ いま すけれども、課徴金 につ いては、自主的な対 応の インセンティブを与 え
るということで、事 業者が自主的に違反事実 につ いて報告をしてきた 場合 につきましては、そ の
課徴金額を半額にす ると いう制度がございま す。
右でございますが 、こ ちらが先ほど申し上 げた返金制度ということの御 説明になってござい ま
す。返金制度につき まし ては、事業者が任意 に計 画という形で返金計 画を 出してくるのが前提 に
なります。事業者が 幾つ か法律上の要件、例 えば こちらの※印にござ いま す対象となるべき一 般
消費者に対して、そ の申 出に応じて、それぞれの 購入者の購入額の３ ％以 上の金銭を返金する と
いったようなことが 条件になります。そうい った内容の返金計画を提 出し ていただき、それを消
費者庁長官のほうで 法律 上の要件に該当する かど うかということで、 こち らが要件に該当すれ ば
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認定をするという処 分を 行います。認定され た計 画に基づいて実際に 事業者の方に返金をして い
ただきます。その返 金結 果を報告頂きまして、そ の返金が計画に適合 していると認められる場 合
には、その相当額を 予定 している課徴金の額 から 相殺をし、もしそれ で課 徴金が１万円未満、実
質的にはゼロですけ れど も、ゼロになりまし たら、課徴金は命じない。残 額が残れば、その分の
課徴金を命じるとい うシ ステムになってござ いま す。
本年に入りまして 幾つ かの事案がございま して、大きく分けて、こちらの１ページ、２ペー ジ、
３ページにありますいわ ゆる燃費偽装と言わ れた 一連の事件に関しての対 応、それから、４ペ ー
ジ、５ページにござ いま す日本サプリメントとい う会社、これはいわ ゆる 特保の案件でござい ま
す。これにつきまし て、これまでの執行事案 とい うことでございます 。
幾つか流れでポイ ントを御説明いたします 。ま ず１ページを御覧頂 けれ ばと思うのですけれ ど
も、今回燃費の問題 につ きましては、対象事 業者は三菱自動車工業、日産 自動車の２社がござ い
ました。まず１ペー ジ目 ですが、これが三菱 自動車の普通自動車等の車種 に係るものでござい ま
す。普通自動車は５ 車種 ございまして、ミラ ージ ュ、RVR、パジェロ 、デリ カD:5、アウトラン ダ
ーPHEVという５車種 にな ってございます。こ ちら につきまして、三菱 自動 車が、表示例が真ん 中
にございますけれど も、 例えばミラージュで あれ ば、カタログ等の表 示上は「25.4」というこ と
で、国土交通省審査値と いう形で表示をして いた わけなのですが、実 際に 国土交通省が数字を 届
け出たものについて 認証 するという形になっ てご ざいますが、国土交 通省 が改めてこれを検査し
たところ、下の赤い文章 のところがございま すけ れども、実際に国が 定め る試験方法に基づく 燃
費性能として表示で きる 上限値は「24.0」というも のでございました 。ですか ら、1.4キロほど リ
ットル当たり過大な 表示 になっていたという もの でございます。
同様に、ほか車種 につ きましても、同じよ うな燃費のかい離があっ たと いうことで、これを 優
良誤認と認定いたし まし た。これにつきまし ては 、今年の１月27日に 措置 命令、いわゆる再発防
止等を求める措置命 令を実施するとともに、課徴金 納付命令としまして、５車 種合計で４億8,507
万円の課徴金納付を 命じ たものでございます 。こ ちらが課徴金制度施 行後 、第１号事案という こ
とになってございま す。
２ページ、もう一 つが 三菱自動車、日産自 動車 のそれぞれ軽自動車 に対 してのものでござい ま
す。こちらも今年の １月27日の時点で措置命 令を行 っておりますが、こ れに 対しての課徴金納付
命令は先日６月14日 に行 ったというものでご ざい ます。事案の中身はほぼ 一緒でございまして 、
今、三菱の表示 でございま すが、
「30.4」と記載して いたものが、実 際に国が定 める試験方法に基
づく上限値としまし ては「26.1」であったと いう ものでございます。 これ につきまして、下の ほ
うに青い字がござい ますけれども、冒頭御説 明した 返金計画が、こちらにつき ましては申請され、
消費者庁長官が認定 をい たしました。認定返 金計 画に基づきまして、 両社は返金措置を実施し て
おりました。その結 果を 踏まえまして、その返金 相当額を当初予定し た課 徴金額から減額した 形
で、その残額に ついてが、今回課徴金納付命令 を出 したものとしまして 、三菱 が453万円、日産 が
317万円という形になって ございます。
３ページ、先 ほどの普通 自動車、軽自動 車について 、幾つかのポイ ントをまと めてございます。
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課徴金の対象期間につき ましては、三菱、日産とも 軽自動車は昨年４月 １日 から同月の20日まで 、
普通自動車は少し長 くて 、同じ４月１日から ８月30日が主なものとなってご ざいます。
１つ飛ばしまして 、真 ん中に「自主的報告 によ る２分の１減額」と ござ いますが、先ほどの 自
主的に報告した場合半額 にするというものですけ れども、こちらの三 菱の 普通自動車、こちら に
つきましては、
「×」と な ってございます。こちら は報告はあったので すけ れども、法律上の 要件
で、課徴金納付命令 があ るべきことを予知し て行 われた場合にはこれ が適 用されないというこ と
で、この普通自動車 に関 しましては予知して 行わ れた報告であると我 々は評価をいたしまして 、
この適用をしていな い。 軽自動車につきまし ては 、これが適用された とい う違いがございます。
もう一つの違いとしま して、その右の返金 計画 でございます。先ほ ど申 し上げたとおり、軽 自
動車につきましては返金 計画が提出されまし て、そ れを消費者庁長官が 認定 をいたしております。
他方、三菱の普通自 動車 等につきましては、返金 計画が提出されなか った 、もしくは提出をさ れ
ましたけれども、消 費者 庁でこれを不認定と いう形にしております。 不認 定とした理由は幾つ か
ございますけれども 、一 番典型的なものは、 返金 をすべき相手という こと で、当然購入者はい る
わけなのですが、そ の中 で、購入をしたけれ ども 、近いうちに手放し てし まったような購入者 さ
んにつきましては、 この 返金計画上は返金の 対象 外であったというよ うな ケース、こういった 形
で、幾つか本来返す べき 購入者の方に返金が なさ れないような計画で あっ たということで、こ れ
は法律上の返金措置 に該 当しないということで不 認定という形にして ござ います。
左から３つ目の囲 みで ございますけれども 、先 ほど申し上げた俗に 相当 注意義務と我々は申 し
ていますが、不当表 示で あることを知らず、知ら ないことにつき、相 当の 注意を怠った者では な
いことということにつき まして、三菱自動車 は、 本件につきましては 、燃 費性能のデータを自 ら
改ざんしていた、そ うい ったことが今回のか い離につながったという こと がございます。また、
そういった改ざん等の行 為を防止するための 内部 の管理監督体制が不 十分 であった。こういっ た
点が今回相当注意義 務に 該当する事項であると認 定をしてございます 。
日産自動車につき まし ては、日産自動車の 軽自 動車は、三菱自動車 が製 造しておりますもの の
OEM供給を受けたもの とい うことになってござ いま す。それに関しまして、こ ちらにありますとお
り、三菱と共同で燃 費値 に係る検証というこ とを 行っておりました。 その 検証の過程で、燃費 性
能の根拠となる情報 、こ れを日産として十分 に確 認しなかった。その 結果 、この三菱の燃費の不
正についての実態と いう ものがなかなか発見 され ず、結果として不当 表示 が続いてしまったと い
う点が、この相当注 意義 務違反に該当するだ ろうと評価いたしており ます。
補足ですけれども、日産 が三菱からOEM供給と いう 形で契約に基づいて 供給 を受けた中で、契約
に沿って、三菱のほ うが 取得した燃費値等の認証 情報、これをそのまま表 示する。そういったこ
と自体を何か過失が ある と問題にしたわけではな くて、こちらにあり ます とおり、共同で実施 し
た燃費値に係る検証 、こ の過程における対応 の在 り方、これを今回我 々と しては相当注意義務 に
一定の問題があったので はないかという評価 をし ているところでござ いま す。
続きまして、日本 サプリ メントの件でござい ます。こちらも上の見出し にご ざいますけれども、
措置命令につきまし ては本年の２月14日に行 っております。その上で課徴金 の調査を進めまして、
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今月６月７日に課徴 金納 付命令も行ったとい うも のでございます。
こちらは対象商品 がい わゆる特保と言われ る商 品でございまして、全部 で８商品が不当表示 で
あると認定をされてござ います。大きくはペ プチ ドエースというタイ プ、これはかつおぶしオ リ
ゴペプチドが特保の 成分 ということになりま す。 もう一個のタイプが この豆鼓エキスというカ テ
ゴリーでございます 。足 し合わせて８商品と なっ ております。
これらにつきまし て、 表示上、特保なりい ろいろ書かれて、消費者 庁長 官の特保の許可の要 件
を満たしたものであ るか のように表示してい たわ けなのですが、実際 のと ころは、下の赤字に あ
りますけれども、そ れぞ れ平成23年８月以降、品 質管理として製品の 関与 成分についての試験検
査、これを行うとい うこ とがガイドライン等で決 められているわけで すが、こういったことが 行
われておらず、また、そ れ ぞれ時期は違うので すけ れども、それぞ れの対象の 商品につきまして、
関与成分の特定がで きな いということが事実 とし て判明していたというこ とでございます。こ う
いった事実に鑑みま すと 、健康増進法に規定され ている特保の許可の 要件、これを満たしていな
いというような状態 の中 で特保の許可要件を 満た したかのような表示 をし ていたということで 、
この部分が不当表示 だと いう評価になったも ので ございます。
課徴金につきまし ては 、この８商品につい ての うち、実際に計算を した ところ、裾切り基準 で
ある150万円を超え たものということで、８商 品中 ２商品につきまして 、合 計5,471万円の課徴金
納付命令を命じたと いう ことでございます。
５ページ、おさら いに はなりますけれども 、こ の日本サプリメントの件 についてのポイント と
しまして、商品名は 、先 ほどの８商品のうち のこ の２商品ということ にな ってございます。課 徴
金の対象期間は同様に４ 月１日から９月17日 にな ってございます。相 当注 意義務違反というこ と
につきましては、先 ほど実態という形でお話をし たとおり、製品の試 験検 査を行っておらず、 ま
た、その関与成分が 特定できていないことが 判明 していたにもかかわ らず 、この表示をしてい た
ということで、これ は相 当注意義務違反があ るだ ろうという評価をし てご ざいます。課徴金額 が
それぞれこちらの金 額に なってございます。
最後に、６ページ です けれども、まとめま して 、これまで課徴金制 度施 行後、今、御説明を い
たしました５件が実 施さ れているということ でご ざいます。消費者庁 にお きましては、引き続 き
この課徴金制度を含 め、 景品表示法上の不当 表示事案があれば、これ に対 しては適切に対応し て
いきたいと考えてご ざい ます。
私からの説明は以 上に 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 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。いかがですか。
大森委員、お願い しま す。
○大森委員

課徴金 で集 められたお金はどう 使わ れるのでしょうか。 例え ば購入額の３％を返 し

てもらう消費者もい るわ けですけれども、車 であ れば個人にとっては すごい財産で、そんな僅 か
なお金でと、すごい ダメ ージだと思うのです 。ま た、健康食品をずっ と飲 んでいた、食べてい た
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人たちにとって、そ の３ ％が果たして納得の いく 額かということもあ りま すし、消費者被害が根
拠になって集めたお 金な ので、消費者のため にな るように、例えば適 格消 費者団体の活動資金 に
回すとか、そういう 運用 がなされるといいな と思 うのですけれども、 その 辺りはどうなってい ま
すか。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

ま ず、 その３％なのですけ れど も、これは３％以上 が

条件でございまして 、こ れは事業者の御判断 にはなりますけれども、 例え ば全額の返金という の
も当然できるという こと でございます。その上で 、実際に残額も含め て課 徴金として納付を命 じ
たものにつきまして は、国庫に一括して入る こと になってございます 。で すから、現状、例え ば
おっしゃったような 適格 消費者団体の資金と いっ たものよりも、国庫 の財 源に入るということ が
現状の制度になって ござ います。
○大森委員

という こと は、使い道は限定さ れな い、どうなるか分か らな いということですか 。

○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

そ うで すね。一義的には国 の歳 入ということで、通 常

の歳入科目の中で処 理を されるということで ござ います。
○大森委員

できた ら、 この消費者被害で集 めたお金なので、消費者 被害 防止や回復のために 使

われるような、そう いう ひもづけみたいな形 で、 適格消費者団体の活 動資 金に回すとか、そうい
う検討をしていただ けた らと思います。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

ま さに、そういった被害回復 を促 進するという観点で、

今回返金制度という 形が 入ってございます。 です から、制度の検討に 当た ってはさまざまな議 論
があったと承知をし てお りまして、その中で 被害 回復を含めて、現状 で望 ましい形としまして 、
この返金制度という もの が導入をされたと理 解し ております。
○河上委員長

池本 委員 長代理、お願いしま す。

○池本委員長代理

池本 でございます。

課徴金納付の前提 とな る返金計画のことに つい てお伺いしますが、 今の 質問の中でもちょっ と
出てきましたが、３ ％以 上の額の返金計画を 立て るということですが 、そ れがどのぐらいのパ ー
セント、案件によっ ては 契約の解除・取消し で全 額が相当なのか、そ れと も一定の額か。その 計
画を提出して相当額 かどうかということは消 費者 庁の側で判定をする のか、あくまでも何％相 当
というのは事業者の 自主 的な判断に委ねるのかと いう点が１点です。
それから、その期 間と いうのは、どのくら いの期間を設けるという のはどういう考慮事情で 決
めるのか。
もう一つ、一番最 後のこのページでもある ので すが、取引したことが特 定される一般消費者 か
らの申出があった場 合と ありますが、これは住所 、名前が把握できて いる 人の範囲で計画を作 れ
ばいいというのか、 それ とも、申出を受けて 確認 できた場合には返金 しますということを含む の
か。それから、申出 があ った場合とあります が、 通知をしたりという 措置 は想定されているの か
どうか、あるいは現 実の 運用でどうなのかと いう あたり、細かいとこ ろで すが幾つかお伺いし ま
す。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

ま ず１ 点目の３％以上でど の実 際の水準が適切なの か
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ということにつきま して は、法律上、要件と しま しては購入額の３％以上 、別途、相互に不当 に
差別的でない等の要 件は ございますけれども 、額 の水準につきまして は、 ３％以上ということ が
認定の要件になって ござ いますので、それを超え た形で計画が立てら れた 場合には、もっと高 く
する必要があるとか とい うことで、消費者庁 のほ うで何か言うもので はな いという制度でござ い
ます。
期間とおっしゃっ たの は、返金の実施期間とい うことでよろしいで しょ うか。こちらにつき ま
しては、法律上は 、まず大 原則としては事業者が実 際の実施期間は定め るわ けなのですけれども 、
法律上の要件としま しては、余り長くても仕 方が ないし、短くても不 適切 であるということで 、
法律上は４カ月間を 最大 としまして、その中 で返 金として十分な期間 を取 っていただくという の
が基本的な整理にな ってございます。
次のお話で、特定 され た一般消費者、何を もっ て特定したのかとい うこ とでございますけれ ど
も、こちらにつきまして は、例えば本当に一 般的なスーパーで売って いる ような商品につきまし
て、どこの誰が買っ たと いうことまでは特定 は当 然できません。運用 上は ガイドライン等でも 示
しておりますけれど も、例えば購入者のレシ ート だとか、そういったもの で、確かにこの人が 購
入したということが 確認 できれば、その人が どの ような方かどうかと いう のは、それは返金の 際
の連絡先の事項とし ては 別途必要になるかも しれ ませんけれども、返 金の 要件としましては、レ
シート等で確かにこ の人 がこのくらいの額を 買い ましたということが 確認 できれば、それで十 分
と考えております。
また、今回の日本 サプ リメントのようなケ ース 、まさに今回の自動 車も そうですけれども、 恐
らく、自動車の場合 、一 義的にはディーラー には なりますけれども、 通信 販売であれば相手方と
いうのは住所、氏名 等は 当然事業者として把 握し ておりますので、そ うい った場合には、その 中
で特定というのは更に容 易になろうかと考え てお ります。
また、その話とも 絡み ますけれども、申し 出が待つだけなのかとい うと ころですけれども、 こ
れは認定の要件の中 で、 計画の中で、周知の 方法 ということも要件に 定め てございます。です か
ら、例えばどういう 形の 周知が適切かどうか とい うのはケース・バイ ・ケ ースではありますけ れ
ども、今、申し上げ たよ うな、既に顧客のリ スト がはっきりしている よう な場合であれば、例 え
ばダイレクトメール とか 、そういったような もの が非常に有効かもし れま せんし、もちろんウ エ
ブサイト上の周知、 場合 によっては一般紙な どの 新聞に対して社告を出す ということも考えら れ
ます。どのような形 で返 すべき人に情報が到 達す るかというところで 、そ の辺りの妥当性とい う
のは個別の判断をさ せて いただくということ にな っております。
また、併せまして 、こ の返金計画を認定し た場 合には、消費者庁と して も被害回復の支援を図
るという観点から、今、 消費者庁のウエブサ イトにおいて認定した返 金計 画というものを一覧 に
して掲載してござい ます。ですから、こうい った 商品でいつからいつ まで 返金が実施されてい ま
す、詳しくはこちら を見て くださいというよう なこ とは、一覧のリスト を作っ てございますので、
そちらも御参考に御 紹介 させていただきます 。
○河上委員長

池本 委員 長代理、お願いしま す。
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○池本委員長代理

あり がとうございます。

今の一番最後の辺 りに 関連して再確認なの です が、申し訳ないので すが 、その庁の公表した 一
覧を確認できていな かっ たので少しお伺いし たい のです。今回のそれ ぞれ の措置命令と課徴金 納
付命令のタイミング で見 ますと、ペーパーの１枚 めくったところ、こ れは １月27日に措置命令 及
び課徴金納付命令と なっ ておりまして、そう する と、これは措置命令 の時 点で返金の計画が出 さ
れたもの自体が、こ れは もう期間を待つまで もな く控除に該当しない とい う判断になったのかど
うか。２番目の軽自 動車に ついては１月27日公 表で ６月14日ですから、これは ５カ月くらいある。
これが先ほどのケー スで いくと自主的な返金 措置 を待っていたという こと だと思うのですが、 そ
うしますと、日本サ プリ メントは２月14日措 置命 令で、６月７日で、 これ は返金措置の対応な り
計画なりが出たけれ ども 実施がなかったのか、それ とも、これが私はよ く理解 できないのですが、
その点、お伺いしま す。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

日 本サ プリメントの件に関 しま しては、こちらは事 業

者から返金計画は出 てき ておりません。です から 、課徴金の額の計算 等の 調査が終われば、速 や
かに課徴金納付命令 とい う形で出したという こと でございます。措置 命令 と若干時間が前後し て
おりますのは、課徴 金につきましては、売上 額の 確認だとか、そうい った 形で追加的な調査が 一
般的に発生する関係 で前 後することが往々に してあるということであ りま す。
○河上委員長
○中原委員

中原 委員 、お願いします。
私も返 金計 画の認定についてお 伺いいたします。三菱自 動車 の返金計画が不認定 に

なったということで 、そ の理由として、購入 者の うち車を既に手放し た人について、本来対象と
すべきなのにしてい なか ったという御説明だ った のですが、この返金措置 というのは、一般的 に
は事業者にとっても 消費 者にとってもメリットの ある措置ではないかと思 うのです。計画が認 定
されるかどうかにつ いて 、事業者の側でもい ろい ろと分からないこと もあ るかと思うのですけ れ
ども、認定に至るプ ロセ スの中で、消費者庁 によ る指導ですとか、い ろい ろな問合せを受けた や
りとりですとか、そ うい ったことを通じて、 こう 変えれば認定される ということが事業者に分 か
るような運用になっ てい るのかどうか教えて くだ さい。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

御 指摘 のとおり、返金計画 自体 が認定されて返金が 進

むというのは消費者 の被 害回復に資するもの です ので、消費者庁にお いて も、実際に運用上返 金
計画について前広に 事業者から相談を受け、 また 、必要に応じて問題提起 なりをして事業者の返
金計画が実施される よう な形では、いろいろ 調査 の中でお互いにコミ ュニ ケーションを図って い
るところでございま す。
今回普通自動車につき まして要件を満たさ なか ったということにつ きま しては、どうしてそ う
いう形で出してきた のか 、これは事業者さん の御 判断ですので私から予断 めいたことは申し上 げ
られないのですけれ ども 、実際に普通自動車、軽 自動車もそうですが 、昨 年の夏以降、三菱自 動
車、日産自動車、そ れぞ れ自主的な補償とい うこ とは行っておりまし て、 今回の計画はそれを 踏
まえたものだろうと考え ておりますので、そ の中 で軽自動車、普通自 動車 、それぞれの返金計 画
の立案に当たって、いろ いろお考えがあった のか なと理解しておりま す。
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○河上委員長
○鹿野委員

鹿野 委員 、お願いします。
鹿野で す。

私も返金の点につ いて １つと、その他の点につい て１つ質問をさせて いた だきたいと思います。
返金につきまして、自 動車に関する話は、 今、御説明をしていただ いた のですが、日本サプ リ
メントについては返 金の 計画は出ていないという ことでした。これは何か 理由があるのでしょ う
か。例えば自動車の 場合 には購入者などを特 定し やすいと思うのです けれ ども、それがサプリ の
場合はそうではないとか 、何かこの返金措置 を取 るに当たって困難が ある からそうなのか、そ れ
とも、単に事業者が それ をしたくないという こと だったのか、何か事 情を 把握していらっしゃ れ
ば教えていただきた いと 思います。
第２点ですが、い わゆ る裾切りについてで す。 これは先ほども御説 明が ありましたように、 課
徴金額が150万円未 満とな る場合、つまり、売 上げ が5,000万未満とい う場合 には、課徴金制度の
対象とはならないと いう ことになりました。 行政 の限られた資源を効 率的に使うという点では 、
それは合理的なとこ ろも あるのかもしれませ ん。しかし一方、そこま での売上額に達しないも の
であっても、かなり 悪質 な不当な表示というもの もあり、その場合の 対応 は別に問題になるの で
はないかと思います し、 この点はこの制度を導入 する過程でも議論があっ たと思います。
今回は、売上げが かな りあるケースに対す る課 徴金制度の適用事例 を御 紹介頂きまして、そ れ
自体はこの制度導入 の成 果として社会的にイ ンパ クトがあり、全体と して抑止効果を期待でき る
ものとして評価がで きる のではないかと思っ てい るのです。一方で、 先ほ ど言いましたように 、
この裾切りで対象に なら ないようなものがあ り、 これについては、実 際にどういう対応がなさ れ
ているのかというこ とに ついて伺えればと思 いま す。お願いします。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

１ 点目 の日本サプリメント につ きましては、なぜ事 業

者のほうで返金計画 を提 出しなかったかですけれ ども、こちらは完全 に事 業者さんの御判断に な
りますので、我々も内容 について承知はして おり ません。なぜ出さな かっ たのかということを 別
に我々も確認するわ けで はございませんので 、そ こは事業者さんの御 判断 であったということ で
ございます。
２点目の裾切りと の関 係でございますけれ ども 、御指摘のとおり、 行政 リソースの中で効率的
なものということで 、一 定のフロアが設けら れているわけでございま す。基本的に景品表示法 の
違反行為自体は、悪 質か どうかや故意なのか など はそもそも問わない。行 政上の問題ですので、
そういった性格なの です けれども、実質的に どれ だけ根の深いものな のか ということについて 、
様々な態様に応じて 必要 な抑止力なり手当てとい うのは、いわゆるポ リシ ーミックスというか 、
ポートフォリオの中 で対 応していく必要があ るかと思います。その中で今 回一定額、つまり消 費
者への被害の広がり が大 きいような事案につ きま しては、より未然防 止のための抑止力を高め る
必要があるだろうと いう ことで、比較的大規 模事 案である売上額の大 きいようなものにつきま し
ては、金銭的な不利 益処 分をかけることによ って 抑止力を高めるとい うこ とでございます。
他方で、そこまで の広 がりに至らないよう なも のにつきましては、当然 措置命令という形で、
再発防止等によってこれ 以上繰り返し被害が 広が らないような手当て とい うものはされており ま
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すし、また、スピー ド感 を持ってやるという形で 、法的措置を取らずにい わゆる行政指導の形 で
実質的な改善を促す とい うこともしておりま す。
ですから、全てに最大 限の抑止力を高めるとい うことよりも、そこ はバ ランスを見ながら、 大
きな抑止力も重要ですし 、機動的な対応も重 要と いうところで、今回 の制 度設計に至ったと御 理
解頂ければと思いま す。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

蟹瀬委員、お願い しま す。
○蟹瀬委員

蟹瀬で す。

この課徴金という 制度 ができたことによっ て大 変大きな抑止力がで きた かと思うのです。こ の
課徴金というのは基 本的 に企業に対しての抑 止力 であって、消費者に 対す る保護ではない形にな
っていますね。もち ろん、幾つか段階を経れ ば保 護ということになる ので すが。
これで、先ほど中 原委 員もおっしゃったよ うに 、返金をされること がな いというと、間違っ た
表示によって泣き寝 入り をしなければいけな いの は消費者であるとし たと きに、先ほど大森委 員
もおっしゃいました けれ ども、課徴金という もの が集まったときに、 それ を国庫に入れてしま い
ましたと言ったら、 かわ いそうだったのは消 費者ですよねで終わって しま うみたいなところが ど
うしてもある。何のため に課徴金を取ってい るの か、この金額という もの も含めてもう一度原 点
に戻ると、消費者を守る ためにやるわけです から 、課徴金の使い方も 含め て一度考えていただ く
ことが必要なのでは ない かと思うのです。
ですから、今後の 表記の抑止力にはなりますけれ ども、いつもこうい うこと が起こってくると、
消費者が何らかの被 害を 受けても、課徴金を 払え ばいいのでしょうと いう状態になっていくこと
が一番怖いかなと思 いま す。その辺りを考え て、 この集まったお金の 使い 方も含めて考えてい た
だけるといいなと思 いま す。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

課 徴金 制度自体は、もとも と日 本の法制上は昭和52年

に独占禁止法に導入 をさ れたというものでご ざい ます。それ以来、様 々な いろいろな制度の進 展
があったと理解しており ます。当時から、そ もそ も課徴金というのはどう いう性格のものなの か
ということで、おっ しゃ るような損害賠償と の関 係でどうなのか、様 々な 議論があったと承知 し
ております。日本の法制 度上、課徴金という 形で 国庫に納めるような 金銭 的な不利益処分と損 害
賠償との関係という のは 、いろいろそのときその ときで議論もあった わけ ですけれども、そこ で
各私人の金銭的な請 求権との関係がこの課徴 金制度と一致するような 形は なかなか難しいと整 理
されてきたところで ござ います。
その中で、今回景 品表 示法の課徴金制度、返金 制度につきましては 、そ ういった法制上の整 理
を前提にしながらも 、なお消費者の被害回復をい かにして促進できるかと いうところで考え出 さ
れた制度だと理解を して おりますので、まず は現 状の制度の運用とい うこ とにつきまして、消 費
者庁として的確に進 めて 、結果として、消費 者の 被害回復についてこ の課 徴金という観点から も
それが資するような 形で 運用していきたいと 考え ております。
○蟹瀬委員

もう一 つ、 先ほどの発言の中にたく さん、なぜ返金制度 を取 らなかったのですかと
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言ったときに、企業 に任 せておりますという 言葉 が結構出てきたので すが 、あのときに行政指 導
は入らないのですか 。要 するに、課徴金がこ れだ け取られますよと言 われ たときに、消費者に 対
しての返金制度をな ぜ使 わないのですか。先 ほど中原さんもおっしゃ いま したけれども、行政指
導というのは入らな いの ですか。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

な ぜ使 わないという言い方 はし ませんけれども、こ う

いう制度があります とい うのは、こちらから も積 極的に制度の周知な りは しております。その上
で何か質問なり、具 体的 にどうしたらいいの でし ょうということが事 業者からありましたら、 そ
こは我々のほうで、 こう いう形で、例えばま ずそ の案なりを提示して いた だいて、法律上の要 件
はどう考えるのか、そうい ったものについての 相談 は前広に受けている とい うことでございます。
○河上委員長

よろ しい ですか。

池本委員長代理、 お願 いします。
○池本委員長代理

課徴 金の対象期間のこと につ いてお伺いします。平成28年４月１日という の

は、これは制度の施 行日だ から一律になるのは分か るのですが、４月20日とい うものと８月30日、
それから、９月17日 とあ ります。この課徴金納付 命令の８条の２項を 見ま すと、その対象行為 を
した、つまり、不当 表示 があった場合に、そ れを やめた日から６カ月 を経 過する日までで最後 の
取引が行われるとき とい う基準と、ただ、そ の中 でも自主的、合理的 な選 択を阻害するおそれ を
解消するための措置 とし て府令で定める措置 を取 ったときにはそこま でと なっております。た し
か４月20日というの は、公表と国交省への報 告が 行われたときかと思 うの ですが、どういう中身
のことをやったから４月20日と認定したのか 、ある いは同じく８月30日 もで す。それから、日本
サプリメントの９月17日 というのは、どうい う措 置を取ったことをそ れに該当すると判定され た
のか、それぞれにつ いて 、そこの事情がお分 かりでしたら教えていた だき たいと思います。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

ま ず、 軽自動車の20日につ きましては、御指摘のと お

り、この20日に三菱 自動 車が燃費の不正があ った ということで国交省 に報 告をするとともに、 記
者会見を行った日で ござ います。実際の認定 とい たしましては、この 日を もってカタログ等にお
ける不当表示が止ま った日であると認定をし てい ます。
その上で、その後、７ 月１日に三菱自動車 、日 産自動車、それぞれ 新聞 の社告を打ちまして 、
我々は誤認解消措置と呼 んでおりますけれど も、 一般消費者に対してこう いう事実と異なった表
示があったというこ とを 周知する行為を両社は行 いました。ですから 、違 反をやめた日の20日 か
ら今の７月１日まで が期 間になるわけですけ れど も、その間で一番最 後に 取引をした日まで、 課
徴金の算定期間の終 期は 延長されるわけなの です が、実際に事実関係 を確 認したところ、この20
日に公表した時点で販売 も全て取りやめてい たと いうことで、実際に はこ の20日までが課徴金 の
対象期間となってお りま す。
他方の普通自動車 につ きましては、こちら は８ 月、この時点ぐらい まで 三菱自動車は販売を継
続しておったのです が、８ 月30日に国土交通省で自 ら全ての車種につき まし て走行試験を行って、
その結果を国土交通 省が 公表した日でござい ます 。それを受けた三菱 自動 車は、普通車につき ま
しても販売を一時的 に取 りやめまして、表示もそ の時点で取りやめた とい うことでございます 。
11

ですから、その後、 また先ほどの誤認解消の ため の措置をその少し後 に社 告という形で取りま し
たけれども、軽と同 じよ うに実際にその間で最後 に取引をした日とい うの が８月30日だったと い
うことでございます 。
日本サプリメント につ きましても、これは ９月17日まで表示は続い ていた わけなのですけれど
も、その時点で表示 を取 りやめるとともに、 販売 自体もそれ以上は販 売を していないというこ と
でしたので、その日 をも って課徴金対象の終 期が 来たという評価をし てお ります。
○河上委員長

よろ しい ですか。

池本委員長代理、お願 いします。
○池本委員長代理

日本 サプリメントは、その後 も昨年の秋以降、今 年の 初め辺りまで販売を し

ていたような認識が 少し あるのですが、それ はこ の対象２品目ではな いほ かの問題なのでしょ う
か。それとも、私の 前提 が間違っていれば申 しわ けないのですが。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

２ 品目 、もしくは措置命令 の対 象になった８品目に つ

きましては、この９ 月17日で表示も販売も取 りや めているということ です 。
○池本委員長代理
○河上委員長

分か りました。

よろ しい ですか。

私も少しだけ聞き たい のですけれども、返 金で すが、これは３％以 上と いうことで計画を立 て
ますね。この返金の 計画 を実際に御覧になってい て、通常を考えたと きに 、つまり有利ではな い
状態での価格として 考えたときの減額請求権 とほ ぼ対応するような返 金計 画なのですか。それ と
も、３％という数字 あり きである程度割って 出し たような金額になっ てい るということなので す
か。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

３ ％自 体の、なぜこの数字 に決 めたのかということ に

つきましては、請求 権と の関係というよりも 、も ともと課徴金の計算 自体 が売上額の３％で計 算
するということです ので 、少なくとも単純に 考え れば３％の返金をす れば 、それは課徴金の額 と
一致をするという整 理があります。なので、少な くともそれ以上は返 金を していただきたいと い
うことで、３％以上が基 準になったと理解し てお ります。
○河上委員長

とい うこ とは、実際には売上 げの うちの50％ぐらいが有利 誤認によって生じて い

るものだとすると、３％ を返してもらっても、本 当は47％分は、まだ 損害 として残っていると い
うことになりますね 。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

３ ％自 体は各消費者、購入 者そ れぞれに対して返す も

のでございますので、例え ば１万円の商品であ れば300円以上を返すとい うこ とだと思います。委
員長がおっしゃるの は、不当利得という趣旨 でご ざいますか。
○河上委員長

です から、その表示が、仮にイセエビ だったら１万円、バ ナメイ エビだったら5,000

円だったということ にな れば、本来は消費 者は5,000円払えばよかったも のを １万円払わされたわ
けですから、5,000円分の 減額請求ができるの です ね。しかし、課徴金 のも とではこれは300円 分
が返金されれば、課 徴金 は返還の部分に関し ては 済みということにな って しまうのですが、残 り
の4,700円分というの は、これは別途、民事で損害賠 償請求ができるとい う話 にならないとおかし
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いですね。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

お っし ゃるとおりだと思わ れま す。課徴金の返金に応

じることで自動的に 全て の請求権が消滅する とい うことにはならない と思 います。これは民事 上
の請求権とのバータ ーで はございませんので 、あ くまでも行政上の措 置で ある課徴金の額につ い
て、その相当額を減 じる ための返金措置でご ざい ます。
○河上委員長

です から 、私が伺いたかった のは 、現実に返金計画を御覧 になったときに、実 際

の企業さんは減額請 求に相当するぐらいの返 金を しようとされている のか 、それとも３％とい う
数値をにらみながら適当 な返金計画を立てて いら っしゃるという印象 なの かということを知り た
かったのです。
○消費者庁笠原表示 対策 課課徴金審査官

正 直申 しまして各企業が、実際 に返金計画という形に

つきましては、この 三菱、日産自動車だけで ござ いますけれども、な ぜそ の額を出してきたの か
ということにつきまして 、特に実際に想定さ れる 民事上の損害額との 並び 、そういったものを お
考えになっているの かど うか、そこは我々も 把握 はしておりません。 我々は法律の立て付けと し
て３％以上かどうか とい うところにつきまし て、 これをチェックして いる というところでござ い
ます。
○河上委員長

場合 によ っては、集団的な消 費者訴訟の特例法の問題 に関 わってくる可能性が あ

るかと思ったもので すか ら。
実は審議の過程を 私も ずっと見ておりまし て、今日お話のあった課 徴金 の国庫帰属が本当にそ
れでいいのかとか、３％ が適切なのか、ある いは 裾切りがこれでいい のか といったようなこと は
随分議論があった上 で、最終的には政治的な 決断 があって今のような 形に なっていることは承 知
しています。笠原 審査官にそこはどうなのだと 言っ て詰め寄るのは大変 気の 毒なことなのですが、
ただ、今回の事件を 見て みても、事業者の判 断一 つでたまたま返金さ れた ときは被害者の被害の
救済に役立ち、そう でな いときには課徴金と して国庫に入ってしまっ て、あとは国の自由な裁 量
のもとでそれが使わ れて しまうことになるの が本 当にいいのかが、余 計目 立つ状況になってい ま
す。最初のもので４億8,500万、これについてはも う 国庫に入ってしまう わけ ですから、そこから
先は消費者は手を出 せな いということになり ます。後のほうの軽自動 車に関しては、ある程度返
金で救済された人が いる ということですがそ こは たまたま事業者の判 断で そういうことになっ て
しまっているというのは 、不公平な感じがし ない ではありません。で すか ら、この辺について は
表示対策課で考えて くれ というのは気の毒で すけ れども、問題はある ぞと いうことを対策課と し
ても認識をして、消 費者 庁の中でまた検討す る機 会を持っていただけ れば有り難いと思います 。
先ほど審査官がお っし ゃったように、課徴 金と いうのは消費者の利 益保 護のための不当表示 を
事前に抑止する。将 来にわたってそれが無く なるということなので、本来 的には消費者の被害回
復を直接の目的とす るも のではないというこ とで すけれども、消費者 法と しての景品表示法の 目
的あるいは不当表示 事案 における被害回復が 困難 であるということを 考え ますと、こうした返 金
措置の実施によって 課徴 金を減額するという 曖昧 な形で中間的な解決 が図 られたということに な
ります。少なくとも この 制度の適切な運用で もって不当表示が抑止さ れ、 また、消費者の被害 が
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少しでも回復される とい うように、消費者庁 にお かれましても引き続 き適 切な法執行、あるい は
場合によっては行政指導 といったようなこと に努 めていただければ有 り難 いと思います。
今日はどうもあり がと うございました。
それでは、この問 題に ついては、ここまで とさ せていただきます。
（消費者庁退席）

≪３．「JIS

Z8050 安全側面−規格及びその他の仕様書における子どもの安全の指

針」について≫
○河上委員長

ちょ っと 時間をオーバーして しま いましたけれども、 次の議題に移らせていた だ

きます。次の議題は「JIS Z8050安全側面−規格 及び その他の仕様書にお ける 子どもの安全の指針」
というものについて であ ります。
子供の安全の確保 とい うのは重要な課題で あり まして、消費者委員 会と しても強い関心を持 っ
ているところですが 、残 念ながら子供の事故 は、 日々の報道においてなお 頻繁に見られるとこ ろ
であります。この子供 の 安全に関して、昨年の12月に「JIS Z8050安全側面 −規格及びその他の 仕
様書における子ども の安 全の指針」が策定さ れたということですので 、本 日は経済産業省からそ
の概要を御説明頂い た上 で、若干の意見交換 を行 いたいと思います。
経済産業省におか れま しては、お忙しいと ころ 御出席を頂きまして 、あ りがとうございます 。
それでは、概要に つい て20分程度で御説明 をお 願いいたします。
（経済産業省着席）

○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

では、お手元に２種 類の資料、パワーポイン ト

の資料と実際のJISがござ います。こちらは日 本規 格協会というところ で販 売しておりますので 、
大変申し訳ございま せんが、終了後回収させ てい ただければと思っており ます。こちらは分厚 い
ので、お手元のパワ ーポ イントで説明させて いた だきます。
先ほど委員長から 御紹 介がありましたよう に、私 どもはいろいろな分 野のJISを定めております。
アルファベットで言 うと ＡからＺまでありま して 、土木・建築とか、機械 とか、電気とか、い ろ
いろなものを定めて おり ます。当然ながら、JISと いうのは作る側の観 点のJISもありますし、使
う側のJIS、いろい ろなも のがございます。そうい った観点で、まず冒 頭でそもそもJISは何な の
かということを簡単 に説 明した上で本題に入 らせ ていただきます。
ページをめくって いた だいて、今日の目次 、事 務局からこういった こと について説明すると い
う提示があったので 、５ つ、そもそもJISは 何なの か、JISの役割は何 なのか 、制定手続、３番目
として今回の本題で あるISOのGuide50、JISで 言う と8050の作成経緯と か、それを作成した背景 、
経過、４番目としてJISの 概要、あとは今後の 予定などを簡単に説明さ せて いただきます。
３ページ目、日本 工業 規格のJISの概要と 書いて ございます。これは皆さ ん、JISというお名 前
は多分聞いたことが ある と思いますけれども、ここ に書いてありますよ うに、JISというのは工業
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標準化法という法律に基 づいた国家規格でご ざい ます。ただ、普通の 国が定めるものと若干違 う
のは、例えば製品安 全関係 の法律は罰則規定がござ いますけれども、JISは国 家が定めるけれども、
使う使わないは自由 とい うところに大きな違 いがございます。
２番目として 、先ほど口 頭で説明したのです が、JIS、工業標準化法 の目的と しては、ここに 書
いてありますように製品 の品質向上、もとも と工 業標準化法自体が昭 和24年にできたというこ と
もあって、戦後日本 の製 品、安くていい製品 をど んどん作ろうという 背景 があったので、こう い
った文言になってお りま す。余談になりますけれ ども、当然ながら標 準化 の目的というのは時 代
とともに変わってお りま すので、こういった 根幹 的な役割は変わりま せん けれども、最近は皆 さ
ん御存じのように、 国際 競争力のルールづく りと か、いろいろな目的が入 っておりますので、 最
近ではいろいろなJISがで きております。
製品の品質向上と か取 引の単純公正化、当 然な がら使う人がいろい ろな 種類を設けると大変な
ことになるので、必 要最 低限を共有化しよう とい ったようなことで、 例え ば土木・建築であれ ば
施工主が不必要にた くさ んの種類を設けると 生産 の合理化がなりませ んの で、必要最低限の標 準
的なパターンを定め る。それ以外は当事者間 同士 で決めてくれといっ たよ うなJISもございます 。
あとは、商品の合 理化等ございまして、消 費者 の方々が製品を見た だけ では分からないので 、
例えばJISマークがつ いて いるものについては、言い 方は微妙なのですが、必要 最低限の品質が保
たれるといった目的、そ ういったことについ て現 在約１万800のJISを 制定 しております。これ ら
のJISは法律上、５ 年おきに見直すことになっ てお りまして、毎年大体500か ら550のJISを制定ま
たは改正しておりま す。そういった形で、我々 として は一旦制定したら放 って おくのではなくて、
不断の見直しを行っ て必 要があれば改正する。そ もそも役割が無くな ったものについては廃止 と
いったようなことを行っ ております。
そういったことで、国 が 定めるJISということ で、ただ、工業標準化法とい う のは経産省だけで
はなくて、例えば船 であ れば国交省、あるい は労 働者関係であれば厚 労省 とか、複数省庁の共管
になっております。した が って、先ほど申し上げた１ 万800のうち、当然経産 省 が８割以上なので
すけれども、医 療電子機器 あるいは土木・建築などについては、ほか の省庁が専 管しております。
先ほど申し上げた よう にJIS自体は任意でご ざい ますけれども、強制法規、例えば薬機法などに
引用されると、結果 的にそれが強制になると いっ たこともございます 。
そういった形で、私ど も はJISというものを制 定・改正してございまし たけ れども、今度は役割
としてどのようなも のが あるのかということ で、 ４ページでございま す。 口頭で説明するより視
覚的のほうが分かりやす いと思いまして、図でベ ーシックな役割につ いて 示しております。
左から言うと互換 性、 品質の確保というこ とで 、ここで書いていま すよ うに乾電池やトイレ ッ
トペーパー、今はほ とん ど無くなっているの です がフィルムなど、こ うい ったものを単一化し て
いる。ただし、ここ には 書いてございませんが、 時代によって標準化 の対 象というのは変わっ て
きて、例えば乾電池 であ れば①から④は形を 決め るのが第１目的で、逆に ボタン電池と言うの で
すが、あれは形を決 める と製品の形状もそれ に縛 られてくるので、そ うい ったものは性能しか 定
めないといったよう に、ケース・バイ・ケー スで 標準化することは、 我々 としては産業界ある い
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は消費者の方々と検 討し て、そこはいい意味でケ ース・バイ・ケースで、 何を標準化するのか と
いうのは件名ごとに 検討 して決めていくとい った ことでございます。
あとは、安全・安 心ということで、消費者 委員 会だったので消費者 団体 に協力してもらった マ
ッチ、これは昭和20年ご ろの時代でございま すけ れども、佐野さんと かに いろいろと言われて い
たのですが、そうい った もの。あるいは情報・認 識の共有ということ で、新聞等で御覧になっ た
方もいらっしゃると 思い ますが、温泉マーク とか 、こういったものを 定め るとか、あるいは環 境
保護、あるいは高齢 者・ 障害者への配慮、数 が少 ないので子供の安全 など は書いてございませ ん
けれども、これから説明 しますが、我々とし てはそういった高齢者・障害 者の保護とか、ある い
は子供の保護とか 、そうい った観点のJISも今後 どん どん作っていかなけ れば いけないと思ってい
ます。
最後に競争力強化。日 本企業のルールが国 際標 準になれば、当然な がら日本企業としては生 産
コストが下がる。ぐ るぐ る回って、日本の消 費者 もいいものを安く買 える といった観点で、我 々
としては、最近は当 然な がら、最終的には消 費者に便益するもの、日 本の国家全体を考えると産
業競争力強化という こと で、こういった面で の標 準化にも力を入れている ということで、最後に
入れさせていただき まし た。
次の５ページで、どう やって作るのかとい うこ とでございますけれ ども 、端的に申せば、下 か
ら順番に行くと、冒 頭申 し上げたようにそれ ぞれ の主務大臣が制定し ますが、法律上、日本工 業
標準調査会、これは 国の 審議会でございますけれ ども、この議決を経 なけ れば制定してはなら な
いとなっております 。そ れ以前は当然我々は 事務 局として機能してご ざい ますけれども、実際の
JISというのは技術 文書で ございますので、上のほ うに書いてあります よう に、いろいろな方々 、
工業界や学会など、そう い ったところでJISの原 案を作っていただく。その原 案 の委員会の中、こ
こでは経済産業省の委託 によるJISの作成とか、あ るいは団体、学会の自主 的 な作成、この２通り
ございますが、それぞ れの 原案作成委員会、これ は３ 者、作る人、使う人、中立 者ということで、
この３者がちゃんと 入っ ているといったこと を前 提として、我々とし ては それぞれ委員会、工 業
界、学会等で作られたJIS原案について、先ほど申し 上げた日本工業標準 調査 会の専門委員会で審
議して、それを経て制定 改正するといったよ うな 大きな流れでござい ます 。
タイムラインとし ては 、物にもよりますけ れど も、原案づくりに１ 年、 あとは日本工業標準調
査会の審議とか、あと、JISの場合は海外には事 前意 図公告という義務が あり ますので、それが60
日あるので、原案終 了の半年後ぐらいに制定 改正 の告示をしていると いっ たようなところでご ざ
います。
次は実際にどのよ うなJISがあるのかという こと で、参考１、参考２とござ いますけれども、こ
れも御覧のとおりで ござ いますので、省略さ せて いただきます。
８ページでござい ますけれども、今日 の本題であ る「JIS Z8050安全側面 − 規格及びその他の仕
様書における子ども の安 全の指針」というこ とで 、どういった経緯を経て 作られたのとかとい う
ことで、簡単ではご ざい ますけれども、ISOで作ら れたのですが、これ は国 際機関でございます 。
国際規格を作るのはいろ いろな技術委員会、現在300ぐらいあるのですが、そ ういった分野ごとの
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技術委員会と、あと は横 断的なテーマの消費 者政 策委員会というもの がご ざいまして、これは こ
このことを言ってい るの です。
そういったところ で、ISOでも高齢者・障害者に 関 するガイドラインも作っ ているのですが、子
供の事故が多い。私 も６ 年か７年前、製品安 全課 の事故対策室長をや っていたので、消費者委 員
会には大変お世話になっ ているのですが、そ のと きの事故例からする と、 お子さんというのは 大
人は誤使用というこ とが ありますけれども、 子供 はそもそも誤使用と いう か、言い方は微妙な の
ですが、想定できな い使 い方をするので、規 格を作るときにはそうい った観点、通常の我々の一
般常識だけで規格を 策定 しないほうがいい。
では、どのようなことに気をつければいいの かと いうとまちまちなの で、ISOとして規格を作る
人のためとか、ある いは 国家規格以外でもい ろい ろな規格があるので すが 、そういった人のた め
に子供の安全面を考 慮し たような規格を作るとき の参考書として、国 際的 に統一したほうがい い
のではないかという よう な提案がございまし た。
そこでISOのほうで 、大 分昔、1987年で ございます けれども、そこ で制定され ました。当然な が
ら、日本もいろいろなISOの委員会が200から300あ って、年間１万人ぐらいの エキスパートを派遣
しているのですが、 そう いったところにも、 ここに書いてありますよ うに 、メンバー構成とし て
は学識経験者、試験 機関 、消費者団体、メー カー団体、関係省庁にも入っ ていただいて、1987年
の制定の際、当然な がら日 本からコメントを出 すと いったような作業をして おりました。その後 、
我々としては国内に おい てもこういった子供 の安 全を十分に配慮した 規格 づくりが必要というこ
とで、備考で書いて ござ いますけれども、若 干ISOができてから時間が経っ てございますが、JIS
として国際一致規格 、ア イデンティカルとい うこ とで、日本語と英語 の差 ということで制定い た
しました。
10ページ、規格の 内容 は分厚くて、説明す るに は多分１時間でも足 りな いので、簡単に書い て
ございますけれども 、黄 色で囲んでいるよう に、 適用範囲というのは 先ほ ど申し上げたように 、
規格、仕様書とか、類似 の出版物を作成する 、あ るいは改正する専門 家に 対する規格を作ると き
の参考書という位置 づけ でございます。
それぞれそういっ た際 にそういった方々が 考慮 すべき事項として、 子供 の安全に関する一般 的
なアプローチとか、 年齢 区分をどうするのか 、あ るいはリスクアセス メン ト。当然ながら、通 常
の大人と子供に対す るリ スクアセスメントと いう のは全く手法として違う ので、どうやるのか 。
あるいは、安全上の 考慮 事項、例えば子供の 発達 やあるいは行動など を十 分に考えなければな ら
ないといったような こと。子供の安全環境あ るい は子供に関連するハ ザー ド。ここに書いてご ざ
いますように、ハザ ード としていろいろなも のが ございます。単に物が落 ちてくるとか、溺れ と
か、あるいは窒息と か、 首の締めつけとか、 そう いったいろいろなも のが 、大人では想定でき な
いような項目がござ いま す。そういった項目 につ いても規格を開発す ると きに検討してくださ い
といったようなこと を書 いております。
ただし、当然なが ら製 品によってどこまで反映 されるのかというこ とが ございますので、我 々
も後で紹介しますが 、こ の中から適宜該当す る部 分を見ながら現実的 にはいろいろなデータを 参
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考にしながら規格を作っ ております。
あとは保護方策の 適格 性とか、こういった もの について、規格を作 る際 に必ず子供の安全性と
いう観点では考慮し なけ ればいけない事項と いう ものを羅列しており まし て、例えばリスクア セ
スメントをどうする のか というものとか、子 供と いうのは意外と関心 のあ るもの以外視角に入 ら
ないので、そういっ たも のをどうするとか、子供 の体力あるいは子供の人 体の大きさとか、そ う
いったものも含めて 規格 を作りましょうとい う、大ざっぱに言うと、 そう いったことを定めて お
ります。
次が11ページで、 実際 にどのように使われ てい るのかというと、私 ども も多くはございませ ん
けれども、昨今、子供の安 全性ということでJIS作り をやっておりまして、8050というのがいわば
規格を作るときの参 考指 針ということで、そ れ以 降限られた数でござ いま すけれども、横断的 な
子供の安全に関する 規格あるいは試験方法規 格と いうものを制定した とか 、あるいは現在調査研
究で準備中というも のが 右に書いてございます。
個別具体的に言う と、 個別製品であれば、 消費 者庁にも当時お世話 にな ったのですが、チャ イ
ルドレジスタンス、子供 が点火出来ないよう なラ イターの試験方法で す。あるいは最近ですと ２
年前でございますが、子 供 服のJIS、子供服にいろ い ろな飾りでひもなど がつ いていると、日本で
は製品事故は多くは ござ いませんけれども、海外 では多いし、医者の方に 聞くと潜在的な事故 と
いうものは多いので 、お 子さんの服、例えば 昔ナ ップサックなどで首 を絞 められたこともあり ま
すので、不要な長さ にし ないとか、あるいはこの 部分も必ず取れるよ うに するとか、そういっ た
子供服の安全という 観点で２年前に制定いた しま した。
次は、現在29年度JIS化 予定ですが、ブ ラインドのひもです。皆さ ん御存じの ように、これも 日
本国内では多くの事 故はございませんけれど も、海外では通常の家庭 にこ ういったブラインド が
あるので、それで引 っ掛 かる。したがって、 ある程度の力を加えれば ぱっ と抜けるといったよ う
な構造にするとか、 そう いった形のJISを今後 制定 する予定でございま す。
随分昔で言えば、ペン キャップです。誤飲 等が ございますので、小 さい 穴をあけて窒息しな い
ようにするとか、そ ういったことからJISを定 める ということ。
もう一つ、今、取 り組 んでおりますのが収 納家 具の安定性というこ とでそこは安定性のある 家
具の試験法とか、そ ういっ たものを作らなけれ ばい けないということで 、ここ は29年から31年度、
そうすると冒頭申し まし たように、JIS原案作成自 体は１年なのですが、我々 は技術的なデータに
基づいた規格という もの が必要でございますので、29年度、30年度は調査デー タを積み上げてJIS
を作っていこうとい った ようなことに取り組 んでおります。
以上、雑ぱくでは ござ いますけれども、簡 単で はございますが、8050の 前後関係とそれに基 づ
いて私どもがどのよ うな 標準化をやっている かと いうことで簡単に説 明申 し上げました。
ありがとうござい まし た。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

ただいまの説明の 内容 について御質問、御 意見 のある方は発言をお 願い します。
大森委員、お願いしま す。
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○大森委員

ライタ ーや 服、ブラインド、家 具と か、気になるところ を手 当てしていただいて い

て、有り難いと思い ます 。コンニャクゼリー も昔 かなり窒息が多かっ たの ですけれども、大き さ
とか、かみ切る力、 弾力 性とか、そういうも のは基準がないのかどう かが 質問です。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長
○大森委員

弾力性というと。

食品は かみ 切る、粘ると言うの です か、弾力によってか み切 りやすさというもの は

あると思うのです。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長
○大森委員

それは食品ですか。

はい。

○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

すみません。JISというの は工業なので、申し訳

ないです。
○大森委員

では、 それ は外れるということ です ね。

あと、キッズデザ イン というものがありま すね 。倒れてもお湯が漏 れな いポットだとか、子 供
の安全性の高い商品 だけ ではなくて、建物な ども子供に配慮している かど うかでキッズデザイ ン
賞がもらえるとか、そうい うところがあると思 うの ですけれども、そこ とは何 か情報の提供とか、
いろいろ連携されている のかどうかというこ とを お聞きします。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

端的に言えば、連携 して おります。ただし、キ

ッズデザインという のは 基準なり規格の考え 方が違っておりまして、 我々 は個々の製品に関す る
規格を作る。キッズ デザ インというのは、御 存じ のように個々の製品 に関 する規格ではなくて 、
キッズデザインはプ ロセ ス認証です。要は、子供 の安全に配慮したプ ロセ スで物を作っているか
どうかといった観点 なの で、いわば標準化の 切り 口が違うといったよ うな ことでございます。当
然ながら、キッズデ ザイ ンを検討した際、弊 省の違う部署が担当して おり ますが、そこの人間 と
も十分意見交換をし てお ります。ただし、手 法と 標準化の対象が違うとい うことで私は認識し て
おります。
○大森委員
○河上委員長

ありが とう ございます。
ほか には いかがでしょうか。

長田委員、お願い しま す。
○長田委員

ありが とう ございました。

私自身もブライン ドのひもの規格などには 参加 をさせていただいて いま す。このGuide50ができ
たときに、これを日本で も ということでJIS化ま でで きました。その後、収納家 具の安定性の試験
方法も、これに取り 組ん でいただくにはかな りい ろいろな方々の努力 があ って、そしてやっと こ
のJISの原案作成が実 現し たと私は思っていま す。つまり、子供用製品自体に子 供への配慮を求め
るのはすごく当たり 前の ことなのでできるの です けれども、大人用の 製品 に対して子供への配 慮
を求めていくという のはなかなか難しいこと なの ですね。ですから、今後JISの8050をどうやって
全てのそういう方々 に認 識していただいて、JIS化 に取り組んでいただ ける か、これから何か働き
かけの御予定があっ たら教えていただきたい と思 います。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

私は役人なのですけ れど も、役人的な答え方 は
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しないのでストレー トに 申し上げますと、大 変難 しいと思います。そ うい った製品に全ての項 目
を盛り込むというこ とは結局総花的になりま して 、ほとんどそういっ た製 品を作る人がいなく な
ってくる。例えば私 も製 品事故を２年やって おり まして、よく感じて いた のですけれども、い ろ
いろな企業と話をす ると、ほとんど事故が起 こら ない製品を作ること は可 能である、ただし、 そ
れが通常1,000円で売 って いるものが10万円、20万円 になりますといった よう なことなので、気持
ちとしては、私は入 れた ほうがいいと思いま す。ただし、結局規格は 使わ れて何ぼの世界でご ざ
います。入れれば入 れる ほど、結局はその製 品に 対する要求事項が多 くな ってきて、端的に申 せ
ば、作る人も作らな く、作っても買う人がい ない。
物によっては、当 然ラ イターもそうでござ いま す。私もたばこ吸い なの ですが、ライターも 従
前は全く何も考えず にや っていたけれども、余り にも事故が多いのでチャ イルドレジスタンスと
いうことにしたとい うこ とで、我々としては 必要 最低限、製品に対す る要 求事項がオーバース ペ
ックにならないよう に、 ただ、子供の安全と いう のは重要でございま すの で、製品の製造プロ セ
スで企業の自主努力 の範 囲内でできるものに つい てはやるべきだと思 って おります。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、お願いします。
蟹瀬で す。

同じことに関連し てで す。１つ目は子供用 、２つ目は大人用なので すけ れども、子供用のベ ビ
ーベッド、それから 、ベ ビーカー、最近レン タル が非常にはやってお りまして、こちらから選 ん
で、例えば首の幅が こう だからこのぐらいの 狭い ものを探そうとして も、 買えばありますが、レ
ンタルではそこまで は規 定はされていない。 今か らエコシェアリング みた いなものがはやってき
て買わない方が非常 に増 えてきた中で、この よう なすばらしい8050ができ ましたので、そうい う
ベビー用品の一番レ ンタ ルが起こりそうな部 分か ら厳しいJIS規格を決 めていただいて、今か ら作
られていくものがそ れに合ってくれば割と安 全に、あるいは保育園で 使わ れていくもの、そう い
ったものに先にそれ を入 れていただければ、 結構 安全面に対しての制 作者 の目が向いてくるの で
はないかと思います ので 、ぜひ、その辺りは お願 いしたいかなと思い ます 。
それから、大人用 品で すが、最近ウォータ ーサ ーバーが家の中に入 って まいりまして、冷た い
水と温かいお湯、そ れは 完全にチャイルドロ ック がかかるものが出て きて おります。ですから 、
意識が強い企業はそ うい うようにして、子供 が触 るかもしれないもの に対 してのチャイルドロ ッ
クのようなものをし っか りつけてきている時 代に なっていますので、できま したら、ここまで8050
が適用されるかどう か分 からないのですけれ ども 、そういったところ で少 し大人用のものを喚 起
していくということ が大 事かと思います。
ちょっと前の話で 、お 風呂のバブルバスの 中で溺れて、子供がお湯 の中 で死んでしまった事 故
がありましたね。あ れは、そういう時代はバ ブル で遊ぶというのが、 お風 呂に入れてすごく贅 沢
だといったときに、子供 がそこで足がすくわ れて いくということを、大人 が気が付かなかった ん
ですね。ですから、 例え ばそういうバブルバ スを作っていらっしゃる企業 さんにもそういう注 意
喚起はしてください ねと いうことを、ここが 言う かどうかは分からな いで すけれども、必要か な
とちらっと思ってい たり はします。
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子供は思わずいろ いろ な行動をします。タ ーザ ンごっこをして上の ほう へ上がって、そして 倒
れて一緒に来て怪我をし てしまったとか、死 んで しまったという事故 がア メリカでもしょっち ゅ
う起こっていたりし ます ので、そういう意味では 、大人用品に関して もあ る程度の子供の目か ら
見たこういう制度が でき まして、JISがで きました よというPRをきちん とし ていただくというこ と
が大事ではないかと 思い ます。その辺り、よ ろし くお願いいたします 。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

今、おっしゃった意 見は 、非常に重要なこと だ

と思います。ただし 、非 常に難しい課題でも ある と思います。我々と して もそういった方面にお
ける標準化というの は、 それこそが国がやる べき テーマだと思ってい ます 。ただ、すぐにはな か
なかできないと思い ます 。ただ、我々としては、 今、おっしゃった観 点も、8050は言い方は微 妙
なのですけれども、 以前 の問題のこともあり ます ので、我々としては規格 を作る際に可能な範 囲
内でそういった配慮事項 は入れていきたいと 思っ ています。
ただし、高齢者・障害者 のJISづくりでも苦労した のですけれども、それぞ れ の特徴があります
ので、特に障害者の 方々 は、障害者の方々に 配慮 したトイレになって くる と、例えば手足が動 か
ない方は水洗ボタン がた くさんあったほうが いい 。ただ、目が見えな い方 はたくさんあると迷 っ
てしまう。どうやっ てそ のバランスを取っていく のかというのが大き な課 題だと思っています 。
ISOのほうでも重点 テー マとして消費者保護ある いは子供とか、そ ういった ものが挙がっており
ますので、我々とし ては 、すぐには解決でき ませ んけれども、そうい った 心づもりで仕事をし て
いきたいなとは思っ てお ります。
ただ、課題が ございまし て、そういった 際に、JISはみんなで作ってい ただ くので、これを 言う
と長田さんに怒られるの ですけれども、いろいろな 方々に我々も時々説 明会、JISはこうやって作
るのですということ をや っているのですが、 どう してもメーカーの方だけ では思いつかない観 点
がございます。それがゆえ に、JISというの は作る人、使う人、関係者というこ とが入ってくるの
で、時間がかかるという のは、そういった方 々に も気軽に入っていた だけ るようなプラットフ ォ
ームを作っていけば、JISというのは公の場で 議論 するので、なかなかそうい った場に人数が足り
ないという人材の観 点も ございますので、我 々と してはそういった観 点で も検討していきたい と
思います。指摘され て返 すようで大変申し訳ない のですが、消費者委 員会あるいは消費者団体 の
方々の御協力も賜れ れば と考えております。
レ ン タ ル 関 係 は な か な か 難 し ゅ う ご ざ い ま し て 、 た だ 、 一 つ あ る の は 福 祉 用 具 、 JISも 30、 40
作っているのですけ れど も、あれは保険制度があっ て、JISに合致していると保険の対象になって
くると、インセンテ ィブ が働くのです。それ は標 準化以外の取組にな るの ですが、そういった 取
組と併せてやると効 果が 出るかなと思ってお りま す。
○蟹瀬委員

あと、保育園 のベビーちゃんが寝 てい るベビーベッドです ね。あれがやはりJIS規格

があって、全国のベ ビー ベッドがそれになっ てい くと量が流れていき ます ので、赤ちゃんの安 全
性というものから一 般の 方が気が付いてくる と思 いますので、ぜひそ の辺 りもよろしくお願い し
ます。
○河上委員長

ほか にい かがでしょうか。
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樋口委員、お願い しま す。
○樋口委員

今回お 話し頂いたことと直接関 係の ないことなのですが 、も し御存じでしたら教 え

ていただきたいので す。JISはZ8050という番号 にな っていますが、ISOのほう は実はランダムに番
号が決まっていると いう ことなのですね。た また ま調べたら、例えば26000とか20400とか、いろ
いろ出ていますけれ ども 、番号がランダムで 非常 に分かりにくいよう な気 がするのです。今回の
JISのZ8050というの はル ールがおありなのか どう か。
私の希望としては、ISOのほうはランダムで、国際 機関なので働きかけ をし ていただくことがい
いのではないかと思 うの ですが、JISについては、もしそこに何か法則 性が あるのであれば。とい
うのは、資料を拝見 して いると、例えばライ ター とか子供服のひもと か、 それぞれ番号がつい て
いるわけですが、こ れら が体系的に、例えば お子 さんだったら何番を 見れ ばその関係のものが 見
られるとか、そういう仕 組 みがあるといいなと。少 な くとも、ISOについて私 が 調べた範囲ですけ
れども、どうもそこまでの法則性がないという のが事務局の見解のようだっ たので、JISはどのよ
うな感じなのですか 。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長
○樋口委員

事務局はどこの事務 局で すか。

ISOの事 務局 ですね。それは正しいかど うか分かりませんが、その 辺りについてはど

ういう状況になって いる か教えていただけれ ばと 思います。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

ISOのほうはランダム で時 系列です。１番か ら順

番につけております。で き上がった順から作っ てお ります。ただし、ISOも国 際標準化を売る機関
なので、ISO9000とか、売 れそうな使えそうな 規格 は、前もって分かりやすい番号、9000とか14000
とか、前もっ て予約する 。これは本当のことで す。26000とか、覚 えやすいで はないですか 。それ
が例えば32586と言う とぴ っと切れたりするの で、法則性としては、基本的には 時系列ということ
がございます。ただ し、それ以外にもあって 、１から順番につけてい って 、今は20,000幾らあ る
のですけれども、例えば欧 州との整合関係では一挙 に50000台に飛ぶとか、そ ういった法則性がご
ざいます。
JISについて、樋 口委員 がどういう体系でや って いるのかというと、まずJISの場合には部門記
号Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと いうものがございま して 、分かりづらいとい えば分かりづらいのですけ
れども、Ａというの は建 築、ここで書いてい るＬというのは繊維、こ れもアルファベットを順 番
につけているので、 因果 関係はないのですが 、Ｓ というのは消費者関 係、 Ｚというのは共通、 全
ての機関に共通する とい うことです。今回の 子供 の安全については全 ての 規格に共通するので 、
Ｚ部分というのは共 通部 分ということでつけ てお ります。ただ、我々もISO9000とか、国際的に著
名な規格数について は、な るべく同じ番号にし てい る。ただ、先ほど申し上げ ました、JISは１ 万
800ございまして、なおか つ、今まで廃止した もの を加えると何万とい う規 格を作っているので 、
要は昔の番号を使え ない のです。それがある ので 、法則性はあるけれ ども 、制限があるという の
は、空いている番号 でや る。
ただ、我々も一応考え ておりまして、11ペ ージを御覧になっていた だき たいのですけれども 、
子供のひもはJIS L4129、クイズではないので すが 、4129、ヨイフクというこ とで、一応我々も語
22

呂合わせというか、これも 真面目にやっている ので すけれども、そうい った工 夫はしております。
例えばホームページなど の標準化だと、X8341、人 にヤサシイとか 、そういっ た形で、なるべ く覚
えてもらえるような 努力 はしております。
○樋口委員

よく分 かりました。少しでも消 費者 の方にも分かってい ただ けるような形で工夫し

ていただければと思 いま す。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長
○河上委員長

分かりました。あり がと うございます。

電話 番号 のようにいい番号を 買っ てとか、そういう話 より も、むしろ図書の分 類

記号のように、ある 意味 では客観的な分類を して 、この項目について はこ うなっているという よ
うに機能的整理した ほう がいいですね。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

それはございます。なっ ております。専門的 な

のであえて説明しな かっ たのですが、分野別 がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄとなっ てお りまして、例えば番 号
でＡの0から1000は共 通試 験方法とか、何千 番から何 千番は製品というの はマ トリックスになって、
我々としては基本的 にア トランダムにやるの ではなくて、そういった法則 性、マトリックスの 法
則性でやっておりま す。ただし、ISOと番号 を一致したほうがいいとい うこ とがございますので 、
その中で若干法則性とい うものがずれており ます が、我々としてはマ トリ ックス、ただし、１ 万
もあるので一目瞭然 で分 かるというのは難し いの で、それは我々の責 務と していろいろなとこ ろ
で普及していこうと は思 っています。一応考 えて やっております。
○河上委員長

考え てい ないとは思いません でし たけれども、ただ、やは り外からマトリック ス

が余り見えないと逆 に使いづらいのです。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

それは我々も、ひ たすら念 仏ではないけれども、

どんどん何番何番と いろ いろなところで普及 させ ていただくのが、一 番ベ ーシックですが効果 が
ある方法だと思って おり ます。
○河上委員長

ほか には いかがですか。

池本委員長代理、お願 いします。
○池本委員長代理

５ペ ージの制定手続に関 連し て御質問ですが、原 案作 成委員会で原案を作 成

し、それが提案され る、 あるいは委託事業で 成果 として提出されるという ことですが、そこで 生
産者、利用者、中立 者と なっています。そう いう 中で、例えば消費者 庁で 事故情報を集めてい た
りとか、国民生活セ ンタ ーでトラブル・苦情 情報 を集めていたりとか 、そ ういうものが活用さ れ
るということが審議 の手 順の中であるのかど うか 。消費者庁の事故情 報を どう整理してどう活 用
するかということ自 体、 まだ消費者庁で議論 を重 ねているところなの で十 分活用できる窓口に な
っていないのかもし れな いのですが、その辺りは いかがでしょうか。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

事故情報は活用しており ます。端的に申せば 、

私も両方いたのでよ く知 っているのですけれ ども、病院用ベッドで、昔のJISは隙間を首が入らな
いようにしたつもりだっ たのですけれども、 我々 の想定以上にお年寄 りで 痩せた方の首が入っ て
窒息してしまうとい うこ とがあったので、そ れは 事故情報に基づいて 、我 々はこれ以下だった ら
まず入らないだろうとい ったようなことで活 用さ せていただいた。
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それ以外にも、釈迦に 説 法ですけれども、消費者 庁の事故情報ですが、分析 自 体はNITEeがやっ
ておりますので、NITEeの 分析結果を見て標準 で対 応できるところは標 準で 対応する。それ以外は、
当然ながら経産省の 原課とか他省庁にお願い して注意喚起などをやっ ておりますので、我々と し
ては可能な限りそういっ た事故情報というの は、言葉を選ばなければ標準 化のネタになるもの で
ございますので、そ こは 十分な連携を取っている つもりです。例えば 、こ の8050に関する国内 委
員会というものがあ るの ですが、当然その中 には 消費者庁も入ってい ただ いているし、いろい ろ
な関係団体も入って いるので、我々として は使える ものは何でも使うと いっ た方法でございます。
○河上委員長

よろ しい ですか。

つまらないことで すけ れども、この8050の 本体 の資料、これは著作 権上 という話で、机上の 配
付・回収資料にはなって おりますが、一般の配付 資料には入れており ませ ん。それで、一つ伺 い
たいのですけれども 、これ は考えようによって は世 の中に知られること が非 常に望ましいもので、
実は我々もこの間か ら、 例えば子供向け広告につ いてセーブ・ザ・チ ルド レンが出している基 準
だとか、いろいろな子供 向けのものについて のガ イドライン等々につ いて 、これは普及させな く
てはいけないと思う よう なものがたくさんあ った のです。先ほどから ぱら ぱらと拝見している と
非常によく考えられ た内 容で、しかも、例え ば子 供の体であるとか精 神的 な発達状態などに応 じ
て何をしなくてはい けな いかということを非 常に 細かく検討された形 跡が あって、これが世の 中
でみんなの共有財産 にな ると本当にいいなと 思っ たのです。性格から考え てみると、こうした も
のはある意味では公 共財 に近いので、その意 味で は、これをもう少し みん なが自由に参照・利 用
できるような形にで きな いものかということ を拝 見していて思ったの です。それは難しいので す
か。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

端的に申せば、こ の著作権 というのはISOも関係

していまして、標準 とい うのは公共財だけれ ども 、公共財と著作権のある なしは全く別なので、
我々としては私ども のホ ームページでは皆さ ん閲 覧できることになっ てい ます。
○河上委員長

経済 産業 省のホームページか ら見 ることができるので すか 。

○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

厳密に言うと、経済 産業 省ではなくて日本工 業

標準調査会、JISCの 独自 のホームページに載 って おりまして「jisc.go.jp」でやると、日本工 業
標準調査会のホーム ペー ジが出て、そこにJIS検索 というものがあって 、JIS番号とかキーワード
検索をすれば、印刷 はで きませんけれども、御覧 になっていただけま す。
○河上委員長

見る だけ ですか。

○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

はい。

これはなかなか難 しい ところがあって、ISO、IECというのは国際的 機関で ございまして、これ
は民間の機関です。 海外 の主要機関も民間機 関です。民間機関はどう やっ て標準を作っている の
かというと、要はこ れを売っていい規格をた くさ ん作って、これを売 って その収入でまたいい規
格を作るということ なの で、まず、公共財だ けれ ども、これが皆さん にた だで手に入るように な
ってくると、日本の場合 は国がやっているの でホ ームページに載せま すけ れども、プリントア ウ
トできないのは国際 的に そういった取決めが ある ので、日本以外のISOのメ ンバーボディー、アメ
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リカとイギリス、彼 らの 規格は買わなければ 見ら れないといった仕組 みに なっております。そ う
いった関係があるの で、 我々としても言葉を 選ば ずに言えば、痛しか ゆしのところがある。
これは引用してい ただ くのは自由なのです 。例 えばいろいろな本な どで これを引用するという
のは、私どもと日本規格 協会に一言おっしゃ って いだたければ、そこ は自 由にできます。
○河上委員長

フル には だめでしょう。

○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

フルには難しいです ね。

ここはどういう委 員会 か知りませんけれど も、これは幾らでも議論 しま すが。
○河上委員長
○樋口委員

樋口 委員 、お願いします。
課長の お立 場ではなかなかこれ は大 変な話でして、ISO26000という社会的責任の ガ

イダンスができたと きに 、これも同じ考え方で、 社会的責任のガイダ ンス なので当然これが世 界
のあらゆる組織のソ フト ローですから、これを普 及 しなければいけない。と こ ろが、このISOの本
部では、この原則は 絶対 に崩せないと。ISOの本部 のルールは、ページ数に よって値段が決まる 。
そうすると、26000はかな り厚いので１万円を 超え てしまうという話が あり まして、日本の検討委
員会あるいは規格協 会も 大変苦労されて、た しか今 、4,000円台ぐらい で買う ことができるのです。
また、それをJISにし まし たのでJISとして参照 する ことはできるのです。
広く知っていただ かな ければいけないもの なの だけれども、今、国 際的 には有料であるとい う
ルールが確立したル ール になってしまってい まして、ある意味、非常 にお かしいのですが、藤 代
さんが国際標準課長です から、ぜひ日本から 働き かけてほしいし、既 にISO26000のときには日本
はかなり強くそうい うこ とについては議論し てや った経緯はあるので すけれども、結果として は
日本では安く売る、皆さ んが手に入る程度の 価格 にするというところ が妥 協点だったというこ と
が実情だと思います 。非 常に矛盾は感じてお りま すけれども、現実は その ような感じです。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

ありがとうございま す。

実際ISOで、例え ばISO9000とかISO14000、ISOの そのままの規格を買 うと １万2,000円から１ 万
3,000円するのです。規格 というのは知的財産 の固 まりなので、当然ながらそ のぐらいするのです
けれども、日本にお いて は、先ほど樋口さん がお っしゃったように、 ぎり ぎりのところで皆さ ん
に使っていただこう ということで、翻訳など莫大 な人件費がかかって いる のですけれども、日 本
のJISを買うと4,000円で 済むといったような こと で、我々もなるべく 可能 な範囲内でぎりぎりの
努力はしております。
○河上委員長

でも 、他 方で、この規格に関 して 、日本の法律の中で 引用 してそれに従うこと を

義務づけているよう なと きは、まさに政令やガイ ドラインなどと全く同じ 役割を果たすわけで す
ね。それを考えたと きに 邦語で公示をされて いな いというのは、ガイ ドラ インとしては欠陥だ と
思いますけどね。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

この場が適当ではな いの で反論はしませんけ れ

ども、そこは十分な 議論 の余地があると思い ます 。そこはイエスとは 言い ません。十分な議論 が
ありますので、こう いっ た場でそういったこ とを議論されるのであれ ば、 我々も隠すことなく 議
論しますけれども。
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○河上委員長

いつ か十 分やりたいと思いま す。

○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

消費者委員会でそう いっ たことをおっしゃら れ

ても、我々としては 、こ の場で幾らでも議論 でき ますけれども、関係 のな い方、関心のない方は
大変なのでしょうが、指 摘 自体は重要だと思っ てい ます。ただ、その矛盾も120％理解しておりま
す。
○河上委員長

分か りま した。時間を使わせ てし まって申し訳ござい ませ んでした。せっかく の

優れた指針が、有料 であ るがために普及しな いの は、もったいないと 思っ たものですから。
このJIS Z8050は 子供の 安全を確保するため にISOと整合性の取れた国 際一 致規格ということで 、
画期的なことであろ うと は思います。ただ、御説 明の中にもあったと おり 、これは安全上の考 慮
事項や子供の安全環 境への配慮等を取り入れ た規 格作成のための指針 とい うことであって、ま だ
まだ抽象度は高いも のに なっているという感 じが いたします。
今後、製品横断的 な規 格などへ落とし込み がな されるのではないか と思 いますけれども、こ れ
はまた経済産業省に おか れて、個別の製品等にも 適用できる規格の制 定に 向けて、引き続き子 供
の安全性に配慮した 製品 づくりが促進される よう に、ぜひ取り組んで いた だければと思います 。
今日はお忙しいと ころ 審議に御協力頂きま して 、誠にありがとうご ざい ました。
○経済産業省藤代産 業技 術環境局国際標準課 長

いろいろと申し上げ て恐 縮でございます。ま た

機会があればお呼び頂け ればと思います。
ありがとうござい まし た。
（経済産業省退席）

≪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 、日 程が決まり次第、委 員会ホームページを通じ て

お知らせさせていた だき ます。
なお、この後委員間打 合せがございますの で、 委員の皆様は、委員 室ま でお集まりください 。
また、先ほどお話 があり ましたように、こち らのJISの本体につきまして は、恐縮ですけれども、
回収いたしますので 、そ のまま机に置いてい ただ ければと思います。
以上です。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところお 集ま りいただきまして、どう もありがとうござい まし た。
時間としては、３時15分を目途に委員会室 にお 集まりください。
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