消費者教育に役立つ

消費者法ガイド
2 0 22年4月1日から 18歳で 成年 にな りま す
民法における成年年齢とは、完全な行為能力を有し、自らの判断（本人の意思）で、
単独で有効な契約を結ぶことなどができる年齢をいいます。

成年になったら単独でできること
高額の商品を購入することができる

クレジットカードを
つくることができる

家を借りる（買う）
ことができる

旅行の契約を
することができる

ローンを組む
ことができる
結婚ができる

本ガイドに出てくる法律用語（本編において＊印で示しています）
1 錯
2
3
4
5
6

誤 書き間違いや勘違いなどの理由で本心とは異なる意思表示をし、かつその勘違いなど
に意思表示をした本人が気づいていないこと
誤 認 誤って認識すること
困 惑 困りとまどい、どうしていいかわからなくなるような精神的に自由な判断ができない
状況のこと
重過失 簡単に気づけたにもかかわらず、気づけなかったような重大な落ち度のこと
故 意 知っておきながらあえてすること
威 迫 脅迫に至らない程度の、人を不安にさせるような行為のこと

【もくじ】
消費者法ガイドの作成にあたって ‥‥２

6

電気通信事業法 ‥‥‥‥‥ 13

1

民法

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３

7

個人情報保護法 ‥‥‥‥‥ 13

2

消費者契約法 ‥‥‥‥‥‥‥５

8

知的財産基本法 ‥‥‥‥‥ 14

3

特定商取引法 ‥‥‥‥‥‥‥７

9

消費生活用製品安全法 ‥‥ 14

4

景品表示法

‥‥‥‥‥‥‥ 10

ＰＬ法（製造物責任法） ‥‥ 15

5

割賦販売法

‥‥‥‥‥‥‥ 11

消費者教育推進法

参考 資金決済法 ‥‥‥‥‥‥‥ 12

‥‥‥‥ 16

※法律名は略称で記載しています

1

― 消 費 者 法ガイドの 作 成にあたってー

私たちの日々の生活はさまざまな「契約」により成り立っています。契約は契約書を取り交わしていな
くても口約束だけで成立してしまうこともあります。また、契約をめぐってさまざまな場面でトラブルが
発生しています。
私たち消費者が安全で安心な消費生活を送ることができるようにするためには、
・安全が確保されること
・必要な情報を知ることができること
・意見が反映されること

・適切な選択を行うことができること
・消費者教育を受けられること
・被害の救済が受けられること

等が重要であり、消費者基本法では、「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」が基本理念となっ
ています。
2022年4月1日に改正民法が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられると、若者の消費者
トラブルの「防波堤」であった18歳、19歳の「未成年者取消権」がなくなるため、消費者トラブルの増
加が懸念されています。
消費者安全法では、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するために、都道府県及
び市町村による消費生活相談や苦情処理のあっせんの事務の実施について定められており、都道府県に消
費生活センターの設置が義務づけられています。
大阪府消費生活センターでは、消費生活相談や苦情処理のあっせんだけでなく、消費者教育や啓発、関
係法令に基づく事業者指導などを行っています。
本ガイドが高等学校等における消費者教育推進の一助になれば幸いです。

契約って？？

契約と約束の違い
約束とは、当事者が将来のことを決めておくことです。約束をすると、当事者はそれを守る必要がありま
す。約束が実行されないときに、法的な手段によって強制されるものが契約です。つまり、契約は法律的な
拘束力を伴う約束のことです。

成立

売ります

買います

契約の成立
契約は、一方の「申込み」と相手方の「承諾」という行為（意思表示）により、お
互いの意思が合致（合意）することで成立します。契約は、口約束でも成立します。
いったん契約が成立すると、お互いに権利と義務が発生し、それを守らなければな
らず、基本的には、一方の都合だけで勝手に契約をやめることはできません。

契約自由の原則
契約は、契約しようとする当事者の自由な意思によって行われます。契約を結ぶかどうか（契約締結の自
由）、誰と契約するか（相手方選択の自由）、どのような内容で契約するか（内容決定の自由）、どのような
方式で契約するか（契約方式の自由）、この4つの自由を「契約自由の原則」といいます。

知っトク！ 民法・消費者契約法・特定商取引法の関係
消費者問題を解決するときは、下図のように、まず特別法である特定商取引法やその他の特
別法などで解決をすることができないかを考えます。次いで、消費者契約法、一般法である民
法の順で解決を図ります。
特別法

特定商取引法

その他
特別法

消費者契約法
一般法
2

民

法

特別法：特定の人・場所・事柄に適用される法律。「特
定商取引法」や「割賦販売法」などの特別な事柄
についてのルールを定めた法律は特別法

一般法：人・場所・事柄を特定せずに適用される法律。
「民法」は、取引などに関わる基本的なルール
を定める一般法

【契約の流れ】
買います

売ります
意 思の合 致

契約が無効になる場合
・意思能力を有していない者
・公序良俗に反する
（公の秩序または善
良の風俗に反する）
・強行規定に反する
（当事者の合意に優
先して適用される条項に反する）
・錯誤＊1
（いわゆる勘違い）

契約の成 立

有効な
契約

意思の合致がない

契約を取り消すことができる場合
・制限行為能力者
（未成年者、成年被
後見人など）
・詐欺、強迫
・不実告知、断定的判断の提供など
取消しができる契約
（別途記載P5）

完全履行

契約がクーリング・
オフできる場合
（別途記載Ｐ8）

債務不履行

（契約どおりに
履行する）

履行請求

（すぐにわからない
欠陥）

履行不能
催告

履 行しない
任意履行
・強 制 履 行

契約条項が無効に
なる場合
・事業者の損害賠償責
任を免除する条項
など
（別途記載P6）

瑕疵担保責任

（契約どおりに
履行しない）

履行遅滞

契 約の不 成 立

目的 達 成できる
目的 達 成
できない

損害
賠償
請求

契 約 解 除（法定解除※）
・損 害 賠 償 請 求
約定解除※

契約目的達 成

損害賠償請求

合意解除※

※法定解除：法律の規定により発生する解除権。債務不履行や瑕疵担保責任による解除などがある
※約定解除：契約条項の中に一定条件の下で解除できる旨を定めておき、それに基づき解除すること
※合意解除：両当事者の合意により契約の効力を消滅させること

1 民法
契約をやめたいとき

契約は自由にできますが、いったん成立した契約はお互いに守らなければならず、基本的には、一

方の都合だけで契約をやめることはできません。しかし、法律に基づき、契約の無効や取消しを主張
することができます。
無

効：一定の事情がある場合、最初から契約の効力が生じないこと

取消し：有効に成立した契約でも、一定の事情がある場合、取消しの意思表示をすることによって、
最初にさかのぼって効力を失うこと

3

契約を守らないとき

債務不履行（契約の相手方が正当な理由なく契約の内容を守らないこと）があった場合に、それに

より損害が生じたときは、損害の賠償を請求することができ、また、契約を解除して、契約の効力を
失わせることができます。

事 例
例）Ａが友人Ｂにお金を貸し、１か月後に利息をつけて返済してもらう約束をした。
・友人Ｂが１か月後にお金を返済しなかったら？
⇒Ａは「約束を守ってください。約束どおりお金を返済してください」
と請求できる
・それでも友人Ｂがお金を返済しない場合は？
⇒Ａは「約束どおりお金を返済してください」と裁判を起こすことができる

¥

契約の目的物に隠れた欠陥があるとき

隠れた欠陥があることで損害が生じたときは、損害の賠償を請求することができ、また、そのこと

により契約の目的が達成できないときに、契約を解除して、契約の効力を失わせることができます。

未成年者の契約

民法では、未成年者（成年に達していない者）が契約する場合は、親権者等の法定代理人の同意を

得る必要があります。未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、未成年者本人や法定代理
人は取り消すことができます。

未成年者契約の取消しの効果
未成年者が商品等を購入する契約をし、その契約が取り消されると、未成年者が代金を支払う義務
はなくなり、既に支払ったお金がある場合は返金を請求できます。商品等を受け取っている場合は現
状のまま返品します。

未成年者契約の取消しができない場合
・法定代理人の同意を得て行った契約
・未成年者が契約の際に「成年である」、
「法定代理人の同意を得ている」と嘘をついた場合
・小遣いや仕送りなどの範囲内で行った契約
・営業をしている未成年者が、その営業に関して行った契約
・未成年のときに契約し、その後、成年に達してから商品やサービスを受けたり、代金を支払ったり
した場合

など

202 2 年 4月1日から「18歳で成 年」になります！
改正民法が施行されると、18 歳で法定代理人の同意なく契約をすることができるようになりま
す（ただし、喫煙や飲酒、ギャンブル（競馬、競輪等）
は他の法律により規制されており、これまでど
おり 20 歳未満は禁止されています）。

⇒18 歳で成年になると、未成年者契約の取消しをすることができなくなります。18 歳、19 歳
の積極的な社会参加が求められると同時に、
責任ある行動が求められます。
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2 消費者契約法
消費者と事業者との間で締結される契約を消費者契約といいます。消費者契約法は、消費者と事業
者との間に情報の質・量や交渉力に大きな格差があることから、不当な勧誘や契約条項から消費者を
守るための法律です。消費者と事業者が締結した契約を「消費者契約」といい、労働契約を除くす
べての消費者契約に消費者契約法が適用されます。

契約の取消しができる場合

事業者の不当な勧誘により、誤認＊２や困惑＊３したり、つけ込まれたりして契約した場合、消費者
は契約を取り消すことができます。取消権を行使できる期間は、誤認＊２に気づいたり、困惑＊3状態
から脱した時から1年間、最長で契約締結から5年間です。

誤認して契約した場合
不実告知

断定的判断の提供

購入時に事故車でないと説 「これから株価が上がるの
明され中古車を買ったが実 で、絶対に儲かります」と、
は事故車だったなどのよう 将来における変動が確実で
に、契約内容
ないものを確実であると誤
の重要事項に
認＊２させられ契約した。
事故車
ついて事実と
儲かり
違うことを告
ます！
げられた。

不利益事実の不告知

家の前にビルの建設予定
があり、日当たりが悪く
なることを不動産業者に
教えてもらえず、家を購
入してしまったなど、不
利益となる事実を故意＊5
ま た は 重 過 失＊４※に よ
り知らされなかった。

※ 2019年6月15日より取消しできる範囲が拡大され、
「重過失＊４」が追加

困惑して契約した場合
不退去

加齢等による判断力の低下
帰ってほしいと意思表示し
・不安をあおる告知 ・恋愛感情等に乗じ の不当な利用※
たのに帰ってくれない。

退去妨害

帰らせてほしいと意思表示
したのに帰らせてもらえな
い。

社会生活上の経験不足の不当な利用※
就活中の学生の不
安を知りつつ、
「就
職するには、
このセ
ミナーの受講が必
要」
と勧誘された。

霊感等による知見を用いた告知※

た人間関係の濫用
恋愛感情を知りつ
つ、
「 契約してくれ
ないと、恋人関係を
やめる」
と勧誘され
た。

認知症により判断力が著しく
低下して不安に思っているこ
とを知りながら、
「この健康食
品を飲まなけれ
ば、今 の 健 康 は
維 持 で き な い」
と、勧誘された。

契約締結前に債務の内容を実施等※

「私には霊が見える。この数珠を ・蛇口の調子が悪い
買えば、あなたに憑いている悪霊
の で 点 検して も
を取り払うこ
らったところ、承諾
とが で きる」
していないのに浄
と、勧誘され
水 器 を 設 置 さ れ、
た。
代金を請求された。

・無料だと思い、不要な家
電 の 引 取りを 要 請した
が、有料だったために断っ
た。しかし、引取りに来る
のに経費がかかっている
と事業者から言われた。

経費が
かかった！

※ 2019年6月15日より施行

つけ込まれて契約した場合
過量な内容

消費者にとって通常必要な量を著しく超える健康食品であることを、
事業者が知りながら勧誘され、契約した。
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契約条項が無効となる場合

契約に、消費者の利益を不当に害する条項が規定されている場合、その契約条項は無効となり、効

力をもちません。
・事業者の損害賠償責任を免除する条項
例）当ジムは、会員の施設利用に際し生じた傷害、盗難等の人的・物的ないかなる事故につい
ても一切責任を負いません。
・消費者の解除権を放棄させる条項

例）販売した商品については、いかなる理由があっても、ご契約後のキャンセル・返品はでき
ません。

・消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等
例）合格者は所定の期限までに手続を完了しなければ入学資格を失います。いったん納付され
た学生納付金（入学金や授業料）は、いかなる事情があっても返金しません。
・消費者の利益を一方的に害する条項
例）お届けした掃除機に同封した健康食品（サンプル）について、不要である旨のご連絡がな
い限り、継続的にご購入いただいたものとします。

知っトク！ 消費者団体訴訟制度
消費者トラブルが発生した場合、消費生
消費者
活センターなどに相談して解決を図るだけ
（いやや！）番（局番なし）
ホットライン
でなく、事業者の不当な行為自体を抑止す
お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します
る制度として、消費者団体訴訟制度があり
ます。
この制度は、事業者の不当行為自体を抑止するだけでなく、消費者全体の利益擁護のため、
内閣総理大臣が認定した消費者団体に、事業者の不当な行為の差止請求（適格消費者団体）や
不当な事業者に対して被害の集団的な回復を求める（特定適格消費者団体）権限を付与する制
度です。差止請求は消費者契約法のほかに、特定商取引法、景品表示法、食品表示法に違反す

☎188

る不当な行為についても対象となります。

「不当な契約条項」、
「不当な表示」などの事業者の不
差止請求： 適格消費者団体が「不当な勧誘」、
当な行為をやめるように求めることができる制度

【差止請求の対象例】
不実告知などの不当な勧誘
（事実でないことを言う）

キャンセルできない等と
記載した不当な契約条項

実際より優れた内容で
あるかのような不当な表示

被害回復： 事業者の不当な行為により多数の消費者に共通して生じた財産的被害について、特定適
格消費者団体が訴訟を通じて集団的な被害の回復を求めることができる制度

【被害回復の対象例】
詐欺的な未公開株取引
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マンションの耐震偽装

中途解約しても返金
されない英会話教室

3 特定商取引法（特定商取引に関する法律）
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、クーリング・
オフ（P8）などトラブル解決のための「民事ルール」や、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締ま
るための「行為規制」を定めています。
行為規制に違反した場合には、事業者に対して業務を改善するように指導するほか、必要に応じて
業務の停止を命令します。

対象となる取引類型
取引類型

内

容

店舗以外の場所で行う商品やサービスの契約（ＳＦ商法、キャッチセールス、アポイントメン

訪問販売

トセールスなどを含む）

通信販売

電話やインターネット等の通信手段により申し込む商品やサービスの契約

電話勧誘販売
連鎖販売取引
特定継続的
役務提供
業務提供
誘引販売取引

事業者が電話をかけ、その電話で勧誘を受けた商品やサービスの契約
個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させるかたちで販売組織
を連鎖的に拡大して行う商品やサービスの取引（マルチ商法）
継続的にサービスを提供する契約で、政令で定める契約期間や金額を超える7つの役務契約
（エステティックサービス・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相
手紹介サービス）
仕事を提供するので収入を得られると誘引し、そのために必要だからと商品やサービスを販
売し、金銭負担をさせる取引（内職商法・サイドビジネス商法）
店舗以外の場所で行う売買契約で、売主が消費者、買主が事業者の取引（除外品あり）

訪問購入
ネガティブ・
オプション

商品を一方的に送り付け、消費者が勘違いして代金を支払うことを狙った商法。商品到着後
14日間（もしくは、販売業者に引取りを請求後７日間）が経過すると、商品は自由に処分で
きる（送り付け商法）

【消費者を守るルール】
（民事ルール）
取引類型

クーリング・オフ期間

取消権

中途解約権

訪問販売

8日間

〇

×

通信販売

×

×

×

電話勧誘販売

8日間

〇

×

連鎖販売取引

20日間

〇

〇

8日間

〇

〇

20日間

〇

×

8日間

×

×

特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引
訪問購入
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１．クーリング・オフ制度
①クーリング・オフ制度とは
一定の取引において消費者が契約をした場合に、冷静に考え直すことができるよう、一定期間
内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

事 例
・３日前、ＳＮＳで知り合った人に「宝石のデザインの仕事をしているから自分の
職場を見てほしい」と誘われ、事務所に連れて行かれた。そこで、「私がデザイ
ンした宝石をぜひ買ってほしい」と勧誘され、断り切れずクレジットで契約をし
たが、高額なので解約したい。
⇒ アポイントメントセールス（訪問販売）にあたり、クーリング・オフできる。
・「在宅でホームページを作成する仕事をしませんか。教材を購入して学習し、
当社の検定に合格すれば、仕事を紹介します」と電話があり、契約した。後日
届いた契約書や資料には仕事のことは書かれておらず、本当に仕事を紹介して
くれるか心配だ。契約して10日経つが、解約したい。
⇒内職商法（業務提供誘引販売取引）にあたり、クーリング・オフできる。
②クーリング・オフできる取引とその理由

クーリング・オフ
が認められる理由

取引類型

訪問販売（SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む） 消費者が自ら希望しないの
に、不意打ち的に勧誘を受
電話勧誘販売
けるため
訪問購入（訪問買取）
連鎖販売取引（マルチ商法やネットワークビジネス）
ビジネスに不慣れな消費者
が勧誘を受けるため
業務提供誘引販売取引（内職商法、サイドビジネス商法）
特定継続的役務提供（エステティックサービス・美容医療・語学教
室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス）

実際に役務の提供を受けて
みなければ内容がわからな
い長期的契約のため

③クーリング・オフできない取引
通信販売はクーリング・オフできません！
・店舗での購入
・広告内に返品特約の記載がある場合
（例：
「商品到着
・3,000 円未満の現金での取引
後、
５日以内であれば返品可」
、
「未開封に限り、返品
・自動車販売
可」
「
、返品不可」
など）
、それに従う
・開封した消耗品（化粧品、健康食品など）
・通信販売
・広告内に返品特約の記載がない場合、商品が届い
てから８日以内は、送料消費者負担で返品可

④クーリング・オフの効果
・クーリング・オフの書面を発信した時点で効力が発生（発信主義）
・契約を無条件で解除することができる
・商品は事業者負担で返品し、支払ったお金があれば、返してもらえる
・商品を使用したり、工事が完了したりしていても代金を支払う必要はない
・訪問購入の場合は売ったものを返してもらえる
（なお、訪問購入の場合は、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒むことができる）
⑤クーリング・オフの方法
・ハガキに必要事項を記入 ⇒ 必ず両面のコピーを取る ⇒ 特定記録郵便で発送
・クレジットを利用した場合は、販売業者とクレジット業者に同時に通知する
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２．取消権
勧誘のとき、事業者が事実と違う説明をしたり、事業者が商品について重要なことを言わな
かったりしたために消費者が誤って契約をした場合は、契約を取り消すことができます。取消
権を行使できる期間は、誤認＊２に気づいたときから1年間、最長で契約締結から5年間です。

３．中途解約権
連鎖販売取引や特定継続的役務提供の契約をしている場合は、中途解約をすることができ
ます。

事 例
・先輩から誘われたセミナーで「商品を購入して会員になり、さらに
会員を紹介すると奨励金がもらえる組織に入会しないか」と勧誘さ
れて商品を購入し、入会した。しかし、思うように勧誘ができず、
２か月が経った。借金と在庫を抱えてしまい、解約したい。
⇒マルチ商法（連鎖販売取引）にあたり、中途解約できる。購入
した在庫商品を返品し、購入価格の90％相当額の返金を受ける
ことができる。
・２か月で10万円のエステに通ったがあまり効果がないのでやめたい。でも、クーリング・オ
フ期間は過ぎている。
⇒特定継続的役務提供にあたり、支払い金額のうち、まだ施術を受けていない部分は、返
金を請求することができる（中途解約）。

対象となる取引類型

連鎖販売取引

特定継続的役務提供

対象となる場合

商品販売契約

クーリング・オフ期間経過後は、残
りの契約について解約が可能

一定の条件を満たせば商品販売契
約の解除（中途解約に伴う商品の
返品）が可能。ただし、一定の違
約金が必要な場合あり

クーリング・オフ期間経過後は、残
りの契約について解約が可能
（一定の違約金が必要な場合あり）

特定継続的役務提供契約の解除と
同時に、関連商品販売契約の解除
が可能

４．過量販売解除権
訪問販売および電話勧誘販売で、通常必要とされる量を著しく超

える商品等を購入する契約をした場合、契約後１年間は契約を解除
できます。

知っトク！ クーリング・オフ妨害にあったら？
事業者が消費者に「クーリング・オフできない」と嘘をついたり、
「クーリング・オフすると大変な
ことになる」などと脅したりしてクーリング・オフの行使を妨害したことで、消費者が誤認＊２または

困惑＊３してクーリング・オフをしなかったときは、消費者の申出により事業者は改めてクーリング・
オフができる旨を記載した書面を交付し、消費者に対してその旨を口頭で説明する必要がありま
す。書面が再交付された日から８日間が経過するまで、クーリング・オフ期間は延長されます。お
かしいなと思ったとき、不安なときは、消費者ホットライン188（いやや！）に電話してください。
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【事業者が守るべきおもなルール】
（行為規制）
以下の規制を守らない場合、違反事業者は業務停止命令等の行政処分や罰則の対象になります。
①事業者名等の明示義務（通信販売、特定継続的役務提供を除く）
勧誘開始前に、事業者名や勧誘目的であること等を消費者に告げることを義務付け
②不当な勧誘行為の禁止（通信販売を除く）
価格・支払条件等についての不実告知（虚偽説明）または故意＊５の不告知、威迫＊６・困惑＊３
を伴う勧誘行為を禁止
③書面交付義務（通信販売を除く）※前払い式通信販売には、承諾通知義務あり
契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを義務付け
④広告規制（訪問販売、電話勧誘販売を除く。特定継続的役務提供は虚偽・誇大広告の禁止のみ）
広告をする際、重要事項を表示することを義務付け。虚偽・誇大な広告を禁止

4 景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）
景品表示法は、不当な表示や不当な景品から一般消費者の利益を保護するための法律です。対象は
食品を含むすべての商品やサービスで、表示については一般消費者に誤認＊２される不当な表示を禁
止し、景品については過大な景品類の提供を禁止しています。

表示とは

顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他
の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。
例）チラシ、パッケージ、ダイレクトメール、陳列、新聞、
特売！
テレビ、セールストーク 等

〈不当表示〉
優良誤認表示

有利誤認表示

その他誤認されるおそれのある表示

商品・サービスの品質、規格、
その他の内容についての不当
表示
例）
・牛肉のブランド
・中古自動車の走行距離
・予備校の合格実績広告
・LED電球の明るさ
等

商品・サービスの価格、その
他取引条件についての不当
表示
例）
・携帯電話の通信料金
・家電量販店の販売価格
・商品の内容量
・サービスの追加費用 等

一般消費者に誤認＊２されるおそれがあると
して、内閣総理大臣が指定する6つの不当
表示
・無果汁の清涼飲料水等
・商品の原産国
・消費者信用の融資費用
・不動産のおとり広告
・おとり広告
・有料老人ホーム

【事業者が守るべきおもなルール】
（行為規制）
以下の規制を守らない場合、違反事業者は措置命令や課徴金納付命令等の行政処分の対象になり
ます。

①優良誤認表示（商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際より著しく優良と誤認＊２
させるもの）
②有利誤認表示（商品やサービスの価格、その他取引条件について、実際より著しく有利と誤認＊２
させるもの）
③その他誤認＊２されるおそれのある表示（無果汁の清涼飲料水等、商品の原産国、おとり広告など）
④景品類の制限及び禁止
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5 割賦販売法
割賦販売法は、クレジット取引等を対象に、事業者が守るべきルールを定めた法律です。規制対象
となっているのは、「割賦販売」、「信用購入あっせん」などの取引ですが、「信用購入あっせん」
については、翌月一括（1回）払いは適用対象外となりますが、２か月を超える後払いであれば、1
回払いでも割賦販売法の適用対象となります。

１．割賦販売
販売業者が自社の商品・サービス等を分割払いで消費者に販売するもの（二者間契約）です。

２．信用購入あっせん
消費者が販売業者から購入する商品・サービス等の代金をクレジット業者が立て替えて販売
業者に支払い、消費者はクレジット業者に後払いするもの（三者間契約）です。クレジット業
者は消費者にクレジットカードを発行するかどうかや、立替払契約を結ぶかどうかなどを審査
します。

①包括信用購入あっせん
事前にクレジットカード等が発行され、消費者は商品・サービス等を購入する際に、クレ
ジットカードを提示することで後払いすることができます。

【支払い方法】
翌月一括（１回）払い

※割賦販売法の適用対象外

商品等を購入した翌月に一括して（１回で）支払うもの。カード取引で
もっとも多く利用されている。一般的に手数料は不要

ボーナス一 括 払 い

商品等を購入した翌ボーナス時期に一括して（１回で）支払うもの。一
般的に手数料は不要

分割払い

購入する商品ごとに支払い回数を決めて分割して支払うもの。支払い回
数に応じて手数料がかかる

リボルビン グ 払 い

カードを利用した（支払）残高に対して、毎月一定の額を支払うもの。
残高に対して手数料がかかる

2022年4月1日から、18歳でクレジットカードをもつことができるようになります
【クレジットカード利用時の注意点】

・クレジットカードは、カード会員本人以外は使用できない。
絶対に人に貸さない。暗証番号を教えない。

貸さない！

・クレジットカードを複数枚もつと、どのカードでいくら利用
したのかなど管理が難しくなり、支払い可能な範囲で利用し
ないと多重債務につながるおそれがある。

・クレジット利用控えは必ず保管し、支払い明細が届いたら、
間違いがないか照合する。

・クレジットカードを紛失したり、盗難にあったりした場合
は、すぐにクレジットカード会社と警察に届け出る。

・他人に頼まれても、絶対に名義貸しはしない。
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②個別信用購入あっせん
消費者は商品やサービス等を購入するたびにクレジット業者（個別信用購入あっせん業
者）の審査（信用調査）を受け、審査に通ると後払いすることができます。（例：スマート
フォン、携帯電話本体の分割払い）

【消費者を守るルール】
①特定商取引法により規制されている5類型（訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継
続的役務提供、業務提供誘引販売取引）に係る個別クレジット契約については、次のような規
定があります。
・一定の期間内であれば、個別クレジット契約のクーリング・オフができ、クレジット業者に
対してすでに支払ったお金を返還請求できる（既払金の返還請求）
・事実と違う説明などによる勧誘があった場合は、個別クレジット契約を取り消すことがで
き、クレジット業者に対して、すでに支払ったお金を返還請求できる（既払金の返還請求）
②特定商取引法により規制されている２類型（訪問販売、電話勧誘販売）に係る個別クレジット
契約については、次のような規定もあります。
・通常考えられない量の商品などを購入した場合は、個別クレジット契約を解除することがで
き、クレジット業者に対して、すでに支払ったお金を返還請求できる（既払金の返還請求）

知っトク！個別クレジット契約をクーリング・オフしたら？
個別クレジット契約がクーリング・オフされると、販売業者は立替金をクレジット業者に返
金し、消費者がクレジット業者に支払い済みの金銭は消費者に返金されます。

【事業者が守るべきおもなルール】
（行為規制）
事業者が下記の規制を守らない場合、違反事業者は業務停止命令等の行政処分や罰則の対象にな
ります。
規 制
割賦販売
取引条件の表示
〇
販売価格や支払期間、支払回数、手数料などを表示
開業登録制度
経済産業省に備える名簿に登録を受けた法人でなければ、業として
－
営んではいけない
加盟店の勧誘調査義務
販売業者の売買契約時の勧誘行為について調査の義務づけ

支払い能力の調査義務・過剰与信の禁止
支払い能力調査時の調査項目を具体的に定め、支払い能力を超える
与信を禁止
書面交付義務

参考

包括信用

個別信用

〇

〇

〇

〇

－

－

〇

－

〇

〇

〇

〇

〇

資金決済法（資金決済に関する法律）

資金決済法は、近年の情報通信技術の発達や利用者ニーズの多様化等の資金決済システムを
めぐる環境の変化に対応するためにできた法律です。2017 年 4 月に施行された改正資金決済
法では、
「前払式支払手段」
（商品券、磁気型や IC 型のプリペイドカード・電子マネー、サーバ型
電子マネーなど）等に加えて、
「仮想通貨交換業」
（仮想通貨と日本円や米ドルなどの法定通貨、仮
想通貨同士を交換するサービス）
も規制対象となり、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみ
が国内で事業を営むことができます。
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6 電気通信事業法
通信の秘密の保護や、利用の公平、重要通信の確保のほか、電気通信事業に係る規律、電気通信設
備等について規定する法律です。電気通信サービスについて、書面交付義務、適合性の原則、自動更
新時の事前通知など、消費者保護のルールが定められています。

初期契約解除制度

一定の範囲内の電気通信役務（光回線インターネットサービスや主な携帯電話サービスなど）につ

いて、契約書面を受け取った日から８日以内は、消費者の申出により契約を解除することができま
す。移動通信役務の場合で、役務の提供開始日の方が遅いときは、その提供開始日を初日とする8日
間になります。ただし、初期契約解除制度で解除できるのは電気通信役務のみで、移動通信役務と
一緒に契約したスマートフォンやタブレット端末等は解除できず、端末費用は支払わなければなり
ません。

確認措置による契約解除

主な移動通信役務のうち、総務大臣の認定を受けた役務については、初期契約解除制度に代えて確

認措置が適用されます。電波の状況が悪い、契約時に法令が守られなかったということがあれば、消
費者の申出により端末等を含めて契約を解除することができる場合もあり、端末費用を支払う必要は
ありません。

7 個人情報保護法
個人の権利、利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律で、すべての民間事業
者の個人情報の取扱いについて規定する法律です。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの（氏名、
生年月日、顔写真、個人識別符号など）です。

個人識別
符号

・身体の一部の特徴（ＤＮＡ、顔認証データ、指紋等）を電子計算機のために変
換した符号
・サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号（旅券番号、基礎
年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー等）

知っトク！ 個人情報を公開してはダメなの？

◯◯学
園

インターネットで公開した情報は、さまざまな人が閲覧する可能
性があります。公開している情報が断片的であっても、さまざまな
情報を組み合わせることで個人を特定することができる場合があ
り、迷惑メールや振り込め詐欺、ネットストーカーなどの犯罪に利
用される可能性もあります。民間事業者のみならず、私たち消費者
も、個人情報や個人の特定につながるような情報の発信は控えるな
ど、事前によく考えて行動する必要があります。
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8 知的財産基本法
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護す
るための制度です。知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造
物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識について
の権利」に大別されます。

知的創造物についての権利等（一部）
特許権
・
「発明」を保護
・出願から 20 年
（一部 25 年）

実用新案権
・物品の形状等の
考案を保護
・出願から 10 年

著作権
・美術、音楽、文芸、
プログラム等の精神的
作品を保護
・死後 50 年

営業上の標識についての権利等（一部）
商標権
・商品、サービスに使用する
マークを保護
・登録から 10 年（更新あり）

知っトク！ どこからが著作権法違反？
書店やコンビニなどで書籍や雑誌などの記事をスマホなどで撮影
し、情報を入手する行為は「デジタル万引き」などといわれていま
す。撮影行為は私的利用のためであれば著作権法違反にはなりません
が、他の法律に抵触するおそれがあります。また、このようにして入
手した撮影画像をインターネットで流したり、複製して販売したりす
る行為は、著作権法違反となります。

9 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害防止を
図るために特定製品の製造・輸入及び販売を規制するとともに、情報収集等の措置を講じている法
律です。

ＰＳＣマーク制度

消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国が定めた技術上の

基準に適合した旨のＰＳＣマークがないと販売できません。
特別特定製品以外の
特定製品

・家庭用圧力なべ及び圧力がま
・登山用ロープ
・石油給湯器
・石油ストーブ

特別特定製品

・乳幼児用ベッド
・浴槽用温水循環器

・乗車用ヘルメット
・石油ふろがま

・携帯用レーザー応用装置
・ライター
マークは経済産業省ＨＰより

製品事故情報報告制度

消費生活用製品により、死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭

素中毒事故や火災等の重要製品事故が発生した場合、事故製品の製造・輸入
事業者は、事故発生を知った日から10日以内に国に報告しなければなりま
せん。
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長期使用製品安全点検・表示制度
長期使用製品安全点検制度

長期使用製品安全表示制度

特定保守製品※の製造・輸入事業者は、製品に安全上支障
がなく使用することができる標準的な期間、点検期間、点検
の要請を容易にするための問合せ先を表示します。
一方、特定保守製品の所有者（消費者）は、製品の製造・
輸入事業者に対して、所有者情報を提供し、点検を受ける責
務があります。また、製品を使用する消費者自身も使用上の
注意事項を守り、被害回避に努める必要があります。

対象機器※の製造・輸入事業者
は製品に、設計上の標準使用期間
と経年劣化についての注意喚起を
表示します。

※対象機器：扇風機、エアコン、換
気扇、洗濯機（洗濯乾
燥機を除く）
、ブラウ
※特定保守製品：屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用、
ン管テレビ
ＬＰガ
ス用）、屋内式ガスふろがま（都市ガス用・Ｌ
Ｐガス用）、石油給湯器、石油ふろがま、密閉
燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気
食器洗機、浴室用電気乾燥機

10 ＰＬ法（製造物責任法）
ＰＬ法は、対象となる製造物の欠陥によって、生命、身体または財産に被害（拡大損害）を被った
ことを証明した場合に、被害者が製造事業者などに対して損害賠償を求めることができる法律です。
具体的には、製造事業者等が自ら製造、加工、輸入または一定の表示をし、引き渡した製造物の欠
陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって
生じた損害を賠償する責任があること（無過失責任）を定めています。

対象となる製造物とは

製造または加工された動産：自動車・いす・なべ・ライター・冷凍食品・ジュース等
（不動産、未加工の農林畜水産物、電気、ソフトウェア、サービス等は対象となりません）

欠陥とは

製造物が通常有するべき安全性を欠いていること（安全性に関わらないような製品上の不具合は該
当しません）

拡大損害あり
例）

PL法の適用あり

①欠陥の存在
②損害の発生
③欠陥と損害の因果関係
の立証で損害賠償請求ができる

製品事故発生！

拡大損害なし
PL法の適用なし

民法の不法行為・債務不履行・
瑕疵担保責任などで損害賠償請
求による解決を図る
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11 消費者教育推進法（消費者教育の推進に関する法律）
消費者教育推進法は、消費者の自立支援のために行われる、
「消費者教育」の目的や定義、基本理念
などが定められています。また、持続可能な社会の形成に参画する「消費者市民社会」についても規
定されています。
（定義）
第二条 この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費
生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性につい
て理解及び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ずる啓発活動をいう。
「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
２ この法律において、
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。

ＳＤＧｓと消費者市民社会
2016年から2030年までに国際社会の目指すべき姿として、
持続可能な社会の構築に向けて17の開発目標（SDGs※）を意
識し、消費者市民として行動することが求められています。
※SDGs：SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALSの略

消費者市民としての行動って！？

大阪府では、SDGｓの推進を図り、SDGｓ先進都市
をめざしています。
消費生活相談は、SDGｓに掲げる17のゴールのう
ち、
「12つくる責任つかう責任」のゴール達成に寄
与するものです。

消費についてよく考え、自らの消費行動が社会や経済、環境に影響を与えることを理解
し、行動することが大切です。
（例）
◇ エシカル消費
・環境に配慮した商品やフェアトレード商品を購入
・地産地消
・被災地の商品購入で復興支援 など
◇ 情報提供や消費生活相談窓口に相談

困ったときは一人で悩まずに 消費者ホットライン

☎ 188（いやや！）番（局番なし）

お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します

消費者教育に役立つ

消費者法ガイド
発
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