
生徒用教材に関連したより詳しい情報
〇高校生等の若年者と関連が深い事項をピックアップしています。

１）P.3 ��オンラインゲームをする、スマホを買う��
（オンラインゲームやスマートフォンの契約）

●�スマートフォンの契約の成立は、機器（スマートフォン）は販売店が承
諾をしたとき、通信契約は電話会社が承諾したとき、となります。複雑
な料金体系が分かりにくい、通信速度や通信エリアは実際に使用し
ないと分からないといった消費者からの声などを踏まえ、電気通信事
業法が改正されました（2016年5月施行）。

●�電気通信事業法改正により、契約内容（通信料金、解約条件、通
信に係る制限、事業者の連絡先、初期解除制度等）を記載した書
面の交付が義務付けられました。書面には、有料オプションや通信
料の割引などについて表形式で分かりやすく記載しなければなりま
せん。また、今回の法改正で新設された「初期契約解除制度」は、い
わゆるクーリング・オフに似た制度ですが、クーリング・オフと異なり訪
問販売や電話勧誘といった販売形態を問わない解除制度です。ま
た、スマートフォン等の機器の契約も併せて解除できる「確認措置」
が適用されるサービスも一部あります。さらに「いわゆる2年縛り」の
苦情が多いことから、契約を自動更新する際には、事前に電子メー
ル等により通知する義務が新たに盛り込まれました。契約する際、疑
問点があればしっかり確認しましょう。

●�オンラインゲームの契約も複雑です。ゲームの参加方法は複数あり
ますが、一般に、ゲーム会社及びプラットフォーム（ソフトウェアが動
作するための土台）の事業者と契約をすることになります。また、クレ
ジットカード情報を入力して支払った場合、カード会社とも契約してい
ることになります。

2）P.3 ��アパートを借りる（賃貸借契約）
●�アパートを借りる際、多くの場合、直接大家から借りず、仲介をする不
動産業者を通して契約します。したがって、不動産業者との仲介契
約と貸主（大家）との賃貸借契約、２つの契約をすることになります。

●仲介不動産業者との契約（仲介手数料について）� �
　��仲介手数料は、物件を紹介してもらい貸主と契約が成立した場合
の成功報酬として支払う代金です。したがって、契約後に借主の都
合で解約しても仲介手数料は返還されません。宅地建物取引業法
上の規定によれば、居住用の賃貸物件の仲介手数料の上限額は
家賃の１か月分（貸主と借主の各々から家賃の半月分以下が原則。
しかし双方が承諾をすれば割合の変更は可能。）です。

●貸主との契約� �
　�契約前に契約書・重要事項説明書をよく確認し、契約時と退去時
に貸主と借主の双方が立ち会って物件を確認します。入居時に壁
に汚れ等があった場合、貸主にそのことを告げ、また写真を撮るなど
して、退去時に揉めることがないように備えるとよいでしょう。以下は
契約時のチェックポイントです。
　①契約期間と更新（更新料が必要か、その金額はいくらか）
　②賃料と共益費（金額と支払方法、滞納した場合の決まり）
　③�敷金（金額と退去時の返金についての決まり）� �
通常損耗については借主が負担する必要は原則としてありませ
ん。原状回復の範囲と内容を確認しましょう。

　④�禁止事項（ペットの飼育、無断での長期の不在等）
　⑤�修繕（入居中の設備等の修繕を貸主、借主のどちらが負担する
かの決まり）

　⑥�解約（貸主、借主双方からの解約の決まり。退去する場合は○日
前に通知する等の決まり）

●その他の注意点� �
　�契約上の確認とともに、暮らしの拠点となる住居選びには環境の確
認もしましょう。夜間に大型車の通行が増える幹線道路沿い、街灯
が少ない等は曜日や時間を変えて物件の周囲を確認しないと分かり
ません。また部屋の窓が隣家と接近してプライバシーが確保できない
等は内覧して確認しないと分からない情報です。特に4月からの進学

先が3月末に確定した場合等、早急に物件を決めざるを得ないことも
あるので、優先順位を付けたチェック項目を書き出して確認しましょう。

　※�敷金返還について詳しくは� �
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 検索

　※�住居に関する学習において賃貸物件の広告等を資料として用い
る際に関連付けて学習することも可能です。

３）P.3、P.5 �英会話を習う（継続的なサービスの契約）
●�特定商取引法では特定継続的役務について、事業者が一定期間
を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取り提供する
契約を「特定継続的役務提供」として規制しています。特定継続的
役務とは「語学の上達」、「身体の美化（美しくなる）」といったサービ
スを受ける者の目的を達成するために、長期間、継続的にサービスを
受ける必要があるもので、現在は下表の7種類のサービスが指定さ
れています。

●�販売方法に定めはなく、自ら店に出向いて契約した場合も適用さ
れ、契約書を受け取った日から８日間はサービスを受けていてもクーリ
ング・オフができます。また、8日を過ぎていてもサービスの提供期間
中は、解約料（上限が決められている）を負担すれば中途解約※1する
ことができます（表）。

サービスの種類 サービス提供期間 支払金額（契約金額）
エステティック、美容医療※2 １か月を超える

５万円を超える語学教室、家庭教師、学習
塾、パソコン教室、結婚相
手紹介サービス

２か月を超える

※1��エステティックの中途解約…サービス提供前の解約料上限は２
万円。サービス提供後は、提供されたサービスの対価＋（２万円又
は契約残額の10％に相当する額のいずれか低い額）

※1��語学教室の中途解約…サービス提供前の解約料上限は１万５
千円。サービス提供後は、提供されたサービスの対価＋（５万円又
は契約残額の20％に相当する額のいずれか低い額）

※2��特定の美容医療が対象となります（例えば医療脱毛など）。

４）P.5 ��のイラスト　キャッチセールス　
絵画の契約 ��ロール・プレイング
Ａ：消費者（イラストの男性）、B：販売員（イラストの女性）、� �
C：男性販売員、◆：ナレーター

◆�駅前の通り。Ａは、何となく疲れた気分だったので、気分転換に趣味
の模型店に行くため、この駅で下車をした。

Ｂ：あのぉ～、すみません、

Ａ：えぇ？！

Ｂ：ちょっとお時間いいですか？�絵画の展示会をしているんです。よかっ
たら、いかがですか？�すぐ、そこなんで…。

Ａ：はぁ…あの…

Ｂ：とってもいい絵がたくさんあるので、見るだけで幸せになりますよ。本
当だから！　少しお時間あるのなら、是非…。

◆�断れなかったＡは、絵を見るのも気分転換だと思うことにした。展示
会場はすぐそばのビルの一室で、他の客はいなかった。

Ｂ：さぁ、こちらですよ。好きな絵を見付けてみてくださいね。

◆�Ａは、とりあえず絵を眺め、花を描いた絵の前で少し足を止めた。

Ｂ：この絵に目が留まるなんて、さすがですね～。一点ものなんですよ。こ
の作家さんは若手のホープです。絵も素晴らしいけど、有名になった
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ら高く売れますよ。絵を眺めて幸せになって、さらに高く売れるんです
から、すごくいいじゃないですか。スポットライトを当ててみますね。ほ
ら、いい感じですねぇ～。

◆�男性販売員Ｃが近付いてくる。

Ｃ：この絵、いいですよねぇ～。心に留まったときが買いどきなんですよ。

Ａ：絵なんて買ったことないし。高いんですよね。無理ですよ。

Ｂ：いい絵ですからね。40万円でも安いくらいですよ。

Ａ：40万円！！！　絶対無理ですよ。

Ｃ：ちょっと待っててくださいね。あなたのような方に是非買っていただき
たいから、上司に相談して来ます。

◆�Ｃは、部屋の奥に相談に行き、少しして戻って来る。

Ｃ：特別に28万円にしますから、どうですか？�ウチとしても、この絵の良さ
が本当に分かった方に買ってほしいんですよ。

◆�いつの間にか上司の男性もいる。

Ａ：でも、やっぱり無理…正直、自分には不釣り合いだし…

Ｃ：何言ってるんですか！！！�今までこの絵が素晴らしいって、一緒に話して
たじゃないですか？�それで赤字覚悟で提供するって言ってるのに、あ
なたは何ていう人なんだ！！！�後悔しますよ。こんな素晴らしい絵が分か
らないなんて！　

Ｂ：だったら、決めちゃいましょ！�さあ、こちらにお名前を書いてくださいね。

◆�Ａは、話を聞いてしまったし、特別に値引きをすると言われ断れなく
なってしまった。そして解放されたい一心で契約をした。

※�ロール・プレイングをして、不意打ち的な勧誘に対して、どこできっぱり
と断れるか考えてみましょう。

５）P.5、P.10 �連鎖販売取引� �
　（マルチ商法、ネットワークビジネス、ＭＬＭ（マルチレベルマーケティング））
●��特定商取引法では「いわゆるマルチ商法」を連鎖販売取引として規
制しています。連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、さら
に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う
商品やサービスの販売のことです。

●�扱われる商品等は、健康食品、化粧品、学習教材など様々です。か
つてのように在庫を抱え込むことはほとんどなく、若者が扱う商品等と
しては、投資を指南するDVDやオンラインゲームのコンテンツ等の
情報、またセミナー等のサービスなどがみられます。商品等について、
素晴らしい効能・効果を告げられることが多くありますが、実際には科
学的根拠に乏しい健康食品や経済の仕組みとして説明がつかない
投資話の事例等があります。また、仮に自分が販売員として勧誘す
る場合も簡単には売れません（現実の販売の仕事がいかに厳しいか
を考えれば分かることです。）。

●�商品を売って小売差益としてマージンを得ることは通常の商取引で
すが、連鎖販売取引の問題は、人を組織に加入させて得るリクルー
トマージンが大きい点です。

●�なお、連鎖販売取引と似た仕組みとして、無限連鎖講（いわゆるねず
み講）があります。連鎖販売取引が商品などの販売組織であるのに
対して、無限連鎖講は単なる金品（金銭、商品券等）配当組織で、
終局において破綻すべき性質のものとして無限連鎖講の防止に関
する法律で禁止されています。

●�人を組織に加入させていくことは、例えば、1日に2人ずつ誘っていくと
27日目には日本の総人口を超えてしまうということになります。電卓を
使って計算してみましょう。人を誘い続けることの難しさが分かります。

●�友人や部活の先輩などの人間関係を利用して勧誘されることが多く
あります。何となく怪しいと思っても、熱く語られると断りにくくなり契約
してしまう若者もいます。同じ大学、同じサークル等の狭い範囲でトラ

ブルが多く発生することもあります。

●�契約時に登録料や商品代金等を支払わせるために、学生ローンな
どの消費者金融から借金をさせる事例も散見されます。融資を申し
込むにあたり、旅行費用など使途を偽るように勧誘者から示唆される
こともあります。

●�連鎖販売取引には20日間のクーリング・オフ制度があります。また、
連鎖販売加入者は原則いつでも中途解約することができます（連
鎖販売取引に関して商品を購入している場合でも、組織への入会
後１年以内、商品受取後90日以内で未使用等の条件を満たせば
解除することができます。）。

●�実際の勧誘では、最初は食事に誘われる等、連鎖販売取引の勧誘
の話とは知らずに友達に会うケースがよくみられます。商品の説明に
おいては、事実と異なることを告げたり、故意に不利益な事実を告げ
なかったりすることは禁止されています（全員がもうかるわけではない
にもかかわらず、誰でもすぐに稼げてすぐに元が取れる等）。連鎖販
売取引は仕組みが複雑であり、先輩や友人等の人間関係が絡むの
で、消費生活センターに相談しましょう。

●�連鎖販売取引では、人を勧誘することで若者自身が加害者になること
もあります。上位でないといずれ損をすることが多いとはいえ、最初のう
ちはリクルートマージンを手にしている場合があり、損をする可能性に
気付かないことがあります。さらに、人を勧誘する過程において法に違
反する行為があれば、加害者として罰則規定の対象にもなります。

マルチ商法　ロール・プレイング �
P10のマンガ参考。1の場面（Ａ：相談者、B：消費生活相談員）

A：（�心の中）どうしよう、話が違う！�消費生活センターに相談してみようか
なぁ…。そう言えば、3桁の番号があったんだ。188（ルルルルル…）
おっ、つながった！！

B：○○市消費生活センターです。ご相談ですか？

A：�あのー、実は1か月前、先輩に誘われてネットワークビジネスってもうか
るって言われて、契約したんですけど、やめられますか？

B：�先輩に誘われたんですね。分かりました。詳しくお話を伺います。〇〇
市にお住まいの方ですか？　それから、お歳はいくつになられますか？

A：はい、20歳です。

B：�私は消費生活相談員の〇〇と言いますが、お名前も教えていただい
ていいですか？　それから、お仕事されてますか？　それとも学生さん
ですか？

A：�〇〇〇〇です。学生です（仕事してます、アルバイトです、フリーター
です等）。

B：�そのネットワークビジネスを契約したのはいつですか？　契約したとき
から今までのことを、詳しくお話しいただけますか？

A：�1か月前に、先輩から久しぶりに食事しようって言われて。暇だったん
で会ったんですよ。そうしたら、バイトの時給の話とかになって、すごく
稼げるビジネスがあるから紹介するって言われたんですよ。詳しい人
が説明した方がいいからって、その場でCさんっていう人に連絡したら
Cさんが来て、説明を聞いたんです。

B：�どんな説明だったんですか。

A：�健康ドリンクを売るビジネスで、人に勧めて、その人がビジネスの会員
になれば定期的に収入になるから、まず3人誘えば大丈夫って言わ
れたんです。免疫力を高める効果があるからどんな病気にも効く特許
も取ってあるから、3人くらい誘うの簡単だって。

B：�それで契約したんですね。

A：�はい。でも、その前に、もう少し考えたいって言ったら、ビジネスには決
断が大事って言われて。ネットワークビジネスとかML・・・何とかという
合法的なビジネスだから心配はないとか言われて。
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B：�契約書があれば、それを見て教えてくださいね。契約日や契約した会
社、契約金額、それから支払の方法は？

A：�契約書はあります。契約したのは〇月〇日。××システム。健康ドリンク
と登録料で30万円。高いけど、学生ローンで海外旅行費用って言え
ば借りられるし、すぐ元取れるから大丈夫だって。先輩が一緒に付い
て来てくれて、断れる雰囲気じゃなかったんですよ。それに、俺だって最
初は半信半疑だったけど、半年もすれば月収40万円も夢じゃないっ
て。そこまで言われると、信じてもいいかなっていう気にもなってきて。
健康ドリンクは本部が預かってくれています。自分用は受け取って半
分くらい飲んで、友達誘ったんですけど全然ダメで。無理だからやめた
いって、先輩に言ったら、忍耐力がない、それじゃ社会人になってもダメ
だって怒られて。でもやっぱ売れないし、返済がどうにもきつくなって。

※�Aはどのような行動をとれば、被害を防止できたか。先輩、Cさんの言
動のどこに問題があるか。友人がこのような被害にあっている場合、
どのようなアドバイスをしたらよいか。また友人が被害にあっているこ
とに気付かず勧誘をしてきたらどのような対応をすればよいか。ロー
ル・プレイングをしながら考えさせる。

※�マンガの続き…2Aは消費生活センターに来所し、事業者に宛てた
申出書面を作成。3特定商取引法に抵触する点について事業者と
協議をする。4連鎖販売取引は中途解約が可能、また事実と異なる
説明を信じて契約した場合は取消しが可能。消費生活センターにお
ける解決は司法判断ではなく双方の合意により成立する。

６）P.8 �お金を借りる（奨学金）
●�奨学金には、日本学生支援機構、地方公共団体や公益法人、民間
団体、大学等（学内奨学金）の実施団体があり、また、給付型、貸与
型（無利子、有利子）、併用型の種類がありますが、多くの学生は貸
与型を利用しています。高校を通して申し込むものと、進学後に大学
等を通して申し込むものがあります。様々なタイプの奨学金制度を理
解し、自分に適した方法を選ぶためには、金利に関する知識や、将
来の生活設計における収入と支出について考える必要があります。
返済に対する不安から学ぶ機会を失うことは制度の本末転倒と言
えますが、一方で、将来の収入を見越してかなりの額を借りるという
重みも認識する必要があります。奨学金は、人生設計とお金に関す
る身近なテーマの一つといえます。

　※詳しくは、各実施団体のウェブサイト等でご確認ください。

７）P.8 �多重債務の法的手続
●�返済が厳しくなったら、一人で悩まず早急に消費生活センター等へ
相談しましょう。債務の状況に応じて適切な窓口を案内しています。
返済が滞れば利息分が増え続けます。返済のために更に借金をし
た場合、その場はしのげても更なる利息が加算された額の返済をしな
くてはなりません。こうして雪だるま式に借金が増えていきます。

●�債務整理の方法と特徴（金融庁・消費者庁「多重債務者相談の手
引き」を参考に記述）

　〔任意整理〕� �
　�裁判所を通さずに、相談者・法律専門家（弁護士又は司法書士）と貸
金業者間の交渉により債務を整理する。法律専門家に依頼すること
が望ましい方法。貸金業者が合意しない限り、債務は整理されない。

　〔特定調停〕� �
　�裁判所が相談者と貸金業者の間に入り、債務整理を調整・仲介す
る。法律専門家に依頼することは必須ではなく、依頼しない場合、費
用は数千円程度しかかからない。貸金業者が合意しない限り、債務
は整理されない。

　〔個人再生（個人版民事再生）〕� �
　�裁判所の関与の下、再生計画を立て、これに沿って借金を返済して
いく。再生計画では、実現可能な返済スケジュールと借金の一部の
カットが計画される。利用できるのは定期的な収入がある者等に限ら

れる。手続きが複雑なので法律専門家への依頼が必須であり、他
の手続に比べて費用もかかる。

　〔自己破産〕� �
　�裁判所の手続を通して、借金をゼロにしてもらう。最低限の生活資
材を除き、住宅等の財産は失うことになる。早期に借金から解放され
る反面、住宅や車を手放すなどの制約もある。浪費によって財産を
著しく減少させたり、過去７年以内に自己破産により借金をゼロにし
てもらっている等の事情がある場合は、借金をゼロにしてもらえない。

８）�その他　美容医療のトラブル�
●�生徒用教材には記載がありませんが、エステと類似点も多い美容医
療のトラブルにも注意しましょう。

●�高校卒業を機に二重まぶたの手術をした、アルバイト収入を得たの
で長年悩んでいた包茎手術を受けた、という若者の中には、手術の
失敗や非常に高額な料金を請求されたケースがあります。この種の
被害は人に言いにくく一人で悩みを抱え込むことになりがちですが、
思い切って消費生活センターに相談してみましょう。

●�医療サービスを受けるのも契約の一つです（診療契約）。通常、保険
診療で行う医療は、契約上の消費者トラブルは起こりにくいですが、
自由診療が多い美容医療は高額になることもあり、また不要不急の
医療であることから、様々な情報を収集した上で落ち着いて意思決
定することが求められます。

※詳しくは� �
� 消費者庁　美容医療サービスを受けるに当たっての確認ポイント 検索

取消し・解除・解約・無効の違い
●取消し…�一旦有効に成立した契約を取消権を持っている者が

取り消すことができる制度。取消しをすると契約は最
初からなかったことになる。

●解　除…�当事者の一方の意思表示によって契約を初めから
なかったことにすること。解除の方法には、①法定解
除（債務不履行など法律に定められた事由に基づい
て契約を解除する場合）、②約定解除（契約であらか
じめ定めた事由に基づいて契約を解除する場合）、
③合意解除（①や②の解除事由によらず、お互いの
合意に基づいて契約を解除する場合）がある。

●解　約…�両当事者の合意により契約を将来に向かって消滅
させること。アパートを借りる契約等の継続的な契約
を解約した場合、初めからなかったことにはならず、解
約の時点から将来に向かって契約はなかったことに
なる（民法第617条参照）。

●無　効…�そもそも契約の効力が認められない場合（錯誤、麻
薬の売買等公序良俗違反等の場合）をいう。

※�本教材は消費者教育を目的としているため、クイズのＱでは
「契約をやめる」という分かりやすい用語を使っています。

分割払いとクーリング・オフ
●�支払方法がクレジットカードや個別クレジット（契約時にクレジッ
ト会社と分割払いの契約をする）を利用して分割払いをする場
合、販売店との契約と同時に、クレジットカード会社等とも契約
をしていることになります。

●�特定商取引法でクーリング・オフができる取引については、個
別クレジット契約のクーリング・オフができます。この場合、クレ
ジット会社にもクーリング・オフの通知を出します。クーリング・オ
フの手続は重要なので、詳しくは消費生活センターに相談しま
しょう。
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