≪ii≫ 取引全般に関する消費者政策
［１］消費者トラブルが発生しやすい商法
消費者トラブルが発生しやすい商法には様々なタイプのものがあり、その主なもの
を紹介します。これらの手口には少しずつ認知され、相談件数が減少しているものも
ありますが、依然として多くの相談が寄せられているものがあります。
＜トラブルが発生しやすい主な商法＞
手口
点検商法

内容
「ふとんのダニの点検に来た」「床下が湿っているようだ。
放っておくと大変なことになるので調べてあげる」
「飲み水
の点検に来た」
「無料耐震診断をしてあげる」など、点検を
口実に消費者宅を訪問し、
「早く手を打たないとこのままで
は危ない」と不安をあおり、商品の販売や工事の契約をす
る商法。
ＳＦ商法（催眠商法） 「健康に良い話をする」などと言って公民館や近所の家に
人を集め、閉鎖的な空間で商品説明会等を開催して、雰囲
気を盛り上げて興奮状態にし、最終的に商品の購入を募る
商法。
「ＳＦ」とは、催眠商法を最初に行ったとされる業者
「新製品普及会」の略称に由来する。その場の消費者同士
の競争意識をあおって高額な商品を買わせることもある。
臨時に設営された会場での販売の場合、販売業者の所在がは
っきりせず、連絡が取れなくなるといったトラブルもある。
次々販売
１人の消費者に対し、業者が次々と必要のない商品等を販
売する商法。複数の業者が入れ替わりで次々に販売するケ
ースもある。
キャッチセールス、 駅や繁華街の路上でアンケート調査等と称して消費者を呼
アポイントメント
び止めて、喫茶店や営業所に連れて行ったり、
「抽選に当た
セールス
った」、「特別モニターに選ばれた」等と販売目的を明らか
にしないで、又は有利な条件を強調して消費者に接触し、
不安をあおったり契約しないと帰れない状況にするなどし
て商品等を契約させる商法。
資格講座商法
「受講するだけで資格が取れる」、「あなたはこの資格の取
（士商法）
得義務がある」などと言って、公的資格や民間資格を取得
するための講座を受けるよう勧誘する商法。資格には、
「士」
の字が付くものが多いので、
「士（さむらい）商法」という
こともある。
サイドビジネス商法 「在宅ビジネスで高収入が得られる」などと言って勧誘し、
(内職･モニター商法） 実際は高額な教材等を購入させる商法。
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販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、更にその消
費者が別の消費者を組織に加入させることを次々と行うこ
とにより組織をピラミッド式に拡大していく商法。
（※「無
限連鎖講（ねずみ講）」との違いについては次ページ参照。）
ネガティブ・オプシ 契約を結んでいないのに商品を勝手に送ってきて、受け取
ョン（送り付け商法） ったことで、支払義務があると消費者に勘違いさせて代金
を支払わせようとする商法。最近では、
「健康食品」の送り
付けに関する相談が多く見られる。
無料商法
「無料」とうたって勧誘し、商品等を契約させる商法。
当選商法
「当選した」、
「景品が当たった」、
「あなたが選ばれた」等、
有利性を強調して契約をさせる商法。
褒め上げ商法
「すばらしい作品だ、是非掲載したい」などと褒め上げ、
新聞や雑誌等への出展を迫る商法。
利殖商法
「値上がり確実」
「必ずもうかる」など利殖になることを強
調し、投資や出資を勧誘する商法。
被害に遭った人を勧 以前契約をした商品・サービスについて「解約してあげる」
誘（二次被害）
「損を取り返してあげる」などと電話で説明し、これまでに
遭った被害の救済を装って金銭を支払わせるケースが多い。
劇場型勧誘
契約の相手先以外の第三者が、特定の消費者に対し、何ら
かの利益が得られる等の勧誘を行い、契約の成立をあおる
ことをいう。なお、ここでいう第三者とは、契約の相手先
とは直接の契約関係や一体性が形式上は存在していない者
を指す。具体的には、未公開株発行業者など金銭を支払う
先（契約の相手方）と、
「高値で買い取る」などと契約をあ
おる勧誘を行う者が異なり、両者の間には直接の契約関係
等が形式上は存在していないものをいう（両者が背後で何
らかの関連性があると疑われる場合を含む。）。
サクラサイト商法
サイト業者に雇われたサクラが異性、タレント、社長、弁
護士、占い師などのキャラクターになりすまして、消費者
の様々な気持ちを利用し、サイトに誘導し、メール交換等
の有料サービスを利用させ、そのたびに支払を続けさせる
サイト（主に出会い系サイト）による商法。
現物まがい商法
和牛、貴金属などを業者が売り付けて、さらに、それを預
かり、一定期間後にそこからの収益を付けて返す契約又は
一定の価格で買い取る契約を結びながら、実際には現物は
消費者に引き渡されることがなく、そもそも業者が現物を
持っているかどうかすら疑わしいといった商法。
架空請求
はがきや電話、電子メールなどで、一方的に、消費者に身
に覚えのない有料情報使用料の支払や、貸金の返済などを
請求されるもの。
「情報サイト利用料」
「コンテンツ利用料」
など詳細が不明な利用料名目での請求がみられる。
（注）上記の商法名は俗称であり、それぞれ厳密な定義はなく、消費者庁において便
宜的に整理したもの。

ii
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（参考）無限連鎖講（ねずみ講）
後順位の加入者が支出した金品から、先順位の加入者が配当を受領することを
内容とする配当組織で、加入者が無限に増加することが前提となっています。
①

無限連鎖講（ねずみ講）の概要
無限連鎖講（ねずみ講）とは、先に組織加入した者が後に加入した者の支出し
た金品から配当を受け取ることを内容とする金品の配当組織です。
（典型的なねずみ講の例）
１）一定金額を講本部や先輩会員に送金して講に加入する。
２）講に加入すると最低２名の新規会員を勧誘し、加入させなければならない。
３）勧誘・加入させた自分の子会員に孫会員を勧誘・加入させる。
この過程を重ねて自分の子孫会員が増加すると、講の本部又は子孫会員から自
分の支出額を上回る金品を受領できるといった仕組みになっています。しかし、
例えば、１人が２人ずつ勧誘するとしてこの過程を繰り返していくと、27代目に
は１億人を超え、結局において破綻することになり、一部の先順位会員を除き、
利益を上げるどころか自らの支出した金額を回収することもできずに大きな経済
的損益を被ることになります。
②

ねずみ講とマルチ商法
ねずみ講と類似したものにマルチ商法（前ページ参照）がありますが、マルチ
商法は商品の販売等を行うことにより、加入者がマージンを受け取る組織的販売
方式であり、適切な組織運営を行えば事業を維持することが可能な場合もあるの
に対し、ねずみ講は配当組織であり、新しい加入者の勧誘が行き詰まれば、組織
の維持が不可能である点がマルチ商法と大きく違います。
このようなことから、マルチ商法は法による規制を受けてはいるものの禁止さ
れていないのに対し、ねずみ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、
開設、運営、勧誘の一切が禁止されて刑事処罰の対象となっています。金銭に限
らず有価証券などの物品を先順位会員に支払うようなねずみ講も禁止されており、
また、マルチ商法と称していても、その実質は配当組織に他ならず、無限連鎖講
（ねずみ講）として禁止されるものも存在しますので、注意が必要です。

問合せ先
○消費者庁消費者制度課
電話 03-3507-9253

（参考）「劇場型勧誘」 とは？（平成25年版消費者白書より抜粋）
劇場型勧誘は、複数の業者が役回りを分担し、パンフレットを送り付けたり電
話で勧誘したりして、消費者があたかも得をするように信じ込ませて実体不明の

164
164

Ⅱ
各分野における消費者政策
« 取
» 引全般に関する消費者政策 ［１］消費者トラブルが発生しやすい商法

金融商品などを買わせる手口です。業者同士は裏でつながっているとみられ、電
話口では実在の公的機関や大手企業名をかたるなどして信頼を高めようとしてい
ます。被害者は高齢者が多くなっています。
劇場型勧誘の典型例としては、まずこの勧誘に前後して、消費者の自宅にＡ社
のパンフレットや申込書が封筒で発送されてきます。勧誘業者であるＢ社が「販
売会社（Ａ社）の封筒は届いていないか。Ａ社が販売している権利（未公開株、
社債など）は大変価値があるが、封筒が届いた個人しか購入することができない。
代わりに買ってくれれば権利を高値で買い取る。」や「代理で購入して欲しい。謝
金を支払う。」などと電話で消費者に契約を勧めます。
消費者は、初めのうちはＢ社の話を信用しませんが、何度も勧誘を受けたり、
複数の業者から「価値のあるものなので高額で買い取る。」と勧誘を受けたり、公
的機関をかたる何者かから電話があり「Ａ社は信頼できる会社である」などと説
明されるうちに信用してしまいお金を支払ってしまいます。そして、結局Ａ社、
Ｂ社ともに連絡が取れなくなり、実質紙切れである権利証券だけが消費者の手元
に残る、というものです。
複数の業者が登場し、さも「演劇」のように仕立て上げられた勧誘が行われる
ため、劇場型勧誘と呼ばれています。そこでは、何かと理由をつけて、実体のは
っきりしないような権利などを買わせるシナリオになっています（右図）。
劇場型勧誘には次のようなパター
ンがあり、より巧妙で新しい手口が
次々と寄せられています。そして、
これらの手口は複合的に用いられる
ことも多くなっています。
・自分は購入する資格がないので、代
わりに買ってくれれば高く買い取
るという
【代理購入型】
・お金は代わりに払うので申込みさ
えすれば良いという【代理申請型】
・過去の損失を取り戻すという【被
害回復型】
・不審に思って申込みをやめようと
すると脅してくる【恫喝型】
・郵送や手渡しで支払わせる【口座
振込み回避型】
・自宅を担保に借金までさせて全財産
を奪い取ろうとする【根こそぎ型】
また、業者が勧誘するのは、架空の会社の未公開株や社債のほか、自然エネル
ギーに関係する投資商品や有料老人ホームの利用権など、高齢者の関心が高いも
のが多くなっています。発光ダイオード（ＬＥＤ）やｉＰＳ細胞などニュース性
の高いものも登場しています。

ii
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［２］クーリング・オフ制度
１．クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度は、消費者が自宅等に不意の訪問を受けて勧誘される場合な
ど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申込み・締結をしてしまうことがある
ため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。
168ページの表「クーリング・オフ制度の一覧」に掲げられた法律に定められる取引
内容で、その法律に定められた期間内であれば、消費者は、一切の損害賠償又は違約
金の請求を受けることなく、申込みの撤回や契約の解除を行うことができます。
クーリング・オフを行使するに当たっては、次のことに注意しましょう。
１）日数の計算方法は、申込みの撤回又は契約の解除ができる旨が記載された書面
を業者から渡された日から起算した日数（その日を含む）となっており、その間
にクーリング・オフする必要あります（日数の起算日については、それぞれの法
律に例外がありますので御注意下さい。）。
２）行使方法は、書面で行う必要がありますが、１）の期間内に発送等すればよく
相手に届いている必要はありません。クーリング・オフする際に書面に記載する
内容等の詳細については、次ページを御覧下さい。
特定商取引に関する法律では、事業者が、消費者のクーリング・オフを妨害するた
め「これは特別な契約なのでクーリング・オフできない。」などと虚偽の説明をしたり
威迫を行ったりして、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかった場
合には、その消費者は、法律所定の期間（８日又は20日）を経過した場合であっても、
その事業者がクーリング・オフできる旨を記載した書面を改めて交付し、それから８
日経過するまでの間は、クーリング・オフを行うことができることとされています。
なお、特定商取引法では、以下の商品、役務に係る取引についてはクーリング・オ
フすることができません
ア）全部の履行が契約締結後直ちに行われることが通例である役務
①海上タクシー、②飲食店での飲食、③あん摩、マッサージ、指圧、④カラオ
ケ
イ）販売条件等についての交渉が相当の期間にわたり行われるのが通常の取引態様
である商品、役務
①自動車の販売、②自動車の貸与
ウ）契約締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著し
く害するおそれがある役務
①電気の供給、②ガスの供給、③熱の供給、④葬儀
エ）使用、一部の消費により価値が著しく減少するおそれがある商品（いわゆる消
耗品）を使用等した場合
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クーリング・オフの通知は書面（はがき等）で行います。はがきに書く場合は両面
のコピーを取り、
「特定記録郵便」など記録の残る方法で送付することが重要です。な
お、クレジット契約をしている場合はクレジット会社と販売会社へ同時に通知し、ク
レジット契約をしていない場合は販売会社のみに通知します。

ii

（クレジット契約をしている場合）

通知書

通知書
次の契約を解除します。

契約年月日 平成○○年○月○日

契約年月日

平成○○年○月○日

商品名

○○○○

商品名

○○○○

契約金額

▲▲▲▲円

契約金額

▲▲▲▲円

販売会社

株式会社■■

販売会社

株式会社■■

××支店

△△△△

担当者
クレジット会社

××支店

△△△△

●●株式会社

支払った代金▲▲▲▲円を返金し、
商品を引き取って下さい。
平成○○年○年□日
平成○○年○年□日

○○県○市○町○丁目○番○号

○○県○市○町○丁目○番○号
氏名

氏名

○○○○

［２］クーリング・オフ制度

次の契約を解除します。

担当者

« 取
» 引全般に関する消費者政策

（クレジット契約をしていない場合）

各分野における消費者政策

２．クーリング・オフの手続方法

Ⅱ

①健康食品、②不織布及び幅が13cm以上の織物、③コンドーム、生理用品、④
防虫剤、殺虫剤等、⑤化粧品、石けん等、⑥履物、⑦壁紙、⑧配置薬が政令で
指定
オ）3,000円未満の現金取引

○○○○

*記載方法の詳細については、お近くの消費生活センター等にお尋ねください。

167
167

（参考）クーリング・オフ制度の一覧
法律

取引内容

クーリング・オフ権を行使し得る期間

根拠条文

特定商 取引に 訪問販売（定義 申込者等が契約の内容を明らかにする書 第９条
関する法律
に つ い て は 第 面(又は契約の申込みの内容を記載した
２条第１項） 書面)を受領した日から起算して８日を
経過するまで
特定商 取引に 電 話 勧 誘 販 売
関する法律
（定義につい
ては第２条第
３項）

申込者等が契約の内容を明らかにする書 第 24 条
面(又は契約の申込みの内容を記載した
書面)を受領した日から起算して８日を
経過するまで

特定商 取引に 連 鎖 販 売 取 引
関する法律
（定義につい
ては第 33 条第
１項）

契約の相手方が契約の内容を明らかにす 第 40 条
る書面を受領した日又は商品の引渡しを
受けた日から起算して 20 日を経過するま
で

特定商 取引に 特 定 継 続 的 役 特定継続的役務提供受領者等が契約の内 第 48 条
関する法律
務提供（定義に 容を明らかにする書面を受領した日から
ついては第 41 起算して８日を経過するまで
条）
特定商 取引に 業 務 提 供 誘 引 契約の相手方が契約内容を明らかにする 第 58 条
関する法律
販売取引（定義 書面を受領した日から起算して 20 日を経
に つ い て は 第 過するまで
51 条第１項）
特定商 取引に 訪問購入（定義 申込者等が契約の内容を明らかにする書 第 58 条
関する法律
に つ い て は 第 面(又は契約の申込みの内容を記載した
58 条第４項） 書面)を受領した日から起算して８日を
経過するまで
割賦販売法

個別信用購入
あっせん（定義
については第
２条第４項）

個別信用購入あっせん関係販売業者又は
個別信用購入あっせん関係役務提供事業
者が訪問販売等において個別信用購入あ
っせん関係販売契約又は個別信用購入あ
っせん関係役務提供契約の申込みを受け
た場合等において、当該契約の申込者等
が個別信用購入あっせん業者に係る法定
書面を受領した日から起算して一定期間
（下記参照）を経過するまで

第 35 条
の３ の
10 及び
第 35 条
３の 11

訪問販売：８日
電話勧誘販売：８日
特定連鎖販売個人契約：20 日
特定継続的役務提供等契約：８日
業務提供誘引販売個人契約：20 日
ゴルフ 場等に 会員契約（定義 会員が指定役務の内容及び提供時期等を 第 12 条
係る会 員契約 に つ い て は 第 記載した書面を受領した日から起算して
の適正 化に関 ２条第１項） ８日を経過するまで
する法律
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預 託 等 取 引 契 預託者が預託等取引契約の内容及びその 第８条
約（定義につい 履行に関する事項を記載した書面を受領
て は 第 ２ 条 第 した日から起算して 14 日を経過するまで
１項）

Ⅱ

特定商 品等の
預託等 取引契
約に関 する法
律

宅地建 物取引 宅 地 建 物 取 引 申込者等が申込みの撤回等を行うことが 第 37 条
業法
（ 定 義 に つ い できる旨及びその申込みの撤回等を行う の２
ては第２条） 場合の方法について書面で告げられた日
から起算して８日を経過するまで

保険業法

保険契約（定義 申込者等が保険契約の申込みの撤回等に 第 309 条
に つ い て は 第 関する事項を記載した書面を交付された
２条第１項） 日と申込みをした日とのいずれか遅い日
から起算して８日を経過するまで

« 取
» 引全般に関する消費者政策

不動産 特定共 不 動 産 特 定 共 事業参加者が不動産特定共同事業契約の 第 26 条
同事業法
同事業契約（定 契約の種別等を記載した書面を受領した
義 に つ い て は 日から起算して８日を経過するまで
第２条第３項）

各分野における消費者政策

金融商 品取引 投 資 顧 問 契 約 顧客が契約の内容を明らかにする書面を 第 37 条
法
（ 定 義 に つ い 受領した日から起算して 10 日を経過する の６ 及
て は 第 ２ 条 第 まで
び施行令
８項）
第 16 条
の３

ii

［２］クーリング・オフ制度
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［３］架空請求・不当請求トラブルへの対応
2003年から各地の消費生活センターでは、はがきや電子メール等で、一方的に、消
費者に身に覚えのない有料情報利用料の支払や、貸金の返済等を請求する架空請求・
不当請求（以下「架空請求等」という。）に関する苦情相談が著しく増加し、大きな社
会問題ともなりました。
そのため、関係府省庁等において、以下のとおり架空請求等の対策を推進している
ところです。
①

警察庁
警察当局による取締り
○犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法、2007年３月31日
公布、最終改正2013年６月21日）の成立：2007年３月29日成立、同４月１日一部
施行、2008年３月１日全面施行
○警察庁に「特殊詐欺対策室」を設置：2011年４月
架空請求詐欺等の振り込め詐欺に対し、警察庁に「特殊詐欺対策室」を設置し
て、警察の組織を挙げた取締活動及び予防活動を推進。
○刑法、犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法等の関係法令を駆使した取
締りを実施。
○架空請求詐欺に関する最新の手口や発生状況について、ウェブサイト等により情
報提供、注意喚起を実施。
○電話転送サービス事業者が振り込め詐欺等に多く利用されている実態を踏まえ、
同事業者を特定事業者に追加するなど、犯罪収益移転防止法を一部改正：2011年
４月28日成立、同５月28日一部施行、2013年４月１日全面施行

②

金融庁
預金口座の不正利用の防止
〇金融庁による情報提供：2003年９月～
金融機関などへ預金口座の不正利用に関する情報を提供し、金融機関はこれに
基づき調査を行い、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約を実施。

③

総務省
携帯電話の犯罪利用の防止
〇携帯電話事業者におけるプリペイド式携帯電話の本人確認の徹底：2004年12月～
2006年３月31日
携帯電話事業者による全てのプリペイド式携帯電話の契約者情報の確認・登録。
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架空請求等の苦情相談件数については、関係機関の取組によって2004年度の67.6万
件をピークに減少を続け、2011年度には2.1万件となりましたが、2012年度は4.2万件
（2013年10月末現在までのＰＩＯ－ＮＥＴ登録分）と増加に転じています。請求手段
ははがきから電子メールへ変わってきており、請求名目も「総合情報サイト利用料」
「モバイルコンテンツ利用料」
「有料サイト利用料」などのデジタルコンテンツの料金
が多くなっていることから、今後も注意が必要です。
問合せ先
○警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官（犯罪収益移転防止法につ
いて）
警察庁振り込め詐欺対策室事務局（振り込め詐欺対策について）
電話 03-3581-0141（代）
〇金融庁監督局
電話 03-3506-6000（代）
〇総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
電話 03-5253-5111（代）
〇独立行政法人国民生活センター相談情報部
電話 03-3443-8359

« 取
» 引全般に関する消費者政策 ［３］架空請求・不当請求トラブルへの対応

国民生活センター
〇架空請求等の注意喚起の実施
国民生活センターのウェブサイトを通じて、最近の架空請求等の相談事例につ
いて、注意喚起を実施。

各分野における消費者政策

④

Ⅱ

確認できなければ利用停止（確認できなかった約 30 万回線について利用停止措置
を実施）。
〇携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な
利用の防止に関する法律（携帯電話不正利用防止法、2005年４月15日公布、最終
改正2010年12月３日）の成立：2005年４月８日成立、同５月５日一部施行、2006
年４月１日全面施行
○レンタル携帯電話事業者による本人確認の厳格化等を図るため、携帯電話不正利
用防止法を一部改正：2008年６月11日に成立し、同年12月1日施行

ii
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［４］消費者信用取引
１．消費者信用の仕組み
消費者信用とは消費者に供与された信用のことであり、販売信用と消費者金融から
なっており、今や消費生活に不可欠なサービスになっています。
消費者が商品やサービスの購入又は金銭等の支払を行う場合、その決済は手元にあ
る現金によりその場で行われるのが一般的ですが、消費者信用によって、代金決済よ
り先に商品やサービスの入手ができたり（販売信用）、借り入れた金銭等によって支払
を行うことができるようになります（消費者金融）。これは、消費者が「自分自身への
信用」を担保として、現金支払いを将来行うよう約束するものです。
消費者信用は、大きく販売信用と消費者金融に分けられます。一般社団法人日本ク
レジット協会「日本の消費者信用統計平成25年版」によると、2011年の販売信用供与
額合計は564,807億円であり、前年比で5.0％の増加、消費者金融供与額は120,133億円
であり、前年比12.7%の減少となっています。
販売信用のうち、包括クレジット(※１)についての2011年の信用供与額は496,026億円
であり、前年比5.8％の増加となっています。一方、個別クレジット（※２）についての
2011年の信用供与額は68,781億円であり、前年比0.6％の減少となっています。包括ク
レジットのうち、割賦方式は前年比4.8％増加、非割賦方式は前年比5.9％増加し、共
に増加しているのに対し、個別クレジットは、割賦方式は前年比2.0％の増加、非割賦
方式は前年比6.7％の減少となっています。
（表１参照）
（※１）包括クレジット
：消費者がクレジットカードを提示して販売業者から購入した商品等の代金
を、クレジット会社が販売業者に立替え払いをし、後日、消費者がクレジ
ット会社に代金を支払う取引形態。
（※２）個別クレジット
：消費者が販売業者から商品等を購入する際、商品の購入ごとにクレジット
会社と代金の立替え払い契約を締結し、後日、消費者がクレジット会社に
代金を支払う取引形態。
また、クレジットカードについてみると、様々なカード会社から様々な種類のカー
ドが発行されています。同協会の調査によると、2012年３月末のクレジットカード発
行総数は32,164万枚となっています。
発行枚数の構成比を系列別にみると、銀行系が42.8％、流通系（百貨店、量販店、
流通系クレジット会社の自社カード分）が31.0％、信販系が12.9％、メーカー系（電
気メーカー系、自動車メーカー系等）が4.2％、中小小売商団体が0.9％と続いていま
す。（図１参照）
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（表１）販売信用供与額

Ⅱ

販売信用（2011年）
（単位：億円、％）
販売信用供与額 前年比
36,981
4.8
459,045
5.9
496,026
5.8
49,958
2.0
18,823
△6.7
68,781
△0.6

各分野における消費者政策

取引形態
割賦方式（※１）
包括クレジット 非割賦方式（※２）
合計
割賦方式
個別クレジット 非割賦方式
合計

（推計）一般社団法人日本クレジット協会
（データ出典）一般社団法人日本クレジット協会「日本の消費者信用統計平成２５年版」
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（※１）定義： 消費者から「対価を２月以上の期間にわたり、か
つ、３回以上に分割して受領すること」又は「あら
かじめ定められた時期ごとに、対価の合計額を基
礎としてあらかじめ定められた方法により支払い
を受けること」の条件を満たす方式をいう。

ii

（※２）定義： 割賦方式以外の翌月一括払い、ボーナス一括払
い、ボーナス２回払い等により、消費者から対価
を受領する方式をいう。

（図１）クレジットカード発行枚数構成比の推移
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4.20.9 8.2

その他

メーカー系
銀行系

流通系

信販系
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（出典）一般社団法人日本クレジット協会「日本の消費者信用統計平成25年版」
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消費者信用返済負担率（消費者信用供与返済額/家計可処分所得）は、2002年から2011
年まで10年間、25～26％前後で推移しており、2011年には24.7％となっています（図
２参照）。
一方、貯蓄率は2002年には3.1％でしたが、2011年には2.3％となっています（図２
参照）。
（図２）消費者信用返済負担率及び貯蓄率の推移
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30

25

消費者信用返済負担率
20

15

10

貯蓄率
5

0
14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

21年

22年

23年

（平成）

（出典）一般社団法人日本クレジット協会「日本の消費者信用統計平成25年版」
近年、多重債務も問題となっています。詳しくは、「多重債務問題への対応（181ペ
ージ参照）」で述べていますが、行政が事業者に対して適正な与信を行うよう指導する
とともに消費者も自己管理をしっかりと行い、適切に消費者信用を利用する必要があ
ります。
問合せ先
○金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室、監督局金融会社室
電話 03-3506-6000（代）
○経済産業省商務情報政策局商取引監督課
電話 03-3501-1511（代）
（参考）公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会は、クレジットや消費者ロー
ンの利用者で、複数の債権者に対しての債務の返済が困難に陥ったいわゆる多重
債務者に対し、消費者保護の立場から公正・中立なカウンセリング等を行い、
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« 取
» 引全般に関する消費者政策 ［４］消費者信用取引

問合せ先
○公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-15-9 さわだビル４階
電話 03-3226-0121、FAX 03-3226-7451
ウェブサイト http://www.jcca-f.or.jp/
・福岡センター
住所 〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-15 赤坂セブンビル２階
電話 092-739-8108
・名古屋センター
住所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-19-1 ライオンビル７階
電話 052-957-1233
・仙台センター
住所 〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-7-18 白蜂広瀬通ビル６階
電話 022-217-7014
・広島センター
住所 〒730-0017 広島市中区鉄砲町5-16 広島サンケイビル２階
電話 082-511-8008
・新潟センター
住所 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-5-8 東大通野村ビル４階
電話 025-248-3388
・静岡センター 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町4-8

各分野における消費者政策

①多重債務者の生活再建と救済を図るためのカウンセリング事業
クレジットや消費者ローンの利用者で複数の債権者に対する債務の返済が困難
な状況に陥った方の生活再建と救済を図るため、消費者保護の観点から公正・中
立な立場でカウンセリング事業を実施しており、公益財団法人日本クレジットカ
ウンセリング協会の地域の各カウンセリングセンターにおいて実施する電話相談
と面談によるカウンセリング事業と、全国主要都市において、弁護士会等の協力
のもとに実施する法律・家計相談会とがあります。
②クレジットや消費者ローンの健全な利用に関する啓発・調査事業
クレジットや消費者ローンによる多重債務者の発生を未然に防止するための啓
発・調査事業を行っており、消費者啓発用のビデオ、リーフレット・冊子等の資
料も用意しています。

Ⅱ

その生活再建と救済を図ること及びクレジットや消費者ローンの健全な利用に
ついての啓発を行い、多重債務者の発生の未然防止を図ることを目的として、
1987年に設立されました。
同協会では、日本弁護士連合会、消費者団体、言論界、学識経験者、クレジッ
ト業界、貸金業界及び銀行業界の協力の下、消費者信用業界横断的なカウンセリ
ング組織として、カウンセリング事業等を行っています。

ii
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ガーデンスクエア第３ビル３階
電話 054-275-5511

２．販売信用
販売信用とは消費者信用の１つであり、商品やサービスを購入した場合、先に商品
やサービスを受け取り、代金の支払いを一定期間繰り延べることができるためのもの
です。
消費者は日常生活を営む上で、様々な商品を購入したり、飲食、宿泊といったサー
ビスの提供を受けたりしていますが、その場合、商品の購入又はサービスを受けた時
点で代金を支払うのではなく、後日一括又は分割の方法により支払うことを販売信用
といいます。
販売信用の利用に当たっては、あらかじめ消費者がクレジットカードの申込みを行
い、商品やサービスを購入する都度クレジットカードを提示し、伝票にサインするこ
とで利用できる包括クレジットと、購入の都度契約書を取り交わし消費者の信用審査
を行う個別クレジットがあります。
なお、包括クレジットの取引においては、クレジットカードの発行を行うイシュア
ーと加盟店開拓業務を行うアクワイアラーという２種類のクレジットカード会社、国
際ブランド会社が存在しています。国際ブランドがネットワークを通じてイシュアー
とアクワイアラーの決裁等を仲介することにより、消費者はクレジットカード決済に
より商品を購入することが可能となっています。

販売信用のうち、支払が売買契約締結から２か月を超えるものや、クレジットカー
ドのリボルビング払いやボーナス一括払いについては割賦販売法（割販法、1961年７
月１日公布、最終改正2012年８月１日）の適用を受けます。
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＜割賦販売法の概要＞

②

運用範囲
割賦販売法の運用範囲は、大きく分類して、１) 消費者に与信を行う取引（クレ
ジット取引）と２) 消費者から金銭を預かる取引（冠婚葬祭互助会、友の会等）に
分けられます。以下１)について述べます。

各分野における消費者政策

目的
割賦販売等に係る取引を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止及び
クレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることによって、その健
全な発展を図るとともに、購入者等の利益を保護し、併せて商品等の流通及び役務
の提供を円滑にし、もって国民経済の発展に寄与する。

Ⅱ
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③

規定の内容（消費者に与信を行う取引（クレジット取引）に関する規定）
クレジットの利用に伴う消費者トラブルの防止等の観点から、以下の規定を置
いています。
１）事業者に対する登録、監督規定
２）取引ルールに関する規定
ア） 行為規制
（a）加盟店の勧誘行為調査
訪問販売などを行う加盟店の勧誘行為について、個別クレジット業者に
は調査義務が課され、その結果不適正な勧誘があれば、クレジット契約を
結ぶことが禁止される。
（b）書面交付義務
（c）業務の運営に関する措置、過剰与信防止義務
消費者のクレジットの支払が多くなり過ぎて、日々の生活に困ったり、
住んでいる自宅を失ったりするようなことがないために、包括及び個別ク
レジット業者には指定信用情報機関の情報などを利用して「支払可能見込
額」を算定することが義務付けられる。消費者は支払可能見込額の範囲内
でクレジットを利用することになる。
（d）クレジットカード情報の保護
イ）民事ルール
（a）個別クレジットのクーリング・オフ
特定商取引法によって販売契約等がクーリング・オフできる場合、まず
個別クレジット契約をクーリング・オフすれば、販売契約等も同時にクー
リング・オフされる。
（b）過量販売
（c）不実告知
（d）支払停止の抗弁権
（e）契約解除の制限
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（f）損害賠償等の額の制限
なお、信用購入あっせんの手数料については、割賦販売法において規定はありませ
ん。ただし、「割賦販売法（後払分野）に基づく監督の基本方針」（2013年４月）にお
いて、消費者保護及び適正な業務の運営の観点から、手数料の割合は出資の受入れ、
預り金及び金利等の取締りに関する法律（1954年６月23日公布、最終改正2011年６月
24日年）第５条第２項に規定される割合を超えない範囲で運用することを求めていま
す。
問合せ先
○経済産業省商務情報政策局商取引監督課
電話 03-3501-1511（代）

３．消費者金融
販売信用が商品やサービスを対象とした信用の供与であるのに対し、消費者金融は
金銭を直接消費者に貸し付けることを対象にした信用の供与です。
消費者金融に対する規制については、深刻さを増している多重債務問題の解決のた
め、2006年12月に改正貸金業法（貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法
律）が成立し、同月20日に公布されました。この改正貸金業法は、段階的に施行され、
2010年６月18日に完全施行されました。
改正貸金業法の主なポイントは以下のとおりです。
①

貸金業の適正化
貸金業者に求められる純資産額を5,000万円以上に引き上げるなど、参入規制の厳
格化が図られるとともに、貸金業者に対する行為規制が強化されました。

②

過剰貸付けの抑制
借り手の借入総額が年収の３分の１を超えることになる貸付けを原則禁止する
総量規制が導入されました。このため、指定信用情報機関制度が創設され、借り
手ごとに、指定信用情報機関において借入総額を把握する仕組みも導入されまし
た。

③

金利体系の適正化
出資法の上限金利が20％に引き下げられました。さらに、日賦貸金業者及び電話
担保金融の金利の特例が廃止されました。

④

ヤミ金融対策の強化
罰則が懲役５年以下から10年以下に強化されました。
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⑤

４．個人信用情報機関
個人信用情報機関は会員の求めに応じ、顧客の信用に関する情報を提供しており、
３つの系統があります。この３つの系統では相互に情報の交流を行っています。
①

個人信用情報機関について
個人信用情報機関は、クレジット会社や消費者金融業者などの、多くの場合に物
的担保によらず専ら顧客の信用（返済能力）を担保として信用供与を行う事業者を
会員とし、信用供与にとって不可欠な顧客の信用に関する情報を収集・蓄積し、会
員の求めに応じてそれを（与信の判断の材料として）提供することを業務としてい
ます。また、このような業務を通じて過剰貸付けの防止、多重債務者の発生の未然
防止等を図り、消費者保護と消費者信用市場の健全な発展に資するという役割を果
たしています。
個人信用情報機関は、金融機関が会員の中心である「全国銀行個人信用情報セン
ター」、クレジット会社が会員の中心である「株式会社シー・アイ・シー」、消費者
金融系企業を中心に組織する「株式会社日本信用情報機構」の３系統の機関が活動
しています。
なお、株式会社シー･アイ･シー及び株式会社日本信用情報機構については、2010
年３月、貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けています。
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問合せ先
〇金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室、監督局金融会社室
電話 03-3506-6000(代)
〇各財務局及び都道府県貸金業担当課

各分野における消費者政策

政府の「貸金業制度に関するプロジェクトチーム」では、改正貸金業法の施行を円
滑に実施するため、
「借り手の目線に立った10の方策」が取りまとめられました。この
中には、
「多重債務者に対するカウンセリング・相談の更なる改善・強化」等の施策が
盛り込まれています。
また、2010 年６月 22 日には、改正貸金業法の完全施行後も、必要に応じ、速やか
に適切な対応を検討していくため、同プロジェクトチームに代わり、
「改正貸金業法フ
ォローアップチーム」が設置され、同法の施行状況や影響等についての実態把握等が
行われました。さらに、2012 年９月 25 日には、これまでの多重債務者対策の成果を
維持しつつ、新たな課題等への対応を含めた今後取り組むべき施策等について検討す
るため、多重債務者対策本部の下に「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇
談会」が設置されました。

Ⅱ

多重債務問題に対する政府を挙げた取組
多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策本部
が設置され、政府全体で多重債務問題の解決に向け取り組むこととなりました。

ii
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個人信用情報機関に登録される個人情報は、消費者の個人情報保護の観点から、
客観的かつ与信判断に必要な最小限の情報に限られており、具体的には次のような
ものです。
１）個人の属性情報（氏名、生年月日、住所、勤務先等）
２）契約の内容に関する情報（消費者ローンの借入日、借入金額、借入残高、ク
レジット契約日、クレジット契約金額、支払回数、残高、購入商品等）
３）延滞等の情報（発生年月日、延滞・貸倒れ・代位弁済・破産等といった内容
等）等
②

個人信用情報の交流
従来、我が国においては、個別の業態ごとに個人信用情報機関が設けられていま
した。しかし、販売信用と消費者金融の拡大及び過剰与信に伴う多重債務者の発生
が顕著になってきたことから、個人信用情報機関の整備・充実の必要性が高まって
きました。このような状況のもとで、各業界に設立されている個人信用情報機関の
情報をそれぞれの会員が共通に利用して、過剰貸付の防止、多重債務者の発生防止
等をより効果的に行うことを目的とし、1987年３月から三者間で情報の交流が行わ
れています。現在は、３か月以上の延滞や自己破産など何らかの事故を起こした場
合の情報（ネガティブ情報）に限定されており、会員は所属している個人信用情報
機関を経由して他の個人信用情報機関に照会し、個人信用情報の提供を受けること
ができます。このシステムのことをＣＲＩＮ（クリン：Credit Information Network）
と呼んでいます。
なお、貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた株式会社シー・ア
イ・シー及び株式会社日本信用情報機構は、上記とは別に同法に定める「個人信用
情報」を二者間で交流しています。このシステムのことをＦＩＮＥ（ファイン：
Financial Information Network）と呼んでいます。

③

個人情報保護の制度
個人信用情報機関は、個人情報保護法及び関係ガイドライン（金融分野における
個人情報保護に関するガイドライン（2009年金融庁告示第63号）、金融分野における
個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針（2005年
金融庁告示第１号）、経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライ
ン（2004年経済産業省告示第436号）等）に従った個人情報の厳格な取扱いが求めら
れています。また、ＣＲＩＮの運営に当たっている全国銀行個人信用情報センター、
株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構は、三者協議会の名称の下、
個人情報の保護及び適正な業務運営に資することを目的として「情報交流（ＣＲＩ
Ｎ）の実施に関する個人情報保護指針」を2005年５月25日に改訂しました。さらに、
各機関は、個人情報保護関連法制の遵守はもちろんのこと、各業態においても自主
的ルールの整備・充実を図っています。例えば、個人信用情報機関の運営規則・内
部規定等によれば、個人信用情報機関が消費者の情報を提供するのは、１）個人信
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５．多重債務問題への対応

各分野における消費者政策

問合せ先
〇金融庁監督局金融会社室
電話 03-3506-6000(代)
〇経済産業省商務情報政策局商取引監督課
電話 03-3501-1511(代)
〇全国銀行個人信用情報センター
電話 03-3214-5020
〇株式会社シー・アイ・シー
電話 03-3348-0601
〇株式会社日本信用情報機構
電話 03-5294-7000

Ⅱ

用情報機関の会員からの照会、２）情報交流を行っている他の個人信用情報機関か
らの照会、３）消費者本人からの開示請求の場合に限られており、また、会員は、
消費者ローンやクレジット等の信用の供与に当たり、消費者の返済・支払能力の調
査に必要な場合に限って個人情報を利用することができ、目的外の利用は厳しく禁
止されています。
消費者が、個人信用情報機関に登録されている自分自身の消費者ローンやクレジ
ット等に関する情報について知りたい場合には、それぞれの個人信用情報機関に登
録情報の開示を請求することにより行うことができます。また、自分の情報を確認
したところ、登録情報に関して心当たりがないといったような場合には、個人信用
情報機関にその旨を申し出ると、個人信用情報機関を通じて情報を登録した会員が
その内容について調査を行い、登録情報が誤りであることが判明した場合には、登
録情報の訂正又は削除を行うとともに、個人信用情報機関を通じて本人にその旨を
連絡しています。
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2006年12月、借り手の返済能力を上回る貸付けが行われ、多重債務問題が深刻化し
ていたことを背景として、総量規制の導入及び上限金利の引下げ等を内容とする貸金
業法等の改正が行われました。その後、2010年６月には、改正貸金業法が完全施行さ
れました。
同法の施行後の状況としては、貸金業から５件以上の無担保無保証借入の残高があ
る人数は、2006年度と比べて減少している（注：株式会社日本信用情報機構の統計に
よれば、2007年３月末時点の171万人から2013年９月末時点では20万人となっている。）
など、多重債務者対策の上で相応の効果があったところです。
一方で、多額の借入残高を有する層は現在も相当数存在することから、政府や関係
機関により継続的に多重債務者対策を講じていく必要があります。
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①

政府及び関係機関の取組み
2006年12月に成立した改正貸金業法を受け、深刻化する多重債務問題を総合的に
解決するため、同月、内閣に、関係閣僚をメンバーとする多重債務者対策本部が設
置され、2007年４月には、多重債務問題の解決に向けて政府及び関係機関が取り組
むべき施策をまとめた「多重債務問題改善プログラム」が策定されました。現在、
このプログラムに沿って、多重債務問題への対応が進められています。
「多重債務問題改善プログラム」においては、
１）丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化
２）借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供
３）多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化
４）ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化
の４つを柱として様々な具体的施策が掲げられており、政府及び関係機関が一体と
なって、その具体的施策を実行していくこととされています。
例えば、
「丁寧に事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化」に関して
は、全国の都道府県、約９割の市区町村、各地の財務局等に設置された多重債務相
談窓口において、年間で約７万件の相談を受け付けています（2011年度実績）。
改正貸金業法の完全施行に際しては、同法の周知等を目的として「あなたは大丈
夫？キャンペーン―貸金業法が大きく変わります！―」を実施しました（2010年５
月１日から８月31日まで）。
また、潜在的な相談者の掘り起こし及び常設の相談窓口の認知度向上を目的とし
て全国の都道府県と各都道府県の弁護士会・司法書士会が共同で無料相談会等の開
催を行う「多重債務者相談強化キャンペーン」も実施しています（2008～2013年の
９月１日から12月31日までの期間に実施）。

②

消費者が注意すべきこと
多重債務に陥らないために、消費者が注意すべきこととしては、まず、安易な借
入れを行わないということが重要です。借入れを行う前に、
「本当に必要なお金か」、
「今すぐ必要なお金か」
、
「金利はどれくらいか」、
「自分の収入で返済していけるか」
などを確認しましょう。
万一、返済が困難になった場合も、安易に返済のための借入れをしてはいけませ
ん。返済に不安を感じたら、早めに相談し、解決策を立てましょう。全国の都道府
県・市区町村、各地の財務局等のほか、弁護士会、司法書士会、法テラスなどでも
相談を受け付けています。
相談窓口
○各財務（支）局及び沖縄総合事務局の多重債務相談窓口
○消費者ホットライン（お住まいの地域の消費生活相談窓口をご案内します。
）
電話 0570-064-370（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ みんなを）
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Ⅱ

○日本司法支援センター（法テラス）コールセンター
電話 0570-078374（おなやみなし）
○日本貸金業協会相談センター
電話 057-051-051

各分野における消費者政策

問合せ先
○金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
電話 03-3506-6000（代）
○消費者庁消費者政策課
電話 03-3507-8800（代）
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