資料３－４

参照条文

○

消費者安全法（平成二十一年六月五日法律第五十号）（抄）
※25 年４月１日施行の改正後の条文

（定義）
第二条 （略）
２～７ （略）
８ この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態のう
ち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するものが事業者
により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれ
のあるものをいう。
一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消費
者に対して示す商品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又は取引条
件が実際のものと著しく異なるもの
二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取
引であって、政令で定めるもの
（消費者事故等の発生に関する情報の通知）
第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事
故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で定め
るところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知
しなければならない。
２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故等
（重大事故等を除く。
）が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等の態
様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に関する状
況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等と同種若し
くは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、
内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等
の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。
３ 前二項の規定は、その通知をすべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、適用
しない。
一 次のイからニまでに掲げる者であって、それぞれイからニまでに定める者に対し、
他の法律の規定により、当該消費者事故等の発生について通知し、又は報告しなけ
ればならないこととされているもの
イ 行政機関の長 内閣総理大臣
ロ 都道府県知事 行政機関の長
ハ 市町村長 行政機関の長又は都道府県知事
ニ 国民生活センターの長 行政機関の長
二 前二項の規定により内閣総理大臣に対し消費者事故等の発生に係る通知をしなけ
ればならないこととされている他の者から当該消費者事故等の発生に関する情報を
得た者（前号に該当する者を除く。
）
三 前二号に掲げる者に準ずるものとして内閣府令で定める者（前二号に該当する者
を除く。
）
４ 第一項又は第二項の場合において、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民
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生活センターの長が、これらの規定による通知に代えて、内閣総理大臣及び当該通知を
しなければならないこととされている者が電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
）を利用して同一の情報を閲覧するこ
とができる状態に置く措置であって内閣府令で定めものを講じたときは、当該通知をし
たものとみなす。
（消費者事故等に関する情報の集約及び分析等）
第十三条 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の規定による通知により得た情報その
他消費者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため有効に活用されるよう、迅
速かつ適確に、当該情報の集約及び分析を行い、その結果を取りまとめるものとする。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定により取りまとめた結果を、関係行政機関、関係地方公
共団体及び国民生活センターに提供するとともに、消費者委員会に報告するものとする。
３ 内閣総理大臣は、第一項の規定により取りまとめた結果を公表しなければならない。
４ 内閣総理大臣は、国会に対し、第一項の規定により取りまとめた結果を報告しなけれ
ばならない。
（資料の提供要求等）
第十四条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその結果
の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共
団体の長、国民生活センターの長その他の関係者（第三十五条において「関係行政機関
の長等」という。
）に対し、資料の提供、意見の表明、消費者事故等の原因の究明のため
に必要な調査、分析又は検査の実施その他必要な協力を求めることができる。
２ 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事故等による被害の拡大の防止を図
るため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、消費者
事故等に関して必要な報告を求めることができる。
（消費者への注意喚起）
第三十八条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若し
くは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得
た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若し
くは類似の消費者事故等の発生（以下「消費者被害の発生又は拡大」という。）の防止を
図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、
当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する
情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人国民生
活センター法（平成十四年法律第百二十三号）第四十四条第一項の規定によるほか、国
民生活センターに対し、前項の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報の消費者
に対する提供に関し必要な措置をとることを求めることができる。
３ 独立行政法人国民生活センター法第四十四条第二項の規定は、前項の場合について準
用する。
（他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求）
第三十九条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若し
くは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得
た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の
規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該措
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置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事
務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項
の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
（事業者に対する勧告及び命令）
第四十条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が
発生した場合（当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じ
くする重大事故等の発生（以下「重大生命身体被害の発生又は拡大」という。）の防止を
図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。）において、重大
生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等
（当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にす
る商品等を含む。以下この項において同じ。
）又は役務を供給し、提供し、又は利用に供
する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用
方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を勧告すること
ができる。
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその
勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大生命身体被害の発生又は拡大の防止
を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置を
とるべきことを命ずることが できる。
３ （略）
４ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合（当該多数消費者財産被害
事態による被害の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類似の多数消費
者財産被害事態の発生（以下この条において「多数消費者財産被害事態による被害の発
生又は拡大」という。
）の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があ
る場合を除く。
）において、多数消費者財産被害事態による被害の発生又は拡大の防止を
図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被害事態を発生させた事業者
に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめその他の必
要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
５ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその
勧告に係る措置をとらなかった場合において、多数消費者財産被害事態による被害の発
生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その
勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
６～８ （略）
（報告、立入調査等）
第四十五条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対し、必
要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所
に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度において当該事業
者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取させるときは、時価
によってその対価を支払わなければならない。
２ 前項の規定により立入調査、質問又は集取をする職員は、その身分を示す証明書を携
帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十三条

第四十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
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同項の規定による立入調査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問
に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を
罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰
金刑を 科する。
一 第五十条及び第五十一条 一億円以下の罰金刑
二 前二条 各本条の罰金刑

○ 不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号）
（抄）
（不当な表示の禁止）
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに
該当する表示をしてはならない。
一
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似
の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると
示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択
を阻害するおそれがあると認められるもの
二
商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種
若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の
相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘
引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ
るもの
三
前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者
に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自
主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
２ 内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必
要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏
付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、
当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示
は同号に該当する表示とみなす。
（報告の徴収及び立入検査等）
第九条 内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、
当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若し
くは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその
職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事
業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく
は関係者に質問させることができる。
２ 都道府県知事は、第七条の規定による指示又は前条第一項の規定による請求を行うた
め必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のあ
る事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物
件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係
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のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他
の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
３ 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
に提示しなければならない。
４ 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。

○ 特定商取引に関する法律（昭和五十一年六月四日法律第五十七号）
（禁止行為）
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約
の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約
の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為
をしてはならない。
一
商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの
内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは
当該役務提供契約の解除に関する事項（第九条第一項から第七項までの規定に関する
事項（第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項
又は第四項の規定に関する事項を含む。
）を含む。
）
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であ
つて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととな
る重要なもの
２ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結に
ついて勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実
を告げない行為をしてはならない。
３ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締
結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解
除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
４ 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結に
ついて勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止
めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りす
る場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘を
してはならない。
（合理的な根拠を示す資料の提出）
第六条の二 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為
をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提
供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資
料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事
業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第八条第一項の規定の適用については、
当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる
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行為をしたものとみなす。
（報告及び立入検査）
第六十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定
めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者若し
くは業務提供誘引販売業を行う者（以下この条において「販売業者等」という。
）に対し
報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の店舗
その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
２ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定める
ところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者とし
て政令で定める者（以下この項において「密接関係者」という。
）に対し報告若しくは資
料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、
書類その他の物件を検査させることができる。
３ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と
取引する者（次項の規定が適用される者を除く。
）に対し、当該販売業者等の業務又は財
産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
４ 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業
法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者
であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同
条第二号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号（電
子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メー
ル広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに
限る。）を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、
住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求
めることができる。
５ 主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度におい
て、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさ
せ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若し
くは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
６ 第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引
電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者につい
て準用する。この場合において、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは、「通信
販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供
誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
７
第一項若しくは第二項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）又は第
五項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提
示しなければならない。
８
第一項若しくは第二項（これらの規定を第六項において準用する場合を含む。
）又は
第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
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