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消費経済審議会 第１回特定商取引部会 議事録 

 

日時：平成２５年１月１１日（金）１４：００～１５：３０ 

場所：経済産業省本館２階東３共用会議室 

出席者：山本部会長、青山（直）委員、青山（理）委員、井口委員、大河内委員、 

斎藤委員、佐々木委員、夏目委員、野坂委員、村委員  全１２名中１０名出席 

議題：   

（１）特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の概要について 

（２）特定商取引に関する法律施行令の一部改正等について 

（３）特定商取引に関する法律施行令の一部改正に係る答申案について 

 

 

 

○山本部会長  それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから消費経済審議

会特定商取引部会を開催させていただきます。委員の皆様方には、御多忙のところ御参集

いただきまして誠にありがとうございます。 

 まず、事務局から委員の出欠状況の確認等をしていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。 

○島上消費経済企画室長  本日は、中田委員、藤井委員の御都合がつかず、御欠席でご

ざいますが、委員の出席者が過半数を超えておりますので、定足数を満たし成立すること

を確認いたします。 

 また、お手元に資料を用意させていただいております。それぞれ１枚目に資料の一覧を

添付しております。欠落等ございましたら、事務局までお申しつけください。 

 なお、答申案につきましては、議論を踏まえた後、部会長から御提案いただくこととし

ておりますので、御了承いただきたいと思います。 

 次に、委員の方々の御紹介をさせていただきます。時間の関係もございますので、私の

方からお名前を読み上げる形で進めさせていただければと思っております。 

 まず、私の右隣でございますが、部会長の山本豊先生でいらっしゃいます。 

 続いて、順番に御紹介いたしたいと思います。スタイルビズの代表取締役・青山委員で

いらっしゃいます。 
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 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会副会長の青山委員でいらっしゃいます。 

 国民生活センター紛争解決委員会事務局長の井口委員でいらっしゃいます。 

 主婦連合会参与の大河内委員でいらっしゃいます。 

 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員の斎藤委員でいらっしゃいます。 

 日本通信販売協会会長の佐々木委員でいらっしゃいます。 

 日本訪問販売協会副会長の中田委員は本日御欠席でございますけれども、代理として伊

藤専務理事に御出席いただいております。 

 続きまして、全国地域婦人団体連絡協議会事務局長の夏目委員でいらっしゃいます。 

 読売新聞論説委員の野坂委員でいらっしゃいます。 

 東京経済大学の村委員でいらっしゃいます。 

 続きまして、事務局の紹介をいたします。商務流通保安審議官の豊永でございます。 

 なお、昨年９月19日から商務流通グループに産業保安の部門が統合されてございます。

したがいまして、現在、商務流通保安グループとなっておりますことを申し添えいたしま

す。 

 商務流通担当審議官の羽尾でございます。 

 また、本日は消費者庁の山下取引対策課長に御出席いただいております。 

 前後しましたが、一番右側に経済産業省消費者相談室長の中内でございます。 

 最後に申しおくれましたが、私、消費経済企画室長の島上と申します。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。 

 続いて、審議の冒頭、私から一言ごあいさつさせていただきたいと思います。 

 本特定商取引部会は、前回は2008年の特定商取引法の大幅改正のときの審議ということ

で、前回開催は2009年８月でございます。その間、持ち回りの書面審議はございましたけ

れども、こうして一堂に会するのは約３年半振りになります。 

 委員の皆様御案内のとおり、貴金属などの強引な訪問買取りにより、消費者被害が多発

したことに対処するために、訪問購入についての規制を新設する特定商取引法改正法が昨

年の国会で成立いたしました。この改正法は、当初は貴金属等を念頭に置いて、規制対象

物品の指定性を設けるという内容でございましたが、この政府原案が国会で修正されまし

て、指定物品性は設けないということになりました。 

 この国会の御意思というものは、原則すべての物品を規制対象とするが、同時に規制を
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及ぼす必要が乏しく、かえって事業者のコスト増や、そのことに伴って間接的な消費者利

便の低下につながるような物品の分野はないのかを精査しなさいというものであったと認

識しております。 

 この検討はいろいろな要請を調整しなければいけない大変難しい作業でございましたが、

このたび、その案がまとまったということでございますので、委員の皆様の御意向を伺う

べくお集まりいただいた次第であります。御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは、続きまして、経済産業省の豊永商務流通保安審議官から一言ごあいさつをい

ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○豊永商務流通保安審議官  豊永でございます。改めてよろしくお願い申し上げます。

また、新年あけましておめでとうございます。 

 山本部会長ほか、委員の方々、お忙しい中御参集ありがとうございます。３年半振りの

開催ということで、私どもも大変緊張いたしているわけでございます。 

 この間、消費者庁が発足し、何本もの法律を出し、また改正されて、着実に消費者庁に

おける消費者行政の実が上がってきていると思います。私どもは、その間も決して消費者

目線での行政から引いたつもりは全くなくて、御存じの方がいれば幸いでありますけれど

も、消費者契約におきましても、また製品安全におきましても、消費者の方々の安全とい

う観点から種々の取り組みをしてきたところでございます。 

 今般の特定商取引法、実は私、20年前に消費経済課の総括補佐をしておりました。その

ときは訪問販売法でありました。感慨深くこの特定商取引法を拝見しておりますけれども、

御存じのように、今お話しがありましたように、昨年の国会で新たなジャンルとして訪問

購入を規制し、今般、その中での対象品目をどうするかという大変に難しい議論をお願い

することになっております。 

 この間における消費者庁の努力に敬意を表しますとともに、ここにおいでの方々にぜひ

貴重な御指摘をいただければと思っております。私どもは経産省であるがゆえに、産業サ

イドに立って足を引っ張るように見えることのないように心しながら、これからも消費者

庁ともども消費者行政に努めてまいりたいと思っております。本日はよろしくお願い申し

上げます。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。 

 続きまして、本部会における議事、議事録及び配付資料の取り扱いについてお諮り申し
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上げます。 

 平成７年９月の閣議決定におきまして、審議会の透明化及び見直しが決定されており、

審議会やそれに準ずる懇談会等の運営状況等は、できるだけ公開することが求められてい

ます。したがいまして、本部会についても、一般の方の傍聴を認めるとともに、議事要旨、

議事録及び配付資料を後日公開することが適当かと考えます。 

 ただし、配付資料等の中で、個人情報や個別企業のデータを含むもの等があった場合に

は非公開とすることもあり得ます。これはあくまでも一般論でございますが、各資料等の

公開の是非や議事要旨の作成につきましては、個別的に判断を要する場合は私と事務局に

一任いただければと思いますが、そういう取り扱いで御了承いただけますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。それでは、そのように取り扱わせていただきます。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 消費者庁より、昨年８月22日に公布されました特定商取引に関する法律の一部を改正す

る法律の概要について御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○山下消費者庁取引対策課長  それでは、資料３―１、あわせまして３―３に基づきま

して、簡単に御説明させていただきます。 

 まず、資料３―１、特定商取引法の一部を改正する法律でございます。既に御案内のよ

うに、昨年の通常国会で可決、成立、８月22日に公布されております。半年以内、今年２

月21日までに施行することが求められているものでございます。 

 中身につきましては、ごく簡単に。左のトラブルの主な事例にありますように、不要な

着物を買い取ると突然電話があった。来てもらったところ、ついでに貴金属の鑑定をして

あげるといって、指輪をいきなり外しにかかった。断ったがほかのものも見せるようにと。

宝石３点10万円以上するものを 1,700円で買い取るといった。しかしながら怖くて断れな

かった。こういった悪質な手口を含むトラブルが増えております。 

 その右の数字をご覧いただきますと、過去５年間で急増しているのが見てとれると思い

ます。こうした被害実態を踏まえまして、先の法律改正になりまして、７番目の取引類型

として訪問購入が追加されたところでございます。 

 規制の概要につきましては、右手下のフロー図をご覧いただきたいと思います。まず、

勧誘前には事業者名、それから、今回であれば買取りが目的であること等を明示する義務

がかかります。それから不招請勧誘の禁止でございますが、これはいわゆる飛び込み勧誘
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が禁止されるのみならず、消費者から査定を要請されて訪問した場合でありましても、査

定を超えた勧誘は禁止される、営業トークは禁止されるというものでございます。また、

不招請勧誘の禁止を仮にクリアしたところで、これは入り口を突破したに過ぎないわけで

ございまして、その後、以下にあるような規制がかかるというものでございます。 

 １つは、勧誘意思の確認義務。それから、勧誘開始段階では再勧誘の禁止。不実告知や

威迫、困惑の禁止。晴れて売買契約が成立するときには書面を交付する。今回であればク

ーリング・オフが８日間かかります。 

 しかしながら、訪問販売と違いますのは、今回は売主の唯一無二の物品が訪問購入業者

の手に渡ってしまう。それが転々流通する可能性があるということでございますので、で

きるだけ取り返しをしやすいような工夫を凝らしているということでございます。 

 １つは、クーリング・オフ期間中は物品を引き渡さなくてもよいという規定が明記され

ております。それから、第三者に転売される場合には、引き渡した際に引渡しに係る情報

を元の売主に通知する義務を訪問購入業者にかけております。また、訪問購入業者が第三

者に渡す場合には、その物品はクーリング・オフされる可能性がある、あるいは既にされ

た旨の通知をする義務がかかっております。これらの事項に違反した場合には、一番左下

にございますように、業務停止等の命令、懲役や罰金の対象となるというものでございま

す。 

 冒頭、部会長から御説明がありましたように、この対象物品でございますが、左の (1)

にございますように、原則としてすべての物品となっております。これは規制の後追いを

避ける趣旨でそうなったものでございますが、一方で、消費者トラブル等のおそれがない

と認められる物品、あるいは右下に注で書きましたけれども、特定の取引態様につきまし

ては、政令で対象から除外するというように整理されております。これにつきましては後

ほど御説明させていただきます。 

 続きまして、資料３―３でございます。改正特商法第58条の17第２項第１号におきまし

て、適用除外の規定が置かれているわけでございます。これにつきまして、関係各位から

様々なお問い合わせをいただいている状況でございますので、今回、紙に考え方を整理し

たものでございます。 

 まず (1)、この規定に基づきまして適用除外となるものでございます。例えば、売主で

ある消費者が、私の○○を売りたいので来てくださいなどといったように、契約の申込み

または契約の締結を明確に表示した場合、その他取引行為を行いたい旨の明確な意思表示
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をした場合は、請求した者に当たりまして、適用除外となります。 

 訪問購入の場合ですと、通常、実際に物品を査定し、価格等が定まらないと売買契約を

請求する明確な意思がお互いに表示されたとは言い難いわけでございます。例えば、売り

たい物品がどんな価格になってもよいので、その物品をその事業者に売りたいという意思

で、売主である消費者がその住居において契約の締結を請求したような場合は、この規定

に該当することになると考えております。 

 他方で、 (2)適用除外とならないものでございます。例えば、見積もりをしてほしいの

で来てくださいといったように、明確な取引意思を有しないまま、訪問購入業者に自宅へ

の来訪を求めた場合は適用除外とならないと考えております。 

 また、訪問購入等について単なる問い合わせなどを行った際に、購入業者より来訪して

説明をしたいという旨の申し出があった。これを売主である消費者が、いいですよと承諾

した場合は、消費者から請求を行ったとはいえないため、本号には該当しないと考えてお

ります。 

 同様に、訪問購入業者の方から電話をかけて、事前にアポイントメントをとった上で訪

問する場合も該当しないと考えております。 

 以上でございます。 

○山本部会長  どうもありがとうございます。 

 それでは、以上の説明につきまして、何か委員の皆様から御質問がございましたら、御

発言をいただきたいと思います。 

 なお、御発言いただく際には挙手という仕方もありますけれども、ほかのやり方として

はネームプレートを立てていただく形で発言意思の通告をいただいて、その上でこちらの

ほうで指名いたしますので、お手元のマイクをお使いいただくか、事務局からマイクを受

け取って御発言いただくというやり方で進めたいと思いますので、御協力をよろしくお願

いいたします。いかがでございましょうか。斎藤委員、どうぞ。 

○斎藤委員  意見は後で申し上げた方がいいですか。 

○山本部会長  とりあえず今の段階では、御説明いただいた、改正特商法の概要と招請

取引の解釈の部分について何か御質問等があったら、ここで出していただきたいというこ

とでございます。 

○斎藤委員  わかりました。では、それに限って。 

 先ほどの資料３―３なのですが、念のための確認的な意味での質問ということですけれ
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ども、訪販の場合には請求訪販といわれていますし、訪問購入の場合には請求購入という

のかもしれませんけれども、概念としては同じ概念で考えるということで整理されたとい

うように理解していいのかどうか御質問させていただければと思います。 

○山本部会長  では、御回答をお願いいたします。 

○山下消費者庁取引対策課長  その点につきましては、御指摘のように同じ概念で整理

しております。 

 ちょっと脱線になるかもしれませんが、これにつきましてはいろいろな御指摘をいただ

いております。その典型例は、今回、訪問購入のこの規定につきましては、できるだけ広

めの解釈をして、そのかわりに適用除外の物品を減らしてほしいというような御要望も多

々いただいておりますが、我々はそれを採用しておりません。 

 その心は、確かにそういうことによりまして、適用除外の物品リストは短くなるかもし

れません。しかしながら、他方で、この解釈を広げることによって、特定の物品にかかわ

らずすべての物品におきまして悪質な被害が起こる手口を与えてしまうといったことが懸

念されておりまして、そちらの方が被害は甚大であろうと。むしろそうすることによって、

消費者利益の保護に悖る結果になるのではないか、我々はそう強く考えていますので、我

々としては訪問販売と同様に、ここは厳しめに解釈するという立場を採ったものでござい

ます。 

 以上です。 

○斎藤委員  ありがとうございます。 

○山本部会長  よろしいですか。ほかに。では、青山理恵子委員、お願いします。 

○青山（理）委員  今の明確な御回答でほぼよろしいかなと思ったのですけれども、今

回こういう形で適用除外となる、あるいは適用除外とならないのだということを明確にき

ちんとお示しいただいたのは大変ありがたいと思っています。このことをきちんと事業者

サイドに教育活動というのでしょうか、そういうことをしていただきたい。 

 というのは、消費者も見積もりをしてほしいから来てくださいというように明確に依頼

をされるとは限らないのです。ちょっと相談したいのだけれどもみたいな形で訪問を受託

するという場合もあり得るし、それから、言った言わないということがいろいろな相談の

現場で後から問題になりますので、そういうことからいうと、 (1)のようにきちんと請求

したものに対しては適用除外となってもオーケーだけれども、それ以外のものはかなり消

費者保護規定という形の考え方で運用といいますか、判断していただければありがたいと
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思います。 

 以上です。 

○山本部会長  何かレスポンスありますか。どうぞ。 

○山下消費者庁取引対策課長  ただいまの点につきましては、既に事業者さんから種々

問い合わせをいただいておりまして、今私が申し上げたことを返答しております。今後そ

れに加えまして、施行までに向けて全国各地で説明会を開くことにしております。そうい

った機会などもとらまえまして、正しく理解が進むようにしていきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

○山本部会長  ほかに御発言。村委員、どうぞ。 

○村委員  先ほどの御説明で、査定の請求と、いわゆる請求訪問購入の２つの違いにつ

いてはよく分かりました。ですから、査定のみの請求をした顧客のところは、査定のみを

して帰らなくてはいけない。そこで査定のついでに勧誘をすると、不招請勧誘の禁止にか

かるという理解になろうかというように御説明を伺ったのですが、私がよく分からなくて

お教えいただきたいのは、今回、不招請勧誘の禁止が入りました。これは第58条の６第１

項になるのですけれども、ここでは勧誘の要請をしていない者に対して勧誘をしてはなら

ないと。従来の特商法にはこういう規制が全然ありませんでしたので、今回、参議院での

修正で初めて入った概念になるわけなのですけれども、先ほどは査定の請求、それから申

し込みたい、契約を締結したいという請求について区別の御説明をいただいたのですが、

ここでいっている勧誘の要請……言葉が違うといわれれば確かに違うのですが、先ほど青

山委員がいわれたみたいに、普通の消費者側からのアクセスの仕方で具体的にというと、

勧誘の要請というのは一体何なのかというのが私には少し分かりにくいように思われます。 

 ですから、申込みや契約の締結の請求と査定の請求、それから勧誘の要請という概念が

ありますので、この３つを具体的に、もうちょっと分かりやすく御説明いただけるとあり

がたいと思います。 

○山本部会長  お願いいたします。 

○山下消費者庁取引対策課長  今御質問のありました不招請勧誘の禁止でございますが、

これは条文上どうなっているかといいますと、売買契約の締結についての勧誘の要請をし

ていない者に対して売買契約の勧誘をしてはならないというようになっているわけでござ

います。これは、今御発言がありましたように、もともと政府が提出した法律案にはなく

て、その後国会の修正を経て盛り込まれた規定でございます。 
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 参議院の法制局にこの意味につきまして問い合わせたところでございますが、その答え

は、あなたに売りたいので来てほしいとまでは意思が固まっていない。しかしながら、契

約するかもしれないという意思をもって、契約について話を聞きたいので来てほしい。例

えばこういった場合が該当しますという回答をいただいております。 

○山本部会長  村委員、よろしいですか。村委員の最初の確認事項の査定のついでに勧

誘すると不招請勧誘になるというのはそれでよろしいということですね。 

○山下消費者庁取引対策課長  そうでございます。 

○山本部会長  勧誘の要請について、今、参議院の御見解が御紹介されましたけれども、

とりあえず今のところはよろしいですかね。ほかに。青山直美委員、どうぞ。 

○青山（直）委員  これは質問というよりもお願いなのですけれども、１号と２号の適

用除外となるものとならないものの差異を、実際に一般のまさしく被害に遭われるような、

うちの母などは４年前にこれをやられているのですけれども、実際に (1)と (2)の差をど

のように説明したらわかるのかということをぜひ御検討いただいて、今だと、おじいちゃ

ん、おばあちゃんがよく見る「あさイチ」などで、どのように説明されるのかというとこ

ろまで落とし込んで、もう一度精査していただけると、せっかくこのようないい法律を作

られても、実際そういう被害に遭われる方がどこに注意すべきなのかということが具体的

にぽんと入ってこないと意味がなくなってしまいます。そのあたりもう一度ちょっともん

でいただけるとありがたいかなと。これは要望です。 

○山本部会長  青山さんのお母さんのケースは、事業者がいきなり押しかけてきたもの

ですか。それともお母さんのほうから電話をかけて来てくださいと？ 

○青山（直）委員  いきなりです。 

○山本部会長  今問題になっているのは、後者のグレーな場合ですね。そのグレーの線

引きが確かに分かりにくいということですので、できるだけ分かりやすく啓発をお願いし

たいと。どのようにしたら分かりやすいかという問題もあるのですけれども、そのように

努めていただきたいという御要望かと思います。野坂委員、どうぞ。 

○野坂委員  私もマスコミの立場として、この改正についてマスコミとしてもしっかり

説明していかなければいけないと思います。先ほど、例えば査定の途中で勧誘をすると認

められないというような説明がありました。口頭で聞くと分かるのですけれども、やはり

この文書だけでは消費者の方は分からない。その点について、政府側と我々マスコミ側と

がしっかりアピールしないと、せっかくのものが生かされないと思いますので、一層努力
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していかなければいけないということを注文したいと思います。 

○山本部会長  私の方から余計なことを申し上げるのはよくないかもしれませんけれど

も、こういう場合難しいのは、法律的にここまではセーフと完璧に具体的に書くと、やは

りそれをねらってという部分もあるのです。ですから、その辺全体の最適解でどの程度明

示できるかとか、そういう問題もありますので、できる限り努力するという形で御要望に

こたえていただきたいと思います。 

 ほかに御質問ございますか。では、井口委員、どうぞ。 

○井口委員  やはり実際の消費者の苦情を考えますと、恐らく売却の申込みと査定の要

請の中間段階といいますか、どちらともとれる場合になかなか業者との関係がうまく整理

できないという相談対応の苦労がみえるのですけれども、例えば、最初に問い合わせた段

階では非常に高額な査定がなされていて、実際に現地で査定すると非常に低い額で持って

いってしまった、こういう場合に要請によるものなのか不招請に当たるのかどうかという

のはちょっと微妙なケースだろうと思いますが、考え方としてお聞かせいただければと思

います。 

○山本部会長  今の御質問について御回答はお願いできますか。 

○山下消費者庁取引対策課長  一般論しか申し上げられませんので、ちょっとそこは難

しいと思いますけれども、今、部会長からありましたように、ここまでがアウトです、こ

こからがセーフですというような解釈を示すことによって、それを逆手にとる手法は必ず

起こります。それは迷惑勧誘と同じで、深夜勧誘はだめだと。では、何時まではいいのか

というような議論と全く同じだと思うのです。したがって、そのような形で解釈通達なり

を出すということは厳しかろうと考えております。 

○山本部会長  ほかにございますか。これは法律を完全に変えて、請求訪問であっても

自宅で契約したものは全部適用というように乱暴なルールにしてしまえば明確になります。

ただ、どこまでが不意討ちかという問題は当然あります。現行の法律は、そこを仕分けす

るというのが根本的な考え方ですので、そこをなるべく今回の改正を契機に明確にする。

これは非常に大切な要請ですけれども、先ほど言ったような、明確にすることによる弊害

とか、明確にし得ない部分というのはどうしても残る。これは御理解いただいて、その上

でどの程度までやれるか。 

 先ほど来、消費者側は分かりにくいという意見が多数出されていますが、事業者側も、

どこまでなら特商法の対象になるのかならないのかは大変な関心事でして、両サイドから
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明確化を求められていますので、弊害のない限りで極力明確化していただくように努めて

いただきたいと思います。 

 そうしましたら、今の法律の解釈、改正法の趣旨について、なお御質問もおありかと思

いますけれども、請求の概念がどうかということは、実は皆様の御発言にありますように、

政令をどのようにつくるのかということと相関関係の問題になっているわけです。ですか

ら、政令の審議の中で、今話題になった法律の解釈とも関連するようなことが出てまいり

ましたら、またその場で御発言いただくこともあり得べしとしまして、審議を先に進めさ

せていただきたいと思います。 

 ここで再び事務局から、特定商取引法施行令の一部を改正する政令案に係る消費経済審

議会の諮問につきまして、それから消費者庁からは、特定商取引法施行令改正案につきま

して、それぞれ御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○島上消費経済企画室長  では、まず資料４、諮問文につきまして私から簡単に御説明

申し上げます。 

 特定商取引に関する法律施行令の一部改正について、昨年12月14日付でございますが、

経済産業大臣から消費経済審議会会長あてに諮問がなされております。下記の事項が諮問

事項でございます。 

 かいつまんで申し上げますと、法に規定します適用除外の対象について、政令で定める

取引の態様、規制の対象としない物品、密接関係者の定めに係るものなどにつきまして、

特定商取引に関する法律施行令の改正を行うことについてということが審議対象、諮問事

項となっております。 

 具体的には別紙のとおりでございます。この部分につきましては、消費者庁の山下課長

から説明していただくことにいたします。 

○山下消費者庁取引対策課長  それでは、別紙でございます。政令案の内容は大きく４

点あるわけでございますが、この場におきましては、特に皆様方の関心の高い２．規制対

象としない物品、それから次のページの３．規制の適用除外とする取引態様に焦点を当て

て御説明したいと考えております。 

 まず、２．規制対象としない物品でございます。これは改正特商法第58条の４におきま

して、そこにある（ア）または（イ）のいずれかの要件を満たすことが求められておりま

す。（ア）の要件を満たすものとして、下でございますが、家電（携行が容易なものを除

く）、それから家具を掲げております。また（イ）の要件を満たすものとしまして、自動
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車（二輪のものを除く）、それから書籍、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲームソフト類、有価証券を掲

げております。 

 考え方についてでございます。まず、（ア）売買契約の相手方の利益を損なうおそれが

ないと認められることの考え方についてでございます。これは現時点におきまして深刻な

消費者被害がないことのみならず、将来的にも、物品の性質上、消費者被害が発生するお

それが低いと考えることが必要であろうと考えております。 

 この点、家電（携行が容易なものを除く）、家具につきましては、現在、訪問購入に関

する深刻な消費者トラブルはございません。また、こういった物品は消費者がほぼ毎日使

用する物品でございまして、売却する場合は新しい商品と買い替えするときであるなど、

早急に処分したい状況にあるわけですので、消費者の意思に反して売却してしまうおそれ

が少ないと考えられます。 

 なお、これらの商品は大型の物品であるため、店舗に持ち込むことは困難でございます。

訪問購入がなくなると、消費者の利便性を損なうおそれがあるということも考える必要が

あろうかと思っております。 

 次に、（イ）規制対象となった場合、流通が著しく害されるおそれがあると認められる

ことの考え方についてでございます。これらの物品につきましては、一度に大量の個数が

買い取られるという商慣習がある。そのために、法の規制がかかってクーリング・オフが

行使されても、特定の物品を返却することは著しく困難であると考えておりまして、その

観点から書籍を抜いております。また、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲームソフト類は書籍と同一の流

通経路に属しておりまして、同様に抜いているわけでございます。 

  (3)自動車（二輪のものを除く）でございますが、自動車につきましては、道路運送車

両法上、登録制度というものが定められております。この制度は、登録を受けている者が

その自動車の所有権者であるということを公示する機能を有しております。しかしながら、

今回、特商法の規制がかかってしまって、元の売主からクーリング・オフが行使されてし

まいますと、登録者と所有権者が乖離してしまう結果となります。第三者は、取引を行う

ときに登録の有無を確認することで所有権の有無を確認して、取引の安定性が確保されて

いるわけでございますが、それができなくなってしまう。したがって、流通が著しく害さ

れる結果となるというように考えております。 

 なお、今申し上げた登録制度は、普通自動車にはございますが、軽自動車にはございま

せん。しかしながら、これら２つは同一の流通経路に属しておりますので、流通の混乱を
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避けるために同様の扱いといたします。 

 それから、有価証券につきましては、一般的な動産よりも一層流通の円滑化を図るため

に、これを取得する第三者に悪意または重過失がない限り返還義務を負わないこととされ

ております。今回、特商法が適用されてしまいますと、有価証券を取得した第三者は、善

意無過失を立証しなければ、元の売主に所有権を対抗し得ないこととなっておりますので、

そうしますと、商法等に既に規定がある、こうした流通円滑化を図る制度の趣旨を害する

ことになってしまうと考えております。 

 次のページに移ります。３．規制の適用除外となる取引態様についてでございます。適

用除外と申しましても、取引態様による適用除外は、氏名等の明示義務、勧誘される意思

の確認義務、それから再勧誘の禁止、この３点は引き続き規制がかかるものでございます。 

 改正特商法第58条の17第２項第２号におきまして、そこに掲げる（ア）と（イ）の両方

の要件を満たすことが求められております。これに該当する取引態様を３つ掲げておりま

す。 

  (1)御用聞き、 (2)常連取引でございます。これらはいわゆるお得意様の取引でありま

す。既に同様の規定が訪問販売類型にも存在しております。こうした形態による取引に関

して深刻な消費者被害は現在発生しておりませんし、これらの業者と消費者の間に信頼関

係が成立していると考えられておりますので、消費者の利益を損なうおそれがないと認め

られると考えております。 

  (3)転居に際して行われる訪問購入でございます。転居に際して、事業者が家財道具の

査定を行って、売買契約を締結することは日常的に行われているわけでございます。また、

現時点で深刻な消費者被害も寄せられておりません。したがって、この３つを適用除外と

するものでございます。 

 以上でございます。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、以上の諮問文書、それから施行令改正案についての御説明につきまして、委

員の皆様から御意見、御質問がありましたらお出しください。お願いいたします。――村

委員に先にお願いして、次に青山理恵子委員にお願いいたします。 

○村委員  質問でもよろしいでしょうか。 

○山本部会長  はい、どうぞ。 

○村委員  ２点質問をさせていただきたいと思います。 



 

- 14 - 

 まず第１点が、１ページの全面的適用除外、適用対象取引から除外する商品についての

質問なのですが、（ア）の要件を満たすものというところで家電と家具が挙がっています。

家電とか家具は日常に使うものだからという御説明が先ほどあったのですけれども、いわ

ゆるアンティークとか骨とう品的なものも家電とか家具の中にはあろうかと思うのです。

そういったアンティークであるとか骨とう品のようなものの場合も、この家電とか家具で

読むのかということをまず御質問したいのが１つです。 

 ２つ目は、（イ）の要件を満たすものというところの (5)有価証券なのですが、有価証

券という概念は、例えば商法上の有価証券の概念と金融商品取引法で有価証券と呼んでい

るものは範囲が違います。金融商品取引法ですと、みなし有価証券というのがあって、例

えば最近消費者トラブルになっているものですと、学校債に関するトラブルがありますが、

学校債はみなし有価証券なのです。ところが、 ＣＯ２排出権とか医療機関債もトラブルが

出ているのですが、この２つは金融商品取引法でもみなし有価証券になっていないのです。

しかし、一方で商法上でいうとまた別の概念になるので、ここでいっている有価証券とい

うのは、どのように定義された有価証券なのかというのが、これでは不明確です。恐らく

この定義のままですと、消費者の現場とか相談現場では大混乱になってしまうのではない

か心配いたします。ですから、この有価証券というのをどのように考えておられるのか、

定義について御説明いただきたいという御質問です。 

○山本部会長  それでは、御回答ください。 

○山下消費者庁取引対策課長  まず、骨とう品とかプレミアのつく収集品のようなたぐ

いは、ここでいう物品には入らないと考えております。それは通達などで明らかにしよう

と考えております。これが１つ。 

 それから、有価証券につきましては、御指摘のように商法上の定義と金商法の定義は同

じでない。また、商法上の中でも学説が分かれるとか、そういったややこしい分野である

と認識しておりまして、結論から先に申しますと、今後、有価証券につきましても具体的

に通達で提示しようと考えております。疑義がないようにしたいと思っております。 

 以上です。 

○山本部会長  ありがとうございました。学校債とか ＣＯ２というのは、買取りでトラ

ブルが出ているのですか。売り込みの問題ではないですか。 

○村委員  劇場型の場合だと、買い取りますからというのがあります。 

○山本部会長  買取りと売り込みががセットになっていると。 
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○村委員  はい。 

○山本部会長  そうですか。わかりました。では、次に青山理恵子委員にお願いして、

その次に斎藤委員にお願いします。 

○青山（理）委員  今、村委員がおっしゃったように、本当に有価証券については非常

に定義が難しいという感じがありまして、今、ガイドラインを通達等々できちんと明確に

していただけるということで、ありがたいと思います。 

 私どもで考えたのは、やはり自動車は外してほしくない。網の中にちゃんと入れて、ネ

ガリストの中に飛び出してほしくないと思うのです。中古自動車の買取りトラブルは、ま

だまだ消費生活センターには相談が寄せられております。先ほど井口委員がおっしゃった

ように、若干視点が違うのですけれども、あれは査定に来てもらって、査定をして、いざ

契約が締結されるときには二重査定みたいに再度査定が低くなってしまうというようなこ

とで、これは適格消費者団体のほうで約款等の是正を要求したということがあって、そう

いう意味では、昨年、ある事業者にとっては是正されているという経緯もありますけれど

も、中古自動車に関しては、それなりに相談が入っているということで、決して相談がな

いというところには当たらないので、これはぜひネガから戻してほしい。 

 要するに、健全な事業活動をしていれば、どんなに規制がかかろうと、しっかりとした

経営ができるわけで、そういうことからすると、ここの事業活動、事業体はしっかりして

いるということで信頼性を確保できれば、消費者の安全・安心な取引に寄与することにな

るわけですから、規制をきちんとかけても決して事業活動を阻害するものではないと思い

ますので、これは絶対外さないで中に入れてという思いがあります。それが１点。 

 それから、先ほどの一部を改正する法律の概要のところで教えていただきたいのですけ

れども、例えば、家電、家具、書籍、有価証券というようになった場合には、この法案の

概要の (2)訪問購入業者に対する不当な勧誘行為の規制というところがあって、そこに注

書きで事業者名の明示義務を除く。だから、ネガに入ったときには、この事業者名の明示

義務だけはかけられるけれども、あと不招請勧誘とか再勧誘とか不実告知とかはなくなっ

てしまうのですか。ここのところを伺いたいです。どうして事業者名だけは残すけれども、

あとは、例えば取引は年中継続的に行われているからいいとかというように思うのかもし

れないですけれども、この文言を外すことはおかしいのではないかと思うのです。教えて

ください。 

○山本部会長  御質問がございましたので、お答えをお願いします。 
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○山下消費者庁取引対策課長  まず、最初の自動車の点についてでございますが、冒頭、

私から御説明しましたように、２．規制対象としない物品の要件は、そこにあるように

（ア）と（イ）の２つあるわけでございます。これはアンド条件ではなくてオア条件なの

です。どちらかを満たすものであれば適用除外とする。自動車につきましては、（イ）の

要件に合致するので除外するというロジックでございます。 

 したがいまして、トラブルの多寡に着目して自動車を適用除外するという考えではござ

いません。 

○青山（理）委員  流通が著しく阻害されるよということですか。 

○山下消費者庁取引対策課長  ということでございます。 

○青山（理）委員  そうは思わないというのは意見だからしようがないですね。 

○山下消費者庁取引対策課長  ２点目につきましては、まず３．取引態様の方は、枠囲

いの※で書きましたように、３つの義務が引き続き規制対象として残るわけでございます

が、２．の物品で抜く場合は、そもそも訪問購入の規制がかからないという整理になって

おります。 

○山本部会長  今回、自動車が除かれているのは登録制度があるということで、法律の

方は、第三者が善意無過失でないと自動車を取得できず、しかも第三者が極力善意無過失

にならないような規定まで作ってしまっているわけです。それで途中で原則物品全部に適

用対象を広げる修正が入ったということで、登録制とのバッティングがネックだという御

説明でした。ですから、そこでうまく調整できればいいのですけれども、法律の立てつけ

がそうなっていないものですから、今回そこのバッティングがクリアできないという御説

明だったと思います。見解の相違はまだ残っているかと思いますが……どうぞ。 

○山下消費者庁取引対策課長  申しわけありません。それで、今の御質問に関連して１

点だけ補足させていただきますと、先般、１月７日月曜日締めで行政手続法に基づくパブ

リックコメントを終了したわけでございます。まだ集計途上でございますので、確たるこ

とは申し上げられないのですけれども、概要を言いますと、 200件を超える方々から御意

見が寄せられております。 

 その内訳としまして、非常に大ざっぱな言い方になりますけれども、政府案に賛同する

意見が半分弱ございます。それから、むしろ適用除外を拡大すべきだという、具体的な品

目を列挙されていましたけれども、こういった意見が４分の１弱ございます。他方で、今、

青山委員から御指摘いただいたように、もっと適用除外を政府案よりも抑制的に考えるべ
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きだというのがやはり４分の１程度ございます。あとは、そもそも法改正に反対とか、ち

ょっと今回にはなじまないものがその他としてあるわけでございます。 

 何を申し上げたいかといいますと、割合としましては、要は広過ぎだという意見と狭過

ぎだという意見の両方がある中で、半数弱の意見としましては、原案がバランスがとれて

いるという意見であったことを申し添えたいと思います。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。それでは、斎藤委員に御発言をお願い

したいと思います。 

○斎藤委員  今の流れで先に意見だけいっておきますけれども、確かに自動車の登録制

度はあるのですけれども、例えば消費者契約法取り消しの問題が起きたとき、あるいは詐

欺取り消しで民法の問題が起きたとき、もちろん法律的な利害関係に入った人の主観的要

件の違いがあるので、結論の違いがあるというのはもちろん承知の上ですけれども、それ

ほど大きな違いがあるかというのは、どうも考え過ぎではないかと私は思っています。 

 それから、物自体の引渡し、それから対抗要件の具備に必要な物の引渡し、いわゆる印

鑑証明証、委任状等の引渡しを一緒にルールづけすれば十分クリアできますので、それで

いいのではないか、もうちょっとそういう手当てをすべきではないかと思っています。 

 もう１つ論理的にいうと、先ほどの御説明にありましたけれども、二輪も軽自動車も普

通自動車も我々の日常生活から考えたら、本質的に違いがある移動手段かというとそうで

はない。そうすると、その違いをきちんと整理できるほどの合理的な根拠などをぎりぎり

詰めていくと、やはり弱いのではないかと思います。 

 したがって、ここから先は意見です。だからこれをやめろとまでいうつもりはありませ

んけれども、被害の実態を踏まえて、自動車の買取りに関する被害実例が多くなってくれ

ば、この除外から外していただくということを積極的に留保していただいた上で、現状は

こうだというように取りまとめをしていただきたいというのが私の意見です。 

 意見はそれとして、ちょっと質問で念のためにもう一回確認をしますけれども、まず１

ページ（ア）の (1)家電ですけれども、家電という文言は、このまま政令にするのかどう

かということです。家電という言葉、確かに一般的に会話で使われる言葉としてはなじん

でいますけれども、政令の文言ですので、この言葉をそのまま使うことが適切かどうかと

いうのはよくお考えいただきたいと思います。 

 なぜかといいますと、これは次の家具にかかわってくるのですが、内閣府の消費者委員

会での質疑の中身も議事録等を読ませていただいていますので、十分承知した上で発言を
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していると理解してください。家具に先ほどの骨とう品などが入らないということの理由

づけとして、内閣府の統計局の日本標準商品分類の商品概念等を解釈の１つの指標として

お使いになっているということが基本的な考え方のようだと私は理解しております。 

 そうしますと、まず家電という文言は、商品分類の中には出てきません。各商品の中の

中分類、小分類の中で、いわゆる家電といわれているものが全部ばらけて分類されており

ます。そうしますと、解釈上、家具のほうは商品分類に寄りかかる。しかし、家電は寄り

かかれないわけです。解釈ですから、こうでなければいけないということはないと思うの

ですけれども、ちょっとその辺の整理をもう少し理解しやすいように教えていただきたい

というのが質問の趣旨です。 

 １つだけ意見を附加しておきますが、家具に先ほどのような骨とう品等が入らないとい

うことを御説明になりましたけれども、それを解釈に任せるというのは、先ほどのように

解釈の根拠になっている基準の使い勝手を、ちょっと言葉は悪いですけれども、非常に恣

意的に使っているように感じますので、これに入るか入らないかによって刑事罰もかかわ

ってきますから、やはりそこはきちんと明確にしていただかざるを得ないかと思っていま

す。そのことによって、先ほどから議論されているように、どれまで悪いということがあ

る程度はっきりして、場合によっては事業者にとって悪く使われる可能性もあるかもしれ

ませんけれども、ちょっとどうかなという感じがしています。 

 その意味では、私ももう一回、日本標準分類を見直してみて、なるほどと思ったのです

けれども、骨とう品というのは 100年を経過していないと骨とう品と呼ばない。それ以外

は収集品というのだそうです。一応そういう分類がされていますので、その辺を参考にさ

れて、家具の中にもし骨とう品、収集品を除くのであれば、上手に除いていただく。これ

は裏側から定義するところの立法上の工夫をしていただくなり何なりして上手に定義して

いただいて、だれが読んでもそういうのは入らないというのが分かるようにしていただけ

ないかなというのが意見です。 

 もう１つは、さっき村委員の御指摘にありましたけれども、有価証券も同じ問題があり

ます。先ほど、商法上の有価証券、金商法上の有価証券とありましたけれども、刑法上の

有価証券もあります。刑法上の有価証券のほうが広いのです。例えば、テレフォンカード

等の商法上の有価証券とはいえない可能性のあるものも入ってきます。それから、たしか

民法には指名債権は動産とみなすと書いてありまして、動産なのです。そうすると、訪問

買取りの対象になり得るわけでありまして、指名債権を紙に書いたもの、あるいは物体に
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商標したものも対象になるということになってくると、この有価証券との関係でいうと、

どうとらえなければいけないのか。それはもう物なのだから、ここでいう有価証券に該当

しないというように考えるのか、それとも、やはり指名債権である以上は権利が有体物に

商標されている以上はこれと同じように考えるかということで、有価証券の概念をどうと

らえるかによって、かなり結論が違ってくる可能性がある。 

 まず、現時点で、さっきの村先生の御質問よりもう少し詳しく論理的に整理していただ

いているかどうか。いただいているとすると、その御説明をお聞きしたいということと、

もしその辺がまだペンディングなところがあるのであれば、今の要点を御考慮いただいて、

有価証券の中身をきちんと整理していただいた政令の条文にしていただきたい。あわせて

意見を申し上げておきたいと思います。 

○山本部会長  指名債権を動産とみなすというのは確かですか。 

○斎藤委員  ごめんなさい、無記名債権です。言い間違えました。 

○山本部会長  そうですね。無記名債権ですね。今、いろいろ御意見と御質問が含まれ

ていましたが、可能な範囲でお答えを。 

○山下消費者庁取引対策課長  まず、家電につきましてですが、平成20年の特商法改正

前は、御案内のように指定物品制を採っていたわけでございます。物品リストがあったわ

けでございますが、そのときは、いわゆる家電に当たるものの表記としましては、家庭用

電気機械器具という表記をしておりました。先ほど、日本標準商品分類の話が出ましたが、

特商法に関しましては、日本標準商品分類に合わせた表記で物品を記載している場合もあ

れば、そうではなくて、いわばオリジナルのようなネーミングで表記している場合もござ

います。 

 しかしながら、いずれにせよ、ここでいう家電、家具は何たるかというのは、冒頭申し

ましたように通達で具体的に明らかにしようと考えております。その中におきまして、骨

とう品、それから分類上は 100年を経過しないものが収集品、これは商品分類上の定義で

ございますが、こういったものが該当しないということも明らかにしていきたいと考えて

おります。 

 それから、有価証券につきましては、これも結論的には冒頭に申し上げたとおり、今後

の通達等で明らかにしていきたいと思っております。 

 先ほどの無記名債権につきましては、民法第86条第３項で、まさにみなし動産という規

定がございまして、現行の特商法はこれに依拠しているわけでございますが、商法と金商
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法と刑法では有価証券の範囲も違うということも踏まえながら、特商法としての視点に立

ちまして、ここでいう適用除外となる有価証券は何たるかというのを明らかにしていくこ

とは念頭にございます。 

 以上です。 

○山本部会長  夏目委員、御発言お願いします。 

○夏目委員  ただいまの斎藤委員の御発言とほとんど同じなのですけれども、御回答が

なかった部分で自動車のところでございます。自動車の中に登録者制度のない軽自動車を

含めて除外をしている。ですけれども、同じように登録車制度のない二輪は適用する。や

はりそこの区別のところ、先ほど普通自動車と軽自動車は流通形態が同じような、特に中

古市場の分野においては同じなので扱いを同じにしたというのですけれども、登録者と所

有権の乖離という説明からでは少し説明不足かなと。ここは皆様方が十分に納得できるか

というと、なかなか難しいのではないでしょうか。 

 また、２つの規制対象としない物品は（ア）と（イ）の両方ではなくて、（ア）または

（イ）のどちらかの要件に該当する形でという御説明を先ほどされましたけれども、それ

からいいましても、やはり実際に被害が発生している状況もございますし、流通形態のと

ころからの御説明も少し弱いのではないかと思うのです。もう少し御説明いただければと

思います。 

○山本部会長  お願いします。 

○山下消費者庁取引対策課長  確かに、登録制度という意味では、自動車の中にあって

も、普通自動車と軽自動車で扱いが違うというのは事実でございます。 

 しかしながら、ここで掲げられている（イ）の要件は、流通が著しく害されるというこ

とでございます。現状、自動車につきましては、インターネット上の一括査定サイトとの

利用が非常に進んでおります。この査定サイトの取引の実態としまして、殊更に普通自動

車と軽自動車を区別して取引が行われているわけではないという実態にかんがみれば、こ

こで差を設けるのは、（イ）の要件でいう流通を著しく害するおそれがあると認めるので

はないかと考えて、同じ扱いにしているということでございます。 

○山本部会長  ほかに御質問、御意見ございますか。村委員お願いします。 

○村委員  今問題になっております自動車の関係で意見を申し上げたいと思います。 

 法律のつくりとして、（ア）または（イ）であるというつくりになっているという今ま

での御説明は、確かに法律のつくりの説明としてはわからないでもないのですけれども、
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ただ、今の一連の御説明を伺っておりますと、（イ）の概念に入ってくれば、どんなやり

方をしてどんな被害が出ていても除外できるというように聞こえてしまうのです。それは

非常にまずいのではないでしょうか。（イ）に該当するものであったとしても、余りにも

お行儀が悪いものは適用対象にしなければいけないのではないかと思います。 

 ですから、今回、自動車を適用除外にするべきでないということを申し上げるつもりは

ありません。とりあえず自動車を適用除外にするということでよろしいかとは思うのです

が、自浄作用をきちっと業界の中でやっていただいて、結局それが全然だめであるという

ことで深刻な被害が多いようであれば、やはり適用除外から外すことは将来的な課題とし

てあり得るというようにしていただかないと、（イ）に入るということになると、これが

聖域になって、この業態は何をやったって許されるのだということになったら、経済社会

もめちゃめちゃになってしまうので、（ア）または（イ）だから被害は関係ないのだとい

う説明はどうなのだろうかという疑問を私は抱きました。意見です。 

○山本部会長  では、お願いいたします。 

○島上消費経済企画室長  ただいまの村委員の御指摘でございますけれども、確かに要

件を見れば、一方が消費者被害の話、一方が流通ということで、そこを対照的にとらえれ

ば、流通の方は要件としては消費者被害のことが入っていないという形にはなっておりま

す。ただ、この法律自体の目的からすれば、やはり法律の趣旨を超えてまで流通を優先す

るということは、あり得ないのではないかと思っております。 

 そういった意味からしますと、自動車の話、いろいろ御意見ございますけれども、確か

にトラブルもなくはない。そこをしっかりと考えていかなければならないと思っておりま

す。 

 そこで、業界の取り組みといたしましても、中古自動車業界等々の中で、中古自動車の

買取りに関する消費者トラブルの実態を具体的に把握する取り組みが既に始まっておりま

すし、トラブルに対する有効な対応策をどう考えていくのかという点について、今必死に

検討をしている最中でございます。 

 当然、私どもはそうした取り組みがうまくいくことを願っておりますけれども、村委員

が御指摘のとおり、仮にそういうことがうまくいかない、看過できない消費者トラブルが

多いということであれば、そうした時点でしっかり見極めていくのは当たり前のことだと

私自身は思っております。そういった趣旨でどうか御理解いただければと考えておる次第

でございます。 
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○山本部会長  私も、今、島上室長がおっしゃったのと同じような考え方で、流通が著

しく害されるというのは、結局そのことによって、自動車を取引し利便を受けている多く

の消費者がいるわけで、そこの消費者利益も考えなければいけない。他方（ア）の方で、

こういった訪問購入に係る売買契約の相手方たる消費者の利益も考える。全体としての消

費者利益の最適な組合せは何かという話がそもそも論としてある。その中の（ア）、（イ）

ということですので、村先生がおっしゃるような御懸念は、そのような解釈にはならない

だろうと思いますし、また、今後の事態の推移を見て、その後見直してみるとバランス判

断がちょっと違ったなという場合は、また見直しもあり得べしと。ただ、現時点でのぎり

ぎりの判断としては、こういう判断が提示されているということではないかと理解したい

と考えます。済みません、ちょっと余計なことを申し上げました。 

 ほかに皆様から御意見、あるいは御質問がありましたらお出しいただきたいと思います。

夏目委員、お願いいたします。 

○夏目委員  この法律の改正そのものが、押し買いによる被害を特に女性や高齢者に招

いていたことを防止するために改正された。したがいまして、この法律を早目に施行する

ためにこの政令案も必要だということは十分理解しております。 

 ですけれども、それを理解した上で申し上げたいのは、やはり禁止すべきは押し買い、

つまり不招請勧誘であって、お得意様取引といった場合は、あくまでも招請なわけですか

ら、そこには入らないというように基本的には理解しているわけです。 

 したがいまして、私どもの消費者団体としての考え方は、基本的にはこの法律が改正さ

れたときに適用除外をしないで、原則としてすべての物品に適用するということにした改

正の意味を考えましても、本来だったら規制対象とする物品を定めるべきではないと考え

ています。定めますと、では、何をどこで判断して決めたのだということが当然出てくる

わけでございまして、またそこで難しい問題が出てくる。乱暴かもしれませんけれども、

基本的にはそういう考えをしています。 

 ただ、それを申し上げた上で、やはりこの法律を施行することが非常に大事だというこ

となので、今回のところでは認めないとは申し上げませんけれども、その後にきちんと実

情を検証しつつ、本当に改正が必要であれば、すぐに対応していくというようなことをど

こかにきちっと盛り込むことが必要ではないかと思っているところです。 

 以上です。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。 
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○山下消費者庁取引対策課長  １点だけ御説明が足りなかったと思うのもあります。招

請の考え方に関してなのですが、よくお聞きするのは、消費者の方から呼んだのだからい

いではないか、何でそれは適用除外にならないのですかということなのです。 

 しかしながら、これにつきましては、我々消費者庁の方で、過去の貴金属の買取りに関

する研究会の中で被害の実態を調べた限りにおいて、被害に遭ったうちの約２割が消費者

から招請しているのです。分かりやすく言いますと、ビラやチラシが自宅にばらまかれて、

高価買取りと書いてあって、それをもって消費者の方から招請した。招請したというここ

での意味は、電話なりをかけた。ところが、それで自宅に上がられて被害に遭ったという

のが約２割もあるのです。したがいまして、消費者から連絡をしたから、それは適用除外

というのはちょっと乱暴ではないかというように考えております。 

 実際に、今回の改正法の招請の解釈に当たっても、そこまで広げておりません。あくま

で、あなたに私のこれを売りたいので来てくださいというような限定的な解釈。これは実

は裁判所の判決に沿った解釈でもあるのですけれども、そのように限定的に解釈しないと、

かえって消費者の被害が拡大するのではないかというように考えていますので、その点は

ちょっと補足させていただきます。 

○山本部会長  ほかに御質問、御意見ございますか。難しいのは、消費者から来てくだ

さいと言って、その後何が起こったかなのです。丁寧に説明して完全に納得した場合と、

そこでまた急に話が違ったり、あるいは強引に脅かしたり、そういういろいろなパターン

がありますよね。特定商取引法というのは、そういう具体的なことは全く問題にせずにク

ーリング・オフ、それから書面交付、直罰規定を及ぼすとかという規制体系になっている。

そこが非常に難しい。それが一律に適用除外となると、今言ったようなケースがどうなる

のだという問題があるものですから、それが政令の議論に影響して、非常に難しい話にな

っている。皆さん御案内のとおりですけれども、そういう難しさがあるということをぜひ

御理解いただきたいと思います。 

 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。青山理恵子委員、お願いします。 

○青山（理）委員  今、いろいろな先生方からの御意見で、方向性としては座長一任と

いうか、あらかた決まったのかなと思うのですけれども、斎藤先生や村先生が留保だとい

うことをおっしゃるということであれば、それもそうかなと思います。しかも、山本座長

がいろいろな状況をかんがみて、今の現状の中で最適なバランスを考えるとこうだという

ことであれば、それもそうだろうなと。これはやってみなければわからない。まずはやっ
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てみるということが大事。 

 というのは、やはり貴金属の訪問買取りが俎上に上がっただけで消費者相談はぐんと減

っています。そういうことからすると、政省令を決めて、やはり皆さん事業者も行儀よく

なっているでしょうし、消費者も少しは賢くならなければいけないということからすると、

こういうことが議論されているということで、市場がきちんと健全性を保てるという意味

では非常にいいものであると思って、早く法制局を通して施行してということになるだろ

うと思いますので、異議はありませんというのも変ですけれども、消費者代表からはこん

な意見もあったということは一言付け加えておいていただけるとありがたいです。 

 以上です。 

○山本部会長  ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ございますか。斎藤委員

どうぞ。 

○斎藤委員  さっきの家具の件ですけれども、骨とう品に収集品を除くと書くのはまず

いのですか。やはりそのぐらいは明確にしておいた方がいいと思うのです。というのは、

これは買取りなので、やはり資産的な価値のあるものが被害に遭うし、そちらのほうが深

刻になるわけですよね。そうでない普通の日用品として使っている家具が除外されるわけ

だから、先ほどのお考えであれば、骨とう品、収集品を除くと。その文言が最終的にいい

かどうかはちょっと別にしまして、そんな趣旨をどうして入れたらいけないのですか。 

○山本部会長  何か御回答ありますか、それとも御意見として承っておきますか。 

○山下消費者庁取引対策課長  基本的に通達で具体的に列挙することにしていますし、

かつ骨とう品、収集品を除くということも通達で明記しようと思っていますので、その方

向で今対応することを考えているところでございます。 

○斎藤委員  だけれども、これは刑事罰の構成要件の一部に入るわけでしょう。それを

解釈だけでいいということなのかということなのです。これは事業者から見ても消費者か

ら見てもそうだと思います。 

○山下消費者庁取引対策課長  平成20年の改正前につきましても、通達において、家具、

さらにその下にどういったものが該当するのかということはもちろん書いていますので、

その限りにおいては、状況は同じではないかと考えております。 

○斎藤委員  だけれども、あれは除外される場合のかなり細かいメニューリストがあっ

た時代の話です。原則と例外が逆転しているわけですから、同じ考えでいいとは到底思え

ませんけれども、その点はどうでしょうか。 
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○山下消費者庁取引対策課長  我々としても、きちんと通達で骨とう品、収集品は除く

ということでございます。それで今は十分ではないかと考えているところでございます。 

○斎藤委員  わかりましたけれども…… 

○山本部会長  結論は違わないわけです。それをちゃんと政令に書くか、通達で書くか

というオプションが今出ているということですね。 

○斎藤委員  もうこれ以上は。意見として申し上げておきます。 

○山本部会長  ほかにございますか。では、井口委員。 

○井口委員  先ほどから自動車等の適用除外についての議論があるわけですけれども、

確かにインターネットの査定サイトが非常に普及してきている中で、やはり自動車なども

訪問買取りに近いといいますか、類似する苦情が増えてきていることは事実だと思います

ので、今後、そのフォローをぜひしっかりしていただければと思っております。 

○山本部会長  ほかに御意見、御質問ございますか。では、大河内委員。 

○大河内委員  この法律に不招請勧誘が入ったというところを私たちとしては評価した

いと思います。初めてですから、先ほどから皆さんがおっしゃっているようなところは私

もずっとクエスチョンマークをもっているのですけれども、それが入って、実際にどうい

うことが起きるかずっとチェックをしていって、その課題をもう一度検討するというよう

な作業がぜひ必要だろうと思っています。私は不招請勧誘が入ることで訪問して勧誘する

というところがすっきりするのではないかとかと思っていたのですけれど、詳しい実情を

聞くと、かえって分かりにくい。私たちにとっても分かりにくいことになっています。や

はり現実を見て修正していくということがとても大切なのだろうと思います。 

 以上です。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。ほかにございますか。――まだ様々な

御意見がおありかもしれませんが、多くの委員の方から御発言をいただき、誠にありがと

うございました。 

 本日御討議いただいた特定商取引法施行令の改正案につきましては、事務局から説明が

ありましたように、当審議会への諮問事項となっております。本日の御討議における委員

からの個別意見につきましては、議事録にしっかりと残して公表するよう事務局にお願い

したいと思います。 

 その上で、事務局から、委員の御意見も踏まえた上での答申案を御用意してございます

ので、それの配付をしていただきたいと思います。 
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   （答申案配付） 

 

○山本部会長  ただいまお配りいたしましたように、答申案につきましては、諮問の趣

旨に従って改正を行うことで差し支えない旨、答申します。その上で、なお書きといたし

まして、答申に当たっての当審議会の意見として、新たな消費者被害の発生及び拡大の防

止のため、適用除外となる物品及び取引態様については、改正法の施行状況を踏まえ、適

時適切に見直しを行うよう申し添えます。これは、この種の消費経済審議会の答申として

は少し異例でありますけれども、特にこうした文言をつけ加える形にすることを御提案し

たいと思います。いろいろな御意見をいただきましたけれども、最大公約数的にそれぞれ

の皆様の思いをまとめますとこのような形になるのではないかと考えております。 

 つきましては、この答申案につきまして皆様の御了解をいただきまして、正式な答申手

続を行いたいと存じますが、御承認いただけますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 どうもありがとうございます。 

 それでは、当部会の審議を踏まえて答申手続を進め、消費経済審議会会長である私より、

１月下旬ころに経済産業大臣への答申を行うこととさせていただきます。 

 それでは、事務局より今後の進め方につきまして御説明いただきたいと思います。 

○島上消費経済企画室長  答申案につきましては、御了解いただきましてありがとうご

ざいました。審議会の答申を踏まえまして、所要の手続を今後行います。消費者庁ととも

に政令改正を行ってまいりたいと考えております。 

 その後、改正法が公布されました８月から６ヵ月以内である本年２月21日までに改正法

を施行する予定となっております。 

 以上でございます。 

○山本部会長  それでは、本日の御審議を踏まえまして、商務流通保安審議官の豊永さ

んからも一言御決意をお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○豊永商務流通保安審議官  本日は御審議ありがとうございました。個々の委員の方々

の御指摘の中身は重々に理解させていただきました。今、山本部会長がおっしゃいました

ように、この答申は余りない形ではありますけれども、ここにありますように、今日の御

指摘を踏まえ、適用除外となる物品、取引態様につきまして、消費者庁と常に実態を踏ま
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えて対処することに努めてまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○山本部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、以上で審議はすべて終了いたしました。本日は御多忙中のところ、長時間に

わたり熱心に御討議いただきまして誠にありがとうございました。以上をもちまして、本

日の会合を閉会させていただきます。 

 

                                 ――了―― 

 


