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１．消費者委員会
（１）設立経緯

○「消費者庁設置法案」と「消費者権利院法案」

→「消費者庁及び消費者委員会設置法」が成立

○ 平成21年(2009年）９月に消費者庁と同時に創設

１



（２）組織

○ 内閣府に置かれた機関（審議会等※）

※学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な

事務をつかさどらせるための合議制の機関

（内閣府設置法第37条第2項 参照）

○ 独立した第三者機関

参考：消費者庁及び消費者委員会設置法

第７条 委員会の委員は、独立してその職権を行う。

○ 内閣総理大臣が任命した委員（10名以内）で構成

必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことが可能

○ 事務局が置かれている
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[委 員（第３次 2013年9月～2015年8月]

阿久澤良造 日本獣医生命科学大学応用生命科学部長

石戸谷豊 弁護士

岩田喜美枝 公益財団法人21世紀職業財団会長

◎河上正二 東京大学大学院法学政治学研究科教授）

齋藤憲道 同志社大学法学部・法学研究科教授

高橋伸子 生活経済ジャーナリスト

夏目智子 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長

橋本智子 一般社団法人北海道消費者協会会長

山本隆司 東京大学大学院法学政治学研究科教授

唯根妙子 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント

相談員協会理事
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（３）役割

○ 消費者行政全般に対する監視機能

○ 審議会機能

○ 消費者の声を行政に届けるパイプ機能
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（４）権能

○ 各種の消費者問題について、自ら調査・審議を行い、

消費者庁を含む関係省庁の消費者行政全般に対して建

議を行う

○ 内閣総理大臣、関係各大臣、消費者庁長官の諮問に応

じて調査・審議する

○ 消費者安全法に基づいて、内閣総理大臣に勧告し、報

告を求める

○ 各種法律の規定により権限に属させられた事項
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２．消費者政策における電子商取引
（１）状況把握
≪情報通信社会の現状≫

○ 情報通信機器、特にスマートフォンの普及が急速に進んでいる

※2010年末9.7％→2013年末62.6％

（総務省「平成25年通信利用動向調査」より）

○ インターネットの利用率が高齢層でも拡大

※13～59歳の利用率は9割超、50～69歳の利用は拡大傾向

（総務省「平成25年通信利用動向調査」より）

○ 様々な商品・サービスがインターネット経由で取引されるよう

になるとともに、半数以上がインターネット経由で得た情報を

きっかけに店頭に（Ｏ2Ｏの活発化）

○ インターネット上での決済手段の多様化

※2013年時点で電子マネー保有世帯の割合は約４割

（消費者庁「平成26年版消費者白書」 より）

○ SNSの普及

○ ビッグデータの活用により、消費者行動の把握が容易に６



○ 「電子商取引」に関する消費者相談は増加傾向

≪消費者被害・トラブル≫

消費者庁「平成26年版消費者白書」より

※Ｐ７～Ｐ16の本文記載データは

消費者庁「平成26年版消費者白書」による
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○ スマートフォンに関する相談は、通信料や機器の不具合
等に
関する相談より、スマートフォンを利用したデジタルコン

テン
ツに関する相談が多い

○ 但し、スマートフォンの普及とともに充電端子の焼損や
本体
の発熱等の相談件数が急増
※2010年度：22件 2011年度：100件 2012年度：524件 2013年

度：497件

消費者庁「平成26年版消費者白書」より
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○ インターネットでの取引のトラブル経験割合は12％

その過半数で「偽物や粗悪品が届いた」、２割で「サービスの

内容が著しく劣っていた」

消費者庁「平成26年版消費者白書」より９



○ 商品に係る「インターネット通販」に関する相談が2013年度に

大幅増

○ 被服品（洋服、履物、かばん、アクセサリー等）が41.4％

○ 相談者は、20歳代～40歳代が多く、男性より女性が多いが60歳

代以上では逆転

消費者庁「平成26年版消費者白書」より
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消費者庁「平成26年版消費者白書」より
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[消費者庁は、2011年11月より消費者庁越境消費者センター

（ＣＣＪ）を開設し、海外ショッピングでトラブルに遭った消費者か
らの相談を受け付けている。受付件数は2012年度2490件、2013年度
4508件（うち「電子商取引」は各々2363件、4383件）]

○ 越境取引でトラブルに会った相談者も20歳代～40歳代が多い。男

女比は全体ではほぼ半々だが、50歳代以上では男性が多い

○ 対象商品・サービスでは、身の回り品、履物が多い

○ 事業者所在国／地域で多いのは、2012年度は中国とアメリカがと

もに30％強だったが、2013年度は中国35.0％、アメリカは15.1％に

○ トラブル類型では、詐欺疑い36.3％、模造品到着24.6％、解約

20.6％

○ 決済手段としてクレジットカードの割合が減少し、金融機関振込

の割合が大幅に増加12



○ 未成年者のオンラインゲームに関するトラブルが急増。中で

も小学生、中学生に関する相談が増加し低年齢化が進行

○ 女子より男子の相談が圧倒的多数

○ 契約購入金額は年々高額化しており、10万円以上が2009年度

の15.6％から2013年度では54.4％に

消費者庁「平成26年版消費者白書」より
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○ ＳＮＳに関する相談も増加傾向

○ 20歳代が約３割、30歳代が約２割だが、平均年齢は年々上昇

○ 相談内容は多種多様。ＳＮＳで知り合った相手を介したトラ

ブル、ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったトラブルの

ほか、個人情報流出、嫌がらせ、なりすまし 等

消費者庁「平成26年版消費者白書」より
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○ ビッグデータの認知度は男性約３割、女性約１割

○ ビッグデータを知らない人ほどその利活用に否定的

消費者庁「平成26年版消費者白書」より
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消費者庁「平成26年版消費者白書」より16



（２）各種の消費者政策

○ 電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の

特例に関する法律（2001年）

①錯誤無効制度の特例（操作ミスによる意図しない契約を無効に）

②成立時期の明確化

○ 消費者契約法実体規定の見直しに向けた検討

消費者委員会消費者契約法専門調査会（2014年11月～）

○ 特定商取引法の規制

「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせよう

とする行為」に係るガイドライン」

「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイド

ライン」

「電子メールに広告をすることの承諾・請求の取得等に係る『容易に

認識できるよう表示していないこと』に係るガイドライン」

「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」

≪法整備関係≫
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○ 景品表示法による広告・表示の規制
「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の

問題点及び留意事項」（2011年10月）

○ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（2002年）

及び特定商取引法による迷惑メール対策

○ 電気通信事業法の改正（2015年）

書面の交付・初期契約解除制度の導入 等

○ 消費者教育の推進に関する法律（2012年）

○ 個人情報保護法の改正法案（国会審議中）
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○ インターネット消費者取引連絡会

≪関係者間の情報共有≫

消費者庁作成資料
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消費者庁作成資料

≪消費者からの問合せ・相談対応≫

○ 国民生活センター越境消費者センター（ＣＣＪ）
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消費者庁作成資料21



○ インターネット消費者トラブル防止キャンペーン（2014年12月）

消費者庁作成資料

≪消費者啓発・消費者教育≫
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消費者庁作成資料23



○ 保護者向け普及啓発リーフレット「お子様が安全に安心してイン

ターネットを利用するために保護者ができること」（2015年３月）

○ ｅ－ネットキャラバン

≪悪質事業者への対処≫

○ 海外の偽サイト等に係る被害防止対策（2013年12月～）

各都道府県警察が相談等を受理した海外の偽サイト等に係るＵＲＬ情報等を

ウイルス対策ソフト事業者等に提供し、海外の偽サイト等を閲覧しようとす

る利用者のコンピュータ画面に警告表示等を行う対策

○ インターネット上の広告業界との連携による違法・有害情報対策

（2014年３月～）

ＩＨＣ（インターネット・ホットラインセンター）からインターネット上の

広告業界に対し、削除依頼に応じない悪質サイトの情報を提供することによ

り、広告事業者の契約上の規約等に基づき、自主的に悪質サイトへの広告配

信停止、広告料支払差止等の措置を講じる
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○ 悪質な海外ウェブサイトの公表（2014年２月～）

消費者庁作成資料
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（３）消費者委員会の問題意識
建議 建議の概要 主な成果

「クレジットカード取引
に関する消費者問題につ
いての建議」
（2014年8月26日）

【提出先】
・内閣府特命担当大臣
（消費者）

・経済産業大臣

① 加盟店の管理の徹底に係る制度整備
（ⅰ）加盟店契約会社（アクワイアラー）及び決済代行
業者に対し、割賦販売法における義務付けを含む、加盟
店の管理の実効性の向上のための措置を講ずること。
（ⅱ）上記のアクワイアラー及び決済代行業者について、
行政への登録等を義務付け、行政調査権限を規定するこ
と。

②翌月一括払い（マンスリークリア）の取引における抗弁の接
続等の制度整備翌月一括払い（マンスリークリア）の取引に
おける消費者被害の防止及び回復を図るため、二月購入あっ
せん取引（翌月一括払い（マンスリークリア）の取引）につ
いて、包括信用購入あっせん取引と同様の抗弁の接続等の制
度整備に向けた措置を講ずること。

③クレジットカード取引に関する消費者教育及び情報提供等の
充実
（ⅰ）クレジットカードの利用に関する知識について消費者
教育及び消費者への情報提供を一層積極的に推進すること。
その際、消費者が被害の拡大防止や回復を図る際に有用と思
われる知識について、分かりやすく周知すること。

（ⅱ）クレジットカード業界団体に対し、チャージバックルー
ルが適切に運用されるよう、要請すること。

（ⅲ）カード交付時やカード利用時における利用者への書面の
交付の機会等を捉え、リボルビング方式による支払いの仕組
みやリスクについて、より分かりやすく消費者に情報提供す
るよう、カード発行会社に要請すること。

平 成 27年 ３ 月 に
フォローアップの
ため、経産省、消
費者庁からのヒア
リングを実施
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提言 提言の概要 主な成果

「電気通信事業者の販売勧誘方
法の改善に関する提言」
(2012年12月11日)

【提出先】
・総務大臣
・内閣府特命担当大臣
（消費者）

①業界団体による自主基準等の遵守
の徹底等による改善を促すこと。

②改善状況の検証を行い、2013年
３月末時点での状況について詳細
がとりまとまり次第、速やかに当
委員会へ報告すること。

③同検証において、一定の改善が
見られない場合には、法的措置
を講じることを含め、必要な措
置を検討し確実に実施すること。

【総務省】
○業界団体、主な電気通信事業者及び
主な大手販売代理店等に対し、代理店
を含む自主基準の遵守徹底・販売勧誘
適正化等につき書面要請を実施。

○有識者会議における「電気通信事業
法における消費者保護ルールを見直し、
所要の規定を設ける等の制度的な対応
の検討に着手すべき」等の方向性を受
けて、検討。

○電気通信事業法改正

「決済代行業者を経由したクレ
ジットカード決済によるイン
ターネット取引の被害対策に関
する提言」
（2010年10月22日）

【提出先】
・内閣府特命担当大臣
（消費者）
・経済産業大臣

① 被害実例及び決済代行業者の
実態把握

②より厳正な処分及び消費者への
注意喚起

③通信販売業者による決済代行業
者に係る表示の義務付け

④その他必要な制度改正に向けた検
討（関連法令の見直しの検討・海
外の加盟店側カード会社等の関係
事業者間での紛争処理のルールの
見直しに関する海外への働きかけ
等）

○決済代行業者を経由した出会い系サ
イトにおけるインターネット取引の
実態調査、及びクレジットカードに
係る決済代行業者を介在した取引の
苦情相談の内容分析を実施（2010年
11～12月）。

○実態調査等の結果も踏まえ、「イン
ターネット消費者取引研究会」取り
まとめ（2011年３月）において、詐
欺的なサイトへの厳格な法執行・警
察との連携強化、消費者への啓発、
決済代行業者の登録制度の導入など、
具体的な取組を提示。2011年７月か
らは「インターネット消費者取引連
絡会」を設置し、インターネット取
引をめぐる最近の課題について関係
行政機関や事業者団体等で情報を共
有して対策を検討。
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３．考察
○ 「電子商取引」の分野には、長い年月をかけて培われた誰に

とってもなじみのあるルールもツールもない

○ 最先端の便利さを知っている者の常識は、多くの者にとっては

未知の世界

○ よく分からないモノは怖い

○ 様々な新しいビジネスと新しい消費の可能性がある

○ 安全な市場を形成しより多くの者が安心して電子商取引に

参加できるために

○ フェアであること

・利益の帰するところには相応の責任がある

・無知に付け込まない

・早急に誰にとってもなじみのあるルールやツールにする

○ 電子商取引の分野における「犯罪行為」を明らかに

以 上


