
消費者保護をめぐる新しい動きを知る 

消費者団体訴訟制度の導入を機に、今まで以上に   

消費者の視点に立った事業運営が問われることになる   
総合研究部 高崎 康雄 

           

(要旨) 

 

○ 本年６月に導入される消費者団体訴訟制度は、その背景にある市場メカニズムを活用する新しい消

費者政策とセットで理解することが必要だ。 

○ 新しい消費者政策の下では、消費者は「保護される者」として受け身であった立場から「自立した

主体」として市場の一員としての参加が求められるようになった。しかし、従来「保護される側」

にあった個々の消費者にとって自立は容易でない。そこで、その限界を補うべく、消費者団体には

個々の消費者に代わり事業者の行為を監視するという役割が付与された。 

○ 消費者団体訴訟制度は、消費者団体に求められる役割をさらに発展させ、法的な裏づけを与え、団

体の活動をしやすくさせたものだと捉えることが重要だ。したがって、事業者は、制度導入を機に

従来にも増して消費者の視点に立った事業運営が問われることを認識する必要がある。 

 
 
１．はじめに  
事業経営を行う上で、消費者保護は無視するこ

とのできない概念である。昨今続発した企業不

祥事が端的な例だが、消費者を軽視したとの印

象を世の中に与えれば、築き上げたブランドは

瞬く間に毀損し、場合によっては企業の存立さ

えも危うくしてしまうことになる。加えて、各

種法令に違反しているケースでは、例えば商法

上で求められる取締役の職務執行が法令・定款

に適合すること等、会社の業務の適正を確保す

るための体制構築についての義務違反すら問わ

れかねない。 

おりしも、昨年５月に消費者契約法が改正さ

れ、いよいよ本年６月７日からは消費者団体訴

訟制度が導入される。これまでは消費者がトラ

ブルに巻き込まれても、費用や時間の制約によ

り提訴を見合わせる場面もあったと思われるが、

この制度の下では、個々の消費者に代わり消費

者団体が権利を行使することから、事業者から

みて訴訟リスクが高まるのではないかとも報じ

られている。 

そこで、本稿では、制度導入により何が変わ

るのか、また事業運営上どのようなことに留意

すべきかという点について、計３回にわたり解

説したい。なお、順序としては、全体像を理解

するために、今回は①制度導入の背景にある消

費者政策の変化と、②新しい消費者政策を反映

した消費者基本法の内容について確認し、次回

以降③改正された消費者契約法について説明し

ていく。 

 
２．21 世紀型消費者政策の中で変化した

消費者像 ～保護から自立へ～ 
最初に、わが国の消費者政策の推移を確認し

たい。消費者政策の基本的な考え方は、資料１

のように大別すると次の三段階に分けて捉える

ことができる（注１）。 

最初の動きは、高度成長期に消費の枠組みが

大量生産・大量消費へと変化したことにより、

従来みられなかった消費者トラブルが起こった

ことに端を発している。具体的には、ニセ牛缶

事件（60 年）、サリドマイド事件（62 年）、Ｐ
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ＣＢ混入事件（68 年）等の不正な表示や製品の

安全性に係わる問題が多発し、社会的な問題に

まで発展したことを受け、政府による消費者問

題への対応が本格化した。取組みとしては、薬

事法（60 年）、割賦販売法（61 年）、景品表示

法（62 年）等の個別分野で法令が整備されたほ

か、経済企画庁国民生活局（65 年）や国民生活

審議会（65 年）、国民生活センター（70 年）が

設置された。この段階の消費者政策は、問題の

発生を防ぐために事前予防的な行政ルールを設

ける手法が採られた点に特徴がある。 

第二の動きは、90 年代に入り進展した規制緩

和を背景にしている。この時期はちょうど民間

活力の導入を図るべく、各分野で許認可や行政

指導といった規制の撤廃が進められた時期にあ

たるが、行政のスタイルとしても、許認可等の

手段による事前規制型から、決められた行政ル

ールを遵守しているかどうかを事後的に確認す

る事後チェック型への転換が図られた。この結

果、消費者政策としては、新たに司法の場での

救済を容易にする民事ルールの検討が必要にな

った。なぜなら、事後チェック型の行政の下で

は、トラブルに巻き込まれた場合、個々の消費

者としては裁判を通じた事後的な救済を求める

以外に選択肢がないからだ。そこで、消費者側

の立証責任を軽減した製造物責任法（94 年）や、

業者側に説明義務を加重した消費者契約法（01

年）が制定された。 

第三の動きは、消費者が巻き込まれるトラブ

ルが多様化・複雑化する中、新しい消費者政策

として打ち出された。具体的には、国民生活審

議会が 03 年５月にとりまとめた『21 世紀型の消

費者政策の在り方について』と題する報告書の

中で、①消費者と事業者が市場において自由で

公正な取引を行うためのルール（市場ルール）

を整備し、市場メカニズムの活用を図っていく、

②被害を受けた消費者を救済する制度を拡充さ

せる等の事後チェック機能を一層充実していく

との方向性が示された。 

この政策が、従来と異なる点は２つある。 

第一に、行政に代わる監視者としての役割を

市場メカニズムに求め、より効果的に消費者保

護を図っていこうとする点だ。一例を挙げると

「事業者のコンプライアンス経営を促進してい

く」との政策が示されているが、これは経営姿

勢や消費者からの苦情や相談に関する基本方針

を記載した「自主行動基準」の公表を通じ、消

費者志向の強い企業が評価される環境を整備し

ていくことを指している。つまり、単に法律を

遵守しているかどうかに着目するのではなく、

企業の評価を市場に委ねることで、事業者の自

主的な取組みをより高めに誘導していこうとす

る点に従来の手法との違いがある。 

資料１ 消費者政策の推移 

消費者政策の基本的な考え方 主な手法 時期 消費者政策が推進された背景 

 

薬事法、割賦販売法、

景品表示法の制定 

【行政ルール重視】 60 年代 大量生産・大量消費へと消費の枠

組みが変わる中、不正な表示や製

品の安全性に係わる問題が多発

し、迅速な対応が迫られた。 

問題の発生を防ぐべく、事前予防的な

行政ルールを設ける。 

(高度成長期) 

国民生活審議会、国民

生活センターの設置 

製造物責任法、消費者

契約法の制定 

【民事ルール充実】 

行政ルールに加え、司法の場で解決を

容易にする民事ルールを充実し、問題

が生じれば事後的に救済を図る。 

90 年代 各分野で規制緩和が進められる

中、事前規制型行政から事後チェ

ック型行政へ転換された結果、新

しいルールの検討が必要となっ

た。 

(規制緩和期)  
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01 年以降 

(21 世紀型) 

消費者が巻き込まれるトラブル

が多様化・複雑化する中、21 世

紀型の消費者政策が求められ、新

しい消費者政策が打ち出された。

【市場メカニズム活用】 

法律による規制に加え、市場メカニズ

ムを活用することで、企業の自主的な

取組みを促進する。 

コンプライアンス経

営の促進 

 

（出所）内閣府『ハンドブック消費者 2005』2005 年９月、３－11 頁、国民生活審議会『21 世紀型の消費者政策の在り方について』2003

年５月、内閣府『規制緩和推進３ヵ年計画』より当研究所作成。 



第二に、政策の前提となる消費者像の位置づ

けが見直されたことだ。市場メカニズムを活用

する新しい政策の下では、消費者自身も市場を

形成するメンバーとしての参加が迫られた。こ

の結果、従来の政策の下では「保護される者」

として受動的であった消費者の位置づけも、後

述するように「自立した主体」へと変わること

になった。 

 
（注１） 消費者政策の動きを、このような区分から理解

するものとして、松本恒雄「消費者団体訴訟制

度導入の意義と今後の課題」『ＥＳＰ』経済企

画協会（2006 年９月号）20 頁や、遠藤博志著

『企業法制改革とこれからの会社経営』商事法

務（2006 年 10 月）290 頁がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．消費者基本法にみる消費者政策の転換 

このような消費者政策の変更を受け、04 年５

月には 36年振りに消費者保護基本法が改正され、

消費者基本法が制定された。この法律は消費者

基本法という名前の通り、政策の基本方針を示

したものであるが、重要な変化は次の２つだ。 

 

（１）消費者政策の基本は、消費者の権利尊重と

自立支援 

まず、消費者政策については「消費者の権利

の尊重」と「消費者の自立の支援」を基本とす

ることが明確にされた（消費者基本法第２条第

１項）。従来との違いは、保護の対象とされ受

身の立場であった消費者が「自ら進んで、その

消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び

必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行

動するよう努めなければならない」として、能

動的に活動することが期待されるようになった

点だ（同法第７条第１項）。 

資料２は消費者基本法で実施される基本的施

策を一覧にまとめたものだ。このような施策を

実行することで、最終的な到達点とされている

市場の姿とは、①消費者の身に危害が及ぶ安全

や健康といった領域については、安全確保が強

 

資料２ 消費者基本法における基本的施策 

消費者の権利 基本的施策 基本的施策の内容 

安全の確保 安全の確保（法第 11 条） 安全確保の強化 

（危険な商品の回収、危険・危害情報の収集・

提供の促進） 

自主的かつ合理的な

選択機会の確保 

消費者契約の適正化等（法第 12 条） 

計量の適正化（法第 13 条） 

規格の適正化（法第 14 条） 

広告その他の表示の適正化等（法第 15 条） 

公正自由な競争の促進等（法第 16 条） 

消費者契約の適正化の新設 

（契約締結時の情報提供や勧誘の適正化） 

消費者団体訴訟制度の導入 

 

 

必要な情報と教育機

会の提供 

啓発活動および消費者教育の推進（法第 17 条） 消費者教育を受けられる機会の充実 

（学校、地域、家庭、職域等の様々な場を通

じた消費者教育の実施） 

意見の消費者政策へ

の反映 

意見の反映および透明性の確保（法第 18 条） 政策形成過程における消費者の参画 

（各審議会への消費者代表等の参加状況の公

表） 

消費者被害の救済 苦情処理および紛争解決の促進（法第 19 条） 苦情処理および紛争解決の促進の充実 

（都道府県・市町村がともに苦情処理のあっ

せんを実施） 

（注）基本的施策の内容として括弧内で示したものは、着手されている施策の一部を例示したもの。 

（出所）資料１に同じ。 
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化されている、②表示や取引ルールの適正化が

進められ、消費者には自由で公正な取引の機会

が確保されている、③消費者教育の充実や苦情

処理および紛争解決の体制整備が進められ、能

動的な消費者活動の実現が容易になっていると

いう状況に集約することができよう。 

列挙されている施策の中では、安全の確保と

いう概念が、市場メカニズムの活用という文脈

の中では他の概念に比べ異質な感じがあるが、

これは安全や健康といった分野については市場

メカニズムの活用が適切でなく、引き続き行政

が積極的に関与していく必要があるとされたた

めである。 

 

（２）消費者の視点に立った活動が期待される消

費者団体 

もう一つの変化は、新しい消費者政策の下で

は、事業者と消費者以外に第三者が加わったこ

とだ。具体的には、新法では「事業者団体」と

「消費者団体」に関する規定が新設された。事

業者団体には「苦情処理の体制整備や自主行動

基準作成の支援を始めとする自主的な活動に努

める」（同法第６条）との役割が求められ、一

方、消費者団体には「情報の収集・提供、意見

の表明、消費者に対する啓発・教育、消費者被

害の防止・救済等、消費生活の安定・向上を図

るための自主的な活動に努める」との役割が付

与された（同法第８条）。 

事業者団体に求められる役割は、自主行動基

準作成の支援を始めとするコンプライアンス経

営を促進していくための事業者側でのインフラ

整備とみることができる。これに対し、消費者

団体に与えられた役割は消費者側のインフラ整

備であるといえるが、事業者団体の役割と比べ

ると、その活動内容は情報収集から被害の防止

や救済に至るまでと幅広い。このような違いは、

消費者団体には、個々の消費者に代わり、消費

者政策への意見の表明や消費者被害の防止・救

済といった消費者の視点に立った一段と高いレ

ベルでの活動が期待されているためである。 

 

（３）消費者団体訴訟制度との関係 

消費者政策の基本方針を示す「消費者基本

法」で、消費者の条文とは別の条文を設け、消

費者団体に独自の役割を付与したことは、その

後の消費者政策を進めていく上で重要な布石と

なった。というのも、消費者団体訴訟制度は、

消費者基本法で示された消費者被害の防止や救

済といった消費者団体の役割に着目し、差止請

求権という法的な裏づけを与えた制度であるか

らだ（注２）。 

 
（注２）消費者団体訴訟制度を導入する際には、どの

ような者に権利を付与することが適当である

かという点が議論された。このとき消費者団

体には、消費者基本法で示された消費者の視

点に立った活動が期待されているという特性

から「事業者の不当な行為を抑止する重要な

担い手として考えられる」との結論が得られ

ている（国民生活審議会「消費者団体訴訟制

度の在り方について」（2005 年６月）、３頁）。 

 

４．消費者政策の変化をどう捉えるか 

今まで述べてきた消費者政策の動きをどのよ

うに捉えればよいだろうか。いうまでもなく、

もっとも大きな変化は、市場メカニズムを活用

した消費者保護へと転換されたことにある。こ

の変化から事業運営を行う上での示唆を得るに

は、次の順序で考えていくと理解しやすい。 

まず、消費者像の位置づけが変わったことが

起点となる。今までの消費者は行政により「保

護される者」という立場にあったが、新しい政

策の下では「自立した主体」として能動的な活

動が期待されるようになった。言いかえると、

これからの時代は、消費者自身が情報収集から

被害救済まで自己の持つ権利を積極的に行使す

ることではじめて、自身の問題である消費者保

護を図るというスタイルに変わったことになる。 

もっとも、従来は単に「保護される側」にあ

った消費者にとって、意識や行動の変化を求め

られても一朝一夕にできるものではない。そこ

で、こうした消費者の限界を補うために重要な

役割を果たすことが期待されているのが消費者

団体だ。具体的には、消費者団体には、消費者

政策への意見表明や消費者被害の防止・救済に

至るまで、いわば消費者の視点に立った監視者
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としての役割が与えられた。手法としては、消

費者同士のつながりを強化し、消費者団体とい

う枠組みで市場に参加させることで、例えば個

人レベルでの達成が困難な被害の防止や救済と

いった領域についても効果的にカバーすること

が企図されている。誤解を恐れずにいえば、こ

れこそが市場メカニズムを活用した新しい消費

者保護のスキームだ。 

このようにみてくると、消費者団体には「消

費者の代弁者」としての積極的な活動が期待さ

れていること、そして、その期待は消費者政策

の思想の変化を背景にしたものであり、一過性

のものでないことがわかる。 

消費者団体訴訟制度は、このような消費者政

策の変化とセットで理解することが必要だ。す

なわち、消費者団体訴訟制度は、事業者の行為

を監視するという消費者団体に求められる役割

をさらに発展させ、法的な権利を付与すること

で、消費者の視点に立った活動をしやすくさせ

たものだと捉えることが重要だ。したがって、

この制度の導入を機に、今まで以上に消費者の

視点に立った事業運営が問われることになると

いっても過言ではない。 

本年６月からスタートする制度の下では、消

費者団体が差止請求できる範囲は消費者契約法

の範囲に止まった。しかし、既に独占禁止法、

景品表示法、特定商取引法でも団体訴訟制度の

導入に向けた検討が始められており、制度の理

解を深めることの重要性は増している。そこで、

次回は制度の内容を確認した後に、今までと何

が変わることになるのかという点について考察

していきたい。 

（続く） 
たかさき やすお（主任研究員） 


