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	 消費者紛争の解決支援のためには、消費者と事業者双方から公平であると感じられる民

間機関が担う ADR手続が必要であると考える。また、消費者に身近でアクセスしやすく、
それぞれの消費者に適切な支援が実現されることが、消費者のエンパワメントを促進する。 
	 イギリスでは、消費者相談により消費者のエンパワメントが進むことが、公正な市場の

形成に貢献すると考えられ、消費者行政の枠組みが改変されてきた。そして、2012年 4月
より、行政機関である公正取引庁が行っていた消費者相談を民間機関である市民助言局に

移し、民間機関が消費者相談の中心的役割を担うようになった。 
本論文では、イギリスの消費者相談の展開を参考に、民間機関によって実践される消費

者相談の発展について検討する。 
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１．	 はじめに	 

EU では、消費者紛争の解決のための ADR 手続の利用を促進することが提言されて
きた。2013年 5月 21日に出された指令では、オフラインの ADR手続もオンライン上
で行う ODR(online dispute resolution)手続も促進することが提言された。EU指令に
おいて、消費者紛争解決のための ADR手続は、消費者と事業者双方にとって、公平で、
実用的で、つり合いのとれていることが重要であると指摘されている。そこでは、ADR
手続は、消費者と事業者の双方の力を強くする手続であると考えられている。 
	 一方、日本においては、消費者の被害救済が重視されているため、ADR 手続が中立
的であるとしても、その手続が、消費者の力を強くするのみならず、相手事業者の力を

も強くするとは考えられにくいかもしれない。法執行のできる行政機関が担う ADR手
続であれば、事業者には、過度に消費者保護を求め、事業者を規制するような ADR手
続が行われると感じられることもあるだろう。逆に、業界団体が担っている ADR手続
であれば、消費者からは、その手続が事業者寄りだと感じられるかもしれない。これら



の偏見を克服するためには、両当事者から一定の距離をとり、両当事者との均衡性を保

つことが可能な民間機関が担う ADR手続の存在が必要であろう。 
	 そこで、本論文では、消費者行政の枠組みの改変が行われ、相談機能が民間機関に集

約されつつあるイギリスの消費者相談を参考に、消費者紛争の解決を支援する民間相談

機関が発展する可能性について検討したい。 
 

２．イギリスにおける消費者相談の展開	 

	 イギリスでは、消費者の被害救済に貢献するオンブズマン1、業界団体の ADR 手続、
行政が行う消費者相談、市民団体や消費者団体等が行う民間の消費者相談が発展してお

り、それぞれの役割分化が進行してきた2。1972年地方政府法(the Local Government 
Act)	 によって、行政機関である地方取引基準局(Local Authority Trading Standards 
Services)が消費者相談を担う重要な役割を果たすようになり、地方取引基準局によっ
て消費者相談が実施されてきた。けれども、1979 年以降、政府の予算削減に伴って、
その数が減少し、1986年には 29か所となった。そこで、法執行権限を持たない民間機
関である市民助言局(Citizens Advice)が行う消費者相談も広く消費者に利用されるよ
うになった3。 

 	 2004年には、イギリス全土に消費者相談を提供することを目的に、公正取引庁(Office 
of Fair Trading) により、コンシューマー・ダイレクトが設置された。ここでは、電話
や電子メール、ウェブサイトなどによって、消費者への情報提供や助言を行っているが、

面談相談やあっせん、調停は実施されていなかった。 

	   
（	 図１：2012年 4月改変前の枠組み	 ）	 	 	 	 (	 図 2：2012年 4月改変後の枠組み	 ) 

BIS(2011.11),p.17,p.20.を参考に筆者作成 

                                                   
1 BIS “EMPOWERING AND PROTECTING CONSUMERS	 Consultation on institutional changes 
for provision of consumer information, advice, education, advocacy and enforcement” (2011.11),p.46に
おいて、the CEAR Act 2007において、消費者の被害救済モデルとしてオンブズマンが確立されたことが
指摘されている。消費者の権利擁護から区別された独立したオンブズマンによって仲裁がなされる。仲裁

判断には、消費者は拘束されず、事業者のみが拘束される。 
2 宮園由紀代「消費者相談の複合的な役割―消費者紛争の多様性と相談員の役割モデル」熊本大学大学院
社会文化研究科	 博士論文(2011)、pp.47-62.にイギリスの消費者相談の概観を記した。 
3 David Oughton & John Lowry “Textbook on CONSUMER LAW” 2nd Edition ,OXFORD 
UNIBERSITY PRESS (2000)p.44.を参照。 
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そして、ここ数年、消費者行政の枠組みの改変が検討されてきた。ビジネス・イノベ

ーション技能省(Department of Business, Innovation and Skills 以下 BISと記す)に
よって報告された協議では、消費者法は、消費者の選択が公平にできるための基礎とな

るため、法執行される必要があると考えられている。その一方で、過度に指導的に行わ

れれば、ビジネスにおける競争や新しいアイデアを削いでしまうリスクやコスト負荷のリ

スクを伴うことも指摘されている。そして、過度の規制は、たとえ消費者保護を目的とし

ていたとしても、消費者の選択を限定し、過度の規制がもたらす利益よりもコストが大き

くなることが懸念された。そのため、政府は、規制的でなく消費者のエンパワメントや保

護を高めるアプローチをするよう提案されている。このような視点の下で、消費者相談は、

消費者協会(Which?)	 や市民助言局などの民間機関の役割が重要視され、不公正な取引や
悪質取引による消費者被害にまつわる法執行は、取引基準局や公正取引庁の役割が重視さ

れるようになった4。 
さらに、ワンストップサービスで消費者相談を実施して複雑さを解消し、消費者のエ

ンパワメントと保護をコスト効率よく促進することが目指された。その結果、2012 年
4月より、民間機関である市民助言局が消費者への情報提供やアドバイスの中心的役割
を担うことになった5。その背景には、市民助言局に対する消費者の認識度は、コンシュ

ーマー・ダイレクトの認知度が 1～2%であるのに対し、95%と高いことがあった。また、
BISの調査によれば、消費者が彼らの権利を確認するのに、市民助言局を利用するのが 40％、
コンシューマー・ダイレクトを利用するのが 4％、消費者協会を利用するのが 2％であった
など（Consumer Right Omnibus Survey’ 2008）、市民助言局のアクセスの良さがあげら
れている6。特に、高齢者や障がい者、経済的弱者などの脆弱な消費者には、身近に相

談できる面談相談が有益なため、アクセスの良さは重要な課題になると思われる。そこ

で、市民助言局によって実践されている消費者相談を参照する。 
	  
３．市民助言局が実践する消費者相談	 

市民助言局の活動7は、リーフレット8や年次報告書9で公表されている。イングランドと

ウェールズには、338の市民助言局があり、高級商店街やコミュニティセンター、病院、裁
判所、刑務所など 3,300ヶ所で無料の助言を行っている10。 

                                                   
4 BIS	 "EMPOWERING AND PROTECTING CONSUMERS  Consultation on institutional changes 
for provision of consumer information, advice, education, advocacy and enforcement  (2011.11),pp.5-7.
を参照。 
5 BIS  “EMPOWERING AND PROTECTING CONSUMERS	 Consumer Landscape Review: Impact 
assessments on Enforcement, Advocacy and information, Advice and Education”  (2012.4)	 を参照。 
6 BIS  “EMPOWERING AND PROTECTING CONSUMERS	 Consumer Landscape Review: Impact 
assessments on Enforcement, Advocacy and information, Advice and Education”  (2012.4)	 ,pp.51-53.
を参照。 
7 高橋義明「海外諸国における消費生活相談の実情」国民生活研究第 53号第 2号(2013)、pp.37-44.に市民
助言局の歴史と活動、相談受付状況が述べられている。 
8 “Citizens Advice Introduction to the service 2012/2013” 
9 “Citizens Advice Annual report and accounts 2012/2013” 
10 http://www.citizensadvice.org.uk/index/getadvice.htm	 (2014.4.29	 閲覧) 



相談は、電話、面談、電子メールによる方法があり、ウェブサイトでは、法情報や苦情

申し出文書のテンプレートなどを提供している。相談内容は、件数の多い順に、社会福祉

による給付金や税金免除、借金、労働問題、住宅供給、人間関係や家族問題、消費者問題

（借金や金融サービスを除く）、法、金融サービスと金融能力、移民と難民収容所、健康と

コミュニティ・ケア、税金、教育、その他という分類で統計が出されており、金融関連の

相談と消費者相談が区別して扱われている。消費者相談については、150万人以上から相談
がよせられており、消費者問題や消費者の権利、苦情申し出方法などについて助言をして

いる。相談内容は、多い順に、中古車、住宅の修理やリフォーム、電化製品である。 
運営資金は、政府の助成金が 58.5%で、他の公的機関の助成金が 24%と行政による助成

金が 8 割以上を占めている。そして、支出金のうち 26.7%が情報提供や助言などに活用さ
れている。 
スタッフは 28,500人で、そのうち、22,000人以上がボランティアで、約 6,500人が有給

のスタッフである。ボランティアをする理由は、スタッフが貢献する活動が重要であるこ

とや、自分の自信（信用性）を上げること、興味深くて、やりがいがあること、新しい人

に出会えること、ボランティアの 3 分の 1 近くは、数年後に有給の仕事につくなど自分の
可能性が広がること、法的助言の国家資格（national QCF Legal Advice qualification）を
得るようなトレーニングが無料で受けられること、職場体験ができることなどがあげられ

る11。	 

そして、ボランティアの役割は、助言を行うアドバイザー、受付係、インフォメーショ

ン・アシスタント、ゲートウェイ評価者、電話相談アセッサー、管理者、理事、金銭教育

ボランティア、キャンペーン担当者、ITサポート・コーディネーター、PRやマーケティン

グ、寄付金調達担当者、ボランティアのリクルート、相互教育担当者がある12。それぞれの

役割及びそれに必要な能力と、有給のスタッフによって担われる役割を以下にあげる。 

 
(1)ボランティアによって担われる役割	 

① アドバイザー 
	 アドバイザーは、問題に向き合い、相談者の状況を全体的にみる。アドバイザーは、6か
月の事務弁護士（solicitor）訓練などの無料のトレーニングを受けている。 

  相談者にインタビューする。 
  相談者が相手と交渉する手助けをする。 
  文書案を書く。 
  相談者の代わりに電話する。 
  他機関を紹介する。 
  裁判で代弁者として話す。 

 

                                                   
11 http://www.citizensadvice.org.uk/index/join-us/why_volunteer.htm(2014.4.24閲覧) 
12 http://www.citizensadvice.org.uk/index/join-us/volunteer_roles.htm(2014.4.24閲覧) 



② 受付係 
特定の資格や経験は不要で、人と話す時のマナー、基本的なコンピューター・スキル、

守秘義務、親切で親しみやすいことが求められる。 
  相談者や他の訪問者を迎える。 
  電話に答える。 
  相談者が、何が起こっているか、待ち時間について知るのを確保する。 
  提供できるサービスについて説明する。 
  リーフレットやリスト、自助教材を示す。 
  相談者の数や待ち時間をモニターする。 
  受付場所をメンテナンスする。 
  コンピューターシステムに情報を入力する。 

 
③ インフォメーション・アシスタント 
特定の資格や経験は不要で、人と話す時のマナー、基本的なコンピューター・スキルと

読み書き能力、親切で親しみやすいことが求められる。 
全ての相談者がアドバイスを必要なわけではなく、正しい情報を見つける支援を求めて

いる相談者もいる。インフォメーション・アシスタントは、情報を提供するだけでなく、

相談者が、提供される異なった機関（設備）を利用することも支援する。 
  キオスクやパソコンの利用を促進する。 
  相談者が、キオスクやパソコンを利用するのを支援する。 
  正しいリーフレットや自助資源やサービス提供者を確認するのを助ける。 
  ゲートウェイ評価（gateway assessment）が求められる所を確認する。 

  相談者の数や問題を記録する。 
 

④ ゲートウェイ評価者（Gateway assessors ） 

特定の資格や経験は不要で、傾聴すること、人と話す際のマナー、基本的なコンピュー

ター・スキル、偏見なく、判断しないこと、人助けを楽しむことが求められる。 

ゲートウェイ評価者（Gateway assessors）は、相談者が最も早く、権利を得るのを助け

る。彼らは、面談や電話で、相談者のニーズを評価し、自助インフォメーション、関連す

る専門機関、市民助言局アドバイザーの予約など、今後の行動の適切なコースを確認する。 

  相談者を出迎え、ゲートウェイ評価プロセスを説明する。 

  相談者の問題や状況を調査する。 

  相談者の問題のリスクや緊急性、彼ら自身が問題を扱う能力を評価する。 

  次のステップを確認する。 

  相談者にインタビューの内容を要約し、次に起こることを説明する。 

  必要ならば、相談者がここにもどることができることを明確に伝える。 

  データーベースを更新する、評価を完結する。 
 



⑤ 電話相談アセッサー（査定人） 

電話相談アセッサーは、様々な役割を担う。その全てを知ることは期待されていない。

特定の資格や経験は不要で、傾聴すること、人と話す際のマナー、基本的なコンピュータ

ー・スキル、偏見なく、判断しないこと、人助けを楽しむことが求められる。 

  電話が鳴った時に、相談者がアクセスする最初のポイントである。 

  相談者の問題の広い範囲を扱う。 

  全ての年齢や背景の国民を支援する。 

  市民助言局・電子的インフォメーション・システムや他の情報源から得た情報を相

談者に提供する。 

  さらに専門的なアドバイスを相談者に紹介する。 

  相談者のケースやデーターベースを記録する。 

  たくさんの相談者に影響を及ぼす問題を確認することによって将来の問題を防ぐ助

けをする。 

 
(2)有給のスタッフによって担われる役割	 

市民助言局のウェブサイトに掲載されている求人案内13を確認すると、電話相談アドバイ

ザーや、ゲートウェイ評価者、アドバイスサービス・リーダー、借金や社会福祉給付金の

問題を扱うケースワーカーなどの求人があった。また、助言の質のモニタリングや評価、

改善する責任をもち、ボランティアスタッフの監督をするスーパーバイザーや、助言の全

体的な評価を行い、方針や手続を実行するプロジェクト・マネージャーをサポートするア

ドバイス・プロジェクト評価者の求人がみられた。また、社会福祉法の専門で、借金ケー

スワーカーの 12か月の経験を持ち、訓練教育の適任性があるという条件で事務弁護士訓練
生の求人もあった。 
今回は、公募の締め切りが 2014年 4月 30日～5月 29日までの求人広告を確認したのみ

であるので、相談に関わる有給のスタッフの仕事を網羅できるわけではないが、少なくと

も、相談員や、相談リーダー、ボランティアの相談員を監督・評価するスタッフが有給の

スタッフとして従事していることがうかがえる。 
 
４．コンシューマ―・ダイレクトから市民助言局に消費者相談を移行する

ことへの反響	 

	 BIS が提案した消費者政策の改変についてのパブリック・コメントを参照し、消費者相
談を市民助言局に集約することが関係団体の支持を得たかどうかについて確認する。 

BISの回答14によれば、公正取引庁によって設置されていたコンシューマー・ダイレクト

の相談機能を市民助言局に移すことについて、賛成意見が多かった。地方取引基準局(Local 
Authority Trading Standards Services)には、市民助言局の能力を心配するところもあっ

                                                   
13 http://www.citizensadvice.org.uk/index/jobopportunities/jobopps_ca.htm(2014.4.24	 閲覧) 
14 BIS "EMPOWERING AND PROTECTING CONSUMERS Government response to the consultation 
on institutional reform"(2012.4) 



たが、ほとんどが賛成であった。中央取引基準局は、消費者を支援するのに必要な情報の

レベルを維持する資源が限られているため、市民助言局の能力を懸念し、行政による資金

と資源の供給を提言していた。そして、市民助言局と取引基準局との情報交換の重要性を

指摘し、相談情報は、消費者問題の法執行に有益な情報であると述べている。また、脆弱

な消費者は面談による支援を求めているため、市民助言局と地方の規制当局とのパートナ

ーシップを通して相談が担われる重要性を指摘している。消費者協会は、市民助言局や適

切な他のパートナーと協働することが、消費者への情報提供の質を高め、重複や困惑を避

けることにつながると、市民助言局への移行を支持している。 
そして、弁護士会は、市民助言局の資源の不足や説明責任について懸念を示していた。

また、業界団体の回答は様々であり、市民助言局がビジネスや公的責任についてどの程度

理解しているかを心配する意見がみられた。例えば、イギリス旅行業協会は、市民助言局

がこれまで借金や社会福祉の相談を主に扱ってきたために、消費者問題などの助言を行え

る専門性があるかどうかを懸念し、産業の専門機関と協働すること、助言の情報源に注意

すべきであり、信用できる業界団体の情報の活用を提言している。そして、市民助言局の

資金不足を指摘し、地方取引基準局と協働することを提案する事業者もあった。また、イ

ギリス小売り組合は、公正取引庁が、消費者と事業者双方に助言を行っていたことを鑑み、

消費者と事業者双方に同じ基盤を持つ助言をできることが重要であると捉えている。その

ため、消費者の相談のみを扱う市民助言局が、消費者保護運動家のような役割をすること

を恐れ、市民助言局が消費者相談をする最適な団体だとは思えないと指摘している。そし

て、消費者相談を市民助言局に移管するならば、明確な基準を設け、モニタリングがされ

るべきであると提案している。さらに、地方取引基準局が地方の悪質業者による膨大な消

費者被害を救済してきたことを重視し、地方取引基準局が消費者の苦情を直接聞けなくな

ることに懸念を示している。 
 
５．まとめ	 

	 これまでみてきた市民助言局による消費者相談の発展を参考にすれば、民間機関の利点

は、消費者にとってアクセスがよい相談体制を構築できることがあげられる。多くの相談

機関が設置され、加えて、病院やコミュニティセンター、高級商店街など多様な場所でも

相談が行われるため、身近な場所で相談することが可能である。特に、高齢者や障がい者

などの脆弱な消費者が面談相談を受けやすい環境が整備されていることは、消費者相談を

効果的に実践するために有効であろう。消費者相談が無料で行われることを鑑みれば、こ

のようなアクセスの良さを実現するための経済的基盤として、公的機関による財政支援が

確保されることが必要不可欠であると思われる。 
	 そして、多くの相談拠点を維持するためには、それを支える多くのスタッフが必要であ

る。市民助言局の場合には、ボランティアスタッフの貢献が非常に大きい。ボランティア

の人員確保には、スタッフにトレーニングが提供されていることや、ボランティアを通じ

てスキルアップをすることが有給の仕事につながること、やりがいを感じられることなど

のインセンティブの存在が効果的だと推測される。 



また、初期対応では、スタッフには専門的資格は不要とされ、相談者の話をよく聴くこ

とや、親切で親しみやすいことが要求されている。相談者は、相談員の傾聴によって、怒

りや不安や不満が徐々に解消され、自分に生じた問題を相談者自身が理解し、問題解決に

向かう行動がとれるようになる。法執行権限をもたない民間機関であれば、過度に法的要

件に目を向けた聴き取りではなく、相談者の感情も重視した聴き取りが行われやすいと思

われる。イギリスでは、ストレスや怒り、心配、フラストレーションという感情的問題も

消費者被害として考慮されているため15、相談プロセスにおいて消費者のネガティブな気持

ちをポジティブな気持ちに変容させることも消費者被害の回復に貢献するといえそうであ

る。そして、アドバイザーは法的助言ができるトレーニングを受け、消費者の苦情申し出

を具体的に支援しているなど、相談プロセスに沿って相談員の役割が分化している。 
さらに、相談機関が事業者の信頼を得るためには、消費者相談における専門的知見や公

平さが必要となる。イギリスでは、市民助言局が行政機関である取引基準局と連携するこ

とによって、これらを高める体制を構築しようとしている。民間機関が、事業者の信頼を

得るためには、事業者に対する理解と、消費者相談にかかわる専門性、活動内容の公表を

通じた評価システムの構築などを発展させることが求められるだろう。 
悪質な取引や不公正な取引によって生じた消費者被害の回復や予防のためには、行政機

関による法執行が重要である。その一方で、強制力を伴わない第三者が、消費者と事業者

の双方を理解しつつ、両当事者をエンパワーする相談機関として、民間機関の果たす功績

を期待し、今後の展開を注視していきたい。 
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