特集

消費者の安心・安全のための対策について
消費者保護に関する法律改正のご紹介
担当課室：消費経済課・製品安全室
「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を謳
い、一昨年９月に消費者庁が発足して以降、我が国の消費者行政は、産業育成の派
生分野としての省庁別の縦割り対応から消費者中心の横割り対応へと、その様態を
大きく変化させてきています。消費者庁及び消費者委員会は、縦割りの弊害を打破
し、消費者行政の司令塔として、消費者の立場に立った活動により、国民の安心と
安全の実現を目的として、設置されました。国民の生命を脅かす事故の発生又は拡
大の防止を図るため、行政機関、地方公共団体、関係機関が保有する事故情報を一
元集約し、迅速・的確に原因究明・分析を行い、再発防止に繋げるための製品事故
情報収集制度の実施や、「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」の推進及
び「地方消費者行政推進本部」の設置による地方における消費者行政の充実のため
の環境・体制整備などが、消費者庁の活動の一例となっています。
このような流れの中、近畿経済産業局においても、事故情報の一元化のための収
集・報告をはじめ、「特定商取引に関する法律」・「割賦販売法」の改正による規
制強化、「商品先物取引法」の改正による事業者の参入規制やそれら各法の執行に
よる違反事業者への行政処分の実施等、経済産業本省はもとより、消費者庁、自治
体、警察等関係機関と連携しながら、消費者の健康と財産を守る消費者目線の業務
遂行に鋭意努力しているところです。
経済産業省での消費者保護の強化
国民の強い要望が消費者庁を発足させた背景と時期を同じくして、私ども経済産業
省が対策を講じてきた消費者保護強化のための法律の改正内容についての概要をご
紹介いたします。また、国民の命と体を守るための製品安全対策として当省が新た
に取り組んでいるいくつかの制度について、さらには、東京都等の報告により消費
者庁、総務省と当省が協力して検討を進めてきた結果として、昨年末に施行された
新しい規制としての「ライターの規制」についてご紹介したいと思います。
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１）「特定商取引に関する法律」・「割賦販売法」の改正について
「特定商取引に関する法律」では、
消費者トラブルの生じやすい特定の取引類型（訪
問販売、電話勧誘販売、通信販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供
誘引販売取引）についてトラブル防止のためのルールを定めています。これらの取
引は、「割賦販売法」で定める割賦（クレジットによる分割払い）の決済方法による
ものが多いことから、より効果をあげるために消費者保護強化の改正は、二つの法
律について連動して実施しました。主な改正点としては、
法律の適用範囲となる商品・
役務及び支払い方法の拡大、クレジット業者に対する加盟店調査及び過剰与信防止
の義務化、事業者に対する行為規制及び違反時の罰則強化などとなっております。
これらの改正により、悪質事業者による大量又は強引な売りつけを防止し、クレジ
ットを悪用した高額な取引を排除していく、といった効果から、消費者が欲しいも
のを欲しい分だけ購入する適正な取引状態へと是正されていくことが期待できます。

【資料１】
訪問販売に関する対策
訪問販売における年代別相談割合

判断力不十分者を契約当事者とする類型別相談件数
（平成１８年度）

（％）
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通信販売
（不当請求以外）
8%

電話勧誘販売
通信販売（不当請求以外）
連鎖販売取引

電話勧誘販売
11%

特定継続的役務提供
業務提供誘引販売取引

６０歳以上

訪問販売
77%

※ いずれのグラフもPIO-NETデータより経済 産業省 作成
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規制の抜け穴の解消
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被害事例
・独り暮らしで年金生活の母が訪問販売を受け、
呉服などを１千万円以上を買わされていた。
複数の信販会社から請求を受け、貯金も底を尽
きている。母は判断力が低下しており、買った
着物もほとんどが未開封であった。
・判断力が低下した高齢者の姉妹が複数の業者
から総額約５千万円のリフォーム工事を訪問販
売で売りつけられた。 最終的に信販会社が被
害者の自宅を競売にかけた。

法改正

○別法で消費者被害の是正等ができるものを除き、原則すべての商品・役務を扱う取引（訪問販売、電話勧誘販
売、通信販売）を規制対象に。【改正特商法第２条】【改正割販法第２条】
○その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務等は、該当規制から除外。
【改正特商法第26条】【改正割販法第３５条の３の６０】

○割賦の定義を見直し、２ヶ月以上後の１回払い、２回払いも規制対象に（現行は３回払い以上）【改正割販法第２条】

訪問販売規制の強化

○訪問販売業者に当該契約を締結しない旨の意思を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
【改正特商法第３条の２】

○訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後１年間は
契約の解除等が可能に（消費者にその契約を結ぶ特別の事情があったときは例外） 【改正特商法第９条の２】
○個別クレジットを行う事業者を登録制の対象とし、行政による監督規定を導入 【改正割販法第３５条の３の２３ 等】

クレジット規制の
強化

○個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば、
消費者へ与信することを禁止。【 改正割販法第３５条の３の５～７】
○訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取り消される場合や、過量販売で解除される場合、個別クレジット
契約も解約し、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。 【改正割販法第３５条の３の１２～１６】
○クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけるとともに、支払能力を超える与信
を禁止。 【改正割販法第３０条の２、第３０条の２の２、第３５条の３の３～４】
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【資料 2】
インターネット通信販売などの新分野
通信販売における返品トラブル
に関する苦情の内訳
（ 平成１８年度：相談上位項目）

迷惑広告メールの件数の推移
（２００３年以降 消費者から申し立てのあったもの）

件数
120,000

苦情内容
100,000

件数

構成比

返品・交換

5 13

2 4 .90%

顧客対応

3 56

1 7 .30%
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60,000
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被害事例
・インターネット通販で購入した商品が広告画像とあま
りに違う上、 返品ができないとの表示もなかったので
返品を申し出たが、 まったく 取り合ってくれない。
・これ以上メールを送信しないようにと返信すると、他
の事業者を含めてより多くの迷惑広告メールが到着。
・クレジット会社の業務委託先の従業員がカード番号・
有効期限の情報１５万件を第三者に漏洩し、インター
ネット取引で ６００万円超の不正利用が発生。

2 006年度「通販１１０番」報告書より

（経済産業省作成）

法改正
インターネット取引等の
規制強化

○返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、８日間、送料消費者負担で返品（契約の解除）
が可能に。【改正特商法第１５条の２】
○消費者があらかじめ承諾しない限り、迷惑広告メールの送信を禁止。【改正特商法第１２条の３ 等】
○個人情報保護法でカバーされていないカード情報の漏洩や不正入手をした者を刑事罰の対象に。
【改正割販法第４９条の２】

その他
罰則の強化
自主規制の強化

○違反事業者に対する罰則を強化【改正特商法第７０条 等】【改正割販法第４９条 等】
（不実の告知、重要事項不告知 → 現行２年を３年に引き上げ）等。
○クレジット取引の自主規制等を行う団体を認定する制度を導入。【改正割販法第３５条の１８ 等】
○訪問販売協会（既存制度）による自主規制の強化。【改正特商法第２７条の２ 等】

２）「商品取引所法」等の改正について
商品先物取引については、減少傾向にある国内商品取引市場の取引量の回復及び
海外商品先物を中心とした消費者トラブルの減少に向けて、「使いやすく透明でト
ラブルのない商品先物市場」の実現のため、従来の「商品取引所法」と「海外商品
市場における先物取引の受託等に関する法律」を一本化し、新たに「商品先物取引
法」と法律名を改めました。主な改正点としては、金融商品取引所との相互乗り入
れ及び相場操縦行為等に対する罰則化などの取引所及び市場の整備に関することに
加え、消費者保護の強化としては、トラブルの多い海外先物市場への受託・取次ぎ
等及び店頭商品デリバティブ取引等を行う事業者への許可制等の導入、不招請勧誘
の禁止（勧誘の要請をしていない者に対して、訪問又は電話にて勧誘行為を行うこ
とを禁止すること）、顧客の属性により事業者への行為規制に強弱をつけるプロ・
アマ規制（一般個人は「アマ」）の導入が、盛り込まれております。（資料３，４
を参照）
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【資料 3】

制度改正の全体像
 「使いやすく」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現すべく、商
品取引所法を改正。
［ 課題 ］

［ 対応 ］

○日本の商品先物市場は利用者の期待に応
えていない

（１）「使いやすい」 商品先物市場の実現
 商品取引所法と海先法（海外商品市場における先物取引の受託等に関する
法律）を一本化し、国内外、取引所内外で隙間のない規制体系を構築。

世界の取引高は５年間で４倍、
日本の取引高は５年間で１／３に。
○商品先物市場の透明性向上は国際的課題

 取引所議決権の保有規制を緩和し、金融商品取引所との相互乗入、内外取
引所等との連携など競争力強化を実現。
等

Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言（２００８年７月）

（２）「透明な」 商品先物市場の実現

14. （中略） 我々はまた、商品先物
市場の透明性の向上のための各国の
関連当局の努力を歓迎し、関連当局
の間の更なる協力を奨励する。

 取引所外の取引を利用した相場操縦行為等に関する罰則を整備。
 異常な相場過熱時など緊急時における証拠金引上げ命令等の規定を整備。
 海外当局と連携した相場操縦行為等の摘発を可能とするため、情報交換手
続を規定。
等

○規制の弱い部分でトラブルが増加
商品先物に係る苦情・相談件数

（３）「トラブルのない」 商品先物市場の実現

6000
4000
2000

国内取引所取引

0

取引所外取引等

 トラブルが多い取引所外取引、海外先物取引に、参入規制を導入し、行為規
制を強化。
 利用者がプロかアマかで行為規制に強弱をつける「プロ・アマ規制」や、勧誘
を要請していない顧客に対して一方的に勧誘を行う「不招請勧誘」の禁止な
どの規制を整備。
等

（ 注） 国民生活センター調べ。

【資料 4】

（参考）制度改正前後の規制体系のイメージ
国内

海外
商取法

参入規制

参入規制

許可（商品取引員；第190条）

海先法

なし

対象業務

改
正
前

例外

受託・取次ぎ

受託・媒介・取次ぎ・代理
※営業目的と金融機関は適用除外

参入規制

行為規制

届出（第349条第２項）

行為規制

・受託に係る財産の分離保管（第210条）
・不当な勧誘の禁止（第214条）
・損失補てんの禁止（第214条の２）
・適合性の原則（第215条）
等

・書面の交付（第４条～第７条）
・不当な行為等の禁止（第10条）
・熟慮期間（第８条）

行為規制
・意思の確認
・書面交付
・帳簿の作成・保存

行政処分

・報告徴収・立入検査（第231条）
・業務改善命令・勧告（第232条、第233条）
・業務停止命令（６月以内）（第236条第１項）

・報告徴収・立入検査 （第12条）
・業務停止命令（１年以内）（第11条）
政令指定外の外国市場

参入規制

・業務停止命令（３月以内）

主な主体

例外

国内・海外の先物取引の受託、委託の代理・取次ぎ・媒介、店頭取引、その代理・取次ぎ・媒介

・ 商品先物取引業者
・ 商品投資顧問業者

アマに移行でき
る プロ

主な規制

等

大規模業者のみを相手と
す る店頭取引（特定店頭商
品デ リバティブ取引）

＜ア マ＞

＜プロ＞

アマに移行でき
ないプロ

等

特商法による規制

プ ロア マ規制の導入

行為規制

商取法

行政処分

商品先物取引法

対象業務

許可（商品先物取引業者）

行

国内相場を利用した差金授受取引
（当業者相手のみ）

対象業務

行政処分

現

店頭
国内相場利用は
原則禁止（第329条）

・ 特定当業者
・ 特定委託者として省令で定
等
め る法人

・ 受託に係る財産の分離保管（第210条）
・ 損失補てんの禁止（第214条の３）

プロへ移行でき
る アマ
・ 法人（特定委託者・特定当業者
以外）
・ 知識経験財産を有する個人 等

プ ロ に移行でき
ないアマ

参入規制

・ 一般個人

行為規制

・ 受託に係る財産の分離保管（第210条）
・ 損失補てんの禁止（第214条の３）
・ 不招請勧誘の禁止（第214条第９号）
・ 書面の交付（第220条の２等）

・損失補てんの禁止
・帳簿の作成・保存
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３）製品安全対策「ライター規制」の開始について
経済産業省では、消費者庁とともに進めている「製品事故情報収集・公表制度」を
はじめ、事故が発生した際に火災等の大きな被害を及ぼすおそれの多い特定保守製
品（屋内式ガス瞬間湯沸器、石油給湯器、浴室用電気乾燥機等９品目）について、
消費者に点検時期を知らせるための「長期使用製品安全点検制度」の導入や、ま
た、経年劣化による発火等に至る製品（扇風機、、エアコン、洗濯機等５品目）に
ついて、設計上の標準使用期間や長期使用に関する注意喚起の表示を義務づける
「長期使用製品安全表示制度」の実施等を行ってきたところですが、今般、皆様に
身近なライターについて、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」
及び関係省令等の施行により平成２２年１２月２７日付けをもって規制が開始され
ております。（資料５，６を参照）
【改正の概要】
①使い捨てライター等による事故状況に鑑み、ライターを消費生活用製品安全法に
基づく特定製品及び特別特定製品として追加するものです。規制範囲は、ライター
（たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっている
ものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限
る。）とし、いわゆる使い捨てライターと多目的ライター（点火棒）を対象とし
ています。
また、経過措置が終了する本年９月２７日以降は技術基準を満たしたライター以外
は市場で販売できなくなります。
②ライターについては、その技術基準等として、不注意による火災の生成の可能性
等を最小限にする構造（いわゆるチャイルドレジスタンス機能等）であること、火
炎の高さが制限されたものであること等を要求しました。
③ライターの規制開始に併せて、製造、輸入及び販売等の関係団体に対して、制度
周知に係る協力依頼を行っております。
今後も引き続き、消費者に対する周知を含め取り組んでいくこととしていますの
で、皆様方のご協力をお願いいたします。
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ライター等を販売される皆様へ

ライター等の販売規制の開始について

平成 22 年 12 月 27 日に消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行され、
いわゆる使い捨てライターや多目的ライターの販売規制が開始されました。
経過措置終了後の、平成 23 年 9 月 27 日以降にライター等を販売するにあたっ
ては、以下の内容を確認するようにお願いいたします。

1．規制の概要
ライターや多目的ライター（点火棒）のうち、
・燃料の容器と構造上一体となっているものであって
・当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いたもの
については、本体に PSC マークが付されているものに限って
販売が認められます。
違反した製品を販売した場合、罰則等の対象となります。

☆PSC マークは、ライター等の特定製品を製造又は輸入する事業者が、
技術基準に適合する等の義務を履行した場合に付される表示です。
技術基準では、構造、強度、爆発性、可燃性等製品の安全性を求めるとともに、
子どもが興味を持ちやすい玩具（ノベルティー）型でないことを規定しています。

2．販売の際の注意事項
（1）今回の規制により、平成 23 年 9 月 27 日以降、これまで流通
していた PSC マークのないライターは販売禁止となります。
（2）上記のマークを付された適正な製品を販売される場合におい
ても、子どもに使わせないように注意喚起をして下さい。
適正な製品には、事業者名称や以下の内容の注意事項等も表示されています。
①子供の手の届くところに置かないこと
②50 度以上の高温又は長時間の日光には、絶対にさらさないこと
③使用後、火炎が消えていることを確認すること
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特集

規制対象ライターの例示

注入式でディスポーザブルと同様

ディスポーザブル（使い捨て）

ディスポーザブルに単なる
ケースをつけたもの

外装及び燃料容器が
プラスチックのもの

ノベルティライター

形状によるもの
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外装が金属で、燃料容器がプラスチックのもの

光で絵を映し出すもの
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光が点滅するもの

メロディーを奏でるもの

特集
４）最後に
以上、経済産業省での消費者保護政策をご紹介してまいりましたが、当局において
は、これら法律の適切な執行と、消費者である国民一人一人への丁寧な啓発活動を
通じて、「安心・安全な社会の実現」に努めてまいりたいと考えています。
なお、消費者庁及び経済産業省では、事業者と消費者の契約に関する電話相談窓口
を設置しております。お気軽に下記相談窓口へご連絡ください。
事業者の勧誘や契約に不安を感じたらお早めに相談窓口へ
消費者庁消費者ホットライン・・・・・・・・℡０５７０−０６４−３７０
（最寄りの消費生活センター相談窓口に案内されます）
経済産業省近畿経済産業局消費者相談室・・・℡０６−６９６６−６０２８
（平日９：３０〜１６：００

土・日・祝日はお休みです）

※当局消費経済課では、本特集にてご紹介させていただいた内容の一部をプログラ
ムといたしましたセミナーを、「平成２２年度近畿地域消費者啓発セミナー」とし
て以下のとおり開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

タイトル：「平成２２年度近畿地域消費者セミナー」
悪質商法を追放！みんなが安心して暮らせる消費生活を目指して！
日

時：平成２３年３月１１日（金）１３：３０〜１６：０５

場

所：ドーンセンター

対

象：一般消費者、消費生活センター等で相談業務を行っている方

４階

大会議室１

※詳細及び参加申し込み用紙は以下のＵＲＬでご確認ください。
http://www.kansai.meti.go.jp/4syokei/seminar/22fy̲shouhi.html

（この記事に関するお問い合わせ先）
近畿経済産業局 産業部
消費経済課
電話：０６−６９６６−６０２７
製品安全室
電話：０６−６９６６−６０９８
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< 企業紹介のコーナー >
「Ｅ！ＫＡＮＳＡＩ」では、管内の特色ある企業や地域の活動を紹介するコーナーを設け
ました。今回は日本テピア株式会社、
グリーンロードモータース株式会社をご紹介します。

日本の技術力による環境問題への取組を通じて
日本とアジアの架け橋となる

日本テピア株式会社 代表取締役社長 劉 炳義（リュウ ヘイギ）さん
担当課室：エネルギー対策課

エネルギー対策課では、中小企業と大企業が連携して温室効果ガスの排出削減事
業を実施する「国内クレジット制度（国内排出削減量認証制度）」の普及啓発・活用
促進活動を実施しています。
この制度では、高効率省エネ機器の導入等による CO2 排出削減が期待される中小
企業等を対象に、排出削減量診断支援や排出削減事業計画書・実績報告書の作成支
援等のサポートを行う、ソフト支援実施機関が国により選定されています。
今回は、近畿経済産業局のソフト支援実施機関として活発な活動を展開されてい
る、日本テピア株式会社を御紹介いたします。
■ 日本テピア株式会社とは？
日本テピア株式会社の発祥は、「アジアの環境問題を日本
企業の持つ製品・技術で解決できないか」という想いで劉
炳義さんが１０年前に設立した、環境デザイン株式会社の
設立がきっかけでした。
テピアグループは、現在、日本に３社、中国に５社、また、
それぞれ関西電力グループと北京市政府との合弁会社が 1
代表取締役社長
社ずつあります。
若くて小さいグローバル企業ですが、アジア
の文化と商習慣を深く理解し、創造力と活力に
溢れた若い技術集団として、東京、大阪、上海、
北京とを拠点に、日中・アジア間の環境・エネ
ルギービジネス展開コンサルティングを中心に
事業を展開しています。

劉 炳義さん

■ 起業のきっかけ
「弊社は、
「日本とアジアの架け橋となる」ことに
日本テピア株式会社のグループ企業
対するこだわりがあります」と語るのは、現在は、
日本テピア株式会社の代表取締役社長である劉さん。
劉さんは、中国の武漢大学で河川土木を修めた後、今から２５年前に国費留学生
として京都大学大学院に入学し、土木の知識習得に励みました。
京都大学大学院卒業後は、将来の独立を視野に入れながら、設計コンサル会社で、
ダム建設などの環境アセスメントに従事していました。
漠然とした起業への思いが具体像を結ぶようになった契機は、年々環境汚染が激
しくなっていく９０年代の上海や北京等の母国の風景でした。
「中国は、日本の高度成長期の公害を追体験することになる」という危機感から、
10
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中国ひいてはアジアの環境問題を日本企業の持つ技術で解決し、
「日本とアジアの架
け橋となる」会社を立ち上げようと思い立たれたそうです。
■ 現在の活動内容
同社は、これまでに最先端の環境機器を持つ約１００の日本企業の中国進出を支
援しており、現在は、上海・北京の現地拠点を足場に、年間５０件程度のコンサル
案件を手がけ、約３０のクリーン開発メカニズム（CDM）関連プロジェクトを進め
ています。
具体的には、事業展開可能性調査から中国・アジアビジネスを実践に移す業務の
中で、市場調査と展開戦略の立案、パートナー選定、政府機関や関連機関とのネッ
トワーク構築、営業網の拡大に携わってきました。
また、CO2 排出権の開発、組成、転売などのコンサルティングを国内外で行っています。
さらには、同社のグループ企業単独で、中国国内でのシステム開発、物品製造・販売、
CO2 排出権取引といった分野での実ビジネスを行ってきたことから、変化が激しい
中国の現場に対応できる人員・ノウハウを蓄積しています。
■ 近畿経済産業局との関わり
国内クレジット制度では、ソフト支援実施機関として、国内の中小企業と大企業間
の CO2 排出権取引関連のクレジット化に関する支援や広報活動を実施しています。
具体的には、国内クレジットの認証に必要な、排出削減計画書の作成、審査機関に
よる計画書の審査、設備稼働実績報告
書の作成、審査機関による実績報告書
の確認などの支援を行う他、制度普及
のためのセミナーのお手伝いや、その
他啓発活動を実施しています。
また、中国・アジア進出支援では、
中国の環境分野での進出可能性調査や
それに関連したセミナー、現地視察・
商談会のコーディネートを行っていま
す。
国内クレジット制度の概要
■ おわりに
２１世紀は「アジアの世紀」「環境の世紀」といわれるように、中国をはじめとし
たアジア諸国が日本に与える影響は益々大きくなります。
見方を変えれば、相互の経済交流の中で、日本がアジアに与える影響も大きくし
ていくことができます。
同社は、「日本の環境技術や製品をアジアで展開する「架け橋」となるとともに、
国内クレジット制度のような日本国内の環境への取り組みを促進する」との使命の
もと、今後も活動を続けていきたいとのことです。
会 社 名：日本テピア株式会社
U R L ：ht t p://www.t epia.co.j p/
所 在 地：（大阪本社）大阪市西区南堀江１−７−４ パロスビル７F
（東京本社）東京都江東区東陽７−２−１４ 東陽 MK ビル４F
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< 企業紹介のコーナー >

京都の技術を詰め込んだ
「MADE IN KYOTO」による電気自動車を開発
グリーンロードモータース株式会社 代表取締役社長 小間 裕康さん
担当課室：エネルギー対策課
エネルギー対策課では、我が国の蓄電池に関する産業競争力向上のため、蓄電池
関係者（大学、研究機関、大企業、中堅企業、中小企業、ベンチャー企業等）の分
野横断的連携の促進を図る活動を実施しています。
その活動の一環として、平成２２年１２月９日に、関西の蓄電池関係プロジェク
トの最新動向、蓄電池のアプリケーション分野の進出を目指すベンチャー企業のビ
ジネス戦略を発信するための「The 蓄電池 FORUM in 関西」を開催いたしました。
今回は、このフォーラムのパネルディスカッションにも御登壇いただき、京都発
の電気自動車の開発において、積極的な活動に取り組まれている、グリーンロード
モータース株式会社を御紹介いたします。
■ グリーンロードモータース株式会社とは？
グリーンロードモータース株式会社は、環境対応自動車の研究・開
発・販売及び、関連サービスの提供を行う会社で、その活動は、京都
大学の実施する「京都電気自動車プロジェクト」から発展しています。
京都電気自動車プロジェクトは、
持続可能な「低炭素社会」
「循環型社会」をめざし、他機関、諸団体の関連組織との産・
官・学連携によるネットワーク化を図ることで、技術開発 代表取締役社長 小間 裕康さん
だけではなく、文化的にも多大な貢献をしてきました。
これら大学でのプロジェクトで得た成果を基に、国内外の部品メーカーや流通会社、金融
会社各社の協力を得て、販売展開を前提とした商品と、その関連サービスの開発を行うため、
京都大学発ベンチャーとして、平成２２年４月１日に同社は設立されました。
「SNS（※）を活用した商品開発など従来の自動車メーカーの枠組みを超えたビジ
ネスモデルを提案して、京都・関西の地域活性化のお手伝いの一翼を微力ながら担
いたい」と、同社代表取締役社長の小間 裕康さんは語ります。
※ SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）。人同士
の繋がりを構築する Web サービスのひとつ。

■ これまでの活動

・ 平成２２年４月１日、設立
・ 平成２２年８月５日、京都が生んだ幻のスポー
ツカー「トミーカイラ（Tommykaira）
」を電気
自動車として復活し、量産販売に向けた開発を
Tommykaira ZZ
Tommykaira ZZⅡ
行うことを発表
・ 平成２２年９月〜１２月、
「種子島プロジェクト」電気バイクの無料レンタルによる社会実験を実施
・ 平成２２年１０月９日、
「第８回京都学生祭典」へのトミーカイラ ZZ の出展
12
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・ 平成２２年１０月１３日、
「第２２回大商談会」への株式会社洛西自動車
と共同でトミーカイラ ZZ の出展
・ 平成２２年１２月３日、
「トミーカイラ ZZ-EV」プロトタイプ車公開
・ 平成２２年１２月６日、
「トミーカイラ ZZ-EV」及び「トミーカイラ
ZZⅡ-EV」の予約宣言受付開始
・ 平成２２年１２月９日、
「The 蓄電池 FORUM in 関西」
（経済産業省
近畿経済局主催）のパネルディスカッションにパネリストとして代
表取締役 小間裕康が参加
平成 22 年 12 月 12 日 ・ 平成２２年１２月１１日、
「京都府次世代自動車パートナーシップ倶
京都新聞朝刊１面
楽部京都電気自動車開発ワーキンググループ」の設立を発表。
「トミー
カイラ」シリーズの中でも幻のスポーツカーと呼ばれている「トミーカイラ ZZⅡ」の EV 化
を通じて、京都発の EV の普及とブランドの構築を目指す
・ 平成２２年１２月１１〜１２日、
「京都環境フェスティバル２０１０」への「トミーカイラ
ZZ-EV」および「トミーカイラ ZZⅡ-EV」の出展
・ 平成２３年１月１８日、事業運営に参加する大学生が主体となり、世界初となる、ソーシャル
メディアを活用した参加型自動車開発・マーケティングプロジェクトを開始
・ 平成２３年１月１９〜２１日、第４回国際カーエレクトロニクス技術展（カーエレジャパン
２０１１）への「トミーカイラ ZZ-EV」の出展

■ 今後の活動
平成２３年度は、開発中の EV バイク、トミーカイラ ZZ-EV の販売を６月に開始す
るとともに、トミーカイラ ZZⅡの EV 化計画の実施に取組む予定です。
種子島プロジェクトに続く第２弾の社会実験も実施予定です。
EV バイクとミニ４輪も
近日公開！

■ 長期ビジョンとグリーンロードモータースの強み
トミーカイラ、ミニ４輪、３輪トライクの車体プラットフォームを活用し、京都・関
西の「モノづくり技術・文化」と新しいビジネスプランの共創を計画中です。
同社は、車体づくりに重要なオリジナルプラットフォームを所有していますが、こ
れにより、オーダーメイドの少量生産やファブレスでの生産（自社で工場を持たない）
が可能となり、従来よりも大幅に安価で製品を提供出来るというメリットがあります。
また、将来的には、プラットフォームのみを整備工場などへ販売し、オリジナル商
品を気軽に作れる環境を創出していきたいとのことです。
会 社 名：グリーンロードモータース株式会社
U R L ：http://www.greenlor dmotor s .co.jp/
所 在 地：京都市左京区吉田本町京都大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー内
SNS フェイスブック：http://www.facebook.com/pages/GLMGreen-Lord-Motors/170108696349594
T w i t t e r：https://twitter.com/#!/GreenLordMotors
YOUTUBE：http://www.youtube.com/user/GREENLORDMOTORS
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TOPICS

中小企業の皆さんへ

年度末の対策に
「中小企業ワンストップ電話相談月間」
を活用下さい。
本年３月１日〜３１日において、１つの窓口で資金繰りや知的財産など幅広
く相談が出来る電話相談を実施いたします。
是非、下記の電話番号までご連絡下さい。

電話番号：０５７０−０６４−３５０
（最寄りの経済産業局 中小企業課につながります。
）
実施時間：平成２３年３月１日（火）〜３１日（木）
９：３０〜１８：１５
○相談内容が具体的な融資や保証に関する場合は、以下の公的金融機関で
も受け付けます。

実施時間 平日

９：００〜１９：００

土日祝日 ９：００〜１７：００

＜融資について＞
株式会社日本政策金融公庫 平日

０１２０−１５４−５０５

土日祝日 ０１２０−３２７ー７９０（中小企業事業）
土日祝日 ０１２０ー２２０ー３５３（国民生活事業）

沖縄振興開発金融公庫

０９８−９４１−１７９５

株式会社商工組合中央金庫 平日

０１２０−０７９−３６６

土日祝日 ０１２０−５４２−７１１

＜保証について＞
最寄りの保証協会にご相談ください
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html

14
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どこに相談したらいいのかお悩みではありませんか？
・年度末の運転資金を借りたい、融資の条件変更ができないか
・新商品を開発するための支援制度を教えてほしい
・ネットを活用した販路展開をしたい
・知的財産をうまく活用したい
・海外展開について知りたい
…など、様々な課題があり、どこに相談したらよいか
お悩みの皆さんにお応えします。

ナビダイヤルで担当局へおつなぎします。
・経済産業省には、ブロックごとに出先機関である「経済産
業局」を配置しております。
・各経済産業局の中小企業課では、中小企業施策に詳しい職
員が、皆さんの悩みを伺い、アドバイスや相談を行う先を
ご案内いたします。

ナビダイヤル、各支援機関の受付時間
３月１日（火）〜３１日（木） ９：３０〜１８：１５
公的金融機関による資金繰りの相談は以下の時間で対応
平日

９：００〜１９：００

土日祝日 ９：００〜１７：００
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http://www.kansai.meti.go.jp/E̲Kansai/
当電子ブックのタイトルである「E!KANSAI」は「いいかんさい」と読み、文字通り今後の関西が
良い地域に発展してほしいとの願いを込めています。
また、「E」は「ECONOMY」、「ENERGY」や「ECOLOGY」などの頭文字であり、今後当局として
重点的に取り組むべき大きなテーマを包含しています。
今月の表紙は、悪質商法及び改正特商法・割賦販売法等について講演した
「近畿地域消費者セミナー」開催風景

この冊子に対するご意見・ご要望は下記までご連絡下さい。
近畿経済産業局

広報・情報システム室

Tel : 06-6966-6009（直通） Fax : 06-6966-6071

E-mail : kin-soumu@meti.go.jp

