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要約 

消費者教育は、消費者政策の一環として、国、地方自治体のほか、事業者、消費者団体、

あるいは NGO など多くの主体が取り組んでいるが、これらを有機的に結びつけた効果的

な教育はできているのか、またそもそも消費者教育は現状の社会経済状況や消費者の実態

に沿ったものになっているのか、について、消費者の役割に焦点をあてて考察する。 

消費者教育は、消費者の権利を尊重した社会を前提に、持続可能な社会を目指し、「自

立し、責任を担い、協働する消費者」に対応した社会システムであることが必要であり、

従来の自立を目的とした消費者教育からの脱却が必要であると考える。 

これからの消費者教育としては、まず消費者教育の三つの枠組みを、①消費者の権利の

尊重と自立の支援、②責任主体としての消費者、③協働する消費者、とし、次に、消費者

教育を多様な主体が支えるシステムとするためには、①各主体の取組みの支援・活用、②

各主体の役割分担と連携を促す社会インフラとしての実践、が求められる。 

キーワード：消費者教育、消費者政策、市場経済、消費者主権、消費者の自立、消 

費者の責任、協働、持続可能な社会、社会システム 

                                                                         

１．はじめに      

2010 年 3 月、政府は消費者政策の計画的・一体的な推進に取り組むために、2010 年度

から 2014 年度までの 5 年間の「消費者基本計画」を策定した。そこでは「消費者の権利

の尊重と消費者の自立の支援」として、消費者教育を次のように説明している。 

「政府は、消費者が自ら進んで、その消費生活に関し必要な知識を習得し、必要な情報

を収集するなど自主的かつ合理的に行動することを支援するため、消費生活に関する知識

の普及と情報の提供など消費者に対する啓発活動の推進などの必要な施策を講じます。」  

また重点項目として、「消費者教育を体系的・総合的に推進」、「学校における消費者教

育を推進・支援」、「地域における消費者教育を推進・支援」、「消費者に対する普及啓発・

情報提供に努める」の 4 点をあげている。 

現在の消費者教育における政府の方向性については、次のような課題があると考える。 

第一は、消費者教育については、消費者が「自主的かつ合理的に行動することを支援す



る」ためとし、その内容を「消費生活に関する知識や情報の提供」としている。現在の消

費者を取り巻く社会や経済との関係から齟齬があるのではないか。 

第二は、消費者教育は、国、地方自治体以外にも事業者、消費者団体、あるいは NGO

などが取組んでいることに対して、活用の考え方が不明ではないか。 

第三は、そもそも消費者教育はどのような社会を目指し、どのような消費者像を求める

かによって異なるが、目指す社会像が明確ではなく、求められる消費者像も自立した消費

者像の視点しかなく、消費者教育の有効性から課題があるのではないか。 

本論では、これらの課題について考察し、これからの消費者教育を展望する。 

 

２．我が国の消費者政策の変遷と消費者教育 

（１）消費者政策の変遷 

消費者教育は国の消費者政策の一環として行われてきていることから、問題を明らかに

するために、消費者政策の経緯を辿ることとする。まず、消費者保護基本法（1968 年制定）

時代、「20 世紀型消費者政策」1の時代である。現実の市場経済社会は完全競争条件2を満

たさず、環境や消費者問題などの「市場の失敗」3という事態に直面していた。これに対し、

政府は福祉国家の方針4にもとづき、事業者を規制して「社会的弱者」である消費者を保護

する消費者政策をとった。 

その後、規制緩和を背景とした「21 世紀型消費者政策」の時代を迎える。1988 年、第

2 次臨時行政改革推進審議会による「公的規制の緩和等に関する答申」が公表され、規制

が「いまでは、かえって経済社会の硬直性を強め、今後の経済社会構造の変革を妨げてい

る面が強まっている」5とし、抜本的な規制の見直しを提言し、規制緩和が推進されていっ

た。福祉国家の「大きな政府」の非効率性や経済発展への阻害があらわになったことで、

市場を活用して経済発展を促そうとする新自由主義的な政策方針に転換されていったとい

える。消費者政策についても、市場メカニズムを積極的に活用し、事前規制型から市場ル

ールに基づいた事後チェック型を志向する政策に転換していった。この時代の経緯として

注目されるのは、1985 年の「消費者保護会議」において、はじめて「自立する消費者」像

や事業者・消費者の「自己責任」が唱えられたこと、さらに 2003 年、内閣府国民生活局

「21 世紀型消費者政策の在り方について」においては、消費者が「自立した主体」として

能動的に行動していくために消費者の権利を認め、消費者政策の理念として、「消費者の位

置付けの転換―『保護』から『自立』へ」、「市場メカニズムの活用と、事前規制から事後

チェックへの重点シフト」、「情報公開と事業者のコンプライアンス(法令遵守等)経営の促

進」という 3 項目を求めたことである。そして、2004 年、消費者の権利を定めた消費者

                                                   
1 御船美智子『消費者科学入門』,光生館,2006,P55 では、日本の消費者政策を「20 世紀型消費者政策」

と「21 世紀型消費者政策」に分けており、本論もこれにならって分類した。 
2 完全競争市場は、①経済主体の多数性、②財の同質性、③情報の完全性、④企業の参入・退出の自由

性という 4 つの条件を満たされたときに機能する、と言われている。 
3 市場の失敗とは、市場メカニズムが働いた結果、経済的な「効率性」が達成されていない現象を指す。 
4 大村敦志『消費者法』，有斐閣，1998，P24 
5 経済改革研究会「規制緩和について(中間報告)」，1993 



基本法が制定されることになる。 

（２）「20 世紀型消費者政策」と「21 世紀型消費者政策」における消費者教育の位置付け 

 「20 世紀型消費者政策」と「21 世紀型消費者政策」では消費者政策の考え方が大きく

異なるが、消費者教育についてはどのような差異があるだろうか。それぞれの政策の背景

にある消費者保護基本法と消費者基本法から、消費者像、取組み主体、消費者教育の目的・

内容のそれぞれの差異を見ていくこととする（＜表＞参照）。 

①消費者像 

 「社会的弱者」か、「権利を持った自立した消費者」と捉えるかの根本的な差異がある。 

②取組主体 

「20 世紀型消費者政策」では、消費者教育を国や地方自治体の責務と定めたのに対し、

「21 世紀型消費者政策」では、消費者教育は消費者の権利であり、消費者の権利の尊重及

び自立の支援について、国や地方自治体の責務(第 3 条、第 4 条)、事業者の責務（第 5 条）、

さらに消費者団体の努力義務(第 8 条)が明記され、消費者教育は国のみならず多様な主体

が支えていく仕組みへと変わった。 

③消費者教育の位置付けと目的 

「20 世紀型消費者政策」では、消費者教育の目的を「自主性を持って健全な消費生活を

営むことができること」としている。「21 世紀型消費者政策」では、消費者教育は「消費

者の権利」であり、「消費者の自立の支援」を目的としている。 

④消費者教育の内容 

両者は、消費者教育の位置付けや目的が根本的に変わっているにもかかわらず、内容は

いずれも「知識の普及や情報の提供」であり、大きな差異は見られない。 

 

＜表＞「20 世紀型消費者政策」および「21 世紀型消費者政策」における消費者教育 
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３．消費者はどのような現状に置かれているか  

どのような消費者教育を行うべきかについて、まず現状の消費者の置かれている状況を

知ることが目標の達成のために必要である。そこで、消費者を取り巻く現状を見ていく。 

（１）依然として発生する消費者被害と消費者 

現在、産地偽装、製品事故、餃子事件、振り込め詐欺など社会はさまざまな消費者被害 

があふれている。国民生活センターの PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・シス

テム）に入力された全国の消費生活センターの相談総数は2010年には739,975件にのぼる。

過去の 10年ごとの件数をみると、1984年 48,550件、1994年 234,022件、2004年 1,919,674



件となっている6。これらの相談のなかから、毎年多くの消費者被害が報告されており、消

費者の権利の尊重や自立がいまだに不十分な実態が見られる。 

（２）事業者の自主的な消費者志向の取組みと消費者 

1980 年代以降の「21 世紀型消費者政策」においては、市場メカニズムの活用として、

事業者のコンプライアンス経営等自主的な取組みが求められ、事業者においても自主行動

基準の策定や消費者の視点を取り入れた消費者志向経営の取組みが進められていった。 

しかし、これらの市場メカニズムの活用が機能するためには、消費者が事業者の自主的

な取組みを積極的に評価することが欠かせないが、現実には事業者を評価する、つまり、

ほめるといった行動ができない消費者が多く、この仕組みが機能していない。 

（３）社会の一員としての消費者 

 これには二つの側面がある。一つには、市場経済のなかで、消費者が購買行動を通して、

市場を健全化するという側面である。二つには、現在、持続可能な社会の危機が問題にな

っており、消費者にも持続可能な社会を支える役割や責任があるとの側面である。持続可

能な社会の動向として、次の二つが注目される。 

①2010 年 11 月「ISO26000 社会的責任に関する手引き」の発行 

これは持続可能な社会に向けて、さまざまな組織が社会的責任を果たしていくための手引

きであり、発行を機に、事業者の CSR（企業の社会的責任）の取組みがいっそう進展して

いくことが予想される。また同手引きの「消費者課題」には「持続可能な消費」7が取り上

げられるなど、消費者の行動にも大きく関わる内容が盛り込まれている。 

②2009 年 3 月より「社会的責任に関する円卓会議」（以下、「円卓会議」とする）の実施 

円卓会議では、政府だけでは解決できない社会の課題8を、消費者団体、事業者団体、

NPO・NGO など各主体が議論し解決に向けて取り組んでいる。たとえば、「人を育む基盤

整備」の課題においては、消費者教育について、持続可能な社会を担う人材育成の視点で

議論を行っており、2011 年 2 月に実施された｢消費者・市民教育｣モデル事業では、シンポ

ジウムや教材の共有がなされたところである。高度化・複雑化する社会は社会全体で解決

していく課題はますます増大し、各主体の協働がいっそう進んでいくことになるだろう。 

以上のように、消費者は、権利の尊重や自立が十分ではない実態があるものの、自立を

前提とした事業者に対する評価などの行動、さらには持続可能な社会を担う責任までも求

められるという複雑な状況に置かれている。消費者教育が、消費者に単に知識や情報を提

供して自立を促すだけでは十分でないことが見えてくる。 

 

                                                   
6 国民生活センター「2009 年度の PIO-NET にみる消費生活相談の概要」，

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100804_3.pdf，2011.3.19 

7 ISO/SR 国内対応委員会監修『ISO26000 社会的責任に関する手引き』，日本規格協会，2010，P156～

157 によれば、持続可能な消費とは、「持続可能な発展に即した速度で、製品及び資源を消費すること

である」とされている｡ 
8 「『私たちの社会的責任』宣言」では、「ともに生きる社会の形成」「地球規模の課題解決への参画」｢持

続可能な地域づくり｣「人を育む基盤整備」の４つのテーマの設定がされている。

http://sustainability.go.jp/forum/meetings/files/documents/sr_sengen.pdf，2011.5.12 



４．消費者を取り巻く経済・社会の在り様について  

 消費者教育の考察については、消費者の現状のみならず、消費者に影響を及ぼす背景の

経済や社会の在り様を見ていくことが必要である。 

（１）金融危機後の市場経済社会の見直し 

今や世界中のほとんどの国は市場経済を前提とした社会となっている。市場経済とはモ

ノやサービスの価格を市場に任せている経済をいい、市場経済では、消費者が何をどれだ

け買うかは完全に消費者の主権に属するものであり、これが企業の生産体制を決定すると

いう考え方に立つ。しかし、現実には消費者と事業者の間には、情報の非対称性9や交渉力

の格差等が見られ、完全な市場は存在せず、実質的には事業者が優位にある。そこで前述

したように、「20 世紀型消費者政策」の時代においては、福祉国家の方針のもとに消費者

保護の政策がとられてきた。その後、「21 世紀型消費者政策」の時代になって、市場経済

が強化され、規制緩和による市場メカニズムの活用と自立する消費者が求められてきたの

である。 

しかし、2008 年の金融危機以降、市場経済の見直しの議論が世界各地で起きている。ゆ

きすぎた市場経済が経済格差、環境破壊さらには金融危機をもたらしているといわれ、「自

由市場なんて存在しない。どんな市場にも選択の自由を制限する何らかのルールや制限が

ある。」10との指摘が大きなうねりになっている。これからの市場経済は、市場メカニズム

を適切に機能するためのルールの充実など市場の暴力から個人を守りながら市場の持って

いる力を最大限に引き出すことが求められている。「21 世紀型消費者政策」においても市

場ルールの策定がなされてきたものの、市場経済自体の課題の認識はなされていない。 

（２）新たな時代の消費者政策 

市場経済は効率のよい資源配分としては優れた経済システムであるが、絶対視してはな

らない。つまり、消費者政策においても「21 世紀型消費者政策」の単なる延長線であって

はならず、新たな消費者政策が求められると考える。 

ポスト市場経済型ともいうべき消費者政策として、次の三段階の領域に分ける必要があ

る。第一は、市場メカニズムの前提条件を適切に機能させる領域である。ここでは、市場

経済の４つの前提条件の確保の政策が必要である。情報を例にすると、「情報の非対称性」

や「依存効果」11、つまり、事業者が宣伝や広告などを通じて消費者の需要を積極的に操

作・創造している実態をもとに、「消費者主権」が機能しないための弊害を取り除くことが

必要である。たとえば、「情報の完全性」を確保するために、事業者の積極的かつ適切な情

報開示を促進する環境整備などが欠かせない。 

第二は、市場メカニズムを有効に機能させる領域である。自立した消費者が日々の生活

のなかでの購買行動を通じて適切な商品・サービスあるいは事業者を選択するという側面

                                                   
9 情報の非対称性とは「ある商品の質的情報に対して、買い手と売り手の間に情報格差が存在する」とい

うことである。この用語はジョージ・アカロフの”The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the 

Market Mechanism”，1970 などに登場する。 
10 ハジュン・チャン著、田村源二訳『世界経済を破綻させる 23の嘘』，徳間書店，2010，P20 
11 J.K.ガルブレイス，鈴木哲太郎訳『豊かな社会』，1958，岩波同時代ライブラリー，P218-220 



である。欧州委員会では、消費者政策戦略(2007-2013) 12において、自信、情報、権限を

もった消費者の選択を経済変革の原動力とし、消費者を経済政策の中核に位置付けており、

日本においても消費者を経済政策のなかで位置づけていくことが重要となる。 

第三は、すべてを市場主義に任せるわけにはいかない領域である。たとえば、環境や生

命等の安全に関わる問題については消費者を保護するための最低限の規制が必要であり、

この領域ではことさらに消費者の自己責任を強調してはならないのである。 

（３）目指すべき社会 

消費者教育を展望するにあたっては、これからの社会はどのようなものになるのか、あ

るいはどのような社会にしていくのかの視点が重要である。社会が変われば求められる消

費者像も変わるからである。目指すべき社会について、「消費者基本法第 2 条の消費者政

策の理念に示された内容そのもの」13とする考えがあるが、それだけでは不十分であろう。

消費者の権利を尊重する社会は大前提であるが、ISO26000 の発行がなされ、円卓会議に

おいて持続可能な社会の課題が議論され実践されているという現状を考えるならば、目指

すべき社会として持続可能な社会が志向されていることを認識しなければならない。  

しかし、注意したいのは消費者の権利の尊重や自立が十分ではない実態である。したが

って、各主体が、消費者の権利を尊重し、持続可能な社会をともに構築していくことがで

きる社会像を認識することが必要である。最近注目されている「消費者市民社会」14とい

う考え方についても同様の社会像を目指すものである。 

 

５．これからの消費者教育の課題と展望  

（１）求められる消費者像  

 有効な消費者教育の実践のためには、求められる消費者像が明確でなければならない。

それではどのような消費者像を描くべきだろうか。各主体が消費者の権利を尊重し、持続

可能な社会をともに構築していくことができる社会では、自立した消費者、持続可能な社

会を担う責任ある消費者が求められる。言い換えれば、「自立し、責任を担い、協働する消

費者」を目標とすべきことになる。 

（２）これからの消費者教育 

各国の消費者教育を比較すると、アメリカ型は「自立」、欧州型は「自立・共同」、北欧

は｢自立・共同・共生｣であるという15。日本では、消費者基本法や消費者基本計画におい

て示されるようにアメリカ型の「自立した消費者」を目指しているといえよう。 

                                                   
12 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES“COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE COUNCIL,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE  EU Consumer Policy strategy 2007-2013,Empowering 

consumers, enhancing their welfare, effectively protecting them，P2 
13 御船編著前掲書，P22 
14 内閣府「平成 20 年版国民生活白書」，2008 では「個人が、消費者・生活者としての役割において、社

会問題、多様性、世界情勢、将来世代の状況などを考慮することによって、社会の発展と改善に積極

的に参加する社会」として｢消費者市民社会｣への転換を展望する。P2 
15 北欧閣僚協議会編、大原明美訳『北欧の消費者教育』，新評論，2003，P150-151、株式会社価値総合

研究所『消費者市民に関する諸外国の現状調査報告書』，2009.3，P6 



しかし、消費者は、消費の主体であるだけではなく、社会を構成し、社会を作っていく

重要な人材である。単に自立を促すために情報提供を行うという現在の消費者教育では不

十分であり、「自立し、責任を担い、協働する消費者」を目標とすべきであり、それにふさ

わしい消費者教育がなされるべきである。従来の単なる「自立した消費者」教育から脱却

しなければならない。そこで、まず消費者教育の枠組みを見直し、多くの主体の取組みを

総合的かつ有機的に結びつけた社会全体で支えるシステムとすべきと考える。以下具体的

に述べる。 

（３）消費者教育の三つの枠組み 

新たな消費者政策の三段階の領域に沿って、消費者教育も次の三つの枠組みとすべきで

ある。 

①消費者の権利の尊重と自立の支援への教育 

 従来から行われているが、消費者の権利の尊重や自立の支援が十分効果をあげていると

は言い難いことから、今後も引き続き、消費者の権利の尊重と自立支援のための教育が必

要となることはいうまでもない。 

②責任主体としての教育 

市場経済社会においては、消費者が市場の力を活用して積極的な役割を果たすことが必

要であり、それは消費者の責任でもある。これには次の二つの側面の教育が必要となる。 

1)消費者利益に反する事業者の活動を是正する行動で、“ボイコット”など健全な市場へ 

是正の行動を可能にする消費者教育が求められる。 

2)消費者利益にかなう事業者の活動を積極的に評価する行動で、“バイコット”16ともい 

われ、健全な事業者を市場に残すための行動を可能にする消費者教育が求められる。 

なお、消費者がこれらの役割・責任を果たすためには、事業者の情報開示、市場メカニ

ズムが働きにくい領域における規格、格付け17や表彰制度18などの環境整備も必要となる。 

③協働する主体としての教育 

消費者が持続可能な社会の一員として行動するためには、事業者の経営などに積極的に

参画し、たとえば消費者の権利の尊重を業務に組み込む提案ができる人材や、社会の課題

を事業者や政府とともに解決していくことのできる人材としての消費者教育が必要となる。 

（４）消費者教育を多様な主体が支えるシステムの構築 

 OECDが「ほとんどの国で全体的な教育戦略が欠けている」、「シナジー効果を十分に発揮

しきれていない」と指摘している19。現在ばらばらに取組んでいる各主体の消費者教育を

いかに効果的に結び付け、消費者教育を社会全体で支えていけるかがの視点が必要である。 

                                                   
16 消費者志向の製品やサービス、あるいは消費者志向の経営を行う企業の製品やサービスを積極的に購

入するなど、“買う”行動を通して消費者が企業を評価すること。 
17 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会(通称 NACS)の消費者志向マネジメ 

ントシステム」による格付け制度がある。http://www.nacs.or.jp/，2011.3.27 
18 経済産業省「製品安全対策優良企業表彰制度」は製品安全に積極的に取り組んでいる事業者を公募し、

審査の上で表彰するもので、2007年にはじまった。http://www.ps-award.jp/#，2011.3.27 
19OECD 「Policy Recommendations of the OECD’S Committee」 2009，P1，消費者庁「消費者教

育：OECD 消費者政策委員会の政策提言（仮訳）」2009，P1-2 

 http://www.caa.go.jp/planning/pdf/091218gaiyo-kariyaku.pdf，2011.05.12 



①政府以外の消費者教育の取組み事例と課題 

1)事業者の消費者教育の取組み 

CSR の取組みの進展に伴い、事業者が活発に消費者教育を実践しているが、消費者教

育の現場において十分活用されているとはいえない。信頼性や客観性などの課題の指摘

もあるが、ガイドラインの策定によって有効活用することも可能である。 

2)消費者団体の消費者教育の取組み 

消費者団体は消費者の実態にあわせた教育を行う専門性を持っているが、消費者教育

を独自の資金で行えるところは少なく、その意欲と専門性を活かし切れていない。欧州

委員会には消費者教育プログラムの中に｢消費者団体向けプログラム｣がある20。「消費者

団体は、企業・事業者と比べて規模が小さく、必ずしも事業に精通した人材が集まるわ

けではない」ことから、マネジメント、ロビー活動、消費者法の３つのコースで実施さ

れているという。欧州の取組みは消費者の責任を支え補完することにもつながるもので

あり、日本においても消費者団体の支援による消費者教育の充実も検討するべきだろう。 

②各主体の取組みの支援・活用 

消費者庁の「消費者教育ポータルサイト」21において、国や地方自治体をメインに学識

経験者等との連携による消費者教育の事例が掲載されている22。しかし、事業者、消費者

団体や NGO の数多くの事例や多様な連携の事例は十分捕捉されておらず、方針も関係性

も明らかではない。消費者教育をすべての主体が支えるものにするためには各主体の自主

性や専門性を活かした消費者教育を社会全体として把握し推進していくことが重要である。 

③各主体の役割分担と連携を促す社会インフラとしての実践 

 各主体の消費者教育はそれぞれの方針のもとに教材の作成や学習・研修等などで実践し

ていることから、重複や不足などの不都合が生じている。重複や不足への対策としては、

各主体の役割分担として、学校では、消費者の権利と責任という基本的内容、事業者は商

品等の実態に合わせた教育、消費者団体は実例を踏まえた消費者の権利や責任の教育、な

どのすみ分けをするなど、関係者が連携することも考えられる。しかし、これらを可能に

するのは、国が社会のインフラとして、民間を活用した消費者教育の方針とデザインを描

き、各主体をナビゲートしていくことが効果的である。              

                  以上 
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