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                   要約 

本研究は、消費生活に関わる専門家のキャリア形成について、個人の主観的・具体的な

状況を捉え、可視化することを目的とした。消費生活の専門家として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）の会員を対象とし、2012 年 4

月に調査を実施した。近年のキャリア形成の研究動向を踏まえながら、NACS 活動とキ

ャリア形成との関わりについて、NACS 会員個人の主観的・具体的な事例を分析した。 

調査結果から、NACS 活動を通して、人脈が広がり、専門的な知識・情報を獲得し、

消費生活の専門家としての活動に役だったと答えた会員が多かった。さらに NACS 活動

において、キャリア形成の上で重要な「節目」との関わりがあること、消費生活の専門家

としての専門性の向上や専門領域の広がり、新たな視点の獲得などについて、実感を得て

いる会員の事例が捉えられた。消費生活に関わる専門家のキャリア形成が、NACS とい

う集団活動と関与する状況が認められた。 

キーワード：キャリア形成、消費生活に関わる専門家、質問紙調査、会員活動、 

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 

 

１．はじめに 

複雑化・多様化する消費者問題に向き合い、解決への方向性を探る消費生活に関わる専

門家に対する期待が社会的に高まっている。消費生活の専門家は、自身のキャリア形成を

図るために、長年、活動や学習を積み重ねている。消費生活に関わる専門家はさまざまな

業種・業務等に携わり、また消費生活に関する多くの資格等もあるため、消費生活の専門

家のキャリア形成の道筋を一筋として考えることはできない。しかし、消費生活の専門家

に共通していることがある。それは、消費生活に関するさまざまな集団があり、消費生活

の専門家が集団に所属して活動していることが多いということである。消費生活に関わる

専門家が所属する集団には、学会、消費者団体、業界団体、資格団体、企業・行政等の組

織、異業種交流グループ、また各地域に存在する多くの学習グループなど、多種多様な集

団がある。これらから筆者は、消費生活の専門家がさまざまな集団に所属して活動するこ

とが、専門家個人のキャリア形成に関与するのではないかという仮説をたてた。 

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（Nippon Association of 

Consumer Specialists：通称 NACS）は、消費生活アドバイザーあるいは消費生活コンサ

ルタントの資格を有していれば正会員として入会することができる団体で、WEB ページ
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に「消費生活に関する我が国最大の専門家集団」と表記している。本研究は、近年のキャ

リア形成の研究動向を踏まえながら、消費生活の専門家集団の NACS活動と、キャリア形

成との関わりについて、NACS会員個人の主観的・具体的な事例を調査・分析することを

通して、消費生活に関わる専門家のキャリア形成の状況を可視化することを目的とする。 

 

２．専門家のキャリア形成について 

（１）キャリア形成とは 

キャリア（career）とは、中世ラテン語の「車道」を起源とし、英語で競馬場や競技場

におけるコースやそのトラック（行路、足跡）を意味し、そこから、人がたどる行路やそ

の足跡、経歴、遍歴なども意味するようになり、他にも、特別な訓練を要する職業や生涯

の仕事、職業上の出世や成功を表すようになった１）。このように、キャリアということば

は広義であり、その認識も人さまざまであると考えられる。清水（2008）は、職業上の能

力という「職業キャリア」と、生き方に近い意味を持つ「ライフ・キャリア」が混在して

議論されているが、これらは統合されるべきものと述べている２）。キャリアの定義につい

て、文部科学省（2004）は、『キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議報

告書』において、「個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖及びその過程

における自己と働くこととの関係付けや価値付けの累積」としている３）。本論においても、

キャリアを「様々な立場や役割の連鎖」とし、その連鎖を通して個人に形成されていくも

のとして、キャリア形成を捉えるものとする。 

 

（２）キャリア形成の方法 

 森田（2010）は、キャリア形成には専門性が重要であるとしながらも、日本の組織にお

ける専門性追求の難しさを挙げている４）。また、キャリア形成を論ずる文献の多くが、個

人自らが、自己決定・自己責任のもとでキャリア形成をしていく時代になったと指摘して

いる。例えば、崔（2007）は、日本は「終身雇用」と「年功的処遇」を柱とする雇用慣行

システムによって、組織内キャリア形成が「会社まかせ」で行われてきたが、それが近年

変容していると述べている５）。つまり、企業などの組織主導のキャリア形成から、個人主

導のキャリア形成への認識の転換が重要であり、消費生活の専門家として、キャリア形成

は個人が自ら積極的に行うことが求められる時代になってきたといえる。 

 NACS会員は、消費生活アドバイザーあるいは消費生活コンサルタントの消費生活に関

する専門資格を持っている。自分のキャリア形成を積極的に行う目的のために、NACS に

入会している会員が多いと考えられ、会員活動と消費生活の専門家としてのキャリア形成

との関わりについて個々の会員の主観的・具体的な事例を調査することは意義あることと

考えられる。キャリア観について、リクルートワークス研究所の「ワーキングパーソン調

査（2010）」では、キャリアとは「無駄な回り道をせず、効率的に築き上げるもの」とい

う考えに「近い」「どちらかというと近い」人が２割弱なのに対し、「多様な経験や試行錯

誤を通して、じっくり築き上げるもの」という考えに「近い」「どちらかというと近い」人
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は過半数に達したという結果がある６）。この「多様な経験や試行錯誤を通して、じっくり

築き上げる」と考えられているキャリアは、長年の NACS活動で会員にどのように形成さ

れているのか、NACS 会員個人の主観的・具体的な状況を調査することにより可視化する。 

 

３．調査方法・結果・考察 

（１）調査方法 

本調査は、NACS会員の NACSにおける活動とキャリア形成との関わりについて、個々

の会員の主観的・具体的事例を捉えることを目的とした。2012 年 4 月に、NACS の各支

部長や各種委員会の長などに、依頼文と調査票を電子メール添付で送付し、調査に協力し

てくれる会員に対して質問紙調査を実施した。調査票は、「ファイル送信版」と「郵送版」

の２種類を用意したが、結果としてすべて「ファイル送信版」により調査票を送付し、回

収は電子メール添付及び FAXにより回収した。有効回答の 36 票を分析した。 

 

（２）回答者の属性 

今回の調査の有効回答者 36人の属性は、次の表１の通りである。 

 

表１ 回答者の属性 

 

性別  人数（人）  割合（％） 

男性      9      25.0 

女性     27      75.0 

 

年齢   人数（人）  割合（％） 

30歳代    1          2.8 

40歳代   11          30.6 

50歳代   15          41.6 

60歳以上   9          25.0 

 

所属支部  人数（人） 割合（％） 

北海道    0      0 

東北     2          5.6 

東日本    9         25.0 

中部    15          41.6 

西日本    0      0 

中国       9         25.0 

九州         1           2.8 

 

 

会員歴  人数（人）  割合（％） 

3 年未満      2         5.6 

3～6年       10         27.8 

7～9年        4         11.1 

10年以上    20         55.5 

 

職業   人数（人）  割合（％） 

企業・団体等   9        25.0 

行政等     12        33.4 

自営・自由業   9         25.0 

その他      3          8.3 

無職           3          8.3 

 

就業形態注） 人数（人） 割合（％） 

常勤      6      18.2 

非常勤    19          57.5 

契約・派遣   2           6.1 

その他     6          18.2 

注：有職者のみ（有職者計 33 人） 



4 

 

 

（３）NACS活動とキャリア形成に関する調査結果・考察 

NACS活動とキャリア形成に関する表2から表11の設問についてどう思うか、会員36人に回答し

てもらい、合わせて印象に残っている事例等について、自由に記載してもらった。これらの結果・事

例等を通して、消費生活に関わる専門家のキャリア形成について考察した７）。 

 

①NACS活動を通しての人脈の広がりについて 

 

表２「NACS活動を通して、自分の人脈が広がったと思いますか」 

 かなり広がった 少し広がった 変わらない 

人数（割合） 17人（47.2％） 18人（50.0％） 1人（2.8％） 

 

＜NACS活動を通しての人脈の広がりについて、印象に残っている事例等＞ 

・活動を通して、○○消費生活センターの職員や県内の消費生活アドバイザー資格者とも深く知り合うことができた。民間企業や業界 

団体の仕事の経験しかない私にとって理解が深まった。 

・今まで○○業界以外の人と関わりをもつチャンスが無かったので、他業種の人と交流できてうれしい。 

・全く新しい人との出会いがあり、仕事を抜きにして、大いに生き方を考えさせられる。 

・仕事の分野と違う人との集まりが、自分の活動範囲を広げた。 

・メーカーのお客様相談室の人と親しくなれ、企業との勉強会もスムーズにできた。 

・人脈でさらなる事業の展開に広がった。 

・人脈は確実に拡大した。大切なのは自身の思いを伝えることで、自分もメンバーもともに活動の幅が広がったと思う。 

・これまで仕事以外で、知識やノウハウなどについてアドバイスなどをもらうことが少なかったので、さまざまな経験や業種の方と 

出会い、話ができるだけで刺激があった。 

・仕事上、競合の企業の方とも、NACSの活動として一緒に議論できた。 

 

結果より、NACS活動を通して人脈が広がった人が大変多く（「かなり広がった」「少し広がった」

を合計して35人：97.2％）、また自由記述から、仕事以外の他業種の人との交流の意義を実感してい

る会員が多い。消費生活の専門家同士が出会い、キャリア形成を図れる有意義な場として、NACS活

動が機能していることを示唆している。 

 

②専門的な知識・情報の獲得とNACS活動の役立ち観 

 

表３「NACS活動により、消費生活に関する専門的な知識や情報を得たことはありますか」 

 よくある 少しある あまりない 全くない 

人数（割合） 17人（47.2％） 15人（41.7％） 4人（11.1％） 0人（0％） 

 

＜NACS活動による専門領域に関する知識や情報の獲得について、具体例等＞ 

・会員研修会で取り上げられるテーマは、タイムリーなものが選ばれている。 

・自分自身で集められない最新の情報を、わかりやすくまとめてくれる。 

・法律改正や社会的問題の背景について、またさまざまな立場の意見について情報を得る機会に恵まれた。 

・自分の仕事や勉強・活動だけでは知ることのできない情報や考え方を、別業界に勤務する方から聞いて知ることができた。 

 

 

表４「NACS活動は、仕事やNACS以外の消費生活の専門家としての活動等に役立つと思いますか」 

 とても役立つ 少し役立つ あまり役立たない 全く役立たない 

人数（割合） 14人（38.8％） 20人（55.6％） 2人（5.6％） 0人（0％） 
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 ＜NACS活動が、仕事や消費生活の専門家としての活動等に役立ったという、印象に残っている事例等＞ 

・企業・行政・消費者の架け橋となる役割を強く認識し行動することにより、関係機関との信頼を得ることに役立ったと思う。 

・消費者の立場で考えるというスタンスを持つことができている。 

・対外的に、自分の関心領域を具体的に示す材料の一つとなった。 

・交流するみなさんの考え方が前向きで、刺激を受けた。 

・他人の行動・活動を見て、自分を見つめなおすことが出来る。 

・会員には様々な職業のエキスパートがいて、異業種の知識が労なくして吸収できる。 

・まったく新しい活動であり、試行錯誤ではあったが、自分の仕事のスキルも同時に上げていったと思う。 

・NACS活動での研究をレベルアップして、学術論文にまとめることができた。 

・仕事を辞めてから、地域活動へ踏み込む動機となった。 

 

結果より、専門的な知識・情報の獲得が「よくある」「すこしある」と答えた会員は、合計して 32

人（88.9％）であった。また、NACS活動が消費生活の専門家としての活動等に実際に役立ったとい

う会員は、「とても役立つ」「少し役立つ」を合計して 34 人（94.4％）であった。専門的な知識・情

報の獲得だけではない、消費生活の専門家としての活動等に実際に役立ったという、認識・行動レベ

ルでのNACS活動の役立ち観が捉えられた。それぞれの会員が印象に残っている具体的事例等を挙げ

ており、個々の会員のキャリア形成において、意義あるものになっていたと考えられる。 

 

③NACS活動と自分の価値観の変容、自己実現につながる思い、悩んでいたことがらの解消について 

 

表５「NACS活動を通して、自分の価値観が変容したことはありますか」 

 価値観が変容したことがある 価値観が変容したことがない 

人数（割合） 21人（58.3％） 15人（41.7％） 

 

＜NACS活動による自分の価値観の変容について、印象に残っている事例等＞ 

・ものごとを多面的に見ることが苦手だったが、活動を通じて考え方や価値観が変化したと感じる。 

・ある学習会で、仕事を含めて学ぶべきことがあると感じた。 

・今までしてきた仕事は何だったのかと思い、仕事の仕方を考え直すことが出来た。 

・NACSでの他の分野の人との交流を通して、企業と消費者との関係についての見方がやや変容した。 

・個人としての活動では特に消費者問題の解決はむずかしいことから、組織としての活動の重要性を再確認した。 

・以前は仕事以外での社会的な活動をしようとは思っていなかった。NACSの活動に参加すること自体が変容だと思う。 

 

 

表６「NACS活動により、やりがいや生きがいなど自己実現につながる思いを持ったことはありますか」 

 自己実現につながる思いを持ったことがある 自己実現につながる思いを持ったことがない 

人数（割合） 23人（63.9％） 13人（36.1％） 

 

＜NACS活動によるやりがいや生きがいなど自己実現につながる思いについて、印象に残っている事例等＞ 

・自分の希望を入れて企画ができるので、そうしたやりがいや思いはいつも感じている。 

・海外の消費者支援団体との交流が生まれ、個人的な交流が生まれたこと。 

・自分の仕事について整理することができ、○○を提言することができたので、生涯の仕事として役立ったと思う。 

・仕事以外の仲間でなにかを作ることは大変ですが、仕事以外の視点・生き甲斐のようなものができてとてもリフレッシュできる。 

・病気で当時勤めていた勤務先を退職した時、自宅療養しながらNACSの活動は継続させていただいた。NACSが社会と繋がる 

唯一の窓口のような気がして、心の支えになった。 

・調査等の経験はやりがいがあった。 
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表７「NACS活動を通して、仕事等の行き詰まりや悩んでいたことがら等が解消したことはありますか」 

 解消したことがある 解消したことがない 

人数（割合） 14人（38.9％） 22人（61.1％） 

 

＜NACS活動を通した仕事などの行き詰まり等の解消について、印象に残っている事例等＞ 

・消費者対応窓口の仕事で悩んでいた時に、同業者の方々のお知恵を拝借することで、行き詰まりを解消することができた。 

・他消費者センターの相談員との交流で、違う相談処理の方法が見つかることがある。 

・いざというときに話ができる人がいることで、心の支えになる。 

・メンバーに相談に乗ってもらい、気分が楽になった。 

・他地域で同様な活動をしている人の話を参考にして、自分の問題を考えることができた。 

・講座資料作成の際、送付されたテキストを活かし少し充実させることができた。 

 

 金井（2002）は、生涯キャリア発達において、キャリアの「節目」となるデザインが重要であると

述べている８）。NACS 活動を通して、価値観が変容したことがある人は 21 人（58.3％）であり、ま

た、やりがいや生きがいなど自己実現につながる思いをもったことがある人は23人（63.9％）、実際

に仕事などの行き詰まり等が解消された会員は 14 人（38.9％）いた。価値観の変容や自己実現につ

ながる思い、仕事などの行き詰まりの解消などの実感は、消費生活の専門家にとって「節目」となる

できごとと考えられる。この結果は、消費生活の専門家のキャリア形成とNACS活動との関わりが深

いことを示していると考えられ、キャリア形成上の支援の場として、NACS活動が機能している可能

性もあると考えられる。 

 

④社会貢献への意識、社会貢献への実感について 

 

表８「NACS活動を通して、社会に貢献したいという意識が強くなったことはありますか」 

 社会貢献への意識が強くなったことがある 社会貢献への意識が強くなったことがない 

人数（割合） 22人（61.1％） 14人（38.9％） 

 

＜NACS活動を通して社会に貢献したいという意識が強くなったことについて、印象に残っている事例等＞ 

・NACS活動で○○市消費生活フェアに参加し、一般の消費者に対し、啓蒙がしたいと思った。 

・パブリックコメントなどで一般の声を届けることができる。 

・現在の地域活動にかかわる積極的な動機として、私をささえている。 

・日本で知られていないアメリカの事情について知ることができ、そのことを広く知らせることで、日本の状況をよくしたいと思った。 

・一般の会員であるうちはわからないが、運営委員をするとやることそのものが社会貢献となっている。 

・消費者教育の重要性を感じた。分かりやすく説明する授業案を開発するたび、まだまだ自分にもできることがあると思う。 

・NACSに参加しているからこそ、消費者行政との交流会に参加できる。 

 

 

表９「NACS活動を通して、少しでも社会に貢献できたという実感を持ったことはありますか」 

 社会貢献への実感あり 社会貢献への実感なし 

人数（割合） 16人（44.4％） 14人（55.6％） 

 

＜NACS活動を通した社会貢献への実感について、印象に残っている事例等＞ 

・地域のグループとかかわりができ、高齢期の方の安心を得ているように思われる。 

・自主研究会で学習してきた内容を、パブリックコメントに活かせた。 

・今、自分がついている仕事は、社会貢献につながっていると思う。その仕事につけたのも、NACSとの出会いがあったから。 
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・講習会などで一般市民が参加して下さったとき。  ・学校で授業を行ったとき。 

・○○事業などを数多く実施しているので、社会貢献しているという実感は多いにある。 

 

 NACS活動により社会貢献への意識が強くなったり（22人：61.1％）、少しでも社会でも貢献でき

たと実感を持ったことがある（16人：44.4％）ことは、消費生活の専門家としての役割意識の獲得に

おいて重要である。その役割の連鎖が、個人のキャリア形成につながっていくと考えられる。 

 

⑤消費生活に関する専門性の向上、専門領域の広がりや新たな視点の獲得について 

 

表10「NACS活動を通して、自分の消費生活に関する専門性が向上したと思いますか」 

 とても思う 少し思う あまり思わない 全く思わない 

人数（割合） 7人（19.4％） 24人（66.7％） 4人（11.1％） 1人（2.8％） 

 

＜NACS活動を通しての自分の消費生活に関する専門性の向上について、印象に残っている事例等＞ 

・自主研究会での学習により、テーマ毎の課題を長期にわたりメンバーと共に明らかにしていくことで、専門性の向上を図れた。 

・○○研究会による情報の入手。 

・公民館での一般市民に対する、悪質商法についての勉強会で講師をしたこと。 

・消費生活に関する論文の発表の場を得たことで、その種の研究に対するインセンティブが生まれた。 

 

 

表11「NACS活動によって、ご専門領域の広がりや新たな視点の獲得などを感じたことはありますか」 

 専門領域の広がりや新たな視点の獲得などを

感じたことがある 

専門領域の広がりや新たな視点の獲得などを

感じたことがない 

人数（割合） 30人（83.3％） 6人（16.7％） 

 

＜NACS活動による専門領域の広がりや新たな視点の獲得などの実感について、印象に残っている事例等＞ 

・どんな活動でも参加することで、必ず得るもの、刺激を受けるものがあります。身体が活性化するといったイメージです。 

・１回のみの研修会などでは中々新たな視点の獲得にまで結び付くものではなく、自主的な長期的な検討で新たな視点が拓かれる。 

・お客様目線で、業務に向かうようになった。 

・以前の専門は消費者対応だったが、いまはＣＳＲなどにも領域が広がった。 

・研修会等に参加して、仕事だけでは習得できない知識を得られた。 

・自分の仕事を整理する機会になった。 

・海外などについての事例も理解できるようになった。 

・会員と協働して何かを作り上げる機会や、検討の機会が得られた。 

 

NACS活動を通して、消費生活に関する専門性が向上した「とても思う」「少し思う」が31人（86.1％）、

専門領域の広がりや新たな視点の獲得などへの実感が 30 人（83.3％）であった。消費生活に関わる

専門家としての専門性の向上は、キャリア形成に重要と考えられる。 

 

⑥「NACS活動と、ご自身の消費生活に関する専門家としてのキャリア形成」の自由記述からの抜粋 

・資格保有というだけでなく、会員同士の触れ合いや活動を通じて社会とのつながりと情報取得で知識と経験を体得できていくことか

ら、NACS活動はキャリア形成につながっていくと考えている。 

・いろいろな方々と出会い、お話を伺えることそのものが、自身のキャリア形成につながっていると思う。 

・NACSで人脈が広げることは重要だと思います。与えられた仕事を着実にこなしていくうちに、チャンスを与えてもらえるようにな

り、活動の幅が広がっていきました。 
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・それまでの専門家としてのキャリアは、その職場内、地域内、分野内などの狭い範囲で培われ、認められたものであったが、NACS

の活動で、それらの集積が活かせる場が広がり、また積極的に広げることができる場が与えられたと思われる。ただ、その場に固定

される危険性もあり、それを乗り越えていくエネルギーが必要である。 

・NACSの一員としての委員会等の活動を通して、最前線の情報に触れたり、自らも研究調査し、情報を発信するなかで、会員同士が

スキルアップすることができるのがNACSの活動の強みだと思います。 

・NACS に入らなければ、今の仕事の情報も得られませんでした。やりたい仕事につけたのは、NACS の仲間からの情報があったか

ら。キャリアアップの場を探すのにもNACSからの情報が役立っています。 

・消費者センター相談員をしていると、各種トラブルを消費者の立場からしか見ない状態に陥ることがあります。NACSで他業種の方

と交流できることは、第３者的な目を養うのに役立つと思います。 

・消費生活に関する専門知識を持っている方だと、有効性が高くなると思います。企業内では、商品企画や、お客様と接する機会の多

い部門の方には有効だと思います。 

・積極的に自分からアプローチしていくという姿勢がなければ、キャリア形成はありえない。会員である意味がないと思っている方は

この姿勢がかけていると思う。受け身の姿勢は簡単で楽だが、少しのスキルアップもできない。 

 

４．おわりに 

消費生活の専門家のキャリア形成に着目した研究は、あまり行われていない。本研究は、近年のキ

ャリア形成の研究動向を踏まえながら、NACS活動と消費生活の専門家のキャリア形成との関わりに

ついて、NACS会員個人の主観的・具体的な事例を分析した。 

調査結果より、NACS活動では、人脈が広がり、専門的な知識・情報を獲得し、消費生活の専門家

としての活動に役だったと答えた会員が多かった。さらに、キャリア形成として重要な「節目」にお

いてNACS活動との関与が捉えられたことから、NACS活動がキャリア支援の場として機能した可

能性もある。また、専門性の向上や専門領域の広がり、新たな視点の獲得などの実感を得ている会員

の事例も捉えられた。 

このように今回の調査では、消費生活の専門家が、NACSという集団活動においてキャリア形成す

る状況が可視化された。加藤（2004）は、個人のキャリアにおいて問題とされるのは、経験や活動に

対して主体である個人がどのような意味を見出すかという主観的な側面であると述べている９）。消費

生活に関わる専門家が、NACSに所属し集団活動を行い、自分自身がその活動に対してどのような意

味を見出しているかということが、消費生活の専門家のキャリア形成において重要と考えられる。 

本研究の調査人数は少なく、すべてのNACS会員にあてはまるものではない。また、最後の自由記

述の中で、「積極的に自分からアプローチしていくという姿勢がなければ、キャリア形成はありえない」

という会員の意見があるように、参加する会員自身の意識が最も重要であろう。 

本研究にあたりましてご協力下さいましたNACS会員の皆様に、深く感謝いたします。 
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