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は じ め に

日本弁護士連合会(当連合会)消費者問題対策委員会では，消費者教育・ネットワーク部

会を中心に，消費者教育について調査や研究を行い，各種の提言やシンポジウムの開催，

関係諸団体とのネットワークづくりなど消費者教育推進のための活動を行っている。

私たち弁護士は，日頃から様々な消費者被害の救済という観点から消費者問題に関わっ

ているが，次から次に繰り返される深刻な消費者被害の発生に対しては，その救済の方策

のみならず，予防，特に消費者教育の重要性を，痛感するところである。各弁護士会を通

して，または個別に，その経験を生かして，学校や地域で消費者教育や消費者の啓発のた

めに，出前講座や教材づくりに協力している弁護士も少なくない。

１９８９年に，学習指導要領が改定され，学校教育において消費者教育の取組みが取り

入れられるようになった。それから早２０年が経過したが，内閣府の国民生活白書（２０

０８年）によれば，学校において消費者教育を受けているはずの年齢層（２０～２９歳）

ですら，消費者教育を受けたことがあると回答した人の割合はわずか２４．８ にとどま%

っている。この調査結果は，学校現場における消費者教育が印象に残らず，消費者として

の自覚を促す内容のものとして受け止められていない，すなわち，現状では学校における

消費者教育が必ずしも奏功していないことの現れである。また， に登録されたPIO-NET

全国の消費生活センターに寄せられた消費生活相談情報の総件数は，依然１００万件を超

える水準にある。

繰り返される消費者被害に対しては，消費者教育の内容としても，ただ被害に遭わない

ようにしなさいとか，被害救済の方法を技術的に指導するだけでは防ぎきれないのであっ

て，やはり消費者中心の社会を構成するためのものとして消費者教育をとらえ直していく

ことが必要である。

当連合会では，２００９年１１月に和歌山で開催される第５２回人権擁護大会で「安全

で公正な社会を消費者の力で実現しよう～消費者市民社会の確立をめざして～」と題する

シンポジウムを開催するが，その中で，消費者教育は非常に重要な位置を占めるものであ

る。このシンポの準備も兼ねて「消費者市民教育」に先進的に取り組んでいる北欧（フィ

ンランドとノルウェー）の消費者教育について視察が行い，本報告書を取り纏めた。

これまでも当連合会では，海外の消費者教育について，１９９２年６月にアメリカ，１

９９８年１月には，ヨーロッパ（ロンドン，ブリュッセル，ベルリン，コペンハーゲン）

の視察を実施している。北欧は，消費者保護のレベルが高い国としてヨーロッパで評価さ

れている。また，長年にわたり環境問題にも積極的に取り組んでおり，環境教育と消費者
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教育の融合が進んでいることでも知られている。２００９年５月３１日から６月９日にか

， ， 。 ，けて フィンランドとノルウェーを訪問し 調査を実施した 短期間の視察ではあったが

北欧における他者及び環境との共生や消費を通じた社会参加の問題を中心にすえた消費者

教育の実態や，市民からも信頼をおかれ，機能的に消費者保護の役割を担おうとしている

消費者行政の一端を垣間見ることができた。あいにく学校が試験休みや休暇期間に入って

いたため，授業の実践を見学することができなかったのが心残りであった。

今回の北欧調査の準備については，日本消費者教育学会会長である西村隆男教授（横浜

国立大学）と の代表であるへードマルク大学のビクトリア・ ・トーレセン准教授CCN W

に全面的にご尽力，ご協力をいただき，この調査を実現することができた。お二人には，

この紙面を借りて深く感謝する次第である。

北欧は社会保障の先進国でもあり，出会った多くの人から老後の不安はないという話を

聞いたのは印象的であった。各国により事情は異なり，北欧の消費者教育のしくみをその

， 「 」ままわが国に持ち込むことはできないが しかし消費者を中心にすえた 消費者市民社会

の理念は大いに学ぶべきものがあった。今後のわが国の消費教育の方向性を探るために生

かしていきたいと考えている。

本報告書第２部の記録は，今年９月，前述した和歌山の人権擁護大会のため，トーレセ

ン准教授のビデオメッセージを収録すべく，今回の調査団のメンバーである島田広弁護士

がノルウェーに緊急に飛んでくれて，実現したインタビュー取材の内容である。北欧がめ

ざす消費者市民社会とはどのようなものか，また消費者市民教育とは何かを理解するのに

役立つ貴重な内容のインタビューができた。トーレセン准教授と緊急取材に協力いただい

た通訳のクミコ・ヒルトゥネンさんに御礼を申し上げたい。

２００９年１０月

北欧消費者教育調査団

団 長 松 本 明 子
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【視察の目的】
北欧の最新の消費者教育の動向および消費者行政や消費者団体の活動を実地調査するこ

とを目的として今回の視察は行われた。

【行 程】 ２００９年６月１日～６月５日
午 ◎ ヘルシンキ大学 ヒアリング６
前 ① パロヨキ教授月

② 雇用・経済省 エバァ・リサ・サーカネンさん１
午 ◎ フィンランド消費者協会ヒアリング日
後 サニッカ・トゥルネンさんほか４名

午 ◎ フィンランド消費者オンブズマン（消費者庁）訪問６
前 ① 職員 タニア・マントゥラさんほか月

② 国立リサーチセンター 職員２
Takuu Säätiö日 午 ◎ 保証財団 ―

後 リーナ・ベッコーラさんほか
（移動日）６月３日

午 ◎ ノルウェーコンシューマーハウス訪問（オス）６
前 ① 消費者オンブズマン職員フロード・エルトンさんほか月
・ ② 消費者委員会４
午 ③ 国立消費者研究所（ ）日 SIFO
後
午 ◎ 列車でハーマルへ へードマルク大学訪問６
前 ①子ども・平等省 オレ・エーリクさん月

②へードマルク大学 ビクトリア・トーレセン准教授５
午 ◎ハーマル歴史博物館見学日
後

【参加者】
団長：松本明子（東京）
団員：青島明生（富山県） 大迫惠美子（東京） 岸田和俊（島根県）

島田広（福井県） 白石裕美子（第一東京） 神保美智子（福井県）
武田香織（東京） 西村隆男（横浜国立大学） 拝師徳彦（千葉）

平井功祥（香川県） 平澤慎一（東京） 森川清（東京）
横山哲夫（東京） （５０音順）



*1 Nordic Council of Ministers, “Consumer Education in the Nordic Countries” 2000, P.10
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北欧の消費者教育概要
西村隆男

ヨーロッパ諸国の中でも，北欧は消費者教育の先進国である。子どもの頃から実践的な

消費者教育が行われている。北欧の消費者教育では６～１８歳の生徒を対象とし，生徒の

自主的判断，批判的意識，消費者の役割に積極的にアプローチする能力を促進することを

。 （ ） ， ， ，目的としている 消費者教育ガイドライン ２０００ では 家計 消費者の権利と責任

広告と影響力，消費と環境・倫理，食育，製品安全性と生活安全の６領域を設定した。な

お，単独教科としてではなく，社会科，家庭科，自然科学，宗教などの関連教科の中で統

合的に学習が行われる。

１９９４年には北欧閣僚協議会（北欧４カ国およびアイスランドによる組織）の支援に

よりヨーロッパ消費者教育ネットワーク（ ）が設European Network of Consumer Educators

立された。同ネットワークはグラダ・ヘルマンを編集長とする情報誌 を年２回Nice-Mail

発行するようになった。また，１９９５年には 「北欧諸国における消費者教育：学校で，

の消費者教育の目標」を公表した。

Consumer２００２年には消費者教育 環境教育 市民教育を融合して 消費者市民教育， ， ，「 （

）の発展」をテーマとした国際会議が開かれた。２００３年５月に２Citizenship Education

回目の会議がリスボンで開催され，同年１０月にはヘードマルク大学を拠点に消費者市民

ネットワーク（ ）が設立された。ネットワークの活動はＥＵのエラスムス・テーマCCN

ワークプロジェクト，ノルウェー政府教育・研究省，子ども・平等省の支援を受け，さら

に北欧を超え，世界３７カ国１２３機関（ を含む）がメンバーとして活UNESCO, UNEP

動を続けている。

北欧閣僚協議会は消費者教育の定義に関し 「学校における消費者教育の目的は，自立，

した，識別力のある，知識のある消費者を育てることである。それは，消費者法制，パー

ソナルファイナンス，経済，広告と影響力，消費と環境，地球上の資源，住居，被服，価

， ，格と品質 ダイエットと健康のような領域に関する基礎的な知識を提供することによって

複雑で多面的な社会において消費者として生きるための必要な知識と洞察力を身に付けさ

せることである。学校は，生徒がライフスタイルや購買習慣，価値と態度に関心を持ちな

， 」 。がらも さらされている影響力に気づかせるよう働きかけるべきである と示している
*1



*2 CCN, ”Consumer Citizenship Education Guidelines Vol.1 Higher Education” 2005, P11
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によれば 「消費者市民（ ）とは，倫理，社会，経済，環境面をCCN Consumer Citizen，

考慮して選択する個人である。消費者市民は家族，国家，地球規模で思いやりと責任を持

った行動を通じて，公正で持続可能な発展の維持に貢献する」としている。また「消費者

市民教育（ ）とは今日の社会に機能しているものに関連づConsumer Citizenship Education

けて態度，知識，スキルを取り込む学習である。それは，地球社会における共同の生命に

対する責任を果たしていくと同様に，個人の能力を，自分自身の生活を経営するのに役立

たせることを目的とした（人間が果たすべき）義務に関する学習である。消費者市民教育

は，学際的でかつ（教科横断的な）クロスカリキュラムによる学習である」と明示してい

る 。
*2

北欧は消費者教育推進のリーダーとしての地位を早くから築き，今後も各国に引き続き

影響を与えていくものと思われる。なかでもフィンランドでは，教師教育が教育学部でも

。 ， ，大きな業務となっていた として 現職教員へのセミナーが多く開かれIn-service training

常に新しい情報を得る機会ともなっている。教員になるためには修士課程修了が必須であ

り，専門職として育成されると同時に，教員として就職したのちも，スキルアップのため

に再教育の機会が多く提供されているという。
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視察の概要および感想
平澤慎一

１ 消費者教育関係
フィンランドではヘルシンキ大学のパロヨキ教授，ノルウェーでは消費者市民教育の

提唱者でＣＣＮ代表のビクトリア・トーレセン准教授から，北欧における消費者教育の

内容や方法について聴取した（前頁参照 。）
，「 」 「 」消費者市民教育の内容として 持続可能な消費 と メディアと技術に関する能力

が重視されている。消費者市民は，批判的に考え積極的に行動し，持続可能な社会の実
現のために責任を果たすものと捉えられている。

フィンランドでは，各学校の教育が自由であることが大きな特徴である。コアカリキ
ュラムが定められていて，現場主導で実施されるということである。

その他，両国とも，行政機関や消費者団体において，充実した消費者教育のための教
材が作成されている。

２ 消費者行政組織・消費者団体
北欧は消費者行政が充実しており，市民からの信頼も厚い。
フィンランドは，雇用・経済省が消費者問題を所轄し，その下に評議会や消費者庁が

設置されている。消費者被害は少ないようであり，消費者相談センターという消費者の
相談を受け付ける機関があるが，消費者からの指摘を受けて業者が自主的に解決してい

るとのことである。
ノルウェーは，消費者オンブズマンと消費者委員会が組織が異なるものの同じ建物内

にあり，関係が深い。その他，国立消費者研究所という組織があり，消費者の利益のた
めに商品に関する調査やレポートなどを行っている。

３ 感想
Sustainable北欧では消費者の保護が十分なされたうえで 消費者が 持続可能な消費， 「 」（

）に配慮しながら消費行動を行い，消費を通じて社会に参加することがなConsumption
されている。
高福祉社会が実現されていることや人口の違いなど，わが国と直ちに同一に考えられ

ないが，環境や弱者に配慮しながら，消費者が社会の変革主体として行動していく社会
という一つのスタイルとして参考になる。
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ヘルシンキ大学（University of Helsinki）

Department of Home Economics and Craft Science住 所：

Faculty of Behavioral Sciences
P.O.BOX8 Siltavuorenpenger 10 00014 Helsinki( )

+ 58 9 191 29777電 話 ： ３
：E-mail

H P http://www.helsinki.fi/university/：
Päivi Palojoki応対者 ：

Kaltta Sarkanen
2009 6 1 9:40 12 00訪問日： 年 月 日（月）ＡＭ ～ ：
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１ 事前調査と当日の様子
(1) 事前調査（ヘルシンキ大学ＨＰより）

ヘルシンキ大学のＨＰは，フィンランド語，スウェーデン語のほか，英語でも記載
されている。そのため，訪問前に，以下のような情報を得ることができた。

① パロヨキ先生について
ヘルシンキ大学の （行動に関する科学学部）のFaculty of Behavioral Sciences

（家庭経済学と工芸科学学科）のDepartment of Home Economics and Craft Science
（上級研究者， 教授）である。Senior researcher, Docent, Ph.D professor

Home economics education, nutrition education, didactics of home economics,専門は，
（家計教育，栄養教育，家計教授学，ドクター課程学生supervising doctoral students

の監督）である。
② 行動に関する科学学部について

行動に関する科学学部における主な取組みは，家庭経済学と工芸科学織物の研究
と発展及びこれらの科目教員を養成する教育である。研究の大部分は，特に工芸科

学と家庭経済学に関してなされている。これらの研究の狙いは，幅広く多様な学科
にまたがる専門的技術や知識を発展させること及び学生たちがここで受けた教育を

様々な目的のために柔軟に活用できるまでに導くことにある。
③ 家庭経済学とその教員養成教育について

家庭経済学は，個人の発達，健康的なライフスタイル，社会的な責任，持続可能
な発展，そして資源と文化的資産の利用などを結び付けるものだと言われる。ここ

での研究は，栄養教育と食文化，家族についての研究，消費や環境問題など，人間
の様相や日常生活に基づく全ての事象に関心を寄せている。

上級になると，学生たちは，この学科の理論的基礎についての綿密な試験を受け
るとともに，教える科目としての家庭経済学を熟考する。

(2) 訪問当日の状況
宿泊していたホテル前からトラムに乗り２駅目くらいで下車した。市中心部であり
ながら家並みの美しさと新緑のまぶしさにわくわくした。石畳のなだらかな坂を上が

ると周囲に調和したヘルシンキ大学の建物が見えた。
， 。 ， ，聞き取りは 家庭経済学と工芸科学学科の教室で行った 初め パロヨキ先生から

ヘルシンキ大学の概要と歴史について説明がされ，その後，質疑応答の時間を設けて
いただいた。

２ 聞き取り調査
当日に聞かせていただいた話の中から，調査目的に照らし，以下，①ヘルシンキ大学

の概要，②フィンランドにおける消費者教育，③フィンランドにおける学校での教育方

法とそのための教員教育，④消費者市民権と消費者の責任について，報告する。
(1) パロヨキ教授
① ヘルシンキ大学について
ア 概要

・ ヨーロッパをリードする大学である。
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・ 学部は１１あり，３万８０００人の学生，外部からの学生が６万人いる。１
１学部とは，神学，法律，医学，教育（注：行動に関する科学学部のことと思

われる ，社会科学，獣医学など。）
・トゥルクで１６４０年に設立され，１８２８年にヘルシンキに移転した。

イ 価値を置いていること
・ 知識と真実の探求，教育，普遍的価値の普及が重視されている。

・ 知識と真実の探求のためには，批判的思考（critical attitude ，創造性）
（ ，自治（ ）が重要と考えている。creativity autonomy）

・ 教育については，倫理的にかなっていること，多文化的であること，国際的
であることが重要と考えている。

・ 普遍的価値とは，平等，民主的であること，持続的発展などである。
ウ 主要な任務

research teaching interaction・ 現場の調査研究（ ，教授（ ，社会との相互作用（） ）
）の３つと，その３つを重ね合わせることが重要と考えている。with society

・ 調査研究については， も重視されている。１つの学科だfruitful cooperation
けでなく色々な先生が混ざることで成功するという考えである。

・ 教授については，調査研究が基本である。大学にいるすべての教授は調査研
究者でもあり，逆に言うとすべての調査研究者は教える役割を担う。

エ 以上は，大学全体の説明としてもなされたが，行動科学学部においても当ては
まるとのことであった。

② フィンランドにおける消費者教育
ア 専門科目と内容

（ ） 「 」 。・ 家庭経済 の中に規定で 消費者教育 が決められているhome economics
・ ７年生（中１）で家庭経済を必修科目として受ける。

・ 栄養，食物関係，家庭経営，家電製品の利用，環境と調和した生活などを学
ぶ。
・ 授業の中で，どうしたら消費に関心を持つか，どのように選択（ ）すchoice

， 。れば自分にとって良いのか 社会や環境に良いのかを関心を持って考えさせる
・ 「社会にとって良い」とは，環境や社会についても考える，自分以外に視野

を広げることである 地学や生物についても考える必要がある なぜなら 継。 。 ，「
続的な発展」が重視されており，周囲への配慮をすることが大事だから。

・ 子供たちに対して，消費が毎日の自分の生活に関わると認識させること，し
かも今の生活を通して学ばせることが大事だ 「将来使う可能性があるかも」。

ではなく，日常生活の中に教材を見つけ出すことが重要である。例えば，携帯
電話を例にする。現代の若者は必ず携帯電話を持っているから，会社や機種に

よって料金が違うが，どういう選択をすることが自分にとって良いのか，社会
にとって良いのか，考えなければならない。これは車を買うことと同じだ。

イ 専門科目以外での消費者教育
・ 小学校はクラス担任がすべての科目を教えており，継続的な社会の発展，消

費，環境保護の授業が積極的に行われている。ただし時間数は限られている。
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・ 中学校では家庭経済のほか歴史や公民の授業でも消費の問題が取り上げられ
ている。

・ 教科の枠を超えて学ぶほうが効果的だとは思う。
③ フィンランドにおける学校での教育方法とそのための教員教育
ア 教育方法
・ フィンランドでは各学校の教師に自治があり，教え方について教師の自由が

ある。
・ 但し，基本的なコアカリキュラムは決まっており，教える内容は決まってい

る。
例えば，消費者市民権（ ）について教えるべきだというconsumer citizenship

ことは決まっている。
イ 教員教育

・ 教員の資格を取るために修士を取るので，学士３年，修士３年，計６年も教
育を受ける。

・ 教え方について教員の自由があるのは，この間に，任せて大丈夫な人を育て
ているからである。現場を知ってから教員になる。現場の教員こそが知ってい

るのだということを徹底している。
④ 消費者市民権（consumer citizenship ，消費者の責任）
ア 消費者市民，消費者の責任とは
・ 消費者市民とは，批判的に現場の状況を理解して積極的に行動する。そのと

きに責任を持つとは，商品の価格や品質に疑問があったときに，継続的発展の
ために責任をもって行動すること。受身でなく批判的に，持続可能な社会の実

現に対する責任を果たすということ。
， 。・ 権利を主張することはとても簡単だが 権利を守るための責任が重要である

良い社会のためには両者の均衡がとれることが必要。
・ 例えば，携帯電話について言えば，携帯電話を買う権利は誰にでもあるが，
保護者が「買う」と判断したときに，責任を持って使いこなせるのか？色々な

サービスを使いこなすための責任が伴う。
イ 消費者市民実現のために（注：パロヨキ先生がこのようにまとめた訳ではない

が，お話の中で参考になると思われたことを挙げる ）。
・ フィンランドは小国であるために「皆が落ちこぼれなく力を発揮する必要が

ある」という意識がある。
・ 必ず皆がわかるような言葉で話すことが大事だ。若者や高齢者のレベルで話

す必要がある。
・ ただし，弱者に対しては，彼らに接するスタッフに対して十分な消費者教育

を行うよう力を尽くしている。
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(2) エヴァ・リサ・サーカネン氏
雇用経済省およびフィンランド全般の消費者行政組織について

（消費者関係の組織図参照）①フィンランド全般の消費者行政組織
ア 全般
・ 北欧では基本的に消費者行政が充実している。

・ 経済情勢から，ヨーロッパ全体で共同歩調をとろうとしている。
・ 北欧全体の社会福祉のサービスの基盤が非常に似ている。

・ ヨーロッパでは民間が強いと言われるが，北欧では逆で，基本的には当局が
ケアをするというのが一般的。中央ヨーロッパ，オランダになると民間の消費

者団体の力が非常に強い。
・ 国会で採用されたプログラムに即して各部署がそれぞれに役割を果たしてい

る。
イ 雇用労働省（Ministry of Employment and the Economy）

・ 消費者問題を管轄。但し，消費者関連の法的設備については法務省が管轄し
ており，管轄が混ざることも時々ある。

ウ 評議会
（ア）消費者問題評議会（Advisory Council on Consumer Affairs）

・ 議長は労働経済省の大臣であり，副議長は法務省の大臣である。
・ ３年に一度のメンバー交代は国家評議会が任命する。

・ 評議会の決議が法的拘束力を持つわけではなく，調査研究して情報提供を
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行うことに主眼がある。
（イ）個人的な財政問題に関係

する評議会（Advisory Cou
ncil on the Management o

f Personal Financial Af
fairs）

・ 後述する。
（ウ）商品の品質安全に関する

評議会（Standing Advisor
y Committee on Product S

afety）
・ 消費者の安全を第一に

考えて協議している。
エ 消費者庁（National Consume

r Agency）
・ 大きな問題を取り扱う。

・ 消費者の権利，商品の安全性など。
・ 例えば旅行というものも商品であるので安全な旅行パッケージといったことの管

理も仕事になる。
・ 消費者に対する情報提供もする。

・ 消費者に対する教育も担当している。
・ 各自治体や地域での教育や情報提供がきちんと行われているかの監視もする。

オ ヨーロッパ消費者センター（Europeanl Consumer Centre）
・ 消費者庁の中にある。

・ 消費者問題について情報交換を行う。
・ 財政はＥＵから来ている。ＥＵの中で人の行き来，情報交換が盛んに行われてい
るが，各国がこの機関に参加して，問題が起こったときに各国の言葉で対応してい

る。
カ 消費者調査センター

・ 現状を調査して情報を発信するセクション。
キ マーケットコート

・ 法務省関係。
・ 法的に商品の規格に問題がある場合に機能する。

ク 消費者相談センター（consumer advice）
・ 消費者庁関係。電話相談を実施している。相談は無料。出張相談も無料。

・ 法的対応に移行するものもある。
ケ 紛争局（consumer disputer board）

・ 法務省関係。消費者相談センターでおさまらないときに利用される。
コ 財政債務カウンセリング（financial and debt counseling）

・ 消費者庁関係。９０年代に大不況があった後に作られた。
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・ 自治体によって，全額国の予算によるところと自治体の資金によるところとに別
れている。

・ ここも相談は無料。個人破産も増加傾向にあるので，このセクションに力を注ぎ
予算を増やす必要があるということもいわれている。

② 個人的な財政問題に関係する評議会
（Advisory Council on the Management of Personal Financial Affairs）

・ 労働経済省に属しており深い関係を持っている。
・ 各地域で異なった特徴のある問題が出てくる可能性があるが，国全体としてう

まく調整して情報を発信するために評議会は非常に重要だと認識している。
・ パロヨキ教授も評議会のメンバーである。

・ 教育省，教会も関与している。社会福祉課や，破産したときに取立にあたる執
行官も入っている。

・ メンバーは多様なプロフェッショナルが集まっている。
・ 最近の経済状況によりローンをなかなか返せない人や若者を中心に無理な消費

をして個人破産にいたる人が増えており心配している。特に心配なのが若者のお
金の使い方，選択であり，認識が甘いところが心配だ。

・ 現場に様々な新しい問題が起こるが，それをきちんと把握して各専門家が分析
し，地域に情報を発信してさらに対応について管理する，というのがこの役所の

役目になる。特に個人の消費の仕方が問題となってきており，それについて注目
している。

・ 情報を正確に伝達するために様々な媒体を作っているが，それがきちんと使わ
れて現場の消費者に情報が行き渡っているかについてきちんと検証することが必

要だ。
・ 書類は非常にたくさんあるが，それが有効活用されているかについては不安が

ある。
・ 例えばホームエコノミクスの授業の中でこうした書類を使うことは効果的だ
が，消費の問題は本来全ての科目で取り上げる価値があり重要だと思っている。

・ 国としては取り上げてほしいという情報を発信しており，どの科目で取り上げ
てもいいが先生達に情報を発信するのが重要だ。小学校入学前に教育がなされて

もよい。ただ，現場の先生が小学校低学年までの子どもたちに教えることは難し
いと感じている。実情を用いて学ぶことは大事だが，子どもたちはまだわからな

い，両親が家計について子供に話さない，そこに限界を感じている。先生自身も
自分自身がきちんとやっている自信もないということもある。

・ ９０年代の不況時代のことを知らない若い世代もいる。保護者に対する教育も
重要だ。

・ ヨーロッパ連合でもこの問題には非常に関心を持っている。
・ どこに重点を置くか，予定を決めることもこの評議会でなされている。

・ 問題が深くて方向性を決めるのは難しいが，フィンランドの実情に即して方向
づけるのが大切。

・ 特に債務を抱えた個人が増えて，その問題が中心になっている。
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③ 消費者庁における情報提供
・ パッケージを作った。クレジットカードの使い方など消費に関する全ての情報

の入った，９年生（１５，６歳）の子どもを対象とした教材である。テレビでも
この問題は取り上げられた。あちこちの自治体でセミナーをしたり，テレビで宣

伝をしたり，教材をCD化したり，コンサートで宣伝をしたり，映画館で映画上映
前のCMを流すキャンペーンをしたり，様々な媒体を使って若者に消費の問題を問

いかけた。
・ 若者の立場に立って，分かりやすい題材で，若者の言葉で働きかける取組みを

した。
・ 高校になると，財政管理より，投資について学ぶことが出てくる。しかし，ま

ず財政管理が重要と思っている。
・ 先生用の教材の開発にも力を入れている。地域の教育家にあって各学校に消費

者問題を取り上げるように情報を流すことを依頼したり，各地でのセミナーも行
っている。

・ 消費者問題に関するクイズやゲーム式で若者が参加しやすい取組みもある。例
えば有効な消費，正しい消費をテーマに中学生の子どもたちに漫画を書いてもら

う取組みがあり，優勝者を表彰したりした。芸術の時間で取り組まれ，多くの学
校が参加した。優勝者にはロックコンサートのチケットが当たった。

・ 情報提供の中で問題となっているのが，失業者が増えて９％台となっており，
多重債務が増えていること。

・ 教育費は必要ないが，住宅ローンの返済ができない，生活費がかかる，という
ことでまたローンが増えるといった状況が増えている。まだ大きな問題化はして

いないが，こうした問題に備えて情報提供をすることが必要と考えている。
・ こうした問題は３０代，４０代の問題で，学校教育とは異なる分野だ。

・ 学校向け教材はインター
ネットにアップされてい
る。www.kalliitkulissit.

fiのサイトのTVspotという
コマーシャル広告がお勧

め。
・ 若者の例で，いい服を着

て自慢している若者が実際
の生活ではかなり無理をし

ている様子が描かれてい
る。

・ 視覚障害のある人の団体
とも協議をしており，点字

や音で聴ける教材を開発して配付している。
・ 分かりやすい説明ということで，老人の被害，軽度の障害のある人たちの引っかかり

やすい詐欺といった事例の教材もある。
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・ 障害者に関わるスタッフへの教育ということで各地域の社会福祉課や看護師の
研修センターに教材を配っている。

・ 防衛のために弱者については違った形での教材を提供している。
・ 各地域や自治体で対応することが義務づけられていて，学校や地域で説明して

ほしいという要望があれば，それに講師を派遣することになるが，そこも消費者
庁が担当している。

④ サーカネンさんとの質疑応答
ア 「教育省」(日本における「文部科学省」)との関係は？

・ 日本と違って，省庁間の横のつながりが緊密で，教育問題であっても消費者
問題 については消費者庁に直接教育現場からアクセスできるシステムになっ

ている。カリキュラムは教育省が担当するが，講師は労働経済省からが良いと
学校の先生が判断すれば，教育省の推薦がなくても呼べる。消費者問題のプロ

は消費者庁に集まっているのでそこから講師を呼ぶのが当然ということ。
イ アクションプランについて，内容を学校に押し付けないとしても，国が採用す

ると判断するのはどこの機関か？
， 。・ 労働経済省が主導でまとめているが メンバーの中には教育省も入っている

何かやるときにプロジェクトごとにチームが作られ，それには各省庁から入っ
てくる。情報収集とフィードバックの効率化のためには現場の人を集めてくる

のが大事で，みんなで行うことが重視されている。
ウ 大臣の半数が女性で調和を重視するのか？

・ 言えないことではないかもしれない。
エ サーカネン氏のセクションは？

・ 労働経済省の３つの評議会秘書の仕事をしていて，他に，市場現場の監督官
をしている。

オ 業者の取り締まりを行うのは？
・ 企業に対する指導も管轄している。

カ マーケットコートとは。

・ 商品の欠陥等を扱う。広告が正当でないなども扱う。独立した機関としてヘ
ルシンキに存在している。各地に広がる予定である。

キ コンシューマーアドバイスとは
・ 消費者は何か問題があればアドバイスを受けて，まず自分で業者に交渉し

て，ダメなら行政の相談や仲裁委員会を利用しており，全て無料になってい
る。業者によっては悪質なものもあるかもしれないが，一般的には業者が自

主的に解決しているのがほとんどだと思われる。問題が複雑になるのは住宅
や車など買った後になって問題が出てくるもので，契約の見直し等個人での

対応が難しい問題もある。
ク 多重債務について，若者の責任をどう考えているか？

・ 個人破産した場合にその後どういう問題が続いてくるのか，その後お金が借
りられなくなるといったリスクについて学生に学んでもらい危機感を持っても

らおうとしている。起きてしまったらどのように払っていくのか，ということ
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をカウンセリングで相談している。個人ごとに３年，５年，１０年で返済して
いる。どうしても払えない場合にはそれが取り消される場合もある。

ケ 消費者を食い物にする高利業者はいるか
・ ここ２，３年インスタントローンが増えている。携帯で電話すればすぐ１０

００ユーロが振り込まれるもの。国会でもこのローンシステムについての対応
が話し合われていて，夜間に携帯での貸付を禁ずるような方向が検討されてい

る。利率は年間１０００％。フィンランド人，若しくはインターナショナルな
人が貸している。それほど大きな社会問題にはなっていないが，外国人を使っ

た取立があるようだ。
コ 老人向けの詐欺はあるか？日本ではオレオレ詐欺など。

・ 慈善事業やチャリティーといった形で募金活動が実は詐欺だったというもの
が多い。

老人ホームの契約内容が違うといった被害もある。
サ 事業者と消費者教育との関わり

・ 行政がイニシアティブをとっており業者の参加はない。
・ 教材を作るところにも事業主が製品を提供するといった関わり方はあるかも

しれないが，教育内容について事業主から意見が述べられることはない。
・ 証券会社や銀行は少し積極的に関与しており，セミナーを開くときに講師を

してもらったりしている。教材も作っている。消費者教育のプログラム作成に
は入っていない。

シ どのように教材を売るのか？
・ 出版会社が直接営業に行くが，学校側も適宜選択している。必要であればい

つでも連絡を取れる体制にあるだろう｡
（担当 武田香織・平澤慎一）
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フィンランド消費者協会
（Finnish Consumer Association）

Mannerheimintie 15 A 00260 Helsinki Finland住 所： ， ，
+ 58-9-454 2210電 話： ３

F A X + 58-9-454 22120： ３

E-mail suomen@kuluttajaliitto.fi：
H P http://www.kuluttajaliitto.fi/：

応対者：シニカ・トゥルネン氏
パオラ・ペッシ氏

ティモ・ニエミ氏（弁護士）
マルキ・ルーコ氏（経済学者）

イルカ・サルミネン氏（弁護士）
2009 6 1 PM14:30 16:30訪問日： 年 月 日（月） ～
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１ 組織の概要
(1) 組織・人員

フィンランド消費者協会は，フィンランドに２つ存在する民間消費者団体の一つで
あり，１９５７年に設立された。

消費者の利益保護を目的としており，消費者社会・消費者教育に関心を持つ団体が
加入し，加入団体からなる運営委員会において３年ごとに協会の活動内容の決定・見

。 ， 。直しを行っている 現在は６４の団体が加入しており 構成員は全体で２０００人弱
現在，消費者協会には消費者の権利に関する部門，消費者の財政状況を研究・支援

する部門，栄養学的な問題に対応する部門，環境に関する部門，倫理的な問題に関す
る部門，消費者の健康を守る部門が置かれている。スタッフは１１名で，上記各部門

に担当者が配置されている。
(2) 予算・運営

年間の活動予算は約１，０００，０００ユーロであり，主として政府からの援助に
より運営されている。その他，参加団体からの寄付金・参加費がある。定期的に雑誌

の発行を行っているが無料であり，収入源にはなっていない。
省庁からプロジェクトを委託された場合には，省庁から別途支援金が支給される。

， ， 。ただし プロジェクトの内容は上記運営委員会で決定され 独立性が確保されている

２ 活動内容
(1) 消費者の立場での提言

国会やＥＵの会議のほか，
様々な委員会に出席するなど，

年間で１００以上の団体に対し
意見を述べる機会があり，消費

。者の立場での提言を行っている
(2) 消費者への情報提供

最近ではインターネットによ

。る情報提供が重みを増している
その他，印刷物の無料配布や

消費者向けの各種セミナーやイ
ベントの開催を通じて情報提供

を行っている。
印刷物については「ＮＡＰＰＯ（ナッポ 」という雑誌を年４回発行しており，消）

費者協会のメンバーに無料配布するほか，ラジオ局，テレビ局，図書館等に置いてい
る。余ったものは学校に配布し 「雑誌デー」のときに見てもらう。年間の発行部数，

は約５０００部。
セミナーで特に人気があるのは住居問題に関するもの。食品問題では「シュガーと

ソルト （コーラ，チップス等にどれだけの砂糖が入っているかをゲームで学ぶ）な」
ど，実際の生活に即した親しみやすい内容になっている。

インターネットによる情報提供については後述。
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(3) 個別の問題への対応，相談，調査
弁護士がメールや電話により住居問題（アパートの賃貸や住居の購入，ローンの返

済等）の相談を受け付けたり，消費者の家計管理や消費の動向・商品価格等の調査を
行い，収集した情報を消費者の観点から分析し，メディアを通じて発表することも行

っている。こうしたメディアを通じた発表の機会は年間約 回に達する。1000
その他，携帯電話による高金利融資への対応（ インスタント・ローン」と称され「

るもの。近年若者による利用が増加している ，食品の品質と安全性の確保，広がる）
国内の経済格差への対応などが問題になっているとのことであった。子どもの肥満に

ついてはフィンランドのみにとどまらずヨーロッパ全体で問題となっており，今後，
消費者協会においても，正しい食生活や健康的な食品の選び方をテーマとしたプロジ

ェクトを進めていく予定。

３ 消費者教育の視点
(1) ホームページを通じた情報提供

消費者協会のホームページへのアクセス数は１週間に約１万件。管理費用は年間約
， 。１０００ユーロであり 新しいプロジェクトを実施する場合は数千ユーロ単位になる

子ども向けのホームページが充実しており，ティーン対象，１２～１６歳対象，８
～１２歳対象の各ページが用意されている。たとえば１２～１６歳対象のページでは

「ナッポネン」という名前のキャラクターが登場し，健康な食生活をするためにどう
したら良いかを教える内容になっている（ ナッポネンちゃんのおやつ 。ナッポネ「 」）

ンのホームページができた時の反響は大きかったとのことである。
： ３URL http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=48

(2) 教材の作成
学校で利用してもらうため，教育省との協力のもと作成された教材を，ホームペー

ジで閲覧することができる。
URL http://www.edu.fi/oppimateriaalit/talousaapinen/pelit/euroviisut.html：
商品に値札をつけるゲーム（価格が全く違う値札を商品につけようとすると，つか

ないことになっている ，ショッピングモールに買い物に行き，買いたい品物やサー）
ビスがたくさんある中で，お小遣いの範囲でどの商品をどれくらい購入できるかを試

すゲーム，消費に関する言葉を用いたクロスワードパズルなど，生徒がゲームを通し
て消費を学び，消費に関する言葉を覚えたり，どうやったらお小遣いをためて，自分

のほしい物を買えるか考えることができる内容になっている。
教員を対象としたセミナーを開き，教材の使い方を教えることもしている。教育省

はこれらの教材をカリキュラムに加えるよう推薦しているが，実際に教材を使用する
かどうかは現場の教師が判断している。

４ 訪問後の所感
先週末にブリュッセルで開催されたＥＵの会議から帰ってきたばかりだという男性弁

， ， 。護士も加わり 消費者協会の活動内容について ５名の応対者から丁寧な説明を受けた

特に子ども向けのホームページについては非常に工夫がされていておもしろく感じた。
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質疑応答では，日本とフィンランドにおける「消費者問題」の相違に話が及んでさか
んに質問が飛び，予定していた訪問時間を超過してしまったが，最後の写真撮影にもに

こやかに応じて頂いた。
フィンランドにおいては自由のみならず平等の観念が強く，事業主の規制や消費者保

護のための法律も他の国より整っているとのことであった。実際，消費者協会が取り組
んでいるという問題は日本で我々が目にする消費者問題とは随分様相が違っていた。住

居問題に関する相談を担当しているイルカ弁護士によれば 「悪質な事業者もいないわ，
けではないと思うが，調停にいかないと解決できないような場合は少ない。調停までい

かなくても，カウンセリングで解決できる」とのことであった。つまり，事業主の認識
が甘い点について，法律ではこうなっていますよ，ということを伝えることによって問

題が解決することが多いというのである 「消費者問題を専門に扱う弁護士は，今のと。
ころ必要でない」とのことであった。

このようなフィンランドと日本の状況の違いはどこから生じるのか 「リスクをとる。
という企業もあるかもしれないが，消費者が法律で厳しく守られているので，それを超

えて，あえてリスクを冒すという企業が出にくい」という説明があったが，それだけが
理由なのだろうか。

短時間の訪問ではあったが，消費者協会のスタッフが自分達の仕事に誇りを感じて取
り組んでいる様子が伺えたことが印象的であった。

（担当 拝師徳彦・島田広・神保美智子）
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フィンランド消費者庁
（Finnish Consumer Agency）

Haapaniemenkatu 4 A,BOX5, 005 1 Helsinki住 所： ３

+ 58 10 19 4700電 話： ３
：F A X

E-mail posti@kuluttajavirasto.fi：
H P http://www.kuluttajavirasto.fi/：

Hertta Hartikainen応対者：
Taina Mantyla
Sanna Helesuo
Annu Laias
2009 6 2 9:00 12:00訪問日： 年 月 日（火）ＡＭ ～
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１ 組織の概要
(1) 位置づけ・構成

フィンランド消費者庁（ ，以下「消費者庁」という）は，労働経Consumer Agency
済省（ ）の所管する組織であり「社会におけMinistry of Employment and the Economy

Consumerる消費者の安全の確保と地位の強化」を目的としている。消費者法部門（
，製品安全部門（ ，情報伝達部門（ ，サービス部門Law Product Safty Information） ） ）

（ ）の４つのセクションから構成されている。Service
(2) 人員

職員数は，現在８９．５人（退職後のパートタイム再雇用者２３人を０．５人とし
て換算 。財政難のため，人員が削減される可能性があるとのこと。）

(3) 予算
２００９年度予算は５００万ユーロを超える規模となっており，６５％を国が，３

５％を地方自治体が拠出している。

２ 消費者庁の業務の概要
(1) 基本的視点

消費者庁では，個々の問題についての相談にも応じてはいるが，メインの業務とし
ては「消費者全体の利益を守るために何をすべきか」という基本的視点に基づき，

① 監督業務
② （②に基づく）影響を与える業務

③ コミュニケーション・情報伝達業務
を各部門で行っている。

(2) 監督業務の具体的な内容
消費者の権利を保護する国内及びＥＵ内の法律が守られているかどうか，商品（旅

行も含む）の品質管理・安全性などについての監督業務を行っている。
例えば，契約内容の公平性や，マーケティング手法や債権回収方法の適法性などが
監視の対象となり，問題がある場合には事業者に問題点を説明し，是正するように求

めることで，消費者全体の利益を守ることを目的としている。こうした活動は，事業
者側からも公平で信頼性がおけると評価されている。

監督業務の基本は，現場を知ることであり，現場からの情報収集を重視している。
(3) 影響を与える業務

監督業務によって収集した情報に基づいて現状を把握し，意見書・コメントを国内
外の消費者団体向けに発表する業務を行っている。２００４年から，ＥＵ内での連携

， ，を確保することが義務化されていることもあるが 意見書・コメントの発表以外にも
情報発信のために国内外の消費者団体とのネットワーク構築 国際会議 など)， （OECD
への積極的な参加を行っている。

(4) コミュニケーション・情報伝達業務
調査，比較，消費者教育（教材の作成，消費者・事業者双方への情報提供 ，機関）

誌（ ）の発行Kuluttaja magazine
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３ フィンランドにおける消費者教育の内容
(1) 消費者教育の実施方法

フィンランドにおける消費者教育 は 教育省所管の国家教育委員会が策定する コ， 「
アプログラム」に基づき，現場主導で実施されている。重要なことは，消費者教育は

独立した教科ではなく，その内容は広く一般的な生活に関わるものであり，消費者教
育は，その内容をホームエコノミクス，芸術，公民，数学など幅広い科目の授業内容

に取り込んで実施されるべきであるということ。
この場合，誰が責任を持って消費者教育を実践するかが危惧される問題となる。フ

ィンランドでは教師に大きい裁量が認められていることもあり，学校によって，また
教師の認識・能力によって実施される消費者教育の内容，レベルに差が生じるおそれ

がある。ある程度の差が生じることは避けられないが，どの学校でも教師が消費者教
育の重要性を認識しており，大きな問題は生じていないと考えている。

(2) 消費者教育における消費者庁の役割
フィンランドの消費者教育は「コアプログラム」に基づいて現場主導で実施される

ことから，消費者庁でも，教育省や国家教育委員会の「コアプログラム」策定部門と
の協力，国際協力やイベントへの参加，教材の作成，具体的な消費者教育プログラム

の策定，情報発信などを行い，消費者教育に関する情報を確実に現場に伝達すること
が主な業務となっている。

(3) 教材（Teaching material）の紹介
消費者庁の英語版 で，ホームエコノミクス，芸術，数学の授業で使ってもらえHP

るように作成した教材（ ）の一部が紹介されている。Teaching material
： ３ ３ ３URL http:/ /www.kuluttajavirasto.fi /Page/79c 4a4-b7df-4176-aaa9-

db450591f0b.aspx
教材は，食文化，食生活，消費者の役割に関する情報を盛り込んでおり，授業で使

う場合には，最初にショートムービーや教材を見て，それぞれのテーマについて子ど
もに考え，話し合うことになる。 では 「 」という映画（ 年 作品HP Crash 2006 Oscar，
賞受賞）を題材として，事前に映画について詳しく調べ，映画を見た後にその内容に

基づき家族や登場人物，映画の内容と自分たちが生活するフィンランド社会との違い
といったテーマを設定して考えさせるといったプログラムが紹介されている。

４ 消費者教育の内容の変容
(1) 子ども・若者に対する消費者教育の必要性

消費者教育は生涯にわたってなされるべき教育であるが，かつては主として消費者

教育は大人になって社会に出たときに必要とされる能力だと理解されていた。
しかし，現在ではメディアやテクノロジーの発達にともない，電子マネー，携帯電

話が普及し，メディアを通じて情報が溢れるように子どもにも押し寄せるようになっ
た。こうした社会の状況の変化によって，子どもや若者が携帯電話を使って，簡単に

商品を購入するといった「消費行動」をとることができるようになってきた。ただ，
子どもや若者のこうした「消費行動」は，必ずしも生活にとって必要性や重要性がな

い消費であることも多く，子どもがその意味を十分理解していないことがあり，子ど
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もや若者の消費が家計を圧迫するケースも見られるようになった。
このため，子どもや若者に対しても，家族の中での役割と自分たちの「消費行動」

の持つ意味を理解させることが重要になってきた。また，メディアからの情報を評価
し，判断する能力や携帯電話等のデジタル機器の使い方を身につけさせる必要性も生

じてきた。なぜなら，子どもの頃や若い頃に身につけた「消費行動」の傾向は，大人
になってからの「消費行動」にも大きな影響を及ぼすからである。

小さな子どもに消費者教育をすることは難しいが，携帯電話など身近で具体的な事
例を通じて自分たちの消費について関心を持たせることが有効である。

Teaching consumer次のイメージは，北欧・エストニアの研究者がまとめた報告書（
）から引用したもので，消費者の消費行competence - a strategy for consumer education

動に関する技術，能力を習得する環境をイメージ図として描いたものである。自分自
身を中心に，家族，学校，仲間が周辺環境として存在し，その外側にメディアを含む

が存在する構図が描かれている。Larger Socioeconomic community

Picture 1 The Phelan, Davidson and Yu (199 ) -model (Modified by the Nordic-Estonian group)３



- 29 -

(2) 消費者教育の新しいテーマ
北欧とエストニアの研究者が２０００年に発表した当初の報告書では，消費者教育

のテーマは，個人経済（ ，メディアや広告の読解力，商品の安全なPersonal finance）
どであった。しかし，社会の大きな変化を背景に，メディア，テクノロジーの発達に

よって，どの授業を行う場合でも，メディアやテクノロジーが関係してくるため，２
Sustainable００９年には「メディア 「テクノロジー 「持続可能な消費（」， 」，

」が新しいテーマとして加えられた。Consumption）
また，子どものための消費が家計を圧迫するケースが生まれていることから，新た

にホームマネジメントが消費者教育の内容に加えられた。
現在の北欧における消費者教育の内容を示すものとして，北欧・エストニアの研究

（ ）者がまとめた報告書 Teaching consumer competence - a strategy for consumer education
にあるイメージが次の図である。

Picture 2. Intergation of themes and fields
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５ 今後の課題
今後の課題は，ＥＵ諸国間との連携をとって，消費者教育の実践について調和を図る

ことが大きな課題。各国によって考え方，価値観が違うため難しいところがあるが，消
費者の権利を守るためには調和を保つことが必要である。

フィンランドからみれば，フィンランドの市場が限られており，フィンランド人はす
， ，ぐに国外に出て行ってしまうため ＥＵ市場の動向や訴訟トラブルの実情などを調査し

把握することが消費者の権利を守るために必要である。マンパワーの問題はあるが，Ｅ
Ｕとの連携を深め，調和をとるためにＥＵ内のプロジェクトに積極的に参加していくこ

とが必要だと考えている。
また，環境に優しいという視点を，品質に盛り込んでもらうことを事業者側にも要望

していくことが重要になる。
（担当 平井功祥・白石裕美子）フィンランド消費者庁
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フィンランド保証財団
Takuu-Säätiö (The Guarantee Foundation) Finland

Asemamiehenkatu 4住 所：

FI - 00520 Helsinki, Finland
+ 58 0 9 6126 40電 話： ３ ( ) ３

F A X + 58 0 9 6126 458： ３ ( ) ３
E-mail leena.veikkola@takuu-saatio.fi：

H P www.takuu-saatio.fi：
応対者：レイナ・ベイコラ（ ）代表Leena Veikkola

ナビル・ラリー（ギャランティマネージャー）
ミンナ・マルッカネン（債務担当）

訪問日：２００９年６月２日（火）ＰＭ

１ 沿革
１９８７年後半，ドイツの施設からヒントを得て，フィンランドの聖職者が持ち込ん

だ。１年後，準備を終了してスタートさせた。資金は，教会を通じて集めた３００万フ
ィンランドマルカの寄付。現在のユーロに直すと，１８００万ユーロに相当する。

フィンランドの大不況があった１９９１年から正式に活動がスタート。当時の支援対
象者は，囚人や，アルコール中毒者，精神病などの社会的弱者に限定された。しかし，

その後，不況の状況が一層悪くなったため，１９９３年には，負債を負った人たちに対
する支援の法的整備が進んだ。

それでも，需要が多く，要支援者すべての要求を満たすことができなかったため，一
般の人たちの救済もできるよう，社会福祉関係の省庁から一般の人たちの救済にも尽く

して欲しいと要望が出るようになり，本財団が整備された。
資金は，スロットマシン協会からの支援を受けられることになった。

被支援者は，一般の，債務を負った人たちに拡大。特別案件として囚人，アルコール
中毒者，精神病の問題を抱えた人たちにも支援を続ける。

１９９５年からは，無料のデッドテレフォンラインがスタート。週末以外はいつでも
相談ができるようになる。

， ， ， 。１９９０年代後半には 金利が高くなって 低所得層が 負債の返済ができなくなる
そこで，ソーシャルクレジットの法整備ができた。

２００２年から２００６年までの間，古い債務を抱えた人たちを救済するプログラム
。 ， 。ができた 個人の消費者を救うために 無料の様々なサービスを利用することができる

２ 全体の仕組み
個人の負債処理の方法
(1)任意整理 (2)裁判所による整理 (3)執行

(1) 任意整理
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個人の多くの債務を１つにまとめて，銀行が，債務者に新たにローンを貸し出し，
旧債権者らへはそれを使って一括返済する。銀行の貸し出しに際しては，保証財団が

保証をするとともに，その債務の長期分割による返済案を作る。結局，多重債務者に
おまとめローンを貸し出して，返済を楽にさせる，ということになる。

① 対象となる貸し出しローン
２０００ユーロから３４０００ユーロまでのものに限定。

返済期間は，最大８年間。但し，精神的な疾病のある人は５年延長される。
貸し出しローンの金利は，市中金利に２％プラス（銀行の手数料分 。現在，市）

中金利は２．５ なので，金利トータルは４．５ 。% %
② 保証財団の支援金規模

今年新たに支援金としてだされる金額は２５０万ユーロ。
③ 対象となる債務者

ア 返済能力があること。将来的に払っていける能力があると判断される必要が
ある。但し，元囚人，精神病の人は，返済能力に問題があっても特別案件とし

て受け入れられる。アルコール依存症の人は，治療を受けて治癒したときに，
適用対象になる。

イ これが最後の救済手段なので，他の方法で返済できる人には適用されない。
ウ 負債が３万４０００ユーロを超えないこと。

２００８年秋の国際的な金融危機後は，３万４０００ユーロ超える負債を抱
える人が増えているため，本スキームの対象外の人が増えつつあることが憂慮

されている。
エ 書類上の手続きをクリアすること。

負債内容，収入支出の予定，バランスシートなどの情報をすべて出させてチ
ェックする。保証財団には，書かれていることが真実なのかチェックする義務

が課されている。
(2) 裁判所による整理

裁判所での整理では，債務者に支払能力がある限り，払えるだけの金額は払わせら

れることになる。裁判手続開始後の収入が増えたときも，その分も債務の返済に回さ
れる。破産は企業だけができるもので，個人の破産制度はなく，免責もない。

(3) 執行
債権者は，最長１５年間，債務者の財産に強制執行できる。１５年間経過すると執

行はできなくなるから，その結果，債務が免除される。

３ 保証財団の役割
任意整理について，債務者の銀行からの借入に保証し，銀行に対する返済計画案を作

る。
(1) 受入れ手続

職員１２８名の部署が，受け入れ窓口になっていて，負債の内容，収入，支出の予
定，銀行でのバランスシートなどの書類の審査をする。その部署の判断で，保証財団

の支援を受けるべきだと決まれば，保証財団に送られてくる。条件を満たしていない
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と判断されれば却下される。却下されると裁判所の整理に回される。
例を挙げると，１０００ユーロの収入があり，５００ユーロが住宅ローンを含む住

宅コストであるとき，残り５００ユーロからリビングコストとされる４９２ユーロを
除いて，残り８ユーロが当該債務者の返済可能金額となる。３年間で自分の債務全額

を払うことができないから，保証財団のスキームは受けられない。この事例では法廷
に回り，毎月８ユーロずつ，１５年間，債務の返済を続けることになる。

なお，このリビングコストの額は，法務省により毎年改定される。
住宅ローンある人も，それを除いて，他の債務総額が３万４０００ユーロ以下の人

が対象。支払能力の判定は，住宅ローンを支払って，さらに返済できるかどうかを見
る。住宅コストは優先的に支払うことが認められている。

申込みから平均して３ないし６ヶ月で保証を受けられる。しかし，２００８年は保
証を受けるまでに，平均５ヶ月半かかっている。申込者が多く，次第に待たされる期

間が長くなっていることが憂慮される。
(2) 開始後の仕事

， ， ，返済能力が認められて 銀行から借りて保証財団の保証を受けたときは 債務者は
毎月銀行へ返済し続ける。その支払った際の銀行の領収証は，保証財団に提出させて

確認し，毎月の支払を財団が管理する。
支払の途中，収入に増減が生じたら，その時点で支払額を調整し直す。

２００８年の保証財団の保証を受けたクライアントは，全体の９３ が一般的案件%
であった。

(3) 返済状況及び返済を促す業務
クレジットロストレイトは６～７ 。１３００万ユーロに当たる。%
７５ のクライアントが，当初の予定通り問題なく返済できる。一般に返済意欲は%

高い。残り２５ の人は，失業や病気などやむを得ない理由があることがほとんどで%
ある。中には，ルールに反することだが，返済中にまたローンを借りてしまった者も
いる。
当初の返済計画を履行できない債務者には，計画案に変更を加え，再び期間を延ば

すなどして，最終的には支払を終了させることが可能になるようにする。
対象債務者の家計管理をするため，過去の銀行口座をチェックする。過去３ヶ月に

さかのぼってチェックする。
銀行は，保証財団を信用しているので，直ちに財団に代位弁済をするよう求めるよ

うなことはなく，債務弁済計画の変更を待つ。
(4) 履行できないケース

， （ ． ． ）順調に返済できない 債務者の２５ のうちの６～７ 全体の１ ５～１ ７５% % %
は，計画案を変更しても，なかなか返済できず，焦げ付いてしまう。その場合，財団

が銀行に代位弁済をし，債務者に求償する。その後は，時間をかけて取り立てる。原
則として免除はない。

(5) 利用件数
２００８年末の保証件数は１７９２件。合計額１８２０万ユーロ。

２００９年は，おそらく５０ くらい増加になる見込みである。%
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４ デッドラインについて
債務の返済に困った人が無料で相談できるのがデッドライン。フィンランド全国民対

象のサービス。
(1) 利用件数

２００７年 １００００件
２００８年 前年役の約２倍

２００９年５月現在 すでに１１０００件
(2) 相談内容

多重債務に関する問題が多い。
現在の不況の中で，簡単に失業する人や，失業まではしなくても，稼働時間が減ら

， 。 。されて 収入が減った人が多くなっている 多重債務の金額も大きくなる傾向がある
住宅ローンの問題を抱えている人も多い。住宅ローンの年利は２～４％だが，信用

が低ければ，金利も高くなる。
フィンランドには金利規制がなく，ローンの利率の平均は年２０％。

返せなくなると，また他から借りて返すというような，計画性のない対応の仕方が
目立つ。

低所得者，若年者を中心に，ピカピッピ（携帯電話で申し込むと即現金を貸し付け
， 。 。） 。る 年利１０００％程度の高利業者 日本のヤミ金に相当 の被害が増えつつある

， ，保証財団の仕組み自体を知らずに 返済のためにまたローンを借りてしまってから
かけてくる者もいる。

デッドラインにかけてくる人の２０ くらいは，この保証制度の適用が認められる%
のではないか，という感触である。

(3) 相談対応
自治体の相談窓口を紹介する。その後，自治体を通じて，選別され，保証財団に申

し込まれてくる。
１４名体制で，電話機を１台使い，月～金の１０時から２時まで開設。

スタッフの前職は，銀行

マンやソーシャルワーカー
など，多様である。とくに

資格は要求されない。

（担当 大迫惠美子
・森川清）
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１ 組織の概要
(1) 概要

ノルウェー消費者オンブズマンは，商業関係者に規制枠組みを遵守することを促す
ことを目的として，１９７３年に設置された。

ノルウェーにおいては，子ども・平等省が各行政機関による消費者政策の調整を行
っており，消費者オンブズマンも，この子ども・平等省に属している。しかし，消費

者オンブズマンは，子ども・平等省とは独立した決定権限を有し，その活動や権限行
使に関して，子ども・平等省やその他の省庁からの影響を受けることはない。また，

同じ建物内に消費者委員会も入っているが，両者は全く別個独立の機関であり，協力
体制にはあるものの，権限行使等に関して影響し合うことはない。

(2) 人員
現在，３０名のスタッフが勤務しており，そのうち２０名が法律家，残りの１０名

が職員である。

２ 活動内容
(1) 総論

， （ ） ，消費者オンブズマンの主な活動は 市場統制法 に基づきMarketing Control Act
広告や契約条項を監視し規制することである。

市場統制法は，不公正な取引条項，誇大広告ないし不十分な内容の広告，不公正な
契約条項，不招請勧誘，送りつけ商法などを規制し，課徴金制度も規定している。ノ

ルウェーは，ＥＵの加盟国ではないが，自由貿易の合意をしているため，ＥＵの影響
を受けて，市場統制法の規制内容も改正されてきた。基本的な理念は 「宣伝は誤解，

を与えないように，不公平なものであってはいけない。契約は，不公正，不均衡であ
ってはならない。消費者はノーという権利があり，合意なしに売ってはいけない 。」

消費者オンブズマンは，現在ある法律を利用して，現在ある広告や契約条項を規制
することは，これらの広告や契約条項による消費者の不利益を除去するのみならず，

， ， ，将来の広告や契約に影響を与えることができ さらには こうした規制の積み重ねは

国の消費者政策にも影響を与え，そのことが最も重要な役割の１つであるとの考えに
基づき活動している。

(2) 具体的な活動
・ 広告の監視

新聞，テレビ，インターネット，雑誌などに掲載されている広告・宣伝の監視を
行う。主な情報源は，消費者から寄せられる苦情だが，その他にも消費者オンブズ

マンが自ら問題提起を行うこともある。
・ 契約条項の監視

・ 苦情相談
。 ， ，年間７５００件の苦情相談を受け付けている 苦情は 消費者からだけではなく

事業者からのものも受け付ける。
， ， ，相談内容としては 近年 インターネットや電話に関する苦情が多くなっており

最も多かった苦情はスパムメールに関するもの，２番目に多かったのは電話勧誘販
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売に関するものであった。
(3) 手続きの流れ
① 事前調査

まず，広告・宣伝や標準契約を注意深く研究し，問題点を検討する。

② 交渉
次に，問題のある販売活動や契約条項を用いている事業者と交渉を行う。交渉の

際には，なるべく合意に至るよう，長い時間をかけてでも交渉する。
③ 市場委員会（ ）The Market Council

事業者との交渉が決裂した場合，消費者オンブズマンは，市場委員会に当該販売
活動や契約条項の差し止めを申し立てることができる。

市場委員会は，この分野における裁判所としての役割を果たす機関で，消費者オ
ンブズマンから申し立てられた事案，もしくは独自に必要と考える事案について審

理する。そして，消費者の利益のために必要と判断すれば，当該行為を禁止し，課
徴金を課すことができる。市場委員会は，子ども・平等省の大臣より任命される９

人の審査官により構成される。市場委員会の決定に不服のある事業者は，通常裁判
所に不服申立てすることができる。

④ 消費者オンブズマンによる差止め
消費者オンブズマンは，事業者に対し，当該販売活動や契約条項を禁止する決定

を出す権限があり，課徴金を課すこともできる。

３ 消費者教育
(1) 総論

消費者オンブズマンの本来の役割は，取引の公正を監視することであり，消費者教
育は子ども・平等省の所管である。したがって，消費者オンブズマンによる消費者教

育は，付随的な活動と位置付けられ，監視や苦情処理の過程で得られた情報提供が主
なものとなる。

(2) 情報提供
① 苦情の公開

消費者から寄せられた苦情は，基本的には全てリスト化して，消費者オンブズマ

ンのホームページで公開される。リストには，日付，事業者名，苦情の内容・ジャ
ンルなど，一定の情報が掲載される。

http://www.forbrukerombudet.no/index.gan?id=110 8842&subid=0３
このリストに掲載された事案については，消費者オンブズマンにコンタクトを取

れば，更に詳細な情報を得ることができる。企業秘密や個人のプライバシーに関わ
る事項は公開されないが，強引な勧誘をした等という情報は公開される。

このように事業者名を含めて情報が公開される制度を取っているのは，ヨーロッ
パの中でも北欧など一部に限られており，ＥＵでも同様の制度を導入しようとして

いるが，ドイツやフランスなどが反対している。ノルウェーや北欧には，もともと
情報公開の伝統があるため，特に事業者からの抵抗もなかったとのことである。

② メディアへの働きかけ
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消費者への情報提供の手段として，消費者オンブズマンではメディアの利用を重
視している。消費者オンブズマンでは，情報提供に関する専門の担当者は２人しか

， 。 ， ，おらず 大きなキャンペーンなどを行う余裕はない 一方 メディアを利用すれば
一般消費者へ注意喚起することができる。すなわち，メディアの利用が最も効率的

かつ効果的なのである。
例えば，重要なケースについては，メディアに働きかけて，記事を書くよう情報

を流す。その際，戦略的な利用ということが常に意識されており，どのように情報
を提供するか，どの媒体を利用するか等について，当該情報の性質（特に情報を受

け取ってほしい消費者の属性など）に鑑み，最も効果的な方法が検討される。
そして，問題提起をメディアで行った後は，消費者オンブズマンのホームページ

でフォローするという体制が整っている。これにより，消費者への情報提供が十分
なものになるだけでなく，メディアにより継続的に報道がなされる。

消費者オンブズマンからの情報提供について，メディアの多くは積極的かつ協力
的である。これについて消費者オンブズマンでは，消費者オンブズマンが積極的に

働きかけ，情報を提供しているからではないかと分析していた。
また，メディアへの情報提供においても，消費者オンブズマンは事業者の実名を

含めて提供する。その際，事業者の意見も同時に伝えるなど，情報が公平に扱われ
るよう留意している。

③ テレビ番組
２つの主要なテレビチャンネルで，１週間に１回，３０分間の消費者向けの番組

を放送している。
④ 事業者との共同発表

消費者オンブズマンが問題があるとして，事業者と交渉に入った事案で，特に多
くの消費者に関係のあるような案件については，事業者と合意に達した段階で，そ

の内容を共同で発表することがある。
消費者オンブズマンが共同で発表することにより，一種のお墨付きを与える効果

があり，消費者に安心感を与えることができる。また，同業他社に対して，一定の

基準を示すことができる。電気会社の契約条項について，この手法を採ったことが
ある。

(3) 消費者教育・啓発
① 関連機関との連携

消費者オンブズマンでは，特に問題となっている事例について，関連機関とプロ
ジェクトを組んで対応している。

例えば 「インターネット詐欺をいかに防ぐかというフォーラム」は，消費者オ，
ンブズマンがコーディネートして実施した。

・ 背景
偽宝くじ，デートサイト，オークション詐欺，フィッシング，虚偽のキャンペ

ーンなど，様々な種類のインターネット詐欺による被害が多発した。このため，
迷惑メールを阻止する権限を有する消費者オンブズマンが呼びかけて，フォーラ

ムを開催した（もっとも，こうした詐欺を引き起こす迷惑メールの大半は，ノル
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ウェー国外から発信されたものである 。。）
・ 概要

， ， （ ， ），警察 公的機関 コンピュータソフト会社 マイクロソフト シマンテック
銀行，インターネットオークション会社，プロバイダー会社など，公的・私的な

団体が３０団体参加し，２００６年２月から会議を行った。
その成果として，セキュリティーポータルサイトを立ち上げて，情報を提供し

ている。
② 消費者啓発

消費者オンブズマンのホームページに５つの一般的な事例（虚偽ロッタリー，
フィッシング，ネットオークション，偽のウェブ店，占い師）の実例を写真入り

で載せて，紹介している。
(4) 子どもに対する消費者教育 ～携帯電話・インターネットトラブルを中心に
① 問題の所在

消費者オンブズマンでは，ここ数年，携帯電話の問題，特に子どもと携帯のこと

を特に取り上げてきた。ノルウェーでは，１０歳の子どもの１０人に９人が携帯を
持っており，７歳で携帯を持っている子どもの数も増えていると言われている。こ

うした状況の中，子どもにとって携帯電話はとても魅力的な商品であり，携帯電話
のコンテンツを利用する子どもも多い。すなわち，携帯電話業界にとって，子ども

が最もアクティブな利用者であり，子どもをターゲットにした広告も増えている。
一方で，子どもは，お金がないので，安い商品・サービスに飛びつきやすい。ま

た，携帯電話のコンテンツサービスはウェブ上で簡単に買えるが，値段や条件など
について，明確で充分な情報を事前に与えられていないことも多い。消費者オンブ

ズマンに寄せられる苦情も増えている。
② 活動内容

消費者と事業者の双方から情報を得て，正しく伝える。
・ ガイドラインの制定：取引に入る前に必要な情報を与えることを内容とする
・ 業界の自主ルールの制定への対応

・ 携帯電話会社とコンテンツプロバイダとの協力関係の推進
・ 消費者に対する情報提供：

“ （携帯The consumer Ombudsman's guide on smarter use of your mobile phone”
の賢い使い方）をホームページに掲載している。ここには，注文していないサ

ービスについての請求書への対処方法やトラブルになった際の対応，トラブル
の防止方法などが記載されている。

③ プロジェクト「 」Safety in children's use of mobile phones and the Internet
２００６年から２００７年にかけて，消費者オンブズマンがイニシアティブを取

って，携帯電話会社とインターネット事業者，行政機関などを集めた会議が開催さ
れた。

その結果，
・ 年齢制限がある携帯電話のコンテンツサービスについては，提供する側の年齢

チェックを徹底する。
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， ，・ 大人向け・子ども向けの携帯電話ガイドを作成し 子どもが携帯を買った時に
親にもガイドを配布し注意喚起する。

・ 事業者と行政機関が協力して，全国の小学校における説明会を行う。説明会が
オンブズマンの開催するものであっても，業者のものであっても，同じ情報が提

供されるようにする。
・ インターネットの賢い使い方（ホームページの作成）

匿名の使用や個人情報の提供に注意を促す内容となっている。
④ その他の消費者教育 ～消費者オンブズマンがイニシアティブを取ったもの

・ ノルウェーメディア協会（ ）とのプロジェクトThe Norwegian Media Authority
インターネット，ゲーム，携帯の使い方について，最も販売数の多い新聞に

折り込み広告を入れた。
子ども向けのショートムービーを作成。予算は，メディア協会が負担してい

る。
http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Barn/Trygg-bruk-filmer/

・ ( )のプロジェクトInSafe European network of e-safety awareness
ＥＵが支援している，インターネットの安全に関する啓発団体のネットワー

クである「 」では，親と一緒に考える消費者教育キットを開発し，ホーInSafe
ムページで提供している。

http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/resources/e_safety_kit.htm
・ 子ども・平等省から発行されている小冊子

・ 「あなたが自分で決めるキャンペーン」
The Norwegian Board of Technology The Norwegianいずれも行政機関である ，

， が共同しData Inspectorate The Norwegian Directorate for Education and Training
て行ったキャンペーンである。

http://www.dubestemmer.no/en/
・ 児童福祉事務所（ ）The Childminder

親からの子どもに関するテレビ，ゲーム，メディアの暴力等に関するアドバイ

スを行っている。
http://www.barnevakten.no/sider/tekst.asp?side=22552

（担当：青島幸生，白石裕美子，拝師徳彦）
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ノルウェー消費者委員会
（The Norwegian Consumer Council）

Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo, Norway住 所：

+47 2 40 05 00電 話：( ) ３
E-mail epost@forbrukerradet.no：

H P http://www.forbrukerradet.no/engelsk_fransk/：
応対者： （アウドウン・シャイツボル氏）Audun Skeidsvoll

2009 6 4 PM1 :00 14:00訪問日： 年 月 日（木） ３ ～

１ 組織の概要
(1) 概要

消費者委員会は，消費者全体
，の利益を守るために設立された

消費者問題に関する中心的な行
政組織である。

消費者委員会の目的は，社会
における消費者の影響力を強化

し，産業界のみならず消費者の
利益も実現する発展に貢献し，

消費者の地位を高めることにあ
。 ，る 消費者と事業者との間には

提供される商品やサービスにつ
いての知識に，大きな差がある。消費者委員会の使命は，このような消費者と事業者

との間の情報格差をなくし，消費者を事業者と対等な立場にすることにある。
消費者委員会は，消費者オンブズマンと同様，子ども・平等省に属しているが，そ

の政策決定については独立の決定権限を有し，産業界や他の組織から影響を受けるこ
とはない。

消費者委員会の主な活動は，消費者政策に関して他の省庁や事業者に働きかけを行
， ， 。うこと 情報提供を主とする消費者教育・啓発 消費者からの相談対応の３つである

(2) 組織
・ 理事会：子ども・平等省に任命された７名の理事によって構成される意思決定機

。 ，関 消費者委員会の消費者政策に関する方針と消費者委員会の運営の双方について
決定する。

・ 事務局：消費者委員会の事務局は，消費者政策部門と情報部門に分かれる。消費
者政策部門には，法律家だけでなく，経済，社会科学，食品，環境に関する専門家

が所属している。情報部門は，ウェブサイトや雑誌（ 」 約４５「Consumer Report
年前に創刊された。消費者に関する雑誌ではノルウェーで最も古い ，消費者教育。）
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のプログラムを通じて，消費者の要求にあった情報を提供している。
・ 消費者政策フォーラム：理事会の顧問のような機関として，消費者政策フォーラ

ム（ ）が設置されている。このフォーラムは，２５の関連Forum for Consumer Policy
省庁や研究機関，組合，事業者団体などの代表により構成されている。そして，消

費者委員会の理事会に対して，消費者政策について助言をしたり，理事会が決定を
する前にフォーラムとしての意見を表明することができる。

・ 地域事務所：消費者委員会は，ノルウェー全体に，１０の地域事務所を持ってい
る。地域事務所は，消費者からの直接の相談窓口であり，弁護士や経済の専門家な

どが，消費者からの苦情や相談に対して，助言等を行っている。
消費者委員会全体で，年間１４万件の苦情や相談を受けている。

(3) 財政
財源は国からの予算であるが，月刊誌の広告収入や相談電話（ホットライン）の料

金など，独自の事業収入もある。
(4) 学校教育における消費者教育

消費者委員会は，北欧閣僚会議の消費者教育に関するネットワークなど国際的なネ
ットワークやプロジェクトに参加している。

なお，消費者委員会の概要について説明している消費者委員会の冊子（英語）は，
以下の で見ることができる。URL
http://forbrukerportalen.no/filer/fil_FR_ENG_Profilbrosj.pdf

２ 活動内容
今回ヒアリングに応じてくれたアウドウン・シャイツボル氏は，消費者委員会の政策

ディレクターということで，主に消費者委員会の消費者政策について説明してくださっ
た。

その中で，同氏が繰り返し強調していたのが 「どのように消費者に働きかけるか」，
という視点が重要であるということである。
(1) ２００８年の主な活動
① 魚介類の品質に関する調査

ノルウェー産の魚介類に関して調査を行ったところ，日本に輸出したものの方

がノルウェー国内で流通しているものよりも，品質が高いことが判明した。
そこで，消費者委員会では，ノルウェーの消費者が，自分達が食べている魚介

類の品質について関心を持つよう，この調査結果をデータで示した。その結果，
ノルウェーの消費者は，魚介類の品質について関心を持つようになり，国内に流

通する魚介類の品質についての規制が実現した。また，食品の品質についての検
査機関を消費者委員会内に設置するに至った。

これは，消費者委員会が，調査の結果を効果的に使い，消費者への働きかけが
成功した一例である。

② レストランの衛生面の評価
消費者委員会と保健省など関連機関が協力して，レストランを衛生的な観点から

４段階で評価した。消費者に分かりやすいように，顔のマークを使って段階表示し
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てある。
これも，レストランの経営者に対して注意喚起するとともに，レストランの衛生

面についての消費者の意識を高める意図があると思われる。
③ インターネットバンキングの問題

ノルウェーでは，インターネットバンキングの利用率が高いため，これに伴う誤
振込（口座番号を打ち間違えた）の問題が数多く発生している。

消費者委員会は，このような誤振込による責任は，個人の消費者ではなく，銀行
やプロバイダにあると考え，業者との交渉を行っている。本人の希望から裁判に持

ち込まれたケースもあるが，消費者委員会の交渉により銀行から返金を受けられる
ケースも多いようである。

(2) 今後の課題
① ＥＵにおける規制の向上

ノルウェーは，ＥＵ加盟国ではないが，情報通信手段の発達や経済のグローバル
化によって，消費者被害も国境を越えて生じうる。そこで，ＥＵにおいていかなる

規則がなされるかは，ノルウェーの消費者に大きな影響を及ぼすため，消費者委員
会はＥＵの規制に対する働きかけを行っている。

この点，ノルウェーの規制の方がＥＵの規制よりも，消費者保護に厚いことが多
い。このため，消費者オンブズマンと協力をしたり，政治家の助力も得ながら，Ｅ

Ｕの規制レベルを向上させるよう働きかけている。
② クラスアクションの取組み

現在，消費者委員会では，金融商品の被害に関し，クラスアクションの準備をし
ている。これは，クラスアクションとしては，最初のケースとなる。

ノルウェーでは，保険やファンド，公社債などを組み合わせた複雑で理解困難な
金融商品が販売されており，これに投資して多額の損失を被った消費者が数多く出

ている。被害額は，１４．３億クローネ以上とも言われており，大きな問題となっ
ている（調査当時のレート：１クローネ＝約１６円 。）
この点，クラスアクションで勝訴すれば，多くの同様の被害にあった消費者がこ

れに続き，救済が可能となる。このため，多くの被害者に働きかけ，被害回復を促
す意味でクラスアクションの重要性は高いが，一方で敗訴のリスクも高く，慎重に

やらなければならない。訴訟においては，カウンセリングの必要性などではなく，
商品の内容そのものを問題にしたい。

③ 製品の安全性に関する問題
日常的に発生する製品の安全性に関する問題は，被害額が小さいケースが多い。

このため，個人では諦めてしまうような問題についても，消費者委員会では取り上
げ，必要であれば損害が３～４万円の事案でも訴訟に持ち込む。

このような取組みは，個々の事案では事業者の政策や態度を変えられなくても，
件数が集まることで問題のある商品を市場から排除することができる。

④ 科学技術の発達による消費者被害
科学技術の発達によって新しい商品が開発されるたびに，消費者の権利が脅かさ

れている。
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， ， 。例えば ノルウェーでは テレビ本体とテレビ番組がパッケージ販売されている
つまり，購入したテレビによって，視聴可能なテレビ番組が限られてしまう。同様

iTunes iTunesのことが，アップル社の「 」サービスでも問題となった。すなわち 「，
」で購入した曲は，同社の販売する でしか再生できないとされ，消費者Store iPod

の権利が侵害された（ノルウェーでは，消費者オンブズマンがこの問題を市場委員
会に持込んだことを受けて，アップル社は 「 」の全楽曲を全ての音楽， iTunes Store
プレイヤーで再生できるようにすると発表した 。。）
このように，ハードとソフトの提供者が同一である場合には，特に消費者の権利

侵害が生じやすい。消費者は，自分が購入した商品について，どのような権利があ
るのか考えなければならないが，消費者委員会は，このような観点からも消費者を

バックアップしていく必要がある。
また，インターネットの普及に伴い，インターネットのゲームなどを通じて，消

費者が個人情報を提供してしまうという問題が生じている。これは，特に子どもに
顕著な被害であるが，このようにして流出した個人情報を取引する市場ができて，

マーケティングや宣伝勧誘に使われている。このような現状を消費者に警告し，重
要性を理解してもらうためにも，どのような情報がどの程度集められているのか，

トロンハイムの工科大学で調査し，消費者委員会のホームページで公開している。
⑤ 金融に関する研究

上記②で紹介したように，ノルウェーでも深刻な被害を生んでいる金融商品につ
， 。いて研究しているほか 金融危機の与える影響について金融市場の調査をしている

⑥ 食品の製造・流通コストについての調査
食品の製造・流通の各過程で，どの程度の費用がかかっているのかを調査するこ

とによって，消費者が支払っている食品の価格が適正なものであるのか否かを検証
する。結果次第では，消費者へ働きかけ，一定の規制などの効果を期待できる。

⑦ グリーンチョイス
， 。深刻な環境問題の１つの解決策として 消費者にグリーンチョイスを呼びかける

その前提として，各食品が環境にどの程度優しいかを調査する。消費者が，毎日の

生活の中で，環境に配慮することができるように。

３ その他
消費者委員会の相談窓口の認知度について質問をしたところ，ほとんどの人に認知さ

れているとの回答であった。その要因としては，テレビで消費者問題に関する番組が放
映されるなど，消費者に対する周知・広報が十分になされていることが大きいようであ

る。
もっとも，ノルウェーの消費者が被害やトラブルに遭うと，まず自分で事業者と直接

交渉する人がほとんどで，事業者側も真摯に対応するようである。このため，相談窓口
に相談される事案は，消費者トラブルの５％に過ぎないと言われている。

（担当：青島幸生，白石裕美子，拝師徳彦）
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国立消費者研究所
（ ）The National Institute for Consumer Research

Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo, Norway住 所：
+47 22 04 5 00電 話：( ) ３

F A X +47 22 04 5 04：( ) ３
E-mail sifo@sifo.no：

H P http://www.sifo.no/：
応対者： （アーネ・ドウルスルド氏）Arne Duosrud

（クリスチャン・ポッペ氏）Christian Poppe
（ポウル・ストランドバッケン氏）Pal Atrandbakken

2009 6 4 PM14:00 16:00訪問日： 年 月 日（木） ～

1 組織の概要
(1) 概要

国立消費者研究所（ＳＩＦＯ）は，主に消費者のための調査，報告，テストを行っ
ている，ヨーロッパでも数少ない研究所である。

消費者オンブズマンや消費者委員会と同様，子ども・平等省に属しており，ＳＩＦ
Ｏの所長であるアーネ・ドウルスルド氏によると，その役割分担は 「消費者オンブ，

ズマンは手。消費者委員会は耳。ＳＩＦＯは目 」である。調査研究の結果を消費者。
委員会などに提供することによって，消費者政策に影響を与えている。

学術的な評価を受けた団体であり，マーケティングのためではなく，国民の福祉の
ために活動している。

(2) 財政
財源の内訳は，国からの予算が６０％，プロジェクト資金が２６％，出版などの事
業収益が１４％となっている。

近年の政府予算と売上げの関係は次の通りであり，従事者数に変化はないのに，売
上げは伸びている。

政府予算 売上げ 従事者数

２００３年 ２０３０万 ３２２０万 ４９
２００４年 ２１９０万 ３４９０万 ４８

２００５年 ２２７０万 ３５００万 ４９
２００６年 ２３１０万 ３４２０万 ４７

２００８年 ２５０１万 ４１２０万 ４９
（単位：クローネ）

(3) 組織
調査部門と運営部門，広報部門とに分かれて活動している。
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２ 活動内容
(1) 調査テーマ

ＳＩＦＯの調査部門は，大きく分けて３つのテーマを扱っている。そして，各テー
マ毎に，中心的課題と戦略的調査事項が掲げられており，消費者政策への影響力を意

識した調査が行われている。
① 科学技術と持続可能性

中心的課題は 「消費と環境」に関する調査及び商品テストである。商品テスト，
については，１９３８年に実験室が設けられ，その後消費者運動が盛んになったこ

とを受けて，様々なテストが行われるようになった。主に，台所や洗濯に関する家
電製品，洗剤，布製品についてのテストが行われている。

② 消費者政策と家計
このテーマの中心的課題として行われた標準家計の基礎調査では，性別や年齢，

家族の人数などを基に分類された１２の分野にかかる費用が調査された。この調査
結果は，子ども手当や社会福祉などの社会保障のモデルや，銀行や保証会社などの

信用格付けに使われている。
③ 消費者文化（カルチャー）

中心的課題として，食品とデジタルメディアが消費者文化に与える影響を調査し
。 （ ） ， 。ている 食の問題 肥満の増加など は ヨーロッパでは大きな問題となっている

(2) 表示に関する調査
消費者政策の一環として，表示は重要な役割を果たす。表示により，消費者はより

早く分かりやすく情報を入手することができるからである。このため，表示が正しく
運用されているかの調査が必要とされる。

一方，表示は，事業者のブランド化に寄与し，ひいては事業者による消費者志向を
浸透させる役割も果たしうる。このため，表示が上手く機能しているかを調査するこ

とも，消費者政策を考えるうえで重要となってくる。
調査は，
・表示と商品の内容が一致しているか

・表示が消費者の選択に影響を与えているか
・表示が公的な規制として求められているか

という事項について行われた。

３ 多重債務問題について
(1) 歴史

１９８１年以前は，クレジット関係について規制が厳しかった。このため，問題が
まとまって表面化することはなかった。

１９８１年から１９８６年にかけて，規制が緩和され，選択肢が広がった。このた
め，個人が責任を負担しなければならなくなり，消費者の危険性が高まった。

１９８８年から１９９３年の間に，国外，国内の金融危機により，債務危機が生じ
た。これに対応すべく，様々な新しい規制がなされた。

・ 負債整理法（１９９３年）
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負債のある人が債務処理の決定権を持つようになった。つまり，オーバーロー
ンになったと思ったら裁判所に行けば負債が減らされるという制度ができた。

・ カウンセリング（１９９３年）
政府に，負債がある人の専門的カウンセリングを義務づけた。これにより，早

い時期での対応が可能になった。
・ マネーコレクション（１９８８年）

・ 教育（１９９５年）
１２歳から１９歳までの学生に対し，個人金融教育が義務教育で行われるよう

になった。学校の教育の中で，数学など様々な科目に取り入れられた。小さな子
どもは，調理実習で食事を作るのにどのくらい費用がかかるのかということから

始め，大きくなるにつれて借金について学ぶというようなカリキュラムが作られ
た。

(2) 多重債務問題に関する研究
多重債務問題は，分布，原因，影響，対策，カウンセリングなどの面で見る必要が

ある。
① 多重債務問題の分布

多重債務に陥る債務者の家族構成や所得などを，毎年調査した。その結果，１９
９２年をピークに，その後減少傾向にあること，２００８年が最低であったのを境

に，また増加傾向にあることが明らかとなった。経済危機の影響が大きい。
また，多重債務の犠牲になるのは，若い世帯，負債のある世帯，低所得世帯，不

安定な収入の世帯に多い。
② 原因

多重債務の原因を，支出の面，収入の面，その他の面から分析すると，次のこと
が明らかとなる。

まず，支出に関しては，債務が増加する原因として，借入れすぎることに加え，
変動金利や今まで借りていなかった人たちに対する貸付け，新しい金融商品の販売
などが挙げられている。また，物価の上昇や予想外の支出があったこと，規制緩和

や税制の変更などの政策の変更も，支出増加の要因となる。
次に，収入の減少の原因としては，貧困や不安的な収入，失業，自営業などが挙

げられる。
さらに，病気や離婚なども多重債務の原因となりうる。

収入と支出との関係について，総支出額を総収入額で割った値が１より大きくな
ったら問題『 > 』である。problems=total Expenditures / total income 1
③ 多重債務により受ける影響

経済的影響としては，家を失う，職場や仕事を失う，信用を失う，経済的に排除

される。
， ， ， ，社会的影響としては 家庭崩壊 悪い評判 子どもの進学などの機会が失われる

社会的に排除される，疎外感を感じる。
さらに，身体的ないし精神的にも健康が害されることがある。

④ 対策
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・経済的合理性の追求
高い収入を得られる仕事に就くことや，副業を行うこと，高学歴を修めること，

資産を売却すること，家計の予算作り，計画的に消費すること
・社会的動機付け

⑤ カウンセリング
制度の特徴は，地方自治体の義務であること。窓口は，福祉事務所や労働福祉局

， 。に置かれ エコノミストや社会福祉士がカウンセラーとしてカウンセリングを行う
年間２０，０００件以上のカウンセリングを受けている。カウンセリングが行わ

れた事案のうち，３７％は債務の減額を受け入れてもらい，解決した。１０％は負
債整理法による処理を行った。

昨年の金融危機のため，最近相談者が爆発的に増えている。あまりに相談者が多
いために連日予約がいっぱいで，何日も後にならないと予約が取れないような状態

となっており，本当に多重債務者のために機能しているのか危惧する声もある。
⑥ 負債整理法による処理（個人再生）

負債整理法によって処理した事案について，１９９９年と２００４年のデータを
比較すると，次の通りである。

・子どものいる家庭：３０％→５％
・住宅の売却を余儀なくされた：３２％→１８％
・収入を得ている人：５４％→３２％
・アルコール・薬物依存：７％→１８％
・健康に問題がある人：３０％→５０％
負債整理法による処理件数は，減ってはいないが，まだ新しいものが機能してい

ないのではないか。
５年間で危機を乗り越える（支払いを終える 。そうした人が，５年後どうして）

いるかを現在研究している。
（担当：青島幸生，白石裕美子，拝師徳彦）
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ヘドマルク大学（Hedmark University College）
ＣＣＮ（Consumer Citizenship Network）

Hedmark University College, Larerskolealleen 1, 2418 Elverum, Norway住 所：

The CCN Core Administrative Unit Hedmark University College，
postal address: Post office box 4010 Bedriftssenteret, 2306 Hamar Norway.
+47 624 30000電 話：( )

：( ) ）FAX +47 625 17601
H P http://english.hihm.no/：

http://www.hihm.no/Prosjektsider/CCNＣＣＮ

応対者： （子ども・平等省 シニアアドバイザー）Ole Erik Yrvin
（ 准教授， プロジVictoria W. Thoresen Hedmark University College CCN

ェクトマネージャー）
2009 6 5 AM10:15 12:00訪問日： 年 月 日（金） ～

１ Ole Erik Yrvin
（子ども・平等省 シニアアドバイザー）

子ども・平等省

所在地：Akersgata 59 Oslo
電 話：( )22 24 9090+47

(1)子ども・平等省と消費者教育
消費者教育の主管省庁は「子ども・平

等省 （以前は子ども・家族省 。」 ）
担当大臣は，アンニッケン大臣(２００

９年６月現在)。
消費者委員会（ ，国consumer council）
立消費者研究所 も エコラベル 白(SIFO） ， （
鳥）も同省の下にある。子ども・平等省には，金銀の品質調査委員会も下部組織にあ

る。
イルヴィン氏は，子ども・平等省の消費者課のシニアアドバイザー。1991年からこ

の仕事に携わっている 「ノルウェーの消費者教育の生みの父 （ トーレセン先。 」 CCN
生の説明）である。

URL参考：子ども・平等省
http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/BLD-arbeider-for-at/Organisation/Departments.html?id=
325

(2) ノルディック・カリキュラム
ノルウェーは，近隣諸国と密接な関係を有しており，消費者教育に関しても，近隣
諸国から学ぶことも非常に多い。過去２０年間に議論された北欧における消費者教育

が 「消費者教育における目標の案」に集約され，日本語訳も出されている。現在改，



- 51 -

訂中である。
， 「 」（ ）２００９年２月には から Promoting Consumer Education FEB.2009OECD

が刊行されている。
２０００年に出された（Consumer Education in the Nordic Countries：Pro

posal of objectives for and content of consumer education） 年(2000
北欧閣僚評議会 には消費者教育の重要な分野として)
①家計
②消費者の権利と責任

③広告と影響力
④消費と環境

⑤食育
⑥製品の安全性と生活上の安全

の６つが取り上げられている。
参考資料

” ”Consumer Education in the Nordic Countries
http://www.norden.org/en/publications/publications/2000-599?set_language=en&-C=

(3) 消費者教育の方法
， ，日常生活に密着した内容で興味が持てる内容であること 対話やロールプレイング

シミュレーション，ゲームなどの方法を使った学習。また現在の学校では情報技術の

利用拡大が進み，インターネットを利用した学習においても消費者問題をテーマにす
ることも多い。

） 。各種教科で横断的に教える横断的なアプローチ( をとるinterdisciplinary approach
北欧，ヨーロッパの国際的な協力なくしては消費者教育はなしえない。

○ 家計 １９８８年～１９９３年にかけ，ノルウェー経済危機に。多くの個人が
支払い不能状態に陥った。問題解決に時間を要したが，それが現在の金融危機の
対処にも役だっている。その頃からイルヴィン氏は消費者教育に係わるようにな

った。
○ ノルウェーでは，広告はその影響力の大きさから消費者への圧力と考えられて

いる。
新たに上記６つの分野を４つに再整理し 「テクノロジーとメディア 「持続， 」，

可能な消費」を，４つの分野に共通のテーマとして位置づけている。テクノロジ
ーについては大変に日本の協力をいただいた。若者はテクノロジー，高齢者には

経験，これを融合させることが有効である。
再整理後の４領域と共通テーマは，以下のとおりである。

● ２つの主要な柱（共通テーマ）
「メディアと技術に関する能力」および「持続可能な消費に関する能力」

● ４領域
「家計管理」

「消費者としての権利と責任」
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「マーケティングと広告メディア」
「家庭の管理と参加」

(4) 教員養成のための消費者教育
教師の教育に力を入れている。

国家カリキュラムとともに消費者教育に関する資料を，パッケージにして学生に配
布している。マーケティングに関する小冊子，法律の小冊子，持続的消費に関する小

冊子，トーレセン准教授の著書を教育大学の学生に配布している。
ＥＵでは「ヨーロッパダイアリー（ 」を２５０万部配European consumer diary）

布している。
(5) Q ＆ A
：ノルウェーでの「学校における消費者教育」について，政府の所管について，教Q
えてください。消費者教育は，子ども・平等省が主管しているのか。教育・研究省

との職務分担はどのようになっているのか。カリキュラムは，どこが作成している
のか。

Ａ：カリキュラムは，教育・研究省から出されるが，これに対して子ども・平等省が
意見を言う。消費者教育の専門家は，子ども・平等省にいるので，自分たちの意見

が非常に多く反映される。
Ｑ：事業者団体や企業は，学校における消費者教育に関わっているか。

Ａ：ノルウェーでは，事業者や企業が関与することはほとんどない。
（ の報告書にも，ノルウェーでは，事業者など民間企業の関与を歓迎しない，OECD
抵抗感が強いと記載されている）

２ Victoria W. Thoresen
（Hedmark University College准教授，ＣＣＮ）
(1) Ms.Victoria .Thoresenについて

ドイツ生まれ，アメリカ育ち，フ
ィンランドとウガンダに住み，現在

は で教育Hedmark University College
学の教員，ＣＣＮのプロジェクト・

マネージャーである。
もともと，価値教育，平和教育に

従事していた。国の消費者教育担当
部局から依頼されて「子どもたちが

よりよき消費者となるためのカリキ
ュラムづくり」に関わるようになっ

た。２００３年から の活動に従CCN
事している。

(2) ＣＣＮについて
① ＣＣＮは，教育者，研究者 （ ， ， などを含む）団体などで構， UNESCO UNEP CI
成される学際的な組織。３７カ国から１２７の個人または団体が参加している。
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そこでは，持続可能な消費を達成するための個々人による建設的な行動が必要で
あると理解されている。

また 「消費者市民」とは，倫理的，社会的，経済的，エコロジカルな思慮を踏，
まえた選択をする個々人のことである。

消費者市民は，家族や国や世界に責任をもつ行動をもって公正で持続可能な開発
の維持に積極的に貢献する。

② ＣＣＮのテーマ
ア 倫理上の課題

消費者市民は，繁栄の倫理上の課題にどのように取り組むか
イ 情報化社会

消費者市民は，メディアやＩＣＴをいかに建設的な道具となし得るか
ウ 権利と義務

消費者市民の，食，交通，住居，エネルギー，個人資産に関する権利と責任と
は何か

エ 国際連帯
ヨーロッパの消費者市民は，世界の貧困の根絶にどのような貢献ができるか

オ 参加
消費者市民社会において，社会的参加と自覚をどのようにして高めるか

カ 持続可能な開発
持続可能な消費をどのように教育するか

(3) Victoria Thoresenさんへのインタビューと発言（後掲資料による補充を含む）
① ＣＣＮの活動として，調査し，カリキュラムを開発し，教育方法のガイドライン

やつくり，教材作り，コンファランスやセミナーや教員研修を開催し，ＨＰやデー
タベ－スを作っている。これらの活動を通して，自立的な生き方が確立し，国際的

なパートナーシップが築かれるよう努力している。
② ＣＣＮの活動で興味深いことは，自然科学者，数学者，実業界，農業関係者など

， （ ，を含む学際性と 社会的・経済的に様々な条件の多くの国 あるメンバーは貧困の

独裁の，新興の国）からの参加者による国際性である。
ＣＣＮにおいては，何が持続可能な開発であるか，何が責任ある消費であるか，

何が責任ある市民行動であるかは共通の理解として確立している。
③ 今日の商業主義に挑戦する教育はどうしたら可能か。

個人の価値観を反映した自立したライフスタイルを学習することに光を当てるこ
とが大事である。そう考える理由は，２０００年を迎えても世界は未だに目標達成

にほど遠いからである。そして，ライフスタイルは病的な状況を増加させている。
債務は増加し，犯罪的行動も増えている。多くの国がそのような状況である。たと

えば，子どもは世界標準に合わせようとして ＰＯＤや携帯電話を買う，今日人々i
は激しく過剰な広告の攻撃に対処しなければならない，ということも重要である。

そして，消費者市民教育が重要である。そこから学習した「価値」というものを
日常生活にどのように取り込んでいくかを知ることが大切である。

④ 「価値」とは何かについて
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ライフスタイルと消費に関しての基本的な価値は，人生におけるモノと精神の両
側面の調和とバランスである。人生は，物質的ニーズを満たすだけではなく，精神

的に高めること，さらに社会を良くすることに貢献することでもある。
このように価値は平等，公正，信頼，思いやり，共感などである。

不平等，不均衡，人が不当な扱いを受けることの例はいくらでもある。欧米人の
消費（ ）には多くの否定的側面がある。環境を破壊すること，Western consumption
開発途上国に深刻な打撃を与えることなどである。
私たちが商品を購入する場合，それは，フェアでない条件の下でつくられたり，

労働者の尊厳を傷つけるような労働条件の下でつくられたりするものだったりす
る。このように，正義や，思いやりや，国際的な連帯というものが大切な価値であ

る。
ＣＣＮは，消費者市民社会教育，及び持続可能な消費への教育に向けて活動して

いる。そして，この教育に携わる先生たちや，システムとプロセスを学習しようと
している学生への助力をしている。

ＣＣＮは，消費者と事業者との相互関係や，消費者がどのようにして事業者を規
制したり環境を保全する立法に影響力を行使しうるかなどについても関わりをも

つ。

（付言）
なお，２００９年６月の訪問時には，時間的な制約等から十分な取材ができなかった

が，その後同年９月に，島田広弁護士が再訪し，詳細なインタビューが実現した。本報
告書に収録されたその成果を参照して頂きたい。

参照資料

http://www.ebbf.org/inspire_victoria_thoresen.Html
” ”Victoria Thoresen: Educating Civic Consumers
http://www.infoconsumo.es/escuela/web/nice/eng/nice_14.pdf
ページ（ ？）18 What is Consumer Education

http://eesc.europa.eu/sections/int/conferences/15_03_06_consumerday/documents
/contributions/PP_Thoresen.pdf#search='Education Civic Consumer GUIDELINE CCN'

” ”The Consumer Citizenship Network European Consumer Day
大原明美『北欧の消費者教育 （㈱新評論， 年 月）』 2003 11

（担当 松本明子・横山哲夫）



- 55 -

① 大学のあるハーマル（オスロ郊外）

の街の落ち着いたたたずまい

② 町はミエーサ湖の畔にある。

③ ヘドマルク大学
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消費者教育北欧視察報告書

第２部 ビクトリア・トーレセン准教授インタビュー

２００９年９月２４日

第２部では、２００９年９月２４日にノルウェー・オスロにて実施した
ビクトリア・トーレセン准教授とのインタビューの内容と、これを受
けた「北欧にみる消費者市民社会と教育」と題した人権擁護大会
における報告をご紹介する。

１ ビクトリア・トーレセン准教授インタビュー＆
ビデオメッセージ（反訳文）

２ 「北欧にみる消費者市民社会と教育」プレゼンテーション資料

３ 「北欧にみる消費者市民社会と教育」プレゼンテーション報告
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トーレセンさんインタビュー

2009年９月 2４日
ノルウェー・ハーマル市 ＣＣＮ事務局にて

島 田 広

イインタビュー

■自己紹介をお願いします。

皆さんにお会いすることが出来てとてもうれしく思っています。私は，１５年間，ヘド

マルク大学で教育学の教授をしており，教員養成を行ってきました。中でも主として，バ

リューエデュケーション，グローバルエデュケーション，カリキュラム作成の仕事をして

ました。

１０年ほど前に消費者教育の仕事を手伝ってくれと頼まれ，その結果として，持続可能

な社会に関する教育についての仕事も，するようになりました。

コンシューマ－・シティズンシップ・ネットワーク（ＣＣＮ）では６年間仕事をしてい

ます。

ＣＣＮは７か国で準備の成果をもとに，２００３年に始まりました。ＣＣＮの仕事は，

とてもエキサイティングなものでした。学問分野や背景の違う人たちが強い熱意と興味関

心をもっている分野だからです。

ＣＣＮが行ってきたような，人々が商業社会において果たすべき役割について，新しい

アプローチを開発する活動へのニーズが当時、明らかに高まっていました。

人々の強い熱意と興味関心によって，この分野でたくさんの具体的な成果が生まれまし

た。調査や，教材や教育方法，様々なキャンペーン，様々な活動などが世界中で行われた

のです。

■コンシューマーシティズンシップネットワーク（ＣＣＮ）とは何ですか。

ＣＣＮは，２００３年の秋に立ち上げられました。その理由は，消費者が自らを「被害

者」と感じていることが問題とされたからです。私たちは，消費者が，自分たちの社会に

おける役割をより建設的でポジティブなもので，自分や他の人たちの状況を改善するため

に，実は自分に出来ることがあるのだ，と理解できるようにすることが，非常に重要だと

感じました。

ＣＣＮは，リオデジャネイロとヨハネスブルグで開催された国際会議の決定とその実施

計画のコンセプトをもとに作られました。こうした会議の決定や国際的な合意の基本的な

考え方は，地球規模で考え，身近なところで行動すべきだ，というものでした。このこと

は，消費者が市場との関係で，従来と異なる新しい行動方法を学ぶ必要があることを意味

します。ＣＣＮは，消費者が単なる消費者ではなく，消費者市民としての役割を発揮でき

る，これまでと異なる方法を発展させようと努力してきました。

ＣＣＮは，３７か国の１３２の大学，研究機関，国際機関をメンバーとしています。

ＣＣＮは，ＥＵの資金を得て，ヨーロッパのプロジェクトとして立ち上げられました。

ＥＵの資金をＥＵ外の地域で利用することは，制限されています。しかし，その利益は大
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きなものであり，私たちのパートナーは世界各地にいて，プロジェクトを行っています。

日本のいくつかの大学にもパートナーはいますよ。他に，ケニア，インド，スリランカ，

カナダ，アメリカ，ヨーロッパの国全部，南アメリカのチリとアルゼンチン，ウルグアイ

などにパートナーがいます。

ＣＣＮはＣＣＮ１と２に別れており，最初のＣＣＮ１のフェーズでは，その後の課題と

なる，一般的なテーマと言葉の意味を定義付けることが中心になりました。

現代社会における消費者の倫理的側面を詳細に研究しました。これが主要なテーマの 1
つでした。

私たちは，どうすれば，メディアと情報通信技術（ＩＣＴ）を，消費者市民にとって有

益な道具にできるかについて，検討，調査，議論してきました。また，食品，移動手段，

住居，エネルギー消費，家計管理の問題における消費者の権利と責任についても詳しく検

討しました。

そして最後に，消費者が高い意識をもち，積極的に社会に参加する気持ちを高めるには

どうすればよいのか，どうすれば，消費者が建設的に社会に関与するようになるのか，つ

まり，事業者側や消費者庁のような行政機関や政府に対して，意見を述べたり交渉をした

りするようになるのか，あらゆる分野で積極的に行動するすべを，どのように理解させる

か，

そして最後に，持続可能な消費を，学校の中や学校外でどのように教えるべきか，につ

いて検討しました。私たちは教育のコース，短期の教育課程やセミナー，新しい教授法や

教材を開発しました。また，消費者市民教育のための調査研究を奨励し，その結果の発表

の場として数回の国際会議を行い，その結果を出版しました。

■コンシューマーシティズンシップ（ＣＣ）とはどのような考え方ですか？

個人が高い意識と批判的精神をもち，社会で消費者として建設的な役割を果たすこと，

そしてその人は，自分の購入や行動の結果について，それが自分だけでなく他の人に与え

る影響について，地球規模でものを考えるというのが，ＣＣの考え方です。

この考え方は，グローバリゼーションに大きく関連しています。一方で商品やサービス

は全世界から入ってきていて，消費者の権利と責任に関する情報を，全部理解することは

とても難しくなっています。

また，私たちが行う商品・サービスの購入，日常のライフスタイルが，地球の反対側の

人々に，良くも悪くも，影響を与えており，彼らもまた人類という家族の一員なのです。

■コンシューマーシティズンシップ（ＣＣ）は世界に変化をもたらすでしょうか。

私は世界がＣＣの概念によって変わってほしいと思っていますし，ＣＣの運動に関わる

パートナーたちも変化の必要性を確信していると信じています。

しかし，いま世界中で，いろいろなことが同時に進行していることを理解する必要があ

ると思います。それぞれ名前は違いますが，多くのものは共通の目的と内容をもっている

のです。大事なことですが，異なる運動がもっている共通の価値や原則，それらはＣＣと

共通するものであり，一緒に行動することができれば，私たちは世界を変えることが出来
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るのです。

こうしたＣＣの概念は，カナダとオーストラリアで始まり，ヨーロッパで急速に発展し

ました。このようにこの概念が発展したのは，一つには政府と地方自治体が，関係者に，

積極的関与が求められることを強調したためであり，もう一つには，市民も，意思疎通や

得られる情報により，より大きな力を持ちうるのだということを知るようになったためで

す。

また，国際社会で主要な問題となっている，地球温暖化と金融危機についても，ＣＣは

よい方向での解決策を示していることに，目を向けることが大切だと思います。こうした

こともあって，国連環境計画（ＵＮＥＰ）とＵＮＥＳＣＯが，ＣＣの考え方やメソッドを

採用し，持続可能な発展やそのための消費を定義付けしています。

■コンシューマーシティズンシップ（ＣＣ）は，消費者被害の防止に役立ちますか？

消費者が，詐欺や多重債務の被害にあわないということは，ＣＣの目標の一部です。

おそらく３つのレベルに分けることが出来ます。

第１のレベルは，なぜ購入するのか，その商品が欲しいと思うのはなぜか，という，消

費がその人にとってもつ具体的価値を，個々の消費者が理解できるようになるために，援

助することです。

第２のレベルは，情報を収集して理解し，一定の信条に基づいて商品・サービスを選択

する方法を学ぶことです。

第３のレベルは，高い意識をもち，自らの選択の結果について，情報を収集して理解す

ることができるというものです。

例えば私が家を買うとして，ローンや利息について知っていなければ，メンテナンスの

費用もないのに，家を買うことになるかもしれません。しかし，私が，信条、行動の制御

の仕方，そして足るということを学び，ローンや頭金，利息のしくみについて知っていれ

ば，ローンのしくみやその結果どうなるのかについて理解しているので，後になって，経

済的な困難に陥る恐れは，より少なくなります。

また消費者市民の役割は，自分たちの意見をフィードバックさせ，事業者，生産者と対

話する利害関係者となることでもあります。これは消費者の社会的責任の不可欠の要素で

すが，事業者にも，協力する責任があります。どのように協力するかということも，学ば

なければなりません。

■消費者が消費を控えることで景気が悪化するという危惧が，事業者側から出ませんか。

消費者は，事業者側からしても顧客であり，商品を購入し，需要を生み出しているのは

消費者です。ですから当然，事業者は，顧客がどんな商品を望むかに，強い関心を寄せて

います。

しかし，過去数十年にわたって，消費者は商業的広告により強くコントロールされてお

り，事業者側によって消費者が何を購入したいと思うべきかを，決められてしまっていま

した。

しかし，消費者は，「市民」として，事業者側に対して，単に何が利益になるかだけで
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なく，何が環境や社会にとってよい商品なのかを知らせることが出来るのだということに，

気付きつつあります。なぜなら，多くの消費者は有害な製品は望んでおらず，単に経済的

な意味に止まらない，世界の幸福に役立つような製品を求めているからです。

■豊かな国の消費者は，快適な生活をあきらめてＣＣを受け入れることことができるでし

ょうか？

ＣＣは，人類のすべての人々が，基本的な生活上の必要を満たす当然の権利を持ってい

る，という原則に基づくものです。

科学や調査研究の結果も，地球の資源には限りがあることを示してきました。豊かな

国々の人たちが行っている生活スタイルを地球上のすべての人が享受しつつ，地球がそれ

に見合うだけの資源を保持し続けるということは，ありえません。

ですから，ＣＣ特にＣＣＥは，行動の制御の仕方と足るという考え方を，教えているの

です。

ですから，人々は，地球上の資源を分かち合うことを受け入れる必要があります。そう

です，それは，豊かな国が何かをあきらめ，貧しい国が何かを得ることが出来なければな

らないことを，確かに意味しています。しかし，これは様々なプロセスを通じた協力によ

り，達成されなければならないことなのです。

世界中で，繁栄や満足，幸福を定義し直すためのたくさんのプロセスが実行されていま

す。なぜなら，私たちは，これまで長い間，どれだけお金があるかということだけを，豊

かさや幸福の尺度にしてきたからです。

■持続可能な社会とは？環境問題だけ指す言葉ではないのですか？

非常に重要なことですが，初めて持続可能性（サステナビリティ）の概念が確立された

ときから，環境も重視されていましたが，それに止まらず，社会的な発展（の持続可能

性），経済的な発展（の持続可能性）も，その柱とするものだったのです。

私たちは世界中のいろいろな物事を特定の分野に分断し細分化して考えてきたので，異

なる分野のものごとが相互作用しているとして，全体的な考え方をするのは，難しいこと

です。

ですが，この相互作用こそ，発展における最も重要な部分です。どうすれば個々人が地

球を破壊することなく社会的な発展をとげ，同時に，経済的発展をとげられるか，という

問題です。皆がそうした行動を取る必要があります。

■文化的な持続可能性も問題とされているようですが？

社会的，文化的な持続可能性については，社会科学者たちがさまざまな側面から研究し

てきました。

２つの方向から研究がなされてきました。

まず１つは，グローバリゼーションのために，文化や伝統が失われてきている，という

側面から研究しています。

もう１つの調査研究の方法は，世界中に広がっているライフスタイルに関連する病気に，

目を向けるものです。
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自殺をする人がどんどん増えるような社会は，持続可能な社会とはいうことはできませ

ん。人々が肥満になり，皆が糖尿病や重い病気にかかるとしたら，そのような社会は持続

可能とはいえず，そうした社会を維持発展させることはできません。犯罪，詐欺，個人情

報の不正取得が急速に広まって，消費者が互いに関わり合うのを恐れるようになると，社

会の機能は損なわれます。

■コンシューマーシティズンシップ（ＣＣ）とコンシューマーエデュケーション（ＣＥ）

との関係は？

世界で，あるいは地域の中で，若者や大人が，現代の日常生活や市場で求められる要求

にこたえながら，どうすれば社会の中でその役割を果たすことができるかについて，学ぶ

ことができるような学校は，ほとんどありません。

多くの国で，人生の意味については学校で教えられなくなり，個人が何を人生の目的と

考えるかは，広告や事業者側によって，決定されるようになっています。例えば自動車や

携帯電話，などなどです。

そこで，まず第１に，何のために生きているのか，人生で重要なものは何かを学ぶこと

が，教育の基礎・基盤ですから，学校でもこれらを取り上げて議論することが必要となり

ます。

また経済的なシステムを含む，システムとプロセスを理解することが，個人がそうした

システムやプロセスにおける自らの立場を理解するために，必要となります。

そして，創造力を発達させ，以前のものとは別の消費者の役割のあり方について考える

すべを学ぶことができること，このことが消費者市民教育の重要な一部なのです。

消費者市民教育において，私たちは非常に具体的で実際の生活に密着した事柄を扱いま

す。例えば食品やエンターテイメント，製品の安全，インターネットなどに関して，消費

者はどのような役割を果たし，どうすれば新たな解決策を見つけられるのか，ということ

をです。若者が，自らの経験から，極めて具体的に学ぶことが重要です。

そして最後に，消費者市民教育の重要な側面は，いかに変化に適応するかを学ぶことで

す。世の中が非常に素早く変化しているため，若者も大人も皆，変革管理（変化に応じて

自ら考え方やライフスタイルを変えていく）といわれる能力を高めることが要求されてい

ます。

最初に触れました「被害者としての消費者」という問題ですが，申し上げたいのは，消

費者市民教育とは，消費者自らが，（単なる被害者ではなく）新しい生活のあり方を作り

出す上で能動的で建設的な参加者たりうるのだということを実感できるよう，消費者に力

を与え，手助けをするものだということなのです。

■消費者市民教育は，北欧では定着しているのでしょうか。

そうです。ヨーロッパ，中でも北欧は，かなり前からこの問題について注目し，発展さ

せる努力をしてきました。それでも，まだ完成にはほど遠い状態ですが，北欧は他の多く

の国にとって，例えば，こうした問題をどのようにして教育カリキュラムに取り込めばよ

いのか，といった問題についての，１つの実例となってきました。
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■北欧で消費者市民教育の先進的な取組みを行えたのはなぜですか？

２つの理由があると思います。

１つは，北欧では，人々が，社会民主主義に基づく基本的な価値観，公平な世界である

ことが重要だという価値観を共有しているということです。

また，幸いなことに，北欧は経済状態に恵まれていました。このため，自分たちの状況

だけにとらわれることなく，世界の状況に目を向けることができたのです。

とはいっても，万事そうでしょうが，先駆者として熱心に献身的に取り組んだ人々のお

かげという面も強いのです。

■ヨーロッパの消費者教育に比べ、北欧では他者や環境への配慮を強調しています。なぜ

ですか。

その通りですね。そうした他者や環境への配慮を教える教育は重要であり，今後他の

国々でもそうなってくると思います。

こうした考え方は，それぞれ異なる省庁や異なる部署，異なる教育の分野同士が協力し

合うことを可能にすることにもつながっています。

環境の問題，地球温暖化によって私たちが直面している危機的状況やその原因，金融危

機といった問題や社会における種々の問題の間にある関連性に気付き，これらの問題を全

体的にみるなら，消費者被害からの保護を議論するだけでなく，より幅広い観点から消費

者市民について議論する必要があることがわかります。

１つ例を挙げると，最近の人口に関する国連の調査では，世界の人口の増加が，これま

での予想を大きく超えて進んでいます。それによって起こる問題は食糧の問題だけではあ

りません。もし中国の方たち全員が車を所有することになったらこの世界はどうなるのか，

みんながたくさんの薬品を使い，薬品を河川や土壌に流したらどうなるのかといった問題

が生じます。

地球上の人口はますます増加し，影響が拡大しているのです。

■ＣＣＮの活動には弁護士は参加していますか？

ＣＣＮのプロジェクトに参加している弁護士はいます。ＣＣＮのパートナーの多数は大

学の教育学関係の研究者ですが，大学で法律を教えている弁護士もいます。

弁護士には様々な意味で重要な役割があります。

１つは，人々が消費者についての政策や法律を改善していく為には，消費者の権利と責

任がどうなっているのかについて最新の情報が得られるよう，援助してもらうことが必要

です。

消費者市民という考え方は，全体として正義に基づいています。個々の消費者にとって

の正義，事業者側にとっての正義，政府や社会にとっての正義，それぞれの立場での正義

がありますが，何が正義かは，個々の状況の中でみなければ明らかにはできないものです。

正義や，何が正しく何が過ちかということについての従来の定義は，国際的な関係や配慮

が求められる，現代社会の状況のもとでは，役に立たないこともあり得ます。

このことは，新しい法を制定し，既存の法律や慣行を改めて，（国際的な問題での）新
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しい方法による協力や再調整，説明を可能にする為にも，法律家が必要とされていること

を意味します。

これは，大きなパズルのようなものです。

（若者の）態度や価値観や信条を成長させようとしている家族や先生がいて，それには

宗教その他のグループも関係しています。さらには，法的規制を行い，また消費者の権利

と責任についての理解を共有できるようにしてくれる，弁護士が必要となります。企業の

社会的責任に対する理解を助長してくれるような，ビジネスの世界で働く人も必要です。

このような人たちがそろって，初めて世界を持続可能な発展に向かって進歩させること

ができるのです。

弁護士が，法律の内容を一般の人たちが分かるような言葉で伝えることができるという

ことは，大変重要なことだと思います。そうした役割を果たす為には，弁護士は，法律が

制定された背景や趣旨を説明し，それを批判的にみる力を一般の人々に与える必要があり

ます。

弁護士は，世界で起こっている新たな事態について，調査をし，関係者に対する質問や

協議を行い，社会的な責任を考慮に入れながら，新しい法や制定法を作ることで，ＣＣの

発展にとって重要な役割を果たすことができます。

■日本の消費者行政活性化に，コンシューマーシティズンシップ（ＣＣ）は役立つでしょ

うか？

各国の伝統がありますが，日本においてＣＣＥのもたらす価値を伝統との関係で論じる

とすると，最も重要なのは当局に対しての問題提起をする能力（を与える）という点だと

思います。

当局に対して問題提起をする際には，消費者市民は批判的になります。しかし，建設的

に問題提起をし，普遍的な発展を模索するならば，単に利己的，個人的で，ビジネスマン

や問題を起こした人をやり込めるようなやり方にはならないでしょう。

そうした問題提起は，異なる集団や社会との間に，同じ目的に向かって協力する関係を

作るものであるはずです。誰も踏みつけにされることがなく，誰も限度を超えて行きすぎ

るということがなく，誰もが他人を利用して自己の利益を追求するようなことのない世界

にする，という目的の為の協力関係です。

ビビデオメッセージ

日本の皆さん，こんにちは。私はビクトリア・Ｗ・トーレセンです。こんにちは。

私は，弁護士の皆さんに，挨拶とメッセージを送ります。そして，すべての皆さんに，

社会を変え，考え方の違いや社会，経済，環境等の様々な分野の違いを乗り越えて，今日

世界が直面する課題について全体的でトータルな視点から考えることができる，そうした

モラルのある社会にしていくことに積極的に参加されることをお願いし，この課題に立ち

向かってほしいと思います。
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弁護士の皆さんには重要な役割があります。

一つは皆さんの持っている法や制定法についての知識を一般の人が理解できるような形

で共有するということです。

いま一つは，新しい制定法や法，規制を作り上げ，地球の環境や未来を破壊することな

く日本のみならず世界の人々が基本的生活の必要を満たす機会を保障する活動に参加する

ことです。

また皆さんには，事業者と消費者，政府が共同で新たな解決策を見出し，地球温暖化，

金融危機，日常生活の小さな問題からより大きな問題まで，世界が今日直面している困難

な問題を解決するのを助けるための課題と果たすべき役割があります。

皆さんがこうした活動において成功されることを願います。私たちは世界中で取り組み

を進めており，力を合わせて，すべての人のために持続可能な発展を達成できると思いま

す。

日本の皆さん，消費者市民社会を私たちと共に実現しましょう。ありがとうございまし

た。







































北欧にみる消費者市民社会と教育
２００９年１１月５日

島 田 広（福井弁護士会）

消費者問題対策委員会消費者教育・ネットワーク部会の島田です。
私は，今年９月２２日から２９日にかけて，ノルウェーを訪問し，ヴィクトリア・トー
レセン博士とインタビューを行いました。
トーレセン博士は，欧州を中心とした世界的なプロジェクトである，コンシューマー・
シティズンシップ・ネットワーク，略称をＣＣＮといいますが，このＣＣＮのプロジェク
トマネジャーとして，プロジェクト全体を統括すると共に，ノルウェー国内の消費者教育
行政にも関与しておられます。

１１ 消費者市民社会の考え方
本日は，トーレセン博士とのインタビュービデオも交えながら，短時間ですが，北欧に
おける消費者市民社会の実情とその可能性についてお話しします。
まず，そもそも消費者市民とは何かですが，ＣＣＮのガイドラインによれば，倫理的，
社会的，経済的及び環境的配慮に基づいて選択を行う個人と定義され，家族，国及び地球
的レベルで責任をもって行動することによって，正義と持続可能な発展を保つことに能動
的に貢献する存在であると説明されています。
この点，トーレセン博士は，次のように述べています。

簡単にいえば，従来の消費者教育，環境教育と市民教育，この三つを統合したものが消
費者市民教育であり，そうした教育を受けて，倫理，社会，経済及び環境に配慮した消費
を通じて，能動的に社会に参加する市民が，消費者市民ということになります。
そして，公正な市場のあり方や社会正義，持続可能な発展を，世界規模から身近なとこ
ろまで様々なレベルで実現するためには，こうした能動的な消費者市民の存在が不可欠だ

【ビデオ①】1分 30秒
個人が高い意識と批判的精神をもち，社会で消費者として建設的な役割を果たすこ

と，そしてその人は，自分の購入や行動の結果について，それが自分だけでなく他の

人に与える影響について，地球規模でものを考えるというのが，ＣＣの考え方です。

こうしたＣＣの概念は，カナダとオーストラリアで始まり，ヨーロッパで急速に発展しま

した。

このようにこの概念が発展したのは，一つには政府と地方自治体が，関係者に，積

極的関与が求められることを強調したためであり，もう一つには，市民も，意思疎通

や得られる情報により，より大きな力を持ちうるのだということを知るようになったため

です。国際社会で主要な問題となっている，地球温暖化と金融危機についても，ＣＣ

はよい方向での解決策を示していることに，目を向けることが大切だと思います。

こうしたこともあって，国連環境計画（ＵＮＥＰ）とＵＮＥＳＣＯが，ＣＣの考え方やメソッド

を採用し，持続可能な発展やそのための消費を定義付けしています。



というのが，消費者市民社会の考え方なのです。

２２ 消費者市民「登場」の背景
では，このような消費者市民という考え方は，どうして登場したのでしょうか。次にそ
のことを少しご説明します。
まず第１に，グローバリゼーションの影響により，企業の経済活動と政府の政策決定が
国際的な色彩を帯びる中で，市民の側も国際的な視点をもち，国際的な連帯を深めなけれ
ば，企業や政府に対して十分その意見を反映して権利を守ることが難しくなってきたこと
があげられます。
また，大量消費社会の世界規模での浸透と情報通信技術の発達により，個人の消費行動
や考え方に対する事業者側のコントロールが強まっており，市民が主体的に意思形成をし
て社会に参画するという市民社会の基盤の維持が危ぶまれていることも，背景の１つに挙
げられます。
トーレセン博士は，消費者市民の考え方が登場した背景について，次のように述べてい
ます。

このように，消費者を事業者によるコントロールから解き放ち，主体的な生き方と自分
自身の社会における立場や役割を再認識させることが，課題とされるに至ったのです。
そして，以上の結果，地球の温暖化や南北格差の拡大が進み，地球全体のサステナビリ
ティが重大な危機に直面していることが，消費者市民社会の考え方が登場した背景といえ
ます。
ここで大切なことは，サステナビリティ，持続可能性という場合に，環境問題のみなら
ず，経済，社会，文化全体の持続可能性が問題とされており，公正で活力のある社会を全
世界で作ることと，環境・経済の持続可能な発展とは一つだと考えられていることです。
こうした，公正で活力のある持続可能な社会を作るには，何が必要でしょうか。グロー
バリゼーションや大量消費社会，コマーシャリズムの浸透によって消費者が主体的に消費
行動や政治・社会のあり方を決めることが難しくなっている現代の社会情勢の中では，主

【ビデオ②】約 1分 5秒
多くの国で，人生の意味については学校で教えられなくなり，個人が何を人生の目的

と考えるかは，広告や事業者側によって，決定されるようになっています。例えば自

動車や携帯電話，などなどです。

そこで，まず第１に，何のために生きているのか，人生で重要なものは何かを学ぶこ

とが，教育の基礎・基盤ですから，学校でもこれらを取り上げて議論することが必要と

なります。

また経済的なシステムを含む，システムとプロセスを理解することが，個人がそうした

システムやプロセスにおける自らの立場を理解するために，必要となります。

そして，創造力を発達させ，以前のものとは別の消費者の役割のあり方について考

えるすべを学ぶことができること，このことが消費者市民教育の重要な一部なので

す。



体的・能動的な消費者の育成こそが課題とされるようになったのです。
このような要請にこたえるものとして登場した，消費者市民社会や消費者市民教育の考
え方は，日本でも従来から議論されていた消費者主権という考え方を，主権者となるべき
消費者のあり方という観点からとらえ，「現代の世界情勢の中でどのような消費者が主権
者たり得るのか」，その求められる要素を具体的に明らかにした考え方であり，「消費者
主権」の現代的発展のかたちともいえるでしょう。

３３ 消費者市民社会の広がり
こうした消費者市民社会の考え方は，国連等の国際機関によって採用され，急速に世界
に広まりつつあります。
１９９２年にはリオ・デジャネイロで，２００２年にはヨハネスブルグで，それぞれ地
球サミットとも呼ばれる世界首脳会議が開催され，「持続可能性のない消費・生産の方
法」を改めることが世界各国に求められました。
こうした一連の取り組みの中で，消費者教育の重要性が強く認識されるようになってお
り，２００５年には，国連が「持続可能な発展のための教育の１０年」をスタートさせて
います。
これは，その国連持続可能な発展のための教育の１０年のシンボルマークと，スタート
から５年目の今年３月にドイツのボンで開催された国際会議の様子を伝える，ユネスコの
ホームページです。
なお，キャンペーン１０年目の最終会議は，ここ日本で開催される予定となっており，
今後５年間の日本における消費者教育の進み具合が，世界の注目をあびることになります。
さらに２００６年，ヨハネスブルグ地球サミットに基づいて結成されたマラケシュタス
クフォースが，「持続可能な消費」のための教育カリキュラム作りを開始し，２００８年
にガイドラインが発表されました。
これがそのガイドラインです。
ユネスコや国連環境計画（ＵＮＥＰ）も，取り組みを強めています。これは若者向けの
消費者教育のためのガイドブックです。
このガユネスコのガイドブックでも，持続可能な消費の実現に向けて行政や企業を動か
す鍵を握るのが，消費者・市民であることが強調されています。
そして，こうした主体的，能動的に社会参加する消費者育成のための国際的ネットワー
クとして組織されたのが，コンシューマー・シティズンシップ・ネットワーク，ＣＣＮで
す。
ＣＣＮの活動について，トーレセン博士は次のように述べています。



ＣＣＮは，世界の教育関係者と連携しながら，消費者市民教育に関する様々な文献やガ
イドラインを発行し，教室で使える教材を開発し，教育関係者に対して講義を行ったり，
授業の実践例についての情報交換などに取り組んでいます。写真はインドネシアのバリ島
とオランダの子どもたちが相互に互いの国を訪問し合って持続可能な社会のあり方を考え
るという授業の報告です。

４４ 消費者市民社会がもたらすもの
最後に，消費者市民社会がもたらすものは何か，についてお話しします。
まず，消費者問題が，消費者教育の受け手にとって，単なる知識，ネガティブな知識で
はなく，ポジティブな生き方としてとらえられるものになることがあげられます。
これまでの学校現場での消費者教育は，ともすれば消費者被害や対策についての知識を
与えるだけのものとなりがちであり，また，社会には様々なトラブルが待ち受けていると
いう，ネガティブな情報を与えるだけのものになりがちでした。
しかし，消費者市民社会の考え方は，能動的な消費者が社会に参加して社会を変えてい
けるのだという，ポジティブなメッセージを受け手に送るものです。こうした，ポジティ
ブな生き方の問題として消費者問題をとらえることは，教育の受け手である消費者に「自
分にも果たすべき役割がある」と感じさせ，大きなモチベーションを与えるものであり，
消費者に単なる知識ではなく「生きる力」を与えるものともいえます。
また，消費者市民社会の考え方は，消費者被害を防止するという観点からも重要です。
単に知識として個々の悪徳商法やその救済策についての情報を提供しても，消費行動に
おける意思決定のあり方そのものが変わらなければ，消費者が事業者に利用される立場か
ら抜け出すことは難しいものです。
消費が自分にとってもつ意味を考え，不必要なものは買わない態度を身につけ，自らの
消費が自分や社会にもたらす結果について慎重に検討する，そうした能動的な消費者市民
になることは，不必要な消費を控えるようになるため，消費者が被害にあうリスクを減少
させますし，こうした基本的態度の上に悪徳商法等についての知識が加わることで，より
強固な被害防止を図りうると考えられます。
トーレセン博士は，消費者の意思決定のあり方を変えることと，消費者被害の防止との
関係に関して，次のように述べています。

【ビデオ③】1分 5秒
ＣＣＮは，２００３年の秋に立ち上げられました。その理由は，消費者が自らを「被害

者」と感じていることが問題とされたからです。

私たちは，消費者が，自分たちの社会における役割をより建設的でポジティブなもの

で，自分や他の人たちの状況を改善するために，実は自分に出来ることがあるの

だ，と理解できるようにすることが，非常に重要だと感じました。

ＣＣＮは，消費者が単なる消費者ではなく，消費者市民としての役割を発揮できる，こ

れまでと異なる方法を発展させようと努力してきました。

ＣＣＮは，３７か国の１３２の大学，研究機関，国際機関をメンバーとしています。



さらに，市民が能動的に行政や事業者に働きかけを行うようになることは，消費者行政
の活性化にもつながります。また，事業者の事業活動自体も，顧客である消費者のニーズ
の変化に伴って，よりサステナビリティに配慮したものに変わらざるを得ません。
こうして，消費者市民社会の中で，能動的な消費者市民が行政や事業者を動かせば，消
費者・生活者の視点を中心にすえた市場・社会への転換を実現することができます。それ
が消費者市民社会の大きな目標なのです。
わが国でも，消費者市民社会の確立は非常に大きな変化を社会にもたらすと思われます。
これは，平成２０年版国民生活白書の，家計消費がわが国の国内総生産に占める割合の
グラフです。２００７年度の家計消費は，金額にして２８４兆円，国内総生産の実に５
５％に達しており，消費者の選択の如何が国の経済のあり方にどれほど大きな影響を及ぼ
すかが，よく分かります。経済的にみれば消費者は紛れもなく主権者です。
これは，同じ国民生活白書の中に示されている，自分の消費行動で社会が変わると思う
かというアンケートに対する回答についてのグラフです。
このグラフでもお分かりのように，自分の消費行動で社会が変わると思う消費者は，実
に全体の約６割に上っています。こうした人たちが自覚的な消費者としての考え方を身に
つけたとき，現実に社会が大きく変わることは間違いありません。それは，公正な市場の
ある社会，誰もが人間らしく生きられる持続可能な発展を遂げる社会であると共に，消費
者被害もない社会なのです。
以上が北欧で私が取材したことのご報告です。
最後に，これは，ノルウェーの首都オスロの中心部にあります，フログネル公園の石像
です。ここには，この，いとおしそうに赤子を抱く夫婦の像の他，多数の，生活の様々な
場面における家族の群像がリアルな石像として展示されています。まさに，モノや金では
なく，人間が，家族が，この社会の中心なのだという，北欧の考え方を象徴するような石
像たちです。
消費者市民社会の実現で，将来わが国が，こうした，人間や家族を中心にすえた社会と
なることを願って，私からの報告を終わります。
ご静聴ありがとうございました。

【ビデオ④】45秒
消費者が，詐欺や多重債務の被害にあわないということは，ＣＣの目標の一部です。

おそらく３つのレベルに分けることが出来ます。

第１のレベルは，なぜ購入するのか，その商品が欲しいと思うのはなぜか，という，

消費がその人にとってもつ具体的価値を，個々の消費者が理解できるようになるた

めに，援助することです。

第２のレベルは，情報を収集して理解し，一定の信条に基づいて商品・サービスを選

択する方法を学ぶことです。

第３のレベルは，高い意識をもち，自らの選択の結果について，情報を収集して理解

することができるというものです。


