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第１ はじめに 
 

１ 本調査の趣旨 

２０２２年４月より民法の成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられること

に伴い，消費者庁を含む４省庁は，「若年者への消費者教育の推進に関するアクシ

ョンプログラム」を決定し，消費者教育に関する取組を推進するなど，日本にお

いて，これまで以上に消費者教育の重要性が高まっている。 

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会（以下「当委員会」という。）では，消

費者教育・ネットワーク部会を中心に，消費者教育に関する調査・研究を行い，

各種の提言，文献の発出，シンポジウムの開催等，消費者教育推進のための活動

を行っている。当委員会では，２００９年にノルウェー及びフィンランドを訪問

し，その研究・調査結果を報告書にとりまとめたが，その後，国内外の消費者教

育に関する状況が変わっていることを踏まえ，今般，イギリス及びドイツの消費

者教育関係機関を訪問することによる調査研究を計画した。両国における消費者

教育の取組は，下記の視点からも参考になると考えたからである。 

２０１８年３月に変更された「消費者教育に関する基本的な方針」においては，

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善が望まれると指摘されているが，

発表や討論を通じて生徒が主体的に学ぶ授業形式は，ヨーロッパでは早くから取

り入れられており，日本での授業形式を検討する上で参考になる。また，ドイツ

では，消費者教育のコンテストが開催され，優秀校が表彰されており，当該表彰

校の教員へのヒアリングを介して授業実践例を調査する意義は大きい。 

さらに，上記「消費者教育に関する基本的な方針」にも指摘されているとおり，

「消費者市民社会」の概念は，２０１５年９月に「持続可能な開発目標（ＳＤＧ

ｓ）」が国連サミットで採択されたこともあり，全世界的に重要な課題となってお

り，消費者教育において重点的に取り組む必要がある。この点，イギリスは，「エ

シカル消費」の概念及び活動の歴史が長く，消費者団体・チャリティー団体・事

業者等が活発に活動をしている。 

このような趣旨に基づいて，イギリス及びドイツにおける訪問先を選定し，訪

問を実現することができた。本報告書は，訪問先におけるヒアリング結果等をま

とめたものである。 

イギリスの通訳及び視察先へのアポイントの交渉を担ってくださった偉川郡任

さん，偉川さんを紹介してくださり，また，本調査に同行してくださった帝京大

学准教授の魚山秀介さん，ドイツの通訳及び視察先へのアポイント交渉を担って

くださった京都大学准教授のカライスコス・アントニオスさん及びハンブルクの
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マックスプランク研究所の鈴木クラーセン・アンナ・カタリーナさんには，本調

査にあたり，多大な尽力をいただいた。この場を借りて深く感謝する次第である。 

 

２ 参加者  

  江花 史郎（新潟県）消費者問題対策委員会委員（副委員長） 

  中村 新造（第二東京） 同 委員（副委員長） 

  青島 明生（富山県）  同 幹事 

  靏岡 寿治（静岡県）  同 委員 

  遠藤 郁哉（島根県）  同 委員 

  高橋 真一（鳥取県）  同 委員 

  谷口  央（富山県）  同 委員 

 

３ 調査日程及び訪問先 

(1) ２０１９年３月１１日（ロンドン） 

   ９時２０分～１３時 ホーセンデン小学校（Horsenden Primary School） 

   １５時～１７時３０分 フェアトレード・ファウンデーション（Fairtrade 

Foundation） 

(2) 同月１２日（マンチェスター） 

１４時～１６時３０分 エシカル・コンシューマー（Ethical Consumer 

Research Association Ltd.） 

(3) 同月１３日（ロンドンからハンブルクへ） 

   スーパーマーケット訪問後，移動 

(4) 同月１４日（ハンブルク） 

   １０時３０分～１３時 ハンブルク消費者センター（Verbraucherzentrale 

Hamburg） 

   １７時～１９時 ハンブルク弁護士会（Hanseatische Rechtsanwaltskammer 

Hamburg） 

(5) 同月１５日（ハンブルク） 

   １０時１５分～１２時３０分 アルブレヒト・テーア校（Albrecht Thaer 

Gymnasium） 

(6) 同月１６日（ベルリン） 

   １０時～１２時 ベルリン工科大学（Technische Universitǎt Berlin） 
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第２ Horsenden Primary School（ホーセンデン小学校）［ロンドン］ 
 

１ 調査日時など 

  住 所：Horsenden Lane North Greenford Middlesex UB6 0PB 

  ウェブサイト：https://www.horsenden.ealing.sch.uk/ 

  訪問日：２０１９年３月１１日（月）９：２０～１３：００ 

応対者：Emma Appelby 氏（学校長） 

  通 訳：偉川 郡任 氏 

 

 
２ 調査目的など 

(1) 消費者市民社会における市民となるためには，幼いころからの教育が必要で

あり，学校教育の果たすべき役割が重要である。 

   消費者被害にあわない，消費者被害にあった時の対処方法を習得している，

持続可能な社会の形成に積極的に関与するため自らの買い物といった消費行動

が社会や企業に与える影響を考えて行動できる，ものごとを批判的にとらえる

力を身に着けている市民になるための教育とはどうあるべきかを調査すること

にした。 
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(2) シティズンシップ教育やフェアトレードなどが盛んで，座学ではないアクテ

ィブラーニングを実施しているといわれるイングランドで，教育現場からヒン

トを得て，帰国後，日本の教育現場への提言や，自らが行う学校での授業の参

考にしたいと考えた。 

 

３ ホーセンデン小学校の概要 

 ア イングランドの公立の小学

校であり，ロンドンのイーリ

ング地区の中では規模の大

きな学校である。いわゆる，

「地域の普通の公立の小学

校」である。就学前教育（３

歳～４歳），レセプション（４

歳～５歳），初等教育（５歳

～１１歳）を担っており，９

３３人の子どもが通ってい

る（訪問日時点）。なお，イ

ングランドでは，日本の小学校にあたる初等教育は，５歳から１１歳が対象で

あり，義務教育は５歳から１６歳の１１年間である1。 

 イ 通学する子どもは，インド系，パキスタン系，ポーランド系が多く，これ以

外にも多様な人種が所属している。７１％の子どもたちが，英語を第二・第三

外国語として話している。ただ，このような現状は，ロンドンでは普通のこと

である。 

 ウ ホーセンデン小学校の特色として，子どもが生まれる前から地域社会や保護

者にサービスを提供する子どもセンターがあること，室内プールを所有し放課

後や週末に他校の生徒に水泳のレッスンを提供して収益を得ていること，隣に

ある特別支援学校と敷地を共有していること等が挙げられる。 

 エ 現在の校長は，昨年９月から赴任している。前任の校長は，在任期間が２５

年であった。現在の校長は，子どもへの教え方のアプローチが時代遅れである

と感じており，現在，改革に取り組んでいる最中である。 

 オ 開設されているホームページ2からは，１年生のＰＳＨＥ（Personal, Social, 

Health and Economic (PSHE) education，道徳を含む総合科目）の授業におい

                                            
1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/uk_2014.html 
2 http://horsenden.ealing.sch.uk/year-groups/index.1.html 

学校長：Emma Appelby 氏 
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て，「アフリカの貧困を学ぶ」，「絶滅危惧種の動物について簡単な議論をする」，

「時事問題について簡単に議論」，「良い秘密と悪い秘密の違いについてプレゼ

ンする」，「自宅での安全対策についてプレゼンする」，「怖い時に誰に相談すべ

きか決めておく」といったことが授業のテーマになっていた。ＲＥ（宗教）の

授業において，水をテーマにして，「生命にとっての水の重要性を探求する」，

「水で洗うことが霊的な浄化の象徴になり得ることを学ぶこと」といったこと

がテーマになっていた。 

   ２年生のＰＳＨＥの授業においては，「動物愛護団体の価値を理解する」，「募

金の意味を理解し，慈善団体のために資金を調達する方法を考える」，「募金キ

ャンペーンをするチームを作る」，「動物の密漁について議論する」といったこ

とがテーマになっていた。ＲＥの授業においては，「西アフリカの創造物語を概

観する」，「『慈善』の意味と慈善団体が世界中で人々を助けていることを学ぶ」

といったことがテーマになっており，コンピューターの授業においては，「安全

に使う方法を学ぶ」ことがテーマになっていた。 

   このように，小学校低学年から，持続可能性や環境に配慮した消費生活を学

ぶ機会が与えられ，国際化・情報化を見据えた教育がなされていることがうか

がわれた。 

 

４ 当日の調査の概要 

(1) 前半は，ミーティングルームでヒアリング及び質疑応答を行った。 

(2) 後半は，学校内を回り，授業風景や学校施設・教室の見学を行った。その際，

適宜，学校側から説明を受け質疑応答を行った。 

 

５ 消費者教育の内容について 

(1) カリキュラムについて 

「消費者教育」という単元はないが，主にＰＳＨＥの単元において，消費生

活に関連する問題を取り扱う。 

   教育内容については，学校に広く裁量が与えられているが，Ofsted（第三者

機関）による学校の監査に耐えられる内容でなければならない。 

(2) 消費者被害防止に関する教育について 

   本校では，小学校の段階では，日本で実施されているような消費者被害の防

止（詐欺的な勧誘，悪質商法を回避する。被害に遭ったときの救済方法や相談

窓口を学ぶ）に関する授業は積極的には行われていない。 

   というのは，詐欺的な商法の手口は変わっていくので，現在流行っている手
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口を学ぶという手法ではなく，「こういったうまい話はありえない」という考え

方，すなわち，クリティカル・シンキングを育むようにしている。 

   なお，IT 利用の安全性や個人情報の管理に関する授業は，早い段階（４歳か

ら）行っている。手法は，年令によってアプローチを変えており，例えば，幼

年者には，ネット上で会話している人が，想像した人とは全く違うことを実感

してもらうような体験授業を行い，５〜６年生に対しては，被害の実例等を示

すこともある。素材は，チャリティー団体が用意する。 

(3) 消費者市民社会に関する教育について 

消費者市民の意識を育むための授業としては，ＰＳＨＥのカリキュラムが近

いと思われる。ＰＳＨＥは，道徳的価値観と責任を教えることを支援するよう

に設計されており，子どもたちは慈善，紛争の解決，予算編成，フェアトレー

ド，地域社会などについて学ぶ。その際，チャリティー団体がホームページで

公開している教材を使うこともある。 

もっとも，授業とは関係なく，子どもの方から，チャリティーに関する素材

を持ってくることもある。特に，環境保護や動物保護に関連するチャリティー

が人気がある。例えば，プラスティック公害に関するテレビ番組を見て，子ど

もたちが親や教師に「プラスティックを買わないで」と話した。こういった意

識は，学校の授業よりも，むしろ，家庭や社会的な文化によって育まれている

ことが窺われた。 

   ＰＳＨＥでは，実際の広告を使って（使われた広告の発行会社からクレーム

が発生することはないとのこと），広告の討論会をすることもある。なぜこの広

告が購買意欲を高めるのか，消費者を引きつけようとしているのかを考えさせ，

討論の力を高めることもできる。さらには，生徒に広告を作成させることによ

り，創造力，表現力を育むこともできる。 

 

６ 授業の進め方，手法について 

(1) 授業の形式について 

政府からの特段の指定がなされているわけではないので，授業の形式は学校

の裁量に委ねられている。よって，学校によって異なる。 

本校でも，国際的な調査結果3をもとに，子どもが学びやすい教え方を脳の構

造から分析するなど教育方針を自分たちで開発している。 

                                            
3 https://deansforimpact.org/resources/the-science-of-learning/ 
https://visible-learning.org/ 
https://cambridge-community.org.uk/professional-evelopment/gswafl/index.html 
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その結果，議論や体験や思考過程に着目した授業形式であるアクティブラー

ニングに着目している。知識として教えたことの多くは，時間が経てば忘れて

しまうものなので，得た知識を技

能として生かすための能力を育む

必要がある。例えば，歴史の授業

において，何年に何が起きたとい

うことだけではなく，生徒に異な

る二つの事実を示して，どちらが

本当に起きたことかを討論させる

ことを行っている。こういった授

業により，クリティカル・シンキ

ングを育むことができる。 

本校においても，上記のような

調査結果を本校の教員に示すなど

して，アクティブラーニングを積

極的に取り入れるよう促している。 

また，本校では，アクティブラ

ーニングの関連として，ビジブル

ラーニング（目に見える学習）の

導入を促している。例えば，

「Working Wall」と呼ばれている紙を教室の様々な場所に貼って，そこに，結

論だけではなく，その結論に至った理由や思考過程を書き込むことにより，生

徒の考えを「見える化」するという取組である。 

あるいは，授業の終わりに，当該授業の達成度を「見える化」するため，生

徒と教員に，効果測定のシートに記入させ，ノートに貼り付けるといった取組

Working Wall の例 
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である。 

(2) クリティカル・シンキングについて 

英国では，教員は，クリティカル・シンキング（アティチュード）は重要と

の共通認識を持っている。 

   歴史的な経緯としては，従前のイギリスの産業の代表的なものは，炭鉱・漁

業・農業等，「指示どおりに正確に働く」という職種が多かった。しかし，その

後，こういった産業の規模が縮小傾向となり，一方で，金融・IT・管理等の産

業が発展するに至った。政府は，こういった新たな産業の担い手を育成するた

めには，物事を批判的にとらえ，自ら考え創造することの素地となるクリティ

カル・シンキングが必要だと考えるようになった。 

   アメリカ，オーストラリア，フィンランド，スウェーデンと比べると，英国

は遅れていると感じるということであった。例えば，北欧は試験の数が少ない

にもかかわらず，人材の能力が高い。 

   日本における成年年齢が引き下げについて説明をし，意見を求めたところ，

学校長からは，「若者が身に付けるべき力として重要なのは，相手を問う能力（デ

ィベート力）であると考える。先生から教えられたことについても，疑問を感

じ，問うことが重要である。加えて，失敗を恐れないことも重要である。失敗

は良いことだと思ってほしい。結果は良くなくても，そこから学んで改善すれ

ば良い。」とのコメントをいただいた。 

(3) 外部専門家との連携について 

   ホーセンデン小学校では，体育，音楽，フランス語，美術の科目について，

外部専門家に外注している。 

   弁護士との連携は取っていない。 

    

７ 所感 

  通訳の人から事前に聞いていた話として，「ホーセンデン小学校がよかったとし

ても，それがイギリスの全ての小学校がいいと判断しないほうがいいし，悪かっ

たとしても，全ての小学校が悪いと判断しないほうがいい。とにかく，様々な小

学校がある。」と言われた。私たちは，このことに留意をして視察を行った。 

  実際の授業の様子は，廊下から短時間しか見ることができなかったが，校長先

生に質疑応答，学校全体の見学を含め，とても丁寧に対応していただいた。一部

とはいえ，イギリスの教育の雰囲気，文化を含めた日本との違いを肌で感じるこ

とができた。 

  この小学校の視察で得た情報のうち一番印象に残ったのは，クリティカル・シ
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ンキングやアクティブラーニングを小学校で実施するのは「時代の要請」，すなわ

ち，工業国として全員が指示どおりに正確に働く時代が終わり，創造的な仕事に

よって国際競争力を高める必要性の中で，イギリスが国としてこのような教育を

進めているということである。非常に合理的な思考だなと思った。このような「時

代の要請」は，日本でもいえることであり，今後，日本でも，このような国際競

争力という視点で，イギリスのような教育が進んでいく素地があると感じた。弁

護士としては，その機会をとらえ，子どもたちのために，良い教育素材，授業が

提供できればよいと考えた。 

（担当：高橋真一） 
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第３ Fairtrade Foundation（フェアトレード ファウンデーション）［ロンドン］ 
 

１ 調査日時など 

住 所：5.7 The Loom, 14 Gower's Walk London E1 8PY 

ウェブサイト：https://www.fairtrade.org.uk/ 

訪問日：２０１９年３月１１日（月）１５：００～１７：３０ 

応対者：Euan Venters（Commercial Director） 

             Adam Gardener（Communities Campaigns Manager） 

  通 訳：偉川 郡任 氏 

 

２ Fairtrade Foundation の概要 

Fairtrade Foundation は，１９９２

年に複数のＮＧＯ団体によって設立し

た団体で，Fairtrade International

の構成メンバーとして，イギリス国内

における国際フェアトレード認証ラベ

ルのライセンス，フェアトレードの普

及啓発，認証ラベル製品の需要拡大・

販売促進のための活動を実施している。 

  Fairtrade Foundation には９０名の

職員が在籍しており，フェアトレード商品のライセンス料を主な財源として運営

がなされている。 

 

３ イギリスにおけるフェアトレード市場 

(1) イギリスは，統計上，フェアトレー

ド商品に対する信頼度が高く（フェア

トレード商品を信頼していると答え

た人の割合が８４％），フェアトレー

ド商品の認知度，販売数は，上昇傾向

にある。 

 (2) イギリスでは，教会や様々なチャリ

ティー団体が活発に活動しており，こ

れら教会やチャリティー団体との連

携・協力がフェアトレードの普及に貢献している。その結果，政府を含め，社
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会的に不公正な取引に対して関心が高まり，フェアトレードに対する認知度が

広がっていった背景がある。１９９３年以降，フェアトレード商品を販売する

店の数が，フェアトレードの認知度と同じように増加しており，２０１７年の

フェアトレード認証製品推定市場規模は，約 2,550 億円にのぼる。 

 (3) また，イギリスでは，２０１２年のロンドンオリンピックにおいて，フェア

トレードの商品が取り扱われた(例えば，メニューボードに国際フェアトレード

ラベルが表示された）ことが，フェアトレードの普及をさらに後押ししている。 

 

４ Fairtrade Foundation の活動 

 (1) 広報・普及活動 

  ア 幅広い人に広報すべく，メ

ディア・マスコミ，新聞，雑

誌，インターネット，ＳＮＳ

を利用した様々な広報活動を

展開しており，著名人を活用

したプロモーションも行って

いる。 

  イ また，その時々に合わせて

キャンペーンを実施しており，２０１４年にはバナナの流通ルートを取り上

げたキャンペーン，２０１６年にはイギリスのＥＵ離脱（BREIXT）による影

響を考えるキャンペーン，２０１９年にはカカオを取り上げた Fairtrade 

Fortnight（フェアトレードを考える２週間）というキャンペーンを実施して

いる。   

  ウ フェアトレードの活動を学校や団体などのコミュニティを通じて，小さな

村から大きな都市までイギリス全土に，フェアトレードを広めるべく，

Fairtrade Foundation が具体的に活動している各地域や団体とパートナーシ

ップを組んで草の根的な活動を展開している。 

エ また，フェアトレードを広めるための積極的な活動をしている街，教会，

学校，大学，職場などのコミュニティを認証，表彰もしており，フェアトレ

ードタウン，フェアトレードチャーチ，フェアトレードユニバーシティなど

がその例である。 

 (2) フェアトレード教育 

  ア 子どもたちへは，大人向けのマーケティング的なアプローチとは異なる教

育的なアプローチをしており，フェアトレード商品を取り扱っている企業も，
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この方針に賛同している。 

    子どもへの教育においては，不公正な取引が行われている現実問題の学び

とクリティカルシンキングを養うことに焦点をあてて行っている。 

イ ナショナルカリキュラムではフェアトレードは，主に社会科（地理）や道

徳，シティズンシップの科目で扱われており，教育の場面では，教員が中心

となって行われている。 

    そこで，Fairtrade Foundation が，地理教育学会において，教師５００名

に対して，フェアトレードの活動や発展途上国の生産者（ケニアのお茶農園

業者）の講演をしたり，教員が利用できる補助教材を作成して提供するなど

して，教員を支援する形でフェアトレード教育の推進に取り組んでいる。 

ウ フェアトレードに関する取組をしている学校に３つの賞（aware・知ること，

active・活動の実行，イベントを開催，achiever・職員も含めて活動）を与

えて表彰するフェアトレード

スクールの活動を１５年ほど

前から実施しており，現在，約

１５００校の小中学校（約７

０％が小学校，３０％が中学

校）がフェアトレードスクール

に認定されている。 

    フェアトレードスクールにお

いては，生徒自身が自主的に行

うことが求められており，学校

におけるフェアトレードの普及促進のための計画やプロジェクトを生徒が立

ち上げて行っているか，ボランティアの協力を得てチェックしている。 

    フェアトレードスクールへの申込みは，フェアトレードファウンデーショ

ンから働きかけた例は少なく，そのほとんどが学校側からのアプローチによ

るものである。 

 

５ イギリスにおけるフェアトレード普及への今後の課題 

 (1) フェアトレードに対する認知度は９３％まで広がったが，今後は，どのよう

にしてより多くの人にフェアトレード商品を購入してもらうことが課題である。

フェアトレードによって成功している事例ばかりではないので，フェアトレー

ド商品を買わないことによって，不利な状況におかれている生産者たちのこと

も消費者に意識してもらう必要があると考えている。 
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(2) フェアトレードは，イギリスの消費者向けのラベルとしては最初の取組だっ

たが，現在は，他にも競業するラベルが誕生し，１００を超えるラベル等の認

証制度があるため，消費者はどのラベルが良いのか判断しなければならず，か

えって消費者を混乱させる状況が生じている。 

(3) イギリス国内では貧困率が上昇しており，貧困層は，持続可能な商品を購入

したくても現実に購入することができないという問題もある。 

  フェアトレードが扱う食品

は，カフェインや砂糖，アル

コールが含まれているなど，

必ずしも健康的な食品とは

言えない物も多くある。 

  持続可能な消費の観点から，

消費を少なくして，良い消費

をしようというところに焦点

をあてる必要があるが，「少量

で良品質の消費」ということ

に消費者の意識を転換させる

ことができるかが課題であると考えている。 

 

６ 訪問を終えて（所感） 

 (1) イギリスでは，歴史的にチャリティー団体の活動が盛んであり，これら団体

との連携により，フェアトレードの商品や活動が普及していったところ，日本

では，チャリティーの文化は希薄で，団体の活動もイギリスほど活発ではない

など，文化的な背景の違いがある。そのため，日本においてフェアトレードを

普及させるには，イギリスとは異なるアプローチが必要であると感じた。 

   イギリスでは，２０１２年のロンドンオリンピックがフェアトレード普及を

後押ししたように，２０２０年の東京オリンピックにおいても，持続可能性に

配慮した調達コードが示されている。東京オリンピックを機にフェアトレード

が更に普及することが期待される。 

 (2) Fairtrade Foundation が，子どもに対するフェアトレード教育において，焦

点を当てている現実問題の理解とクリティカルシンキングの習得は，公正で持

続可能な社会の形成を目指す消費者市民教育にも共通する重要な教育目標であ

る。 

   フェアトレードスクールでは，更に進んで，生徒が自主的に行った活動を評
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価している。日本における消費者市民教育においても，生徒たちの実際の行動・

活動を促すものであるべきと感じた。 

 (3) あくまでも，フェアトレードは，持続可能性に関する問題の一部でしかなく，

最終的には「少量で良品質の消費」へとシフトすることが求められている。 

しかしながら，フェアトレー

ドの普及が進むイギリスでも，

消費者が，持続可能性の観点か

ら，少量で良品質の消費へシフ

トすることは，幼いときからの

生活環境や考えとは相反する部

分があり，その実現は容易では

ない。そのため，子ども達に対

して，幼いころから，持続可能

な社会の実現に向けた消費者市

民教育を行うことの重要性を一

層感じさせられた。 

（担当：谷口央） 
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第４ Ethical Consumer Research Association Ltd.（エシカル・コンシューマ

ー）［マンチェスター］ 
 

１ 調査日時など 

住 所：Unit 21, 41 Old Birley Street Manchester M15 5RF UK 

ウェブサイト：https://www.ethicalconsumer.org/ 

訪問日：２０１９年３月１２日（火）１４：００～１６：３０ 

応対者：Rob Harrison 氏（Director，以下「 Harrison 氏 」） 

通 訳：偉川 郡任 氏 

 

２ 訪問先等の概要 

(1) 消費者庁調査報 

 告書より 

   当所は，消費者

庁が２０１５年

１１月に実施し，

その結果をまと

めた「海外におけ

る倫理的消費の

動向等に関する

調査報告書」（２

０１６年３月発

行３４頁）でも取

り上げられている著名な団体である。設立の経緯や組織の概要その他の詳細に

ついては，下記アドレスに掲げられている同報告書を参照されたい。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_educ

ation/ethical_study_group/pdf/160331_1.pdf 

   以下，同報告書の要旨を簡単に紹介する。 

   設立の経緯は，１９８７年，当時社会問題化していた南アフリカのアパルト

ヘイト問題，フロン問題，動物実験等に関心を持つ学生活動家３人が，南アフ

リカで事業を行っている企業，これに融資している会社や銀行へのボイコット，

そして動物実験やエアゾールの企業に対するボイコットが盛んになり，多くの

ボイコットに混乱する消費者向けに「どのボイコットを選ぶべきか」という内

容の「Ethical Consumer」誌を作ったこと。「組織された力」としてマーケット

Rob Harrison 氏 会議室にて 
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で認識されていた「コンシューマー」の語とエシカルを合わせた言葉は当時な

く，挑戦的で面白いアイデアと思われた。 

 当初はスポンサーもなく，設立から２５年間はずっと負債を抱え，経営が成

り立たたないため広告も掲載したが，広告主に対しても厳しい評価を行うため

読者にも理解が得られている。また，当初の事業形態はワーカーズ・コーポラ

ティブだったが，その後コープと株式会社というマルチステークホルダー・コ

ーポラティブという形態をとり，これで株式を売却して負債を返済できた。そ

の後，リサーチサービス事業も始め，現在の収入は，雑誌収入とリサーチ収入

で半々となっている。 

消費者庁の視察時（２０１５年１１月）での雑誌発行数は約５，５００部，

ウェブサイトへのアクセスは毎月１０万程度，スタッフは有給スタッフが１２

名，契約スタッフが８名。ボランティアが数人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 訪問の経緯，目的，ロケーション等 

我々が今回訪れたのは，当所の名称がエシカル・コンシューマーという語の

始まりであり，この問題に関する取組の中心であることから，消費者庁の視察

後の変化を確認し，我々の関心から直接確認したり意見を交換したい事項があ

ったからである。 

   当所は，マンチェスター大学と各種企業などで構成するマンチェスター・サ

イエンス・パークの西側部分，第２次大戦でドイツ軍のエニグマ暗号を解明し
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た著名な数学者であるアラン・チューリングの名を冠した「チューリング・ハ

ウス」のあるブロックの西側にある，いくつかの団体が入居するコーポラティ

ブなビルディングの一角にオフィスがある。我々が到着したとき，Harrison 氏

自ら建物の入り口で待っておられたが，もし，同氏の案内がなければ，どこに

オフィスがあるのかわからないような自由な感じの建物であった。 

 

３ Harrison 氏からのヒアリング内容 

(1) 挨拶，趣旨説明 

   江花団長から，訪問の趣旨と日弁連の取組，消費者教育推進法の制定と施行

後の変化や取組，日本での消費者教育の実情等について説明された。 

(2) ヒアリング 

   事前にイギリスでのコーディネーターである偉川郡任氏を通じて送ってあっ

た我々の質問事項に Harrison 氏が回答する形でヒアリングが進行した。 

   以下，質問と回答の要旨を記載する。 

① 消費者庁の２０１５年１１ 

月視察以降の変化・変更があ 

ったことは？ 

２０１５年から収入は延び

ている。雑誌・ウェブによる

収入と企業・NGO のリサーチ

収入の割合は，４０：６０（以

前は半々）となった。 

    雑誌発行部数は約５５００

部から８０００部に増加して

いる。ウェブサイトへのアクセス数は毎月１０万件程度で変わらないが，新

聞で取り上げられたりすると増加する。最近の例でパームオイル問題が報じ

られてアクセス数が一時的に増えた。 

 組織の概要は特に変わっていない。 

② 年間の財政規模は？   

    ７５万ポンド（１￡＝１４５円で約１億１０００万円）。 

③ エシカル消費に対する消費者の意識はフェアトレードと比べて高いか？ 

    認知度は，フェアトレードの方がエシカルよりも高い。エシカルは大人に

ならないと理解出来ないからだと考えられる。フェアトレードの認知度は９

０％だが，エシカル消費となると５０％程度に落ちる。 
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    認知度についてのアンケートの結果は， 

５－１０％；always ethical／常にエシカルを意識している層。 

６０－７５％；sometimes ethical／時々エシカルという層。エシカル商品

があり，値段が高くなくて，品質がよければ興味を持つ。エシカル商品を常

に買おうと思っているわけではない。例えば，お茶はフェアトレードのもの

を買うが，リンゴはエシカルなものを買うわけではない，というように，常

に考えている訳ではない。その場その場で考えるに過ぎない。これは各国共

通の傾向。ただ，評価としてはこの層がこれだけの数値ということは関心が

高いということだと思われる。 

    ２０－３０％；can't be bothered／忙しい，同意できない等理由は様々。 

④ 消費者教育に関する現在の取組は？ 

    まず，当所の活動について，

具体的活動としては，中核的

活動は市場調査。ビスケット

とカカオが多い。生産者側と

企業側がエシカルな活動を

しようという動きは広まっ

てきているが，無関心な層も

多い。 

    この企業が１番よいと公表

することも簡単なことだが，

より分かりやすいものとして，

ランキングという表現をとっ

ている。たとえば，（雑誌の２

２頁のランキング表を見なが

ら）多数の企業がランキング

されており，最高ランクは２

０ポイント，最低は０ポイン

トとなっている（評価項目は

後述）。このように，様々な市

場で調査しランキングを行っ

ている。市場での倫理を問う

上でランキングという形式は人気を呼ぶ。国際的にみても，ランキングは有

効で効果的。グリーン・ピースという団体も現地製品についてランキングを
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しているようだ。 

    この調査をもとに，その結果を他の団体に提供している。当所は学校や教

育関係者には直接関わっていないが，学校は私達の雑誌やサイトをよく教材

として使用している。もちろん費用は支払ってもらっている。大学関係でも

けっこう使用されているし，大学では我々が講義を行うこともある。このよ

うな問題は子ども達には複雑で難しいことがらだが，教員が当所の記事を使

ってわかりやすく細かく子ども達に伝えている。 

    また，当所は，主にサプライチェーンを調査しているが，イギリスでは，

学校の制服について，学校とよく話し合うことがある。なぜなら，制服の製

造の背後には児童労働があり，そのようなことから話題に入りやすいから。

イギリスでは子どもは割と早いうちから自分で服を買うことになるので，服

を見ることによりその人の格式とかが分かるが，ファストファッションは増

えているので，このような話題に使いやすい。１４歳くらいの年齢の子ども

達を対象に話している。なお，１４，１５歳の若者にはスマホも良い話題で

ある。教育するのは効果的である。 

    学校の制服について，学校はどの店から購入すべきか保護者に通知するこ

とがある。これは責任ある消費者となるように話題として取り上げる良い機

会だ。米国でも似た動きがある。大学の名前が入ったスエットなどのグッズ

をめぐって関心が増えた。 

    消費者を力づけるもう一つの方法として，雑誌の読者に対して，エシカル

な観点を生産者側・企業側の方に通知するように促している。なぜなら，企

業側は自分自身では分かっていないことが多く，消費者からの指摘によって

それが分かることがあるから。この点で，当所は最近，主なツールとしてツ

イッターを使うことが多い。それは，企業側がメールアドレス等を表示せず

消費者側からは連絡がとれない状態のことが多いから。わざと問い合わせを

しにくくしているということがその背景にある。消費者がツイッターで商品

の問題点を発信し，これが拡散することにより，企業が対応する例がある。 

    最近の成功例では，１４歳の少女が，テスコ（スーパーマーケットチェー

ン）が狭いケージで詰め込んで飼っている鶏と平飼い鶏の２種類の卵を売っ

ていることについて，平飼い鶏の卵だけ売れば良いのに･･･と投稿したら，テ

スコが改め，他のスーパーもそれに習って改善したという大きな成果を上げ

た事例がある。私達のツイートには企業も注目しており，影響を持っている。 

⑤ 携わっているスタッフの数は？ 

    リサーチを担当しているスタッフ（研究員）は１０名。出版等それ以外の
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スタッフもいる。研修期間は１年くらい。１００時間の研修を受けて，今説

明したような研究結果を出すことができるようになる。このような少ないス

タッフで評価ができるのは，豊富なデータベースを持っているから。 

    １例を紹介すると，ＡＳＤＡ（大手スーパーチェーンの一つ）のパームオ

イル・ポリシーについて概要が示してあるが，２０１９年１月にエシカルに

ついての調査アンケートを行った。調査の項目・区分には，大きく分けると，

環境，動物，人間，政治，その他公害・毒性等の５項目（雑誌２２頁）。 

    これらの調査項目では社会がエシカルだと考えているものをおさえている。

但し，調査項目には変化もある。例えば，３０年前はアパルトヘイトが入っ

ていた。これら調査項目は，雑誌とホームページの双方に掲げてある。対象

の会社について重要な情報があれば，データベース上に赤い点が打たれて注

記される。記録の原文も入力し，見られるようになっている。どこから数値

を得たのかという点についてもデータベース上に記録が残っている。 

    新しい情報が入った場合は研究員がデータベースを更新する。そうすると，

表も自動的に更新され，ランキングが変動するシステムになっている。 

    評価の元となった詳細情報もデータベースに記録してあり，見ることがで

きる。たいていの人は調査結果の数値やランキングだけを読むことが多いの

で詳細の方までは見ないが，学校の先生などは詳細の方に興味を持つ。 

    興味深い話題として，エビに関する奴隷的な労働条件での生産方式の件，

幼児向けミルクに対する苦情の件，ハロウィンの肥満者用コスチュームの件，

これについてはＣＮＮのホームページで２０１４年にその販売について失礼

だという苦情が顧客から出されたという記事が出た件が掲載されている。 

    研究員の研修について気をつけているのは，偏見を持たないようにするこ

と，事実をありのままに伝えること。 

⑥ 行っている事業の対象者と地域は 

    レポートの対象企業，商品がイギリスとなっているから，ほぼイギリス国

内の人が対象。ただ，携帯電話のように万国共通のものもある。そのような

場合はその国の人とも情報を共有する。 

⑦ 現在の取組に対する評価，十分と考えているか 

    審査項目は前々頁の写真のとおりで，先ほど紹介した５項目となっている。 

    環境の下にはさらに細かい項目があり，例えば二酸化炭素の排出の基準等

についても詳細項目に含まれる。 

    これらは，同じ項目・形にして，企業に平等に圧力をかけている。 

⑧ 成功している取組について行っている工夫 
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    ２か月ごとに４本のレポートを報告している。その報告をもとに，一つの

話題を取り上げて，全国的に討論をする形をとっている。報告の結果を，研

究員がテレビやラジオで発表することで全国に伝える。例えば，先週は，家

具（イス，机等）について，家具の会社に，木材についての持続可能性のポ

リシーがあるかを質問し，それを発表した。その結果をＢＢＣが持続可能性

ポリシーがないと会社として５社を名指しで報道したところ，翌日に，その

企業のうち一つから当所に問い合わせがあり，どのようにすれば持続可能性

が満たされるか聞かれた。これは素早く効果が出た例で，たいていはもっと

時間がかかる。 

    もちろん，結果に対してランキングが低いと怒る企業もある。しかし，そ

のようにして向上して欲しいから，それはよいことだ。 

    消費者が特定の行動を起こさなくても，ランキングでライバル心が生まれ，

より上に行こうと企業が動くことで向上されることになる。 

    これらを教育に取り入れたいという動きがある。 

    多くの結果をホームページに載せているが，これらの結果を掲載できるま

でに，準備に４～５年かかるのが通常である。 

    このように，企業に倫理的な選択肢を提示することに意義があると思って

いる。 

⑨ 消費者の権利を侵害するものにはどのようなものがあると考えているか 

    商品によって被害を被らないということは消費者の権利だが，無責任なマ

ーケティングという問題がある。 

    マーケティングによって消費者の権利を侵害するのは，たいていは健康に

関することで，タバコ製品が例をとしてあげられる。イギリスは現在タバコ

の広告が全面的に禁止されている。２０００年くらいには雑誌も含めて広告

は禁止された。自動車レースでも盛んにタバコが広告されていたが，その頃

から宣伝は禁止された。３年ほど前からは，タバコの箱に銘柄を記載しては

ならないことになって真っ白な箱になった。有害な闇タバコが出ていて，こ

れとの区別をつかなくするため（闇タバコと間違うのが怖いから本当のタバ

コも買わなくなるという効果が期待できる）。 

    また，商品による消費者の権利侵害の問題では，白物家電の問題とか，自

動車メーカーのブレーキペダル問題とか，商品の毒性・発がん性の問題とか，

健康問題とか，いろいろな形をとる。 

    これらは企業の責任という問題としているが，公害とか労働者の権利とか

と同等の扱いをしている。 
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    また，金融商品で，カード加入時にカードに保険が付いているので不要な

のに必要のない保険に加入させる等，不要のサービスを併せて購入させる商

法が問題になった。ミスセリング（miss selling）と呼んでいる。ビットコ

インの販売でもそのようなものがある。 

⑩ 貴国，貴地方には悪質商法被害というものがあるか，それはどのようなも

のか 

   悪質商法は，例えば偽物を売りつけるなど，小さな会社や個人によって起

こされている。合法か違法か，詐欺にはならない合法すれすれのところで商

売している人達がいる。小さい事業主が小規模に行っている。当所の研究結

果にはこのような悪質商法はあまり反映されていない。 

    もっとも，大きな企業の例として，フォルクスワーゲン（「ＶＷ」）のディ

ーゼル偽装の問題がある。これは違法な商法といえるので，違法・悪質商法

は小さな会社のみの問題とはいえないが，大きな企業にはあまり悪徳業者と

いう言い方はしない。通常は小規模事業や市場（いちば）等で行われること

が多い。 

    もちろん，大きな企業の違法行為は大きな問題であるが，そういうときは

法律に触れることが多い。ＥＵ等で問題が認知されているのに政府が何も対

応をしなかったということで葛藤が生じる。消費者が悪徳業者からいろんな

形で被害を受けることは間違いない。例えばロンドンでは公害レベルが高い

ので，歩くだけで危険ということもある。ただ，これらは，偽物のプラダの

鞄を買わされるような問題とはちょっと違う。いずれも違法だが，レベルが

違う。 

⑪ 悪質商法からの消費者の救済とエシカルとの関係をどのように考えるか 

    当所は，企業の行動や行為を常に監視して，消費者，従業員，会社，環境

を守ることに貢献している。 

    そういう観点から，エシカルな構造を作ることによって，消費者と企業が

対等になるための関係を作っている。これによって，ある程度被害を予期で

きることになる。企業に責任感ある行動をとらせることで，そのような被害

の発生を阻止することができる。しかし，同時に人はその責任において，常

に自ら商品や企業に関する情報を確認をしておく必要がある。このような雑

誌を発行することはこの念押しになる。 

    経済的な理由から，人は安い商品を選ぼうという傾向が常にあるが，当所

の取組は，そのような動きを制することができる。そのようにしてバランス

が取れるようにして，経済的な方向だけに行かないように圧力をかけている。
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もちろん経済的な動きと比較すると弱い圧力かも知れないが，それでも破壊

力をもつほど効果的なこともある。 

    企業側も次のＶＷになるのではないか，次のナイキとなるのではないか，

という緊張感を持つことになる。それは，ＣＳＲの構図の範囲内にある。 

⑫ エシカル市場の見通しをどのように考えているか？ 

    よく聞かれる質問で，いくつかの答えがある。 

まず，英国市場 

について，エシカ 

ル商品の売り上げ 

の推移だが，最近 

では持続可能性， 

オーガニック，フ 

ェアトレードのト 

ータルはアマゾン 

と同じくらいある。 

２０１６～２０１ 

７年の伸び率は１ 

６．３％である。 

この中で１番伸び 

率が高かったのは，持続可能な漁業。 

    逆に，たとえば，家のエネルギー効率に関するグリーンホームについて，

太陽光パネルについてはそれまでは１０～１２％の上昇だったが，▲８７．

４％（２０１６～２０１７年）となっている。この急激な減少は，政府が補

助金の仕組みが変更したから。 

    このように，エシカルのマーケットでは，消費者の選択によるものより，

大企業や政府が行うことの影響力は大きい。たとえば，Rain forest alliance

は２４．３％一気に上がったが，これは多分１つの大企業が動いたからだと

考えられる。他方消費者の多くは，そのような商品の出るのを待っているだ

け。この傾向は２０年間変化がない。 

    このように，政府，大企業の協力が重要で，消費者だけで構造を変えるこ

とができるものではないが，現状は見通しは明るい，向上傾向にあると考え

ている。 

    他方で，例えば今まさに我が国で問題になっているブレグジットがどうな

るのか，このような国際的に大きな決断が行われ，国際的な貿易に大きな影

ＨＰ上のエシカル商品の推移を見ながら 
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響が生じることが予想される。これも大きな要素であり，消費者だけでどう

にかできるものではない。政策によってエシカルの市場が縮小したり拡大し

たりすることもあるので，消費者の動向だけで決まるわけではない。 

⑬ 今後の見通しとして企業もエシカルを追求することが世界的に広がるか？ 

    そのような傾向にある。エシカルな投資という動きも出て来ている。投資

に関する調査では，企業は高度な要素で判断している。大企業についてはデ

ータを見ることでその傾向を把握することが容易だが，その方向にあること

は明確。 

    もちろん消費者もこの一連のサイクルの中で重要な役割を果たしている。

サプライチェーンを理解している消費者は，重要な役割を果たす。皆が責任

をもって行動する風潮，傾向があると思う。 

⑭ エシカル（コンシューマー）の概念について「自分の消費行動が社会にど

のような影響を及ぼすかを考えて，倫理的な行動を取ること」と幅広く考え

るのことについてどのように考えるか？ 

    消費行動が社会に与える影響を消費者が考えるのは重要なこと。消費者は

自分に合うものを購入する。購入する商品によって自分自身を作り上げるた

めに購入する。しかし，自分のため，自分のためでは，個人主義に偏り過ぎ

ることになるが，エシカルは，自分のためだけに購入するという発想から離

れることができ，他の人のために購入するという発想ができる。 

    両者（自分のため，他人のため）は必ずしも矛盾するわけではない。例と

して，ハリウッドの俳優が，あえて電気自動車に乗ることで，自分のステー

タスを示しつつ，かつ，エシカルも示すことができている。自分を見せる，

ということは，自己中心的ともみられるが，エシカルという点からはよいこ

とであるともいえる。なぜなら，良い選択について友好的に皆で話し合える

環境があるのは素晴らしいこと。エシカルの選択が問われることがあるが，

そのときに話し合うのはよいことである。 

    この間ＳＤＧs のように進展があった。様々な考え方があるが，文化によ

って倫理の条件は異なってくるので，ＳＤＧs のように国連が主体となって

基準を作ってくれることはありがたい。 

    ただ，消費者からみるとＳＤＧs は，生産者とか監視する側とかの問題も

含まれているから難しくてなかなか理解できない。この点で，消費行動の社

会への影響を考える，という方がわかりやすいといえる。この社会に与える

影響ということについては，ご指摘のとおり。 

⑮ エシカルについて，例えば「消費の倫理学（コンシューマー・エシックス）」
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という形で研究しておられるような方を知らないか。または，そのような研

究・追求の必要性を考えたことはないか 

    いろいろな研究が行われ，本が出されている。以前は当所のホームページ

にそのリストを載せていたが，あまりに長すぎたので現在では掲載していな

い。当所の研究も出している。一つの分野ではなく，マーケティング，経済，

社会学，心理学，倫理学，政治学にも関わる問題だ。 

    研究者は互いに意思の疎通がなく，話し合わない傾向にあるが，それぞれ

頑張っている。 

(3) 質疑・応答 

Ｑ① 制服，スマホについて子ども達に話題を提供するという話だが，どのよ

うな方法で行っているのか。 

     まず，何を買ったかと聞くことから始まる。答えはどこかしら人によっ

て異なる。そこで，スマホだと，その中にあるどんなところが好きなのか

聞いていく。教師用に資料を配布し，教師がこれをもとに，教室などで質

問したりして，それを実施する。 

Ｑ② リサーチの方法としては，アンケートを企業に送る，新聞，雑誌，出版

物の中から記事を見つける，ネットで見つける，客からの苦情を聴取する

というような方法か。 

     それ以外の調査としては，特定の顧客の依頼を受けて独自に調査を行う

こともある。例えば，アムネスティとかチャリティー団体の流通ルートに

ついて調べて欲しいといわれて行う調査等がある。他の企業関係では，素

材や製品の調達ルートについてはノウハウがあるので，その調達ルートが

エシカル的に見てきれいかどうかなどを調べたりする。 

     それほど頻繁ではないが，他の消費者団体から依頼を受けることもある。 

Ｑ③ バイコットの取組はダラー・ボ－ティング（dollar voting）に似ている

が，取り入れたのか偶然同じ方法となったのか，何か関係があるのか。 

     ボイコットに関しては，「エシカル・コンシューマー」誌内にボイコット

ニュース（３９頁）がある。パレスチナの問題とか８０～９０年代によく

行われた抗議活動で，将来のボイコットを避けるために，企業側・生産者

側は倫理的な基準を打ち出した。それが元となってフェアトレードをはじ

めとするエシカルの基準を定め，現在４３０ほどある認証ラベルにつなが

っている。 

     ボイコットとバイコットの関係では，選択されなかったものはボイコッ

トされたことになる。かつてはなにも買わない（ボイコット）ということ
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だったが，現段階では違う商品を買う（バイコット）という段階に移行し

ている。 

     ボイコットとバイコットの取組で現在のエコラベルインデックス；４６

３ラベル，１９９か国につながっている。現在はバイコットが主流。 

     沢山のラベルがあり，ひどい認定システムもあるので，どれがよいのか

判断することが求められるという段階に来ている。 

     ドイツ政府はラベルの分析結果を載せた有名な洗練されたラベル・オン

ラインというものを作っている。これはホームページで検索できる。 

Ｑ④ こちらでは，消費者に重要な素材，情報を与えることによって消費者に

力を与えようという取組をメインに行っているということか？ 

     そのとおり。人は皆，倫理的に行動したいと思っているので，そのため

のツールを提供している。ただ，その前に，このような問題があるのだと

いうこと自体を認識してもらうことが重要で，例えば，コンゴとか資源の

問題についてもビデオを観てもらっているが，よい方法だと思う。 

Ｑ⑤ バーチュ－・シグナリングの綴り，意味は。 

     virtue signaling 。チャリティー・リボンを身につけたり，ＳＮＳで特

定の人々や社会的集団へのサポートを表明するためにプロフィールを更

新したりすることによって，自分は正しいポリシーを持っていると主張す

ること。 

Ｑ⑥ エシカル・コンシューマー・ジャパンを設立する予定はないか。 

     ＪＥＴＲＯの招待で２回訪日した。フェアトレードやオーガニックにつ

いての関係者と会ったし，電通の人とも会った。その人は大変当所のモデ

ルに興味を持たれたが，実際には，採算性が問題になった。その方はその

後ブログでエシカルな服について活躍されているようだ。食べ物について

のジャーナリストの方は，「エシカルは美味しい」という記事も書いてお

られ，今年中にサイトが立ち上がると聞いている。 

Ｑ⑦ エシカル消費と貧困との関係について，そもそも貧しいとフェアトレー

ド製品などには手を出せないのではないか？ 

     それも大きな問題だ。どの市場でも，嗜好品で高級なものと安いものが

ある。大半はその中間の価格帯に位置している。消費者の動向は，価格，

品質，次に倫理と３番目になっている。しかし，倫理が重要でないという

わけではない。 

     また，成功しているエシカル商品は決して高いわけではない。流通ルー

トのエシカルについてはいろいろあるが，例えば貴金属の場合でもそんな
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に値段は上がらない。紙や木や水も同様とは言えないが，上手く経営して

いれば利益は出てくるものだ。貧困は分配がおかしいからで，倫理が消費

者を苦しめているわけではない。昔は企業は反エシカルで利益を上げてい

たこともあるが，現在は上手に経営しなければならなくなった。費用をい

かに抑えるか総合的に考えなければならないのが，最近の企業の課題だ。 

Ｑ⑧ 日本には口コミサイトがはやっているが，イギリスの消費者の口コミサ

イトにエシカルの要素はあるか。 

     いくつかの金融のサイトでエシカルの情報共有をしているサイトがある。

イギリスでは電気やガスの自由化が進んでいるが，これに関するサイトに

もエシカルの情報が提供されている。しかし，採算か合わず，口コミサイ

トでのエシカルな要素はあまりない。もっとも，サイトによってはラベル

が付いているものもある。 

Ｑ⑨ エシカル消費は，発展途上国の人の救済の問題か，イギリスのような先

進国の国内の問題も含むのか。 

     当所は出版社なので，消費者が何を求めているか見極める必要があるが，

最近問題となった例として，パームオイルの問題とプラスティック公害問

題があるが，これらは途上国に限った問題ではない。 

Ｑ⑩ 高額な請求を受けて払ってしまったが，エシカルに関する問題があるか。 

     個人的には，本来の価格の２倍を請求することは反エシカルだと考える

が，様々な条件による。しかし，企業が独占的な立場にあるなら話は変わ

ってくる。 

Ｑ⑪ クリティカルシンキング（批判的思考）について重要だと考えるか？ 

     クリティカルシンキングは，言われたことをそのまま信用しないという

意味だと思うが，これを学ぶことには難しい面がある。例えば，子どもに

注意したらいちいち反論してこられると困るということもある。 

     しかし，同時に，他の人の言うことを疑うことは重要なことだし，鵜呑

みにしないということも重要。当所の活動も批判してほしい。フェーク・

ニュースということも最近ある。 

Ｑ⑫ 貴所が公表したことが間違っていたことはあるか？あった場合どのよう

な対応をしたか。 

     リサーチの結果は発行してから２年間は公表しているが，企業が間違い

を指摘してくることがあり，その場合内容を訂正して変更することがある。

もっとも企業に問い合わせたのに回答がなかった場合はそのように反論

はする。誤っていれば消費者への影響があるから消費者のために訂正する。
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２年間のサイクルで見直している。 

Ｑ⑬ わずか１０人で膨大な量の仕事をしているのに，貴所の評価システムの

信用性は高く評価されていると思うが，その理由は？  

     マンチェスターというコストの安い場所で営業している（笑い）。普通１

年間かかる仕事を４週間の作業でやっているから。また，大学の研究室と

は異なり限られた条件で仕事をせざるを得ないから，研究員は研究者でも

あるがジャーナリストでもあると考えている。さらに，そのために，優れ

たデータベースなどＩＴシステムの活用がある。データ更新とランキング

が自動化されている。大企業の調査をしていると別の調査と重なっている

部分もある。 

Ｑ⑭ 企業に質問した場合の回答状況，真実ではない回答に対するチェックは

どのようにしているか？ 

     回答率は４０％程度。特定の依頼者からの依頼された調査の場合はどん

どん電話を入れたりできるので８０％程度となる。但し，手間・時間は４

倍くらいかかる。 

     真相に近づくことに関しては，例えば，環境問題について最初は会社か

らの回答によるが，その後公害問題などの記事にあたったりして確認して

いく。 

Ｑ⑮ 研究員のモチベーションはどこにあるのか。 

     私達は，何かを変えようとしている人を採用しており，そのような人が

入社している。全員が大卒で，大学でそのようなことを研究してきており，

さらに，一定のレベル以上の大学から採用している。 

Ｑ⑯ 雑誌の最終頁にＣＯＯＰの広告が掲載されているが，スーパーマーケッ

トのランキング（３４頁）で１位になっている。利害関係が疑われないか。 

     当所が出版する上で広告は重要。他の消費者団体は広告を禁止している。

しかし，そのような消費者団体は政府からの補助金が出ている。ドイツで

も政府の補助金が充実しているので高品質なものを作ることができる。当

所にはそのような補助金はない。もちろんスポンサーがランキング対象企

業になることもありうる。しかし，ランキングのシステムには相当の透明

性があるので，おかしなことをすればすぐ消費者に分かってしまう。だか

らできない。疑問は持たれていない。もっとも，スポンサーから問合せ（ラ

ンキングの方法を変える）を受けることもあるし，企業によっては番付の

方法を変えるよう要求してくることもある。 

     編集と経営は別々にやって分離しているが，一つの屋根の下でやってい
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る。 

 

４ 担当者の感想 

  こちらの組織は，直接的に消費者教育に取り組んでいるのではなく，エシカル

に関する調査，情報やランキングの提供を雑誌の発行やインターネットで公開す

ること等によって，直接企業をコントロールしているとともに，消費者や教育関

係者に素材を提供することによって消費者教育の推進を支援している，という取

組を行っているものと受け取れた。 

 エシカルの推進には企業や政府の取組の影響が大きいとされつつ，消費者が感

心を持って動いていることが，企業や政府に対するこの取組の影響をより効果的

にする条件であることが前提となっていると思われる。 

  ３時間あまりにわたり，エシカルに関すること，イギリスの事情，消費者，企

業，政府の動向等詳しいお話が伺え，大変有意義な訪問だった。 

  なお，日本でも，エシカル・コンシューマーの雑誌は購読できるとのこと（た

だし，もちろん，英語版です）。 

 

                                                    （担当：青島明生） 
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第５ Verbraucherzentrale Hamburg（ハンブルク消費者センター）［ハンブル

ク］ 
 

１ 調査日時など 

住 所：Kirchenallee 22 20099 Hamburg 

ウェブサイト：https://www.vzhh.de/ 

訪問日：２０１９年３月１４日（木）１０：３０～１３：００ 

応対者：Michael Knobloch 氏（センター長） 

通 訳：Antonios Karaiskos 氏（京都大学准教授） 

    Anna Katharina Suzuki-Klasen 氏（マックス・プランク研究所） 

 

１ 訪問先の概要4 

(1) Verbraucherzentrale Hamburg（ハンブルク消費者センター。以下「センター」

という。）は，１９５７年に設立された６０年以上の歴史を有する団体である5。

国の行政機関ではなく民間の非営利団体であり，民法上の登録協会

（eingetragener Verein = e.V.）の形を採っている6。ドイツ各州に存在する

１６の消費者センターのひとつであり，連邦レベルの統合的な消費者団体であ

る Verbraucherzentrale Bundesverband（ドイツ消費者センター連盟〔vzbv〕）

の傘下団体でもある。 

                                            
4 以下の内容は，主として Michael Knobloch 氏からのヒアリングに基づいている。 
5 https://www.vzhh.de/ueber-uns/wie-alles-begann-unsere-geschichte 
6 https://www.vzhh.de/ueber-uns/wer-wir-sind-unsere-organisation 
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(2) センターの年間予算は約４００万ユー

ロである。このうち約２０％が自主財源

であり，消費者への助言や公刊物の販売

による収入を原資としている。残りの約

８０％は連邦政府及びハンブルク州から

の援助資金であり，ハンブルク州からの

援助の比率の方が高い。これらの他に，

プロジェクトベースでの資金援助も受け

ている。 

(3) センターの構成員（メンバー）には個人と団体とがある。個人の構成員は，

主として消費者法に関心のある大学教員等であるが，その数は非常に少ない。

他方で，団体の構成員は，日本でいう主婦連や障害者団体等であり，２０以上

の団体が構成員となっている。 

(4) センターの業務内容は，消費者への助言や教育，ロビー活動，情報提供など

である。ハンブルク州全土の消費者から相談を受けており，年間の問合せ件数

は，インターネットによるものが約１５０万件，電話によるものが約２万件，

センターでの面談によるものが約２０００件である。センターでは消費者への

助言や情報提供のほかに，様々なイベントも行っている。 

(5) センターの組織は８つの部門に分かれており，すべての専門家がこのビル内

に集まっている。常勤の従業員は１７名で，女性の割合が高い。地理的にはハ

ンブルク中央駅から近く利便性も高い。また，ハンブルク市内（エルベ川の南

側）に１か所だけ支所を設けている。 

 

２ 視察の趣旨 

  ドイツ消費者センター連盟（vzbv）はすぐれた消費者教育を実践する学校に消

費者学校の賞（Verbraucherschule）を授与しており，２０１７年度は１３の州か

ら３２校が金賞（Gold）又は銀賞（silver）を授与された。このうち，ハンブル

ク州からは３校が受賞（Albrecht-Thear-Gymnasium〔金賞〕，Ganztagsschule 

Molkenbuhrstraße〔銀賞〕，Stadtteilschule Stellingen〔銀賞〕）しているとこ

ろ，いずれの学校もセンターと連携して行った取組が評価されたものであった。 

  学校教育現場における消費者教育の領域では，学校と他の機関との連携が常に

課題とされている。このような現状を踏まえたとき，学校との連携によって顕著

な成果を上げたセンターから，連携の契機や方法，課題等をヒアリングできれば，

日本における今後の連携のあり方を考える上で非常に有益と考えられたことから，
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センターへの視察を企画することとなった。 

 

３ ヒアリングの概要 

(1) ドイツ連邦・州の消費者教育の実情 

  ア ドイツでは一般に，適切な情報を提供することで「賢い消費者」になれる

と考えられている。そのため，消費者法自体も情報提供という面に焦点が当

てられてきた。しかし，実際の消費者は必ずしもそうではなく，特定の場面

では「傷つきやすい消費者」として，自由に賢い選択ができない場合もある

ことが分かってきた。 

    また，「貧しい人ほど多くのお金を使わなければならない」という現実もあ

る。たとえば，低所得者が利用する当座貸越の利率は，住宅ローン等の貸出

利率よりもはるかに高く，年１０％以上に上るのが通常である。 

    州によっては，これまであまり消費者法に力を入れて来なかったところも

あるが，EU 指令等の影響を受けて，漸次，消費者法の強化が進められている。 

  イ 連邦制を採用するドイツでは，連邦政府が権限を有する分野と州が権限を

有する分野とがあり，教育に関する権限は州が有している。 

    そのため，ドイツの全ての小学校で同じ教科書を使うということはないし，

そもそも学校の制度や種類自体が州によって異なっている。ちなみにハンブ

ルク州では，まずはすべての子どもたちが Grundschule（グランシューレ）

という基礎学校〔日本の小学校に相当する〕に４年間通う。その後，高等教

育課程を視野に入れた意欲的な生徒は Gymnasium（ギムナジウム）という学

校〔日本の中学校・高等学校に相当する〕に８年間通い，他方で，その他の

生徒は Stadtteilschule（シュタットタイルシューレ）という地区ごとの学

区制が採られた技術教育学校に８年間通うことになっている。なお，

Stadtteilschule では，さらに１年間通うことで Gymnasium と同等の教育を

受けることもできる。 

  ウ ドイツでは，それぞれの州がレアプラン（Lehrplan）という教育カリキュ

ラム〔日本でいう学習指導要領に類するもの〕を定めることができるが，ハ

ンブルク州のレアプランでは，義務的なものとして消費者教育が定められて

いない。ドイツ全州の状況は不明であるが，少なくともバーデン＝ヴュルテ

ンベルク州（Land Baden-Württemberg）のレアプランでは消費者教育が義務

づけられており，同州の消費者センターでは消費者教育に熱心に取り組んで

いるという。 

    もちろん，ハンブルク州で消費者教育を行っていないわけではなく，これ
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を授業に組み込むことも可能であるが，（レアプランに組み込まれていないた

め）消費者教育に充てる時間をいかに確保するかが課題となっている。実際

の教育現場では，プロジェクトベースで消費者教育に取り組む場合と，既存

の科目の中に消費者教育を組み込む場合とがある。後者の例としては，数学

の授業の中で金融に関する問題に取り組む，体育の授業で食育の問題を取り

扱う，などが挙げられる。 

  エ 消費者教育に関する教材は，マテリアルコンパス（materialkompass）とい

うインターネット上のウェブサ

イトに集約されている7。サイトに

掲載された教材は，取り扱ってい

るテーマ（金融・メディア・食育・

持続可能な消費・消費者法）や発

達段階（初等教育・中等教育）に

応じて分類されており，教材の検

索も容易である。これはドイツ消

費者センター連盟（vzbv）が連邦

司法・消費者保護省から受託して

いる事業であり，各教材について

専門家の評価が加えられている

など，非常に充実した内容となっ

ている。特に，教材に対する評価

は，総合的な評価のみならず，専門性（内容），方法論，形式面（プレゼン

テーション）という視点から多角的になされているのが特徴的である。 

(2) センターが実施した消費者教育プロジェクト 

ア プロジェクト実施の経緯 

センターでは，２０１６年１月から２０１８年２月までの間，ドイツ消費

者保護基金（Deutsche Stiftung Verbraucherschutz）からの資金援助を受け

て，学校に様々な専門家を派遣してワークショップを行うというプロジェク

トを実施した。このプロジェクトはパイロット的なものである上，派遣する

専門家の人員をセンターで確保する必要があることから，（すべての学校では

なく）ハンブルク市北西部に位置する一部の学校（１５校）のみを対象とし

て行うこととなった。 

                                            
7 https://www.verbraucherbildung.de/suche/materialkompass 
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ただし，ハンブルク州のレアプランでは消費者教育が義務付けられていな

いことから，プロジェクトの実施には担当教員の積極的な意欲が求められた。

そのため，対象校の選定にあたっては，事前にどの学校の教員が消費者教育

に 関 心 を 持 っ て い る か を セ ン タ ー で 分 析 し た 。 ち な み に ，

Albrecht-Thaer-Gymnasium（２０１７年度に消費者学校の金賞を受賞した学

校）は最も意欲的な学校のひとつであった。 

本プロジェクトでは，①食育，②メディア，③持続可能な消費，④金融と

いう４つの重要な分野を取り扱った。 

  イ 食育の分野 

食育の分野では，子どもでも理解しやすい食品成分表示の問題を取り扱っ

た。具体的には，購入した食品の中に何が含まれているか，特に砂糖がどの

くらい入っているかを調査したのち，実際に学校で砂糖を使った料理を作っ

てみるという授業を行った。この体験を通じて，生徒たちは，どのくらいの

量の砂糖が入っていればどの程度の甘さを感じるかとか，日頃食べている食

品の中にどのくらいの量の砂糖が含まれているかという知識を深めることが

できた。このような授業は，中高生に限らず小学生でも容易に理解すること

ができる。 

また，センターでは，食育の分野に関する情報提供として，食品に含まれ

る材料の量や割合を可視化するポスターを作成している。たとえば，ヌテラ

（Nutella）を対象としたポスターを見ると，一瓶のヌテラの中にどのくらい

の量のチョコレートや砂糖が含まれているかということが，それぞれの材料

の割合も含めて一目で分かるようになっている。 
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ほかにポテトチップスの袋などを未開封の状態でＸ線撮影した写真もある。

この写真を見れば，食品の内容量はわずかであり，袋の中の大半が空気ばか

りという過大な包装をした商品もあることが分かる8。 

 

これらのポスターや写真等は一般に公表しているが，公表前に必ず当該企

業にその旨を伝え，企業からの反応も併せて公表するようにしている。また，

これらは（商品等への評価ではなく）単なる情報を提供するものにすぎない

ので，企業からのクレーム等はない。 

そのほか，センターでは製造工程の中で行われる不正（商品に含まれる成

分が表示より低いとか，原材料の品質が悪いなど）についても調査している

が，これらは可視化しにくいのが難点である。同じくメディア，持続可能な

消費，金融の各分野も可視化しにくく，この点は今後の課題と考えている。 

  ウ メディアの分野 

    メディアの分野では，個人情報の取扱い，オンライン契約の締結，オンラ

イン公告，オンラインストリーミングやアプリの課金等の問題に注目した。

この分野でよくある相談として，オンラインでダウンロードした映像等が実

は著作権により保護されたものであったため，事後的に弁護士事務所から請

求を受けた等の事例があるが，このような事態への対処方法についてもセン

ターで助言をしている。 

  エ 持続可能な消費の分野 

持続可能な消費の分野では，ごみ処理施設や上下水道局などの現地調査を

行った。この分野には様々な認証マーク（ラベル）があり，その数も非常に

多いため，消費者としてどのラベルを信頼したらよいのかとか，認証マーク

の意味について授業の中で取り扱った。なお，センターの職員にも環境保護

                                            
8 センターのウェブサイトでは，他の商品のＸ線写真も公開されている（下記 URL 参照）。
https://www.vzhh.de/themen/mogelpackungen/luftpackungen/muellflut-im-supermarkt-me
hr-drumherum-als-drin 
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担当の者がおり，認証マークの調査を行っている。 

  オ 金融の分野 

    金融の分野では，バンクツアーという企画を実施した。この企画ではセン

ターから教員に情報を提供したのち，今度はその情報を教員から生徒に伝え

てもらうという手法を採用した（センター⇒教員⇒生徒の順に情報を伝達す

る。）。その意味で，この企画は教員及び生徒の双方に向けた教育プロジェク

トといえる。 

    このバンクツアーでは，現代社会において金融サービスは何のためにある

のか，ということの理解に重点を置いた。 

    まず生徒には，どのような種類の金融サービスがあり，そのサービスは何

のためにあるのか，ということを「移動」という概念――場所的な移動・時

間的な移動・集合的な移動――を用いて説明した。 

    具体的には，イーベイ（eBay）で物を買うことは自分の収入を国外に移動

させることを意味する〔場所的な移動〕とか，貯金とは今の収入を将来に向

けて移動させること〔時間的な移動〕，与信（クレジット）とは将来の収入を

事前に受け取ること〔時間的な移動〕，保険とはそれぞれの人が自分の収入の

一部を集合させること〔集合的な移動〕などの例を用いて説明した。 

    次に，実際に金融サービスを選択する際の判断要素（基準）を提供した。

具体的には，①価格（Preis），②安全性（Sicherheit），③柔軟性

（Flexibilität）を基礎として，さらに④アクセシビリティ（Zugang），⑤

金融機関の社会的責任（Soziale Verantwortung der Bank）を含めた５つの

要素を用いて判断する方法である。

もちろんすべての要素を満たす必

要はなく，これら５つの要素を踏ま

えた上で，自分の需要に応じた金融

サービスを選択すれば十分である。

それぞれの要素の具体的内容は，以

下のとおりである。 

    まず，①価格とは，たとえば当座

貸越を例にとると，手数料は毎月定

額なのか，それとも個々の取引毎に

課金されるのか，取引毎に課金される場合の額はいくらか，制度の透明性は

どうか等を問題にする。 

    ②安全性とは，その銀行の経営の健全性や，銀行経営が悪化した場合にど
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のような措置が取られるのか等の問題である。 

    ③柔軟性とは，オンラインバンキングの可否などの問題である。 

    ④アクセシビリティ（アクセス可能性）とは，当該銀行との取引にはＡＴ

Ｍを使う必要があるか，ＡＴＭはどの程度の台数が設置されているか，銀行

の支店は近隣にどの程度あるか，一つしか支店がない場合にはＡＴＭ手数料

が無料かどうか，その銀行のジロコント（GiroKonto〔当座預金口座〕）をど

のくらいの人が利用しているのか（使っている人が少なければアクセシビリ

ティが低い）などの点を検討課題とする。 

    ⑤金融機関の社会的責任とは，その銀行がどのようなところ（事業）に投

資しているのか（たとえば，コスメに投資しているのか，薬品に投資してい

るのか）等を検討する視点である。 

    生徒にこのような情報を与えたのち，事前に銀行の協力を取り付けた上で，

教員の付添いなしで生徒を銀行に行かせ，口座を開設する疑似体験（ロール

プレイ）をしてもらった。 

    生徒たちは，口座開設を実践するグループと，その様子を観察するグルー

プとに分かれた。このうち観察側のグループは，口座開設の際に生徒からど

のような質問が出され，それに銀行がどのような回答をしたか，銀行からど

のような情報（データ）が提供されたか等を記録する。そして事後的に，自

分ならその銀行で口座を開くかどうか，開かないのであればその理由は何か

を考え，さらに学校で教員，センターの職員を交えてディスカッションを行

った。 

    最終的に，生徒には，プレゼンテーションを行う，パワーポイントやポス

ターを作成する，ロールプレイをして他の生徒にも経験してもらう，という

選択肢のいずれかを行うという課題を与えた。 

(3) 質疑応答 

【質問】 

   ドイツの学校教育現場でも教員

は極めて多忙のようで，（レアプラ

ンに定めのない）消費者教育は，

これに意欲的な一部の学校や教員

が行っているように見受けられた。

消費者教育に積極的でない学校に

もこれを普及させるためには，ど

のようにしたらよいと考えるか。 
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 【回答】 

   ロビー活動が重要であると考えている。この点は，バーデン＝ヴュルテンベ

ルク州でレアプランに消費者教育が義務づけられた経緯を調査したらよいと思

う。 

   なお，今回紹介したプロジェクトは競争的な資金を利用したものであり，セ

ンターが自らプロジェクトを組み立てて応募した結果，ドイツ消費者保護基金

から２年間の資金援助を受けることができたものである。そのため，基金側の

基本的なスタンスは，プロジェクト期間が終了した後も引き続き同様の事業を

行いたいのであれば，行政等から別途援助を受けられたいというものであった。

そこで，プロジェクト終了後に学校と連携して行政と掛け合ったが，残念なが

ら資金を獲得することはできなかった。また，センターの人員も限られている

ので，市域全体の学校をカバーすることも難しい。そこで今度は，教員の研修

という形で消費者教育を行う方法を検討してみたのだが，ベルリンにある教員

研修に関する基金は連邦レベルの競争資金であり，他の教員研修機関との競合

が激しく，資金獲得は難しいというのが実情である。 

   ちなみに，ハンブルクの北に位置するシュレースヴィッヒ＝ホルシュタイン

州（Land Schleswig-Holstein）でも，同じように学校と提携したプロジェクト

が行われたようだ。 

  【質問】 

   センターは民間団体のようだが，行政自体は消費者相談に関する業務等を行

っていないのか。 

  【回答】 

   センターが行政から委託を受けて消費者相談業務を担っている。州も年１回

イベントを開催しているが，このイベントは自分たちのマーケティング又はプ

ロモーションの要素が強いと思う。 

   消費者トラブルに関する相談業務に限らなければ，様々な紛争に対応した州

の制度がある。たとえば，ほとんどの州には収入の低い人に対して弁護士費用

を負担する制度があるし，ブレーメン，ハンブルク，ベルリンでは，弁護士や

裁判官といった法律家による相談が受けられる公的な相談窓口が設けられてい

る。 

  【質問】 
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   日本では，学校での消費者教育だけ

でなく，高齢者に対する消費者教育を

いかにして行うかということも課題に

なっている。高齢者には，若者におけ

る学校のような一同に集まる場所がな

いことがネックのひとつだと思うが，

高齢者に対する消費者教育について工

夫しているところがあればご教示いた

だきたい。 

  【回答】 

   ３つのアプローチがある。 

第１に，基金からの資金援助を受けて，高齢者になることの意味を考えても

らう講義を，年１回センターで実施している。保険，食育，遺言などすべての

テーマを取り扱っており，予めプロモーションをした上でセンターに来所して

もらう形を採っている。 

   第２に，センターに来所できない人のために，オンラインのビデオによる講

義を行っている。ただし，これは高齢者の側がビデオ講義を受講するための設

備を有していることが必要となる。 

   第３に，ハンブルク市の港湾地区で行っているモデルプロジェクトであるが，

既存の高齢者のネットワーク（高齢者団体）を利用し，協力者を介して高齢者

団体に情報提供を行っている。 

  【質問】 

   フェアトレードの市場規模がドイツで急激に伸びているという話を聞いたこ

とがある。その一番大きな要因はどこにあると考えるか。 

  【回答】 

   私の認識が正しければ，ドイツの消費者センターのうち環境保護を取り扱う

部署があるのは，ハンブルク州とノルトライン=ヴェストファーレン州（Land 

Nordrhein-Westfalen）のみである。この分野に関する需要は非常に高いと認識

しているが，資金援助との関係では十分な重要性が与えられていない。金融に

関する問題をすべてのセンターで取り扱っていることと比較すると，環境保護

に関する部署の従業員はハンブルクのセンターでも数人しかいないのが実情で

ある。ただし，若者に向けたフェアトレード等を扱う講義の参加者は多く，反

応もよいと聞いている。ネットでも，フェアトレードに触れた記事は閲覧数が

多い。ドイツではフェアトレードに関する情報も若干混乱しているところがあ
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るので，消費者は何を信頼したらよいのかという点に関心があるのではないか。 

 

４ 所感 

(1) 消費者教育の分野においては，かねてより学校と行政・専門家等との連携の

重要性が指摘されてきたところであるが，ハンブルク消費者センターの消費者

教育プロジェクトは，パイロット的な時限プロジェクトではあるものの，この

連携がうまく機能した例といえる。 

   プロジェクトの中身も，単なる知識の修得や教室内でのディスカッションに

止まることなく，むしろ修得した知識を用いて自ら考え，実践し，行動する点

に主眼が置かれていた。たとえば，砂糖を使用した調理を行ってみたり，銀行

で預金口座の模擬開設を行うといった体験は，学校で修得した知識を日常の消

費生活に落とし込んでみる体験であり，学校教育の中でこれほど手厚いフォロ

ーを行う例は珍しいのではないかと思う。 

   もちろん，こうした授業は学校や教員への負担（人的，時間的，財政的負担

等）が極めて大きく，パイロット的なプロジェクトを越えて一般的に行うこと

には課題が多いが，消費者市民社会の形成を見据えた今後の消費者教育のあり

方を考える上で，非常に示唆に富むものであった。 

(2) その一方で，ドイツにおいても消費者教育に関する先進的な取組は，一部の

意欲的な学校や教員の熱意に事実上委ねられているという現状も明らかとなっ

た。今般のプロジェクトが成功したのも，センターが事前に意欲的な学校をリ

サーチし，これらの学校を対象としてプロジェクトを実施したことが大きく寄

与しているものと思われる。 

   また，充実した消費者教育を実践し継続するためには，人的・時間的・財政

的障害をいかに克服するかが重要な課題であることも，改めて認識させられた。

今般のプロジェクトも，センターの人的資源の限界から一部の地域のみを対象

としたものであったし，プロジェクト終了後に新規の財政的支援を得られず，

実践の継続が困難となったことなどが，この問題の深刻さを物語っている。 

(3) 日本においても，先進的な取組で注目を集める自治体や学校等は見られるが，

その多くは首長や担当教員の個人的なイニシアチヴや熱意に頼るところが大き

いようである。こうしたいわば属人的な取組に依存している限り，消費者教育

の広がりには一定の限界があるようにも思われる。学校と行政等とを繋ぐ仕組

み（コーディネーター制度等）を確立し，より一般的に実践しやすい方法論を

示していくことが重要ではないかと感じた。 

   幸いなことに日本では消費者教育推進法が制定され，消費者教育（しかも消
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費者市民社会の形成に向けた消費者教育）を推進するための法的基盤は整えら

れている。これを活かし，充分な予算措置や人員確保を国に求めていくことの

重要性を再認識する機会ともなった。 

   また，多忙な学校教育現場においては，消費者教育に対する教員の負担感を

いかに緩和するかという点も課題である。ドイツにおけるマテリアルコンパス

は，単なる教材の集積や分類にとどまらず，専門家による教材への評価が加え

られており，教員に対してより使いやすい教材の提供のあり方を考える上で参

考になるものと思われた。 

（担当：遠藤郁哉） 
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第６ Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg（ハンブルク弁護士会）

［ハンブルク］ 
 

１ 調査日時など 

  住 所：Valentinskamp 88，20355 Hamburg  

  ウェブサイト：https://www.rak-hamburg.de/ 

  訪問日：２０１９年３月１４日（木）１７：００～１９：００ 

応対者：Achim Tiffe 氏（弁護士） 

      Kristina Wassenberg 氏（法律学者，独日法律家協会事務局長） 

      Maximilian Lentz 氏（弁護士） 

  オブザーバー参加：中田邦博氏（龍谷大学法学部教授） 

           青竹美佳氏（大阪大学大学院高等司法研究科准教授） 

           宮本達也氏（検察官） 

  通 訳：Antonios Karaiskos 氏（京都大学准教授） 

      Anna Katharina Suzuki-Klasen 氏（マックス・プランク研究所） 

 

  本訪問は，日本とドイツの消費者法及び消費者教育に関する意見交換の場とし

て設けられた。まず，Achim Tiffe 氏が，ドイツの消費者問題の状況について報

告をし，次に，当方が日本の消費

者問題及び消費者教育の状況に

ついて報告を行った。その後，意

見交換を行った。 

Tiffe 氏は，ハンブルク弁護士 

会に所属する弁護士である。 

日本を含む国際案件等の企業法 

務のほか，消費者被害（主に金融  

関係）も扱っており，消費者法の 

ジャーナルの編集者も担当してい 

る。消費者団体に１２年ほど所属していた経歴がある。 

 

２ ドイツ及びハンブルクの弁護士事情 

 ドイツの弁護士数は約１６万６０００人である。ドイツの人口は約８３００万

人であるため，弁護士と人口の比率は，概ね１：５００である。弁護士人口が多

いため，弁護士間の過当競争が問題になっている。 
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ハンブルク弁護士会には９０００人あまりの弁護士が所属している9。 

 

３ 消費者問題について 

ドイツにおける消費者トラブルの領域としては，投資，破産，保険等の金融関

係のほか，栄養食品，エネルギー，メディア，ヘルスケア，交通（飛行機の遅延

やキャンセル），ディーゼル不正問題等が挙げられる。 

消費者法は，民法典（ＢＧＢ）による規律と特別法による規律がある。民法典

の内外に規律が分かれているのは，歴史的な経緯に基づくが，そのために消費者

分野の条文を探し出すのが容易ではない。 

最近の消費者法の領域における傾向としては，より多くの情報提供義務を課す

立法が増えていることが挙げられる。これは，消費者に対してより多くの情報を

提供することで消費者問題を解決するというスタンスである。事業者としては，

情報提供するだけであれば容易なので，（賠償等の）責任を負うよりも情報提供で

済ませてしまう方が良いという傾向を好む。このような事業者側の意向のためか，

実際に消費者が提供された情報を全て読んだり理解することができないことが明

らかなのに，多くの情報提供を促す方向で進んでいる。このような傾向が消費者

側にとって望ましいと言えるかは疑問があり，議論もある。 

その他の消費者保護の方法としては，例えば，多重債務者の銀行口座を完全に

キャンセルすることはできない，あるいは，最低限の生活ができるように強制執

行を制限するといったものがある。これに違反した場合は，当局が，事業者に対

して特定の製品や役務の販売を停止することもできる。 

消費者問題と弁護士事情に関する近年の特徴としては，類型事案を集中処理す

る事務所が現れたことである。例えば，飛行機が遅延・キャンセルになった場合

に，飛行機会社に返金を求める（飛行機の遅延やキャンセルについては，EU では

補償基準が定められている）サービスを提供する法律事務所が存在する。消費者

は，航空券を提出するだけで良く，着手金も不要で，補償を得た場合に一定の報

酬が発生するというものである。交通事故分野においても同様の事務所が見られ

る。これらは，法律事務所にとっての成功例と見られている。 

                                            
9 ハンブルク弁護士会ホームページ https://www.rak-hamburg.de/ueberuns/mitgliederstand/ 
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４ 消費者団体について 

ドイツの消費者団体は政府から資金援助を受けて活動しているが，独立性が確

保されているので，国民からの信頼も高い。消費者にとっては，弁護士よりも安

い費用で支援を受けることができるというメリットがある。 

弁護士と消費者団体との連携は図られており，例えば，弁護士から消費者団体

に対して裁判例の結果を提供し，消費者団体から弁護士に対しては，消費者問題

の傾向等について情報提供するといったものである。 

 

５ 消費者教育について 

ドイツにおいて，消費者教育は，学校教育の履修科目ではなく，学校において

一般的に行われているわけではない。学校で扱われているのは，食育などであり，

消費者教育や消費者の権利に関する授業が必ずしもなされているわけではない

（Tiffe 氏の所感）。 

できるだけ早い段階で消費者教育を実現するのが望ましいし，消費者教育は生

涯教育とも言える。もっとも，消費者教育で得たことが，直ちに必要になるとは

限らないという理由で，消費者教育が敬遠される（あらかじめ消費者教育を受け

るよりも，必要になった時点で必要な情報を入手すれば良いと考える）傾向があ

る。しかし，消費者が情報を必要だと感じた段階では，既にトラブルに巻き込ま

れてしまっており，遅きに失する結果となる。 

なお，以下は，Tiffe 氏から提供されたレジュメの抜粋である。 

 

消費者保護と消費者教育のレベル 

消費者教育 

 

顧客への説明 

 

消費者保護 

 

規制，監督 
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基礎，理解，行動の

修正 

 

（学校のシステム，

生涯教育） 

 

個別の要望に応じた

特殊情報 

 

（提供者，仲介者，

メディア） 

個人＆団体の運営

者,提供者の義務 

 

(消費者団体，専門弁

護士) 

団体の運営者 

 

 

(関係官庁) 

 

 

６ ドイツにおける成年年齢及び未成年者保護について 

ドイツでは，１８歳で成年となる。ドイツ民法典（ＢＧＢ）１０４条以下に定

めがあるが，未成年者は，原則として法定代理人の事前の同意なくして契約を締

結できないとされている。小遣い等，両親から与えられたお金については，自由

に使うことができるので，その範囲での契約は有効となるが，後払い，分割払い，

クレジット払いの場合は，両親の同意が必要となる。 

また，未成年者が長期契約（保険契約など）を締結するには，裁判所の許可が

必要である。１８歳以上の成年であれば，裁判所の許可が不要になるので，１８

歳になったばかりの人に対して長期契約を持ちかける商法があるが，消費者団体

は，そのような商法に応じないよう呼びかけている。 

１６〜１７歳の人が銀行との間でクレジット契約を締結し，消費者が与信の枠

を超えて使ってしまった場合，法律上は，超えた分は支払わなくて良い。ところ

が，銀行は，若い顧客を囲い込むため，このようなリスクを知りながら与信して

いるという実態がある。 

また，若年の消費者によく見られる問題として，名義貸しがある。携帯電話契

約などが典型例である。 

Tiffe 氏の私見としては，ドイツ民法典の未成年者保護の規律は良く構成され

ており，１００年の歴史・経験もある。未成年者保護と自由（自分で得たお金を

使える）のバランスも取れていると考えている。もっとも，法制度自体は良いの

だが，社会のデジカル化や携帯電話の普及発展等にどう適用させるかという点が

課題である。 

 

７ 成年前の消費者教育について 

ドイツ連邦司法消費者保護省において，消費者問題に関する簡単なクイズやト

ピック（フライト，エネルギー，コンピューター，お金，買い物，消費者の権利）
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ごとの情報が紹介されている10。 

若年者への消費者教育は重要であり，その担い手としては学校が適しているだ

ろう。また，若年者への情報提供については，政府はもちろんメディアの役割が

重要であろう。 

また，若年者に対する消費者教育の課題として，以下のような点が考えられる。 

(1) 現代においては情報があふれているが，特に若年者は，その情報の出所や根

拠を確認せずに，同じように信用してしまう傾向がある。 

(2) 脆弱な消費者・家庭にこそ，情報提供が行き届かなければならないが，新聞

を読まない，自分で事業者に対するレターを書くことを好まない，消費者団体

に相談しないといった傾向があるので，アクセスが難しい。 

 

８ 弁護士による消費者教育への関与や政策提言について 

ドイツの弁護士が学校に出前授業に行ったり教育に関わることはない。 

すなわち，ドイツの学校では，企業が入り込むことが敬遠される傾向にある。

学校は広告がない場所であるべきというのが基本的な考え方である。弁護士も事

業者であるため，企業と同じような立場にある。 

また，消費者問題に関する政策提言をすることも基本的にはない。ただし，弁

護士の利害に関係のある分野であれば，政府に対して提言をすることはある。 

 

９ 消費者市民社会について 

(1) Wassenberg 氏の考え 

   消費者市民社会の意識（購入に際して製品や企業の歴史を考慮するなど）は，

消費者保護と関連するとは思っていない。 

(2) Tiffe 氏の考え 

日本の法律（消費者教育推進法）において消費者市民社会の概念が定められ

ていることは良いアイデアだと思う。ドイツにも，サステナビリティや資源の

使い方については，過去から議論があるが，法制化まではされていない。 

ドイツでは，消費者保護は，消費者を事業者と同じレベルに持って行くこと

と認識されている。例えば，消費者の情報が欠如しているのであれば，情報提

供して事業者と同じレベルに持って行くということである。消費者市民社会は，

消費者保護とは別の議論とされている。 

 

                                            
10 https://www.bmjv.de/DE/Verbraucherportal/Verbraucherportal_node.html 
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１０ 日本における消費者問題及び消費者教育について 

資料を用いて，日本の消費者被害の例，消費者教育推進法の内容等について発

表をした。具体的には以下のとおりである。 

(1) 若者が被害に遭いやすい例 

ワンクリック詐欺，キャッチセールス，マルチ商法を紹介した。 

(2) 消費者教育推進法 

   ２０１２年に施行された。特筆すべきは，「消費者市民社会」という文言が盛

り込まれたことである。公正かつ持続可能な社会の形成を念頭に置いた消費者

教育に取り組んでいこうという意識が定められている。 

   消費者市民社会の概念の普及のために日弁連が作成したパンフレット「Ｑ＆

Ａ消費者教育推進法と消費者市民社会」，ブックレットである「お買い物で世界

を変える」を紹介した。 

(3) 成年年齢引下げ 

２０１８年に民法が改正され，２０２２年から成年年齢が１８歳に引き下が

ることになった。日本では，政府も含め，若者の消費者被害を強化する意識が

高まっている。例えば，消費者庁が「社会への扉」という高校生向けの消費者

教育の教材を作成し，学校において実践されている。 

 

１１ 所感 

(1) 消費者問題及び消費者教育の内容について 
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   事業者対消費者の契約類型は消費者問題（消費者契約）に整理されるという

点で，ドイツも日本も共通しているが，日本では，消費者問題と言うと，事業

者による悪質商法に特にフォーカスされる傾向があると思われる。これに対し，

ドイツでは，事業者が消費者に対して悪質な勧誘をしたり，不当な取引を契約

させたりした事案はもちろん，事業者と消費者との間のトラブル全般（フライ

トの遅延等を含む。）について，消費者問題と取り扱う傾向が見受けられた。 

   これは，消費者教育の内容にも関わってくる。日本における伝統的な消費者

教育は，悪質商法の典型的な手口や被害に遭った場合の対応（消費生活センタ

ーに相談する，クーリングオフをする等）を学ぶことであった。これに対し，

ドイツでは，製品やサービスの性能に問題があった場合や事業者側の対応が適

切でなかった場合にどうするか，多種多様な製品やサービスを比較してどのよ

うに選ぶか，という観点が重視されているように思われる。 

   悪質商法の典型的な手口や被害に遭った場合の救済方法を学ぶことは有用な

面もあるが，一方で，詐欺的・悪質な商法にかかわらず，消費生活全般でトラ

ブルは生じうるし，そのようなトラブルに遭わないためにはどのような選択・

行動をしなければならないか，日常生活において商品やサービスをどのように

選択すべきか，という観点での教育についても，これまで以上に取り組む必要

があると感じた。 

(2) 消費者教育に対する弁護士の関与について 

ドイツにおいて，弁護士が消費者教育に関わる意義が否定されているわけで

はない。弁護士が有する専門知識や経験を共有することで，よりリアリティの

ある授業や教材を提供することが可能になる。多忙な教員の負担軽減にもなり

得る。 

   しかし，現状において，ドイツでは，弁護士が消費者教育に積極的に関与す

ることはあまりないようである。その理由の一つとして，弁護士も事業者の一

員であり，学校をマーケティングの場とすべきではないという事情があること

に，日本との違いを感じた。日本の教育現場において，事業者は完全に排除さ

れているわけではないし，そもそも，弁護士がマーケティング目的の事業者と

見られることもほとんどない。その意味で，弁護士と教育現場が連携するにあ

たってのハードルはドイツよりも低いと言える。 

   また，弁護士人口の関係もあるかもしれないが，日本の弁護士はプロボノ活

動への参加意識が浸透しており，社会もそれを期待している。日本の弁護士は

外部と連携しやすい環境にあると言えよう。 

(3) 消費者教育推進法について 
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   ドイツには，このような法律は存在しないということである。ハンブルクの

弁護士も日本の消費者教育推進法に興味を示し，同法の意義について尋ねられ

た。 

   消費者教育推進法の施行により，消費者教育の推進に関する基本方針の制定，

都道府県をはじめとする自治体における消費者教育推進計画及び消費者教育推

進協議会の整備，消費者教育推進会議の設置等がなされた。学習指導要領の改

訂にも影響を与えた。 

   しかし，消費者市民社会の理念が十分に定着しているとは言えない状況であ

り，消費者教育の担い手の連携を図るためのコーディネーターの設置，地域間

格差の是正，高度情報通信化への対応等，課題も多く存在する。 

   世界的にも例がない消費者教育推進法である。これを生かすためにも，法律

や基本方針に裏付けられた施策を具体的に実行することの必要性を改めて認識

した。 

（担当：江花史郎） 
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第７ Albrecht-Thaer-Gymnasium（アルブレヒト・テーア校）［ハンブルク］ 
 

１ 調査日時など 

住 所：Wegenkamp 3 22527 Hamburg 

ウェブサイト：https://www.albrecht-thaer-gymnasium.de/ 

訪問日：２０１９年３月１５日（金）１０：１５～１２：３０ 

訪問場所： Max-Plank-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht,Hamburg 

Mittelweg 187 20148 Hamburg 

応対者：Kolja Altenhoff 氏 

Matthias Drieschner 氏（持続可能性コーディネーター) 

      Stefan Krämer 氏 

  通 訳：Antonios Karaiskos 氏（京都大学准教授） 

      Anna Katharina Suzuki-Klasen 氏（マックス・プランク研究所） 

 

 

２ 訪問先等の概要 

Albrecht-Thaer-Gymnasium は，ドイツ第二の都市であるハンブルク市の北部地

域にある，Gymnasium（ギムナジウム）と呼ばれる中等教育機関である。ドイツの

学制で５年生から１２年生までの学生約７００名が在籍している。ただし，

Albrecht-Thaer-Gymnasium においては「観察指導段階」という過程が設けられて

おり，５，６年生（日本の小学生に該当）と，７年生（日本の中学生に該当）以

Max-Plank-Institut のホールにて撮影 
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降の教育内容は大きく異なっている。 

Albrecht-Thaer-Gymnasium は，ドイツ消費

者保護財団が資金提供する Consumer Center 

Hamburg のモデルプロジェクト「Consumer 

School」に参加している。そして，中等部（日

本の中学生と同じ年代）は，２０１７年２月

に，Verbraucherzentrale Bundesverband（ド

イツ消費者連盟。vzbv）が主催するドイツ消

費者学校のシルバーを受賞し，高等部（日本の高校生と同じ年代）は，2018 年２

月にドイツ消費者学校のゴールドを受賞した 11。そのため，vzbv からは，

Albrecht-Thaer-Gymnasium がハンブルク市において消費者教育の先駆的な役割

を果たしてきたと評価されている12。 

持続可能性に対して関心が高まっているドイツ国内でも，評価の高い消費者教

育が行われており，その教育内容などをヒアリングすることが極めて重要である

と考えられたことから，Albrecht-Thaer-Gymnasium を視察先に選定したものであ

る。 

なお，ヒアリング当日は，学校自体が休業で

あったため，授業の見学をすることはできなか

ったものの，仲介者であるアンナ・カタリーナ・

鈴 木 ・ ク ラ ー セ ン 氏 の 所 属 す る

Max-Plank-Institut のミーティングルームを

利用させていただくことになり，そこに３名の

教員をお招きして，ヒアリングを行うことにな

った。 

 

３ Albrecht-Thaer-Gymnasium 教員からのヒアリング

内容 

(1) 「消費者学校」になった経緯 

Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，従前より，

認証・マークを取得する取組が行われてきた。どのよ

うな認証を受けているかは，その学校の教育方針と密

                                            
11 Albrecht-Thaer-Gymnasium が 2018 年に受けたドイツ消費者学校ゴールドの認証（同校
HP より） 
12 https://www.verbraucherbildung.de/artikel/albrecht-thaer-gymnasium-hamburg 
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接な関係があり，父兄や生徒が進学先の Gymnasium を選択する際の一つ指標に

もなっているようである。 

同校が今まで取得した認証は，Klimaschule（気候学校） 13の認証，

BewegteSchule（移動学校）の認証，Umweltschule in Europa（ヨーロッパ環境

学校）の認証，Berufs- und Studienorientierung（職業オリエンテーリング）

の認証などであり，Klimaschule は２０年間，Umweltschule in Europa は１５

年にわたって認証を受け続けている。 

これらの認証制度は特定の活動と結び付けられており，例えば Klimaschule

は，学校単位でエネルギーを節約するという活動に結びつけられている。これ

は単に生徒だけがエネルギーの節約に取り組むというだけではなく，教員と父

兄と生徒が一体となってエネルギーの節約に取り組まなければならないことに

なっている。また，ハンブルクでは「５０％５０％」という取組があり，学校

の場合，規模，歴史，生徒数等に応じて一定のエネルギー消費目標値が定めら

れ，それよりも少ないエネルギー消費であった場合は，節約分の半分が金銭で

補償されることになっている。金額的には，学校単位で年額数千€という金額に

なり，この獲得した金銭を持続可能に関する活動等に使うことができる。 

他方で，学校の取得した認証・マークが多過ぎて，生徒にそれぞれの認証・

マークが何を意味しているかを尋ねても，正確に回答できる生徒が非常に少な

いという問題があった。 

そこで，このような問題に対処するために，これらの認証・マークに共通す

るものとしてどのような考え方・方向性があるのかということを，後述するよ

うにハンブルク消費者センターと共同して検討することとなった。 

その検討の結果，その目的は，生徒たちが， 

①自立した消費者になること 

②健康指向の消費者となること 

③品質指向の消費者となること 

④持続可能で社会的責任を有する消費者となること 

であり，生徒たちがこれら４つの項目に従った判断ができるようになること

を目指すものとしてまとめられた。 

このように，Albrecht-Thaer-Gymnasium では，生徒に知識を与えることだけ

を目的とするのではなく，生徒たちが，知識を持って，４つの項目に従った判

断ができるようになって欲しい，そして，自分の判断がどこを向いているのか

                                            
13 Albrecht-Thaer-Gymnasium が 2018 年に受けた Klimaschule の認証（同校 HP より） 
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理解できるようになること，いわゆる賢い市民になって欲しいということを目

的として，消費者教育を行うことになった。 

具体的には，消費者としての選択，日常的な能力の強化を大きな柱とし，例

えば，「権利・義務」ということについては，契約を締結したらどのような権利・

義務が生ずるか，銀行で口座を開くとどうなるのかということについて学んで

もらうことにしている。他にもインターネット，情報保護，貯蓄，エネルギー，

食品，農業，フェアトレード，持続可能な消費といった項目について，教員た

ちが様々な情報を与え，これを生徒たちが自ら考えることによって，能力を強

化していくことを目標としている。 

(2) ハンブルク消費者センターとの協力 

今から４年ほど前に，ハンブルク消費者センターが，パイロット事業を行う

として，ハンブルク市内の各学校に対して消費者教育事業の申入れを行い，

Albrecht-Thaer-Gymnasium を含む４校が応募した。ただし，現在も連携を継続

しているのは同校を含めて２校のみである。 

もっとも，Albrecht-Thaer-Gymnasium においても，学校が主体となって消費

者教育に取り組んでいるわけではなく，プロジェクトに申し込みをした

Drieschner 氏をはじめとする５名の教員を中心に消費者教育に取り組んでい

る。５名の教員は，他の教員に対して理解は求めるものの無理に協力は求めて

おらず，学校側も時間と場所を提供することで協力している。 

協力体制としては，多くの消費者問題の専門家を擁し消費者保護を目的とし

て活動しているハンブルク消費者センターが様々な情報を提供し，これらの情

報を，子どもたちに教えることを専門としている教員が一緒になって，どのよ

うに教育現場で実践していくかを検討した。 

ハンブルク消費者センターから提供された情報は，教員達にとっても興味深

いテーマが多く，例えば，金融に関する問題，銀行での口座開設に関する問題，

ごみ処理場の問題においては，ハンブルク消費者センターから専門家が派遣さ

れてアドバイスをもらい，実際に生徒たちと現場に足を運んで問題点について

理解し，この経験を学校に持ち帰って，批判的に分析し，例えばごみ処理場の

代替手段の有無などを改めて検討するという試みを行うことができた。 

(3) 取組の内容 

先述した認証・マークの統一化の取組においては，ハンブルク消費者センタ

ーから得た情報に基づき，持続可能な消費，金融，メディア，食育という４つ

のテーマに分類し，それぞれの認証・マークがどこに位置付けられるのかを確

認していく作業を行った。 
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そして，様々なプロジェクトや，芸術，地理，自然科学，算数といった授業，

例えば，算数の授業の中で，持続可能な消費について語るように工夫した。 

また，持続可能性に関する独自のカリキュラム14を作り，どの学年のどの科

目で持続可能な消費に関する項目を入れるのかを明らかにした。取組を着実に

進めるために，毎月のプロジェクトで，特定のクラスだけで実践することもあ

ったし，持続可能性と責任というテーマ週間を設けたこともあった。消費者セ

ンターとは別の学校外機関と提携することもあった。 

具体的な取組内容としては，在籍する全学年の生徒を対象に，自分たちの知

りたいことを発表してもらい15，これに対して教員たちがオリエンテーション

を行うという試みを行った。生徒たちが知りたいと考えていたことは，クレジ

ットの仕組み，オーガニックの意味，保険の必要性，自分の情報がどのように

取扱われているか，健康な食生活，インターネット情報の正確性，銀行口座の

意味，自分の着衣の安価性，労働者の権利，持続可能性の意味，表示の意味，

など幅広いテーマに及んでいた。 

また，夏休みには，金融についてのゲーム，地中海式の食生活の特徴，オー

ガニック農家の訪問，市販のパスタソースと自分たちで作ったパスタソースの

比較，スーパーマーケットにおける戦略的商品陳列の方法，ジャーナリズムの

質の劣悪，ビッグデータの活用，ハンブルク市内の開発における持続可能性へ

の配慮，などを課外授業として行っている。その他に実践したテーマとしては，

自分が環境に残している足跡，リサイクル，シェアリングエコノミー，再生エ

ネルギー，子どもの貧困，自動車を用いない生活，環境の歌や持続可能性の歌

を作詞・作曲するといったテーマもあった。また，観光の時に飛行機を使うべ

きか否か，タクシーと自家用車の使用の比較，使用後プラスチックの問題，ミ

ツバチと環境，サッカーワールドカップと持続可能性の適合性，他の生徒のた

めに持続可能性に関する動画を作成する，というテーマもあった。 

これらの授業においては，生徒達が集まって意見交換・情報交換をする中で，

生徒がどのように考えるかという過程を重視しており，教員は立ち会って助言

をすることはあっても，結論を押し付けることはしていない。 

(4) 学んだ知識で行動を変えていくことの重要性 

Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，上記のように消費者教育のカリキュ

ラム化を行い，普段の授業のみならず，夏休みの課外授業においても様々なテ

                                            
14 このカリキュラムは，学校全体の取組として固定化されたカリキュラムではなく，追加的な
取組であり，５人の教員グループで，生徒の協力を得て作成したものである。 
15 同校では，生徒達が知りたいことを発表する様子を撮影した映像を制作している。 
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ーマを取り扱ってきたが，ここで重視されているのは授業で知識としてインプ

ットし，試験でアウトプットするに止まらず，生徒たちがその知識を生かして，

何らかの行動として実現できる機会を設けることである。 

例えば，地理の授業では，気候変動，エコシステム，海の汚染が漁業にどの

ように影響しているか，食育，布・生地の生産等については教えているが，単

に科目の中で教えてしまうと，生徒はそれを学んで試験で書いてアウトプット

して，それで終わってしまう。ドイツでは，夏に試験を受けて６か月後，１２

か月後には試験で勉強したことの３～８％しか残っていないという調査結果も

出ている。 

こ の よ う に ， 知 識 と し て 残 る も の は 非 常 に 少 な い こ と か ら ，

Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，「行動」に焦点を当て，生徒達が得た

知識を積極的にどこかで実践し，最終的には自分の行動パターンを変えるとい

うことが最も重要な事であると位置づけている。また，得た知識の多くを失っ

たとしても，どのように情報を得ることができるのか，どこで誰とつながって

いるのかというネットワーク的な思考についても重視するようにしている。つ

まり，知識重視型ではなく，生徒達が，自分から関心を持って行動するという

姿勢を重視している。 

インターネットで情報を見たときに，誰が書いたのか考えることができると

か，契約なら単純に全部承諾しないのではなく，もしかしたら一部だけ承諾し

なくてもいいところがあるのではないかと考えることなど，クリティカル・シ

ンキング的な能力を鍛え，その中で，持続可能性について意識できるようにな

ることを目指している。方法論的にも生徒がそのように考えることは大事だし，

関心を持ってもらうという観点でも大事であると認識している。 

Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，クラス代表２名が置かれているが，

その他に環境代表が２名置かれていて，６か月に２回ミーティングを行い，学

校でのプラゴミについて何か取組を行おうといった，プロジェクトに関するア

イディアを生徒たち自らが考えている。また，「５０％５０％」プロジェクトに

関連して，教室内のＣＯ２の数値を測定しているが，それは単に教室内の空気

をきれいに保つということにとどまらず，セントラルヒーティングがついてい

て暑すぎるから窓を開けようというような本末転倒な事態は避けよう，という

取組にも繋がっている。 

さらに，学校外においても，生徒達が環境団体の主催するデモに参加するな

ど，得た知識を具体的な実際に行動に移す例もみられる。 

(5) 教員側の留意点 
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どのような授業を行うかは，生徒の生活環境なども考慮しなければならない。

例えば，生徒達が，スマートフォンを実際にどのように使っているかを把握し

た上で，どのように議論すればいいのか検討する必要がある。 

そして授業においては，生徒の持つ意見の内容ではなく，議論の展開方法を

評価するようにしている。Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，①みんなで

共有する，②学んだことを展開する，③クリティカル・シンキングをする，と

いう三つの重要テーマを設定しており，これは③に関わることである。 

議論の展開方法を評価するので，あえて，様々な意見があり得ることについ

て議論を行わせるようにしている。例えば，Facebook を使うという意見もある

し，データ管理が適切に行われているかどうか分からないから使わない方が良

いという意見もあり得る。このような意見の分かれるテーマこそが良い題材と

なる。 

(6) 取組にあたって必要なこと 

このようなプロセス，アイディアを実施していくためには主に「空間・人員・

お金」の３つが必要となる。 

学校の理解もあって場所は確保できており，人員も５名の教員とチームを組

む生徒たちがおり，多くではないが学校からは時間も割いてもらっている。一

番 大 き い の は お 金 の 問 題 で ， そ の 獲 得 は 容 易 な 事 で は な い が ，

Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，財団などが主催する競争的資金に応募

したり，省エネによる「５０％５０％」の補助金を受けたり，活動に理解を示

す団体からの支援申し出などにより，資金を獲得している。 

さらに，モチベーションというものも極めて大切である。教員たちは，消費

者教育を「未来への投資」と位置付けて高いモチベーションを保っているが，

このモチベーションは，教員だけではなく，生徒，さらには父兄にとっても重

要であり，同校においては父兄の理解が得られていることが非常に大きいと理

解している。同校では，数は少ないが，父兄を対象とする継続的教育，生涯教

育を提供しており，これに多くの父兄が参加している。そして，プロジェクト

やイベントに参加した父兄に，得た知識を家に持ち帰って子どもたちに伝えて

もらったり，家にあるもの５つを非プラスチック製品に置き換えてみるという

活動を通じて父兄の理解を得るというような活動も行っている。 

(7) 取組を広げるために必要なこと 

このような取組をさらに広げていくためには，財源が最も重要である。

Albrecht-Thaer-Gymnasium には，持続可能性コーディネーターが配置されてい

るが，それは税金で賄われており，しかも全ての学校に配置されているわけで
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はない。すなわち，教員単位や学校単位で資金的な援助があるということが重

要である。 

これは政治に関わることであり，行政がどう認識するかの問題でもあるが，

アイディアだけでは足りず，資金的援助が極めて重要である。同じプロジェク

トに応募した２つの学校が継続を断念したのは，関心がないからではなく資金

が無かったからである。 

また，応募した４つの学校の教員間ではネットワークを作っており，教員同

士で直接会って議論を交わしたいが，学校の教員は他のことでも忙しく，なか

なか時間を確保することができず時間が確保できていない。教員間で情報を共

有するというのも重要な要素である。 

そして，教員に対してどの程度裁量が与えられているということも重要な要

素である。上からこういうことをこういう風にやりなさいと言われると，モチ

ベーションが出てこないので，ある程度，こういうことはやってもらいたいけ

ど，自由にやって下さい，というのも大事ではないかと認識している。 

ただし，今は，社会の需要・社会からの圧力が強くなっている。持続可能性

が重要で，日常生活に関連があるということが浸透しているので，これらを実

現するという方向性が進んでいくことを期待している。 

また，自分がそのようなことを経験すると次の世代に教えることができるの

で，それが少しずつ将来に向けて蓄積されていくということも大切ではないか

と考えている。 

(8) 地域との連携について 

地域内に多くのパートナーがおり，インターネットで検索をして接触し，プ

ロジェクトの趣旨を伝えると，大体の場合が協力を得られている。長い間付き

合いのあるパートナーもいれば，プロジェクト単位で交代するパートナーもい

る。 

最近の新しいテーマとしては，持続可能性に関するグリーンハウスの企画が

ある。魚を飼っている池から，植物に必要な水を機械で給水し，その植物の花

に集まってくるミツバチを飼ってハチミツを収穫する。このプロジェクトに関

しては，学生たちが植物や花を育てる実験をしたり，コンピューターに関心あ

る学生が情報を調べたり，地域のパートナーがグリーンハウスを作るために協

力してくれるなどした。 

(9) 企業の消費者教育への関与と注意点 

夏休みの課外授業において，生徒たちが実際に銀行に行って模擬口座を作る

という取組を行った際，銀行には事前に連絡をし，協力をしてもらった。生徒
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たちが複数の銀行を訪問できるように複数の銀行に協力をしてもらっており，

生徒達が訪問した銀行を比較し，検討し，評価をすることもできるため，企業

の協力が得られる利点は大きい。 

ただし，このような場面においても，銀行は自らのＰＲをしようとするため，

教員の方で情報を選別するなどして，生徒に適切な情報が提供されるように心

掛けている。すなわち，ドイツでは銀行を含む大企業の多くは持続可能性につ

いて非常に優れた独自の資料を準備し，それが学校側に提供されることがある

が，資料の中にさりげなくロゴマークが印刷されていることもある。教員たち

は，常に「隠された広告」に注意を払い，これが確認できる特定の資料は使用

しないとか，使用するけれども一部の情報を除外するなど，隠された広告が生

徒に提供されないように徹底した配慮を行っている。 

ドイツでは，消費者の行動，メディア，環境異変などに注目が集まり，持続

可能性が非常に重要なテーマとして注目されていることから，企業としてはそ

こから取り残されたら困るという認識を一般的に有している。そのため，持続

可能性に関係する委員会などが開催されると，企業もそこに参加したい，参加

することで将来につなげたい，という意欲を有している。ただ，企業は持続可

能性に取り組む姿勢を見せることで，他の悪い点を洗い流そうという意図も有

していることがあり，いわゆる「グリーン・ウオッシング」も問題となってい

る。 

(10) フェアトレードについて 

ドイツでのフェアトレード商品の流通が増えていることについては，好まし

いものだと考えている。カカオの取引において，相手国の労働条件，取引条件

を 最 低 限 の 水 準 に 維 持 で き る よ う に す る こ と は 大 切 な こ と で ，

Albrecht-Thaer-Gymnasium においてもカリキュラムに取り入れられている。ま

た，フェアトレードゴールドというプロジェクトにも参加している。 

ただし，フェアトレードの認証マークだけでは生産・輸入の過程の全てが管

理できるわけではないので，認証マークがある商品を買うということだけで満

足するのではなく，その背後にある考え方を知ることに意義がある。そして，

そこで考えなければならないのは，例えば，最低限の水準で本当に十分なのか，

価格を比較したときに高くなっている部分のどの程度が実際に労働者や生産者

たちに配分されているのかを，批判的に検討することが大事である。 

(11) 日本における成年年齢引下げ問題と消費者教育について 

１８歳と２０歳の２年間分の経験の違いはあるにせよ，２年の違いはあって

も自立的・自主的行動をすることは可能なのでないかと考える。 
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若い人たちに自立的・自主的に行動しても

らうことは大切であるが，それ以上に，父兄

を取り込み，参加してもらうことが大切だと

考えている。学校での教育，授業での教育だ

けでは十分ではなく，家庭での教育も必要で

あり，Albrecht-Thaer-Gymnasium でも，父兄

に継続的教育，生涯教育を提供している。 

とはいえ，ドイツでも，近時，若年層で多 

重債務が問題になっている。 

１８歳と２０歳ではあまり大きな違いはないのではないかと思うが，何かよ

い答えを持っているわけでもない。私達も試行錯誤の状態である。 

 

４ 所感 

ハンブルク州では，「レアプラン」に消費者教育が記載されていないため，多く

の学校では消費者教育が実施されていない。 

また，ハンブルク消費者センターの主催する消費者学校もパイロット事業とし

て位置づけられており，資金難から継続できなかった学校もある。 

日本とは教育システムが異なるとはいえ，カリキュラムにない授業を行うため

には，学校が自ら資金を獲得しなければならないという現実に厳しさを感じた。 

そのような状況の中で，Albrecht-Thaer-Gymnasium においては，一部の熱意の

ある教員が手を上げて，他の教員の協力を得て，学校や地域といった周囲を巻き

込むような形で消費者教育に取組，実績を上げていることについては改めて敬意

を表したい。 

その授業内容としても，消費者問題の専門家であるハンブルク消費者センター

と協力し，①通常の授業内で持続可能な消費の話をするだけではなく，②体験型

授業を取り入れ，体験に止まらず，他の生徒の体験と比較，討論することでいろ

いろな結論について考える機会（しかも結論ではなく過程が重視される。）が確保

されている点については優れたシステムであると感じた。このように，クリティ

カル・シンキングを重視している点については，消費者教育推進法で消費者市民

教育を行うことが義務付けられた日本においても，早急に取り入れていかなけれ

ばならない視点である。 

また，テーマの選定についても，生徒の生活環境などに注目して，身近な問題

に着目することで，生徒やその父兄に対しても影響を与えていくという明確な意

図を有しており，企業から放たれる「隠された広告」に対しても徹底的に排除す
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るなど，きめ細やかな配慮を感じた。この辺の配慮は，教員ではなければ目が届

かない点であると思われる。 

このように，Albrecht-Thaer-Gymnasium において行われている消費者教育の内

容は，教育制度の違いを前提としても，現行の日本の消費者教育よりも進んでお

り，大いに参考にすべき点がある。 

ただ，このような優れた教育手法であっても，万国共通の「ハコ，人，金」の

問題に直面しており，同じ内容の教育を日本で直ちに行うことは困難であるとも

感じた。法律がある以上，きちんとした予算を確保し，充実した消費者教育が行

われるよう，引き続き関係機関に働き掛ける必要がある。 

また，ドイツでは弁護士が消費者教育に関わることはないとの発言が聞かれた

が，我々弁護士も，消費者センターと同様，多くの被害事例を集積し，消費者保

護法にも精通していることから，これらの専門的知識を提供して学校の教員と協

力し，お互いの長所を活かす役割分担をすることができれば，教壇に立たなくて

も，消費者教育の現場で協力していくことは，十分に可能であると改めて感じた

次第である。 

（担当：靏岡寿治） 
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第８ ハイコ・ステファン元教授との面談報告［ベルリン］ 
 

１ 面談日時など 

  面談場所：ベルリン工科大学 Technische Universitǎt Berlin 

  面談日時：２０１９年３月１６日（土）１０：００～１２：００ 

ウェブサイト：https://www.aloenk.tu-berlin.de/menue/team/prof_dr_dr_hc

_heiko_steffens_ir/ 

  通  訳：Antonios Karaiskos 氏（京都大学准教授） 

       Anna Katharina Suzuki-Klasen 氏（マックス・プランク研究所） 

 

２ ハイコ・ステファン（Heiko Steffens）元教授の紹介 

ベルリン工科大学経済学元教授。教育学博士，名誉経済学博士。 

ミュンスター大学にて教育学，経済学を学んだ後，ミュンスター教員養成大学

にて博士号取得。ベルリン教員養成大学経済学教授（１９７５～１９８１年），ベ

ルリン工科大学経済学教授（１９８１～２００３年）を歴任した後，２００３年

１０月に退官。 

消費者団体連合会（AgV）会長（１９９５～２００１年），欧州経済社会評議会

（EESC）評議員（２００２～２００７年）などを歴任。ドイツ連邦教育研究省（BMBF）

科学運営委員会委員として研究プログラム「素養と成人教育」にも参画（２００

８～２０１２年）。 

 

３ 面談内容 

ハイコ・ステファン元教授（以下「ハイコ」）との面談は，講義（前半）とディ

スカッション（後半）という形式で実施された。以下は，当日の面談の内容であ

るが，適宜意訳や要約を行っている。また，後日，ハイコ・ステファン元教授か

らメールで補足があった部分も付加している。 

(1) 冒頭－日本における消費者教育の現状 

■弁護士と消費者教育 

ハイコ  こんにちは。ベルリン工科大学へようこそ。 

           私は，これまで日本に６回行っており，日本の消費者教育について

は，私も，私の同僚達も非常に関心をもっています。 

２００９年にパリで開催された消費者教育に関するＯＥＣＤ消費者

政策委員会の会議の際に，日本の代表が参加しており，その発表を聞

いて，日本の消費者教育について知ることができました。ＯＥＣＤ２
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００９の冊子「PROMOTING CONSUMER EDUCATION」では日本についても

取り上げられています。 

中村 今日は，貴重な時間をとっていただき，ありがとうございます。 

世界的な消費者教育の第一人者であるハイコ先生とお会いできて，大

変光栄に思っています。 

２００９年にＯＥＣＤ（Organisation for Economic Co-operation and 

Development・経済協力開発機構）の消費者政策委員会が出した報告書

や政策勧告については，日本でも消費者庁を通じて公表されています。 

ハイコ先生が２０１０年３月に名古屋の金城学院大学で開催されたシ

ンポジウムに参加されたときの資料もインターネットに掲載されてい

ます。 

ハイコ なるほど。 

中村 まず，私たちの自己紹介を簡単にさせてください。 

私たちは，日本弁護士連合会（日弁連）に所属する弁護士です。日本

の弁護士は，通常，訴訟や交渉を通じて法的なトラブルを解決したり，

あらかじめトラブルを回避するために契約書をチェックしたりするこ

とを主な仕事としています。 

ただし，日本の弁護士にはユニークな側面もあり，プロボノ活動の一

貫として，消費者教育の担い手になってきたという歴史があります。 

          その背景には，法律を知っている弁護士が法的な知識を使うことで，

教育に役立って欲しいという国民の期待があるのではないかと個人的

には思っています。今回の訪問も，日弁連の活動の一環として消費者教

育について学習しに来ているものです。 

日弁連の組織の中で消費者問題を扱うグループ（消費者問題対策委員

会）があり，その中でさらに消費者教育を扱うグループ（消費者教育・

ネットワーク部会）があり，私たちはそこに所属しています。 

日本から自己紹介をするために持参した資料がありますので，お受け

取り下さい（日弁連「消費者教育推進法 Ｑ＆Ａ」，岩波ブックレット

「お買い物で世界を変える」，消費者庁「社会への扉」，消費者教育支援

センター「エシカルアクションガイドブック」を手渡す。） 

ハイコ ありがとうございます。私にとって，弁護士が消費者教育に関わる

ということは非常に新鮮です。                

ベルリンにも消費者センターがあり，消費者教育にも関わっており，

学校からの訪問も受け付けています。私は，小さい本（冊子）を作成
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してはどうかということを消費者センターに提案しました。その冊子

は，実際にあった過去の事件をまとめた事件集のようなものです。必

ずしも大きな事件だけでなく，小さな事件も多く含まれています。な

ぜなら，子どもたちが大小問わず過去の事件を知ることが大事だと考

えているからです。法学でも過去の事例を学習することは大切ですが，

子どもたちの消費者教育にとっても過去の事例を学ぶことは大切だと

考えています。本日いただいた日本の資料を見ると，写真を掲載した

り背景事情を説明したりして分かりやすくする工夫がされていますが，

私たちが作っている冊子でも同じような工夫をしています。 

■消費生活協同組合について 

ハイコ さて，私が皆さんに最初に質問したいのは，「消費生活協同組合」

についてです。 

以前，日本の消費生活協同組合に関する論文を拝読したことがあ

ります。ドイツにはこ

のような種類の団体が

ありません。日本では，

このような組合も消費

者教育にかかわってい

るのでしょうか。消費

者教育は学校だけです

るのではなく，生涯教

育という側面もあるの

で，消費生活協同組合

（生協）の教育活動についても関心があります。 

中村 生協は，消費者教育をメインとした団体ではありませんが，消費者

と関わる段階で，商品の安全や商品の生産過程（どこから生まれてき

たものか）について啓発，啓蒙しているという側面があると思います。 

例えば，食品添加物が多い食品を食べるのはやめようとか，公害に

起こすような洗剤を使うのはやめようというような運動をしてきた歴

史があります。 

ただし，そのような生協の活動は，弁護士の消費者教育に関する活

動とは，必ずしも強くリンクしているものではないと個人的には感じ

ています。 

その理由は，弁護士が行ってきた伝統的な消費者教育は，金銭的な
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トラブルをどのように回避，解決するかということを中心的に取り扱

ってきました。ですから，環境問題を中心的に取り扱ってきた生協の

活動とは，少し距離があったのではないかと感じています。もちろん，

伝統的に食品の安全や環境の保全に取り組んできた弁護士も存在しま

すので，全く関係がないというわけではありません。 

■日本の消費者教育が置かれている最近の状況 

中村 もっとも，最近，環境問題に関する教育と金融トラブルに関する教

育とが大いに連携をとろうという動きが出てきました。それが消費者

教育推進法です。 

そこで，日本の最近の状況について説明します。 

日本の教育学会や日弁連など関係団体が協力して，２０１２年に消

費者教育推進法が成立しました。また，２０１９年６月には民法の成

年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられました。 

ハイコ そうすると，行為能力についても変化が生じるということですか。 

中村 そのとおりです。 

日本では学習指導要領が約１０年に１度改訂されていますが，２０

１８年の前後が，ちょうどその学習指導要領の改訂時期にあたり，消

費者教育がたくさん盛り込まれることになっています。このような状

況にあるので，今，日本では消費者教育が注目されているといえます。 

法律に基づいた消費者教育が行われることになるので，弁護士も政

府に意見を述べられる立場にあります。 

日本政府も教育界も，消費者教育を新しくどのように進めていけば

よいのかを検討しているところで，最新の情報を欲しています。私た

ちはその一貫として，イギリス，ドイツを視察し，ハイコ先生からも

有益な教えをいただきたいと思い，ベルリンを訪問しました。 

 

(2) ハイコ先生の講義 

■ドイツの消費者教育 

今の学習指導要領の改訂に

関する話に大変刺激を受けた

ので，まずその話からしたい

と思います。 

ドイツでは，中央の連邦政

府（連邦教育研究省・ＢＭＢ
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Ｆ）が学校での指導内容を定めることはしていません。 

ドイツは連邦制で，連邦政府はドイツ全体を所管しています。 

そして，ドイツには１６の州があり，各州は特定の事柄については部分的

に連邦政府から独立しています。特に，学校教育や文化に関する事柄につい

ては，各州は連邦政府から独立しています。 

ドイツの消費者教育のカリキュラムがどのように発展してきたか，お話し

します。 

制度上は，各州は異なるレベルの学校のカリキュラムを連邦政府から独自

に自立して決めることができ，連邦政府はそのような文化的側面については

管轄を有していないので，何も口出しはできない状況にあります。 

もっとも，私が学術的なレベルで行っている消費者教育に関する研究活動

について言えば，全体を把握しなければなりません。そして，基本的な原則

や方法論を用いることになります。 

各州が独立・自立しているので，私の研究においては，全ての州の状況を

見る必要があります。それぞれの州では教育内容の詳細も異なりますし，そ

もそも消費者教育をカリキュラムに入れるかどうかについても各州が独自に

決めることができます。 

各州の消費者教育の拠点となっているのは，各州の教育所管省です。各州

の教育所管省の大臣がミーティングを行っており，そのミーティングを行っ

ている機関（各州文部大臣会議・ＫＭＫ）が各州の教育所管省よりも上位に

存在しています。但し，各州文部大臣会議は連邦政府とは異なります。連邦

政府に対してどういう提案をするのかなどを検討している機関です。 

２０１３年，私たちはＫＭＫを説得して，ＫＭＫから連邦政府に対して消

費者教育に関する提案をしてもらうことに成功しました。 

この提案の結果として，各州で消費者教育がカリキュラムに取り込 まれ

ました。その際，学校の先生，大学の研究者など利害関係人が集まり議論し

ました。ベルリンでは，私が大学レベルでの専門家なので，研究の成果を報

告書「Orientierungs- und Handlungsrahmen für das übergreifende Thema 

Verbraucherbildung－消費者教育の包括的なトピックに対するオリエンテー

ションと行動の枠組み」にまとめて，どのようにカリキュラムに消費者教育

に取り込むことができるかということを記載しました。 

一般的な問題として，子どもたちに教えなければならないことが，たくさ

んありすぎます。 

カリキュラムに正式に消費者教育が取り込まれる以前から，個々の科目の
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中に分散する形で消費者教育の要素は存在していたわけですが，今回，消費

者教育，環境教育，民主主義教育が，従たる位置付けのものではなく，主た

る位置付けのものとして取り込まれることになりました。そのため，ランチ

ボックスに例えるなら，それまでならランチボックスには特別に選ばれたも

のだけが入っていたのが，今度はそれらが一気にきちんとした形で入らなけ

ればならなくなり，子どもたちがランチタイムにランチボックスの中味を全

て食べきることが不可能な状況になりました。 

そこで，各州で消費者教育のカリキュラムを研究する際に問題となったの

は，消費者教育を既存の科目にどのようにして取り込むのかということでし

た。また，ドイツには移民が多いという問題もあるので，消費者教育の前提

として語学教育を行わなければならないという問題もありました。 

■消費に関する考え方がどのように展開したか－１９６０年代 

ここからは，学術的な視点から少し話をしたいと思います。 

私が最も言いたいことは，より多くの生徒に消費者教育に関心をもっても

らいたいということです。基本教育（義務教育）を受けた後で，消費者教育

の基本的な素養がない生徒が存在してはなりません。日本でも同じだと思い

ますが，消費者教育は生涯教育として観念されるので，それぞれ異なる年齢

層に沿った教育が必要です。 

 

    こ

の

図

１

は，

ど

の

よ

う

に

消

費に関する考え方が展開したのかを示すもので 

す。 

１９６０年代は，支払うお金の対価としてどういう品質，量を得られるの

か，というところが注目されていました。消費者の関心は，どの商品が必要

図１ 
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なのか，その商品の経済的効用は何か，

市場経済の仕組み（需要と供給の関係）

はどうなっているのか等でした。 

消費者の関心も，個々の家庭にフォー

カスしていました。これまでお会いした

先生方も，やはりどちらかというと，こ

ういうホームエコノミクス（家計）を基

本としてアプローチされていました。 

お金の対価としてどういう品質，量を

得られるのかということにフォーカスしていたので，この商品が素晴らしい

とパッケージに書いてあると，パッケージの裏や横に書いてある情報を見て，

自分はどういうところで得をしてどういうところで損をするのか，つまり本

当に素晴らしい商品なのかを考えるというアプローチでした。 

ここでは，消費行動の環境への影響や社会への影響というものが除外され

ており，あくまでも個人的な利害関係に焦点を置いています。 

■１９７０年代 

次に，１９７０年代に入ってくると，パラダイムとしては，消費者のため

の権利や消費者への授権という段階になります。 

ここで優先されたのは，消費者団体により権限を与えること，消費者政策

を発展させること，立法を発展させること等でした。このような動きは，ア

メリカ合衆国のラルフネーダー（Ralph Nader）弁護士などの活動の影響を受

けているものです。ここで興味深いのは，個人が中心となっているわけでは

なく，組織が中心ということです。日本と同じ状況だと思いますが，ドイツ

では何百万人もの人が集まって団体を作るという動きがありました。 

ただし，実際にはそれほど活発に消費者が団結したということではありま

せんでした。 

このイラスト２は，天秤（はかり）の

絵ですが，左側が大企業で，右側が消費

者団体としてできることを意味します。

消費者団体として出来ることとは，例え

ば，消費者の責任，研究をすること，出

版物を公表することなど物質的な活動で

はなく非物質的な活動を通じて消費者団

体が大企業と対抗できるということをイ

イラスト１ 

イラスト２ 
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メージ化したものです。 

■１９８０年代 

１９８０年代に入ると，グリーンコンシューマイズムというものが展開し

ます。 

この段階のパラダイムとして，生活の質（Quality of Life）が登場しま  

す。焦点があてられたのは，社会と環境です。関心事項としてあげられるの

は，消費に対する責任という考えです。また，従来の考え方のように最終的

な製品だけを見て評価するのではなく，畑から消費者に届くまでどういう行

程を経ているのか（サプライチェーン）も評価するという考え方も新しく登

場してきました。 

■１９９０年代～現在 

このイラスト３は，１９９２年にリ

オデジャネイロで行われたＩＯＣＵ

（国際消費者連盟機構）のブリーフィ

ングで使用された算盤のポスターで，

タイトルは「バランスをシフトさせる」

というものです。このポスターが何を

象徴しているのかというと，この算盤

には，赤い地球と緑の地球があり，赤

色が良くない状況，緑色が良い状況を示しています。地球がどういう状況に

なるかは，あなた（消費者）の指が決めるということをイメージ化したもの

です。 

消費者教育が対象としているの

はやはり個人ですので，一旦は，個々

の消費者の実際の生活レベルに立ち

戻る必要があります。実際の生活レ

ベルとは，例えばスーパーマーケッ

トで買い物をすることですが，その

ような買い物をする際に個々の消費

者が商品の購入を決定する過程がど

のようになっているのかに注目する

必要があります。消費者が決定する

際の過程を評価するにあたっては，

法的な要素も入ってくるということ

イラスト３ 

イラスト４ 
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になり，隠された利害関係の矛盾がないか，代替的な解決はないのかという

ことを検討して，場合によってはそういうことについて事業者に対して苦情

を申し立てるということも必要となったりするわけです。なので，単純に消

費者団体の法的な地位を観察するということだけでは足りなくて，実際の生

活の状況を分析することも必要です。 

このイラスト４のタイトルは「持続可能的な日用品のバスケット」となっ

ています。これは何を意味するのかと言いますと，マクロ的な意味で提案さ

れているものが，持続的な消費を可能とするものでなければならない，とい

うことものです。政府が出している「ＢＩＯ」のマークは，六角形で６つの

原則を象徴しているわけですが，この「ＢＩＯ」マークが全ての製品につい

ていれば，これらの全ての原則を満たされていることとなり，消費者は安心

するわけです。そして，栄養価のピラミッドにも適合するものではなければ

なりません。 

このイラスト５も，ある考え方をイ

メージ化したものです。小規模店舗で

ファーストフードを食べるとき，料理

の名称と値段だけが書いてあるだけで

は足りなくて，それぞれを食べる（消

費する）ことによってどのようなリス

クがあって，どのような利点があるこ

とが把握できなければなりません。 

ここで消費者保護に関する法が介

入することになるわけです。事業者側

が自主的に商品のリスクや利点を提示することはないわけですから，そのよ

うな提示を求める法律があってはじめて，事業者が提示を行うということに

なります。そもそも，商品に料金が掲載

されていることも１９６０年代に制定さ

れた法律による結果です。事業者は自主

的にはそのようなことはしないわけです。

店舗だけではなく，食品の包装になされ

ている表示も法律に基づくものですので，

やはり法律による介入というものが求め

られることになります。 

このイラスト６は数年前に作られたも

イラスト５ 

イラスト６ 
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のなので，今と機器の種類が若干違うと感じられるかもしれませんが，状況

は変わっていないわけで，消費者がインターネット等の新たな技術を用いて

情報を得ることができます。 

私は１９９０年代の前半に大学で情報経済学という講義を担当していま 

して，実際に学生達にどのような技術を用いて様々な情報を得ることができ

るのか，ということを教える内容の講義でした。１９９２年の講義を受講し

た女子学生から「先生，ありがとうございました。これでやっと男子学生と

対等に新たな技術について話すことができます。」と言われました。この当時

は，それだけ男性と女性との間でこういう知識についてギャップがあったの

です。 

さて，イラスト６の男性が持っている雑誌は「テスト」と書いてあります

が，これは製品テストを行う機関が発行している雑誌で，モニターの画面に

もそのような情報が表示されています。現在は，いくつもそのような団体が

たくさんあり，企業としてはそのような団体の存在を懸念しているところが

あります。そのような団体が，インターネットなどを通じてかなりプロフェ

ッショナルな方法で情報を公開している

からです。 

■消費者教育の方法論 

方法論に関する原則的な話になりま

すが，学校で消費者教育を行う際に，ど

のような方法で行うかは大きな挑戦にな

ります。特に弁護士の場合には，継続的

に講義を行うというわけではないので，

他の方法を見つけなければなりません。

例えば，プロジェクター，ケーススタデ

ィ，ロールプレイング，シミュレーショ

ンなどが考えられます。特に，ロールプ

レイング，シミュレーションはやや複雑

なものといえると思います。 

このイラスト７はマレーシアの消費者

団体と開発をしたものです。最後の例と

して紹介します。真ん中にあるのが購入

を検討している製品のミルクチョコレー

トです。これを購入するかしないかの検

イラスト７ 
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討をする際に，どのようなことを考慮するかということを図式化したもので

す。 

真ん中の製品はミルクチョコレート以外の製品に自由に変えることがで 

きますが，どのような製品に変えても，購入の際の基本的な検討項目は変わ

りません。 

各項目の詳細までは紹介まではしませんが，健康，環境，安全などがあり，

経済的な項目，法的な項目，社会的な項目があります。 

法的な項目を見ると，適正な製品表示がされているのか，賞味期限が守ら

れているのか，重量不足がないか，製品の返還ができるのか，安全に関連す

る規則に従って梱包されているのか，やや離れた問題ではありますが，製造

会社が労働組合の権利を遵守しているのか，他の国で廃棄されているのかで

す。このような法的な項目も基本的な項目の中で重要な役割を果たしていま

す。 

学習時間という観点から考えると，１回の授業でこれらを全部教えるのは

不可能です。教えるべき項目はたくさんありますが，実際には，その中から

例えば２つぐらいの項目を組み合わせるということになるのではないでしょ

うか。実際に１８歳までの青年が，どれくらいの量を理解できるのかを考え，

そこまで圧縮することになると思います。 

もちろん，このイラスト７は，授業でそのまま用いるためのものではあり

ません。ただし，自分で授業をする前に，これに基づいて考えて，どのよう

にこれらの項目を関連づけることができるのかなどを検討します。実際には，

教員としてはこの項目の中から２つ（例えば弁護士であれば法的な項目とも

う１つの項目（例えば経済的な項目））を選んで，それら２つをリンクさせて，

残りは他の先生に任せる，ということになると思います。 

私の話は以上です。ありがとうございました（拍手）。 

 

(3) ディスカッション 

■日本の消費者教育の現状 

中村  大変貴重な講義をありがとうございました。ベルリンまで来た価値

が十分ありました。 

それでは，次に，私から３つの質問をさせてください。最初に包括

的な質問をさせていただきます。 

ハイコ先生は，日本の消費者教育にも大変精通していると伺ってい

ますが，前回来日された２０１０年から今日（２０１９年）までの日
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本の消費者教育の現状について，どのような感想をお持ちですか。こ

の質問は，日本の消費者教育の研究者からも聞いてほしいと言われた

ものです。 

ハイコ ２００９年１２月，日本消費者教育学会の３０周年全国大会のとき

に日本へ行きました。２００９年当時の日本の消費者教育の概観は２

００９年のＯＥＣＤの「PROMOTING CONSUMER EDUCATION」に執筆され

ています。その後の新しい展開について残念ながら検討はしていませ

ん。直接お答えできなくて申し訳ありません。 

なお，先ほどお話しした提案が，ドイツでどのように実施されてい

るのかについては，今後，検討したいと思っています。そのためには

エンピリカルな分析が必要となりますが，評価としては，ドイツでは

様々な項目が多すぎて良くないというマイナス評価となるのではない

でしょうか。 

むしろ，私からもお聞きしたいのですが，２０１２年に消費者教育

推進法が導入されて以降，日本では，学校の先生方の関与は変わった

のでしょうか。過去になかったものが導入されたのでしょうか，もと

もと存在していたものが強化されたのでしょうか，もし強化されたと

すればどのように強化されたのでしょうか。 

中村  基本的には，日本とドイツでは近い状況にあるのではないかと思っ

ています。というのも，消費者教育に関係する項目というのは，２０

１２年までも全くなかったわけではなくて，各教科に分散して存在し

ていました。また，家庭教育の中でも，親は子どもに節約を勧めたり，

「もったいない」という考えを教えたりしていたので，持続可能な消

費者教育という側面はあったと思います。 

しかし，私としては，２０１２年に消費者教育推進法ができたとい

うのは，極めて大きなトピックだと思っています。この推進法ができ

たことによって，学校教育においては，社会科，家庭科という課目の

中に消費者教育を明確にとりこまなければならないことになりました。

さらに，この二教科以外の他の教科でも教科横断的に消費者教育が取

り込まれるべきだというのが，私たちの考えです。 

日本の教育システムでは，ドイツと違って，中央政府がかなり強力

に国のカリキュラム（学習指導要領）を作るので，このカリキュラム

の中に消費者教育が入るかどうかが大きな違いを生みます。 

さらに，学生は，高校や大学の入学試験で扱われる課目を中心に受
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験勉強をする傾向があるので，教科書の中に入ってこないと学習がお

ろそかになる傾向がありました。 

ハイコ そうすると，現状の日本の大学入試では，消費者教育に関する事項

は勉強しなくとも，受験できるということでしょうか。 

中村  少なくとも，私が大学に入った約３０年前には全く必要ありません

でした。もっとも，最近では，ある地方の高校入試で「消費者市民社

会」という言葉が問われたことがあると聞いています。 

ハイコ 以前，日本と北欧の国々が協力して３～４年間かけて行った消費者

教育に関するプロジェクトがあったと記憶しています。このプロジェ

クトは，まさに消費者市民教育に関するもので，ＥＵからも１～２回

の資金援助を受けたと記憶しています。このプロジェクトは「消費者

市民」と「消費者教育」の２つの概念を関連づけなければならないと

いう考えのもとで展開されたものでした。消費者教育推進法施行後の

展開は，その成果として評価できるものではないでしょうか。 

中村  消費者教育の本質は，「消費者市民社会」という単語を知識として知

るということではなくて，どのように実践していくかということにあ

ります。この点については，今，日本の政府も，どのように取り組ん

でいったらよいか模索しているところです。ですから，ハイコ先生か

ら有益な情報がいただければ，私たちが日本政府に伝えることもでき

ると思います。 

ハイコ わかりました。 

■消費者教育の目的や戦略は何か 

中村  次に，２つ目の質問として，消費者教育の内容に関する質問をさせ

ていただきます。 

２００９年のＯＥＣＤの提言の中では，消費者教育の目的と戦略を

明確に定めるべきであると指摘がなされています。ハイコ先生は，ど

のような目的，戦略がふさわしいとお考えでしょうか。また，目的や

戦略は，国際的にある程度統一されたものなのでしょうか，それとも

国毎に考えていくべきものなのでしょうか。 

ハイコ この質問については，個人的にも，生涯を通して研究してきました。

一方では，カリキュラムや教科書の内容という学校の現実があり，他

方では，大学の研究者は全体像について考えなければなりません。そ

のためには，誰かと連携する必要があります。そのことを，私は，自

分が習っている空手からも学びました。一人でいるよりも協力者がい
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た方が良いことが多いということです。もっとも，ここでいう連携と

は，厳密な連携ではなくて，みんなで集合して議論してお互いを理解

して，それぞれの国にどのような制約があるのかを理解した上で，さ

らに共同のプロジェクトを行ったりするということです。その一例が，

先ほどお話した今世紀初めに実施された日本と北欧のプロジェクトだ

ったわけです。このプロジェクトは，例えばみんなでオスローに集ま

って話をするといった集中型ではなく，どちらかというと分散型で遂

行されました。私自身，教員の訓練をする様々な施設を訪問して，そ

こで色々と意見交換をしたりしました。 

そのおかげで日本ともつながることが出来，本日，皆さんにお越し

いただいているのも，その一つの成果だと思っています。 

その後のプロジェクトとして，ＰＥＲＬ（The Partnership for 

Education and Research about Responsible Living）や，ＵＮＥＰ

（United Nations Environment Program・国連環境計画）といったプ

ロジェクトがあり，その結果も公表できているのが非常に良かったと

思っています。 

消費者教育というのは領域としては非常に狭いものですが，他の領

域（例えば数学）と比べてもややソフトな領域でもあるので，このよ

うな連携が必要だと思います。 

■消費者教育の事後評価は可能か 

中村  大変難しい質問に的  

確にお答えいただき， 

ありがとうございます。 

私からの３つめ，最後 

の質問となりますが， 

これも大変難しい質問 

です。 

２００９年のＯＥＣ  

Ｄの政策提言にも記載  

されている事項に関する質問なのですが，今日，日本政府が大変悩ん

でいる大きな課題があります。それは，事後評価（Ex-post evaluation）

の問題です。 

２００９年のＯＥＣＤの提言でも事後評価については大変大切だと

指摘されており，日本でもこの事後評価を行わなければならないと国
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が基本方針として定めていますが，そのように定めているだけで，実

際に有効に行われたという例は日本でもないようです。僅かに日本で

これに近い調査があるとすれば，「あなたは学校で消費者教育を受けた

記憶はありますか。」というような質問です。 

そこで，日本政府も私たちも，どのような事後評価が有益なのかと

いうことを考えているのですが，そもそも教育成果を測定すること自

体が，非常に時間もかかるし，難しいのではないかと思っています。

例えば，親はずっと自分の子どもを見ていますが，学校の先生は次の

年度には別の学校に行ってしまって，自分の行った教育の効果を直接

実感することができません。 

そのため，消費者教育の有効性に関する事後評価は，個人ではなく，

組織的に行う必要があると個人的には思っているのですが，この事後

評価を有効に行う方法について，ハイコ先生からアドバイスをいただ

けないでしょうか。 

ハイコ 私もそのとおりだと思います。 

あらゆる形態の評価に関する基本的な質問をいただいたものと考え

ています。 

例えば，中等教育において，売買契約とは何か，行為能力とは何か，

賃貸借契約とは何か，破産とはどういう意味か，それらを理解してい

るかをチェックするのは簡単です。しかし，そのようなチェックが意

味を持つかというと，単純に生徒がその言葉を知っているか，理解で

きているかということしか把握できません。それらの知識，情報を用

いて，生徒が検討したり考えたりすることができるかどうかは分から

ないわけです。つまり，１＋１＝２という数式を知っているかという

レベルでしか評価できないということです。 

私自身の好みとしては，ラーニング・プロセスの中を見ていくのが

大事だと思います。ただし，これは難しいことでもあります。例えば，

初等教育の学校で，生徒を連れて銀行を訪れた際に，実際に生徒が聞

いた質問の中に「お金が全くない人がクレジット契約（与信契約）で

信用付与は受けられますか。」というものがありました。これに対し，

銀行の担当者は「それはできません。」と答えるわけです。このような

やりとりを通じて，実際にお金が必要な人は与信を受けられず，何百

万もお金があるような人が与信を受けられる，ということを生徒が理

解できるわけです。このように，概念の中身について考えるというこ
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との方が，単純にクレジット契約とは何なのか，銀行とは何なのかに

ついて話すことよりも大事だと思います。 

ですから，事後評価のやり方としても，先生が生徒とのコンタクト

を通じて，そのようなことを把握するということになるのだと思いま

す。実際の事後評価の仕方としては，テストの結果を見る，それにつ

いて統計をとるということの方が，やはりどうしても簡単です。ただ

し，それは決して専門的な正しいやり方とは言えない，ということで

す。 

中村  事後評価に関して，政府や自治体，学校というような組織が取り組

む必要があるのかどうか，という点はどうでしょうか。 

ハイコ ドイツでも，日本と同じように，事後評価をしなければならないと

いう意識は持っています。ただし，実際にこれをどうやって行うかが

問題となっています。例えば，大学などの組織で行う場合には資源が

必要となるということもあります。 

それよりも大事なのは，事後評価をしたとして，その結果をどのよ

うに生かすのかという点です。例えば，実際に何か調査をして８割の

生徒がこういう風に理解しているという結果を得ることはできますが，

それは一つのイメージであって，それを実際にどのように用いるのか

ということが問題になります。さらに大事なのが，生徒のサンプルを

選んで，その生徒に対してさらに焦点をあてたより重要な質問を考え

ていくことだと思います。ただし，実際にそのような評価の仕方が実

現できるかと問われれば，それは難しいと考えています。 

日本でも，ドイツでも，大臣などが立場上，評価を求めることはよ

く理解できます。なぜなら，それは政治的な問題で，国会議員が「あ

なたたちは，やったことの評価をちゃんとしているのか」と聞くので

「はい，しています」と答えられれば，みんなが満足するという現実

があるからです。 

オーストラリアの研究者がこれまでに公表された評価に関する論文

の分析を行っており，何が大事なのか，方法論なのか，カリキュラム

なのかと色々と検討した結果，分かったのは，一番大事なのは“教員

の人格”だということでした。 

まとめると，質問の答えとしては，はい，大事だということになり

ますが，実際にどうするのか，それがどういう意味があるかというの

が難しいということです。 
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中村  ありがとうございました。 

ハイコ 評価についての説明をさらに補足します。 

評価には，基本的に，以下のとおり３つの目的があります。それは，

①学校でカリキュラムが実施されているか（どの科目で，週に何時間

など），②全て又は特定の年齢層の生徒に対する学習効果が上がってい

るか（知識と行動），③学校や生涯学習の場面で消費者教育に携わる

様々な関係者の関与と相互の連携が進んでいるか（専門家を学校に派

遣した際に提供される知識，彼らが製作し学校で提供する教材，関係

者間の連携～特に消費者センター，州当局，大学内外の教員養成機関

などとの連携）の３つです。私の見解では，（私はこれを「政治的なも

の」と呼んでいますが）③については市民社会機関の協力にその努力

を集中しているので，有用な政府評価文書を得る可能性が最も高いで

す。他の２つの選択肢①と②も重要ですが，その研究はまったく異な

る方法で設計されなければなら

ず，教育社会科学の問題となり

ます。 

■歌舞伎と消費者市民社会 

ハイコ ２００８年に東京で歌舞伎

「頼朝の死」を見ました。この

歌舞伎では，源頼家が，紛争解

決のためにある判断をしました

が，当事者は満足していませんでした。このとき頼家は「父（源頼朝）

はみんなのお陰で将軍になったのだから皆のことを考えながら生きて

いたが，自分は将軍として生まれたのだから皆の意見は関係なく自分

の好きなように判断する。」と言い切りました。 

この歌舞伎を見たときに，これは「消費者」と「消費者市民」との

違いと同じだと感じました。「消費者」は自分が得たお金だから自分の

好きなように遣い環境や社会のことはどうでもいいけれど，「消費者市

民」はそうではなくて皆のことも考える，という違いです。この点が

とても興味深く印象的でした。 

中村  日本の文化にも引き寄せた「消費者市民」の解釈を教えていただき，

ありがとうございました。今後，日本でもこの話を使って説明してい

きたいと思います。 

「消費者」と「消費者市民」の根本的な違いは，自分のことだけを
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考えるのか，社会的な視点をもっていくのかという点にあると思いま

す。その点，日本の弁護士は，個々の依頼者のために動くというだけ

でなくて，公益的な活動をするという要素もありますので，私たちも

「消費者市民」として生きていければと思っています。ありがとうご

ざいます。 

■悪質商法対策と消費者市民社会の関係 

江花  日本では伝統的には消費者教育というと，詐欺的な手口に騙されな

いように注意しましょう，騙されたときにはこういう方法で解決しま

しょう，こういう相談窓口に行きましょうという“悪質商法対策”を

言うことが多く，今もその要素は強いものです。 

ハイコ先生のスライドの中では，１９６０年代にはそのような要素

もあったかもしれませんが，その後は，“悪質商法対策”についてはあ

まり触れられていないように思いました。ハイコ先生の話を日本で紹

介したとき，学校の先生を中心に，ドイツではどうなっているのかと

聞かれるのではないかと考えています。 

そこで，ドイツでは“悪質商法対策”というような教育はされてい

るのか，されていないのか，を教えてください。私たちは，“悪質商法

対策”と“消費者市民になるための教育”の両方が大事だと思ってい

ます。日本で両方の教育が大事だと伝えるうえで，何かアドバイスが

あれば教えてください。 

ハイコ 非常な重要な課題だと思っています。それは市場においてのみでは

なく，経済的な思考の観点からも重要だと思います。学校でシミュレ

ーション的なことを行って，生徒に詐欺的な事案を紹介すると，きっ

と反応はとても良いと思います。どの生徒も被害に遭いたくないとい

う強いモチベーションが働くのではないかと思います。 

実際にどうするのかというところについては，学校で教えるという

こと以外にも，実際に相談窓口に行って，実際に被害にあった方，被

害にあいたくないと思っている方と接触することも大事だと思います。

今日では，詐欺的な手段というのは，より危険で，かつ，より普遍的

なものになっていますので，それらを避けるということが重要になっ

ています。 

政府やＥＵのレベルでいうと，不公正な取引方法を防止するための

法的な手段がとられていて，立法化もされています。そこで，どのよ

うなものが，そういう取引方法に該当するのか基準を設ける必要があ
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ります。 

中村  時間も来ました。 

本日は，どうもありがとうございました。 

 

（担当：中村新造） 
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第９ スーパーマーケットについて 
 

 イギリス及びドイツに滞在中，現地の消費生活を肌で感じるため，複数のスーパ

ーマーケットを訪問した。フェアトレードをはじめとする認証マークが付された商

品の品揃え，日本のスーパーマーケットの違い等に着目した。日本同様，欧州でも

スーパーマーケットによって，取り扱い商品やコンセプトがかなり異なることが分

かった。 

 

１ イギリス 

(1) Marks & Spencer16 

１８８４年に設立され

た。本社はロンドンにあ

る。同社の２０１８年

Annual Report17によると，

世界５７カ国に展開して

おり，イギリス国内に１

０３５店舗，海外に４２

８店舗を有している。 

エシカルコンシュー

マーの２０１８年８月号

のスーパーマーケットの

エシスコアは「５」であ

り，CO-OP と並んで，ト

ップにランクされている。 

店内の陳列はきれいに

整っており，いわゆる「高

級スーパー」との印象を

受けた。 

                                            
16 https://www.marksandspencer.com/ 
17 
https://corporate.marksandspencer.com/annual-report-2018/mands_annualreport_2018.pdf 
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   食品は自社ブランド製品が多

く，フェアトレード商品も多く

取り扱っていた。具体的には，

チョコレート，コーヒー，ココ

アと言った日本でもおなじみの

食品のほか，紅茶，砂糖，ジャ

ム，ワイン，バナナなどのフェ

アトレード商品の取り扱いがあ

った。フェアトレード商品以外

にも Free range egg（放し飼い

の鶏による卵のことで，狭いケ

ージ内で飼育された鶏による卵

と比較して，動物に対する倫理

的な配慮がなされている）の取

り扱いもあった。 

   フェアトレード商品の認証ラ

ベルが付された商品は，そうで

ない商品と比べて，やや割高で

ある。例えば，ガーナ産のフェ

アトレードバナナは，認証ラベル付きのものは１ポンドであるのに対し，そう

でないバナナ（LOOSE BANANA）は８３ペンスであった。ただし，フェアトレー

ド認証ラベル無しのオーガニックバナナは１．６ポンドとより高額であった。

ジャムは，認証ラベル付きのものが１．８ポンドに対し，より容量が多い認証

ラベルなしのものが１ポ

ンドであった。 

私たちが同スーパーマ

ーケットを訪問したのが

FAIRTRADE FORTNIGHT の最

終日である３月１０日であ

ったため，フェアトレード

商 品 の 陳 列 棚 に は ，

FAIRTRADE FORTNIGHT のプ

レートが掲げられていた。 

 

ジャム，バナナチップ，コーヒー，紅茶，チョコ

レート（全てフェアトレード商品） 

FAIRTRADE FORTNIGHT のプレート 
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(2) Asda18 

１９６５年に

設立された。本

社はリーズにあ

る。１９９９年

にアメリカのウ

ォルマート傘下

になった 19。２

０１９年１月時

点で，イギリス

国内に６３３店

舗を有する（ウ

ォルマート社ホ

ームページ20）。 

   エシカルコンシューマーの２

０１８年８月号のスーパーマ

ーケットのエシスコアは「０」

であり，最下位にランクされて

いる。 

   私たちは，マンチェスターと

ロンドン郊外の２店舗を訪問し

たが，いずれも店舗面積が広い

大型スーパーであった。多種多

様・大量の商品が安価で販売さ

れていた。自社ブランド製品も

充実しているが，一般メーカー

による商品も多数取りそろえら

れていた。 

   フェアトレード商品の種類は，

マークス＆スペンサーほど多

                                            
18 https://www.asda.com/ 
19 https://corporate.asda.com/our-story/our-history 
20 
https://stock.walmart.com/investors/financial-information/unit-counts-and-square-footage/
default.aspx 

フェアトレードバナナ 
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くはないが，自社ブランドのチョコレートを含む複数のフェアトレード認証ラ

ベル付きの商品が取り扱われていた。 

   また，フェアトレード以外にも様々な認証ラベルが存在することに気付いた。

例えば，カエルがデザインされたレインフォレスト・アライアンス（日本でも

おなじみ。森林や生態系の保護等への配慮に関する認証ラベル）やレッド・ト

ラクター（イギリス産，食品の安全性，環境保護等に関する認証ラベル）が付

された商品である。これらは，フェアトレード認証ラベルが付されたものより

も多種多様であると思われた。その理由は，フェアトレード認証対象産品は，

食品では，コーヒー，カカオ，生鮮果物等に限定されている（食肉などは対象

産品ではない）ため，認証対象になる商品がそもそも限定されているからだと

思われる。 

   ※ 認証ラベルの例21 

英国在住の通訳人から，卵（放し飼いの親鶏か否か）の表示について，説明

を受けた。EU では，鶏卵一つ一つに（ケースでは無く，卵の殻に），表示があ

る。例えば，「1UK1234567」などである。冒頭の数字は，０～３まであり，０は

オーガニック（有機），１は放し飼いの卵，２は屋内飼育の卵，３はケージ内飼

育の卵を意味する。「UK」は原産国を意味する。 

   日本では，卵の原産地に興味に興味はあっても，飼育方法に興味がある人は

多くないと思われる。この点，エシカルコンシューマーのサイト内の２０１８

年６月４日の記事22では，日本における動物福祉に対する関心の低さについて

                                            
21 国際フェアトレード認証ラベルについて、特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジ
ャパンのホームページより引用 
https://www.fairtrade-jp.org/about_fairtrade/intl_license.php 
レインフォレスト・アライアンス認証ラベルについて、レインフォレスト・アライアンスのホ
ームページより引用 
https://www.rainforest-alliance.org/lang/ja 
レッド・トラクター認証ラベルについて、Red Tractor Assurance のホームページより引用 
https://www.redtractor.org.uk/choose-site 
22 

国際フェアトレード レインフォレスト・アライアンス レッド・トラクター 
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取り上げられており，日本の卵の９５．２％がケージ内飼育の卵であると指摘

されている。「エシカル消費」の中には，環境，労働，動物等，様々な要素が含

まれているが，文化，歴史，宗教，地域によって，どの要素を重視するかも当

然異なるのだと感じた。 

(3) Holland & Barrett23 

ロンドン中心部

で立ち寄った店舗

だが，日本におけ

るドラッグストア

と思われる。ドラ

ッグストアである

にもかかわらず，

フェアトレード認

証ラベル付きの乾

燥バナナ，チョコ

レート，健康食品

（ココアパウダー）が取り扱われていた。 

   エシカルコンシューマーのウェブサイトでは，エシスコアは「４」と評価さ

れていた。 

 

２ ドイツ 

(1) BIO COMPANY24 

ドイツでは，オーガニック製品がビオ（Bio）と呼ばれているが，同社は，そ

の名のとおり，Bio を専門に取り扱うスーパーである。 

   同社は，１９９９年にベルリンで最初のオーガニックスーパーとして設立さ

れた（同社ホームページより25）。 

   果物，野菜，乳製品，肉，酒，化粧品，洗剤等，あらゆる生活用品の Bio を

取り扱っている。 

                                                                                                                                        
https://www.ethicalconsumer.org/research-hub/global-directory-ethical-consumption/anima
l-welfare-japan 
23 https://www.hollandandbarrett.com/ 
24 https://www.biocompany.de/ 
25 https://www.biocompany.de/ueber-uns/geschichte.html 
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   同社は，ベルリン，

ハンブルク，ドレスデ

ン等に合計５６店舗

を構えているが，地域

の商品を多く取りそ

ろえており，例えば，

果物や野菜は最大約

４０％，パンやソーセ

ージは約７５％，卵は

ほぼ１００％が地元

産である（以上，同社

の２０１９年の fact 

sheet26）。 

   オーガニック専門店ということもあり，健康志向・エシカル志向が高い製品

が多く取りそろえられていた。ほとんどの製品に「Bio」の表示やラベルが付さ

れているのはもちろん，様々な認証ラベル付き商品があった（５つのラベルが

付された商品もあった）。 

フェアトレード・ラベル・ジャパンによると，近年，ドイツではフェアトレ

ード製品の売り上げが伸びているとのことであった。店内のフェアトレード製

品に着目すると，日本でもおなじみの国際フェアトレードラベルのほか，様々

なラベルの種類が存在することが分かった。これは，認証機関によって認証基

準もラベルも異なるからである。ラベルの表示を見れば，その大体の意味を理

解することができるものの，ラベルが多すぎることは，消費者を混乱させる要

因にもなり得ると思われた。 

   また，特に目を引いたのは，

陳列棚の至るところに掲げ

られていた「REGIONAL」とい

う プ レ ー ト で あ る 。

「REGIONAL」は，「地域の」

という意味であり，日本にお

ける地産地消とほぼ同義と

思われる。地域の産業を応援

                                            
26 https://www.biocompany.de/downloads/Bio%20Company%20Factsheet_2019.pdf 

「REGIONAL」のプレート 
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する，無駄な輸送コストを削減するという意識に根付いた表示である。 

(2) ALNATURA27 

   Bio 専門スーパーで 

ある。 

   同社は，１９８４年

に設立され，６２都市

に１３３店舗を展開し

ている（同社ホームペ

ージ28）。 

   BIO COMPANY 同様，

店内の商品はきれいに

陳列されており，多数

の Bio や認証ラベル付

きの商品が取りそろえ

られていた。 

   プライベートブランド商品も多いのが印象的であった。 

(3) Netto29 

   同社は，１９２８年に設立され，４２００

店舗を展開している（同社ホームページより）。 

   いわゆるディスカウントショップであり，

手頃な価格の商品が並んでいた。商品がケー

スごと棚に置かれているなど，豪快な陳列が

目に付いた。 

   認証ラベル付きの商品の取扱い数は多いと

は言えないが，フェアトレード認証ラベル付

きのワインなど，珍しい商品も並んでいた。 

 

３ 所感 

  日本同様，様々なコンセプトのスーパーが存 

在することが分かった。 

  イギリス・ドイツは，日本と比べて多くの量・種類の認証ラベル付き商品が販

                                            
27 https://www.alnatura.de/de-de 
28 https://www.alnatura.de/de-de/ueber-uns/presse/daten-und-fakten 
29 https://www.netto-online.de/ 
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売されていると感じた。 

  もっとも，ラベルが付されているから，その商品が安全であるとか，環境に配

慮したものであると即断すべきではない。認証基準そのものが低く，容易に基準

を満たすことができるかもしれないし，認証審査が適正に行われていなければ意

味が無い。認証機関の属性や独立性，認証基準や審査方法に遡ってラベルの意味

を理解し，信用性を検討しなければ，ラベルに踊らされてしまうことにもなりか

ねない。 

  とはいえ，ラベル付き商品が多いということは，消費者のラベルに対する関心

が高いことを意味する。ラベルや表示に興味を持ち，多角的な観点から商品を選

ぶことは，エシカル消費行動の第一歩である。その結果，環境や社会や健康に配

慮した商品を選ぶことが，持続可能な社会の実現に繋がるものである。日本にお

いても，これまで以上に認証ラベル付き商品が広まることを期待したい。 

  最後に，もう一つ，付け加えたい。イギリスとドイツでは，スーパーはもちろ

ん，多くの販売店（パン屋，薬局等）において，当然にビニール袋を客に渡さな

い。渡す場合でも，再利用可能なショッピングバッグ（ビニール製）を有料で渡

す。ちなみに，asda では，このショッピングバックが破損した場合は，無料で新

品に交換してくれるそうである。欧州では，プラスチック公害に対する意識が非

常に高いと思われた。日本においても，スーパーにおけるレジ袋の有料化が進ん

でいるが，コンビニエンスストアなどでは，当然のようにレジ袋に入れて商品を

渡されることが珍しくない。既に実践されている方も多いと思うが，不要なレジ

袋を断ることは，日本で簡単に始められるエシカル消費の一つだと感じた。 

（担当：江花史郎） 

 


