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はじめに：食物アレルギーは
　　　　　アレルギー疾患流行の第2の波
　気管支ぜんそく、アレルギー性鼻炎、アトピー性
皮膚炎は３大アレルギー疾患と言われ、生活環境の
近代化に伴って増えてきた病気です。しかし、一部
の先進国では2000年以降、これらの疾患の有病率の
高止まり、もしくは減少傾向も示してきており、ア
レルギー疾患の大きな流行の波は乗り越えられたか
のように思えていました。
　しかし、この10〜15年ぐらいで今度は食物アレル
ギーの有病率が、日本においても国際的にも急に増
加してきており、新たなに社会問題となってきてい
ます。このような現象をとらえて、近年の食物アレ
ルギーの増加をアレルギー流行の第二の波などと言
ったりもします。本稿では、近年増えてきている食
物アレルギーの発症メカニズムについて、説明した
いと思います。

食物アレルギーとは？

　まず、食物アレルギーとは何かについてです。食
物アレルギーは「食物によって引き起こされる抗原
特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益
な症状が惹起される現象」1）と定義されています。こ
の「免疫学的機序」というものにも色々あるのです
が、一般的に最も問題視されて頻度が高いものが、
食物に対する「IgE抗体」によって引き起こされる即
時型の食物アレルギーです。特にその中でも、最重

症の即時型の食物アレルギーを食物アナフィラキシ
ーといいます。

小児と成人の食物アレルギーの違い

　食物アレルギーといえば、小児、特に乳幼児期に
発症する鶏卵、乳製品、小麦などのアレルギーを想
起することが多いと思いますが、成人になって発症
する食物アレルギーも決して珍しくありません。し
かも、乳児期に発症する食物アレルギーと成人にな
って発症してくるそれは、その原因食物、病態が大
きく異なっています。10代半ばぐらいの年齢になる
と、乳幼児期発症のいわゆる「小児発症型の食物ア
レルギー」の方もいると思いますが、成人のタイプ
の食物アレルギーも増えてきます。
　日本における全国調査2）では、小児のアレルギー
の原因食物としては、やはり鶏卵、乳製品、小麦の
頻度が高いとされています。では、成人の食物アレ
ルギーの原因食物はどんなものが頻度が高いのでし
ょうか。我々の施設で2006年の１年間に初診で受診
した成人の食物アナフィラキシー患者さんの原因食
物を見ると、最も頻度の高いのが果物・野菜（リン
ゴ、サクランボ、大豆、メロンなど）で、全体の約
30％を占めていました。次に多かったのが小麦の運
動誘発アナフィラキシーで全体の約20％を占めてい
ました。一方、小児の原因アレルゲンとして重要な
鶏卵や乳製品は成人では極めて稀でした（図１）。
　本稿のテーマは食物アレルギーの発症のメカニズ
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図 2　成人の果物野菜アレルギーの発症機序
花粉に対するアレルギーを成立した症例の一部が、花粉と類似したアレ
ルゲンをもつ果物・野菜を経口摂取するとアレルギー症状を引き起こす
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図 1　成人食物アナフィラキシーの原因
（相模原病院アレルギー科を受診した 43 例の解析）

ムですが、実際はまだまだ分からないことがたくさ
んあります。しかし、大事なことは、小児と成人の
食物アレルギーで、その発症のメカニズムも大きく
異なるということと、成人の食物アレルギーの中に
もいろいろな病気があって、病気ごとに発症メカニ
ズムが異なるということです。

 
乳幼児の食物アレルギーの発症メカニズム
　乳幼児の、鶏卵、乳製品、小麦、ピーナッツなど
のアレルギーの発症メカニズムは決して十分に分か
っているわけではありません。最近の研究では、食
べ物にさらされて感作（アレルギーになること）さ
れる経路としては、胎内感作（妊娠中に母親が摂
取した食物が胎盤や羊水を介して感作）、経口感作
（母乳中に含まれる食物抗原や乳幼児の直接摂取に
よる感作）のみならず、経皮感作（皮膚に付着した
食物による感作）も重要であるとされています。
　また、近年では主に小児期発症の食物アレルギー
の治療方法として、アレルギー専門医の管理のもと
で、ごく少量から少しずつ原因食物を摂取していき
食物アレルギーを治療する方法（経口免疫療法）も
行われるようになってきています。さらに、適切な
スキンケアが食物アレルギーの治療においても重要
であることが指摘されてきています。このようなこ
とから考えても、乳幼児の食物アレルギーも決して
口から食べる食物のみでアレルギーの発症・増悪が
説明できるわけではなく、食べることによりアレル
ギーが改善する面もあること、食物だけではなく皮
膚の状態も食物アレルギーの発症に関わっていると
言ってよいと思います。

食べることで発症する成人型の食物アレルギー
　前述のとおり成人になってから発症する食物アナ
フィラキシーは、小児の場合と大きく異なります。成
人になって発症する食物アレルギーは、その発症メカ
ニズムからすると、食べることによって発症するもの

（経口感作）と、皮膚や粘膜のアレルギーから始まる
もの（腸管外感作）との二つに分かれます。
　成人で食べて発症する食物アレルギーの代表が、
小麦のアレルギーです。しかも、乳幼児の場合と違
って成人の小麦アレルギーの患者さんの多くは、小
麦を食べるだけでは平気ですが、小麦を食べたあと
に運動した場合にのみアレルギーが起こる（食物依
存性運動誘発アナフィラキシー）という特徴的な病
状で発症します。成人の小麦アレルギーといって
も、上述のように10代半ばぐらいの年齢からもこ
のような成人タイプのアレルギーが増えてきますの
で、この小麦による食物依存性運動誘発アナフィラ
キシーは10代半ばぐらいの年齢でも珍しい病気では
ありません。このような小麦アレルギーの発症原因
は、まだはっきりわかっていませんが、小麦を日常
的に摂取している人の一部が、毎日食べているうち
にだんだん小麦にアレルギーになっていくのであろ
うと推測されています。

花粉症により引き起こされる食物アレルギー
　一方、上述の通り成人では、果物・野菜アレルギー
が頻度的には最も多いです。この成人の果物・野菜ア
レルギーで重要なことは、決して果物・野菜を日常的
に経口摂取しているから発症するわけではなく、その
発症の原因は花粉症にあるということです。

 

　成人の果物・野菜アレルギーの原因は、花粉症の
原因アレルゲンと極めて構造が類似したアレルゲン
が果物・野菜の中にも存在することにあります。す
なわち、毎年花粉を吸った結果、花粉アレルギーを
発症した患者さんの一部が、同時に果物・野菜の中
の似たようなアレルゲンにも交差反応するようにな
り、食物アレルギーを発症します（図２）。例をあ
げると、シラカンバやハンノキ花粉等のアレルゲン
タンパク質は、リンゴやモモ、大豆の中にも存在
し、その構造が類似するために交差反応して、こ
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れらの花粉症患者さんの一部が、リンゴ、モモ、大
豆などを経口摂取した時に、口唇腫脹、咽頭のかゆ
み、ひどい場合は喉頭浮腫、アナフィラキシーを来
すことがあります。このような病気を花粉食物アレ
ルギー症候群と言います。

化粧品・日用品も食物アレルギーを引き起こす
　特に成人の食物アレルギーの場合は、この花粉の
例のように皮膚や鼻粘膜、目の粘膜にアレルゲンが
入ってきて、結果的に食物アレルギーを発症すると
いう例が他にもたくさんあります。
　昔から有名な事例が、ラテックスアレルギーです。
主に医療従事者がラテックス手袋の使用で、経皮的感
作によりラテックスアレルギーになり、ラテックスア
レルゲンと似たようなアレルゲンをもつ、バナナ、キ
ウイ、アボカド、クリなどの食べ物でも食物アレルギ
ーを生じるようになるという病気です。
　一方、近年の天然素材ブームに伴い、食物由来の成
分が、化粧品、ヘアケア製品、石鹸などの日用品に頻
繁に用いられるようになってきています。加水分解小
麦、コラーゲン、加水分解大豆など色々な成分が化粧
品など日用品に使用されています。しかしながら、前
述のような成人食物アレルギーにおける、経皮経粘膜
感作ルートの重要性を考えると、このような食物由来
の成分に日常的にさらされ続けることにより、我々が
それらに対してアレルギーが成立してしまうのではな
いかという懸念が生じてきます。
　最近我々は、洗顔石鹸中の添加物の加水分解小麦
という成分に、皮膚や鼻眼球粘膜を通して感作され
た結果、経口小麦アレルギーを発症してしまう病気
に気付き報告してきました3）。残念なことに、その
成分が（旧）茶のしずく石鹸Ⓡ（悠香）という大人
気商品に含有されていたために、1500人を超す被害
者を出すという大事故につながってしまいました。
　この病気が発症したメカニズムは、花粉食物アレ
ルギー症候群の場合とよく似ています。洗顔石鹸と
してこの石鹸を使用すると、少量石鹸の泡が、目の
粘膜や鼻の粘膜に付着します。また、洗い流したと
いっても、ごく少量は顔の皮膚にも付着します。毎
日、このような小麦の成分にさらされているうち
に、使用者の一部がこの小麦の成分にアレルギーに
なってしまいました。毎年スギ花粉にさらされると
一部の人が、スギ花粉にアレルギーになってしまう
のとよく似ている現象です。そして、粘膜・皮膚の
小麦のアレルギーがひどくなっていくと口から食べ
る小麦成分に対してもアレルギー反応を示すように
なり、食物アレルギーへ発展していきました。特
に、小麦を食べた後すぐに運動すると、消化の不十
分な小麦タンパクが腸の粘膜から血液中にたくさん

入ってくるために、重篤なアレルギー反応を起こし
てしまう（運動誘発アナフィラキシー）という特徴
があります。

清潔すぎる環境が問題？
　日用品の使用のアレルギーへの影響に関しては、
（旧）茶のしずく石鹸Ⓡ（悠香）のケースのように
アレルゲンにさらされることの源という意味だけで
はなく、他の側面もあることが指摘されています。
　以前から農村部ではアレルギー疾患が少ないこと
がわかっており、清潔すぎる生活環境が、アレルギ
ー疾患の増加の原因なのではないかという仮説があ
ります。これを衛生仮説と言います。しかし、最近
の研究では、清潔すぎる環境というのは単に住んで
いる場所の地域性などの問題ではなく、もっと身近
な生活習慣に関わっている可能性も指摘されていま
す。近年、防腐作用や殺菌作用を期待して、化粧品
や歯磨き粉、シャンプーなどの日用品に含まれる、
パラベン等の化学物質にさらされることが、アレル
ギーの発症と関係している可能性を示す研究4）も報
告されています。これらの化学物質の影響で、本来
私たちが腸や皮膚に持っている細菌のバランスがお
かしくなって、免疫の異常をきたし、私たちのアレ
ルギー体質が形成されているという仮説です。

さいごに：消費者としての注意点
　化粧品や日用品は、「薬用成分配合」とか「天然
成分配合」などいろいろな成分を含有してその効能
を謳うものも多いです。しかし、どのような成分で
も、稀ではあっても人によってはアレルギーを起こ
す可能性があります。メディアや製品の広告では、
このような製品や成分の良い面ばかりが強調される
傾向がありますが、（旧）茶のしずく石鹸Ⓡ（悠
香）のアレルギーの事例のように悪い面が後から明
らかになってくることもあります。一般の消費者と
しては、製品広告の「安全そうなイメージ」に左右
されず、皮膚や粘膜の異常を感じたらすぐに使用を
中止することが最も大切です。また、ご自身で使用
される日用品の安全性に関しては、消費者自身でも
情報を収集し安全性を判断していく心構えも必要だ
と思います。

【参考文献】
1） 食物アレルギー診療ガイドライン2012
2） 海老澤元宏.　アレルギー. 2007 56（1）: 10-17
3） Fukutomi et al. J Allergy Clin Immunol. 
　　2011 Feb;127（2）:531-533.e1-3.
4） Savage et al. J Allergy Clin Immunol. 
　　2012 Aug;130（2）:453-60.e7
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●はじめに　アナフィラキシーとは、重篤で生命に
危険を及ぼす全身性のアレルギー反応で1）、皮膚粘
膜、呼吸器、循環器、消化管など様々な臓器で様々
な症状を起こします。アナフィラキシーが重篤な状
態の場合は、血圧が低下し、意識の状態も低下を認
めたりするアナフィラキシーショックと呼ばれる生
命に関わる状態に陥ることもあります。
●疫学　　我が国での平成16年の文部科学省調査2）

における児童生徒のアナフィラキシーの有病者数は
18,323人であり、気管支喘息やアトピー性皮膚炎
などのアレルギー疾患に比べるとまれな疾患ではあ
ります（図表1）。有病率では小学生0.15%、中学生
0.15%、高校生0.11%、中等教育学校生0.23%、児
童全体では0.14%であり、性比で見ると全体で男女
比1.42:1でした。また日本におけるアナフィラキシ
ーの年間死亡者数は、おおよそ50〜60人で毎年推移
しており、原因別では、ハチ毒や薬物の有害作用が
多くを占めています（図表2）。一方で、海外からの
報告では、アナフィラキシーになる頻度（発症率）は、
10万人当たり1年につき約50〜2,000回ほど生じる、
もしくは一生涯における確率では0.05~2%で生じる可
能性があります3）。また生命に関わる重症のアナフィ
ラキシーが生じる危険性に関しては、約1〜3人／1万
人に生じ、死にまで至る可能性は0.65〜2%（100万人
当たり1〜3人）であるとの報告もあります4）。

●症状　　アナフィラキシーの症状は、突然に皮膚
や呼吸器など複数のアレルギー症状が出現する状態
であり、時に致命的になりうるものです。一般的に
最も多い症状としては、蕁麻疹（じんましん）、発
赤（ほっせき）、掻痒感（そうようかん）などの皮
膚・粘膜症状で、呼吸器症状、循環器症状、消化器
症状（嘔吐、下痢、腹痛）が続き、多彩な症状を認
めます5）。当然のことではありますが、児童達が症
状を上手く伝えることが難しい可能性もあり、学校
の現場での的確な判断は難しいですが、例えば身体
の皮膚が痒い、赤くなっている、蕁麻疹が出ている、
顔が腫れる、口の中が痒いなどは皮膚粘膜の症状と
して、喉が痒い、咳が出る、呼吸がしづらい、ゼー
ゼーするなどは主な呼吸器の症状としての徴候と考
えられます。一方で、どのような症状が出現するの
か、出現までの時間や重症度などは、個人差があり、
またアナフィラキシーの原因に左右されることもあ
るため、決して画一的なものではありません。
●原因と対策　　学校生活の中でアナフィラキシー
が生じる主な原因としては、食物、薬物、昆虫、運
動、ラテックスなどが挙げられます。またアナフィ
ラキシーの経験がある、もしくは危険性が高い生徒
に対する対応としては、まずは発症させないという
「予防」が最も重要です。そのためには、学校生活
の中で対象となる生徒がどのようなアレルギーの疾
患を持っているか、どのような症状が出現するのか
などの情報の把握が必要となります。
　食物アレルギーは、食物によって免疫学的な機序を
介して引き起こし、ヒトに不利益な症状を起こす現象
のことです。わが国の3大原因としては、鶏卵、牛乳、
小麦であり、続いて甲殻類、果物類、ソバ類、ピーナ
ッツ類の順となっています。年齢別では、幼児期では
鶏卵、牛乳、小麦が原因として多いですが、年齢とと
もに変化し、学童期では甲殻類や果物類が増えるよう
になっています6）。アナフィラキシーを生じる食物ア
レルギーとしては、小児期ではピーナッツによる頻度
が高いとの報告があります5）。食物アレルギーに対し
ては、学校生活管理指導表が作成されており、生徒が
どのような食物が摂取できないのか、どのようなアナ
フィラキシー（症状）を経験しているか、万が一誤食
した場合の対処法などに関して医療機関の主治医－家
庭－学校との連携により正しい情報を把握しておくこ
とが欠かせません。その上で、それぞれの児童に対し
て適切なアレルギー対応の給食の提供を始めた方がよ
いでしょう。

アナフィラキシーについて
　　　　　　　　　　　独立行政法人国立病院機構相模原病院 臨床研究センター　南　崇史

（図 1） 児童生徒のアレルギー疾患有病率 ( 平成 16 年文部科学省 :
　　　 アレルギー疾患に関する調査研究報告書より引用 )

（図 2）アナフィラキシーの年間死亡者数
　　　　( 厚生労働省の人口動態統計より引用改変 )

ぜん息

図 1－1　児童生徒全体のアレルギー疾患有病率

アトピー性皮膚炎 アレルギー性鼻炎 アレルギー性結膜炎 食物アレルギー アナフィラキシー
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　ハチ毒のアレルギーは、ハチに刺された際に体内
にハチ毒が入ることにより起こるアレルギー反応で
あり、ハチの種類としては、主にミツバチ、アシナ
ガバチ、スズメバチが原因となります。症状として
は、潜在的に生命に関わるような全身性の反応を
生じることも多く認めます7）。時期は、ハチの数も
増えて活発となる夏から秋にかけて危険が増します。
校舎や校庭などの校内や周辺にハチの巣があれば近
づかないように注意し、可能であれば駆除の依頼を
行います。また場所にもよりますが、課外活動など
により校外に出かける際は、長袖の服を着用するこ
とや黒色の服を避けるなどの指導が必要です。
　運動がきっかけによるアナフィラキシーは「運動
誘発性アナフィラキシー」と呼ばれ、運動という負
荷が加わることにより症状の出現を認め、おおよそ
運動後30分以内には症状が出現しはじめます。運動
が関与する食物アレルギーの特殊なタイプとしては、
食物依存性運動誘発アナフィラキシーがあります。
これは、特定の食物を摂取した後の運動負荷（食後
2時間以内が多い）によりアナフィラキシーが誘発
されるものです。学童期においては昼食摂取後の昼
休みの遊びや体育により症状の誘発を多く認めます。
特徴としては、食物摂取や運動単独では症状が誘発
されないため、その両者を組み合わせないように体
育を含めたそれぞれの科目における教諭の共通理解
を持つことが大事です。
　薬剤アレルギーの原因としては、抗生剤（特にペ
ニシリン系、セフェム系などのβラクタム系が主）、
NSAIDs（非ステロイド性抗炎症薬）、造影剤が主に
挙げられます。生徒がどのような薬剤を継続して内
服しているか、いままでに薬剤でアレルギーがある
場合はどのような薬剤でどのような症状が出たこと
があるかを把握しておくことが重要です。
　ラテックスとは、そもそもはゴムの樹の樹液に含
まれるたんぱく質のことであり、これを利用したゴ
ム製品を使用（接触）することでアレルギーの反応
が起きることをラテックスアレルギーといいます。
ラテックスは、ゴム手袋、ゴム風船、ゴム靴、医療
用カテーテルなど身の回りにあるものから多岐に渡
って汎用されています。基本的には症状の経験があ
る場合は、接触させないことが大切となるため、教
材などの一部に含まれているかどうか確認しておく
べきでしょう。診断のためには、いずれの原因も医
療機関での精査が考慮されます。
●緊急時の治療　　アナフィラキシーに対しては、
未然に防ぐことが第一でありますが、給食での誤食
など予期できない出来事により症状が誘発されるこ
ともあるため、その対応は教育の現場でも欠かせな
いと思います。現在までにアレルギーの症状の経験を
している生徒であれば、どの程度の症状の時に、どの
ような対応（持参の投薬が必要なのか、医療機関を受

診すべきか、直ちに救急車を呼ぶべきか）を把握して
おくべきでしょう。アナフィラキシーやショックによ
る生命に関わる状態を回避できる可能性がある薬剤は、
アドレナリン自己注射器（エピペン®）のみです。エ
ピペン®とは、内部にアドレナリンという薬剤が注入
されている注射器であり、アナフィラキシーに対して
は、症状が出現してから早期の段階から同薬剤の使用
が重症化を防ぐことができるため、緊急時に医療機関
でなくとも速やかに使用できるように作られたもので
す。日本では2003年8月1日付で、ハチ毒に起因する
アナフィラキシーショックの補助治療剤として承認さ
れ、2005年3月4日付で食物及び薬物等に起因するア
ナフィラキシーに対しても承認となっています。救急
医療の場では、2009年3月に厚生労働省医政局指導課
長通知の「救急救命処置の範囲等について」が一部改
正され、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリンが
処方されている場合に、救急救命士がその薬剤の投与
を行うことが可能となりました。また、教育の場では、
2008年に厚生労働省との確認の上で文部科学省スポ
ーツ・青少年局から「救命の現場に居合わせた教職員
が、アドレナリン自己注射薬を自ら注射できない本人
に代わって注射することは、反復継続する意図がない
ものと認められるため、医師法違反にならないと考え
られること」とされており、学校の教職員においても
アドレナリン自己注射器に対する知識とその適切な使
用方法を十分に理解しておく必要があります。
　アナフィラキシーは日常生活の中でも遭遇すること
があり、また重篤な状態にもなりえるため、日頃から
正しい理解と心構えを持っておくことが重要です。
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3）Lieberman P, et al. Epidemiology of anaphylaxis: 
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公正で持続可能な未来をつくる消費者教育
〜消費者教育推進法の成立と今後の課題〜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士　島田　広

●消費者教育推進法の成立
　2012年８月、議員立法により「消費者教育の推進
に関する法律」（以下「推進法」）が制定・公布さ
れました。
　推進法は、消費者教育の定義や基本理念、国、自
治体の責務等を定めるとともに、消費者教育推進の
ための計画や協議会の設置を義務づけ、さらに、国
や自治体の予算措置、教材の充実や教員や消費生活
相談員等の研修の充実、といった、基本的施策につ
いて定めるものです。
　特に、消費者教育と基本理念において、消費者が
公正で持続可能な社会作りに主体的に参加する消費
者市民社会の考え方を盛り込んだことに、大きな特
徴があります。
　そこで本稿では、推進法の中でも重要なポイント
と、今後同法を活用して消費者教育を推進する上で
の課題について述べたいと思います。

ポイント①　消費者市民社会を目指して
　「消費者市民社会」という言葉は、消費者庁発足
以前の、政府の「消費者行政推進基本計画」（2008
年６月閣議決定）にも盛り込まれました。また、
2012年４月６日に発表された政府の消費者教育推
進会議（推進法制定以前のもの）のとりまとめ「消
費者教育推進のための課題と方向」（以下「課題と
方向」）では、「地球環境、エネルギー・資源問題
を含めて、消費をめぐる社会問題が山積している中
で、消費者が、単なる商品やサービスの受け手とし
てではなく、消費を個人の欲求を満たすものとのみ
捉えず、社会、経済、環境等に消費が与える影響を
考慮した選択や行動によって公正で持続可能な発展
に貢献することが強く求められている。それは、消
費者が、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済の波
に流されて漂流する存在から、持続可能な社会・経
済の実現に向けた舵取り役となることでもある。」
と述べて、消費者市民社会を目指すことの重要性を
強調していますi）。
　推進法では、消費者市民社会を「消費者が、個々
の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重
しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将
来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環
境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、
公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する
社会」（第２条第２項）と定義し、基本理念（第３
条）においても、「消費者市民社会を構成する一員

として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、そ
の発展に寄与する」消費者＝消費者市民の育成支援
を掲げ（第２項）、そのために必要な多角的な視点
に立った情報提供（第５項）をうたっています。
　経済のグローバル化の影響により、一方では、富
や物資の移動が世界規模で簡単にできるようにな
り、消費者が支払うお金は簡単に海を越えて、海外
にお金や仕事が流れていき、同時に、海外で、搾取
や公害を生み出しながら安く生産された商品が国内
に流れ込んでいます。この悪循環は、国内では地域
経済の疲弊、海外では搾取や公害の拡大をもたらす
と共に、大量生産、大量消費、大量廃棄の傾向を助
長し、深刻な地球環境問題をも招いてきました。　
　こうした中で、地産地消やフェアトレードといっ
た日々の消費行動を通じて、お金の流れを変えるこ
とで環境や経済によい影響を与えようとする消費者
の役割は、ますます大きくなっています。今回の推
進法は、こうした消費社会のあり方と消費者の役割
の変化に対応し、消費が社会に与える影響に目を向
ける機会を消費者に与える、新しい消費者教育のあ
り方を打ち出したものといえます。

ポイント②　多様な主体、関連教育分野との連携で、
　生涯を通じた体系的・実践的な消費者教育の実現へ
　推進法の特徴の２点目は、消費者教育を実践する
多様な主体間の連携、さらには、環境教育、食育、
国際理解教育、法教育など、関連する様々な分野の
教育との連携を図りながら、様々な生活の場面やラ
イフステージに応じて、生涯を通じた体系的かつ実
践的な消費者教育を実現することを目指しているこ
とです。
　学校現場は、いわゆる「○○教育」といわれる、
様々な新しい教育課題への対応を求められており、先
生方の多忙化が深刻な問題となっています。推進法
は、こうした学校現場の実情にも配慮し、また、関連
する様々な教育分野が有機的に連携することにより教
育効果が高まることを期待して、関連教育間の連携を
教育理念に盛り込みました（第３条第７号）。
　この理念実現のためには、関連教育分野の関係者
も含めて、多様な主体が連携し、様々な生活の場面
やライフステージごとに求められる消費者教育につ
いて共通認識を作りながら、体系的で実践的な消費
者教育を行うことが必要です。このため、推進法の
制定を受けて、消費者庁は「消費者教育推進のため
の体系的プログラム研究会」を組織し、求められる
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消費者教育の全体像を明らかにして関係者の連携に役
立てられるよう、体系化の作業を進めていますii）。
　推進法が新しい消費者教育のあり方として消費者
市民教育を打ち出したからといって、全く新しいこ
とを始める必要はありません。まずは、消費者教育
の全体像を認識し、既にある、学校や地域における
様々な教育の取り組みの中で、消費者教育に関連づ
けられそうなものがないかを検討し、関連づけられ
そうな取り組みとの連携を図ることが重要です。

ポイント③　消費者教育の推進体制の整備
　そうした連携を進めるために、推進法では、消費
者庁に消費者教育推進会議をおき、消費者庁と文部
科学省が中心となって、消費者教育の基本方針を定
め、計画的に消費者教育を推進する体制を整えまし
た（第９条、19条）。地方自治体についても、努力
義務ではありますが、消費者教育推進地域協議会を
設置し、消費者教育推進計画を定めることが求めら
れています（第10条、20条）。
　この地域協議会を、単なる情報交換会とせず、関
連教育分野の関係者や、持続可能な生産や消費に取
り組む団体関係者等も含めた多様な主体が参加し、
それぞれの地域の実情に即した消費者教育の課題を
明らかにし、実践的な連携のあり方を検討するため
の場とすることが、とても大切です。
　こうした取り組みを進める上での財政措置につい
ても推進法は規定を置いており（第８条）、消費者
庁はこれに対応して、来年度予算の概算要求で、消
費者教育に使える交付金のための予算を盛り込みま
した。今後各自治体で、こうした交付金を活用した
積極的な施策の推進が期待されています。消費者団
体の中には財政的問題や人材不足から十分な活動が
できないものも少なくないので、これを機に消費者
団体の積極的な育成も検討されるべきでしょう。
　さらに、教員や消費生活相談員など、実際に消費
者教育を行う担い手の育成のための研修や教材の充
実（第11〜13条、15条、16条）についても規定さ
れています。

今後の課題　消費者教育の意義と目標を明確にし、
　　　　　　 連携を進めよう
　ここまで、消費者教育推進法の内容を中心に、今
後の消費者教育施策についてご紹介してきました
が、今後の取り組みとして重要なのは、何といって
も、消費者教育推進地域協議会の組織をきっかけと
した多様な主体の連携です。
　従来から課題とされてきた地方行政における消費
者部門と教育委員会との連携や、生きた消費者教育
を実践する上で重要な役割を果たす消費者団体と行
政とがしっかり連携すること、さらには学校や地域
ごとの連携のネットワーク作りが課題となります。
前述の「課題と方向」では、政府が各学校に消費者
教育コーディネーターを置くことを検討するとされ

ていますが、この制度が定着し、学校や地域での連
携の核となるならば、大きな可能性が開けます。
　一方で、振り返って消費者教育の現状をみれば、
消費者教育は、これまで、一部に熱心な取り組みは
あったものの、行政関係者からも、教育関係者から
も、その意義を十分に理解されてこなかった嫌いが
あります。しかし、単に個々人が消費者被害にあわ
ないためだけにではなく、誰もが安心してくらせる
公正で持続可能な消費社会の確立のために、主体
的・能動的に選択し行動する消費者を育む消費者教
育は、日本社会全体の未来にとって重要な意味をも
つ、創造的な営みです。日々の生活の中で、自分が
手にする商品が公正な取引を通じて作られたものか
どうか、自分が支払うお金が誰を潤すことになるの
か、といったことに関心もって選択し行動する消費
者が増えるならば、それは事業者の事業活動にも少
なからぬ影響を与え、また地域経済の活性化にも大
きく貢献することになるでしょう。
　こうした消費者教育の重要な意義を関係者の間で
共有し、地域において公正で持続可能な消費社会を
作るための課題と消費者教育の目標について共通認
識を作り上げながら取り組みを進めることが、現状
を打開する上で、大切だと思います。

さいごに　消費者被害のない公正な社会へ
　ここまでお読みいただいて、「これまで取り組ん
できた消費者被害防止との関係はどうなるのか」と
いう疑問をもたれた方もあるかもしれません。もち
ろん、消費者教育が、消費者被害の防止を重要な目
的とするものであることは、これまでも、これから
も同じです。消費者市民社会とは、消費者被害のな
い公正な社会を目指す考え方でもあるのです。
　むしろ、消費者が、自ら学び実践することが、公
正で持続可能な消費社会を作ることに役立つのだとい
う認識をもつことで、学びへのモチベーションが高ま
り、また学んだことを日々の暮らしの中に生かすこと
にもつながります。被害が生じたり、問題のある商品
を目にした際に、放置しないで積極的に業者に改善を
求めたり、行政に申告したり、社会に働きかけて問題
の解決を図ることは、消費者市民の重要な役割です。
そうした行動する消費者が増えることで、消費者行政
が活性化し、消費者被害のない社会に近づくことが期
待できます。
　今回の立法をきっかけに、各地で生き生きとした
消費者市民社会を目指す取り組みが進むよう、みん
なで力を合わせて努力したいものです。　　　　　

i）消費者教育推進会議「消費者教育推進のための課題と方向」 
http://www.caa.go.jp/information/pdf/120406_torimatome.pdf
ii）http://www.caa.go.jp/information/index14.html
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平成24年度「消費者問題教員講座」実施報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都消費生活総合センター活動推進課

　東京都消費生活総合センターでは、小・中・高等
学校、特別支援学校の教職員の方々を対象とした「消
費者問題教員講座」を開催しています。
　本年度は、学校の夏休み時期を利用した 7 月 26
日〜 8 月 24 日の期間に、16 テーマの講座を飯田橋・
立川の２会場で開催。昨年度より 100 名以上受講
者が増加し、延べ 1,220 名の受講がありました。

講義内容の一部をご紹介します

「ECO アクション　～地球市民になろう～」
　講師：日本消費生活アドバイザー ･ コンサルタント協会

小林　知子氏　坂根　裕子氏
　受講生が生徒の立場になって、環境に配慮した行
動を起こすためのワークショップを楽しく学びまし
た。グループディスカッションでは活発な意見交換、
発表では個性的な意見も飛び出し、和気あいあいと
した雰囲気で講座を終了しました。　
　環境教育を学校でどのように指導するのか悩んで
いる先生が多かったようで、「手法のヒントを得た」
と好評でした。

ケータイが変えた私達の生活　
～知っておきたい情報教育の基礎知識～
　　　　　講師：「合同会社ロジカルキット」

代表　下田　太一氏
　インターネットはいつでもどこでも誰とでも直接
つながるため、危険な情報でも子供たちに直接届い
てしまいます。このネットの特性から起こる問題点
を解説し、「これからの情報教育で必要なのは、メ
ディアの構造や特性を理解し、情報を見分ける力を
養うことが重要」と強調しました。
　この分野での教育は、今後もますます重要になる
でしょう。次年度も、充実した講座を提供していき
たいと思います。

「10 代で身に付けたい食事戦略」
　講師：筑波大学体育系運動栄養学

准教授　麻見　直美氏
　大変人気の高かった講座です。
　10 代半ばから必要となる食育を、生徒たちにど
のように上手く伝えていくか、ひとつの手法として、

「スポーツ栄養を切り口に」当センターで作成した
DVD 教材を使って紹介しました。家庭科の先生だ
けでなく、養護教諭、理科、英語を指導する先生も
多数参加され、熱心に質問する姿が印象的でした。

その他の講座・受講者の声の一部です

「学校で取り組みたい住教育」
　『住環境については、時間が少なく取り組む内容
が広範囲に及び、困っている状態だったので参考に
なりました。』
　『生活の知恵、そこに科学があり根拠があること
を考え、面白さを引き出す授業に結び付けていきた
いと思います。』

実験講座「繊維はこうして作られる」
　『たくさんの実験もあり、また最近の繊維事情も
お話しいただけ参考になりました。繊維は研究が進
み、天然繊維がよいという考えは変えていくべきで
あると思いました。』
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