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１．はじめに 

 従来における「消費者問題」としては、身近な一般消費財に関連する問題を想起する人が多いと思われる。し

かし、金融サービスの多様化に伴い、金融商品に関する「消費者問題」も多くみられるようになってきている。 

 筆者はファイナシャルプランナーの有資格者（ＡＦＰ）であり、有資格者の共同組合に参加して、相談者からの

ファイナンシャルプランニングの無料相談を受けたり、ケーススタディを研究したりする機会が多くある。 

 ファイナンシャルプランニングとは、さまざまなライフイベント（結婚、出産、住宅購入、子供の進学、退職等）に

おいて、金融サービス等をどのように選択するかを計画することであり、具体例としては、住宅ローンや教育ロー

ンの借り入れや借り換え等がある。 

 言うまでもなく、上述のライフイベントは多くの人がそれぞれの人生で不可避的に直面する問題だといえる。 

 しかし、金融サービスに関する消費者教育が十分ではないため、その選択が適切でなく、トラブルが内在してい

ることがしばしばおこっているが、そのトラブルと認識されるべき「消費者問題」に消費者本人が気づいていないこ

とがある。なぜなら、標準的な教育が身についてなければ、「普通ではない」状況に気づきにくいからである。 

 そこで本論は、金融サービスに関する消費者教育（以下、「金融リテラシー教育」）の必要性を提言するものである。 

 なお本論の構成は、以下の通りである。 

 次の２では、金融サービスの知識に関する現状を、STANDARD＆POOR’S の調査及び金融広報中央委員会

のアンケートを中心に検証し、問題点を洗い出す。 

 続く３において、それらの改善に向けて特に大学教育の場における「金融リテラシー教育」の提言を行う。 

 最後の４において短くまとめを行う。 

 

２．金融サービスに関する消費者教育の現状 

 筆者がファイナシャルプランナーとして、経験した事例を以下に示す。 

 ある相談者から、住宅ローンの借り換えについての相談であった。 

相談者は、いままで借りていた A銀行の借入期間が満了となるが、まだ残債があるため、引き続き A銀行での借り

換えをするか、あるいは B銀行に借り換えるか迷っていた。なお、借り換えの条件は、B銀行のほうが有利だった。 

 ところで、住宅ローンの借り換え判断の基準には次の３原則がある。 

すなわち「借り換えの金利差が１％以上あること」、「借入期間が１０年以上残っていること」、「借入残高が１００

０万円以上あること」である。 

これはファイナンシャルプランナーならだれでも知っているルールで、相談者の案件はその３原則に合致した

案件であった。そこで、相談者が持参した資料から簡単に計算し、借り換えの方が有利との助言をした。（但し、

あくまでも最終判断は本人） 

このように回答すると、相談者は安心したようすで、「騙されていないか心配だったから、第三者の意見がほし

かった」と述べて帰っていた。 

 もっとも、この事例が特殊な事例ではく、一般的には金融サービスに関する知識が不十分なのが実態であろう。 
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表１－１　金融全般についての知識水準の自己評価　

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

平成13年 6.9 43.2 49.7 5.2 37.2 57.3 19.8 56.7 23.1

平成15年 7.0 42.4 50.2 5.7 36.4 57.3 17.2 57.7 24.4

平成20年 6.7 38.5 54.6 4.7 31.2 63.7 18.4 53.9 27.3

表１－２　金融全般についての知識水準の自己評価 

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

平成13年 4.9 24.2 70.7 13.5 57.1 29.1 - - - 

平成15年 4.4 24.5 70.6 13.6 55.2 30.6 5.7 32.0 61.6

平成20年 4.9 22.9 71.8 13.2 53.3 33.2 5.5 28.0 66.1

（注）平成13年は税金含む。

表１－３　金融全般についての知識水準の自己評価

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

十分知識が
あると思う

どちらとも
いえない

ほとんど知識
がないと思う

％ ％ ％ ％ ％ ％

平成13年 5.2 18.7 75.9 4.9 30.0 64.9

平成15年 4.8 19.6 75.0 5.2 31.7 62.3

平成20年 6.6 21.1 71.9 3.9 24.8 71.1

（注）平成20年は、金融商品取引法含む。

投資に伴う各種リスク
利用者や消費者を

保護する仕組み（注）

金融・経済の仕組み 金融商品 預貯金

証券投資 保険、年金（注） 金融商品にかかる税金

 これを国際的な比較で見てみる。 

 STANDARD＆POOR’Sが、“Financial Literacy Around the World”１）において、１４０か国１５万人の成人を対

象とした金融リテラシーの調査結果を発表している。 

この調査は、「リスク分散」、「インフレーション」、「単利」及び「複利」について簡単な質問をして、その回答率

を、国、年齢、性別等で区分集計し、各々の金融リテラシー（金融知識）を計測している。 

 それによると、日本の金融リテラシー（上記４問のうち３問の正答者数）の率は、４３％で、先進７か国中イタリア

（３７％）に次いで下から２番目の低さであった。なお、一番高かったのは、カナダ（６７％）であった。 

 また、住宅ローンの借り入れがある持家所有者に対し複利について質問したところ、日本での正答率は３７％

にとどまり、米国の７０％の半分程度であった（同レポート２０頁）。 

 この調査から、日本における金融リテラシーは先進国の中ではかなり低水準にあることが分かる。 

 次に国内での調査を見ることにする。 

 金融広報中央委員会「知るぽると」のＨＰに、「金融に関する消費者アンケート」の３回分（平成１３年、１５年、２

０年）が公表されている２）。 

 これ（図表１－１から図表１－３）を見ると、調査時点に関係なく「金融・経済の仕組み」ついて、半数以上が「ほ

とんど知識がないと思う」であり、「どちらともいえない」を含めると９割以上は自分の知識に自信を持っていない。 

 特に「証券投資」や「投資に関するリスク」に関する知識は、９５％程度の回答者が知識に自信がないと答えている。 

 一方、「十分な知識があると思う」と答えた項目は、預貯金のみである。 

 このことは、日本における主要な金融商品はつい最近まで、固定でかつほとんど金融機関での金利差がない

預貯金が広く利用されてきていたという背景があると考えられる。 

 次に「ほとんど知識がない」との回答者にその理由を聞いたところ、「金融というと、難しいイメージが先行して、

積極的に情報を集めようと思わなかった」が５割以上を占めいていいる。（図表２） 

 このことは、金融に関する知識への心理的な距離感を表しているとも理解でき、実際にも学校での金融に関す

る教育の経験について、７割程度が「ほとんど受けていないと思う」と答えている。（図表３）  
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 以上の調査から、日本は金融商品が高度化及び多様化しているにもかかわらず、その現状に消費者の知識

が全く追いついておらず、かつ他の先進国の水準からもかなり見劣りしているという実態が明らかになった。 

 また背景には、学校等での金融リテラシー教育が不十分であることに起因していることがうかがえた。 

  

３．大学での金融リテラシー教育の提言 

上の２において、金融リテラシー教育の必要性が明らかとなったが、本節ではその対策として大学生を対象と

した金融リテラシー教育の提言を行いたい。 

 なお、大学生を対象とすることの理由は、以下の通りである。 

 （１）大学進学率が５０％を超え、大学での教育機会の設定が効率的であること 

 （２）高校までは、授業カリキュラムに余裕がないこと 

 （３）大学生で２０歳を超えると未成年の法的保護が受けられなく一方で、社会的な関与が多くなり、金融サー

ビスのトラブルに巻き込まれるリスクが増大すること 

 （４）就職などで社会人となってからでは、教育の機会が極端に減少すること 

  ところで、大学では、経済系学部や一般教養科目等で金融理論やマクロ経済学を受講することはあっても、

日常生活で利用できうるような、金融リテラシーに接触する機会は皆無といってよい。 

 そのギャップを埋めるため、大学でファイナシャルプランナーの資格取得講座を開講している大学が増えてお

り、すでに６０校を超えている３）。 

 しかし、ファイナンシャルプランナーの資格取得講座は、学習内容が金融リテラシー教育に限定されておらず、

多岐にわたり過ぎる。 

金融リテラシー教育は、その目的に適合した限定的な内容で十分であるが、少なくとも次の項目を含むものを

筆者は提案したい。 

 

図表２　金融知識が十分でないと考える理由　（３つまでの複数回答）

金融のことを
知らなくても
生活していけ
る

金融という
と、難しいイ
メージが先行
して、積極的
に情報を集め
ようと思わな
かった

元本保証の預
貯金を中心に
運しており、
金融機関の破
たん（倒産）
も予想してい
なかった

金融に関する
正確な情報
を、どのよう
に入手してい
いかわからな
い

金融商品等に
関する正確で
分かり易い情
報が十分に提
供されていな
い

せっかく情報
を収集して
も、分かりに
くいものが多
い

その他

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

平成13年 34.5 50.1 33.1 31.2 35.4 28.0 2.7

平成15年 34.2 52.4 29.3 33.4 39.8 34.7 1.3

平成20年 40.4 56.9 23.2 30.3 34.7 31.9 4.8

（注）「ほとんど知識がないと思う」と回答した人に状況認識を聞いた。

図表３ 学校における金融教育の経験

受けた
受けたと思う
が、よく覚え
ていない

ほとんど受け
ていないと思
う

％ ％ ％

平成13年 4.4 27.0 68.5

平成15年 4.2 28.0 67.6

平成20年 4.0 20.0 75.3
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 （１）経済に関するメディア報道がおおむね理解できる程度の経済学的知識 

 （２）インフレ・デフレ等金融に関する事象や金利（単利・複利）などの基本的知識 

 （３）預貯金といったすでに定着した金融商品以外の金融商品に関する情報 

 （４）悪質な金融商品の事例紹介 

 上記の（１）は基礎的で広範な経済的な知見の習得であり、（２）は金融サービスに必ず付随する「金利」の概

念を理解するものである。 

 （３）は、多様化している金融商品の情報を知るためのものであり、（４）はそういった中で、なじみのない金融商

品を使い消費者の知識不足を悪用した事例を紹介する内容である。 

 なお、金融リテラシー教育は、大学入学時のオリエンターション等早い時期に実施する 

ことが望ましいと考えられる。 

大学生は入学直後から社会との接点が飛躍的に増加し、それに伴ってローン等を含む金融商品の利用や勧

誘の機会が多くなるからである。 

  

４．まとめ 

 本論は「消費者問題」を、比較的盲点となりがちな金融商品に関する視点からとらえ直し、金融リテラシー教育

の必要性を提言したものである。 

 金融商品を提供する金融機関とそれを需要する消費者の間には、知識の浅深の度合いや情報量に差がある

のは当然であるが、いまやそれが看過できないほどにかい離してしまっているように思われる。 

 このような状況は早急に改善されるべきであり、特に将来にわたって金融商品を利用すると思われる若い人た

ちへの金融リテラシー教育が必要であることを提言したい。 
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［審査委員長からのコメント］ 

 若者に必要な金融リテラシー教育に焦点を当て、タイムリーな内容と言えます。また、内容も論

理的で主張が明確なものとなっています。課題解決に向けて、さらに踏み込んで具体的、独創的提

案を考案すると良いでしょう。 

https://www.jafp.or.jp/aim/study/college/

