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序章

近年、日本では個人を取り巻く経済・金融環境が近年大きく変化している。
2011 年に 1 ドル=75 円台という戦後最高値を付けた円も、 2017 年現在１ド
5

ル=110 円前後となり、さらに資産運用における「貯蓄から投資へ」の流れも
ある中、国民一人一人に自己責任が求められる場面が増えてきている。金融取
引の場でも自己責任のもと、より適切な判断ができる能力が必要となってお
り、当然、私たちがそうした経済環境の変化に対応した能力を身に付けていか
なければならない。
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さらに世界に目を向けると、アメリカで起きたサブプライムローン問題や連
鎖的に発生したリーマンショックにより大手金融機関の倒産やダウ平均株価が
史上最大の暴落などが引き起こされた。アメリカだけでなく、ヨーロッバやア
ジア、日本まで巻き込む世界的金融危機となった。ＯＥＣＤの「金融教育に関
する国際ネットワーク」はハイレベル原則において、リーマンショックなどの
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金融危機によって引き起こされた事態は、「金融リテラシー」の低さが大きく
影響していると言及。さらに国による金融規制だけでは限界があり、金融教育
によって消費者が適切な金融行動をとることが極めて重要な政策課題になって
きたと指摘している。あらゆる分野でグローバリゼーションが進み、外国で起
きた金融危機がもはや対岸の火事でなくなった今、金融経済教育のさらなる拡
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充は急務の課題といえる。

第一節

金融リテラシーの定義

ハイレベル原則では「金融リテラシー」を「金融面での個人の良い暮らしを
達成するために必要な金融に関する意識、知識、技術、態度及び行動の総体」
25

と定義している。

第二節

金融リテラシーの目的と目標

「リテラシー」とは読み書き能力。また、与えられた材料から必要な情報を
引き出し、活用する能力、応用力のことである。つまり金融リテラシーの目的
とは金融や経済に関する知識や情報を正しく理解し、それを実生活にうまく生
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かす事である。社会人として自立し、より良い暮らしを送っていく上で欠かせ
ないスキルであり自己の責任・判断のもと、各々の生活スタイルに合わせて、
より良い金融商品を選択できる能力の取得が目標である。

5

第一章

金融リテラシーとは

1. 金融リテラシーの定義
国内における定義づけとして金融庁・金融経済教育研究会では、最低限身に
付けるべき金融リテラシーとして 15 項目をそれぞれ、”家計管理”、”生活設
10

計”、”金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用選択 ”、”外部
の適切な活用”と大きく 4 分野に分けている。
また、日本証券業協会によれば「「金融リテラシー」とは、金融に関する知識
や情報を正しく理解し、自らが主体的に判断することのできる能力であり、社
会人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていく上で欠かせない生活

15

スキルです。」と定義している。
加えて、国際的な定義づけにおいては、 OECD の金融教育に関する国際ネ
ットワーク（INFE）が「金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金
融面での個人の幸福を達成するために必要な、金融に関する意識、知識、技
術、態度および行動の総体」としている。
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国内及び国際的に共通しているのは”個人”が健全な生活していく上で”金融
リテラシー”が必要不可欠な存在であることを示している。
その上で我々は金融リテラシーを”社会で生活する上で必要とする金融知識 ”と
定義する。
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2. 求められている金融リテラシー
文部科学省では「国民一人一人が、金融リテラシーを身に付けるためには、
金融や経済についての知識のみならず、家計管理や将来の資金を確保するため
に長期的な生活設計を行う習慣・能力を身に付けること、保険商品、ローン商
品、資産形成商品といった金融商品の適切な利用選択に必要な知識・行動につ
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いての着眼点等の習得、事前にアドバイス等の外部の知見を求めることの必要
性を理解することが重要である。」
(http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1338167.h
tm)1と認識している。
5

また、金融広報中央委員会では、「金融教育は、お金や金融の様々な働きを
理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や
価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的
に行動できる態度を養う教育である。」
(https://www.shiruporuto.jp/education/about/container/program/p
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rogram01/program101.html )2と提言している。
その上で、金融広報中央委員会は、前節で述べた ”最低限身に付けるべき金融
リテラシー”と定義づけた 4 分野・15 項目の内容に対応する各年代で身に付
ける目標を金融広報中央委員会が「金融リテラシーマップ」を作成している。

15

消費者庁(http://www.caa.go.jp/information/pdf/140627_3.pdf )より抜
粋

出典
1「消費者教育の推進の基本的な方向」文部科学省
2「金融教育のねらいと基本的性格」知るぽると
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HP（2013）
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3. 攻めと守りのリテラシー
金融リテラシーは大きく”攻め”と”守り”の 2 種類に分けることが出来る。
この”攻め”と”守り”とは具体的に何を指すのか、そしてその重要性を述べてい
きたい。
5

(1) 攻めの金融リテラシー
資本主義経済において金融は経済の血液と例えられるように、金融は生活の
ファクターとして重要な位置づけとして存在しているが、日本銀行調査統計局
によると、依然として諸外国に比べ現金・及び預金の比率が高い傾向にある。
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日本銀行調査統計局(2017)「資金循環の日米欧比較」
(http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf) より筆者作成
また、住信 SBI ネット銀行の「ボーナスに関する意識調査」によればボー
ナスの使い道の 69％は預貯金に、資産運用は 21％と、資産運用を大幅に上回
る割合で預貯金に回し、その中の 27％は"とりあえず貯金をする"と目的のな
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く貯金をするのは国民性の表れの一つと伺える。
一般的に銀行預金では、金利がごく僅かであるため、資産を増やすという意
味においては株式や投資信託などと比較すると不利である。従って、保守的に
リスクを避ける行動ばかりで、資産を増やす目的で貯蓄を選択するのは、適切
とは言えないだろう。
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そうした中で攻めの金融リテラシーとして。預金だけで無い資産形成、つま
り投資や金融商品の取捨選択が積極化することによって、中長期的な資産形成

6

にプラス方面に生かすことが可能となる。
また、それらによって投資が活発化することによる金融市場の活性化にも繋が
ることが期待されるため、攻めのリテラシーを備えることは重要である。

5

(2) 守りのリテラシー
金融リテラシーを高めることは株式投資などの資産運用だけではなく、自ら
の身を守る術として活用することができる。
未公開株や仮想通貨などのトラブルに対して適切な金融リテラシーを備えてい
れば詐欺被害を未然に防ぐことが可能となる。
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警察庁の「振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺の被害状況」によると還付金
詐欺における被害件数及び被害総額は、平成 22 年度から 28 年度まで年々増
加傾向であり、また 1 月から 8 月までの期間では前年度（28 年度）と比較し
て増加しており、今後の増加を防ぐためにも金融リテラシーを向上させる必要
性を示すデータでもある。

15
警視庁(2017)「振り込め詐欺を初めとする特殊詐欺の被害状況」
(https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/higaijoukyou.html) よ
り筆者作成
また、事故や災害などのリスクに備えた保険や老後に備えた年金などリスク

7

を回避するためにどのような金融商品が適切か判断するためにも守りのリテラ
シーは必要不可欠である。
損害保険料率算出機構によれば 2016 年度の地震保険加入率は全国平均で
30.5%であり、生命保険の加入率と比較すると大幅に少なく、いつ地震が来
5

るのか予想できない中においてリスク回避を考える必要性があると伺える。

第二章

現状と課題

政府・日銀は，ペイオフ解禁となった 2005 年度を「金融教育元年」と位置
づけ，国民の金融リテラシーの水準向上をめざして，金融教育の国民的な普及
10

に向けて取組みを進めている。
金融教育が必要とされる背景には，政府がかかげる「貯蓄から投資へ」という
スローガンのもと金融市場の活性化を図ったこと，また記憶にもあたらしいリ
ーマンショックなどの世界的金融危機や、スマートフォンアプリでの、課金ト
ラブル、多重債務問題をはじめとする身近な金融トラブルなど金融経済を取り
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巻く環境の変化が挙げられる。
政府や文部科学省は公務員だけでなく民間の金融機関を活用して金融教育を行
うことで、より正確で専門性の高い教育が行おうとしている。この取り組みは
証券業界だけでなく，最近ではメガバンクのほか，信用金庫や地方銀行など地
域金融機関においても金融教育への取組みが徐々に広がりつつある。
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民間企業のメリットとしては、CSR 活動の一環として地域社会とつながるこ
とができ、さらに、子供たちへ金融教育を施すことで、子供たちに経済・金融
を身近に感じてもらい将来の市場の拡大を図ることができる。
では、具体的に文部科学省によって平成 26 年につくられた「文部科学省に
おける金融経済教育の取り組みについて」の内容をもとに金融教育の現状につ
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いて述べる。
小学校では、家庭科の時間で、主にモノやお金の大切さや、それらの計画的
な使い方、適切なモノ・サービスの購入など、身近な消費生活を中心に取り上
げている。目的としては、モノや金銭の大切さに気づき、家庭で扱うお金は家
族が働くことで得られる限りあるものであり、モノやお金が自分と家族の生活
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を支えていることから、それらを有効に使うことの重要性に気付かせる。
また「物や金銭の計画的な使い方を考える」については， 児童が衣食住などの
生活で使う身近な物に着目し，日常生活の中で有効に活用できているか，使い
方に問題はないか，購入した物は自分の生活にとって必要かどうかなどを考え
5

るようにする。食品等に付けられた日付などの簡単な表示やマークなどを自分
の目で確かめ，目的に合った品質のよい物を無駄なく購入することができるよ
うにする。買い方については，現金による店頭での買物を中心とする。通信販
売については，地域や児童の実態に応じて触れることも考えられる。
社会科の時間では、三、四年生が地域の人々の生産と販売を学び、市場の仕
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組みを簡単に教えている。さらに五年生では、日本の農業や水産業、さらに工
業など、身近なところからより範囲をひろげて教えている。
中学校では、市場の働きと経済を中心にして、価格の動き方や職業の意義と
役割、租税や納税の義務などを教えている。ほかに消費者の保護や消費者の基
本的な権利と責任などを教育している。具体的には、公民の授業で経済の簡単
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な仕組みをおしえており、身近な消費生活を中心にして価格の働きなど日本の
市場経済の基本的な考え方について学ばせ、また、現代の生産や金融などの仕
組みや働きを理解させるとともに社会における企業の役割と責任について生徒
自らに考えさせる教育を行っている。
また、技術・家庭の時間も使い、国民の生活の向上を図るために、社会資本の

20

整備、環境保全、消費者の保護など、市場の働きにゆだねることが難しい問題
に関して果たしている国や地方公共団体の役割について考えさせる。財源の確
保と配分などの観点から財政の役割についてなどや、租税の意義と役割につい
て考えさせるとともに、国民の納税の役割と義務について学ばせている。ほか
にも購入時の支払いについては、二者間の契約を中止に取り上げ、即時払い・

25

前払い・後払いのそれぞれのメリット・ デメリットを自らに考えさせ、日本で
も身近になったクレジットカードやプリペイド型の電子マネーなどにも触れ、
適切な取扱いを早いうちから指導している。
高等学校では、公民科（政治・経済）で現代経済の仕組みと特質を教えてい
る。具体的には物価、経済成長と景気変動、財政・金融の仕組みと働きなど、

30

中学校の内容をより発展させた教育を行っている。また家庭科（家庭科総合）

9

では、より身近な経済活動である、消費者の権利と責任などで多重債務などの
消費者信用をめぐる問題、経済の管理や計画、意思決定・主体的判断や生活資
源とその有効活用やライフプランニングなどを教えている。
高等学校ではこれらの教育で金融とは経済主体間の資金の融通であることを
5

理解させ、資金の需給が金融市場における金利の変化や、株式市場と債券市場
の動向などによって調整されることを、銀行や証券会社など金融機関の役割
や、間接金融・直接金融の意義とあわせて理解させる。
また、中央銀行の金融政策についてふれその意義と役割、金融市場における金
利の動向が、通貨供給量の変化に波及し、消費や貯蓄、投資行動に影響した
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り、物価や株価、さらには景気の変動に大きな役割を果たしたりすることを理
解させる。
平成 26 年に行われた証券業協会の調査によると中学校、高等学校のほとん
どの教員が、「賢い消費者としての知識を身に付けるため」、あるいは「社会
の仕組みを理解するため」等との理由から、金融経済教育の必要性を認識して
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いる。しかし、必要性は認識しているものの、教育現場では現行の教育計画に
余裕がないため授業時間が不足しており、金融経済教育を実施できていない状
態となっている。
多くの教員が金融経済教育を実施するうえで、生徒にとっての理解が難しい
ことや教える側の専門知識不足などの問題を感じており、学習内容について

20

は、用語や制度の解説が中心で実生活との繋がりを感じにくいことなどを指摘
している。また、金融経済教育を実施するための支援としては、平易な内容で
生徒が利用しやすい副教材を望む声が圧倒的に多かった。
このような実態を踏まえ、金融経済教育のための授業時間を確保できるような
体制の整備が求められる。また、限られた授業時間の中で平易で利用しやすい

25

教材が求められているように、教員のニーズに適合した支援も必要とされてい
る。
本調査結果を踏まえ、官民が連携・協力して学校における金融経済教育の一層
の推進に向けた取組みを拡充するとともに、効果的な方策の実施を支援する必
要があると考えられる。

30

なお、今回の調査は、金融リテラシー（金融面での個人の良い暮らしを達成す

10

るために必要な金融に関する意識、知識、技術、態度及び行動の総体）の向上
が求められていることを踏まえ、金融経済教育を「金融や経済のさまざまな働
きを理解し、それを通じて社会や自身の生活・人生について考え行動する、生
きる力を身に付ける教育」と定義した うえで実施した。
5

２．各項目の概要
各項目の調査結果の概要は次のとおりであるが、今回の調査は、全国の中学校
及び高等学校において、金融経済教育を授業で取り扱うことの多い教科（科
目）として、社会科・公民科、家庭科及び商業科の担当教諭を対象に実施した
ため、その結果には、中学校・高等学校において、これらの教科（科目）で取

10

り扱う学習内容の違いが反映されている。
（１）金融経済教育の現状
①教科書の金融経済教育に関する記述については、多くの教員が不十分または
やや不十分という認識であり、特に高等学校の公民科、商業科では
不十分な分野としては「クレジット、ローン、証券など」、「年金制度」、

15

「株式市場の役割」及び「保険の動き」を挙げた教員が多い。
②金融経済教育に関する授業時間が不十分
中高の別、教科（科目）によって差はあるものの、教員の多くが金融教育の授
業時間が不十分であると回答している。

20

第三章

各国の金融リテラシーについて

（１）米国の事例
米国における金融教育の現状について述べる。2000 年ごろ、米国でも日本
同様、若年世代の学力低下や、貯蓄の必要性やクレジットカードの健全な利用
25

など家計管理に関する知識の欠如による個人破産の増加などが考え られた。そ
のため、金融教育に力が注がれるようになった。
国土が広く、移民の流入が多いアメリカでは金融教育の一本化を行うことは
容易ではない。そのため各州、各学校、各団体でそれぞれの取り組みが行われ
ている。

11

米国で主に、金融教育を行っているのは民間の NPO 団体である。その例と
して挙げられるのが、全米経済教育協議会（以下、 NCEE）や、ジャンプス
タート個人金融連盟（以下、Jump＄tart）である。これらの団体が教材の開
発や配布、教員研修などを行っている。
5

1998 年から Jump＄tart は初の個人金融に関するガイドラインと基準を作
成した。また、NCEE は 2002 年からミネアポリス連銀とともに「金融教育
サミット」を開催している。
次に金融機関での取り組みを考えてみると、個別銀行では 10 代向けの金融
教育教材の提供などを行っている。バンクオブアメリカが NCEE への資金援

10

助や教材の援助を行っている。また、米国銀行協会は中高生が貯蓄について学
ぶための教材提供や、子供に貯蓄を教える日を設けるなど、貯蓄の必要性に言
及した活動の推進を図っている。
次に連邦政府の取り組みについて述べる。まず財務省は金融教育推進のため
の 2002 年 5 月から金融教育室を設け、そこで、貯蓄やクレジットカード管

15

理、住宅保有などについてのアドバイスとなる金融教育教材へのアクセスを促
すための活動を行っている。
連邦 準備銀行 （ FRB）は 専用ホー ムペー ジで高校 生、大学 生、教員 、一般
個人向けの教材の提供を行っている。
また、連邦政府は「アメリカ教育法」、「経済教育優越法」などの法律の制

20

定も行っている。「アメリカ教育法」とは「すべての生徒が第 4・8・12 学年
を終了するにあたり、国語（英語）・数学・理科・外国語・公民・経済・芸
術・歴史・地理の強化について、一定の学力に達していること」が掲げられ
た。
「経済教育優越法」とは 2002 年に学力の底上げを目的として行われた「落

25

ちこぼれゼロ法に内包されている法律である。これによって、幼稚園から高校
までの生徒を対象に、金融経済に対する理解の向上を目的とした教育を行う
NPO 団体に対し、補助金を与えることが定められている。
金融経済に関する新しい動きとして、「2003 年信用取引の公正適正化に関
する法律」に基づき金融リテラシー委員会が設けられた。金融リテラシー委員

30

会は 20 の連邦政府機関から選出されたメンバーから構成されている。主な目

12

的としては、連邦政府による金融教育の調整や英国民すべての消費者金融リテ
ラシーと教育を促進させるための戦略策定が挙げられている。
次に米国の各主体が出版している米国の金融教育に使用されている教材につ
いて述べる。米国では興味深い教材が多く提供されている。
5

まず、VISA 社から提供されている教材歯の下記の通りである。
①Practical Money Skills for Life （以下、PMS と称す）
これは CD、DVD、ビデオ、ゲーム、iPhone アプリ、オンラインゲーム、
パンフレットなど、カリキュラムや教材・ワークブック、オンラインのビデ
オ・ストリーミングが提供されているサイトである。

10

②Financial Football
このゲームは PMSL の一つである。
ゲームの概要としては金融に関するクイズとアメリカンフットボールのゲー
ムを組み合わせて、金融の学習を進めるため、アメリカの児童・生徒に一般的
な人気を誇るアメリカンフットボールを題材に設計されている。このゲームの

15

目的としては、比較的に低学年からでも 金融知識を学べるようにしている。
③Financial Soccer
このゲームも PMSL の一つである。
これも Financial Football と同様に、児童・生徒に親しみを持ちやすいよ
うにサッカーを題材に行われている。このゲームには日本語版があり、最後ま

20

で日本語でプレイすることが可能である。このゲームの目的も同様に親しみを
持ちやすくするためである。
経済教育協議会（以下、CEE）で提供されている教材は下記である。
①

Gen IRevolution

このゲームは無料のオンラインゲームであり、パーソナル ・ファイナンスに
25

ついての重要な概念を 21 のレッスンで学習することができる。概要としては
Facebook を利用して学生が 15 のミッションをクリアしていき、達成すれば
ポイントが獲得できる。
このゲームの目的はアトラクション感覚で財政問題について学ぶことができ
る。

30

②株式ゲーム

13

株式投資を行うシミュレーションゲームは数多く存在しているが、なかでも
Stock Trak に注目した。これは無料のオンライン株式投資ゲームであ り、
2013 年から始まっている。中学生、高校生を対象としている。
このゲームの概要は、まず、参加者に仮想の 2 万 5 千ドルが渡される。それ
5

を元手に株式と投資信託に投資するものである。
このゲームの目的としては、 VISA の教材と比べ、より実践的で、深い内容
まで理解をすることである。
③Moneytopia ; The Big Dream -Financial Simulation Game
このゲームは無料のオンライン・シミュレーションゲームである。対象学年

10

は 8-12 以上である。FINTIA Investor Education Foundation によって
2010 年に製作された。
概要としてはお金の管理を詳細に学べるように設計された生活シミュレーシ
ョンゲームである。

15

（２）英国の事例
①FSA の設立
イギリスでは 1997 年に誕生したブレア労働党政権によって金融サービス庁
15 (FSA)が設立された。
ＦＳＡは翌 1998 年 11 月に「金融サービスに関する公衆の理解促進 ;消費者

20

教育のための戦略」を公表し、1999 年に、「金融リテラシー教育」と「消費
者への情報提供及び助言」の２つを柱とする「消費者教育プログラム」を策定
した。
また、「金融リテラシー」とは「情報に基づく判断を行い、資金の活用及び
管理に関して効率的な意思決定を行う能力」であり、「金融リテラシー教育と

25

は、金融サービスについて質問でき情報を持った消費者になり、自分のファイ
ナンスを効果的に管理するために必要な知識・理解・スキルの土台を個人に付
与する教育」とされている。
そして FSA は、効率的、順法的かつ公正な金融市場を整備し、消費者が公
正な金融取引ができるように手助けすることを目的としている。金融取引や金

30

融に関わる問題をめぐる消費者の決定は種々な要因によって影響を受ける。

14

たとえば、ライフサイクルの段階、可処分所得、みずからが直面する問題を
識別する能力、多様な意見が存在することを認識する能力や多様な意見を評価
する能力、有益な情報や助言を入手する手立てなどである。消費者のニーズに
適合した、実効性のある消費者教育プログラムを確実に実施するために、
5

FSA はその役割を達成するために金融リテラシー (能力)教育として、消費者
にスキルと知識を伝授するなどの方策を策定した、この金融リテラシー教育は
小学校や中学校、高校、大学などの教育機関、あるいは社会人のために職場や
インターネットを通じるなど、その他の方法で提供されるもので、金融リテラ
シー教育はあらゆる金融サービス能力向上のため の活動を補強すると考えられ

10

ている。
また、2000 年に金融市場サービス法が成立し、FSA は、金融機関と金融市
場に対する唯一の規制監督機関とされ、その規制目的の一つに「公衆の啓蒙」
が掲げられ、FSA がそのための「消費者教育」を行うことが法的に義務づけ
られた。そしてこの消費者教育には、公衆の金融システムに対する認識と理解

15

を喚起するために必要な「金融リテラシー」を高めるための優先課題を盛り込
む必要があるとされた。
②

ISA について

英 国 の ISA （ Individual Savings Account ： 個 人 貯 蓄 口 座 ） は 、 PEP
（ Personal Equity Plan ： 個 人 持 株 制 度 ） 及 び TESSA （ Tax Exempt
20

Spe c ial Savin gs 1 5 Ac c o unt ：免税特別貯蓄口座）を整理・統合し、 1999
（平成 11）年 4 月に導入された制度である。
当初は、2009（平成 21）年までの時限措置とし、また、導入年後に制度の
効果を検証のうえ評価することを前提として制度が導入された。その後、貯蓄
や投資を広く英国国民に普及し、とりわけ、低所得者層や若年層に普及したこ

25

とが評価され、2008（平成 20）年に恒久化された。
ISA が導入された当初は、株式型 ISA（stocks and shares ISA ）、預金
型 ISA（cash ISA）及び保険型 ISA（life insurance ISA）の 3 種類から
構成されていたが、2005（平成 17）年に保険型 ISA は株式型 ISA に統合・
整理され、株式型 ISA と預金型 ISA の 2 種類となっている。
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また、英国居住者は、1 人につき 1 社の証券業者等でのみ開設可能であっ

15

て複数の種類の金融商品への投資が可能な総合口座（ The maxi ISA）と、1
人につき複数社の証券業者等に開設可能であって 1 つの種類の金融商品への
投資が可能なミニ口座（The miniISA）があったが、2008（平成 20）年に
区分が廃止され、株式型 ISA と預金型 ISA の 2 種類に簡素化されている。な
5

お、英国の ISA の年間拠出額は 2008（平成 20）年以後、年々引き上げられ
ているが、この引上げ額は、前年 9 月における消費者物価指数の年間上昇率
に応じて決定される。
ISA のメリットとしては、その貯蓄や投資からの配当、受取利子などが非
課税となり、また株式などへの投資で得られたキャピタルゲインまでもが非課

10

税となることである。
③

金融ケイパビリティについて

ブレア政権下の教育雇用省は、1999 年に新しいナショナル・カリキュラム
の 一 環 とし て 「 個人 、 社会 、 健康 教育 （ PSHE ） と シ チズ ン シッ プ 」 に関 す
るフレームワークを出版し、その一環として 2000 年に『パーソナルファイナ
15

ンシャル教育による金融ケイパビリティ学校のためのガイダンス』が出され
た。ここで初めて金融ケイパビリティ概念が使用され、「金融ケイパビリティ
は、全ての人にとって重要なライフスキルの一つ」と書かれ、また金融ケイパ
ビリティには、金融知識と理解、金融スキルとコンピテンス、金融責任という
相 互 に 関 15 連 し た ３ つ の テ ー マ が あ る こ と が 示 さ れ た 。 こ う し た 中 FSA

20

も 、 2002 年 に 「 金 融 ケ イ パ ビ リ テ ィ 向 上 グ ル ー プ 」 (FCSG) を 発 足 さ せ 、
2003 年に『金融ケイパビリティための国家戦略に向けて』を作成し、FSA と
して正式に「金融ケイパビリティ」概念を使うようになる。2004 年に『イギ
リスにおける金融ケイパビリティ』を出し「金融ケイパビリティ」を基本コン
セプトとする国家戦略への大きな転換が開始された。

25

2006 年、FSA は前年に行われたベースラインサーベイの結果に関する報告
書を出した。2006 年 3 月 FSA は、『デリバリング・チャレンジ』を発表し、
実際の行動と結果を重視する金融教育の国家戦略目標を再設定する。それは、
学校、若者、労働現場、消費者コミュニケーション、オンラインツール、新婚
家庭、マネーアドバイス、の七つの分野に焦点を据えたもので、2006 年から

30

5 年間の国家戦略実施計画が示された。

16

また、2008 年に FSA は、「金融ケイパビリティ:行動経済学の地平」とい
うリサーチ・ペーパーを発表した。人々の金融行動は、情報やスキル、あるい
はそれらを効果的に使うためにいかに選択するかにではなく、人々の本源的な
心理的態度に第一に依存している。そのため、情報提供と教育によってデザイ
5

ンされた金融教育のイニシアティブはポジティブではあるが、しかし控えめな
インパクトしか期待されない。
FSA は、成し遂げられつつある広範な行動の変化は、 根深い行動バイアス
のために長期のプロセスとなると認識した。消費者の実際の金融行動を変える
ことは、知識の付与だけでは限界がある。行動ファイナンスが指摘する様々な
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金融に関する意思決定のバイアスがあるからである。そのために必要なこと
は、ファイナンシャル・プランニングを行うことなど金融ケイパビリティの養
成という観点を持つことであり、また中立的アドバイスによるバイアス修正や
制度によるバイアス修正などの方法を実行することである。
④

15

学校での金融教育

英国では、学校教育における金融教育も重視しており、学習カリキュラムに
即した融教育コンテンツの拡充や、金融教育の履修義務化を盛り込んだ教育改
革法案の議会提出などが行われた。さらに、政府・ FSA は、金融教育を担当
する学校・教師に対するサポート体制の充実化を図るため、全国ネットワーク
を有する金融教育専門の NPO（pfeg）との間で資金提供を含めた広範な連携

20

活動を行っている。このほか、財務省は、 2005 年に子供信託基金と呼ばれる
児童名義の税制優遇貯蓄制度を導入し、金融教育の教材としても活用すること
を検討している。
⑤

政府の関与

政府においても、経済、社会、人口構造の変化という 大きな環境変化への対
25

応の一環として、金融面においては、金融サービス市場の強化を目指し、効率
的で独立したリスク・ベースの規制体系の構築、シンプルで低コストの金融商
品の開発を促進するための対策の導入など、サプライサイドの対策が推進され
た。
しかし、その過程で、政府は、消費者が市場において積極的な役割を発揮で

30

きるようになれば、こうしたサプライサイドの対策がもっと大きな効果を発揮

17

するのではないか、つまり、消費者の金融能力の向上が、個人の段階にとどま
らず、金融サービス業界、金融サービス市場、ひいては英国経済全体に利益 を
もたらすのではないかという認識を深めたとされ、こうした認識の下に、財務
省を中心に、金融能力への長期的な取り組みについて検討が重ねられた。
5

その結果明らかにされたのは、政府の金融能力への長期的なアプローチは、
FSA の金融能力国家戦略を補完し、連携することであり、これによって、英
国の全ての成人が、金融にかかわる事項に関与し、金銭に関して有効な決断を
するために、クオリティの高い一般的助言にアクセスできるようになること
や、全ての児童及び若年者が、パーソナル・ファイナンスの計画的で首尾一貫

10

したプログラムにアクセスすることが出来、それによって、金銭管理のための
スキルと自信を身につけて学校を卒業できるようになること、金銭面の意思決
定がうまく出来ない人々を支援するために、様々な政策の重点が、金融能力の
増 進 に置 かれ る よう にな るこ と という よ うな 政府 の 長期 的目 標（ long-term
aspirations ）10 を達成するということであった。

15

⑥

PEFG について

また、FSA は、金融業界団体や消費者団体とともに、個人向け金融教育グ
ループ（Personal Finance Education Group、PFEG）という団体に出
資している。
PFEG は、青少年向けの金融知識教育を目的とする中立的な非営利団体で
20

あり、学校における金融教育の枠組みの策定や学校教育で利用できる教材パッ
ケージの無償提供、教育関係者向けのフォーラムの運営等のほか、民間企業に
よる学校教育への協力についてのガイドラインを策定するなど、学校教育にお
ける金融分野の教育を支援する活動を行っています。
（３）オーストラリアの金融教育

25

オーストラリアでは、2012 年に OECD が「金融教育の国家戦略に対する
ハイレベル原則」を定めるより早く、2011 年に「国家金融リテラシー戦略」
を策定した。国家金融リテラシー戦略において、金融リテラシーは、「お金や
ファイナンスについて理解し、その知識を、効果的な金融に関する意思決定に
活用すること」と規定されており、戦略目標として、「金融リテラシーの水準

30

改善によりオーストラリア国民の金銭面での幸福（well-being）を改善する

18

こと」を定めた。
国家金融リテラシー戦略を推進するにあたり、中核的な役割を担うのは、
「金融統制局であるオーストラリア証券投資委員会（ ASIC）」である。
ASIC の主な活動として、「マネースマート・ティーチング」と「マネース
5

マート」がある。前者では、教員向けに教材と研修プログラムの提供を行って
いる。
後者では、既存の金融教育用ウェブサイトを全てのライフステージの人々を
対象に、明確な情報を提供する使い勝手のよいツールとして改善し、「マネー
スマート」という名称で 2011 年に開始した。内容例として、若者向けにはク

10

レジットカードや自動車ローン等の問題を回避し貯蓄を形成すること、若年家
族向けには、住宅の取得・改築、ローン返済などの負債管理について、無貯蓄
層・高齢単身者向けには財務状況把握や資産形成、退職直前世代には退職者向
け商品の提案やリタイア後のプラン作成などを提示している。
「マネースマート」には 23 種類のツールが用意されており、パソコンに加

15

えて携帯やフェイスブック、ツイッターといったソーシャルメディアの活用も
行われている。
オーストラリアの学校教育では、 2008 年 12 月に「オーストラリアの若者
にとっての教育的目標に関するメルボルン宣言」が提言され、これまで州ごと
の 15 分権教育だったが、近年中央集権化が推し進められている。

20

メルボルン宣言では、「21 世紀オーストラリアにおいて教育はグローバル
経済競争の時代にすべての人々がより良い 生活をできるための知識や技術革新
を提供しなければならない」「OECD における国際教育比較（PISA）でトッ
プ 10 に入っていたが、次の 10 年のうち世界で最も優れた教育システムにし
たい」と述べ、世界で最も優れた教育システムにしたいという方針の背景に

25

は、2000 年以降の PISA の調査が行われるたび、順位を落としていることが
あると考えられる。
また、メルボルン宣言の実質化を目指したカリキュラムの作成指針として
「オーストラリア・ナショナルカリキュラム」を作成、これを元に、オースト
ラ リ ア 評 価 広 報 局 （ ACARA ）主導 での 各教科の「ナ ショナル・カ リキ ュラ

30

ム」が作成されつつある。

19

「ナショナル・カリキュラム」は既に「英語」「歴史」「数学」「科学」は
完成しており、「経済とビジネス」については、パーソナルファイナンスを基
本概念とし、各国から意見を集約しつつ完成させ、現在認可を待っている途中
である。
5

「経済とビジネス」では、「個人・家族・共同体・ビジネス・政府が資源配
分に関して意思決定する方法を探求すること、子供たちが経済・ビジネスの意
思決定プロセスやそのことの自身や他人及び現在や将来への影響を理解するこ
と」「経済・ビジネスの学習は、子供たちに経済について知らせたり子供たち
が経済に参加・貢献するのを奨励したりするための知識・理解・技能を育成さ

10

せること」を目標に掲げ、義務教育である小学 5 年生から高校 1 年生の子供た
ちが学ぶべき内容として、6 つの育成目標を提示している。
また、中学生段階では、ICT を活用した教育に力を注いでいることが特徴
的である。義務教育終了後の高校 2 年生からは、経済学や各種専門教科に発展
内容として受け継がれ、継続して学習することになっている

15

これらの内容からオーストラリアでは、「ナショナル・カリキュラム」を中
心として国を挙げた金融教育への取り組みが義務教育から社会人にまで一貫し
て行われていることがわかる。
第四章日本における金融リテラシー普及に関しての提案
本稿で我々は、「日本における金融リテラシー普及のための課題」として主

20

に以下の 3 つの問題点に注目することにした。
【１】教師の知識不足・教材への不満
【２】諸外国と比べて遅れている、ICT を活用した金融教育活動
【３】社会人や高齢者、また、金融への無関心層へのアプローチ
これら 3 つの問題点に着目、解決策を提案する。また、解決策では問題点の

25

みならず、全ライフステージの人々の金融リテラシー向上を目指す。
（４）ドイツの金融リテラシー
ドイツにおける本格的な経済教育が行われるのは前期中等教育からが一般的
である。その内容としては個々の州ごとに作成される。また、前期中等教育以
前には様々な種類の学校が存在しているため、各州において学校の種類ごとに

30

内容が決まられるのが一般的である。

20

ドイツの金融教育の特徴として、 5 つのことがあげられる。1 つ目は、個人
がよりよい生活のために金銭を介して行う幅広い諸活動全ての活動が金融教育
の対象となることとされている。だが現在はその中でも消費などの特定の活動
が重要視されている側面もある。2 つ目は、専門的な知識を有するのみなら
5

ず、実際の生活においても認識、評価ができ、金銭を介した活動ができる能力
の育成を重視していること。3 つ目は、実際の生活における金銭を介した行動
以外にも、その活動の背景となるものや関係する制度や政策を自分たちで考え
られるようにする間接的な教育も行っている。 4 つ目は、進路に結びついた学
校種によって経済教育の関係教科の設定が違い、直接的な教育と間接的な教育

10

が 1 つの教科で編成される場合もあれば、複数の教科によって編成される場合
もあるということ。関係教科それぞれが生活上の金銭を介した活動に関して各
教科独自のアプローチをとっているということ。 5 つ目は、個人の金銭を介し
た活 20 動に関連した、直接的な金融教育は既存の経済社会の中で経済生活を
形成できるようにするとともに、よりよい経済生活のために経済社会を新たに

15

形成できるようにする経済教育の一環に位置付けることである。

（５）アフリカの教育
アフリカでは現在約５８００万人の未就学児童がおり、その半数はサブサハ
ラアフリカに集中している。中でもニジェールは１０５万人もの未就学児童が
いる。また約６０％が基礎学力の到達ポイントに達しっていない。このように
20

多くの途上国では「読み書きそろばん」の教育がまだ普及していません。読み
書きや数字に弱いと家計管理等金融リテラシーを学ぶことが困難になります。

逆に言えば、学校教育を普及させて、多くの人の「読み書きそろばん」能力
を上げることは、その国の金融認識力を上げることにつながります。
25

先述したニジェールでは公的機関ではなく、NGO が重要な役割を果たして
いる。
JICA は２００４年から「みんなの学校プロジェクト」を始動しました。ニ
ジェールでは識字率が２８％しかなく、子供たちの親の多くが文字を読めませ
ん。このプロジェクトはそんな親たちに教育の大切さを実感してもらい、自分

30

たちの力と知恵で子供たちのための学校教育を実現する手法を導入しました。

21

現在日本でも約５６００人の未就学児童がいます。先述したニジェールに比
べれば２００分の１ですが、学校に行けていない子供たちがいることは事実で
す。日本でもアフリカの手法を参考に できる点はあるのではないでしょうか。
5

第四章

日本の金融リテラシー教育に対する提案

提案１、放課後や休日等を利用し情報端末を使った教育
この提案の目的は、二つである。
10

第一の目的は現状のカリキュラムに対する影響を最小限に抑えることであ
る。現状の教員の多数が認識している授業時間不足の問題を悪化させず、さら
に教育カリキュラムへの影響を最小限に抑えるために、学校で月一、二回程度
の専門的な金融の教育を行い、足りない部分などをタブレット端末等を活用し
放課後、休日等を使った教育である。

授業時間の確保状況
高等学校家庭科
高等学校公民科
高等学校商業科
中学校技術、家庭科
中学校社会科
高等学校
中学校
全体

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
十分

やや十分

やや不十分

不十分

無回答

出典「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告
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書」金融経済教育を推進する研究会（2014）P21より

（ http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai

22

.pdf）
現在、高等学校において新科目「公共」の導入が検討されている。これが実
現すれば公共に一部金融の内容が含まれることが予定されており、生徒は金融
を学ぶ時間ができる。しかし、公共は社会問題や政治、経済、国際問題など幅
5

広い内容を含むことが予定されている。そのため、教員は公共の時間に金融の
ことだけを教えるわけにはいかず、また金融の教育の時間がどれだけ確保でき
るのか現状、不明である。
そこでタブレット端末等の情報端末を活用し、生徒に放課後、休日等に、
公共の時間や月一、二回程度の金融の授業だけでは不足している部分など を生

10

徒自ら補って学んでもらうことができれば、学内で行う教育時間にとらわれず
教育を行うことができるのではないだろうか。また小学校、中学校においても
公民系の科目や家庭科の時間等を利用や月一、二回の金融教育を行い、不足し
た部分をタブレット端末で補ってもらうことを想定している。
第二の目的は生徒に放課後や休日などに自ら学んでもらい学校の教育過程

15

修了後も主体的に学ぶ意識を身につけてもらうことである。現在も金融に関す
る新しい金融商品やフィンテック等の金融技術が開発されている。そのため、
我々は教育課程修了後も金融知識を自ら学ぶことが重要と考えている。なぜな
ら常に新しい金融知識を身につけることにより批判的になることができ詐欺な
どの被害に遭わないことに繋がるからである。また金融知識があれば金融商品

20

を選択する上での情報の非対称性を防ぎ批判的に取捨選択することができ、よ
り良い投資を行うことができるのではないかと考えている。
小中高の 12 年間という長い期間を通じて情報端末を使用してすべての生徒に
平等かつ主体的に金融知識を学んでもらうことによって、自分の人生にとって
より有用なものにできるのではないだろうか。

25

次に我々が考える本提案の問題点と解決策について述べる。
一つはタブレット端末等の導入の方法の問題である。政府は 2020 年代まで
に ICT 教育の整備、推進ですべて小中学校、高等学校の生徒に一人一台の情
報端末の導入を目指している。金融教育で使用する情報端末はこれを利用すれ
ば、この導入の問題を解決することができるのではないだろうか。

30

二つ目は放課後や休日などに自主的に勉強するのかという問題である。これ

23

は生徒に対し、比較的短い時間でできるものを課題として課し、月一、二回程
度のチェックを行えば生徒は勉強をせざるを得ないためこの問題を解決できる
のではないだろうか。
次に具体的な教育の内容について述べる。
5

基本的には金融庁が出している、金融リテラシーマップに基づいて教育を行
うことを想定している。各段階をカヴァーする映像を見せた後にその内容に沿
ったクイズを出題し、知識が定着いているか図る。また選択問題や専門的や内
容の映像などの自習用コンテンツを充実させて、生徒の興味関心を満たし主体
的に学ぶことを手助けすることを想定している。

10

提案 2 株式など金融商品の投資仮想体験
この提案は提案 1 の実施面を担うもので 目的は二つである。
第一に仮想的に投資を行うことにより金融に興味、関心を持ってもらい、ま
た社会とのつながりを理解してもらうことである。金融の知識を身に付けたと
15

しても、それが実生活や実社会とどの様なつながりがあるのか分かりづらい。
また金融知識を学ぶ上でつながりが分からなければ 新たに学ぶモチベーション
を保つのが難しいと考えている。そこで、仮想空間 で実際に存在している株式
や金融商品に投資を行ってもらうことにより、株式の値動きを機微に感じとっ
てもらい日本や世界の社会情勢の動きがどのように株価などに影響を与えてい

20

るのか学び取ってもらえるのではないか。さらに投資成績をランキング化する
ことにより生徒の競争意識を持ってもらい、継続的な投資の意識的と知識をよ
り深く学ぶモチベーションの維持、向上に資するのではないか。
第二に将来の資産形成に役に立ててもらうことである。現在、「貯蓄から投
資へ」と掲げられており、自ら資産形成をするのが重要になりつつある。そこ

25

で若いうちから仮想空間を通じて日常的に投資を行ってもらえれば投資の意義
やメリット、デメリットを学んで貰うことができるのではないか。そして将
来、その知識、経験を生かして自分のライフプランに沿った金融商品の選択に
役立ててもらえるのではないかと考えている。

30

提案 3

外部教員雇う
24

この提案は現状の教員の知識不足の問題をカヴァーするものである。現在、
学校教員の仕事の負担は大きく、教員に生徒に対し金融教育が出来るほどの金
融の知識を新たに身に付けてもらうのは難しいのではないだろうか。そこで 、
金融の知識を持った外部の人間を非常勤 講師として招き、生徒に対し月に何回
5

かの専門的な授業を行えば、生徒の理解が進むことが期待でき、上記の知識不
足の問題についての問題も無視できるものになるのではないだろうか。

大学での専攻別知識不足の認識度
理、工学部、その他
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家政、生活科学部系

55.7

教育学部系
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社会学部系

43.7
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出典「中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告
書」金融経済教育を推進する研究会（2014）P32より

（http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.p
df）
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提案 4
私たちは日常生活の中で多くの広告を目にします。電車の中やテレビの CM、
街中の電柱や看板など…その中にはユニークなデザインや印象に残る言葉など
が描かれた記憶に残るものが何枚かあると思います。はたまた平凡なデザイン
のものであっても毎日使う電車や通学路で目にするものは自然と覚えるのでは

15

ないでしょうか。
ちなみに私が最も印象に残っているのは大阪難波駅改札前にでかでかと掲示さ
れている近畿大学さんのインパクトのある広告です。
このように我々は普段意識していなくても毎日のように見ているだけで興味
のない情報でも脳にインプットされていきます。私たちは金融教育をまず身近

25

なものにするために金融に関する情報を広告にし、街中の風景のひとつにする
ことを提案します。
広告の掲載場所で私たちが特に着眼したのはトイレです。
ある研究によると、男性が 1 回の小便に費やす時間は 31.7 秒、そして一日
5

平均 5.5 回だそうです。とすると単純計算で 9.6 時間に 1 回トイレに行く事
になり、9 時から 20 時まで外で働いている方は 1 日 1 回は必ず外で用を足し
ている事になります。よって、その 1 回につき 31.7 秒。普通 TVCM は 1 コ
マ 15 秒。という事は 1 日に働く成人男性に対して 2 コマも CM を見せる事
が出来るという計算になります。2 コマの CM 枠を取るのに企業がどれだけ

10

のスポンサー料を払わなければならないか。何千万の世界の話になります。そ
の 点、トイレでの広告は番組を流す必要がなく、言ってしまえば広告の垂れ
流しで済むのですか ら、必要なのは広告を出すための物理的費用とその他デ
ベロッパー等へ支払ういわゆるショバ代 だけ、という事になります。但し、
公衆便所はこうはいかないと思われます。つまり、公共のものであるから、企

15

業広告はありえないという事です。しかし、「 AC」等に代表される公共広告
が存在します。金融に関する情報の広告は国主体で非営利目的として掲載され
るので、人目のつく公共の場にも掲載することができます。また、トイレに広
告を出すという事は、TV 番組の内容の様に、ある程度のターゲットの絞込み
という作業を必然的に達成します。まず、男と女。男性トイレに生理用品の広

20

告をする必要は全く無いのですから、TV よりもより直接的な広告が可能で
す。そして設置場所や時間帯による利用者像も見えてくるはずです。これを利
用して性別や年齢層にあわせた金融情報を掲載することができます。 ではト
イレでの広告に最も効果的な方法論とは何でしょうか。広告とは働きかけるも
ので、人は基本的に受身であります。人が受ける情報とはつまり、 5 感に訴え

25

られるもの、という事に なります。 以下に五感へのアプローチ方法を列挙し
ます。
目…ビジュアル→絵、動画、文字など
鼻…におい→試供品など
口…味→試供品など

30

耳…おと→声・音楽など

26

感覚…肌触り・実感→試供品・実際の商品など
トイレとは用を足す所であり、頭はその事に集中しております。これでいきま
すと、実際トイレで有効と思われるのはやはり目と耳という事になります。
例えば男子小便器でいけば、両手がふさがった状態で見つめるのは自分の股間
5

です。しかし用を足している時間（上記時間で言えば 31.7 秒のうちの 15 秒
くらい）は近い所ならば他に目をくれる事も可能です。 その状態で便器の中
に組み込まれた液晶板に映像とかすかに音楽に必ず注目します。 無論、液晶
板に流れるものはネットオンラインのものです。 その液晶＋ネットオンライ
ンのメリットは、

10

１）手を汚さずして内容を変えられるそしてその内容は管理人によって随時変
更可能
２）液晶は幅を取らない
３）液晶は消費電力が少ない
４）画面が大きい必要は無い

15

などです。 最初から液晶を組み込み、防汚コーティングで耐性の透明な板を
液晶の上に貼り付け 防水処理した便器の開発が前提となりますが、難しい事
ではありません。 これで掃除のおばちゃんもデッキブラシでゴシゴシ丸洗い
OK。 ハード面はこれで良いでしょう！ ソフト面は、店舗紹介から製品紹介
まで。しかし食品関係はそれこそスポンサ ーがつかないのでは？？ ソフト面

20

については、東京の山手線の液晶画面のついた車両の広告効果の具合なんかも
参照に出来ると思われます。 どちらにせよ今まで目を付けられなかった所で
の広告ですから、難しい面やリスクはありますが 一回定着すればライフライ
ンに欠かせない空間であるトイレは広告という分野にも欠かせない 場所にな
っていくでしょう。
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終章
本論文では、まず国内での金融リテラシーの定義づけを行い、国民に求めら
れる金融リテラシーについて言及したうえで、攻めのリテラシーとして積極的
10

な資産形成、守りのリテラシーとして詐欺被害を 防ぐことを述べた。そうした
人生に有意義な金融リテラシー教育を行う ことで、問題となる日本の現状の課
題を見てきた。また参考にするために海外のではどのような金融リテラシー教
育が行われているのかの事例を見た。その海外の事例を踏まえ、日本の金融リ
テラシー教育の課題に対するいくつかの提案を行った。

15

今回、我々が金融リテラシー教育の課題 の解決策を探すうえで休日や放課後
に注目し、提案を行った。
我々が提案したものが今後のリテラシー教育にわずかでも資することになれ
ば本望である。
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警視庁「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害状況」（２０１７）
20

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/higaijoukyou.html

文部科学省 HP
http://www.mext.go.jp/

25

生命保険文化センターHP「生命保険に加入している人はどれくらい？」
http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/8.html

金融経済教育を推進する研究会「中学校・高等学校における金融経済教育の実
態調査報告書」
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http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf

29

文部科学省

２０２０年代の向けた教育の情報化に関する懇談会

「「２０２

０年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」最終まとめ」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/07/__icsFiles/afieldfile/
5

2016/07/29/1375100_01_1_1.pdf
引用文献、サイト
文部科学省 HP「消費者教育の推進の基本的な方向」
http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1338167.ht
m

10
知るぽると

HP

「金融教育のねらいと基本的性格」

https://www.shiruporuto.jp/education/about/container/program/pr
ogram01/program101.html
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