
＜構成メモ作成例＞

平成３０年度 ２次試験 （論文試験）

NACS中部支部_2次試験相談会 2019年11月2日

公益社団法人日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・相談員協会(NACS)
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近年の高度な情報環境の進展状況とその意義に

ついて整理した後、そうした高度な情報環境の進展が

もたらす消費者及び経済・社会に与える影響と

今後の方向性について、消費者問題の観点から

論じなさい。

１．消費者問題

＜設問＞
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＜状況整理＞

近年の高度な情報環境の進展状況とその意義について整理した後、そうした高度な情報環境

の進展がもたらす消費者及び経済・社会に与える影響と今後の方向性について、

消費者問題の観点から論じなさい。

⑴情報環境の進展状況とその意義について整理

⑵消費者問題の観点から、

消費者及び経済・社会に与える影響と

今後の方向性を論じる。
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情報

消費者行政企業

教育

機会
（チャンス）

⑴ 進展状況／意義

⑵消費者問題の観点
・ 影響
・ 方向性

＋ 経済・社会先ほどのマトリクスで考えると、

Ａ Ｂ
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Ａ：情報

Ｂ：消費者＊情報

＜進展状況＞

＜意義＞

高度な情報環境 ＝ インターネットが発達した環境
利用者 ： 若者 ～ 高齢者
目的 ： 情報収集、コミュニケーションツール

＋ 商取引（ネットショッピング）

生活の利便性向上
少子高齢化や地方の過疎化等の課題を解決する手段
社会生活をより豊かにする

インターネットを利用したサービス ： フィンテック、シェアリング・エコノミー、ＡＲ／ＶＲ
デジタルコンテンツ、ＳＮＳ、電子商取引（B to C、C to C）

（影響） 越境取引
※ 消費者問題は多様化／複雑化

（課題） 情報セキュリティーの確保、個人情報保護、情報格差、サイバー犯罪への対応
（方向性） 新たなルール作り

高度な情報環境に対応した教育の推進
消費者の理解が深まるような対応
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高度な情報環境 ＝ インターネットが発達した環境

利用者 ： 若者 ～ 高齢者まで ⇒ 生活の利便性向上

インターネット ： 情報収集とコミュニケーションツール
＋

商取引（ネットショッピング、インターネット通販等）

１．消費者問題 （構成メモ）

＜影響＞ 商取引による様々な消費者トラブルの発生 （届かない、偽物等）

グローバル化 ： 国境を越えた取引によるトラブル

少子高齢化や地方の過疎化等の社会的課題の解決策

＜今後＞ 新しいサービス（フィンテック、シェアリングエコノミー等）の進展

⇒ ルール作り、消費者が性質や内容の理解できるような施策（消費者教育等）

6



【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： 消費者及び経済・社会に及ぼす影響

第３段落 ： 今後の方向性

第１段落 ： 高度な情報環境の定義
進展状況、意義

第４段落 ： まとめ
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成年年齢引下げに関する消費者対策
について論じなさい。

２．行政

＜設問＞
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＜状況整理＞

成年年齢について説明し、それが引き下げられた場合に、
どのような課題が予想されるか。

その内の１点、または数点について消費者対策を挙げて

その内容や、活動について論じる。

成年年齢引下げに関する消費者対策について論じなさい。
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⑴ 成年年齢について、消費者の観点から説明
・成年年齢は、民法で定められる。
・２０１８年の法改正により２０２２年４月１日から１８歳をもって成人とする。
消費者の観点から変更内容を考えると、
・様々な契約を親権者の同意を得ずに結ぶことが出来る。
ことが挙げられる。
18，19歳と社会経験の少ない者が、老練かつ社会経験の豊富な者とが
対等に契約を結ぶことになる。
（これまであった親権者による保護(契約取り消し）などが受けられなくなる。）

⑵ 引き下げによる課題と対策
<課題>親の保護がなくなる
・ これまで、未成年が親権者の同意を得ずに契約した場合、
本人または親権者が民法の規定により取消すことができた
※親権者は本人の意向に関わらず取消権を行使可能

・ 引き下げにより親権者による取り消しは出来なくなる。
かといって、社会経験を短時間で身につけるのも難しい。
⇒知識を身につけて、自分に合った契約を選択できるようにする。
そのためには、学校で消費者契約を充実させる必要がある。
企業側も、消費者の側に立ったわかりやすい資料やガイドの作成が求められる。

２．行政 （構成メモ）
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【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： 引き下げによって予想される課題

（消費者トラブルの若年層への拡大）

第３段落 ： 消費者対策

（消費者教育、制度整備、ホットライン）

第１段落 ： 設問の状況整理

（成年年齢，改正時期、変わる内容）

第４段落 ： まとめ
（計画通り進める。消費者側も知識の修得更新）
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通信販売における消費者被害の防止または救済に役立つ法制度を
取り上げて論じなさい。

３．法律１
＜設問＞

通信販売における消費者被害の防止または救済に役立つ法制度を
取り上げて論じなさい。

通信販売に関して
消費者被害の防止／救済に役立つ法制度は？
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通信販売において、消費者被害の防止／救済に役立つ法制度

① 特定商取引法

３．法律１ （構成メモ）

Ⅰ．通販広告表示義務

Ⅱ．前払式通販事業者

② 電子消費者契約法

・ 通販広告への表示義務 ： 価格、送料、支払時期、引渡時期、返品特約
・ ２回以上の継続購入 ： その旨を支払い総額、契約期間等の販売条件
・ ソフトウエア販売 ： 動作環境
・ その他 ： 著しく事実に相違する表示、有利誤認する表示を禁止

・ 前払いの場合、商品等の送付に時間がかかる場合には送付時期の通知
・ ボタンクリックしたとき、有料申込みとなることを消費者が容易に認識する表示
・ 消費者が申込み内容を容易に確認、訂正できる画面になっていること
・ 広告に返品特約の表示が無い場合は、受領日を含めて８日以内は解除可能

インターネット通販 ： ワンクリックでの有料申込みは認められていない
申し込み内容を確認することができ訂正が容易にできる
画面の措置がある 14



【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： 特定商取引法の通信販売に関する規定

（通販広告表示義務、前払式通販事業者）

電子消費者契約法による民事ルール

第１段落 ： 導入（通信販売に関するトラブルが増加）

第３段落 ： 消費者トラブルへの迅速な対応が必要
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Ａは、高校卒業後、機械メーカーに勤務し、毎月20万円の給与を得て、
同居している母親Ｂ（父親はすでに他界）に生活費として月々10万円を
渡している。19歳の誕生日に、英会話教室を営むＣ社の従業員に路上
で勧誘されたＡは、英会話の個人レッスン（月額12万円）を来月から
2年間受ける申込書に署名してその場で渡した。翌日、Ｂは、このことを
Ａから聞いて知った。この日のこととして、以下の問いに理由を付けて答
えなさい。
⑴ Ａは、キャンセル料などを支払うことなくこの契約をやめることが

できるか。
⑵ Ａ自身がレッスンを受けたいと言っている場合に、Ｂは、キャン

セル料などを支払うことなくこの契約をやめさせることができるか。

４．法律２
＜設問＞
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＜状況整理＞

Ａさん ： 毎月20万円の給与を得て、そのうち10万円を母に渡す。
年齢は19歳（未成年）

Ｂさん ： Ａさんの親権者
（Ａさんの父親は他界しており母子家庭のため）

Ａさんは、英会話教室（Ｃ社）の従業員に路上で勧誘され、月額12万円
の個人レッスンを2年間受ける申込書に署名

⇒ Ｂさんは、翌日Ａさんから聞いてこのことを知った。

Ａは、高校卒業後、機械メーカーに勤務し、毎月20万円の給与を得て、同居している母親Ｂ
（父親はすでに他界）に生活費として月々10万円を渡している。19歳の誕生日に、英会話教室
を営むＣ社の従業員に路上で勧誘されたＡは、英会話の個人レッスン（月額12万円）を来月
から2年間受ける申込書に署名してその場で渡した。翌日、Ｂは、このことをＡから聞いて知った。
この日のこととして、以下の問いに理由を付けて答えなさい。
⑴ Ａは、キャンセル料などを支払うことなくこの契約をやめることができるか。
⑵ Ａ自身がレッスンを受けたいと言っている場合に、Ｂは、キャンセル料などを支払う

ことなくこの契約をやめさせることができるか。
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⑴ Ａ（契約者本人）による契約解除
・ 路上で勧誘 ＝ 特定商取引法の訪問販売に該当
・ レッスン期間（２年間）／費用（月額１２万円） ＝ 特定継続的役務提供

⇒ 上記の２つの規制が重複して適用される

⑵ Ｂ（親権者）による契約取消し
・ 未成年が親権者の同意を得ずに契約した場合、本人または親権者が民法の規定
により取消すことができる
※親権者（母親）は本人の意向に関わらず取消権を行使可能

・ 母が処分を許した財産処分はできないが、この事例では
２０（万円） － １０（万円） ＝ １０万円
でレッスンの月額（１２万円）より低いので、今回の場合は取消権の行使が可能と推定

・ 契約取消しの場合、Ｃ社はＡにキャンセル料を請求できない

⇒ ＢはＡが希望してもキャンセル料を支払うことなく契約をやめさせることが可能

４．法律２ （構成メモ）

ともにクーリング・オフ制度（法定書面受領日から起算して８日間）を利用して
キャンセル料不要で契約を解除可能
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【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： ⑴の問いに対する回答

（訪問販売と特定継続的役務提供の制度の重複適用）

第３段落 ： ⑵の問いに対する回答

（民法の規定：未成年者の契約）

第１段落 ： 設問の状況整理

（Ａの契約内容、年齢）

第４段落 ： まとめ
（いずれの場合でも契約を止めることができる）
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近年、企業を取り巻く環境変化の中で、
ダイバーシティ経営の重要性が指摘されている。
はじめにダイバーシティ経営とは何かについて
説明しなさい。
続いて、ダイバーシティ経営を実践するために、
その組織におけるリーダーが果たすべき役割につい
て論じなさい。

６．企業経営
＜設問＞
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＜状況整理＞

ダイバーシティ経営について説明し、
特になぜ重要になってきて以下を示す。

ダイバーシティ経営を実戦していく上での課題を挙げ、
その課題を解消するために、特にリーダが果たすべき役割について
その内容や活動のポイントについて論じる。

近年、企業を取り巻く環境変化の中で、
ダイバーシティ経営の重要性が指摘されている。
はじめにダイバーシティ経営とは何かについて説明しなさい。
続いて、ダイバーシティ経営を実践するために、
その組織におけるリーダーが果たすべき役割について論じなさい。

22



⑴ ダイバーシティ経営とは何か、なぜ重要性がましているのか？
・ダイバーシティとは多様性のことである。
・日本では、人口減少局面に入っており、就労人口の減少が
始まっている。
人材不足を、多様な働き方を用意することでこれまで、就労していなかった
女性や老人などを就労できるようにすることで対応する。
・働く側のワークライフバランスの重視など意識の変化
・変化の時代を迎え多様な人材によるイノベーション実現の期待が高まっている。

⑵ ダイバーシティ経営の実践
・トップの役割
・経営理念に位置付ける
・理由をステークホルダーに納得してもらう
・社内の機運を高める
・公正な人事評価制度
・就業規則、職場環境整備

・職場の管理者
・ダイバーシティ経営の理解
・従業員へのケア

６．企業経営 （構成メモ）
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【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： ダイバーシティ導入トップの役割

（経営理念・推進・人事制度・職場環境）

第３段落 ： 職場のリーダが果たす役割

（ダイバーシティ経営の目的の理解、従業員のフォロー）

第１段落 ： 設問の状況整理

（ダイバーシティ経営，意味，背景）

第４段落 ： まとめ
（コミュニケーションが実践のカギ）
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家計実態をとらえるための代表的な調査に総務省統計局の「家計調
査」と「全国消費実態調査」がある。それぞれの調査の特徴、また調査
結果を読み取るときに注意すべき点について、以下のキーワードに留
意しつつ説明しなさい。また調査結果を読み取る時に注意すべき点に
ついて、以下のキーワードに留意しつつ説明しなさい。

【キーワード】
① 「調査規模」
② 「調査頻度」
③ 「調査期間」
④ 「調査内容」

７．生活経済
＜設問＞
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・設問のタイプ
→設問に応答するタイプ

・テーマ
→「家計調査」と「全国実態調査」

・問われていること
→それぞれの調査の特徴
→調査結果を読み取るときに注意すべき点
調査結果、調査頻度、調査期間、調査内容
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７．生活経済（構成メモ）
（1）家計調査と全国消費者実態調査とは何ぞや？
・消費者の家計や消費行動の調査として使われる調査
・実施官庁は総務省統計局

（2）この二つの似たような調査が、どう違うのか？その特徴を与えられたキーワードに沿って
整理してみると・・・・。

家計調査 全国消費実態調査

調査規模 全国の約9000世帯 全国の約56000世帯

調査頻度 毎年 5年に一度

調査期間 6か月
（単身世帯は3か月間）

3か月間
（単身世帯は2か月間）

調査内容
毎日の収入と支出、過去1年間

の収入、貯蓄や負債の現在高、
世帯員、住居に関する事項等

家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費
財、住宅、宅地などの家計資産

調査目的 月次の動向調査 世帯・家計の構造調査

調査結果を
読み取る時
に注意すべ
き点

社会制度や風習などによる消費支出の総額やその内訳構成の季節性、
公的年金などの支給月を考慮する読み取りの工夫が必要。又、地域別結
果を調査する際には家計調査では不向きだが、全国消費実態調査都道
府県別調査結果が出せる。
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【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： 序論で述べた二つの調査についての概要説明
「家計調査」と「全国消費実態調査」についてのそれぞれの概要を
キーワードとして用意された項目に沿って
「調査規模」「調査頻度」「調査期間」「調査内容」
「調査結果を読み取るときに注意すべき点」の項目別にまとめる。

第１段落 ： これから何を述べるのか？
お題である二つの調査について述べると宣言。

第3段落 ： 本論を踏まえた二つの調査の意義と留意点
結局のところ「家計調査」、「全国消費実態調査」は
何にどう使われるのか。

今後、読み取る側は何に留意しておくべきか？
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エネルギー問題ならびに環境問題の解決のためには、省エネルギー
は重要な要素の一つである。

家庭生活をターゲットに、下記に示す省エネルギーに関するキーワー
ド群の中から3つを選択し、それぞれのキーワードが意味することを解
説しなさい。

さらに選択した全キーワードを踏まえ、それがどのように省エネルギー
につながるかを考察しなさい。
論述にあたっては、選択したキーワード番号を1 行目に書きなさい。
【キーワード群】
① 「直接エネルギー／間接エネルギー」
② 「フードマイレージ／地産地消」
③ 「食料自給率／食品ロス」
④ 「ライフサイクルアセスメント／カーボンフットプリント」
⑤ 「マイ（エコ）バッグ／レジ袋」

８．環境・エネルギー
＜設問＞
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エネルギー問題ならびに環境問題の解決のためには、省エネルギーは重要な要素の一つ
である。
家庭生活をターゲットに、下記に示す省エネルギーに関するキーワード群の中から3つを選択し、
それぞれのキーワードが意味することを解説しなさい。
さらに選択した全キーワードを踏まえ、それがどのように省エネルギーにつながるかを考察
しなさい。
論述にあたっては、選択したキーワード番号を1 行目に書きなさい。

① キーワード群から３つ選択

選択した番号を１行目に記載する

② 選んだキーワードが意味することを解説

３つのキーワード全てを解説する

③ 選んだキーワードを使って省エネルギーにつながるかを考察

選んだキーワードを用いて生活のシーンを想定して省エネルギーを考察する
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【選択キーワード】 ② 「フードマイレージ／地産地消」
③ 「食料自給率／食品ロス」
⑤ 「マイ（エコ）バッグ／レジ袋」

＜各キーワードの意味の解説＞
②食品選択の際、輸送に伴うエネルギー消費に着目すること
フードマイレージ ： 食料の輸送量に輸送距離を乗じた指標
地産地消 ： 地元でとれた生産物を地元で消費すること

③食品消費の際、考慮すべき切り口
食料自給率 ： 国内の食料消費が国産でどの程度賄えているかを示す指標
食品ロス ： 食べられるのに捨てられている食べ物のこと

⑤使い捨てプラスチックの削除は資源循環のみならず省エネルギー行動でもあること

パターン１：買い物で野菜（キュウリを題材）買う⇒地元で採れた野菜
パターン２：食事（カレー）作り⇒地元で採れた野菜／肉を使う

↓
買い物で買う時にマイバックに入れて帰る⇒すぐに使う（腐らせない）
旬のもの⇒地元なら新鮮、安い
栄養価が高く、体に良い（体調を整える）
フードマイレージが小さく環境に良い
人数分を考えて買う（食べ残しが無いようにする）

８．環境・エネルギー
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【論文の構成】

＜序論＞

＜本論＞

＜結論＞

第２段落 ： 各キーワードの解説

第３段落 ： シーンを想定して具体的な行動を書く
（前頁で言う、パターン１もしくはパターン２）

第１段落 ： 我が国におけるエネルギーの需給状況
省エネの進展状況

第４段落 ： 省エネルギーを意識した行動


