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第１回若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会 

議 事 次 第 

 

 

 

         日 時  平成29年９月14日（木）14：00～16：00 

         場 所  消費者行政新未来創造オフィス会議室 

 

 

１．開 会 

２．検討会の開催について 

３．若者の消費者被害について 

４．今後の調査研究の方法等について意見交換 

５．閉 会 
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○事務局（岩田） 定刻でございますので、ただいまから第１回「若者の消費者被害の心

理的要因からの分析に係る検討会」を開催させていただきます。 

私は、委員の皆様方を御紹介するまでの間、司会進行を務めさせていただきます消費者

行政新未来創造オフィスの岩田と申します。よろしくお願いします。 

委員の皆様方には、大変御多忙のところ、委員の御就任を快く引き受けていただくとと

もに、本日、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

本日の検討会は、テレビ会議システムを通じて東京の本庁と中継をしておりますので、

委員会の開催に際しまして、初めに消費者庁審議官の福岡から冒頭の挨拶を申し上げます。 

○福岡審議官 それでは、テレビ会議システムを通じてで恐縮でございますけれども、御

挨拶を申し上げます。消費者庁審議官の福岡と申します。 

委員の皆様方におかれましては、日頃から消費者行政の推進に御指導、御協力を賜りま

して、まことにありがとうございます。 

また、本日は、遠隔地から徳島にお集まりいただきまして、感謝を申し上げます。 

さて、本日の検討会のテーマであります若者の消費者被害についてでございますが、本

年の消費者白書でも取り上げておりますけれども、大学生等のマルチ商法の被害が増加傾

向に転じていることなど、消費者庁としても若者の被害について、大変重要な課題だと認

識しております。 

また、成年年齢引き下げの議論に関連いたしまして、消費者委員会がワーキンググルー

プの報告書において、大学生等が被害に陥りやすい心理的な背景等につき調査研究を行う

べきと提言をされたことを踏まえまして、本検討会では、なぜ若者が消費者被害に遭うの

かにつきまして、消費者の心理面から検討してみるという、基礎的な検討からの議論を行

うためのものでございます。 

消費者、若者への注意喚起につきましては、従来から我々消費者庁も、また、幅広い市

民団体の方々もいろいろと実施していただいております。ただし、必ずしも十分には届い

ていないという面もあるかと思います。本検討会では、新たな視点から検討していただく、

そういうアプローチでございますが、それは非常に重要と考えております。ぜひ活発な議

論をお願いしたいと思います。 

委員の皆様方におかれましては、忌憚のない御意見をいただきますよう、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

以上、冒頭の挨拶を申し上げました。ありがとうございました。 

○事務局（岩田）ありがとうございました。 

では、続きまして、消費者庁参事官の日下部から御挨拶を申し上げます。 

○日下部参事官 消費者庁参事官の日下部でございます。大変お世話になります。 

私は、この消費者行政新未来創造オフィスに常駐しているということでございまして、

今回、検討会を開催することになって、大変光栄でございます。このオフィスですけれど

も、先々月、７月24日に開設されまして、地方に消費者庁が置く最初の事務所ということ



4 

 

でございますけれども、そこにおいていろいろ、実証実験的なものとか、あるいは調査研

究、それから、徳島県を実証フィールドとしてモデル事業を行うと、そういったことを展

開していく予定でございまして、今回、調査研究の一環として、「若者の消費者被害の心

理的要因からの分析に係る検討会」を開催することになったということでございます。大

変楽しみにしているところでございます。 

また、この検討会の発足の一つの経緯でございますけれども、資料６をごらんになって

いただければ幸いでございます。資料６の１枚目、左上に参考資料１と書いておりますけ

れども、内閣府の消費者委員会が平成29年の１月にいろいろな提言も出されたということ

で、消費者委員会では、マルチ商法について、最近被害がふえているので、少し調査研究

したらいいのではないかという話がありました。もちろん、消費者委員会の指摘が出るま

でもなく、昨年の消費者白書においても、若者の被害はそれなりにあって、特にマルチ商

法などは被害がふえているといった指摘もございましたので、そういったことと、この消

費者委員会の指摘もあって、今回、検討会を開催してみようということになったところで

ございます。 

そこで、座長になられている西田先生に御相談に行ったところ、西田先生は徳島出身だ

ということもございまして、これはすばらしいということで、西田先生にお願いしたとい

うことがこのスタートでございました。いろいろな御知見のある方々にお集まりいただき

まして、大変ありがとうございました。大変有用な議論ができればと思っている次第でご

ざいますので、今後とも御指導、御鞭撻のほど、よろしくお願いできれば大変幸いでござ

います。 

以上でございます。 

○ありがとうございました。 

では、続きまして、座長の西田先生、御挨拶をお願いいたします。 

○西田座長 こんにちは。初めまして。立正大学心理学部対人社会心理学科教授の西田公

昭と申します。 

学会等では、グループダイナミクス学会の会長を務めさせていただておりまして、また、

カルト問題をずっと、オウム真理教事件のころからやっておりまして、マインドコントロ

ール研究なのですけれども、日本脱カルト協会という任意団体を立ち上げまして、その代

表理事もさせていただいております。 

さっき日下部さんからおっしゃっていただいたのですけれども、実は、私にとって、こ

のまちは生まれたところでもあり、育ったところでもありまして、ふるさとでこういう会

議ができるとはまさか思ってもおりませんでして、ちょっと感激しております。 

専門としては、詐欺とか、悪質商法のマインドコントロール問題をここ十数年、検討を

続けているわけですが、そのテーマについて心理学的な見地から皆様に何らか貢献できれ

ば幸いかと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

さて、この検討会は、若者が消費者被害に遭う心理的な要因を分析すること、被害に陥
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らないためにはどのようにしたらよいのかということに関して、各界の有識者の皆様方か

ら御意見を頂戴し、主に心理的な観点から検討していく場であると理解しております。検

討すべき論点は多岐にわたっておりますので、限られた時間をできる限り有効に使って、

実りあるものにしてまいりたいとは思います。積極的な御発言と、議事の進行への御協力

をいただきますようお願いいたします。 

以上、私の御挨拶とさせていただきたいと思います。 

○事務局（岩田）ありがとうございました。 

それでは、カメラの撮影はここまでとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

また、傍聴される皆様方におかれましては、事前にお知らせしております傍聴の注意事

項の遵守をよろしくお願いいたします。 

また、今後の進行は西田座長にお願いしたいと思います。座長、よろしくお願いいたし

ます。 

○西田座長 続きまして、お手元に配付しております開催要領の名簿に沿いまして、50音

順に委員の御紹介をさせていただきたいと思います。委員の皆様方におかれましては、自

己紹介をお願いします。 

まずは、岩井清治委員です。 

○岩井委員 初めまして、公益社団法人消費者関連専門家会議の西日本支部長を務めてお

ります岩井清治と申します。よろしくお願いします。かけさせていただきます。 

御存じの方もいらっしゃるかと思いますが、消費者関連専門家会議というのは、全国で

約600社加盟しております企業の消費者関連部門、いわゆるお客様相談室の代表者、責任者

やメンバーで構成されております公益社団法人でございます。そういった形で、事業者側

の立場で、今回、委員を仰せつかっていると理解しております。ただ、業界がさまざま多

岐にわたっておりまして、今回の趣旨に添えるかどうかは、ちょっと微力の部分もござい

ますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

○西田座長 次は、五條操議員です。 

○五條委員 初めまして、弁護士の五條と申します。よろしくお願いします。私も座って

御挨拶させていただきます。 

私は、弁護士になって今年で21年目ですが、おおむね消費者被害関係の事件を中心にや

ってきました。あと、特徴としては、特定適格消費者団体消費者支援機構関西、通称、KC’s

という団体に関与しています。ここは消費者契約関係の契約条項であるとか、勧誘、広告

等について、違法と思われるものの差止請求をしている団体です。そこで10年ぐらい、差

止請求や申入活動などに関与しており、比較的、被害情報などに接していることもあって、

今回選ばれたのかなと理解しています。それ以外に集団的な消費者事件の弁護団等もやっ

ておりますので、そういった経験でお役に立てればと思っております。よろしくお願いし

ます。 

○西田座長 小林真寿美委員は、本日、御都合により欠席されておりますので、代理で保
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足和之様に御出席いただいております。 

○保足委員代理 独立行政法人国民生活センターの保足と申します。本来、課長の小林が

参加させていただくのですけれども、本日、９月18日の敬老の日を前に、高齢者110番とい

う専用相談窓口を設けておりまして、その対応で、今回、私が代理を務めさせていただき

ます。着席させていただきます。 

小林から皆様への御挨拶を預かっておりますので、ここで代読させていただきたいと思

います。 

「日ごろより当センターの業務に御理解と御支援をいただいておりますこと、この場を

おかりして心から御礼申し上げます。 

また、このような貴重な検討の場に参加させていただき、まことにありがとうございま

す。 

しかしながら、本日は関東ブロックの消費生活センターと共同して行う年に１度の高齢

者トラブルに関する取り組みとして、特設相談窓口、60歳以上の消費者トラブル110番を明

日まで実施しております。その関係で代理出席とさせていただきます。まことにもうしわ

けございません。 

さて、本検討会のテーマとされる若者消費者トラブルにつきましては、今、申し上げま

した高齢者の消費者トラブルと同様、相談現場におきましても、トラブルの掘り起こし、

救済、啓発、教育、どの部分を取っても課題が多いと感じております。若者の消費者トラ

ブルを見ますと、契約経験が少なく、また契約者意識も希薄であるという点、高齢者等と

は異なり、手持ちのお金が少ないという点、特に学生である場合には親の保護下にあると

いう点など、以前も今も共通する若者特有の特徴から消費者トラブルが生じていますが、

近年、若者の生活において、スマホ、SNSの存在が大きくなったことにより、トラブルのき

っかけや広がり方には大きな変化が見られます。このような実態について心理的な分析を

行うことにより、トラブルが生じる手前で、ん、おかしいなと思えるような若者をふやす

ことができればと期待しております。 

本検討会では、私どもも相談現場に身を置く者として、できる限り若者の消費者トラブ

ルに関する情報提供や議論等をさせていただければと考えております。どうぞよろしくお

願い申し上げます。」 

以上になります。改めまして、よろしくお願いいたします。 

○西田座長 ありがとうございました。次は、多田文明委員です。 

○多田委員 多田文明と申します。ジャーナリストですけれども、よろしくお願いいたし

ます。では、座って失礼します。 

西田先生とは何度か、テレビで御一緒させていただいて、もともと『ついていったらこ

うなった』という本を出しまして、悪質商法、詐欺を含めて、具体的に現場に行って、彼

らがどんな話し方をするのかというルポをした本が、みんなの関心もあって、非常に売れ

てから、テレビとかで、特に詐欺や悪質商法の番組などに出るようになりました。本当は



7 

 

今日も某番組に出る予定だったのですけれども、それは断って、こちらを優先して。今日

は国民生活センターに取材が行ったということで、ちゃんと放送されてよかったなと思い

ます。 

あと、非常に思うのは、私が潜入調査した2000年のときから今に至るまで、かなり流れ

が変わっているということですね。でも、変わっていない部分もあるのですが。その辺の

お話をしながら、若者被害に対してのお話を様々にさまざまできればと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○西田座長 では、千葉裕子委員です。 

○千葉委員 公益社団法人消費生活相談員協会関西支部からまいりました千葉裕子と申し

ます。よろしくお願いいたします。着席させていただきます。 

勤務先としては、兵庫県の消費生活センターで相談員をしております。相談員になって

12年ほどになります。私ども、今回、このような会にお声かけいただきまして、どういっ

た形で御参加できるのか、ちょっと悩ましく思ったりもしたのですけれども、いわゆる現

場を知って、最前線で対応させていただいているという立場にいます相談員協会という立

場としてお声がかかったものと理解しております。この12年間、私がかかわってきた中で

も、日々、若者、社会というか、全てが変化していっているなと実感しますし、相談の内

容も刻々と変わっていっているのではないかと思っております。微力ですけれども、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○西田座長 それでは、最後に、西内康人委員です。 

○西内委員 京都大学の法学研究科で准教授を務めさせていただいております西内康人と

申します。よろしくお願いいたします。座って失礼いたします。 

私の専門は行動経済学と民法で、経済学や心理学の観点を生かしつつ、民法の解釈にも

それを応用していこうという学問を研究しているところです。今まで御挨拶いただいた皆

さんとは違いまして、私は実務的なことに関しては知識も経験もほとんどない状態で、そ

の意味では、こういった場になぜ参加させていただいたのか、よくわからないところもあ

るのですが、恐らく趣旨としては、皆さんから出てくるような実体験であったりとか、実

務などに照らしつつ、消費者契約法や民法などで、実際のところ、どのように問題が解決

されているのかということであったり、あるいはどのような点が不足しているのかという

ことについて、心理学の観点なども踏まえつつ、その限界などをまとめていくことだと思

っております。微力ながら最善を尽くさせていただきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○西田座長 皆様、ありがとうございました。 

続きまして、配付資料を確認したいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 事務局から配付資料の確認をさせていただきますが、それに先立ちまして、日

下部より事務局の紹介をさせていただきます。 

○日下部参事官 それでは、消費者庁側で参加している人を御紹介させていただきます。 
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まず、課長の澤井といいます。 

○澤井消費者調査課長 よろしくお願いいたします。 

○日下部参事官 それから、岩田です。 

○岩田（事務局） 岩田です。よろしくお願いします。 

○日下部参事官 あと、テレビ越しに３名、先ほどの福岡審議官、それから、手前の右側

にいるのが加納参事官です。 

○加納参事官 加納です。よろしくお願いします。 

○日下部参事官 その奥にいるのが廣瀬消費者制度課長になります。 

○廣瀬消費者制度課長 廣瀬でございます。 

○日下部参事官 あと、後ろのシートに事務局が座っております。一人一人の紹介は省略

させていただきます。 

以上でございます。 

○岩田（事務局） 引き続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。 

まず、議事次第です。 

次に、資料１「若者の消費者被害の心理的要因からの分析に係る検討会開催要領」 

資料２「過去の若者の主な消費者被害事件」 

資料３「若者の消費生活相談について」 

資料４「若者の消費トラブルの現状」 

資料５「今後の検討会について（案）」 

資料６「参考資料」 

また、席上配付資料を１部ずつ配付させていただいております。 

以上が本日の資料でございます。落丁等がございましたら、事務局に御連絡いただくよ

うお願いいたします。 

○西田座長 皆様、資料はよろしゅうございますか。 

本日の検討会につきまして、まず資料１から資料５に沿って、事務局及び国民生活セン

ターより、若者の消費者被害の現状などを説明していただき、その後、自由な意見交換会

の場を設けていきたいと思っております。 

それでは、議事を進めてまいります。議事次第の２「検討会の開催について」に関して、

事務局からの説明をお願いいたします。 

○日下部参事官 それでは、資料１について御説明させていただきます。この検討会の開

催要領でございますけれども、皆さんにも何らかの形でお目に触れているかと思いますけ

れども、改めて紹介させていただきます。「１．趣旨」でございますけれども、マルチ商

法等に見られるように、若者が消費者被害に遭う要因としては、合理的な判断ができない

とか、そういった心理的な要因が挙げられる。こうした若者の消費者被害について、ヒア

リング調査等を通じて、被害の現状、被害に遭う要因等を分析して対応策を検討しようと

いうものでございます。 
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 「検討項目」の（１）ですけれども、合理的な判断ができない状態に陥る等、若者が消

費者被害に遭う心理的な要因についての調査・分析、それから、マインドコントロール等

により消費者被害が深刻化する若者についての分析。 

それから、（２）ですけれども、若者の消費者被害の現状及び要因についてということ

で、例えば、マルチ商法といった消費者被害の現状とか、社会的背景を分析。それから、

消費者被害に関する法的問題点ということで、被害者の心理的な状態を踏まえた意思表示

の観点からの考察などについて。 

それから、（３）として対応策ということでございます。 

検討会の進め方ですけれども、６月をめどに取りまとめを行いたいと我々としては思っ

ているところでございます。 

それから、委員については省略させていただきます。 

 その下の「運営」についても省略させていただきますけれども、基本的には、徳島のオ

フィスにおいて開催することを前提にいろいろ考えているところでございます。 

それから、（３）でございますけれども、検討会は原則として公開と。ただし、特段の

理由があると座長が認めたときには、一部なり全部を非公開とすることができる。それか

ら、資料についても原則公開でございますけれども、座長が特段理由があると認めた場合

には、一部を非公開にすることもできると、そういう制度でございます。また、終わった

後には議事録を作成しますので、議事録作成に当たっては、また先生方に確認などしてい

ただきますので、その際はよろしくお願いできれば大変幸いでございます。 

以上でございます。 

それから、テレビ会議システムを通じまして、消費者制度課から補足がございますので、

お願いします。 

○廣瀬消費者制度課長 消費者制度課長の廣瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

制度課では、消費者契約法を所管しておりまして、現在、その見直しに向けた作業を進

めているところでございます。先月、消費者委員会から御答申をいただきまして、幾つか

の点につきまして法改正を行うべきとの御提言をいただいているところでございます。こ

れらの御提言のうち、本検討会でのテーマと関連性が高い部分といたしまして、お手元の

資料６の参考資料２、２枚目について御紹介をさせていただきたいと思っております。 

この部分につきましては、主に若者の被害事例を念頭に置いて検討がされた部分でござ

いまして、①②のような趣旨の規定を追加して列記するということで、①でございますが、

消費者の不安につけ込むような類型でございます。消費者が不安を抱いていることを知り

ながら、契約の目的物が当該損害または危険を回避するために必要である旨を正当な理由

がないのに強調して告げたような場合を要件として取消要因となるという形になっており

ます。例えば、就職に不安を抱いているような大学生に対して、このままでは一生成功し

ないなどと不安をあおって、就職セミナーなどの受講契約をさせるような場合があると思

っております。 
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それから、もう一つ、②のほうでございます。人間関係を乱用するような類型でござい

ます。契約に応じさせることを目的として消費者との間に新たな関係を築きまして、その

上で、契約を締結しなければ当該関係を維持することができないといったことを告げて契

約を締結するものでございます。例えば、SNSで知り合って数回デートして、消費者との間

でいわば偽りの恋愛関係を築いて、その関係の破綻をほのめかしつつ、高額の貴金属など

を販売するといった事例が該当するのではないかと思っているところでございます。 

消費者委員会では、こうした被害については、消費者契約法の困惑の類型に含めて御提

言をいただいたところでございますが、消費者契約法の逐条解説の中では、困惑について

困り、戸惑い、どうしていいかわからなくなるような、精神的に自由な判断ができない状

況とされておりまして、広い概念であるとされております。これから法制化の検討を進め

ていくわけでございますが、困惑の類型には、従来から、不退去、それから、退去妨害と

いう規定もございます他、さらに今回の答申では、事業者が契約の締結前に契約の履行に

当たるような行為を行う場合で、消費者に心理的な負担を抱かせる行為も御提案をされる

ようになってございます。私どもとしても、こういった困惑の類型を心理学的にはどのよ

うに考えていけばいいのかということに関心を持ってございます。 

また、参考資料２の次のページでございますが、こちらは、専門調査会では合意が得ら

れなかったものでございますが、２パラグラフ目の２行目ですけれども、「当該消費者の

年齢又は障害による判断力の不足に乗じて」、ちょっと飛びまして３行目ですが、当該消

費者に過大な不利益をもたらす契約の勧誘を行って契約を締結させたような場合について

も取消権を付与すべきという御提案もいただいているわけでございます。こうした判断力

の不足といったものも、心理学的にはどう考えられているのかといったことについても関

心を持っているところでございます。 

被害に遭う消費者の心理的な要因を、従来のアプローチとは違う、新しい観点から分析

していただくことは、今後の立法に向けた検討にも寄与するものではないかと考えてござ

います。本会議の検討の結果に期待をいたしております。よろしくお願いいたします。 

以上、補足です。 

○西田座長 ありがとうございました。 

ただいまの事務局から説明の資料１ですが、この開催要領につきまして御意見等がござ

いましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。どうぞ。 

○五條委員 よろしいでしょうか。これは東京とつないで中継しているのですが、それ以

外にインターネット上で会議を公開したりとか、そういったことは予定していないのです

か。 

○日下部参事官 ネットの公開は予定していないですね。東京にも記者の方々がいますけ

れども、この会議を録画して外に出すことは今は考えてはいないということです。ただ、

議事録は出す予定でございますけれども、その前に先生方にごらんになっていただく予定

です。 
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○五條委員 徳島ということもあって、傍聴等が非常に大変だということを周りからも言

われておりまして、見やすい方法があればと思ったのですが。 

○日下部参事官 開催場所については、基本は徳島を考えておりますが、場合によっては

大阪あたりで開催することもあり得るかなと思っております。１～２回程度は大阪で開催

してもいいかなと、そっちのほうが先生方も集まりやすい場合もあると思うので、ちょっ

と考えてはいるのですけれども、そういう状況です。 

○西田座長 よろしいでしょうか。では、続きまして、議事次第の３「若者の消費者被害

について」に関して進めてまいりたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

○事務局（岩田） では、お手元にお配りした資料に沿って事務局から御説明をいたしま

す。資料２「過去の若者の主な消費者被害事件」について説明させていただきます。 

被害が大きかった事件だとか、SNSなどを使った商法など、若者が被害に遭った主な事

件をピックアップして御紹介させていただきます。 

１ページ目に主な事件の一覧についてまとめておりますので、御参照ください。次のペ

ージ以降、ここに書かせていただいたものをそれぞれ具体的に紹介していくという形の資

料になっております。それでは、それぞれの事件について、簡単に御紹介させていただき

ます。 

次のページをめくっていただいて、まずは天下一家の会・第一相互経済研究所について

でございます。これは、昭和40年代から50年代の前半のころにありましたネズミ講の代表

的な事例です。地縁血縁関係を利用した勧誘などを行い、延べ約120万人から約1,896億円

集めたと言われております。後半においては、京都、大阪を中心に全国の大学生をも狙い

ました。親しい友人などが勧誘者となって、いいアルバイトがあるなどと言って多数の人

を集めた説明会に連れていき、既にもうけた人による説明で、いわゆる集団催眠状態にし

て勧誘していたと言われています。 

次のページをめくっていただいて、株式会社ココ山岡宝飾店です。こちらは、20歳から

25歳の若者が主な被害者となっております。平均150万円もするダイヤを売られたというも

のとなっております。主な勧誘方法としては、キャッチセールスという形になるのですが、

例えば、テナントビルの通路で若い女性店員がダイヤなどを特に買う気がない若者に対し

て、アンケートに答えてくださいなどと声をかけて店内に連れ込みます。その後、複数人

で２時間から６時間もの長時間勧誘によって、購入しなければ家に帰れないという状態に

追い込み、ダイヤを売るというものになります。また、５年後には購入価格で買い戻しが

できるという買い戻し特約を説得材料に利用して、もしものときの貯金の感覚として契約

させていたと言われております。 

次に、株式会社EarthWalkerです。この事業者だとか、もしくはオーナー登録を既にし

た学生が、簡単なバイトであると言って説明会に来るように誘います。実際に説明会に行

くと、誰でもできる仕事だとか、確実に稼げる、みんな月に50万円、上は月何千万円も稼



12 

 

ぐと説明して、勧誘していきました。契約金などを支払えない者に対しては、消費者金融

から金銭を借り入れさせ、契約金などを支払わせることをしておりました。 

めくっていただいて、次に、株式会社Livelyです。こちらは、絶対にもうかるITビジネ

スなどといって、30～40万円の携帯用情報端末機などを購入させて、代理店になれば、ネ

ット上につくった架空の街マトリックスシティに出店できる権利が与えられ、そこでの売

上や広告収入でもうかる、さらに新規会員を誘えば報酬が得られるなどと勧誘をいたしま

した。こちらも主な被害者は大学生となっております。 

次に、５番目、ソフトウェア販売会社WAOというものです。こちらも主な被害者は20代

の若者となっております。主な勧誘方法としては、SNSで知り合った20代の男女をデートに

誘い出すという、いわゆるデート商法です。必ずもうかる資産運用の方法があると勧誘を

いたします。株価指数の先物取引だとか、外国為替、いわゆるFXの取引の自動売買ソフト

（１組約96万円）などを販売していたということです。そのソフトは、自動売買に必要な

情報を更新できない設定になっていたと言われております。 

最後、６番目になりますけれども、投資用DVDを販売していた４事業者となります。４

事業者の事業者名としては、①株式会社NINE、②株式会社Regaloe、③株式会社サンクチュ

アリ、④Graceこと坂本政宏となっております。①～③については消費者庁と東京都が連携

して処分をいたしました。事例としては、大学やバイト先の友人・先輩などが勧誘者とな

って、20代でかなり稼いでいるすごい人がいる、就活の勉強になるから話を聞かせたいな

どと言って大学生を喫茶店に誘い出します。そこに商品の説明担当者が来て、投資用のDVD

を販売いたします。お金がないといった形で断る大学生に対しては、消費者金融や学生ロ

ーンで借金させて契約を締結していました。また、借金の返済を抱えた大学生に、友人を

紹介すれば８万円の紹介料を支払うと説明して、新たに友人などを誘わざるを得ないよう

な状況にさせていたと言われております。 

駆け足の御説明になりましたけれども、以上で資料２の御説明を終わらせていただきま

す。 

○西田座長 ありがとうございました。 

続きまして、資料３です。 

○多田委員 今のに少し補足しても大丈夫ですか。 

○西田座長 かまいません。 

○多田委員 まず、天下一家の会なのですけれども、これは大分風化してきてはいるので

すが、最初のうちは、当然お金持ちも、あらゆる人たちがやっていたのですけれども、若

者を狙うのは最後のほうなのですね。後半になって、誰もだまされなくなってきたよとい

う段階で、最後に学生などを中心に、もうかるよと（声をかけた）。結局、知識不足とか、

いろいろな面を狙ってやってきたということで、学生の被害が出た。基本的にマルチ商法

的なものは、たしか和牛商法などもそうだったのですけれども、最初は大きい金額で投資

をさせて、それができなくなると、だんだん低くなって、最後は安い金額で勧誘をしてい
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くというパターンで、割と若目の人たちが狙われているということです。 

あと、もう一つだけ言っておくと、３番目のEarthWalkerなどもそうなのですけれども、

何となく怪しい勧誘だという情報は割と広がってはいるのですが、具体的に被害が上がっ

てこないので、行政のほうも、業務に対する停止命令とか、いろいろな改善ができないの

ですね。実は今、私のところにも、いろいろな変なマルチの話が、こんなのがあるよとい

うのはいっぱい来ているのですけれども、そこが果たして違法かどうか、被害が上がって

いるかどうかというところになると、ほとんどない。結局、ここを見ても、２年、３年と

いうことで、やっとわかってくる。一人がだまされたと言うと、何となくそれに追従して、

ああ、そうだったのだと気づく人が出てくるというのが、こうしたマルチ商法の関係の特

徴かな、ということだけ御説明させていただきました。 

○西田座長 どうも、補足ありがとうございました。 

では、資料３をお願いします。 

○事務局（田中） 事務局の田中と申します。よろしくお願いいたします。 

では、早速ですけれども、資料３に基づいて御説明をさせていただきます。平成29年版

消費者白書から作成させていただいた資料になります。 

まず１ページ目をめくっていただきまして、全国の消費生活センター等に寄せられた若

者の消費生活相談の件数の推移となっております。2007年以降は減少傾向、2012年以降は

ほぼ横ばいの状態になっています。15～19歳については３万件前後、20歳代は６万件前後

で高止まりしているという状況です。性別で見ると、10歳代は男性の割合が少なく、20歳

前半及び20歳代後半は女性の相談が男性の割合を上回っている傾向となっております。 

２ページ目をお願いいたします。若者の商品・サービス別上位相談件数となっておりま

す。 

特徴としては、男性が、普通・小型自動車についての相談が10歳代後半に比べて成年の

ほうが多いとなっています。また、オンラインゲームについては10歳代後半及び20歳代後

半で上位となっています。フリーローン・サラ金については、20歳代前半、後半ともに上

位という傾向になっております。 

女性については、広い意味で美容にかかわる相談が多く見られるのですけれども、年齢

層ごとに上位に見られる商品・サービスが異なっております。10歳代については、健康食

品、あと、ダイエットにかかわるものだと思うのですが、酵素食品について。20歳代前半

は脱毛エステ、20歳代後半は脱毛エステや医療サービスが多くなっております。また、こ

れは美容とは異なるのですが、10歳代後半はコンサートに関する相談が多いところも特徴

して挙げられるかと思っております。 

３ページ目をお願いいたします。年齢層別販売形態購入別相談件数としております。10

歳代後半、20歳代前半、20歳代後半、共通してインターネットに関する相談が多いです。

店舗購入に関する相談は、成年と未成年とでは相談件数に大きな差が見られます。自分自

身で判断して契約や購入する機会が増えることに比例して件数が増加している傾向が見ら
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れると思っております。成人直後に当たる20歳代前半は、前後の年齢層と比べてキャッチ

セールス等の訪問販売やマルチ取引に関する相談件数が多い傾向になっております。 

４ページ目をお願いいたします。次がマルチ取引に関する相談となっております。若者

に関する消費生活相談の特徴としては、マルチ取引、まがい取引も含めて、相談の多さが

見られます。2007年以降の年齢層別のマルチ取引の相談件数の推移を見ると、20歳代が他

の年齢層と比べ突出しています。全体の傾向としては、2011年までは減少し、その後、20

歳代は増加に転じています。 

若者におけるマルチ取引トラブルのきっかけとしては、成人直後に友人や同僚等から勧

誘されることが多いようです。これまでは健康食品や化粧品が主流だったのですが、ここ

数年は講習用DVD教材が目立つようになっています。2015年以降はSNSをきっかけとしたも

のや、海外事業者に関するものが多く見られるようになっています。SNS上の出会いがトラ

ブルのきっかけとなるケースや、対象となる商材がインターネット上で取引を行えるもの

であること、トラブルの相手が海外事業者であることなど、従来のような対面での勧誘に

加え、インターネットを介しての広がりが見られることに注意が必要かと思っております。 

 では、５ページをお願いします。若者のSNSに関する相談についてです。若者の多くはSNS

利用は日常的になっています。SNSの利用頻度が高いことに伴って、相談件数もふえていま

す。キャッチセールス等の勧誘に係る相談は減少しているのですけれども、SNS等のインタ

ーネット上の顔が見えない中でのやりとりがきっかけとなる相談が最近は際立っているか

と思われます。 

次に、６ページ目です。商品の購入とかサービス利用でトラブルがあったときにどうい

う行動をとるのかというところを見ているのですけれども、商品の購入やサービスの利用

でトラブルに遭った際、最初にとる行動として、インターネットを検索して参考になる情

報を探すと回答した割合が10歳代後半では70％、20歳代前半では63.2％、一方で全体平均

では49.0％となっておりますので、若い世代はトラブル対応にインターネットを使ってい

ることがわかります。ここから、消費生活センター等への相談につながっておらず、セン

ター等に寄せられる相談件数は氷山の一角である可能性があります。 

７ページ目をお願いいたします。こちらは参考なのですけれども、キャッチセールスや

アポイントメントサービス、デート商法についての相談件数の特徴となっています。全体

としては減少傾向、2011年以降は横ばいとなっています。なぜこんなに減っているのか、

はっきりした理由はないのですけれども、先ほども申し上げたとおり、もともと少ないか

と思うのですが、センターの相談につながりにくくなっていることと、対面での購入が減

って、顔が見えないやりとりがきっかけとなる被害がふえていることが最近の若者の傾向

なのかなと、ここから推測はされますが、確定した理由はわからない状況です。 

次に、８ページ目をお願いいたします。こちらも参考なのですけれども、若い世代の特

徴として、エステティックサービス、美容医療、タレント・モデル契約に関する相談件数

についてです。若い世代の特徴として、エステティックサービスに関する相談が多い。タ
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レントやモデルに憧れて、きれいになりたいという気持ちにつけ込んで甘い言葉をかけて

くる。勧誘を受けてもあわてて契約しないことが大切であるとは思うのですが、正しい情

報収集を行って、正しい判断ができるかというところが今後もポイントになってくるのか

なと思っています。 

最後のページになりますが、今まで御説明させていただいたところのまとめなのですけ

れども、2012年以降の若者の相談件数はほぼ横ばいとなっております。2007年以降の年齢

層別のマルチ取引、まがい取引も含む相談件数は、20歳代が他の年齢層と比べて突出して

います。また、20歳代は2012年から増加傾向に転じています。SNSがきっかけとなるトラブ

ルの相談は、20歳代前半を中心に、2014年から増加が顕著となっています。商品の購入や

トラブルに遭った際のトラブル対応にインターネットを使うため、消費生活相談につなが

りにくい傾向があると思われます。 

以上です。終わります。 

○西田座長 ありがとうございました。 

次に、「若者の消費者トラブルの現状」について、国民生活センターから説明をお願い

いたします。 

○保足委員代理 それでは、国民生活センターから「若者の消費者トラブルの現状」につ

いて、資料４で御説明させていただきます。 

「１．PIO-NETにみるトラブルの概要」ですが、私どもで昨年の10月に若者の消費者ト

ラブルに関する公表を行っておりまして、１．の概要の中に記載されているデータは、そ

のときの公表資料のデータを８月31日登録分で新しく更新したものになります。先ほどの

消費者庁の発表とかぶるところが出てくるので、適宜割愛して御説明させていただきたい

と思います。 

まず、３ページの１．（１）の相談件数の状況なのですけれども、18～19歳の平均を見

ますと、毎年度、大体5,000件後半ぐらいで推移しております。一方、20～22歳になってき

ますと、8,000件から8,000件後半に近い件数で推移をしており、近年に至っては9,000件近

い数字であることが窺えます。 

次の４ページの契約当事者の性別ですけれども、こちらも先ほど消費者庁の御説明にあ

りましたように、18～19歳ですと男性のほうが女性よりも若干多いのですけれども、20～

22歳になってくると女性が男性を超えてくるという状況にあります。 

 続きまして、５ページの契約当事者の職業ですけれども、まず、18～19歳の職業を見て

いただきますと、男女ともに学生が77％ほどを占めており、給与生活者が大体17～18％と

なっております。 

それが20～22歳になりますと、６ページですけれども、男女ともに給与生活者が約半分

を占めてくるという状況になります。一方で学生の割合は、先ほどの18～19歳が７割後半

であったものが、大体４割程度に落ちてくるという状況が見てとれます。 

続きまして、商品・役務の状況ですけれども、７ページをごらんいただきたいと思いま



16 

 

す。18～19歳の商品・役務にある、アダルト情報サイトですとか、テレビ放送サービスと

いうのは各年代を問わず上位に来るものです。ここで大きな特徴といいますと、まず、男

性は５位の賃貸アパート、新聞ですとか、新生活を迎えるに当たっての商品が多くなって

きているというのが窺えます。また、14位の自動車運転教習所ですとか、８位の普通・小

型自動車ということで、免許を取れる年になりますので、それに関連するトラブルも上位

に上がってきているというのが見てとれます。この傾向は女性も基本的には変わりません。 

一方で、20～22歳の商品・役務を見ますと、８ページになりますが、まず男性ですと、

フリーローン・サラ金が上位に上がってきます。また、12位の他の内職・副業ですとか、

15位の教養娯楽教材が新たに上位にランクインしてきます。12位の他の内職・副業ですけ

れども、いわゆるサイドビジネスというものになっておりまして、15位の教養娯楽教材で

すけれども、細かく内容を見ますと、投資用教材に関するものが多くなっております。一

方、女性は３位に脱毛エステ、６位に痩身エステ、８位に美顔エステ、11位にエステティ

ックサービス、13位に医療サービス、これは主に美容医療になりますけれども、先ほどの

消費者庁の御説明にもありましたように、美容に関する相談が上位に上がってきています。 

続きまして、販売購入形態別の相談件数と割合なのですが、９ページをごらんいただき

たいと思います。18～19歳を見ますと、男女ともに通信販売が全体の６割を超えておりま

す。一方、20～22歳になりますと、通信販売の割合が４割５分ぐらいに下がってきます。

この下がったものはどこに行くかというと、例えば、男性ですと、マルチ取引が18～19歳

では全体の２％だったものが、20～22歳になりますと10％になっていきます。 

また、女性のほうも、マルチ取引に関しては18～19歳が0.8％だったものが、20～22歳

になると4.5％まで上がっております。また、女性においては、美容関係のトラブルが多く

店舗での契約が多いので、店舗購入の割合も38.1％と、18～19歳に比べて大きくなってお

ります。 

具体的な相談事例につきまして、11ページをごらんいただければと思います。今回の検

討に当たっては、若者がどういった経緯で契約をしているのか、どういった心理の中で契

約しているのかというところの分析になりますので、ここの事例については、ちょっと時

間がかかってしまうかもしれませんが、一つ一つ読み上げていきたいと思っております。

我々は、若者の消費者トラブルについて、４つのカテゴリーに分けて分析しております。

まず１つ目が、よく考えずに契約した事例ということで、事例１と事例２を挙げておりま

す。 

事例１が、街中で芸能事務所の男性から声をかけられた。芸能活動に興味があったので、

事務所に同行し、説明を聞いた。その場で所属契約を了解し、芸名が記載された契約書に

署名した。しかし、冷静になって考えると、私の希望はタレント活動なのに、グラビアや

モデルの仕事も受けなければならない契約だったため、解約したいと業者に伝えた。担当

者から、特に得意先が私を気に入り、撮影の準備に入っているので、撮影後にやめるか、

３倍の違約金を支払うか、どちらかを選ぶように言われた。契約書を確認すると、契約期
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間内にやめる場合は、宣材撮影費用をペナルティーとして３万円払うものとすると書いて

あった。まだ撮影も受けていないのに支払わなければならないのかというものです。 

事例２が、スマートフォンを使って内職をしようと思い、「在宅ワーク」というキーワ

ードでインターネットを検索した。すると、ホームページを使って自分でつくった情報商

材等を売ることで収入になるという在宅ワークが見つかった。内容を信じて契約すること

にしたが、業者から、まずはホームページをつくる費用として50万円が必要と言われ振り

込んだ。その後、業者からホームページのURLを教えられたが、すぐに、あなたのホームペ

ージのアクセスがすごい。もっと拡大しないといけないが400万円かかる。200万円は会社

で負担するので、残り200万円を負担してほしい。必ずもうかるから借金しても大丈夫と連

絡があった。しかし、教えられたホームページに入ろうとしてもエラーになってしまう。

おかしいと思って業者の情報をネットで調べたら、詐欺的な会社だという書き込みが多数

見つかった。解約したいというものです。 

続きまして、12ページ、２つ目のカテゴリーになります。契約を急かされた事例を掲載

しております。事例３ですが、インターネットで必ずやせるというエステのモニター募集

の広告を見つけた。500円と安かったので試してみようと思い、インターネットで予約を入

れた。店に出向くと、定員から３カ月15回コースを勧められた。約20万円と高額であった

ため、母親に相談すると言って母に電話を入れたが連絡がつかず、３時間もたってしまっ

た。後日出直そうと思ったが、後日では料金プランが変わるから契約するなら今日中が安

い。もう20歳なのだから自分で決めればいいのではないかなどと担当者に言われ、３時間

待たせてしまった申しわけなさもあり、エステとクレジットの両方の契約をした。その後、

３回施術を受けても体重はふえ、ウエストも太ももも変わらないので中途解約を申し出た。

しかし、施術代、クリームやドリンク代として約13万円請求された。納得できないという

ものです。 

続きまして、３つ目のカテゴリーで、20歳になった途端に契約させられた事例として、

事例４と事例５を挙げております。 

事例４が、20歳の誕生日が来たら契約できると友人に言われていて、20歳になった２日

後に喫茶店で友人とＡ氏と会うことになった。仮想通貨でもうけることができる、そのた

めには100万円が必要と言われ、お金がないと断ったが、消費者金融に100万円を借りれば

いいと言われた。また、借りるために学生ではなく居酒屋で働いていることにするよう言

われた。その後、Ａ氏が実際に居酒屋で働いている友人に電話をかけ、消費者金融から問

い合わせがあった際、私がそこで働いていると答えるよう依頼した。その上で消費者金融

から100万円を借りるよう促され、無人機で尋ねられたときの答え方も教わり、100万円を

借りた後、Ａ氏に手渡し、契約書面に署名した。しかし、名刺も書面もＡ氏が持っていっ

てしまっているので、手元には何の書類も残っていない。１人勧誘すれば40万円が入る、

３人誘えばもとが取れると説明されたが、もうからないと思ったので誰も勧誘していない。

実際に仮想通貨で何をするのかわからない。解約し返金してほしいというものです。 
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事例５が、友人に誘われてエステの無料体験をした。体験後、肌がぼろぼろになってい

る、担当者は既に決まっているなど言われ、断れずに契約してしまった。翌月に20歳にな

ると伝えたところ、未成年契約の場合は親の同意が必要なため、日付は後日入れると言わ

れ、日付が未記入の契約書が作成された。36回払い、合計約23万円でクレジット契約をし

た後、施術内容の説明を受け、化粧品の一部をこの日に持ち帰った。その後、２回目の施

術を受けた際に、契約書に誕生日の翌日の日付を入れるように言われ、記入した。後日、

祖母にこのことを話すと、問題がある契約だと言われたため、業者に解約を伝えたところ、

中途解約になると言われた。未成年のときに契約したのに納得できないというものです。 

続きまして、４つ目のカテゴリーとして、借金をさせられたという例を載せております。

事例６ですが、友人から突然の電話があり、すごい人に会ってほしいと言われ、カフェで

会うことになった。友人から、日経225先物についての投資用教材ソフトがあることや、そ

の教材のすばらしさについて説明を受けた後、高級ブランド品を身につけたＡ氏がやって

きて、うまくいっていると言われた。翌日、教材を契約することになっていたが、不安に

なり、友人に契約するのをやめたいと訴えたところ、何が不安なのか、一緒にやろうと説

得され、翌日契約した。代金58万円は消費者金融で借りるよう言われ、友人がフリーター

で月収16万円と話すように、消費者金融での借り方を教えてくれた。また、証券会社で取

引口座を解説するために、未上場会社の役員と記載するように言われた。人を勧誘して契

約に至ればマージンを得られることは契約時に説明されていた。うそをついてお金を借り

たり、証券口座を開いたりすることに罪悪感がある上、資金がないので日経225先物取引は

できない。人を誘うことにも罪悪感があり、できない。返済が困難で親に肩代わりしても

らった。解約したいというものです。 

続きまして、事例７、これが最後になりますが、SNSで知り合った女性に連れていかれ

たというものです。人見知りの性格について、SNS上で悩み等を書き込んだら、女性が共感

の書き込みをしてくれるようになった。先月から実際会うようになり、性格改善に詳しい

人を紹介すると言われた。昨日、その女性にビル内の事務所に連れていかれ、そこで代表

者の男性を紹介され、セミナーの受講を勧められた。入会金約90万円を払えば、自己啓発

セミナーを全て無料で受講できるという。同席した女性も話に加わり、いいじゃない、こ

の機会に全額払っちゃおうよなどと言った。学生だから、そんな大金は払えないと言った

ところ、男性から、銀行でローンカードをつくれ、その際は申込書に当社の正社員に記入

するようにと言われた。２人から強く言われ、断り切れず、仕方なく女性同行で銀行に行

った。しかし、申込書に勤続１年と書いたため、与信限度額は50万円と言われた。女性が

事務所と連絡をとり、さらに他の銀行でカードをつくり、残り40万円借りろと言う。これ

以上カードは持ちたくない。女性にセミナーは契約しない旨伝え終電で帰宅した。お金は

一円も借りていないが、業者にどう対処すべきかというものです。 

こうした相談事例を踏まえまして、事例から見る若者消費者トラブルのキーワードとし

て、我々は３つ考えております。16ページですが、まず１つ目がスマートフォン、２つ目
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がSNS、３つ目が借金・クレジット契約です。これから、それぞれについて細かく見ていき

たいと思います。 

スマートフォンですけれども、17ページをごらんください。スマートフォンの特徴とし

まして、まず手元に端末があるので、いつでもどこでも手元のスマートフォンからインタ

ーネットに接続できるという環境が整っています。２つ目に、膨大かつ多様な情報を瞬時

に取得できます。３つ目に、限られた画面・文字の中からの情報取得となってしまうこと。

４つ目に、検索による情報収集により偏った情報取得になってしまうことです。スマート

フォンで自分が欲しい情報を検索するときに、自分が欲している情報は見つかりやすいの

ですけれども、一方、自分が求めていない情報については抜け落ちてしまい、結局、偏っ

た情報の取得になってしまうという状況があります。それゆえ、正しい情報を選択し、活

用することは容易ではなくて、誤った印象に基づいて意思決定をしてしまう危険性もある

と思われます。 

こうしたスマートフォンが契機となった消費者トラブルの特徴について、18ページにな

りますが、まず１つ目が、「楽にもうける」などの自分の欲するキーワードで検索すると、

求めている情報を簡単に入手できます。２つ目に、情報収集から勧誘、契約、決済まで、

手元のスマートフォンで完結することが可能になっています。インターネットが接続でき

る環境というのは、スマートフォンに限らず、パソコンでもありますけれども、パソコン

は一度立ち上げて、これから検索するぞという意気込みの中で検索していくことになると

思うのですけれども、スマートフォンは常に手元にあって、すぐに検索できるような状況

ですので、ある意味、気が緩んでいるときに思いつきでの検索が可能になっている点で、

パソコンで接続されたインターネットとは異なるのではないかと思っております。スマー

トフォンの特徴としては、簡単な手続で契約できる環境が整っていることと、安易な気持

ちで契約してしまうということが窺えます。 

続きまして、SNSについて御紹介します。19ページですが、SNSの特徴として、まず１つ

目がコミュニケーションツールとして多種多様な人とつながることができる。２つ目で、

手元のスマートフォンでいつでもどこでもつながることができる。３つ目で、多種多様な

人とつながることでさまざまな情報を収集することができる。直接会ったことがなくても、

SNSでつながった者同士の仲間意識が生まれてきています。特にSNS上で、同じ趣味ですと

か、目的とか、嗜好を持った人とつながりやすいような環境になりますので、その中で「友

人」としての信用の芽生えが生じてくるというのが特徴的だと思われます。 

こうしたSNSが契機となる消費者トラブルの特徴なのですが、20ページになります。１

つ目に、直接会ったことがないSNS上の友人の言うことをうのみにしてしまう。２つ目に、

非対面ゆえに簡単に相手と連絡が取れなくなってしまうことがあるという点があります。

こうした簡単に多くの人とつながることができるという特徴を生かして、特にマルチ取引

のきっかけで多く利用されているように窺えます。 

そのデータなのですけれども、21ページに御紹介しておりまして、マルチ取引でSNSに
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関連したトラブルの割合なのですが、このグラフを見ていただくと、まず赤のところ、マ

ルチ全体での割合なのですけれども、マルチ全体でSNSに関連したトラブルは2017年度で

9.8％になっています。30歳以上の割合は6.1％になっております。一方、18～22歳の若者

で見ますと、16.7％と、マルチ取引全体の中でも大きく割合がふえております。さらに18

～22歳の学生となってきますと17.5％ということで、マルチ取引の中でSNSに関連したトラ

ブルは大きな割合を占めていることが伺えます。 

続きまして、マルチ取引で契約する商品・役務とSNSの関係を見たものが22ページにな

ります。まず、マルチ取引全体における商品・役務の上位に健康食品が上がってきており

ます。この傾向は18～22歳のところでもそうですし、30歳以上のところでも健康食品が上

位を占めてきていると言えます。 

一方で、SNSに関係するマルチ取引になってきますと状況が一変しまして、マルチ取引

全体でも１位、２位にあった健康食品が５位に下がってきます。特に顕著なのが18～22歳

で、上位から健康食品は消えてきます。そのかわりに、パソコンソフトですとか、ビジネ

ス教室といったものが上位に上がってきております。また、18～22歳の学生を見ますと、

やはり同じことが言えまして、内職・副業、ビジネス教室が上位にあることが伺えますし、

他の教室・講座も上位に上がってきております。こういった商品・役務の内容を見ますと、

お金の稼ぎ方を学べるビジネススクールの勧誘ですとか、サイドビジネスに関するものが

多く占めています。 

続きまして、３つ目の借金やクレジット契約について御説明いたします。23ページです

が、借金やクレジット契約等を行う若者の消費者トラブルの特徴としまして、１つ目が、

お金がないと断っても、借金すればよい、みんな借りているなどと言われてしまう。２つ

目に、業者が消費者金融での借り方やクレジット契約書の記入方法を細かく指南してくれ

るため、何なく消費者金融での借金やクレジット契約をすることができるという特徴がご

ざいます。 

お金がないというのは契約をしませんという一つの意思表示のようなものにはなって

くると思うのですけれども、実はお金がないという言葉が若者トラブルを見ていると機能

していない。逆に、お金がないのであれば借りればいいではないかということになってし

まって、さらに逃れられなくなってしまうという状況が見受けられます。それゆえ、多額

の金銭を消費者金融で借りさせられて契約代金の支払いに充ててしまったりですとか、ク

レジット契約を勧められるがまましてしまうという特徴がございます。 

24ページで、借金やクレジット契約をさせられた若者の消費者トラブルの状況というこ

とで、「クレ・サラ強要商法」というキーワードがございまして、売買契約の際に無理や

りサラ金等から借金をさせられたり、クレジット契約を組まされたりするものについて付

与するものでして、それについて分析したものが24ページです。クレ・サラ強要商法にお

ける販売購入形態を18～22歳の学生で見ますと、総件数2,394件のうち、マルチ取引が1,262

件を占めています。つまり、全体の半分がマルチ取引ということになります。このクレ・
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サラ強要商法におけるマルチ取引での商品・役務の内容を見ますと、１位に教養娯楽教材、

２位にデジタルディスクソフト、３位にパソコンソフトが上がってきております。その中

身を見ますと、投資用教材、投資用DVDといったものになっております。 

続きまして、こういった借金関連における契約購入金額と既支払金額を見たのが25ペー

ジになります。18～22歳の学生で見ますと、まず、「クレ・サラ強要商法」ではないもの

については、契約購入金額が約20万円で、既支払金額が約17万円となっております。一方

で、「クレ・サラ強要商法」に関する相談ですと、契約購入金額が約56万円、既支払金額

が約51万円と、大きく金額がふえているのが窺えます。これはマルチ取引全体で見たとき

の金額よりもはるかに大きい金額になっておりまして、借金をさせられることによって高

額な商品を購入してしまっているという実態が窺えます。 

こうしたクレ・サラ強要商法のうち、クレジット契約、自社割賦ですね、販売店と割賦

契約をしたものと、個別信用、信販会社と３者契約したものの商品・役務の件数を見ます

と、まず、クレ・サラ強要商法全体では、商材としてはネックレスが１位の他、医療サー

ビス、脱毛エステ、痩身エステといった美容系が多くなっています。そのうち18～22歳の

学生を見ますと、脱毛エステ、医療サービスといった美容関係が上位を占めておりますし、

ビジネス教室、他の教室・講座といったものも上位に上がってきているのが窺えます。 

PIO-NETから見る情報の分析としては以上なのですが、我々の国民生活センターにおけ

る若者の消費者トラブルに関する注意喚起の状況をご説明します。参考１をごらんくださ

い。 

まず、報道発表としましては、先ほど冒頭に申し上げましたように、「成人になると巻

き込まれやすくなる消費者トラブル－きっぱり断ることも勇気！－」というもので、若者

に関するトラブルを取り上げております。これが昨年の10月に公表しております。 

今年には、日本の法律は関係ないと主張する海外マルチ事業者とのトラブルを公表して

おりまして、日本国内ではなくて、海外に拠点を置くというマルチ事業者とのトラブルに

ついての公表を行っております。 

その他、当センターのホームページにおきまして、注目テーマとして、20歳になりたて

の若者トラブルを特出しして掲載しておりまして、その中で若者へのアドバイスと注意喚

起を実施しております。また、消費生活センター等で受け付けた相談事例を紹介するコー

ナーで、若者に多いトラブルに関する相談事例と解決結果を公表しております。 

 さらに、お手元にクリアファイルがあると思うのですけれども、こちらも当センターで

作成したものでして、若者向けの啓発用のクリアファイルとなっております。いろいろ話

を聞いていると、若い方は消費生活センターを知らない方が多いということがありました

ので、188、消費者ホットラインの番号を周知する目的でこのクリアファイルをつくってお

ります。若者に受け入れやすいように、SNSのような形でつくっております。このクリアフ

ァイルを全国の大学生協等を通して若者に配布しています。 

国民生活センターからの説明としては以上になります。 
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○西田座長 これまでの事務局及び国民生活センターの説明について、御意見とか御質問

がございますか。 

では、千葉さんから。 

○千葉委員 最初に、まず若者の定義として、何歳から何歳の方を指すというイメージの

会なのかと思いながら、今日来たものですから、そこを確認したいと思います。例えば、

ひきこもりのテーマの会みたいなことになると、30代含めてが若者という扱いになったり、

会によってさまざまかなと思いまして、また逆に小さいお子さんでも、例えば、ゲーム課

金の高額の被害になることもあるので、この会としては若者の定義をどうするのかという

あたりと、もう一つ、今の国民生活センターの御説明の24ページのところなのですけれど

も、18～22歳の第１位がマルチで、第２位が訪問販売という訪問販売のところなのですけ

れども、いわゆるアポとかキャッチを含むという意味なのか、御説明をいただけるほうが

いいのかなと思いました。 

○日下部参事官 最初の若者の定義は、大学生ぐらいをメインにしています。30代の大学

生もいるかもしれませんが、18～22、23歳ぐらいの大学生です。 

○保足委員代理 訪問販売のところなのですけれども、特定商取引法でアポとかキャッチ

セールスも訪問販売に入ってきますので、この２位の中にはそういったものも含まれてい

ます。 

○西田座長 では、どうぞ。 

○多田委員 借金してやるという話なのですけれども、先ほど言ったように、私がキャッ

チセールスの取材を始めた2000年頃は、「お金がない」と言うと業者は去っていってくれ

たのですね。例えば、「借金しないと物を買えないよ」と言ったら、もう勧誘しない。と

ころが、昨今の傾向を見ると、お金がないと言うと、逆に、「だったら」と来るのですね。

そこで今、学生が狙われている。当然、（高額な）物を買ったこともそんなにないですし、

（悪質商法への）知識もないですから、お金がないと言うと逆に来る。いつも思うのです

けれども、お金がないという裏には、お金が欲しい、小遣いが欲しいと思う気持ちもあっ

て。ちょっと議題からずれるかもしれないですけれども、未成年が詐欺の受け子という、

お金の受け渡しをする場合にも、５万円、10万円の仕事で、高齢者の家にお金を取りに行

ったりする。お小遣いが欲しいとか、お金が欲しいとか。今の話と通じると思ったのは、

そこが非常に、巧みに狙われているのかなと。そこがキーワードなのかなと思いました。 

○西田座長 他の方はいかがでしょうか。 

心理学の立場からすると、お金がないからというのは断り方としてはよくないのですね。

なぜかというと、お金がないけれども、本当はやりたいのだよというのが裏に入っていて、

一種のコミットメントした形になるのですね。ですから、それにつけ込んで向こうは、お

金なんかどうにかなるからね、欲しいんでしょうとか、あなた、今、私に約束したし、う

そつかないよねと、こういうふうに持ち込まれると逃げられなくなるのですね。非常に巧

みな手法なのですが、そういうのがあるし、18歳前後というところが非常に微妙な若者定
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義になると思うのですけれども、民法が改正されて、20歳から18歳へという移行からする

と、当然、若いところの、無知、あるいは脆弱な部分につけ込んだ業者がこれから出てく

るという予測をすると、この年齢に重点を置くのは一つ意味があるのかなと私は思います

し、今の状況でも、20歳を過ぎると、いろいろな意味で自己責任だよということで、親の

もとから離れますので、実際、こういう問題がふえているということは今回の発表でもよ

くわかると思うのですね。そこを考えると、大学生中心で結構だと思うのですけれども、

消費者的な問題というか、契約の問題とか、商品購入の問題についての無知や脆弱性が非

常に突かれているのだなと、私などは感想として持ったところでございますが、いかがで

しょう、何か御質問等、御意見でも結構なのですが。どうぞ。 

○多田委員 今の話を聞いていて、すごく思ったのが、マルチ商法などもそうなのですけ

れども、お金を借りるノウハウとか、向こうは組織でやっているので、その方法を知って

いるのですね。こちら側は全然知らないわけですね。ですので、悪質な組織を私もいろい

ろ見ていますけれども、そういった組織は、お金の借り方とか貸し方とか（を教えながら）、

相手をだまくらかす方法をよく知っていて、しかもそれがある程度マニュアルになってい

るのではないかと思っているのです。どう注意喚起していくかまだわからないのですけれ

ども、その辺も考えていかないといけない。向こうは組織で来て、こっちは個人でという

ことで、当然、だまくらかされてしまうということがあるのかなと思いました。 

○西田座長 何かございますか。まだ時間は大丈夫です。たくさんの資料がございますの

で、どこからでも話ができるとは思うのです。 

○多田委員 ちなみになのですけれども、18歳でもお金は借りられるのですよね。学生ロ

ーンとありますけれども。 

○西田座長 学生ローンは組めないのではないですか。 

○多田委員 どうなのですかね。結構借りられたりする。学生ローンなどとありますけれ

ども。私も昔の教育なのであれですけれども。 

○西田座長 学生ローンも18歳では組めないのではないですか。ですから、20歳を狙って、

大学３年生ぐらいが被害に遭っているような気がするのですけれども、どうなのですか、

法律上のことは私は専門ではないので、いかがですか。 

○西内委員 親権者が同意していれば。 

○西田座長 親の同意があればできると。なるほど。 

○多田委員 規制はありますか。 

○五條委員 未成年者取り消し。 

○西田座長 そうすると、業者的には、悪い業者ですけれども、親の同意などは判こをつ

くって出せばいいんだよと、こんな話をしたら借りられることになるかな。その段階で問

題があるのですけれどもね。 

○多田委員 例えば、18歳でも金を借りられる方法があるということになると、注意しな

いといけないですね。 
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○西内委員 全く別のことでよろしいですか。参考資料２に書かれている消費者契約法の

改正と関連してなのですけれども、お話を伺っていて思ったのが、参考資料２の２ページ

目に新しくつけ加えられようとしている消費者契約法の規定があって、特に②で、新しく

人間関係をつくることを問題視しているのですけれども、相談事例として上がってくるも

のは、無差別というか、今まで既に人間関係があるような事例と、新しく人間関係をつく

るという事例が余り分けられてはいないのですが、そういった点から事例分けとか、ある

いは心理的な影響とか、そのあたりを統括する必要性はないのかなというのが思われると

ころとしてあったという印象なのです。 

○西田座長 なるほど、ここら辺はどうですかね。資料２を作成した方は、答えられます

か。 

○廣瀬消費者制度課長 この提案は、新しい人間関係を事業者が契約を締結する目的とし

てつくって、それを利用してということなのです。すみません、御質問が最後聞き取りに

くくて。 

○西内委員 この法律案を見る限りは、新しく人間関係を築く場合と、そうでなくて、今

までにある人間関係を利用する場合とは区別して取り扱うという形だと思うのですけれど

も、国民生活センターなどから出されている資料だと、相談事例としては、今まである人

間関係を利用している場合と、人間関係を新しくつくって、そこにつけ込むという場合と

が分けられている形で区別されているわけではないのですが、今後の話し合いとか、ある

いは心理的な影響を探る上で、こういった事例などを分けて検討していく必要性はないの

かなというのが印象論としてあります。 

○加納参事官 参事官の加納です。今の西内先生のお話なのですけれども、この専門調査

会の提案で②とされている議論の前提としては、既存の関係を利用するパターンとして、

例えば、既にお得意様ということで関係を築いているような場合に、それをお勧めすると

いったことは通常の取引でもあり得るのではないかという観点から、そのような通常の取

引との切り分けを意図して、新たな関係をつくるというのを念頭に、規定の案としてはこ

ういう切り分けをとられたものでありますけれども、確かに、相談事例においては、そう

ではなくて、既に一定の関係があることを前提にした不当な勧誘によって商品などを購入

しているといった事例もあるかと思いますので、そういった場合にどうするかというのは、

課題としては残っているかと思います。ただ、そうした場合について、どう要件を明確に

して切り分けるかを前提に考えないと、事業者としてお得意様に商品をお勧めするといっ

たこととの切り分けは、別の課題として出てくると思います。 

○西田座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○五條委員 五條です。 

今の話にあったと思いますが、専門調査会の結論としては、新たに関係を築くとなって

いますが、今日の国民生活センターの報告を見てもわかるように、新たに築いている事例

もあれば、従前の関係を利用している事例もあるし、その区別は外形的には非常に難しい
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ので、私自身は、この要件自体はもっと広げて考えるべきではないかと思っています。た

だ、今回あったような事例を調査していくことによって、従前あった関係を利用している

ものについても規制の必要があるのではないかという立法事実がわかっていけば、それは

それで意義あることではないかと思っています。 

○西田座長 わかりました。 

○廣瀬消費者制度課長 念のため追加ですが、国民生活センターからいただいているトラ

ブル事例の７番のようなものですけれども、こういったものを事業者がどういう認識でし

ているかというところではあるのですけれども、勧誘に応じさせることを目的として当初

から書き込みをしてくるような場合にあっては、②に入ってくる可能性もあるのではない

かと思っております。そこは事業者の主観によるところだとは思います。御参考まで。 

○西田座長 ありがとうございました。 

それでは、次に行きたいと思うのですが、議事４に移ります。「今後の調査研究の方法

等について」、事務局より説明をお願いします。 

○日下部参事官 それでは、説明させていただきたいと思います。資料５ですけれども、

今後、この検討会をどう進めていくのかということでございます。来年の６月をめどに６

回ぐらい開催できたらいいかなという案でございます。第１回は今日でございますけれど

も、今後、幾つかテーマがあると。１つは、調査（１）となりますけれども、できれば被

害者に対するヒアリングをしていきたい。これは現役の大学生でなくても、だまされたり、

被害に遭ったことのある元大学生でもいいと思いますけれども、そういう方へのヒアリン

グを若干名したいなと。それから、調査（２）としては、現在の学生を相手にアンケート

調査ができたらいいかなと。調査会社を利用したほうが楽かなと思って、調査会社と書い

ていますけれども、他にもっといい案があれば、いただければ幸いでございますけれども、

そういうことも考えております。 

スケジュールですけれども、来年の６月ぐらいに最終回を開いて取りまとめることを考

えれば、年内に第２回を開いて、それから、年明けに３、４、５、６回と開いていくとい

うことかなと。アンケート調査、仮に調査会社を使うとなると、基本的には委託事業者に、

アンケート会社にお願いするという形になりますと、契約上、年度内にアンケートを終え

て報告書が出てくるということがございますので、例えば、第４回に想定して書いていま

すアンケート調査の結果分析が出るのは、契約が終わって、結果が出てきてからというこ

とになりますので、第４回は３月後半ぐらいかなというイメージでございます。 

第２回はいつごろかといいますと、アンケートを行うに当たって、先生方の御意見もお

聞きしたいと思っておりますので、こんな案ではどうですかというのをお示しする。それ

から契約作業に入って、実際のアンケートを行うことになります。アンケートを行うのは

年明けぐらいを想定していますので、第２回は年内、12月ぐらいかなと、そこらあたりを

今、考えているといったところでございます。 

それから、アンケートしている間はどうするのかということになりますけれども、せっ
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かくでございますので、いろいろな有識者の方々から、委員の先生、あるいは委員外の先

生も含めてもいいのですけれども、今回必要になるようなテーマについてヒアリングして

いくことも、今日の国民生活センターみたいな形で発表していただくこともあり得るかな

と思っているところでございます。 

それから、アンケート調査についてということで、席上配付資料で一枚配っております。

何も紙がないと議論が進まないかなということで、もしアンケートに対して御要望なり、

御意見なりあれば、今のうちからお聞きしておけば、たたき台がつくりやすいなというこ

とで、議論を惹起するために書いたもので、議論のための資料ということでございます。

規模は、予算とかにもよりますけれども、少なくとも全国を対象にインターネットを使っ

た調査を考えております。 

以下は全くの我々の視点ですけれども、調査したい項目のイメージとしては、学生のう

ちどれぐらいの方が被害に遭ったと認識しているかということですね。被害に遭ったとき

に、消費生活センターを余り知らないという話がありましたけれども、被害に遭ったら、

どう対処しているのかとか、どんな手口か、どれぐらいのお金を払ったのか、188とか、消

費生活センターを知っているのか、そういう基本的なことを聞いてもいいかなと。ほとん

どの人は被害に遭っていないのかもしれませんけれども、そこら辺の相場観を知りたい。 

それから、心理的な要因を理解するために、そういった質問が必要であろうと。ここは

全く我々も不勉強で、適当に書いた感じでございますけれども、SNSで会った人と実際に会

う人はどう違うのかなとか、誰に勧誘されると行くのかとか、自分が被害に遭ったと人に

言えるのかとか、そんなことも聞いてもおもしろいかなということで、どんな言葉とか、

どんな場面だと魅力的に感じてしまうのかということですね。それから、ネットとかでも

調べても、知り合いに相談しない例も多々あるやに聞いていますけれども、何でかなと思

います。これはほんの一例でございます。 

それから、分析の視点としては、被害に遭った人、遭わなかった人を分けて分析するの

かなとか、男女別とか、地方か、東京かとか、年齢別とか、18歳と20歳と22歳で違うのか

とか、とりあえずこういうものを幾つか書いてみました。先ほど座長と御相談した感じで

は、問としては40～50問ぐらいあってもいいのではないかということでございましたので、

まだまだいろいろなことが聞けるかなと思いますので、こういう質問をしたい、あるいは

こういうことをあぶり出すような質問をしたほうがいいという御意見があれば、ぜひいた

だければ幸いでございます。 

それから、調査対象を若干名と書いていますけれども、実際に被害者へのヒアリングに

ついては、被害者を見つけてくることが一番大変でございまして、もし委員の先生方の中

で、こういう被害者を紹介できるということがあれば、前広に教えていただければ、そう

いう方々に何らかの形で接触してお話を聞いてきたいと。この委員会に来ていただいてお

話ししていただくというのも一つですけれども、余り顔を出したくないということであれ

ば、先生方なり事務局なりでヒアリングに行って、いろいろ聞いてきて、その結果をここ
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で報告することもできるかなと。いずれにしろ、実際に調査対象とか、被害に遭った人に

細かく何でと聞いたことは我々もないものですから、そういうことができれば大変有用か

なと思っているところでございます。 

私からは以上でございます。 

○西田座長 ありがとうございました。 

本日は初回でもありますので、今、説明にありました今後の検討会の進め方の他にも、

若者の消費者被害について、問題意識、調査の方法、それから、その際の留意すべき点、

あるいはアンケート調査のポイントとなる点ですが、何でも自由に御意見をいただければ

と思います。各委員におかれましては、３分程度で全員からいただければいいかなと思い

ます。差し支えがなければ、例えば、時計回りの順でお願いしてよろしいでしょうか。 

では、岩井委員から。 

○岩井委員 事業者の立場から発言をさせていただきますと、冒頭言いましたが、私ども

は企業のお客様相談室の窓口ですので、御相談が来る件数は業界によっては多少異なりま

すが年々減っています。10年ほど前に比べると半分以下という企業もありす。恐らく20代、

30代ぐらいの方々からの御相談が減っているからです。それは、明確にこうだということ

は分析できていませんが、恐らく、そういった人たちは、それこそSNS上だとかインターネ

ット上で調べて、自分たちで解決をされているのかと見ています。ちょっと手前みそです

けれども、私どもに加入している企業は消費者をだますというスタンスの企業はございま

せんので、だまされてどうのこうのということはないということで、件数も減ってきてい

るのかなという実感でございます。 

今日、国民生活センターからの資料で、若者の相談件数は減るどころか横ばいで高止ま

りしているというところとかも含めていきますと、大変失礼な言い方になるかもしれませ

んが、若者が被害に遭わないようにしようねと言って、いろいろな施策をされていると思

うのですが、それが効いているとは言いがたいのかな。あるいは、そういう施策をやって

いるからこそ、本当はもっともっとだまされる人が多いのだけれども、これぐらいでとま

っていると見るべきなのかなとも考えられます。そういった見方を少しでも確実にするた

めに、絶対ということはないのでしょうけれども、せっかくアンケートとかをとられるこ

とに対して、全くもって異議ございませんけれども、質問する項目であるとか、私が感じ

たのは、勧誘されたが被害に遭わなかった人の意見が一番大事なのではないか。だまされ

ないためにはどうしたらいいのだということを、起きてから施策を打つのではなくて、も

っと川上のところに戻って、インターネットだ、スマホだというところが問題だと明らか

になっているわけですから、そこのところで手を打つことができないのか。それのベース

となるのが、この被害に遭いかけたけれども、遭わなかったというのは、どうやって回避

できたのかという事例が役立つかもしれませんし、もっと言ったら、消費者金融で金を借

りるということが簡単にできる世の中なのであれば、本人確認させるためにはどうしたら

いいのだということなどの、もっと川上に上ったようなところも議論しないと、なかなか
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減っていかないのかなと、すみません、全くもって無責任な言い方ではありますけれども、

感じた次第です。 

○西田座長 ありがとうございました。 

では、その次に、五條委員。 

○五條委員 今日のプレゼン等をお聞きしていて、どちらかというと勧誘のことにフォー

カスしているのかなという感想を持ちました。ただ、私が心理学的なアプローチから調査

をするのだと言われて考えていたのは、１つは広告の問題です。消費者被害の入り口は広

告・表示がきっかけになっていることがあります。今、他の業種でも非常に多いですが、

例えば、エステなどで、初回無料と書いてあるのだけれども、実は６回ぐらい契約しなけ

ればいけないケースです。契約総額は十何万円となっているのに、１回目の料金だけをた

だにして、無料だと思わせて勧誘のきっかけをつくり出していく。そういった問題もあり、

恐らく広告については心理学的な知見が非常に利用されていると思います。そういう意味

で、広告についてはやらないのかなという感想は持ちました。ただ、この６回の中ででき

ることは限られていると思うので、今回、勧誘にフォーカスされるのだということであれ

ば、それは一つの考え方かなと思います。 

あと、若者中心のものとしては、ゲームなども、課金される手法については心理学的な

ものを利用して、便利だから課金しようかなみたいに思わせたりとか、ガチャの問題とか、

いろいろあったので、そういう問題もあることは指摘はしておきます。ただ、資料にも出

てきましたが、今回、専門調査会で合意に達しなかった年齢等から生ずる判断力不足につ

け込むような形で勧誘して契約させるというものについて、何らかの規制をする必要があ

る。消費者委員会もそれについては喫緊の課題だと言っていますので、そういったものを

中心とした立法事実を集めて示すという目的だということであれば、そこにフォーカスす

ること自体には異論はないと考えています。 

○西田座長 ありがとうございました。 

それでは、保足委員代理、お願いします。 

○保足委員代理 代理の立場で恐縮なのですけれども、先ほどの私たちの分析からお伝え

できなかったところを補足的に御説明しますと、消費生活相談の現場として、若者消費者

トラブルについて言いますと、やはりスマートフォンとかの影響はかなり大きいと考えて

います。例えば、エステの契約で実際にあったことなのですけれども、インターネットで

中途契約ができるぞという書き込みがあって、契約書にはクーリング・オフの記載はあっ

たのですけれども、契約書を見ないまま、インターネット上の情報を信じ込んでしまって、

結局、クーリング・オフ期間が過ぎてしまったという事例もありますし、現に消費生活セ

ンターに相談している方であっても、インターネットの質問サイトがあって、そこでトラ

ブルについて相談すると、いろいろな回答が返ってきます。自分の求めていた回答を信じ

てしまって、せっかく消費生活センターに相談していたのですけれども、質問サイトでこ

う言ったから、もう相談やめますと言われた事例もあります。なので、アンケートを行う
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に当たっては、どういった気持ちというか、意識の中でインターネットに相談しているの

かとか、インターネットに頼ってしまう心理状況についても分析すると、その入り口、未

然防止とかに役立っていくのかなと感じているところです。 

○西田座長 ありがとうございました。 

では、多田委員、お願いします。 

○多田委員 たくさんあったのですけれども、とりあえず後日ということにしますけれど

も、今、お話を聞いていて思ったのが、まず１つが、確かにネットの自己解決という部分

はすごくあって、自分で判断して、自分で解決してしまうという人たちが本当に多いので

すね。探偵業者にいわゆる架空請求の相談をして、逆にまた金をだまし取られてしまう。

そういう業者に電話したりとか、取材をよくするのですけれども、向こうはそれをわかっ

ているわけですね。ネットを見ていて、自分も解決したい。それで相談に乗ってあげると。

先ほど五條先生も言われたように、広告とかがまき餌になっている事実はすごくあって、

検索で、上に出てきているから（業者だ）から大丈夫だろう、上の広告だから大丈夫だろ

うと。今の（悪質な）勧誘商法の傾向を見てもそうなのですけれども、まず安い値段でネ

ックレスを販売する広告をばーっと売っておいて、そこに食いついた人からどんどん、ど

んどん狙っていくということがあるので、今の話を聞いていて、確かにネットでは広告か

ら誘われていく。いい情報もあれば悪い情報もある。悪質業者、詐欺業者は、そういうま

き餌をうまく使いながら、確かに心理的に呼び込んでいるなというのは非常に痛感してい

ます。 

最初に（岩井委員が）言った、だまされなかった人の意見は、私もすごく大事だと思っ

ていて、自分自身も潜入取材しながら、最終的にはだまされないわけですけれども、だま

されないにはそれなりの、「こういったことを言ったからおかしい」と思ったとか、「こ

ういったところが怪しいと思った」とか、だまされた本人の意見もすごく大事なのだけれ

ども、だまされなかった、寸どめで止まったという人の意見は一体どこが違ったのか。だ

まされた人とだまされなかった人の比較というのはすごく大事なのかなと思いました。 

最後にもう一つだけお話しすると、被害がどのぐらいありましたかと聞いても、被害意

識を持っていない人もすごく多いという事実があって、何をもって被害と思っているのか

ということもあるのですね。１万円、２万円ぐらいだと、小遣いの範囲だから別にいいよ

という人も実はいたりして、例えば、取材などをしても、被害に遭っていますかと聞くと、

遭っていませんと。でも、よくよく聞くと、１万円、２万円ぐらいは払ったけれど、物が

送られてこないことがありましたという人もいるので。被害というと言葉が強いのですけ

れど、そんなところもあるから、聞き方の問題だとは思うのですけれど、その辺をどんな

形で聞いていったらいいのかなというのも感じたりしました。 

以上になります。 

○西田座長 ありがとうございました。 

では、千葉委員、お願いします。 
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○千葉委員 今日はいろいろなテーマが出てきたのですけれども、若者、18～22､23歳とい

うお話でしたので、高校を出てから、大学生というイメージだということがわかったので

すけれども、学生といえば大学院生の方もいるので、どこまで範囲かなとかも思ったので

すけれども、実際に22～23歳で、絞ったとしても、その年の方は学生の方も、就職してい

る方もいて、属性としては変わるのかなというところがあって、契約する内容も、興味を

持つものも、自分の職業とか、学生であるかによっても分かれていくので、その特徴も大

きく変わって出てくるのではないかと思います。以前に比べて趣味が多種多様ですので、

おたくのような方もいれば、消費者被害を学生の立場から減らすために、学生として活動

しているという方々も兵庫県内にいますし、年齢で区切れない、いろいろな方がいるとい

う中で、アンケートしていくにも、設問の想定と、聞き方の言葉、項目等、非常に繊細な

部分があるのだろうと思っています。聞き方によっても出てくる答えは変わると思います

し、多くの若い方は、大人なんかに言いたくないという大前提の感覚が恐らくあると思い

ますので、そのあたり、若い方々の気持ちを酌める形のアンケートができると、結果も出

てくるのかなと感じます。 

さっきから何度も出るように、ネットの中身をすごく信じるのですね。ネットに書いて

あるから事実だと。そうでないのも書いてあるのは知っているけれども、一番上のほうに

出ているのだし、２つ書いてあったらそれが事実だみたいな感じに短絡的に思う。何でこ

れを本当だと思ったのと聞くと、そういう感じの答えを聞くことが多いです。 

あとは、特にだまそうであるとか、非常に悪質性が高い業者もあれば、そうでもない、

まあまあ普通程度の業者もあるのですけれども、最初に目にするネットの広告などで、わ

かりにくいような書きぶり、言葉足らずの書きぶりをして、それが故意なのか、何である

のかはちょっと微妙みたいな企業も多いかと思うのですけれども、書いていない文言を勝

手に経験不足から来る自分なりの思い込みで理解した上で、こういうものだと思ったから

契約した、やろうと思ったみたいなことを言われる御相談の方が多いので、先ほども出て

いた広告の部分への注意というか、そういった部分も結局は必要で、本人の心理的な面で、

経験もないし、わからないから、そういうものに踏み込んでしまうという心理の部分のフ

ォローのところと、あとは、制度としてとか、法的な部分と、両輪でいくということを何

らかの形でできると、手厚くなるのだろうと思います。 

あと、188が余り知られていないあたりについては、恐らく、今、大学生の方は、かな

り消費者教育が進んできている時代に高校生の時代をすごされているかと思うのですね。

そうすると、家庭科の時間なり、総合の時間とか、そういったものの中で、消費生活の項

目の授業時間はあったはずの人たちなのですね。だから、本来はかなり知ってはいるのだ

と思うのですけれども、対面で人と話をすることに対しての抵抗、壁の感覚が強いように

思うのです。センターにせっかく相談した方でも、自分の風向きが悪いというのですかね、

自分の行動がおかしかったらしいぞ、センターの相談員に叱られてしまいそうだぞという

ことを感じると、全く連絡がつかなくなったりする方があります。そういったあたりも、
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それこそ心理の面として、話しにくいように本人たちは感じてしまう面もあるのかなとい

うのがあって、相談員が年齢的に高くなったりすると、親よりももっと年上の人に話をす

るチャンスもない人生経験の中にいるので、おっかなくて相談できないのかなとか、こち

らも工夫してやんわりしなければいけないなとか日々思ったり、そういう面もあります。

すみません、いろいろとばらばらになってしまいました。 

○西田座長 ありがとうございました。 

それでは、西内委員、お願いします。 

○西内委員 先ほどしゃべったことと関係しますけれども、席上配付の中だと、被害に遭

う心理的な要因の中の最初のあたりですかね、SNS上の友人と実際に会う友人のどちらを信

用するのかということと関係して、今まで人間関係があるというタイプの人たちは、実際

に会う友人だと思うのですが、そういう人たちとの比較で、新たにつくり出されるような

友人としての典型が多分、SNS上の友人だと思うのですけれども、そういう人たちに関して、

信用の仕方とかがどう違うのかも少し掘り下げるような形で見ていくと、専門調査会で出

されているような条文案と関係づけたような形でできるのではないかというのは一つ、御

意見としてあるところです。 

もう一つは、その３つ下の、若者はどういう場面や誘い文句で誘引されてしまうのかと

いうこととの関係で、現状存在する消費者契約法の条文であったり、あるいは専門調査会

に出されている案であったりに照らして、モデル例みたいなものをつくってみて、こうい

った例はどの程度魅力的に感じるかについて質問してみた上で、どの程度の消費者被害を、

こういったものを条文化することによって防ぎ得る可能性があるのかということについて

調査していくこともあり得るのかなと。つまり、特に新しく条文化される予定の、専門調

査会の報告に入っているものなどがそうですけれども、こういったものを条文化すること

によって、どの程度被害を食いとめることができるのかを推しはかるために、こういった

ものに即したような事例、デート商法のような事例をそうとは気づかれないような形で聞

いてみて、これはどの程度魅力的に感じるのかということについて調べてみるというのも

一つあり得るのかなとは感じたところです。 

○西田座長 ありがとうございました。 

皆さんの御意見、御要望をお伺いしますと、これは１回で終わるのかなという調査かも

しれませんが、私なりに解釈しますと、勧誘ないし広告も含めてなのですが、要するに、

詐欺、悪質商法的なメッセージを受けて、それを学生は、単純に言えば信じて巻き込まれ

るわけですね。信じる部分を、心理学的な立場というのはいつもそうなのですけれども、

まず、どういう情報摂取の環境にあったのかなのですね。例えば、今回の話だと、SNSがか

なりテーマになると思いますが、SNSをどうして信じて、あるいは友達の意見や周りの意見

をどう信じて、あるいは拒否してという情報摂取の観点が一つ重要なのかなと思います。 

もう一つは、そこにさっき言った断れる人と断れない人が出てくるのは、そこに個人の

何らかの脆弱性や無知に関するレベルをチェックしなければいけないのかなと思うのです
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が、知識を持っている、あるいは動機の強さ、ないし動機に影響している、置かれた事情

ですね。例えば、友達がいなくて非常に寂しい思いをしているとか、お金がなくて困って

いるとかいう事情が動機づけに反映していくわけですので、ざっくり言えば、一般的に一

つのモデルとして考えると、学生から見た情報環境を分析し、そこに個人差が出てくる個

人的な内容、要因、アクターと言ったほうがいいかな、そういったものの分析をする。で

きれば、この委員会で目指したいところとしては、誰が見ても新しいなというか、ほうと、

ちょっと感心できるようなものを見出せるところにたどり着ければいいかなと私は思いま

した。こういったところが、そういう意味では主な検討項目、主要点になっていくのでは

ないかと思うのですけれども、その点はまた改めて事務局と調整しながら進めていきたい

と思います。 

なお、次回の検討会なのですけれども、私から被害に遭う心理的な要因を、これまでの

経験を踏まえて発表させていただこうかなと、僣越ながら思っているのですけれども、よ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、最後に次回の検討会スケジュールにつきまして、事務局からお願いいたしま

す。 

○日下部参事官 それでは、次回のテーマですけれども、西田先生からの発表、それから、

先ほど御説明したとおり、アンケートを今後やっていこうと思っていますので、今日の御

意見も踏まえて、アンケートのもう少し具体的なたたき台、それから、若干名ヒアリング

できるのであればヒアリングでこういうことを聞いてきますといったような点について、

皆さんにお諮りしていきたいと思っております。それから、今後どういうことを検討して

いくのかという論点をもう少し明確に書いたものもお示しさせていただければと思ってい

ます。 

次回の検討会の開催日時や場所につきましては、今後調整して、また御連絡をさせてい

ただきたいと思っております。 

何か審議官から補足説明等ございますでしょうか。よろしいですか。 

○福岡審議官 特にありません。よろしくお願いします。 

○日下部参事官 では、事務局からは以上でございます。 

○西田座長 それでは、時間もそろそろまいりましたので、本日はこれにて閉会とさせて

いただきたいと思います。お忙しいところ、お集まりいただきまして、どうもありがとう

ございました。次回以降もよろしくお願いいたします。 


