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第５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30年５月25日（金）13：00～15:00 

         場 所  消費者行政新未来創造オフィス消費者庁会議室 

 

 

１．開 会 

２．議 題 

（１）マインド・コントロールとは 

（２）アンケート、ヒアリングの状況報告② 

   心理モデルについて 

（３）若者が被害に遭わないために注意すべきポイント 

（４）報告書骨子（案）について 

３．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○西田座長 それでは、時間になりましたので、第５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」を開催いたします。 

 委員の皆様方には、大変お忙しいところ、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、東京の本庁と中継しております。 

 それでは、早速ではございますが、検討会を進めます。 

 異動などの関係で、委員の変更がございましたので、御紹介いたします。 

 岩井清治委員の御後任といたしまして、村上直紀様、公益社団法人消費者関連専門家会

議の理事・西日本支部副支部長という肩書の方でございます。よろしくお願いします。 

 小林真寿美委員の御後任といたしましては、福井晶喜様、国民生活センターの相談情報

部相談第２課長でございます。よろしくお願いします。 

 なお、それに伴いまして、開催要領の名簿を改正しましたので、資料１として、開催要

領を配付しております。 

 それでは、村上委員と福井委員から、一言、御挨拶をいただきたく思います。 

 村上委員、よろしくお願いいたします。 

○村上委員 村上でございます。 

 御紹介にあずかりましたとおり、消費者関連専門家会議、通称ACAPの理事と西日本支

部の副支部長を仰せつかっております。私、西日本支部の中では、学生との交流会の企画

を担当させていただいている関係上、本検討会は大変興味深く、参加を楽しみにしており

ました。何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○西田座長 よろしくお願いします。 

 福井委員、お願いします。 

○福井委員 国民生活センター相談情報部相談第２課の福井でございます。よろしくお願

いいたします。 

 全国の消費生活センターに寄せられております、若者の消費者トラブルの状況を見ます

と、９月の第１回検討会で説明させていただいたような内容で、あまり変化はございませ

ん。また、一方で、若者に消費者トラブルの状況が届きにくいという課題も、国民生活セ

ンターでは感じるところです。こうした相談現場の情報を皆様と御共有させていただきな

がら、参加をさせていただければと思っておりますので、どうぞ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。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日は、最初に私から発表させていただきまして、次に事務局からアンケート等の報告

をいたします。その後、意見交換会の場を設けたいと思っております。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。 

 続きまして、配付資料の確認をいたしたいと思います。事務局から御説明をお願いいた



します。 

○事務局 配付資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第。 

 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「マインド・コントロールとは？」。 

 資料３「心理モデル（案）」。 

 資料４「消費者被害に遭わないために若者自身が注意すべきポイントのイメージ～若者

への注意喚起の検討に当たっての視点～」。 

 資料５「報告書骨子（案）」。 

 また、席上配付資料を配付しております。 

 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、事務局に御連絡をお願いいたします。 

○西田座長 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、事務局に御連絡をお願いいたします。 

 今日は、カメラ撮影はございませんね。 

 傍聴の方がいらっしゃいましたら、事前にお知らせしております、傍聴の注意事項の遵

守をお願いいたします。 

 それでは、議事を進めてまいります。 

 議事次第の「２．議題」に関しましてですが、最初に私から「マインド・コントロール

とは」と題して、発表させていただきます。 

 25分という時間で説明するのは、難しいと思うのですけれども、やってみたいと思いま

す。 

 （マインド・コントロールという）言葉は、どなたにも知られているのではないかと思

うのですけれども、割と誤解されていることも多いので、今回の若者の消費者被害、特に

マルチ商法等の問題に関わるということで、今日は、発表させてもらいます。 

 （マインド・コントロールの）概念なのですけれども、心理学の用語としては、ほとん

ど使われていません。使われるようになってきたのは事実なのですけれども、これは俗称

でございまして、どちらかというと、心理操作、マニピュレーションという概念の方がぴ

ったりなのです。他人が人の心を操作するという意味になります。マインド・コントロー

ルは、自分で自分のことをコントロールするということにも使えてしまうので、意味が広

くなってしまうということで、特に国際学会などでは、マインド・コントロールとは呼ば

ずに、Psychological Manipulationという言葉を使っています。 

 この概念は、歴史的にいろいろ定義があるのですけれども、幅広くとられてしまいます

と、現象としては、どこにでもあるということになってしまうのです。それをテーマにし

てもしようがないので、この手法をあこぎに使って、極端に強い心理的な拘束を与えると

いうことに絞って考えるべきではないか。その時に起こるのは、依存的な状態とか、搾取



とか、虐待、殺人といったような、重大な結果を引き起こす、そういう概念として、日本

の社会の中では登場したのです。けれども、実際のところ、メディアを通じて話が広がっ

ていく中で、どんどん軽い気持ちで使われて、まるでどこでもやっているかのごとく、話

がされるようになったという経緯があり、幅広く使われてしまっているということがあり

ます。 

 原点は、洗脳という言葉と同じなのです。洗脳とマインド・コントロール、恐らく一般

の方々は、今、混同して使っているのではないかと思いますが、歴史的には分けて考えた

ほうが良さそうなのです。そもそも洗脳というのは、拷問です。囚人みたいに閉じ込めて、

痛い目に遭わせながら、言うことを聞かせていくという手法だったのです。 

 しかし、そういうものと、今、使われているものは、異質です。拉致したりしませんし、

例えば閉じ込めるとか、叩いたり、ぶったりすれば、すぐに違法な行為なので、分かるわ

けなのですが、そうではないのです。そのかわり、何かといったら、欺瞞的なコミュニケ

ーションを駆使して、相手を自分の意のままに操る、依存的にさせる。そして、活動に従

事させるといったことをする手法というふうに区別されます。 

 問題は、「そんなことができるのか」と言う方々も当然いるわけですが、心理学的には、

否定する人はまずいないのです。心理学者で批判する人は、聞いたことがないです。どち

らかというと、「強行ではないか」というのは、社会学、宗教学の中では、否定的に見る人

がいると思いますが、損得が関わっているのではないかと、正直なところ、思ったりして

いる次第です。 

 その辺がルーツである（マインド・コントロールの原点は洗脳という言葉と同じだが、

歴史的には分けて考えたほうが良いということ）ということで、今日は、そこに余り焦点

を当てるつもりはないと思うのですが、欺瞞的なコミュニケーションというのは、一体ど

のようにするのかというところを見ていただくほうがいいと思っております。 

 別の表現をすると、新たな意思決定の装置を誘導していって、元に戻らせないように新

たな意思決定の装置を駆動させ続けることで実現するのです。意思決定の装置のことを、

専門用語ではビリーフ・システム、信念のシステムであるという表現をします。 

 これが概念の説明になるのですけれども、具体的な話をこれからしていきたいと思いま

す。 

 基本的な戦略といたしまして、私たちの意思決定というのは、２種類の情報を使います。

基本的に五感から入ってくる情報、特に目や耳から入ってくる情報です。この手の問題で

は、当然そこから我々は物事を判断し、意思決定しているだろうと思うと思います。しか

し、それだけで物事は決められないものでして、自分の本来のビリーフ・システムがある

のです。それは小さいときから学習して、記憶として、我々は、信念というものを持って

いるのです。 

 信念というのは、ちょっと気をつけなければいけないのですが、日本人が言う、「あいつ

は信念がある」とか、「ない」という意味ではなく、ほぼ知識と同じです。例えばＡはＢだ



とか、ＡよりもＢが大きいとか、ある概念と概念との関係を指すものを、全て信念と呼ん

でいるのです。だから、知識との区別はつけなくて結構だと思います。 

 そういったもので蓄積されて、我々は、一種の記憶の塊みたいなものがあるわけですが、

その中の一部を用いて、五感から入ってくる情報と合わせて意思決定をしているというこ

となのです。この仕組みだけは、しっかり覚えておいてください。 

 五感からの情報と記憶構造から入ってくる情報、我々心理学者がよく言うのは、環境か

ら取り込む情報のことをボトムアップ情報といいます。一方、信念、記憶システムから入

ってくる情報のことをトップダウンと表現します。つまりトップダウン情報とボトムアッ

プ情報、この両方がなければ、我々は意思決定ができない。意思決定というのは、日常の

意味では、我々はずっとやっていることになります。「今日、何を食べようか」というレベ

ルの話から、人生の問題に至るまでです。そういう仕組みの中で、２つの情報ルートがあ

るとすると、要するに、マインド・コントロールをしよう、人の心を支配しようとするな

らば、この２種類の情報を制覇してしまえば、できるということが、論理的に言えると思

います。 

 そこで、まず１つの方法は、五感から入ってくる情報を制限してしまえばいいと考える

わけです。いろんな情報があるのですけれども、我々はそれをまるで自由に選んでいるか

のように見えているかもしれませんけれども、そこにちょっとした制限をかけるだけで、

支配する側の都合のいいものを選ばせることができるわけです。それが典型的に使われて

いるのが、例えばCMだったりするわけです。いろんな中で、「これが安い」と連呼すれば、

そちらに人は注目しますし、暗い部屋の中で、スポットライトが当たると、そちらに目が

向いてしまいますし、どこかに注意を向けさせてしまって、そうでないところに注意を向

けないようにしてしまえば、特定の情報を選んでしまうことになります。 

 消費行動の中に照らし合わせてみますと、常に我々はボトムアップ情報という意味では、

いろんな広告宣伝などの中で、物を買ったりしていると思うのですけれども、そこには、

軽い意味でも、その段階で心理操作の一部は入っている。「あと１個しかありません」とい

う希少性の話であるとか、「時間がないので、早く決めてください」という方法であるとか、

さまざまあると思いますが、そういった形で、五感から入ってくる情報をうまく誘導する

という手法が１つなのです。それが（資料２「マインド・コントロールとは？」スライド

３枚目）左下に書いてある、特定の情報を目立たせるという戦略です。 

 もう一つは、ストレス亢進やエネルギーを消耗させるということです。要するに疲れて

いたり、ストレスが高い情報ですと、いろんなものに注意して、情報を受け取るというこ

とが、人はできなくなります。「もういいや、早く決めよう」ということになります。日常

の我々の生活でいいますと、疲れ果てていて、スーパーマーケットがあと５分で閉まるの

に、何か物を買わなければいけないというときに、いちいち選んでいないと思います。「こ

れは安いです」と言われたら、「そうか」ということで買っています。「これは美味しい」

と言われたら、買ってみたりという感じなのです。そういうことを巧みにやればやるほど、



私たちは、知らない間に特定の情報を選んでしまいがちであるということです。違法とか、

合法などの話は、ここでは無しで話をしましょう。 

 そういう方法なのですけれども、これだけでも誘導できる、ある特定の物を買ったりす

るという話には繋がって行くのですが、さらに本来のビリーフ・システムというものを使

えないものにするというか、役に立たない、判断できないようにしてしまって、代わりに、

新しいシステムを操作者がいいものだと提供してやるわけです。そこを入れ替えてしまえ

ば、こちら（新しい方）の（ビリーフ・）システムしか働いていなければ、基本的に放っ

ておいても、都合のいい意思決定をしてくれるわけです。ですから、入れ替えだけ成功す

れば、人はいちいち指示をしなくても、行動してくれます、意思決定してくれます。そう

いうことになろうかと思います。 

 操作者の提供するビリーフ・システムをどのように（相手に）与えるのかということが、

非常に問題になるのですけれども、不安や恐怖を煽って混乱させる。つまり自分の本来の

システムは、例えば人生の成功とか、そういったものについて、若い人は見えなかったり

するのです。年をとっても、見えない人は見えないですけれども、悩むわけです。そもそ

も悩むというのは、解決がつかないから悩むのです。悩んでいるということで、もっと悩

ませて、不安と恐怖でいっぱいになって、混乱させてしまうのです。「今、考えないといけ

ない」、「今、答えを出さなければ、あなたの人生はだめになる」、「間に合わない」みたい

な感じが、代表的なものだと思います。「今のまま生きていても、幸せになれない」という

感じで言われたり、「そんなことを言われても、答えが出ない」みたいな感じにさせていく

わけです。 

 それに加えて、ストレス亢進やエネルギー消耗もそうなのです。急がせたり、エネルギ

ーを消耗させたりすれば、システムを丁寧に使うのではなくて、なるべく楽な方向へ流れ

ていこうという仕組みになります。 

 古いシステムよりも、新しいシステムを提供して、「これが役に立つ」という例示という

か、成功事例みたいなものを見せてあげると、今までの自分の考えではうまくいかなかっ

たのだけれども、新しく提供されたものでいくと、答えが解けてしまうので、「これは結構

役に立つのではないか」と思ってしまう。「言うとおりにすれば、うまくいくのではないか」

と判断してしまう。こういうふうにルートを作り変えてしまえば、人というのは、「強制さ

れている」とは思わないのだけれども、実は強制されたのと同じように、誘導された意思

決定へと繋がって行くのです。 

 難しいのですけれども、何を変えるか。例えばビリーフ・システムなのですけれども、

特にマルチ商法とか、この手の問題で考えると、いわゆる宗教団体の中でも、危険な宗教

団体と言われているようなカルト、カルト団体というのは、宗教とは限らないのですが、

そういった団体と同じです。そういう場合は、理想としての自分、自分自身の自己像、目

標体系、歴史観とか、因果観、社会の法則みたいなもの、そして、「誰が言っていることは

正しくて、誰が言っていることは間違いであるのか」という権威に対する情報、こういっ



た信念を提供して入れかえるのです。 

 （資料２ スライド４枚目）矢印で示しているとおり、最終的に望む自分、家族、社会、

世界とはどんなものであるのかという理想を与え、「自分の今の自己像としては、だめな人

間だ」。だけれども、「変われる」。「今こそ変われるチャンスがある」という話ができます。 

 「どう変えていけばいいのか」という意味では、目標体系を与えていくので、一つ一つ

クリアしていけば、理想へと近づいていける。 

 「そんな夢みたいなことができるのだろうか」ということに関しては、「ちゃんと法則が

ある」と説明するし、「今までにない、新しいものなのだ」という話が多いです。 

 そして、「批判する人とか、いろいろいるかもしれないけれども、私のほうが正しい、あ

の人たちは、悪意があって、あなたたちにうそをついているのです」というふうに、権威

を否定する。例えば権威は親だったり、学校の先生だったりするかもしれませんが、そう

いうものを否定してしまいます。自分たちのほうが正しいという話になります。 

 ざっくり言えば、そんな感じなのですが、今のことは、一般論なので、マルチ商法に当

てはめてみましょう。そうすると、理想としてのマルチ商法では、こういうことになると

思います。ビジネスで成功する、高い評価を受けるというのが、そうなるといいと思われ

る理想として提供されます。これは割と受け入れやすい話だと思います。 

 「そんな夢みたいな話、誰だってできればいい」という話だと思います。「それはできる

のです。お前は、今、だめだけれども」ということです。「今は儲かっていない、でも、あ

なたは才能があるし、きっとできる」と、気持ちを持ち上げるわけです。 

 その上で、具体的には、この目標、あの目標、さらにこの目標と提供してあげて、その

ステージを乗り越えていけば、最終的に到達できるという目標体系が与えられます。 

 そして、因果関係です。「この仕組みというのは、理にかなったもうかる商法だ」。「ネッ

トワーク商法は新しい」みたいな話です。「誰もやっていなかった、新しくできた方法だし、

成功した人が世の中にはいっぱいいる」とか、「成功する原理がある」と説明していきます。 

 それを説明しているあなたの先輩や仲間、このグループは、「正しい」し、「批判する人

は、新しいシステムを知らないだけで、要は知らずに批判している人々だ、だから、あの

人たちの話を聞いてもしようがない」といって、外部の批判を受け取らないようにしてい

くのです。 

 この５つの種類の信念群を、いわば先ほど言ったみたいに新しく提供して、「今までの古

い信念群は役に立たないです」と突きつけて、「役に立たないものはやめて、新しいものに

しましょう」と置きかえてしまう。そして、成功体験を与えながら使わせていくと、「これ

が自分自身だ」となっていって、自発的にこの仕組みにのっとった行動を人はとっていく

わけです。 

 （資料２ スライド６枚目）図示しますと、頭の中にこういうものが入っているのです。

５種類のものがネットワークとしてつながるわけです。こうだったものが、こういうふう

に（資料２ スライド６枚目。黄色の線で繋がっていた黒枠のビリーフ・システムが黒色



の線で繋がった赤枠のビリーフ・システムに）入れ替えられてしまうという感じなのです。 

 生物学的な話をすると、信念というのは、記憶でできているわけです。記憶というのは、

新しくできて、古い記憶は忘れるということはあっても、消えてなくなることはないです。

今、入れかわりましたけれども、古い自分自身の信念体系というのは、残っているのです。

ただ、２つ頭の中にエンジンが入って、古いエンジンのスイッチを切ってしまって、埃を

かぶってしまっているような感じにさせてしまえばいいのです。逆に言えば、元に戻すこ

ともできます。ほこりを払って、エンジンをかけてあげて、ならし運転をすれば、元に戻

れるのです。それがマインド・コントロールされている人をもとに戻すという方法になり

ます。簡単ではありませんけれどもね。 

 逆に新しく支配する人たちというのは、古いものを遠ざけるので、「役に立たないものは

捨てましょう」みたいな感じで、物置の奥のほうで、埃をかぶらせてしまえということを

やります。どうすればいいかというと、基本的に新しいシステムで行動させればいいので

す。使っていれば使っているほど、循環が働いて、これ（新しいシステム）しか思い浮か

ばなくなってきます。古いものには、アクセスしなくなるということなのです。 

 我々は、生まれてから、成長していく中で、記憶は増えていくばかりなのです。増えて

いくばかりなのだけれども、使わないものは、忘れていくわけです。でも、先ほども言っ

たように、忘れたからといって、消えてなくなっているわけではないのです。何かのチャ

ンスがあったら、思い出すということが起こります。そんな仕組みです。 

 それをどのように実現するか。最初は非常によい人間関係を築き上げます。 

 そして、解決が困難なものを突きつけて、混乱させて、不安と恐怖を煽るわけです。 

 その上で、（困難なものの）解答を見せて、これは使えると思わせるのです。悩みの解決

をしてみせるのです。「ほら、ごらん、これをすれば、もうかるでしょう」とか、「あなた

は変われる、鮮やかな結論」に、夢みたいな話で、うれしくなるのです。 

 この段階では、そんなふうにはいかないのではないかと思うのですが、先ほどの話の中

で、リアリティーを提供して、「いけるかもしれない」と思わせます。具体的には、最初の

ころは、儲からせてみせたり、成功体験、ちょっとそういうものがあるだけで、「いけるか

も」と、人は思います。 

 そういった流れ（新しいビリーフ・システム）を作って、あとは、実践させるのです。

「頑張って勧誘してみよう」とか、「行動してみよう」。そうやっていると、それがだんだ

んと身にしみてくるというか、先ほども言いましたように、当たり前になってきて、いわ

ば新しい自分に馴染んでいくみたいな感じになります。 

 最後は、退路を断つのです。要するにお金をつぎ込んだり、学校をやめたりという、社

会的な関係や経済的なもの、その人が今まで培ってきたものを全部遮断してしまえば、自

己犠牲が大きく意味しているのですけれども、もとには戻れない心理がつくられてしまい

ます。今さらしようがない、やるしかないという感じです。 

 この一連の流れをやってしまえば、人というのは、邁進する。別の表現をすると、対話



づくりは、この場合ですと、幼なじみだったり、同じサークルなど、信頼している人から

勧誘がきますので、温かな人間関係というのは、最初からできているようなものかもしれ

ません。 

 その上で、未解決な問題を突きつけられます。このように、憧れるような成功者があら

われて、自分の見果てぬ夢をあおられていくのです。「いいな、うらやましい」。「今こそ変

われば、あなたにもそれが起こる」、「今しかない」となって、焦りとか、不安感などで、

感情が揺さぶられた状態です。 

 どうすればいいか。具体的な話、わかりやすい解答を出します。セミナーでマルチ商法

の仕組みを説明されて、「これなら儲かるかもしれない」と、納得感があるわけです。ここ

は情報コントロールをします。どういうことかというと、都合のいい情報ばかりを並べて、

都合の悪い情報を隠してしまえばいいわけです。要するにその世界を知らない人たちなの

で、割と簡単にできます。専門家や仲間だけを集めて、セミナーなどに行ってしまいます

と、周りはみんなその世界の人間たちなので、批判する人なんかいません。おかしいと言

っている人が１人でもいれば、結構崩れるのではないかと思います。でも、そういう場は

作らないようにします。 

 そして、成功している人の話を聞いたり、多くの人が頑張っているという話をされると、

みんなやっているのだったら、私もできるかもしれないと、たきつけられていく。 

 実践的な方法としては、今、言ったように、金品を与えられたりすると、「本当に儲かっ

てしまった」、「簡単に儲かった」みたいな気持ちから、「もっといけるかもしれない」とい

う気持ちをつくり上げたり、やっているうちに、そこ（マルチ商法の世界）から離れるこ

と自体が、だめな人間のように思わせられたり、そんなことをしていきます。 

 最後は大金を投資してしまって、本来の生活を捨ててしまうので、戻れなくなるという

話が、この過程になります。 

 こういうコミュニケーションのステップを踏むことによって、信念体系を入れかえると

いう作業をするのです。体系を変えるのです。こういうことをゆっくり、何か月もかけて

やるものですから、変えられたことに気づかないのです。単純に言えば、価値観ががらっ

と変えられるということです。それが知らずに進んでいる現象です。 

 図示（資料２ スライド９枚目）します。基本的には、社会的環境をコントロールする

ことで、情報を制御して、都合のいい情報だけを提供する環境をつくるのが、最初です。

それは具体的に何をすればいいか。うそをつくとか、隠せばいいのです。 

 その上で、この人の思考、いわゆる先ほどのボトムアップ、目や耳から入ってくる情報

を制御していきます。そのときのすり込みは、何度も何度も同じことを繰り返したり、思

考を錯乱させるというのは、結論が出ないような話で、パニックに陥れるという方法を使

ったりします。 

 その上で、感情をコントロールする方法をつくらせる。これは恐怖感プラス自己愛です。

自分がいかに大事な人間なのか、ナルシスティックに、「こんなところでくすぶってはいけ



ない」みたいな、「あなたはすごい人間なのだ」と、持ち上げるわけです。自尊心の膨張を

求めるような話に持ち込んでいく。自分は何かできるのではないかという気持ちを作って、

それに加えて、ストレスも与えて、そういう意味では、論理的な思考みたいなものを抑え

るわけです。 

 プラス行動です。行動としては、「とにかくやろう。言うばかりで、あなたはやらない」

と言われて、やらされるわけです。訓練とか、犠牲を払う、奉仕、守る、言われたとおり

の行動をとることになります。 

 情報でコントロールするのですけれども、情報コントロールによって、思考を操り、感

情を操り、行動を操る。その手法によって、この人は、だんだんと自分で考えなくなるの

です。言われたとおりにしか、できないようになっていきます。 

 こういう場で、事例はあれなのですけれども、今、日大のアメリカンフットボールの選

手を考えたときに、想像を働かせると、似た話になると思います。ああいうふうになって

くると、善悪の判断さえつかなくなります。周りが本人にどうやって情報を与えるかだけ

で（マインド・コントロールは）成り立つので、基本的に先ほど申し上げたような拷問な

どは要らない。コミュニケーションをうまくやれば、人はその価値観に変わって、今まで

の生き方とは全く違う生き方を正しいものだと信じるようになります。大抵数か月から半

年、１年もかからないです。集中的にやれば、数か月だと思います。 

 そういう流れでやっているのですが、いろんな現場でこういうシーンが見られます。こ

の手法が、若者のマルチ商法等の被害者の中にも、該当して見られる現象だろうと思いま

す。 

 説明が不十分かもしれませんが、とりあえず、ここで一旦切りますので、御質問があれ

ば、お願いします。 

 あまりうまく喋れなかったのですけれども、御質問などはございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○多田委員 すごく分かりやすかったです。 

 入り口は、やはり情報ということになるのですか。 

○西田座長 そうですね。コミュニケーションが主なので、当然それは情報を提供するこ

とになるので、それでもって、感情を揺さぶったり、行動を強制させたり、思考を誘導し

たりしているうちに、その人は、自分で考えなくなって、「指示どおりに動けばいい」とな

っていくという感じです。 

○多田委員 本人がマインド・コントロールから戻るきっかけは、入り口と同じように、

情報からということになるのですか。 

○西田座長 何の話ですか。 

○多田委員 マルチに入ってしまって、（心を）戻す場合は、情報からということになるの

ですか。どうなのでしょうか。 

○西田座長 今日、（マインド・コントロールから）戻す話はしていないのですけれども、



戻す場合には、受け皿が必要です。間違えに気づいても、あれっと思っても、戻る場所が

なかったら、突っ走ります。そこはあるだろうと思います。ちゃんと戻れる環境を用意し

てあげながら、矛盾していることを突きつけたり、人は知らないうちに、相手に支配され

るということが、現象として起こるということも含めて、（受け皿を）提供してあげる必要

があると思います。簡単ではないです。消費者センターなどでは、困っていらっしゃると、

よく聞きます。 

 どうぞ。 

○福井委員 マインド・コントロールに、強いとか、弱いということはあるのでしょうか。

消費生活センターに相談に来られる、マルチのトラブルに遭った若者は、どっぷりはまっ

ていて、「まだ信じたいという」感じの方と、「最初から嫌だった」という方がいて、それ

はマインド・コントロールの強さ、弱さなのか、やりたくなかったのだけれども、やって

いるという人は、また別の話なのでしょうか。 

○西田座長 恐らく強さの話だと思います。時期もあります。御相談に本人が見える場合

というのは、かなりチャンスがあると思います。大抵は、御家族などの相談になるのでは

ないかと思います。どっぷりはまっている人に対して、どうすればいいのかということで

来られたときには、（消費生活センターの）介入はかなり難しいでしょう。でも、本人が足

を運んでいるということは、何かほころびが出ているので、うまく介入すれば、一気に目

が覚めることはあるだろうと思います。 

○福井委員 例えば実は儲かると思っていたけれども、儲からなかったというのは、先ほ

ど多田先生が仰っていたみたいに、情報が入れかわったから、自分の中で、だんだんマイ

ンド・コントロールから解けていくという状況なのですか。 

○西田座長 根本的な矛盾に出くわすわけです。「儲かると信じ込んでやっていたのに、幾

ら頑張っても儲からないのではないか」。中にいて、情報コントロールされているときは、

「今は我慢しなさい、もうちょっと頑張れば出てくるし、今はそのタイミングではない」

と言われるのだろうと思います。そう言われているにもかかわらず、うまくいかないとい

うところで、外部の人にちょっと言われると、「もしかしたら」という気持ちが生まれる。

でも、そのときに、先ほども言ったように、受け皿がないと、（外部からの意見・情報を）

シャットアウトしたほうがいいという気持ちになるのですけれども、今なら戻れるという

場所が用意されたり、例えば大学だったら、「学籍はある」とか、「１年ぐらい遅れてもど

うってことはない」と、家族が言ってあげるとか、そういう受け皿がある人は、「今ならま

だいけるかも」みたいなところで、「話を聞いてみよう」という気持ちは作りやすくなる。

お金をたくさんつぎ込んでしまったり、大学では、友達との関係がぼろぼろになっている

とか、親子の関係も断絶している人は、周りからの介入は非常に難しくなります。 

○福井委員 ありがとうございました。 

○西田座長 どうぞ。 

○西内委員 全く関係ないところなのですが、お話の中で、もしかしたら、出てきたかも



しれないのですが、マインド・コントロールのかかりやすさというのは、年齢とか、そう

いった要素というのは、関係するのかというのが気になります。 

 昔、行動経済学の論文で、金融リテラシーに関しての論文を読んだことがあるのですけ

れども、認知と、もともと持っている知識、その２つの軸に絞って、年齢別で調べていて、

脂が乗るというか、どちらも高いというのが、40代とか、30代ぐらいで、若いうちは、知

識が低くて、年老いてくると、認知のほうが低くなってきて、どちらも引っかかりやすく

なるという調査結果だったと思います。 

 マインド・コントロールも、基本的には、知識というか、信念のところだと伺ったので、

それは若さなどと関係するのかということが、気になったところです。 

○西田座長 生物的な年齢は、関係ないと思っています。知識に関しての熟達度は、関係

するだろうと思います。行動経済学は、経済的な問題を扱うので、経済的な知識との関係

性で、マルチ商法の矛盾みたいなものへの気づきやすさなどがあると思うのですけれども、

例えばその人が全く違う親子関係や恋人との関係で悩んでいるとするならば、そういった

ものについては、行動経済学で説明できる問題ではないので、そういう意味では、かかり

やすさというのは、それぞれの世代の中というか、生活の仕方の中で、悩みどころが違う

ので、一般的にマインド・コントロールのされやすさという意味では、差はないと思って

います。 

 テーマによっては、時期があるだろうと思います。行動経済学的な話は、若者のほうが

騙しやすいというか、引っかけやすいのではないかと思います。ただ、年齢が上がれば、

知識が増えるものでもないので、ちゃんとした知識を勉強して、簡単に儲かるものではな

いというところに、きちっとたどり着けて、熟達しているならば、外からの勧誘というの

は、簡単にはいかないだろうと思います。そんな感じです。 

○多田委員 中高年でマルチにはまる人がいるのです。（説明会の現場に行くと）そういう

年代の人ばかりという時もあるから、仰るように、年齢による違いはないと思います。確

かに若いほうがだましやすいというのは、あるとは思いますが。 

○西田座長 若い人は、総合的に知識が足りない、経験不足だと思います。高齢者になっ

ていくにつれて、はまる人がいるというのは、ちゃんとした教育を受ける機会があるのか

というと、無いので、余計に人生につまずいているかもしれません。今までのやり方をや

っても、儲からない、失敗している、そういうところのつまずきに、新しいシステムで、

こうすれば、「あなたは豊かになれる」と言われると、乗ってみたくなるのではないかとい

う気がします。皆さん、「新しい」という言葉に弱いです。「今までやった人はいない」と

かね。 

 どうぞ。 

○五條委員 後で議論する話とも関連すると思うのですが、マインド・コントロールでは

め込んでいく過程の中で、どういうことをきっかけに、どうしたらそこから抜け出せるの

か、はまってしまう前に逃げることができるのかについては、いかがでしょうか。 



○西田座長 はまってしまう前ならば、こういう現象があることを知っているだけでも、

違うと思います。世の中にそういうことを仕掛けてくる人が、たくさんいるという事実も

大切でしょう。そういった予防知識が有効だろうと思います。 

 はまってしまっている人に、気がつかせるとなると、そこに関するきちっとしたモデル

は、まだないと思われます。個人的には持っているつもりなのですが、一般化するほどの

ものではありません。先ほどから出ているような受け皿を作りながら、決定的な矛盾を説

明することとか、その後のフォローが必要です。フォローがないと、きついだろうと思い

ます。（本人は）自尊心がかなり傷ついてしまうので、やめたところで、その後が意外と重

要だったりします。やり直しがきくということではなくて、実際にやり直している間の気

持ちの問題、お金の問題、支援体制といったところまでやらなければいけないので、相談

に乗るということでは足りない、カウンセリング的な要素と支援体制みたいなものも含め

た検討をする必要があると思います。抽象的な言い方になりますけれども、そんな感じで

す。 

 時間をオーバーしていますので、またお時間があれば、やりたいと思います。 

 アンケートとヒアリングの状況報告②、心理モデルについての発表を事務局からお願い

したいと思います。 

○事務局 アンケートの分析結果について、御報告させていただきます。 

 資料は、机上配付資料１－１から机上配付資料５までとなります。 

 主に机上配付資料１－１及びその概要を書いております、机上配付資料１－２を中心に

御説明しますが、机上配付資料２と机上配付資料３は、机上配付資料１を補足する内容と

なっておりますので、適宜、ご覧ください。 

 それでは、机上配付資料１－１の１ページ目をご覧ください。前提部分でございますけ

れども、今回、分析対象としているのは、アンケートの対象者がこれまでで最も印象に残

っている、あるいは最も不快な思いをしたと回答した勧誘です。 

 ２ページ目をご覧ください。今回のアンケートでは、内的要因についての分析を行うた

め、心理テストの問を設けました。心理テストの回答データをもとに、統計ソフトのSPSS

を用いて、因子分析という分析を行いました。 

 因子分析とは、簡単に言えば、複数ある問の項目について、アンケート対象者の回答傾

向から、幾つかの問に共通する因子を抽出し、因子ごとのグループに分類する分析手法で

す。 

 今回のアンケートで用意した心理テストの全問について、西田座長にも御指導いただき、

因子分析を行ったところ、主に６つの因子を抽出することができ、座長とも御相談させて

いただいた上で、各因子について、２ページから３ページに記載したとおり、「勧誘者への

一般受容傾向」、「権威性・希少性の被影響」、「被害へのリスク認知」、「情報源への信用度

確認」、「内的衝動の重視」、「配慮や熟慮の傾向」という６つの名称をつけさせていただき

ました。 



 もう少し分かりやすく言い換えますと、例えば２ページ目の表になっている部分を見て

いただきたいのですが、「拝まれるようにお願いされると弱い」から、「理屈で考えるより

も直感や経験にそって行動する」までの11個の問は、回答した人の「勧誘者への一般受容

傾向」を測ることができる問という共通のグループになるということです。 

 また、各因子の問に多く当てはまる傾向のある人の心理傾向を示したものが、３ページ

の下の表になっておりまして、上から順に、「純粋受容傾向」、「好奇心旺盛傾向」、「自信家

傾向」、「情報収集家傾向」、「率直傾向」、「気配り傾向」としております。なお、この傾向

については、どの傾向にも当てはまらない人もいれば、複数の傾向に当てはまる人もおり

ますので、その前提でお聞きいただければと思います。 

 さて、これをもとに、４ページ以降の分析と、机上配付資料１－２、概要版をご覧くだ

さい。 

 分析報告本体の21ページまでは、アンケートで回答いただいた勧誘について、最初に声

をかけられたときに、話を聞いたかどうか、その勧誘を受けて、購入・契約したかどうか、

さらに購入・契約した人が、よい契約だったと思っているかどうかの３つについて、心理

テストの回答傾向との関連性を見るために、平均値の差を用いて分析を行いました。 

 ここでいう回答の平均値とは、本体の４ページにお示ししておりますけれども、今回、

心理テストは５段階で回答いただいたので、「ほとんど当てはまらない」と回答したものを

１点、「とても当てはまる」と回答したものを５点として、５段階の回答を５満点に換算し、

それぞれの回答者の得点についての平均値を求めているものになります。 

 本体の６ページをご覧いただきたいと思いますけれども、ここでは、心理テストのうち、

「勧誘者への一般受容傾向」を測る各問の回答について、勧誘時に話を聞いた人（青色の

グラフ）と、話を聞かなかった人（ピンク色のグラフ）の平均値を比較しております。 

 これを見ると、全ての項目で、話を聞かなかった人の平均値より、話を聞いた人の平均

値の方が高くなっております。つまり、勧誘の最初に話を聞いたと回答した人の方が、よ

り「勧誘者への一般受容傾向」を測る各項目への当てはまり度合いが高いということです。

例えば見かけの良い人だと、つい信じてしまいやすかったり、おだてに乗りやすかったり

するわけです。逆に言えば、「勧誘者への一般受容傾向」によく当てはまる、「純粋受容傾

向」である人ほど、勧誘の最初に声を掛けられると、話を聞いてしまいやすい傾向にある

ということです。 

 このように、各データを分析した結果、６ページから21ページにおいて言えることを大

まかにまとめたものが、概要版、机上配付資料１－２の一番上の部分、心理テストについ

ての分析に書いてある表になります。 

 上から順に見ていきますと、「勧誘者への一般受容傾向」によく当てはまる、「純粋受容

傾向」のある人は、勧誘者の話を聞きやすいという傾向があり、さらに勧誘後に契約しや

すい傾向があることが分かりました。 

 次に「権威性・希少性の被影響」によく当てはまる、「好奇心旺盛傾向」のある人も、同



様に勧誘者の話を聞きやすい傾向があり、さらに勧誘後に契約しやすいという傾向が見ら

れました。ただし、心理テストの回答から、「好奇心旺盛傾向」のある人は、お試しや新し

いもの、著名人や専門家の勧めるものなどに興味を持ちやすいと考えられるため、先ほど

の純粋受容傾向の人とは、話を聞いてしまったり、契約してしまったりする、心理面での

理由が異なっているのではないかと推測できます。 

 続いて、「被害へのリスク認知」によく当てはまる、「自信家傾向」のある人は、勧誘者

の話の聞きやすさ及び勧誘後の契約のしやすさに、特出すべき傾向は見られておりません。

ただ、特徴的なのは、一度契約した内容は、良い契約だったと思っている傾向が見られた

ことです。自信家傾向のある人は、自分の判断に自信があるので、自分の過ちを認めたく

ないためか、自分に良い契約だったと思い込ませている傾向があるのではないかと、推測

できるかと思います。 

 次に「情報源への信用度確認」によく当てはまる、「情報収集家傾向」のある人は、とり

あえず情報を得てから判断しようとするためか、勧誘者の話を聞きやすい傾向があると分

かりました。 

 また、「内的衝動の重視」によく当てはまる、「率直傾向」のある人は、勧誘者の話を聞

きやすいという傾向があり、さらに勧誘後に契約しやすいという傾向も見られました。こ

の傾向のある人たちは、自分が良いと思ったり、欲しいと思ったりすると、衝動的に行動

してしまうため、このような結果が見られたものと思います。 

 次の「配慮や熟慮の傾向」によく当てはまる、「気配り傾向」のある人は、相手への配慮

をするためか、勧誘者の話を聞きやすいという傾向が見られました。 

 簡単になりますが、以上が心理テストに基づく分析となります。 

 その他の内的要因と契約のしやすさについての関連性は、22ページから27ページで分析

しておりまして、机上配付資料１－２でまとめているとおり、例えば悩みや不安を抱えて

いる方が、より契約しやすい、SNS上でしか知らない人への警戒感が低い方が契約しやす

い、また、見知らぬ人への警戒感が低い方が契約しやすいなどの傾向が見られました。 

 さて、ここまで、内的要因に関する分析を見てきましたが、本体の28ページ目以降は、

勧誘時の状況、状況的要因や心理状態と契約の関係についての分析になります。 

 28ページでございますけれども、勧誘の手口と購入・契約の有無についての関係性を分

析しております。勧誘時に受けた勧誘手法に関する12の質問項目、28ページに示している

ものですけれども、そのうち、「はい」と回答した個数の合計、０～12について、クロス

分析を用いて、購入・契約した人の割合の分布を示しました。 

 これを見ると、勧誘時により多くの手法で勧誘されると、購入・契約しやすい傾向にあ

ると考えられます。つまり一つ一つの勧誘手法の影響力は弱くても、複数の方法を組み合

わせた勧誘が行われると、購入・契約の判断に大きな影響があるということです。 

 次に30ページに進みます。アンケートでは、勧誘時の心境や状況を詳しく尋ねる問を設

けておりましたので、これについても、心理テストと同様に、座長から御指導いただきな



がら、因子分析を行いました。 

 抽出された因子は、座長と相談の上、それぞれ「内容的な受容感」、「対人的な受容感」、

「場の拘束感」、「勧誘への拒否感」、「対人的な恐怖感」「納得感（理解）」と名称を付けま

した。 

 そして、対応する心理状態を31ページの下の表で記載しております。上から順に、「誤

信」、「相手との関係による浅慮」、「思考力低下・注意が逸れることによる浅慮」、「勧誘に

対する不審・批判」、「混乱」、「主観的理解」としております。なお、後ほど紹介する心理

モデルも、これらの心理状態を対応させた形となっております。 

 それを前提として、アンケートで回答いただいた勧誘について、勧誘を受けて、購入・

契約したかどうか、購入・契約した人が、今、思えば、断ればよかったと思っているかど

うかの２つについて、勧誘時の心理状態に関する回答傾向との関連性を見るため、こちら

も平均値の差を用いて分析を行いました。 

 32ページから42ページの分析から言えることをまとめたのが、概要版の裏面の表になり

ます。 

 まず勧誘時の心理状態に関して、「内容的な受容感」に当てはまるものが多いほど、つま

り「誤信」という心理状態に強く陥っているほど、購入・契約しやすい傾向にあり、さら

に契約について、後々、「今思えば断ればよかった」と後悔する傾向にあると考えられます。 

 「対人的な受容感」（相手との関係による浅慮）に陥っている場合や、「対人的な恐怖感」、

（混乱状態）に陥っている場合についても、同様のことが言えると思われます。 

 「場の拘束感」については、とにかくその場から逃れたいと思ったという項目を除いて、

購入・契約した人の方が、平均値が高くなっているため、場の拘束感という因子を構成す

る問のうち、「これまでの会話の流れから、途中で引くに引けないと感じた」、「勧誘を聞い

ていて疲れてしまい、深く考えられなかった」、「断る理由を考えていたが、思いつかなか

った」、「時間がなく、すぐに判断しなければならないと焦った」という要素に多く当ては

まる人は、購入・契約しやすい傾向にあると考えられます。 

 次に「勧誘への拒否感」（勧誘に対する不審・批判）についてですけれども、「誰かに相

談した結果、助言を受けて、断ったほうがよいと感じた」を除く項目について、当てはま

るものが多いほど、購入・契約しにくい傾向があると考えられます。 

 ただし、「誰かに相談した結果、助言を受けて、断ったほうがよいと感じた」については、

そもそも相談していない人の回答も含まれるため、そもそも相談していない人を除いて再

計算を行いましたところ、本体の33ページの一番下のグラフのとおり、勧誘への拒否感の

ほかの項目と同様に、購入・契約しなかった人の平均値が高いという傾向にありました。 

 「納得感（理解）」の項目についてですが、「購入・契約した」「購入・契約しなかった」

の間で、差の傾向は特に見られませんでした。つまり理解して購入していた人もいれば、

理解せずに購入していた人もいると考えられます。また、理解の項目が高くても、他の項

目が作用して、購入している可能性も考えられるところです。 



 最後に、本体の46ページから57ページでは、その他の分析として、幾つかのクロス分析

の結果を御紹介しております。それをまとめたものが、概要版の分析の部分です。 

 例えば声をかけてきた人の印象が良いほど、勧誘者の話を聞きやすく、さらに購入・契

約しやすい傾向があること、また、SNS上でしか知らない人への警戒心が弱いほど、リア

ルな見知らぬ人等への警戒心も弱いという傾向などが見られました。また、勧誘者の話を

聞いた時点で思ったことと、購入・契約の有無にも関係性があると分かりまして、特に話

の内容や勧誘者本人に対しての興味・関心がある場合、購入・契約しやすい傾向などが見

られました。 

 ざっとですが、机上配付資料１の内容は、以上になります。 

 なお、机上配付資料２では、先ほど紹介した因子分析の元データのほか、先ほど平均値

の差を示しました項目の一部について、クロス分析の結果を載せておりますので、適宜、

御確認いただければと思います。 

 また、前回検討会で御指摘のあった、男女別の集計結果、年齢別、特に19歳から22歳ま

でのデータを抽出したものの集計結果も、机上配付させていただきました。 

 また、参考までに、前回配付いたしました、全体版の集計表も、今回、改めて机上配付

しております。 

 机上配付資料４は、男女別の集計で、主に男女差が見られたデータ部分は、赤枠で囲ん

でおります。 

 机上配付資料５は、年齢別の集計で、主に全体とのデータと比較したときに、特徴のあ

るデータ部分については、赤枠で囲んでおりますので、御確認いただければ幸いです。 

 時間の関係もありますので、以上で、アンケート結果の分析報告を終わります。 

○西田座長 ありがとうございます。 

 ヒアリングについて、お願いします。 

○事務局 続きまして、ヒアリングと心理モデルについて、説明させていただきます。 

 ヒアリングについてなのですが、机上配付資料６となります。 

 平成30年２月に実施いたしました、インターネット調査「若者の消費者被害に関する調

査」において、「ヒアリング調査に協力してもよい」と御回答いただいた方の中から、回答

の内容等を検討し、４名の方にヒアリングを行いました。 

 内容については、資料をお読みいただけたらと思うのですけれども、特に今回のヒアリ

ングから分かったこととして、「年齢や性別特有の悩みというのは、被害に遭うきっかけに

なりやすい」。「また、きっかけとなるだけではなく、被害から抜け出しにくい状況をつく

り出す」。「勧誘者の圧力に逆らって、勧誘を断るのは難しい」。「消費生活センターへの相

談は、若者にとっては、ハードルが高かったり、そもそも消費生活センターの存在につい

て認識がなかったりする一方で、何らかのきっかけで相談することができれば、被害の未

然防止や拡大防止につなげることができる」。「悪質商法についての知識は、怪しいと気づ

くきっかけになる」ことがわかりました。 



 前回、御報告させていただいた事例も含め、ヒアリングから、消費者被害に遭わないた

めのポイントについて、アンケートだけでは分からない部分を明らかにすることができま

した。 

 非常に簡単ではあるのですが、ヒアリングについての御報告は、終わらせていただきま

す。 

 続きまして、資料３の心理モデルについて、簡単に御説明させていただきます。 

 前回の第４回の検討会で、アンケート、ヒアリングによって導かれた心理モデルの原案

をお示ししました。 

 前回お示しした心理モデルでは、本人がもともと持っていた内的な要因があり、勧誘が

行われる際に、勧誘者による外的要因が加えられるとしておりましたが、検討会での議論

を踏まえ、事業者からの欺瞞的メッセージが、本人がもともと持っていた内的要因やその

ときの状況的要因に作用し、思考するという順に変更させていただきました。 

 思考部分ですが、前回、お示ししたものでは、「周辺ルート」、「中心ルート」としていた

ものですが、今回の図では、「周辺ルート」を「簡便な思考」、「中心ルート」を「内容吟味

の思考」としております。 

 これらの名称ですが、「周辺ルート」は、勧誘の内容は吟味せず、周辺的な手がかりをも

とに判断する思考プロセスであるということ、「中心ルート」は、勧誘の内容をよく理解し、

吟味して判断する思考プロセスであるというところからつけた名前です。 

 その他の部分については、表現の部分で若干の変更はありますが、大きな修正はありま

せん。 

 心理モデルについては、適宜、机上配付資料１－１などと見比べていただけたらと思い

ます。 

 以上、非常に簡単ではありますが、資料３、心理モデルの説明を終わります。 

○西田座長 それでは、15分程度、質疑応答を行いますので、御意見、御質問があります

方は、お願いいたします。 

○多田委員 どこから、何を話していいのか、よく分かりません。 

○西田座長 そうですね。たくさんありますからね。思ったことだけで結構です。 

 お願いします。 

○福井委員 机上配付資料１－１の28ページの勧誘の手口のところで、質問項目に当ては

まるものが多いほど、契約・購入した割合が高いということなのですけれども、質問項目

の中で、特に購入・契約のときに影響が高い項目というのは、何なのですか。 

○西田座長 12の項目うち、どれが一番影響力があったのかという意味ですね。 

○福井委員 そこは何かあるのでしょうか。それとも、全体的にそういう傾向は見えず、

どの分野、どの項目というのはあるのでしょうか。 

○西田座長 その分析はなさっていませんか。 

○事務局 項目ごとには、出していません。 



○西田座長 やろうと思ったら、できそうですね。 

 下のグラフ、１～12は、個数だけなので、どれというわけではないですね。 

○事務局 そうですね。 

○西田座長 言い方を変えれば、人数分布がこう入っているということからすると、５な

いし６ぐらいの手法を使われた方が多いという理解でいいのですか。そういうことになり

ますね。 

○事務局 そうです。 

○西田座長 12やられた人は、すごいですね。そんな人もいたのですね。15％ぐらいはい

るということです。 

 私が思うには、契約した人としなかった人の比較を見てみますと、たくさんの質問項目

においての差が、統計的にあることが確認されたということから、ある意味、この調査の

予測していたことが、間違えではなかったという確認ができたことになると思います。 

 「こういう質問をしてはどうだろうか」と、質問事項を検討していたときに、「差がある

のではないか」と思ってやったわけです。それがそのまま当てはまったとすれば、我々の

経験と勘が裏づけられていると思っていいと思います。 

 例えば最初のところの分析、６ページから９ページ（机上配布１－１「アンケート分析

結果の報告」）ぐらいのところを見ると、一般的に何かの勧誘を受けたときに、相手をピュ

アに受け入れやすくて、そして、好奇心が旺盛で、自分は絶対に騙されないという自信を

持っていて、かつ、情報収集家の傾向も、話を聞く人の方が、情報収集をする傾向がある

ということですよね。だから、割と話を聞く体制があって、しかも、自分の衝動を抑えら

れない。こういう組み合わせの人をイメージすると、一番危ない人に繋がるわけです。こ

の結果の出方からすれば、加算モデル的でもいいという気がします。もしかしたら、加算

どころか、掛け算的にまずくなるのかもしれないです。そこはまだ分からないけれども、

そういう人だということです。 

 どなたかありますか。どうぞ。 

○村上委員 どこに記載があるのか分からないのですけれども、商品・サービスなどに対

して、理解が不足している状態にもかかわらず促されて購入・契約を行ったというところ

です。 

○西田座長 何ページ目を見ればいいですか。今、どこを見られましたか。 

○村上委員 １ページ目（机上配布１－１「アンケート分析結果の報告」）の中です。下か

ら２つ目の項目です。 

○西田座長 丸で書いてあるところですね。 

○村上委員 はい。 

○西田座長 理解が不足している状態で、購入・契約を促されてしまったというところで

す。これはどこを見ればいいのですか。何ページを見るのが一番早いですか。 

 こういう問いを出して、それに対して答えてもらった人たちを分析しているということ



ですね。 

○村上委員 そうです。これが項目として、一番気になりました。 

○日下部参事官 ここを切り出しては、分析はしていません。 

○西田座長 先ほどの説明の中では、例えば場の拘束感とか、対人的な受容感などに差が

あったと思います。 

○日下部参事官 参考（第４回検討会で配布した机上配布①「アンケート集計」）の中の５

ページに、どの問に丸をつけたかというものがあります。上から３つ目です。 

○村上委員 （「商品・サービス等に対しての理解が不足している状態で（よく分からない 

まま）、購入・契約を促されたことがある」という人は、全体の）26.6 パーセントです。 

○西田座長 資料はどれですか。参考資料ですか。 

○日下部参事官 前回、お配りした資料です。 

○村上委員 複数回答ですね。 

○日下部参事官 複数回答です。 

○村上委員 数字としては、高いですか。 

○日下部参事官 高いのか、低いのかは、わかりません。 

○村上委員 勧誘を受けたことがあるというのが、上位２つです。でも、これは契約をし

ているわけではないのですね。個人契約を促されたことがあるということですね。 

○西田座長 ここは、経験だけを聞いている問です。 

 契約したという話は、次のページにあります。購入・契約したというのは、ブルーで示

されているところです。こういう確率で起きているわけです。一番多いのは、上から２つ

目です。無料体験、格安販売の勧誘を受けて、契約をしたという人が３割出ています。下

も（「販売員ということを告げずに近づかれ、親しくなった後に勧誘を受けた、商品等の購

入やサービス等の契約」）多いですね。 

○日下部参事官 下から２番目（「「商品・サービス等に対しての理解が不足している状態 

で（よく分からないまま）、購入・契約を促されて行った契約」）も多いです。 

○西田座長 そちらも多いですね。商品・サービスに対して、理解が不足している状態、

よくわからないまま、契約してしまったケースは、結構あるということです。 

 全く違うところですけれども、調査前の議論にあった、SNSの問題です。資料を見ると、

こうやって差が出てくるということは、SNS上で気軽に判断している人のほうが、危ない

ということは、確認できているわけですけれども、逆に言えばというところもあるのです

が、購入をしなかった人も、同じように、応じる傾向はあるとも言える気がします。統計

的な差はあるが、大きな差とも言えないような気がします。そういう意味では、SNSとい

うものの影響力は、拭い去れないことを立証しているのかもしれません。ちょっとした差

で、やられてしまうという気がします。 

○多田委員 私もちょうど同じところを見ていて、ほとんど差がない状況のなかで、本人

がどういう性格かというところで、（騙されてしまう）危険性を持っているのかなと感じま



す。 

○西田座長 お願いします。 

○千葉委員 今のお話の部分で、机上配付資料１－１の55ページとか、後半のあたりは、

契約した方としない方、例えばとりあえず話だけは聞いて、後で判断しようと思った、こ

の部分のとても当てはまるというところは、すごく僅差なので、契約した方も、しない方

もいてとか、こういう部分は、非常に興味深いと思って見ていました。 

 今、ずっとお話に出ている、契約当事者が持っている内的な悩みとか、コンプレックス

とか、そういうものもあり、あと、知識のなさとか、色んなことが絡んでくるけれども、

とりあえず聞いてみようと思うとか、１つ上の話の内容にはとても当てはまるとか、そう

いう部分はすごく面白いと思って、結局、契約するか、しないかの判断のところに、本人

の内的要素だけではなく、ほかにも色んなものがあるからこそ、僅差にもなると思って見

ていました。 

○西田座長 そうでしょうね。 

○多田委員 今の若い人たちは、最終的に対面で勧誘されると、弱いと感じていて、SNS

はあくまでもきっかけで、誘われて行ってみて、直接に話をされたら、その後の分析もい

ろいろ（資料に）ありますけれども、「無料」などの話をされたら断りづらくなるとか、そ

ういった部分で、脆いという気がします。 

 勧誘現場へ行ったときに、その人がどんな人かということを、相手の業者は見抜くので、

断るのが苦手な人だなと思えば、そこを突いてくるでしょうし、これはこの後の話になる

かもしれないのですけれども、自己分析をしておかないと、本当に危ないと思います。 

 SNSだと間口が非常に広くなっているので、街頭で声をかけられないような人が、SNS

で気軽に誘われたりすることも、最近、見ていると、多いと思うので。悪い人たちは、今

までターゲットになっていなかった人を、こうした手段で引っ張り上げて、勧誘する恐れ

は今後増えてくると思います。 

○西田座長 お願いします。 

○五條委員 ヒアリングの件ですが、御尽力いただいて、事例が集まったのはいいと思う

のですが、事例の量的なものが、結果として、余り蓄積できなかったと思います。この検

討会自体は、次回で一区切りになると思いますが、こういう事例の集積自体は、引き続き

やっていった方がいいと思います。 

 とはいえ、こうやって一時に集めようとしても、なかなか難しいでしょう。被害は日々

発生していて、それを消費者センターであるとか、弁護団などが聞き取っているわけです。

そういった時に、比較的被害が発生して間もない時期であると、御本人の協力を得られや

すいと思います。被害事例が発生した際に、例えば消費者センターであるとか、弁護団で

あるとか、そういったところに、心理的なことがわかる人を派遣して、心理的な要因を聞

き取れるようにしておけば、事例の集積にも役に立つと思います。例えば私は弁護団で活

動している立場ですが、法的な分析はできても、心理的に分析するということが、なかな



か難しい側面があります。裁判所に事件を持ち込むと、「何でこんなものに騙されたのです

か」みたいなことを裁判所からよく言われます。そういう意味では、事件を実際に処理し

ている側としても、心理的な知見があれば、非常に役に立つという側面があるので、心理

学的知見からヒアリングを行うことが、これからもできていけばいいと思いました。 

○西田座長 それは大変いいと思うのですが、そういうことをやろうと思ったら、情報を

回していかないとできないですね。それができるといいとは思います。 

○五條委員 国センに情報は集まっていると思います。 

○西田座長 例えば裁判等で援護というか、そういうことにまで繋げられるとするならば、

すぐに対応しないと、間に合わないです。私も意見書を書いたりすることがあるのですが、

それは弁護士さんからこういう事例だという話で、調査に入るのですけれども、今、仰っ

ているのは、そういったことがシステマチックにできれば、より深いデータにもなるし、

裁判にも役に立つのではないかということです。非常に分かるのですけれども、そのため

には、１つ、仕組みが要るような気がします。 

○日下部参事官 今後の課題として、おもしろい課題だと思います。あしたできるかどう

かは分かりませんけれども、専門家が聞き取らないといけないのか、国センぐらいの知識

のある人たちでいいのか、あるいはもっと下のレベルでいいのか、消センの方々に心理学

を勉強してもらってやるのか、いろいろやり方はあると思います。毎年、90万件の相談が

きていますから、それは多分無理だと思うので、そのうちのどういうものになるのかとい

うことは、考えるべきだと思います。 

○西田座長 どうぞ。 

○多田委員 今、見ていたら、面白いと言ったら、変な言い方なのですけれども、私も今

まで取材をしてきて、（本人は）デート商法ということに全く気がついていないのです。デ

ート商法ということは、聞いたことがあるけれども、恋愛感情を利用されて、まさか自分

がそうした立場になっているということに、気がついていなかったという話もあります。

以前、雑誌の連載で、デート商法的な話を書いたら、「私と全く同じだった、それで気がつ

いた」ということもありました。 

 あと、Bさんのケースのようにクレジットカードを差し出すというケースもあります。

クレジットカードを相手に渡してしまって、勝手に使われたり、騙し取られるという詐欺

事件も多いです。この（圧力をかけられて）安易に渡してしまうという点について、なる

ほどと思いました。 

 こういった事例を詳細に見れば、騙されてしまう要素みたいなものが、色々と含まれて

いると思いました。 

○西田座長 どうぞ。 

○日下部参事官 今回のヒアリングは、色んな方にお願いしたのですが、非常に難しくし

て、結局、お金が後で返ってきたとか、最終的によかったという人が答えてくれたのです

けれども、純粋に騙されてしまった人は、協力するに丸をつけていても、全く協力してく



れない。最終的にアポを取ろうとすると、最後は何となく戻ってきたとか、助かったとい

う人だけなのです。 

○西田座長 どうぞ。 

○福井委員 先ほど五條先生が仰ったことは、確かにそうだと思ったのですけれども、実

際、今、日下部参事官からお話があったみたいに、消費者の方への聞き取りは、消費者の

人も、既にトラブルに遭っていて、傷ついている中で、さらに聞き取りというのは、結構

ハードルが高いという感じがしております。特に若者だと、タフな人でもないというか、

まだまだ未熟な方が多いので、どこまで応じていただけるのかという感じがあります。 

○多田委員 学生の集まりで、いろいろ話をしたりしていますね。 

○村上委員 やっています。 

○多田委員 もし騙された人がいたとして、１人で（問題を）抱えてしまうと、仰られる

ように、メンタルが（業者に）やられてしまっているので、一対一（の聞き取りだけ）だ

と難しいように思います。その時は、そうした（学生の集まりの）輪の中に入って、具体

的にどうやったら騙されないようにしていけるのかということを考えてもらう。意識の高

い人たちの中であれば、話しやすいと思います。私も被害者の方と話すことがあるのです

けれども、被害者の方は、手口を知っているから、（被害に遭っていない）他の人に伝えら

れる、教育というか、エデュケーションできる立場にあることを話します。「あなたは被害

を受けて大変だったけれども、それを教えてあげることで（被害を防ぐことにつながる）」

というと、話してくれるケースもある。交流の場を持っていらっしゃるので、そうしたと

ころもうまく活用して、個別の事例などを聞ける機会があるといいと思います。 

○西田座長 今みたいな話は、後ほど時間がある限り、話し合いたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 先に進ませていただきます。次は、若者が被害に遭わないために注意すべきポイントと

か、報告書の骨子について、事務局から発表をお願いします。 

○事務局 検討会では、御意見、アンケート、ヒアリングの調査によって判明したことを

もとに、消費者被害に遭わないために、若者自身が注意すべきポイントについて、現時点

で事務局がイメージしている内容を御説明いたします。 

 その後の意見交換では、若者にどのような注意喚起をするとよいかという視点でも、御

意見をいただけると、幸いです。 

 それでは、資料４をご覧ください。 

 併せて、補足資料として、机上配付資料７をお配りしておりますので、こちらも併せて

ご覧ください。アンケートやヒアリングなどで、分かったことなどを書いております。現

在は、イメージの段階でございますので、補足資料は、机上配付のみとさせていただいて

おります。 

 資料４をお願いいたします。 

 ①ですが、先ほど事務局が説明したとおり、アンケート結果から、勧誘や消費者被害に



関する心理傾向を探るため、共通する心理傾向を抜き出して分類したところ、６つの心理

傾向を見出すことができました。そして、それぞれの傾向ごとに、勧誘に対する考え方と

か、影響を受けやすい勧誘のアプローチが異なっていることがわかりました。 

 机上配付資料の３ページ、４ページの部分を併せて御参照ください。そちらに６つの心

理傾向が強い人の特徴をまとめております。先ほどお話ししたことと重複しますけれども、

例えば純粋受容傾向が強い人については、勧誘者から最初にアプローチされた際、その話

を聞きやすいという傾向もありますし、また、一旦話を聞いた後、純粋受容傾向が強い人

は、購入・契約もしやすいという傾向が見られました。 

 例えばどんな相手でも、向こうから声を掛けられれば、無視できないとか、納得してし

まうというところに当てはまる人は、この傾向が強い人です。ですので、こういった傾向

のある人が注意すべきポイントとしては、勧誘者の話を聞き込んだり、相手の意見やリッ

プサービスに流されないようにすることが考えられます。 

 ほかにも、それぞれの傾向を書いておりますけれども、それぞれの傾向が強い人は、記

載しているような特徴がありました。これもどの傾向が強い場合だったら、大丈夫、心配

ないということではなくて、それぞれ特徴があって、例えば情報収集傾向の強い人は、話

を聞きやすいという傾向が見られました。つまりそれぞれの心理傾向ごとに、弱みや特に

注意すべきポイントが異なっているということだと思います。そのため、自分だったら、

どういう心理傾向が強いのか、そして、心理傾向のために、自分はどういう弱みを持って

いるのかということを、あらかじめ知っておくことが重要なのではないかと思います。ま

た、１人の人間が複数の傾向を持っている場合もありますので、自分の性格や考え方の傾

向を把握しておくことが必要だと思います。 

 次に資料４の②を見ていただければと思います。こちらもアンケートから判明したので

すけれども、机上配付資料７の５ページにも書いてあるとおり、人間関係に悩んだりとか、

誰かを見返したいとか、そういう悩みや不安がある人は、購入・契約しやすいという傾向

が見られました。 

 悩みや不安を煽るような勧誘とか、あたかも悩みを解消できるような勧誘を受けてしま

うと、購入・契約までに至ってしまうのではないかと考えられます。だからこそ、自分が

抱えている悩みや不安をあらかじめ自覚しておいて、そこを煽ってこられるような勧誘は、

怪しい勧誘かもしれないと認識しておく必要があると考えます。 

 ③です。知らない人から町で声をかけられたとき、話を聞くなど、知らない人に対する

警戒心が低い人は、SNS上でしか知らない人に対する警戒心も、比較的低い傾向が見られ

ました。 

 知らない人に対する警戒心の低い人は、勧誘を受けた後、購入・契約までに至ってしま

う傾向が見られました。ですので、そういった傾向のある人は、相手によっては、自分自

身が消費者被害に遭うリスクもあるという警戒感を持っておくことが、大事だと思われま

す。 



 資料４の裏のページを見ていただいて、④です。 

 これは、資料３の心理モデル（案）の右上部分を見ていただければと思いますけれども、

誤信、浅慮、混乱を書いてあるところと、並べて見ていただければと思います。 

 客観的に見ても、十分な検討ができているとは言えない心理状態があって、アンケート

などの調査とこれまでの検討会から、それを誤信、浅慮、混乱という心理状態に整理して

いるところですが、こういった心理状態に陥ってしまうと、購買品や契約の良し悪しにつ

いて、十分な検討ができず、通常であればしないような購入・契約をしてしまう可能性が

あると考えられます。 

 さらに誤信、混乱、浅慮の心理状態が強い状態で契約した人が、契約について、今、思

えば、断ればよかったと後悔している傾向が見られました。言い換えると、契約のときに、

十分な検討ができずに契約してしまったということの表れだと思います。 

 ヒアリング調査でも、そういった状態に陥っているのではないかという事例を見ること

ができました。 

 悪質な勧誘者は、あらゆる手段を使って、このような心理状態に陥らせて、契約に持っ

ていくということもあり得るかと思いますので、誰でもこのような危険な心理状態に陥る

ということ、そして、狙われているのではないかということを認識する必要があると言え

ます。 

 ⑤です。ヒアリング調査で特に見られたのですけれども、悪質な手口や勧誘などの知識

がないため、悪質な勧誘を受けても、変だとは認識できなかったり、商品・サービスその

ものの知識がないため、相手から説明された内容が、購入・契約するかどうかの基準にな

ってしまって、商品・サービスそのものの価値を見誤ってしまっていることがあります。 

 そうならないよう、契約の基礎知識とか、借金とか、そういうものに潜む危険性などの

知識を得ることが、重要だと考えられます。 

 ⑥です。アンケート結果から、勧誘の詳しい話を聞く前の最初の段階で、相手の第一印

象や最初に思ったことが、最終的な契約の有無に影響していることが分かりました。相手

の第一印象がとても良かったり、最初に話しかけられた時点で、内容に興味があると思っ

た場合は、契約しやすいということです。逆に最初の段階で、既にちょっと怪しい、不審

だと思った場合は、購入・契約しにくい傾向が見られました。つまり一番最初の段階が重

要であって、ここで「あれっ」と思うことが大事だと思われます。 

 また、例えば「こんなに儲かる」とか、「あなただけ」と、感情を揺さぶられて、そうい

った感覚的な印象だけで判断することも危険だと思われますので、安易に判断・行動する

ことの危うさを認識して、怪しい点や不審な点はないか、よく考えてみることが必要なの

ではないかと思われます。 

 あとは、参考として、机上配付資料７の13ページ以降に、これまでの検討会の議論で出

た意見やポイントを抜粋して書いておりますので、御参照いただければと思います。 

 以上で、資料４、若者自身が注意すべきポイントのイメージに関する説明を終わります。 



○日下部参事官 続いて、資料５ですけれども、御説明させていただければと思います。 

 今後、報告書をまとめていくに当たり、ポイントは、先ほど事務局から説明した内容を

中心に、膨らませていくのだと思いますけれども、骨子として、資料５を御参照いただけ

ればと思います。 

 とりあえず、項目出しだけで、こんなイメージだと考えているところでございます。 

 最初は、若者の消費者被害の現状分析です。この中では、国センからも発表がありまし

たことを交えながら書いていく。 

 ３の若者を取り巻く消費者被害・トラブルの現状というところは、多田先生とか、千葉

先生とか、五條先生の御説明もありましたので、そういうものも、こういうところで入れ

ていこうと思っているところでございます。 

 第３、若者が消費者被害に遭う心理的要因の分析ということで、総論的なことは、西田

先生に御発表もいただいていますけれども、そういうことをもとに書いていく。 

 次にアンケート結果を中心とした分析と、ヒアリング結果の分析を入れていくことにな

ると思います。 

 それから、心理モデルです。先ほどから出ていますけれども、心理モデルについても説

明をし、そこで紹介をします。 

 被害の拡大、マインド・コントロールについても、今日、御発表いただきましたので、

それについても、ちょっと書き込んだほうがいいと思っているところでございます。 

 裏面にいきまして、西内先生に御発表いただきました、法学と心理学との関係性とか、

あと、次回の検討としていますけれども、現行制度と心理モデルの比較とか、そういう話

もやるべきだというお話がございましたので、そういうことを第４に書いてございます。 

 第５として、若者が被害に遭わないために注意すべき点ということで、ACAPの方から

御発表もいただきましたけれども、産官学協働の取り組みなども踏まえながら、あと、今

日のポイントなども踏まえながら、注意すべき点を書いていくことになると思います。注

意喚起的な文言も入れられればいいと思っております。 

 最後は「おわりに」です。 

 こういう流れで考えています。 

 次回は、恐らく６月下旬になるかと思います。意見をいただいて、直すところは直しま

すけれども、原案的なあらあらの案をつくったところで、先生方にお投げして、いろんな

コメントを踏まえて、適宜、修正しながら、仕上げていく。従って、次の検討会に出す段

階では、「てにをは」だけを直せばいいというものよりは、まだまだ手前のもの、粗々の案

みたいなものを出させていただければと思っています。それから、次回の検討会で少し議

論することがあれば、それも入れて、案を固めていって、最後、皆さんに御確認いただい

て、完成させるというイメージで、現在、作業をしているところでございます。 

○西田座長 ありがとうございます。 

 それでは、15分程度、質疑応答を行いたいと思います。報告書骨子（案）と若者自身が



注意すべきポイント、若者にどのような注意喚起を行うべきか等、御意見、御質問をお願

いしたいと思います。また、意見交換もあわせて行いますので、私や事務局からの発表な

どを踏まえて、全体を通した御質問、御意見のある方は、お願いいたします。 

 お願いします。 

○五條委員 全体的に見て、論旨としては、このとおりだとは思うのですが、若者たちが

具体的に何をしたらいいのか、もう少し具体的にアドバイスができたほうがいいのではな

いかと思います。 

 例えば勧誘文言でいうと、「今だけ」とか、「無料」とか、「あなただけ」とか、そのあた

りのことは書いていますが、「こういうワードが出てきたら気をつけろ」といった具体的な

アドバイスを示したほうがいい。あるいは勧誘への対応でいうと、勧誘されても、基本的

にその場では決めないといったことです。他方で、缶コーヒーを買うのに、その場で決め

ないわけにはいかないので、「幾ら以上の契約をするときには、即決するな」とか、そうい

う具体的なアドバイスができた方がいいのではないかと思います。 

 高齢者の被害の分野と比較すると、高齢者被害ではそういうことが既に行われていて、

「電話に出るな」とか、あるいは「ATMで携帯電話を操作するな」とか、「『レターパック

で現金を送れ』は、全て詐欺」とレターパックの封筒に書いてあるとか、ものすごく具体

的です。こういうことで被害を防げるとまでは言えなくても、可能性を下げられるという

アドバイスができればいいと思います。 

 自分の弱みを知ったり、性格を知るというのは、確かに大事なのですが、それは自己分

析なので、難しい部分があります。具体的にこうだというのは難しいので、そういうもの

も、具体的な行動に落とし込んで、例えば自分の悩んでいるものを３つ書いておく。それ

に関連するような契約だったら、する前によく考えろとか、常にその場で決めるなという

のが大事だと思います。ネットでの情報収集も含め、誰かに相談するか、比較していれば、

契約しなかったというケースが非常に多いと思うので、とにかく即決しない。逆に言うと、

先ほどの今だけとか、無料とか、何とかというのは、即決させるための広告商法だと思う

ので、させないというところに誘導することが大事だと思います。 

 話を戻すと、悩みの話などでいうと、心理テスト形式みたいなもので、悩みを押してい

くと、「あなたが気をつける契約は、これ」だといって、エステとか、何とかと出るような

ページなどをつくって啓発したり、そういうことができると思います。とにかく簡単にで

きないと、実際、若者に届かないと思うので、そういう具体的な落とし込みがもうちょっ

とできればいいと思います。 

○西田座長 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○多田委員 文言もそうなのですが、（若者の）皆さんが、気がつくのは、流れなのです。

こういう流れでいったら、「これは騙しだ」ということに、気がつけるパターンがあると思

います。 



 もう一つ、怪しい基準です。「怪しいと思った」というところが（資料に）あるのですけ

れども、何をもって怪しいと思うのかは、人それぞれなので、その辺も具体的に示したほ

うがいいと思います。たまたま相手が不審な行動をしたから分かったということもあるで

しょうし、向こうが怪しまれないように（慎重な行動を）してくることもありますので、

気づけるポイントなどもあったほうがいいと思いました。 

○西田座長 どうぞ。 

○千葉委員 今、五條先生から、シチュエーション的なワードの具体性という話が出たと

思うのですけれども、それに加えて、若い方がいろいろ言われたときに、返す言葉が浮か

ばなかった、どう言っていいか分からなかったということで、御自分で混乱に陥って、さ

らにパニック状態みたいな感じになって、不安が増す方もいると聞くので、そういう意味

で、具体的に、「こう言われたときに、こう断る」という、断りのワードがあるといいと思

います。 

○西田座長 皆さんのお言葉に対して、まとめて言えることだと思っているのですが、こ

の検討会だけではない問題だと思っているのですけれども、知識の重要性はよく主張され

ているのですが、例えば今回出てきたように、よく分からないうちに契約してしまってい

るということが出ているわけです。そのためには、今、言ったように、知識を持っている

だけではなくて、実際の場面の中で、どう返答するかもそうですし、行動レベルで、危な

いときに、どんな具体的な行動をとるべきなのかというところを考えてもらわないといけ

ない。つまりよく言うのですけれども、練習とか、トレーニングができるような、要する

に「詐欺場面で断るためのトレーニングをしましょう」みたいに持ち込むような、報告書

を仕上げるべきなのではないかと思います。知識だけではなくてね。 

 そのために、例えば今回のアンケート調査などは、実証的なデータが得られているので、

こういうものも使って、五條委員が言うような意味での自己分析になるような、「この項目

で、何点以上とる人は、客観的な証拠として、危ないという結果が出ています、被害者グ

ループです」という警告を発することにも、今回、使えるデータがあると思います。チェ

ックリストみたいなものを作って提示するとか、あるいはそれに近いところでは、先ほど

仰っていましたように、イエス、ノー的に答えていって、「あなたはこのタイプに弱いです」

みたいなことも、今回のアンケート調査を使えば、作れると思います。 

 そこまで作ってあげるがどうかは別にしても、こういう問題を考える人たちが、そうい

う方向に動いてくれるような報告書が望ましいというのが、皆さんの御意見だろうと思う

のですけれども、いかがでしょうか。 

○多田委員 詐欺とか、悪質業者というのは、事前にロールプレイングしているわけです。

この人を騙すために、こういうふうにしましょうと、練習しているわけです。ところが、

身を守る側の人たちは、練習する材料がない。そうした材料を与えてあげて、例えば各教

育現場で、実際にどんなふうに（騙しが）やっていくのかという、たたき台というか、そ

ういうものをつくっておくことは大事だと思います。 



○西田座長 シミュレーション、シナリオをつくってあげるということでしょうね。 

○村上委員 今まで、教育とか、情報提供してきましたけれども、その場（契約・購入の

当事者）にならない限り、本気にならないのです。一過性なのです。実際に自分が遭遇す

るようなイメージになるような、何かを持ってこないと（身につかない）。 

○西田座長 近未来的には、アイデアは出せると思うので、今回のレポートは、「こんなも

のができそう」だとか、「あり得る」みたいなレベルまで、持っていければいいと思います。 

 最近だと、VRというシステムもおもしろいと思います。ああいうものを使って、例えば

詐欺師に出会うシミュレーションみたいなことができれば、すごく役に立ちそうな気がす

るし、リアルです。 

 私が時々思うのは、クイズ形式で、ヒヤリ・ハットしなければいけないシーンがありま

す。「あと１個しかありません」とか、先ほどの甘い勧誘です。そういったいろんなシーン

の映像を見ながらとか、文章を読みながらとか、何か所か気づいて欲しいところを作って

おいて、どれぐらい気づけるかみたいなことで、その人のチェック能力を測るとか、そう

いうことをやらないと、実際に怪しいときに、「怪しい」と思えないのではないかと思いま

す。「怪しいものには、注意してください」という、今までのやり方は、どちらかというと、

そんな感じで、そこでは生きないので、もう少し臨場感あふれることをやっていただけれ

ばと思います。 

 今までのように、そういう提案を考えてくれというレベルで終わってしまうと、どうす

ればいいのかと、皆さん、仰るので、そこに「こういうものもあるのです」みたいなもの

が出せればいいと思います。 

○村上委員 学生に少し考えさせてみましょうか。 

○西田座長 私自身が神奈川県から頼まれたものなのですが、あなたはこういうタイプに

弱いみたいなものを作ったことがありますし、百人一首風のカルタをつくって、こういう

ときにはこうしろみたいなゲームを作ったりしています。そういったものを普及させると

いうのも、アイデアだろうと思っているのですけれども、そういったものを含めて、参加

型、実践型の方向でやらないと、気がつかないうちに契約してしまった人たちというのは、

今後も出てしまうという結論だと思います。 

○村上委員 一番救うべきところは、そこだ（気がつかないうちに契約してしまった人）

と思います。33％ぐらいありました。 

○多田委員 テレビ（の収録）で「俺はだまされない」という人に対して、（私が）詐欺師

役になって、電話をするということをやるのです。そうすると、初めて自分は騙されると、

分かるのです。そういう臨場感は大事だと思います。 

○西田座長 今回の検討会の中で、具体的なシミュレーションまでは、当然議論できない

ので、書くことはないと思うのだけれども、そういった方向の報告書にまとめていただい

て、次の１年とか、２年で、そういった教材をつくるプロジェクトを立ち上げていただく

と、面白いものになると思います。 



 今までゲーミングというのは、１つの方法だと思っていて、将来的には、VRまでいけば

一番いいと思うのですけれども、そこまでいかなくても、簡易のもので遊びつつ、授業な

どでも、ただ講義を受けるのではなくて、やっているうちに身につくみたいな方法という

のは、考えられるはずです。今まではそういった検討会はなさっていないので、やると良

いような気がします。 

 どうぞ。 

○千葉委員 啓発の資料、DVDとか、色々お作りなのです。若者に特化してとか、マルチ

に特化とか、お笑いとまぜたものとか、色んなものがあるのですけれども、今回のアンケ

ートから出てくるように、わかっていても、錯覚してだまされる傾向もあるとか、心理要

因とか、色んなことで、心理操作されるとか、そういうリアルなシチュエーションが浮き

彫りになるようなものだと、新しいと思います。 

○西田座長 それに加えて、今までの啓発のところは、割とやりっ放しが多くて、どれだ

けの効果が得られているのかというのは、分からないのです。色んな機関がお作りになる

場合は、「できた」で終わってしまっているのかもしれない。今度は、それを受けて、例え

ばそういうDVDなども集めていただいて、それでどの程度の効果があるのかを検証しなが

ら、それを否定するのではなくて、それを改良するようなものをつくれば、もう一歩、い

けるのではないか。 

 正直言って、DVD等は、どうしても他人事のように見てしまっている感じがします。そ

こに一定の効果がないとは言わないけれども、いまいち効果が得にくくて、学生を見てい

る立場からすると、ああいうものを見ると、寝てしまっている人が多いのです。「俺らは関

係ない」みたいな話になるのです。それだと困るので、おもしろい、享楽的と言ったら変

だけれども、関心を持って、参加したいと思えるものが一番いいような気がします。ゲー

ムをやって、例えば勝者には何かあげるみたいにやると、必死になると思います。 

 そういうことも含めた、次のステップにつながるような報告書、そんな感じで、これで

まとまりましたではなくて、「ここからだ」みたいなものにしていただきたいと思います。 

○日下部参事官 わかりました。 

○西田座長 時間が５分前になってしまいましたので、事務局から、徳島オフィスの取組

を一部紹介していただけるということなので、参事官、お願いいたします。 

○日下部参事官 今、あったお話に関係するのですけれども、『社会への扉』という教材を

配っています。高校生を念頭に置いた教材なのですが、この教材を使った授業を徳島県内

の全ての高校で行っているという紹介です。 

 １枚紙をポンチ絵でつけていますけれども、徳島県内には56校ございますけれども、支

援学校とか、高等専門学校も含めて、大部分は普通の公立高校ですが、そこで『社会への

扉』という教材を使った授業を、少なくとも１コマやってくれとお願いをして、昨年度、

実施しました。今年度も実施します。 

 このプログラムを実際にやってもらって、どうして出来たのかという要因は、今、分析



中ですけれども、例えば教材自身は、文部科学省も絡んでいますので、学習指導要領に沿

ったものであることから、先生からしてみれば、全く新しいことをやらされるのではなく

て、やらなければいけないことのうち、一部、これを副読本として使ってやることになる。

家庭科の授業がメインで、一部そうではない、公民科の授業とか、ホームルームとか、総

合学習の授業で使っているところもありますけれども、多くは家庭科の授業で使っていま

す。 

 なぜ家庭科なのかというのは、学習指導要領のことで教科書を見てもらうと、家庭科の

授業の中では、消費者教育についての記述はそれなりにあります。教科書上の６コマ分ぐ

らいは、分量として割かれていると聞いていますけれども、６コマ分ぐらいの授業を、本

来はしなければいけないということがあるので、そこで『社会への扉』を使った授業を少

なくとも１コマやってください。したがって、最初から最後まで使うのではなくて、好き

なところを少しでもいいから、使ってやってくださいということで、大体クイズとかを使

っているところはあると聞いていますが、そういうことを昨年度やり、今、どういう授業

をやりましたかという事例集も作っています。 

 それから、効果の測定という話が先ほど出ましたけれども、やる前とやる少し前とやっ

た直後にアンケートと簡単なクイズで、記憶を確認するものを含めたクイズを10問ぐらい

やって、それを見ると、ちゃんと分析が終わっているわけではないのですが、効果は少し

出ているのではないかという感じがあるようですが、そういうこともやっています。 

 その効果については、秋口ぐらいになるのかもしれませんけれども、いずれ公表したい

と思います。事例集については、もうちょっと早く公表したいと思っているところであり

ます。 

 今年度、こういう取組を消費者庁でやっていますので、先ほどの教材の話でも、おもし

ろいものがあれば、徳島県は実証フィールドとして使ってほしいと言っていますから、も

しかしたら、そういう場で、全校かどうかは別にして、一部の学校で授業をやってくれと

言えば、やってくれるかもしれません。『社会への扉』を使った授業は、少なくとも１コマ

やってくれと言って、やってくれています。 

 この取組は、今、成年年齢引下げが国会で審議されていますけれども、恐らく法案が通

れば、いずれ日本全国で、非常に留意しなければいけない話になってきますので、消費者

庁、文部科学省、法務省、金融庁としては、今年度から来年度、再来年度までの間に、47

都道府県全ての高校１年生、あるいは一部２年生を対象に授業を行うということで、今、

徳島モデルを47都道府県に広げるという目標を掲げています。 

 ただ、難しいのは、高校に授業をしてもらうのは、別に国が授業をやっているわけでは

なくて、自治体が授業をやっていますから、そういう自治体に対してはお願いをして、や

ってもらうことが大事になってくるわけですけれども、国レベルとしては、４省庁と合意

して、この教材を使ったものを少なくとも１コマ使うという徳島モデルを、47都道府県に

３年度以内に普及するという目標を掲げたところです。 



○西田座長 １コマというと、50分ということですか。 

○日下部参事官 50分です。少なくとも１コマ使ってほしいと思っております。 

 現在、こういうことをやっていますので、もう少ししたら、効果の測定も公表する予定

ではあります。 

○西田座長 ありがとうございました。 

 皆さんの御意見を伺って、総括することは難しいのですけれども、今回、資料はたくさ

んございましたので、とても細かく目を通すことができなかったと思います。その点を含

めて、私も協力させていただいて、もう少し洗練されたものをさらにすくい上げて、報告

書のための資料づくりをしていきたいと思っております。 

 時間ですので、事務局からお願いしたいと思います。 

○日下部参事官 次回ですけれども、報告書の原案等と、注意喚起について、検討したい

と考えております。 

 今のところは、最終回という予定で準備しているところでございます。 

 報告書原案は、今日、いただいた意見を踏まえながら作成しますけれども、恐らく完成

からまだまだ遠いという段階のレベルにあると思いますので、当日の御意見なども踏まえ、

その後も、先生方ともメール等で御確認させていただきながら、夏までに報告書を完成さ

せていきたいと思っております。夏はいつまでかというのがあるのですけれども、少なく

とも来月ではないということで、夏ぐらいには出したいと思っているところでございます。 

 次回の検討会の開催日時や場所については、御連絡させていただきたいと思います。多

分ここの場所になると思います。 

 また、先ほど座長からもありましたけれども、こういう分析をしたほうがいいのではな

いかとか、ここはどうなっているのだとか、いろいろあれば、それは追加で分析させてい

ただきたいので、御連絡いただければと思います。随時やっていきたいと思います。 

 私からは、以上でございます。 

○西田座長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。 

 お忙しいところを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。次回もど

うぞよろしくお願いいたします。 

 


