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第６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６月22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 
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○西田座長 それでは、時間になりましたので、第６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、大変御多忙のところ、本日も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。 

 なお、本日は、消費者調査課の澤井課長が出席しております。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 本日は、事務局から報告書原案等についての報告をいたします。その後、意見交換会の

場も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、配付資料の確認をしたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 配付資料の確認をさせていただきます。 

 議事次第。 

 また、席上配付資料を３部配付しております。 

 以上が本日の配付資料でございます。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 皆様、資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、カメラの撮影、いませんね。 

○日下部参事官 東京にいるかもしれませんが、一応、ここまでという。 

○西田座長 一応、いるのですね。 

○日下部参事官 かもしれないということです。 

○西田座長 カメラの撮影はここまでとさせていただきたいと思います。 

 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

守をよろしいお願いいたします。 

 それでは、議事を進めたいと思います。 

 議事次第の「２．議題」に関しまして、最初に事務局から報告書原案についての御発表

をお願いしたいと思います。 

 まずは、前回の検討会後に行った追加的なアンケート分析について説明してもらいます。 

○事務局 では、御説明させていただきます。 

 まず、お配りしております報告書原案61ページの図42をご覧ください。これは、アンケ

ートに答えていただいた11,238人のうち、どれくらいの人がこの中の勧誘メッセージに対

して反応を示したのかを整理したものです。というのも、これまでお示しした分析では、

問3-6で、声をかけられたときに話を聞いた、あるいは読んだ人の割合をお示ししていたの

ですが、これには、問3-1のように、そもそも「広告・宣伝物を見て、自ら連絡した」、「自

らお店に行った」という人は除外された数に占める割合となっておりました。そこで今回

は、自ら連絡したり、お店に行ったという人も含め、メッセージに対して反応した人がそ



 

 

もそも全体の何割を占めるのかをお示しした図となっております。その結果、約７割の人

がメッセージに対して何らかの反応を示していることが分かりました。 

 次に、62ページの図43をご覧ください。これは図42でお示ししたメッセージに対して、

何らかの反応を示した人たちが、問3-11の具体的な勧誘手法のうち、どの勧誘を受け、購

入・契約をしたかどうか、また、購入・契約した場合は、問3-17の選択肢「良い購入・契

約だった」と思っている人と、そうでない人が何割いるかを示しています。 

 なお、「良い購入・契約だった」と思えない契約をしたという人は、「今思えば、断れ

ば良かった」「分からない」「考えたことはない」を選択した人が含まれています。この

結果により、勧誘内容が「「悪い業・たたり・因縁・災い・悪い運勢から逃れるにはこれ

を買いなさい』と勧められた」とか、「説明会等の会場で、異様に盛り上がった雰囲気の

中、商品の購入を勧められた」「容姿を美しくするという目的で、美容医療エステの契約、

健康食品・サプリメントの購入などを勧められた」という人は、半数程度は購入・契約ま

で至っていることが分かりました。 

 また、同じく図43の黄色の部分になるのですが、購入・契約した人のうち、多くの人は、

「「良い購入・契約だった」とは思えない購入・契約をした」と思っていることが分かり

ました。 

 一方で、ピンク色の部分が「良い購入・契約だった」と思っている方になりますが、こ

のような方々は、もしかしたら被害意識を持っていないのかもしれないと考えております。 

 次に、64ページをご覧ください。ここに掲載しております表２については、第５回の検

討会でお示ししたものですが、購入・契約の判断に影響を及ぼすと考えられる性格的特徴

を分類したものです。心理テストの問５を「因子分析」して６分類にしたものです。 

 次に、67ページの表４をご覧いただければと思います。先ほどご覧いただきました表２

の項目を購入・契約の判断に特に影響を及ぼすと考えられる15項目に絞りました。 

 どのように15項目に絞ったかについては、140ページの【参考資料 補足３】をご覧いた

だければと思います。問５については、「とても当てはまる」から「ほとんど当てはまら

ない」までの５段階で回答するようになっており、それぞれ５点から１点を付しまし、回

答の平均点をとりました。その結果、「勧誘者への一般受容傾向」「権威性・希少性の被

影響の傾向」「内的衝動の重視傾向」については、いずれも「購入・契約した」の方が「購

入・契約しなかった」よりも平均値が高かったことから、購入・契約の判断に特に影響を

及ぼすと判断しました。 

 次に、142ページをご覧ください。ここでは先ほど申し上げた３つの心理傾向の因子分析

の結果を抜粋したものです。これらの項目のうち、因子負荷量が高い上位５つをそれぞれ

抽出し、15項目にした次第です。 

 では、67ページにお戻りいただければと思います。これらの15項目について、「とても

当てはまる」から「ほとんど当てはまらない」までに、それぞれ５点から１点を付しまし

た。 



 

 

 68ページをお開きください。この図44には、５点ごとに得点を分類したときに、購入・

契約した人と、しなかった人がどのくらいの割合を占めているのかを示しています。 

 これをさらに加工した図として、69ページの図45をご覧ください。点数を６ゾーンに分

割し、購入・契約した人と、購入・契約しなかった人がそれぞれのゾーンにどのように振

り分けられているかを示しています。その結果、点数が高くなるほど購入・契約する可能

性が高くなり、60点以上のゾーンに入る若者は、不審感を抱く勧誘を受けた場合、購入・

契約してしまう人が約76％となることが分かりました。今回の分析に用いたこの15項目に

ついては、この項目の当てはまり具合の合計点によって購入・契約しやすい心理傾向を測

ることができるとして、「リスキーな心理傾向」と名づけました。 

 72ページをご覧いただきたいと思います。表５は、前回の検討会でお示しした表ですが、

勧誘時の心境や状況について尋ねた問3-14を因子分析し、その心境について６分類したも

のでございます。この因子名については、座長と御相談の上、事務局でも検討し、再考い

たしました。 

 また、問3-14の各項目は、勧誘時にどのような心境だったかを測ることができる問であ

るため、言いかえれば、若者が不審感を抱くような勧誘を受けた際に、どのような視点か

ら勧誘の内容等を検討しているかを表しているものと考えられます。そこで、今回、この

６つの分類を、若者が購入・契約の判断を検討する際に使用する「６つの警戒的な視点」

と考えました。この「６つの警戒的な視点」については、注意喚起にも活用できると考え

ております。 

 次に、75ページの図47をご覧ください。前回の検討会でも問3-14の項目ごとに、購入・

契約した群と、しなかった群の平均値を示しておりましたが、今回は６つの分類ごとに示

しました。さらに、黄色の部分になりますが、「「良い購入・契約だった」と思える購入・

契約をした」と、「「良い購入・契約だった」と思えない購入・契約をした」群とも比較

できるようにしています。 

 なお、平均値については、問５と同様に５段階で回答したものに５点から１点を付し、

点数化しております。 

 また、「「良い購入・契約だった」と思えない購入・契約をした」については、先ほど

と同様に「今思えば、断れば良かった」「分からない」「考えたことはない」を選択した

人が含まれています。 

 「「良い購入・契約だった」と思えない購入・契約をした」ことについては、「場の拘

束感の有無」「否定的側面」「強引な要請の有無」の平均値が比較的高くなっていること

から、「場の拘束感」「否定的側面」「強引な要請」を感じながら購入・契約をした場合

は、「良い購入・契約だった」と思わない傾向にあることが分かりました。 

 一方で「良い購入・契約だった」という人は、「場の拘束感の有無」や「否定的側面」

の平均値が低い傾向にあります。つまり、場の拘束感や否定的側面を感じながら購入・契

約した場合は、「良い購入・契約だった」と思わない傾向にありますが、そうでない場合



 

 

は、自分自身で決めたこととして、自分の判断を正当化している可能性があると考えるこ

とができると思われます。 

 以上が前回の検討会後に追加的に行った分析でございます。その他の図表については、

前回の検討会でお示ししたものです。 

 なお、お配りしている報告書原案の10ページから46ページについては、アンケートの単

純集計表となっております。第４回の検討会でお示ししたものと同じ内容ですが、24ペー

ジの問3-11、具体的にどのような勧誘内容だったのかというものの集計表については、男

女で勧誘の内容に大きな差が出るものがありました。ですので、25ページの図22-2という

ことで、追加で掲載させていただいております。 

 なお、男女別の集計表については、報告書発表の際には補足資料として掲載する予定で

す。 

 また、今回掲載はしておりませんが、23ページの問3-10について、「下記のような勧誘

手法がありました」というところなのですけれども、「はい」と答えた人のうち、どのく

らいの割合の人が購入・契約したかも確認させていただいたのですが、それぞれの選択肢

について、４割から５割ぐらいの人が実際に購入・契約をしておりました。 

 また、47ページから60ページについては、勧誘を受けた際の心境について尋ねた問3-14

と、心理テストの問５について、購入・契約したかどうかの集計表でございます。こちら

も第４回の検討会でお示ししたものです。 

 以上でアンケートの部分についての御説明を終わります。 

○西田座長 ありがとうございます。 

 それでは、10分程度、質疑応答を行いますので、御意見等ございましたら、お願いいた

します。 

 １カ所、多分、言い間違われたのではないかなと私は思ったのですけれども、69ページ

の説明をなさったときに、ゾーンに分けているところなのですが、６分割とされています

けれども、５ではないですか。下を見れば、５ゾーンですね。 

○事務局 失礼しました。 

○西田座長 いかがでしょうか。どうぞ。 

○五條委員 書いてあることよりか、書いていないことの話が先に来てしまって恐縮なの

ですが、この報告書をざっと拝見している限り、現行法制の問題とか、あるいは法改正に

関わるような話については基本的に言及がありません。この研究会の性質等は理解はして

いるつもりですが、第１回検討会でつけ込み型勧誘の問題について言及がありました。今

国会で成立した消費者契約法の改正にしても、成人年齢引き下げの問題に関しても、附帯

決議で、つけ込み型勧誘については早急に何とかしろという言及がされています。この研

究結果で法的に手当てができていないところについては、こういった研究を基礎にして法

制化を検討すべきと書くか、することになるだろうと書くか、それはこの検討会の限界に

も関わることだとは思いますが、その程度は言及してもいいと考えています。こういう分



 

 

析結果が出て、「こういうことに気をつけましょう」という話があり、それ自体は大事な

のですが、気をつけるだけではやはり防ぎ切れないところがあると思います。そういうと

ころは立法で手当てするというのが本筋ではないでしょうか。 

○西田座長 そうですね。法的な視点というのは、報告書原案には出てこない。 

○日下部参事官 今、思っていますのは、そういうのは「おわりに」とかに全体を受けて

書いた方がいいのかなという気はしていて、まだ「はじめに」と「おわりに」ができてい

ないのでつけていないのですけれども、「今後の宿題」とか、「これを受けて、こうして

いくことが望ましい」とか、書き方は工夫しなければいけないかもしれないですけれども、

そこはまたいろいろ案をつくって御相談させていただきますけれども、「おわりに」に入

れる感じかなとは思っています。 

○五條委員 ぜひお願いします。 

○日下部参事官 書き方については、またいろいろ御相談させていただく形になると思い

ます。 

○西田座長 ９章のところで「法学と心理学との関係性」とか、出てきますので、その後

にさらにつないで、具体的な法規制の問題へという書き込みがあるとよろしいのかなとい

うことでしょうかね。 

 どうぞ、ほかの方も御意見くださいませ。 

○多田委員 多分、この後の話になると思うのですけれども、要は、今、挙げていただい

たもの（「６つの警戒的な視点」）が、後々の警戒心（のチェック）という話に繋がると

考えて。 

○西田座長 警戒心と言っているのは。 

○多田委員 この後の項目になってしまうのですけれども、「勧誘者への評価：警戒心１」

とかが、最後のほうに出てきますね。 

○西田座長 何ページぐらいのことを言っているのですか。 

○多田委員 131ページ、最後の方になってしまうのですけれども、そっち（若者が勧誘時

に注意すべき項目のチェックシート）に繋がるものと考えていいのか。 

○西田座長 それが何に（繋がるということですか）。 

○多田委員 さきほどで挙げていただいた警戒的な視点が、これらの警戒心（のチェック）

というものに繋がってくるのでしょうかということです。 

○西田座長 警戒心というのは、先ほどの説明の中ですと、72ページの表とかが出てくる

わけなのですね。つまり、心理的に６つの次元に分解できたというところが、今回の調査

ですごく重要なところだと思うのですね。この６つの次元が、心の中で我々が警戒心とし

て一般的に持っているものだろうと。警戒心として、そのハードルというか、アンテナを

高めるようなものを測るというか、各自で確認していけば、チェックシートにつながって

くるという発想になるのかなと思うのですけれども、そういう繋がりでここが書かれてい

るということですね。 



 

 

○多田委員 この（６つの）視点が下敷きになって、後々の話に繋がっていくということ。 

○西田座長 この辺が私はすごく新しいし、エビデンスとしても出てきたことが重要だと

思うのですね。いわゆる不審な勧誘に対して人はどう反応するのかということに関して、

今までは本当にブラックボックスだったのですね。一般に騙される人は、不審と言われる

ものを不審と思っていないわけでしょう。買ってしまって、周りから見れば、「それはお

かしかったでしょう」みたいな話になるのが一般論だと思うのですね。とすれば、何を不

審に思わなければいけないのか、この次元で考えると、商品の価値とか、相手が怪しい人

なのかとか、そういったところのハードルというか、警戒網みたいなものを我々は一般に

持っているけれども、そのアンテナが高い人もいれば低い人もいるのだということだろう

と思うのですね。そういう意味で、一般的に６つの、いわば警戒心を持っているのだとい

うのは非常に新しいことだと思いますし、そこからどんどん消費者教育をして、若者たち

のアンテナを高めていくという教育、そういったものが次のステップにはいかせるだろう

と、私は個人的には思っています。 

○多田委員 まさにおっしゃるとおりです。実は後ろから読んでしまったのですが、警戒

心６つのチェックにすごく注目しました。これはどこからきたものだろうと前にもう一回

戻ってみたりしながら読んでいきました。私も体感として、いろいろなところに潜入して

お話を聞いていますが、（勧誘の）どうしたところに、不審の反応がなされるのかなとい

うのは、確かにおっしゃるとおりブラックボックスで、よく分からない部分があったので

すけれども、こうしてまとめて６つになっていくと、すごく説明がつくし、分かりやすい

なと。（悪質商法に）「警戒しろ」とよく言うのですけれども、では、「どう警戒するの

か」とよく聞かれるのですよ。 

○西田座長 ポスターなどは一番代表で、「不審な勧誘には注意」と。分かっていますね、

みんな。不審なら問題はないですよ。不審と思えないのが問題。不審というアンテナを高

めるというのは、ものすごく消費者教育に重要な視点なのだろうなというのがあったので、

その具体性が出てきたというのが、今回の調査の大切なところかなと思います。 

○多田委員 本当にそこはポイントだと思う。６つに分けた部分をさらに幾つかに切り分

けて、こうではないかと言えるので、具体的に何か考えられるなと思いました。 

○西田座長 そうですね。さらに、今回の調査項目ではカバーできないような、もっとほ

かのものも考えられると思うのですね。心の中で、「あれ、怪しい」と思う感性ですね。

そこは何なのか、探る方向性が見えたということは、大変な進歩ではないかなと私は思い

ます。 

 ほかの方はいかがでしょうか。たくさんの資料がありますので、なかなかみんな、「う

ーん」というところがあろうかと思いますね。 

○日下部参事官 報告書原案についてまず説明しても。 

○西田座長 そうしたほうがよさそうですね。では、続きまして、報告書原案について説

明をお願いしたいと思います。 



 

 

○事務局 報告書の内容全体を説明させていただきますので、紙面を見ていただければと

思います。 

 まず、１ページめくっていただいて目次のところですね。全体の概要を簡単に説明させ

ていただきます。 

 まず、第１章として「若者の消費者被害の現状分析」ということで、過去の事件と現在

の相談件数の数字を現状の実態ということで記載しています。 

 次に、第２章の「アンケート調査結果と分析」のところに入ります。ここでは、今回実

施したアンケートの紹介と分析を行っております。前半部分に単純集計の結果を紹介し、

後半部分、先ほど事務局から紹介させていただいたような分析結果を載せております。 

 次に、第３章ですけれども、「ヒアリング調査結果と分析」ということで、今回行った

ヒアリング調査の事例と、ここで分かったポイントを記載しております。 

 第４章は「若者が契約締結の判断に至るまでの心理モデルの提示」ということで、以前

の検討会で誤信・混乱・浅慮という心理状態に陥って契約するという心理モデルを示しま

したけれども、そういったところで、どういった心の動きを経ているのかをここで説明し

ております。 

 第５章ですが、「被害の拡大－マインド・コントロールについての考察－」というとこ

ろでマインド・コントロールについて記載させていただいております。 

 第６章と第７章なのですけれども、「SNSと若者の消費者被害」「若者の消費者被害と知

識の関係」というところで記載をさせていただいております。特にアンケートから分かっ

たことなどを中心に説明しております。 

 次に、第８章ですけれども、「若者が消費者被害に遭う心理的要因」というところで、

こちらは全体のまとめ的な部分になります。 

 その他、発展的なテーマとして「法学と心理学の関係性」について、第10章で産学官協

働での大学生による消費者教育推進の取組について紹介しております。 

 第11章で、本検討会を踏まえた若者向けの注意喚起等について記載させていただいてお

ります。 

 参考資料としては、下のところに載っておりますけれども、今後、調査票などを一緒に

掲載させていただく予定になっております。本日の時点ではつけておりません。 

 では、内容の説明に入ってまいります。ページをめくっていただいて、４ページをお願

いいたします。「第１章 若者の消費者被害の現状分析」というところです。今回、若者

が被害に遭う心理的要因を分析するに当たり、まずは「過去の若者の代表的な消費者被害

事件」について触れております。初回の検討会でも取り上げた消費者被害事件のうち、主

な例を２つほど挙げております。これらの事件では、若者の間に数多くの被害が発生いた

しました。このように、以前から若者を狙うような被害は多く発生していたということを

記載しております。 

 右のページを見ていただいて、「２．若者の消費生活相談の現状」です。国民生活セン



 

 

ターの発表と事務局の発表を織りまぜたような形になっておりますけれども、こちらは

PIO-NETからのデータである現在の相談件数などの数字を載せております。特に５ページの

上に書いてある図１にあるように、2012年以降、ほぼ横ばいとなっていることから、７ペ

ージの図４にあるように、マルチ商法などでは20歳代の相談件数が突出していることなど

から、現在でも若者に関する被害が依然として多くあることが窺えると思います。 

 次に、ページをめくっていただいて、第２章ですね。８ページのところです。こちらは

「アンケート調査結果と分析」です。こちらは先ほど事務局から説明しましたので、詳細

は省きます。若者が不審感を抱くような勧誘を受けてから、どのような心の動きを経て購

入・契約の判断に至るのか、その実態を明らかにすべくアンケート調査を実施したもので

す。最初の数ページに基礎データを載せております。 

 次に、13ページから、単純集計の結果と、それに対する簡単な解説を載せております。

46ページまでとなっております。 

 47ページをご覧ください。前のところが単純集計の結果だったのですけれども、47ペー

ジから60ページ部分まで、クロス分析の集計を載せてあります。これは以前の検討会でお

伝えしたものでございます。 

 さらに、繰り返しになりますけれども、61ページ、先ほど事務局から発表させていただ

いた、さらに進んだデータの分析結果を載せております。 

 アンケートの部分については以上で終わります。 

 84ページまでお進みください。こちらは第３章で、ここからはヒアリング調査結果の紹

介とその分析を記載しております。アンケートでは統計的に測れるものはやったのですけ

れども、個々人が具体的にそのとき、こう感じていたという深い心情までは分からないと

ころですので、そこで、詳細な心理状態について検討するためにヒアリングを行い、非常

に詳しい心理状態をお伺いいたしました。ケース１からケース７まで７つの事例を載せて

おりますけれども、全て検討会で紹介させていただいた事例ですので、説明は省略いたし

ます。 

 構成としては、例えば、85ページの事例を見ていただくと、最初に勧誘者の手口を記載

して、その後、被害を受けた方は勧誘を受けてどのように感じたのか、そのときにどのよ

うな状況だったのかを記載しております。このような構成になっております。 

 94ページにお進みください。ここではヒアリング調査結果の分析を行っております。勧

誘手法としては、例えば、多田委員から御紹介いただいたように、ＡＢＣテクニックが多

く使われているなどもありますので、そういったところを記載しております。 

 その右の95ページは、２番の心理面でのポイントとして、今回のヒアリングで主に見ら

れた、契約まで至った心理についてまとめています。①としては購入・契約の対象となる

物の価値を見誤っていた、②は相手との関係性を意識していた、③はその場から逃れたい

と思い、逃れる方法として購入・契約を選んでしまったという傾向を見ることができまし

た。 



 

 

 次に、第４章に入ります。96ページです。ここで、若者が契約締結の判断に至るまでの

心理モデルを具体的に説明しております。まずは「１．社会心理学の視点を踏まえた、被

害に遭う心理的要因の分析」を、西田座長に御発表いただきました内容をもとに記載して

おります。 

 人は勧誘メッセージを受けたとき、どのように処理するかというと、「中心ルート」と

「周辺ルート」があると言われております。 

 なお、報告書では、簡単に言い表すため、「中心ルート」を「内容吟味の思考」、「周

辺ルート」を「簡便な思考」と表現しております。 

 「内容吟味の思考」とは、勧誘メッセージの内容について判断し得る能力や知識を前提

として内容を吟味して判断する思考です。 

 一方、「簡便な思考」というのは、勧誘メッセージの内容そのものではなくて、周辺的

な手がかり、勧誘者の人柄をもとに判断する思考であるとされております。 

 「内容吟味の思考」というのはとてもエネルギーのかかるもので、エネルギーを利用す

る「内容吟味の思考」よりも、なるべく楽な「簡便な思考」を使って判断したがる人の傾

向だとか、十分な検討をしないまま相手の言うことを信じてしまう傾向で、楽をしたいと

いうような人間の本質があらわれています。なので、社会心理学から見た人間の本質とし

て、人間誰しも騙される可能性があると示されるところかと思います。実際、アンケート

でも同様に、個々人の性格的特徴の差にはよらずとも、誰でも被害に遭う可能性が示唆さ

れたところでございます。そこで、個々人の性格的特徴のみにフォーカスするのではなく

て、若者が勧誘を受けてから、その契約を判断するまでの過程で、どう影響する要因があ

るのかをこちらから考えられると思います。 

 では、ページをめくっていただいて、98ページ以降をご覧ください。契約締結の判断に

至る要因としては、勧誘時における心理状態が最終的な判断を左右することがアンケート

結果で判明いたしました。悪質な勧誘を受けた場合は、十分な検討ができていれば勧誘を

断ることができるのですけれども、十分な検討ができていない場合は購入・契約するとい

う判断に至ってしまいます。 

 そこで、十分な検討ができない状態とはどういう心理状態なのかということをこちらに

記載しております。「２．勧誘を受けた際の６つの検討項目」というところです。勧誘を

受けた際、契約するか否かについては、表８のとおり、若者は６つの警戒的な視点から検

討していることがアンケートから導き出されました。そして、その検討結果によっては、

ある一定の心理に至ると考えられ、その対応を下の表９に整理しております。ここは悪質

と思われる勧誘を受けたことを前提にしております。 

 まず、①ですけれども、商品・サービス価値への評価という視点で検討した結果、商品・

サービス価値への評価が高いという場合は、例えば、希少性をアピールされて良さを勘違

いしてしまったなど、商品やサービスの価値を見誤っていると言えます。そのように商品・

サービス内容の価値を誤信してしまっているという状態に陥っていると言えます。 



 

 

 次に、②です。勧誘者を評価した結果、勧誘者の評価が高い場合は、この状況を考える

と、望ましくない相手を信用し切ってしまっているという状態になります。信用し切って

いれば、相手の言う内容を疑いませんので、商品やサービス内容をしっかり考えていない

という状態になりますので、そのときの考えを右の方に書いていますけれども、浅慮と言

えます。 

 ③は、場の拘束感の有無という視点で見ると、場の拘束感を強く感じてしまった場合は、

例えば、長時間拘束されて疲れてしまったり、「ここまで話をしてしまったら引くに引け

ないな」と思うとか、その場の状況の影響を強く受けた状態です。この状態は、思考力が

低下したり、注意を逸らされたりということで、しっかり考えることができず、その時に

考えたことは浅慮であると言えます。 

 ちょっと飛んで⑤、強引な要請を強く感じるとか、購入・契約しないと怖くて帰れない

と感じた状態です。こういった状態ではとても冷静に考えられないでしょうし、考えられ

たとしても、いっそ契約してしまって早くこの場を脱出したいと思ってしまうこともあり

ます。つまり、恐怖などによって心理的に混乱している状態だと言えるかと思います。 

 上に戻って④です。勧誘に対して否定的な側面がないか検討してみた結果、勧誘に対し

て否定的な思考が強いという場合は、例えば、似たような商法を聞いたことがあるだとか、

そういった形で、この勧誘の否定的な側面を見出して、勧誘に対し、不審感、批判的な態

度を持っていると言えます。これを不審・批判の心理状態と整理しています。 

 最後の⑥は、説明への納得感があるかという視点で検討した結果、説明への納得感が高

い場合は、勧誘内容をよく理解できたということです。しかし、これはあくまで主観的な

理解であって、本当に話を理解したか、そういうところは別かなというところであります。 

 この表をまとめると、表９の右のところをずっと行っていただくと、誤信、浅慮、不審・

批判、混乱、主観的理解と書いてありますけれども、こういった形に分類される心理とま

とめることが可能だと思います。 

 では、次の99ページをご覧ください。こちらは「３．誤信・混乱・浅慮」というところ

で、それぞれを説明しております。 

 「誤信」とは、勧誘を受けた商品やサービスについての価値を見誤ったり、勘違いして

いるような心理状態を指します。勧誘者から勧められた商品だとかサービスに対する価値

を見誤ってしまうと、不審な勧誘を受けても契約してしまいやすいという傾向が確認され

ました。 

 ②は「混乱」。混乱とは、置かれた状況からの脱却や、懸念される状況を回避するため

に、本来の自分の意思とは異なる意思決定が必要となり、葛藤が生じている心理状態を指

します。具体的な例としては、相手から強い口調で迫られたり、恐怖感を感じたりするこ

とによって、本当は契約したくないにもかかわらず、恐怖などを回避するために契約して

しまう場合などでございます。 

 ③は「浅慮」。浅慮とは、本来の意思決定から注意が逸れたり、思考の範囲が狭まった



 

 

りすること、あるいは思考力が低下するような心理状態を指します。具体的には、勧誘し

てきた相手との関係を気にする、その場での判断を迫られて思考が狭まる、勧誘を聞いて

いて疲れてしまうなどのケースが挙げられます。 

 これらの心理状態に陥ってしまった場合は、契約の良し悪しを十分に検討することがで

きない状態です。また、勧誘を受けた当事者としては熟慮したつもりであっても、それは

客観性に欠ける判断・検討に過ぎず、結果的には勧誘者の言いなりとなって契約してしま

うことにもなり得ます。 

 次のページをめくっていただいて、「４．心理モデルの検討」というところをご覧くだ

さい。どのような心理プロセスを経ると、先ほどお話しした「誤信・混乱・浅慮」という

心理状態に陥ってしまうのかについて記載しております。 

 （１）は「欺瞞的メッセージについて」。事業者から欺瞞的メッセージ、つまり若者の

心理面を突くような勧誘があると、その影響が与えられることが最初のきっかけとなりま

す。 

 ①は、「誤信」に繋がる勧誘として、例えば、勧誘内容が「希少価値の高いものである

よ」と説明されるようなものがあります。 

 「混乱」に繋がるような勧誘の例としては、購入・契約しないとふだんの生活が脅かさ

れるような恐怖感を感じさせるような言い方などです。 

 ③は、「浅慮」に繋がる勧誘。今後の関係を匂わせたり、恩義や負い目を強調したりす

るような例があります。 

 また、これら一つ一つの影響は小さくも見えるのですけれども、それを同時に行われる、

組み合わされることで、受け手にも非常に大きな心理的な負担が出てくるものだと考えら

れます。 

 右の101ページの（２）をご覧ください。「（２）被勧誘者の内的要因について」。勧誘

を受けて購入・契約した人と、購入・契約しなかった人を比較すると、内的要因によって

統計的に有意な差が見られたため、最終的な契約締結の判断に内的要因が影響するという

面もあると言えます。また、ヒアリング調査の結果からは、十分な検討を行うには、悪質

商法の手口や借金の危険性等の知識が必要であるというところが明らかになりました。 

 「（３）被勧誘者が置かれる状況的要因について」。例えば、長時間拘束されて勧誘を

受けた場合、疲れてしまって思考力が低下してしまいます。また、周囲の人がみんなよい

商品だと言っているような場の雰囲気があると、その雰囲気に乗ってしまって購入・契約

に至る可能性が高まります。このような状況だとか場の雰囲気が購入・契約判断の思考に

影響を与えると言えます。 

 「（４）被勧誘者の思考について」。勧誘メッセージの処理は、知識や時間を投下して

勧誘メッセージの内容を吟味する「内容吟味の思考」と、周辺的な手がかり（勧誘者の人

柄など）をもとに判断する「簡便な思考」という２つの思考ルートが存在することを紹介

しましたが、そちらの手法です。勧誘内容をこの両方を使って考えていると思われます。 



 

 

 次の102ページをご覧ください。今まで御説明したところを踏まえ、若者が判断に至るま

での心理プロセスを整理すると、この図のとおりとなります。既に前の検討会で紹介した

ので説明は避けますけれども、左から順番に勧誘された方の心理面の動きを示しておりま

す。これらの要因を受けて、「誤信・混乱・浅慮」となって、契約に至っていると言えま

す。 

 次に、104ページをご覧ください。「第５章 被害の拡大－マインド・コントロールにつ

いての考察－」です。こちらは、西田座長から発表いただいた内容をもとに記載しており

ます。心理面に着目した際の発展的なテーマとしてここで記載しております。古いビリー

フ・システムが新しいビリーフ・システムに入れかえられてしまうということでマインド・

コントロールがなされていくことの過程を主にお伝えして、最後にマインド・コントロー

ルから戻る可能性についても言及しております。最後は108ページの３番のところですね。 

 次に進んで、109ページですね。こちらは「第６章 SNSと若者の消費者被害」というと

ころです。ここまで心理面の動きに注目してきたのですけれども、ここは若者を取り巻く

社会的背景と関連した若者の意識も被害に遭う要因だと考えられるところですので、特に

その中でもSNSというのは注目されるべき点でもあるため、ここで考察しております。 

 まず、委員の皆さんの発表ごとに「１．SNSの普及」というところを記載しております。

SNSは消費者被害に遭うきっかけともなり得るツールであると記載しております。 

 次のページをめくっていただいて、２番にアンケートから分かったことを載せておりま

す。例えば、ページをめくって112ページ、アンケートの単純集計を再掲しているのですけ

れども、「SNS上でしか知らない人」に対して、どのような対応をすると思うかという質問

をしたところ、４項目の各問について、「絶対そうしない」と回答した人以外、すなわち

「絶対そうする」「多分そうする」「多分そうしない」と回答した人、約半数程度はSNS

を利用した勧誘者の勧誘にきっかけを与える可能性があると見えます。そのように、SNS

を警戒している若者も多いのですけれども、特別な警戒をしていないという若者もまた多

く見られると思います。そういったSNSに潜在するリスクについて、若者は十分知識を得て

おくことが重要だと、こちらでは記載しております。 

 次に、114ページにお進みください。「第７章 若者の消費者被害と知識の有無の関係」

というところです。 

 最初に１番として、アンケートで分かったことを載せております。「詐欺・悪質商法」

に関する報道について、50％弱は関心があると回答しておりまして、また、36.5％が「も

っと契約等の知識について勉強する機会があれば、トラブルや被害が減ると思う」と回答

しています。また、58％の若者が自分は「契約についての基礎知識が少ない」と回答して

いて、知識のなさを自覚しております。つまり、若者の一定数は詐欺だとか悪質商法につ

いてもある程度関心を持っていて、被害に遭わないためには知識が大切であるという認識

を持っていると言えます。 

 下のところへ行って、２番です。こちらは「消費者被害を回避するために必要となる知



 

 

識」というところで、アンケート、ヒアリング事例とかから、知識不足が要因の一つと考

えられる被害も垣間見えるので、若者にとって今必要と思われる知識を、それ以降、書い

ております。例えば、借金の危険性に関する知識、みずからの心理的な脆弱性に関する知

識、次のページの（３）の悪質な手口や勧誘に関する知識、（４）の消費者ホットライン

（188）または消費生活センターに関する知識だとかも重要なところであると記載しており

ます。 

 次に、117ページをご覧ください。こちらは「第８章 若者が消費者被害に遭う心理的要

因」というところです。この章は、前のところのまとめという部分になります。これまで

の全体の分析を俯瞰して、若者が消費者被害に遭う心理的要因について取りまとめた箇所

となっております。 

 まず、１の「（１）勧誘時に陥る心理状態と６つの警戒的な視点」というところです。

先ほどお話もあったとおり、不審感を抱くような勧誘を受けた際、購入・契約し、消費者

被害に遭ってしまう若者は、「誤信」「混乱」「浅慮」という、客観的に見て十分な検討

ができていない心理状態に陥っていることが明らかになりました。その内容を（ア）にま

とめております。 

 （イ）ですけれども、こちらは、勧誘を受けてから契約するかどうかの判断をするに当

たって、若者は６つの警戒的な視点から警戒していることは先ほど述べたとおりですけれ

ども、これについて再度まとめております。上の方に書いてあった誤信・混乱・浅慮とい

う心理状態に陥ってしまうと、消費者被害に遭う可能性が高まり、非常に危険です。しか

し、一方で、勧誘を受けた場合に被害を回避できる若者もおります。その差を分けるのは、

若者が勧誘時に用いていることが今回アンケートで分かった、６つの警戒的な視点でござ

います。 

 118ページをご覧ください。こちらの表８に警戒的な視点を再度載せております。若者が

被害を防ぐには、この６つの視点に基づく警戒心をいかに高めるかというところが重要だ

と思います。アンケート結果からは、若者が勧誘を受けた際に、勧誘者から多くの勧誘手

法が使われるほど購入・契約しているという傾向が見られました。つまり、一つ一つの勧

誘手法の影響力は小さくて弱いものと思われても、それらが複合的に重なると強い影響力

を持ち得ると考えられます。従って、勧誘を受けた際に、複合的な勧誘手法が用いられて

いる場合にも、一つ一つの勧誘手法に分解して考えて確実に対処することの必要性が示唆

されたと考えられます。そのような観点からも、この６つの警戒的な視点について、それ

ぞれの警戒心を高めることは、６つの角度から勧誘手法を分析できることになるため、一

つ一つの勧誘手法を確実に見抜くためにも有効な手段であると考えられるところです。 

 次に、下の２番を見てください。「若者が持つ内面的な要因」というところです。若者

が持つ内面的な要因について整理しております。内面的要因については、アンケート分析

の結果から、不審感を抱くような勧誘を受けて購入・契約してしまった人と、購入・契約

しなかった人の間に統計的に有意な差が見られました。しかし、その差は購入・契約を決



 

 

定づけるほどの大きな影響を及ぼすものではないという差でございましたので、つまり、

誰しも消費者被害に遭う可能性があることを大前提として考えておくべきだと言えます。 

 （１）は「リスキーな心理傾向」のところです。先ほど事務局が説明したとおり、そう

は言っても、アンケート分析により不審感を抱くような勧誘を受けた際に、購入契約しや

すいリスキーな心理傾向が導かれました。 

 このリスキーな心理傾向は、右の再掲【表４】というところを見ながら言いますけれど

も、「勧誘者の一般受容傾向」「権威性・希少性の被影響の傾向」「内的衝動の重視傾向」

という３つの要素から抽出されたものです。その心理傾向の強さは、表４に書いてある15

個の質問項目によって、今回、測ることができると記載しております。また、この心理傾

向が強いほど購入・契約する危険性が高まっているとも言えるかと思いますので、そのよ

うな若者は特に注意すべきだと考えられます。 

 次に、「（２）悩みや不安」なのですけれども、悩みや不安を抱いていることも勧誘者

につけ込まれて契約する可能性を高める要因になっています。 

 次の120ページをご覧ください。こちらは「若者が消費者被害に遭う心理モデル」という

ことで、先ほどの心理モデルの図を再掲しております。勧誘メッセージを受けてから、ど

のような思考プロセスを経て購入・契約の判断に至ったり、その過程でどのような影響を

受けるかという基本的な流れを認識しておくことは、若者にとっても、様々な相手から勧

誘手法を対応するに当たっても、応用できるのではないかと考えられます。 

 121ページをご覧ください。ここから先は発展的なテーマということで記載しております。

まず「第９章 法学と心理学との関係性」について記載しております。主に西内委員から

御発表いただいた部分でございます。 

 124ページをご覧ください。124ページに書いてある図は、先ほど紹介した心理モデルを

消費者契約法に当てはめたらどうなるかというところをイメージしたものでございます。

消費者契約法の誤認の類型は、勧誘時に事業者からの欺瞞的メッセージとして「不実告示」

「断定的判断の提供」「不利益事実の告知」がなされることにより、契約判断時に事実を

誤認しているという状況に陥ると考えられます。また、「困惑」の類型については、事業

者が撤退してくれない、あるいは退去したくてもできないという状況的な要因によって、

契約判断時に困惑している状況に陥るとも考えられます。また、内的要因は、「誤認」類

型及び「困惑」類型のいずれの場合にも、また「誤認」類型に関しては状況的要因も間接

的な影響があるものと推測されます。 

 簡単ではございますが、この章は以上です。 

 次に、125ページ、第10章のところをご覧ください。「産学官協働での大学生による消費

者教育推進の取組についての紹介」でございまして、主にACAP様から御発表いただいた内

容でございます。御紹介いただいた企業と学生の交流会の取り組みなどについてまとめて

おります。このように、消費者問題に関心を持って主体的に取り組む若者が同世代の若者

に対して働きかけを行うことで、消費者問題に関心のない若者にも「消費者としての意識」



 

 

を持つきっかけが与えられる可能性があると考えられます。そういった若者たちの取り組

みにも期待できるのではないかというところを記載しております。 

 次に、128ページ以降の第11章については、後ほど改めて事務局から時間を取って説明い

たします。 

 ざっとした流れになりましたけれども、事務局からの報告書原案全体の説明になります。 

○西田座長 ありがとうございました。 

 それでは、15分程度、もうちょっとやれると思いますが、質疑応答を行います。御質問、

御意見、ございますでしょうか。どうぞ。 

○福井委員 よろしいでしょうか。５ページからの「若者の消費生活相談の現状」で、

PIO-NETのデータですとか、白書のデータが使われているかと思うのですけれども、まず一

つは、おそらく白書で使われているのが2017年の３月までの登録時点で、国民生活センタ

ーから発表させていただいたのは、また登録時点が違うので、PIO-NETのデータは日々移り

変わっていくので、そこはもしかしたら揃えた方がいいのではないかというところと、2017

年、2017年度、どちらでもいいのですけれども、データは最新のものがあるので、それも

入れたほうが新しくて、まとまっているのではないかと思いました。 

 あとは、若者のトラブルはいろいろあると思うのですけれども、ヒアリングなどでもマ

ルチ系の話が出ているのですが、若者だとまだデジタル系の相談もあって、その中でもマ

ルチもあるという話なのですけれども、若者の全体はこんなのがあって、その中でも特に

今回の心理的な部分で勧誘を受けて契約してしまうという部分はマルチがあるのかなと思

うのですけれども、若者トラブル全体をもう少し見てもいいのではないかと思ったり、あ

と、支払方法についてもPIO-NETでデータで出るのですね。現金で払ったかとか、クレジッ

ト系なのか、借金系なのかとか。そういうデータもあれば、後ほどお金のことも触れられ

てきますので、入れてもいいのではないかと思いました。 

 とりあえず、以上です。 

○西田座長 ありがとうございます。 

○日下部参事官 国民生活センターと相談させていただいて、いいデータがあれば入れた

いと思います。 

○千葉委員 ４ページのところで、過去の事例が挙がっているのですけれども、もう少し

新しいものも入れられないものかなと思いまして。あまりにも以前のものなので。全部裁

判も終わって確定しているものしか、こういうものには載せられないとか、何かがあるの

かなと思いながら拝見していたのですけれども、例えば、去年、大阪が行政処分したもの

が、ダイビングスクールで、若者で、別な飲食店に誘引されてとか、まさに今回出てくる

ような部分がいっぱいあるのですね。先ほど国民生活センターも言われていたみたいに、

新しいもので、若者の全体観が分かるような最近の事例も、もう少し読みたい気持ちにな

るように、冒頭に入れていくほうがいいのかなと。 

○澤井課長 事例の出し方とかが、報告書となると若干気を使うところがあります。過去



 

 

の懐かしいものは誰でも知っているというか、全然問題ないのですが、あるかなというと

ころなので、落ちているのですが、少なくともこういう類型がある、例えば、投資用DVD

みたいな話とか、非常に典型例とか、別に事業所名を出さなくても、３つとか４つとか出

せると思いますので、そういうものをもうちょっと概略的に、ココ山岡みたいにぱっと出

すことまでやらなくても、十分な事例があるので、御相談しながら、そういうのは（対応

したい）。 

○千葉委員 そうですね。６ページのところで白書的なものはあるのですけれども、それ

とそれ以降の話の繋がりが滑らかでないので。 

○澤井課長 そうですね。３ページのものには、心理的勧誘とある意味、無関係なデジタ

ルのものとかも多いものですから、単なるアダルトサイトをクリックして、「有料になり

ます、どうしましょう」、「無視してください」という類のものが非常に多いですので、

これはこれとしてあっていいと思うのですけれども、その中からということですね。 

○多田委員 それに絡んでなのですけれども、いろいろ思っているのが、以前に仮想通貨

の話も出たのですけれども、どこかの統計で、契約（勧誘）されたときに親と一緒に住ん

でいる（人も多かったか）と。そのときに、昔だったら、化粧品があるとか、物があって

被害がすごく分かりやすかったけれども、最近は仮想通貨だったり、DVDだったり、USBメ

モリーだったりして、契約書だけとか、親もおそらく気がつかないとか、そういったこと

もすごく多いのかなと思っています。さっき言ったような、若者のトラブルは、もうちょ

っと現実に即した形で、ネット上のやりとりだけで契約してしまうみたいな、そんなのも

あったり、アダルト情報サイトもそんな感じなのかもしれないですけれども、親が見えな

いところで本人がうまく誘導されて契約してしまうような、こんなトラブルも多い、とい

うのは入れておいた方がいいのかなと。仮想通貨などは特にそうだと思いますし、投資な

どもそうだと思うのです。 

○西田座長 その辺は少し要検討という、第１章のところですね。 

○澤井課長 そうですね。今の話は第１章かもしれないし、もしかしたら、SNSが章にあり

ますので、そういうところにそういうニュアンスを入れるというような、それこそ統計上

で「親がどう関わったか」は分からないのではないかと私は思っていて、見えたとまでは

言えないので、御意見としたものをそこに反映させるみたいな。 

○日下部参事官 35ページですね。勧誘を受けた時点で親と同居していた人が５割とかで

すので、そこまではいますけれども、親が聞いていたかどうかとか、そこはよく分からな

い。 

○澤井課長 なので、その可能性があるということは、いずれにしても、「そういうのは

気がつきません」ということを書いてもいいのではないかと思います。 

○多田委員 親自身はなかなか気づかないものですからね。子供が自分のスマホだけで（こ

っそり）やっていますし、友達同士の繋がりでやっていますから、多分、分からないのだ

ろうなと、これは想像の域ですけれどもね。 



 

 

○千葉委員 ネット絡みだと、契約している若者自体も中身が分からない、ブラックボッ

クス化しているという話が正にそうだと思うのです。なので、SNSの危険性に気づきましょ

うというあたりのところに、具体に踏み込んだ部分がないと、総花的な、ああ、何か言っ

ているなという感じの印象になってしまうかなと思うので、何か食い込める言葉、事例、

そういうのを入れるほうがいいのだと思うのです。 

○多田委員 これは余談になってしまうと思うのですけれども、今、SNSの中でも､LINEと

かをやる人がほとんどで、特に10代の子などは、ツイッターとかもやるのでしょうけれど

も、基本的にLINEを中心に皆さんやっているので、もしかするとLINE相談みたいな形のも

のは、今後絶対に必要になってくるのかなとも思ったりしているので。そういうのが現場

としてできるのかどうか、分からないですけれども 

○西田座長 それは対策の問題ですね。 

○多田委員 対策の問題になってしまう。 

○日下部参事官 書き方次第かもしれませんけれども、匂わせることはできるかもしれま

せん。御意見があったとか、そういうことも将来的にはあり得るのではないかとか、書き

方はあるかもしれません。 

○西田座長 先ほどから出ている、商品が物理的な商品ではなくなった形でのマルチ商法

被害とかが多くなっているのが大きな特徴だと思うのです。そこは確かにはっきりと書い

て、第３章のヒアリング調査もそういう内容でしたので、そこに繋いだ形のものを強く出

したほうが確かにいいですね。これからまた増えますよね、きっと。物のないマルチ商法

みたいな感じですかね。 

○千葉委員 あと、マルチで言えば、契約書面とかをどう見たのかと聞くと、タブレット

で見せられたけれども、その一瞬だけだった、自分としては覚えていないという話が多い

のですね。連絡先もLINEしか知らない。LINEで、電話かけるのはためらう程度のつき合い

しかない人なのだけれども、契約してしまったという話が多いので、経験値の高い人であ

れば、「そもそも書面がなければ契約が成立しないでしょう」と思い込んでいるような世

代の人方はすごい不審感を感じるのですけれども、若い方は書面があるものとも知らない

中で、出てきたものだけを素直に聞くのでという人への踏み込みがもうちょっと欲しいな

という気がします。 

 あと、続けてすみません、98ページの表９の⑥に主観的理解とあるではないですか。主

観的理解の御説明の中で、御自分で理解しているというか、分かったつもりの、独りよが

り的なという意味なのですね。表の下に①②③④⑤のことは書いてあるのですけれども、

⑥のことは何もないではないですか。ずっと先のほうのページに行くと、こういう部分の

ことも何か説明が出てくるのですけれども、見る側からすると、ここについては参照ペー

ジがどこにあるよとか、何か振ってくれるとかあるとすごい親切だなと思ったり、この⑥

はどこを読めばいいのだろうと疑問に思わないかなと思いました。 

○西田座長 私は、この主観的理解は最後のカテゴリーに入れているのはどうかなと思っ



 

 

ていて、不審な場合は誤信になるのだろうと思うのです。結局は騙されてしまったという

感じだと思うのです。この枠は、警戒心という意味では、納得するかしないか、すごく重

要な要素なので、まともなものとして納得する場合もあるわけですね。それは一つのハー

ドルである、確かに。ただ、それがまさに不実の告知とか、そういう形で起こった場合は、

この主観的理解は間違いなくただの誤信になるという意味で、この３種類で見ると、それ

ではないかなと。浅慮や混乱ではないでしょう。という意味で、ここは誤信に入れてしま

ったほうが良くないですか。だまされている。 

○千葉委員 これだけ別枠で、多分、分かりにくいから。 

○西田座長 そう思います。①と⑥は同じように誤信に導かれてしまうという気がします。

うまく騙されたというやつですかね。しかも、騙されたことに気がつかないのですね。「正

しいのではないの」と思ってしまって、最後まで納得しているかもしれないね。 

○千葉委員 業者のほうも、本人に選択させて、「あなたが決めたんでしょう」「選んだ

んでしょう」というところとここが繋がるではないですか。そこが若い人にとっては気の

毒というか、業者が嫌らしいなと感じる。 

○西田座長 そうですね。それはマインド・コントロールと言われている現象に繋がるの

ですね。あれも自分で選んだつもりになっているというところですからね。おっしゃると

おりで、そこはそう変えたほうが良さそうな気がしますね。 

 ほかにどうですか。 

○西内委員 別のところなのですけれども、事務局から指摘を受けて、こちらからの指摘

で直していただいたところがあるのですけれども、124ページで、私が報告したところの、

まとめみたいなところになっているのですが、最初、事務局の方から御相談を受けた際に

は、その図は状況的要因が不退去、退去妨害にしかつながっていなくて、不実告知等々に

はつながっていない図だったのですね。ただ、この検討会で出たことからすると、状況的

要因は誤信にも影響しているのではないかというところで、矢印を加えていただいたので

すね。実際、例えば、101ページなどに状況的要因についてのお話が出てくるのですが、状

況的要因についてのお話で、「例えば、」で始まる段落で２行目などに、皆、「良い商品

だ」と言っているということになれば、これは騙されているということで、おそらく誤信

などにも関わる。 

 ただ、現状の消費者契約法を見る限り、状況的要因というものが素直に誤信と繋がるよ

うには条文の作りができていないのですね。先ほど五條先生のお話にもあったように、今

後、消費者契約法をどのように直していくかということと、本検討会での成果と関係させ

るのだとすれば、ここの部分について、現状だと、124ページにあるように「間接的な影響

があるものと推測される」ぐらいしか言えないところをより直接的にできないかというと

ころについては、提言とか、まとめのところで、そういう方法もあり得るのではないかと

ころを出していくというのはあり得るのかなとは思いました。その辺は感想と、こちらと

して意見として出させていただいたところの矢印について、皆さんにとっても違和感がな



 

 

ければ、そういうことなのではないかというところです。 

○西田座長 例えば、「いいものだ」という場の雰囲気みたいなものを作るというのは、

心理学者的に考えると、ソーシャルリアリティというのですけれども、要するに、周りが

「いいものだ、いいものだ」と言っているというのは、メッセージに変えると、「売れて

ますよ」とか、「ただいま好評発売中ですよ」というメッセージも、「みんなが買ってい

る」「みんながいいと言っているのだからいいのだ」、ランキング何とか、○○１位とか

いうのもそうなのですね。そういう影響力の話をしているのだけれども、おそらく法律的

には、今までの話だと、そんなものが幾らあったとしても、自分で判断できるでしょうと

いうことで、多分、考慮されてこなかったのだと思うのですけれども、もしそれを度が過

ぎるような方法で提示すると。例えば、サクラをいっぱい抱き込んで集団で囲んで、「い

いものだ、いいものだ」と言ったというのは、まさに不実の告知のほうだと思うのですけ

れども、嘘でその人を騙そうとするためにサクラを使っているとか、そういうプレッシャ

ーを与えるとか、あるところの度を過ぎたような操作ですね、「集団操作、社会的なリア

リティの操作が行われたりすれば問題だよ」という形なのだと思うのです。うまくそれを

法律用語にできませんけれども、雰囲気としては分かります。「そういうのはまずいだろ

う」というか、「ひどいでしょう」と。でも、実際起こっていますね、そういう話。 

○西内委員 実際、それを取り込んでいくような法理というか、法律の具体的な条文では

ないのだけれども、一般条項などをうまく使いながら、それをうまく取り込んでいくとい

う試みはあるのですけれども、こういうものがより具体的に証拠として認定できるような

形で、こういう状況があれば取り消せるのだというところで条文化できると、よりよいの

かなというところで、しかも本検討会の分析結果とも繋がるのかなと思います。 

○西田座長 高齢者の分野ですけれども、SF商法などというのは、そういう場合はどうな

るのですか。あれはまさに沸騰状態を作り出してやるではないですか。あれもだめなので

すか。法律的には、個人の判断ですか。 

○五條委員 一定程度を超えれば不法行為になり得ると思うのです。ただ、現行法上の取

り消し原因等には直接的には該当しなくて、せいぜい公序良俗の問題になるかどうかとい

うところですね。 

○西田座長 そこを変えていく方針というのはできないものですか。 

○五條委員 私はそうすべきだと考えていますし、日弁連等でもそういう提案がされてい

ます。今のお話に関連してなのですが、同じページに書かれている心理状態の３つの輪の

中で、「誤信」については、それなりに重要な誤認については、不実告知や錯誤無効、改

正民法では取り消しになりますが、保護されている。「混乱」～現行法で言えば「困惑」

に近いのだと思いますが～それについてはごく一部ではあるけれども、退去妨害とか不退

去で、一定行為については取り消せるとなっています。それに対して、今回の分析で「浅

慮」とされているものについては、現行法上ほとんど手当てがされていない。それがやは

り問題だという指摘はした方がいいと思います。「浅慮」の部分について、法的に保護し



 

 

ようとすると、海外の法律で言われている状況の濫用とか、そういったもの、あるいは消

費者契約法専門調査会で言われている、つけ込み型勧誘について包括的な取り消し規定を

設けるとか、そういった話になっていくのだと思います。が、それ以前の問題として、「浅

慮」と言われているものについて、現行法ではほぼ手当てがされていないのだという認識

を、122ページ以下の現行法等との関わりでどうなっているかという指摘の中でした方がい

いのではないかと思います。 

 さらに最近の話で言うと、消費者契約法の改正法で未施行のものをこの報告書にどの程

度組み込めるかという問題はあるのですが、平成３０年改正の取消権の追加で、いわゆる

恋人商法的なものに関する取消権ができました（改正法４条３項４号）。できたのですが、

今、手元に情報がないので正確なことは申し上げられませんが、あれも基本的には関係維

持のために契約をしてしまった人を保護の対象にしていて、今回の報告書の91ページから

92ページのケース６のように、ひたすら誉められて契約してしまったという人は果たして

この取り消しの対象になるのかという問題があります。契約しないと関係が維持できない

と思って契約しているのは、混乱して契約しているという側面があると思うのです。そう

いう混乱的なものについて、今の法制上も保護しようという動きはあるのだけれども、単

なる浅慮で、浅はかに契約してしまった人については、むしろ、「何で保護しないといけ

ないのだ」みたいなところがあるのか、なかなか保護の対象にならない。 

 今回の消費者契約法の改正で、「浅慮」的な観点で言うと、社会生活上の経験の不足と

いう要件を付加するかが国会の審議で問題になっていました。しかし、あれも社会生活上

の経験が不足した人を保護しようというよりも、消費者契約法専門調査会で得られたコン

センサスから、保護の対象をさらに絞り込む要件として社会生活上の経験の不足という要

件が持ち出されているところがあり、あまり浅慮による意思表示そのものを保護しようと

いう意識にはなっていないのではないか。そういう意味では、今回の研究を機に、こうい

った浅慮的なものを一定の救済の対象にするような救い上げができるようにしていくよう

な方向が望ましいということを、先ほどの話の繰り返しになりますが、方向性を示せれば

いいのではないかというのが私の意見です。 

○多田委員 今の件で、浅慮というお話をされて、なるほど、と思ったのですけれども、

SF商法も全く同じで、物をあげたりしてすごく負い目を与えて、さっき言ったように盛り

上げるということですから、この部分になるのだなと思って、そこの部分がやはり大事な

のかなと。 

○西田座長 そこに加えて、「これはいいものだよ」という評価を、手を挙げさせたりし

て、高いものも良いものも、結局、最終的に買わされるものはそれほどでもないのだろう

けれども、良いものと思わせてしまうというところだったのですけれども、要は、心理状

態という意味での、誤信・混乱・浅慮という意味での、浅慮という状態を作り出すことに

よって混乱に導いたり、誤信をさせたりという合わせ技的なところがすごく重要なのだろ

う。つまり、混乱したり誤信したりするというのは今までにあるでしょう。なぜそうなる



 

 

のかという説明には、この浅慮はすごく重要な影響力だろうと思います。それは状況の何

とかですか。 

○五條委員 状況の濫用。 

○西田座長 濫用という話なのかなというところだと思うのです。そういったところを法

律的に網羅する言葉という形で進めていっていただくといいのかなと、聞いていて思った

のです。 

○多田委員 確かにもとになっている感じがあります。 

○西田座長 どう考えても、浅慮にしてしまえば、誤信だって混乱だってさせやすいはず

なのです、単純に。騙すにはどうしても、相手がぼうっとしてるほうが楽なのですね。う

まい悪質業者はそこを徐々にやっていくのでしょうけれどもね。何となく、ふわっとして、

ということでしょうね、きっと。 

○多田委員 浅慮というのはすごくポイントだなと思います。 

○西田座長 最近は少ないと言われるデート商法などはそうですね、きっとね。関係性の

維持というのがまずあって、この人とずっといたいからというところで作り上げていくの

ですね。そういう意味で、その話に関わるところで、98ページの表９の⑤強引な要請とい

うところなのですけれども、今回の調査では、恐怖とか不安とかいうネガティブな感情ば

かり出てきたのだけれども、実は、一旦幸福感を与えて恐怖感に持っていくところが大き

いのではないかと思います。例えば、恋人や、結婚をちらつかせる形で幸せな気分にさせ

ておいて、「別れるぞ」と言われたら恐怖感に変わりますね。ということからすると、ま

さに感情の誘導というのかな、うまく使って混乱させていますね。今回の調査では出てこ

ないかもしれないけれども、最終的にまとめていくところには、恐怖ばかりではなくて、

ポジティブな感情を一旦うまく使ってというところは書き加えておいてもらった方がいい

ような気がしました。 

○多田委員 おっしゃるとおり、私もデート商法の手口にひっかかってみたことがありま

すけれども、結婚を匂わせてくるわけです。そうすると、「それを失いたくない」と思う

気持ちは出てきますものね。まさにそのとおりなのです。 

○西田座長 ほかにいかがでしょうか。まだ時間は少しあります。どうぞ。 

○千葉委員 浅慮に当たるのか分からないのですけれども、さっきSF商法が、高齢者の場

合とありましたけれども、若い方であれば、その部分が全部ネットの書き込み、「いいね」

と書いてある誰かの評判というものを、自分には判断する決定力はないけれども、人の言

っていることを丸飲みして信じる、そこが浅慮と繋がるという話なのだと思うので、ネッ

トの部分についての注意喚起のところをもう少し厚くして欲しいなと、私の感覚的には思

っていまして、実際、こういうものをどれだけの方が見てもらえるのか分からないのです

けれども、情報提供の仕方としたら、例えば、簡単バージョンの最後のチェックシートが

あるではないですか、そういうところに早い段階から繋がる情報提供の仕方をしておいて、

詳しく見たい方はさらに別なページを自分から開けるようにしておくとかで、膨大なもの



 

 

に最初に出会うと、研究者でないとくじけてしまって読めないと思うのですね。なので、

若い方へのアプローチとしたら、本当は簡単ではいけないのですけれども、深く考えて欲

しいのですけれども、注意喚起の質を上げるためには分かりやすくとなると、あのチェッ

クシートを「ばーん」と出すような感じで、うまく活用できる方法もあわせて考えないと

いけないのだろうなと思いました。 

○西田座長 今回のSNSというテーマに関しては、主眼に置いていたのが、SNSからだけで

も、知人というのですか、直接会ったことはないという点を、どう信じるのかというとこ

ろにとどまったところはあったですね。項目の整理上難しかったというのもあると思うの

ですけれども。そういう意味では、次の課題として考えなければいけないこともあるかも

しれませんね。 

 我々の社会心理学の分野などでは、インターネットという社会が及ぼす心理的影響みた

いな、いろいろ検討されている中で、色々なことが話題になるのですけれども、エコーチ

ェーンバ効果などとよく言われていて、どこかで書き込んだことを誰かが聞いて、読んで

いる人たちはごく一部の人なのです。要するに、小部屋なのです。社会の中の一部。そこ

で話題が沸騰すると、まるで世界中がみんなそういう評価をしているかのように錯覚させ

るというものですね。そういうのは簡単に操作できるわけですよ。サクラを放り込んだり

して。それを初歩的に使っていたのが、前に問題になった、商品の評価を書き込んで、ラ

ンクアップさせたというのがありましたね。ああいう方法です。ああいうふうにやれば、

まるですごい話題沸騰しているいい商品かのように見せることができるのですね。そうい

った点を考えると、「信じてはだめなのだよ」というところとか、この辺はSNS自体のリテ

ラシーみたいな問題をこれからどう教育していくのかという点にもつながっていて、まだ

あまりされていないだろうと思うのです。西内先生のところは優秀だからそんなことはし

なくても済むかもしれないけれども、うちの学生などを見ていると、結構危ない行動をい

っぱいとっているのですね。 

○西内委員 あまり変わりませんよ。 

○西田座長 そうですか。 

○福井委員 113ページの最後のSNSに潜在するリスクと書かれているのは具体的に何なの

かが分かるかなというのがありまして、実際は投稿内容を見て、見られて、連絡したり、

されたりして、またSNS上の友人という人から誘われて、SNS上で完結するか、あるいは実

際に会って契約をして、結局は相手の連絡先も分からないので連絡がとれなくなるという

ところかなと思うのですけれども、そういうところが明確に分かると、先ほどお話あった、

どっちかというと注意喚起の部分かもしれないのですけれども、ネット上で、特にSNSで情

報商材のトラブルは若者中心にすごく増えてきているので。ただ、解決策を若者が自分で

探すときに、ネットの評判で、さっきおっしゃったような、周りの人が「大丈夫だよ」と

いうところとか、契約する前もそうかもしれないですけれども、そこの情報の見極めがや

はり課題になってくるのだろうなと思います。 



 

 

 もう一つございまして、116ページの知識の部分のところで、例えば、悪質な手口、勧誘

があって、相談先となっているのですけれども、アンケートとかヒアリングでは載ってい

ないので、書くのは難しいのかもしれませんが、そもそも、先ほどお話あったような、ク

ーリングオフができる場合とか、法律で解決ができるという知識もそもそも持っていない

状態なのかなと。それを「若者に見つけてください」というのは、口で言うのは簡単なの

ですけれども、実際は難しいとは思うのですけれども、そこもすごく大切な知識なのでは

ないかなと思っています。 

○多田委員 SNSに存在するリスクということで、ネット上だけで完結して、だまされて金

を取られる場合と、もう一つ、SNSから対人関係に移行させられて騙される、両方のリスク

があるのかなと思いました。そこから発展して、どう書くのか分からないですけれども、

もう少し具体的に書いた方がいいなとは思いました。 

○西田座長 おっしゃったように、SNSで被害に遭ったという事例が今回は拾えていないわ

けですね。１つの問題は、基本的に被害者が調査になかなか応じてくれなかったという現

実があったというのが、事務局側の御苦労が、進まなかった部分だと思うのですけれども、

その辺を短い時間でカバーできるような方法はありませんかね。 

○福井委員 それは多分、イメージとしては、若者の消費生活相談の傾向とか現状の部分

で、件数だけではなくて、「最近こんなトラブルがあります」という事例を、もし可能で

あれば簡単に挙げさせていただいて、後ろとくっつけるような事例を出す御協力はできる

のではないかと思います。 

○西田座長 国民生活センターに集められている情報の中で使えそうなのがあるという話

ですか。 

○福井委員 使えそうな事例自体はたくさんあるので。 

○西田座長 相談は大体、電話がかかってくるのですね。 

○福井委員 そうですね、電話でかかってきます。 

○西田座長 それがまとまっている。 

○福井委員 そうですね。データベースへの登録を相談員の方にしていただいているので。 

○西田座長 そういうのを載せたら、少し、その辺に。 

○日下部参事官 そうですね。国民生活センターで管理しているので、載せていいという

のがあれば、載せるのは問題ないかなと思います。載せるに当たっては、相談者の了解を

取ったり、いろいろな作業は国民生活センターで生じると思うのですけれども。 

○西田座長 そういうのが具体的に第１章とかにどーんと入っていれば、なぜ今回、SNS

を第６章で扱ったのか、「なぜこんなに人を信じてしまうのだろう」というところでこの

調査をしたと説明して、私の思いでは、８割ぐらいは危険性があるよと。５割ぐらいは知

らない人が自分のSNS上にいるという現実が分かったので、これはちょっと捨ておけないレ

ベルまで来ていますよと結論づけられるのではないかなと思うのですね。今おっしゃるよ

うな事例へと繋がる可能性は十分ある。今までなかったとしても、今後は危ないですとい



 

 

う話ですね。 

○村上委員 イメージは問題提起のような形ですか。SNSでこんな事例が起こっていると。 

○西田座長 １章のところで、こんな被害がありますよと、SNSで生じた被害事例を出して

もらっておいて、今回の調査で、我々の世代からすると、「見もしない相手をよく信じる

よね」という話があるわけだけれども、「今の若者はそうではないのだ」ということを確

認したというのがまず大事だし、ということで、「勧誘があれば、不審と思わずに対応し

てしまう可能性はどの程度あるのでしょうか」というのが今回の調査でも分かりましたと

いうことから、今後の大学教育とか、高校とかのレベルだと思うのですけれども、一体ど

こがどう危ないのかということを、SNSの危険性を消費者問題の視点から読み解いて説明し

ておくような教育が必要なのだよと、教育向けに作っていくという流れかなと思うのです。 

○村上委員 そうなのですけれども、基本的には起こっていることは一緒なのです。 

○西田座長 一緒と言いますと。 

○村上委員 SNSであろうと。 

○西田座長 そうですね、結果的に。 

○村上委員 結果的にはSNS、ウェブ上の話であっても、起こっていることは同じことが起

こっている。だから、何もSNSだけが怖いわけではなくて、そういう状況に我々が陥ってい

るということが一番怖いことなのです。特に学生などは、相談室とか、消費生活センター

に相談せずに勝手に判断して、自ら決着しているということを踏まえて検討しなければな

らない。 

 私が一番気になっていることを申し上げていいですか。118ページの２番目の「若者が持

つ内面的な要因」ということで、読んでもらったら分かるのですけれども、「『購入・契

約してしまった人』と『購入・契約しなかった人』の間に統計的に有意な差が見られた。

しかし、その差は購入・契約を決定付けるほどの大きな影響を及ぼすものではないため、

誰しも消費者被害に遭う可能性がある」、これはすごい重要なことだと思います。最終的

に第11章の最後のまとめ、「心理的要因を踏まえた若者向けの注意喚起等について」とい

うことで、「内的要因の脆弱性に注意するために」以下がちょっと浅いような気がする。

法律の解決策も大切なのですけれども、SNSへの危険性も、注意喚起するのも大切なのです

けれども、内的要因がリスキーだとここではっきり言っていますので、これに対しての解

決策なり、課題として提言というかたちがほしいと思うのです。何となく最後のまとめと

しては心理的要因のチェックシートでは浅いような気がしました。 

○西田座長 村上さんとしては、もう一言いただくとすれば、どう書いたらよいと思われ

ますか。 

○村上委員 解決できるような具体性のある施策、もし解決できないのだったら、法的な

解決策も含めて、法改正も含めてということになると思います。 

○西田座長 それをどういう形で入れていきましょうかね。 

○村上委員 アイデアがあるわけではないのですけれども、最終的なまとめではないので、



 

 

注意喚起等についてというところでもう少し入れていただくほうがよいと思います。 

○日下部参事官 施策に結びつけた方がいいとか、法改正しろとまで書くかどうか別にし

て、そういう課題があるみたいな話は、御意見いっぱい出ていますので、「おわりに」か

何かに入れなければいけないかなとは思っています。 

○多田委員 誰しもが被害に遭う可能性があることに対してということですね。 

○村上委員 誰しもが遭うということを明確に記載して欲しい。 

○多田委員 そうですね。多分、この後の話になってくると思うのですけれども、この後、

面白いなと思ったのは、チェックシートのような形でやってもらって、自覚をまず促すと

か、そういったことから、（被害に遭う可能性の自覚に）繋げたりとか。 

○西田座長 そういうことができるのだろうと思います。128ページのところですと、下に、

60点以上のところで76％とか、50点ゾーンで60％とか書いてあるでしょう。これがすごく

ポイントだと私は思っていて、30点という一番点数の低い人、当てはまらなかった、「「私

は大丈夫」的に言われるような人でも３割は契約しているのだよ」ということで注意喚起

できると思うのですね。そういう書き方をすれば。つまり、棒グラフできれいに見せてい

るところがあったと思うのですが、69ページを見ていただくと、これを見ると、「契約し

なかった」というのが66.9％、順番に落ちていきますね。一方、「購入・契約した」は33％、

76％が行ってしまうのですよということが、エビデンスをしっかり持った上で言えること

が強みでして、この結果を見て、あなたは何点取っているから大丈夫ではないでしょうと。

60点の人は本当に危ないのだということで自覚できるだろうし、「30点の人でも３割は危

ないのだから、どんな性格だから大丈夫というものではないよね」ということの注意喚起

はしやすくなったのだろうと思うのですね。これは今回のアピールポイントだろうと思い

ますので、そういうふうにうまく主張できればいいのかなと思います。 

○村上委員 具体的に言えば、第11章の「内的要因の脆弱性に注意するために」で、「（１）

誰しも消費者被害に遭う可能性があることを認識する」を具体的に補完させるとか、ある

いは自分の内面的な傾向を把握しておくというのは１つだけですね。ほかにもあるのだろ

うと思います。それについてはどうチェックしていくのかとか。陥らない、被らない、不

当な契約を結ばないとか、物品を購入しないためにはどうするのかということで何か提言

されたらどうかという気はしていますが、難しいとは思います。 

○西田座長 例えば、一つのアイデアですけれども、この項目はどうして15項目になった

かの経緯をもうちょっと書いてもいいのかもしれません。第１に、この基になったのが３

倍ぐらいあったと思うのですね。この項目がどうやって作られたかというのは、この検討

会の中でいろいろな御意見、それから、私などは過去の研究事例とかを出しながら、この

問題の専門家たちが、「こういう性格の人とか、こういう行動傾向のある人は危険だよね」

という主張というか、それなりの専門家的な知見を集めて、それがどれぐらい客観的、妥

当なのかということを検討してきたという感じだと思うのですね。それで統計的にもはっ

きりして確証できた項目がこの15項目であるということですね。もちろん、これ以外にも、



 

 

「こういう人が危ないのではないか」とか、「こういう傾向が危ないのではないか」とか、

あるとは思うのですけれども、ここに当てはまる項目というだけでもその危険性は測れま

すよというのを、それなりの経緯をもって作ってきたということを示せば、強さが出てく

るというか、信頼されるのではないか。こういうチェックシートを作ってくれという依頼

はよくあります。だけれども、正直言って、私の研究感覚だけでやっているところはあっ

たので、それと比べれば今回は強いのですよ。１万人のデータを基に選び出したというこ

とは崩れやしませんよ、そんな簡単にという感じですね。 

○村上委員 そういうまとめ方がいいかもしれません。 

○西田座長 そういう感じで、「信頼性、妥当性はちゃんとある」と。だから、「君たち、

当てはまりませんか」と。「３割はどんな人でもひっかかる可能性があるので、性格で決

めないで、もっと別の視点でこの問題に取り組んでもらわないと、被害に遭うかもしれま

せんよ」という話になってくるのですね。それが６つの警戒心の話のところにつながって

いくという感じでしょうか。 

○村上委員 前回の会議でも、消費者教育はやっているのだと報告があったが、それでも

こういう状態になってしまう。だから、そこに何かを考えていかないといけない。その根

本的要因として、「内的要因の脆弱性」があるというところに来ているので、ここも検討

を重視していく必要があるというようなまとめ方をしていただくと良いと思います。 

○千葉委員 内的要因があり、さらに外的要因があるので、結局、内的に弱い人だけでな

く、強目のはずの人でも外的なことによったらそういう場面になる（「誤信」「混乱」「浅

慮」状態に陥る）ということがずっと書かれているからこそ、全員が気をつけろというこ

とですね。結局、思い込みが激しいとか、「自分だけは大丈夫」と思わないでというのが

高齢者向けの啓発講座などのキーワードなのですね。それとか、高学歴だったり、高い地

位の何かについている方ほどプライドも高くていらっしゃるので、ちょっとの疑問を簡単

に口にも出せずに深みにはまっていく方は多いのですよ。 

若い方も、「思い込み」はキーワードだと思いますので、特出しできればいいと思いま

す。今回のアンケート結果から分かるように、各自のメンタル面の特徴を自分でよく知っ

て、別な見方、視点を持つことは大切ということが分かりました。性格自体は急に変えら

れなくても、自分の癖や弱点を補うよう行動の習慣を変えてみることは出来るのではない

か、と発信したいです。 

○西田座長 おっしゃるとおりで、本当に教育しやすくなるのではないかと思うのですね。

だから、まず、これをやらせて、何点取ったという話で、そういうのが好きな人が学生は

多いので、「私は何点だ」、「俺は大丈夫だ」、「あんた危ないね」みたいな話なのです

ね。「ちょっと待てよ、大丈夫と言っているあなたも、そのゾーンにいる人も３割はやら

れている。その３割にならないためにどうすればいいのだろう」。そうすると、もっと警

戒心を持たなければだめなのだよ。「不審て何」というのが分かるかという話から、６つ

の不審感の話を説明してやって、「あなた、それがきちっとできていますか」、「そこに



 

 

危ないところはありませんか」というような話を展開してやれば、自分の弱いところが見

えてくるような気がします。 

○多田委員 そうなると、どう対策するかというのは。今おっしゃったことについて、131

ページに、行ってしまっていいですか。実は、先ほどの話を聞いていてずっと言いたかっ

たのですけれども、まさに対策としては、ロールプレイングというか、実際に（教育現場

で）勧誘の体験をしてみたり、騙されてみたりというのをやってみて、「「自分は大丈夫

だ」と思った人がやはりだめだったね」ということで、現場でそうしたことをもっと具体

的にやっていくことは一つ重要なのかなと。 

○西田座長 おそらく、この検討会の後の、この問題の継承者たちの仕事は、「具体的に

警戒心を育てるにはどうするのか」という点だろうし、「どうやれば一番いいのだろう」

というのをきっと知りたがるのではないかと思います。高校生向きにはとか、大学生向き

にはとか、中学生向きにはという感じでしょうか。 

○多田委員 変な話ですが、例えば、ネットで普通の何でもない情報を流しておいて、実

際は違うのだけれども。友達に流したら、どんなふうに流れるか（拡散するか）をクラス

の中でやってみるとかね。そうすると、多分、みんな流してしまうと思うのですね。そう

いうことをやらせて、「ほら、やはりだめだったじゃないの、ちゃんと（事実を）確認し

たの」というような話も多分、できると思うのですね。 

○西田座長 一つの教育法ですね、今の話は。そういった具体的な教育法を提案していく

というのは、本当に次のステップとしては重要だろうなと思うのですね。 

○村上委員 検討会の方向性としてはそういうことを入れていただくと非常に良いと思い

ます。 

○西田座長 ありがとうございました。 

 そろそろお時間が迫って参りましたので、私としては、この検討会を通して思ったこと

は、今、申し上げたとおりです。まず、今まで、「誰でも危ないですよ」と我々は言い続

けてきたつもりではあるけれども、なかなか伝わらないのは、やはりエビデンスがしっか

りしていなかったからではないかと思うので、そういう意味での我々の弱さを克服したこ

とにもなるし、個人差は当然あるわけだけれども、「特にこういう人が危ない」というこ

とも言えるようになったし、「不審て何」という中身が分かるようになったしという意味

では、この検討会の成果は大きいのではないかと自負できると思っているのですね。そし

て、もう一つはSNSという問題がこれからの社会の中で、特に若者の社会の中では大変大き

なウエイトを占めていますので、それをどう捉えていくのかのヒントにも十分つながった

のだろうと思うのですね。そんな感じがフォーカスできるかと思っています。 

 それで、もう一度この会を開くことが望ましいと思われるならば、可能であると伺って

おりますが、いかがでしょうか。そこまで必要ないとおっしゃるならば、検討会は今回で

終わりになります。 

○多田委員 １ついいですか。この警戒心のチェックシートももうちょっと検討したい部



 

 

分があって、例えば、131ページなのですけれども、今日は時間がないのでできないと思う

のですけれども、「商品・サービス価値への評価」「警戒心」それぞれいいのですけれど

も、例えば、「その場に盛り上がる雰囲気はありませんかとか」を「（雰囲気に）のまれ

ていませんか」みたいな形に変える、微妙な言い回しなのですけれども。 

○西田座長 それはこれからまだ時間があると思いますので、御意見いただいたほうがい

いと思いますね。個別に事務局に送っておいていただければ、検討していきたいと思いま

す。確かにワーディングとか、重要ですので、そこは御検討いただければ幸いです。 

○事務局 まさに今、議論いただいていたところなのですけれども、今回、注意喚起の例

として挙げているのは、アンケートの結果などを基にチェックシートを中心に記載してお

りますが、先ほど御指摘いただいたとおり、細かい言い回しであったり、あるいはチェッ

クシートのほかにも注意を促しておくべき事項は複数あると考えておりますので、本日、

委員の皆様にいただいた御意見なども踏まえつつ、また第11章の記載についてはさらに事

務局でも整理をしていきたいと考えております。また御相談させていただくこともあるか

と思いますが、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す。 

 それでは、特に開催はしないでも大丈夫かと思います。 

 では、事務局にお願いしたいのですが。 

○日下部参事官 それでは、おそらくはまだまだ、皆さん、細かい修正、いろいろ御意見

があるかと思いますので、御指摘、どんなものでも構いませんので、どんどんお寄せいた

だければと思います。まだこれは原案でございますので、我々が見ても、まだ言葉が足り

ないなと思っている箇所も正直あるので、いろいろ御意見いただければ、そういうのを踏

まえて直していきたいと思っています。ある程度まとまったところで、随時、先生方にお

投げして、またご覧いただくと。 

 また、マインド・コントロールのところは、主に西田先生の御発表を中心にしています

ので、西田先生から全面的に書き変えるとか言われたら、そういたします。 

 また、法学と心理学の関係も西内先生でございますので、御指摘あれば、そのとおり直

していきたいと思っているところでございます。 

 ほかの箇所においても、後で思いついたとか、色々あれば、そういった御意見をいただ

ければ、そういうのを踏まえて修正して、座長と相談しながら、また先生方にもお諮りし

ていきたいと思っております。御意見等はメールでいただければ、我々のほうで、なるべ

くそれを組み込んでいきたいと思っております。 

 それから、公表するタイミングについては、したがって、その作業がどれぐらいのタイ

ミングで進捗するかということでございますけれども、今のところは、すぐというよりは、

今日の御意見を踏まえるだけでも結構大変ですので、７月にできればいいなと思っていま

すけれども、もうちょっと遅くなってしまうかもしれないというスケジュール感でおりま

す。公表する時になれば、何月何日に公表しますということは先生方にも事前にお伝えし



 

 

たいと思います。 

 それから、とりあえずの意見は、できれば今月中にいただければ大変助かるかなと思っ

ておりますけれども、そのとき言いそびれたからといって受け付けないということではご

ざいませんので、随時お願いできればと思います。 

 また、冒頭の第１章あたりは、国民生活センターにもいろいろ情報があると承知してお

りますので、よく相談して充実させていきたいと。事実上お願いしたいぐらいですけれど

も、かなり膨らむかなと思っております。後ろのほうに繋がるようなデータがあれば、な

るべく幅広に載せていきたいと思っているところでございます。 

 また、委員の先生方におかれましては、昨年の９月から検討会に御参加いただきまして

大変ありがとうございます。まだ終わりではございませんけれども、検討会の開催はこれ

で終わりかもしれませんが、作業のほうはこれからも続いていきますので、今後ともよろ

しくお願いできれば大変幸いでございます。少なくとも検討会にいらしていただいたとい

うことでは、大変ありがとうございました。 

○西田座長 私としても、６回の検討会でございましたが、大変有益な議論になったと思

いますし、調査をしたということが画期的ですし、また結果をこういう形で報告できると

いうことは、きっと大変良いものになるだろうと思っております。まだまだ直すべきこと

は私も感じてはおりますが、最終的にデッドラインはあるのですか。 

○日下部参事官 夏と言っているので、夏です。９月ぐらいまでは夏のうちですね。 

○西田座長 秋風が吹くまでにということでよろしいですか。 

○日下部参事官 一応、夏ということを今、言っていますので、夏であればいいかなと思

っております。 

○澤井課長 調査課長として、皆様の今までの御検討にお礼を申し上げたいと思います。

今まで、このような検討を消費者庁はやってきていなかったと思っています。どちらかと

いえば、被害が起きた人に対してどのように対応できるかが中心で、被害そのものがどう

して起きているのかを消費者の立場に立って考えたというのは、実はやったことがなかっ

たのではないかと思っています。そういう意味では、大変画期的な検討会だったと思いま

すし、我々が知らなくてはいけない、様々な知見が得られたことを非常に感謝しておりま

す。これから報告書をうまくまとめていきたいと思っています。まだ、初の試みでもあり、

材料を集めただけで手いっぱいなので、報告書をまとめるにはそれなりに時間が必要だと

思っています。 

 また、今日、机上参考資料として出させていただきましたが、これは来週には公表予定

の資料です。若者に焦点を当てていますが、では、若者は他世代に比べて、どういう心理

的な傾向があるかの参考になるのではないかと思っています。消費者意識基本調査は毎年

消費者庁で恒例でやっているものです。本検討会のことも念頭において作成した設問です

が、本当はアンケート調査票と一緒の項目にしたら比較できて、面白かったと思うのです

が、この意識調査の調査票を先に作成してしまいましたので、そうした比較はできません。



 

 

しかしながら、「普段の行動や意識について、消費者がどう思いますか」に対する回答結

果を見ると、例えば、上の行の３番目の「何事にも直感や習慣にそって行動する」「嫌な

ことがあると現実逃避しがちだ」とか、下の段の真ん中の「他の人に弱みをみせたくない」

とか、若い人の方が当てはまると回答する傾向が高いのです。やはり場面に弱いところと

かがあるのかもしれないと思いました。 

 一方で、一番下の右側の「相手の発言の裏にある意図を考える」は、若い人のほうが若

干パーセンテージは高いのです。私の本当に個人的な解釈なのですけれども、若者はそん

なものではないかなと、直感や習慣によってする簡便な思考ルートも、じっくり考えるこ

とも、若者は場面によってどちらもやることがありうるのではないかと。だからこそ、い

ざ何か別のプレッシャーがあったときには簡便な思考ルートになりやすいとか、もしかし

てありえるのかもしれないと。あるときは深く考えるけれども、あるときは直感で考える、

つまり、ぶれやすいのではないかと。個人的な解釈ですが、両面性があるのが若者だと思

ってもいいのかなと思います。そうしたことを考える参考資料として提出しております。 

○村上委員 取扱注意になっていますけれども。 

○澤井課長 来週公表する資料の後ろの方に掲載されている数字でございますので、公表

後は取り扱いに問題はございません。 

○西田座長 この質問は何度もやっているとおっしゃったのですかね。 

○澤井課長 初めてです。西田先生が過去にやっていらっしゃった質問も参考に、初めて

やってみました。データは、１年しかありません。世代別の傾向を見て、若者の傾向が分

かるといいのではないかと思ってやってみたものです。１万人にアンケート調査を訪問留

置で送らせていただいて、6,000ぐらいの回収率がありました。 

○西田座長 そうですか。ありがとうございます。 

 そろそろ時間が迫ってきました。最後に一言、何かございますか。 

 なければ、これで閉会に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

ただきましてありがとうございました。 


