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【要旨】 

 本論文では、2012〜15 年度の消費者意識基本調査の個票データを用いて、高齢者の消費

者としての特性と消費者被害との関係を分析した。主な結果は以下の通りである。 

  ① 消費者としての意識・行動は、高齢者になると低下する 

  ② 高齢者の消費者政策への認知度は低い 

  ③ 高齢者の消費者政策への評価は高い 

 ①は、高齢者の判断力・行動力の低下と関連があると考えられる。また、②③は、高齢

者は消費者政策についてよく知らないにもかかわらず、政策によって安全・安心な消費環

境が整えられていると考えていることを示しており、高齢者が消費生活の安全性等につい

て甘い判断や油断をしているとも受け取れる。 

 ただし、これらのことが要因となって高齢者の消費者被害をもたらしているのか否かに

ついては、いくつかの示唆を得られたものの、消費者被害の経験によって意識・行動や消

費者政策への評価が影響を受けるといった逆の因果関係の問題や、回答者の主観に基づく

意識調査というデータの性質などから、はっきりしたことは確認できなかった。 
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高齢者の消費者被害の特性と要因 

－「消費者意識基本調査」の個票データを用いた分析－ 

 

 

１．はじめに 

（１）論文の目的 

 近年、高齢者の消費者被害の増加・深刻化が問題となっている。消費者庁[2016]による

と、92.7万件の消費生活相談件数(2015年度)のうち、65歳以上の高齢者は 24.0万件と全

体の 27％を占めており、高齢者人口の増加以上のペースで増えている1。また、平均被害金

額も高齢者の方が全体平均よりも高額である2。 

 この論文は、このように社会問題化している高齢者の消費者被害について、データから

その特性と要因を明らかにすることを目的とする。具体的には、消費者庁の「消費者意識

基本調査」の個票データを用いて、高齢者の消費者としての意識や消費行動、および消費

者被害の特性を明らかにする。また、それらの相互関係を分析し、どのような高齢者が被

害にあいやすいのか、高齢者の消費者被害の要因を捉えることを試みる。特に、高齢者が

消費者被害にあいやすい要因として、(1)高齢者の孤立・不安、(2)判断力・行動力の低下、

(3)情報の届きにくさの３点に注目して分析を行う3。 

 

（２）先行研究 

 社会的に大きな問題となっているにもかかわらず、これまで、高齢者の消費者被害の学

術的な分析はあまり行われていない。問題の深刻さに比べると先行研究は少ない。 

 先行研究は大きく３類型に分けられる。まず、第１の類型として、高齢者の契約におけ

る責任能力や、成年後見制度の適用の問題などを扱った法学的な観点からの文献がある(松

本恒雄[2014]、八杖友一[2014]など)。数としてはこれが一番多い。 

 第２の類型は、全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談の情報などを用い

て、データから被害の傾向や特徴を分析したものである。このような分析は、これまで基

本的に消費者庁や国民生活センター、地方公共団体など行政が公表しているものに限られ、

外部の研究者による先行研究はほとんど行われてこなかった。これは、消費生活相談等の

データが行政内部に限られており、外部の研究者は容易にアクセスできないことが大きな

要因であると考えられる4。 

                                                 
1 消費者庁[2016]p.119。 

2 消費者庁[2016]p.115, p.159。 

3 この３点に注目する理由については、三平智子[2017]を参照。 
4 全国の消費生活センター等に寄せられた相談の情報は、全国消費生活情報ネットワークシステム （PIO-NET）

に登録され、国・地方の消費者行政に活用されている。この相談情報は、相談者の個人情報や、個別の企業名

情報などが、相談者の証言だけで事実確認が不明なままの状態で登録されていることから、基本的に行政内
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 第３の類型は、地方公共団体や NPO団体などが行っている高齢者被害対策の取組事例を

扱ったものである5。これは、地方公共団体が自らや、地域内の団体などの活動を報告・紹

介する形で出している場合が多く、取組促進や PR的色彩が強い。 

 本論文は、上記の第２の類型に属するものである。上記の通り、この類型はデータへの

アクセスの制約から行政以外の研究者による分析はほとんど存在していない。今回の分析

に用いた消費者意識基本調査も、本論文が行政以外で個票データにアクセスし、独自の分

析を行った初めての例である。消費者庁自身の分析（消費者庁[2013～2016]）と比較する

と、本論文の分析は高齢者に焦点を絞っている点に特徴がある。特に、消費者被害の有無

に関する回答と、消費者としての意識・行動に関する回答とのデータを結び付けて、被害

にあいやすい高齢者の特性や高齢者の消費者被害の要因をデータから明らかにしようとい

う点が、新たな視点である。分析手法の面では、消費者庁による分析でも行われていたク

ロス集計に加え、因子分析、クラスター分析、回帰分析などを新たに行っている。 

 

（３）使用データの説明 

 論文で使用する消費者意識基本調査は、消費者庁が 2012 年度から実施しているアンケ

ート調査である。消費者の意識・行動、消費者被害の経験、消費者政策の評価・認知度な

どについて質問し、毎年約 6,500人の消費者から回答数を得ている。今回使用するのは、

2012～2015年度調査の４年度分をプールした、合計 26,180の標本である6。 

 なお、使用するデータは意識調査の回答であるため、回答者本人の主観や認識の影響を

受けている点は留意する必要がある。 

 例えば、消費者被害の有無に関する質問については、図表１－１に示すように、本人に

は被害意識があるが実質的な被害は生じていない「不満7」が消費者被害のデータに含まれ

る。一方、実質的な被害があっても本人が認識していない「潜在的被害」はデータに含ま

れない。いわゆる悪質商法などは、騙されたことに本人が気づいていない場合も多くある

が、そうした潜在的被害は今回のデータでは把握されない。特に高齢者の場合、消費生活

センター等への相談においても、本人ではなく被害に気づいた周りの人からの相談が多い

という実態があるので8、回答に表れていない潜在的被害も多いと考えられる。 

  

                                                 
部に設置された専用の端末・専用回線からしかアクセスできないようになっている。ただし、国民生活セン

ターの以下のページで簡単な検索はできる。 

国民生活センター「消費生活相談データベース」http://datafile.kokusen.go.jp/ 
5 東京都消費生活総合センター[2016]など。 

6 ただし調査年度によって質問している項目が変わる場合があるので、分析によって用いる標本数は異なる。今

回の分析で使用した質問項目と、各調査年度との対応および標本数については、巻末資料１にまとめた。 
7 接客態度が悪かったなど。 
8 国民生活センター[2016a]pp.10-11。 



3 

図表１−１ 意識調査によって把握される「消費者被害」のデータ 

 

  実質的な被害 

  あり なし 

本人の 

被害意識 

あり 顕在的被害 不満 

なし 潜在的被害 被害なし 

         (注) 消費者庁[2013]をもとに作成 

 

（４）論文の構成 

 以下では、２節で高齢者の消費者被害の特性を分析する。 

 続く３～７節は、高齢者の消費者としての特性を分析し、消費者被害との関連を探る。

その際、高齢者が被害にあいやすい要因として、(1)高齢者の孤立・不安、(2)判断力・行

動力の低下、(3)情報の届きにくさの３点に注目して分析を行う。 

 ３節は消費者としての意識・行動や日常生活について、４節は消費者政策の認知度・評

価について、それぞれ高齢者の特性を分析する。その際、上記３つの要因のうち、主に「判

断力・行動力の低下」との関わりを念頭において分析する。 

 ５節は消費生活情報の入手経路と消費者教育について、高齢者の特性を分析する。これ

は、主に「高齢者への情報の届きにくさ」に関わる。 

 ６節は高齢期の消費生活の不安について分析する。これは、主に「高齢者の孤立・不安」

に関わる。 

 分析手法としては、クロス集計のほか、相関分析、クラスター分析、因子分析を用いる。

また、７節では、回帰分析の手法を用いて、高齢者の消費者としての特性と消費者被害の

関係について、より包括的に分析する。 

 最後に８節で分析結果のまとめと結論を述べる。 

 

  

← 意識調査による 

「消費者被害」 
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２．高齢者の消費者被害の特性 

 この節では、「消費者被害の経験」について共通の質問項目で調査している 2013～2015

年度のデータを用い、クロス集計、相関分析、クラスター分析、因子分析を行う。その際、

年齢階層別の比較により、高齢者の消費者被害に特性があるかを分析する。 

 

（１） 消費者被害 

①クロス集計 

 2013〜15 年度の意識調査において消費者被害の有無について回答のあった標本 19,436

のうち、何らかの消費者被害の経験があると回答した標本は 1,916（9.9％）である。 

 まず、消費者被害に関する項目ごとの年齢階層別の回答をクロス集計することにより、

年齢階層別の被害の特性・傾向を見る。 

 年齢階層別の被害の有無を見ると、高齢者の被害が多い項目（安全性、金額、表示広告、

販売手口など）もあるが、全般的には必ずしも高齢者ほど被害が多いとは言えない（図表

２−１）。 

 

図表２−１ 消費者被害の年齢別クロス集計結果 

 
（注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 また、図表２−２は消費者被害の年齢別構成比を見たものである。サンプル全体に占める

高齢者（70歳以上）の比率は 18.4%である。これに対して、消費者被害全般（被害あり計）

で見ると、被害に占める高齢者の比率は、18.5%となっている。必ずしもサンプル全体と比

較して高齢者の比率が高いわけではない。 
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 被害の種類別に見ると、高齢者の割合は「安全性」「金額」「表示広告」「販売手口」

などで高い。「詐欺」は高齢者の割合は低いが、詐欺被害のサンプル数が少ないので確実

なことは言えない（詐欺被害 74 件のうち、60 歳代９件、70 歳代８件、80 歳以上４件）。 

 

図表２−２ 消費者被害の年齢階層別構成比 

 
（注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 

②相関分析とクラスター分析 

 次に、それぞれの被害の相関を調べることにより、被害の関連性を調べる。図表２−３は

各被害の間の相関係数を見たものである（相関が高いほど濃い色をつけて示す）。いずれ

も統計的に有意な正の相関を示しており、被害の遭いやすさには相互に関係があることが

わかる。特に、「機能品質」「表示広告」「金額」の３つの間の相関と、「販売手口」「契

約解約」の間の相関が高い。 

 「安全性」と「詐欺」は他の被害との相関が比較的低いが、その中では、「安全性」は

「機能品質」「表示広告」との相関が、「詐欺」は「販売手口」「契約解約」との相関が

比較的強いといえる。前者は商品の安全性に関わる被害のつながりを、後者は詐欺的な販

売手口に関わる被害のつながりを示していると考えられる。 
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図表２−３ それぞれの消費者被害の間の相関係数 

 

（注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成。標本数は項目によって異なるが 19,266～19,305。 

   相関が高いほど濃い色をつけて示してある。有意性の検定を行うと、いずれも１％水準で有意である。 

 

 次に、クラスター分析により、消費者被害に関する項目の回答を、その類似性・近接性

に応じてグループに分ける。クラスター分析の結果は、以下で行う因子分析においても、

頑健性の確認や、因子数の決定および因子の意味の解釈の際の参考として用いる。 

 クラスター分析の結果、「契約解約」「詐欺」「販売手口」の被害に近接性が見られる

（図表２−４）。これらはいずれも商品・サービスの販売に関連するトラブルである。これ

ら以外の被害については、あまり明確なまとまりは見られない。 

 

図表２−４ 消費者被害のクラスター分析結果 

 

         （注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 
  

安全性 機能品質 金額 表示広告 販売手口 契約解約 詐欺 その他

安全性 - 0.256 0.134 0.222 0.078 0.104 0.032 0.170

機能品質 0.256 - 0.313 0.572 0.201 0.184 0.096 0.258

金額 0.134 0.313 - 0.372 0.260 0.196 0.082 0.174

表示広告 0.222 0.572 0.372 - 0.221 0.191 0.095 0.217

販売手口 0.078 0.201 0.260 0.221 - 0.367 0.175 0.184

契約解約 0.104 0.184 0.196 0.191 0.367 - 0.148 0.240

詐欺 0.032 0.096 0.082 0.095 0.175 0.148 - 0.188

その他 0.170 0.258 0.174 0.217 0.184 0.240 0.188 -



7 

被害：安全性

被害：機能品質

被害：金額

被害：表示広告

被害：販売手口

被害：契約解約

被害：詐欺 被害：その他
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0.7

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

因
子
２

販
売
被
害
因
子

因子１商品被害因子

販売に関する被害

商品に関する被害

両方に関する被害

因子１ 因子２ 共通性

商品被害因子 販売被害因子 因子抽出後

被害：安全性 .308 .026 .104

被害：機能品質 .769 -.044 .562

被害：金額 .364 .199 .241

被害：表示広告 .777 -.034 .579

被害：販売手口 .012 .590 .355

被害：契約解約 -.026 .607 .354

被害：詐欺 .001 .298 .089

被害：その他 .194 .291 .176

③因子分析 

 2013～2015年度の消費者被害に関する回答を用いて因子分析を行う。因子分析は、複数

の質問項目の回答から、その背後にある少数の共通因子を見つけ出すものである。 

 消費者被害の回答について因子分析を行った結果、２つの共通因子が見つかった（図表

２−５）。 

 因子１は、「安全性」「機能品質」「金額」「表示広告」など商品自体に関するトラブ

ルに強い影響を与えているので、「商品関連トラブルへの遭いやすさ」を示す共通因子と

考えられる（以下、「商品被害因子」と呼ぶ）。 

 因子２は、「販売手口」「契約解約」「詐欺」など販売にまつわるトラブルに強い影響

を与えているので、「販売関連トラブルへの遭いやすさ」を示す共通因子と考えられる（以

下、「販売被害因子」と呼ぶ）。 

 

図表２−５ 消費者被害の因子分析結果    図表２−６ 因子負荷のプロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 消費者意識基本調査（2013～15年度；有効標本数＝19,191）を用いて因子分析（主因子法、プロマックス

回転、固有値１以上基準）を行った結果。 

  色掛けは各項目に最大の影響を与えている因子、太字は因子負荷 0.3以上を示す。 

 

 なお、「安全性」「機能品質」「表示広告」の被害については、専ら因子１の影響を受

けているので、以下の分析ではこれらの被害をまとめて「商品に関する被害（商品被害）」

と呼ぶことにする。また、「販売手口」「契約解約」「詐欺」の被害については、専ら因

子２の影響を受けているので、「販売に関する被害（販売被害）」と呼ぶことにする（図

表２−６）。「販売に関する被害」のグループ分けは、クラスター分析の結果とも合致して

いる。2013〜15年度の意識調査から被害の有無を確認できた標本のうち、「商品被害」に

あったのは 1,664（8.6%）、「販売被害」にあったのは 369（1.6%）である。 
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（補足）因子分析の考え方 

 図表２−７のパス図9を用いて、因子分析の考え方を説明しておく10。 

 因子分析では、個々の観測された「変数」（ここではそれぞれの被害の有無についての

回答）の背後には、観測はできないが、それらの被害に共通して影響を与える「共通因子」

と、それぞれの被害に固有の影響を与える「独自因子」があると想定する。実際の被害は、

これら両方の影響のもとで発生すると考える。 

 上記の分析では、「安全性」「機能品質」「表示広告」などの質問への回答として観測

された被害の背後に、「商品関連トラブルへの遭いやすさ（商品被害因子）」という、観

測はできないが共通する因子があり、その影響と各被害の独自因子の影響が相まって、そ

れぞれの被害が現実に発生してきたと考える。同様に、「販売手口」「契約解約」「詐欺」

などの被害の背後に、「販売関連トラブルへの遭いやすさ（販売被害因子）」という共通

する因子があり、その影響と独自因子の影響が相まって、それぞれの被害が現実に発生し

てきたと考える。 

 

図表２−７ 消費者被害の因子分析のパス図 

 
 

    (注) 消費者意識基本調査（2013～15年度）の因子分析結果より作成。 

       太線は因子負荷 0.3以上、点線は因子負荷 0.1未満を示す。 

 

                                                 
9 因子と変数の因果関係などを図式的に示したもの。観測された変数は四角で、観測されない因子は円（楕円）

で囲われる。矢印は因果関係を表す。 
10 因子分析について、より詳しくは松尾・中村[2002]を参照。 
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 先の図表２−５の「共通性」は、それぞれの被害の発生要因に占める共通因子の割合を示

している。１から共通性を引いた残りが独自因子の影響の割合である。例えば、「販売手

口」の被害は、専ら販売被害因子を中心に 35.5％の共通因子の影響と、残る 64.5％の独自

因子の影響を受けて発生すると考える。また、「金額」に関する被害は、商品被害因子と

販売被害因子の両方の影響を受けているが、両者を合わせて 24.1％の共通因子の影響と、

残る 75.9％の独自因子の影響のもとで発生すると考える。 

 図表２−５や２−７に示した通り、「安全性」と「詐欺」は特に共通性が低く、独自因子

の割合が高くなっている。これは、被害の遭いやすさの共通因子を持っている人すべてが

現実に被害に遭うわけではなく、「安全性」「詐欺」などの被害は特に、たまたま安全性

に問題のある欠陥商品にあたったとか、たまたま詐欺のターゲットになったなどの、偶然

的な要素が強いためと考えられる。 

 

④因子得点分析 

 因子分析では、回答者ごとに、それぞれの因子をどれだけ持っているかを因子得点とし

て算出することができる。こうして計算された因子得点が高い人ほど、被害に遭いやすい

と言える。すなわち、商品被害因子の因子得点が高い人は「安全性」「機能品質」「表示

広告」などの被害に遭いやすく、販売被害因子の因子得点が高い人は「販売手口」「契約

解約」「詐欺」などの被害に遭いやすい（ただし、因子得点が高い人がすべて被害に遭う

というわけではなく、独自因子も働くということは、上の補足で述べた通りである）。 

 図表２−８は、年齢階層別に各因子得点の平均を比較し、被害の遭いやすさに違いがない

かを見たものである。また、図表２−９は、70 歳以上の高齢者について、世帯類型別に因

子得点の平均を比較したものである。 

 図表２−８を見ると、両因子とも、70 歳代でやや上昇するが、必ずしも高齢者ほど被害

に遭いやすいという結果にはなっていない。 

 一方、図表２−９を見ると、70 歳以上の高齢者では、１人暮らしの高齢者ほど被害に遭

いやすいという結果が出ている。同居者がいる場合でも、世帯全員が高齢者の場合は、高

齢ではない同居者がいる場合よりも被害に遭いやすい11。高齢者を区切る年齢を変えると

結果にばらつきが生じるが、販売被害については高齢者の単身世帯が被害に遭いやすいと

いうのは区分年齢によらず共通した結果である。これは、高齢者の消費者被害の要因とし

て高齢者の孤立・不安があるという我々の考え方と整合的である。 

 なお、今回の分析で得られた因子得点については、以降の分析の分も含め、巻末資料２

に相関係数と記述統計を掲載した。 

  

                                                 
11 ただし、これらの結果は統計的には必ずしも有意ではない。 
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図表２−８ 消費者被害の遭いやすさ       図表２−９ 消費者被害の遭いやすさ 

  （年齢階層別の因子得点比較）       （世帯類型別因子得点の平均比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (注) 消費者意識基本調査（2013～15年度）の因子分析結果より作成 

 

（２） 消費者被害の相談等 

 消費者意識調査では、消費者被害の経験が「ある」と回答した人に、その購入形態や、

誰かに相談したか否かを聞いている。著者の一人が行ったヒアリング調査（三平智子[2017]

第３章）では、訪問販売や電話勧誘による被害は、１人暮らしの高齢者や、同居者がいて

も日中の高齢者が１人になる時間帯を狙ってくるとの話があった。また、相談する相手が

いない孤立した高齢者ほど被害に遭いやすく、被害にあった場合の救済も困難であるとの

話があった。そこで、購入形態や、相談の有無、相談先についても分析した。 

 

①クロス集計：販売・購入形態 

 まず、被害の販売・購入形態について年齢別にクロス集計を行った（図表２−10）。高齢

者は、店頭販売による被害は少ない。体力的な要因などから、自ら店頭に行って買うこと

が少なくなっているものと思われる。一方、高齢者は、通信販売、訪問販売、電話勧誘販

売による被害が多い。通信販売については、買い物に出かけることが難しくなった高齢者

による利用のほか、いわゆる「アクティブ・シニア」によるインターネット通販関係のト

ラブルも含まれると思われる12。 

 訪問販売や電話勧誘については、１人暮らしの高齢者や日中１人になる高齢者が狙われ

るとの話と整合的である。このため、この２つについては、高齢者（70歳以上）の世帯類

型別の比較も行った（図表２−11）。訪問販売による被害は、高齢者に多いが、同居の有無

                                                 
12 国民生活センター[2016b]参照。 
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図表２−10 消費者被害の販売・購入形態（年齢別） 

 

図表２−11 消費者被害の 

販売・購入形態（世帯類型別） 
 

はあまり関係がないようである。同居者がいても１人の時を狙っているということが考え

られる。一方で、電話勧誘による被害は、１人暮らしの高齢者が多く、同居者がいると少

ない。電話勧誘による被害は、同居者がいると相談するなどにより被害に至る前に気づき

やすいということが考えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

②クロス集計：相談の有無、相談先 

 図表２−12は、相談の有無、および相談先について年齢別にクロス集計した結果である。

相談したか、相談していないかの質問に対する回答を見ると、高齢者は相談しないという

傾向はみられなかった。一方、相談先については、高齢者は「身近な人」が多いという結

果が得られた。行政・専門家等への相談は年齢に関係なく少ない。また、事業者・販売店

等への相談は、高齢者は少なくなる。 

 行政・専門家等の内訳をみると、80 歳以上になると行政の相談窓口の利用が低下する。

身体的な状況により相談窓口に出向けない場合や、相談する意欲を失うなどが考えられる。

一方、高齢になると弁護士や警察への相談が多い傾向がある。被害金額が大きいなど被害

が深刻な状況を反映していることが考えられる。 

 図表２−13は、相談先を高齢者（70歳以上）の世帯類型別に見たものである。高齢者の

相談先は「身近な人」が多いと先に述べたが、１人暮らしの高齢者の場合は身近な人への

相談は少ない。１人暮らしの高齢者は、相談する相手がいなく、孤立する傾向にある。ま

た、同居者がいる高齢者の場合、身近な人への相談は、高齢者同士の世帯に比べて、非高

齢の同居者がいる場合が少ない結果となっている。これは、娘や息子などと同居をしてい

ても、子どもには相談できないことを示している可能性がある。三平[2017]のヒアリング
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調査でも、子どもに知られたくない、叱られたくないなどの心理が働くとの意見が見られ

た。 

 

図表２−12 消費者被害の相談の有無と相談先（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 

図表２−13 消費者被害の相談先（高齢者世帯類型別） 

 
   （注）2013〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成   
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３．高齢者の消費生活 

（１）消費者としての意識・行動 

 2012〜15年度のすべての調査に共通する質問として、消費者としての意識・行動に関す

る質問がなされている。その分析の結果、殆ど全ての項目で高齢者になると消費者として

の意識・行動が低下することがわかった。ただし、このことが高齢者の消費者被害の要因

となっているのかどうかについては、はっきりした結論は出せなかった。 

 

①クロス集計 

 消費者意識基本調査では、毎年度、「商品やサービスを選ぶときに意識すること」を聞

いている。図表３−１は、こうした消費者の意識について、クロス集計により年齢別の傾向

をみたものである。「価格」、「機能」、「ブランドイメージ」、「評判」、「特典」な

どへの意識は、概ね 30〜40歳代をピークに低下しはじめ、高齢者はあまり意識しなくなる

傾向がある。一方、「安全性」や、企業の対応・姿勢に関する項目（「説明接客態度」、

「苦情要望対応」、「環境への影響」、「経営理念・社会貢献」）は、高齢者ほど意識す

るようになる。ただし、それも概ね 70歳代までで、いずれも 80歳代になると低下する。 

 

図表３−１ 年齢別に見た消費者の意識 

      
  （注）2012〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 

 「消費者として心がけている行動」もまた、毎年度の調査で質問している。図表３−２は、

その回答を年齢別に見たものである。これを見ると、消費者としての心がけは、いずれの

項目も 60〜70歳代まで上がる傾向にあるが、80歳代になると低下する。 
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図表３−２ 年齢別にみた消費者として心がけている行動 

 
 （注）2012〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 

 以上の分析から、消費者としての意識・行動のいずれも、80歳代になると（一部の項目

ではそれ以前から）低下することがわかった。これは、我々が高齢者被害の要因の１つと

して考えている判断力・行動力の低下に対応していると考えられる。 

 

②クラスター分析   

 次に、これら消費者の意識に関する質問項目を、クラスター分析によりグループ分けす

ることを試みた。消費者の意識に関する項目は、a)商品自体に関する意識、b)企業の社会

的対応に関する意識、c)企業の顧客対応に関する意識、d)消費者としての心がけ、e)販売

戦略に関する意識、の５つにグループ分けできる（図表３−３）。 
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図表３−３ 消費者の意識のグループ分け（クラスター分析） 

 

（注）2012〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 

③因子分析 

 次に、消費者の意識・行動に関する 17の質問項目への回答を因子分析し、それらの回答

の背後にあると想定される共通因子を抽出した。因子分析の結果、４つの共通因子が見出

された（図表３−４）。      

 第１因子は、消費者として心がけている行動の諸項目に強い影響を与えている共通因子

なので、「消費者としての心がけ」因子とした。 

 第２因子は、企業の対応姿勢に関する項目に強い影響を与えている共通因子なので、「企

業の姿勢への意識」因子とした。 

 第３因子は、広告や特典などに関する強い影響を与えている共通因子なので、「販売戦

略への意識」因子とした。 

 第４因子は、機能や価格、安全性など商品自体に関する項目に強い影響を与えている共

通因子なので、「商品自体への意識」因子とした。 

 これら４つの因子は、クラスター分析における質問項目のグループ分けに概ね対応して

いる結果となった。 

  

【クラスター分析】

商品自体

企業の社会対応

企業の顧客対応

消費者としての

心がけ

販売戦略
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図表３−４ 消費者の意識・行動の因子分析結果 

 

（注）消費者意識基本調査（2012～15年度；有効標本数＝25,148）を用いて因子分析（主因子法、プロマック

ス回転、固有値１以上基準）を行った結果。 

 色掛けは各項目に最大の影響を与えている因子、太字は因子負荷 0.3以上を示す。 

 

 

④因子得点分析 

 ③の因子分析の結果発見された４つの因子について、各回答者の因子得点を求め、年齢

階層別に集計した。 

 図表３−５を見ると、消費者としての意識・行動のいずれの因子も、若いうちは低く、40

～60歳代でピークとなり、80歳代になると急激に低下する。これは、①のクロス集計結果

と整合的な結果である。 

 

  

因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 共通性

消費者として

の心がけ

企業の姿勢へ

の意識

販売戦略への

意識

商品自体への

意識
因子抽出後

意識：価格#4 .045 -.136 .213 .397 .248

意識：機能#4 -.025 -.004 -.035 .852 .680

意識：安全性#4 .002 .392 -.044 .402 .404

意識：広告#4 -.054 .116 .540 -.027 .323

意識：ブランドイメージ#4 .045 -.082 .577 .034 .331

意識：評判#4 .031 -.052 .623 .104 .443

意識：特典#4 -.009 .083 .501 -.044 .272

意識：説明接客態度#4 -.004 .420 .320 -.002 .399

意識：苦情要望対応#4 .046 .536 .213 -.019 .467

意識：環境への影響#4 -.065 .900 -.073 .023 .702

意識：経営理念・社会貢献#4 .028 .707 .028 -.099 .498

行動：表示や説明を確認する#5 .586 -.056 .005 .170 .425

行動：トラブルに備える#5 .664 .039 .038 -.062 .457

行動：事業者に申立てる#5 .558 .019 .081 -.058 .336

行動：生活設計を考える#5 .715 -.047 -.005 -.025 .452

行動：個人情報の管理に注意する#5 .662 .000 -.031 .023 .438

行動：環境に配慮した商品を選ぶ#5 .420 .438 -.155 -.009 .505
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図表３−５ 消費者の意識・行動に関する因子得点の年齢別平均の比較 

 
        (注) 消費者意識基本調査（2012～15年度）の因子分析結果より作成 

   

 以上のクロス集計や因子分析の通り、80歳代になると消費者としての意識・行動が急速

に低下することは、高齢者の判断力・行動力の衰えを表しており、高齢者の消費者被害を

生む要因となっているのだろうか。 

 この点を調べるため、消費者被害に遭った人と遭わなかった人に分けて、因子得点の平

均点の比較を行った。上記の推測が正しければ、消費者被害に遭った人は消費者としての

意識・行動因子の得点が低いはずである。結果は予測に反して、消費者としての意識や行

動が高い人ほど被害に遭っているという結果であった（図表３−６）。この結果は、標本を

65歳以上の高齢者に限定しても、被害を「商品被害」と「販売被害」に分けても変わらな

かった。頑健な結果である。 

 

図表３−６ 消費者の意識・行動に関する因子得点と消費者被害の有無 

 
        (注) 消費者意識基本調査（2012～15年度）の因子分析結果より作成   
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 こうした想定と異なる結果となった理由としては、次の２つの可能性が考えられる。 

① 被害に遭った人ほど、消費者としての意識や行動を心がけるようになる(消費行動に

おいて注意深くなる)という逆の因果関係が働いている。 

② 消費者としての意識や行動が高い人ほど、被害に気づきやすい（被害に敏感である）。

意識や行動の低い人の中には、被害に気づかずに、意識調査の回答では把握されない

潜在的被害となっている場合が考えられる。 

 以上の分析では、消費者の意識・行動因子と消費者被害の有無の関係を個別に見ると、

想定と異なり正の相関が見られた。７節では、消費者としての意識・行動以外の他の説明

変数も同時に加えた上で、消費者被害の有無を被説明変数とするロジスティック回帰分析

や、消費者被害の因子得点を被説明変数とする回帰分析を行うことにより、包括的な分析

を試みる。 

 

（２）消費者の日常生活 

 三平[2017]のヒアリング調査では、普段から人とのコミュニケーションが取れる人は、

人とのつながりの中で相談ができることから被害に遭いにくく、被害にあった場合でも早

期の救済に結びつきやすいとの話があった。2013年度の意識調査では、消費者の日常生活

について、「活動的である」「人と話すのが好き」か否かを質問している。そこで、これ

らの質問への回答と消費者被害の有無、および相談の有無についてクロス集計を行った（図

表３−７～３−９）。 

 まず、図表３−７から活動的か否かと被害の関係を見ると、全サンプルでは被害が二極化

している様子が見られる。最も活動的でない層と最も活動的である層で被害が多く、その

中間では被害が少ない。活動的でない層は、強引な勧誘や販売を断ることができなかった

り、ターゲットとして狙われやすかったりするために、被害が多くなるのかもしれない。

一方、活動的な層は、三平[2017]のヒアリングで指摘のあった「自分に自信がある高齢者

や元気な高齢者ほど被害が多い」ということを示しているものと思われる。実際、高齢者

（65歳以上）にサンプルを絞ると、二極化の傾向は薄れて活動的でない層の被害は少なく

なり、最も活動的である層で一番被害が多い。 

 次に、図表３−８から「人と話すのが好き」か否かと被害の関係を見ると、こちらは全サ

ンプル、高齢者サンプルともに二極化の傾向がみられる。三平[2017]では、人とコミュニ

ケーションが取れる高齢者は、日常の会話などから情報を入手しやすいので被害に遭いに

くいとの話や、被害にあった場合でも会話の中で「それはおかしいよ」と言ってくれる人

がいれば被害に気付き早期の救済につながるとの話があった。二極化は、このことを反映

していると思われる。最も人と話さない層の高齢者は、情報が入りにくいので被害に遭い

やすい。一方、最も人と話す層の高齢者も、被害に気付きやすいので、意識調査のデータ

では被害にあったとの回答が増える。 
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図表３−７ 「活動的である」と消費者被害の有無 

 
（注）2013年度消費者意識基本調査より作成 

 

図表３−８ 「人と話すのが好き」と消費者被害の有無 

 
（注）2013年度消費者意識基本調査より作成   
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 図表３−９は、「活動的である」「人と話すのが好き」か否かと、被害にあったときに相

談したかどうかとの関係を見たものである。「活動的である」「人と話すのが好き」と答

えた高齢者（65歳以上）は、被害にあったときに相談する割合が高いとの結果であった（こ

の傾向は、全サンプルでも同じであった。ただし、サンプルを 65歳以上の高齢者に絞ると

より顕著である）。これは三平[2017]のヒアリング結果と整合的である。 

 

図表３−９ 「活動的である」「人と話すのが好き」と相談の有無 

（注）2013年度消費者意識基本調査より作成（有効標本数は質問項目により 125～126） 
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４．消費者政策の認知度・評価 

 消費者意識基本調査では、毎年度、消費者庁が行っている消費者政策の認知度や、消費

者を取り巻く環境の評価について質問を行っている。この節では、その回答を用いて、消

費者政策の認知度や評価に関する年齢別の傾向や、消費者被害との関係を分析する。 

 結論を先に述べれば、消費者政策の認知度は高齢者ほど低くなっている。一方、消費者

政策や消費者を取り巻く状況への評価は、高齢者ほど高くなる傾向がある。高齢者は、消

費者政策をあまり知らないのに、消費者政策を高く評価しているということである。高齢

者は、判断力や認識力の低下にともない、消費者政策や消費者被害の実情をあまり知らな

いまま、政策により消費者は安全・安心に取引できる環境にあるという甘い判断や油断を

していると捉えることもできる。ただし、こうしたことが高齢者の消費者被害の要因とな

っているのかどうかについては、明確な結論は得られなかった。 

 

（１）消費者政策の認知度 

①クロス集計 

 まず、消費者庁が行っている政策への認知度について、年齢別にクロス集計を行った。

図表４−１を見ると、どの項目も概ね 60歳代以上の世代では高齢になるほど消費者政策の

認知度が低下している。 

 

図表４−１ 年齢別にみた消費者政策の認知度 

 
    （注）2012〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 
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 それでは消費者政策を知らないことが高齢者の消費者被害を招いているのだろうか。図

表４−２は、消費者被害の有無と消費者政策の認知度の関係を見たものである。これを見る

と、消費者政策の認知度が低いほど被害にあうとは言えない。逆に、消費者政策の認知度

が高いほど被害にあっている（統計的にも有意である。また、この結果は、消費者被害を

「商品被害」と「販売被害」に分けても、サンプルを 65歳以上の高齢者に限っても、変わ

らない（ただし項目によっては有意ではなくなる））。 

 

図表４−２ 消費者政策の認知度と消費者被害の関係 

 

    （注）2012〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 消費者政策の認知度が高いほど被害が多いというのは、どう考えたらよいだろうか。３

つの解釈が考えられる。 

（解釈１）消費者政策を知ることで、被害に遭ったときに気付くことができたという解釈

である。悪質商法などは、手口を知らないと騙されたことに気づかない場合がある。

こうした潜在的被害は、意識調査のデータでは把握されない。 

（解釈２）もともと消費者被害への警戒心の強い人が、消費者政策についても知ろうとす

るし、被害に遭った時も気づきやすいという解釈である。 

（解釈３）消費者被害に遭ったことで、その相談や解決の過程で消費者政策についての知

識が増えた、あるいは消費者政策について知る必要性を感じたという、逆の因果関係

が働いているという解釈である。 
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 いずれの解釈の場合でも、実際には消費者政策について知ることが消費者被害を減らす

効果があったとしても、意識調査のデータにおける消費者政策の認知度と消費者被害の有

無の単純な比較だけでは、うまく捉えることができない。この点については、７節の回帰

分析において、改めて考察する。 

 

②クラスター分析 

 消費者政策の認知度についてクラスター分析をした結果、以下の３つのグループに分か

れた（図表４−３）。 

a)生命・身体被害に関する政策（事故原因調査、安全被害情報）の認知度 

b)消費者教育や制度作り等（普及啓発、地方消費者行政、消費者を守る制度作り）の認知度 

c)財産被害に関する政策（悪質取引規制、不当表示規制、財産被害情報）の認知度 

 

図表４−３ 消費者政策の認知度のクラスター分析結果 

 

 
 

（注）2012〜2015年度「消費者意識基本調査」より作成。 

 

③因子分析 

 消費者政策の認知度に関する９項目について因子分析を行い、３つの因子を抽出した（図

表４−４）。 

 因子１は「財産被害情報」「悪質取引規制」「不当表示規制」に強い影響を与えている

ので、「財産被害に関する政策」の認知度と解釈できる。 

生命・身体被害に関する政策

消費者教育や制度作り等

財産被害に関する政策
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 因子２は、「事故原因調査」「安全被害情報」に強い影響を与えているので、「生命・

身体被害に関する政策」の認知度と解釈できる。 

 因子３は、「消費者教育・普及啓発」「地方消費者行政」「消費者を守る制度作り」に

強い影響を与えているので、「制度作りや消費者教育等」の認知度とした。 

 これは、クラスター分析によるグループ分けとも整合的である。 

 

図表４−４ 消費者政策の認知度の因子分析結果 

  
（注）消費者意識基本調査（2012～15年度）を用いて因子分析（主因子法、プロマックス回転）を行った結果

（無回答を除く有効標本数＝25,736）。解釈可能性を考慮して因子数は３とした。 

 

④因子得点分析 

 ③の因子分析から得られた各回答者の因子得点を年齢別および消費者被害の有無別に平

均して見たのが図表４−５である。年齢別に見ると、いずれの因子もおおむね 60歳代をピ

ークに 70歳以降低下する。高齢者になると消費政策の認知度が下がることを示している。 

 ただし、このことが高齢者の消費者被害の要因となっているのかについては、はっきり

したことは言えない。消費者被害の有無別に見ると、消費者被害に遭った消費者ほど消費

者政策の認知度が高い。このことは、65歳以上の高齢者のみにサンプルを絞っても同じで

ある。これについては、上で述べたように解釈１〜３のような要因が働いていると考えら

れる。 
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安全被害情報 .002 .763 .043 .625

財産被害情報 .590 .070 .079 .482

消費者教育・普及啓発 -.076 .000 .735 .471

地方消費者行政 .091 -.035 .537 .336

悪質取引規制 .767 -.111 .023 .508

不当表示規制 .795 .021 -.082 .571

食品表示 .510 .137 .013 .383
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図表４−５ 年齢別および消費者被害の有無別にみた消費者政策の認知度因子得点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）消費者意識基本調査（2012～15年度）の因子分析結果より作成 

 

（２）消費生活センターの認知度 

 2014年度を除く３年度分の調査では、消費生活センターについても認知度を質問してい

る。図表４−６は、消費生活センターの認知度を年齢別に見たものである。これによると、

50歳代をピークに、高齢者では消費生活センターの認知度は低下する。消費生活センター

を知らない高齢者が被害に遭っている可能性がある。 

 

図表４−６ 年齢別に見た消費生活センターの認知度 

 
    （注）2012,13,15年度「消費者意識基本調査」より作成 
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 しかし、被害の有無と認知度との関係を調べると、意識調査のデータ上では、消費生活

センターの業務内容を知っている消費者ほど被害に遭っているという結果が出ている（図

表４−７）。これについては、消費者庁の政策の認知度と消費者被害の関係について述べた

解釈１〜３と同様の解釈がここでも言えると考えられる。すなわち、高齢者ほど消費生活

センターを知らないが、そのことが高齢者の消費者被害の要因かどうかについてははっき

りしたことは言えない。 

 

図表４−７ 消費者被害の有無別に見た消費生活センターの認知度 

 
       （注）2012,13,15年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

（３）消費者政策の評価 

①クロス集計 

 消費者意識基本調査では、毎年度の調査において「消費者政策や消費者を取り巻く状況

に関する評価」を質問している。これらの評価について、年齢別のクロス集計を行った。

図表４−８から結果を見ると、高齢者ほど消費者政策や消費環境への評価が高くなる傾向

がある（「事業者間の競争」を除く）。 

 上で見たように、消費者庁の政策や消費生活センターの業務についての認知度は、高齢

者ほど低くなっていた。つまり、高齢者は消費者政策についてよく知らないにもかかわら

ず、高く評価しているということになる。このことは、判断力や認識力の低下した高齢者

が、消費者政策の内容や動向をよく知らないにもかかわらず、消費者政策により安全・安

心に商品・サービスを取引できる環境が整備されていると甘く判断し、油断している可能

性を示唆している。 
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図表４−８ 年齢別に見た消費者政策の評価（肯定的評価の割合） 

 
    （注）2012〜15年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 ただし、消費者政策への評価と消費者被害の有無の関係を見ると、消費者被害にあった

人ほど消費者政策への評価が低い（図表４−９）。消費者政策への評価が高い（油断してい

る）ほど消費者被害に遭うという関係は見出せない（65歳以上の高齢者にサンプルを絞っ

ても同じである）。 

 

図表４−９ 消費者被害の有無別に見た消費者政策の評価（肯定的評価の割合） 

 
        （注）2012〜15年度「消費者意識基本調査」より作成 
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 これについても、消費者政策の認知度と同様に、以下のような解釈が成り立つ。 

（解釈１）被害に遭ったことで消費者政策や消費環境への評価が下がった。すなわち、デ

ータは消費者政策への甘い評価（油断）〔要因〕→消費者被害〔結果〕という因果

関係ではなく、消費者被害に遭った〔要因〕→消費者政策への評価が下がった〔結

果〕という逆の因果関係を示している。 

（解釈２）消費者政策や消費環境を信頼していない人ほど消費者被害を警戒し敏感に気付

きやすい。すなわち、回答者の主観による回答のブレの影響がデータに出ている。 

 したがって、ここでの分析だけでは、判断力が低下し消費環境の安全性について甘い判

断をしていることが高齢者の消費者被害の要因かどうかは確認できなかった。 

 

②クラスター分析 

  消費者政策の評価に関する質問項目についてクラスター分析を行った結果、以下の３つ

のグループに分けられた（図表４−10）。 

  a)流通する商品・食品の安全性確保への評価（食品安全、商品安全） 

  b)安心して買い物や取引ができる環境への評価（悪質販売、表示広告） 

   c)行政の直接的な対応や取組への評価（情報提供、相談窓口） 

 「事業者間の競争」に関する評価は、これらのグループからはやや独立しているようで

ある。 

 

図表４−10 消費者政策への評価に関するクラスター分析結果 

 

（注）2012〜15年度「消費者意識基本調査」より作成   

流通する商品・食品の安全性確保

安心して買い物や取引ができる環境

行政の直接的な対応や取り組み
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③因子分析 

 消費者政策の評価に関する項目のうち、共通性の低かった「事業者間の競争」を除く６

項目について因子分析を行った結果が図表４−11である。 

 因子１は、専ら「食品安全」「商品安全」に影響を与えているので、「流通する商品・

食品の安全性」への評価因子と解釈できる。 

 因子２は、専ら「行政の情報提供」「行政の相談窓口」に影響を与えているので、「消

費者被害への行政の直接的な対応」への評価因子と解釈できる。 

 因子３は、専ら「悪質販売」「表示広告」に影響を与えているので、「安心して買い物

や取引ができる環境の整備」への評価因子と解釈できる。 

 この結果は、クラスター分析の結果と整合的である。 

 

図表４−11 消費者政策の評価の因子分析結果 

 

（注）消費者意識基本調査（2012～15年度）を用いて因子分析（主因子法、プロマックス回転）を行った結果

（無回答を除く有効標本数＝25,754）。 

   「事業者間の競争」の項目は共通性が低かった（0.104）ために除外して改めて因子分析を行った。 

   解釈可能性を考慮して因子数は３とした。 

 

④因子得点分析 

 因子分析から得られた因子得点を年齢別、および消費者被害の有無別に見たのが図表４

−12である。年齢別に見ると、いずれの因子も、20～30歳代が最も評価が低く、高齢にな

るほど評価が高くなる。一方、被害の有無別に見ると、消費者被害を受けた人ほど消費者

政策への評価が低い（サンプルを 65歳以上の高齢者に絞っても同じ結果であった）。これ

らは、クロス集計結果と整合的である。したがって、クロス集計において述べた結論と同

様、高齢者ほど消費者政策について甘い評価をして油断している可能性はあるが、ここで

の分析だけではそれが高齢者の消費者被害の要因かどうかについては、はっきりしない。 

 

  

因子１ 因子２ 因子３ 共通性

商品の安全

性への評価
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への評価

安心して取

引できる環

境への評価

因子抽出後

評価：食品安全#5 .848 .029 -.028 .711

評価：商品安全#5 .842 -.020 .072 .783

評価：悪質販売#5 .042 -.066 .717 .497

評価：表示広告#5 .031 .119 .653 .579

評価：行政の情報提供#5 -.002 .770 .051 .646

評価：行政の相談窓口#5 .012 .698 -.051 .450
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図表４−12 年齢別・消費者被害の有無別に見た消費者政策への評価因子得点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）消費者意識基本調査（2012～15年度）の因子分析結果より作成 
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５．消費者の情報入手経路と消費者教育 

 この節では、「高齢者への情報の届きにくさ」を念頭に、消費者の情報入手経路と消費

者教育に関連する質問項目の分析を行う。 

 

（１）インターネットの利用頻度と消費者被害情報の入手 

 2012、13年度調査では、「消費者の日常生活」に関する質問項目の１つとしてインター

ネットの利用頻度を質問している。年齢階層別のクロス集計結果を見ると、内閣府[2016]

（pp.46～47）や消費者庁[2016]（p.96）などの多くの分析や、三平[2017]のヒアリング調

査の結果と同じく、高齢者はインターネットを利用していないことがわかる（図表５−１）。

インターネットを通じた情報提供では、高齢者のもとへは届かない。 

 

図表５−１ 年齢別に見たインターネットの利用頻度 

 
         （注）2012,13年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 次に、インターネットの利用の有無が、消費者被害に関する情報の入手に影響を与えて

いるかを確認するため、消費者政策の認知度とのクロス集計を行った（図表５−２）。結果

を見ると、インターネットをよく利用すると回答した人は消費者庁の政策や消費生活セン

ターの認知度が高い（統計的にも有意である）。インターネットを使えない高齢者は、消

費者政策や被害に関する情報を得る上で不利であることが確認できる。 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

15-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

（「インターネットをよく使う」への回答）

ほとんど・全く当てはまらない あまり当てはまらない

どちらとも言えない ある程度当てはまる

かなり当てはまる



32 

図表５−２ インターネットの利用頻度と消費者政策の認知度の関係 

 
     （注）2012,13年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 なお、インターネットの利用頻度と行政による消費者への情報提供への評価の関係を見

ると、インターネットをよく利用すると回答した人ほど、行政による情報提供への評価が

低くなっている（統計的に有意である。図表は省略）。インターネットを使える場合でも

（あるいは使える人ほど）、現状のインターネットを通じた情報提供の仕方に不満がある

ということである。したがって、インターネットを使えない人にインターネット以外で情

報を届ける必要があるとともに、インターネットを通じた情報提供の仕方についても改善

する必要がある。 

 

（２）消費生活センターの認知経路 

 上で見たように、高齢者はインターネットを利用しないので、インターネット以外で情

報を届ける必要がある。2012,13,15年度調査では、消費生活センターを知っていると答え

た人に、どのような経路で知ったかを質問している。ここでは、これをヒントに、高齢者

にはどのような情報経路が有効なのかを考察する。 

①クロス集計 

 何をきっかけに消費生活センターを知ったのか、消費生活センターの認知経路に関して

年齢階層別にクロス集計を行った。図表５−３を見ると、消費生活センターの認知経路につ

いては、「地域の広報誌やチラシ」「新聞・雑誌・書籍」は高齢者になるほど高くなる。

「地域のイベント」「家族や知人」も高齢者が高い傾向があるが、水準としては低い。そ

の他の経路は、高齢者になると低下する。 
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 65歳未満と以上で比較すると、「地域の広報誌やチラシ」は 65歳未満が 14.2％である

のに対し、65歳以上は 26.3％である。この結果から、地域の広報誌やチラシは消費者情報

を高齢者に届ける上で有効と考える。 

 「インターネット」は 65歳未満が 3.0％であるのに対し、65歳以上は 0.5％である。こ

の結果から、行政機関がホームページに消費者への注意喚起情報を掲載するだけでは、高

齢者には殆ど情報は届かないと考えられる。「弁護士や各種相談窓口の紹介」は、65歳未

満、65歳以上ともに低い(いずれも 0.4％)。 

 

図表５−３ 年齢別に見た消費生活センターの認知経路 

 
     （注）2012,13,15年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 

（３）消費者教育 

 2012,13 年度調査では、消費者教育・啓発(以下「消費者教育」)を受けたことがあるか

どうかを聞いている。受けたことがある人の割合を年齢別に見ると（図表５−４）、項目に

より多少のばらつきはあるが、おおむね高齢者ほど消費者教育を受けていないとの傾向が

見られる。65歳以上の高齢者のうち、何らかの項目で消費者教育を受けた経験のある人の

割合は、5.1％にとどまっている。 

 なお、図表５−４からは 10 歳代と 20 歳代の若者を外してある。これは、1989 年の学習

指導要領の改訂により、これらの若者は学校で消費者教育を受けているという特殊な要因

があるからである。消費者教育を受けたと回答した割合は、10 歳代で 58.0％、20 歳代で

31.1％と他の世代に比べて群を抜いて高い。 
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図表５−４ 年齢別に見た消費者教育の経験 

 
     （注）2012,13年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

 次に、消費者教育をどのような機会・場所で受けたかについての回答を年齢別に見ると

（図表５−５）、高齢者は「地域での講演会等」「消費者団体の講演会」が高くなっている。

ただし、いずれもせいぜい数％である。高齢者に情報を伝える場としては、地域での講演

会は有効と考えられるが、ただ開催するだけでなく、高齢者の参加を促す何らかの工夫が

必要である。（なお、上と同じ理由で、20歳代以下の若者と、消費者教育の機会・場所の

うち学校の授業等は、図表から除いてある。） 

 

図表５−５ 年齢別に見た消費者教育の機会・場所 

 

     （注）2012,13年度「消費者意識基本調査」より作成   
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６．高齢期の消費生活への不安 

 2012年度調査では、高齢期の消費生活の不安について質問している。これは、われわれ

が消費者被害の要因の１つと考える高齢者の孤立や不安と関係がある。そこで、高齢者は

実際にどのようなことに不安を感じているのかを分析する。ただし残念ながら、2012年度

調査では消費者被害に関する質問が２節で分析した 13 年度以降の質問と形式・内容が異

なることから、消費者被害との関連の分析は断念した。 

 

①クロス集計結果 

 図表６−１は、高齢期の消費生活に関する不安を年齢別にクロス集計した結果である。若

者については将来に高齢になったときの不安を、高齢者については高齢になって実際に感

じている不安を回答している。 

 結果を見ると、「買い物」や「調理・食事の用意」など日常の消費生活に関する不安に

ついては、高齢者は若者ほど不安を感じていない。ただし、80歳以上になると不安が高ま

る。80歳代になると身体的な衰えなどの状況から実際の日常生活に困難が生じはじめると

考えられる。 

 「ネット等の情報収集」への不安は、若者は高齢者ほど不安を感じていない。若い世代

が高齢者になれば、ネットが使える高齢者が増えることが予想される。 

 「強引な勧誘・販売」への不安は、高齢者になるとやや増える傾向が見られる。一方、

「詐欺・犯罪」への不安は、高齢者ほど減る傾向にある（ただし、80歳代になると増える）。

これらはいずれも消費者被害に関連する不安であるが、結果が入り混じっている。 

 全体的に見ると、若い世代が将来を想像して不安に思っているほどには高齢者自身は現

実の生活において不安を感じていないといえる。ただし、80歳以上になると不安が現実と

なると考えられる。また、若者が思うほどには不安を感じていないとはいえ、いずれの項

目についても高齢者の４〜７割が不安を感じているのも確かである（65歳以上の高齢者で

見ると、最も不安の少ない詐欺・犯罪で 38.8％、最も多い表示・説明の視認で 70.8％が不

安を感じている）。こうした不安が悪質事業者などに高齢者に付け入る隙を与えていると

考えられる。 

 なお、男性と女性とで比較すると、女性の方が高齢期の不安が強い結果となった（図表

６−２）。女性の方が男性よりも長生きすることが影響していると考えられる。特に子ども

と同居していない場合、夫に先立たれると１人で取り残される可能性が高いとの懸念から、

より一層不安が高まると考えられる。男性と女性で差が大きいのは「強引な勧誘・販売」

「詐欺・犯罪」である。これらへの対処を夫に頼れなくなることの不安が大きいと考えら

れる。また、「買い物」「調理・食事の用意」などについては、それらを主に担っている

女性の方が、できなくなることへの不安が高いと考えられる。 
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図表６−１ 年齢別に見た高齢期の消費生活の不安 

 

     （注）2012年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

図表６−２ 男女別に見た高齢期の不安 

 
     （注）2012年度「消費者意識基本調査」より作成 

 

②因子分析 

 図表６−３は、高齢期の不安について因子分析をした結果である。 

 「強引な勧誘・販売」「詐欺・犯罪」が専ら因子１の影響を受けているので、因子１は

「消費者トラブルへの不安」と解釈できる。 

 「買い物」「調理・食事の用意」が専ら因子２の影響を受けているので、因子２は「日

常の消費生活への不安」と解釈できる。 

 「新しい商品サービス」「表示・説明の視認」「ネット等の情報収集」は、消費者トラ

ブルへの不安と日常の消費生活への不安の両方にかかると解釈できる。 

 これらの結果は別途行ったクラスター分析の結果（掲載は省略）とも概ね整合的である。 
  



37 

図表６−３ 高齢期の消費生活の不安に関する因子分析の結果 

 
（注）消費者意識基本調査（2012年度）を用いて因子分析（主因子法、プロマックス回転）を行った結果（有

効標本数＝6,530）。解釈可能性を考慮して因子数は２とした。 

 

③因子得点分析 

 図表６−４は、因子分析の結果得られた因子得点を年齢別および高齢者の世帯類型別に

見たものである。年齢別に見ると、クロス集計でも見たように、いずれの因子を見ても、

若者が将来を心配するほどには、高齢者は現実の生活に不安を感じていない。ただし、80

歳代以上になると不安度が高まる。 

 65歳以上の高齢者について、世帯類型別にみると、高齢の同居者がいる世帯が最も不安

が強い。１人暮らしの高齢者はむしろ不安が低い。この結果は、５％水準で有意であり、

高齢者を区分する年齢を変えても変わらない。解釈としては、自分自身のことだけであれ

ば何とかなると考えられても、高齢の同居者がいる場合は、相手に迷惑をかける（あるい

はかけられる）ことに対する不安が強いなどが考えられる。 

 

図表６−４ 年齢別および高齢者の世帯類型別に見た高齢期の不安因子 

 

（注）消費者意識基本調査（2012～15年度）の因子分析結果より作成 
  

因子１ 因子２ 共通性

消費トラブル

の不安

日常の消費生

活の不安
因子抽出後

買い物 -.030 .861 .709

調理・食事の用意 -.058 .923 .788

新しい商品サービス .385 .421 .530

表示・説明の視認 .399 .386 .502

ネット等の情報収集 .533 .136 .394

強引な勧誘・販売 .949 -.112 .778

詐欺・犯罪 .777 -.009 .594
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７．消費者被害の要因の回帰分析 

 前節までの分析では、消費者の特性に関する各項目の回答と消費者被害との関係を個々

に分析し、おおむね以下のような結果を得た。 

  ① 消費者としての意識・心がけと消費者被害には正の相関がある 

  ② 消費者政策への評価と消費者被害には負の相関がある 

  ③ 消費者政策の認知度と消費者被害には正の相関がある。 

 これらの結果は、消費者の特性（意識・心がけ、政策の評価・認知度）を要因、消費者

被害を結果として考えると、やや奇異な結果である。 

 この節では、回帰分析の手法により、消費者被害の要因と考えられる消費者の特性に関

する複数の項目を（個々にではなく）包括的に考察することを試みる。 

 「回帰分析」とは、ある変数の動きを、別の変数の動きによって説明する（回帰する）

分析手法である。説明される側の変数を「被説明変数（従属変数）」、それの説明要因とし

て用いる変数を「説明変数（独立変数）」という。被説明変数の動きは、説明変数の動きの

影響を受けて（従属して）決まると考える。消費者被害を被説明変数とし、消費者被害の

要因として考えられる複数の項目を説明変数に同時に含めることで、それらの要因の相互

の関係も考慮した上で、消費者被害に与える影響を包括的に捉えることができる。以下で

は、消費者被害の有無を被説明変数とするロジスティック回帰分析と、１節で求めた消費

者被害因子の因子得点を被説明変数とする（線形）回帰分析とを行う。 

 

（１）ロジスティック回帰 

 ここでは、「消費者意識基本調査（2013〜15年度）」の個票データを用いてロジスティッ

ク回帰分析を行う。2012年度のデータを用いていないのは、同年度調査だけ消費者被害に

関する質問の形式や項目が異なるためである。 

 被説明変数は、「消費者被害」「商品被害」「販売被害」にあった場合に１、あわなかった

場合に０の値をとるダミー変数13である。このようにダミー変数を被説明変数とするロジ

スティック回帰モデル14は、ダミー変数が１をとる確率、すなわち被害にあう確率を表すモ

デルになる。 

 説明変数は、2013〜15年度のすべての調査で共通して調査している以下の(1)〜(4)に関

する質問項目とした。特定の年度のみの質問項目は、サンプル数確保のために今回は分析

から除外した。 

  

                                                 
13 ある条件（ここでは「消費者被害にあった」という条件）を満たすときに１、満たさないときに０の値をと

るような変数を「ダミー変数」という。 
14 回帰分析の結果得られた、各説明変数が被説明変数に与える影響を数式などの形で表したものを「モデル」

という。 
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  (1) 商品を選ぶときに意識すること 

  (2) 消費者として心がけている行動 

  (3) 消費者政策への評価 

  (4) 消費者庁の政策の認知度 

 このほか、回答者の属性を表す変数として、性別ダミー、年齢ダミー（10歳刻み）、世帯

の全員が高齢者である高齢世帯ダミー（５歳刻み）、１人暮らしの高齢者を示す高齢単身世

帯ダミー（５歳刻み）を加えた。 

 分析にあたっては、逐次増減法（ステップワイズ法）15により説明変数の選択を行った。

変数の追加・除去の基準は有意水準 20％とした。第１段階として(1)〜(4)の消費者の特性

を表す変数を逐次増減法により選択した後、第２段階として追加すべき回答者の属性変数

があるかどうかを逐次増減法により判断した。これにより、消費者被害にあう確率を、ま

ずは(1)〜(4)の消費者の特性変数で捉えた後、それでも捉えきれない性別・高齢などの属

性要因が残るかどうかを確認できる。 

 推定結果は図表７−１の通りである。 

 

① モデルの説明力 

 まず、モデルの当てはまり度合いを Cox-Snell R2、Nagelkerke R2でみると、いずれも十

分な当てはまりを示している16。 

 次に、実際の被害の有無と、モデルによる予測の対応を確かめる。ここでは、モデルに

よる被害の確率が 10%以上となった場合を「被害予測あり」とした（図表７−２参照）。 

 表を行（横）方向に見て、実際に「消費者被害」にあった人のうち、モデルで「被害予

測あり」と判定された割合を見ると、59.1％が被害予測ありとなっている。一方、被害の

なかった人のうち、モデルで被害を予測されたのは 35.8％にとどまる。被害を「商品被害」

や「販売被害」に限定すると、予測の精度は下がるが、被害にあった人の方がなかった人

よりも被害を予測される割合が高いことは変わらない。 

  

                                                 
15 説明変数を１つずつ追加したり除去したりして、統計的に意味のある（有意な）説明変数のみを選択する方

法。モデルに含まれていない変数のうち、最も被説明変数との相関の高いものを説明変数として追加し、統計

的に意味がない（有意ではない）と判断された変数を説明変数から除外する。こうしたプロセスを、最終的に

追加・除外すべき変数がなくなるまで繰り返す。なお、「有意水準」の意味については、推定結果の解釈の箇

所で後述する。 
16 モデルの説明力を表す指標として R2（決定係数）がある。これは、被説明変数の動きのうち、モデルで説明

できる割合を示す指標である。１に近いほど、説明力が高いと判断される。ただし、そのままではロジスティ

ック回帰モデルに使うには適さない。Cox-Snell R2と Nagelkerke R2はいずれも、ロジスティック回帰モデル

に対し、決定係数と同様の意味を持つように考案された指標である。 
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図表７−１　消費者被害のロジスティック回帰分析結果
被説明変数 消費者被害の有無 商品被害の有無 販売被害の有無

標本数（被害あり／なし） 18,103（1,761／16,342） 18,102（1,535／16,567） 18,085（337／17,748）

係数 [ｔ値] (ｐ値) 係数 [ｔ値] (ｐ値) 係数 [ｔ値] (ｐ値)

(1) 商品を選ぶときに意識すること

意識：価格#4 0.1711 *** [3.633] (0.000) 0.1546 *** [3.105] (0.002) 0.1885 * [1.932] (0.053)

意識：機能#4 0.0878 * [1.851] (0.064) 0.0955 * [1.901] (0.057)

意識：安全性#4 -0.1267 *** [3.207] (0.001) -0.1337 *** [3.166] (0.002)

意識：広告#4 -0.1266 *** [3.502] (0.000) -0.1392 *** [3.604] (0.000)

意識：ブランドイメージ#4 0.1234 *** [3.661] (0.000) 0.1195 *** [3.334] (0.001)

意識：評判#4

意識：特典#4

意識：説明接客態度#4 0.1267 *** [3.672] (0.000) 0.1340 *** [3.660] (0.000)

意識：苦情要望対応#4 0.1010 [1.364] (0.172)

意識：環境への影響#4

意識：経営理念・社会貢献#4 0.1035 *** [2.951] (0.003) 0.0907 ** [2.436] (0.015) 0.1802 ** [2.527] (0.012)

(2) 消費者として心がけている行動

行動：表示や説明を確認する#5 -0.0592 [1.569] (0.117)

行動：トラブルに備える#5 -0.0805 ** [2.543] (0.011) -0.1082 *** [3.397] (0.001)

行動：事業者に申立てる#5 0.1902 *** [6.865] (0.000) 0.1937 *** [6.615] (0.000) 0.1487 ** [2.512] (0.012)

行動：生活設計を考える#5 0.0463 [1.512] (0.131) 0.0484 [1.501] (0.133)

行動：個人情報の管理に注意する#5 -0.0436 [1.396] (0.163) -0.0664 ** [2.025] (0.043) -0.0789 [1.256] (0.209)

行動：環境に配慮した商品を選ぶ#5

(3) 消費者政策への評価

評価：食品安全#5

評価：商品安全#5 -0.0549 [1.402] (0.161) -0.0708 * [1.708] (0.088)

評価：悪質販売#5 -0.1028 *** [3.086] (0.002) -0.0601 * [1.702] (0.089) -0.3557 *** [5.939] (0.000)

評価：表示広告#5 -0.2689 *** [6.753] (0.000) -0.2790 *** [6.612] (0.000)

評価：行政の情報提供#5 -0.0816 ** [2.205] (0.027) -0.1205 *** [3.070] (0.002)

評価：行政の相談窓口#5 -0.1603 *** [4.441] (0.000) -0.1375 *** [3.595] (0.000) -0.2710 *** [4.087] (0.000)

評価：事業者間の競争#5 0.1501 *** [4.690] (0.000) 0.1416 *** [4.196] (0.000)

(4) 消費者庁の政策の認知度

消費者庁：消費者を守る制度作り#D 0.1350 ** [2.111] (0.035) 0.1262 * [1.862] (0.063) 0.1786 [1.299] (0.194)

消費者庁：事故原因調査#D

消費者庁：安全被害情報#D -0.4014 *** [2.854] (0.004)

消費者庁：財産被害情報#D 0.1012 [1.637] (0.102)

消費者庁：普及啓発#D 0.1208 [1.641] (0.101) 0.1152 [1.456] (0.146)

消費者庁：地方消費者行政#D

消費者庁：悪質取引規制#D

消費者庁：不当表示規制#D

消費者庁：食品表示#D

消費者庁：放射性物質#D 0.6122 *** [3.244] (0.001)

消費者庁：公共料金#D

消費者庁：その他#D 0.6063 * [1.736] (0.083) 0.6960 * [1.924] (0.054) 0.8756 [1.605] (0.109)

消費者庁：名前は知っている#D -0.1266 * [1.761] (0.078) -0.3357 ** [2.089] (0.037)

消費者庁：知らない#D -0.2026 ** [2.115] (0.034) -0.5054 ** [2.278] (0.023)

(5) 消費者の属性

女性#D 0.0899 [1.588] (0.112)

年齢：15～19歳#D -0.3299 ** [2.211] (0.027) -0.2173 [1.416] (0.157) -1.1736 ** [2.308] (0.021)

年齢：20～29歳#D -0.1661 * [1.774] (0.076) -0.1450 [1.458] (0.145) -0.3528 [1.514] (0.130)

年齢：30～39歳#D 0.3710 ** [2.531] (0.011)

年齢：80歳以上#D 0.3793 [1.454] (0.146)

年齢：65歳以上#D 0.1038 * [1.686] (0.092) 0.1617 ** [2.375] (0.018)

世帯：75歳以上#D 0.2300 [1.405] (0.160)

世帯：80歳以上#D -0.6190 * [1.950] (0.051)

Cox-Snell R2 0.541 0.565 0.703

Nagelkerke R2 0.721 0.753 0.937

（注）「消費者意識基本調査（2013～15年度）」の個票データを用いてロジスティック回帰分析を行った結果。

*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。

変数名の後ろの#4（#5）は４（５）段階評価による順序変数、#Dはダミー変数であることを示す。

調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。

説明変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準はp値＝0.2）による。まず(1)～(4)の変数を逐次増減法により選択した後、改めて(5)の属性変数に逐次増減法を適用した。

(5)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。
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 また、表を列（縦）方向に見て、「消費者被害」の予測ありとされた人のうち実際に被害

にあった人の割合を見ると、15.1%なっている。「被害予測あり」の判別基準を推定された

被害確率 10％以上と設定したため、この数字は適正と考えられる。一方、被害予測をされ

なかった人のうち、実際に被害にあった人は 6.4％にとどまる。「商品被害」「販売被害」

についても、同様の結果となっている。 

 総じて見て、モデルは完全には被害を予測できないものの、ある程度は被害に遭いやす

さを説明できていると考えられる。 

 

図表７−２ モデルによる被害の予測精度 

 

 

② 推定結果の解釈 

 まず、「消費者被害」全般を被説明変数とするモデルを見る。 

 図表７−１において、各説明変数の推定された「係数」が正の場合には、当該変数は消費

者被害に遭う確率に対して正の影響（被害に遭いやすい）を、負の場合には負の影響（被

害に遭いにくい）を与えていると判断される。 

 推定された係数には、その有意水準を＊印で示してある。推定結果には誤差がつきもの

である。統計的に「有意」であるとは、その推定結果が統計学的に見て確実に意
．
味が有

．
る

（推定の誤差による間違いではない）という意味である。有意か否かを判断する基準が「有

意水準」である。例えば、「５％水準で有意」とは、その推定結果が「誤差による間違いで

ある確率は５％以下である」という意味である。したがって、より厳しい有意水準で判断

して有意であるほど（＊印の数が多いほど）、統計学的に確実な推定結果であるということ

を示している。表の「t値」はその検定に用いる統計量である。「p値」は、推定結果が誤

差による間違いである確率を示す（したがって＊印の数と対応している）。 

 「(1)商品を選ぶときに意識すること」に関する項目を見ると、「価格」は有意に正であ

る。すなわち価格を意識する消費者ほど被害にあいやすいとの結果になっている。価格の

安さを求めすぎると、安いが粗悪な商品やサービスによる被害にあいやすいということか

もしれない。 

 「機能」を意識する消費者は（有意性はやや低いものの）被害にあいやすく、「安全性」

を意識する消費者は（有意に）被害にあいにくい。安全性については素直に解釈できる結

果だが、機能については解釈が難しい。１つの解釈として、機能と安全性の項目の相関（共
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線性）の影響が考えられる。機能と安全性を同時に説明変数に加えているために、商品の

機能・品質への意識全般のうち、特に安全性に関する意識の部分の影響が「安全性」の項

目で捉えられ、「機能」の項目は、安全性とは相関しない（安全性とは関係のない、それ以

外の）機能への意識の部分の影響が残ったという解釈である。安全性以外の面における機

能・品質への意識やこだわりが強い場合、「機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣

っていた」といった機能・品質に関する被害を感じやすいという解釈である17。 

 「広告」（有意に負）と「ブランドイメージ」（有意に正）についても同様に共線性の影

響が考えられる。「ブランドイメージ」といった抽象的な印象のみで商品を選択する消費者

は被害にあいやすい。一方で、「広告」の項目には、そうした抽象的な部分を除いた、より

具体的な広告の内容への意識に関する部分が残って抽出されているとすれば、購入前に商

品の具体的な内容を調べて買う消費者ほど被害にあいにくいというのは納得できる。 

 「説明接客態度」と「経営理念・社会貢献」という企業の対応・姿勢に関する項目は、

いずれも有意に正となっている。これは、〔企業の対応・姿勢への意識が高い（要因）→ 消

費者被害にあいやすい（結果）〕という因果関係の想定では解釈が難しい。むしろ、〔消費

者被害を経験した（要因）→ 企業の対応・姿勢への意識が高まった（結果）〕という逆の

因果関係の影響を捉えてしまっていると考える方が自然である。消費者被害を経験した消

費者は、再び被害にあわないように、企業の説明接客態度や経営理念・社会貢献に注意を

払って商品を選ぶようになるということである。 

 「(2)消費者として心がけている行動」の項目については、「トラブルに備える」が有意

に負、「事業者に申し立てる」が有意に正となっている。「トラブルに備える」は、素直な

解釈が可能である（あらかじめトラブルに備えるような慎重な消費者は被害にあいにくい）。

一方、「事業者に申し立てる」の項目は、やはり逆の因果関係と考えることが自然である（被

害の経験があると（要因）、商品やサービスに問題があったときに事業者に申し立てること

を心がけるようになる（結果））。 

 「(3)消費者政策の評価」の項目は、多くの項目で有意に負となっている。素直に解釈す

れば、消費者政策への評価が高いほど被害にあいにくいということになる。しかしこれも、

逆の因果関係（被害の経験があると（要因）、消費者政策への評価が下がる（結果））と考

える方が自然であろう。 

 「(4)消費者庁の政策の認知度」は、有意な項目が少ない。「消費者を守る制度作り」が

有意に正の影響を、「名前は知っている（＝業務内容は知らない）」「（名前も）知らない」

が有意に負の影響を与えているのは、やはり逆の因果関係の結果であろう。消費者被害の

経験があると（要因）、その解決の過程で消費者庁の業務について知るようになる（結果）

ということを表していると思われる。 

                                                 
17 被害を「商品被害」と「販売被害」に分けると、機能・品質に関する被害を含む「商品被害」の方にのみ同様

の影響が見られることも、この解釈を裏付けている。 
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 「(5)消費者の属性」についてみると、10歳代、20歳代の若者に負の影響が、65歳以上

の高齢者に正の影響が見られる。高齢者が被害にあいやすい要因として、(1)〜(4)の項目

以外にも、それらでは捉えきれない他の要因がある可能性を示唆している（ただし有意性

は低い）。 

 次に、消費者被害を「商品被害」に限定したモデルの推定結果を見ると、消費者被害全

般の推定結果と大きな違いはない。消費者被害全般 1,761件のうち商品被害にあたるもの

が 1,535件と多くを占めていることから、予想できる結果ではある。 

 「販売被害」に限定したモデルでは有意な変数が少なくなっているが、有意性が確認さ

れた変数について見ると、消費者被害全般モデルの結果とおおむね同じ傾向である。有意

でなくなったのは、(1)の「機能」「安全性」「広告」「ブランドイメージ」や、(3)の「表示

広告」などの項目である。これらの項目は、販売被害よりも主に商品被害に関する項目と

考えられるので、有意でなくなるのは自然な結果と考えられる。やや意外なのは、(4)消費

者庁の政策の認知度において、「安全被害情報」が有意になっているのに対し、「財産被害

情報」は有意ではないことである。上で述べたような逆の因果関係を考えるにしても、「販

売被害」と関係するのはどちらかといえば「安全被害情報」よりも「財産被害情報」だと

考えられるからである。また、「安全被害情報」はむしろ「商品被害」に関係すると考えら

れるが、「商品被害」モデルでは有意な影響は確認されていない。 

 

③サンプルを分けた推定 

 推定結果の頑健性を確認するため、また、特に高齢者に特有の被害の要因がないかを検

証するため、サンプルを分けての推定も行った。サンプルの区分は、男女の性別による区

分のほか、高齢者のみをサンプルとする推定を、60歳以上から５歳刻みで高齢者として区

分する年齢を変えつつ行った。 

 まず、「消費者被害」全般についての推定結果を見る（図表７−３①）。男女別の推定結果

を見ると、サンプルを男女に分けても結果は基本的に変わらず、推定結果が頑健であるこ

とがわかる。変化を挙げるとすれば、(1)で「安全性」が男性では有意でなくなること、企

業の対応・姿勢に関する項目のうち、「説明接客態度」の有意性は女性の方が強く、「経営

理念・社会貢献」は男性でのみ有意になることなどである。同じ企業への対応への意識に

しても、女性は自分に身近な対顧客の対応に意識が向き、男性はより抽象的な対社会の対

応に意識が向くということであろうか。 

 高齢者のみにサンプルを絞った推定結果を見ると、標本数の減少による影響もあってか、

有意な変数が少なくなる傾向にある。ただし、有意性が確認された変数については、全サ

ンプルの結果と基本的に同じ結果である。高齢者を分ける年齢区分によらず比較的頑健な

結果を示しているのは、「意識：経営理念・社会貢献」「行動：事業者に申し立てる」「評価：

表示広告」「評価：行政の情報提供」「消費者庁：消費者を守る制度作り」である。これら
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の項目はいずれも、消費者被害の要因というよりは、消費者被害の結果と考えて、逆の因

果関係を想定する方が自然な結果となっている。 

 一方、高齢者のみにサンプルを絞ることによって新たに有意になった変数や、係数の符

号が変わった変数、すなわち高齢者のみに特有の被害の要因というのはあまり見当たらな

い。例外は、75歳以上で「行動：生活設計を考える」が有意に負に転じたこと（高齢にな

るほど生活設計を考える高齢者が減ることは２節で見たとおりだが、そうした中でも生活

設計を考え続ける慎重な高齢者は被害にあいにくいということだろうか）、80 歳以上にお

いて「評価：商品安全」が有意に正に転じ、「消費者庁：食品表示」が有意に正となったこ

とくらいである。 

 次に、「商品被害」モデルを見ると、「消費者被害」全般のモデルとほぼ同じ結果である

（図表７−３②）。「消費者被害」の大部分を「商品被害」が占めているためと思われる。 

 「販売被害」については、高齢者にサンプルを絞ると、高齢者の年齢区分によって有意

となる変数にばらつきがあり、結果が安定しない（図表７−３③）。販売被害にあったサン

プル自体が少なく（全サンプルで 337人（18,085人中 1.9％））、高齢者のみにサンプルを

絞り標本数が減少すると更にその影響を受けやすいのかもしれない（60 歳以上で 130 人

（6794人中 1.9％）、80 歳以上では 17人（691人中 2.5％））。その中でも、サンプルを区

切る年齢によらず比較的頑健な結果としては、「評価：行政の情報提供」」が有意に負、「消

費者庁：地方消費者行政」の認知度が有意に正となっていることがある。いずれも、消費

者被害の要因というよりは、消費者被害の結果と考えて、逆の因果関係を想定する方が自

然な結果である。 
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図表７−３①　サンプルを分けた推定結果：「消費者被害」モデル

被説明変数 消費者被害の有無

サンプル区分 全サンプル 男性 女性 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上

標本数 18,103 8,655 9,448 6,805 5,015 3,098 1,612 691

（被害あり/なし） (1761/16342) (852/7803) (909/8539) (656/6149) (487/4528) (294/2804) (143/1469) (61/630)

(1) 商品を選ぶときに意識すること

意識：価格#4 0.1711 *** 0.2011 *** 0.1350 ** 0.1024 -0.1636 -0.2430

意識：機能#4 0.0878 * 0.0947 0.1358 * 0.2744 *

意識：安全性#4 -0.1267 *** -0.1885 ***

意識：広告#4 -0.1266 *** -0.1669 *** -0.1023 ** -0.0827 -0.0715

意識：ブランドイメージ#4 0.1234 *** 0.1516 *** 0.1064 ** 0.1806 *** 0.1381 **

意識：評判#4

意識：特典#4 0.2223 **

意識：説明接客態度#4 0.1267 *** 0.0930 * 0.1482 ***

意識：苦情要望対応#4 0.0953 0.1882

意識：環境への影響#4 -0.1384 *

意識：経営理念・社会貢献#4 0.1035 *** 0.1897 *** 0.2280 *** 0.3304 *** 0.3227 *** 0.2824 ** 0.4683 ***

(2) 消費者として心がけている行動

行動：表示や説明を確認する#5 -0.0592 -0.1006

行動：トラブルに備える#5 -0.0805 ** -0.1100 *** -0.0626

行動：事業者に申立てる#5 0.1902 *** 0.2122 *** 0.1851 *** 0.1893 *** 0.2011 *** 0.1526 *** 0.3056 **

行動：生活設計を考える#5 0.0463 -0.1701 * -0.2801 *

行動：個人情報の管理に注意する#5 -0.0436 -0.0686 * -0.1385 *** -0.0910 *

行動：環境に配慮した商品を選ぶ#5 0.3409 **

(3) 消費者政策への評価

評価：食品安全#5

評価：商品安全#5 -0.0549 -0.0939 * 0.2096 0.3891 **

評価：悪質販売#5 -0.1028 *** -0.1054 ** -0.1046 ** 0.2665

評価：表示広告#5 -0.2689 *** -0.2256 *** -0.3196 *** -0.3439 *** -0.3543 *** -0.2821 *** -0.4177 *** -0.7466 ***

評価：行政の情報提供#5 -0.0816 ** -0.1211 ** -0.1717 *** -0.2260 *** -0.3095 *** -0.3152 *** -0.4176 **

評価：行政の相談窓口#5 -0.1603 *** -0.1393 *** -0.1925 *** -0.1021 *

評価：事業者間の競争#5 0.1501 *** 0.2674 *** 0.1068 **

(4) 消費者庁の政策の認知度

消費者庁：消費者を守る制度作り#D 0.1350 ** 0.1231 0.2088 ** 0.2728 *** 0.1746 0.2507 * 0.4418 **

消費者庁：事故原因調査#D

消費者庁：安全被害情報#D -0.4838

消費者庁：財産被害情報#D 0.0948

消費者庁：普及啓発#D 0.1208 0.1607

消費者庁：地方消費者行政#D -0.2548

消費者庁：悪質取引規制#D

消費者庁：不当表示規制#D

消費者庁：食品表示#D 0.9286 ***

消費者庁：放射性物質#D

消費者庁：公共料金#D 0.1733 0.1671 0.2108

消費者庁：その他#D 0.6063 * 0.8416

消費者庁：名前は知っている#D -0.1266 *

消費者庁：知らない#D -0.2026 ** -0.2526 ** -0.2799 -0.3036 -0.4306

(5) 消費者の属性

女性#D -0.1226 -0.1548 -0.2586 ** -0.2723 -0.5276 *

年齢：15～19歳#D -0.3299 ** -0.3916 * -0.4097 *

年齢：20～29歳#D -0.1661 * -0.3580 **

年齢：30～39歳#D -0.2507 **

年齢：65歳以上#D 0.1038 *

世帯：65歳以上#D -3.8353

世帯：70歳以上#D 4.0624

世帯：80歳以上#D -2.6872

世帯：75歳以上単身#D 0.5545 *

世帯：80歳以上単身#D 0.8141 1.8685

Cox-Snell R2 0.541 0.538 0.545 0.544 0.545 0.550 0.569 0.586

Nagelkerke R2 0.721 0.717 0.727 0.725 0.727 0.733 0.759 0.781

（注）「消費者意識基本調査（2013～15年度）」の個票データを用いてロジスティック回帰分析を行った結果。

*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。

変数名の後ろの#4（#5）は４（５）段階評価による順序変数、#Dはダミー変数であることを示す。

調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。

説明変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準はp値＝0.2）による。まず(1)～(4)の変数を逐次増減法により選択した後、改めて(5)の属性変数に逐次増減法を適用した。

(5)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。
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図表７−３②　サンプルを分けた推定結果：「商品被害」モデル
被説明変数 商品被害の有無

サンプル区分 全サンプル 男性 女性 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上

標本数 18,102 8,654 9,448 6,804 5,014 3,097 1,612 691

（被害あり/なし） (1535/16567) (729/7925) (806/8642) (584/6220) (440/4574) (269/2828) (130/1482) (54/637)

(1) 商品を選ぶときに意識すること

意識：価格#4 0.1546 *** 0.1577 ** 0.1745 ** 0.0985 -0.1833 -0.3450 *

意識：機能#4 0.0955 * 0.1201 * 0.1285 0.1458 0.2906 *

意識：安全性#4 -0.1337 *** -0.1723 ***

意識：広告#4 -0.1392 *** -0.1805 *** -0.0948 * -0.1025 * -0.0998

意識：ブランドイメージ#4 0.1195 *** 0.1105 ** 0.1394 *** 0.1613 *** 0.1313 **

意識：評判#4

意識：特典#4 -0.0669 0.1872 *

意識：説明接客態度#4 0.1340 *** 0.0982 * 0.1894 ***

意識：苦情要望対応#4 0.1927

意識：環境への影響#4 -0.1294 *

意識：経営理念・社会貢献#4 0.0907 ** 0.1782 *** 0.2694 *** 0.3703 *** 0.3484 *** 0.3202 *** 0.6096 ***

(2) 消費者として心がけている行動

行動：表示や説明を確認する#5

行動：トラブルに備える#5 -0.1082 *** -0.1069 ** -0.0863 ** -0.0704

行動：事業者に申立てる#5 0.1937 *** 0.1994 *** 0.2090 *** 0.2202 *** 0.2055 *** 0.1461 ** 0.2778 *

行動：生活設計を考える#5 0.0484

行動：個人情報の管理に注意する#5 -0.0664 ** -0.1082 ** -0.1510 *** -0.1343 ** -0.0957 -0.1906 ** -0.3241 *

行動：環境に配慮した商品を選ぶ#5 0.4111 **

(3) 消費者政策への評価

評価：食品安全#5

評価：商品安全#5 -0.0708 * -0.0880 -0.0921 0.2468 * 0.5441 **

評価：悪質販売#5 -0.0601 * 0.2413

評価：表示広告#5 -0.2790 *** -0.2530 *** -0.3463 *** -0.3359 *** -0.3474 *** -0.2549 *** -0.3880 *** -0.8958 ***

評価：行政の情報提供#5 -0.1205 *** -0.1928 *** -0.1005 * -0.2143 *** -0.2587 *** -0.3568 *** -0.3398 *** -0.4451 **

評価：行政の相談窓口#5 -0.1375 *** -0.1789 *** -0.0838

評価：事業者間の競争#5 0.1416 *** 0.2520 *** 0.0875

(4) 消費者庁の政策の認知度

消費者庁：消費者を守る制度作り#D 0.1262 * 0.1505 * 0.2655 *** 0.2000 * 0.3228 ** 0.5760 ***

消費者庁：事故原因調査#D -0.6666

消費者庁：安全被害情報#D

消費者庁：財産被害情報#D 0.1012 0.1575 *

消費者庁：普及啓発#D 0.1152 0.1481

消費者庁：地方消費者行政#D -0.1757 -0.2552

消費者庁：悪質取引規制#D

消費者庁：不当表示規制#D -0.2318

消費者庁：食品表示#D 0.9334 **

消費者庁：放射性物質#D

消費者庁：公共料金#D 0.1409 0.2259 * 0.2863 * 0.6111

消費者庁：その他#D 0.6960 * 0.7457 *

消費者庁：名前は知っている#D

消費者庁：知らない#D -0.2517 * -0.2842 -0.3703

(5) 消費者の属性

女性#D 0.0899 -0.2604 * -0.5916 *

年齢：15～19歳#D -0.2173

年齢：20～29歳#D -0.1450

年齢：40～49歳#D 0.2495 **

年齢：50～59歳#D 0.2518 **

年齢：80歳以上#D 0.2993

年齢：65歳以上#D 0.1617 ** 0.3944 ***

世帯：60歳以上#D 0.1656 * 0.1526 * -0.6348 **

世帯：65歳以上#D -3.6250

世帯：70歳以上#D 4.0409

世帯：75歳以上#D 0.2300

世帯：80歳以上#D -1.9384 *** -0.4688 -0.4205 -0.7785 **

世帯：75歳以上単身#D 0.6398 **

Cox-Snell R2 0.565 0.566 0.566 0.566 0.564 0.567 0.585 0.614

Nagelkerke R2 0.753 0.754 0.755 0.754 0.752 0.756 0.781 0.818

（注）「消費者意識基本調査（2013～15年度）」の個票データを用いてロジスティック回帰分析を行った結果。

*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。

変数名の後ろの#4（#5）は４（５）段階評価による順序変数、#Dはダミー変数であることを示す。

調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。

説明変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準はp値＝0.2）による。まず(1)～(4)の変数を逐次増減法により選択した後、改めて(5)の属性変数に逐次増減法を適用した。

(5)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。
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図表７−３③　サンプルを分けた推定結果：「販売被害」モデル
被説明変数 販売被害の有無

サンプル区分 全サンプル 男性 女性 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上

標本数 18,085 8,648 9,437 6,794 5,007 3,093 1,612 691

（被害あり/なし） (337/17748) (159/8489) (178/9259) (130/6664) (102/4905) (62/3031) (31/1581) (17/674)

(1) 商品を選ぶときに意識すること

意識：価格#4 0.1885 * 0.2598 0.6094

意識：機能#4

意識：安全性#4 0.5129

意識：広告#4 0.3409 0.5613 *

意識：ブランドイメージ#4 0.2382 **

意識：評判#4 0.3420 **

意識：特典#4 0.1993 **

意識：説明接客態度#4

意識：苦情要望対応#4 0.1010 0.2819 ***

意識：環境への影響#4

意識：経営理念・社会貢献#4 0.1802 ** 0.2090 ** 0.1934

(2) 消費者として心がけている行動

行動：表示や説明を確認する#5

行動：トラブルに備える#5

行動：事業者に申立てる#5 0.1487 ** 0.1622 **

行動：生活設計を考える#5 0.1893 ** 0.2907 **

行動：個人情報の管理に注意する#5 -0.0789 -0.1203

行動：環境に配慮した商品を選ぶ#5 0.3243 *** 0.2361 *

(3) 消費者政策への評価

評価：食品安全#5 0.4783

評価：商品安全#5 0.1988 * -0.1714 -0.7364 **

評価：悪質販売#5 -0.3557 *** -0.2885 *** -0.3233 *** -0.1899 ** -0.2508 *

評価：表示広告#5 -0.1939 * -0.2326 * -0.6957 **

評価：行政の情報提供#5 -0.1900 * -0.1812 -0.2794 ** -0.3394 * -0.5227 ** -0.3957

評価：行政の相談窓口#5 -0.2710 *** -0.2994 *** -0.1960 * -0.3141 *

評価：事業者間の競争#5 0.5514 *

(4) 消費者庁の政策の認知度

消費者庁：消費者を守る制度作り#D 0.1786 1.1194 **

消費者庁：事故原因調査#D -1.1014 **

消費者庁：安全被害情報#D -0.4014 *** -0.4995 ** -0.2929

消費者庁：財産被害情報#D

消費者庁：普及啓発#D

消費者庁：地方消費者行政#D 0.2905 0.4331 ** 0.6744 ** 1.0284 ** 1.0186 *

消費者庁：悪質取引規制#D

消費者庁：不当表示規制#D 0.2350

消費者庁：食品表示#D -0.4686 **

消費者庁：放射性物質#D 0.6122 *** 0.6635 ** 0.4939 * -1.2557

消費者庁：公共料金#D -0.6244

消費者庁：その他#D 0.8756 1.5344 *** 0.8976 1.0545 1.7593 **

消費者庁：名前は知っている#D -0.3357 ** -0.4462 **

消費者庁：知らない#D -0.5054 ** -0.7610 ** -0.5704

(5) 消費者の属性

女性#D 0.2669

年齢：15～19歳#D -1.1736 ** -1.3063 *

年齢：20～29歳#D -0.3528 -1.0503 ** 0.4519

年齢：30～39歳#D 0.3710 ** 0.9232 ***

年齢：40～49歳#D 0.5404 **

年齢：80歳以上#D 0.3793 0.4233 0.3505 0.4441 0.9294 **

年齢：65歳以上#D 0.6622 ***

世帯：65歳以上#D -0.3872

世帯：80歳以上単身#D 0.7287

Cox-Snell R2 0.703 0.704 0.703 0.702 0.699 0.702 0.709 0.695

Nagelkerke R2 0.937 0.939 0.937 0.936 0.932 0.936 0.945 0.927

（注）「消費者意識基本調査（2013～15年度）」の個票データを用いてロジスティック回帰分析を行った結果。

*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。

調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。

説明変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準はp値＝0.2）による。まず(1)～(4)の変数を逐次増減法により選択した後、改めて(5)の属性変数に逐次増減法を適用した。

(5)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。
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（２）因子得点回帰 

 次に、前節までで求めた因子得点を用いた回帰分析を行う。被説明変数は 2013〜15年度

調査の因子分析で得られた「商品被害因子」「販売被害因子」の得点である。説明変数は、

これも 2013〜15年度調査に共通する質問項目から得られた、(1)消費者の意識・行動因子、

(2)消費者政策への評価因子、(3)消費者政策の認知度因子の各因子の得点である。(1)〜

(3)の因子得点を説明変数として強制投入した後、それでも捉えきれない消費者の属性固

有の影響が残る場合には、上記ロジスティック回帰モデルと同様の属性ダミー変数を逐次

増減法により選択して追加した。 

 推定結果は図表７−４に示すとおりである。 

 

図表７−４ 消費者被害因子得点の回帰分析結果 

 
（注）「消費者意識基本調査（2013～15年度）」の因子分析で得られた因子得点を用いて回帰分析を行った結果。 

  *, **, ***はそれぞれ 10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。 

  調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。 

  (1)〜(3)の因子得点変数は強制投入し、(4)の属性変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準は p

値＝0.2）によった。(4)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。 
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① 推定結果の解釈 

 推定されたモデルの有意性や説明力を見ると、商品被害因子モデル、販売被害因子モデ

ルともに、Ｆ検定18では有意なモデルとなっているものの、自由度修正済R2はモデルの説

明力が低いことを示している19。ここで用いた説明変数だけでは各被害因子を十分に説明

できておらず、他にモデルから抜け落ちている重要な要因（説明変数）がある可能性があ

る。以下の推定結果の解釈にあたっては、除外変数バイアス20に十分気をつける必要があ

る。 

 推定結果を見ると、「(1)消費者の意識・行動因子」の中では、「販売戦略への意識」因子

が商品被害因子モデル、販売被害因子モデルともに有意に正となっている。販売戦略につ

られやすい消費者は被害にあいやすいということであろうか。 

 「(2)消費者政策への評価因子」の中では、「行政の対応への評価」「安心して取引できる

環境への評価」因子が両モデルで有意に負となっている。これらの評価が低いこと（要因）

が消費者被害（結果）を招いたと考えるよりも、消費者被害にあったこと（要因）がこれ

らに対する評価を下げた（結果）という逆の因果関係と解釈する方が自然であろう。 

 「(3)消費者政策の認知度因子」については、有意な結果は見当たらない。 

 「(4)消費者の属性ダミー」についてみると、商品被害因子では 65歳以上が、販売被害

因子では 80 歳以上が有意に正となっている。(1)〜(3)の説明変数では捉えきれない高齢

者特有の被害の要因がある可能性を示唆している。販売被害因子モデルでは、70歳以上単

身世帯ダミーも有意に正である。１人暮らしの高齢者が特に販売被害にあいやすい可能性

を示唆している。なお、80 歳世帯ダミー（世帯全員が 80 歳以上）は負となっているが、

80歳以上ダミー（本人が 80歳以上）との共線性の影響や、世帯全員が 80歳以上だと被害

にあっても気づきにくい可能性などが考えられる。 

 これらの結果は、前項のロジスティック回帰モデルの結果とおおむね整合的である。 

 

②サンプルを分けた推定 

 因子得点の回帰分析においても、サンプルを分けた推定を行った。結果は図表７−５①②

に示すとおりである。 

 商品被害因子モデル（図表７−５①）について見ると、サンプルを男女に分けても、有意

性の水準が多少上下する以外は、結果はあまり変わらない。高齢者サンプルのみの結果を

                                                 
18 モデルが全体として意味があるモデルかどうか（説明変数が全体として有意な影響を被説明変数に与えてい

るかどうか）を判断する検定。F値はその検定に用いる統計量。 
19自由度修正済 R2は、説明力を判断する際に、説明変数の数も考慮に入れるように決定係数に修正を加えた指標

である。通常の決定係数（R2）は、説明変数を加えるごとに、たとえそれが被説明変数（ここでは消費者被害）

と関係ないと思われる変数であっても、かならず増加する（説明力が高まったと判断してしまう）という性質

がある。自由度修正済 R2は、説明変数の数に応じた調整を加えることで、その点を改善したものである。 
20 重要な説明変数がモデルから除外されていることにより生じる推定結果の偏り。 
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図表７−５①　サンプルを分けた推定結果：商品被害因子モデル
被説明変数 商品被害因子

サンプル区分 全サンプル 男性 女性 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上

標本数 17,925 8,576 9,348 6,710 4,936 3,051 1,587 682

(1) 消費者の意識・行動因子

消費者としての心がけ 0.0117 -0.0089 0.0301 * 0.0019 0.0091 0.0066 -0.0549 -0.0028

企業の姿勢への意識 0.0094 0.0300 * -0.0110 0.0411 ** 0.0442 * 0.0616 * 0.1151 *** 0.1458 **

販売戦略への意識 0.0344 *** 0.0290 ** 0.0427 *** 0.0307 * 0.0206 0.0279 -0.0076 -0.0262

商品自体への意識 0.0009 0.0193 -0.0124 0.0058 0.0128 0.0187 0.0530 * 0.0341

(2) 消費者政策への評価因子

商品の安全性への評価 0.0102 0.0110 0.0061 0.0247 0.0140 0.0083 0.0827 * 0.0860

行政の対応への評価 -0.0547 *** -0.0633 *** -0.0485 *** -0.0716 *** -0.0668 ** -0.0976 *** -0.1120 ** -0.1501 **

安心して取引できる環境への評価 -0.0807 *** -0.0672 *** -0.0911 *** -0.0832 *** -0.0801 ** -0.0627 -0.0886 -0.0552

(3) 消費者政策の認知度因子

財産被害に関する政策の認知度 0.0117 0.0193 0.0034 0.0008 -0.0082 -0.0047 -0.0160 0.0690

安全被害に関する政策の認知度 -0.0092 -0.0377 ** 0.0168 -0.0004 0.0023 0.0121 -0.0387 -0.0931

制度作りや消費者教育等の認知度 0.0179 0.0268 0.0107 0.0161 0.0174 0.0065 0.0764 0.0334

(4) 消費者の属性

女性#D -0.0538 ** -0.0699 ** -0.0897 ** -0.0999 ** -0.1563 **

年齢：15～19歳#D -0.0423 -0.0622

年齢：20～29歳#D -0.0349 -0.0766 **

年齢：30～39歳#D -0.0661 ** 0.0398

年齢：80歳以上#D 0.1107 ** 0.1075 * 0.0745 * 0.0708 * 0.0789 *

年齢：65歳以上#D 0.0464 *** 0.0757 ***

世帯：60歳以上#D -0.1320 *

世帯：65歳以上#D -0.0584 0.0675 **

世帯：80歳以上#D -0.3827 ***

世帯：60歳以上単身#D 0.1306

世帯：65歳以上単身#D -0.3409 **

世帯：70歳以上単身#D 0.5070 *** 0.1482 *** 0.1459 ** 0.1547 **

世帯：75歳以上単身#D -0.2852 * 0.1478 *

世帯：80歳以上単身#D -0.2677 ** -0.2636 ** -0.2609 **

自由度修正済 R2 0.021 0.024 0.023 0.026 0.027 0.035 0.032 0.042

Ｆ値 26.905 10.544 13.935 12.340 9.709 7.936 4.987 3.149

（有意水準） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000）

（注）「消費者意識基本調査（平成25～27年度）」の個票データの因子分析により作成した因子得点を用いて回帰分析を行った結果。

*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。

調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。

(1)～(3)の因子得点変数は強制投入し、(4)の属性変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準はp値＝0.2）によった。

(4)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。

見ると、「販売戦略への意識」因子が有意でなくなるのと入れ替えに、「企業の姿勢への意

識」がどの年齢区分を用いても有意に正に効くようになっている。また、「行政の対応への

評価」因子が有意に負となることも、年齢区分によらず頑健である。いずれも、逆の因果

関係による解釈（消費者被害にあったこと（要因）で、企業の姿勢への意識が高まり（結

果）、行政の対応への評価が下がった（結果））が自然な結果である。 

 販売被害因子モデル（図表７−５②）について見ると、高齢者サンプルのみの推定では有

意となる変数が少なくなるものの、有意となった変数はいずれも全サンプルと基本的に同

じ結果である。 
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図表７−５②　サンプルを分けた推定結果：販売被害因子モデル
被説明変数 販売被害因子

サンプル区分 全サンプル 男性 女性 60歳以上 65歳以上 70歳以上 75歳以上 80歳以上

標本数 17,925 8,576 9,348 6,710 4,936 3,051 1,587 682

(1) 消費者の意識・行動因子

消費者としての心がけ 0.0145 -0.0006 0.0272 * 0.0173 0.0194 0.0326 -0.0095 0.0276

企業の姿勢への意識 0.0177 * 0.0370 *** 0.0040 0.0321 * 0.0344 0.0155 0.0350 0.0464

販売戦略への意識 0.0225 ** 0.0299 ** 0.0176 0.0219 0.0115 0.0301 0.0189 -0.0055

商品自体への意識 -0.0123 -0.0111 -0.0143 -0.0119 -0.0018 -0.0006 0.0396 0.0415

(2) 消費者政策への評価因子

商品の安全性への評価 0.0201 * 0.0280 * 0.0096 0.0224 0.0042 0.0009 0.0337 0.0034

行政の対応への評価 -0.0213 * -0.0441 *** 0.0042 -0.0210 -0.0259 -0.0673 ** -0.0687 * -0.0818

安心して取引できる環境への評価 -0.0763 *** -0.0545 ** -0.0972 *** -0.0783 *** -0.0675 ** -0.0551 -0.0727 -0.0484

(3) 消費者政策の認知度因子

財産被害に関する政策の認知度 0.0136 0.0232 0.0034 -0.0160 -0.0117 0.0054 0.0285 0.0253

安全被害に関する政策の認知度 -0.0155 -0.0362 ** 0.0037 -0.0091 -0.0069 -0.0026 -0.0660 * -0.0565

制度作りや消費者教育等の認知度 0.0134 0.0196 0.0081 0.0256 0.0199 0.0098 0.0426 0.0356

(4) 消費者の属性

女性#D -0.0345 *

年齢：15～19歳#D -0.0504 * -0.0632

年齢：20～29歳#D -0.0400 ** -0.0744 **

年齢：30～39歳#D 0.0479 **

年齢：80歳以上#D 0.0702 * 0.1019 * 0.1203 **

年齢：70歳以上#D 0.0424

世帯：60歳以上#D 0.0568

世帯：65歳以上#D -0.1167 ***

世帯：70歳以上#D 0.0825 ** 0.0599

世帯：80歳以上#D -0.1361 ** -0.2881 *** -0.1855 ** -0.0922

世帯：70歳以上単身#D 0.0904 ** 0.0690 * 0.0562

世帯：75歳以上単身#D 0.1323 * 0.0997

自由度修正済 R2 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.023 0.030 0.028

Ｆ値 17.839 9.743 10.496 9.168 7.735 6.874 4.105 2.536

（有意水準） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.000） （0.002）

（注）「消費者意識基本調査（平成25～27年度）」の個票データの因子分析により作成した因子得点を用いて回帰分析を行った結果。

*, **, ***はそれぞれ10%, 5%, 1%水準で有意であることを示す。

調査年度による回答の偏りの影響を避けるため、推計には各調査年度ダミーを含めている（表からは省略）。

(1)～(3)の因子得点変数は強制投入し、(4)の属性変数の選択は逐次増減法（変数の追加と除去の基準はp値＝0.2）によった。

(4)の属性変数については、逐次増減法により除外された変数は表から省略した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）回帰分析のまとめと課題 

 この節では、回帰分析の手法を用いて、消費者被害の要因として考えられる消費者の特

性を同時に説明変数に加えて包括的に考察することを試みた。しかし、得られた結果は、

個々の要因を個別に考察した前節までの結果と大きく違わなかった。すなわち、いくつか

の例外は見られたものの、全体的に見れば、  

  ① 消費者としての意識・心がけと消費者被害には正の相関がある 

  ② 消費者政策への評価と消費者被害には負の相関がある 

  ③ 消費者政策の認知度と消費者被害には正の相関がある 

との結果となった。また、サンプルを高齢者に絞った分析でも、特に高齢者に特有の要因

は見つからなかった。 

 上記①〜③の結果は、説明変数である消費者の特性を要因、被説明変数の消費者被害を
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結果として捉えると、いずれも奇異な結果である。こうした推定結果となった背景には、

回帰分析において「内生性バイアス」と呼ばれる問題があると考えられる。 

 消費者の特性と消費者被害の間に相関関係が見られる場合、一般的には以下の３つの因

果関係が考えられる。 

  (1)分析で想定する因果関係： 消費者の特性（要因）→ 消費者被害（結果） 

例：消費者としての意識・心がけが低いと、被害にあう 

  (2)逆の因果関係： 消費者被害の経験（要因）→ 消費者の特性（結果） 

例：消費者被害を経験すると、その後、意識や心がけをするようになる 

  (3)第３の要因： 第３の要因（要因）→ 消費者の特性（結果）、消費者被害（結果） 

例：消費者教育を受けたことで（第３の要因）、消費者としての意識や心がけが高まる（結

果）とともに、悪質商法の手口などを知って改めて自分の被害に気づいた（結果） 

 上記の例で挙げたケースでは、消費者としての意識・心がけと消費者被害の間に、(1)で

は負の相関が、(2)(3)では正の相関が生じることになる。本論文で分析したいのは(1)の因

果関係であるが、実際には(2)(3)の影響を除去できないために、推定結果がそれらの影響

を受けてしまう。これが内生性バイアスである21。 

 内生性バイアスを取り除く推定方法としては、操作変数法がある。これは、(2)(3)の因

果関係には影響するが、(1)の因果関係には影響しないような変数を「操作変数」として用

いて、(2)(3)の影響を取り除く（操作する）方法である。ただし、今回の分析では、消費

者意識基本調査の質問項目の中からこうした条件を満たす操作変数の候補を見つけるのは

困難である。今後の課題としたい。 

  

                                                 
21 (3)の影響は、「消費者教育」という重要な変数が抜けていることによる除外変数バイアスとも言える。 
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８．まとめと結論 

 本論文では、2012〜15年度の消費者意識基本調査の個票データを用いて、高齢者の消費

者としての特性と消費者被害との関係を分析した。 

 まず、高齢者の消費者被害については、「安全性」「金額」「表示広告」「販売手口」

などの被害において、高齢者の比率が高いことがわかった。また、販売・購入形態につい

ては、「通信販売」「訪問販売」「電話勧誘」などで高齢者の被害が多いことがわかった。

訪問販売や電話勧誘においては、やはり高齢者が狙われやすいことを示している。 

 次に、高齢者の消費者としての特性については、我々が高齢者の被害の要因として考え

る「判断力・行動力の低下」「情報の届きにくさ」「高齢者の孤立・不安」との関連を念

頭において分析した。 

 第１に、消費者としての意識・行動、消費者政策の認知度・評価に関する質問項目を「判

断力・行動力」の低下との関連を念頭に置いて分析した。主な結果は以下の通りである。 

  ① 消費者としての意識・行動は、高齢者になると低下する 

  ② 高齢者の消費者政策の認知度は低い 

  ③ 高齢者の消費者政策への評価は高い 

 ①は、高齢者の判断力・行動力の低下と関連があると考えられる。また、②③は、高齢

者は消費者政策についてよく知らないものの、消費者政策によって安全・安心な消費環境

が整えられていると消費者政策を高く評価していることを示しており、判断力の低下にと

もなって甘い判断や油断をしているとも受け取れる。ただし、これらのことが要因となっ

て高齢者の消費者被害をもたらしているのか否かについては、消費者被害の経験によって

意識・行動や消費者政策への評価が影響を受けるといった逆の因果関係の問題や、回答者

の主観に基づく意識調査によるデータの性質などから、はっきりしたことは確認できなか

った。 

 第２に、「情報の届きにくさ」を念頭に、高齢者の消費生活情報の入手経路について分

析した。主な結論としては、以下の通りである。 

① 高齢者はインターネットを利用していない。一方で、インターネットを利用している

人ほど消費者政策の認知度が高い。このことから、高齢者は消費者被害などの情報の

入手において不利な立場にある。 

② 消費生活センターの認知経路や、消費者教育を受けた機会・場所の分析から、高齢者

の情報入手経路を調べると、他の世代に比べて、地域の広報誌やチラシ、新聞・雑誌・

書籍、地域での講演会やイベントなどが多い。 

③ ただし、消費者教育を受けたことのある高齢者は５％程度しかいないことから、チラ

シや地域での講演会もただ配布・開催するだけでなく、高齢者の参加を促す工夫が必

要である。 
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 第３に、「高齢者の孤立・不安」については、日常生活に関する質問（「活動的である」

「人と話すのが好き」）、および高齢期の消費生活の不安に関する質問を用いて分析を行

った。主な結論は以下の通りである。 

① 「活動的」で「人と話すのが好き」な高齢者ほど、消費者被害にあった際に誰かに相

談している。逆に、活動的ではなく、人と話すのが好きではない高齢者は、被害にあ

っても誰にも相談せず、孤立している。 

② 高齢期の不安については、全ての質問項目で４〜７割の高齢者が不安を抱いている。

特に、80歳以上になると不安が増加し、単なる不安ではなく現実の消費生活において

も困難を感じ始めると考えられる。ただし、こうした不安が被害の要因となっている

か否かは、データの制約から分析できなかった。 

 以上をまとめると、高齢者の消費者被害の背景にあると考えられる「判断力・行動力の

低下」「情報の届きにくさ」「高齢者の孤立・不安」の３つの要因が、データからも確認

できた。ただし、それらと消費者被害との関係については、因果関係の問題や意識調査と

いうデータの性質の問題から、はっきりした結論を出すことはできなかった。今後の課題

としたい。 

 

  



55 

参考文献 

 

国民生活センター[2016a]『消費生活年報 2016』 

 http://www.kokusen.go.jp/nenpou/index.html 

国民生活センター[2016b]「60歳以上の消費者トラブルの変化と実態－インターネット等

も利用するアクティブ・シニアのトラブルが増加！－」 

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160908_2.pdf 

消費者庁[2016]『平成 27年度 消費者政策の実施の状況 平成 27年度 消費者事故等に関

する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告(消費者白書)』 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28h

akusho_all.pdf 

消費者庁[2013]「消費者被害の定義・分類」 

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/131111_shiryo3.pdf 

消費者庁[2013～2016]「消費者意識基本調査（平成 24～27年度版）」 

 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_16.html 

東京都消費生活総合センター[2016]『高齢者の消費者被害防止のための見守りネットワー

ク取組事例集』 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/tieup/mimamori/torikumi

_jirei2016.html 

内閣府[2016]『平成 28年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況(高齢社会白書)』 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/zenbun/28pdf_index.html 

松尾太加志・中村知靖[2002]『誰も教えてくれなかった因子分析』 北大路書房 

松本恒雄[2014]「消費者法の展開と高齢者の権利擁護の視点」『実践 成年後見』NO.49 

2014.3 

三平智子[2017]「高齢者の消費者被害」明治大学大学院ガバナンス研究科リサーチペーパ

ー 

文部科学省[2016]「第 2期教育振興基本計画の分析に係る調査研究」 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/chousa/1370734.htm 

八杖友一[2014]「消費者被害予防・救済のための実務上の留意点」『実践 成年後見』

NO.49 2014.3 

 

http://www.kokusen.go.jp/nenpou/index.html
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160908_2.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28hakusho_all.pdf
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/pdf/28hakusho_all.pdf
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/131111_shiryo3.pdf
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_16.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/tieup/mimamori/torikumi_jirei2016.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/tieup/mimamori/torikumi_jirei2016.html
http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/zenbun/28pdf_index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/chousa/1370734.htm


巻末資料１　論文で使用した「消費者被害意識調査」の質問項目リスト

１．消費者被害

（１）消費者被害の有無

あなたがこの１年間に購入した商品、利用したサービスについてお聞きします。この１年間に、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。

（ア）～（ク）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

0. な い 1. ある 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

(ア) けが、病気をする等、安全性や衛生に問題があった 98.8% 1.2% 19,397 Q3(ｱ) Q3(ｱ) Q5(ｱ) 被害：安全性#D

(イ) 機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた 92.6% 7.4% 19,393 Q3(ｲ) Q3(ｲ) Q5(ｲ) 被害：機能品質#D

(ウ) 思っていたよりかなり高い金額を請求された 98.0% 2.0% 19,388 Q3(ｳ) Q3(ｳ) Q5(ｳ) 被害：金額#D

(エ) 表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた 95.9% 4.1% 19,369 Q3(ｴ) Q3(ｴ) Q5(ｴ) 被害：表示広告#D

(オ) 問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した 98.8% 1.2% 19,379 Q3(ｵ) Q3(ｵ) Q5(ｵ) 被害：販売手口#D

(カ) 契約・解約時のトラブルにより被害に遭った 99.1% 0.9% 19,390 Q3(ｶ) Q3(ｶ) Q5(ｶ) 被害：契約解約#D

(キ) 詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした） 99.6% 0.4% 19,392 Q3(ｷ) Q3(ｷ) Q5(ｷ) 被害：詐欺#D

(ク) その他、消費者被害の経験 98.6% 1.4% 19,305 Q3(ｸ) Q3(ｸ) Q5(ｸ) 被害：その他#D

（２）販売・購入形態　

　※ （１）で消費者被害が「ある」と回答した者のみへの質問

標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 店頭 45.8% 1,836 Q4 ③ Q4③ Q6③ 被害：購入形態#C

2. 通信販売（インターネット取引を含む） 40.6% 1,836 〃 〃 〃 　　　　〃

3. 訪問販売（キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む） 5.1% 1,836 〃 〃 〃 　　　　〃

4. 電話勧誘 2.7% 1,836 〃 〃 〃 　　　　〃

5. 知人から購入 1.0% 1,836 〃 〃 〃 　　　　〃

6. その他 4.8% 1,836 〃 〃 〃 　　　　〃

（３）消費者被害の相談

　※ （１）で消費者被害が「ある」と回答した者のみへの質問

0. 誰にもし

ていない

1. した
標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

相談または申出の有無 49.1% 50.9% 1,777 Q4⑪ Q4⑬ Q6A⑬ 被害：相談の有無#D

（４）相談の相手 100.0%

相談又は申出をした相手（当てはまるもの全てに◯）

　※ （３）で相談や申出を「した」と回答した者のみへの質問

0. ◯なし 1. ◯あり 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 家族、知人、同僚等の身近な人 79.6% 20.4% 1,767 Q4⑫.1 Q4⑭.1 Q6⑭.1 被害：相談_身近な人#D

2. 市区町村や消費生活センター等の行政機関の相談窓口 96.7% 3.3% 1,767 Q4⑫.2 Q4⑭.2 Q6⑭.2 被害：相談_行政の相談窓口#D

3. 商品やサービスの提供元であるメーカー等の事業者 76.2% 23.8% 1,767 Q4⑫.3 Q4⑭.3 Q6⑭.3 被害：相談_事業者#D

4. 商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店、代理店等 84.3% 15.7% 1,767 Q4⑫.4 Q4⑭.4 Q6⑭.4 被害：相談_販売店#D

5. 弁護士、司法書士等の専門家 99.0% 1.0% 1,767 Q4⑫.5 Q4⑭.5 Q6⑭.5 被害：相談_弁護士等#D

6. 消費者団体 99.0% 1.0% 1,767 Q4⑫.6 Q4⑭.6 Q6⑭.6 被害：相談_消費者団体#D

7. 事業者団体 99.2% 0.8% 635 Q4⑫.7 被害：相談_事業者団体#D

8. 警察 99.0% 1.0% 1,767 Q4⑫.8 Q4⑭.7 Q6⑭.7 被害：相談_警察#D
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9. 上記１～8以外の人や機関等（具体的に:　　　　　） 98.5% 1.5% 1,767 Q4⑫.9 Q4⑭.8 Q6⑭.8 被害：相談_その他#D

（５）被害の回復

被害の回復（相談や申出により取り戻せた、又は支払わずに済んだこと等）

　※ （３）で相談や申出を「した」と回答した者のみへの質問

0. なし 1. あり 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

被害の回復 64.6% 35.4% 302 Q4⑬ 被害：被害の回復#D

２．消費者の意識・行動

（１）消費者の意識

あなたは、商品やサービスを選ぶとき、以下の項目を意識することがどの程度ありますか。 

（ア）～（サ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

1. ほとん

ど・全く意

識しない

2. たまに意

識する

3. よく意識

する

4. 常に意識

する 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

(ア) 価格 1.0% 6.1% 29.5% 63.3% 26,130 Q1(ｱ) Q1(ｱ) Q1(ｱ) Q1ア 意識：価格#4

(イ) 機能 1.4% 8.2% 45.7% 44.7% 26,044 Q1(ｲ) Q1(ｲ) Q1(ｲ) Q1イ 意識：機能#4

(ウ) 安全性 2.3% 14.9% 39.7% 43.2% 26,085 Q1(ｳ) Q1(ｳ) Q1(ｳ) Q1ウ 意識：安全性#4

(エ) 広告 15.3% 51.0% 25.8% 8.0% 25,997 Q1(ｴ) Q1(ｴ) Q1(ｴ) Q1エ 意識：広告#4

(オ) ブランドイメージ 17.1% 43.5% 31.1% 8.3% 26,003 Q1(ｵ) Q1(ｵ) Q1(ｵ) Q1オ 意識：ブランドイメージ#4

(カ) 評判 7.4% 33.0% 43.5% 16.1% 25,980 Q1(ｶ) Q1(ｶ) Q1(ｶ) Q1カ 意識：評判#4

(キ) 特典（ポイントカード、景品等） 22.0% 40.5% 25.9% 11.6% 25,991 Q1(ｷ) Q1(ｷ) Q1(ｷ) Q1キ 意識：特典#4

(ク) 購入（利用）時の説明や対応等の接客態度 8.2% 34.7% 40.2% 16.9% 26,033 Q1(ｸ) Q1(ｸ) Q1(ｸ) Q1ク 意識：説明接客態度#4

(ケ) 苦情や要望に対する対応 15.1% 39.7% 32.5% 12.7% 25,969 Q1(ｹ) Q1(ｹ) Q1(ｹ) Q1ケ 意識：苦情要望対応#4

(コ) 商品やサービスが環境に及ぼす影響 19.0% 43.7% 27.5% 9.8% 25,982 Q1(ｺ) Q1(ｺ) Q1(ｺ) Q1コ 意識：環境への影響#4

(サ) 経営方針や理念、社会貢献活動 39.7% 41.0% 14.9% 4.4% 25,998 Q1(ｻ) Q1(ｻ) Q1(ｻ) Q1サ 意識：経営理念・社会貢献#4

（２）消費者として心がけている行動

あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。

（ア）～（カ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

1. ほとん

ど・全く心

掛けていな

い

2. あまり心

掛けていな

い

3. どちらと

もいえない

4. ある程度

心掛けてい

る

5. かなり心

掛けている
標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

(ア) 表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービス

を選択する
1.6% 6.7% 17.4% 55.2% 19.1% 26,120 Q2(ｱ) Q2(ｱ) Q3(ｱ) Q4ア 行動：表示や説明を確認する#5

(イ) トラブルに備えて、対処方法をあらかじめ準備・確認しておく 7.7% 24.9% 33.6% 28.5% 5.4% 26,103 Q2(ｲ) Q2(ｲ) Q3(ｲ) Q4イ 行動：トラブルに備える#5

(ウ) 商品やサービスについて問題があれば、事業者に申立てを行う 8.1% 15.7% 27.6% 37.2% 11.4% 26,098 Q2(ｳ) Q2(ｳ) Q3(ｳ) Q4ウ 行動：事業者に申立てる#5

(エ) ライフステージや経済状況の変化等、将来を見通した生活設計を考

える
6.4% 17.1% 30.8% 37.5% 8.3% 26,091 Q2(ｴ) Q2(ｴ) Q3(ｴ) Q4エ 行動：生活設計を考える#5

(オ) 個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる 3.9% 11.0% 25.5% 44.3% 15.2% 26,092 Q2(ｵ) Q2(ｵ) Q3(ｵ) Q4オ 行動：個人情報の管理に注意する#5

(カ) 環境に配慮した商品やサービスを選択する 4.8% 13.3% 31.7% 41.0% 9.3% 26,117 Q2(ｶ) Q2(ｶ) Q3(ｶ) Q4カ 行動：環境に配慮した商品を選ぶ#5
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（３）消費者の日常生活

あなた自身の日常生活における意識や行動について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。

（ア）～（コ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

1. ほとん

ど・全く当

てはまらな

い

2. あまり当

てはまらな

い

3. どちらと

もいえない

4. ある程度

当てはまる

5. かなり当

てはまる
標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

(ア) 活動的である 3.5% 15.9% 33.5% 35.3% 11.8% 13,147 Q2(ｱ) Q2ア 日常生活：活動的である#5

(イ) 人と話すのが好き 2.5% 12.8% 31.4% 38.0% 15.2% 13,169 Q2(ｲ) Q2イ 日常生活：人と話すのが好き#5

(ウ) 賭け事が好き 54.6% 18.4% 13.1% 10.7% 3.2% 13,174 Q2(ｳ) Q2ウ 日常生活：賭け事が好き#5

(エ) 細かいことは気にしない 5.2% 18.1% 39.2% 29.4% 8.1% 13,156 Q2(ｴ) Q2エ 日常生活：細かいことは気にしない#5

(オ) 流行に敏感な方だ 14.9% 29.2% 33.7% 18.4% 3.8% 13,159 Q2(ｵ) Q2オ 日常生活：流行に敏感な方だ#5

(カ) 自由な時間が多い 10.3% 24.0% 26.6% 25.2% 14.0% 13,154 Q2(ｶ) Q2カ 日常生活：自由な時間が多い#5

(キ) 趣味が充実している 12.2% 23.7% 27.9% 25.2% 10.9% 13,146 Q2(ｷ) Q2キ 日常生活：趣味が充実している#5

(ク) インターネットをよく使う（仕事は除く） 36.2% 14.4% 12.3% 22.0% 15.0% 13,157 Q2(ｸ) Q2ク 日常生活：インターネットをよく使う#5

(ケ) ゲームをよくする（パソコン、携帯電話、ゲーム機等） 57.1% 13.6% 8.8% 12.2% 8.2% 13,158 Q2(ｹ) Q2ケ 日常生活：ゲームをよくする#5

(コ) 自分で料理を作る 19.9% 13.0% 10.3% 20.0% 36.8% 13,183 Q2(ｺ) Q2コ 日常生活：自分で料理を作る#5

３．消費者政策の認知度・評価

（１）消費者庁の取り組みの認知度

あなたは、消費者庁が以下のようなことに取り組んでいることを知っていますか。

当てはまるもの全てをお選びください。

0. ◯なし 1. ◯あり 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 消費者の利益を守るための制度作り

（消費者契約に関する制度や被害回復のための集団訴訟制度等）
73.5% 26.5% 25,736 Q6.1 Q6.1 Q11.1 Q24.1 消費者庁：消費者を守る制度作り#D

2. 消費者の生命・身体に関する事故の原因調査 72.6% 27.4% 25,736 Q6.2 Q6.2 Q11.2 Q24.2 消費者庁：事故原因調査#D

3. 消費者の生命・身体の安全に関する情報発信 71.9% 28.1% 25,736 Q6.3 Q6.3 Q11.3 Q24.3 消費者庁：安全被害情報#D

4. 悪質商法等の消費者の財産に関わる被害についての情報発信 57.5% 42.5% 25,736 Q6.4 Q6.4 Q11.4 Q24.4 消費者庁：財産被害情報#D

5. 消費者教育や消費生活に関する普及啓発 86.4% 13.6% 25,736 Q6.5 Q6.5 Q11.5 Q24.5 消費者庁：普及啓発#D

6. 消費生活センター等、地方における消費者行政の取組の推進 82.0% 18.0% 25,736 Q6.6 Q6.6 Q11.6 Q24.6 消費者庁：地方消費者行政#D

7. 訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制 65.8% 34.2% 25,736 Q6.7 Q6.7 Q11.7 Q24.7 消費者庁：悪質取引規制#D

8. 偽装表示や誇大広告等、商品やサービスについての不当な表示の規制 62.9% 37.1% 25,736 Q6.8 Q6.8 Q11.8 Q24.8 消費者庁：不当表示規制#D

9. 食品表示ルールの整備 64.1% 35.9% 25,736 Q6.9 Q6.9 Q11.9 Q24.9 消費者庁：食品表示#D

10. 食品と放射性物質に関する説明会やセミナー等のリスクコミュニ

ケーションの実施
94.0% 6.0% 25,736 Q6.10 Q6.10 Q11.10 Q24.10 消費者庁：放射性物質#D

11. 公共料金関連業務（電気料金の改定への対応等） 91.8% 8.2% 25,736 Q6.11 Q6.11 Q11.11 Q24.11 消費者庁：公共料金#D

12. その他（具体的に：　　　　　） 99.7% 0.3% 25,736 Q6.12 Q6.12 Q11.12 Q24.12 消費者庁：その他#D

13. 消費者庁の名前は知っていたが、上記 1～12の取組については知らな

い
76.9% 23.1% 25,736 Q6.13 Q6.13 Q11.13 Q24.13 消費者庁：名前は知っている#D

14. 消費者庁を知らなかった 86.5% 13.5% 25,736 Q6.14 Q6.14 Q11.14 Q24.14 消費者庁：知らない#D
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（２）消費者政策の評価

あなたは、消費者を取り巻く状況について、以下の項目がどの程度当てはまると思いますか。

（ア）～（キ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

1. ほとん

ど・全く当

てはまらな

い

2. あまり当

てはまらな

い

3. どちらと

もいえない

4. ある程度

当てはまる

5. かなり当

てはまる
標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

(ア) 流通している食品は安全・安心である 1.7% 13.0% 38.5% 40.8% 6.1% 26,051 Q5(ｱ) Q5(ｱ) Q9(ｱ) Q21ア 評価：食品安全#5

(イ) 流通している商品（食品以外）や提供されているサービスは安全・

安心である
1.2% 9.7% 43.2% 41.2% 4.7% 26,026 Q5(ｲ) Q5(ｲ) Q9(ｲ) Q21イ 評価：商品安全#5

(ウ) 悪質・詐欺的な販売行為等を心配せず安全に商品・サービスを購

入・利用できる
6.3% 19.6% 43.0% 26.3% 4.8% 25,989 Q5(ｳ) Q5(ｳ) Q9(ｳ) Q21ウ 評価：悪質販売#5

(エ) 商品等の表示・広告の内容は信用できる 3.2% 19.4% 46.6% 28.0% 2.8% 25,995 Q5(ｴ) Q5(ｴ) Q9(ｴ) Q21エ 評価：表示広告#5

(オ) 行政から消費者への情報提供や啓発が十分になされている 7.0% 24.6% 48.6% 17.8% 2.0% 25,957 Q5(ｵ) Q5(ｵ) Q9(ｵ) Q21オ 評価：行政の情報提供#5

(カ) 地方公共団体の消費生活センター又は消費生活相談窓口は信頼でき

る
3.8% 12.1% 48.6% 30.3% 5.1% 25,953 Q5(ｶ) Q5(ｶ) Q9(ｶ) Q21カ 評価：行政の相談窓口#5

(キ) 事業者間で価格やサービスの競争が行われている 1.7% 4.8% 30.6% 48.4% 14.6% 25,983 Q5(ｷ) Q5(ｷ) Q9(ｷ) Q21キ 評価：事業者間の競争#5

４．消費生活センター

（１）消費生活センターの認知度

あなたは「消費生活センター」を知っていますか。また、知っている場合、その程度としてどれが最も当てはまりますか。

当てはまるものを１つお選びください。

標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 知らなかった 20.9% 19,479 Q7(ｱ)+Q8統合 Q10 Q22ア+SQ1統合

2. 名前は知っていた 51.4% 19,479 〃 〃 〃

3. 名前や業務の内容を知っていた 21.8% 19,479 〃 〃 〃

4. 名前や業務の内容、自分の住んでいる地域（都道府県・市町村）にお

ける所在地や連絡先を知っていた
5.8% 19,479 〃 〃 〃

（２）消費生活センターの認知経路

何をきっかけに「消費生活センター」を知りましたか。当てはまるものを１つお選びください。

※．全問で知っている（２～４）と答えた人への質問

0. ○なし 1. ○あり 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 地域の広報誌やチラシ 82.4% 17.6% 15,416 Q8付問1 Q10付問1 Q22SQ2 消セン認知経路：チラシ等#D

2. 新聞・雑誌・書籍 85.3% 14.7% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：新聞等#D

3. テレビ・ラジオ 63.6% 36.4% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：テレビ・ラジオ#D

4. 学校の授業 96.1% 3.9% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：学校#D

5. 地域のイベント 99.4% 0.6% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：地域イベント#D

6. インターネット 97.7% 2.3% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：インターネット#D

7. 家族や知人からの情報 93.8% 6.2% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：家族知人#D

8. 公共施設や駅等の掲示物やアナウンス 98.0% 2.0% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：公共施設の掲示等#D

9. 弁護士や各種相談窓口等の紹介 99.6% 0.4% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：相談窓口等#D

- 59 -



10. その他（具体的に：　　　　　　　 ） 97.3% 2.7% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：その他_188含む#D

11. 何がきっかけか覚えていない 86.8% 13.2% 15,416 〃 〃 〃 消セン認知経路：覚えていない#D

５．消費者教育

（１）消費者教育の経験

消費生活に関する学習の機会が学校、地域、職場等の様々な場で提供されています。

あなたは、こうした「消費者教育・啓発」（以下の（１） 及び（２）を参照）を受けたことがありますか。

当てはまるものを１つお選びください。

0. ない 1. ある 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

消費者教育の経験 89.5% 10.5% 11,868 Q12 Q7 消費者教育：経験の有無#D

（２）消費者教育の内容

それは、どのような内容のものでしたか。当てはまるもの全てをお選びください。

※．（１）で「ある」と答えた人への質問

0. ない 1. ある 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 安全・安心な商品の選び方・表示の見方 94.3% 5.7% 11,867 Q12付問1.1 Q7SQ1.1 消費者教育：商品の安全性#D

2. 契約のルールや取引のトラブル防止策 (例えばクーリング・オフの仕方) 92.4% 7.6% 11,867 Q12付問1.2 Q7SQ1.2 消費者教育：契約・取引#D

3. 家計の管理、生活設計 97.8% 2.2% 11,867 Q12付問1.3 Q7SQ1.3 消費者教育：生活設計#D

4. 環境に配慮した生活 (例えば環境に配慮した製品の購入やゴミの減量) 95.4% 4.6% 11,867 Q12付問1.4 Q7SQ1.4 消費者教育：環境への配慮#D

5. 情報通信の有効活用、安全確保 (例えばインターネット、携帯電話の安全

な利用法）
95.8% 4.2% 11,867 Q12付問1.5 Q7SQ1.5 消費者教育：情報通信#D

6. 製品事故や取引被害に遭ったときの解決手段 (例えば相談機関の情報) 96.1% 3.9% 11,867 Q12付問1.6 Q7SQ1.6 消費者教育：消費者被害の解決手段#D

7. その他（具体的に：　　　　　　　　） 99.7% 0.3% 11,867 Q12付問1.7 Q7SQ1.7 消費者教育：その他の内容#D

（３）消費者教育を受けた場所・機会

それは、どのような機会に受けましたか。当てはまるもの全てをお選びください。

※．（１）で「ある」と答えた人への質問

0. ない 1. ある 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

1. 小中学校、高等学校の授業(家庭科・社会科等) 94.4% 5.6% 11,867 Q12付問2.1 Q7SQ2.1 消費者教育：小中高の授業#D

2. 小中学校、高等学校の課外授業・特別授業・見学等 98.4% 1.6% 11,867 Q12付問2.2 Q7SQ2.2 消費者教育：小中高の課外授業等#D

3. 大学・専門学校等の講義 98.9% 1.1% 11,867 Q12付問2.3 Q7SQ2.3 消費者教育：大学等の講義#D

4. 大学・専門学校等のオリエンテーション等 99.8% 0.2% 11,867 Q12付問2.4 Q7SQ2.4 消費者教育：大学等_講義以外#D

5. 地域での（消費生活センター等の）講習会・勉強会等 98.4% 1.6% 11,867 Q12付問2.5 Q7SQ2.5 消費者教育：地域での講演会等#D

6. 消費者団体・生協等主催の講習会・勉強会等 99.1% 0.9% 11,867 Q12付問2.6 Q7SQ2.6 消費者教育：消費者団体の講演会等#D

7. 事業者・事業者団体主催の講習会・見学会等 99.3% 0.7% 11,867 Q12付問2.7 Q7SQ2.7 消費者教育：事業者団体の講演会等#D

8. 職場での講習会・勉強会等 98.0% 2.0% 11,867 Q12付問2.8 Q7SQ2.8 消費者教育：職場での講演会等#D

9. その他（具体的に：　　　　　　　　） 99.6% 0.4% 11,867 Q12付問2.9 Q7SQ2.9 消費者教育：その他の機会#D
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６．高齢期の消費生活の不安

あなたは、将来、自身が高齢者になった際（すでに高齢の方は現在）の消費生活に関する以下の項目について、不安がありますか。

（ア）～（キ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選びください。

1. ほとん

ど・全く不

安でない

2. あまり不

安でない

3. ある程度

不安である

4. とても不

安である 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

(ア) 買い物に行くのが困難になる 7.0% 23.5% 49.8% 19.7% 6,658 Q19ア 高齢期の不安：買い物#4

(イ) 調理や食事の用意が困難になる 6.6% 24.2% 49.7% 19.5% 6,649 Q19イ 高齢期の不安：調理・食事の用意#4

(ウ) 新しい商品やサービスの活用が困難になる 8.2% 36.6% 42.2% 13.1% 6,595 Q19ウ 高齢期の不安：新しい商品サービス#4

(エ) 表示や説明等が見づらくなる 4.6% 24.6% 50.5% 20.2% 6,614 Q19エ 高齢期の不安：表示・説明の視認#4

(オ) 情報入手方法がインターネット等の新たな手段に移行し、情報収集

が困難になる
10.9% 32.1% 35.4% 21.6% 6,638 Q19オ 高齢期の不安：ネット等の情報収集#4

(カ) 強引な勧誘や販売にうまく対応できなくなる 15.1% 38.6% 32.4% 13.8% 6,645 Q19カ 高齢期の不安：強引な勧誘・販売#4

(キ) だまされたり、犯罪に巻き込まれて財産を失ってしまう 18.1% 38.1% 30.3% 13.4% 6,642 Q19キ 高齢期の不安：詐欺・犯罪#4

７．消費者の属性

（１）性別

1. 男性 2. 女性 標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

あなたの性別を教えてください。 47.6% 52.4% 26,180 F1 F1 F1 F1 性別#C

（２）年齢

標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

あなたの満年齢を教えてください。 平均51.4歳（最年少15歳、最高齢100歳） 26,180 F2 F2 F2 F2 年齢#N

（10歳代） 5.0% 年齢：15～19歳#D

（20歳代） 9.1% 年齢：20～29歳#D

（30歳代） 14.1% 年齢：30～39歳#D

（40歳代） 17.0% 年齢：40～49歳#D

（50歳代） 16.0% 年齢：50～59歳#D

（60歳代） 20.8% 年齢：60～69歳#D

（70歳代） 14.0% 年齢：70～79歳#D

（80歳以上） 4.1% 年齢：80歳以上#D

（３）同居者

標本数 H27問番号 H26問番号 H25問番号 H24問番号 論文における変数名

あなたを含めて同居人数は何人ですか。 平均3.3人（最低1人、最高20人） 26,090 F5 F5 F5 F5 同居人数#N

そのうち、最年少の方の年齢を教えてください。 平均33.5歳（最年少0歳、最高齢96歳） 25,821 F6 F6 F6 F6 同居人最低年齢#N
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巻末資料２　因子得点の相関係数と記述統計

消費者被害因子 消費者としての意識・行動因子 消費者政策の認知度因子 消費者政策の評価因子 高齢期の不安因子

商品被害因子 販売被害因子
消費者として

の心がけ

企業の姿勢へ

の意識

販売戦略への

意識

商品自体への

意識

財産被害に関

する政策の認

知度

生命・身体被

害に関する政

策の認知度

制度作りや消

費者教育等の

認知度

商品の安全性

への評価

行政の対応へ

の評価

安心して取引

できる環境へ

の評価

消費トラブ

ルの不安

日常の消費

生活の不安

【相関係数】

商品被害因子 - 0.623 0.040 0.041 0.041 0.034 0.016 0.013 0.018 -0.079 -0.094 -0.099 - -

販売被害因子 0.623 - 0.041 0.044 0.032 0.020 0.013 0.006 0.012 -0.056 -0.066 -0.074 - -

消費者としての心がけ 0.040 0.041 - 0.723 0.486 0.578 0.207 0.179 0.197 0.021 0.095 0.045 0.056 0.078

企業の姿勢への意識 0.041 0.044 0.723 - 0.565 0.458 0.145 0.118 0.143 0.003 0.096 0.039 0.125 0.083

販売戦略への意識 0.041 0.032 0.486 0.565 - 0.564 0.050 0.045 0.050 0.029 0.061 0.037 0.149 0.141

商品自体への意識 0.034 0.020 0.578 0.458 0.564 - 0.128 0.121 0.122 0.004 0.014 0.002 0.062 0.111

財産被害に関する政策の認知度 0.016 0.013 0.207 0.145 0.050 0.128 - 0.776 0.813 0.077 0.140 0.084 -0.048 -0.019

生命・身体被害に関する政策の認知度 0.013 0.006 0.179 0.118 0.045 0.121 0.776 - 0.745 0.078 0.130 0.086 -0.029 0.003

制度作りや消費者教育等の認知度 0.018 0.012 0.197 0.143 0.050 0.122 0.813 0.745 - 0.069 0.148 0.082 -0.028 -0.008

商品の安全性への評価 -0.079 -0.056 0.021 0.003 0.029 0.004 0.077 0.078 0.069 - 0.614 0.833 0.014 -0.006

行政の対応への評価 -0.094 -0.066 0.095 0.096 0.061 0.014 0.140 0.130 0.148 0.614 - 0.802 0.024 -0.032

安心して取引できる環境への評価 -0.099 -0.074 0.045 0.039 0.037 0.002 0.084 0.086 0.082 0.833 0.802 - 0.001 -0.032

消費トラブルの不安 - - 0.056 0.125 0.149 0.062 -0.048 -0.029 -0.028 0.014 0.024 0.001 - 0.696

日常の消費生活の不安 - - 0.078 0.083 0.141 0.111 -0.019 0.003 -0.008 -0.006 -0.032 -0.032 0.696 -

【記述統計】

標本数 19,191 19,191 25,148 25,148 25,148 25,148 25,736 25,736 25,736 25,754 25,754 25,754 6,530 6,530

最大値 6.844 12.126 2.218 2.422 2.524 1.423 1.829 1.857 2.389 2.193 2.527 2.505 1.884 1.683

中央値 -0.244 -0.145 0.073 -0.060 -0.018 -0.082 -0.189 -0.465 -0.303 -0.031 0.022 -0.027 -0.076 0.165

最小値 -0.244 -0.145 -3.242 -2.219 -2.704 -3.820 -0.911 -0.736 -0.674 -3.055 -2.573 -2.820 -2.013 -2.458

平均値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

標準偏差 0.875 0.783 0.908 0.925 0.856 0.874 0.909 0.899 0.839 0.931 0.873 0.880 0.937 0.941
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