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≪１．開会≫
○河上委員長

それ では 、時間になりました ので 、始めさせていただ きま す。

皆様、お忙しいと ころ をお集まりいただき まし て、ありがとうござ いま す。
ただいまから「消 費者 委員会第228回本会議 」を 開催いたします。
本日は蟹瀬委員が所用 により御欠席となっ てお ります。
それでは、配付資 料の 確認につきまして、 事務 局からお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を付け させ ていただいておりま す。

資料１、資料２、 参考 資料となっておりま す。
不足がございまし たら 、事務局までお申し 出い ただきますようよろ しく お願いいたします。

≪２．オンラインゲームに関する消費者問題について≫
○河上委員長

本日 の議 題は「オンラインゲ ーム に関する消費者問題 につ いて」というものであ

ります。
オンラインゲーム につ いて、国民生活センターに よりますと、平成27年度にPIO‑NETにオンライ
ンゲームに関して寄 せら れた相談件数は、平 成28年２月29日現在で約3,400件となっております 。
また、スマートフォ ンを 利用したオンライン ゲー ム、いわゆるスマホ ゲー ムに関する高額課金 に
ついては社会的な関 心も 高まっていると思わ れま す。
本日は三菱総合研 究所 にお越しいただいて おり ますが、三菱総合研 究所 では、消費者庁の依 頼
により、スマホゲー ムの 市場規模、利用者の ゲー ムに対する支払額等 の消 費者の利用実態、あ る
いは消費者トラブル の状 況等について調査を されたと伺っております 。三 菱総合研究所からこ れ
らの点について大変 恐縮 ですけれども、20分程度で 最初に御説明をお願 いい たしたいと思います。
よろしくお願いい たし ます。
○（株）三菱総合研 究所

今回はこのような 場を いただき、ありがと うご ざいます。

今回は先ほども御 紹介 いただいたとおりな ので すけれども、昨年度とい いましても今年の１ 〜
３月なのですが、消 費者 庁の事業としてスマ ホゲ ームの動向について 調査をいたしました。こち
らについて御報告さ せて いただきます。
資料１と２とあり ます けれども、資料２は アン ケート結果の取りま とめ になりますので、資 料
１を中心に御説明さ せて いただきます。
１ページ目に目次 があ りますが、今回スマ ホゲ ームの市場規模と消 費者 の利用実態、消費者 ト
ラブルの状況の３点 につ いて御説明させてい ただ きます。
３ページ目を御覧くだ さい。
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まず、スマホゲー ムと は何かという話なの です けれども、この定義 がき ちんとされていない 状
況がございます。主なゲー ムに関する市場規模 を出 しているレポートと いた しましては、
「ファミ
通ゲーム白書」、
「JOGAオ ン ラインゲーム市場調 査レ ポート」というものがご ざ います。
「ファミ通
ゲーム白書」の場合 は、 ゲームアプリ市場と いう 言い方をしておりま して 、スマートフォンと タ
ブ レ ッ ト 向 け に 提 供 さ れ て い る ゲ ー ム ア プ リ 及 び フ ィ ー チ ャ ー フ ォ ン の SNSで 動 作 す る オ ン ラ イ
ンゲームを合わせた もの としております。こ れに 対して、日本オンライン ゲーム協会さんが発 行
されている「JOGAオンライ ンゲーム市場調査レ ポー ト」ではソーシ ャルゲーム とスマートフォン・
アンド・タブレットアプ リゲーム、ネイティ ブア プリゲーム、ウェブゲー ムというように分け て
統計が作成されてお りま す。ソーシャルゲー ムと 言われているものは どち らかというとウェブ ブ
ラウザで提供されて いる ものが多く、通常ス マホ ゲームと言う場合、これ を外して、スマート フ
ォン・アンド・タブレットアプリゲームとネイティ ブアプリゲームを合 わせ たものを言うことが 、
多いのかなという状 況で ございます。
市場規模について は、 ４ページ目でござい ます 。
こちらは「ファミ 通ゲ ーム白書」の市場規 模に なります。2012年か ら2014年にかけてずっと 右
肩上がりに伸びてき てい るところでございま すが 、ソーシャルゲーム もス マホゲームも合わせ た
ものとして大体7,000億円 ぐらいの市場規模と され ております。去年 の2015年 のデータはまだ出て
おりません。
５ページ目を御覧いた だくと、
「JOGAオンライン ゲーム市場調査レポ ート」の市場規模となりま
す。まずこの左下の 青い グラフ、こちらはソ ーシ ャルゲーム市場と言 われ るものです。フィー チ
ャーフォンのウェブ ブラ ウザや、スマホのウ ェブ ブラウザを使って行 うタ イプのゲームですが 、
2012年の3,161億円を ピー クに最近は低調な傾 向に あるというところで ござ います。
これに対して、右 側の スマートフォン・ア ンド ・タブレットゲーム 市場 ですけれども、こち ら
はいわゆるスマホゲ ーム というものでござい まし て、スマートフォン 向け にアプリとして配信 さ
れているゲームがほ ぼ全 てになります。こちらは2013年から2014年にか けて7,359億円ということ
で、かなり増加傾向 にあります。
なお、４ページ目の グラ フと比べてみますと 、こ の２つを足してみた ら違 うのではないかとい
う話はあるのですけ れど も、それぞれ情報提 供元 等が違いますので、結果 的には違う数字が出 て
きてしまっていると ころ でございます。
基本的には、以前 から問題になっていたソ ーシ ャルゲームと言われ てい る市場については下 が
り気味な状況にあり まし て、現在はネイティ ブア プリと言われている もの を中心としたスマホ ゲ
ーム市場が拡大して いる 状況でございます。
それでは、消費者 はど のように利用してい ます かということについ て調 査させていただいて お
ります。
まず、この調査な ので すが、資料２の１ペ ージ 目を御覧ください。 そち らに調査の概要を書 か
せていただいており ます 。
こちらは2016年２ 月の 半ばから末ぐらいに かけ てウェブアンケート調査 を行っております。 ス
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クリーニング調査と 本調 査をやっておりまし て、15歳以上の一般消費 者を対 象とし、スクリーニ
ング調査でスマホゲ ーム にお金を支払ったこ とが ある人をそれぞれ抜 いて きています。スクリ ー
ニング調査時点では １万人くらいにばらまい てお りますけれども、本 調査 で詳細について実査 を
したものは700人にな りま す。
まとめとして資料 １の ７ページ目に大体の 傾向 を書かせていただい てお りますが、スマート フ
ォンの利用者のうち 、ス マホゲームで遊んだ 経験 者というのは68.9％ おり ました。うち、スマ ホ
ゲームでお金を支払 った 経験者というのは24.3％ でございます。
この中で、実際に この 利用頻度から後のペ ージは実際にお金を払った人 について聞いている の
ですけれども、お金 を払 った人については約 ７割 がほぼ毎日ゲームを して おり、若年層ほどそ の
傾向が強いという結 果で した。
支払の状況といた しま しては、月間の平均支払額 は1,500円未満が６割 以上 、また、ゲーム１タ
イトル当たりの支払総額 については過半数が1,500円未満ということに なっ ております。20代、30
代、50代の年齢層が 、ほ かの年齢に比べて支 払金 額が高い傾向があり まし た。主に購入してい る
ものとしては、全体 的に はプレイに有利なア イテ ムが最多なのですけ れど も、未成年について は
有料ガチャが少し多めと いう傾向がありまし た。購入目的としては、
「欲しい キャラクターやアイ
テムがあるため」と いう ことが５割弱という こと で最多でございます 。
未成年の傾向とい たし ましては、中高生の ８割 弱、未成年の７割弱は親 がスマートフォンの 契
約者になっておりま して、利用状況について親 が確 認しやすいのかなと いう 状況ではありました。
未成年のうち６割程 度は 親・家族に相談して 、あ るいは自主的にお金 の支 払に関するルールを 定
めているという状況 でご ざいました。
さて、詳細につい て御 説明させていただき ます と、まず８ページ目 を御 覧ください。
スマートフォンの 利用 者のうち、スマホゲ ーム で遊んだ経験者は先 ほど68.9％と申し上げま し
た。先ほど申し上げ たス クリーニング調査対 象の１万804人のうち、6,373人がスマホゲームで 遊
んだ経験があるとい うこ とでございます。そ のう ち、スマホゲームで お金 を支払った経験は、８
ページ目の右グラフ のと おりですが、ゲーム のア イテムを購入したこ とが あるという人も、有 料
くじをやったことが ある 人もそれぞれいろい ろあ るのですれども、支 払っ た経験がある人は合わ
せて24.3％であった とい う状況でございまし た。 こちらは重複回答あ りと していますので、この
ような結果になって おり ます。
次に９ページ目を御覧 ください。
お金を支払った経 験が ある者を年齢別に分 けて いきますと、大学生かつ 成人している人が最 多
で36.7％でございま した 。大学生の中でも未 成年 と成年を分けて聞い てい ますので、その中で大
学生の成年が36.7％ 、続 いて社会人の20歳代 が34.7％ということで、 この２ つのカテゴリのスマ
ホゲームをやってい る人は、３分の１がお金 を支 払っていることにな りま す。
このお金を支払っ てい る人たちの中で、実 際に どのくらい利用して いま すかという話が10ペ ー
ジからになります。10ペ ージ目を御覧いただ きま すと、右上のグラフ の青 と赤で「毎日」と「 ほ
とんど毎日」という もの を合わせると約７割 が１ 週間のうち、ほぼ毎 日ゲ ームをしております。
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これを年齢別に見る と若 年層ほど多少多いと いう ことになります。60歳代 も多かったりするの で
すけれども、これは サンプ ル数がすごく少なく なっ ていますので、その 関係で あると思われます。
60歳代の場合は、そ もそ もお金を払っている 人が 少なかったので、偏 りが 出てしまったところが
あります。
11ページ目は支払の状 況ということで、調 査の ときに直近の半年に、月 平均で幾らぐらい払 っ
ていますかと聞いた結果 になります。６割以上が1,500円未満です。これに対 して１万円以上支払
っているという方は グラ フの左上の部分のところ なのですが、大体３ ％程 度でございました。 主
な購入先が右下のグ ラフ にあるのですけれど も、プレイが有利になる アイ テムなどが多かった と
いうことになります 。
12ページ目を御覧 くだ さい。
こちらはゲーム１ タイ トル当たりの支払総 額と いうことで聞いてお りま す。支払総額です ので、
場合によっては２年 間、３年間まとめての金 額の こともございます。 スマ ホゲーム１タイトル に
対してどれぐらい最 大払 ったことがあります かと 聞いたところ、そ れでも1,500円未満という回答
が過半数でございま した。こちらについては100万円 以上や50万円以上な どの 回答をした方もいま
した。１万円以上支 払った経験のある者が約16％ という状況でござい まし た。
13ページ目を御覧 くだ さい。
年齢別にこれを見 ます と、先ほどの直近半 年の 平均の月間のほうで 見ま すと、どの年齢層に お
いても1,500円未満が６〜 ７割程度でございま す。20代、30代、50代ぐらいにな りますと、ほか の
年齢層に比べて支払額が 高い、例えば赤い色 であ るとか、緑の色とか が多 い傾向がありました。
では、実際に何に お金 を払っていますかと いうことを14ページ目で 見て おりまして、未成年 と
成年で分けてみたと ころ 、比較的なのですが 、未 成年のほうがガチャを利 用している人が多いと
いう結果でございま した 。成年はどちらかと いう とプレイが有利にな るア イテムのほうを選ぶ と
いう結果でございま した 。最も購入したものが右 グラフになりますけ れど も、これも同様の傾 向
が見られております 。
15ページ目では、 購入 理由を聞いておりま す。 結果として「欲しい キャ ラクターやアイテム が
あるため」が５割弱 を占 めました。希少なキ ャラ クターやアイテムな どは、有料ガチャの利用で
あるとか、プレイを 進めて いくことによって入 手で きる場合が多いこと から、主な購入先として、
プレイが有利になる アイ テムやガチャと回答 した 利用者が多いという こと になっております。一
方で暇潰しや長時間 遊び たいという理由を挙 げて いる人たちについて は、 主な購入先として、プ
レイ時間延長のため のア イテムを挙げている とい う傾向が出ておりま した 。
16ページ目、こち らは 未成年の方が実際に お金 を利用するに当たっ て、 親との関係はどうな っ
ているのですかとい うこ とを確認するための 設問 でございます。オン ライ ンゲームと直接関係 の
ある設問ではないの です けれども、スマート フォ ンの契約者は誰です かと 聞いてみたところ、 中
学生、高校生ともに ほと んどは親がスマート フォ ンの契約者となって いま すということでござ い
ました。大学生にな ると 、自分が契約者にな る割 合が大幅に増加する とい うことになっており ま
す。
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これはなぜ聞いた かと いいますと、親が契 約し ている場合は、親に 通知 を行かせることがで き
ますので、それによ ってお金の支払状況があ る程 度確認できるのでは ない かということで、ど う
いう状況かを見たと いう ものになります。
17ページ目、こち らも 同様にオンラインゲ ーム と直接関係はしませ んが、未成年の方々が親 と
ちゃんと支払に関す るル ールを作っているか とい うことで確認をした もの になります。全体と し
て、お金の支払につ いて ルールがあると回答 した人が59.7％でござい まし た。これは親と決め て
いる場合もあります し、 自分で決めているル ール ということもありま すが 、足して、とりあえ ず
お金の支払について ルー ルがあるというのが59.7％、プレイ時間、時 間帯 についてルールを作っ
ているのが33％、そ の他 、ジャンルであると か、 そういうことについ てル ールを決めていると い
うものが33％いらっ しゃ ったということで、 全く ルールがないという のが39.7％いらっしゃい ま
したので、この方々 はそ もそもお金について も特 に何かルールを決め てい るわけではないとい う
ことでございました 。
消費者トラブルの 状況 について御説明させ てい ただきますが、次の19ペ ージを御覧ください 。
お金の支払に関し てト ラブルになったケー スに ついて聞いてみたと ころ、全体の2.3％というこ
とでごく少数でござ いま した。トラブル経験 者の 大半は成年の利用者 でご ざいます。具体的な 内
容としては「お金を 支払っ て入手したアイテム等が 適切に反映されなか った」というものでして、
アイテムを買ったの だけ れども、そのアイテ ムが 買ったことになって いな いとか、若しくは二 重
課金になっていたよ うな ものがあるなどでご ざい ます。トラブル例を 幾つ か挙げておりますけ れ
ども、自分のアカウ ント を盗まれたみたいな もの もありますし、知ら ない うちに課金されてい た
というケースについ ても あったということで ござ いました。親にばれ て怒 られたというのは、 そ
もそもトラブル例に 入れ るのかという話はあ った のですけれども、一 応そ ういう回答があった と
いうことで入れてお りま す。
20ページ目では、 その トラブルが解決した かど うかについて聞いて いる のですが、トラブル の
５割は解決している と回 答がありました。支 払っ た全額が返還されて いる 利用者については、 大
体「期待通りのレベ ルで 解決した」としてい る一 方で、ゲーム内のア イテ ムによる補填を受け た
利用者、例えばお金 を課 金してアイテムを買 った がそれが反映されな かっ たときに、そのお金 が
そのまま返ってくる ケー スとアイテムが返還 され るケースがあったよ うで すが、アイテムが返 還
される場合には「期 待以 下のレベルで解決し た」 としている傾向があ りま す。右側のほうにどの
ような解決手段があ った のかを書いているの です けれども、見ていた だけ ればわかるのですが 、
そもそもトラブルに 遭っ た人の数が全体で16人と いう状況ですので、 参考 情報程度と考えてい た
だければと思います 。
私からは以上にな りま す。
具体的な話につき まし ては質疑のときにも お答 えできると思います けれ ども、資料２に細か い
情報は載せている形 にな ります。
以上でございます 。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。
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それでは、ただい まか ら質疑に入りたいと 思い ますので、今の説明 の内 容について御質問、 御
意見のある方は発言 をお 願いいたします。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

詳しい 御説 明ありがとうござい まし た。

６割から７割ぐら いが1,500円未満の課金で ある という御報告なので すけ れども、中学生ぐ らい
になるともっとその 割合 が高いということな ので すが、その1,500円という のは、お小遣いのうち
の何割程度であるか とい うデータをとられて いる のかということと、 ほと んどが保護者が契約 者
で、保護者とルール の話合いはできていると いう ことなのですが、こ れが お小遣いの中に含ま れ
ているのか、お小遣いとは 別に1,500円ぐらいま でだ ったらいいよとなっ てい るのか、その辺はわ
からないのでしょう か。
○（株）三菱総合研 究所

今、いただいた御 質問 ですが、２つとも私 ども のほうでは把握して お

りません。
○河上委員長
○増田委員

増田 委員 、どうぞ。
前提条 件と して、このアンケ ート調査 の対象はどういう条 件で 選んだのでしょうか。

○（株）三菱総合研 究所

こちらは元々のサ ンプ ルという意味では、 アン ケート会社のモニタ ー

を利用しております 。
○増田委員

モニタ ーの 方。

○（株）三菱総合研 究所
○増田委員

はい。

モニタ ーと して登録されている 方で すか。

○（株）三菱総合研 究所

そうです。モニタ ーと して登録されている 方を 対象としております 。

中学生についてもモ ニタ ーとして抱えている 事業 者さんがありますの で、 そちらの事業者に依 頼
した形になります。
○増田委員

モニタ ーと して登録されている とな ると、条件として一 般の 方と少し違って意識 が

高いという評価がま ず感 じられるのですけれ ども 、その辺については いか がでしょうか。
○（株）三菱総合研 究所

そちらにつきまし ては 、アンケート調査と いう 形をとる以上、そう い

う形にならざるを得 ない ところがあるかなと いう のはあると思います 。も ちろん、意識が高い 方
が登録されているか とい うと難しいところで はあ るのですが、本当 にアンケ ートにも協力しない、
こういうことを全く 考え ていないという方は 確か にモニターに登録さ れて いない可能性が高い で
すので、サンプルに 多少 のバイアスがかかる 可能 性はあると思ってお りま す。しかし、アンケ ー
ト調査でやる以上回 答し ていただかなければ いけ ないので、結局のと ころ、どういう方法をと っ
たとしても回答され ない ということになると 、ア ンケート調査でやる 以上 はこういう結果にな る
のかなと思っており ます 。例えばウェブと郵 送で それぞれ同じアンケ ート調査をしてみてもほぼ
同様の結果となりま すの で、アンケートの 手法を変 えても大きな違いは 出な いと考えております。
○河上委員長

モニ ター 登録するときは何か 条件 みたいなものがある ので すか。

○（株）三菱総合研 究所

それは事業者さん にも よりますので、我々 もそ こまで正確には把握 し

ておりません。
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○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

樋口委員、どうぞ 。
○樋口委員

もしわ かれ ばということなので すが 、そもそもの前提と して 、スマホの利用者が 世

代別でどのくらいい るの かと。この調査結果 は、 単純に言えば結果を 利用 者にかければ大体全 体
の母集団が推定でき ると いうことかなと思う ので すが、もし世代別に ある 程度利用率といいま す
か、利用状況がわか れば 教えていただければ と思 います。
○（株）三菱総合研 究所

私どもで今すぐわ かる 形ではそのデータを 保有 しておりません。別 途

アンケートなどでそのよ うなデータは出てい ると 思うのですけれども 、今 すぐこの場にはデー タ
を保持しておりませ ん。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

アンケ ート 結果のほうの22ペー ジに 、１タイトル当たり の支 払総額が年齢別に出 て

いるのですけれども 、ゲ ームもいろいろな種 類が あって、例えばこれ をも う少し分析すると高 額
にかけているのがこ うい う系のとか、何かそ うい う分析はされていら っし ゃるのでしょうか。
○（株）三菱総合 研究所

利用しているゲーム によ って違うのではない かと いうことでしょうか 。

ここで聞いているの は、あ くまで１タイトル当 たり どれぐらい払ったこ とが あるかという経験と、
プレイしたことがあ るゲ ームを聞いています 。こ のゲームがこの金額 だっ たという結び付きま で
は聞いていないので 、出し たときにそれが正確 では ない可能性があるの で難 しいかなと思います。
○河上委員長

こう いう ものをゲームとして 購入 したというのと課金 の額 との間の相関のよう な

ものはあるのですか 。
○（株）三菱総合研 究所

今回その情報は取 得し ておりません。どの よう なゲームをプレイし て

いるかについては、13ペ ージ目に挙げている よう に聞いております。 ここは自由回答で、１つ だ
け答えてきた人もい ます し、いろいろなもの を挙 げてきた方もいらっ しゃ いますので、単純に こ
のゲームがというこ とは なかなか言いづらいとこ ろがございます
○河上委員長

感覚 的な ものでも結構ですが 、ど うですか。

○（株）三菱総合研 究所

このゲームが本当に高 額課金の対象となっ てい るとファクトとして 言

いづらいので、申し 訳あ りません。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

○（株）三菱総合研 究所

もう一点補足する と、 そもそもゲームタイ トル を見ていただくとわ か

るのですが、明らか に利 用者が多いゲームが ござ います。そうするとその ゲームに払っている か
のように見えてしま うの ですけれども、そう いう わけでもないという こと もあってなかなか難 し
いかなというところ です 。
１タイトル当たり とい うゲームのほうは、 先ほ ども申し上げたとお りな のですが、今までの 総
額でございます。ゲ ームに よっては３年間かけ てこ の金額だという可能 性が あるのです。つまり 、
高 額 課 金 と い っ て も 実 際 に は １ か 月 に は 1,000円 ず つ し か 使 っ て い な い と い う 方 で も 何 万 円 の 数
字になってしまうと いう ことがありまして、 それ を高額課金と呼んで いい のかということにも つ
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ながってくるのかな と思 っております。
○河上委員長

この 課金 に対しての支払をす ると きの支払方法などは 大体 決まっているのです か。

○（株）三菱総合研 究所

支払方法というの は、 クレジットカードか ウェ ブマネーかとか、そ う

いうことですね。
○河上委員長

いろ いろ な形があるかと思う ので すけれどもね。

○（株）三菱総合研 究所
○河上委員長

今回そこは調査対 象に 入れておりません。

この クレ ジットに関しての調 査は なさっているという こと は、クレジットによ る

支払額が比較的多い とか 、そういうことでも ないのでしょうか。
○（株）三菱総合研 究所

今回、支払方法と して 何を使っているのか とい うのは質問として入 れ

ておりません。
○河上委員長

わか りま した。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

この場 合、 未成年のスマホの利 用者 の契約が保護者であ るこ とが多くて、そうす る

と、その利用実態が わか りやすいのではない かと 書いていらっしゃる とこ ろがあったと思うの で
すが、それはどこで わか るのですか。契約が 親で あるからといって、 ウェブマネーというか、 そ
ういうもので支払っ た場 合把握できるのでし ょう か。
○（株）三菱総合研 究所

確かにそうですね 。元 々クレジットカード 決済 であろうということ を

前提にして考えてい たと いうところがありま す。設 問上そこをちゃんと 明確 に書いていないので、
そういう意味ではウェブ マネーのものが混ざ って いる可能性はもちろ んあ りますので、ファク ト
としては言いづらく なっ ているかなと思いま す。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

このアンケートに は、 自由記載欄のような もの もあるのですか。
○（株）三菱総合研 究所
○河上委員長

はい。

何か 特徴 的なものというか、 気が付かれたようなもの はあ りましたか。

○（株）三菱総合研 究所

今回どちらかとい うとトラブルがどういう 状況 かということを調べ よ

うというのが最初の 考え としてあったのです が、 余りトラブルという こと を言ってきた人がい な
かったというのが正 直な ところでございます 。そ のため、自由欄にも 余り 特徴的なことは書いて
いなかったというこ とが あります。ですから 、そ ういう意味では我々 もト ラブルが多くあってト
ラブルの詳細が出て くる かなと思ったら、そ こが 出てこなかったとい うの が感想としてはあり ま
す。
○河上委員長
○長田委員

長田 委員 、どうぞ。
という こと は、思ったよりトラ ブル が少なかったと考え るべ きなのか、今回のモ ニ

ター調査であるとい うと ころで、ある意味の バイ アスがそこに少しか かっ ていると考えるべき な
のか、どちらとお考 えで しょうか。
○（株）三菱総合研 究所

全くバイアスがな いと いうことはないと思 いま す。しかし、これだ け

の数の方に聞いた中 で結 局トラブルだと言っ てき た方が余りいなかっ たと いうことも言えるの だ
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と思います。
もう一つ、今回、結構 高額の支払をしてい る方 もいらっしゃるので すけ れども、その人たち が
トラブルと言ってき たか というと、そういう わけ でもなかったという こと があります。先ほど も
委員長から最初の御 説明 のときにスマホゲー ムの 高額課金問題が注目 され ているという話があ り
ましたけれども、そ の高 額課金ということ自 体を 問題と捉えている人 と捉 えていない人がいる の
だろうというところ はあ ると思います。高額 課金自体がトラブルであ ると選択肢をおいて聞い て
いたら逆にそれがも っと増えた可能性はある と思 うのですけれども、 今回はどういうトラブル が
あったかということ を自 由回答で聞いて、何 をト ラブルと捉えている かを 聞くような形にして い
ます。そうすると、 そういう話を余りトラブ ルで あると挙げてくる人 がい なかったというのは今
回の結果としては出 てき たかなというところ はあ ります。
○河上委員長
○増田委員

増田 委員 、どうぞ。
社会的 に見 て、どういうものを トラ ブルと評価するかと いう ところが個人の考え 方

で違うというのはそ のと おりだなと思いまし て、 高齢者も自分が被害 に遭 ったことをわかって い
ないというケースも あり ますので、一生懸命ゲー ムをやっている方に とっ てはトラブルと感じ な
いということがあり ます ね。まずバイアスが かか っているところが少 しあ って、かつ、トラブ ル
は一般的にどういうこと をトラブルと言うの であ ろうというイメージ がつ かないということも も
しかしてあるのかな と。
○（株）三菱総合研 究所

そういう意味では 、今 回はお金の支払に関 して トラブルがあったか と

いう聞き方はしてい ます。そのような形で聞 くこ とで、多少お金の方 向に は寄せた形で聞いて い
る形ではあります。
○増田委員

一生懸 命や ってしまっているよ うな 場合だと、それをト ラブ ルと感じない。端か ら

見ると常軌を逸して いる ようなケースでもト ラブ ルと感じていない方 も実 際にはいらっしゃる と
いうのは、御相談を 受け ている中では感じて いる ところがあります。パチ ンコ依存症の方など も
多分そうだと思いま すけ れども、その辺のと ころ も気になります。
○（株）三菱総合研 究所

そこはアンケート の設 計のときに、実際に 当方 でも検討したところ で

はあります。しかし、例 えばここに高額課金 とい うことを選択肢とし て入 れた場合、それがト ラ
ブルだと思っていな い人 も高額課金はしてい るよ と答えてしまう可能 性も あるというところを ど
う減らすのかという とこ ろで、今回のような設計 にしたということに なり ます。単に本当はト ラ
ブルと思っていない 人ま でトラブルだと挙げ てく るほうがいいのか、それ とも、実際にトラブ ル
だと考えている人が 今回 出したほうがいいの かと いうことで、どちら を選 ぶかということで、 ま
ず自分がトラブルだ と捉 えている人を挙げよ うと いうのが今回の調査 であ ったと思っておりま す。
○河上委員長
○樋口委員

樋口 委員 、どうぞ。
トラブ ルの 問題や高額課金の問 題も あるのですが、こう 読ん でよろしいかという こ

となのですが、私は この 調査を見て非常に驚 いた のは、例えばスマー トフ ォンゲームという特 定
の遊びに中学生や高 校生 の７割程度の人がほ とん ど毎日、しかも、時 間で 言うと３割強の人は １
時間以上スマホゲー ムを やると。スマホが非 常に 普及してきているわ けで すから、これだけの こ
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とが国民全体で行わ れて いるということ自体 の、 まずそのことがこの 調査 によると衝撃的な内 容
だったのですが、も ちろ んその中にトラブル の問 題も出てくるとは思 うの ですが、スマホゲー ム
がこれだけ普及して いる ということ自体のほ うが非常に大きなことの よう にとりあえず直感的 に
感じたのですが、そ こは そういう評価をして よろ しいのでしょうか。
○（株）三菱総合研 究所

今回の調査で言え ば、 スマートフォン利用 者の うち７割ぐらいの方 が

スマートフォンでゲ ーム をしているというこ とは 言えるのかなと思い ます し、国民の中でも多 く
の方がやっていると いう ことは言えるでしょ う。 一方で、やっている ゲー ムが何かという話を し
ますと、暇潰しに少 しだ けやっている方も多 いわ けですから、そうす ると 、昔で言うファミコ ン
的なゲームのやり方 とは 違っている気もしま す。 ゲームの位置付けが変わ っている気もしてお り
まして、ちょこっと 本を 読んでいるぐらいの感覚 、本ではないにして も漫 画を読んでいる感覚 ぐ
らいなのかもしれな いな という気もします。
○樋口委員

例えば 私た ちはスマホ世代では ない のであれですけれど も、 テレビがよくつけっ 放

しになって、そうい う１世代前の調査をすれ ば、恐らく１日に１時間 程度 テレビには向かって い
るよという中学生、 高校 生の回答があったか もし れないのですが、そ うい う層も含む可能性が あ
るということですね 。
○（株）三菱総合研 究所

そうですね。本当 に少 しやっているだけと いう ようなイメージでし か

ない方も含まれてい ると 思いますので、そう いう 意味では、お金を支 払っ ている方になってく る
と、大分能動的にゲ ーム をやっている感が出 ると 思います。そうでな い方 は、もうちょっとラ イ
トな、テレビを見て いる ぐらいのユーザーの レベ ルで使っているのか なと いう気もします。
○樋口委員
○河上委員長

わかり まし た。
ほか には いかがでしょうか。

池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 です。

これは先ほど質問 が出 たところの少し確認 、補 充なのですが、アン ケー ト調査の６ページの、
アイテムを購入した こと があると、ガチャを 購入 したことがあるとい う、 その後の金額のとこ ろ
の内訳はここでは出 ていないということだっ たの ですが、クロス集計 の仕 方によってはガチャ の
場合が幾ら、アイテ ムが 幾らというものが更 に内 訳を調べる余地があ るの か、それはもうまと め
た質問だけなので、 これ 以上はとりあえず分 析は 今はできないという こと なのか、そこはいか が
でしょうか。
○（株）三菱総合研 究所

そもそも重複して いろ いろな課金をしてい ます ので、それでは内訳 を

なかなかとれないだ ろうということでそこま では とっておりません。
○池本委員長代理
○河上委員長
○大森委員

わか りました。

大森 委員 、どうぞ。
動向の 12ペ ージの、ゲームの１ タイ トル当たりにどれぐ らい お金を使っているか と

いう円グラフなので すけ れども、これは期間 を定 めていないとおっし ゃっ ていましたね。今ま で
ずっとやり続けての 金額 と。
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○（株）三菱総合研 究所
○大森委員

タイトル当たりに つい ては、期間は定めて いま せん。

期間は 定め ていないのですね。これは １人かもしれないけ れど も、100万円以上使わ

れている人もいるの です ね。そのアイテムは 何な のですか。
○（株）三菱総合研 究所
○大森委員

ゲーム のタ イトルは。

○（株）三菱総合研 究所
○大森委員

申し訳ありません が、そこはわからないで す。

この人 のこ とについては、詳し く調 べてはいないのです か。

○（株）三菱総合研 究所
○大森委員

アイテムですか。 どち らに払ったかですか 。

はい。

この１ 万円 以上の利用者とくく って いますけれども、結 構10万円以上というのは、

人数は減りますが、 金額 としては積み重ねて １万 円と10万円以上とい うの は大分私のイメージ で
は違うのです。１ つのゲー ムタイトルで10万円 から100万円使ってしまう とい うのはどういうもの
があるとか、そうい う分 析はないのでしょう か。
○（株）三菱総合研 究所

先ほども申し上げ たと ころなのですけれど も、 この人たちが今、や っ

ているゲームという もの は聞いていますが、それ がこの本当に払った ゲー ムなのかという結び付
きまではやっており ませ ん。そういう意味で は、 完全にこのゲームで ある ということまでは言 い
切れない。ただ、も ちろ んこのゲームの可能 性が あるまでは出すこと がで きます。
○大森委員

でも、 わか りませんよね。昔が っと やっていて、飽きて 今は これをやっていると か

ね。
○（株）三菱総合研 究所
○大森委員

分析で きて いないということで すね 。

○（株）三菱総合研 究所
○河上委員長

そうです。

今回のデータでは分析 ができません。

ほか には いかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

今、大 森委 員が質問なさったこ とと 関連する点について です 。お金だけの問題で は

ないかもしれません が、お金の問題に関して 言う と、課金がなく利用 して いる人が割合的には 多
いということではあ りま すけれども、一方で、１タ イトル100万円以上と いう 人もパーセントとし
ては少ないとしても 、い るということでした。あ るいは50万円以上と いう 人も含めると一定存 在
していて、それがど ういう 形でそのような高額 の課 金になったのかは、是非知 りたいところです。
これについては、今 、分 析できないというお 返事ではあったのですけ れど も、これは質問項目 と
の関連で分析が今回 はで きないということな のでしょうか。それとも 、そ もそもそういうこと の
分析は、どういう質 問を したとしても難しい とい うことになるのでし ょう か。今回されたこと に
ついてどうだという ので はなく、今後もしほ かの 形で調査をする必要 があ るとしたときに、ど う
いうことを考えれば よい のかという判断材料 とし てお聞きしたいので す。
○（株）三菱総合研 究所

やり方としては、 アン ケートでは難しいと 思い ます。アンケートで 抽

出した上でグループ イン タビューであるとか 、対 面のインタビューで ある とか、そういう形でし
ないと全然傾向が違 うと 思います。お金の支 払う 対象が、例えばガチ ャで 払っている方とその ア
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イテム類で払ってい る方 で違うと思いますし 、そ れは大分設問を多く 設定 すればいけるかもし れ
ませんが、どちらか とい うと対面でヒアリン グし ていく形で調査しな いと 出てこないような気 は
します。
こちらでも出てい ると おり、数としてはそ んな に多分高額な課金の 方は 多くはいらっしゃら な
いので、その方を抜 き出 してヒアリングをお 願い するという形をとる とも うちょっときちんと 出
てくるのかなと考え てお ります。
○鹿野委員

もう一 点、 お金のことだけでは ない かもしれないけれど もと先ほど申し上げたの で

すが、時間的に相当 依存 しているような方が どの 程度いるのかという こと についても知りたい と
いうところがあります。 今回は課金というと ころ に力点を置いて調査 をさ れたということです か
ら、おのずとそうい う分 析視点ではされなか った ということかもしれ ませ んが、資料１の先ほ ど
も指摘された10ペー ジの ところで、１週間当 たり の利用頻度というも のが ありまして、７割ぐ ら
いの人がほとんど毎 日こ れを利用されている よう な結果も出ています 。た だ、ほとんど毎日と い
っても、例えば電車 の中 でちょこちょことす ると いうこともあるかも しれ ないし、もっと、１ 日
中それに向かってい ると いうこともあるかも しれ ないしと、いろいろ なタ イプが考えられると 思
うのですけれども、 その １日の内訳というの は、 今回はとっていらっ しゃ らないということな の
でしょうか。
○（株）三菱総合研 究所

資料２の11ページ 目を御覧いただきたいの です けれども、そちらに １

日にどのくらいの時 間遊 んでいるかというの は聞 いています。確かに １時 間以上と回答する人が
いらっしゃる一方で、５ 分とかそれぐらいで 終わ らせている方も多い 。全 体としては大体30分 、
１時間未満までには なっ ているのですけれど も、 見ると特に若いほう だと １時間以上という方 も
結構いらっしゃいま す。
○鹿野委員

教えて いた だきました資料２の11ペ ージの母数というの は、 先ほどの資料１の10ペ

ージで言うと、そも そも余り利用しないとい う人 たちも全部含めてと いう ことなのですか。
○（株）三菱総合研 究所
○鹿野委員

１の10ページの人 たち と母数は一緒です。

という こと は、毎日やる人も あるいは 余りやらない人も含 めて のパーセンテージが、

この資料２の11ペー ジに 記載されているとい う理 解でよいのですね。
○（株）三菱総合研 究所

この２つのクロス 集計 はこの資料には載せ てお りません。それは別 途

出すことは可能ですが、 データは消費者庁様 のも のとなっております ので 、ご相談ください。
○鹿野委員
○河上委員長
○長田委員

ありが とう ございました。
長田 委員 、どうぞ。
資料２ の５ ページの利用経験の ある スマートフォンゲー ムの 種類で、全て無料の ゲ

ームというもののダ ウン ロード経験が80.9％ にな っています。いわゆ るフリーミアムのゲーム を
入れている人が36.3％で 、その人たちに対し て、 もしこの後の購入経 験な どを聞くとパーセン テ
ージが大分変わる。元々 が全部無料のゲーム を入 れている人は全然課 金の しようもないので、だ
から、それを省いた 形で の数字は出せますか 。
○（株）三菱総合研 究所

それは、どの質問 に関 してでしょうか。
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○長田委員

例 え ば ６ ペ ー ジ で ス マ ー ト フ ォ ン ゲ ー ム で の 購 入 経 験 を 4,391と い う 上 と 同 じ 数 で

見ているのですけれ ども 、だから、この36.3％の 人に絞ってもし数値 を見 るとどうなるかとい う
のは出していただけ ますか。
○（株）三菱総合研 究所
○長田委員

もしい ただ ければ是非と思いま す。

○（株）三菱総合研 究所
○長田委員

それはフリーミア ム型 のゲームの中でとい うこ とで良いでしょうか。

はい。

○（株）三菱総合研 究所
○河上委員長

それは本データか ら導 き出すことは可能で す。

わかりました。

それ は後 で出していただけま すか 。

○（株）三菱総合研 究所

このデータは消費 者庁 様に納品しているも ので すので、消費者庁様に

ご相談いただきたく 存じ ます。
○河上委員長

お願 いい たします。

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

資料１ の14ページについて教え てい ただきたいのですけ れど も、未成年と成年を 比

較すると、未成年は 有料 ガチャにお金を支払 う割 合が高いということで、 プレイ時間延長とい う
のは成年に多いよう なの ですが、これは何か アイ テム、サプリみたい なも のを買って時間を延 ば
すというものですね 。
○（株）三菱総合研 究所
○増田委員

そうですね。回数 を増やしたりなどです。

そのほ かに 、このプレイの有利 にな るアイテムとガチャ で得 られるアイテムとい う

ものの性質というの は、 ガチャの場合、レア アイ テムあるいは有利に なる アイテムというもの も
出てくるかと思うの です けれども、内容につ いて その辺というのはお わか りですか。
何が言いたいのか とい うと、このガチャを 購入 するというのはプレ イが 有利になるというこ と
と同一なのか、それ とも何か価値がある、売 ると 高くなるようなレア アイ テムなどということ も
聞くのでそういうも のな のか、その辺のとこ ろと いうのは。
○（株）三菱総合研 究所

ここはすごく難し いと ころでもありまして 、ゲ ームによって全くそ の

性質が異なることか ら、 ここは一旦こういう 形で は引いたけれども、 その 中を分析するのはな か
なか難しいというと ころ ではあると思ってお りま す。ゲームで強くな るか ら買うのではなくて 、
例えばアイドルなど と連 携しているようなタ イプ のゲームの場合には 、フ ァンだから買うとい う
ものも含まれます。そうす ると、それはどちら に分類 すれば良いのかとい う話 になりましたので、
一旦こういう形で聞 いて みたいという形になりま す。ですから、プレ イが 有利になるアイテム と
言っているのは、そ うい うものをはじくこと がで きるだろうというこ とで 分けております。
○増田委員
○河上委員長

ありが とう ございます。
この 調査 については継続的に フォ ローアップするよう な予 定はあるのですか。

○（株）三菱総合研 究所

この事業としては昨年 度の時点で終わった もの になりますので、特 に

今年継続するという 話は私どもでは今のとこ ろ把 握しておりません。 私ど も自身が特に本事業 と
関係なくこのような 調査 ・研究を続けるかど うか というと、継続して 何か やりたいなとは思っ て
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おりますが、どのよ うな 形で、何をやるのか はま だ特に決まったこと はご ざいません。
○河上委員長

先ほ どか ら出ていますけれど も、 かなり異常な額を使 った ケースなどを個別に 調

べてみないとわから ない ことがたくさんあり そう な感じがしますけれ ども ね。
ほかにはいかがで しょうか。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

重複に なる のですけれども、金額で1,500円というとすごく 少な く感じますけれども、

中学１年生ぐらいで あっ たらお小遣い全体が1,500円ぐらいの子も結構 いる と思うので、可処 分所
得のどれぐらいにな るの かとか、それがゲー ム代 とお小遣いが別なの か、 一緒になっているの か
で大分変わってくる と思 うので、その辺も併せて 調べていただけたら と思 います。
○（株）三菱総合研 究所

今回は設問数の限 界も ありましてそこまで は調 べておりませんが、 今

後やることがありま した らそういうことも含 めて考えたいと思います 。
○河上委員長

ほか には いかがですか。

よろしいでしょう か。
どうもありがとう ござ いました。本日は三 菱総 合研究所にお越しい ただ いて、スマホゲーム の
市場規模、消費者の支払や トラブルの状況等、その実 態について詳細な御 説明 をいただきました。
当委員会としてス マホ ゲームに関する消費 者問 題については、引き 続い て有識者へのヒアリ ン
グなどを行うといっ た形 で調査を続けていき たい と考えております。何も スマホゲームを敵視 し
ているわけでは全く ない のですけれども、そ れで もって消費者、特に 子供 や若年者の間で、そ れ
に没入してしまって 、い ろいろな生活上の問 題が 生じたり、金銭だけ の問 題ではないわけです の
で、様々な問題が 生じてい る可能性があるので はな いかということを懸 念し ているものですから、
そういうことを含め て検 討を続けてみたいと 思い ます。また、いろい ろな 形でお知恵を拝借で き
ればありがたいと思 いま す。
三菱総合研究所に おか れましては、お忙し いと ころを審議に御協力 いた だきまして、誠にあ り
がとうございました 。
（株式会社三菱総合 研究 所退席）

≪３．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上になります 。

最後に事務局から 今後 の予定について説明 をお 願いいたします。
○丸山参事官

次回 の本 会議の日程や議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会ホームページ 等

を通じてお知らせさ せて いただきます。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。お 忙しいところをお集 ま

りいただきまして、 あり がとうございました 。
14

なお、今後の日程 のこ とでお話がございま すの で、委員の皆様には 、本 会議が終わりました ら
委員会室にお集まり いた だければと思います 。
それでは、終わり ます 。
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