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Abstract 
 

The purpose of the study is to evaluate the effect of the scam vulnerability on the quality of life 
(QOL) among elderly adults．Data collected in a social survey conducted in 2018 for investigating 
the relationship between the scam vulnerability and QOL were analyzed ． The correlation 
coefficient between the scam vulnerability and the total QOL score was -.13 (p = .001).  The 
relationship between the scam vulnerability and QOL was also analyzed in the 6 QOL sub-scales, 
family relations, friendship, work related situation, income, health status, and housing conditions.  
Four correlation coefficients between the scam vulnerability and the subscales of QOL, family 
relation, friendship, work related situation, and health status, were negative and statistically 
significant.  Two subscales, income and housing conditions, showed almost zero correlations with 
the scam vulnerability.  The relationship between the scam vulnerability and QOL seems to be 
negative or none; when the scam vulnerability was high, the 6 QOL subscale scores were either 
significantly lower or unchanged. There was a gender interaction in the relationship between the 
scam vulnerability and the friendship. There was no effect of the scam vulnerability on the 
friendship in the female group (p = .966), although the scam vulnerability negatively affected 
friendship in the male group (p = .002). 
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イントロダクション 

詐欺脆弱性 

振り込め詐欺等の特殊詐欺犯罪の被害者の多くが

高齢者であることは広く知られているところである．

平成29年の特殊詐欺被害者の72.5％は，65歳以上の

高齢者であった（警察庁，2018）．高齢者が詐欺被害

者となるリスクが高い事実に鑑み，渡部・澁谷

（2014）は，特殊詐欺などの犯罪で騙される高齢者

は，自己効力や未来展望などの心理学的特性におい

て，非高齢者とは異なる高齢者に特有の傾向が存在

すると報告している． 更に，渡部・澁谷（2014）は，

高齢者の自己効力などの心理学的特徴は，詐欺脆弱

性と関連していると指摘している，更に高齢者の詐

欺脆弱性は個人差が大きいと報告している． 犯罪心

理学の分野では，犯罪者のプロファイリングや犯罪

手口の研究は多く存在するが，被害者の心理学的特

徴や行動特性に関する研究は少ない（大工・渡部・

岩田・成元・江口・上野・澁谷, 2018）．詐欺犯罪と

は，人を欺いて財物を交付させることを指すが，犯

罪者が一方的に被害者に危害を加える犯罪とは異な

り，被害者が自ら財物を交付する点に注目すると，

被害者の心理特性や行動特性が犯罪行為と密接に関

連すると考えられる．詐欺脆弱性は，詐欺犯罪行為

を被害者の観点から説明するための構成概念であり，

詐欺犯罪プロセス全体を理解するために必要な概念
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である． 

 本研究では，先行研究の分析結果などを参考とし

て，詐欺脆弱性に関連する諸要因を検討し，関連性

が予想される心理特性を特定し，その特性を測定で

きる尺度や項目の構築・構成を試みた．調査票の構

築に当たり，詐欺脆弱性と関連する心理特性の想定

作業を体系的に実施するため，心理特性と詐欺罪弱

性との関係を与える全体の枠組み（フレームワーク）

を想定した．Pinsker, McFarland & Pachana (2010a)及

び Pinsker ＆  McFarland (2010b)は，社会脆弱性

（Social vulnerability）の測定に際して，社会脆弱性

と関連する構成概念群に「General Intellectual 

Functioning 」「 Cognitive Functioning 」「 Social 

Intelligence 」「 Social Skill 」「 Personality Trait 」

「Physical Functioning」などを想定したフレームワ

ークを用いている．本研究グループがこれまでに実

施した詐欺脆弱性に関する調査では（渡部・澁谷・

吉村・小久保，2015b；渡部・澁谷，2014），Pinsker, 

McFarland & Pachana (2010a) 及 び Pinsker ＆ 

McFarland (2010b) のフレームワークを基に構成概念

を想定して調査票を構築し，分析結果がフレームワ

ークの予測と大きく相違しなかったことから，本研

究においてもPinsker et al. （2010a，2010b） のフレ

ームワークを基に詐欺脆弱性に影響を及ぼすと考え

られる構成概念として自己効力，心理・行動特性等，

論理性評価項目，未来展望などを想定した．更に，

詐欺脆弱性等の関連構成概念の影響の結果として生

起されると考えられる変数として，生活の質及び幸

福感を想定し，調査票に含めた． 

詐欺脆弱性の測定方法は，複数存在する．測定法

が複数存在することは，妥当性および信頼性が高い

確証的測定方法が存在しないことを意味することが

多いが，詐欺脆弱性測定に関しても同様のことが言

える．詐欺脆弱性の調査研究は，大きく分けて，実

際の詐欺被害者を研究対象とする研究デザインと, 詐

欺被害経験の有無に関係なく一般人を研究の対象と

する研究デザインに分類できる．大工他（2018）は，

詐欺脆弱性の測定方法の中で実際に詐欺被害にあっ

た方を対象とした調査や実験は，詐欺被害者へのア

クセスが困難であること，倫理的な配慮などの条件

が厳しいこと，などから日本においては研究例が極

端に少ないと報告している．また，詐欺被害者にア

クセスできたとしても，詐欺被害にあったこと自体

がその被害者の心理特性や行動特性に影響を与えて

いる可能性を否定できないなど，妥当性の問題が残

る．最も妥当性が高い研究方法は実際に擬似詐欺行

為を行い，詐欺犯罪に騙されやすい心理特性や行動

特性を評価する方法であると考えられるが，日本に

おいてこのような研究協力者を本当に騙してしまう

研究方法が研究倫理委員会の承認を得られることは，

現時点では考えられない．本研究は実際の詐欺経験

の有無に基づかない高齢者を調査対象とした研究で

ある．本研究では，詐欺脆弱性の測定は詐欺場面の

シナリオを提示する項目群（詐欺脆弱性尺度）を用

いて，そのシナリオが自分に起こったと仮定した場

合の判断を求めるという方法をとっている．詐欺場

面のシナリオは，独立行政法人国民生活センターの

ホームページに掲載されている相談事例を参考に作

成されており，現実性に富んだシナリオとなってい

る．シナリオ測定法は，簡便にできるという利点は

あるが，実際の詐欺場面と比較して情動や自己関与

性の影響が期待できないことなどが指摘されている

（大工他，2018）．しかし，実際の被害者を対象とし

た測定方法が実施困難である現実を考慮すると，シ

ナリオ測定法の実用性は高い．また，先行研究にお

ける詐欺脆弱性の関連変数との相関分析などにより，

測定された詐欺脆弱性は期待されている構成概念の

特性を示しており，妥当性及び信頼性は十分に高い

ことが報告されている（渡部・澁谷・吉村・小久保，

2015b；渡部・澁谷，2014；澁谷・ 渡部，2011; 澁

谷・ 渡部，2008）． 

 
高齢者の生活の質 

日本における生活の質（QOL）に関する研究は

1980 年ころから盛んにおこなわれている．しかし，

田崎・中根（1998）は，1981 年から 1995 年までに
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5000件以上ある QOL 研究の内，ほとんどが QOLの

概念や理念に関する総説であり，実際に QOL の調査

票を使用した実証研究は 5000件の内 30%にも満たな

かったと報告している．さらに，それらの論文の中

で，QOL の定義が明確で，調査票の出典や開発過程

（Medical Outcome Trust の推薦する統計手法に準拠

した過程）が明らかにされていた論文は非常に限定

されていたと報告している． 

一方，アメリカやカナダにおいては QOL の計量学

的分析に関しては日本と比較して相当進歩している

と考えられているが，アメリカやカナダにおいても

多種多様な QOL 推計の目的に対して妥当性及び信頼

性の高い QOL の簡便尺度の開発が必ずしも十分に行

われているとはいえない．Greenley（1997） らは妥

当性が高いとされる QOL の調査票は，詳細すぎて時

間がかかるため，調査本来の目的が QOL の推計以外

にある場合（例えば，医療や福祉関係の調査など）

にはその使用が困難であると述べている．澁谷・ 渡

部 （ 2011）及び 澁谷・ 渡部（2008）が開発した

QOL尺度は，項目数が 18項目（6因子構造）で比較

的少なく、行動科学や社会科学の諸研究において調

査・研究のターゲットとなっている概念の補足概念

としてQOLを使用する事を可能にするものである． 

これまでの QOL の尺度の多くは，Lehman（1983）

やBigelow, Stewart, & Olsen（1982）の尺度に代表さ

れるように非常に多くの項目を使用し QOL を詳細か

つ総括的に評価するものであるか，簡便すぎてその

妥当性や信頼性に疑問が残る尺度であった．QOL を

詳細に調査・研究する事は重要なことであるが，多

くの行動・社会科学の研究者の興味は QOL と他の変

数（例えば治療効果や介護環境など）との関係にあ

る事も事実である．QOL は行動科学・社会科学で研

究されている様々な概念（例えば，余暇，治療効果，

ストレス，等）と密接に係わる重要な概念である．

従って，QOL の簡便尺度は，社会科学・行動科学の

様々な分野において人間行動に関する現象を説明す

る補助概念の一つとして重要な変数であるが，簡便

QOL 尺度の有用性は，その尺度の妥当性及び信頼性

のレベルと簡便性のバランスによって決定される．

本研究は詐欺脆弱性の特性を間接的に確認するため

に生活の質との関連性を評価するための研究である．

簡便に生活の質を測定することが必要である上に，

ある程度詳細な下位尺度も必要であることから，澁

谷・ 渡部 （ 2011）が構築した QOL 尺度の使用は適

切であると考えられた． 

日本における高齢者に特化した生活の質についての

研究は，主として医療及び福祉の領域において行わ

れてきたが，1990 年代には医療や福祉の視点を中心

とした研究だけでは健常な高齢者の生活の質を評価

する為の十分な情報を提供できない事が指摘される

ようになってきた．古谷野 ・柴田・芳賀 ・須山

（1989）はGeorge （1981） の報告に基づき，主観的

幸福感が（１）認知的なものであるのか感情的なも

のであるのか（２）短期的なものであるのか長期的

なものであるのか，という2つの軸に沿って概念整理

をすることの重要性を主張している．更に，小谷野

他（1998）は主観的幸福感であっても認知的な要因

の影響を受ける場合があると報告している．個人が

満足すべき具体の目標を持っていて，その目標と現

実の相違を認知的に評価することにより生起する主

観的幸福感がそれにあたるとしている（古谷野他，

1989）．渡部・澁谷（2013）は，詐欺脆弱性と生活の

質の相関分析により，詐欺脆弱性と生活の質との関

連性は高齢者においてのみ観察され，全ての相関係

数は詐欺脆弱性が高いと高齢者の生活の質が低くな

る傾向があると報告しているが，具体的な生活の質

の下位尺度に関しての詳細な分析は報告していない．

澁谷 ・渡部 （2013）は，その報告の中で，QOLを家

族関係，友人関係，健康状況，仕事関係，収入及び

居住環境の6要因に関する満足度を統合した尺度を用

いており，QOL 尺度の妥当性及び信頼性は高いと報

告している．本研究においては，澁谷 ・渡部 （2013）

が用いた QOL 尺度（6 因子下位尺度を含む）の改善

版を用いて，高齢者の QOL を分析し、詐欺脆弱性と

QOL 及び 6 因子で構成される下位尺度との関連性を

評価した． 
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研究目的 

高齢者が詐欺被害に遭うリスクが他の年齢層と比

較して明確に高いにも関わらず，高齢者のリスク認

知が低いことが知られている（大工他，2018）; 島田，

2007）．高齢者は詐欺犯罪の被害者になる可能性の認

知が現実のリスクと比較して低い傾向高齢者にだけ

見られる傾向ではなく，非高齢者にも見られる傾向

であるが，高齢者における問題点は現実のリスクと

リスク認知の大きな乖離である（山崎・仲・石崎・

サトウ，2014）． 

高齢者の詐欺脆弱性に大きな個人差が見られるこ

とが報告されていることは既に述べたが（渡部・澁

谷，2014），それは高齢者が誰でも特殊詐欺などの犯

罪被害に騙されるわけではないことを意味する．渡

部・澁谷（2015a）は，高齢者の詐欺脆弱性の連続性

をtaxometric分析結果に基づき，離散量である可能性

が高いと評価している．この結果は高齢者が詐欺脆

弱性の低いグループと高いグループに分けられるこ

とを示唆するものである．   

本研究の第1の目的は，詐欺脆弱性が高いグループ

と低いグループでは生活の質に相違が見られるのか

を評価することである．この評価は，詐欺脆弱性を

連続量と捉えた分析と渡部・澁谷（2015 a）の結論を

採択し，詐欺脆弱性を非連続量と捉えた分析を実施

する．第2の目的は，性別が詐欺脆弱性と生活の質の

関連性に及ぼす影響力を評価することである． 

 

方法 

本論は，社会調査データの分析研究である．調査

は，2018 年の 11 月から 12 月に北東北（５市）及び

南北海道（１市）の６市のシルバー人材センターの

登録者を対象に質問紙法を用いて実施された．調査

協力者は，各市のシルバー人材センターに依頼し，

調査内容の説明等を受け自らの意思で調査協力を承

諾した835名であった．この調査協力者835名の内，

男性は485名，女性が344名であった．調査協力者の

年齢は，60～64 歳が 39 名，65～69 歳が 149 名，70

～79歳が603名，80歳以上が37名であった．調査に

当たり認知能力の調査は実施しなかったが，全ての

調査協力者は普段からシルバー人材センターで問題

なく仕事をこなしている方々であった． 

調査票は，デモグラフィック項目（6 項目），心

理・行動特性等（9 項目），論理性評価項目（5 項目），

自己効力（16 項目），生活の質（19 項目），幸福感

（6 項目），未来展望（10 項目），詐欺脆弱性（16 項

目）の 87 項目で構成されていた．調査票の性別や同

居者の有無などのデモグラフィック項目（2 選択肢項

目）を除いたすべての項目は，4 肢選択のライカート

型項目であった．選択肢1は最も否定的な選択肢で，

選択肢 4 は最も肯定的な選択肢であった． 本研究で

は，上記の 87 項目の内，4 種類の特殊詐欺犯罪（オ

レオレ詐欺，架空請求詐欺，還付金等詐欺，融資保

証金詐欺）に対応した 12 項目（各罪種 3 項目）と生

活の質尺度25項目に関する分析を行った． 

本研究で用いた社会調査データの収集においては，

身体的危険や人権を著しく侵害する危険のある実験

や調査は行われなかったが，心理的外傷などを防ぎ，

調査対象者の人権を尊重するため，個人情報保護法

を遵守すると共に，全ての調査対象者に調査研究内

容を説明し，調査への協力は任意であること及び何

時いかなる理由においても，何ら不利益をこうむる

ことなしに，自由に研究への協力を断ることが出来

ることを説明した．   

  

 

表１ 調査地とサンプル数 
 

調査地 頻度 パーセント 
A市 229    27.43   

B市 83    9.94   

C市 200    23.95   

D市 215    25.75   

E市 50    5.99   

F市 58    6.95   

Total 835    100.00   
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結果と考察 

詐欺脆弱性 

詐欺脆弱性に関連する項目は 16 項目であったが，

本論で分析した項目は，4 種類の特殊詐欺犯罪それぞ

れに対応した 12 項目（各罪種 3 項目）を用いた．詐

欺脆弱性項目は4肢選択のライカート型項目であった．

各項目の最も否定的な回答である選択肢 1（シナリオ

の内容どおりに行動しない）への項目反応を1点，最

も肯定的な回答（シナリオの内容どおりに行動する）

である選択肢4を4点とした古典的テスト理論に基づ

いて構築された加算尺度で評価した．詐欺脆弱性尺

度の範囲として，最低点は12点，最高点は48点であ

る．詐欺脆弱性の得点分布は，図1に示した．詐欺脆

弱性得点は，808名の調査協力者の中で，363名が12

点（12 項目すべてに否定的な回答）で，13 点（114

名），14点（95名），15点（52点）と得点が上がるに

つれて急激に頻度が低下するが，詐欺脆弱性がかな

り高いと考えられる20点以上には70名がいる分布と

なっている．詐欺脆弱性の平均得点は 14.26 点

（SD.=3.35），歪度は 2.14，尖度が 8.36で，正の歪度

と非常に高いレベルの尖度が見られる非対称の分布

であった．詐欺脆弱性の性別の記述統計値は表 2a に，

詐欺脆弱性の性別の得点分布は表 2b 及び図 2 に示し

た．詐欺脆弱性得点の分布に注目すると，全てのシ

ナリオ項目に否定的に回答し 12 点と評価された調査

協力者が363名と最も多く，詐欺脆弱性の測定に際し

フロアーリング効果が見られることから，このグル

ープを最も詐欺脆弱性が低いグループとした．この

グループに続いて詐欺脆弱性が低いと考えられる得

表２a 詐欺脆弱性記述統計値 
 

統計 全体 男性 女性 
平均 14.26 14.44 14.01 

標準偏差  3.35  3.44  3.22 

歪度  2.14  1.97  2.42 

尖度  8.36  7.56 9.88 

サンプル 808 467 338 

 

図１ 詐欺脆弱性の得点分布 
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表２b 詐欺脆弱性得点分布 
 

得点 頻度 パーセント 
12 363    44.93    

13 114    14.11    

14 95    11.76    

15 52    6.44    

16 29    3.59    

17 37    4.58    

18 23    2.85    

19 25    3.09    

20 24    2.97    

21 12    1.49    

22 8    0.99    

23 5    0.62    

24 4    0.50    

25 4    0.50    

26 3    0.37    

27 3    0.37    

28 1    0.12    

29 2    0.25    

30 1    0.12    

32 3    0.37    

Total 808 100.00    

 

図２ 詐欺脆弱性（性別）の得点分布 
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点は，13 点が 114 名，そして 14 点が 95 名であった

が，15点では頻度は 52名で極端に減少することから，

13点と14点と評価された209名を詐欺脆弱性が低い

第2グループとした．同様に詐欺脆弱性の得点と頻度

を基準として，第3グループを15点から20点までの

得点に位置する190名とした．詐欺脆弱性が最も高い

グループは，得点が21点以上の47名とした．更に，

第1グループと第2グループを合わせて，詐欺脆弱性

が低いグループとし，第3グループと最も詐欺脆弱性

が高いグループを合わせて，詐欺脆弱性が高いグル

ープとし，生活の質との関連性を分析した． 

 

生活の質 

生活の質（QOL）は，家族関係，友人関係，健康

状況，仕事関係，収入及び居住環境の6因子に関して，

それぞれ 3 項目（18 項目尺度）で測定した．各項目

は，４肢選択のライカート型で，項目が生活の質に

関連する肯定的な内容となっており，その項目に

「そう思わない」から「そう思う」で回答できる様

式となっている．本研究では古典的テスト理論を用

いて，最も否定的な回答に１点を与え，最も肯定的

な回答に４点を与えて各項目得点を算出した．QOL

得点は，６つの因子の最低点が３点，最高点が 12 点

で，総合得点としては理論的最低点が 18 点，最高点

が 72 点である．実際の得点の範囲は，21 点から 67

点であった．得点の記述統計値は表3に，得点分布は

図3（全体）及び図4（性別）に示した．女性のQOL

得点は 50.76 点で，男性の平均得点（49.70）より有

意に高かった（t=1.966, df=779, p＝.049）．性別で得点

平均に有意差は見られたものの，QOL 得点の分布に

関しては，標準偏差，歪度及び尖度に大きな性差は

観察されず，男性と女性でほぼ同等であった． 

 QOL 尺度は，6 つの下位尺度で構成されており，

それぞれの下位尺度の記述統計値を表4に示した．下

位尺度の中で性別に有意差が見られなかった尺度は，

家族関係，仕事関係，収入，及び健康状況であった．

性別による有意差が見られた尺度は，友人関係と共

住環境で，両尺度において女性の平均値が高かった．

 

図３ QOL得点（全体）の分布 
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図４ QOL得点（性別）の分布 
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表３ QOL得点記述統計値 
 

統計 全体 男性 女性 
平均 50.17 49.70 50.76    

標準偏差 7.42 7.52    7.24    

歪度 - 0.51 -0.50    - 0.52    

尖度 3.57 3.44    3.77    

サンプル 785 453    328    

 

表４ QOLの下位尺度の平均 
 

下位尺度 全体 男性 女性 
家族関係 9.81 9.82 9.80 

友人関係 9.69 9.38 10.11 

仕事関係 9.81 9.82 9.80 

収入 5.29 5.30 5.25 

健康状況 8.89 8.78 9.00 

居住環境 6.63 6.50 6.81 
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本研究では年齢を60歳から64歳，65歳から69歳，

70 歳から 79 歳，及び 80 歳以上で尋ねているため，

男性と女性の平均年齢は算出できないが，最も若い

グループを1とし，最も高齢なグループを4とした場

合の，男性のグループ平均は 2.87 で女性は 2.63 であ

り，男性の方が若干高齢である傾向が見られた．日

本人の平均寿命の性差を考えると，健康状況に性差

が見られなかったことには違和感があるように思え

るが，本研究の協力者はシルバー人材センターの会

員で活発に仕事をしている高齢者であった点を考慮

する必要があろう． 

 

詐欺脆弱性とQOLの関連性 

 脆弱性得点と QOL 得点の相関係数は弱い負の関係

を示した（-0.13, p=.001）．男性における相関は-0.11

（p=.022）であるのに対して，女性では -0.14

（p=.010）であった．詐欺脆弱性得点と QOL 得点と

の関連性が負の相関を示したことは，詐欺脆弱性は

「騙されやすさ」の指標でもあることから，騙され

やすい人の生活の質が低い傾向を示すことは理解で

きる．更に，生活の質が「騙されやすさ」だけに依

存することは考えにくいことから，関連性が弱い相

関であったことも2変数の性質を考えると不合理では

ない． 

詐欺脆弱性と QOL の６つの下位尺度との相関係数

は，表 5に示した．詐欺脆弱性と QOL下位尺度との

相関は，収入と居住環境において男性・女性共に有

意ではなかったが，友人関係については，男性が-

0.12（p=.022）と弱いながらも有意な負の関連性を示

しているのに対し，女性は-0.04（p=.503）で関連性

はほぼゼロであった．その他の3つの下位尺度（家族

関係，仕事関係，健康状況）では，男性・女性共に

有意な負の相関を示した（表 5）．詐欺脆弱性と QOL

得点及び QOL 下位尺度得点との関連性分析では，統

計学的に有意な正の相関は見られず，20 の相関係数

全てが，有意でないか，有意な負の相関を示した．

詐欺脆弱性と QOL との間に有意な正の相関が全く観

察されなかったことから，詐欺脆弱性が高いと，性

別に関係なく QOL は低くなる傾向が存在すると結論

した． 

 詐欺脆弱性得点が 12 から 14 点までの調査協力者

（n=572）を詐欺脆弱性が低いグループ（低グループ）

とし，15 から 32 点までの調査協力者（n=237）を詐

欺脆弱性が高いグループ（高グループ）として分析

を進めた．高グループのQOLの平均（50.81）は低グ

ループの平均（48.70）より有意に高かった（t=3.718, 

p=.000）．この結果は，相関分析とほぼ同様の結果で

ある．詐欺脆弱性と QOLの 6つの下位尺度の平均は

表 6 に示した（有意は赤字表示）．全ての下位尺度で

詐欺脆弱性の高グループの方が QOL 下位尺度得点の

平均値は低かった．平均値の差は収入と居住環境を

除くすべての下位尺度において有意であった．詐欺

脆弱性が収入と居住環境に影響力がなかったことは，

詐欺に対する騙されやすさが経済的な認知やスキル

に関連していないことを示唆している．相関分析に

おいても収入に関しては有意な関係が認められてい

ない． 

 詐欺脆弱性と QOLの 6下位尺度の平均（性別）は

表 7に示した．全体の詐欺脆弱性と QOL下位尺度の

関係と同様に，収入と居住環境には有意差は見らな

表５ 詐欺脆弱性と QOLの相関 
 

下位尺度 全体 男性 女性 
家族関係 - 0.10 - 0.09 - 0.14 

友人関係 - 0.10 - 0.12 - 0.04 

仕事関係 - 0.10 - 0.09 - 0.14 

収入 0.01 0.07 - 0.07 

健康状況 - 0.12 - 0.12 - 0.12 

居住環境 - 0.05 - 0.07 - 0.01 

 

表６ 詐欺脆弱性と QOL下位尺度平均 
 

下位尺度 低グループ 高グループ ｐ値 

家族関係 9.96 9.46 .001 
友人関係 9.83 9.39 .006 
仕事関係 9.96 9.46 .001 
収入 5.32 5.21 .416 

健康状況 9.07 8.44 .000 
居住環境 6.68 6.53 .215 
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かったが，女性においては友人関係に詐欺脆弱性が

有意な影響を及ぼしていなかった（男性では有意；

p=.002）．本研究では，分析結果として下記の 2 項が

明らかとなった． 

１） 詐欺脆弱性が高いグループでは生活の質が低い

傾向が見られた．特に，家族関係，友人関係，

仕事関係，及び健康状況には有意な影響が見ら

れた．しかし，収入と居住環境には詐欺脆弱性

の有意な影響は見られなかった． 

２） 詐欺脆弱性とQOL下位尺度との関連性において，

友人関係のみにおいて性別の影響力が確認され

た．男性においては友人関係に詐欺脆弱性の有

意な影響が確認されたが（p=.002），女性では影

響は見られなかった（p=.966）． 

 

渡部・澁谷（2014）は詐欺脆弱性と QOLとの関連

性が高齢者においてのみ観察され，詐欺脆弱性が高

いと高齢者の生活の質が低くなる傾向を報告してい

るが，本研究でも同様の傾向であった．詐欺脆弱性

は「騙されやすさ」を含んだ概念であるが，本研究

では生活の質の下位尺度である収入とは性別に関係

なく関連性がなかった。しかし、人間関係に関連す

る下位尺度 （家族関係や仕事関係）では詐欺脆弱性

が負の相関を示している。このことは、詐欺脆弱性

の騙されやすさが人間関係に関連することを示唆す

るものである．友人関係においては男性グループの

みが負の相関を示したのに対して，女性グループで

は関連性が見られなかった．これは，女性の友人ネ

ットワークは男性とは異なることを示唆するもので，

高齢女性が特殊詐欺被害者の多くを占めることを考

えると，女性の友人ネットワークの特性がどのよう

に詐欺被害に影響を及ぼしているかについての研究

は進められるべきである． 
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Abstract 
 

本研究の目的は高齢者の詐欺脆弱性と生活の質（QOL）との関係を評価することである．本研究では，詐欺

脆弱性と QOL 等に関して 2018年に実施された社会調査で得られたデータの分析を行った．詐欺脆弱性と QOL

の総点との相関係数は -.13  (p = .001)であった．詐欺脆弱性とQOL との関連性は，詐欺脆弱性の6つの下位尺度

レベル（家族関係，友人関係，仕事関係，収入，健康，居住環境）においても分析された．詐欺脆弱性と下位

尺度との分析の中で，4つの相関係数は負の有意な相関であった．残りの 2相関係数は，ほぼゼロであった．詐

欺脆弱性とQOLの関係は，負の関連性があるか関連性がないかであり，詐欺脆弱性が高いと，QOLの6つの下

位尺度は低いか変化がないかであった．性別の影響は，男性グループでは詐欺脆弱性が高いと友人関係が有意

に低くなるのに対して(p = .002)，女性グループでは有意な関連性は見られなかった (p = .966)．詐欺被害者の多く

が女性であることを考えると，女性の友人ネットワークと詐欺脆弱性との関連性の詳細な研究は進められるべ

き研究である． 
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