
Japanese Journal of Applied Psychology
2022, Vol. 48, No. 1, 38-65 シンポジウム

日本応用心理学会令和 3年度公開シンポジウム

カスタマーハラスメント―心理学的アプローチの可能性を探る―

日 時：2021年 12月 11日（土） 13：30～16：00
場 所：東洋大学白山キャンパス
企 画：日本応用心理学会企画委員会
協 賛：一般社団法人ココロバランス研究所
挨 拶：古屋 健（日本応用心理学会理事長）
話題提供：桐生正幸（東洋大学）

阿部光弘（三井住友海上火災保険（株））
近藤 修（日本対応進化研究会・（株）リンクマインド）
安藤賢太（UAゼンセン）
島田恭子（東洋大学・（社）ココロバランス研究所）
宮中大介（慶應義塾大学・（株）ベターオプションズ）

指定討論：上市秀雄（筑波大学）
司 会：小嶋理江（名古屋大学）

■はじめに

小嶋：それでは時間となりましたので，日本応用
心理学会公開シンポジウム 2021「カスタマーハラス
メント-心理学的アプローチの可能性を探る-」を開
催いたします。まずは，日本応用心理学会理事長・古
屋健先生よりご挨拶をいただきます。古屋理事長，ど
うぞよろしくお願いいたします。
古屋：本日は日本応用心理学会が企画し，一般社
団法人ココロバランス研究所協賛の公開シンポジウ
ム「カスタマーハラスメント-心理学的アプローチ
の可能性を探る-」にご参加いただきまして誠にあ
りがとうございます。日本応用心理学会の理事長を
務めております古屋と申します。学会を代表して一
言だけご挨拶を申し上げます。
まずは，本日の公開シンポジウム開催にあたり準
備を進めていただきました東洋大学の桐生先生，そ
して会場をお貸しいただきました東洋大学関係者の
皆様に御礼申し上げます。それから，本日登壇される
島田恭子先生をはじめとする話題提供の皆様，指定
討論者の上市秀雄先生，そして進行の小嶋理江先生

にはご尽力いただいたことに厚く感謝を申し上げま
す。
本日のシンポジウムのテーマはカスタマーハラス
メントでございますが，このハラスメントという言
葉はもう既に社会に定着しております。最近では，コ
ロナ禍の影響か，ワクチンハラスメントであるとか，
テレワークハラスメントという新しいハラスメント
も登場していると聞いております。
カスタマーハラスメントは文字通り，顧客・消費
者が店員などの接客担当者に対して行う嫌がらせと
いうことになりますけれども，どのようなハラスメ
ントもその背景には，暗黙の上下関係や差別，偏見が
あると言われております。そしてこのカスタマーハ
ラスメントの背景には「お客様は神様です」という理
念を商取引のあるべき姿だと思う風土があると言わ
れております。
私ぐらいの年齢ですと「お客様は神様です」で，何
を連想するかというと「三波春夫でございます」です
（笑）。平成生まれの方はご存じないかもしれません
が，三波春夫さんという方は非常に有名な歌手でご
ざいまして，ヒット曲としては「東京オリンピック音
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頭」「世界の国からこんにちは」など，東京オリンピッ
クあるいは大阪万博の頃に流行ったということで，
高度経済成長の時期に人気のあった歌手でございま
す。
ちょっと気になって調べますと，人気健在らしく
三波春夫オフィシャルページがありました。その中
で関係者の方が，この「お客様は神様です」という表
現が，ある意味でカスタマーハラスメントを正当化
することに使われているのを気にされているらし
く，きちんとその点に言及されています。
つまり，この言葉は元 「々お客様に喜んでもらう」
ということを，歌手人生の第一義として追及してい
くという三波春夫さんの日頃の心構えを表現したも
ので，「お客様は神様だから，何をされようが我慢し
て尽くしなさい」という意味では決してないのだと
いうことがきちんと書かれております。
また，その説明の中で，この言葉は三波さん自身が
吹聴したものではなく，レッツゴー三匹という当時
のテレビで活躍した漫才トリオが「三波春夫でござ
います，お客様は神様です」とギャグを流行らせたと
いうことまで書いてありました。言わば，当時はギャ
グであった，笑い話として受け取られていた言葉な
のです。確かに当時を思い返してみても，お客様を神
様に例えるというのは，誇張表現以外の何物でもな
かったと思います。
確かに当時を思い返してみても，お客様を神様に
例えるというのは，誇張表現以外の何物でもなかっ
たと思います。
では当時，お客様は神様ではなく何だったかと申
しますと，現代社会とは違い，近くの商店街の八百屋
や肉屋といった個人商店で買い物をしておりまし
た。するとお客様は同じコミュニティに住むお隣さ

んやご近所さんとなります。
つまり，「お客様がご近所様」だった時代では「お
客様は神様です」ということが誇張以外の何物でも
ございませんでした。
同じハラスメントでもセクシャルハラスメント
は，昔から存在している，あるいは昔なら何でもな
かった性差別が，今の社会では重大な人権侵害にな
るというタイプのものです。
カスタマーハラスメントは，高度経済成長から半
世紀が経って，産業構造が変わり，現代のようなサー
ビス産業が大きく発展し，その分野で多くの人が働
くようになったという新しい時代に生まれてきた問
題だということが言えます。
今やカスタマーハラスメントは，サービス産業の
現場においてどこにでも起こりうる現象になってお
り，多くの人に関わる問題となっております。その意
味で応用心理学会が取り上げるにふさわしい重大な
テーマであると考えております。
それから，今回のシンポジウムで特に注目してい
ただきたいのは，話題提供者に 6名の専門家のお名
前が並んだことです。例年の公開シンポジウムでは，
3名前後なのですが，本日は倍の話題提供者を揃え
ることができました。これはひとえに企画者である
桐生先生，島田先生のご努力の賜物であり，また並々
ならぬ意欲の表れだと思います。いつにも増して，幅
広い観点から問題の核心に迫るお話が伺えるものと
期待しております。
私どもの学会では，年 1回公開シンポジウムを企
画開催してまいりましたが，昨年度は新型コロナウ
イルス感染拡大の影響を受け，中止せざるを得ませ
んでした。
本日もコロナ対策をするなか，通常どおりの開催
とはいきませんが，後日録画資料をホームページで
公開できるということですので，皆様からも会場で
ご参加いただけなかった方々にご案内いただければ
幸いです。
最後に，本日のシンポジウムが有益なものとなり
ますよう，会場の皆様のご協力をお願いしてご挨拶
とさせていただきます。ありがとうございました。
小嶋：古屋理事長ありがとうございました。大変
面白く貴重なお話をお伺いできましてとても勉強に
なりました。ありがとうございました。
申し遅れましたが，本日司会を務めさせていただ



（ 40） 応用心理学研究 Vol. 48, No. 1

きます名古屋大学の小嶋理江と申します。よろしく
お願いいたします。
最初の話題提供は，企画者でもある東洋大学・桐
生正幸先生です。よろしくお願いいたします。

■話題提供 1

桐生正幸（東洋大学）
桐生：本公開シンポジウムの企画者ということ
で，企画趣旨および，カスタマーハラスメントに関す
るこれまでの心理学の研究にはどういったものがあ
り，目指すところはどこなのかについてお話ししま
す。
カスタマーハラスメントは大きな社会問題になっ
ていますが，意外にもこの言葉を初めて聞いたとい
う方が多くおられます。なぜかといえば，最近まで
「悪質クレーム」であるとか「クレーマー」という表
現が使われていたからです。現在，この悪質クレー
ム，クレーマーという問題が顕在化したことで，対策
しなければならないという背景があり，厚労省が「悪
質クレーム」ではなく，ハラスメントの 1つとして
「カスタマーハラスメント」という表現を使い始めま
した。
以前からこういった問題はあり，ご存知のとおり
書店には「クレーマー退治法」とか悪質クレーマーに
ならないようにという本が多くありますが，多くは
企業法務を担当する弁護士や元警察官といった方々
が，いかにクレーマーを退治するかといったことを
お書きになったものでした。
これに対して，本日ご登壇いただく近藤さんを中
心として，クレームを述べた人を悪質クレーマーに
するのではなくて，企業側の対応次第で良いお客さ
んになるよう対応を進化させていくという研究会を
立ち上げ，本を出版させていただきましたが，ここで
もグレークレームという言葉を使っています。
このカスタマーハラスメントは，ハラスメント全
般そうなのですが，心理学的にいえば，対人関係から
生じる悪しき現象であります。
消費者とそれに対応する顧客対応者，そしてその
対応者が所属するお店，さらにその企業の風土や
ルールといったものがあって，その関係性の中から
生まれた悪しき事象がカスタマーハラスメントで
す。
対人行動，対人関係というのは，心理学の永遠の

テーマですから，社会心理学研究の中で培われた知
見を基にしながら，現実に起きている問題を改善し
ていくことが求められます。つまり「実装」です。
特に人文社会系の学問が世の中に役立つのか否か
といった問いかけは，大学教育の中では最早無意味
になっています。そもそも，社会の中で役立つのかで
はなく，社会に直結するような学問でなければ，多分
これから生き残っていけませんし，本日上市先生も
お話しくださるのですが，既存の調査分析で使われ
ていた有意差検定に代えて効果量が主流になりつつ
あるといった統計的な変化があったりと，研究その
ものも，現実に見合ったものに対応していくことが
必要です。その中の 1つとして，カスタマーハラスメ
ントが心理学において重要な問題であろうと考え，
今回のシンポジウムを開催させていただきました。
特に，私の専門である犯罪心理学は，問題に対し
て，ときには基礎研究の段階から社会問題を見出し
て，実際にそれを解決し最終的には法律といった最
も厳密なルールに結びつくようなループを見据えて
いる。裏を返せば，法整備する際に，その法整備の基
準，エビデンスとなるものを心理学が提供できるで
あろうという発想から研究活動が行われています。
本日の話題提供は，3つございます。先行研究の紹
介と，カスハラの特質，カスハラの根本対策です。
まず，冒頭申し上げたように，用語の仮定義ですが

「悪質クレーム」というのは従来言われているよう
に，商品・サービス・性能・保証などに関し，消費者
が不満足を表明したもののうち，消費者が必要以上
に攻撃的であったり，感情的な言動をとったりした
もの，または悪意を感じる過度な金品や謝罪を要求
する行為です。このように定義した場合，「カスタ
マーハラスメント」は，その同じ現象の中のハラスメ
ントと捉えて，特に接客対応者が受ける心理的負担
が問題視される，といった分け方でお話を進めてい
きます。
先行研究を見ていきますと，非常に古い研究に
CCBというものがございまして，これは調査分析し
て統計的にこうだというよりも，おそらく経験則に
基づいてモデルが作られたと考えられます。
スライドの右隣にありますのは，取り急ぎ私が考
案したもので，心理学的モデルはまだきちんと定
まっていないというのが現状です。
先ほど申し上げたとおり，対応する両者の関係性
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から生じるということをベースにして考えなければ
うまく表現ができません。例えばこの CCBモデル
は，現象というよりも苦情行動を行う人とその過程，
状況を，または私が考えたものはどちらかというと
現象をそのまま描き出したものです。
これまでの心理学的研究については，まず社会心
理学研究で出た池内先生の，欲求不満攻撃仮説
（2010）による研究ですね。これが日本における苦情
行動，今で言うカスタマーハラスメントに関わる研
究なのですが，非常にオーソドックスな研究でござ
いまして，一般的な苦情行動について質問し調査を
行い因子分析の結果，どのような心理的特性があっ
たかを示した研究であります。
実はこれ以降，いわゆる学会誌に掲載されたカス
タマーハラスメント，クレームに関する研究が日本
では見当たらないというのが現状です。池内先生の
研究は，カスハラ行動を攻撃行動から見ていくもの
で，当然攻撃行動の研究というのは心理学に多くの
知見がございますので，カスハラ行動を一種の攻撃
行動と捉えることは心理学研究において重要であろ
うということが指摘できます。
次にいわゆる紀要論文で発表されたものを挙げて
います。例えば，海外と日本の人の違い，大学生のク
レーム行動の分析などの研究がございました。
また，私が 2014年に学生のレポートをテキスト分
析したところ 3つのタイプが見えてきたという研

究，そしてWeb調査を使った調査分析でも同様に 3
つのタイプが見えてきました。
これは，女性が不満発散のためにクレーム行動を
する，また男性は被害意識や被害認識といったもの
がベースとなって謝罪を求めるようなクレームを行
うなどが見えてきたということです。
実は本日話題提供していただきます，UAゼンセ
ンのデータを再分析等させていただいたところ，
様々なことがわかってきた，というのがこの悪質ク
レーム「被害」についての研究です。
また，悪質なクレーム「実行者」に対する研究とい
たしましては，2010年に大学生に対する研究，そし
て 2019年は科研費による研究調査を行いました。そ
うしますと，被害を受けた人に対する経験を分析し
た結果と，悪質なクレームをしたことがあるという
人の分析結果には概ね性差があり，動機面や行為そ
のものが異なっていました。
先ほど申し上げたとおり，これまでは接客対応者
と消費者の関係性における，接客対応者から見た苦
情行為者の動機を中心とした研究がありました。一
方，消費者に対しては，まだ研究が半ばですが，なぜ
苦情行動を行なったのかといったことをベースとし
た研究をしています。
双方とも，性差による違い，そして言動の違いか
ら，同じようなタイプが見えてきましたが，似ている
部分と差別化が必要な部分が見えてきました。
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これにつきましては，現在対人関係のネガティブ
タイプと考えて，企業の接客対応者と消費者文化的
背景の 2つの変数に，時空間の変数（いつ，どこで）
の要因を加えた分析を今後行う予定でございます。
このモデルの説明ができるようであれば，またご紹
介ご報告したいと思っております。
2つ目でございます。
カスハラの特質について UAゼンセンの 5万人
ほどのデータを再分析いたしますと，業種業態に
よって，つまりどんなお仕事か，どんな商品を売って
いるかによって，カスハラのタイプが違っていると
いうのが見えてきました。
特に事例分析，テキスト分析でパターンを見てい
きますと，大きく出ている言葉ほど出現数が多いの
ですが，やはり百貨店とスーパーマーケットでは内
容が異なっていました。また人材サービス業とそれ
以外の業種でも違いがあり，このような違いを見え
る化することで，ある程度カスハラの実態をきちん
と示すことができます。こういった手法も心理学が
得意とするものと考えています。
また，こちらの自由記述も同様ですが，このように

見える化すると，カスハラのパターンは消費者が要
求・大声・暴言・長時間・何度も，交換・修理・返
品・接客の謝罪を過度に行なって，その結果として
人格否定・セクハラ発言・土下座の強要・身体を触
る行為といったものもあります。
これにより，対応者が心理的な負荷，ストレスと
いったものを感じるであろうことがわかります。
特に面白いのは，直近 2年間の経験について回答

を求めると，2020年のデータを分析しますと，2017
年，つまりコロナ禍ではないときの分析結果と大き
く異なり，マスク・コロナというものが出現してい
ます。つまり，そのときの世の中の情勢や状況，そう
いったものがトリガーとなってカスハラが出現して
いるということがわかります。
このように見ていきますと，単純に加害者だけ，ま
た加害者と対応者の関係だけを見ていくのでなく，
その背景にあるものもしっかりと押さえていくこと
も研究において重要なポイントであろうと考えてお
ります。
そして，直近 2年間に被害者経験があると回答し
た 90％以上が心身の変化があると回答していまし
た。こうなると，やはり法整備が極めて重要になって
きます。
最後のカスハラの根本対策です。
今お話しした法整備，そして冒頭申し上げたよう
に，その法整備をするための何らかの根拠，エビデン
スを提供できるのはやはり心理学の役割ではないか
と考えております。
実際に，参議院会館（2020.12.3カスハラ実態調査
報告会）でもお話しをさせていただいたのですが，今
のところ，私といたしましてはストーカー規制法を
ベースにした法整備が一番合っているのだろうと
思っております。
つまりハラスメントについては，表現，言語表現な
ので，それがどの程度であるとか，どういった行為が
該当するのかが具体的にはありません。
カスタマーハラスメント規制法を作る際には，こ
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のストーカー規制法をベースにして作るとうまくい
くのではないかと提案させていただいているところ
であります。
特にどういった行為をして，そしてその要求物は
何で，最後にそういった行為があった場合は，その事
業主や事業体・企業がカスタマーハラスメント被害
を受けた人に対して十分な対応を行わなければなら
ない，といったような法律，法整備をすれば，企業も
動かざるを得ないということになります。
本日は実際に企業の方々がたくさんいらっしゃる
ので，お話がでると思いますが，なぜ日本でこのカス
タマーハラスメント対策が遅れているのかといった
理由の一つが，事業主や事業体・企業がカスタマー
ハラスメントに対して本腰を入れる時期には至って
いないことがあります。コストがかかる等，さまざま
な問題があるとは思いますが，こういったものをき
ちんと明文化することによって，根本的にカスタ
マーハラスメントそのものが減少するであろうと思
います。
それまでは対症療法的にいろいろな取り組みを行
なっている必要があります。もちろん，目指すのは明
文化，法整備です。
そして，こういった法律等を作成するときには，や
はり心理学が必要です。なぜ，心理学かと申しますと
ストーカー規制法ができる 2000年以前に，資料と
なった多くの英米の研究がございまして，どういっ
た行為がストーキングなのかというデータを示した
のが心理学であります。
カスタマーハラスメント規制法みたいな法律を作
る際には，研究知見をじっくり積み上げていけば，非
常に有効ではないかと考えておりますし，まさにこ
れが，心理学の社会に対する役割と言えます。
今回は応用心理学会ということで，まさに心理学
を応用する，社会に対して実装し社会との結びつき
を強化することによって，きちんと学問の役割を果
たすのではないかと考えています。実はこのままで
すと，消えかかっていく学問ではないかと危惧して
いるわけですが。
私の発表は以上でございます。ありがとうござい
ました。
小嶋：桐生先生ありがとうございました。続きま
して，阿部光弘様よろしくお願いいたします。

■話題提供 2

阿部光弘（三井住友海上火災保険株式会社）
阿部：皆さんこんにちは，三井住友海上火災保険
の阿部です。私からは自動車保険の事故対応の特徴
について説明させていただきます。
ひとたび交通事故が発生すると，必ず加害者と被
害者が発生し，担当者は悲しみや怒りを抱えた人た
ちと接点を持つことになります。担当者たちは日々
そうした感情が渦巻くクレームの中にいますので，
それが仕事だからと半ば諦めながら，対応技術を磨
いているのが実態です。
この写真は当社の大規模センターの職場風景にな
ります。この担当者たちにとって，クレーム対応は当
たり前の得意分野となっています。その点で，他の業
態で働く人たちの思いとは若干違うかもしれません
が，本日は私たちのクレーム対応を通じて，何か対応
策のヒントを提供できればと考えております。
本日の発表内容は，この 7つに整理して進めたい
と思います。
まず前提として，全ての業界にあてはまることで
はないと思いますが，当社の担当者については多少
厳しいことを言われても，許容する訓練がされてい
ます。ズバリ，お金にまつわる業務になりますので，
5番目に記載しましたが，常識的な一般請求以外に，
主張の強い過大請求であったり，さらには保険金を
狙う詐欺，不正請求まで存在しています。
今までの説明で，皆さんは事故対応にどのような
イメージを持たれたでしょうか。的確に訓練された
強い担当者集団のイメージでしょうか。
実は，担当者の経験やスキルによって，クレームの
エンディング，また担当者のストレスの感じ方には
大きなばらつきがあります。さらに，クレームの後始
末フローは十分準備されていますが，具体的な応対
マニュアルやトークスクリプトといったものについ
ては，現場で積み上げられたノウハウに強く依存し
ています。
今年 2月桐生先生に講師をしていただいたクレー
ム研修における担当者アンケートでも同様の結果が
でており，主な要求内容や長時間に及ぶクレーム行
動はどの業種にもあてはまる共通の特徴であると思
います。
社内でクレームの具体的な分類は存在していませ
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んが，私の経験上，①苦情，②一般クレーム，③不当
過大請求，④カスタマーハラスメントの 4つの階層
に分けることができると考えています。
苦情から不当過大請求の下限までが一般クレーム
という定義で，また許容範囲の上限から拘束・暴言
までがカスハラの可能性という整理をしています。
この 4つの階層の中心部分がカスハラになるかど
うかについては，担当者の経験やスキルが大きく影
響する部分だと考えています。
次に事故対応を行う担当者の心理です。
とにかく私たちは，お客様に寄り添う，多少のク
レームはつきものである，また，担当者の変更要求に
もめげないという頑張る心理が常に働いています。
スキルが高い担当者は過大請求になると，あえて
不愉快になるような対応を行って落としどころを探
るような高度なテクニックも使っています。とは言
え，誰もがそんなに強くなく，精神的に追い詰められ
て，しばらく控え室にこもってしまうであるとか，目
頭真っ赤にしながら，自分の席に戻るということが
日常的な風景になっています。
こちら先ほど桐生先生がご説明されました「過度
な苦情行動の発現モデル」ですが，この中心部分につ
いては，当社の事故対応にも非常にフィットすると
の感想を持っています。こちらの中心にある商品に
ついては，当社で言えば保険商品に該当しますし，接
客対応という部分については，まさに示談交渉や協
定交渉に置き換えることができると思います。
こちらは当社の苦情に関する全社的な決まり事に
なります。一言で言うとどんな小さな不満足表明で
あっても必ず拾い上げて複数の目で判断し，解決ま
で組織的にフォローするというような仕組みになっ

ています。お客様の声を埋没させずに，さらに担当者
を 1人にしないであるとか，傍観しないサポート機
能を持たせています。
私たちの事故対応は，円満解決が最大の目的に
なっています。精神的ダメージを受けた当事者の
方々に，常に配慮した対応を行います。皆さんに向
かって左下になりますが，こちらの図は，担当者の配
慮と交渉相手の主張や要求内容との関係をシーソー
で表しています。被害状況によっては，当事者の主張
や要求はだんだんエスカレートします。エスカレー
トして，担当者への個人攻撃が強まってくると，担当
者の受け止めは当然カスハラ領域の方にシーソーが
沈み込んでいくので，担当者の気持ちはカスハラ領
域に落ちていくというようなイメージになります。
こちらはクレームの実態です。長時間の電話，同じ
内容の繰り返し，威嚇といった，担当者が嫌うクレー
ム行動は全ての業種に共通すると思います。右の図
は，最近私がサポートしている約 20件強の事案，賠
償額が億単位のものや，詐欺事件における担当者へ
の暴言を示したものですが，クレームの内容は非常
に多岐にわたっていて，辛辣なものが結構多く散り
ばめられています。一般請求では，口答えをするなで
あるとか，要求を飲まないと加害者の刑罰を重くす
るぞといった強迫を含めたものもありますし，納得
するまで誠意を示せといったループ状態の請求も存
在しています。
不正請求においても，お前の大切なものをぶっ壊
すぞ，であるとか，証拠を持ってこいであるとか，今
は冷静に対応しているが，そろそろ我慢の限界だぞ
といったようなことを担当者に伝えてくる方々もい
ます。まさに言いたい放題の状態です。非常に厳しい
言葉が並んでいますが，複雑な保険商品への苛立ち
や担当者の事務的な対応，長引く調査などに対して
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も非常に厳しい意見が来ますし，示談金に対する不
満などが，最終的に爆発するトリガーになっている
と思います。皆さんにお示ししたこのオレンジの
ゾーンについては，カスハラまたはカスハラに発展
するキーワードではないのかなと考えています。
ここから若干話題を変えて，保険金を狙う不正請
求について触れたいと思います。残念ながら，保険金
詐欺をはじめとした不正請求は日々確認されてお
り，その防止策として損保業界を挙げて AIを活用
した情報共有システムが既に構築されています。
事故日，場所，不正行為者に関するもの，例えば，
住所，生年月日，職業，また不正の手口などがデータ
化されていて，管理者はここにアクセスすることで，
不正請求の対応準備を行うことが可能になっていま
す。
先ほどクレームの発生トリガーについて触れまし
たが，この特徴は一般請求と詐欺とでは異なってい
ます。まず一般請求では，面倒，期待外れ，気に入ら
ない，がトリガーになっていて，対応の初期段階でク
レームが発生する傾向があります。一方詐欺事案で
は，調査対応の後半にクレームの山がやってくる，と
いうことが特徴的になっています。嘘をつくことの
演技疲れや，身辺調査によって追い込まれそうな状
況，そして最後はいよいよ逃げるという行動がトリ
ガーになり，いきなり担当者を痛烈に攻撃してくる
というのが特徴になっています。
繰り返しになりますが，担当者は当事者に寄り添
う対応を心がけているため，ハレーションを起こさ
ないよう，極力自己主張を抑えています。
しかし，こと不正支給が濃厚だと判断されると一
転して毅然とした態度で，冷静なクレーム対応に切
り替わります。例えば，ばれそうになったら引き際を
考えればいいと考える人たちに対しては，担当者は
冷静に，かかった身辺調査や鑑定費用を請求します
よという姿勢を示して，これ以上の要求を続けると
自身にとって不利益に繋がると感じさせることが詐
欺不正請求抑止の交渉テクニックになっています。
悪質クレーマーが不正請求者と同等であると仮定
した場合，私たちが実践している不正請求への牽制
姿勢と厳格対応がヒントになるのではと考えていま
す。
対策の一つ目が身辺調査です。この表現には多少
皆さんも驚かれるかもしれませんが，カスハラ行為

者の名前，住所，生年月日，職業を調査し，ハラスメ
ント行為の事実をきちんとデータ化すること，そし
て社内で共有することがカスハラ有効であると考え
ます。
二つ目はカスハラ行為者との面談時においては，
警備会社や社内駐在の警察 OB等に同席をお願いす
ること，またビデオ録画などの監視者の存在が，抑止
に繋がるのではないかと考えます。また先ほどの身
辺調査のように，個人情報について勇気を持って，つ
ぶさに聞き続けるということも，カスハラ行為への
牽制になるのではないかと考えます。
三つ目は，極端な暴言脅迫によって発生した店舗
の営業損失や特別に要した警備であるとか弁護士費
用，場合によっては強いダメージを受けた担当者の
治療費などの賠償請求を行うという再発防止に向け
た強い対応策が必要ではないかと思います。
以上が，私の考えるカスハラ対策です。
突き詰めると，企業や組織が働く人を守る覚悟を
いかに持ってカスハラ対策に向き合うことが最大の
抑止力になると考えています。
ぜひカスハラ行動の科学的研究や，心理学の知見
を用いて，カスハラ対策や社会ルールが確立され，企
業がしっかりと向き合えるような環境が整うことを
期待して，私の発表とさせていただきたいと思いま
す。ご清聴ありがとうございました。
小嶋：阿部様，ありがとうございました。続きまし
て近藤修様です。よろしくお願いいたします。

■話題提供 3

近藤 修（日本対応進化研究会）
近藤：日本対応進化研究会，株式会社リンクマイ
ンドの近藤と申します。どうぞよろしくお願いしま
す。
今日お話ししますのは，日本対応進化研究会につ
いてです。カスハラ被害から対応者を守る，というこ
とをサブタイトルとしております。
2015年本研究会を立ち上げに至った背景ですが，
その当時「お客様は神様です」と消費者に勘違いされ
ているという状況がありました。そのため対応者は
クレーマーに振り回されて疲弊している。国はそう
した対応者の実態把握がされてない状態がございま
した。
こういった背景があり，私たちはカスタマーハラ
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スメント予防法を作りたいという思いで，仕事が終
わる 6時半から集まり，手弁当で 60数回，約 6年以
上開催しております。今も継続中です。発起人は，東
洋大学・桐生教授，それから虎ノ門中央法律事務
所・有賀弁護士，日本菓子 BB協会の天野専務理事，
そしてリンクマインドの私の 4人で立ち上げまし
た。
先ほど桐生教授からご紹介いただきましたが，接
客対応の現場で本当に困っている人を助けたいと
「グレークレームをありがとうに変える応対術」とい
う本を成果物として出しております。実際は，これは
あくまでもツールであり，これから何に取り組みた
いかということをお話ししたいと思います。桐生教
授の基調講演は悪質クレーム対策について，そして，
パネルディスカッションは「カスハラ被害から担当
者を守るために」をテーマに虎ノ門中央法律事務所
の有賀弁護士，この後ご登壇される UAゼンセンの
安藤様，イトーヨーカ堂の鈴木ゆういちさん，そして
コーディネーターは，先ほど申し上げました日本菓
子 BB協会の天野さんにお願いします。ぜひ皆さん
も機会がございましたら，ご視聴いただければ幸い
です。
さて，私の悪質クレームに関する経験についてで
すが，36年間ルイヴィトンのブランドビジネスを
やっておりまして，その後 10数年，消費者対応を
やっておりました。そこで日本国内の日本人のお客
様は企業側に対する期待値が高い，ということを感
じました。
そして消費者対応の中に大きく分けて 2つです
ね。1つはサービスクレーム，そしてもう 1つは品質
クレーム，これが基本的なクレームですが，やはりル
イヴィトンだけではなく最近の傾向として，転売ク
レームというものがございます。転売クレームの目
的は何かというとビジネス化されているのですね。
相手もビジネスなので，クレーム対応は非常にヘ
ビーです。この手のヘビークレームはカスハラに発
展して，カスハラ被害が増えているというのが，今の
私の今までの経験でございます。
消費者問題解決に関する活動に戻ります。昨年，一
般社団法人消費者市民社会をつくる会，元消費者庁
長官阿南様に，ASCONの特別講演会を開催してい
ただきました。講演後，パネルディスカッションを行
い，『消費者庁の設立 10年に向けて』という，消費者

庁の設立にまつわる強い思いを勉強させていただき
ました。ホームページに出ておりますのでぜひご覧
ください。
次に A-CAP，公益社団法人消費者専門家会議の活
動についてお話しします。消費者問題に関する専門
家の組織です。目的は，社会経済の健全な発展と国民
生活の向上に寄与することでございまして，会員企
業は約 520社，会員数は 800人ですね。私自身は，約
10年前から会員活動委員会として，活動しておりま
す。
ここからは行政の動きについてです。まず今年 2

月の内閣府担当大臣の記者会見についてお話ししま
す。大臣は三つのことをお話をしていただいていま
す。記者会見では，相談対応マニュアルは組織で共有
すること，そして，相談員の環境作りにぜひ取り組ん
でほしいということ，そして，消費者と事業者との協
働ということをお話しされています。
来年はパワーハラスメントの防止措置が，中小企
業においても義務化されます。このようにハラスメ
ントというのが行政において，重要なテーマになっ
ています。さらに，厚労省で総合的なハラスメント対
策として，予算要求の中に，カスタマーハラスメント
対策企業マニュアル，研修の実施のために予算化が
行われています。
最後になりますが，日本対応進化研究会，今後の展
望について，3つお話をさせていただきます。
カスハラ対策としての立法措置の研究の提案，こ
れは先ほど申し上げた通り，カスタマーハラスメン
トの予防法ということを第一に考えております。消
費者の権利の尊重と企業の防衛策としての法整備と
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いうことです。
カスハラ実態についての発信と消費者啓発，消費
者庁を中心に企業と消費者の対等な関係作りです。
最後が，対応者へのメンタルケアの充実というこ
とです。私たちも心理学を一緒に勉強し研究してい
きたいと考えております。そして，カスハラで心をす
り減らす対応者を救いたい，そのように展望してお
ります。
小嶋：近藤様，ありがとうございました。続きまし

て安藤賢太様よろしくお願いいたします。

■話題提供 4

安藤賢太（UAゼンセン流通部門）
安藤：皆さんこんにちは。私は UAゼンセンの安
藤と申します。本日はこのような機会をいただきま
して誠にありがとうございます。
UAゼンセンは産別の労働組合なのですが，非常
に珍しい産別労働組合でございまして，製造業から
病院，外食，私が所属している流通部門など，多種多
様な労働組合が集っております。そんな中で本日は，
私たちの活動を通じてカスタマーハラスメントの現
状を，少しでもお伝えしたいと考えております。よろ
しくお願いいたします。
UAゼンセンでは 2016年から本格的にカスタ
マーハラスメントに関する取り組みを実施しており
ました。実は，当時どこにも相手にしてもらえません
でした。消費者庁にも参りましたし，議員にも面談い
たしましたし，労働組合として企業とも話してまい
りましたけれど，相手にしてもらえないという状態
が長く続いておりました。
しかし本日は，このような学会主催のシンポジウ
ムに呼んでいただけるまでに，カスタマーハラスメ
ントが社会問題として認知され始めていることを感
じ，感慨深いものがございます。
まず，直近のカスタマーハラスメントについてで
すが，やはり新型コロナウイルスの影響によりまし
て非常に多くの労働者の方が傷ついております。今
も少し落ち着いてきておりますが，昨年の 2月あた
りはインフラ産業として店を開けなくてはならない
という緊迫した状況がありました。新型コロナウイ
ルスに関する情報も少ない中で，非常に怖い思いを
して皆さん出勤して懸命に働いておりました。しか
し，その最中に現場で働く労働者が深く傷つけられ

たという非常に多くの事例として挙がってきており
ます。
ここで挙げたのはほんの一例です。他にもマスク
をせずに暴言を吐く方がおられたり，レジでの対応，
金銭の受け渡しなどに対して数時間にわたりクレー
ムをおっしゃる方がいたという話も聞いておりま
す。発熱して様々な薬を購入された方から，薬が効か
ないという理由で暴力を振るわれたといったケース
もあります。
これらの事例はごく一部であり，コロナ禍の現場
において，このようなカスタマーハラスメントは数
多く繰り広げられました。私たちはカスタマーハラ
スメントが行われるべきではないと考えている立場
でございますので，社会的に実効性のある対策が必
要ではないかと感じているところであります。
私たちは「サービスを受ける側もする側も共に尊
重される社会を作りたい」という目標を掲げ，取組を
進めております。この取組を始めた当初，現場の組合
員から聞いたのは，レジでの対応中，対応に不満を
持ったお客様からお金を投げられたという話でし
た。さらにお客様から投げたお金を拾えと命令をさ
れ，その組合員は泣く泣くお金を拾って，それでも謝
り続けて泣きながら対応したとのことでした。話の
最後，労働者には人権がないのか，という言葉があり
ました。私は人権がないわけではないと思います。そ
ういうことがあっていけないと思いますし，そうい
う消費社会が本当に日本にとっていいのだろうかと
感じています。こういった問題を皆さんと共有しな
がら，解決策を探っていきたいと考えております。
先ほどの桐生教授のご説明でもありましたが，コ
ロナ禍においてカスタマーハラスメントの内容が変
化しております。UAゼンセンでは 2017年と 2020
年に 2回の調査を実施しておりますが，2017年は内
容的には暴言が非常に際立っております。要求，長時
間，こういった通常のクレームの内容が非常に際
立っていた，ということであります。したがって我々
としても通常のクレームのうち悪質になりうるもの
への対策に取り組んでいました。
しかしながら 2020年，新型コロナウィルス感染症
の影響により，クレーム内容は大きく変化しました。
マスク，コロナ，というキーワードが際立っておりま
す。この 2年間，私たちは新型コロナウィルス感染症
対策を着実に実施することが，カスタマーハラスメ
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ントの抑止になると考え，さらなる取り組みを進め
ていたところであります。
コロナ禍における現場の状況を見ていくなかで，
消費者の不安心理が増幅されたとき，爆発的にカス
タマーハラスメントが起こるという事実を痛感いた
しました。
このような危機的な場面で，具体的にどういった
対応をすればよいのかという経験則を積み上げる 2
年間でございました。今後も同様の事例が起こるこ
とが予想されますので，蓄積した知見を生かして，対
策を講じていきたいと考えております。
ここからは 2020年調査結果の概要を見てまいり
ます。「迷惑行為のなかに，新型コロナウィルス感染
症の影響による迷惑行為はありましたか？」という
質問に対して「あった」と回答したのが 35.9%，全体
の分母からいいますと 20%近くとなりました。
その中で「カスタマーハラスメントをする顧客の
属性」を聞いたところ…これは初めて 2020年に取ら
せていただいたデータになりますが，顧客の性別は
男性が 74.8%で，年齢は 40代以上が 9割近くを占め
ます。
この男性・40代以上という方々が，なぜカスタ
マーハラスメントをしてしまうのかにつきまして
は，専門家の方々のお力をお借りし，今後分析が必要
かと思います。
私の経験では，この年代のお客様は知識や経験が
豊富でありますし，またご意見をくださるお客様は，
サービス産業に携わっておられた方が意外に多いと
いう印象がございます。サービス産業の方は，やはり
普段から顧客に対応するなかで，様々なクレームを
受けていますから「顧客対応とはこうあるべきだ」と
いう思いが非常に強くあります。
そして，このような傾向のある方が過度なクレー
ムを述べるパターンが少なくないということが，次
第に明らかになっており，店側の対応方法を検討す
るうえで，心理学的な知見を活用していきたいと考
えております。
次は，「迷惑行為を体験した後，心身の状態に何か
変化がありましたか？」といった質問です。「嫌な思
い，不快な思いが続いた」や「腹立たしい思いをした」
など多種多様な気持ちがございました。回答者のう
ち 9割の方が，カスタマーハラスメントを受けたこ
とによって精神的な影響があった，と答えておりま

す。なかには 0.7%ではありますが，心療内科に行く
ような重大な被害を受けた方もいらっしゃいます。
しかし実際は，真に重大な被害を受けた方々は離
職しているケースが多いのです。したがって，0.7%
という数字に含まれない，もっと多くの方々が被害
に遭っているという現実が見えてきます。
企業側の対策についてもヒアリングをしておりま
す。2020年にハラスメントの法案ができまして，私
たちも法制化を目指して各審議会への働きかけを行
なってまいりましたが，現時点では指針の中にカス
タマーハラスメント対策を盛り込む方向で進んでお
ります。ただ企業におけるカスタマーハラスメント
対策は，「特に対策はなされていない」が 43%と取組
が進んでいない現状があり，この点に問題意識を
持っております。
これまで私たちは各企業に対して「マニュアルの
整備（27.9%）」や「専門部署の設置（23.5%）」を強く
訴えてきましたが，20％を下回っている「迷惑行為
対策への教育（19.7%）」とか「被害者のケア（8.8%）」
が今後重要になると考えております。この企業にお
けるカスタマーハラスメント対策については，心理
学研究の調査分析を基に具体的実装方法を検討して
いくことで，実効性のある対策を講じることができ
るのだと思います。
なお，私たちは組合員調査に加えて，一般消費者の
行動に関するWeb調査も実施しております。こち
らも抜粋でありますが，「クレームが行われていた業
種」では，私たちが所属している流通業の現場でク
レーム行為を見聞きしたという経験者は 48.3%で最
多となりました。もちろん目に付きやすいというこ
とも理由の 1つであると思います。
また，注目していただきたいのが，クレームを見聞
きした経験者の約 95％が「最も印象に残ったクレー
ム行為」について「不愉快」と回答した点です。
つまり，カスタマーハラスメントで不愉快な思い
をしているのは，私たち労働者だけではなく，一般消
費者も同様であり，双方が解決しなければならない
問題であると認識しているのです。
先ほど申しましたように，カスタマーハラスメン
トをなくすには，社会的な啓発活動は重要です。これ
までの調査を通じて，消費者の不安心理を取り除く
ことはカスタマーハラスメントの減少に繋がると感
じているからです。
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したがって，政府に対する要請活動も積極的に行
なっております。当時の安倍首相に対して，私たちの
代表である議員を通じて，コロナ禍において疲弊す
る現場の声を伝え，労働者に対するねぎらいと共に，
国として対策を講じていただけるよう進めてまいり
ました。
次のスライドは「動き出す日本政府」です。近藤さ
んからご紹介いただいたとおり，政府は消費者相談
員のマニュアル作成，新型コロナ感染拡大をはじめ
とする緊急時の消費者行動についての対策にも動き
出したところであります。5年前は行政に働きかけ
ても門前払いが続きましたが，次第にその雰囲気，景
色が変わってきたと認識しており，今後はさらなる
連携を図っていきたいと考えております。
カスタマーハラスメント対策にかかる政府の概算
要求額も 1700万円から 3000万円に増額されており
ます。マニュアルや啓発ポスター等の作成も決定し
ております。
「秋田県多様性に満ちた社会づくり基本条例」も来
年 4月に施行される予定です。これは差別的な行為
を禁止する条例でありますが，私たちから職業的な
差別の中にカスタマーハラスメント内容も含めてい
ただけるよう働きかけ，今回初めて条例にカスタ
マーハラスメント行為の禁止が盛り込まれます。法
制化だけではなく，地方からの雰囲気醸成について
も力を入れていきたいと考えております。
最後に，私はカスタマーハラスメントという行為
は連鎖するものだと考えております。例えば，カスタ
マーハラスメントを受けた労働者が，母親であり父
親であれば，その不満を子供にぶつけてしまうこと

もあると思いますし，また違うサービス現場に行っ
てストレスを発散してしまう現状があると感じてい
ます。そのような連鎖を社会全体で止めていくこと
が必要だと考えております。
企業が対策すること，社会的な呼びかけにより消
費者行動を改善していくこと，そして労働者はより
よいサービスを提供すること，みんなが力を合わせ
て，このカスタマーハラスメントの連鎖を止めてい
く活動を進めてまいりたいと思います。
ただ日本は同調圧力というものが色濃い社会だと
思いますので，法整備による社会的な取組は必要で
すし，企業における対策については，心理学の知見を
活用させていただくことを期待しております。
小嶋：安藤様，ありがとうございました。続きまし
て島田恭子先生よろしくお願いいたします。

■話題提供 5

島田恭子（東洋大学・（社）ココロバランス研究
所）
島田：島田恭子と申します。私の専門は予防医学，
メンタルヘルスです。よく言われるうつ病がありま
すけれども，そうなる前に未病のうちにできること
がないか，というところが私の中心課題です。臨床で
はどうしても，3分診療でお薬をもらい，月 1回精神
科クリニックに行くだけ，みたいな状況が続いてい
る中で，そうなる前に自分で心を保つスキルを身に
つけるお手伝いをしたい，ということで一般社団法
人を立ち上げました。昨今エッセンシャルワーカー，
対人援助職の方々が顧客対応で疲弊し，メンタル不
調になっている，まさに今日のカスタマーハラスメ
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ントが課題，ということで本日発表させていただき
ます。
今日はまず先行研究としてメンタルヘルスの関連
領域の学術研究を概観した後で，理論モデルや
チェックリストなどをご提案します。その上で対応
者ケアのポイントについて考えます。よろしくお願
いいたします。
最初の先行研究ですが，皆さんなんとなくイメー
ジされるように，顧客の関連ストレス，お客さんから
受けるストレスが，対応者にとっては心の負担，とい
う流れは想像できると思います。カスハラと言われ
る顧客関連ストレッサーだけじゃなく，裁量権，自分
で決められる権利がなかったり，量的な負担といっ
たものが，結果要因であるメンタルヘルス，バーンア
ウトって言われる燃え尽きにつながります。逆にプ
ラスで，礼節とか感謝とか，お客さんから温かい気持
ちを受けると，対応者の精神健康が上がったり，スト
レスが下がる，ということがわかっているんですね。
そして特筆すべきは，ワークエンゲージメントとい
う概念です。この言葉をお聞きになった方，どれくら
いいらっしゃいますかね。ありがとうございます。い
らっしゃいますね。仕事から活力を得て生き生きと
働く状況なんですけれども，お客さんから感謝の言
葉や，いい気持ちを受けとることで，さっき安藤さん
から波及のことがありましたけれども，ワークエン
ゲージメントに繋がるということがわかっているん
ですね。あと関係性。桐生先生からも出ましたけれど
も，顧客と従業員，そして組織の関係が，カスタマー
ハラスメントを考える上で大事になってくる，とい
うことで，後で触れたいと思います。
それからアメリカの労働衛生研究所が確立した職
業性ストレスモデル，職場のストレッサー，カスハ
ラ，対人葛藤が，対応者のストレス反応になって，病
気になってしまう，というモデルです。この中には
3つの緩衝要因があると言われています。「個人要
因」といって困難に対処する能力とか，仕事外要因
で，家庭からの支援，そして上司や同僚や組織からの
サポート，それらが職場のストレッサーからストレ
ス反応になるのを止めてくれる役割をするってこと
ですね。もう 1つ，先月の学会で発表したんですが，
対応者のストレスにおいて，カスハラがあると，危険
度が 1.46倍，有意に高くなることがわかりました
し，「組織対策」：自分が属している企業にカスハラ

に関する対策がないと，対応者のストレスを上げて
しまう，1.23倍高くなることがわかりました。
さて今日お話したいのは，これからのメンタルヘ
ルス対策で，今話してきた“ストレスがストレス反応
になってしまう”モデルとは違う「動機付けプロセ
ス」というものなんですね。今までお話したのは，仕
事のストレッサーがストレス反応になっていくとい
う仮説です。でも今回お話したいのは“動機付けプロ
セス”，つまり仕事の資源があったり自分の中に対処
能力があると，先ほどのワークエンゲージメントと
いう，生き生き働く，というのに繋がり，それが組織
の生産性ですとか，元気になる“いいアウトカム”に
繋がるということですね。顧客対応で，生き生きニコ
ニコ働かれていると，ワークエンゲージメントが高
くなりますので，組織にとっても資するものになり
ます。また実は逆の因果関係もあるのかなと思って
いて，生き生き働いているとカスハラが減る，という
ことですね。お客さんの立場でいると，意気揚揚と活
力があって働いてらっしゃる従業員の方と接する
と，なんとなくイライラ，カスハラしたかった気持ち
が，減っていくみたいな。ワークエンゲージメントの
高い職場はカスハラが減る，カスハラが減ることで，
個人の資源ですとか仕事の資源が増えていく，こう
いうプラスのポジティブが循環するのがこの動機付
けプロセスです。
先行研究からヒントを得て，私が考えていること
を申し上げます。顧客と対応者と組織の要因関係が
大事だなっていうのと，今申し上げたポジティブな
動機付けのプロセスに焦点を当てたら，従来とは違
う矢印の関係があることから，これまで対応者のス
トレスケアっていうと，ネガティブなことに目を向
けがちだったのが，もっともっと包括的で組織に資
する形の循環型の取り組みができるんじゃないかと
いうことです。
また，この消費者の特性と対応者の個人要因，そし
て関係性の質という 3つの要因をきちんと評価する
ことに加えて，ご意見が悪質クレームになりカスタ
マーハラスメント，となる流れの切り分けも重要で
す。ご意見から悪質クレーム，ここのご意見は割と常
識的なものですよね。でも悪質クレームとなると割
と非常識，というときに，常識と非常識ってどうやっ
て定義するの？って話です。私達の常識とお客様の
常識はそれぞれ違うわけで，これは後で宮中先生か
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らもお話があるように，いろいろな測定の仕方があ
るんですけれども，私はオーソドックスな心理尺度
で点数をつけて，カスハラチェックリストみたいな
もので基準作りするというのを提案したいと思って
います。さらに悪質クレームからカスタマーハラス
メントに移行するところです。悪質クレームはお客
様からの事象なので，対応者はどうすることもでき
ない，という性質があります。一方カスタマーハラス
メントとなると，受け手の感覚で，その対応者マター
です。例えば対応するスキルやサポートがある，組織
が守ってくれたりすれば，どうにかできるかもしれ
ない。悪質クレームはどうにもならないものだけど，
それをハラスメントにしない，という，そこの切り分
けで，組織や対応者ができることがあるんじゃない
かなというので，この“どうにもならない”と，“ど
うにかなる”の境目に焦点を当てられたらと思って
います。さらにこの顧客ストレッサー尺度，ドイツの
研究者によって確立された信頼性妥当性の検証され
たものを日本語版チェックリストとして活用してい
きたいなと思います。既存のメンタルヘルスなどア
ウトカム尺度がありますので，それらを組み合わせ，
どこまで行くとカスハラなのか，この人たちにとっ
てストレスなのかを見える化できるのはすごく大事
なのではないかと考えます。
最後に対応者支援のポイントですけれども，3つ

挙げました。1つ目。精神保健活動の一環としてカス
ハラ対策を行うこと，そして 2つ目がトリアージす
るケアですね。災害等で身体的トリアージをします
けれども，それをメンタルケアに取り入れられない
かというのが提案です。3つ目が包括的な支援をし
ていく，ということを挙げたいと思います。
ここで佐藤さんという架空の対応者が登場しま
す。顧客対応されている方はあるあるなんじゃない

かと思うんですけれども，この佐藤さん 27歳，サー
ビス業されていて女性，それでもうすぐ結婚したい，
でリーダー職にもなる，仕事に対する態度はこんな
感じなんですね。現在いろいろな悩みがあります。彼
ら彼女らが，この現状に加えてさらにカスハラの被
害や対応に苦慮する場合，どうなるかっていうこと
ですよね。先ほどの 3つのポイントで考えると，対応
者の支援はやはり精神保健活動の一環として対策す
るということです。佐藤さん，今見ていただきました
けれども，カスハラの被害だけじゃなくていろいろ
な出来事が起こる。やっぱり，生きている人間ですか
ら。結婚したい，リーダー職だしニコニコ仕事しなが
らも嫌な気持ちになったりイライラしたりっていう
中で，カスハラが起こるっていうことです。カスハラ
だけを考えていては，鳥瞰的な対応ができないわけ
です。ここに挙げてあるのがメンタルヘルス領域の
取り組み事例なんですけれども，やはりカスハラ対
策はその中の一環として行えるのが一番スムースか
なというふうに思っています。組織によっても差が
あります。大企業では組織フローをちゃんと確立し
ているけれども，産業保健の部門もない小さい組織
もあり，個別に要望に応じた組織対策をしていく必
要があると思います。
さらにもう 1つ，精神保健活動では 4つのケアと
いうのが基本なんですけれども，自分で自分の心を
整えるケアだけじゃなく，管理監督者がスタッフを
ケアする。そして組織内のケア，組織外のケアという
4つです。ただなかなかそれがきちんとされている
とは言い難いのが現状ですね。だからこそ，これから
私がお話する対応者に応じたトリアージのケアとい
うのが必要になってくるのかなと思っています。
やっぱりカスハラ対策を考えるうえでは，加害者の
レベル，一過性か継続性があるかとか，対応者の特
性，仕事の関わり方，などなど，本当に複雑な要因が
絡んでいると思うんですよね。なのでトリアージケ
アというのが大事になってくると思います。佐藤さ
んのように，こんな感じで「自分のレベルってどうな
んだろう，すごい被害を受けてるのか，これは頑張る
べきなのか」とか，「忙しさにかまけて，ストレスと
か，今後のキャリアとか，何かじっくり考えられてい
ない」など，分からない方がたくさんおられると思い
ます。すぐにサポートが必要，メンタルが非常に困難
な状態ですぐにストレスをケアしなきゃいけないの
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か，まだまだ自分で整えられるのか，それとも現状な
んとか OKで，今後どうやってよりよく仕事をして
いくか考えたいレベルなのか，によっても，どんなふ
うな対策をどれくらいするべきなのか違ってきます
よね。なのである程度きちんとした測定指標を活用
して段階的に対応者をケアしていくことが大事なの
かなと思います。一律のメンタルケアではフィット
しないというのを感じていて，ある程度その人に
合ったステージや状態でトリアージをしていくのが
理想です。そうすると，カスハラが解決しただけでは
うまくいかない問題，先ほど申し上げたようなうつ
病になってしまってからでは遅いっていうような予
防的なことも含めて，組織にとってもプラスになる
と思います。
まとめると，いろいろな関連要因ある中で，指標で

可視化し，ニーズに応じた今後に繋がる包括的な支
援，しかもポジティブな動機づけモデルに着目して，
ワークエンゲージメントと資源を上げていく，それ
がカスハラを減らしていく，ということで良い循環
が回っていく，これは組織にとっても生産性が上が
る，ということになります。このように対応者を段階
的にケアすることで，カスハラを減らすことに繋げ
る仕組みづくりが理想です。
今後の可能性としては，環境心理学的，行動科学的

な実証実験をしながら，対応者サポートをパッケー
ジ化し，キーパーソンを養成したり知識を展開する
プラットフォームを作ることを弊協会でやりたいと
思っています。それで少しずつ業界全体が上向き，啓
発にもつながる。それがメンタルケアという枠組み
を超えた，経営にも資する取り組みとリンクすると
思っています。実際にあるホテルの伝説のコンシェ
ルジェの話，有名ですけれども，毅然とした接客，組
織の姿勢を前面に出すことで，クレームが生まれな

い，意識の醸成ができると思うんですね。そうするこ
とで法規制だけでない，北風対策じゃない，草の根の
太陽政策が可能になると思っています。これまでの
歴史でセクハラやパワハラが法整備に至るまで，あ
らゆる手段でこういった感じで草の根の啓発が進め
られて，法整備も相まって，今やセクハラやパワハラ
が当たり前のように，“いけないものだ”と認識され
ているように，私達みんなの力でそうなるように，カ
スハラが当たり前のようにいけないものだと言われ
るような世の中に，なればいいなと思っています。ご
清聴ありがとうございました。
小嶋：島田先生，ありがとうございました。続きま
して宮中先生よろしくお願いいたします。

■話題提供 6

宮中大介（（株）ベターオプションズ・慶應義塾大
学）
宮中：ご紹介ありがとうございます。株式会社ベ
ターオプションズ，慶應義塾大学の宮中と申します。
私の方からは心理学とデータサイエンスを活用し
たカスハラ対策についてお話させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本日のアジェンダは 3つです。1．クレーム記録の
統計分析によるクレーム対応指針の検討，2．項目反
応理論を用いたカスハラ対応力テストの運用，3．自
然言語処理技術を用いたカスハラ対策掲示板の運営
になります。若干テクニカルな話になりますが，お付
き合いのほどよろしくお願いいたします。
まず 1点目は，クレーム対応記録を統計分析する
ことによってクレーム対応指針を強化していくとい
うことを考えております。UAゼンセン様が策定し
ている「顧客からのハラスメント定義とその対応に
関するガイドライン」というカスハラ対応のガイド
ラインのなかで，従業員教育の重要性が指摘されて
いる通り，まずはクレーム対応マニュアルをしっか
り作っていくことが大事だと考えております。
これを受けまして，データサイエンスとしてはど
ういうことができるかということを，私の方で考え
てみたのがこちらでございます。まずは，現在各社が
保有するクレーム対応記録を業界単位で一元化し，
データを分析するとともに，クレーム対応をより強
化できるような知見を得ていく，ということです。
先ほど阿部様のお話で，損保業界全体として不正
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請求を防ぐためのデータベースが構築されていると
のお話がありましたが，それと全く同じ考え方でご
ざいます。
業界として構築するクレーム対応記録は，担当者
の属性，あるいは顧客の属性，あるいは商品の属性と
いうものを，なるべく共通のフォーマットで入れて
いくという必要がございます。特に重要なのは，この
クレーム対応で失敗したか成功したかという定義も
各社バラバラに判定するのでなく，ある程度共通の
定義にあてはめて成功判定を判定していく，そして
その項目には，心理学等の様々な知見を基にしてカ
スハラ対応が成功しやすいような要因を入れていく
ということが考えられます。
このようなデータを整備していくことにより，実
際に統計分析等を行うことが可能になります。例え
ばロジスティック回帰モデルといったもので，担当
者の属性，あるいは顧客の属性，商品の属性といった
変数からクレーム対応確率を予測するといったモデ
ルを作っていくことができると思っています。この
モデルを開発する際においては，当然心理学等の知
見も活用する必要があると考えております。
実際にデータに統計モデルを当てはめてパラメー
タを推定すると，例えば担当者のスキルの係数がプ
ラスになっていれば，「担当者のスキルが高いほどク
レーム対応で成功確率が高い」といった知見を得る
ことができます。開発したモデルを使えば，次々と複
雑な要因が見えてきます。例えば，担当者のスキルと
クレーム成功の関連が特定の商品において特に差が
大きいといったこともわかるかと思います。
統計モデルによる結果は専門家にしかわからない
ものですので，現場に展開していく際には工夫が必
要です。例えば，担当者の年齢とお客様の年齢が近い
と成功確率が高いという結果が出たとします。その
場合，「なるべくお客様と年齢が近い担当者がクレー
ム対応に当たる」といった内容をクレーム対応マ
ニュアルに盛り込むといった形で，現場に展開して

いくことが重要と考えております。
さて，2点目も若干テクニカルな話です。項目反応

理論を用いたカスハラ対応力テストの運用について
お話ししたいと思います。
背景については，1点目と同様に UAゼンセン様
のガイドラインです。従業員のクレーム対応が企業
ごとに結構バラつきがあり，それがカスタマーハラ
スメントの原因の一つになっているといった指摘が
ございました。そこで，クレーム対応方針を業界内，
少なくとも企業内で統一して取組を進める必要があ
ると考えております。
そのための一つの方法として，業界共通のカスハ
ラ対応力強化コンテンツ，例えば eラーニングコン
テンツのようなものを作りクレーム対応方針の徹底
を図るということが考えられます。このコンテンツ
は心理学あるいは先ほど各登壇者がお話しくださっ
たような現場のノウハウを基に制作しておき，入社
時，あるいはその後の研修で定期的に実施をし，確認
テスト等で従業員の方の理解を確認していきます。
それと共にコンテンツの方もよりよく改善していく
ということが必要と考えております。
確認テストの問題については，なるべく具体的な
接客場面を想定して，それに対して望ましい対応を
選択できるかどうかをテストするということが考え
られます。
このような確認テストを実施する際に，非常に問
題になるのが，業界ごとの業務内容や顧客属性等の
違いです。例えばスーパーのレジを担当される方と
携帯ショップの店員の方に確認テストを実施すると
します。両者に共通するカスハラに関する問題を出
すということも当然ありますが，それぞれの業界・
業務に適した問題，つまり独自の問題を出題すると
いうことも考えられます。そうした場合，共通の問題
であれば結果の正答率を使ってカスハラ対応力の高
低を評価できるのですが，それぞれ独自の問題を出
している場合は，そもそも問題の難易度が異なる可
能性があるため，単純にその正答率では比較ができ
ないということになります。そこで項目反応理論と
いうものを使うことを提案したいと考えておりま
す。
項目反応理論とは，確認テストの難易度のような
問題の特性と，回答者の特性，今回であればカスハラ
対応力を分離して検討することができる統計的な手
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法です。項目反応理論は単純な正答率ではなく，潜在
的な特性，今回であればカスハラ対応力と問題に対
する反応パターンの組み合わせで項目の特性を表現
します。今回は，反応パターンとして正答/誤答を想
定しますので，カスハラ対応力と問題に対する正答
率の組み合わせとも言えます。横軸を潜在的な特性
であるカスハラ対応力とすると，カスハラ対応力が
高い人ほど正答率が高くなるという曲線を使って個
別の問題を評価いたします。なお，カスハラ対応力の
ような潜在特性は，集団内で標準正規分布に従うと
仮定します。0が集団の平均的なカスハラ対応力，マ
イナスであればカスハラ対応力が平均よりも低く，
プラスであればカスハラ対応力が平均よりも高いこ
とを意味します。
事例 1であれば，カスハラ対応力が平均の 0のと
ころと縦軸が交わるところがちょうど 0.5ですの
で，平均的なカスハラ対応力の人の約半分ぐらいは
正解できる問題であると評価することができます。
同様に事例 2であれば，曲線が左に寄っており，平均
的なカスハラ対応力 0のカスハラ対応力の人が 8割
以上正答できていますから，事例 1に比べると易し
い問題であるということがわかります。
項目反応理論では，曲線の位置，つまり難易度を表
現するパラメータに加えて，識別力と呼ばれる曲線
の傾きを表すパラメータを入れることができます。
例えば，事例 9であれば正答率を表す曲線の傾きが

急になっていますので，カスハラ対応力が高い人と
低い人で回答率に差が出やすい問題であり，逆に事
例 10に関しては曲線の傾きがなだらかなので，カス
ハラ対応力によってあまり正当率に差が出ない問題
であるという判断をすることができます。
この方法であれば，先ほどのレジ担当者と携帯
ショップの担当者で共通の問題だけではなく，それ
ぞれに独自の問題を出し，それらを共通の土俵で評
価するということも実現できます。項目反応理論を
適用すると，レジ担当者と携帯ショップの担当者そ
れぞれのカスハラ対応力を基にした項目特性曲線と
いうのが得られますので，これに注目するというこ
とになります。
ここでポイントになりますのは，レジ担当者の集
団から得られた項目特性曲線と，携帯ショップの店
員の項目特性曲線において，横軸のカスハラ対応力
はそれぞれの集団を基準にしているため直接比較は
できないことです。
ここで，レジ担当者の集団と携帯ショップの店員
が共通の問題に回答していた場合，難易度や識別力
といった問題の特性は同じはずで，それらに違いが
あるとすると，それぞれのカスハラ対応力を基準に
問題の難易度や識別力を推定していることに由来す
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ることになります。このことを利用すると，携帯担当
者の項目特性曲線を，レジ担当者のカスハラ対応力
を基準としたものに変換することができます。これ
は「等化」という操作になりますが，これによりレジ
担当者のカスハラ対応力を基準にして，レジ担当者
向けの問題と携帯担当者向けの問題の項目特性を出
すことができます。項目反応理論を使うと，業界独自
の問題が実は同じくらいの難易度の問題であること
がわかると同時に，難易度で見ると共通の問題の方
が実は難しいといったことがわかります。
このように，一度それぞれの集団で項目特性のパ
ラメータが得られれば，それを使って今度はそれぞ
れの問題に対する回答パターンから回答者のカスハ
ラ対応力を推定することができます。例えば，レジ担
当者のカスハラ対応力を基準にした項目の特性から
携帯担当者のカスハラ対応力を推定すると，レジ担
当者のカスハラ対応力は標準正規分布に従うのです
が，携帯ショップ店員のカスハラ対応力は若干左に
寄った回答に対応力の分布が出てくるということで
す。これを見ると，携帯ショップの担当者のカスハラ
対応力は，レジ担当者よりもだいたい 0.5標準偏差
ぐらい低いということがわかります。共通の問題を
含んでおけば独自の問題を出した場合にもそれを共
通の土俵に乗せて，カスハラ対応力を統計的に評価
できるというのが，この項目反応理論をもちいてテ
ストを運用するメリットです。
3点目は，自然言語処理技術に基づいたカスハラ
対策掲示板の運営についてお話ししたいと思いま
す。
小売業等の接客対応の多い職種においては，店員
の方がお客様からのクレームなど様々なストレスが
かかる経験をすること想定されます。そういった場
合に，従業員の方が利用できるようなクローズドな
（特定の人しか利用できない）カスハラ対策掲示板を
設置することも有効かもしれません。この掲示板に
従業員やアルバイトの方がアクセスをして，自由に
体験や意見を書き込んで交流をしていくという仕組
みです。それによって，お互いのメンタルケアやサ
ポートを促す可能性があるのではないかと考えてお
ります。
アルコール依存症の患者同士がグループになって
回復を目指す AA会というアイディアがあります
が，カスハラにおいても同様の仕組みを持つことで

良い環境を構築することができるのではないでしょ
うか。
掲示板の運営においては，専門のカウンセラーが
ファシリテーターとなり，必要な場合は掲示板に書
き込みをしてメンタルケアを進めていくということ
が考えられます。その際，最近発達している自然言語
処理技術や機械学習の技術を使うことによって，初
めてログインした人が，何か書き込みをするとその
人に適したフォーラムに自動的に案内されるとか，
あるいはユーザーの書き込みを自動で収集してカス
ハラ事例をテーマ別に分類するといったことも可能
であろうと考えております。
さらに，書き込みを収集していくと，あるパターン
の書き込みをするユーザーさんはメンタルヘルスの
リスクが高い傾向があるといった関係性も明らかに
なるだろうと思います。最初は人間のカウンセラー
がフォーラムのファシリテーションを行うことにな
りますが，将来的にはカウンセラーの書き込みデー
タを機械学習させていくことによって，定型的なコ
メントやメンタルケアなどは AIで行って，カウン
セラーは，本当に人間でないとできないような複雑
なサポートに集中するといった仕組みができると思
います。すると，このクローズドなカスハラ対策掲示
板を人間のカウンセラーと AIが分担をして運用し
ていくことが可能になります。ご清聴ありがとうご
ざいました。
小嶋：宮中先生ありがとうございました。このま
まパネルディスカッションに移らせていただきま
す。上市先生よろしくお願いいたします。

■指定討論

上市秀雄（筑波大学）
上市：指定討論者の上市秀雄です。よろしくお願
いいたします。
まず，最初に簡単に自己紹介をいたします。専門は
意思決定，社会心理学，認知心理学になっています。
今は「後悔」について研究しております。
「後悔を活かす心理学-成長と成功を導く意思決定
と対処法-」（中央公論新社）が近々刊行予定なので，
ご興味ある方は読んでいただければと思います。今
回のカスタマーハラスメントは直接関係ないかもし
れませんが，何らかのストレスへの対処ということ
に関しては後悔と同じようなところがあり，多少は
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参考になるところもあると思います。他にも今日簡
単に説明いたしますが，アイトラッキングカメラ実
験をやろうと計画しておりました。しかし，コロナの
関係で中断せざるを得なくなり，これに関してお話
しすることができないのが少し残念です。
元々はリスク認知が専門で，現在子宮頸がんワク
チンの接種意思決定のことについても研究をしてお
ります。これについても今後の問題点を感じている
ことをお話しできたらと思います。あと社会問題，裁
判員制度とか更生支援などもやっております。
経歴の紹介ですが，元々は心理学を勉強しており
ました。それがなぜか法律の勉強を始めて，最終的に
最高裁判所の事務官試験に合格しました。そのとき
に行政書士を取りました。ただその後，なんとなく仕
事が合わないと思い，大学院で博士を取って，その後
助手をして筑波大の現職ということになっておりま
す。したがって「法学と少しの工学（Neural Net-
work）を学んだ」心理学者ということになります。
「味噌ト少シノ野菜ヲタベ」ふうにちょっと書いてみ
ました。はい，申し訳ありません。こんな人間です。
それでは本日の内容を簡単に説明いたします。ま
ず，心理学でできることについて簡単に説明したい
と思います。話題提供者の方々の内容を簡単にまと
めたものを図にしましたので，それをご参照くださ
い。
次に心理学で全く足りていないことについて，簡
単に説明したいと思います。一番言いたいのは，別視
点・複数視点から物事を捉えず，心理学の視点だけ

で物事を考えていると幅が広がらないということで
す。
特に法的・政策立案的視点ですね。
最後に工学系にもおりましたので，応用の可能性
ということで，ウェアラブルデバイスということで，
ここ 10年ぐらいで実現するであろうことを簡単に
ご説明したいと思います。そして最後に言いたいこ
とを少し述べたいと思っております。
それでは，まず心理学でできることです。本日の話
題の概略図です。先ほど話題提供者の方々が説明さ
れたように，まず「1．ハラスメント者」側の問題点
がございます。「2．年齢による違いや精神状態との違
い，あるいは性別の違い」など，様々あると思います。
特に「ハラスメント行動」といたしましては，身体
的な暴言や金銭的な補償，あるいはその他として，交
代しろとか処罰しろとかいったようなものが問題に
なっております。
それにより，皆様側の「2．被カスタマーハラスメ
ント者」と言いますか，実務の方々，実際にお店にい
らっしゃる方々がいろいろな損害を被ることになり
ます。身体的なストレスや不眠，金銭的な補償ですと
か，その他，長時間の拘束のような非常に大きな「損
害」が起こるということになります。
それに対し皆様方ができる「対処」として，個人的
にはストレスマネジメント，つまり様々なストレス
をどう解消するかっていうことと，あと組織として
は厳しいケースなら法的に対処する，そうじゃない
場合には，組織内でハラスメントに遭った人たちを
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ケアするというようなことが非常に重要であるとい
うことでした。
そして最終的には「スキル」，あるいは熟達度に
よっても対応の仕方が違うだろうということで，項
目反応理論などを使って弁別する，あるいは教育す
るために使う，そういった応用の可能性についても
説明してくださいました。それらが相互作用して，ハ
ラスメント者に対しての具体的な対処方法に繋がっ
てくるということでございました。
さらに「1．ハラスメント者」と「2．被カスタマー

ハラスメント者」の交互作用と相互作用と「3．状況」
による影響を強く受けるということを説明してくだ
さいました。例えば職種によって心身への影響が違
うとか，特にエッセンシャルワーカーがダメージを
受けていることが多いということも言われていま
す。加えて，時代によって捉え方が変わってくる，そ
れはハラスメント者，あるいは被カスタマーハラス
メント者両方に影響してくるということになりま
す。
そして，当事者だけではなく，この 3つの相互作用

が「4．国民」に対してどう伝わっているのか。国民
の私たちとしては「1．ハラスメント者に」対してど
ういう意識を持っているか，そして国民生活などに
実はどんな影響を及ぼしているかということを，今
日は説明してくださいました。
先程のエッセンシャルワーカーの話で言えば，
エッセンシャルワーカーが非常に影響を受けていま
すので，国民生活に重要な物流等も含めて，様々なも
のに影響が出ており，実は単純に「2．被カスタマー
ハラスメント者」だけが迷惑を被っているわけでは
ありません。実は国民の生活にも被害が出ているこ
とを私たちがどれくらい知っているか，についても
考える必要があることを提供していただきました。
このように全体に影響してきます。
そして最終的に心理学の視点から，エビデンスに
基づいて「5．法制化」がしたいというのが今日の 6
名の発表者の方々のまとめだと思います。
そこで指定討論者として，そういうことについて
簡単に説明していきたい，お聞きしたいと思います。
まず，「1．カスタマーハラスメント者側の問題」が

あると思います。「質問 1：ハラスメントとそうでは
ない行為，あるいは言動はどこまで区別できるのか」
というのが，素人の私としてはちょっとよくわから

ない，ですので，この辺りについて実際の実務の経験
がある皆様方から，教えていただけるとありがたい
なと思います。
つまり，過度のクレームでも，普通のクレームでも
ハラスメントとして取ってしまう人はいます。逆に
過度な行為でもハラスメントに当たらないような場
合も出てきます。このようなケースがありますので，
区別できるのかという疑問があります。例えば，商品
やサービスの対応に関して何かアドバイスするとい
うこともあると思います。励ましの言葉をかけてい
るつもりでも，受けとめる側としてはハラスメント
をされたと感じる場合もあるかもしれないので，ど
うやって区別するのかなということを実務の方々か
らお聞きしたいなと思います。
あと，ハラスメントによるダメージはハラスメン
トの対象や状況によってかなり異なると考えます。
商品に対するクレームの場合と，対応者に対するク
レームの場合とは違うと思います。これらの違いを
どのように対応するのかということもお聞かせ願え
ればなと思います。
そしてもう 1つは，「どのような基準で判断するの
か」ということです。対応者の主観でハラスメントか
否かを判断しても誰も納得しないので，客観的な基
準を作る必要があろうかと思います。例えば，タク
シーの中で暴言吐いて大昔に捕まった芸能人がいま
したが，暴言や暴行，ボディタッチも含め，強要とか
侮辱，名誉毀損，傷害などもあります。こういうもの
は判例という基準があり，それに従っていけば，法律
に触れるか否かというのは判断できます。したがっ
て法的手段に訴えることはできますが，ハラスメン
トは現行法では特に規定はないので，どこでどう線
引きしたらいいのかもお聞かせ願えればと思いま
す。
なんとなく，今回 UAゼンセン様の大量のデータ
がありますので，そこから IRTのようなものを使っ
て弁別するっていうことを考えているのかなと思い
ます。その場合，具体的にどうするのかということを
お聞かせ願えればなと思います。
次に，「2．非カスタマーハラスメント者の問題」で

す。今ここにいらっしゃる実務の方々の問題もある
と思います。
その一つが「質問 2-1：熟達した対応者と非熟達者
とでは，被言語的なコミュニケーションにはどのよ
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うな違いがあるのか？」です。
熟達した対応者の方とそうでない方＝非熟達者・
初心者の方で，言語的なコミュニケーションはそれ
ほど差がない気がしますが，非言語的なコミュニ
ケーションにはかなり差があるのではないかと思い
ます。言語化できるものは先ほどの項目反応理論で
弁別することは可能だと思います。しかし，実際には
優秀な人たちはおそらくですが，目線の動かし方や
話しかけるタイミング，近づくタイミングなど，それ
が非常に異なるのではないかと考えます。おそらく，
その可能性が非常に高い。
その場合，その非言語的なコミュニケーションの
差異をどう測定するか，あるいは実際にどのような
違いがあるのかという点は，実務の方々はなんとな
くわかっていらっしゃると思います。その辺をお聞
かせ願えると，心理学者はいろいろな方策が検討で
きると思います。
例えば接客するときに良いタイミングで声をかけ
ると，お客さんは非常に好感を持って物を買ってく
れるけれど，変なタイミングで声をかけると，まだ検
討中だよ，と鬱陶しく感じて，買う気が失せるという
ことも当然ある。そのタイミングについてもお聞か
せ願えればなと思います。
ちなみに私がやった研究ですと，挨拶はどのタイ
ミングで OKみたいです。そして考えているときに
はあんまり声掛けしないという結果が出ました。
そのときに言語だけではなくて，どのタイミング
で近づくか，目線をどこに持っていくか，あるいは話
しているときの目線を目と目を合わせるのか，それ
とも商品を見て喋るのか，それらにもコツがあると
思いますので，お聞かせ願えればと思います。これは
アイトラッキングカメラでの実験も必要ですね，今
中断中です。すいません。
「質問 2-2：誰もがハラスメントする側になる可能
性がある」，これは私の経験ですが，誰もがハラスメ
ントする側になる可能性があるのだろうと思いま
す。これについても検討していきたいと思います。
「ハラスメントがエスカレートしやすいタイプや特
徴があるか」どうか，「ハラスメントを予防する，エ
スカレートさせないための効果的な方法にはどのよ
うなものがあるのか？」もお聞かせ願えればと思い
ます。「対応者がハラスメント者を作ることもある
か？」ということもあります。

「3．状況の問題」としましては「質問 3-1：対面接
客と非対面接客によるハラスメントの内容，あるい
はプロセスの差異」についてもちょっとお聞かせ願
えればなと思います。「質問 3-2：第三者が介在した
場合については，どう考えているのか」。
話は変わりますが，最終的にこのスライドを私の
ホームページに載せますので，全部見ていただけれ
ばと思います。
「4．国民の問題」としましては，時代によって，ハ
ラスメントは変わるであろうと思われることです。
アルコールハラスメントは今誰もしませんし，セク
シャルハラスメントも絶対してはいけないとみんな
思っています。おそらくカスタマーハラスメントも
してはいけないというように，時代と共に変わって
くると思います。そこで，どうすれば国民全体に対し
てそのハラスメント意識を高めることができるか，
こういうことを私たちは考えなければいけません。
「質問 4：心理学ではどのようなことができるの
か」ということであります。
次に「足りないこと-別視点・複数視点に基づくア
プローチ，他分野との連携・融合・協働-」について
少し説明いたします。絶対的に足りないのが，法律あ
るいは政策の視点です。心理学者は自分の興味があ
ることについて調べて，こんな結果出ました，という
感じです。これは自戒を込めて言っておりますが，別
視点から現象を捉え，そしてそこに心理学を入れて
考えなくてはいけません。別視点から考えましょう
ということになります。
心理学は何でもできます，しかし法的視点とか政
策視点に立って物事を考えていないと，活用側とし
ては使えないということになります。膨大な心理学
の知見から，ここにいる実務の方々が欲しいデータ
があったときに，自ら探し出す必要がありますし，そ
もそもデータがない可能性もあります。このような
作業はなかなかできることではありません。
したがって，心理学者側は知見を使える形で，きち

んと提供できるようにする事まで考えなければ，こ
れから心理学は生き残っていけないと考えていま
す。
「6．法制化」するために必要なこととしては，「質
問 1：現行法では対応できないという学術的根拠を
示し，裁判等の実務で利用可能な判断基準書も作成
する必要があるのでは？」ということです。
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学術的な根拠を出し，しかも一番いいのは裁判で
も勝てますっていうぐらいのものを出さないと，結
局作っても全く意味がないということになってしま
います。すなわち法律関係者の方々の使用に耐える
ものを出さないと，作ったはいいが，あまり意味ない
かなと思っています。
最後に言っておきたいのは，法制化するときに，心
理学では一つ一つの罪では問えるほどではなかった
としても，それらの相乗作用によって，一つの犯罪よ
りもダメージが大きくなるということを，客観的な
データを持って示すことができますので，根拠をき
ちんと出せば，法律家の方々も使えると判断すれば
取り入れてくれると思います。ですから，そのような
研究を心理学で行うとよいと感じます。
もう一点，カスタマーハラスメント防止法（仮）を
作ったときに，国民の理解が得られないままだと機
能しない可能性があるので，国民の理解はきちんと
得ることは重要です。
例の一つとして，裁判員制度があります。国民の理
解を得られてないのでみんなやりたくないというの
が本音です。ヘイトスピーチ解消法も同様です。この
規定では，日本人が外国人をヘイトしたらアウトで
すが，外国人が日本人をヘイトしても OKです。調
べてみましたが，逆のケースには特に規定ありませ
ん。このように趣旨に賛同できても，内容は…どちら
がヘイトしても駄目ですよね，といったような国民
の視点が欠けていました。法制化するためには，問題
点を事前に整理し，最初の段階から心理学は関与す

る必要があると思っております。駆け足になりまし
たが，どうもありがとうございました。
小嶋：上市先生ありがとうございました。この後
は本日の登壇者によるパネルディスカッションで
す。

■パネルディスカッション

桐生：上市先生からのご質問がございました，そ
れにちょっとお答えというか，考えを述べさせてい
ただきます。
まず，線引きですよね，どうやって線引きするか。
実は最後の法整備に心理学はどうやって関わってく
るかっていう問題と密接に関わりあるなと思ってい
まして。心理学者は法律について，あまり念頭にはな
いんですが，一部の心理学者には身近にありまして，
それが犯罪心理学者になります。例えば，私も裁判に
提出する意見書，つまり，何らかの刑事事件があった
り，民事もそうなんですけど，そういったものに対し
て，心理学的知見を求められて，今でも意見書を出し
たりしています。こんな形で，一部の心理学者は法に
関わっているんですよね。
そこで，そのような経験をもとにして，その線引き
はどうするかについて，少し考えを述べさせていた
だくと，多分，現場の方々は，これハラスメントかど
うかという判断は，その企業独自のマニュアルに
従ってやっているだけであって，共通の線引きでは
ないと思うんですよ。なぜならば，法律がないからで
す。法律がないから線引きできないんですね。
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「ストーカー規制法」がありますよね，ストーキン
グとは何か，相手が嫌がるようなことを何度も何度
も繰り返した時に，それダメだと，アウトだと，明文
化したもの。でも，実際にその法に従って，それがス
トーキングかどうかっていうのは，被害者は警察に
届け出をして，警察がこれは悪質だねっていうこと
で検察庁に送り，起訴して，裁判でストーカー規制法
にてストーカーかどうか，審理するんですね。
最終的に，このカスタマーハラスメントについて
も同じような経緯でやるべきだと思っています。で
すから，企業独自でやるんじゃなくて，あくまでも法
律があって，それに従って裁判で明らかにしてもら
うのが良いと考えています。
悪質クレームの行為，それをきちんと法文化して，
例えば過度な謝罪を求める，一定の金額以上のもの
を求めるみたいな行為があったときに，法律に照ら
し合わせる手順を踏む。主観じゃなく法によって判
断する。その前提に基づき，お客さんが大声を上げた
時点でアウトであり，その行為自体も駄目なんで
すってしないと，このクレームというか，カスタマー
ハラスメントの対策は，なかなか前に進まないと
思っています。
では，法整備に至るまでにどうするかといったら，
今，企業はかなり我慢している状態にいるわけです。
先ほど皆さんの話でいろんなその分類なさってい
ましたけど，私が考えるには，そもそも，その行為自
体が出たら，いかなる理由があってもこれはまずい
という，つまりお酒飲んじゃまずいとか，タバコ吸っ
ているから駄目，じゃなくて，そのダメな根拠と，そ
の後の対応を客観的な基準によって判断していくの
が，1番目だと考えています。
ですので，先ほど UAゼンセンのデータの分析結
果を出しましたが，あれらのような行為がカスタ
マーハラスメントを規定するじゃないか，というの
を挙げさせてもらいましたが，そのような基準を出
して，まずは企業側が線引きを試みる。そして，近い
将来において法整備され裁判にてきちんと判断して
もらうというプロセスを経ることが必要かなと思っ
ています。以上です。
上市：ありがとうございます。それに関してです
けども，私も基本的にはそうするしかしょうがない
のかなとは思っているんです。けれども，やっぱり最
初の段階で，私がなぜこういうことを言ってるかっ

ていうと，一番最初の段階で法律作るのはもちろん
重要だと思うんですけども，その法律を作る一番最
初の段階で，法関係者，法曹関係者の人間を巻き込ん
でおいて，これでもしあの公判・裁判やったときに
どうなるんだっていうことをきちんとシミュレー
ションしておかないわけです。結局，作ったけど法の
穴を通っちゃって，作ったはいいけども，実際何やっ
ても法で裁けないと，おかしいでしょっていうこと
です。
危険運転致死とかも，本当はもっと他の法律で適
用できたはずなのに，最初の判例の頃に，変なこと，
あれを適用しなかったせいで，結局またそういうも
のを作らなきゃいけなくなるっていうことが起こっ
てる。
私が，単に言いたいのは，まず最初の段階で，本当

にその裁判する人間，といいますか，裁判官とかもそ
れぐらいも巻き込まないと，結局作っても穴を通し
ちゃって駄目だから，弁護士で，失礼な言い方をする
と，結局最終的な法的な判断するのは裁判官なので，
多分裁判官巻き込まないと多分うまくいかないん
じゃないかなっていう気がちょっとしています。
桐生：でも，やっぱり議員が立法しなきゃいけな
いので，その段階で，法学者や警察，弁護士などに加
え，関連領域の専門家がまとめ上げることが必要か
と。先ほど申し上げたように，例えばストーカー規制
法だって，どの国の法律を見たって恋愛だけに限定
していません。対人関係，上司部下の関係や，仲間の
関係においても悪質な嫌がらせが何度も続いたら，
ストーキングであるとしているのに，日本の場合は
恋愛限定にしてしまった。また，ハラスメント防止法
においても，罰則が曖昧な法整備になっているんで
すよね。
そういった事態を防ぐうえでも，いろんな人を巻
き込んで，またその法を作るという段階においては，
上市先生がおっしゃったように，関連領域の専門家
に，心理学者が入るべきかと思っています。法整備の
為のデータ収集というかエビデンス収集は，心理学
の最も得意とすることだと思っているからです。
ここの点について，やはり心理学者が，きちんと関
わり実態を客観的に見える化して，いろんな分野の
方々に，それらを提示していくということをすべき
だと，今は，そんな時期，段階かなと思ってます。
上市：ありがとうございます。そういう段階とい
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うことですね。まだまだ本当に始まったばかり。はい
お願いいたします。
安藤：線引きについては，私たちの間でも最も議
論しているところです。ここが極めて重要だと思っ
ています。私たちも独自にガイドラインを作成して
おりますが，基本的な考え方として，ブラックなもの
をまずはっきりさせ，段々グレーなものを導き出し
ていく方法で良いと考えています。それは，「要求内
容」と「要求態度」，まずこれを区別するべきだと考
えており，「要求内容」が悪質なものは判断しやすい
です。例えば土下座の強要，これはダメです。また，
不当な返品もそうですね。他にも，例えば従業員の配
置転換を要求するとか，そもそも要求自体が成り立
たないものです。まず明らかにダメなものをはっき
りさせ「要求内容」が悪質なものについてはきちんと
対応をすると。
また，グレーなもの，つまり「要求態度」について

も，私たちとしては精神的な苦痛が大きいものが多
いですから，対処していくべきだと考えています。例
えば人権に関わるようなことですね。人格を否定す
るような「要求態度」であったり，あるいは業務妨害
に該当するようなもの，これらの観点を判断材料と
しながら「要求態度」（グレーなもの）については適切
に対応していきたいと考えています。一部の企業で
は，人権の問題としてカスタマーハラスメントを捉
えて…ハラスメントというのは，いじめ・嫌がらせ
という悪意がある行為ですので，きちんと線引きを
して要求対応についても取り組んでいこうという動
きはあります。
上市：ありがとうございます。そのときにですね，
また繰り返しになってしまうんですけども，やっぱ
り一つ一つの行為っていうのが，結局すごく極端な，

今意地悪な立場で言えば，結局そういうものであれ
ば，別に現行法でいいんじゃないかっていうことに
なるんですよね。なので，私の個人的にお願いしたい
ことは，先ほどちょっといったんですけども，一つ一
つはある意味大したことはないんで現行法には引っ
かからないんだけど，それが掛け算というか相互作
用してしまうと，多分普通の，例えば暴行罪で処罰さ
れるべき程度を完全に超えてしまう。一個一個は，超
えないんだけども，掛け算すると超えてしまうもの
を，心理学，あるいは先ほどの宮中先生がおっしゃっ
た，アイテムレスポンスセールとかを使って，「多分
これ超えてしまいます」と客観的な基礎データを出
してしまえば，普通の暴行ではなく，一つの暴行だっ
たらこの程度なんだけども，でも掛け算すると，こん
ななっちゃいますと言えるのではないか。だから，こ
れは絶対に法的にちゃんと規制しなければいけない
んだっていうことをできる気がするんですよね。そ
の可能性としては，どうなんですかね。それ出してく
れると，何か多分批判的な立場の人間なんか，ああそ
うかなって思うのかなってちょっと思いました。
宮中：先生ありがとうございます。おっしゃる通
り統計モデルを使って，なるべく客観的にそういっ
た相乗効果の影響をといったものを評価するという
のはできるとは思います。ただ私のように，心理学と
医学の両方に身を置いてる立場からすると，心理学
は，医学あるいは法律と違って，ゼロイチの判断をす
るために，どこかに閾値を設定するといったアプ
ローチが苦手なようにも感じています。
法律と医学って似ていて，最後は意思決定ですよ
ね。法律だと有罪か無罪かだし，医学だと病気か病気
でないかってゼロイチの判断をするという意味で法
律と医学って似ています。それに対して，心理学は連
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続的にというか，グレーなものをグレーのまま幅の
ある捉え方をする傾向にあるかと思います。うつと
か，医学分野だとうつかどうかの二択で扱いがちな
のに，心理学では，幅のある連続的な捉え方をしがち
だと思います。医学が診断基準と結びついていると
いうこともあるのかもしれません。
統計手法に関してもそういった背景を受けて，ゼ
ロイチの最終的な判断に繋げるようなモデルを作る
のは医学分野の方が得意だと感じていますので，そ
の辺をもう少し心理学も学んで，裁判での有罪無罪
とかゼロイチの結果をゴールにしたモデルを作ると
いったこともやっていけるのかなと思っておりま
す。
島田：付け加えていいですか。いいですか，すいま

せん。
私も，コラボレーションかなと思っていています。
そして，宮中先生がおっしゃったように医学系で，あ
る程度 IRT等でこの客観的なもの，そして法規制と
いうところが重要かと思っています。
私は，先ほどそのメンタルケアっていう切り口の
ところで可視化というので心理測定尺度をご紹介し
ました。やはり海外で顧客対応のストレッサー尺度
みたいなものはきちんと標準化されているので，そ
れをこちら側の日本語版にすることで，それでそれ
ぞれ，その人たちが先ほどその 1個の事案じゃなく
てそれが積もり積もって上市先生おっしゃいまし
た，まさにその対応者 1人がどれぐらいストレスを
感じているかっていうのを示せるかと。
私の意見ではその心理測定尺度ですし，宮中先生
がおっしゃったように，医学的なもの，そして法制化
に繋がるもの，そういうものもやはりこのコラボ
レーションで見える化していく，そういうふうに組
み合わせて出していくっていうことが，心理学，個々
の私達でできることなのかなって思いました。
上市：ありがとうございます。その辺りもちょっ
と今日時間がなかったので説明できなかったんです
けども，これはカスタマーハラスメントではありま
せんけども，あの精神障害の場合だと，あの DMS，
今 DMS5かな？きっちりとして診断基準が，もちろ
ん絶対的に正しいわけじゃないんですけど，基本的
にはその診断基準があって，それがどんどん改訂さ
れているというものがありますので，やっぱ今回の
シンポジウムで，なんかいろんな人たちが共同でっ

ていう言葉，なんかいろんな意味でも共通認識がで
きてきた感じがするので，最終的にはそういうもの
を作ってはどうかと思いました。
多分こういう話になると，どうしてもやっぱり法
曹関係者の人たちが何かあったときに，あるいは実
務の人たちがこれ法律に引っかかる引っかからない
のっていうことで，実際の弁護士の方に相談すると
かっていうのは多分あると思うんですけども，そう
いうときのマニュアルって言い方もちょっと違うん
ですけども，事例，こういう判断基準としてのもの
が，ある意味こういうそういうのを作るのは，心理学
が得意だと思うんですよね。
なので，そういうものがこうできたらいいなって
思って，今日のシンポジウムで，何か指定討論しよう
かな，聞こうかなと思っておりましたので，そういう
回答がきて非常に個人的には満足しております。あ
りがとうございます。
あとひとつ。それほど大きな話ではないんですけ
れども，やはり今後，単に個人的な意見なんですけど
も，やっぱり心理学だけで考えていくと多分本当に
ジリ貧になってしまって，何かうまくいかないか
なっていう気がちょっとして，なんとなくこう危機
感を持ってます。
ここは今回，応用心理学会のシンポジウムですの
で，やっぱ応用は本当に何でも OKというところが
ありますので，指定討論である私から言うのもなん
なんですけども，ここにいらっしゃる実務の方とか，
研究者以外の方たくさん来ていらっしゃいますので
ぜひですね，心理学者にですね，「こんなことを，
ちょっと考えてるんだけど，なんかデータどうやっ
て取ったらいいの」っていうことを聞いていただけ
ればと思っています。
多分，心理学者はそんなデータが欲しいんですか，
こういう実験をやればいいですよとか，こういう調
査をすればいいですよっていうことを，だいたいす
ぐ考えることって得意なので，そういうことが簡単
にできますし，心理学者はわりかしフレキシブルと
いいますか，融通の利く人が非常に，あとフランクな
人もたくさんいらっしゃいます。あんまりこう，なん
か学者だから聞きづらいとかそういうことは一切言
わずに，とりあえず聞いてみるっていうことをして
いただくとですね，非常に私個人的にはすごくいい
かなと思っております。
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近藤：（大声で）「バカヤロー！」と接客対応されて
いる方はいつも聞いています。
今一瞬驚いたと思いますが，店頭でも電話でもい
きなり怒鳴られます。非常にびっくりします。しかも
それが女性であったり，新しく勤務に就いた方で
あったりすると，いきなり電話で怒鳴られて傷つき
ますし，恐怖を感じて委縮してしまいます。
「バカヤロー」のたった一言ですが，このような経
験を積み重ねていくことによって，次第に心が重く
なり，仕事に行くことが負担になってきます。先ほど
安藤さんがおっしゃったように，要求と態度，状況と
いう前に，辛い経験やストレスが積み重なることに
よって対応者が心の健康を損なってしまうというの
もあると思います。
上市：多分，ちなみにですね今，私ものすごくびっ
くりして，あ，怒られたと思って，あ，やべ言い過ぎ
た，いつものゼミの感じで言いすぎちゃった，ごめん
なさい。学生にも時々言うんですけど。ちょっと思っ
てしまいましたけども。
多分，今おっしゃられたことは，もちろんここにい
る人にそういうことができる方がいるかどうかわか
らないですけど，心理学はそういうのがすごく得意
で，いきなり言われた場合，同じ言葉でもいきなり言
われた場合と，徐々にこう言われた場合とでは全然
ストレスが違うので，そういうようなことをきちん
と研究されていて，こういうときはこうですよ，これ
ぐらいのダメージありますよっていうことは，そう
いうことが，あの専門ではなくても，得意な先生がた
は大変多くいらっしゃると思います。
なので，本当にですね，何か心理学を宣伝するわけ
ではないんですけれども，本当にですね心理学って，
思ったよりも人間が関与していれば，大抵のものは
対応が効くんですね。そういう先生がたが日本中に
もたくさんいらっしゃいます，もちろん世界でも
もっとたくさんいらっしゃいます。なので，今言われ
たようなことに関しても，これってどうなんです
かって多分聞くと，いや，それはもう昔っからそんな
こと言われていて，いきなりそんなこと言われたら
ストレス大きいですよねとか，繰り返し言われたら
どんどん病んでいきますよねっていうのは，多分す
ぐ即答できる先生方ってのは多分たくさんいらっ
しゃると思います。
それぐらい，心理学って，皆さんがたが，疑問に

思ってることとか，あるいは知りたいなって思って
ることは，過去からずっとあるんですよ。そこで先ほ
ど私が言いましたように，心理学は駄目なところは
ちゃんとわかってますと，こういうふうに結果が
ちゃんとあるんです，というような発信とか，あるい
はその基礎データとなるものをきちんと出しておけ
ば，今言われたようなことに関してちょっと調べて，
今だったらインターネットでたたたって調べて，あ
あなんかこんなのあるじゃん，ああ，これこうなん
だっていうのが，多分わかると思うんですよね。
そういうことを心理学，私もそうなんですけど，今
まで正直やってないんですよ。最近やっと大学の方
で，皆さんの研究成果は全部載せなさいと，ホーム
ページにちゃんと載せてください，名前とかそんな
んだけじゃなくて，こういう成果があるんですよっ
てちゃんと出してる，とにかく外部にどんどんどん
どん情報発信しなさいっていうのが，ここ 10年ぐら
いで出てきました。これからは多分いろんな心理学
者の方々が，いろんな情報を単純に，わかりやすく，
こういうときにはこうですよとか，こういうふうに
使いやすいですよっていうことを出すでしょう。そ
して，スケールのそういう尺度とかね，そういうもの
だったら結構出してる先生いらっしゃいますので，
そういうところを見るとすごくいいのかなって
ちょっと思いました。
小嶋：会場の皆様からもご意見をぜひいただきた
いと思っております。今，上市先生が心理学を宣伝し
てくださいましたけども，そもそも心理学って何だ
ろうと思ってらっしゃる方も中にはいらっしゃると
思います。心理学で何ができるのか等，基本的なこと
でも全然構いませんので，ご質問等ございましたら
お願いいたします。
質問者：匿名でお願いします。現場の状況を汲ん
でいただき感謝しております。近藤さんがおっ
しゃったように，対人サービス現場における結論は
「悪質クレーマーには毅然と対応しなければならな
い」です。しかしながら，実際はそうはならず，対応
者がオロオロしてしまったり，言葉が出てこなかっ
たり，的外れな回答をしてしまったりすることも
多々あります。そんなときに心理学的なバックアッ
プと言いますか，こんなふうに考えて対応するとう
まくいくみたいなものがあればお教えいただきたい
です。
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桐生：お答えになるかどうかわからないんですけ
れども，よろしいでしょうか。
上市先生のお話もありましたし，皆さんからのお
話にもありましたが，カスハラの発生要件というの
は対応者と，対応者のバックのお店・企業の風土と，
今いるお客さん，すなわちクレーマーと，それぞれと
の関係性じゃないですか。そのときに，これまで企業
は，こういったややこしい人をうまくさばけて一人
前，みたいな風土があったんですよね。でももう，そ
ういう時代じゃないんだっていうことを，まず第一
に認識することがあると思います。
すなわち，そういったスキルは，多分逆 U字でし

てね，逆 U字っていうのは結局，こんなふうにして，
ある程度スキルがあれば耐えられるんだけど，それ
頂点超えちゃうともうあの役に立たないよねって，
パフォーマンス落ちるみたいな，そんなイメージが
心理学にはあるんですけど，それに準ずるんじゃな
いかと思うんですよ。なので，むしろあの，毅然とし
た態度は，どこまでを毅然とした態度としてする
かっていう，そういう組織や企業で決めておくとい
うことは重要だと思います。
それ以上のことは無理だから，それはその時，お客
さんに対するその毅然とした態度を周りが支えるの
ではなく，むしろそこからはストレスフルな状態に
なっちゃうので，対応者をちゃんとバックアップし
て，なおかつお客さんに対しては，「あなたはもうお
客さんじゃありません」という態度で対応してい
くっていうことが，これから僕は必要と思います。
つまり，心理学のノウハウっていうのは，テクニカ

ルにもあるんですけど，上市先生がおっしゃったん
ですけど，今世の中こういう状況で，その状況をうま
く言語化できるのが心理学なんですよね。
タバコの話もありましたし，様々なハラスメント，
セクハラもそうなんですけど，今までの基準で対応
していく時代ではないわけです。ある程度，毅然とし
た態度については，毅然とした態度をとる基準を決
めておいて，その上限を超えちゃったら，企業として
は，その人の心理的なケア，そして，お客さんには，
もう駄目ですよ，と伝えるような感じになった方が
いいんじゃないかなと僕は思っています。でないと，
カスタマーハラスメントいつまでたってもなくなら
ないと思うんですよ。女性に対するセクシャルハラ
スメントもそうなんですけど，いまだにセクシャル

ハラスメントを，ちゃんと理解してないオジサンは
いっぱいいるじゃないですか。
島田：対応者のケアをやってる立場として一言。
毅然とした態度，といっても実際は，「できるわけな
いよね，スタッフがフロントでお客さん対応してい
る中，孤立無援で毅然とした態度，自分が守ってもら
えない以上なかなかできないよね」みたいな話は必
ず出てきます。対人関係療法の考え方を応用すると，
お客さんって自分にとって，重要他者ではないんで
す。重要他者とは，自分にとってどれぐらい重要な他
人なのかということなんですが，基本，家族，身内で
すとかが一番大事な第 1層に来て，その次がお友達，
その先第 3層に職場の関係，そしてさらに遠いそれ
以降の層に，仕事上の関係や顧客の方々がいると考
えるのが，心理的にベストなんです。となるとカスタ
マーは実は，心理的距離のすごく遠い人たちだ，とい
うふうに考えると，真に心に影響を与える人じゃな
いよねっていう考え方ができると，楽になる可能性
がありますね。
もう一つ，同じ対人関係療法に役割期待というの
があります。自分が相手に対して妥当と思っている
役割と，相手が自分に対して思っている役割，その
ギャップを「役割期待のずれ」といって，顧客と対応
者，上司と部下，パートナーとの関係において，その
ずれが，コンフリクトにつながると考えます。ですの
で，相手の人格ではなく，そのずれにフォーカスし，
丁寧に是正していくことが，平和的解決につながり
ます。この役割期待のずれや，心理的距離を身につけ
られると，対応者にとって重要他者じゃない顧客に
対して，毅然とした態度をとる以外の解決策が見え
てくると思います。なかなか対応者側が毅然とした
態度が取れない環境である以上，それ以外の方法で
補完していくことも考えたほうがいいのが現状かな
と思いました。
上市：ちょっと違う視点があるんですけども，職
場ストレス研究において一番のストレスは，自分が
やってる仕事を他の人が理解してくれない，やって
いることをわかってくれないというのが一番大きい
そうです。
仕事量が多いとかそんなのはどうでもよくて，と
にかく自分がやっていることを周りの人が理解して
くれないというストレスが多いらしいんですね。な
ので，今回のカスタマーハラスメントで言うと，実際
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に対応された人たちがどれぐらい大変な思いをして
いるかっていうことを，他の同僚と直接は関係ない
人間も含めて，みんなで共有していれば，おそらく少
しはその方々も気持ちがちょっと楽になる，私これ
だけ苦労しているっていうのをみんなわかってくれ
れば，やっぱり愚痴も言えますし，悩み事も言いやす
くなるし，上司の人にも相談しやすくなる。
多分そういうものがないと，なかなか言えなく
なってしまって，結局どんどん 1人の，個人の問題に
なってしまうので，職場で共有というか，組織で共有
という形にして，あなたこれだけ大変でしたねって
いうことをみんなで共有するっていうことが，何か
重要なんじゃないかなと思いました。

質問者：どうもありがとうございました。今カス
ハラが頻発しています。あと 2-3年はこの状況が続
くと思いますし，カスタマーハラスメントを受ける
人が増えてきている状況でも，現場ではすぐ部下に
毅然と対応しなさいと言ってしまいます。しかし，現
実には容易ではありませんので，対応する際の心の
持ち方が一つでもあったらいいのに，と考えており
ました。参考にさせていただきます，ありがとうござ
いました。
小嶋：皆様ありがとうございます。
残念ながら，時間が来てしまいましたので，以上で
終わりにいたします。皆様大変今日は長い時間あり
がとうございました。（拍手）


