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は じ め に 

   

第 61 回日弁連人権擁護大会シンポジウム第 2 分科会は，「組織犯罪からの被害回復～特

殊詐欺事犯の違法収益を被害者の手に～」をテーマに実施します。 

 

「特殊詐欺」とは，振り込め詐欺など，面識のない不特定の人に対し，電話その他の通

信手段を用いて，預貯金口座への振込みその他の方法により現金等を騙し取る詐欺の総称

です。日々のニュースでも報じられているように，特殊詐欺の被害は一向に減少の兆しが

見えず，2017 年は 1 万 8212 件の被害が認知され，その被害総額は約 394.7 億円にも上り

ました。 

その手口は極めて巧妙で，民間企業が提供している様々なサービスやツールを駆使しな

がら，高齢者を中心とする被害者の良心や不安感に付け込み，被害者の正常な判断を失わ

せて，多額のお金を騙し取っています。 

 

このような特殊詐欺は，被害者に対して財産的な損害を与えるだけではなく，甚大な精

神的被害をも与える重大な人権侵害です。被害に遭った高齢者の中には，長年にわたり貯

めてきた多額の資産を奪われて将来を絶望し，心身にまで失調を来たす方もいます。 

 

一方で，特殊詐欺を行っている犯罪組織は，組織実態を巧みに隠しながら，犯罪を続け

ています。そのため，被害者の届出を受けて警察が捜査をしても，犯罪組織の首謀者の検

挙にまで至る例は極めて少ないのが現状です。お金の受取役である「受け子」や，騙しの

電話をかける役である「架け子」が検挙されても，首謀者は，新たな「受け子」や「架け

子」を用意して，犯罪を続けることができてしまいます。 

また犯罪組織は，騙し取ったお金を転々と移動させるなどして隠してしまうため，お金

の行方もわからなくしてしまいます。そのため，被害者の相談を受けて弁護士が裁判等で

お金を取り戻そうとしても，お金の所在がわからないため（そもそも加害者が誰なのかも

わからないケースが大半です。），被害回復も難しい場合が大半です。 

 

つまり，特殊詐欺を行っている犯罪組織に対し，現状の我が国における民事・刑事の司

法制度は脆弱というほかありません。 

犯罪組織は言わば野放しにされている状況にあり，首謀者は，民事・刑事の司法制度に

よる追及を免れながら，安全に，安定的に，毎年数百億円もの莫大なお金を，将来にわた

って獲得し続けることができるといった，盤石な体制を構築しているのです。 

 

基本的人権を擁護し，社会正義を実現することを使命とする弁護士として，このような

現状を見過ごすことは到底できません。私たち弁護士も，特殊詐欺を典型とする社会的弱

者等を標的にした組織的犯罪に係る被害の防止及び回復並びに被害者支援に全力を尽くさ

なければなりません。 

 

本基調報告書は，このような思いを持つ多くの弁護士が共同して調査・研究し，書き上
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げたものです。 

本基調報告書の第１編では，実際に特殊詐欺の被害に遭われた方々の声にも触れながら，

特殊詐欺の被害の実態や，被害者の苦しみがどのようなものであるかを明らかにします。

第２編では，民間企業，業界団体そして行政機関が，特殊詐欺の被害の防止のため，どの

ような取組を行っているのか，その現状と課題を明らかにします。第３編では，特殊詐欺

対策として最も重要な意味を持つ，捜査機関による捜査の現状や課題について検討を行い

ます。第４編では，犯罪被害の回復やマネー・ローンダリング対策に先進的な取組を行っ

ているスイス連邦の法制度などを参考にしつつ，特殊詐欺による被害の防止と被害の回復

のため，必要な法制度の在り方について検討していきます。 

 

 シンポジウムの開催によって，特殊詐欺被害が直ちにゼロになるわけではありません。

しかし，このシンポジウム，そして人権擁護大会での審議が予定されている「特殊詐欺を

典型とする社会的弱者等を標的にした組織的犯罪に係る被害の防止及び回復並びに被害者

支援の推進を目指す決議」が，特殊詐欺の被害防止と被害回復を大きく進展させる契機と

なることを願います。 

 

第 61 回人権擁護大会シンポジウム 

第 2 分科会実行委員会       

                           委員長  木 村 圭二郎  
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第１編 特殊詐欺の実態 

 

第１章 はじめに 

 

我が国においては，財産権を侵害する犯罪（財産犯）による現金被害額は減少する兆し

を見せておらず，その中でも突出しているのが詐欺被害である。特に最近は，綿密な犯行

計画と周到な役割分担の下，社会的弱者である高齢者を主な標的として，組織的犯罪とし

て行われる例が後を絶たない。 

このような組織的犯罪として実行される詐欺の代表的な手法であり，社会に甚大な被害

をもたらしているものとして「特殊詐欺」が存在する。 

警察庁によれば，2017年の特殊詐欺の認知件数は，1万 8212件，被害総額は約394.7億

円と，一向に減少の兆しが見えない。しかも，後に述べるように，特殊詐欺被害者は，被

害に遭っても周囲にそのことを隠す傾向が見られるため，上記の数字でも全体の被害を表

していないと考えられている。 

また，その手口は極めて巧妙であり，民間企業が提供しているサービスやツールを駆使

するなど日々複雑化しており，対策が追いつかないといった現実がある。 

そして何より問題であるのが，被害者の大半が高齢者であるということである。加害者

らは，卑劣にも，高齢者の家族を思う心，善意につけこみ，不安感を煽り，正常な判断を

失わせることにより，いとも簡単に多額の金員を詐取している。 

確かに我が国の刑法上，詐欺などの財産犯に対する刑罰は，死刑や無期懲役刑を定める

殺人，傷害等の生命，身体に対する犯罪のものよりも軽く，根本的に，被害の性格に差が

あると考えられている。しかし，健康や生活に不安を抱えることの多い高齢者にとって，
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第２章 特殊詐欺とは 

 

第１ 特殊詐欺の特徴 

 

特殊詐欺とは，面識のない不特定の者に対し，電話その他の通信手段を用いて，預

貯金口座への振込みその他の方法により現金等を騙し取る詐欺である。その特徴は，

社会的弱者である高齢者を中心的な標的として，犯行グループのリーダーや中核メン

バーを中心として，綿密な犯行計画を立て，電話を繰り返しかけて被害者を騙す「架

け子」，被害者の自宅等に現金等を受け取りに行く「受け子」等が周到に役割を分担

し，組織的に敢行されていることである。 

特殊詐欺を手口別に分類すると，振り込め詐欺（オレオレ詐欺，架空請求詐欺，融

資保証金詐欺及び還付金等詐欺）と振り込め詐欺以外の特殊詐欺に分けられる。 

 

第２ 特殊詐欺の分類 

 

１ 振り込め詐欺 

 

(1) オレオレ詐欺 

オレオレ詐欺という言葉は平成15年～16年頃から使われていたと考えられており，

「平成16年版 警察白書」には，「いわゆるオレオレ詐欺は平成15年 5月以降発生

が目立っている。平成15年中の認知件数は6,504件，被害総額は約43億 2,000万円，

検挙件数は179件，検挙人員は58人であった。」との記載がある。 

一時期減少傾向にあったものの，未だ振り込め詐欺の中でも主流を占める手口であ

り，息子など近親者を装って電話をかけ，交通事故やトラブルの示談金などの名目で

金を騙し取るなど，被害者の家族を思う心につけこんだ卑劣な手口である。 

 

(2) 架空請求詐欺 

「インターネットサイトの利用料金が未払いである」などと架空の請求をし，金を

騙し取る手口である。 

オレオレ詐欺に次いで多い手口である。 

 

(3) 融資保証金詐欺 

事業者などに低利の融資を勧誘し，融資に必要な保証金，信用調査等の名目で金を

騙し取る手口である。 

 

(4) 還付金等詐欺 

役所，税務署などを名乗り，保険料，税金等の還付等があると言って金融機関のＡ

ＴＭなどに誘導して振り込ませるなどし，金を騙し取る手口である。 

 

  

２ 振り込め詐欺以外の特殊詐欺 

 

金融商品等取引名目の特殊詐欺，ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺，異性との

交際あっせん名目の特殊詐欺など，多種にわたる。特に高齢者に対しては，介護施設の

入居権，医療に関する費用，サービス等，高齢者が興味を持つ話題から興味を引きつけ，

金を騙し取る手口もある。 

 

第３章 特殊詐欺による被害実態 

 

第１ 特殊詐欺の認知件数及び被害額 

下のグラフが示すように，平成29年の特殊詐欺全体の認知件数は1万 8212件（前年

比28.7％増），被害総額は約394.7億円（前年比3.2％減）である。前年に比べ，被害

額は減少したものの，特殊詐欺被害者には，被害に遭ってもそのことを隠す傾向がうか

がえるため，認知件数，被害額には表れない被害が多く存在すると考えられる。 

 

＜特殊詐欺の認知件数及び被害額の推移1＞ 

 

 

 
 

第２ 手口別の認知状況 

次のグラフが示すように，平成29年の被害状況を手口別に見てみると，オレオレ詐欺

が8496件（前年比47.7％増）と一番多く，被害額も207.9億円（前年比24.4％増）に

                            
1 警察庁ＨＰ「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版）1頁 
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上る。次いで，架空請求詐欺が，認知件数5753件（前年比53.7％増）と二番目に多く，

被害額は，127.7億円（前年比19.3％減）である。そのほか，還付金等詐欺が，認知件

数3129件（前年比15.0％減），被害額は35.9億円（前年比15.8％減）であり，上記3

手口で，特殊詐欺の認知件数全体の約95%を占める。 

 

＜振り込め詐欺手口別認知件数及び被害額の推移2＞ 

  

 
  

 
  

                            
2 警察庁ＨＰ「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版）1〜2頁 

第３ 特殊詐欺の被害者の実情 

 

１ 認知件数のうち高齢者被害が占める割合（高齢者率） 

特殊詐欺の被害者の大半は高齢者である。2017 年に関して見ると，高齢者（65 歳以

上）の被害の認知件数は 1 万 3196 件（前年比 19.3％増）であり，特殊詐欺全体のうち

高齢者被害の認知件数が占める割合（高齢者率）は，72.5%である（警察庁「平成29年

の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版）3頁）。 

手口別では，オレオレ詐欺の被害に遭った高齢者の割合が 96.2%，還付金等詐欺が

93.8%で，高齢者率は9割以上にも達する。振り込め詐欺のうち，架空請求詐欺，融資保

証金詐欺については高齢者以外の年齢層にも被害が見られるが，高齢者の被害防止が主

たる課題である点に相違はない。 

 

２ 他の財産犯被害との比較 

下表3が示すとおり，財産犯のうち最も件数の多い窃盗罪は，平成 19 年の認知件数が

118 万 4398 件であり，うち 65 歳以上の高齢者被害の認知件数は 11万 7275 件（被害全

体の 9.9％）であった。その後，窃盗被害における高齢者率は若干の増加傾向にあるも

のの，概ね10％から13％の間で推移している状況である。 

他方，詐欺罪は，平成19年の認知件数4万 9149件に対し，高齢者が被害に遭う割合

は20.6％であり，10年前から窃盗に比べて高めであったが，昨今，急速にその割合は増

加し，平成22年には30.7％，平成24年には41.3％，平成28年には44.1％を占めるよ

うになった。特に，振り込め詐欺における高齢者率が高く，平成 26 年以降，常に 70％

台後半から80％台で推移している。 

 
このように，特殊詐欺の被害者は，他の財産犯に比べ，高齢者の被害率が極めて高い

                            
3 警察庁「平成28年の犯罪情勢」110頁，図表1-4-3-2「主な罪種・手口における高齢者被害認

知件数H19-H28の推移」より抜粋 
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という事実からも，特殊詐欺は，とりわけ高齢者等の社会的弱者を意図的に狙って敢行

されていることが明らかである。 

 

第４章 手口分析   

 

第１ はじめに 

詐欺のシナリオやストーリーを中心とした特殊詐欺の手口は，第2章で述べた特殊詐

欺の類型ごとに様々なものが存在する（例えば，警察庁のＨＰ4やゆうちょ銀行のＨＰ5な

ど。）。また，今後も詐欺のシナリオやストーリーの変化に応じて，様々なパターンの

手口の出現が予想されるところである。 

 

第２ 騙し取られる客体（「騙取客体」）について 

ここでは，まず，騙し取られる客体（以下「騙取客体」という。）に着目する。当然

のことながら，騙取客体の第一に挙げられるべきは現金（預金されているものを含む6。）

である。しかしながら，現金と比べれば少ないものの，近時増えているキャッシュカー

ド（池田論文7によれば 2008 年に出現，ＡＴＭからの預金引き出しは窃盗となるが，特

殊詐欺の実質的被害額に含めて集計されている。）のほか，珍しいところでは購入させ

られた金塊8という場合もある。 

また，「Amazonギフト券」等の電子マネー（インターネットサービス利用権）が利用

されるケースには,被害者がコンビニエンスストア（以下「コンビニ」という。）等の店

頭でＰＯＳＡカード9を購入させられる場合（「ＰＯＳＡカード型」10）と加害者側がイ

ンターネット上で購入した「Amazonギフト券」等の代金を被害者がコンビニ等で支払わ

される場合（「収納代行型」11）がある。 

さらに，コンビニ等での収納代行を利用すれば，インターネットで購入できて収納代

行による支払いが可能で換金性の高い商品であれば, 電子マネー以外の商品も騙取客

体となり得る。 

いずれにしても，現金のほか換金性の高いものが騙取客体として選ばれていることが

分かるが，利便性が高く結果として換金性も高い商品には常に新たな騙取客体として選

                            
4 警察庁ＨＰ「特殊詐欺手口」 
5 ゆうちょ銀行ＨＰ「振り込め詐欺等の犯罪事例について」 
6 ｢預金による占有｣につき，松澤伸｢振込め詐欺を巡る諸問題｣13頁 
7 池田宏「振り込め詐欺の現状と被害予防対策」(被害者学研究第23号 106頁以下) 
8 朝日新聞2017年 5月 16日付け記事 
9 店頭で支払いを済ませることで有効化されるプリペイドカードやギフトカードのこと。 

「POSAカードとは」https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/1095315.html 
10 被害者から聞き出したコード番号をアカウントにチャージ(入金処理)した段階で電子計算機使

用詐欺が成立するものと思われる。 
11 チャージタイプのギフト券の場合はチャージされた段階で電子計算機使用詐欺が成立するもの

と思われる。なお，配送タイプのギフト券の場合は1項詐欺となる可能性があるが,配送の時間が

かかることから特殊詐欺での利用は考えにくい。また，Amazonでは，Eメールタイプと印刷

（PDF）タイプではコンビニ払い(収納代行)が利用できないようである。 

ばれる危険性がある。例えば，現時点では決済手段としてよりも投機対象としての色彩

が強い仮想通貨にも，将来的にはその可能性がある12。 

 

第３ 騙取客体の移転手段（「騙取方法」）について 

次に，騙取客体を犯罪者（加害者）側に移転する手段（以下「騙取方法」という。）

に着目する。これは，現在の経済社会における取引手段の数だけ方法があることになり，

一番容易なのは金融機関を利用した現金や預金の送金手続であるが，本人確認が厳格と

なり送金先に利用する口座の入手が困難となった13ことから，かつてよりも少なくなっ

ている14。 

現金そのものを宅急便やバイク便等で送るという方法も存在する(前述した金塊の送

付方法はバイク便。)が，この場合の送付先は，私設私書箱が利用されていたり15，現金

送付先のための居室が賃借されていたり16する場合が多い。 

近時増えているのは，現金やキャッシュカードを加害者側（「受け子」）が受け取り

に来る方法（｢手交型｣，池田論文によれば現金受取型は2010年に出現。）である。受け

取りに来るエリアは交通機関の発達により変化し，北陸新幹線開業後には石川･富山両

県の「手交型」の詐欺が急増している17。現金の受け渡し場所を東京圏に設定し,被害者

を呼び出す方法（「呼び出し型」若しくは「上京型」）も多く見られる。 

詐欺集団がバイク便会社を設立したと見られる事案も存在する18が，これは「受け子」

集団がバイク便を仮装した状況とも言い得る。 

また，被害者がコンビニ等の店頭で「Amazonギフト券」等のＰＯＳＡカードを購入し

た場合（「ＰＯＳＡカード型」）は，被害者から聞き出したコード番号を加害者側のア

カウントにチャージ（入金処理）することで「財産上不法の利益」を取得するに至る。

加害者側がチャージタイプのギフト券をコンビニ支払いで購入した場合（「収納代行型」）

は，被害者が支払いを完了することにより加害者側のアカウントに自動的にチャージ（入

金処理）され「財産上不法の利益｣を取得するに至る。 

ただし，騙取方法には，被害者が容易に利用可能であることを要するという制約が存

在する。品川駅の暗証番号付きコインロッカーに現金を入れるように指示された被害者

が，暗証番号の設定方法が分からずに下校中の中学生に尋ねたところ,中学生の機転で

被害が防止されたという事案も存在する19。また，少なくとも仮想通貨の利用が一般的と

までは言えない現時点においては，特殊詐欺で仮想通貨そのものを移転させるという方

                            
12 現時点で確認されている「仮想通貨がらみ」の特殊詐欺は，仮想通貨取引で損を出したとか,仮

想通貨取引所の口座に現金を送金させたといったものであり，被害者が有する仮想通貨自体を騙

し取ったものではない。 
13
 第２編第３章第６を参照。 

14 もっとも，外国人名義と見られる銀行口座が特殊詐欺のツールとして使われる例が増えている,

との報道もある（朝日新聞DIGITAL2018年 5月 24日付け記事）。 
15 民暴京都大会協議会資料204頁以下 
16 阪井光平「特殊詐欺捜査についての一論考」（警察学論集2018年 4月号） 
17 福井新聞ONLINE2018年 5月 17日付け記事 
18 日本経済新聞電子版2016年 9月 5日付け記事  
19 朝日新聞DIGITAL2017年 4月 21日付け記事 
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という事実からも，特殊詐欺は，とりわけ高齢者等の社会的弱者を意図的に狙って敢行

されていることが明らかである。 

 

第４章 手口分析   

 

第１ はじめに 
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される場合（「収納代行型」11）がある。 
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4 警察庁ＨＰ「特殊詐欺手口」 
5 ゆうちょ銀行ＨＰ「振り込め詐欺等の犯罪事例について」 
6 ｢預金による占有｣につき，松澤伸｢振込め詐欺を巡る諸問題｣13頁 
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8 朝日新聞2017年 5月 16日付け記事 
9 店頭で支払いを済ませることで有効化されるプリペイドカードやギフトカードのこと。 

「POSAカードとは」https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/1095315.html 
10 被害者から聞き出したコード番号をアカウントにチャージ(入金処理)した段階で電子計算機使

用詐欺が成立するものと思われる。 
11 チャージタイプのギフト券の場合はチャージされた段階で電子計算機使用詐欺が成立するもの

と思われる。なお，配送タイプのギフト券の場合は1項詐欺となる可能性があるが,配送の時間が
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ばれる危険性がある。例えば，現時点では決済手段としてよりも投機対象としての色彩

が強い仮想通貨にも，将来的にはその可能性がある12。 

 

第３ 騙取客体の移転手段（「騙取方法」）について 

次に，騙取客体を犯罪者（加害者）側に移転する手段（以下「騙取方法」という。）

に着目する。これは，現在の経済社会における取引手段の数だけ方法があることになり，

一番容易なのは金融機関を利用した現金や預金の送金手続であるが，本人確認が厳格と

なり送金先に利用する口座の入手が困難となった13ことから，かつてよりも少なくなっ

ている14。 

現金そのものを宅急便やバイク便等で送るという方法も存在する(前述した金塊の送

付方法はバイク便。)が，この場合の送付先は，私設私書箱が利用されていたり15，現金

送付先のための居室が賃借されていたり16する場合が多い。 

近時増えているのは，現金やキャッシュカードを加害者側（「受け子」）が受け取り

に来る方法（｢手交型｣，池田論文によれば現金受取型は2010年に出現。）である。受け

取りに来るエリアは交通機関の発達により変化し，北陸新幹線開業後には石川･富山両

県の「手交型」の詐欺が急増している17。現金の受け渡し場所を東京圏に設定し,被害者

を呼び出す方法（「呼び出し型」若しくは「上京型」）も多く見られる。 

詐欺集団がバイク便会社を設立したと見られる事案も存在する18が，これは「受け子」

集団がバイク便を仮装した状況とも言い得る。 

また，被害者がコンビニ等の店頭で「Amazonギフト券」等のＰＯＳＡカードを購入し

た場合（「ＰＯＳＡカード型」）は，被害者から聞き出したコード番号を加害者側のア

カウントにチャージ（入金処理）することで「財産上不法の利益」を取得するに至る。

加害者側がチャージタイプのギフト券をコンビニ支払いで購入した場合（「収納代行型」）
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12 現時点で確認されている「仮想通貨がらみ」の特殊詐欺は，仮想通貨取引で損を出したとか,仮

想通貨取引所の口座に現金を送金させたといったものであり，被害者が有する仮想通貨自体を騙

し取ったものではない。 
13
 第２編第３章第６を参照。 

14 もっとも，外国人名義と見られる銀行口座が特殊詐欺のツールとして使われる例が増えている,

との報道もある（朝日新聞DIGITAL2018年 5月 24日付け記事）。 
15 民暴京都大会協議会資料204頁以下 
16 阪井光平「特殊詐欺捜査についての一論考」（警察学論集2018年 4月号） 
17 福井新聞ONLINE2018年 5月 17日付け記事 
18 日本経済新聞電子版2016年 9月 5日付け記事  
19 朝日新聞DIGITAL2017年 4月 21日付け記事 



第１編 特殊詐欺の実態

－16－

法が選択されることは考えにくい。 

現金預金の移転について，被害者の行動面から見たチャートを示すが，このプロセス

のどこかで現金移転を止めるというのが対策論の着目点となる。 

 

なお，決済手段の発達20はそのまま騙取客体や騙取方法のバリエーションを増やすこ

とになる。便利になればなるほど，それが不正に利用される危険性が高まるのは必然で

あるとも言える。その意味で，収納代行手続が可能なオンライン端末と入出金や送金が

可能なＡＴＭが併存するコンビニは，加害者にとっても極めてコンビニエンスな存在で

あり，被害防止の重要拠点と言うべき存在である。 

 

第４ 騙取客体を移転する理由や名目（「騙取名目」）について 

次に，被害者が加害者側に（現金等換金性の高い）騙取客体を移転させる理由や名目

（以下「騙取名目」とする。）について着目する。この部分こそが加害者側が最も知恵

を絞っているところであり21，これまでもこれからも様々な詐欺のシナリオやストーリ

ーが存在し得る，特殊詐欺の特質が凝縮されている部分である。 

しかしながら，これまで特殊詐欺の事案として報道されたり紹介されたりしたものを

見る限り，こと被害者の主観においては，騙取名目には，「危機回避」（息子のトラブ

                            
20
 官民挙げてのキャッシュレス化の動きには注意を要する。特にLINE Payのように個人間決済

を可能とするものについては特殊詐欺に利用される危険性があるが，結局のところ，移動資金

（電子マネーを含む）の受入口座（アカウント）の本人確認がポイントとなるはずである。 
21 加害者側からの取材内容を物語描写したものとして，鈴木大介「振り込め犯罪結社」（宝島社）

及び同「老人喰い」（筑摩書房）がある。 

ルに金銭的解決を持ちかけるタイプのオレオレ詐欺がその典型。）か「利益獲得」（金

融商品等の優先的購入を持ちかけるタイプがその典型。）の2パターンしかないと言っ

て良く，さらに言えば，多くは被害者本人やその身内の「危機回避」が主たる騙取名目

である22。 

例えば「優良老人ホームへの優先的入居権が取得できる」などの「利益獲得」行為へ

の誘導（優良老人ホームへの入居は困難という不安につけ込んでもいる。）があったと

しても，その後にそのような優先的地位が不正に取得されたとの糾弾を経て，「危機回

避」行為へ追い込むための入り口に過ぎない場合が多い23。また，今回の人権擁護大会準

備のために御協力いただいた特殊詐欺被害者の方々へのヒアリング結果を見ても,社債

購入を持ち掛けられた後に名義貸しやインサイダー取引が違法であるとして,それに起

因する「危機回避」行為へと追い込まれている場合が多い。これは，「利益獲得」だけ

であれば被害者はその獲得機会を放棄するという選択肢があることになるが,「危機回

避」の場合は被害者に他の選択肢はないと思わせることができる，というのがその理由

と考えられる。 

被害者は，言わば,加害者側が推奨する「危機回避」策という架空商品を言われるがま

まに購入させられているのである。 

 

第５ 被害者の心理 

加害者は,いかにして被害者を「危機回避」行為に追い込んでいるのかについては，心

理学及び行動経済学の知見が参考となる。 

まず，心理学の研究成果からは，「加害者からの詐欺のメッセージを被害者はどのよ

うに受け止め行動に移していくのか」について，以下のように説明されている。 

すなわち，意思決定過程につき，心理学では「精査可能性モデル」や「ヒューリステ

ィック－システマティックモデル」に代表される二重過程モデルによる説明が提唱され

ているが，このモデルによると，加害者からのメッセージは受け手の中で「熟慮的処理」

と「自動的処理」の2つの過程を経て意思決定されると考えられる。「自動的処理」と

は，無意識のうちに直感的な判断を行う過程であって，必ずしも正しい判断に至るとは

限らないものであるが，振り込め詐欺の被害者は，加害者の電話から恐怖喚起，時間的

切迫，返報性（相手からの好意に報いなければならないという心理）等の心理的影響を

受け，「自動的処理」による判断で被害に遭ってしまうものと考えられる24。 

また，行動経済学でも，意思決定を以下のように2つのシステムに分ける説明がなさ

れており，加害者側と被害者は用いるべきシステムを巡ってせめぎ合う関係にある。 

すなわち，行動経済学では，人間の意思決定は，①情報を十分に吟味せず，無意識的

で直感的に判断する簡略的な意思決定システム（「システムI」）と，②幅広い情報に基

づき論理的な判断を導く意思決定システム（「システムⅡ」），の2つを必要に応じて

                            
22 近時多く見られる金融庁職員等を騙ってキャッシュカードを詐取する事案も，預金口座が犯罪

等に利用されているなどとして，「預金を守るため」という「危機回避」名目である。 
23 「会員制介護付老人ホームの特別会員権の購入を勧誘する「株式会社ミサワケアホーム」に関

する注意喚起」（消費者庁） 
24 「消費者の意思決定行動に係る経済実験の実施及び分析調査報告書」（2008年 内閣府） 
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現金預金の移転について，被害者の行動面から見たチャートを示すが，このプロセス

のどこかで現金移転を止めるというのが対策論の着目点となる。 

 

なお，決済手段の発達20はそのまま騙取客体や騙取方法のバリエーションを増やすこ

とになる。便利になればなるほど，それが不正に利用される危険性が高まるのは必然で

あるとも言える。その意味で，収納代行手続が可能なオンライン端末と入出金や送金が

可能なＡＴＭが併存するコンビニは，加害者にとっても極めてコンビニエンスな存在で

あり，被害防止の重要拠点と言うべき存在である。 

 

第４ 騙取客体を移転する理由や名目（「騙取名目」）について 

次に，被害者が加害者側に（現金等換金性の高い）騙取客体を移転させる理由や名目

（以下「騙取名目」とする。）について着目する。この部分こそが加害者側が最も知恵

を絞っているところであり21，これまでもこれからも様々な詐欺のシナリオやストーリ

ーが存在し得る，特殊詐欺の特質が凝縮されている部分である。 

しかしながら，これまで特殊詐欺の事案として報道されたり紹介されたりしたものを

見る限り，こと被害者の主観においては，騙取名目には，「危機回避」（息子のトラブ

                            
20
 官民挙げてのキャッシュレス化の動きには注意を要する。特にLINE Payのように個人間決済

を可能とするものについては特殊詐欺に利用される危険性があるが，結局のところ，移動資金

（電子マネーを含む）の受入口座（アカウント）の本人確認がポイントとなるはずである。 
21 加害者側からの取材内容を物語描写したものとして，鈴木大介「振り込め犯罪結社」（宝島社）

及び同「老人喰い」（筑摩書房）がある。 

ルに金銭的解決を持ちかけるタイプのオレオレ詐欺がその典型。）か「利益獲得」（金

融商品等の優先的購入を持ちかけるタイプがその典型。）の2パターンしかないと言っ

て良く，さらに言えば，多くは被害者本人やその身内の「危機回避」が主たる騙取名目

である22。 

例えば「優良老人ホームへの優先的入居権が取得できる」などの「利益獲得」行為へ

の誘導（優良老人ホームへの入居は困難という不安につけ込んでもいる。）があったと

しても，その後にそのような優先的地位が不正に取得されたとの糾弾を経て，「危機回

避」行為へ追い込むための入り口に過ぎない場合が多い23。また，今回の人権擁護大会準

備のために御協力いただいた特殊詐欺被害者の方々へのヒアリング結果を見ても,社債

購入を持ち掛けられた後に名義貸しやインサイダー取引が違法であるとして,それに起

因する「危機回避」行為へと追い込まれている場合が多い。これは，「利益獲得」だけ

であれば被害者はその獲得機会を放棄するという選択肢があることになるが,「危機回

避」の場合は被害者に他の選択肢はないと思わせることができる，というのがその理由

と考えられる。 

被害者は，言わば,加害者側が推奨する「危機回避」策という架空商品を言われるがま

まに購入させられているのである。 

 

第５ 被害者の心理 

加害者は,いかにして被害者を「危機回避」行為に追い込んでいるのかについては，心

理学及び行動経済学の知見が参考となる。 

まず，心理学の研究成果からは，「加害者からの詐欺のメッセージを被害者はどのよ

うに受け止め行動に移していくのか」について，以下のように説明されている。 

すなわち，意思決定過程につき，心理学では「精査可能性モデル」や「ヒューリステ

ィック－システマティックモデル」に代表される二重過程モデルによる説明が提唱され

ているが，このモデルによると，加害者からのメッセージは受け手の中で「熟慮的処理」

と「自動的処理」の2つの過程を経て意思決定されると考えられる。「自動的処理」と

は，無意識のうちに直感的な判断を行う過程であって，必ずしも正しい判断に至るとは

限らないものであるが，振り込め詐欺の被害者は，加害者の電話から恐怖喚起，時間的

切迫，返報性（相手からの好意に報いなければならないという心理）等の心理的影響を

受け，「自動的処理」による判断で被害に遭ってしまうものと考えられる24。 

また，行動経済学でも，意思決定を以下のように2つのシステムに分ける説明がなさ

れており，加害者側と被害者は用いるべきシステムを巡ってせめぎ合う関係にある。 

すなわち，行動経済学では，人間の意思決定は，①情報を十分に吟味せず，無意識的

で直感的に判断する簡略的な意思決定システム（「システムI」）と，②幅広い情報に基

づき論理的な判断を導く意思決定システム（「システムⅡ」），の2つを必要に応じて

                            
22 近時多く見られる金融庁職員等を騙ってキャッシュカードを詐取する事案も，預金口座が犯罪

等に利用されているなどとして，「預金を守るため」という「危機回避」名目である。 
23 「会員制介護付老人ホームの特別会員権の購入を勧誘する「株式会社ミサワケアホーム」に関

する注意喚起」（消費者庁） 
24 「消費者の意思決定行動に係る経済実験の実施及び分析調査報告書」（2008年 内閣府） 
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使い分けていると考えられている。こうした枠組みで考えると，被害者が加害者からの

電話が詐欺的であると見破るためには，上記2つの意思決定プロセスのうち，冷静・論

理的な判断が可能な「システムⅡ」を用いる必要がある。これに対して，加害者側は，

被害者を感情的に高ぶった状態に陥らせることによって，「システム I」による拙速か

つ簡略的な意思決定を引き出そうとする。被害者は，一旦感情が高ぶった状態になると，

その原因を一刻も早く除去し安定した状態に戻りたいとの意識が働くため，「システム

Ⅱ」による論理的な思考を放棄（節約）し，加害者の提示する安易な解決策を選択しよ

うとしてしまう。これが「認知的節約」の状態である25。 

このように，心理学や行動経済学の知見からは，被害者は「熟慮的処理」や「システ

ムⅡ」を用いるべきであるのに,加害者は「自動的処理」や「システムⅠ」を用いるよう

に強いていると分析することができる。 

そして，福原論文26は，行動経済学の知見に基づいて,加害者側の話術と被害者の心理

を分析した上で，実際に発生した詐欺被害事例での加害者側の話術は説得効果を高める

ためのメカニズムを利用(悪用)しており，被害者が完全に平常心を失い,金を振り込む

ことに何ら迷いがない状態に陥る様を明らかにしている。 

具体的には,加害者側が使っているキーワード分析結果に基づき，①警察や裁判所な

ど公的当局の職員を騙ったり,手続きの案内を装って銀行員や司法書士などと名乗った

りして，発言内容の信憑性を高く見せかける27（「信憑性」），②息子だと信じた相手が

「会社の金の横領が発覚し解雇される危険がある」，「交通事故に遭った」など危機的

状態に陥ったと告げた後,｢理解ある上司に金を渡せば解決できる｣，「示談金でカタがつ

く」などといった危機回避策をセットで提案する（「恐怖喚起」），③「今日中」に資

金の振込みが必要といった時間的限定性などを強調する（「希少性」），といった方法

により説得効果を高めるメカニズムが利用(悪用)されていることが明らかにされてい

る28。 また，一度，加害者側の指示に従うという決断をすると，その決断と整合的な情

報は重視するが，相反する情報は軽視しやすくなる（「確証バイアス」），ということ

も指摘されている29。 

被害者は，正にこのようにして，その判断能力を一時的に奪われ（訳が分からなくさ

れて），加害者側の言うとおりに行動させられているのである。 

「これだけの注意喚起がなされているのも関わらず，なぜ騙されてしまうのか？」と

いう問いは，騙されてしまった被害者自身を最も苦しめる問いでもある。 

                            
25 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員

会 福原敏恭）12頁 
26 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員会 

福原敏恭） 
27 近時は検察庁を騙る被害例も存在する。「検察庁ホームページの偽サイトにご注意ください。」

(検察庁) 
28 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員会 

福原敏恭）13頁以下 
29 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員会 

福原敏恭）21頁 

しかしながら，加害者側が被害者を「危機回避」行為に追い込む手口が驚くほど狡猾

で極めて効果的であることは，上述のように，心理学や行動経済学の知見からも合理的

説明が与えられているのであり，そのような用意周到に仕掛けられた罠にはまってしま

った被害者の落ち度を責めることがあってはならない。 

対策論においては，「被害者とならない（耐性を高める）ための工夫」や「被害者自

身が気付く」だけでは十分とは言えず，「周りの人たちが気付く」ということがどうし

ても重要とならざるを得ない。 

 

第６ 欺罔行為（「騙し」）と電話との関係について 

特殊詐欺における被害者の「騙し」は，ほとんど全ての場合に電話で行われる。被害

者へのアプローチ自体は，はがきやメールで行われることもあるが，被害者に電話を架

けさせるための切っ掛けである場合が多い。 

欺罔行為が電話という手段によって行われること自体の危険性については以下のよ

うな指摘がある。 

すなわち，電話の相手の声というのは本来非常に判別しにくく，それだけで相手を特

定するのは難しい。それにもかかわらず，我々が電話の相手をその人だと判断できるの

は，我々が電話の相手につき，声だけでなく，話し方や電話の時間，状況など，断片的

な周辺情報を総合することによってそのイメージを作り上げているからである。このよ

うに不確実な電話の相手の声を周辺の状況で補ってしまい，相手を見誤って判断してし

まうところが，オレオレ詐欺の落とし穴となっているのではないかと考えられる30。 

例えば，加害者側は，名簿に載っている人物の名前と住所と電話番号のほか高校の卒

業年度しか知らない場合がある。電話に出た女性が名簿の人物の母親なのか，妻なのか，

姉や妹なのか知らない場合がある。名簿の人物の名前の読み方さえ知らない場合もあ

る。 

このような状況で加害者側が名簿の人物を騙って泣きながら電話を架けてきたとき

に，電話を取った側が，電話の音声以外の情報を補って，それを加害者側に伝えるよう

な対応を取れば，加害者側はその情報に基づいてその後のシナリオを展開することがで

きる。 

そもそも名簿の人物を騙るパターンは，その人物をよく知る人物が目の前にいては成

り立たないのであり，電話という手段はより好都合であると言える。 

名簿の人物を騙るパターンでなく，架空の組織や人物を騙る場合でも，電話という手

段は都合が良い場合がある。例えば，加害者側は，名簿に載っている人物が過去に悪徳

商法や名簿流出の被害に遭ったことしか知らないとする。このような状況で加害者側が

公的組織を騙って被害救済を装った電話を架けてきたときに，電話を取った側がそのよ

うな組織や制度の存在を信じてしまうのは，そのような組織や制度が存在して欲しいと

いう希望的観測もさることながら，電話の音声以外の情報がないが故に，話し方や話し

の内容だけで事の真偽を判断してしまうためと考えられる31。 

                            
30 国民生活白書平成20年版112頁 
31 欺罔行為を完成させるのが被害者の目の前の「受け子」であるとしても，最初から相手の目の
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使い分けていると考えられている。こうした枠組みで考えると，被害者が加害者からの

電話が詐欺的であると見破るためには，上記2つの意思決定プロセスのうち，冷静・論

理的な判断が可能な「システムⅡ」を用いる必要がある。これに対して，加害者側は，

被害者を感情的に高ぶった状態に陥らせることによって，「システム I」による拙速か

つ簡略的な意思決定を引き出そうとする。被害者は，一旦感情が高ぶった状態になると，

その原因を一刻も早く除去し安定した状態に戻りたいとの意識が働くため，「システム

Ⅱ」による論理的な思考を放棄（節約）し，加害者の提示する安易な解決策を選択しよ

うとしてしまう。これが「認知的節約」の状態である25。 

このように，心理学や行動経済学の知見からは，被害者は「熟慮的処理」や「システ

ムⅡ」を用いるべきであるのに,加害者は「自動的処理」や「システムⅠ」を用いるよう

に強いていると分析することができる。 

そして，福原論文26は，行動経済学の知見に基づいて,加害者側の話術と被害者の心理

を分析した上で，実際に発生した詐欺被害事例での加害者側の話術は説得効果を高める

ためのメカニズムを利用(悪用)しており，被害者が完全に平常心を失い,金を振り込む

ことに何ら迷いがない状態に陥る様を明らかにしている。 

具体的には,加害者側が使っているキーワード分析結果に基づき，①警察や裁判所な

ど公的当局の職員を騙ったり,手続きの案内を装って銀行員や司法書士などと名乗った

りして，発言内容の信憑性を高く見せかける27（「信憑性」），②息子だと信じた相手が

「会社の金の横領が発覚し解雇される危険がある」，「交通事故に遭った」など危機的

状態に陥ったと告げた後,｢理解ある上司に金を渡せば解決できる｣，「示談金でカタがつ

く」などといった危機回避策をセットで提案する（「恐怖喚起」），③「今日中」に資

金の振込みが必要といった時間的限定性などを強調する（「希少性」），といった方法

により説得効果を高めるメカニズムが利用(悪用)されていることが明らかにされてい

る28。 また，一度，加害者側の指示に従うという決断をすると，その決断と整合的な情

報は重視するが，相反する情報は軽視しやすくなる（「確証バイアス」），ということ

も指摘されている29。 

被害者は，正にこのようにして，その判断能力を一時的に奪われ（訳が分からなくさ

れて），加害者側の言うとおりに行動させられているのである。 

「これだけの注意喚起がなされているのも関わらず，なぜ騙されてしまうのか？」と

いう問いは，騙されてしまった被害者自身を最も苦しめる問いでもある。 

                            
25 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員

会 福原敏恭）12頁 
26 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員会 

福原敏恭） 
27 近時は検察庁を騙る被害例も存在する。「検察庁ホームページの偽サイトにご注意ください。」

(検察庁) 
28 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員会 

福原敏恭）13頁以下 
29 「行動経済学を応用した消費者詐欺被害の予防に関する一考察」（2017年 金融広報中央委員会 

福原敏恭）21頁 

しかしながら，加害者側が被害者を「危機回避」行為に追い込む手口が驚くほど狡猾

で極めて効果的であることは，上述のように，心理学や行動経済学の知見からも合理的

説明が与えられているのであり，そのような用意周到に仕掛けられた罠にはまってしま

った被害者の落ち度を責めることがあってはならない。 

対策論においては，「被害者とならない（耐性を高める）ための工夫」や「被害者自

身が気付く」だけでは十分とは言えず，「周りの人たちが気付く」ということがどうし

ても重要とならざるを得ない。 

 

第６ 欺罔行為（「騙し」）と電話との関係について 

特殊詐欺における被害者の「騙し」は，ほとんど全ての場合に電話で行われる。被害

者へのアプローチ自体は，はがきやメールで行われることもあるが，被害者に電話を架

けさせるための切っ掛けである場合が多い。 

欺罔行為が電話という手段によって行われること自体の危険性については以下のよ

うな指摘がある。 

すなわち，電話の相手の声というのは本来非常に判別しにくく，それだけで相手を特

定するのは難しい。それにもかかわらず，我々が電話の相手をその人だと判断できるの

は，我々が電話の相手につき，声だけでなく，話し方や電話の時間，状況など，断片的

な周辺情報を総合することによってそのイメージを作り上げているからである。このよ

うに不確実な電話の相手の声を周辺の状況で補ってしまい，相手を見誤って判断してし

まうところが，オレオレ詐欺の落とし穴となっているのではないかと考えられる30。 

例えば，加害者側は，名簿に載っている人物の名前と住所と電話番号のほか高校の卒

業年度しか知らない場合がある。電話に出た女性が名簿の人物の母親なのか，妻なのか，

姉や妹なのか知らない場合がある。名簿の人物の名前の読み方さえ知らない場合もあ

る。 

このような状況で加害者側が名簿の人物を騙って泣きながら電話を架けてきたとき

に，電話を取った側が，電話の音声以外の情報を補って，それを加害者側に伝えるよう

な対応を取れば，加害者側はその情報に基づいてその後のシナリオを展開することがで

きる。 

そもそも名簿の人物を騙るパターンは，その人物をよく知る人物が目の前にいては成

り立たないのであり，電話という手段はより好都合であると言える。 

名簿の人物を騙るパターンでなく，架空の組織や人物を騙る場合でも，電話という手

段は都合が良い場合がある。例えば，加害者側は，名簿に載っている人物が過去に悪徳

商法や名簿流出の被害に遭ったことしか知らないとする。このような状況で加害者側が

公的組織を騙って被害救済を装った電話を架けてきたときに，電話を取った側がそのよ

うな組織や制度の存在を信じてしまうのは，そのような組織や制度が存在して欲しいと

いう希望的観測もさることながら，電話の音声以外の情報がないが故に，話し方や話し

の内容だけで事の真偽を判断してしまうためと考えられる31。 

                            
30 国民生活白書平成20年版112頁 
31 欺罔行為を完成させるのが被害者の目の前の「受け子」であるとしても，最初から相手の目の



第１編 特殊詐欺の実態

－20－

このように，電話による会話は，特殊詐欺において不可欠であるが，加害者側は，匿

名性を確保する（身元が判明しないようにして，逮捕リスクを低める）ために，様々な

工夫をして多くのコストを掛けている。 

すなわち，かつては「トバシ携帯」が主流であったが，その後は,固定電話を装うため

の転送電話，転送先としてのＩＰ電話，転送元としてのＳＩＭを，それぞれ本人確認を

すり抜ける形で利用しており，そのための協力者（「道具屋」）も存在する32。また，電

話による会話自体をできなくしてしまえば，特殊詐欺は成り立たないことになる。この

観点からの対策論としては，留守番電話機能の利用や詐欺電話遮断装置の利用が呼びか

けられている（第２編第６章第５参照）。 

 

第７ 使用される名簿とシナリオの関係について 

どのような名簿がどのような詐欺（シナリオ）に使われているか，また，どのような

詐欺（シナリオ）のためにどのような名簿が用意されているか，報道事例等からの確認

を試みる。 

2017年 4月に警視庁がさいたま市の詐欺グループのアジトを摘発した事案では，7万

人分の個人情報が記載された高校の卒業名簿などが押収されている。そこでは，被害者

の息子を騙る典型的なオレオレ詐欺が行われていた33。卒業名簿では，卒業年度から年齢

が分かるほか，住所や電話番号の記載のほか進学先や就職先の記載がある場合もある。

また，有名私立高校であれば親に十分な資力がある場合も多く，地方の有名進学校であ

れば子どもが親元から離れて暮らしている場合も多い。他方で，名簿の連絡先に住んで

いる人物がどのような取引経験があり，どのようなことに関心があるかは分からないこ

とになる。このような場合には名簿の人物を騙るオレオレ詐欺が最も適合的であり，オ

レオレ詐欺と卒業名簿は切っても切れない関係にあると言える。 

2017年 9月に宮城県警が東京都杉並区の詐欺グループのアジトを摘発した事案では，

北海道から沖縄まで10代～70代の男女計約10万人の氏名や住所，メールアドレス，携

帯電話番号などが記載された有料ウェブサイト利用者の名簿が押収されている。そこで

は，名簿登載者に片っ端から「未納料金があり連絡がなければ法的手続を取る」旨のシ

ョートメールを送り，やはり典型的な架空請求詐欺が行われていた34。有料サイト利用者

名簿の場合，名簿登載者については，何らかの有料サイトを利用しているという情報し

かないが，その情報はデジタル化されておりその数は膨大である場合が多い。また，イ

ンターネット端末の利用経験があることから，電子マネーの購入やコンビニ端末の利用

ができる可能性が高い。他方で，インターネットの未納料金として支払わせることがで

きる金額は，示談金や賠償金と比べると少額とならざるを得ないこととなる。このよう

な場合には歩留まりが悪く単価が少額であることを前提としつつ，デジタルデータを利

用して膨大な数のショートメールを送り，反応があったわずかな比率の者からコンビニ

で決済可能な程度の金額を素早く騙し取るという方法が最も適合的ということになる

                            
前で騙そうとすることは失敗する可能性が高いと思われる。 

32 第 87回民事介入暴力対策京都大会協議会資料18頁以下 
33 産経ニュース2017年 4月 20日付け記事 
34 河北新報2017年 11月 15日付け記事 

（一定のコストを要する「受け子」は登場しない。）。 

2018年6月に警視庁及び3県警が東京都荒川区の詐欺グループのアジトを摘発した事

案では，「富裕層」というタイトルがついた高齢女性約1万 5000名分の名簿が押収され

ている。そこでは，高齢女性から社債購入手数料名目で現金を騙し取る詐欺が行われて

いた35。警察庁の集計36によれば，金融商品等取引名目詐欺の平均被害額は約747万円で

あり，特殊詐欺全体の平均被害額約229万円の3倍以上である。また，同統計によれば，

金融商品等取引名目詐欺における70歳以上の女性被害者（全体比49.0％）は70歳以上

の男性被害者（全体比13.5％）のやはり3倍以上である。「富裕層」高齢女性の名簿を

利用する詐欺は，金融商品等取引名目詐欺が最も適合的と言える。問題はそこで使われ

ていた「富裕層」高齢女性名簿がどのようなものであったかであるが，一般の名簿販売

業者の名簿に下見調査による情報を加えるなどして詐欺成功率を飛躍的に高めたもの

であった可能性がある37。 

以上のように，詐欺のシナリオは名簿に依存する関係にあり，特殊詐欺のために加工

した名簿を提供するヤミ業者は，詐欺の共犯とされるべき存在である38。 

他方で，加害者側が保有していた名簿を逆利用した対策論としては，押収した名簿に

基づいてコールセンターから被害防止を呼びかける等の方法が取られている（第２編第

５章第２参照。）。 

 

第８ 「振り込め恐喝」について 

警察庁の集計39においては，オレオレ詐欺と架空請求詐欺については，「詐欺」の中に

「同種の手段･方法等による恐喝を含む」ものとされている。 

また，平成16年警察白書で「いわゆるオレオレ詐欺」が初めて紹介された際にも，同

様の手段･方法による恐喝事件も併せて紹介され40，平成17年警察白書では，「振り込め

詐欺と同様の手口による恐喝」を「振り込め恐喝」と表記している。 

加害者側は，詐欺が半分バレていても（「半バレ」），全部バレていても（「全バレ」），

相手方に「暴力に対する耐性や抵抗力」がないと知ると，恐喝的手法を用いて，金員を

奪い取ろうとする。また，このように詐欺から恐喝へとシフトするシナリオの柔軟さも，

下見調査による情報を加えた名簿が可能にするものとされている41。 

このように，加害者側は，相手方の状況に応じて，詐欺的手法と恐喝的手法を使い分

けているのである。 

                            
35 京都新聞2018年 6月 7日付け記事 
36 警察庁ＨＰ「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版） 
37 鈴木大介「老人喰い」（筑摩書房）46頁以下 
38 特殊詐欺グループ御用達の名簿業者が摘発された事案として，産経ニュース2016年 2月 23日

付け記事がある。 
39 警察庁ＨＰ「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版） 
40 オレオレ詐欺の方は，平成15年中の認知件数は6504件（うち未遂が2185件），被害総額は約

43億 2000万円，検挙件数は179件，検挙人員は58名であるのに対し，「オレオレ恐喝」の方

は，平成15年中の認知件数が131件（うち未遂が84件），被害総額は約7600万円，検挙件数は

7件，検挙件数は20人とされている。 
41 鈴木大介「振り込め犯罪結社」（宝島社）及び同「老人喰い」（筑摩書房） 
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このように，電話による会話は，特殊詐欺において不可欠であるが，加害者側は，匿

名性を確保する（身元が判明しないようにして，逮捕リスクを低める）ために，様々な

工夫をして多くのコストを掛けている。 

すなわち，かつては「トバシ携帯」が主流であったが，その後は,固定電話を装うため

の転送電話，転送先としてのＩＰ電話，転送元としてのＳＩＭを，それぞれ本人確認を

すり抜ける形で利用しており，そのための協力者（「道具屋」）も存在する32。また，電

話による会話自体をできなくしてしまえば，特殊詐欺は成り立たないことになる。この

観点からの対策論としては，留守番電話機能の利用や詐欺電話遮断装置の利用が呼びか

けられている（第２編第６章第５参照）。 

 

第７ 使用される名簿とシナリオの関係について 

どのような名簿がどのような詐欺（シナリオ）に使われているか，また，どのような

詐欺（シナリオ）のためにどのような名簿が用意されているか，報道事例等からの確認

を試みる。 

2017年 4月に警視庁がさいたま市の詐欺グループのアジトを摘発した事案では，7万

人分の個人情報が記載された高校の卒業名簿などが押収されている。そこでは，被害者

の息子を騙る典型的なオレオレ詐欺が行われていた33。卒業名簿では，卒業年度から年齢

が分かるほか，住所や電話番号の記載のほか進学先や就職先の記載がある場合もある。

また，有名私立高校であれば親に十分な資力がある場合も多く，地方の有名進学校であ

れば子どもが親元から離れて暮らしている場合も多い。他方で，名簿の連絡先に住んで

いる人物がどのような取引経験があり，どのようなことに関心があるかは分からないこ

とになる。このような場合には名簿の人物を騙るオレオレ詐欺が最も適合的であり，オ

レオレ詐欺と卒業名簿は切っても切れない関係にあると言える。 

2017年 9月に宮城県警が東京都杉並区の詐欺グループのアジトを摘発した事案では，

北海道から沖縄まで10代～70代の男女計約10万人の氏名や住所，メールアドレス，携

帯電話番号などが記載された有料ウェブサイト利用者の名簿が押収されている。そこで

は，名簿登載者に片っ端から「未納料金があり連絡がなければ法的手続を取る」旨のシ

ョートメールを送り，やはり典型的な架空請求詐欺が行われていた34。有料サイト利用者

名簿の場合，名簿登載者については，何らかの有料サイトを利用しているという情報し

かないが，その情報はデジタル化されておりその数は膨大である場合が多い。また，イ

ンターネット端末の利用経験があることから，電子マネーの購入やコンビニ端末の利用

ができる可能性が高い。他方で，インターネットの未納料金として支払わせることがで

きる金額は，示談金や賠償金と比べると少額とならざるを得ないこととなる。このよう

な場合には歩留まりが悪く単価が少額であることを前提としつつ，デジタルデータを利

用して膨大な数のショートメールを送り，反応があったわずかな比率の者からコンビニ

で決済可能な程度の金額を素早く騙し取るという方法が最も適合的ということになる

                            
前で騙そうとすることは失敗する可能性が高いと思われる。 

32 第 87回民事介入暴力対策京都大会協議会資料18頁以下 
33 産経ニュース2017年 4月 20日付け記事 
34 河北新報2017年 11月 15日付け記事 

（一定のコストを要する「受け子」は登場しない。）。 

2018年6月に警視庁及び3県警が東京都荒川区の詐欺グループのアジトを摘発した事

案では，「富裕層」というタイトルがついた高齢女性約1万 5000名分の名簿が押収され

ている。そこでは，高齢女性から社債購入手数料名目で現金を騙し取る詐欺が行われて

いた35。警察庁の集計36によれば，金融商品等取引名目詐欺の平均被害額は約747万円で

あり，特殊詐欺全体の平均被害額約229万円の3倍以上である。また，同統計によれば，

金融商品等取引名目詐欺における70歳以上の女性被害者（全体比49.0％）は70歳以上

の男性被害者（全体比13.5％）のやはり3倍以上である。「富裕層」高齢女性の名簿を

利用する詐欺は，金融商品等取引名目詐欺が最も適合的と言える。問題はそこで使われ

ていた「富裕層」高齢女性名簿がどのようなものであったかであるが，一般の名簿販売

業者の名簿に下見調査による情報を加えるなどして詐欺成功率を飛躍的に高めたもの

であった可能性がある37。 

以上のように，詐欺のシナリオは名簿に依存する関係にあり，特殊詐欺のために加工

した名簿を提供するヤミ業者は，詐欺の共犯とされるべき存在である38。 

他方で，加害者側が保有していた名簿を逆利用した対策論としては，押収した名簿に

基づいてコールセンターから被害防止を呼びかける等の方法が取られている（第２編第

５章第２参照。）。 

 

第８ 「振り込め恐喝」について 

警察庁の集計39においては，オレオレ詐欺と架空請求詐欺については，「詐欺」の中に

「同種の手段･方法等による恐喝を含む」ものとされている。 

また，平成16年警察白書で「いわゆるオレオレ詐欺」が初めて紹介された際にも，同

様の手段･方法による恐喝事件も併せて紹介され40，平成17年警察白書では，「振り込め

詐欺と同様の手口による恐喝」を「振り込め恐喝」と表記している。 

加害者側は，詐欺が半分バレていても（「半バレ」），全部バレていても（「全バレ」），

相手方に「暴力に対する耐性や抵抗力」がないと知ると，恐喝的手法を用いて，金員を

奪い取ろうとする。また，このように詐欺から恐喝へとシフトするシナリオの柔軟さも，

下見調査による情報を加えた名簿が可能にするものとされている41。 

このように，加害者側は，相手方の状況に応じて，詐欺的手法と恐喝的手法を使い分

けているのである。 

                            
35 京都新聞2018年 6月 7日付け記事 
36 警察庁ＨＰ「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版） 
37 鈴木大介「老人喰い」（筑摩書房）46頁以下 
38 特殊詐欺グループ御用達の名簿業者が摘発された事案として，産経ニュース2016年 2月 23日

付け記事がある。 
39 警察庁ＨＰ「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」（確定値版） 
40 オレオレ詐欺の方は，平成15年中の認知件数は6504件（うち未遂が2185件），被害総額は約

43億 2000万円，検挙件数は179件，検挙人員は58名であるのに対し，「オレオレ恐喝」の方

は，平成15年中の認知件数が131件（うち未遂が84件），被害総額は約7600万円，検挙件数は

7件，検挙件数は20人とされている。 
41 鈴木大介「振り込め犯罪結社」（宝島社）及び同「老人喰い」（筑摩書房） 
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第５章 加害組織の実態 

 

第１ 組織の関与 

 

１ 犯行グループの内情 

特殊詐欺は，下図のように犯行グループの首謀者（「金主」，「オーナー」などと呼

ばれる。）が資金を提供して，犯行ツール調達役（番頭などと呼ばれる。）が犯罪ツー

ルや事務所を道具屋から調達し，電話を繰りかえし架ける騙し役（「架け子」とも呼ば

れる。），被害者と直接接触して現金を受領する，あるいは直接接触せずにＡＴＭ等を

利用して預金口座に振り込まれた現金を引き出したりする詐取金引出役（直接接触する

者を「受け子」，預金口座から引き出す者は「出し子」などと呼ばれる。）等が役割を

分担して組織的に詐欺行為を実行している。 

 

【平成21年警察白書より】 

 

犯行グループは，当初はヤミ金融業者が，経済的に困窮した多重債務者を，「架け子」

や「出し子」として利用し，さらに「架け子」や「出し子」としても利用できない者は

口座の名義人として利用する形で，展開されていたと言われている。平成 15 年 1 月大

規模なヤミ金融システムを構築していた五菱会が摘発されるとともに，社会問題化して

いたヤミ金業者対策のため，同年7月にヤミ金融対策法（貸金業規制法及び出資法の一

部改正）が成立し，罰則の大幅な引き上げが行われたことで，ヤミ金融業者が業態をシ

フトしてきたことがその理由とされる42。 

その後，特殊詐欺の実行犯，多重債務者だけではなく，サラリーマンや若者等の若年

                            
42
 職業「振り込め詐欺」（ディスカバー携書）128頁以下 

層，下部組織の暴力団員や右翼団体構成員等も加わるようになり，多様化していると言

われる43。 

ところで，このような特殊詐欺の詐取金は，一次的には，「受け子」あるいは「出し

子」が回収して，グループ内で配分されることとなるが，回収担当は末端の関係者であ

ることから詐欺組織への帰属意識が乏しい上に，真っ先に摘発の対象となるというリス

クを負う者である。このような回収担当者が多額の現金を目にした際に，詐取金を持ち

逃げしてしまうリスクは容易に想定できることであり，持ち逃げのリスクを低減するた

めには，恐怖（暴力）による引き締めが必要となる。すなわち，個人情報等を基にして，

持ち逃げや組織からの離反を行った場合には，自らあるいは親族に対してどのような危

害が加えられるかもしれないという恐怖感を与えることで，組織への忠誠を約束させ，

持ち逃げなど考えさせないようにするのである。このような恐怖（暴力）による引き締

めは，「受け子」あるいは「出し子」に限ったことではなく，特殊詐欺組織の実行犯は，

同様の方法によって組織への忠誠を約束させられることになる。 

上記のように特殊詐欺組織の運営維持には暴力が必要となることから，特殊詐欺グル

ープには威力（暴力）を背景とする暴力団と関係を持つメリットが存在している。暴力

団を利用して，組織の引き締めに利用したり，トラブルが生じた場合の対処，更にはマ

ネー・ローンダリングまでが可能となるからである。 

なお，特殊詐欺組織は，五菱会が暴力団の直接的な資金源となっており，暴力団と同

様の階層的構成で構築されていたとされる一方，前述のような組織内の役割分担を行っ

て複合的な構成を採用するとともに，各構成員が十分面識を有しておらず上位者を特定

する情報を有しないことで，首謀者に摘発の手が及ばない体制を構築していたとされ

る44。 

 

２ 暴力団関与の一例 

 

(1) 事件の概要 

近時の摘発例には，暴力団組織自体が特殊詐欺の運営に深く関わる事例も散見され

る。指定暴力団住吉会（以下「住吉会」という。）の組員が多数関与した特殊詐欺組

織は，有価証券販売名目あるいは老人ホームへの入居申込金返還名目で，多数の高齢

者から金銭を騙し取り，全国で15億円以上の被害をもたらしたと見られている。 

 

(2) 暴力団の関与の状況 

   この事件では，実行犯として起訴された特殊詐欺グループのメンバーのうちのおよ

そ3人に1人，ことに受け子グループのメンバーの半数以上が，住吉会の組員であっ

た。 

うち，住吉会の傘下組織の幹部は，同組の下位者に指示して受け子グループを構築

させて詐取金の受取を行わせる一方，自らは架け子グループと受け子グループの間の

                            
43 鈴木大介「奪取」（宝島社）60頁以下 
44 鈴木大介「奪取」（宝島社）207頁 
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第５章 加害組織の実態 

 

第１ 組織の関与 

 

１ 犯行グループの内情 

特殊詐欺は，下図のように犯行グループの首謀者（「金主」，「オーナー」などと呼

ばれる。）が資金を提供して，犯行ツール調達役（番頭などと呼ばれる。）が犯罪ツー

ルや事務所を道具屋から調達し，電話を繰りかえし架ける騙し役（「架け子」とも呼ば

れる。），被害者と直接接触して現金を受領する，あるいは直接接触せずにＡＴＭ等を

利用して預金口座に振り込まれた現金を引き出したりする詐取金引出役（直接接触する

者を「受け子」，預金口座から引き出す者は「出し子」などと呼ばれる。）等が役割を

分担して組織的に詐欺行為を実行している。 

 

【平成21年警察白書より】 

 

犯行グループは，当初はヤミ金融業者が，経済的に困窮した多重債務者を，「架け子」

や「出し子」として利用し，さらに「架け子」や「出し子」としても利用できない者は

口座の名義人として利用する形で，展開されていたと言われている。平成 15 年 1 月大

規模なヤミ金融システムを構築していた五菱会が摘発されるとともに，社会問題化して

いたヤミ金業者対策のため，同年7月にヤミ金融対策法（貸金業規制法及び出資法の一

部改正）が成立し，罰則の大幅な引き上げが行われたことで，ヤミ金融業者が業態をシ

フトしてきたことがその理由とされる42。 

その後，特殊詐欺の実行犯，多重債務者だけではなく，サラリーマンや若者等の若年

                            
42
 職業「振り込め詐欺」（ディスカバー携書）128頁以下 

層，下部組織の暴力団員や右翼団体構成員等も加わるようになり，多様化していると言

われる43。 

ところで，このような特殊詐欺の詐取金は，一次的には，「受け子」あるいは「出し

子」が回収して，グループ内で配分されることとなるが，回収担当は末端の関係者であ

ることから詐欺組織への帰属意識が乏しい上に，真っ先に摘発の対象となるというリス

クを負う者である。このような回収担当者が多額の現金を目にした際に，詐取金を持ち

逃げしてしまうリスクは容易に想定できることであり，持ち逃げのリスクを低減するた

めには，恐怖（暴力）による引き締めが必要となる。すなわち，個人情報等を基にして，

持ち逃げや組織からの離反を行った場合には，自らあるいは親族に対してどのような危

害が加えられるかもしれないという恐怖感を与えることで，組織への忠誠を約束させ，

持ち逃げなど考えさせないようにするのである。このような恐怖（暴力）による引き締

めは，「受け子」あるいは「出し子」に限ったことではなく，特殊詐欺組織の実行犯は，

同様の方法によって組織への忠誠を約束させられることになる。 

上記のように特殊詐欺組織の運営維持には暴力が必要となることから，特殊詐欺グル

ープには威力（暴力）を背景とする暴力団と関係を持つメリットが存在している。暴力

団を利用して，組織の引き締めに利用したり，トラブルが生じた場合の対処，更にはマ

ネー・ローンダリングまでが可能となるからである。 

なお，特殊詐欺組織は，五菱会が暴力団の直接的な資金源となっており，暴力団と同

様の階層的構成で構築されていたとされる一方，前述のような組織内の役割分担を行っ

て複合的な構成を採用するとともに，各構成員が十分面識を有しておらず上位者を特定

する情報を有しないことで，首謀者に摘発の手が及ばない体制を構築していたとされ

る44。 

 

２ 暴力団関与の一例 

 

(1) 事件の概要 

近時の摘発例には，暴力団組織自体が特殊詐欺の運営に深く関わる事例も散見され

る。指定暴力団住吉会（以下「住吉会」という。）の組員が多数関与した特殊詐欺組

織は，有価証券販売名目あるいは老人ホームへの入居申込金返還名目で，多数の高齢

者から金銭を騙し取り，全国で15億円以上の被害をもたらしたと見られている。 

 

(2) 暴力団の関与の状況 

   この事件では，実行犯として起訴された特殊詐欺グループのメンバーのうちのおよ

そ3人に1人，ことに受け子グループのメンバーの半数以上が，住吉会の組員であっ

た。 

うち，住吉会の傘下組織の幹部は，同組の下位者に指示して受け子グループを構築

させて詐取金の受取を行わせる一方，自らは架け子グループと受け子グループの間の
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交渉やトラブルの解決などを行い，月額500万円を超える多額の利益を得るなど，特

殊詐欺グループの元締的な地位に就いていた。 

   同人の指示で結成された受け子グループは，別の住吉会組員が統括し，詐取金の受

領役や運搬役などへの指示役を果たしたほか，同組の複数の組員が暴力団員ではない

他のメンバーの見張役や報酬の仕分役などの役割を分担した。この受け子グループは，

住吉会の組員が関わる架け子グループのほか，住吉会以外の暴力団組織や関東連合が

関与する複数の架け子グループからも詐取金の受領役を引き受けていた。 

   また，別の住吉会傘下組織の幹部は，いわゆる「道具屋」を利用し，架け子グルー

プの活動拠点となる賃貸事務所や，連絡用の携帯電話などを調達し，架空の会社のパ

ンフレットや架空債権の印刷を手配するなど，一連の詐欺の物的基盤を整えるなどの

重要な役割を果たしていた。 

  

(3) 暴力団の関与している割合 

   警察庁の発表によれば，平成29年度の特殊詐欺全体の検挙被疑者のうち，暴力団構

成員等（暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者）が占める割合が約25.2％である

ことからも，特殊詐欺が暴力団の重要な資金源となっていると考えられる。 

 

３ まとめ 

検挙者の大半は，受け子，出し子等の末端構成員であり，首謀者にまでたどり着くこ

とが困難な現状であること，暴力団員が末端の受け子，出し子等の役割を担うことは希

であることからすると，検挙被疑者に占める暴力団構成員等の割合が4分の1を占めて

いるという実情は，暴力団構成員等が特殊詐欺に検挙割合以上に関与していることを示

唆するのではなかろうか。実際，住吉会事件においても，受け子グループを統括してい

たのは現役の暴力団員であったが，実際に私設私書箱を利用して詐取金を受領していた

のは，暴力団の経営するフロント企業とは知らずに求人に応募した一般市民であった。 

さらに，仮に暴力団構成員等が関与していないとしても，犯行手口の分析からも明ら

かなように，特殊詐欺を効率的に収益をあげる手段として実行するためには，単独での

遂行は困難なことは明らかであり，特殊詐欺は組織犯罪の典型例と言える。 

特殊詐欺の勃興期においては，「詐欺プレイヤーは派手に遊んでヤクザに目を付けら

れることを避けるため，酒，薬，女などの御法度を設けて目立たないように行動してい

た」とされるが45，そもそも特殊詐欺組織と暴力には親和性があること，特殊詐欺の社会

問題化によって暴力団が特殊詐欺を新たな資金源として認識したこと等で暴力団が特

殊詐欺組織に侵食するようになり，ついには暴力団自らが特殊詐欺組織を運用するよう

な事例（住吉会事件）にまで至っている。 

いずれにしろ，暴力団が関与していようがいまいが，組織的犯罪集団と個人である被

害者という構図は明らかであり，さらには社会的弱者である高齢者を標的とすることが

多い点でも，悪質で許しがたい組織犯罪である。 

 

                            
45
 鈴木大介「奪取」（宝島社）124頁 

第２ 受け子，出し子等の属性と組織加入の実態 

 

１ 受け子，出し子等の属性と組織加入の実態 

受け子，出し子と呼ばれる，特殊詐欺の被害金を収受する最前線に配置される構成員

は，常に代替が可能な使い捨てとなるような人間が割り当てられている。主要メンバー

は安全圏で利益をむさぼり，最前線にいる彼らは，危険にさらされながらも雇われるし

かないという，上が下を食う構図である。 

このような最前線の兵隊とも言える人員は，当初は多重債務者等が利用されていた

が，近時は，未成年者が安易に割の良いアルバイトに応募したところ，個人情報を把握

され，逃げるに逃げられなくなって特殊詐欺の受け子に手を染めるという構図も見られ

るようになっている。報道46によれば，警視庁管内の特殊詐欺検挙人員の約２割が未成年

者であり，中には特殊詐欺グループに利用されてしまった若年者も存在すると思われ

る。 

住吉会事件においても，暴力団のフロント企業のアルバイト募集に応募して受け子と

して稼働していた者も存在している。 

 

２ 威力による統制 

上記のような受け子，出し子らは，自ら詐欺の実態を把握して参加した確信犯は別に

して，特殊詐欺組織の実態を知ったものの，金銭を得る手段として，あるいは組織の威

力によって，抜けるに抜けられずに犯罪行為を続けることとなる。 

確信犯的な者を除く末端の受け子，出し子らは，暴力団あるいは特殊詐欺組織に利用

されているという被害者的側面は存在するものの，何ら落ち度のない被害者から多額の

金銭を詐取するという卑劣な組織犯罪の一部に加担していることは間違いなく，やはり

非難されるべき存在ではある。 

 

３ 啓蒙の必要性 

経済的基盤に乏しく，精神的にも未熟な若年者が，安易に生計を立てる手段として特

殊詐欺の受け子，出し子を選択したり，あるいは協力を続けることが，特殊詐欺組織が

安全に詐欺行為を継続する基盤となっているのである。 

受け子，出し子は，摘発のリスクを常に抱えており，いざとなれば切り捨てられる存

在ではあるが，刑罰は，多額の被害金についての特殊詐欺の共同正犯として厳罰に処さ

れることになる。 

受け子，出し子の特殊詐欺組織への供給を絶つためには，受け子，出し子として関与

することが，被害金のほんの一部の配分を受けただけにもかかわらず割に合わない（被

害金全額に対しての）刑罰を受ける犯罪であること，更には安全なところで利益だけを

収受している金主（オーナー）を肥え太らせるだけであることを十分自覚させる必要が

ある。そして，社会的にもこのような実態を十分に啓蒙する必要がある。 
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交渉やトラブルの解決などを行い，月額500万円を超える多額の利益を得るなど，特

殊詐欺グループの元締的な地位に就いていた。 

   同人の指示で結成された受け子グループは，別の住吉会組員が統括し，詐取金の受

領役や運搬役などへの指示役を果たしたほか，同組の複数の組員が暴力団員ではない

他のメンバーの見張役や報酬の仕分役などの役割を分担した。この受け子グループは，

住吉会の組員が関わる架け子グループのほか，住吉会以外の暴力団組織や関東連合が

関与する複数の架け子グループからも詐取金の受領役を引き受けていた。 

   また，別の住吉会傘下組織の幹部は，いわゆる「道具屋」を利用し，架け子グルー

プの活動拠点となる賃貸事務所や，連絡用の携帯電話などを調達し，架空の会社のパ

ンフレットや架空債権の印刷を手配するなど，一連の詐欺の物的基盤を整えるなどの

重要な役割を果たしていた。 

  

(3) 暴力団の関与している割合 

   警察庁の発表によれば，平成29年度の特殊詐欺全体の検挙被疑者のうち，暴力団構

成員等（暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者）が占める割合が約25.2％である

ことからも，特殊詐欺が暴力団の重要な資金源となっていると考えられる。 

 

３ まとめ 

検挙者の大半は，受け子，出し子等の末端構成員であり，首謀者にまでたどり着くこ

とが困難な現状であること，暴力団員が末端の受け子，出し子等の役割を担うことは希

であることからすると，検挙被疑者に占める暴力団構成員等の割合が4分の1を占めて

いるという実情は，暴力団構成員等が特殊詐欺に検挙割合以上に関与していることを示

唆するのではなかろうか。実際，住吉会事件においても，受け子グループを統括してい

たのは現役の暴力団員であったが，実際に私設私書箱を利用して詐取金を受領していた

のは，暴力団の経営するフロント企業とは知らずに求人に応募した一般市民であった。 

さらに，仮に暴力団構成員等が関与していないとしても，犯行手口の分析からも明ら

かなように，特殊詐欺を効率的に収益をあげる手段として実行するためには，単独での

遂行は困難なことは明らかであり，特殊詐欺は組織犯罪の典型例と言える。 

特殊詐欺の勃興期においては，「詐欺プレイヤーは派手に遊んでヤクザに目を付けら

れることを避けるため，酒，薬，女などの御法度を設けて目立たないように行動してい

た」とされるが45，そもそも特殊詐欺組織と暴力には親和性があること，特殊詐欺の社会

問題化によって暴力団が特殊詐欺を新たな資金源として認識したこと等で暴力団が特

殊詐欺組織に侵食するようになり，ついには暴力団自らが特殊詐欺組織を運用するよう

な事例（住吉会事件）にまで至っている。 

いずれにしろ，暴力団が関与していようがいまいが，組織的犯罪集団と個人である被

害者という構図は明らかであり，さらには社会的弱者である高齢者を標的とすることが

多い点でも，悪質で許しがたい組織犯罪である。 
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 鈴木大介「奪取」（宝島社）124頁 

第２ 受け子，出し子等の属性と組織加入の実態 

 

１ 受け子，出し子等の属性と組織加入の実態 

受け子，出し子と呼ばれる，特殊詐欺の被害金を収受する最前線に配置される構成員

は，常に代替が可能な使い捨てとなるような人間が割り当てられている。主要メンバー

は安全圏で利益をむさぼり，最前線にいる彼らは，危険にさらされながらも雇われるし

かないという，上が下を食う構図である。 

このような最前線の兵隊とも言える人員は，当初は多重債務者等が利用されていた

が，近時は，未成年者が安易に割の良いアルバイトに応募したところ，個人情報を把握

され，逃げるに逃げられなくなって特殊詐欺の受け子に手を染めるという構図も見られ

るようになっている。報道46によれば，警視庁管内の特殊詐欺検挙人員の約２割が未成年

者であり，中には特殊詐欺グループに利用されてしまった若年者も存在すると思われ

る。 

住吉会事件においても，暴力団のフロント企業のアルバイト募集に応募して受け子と

して稼働していた者も存在している。 

 

２ 威力による統制 

上記のような受け子，出し子らは，自ら詐欺の実態を把握して参加した確信犯は別に

して，特殊詐欺組織の実態を知ったものの，金銭を得る手段として，あるいは組織の威

力によって，抜けるに抜けられずに犯罪行為を続けることとなる。 

確信犯的な者を除く末端の受け子，出し子らは，暴力団あるいは特殊詐欺組織に利用

されているという被害者的側面は存在するものの，何ら落ち度のない被害者から多額の

金銭を詐取するという卑劣な組織犯罪の一部に加担していることは間違いなく，やはり

非難されるべき存在ではある。 

 

３ 啓蒙の必要性 

経済的基盤に乏しく，精神的にも未熟な若年者が，安易に生計を立てる手段として特

殊詐欺の受け子，出し子を選択したり，あるいは協力を続けることが，特殊詐欺組織が

安全に詐欺行為を継続する基盤となっているのである。 

受け子，出し子は，摘発のリスクを常に抱えており，いざとなれば切り捨てられる存

在ではあるが，刑罰は，多額の被害金についての特殊詐欺の共同正犯として厳罰に処さ

れることになる。 

受け子，出し子の特殊詐欺組織への供給を絶つためには，受け子，出し子として関与

することが，被害金のほんの一部の配分を受けただけにもかかわらず割に合わない（被

害金全額に対しての）刑罰を受ける犯罪であること，更には安全なところで利益だけを

収受している金主（オーナー）を肥え太らせるだけであることを十分自覚させる必要が

ある。そして，社会的にもこのような実態を十分に啓蒙する必要がある。 

 

                            
46
 時事ドットコム2018年 4月 30日付け 



第１編 特殊詐欺の実態

－26－

第６章 被害者の声 
 
第１ ヒアリングの実施及びその概要 

 
１ ヒアリングを実施した目的 

今回，当分科会では特殊詐欺被害を取り上げることとなったが，ここでは，特殊詐欺

被害への対策・撲滅等が大きなテーマとなる。 
これを検討するにおいて，我々には，実際に被害に遭われた方の生の声，被害者がな

ぜ被害に遭ってしまったのか，被害に遭ったことでどのような境遇に置かれているのか

といったことを知らずには，真に実効性のある対策等を考えることはできないのではな

いかという問題意識があった。 
特殊詐欺被害が連日のように報道される昨今，世間では，ともすれば，これだけ報道

され，注意喚起されているにもかかわらず被害に遭う者は，単に迂闊であるとか，欲に

目が眩んだためであり自業自得であるなどと考える傾向にあり，少なくとも，決して自

分は被害に遭わないと簡単に考えてしまう傾向にあるものと思われる。 
果たして本当にそうなのか，特殊詐欺被害をテーマとして取り上げる我々自身，判然

としないところがあった。 
そこで，実際に被害に遭われた方の声を掬い取り，そこから被害対策のために何が有

効であり，被害救済として何が必要なのかを考えることが必要であるとの考えに至った

ことから，今回特殊詐欺被害に遭われた方々からのヒアリング調査（一部アンケート方

式を利用。）を行った。 
なお，多くの犯罪被害者がそうであるように，特殊詐欺被害に遭われた方も深く傷つ

いており，思い出したくないことを思い出させることにより，いわゆる二次被害が生じ

るおそれがあることから，本調査は，共通の質問事項を用意しつつも，必ずしも用意さ

れた全ての質問に回答を求めるのではなく，可能な限り自発的な回答を促すよう配慮し

ながら実施された。 

 
２ 対象者の概要 

本ヒアリング調査は，ある特殊詐欺事件の被害者ら20名を対象として実施された（当

該特殊詐欺事件について，指定暴力団の代表者等に対する損害賠償請求事件が本書作成

時点において係属しているが，これらの被害者は当該損害賠償請求事件の原告でもあ

る。）。ヒアリングに応じてくださった方々の被害時の年齢は，特殊詐欺事件被害者の一

般的な傾向と同様，60代以上の高齢者が大多数であるが，一方で30代の女性もおり，若

くとも被害に遭う可能性があることが示されている。また，被害者の居住する都道府県

は，警察における統計と同様に首都圏が半数であったが，その余は全国各地に点在して

おり，電話等を重要なツールとするこの犯罪の被害が全国に及んでいることを示してい

る。 
世帯状況を見ると，独り暮らしも少なくないが，大半は2人かそれ以上の世帯数であっ

た。 
 

また，高齢の被害者が多いことから年金受給者が大半を占めていた。それにもかかわ

らず被害金額が100万円を下回る方はおらず，最大で8000万円を超える被害にあった方

もいた。それぞれ大切な生活資金や，老後に備えた蓄え等であり，それを根こそぎむし

りとられた被害者の絶望感は想像するに余りあるものであった。 
以下では，被害前の状況，被害時の状況，被害後の状況，国や警察，マスメディア，

弁護士会等に対する要望，加害者に対する気持ち，まだ被害に遭っていない方へ伝えた

いことといった各テーマに沿ってヒアリング結果を紹介する。 
被害者が実態を語ってくれたこのヒアリングが，今後の被害防止・撲滅に向けた対策

等のヒントとなることを願うものである。 
 
第２ 被害に遭う前の状況 

 
１  特殊詐欺被害に遭う以前に詐欺等の被害に遭ったことがあるか 

過去に別の詐欺の被害に遭ったことの有無，その回数，被害総額についてであるが，

半数にこそならないものの，3分の1強の被害者が過去に別の詐欺被害に遭っていた。こ

のような被害者らの名簿等が何らかの形で出回る等しており，加害者側が被害者を選別

するための有力なツールとなっていることが窺われた。 
 

２ 電話番号について 

特殊詐欺被害においては電話が重要なツールとなっていることは既に述べたとおりで

あるが，今回調査した被害者のうち，自宅の電話番号をハローページに掲載している方

が多く見られた。限定された範囲・数ではあるが，上記被害者名簿類とともに，ハロー

ページが加害者側の有力なツールになっている可能性が窺われた。 

 
３ 不審電話等 

特殊詐欺では，実際の欺罔行為以前に複数の人物による仕掛けの電話等がなされるケ

ースが見られる。今回の被害に遭う前に，不審な電話等（セールス，家族状況の確認，

家人の在宅確認等）がなかったかについて質問したところ，調査対象者の約半数が「有

り」と回答した。 

 
第３ 被害状況 

 
１ 詐欺と疑うことができたか 

加害者側からのコンタクト（電話等）があった際に，詐欺ではないかなどと疑わなか

ったかについては，多くの被害者が疑っていなかったと回答した。疑わなかった理由と

しては，まさか自分が騙されると思っていなかったというケースと，話を信じて何とか

してあげたい（しなければならない）と考えてしまったケースとが多く見られた。また，

最初は疑っていたが，最終的に信用してしまったという被害者もいた。 
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第６章 被害者の声 
 
第１ ヒアリングの実施及びその概要 

 
１ ヒアリングを実施した目的 

今回，当分科会では特殊詐欺被害を取り上げることとなったが，ここでは，特殊詐欺

被害への対策・撲滅等が大きなテーマとなる。 
これを検討するにおいて，我々には，実際に被害に遭われた方の生の声，被害者がな

ぜ被害に遭ってしまったのか，被害に遭ったことでどのような境遇に置かれているのか

といったことを知らずには，真に実効性のある対策等を考えることはできないのではな

いかという問題意識があった。 
特殊詐欺被害が連日のように報道される昨今，世間では，ともすれば，これだけ報道

され，注意喚起されているにもかかわらず被害に遭う者は，単に迂闊であるとか，欲に

目が眩んだためであり自業自得であるなどと考える傾向にあり，少なくとも，決して自

分は被害に遭わないと簡単に考えてしまう傾向にあるものと思われる。 
果たして本当にそうなのか，特殊詐欺被害をテーマとして取り上げる我々自身，判然

としないところがあった。 
そこで，実際に被害に遭われた方の声を掬い取り，そこから被害対策のために何が有

効であり，被害救済として何が必要なのかを考えることが必要であるとの考えに至った

ことから，今回特殊詐欺被害に遭われた方々からのヒアリング調査（一部アンケート方

式を利用。）を行った。 
なお，多くの犯罪被害者がそうであるように，特殊詐欺被害に遭われた方も深く傷つ

いており，思い出したくないことを思い出させることにより，いわゆる二次被害が生じ

るおそれがあることから，本調査は，共通の質問事項を用意しつつも，必ずしも用意さ

れた全ての質問に回答を求めるのではなく，可能な限り自発的な回答を促すよう配慮し

ながら実施された。 

 
２ 対象者の概要 

本ヒアリング調査は，ある特殊詐欺事件の被害者ら20名を対象として実施された（当

該特殊詐欺事件について，指定暴力団の代表者等に対する損害賠償請求事件が本書作成

時点において係属しているが，これらの被害者は当該損害賠償請求事件の原告でもあ

る。）。ヒアリングに応じてくださった方々の被害時の年齢は，特殊詐欺事件被害者の一

般的な傾向と同様，60代以上の高齢者が大多数であるが，一方で30代の女性もおり，若

くとも被害に遭う可能性があることが示されている。また，被害者の居住する都道府県

は，警察における統計と同様に首都圏が半数であったが，その余は全国各地に点在して

おり，電話等を重要なツールとするこの犯罪の被害が全国に及んでいることを示してい

る。 
世帯状況を見ると，独り暮らしも少なくないが，大半は2人かそれ以上の世帯数であっ

た。 
 

また，高齢の被害者が多いことから年金受給者が大半を占めていた。それにもかかわ

らず被害金額が100万円を下回る方はおらず，最大で8000万円を超える被害にあった方

もいた。それぞれ大切な生活資金や，老後に備えた蓄え等であり，それを根こそぎむし

りとられた被害者の絶望感は想像するに余りあるものであった。 
以下では，被害前の状況，被害時の状況，被害後の状況，国や警察，マスメディア，

弁護士会等に対する要望，加害者に対する気持ち，まだ被害に遭っていない方へ伝えた

いことといった各テーマに沿ってヒアリング結果を紹介する。 
被害者が実態を語ってくれたこのヒアリングが，今後の被害防止・撲滅に向けた対策

等のヒントとなることを願うものである。 
 
第２ 被害に遭う前の状況 

 
１  特殊詐欺被害に遭う以前に詐欺等の被害に遭ったことがあるか 

過去に別の詐欺の被害に遭ったことの有無，その回数，被害総額についてであるが，

半数にこそならないものの，3分の1強の被害者が過去に別の詐欺被害に遭っていた。こ

のような被害者らの名簿等が何らかの形で出回る等しており，加害者側が被害者を選別

するための有力なツールとなっていることが窺われた。 
 

２ 電話番号について 

特殊詐欺被害においては電話が重要なツールとなっていることは既に述べたとおりで

あるが，今回調査した被害者のうち，自宅の電話番号をハローページに掲載している方

が多く見られた。限定された範囲・数ではあるが，上記被害者名簿類とともに，ハロー

ページが加害者側の有力なツールになっている可能性が窺われた。 

 
３ 不審電話等 

特殊詐欺では，実際の欺罔行為以前に複数の人物による仕掛けの電話等がなされるケ

ースが見られる。今回の被害に遭う前に，不審な電話等（セールス，家族状況の確認，

家人の在宅確認等）がなかったかについて質問したところ，調査対象者の約半数が「有

り」と回答した。 

 
第３ 被害状況 

 
１ 詐欺と疑うことができたか 

加害者側からのコンタクト（電話等）があった際に，詐欺ではないかなどと疑わなか

ったかについては，多くの被害者が疑っていなかったと回答した。疑わなかった理由と

しては，まさか自分が騙されると思っていなかったというケースと，話を信じて何とか

してあげたい（しなければならない）と考えてしまったケースとが多く見られた。また，

最初は疑っていたが，最終的に信用してしまったという被害者もいた。 
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被害者らから聴取した詐欺の手口は非常に巧妙かつ狡猾であり，被害者の親切心や不

安な心理が巧みに操作されており，実際に体験すると，疑うことそれ自体が困難である

ことを見て取ることができた。 
 
(1) 疑わなかった。 

理由 
・最初は，助けてあげたいという気持ち一心だった。犯罪と指摘され，「今日お金を送

れ」と言われ，恐怖でいっぱいになった。そうする以外に選択肢がなく，疑う余地

がなかった。 
・名義を貸したことを話したら，大変な罪をしたと威嚇的に言われ，判断力が全くな

くなった。自分が大罪を犯してしまったと思い込んでしまった。 
・少し前に新聞でそのような制度について読んだ気がしたので，つい信用してしまっ

た。冷静になって考えればおかしいと思うが，そのときは夢遊病者のようになって

しまい，言われるがままにしてしまった。 
・話がもっともらしかった。無料で登録（名前）を消してくれるというので親切だと

思った。実際に買い物したことのある先と（偶々）一致していた。 
・夫に何とか楽に生活させてあげたいとそればかり考えていたときだった。タイミン

グが最悪だった。 
・自分が騙されると思っていなかった。タイミング悪く夫の体調が悪いときで，そち

らの方が大事だったので他のことは早く済ませたかった。解決すれば（騙されてい

るのですが）私も楽になるし，相手もこれで済むのであれば，と思ってしまった。 
・某環境大臣の名前等を出されるなどしたので疑わなかった。 
・急きたてられていて疑わなかった。 

 
(2) 疑っていたが，結局は被害に遭ってしまった。 

理由 
・最初は疑っており，電話があった後，消費者相談センターに行って相談したら，「気

をつけてください」と言われた。しかし，相手方とやり取りをしているうちに信じ

てしまった。 
・疑って，不審点を質問したが，もっともらしい回答をされた（「会社ができたばかり

なので電話帳には載っていない」等。）。また，「財産が差し押さえられる」等と聞い

て怖くなり，送金してしまった。 
・詐欺ではないかと思いつつも，巧みに相手に引きずり込まれてしまった。相手の話

を聞きながら，このようなことは商慣習上あってはならないことだと憤りを感じ，

まんまと相手の話に乗ってしまった。 
・最初はおかしいと思ったが，複数の者たちが登場するにつれ，段々と信じ込まされ

ていった。まさかグルだとは思わなかった。 
・途中で怪しいと思ったが，ここでやめてしまうとお金が返ってこないと思い，ズル

ズルとやられてしまった。 
 

２ 家族等への相談ができたか 

金員を振込等する前に家族に相談した（できた）か，相談しなかった（できなかった）

かとの質問に対し，相談できなかった被害者が多数であった。理由は様々であるが，恐

怖心等から余裕を失う，思考停止状態に陥ってしまったケース等が見られた。また，被

害に遭った金員の重要性等から相談できなかったというケースも見られた。さらに，信

用し切ってしまったことから相談するという考えに及ばなかったというケースも見られ

た。 
また，相談したというケースでも，夫婦で相談しながらも被害に遭った，つまり，夫

婦ともに騙されたというケースが複数あった。 
近親者に相談をさせないように被害者を追い込むことが，加害者側の狙いであり，相

談しなかった（できなかった）ことが，その巧みな手口によるものであることは想像に

難くないが，夫婦で相談しあったケースですら被害に遭っている方がいることから，加

害者側の手口の巧妙さが窺われた。 
 
(1) 相談できなかった。 

理由 
・恐怖で一杯で，相談できなかった。 
・うまい具合に丸め込まれてすぐにでも対応しなければダメだと思い込まされ，家

族が近くにいなかったこともあったので相談しなかった。 
・とにかく心に余裕がなく，息子に相談することは思い浮かばなかった。 
・犯人に「息子に言う」と言われ，息子には迷惑をかけられないと思った。 
・かつて未公開株の被害に遭ったことも相談できないので相談できなかった。相談

できないのは，夫婦の老後資金が取られてしまい，金額が大きすぎてとても言え

ないから。 
・本来であれば兄弟で遺産分割をしなければならない資金だったので。 
・（お金を用立てる相談について）夫と子はお金を用意してくれないと思った。ただ，

弟には相談できたので，お金を用立ててもらった。 
・（詐欺だとは疑っていたわけではなかったが，）お金を支払っていることについて

心配をかけてはいけないと思い，相談はしなかった。 
・信じていた。申し向け方がうまかった。孫のようにかわいらしいことを言われた。

蜜柑を送ってあげようと思ったくらいだった。 
 
(2) 相談しなかった。 

理由 
・問題ないと思った。 
・詐欺の内容が，亡くなった前妻に関わることだったことから，あえて今の妻には

相談しなかった。 
・子どもが3人いるが，いずれも離れて生活しているので相談しなかった。 
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被害者らから聴取した詐欺の手口は非常に巧妙かつ狡猾であり，被害者の親切心や不

安な心理が巧みに操作されており，実際に体験すると，疑うことそれ自体が困難である

ことを見て取ることができた。 
 
(1) 疑わなかった。 

理由 
・最初は，助けてあげたいという気持ち一心だった。犯罪と指摘され，「今日お金を送

れ」と言われ，恐怖でいっぱいになった。そうする以外に選択肢がなく，疑う余地

がなかった。 
・名義を貸したことを話したら，大変な罪をしたと威嚇的に言われ，判断力が全くな

くなった。自分が大罪を犯してしまったと思い込んでしまった。 
・少し前に新聞でそのような制度について読んだ気がしたので，つい信用してしまっ

た。冷静になって考えればおかしいと思うが，そのときは夢遊病者のようになって

しまい，言われるがままにしてしまった。 
・話がもっともらしかった。無料で登録（名前）を消してくれるというので親切だと

思った。実際に買い物したことのある先と（偶々）一致していた。 
・夫に何とか楽に生活させてあげたいとそればかり考えていたときだった。タイミン

グが最悪だった。 
・自分が騙されると思っていなかった。タイミング悪く夫の体調が悪いときで，そち

らの方が大事だったので他のことは早く済ませたかった。解決すれば（騙されてい

るのですが）私も楽になるし，相手もこれで済むのであれば，と思ってしまった。 
・某環境大臣の名前等を出されるなどしたので疑わなかった。 
・急きたてられていて疑わなかった。 

 
(2) 疑っていたが，結局は被害に遭ってしまった。 

理由 
・最初は疑っており，電話があった後，消費者相談センターに行って相談したら，「気

をつけてください」と言われた。しかし，相手方とやり取りをしているうちに信じ

てしまった。 
・疑って，不審点を質問したが，もっともらしい回答をされた（「会社ができたばかり

なので電話帳には載っていない」等。）。また，「財産が差し押さえられる」等と聞い

て怖くなり，送金してしまった。 
・詐欺ではないかと思いつつも，巧みに相手に引きずり込まれてしまった。相手の話

を聞きながら，このようなことは商慣習上あってはならないことだと憤りを感じ，

まんまと相手の話に乗ってしまった。 
・最初はおかしいと思ったが，複数の者たちが登場するにつれ，段々と信じ込まされ

ていった。まさかグルだとは思わなかった。 
・途中で怪しいと思ったが，ここでやめてしまうとお金が返ってこないと思い，ズル

ズルとやられてしまった。 
 

２ 家族等への相談ができたか 

金員を振込等する前に家族に相談した（できた）か，相談しなかった（できなかった）

かとの質問に対し，相談できなかった被害者が多数であった。理由は様々であるが，恐

怖心等から余裕を失う，思考停止状態に陥ってしまったケース等が見られた。また，被

害に遭った金員の重要性等から相談できなかったというケースも見られた。さらに，信

用し切ってしまったことから相談するという考えに及ばなかったというケースも見られ

た。 
また，相談したというケースでも，夫婦で相談しながらも被害に遭った，つまり，夫

婦ともに騙されたというケースが複数あった。 
近親者に相談をさせないように被害者を追い込むことが，加害者側の狙いであり，相

談しなかった（できなかった）ことが，その巧みな手口によるものであることは想像に

難くないが，夫婦で相談しあったケースですら被害に遭っている方がいることから，加

害者側の手口の巧妙さが窺われた。 
 
(1) 相談できなかった。 

理由 
・恐怖で一杯で，相談できなかった。 
・うまい具合に丸め込まれてすぐにでも対応しなければダメだと思い込まされ，家

族が近くにいなかったこともあったので相談しなかった。 
・とにかく心に余裕がなく，息子に相談することは思い浮かばなかった。 
・犯人に「息子に言う」と言われ，息子には迷惑をかけられないと思った。 
・かつて未公開株の被害に遭ったことも相談できないので相談できなかった。相談

できないのは，夫婦の老後資金が取られてしまい，金額が大きすぎてとても言え

ないから。 
・本来であれば兄弟で遺産分割をしなければならない資金だったので。 
・（お金を用立てる相談について）夫と子はお金を用意してくれないと思った。ただ，

弟には相談できたので，お金を用立ててもらった。 
・（詐欺だとは疑っていたわけではなかったが，）お金を支払っていることについて

心配をかけてはいけないと思い，相談はしなかった。 
・信じていた。申し向け方がうまかった。孫のようにかわいらしいことを言われた。

蜜柑を送ってあげようと思ったくらいだった。 
 
(2) 相談しなかった。 

理由 
・問題ないと思った。 
・詐欺の内容が，亡くなった前妻に関わることだったことから，あえて今の妻には

相談しなかった。 
・子どもが3人いるが，いずれも離れて生活しているので相談しなかった。 
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(3) 相談した。 

（支払ってしまった）理由 
・配偶者に相談して，「ここまで言っているのだから大丈夫だろう」となった。 
・送金する前に配偶者に事情を話して，銀行にも一緒に行ってもらったが，配偶者

からは特に何も言われなかった。 
・夫婦で相談しながら対応した。 
・最初は伝えなかったが，自分の資金では足りなくなった段階で妻に相談し，資金

を出してもらった。騙されているとは思わなかったので，相談するという発想に

すらならなかった。 
 
第４ 被害後の状況 

 
１  詐欺被害に遭ったと判明した時期 

自分が詐欺被害に遭ってしまったと判明した時期については，①自ら気が付いたケー

スとして，相手方と連絡が取れなくなったときに悟った，金融機関等が警察に通報する

などした際に判明した，自ら調べたところ判明したというものがそれぞれ複数見られた。

また，②親類等の指摘等をきっかけとして判明したというケースも複数見られた。 
 
(1) 自ら気が付いたケース 

・全額返金されると約束されていた日に返金されず，電話をかけたが「番号は使わ

れていない」となってつながらなかったとき。 
・返還されるはずの日に入金がなかったので不審に思って電話したら，つながらな

かった。 

・途中でおかしいとは思ったが，その時点である程度お金を出してしまっていたの

で，立ち止まって後に引けなくなった。最終的には，お金を送った後に相手と連

絡が取れなくなったときに詐欺だと分かった。 
・最後のお金を送ったことを電話で報告した通話中に，相手にガチャンと切ら

れて，その後連絡が取れなくなったとき。 
・電話しても通じなくなったとき。 
・銀行から警察に通報してくれて，詐欺だと分かった。 
・郵便局又は金融機関の人が不審に思い警察に通報し，警察が家に来たり，息子に

連絡をしてきたことで発覚した。 
・送られてきた社債に書いてあった会社名をインターネットで検索したら詐欺会社

だと書いてあって気づいた。 
・社債発行会社の社長宛てに郵送した手紙が戻ってきてしまい，郵便局で調べた結

果相手先住所に実体がないことが分かったとき。 
・弁護士と名乗る者が出てきて，「詐欺なので郵送しているお金を止めてください」

「そのお金を検証しなければならないのでしばらく預からせてください」等と言

ったので怪しくて詐欺だと分かった。 

・送金した後に再び電話がかかってきて，更に送金が必要と言われたときに，おか

しいと思った。 
 

(2) 親類等の指摘によって判明したケース 

・息子夫婦が正月に遊びに来たところ，それは詐欺だと言われ，警察に相談して分

かった。 
・相手から送られてきた書類を娘に見られて詐欺だと指摘され，警察に相談に行っ

たとき。 
・被害に遭ってから約２か月後に気付いた。被害に遭った後も，「誰にも言ってはい

けない。」と言われたのでそのままにしていた。でも何の連絡もなかったので電話

を架けたら，既に使われていないことを知り，消費生活センターに連絡したとこ

ろ，詐欺だと指摘を受けた。 
・お金を送った後，相手から「追加でお金を払わなければ告訴しなければならなく

なる」と言われ，もう払うお金もなく告訴されるくらいなら自分で警察に行った

方がいいと思い，警察に相談して騙されていたと気付いた。 
 
２ 家族等に打ち明けることができたか 

被害に遭ったことを家族等に打ち明けることができたかについては，被害者の多くが

打ち明けられていない実態が明らかになった。その理由としては心配をかけたくないと

いうものが多いが，自らの行いを恥じる，家族からの非難を恐れるなどの理由から打ち

明けられていないケースも多く，被害者の多くが誰にも言えずに抱え込んでいる実態が

明らかになった。 
一方で，家族に相談する，被害に遭ったことを告白するなどした被害者も一定数見ら

れた。その際，家族から慰めの言葉等をかけられた被害者も一定数いたが，非難される

ような言葉を投げかけられて傷ついた被害者が多く見られた。被害に遭って自らを責め

ている被害者が，更に追い打ちをかけられるような事態になっているケースが少なくな

いことが明らかになった。 
 
(1) 家族には話せていない。 

理由 
・心配をかけたくないし，夫が稼いだお金も送ってしまったので，申し訳なくて言

えない。 
・息子に心配をかけると思うと言えなかった。そのお金があればそれを分けてあげ

たかったと思うと言えない（言えなかった。）。 
・別居している子どもたちに心配をかけるだけなので。 
・次男には話したが，長男はとてもよくしてくれていることもあり，心配をかけた

くないので話せていない。 
・今更言っても心配させたりするだけなので。 
・心配をかけたくないので。 
・家族に心配をかけてしまうと思うと話せない。 
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(3) 相談した。 

（支払ってしまった）理由 
・配偶者に相談して，「ここまで言っているのだから大丈夫だろう」となった。 
・送金する前に配偶者に事情を話して，銀行にも一緒に行ってもらったが，配偶者

からは特に何も言われなかった。 
・夫婦で相談しながら対応した。 
・最初は伝えなかったが，自分の資金では足りなくなった段階で妻に相談し，資金

を出してもらった。騙されているとは思わなかったので，相談するという発想に

すらならなかった。 
 
第４ 被害後の状況 

 
１  詐欺被害に遭ったと判明した時期 

自分が詐欺被害に遭ってしまったと判明した時期については，①自ら気が付いたケー

スとして，相手方と連絡が取れなくなったときに悟った，金融機関等が警察に通報する

などした際に判明した，自ら調べたところ判明したというものがそれぞれ複数見られた。

また，②親類等の指摘等をきっかけとして判明したというケースも複数見られた。 
 
(1) 自ら気が付いたケース 

・全額返金されると約束されていた日に返金されず，電話をかけたが「番号は使わ

れていない」となってつながらなかったとき。 
・返還されるはずの日に入金がなかったので不審に思って電話したら，つながらな

かった。 

・途中でおかしいとは思ったが，その時点である程度お金を出してしまっていたの

で，立ち止まって後に引けなくなった。最終的には，お金を送った後に相手と連

絡が取れなくなったときに詐欺だと分かった。 
・最後のお金を送ったことを電話で報告した通話中に，相手にガチャンと切ら

れて，その後連絡が取れなくなったとき。 
・電話しても通じなくなったとき。 
・銀行から警察に通報してくれて，詐欺だと分かった。 
・郵便局又は金融機関の人が不審に思い警察に通報し，警察が家に来たり，息子に

連絡をしてきたことで発覚した。 
・送られてきた社債に書いてあった会社名をインターネットで検索したら詐欺会社

だと書いてあって気づいた。 
・社債発行会社の社長宛てに郵送した手紙が戻ってきてしまい，郵便局で調べた結

果相手先住所に実体がないことが分かったとき。 
・弁護士と名乗る者が出てきて，「詐欺なので郵送しているお金を止めてください」

「そのお金を検証しなければならないのでしばらく預からせてください」等と言

ったので怪しくて詐欺だと分かった。 

・送金した後に再び電話がかかってきて，更に送金が必要と言われたときに，おか

しいと思った。 
 

(2) 親類等の指摘によって判明したケース 

・息子夫婦が正月に遊びに来たところ，それは詐欺だと言われ，警察に相談して分

かった。 
・相手から送られてきた書類を娘に見られて詐欺だと指摘され，警察に相談に行っ

たとき。 
・被害に遭ってから約２か月後に気付いた。被害に遭った後も，「誰にも言ってはい

けない。」と言われたのでそのままにしていた。でも何の連絡もなかったので電話

を架けたら，既に使われていないことを知り，消費生活センターに連絡したとこ

ろ，詐欺だと指摘を受けた。 
・お金を送った後，相手から「追加でお金を払わなければ告訴しなければならなく

なる」と言われ，もう払うお金もなく告訴されるくらいなら自分で警察に行った

方がいいと思い，警察に相談して騙されていたと気付いた。 
 
２ 家族等に打ち明けることができたか 

被害に遭ったことを家族等に打ち明けることができたかについては，被害者の多くが

打ち明けられていない実態が明らかになった。その理由としては心配をかけたくないと

いうものが多いが，自らの行いを恥じる，家族からの非難を恐れるなどの理由から打ち

明けられていないケースも多く，被害者の多くが誰にも言えずに抱え込んでいる実態が

明らかになった。 
一方で，家族に相談する，被害に遭ったことを告白するなどした被害者も一定数見ら

れた。その際，家族から慰めの言葉等をかけられた被害者も一定数いたが，非難される

ような言葉を投げかけられて傷ついた被害者が多く見られた。被害に遭って自らを責め

ている被害者が，更に追い打ちをかけられるような事態になっているケースが少なくな

いことが明らかになった。 
 
(1) 家族には話せていない。 

理由 
・心配をかけたくないし，夫が稼いだお金も送ってしまったので，申し訳なくて言

えない。 
・息子に心配をかけると思うと言えなかった。そのお金があればそれを分けてあげ

たかったと思うと言えない（言えなかった。）。 
・別居している子どもたちに心配をかけるだけなので。 
・次男には話したが，長男はとてもよくしてくれていることもあり，心配をかけた

くないので話せていない。 
・今更言っても心配させたりするだけなので。 
・心配をかけたくないので。 
・家族に心配をかけてしまうと思うと話せない。 
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・お金を用立ててもらった弟以外，家族（夫や子）には話せていない。 
・体裁が悪かったため。家族には言えなかった。 
・身内の恥なので，息子と妻以外には兄弟にも話していない。 
・お金を取られたことを家族に知られたくない。 
・家族からは，割合しっかりしていると思われているという自信があり，知られた

ら恥ずかしいので話せていない。警察にも，近隣で1000万円以上の被害が遭った

ことを公表してもよいかと聞かれたが，してほしくないと答えた。 
・本来であれば兄弟で遺産分割をしなければならない資金を勝手に使ってしまった

ので話せていない。 
・妻に相談しても今さら仕方がないし，何か意見を言われるのも嫌だから。 
・戻ってくると信じていたこともあり言わなかった（言えなかった。）。金額も大き

くて言えなかった。 
・ぼろくそに言われると思う。「そんなもん人を信用するからだ」とけなされると思

うと言えない。 
・話したら「馬鹿野郎」等となじられると思うと話せない。 

 
(2) 家族に話した。 

・特にきついことは言われなかった。妻も「あなたは人が良すぎるから」という以

外に特に何も言わなかった。 
・相談した。自動車事故に遭ったと思えば，以後気を付けてと言ってくれた。 
・次男には最近になって話したが，責められたりはせず，「その弁護士（弁護団）は

大丈夫か」と言われた。 
・家族同然の人には，被害後しばらくしてから，同人が自宅に訪問してきたタイミ

ングで話した（他の出来事を話す中で，ついでに話した。）。 
 

(3) 家族に話したが非難を受けた。 

・「どうしてそんなことがあったのか。気をつけないとだめじゃないか。」と言われ

た。 
・非難された。 
・息子から，相談してくれたら調べたりしたのに何で言ってくれなかったのかと怒

られた。 
・「相談してくれればよかったのに」と言われた。 

 
３ 被害後の経済的状況 

特殊詐欺被害に遭った後の経済的状況については，経済的には特に支障がないという

被害者も少数いるが，ほとんどの被害者が，生活費や老後の資金等として考えていた金

銭を奪われ，予定していた支出に充てることができず断念した，家族への援助等ができ

なくなってしまった，生活費等を子どもに依存せざるを得なくなってしまったなど，何

らかの経済的困難に遭遇していた。また，被害に遭った金員を取り崩しながら生活する

ことを想定していた被害者については，一旦リタイアしたものの再び稼働することを余

儀なくされた方も見られた。 
 
(1) 経済的困難等 

・全て子に依存せざるを得なくなった。 
・全財産を失い，経済的余裕が全くなくなった。生活費がなくなったので途方に暮

れた。生活の可能性がゼロになった。子に引っ越してきてもらった。 
・貯金がなくなり，本当に生活が苦しい。夫にご飯を食べてもらうだけでも精一

杯。夫に必要な介護も提供できなくなってしまった。 
・妻が貯めていたお金は家の修繕等に充てる予定だったが，取られてしまい，補修

ができなくなった。 
・部屋のリフォームをしたかったが中止した。 
・家の建て替え等もできない。 
・家が漏水しているが，その修理費用が出せず，そのままになっている。網戸も破

れたままになっている。最低限の生活ができていない。夫にも不自由かけている。

持病であった心臓病も悪化した。 
・妻が貯めていたお金は家の修繕等に充てる予定だったが，取られてしまい，補修

ができなくなった。 
 
(2) 生活に余裕がなくなった。 

・とにかく切り詰めている。外食はほとんどしなくなった。洋服や靴も一切買わな

くなった。 
・冠婚葬祭に関わる出費（孫の入学祝等）を出すことが大変になった。 
・（当時）これから夫の入院費用等がかかるのにと思った。 
・お金に困っている息子（次男）に対し援助できない。 
・子どもに保険金を残してあげられなくなった（生命保険を解約してしまったか

ら。）。 
・兄妹たちとの関係も後ろめたい。本来なら遺産として兄弟で分けられたお金なの

に，自分の失敗でこんなことになった。姉はお金に困っていて遺産を分けられた

ら姉の生活はだいぶ違った。姉は手術もしていて生活も大変。後ろめたい気持ち

で一杯になる。 

・毎月の生活。医療費がかかるので毎月赤字であり，貯金がどんどん目減りしてい

る。 
・老後の資金が不安である。 
・年金だけでは生活できなくなったので，アルバイトをするようになった。友人か

らお金も借りていたのでその返済もしている。 
・弟に対する返済をしなければならなくなり，自分の洋服等身の周りのものをあま

り買わなくなった。 
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・お金を用立ててもらった弟以外，家族（夫や子）には話せていない。 
・体裁が悪かったため。家族には言えなかった。 
・身内の恥なので，息子と妻以外には兄弟にも話していない。 
・お金を取られたことを家族に知られたくない。 
・家族からは，割合しっかりしていると思われているという自信があり，知られた

ら恥ずかしいので話せていない。警察にも，近隣で1000万円以上の被害が遭った

ことを公表してもよいかと聞かれたが，してほしくないと答えた。 
・本来であれば兄弟で遺産分割をしなければならない資金を勝手に使ってしまった

ので話せていない。 
・妻に相談しても今さら仕方がないし，何か意見を言われるのも嫌だから。 
・戻ってくると信じていたこともあり言わなかった（言えなかった。）。金額も大き

くて言えなかった。 
・ぼろくそに言われると思う。「そんなもん人を信用するからだ」とけなされると思

うと言えない。 
・話したら「馬鹿野郎」等となじられると思うと話せない。 

 
(2) 家族に話した。 

・特にきついことは言われなかった。妻も「あなたは人が良すぎるから」という以

外に特に何も言わなかった。 
・相談した。自動車事故に遭ったと思えば，以後気を付けてと言ってくれた。 
・次男には最近になって話したが，責められたりはせず，「その弁護士（弁護団）は

大丈夫か」と言われた。 
・家族同然の人には，被害後しばらくしてから，同人が自宅に訪問してきたタイミ

ングで話した（他の出来事を話す中で，ついでに話した。）。 
 

(3) 家族に話したが非難を受けた。 

・「どうしてそんなことがあったのか。気をつけないとだめじゃないか。」と言われ

た。 
・非難された。 
・息子から，相談してくれたら調べたりしたのに何で言ってくれなかったのかと怒

られた。 
・「相談してくれればよかったのに」と言われた。 

 
３ 被害後の経済的状況 

特殊詐欺被害に遭った後の経済的状況については，経済的には特に支障がないという

被害者も少数いるが，ほとんどの被害者が，生活費や老後の資金等として考えていた金

銭を奪われ，予定していた支出に充てることができず断念した，家族への援助等ができ

なくなってしまった，生活費等を子どもに依存せざるを得なくなってしまったなど，何

らかの経済的困難に遭遇していた。また，被害に遭った金員を取り崩しながら生活する

ことを想定していた被害者については，一旦リタイアしたものの再び稼働することを余

儀なくされた方も見られた。 
 
(1) 経済的困難等 

・全て子に依存せざるを得なくなった。 
・全財産を失い，経済的余裕が全くなくなった。生活費がなくなったので途方に暮

れた。生活の可能性がゼロになった。子に引っ越してきてもらった。 
・貯金がなくなり，本当に生活が苦しい。夫にご飯を食べてもらうだけでも精一

杯。夫に必要な介護も提供できなくなってしまった。 
・妻が貯めていたお金は家の修繕等に充てる予定だったが，取られてしまい，補修

ができなくなった。 
・部屋のリフォームをしたかったが中止した。 
・家の建て替え等もできない。 
・家が漏水しているが，その修理費用が出せず，そのままになっている。網戸も破

れたままになっている。最低限の生活ができていない。夫にも不自由かけている。

持病であった心臓病も悪化した。 
・妻が貯めていたお金は家の修繕等に充てる予定だったが，取られてしまい，補修

ができなくなった。 
 
(2) 生活に余裕がなくなった。 

・とにかく切り詰めている。外食はほとんどしなくなった。洋服や靴も一切買わな

くなった。 
・冠婚葬祭に関わる出費（孫の入学祝等）を出すことが大変になった。 
・（当時）これから夫の入院費用等がかかるのにと思った。 
・お金に困っている息子（次男）に対し援助できない。 
・子どもに保険金を残してあげられなくなった（生命保険を解約してしまったか

ら。）。 
・兄妹たちとの関係も後ろめたい。本来なら遺産として兄弟で分けられたお金なの

に，自分の失敗でこんなことになった。姉はお金に困っていて遺産を分けられた

ら姉の生活はだいぶ違った。姉は手術もしていて生活も大変。後ろめたい気持ち

で一杯になる。 

・毎月の生活。医療費がかかるので毎月赤字であり，貯金がどんどん目減りしてい

る。 
・老後の資金が不安である。 
・年金だけでは生活できなくなったので，アルバイトをするようになった。友人か

らお金も借りていたのでその返済もしている。 
・弟に対する返済をしなければならなくなり，自分の洋服等身の周りのものをあま

り買わなくなった。 
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４ 被害に遭って変わったこと 
経済的な状況以外においても，多くの被害者が，特殊詐欺被害に遭った後に精神的に

も大きなダメージを受け，生活状況に変化を来していることが明らかとなった。信頼を

裏切られ，逆手に取られたことによって，それまでとは異なり人間不信のような状態に

陥っている被害者や，それにとどまらず，特殊詐欺被害に遭ってしまったという精神的

ショックから立ち直れずにいる被害者もいた。さらに，それまで良好であった家族との

関係が，特殊詐欺被害に遭ってしまったことを契機に悪化しているケースが多いことも

認められた。 
 

・知らない人には警戒するようになった。不審な電話があればすぐに切るようにして

いる。生活費を切り詰める必要がある。あまり自分を責めると病気になるので，健

康には気を付けている。 
・以前は明るく社交的だった。しかし，被害後は落ち込み，ふさぎがちになり，外出

も極端に減った（月に3回くらい。）。鬱状態になってしまった。 
・息子たちに対する態度がよそよそしくなった。 
・辛いことは忘れるようにしている。考えないようにしている。 
・電話について特に気にするようになった。 
・自分一人のところに誰かが来たりするのが怖いので，夕方6時以降は外出しない。鍵

をかけて家に籠るようになった。 
 
５ 被害者の心理状態 

特殊詐欺被害に遭った被害者の心理状態についてであるが，①自らが騙されたことに

気が付いたときに，経済的に損害を受けたことを悔いるばかりでなく，被害者であるに

もかかわらず，騙されてしまった自分を激しく責めている被害者が多数であった。そし

て，②現在に至っても，多少ではあるが立ち直りつつあるという被害者が少数ながら存

在する一方で，自らを責め続けている被害者が圧倒的多数であり，かかる回答結果から，

加害者を許せないという心情に加えて，被害者が被害を受けて以降自らを責め続けてい

ることを読み取ることができる。 
 
(1) 騙されたと気が付いたときの心理状態について 

・死のうかと思ったくらいショックだった。繰り返しやられて立ち直れないと思っ

た。自分がどれだけ馬鹿なのか，自責の念にかられた。 
・話には聞いていたが，騙されるということはこういうことなんだ，こういう風に

やられるんだと思った。これまでは他人事だった詐欺被害がついに自分に来たか

と思った。しかし，実際に自分の身に起こったこととして実感できなかった。そ

れまで，まさか自分が騙されるとは思っておらず，騙されたことはすごくショッ

クだった。 
・なぜ自分が冷静に判断できなかったのか，自分を責めた。苦しい。 
・冷静に考えていれば騙されることはなかったのに，自らを未熟な人間であると思

った。妻には申し訳ないと思った。加害者に対しては，よくこんなに上手に騙す

ものだなと思った。加害者に恨みはあるが，そのことを考えても仕方がないと思

っている。 
・自分の孫のような子供に騙されるなんて，と情けなくなった。 

・とにかく，自分のことが情けなかった。相手と会ったこともなく，どこにいるの

かすら判らないので，相手を憎むとか恨むといっても，相手の顔も浮かばず実感

がない。多少でも遺産を残してあげたいと思っていたので，子どもに申し訳ない。

このことは墓場に持っていくしかない。 
・夜も眠れなくなった。当時はずっと不眠だった。今も時々眠れなくなる。 
・何てバカなことをしてしまったんだろうと思った。人を騙すなんてどんな人なん

だろう，親の育て方なんだろうか等と考えた。激しく落ち込んだ。最初は本当に

辛かった。何で私がこんな目に遭うのだろう，と思った。 
・「これは詐欺か」と思い，ドキッとした。まさかと思った。 
・息が止まりそうになった。心臓がバクバクして身体の震えが止まらくなった。 
・「やられたな」と思った。ただそのときは消費者センターに相談すれば返ってくる

ものと思っており，警察に相談したときに返って来ないと思った方がいいと言わ

れたときに更にショックを受けた。 
・悔やんでも悔やみきれない。 
・とにかく悔しい。 
・なぜ信じてしまったのか。 
・許せない。 

 
(2) 現在の心境について 

・自分を責める気持ちに変わりはない。自分さえしっかりしていたらと考えてしま

う。 
・寝ても覚めても思い出す。騙されたことの自責の念にかられる。話の中身が本当

のようで，演技も迫真に満ちていたので気付けなかったが，自分は見抜くことは

できなかったのか，と思う。お金は返してほしい。 
・自分の未熟さを思うと辛い。それまでは人に騙されない自負があったので情けな

い。 
・当時は死のうかと思ったが，今は健康なら何とか細々とでも生きていけると思っ

ている。自分なりに考え方を工夫して生きているが，（詐欺のことを）考えると寂

しい。 
・馬鹿なことをしてしまったと思う。 
・（自らに対して）馬鹿！ 
・バカなことをしてしまったなと思う。２度と繰り返したくはないと思う。 
・情けない。 
・自分の被害以降も特殊詐欺被害が無くならないので，何とかならないものかと思

う。 
・顔が見えない人は信じたくない。 
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４ 被害に遭って変わったこと 
経済的な状況以外においても，多くの被害者が，特殊詐欺被害に遭った後に精神的に

も大きなダメージを受け，生活状況に変化を来していることが明らかとなった。信頼を

裏切られ，逆手に取られたことによって，それまでとは異なり人間不信のような状態に

陥っている被害者や，それにとどまらず，特殊詐欺被害に遭ってしまったという精神的

ショックから立ち直れずにいる被害者もいた。さらに，それまで良好であった家族との

関係が，特殊詐欺被害に遭ってしまったことを契機に悪化しているケースが多いことも

認められた。 
 

・知らない人には警戒するようになった。不審な電話があればすぐに切るようにして

いる。生活費を切り詰める必要がある。あまり自分を責めると病気になるので，健

康には気を付けている。 
・以前は明るく社交的だった。しかし，被害後は落ち込み，ふさぎがちになり，外出

も極端に減った（月に3回くらい。）。鬱状態になってしまった。 
・息子たちに対する態度がよそよそしくなった。 
・辛いことは忘れるようにしている。考えないようにしている。 
・電話について特に気にするようになった。 
・自分一人のところに誰かが来たりするのが怖いので，夕方6時以降は外出しない。鍵

をかけて家に籠るようになった。 
 
５ 被害者の心理状態 

特殊詐欺被害に遭った被害者の心理状態についてであるが，①自らが騙されたことに

気が付いたときに，経済的に損害を受けたことを悔いるばかりでなく，被害者であるに

もかかわらず，騙されてしまった自分を激しく責めている被害者が多数であった。そし

て，②現在に至っても，多少ではあるが立ち直りつつあるという被害者が少数ながら存

在する一方で，自らを責め続けている被害者が圧倒的多数であり，かかる回答結果から，

加害者を許せないという心情に加えて，被害者が被害を受けて以降自らを責め続けてい

ることを読み取ることができる。 
 
(1) 騙されたと気が付いたときの心理状態について 

・死のうかと思ったくらいショックだった。繰り返しやられて立ち直れないと思っ

た。自分がどれだけ馬鹿なのか，自責の念にかられた。 
・話には聞いていたが，騙されるということはこういうことなんだ，こういう風に

やられるんだと思った。これまでは他人事だった詐欺被害がついに自分に来たか

と思った。しかし，実際に自分の身に起こったこととして実感できなかった。そ

れまで，まさか自分が騙されるとは思っておらず，騙されたことはすごくショッ

クだった。 
・なぜ自分が冷静に判断できなかったのか，自分を責めた。苦しい。 
・冷静に考えていれば騙されることはなかったのに，自らを未熟な人間であると思

った。妻には申し訳ないと思った。加害者に対しては，よくこんなに上手に騙す

ものだなと思った。加害者に恨みはあるが，そのことを考えても仕方がないと思

っている。 
・自分の孫のような子供に騙されるなんて，と情けなくなった。 

・とにかく，自分のことが情けなかった。相手と会ったこともなく，どこにいるの

かすら判らないので，相手を憎むとか恨むといっても，相手の顔も浮かばず実感

がない。多少でも遺産を残してあげたいと思っていたので，子どもに申し訳ない。

このことは墓場に持っていくしかない。 
・夜も眠れなくなった。当時はずっと不眠だった。今も時々眠れなくなる。 
・何てバカなことをしてしまったんだろうと思った。人を騙すなんてどんな人なん

だろう，親の育て方なんだろうか等と考えた。激しく落ち込んだ。最初は本当に

辛かった。何で私がこんな目に遭うのだろう，と思った。 
・「これは詐欺か」と思い，ドキッとした。まさかと思った。 
・息が止まりそうになった。心臓がバクバクして身体の震えが止まらくなった。 
・「やられたな」と思った。ただそのときは消費者センターに相談すれば返ってくる

ものと思っており，警察に相談したときに返って来ないと思った方がいいと言わ

れたときに更にショックを受けた。 
・悔やんでも悔やみきれない。 
・とにかく悔しい。 
・なぜ信じてしまったのか。 
・許せない。 

 
(2) 現在の心境について 

・自分を責める気持ちに変わりはない。自分さえしっかりしていたらと考えてしま

う。 
・寝ても覚めても思い出す。騙されたことの自責の念にかられる。話の中身が本当

のようで，演技も迫真に満ちていたので気付けなかったが，自分は見抜くことは

できなかったのか，と思う。お金は返してほしい。 
・自分の未熟さを思うと辛い。それまでは人に騙されない自負があったので情けな

い。 
・当時は死のうかと思ったが，今は健康なら何とか細々とでも生きていけると思っ

ている。自分なりに考え方を工夫して生きているが，（詐欺のことを）考えると寂

しい。 
・馬鹿なことをしてしまったと思う。 
・（自らに対して）馬鹿！ 
・バカなことをしてしまったなと思う。２度と繰り返したくはないと思う。 
・情けない。 
・自分の被害以降も特殊詐欺被害が無くならないので，何とかならないものかと思

う。 
・顔が見えない人は信じたくない。 
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・お金が少しでも返ってくればこんなに良いことはない。その日が来るのを楽しみ

にしている。ようやく，だいぶ楽になってきた。弟にお金を返す事だけ。 
・現在は「まぁ，しょうがないなあ」と思えるようになった。 
・裁判の行方によってお金が返ってくることを楽しみにするしかない。この決着が

つくまでは元気で生きながらえないといけない。 
・半ば諦めてはいるが，生きている間にお金を返してほしい。 
・許せない。 

 
６ 被害を思い出すとき 

被害者の多くが，詐欺被害に遭ったときのことを今でも毎日のように思い出すと述べ

ており，犯人たちの口調やお金を要求した時の言葉が脳裏に焼き付いて忘れることはで

きないとする被害者もおられた。 
また，特殊詐欺の報道を目にしたときに自らの被害についても思い出すという被害者

が多数であった。 
その他，訴訟等になっている場合には，弁護士からの報告書が届く等したときに思い

出す，孫へのプレゼントや日常生活の中での買い物等，少し贅沢な気持ちを味わおうと

するときに自分の被害を思い出すという被害者も多く見られた。 
 
(1) 新聞・ＴＶ等の報道をみたとき（多数名）。 

・新聞・ＴＶ等の報道をみたとき等に思い出す。また騙す人がいる，騙されてしま

った人がいるんだと思う。 
 

(2) 弁護士から裁判に関する資料が送られてきたとき（多数名）。 
 

(3) その他 
・生活の全ての場面で。 
・寝る前。 
・銀行ＡＴＭに設置されている警告文を見たとき。 
・飛び込みで営業の電話（床下の掃除等）が架かってきたり，特殊詐欺に近い電話

が架かってくるときなど。 
・地域のグループで特殊詐欺のニュースが話題になったりしたとき（地域のグルー

プの人たちには自分が被害に遭ったことを言っていないし，言えない。）。 
・何かを買おうかとか，旅行に行きたいなどと考える際に，「あのお金があったらよ

かったのに」などと思う。 
・身の回りでお金のことについて考えるとき。「あのお金さえあれば」と考えてしま

う。 
・孫のことを思い出すときなど。「あのお金があれば何か買ってあげられたのに」な

どと思う。 
・孫にお祝いするときなど，「あれがあったらもっと出せるのに」と思う。 

・兄妹たちにお金に困っていると言われる度に，特に詐欺被害のことを思い出す。

亡くなった親にも怒られるだろうなあと思う。 
・年金を受け取って，使い道を考えるとき。 

 
７ 周囲の対応等について 

特殊詐欺被害に遭ったことについて，家族などに相談をした結果，心無い言葉を投げ

かけられるなどして責められている被害者も多く見られた。このような周囲の反応が予

想されることが，被害に遭ったことを周囲に言い出せない原因ともなっていると思われ

る。 
また，周囲に秘密にしているために，直接的には責められていない被害者についても，

本人が被害に遭っていることを知らない周囲の人間の言葉によって傷ついているケース

が多いことも窺われた。 
一方，最初の相談先等で「自分を責めないでほしい」といった対応や共感を示す対応

が，深い自己嫌悪に陥っている被害者には救いとなっていることも窺われた。 
 
(1) 責められていない 

・誰にも話していないので責められることもない（多数名）。 
・家族も気を遣って話題を避けるようにしている。 
・警察と弁護士以外には誰にも話していないので。 

 
(2) 責められた 

・家族から「自己責任。他人の言動は疑わないといけない。」「自らの蒔いた種」と

言われた。子もあまり口を聞いてくれないし，お互いに事件のことはあまり口に

しない（触れないようにしている。）。 
・息子たちから「なぜもっと早く気付かなかったのか。」などと責められた。 
・被害を届けにいったときに，警察官から「世界一周できる金額だったね」と言わ

れたのは辛かった。 
・息子から，相談しなかったことを責められた。 
・弟には責められた。以前騙されたことを知っていたので「またか」と言われた。 

 
(3) 周囲の言葉によって傷ついたケース 

・夫がニュースを見て，「こういうことで騙されるなんて信じられんわ。普通わから

んかな」などというのを耳にすると胸が痛い。 
・特殊詐欺が話題になる際に，「騙された人が馬鹿だ，悪いんだ」のような話を聞く

と悲しくなる。 
・報道で他の人の事件を目にするたびに「ああ，本当に気の毒だなあ」「本当に騙さ

れていたんだろうなあ」「自分が体験を話せていたらなあ」とつくづく思う。 
・「騙された人はアホだ」というような言葉。ただ，自分でもそう思っている。自分

が悪い。 
・親類から「少しも同情なんかしない。」等と言われた。 
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・お金が少しでも返ってくればこんなに良いことはない。その日が来るのを楽しみ

にしている。ようやく，だいぶ楽になってきた。弟にお金を返す事だけ。 
・現在は「まぁ，しょうがないなあ」と思えるようになった。 
・裁判の行方によってお金が返ってくることを楽しみにするしかない。この決着が

つくまでは元気で生きながらえないといけない。 
・半ば諦めてはいるが，生きている間にお金を返してほしい。 
・許せない。 

 
６ 被害を思い出すとき 

被害者の多くが，詐欺被害に遭ったときのことを今でも毎日のように思い出すと述べ

ており，犯人たちの口調やお金を要求した時の言葉が脳裏に焼き付いて忘れることはで

きないとする被害者もおられた。 
また，特殊詐欺の報道を目にしたときに自らの被害についても思い出すという被害者

が多数であった。 
その他，訴訟等になっている場合には，弁護士からの報告書が届く等したときに思い

出す，孫へのプレゼントや日常生活の中での買い物等，少し贅沢な気持ちを味わおうと

するときに自分の被害を思い出すという被害者も多く見られた。 
 
(1) 新聞・ＴＶ等の報道をみたとき（多数名）。 

・新聞・ＴＶ等の報道をみたとき等に思い出す。また騙す人がいる，騙されてしま

った人がいるんだと思う。 
 

(2) 弁護士から裁判に関する資料が送られてきたとき（多数名）。 
 

(3) その他 
・生活の全ての場面で。 
・寝る前。 
・銀行ＡＴＭに設置されている警告文を見たとき。 
・飛び込みで営業の電話（床下の掃除等）が架かってきたり，特殊詐欺に近い電話

が架かってくるときなど。 
・地域のグループで特殊詐欺のニュースが話題になったりしたとき（地域のグルー

プの人たちには自分が被害に遭ったことを言っていないし，言えない。）。 
・何かを買おうかとか，旅行に行きたいなどと考える際に，「あのお金があったらよ

かったのに」などと思う。 
・身の回りでお金のことについて考えるとき。「あのお金さえあれば」と考えてしま

う。 
・孫のことを思い出すときなど。「あのお金があれば何か買ってあげられたのに」な

どと思う。 
・孫にお祝いするときなど，「あれがあったらもっと出せるのに」と思う。 

・兄妹たちにお金に困っていると言われる度に，特に詐欺被害のことを思い出す。

亡くなった親にも怒られるだろうなあと思う。 
・年金を受け取って，使い道を考えるとき。 

 
７ 周囲の対応等について 

特殊詐欺被害に遭ったことについて，家族などに相談をした結果，心無い言葉を投げ

かけられるなどして責められている被害者も多く見られた。このような周囲の反応が予

想されることが，被害に遭ったことを周囲に言い出せない原因ともなっていると思われ

る。 
また，周囲に秘密にしているために，直接的には責められていない被害者についても，

本人が被害に遭っていることを知らない周囲の人間の言葉によって傷ついているケース

が多いことも窺われた。 
一方，最初の相談先等で「自分を責めないでほしい」といった対応や共感を示す対応

が，深い自己嫌悪に陥っている被害者には救いとなっていることも窺われた。 
 
(1) 責められていない 

・誰にも話していないので責められることもない（多数名）。 
・家族も気を遣って話題を避けるようにしている。 
・警察と弁護士以外には誰にも話していないので。 

 
(2) 責められた 

・家族から「自己責任。他人の言動は疑わないといけない。」「自らの蒔いた種」と

言われた。子もあまり口を聞いてくれないし，お互いに事件のことはあまり口に

しない（触れないようにしている。）。 
・息子たちから「なぜもっと早く気付かなかったのか。」などと責められた。 
・被害を届けにいったときに，警察官から「世界一周できる金額だったね」と言わ

れたのは辛かった。 
・息子から，相談しなかったことを責められた。 
・弟には責められた。以前騙されたことを知っていたので「またか」と言われた。 

 
(3) 周囲の言葉によって傷ついたケース 

・夫がニュースを見て，「こういうことで騙されるなんて信じられんわ。普通わから

んかな」などというのを耳にすると胸が痛い。 
・特殊詐欺が話題になる際に，「騙された人が馬鹿だ，悪いんだ」のような話を聞く

と悲しくなる。 
・報道で他の人の事件を目にするたびに「ああ，本当に気の毒だなあ」「本当に騙さ

れていたんだろうなあ」「自分が体験を話せていたらなあ」とつくづく思う。 
・「騙された人はアホだ」というような言葉。ただ，自分でもそう思っている。自分

が悪い。 
・親類から「少しも同情なんかしない。」等と言われた。 
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(4) 周囲の言葉によって救われたケース 
・警察から「騙されたことを恥ずかしいと思ってはいけません。」と言われた。 
・弁護士から「自分を責めないでください。」と言われた。 
・警察が「僕でもこんなにうまく言われたら騙されるよ」と慰めてくれた。 
・具体的な言葉としてはない。自分が傷ついているのを知ってか，警察の方は威圧

的ではなく，言葉は優しかった。有難かった。何かあったら相談しようと思えた。

（そういう警察官が担当で）自分は恵まれたと思う。 
・証券取引等監視委員会に相談したときに，女性の担当者の方に，「私がうかつだっ

たんです」と言ったら，「そんなことはないです。私に電話が架かってきたら私だ

って引っかかってしまいます。それほど巧妙なものなんです。」と言われた。涙が

出るほどうれしかった。 
・人間は紆余曲折があって，沈んだ時にどう対応するかが大事だといった格言に触

れたとき。 
 
８ 被害後の相談について 

被害者の被害後の相談先としては，警察や消費生活センターが多かった。 
そうした中で，被害についてすぐに相談できたかというと，躊躇した被害者も一定数

見られた。躊躇した理由としては，家族に露見したくないという気持ちや，自らを恥じ

る気持ちから躊躇する方も多かった。 
なお，本調査は，指定暴力団の代表者等に対し損害賠償請求訴訟を提起してい

る方を対象としているため，全ての調査対象者が最終的には弁護士に相談をして

いる。このような調査対象者ですら，相談を躊躇した方もいることから，特殊詐

欺被害が潜在化している可能性が窺われた。 
 
(1) 相談を躊躇した理由 

・全ての金融資産がなくなったので，子には言いにくかった。 
・そもそもは詐欺だと思っていなかった。戻ってくると思っていた。詐欺に遭うな

んて恥ずかしいし，自分のバカさ加減が情けなかったので相談したくなかった。

銀行から警察に連絡が行き，被害届を出すことになった。 
・弁護士に相談することは躊躇した。自分が馬鹿だから悪いと思っており，お金が

返ってくるとも思わず，弁護士に相談しても意味がないと思っていた。 
・もう送金してしまったものはどうしようもないと思った。 

 
(2) 躊躇しなかった理由 

・2度とこうしたことをしないために相談しなければいけないと思った。 
・詐欺だとわかったので躊躇はなかった。 
・消費者センター，警察については特に躊躇はない。馬鹿なことをしたなといった

躊躇はあった。警察から「弁護士に相談してみますか」と言われたので，弁護士

に対しても躊躇はなかったし，そう言ってもらってよかった。 
 

９ 被害防止策について 
もう一度同じ被害に遭わないために，被害者は皆何らかの工夫・対策を取っているこ

とが窺われた。具体的には以下のような対策を取っているとのことであった。 
 
(1) 電話の対応を改めたというもの 

・外部からの電話に注意している。電話をとっても，自分からは名乗らずに，相手

が名乗ってから名乗るようにしている。また，訪問業者が来ても表には出ないよ

うにしている。 
・嫌な感じの，何かの勧誘のような電話はすぐに切る。 
・どんなに親しい間柄でも儲け話には乗らないことにした。電話番号をハローペー

ジから消した。 
・知らない人は信じないように心掛けている。知らない電話番号からの電話には出

ないようにしている。知らない人と接触しないようにしている。 
・今でも投資話のような電話は沢山かかってくるが，相手にしないようにしている。 
・不審なものには何も返事をしない。 

 
(2) 留守番電話等電話機の機能を利用しているもの 

・知らない人からの電話には出ない。留守番電話にするようにしている。ナンバー

ディスプレイを導入した。 
・常に留守番電話にすることにした。 
・固定電話は常時留守番電話にしている。携帯電話はメモリーに入っていない相手

からの電話は受けられないようになっている。知らない相手からの電話は出ない

ようにしている。 
・知らない電話番号からかかってきたときは出ずに留守電にして録音を聞いてから

折り返すようにしている。 
 
(3) 特殊詐欺防止機能付きの電話機（第２編第６章第５参照）を購入するなど新たな装

置によって対応しているもの 

・特殊詐欺防止機能のついた電話を購入した（録音している旨のアナウンスが流れ

るもの）。 
・録音できる電話機を警察からつけてもらった。 
・「0120」の番号には一切出ないようにしている。電話番号がディスプレイに表示さ

れ，録音できる電話機を買い，電話番号も変えた。 
・電話がかかってきてもすぐに返事をしない。また，自宅の電話に架けられる番号

を予め登録しておき，その番号以外からは電話が架けられないような設定をＮＴ

Ｔでしている。親戚等以外からの電話はかかってこないようになった。 
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(4) 周囲の言葉によって救われたケース 
・警察から「騙されたことを恥ずかしいと思ってはいけません。」と言われた。 
・弁護士から「自分を責めないでください。」と言われた。 
・警察が「僕でもこんなにうまく言われたら騙されるよ」と慰めてくれた。 
・具体的な言葉としてはない。自分が傷ついているのを知ってか，警察の方は威圧

的ではなく，言葉は優しかった。有難かった。何かあったら相談しようと思えた。

（そういう警察官が担当で）自分は恵まれたと思う。 
・証券取引等監視委員会に相談したときに，女性の担当者の方に，「私がうかつだっ

たんです」と言ったら，「そんなことはないです。私に電話が架かってきたら私だ

って引っかかってしまいます。それほど巧妙なものなんです。」と言われた。涙が

出るほどうれしかった。 
・人間は紆余曲折があって，沈んだ時にどう対応するかが大事だといった格言に触

れたとき。 
 
８ 被害後の相談について 

被害者の被害後の相談先としては，警察や消費生活センターが多かった。 
そうした中で，被害についてすぐに相談できたかというと，躊躇した被害者も一定数

見られた。躊躇した理由としては，家族に露見したくないという気持ちや，自らを恥じ

る気持ちから躊躇する方も多かった。 
なお，本調査は，指定暴力団の代表者等に対し損害賠償請求訴訟を提起してい

る方を対象としているため，全ての調査対象者が最終的には弁護士に相談をして

いる。このような調査対象者ですら，相談を躊躇した方もいることから，特殊詐

欺被害が潜在化している可能性が窺われた。 
 
(1) 相談を躊躇した理由 

・全ての金融資産がなくなったので，子には言いにくかった。 
・そもそもは詐欺だと思っていなかった。戻ってくると思っていた。詐欺に遭うな

んて恥ずかしいし，自分のバカさ加減が情けなかったので相談したくなかった。

銀行から警察に連絡が行き，被害届を出すことになった。 
・弁護士に相談することは躊躇した。自分が馬鹿だから悪いと思っており，お金が

返ってくるとも思わず，弁護士に相談しても意味がないと思っていた。 
・もう送金してしまったものはどうしようもないと思った。 

 
(2) 躊躇しなかった理由 

・2度とこうしたことをしないために相談しなければいけないと思った。 
・詐欺だとわかったので躊躇はなかった。 
・消費者センター，警察については特に躊躇はない。馬鹿なことをしたなといった

躊躇はあった。警察から「弁護士に相談してみますか」と言われたので，弁護士

に対しても躊躇はなかったし，そう言ってもらってよかった。 
 

９ 被害防止策について 
もう一度同じ被害に遭わないために，被害者は皆何らかの工夫・対策を取っているこ

とが窺われた。具体的には以下のような対策を取っているとのことであった。 
 
(1) 電話の対応を改めたというもの 

・外部からの電話に注意している。電話をとっても，自分からは名乗らずに，相手

が名乗ってから名乗るようにしている。また，訪問業者が来ても表には出ないよ

うにしている。 
・嫌な感じの，何かの勧誘のような電話はすぐに切る。 
・どんなに親しい間柄でも儲け話には乗らないことにした。電話番号をハローペー

ジから消した。 
・知らない人は信じないように心掛けている。知らない電話番号からの電話には出

ないようにしている。知らない人と接触しないようにしている。 
・今でも投資話のような電話は沢山かかってくるが，相手にしないようにしている。 
・不審なものには何も返事をしない。 

 
(2) 留守番電話等電話機の機能を利用しているもの 

・知らない人からの電話には出ない。留守番電話にするようにしている。ナンバー

ディスプレイを導入した。 
・常に留守番電話にすることにした。 
・固定電話は常時留守番電話にしている。携帯電話はメモリーに入っていない相手

からの電話は受けられないようになっている。知らない相手からの電話は出ない

ようにしている。 
・知らない電話番号からかかってきたときは出ずに留守電にして録音を聞いてから

折り返すようにしている。 
 
(3) 特殊詐欺防止機能付きの電話機（第２編第６章第５参照）を購入するなど新たな装

置によって対応しているもの 

・特殊詐欺防止機能のついた電話を購入した（録音している旨のアナウンスが流れ

るもの）。 
・録音できる電話機を警察からつけてもらった。 
・「0120」の番号には一切出ないようにしている。電話番号がディスプレイに表示さ

れ，録音できる電話機を買い，電話番号も変えた。 
・電話がかかってきてもすぐに返事をしない。また，自宅の電話に架けられる番号

を予め登録しておき，その番号以外からは電話が架けられないような設定をＮＴ

Ｔでしている。親戚等以外からの電話はかかってこないようになった。 
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(4) 第三者に相談するようにしているとするもの 

・何か怪しいことがあれば，市役所に相談するようにしている。 
・第三者の言葉に従う，信頼できる方に相談する。 

 
１０ 特殊詐欺防止機能付き電話機等について 

その有用性も指摘されている特殊詐欺防止機能付き電話機やその他の機器であるが，

そうした機器を利用している被害者は少数にとどまっていた。利用等していない理由と

しては，他の手段で代替できているというものが見られる一方，自らの心がけなどで対

応可能であるとする回答も一定数あることが懸念された。 
 
 (使用しない理由) 

・従前から，ナンバーディスプレイの電話を利用している。登録されていない番号か

らの電話にはできるだけ出ないようにしている。設定すれば，特定の番号からの電

話が繋がらないようにできる。 
・わからない電話には出ないようにするなどしているので。 
・他の機能の使い勝手が悪く，他の電話でも十分な対策が取れると判断した。 
・留守番電話で十分なので必要性を感じない。 
・気を付けていれば問題ないと思う。 
・知らない電話に出なければ済むので必要ない。不審な電話には録音していると相手

に伝えるようにするよう，消費生活センターから指導を受けている。 
・自分は投資話には応じないともう決めているので。 
・自分で断ればいいと思っている。 
・あったらいいなと思うけどわざわざ買おうとまでは思わない。 

 
第５ 国・警察・マスメディア・弁護士への要望等 

 
１ 国に対して 

国に対しては，詐欺罪や特殊詐欺そのものの厳罰化を求める意見が多く見られ，強い

憤り，被害感情を持ち続けていることが窺われた。また，国による情報提供，被害防止・

被害救済策の策定等を求める声も複数見られた。 
 

・詐欺で捕まっても，数年経ったら戻ってくる状況。それではなくならない。法律を

改正して，もっと刑期を重くしてほしい。 
・詐欺罪の厳罰化。 
・特殊詐欺を厳罰化してほしい。 
・被害が無くならないし，被害額も大きくなっている。厳罰化するしかないのではな

いか。日本の法律が甘すぎると思う。 
・きっと二度三度同じことをすると思うから刑務所などでもう二度とやらないように

してほしい。 

・詐欺の場合騙された方が悪いとも言われがちだが，当然ながら騙す方が悪いに決ま

っているので，被害に遭った人が負い目を感じないように何かしらの広報とかをし

てほしい。 
・被害の実態にどう対応するのかを考えてもらいたい（防止，救済等）。 
・こういう事件を防止することは難しいと思う。加害者が逮捕されて裁判にかかって

いるなら，できるだけ早く解決してほしい。 
・加害者が刑期を終えて出てきた後に復讐されたら困る。いつごろ出所するのかが気

になる。 
・暴力団の取り締まり，対策をしっかりしてほしい。 
・消費者庁が被害に遭った件で注意喚起しているが遅かった。もっと早い対策がほし

かった。もっと消費者庁に警察の後押しをしてほしい。お金が返ってくるのを国と

してやってもらうのはもともと無理だと思っている。自分が悪いんだから仕方がな

い。 
・私の個人情報が詐欺グループに流れているのがどうしてなのか分からない。この点

について対策をしてくれたら被害に遭わずに済んだと思う。 
・国や，回収できるような権限を持った組織が，その力でお金を回収して被害者に戻

してくれるような仕組みがあったらいいと思う。 
・被害に遭った人がこれだけたくさんいるのに，お金を取り戻すための手伝いを何も

してくれない。 
 
２ 警察に対して 

最初の相談先となることも多い警察に対しては感謝の声が見られる一方で，具体的に

対応した警察官の対応について苦言を述べるものも見られた。警察官全体としては真摯

に対応していると思われるが，個別具体的なケースでは被害者が苦しむような対応がな

されたケースもあると思われ，誤解を受けないような対応も求められるところである。 
 

・警察は犯人を捕まえてくれたので，本当によくやってくれたと思う。 
・保護対策をしてくれていて感謝している。 
・よくしてもらっているのでありがたい。 
・独り暮らしの年寄りに対しては，「変わりないか」といった声掛けをしていただける

と，（こうした被害等に）思い悩んでいる人にはいいのかもしれないとは思う。 
・本件は劇場型で，自分は相手の送金ミス等をカバーするためにお金を工面して送っ

ていたのに，警察に被害届を出した際に，警察官から「あなたは自分の欲のために

被害に遭ったんだよ。お前も悪いんだよ。」のようなことを言われ，ちょっと違うん

じゃないかと思った。しかし，警察に言い返してもしょうがないので我慢した。 
・住民の立場をもう少し理解してほしい。相談しても，あまりに客観的，事務的な回

答（「ああ，そうですか。気をつけてください。」，「ほかに被害はありませんか。」等）

しか返ってこない。「それは大変でしたね」といった言葉もない。 
・最初に対応した生活安全課の刑事から，「これからは気を付ければ大丈夫です。」と

言われた。全然お金を取り返すつもりがないようであり，不満に思った。 
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(4) 第三者に相談するようにしているとするもの 

・何か怪しいことがあれば，市役所に相談するようにしている。 
・第三者の言葉に従う，信頼できる方に相談する。 

 
１０ 特殊詐欺防止機能付き電話機等について 

その有用性も指摘されている特殊詐欺防止機能付き電話機やその他の機器であるが，

そうした機器を利用している被害者は少数にとどまっていた。利用等していない理由と

しては，他の手段で代替できているというものが見られる一方，自らの心がけなどで対

応可能であるとする回答も一定数あることが懸念された。 
 
 (使用しない理由) 

・従前から，ナンバーディスプレイの電話を利用している。登録されていない番号か

らの電話にはできるだけ出ないようにしている。設定すれば，特定の番号からの電

話が繋がらないようにできる。 
・わからない電話には出ないようにするなどしているので。 
・他の機能の使い勝手が悪く，他の電話でも十分な対策が取れると判断した。 
・留守番電話で十分なので必要性を感じない。 
・気を付けていれば問題ないと思う。 
・知らない電話に出なければ済むので必要ない。不審な電話には録音していると相手

に伝えるようにするよう，消費生活センターから指導を受けている。 
・自分は投資話には応じないともう決めているので。 
・自分で断ればいいと思っている。 
・あったらいいなと思うけどわざわざ買おうとまでは思わない。 

 
第５ 国・警察・マスメディア・弁護士への要望等 

 
１ 国に対して 

国に対しては，詐欺罪や特殊詐欺そのものの厳罰化を求める意見が多く見られ，強い

憤り，被害感情を持ち続けていることが窺われた。また，国による情報提供，被害防止・

被害救済策の策定等を求める声も複数見られた。 
 

・詐欺で捕まっても，数年経ったら戻ってくる状況。それではなくならない。法律を

改正して，もっと刑期を重くしてほしい。 
・詐欺罪の厳罰化。 
・特殊詐欺を厳罰化してほしい。 
・被害が無くならないし，被害額も大きくなっている。厳罰化するしかないのではな

いか。日本の法律が甘すぎると思う。 
・きっと二度三度同じことをすると思うから刑務所などでもう二度とやらないように

してほしい。 

・詐欺の場合騙された方が悪いとも言われがちだが，当然ながら騙す方が悪いに決ま

っているので，被害に遭った人が負い目を感じないように何かしらの広報とかをし

てほしい。 
・被害の実態にどう対応するのかを考えてもらいたい（防止，救済等）。 
・こういう事件を防止することは難しいと思う。加害者が逮捕されて裁判にかかって

いるなら，できるだけ早く解決してほしい。 
・加害者が刑期を終えて出てきた後に復讐されたら困る。いつごろ出所するのかが気

になる。 
・暴力団の取り締まり，対策をしっかりしてほしい。 
・消費者庁が被害に遭った件で注意喚起しているが遅かった。もっと早い対策がほし

かった。もっと消費者庁に警察の後押しをしてほしい。お金が返ってくるのを国と

してやってもらうのはもともと無理だと思っている。自分が悪いんだから仕方がな

い。 
・私の個人情報が詐欺グループに流れているのがどうしてなのか分からない。この点

について対策をしてくれたら被害に遭わずに済んだと思う。 
・国や，回収できるような権限を持った組織が，その力でお金を回収して被害者に戻

してくれるような仕組みがあったらいいと思う。 
・被害に遭った人がこれだけたくさんいるのに，お金を取り戻すための手伝いを何も

してくれない。 
 
２ 警察に対して 

最初の相談先となることも多い警察に対しては感謝の声が見られる一方で，具体的に

対応した警察官の対応について苦言を述べるものも見られた。警察官全体としては真摯

に対応していると思われるが，個別具体的なケースでは被害者が苦しむような対応がな

されたケースもあると思われ，誤解を受けないような対応も求められるところである。 
 

・警察は犯人を捕まえてくれたので，本当によくやってくれたと思う。 
・保護対策をしてくれていて感謝している。 
・よくしてもらっているのでありがたい。 
・独り暮らしの年寄りに対しては，「変わりないか」といった声掛けをしていただける

と，（こうした被害等に）思い悩んでいる人にはいいのかもしれないとは思う。 
・本件は劇場型で，自分は相手の送金ミス等をカバーするためにお金を工面して送っ

ていたのに，警察に被害届を出した際に，警察官から「あなたは自分の欲のために

被害に遭ったんだよ。お前も悪いんだよ。」のようなことを言われ，ちょっと違うん

じゃないかと思った。しかし，警察に言い返してもしょうがないので我慢した。 
・住民の立場をもう少し理解してほしい。相談しても，あまりに客観的，事務的な回

答（「ああ，そうですか。気をつけてください。」，「ほかに被害はありませんか。」等）

しか返ってこない。「それは大変でしたね」といった言葉もない。 
・最初に対応した生活安全課の刑事から，「これからは気を付ければ大丈夫です。」と

言われた。全然お金を取り返すつもりがないようであり，不満に思った。 
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・警察があまりきちんと動いてくれなかった。自己責任だろうというような雰囲気が

あった。 
・過去何度か詐欺のような被害に遭って，被害の相談をしたことがあるが，いつも「騙

されたらあかんよ」と怒られて，しょぼんとして返ってくるのが常。その後連絡も

ないし，捕まったという話も聞かない。ただ，今回の件があってからは気にかけて

くれてはいる。 
・警察もあまり頼りにならない。調書は取るけれど，親身になって対応してくれない。期

待してもしょうがないと思っている。結局はやられ損。しかし自分が悪いんだから

しょうがない。自分の身は自分で守るしかない。 
・とてもよくやっていただいていると思うが，自分が相談した案件について，結論と

してうまくいかなかったとだけ聞いており，どこまで捜査をしてくれたのかよく分

からない。疑っている訳ではないがどのような調査をしたのか教えてほしかった（も

ちろん秘密があるのも分かる。）。 
・兄妹に知られては困るので，その点，配慮してもらいたい。 
・対応が少し遅かった（実際に被害を申告してから事情聴取や被害届提出までかなり

時間がかかった。）。あと，犯人をもっと捕まえてほしい。 
 
３ マスメディア等に対して 

マスメディア等に対しては，やはり広報についての要請が多かった。中でも，機会を

とらえて被害実態をより正確に伝えてほしいという要望が多く見られた。また，マスメ

ディア自体が被害実態に対する理解を深めてほしいとする意見も複数見られた。 
 
(1) 広報について 

・広報活動をもっとしてほしい。今は犯人たちが先を行っている状況。こういう被

害が想定されるということを教えてほしい。 
・自分が遭った詐欺はオレオレ詐欺とは全く違う手口で人の親切心につけ込み卑劣

なものだった。自分は絶対に引っかからないと思っていたが，うまくやられてし

まったので，このような手口があることを広く伝えてほしい。 
・高齢者だけが騙されているようなニュースになっているが，高齢者以外も騙され

ているので，そのことを知らせてほしい（35歳女性）。 
・テレビのニュース等で特集を組む等して詐欺被害についてもっとウェイトをかけ

てほしい。目にするニュースはさらっとし過ぎている。狙われたら誰でも騙され

るものであること，他人事ではなく，いつでも自分の身に降りかかってくる可能

性があること等を伝えてほしい。 
 

(2) マスメディア自体の被害実態への理解の深まりを求めるもの 

・「騙される人が馬鹿だ。悪いんだ。」というような話を聞くと悲しくなる。必ずし

もそうでないことは理解してほしい。 

・犯人たちが，こういう悪いことができないような仕組みを作ってほしい。テレビ

では，犯人が部屋を借りて，電話を置いて，詐欺をしているというニュースを見

たりすることがあるが，そういうことができないようにしてほしい。 
 
４ 弁護士に対して 

弁護士に対しては，感謝の意等を示すものが複数ある一方，当然であるが，被害回復

を求める意見が複数あった。また，被害者が高齢であることも多いことから，解決まで

の時間や費用等についての改善を求める意見も見られた。 
 

・一生懸命してくれているのでむしろありがたい。感謝している。 
・弁護団に対しては，色々な方に対応しないといけないから大変だろうなと思う。担

当してくれる弁護士が優しく，恵まれているなと思う。 
・よくやってくれているので特にない。心強く思っている。 
・今のところよくやってくれているので，これ以上の要望はない。ありがたく思って

いる。 
・民事訴訟を一刻も早く解決してもらいたい。 
・積極的な活動を期待しています。 
・1円でもいいから取り返してほしい。 
・頑張ってお金を取り返してほしい。 
・これまで消費者相談等で相談した弁護士は，皆親身になってくれなかった。弁護団

には頑張ってお金を取り戻してほしい。 
・何とかお金を取り戻してほしい。 
・訴訟における時間的な見通しを示してほしい。 
・お金を取り戻してほしい。弁護士費用も負担にはなる。 

 
第６ 詐欺の加害者に対して 

当然であるが，加害者に対する激しい憤りを示す意見が複数あった。その一方で，自

らが被害にあったにもかかわらず，二度と繰り返してほしくない等，加害者に更生を望

む意見も複数あった。改めて，こうした被害者を騙すことの罪深さを痛感させるもので

あった。そして，加害者には若年者も多いことから，自分の身近な存在，自分の両親や

祖父母等が被害に遭ったらどう思うのかと，加害者に自省を促す意見も多く見られた。 
 
(1) 加害者に対する非難 

・どうして真面目に働かないのか。人として間違っていると思う。人生を返してほ

しい。 
・年寄り相手にそんなことをするような輩は，人間のクズだと思う。 
・こういうことをやればこうなるという見せしめのためにも厳罰に処してほしい。 
・人を騙しているとろくなことはないと思う。弱い者いじめをするのは許せない。 
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・警察があまりきちんと動いてくれなかった。自己責任だろうというような雰囲気が

あった。 
・過去何度か詐欺のような被害に遭って，被害の相談をしたことがあるが，いつも「騙

されたらあかんよ」と怒られて，しょぼんとして返ってくるのが常。その後連絡も

ないし，捕まったという話も聞かない。ただ，今回の件があってからは気にかけて

くれてはいる。 
・警察もあまり頼りにならない。調書は取るけれど，親身になって対応してくれない。期

待してもしょうがないと思っている。結局はやられ損。しかし自分が悪いんだから

しょうがない。自分の身は自分で守るしかない。 
・とてもよくやっていただいていると思うが，自分が相談した案件について，結論と

してうまくいかなかったとだけ聞いており，どこまで捜査をしてくれたのかよく分

からない。疑っている訳ではないがどのような調査をしたのか教えてほしかった（も

ちろん秘密があるのも分かる。）。 
・兄妹に知られては困るので，その点，配慮してもらいたい。 
・対応が少し遅かった（実際に被害を申告してから事情聴取や被害届提出までかなり

時間がかかった。）。あと，犯人をもっと捕まえてほしい。 
 
３ マスメディア等に対して 

マスメディア等に対しては，やはり広報についての要請が多かった。中でも，機会を

とらえて被害実態をより正確に伝えてほしいという要望が多く見られた。また，マスメ

ディア自体が被害実態に対する理解を深めてほしいとする意見も複数見られた。 
 
(1) 広報について 

・広報活動をもっとしてほしい。今は犯人たちが先を行っている状況。こういう被

害が想定されるということを教えてほしい。 
・自分が遭った詐欺はオレオレ詐欺とは全く違う手口で人の親切心につけ込み卑劣

なものだった。自分は絶対に引っかからないと思っていたが，うまくやられてし

まったので，このような手口があることを広く伝えてほしい。 
・高齢者だけが騙されているようなニュースになっているが，高齢者以外も騙され

ているので，そのことを知らせてほしい（35歳女性）。 
・テレビのニュース等で特集を組む等して詐欺被害についてもっとウェイトをかけ

てほしい。目にするニュースはさらっとし過ぎている。狙われたら誰でも騙され

るものであること，他人事ではなく，いつでも自分の身に降りかかってくる可能

性があること等を伝えてほしい。 
 

(2) マスメディア自体の被害実態への理解の深まりを求めるもの 

・「騙される人が馬鹿だ。悪いんだ。」というような話を聞くと悲しくなる。必ずし

もそうでないことは理解してほしい。 

・犯人たちが，こういう悪いことができないような仕組みを作ってほしい。テレビ

では，犯人が部屋を借りて，電話を置いて，詐欺をしているというニュースを見

たりすることがあるが，そういうことができないようにしてほしい。 
 
４ 弁護士に対して 

弁護士に対しては，感謝の意等を示すものが複数ある一方，当然であるが，被害回復

を求める意見が複数あった。また，被害者が高齢であることも多いことから，解決まで

の時間や費用等についての改善を求める意見も見られた。 
 

・一生懸命してくれているのでむしろありがたい。感謝している。 
・弁護団に対しては，色々な方に対応しないといけないから大変だろうなと思う。担

当してくれる弁護士が優しく，恵まれているなと思う。 
・よくやってくれているので特にない。心強く思っている。 
・今のところよくやってくれているので，これ以上の要望はない。ありがたく思って

いる。 
・民事訴訟を一刻も早く解決してもらいたい。 
・積極的な活動を期待しています。 
・1円でもいいから取り返してほしい。 
・頑張ってお金を取り返してほしい。 
・これまで消費者相談等で相談した弁護士は，皆親身になってくれなかった。弁護団

には頑張ってお金を取り戻してほしい。 
・何とかお金を取り戻してほしい。 
・訴訟における時間的な見通しを示してほしい。 
・お金を取り戻してほしい。弁護士費用も負担にはなる。 

 
第６ 詐欺の加害者に対して 

当然であるが，加害者に対する激しい憤りを示す意見が複数あった。その一方で，自

らが被害にあったにもかかわらず，二度と繰り返してほしくない等，加害者に更生を望

む意見も複数あった。改めて，こうした被害者を騙すことの罪深さを痛感させるもので

あった。そして，加害者には若年者も多いことから，自分の身近な存在，自分の両親や

祖父母等が被害に遭ったらどう思うのかと，加害者に自省を促す意見も多く見られた。 
 
(1) 加害者に対する非難 

・どうして真面目に働かないのか。人として間違っていると思う。人生を返してほ

しい。 
・年寄り相手にそんなことをするような輩は，人間のクズだと思う。 
・こういうことをやればこうなるという見せしめのためにも厳罰に処してほしい。 
・人を騙しているとろくなことはないと思う。弱い者いじめをするのは許せない。 
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・「それでも人間か。人間として恥ずかしくはないか。」と言いたいけれど，言って

分かる人間ではないだろう。最後の頃に，上京して会う話になっていたが，連絡

が取れなくなり果たせなかった。一回会っておきたかった。 
 
(2) 加害者の更生を求める意見 

・それだけの言葉をやり取りする能力があるのだから，別のことをやればもっと大

成するはず。彼らのように能力のある人間が真面目に働けば社会のためにもなる。

服役した後に反省してきちんと働いてほしい。 
・絶対にまともな人間になってほしい。せっかく刑期を終えて出てきて，また同じ

ことをしたら意味がない。 
・人を騙す人がどんな顔をしているのか見てみたい。騙すのは私だけにしてほしい。 
・謝罪と，自己の再生への誓いを望む。同じ人間なので「死刑にしろ」とは言わな

い。暴力団組織から除外されても再生する気があるか。 
・「人を騙して金儲けをするな。人を泣かして金儲けをするな。神様は見てるぞ。人

は見てるぞ。」と言ってやりたい。 
・目を覚ませ。加害者に弁護士が就くのは腑に落ちない。どういう経緯で弁護士が

就いているのかと思ってしまう。 
・人の善意を悪用しないでほしい。 
・悪いことはしない方がいい。 

 
(3) 加害者自らの家族等が同じ目に遭ったらどう思うか想像してほしいという意見 

・自分にも親がいると思う。その親がそういう目に遭ったらどう思うか，親がどう

いう思いをするか，わかると思う。それを考えてほしい。 
・他の人は騙してほしくない。自分の家族や母親がそんな思いをしたらどう思うの

か，と言いたい。 
・あなたもそういう被害に遭ってみてほしい。自分の母親が同じような目に遭った

らどう思うのか想像してみてほしい。 
 
第７ まだ特殊詐欺被害に遭っていない人に対して 

自らが特殊詐欺被害に遭ってしまった経験から，優しい気持ちで生きてはいけない，

他人を信用してはいけない等，自らの善意や生き方を否定された被害者の気持ちが伝わ

るものが多く見られた。また，耳触りのいい話をしてくる相手には注意する必要がある

等といった意見も見られた。 
 

・辛いけれど，他人に優しく生きてはいけない。助けてあげたいという気持ちが命

取りになる。 
・そういう電話が架かってきたら絶対に信用してはいけない。いい人そうに思えて

も，絶対に嘘だから。親切そうな人の方が怪しい。 
・何でも疑うことはしたくないと思うけど，気をつけてくださいとしか言えない。 

・お金の話をしてきたらおかしいと思い，相手にしない，電話をすぐに切るという

ことをしてほしい。何かあればさっさと警察に行くべきだと思う。 
・おかしな電話には対応しないように。 
・知らない番号には出ない。知らない番号からの電話はすぐに切る。すぐに警察に

通報する。 
・相手の話にすぐに乗らないことと，少しでも怪しいと思ったら警察に相談するこ

と。自分は，当時，「困ったら警察に相談する」ということが思い浮かばなかった

（日常生活で，警察は身近な存在ではないので。）。役所の「○○センター」（消費

者センター等）に相談してみようとは思ったが。 
・うまく誘導されて追い込まれると相談するということすら思い浮かばなくなって

しまう。少しでも疑問に思ったら消費者センターなどに相談するということを心

に留めておいてほしい（こう言ったとしても実際にその場になると相談するのは

難しいのはよくわかるので，この言葉がきっかけとなって相談することを思い起

こしてくれればうれしい。）。 
・おかしいと思ったら早く他人に相談すること。私みたいにすっからかんになって

から相談しても遅い。警察や相談した弁護士からは，被害に遭ってから相談して

も「お金が返ってくるのは宝くじに当たるようなものだ。」と言われた。そうなら

ないように気をつけるしかない。 
・他人事のように感じるかもしれないが，電話がかかってくれば誰でも騙されてし

まう可能性があることを知ってほしい。 
・いい話，甘い話には絶対に乗ってはいけない。 
・「お金に関わることには気を付けてほしい。念には念を入れてほしい。」と思う。 
・お金を送るにしても，きちんと相手を確認してからやった方がいい。特に代理の

場合を気を付ける必要がある。もっと慎重に対応すべき。 
・留守電にするなどして，相手が分からない電話に対して慎重に対処すること。留

守電にしておくことはとても効果がある。 
 
第８ なぜ被害に遭ってしまったのか 

被害者には厳しい問いであるが，今回の調査では，なぜ自らが被害者になってしまっ

たと思うか，ということも尋ねた。多くの被害者が自らの性格等が原因と考えており，

社会や周囲から非難される傾向をそのまま反映していると思われた。また，他人に相談

しなかったこと等に原因を求める意見や，加害者側の手口の巧妙さを挙げる意見も見ら

れた。 
 
(1) 原因を自らの性格等に求めるもの 

・お人好しだった。相手が上手だった。「宅急便で送れ」「中身は本・お菓子と書い

てくれ」と言われたときに，おかしいと思えなかった。 
・自分は人が良すぎたなと思った。人が良すぎるところが原因。詐欺に遭わないた

めの装置を付けておいた方がよかった。自分は騙されないと思っていた自信が裏

目に出たと思う。 
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・「それでも人間か。人間として恥ずかしくはないか。」と言いたいけれど，言って

分かる人間ではないだろう。最後の頃に，上京して会う話になっていたが，連絡

が取れなくなり果たせなかった。一回会っておきたかった。 
 
(2) 加害者の更生を求める意見 

・それだけの言葉をやり取りする能力があるのだから，別のことをやればもっと大

成するはず。彼らのように能力のある人間が真面目に働けば社会のためにもなる。

服役した後に反省してきちんと働いてほしい。 
・絶対にまともな人間になってほしい。せっかく刑期を終えて出てきて，また同じ

ことをしたら意味がない。 
・人を騙す人がどんな顔をしているのか見てみたい。騙すのは私だけにしてほしい。 
・謝罪と，自己の再生への誓いを望む。同じ人間なので「死刑にしろ」とは言わな

い。暴力団組織から除外されても再生する気があるか。 
・「人を騙して金儲けをするな。人を泣かして金儲けをするな。神様は見てるぞ。人

は見てるぞ。」と言ってやりたい。 
・目を覚ませ。加害者に弁護士が就くのは腑に落ちない。どういう経緯で弁護士が

就いているのかと思ってしまう。 
・人の善意を悪用しないでほしい。 
・悪いことはしない方がいい。 

 
(3) 加害者自らの家族等が同じ目に遭ったらどう思うか想像してほしいという意見 

・自分にも親がいると思う。その親がそういう目に遭ったらどう思うか，親がどう

いう思いをするか，わかると思う。それを考えてほしい。 
・他の人は騙してほしくない。自分の家族や母親がそんな思いをしたらどう思うの

か，と言いたい。 
・あなたもそういう被害に遭ってみてほしい。自分の母親が同じような目に遭った

らどう思うのか想像してみてほしい。 
 
第７ まだ特殊詐欺被害に遭っていない人に対して 

自らが特殊詐欺被害に遭ってしまった経験から，優しい気持ちで生きてはいけない，

他人を信用してはいけない等，自らの善意や生き方を否定された被害者の気持ちが伝わ

るものが多く見られた。また，耳触りのいい話をしてくる相手には注意する必要がある

等といった意見も見られた。 
 

・辛いけれど，他人に優しく生きてはいけない。助けてあげたいという気持ちが命

取りになる。 
・そういう電話が架かってきたら絶対に信用してはいけない。いい人そうに思えて

も，絶対に嘘だから。親切そうな人の方が怪しい。 
・何でも疑うことはしたくないと思うけど，気をつけてくださいとしか言えない。 

・お金の話をしてきたらおかしいと思い，相手にしない，電話をすぐに切るという

ことをしてほしい。何かあればさっさと警察に行くべきだと思う。 
・おかしな電話には対応しないように。 
・知らない番号には出ない。知らない番号からの電話はすぐに切る。すぐに警察に

通報する。 
・相手の話にすぐに乗らないことと，少しでも怪しいと思ったら警察に相談するこ

と。自分は，当時，「困ったら警察に相談する」ということが思い浮かばなかった

（日常生活で，警察は身近な存在ではないので。）。役所の「○○センター」（消費

者センター等）に相談してみようとは思ったが。 
・うまく誘導されて追い込まれると相談するということすら思い浮かばなくなって

しまう。少しでも疑問に思ったら消費者センターなどに相談するということを心

に留めておいてほしい（こう言ったとしても実際にその場になると相談するのは

難しいのはよくわかるので，この言葉がきっかけとなって相談することを思い起

こしてくれればうれしい。）。 
・おかしいと思ったら早く他人に相談すること。私みたいにすっからかんになって

から相談しても遅い。警察や相談した弁護士からは，被害に遭ってから相談して

も「お金が返ってくるのは宝くじに当たるようなものだ。」と言われた。そうなら

ないように気をつけるしかない。 
・他人事のように感じるかもしれないが，電話がかかってくれば誰でも騙されてし

まう可能性があることを知ってほしい。 
・いい話，甘い話には絶対に乗ってはいけない。 
・「お金に関わることには気を付けてほしい。念には念を入れてほしい。」と思う。 
・お金を送るにしても，きちんと相手を確認してからやった方がいい。特に代理の

場合を気を付ける必要がある。もっと慎重に対応すべき。 
・留守電にするなどして，相手が分からない電話に対して慎重に対処すること。留

守電にしておくことはとても効果がある。 
 
第８ なぜ被害に遭ってしまったのか 

被害者には厳しい問いであるが，今回の調査では，なぜ自らが被害者になってしまっ

たと思うか，ということも尋ねた。多くの被害者が自らの性格等が原因と考えており，

社会や周囲から非難される傾向をそのまま反映していると思われた。また，他人に相談

しなかったこと等に原因を求める意見や，加害者側の手口の巧妙さを挙げる意見も見ら

れた。 
 
(1) 原因を自らの性格等に求めるもの 

・お人好しだった。相手が上手だった。「宅急便で送れ」「中身は本・お菓子と書い

てくれ」と言われたときに，おかしいと思えなかった。 
・自分は人が良すぎたなと思った。人が良すぎるところが原因。詐欺に遭わないた

めの装置を付けておいた方がよかった。自分は騙されないと思っていた自信が裏

目に出たと思う。 
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・他人の言葉を信じやすい。 
・他人を言葉だけで信じて，欲をかいてしまったところに付け込まれた。 
・自分の不注意。 

 
(2) 原因を他人に相談しなかったこと等に求めるもの 

・人に相談しなかったこと。自分の判断能力を過信し過ぎていた。 
・人に相談すべき。しかし，被害金額が大きすぎて今更言えない。未公開株詐欺の

被害に遭っていたことを家族に内緒にしていたのがよくなかった。 
・夫の体調のことがあり，タイミングが最悪だったというのはあると思う。おかし

いと思う余裕もなく，夫にも相談できない状況だった。夫が元気であれば，夫に

電話を代わってもらうなり，相談するなりできたのではないかと思う。 
 
(3) 加害者の手口が巧妙だったとするもの 

・相手の手口が巧妙過ぎてどうにもならなかった。 
・どうしようもなかった。 

 
第９ まとめとして 
 

ヒアリングの結果，被害者らは加害者を責める心情もある一方で，自らの不注意，

人の良さ，相談をしなかったことなどを強く後悔し，自分を責める傾向にあること

が判った。 
自らの被害回復のための弁護団との接触や，防犯のための広報に接しただけでも

被害のことを思い出して苦しむなど，その心理的な負担は極めて大きく，特殊詐欺

が単なる財産犯にとどまるものでは無いことを印象付けた。 
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第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺等の被害防止活動の状況，効果及び課

題 

 

第１章 はじめに 

 

企業は，経済や技術の進展に合わせて，様々なサービスやツールを世の中に提供してい

るが，特殊詐欺を敢行する犯罪組織はこれを犯行に悪用している。 

かつて特殊詐欺が「振り込め詐欺」と呼ばれた時代には，「携帯電話」「振込先口座」「名

簿」が三点セットとされていた。 

しかし，近時では，スマートフォンやＩＰ電話といった通信手段，現金を受け取るため

の私設私書箱やバイク便といった物流手段，電子マネー（前払式支払手段）や収納代行サ

ービスといった新たな決済手段，そして仮想通貨等の資金洗浄手段等，最新の技術やサー

ビスが悪用されるに至っている。そのうち，被害者への通信手段については，「携帯音声通

信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する

法律」の制定及び改正等の対策が講じられたものの，ＩＰ電話の転送機能や転送電話サー

ビスを悪用するなど，犯罪組織の手口は更に進化しており，必要十分な対策が講じられて

いるとは言い難い。 

今後も，企業側の対策が進んだり，企業が新たなサービスを提供するたびに，犯罪組織

は新たな手口を編み出すことが当然に想定される以上，このようなサービスやツールを犯

罪組織に簡単に入手・利用させないための取組は極めて重要である。提供するサービスや

ツールが犯罪組織の犯罪に悪用されることは，当該サービスやツールを提供する民間企業

にとっても，通常は容認し得ない事態であり，ＣＳＲ（企業の社会的責任）やＥＳＧ（環

境・社会・ガバナンス）の観点からしても放置できない問題である。 

そこで，民間企業が提供するサービスやツールを犯罪組織に入手・利用させないことに

よって特殊詐欺による被害を未然に防止するよう，各民間企業における自主的な取組を推

進すること（「自助」）に加えて，民間企業同士で特殊詐欺の手口や，これに対する有効な

対応策及び取組事例について情報共有等をするとともに，業界団体としても民間企業の取

組を支援すること（「共助」），立法や行政としても民間企業のこうした取組を支援すること

（「公助」）が，社会全体として特殊詐欺による被害を未然に防止するためには必要である。 

そして，民間企業の創意工夫により発案された対策として，特殊詐欺に用いられた疑い

のあるサービスやツール等の停止等の措置が施されることとなった場合，制度の円滑な運

用という点を考慮し，被害者の依頼を受けて被害回復を図る弁護士が，適宜，具体的な被

害救済活動の中で当該措置を利用できるようにすることが重要であり，犯行に利用された

サービスやツールの利用停止を申し出ることを可能とする制度の導入が求められる。 

さらに，国及び地方自治体においては，従前より特殊詐欺対策を講じているところでは

あるが，個々の企業及び業界団体の取組を後押しする必要がある。また，特殊詐欺はあか

らさまな犯罪行為であり，役務や商品等の提供等が想定されている取引ではないが，消費

者安全法等の消費者被害対策のための組織や手法の活用等を検討し，高齢者を中心とする

特殊詐欺対策として地域ぐるみの取組を強化する必要がある。 
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第２章 民間企業による犯行利用の防止措置の必然性（ビジネスと人権／ＳＤＧＳ／ＥＳ

Ｇの観点） 

 

特殊詐欺の撲滅に向けた企業の取組は，企業の社会的責任（ＣＳＲ）の一環としての自

主的な任意の取組にとどまらず，以下のとおり，①「ビジネスと人権」に関する国連指導

原則が要請する企業の人権尊重責任，②持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標達成への

貢献，③責任投資の拡大で求められるＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）課題への対応の

観点からも要請されている。 

 

第１ 「ビジネスと人権」との関係 

 

１ 国連指導原則が求める企業の人権尊重責任 

2011年に，国連人権理事会において，ビジネスと人権に関する指導原則（以下「指導

原則」という。）47が全会一致で承認された。 

指導原則は，①国家の人権保護義務，②企業の人権尊重責任，③救済にアクセスす

る被害者の権利という3つの柱から構成されている。 

2つ目の柱である「企業の人権尊重責任」の中核要素として，企業には，人権デュー・

ディリジェンス（以下「人権ＤＤ」という。）を実施することが求められる（原則 17）48。

人権ＤＤとは，企業活動が，直接的・間接的に，労働者を含むステークホルダーの人権

に対して及ぼす負のインパクト（以下「人権リスク」という。）を評価し，そのリスクの

高さに応じて対処し，追跡検証し，これらのプロセスの情報開示を行うプロセスをいい，

「人権リスクの内部統制」とも評価可能できるものである。 

 

２ 人権侵害への加担防止の必要性と特殊詐欺問題の位置付け 

指導原則の下では，人権ＤＤの一環として，企業は直接的に人権侵害を引き起こさな

くとも，間接的な取引関係を通じて人権侵害に加担することを防止することも求められ

ている49。 

このような企業における取引関係の管理は，これまでは一般的に企業の社会的責任

（ＣＳＲ）としての自主的な取組として位置付けられていた。指導原則は，「人権」とい

う前国家的で普遍的な概念を用いることにより，人権侵害への加担の防止を，法令遵守

                            
47 UN Guiding Principles on Business and Human Rights.（一財）アジア・太平洋人権資料セン

ターが指導原則の邦訳を公表している（https://www.hurights.or.jp/japan/aside/ruggie-frame 

work/）。 
48 人権 DD の実践方法については，日本弁護士連合会「人権デュー・ディリジェンスのためのガイ

ダンス（手引）」（2015年）参照。 
49 指導原則 13 は，企業は，自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり，助長すること

を回避し，そのような影響が生じた場合にはこれに対処することを要求している。また， たとえ

その影響を助長していない場合であっても，取引関係によって企業の事業，製品またはサービスと

直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減することを追求することも要求して

いる。 

 

の課題そのものに引き上げたことに重要な意義がある50。 

この点，特殊詐欺が，主に高齢者という社会的に脆弱な立場にある人々を標的として，

その善意を利用して金銭を騙し取る犯罪であり，高齢者の財産権や自己決定権を侵害す

る深刻な人権侵害であることは異論がないものと思われる。 

特殊詐欺を敢行するのは直接的には犯罪組織であるが，企業が提供している金融・通

信・物流など様々な製品・サービスが特殊詐欺に利用されており，その意味で企業も間

接的であれ「人権侵害に加担」していると評価される可能性がある。 

企業は，このような人権侵害への加担を防止するために，自社の事業や取引関係にお

いて，自社の提供するサービスやツールが特殊詐欺に利用されるリスクがないか否かを

十分に確認し，リスクがある場合にはこれに対処することが期待されている。 

 

３ 「ビジネスと人権」の概念の国内外での浸透 

指導原則は，企業に直接的な法的拘束力のない原則であるが，非常に強い影響力を有

する原則であり，日本を含む各国の法制度に組み入れられつつある。 

そのため，企業による特殊詐欺の防止の取組についても，「ビジネスと人権」の観点か

ら位置付け，取組を更に推進することが有益である。 

 

(1) サプライチェーン管理規制の導入 

欧米各国においては，人権分野でのサプライチェーンなどの取引関係を管理するこ

とに関して，これまでＣＳＲとして企業の自主的な取組に委ねられていたものを，法

的義務ないしそれに準じる開示義務に急速に引き上げる動きが生じている。 

このようなサプライチェーン規制は，主に欧米諸国で導入された規制であるが，欧

米企業のサプライチェーンに組み込まれている日本企業も，顧客である欧米企業から

基準の遵守を求められ，実質的な域外適用を受ける点で，実務的な影響が大きい51。 

 

(2) 経団連・全銀協における企業行動規範の改訂 

日本経済団体連合会（以下「経団連」という。）は，2017年 11月に，指導原則の採

択なども踏まえ，企業行動規範を改訂し，第4原則に人権尊重の規定を新設すると共

に，第 10 原則においてサプライチェーンへの働きかけについても言及した52。また，

全国銀行協会（以下「全銀協」という。）も，平成30年 3月に，行動憲章を改訂し，

第5条に人権尊重の規定を追加した53。 

 

                            
50 指導原則 23 は，国際的に認められた人権に関する諸原則の尊重を，特定の地域の国内法令の遵

守に優先する取組として位置付けた上で，人権尊重の取組を法令遵守課題そのものとして扱うこと

を企業に要請している。 
51 「ビジネスと人権」に関する法規制の動向については，高橋大祐「ビジネスと人権をめぐる各国

法規制の動向と国別行動計画の役割 -- 調達・開示に関するルール形成を中心に」（アジ研ワール

ド・トレンド2017年 9月号）参照。 
52 http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/charter2017.html 
53 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news300355_1.pdf 
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第２章 民間企業による犯行利用の防止措置の必然性（ビジネスと人権／ＳＤＧＳ／ＥＳ

Ｇの観点） 

 

特殊詐欺の撲滅に向けた企業の取組は，企業の社会的責任（ＣＳＲ）の一環としての自

主的な任意の取組にとどまらず，以下のとおり，①「ビジネスと人権」に関する国連指導

原則が要請する企業の人権尊重責任，②持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標達成への

貢献，③責任投資の拡大で求められるＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）課題への対応の

観点からも要請されている。 

 

第１ 「ビジネスと人権」との関係 

 

１ 国連指導原則が求める企業の人権尊重責任 

2011年に，国連人権理事会において，ビジネスと人権に関する指導原則（以下「指導

原則」という。）47が全会一致で承認された。 

指導原則は，①国家の人権保護義務，②企業の人権尊重責任，③救済にアクセスす

る被害者の権利という3つの柱から構成されている。 

2つ目の柱である「企業の人権尊重責任」の中核要素として，企業には，人権デュー・

ディリジェンス（以下「人権ＤＤ」という。）を実施することが求められる（原則 17）48。

人権ＤＤとは，企業活動が，直接的・間接的に，労働者を含むステークホルダーの人権

に対して及ぼす負のインパクト（以下「人権リスク」という。）を評価し，そのリスクの

高さに応じて対処し，追跡検証し，これらのプロセスの情報開示を行うプロセスをいい，

「人権リスクの内部統制」とも評価可能できるものである。 

 

２ 人権侵害への加担防止の必要性と特殊詐欺問題の位置付け 

指導原則の下では，人権ＤＤの一環として，企業は直接的に人権侵害を引き起こさな

くとも，間接的な取引関係を通じて人権侵害に加担することを防止することも求められ

ている49。 

このような企業における取引関係の管理は，これまでは一般的に企業の社会的責任

（ＣＳＲ）としての自主的な取組として位置付けられていた。指導原則は，「人権」とい

う前国家的で普遍的な概念を用いることにより，人権侵害への加担の防止を，法令遵守

                            
47 UN Guiding Principles on Business and Human Rights.（一財）アジア・太平洋人権資料セン

ターが指導原則の邦訳を公表している（https://www.hurights.or.jp/japan/aside/ruggie-frame 

work/）。 
48 人権 DD の実践方法については，日本弁護士連合会「人権デュー・ディリジェンスのためのガイ

ダンス（手引）」（2015年）参照。 
49 指導原則 13 は，企業は，自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり，助長すること

を回避し，そのような影響が生じた場合にはこれに対処することを要求している。また， たとえ

その影響を助長していない場合であっても，取引関係によって企業の事業，製品またはサービスと

直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減することを追求することも要求して

いる。 

 

の課題そのものに引き上げたことに重要な意義がある50。 

この点，特殊詐欺が，主に高齢者という社会的に脆弱な立場にある人々を標的として，

その善意を利用して金銭を騙し取る犯罪であり，高齢者の財産権や自己決定権を侵害す

る深刻な人権侵害であることは異論がないものと思われる。 

特殊詐欺を敢行するのは直接的には犯罪組織であるが，企業が提供している金融・通

信・物流など様々な製品・サービスが特殊詐欺に利用されており，その意味で企業も間

接的であれ「人権侵害に加担」していると評価される可能性がある。 

企業は，このような人権侵害への加担を防止するために，自社の事業や取引関係にお

いて，自社の提供するサービスやツールが特殊詐欺に利用されるリスクがないか否かを

十分に確認し，リスクがある場合にはこれに対処することが期待されている。 

 

３ 「ビジネスと人権」の概念の国内外での浸透 

指導原則は，企業に直接的な法的拘束力のない原則であるが，非常に強い影響力を有

する原則であり，日本を含む各国の法制度に組み入れられつつある。 

そのため，企業による特殊詐欺の防止の取組についても，「ビジネスと人権」の観点か

ら位置付け，取組を更に推進することが有益である。 

 

(1) サプライチェーン管理規制の導入 

欧米各国においては，人権分野でのサプライチェーンなどの取引関係を管理するこ

とに関して，これまでＣＳＲとして企業の自主的な取組に委ねられていたものを，法

的義務ないしそれに準じる開示義務に急速に引き上げる動きが生じている。 

このようなサプライチェーン規制は，主に欧米諸国で導入された規制であるが，欧

米企業のサプライチェーンに組み込まれている日本企業も，顧客である欧米企業から

基準の遵守を求められ，実質的な域外適用を受ける点で，実務的な影響が大きい51。 

 

(2) 経団連・全銀協における企業行動規範の改訂 

日本経済団体連合会（以下「経団連」という。）は，2017年 11月に，指導原則の採

択なども踏まえ，企業行動規範を改訂し，第4原則に人権尊重の規定を新設すると共

に，第 10 原則においてサプライチェーンへの働きかけについても言及した52。また，

全国銀行協会（以下「全銀協」という。）も，平成30年 3月に，行動憲章を改訂し，

第5条に人権尊重の規定を追加した53。 

 

                            
50 指導原則 23 は，国際的に認められた人権に関する諸原則の尊重を，特定の地域の国内法令の遵

守に優先する取組として位置付けた上で，人権尊重の取組を法令遵守課題そのものとして扱うこと

を企業に要請している。 
51 「ビジネスと人権」に関する法規制の動向については，高橋大祐「ビジネスと人権をめぐる各国

法規制の動向と国別行動計画の役割 -- 調達・開示に関するルール形成を中心に」（アジ研ワール

ド・トレンド2017年 9月号）参照。 
52 http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/charter2017.html 
53 https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news300355_1.pdf 
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(3) 日本政府における国別行動計画の策定 

日本政府も，2016年 11月に，数年内に，ビジネスと人権に関する国別行動計画（Ｎ

ＡＰ：National Action Plan）を策定することを発表している54。これを踏まえ，当連

合会も，2017 年 7 月に，「ビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事

項に関する意見書」を発表した55。 

同意見書は，ＮＡＰの優先事項として，「企業活動が日本国内において発生させる可

能性のある，人権，環境，汚職などの負の影響」についても認識・理解を向上させる

ことを求めている。また，一定規模以上の企業に対する，サプライチェーンを通じた

人権に関するリスクの管理状況などの非財務情報開示の義務付けも提案している。 

 

(4) 特殊詐欺問題の位置付け 

特殊詐欺は，まさに企業活動が日本国内において発生させる可能性のある人権への

負の影響が顕在化した問題であり，その認識・理解を浸透させ，企業の取組状況に関

する透明性を高めることは，ＮＡＰにおける優先事項としても期待されていると言え

る。 

そのため，民間企業による犯行利用の防止を，政府や企業が日本国内における「ビ

ジネスと人権」課題対応の一環として検討するべき施策の一つとして位置付けること

も重要である。 

 

第２ ＳＤＧｓとの関係 

 

１ ＳＤＧｓの採択と特殊詐欺問題の位置付け 

2015年 9月，国連持続可能な開発サミットで，2030年に向けた社会目標として，国連

で持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ: Sustainable Development Goals）が採択された。Ｓ

ＤＧｓは 17 の目標と各目標を具体化する 169 のターゲットから構成されており，各目

標の達成度を測るための指標（KPI）が特定されている56。 

ＳＤＧｓの目標16「平和と公正をすべての人に」を具体化するターゲットの一つとし

て，16．9は「2030年までに，違法な資金および武器の取引を大幅に減少させ，盗難さ

れた資産の回復および返還を強化し，あらゆる形態の組織犯罪を根絶する」ことを規定

している。 

 

                            
54 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001608.html 
55 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170720.html 
56 グローバル指標のフレームワークが国連総会において採択されている。 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

 

 

(出典) 国連広報センターウェブサイト 

 

２ 日本政府におけるＳＤＧｓ実施状況と特殊詐欺問題の位置付け 

現在，世界各国の政府がＳＤＧｓの達成に向けて施策を実施していくことを表明して

いるところ，日本政府も，2016 年 5 月にＳＤＧｓ推進本部を設置した上，同年 12 月に

はＳＤＧｓ実施指針を発表し57，その付表において各目標に関するＫＰＩも特定されて

いる58。 

ＳＤＧｓ実施指針において特殊詐欺問題に関する直接の記載はないものの，政府が掲

げた8つの優先課題には「あらゆる人々の活躍の推進」「健康・長寿の達成」「平和と安

全・安心社会の実現」も掲げられており，特殊詐欺問題の撲滅はこれらの優先課題に密

接に関連していると評価できる。 

 

３ ＳＤＧｓの目標達成において期待される企業の役割 

ＳＤＧｓは社会全体の目標であるが企業活動とも密接に関連した目標が多く，民間企

業も政府と連携しながら，目標達成に向けた貢献が求められる。このような観点から，

目標17も「パートナーシップで目標を達成」することを掲げている。 

日本政府が発表したＳＤＧｓ実施指針においても，ＳＤＧｓの実施に当たって，民間

企業の取組への期待を規定し，政府としても取組促進のための環境整備にコミットして

いる。 

そのため，企業は，ＳＤＧｓの目標達成への貢献という観点からも，特殊詐欺の撲滅

に向けた取組が求められていると言える。 

 

４ 全銀協のＳＤＧｓ取組項目としての特殊詐欺問題の位置付け 

全銀協は，2018 年 3 月に，「全国銀行協会におけるＳＤＧｓの推進体制，および主な

取組項目について」と題する発表を行っている59。 

                            
57 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou1.pdf 
58 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou2.pdf 
59 https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9108/ 
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(3) 日本政府における国別行動計画の策定 

日本政府も，2016年 11月に，数年内に，ビジネスと人権に関する国別行動計画（Ｎ

ＡＰ：National Action Plan）を策定することを発表している54。これを踏まえ，当連

合会も，2017 年 7 月に，「ビジネスと人権に関する国別行動計画に含めるべき優先事

項に関する意見書」を発表した55。 

同意見書は，ＮＡＰの優先事項として，「企業活動が日本国内において発生させる可

能性のある，人権，環境，汚職などの負の影響」についても認識・理解を向上させる

ことを求めている。また，一定規模以上の企業に対する，サプライチェーンを通じた

人権に関するリスクの管理状況などの非財務情報開示の義務付けも提案している。 

 

(4) 特殊詐欺問題の位置付け 

特殊詐欺は，まさに企業活動が日本国内において発生させる可能性のある人権への

負の影響が顕在化した問題であり，その認識・理解を浸透させ，企業の取組状況に関

する透明性を高めることは，ＮＡＰにおける優先事項としても期待されていると言え

る。 

そのため，民間企業による犯行利用の防止を，政府や企業が日本国内における「ビ

ジネスと人権」課題対応の一環として検討するべき施策の一つとして位置付けること

も重要である。 

 

第２ ＳＤＧｓとの関係 

 

１ ＳＤＧｓの採択と特殊詐欺問題の位置付け 

2015年 9月，国連持続可能な開発サミットで，2030年に向けた社会目標として，国連

で持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ: Sustainable Development Goals）が採択された。Ｓ

ＤＧｓは 17 の目標と各目標を具体化する 169 のターゲットから構成されており，各目

標の達成度を測るための指標（KPI）が特定されている56。 

ＳＤＧｓの目標16「平和と公正をすべての人に」を具体化するターゲットの一つとし

て，16．9は「2030年までに，違法な資金および武器の取引を大幅に減少させ，盗難さ

れた資産の回復および返還を強化し，あらゆる形態の組織犯罪を根絶する」ことを規定

している。 

 

                            
54 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_001608.html 
55 https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170720.html 
56 グローバル指標のフレームワークが国連総会において採択されている。 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

 

 

(出典) 国連広報センターウェブサイト 

 

２ 日本政府におけるＳＤＧｓ実施状況と特殊詐欺問題の位置付け 

現在，世界各国の政府がＳＤＧｓの達成に向けて施策を実施していくことを表明して

いるところ，日本政府も，2016 年 5 月にＳＤＧｓ推進本部を設置した上，同年 12 月に

はＳＤＧｓ実施指針を発表し57，その付表において各目標に関するＫＰＩも特定されて

いる58。 

ＳＤＧｓ実施指針において特殊詐欺問題に関する直接の記載はないものの，政府が掲

げた8つの優先課題には「あらゆる人々の活躍の推進」「健康・長寿の達成」「平和と安

全・安心社会の実現」も掲げられており，特殊詐欺問題の撲滅はこれらの優先課題に密

接に関連していると評価できる。 

 

３ ＳＤＧｓの目標達成において期待される企業の役割 

ＳＤＧｓは社会全体の目標であるが企業活動とも密接に関連した目標が多く，民間企

業も政府と連携しながら，目標達成に向けた貢献が求められる。このような観点から，

目標17も「パートナーシップで目標を達成」することを掲げている。 

日本政府が発表したＳＤＧｓ実施指針においても，ＳＤＧｓの実施に当たって，民間

企業の取組への期待を規定し，政府としても取組促進のための環境整備にコミットして

いる。 

そのため，企業は，ＳＤＧｓの目標達成への貢献という観点からも，特殊詐欺の撲滅

に向けた取組が求められていると言える。 

 

４ 全銀協のＳＤＧｓ取組項目としての特殊詐欺問題の位置付け 

全銀協は，2018 年 3 月に，「全国銀行協会におけるＳＤＧｓの推進体制，および主な

取組項目について」と題する発表を行っている59。 

                            
57 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou1.pdf 
58 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai2/siryou2.pdf 
59 https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9108/ 
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この発表におけるＳＤＧｓ目標16を達成するための項目として，「金融犯罪およびマ

ネー･ローンダリング，ＦＡＴＦへの対応」を特定し，その一環としての取組として，「振

り込め詐欺等撲滅に向けた啓発活動の継続実施」を明記している。 

 

第３ ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）投資との関係 

 

１ ＥＳＧ投資の拡大で求められる企業のＥＳＧ取組と開示 

2006年に国連責任投資原則（ＰＲＩ）発足を経緯に，投資家が投資先企業に対する投

資判断や株主としての意思決定のプロセスにおいて，ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）

の要素を考慮する「ＥＳＧ投資」が拡大している。2016年時点で全世界のＥＳＧ投資に

関連する資産は約2500兆円であり，全運用資産の25％を超える状況にある60。日本でも，

世界最大のアセットオーナーであるＧＰＩＦが 2015 年にＰＲＩに署名して以降，積極

的にＥＳＧ投資の推進をしていることを契機として61，ＥＳＧ投資が急拡大している62。 

機関投資家はスチュワードシップコードに基づき投資先企業に対するエンゲージメ

ント・議決権行使を活発化している。ＥＳＧ投資の拡大を受けて，企業は，機関投資家

から，ＥＳＧに関する取組状況に関しても，開示や対話を求められる機会が増えている。 

特に，欧米では，企業に対し，ＥＳＧ要素を中心とした非財務情報の開示を求める法

規制の導入も進んでいる63。 

そのため，企業が，投資家などステークホルダーへの説明責任を果たし，魅力的な投

資先としての地位を維持するためにもＥＳＧに関する取組と開示が求められている。 

 

２ ＥＳＧ関連リスク対応ガイダンスと特殊詐欺問題の位置付け 

１に記載したＥＳＧ投資の拡大などの経緯を踏まえ，当連合会も，2018年 8月，企業・

投資家・金融機関がＥＳＧに関連するリスクへの対応に関する対話と協働を促進するた

めのガイダンスとして，「ＥＳＧ関連リスク対応ガイダンス（手引）」を発表した。 

同ガイダンスの第 1 章は企業の非財務情報の開示に関する指針を示しているところ，

その開示項目にも特殊詐欺問題への対応と関連するものが存在する。 

第 1 章の第 5 条は，人権擁護への取組の開示項目の一つとして，「④特別の配慮を必

要とする，子ども，障がい者，社会的少数者，女性，高齢者などのグループへの人権擁

護の取組」を挙げているところ，特殊詐欺問題への対応は高齢者の人権擁護の取組とし

て位置付けられるものである。 

また，第1章の第10条は，コーポレート・ガバナンス強化への取組の開示項目の一つ

                            
60 Global Sustainable Investment Review 2016の 7頁によれば，2016年のサステナビリティ関

連投資の資産は$22,890billionであり，全運用資産の26.3%である。 
61 GPIFの ESG投資の取組については，GPIFウェブサイト「ESG投資」（http://www.gpif.go.jp/ 

operation/esg.html）参照。 
62 Global Sustainable Investment Review 2016の７頁によれば，日本のサステナビリティ関連投

資の資産は，2014年の$7billionから$474billionに急拡大している。 
63 ESG や非財務情報開示に関する規制の動向については，高橋大祐「ESG 関連リスクの管理・開示

のあり方」（旬刊商事法務No.2146・2147）参照。 

 

として，「③反社会的勢力との関係を遮断するための取組」を挙げているところ，特殊詐

欺問題への対応は反社会的勢力の資金源対策の観点からも重要である。 

そのため，企業が自社のサービスやツールが特殊詐欺に利用される危険性があるなど，

そのビジネスモデルとの関係で重要課題に位置付けられる場合には，その取組状況につ

いても積極的に外部に開示していくことが期待されている。 

一方，機関投資家や金融機関においても，ガイダンス第２・３章を参照しつつ，投資

先・融資先の企業において特殊詐欺問題への対応が重要な課題と位置付けられる場合に

は，積極的に対話を行い，取組の改善に向けて協働していくことが期待される。 

 

３ 全銀協の行動憲章におけるＥＳＧ課題対応と特殊詐欺対策の関連付け 

全銀協が 2018 年 3 月に改訂した行動憲章の 2 条は「質の高い金融サービスの提供」

を規定しているところ，この解説において，質の高い金融サービスの提供のために必要

な取組として，「ＥＳＧ課題への対応」と「預金口座を巡る犯罪の防止」の双方を挙げて

いる。 

 

(1) ＥＳＧ課題への対応 

ＥＳＧ課題への対応に関して，行動憲章解説5頁以下は，「企業は ＥＳＧの考え方

を踏まえた取組みが求められている。株主・投資家側からは，企業の社会・環境課題

への取組みやガバナンス体制への対応状況を投資分析や投資決定における評価項目と

する「ＥＳＧ 投資」の概念が生まれ，投資家は ＥＳＧ 要素を考慮することが合理的

で社会の要請や運用委託者の利益にもかなうとの考え方が主流になりつつある。さら

に，銀行をはじめとする金融機関においては，持続可能な社会の実現と社会的課題の

解決に資する資金供給等の金融面でのサポートが期待されている。」との状況分析が

行われている。 

その上で，「銀行は，このような環境変化に積極的に対応し，それぞれが創意と工夫

を活かして，多様化するお客さまのニーズに適合した質の高い金融サービスを提供し

ていくことにより，お客さまの利便の向上を図り，満足を獲得していかなければなら

ない。」という規範を提示する。 

 

(2) 預金口座を巡る犯罪の防止 

預金口座を巡る犯罪の防止に関しては，行動憲章解説５頁以下は，「詐欺等の犯罪に

よる資金の受取りに預金口座を利用するなど，銀行が提供する決済機能等を犯罪に悪

用する事件が発生している。銀行は，こうした犯罪行為に対して，関係当局と連携し，

適時適切な対策を講じることを通じて，安全・安心な社会の構築に寄与するよう努め

なければならない。」と目標を掲げる。 

具体的な取組として，「銀行は，預金の安全性を確保するため，キャッシュカード，

預金通帳，インターネット等による不正な引出しに対するセキュリティレベルの向上

に努めなければならない。お客さまに対しては，こうした預金口座を巡る犯罪の多様

化に対応して継続的に適切な情報提供や啓発を行い，未然防止に努めるとともに，犯

罪被害に遭ったお客さまに対しては，各々の事情を勘案し，誠実に対応しなければな
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この発表におけるＳＤＧｓ目標16を達成するための項目として，「金融犯罪およびマ

ネー･ローンダリング，ＦＡＴＦへの対応」を特定し，その一環としての取組として，「振

り込め詐欺等撲滅に向けた啓発活動の継続実施」を明記している。 

 

第３ ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）投資との関係 

 

１ ＥＳＧ投資の拡大で求められる企業のＥＳＧ取組と開示 

2006年に国連責任投資原則（ＰＲＩ）発足を経緯に，投資家が投資先企業に対する投

資判断や株主としての意思決定のプロセスにおいて，ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）

の要素を考慮する「ＥＳＧ投資」が拡大している。2016年時点で全世界のＥＳＧ投資に

関連する資産は約2500兆円であり，全運用資産の25％を超える状況にある60。日本でも，

世界最大のアセットオーナーであるＧＰＩＦが 2015 年にＰＲＩに署名して以降，積極

的にＥＳＧ投資の推進をしていることを契機として61，ＥＳＧ投資が急拡大している62。 

機関投資家はスチュワードシップコードに基づき投資先企業に対するエンゲージメ

ント・議決権行使を活発化している。ＥＳＧ投資の拡大を受けて，企業は，機関投資家

から，ＥＳＧに関する取組状況に関しても，開示や対話を求められる機会が増えている。 

特に，欧米では，企業に対し，ＥＳＧ要素を中心とした非財務情報の開示を求める法

規制の導入も進んでいる63。 

そのため，企業が，投資家などステークホルダーへの説明責任を果たし，魅力的な投

資先としての地位を維持するためにもＥＳＧに関する取組と開示が求められている。 

 

２ ＥＳＧ関連リスク対応ガイダンスと特殊詐欺問題の位置付け 

１に記載したＥＳＧ投資の拡大などの経緯を踏まえ，当連合会も，2018年 8月，企業・

投資家・金融機関がＥＳＧに関連するリスクへの対応に関する対話と協働を促進するた

めのガイダンスとして，「ＥＳＧ関連リスク対応ガイダンス（手引）」を発表した。 

同ガイダンスの第 1 章は企業の非財務情報の開示に関する指針を示しているところ，

その開示項目にも特殊詐欺問題への対応と関連するものが存在する。 

第 1 章の第 5 条は，人権擁護への取組の開示項目の一つとして，「④特別の配慮を必

要とする，子ども，障がい者，社会的少数者，女性，高齢者などのグループへの人権擁

護の取組」を挙げているところ，特殊詐欺問題への対応は高齢者の人権擁護の取組とし

て位置付けられるものである。 

また，第1章の第10条は，コーポレート・ガバナンス強化への取組の開示項目の一つ

                            
60 Global Sustainable Investment Review 2016の 7頁によれば，2016年のサステナビリティ関

連投資の資産は$22,890billionであり，全運用資産の26.3%である。 
61 GPIFの ESG投資の取組については，GPIFウェブサイト「ESG投資」（http://www.gpif.go.jp/ 

operation/esg.html）参照。 
62 Global Sustainable Investment Review 2016の７頁によれば，日本のサステナビリティ関連投

資の資産は，2014年の$7billionから$474billionに急拡大している。 
63 ESG や非財務情報開示に関する規制の動向については，高橋大祐「ESG 関連リスクの管理・開示

のあり方」（旬刊商事法務No.2146・2147）参照。 

 

として，「③反社会的勢力との関係を遮断するための取組」を挙げているところ，特殊詐

欺問題への対応は反社会的勢力の資金源対策の観点からも重要である。 

そのため，企業が自社のサービスやツールが特殊詐欺に利用される危険性があるなど，

そのビジネスモデルとの関係で重要課題に位置付けられる場合には，その取組状況につ

いても積極的に外部に開示していくことが期待されている。 

一方，機関投資家や金融機関においても，ガイダンス第２・３章を参照しつつ，投資

先・融資先の企業において特殊詐欺問題への対応が重要な課題と位置付けられる場合に

は，積極的に対話を行い，取組の改善に向けて協働していくことが期待される。 

 

３ 全銀協の行動憲章におけるＥＳＧ課題対応と特殊詐欺対策の関連付け 

全銀協が 2018 年 3 月に改訂した行動憲章の 2 条は「質の高い金融サービスの提供」

を規定しているところ，この解説において，質の高い金融サービスの提供のために必要

な取組として，「ＥＳＧ課題への対応」と「預金口座を巡る犯罪の防止」の双方を挙げて

いる。 

 

(1) ＥＳＧ課題への対応 

ＥＳＧ課題への対応に関して，行動憲章解説5頁以下は，「企業は ＥＳＧの考え方

を踏まえた取組みが求められている。株主・投資家側からは，企業の社会・環境課題

への取組みやガバナンス体制への対応状況を投資分析や投資決定における評価項目と

する「ＥＳＧ 投資」の概念が生まれ，投資家は ＥＳＧ 要素を考慮することが合理的

で社会の要請や運用委託者の利益にもかなうとの考え方が主流になりつつある。さら

に，銀行をはじめとする金融機関においては，持続可能な社会の実現と社会的課題の

解決に資する資金供給等の金融面でのサポートが期待されている。」との状況分析が

行われている。 

その上で，「銀行は，このような環境変化に積極的に対応し，それぞれが創意と工夫

を活かして，多様化するお客さまのニーズに適合した質の高い金融サービスを提供し

ていくことにより，お客さまの利便の向上を図り，満足を獲得していかなければなら

ない。」という規範を提示する。 

 

(2) 預金口座を巡る犯罪の防止 

預金口座を巡る犯罪の防止に関しては，行動憲章解説５頁以下は，「詐欺等の犯罪に

よる資金の受取りに預金口座を利用するなど，銀行が提供する決済機能等を犯罪に悪

用する事件が発生している。銀行は，こうした犯罪行為に対して，関係当局と連携し，

適時適切な対策を講じることを通じて，安全・安心な社会の構築に寄与するよう努め

なければならない。」と目標を掲げる。 

具体的な取組として，「銀行は，預金の安全性を確保するため，キャッシュカード，

預金通帳，インターネット等による不正な引出しに対するセキュリティレベルの向上

に努めなければならない。お客さまに対しては，こうした預金口座を巡る犯罪の多様

化に対応して継続的に適切な情報提供や啓発を行い，未然防止に努めるとともに，犯

罪被害に遭ったお客さまに対しては，各々の事情を勘案し，誠実に対応しなければな
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らない」と記載している。 

 

(3) 特殊詐欺問題との関係 

特殊詐欺問題は，預金者という銀行の顧客を標的とした犯罪であり，銀行において

も，このような犯罪に顧客が巻き込まれない形で質の高い金融サービスを提供してい

くことが，顧客の信頼を確保し安定的かつ持続的な事業運営につながり，ひいては投

資家の信頼の確保につながり得る。 

 

第４ まとめ 

以上のとおり，企業による特殊詐欺問題への対応は，「ビジネスと人権」，ＳＤＧｓ及

びＥＳＧのそれぞれの観点からも重要な課題として位置付けられ得る。 

ただし，以下で述べるように，企業の事業内容によって，特殊詐欺問題との関係性や

企業に期待される取組や役割は異なってくる。重要なのは，それぞれの企業が，その事

業活動における特殊詐欺問題との関わりやリスクを慎重に確認・評価し，その関わりや

リスクの高さに応じた取組を行っている状況を投資家その他ステークホルダーに積極

的に説明をした上で，連携をしていくことである。 

このような企業の透明性の確保と外部との連携を通じて，企業が真の意味で関係者か

ら信頼を受けつつ，特殊詐欺問題という社会問題の解決に効果的に貢献することが可能

となろう。 

 

  

 

第３章 犯行に利用されている民間企業のサービス・ツールの全体像（要素分析） 

 

第１ 全体像 

特殊詐欺集団は，金主の下で，番頭（統括役）らが，欺罔行為を行う架け子や集金

役の受け子・出し子などの人材を調達し，名簿屋等から被害者名簿を入手してターゲ

ットを定め，道具屋等から携帯電話や固定電話（転送電話）などの通信手段を取得し

て，賃借物件等のアジトから電話を架けて対象者を騙し，振込みや手渡しなどで現金

等を詐取している。その上で，特殊詐欺により得た犯罪収益を，マネー・ローンダリ

ングにより隠匿し，資金洗浄を行っている。 

本章では，このような特殊詐欺集団が犯行に利用している民間企業のサービス・ツ

ールの全体像や課題を中心に概観するものである。 

 

第２ 詐欺集団の人材調達手段 

首謀者は，暴力団員，初期のヤミ金融業者，元プレイヤー（架け子）などといわれて

いる。また，番頭（統括役）は，プレイヤーの中から適性のある者が登用されるという

ことが多いようである。架け子は，不良コミュニティ内における知人や地元の先輩から

の紹介など人的ネットワークにより加担することが典型的であるが，インターネットの

求人を経る場合もあるという。そして，五菱会事件以後，ヤミ金融業者が特殊詐欺に本

格参入した後，平成18年頃からは，その高額報酬に惹かれ，大卒無職者，元サラリーマ

ンなど非行歴のないカタギプレイヤーも現れだしたようである。また，集金役たる受け

子は，多重債務者などが手配師によって勧誘を受けることが多く，近年は少年ないし若

年層の関与事案が増加していると言われる。 

このため，被害金品直接交付型特殊詐欺の被害軽減のためにも，少年ないし若年層に

対して，訴求力の高い形で受け子リクルートの実態などの広報を行うと共に，相談先の

広報を行い，一度受け子に手を染めた者の離脱の促進を図ることも重要な課題と言える。 

 

第３ 被害者名簿の調達手段 

特殊詐欺集団が，電話の架け先つまり被害者にする対象の連絡先リストを「名簿」と

して利用していることは明白であるが，名簿の素材は多岐に渡るようである。電話帳そ

のものや，インターネット等で容易に見つけられる「名簿業者」と言われる業者から購

入するものもある。また，ネットオークションで同窓会名簿を個人が販売していること

もあり，「名簿」そのものを入手することは比較的容易と考えられる。このうち，犯行グ

ループが高額な費用をかけても入手を希望するのは，情報が詳細であり（被害者本人の

基本情報・性格に加え被害者の子や孫の情報まで入るものもある。），詐術に弱く（以前

に投資詐欺や悪徳商法の対象になった被害者等がそれに当たると言われている。），それ

なりの資産を保有する高齢者（介護付き老人ホームの資料請求履歴やバリアフリー・リ

フォーム履歴，絵画・着物等高額商品の購入歴がある等）の記載された名簿，いわば特

殊詐欺が成功する可能性の高いフィルターにかけた「いい名簿」である。この「いい名

簿」を取り扱う，いわゆる「名簿屋」は犯人グループの周辺で暗躍している。「名簿屋」

によっては，名簿の流出や価値の低下を恐れてか，特定の犯行グループにしか名簿を卸
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らない」と記載している。 

 

(3) 特殊詐欺問題との関係 

特殊詐欺問題は，預金者という銀行の顧客を標的とした犯罪であり，銀行において

も，このような犯罪に顧客が巻き込まれない形で質の高い金融サービスを提供してい

くことが，顧客の信頼を確保し安定的かつ持続的な事業運営につながり，ひいては投

資家の信頼の確保につながり得る。 

 

第４ まとめ 

以上のとおり，企業による特殊詐欺問題への対応は，「ビジネスと人権」，ＳＤＧｓ及

びＥＳＧのそれぞれの観点からも重要な課題として位置付けられ得る。 

ただし，以下で述べるように，企業の事業内容によって，特殊詐欺問題との関係性や

企業に期待される取組や役割は異なってくる。重要なのは，それぞれの企業が，その事

業活動における特殊詐欺問題との関わりやリスクを慎重に確認・評価し，その関わりや

リスクの高さに応じた取組を行っている状況を投資家その他ステークホルダーに積極

的に説明をした上で，連携をしていくことである。 

このような企業の透明性の確保と外部との連携を通じて，企業が真の意味で関係者か

ら信頼を受けつつ，特殊詐欺問題という社会問題の解決に効果的に貢献することが可能

となろう。 

 

  

 

第３章 犯行に利用されている民間企業のサービス・ツールの全体像（要素分析） 

 

第１ 全体像 

特殊詐欺集団は，金主の下で，番頭（統括役）らが，欺罔行為を行う架け子や集金

役の受け子・出し子などの人材を調達し，名簿屋等から被害者名簿を入手してターゲ

ットを定め，道具屋等から携帯電話や固定電話（転送電話）などの通信手段を取得し

て，賃借物件等のアジトから電話を架けて対象者を騙し，振込みや手渡しなどで現金

等を詐取している。その上で，特殊詐欺により得た犯罪収益を，マネー・ローンダリ

ングにより隠匿し，資金洗浄を行っている。 

本章では，このような特殊詐欺集団が犯行に利用している民間企業のサービス・ツ

ールの全体像や課題を中心に概観するものである。 

 

第２ 詐欺集団の人材調達手段 

首謀者は，暴力団員，初期のヤミ金融業者，元プレイヤー（架け子）などといわれて

いる。また，番頭（統括役）は，プレイヤーの中から適性のある者が登用されるという

ことが多いようである。架け子は，不良コミュニティ内における知人や地元の先輩から

の紹介など人的ネットワークにより加担することが典型的であるが，インターネットの

求人を経る場合もあるという。そして，五菱会事件以後，ヤミ金融業者が特殊詐欺に本

格参入した後，平成18年頃からは，その高額報酬に惹かれ，大卒無職者，元サラリーマ

ンなど非行歴のないカタギプレイヤーも現れだしたようである。また，集金役たる受け

子は，多重債務者などが手配師によって勧誘を受けることが多く，近年は少年ないし若

年層の関与事案が増加していると言われる。 

このため，被害金品直接交付型特殊詐欺の被害軽減のためにも，少年ないし若年層に

対して，訴求力の高い形で受け子リクルートの実態などの広報を行うと共に，相談先の

広報を行い，一度受け子に手を染めた者の離脱の促進を図ることも重要な課題と言える。 

 

第３ 被害者名簿の調達手段 

特殊詐欺集団が，電話の架け先つまり被害者にする対象の連絡先リストを「名簿」と

して利用していることは明白であるが，名簿の素材は多岐に渡るようである。電話帳そ

のものや，インターネット等で容易に見つけられる「名簿業者」と言われる業者から購

入するものもある。また，ネットオークションで同窓会名簿を個人が販売していること

もあり，「名簿」そのものを入手することは比較的容易と考えられる。このうち，犯行グ

ループが高額な費用をかけても入手を希望するのは，情報が詳細であり（被害者本人の

基本情報・性格に加え被害者の子や孫の情報まで入るものもある。），詐術に弱く（以前

に投資詐欺や悪徳商法の対象になった被害者等がそれに当たると言われている。），それ

なりの資産を保有する高齢者（介護付き老人ホームの資料請求履歴やバリアフリー・リ

フォーム履歴，絵画・着物等高額商品の購入歴がある等）の記載された名簿，いわば特

殊詐欺が成功する可能性の高いフィルターにかけた「いい名簿」である。この「いい名

簿」を取り扱う，いわゆる「名簿屋」は犯人グループの周辺で暗躍している。「名簿屋」

によっては，名簿の流出や価値の低下を恐れてか，特定の犯行グループにしか名簿を卸
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さず，更に名簿を売却するのではなく，歩合制（被害者から金銭を巻き上げるごとに何

割が名簿屋に入る。）にしていることもある。そして，特殊詐欺が成功する可能性の高い

フィルターにかけた「いい名簿」を作成するために，名簿屋も組織化が進んでいると言

われている。まず名簿を収集する班があり，以前に投資詐欺や悪徳商法の対象となった

被害者の情報を集積したもの，既に特殊詐欺の被害に１度遭っている被害者の情報を集

積したもの（「ヤラレ名簿」と言う隠語がある。）や，国勢調査を語って情報を聞き出し

たもの，介護事業従事者から目的を秘して情報を得たもの，企業から流出した情報等に

基づくものなどあらゆる方向から名簿が収集される。次に，その名簿の情報を基に，「ア

ポ役」「下見屋」といわれる班が実際に被害者に電話を架け，詐欺にかかりそうな可能性

を調べる（「こする」と言う隠語がある。）。実際に押収された名簿には，「〇 親切な対応 

80くらい」「〇 上品そう ダイヤモンドだけ興味ある」「△ 温厚な性格だが話さない」

「△ 70～80才くらい わけわかんない事いう」「出」「×（今後電話はしない）」，電話を

した回数などの書き込みがされている。さらに，「アポ役」「下見屋」の情報から，どの

ような詐欺に向いているかを峻別する班もあると言われている。 

今後は，押収された被害者名簿に搭載されている人に注意喚起を行うことが考えられ

る。また，個人情報保護法の改正でトレーサビリティ確保の規定が設けられたが，名簿

業者を含めた個人情報取扱事業者が改正法を遵守し，それを各業界団体や認定個人情報

保護団体が支援，指導し，さらには，個人情報保護委員会が積極的に監督等の権限を行

使することで，新たな名簿が犯行グループに渡ることを相当程度防止できると期待され

る。もっとも，犯行グループは，名簿業者だけではなく，アウトサイダー的な名簿業者

から入手しているため，それをデータベース等提供・盗用罪等によってどこまで防止で

きるか，今後の課題である。 

 

第４ 被害者への通信手段 

特殊詐欺グループによる通信手段の悪用防止では，「携帯音声通信事業者による契約

者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」（以下「携帯

電話不正利用防止法」という。）による本人確認等の対策が講じられている。もっとも，

近時は，従来の携帯電話から，格安スマートフォン（以下「格安スマホ」という。）や固

定（ＩＰ）電話によるものが急増しており，固定（ＩＰ）電話の転送機能や電話転送サー

ビスを悪用した手口の進化が認められるなど，有効な対策が講じられているとは言い難

い。 

具体的に述べると，まず，携帯電話事業者においては，本人確認の徹底など更なる強

化が必要であるものの，携帯電話不正利用防止法の遵守にとどまらず，同法により利用

停止となった回線に関する契約者の情報を事業者間で共有し，審査強化に活用する等の

グッドプラクティスに取り組むなど，悪用防止に一定の効果が上がっていると考えられ

る。 

また，レンタル携帯電話事業者については，携帯電話不正利用防止法の適用対象では

あるものの，事業に係る法規制や監督官庁が存在せず，ほぼ野放し状態と言える。特殊

詐欺等の犯罪行為に利用された携帯電話の多くがレンタル携帯電話とのことであり，し

かも，報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多く

 

が特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じている。レンタル携帯電話事業者に

対しては，事業への法規制の導入などを早急に行うことにより，その健全化を図ること

が必要である。 

次に，格安スマホなどを取扱う仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）については，携帯

電話事業者と比較し，非対面契約が中心であることで特殊詐欺に悪用されるリスクが相

対的に高く，また，その規模等に相当の差がある。そのため，携帯電話不正利用防止法

の遵守など特殊詐欺防止のための態勢レベルもかなりの差異があることが懸念される。

この点実際に，携帯電話事業者と比較し，ＭＶＮＯは本人確認時の審査が甘くなる傾向

にあり，偽造契約が横行していると報じられている。 

格安スマホが特殊詐欺に悪用されることの防止は，各ＭＶＮＯによる自助が基本であ

るが，ＭＶＮＯと回線貸出契約を締結している携帯電話事業者においても，審査ノウ

ハウやグッドプラクティス等について，ＭＶＮＯに対し積極的に提供していくことが望

まれる。また，監督官庁である総務省においては，捜査当局とも連携し，例えば特殊詐

欺に悪用された回線数が多いＭＶＮＯに対しては，本人確認体制の実態を，報告徴求や

立入検査を通じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，体制の改善や強化を求める

べきである。 

固定（ＩＰ）電話・電話転送業者については，特殊詐欺における被害者への通信手段

では現在，固定電話が携帯電話を上回る状況となっている。固定電話回線は卸提供，再

卸提供が認められており，利用者は，かかる（再）卸事業者と利用契約を締結すること

がしばしば行われている。また，固定電話を用いる電話転送サービス事業者と契約する

ことで，利用者は，自身が発信したのと異なる固定電話番号で相手に発信（発信転送）

することなどができる。一部の悪質な電話転送サービス事業者では，2 回以上の電話転

送を介在させるなど，固定電話における電話転送サービスを複雑に組み合わせることに

よって，犯罪利用を前提とするかのごとき「匿名化電話パッケージ」を，それと知りな

がら提供していると思われる実態も明らかになっている。このような複雑な仕組みが犯

人特定の捜査の障壁となっていることに加え，複数の事業者に対して順次契約者情報な

どを照会していっても，最終的に偽造免許証などにより本人確認が十分になされていな

いことから犯人検挙には結びつかないケースが相当数存在する。 

かような現状にかかわらず，固定電話は携帯電話不正利用防止法の適用対象外であり，

電気通信事業法上，本人確認は義務付けられていない。また，電気通信事業法では，正

当な理由がない限り役務提供を拒否することができず，犯罪利用による契約解除を可能

とする規定はない。他方で，電話転送サービス事業者に対しては，「犯罪による収益の移

転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づく利用者の取引時

確認が義務付けられているものの，悪質業者の存在などその実効性は期待し難い。 

そのため，固定電話・転送電話を悪用した特殊詐欺防止のためには，①特殊詐欺に利

用されている固定電話番号の利用停止（廃止）ルールの運用，②本人確認義務の法定・

制度化，③電話転送サービスに関する取引規制，④立ち入り検査など監督権限の強化等

の対策が早急に採られることが必要である。 

最後に，電話機メーカー等（受電側での防止）であるが，発信側に対する防止策だけ

でなく，受電側での自己防衛を図る観点から，迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックす
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さず，更に名簿を売却するのではなく，歩合制（被害者から金銭を巻き上げるごとに何

割が名簿屋に入る。）にしていることもある。そして，特殊詐欺が成功する可能性の高い

フィルターにかけた「いい名簿」を作成するために，名簿屋も組織化が進んでいると言

われている。まず名簿を収集する班があり，以前に投資詐欺や悪徳商法の対象となった

被害者の情報を集積したもの，既に特殊詐欺の被害に１度遭っている被害者の情報を集

積したもの（「ヤラレ名簿」と言う隠語がある。）や，国勢調査を語って情報を聞き出し

たもの，介護事業従事者から目的を秘して情報を得たもの，企業から流出した情報等に

基づくものなどあらゆる方向から名簿が収集される。次に，その名簿の情報を基に，「ア

ポ役」「下見屋」といわれる班が実際に被害者に電話を架け，詐欺にかかりそうな可能性

を調べる（「こする」と言う隠語がある。）。実際に押収された名簿には，「〇 親切な対応 

80くらい」「〇 上品そう ダイヤモンドだけ興味ある」「△ 温厚な性格だが話さない」

「△ 70～80才くらい わけわかんない事いう」「出」「×（今後電話はしない）」，電話を

した回数などの書き込みがされている。さらに，「アポ役」「下見屋」の情報から，どの

ような詐欺に向いているかを峻別する班もあると言われている。 

今後は，押収された被害者名簿に搭載されている人に注意喚起を行うことが考えられ

る。また，個人情報保護法の改正でトレーサビリティ確保の規定が設けられたが，名簿

業者を含めた個人情報取扱事業者が改正法を遵守し，それを各業界団体や認定個人情報

保護団体が支援，指導し，さらには，個人情報保護委員会が積極的に監督等の権限を行

使することで，新たな名簿が犯行グループに渡ることを相当程度防止できると期待され

る。もっとも，犯行グループは，名簿業者だけではなく，アウトサイダー的な名簿業者

から入手しているため，それをデータベース等提供・盗用罪等によってどこまで防止で

きるか，今後の課題である。 

 

第４ 被害者への通信手段 

特殊詐欺グループによる通信手段の悪用防止では，「携帯音声通信事業者による契約

者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」（以下「携帯

電話不正利用防止法」という。）による本人確認等の対策が講じられている。もっとも，

近時は，従来の携帯電話から，格安スマートフォン（以下「格安スマホ」という。）や固

定（ＩＰ）電話によるものが急増しており，固定（ＩＰ）電話の転送機能や電話転送サー

ビスを悪用した手口の進化が認められるなど，有効な対策が講じられているとは言い難

い。 

具体的に述べると，まず，携帯電話事業者においては，本人確認の徹底など更なる強

化が必要であるものの，携帯電話不正利用防止法の遵守にとどまらず，同法により利用

停止となった回線に関する契約者の情報を事業者間で共有し，審査強化に活用する等の

グッドプラクティスに取り組むなど，悪用防止に一定の効果が上がっていると考えられ

る。 

また，レンタル携帯電話事業者については，携帯電話不正利用防止法の適用対象では

あるものの，事業に係る法規制や監督官庁が存在せず，ほぼ野放し状態と言える。特殊

詐欺等の犯罪行為に利用された携帯電話の多くがレンタル携帯電話とのことであり，し

かも，報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多く

 

が特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じている。レンタル携帯電話事業者に

対しては，事業への法規制の導入などを早急に行うことにより，その健全化を図ること

が必要である。 

次に，格安スマホなどを取扱う仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）については，携帯

電話事業者と比較し，非対面契約が中心であることで特殊詐欺に悪用されるリスクが相

対的に高く，また，その規模等に相当の差がある。そのため，携帯電話不正利用防止法

の遵守など特殊詐欺防止のための態勢レベルもかなりの差異があることが懸念される。

この点実際に，携帯電話事業者と比較し，ＭＶＮＯは本人確認時の審査が甘くなる傾向

にあり，偽造契約が横行していると報じられている。 

格安スマホが特殊詐欺に悪用されることの防止は，各ＭＶＮＯによる自助が基本であ

るが，ＭＶＮＯと回線貸出契約を締結している携帯電話事業者においても，審査ノウ

ハウやグッドプラクティス等について，ＭＶＮＯに対し積極的に提供していくことが望

まれる。また，監督官庁である総務省においては，捜査当局とも連携し，例えば特殊詐

欺に悪用された回線数が多いＭＶＮＯに対しては，本人確認体制の実態を，報告徴求や

立入検査を通じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，体制の改善や強化を求める

べきである。 

固定（ＩＰ）電話・電話転送業者については，特殊詐欺における被害者への通信手段

では現在，固定電話が携帯電話を上回る状況となっている。固定電話回線は卸提供，再

卸提供が認められており，利用者は，かかる（再）卸事業者と利用契約を締結すること

がしばしば行われている。また，固定電話を用いる電話転送サービス事業者と契約する

ことで，利用者は，自身が発信したのと異なる固定電話番号で相手に発信（発信転送）

することなどができる。一部の悪質な電話転送サービス事業者では，2 回以上の電話転

送を介在させるなど，固定電話における電話転送サービスを複雑に組み合わせることに

よって，犯罪利用を前提とするかのごとき「匿名化電話パッケージ」を，それと知りな

がら提供していると思われる実態も明らかになっている。このような複雑な仕組みが犯

人特定の捜査の障壁となっていることに加え，複数の事業者に対して順次契約者情報な

どを照会していっても，最終的に偽造免許証などにより本人確認が十分になされていな

いことから犯人検挙には結びつかないケースが相当数存在する。 

かような現状にかかわらず，固定電話は携帯電話不正利用防止法の適用対象外であり，
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とする規定はない。他方で，電話転送サービス事業者に対しては，「犯罪による収益の移

転防止に関する法律」（以下「犯罪収益移転防止法」という。）に基づく利用者の取引時
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の対策が早急に採られることが必要である。 

最後に，電話機メーカー等（受電側での防止）であるが，発信側に対する防止策だけ

でなく，受電側での自己防衛を図る観点から，迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックす
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る機器を製造・販売するIT技術関連のベンチャー企業では，携帯電話事業者や警察との

連携により，特殊詐欺グループからの電話をブロックするサービスを提供している。ま

た，行政や警察の協力により，特殊詐欺グループからの電話をブロックする機器が無償

で貸与されるなどしている。これら受電側の自己防衛策により，特殊詐欺の被害減少の

効果も見られているところである。今後は，特殊詐欺に利用されている電話番号に関す

るデータベースの充実，機器の普及により，受電側での防衛がより図られることが期待

される。 

 

第５ 物件（架け子アジト）調達手段 

架け子アジトは従来，賃貸マンション，賃貸オフィスが主流であったが，ホテル，車

両，ペンション，カラオケボックス，貸別荘などもアジトとして摘発されている。また，

報道によれば，短期滞在型のウィークリーマンションや，民泊や，さらには海外拠点を

利用することもあるとされている。 

これに対し，警察は，犯行拠点たるアジトの情報収集に力を入れると共に，犯行グルー

プに犯行拠点を提供する業者を摘発するなどして取組を進めている。 

また，架け子アジトの拠点摘発数が最も多い東京都は，「東京都安全安心まちづくり条

例」（巻末資料07）を改正し（2015年 7月 1日公布，2015年 9月 1日施行），32条 3項

において，「事業者は，商品等の流通及び役務の提供に際して，特殊詐欺の手段に利用さ

れないよう，適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」とした上で，33条(建物の貸

付けにおける措置等)にて，建物の貸付けをする者に対し，特殊詐欺の用に供さないよう

に書面で確認する努力義務や，特殊詐欺の用に供されていることが判明した時は当該契

約を解除することができる旨の特約を定める努力義務を課している。そして，東京都の

条例に合わせて，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，公益社団

法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」を締

結し，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除条項（特約）を盛り込んだ契約

書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けることが定められ，ひな形が公表されて

いる。 

このような都条例の施行と，ひな形の公表により，拠点となり得る施設の提供をして

いる様々な事業者が自らの契約書にかかる条項を盛り込むことが期待される。そして，

今後は，このような架け子アジト対策としての契約条項を様々な契約に盛り込むことで，

アジト対策を進めていくことが重要と思われる。 

 

第６ 詐取金品の移動手段 

特殊詐欺グループによる詐取対象と詐取方法は時代により多方面に変化を続けてい

る。具体的には，当初，犯人が指定した預貯金口座に現金を振り込ませるという「振

込型」を主たる手法としていた振り込め詐欺であるが，振り込め詐欺を含む特殊詐欺

の詐取対象は，現金からキャッシュカード，電子マネー（プリペイドカード），コンビ

ニ決済・収納代行サービス，そして仮想通貨へと多様化・巧妙化してきており，また

詐取方法も，金融機関の窓口やコンビニエンスストアのＡＴＭを利用した振込型から

レターパック，宅配便，バイク便，空き室，私設私書箱やコインロッカーを利用した

 

郵送型や直接現金を受け取る手交型へと多様化・巧妙化してきた。 

これに対し警察庁は被害防止についてイニシアティブを取り，警察庁ホームページ

内に特殊詐欺対策の専用ページを開設し，被害発生状況やその手口等の情報提供をす

ることで注意喚起を行い，また被害金の詐取方法に利用される設備・サービスを提供

する金融機関，ショッピングセンター施設管理者，宅配事業者やコンビニエンススト

ア，詐欺行為の犯行拠点や被害金の送付先に利用される不動産関係団体等と被害防止

のために連携を取り，注意喚起の活動を推進している（公助）。 

また，金融業界，宅配便業界，バイク便業界，不動産業界，資金決済業界，コンビ

ニ業界及び警備業業界等では，各業界団体に属する事業者に対する注意喚起等の啓発

活動，標準約款の作成や警視庁との連携により，振り込め詐欺の被害防止に努めてい

る（共助）。 

そして，金融機関，宅配業者，不動産業者，コンビニエンスストア等の各事業者

は，一般市民と直接の関わりを持つ立場にいる者として，それぞれの営業活動の中で

利用者が特殊詐欺の被害に遭わないように，具体的な対応に取り組んでいる（自助）。 

特殊詐欺の詐取対象と詐取方法は，公助，共助，自助の各方面からの防止措置に対

し，犯行グループが検挙を免れながらも犯行を続けるため，また社会情勢等の変化に

応じて多様化してきたものであり，これからも多様化していくことが想定される。そ

のため，特殊詐欺の被害を防止するためには，現在犯行グループに利用されている手

口の対策だけでなく，今後犯行グループが利用する手口を予測し，事前に対策を講じ

ることが重要となる。すなわち，民間事業者が提供する商品等や役務の提供が，どの

ように特殊詐欺に利用されるかは，今後も対策と新たな手口のいたちごっこになるこ

とも考えられるため，各民間事業者が，全産業的取組として，常に自らの商品等や役

務の提供が特殊詐欺の用に供されないよう不断の取組を続ける必要がある。 

 

第７ 詐取金品のマネー・ローンダリング手段 

特殊詐欺等に代表される組織犯罪において，犯罪行為により得た犯罪収益を，いかに隠

匿し，資金洗浄を行うか，すなわち，いかにして犯罪収益をマネー・ローンダリングする

かは，犯罪インフラともいえる重要なポイントである。一方で，マネー・ローンダリング

を防止することは，特殊詐欺等の組織犯罪対策として，極めて重要である。預貯金口座は

その利便性，開設のしやすさなどから，犯罪収益の隠匿，資金洗浄に使用されることが多

い。近年はマネー・ローンダリングの手段として，仮想通貨も悪用されていることが，犯

罪収益移転危険度調査書やＦＡＴＦのガイダンスにも指摘されている。 

防止措置としては，自助として，犯罪収益移転防止法に基づく取組が中心となる。また，

共助として，全国銀行協会による手口の共有化やアンケート結果の公表などがある。公助

として，金融庁によるガイドライン公表，国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査

書の公表などがある。 

共助としては，反社照会システム等のシステムの共同化が考えられる。マネー・ローン

ダリング防止のため，銀行など伝統的金融機関における対策の一層の進展はもちろんの

こと，近時の Fintech の進展により登場してきた仮想通貨交換業者など新たに登場した

伝統的金融機関に比べると比較的内部統制が弱い事業者を通じたマネー・ローンダリン
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連携により，特殊詐欺グループからの電話をブロックするサービスを提供している。ま
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その利便性，開設のしやすさなどから，犯罪収益の隠匿，資金洗浄に使用されることが多

い。近年はマネー・ローンダリングの手段として，仮想通貨も悪用されていることが，犯

罪収益移転危険度調査書やＦＡＴＦのガイダンスにも指摘されている。 

防止措置としては，自助として，犯罪収益移転防止法に基づく取組が中心となる。また，

共助として，全国銀行協会による手口の共有化やアンケート結果の公表などがある。公助

として，金融庁によるガイドライン公表，国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査

書の公表などがある。 

共助としては，反社照会システム等のシステムの共同化が考えられる。マネー・ローン

ダリング防止のため，銀行など伝統的金融機関における対策の一層の進展はもちろんの

こと，近時の Fintech の進展により登場してきた仮想通貨交換業者など新たに登場した

伝統的金融機関に比べると比較的内部統制が弱い事業者を通じたマネー・ローンダリン
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グを防止することが必要である。さらに，マネー・ローンダリングの防止のためには，国

際的な協力や他国と同等の取組が不可欠である。 

 

  

 

第４章 詐欺集団の人材調達手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 特殊詐欺組織は，分業化され，特殊詐欺組織内のメンバーにはそれぞれ役割が割り振ら

れている。 

近年の特殊詐欺の被害金品交付形態は，直接手交型が大きな伸びを示し，特殊詐欺全体

の中でも大きな割合を占めるに至っている。 

こうした直接手交型による特殊詐欺を行うにおいては，受け子が必須であり，受け子対

策が重要となっている。 

特殊詐欺組織における受け子は，検挙の可能性が高いことから，組織の中核人物ではな

い一方で，持ち逃げ等を防止するため組織への忠誠が一定程度必要となる。 

未成年や若年者は未成熟であるため，こうした受け子像に合致していると考えられ，近

年，受け子として利用されている実態が明らかとなりつつある。 

受け子として利用される者は必ずしも非行が進行している者ばかりではなく，知人やイ

ンターネットを通じて割のいいバイトがあるなどの甘言により，加担し，一度加担した後

に組織から脅されるなどして利用され続けることが多い。 

特殊詐欺組織の人材調達手段についての対策に焦点を当てた形の議論は過去にされた

形跡がないが，こうした受け子の実態に対する問題意識は，近年，警察や各機関に明確に

認識がされ始めたようである。 

受け子は，上記のとおり少年含む若年者が担当させられることが多く，その者らはまだ

非行が進行していない者も多いことから，特殊詐欺被害，リクルート及び手口の実態，受

け子の検挙率が高い実態並びに検挙者に対する処断が厳格な傾向となる実態などの広報に

努め，同時に相談窓口の拡充及び広報を行うことで，人材抑止の効果を挙げることが期待

できる。 

 そして，これらの対策は，必ずしも受け子に限るものではなく，プレイヤー（架け子）

などであっても，番頭や金主から威迫を受けてその威力を恐れて特殊詐欺に加担させられ

ているといった場合にも有用であろう。 

 少年や若年者の受け子対策として始まったこれらの対策を，特殊詐欺組織内のほかの役

割にも広げていくことが重要であろう。 
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グを防止することが必要である。さらに，マネー・ローンダリングの防止のためには，国

際的な協力や他国と同等の取組が不可欠である。 

 

  

 

第４章 詐欺集団の人材調達手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 特殊詐欺組織は，分業化され，特殊詐欺組織内のメンバーにはそれぞれ役割が割り振ら

れている。 

近年の特殊詐欺の被害金品交付形態は，直接手交型が大きな伸びを示し，特殊詐欺全体

の中でも大きな割合を占めるに至っている。 

こうした直接手交型による特殊詐欺を行うにおいては，受け子が必須であり，受け子対

策が重要となっている。 

特殊詐欺組織における受け子は，検挙の可能性が高いことから，組織の中核人物ではな

い一方で，持ち逃げ等を防止するため組織への忠誠が一定程度必要となる。 

未成年や若年者は未成熟であるため，こうした受け子像に合致していると考えられ，近

年，受け子として利用されている実態が明らかとなりつつある。 

受け子として利用される者は必ずしも非行が進行している者ばかりではなく，知人やイ

ンターネットを通じて割のいいバイトがあるなどの甘言により，加担し，一度加担した後

に組織から脅されるなどして利用され続けることが多い。 

特殊詐欺組織の人材調達手段についての対策に焦点を当てた形の議論は過去にされた

形跡がないが，こうした受け子の実態に対する問題意識は，近年，警察や各機関に明確に

認識がされ始めたようである。 

受け子は，上記のとおり少年含む若年者が担当させられることが多く，その者らはまだ

非行が進行していない者も多いことから，特殊詐欺被害，リクルート及び手口の実態，受

け子の検挙率が高い実態並びに検挙者に対する処断が厳格な傾向となる実態などの広報に

努め，同時に相談窓口の拡充及び広報を行うことで，人材抑止の効果を挙げることが期待

できる。 

 そして，これらの対策は，必ずしも受け子に限るものではなく，プレイヤー（架け子）

などであっても，番頭や金主から威迫を受けてその威力を恐れて特殊詐欺に加担させられ

ているといった場合にも有用であろう。 

 少年や若年者の受け子対策として始まったこれらの対策を，特殊詐欺組織内のほかの役

割にも広げていくことが重要であろう。 
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第１ 犯行利用の状況（手口の進化） 

 

１ 特殊詐欺の状況64 

 

(1) 特殊詐欺組織内部の役割 

特殊詐欺組織は，細かな役割分担がなされており，摘発を回避するという理由から，

役割分担ごとに分断されたチームを形成していることが多い。 

 

① 金主 

特殊詐欺組織の結成に際して出資をする者。ひとつの組織に対して複数の金主が

乗り合いで資金提供することもある。配当として，特殊詐欺組織の売上げの何割か

の利益を受ける。 

 

② 番頭（統括役） 

特殊詐欺組織の現場中間管理職兼最高責任者。 

基本的には，架け子（プレイヤー）や金の出納管理を行い，金主に金を納入する。 

特殊詐欺組織の売上げから諸経費及び各関係者への分配を行った後の利益を得る。 

 

③ プレイヤー（架け子） 

名簿に基づいて被害者に対して架電を行うなどの欺罔行為を行う。 

いわゆるオレオレ詐欺においては，架電中の役割に応じて，アポインター（最初

に電話をする役割。），キレ役（電話口で激怒するなどの気勢を示して被害者を混乱

させる役割。），クローザー（最終的に被害金品の提供を取り付ける役割。）などの役

割に分化している。 

報酬は，日当及び詐欺が成功した際に詐取金の何割かを歩合制とする取決めが多

い。 

 

④ 集金役（出し子，受け子） 

被害金品を受領し，番頭の側へと送る役割。 

いわゆる振り込め詐欺の場合には，ＡＴＭから被害金の払戻しを行う者を出し子

と，被害金品を送付する形態の詐欺の場合には，被害者方，私設私書箱又はバイク

便などから被害金品を受け取る者を受け子と呼んだり，キャッチャーなどとも呼ば

れる。 

通常は，最末端の集金役から番頭側が被害金品を受領するまでにも数次の受け渡

しによる「クッション」を介在させ，摘発リスクを下げている。 

報酬は，詐取金の何割かを歩合制とする取決めが多い。 

 

  

                            
64 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）204頁 

 

⑤ 名簿屋 

特殊詐欺組織に対して，特殊詐欺においてターゲット選定をする名簿を提供する

者である。 

特殊詐欺組織は摘発を回避するため短期間に店舗の開設及び解散を繰り返すこ

とが多いことから，特殊詐欺の成功率は名簿の完成度に大きく寄与する。 

そのため，名簿屋の中には，原名簿を仕入れ，予め，名簿に記載されている者に

対して，国勢調査などと騙り架電し，居住形態，家族構成，保有資産などの詳細な

情報を調査する「擦り」を行うなど65，単なる道具の提供者にとどまらず，特殊詐欺

組織のブレイン的存在となる場合もある。 

外注されることもあるが，特殊詐欺組織内部で名簿を内製することもある66。 

報酬は，名簿売買時に定額の保証料（ほかの組織に売らないという保証料。）及び

詐欺成功時に報酬として詐取金の何割かを歩合制とする取決めが多い。 

 

⑥ 道具屋 

特殊詐欺において使用される携帯電話や預金口座を特殊詐欺組織に提供する者。 

主に，路上生活者などを利用してこれら道具を取得するブローカー系，工学的知

識を有するエンジニア系に分かれるという67。 

 

(2) 特殊詐欺組織内の構成 

特殊詐欺組織は，平成15年頃，既にヤミ金融業において，組織化・分業化していた

五菱会傘下組織が，五菱会の摘発を契機に，特殊詐欺組織へと移行したことを機に，

組織化，分業化，匿名化が進んだという。 

特殊詐欺組織においては，基本的に，各役割を担うチームは分節化し，番頭がこれ

らチームの連絡役となる。 

集金役，プレイヤー及び金主などはお互い面識もないのが通常であるし，集金役や

プレイヤーは金主の存在自体を知らないことも多い。 

特殊詐欺組織によっては，事務所への私物の持ち込みは厳しく禁止，私生活を厳し

く制限された上で，プレイヤー同士の横のつながりが生じないように，仕事後に飲み

に行ったり連絡先を交換することは禁じられるなど，匿名性が高められていることも

ある。 

 

(3) 各役割ごとの人材供給源 

 

① 金主 

暴力団員，初期のヤミ金融業者，元プレイヤーなど。 

 

                            
65 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）278頁 
66 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）282頁 
67 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）242頁 
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第１ 犯行利用の状況（手口の進化） 

 

１ 特殊詐欺の状況64 

 

(1) 特殊詐欺組織内部の役割 

特殊詐欺組織は，細かな役割分担がなされており，摘発を回避するという理由から，

役割分担ごとに分断されたチームを形成していることが多い。 

 

① 金主 

特殊詐欺組織の結成に際して出資をする者。ひとつの組織に対して複数の金主が

乗り合いで資金提供することもある。配当として，特殊詐欺組織の売上げの何割か

の利益を受ける。 

 

② 番頭（統括役） 

特殊詐欺組織の現場中間管理職兼最高責任者。 

基本的には，架け子（プレイヤー）や金の出納管理を行い，金主に金を納入する。 

特殊詐欺組織の売上げから諸経費及び各関係者への分配を行った後の利益を得る。 

 

③ プレイヤー（架け子） 

名簿に基づいて被害者に対して架電を行うなどの欺罔行為を行う。 

いわゆるオレオレ詐欺においては，架電中の役割に応じて，アポインター（最初

に電話をする役割。），キレ役（電話口で激怒するなどの気勢を示して被害者を混乱

させる役割。），クローザー（最終的に被害金品の提供を取り付ける役割。）などの役

割に分化している。 

報酬は，日当及び詐欺が成功した際に詐取金の何割かを歩合制とする取決めが多

い。 

 

④ 集金役（出し子，受け子） 

被害金品を受領し，番頭の側へと送る役割。 

いわゆる振り込め詐欺の場合には，ＡＴＭから被害金の払戻しを行う者を出し子

と，被害金品を送付する形態の詐欺の場合には，被害者方，私設私書箱又はバイク

便などから被害金品を受け取る者を受け子と呼んだり，キャッチャーなどとも呼ば

れる。 

通常は，最末端の集金役から番頭側が被害金品を受領するまでにも数次の受け渡

しによる「クッション」を介在させ，摘発リスクを下げている。 

報酬は，詐取金の何割かを歩合制とする取決めが多い。 

 

  

                            
64 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）204頁 

 

⑤ 名簿屋 

特殊詐欺組織に対して，特殊詐欺においてターゲット選定をする名簿を提供する

者である。 

特殊詐欺組織は摘発を回避するため短期間に店舗の開設及び解散を繰り返すこ

とが多いことから，特殊詐欺の成功率は名簿の完成度に大きく寄与する。 

そのため，名簿屋の中には，原名簿を仕入れ，予め，名簿に記載されている者に

対して，国勢調査などと騙り架電し，居住形態，家族構成，保有資産などの詳細な

情報を調査する「擦り」を行うなど65，単なる道具の提供者にとどまらず，特殊詐欺

組織のブレイン的存在となる場合もある。 

外注されることもあるが，特殊詐欺組織内部で名簿を内製することもある66。 

報酬は，名簿売買時に定額の保証料（ほかの組織に売らないという保証料。）及び

詐欺成功時に報酬として詐取金の何割かを歩合制とする取決めが多い。 

 

⑥ 道具屋 

特殊詐欺において使用される携帯電話や預金口座を特殊詐欺組織に提供する者。 

主に，路上生活者などを利用してこれら道具を取得するブローカー系，工学的知

識を有するエンジニア系に分かれるという67。 

 

(2) 特殊詐欺組織内の構成 

特殊詐欺組織は，平成15年頃，既にヤミ金融業において，組織化・分業化していた

五菱会傘下組織が，五菱会の摘発を契機に，特殊詐欺組織へと移行したことを機に，

組織化，分業化，匿名化が進んだという。 

特殊詐欺組織においては，基本的に，各役割を担うチームは分節化し，番頭がこれ

らチームの連絡役となる。 

集金役，プレイヤー及び金主などはお互い面識もないのが通常であるし，集金役や

プレイヤーは金主の存在自体を知らないことも多い。 

特殊詐欺組織によっては，事務所への私物の持ち込みは厳しく禁止，私生活を厳し

く制限された上で，プレイヤー同士の横のつながりが生じないように，仕事後に飲み

に行ったり連絡先を交換することは禁じられるなど，匿名性が高められていることも

ある。 

 

(3) 各役割ごとの人材供給源 

 

① 金主 

暴力団員，初期のヤミ金融業者，元プレイヤーなど。 

 

                            
65 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）278頁 
66 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）282頁 
67 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）242頁 
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② 番頭（統括役） 

各役割の者との調整を行い最高責任者となることから特殊詐欺について熟知し 

ている必要があり，プレイヤーの中から適性のある者が登用されるということが多

いようである。 

 

③ プレイヤー（架け子） 

不良コミュニティ内における知人や地元の先輩からの紹介など人的ネットワー

クにより加担することが典型的であるが，インターネットの求人を経る場合もある

という。 

また，平成13年以前の特殊詐欺が問題となった初期は，ヤミ金融業者が多重債務

者に対して研修を行うなどしてプレイヤーを育成するなどしていたようであるが，

五菱会事件以後，ヤミ金融業者が特殊詐欺に本格参入したのち，平成 18 年頃から

は，その高額報酬に惹かれ，大卒無職者，元サラリーマンなど非行歴のないカタギ

プレイヤーも現れだした。 

こうした傾向は，平成20年のリーマンショック以降更に顕著となり，上記カタギ

プレイヤーを活用する形で詐欺の態様を未公開株，社債詐欺などの投資詐欺へとシ

フトさせる組織も生じた68。 

 

④ 集金役（出し子，受け子） 

出し子については，多重債務者などが手配師によって勧誘を受けることが多い。

プレイヤー候補としての研修にドロップアウトして出し子としての役割を受ける

こともある69。 

また，平成20年のリーマンショック以降は，失職者も出し子の有力な供給源であ

った70。 

受け子については，後述する。 

 

⑤ 名簿屋 

特殊詐欺が社会問題化する以前から裏稼業として名簿を供給する業者が担当す 

る場合（この場合は，特殊詐欺組織からは「外注」をすることとなる。）や，特殊詐

欺組織内部において番頭が人員を用意する場合がある。 

 

⑥ 道具屋 

特殊詐欺が社会問題化する以前から裏稼業として犯罪ツールを提供する業者が

担当している。 

 

  

                            
68 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）218頁，232頁 

鈴木大介「老人喰い～高齢者を狙う詐欺の正体」（ちくま新書）162頁 
69 鈴木大介「奪取～『振り込め詐欺』10年史」（宝島SUGOI文庫）30頁，204頁 
70 職業“振り込め詐欺”NHKスペシャル「職業“詐欺”」取材班 

 

２ 受け子についての現状 

 

ここでは，特殊詐欺組織の集金役のうち，特に受け子について述べる。 

 

(1) 犯罪形態における被害金品手交型の増大71 

平成 29年の特殊詐欺の認知・検挙状況によると，被害金交付形態72は，総件数（既

遂）1 万 7239 件中，キャッシュカード手交型は 4056 件と，前年比 3105 件の増加

（326.5％の増加）と，大幅な伸びを示している。 

特に，現金手交型とキャッシュカード手交型の合計は8107件と，総件数（既遂）の

半数近くを占めるに至っており，交付形態別被害額においても，現金手交型とキャッ

シュカード手交型の被害額は，240 億 1000 万円と，総被害額 394 億 7000 万円のうち

約60％を占めている。 

このように，統計資料からすると，近年の特殊詐欺における被害金交付方法は，直

接手交型が大きな位置を占めるに至っているということができる73。 

 

(2) 受け子の重要性の増大 

特殊詐欺組織が，上記現金及びキャッシュカード手交型の特殊詐欺を行うためには，

組織内に被害金品を直接手交にて受領する者，いわゆる受け子を用意することが必須

であり，受け子がいなければ現金及びキャッシュカード手交型という犯行態様は取り

得ないこととなる。 

すなわち，現金及びキャッシュカード手交型の増加により，受け子という役割の重

要性が増加しているということができる。 

 

(3) 受け子の特徴 

受け子の特殊詐欺組織内での役割は被害金品の受領及び運搬役であるが，その役割

から導かれる特徴として以下を指摘することができる。 

 

① 検挙の可能性が高い 

受け子は，被害金品を受け取り，これを特殊詐欺組織関係者に受け渡すこととな

る。 

特に，現金及びキャッシュカード手交型の特殊詐欺においては，受け子が被害者

                            
71 平成 29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版） 

http://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2017.pdf 
72 被害金交付形態は，振込型，現金手交型，キャッシュカード手交型，現金送付型，電子マネー型

に分類されている（前掲註24）。 
73 平成 17 年携帯電話不正利用防止法施行による携帯電話契約時本人確認規制の強化，銀行口座開

設時の本人確認強化，振込限度額及び払戻限度額規制により，トバシ携帯及び預金口座の流通が減

少したため，平成 20 年頃から，特殊詐欺組織は，徐々に，被害金品の送付方法を直接手交方式へ

とシフトした。平成 23 年頃からは，多くの特殊詐欺組織が採用するようになり，結果として一被

害あたりの被害額の増大を招いた（前掲註 17 254 頁）。こうした傾向が，本文で指摘した現状に

つながるのである。 
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欺組織内部において番頭が人員を用意する場合がある。 

 

⑥ 道具屋 

特殊詐欺が社会問題化する以前から裏稼業として犯罪ツールを提供する業者が

担当している。 
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又は被害者関係者の下に直接出向き，被害金品を手交にて受領する。 

そのため，被害者又は被害者関係者の前にその姿をさらすことになり，匿名性は

その分薄れ，検挙の可能性が高くなる。 

 

② 組織の中核人物でない 

前述した検挙可能性が高いことから，特殊詐欺組織からすれば，受け子は所属す

る特殊詐欺組織についての人的構成等の情報は有していてはならないこととなる。 

したがって，特殊詐欺組織の中核人物ではなく，いつでも「トカゲの尻尾切り」

のできるような人物であることが重要である。 

 

③ 組織への忠誠が必要 

受け子は，違法収益を特殊詐欺組織へと運搬するという役割であり，特殊詐欺組

織からすれば，運搬の成否が収益を上げられるか否かに直結する重要な役割である。 

また，同じ集金役でも受け子は出し子とは異なり，接触する相手がＡＴＭではな

く被害者本人であるということもあり，臨機応変な対応が必要な場面もある。 

そして，特殊詐欺組織は，一度受け子の占有下に被害金品を完全に置くことにな

り，受け子による被害金品の持ち逃げ等を防止する必要もある。 

そのため，②と一見矛盾するようでもあるが，特殊詐欺組織としては，受け子は，

組織に対して一定程度の忠誠心を有し，組織のために働く人物であることが望まし

いこととなる。 

 

(4) 少年ないし若年層による加担 

 

① 関与数 

近時，少年などの若年者が特殊詐欺の受け子として関与する事案が増加している

ことが認識され，問題視され始めている。 

警視庁の平成 29 年の統計によると，特殊詐欺本犯の検挙人員のうち，少年（10

代）から30代が全体の89％を占め，少年（10代）の検挙者数は，前年から32人増

加した117人であったが，その117人中89人（76％）が受け子であり，少年や若年

者の多くが受け子として特殊詐欺に関与し検挙されている事実が表れている74。 

また，司法統計年報＜少年事件編＞第8表によると，家庭裁判所における少年保

護事件総数は，平成18年当時6万 3630件であったところ，平成28年には2万 7708

件と半分以下にまで減少している一方，詐欺の件数は平成 18 年に 658 件であった

ところ，平成28年には626件とほとんど変わっておらず，その間，平成26年の673

件から平成27年 695件へとむしろ増加した年もあるという75。 

                            
74 平成 29年における特殊詐欺の状況について 警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ 

kurashi/tokushu/furikome/furikome.files/29_leaflet_jyokyo.pdf 
75 家庭の法と裁判 No14 松原 里美ほか『特集 現代型非行の処遇―特殊詐欺を素材として＜座

談会＞』5頁。座談会に出席した裁判官の体感としては，担当する事件の2割から5割が特殊詐欺

事案であるとのことである。 

 

また，平成28年の処遇選択においては，少年院送致の率が一般事件は8.4％なの

に対し，詐欺事件では33.2％を示しており，特殊詐欺事件は被害結果が重大なこと

から少年院送致率が高くなる傾向にあり76，上記少年保護事件の詐欺事件の多くに

特殊詐欺事件が含まれているものと考えられる。 

少年院においても，新潟少年学院においては新収容者数が漸減傾向にあるにもか

かわらず，詐欺を本件非行として送致される少年の数は横ばいからやや増加傾向に

あり77，保護統計年報によると，少年保護観察事件においても，保護観察処分少年数

は，平成20年 1万 6714人から平成28年 1万 0323人と減少しているにもかかわら

ず，詐欺事件については，平成20年 215人，平成28年 194人と絶対数に顕著な差

がなく，全体に占める割合は平成 20 年 1.3％から平成 28 年 1.9％とむしろ増加し

ており78，同様の傾向が見られる。 

 

② 利用される少年 

特殊詐欺に関与する少年は，前述した警視庁の統計資料も示すように，いわゆる

オレオレ詐欺の受け子が圧倒的に多い。 

このことは，前述の受け子の役割から導かれる典型的な受け子の特徴に，少年が

よく当てはまるからであり，特殊詐欺組織からしても受け子として利用しやすいか

らであると思われる。 

すなわち，一般に少年は，成人と比較して，未熟であり，社会との限定的な接点

しか持たない中で他者に迎合的になりやすいなどの特徴がある。 

こうした少年に対して，特殊詐欺組織は，通常のアルバイトよりも高額な報酬を

提示するなどして忠誠心を買い，あるいは特殊詐欺に関与したことについて脅す，

監視を付けるなどして，検挙のおそれが高い受け子を請け負わせているのである。

こうした少年の特徴からすると，被害金品の持ち逃げを防止することも，成人より

も容易だと考えられる。 

実際にも，保護者との関係が不良又は希薄であり，不良交友に自分の居場所を求

め，自分の能力に自信が持てない少年が，受け子として検挙されている79。 

こうした特殊詐欺に関与する少年の中には，必ずしも非行性が進行していない少

年もおり，非行歴がない者もいるという。高度に匿名化，分業化した特殊詐欺組織

が，参画についてのハードルを押し下げ，軽い気持ちで関与する少年が増えている

のである80。 

                            
76 前掲註 28 15頁，16頁においてもこうした傾向は指摘されている。 
77 家庭の法と裁判 No14 土屋 亮『特殊詐欺に関与した少年院在院者に対する矯正教育の充実に

ついて～新潟少年学院における特殊詐欺再非行防止指導の取り組み状況を通して～』22頁 
78 家庭の法と裁判 No14 沖﨑 佳奈恵『特殊詐欺事件にかかる保護観察処遇について－保護観察

所での工夫例とその実践－』 29頁 
79 前掲註 30 23頁は，東京矯正管区による「特殊詐欺少年に対する鑑別・指導の手引」は，特殊

詐欺に関与した少年を「生活全般問題タイプ」「家庭機能不全タイプ」「生活全般低調タイプ」の

3タイプに分類されるとしている。 
80 前掲註 28 12頁「特殊詐欺はすごく組織化されて巧妙になっているから，受け子である少年は

被害額を知らないことが多い。だましている場面も見ていないので犯行態様の悪質性も実感でき
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者の多くが受け子として特殊詐欺に関与し検挙されている事実が表れている74。 

また，司法統計年報＜少年事件編＞第8表によると，家庭裁判所における少年保

護事件総数は，平成18年当時6万 3630件であったところ，平成28年には2万 7708

件と半分以下にまで減少している一方，詐欺の件数は平成 18 年に 658 件であった

ところ，平成28年には626件とほとんど変わっておらず，その間，平成26年の673

件から平成27年 695件へとむしろ増加した年もあるという75。 

                            
74 平成 29年における特殊詐欺の状況について 警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/ 

kurashi/tokushu/furikome/furikome.files/29_leaflet_jyokyo.pdf 
75 家庭の法と裁判 No14 松原 里美ほか『特集 現代型非行の処遇―特殊詐欺を素材として＜座

談会＞』5頁。座談会に出席した裁判官の体感としては，担当する事件の2割から5割が特殊詐欺

事案であるとのことである。 

 

また，平成28年の処遇選択においては，少年院送致の率が一般事件は8.4％なの

に対し，詐欺事件では33.2％を示しており，特殊詐欺事件は被害結果が重大なこと

から少年院送致率が高くなる傾向にあり76，上記少年保護事件の詐欺事件の多くに

特殊詐欺事件が含まれているものと考えられる。 

少年院においても，新潟少年学院においては新収容者数が漸減傾向にあるにもか

かわらず，詐欺を本件非行として送致される少年の数は横ばいからやや増加傾向に

あり77，保護統計年報によると，少年保護観察事件においても，保護観察処分少年数

は，平成20年 1万 6714人から平成28年 1万 0323人と減少しているにもかかわら

ず，詐欺事件については，平成20年 215人，平成28年 194人と絶対数に顕著な差

がなく，全体に占める割合は平成 20 年 1.3％から平成 28 年 1.9％とむしろ増加し

ており78，同様の傾向が見られる。 

 

② 利用される少年 

特殊詐欺に関与する少年は，前述した警視庁の統計資料も示すように，いわゆる

オレオレ詐欺の受け子が圧倒的に多い。 

このことは，前述の受け子の役割から導かれる典型的な受け子の特徴に，少年が

よく当てはまるからであり，特殊詐欺組織からしても受け子として利用しやすいか

らであると思われる。 

すなわち，一般に少年は，成人と比較して，未熟であり，社会との限定的な接点

しか持たない中で他者に迎合的になりやすいなどの特徴がある。 

こうした少年に対して，特殊詐欺組織は，通常のアルバイトよりも高額な報酬を

提示するなどして忠誠心を買い，あるいは特殊詐欺に関与したことについて脅す，

監視を付けるなどして，検挙のおそれが高い受け子を請け負わせているのである。
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め，自分の能力に自信が持てない少年が，受け子として検挙されている79。 

こうした特殊詐欺に関与する少年の中には，必ずしも非行性が進行していない少

年もおり，非行歴がない者もいるという。高度に匿名化，分業化した特殊詐欺組織

が，参画についてのハードルを押し下げ，軽い気持ちで関与する少年が増えている

のである80。 

                            
76 前掲註 28 15頁，16頁においてもこうした傾向は指摘されている。 
77 家庭の法と裁判 No14 土屋 亮『特殊詐欺に関与した少年院在院者に対する矯正教育の充実に

ついて～新潟少年学院における特殊詐欺再非行防止指導の取り組み状況を通して～』22頁 
78 家庭の法と裁判 No14 沖﨑 佳奈恵『特殊詐欺事件にかかる保護観察処遇について－保護観察

所での工夫例とその実践－』 29頁 
79 前掲註 30 23頁は，東京矯正管区による「特殊詐欺少年に対する鑑別・指導の手引」は，特殊

詐欺に関与した少年を「生活全般問題タイプ」「家庭機能不全タイプ」「生活全般低調タイプ」の

3タイプに分類されるとしている。 
80 前掲註 28 12頁「特殊詐欺はすごく組織化されて巧妙になっているから，受け子である少年は

被害額を知らないことが多い。だましている場面も見ていないので犯行態様の悪質性も実感でき
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しかしながら，一度加担すると，特殊詐欺に加担したことをネタに脅されるなど

し，組織を抜けるに抜けられない構造となり，受け子を請け負わされ続けるのであ

る81。 

 

③ 加担の経路 

こうした少年が特殊詐欺に加担するきっかけとしては，もともとの交友関係から，

受け子役を紹介される人脈利用型と，ＳＮＳなどインターネットを通じて受け子役

を請け負うインターネット利用型があるが，その多くは人脈利用型であるという82。 

交友関係のある者から，割のいい仕事があるなどと紹介され，特殊詐欺の全容は

示されないまま，指示のままに荷物を受け取るよう命令をされ，もしかしたら特殊

詐欺ではないかと思いながらも受け子に従事することが多い。 

もっとも，こうした場合には，予め，交友関係のある者を通じて組織の末端から

一段階上の人間に会い，その際に身分証明書のコピーを取られるなどし，辞めよう

と思っても「追い込みをかける」などと脅され，やむなく続けることになるという

パターンが多い83。 

 

第２ 防止措置の現状 

架け子についてはその実態の特徴を示す具体的な有益な情報に接することができな

かった。 

受け子については，前述したとおり，必ずしも非行傾向が進んでいない少年を含む若

年者が多く関与させられている事実が明らかとなりつつある。 

そこで，このことを問題視し，近年各種の防止措置の取組がなされている。 

 

１ 少年を特殊詐欺に加担させないための取り組みの推進について 

警察庁生活安全局少年課長及び生活安全企画課長は，平成29年 3月 31日付け「少年

を特殊詐欺に加担させないための取組の推進について」を発出し（巻末資料 02）84，各

都道府県警察に対して，①学校等との連携による少年の規範意識の向上，②家庭におけ

る非行防止への取組促進，③無職少年に対する非行防止対策の推進，④広報啓発活動の

推進，⑤部門間の連携を求めている。 

                            
ていない。」 

81 こうした図式は，前掲註30 24頁「紹介した受け子が現金を持ち逃げし，それを自分の借金に

された。辞めるに辞められなかった。上の人に今更「辞める」と言ったらどうなるか分からなか

った。」との少年の言に表れている。また，同25頁は，「紹介役として自分が紹介した「受け子」

が，交付を受けた現金などを持ち逃げする，いわゆる「バックレ」の責任を取らされる形で「受

け子」を行わざるを得ない状況に追い込まれる構造になっているという発言も多く見られた。」と

して，「受け子」役を紹介した紹介役が，責任を取らされる形で「受け子」役を請け負わされる図

式もあると指摘されている。 
82 前掲註 30 26頁など 
83 前掲註 28 6頁，12頁 
84 少年を特殊詐欺に加担させないための取り組みの推進について 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/syonen20170331_2.pdf 

 

これを受けて，各都道府県警察は，啓発用のパンフレットを作成するなど，広報に努

めている。 

このような広報の例を紹介すると，警視庁は，少年らの証言を集めＤＶＤを作成し東

京都内の高校で上映する85，千葉県警察，新潟県警察及び愛知県警察は，啓発用漫画を作

成するなどしており，訴求力を高める工夫をしている86。 

 

２ 教育委員会による注意喚起 

上記「少年を特殊詐欺に加担させないための取組の推進について」においては，①学

校等との連携による少年の規範意識の向上が対策として挙げられているが，近時の受け

子等により特殊詐欺に関与する少年の急増を重くみた教育委員会が公立学校への注意

喚起を行うなどしている87。 

 

３ 民間機関による広報 

特殊詐欺に関与する少年は，比較的年長の少年が割のいいアルバイトを紹介されると

いった形態で関与するケースが多い。 

そこで，こうした年長でアルバイト先を探している少年が多数在籍する大学において

は，問題意識を有して広報活動を行っているところもある88。 

第３ 現状の評価と今後の課題 

 

１ 現状の評価 

特殊詐欺組織の人材調達手段に対する対策は，少年や若年者が受け子として利用され

ているという事案についてのものが主であり，こうした事案は，従前指摘や報告がなさ

れていたものの，明確に問題意識を持ち，各機関において広報活動を始めたのは最近の

ことのようである89。 

 

                            
85 特殊詐欺「軽い気持ちで」＝暴力団の影，逃げられず－少年ら証言集めDVD・警視庁 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2018043000365&g=soc 
86 千葉県警察 電話 de詐欺に少年を加担させないために 

http://www.police.pref.chiba.jp/shonenka/safe-life_juvenile_delinquency-05.html 

新潟県警察・愛知県警察 NO!受け子・出し子 

https://www.police.pref.niigata.jp/anzen/ansin/tokusyusagi/tokusyusagi3/pdf/dasico.ukec

o.pdf（新潟県警察） 

https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/shounenhikou/tokushusagui.html（愛知県警察） 
87 少年の特殊詐欺摘発倍増 昨年 66 人，バイト感覚で犯行か 埼玉県教委，学校に注意喚起へ

https://www.sankei.com/region/news/180629/rgn1806290057-n1.html（産経ニュース 2018 年 6

月 29日） 
88 中央大学 【注意】アルバイトに関する注意喚起（特殊詐欺の受け子） 

http://www.chuo-u.ac.jp/campuslife/tamacampus/news/2017/04/54832/ 

江戸川大学 悪質商法・振り込め詐欺・クーリングオフ制度 

https://www.edogawa-u.ac.jp/zaigakusei/support/chui/ryuui.html 
89 通達において対策を要請されている各都道府県警察においても，ホームページにおいて啓発パ

ンフレットなどを確認できないところもあった。 
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しかしながら，一度加担すると，特殊詐欺に加担したことをネタに脅されるなど
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る81。 
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こうした少年が特殊詐欺に加担するきっかけとしては，もともとの交友関係から，

受け子役を紹介される人脈利用型と，ＳＮＳなどインターネットを通じて受け子役
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示されないまま，指示のままに荷物を受け取るよう命令をされ，もしかしたら特殊

詐欺ではないかと思いながらも受け子に従事することが多い。 

もっとも，こうした場合には，予め，交友関係のある者を通じて組織の末端から

一段階上の人間に会い，その際に身分証明書のコピーを取られるなどし，辞めよう

と思っても「追い込みをかける」などと脅され，やむなく続けることになるという

パターンが多い83。 

 

第２ 防止措置の現状 

架け子についてはその実態の特徴を示す具体的な有益な情報に接することができな

かった。 

受け子については，前述したとおり，必ずしも非行傾向が進んでいない少年を含む若

年者が多く関与させられている事実が明らかとなりつつある。 

そこで，このことを問題視し，近年各種の防止措置の取組がなされている。 

 

１ 少年を特殊詐欺に加担させないための取り組みの推進について 

警察庁生活安全局少年課長及び生活安全企画課長は，平成29年 3月 31日付け「少年

を特殊詐欺に加担させないための取組の推進について」を発出し（巻末資料 02）84，各

都道府県警察に対して，①学校等との連携による少年の規範意識の向上，②家庭におけ

る非行防止への取組促進，③無職少年に対する非行防止対策の推進，④広報啓発活動の

推進，⑤部門間の連携を求めている。 

                            
ていない。」 

81 こうした図式は，前掲註30 24頁「紹介した受け子が現金を持ち逃げし，それを自分の借金に

された。辞めるに辞められなかった。上の人に今更「辞める」と言ったらどうなるか分からなか

った。」との少年の言に表れている。また，同25頁は，「紹介役として自分が紹介した「受け子」

が，交付を受けた現金などを持ち逃げする，いわゆる「バックレ」の責任を取らされる形で「受

け子」を行わざるを得ない状況に追い込まれる構造になっているという発言も多く見られた。」と

して，「受け子」役を紹介した紹介役が，責任を取らされる形で「受け子」役を請け負わされる図

式もあると指摘されている。 
82 前掲註 30 26頁など 
83 前掲註 28 6頁，12頁 
84 少年を特殊詐欺に加担させないための取り組みの推進について 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/shounen/syonen20170331_2.pdf 

 

これを受けて，各都道府県警察は，啓発用のパンフレットを作成するなど，広報に努

めている。 

このような広報の例を紹介すると，警視庁は，少年らの証言を集めＤＶＤを作成し東

京都内の高校で上映する85，千葉県警察，新潟県警察及び愛知県警察は，啓発用漫画を作

成するなどしており，訴求力を高める工夫をしている86。 

 

２ 教育委員会による注意喚起 

上記「少年を特殊詐欺に加担させないための取組の推進について」においては，①学

校等との連携による少年の規範意識の向上が対策として挙げられているが，近時の受け

子等により特殊詐欺に関与する少年の急増を重くみた教育委員会が公立学校への注意

喚起を行うなどしている87。 

 

３ 民間機関による広報 

特殊詐欺に関与する少年は，比較的年長の少年が割のいいアルバイトを紹介されると

いった形態で関与するケースが多い。 

そこで，こうした年長でアルバイト先を探している少年が多数在籍する大学において

は，問題意識を有して広報活動を行っているところもある88。 

第３ 現状の評価と今後の課題 

 

１ 現状の評価 

特殊詐欺組織の人材調達手段に対する対策は，少年や若年者が受け子として利用され

ているという事案についてのものが主であり，こうした事案は，従前指摘や報告がなさ

れていたものの，明確に問題意識を持ち，各機関において広報活動を始めたのは最近の

ことのようである89。 

 

                            
85 特殊詐欺「軽い気持ちで」＝暴力団の影，逃げられず－少年ら証言集めDVD・警視庁 
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２ 今後の課題 

 

(1) 特殊詐欺組織により，検挙の可能性が高い受け子役を，少年ら若年者が請け負わさ

れている実態が明らかになってきている。 

特殊詐欺組織は，少年ら若年者を，利益で囲い込み，あるいは脅しつけ，より端的

な表現を用いるとすれば，使い捨てにすることにより，違法な収益をむさぼっている。 

しかしながら，受け子役は，使い捨てにされることが多い役割であるが，被害金品

を直接交付させる形態の特殊詐欺のシステム全体でみるならば，被害金品そのものを

保持する役割であり，上記被害金品直接交付型特殊詐欺においてはなくてはならない

役割といえ，被害金品直接交付型特殊詐欺の被害軽減のためには，受け子対策は重要

といえる。 

少年を始めとする若年者は，高額のアルバイトなどの名目で，始めは軽い気持ちで

関与し，徐々に深みにはまり，後戻りができない状況になっていくのであり，受け子

に手を染めた当初は非行が深まっていない者も多い。 

そうであれば，こうした少年を始めとする若年者に対して，学校教育などの場で訴

求力の高い形で，特殊詐欺組織の受け子リクルートの実態，特殊詐欺の手口，被害者

の被害実態，受け子の検挙率が高い実態及び検挙された際に高確率で収容施設に送致

されるという実態，未成年者は少年法があるから厳罰に処されないというのは誤解に

過ぎないことなどを広報することが重要である。こうした実態が広く社会に周知され

れば，非行性の深まっていない少年や若年者に対する抑止として働くことが期待でき

る。 

また，一度受け子に手を染めてしまった者は，特殊詐欺組織から身分証明書をコ

ピーされた上で脅される，見張りを付けられるなどして，組織から抜けることに恐怖

を抱いている者も多い。しかしながら，こうした者も必ずしも非行が深化した者ばか

りではないため，上記実態の広報に併せて，相談先の広報を行い，一度受け子に手を

染めた者の離脱の促進を図ることも重要な課題と言えるだろう。 

 

(2) さらには，前述した方法論は，必ずしも受け子対策だけに限られるものではなく，

例えば，プレイヤー（架け子）などであっても，番頭や金主から威迫を受けてその威

力を恐れて特殊詐欺に加担させられているといった場合にも有用であろう。 

少年や若年者の受け子対策として始まった前述の対策を，特殊詐欺組織内のほかの

役割にも広げていくことが重要であろう。 

 

  

 

第５章 被害者名簿の調達手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 特殊詐欺の犯行グループの架け子は，何らかの「被害者名簿」を使用しており，そこに

記載されている者の中から被害者が出る。その名簿が何から作られ，どのように流通し，

犯行グループの手に渡るのかについては，不明な部分も多く，名簿屋と呼ばれる道具屋に

類する者の暗躍もある。 

 他方で，既に膨大な量の個人情報が流通している状況がある。消費者庁の調査によれば，

数千万件以上の個人情報を保有し，多様な条件で対象者を抽出した名簿を販売する名簿業

者が存在している。また，事業者からの個人情報の漏えいも，減少傾向にあるとはいえ，

平成 28 年度で 263 件の発生が公表されており，少なくない数の個人情報が漏えいしてい

る。 

犯行グループも様々なルートで大量の名簿を入手し，犯行に悪用していると考えられる

が，名簿や情報が容易に複製，拡散できることからすると，既に入手された名簿を悪用で

きないようにすることは極めて困難と言わざるを得ない。 

しかしながら，犯行グループは常に最新の名簿を入手しているわけでもないようであり，

新たな名簿が犯行グループの手に渡らないようにすることは，被害発生の拡大を防止する

ことにつながる。個人情報の流出防止，個人情報の保護が，新たな被害者名簿作成の防止

に重要である。 

被害者名簿作成の防止措置としての自助の制度としては，名簿販売業者や名簿の印刷業

務を行う印刷業者などにおいて，本人確認，契約書への反社条項の記載やセキュリティ対

策などの防止措置の取組をしていたり，印刷業者の中には，名簿に識別バーコードを印刷

し，名簿受領者と名簿を結びつけられるような取組をしていたりするなど，各事業者の判

断において防止措置への取組がなされている。 

共助の制度としては，個人情報保護法で定められた認定個人情報保護団体の制度がある。

認定個人情報保護団体の制度は民間事業者の自主的な取組に期待して定められた制度であ

る。認定個人情報保護団体は，個人情報保護指針を定めて，各団体の特性に応じた個人情

報の流出防止のルールを作り，その内容を団体の対象の事業者に周知，指導等することで，

個人情報の流出防止を図ることが求められている。 

 公助としては，平成 27 年 9 月に個人情報保護法の改正がなされ，必要に応じて個人情

報の流通の経路をたどり個人情報保護委員会が迅速適切に監督できるようにするための規

定（トレーサビリティの確保）や個人情報の不正な提供行為を直接処罰する規定（データ

ベース提供罪）あるいは現行のオプトアウトによる個人データの提供手続を厳格化する規

定が設けられ，個人情報の違法・不正な流通の防止につながることが期待される。 

 また，新たな被害者名簿作成の防止措置ではないが，警察庁と各都道府県が連携して，

犯行グループから押収した名簿に記載されている対象者に連絡して注意を喚起し，被害防

止の効果を上げている。 
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２ 今後の課題 
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ピーされた上で脅される，見張りを付けられるなどして，組織から抜けることに恐怖
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 特殊詐欺の犯行グループの架け子は，何らかの「被害者名簿」を使用しており，そこに
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犯行グループの手に渡るのかについては，不明な部分も多く，名簿屋と呼ばれる道具屋に

類する者の暗躍もある。 

 他方で，既に膨大な量の個人情報が流通している状況がある。消費者庁の調査によれば，
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犯行グループも様々なルートで大量の名簿を入手し，犯行に悪用していると考えられる
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きないようにすることは極めて困難と言わざるを得ない。 

しかしながら，犯行グループは常に最新の名簿を入手しているわけでもないようであり，

新たな名簿が犯行グループの手に渡らないようにすることは，被害発生の拡大を防止する

ことにつながる。個人情報の流出防止，個人情報の保護が，新たな被害者名簿作成の防止

に重要である。 

被害者名簿作成の防止措置としての自助の制度としては，名簿販売業者や名簿の印刷業

務を行う印刷業者などにおいて，本人確認，契約書への反社条項の記載やセキュリティ対

策などの防止措置の取組をしていたり，印刷業者の中には，名簿に識別バーコードを印刷

し，名簿受領者と名簿を結びつけられるような取組をしていたりするなど，各事業者の判

断において防止措置への取組がなされている。 

共助の制度としては，個人情報保護法で定められた認定個人情報保護団体の制度がある。

認定個人情報保護団体の制度は民間事業者の自主的な取組に期待して定められた制度であ

る。認定個人情報保護団体は，個人情報保護指針を定めて，各団体の特性に応じた個人情

報の流出防止のルールを作り，その内容を団体の対象の事業者に周知，指導等することで，

個人情報の流出防止を図ることが求められている。 

 公助としては，平成 27 年 9 月に個人情報保護法の改正がなされ，必要に応じて個人情

報の流通の経路をたどり個人情報保護委員会が迅速適切に監督できるようにするための規

定（トレーサビリティの確保）や個人情報の不正な提供行為を直接処罰する規定（データ

ベース提供罪）あるいは現行のオプトアウトによる個人データの提供手続を厳格化する規

定が設けられ，個人情報の違法・不正な流通の防止につながることが期待される。 

 また，新たな被害者名簿作成の防止措置ではないが，警察庁と各都道府県が連携して，

犯行グループから押収した名簿に記載されている対象者に連絡して注意を喚起し，被害防

止の効果を上げている。 
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第１ 犯行利用の状況及び手口の進化～名簿売買の実態～ 

 

１ 犯行利用の状況及び手口の進化 名簿売買の実態 

特殊詐欺の犯人グループが，電話の架け先つまり被害者にする対象の連絡先リストを

「名簿」として利用していることに間違いはない。更にこの名簿を管理しているのは， 

架け子以上の立場の者であり，犯人グループでも上位に属する一部の者だけである。し

たがって，実際に逮捕される受け子・出し子たちとは異なり，名簿に関する情報はより

見えづらくなっている。 

 

(1) 名簿の素材は多岐に渡る 

この「名簿」になる素材は多岐に渡り，電話帳そのものや，インターネット等で容

易に見つけられる「名簿業者」と言われる業者（詳しくは後述）から購入するものも

ある。また，ネットオークションで同窓会名簿を個人が販売していることもあり，「名

簿」そのものを入手することは比較的容易と考えられる。情報の内容は新古様々であ

り，既に名簿の対象者が他界していたり，転居しているようなケースもある。 

 

(2) 詐欺の成功可能性を上げた「いい名簿」 

犯行グループが高額な費用をかけても入手を希望するのは，情報が詳細であり（被

害者本人の基本情報・性格に加え被害者の子や孫の情報まで入るものもある。），詐術

に弱く（以前に投資詐欺や悪徳商法の対象になった被害者等がそれにあたると言われ

ている。），それなりの資産を保有する高齢者（介護付き老人ホームの資料請求履歴や

バリアフリー・リフォーム履歴，絵画・着物等高額商品の購入歴がある等。）の記載さ

れた名簿，いわば特殊詐欺が成功する可能性の高いフィルターにかけた「いい名簿」

である。 

この「いい名簿」を取り扱う，いわゆる「名簿屋」90は犯人グループの周辺で暗躍し

ている91。「名簿屋」によっては，名簿の流出や価値の低下を恐れてか，特定の犯行グ

ループにしか名簿を卸さず，さらに名簿を売却するのではなく，歩合制（被害者から

金銭を巻き上げるごとに何割が名簿屋に入る。）にしていることもある。この「名簿屋」

と呼ばれる存在は，個人情報保護法が制定される十数年以上前（つまり特殊詐欺が行

われる以前），普通の意味での「名簿」が容易に誰にでも確認できた時代の頃から，投

資詐欺や悪徳商法の対象を集積（「黒い名簿」と言う隠語がある。）していた者ではな

いかとも言われている92。 

 

(3) 進化する「名簿屋」 

特殊詐欺が成功する可能性の高いフィルターにかけた「いい名簿」を作成するため

                            
90 「名簿屋」についての明確な定義はないが，本稿ではいわゆる「道具屋」（詐欺などの犯罪に使

われる携帯電話や銀行口座など，犯罪ツールを扱う者）に類する者という意味で記載することとす

る。なお，本稿では「名簿業者」という用語も出ているが，これは「名簿屋」とは異なる。 
91 西日本新聞2015.05.26，産経新聞2016.03.13等 
92 鈴木大介(2013)振り込め犯罪結社 宝島社 

 

に，名簿屋も組織化が進んでいると言われている93。 

まず名簿を収集する班があり，以前に投資詐欺や悪徳商法の対象となった被害者の

情報を集積したもの，既に特殊詐欺の被害に１度遭っている被害者の情報を集積した

もの（「ヤラレ名簿」と言う隠語がある。）や，国勢調査を語って情報を聞き出したも

の，介護事業従事者から目的を秘して情報を得たもの，企業から流出した情報等に基

づくものなどあらゆる方向から名簿が収集される。 

次に，その名簿の情報をもとに，「アポ役」「下見屋」と言われる班が実際に被害者

に電話を架け，詐欺にかかる可能性を調べる（「こする」と言う隠語がある。）。実際に

押収された名簿には，「〇 親切な対応 80くらい」「〇 上品そう ダイヤモンドだけ興

味ある」「△ 温厚な性格だが話さない」「△ 70～80才くらい わけわかんない事いう」

「出」「×（今後電話はしない）」，電話をした回数などの書き込みがされている94。 

さらに，「アポ役」「下見屋」の情報から，どのような詐欺に向いているかを峻別す 

る班もあると言われている。 

これらを経た上で，「いい名簿」は犯行グループに渡るのである。 

 

２ 名簿業者の状況（消費者庁による実態調査） 

犯行利用の状況そのものではないが，犯行グループが利用している被害者名簿がもと

もとどのように作成され，流通していたものなのかを探るという見地から，名簿業者の

状況について触れたい。 

名簿業者は，様々なルートから膨大な個人情報を入手し，販売先の需要に合わせて各

種名簿を作成し，販売していると言われている。こうした名簿業者の活動状況・実態に   

ついては不明な点が多く，特にアウトサイダー的な業者の実態はわかっていない。平成 

26年に発覚した個人情報の大規模漏えい事件を契機に，名簿業者の実態を把握すること

の必要性が指摘され，平成28年 3月に消費者庁が調査報告書をまとめた（「名簿販売事

業者における個人情報の提供等に関する実態調査報告書」）。調査対象業者数が8社と少

ないという点はあるものの，公的機関による初の調査報告であり，名簿業者の状況を知

る数少ない資料なので，以下に報告内容を紹介する。 

 

(1) 調査目的，時期，方法等 

消費者庁が，名簿業者の事業活動の実態を把握する目的で実施した。 

調査時期は平成27年であり，改正個人情報保護法の全面施行前であった。 

調査方法は，まずインターネットでの検索によって30社程度をリストアップし，事

業内容や取扱名簿の種類，件数規模，社歴等を考慮して15社程度を選定し，このうち

調査協力を得られた8社に対して訪問調査を実施したというもの。 

8社全てが東京都内に所在し，従業員数は代表者を含めて2ないし4名程度が多い。

年商は数百万円から1億円程度。年商の多い業者は名簿販売だけでなくマーケティン

                            
93 鈴木大介(2013)振り込め犯罪結社 宝島社 
94 読売新聞2013.08.19大阪夕刊，毎日新聞2014.02.22大阪朝刊，八重島毎日新聞社2014.03.28，

読売新聞2014.08.31東京朝刊，朝日新聞2014.10.01西部地方版/佐賀等 
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第１ 犯行利用の状況及び手口の進化～名簿売買の実態～ 

 

１ 犯行利用の状況及び手口の進化 名簿売買の実態 
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架け子以上の立場の者であり，犯人グループでも上位に属する一部の者だけである。し

たがって，実際に逮捕される受け子・出し子たちとは異なり，名簿に関する情報はより

見えづらくなっている。 

 

(1) 名簿の素材は多岐に渡る 

この「名簿」になる素材は多岐に渡り，電話帳そのものや，インターネット等で容

易に見つけられる「名簿業者」と言われる業者（詳しくは後述）から購入するものも

ある。また，ネットオークションで同窓会名簿を個人が販売していることもあり，「名

簿」そのものを入手することは比較的容易と考えられる。情報の内容は新古様々であ

り，既に名簿の対象者が他界していたり，転居しているようなケースもある。 

 

(2) 詐欺の成功可能性を上げた「いい名簿」 

犯行グループが高額な費用をかけても入手を希望するのは，情報が詳細であり（被

害者本人の基本情報・性格に加え被害者の子や孫の情報まで入るものもある。），詐術

に弱く（以前に投資詐欺や悪徳商法の対象になった被害者等がそれにあたると言われ

ている。），それなりの資産を保有する高齢者（介護付き老人ホームの資料請求履歴や

バリアフリー・リフォーム履歴，絵画・着物等高額商品の購入歴がある等。）の記載さ

れた名簿，いわば特殊詐欺が成功する可能性の高いフィルターにかけた「いい名簿」

である。 

この「いい名簿」を取り扱う，いわゆる「名簿屋」90は犯人グループの周辺で暗躍し

ている91。「名簿屋」によっては，名簿の流出や価値の低下を恐れてか，特定の犯行グ

ループにしか名簿を卸さず，さらに名簿を売却するのではなく，歩合制（被害者から

金銭を巻き上げるごとに何割が名簿屋に入る。）にしていることもある。この「名簿屋」

と呼ばれる存在は，個人情報保護法が制定される十数年以上前（つまり特殊詐欺が行

われる以前），普通の意味での「名簿」が容易に誰にでも確認できた時代の頃から，投

資詐欺や悪徳商法の対象を集積（「黒い名簿」と言う隠語がある。）していた者ではな

いかとも言われている92。 

 

(3) 進化する「名簿屋」 

特殊詐欺が成功する可能性の高いフィルターにかけた「いい名簿」を作成するため

                            
90 「名簿屋」についての明確な定義はないが，本稿ではいわゆる「道具屋」（詐欺などの犯罪に使

われる携帯電話や銀行口座など，犯罪ツールを扱う者）に類する者という意味で記載することとす

る。なお，本稿では「名簿業者」という用語も出ているが，これは「名簿屋」とは異なる。 
91 西日本新聞2015.05.26，産経新聞2016.03.13等 
92 鈴木大介(2013)振り込め犯罪結社 宝島社 

 

に，名簿屋も組織化が進んでいると言われている93。 

まず名簿を収集する班があり，以前に投資詐欺や悪徳商法の対象となった被害者の

情報を集積したもの，既に特殊詐欺の被害に１度遭っている被害者の情報を集積した

もの（「ヤラレ名簿」と言う隠語がある。）や，国勢調査を語って情報を聞き出したも

の，介護事業従事者から目的を秘して情報を得たもの，企業から流出した情報等に基

づくものなどあらゆる方向から名簿が収集される。 

次に，その名簿の情報をもとに，「アポ役」「下見屋」と言われる班が実際に被害者

に電話を架け，詐欺にかかる可能性を調べる（「こする」と言う隠語がある。）。実際に

押収された名簿には，「〇 親切な対応 80くらい」「〇 上品そう ダイヤモンドだけ興

味ある」「△ 温厚な性格だが話さない」「△ 70～80才くらい わけわかんない事いう」

「出」「×（今後電話はしない）」，電話をした回数などの書き込みがされている94。 

さらに，「アポ役」「下見屋」の情報から，どのような詐欺に向いているかを峻別す 

る班もあると言われている。 

これらを経た上で，「いい名簿」は犯行グループに渡るのである。 

 

２ 名簿業者の状況（消費者庁による実態調査） 

犯行利用の状況そのものではないが，犯行グループが利用している被害者名簿がもと

もとどのように作成され，流通していたものなのかを探るという見地から，名簿業者の

状況について触れたい。 

名簿業者は，様々なルートから膨大な個人情報を入手し，販売先の需要に合わせて各

種名簿を作成し，販売していると言われている。こうした名簿業者の活動状況・実態に   

ついては不明な点が多く，特にアウトサイダー的な業者の実態はわかっていない。平成 

26年に発覚した個人情報の大規模漏えい事件を契機に，名簿業者の実態を把握すること

の必要性が指摘され，平成28年 3月に消費者庁が調査報告書をまとめた（「名簿販売事

業者における個人情報の提供等に関する実態調査報告書」）。調査対象業者数が8社と少

ないという点はあるものの，公的機関による初の調査報告であり，名簿業者の状況を知

る数少ない資料なので，以下に報告内容を紹介する。 

 

(1) 調査目的，時期，方法等 

消費者庁が，名簿業者の事業活動の実態を把握する目的で実施した。 

調査時期は平成27年であり，改正個人情報保護法の全面施行前であった。 

調査方法は，まずインターネットでの検索によって30社程度をリストアップし，事

業内容や取扱名簿の種類，件数規模，社歴等を考慮して15社程度を選定し，このうち

調査協力を得られた8社に対して訪問調査を実施したというもの。 

8社全てが東京都内に所在し，従業員数は代表者を含めて2ないし4名程度が多い。

年商は数百万円から1億円程度。年商の多い業者は名簿販売だけでなくマーケティン

                            
93 鈴木大介(2013)振り込め犯罪結社 宝島社 
94 読売新聞2013.08.19大阪夕刊，毎日新聞2014.02.22大阪朝刊，八重島毎日新聞社2014.03.28，

読売新聞2014.08.31東京朝刊，朝日新聞2014.10.01西部地方版/佐賀等 
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グ代行やＤＭ発送代行等も行っている。 

 

(2) 名簿業者が保有する個人情報 

取り扱う個人情報データベース等は，2 つに大別される。1 つは，冊子形式の名簿

で，高校・大学等の同窓会名簿，医師会やゴルフクラブの会員名簿，企業等の退職者

名簿，各種団体の会員名簿，人名録などがある。もう1つは，個人情報をデータベー

ス化したもの。 

冊子形式の名簿を取り扱う業者の中には1万 5000冊から1万 8000冊程度の名簿を

収集しているところがある。データベース化された個人情報は，重複も含めると大半

の業者が6000万件から1億件強のデータを保有している（最大で3億件）。取引先の

依頼に応じて性別，年齢層，居住地，趣味，購買履歴など多様な条件で対象者を抽出

できるようにしている。「富裕層」「公務員」「退職者」「士業」「通販購入経験者」「新

成人」などのリストをあらかじめ作成しておいて提供する業者もいる。 

一部の業者は，平成 18 年以前に収集された住民基本台帳に基づく個人情報（平成

18 年の住民基本台帳法改正により原則非公開となった。）を 1 億件近く（重複あり。）

保有しているが，住所変更や結婚，死去等があるため，ＤＭ送付等に利用できるデー

タはそのうちの4分の1程度という。新たな個人情報がマーケットに持ち込まれるこ

とは，近年少なくなっている。 

 

(3) 個人情報の主な入手先 

個人及び同業者を含む法人。個人からは同窓会名簿や会員名簿等の売り込みが多い。

廃業した通販業者が換金目的で顧客名簿の売り込みにくることもある。同業者間での

取引は，従来取引のあるところからの購入が多い。その他の入手先としては，古本屋

や廃棄物回収業者（名簿類），ウエブサイトやＳＮＳ等（公開されている情報）。 

平成18年以前の住民基本台帳や電話帳データなども入手先である。 

 

(4) 名簿等の買取単価 

同窓会などの名簿の買取価格は，1 冊 7000 円から 3 万円程度。データの買取単価

は，1万件以上のデータであれば0.1円から10円／件程度（ただし展示会入場者デー

タなどは50円／件程度。）データの内容や鮮度によって変動する。 

 

(5) データの販売価格 

名簿業者やデータの内容により幅があるが，10 円から 30 円／件程度。購入件数が

多い場合は単価を下げる業者が多い。取引ごとの金額は5000円から10万円／回程度

が多い。 

 

(6) 名簿等の入手先の記録 

個人から入手する場合は記録しない業者が多い。古本屋，廃棄物回収業者から入手

する場合も記録をとらない。事業者からの入手の場合は領収書の控え等を保管してい

る業者が多いが，記録をとらない業者もいる。 

 

(7) 名簿等の入手時の手続 

個人から入手する際は，運転免許証等のコピーの提出を求める業者もある。入手経

路については確認しない業者が多いが，近年は，問題がないことの確認書の提出を求

める業者もいる。 

法人から入手する場合，取引のある法人に対しては特段の確認は行わないが，新規

の取引先についてはインターネット等で事業内容等を確認したり，契約書や確認書で

入手経路等に問題がないことの確認をとったりする業者がある。 

廃業した事業者から入手する時は，廃業前の名刺を受領したり，運転免許証等を確

認したりしている。 

 

(8) 名簿等の主な販売先 

個人情報を販促に使用する事業者に販売しており，一般個人には原則として販売し

ていない。ただし，一般個人に対しても，利用目的を確認した上で販売する業者もい

る。 

販売先の主な業種は，不動産業，コンサルティング業，テレマーケティング業，健

康食品・化粧品・宝飾品販売業，教育産業，成人式向け呉服販売業，自動車教習所等

が多く，大手（上場企業）から個人経営の商店まで幅広い。 

名簿業者は固定化した顧客（10 社ないし 500 社程度）相手に事業を行っているが，

従前に比べて顧客数が大幅に減少しているとする名簿業者が多い。 

 

(9) 販売先の記録・管理 

注文受付時に販売先の社名，担当者名，住所，電話番号等の提示を求める業者が多

い。また，取引記録として請求・売上を記録する業者も多い。初回取引の場合，事前

に契約書を締結する業者は3社であった。 

 

(10) 本人からの問い合わせ等 

問い合わせ等の内容は，自己の個人情報の保有状況の確認，名簿販売に対する苦情，

データの削除や第三者提供停止の要求など。 

問い合わせ等の件数は，以前は多かったが,最近は減少傾向にあり，年間数十件程度

という回答が多かったが，年間で800件ないし1000件という業者もいる。 

 

(11) 本人からの第三者提供・利用停止等の要求への対応 

全ての業者が，要求のあったデータの保有が確認できた場合は，データベースから

消去していると回答し，販売先にもＦＡＸ等で削除を依頼している業者も多い。 

 

(12) 名簿業者のウェブサイトにおける個人情報取扱いに関する記載 

第三者への提供を利用目的とすることについて，1社はその旨が読み取りにくく，3

社は記載がない。オプトアウト提供については，4 社が必要な記載事項を提示してい

なかった。 
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グ代行やＤＭ発送代行等も行っている。 

 

(2) 名簿業者が保有する個人情報 

取り扱う個人情報データベース等は，2 つに大別される。1 つは，冊子形式の名簿

で，高校・大学等の同窓会名簿，医師会やゴルフクラブの会員名簿，企業等の退職者

名簿，各種団体の会員名簿，人名録などがある。もう1つは，個人情報をデータベー

ス化したもの。 

冊子形式の名簿を取り扱う業者の中には1万 5000冊から1万 8000冊程度の名簿を

収集しているところがある。データベース化された個人情報は，重複も含めると大半

の業者が6000万件から1億件強のデータを保有している（最大で3億件）。取引先の

依頼に応じて性別，年齢層，居住地，趣味，購買履歴など多様な条件で対象者を抽出

できるようにしている。「富裕層」「公務員」「退職者」「士業」「通販購入経験者」「新

成人」などのリストをあらかじめ作成しておいて提供する業者もいる。 

一部の業者は，平成 18 年以前に収集された住民基本台帳に基づく個人情報（平成

18 年の住民基本台帳法改正により原則非公開となった。）を 1 億件近く（重複あり。）

保有しているが，住所変更や結婚，死去等があるため，ＤＭ送付等に利用できるデー

タはそのうちの4分の1程度という。新たな個人情報がマーケットに持ち込まれるこ

とは，近年少なくなっている。 

 

(3) 個人情報の主な入手先 

個人及び同業者を含む法人。個人からは同窓会名簿や会員名簿等の売り込みが多い。

廃業した通販業者が換金目的で顧客名簿の売り込みにくることもある。同業者間での

取引は，従来取引のあるところからの購入が多い。その他の入手先としては，古本屋

や廃棄物回収業者（名簿類），ウエブサイトやＳＮＳ等（公開されている情報）。 

平成18年以前の住民基本台帳や電話帳データなども入手先である。 

 

(4) 名簿等の買取単価 

同窓会などの名簿の買取価格は，1 冊 7000 円から 3 万円程度。データの買取単価

は，1万件以上のデータであれば0.1円から10円／件程度（ただし展示会入場者デー

タなどは50円／件程度。）データの内容や鮮度によって変動する。 

 

(5) データの販売価格 

名簿業者やデータの内容により幅があるが，10 円から 30 円／件程度。購入件数が

多い場合は単価を下げる業者が多い。取引ごとの金額は5000円から10万円／回程度

が多い。 

 

(6) 名簿等の入手先の記録 

個人から入手する場合は記録しない業者が多い。古本屋，廃棄物回収業者から入手

する場合も記録をとらない。事業者からの入手の場合は領収書の控え等を保管してい

る業者が多いが，記録をとらない業者もいる。 

 

(7) 名簿等の入手時の手続 

個人から入手する際は，運転免許証等のコピーの提出を求める業者もある。入手経

路については確認しない業者が多いが，近年は，問題がないことの確認書の提出を求

める業者もいる。 

法人から入手する場合，取引のある法人に対しては特段の確認は行わないが，新規

の取引先についてはインターネット等で事業内容等を確認したり，契約書や確認書で

入手経路等に問題がないことの確認をとったりする業者がある。 

廃業した事業者から入手する時は，廃業前の名刺を受領したり，運転免許証等を確

認したりしている。 

 

(8) 名簿等の主な販売先 

個人情報を販促に使用する事業者に販売しており，一般個人には原則として販売し

ていない。ただし，一般個人に対しても，利用目的を確認した上で販売する業者もい

る。 

販売先の主な業種は，不動産業，コンサルティング業，テレマーケティング業，健

康食品・化粧品・宝飾品販売業，教育産業，成人式向け呉服販売業，自動車教習所等

が多く，大手（上場企業）から個人経営の商店まで幅広い。 

名簿業者は固定化した顧客（10 社ないし 500 社程度）相手に事業を行っているが，

従前に比べて顧客数が大幅に減少しているとする名簿業者が多い。 

 

(9) 販売先の記録・管理 

注文受付時に販売先の社名，担当者名，住所，電話番号等の提示を求める業者が多

い。また，取引記録として請求・売上を記録する業者も多い。初回取引の場合，事前

に契約書を締結する業者は3社であった。 

 

(10) 本人からの問い合わせ等 

問い合わせ等の内容は，自己の個人情報の保有状況の確認，名簿販売に対する苦情，

データの削除や第三者提供停止の要求など。 

問い合わせ等の件数は，以前は多かったが,最近は減少傾向にあり，年間数十件程度

という回答が多かったが，年間で800件ないし1000件という業者もいる。 

 

(11) 本人からの第三者提供・利用停止等の要求への対応 

全ての業者が，要求のあったデータの保有が確認できた場合は，データベースから

消去していると回答し，販売先にもＦＡＸ等で削除を依頼している業者も多い。 

 

(12) 名簿業者のウェブサイトにおける個人情報取扱いに関する記載 

第三者への提供を利用目的とすることについて，1社はその旨が読み取りにくく，3

社は記載がない。オプトアウト提供については，4 社が必要な記載事項を提示してい

なかった。 
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(13) 個人情報漏えい事案への対応 

ベネッセ事件を例にとると，同社から流出したと思われるリストを購入したとする

業者が複数ある。もっとも，リストの出所に疑義があったり顧客層の要望に必ずしも

一致しなかったりしたことから実際には利用しなかったという業者もいる。また，入

手した業者の中にはメディアに名前が出て相当な打撃を受けたという業者もいる。各

業者とも，特に個人から入手する時は今までよりも慎重になっているとのことである。 

 

(14) 調査対象業者の意見・要望 

次のような意見・要望があった。 

・一部のアウトサイダーの存在が名簿販売ビジネスの障害になっている。登録制にし

て何らかの報告，監査の制度を導入し，正々堂々と事業ができる環境が望ましい。 

・業務経験3年程度を資格要件にすることや，納税証明を資格要件にすることも考え

られる。 

・国として名簿販売業者を今後どうしたいのか教えてほしい。経済活動に必要なデー

タであり，経済の活性化に必要なサービスと考えている。 

・改正個人情報保護法によるトレーサビリティには対応できると思うが，新しいデー

タは入ってこなくなると考えている。 

 

３ 個人情報漏えいの状況 

個人情報取扱事業者から漏えいした個人情報がどのように利用・悪用されているのか

実態は不明であるが，特殊詐欺の犯行グループが利用している被害者名簿につながって

いる可能性も十分考えられる。そこで，ここでは，個人情報漏えいの状況に触れたい。 

 

(1) 公表件数 

個人情報保護委員会がまとめた「平成 28 年度個人情報の保護に関する法律施行状

況の概要」によると，平成17年度から平成28年度における事業者が公表した個人情

報漏えい事案（情報の滅失，き損の事案も含む）の件数は以下のとおりである。 

平成17年度 1,556件  平成18年度 893件  平成19年度 848件  

平成20年度 538件   平成21年度 490件  平成22年度 413件  

平成23年度 420件   平成24年度 319件  平成25年度 366件  

平成26年度 338件   平成27年度 292件  平成28年度 263件 

件数は，減少傾向にあるが，それでも最近５年間で毎年300件前後発生している状

況である。また，上記の件数は，事業者が認知して公表した件数であり，漏えいの発

生件数は，上記件数を上回る可能性がある。 

 

(2) 漏えい規模 

漏えいの規模（漏えいした人数）を見ると，500人以下が145件である一方で，5001

人以上も61件発生している（平成28年度）。 

 

  

 

(3) 漏えいした情報 

漏えいした個人情報には，ほとんどの事案（263件のうち253件）で，顧客情報が含

まれており，氏名，生年月日，性別及び住所の基本情報だけの漏えいは19件に過ぎず，

234件で，基本情報に加えて電話番号，メールアドレス，口座番号，クレジットカード

番号等の付加的情報も漏えいしている。 

漏えいした情報の形態は，電子媒体のみが168件（64％），紙媒体のみが91件（35％）

で，暗号化等の保護措置については，電子媒体のみのうちの91件及び紙媒体のみのう

ちの84件がそれぞれ保護措置を講じていなかった（以上平成28年度）。 

 

(4) 漏えい元，漏えいした者及び漏えい原因 

漏えい元は，196件（75％）が当該事業者で61件（23％）が委託先であった。漏え

いした者は，177件（67％）が事業者及び委託先の従業者で，62件（24％）が第三者

であった。漏えい原因を見ると，漏えい元が従業者の場合は177件のうち157件が不

注意によるものであったのに対し，漏えい元が第三者の場合は，62 件のうち 57 件が

意図的で5件が不明ということであった（以上平成28年度）。 

 

(5) 漏えい後の改善措置 

漏えいのあった事案の全てで，教育・研修の実施などや技術的対策を内容とする改

善措置を実施している（平成28年度）。 

 

第２ 防止措置の状況 

 

１ 自助 

 

(1) 名簿を取り扱っている事業者としては，主に名簿販売業者や名簿の印刷業務を行う

印刷業者などがある。これらの事業者において，次のような防止措置の取組がなされ

ている。 

(2) 名簿販売業者においては，前述（本章第１，２）のとおり，購入希望者の利用目的

や身分（身分証明書や会社謄本）の確認を行うことのほか，名簿売買に関する契約書

に，第三者への転売・譲渡の禁止，暴排条項などを盛り込む措置が取られ，購入者に

対して特殊詐欺に関する注意喚起がなされるなどされている。 

その他，情報セキュリティ対策の一環として，プライバシーマークの取得，国際標

準化機構（International Organization for Standardization，いわゆる「ＩＳＯ」）

による情報セキュリティマネジメントシステムの認証を取得するなどし，事業体とし

ての個人情報管理体制を高める取組も行われている。 

また，後述（３「公助」(1)）のとおり，いわゆる個人情報保護法の改正を受け，ト

レーサビリティの確保について，自社のホームページ上に公表するなどして，対応を

行っているところもある。 

(3) 印刷業者においては，特徴的な取組として，名簿登載者ごとに名簿の発送まで行う

場合，当該名簿ごとに識別バーコードを印刷し，各名簿と当該名簿の受領者の情報を
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(13) 個人情報漏えい事案への対応 

ベネッセ事件を例にとると，同社から流出したと思われるリストを購入したとする

業者が複数ある。もっとも，リストの出所に疑義があったり顧客層の要望に必ずしも

一致しなかったりしたことから実際には利用しなかったという業者もいる。また，入

手した業者の中にはメディアに名前が出て相当な打撃を受けたという業者もいる。各

業者とも，特に個人から入手する時は今までよりも慎重になっているとのことである。 

 

(14) 調査対象業者の意見・要望 

次のような意見・要望があった。 

・一部のアウトサイダーの存在が名簿販売ビジネスの障害になっている。登録制にし

て何らかの報告，監査の制度を導入し，正々堂々と事業ができる環境が望ましい。 

・業務経験3年程度を資格要件にすることや，納税証明を資格要件にすることも考え

られる。 

・国として名簿販売業者を今後どうしたいのか教えてほしい。経済活動に必要なデー

タであり，経済の活性化に必要なサービスと考えている。 

・改正個人情報保護法によるトレーサビリティには対応できると思うが，新しいデー

タは入ってこなくなると考えている。 

 

３ 個人情報漏えいの状況 

個人情報取扱事業者から漏えいした個人情報がどのように利用・悪用されているのか

実態は不明であるが，特殊詐欺の犯行グループが利用している被害者名簿につながって

いる可能性も十分考えられる。そこで，ここでは，個人情報漏えいの状況に触れたい。 

 

(1) 公表件数 

個人情報保護委員会がまとめた「平成 28 年度個人情報の保護に関する法律施行状

況の概要」によると，平成17年度から平成28年度における事業者が公表した個人情

報漏えい事案（情報の滅失，き損の事案も含む）の件数は以下のとおりである。 

平成17年度 1,556件  平成18年度 893件  平成19年度 848件  

平成20年度 538件   平成21年度 490件  平成22年度 413件  

平成23年度 420件   平成24年度 319件  平成25年度 366件  

平成26年度 338件   平成27年度 292件  平成28年度 263件 

件数は，減少傾向にあるが，それでも最近５年間で毎年300件前後発生している状

況である。また，上記の件数は，事業者が認知して公表した件数であり，漏えいの発

生件数は，上記件数を上回る可能性がある。 

 

(2) 漏えい規模 

漏えいの規模（漏えいした人数）を見ると，500人以下が145件である一方で，5001

人以上も61件発生している（平成28年度）。 

 

  

 

(3) 漏えいした情報 

漏えいした個人情報には，ほとんどの事案（263件のうち253件）で，顧客情報が含

まれており，氏名，生年月日，性別及び住所の基本情報だけの漏えいは19件に過ぎず，

234件で，基本情報に加えて電話番号，メールアドレス，口座番号，クレジットカード

番号等の付加的情報も漏えいしている。 

漏えいした情報の形態は，電子媒体のみが168件（64％），紙媒体のみが91件（35％）

で，暗号化等の保護措置については，電子媒体のみのうちの91件及び紙媒体のみのう

ちの84件がそれぞれ保護措置を講じていなかった（以上平成28年度）。 

 

(4) 漏えい元，漏えいした者及び漏えい原因 

漏えい元は，196件（75％）が当該事業者で61件（23％）が委託先であった。漏え

いした者は，177件（67％）が事業者及び委託先の従業者で，62件（24％）が第三者

であった。漏えい原因を見ると，漏えい元が従業者の場合は177件のうち157件が不

注意によるものであったのに対し，漏えい元が第三者の場合は，62 件のうち 57 件が

意図的で5件が不明ということであった（以上平成28年度）。 

 

(5) 漏えい後の改善措置 

漏えいのあった事案の全てで，教育・研修の実施などや技術的対策を内容とする改

善措置を実施している（平成28年度）。 

 

第２ 防止措置の状況 

 

１ 自助 

 

(1) 名簿を取り扱っている事業者としては，主に名簿販売業者や名簿の印刷業務を行う

印刷業者などがある。これらの事業者において，次のような防止措置の取組がなされ

ている。 

(2) 名簿販売業者においては，前述（本章第１，２）のとおり，購入希望者の利用目的

や身分（身分証明書や会社謄本）の確認を行うことのほか，名簿売買に関する契約書

に，第三者への転売・譲渡の禁止，暴排条項などを盛り込む措置が取られ，購入者に

対して特殊詐欺に関する注意喚起がなされるなどされている。 

その他，情報セキュリティ対策の一環として，プライバシーマークの取得，国際標

準化機構（International Organization for Standardization，いわゆる「ＩＳＯ」）

による情報セキュリティマネジメントシステムの認証を取得するなどし，事業体とし

ての個人情報管理体制を高める取組も行われている。 

また，後述（３「公助」(1)）のとおり，いわゆる個人情報保護法の改正を受け，ト

レーサビリティの確保について，自社のホームページ上に公表するなどして，対応を

行っているところもある。 

(3) 印刷業者においては，特徴的な取組として，名簿登載者ごとに名簿の発送まで行う

場合，当該名簿ごとに識別バーコードを印刷し，各名簿と当該名簿の受領者の情報を
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一致させることができるようにしているところがある。 

また，印刷業者が，名簿登載予定者の情報を個別に確認（現地調査なども行う。）す

る中で，当該住所に住居がなかったり，異なる名簿で異なる名簿登載予定者であるの

に，同じ住所であったりすることがあることから，このような悪質な住所をデータベー

ス化し，名簿作成時に照合できるようにしているというところもあった。 

その他，暴排条項等を盛り込んだ契約書の締結，納品時の本人確認，個別の注意喚

起，上記と同様の情報セキュリティ対策，トレーサビリティの確保などの取組もなさ

れている。 

(4) 各事業者が一律にこれらの各取組を行っているのではなく，各事業者によって，防

止措置の取組は異なり，各事業者の判断に委ねられているのが現状である。また，取

組自体も，基本的には販売・納品時のものであって，販売・納品後の名簿の悪用を防

ぐための取組まで求めることは困難と言えるが，上記の識別バーコードの利用は一つ

の対策と言える。 

 

２ 共助 

 

(1) はじめに 

特殊詐欺においては，様々な名簿が用いられている。電話帳，いわゆる「名簿屋」

から購入された名簿，事業者から違法に流出した名簿など，様々な名簿が利用されて

いる。 

特殊詐欺の犯行グル－プは，入手した名簿をそのまま利用したり，独自に加工して

利用している。特殊詐欺においては，事業者から不正に流出した個人情報も利用され

ることがある。 

特に，営利目的の事業を行う事業者の情報には，特殊詐欺の犯行グループに悪用さ

れる危険のある情報も多い。そのため，個人情報を扱う事業者には，個人情報の流出

を防ぐ取組が求められている。 

個人情報保護法では，個人情報の流出防止について 20 条で安全管理措置，21 条で

従業者の監督，22条で委託先の監督を規定し，個人情報保護委員会は，個人情報保護

法ガイドライン等でその具体的な内容を定めている。 

 

(2) 認定個人情報保護団体 

ところで，個人情報保護法は事業分野や営利性の有無等を問わずに，個人情報を取

り扱う全ての民間事業者に適用される法律であるため，汎用的な規律のみを規定して

いる。そのため，取り扱う個人情報の性質，利用方法，取扱いの実態等の業界や事業

分野の特性に応じた個人情報の適切な取扱いが確保されるためには，民間において自

主的な取組が行われることが望ましいことから，政府として民間の自主的取組を支援

するため定められたのが，認定個人情報保護団体の制度である95。 

                            
95 個人情報保護委員会ウェブサイト「制度の概要」 

（https://www.ppc.go.jp/personal/nintei/summary/#info） 

 

(3) 認定個人情報保護団体の業務 

認定個人情報保護団体は，対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理と法

47条 1項各号で定められた業務を行うほか，個人情報保護指針を作成するよう求めら

れている（法53条）。 

個人情報保護指針とは，認定個人情報保護団体が，対象事業者の個人情報等の適正

な取扱いの確保を目的として，個人情報に係る利用目的の特定，安全管理のための措

置，開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は匿名加工情報に係る作成の方法，

その情報の安全管理のための措置等に関して，業界の特性等に応じた具体的な履行方

法を定める自主的なルールのことをいう。 

認定個人情報保護団体は，個人情報保護指針を作成するだけでなく，対象事業者に

対し，個人情報保護指針の内容について情報提供を行い，個人情報保護指針を遵守す

るため指導を行うことが求められている。 

認定個人情報保護団体は，個人情報保護指針を定めているところ，各団体において

個人情報の流出を防ぐために，各団体の特性に応じて自主的に情報流出を防ぐルール

を定めている。 

認定個人情報保護団体は，対象事業者が個人情報保護指針の定めを守るよう指導勧

告していくことで，対象事業者が個人情報の流出を防ぐことの確保が期待されている。 

 

(4) 個人情報保護指針の例 

認定個人情報保護団体及び各団体の個人情報保護指針は個人情報保護委員会のホー

ムページに掲載されている96。 

 

(5) 名簿業者に関して 

個人情報保護法では，法第 23 条第 2 項に基づくオプトアウト手続により個人情報

を第三者提供しようとする者は，オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保

護委員会へ届け出ることが必要とされている。この個人情報を第三者提供する事業者

の届出内容は，個人情報保護委員会のホーページで検索可能である97。 

名簿業者からの名簿購入については，個人情報保護法上も規定があるが，認定個人

情報保護団体は，個人情報保護指針において，名簿購入につき規定を定めているとこ

ろもある。 

名簿の購入につき，個人情報保護法及びそれを受けた個人情報保護指針で，購入等

について規律することで，違法に流出する名簿の更なる流通を避けることが求められ

ている。 

 

 

 

                            
96 個人情報保護委員会ウェブサイト「認定個人情報保護団体一覧」 

（https://www.ppc.go.jp/personal/nintei/list/） 
97 個人情報保護委員会ウェブサイト「オプトアウトによる第三者提供の届出」 

（https://www.ppc.go.jp/personal/legal/optout/）  
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一致させることができるようにしているところがある。 

また，印刷業者が，名簿登載予定者の情報を個別に確認（現地調査なども行う。）す

る中で，当該住所に住居がなかったり，異なる名簿で異なる名簿登載予定者であるの

に，同じ住所であったりすることがあることから，このような悪質な住所をデータベー

ス化し，名簿作成時に照合できるようにしているというところもあった。 

その他，暴排条項等を盛り込んだ契約書の締結，納品時の本人確認，個別の注意喚

起，上記と同様の情報セキュリティ対策，トレーサビリティの確保などの取組もなさ

れている。 

(4) 各事業者が一律にこれらの各取組を行っているのではなく，各事業者によって，防

止措置の取組は異なり，各事業者の判断に委ねられているのが現状である。また，取

組自体も，基本的には販売・納品時のものであって，販売・納品後の名簿の悪用を防

ぐための取組まで求めることは困難と言えるが，上記の識別バーコードの利用は一つ

の対策と言える。 

 

２ 共助 

 

(1) はじめに 

特殊詐欺においては，様々な名簿が用いられている。電話帳，いわゆる「名簿屋」

から購入された名簿，事業者から違法に流出した名簿など，様々な名簿が利用されて

いる。 

特殊詐欺の犯行グル－プは，入手した名簿をそのまま利用したり，独自に加工して

利用している。特殊詐欺においては，事業者から不正に流出した個人情報も利用され

ることがある。 

特に，営利目的の事業を行う事業者の情報には，特殊詐欺の犯行グループに悪用さ

れる危険のある情報も多い。そのため，個人情報を扱う事業者には，個人情報の流出

を防ぐ取組が求められている。 

個人情報保護法では，個人情報の流出防止について 20 条で安全管理措置，21 条で

従業者の監督，22条で委託先の監督を規定し，個人情報保護委員会は，個人情報保護

法ガイドライン等でその具体的な内容を定めている。 

 

(2) 認定個人情報保護団体 

ところで，個人情報保護法は事業分野や営利性の有無等を問わずに，個人情報を取

り扱う全ての民間事業者に適用される法律であるため，汎用的な規律のみを規定して

いる。そのため，取り扱う個人情報の性質，利用方法，取扱いの実態等の業界や事業

分野の特性に応じた個人情報の適切な取扱いが確保されるためには，民間において自

主的な取組が行われることが望ましいことから，政府として民間の自主的取組を支援

するため定められたのが，認定個人情報保護団体の制度である95。 

                            
95 個人情報保護委員会ウェブサイト「制度の概要」 

（https://www.ppc.go.jp/personal/nintei/summary/#info） 

 

(3) 認定個人情報保護団体の業務 

認定個人情報保護団体は，対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情の処理と法

47条 1項各号で定められた業務を行うほか，個人情報保護指針を作成するよう求めら

れている（法53条）。 

個人情報保護指針とは，認定個人情報保護団体が，対象事業者の個人情報等の適正

な取扱いの確保を目的として，個人情報に係る利用目的の特定，安全管理のための措

置，開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は匿名加工情報に係る作成の方法，

その情報の安全管理のための措置等に関して，業界の特性等に応じた具体的な履行方

法を定める自主的なルールのことをいう。 

認定個人情報保護団体は，個人情報保護指針を作成するだけでなく，対象事業者に

対し，個人情報保護指針の内容について情報提供を行い，個人情報保護指針を遵守す

るため指導を行うことが求められている。 

認定個人情報保護団体は，個人情報保護指針を定めているところ，各団体において

個人情報の流出を防ぐために，各団体の特性に応じて自主的に情報流出を防ぐルール

を定めている。 

認定個人情報保護団体は，対象事業者が個人情報保護指針の定めを守るよう指導勧

告していくことで，対象事業者が個人情報の流出を防ぐことの確保が期待されている。 

 

(4) 個人情報保護指針の例 

認定個人情報保護団体及び各団体の個人情報保護指針は個人情報保護委員会のホー

ムページに掲載されている96。 

 

(5) 名簿業者に関して 

個人情報保護法では，法第 23 条第 2 項に基づくオプトアウト手続により個人情報

を第三者提供しようとする者は，オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保

護委員会へ届け出ることが必要とされている。この個人情報を第三者提供する事業者

の届出内容は，個人情報保護委員会のホーページで検索可能である97。 

名簿業者からの名簿購入については，個人情報保護法上も規定があるが，認定個人

情報保護団体は，個人情報保護指針において，名簿購入につき規定を定めているとこ

ろもある。 

名簿の購入につき，個人情報保護法及びそれを受けた個人情報保護指針で，購入等

について規律することで，違法に流出する名簿の更なる流通を避けることが求められ

ている。 

 

 

 

                            
96 個人情報保護委員会ウェブサイト「認定個人情報保護団体一覧」 

（https://www.ppc.go.jp/personal/nintei/list/） 
97 個人情報保護委員会ウェブサイト「オプトアウトによる第三者提供の届出」 

（https://www.ppc.go.jp/personal/legal/optout/）  
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３ 公助 

 

(1) 法規制 

 

① 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の改正 

個人情報を入手し，名簿やデータベース化した上で販売等すること自体を禁止す

る法令は存在しないが，平成 26 年に発覚したいわゆるベネッセ事件等の大規模な

個人情報漏えい事件を契機に，名簿の作成や流通に対する規制強化の議論がなされ

た。 

平成 27 年 9 月に個人情報保護法が改正され，平成 29 年 5 月 30 日から全面施行

されたが，この改正の目的の一つに名簿業者対策が掲げられた。名簿業者対策の主

な内容としては，必要に応じて個人情報の流通経路をたどることができるようにす

る（トレーサビリティの確保）規定や，不正に個人情報を提供した場合の罰則を設

けて不正な個人情報の流通を抑止する規定（データベース提供罪）の新設がある。

以下に紹介する。 

 

② トレーサビリティの確保 

まず，個人データを第三者に提供する際に，提供先等の記録を作成し，保存する

義務が個人情報取扱事業者に課されることになった。提供した年月日，提供先の氏

名又は名称及び提供した個人データの項目を記録し，一定期間（1 ないし 3 年間）

保存する義務である。 

個人情報の不正な流出や流通が疑われる場合に，個人情報保護委員会が迅速に流

通経緯を把握して個人情報保護のための的確な監督権限を行使できるために設け

られ，名簿業者を意識した規定とされる。 

次に，個人データを第三者から受領する際に，提供元及び提供元が当該個人デー

タを取得した経緯に関する記録を作成し，保存する義務も課されることになった。

提供を受けた年月日，提供元の氏名又は名称（法人の場合は代表者の氏名）及び住

所，提供元の個人データ取得の経緯を記録し，一定期間（1 ないし 3 年間）保存す

る義務である。導入の経緯や目的は，第三者に提供する際の義務と同じである。 

最後に，個人データ取得経緯の確認義務に関して以下の4点を補足する。 

・提供を受けようとする第三者（提供元）の取得経緯だけを確認すれば足り，当

該提供元に当該データを提供した第三者の取得経緯にまで遡って確認する義務

はない。 

・取得経緯確認の請求を受けた提供元は虚偽の申告をしてはならず，虚偽の申告

をした場合は10万円以下の過料に処せられる。 

・提供元の取得が違法，不正であることが疑われるのに漫然と取得した場合は，

適正な取得（改正法17条）違反として，個人情報保護委員会から勧告等の措置

を受けることがある。 

・本人が，自己の個人データの不正な流出が疑われる場合に，名簿業者等に対し

て，取得経緯に関する記録を開示するよう請求できるとする規定は設けられて

 

いない。 

 

③ データベース等提供・盗用罪の新設 

個人情報取扱事業者（その役員，代表者者，管理人等），その従業者，これらであ

った者が，その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己もしくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し，または盗用したときは，1 年以下の懲役ま

たは50万円以下の罰金に処せられる（改正法83条）。 

顧客名簿を無断で名簿業者に売却するようなケースが想定されており，顧客名簿

から一定の属性をもつ者だけを取り出したデータベースや印刷物等の売却も対象に

なる。 

このような個人情報の不正売却に対しては，従来，不正競争防止法違反で逮捕・

起訴するケースも存在したが，同法の「営業秘密」の要件のハードルが高く，逮捕，

起訴に至ったケースはごくわずかであった。また，詐欺罪の共犯として逮捕に至っ

たケースも，把握できた限りでは，2件にすぎない98。 

本罪においては個人情報の不正提供行為が直接的に処罰の対象になることから，

一定程度の抑止効果が期待される。 

なお，本罪を別にすると，個人情報保護法においては，間接罰が基本とされ，事

業者に個人情報保護法上の義務違反がある場合，個人情報保護委員会から勧告や命

令が出され，その命令に従わない時に初めて罰則が科される構造である（事業者が

直接罰を科されるのは，個人情報保護委員会による報告徴求，資料提出，立入検査

に応じなかったり，虚偽の報告や資料を提出したりした場合や，個人データの提供

先からその取得経過確認を求められた際に虚偽の報告をした場合などに限られてい

る。）。 

 

④ オプトアウトによる個人データの第三者提供手続の厳格化 

個人データの第三者提供を行うには，原則として事前に本人の同意を得ることが

必要であるが，本人の同意がなくても，事後的に本人の求めに応じて個人データの

提供を停止することで第三者に提供することができるとされている（オプトアウ

ト）。名簿業者は，個人データのほとんどをこのオプトアウトによって受領し，提供

していると言われる。 

改正前の個人情報保護法では，下記の各事項をあらかじめ本人に通知するか，又

は本人が容易に知り得る状態に置き（事業者がホームページのわかりやすいところ

に掲載を継続することで足りるとされる。），本人から第三者提供停止の求めがあれ

ばそれに応じることがオプトアウトの要件とされていたが，改正法では，各事項を

個人情報保護委員会に届け出て，同委員会がその内容を公表することが追加された。 

・第三者への提供を個人データの利用目的とすること 

・第三者に提供される個人データの項目 

                            
98 千葉日報2014.02.17(http:/www.chibanippo.co.jp/newspack/20140217/179856) 

産経新聞2016.2.23 (https://www.sankei.com/affairs/news/160223/afr1602230037-n1.html) 



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－81－

 

３ 公助 

 

(1) 法規制 

 

① 個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の改正 

個人情報を入手し，名簿やデータベース化した上で販売等すること自体を禁止す

る法令は存在しないが，平成 26 年に発覚したいわゆるベネッセ事件等の大規模な

個人情報漏えい事件を契機に，名簿の作成や流通に対する規制強化の議論がなされ

た。 

平成 27 年 9 月に個人情報保護法が改正され，平成 29 年 5 月 30 日から全面施行

されたが，この改正の目的の一つに名簿業者対策が掲げられた。名簿業者対策の主

な内容としては，必要に応じて個人情報の流通経路をたどることができるようにす

る（トレーサビリティの確保）規定や，不正に個人情報を提供した場合の罰則を設

けて不正な個人情報の流通を抑止する規定（データベース提供罪）の新設がある。

以下に紹介する。 

 

② トレーサビリティの確保 

まず，個人データを第三者に提供する際に，提供先等の記録を作成し，保存する

義務が個人情報取扱事業者に課されることになった。提供した年月日，提供先の氏

名又は名称及び提供した個人データの項目を記録し，一定期間（1 ないし 3 年間）

保存する義務である。 

個人情報の不正な流出や流通が疑われる場合に，個人情報保護委員会が迅速に流

通経緯を把握して個人情報保護のための的確な監督権限を行使できるために設け

られ，名簿業者を意識した規定とされる。 

次に，個人データを第三者から受領する際に，提供元及び提供元が当該個人デー

タを取得した経緯に関する記録を作成し，保存する義務も課されることになった。

提供を受けた年月日，提供元の氏名又は名称（法人の場合は代表者の氏名）及び住

所，提供元の個人データ取得の経緯を記録し，一定期間（1 ないし 3 年間）保存す

る義務である。導入の経緯や目的は，第三者に提供する際の義務と同じである。 

最後に，個人データ取得経緯の確認義務に関して以下の4点を補足する。 

・提供を受けようとする第三者（提供元）の取得経緯だけを確認すれば足り，当

該提供元に当該データを提供した第三者の取得経緯にまで遡って確認する義務

はない。 

・取得経緯確認の請求を受けた提供元は虚偽の申告をしてはならず，虚偽の申告

をした場合は10万円以下の過料に処せられる。 

・提供元の取得が違法，不正であることが疑われるのに漫然と取得した場合は，

適正な取得（改正法17条）違反として，個人情報保護委員会から勧告等の措置

を受けることがある。 

・本人が，自己の個人データの不正な流出が疑われる場合に，名簿業者等に対し

て，取得経緯に関する記録を開示するよう請求できるとする規定は設けられて

 

いない。 

 

③ データベース等提供・盗用罪の新設 

個人情報取扱事業者（その役員，代表者者，管理人等），その従業者，これらであ

った者が，その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を自己もしくは第

三者の不正な利益を図る目的で提供し，または盗用したときは，1 年以下の懲役ま

たは50万円以下の罰金に処せられる（改正法83条）。 

顧客名簿を無断で名簿業者に売却するようなケースが想定されており，顧客名簿

から一定の属性をもつ者だけを取り出したデータベースや印刷物等の売却も対象に

なる。 

このような個人情報の不正売却に対しては，従来，不正競争防止法違反で逮捕・

起訴するケースも存在したが，同法の「営業秘密」の要件のハードルが高く，逮捕，

起訴に至ったケースはごくわずかであった。また，詐欺罪の共犯として逮捕に至っ

たケースも，把握できた限りでは，2件にすぎない98。 

本罪においては個人情報の不正提供行為が直接的に処罰の対象になることから，

一定程度の抑止効果が期待される。 

なお，本罪を別にすると，個人情報保護法においては，間接罰が基本とされ，事

業者に個人情報保護法上の義務違反がある場合，個人情報保護委員会から勧告や命

令が出され，その命令に従わない時に初めて罰則が科される構造である（事業者が

直接罰を科されるのは，個人情報保護委員会による報告徴求，資料提出，立入検査

に応じなかったり，虚偽の報告や資料を提出したりした場合や，個人データの提供

先からその取得経過確認を求められた際に虚偽の報告をした場合などに限られてい

る。）。 

 

④ オプトアウトによる個人データの第三者提供手続の厳格化 

個人データの第三者提供を行うには，原則として事前に本人の同意を得ることが

必要であるが，本人の同意がなくても，事後的に本人の求めに応じて個人データの

提供を停止することで第三者に提供することができるとされている（オプトアウ

ト）。名簿業者は，個人データのほとんどをこのオプトアウトによって受領し，提供

していると言われる。 

改正前の個人情報保護法では，下記の各事項をあらかじめ本人に通知するか，又

は本人が容易に知り得る状態に置き（事業者がホームページのわかりやすいところ

に掲載を継続することで足りるとされる。），本人から第三者提供停止の求めがあれ

ばそれに応じることがオプトアウトの要件とされていたが，改正法では，各事項を

個人情報保護委員会に届け出て，同委員会がその内容を公表することが追加された。 

・第三者への提供を個人データの利用目的とすること 

・第三者に提供される個人データの項目 

                            
98 千葉日報2014.02.17(http:/www.chibanippo.co.jp/newspack/20140217/179856) 

産経新聞2016.2.23 (https://www.sankei.com/affairs/news/160223/afr1602230037-n1.html) 
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・第三者への提供の方法（データでの提供，書面での交付，書籍での出版等） 

・本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止すること 

・本人の求めを受け付ける方法 

法改正前において，本人が個人データのオプトアウトによる第三者提供の有無に

ついて数多くの名簿業者などのホームページをチェックすることは現実的でなく，

また，本人からの第三者提供停止の求めを受け付ける方法が明確にされていないこ

とも多かった。法改正後は，個人情報保護委員会による公表（ホームページ）を見

れば，オプトアウトによる個人データの第三者提供を行っている事業者と当該事業

者に提供の停止を求める手続が把握できるようになった。 

なお，平成 30年 6月 30 日時点で，オプトアウトに関する届出を行い，個人情報

保護委員会のホームページ上で公表されている事業者は100社以上ある。 

 

(2) 個人情報保護委員会による監督等 

個人情報保護法の改正前は，個人情報取扱事業者の事業分野を所管する主務大臣が

事業者を監督するとされていたが，主務大臣による監督権限の行使が低調であったこ

と（「平成28年度個人情報の保護に関する法律施行状況の概要」によると平成17年度

から平成28年度までの12年間で，勧告は8件，報告の徴収は326件，助言は3件。）

や，名簿業者については主務大臣が確定しておらず，事案ごとに判断するとされてい

たことなどの問題点が指摘されていた。法改正によって，新たに個人情報保護委員会

が設置され，独立した立場で横断的・一元的に事業者に対する監督権限を行使するこ

とになった。同委員会には，事業者に対する報告の徴収，資料提出要求，立入検査，

指導，助言，勧告，命令の各権限が認められている。 

 

(3) 警察の取組 

犯罪対策閣僚会議では，特殊詐欺対策強化の一環として，犯行ツールの遮断対策推

進の議論がなされてきたが，その犯行ツールとして被害者名簿が直接議論されたこと

はないようである。 

また，いわゆる「出し子」「受け子」に加えて「道具屋」等の検挙等の推進について

も議論されてきたが，この「道具屋」等に，被害者名簿の違法，不正な入手，作成，

提供等に関与する者（上記の「名簿屋」等）は含まれていないようである。 

被害者名簿の不正な作成や流通を防止する取組ではないものの，犯行グループから

押収した被害者名簿を利用するなどした被害防止の取組がなされているので，その概

要を紹介する。 

平成26年頃から，各都道府県警において，警察庁から送られてくる押収名簿に記載

がある管内在住者に対して，電話やハガキ，チラシなどで注意を喚起するという取組

を毎年行っている。各都道府県警によって多少の違いがあるようだが，概ね，都道府

県警が民間企業に委託して，コールセンターを開設し，1年のうち6～8か月程度の期

間活動する。連絡がつかない対象者には交番の警察官が個別に訪問することも行って

いる。押収名簿に記載のある者のほかに，ハローページに掲載されていて氏名から高

齢者ではないかと思われる人物もピックアップしてかけている。不審な電話が架かっ

 

てきたという情報がある時は，当該地区の対象者に対して重点的に注意喚起を行う。 

電話で注意喚起をしても話を聞いてくれない対象者がいたので警察官が個別訪問し

たところ，まさに送金しようとしていたところであったという例や「さっきの電話は

特殊詐欺だったのか」と気づいてもらえた例等が報告されている。 

また，警察庁等から，特定の学校の卒業生名簿が使われているとの情報提供があっ

た場合には，所轄の警察署から当該学校に連絡して注意喚起を図ってもらうという取

組も行われている。 

 

第３ グッドプラクティスの共有 

改正個人情報保護法の全面施行から約 1 年余りしか経っていないということもあり，

不正な個人情報の流出や流通を防止するための有効な措置（グッドプラクティス）はい

まだ確立されていないと考えられる。 

被害者名簿を利用した被害防止措置としては，上記の各都道府県警による取り組みが

あり，平成29年度で全国20以上の都道府県警が実施している。 

 

第４ 現状の評価と今後の課題 

 

１ 既に犯行グループが保有している被害者名簿について 

特殊詐欺の犯行グループによる被害者名簿の調達手段や犯行利用の全貌は明らかで

ないが，犯行グループの多くが何らかの手段で，大量の被害者名簿を入手し，利用して

いると考えられる。そして，被害者名簿ないしそこに記載されているデータが容易に複

製，拡散されることを考えれば，既に犯行グループが入手している被害者名簿を取り戻

し，利用できないようにすることは極めて困難と言わざるを得ない。可能な対策として

は，上記で紹介した，押収された被害者名簿に掲載されている人に注意喚起を行うこと

が考えられる。 

 

２ 最新情報が記載された被害者名簿について 

犯行グループが最新の名簿を入手・利用しているのか否か明らかでないが，「第１ 犯

行利用の状況」で触れたとおり，かなり古い情報が含まれた名簿を利用していると思わ

れる事例もある。犯行グループが，法規制等が緩やかだった時期に入手した古い名簿を

利用しているとすれば，新たな名簿が犯行グループに渡らないようにすることは，防止

措置として意味がある。 

個人情報保護法の改正でトレーサビリティ確保の規定が設けられたが，名簿業者を含

めた個人情報取扱事業者が改正法を遵守し，それを各業界団体や認定個人情報保護団体

が支援，指導し，さらには，個人情報保護委員会が積極的に監督等の権限を行使すれば，

怪しげな者との名簿の取引が減少し，その結果，新たな名簿が犯行グループに渡ること

を相当程度防止できると期待される。 

もっとも，犯行グループは，アウトサイダー的な名簿業者を通じて，情報漏えいや不

正な売買等によって入手，流通された名簿を入手する可能性が高い。それをデータベー

ス等提供・盗用罪等によってどこまで防止できるか，今後の課題である。 



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－83－
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齢者ではないかと思われる人物もピックアップしてかけている。不審な電話が架かっ

 

てきたという情報がある時は，当該地区の対象者に対して重点的に注意喚起を行う。 

電話で注意喚起をしても話を聞いてくれない対象者がいたので警察官が個別訪問し

たところ，まさに送金しようとしていたところであったという例や「さっきの電話は

特殊詐欺だったのか」と気づいてもらえた例等が報告されている。 
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第４ 現状の評価と今後の課題 

 

１ 既に犯行グループが保有している被害者名簿について 

特殊詐欺の犯行グループによる被害者名簿の調達手段や犯行利用の全貌は明らかで

ないが，犯行グループの多くが何らかの手段で，大量の被害者名簿を入手し，利用して

いると考えられる。そして，被害者名簿ないしそこに記載されているデータが容易に複
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措置として意味がある。 
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が支援，指導し，さらには，個人情報保護委員会が積極的に監督等の権限を行使すれば，

怪しげな者との名簿の取引が減少し，その結果，新たな名簿が犯行グループに渡ること

を相当程度防止できると期待される。 

もっとも，犯行グループは，アウトサイダー的な名簿業者を通じて，情報漏えいや不

正な売買等によって入手，流通された名簿を入手する可能性が高い。それをデータベー

ス等提供・盗用罪等によってどこまで防止できるか，今後の課題である。 
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３ 第三者提供の停止請求について 

各人が自己の個人データの第三者提供の停止請求を行うことで，当該データの正規の

流通が停止されることになり，それだけ，当該データが犯行グループに渡る可能性も減

ることになる。 

しかし，改正法の下でも停止請求の実行は必ずしも容易でない。すなわち，法改正に

よって，本人が自己の個人データに関する情報を得られやすくなったものの，個人情報

保護委員会の公表事項を見ても，自己の個人データをどの事業者が保有しているかまで

はわからない。そのため，本人が自己の個人データについて第三者提供の停止を求めよ

うとする場合，まず各事業者に保有個人データの開示請求を行い，自己の個人データの

保有が確認できた事業者に対して停止を求めるか，保有の有無が不明のまま各事業者に

停止を求めるかしなければならず（この場合，請求の対象を特定するために自己の個人

データを請求先の事業者に開示しなければならない。），実行のハードルは高い。 

個人情報保護委員会等の一つの窓口に照会すれば自己の個人データ保有の有無が分

かる制度の創設や，さらにはオプトアウトによる第三者提供の制度自体の見直しが検討

される必要があるとの意見がある。 

 

  

 

第６章 被害者への通信手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

特殊詐欺グループによる通信手段の悪用防止では，「携帯音声通信事業者による契約者

等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」（以下「携帯電話

不正利用防止法」という。）による本人確認等の対策が講じられている。もっとも，近時で

は，従来の携帯電話から，格安スマホや固定（ＩＰ）電話によるものが急増しており，固

定（ＩＰ）電話の転送機能や電話転送サービスを悪用した手口の進化が認められるなど，

有効な対策が講じられているとは言い難い。 

以下は，各関係事業者における防止の取組，評価と課題及び提言に係る要点である。 

携帯電話事業者 

携帯電話事業者においては，本人確認の徹底など更なる強化が必要であるものの，携帯

電話不正利用防止法の遵守にとどまらず，同法により利用停止となった回線に関する契約

者の情報を事業者間で共有し，審査強化に活用する等のグッドプラクティスに取り組むな

ど，悪用防止に一定の効果が上がっていると考えられる。 

レンタル携帯電話事業者 

レンタル携帯電話事業者については，携帯電話不正利用防止法の適用対象ではあるもの

の，事業に係る法規制や監督官庁が存在せず，ほぼ野放し状態と言える。特殊詐欺等の犯

罪行為に利用された携帯電話の多くがレンタル携帯電話とのことであり，報道を前提にす

れば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多くが特殊詐欺に関与してい

るとの合理的な疑いが生じている。レンタル携帯電話事業者に対しては，事業の係る法規

制の導入などを早急に行うことにより，その健全化を図ることが必要である。 

仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ） 

格安スマホなどを取扱う仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）については，携帯電話事業

者と比較し，非対面契約が中心であることで特殊詐欺に悪用されるリスクが相対的に高く，

また，その規模等に相当のばらつきがある。そのため，携帯電話不正利用防止法の遵守な

ど特殊詐欺防止のための態勢レベルもかなりの差異があることが懸念される。この点，携

帯電話事業者と比較し，ＭＶＮＯは本人確認時の審査が甘くなる傾向にあり，偽造契約が

横行していると報じられている。 

格安スマホが特殊詐欺に悪用されることの防止は，各ＭＶＮＯによる自助が基本である

が，ＭＶＮＯと回線貸出契約を締結している携帯電話事業者においても，審査ノウハウ

やグッドプラクティス等について，ＭＶＮＯに対し積極的に提供していくことが望まれる。

また，監督官庁である総務省においては，捜査当局とも連携し，例えば特殊詐欺に悪用さ

れた回線数が多いＭＶＮＯに対しては，本人確認体制の実態を，報告徴求や立入検査を通

じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，体制の改善や強化を要請すべきである。 

固定（ＩＰ）電話・電話転送業者 

特殊詐欺における被害者への通信手段では現在，固定電話が携帯電話を上回る状況とな

っている。固定電話回線は卸提供，再卸提供が認められており，利用者は，かかる（再）

卸事業者と利用契約を締結することがしばしば行われている。また，固定電話番号を用い

る電話転送サービス事業者と契約することで，利用者は，自身が発信していない固定電話
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３ 第三者提供の停止請求について 

各人が自己の個人データの第三者提供の停止請求を行うことで，当該データの正規の

流通が停止されることになり，それだけ，当該データが犯行グループに渡る可能性も減

ることになる。 
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よって，本人が自己の個人データに関する情報を得られやすくなったものの，個人情報

保護委員会の公表事項を見ても，自己の個人データをどの事業者が保有しているかまで

はわからない。そのため，本人が自己の個人データについて第三者提供の停止を求めよ

うとする場合，まず各事業者に保有個人データの開示請求を行い，自己の個人データの

保有が確認できた事業者に対して停止を求めるか，保有の有無が不明のまま各事業者に

停止を求めるかしなければならず（この場合，請求の対象を特定するために自己の個人

データを請求先の事業者に開示しなければならない。），実行のハードルは高い。 

個人情報保護委員会等の一つの窓口に照会すれば自己の個人データ保有の有無が分

かる制度の創設や，さらにはオプトアウトによる第三者提供の制度自体の見直しが検討

される必要があるとの意見がある。 
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等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」（以下「携帯電話

不正利用防止法」という。）による本人確認等の対策が講じられている。もっとも，近時で
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ど，悪用防止に一定の効果が上がっていると考えられる。 
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制の導入などを早急に行うことにより，その健全化を図ることが必要である。 

仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ） 

格安スマホなどを取扱う仮想移動体通信事業者（ＭＶＮＯ）については，携帯電話事業

者と比較し，非対面契約が中心であることで特殊詐欺に悪用されるリスクが相対的に高く，

また，その規模等に相当のばらつきがある。そのため，携帯電話不正利用防止法の遵守な

ど特殊詐欺防止のための態勢レベルもかなりの差異があることが懸念される。この点，携
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れた回線数が多いＭＶＮＯに対しては，本人確認体制の実態を，報告徴求や立入検査を通

じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，体制の改善や強化を要請すべきである。 

固定（ＩＰ）電話・電話転送業者 

特殊詐欺における被害者への通信手段では現在，固定電話が携帯電話を上回る状況とな

っている。固定電話回線は卸提供，再卸提供が認められており，利用者は，かかる（再）

卸事業者と利用契約を締結することがしばしば行われている。また，固定電話番号を用い

る電話転送サービス事業者と契約することで，利用者は，自身が発信していない固定電話
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番号で相手に発信（発信転送）することなどができる。一部の悪質な電話転送サービス事

業者では，2 回以上の電話転送を介在させるなど，固定電話を用いた電話転送サービスを

複雑に組み合わせることによって，犯罪利用を前提とするかのごとき「匿名化電話パッケ

ージ」を，それと知りながら提供していると思われる実態も明らかになっている。このよ

うな複雑な仕組みが犯人特定の捜査の障壁となっていることに加え，複数の事業者に対し

て順次契約者情報などを照会していっても，最終的に偽造免許証などにより本人確認が十

分になされていないことから犯人検挙には結びつかないケースが相当数存在する。 

かような現状にもかかわらず，固定電話は携帯電話不正利用防止法の適用対象外であり，

電気通信事業法上，本人確認は義務付けられていない。また，電気通信事業法では，正当

な理由がない限り役務提供を拒否することができず，犯罪利用による契約解除を可能とす

る規定はない。この点，平成29年 2月 17日大臣記者会見では利用停止措置の具体的枠組

みの検討を進めている旨が述べられているが，一向に運用が開始されていない。他方で，

電話転送サービス事業者に対しては，「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下「犯

罪収益移転防止法」という。）に基づく利用者の取引時確認が義務付けられているものの，

悪質業者の存在などその実効性は期待し難い。 

そのため，固定電話・転送電話を悪用した特殊詐欺防止のためには，①特殊詐欺に利用

されている固定電話番号の利用停止ルールの運用，②本人確認義務の法定・制度化，③電

話転送サービスに関する取引規制，④立ち入り検査など監督権限の強化等の対策が早急に

採られることが必要である。 

 

電話機メーカー等（受電側での防止） 

発信側に対する防止策で特殊詐欺全てを防止することは必ずしも現実的とは言えない。

特殊詐欺グループによる発信手段の悪用防止とともに，受電側での自己防衛も進められて

いる。迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックする機器を製造・販売するＩＴ技術関連のベ

ンチャー企業では，携帯電話事業者や警察との連携により，特殊詐欺グループからの電話

をブロックするサービスを提供している。また，行政や警察の協力により，特殊詐欺グル

ープからの電話をブロックする機器が無償で貸与されるなどしている。これら受電側の自

己防衛策により，特殊詐欺の被害減少の効果も見られているところである。 

今後，第10章「被害者向け対策」第4「広報・啓発（公助・共助）」で述べられている高

齢者等に対する啓蒙活動とともに，特殊詐欺に利用されている電話番号に関するデータベー

スの充実，機器の普及により，受電側での防衛がより図られることが期待される。 

 

  

 

第１ はじめに 

特殊詐欺における通信手段の悪用では，従来の携帯電話から，近時，格安スマホや固

定（ＩＰ）電話によるものが急増している。この点，自らの所在を隠しつつ騙しの電話

をかけるため，固定（ＩＰ）電話の転送機能や電話転送サービスを悪用した手口の進化

が認められる。 

被害者への通信手段については，携帯電話不正利用防止法が平成 18 年 4 月 1 日から

全面施行され，以降も改正等の対策が講じられているものの，上記のような実情を踏ま

えれば，有効な対策が講じられているとは言い難い。 

 

全体図 

 

本章では，通信業界における特殊詐欺防止のための現状の取組を，「自助」・「共助」・

「公助」の観点から概説・評価した上で，課題を踏まえ，その解決策について提言を行

う。 

また，通信手段においては，発信側のみでなく，受電側，すなわち被害者側の電話機

能における防止策を併せて講じていくことが効果的である。そこで，本章では，これに

ついても現状の防止策とグッドプラクティスを紹介するとともに，更なる推進に向け提

言を行うこととする。 
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第２ 携帯電話事業者・レンタル携帯電話事業者 

 

１ 業界概要と特殊詐欺リスク 

 

(1) 業界概要 

 

① 携帯電話事業者 

携帯電話事業者は，携帯電話で使用する通信回線網を自ら設置・運用し，独自に

通信サービスを提供する者であり，主にＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ及びソフトバンク

が実際にサービスを提供している。なお，2018年 4月には楽天が総務省から携帯電

話事業者として認定されており，2019 年 10 月から携帯電話事業を開始する予定と

のことである99。 

電気通信事業法 2 条第 4 号に規定する電気通信事業を営もうとする者は，同法 9

条の規定による登録を受け，又は16条 1項の規定による届出を行い，電気通信事業

者となる必要がある100。 

携帯電話事業は電気通信事業に該当するため，登録を受け，又は届出を行う必要

がある。 

ＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ及びソフトバンクは，いずれも同法 9 条の規定による登

録を受けている101。 

 

② レンタル携帯電話事業者 

レンタル携帯電話事業者は，携帯電話を有償で貸与することを業とする者である。 

レンタル携帯電話事業は，携帯電話事業者から電気通信役務の提供を受け，携帯

電話を利用者に貸与し，当該機器と電気通信役務を併せて利用させており，利用さ

せる電気通信役務について，自らが主体となって電気通信役務の提供（電気通信役

務の再販）をする場合には，登録又は届出を要する電気通信事業と判断される。も

っとも，自らが携帯電話事業者から提供を受けている役務の料金や提供条件等を全

く変更せずに当該役務を利用させる場合は，自らが提供主体となって電気通信役務

を提供しているとは認められず，登録及び届出が不要な電気通信事業と判断され

る102。 

登録及び届出が不要な場合には，事業を開始する際に特段の規制はなく，自由に

                            
99 日本経済新聞「楽天に携帯事業者の条件付認可」（2018.4.9 18:31） 

（https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29161230Z00C18A4X11000/） 
100 電気通信事業を営むには，原則として，同法９条による登録を受ける必要があるが，電気通信

事業を営もうとする者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する

区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合には，同法 16 条による届出のみで事業参入が

可能である（多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会）55頁。 
101 登録電気通信事業者一覧（総務省ウェブサイト）参照。 
102  電気通信事業参入マニュアル［追補版］（総務省）13頁。 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf） 

 

事業を開始できることから，事業者数などの実態は不透明である103。 

なお，2008年 6月に総務省が行った調査によると，レンタル携帯電話は，海外旅

行における国内外の旅行者の利用，選挙における選挙事務所や選挙管理事務所等の

利用，行政機関等の利用，修学旅行における学校の利用，その他各種イベントにお

ける事務局の利用など，幅広く利用されており，年間延べ100万台弱の契約が行わ

れていると推定されている104。 

しかしながら，後述のとおり，報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の

全部ではないものの，その多くが特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じ

ている。 

 

(2) 業界団体 

 

① 携帯電話事業者 

携帯電話事業者の業界団体としては，一般社団法人電気通信事業者協会（以下「Ｔ

ＣＡ」という。）がある。ＴＣＡは，電気通信事業者共通の課題への対処等を通じて，

電気通信事業の健全な発展と国民の利便性向上に資することを目的として，1987年

に設立された団体であり，電気通信事業者に共通又は相互に関係がある事項の協議，

電気通信事業に関する啓発又は宣伝，技術，経営などの調査研究等の事業を実施し

ている。2018年 6月 8日時点において，正会員が50社，賛助会員が14団体・社と

なっている105。 

 

② レンタル携帯電話事業者 

レンタル携帯電話事業者については，特段の業界団体は見受けられない。 

 

(3) 監督官庁 

携帯電話事業者，レンタル携帯電話事業者ともに，総務省である。 

総務省においては，レンタル携帯電話事業者向けに，携帯電話の犯罪利用の防止に

関する案内を総務省のウェブサイト上に掲示するとともに，携帯電話不正利用防止法

に関するＱ＆Ａを，携帯電話事業者（電気通信事業者）向け，レンタル携帯電話事業

者向けにそれぞれ公表し，携帯電話の犯罪利用防止を促している106。 

 

 

                            
103  商業・法人登記制度及びレンタル携帯電話等の悪用に関するアンケート報告書

（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/120/doc/120_130514_shiryou7_.pdf#page=1）に

よると，日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員等へのアンケートにおいて，レンタル携帯電

話の悪用については，十分な有効回答件数が得られなかったとのことである。 
104 総務省 規制の事前評価書2頁 

（http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000045709） 
105 以上についてＴＣＡウェブサイト（http://www.tca.or.jp/index.html） 
106 以上について総務省ウェブサイト

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.files/Page444.html） 
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第２ 携帯電話事業者・レンタル携帯電話事業者 
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せる電気通信役務について，自らが主体となって電気通信役務の提供（電気通信役

務の再販）をする場合には，登録又は届出を要する電気通信事業と判断される。も

っとも，自らが携帯電話事業者から提供を受けている役務の料金や提供条件等を全

く変更せずに当該役務を利用させる場合は，自らが提供主体となって電気通信役務

を提供しているとは認められず，登録及び届出が不要な電気通信事業と判断され

る102。 

登録及び届出が不要な場合には，事業を開始する際に特段の規制はなく，自由に

                            
99 日本経済新聞「楽天に携帯事業者の条件付認可」（2018.4.9 18:31） 

（https://www.nikkei.com/article/DGXMZO29161230Z00C18A4X11000/） 
100 電気通信事業を営むには，原則として，同法９条による登録を受ける必要があるが，電気通信

事業を営もうとする者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する

区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合には，同法 16 条による届出のみで事業参入が

可能である（多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会）55頁。 
101 登録電気通信事業者一覧（総務省ウェブサイト）参照。 
102  電気通信事業参入マニュアル［追補版］（総務省）13頁。 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf） 

 

事業を開始できることから，事業者数などの実態は不透明である103。 

なお，2008年 6月に総務省が行った調査によると，レンタル携帯電話は，海外旅

行における国内外の旅行者の利用，選挙における選挙事務所や選挙管理事務所等の

利用，行政機関等の利用，修学旅行における学校の利用，その他各種イベントにお

ける事務局の利用など，幅広く利用されており，年間延べ100万台弱の契約が行わ

れていると推定されている104。 

しかしながら，後述のとおり，報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の

全部ではないものの，その多くが特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じ

ている。 

 

(2) 業界団体 

 

① 携帯電話事業者 

携帯電話事業者の業界団体としては，一般社団法人電気通信事業者協会（以下「Ｔ

ＣＡ」という。）がある。ＴＣＡは，電気通信事業者共通の課題への対処等を通じて，

電気通信事業の健全な発展と国民の利便性向上に資することを目的として，1987年

に設立された団体であり，電気通信事業者に共通又は相互に関係がある事項の協議，

電気通信事業に関する啓発又は宣伝，技術，経営などの調査研究等の事業を実施し

ている。2018年 6月 8日時点において，正会員が50社，賛助会員が14団体・社と

なっている105。 

 

② レンタル携帯電話事業者 

レンタル携帯電話事業者については，特段の業界団体は見受けられない。 

 

(3) 監督官庁 

携帯電話事業者，レンタル携帯電話事業者ともに，総務省である。 

総務省においては，レンタル携帯電話事業者向けに，携帯電話の犯罪利用の防止に

関する案内を総務省のウェブサイト上に掲示するとともに，携帯電話不正利用防止法

に関するＱ＆Ａを，携帯電話事業者（電気通信事業者）向け，レンタル携帯電話事業

者向けにそれぞれ公表し，携帯電話の犯罪利用防止を促している106。 

 

 

                            
103  商業・法人登記制度及びレンタル携帯電話等の悪用に関するアンケート報告書

（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/120/doc/120_130514_shiryou7_.pdf#page=1）に

よると，日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員等へのアンケートにおいて，レンタル携帯電

話の悪用については，十分な有効回答件数が得られなかったとのことである。 
104 総務省 規制の事前評価書2頁 

（http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000045709） 
105 以上についてＴＣＡウェブサイト（http://www.tca.or.jp/index.html） 
106 以上について総務省ウェブサイト

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.files/Page444.html） 
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(4) 特殊詐欺における利用状況 

 

① 携帯電話 

特殊詐欺グループにおいて，インターネット上の掲示板やいわゆる闇サイトにお

いて，「携帯を契約するバイトです」「契約した携帯電話は当方で転売します」等の

文句で誘い，実際には使用するつもりがない携帯電話を契約させ，対価を支払う代

わりに販売店から騙し取らせた携帯電話を交付させることにより107，不正に他人名

義の携帯電話を入手し，特殊詐欺に利用するケースが見受けられる。 

 

② レンタル携帯電話 

特殊詐欺等を実行する犯行グループでは，自己への捜査を免れるためにレンタル

携帯電話を悪用する実態が認められる。また，レンタル携帯電話事業者の中には，

携帯電話不正利用防止法で定められた貸与時の本人確認を適切に行わない者や本人

確認を全く行わない者が存在する状況があるとともに，犯行グループの手に渡るま

でに複数の事業者が介在している場合などもある。そのため，レンタル携帯電話の

実際の利用者を特定することが困難となっている108。 

2017 年 1 月 26 日の産経ニュースは，「『レンタル業者の大半は犯罪に特化してい

る』 罰則軽く根絶困難」との表題で，以下のとおり報じている。 

全国の特殊詐欺グループに携帯電話を供給していたレンタル業者トップの摘発

が２５日，明らかになった。被害総額が４００億円前後で高止まりする特殊詐欺。

警察当局は携帯の供給を断つことが最重要対策とみて業者撲滅作戦を展開してき

たが，業者を取り締まる法律は罰則が軽く，摘発を続けても業者が次々と現れる

「いたちごっこ」の状態が続いている。 

「レンタル携帯の正規需要は少ない。業者の大半は犯罪者相手に特化している

といえる」。警察幹部はレンタル携帯の実情を語る。 

今回，逮捕された男が社長を務めるレンタル会社の開業は平成２４年８月。当

初はホームページ（ＨＰ）で業務内容を宣伝するなど正規顧客を想定していたと

みられるが，３年前にＨＰを閉鎖。 

捜査関係者によると，以降は口コミで寄ってくる犯罪集団だけを相手に取引拡

大を図っていた。 

警察当局はレンタル携帯こそが特殊詐欺の元凶とみて，業者の摘発を推進して

きた。ただ，詐欺事件の共犯としてレンタル業者を罪に問うには，詐欺の認識の

証明が難しくハードルが高い。 

今回は身元確認を怠った携帯電話不正利用防止法違反容疑で摘発したものの，

同法の罰則は最高でも２年以下の懲役にとどまるため，次々と新規参入が続くと

いう。 

                            
107 警視庁ウェブサイト（「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です！」

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/moble_phone_scam.html）。 
108 以上について警察白書平成28年版 88頁「コラム レンタル携帯電話の悪用への対策」 

（https://www.npa.go.jp/hakusyo/h28/pdf/pdf/06_dai2syo.pdf） 

 

捜査幹部は「レンタル業者を包括的に規制する法律もなく，開業は野放しにな

っている。法律の整備が必要だ」と話している。 

 

また，2015 年 12 月 25 日 の産経ニュースは，「特殊詐欺に使用のレンタル電話 

貸し出し業者９割超が過去に犯罪加担」との表題で，以下のとおり報じている。 

 

特殊詐欺などの犯罪に使われたレンタル電話（携帯電話・ＩＰ電話など）を貸

し出していた業者について，経営者の 9割が過去に詐欺などの犯罪に加担してい

たことが24日，捜査関係者への取材で分かった。特殊詐欺で現金を受け取る「受

け子」役として逮捕された経歴のある経営者もおり，警視庁は詐欺に使われると

知りながら電話を貸し出していた疑いがあるとみて摘発を強化する。 

捜査関係者によると，警視庁が今年 1～11 月に特殊詐欺などの犯罪に使われた

電話2269件の分析を進めたところ，8割以上がレンタル電話だったことが判明。

利用者に貸し出していた47業者を調べたところ，9割以上の経営者が詐欺やヤミ

金融，薬物密売などの犯罪で過去に摘発された経歴が確認された。 

警視庁は10月以降，業者の関係先を詐欺の関連先などとして家宅捜索。資料を

押収し，詐欺グループなどとの関係について分析を進めている。 

犯罪に使われたレンタル電話の94％は偽造の身分証を使って契約されており，

残る6％も真正ではあっても，他人の身分証を使って契約されていた。警視庁は，

いずれもレンタル電話業者に身元確認を義務付けた携帯電話不正利用防止法違反

に当たると見て，経営者らの摘発を進める方針。 

捜査関係者は「相当数のレンタル電話業者が詐欺グループと結託している。レ

ンタル電話が詐欺に使われなくなるまで摘発を続ける」と話している。 

 

こうした報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，

その多くが特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じており，更なる規制強

化が望まれる。 

 

２ 携帯電話事業者 

 

(1) 防止措置の現状 

 

① 契約締結時 

 

自助 

ア 契約締結時の本人確認義務 

携帯電話不正利用防止法に基づき，携帯電話事業者は，顧客との間で役務提供

契約を締結するに際し，運転免許証の提示を受ける等の方法により，顧客の本人

確認を実施する義務を負っている（4条）。また，携帯電話事業者は，本人確認を

行ったときは，速やかに本人確認記録を作成する義務を負っている（同条）。 
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(4) 特殊詐欺における利用状況 
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いて，「携帯を契約するバイトです」「契約した携帯電話は当方で転売します」等の

文句で誘い，実際には使用するつもりがない携帯電話を契約させ，対価を支払う代

わりに販売店から騙し取らせた携帯電話を交付させることにより107，不正に他人名

義の携帯電話を入手し，特殊詐欺に利用するケースが見受けられる。 
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特殊詐欺等を実行する犯行グループでは，自己への捜査を免れるためにレンタル
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でに複数の事業者が介在している場合などもある。そのため，レンタル携帯電話の

実際の利用者を特定することが困難となっている108。 

2017 年 1 月 26 日の産経ニュースは，「『レンタル業者の大半は犯罪に特化してい

る』 罰則軽く根絶困難」との表題で，以下のとおり報じている。 

全国の特殊詐欺グループに携帯電話を供給していたレンタル業者トップの摘発

が２５日，明らかになった。被害総額が４００億円前後で高止まりする特殊詐欺。

警察当局は携帯の供給を断つことが最重要対策とみて業者撲滅作戦を展開してき

たが，業者を取り締まる法律は罰則が軽く，摘発を続けても業者が次々と現れる

「いたちごっこ」の状態が続いている。 

「レンタル携帯の正規需要は少ない。業者の大半は犯罪者相手に特化している

といえる」。警察幹部はレンタル携帯の実情を語る。 

今回，逮捕された男が社長を務めるレンタル会社の開業は平成２４年８月。当

初はホームページ（ＨＰ）で業務内容を宣伝するなど正規顧客を想定していたと

みられるが，３年前にＨＰを閉鎖。 

捜査関係者によると，以降は口コミで寄ってくる犯罪集団だけを相手に取引拡

大を図っていた。 

警察当局はレンタル携帯こそが特殊詐欺の元凶とみて，業者の摘発を推進して

きた。ただ，詐欺事件の共犯としてレンタル業者を罪に問うには，詐欺の認識の

証明が難しくハードルが高い。 

今回は身元確認を怠った携帯電話不正利用防止法違反容疑で摘発したものの，

同法の罰則は最高でも２年以下の懲役にとどまるため，次々と新規参入が続くと

いう。 

                            
107 警視庁ウェブサイト（「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です！」

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/moble_phone_scam.html）。 
108 以上について警察白書平成28年版 88頁「コラム レンタル携帯電話の悪用への対策」 

（https://www.npa.go.jp/hakusyo/h28/pdf/pdf/06_dai2syo.pdf） 
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また，2015 年 12 月 25 日 の産経ニュースは，「特殊詐欺に使用のレンタル電話 

貸し出し業者９割超が過去に犯罪加担」との表題で，以下のとおり報じている。 

 

特殊詐欺などの犯罪に使われたレンタル電話（携帯電話・ＩＰ電話など）を貸

し出していた業者について，経営者の 9割が過去に詐欺などの犯罪に加担してい

たことが24日，捜査関係者への取材で分かった。特殊詐欺で現金を受け取る「受

け子」役として逮捕された経歴のある経営者もおり，警視庁は詐欺に使われると

知りながら電話を貸し出していた疑いがあるとみて摘発を強化する。 

捜査関係者によると，警視庁が今年 1～11 月に特殊詐欺などの犯罪に使われた

電話2269件の分析を進めたところ，8割以上がレンタル電話だったことが判明。

利用者に貸し出していた47業者を調べたところ，9割以上の経営者が詐欺やヤミ

金融，薬物密売などの犯罪で過去に摘発された経歴が確認された。 

警視庁は10月以降，業者の関係先を詐欺の関連先などとして家宅捜索。資料を

押収し，詐欺グループなどとの関係について分析を進めている。 

犯罪に使われたレンタル電話の94％は偽造の身分証を使って契約されており，

残る6％も真正ではあっても，他人の身分証を使って契約されていた。警視庁は，

いずれもレンタル電話業者に身元確認を義務付けた携帯電話不正利用防止法違反

に当たると見て，経営者らの摘発を進める方針。 

捜査関係者は「相当数のレンタル電話業者が詐欺グループと結託している。レ

ンタル電話が詐欺に使われなくなるまで摘発を続ける」と話している。 

 

こうした報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，

その多くが特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じており，更なる規制強

化が望まれる。 
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(1) 防止措置の現状 
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自助 

ア 契約締結時の本人確認義務 

携帯電話不正利用防止法に基づき，携帯電話事業者は，顧客との間で役務提供

契約を締結するに際し，運転免許証の提示を受ける等の方法により，顧客の本人

確認を実施する義務を負っている（4条）。また，携帯電話事業者は，本人確認を

行ったときは，速やかに本人確認記録を作成する義務を負っている（同条）。 
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なお，携帯電話事業者は，顧客の本人確認や本人確認記録の作成を販売代理店

に行わせることも可能である（同法6条）。 

このように，携帯電話事業者は，役務提供契約の締結時に本人確認を実施する

ことにより，なりすましなどによる携帯電話の不正取得を防ぐことが求められて

いる。 

 

イ 契約締結時のチェック（ＮＴＴドコモにおける取組）109 

ＮＴＴドコモにおいては，携帯電話の不正取得を防止するため，役務提供契約

の締結時に以下の方策をとっている。 

 

・同一名義での大量不正契約を防止するため，原則として，同一個人名義にお

ける契約回線数をＮＴＴドコモが定める回線種別ごとに最大5回線に制限し

ている。 

・契約受付時に提示された本人確認書類の記載内容について確認が必要と判断

した場合には，書類の情報を発行元（警察機関など）に提供する場合がある。 

・法人がレンタル携帯電話事業者の場合，携帯電話を貸し出す際の本人確認方

法を確認するとともに，社印を押印した誓約書の提出を求めている。 

 

共助 

ＴＣＡにおいては，2009年 1月 15日，「振り込め詐欺の被害防止対策の取り組みに

ついて」と題するプレスリリースを公表し，ＴＣＡの関連会員において，以下の方策

をとることを宣言している。 

・2009年 2月より，本人確認の強化策として，利用料金の支払方法を，原則として

クレジットカード払い及び銀行口座引落しのいずれかに限定し，店頭でクレジッ

トカード及びキャッシュカードを確認すること。 

・2009年春より，携帯電話不正利用防止法に基づき，警察から本人確認の求めのあ

った回線について，これに応じず利用停止となった回線に関する契約者の情報を

事業者間で共有し，審査強化に活用すること。 

・携帯電話事業者は，同一名義での大量不正契約の防止を図るため，原則として，

個人契約の契約回線数を5回線までに制限すること。 

携帯電話事業者が，携帯電話不正利用防止法の遵守にとどまらず，上記のようなグッ

ドプラクティスを実践することにより，特殊詐欺グループによる携帯電話の不正取得

を防ぐことが期待できる。特に，利用停止となった回線に関する契約者情報の共有は，

ほかの携帯電話事業者に被害が拡大することを防止するものであり，優れた取組と言

える。 

 

                            
109 ＮＴＴドコモウェブサイト「新規契約をお申込みされる場合」「携帯電話不正利用防止の取組

みについて」

https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/document/verifying/?icid=CRP_SUP_procedur

e_switch_docomoshop_up_to_CRP_SUP_procedure_document_verifying 

 

公助 

報告・立入検査・是正命令（総務省） 

総務大臣は，携帯電話不正利用防止法の施行に必要な限度において，携帯電話事業

者に対し，その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができ，営業所等への

立入検査を実施することが可能である（同法13条及び14条）。 

また，総務大臣は，携帯電話事業者が本人確認義務等を怠っていた場合には，これ

を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる（同法15条）。 

さらに，携帯電話事業者が総務大臣による是正命令に違反した場合には，所定の罰

則が科される（同法24条）。 

このように，監督官庁である総務省が，携帯電話事業者を適切に監督することによ

り，携帯電話事業者における本人確認の実効性が向上し，特殊詐欺グループによる携

帯電話の不正取得を防ぐことが期待できる。 

 

② 契約者確認等 

 

自助 

ア 譲渡時の本人確認義務 

携帯電話事業者は，携帯電話端末の譲渡等に伴い，契約者の名義を変更する場

合は，携帯電話不正利用防止法に基づき，改めて譲受人の本人確認を実施する義

務を負っている（5条）。携帯電話事業者は，譲受人の本人確認を販売代理店に行

わせることが可能である（同法6条）。 

また，契約者は，自己が契約者となっている役務提供契約に係る携帯電話を他

人に譲渡しようとする場合には，親族等を除き，あらかじめ携帯電話事業者の承

諾を得なければならない（同法７条１項）。携帯電話事業者は，譲受人の本人確認

を行った後でなければ，かかる承諾をしてはならない（同法7条 2項）。  

このように，携帯電話事業者では，携帯電話が第三者に譲渡される場合におい

て，改めて譲受人の本人確認を実施することにより，なりすましなどによる携帯

電話の不正取得を防ぐことが求められている。 

 

イ 「ネットワーク利用制限」の実施（ＮＴＴドコモにおける取組み）110 

ＮＴＴドコモにおいては，販売店での窃盗（盗難）や詐欺などの犯罪行為によ

り不正取得された，あるいは本人確認書類偽造や申込書記載内容（名前，住所，

生年月日など）の虚偽申告などの不正契約により取得された携帯電話が犯罪に利

用されることを防止する取組として，当該携帯電話の音声通話等を制限する「ネ

ットワーク利用制限」を実施している。 

これにより，不正取得された携帯電話の利用を制限することが可能となり，特

殊詐欺への利用を防ぐことが期待される。 

                            
110 ＮＴＴドコモウェブサイト「ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト」（http://nw-

restriction.nttdocomo.co.jp/top.php） 
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なお，携帯電話事業者は，顧客の本人確認や本人確認記録の作成を販売代理店

に行わせることも可能である（同法6条）。 

このように，携帯電話事業者は，役務提供契約の締結時に本人確認を実施する

ことにより，なりすましなどによる携帯電話の不正取得を防ぐことが求められて

いる。 

 

イ 契約締結時のチェック（ＮＴＴドコモにおける取組）109 

ＮＴＴドコモにおいては，携帯電話の不正取得を防止するため，役務提供契約

の締結時に以下の方策をとっている。 

 

・同一名義での大量不正契約を防止するため，原則として，同一個人名義にお

ける契約回線数をＮＴＴドコモが定める回線種別ごとに最大5回線に制限し

ている。 

・契約受付時に提示された本人確認書類の記載内容について確認が必要と判断

した場合には，書類の情報を発行元（警察機関など）に提供する場合がある。 

・法人がレンタル携帯電話事業者の場合，携帯電話を貸し出す際の本人確認方

法を確認するとともに，社印を押印した誓約書の提出を求めている。 

 

共助 

ＴＣＡにおいては，2009年 1月 15日，「振り込め詐欺の被害防止対策の取り組みに

ついて」と題するプレスリリースを公表し，ＴＣＡの関連会員において，以下の方策

をとることを宣言している。 

・2009年 2月より，本人確認の強化策として，利用料金の支払方法を，原則として

クレジットカード払い及び銀行口座引落しのいずれかに限定し，店頭でクレジッ

トカード及びキャッシュカードを確認すること。 

・2009年春より，携帯電話不正利用防止法に基づき，警察から本人確認の求めのあ

った回線について，これに応じず利用停止となった回線に関する契約者の情報を

事業者間で共有し，審査強化に活用すること。 

・携帯電話事業者は，同一名義での大量不正契約の防止を図るため，原則として，

個人契約の契約回線数を5回線までに制限すること。 

携帯電話事業者が，携帯電話不正利用防止法の遵守にとどまらず，上記のようなグッ

ドプラクティスを実践することにより，特殊詐欺グループによる携帯電話の不正取得

を防ぐことが期待できる。特に，利用停止となった回線に関する契約者情報の共有は，

ほかの携帯電話事業者に被害が拡大することを防止するものであり，優れた取組と言

える。 

 

                            
109 ＮＴＴドコモウェブサイト「新規契約をお申込みされる場合」「携帯電話不正利用防止の取組

みについて」

https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/document/verifying/?icid=CRP_SUP_procedur

e_switch_docomoshop_up_to_CRP_SUP_procedure_document_verifying 

 

公助 

報告・立入検査・是正命令（総務省） 

総務大臣は，携帯電話不正利用防止法の施行に必要な限度において，携帯電話事業

者に対し，その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができ，営業所等への

立入検査を実施することが可能である（同法13条及び14条）。 

また，総務大臣は，携帯電話事業者が本人確認義務等を怠っていた場合には，これ

を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる（同法15条）。 

さらに，携帯電話事業者が総務大臣による是正命令に違反した場合には，所定の罰

則が科される（同法24条）。 

このように，監督官庁である総務省が，携帯電話事業者を適切に監督することによ

り，携帯電話事業者における本人確認の実効性が向上し，特殊詐欺グループによる携

帯電話の不正取得を防ぐことが期待できる。 

 

② 契約者確認等 

 

自助 

ア 譲渡時の本人確認義務 

携帯電話事業者は，携帯電話端末の譲渡等に伴い，契約者の名義を変更する場

合は，携帯電話不正利用防止法に基づき，改めて譲受人の本人確認を実施する義

務を負っている（5条）。携帯電話事業者は，譲受人の本人確認を販売代理店に行

わせることが可能である（同法6条）。 

また，契約者は，自己が契約者となっている役務提供契約に係る携帯電話を他

人に譲渡しようとする場合には，親族等を除き，あらかじめ携帯電話事業者の承

諾を得なければならない（同法７条１項）。携帯電話事業者は，譲受人の本人確認

を行った後でなければ，かかる承諾をしてはならない（同法7条 2項）。  

このように，携帯電話事業者では，携帯電話が第三者に譲渡される場合におい

て，改めて譲受人の本人確認を実施することにより，なりすましなどによる携帯

電話の不正取得を防ぐことが求められている。 

 

イ 「ネットワーク利用制限」の実施（ＮＴＴドコモにおける取組み）110 

ＮＴＴドコモにおいては，販売店での窃盗（盗難）や詐欺などの犯罪行為によ

り不正取得された，あるいは本人確認書類偽造や申込書記載内容（名前，住所，

生年月日など）の虚偽申告などの不正契約により取得された携帯電話が犯罪に利

用されることを防止する取組として，当該携帯電話の音声通話等を制限する「ネ

ットワーク利用制限」を実施している。 

これにより，不正取得された携帯電話の利用を制限することが可能となり，特

殊詐欺への利用を防ぐことが期待される。 

                            
110 ＮＴＴドコモウェブサイト「ネットワーク利用制限携帯電話機確認サイト」（http://nw-

restriction.nttdocomo.co.jp/top.php） 



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－94－

 

公助（警察署長からの契約者確認の求め） 

警察署長は，携帯電話の不正利用を防止するため，一定の犯罪行為が行われたと認

めるに足りる相当な理由がある場合等において，かかる犯罪行為に携帯電話が利用さ

れた場合には，携帯電話不正利用防止法に基づき，携帯電話事業者に対し，当該携帯

電話の契約者に関する確認を求めることができる（8条）111。 

かかる求めを受けた携帯電話事業者は，契約者に対し，本人特定事項等の確認を行

うことができる（同法9条）。 

契約者がかかる確認に応じない場合には，携帯電話事業者は，確認に応じるまでの

間，携帯電話による通信サービスの提供を拒否することができる（同法11条）112。 

そして，携帯電話事業者は，約款において，警察機関が携帯電話を用いた犯罪を防

止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって，警察

機関から携帯電話事業者に対してその契約者回線に係る携帯電話サービスの利用を停

止する要請があったときは，6 か月以内で携帯電話事業者が定める期間，携帯電話の

利用を停止する旨規定している113。 

このように，携帯電話事業者は，警察からの要請により，不正利用の疑いがある携

帯電話の契約者を確認する機会が与えられ，契約者がこれを拒否した場合には，携帯

電話による通信サービスの提供を拒否することにより，携帯電話の不正利用を防ぐこ

とが求められている。 

 

③ 契約解除 

 

公助 

ア 警察との連携 

警察は，携帯電話事業者に対し，携帯電話不正利用防止法違反で検挙したレン

タル携帯電話事業者の保有回線を全て確認し，契約者の本人確認を行わずに貸与

していたことが判明した回線等に係る契約を解除するとともに，当該レンタル携

帯電話事業者との新規契約を拒否するよう促している114。 

このように，警察から携帯電話事業者に対し，同法違反で検挙したレンタル携

                            
111 警察庁「平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について」（警察庁）

（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/H29nennpou.pdf）に

よると，2017年中に，携帯音声通信事業者に対し，3394件の契約者確認の求めを実施したとのこ

とである。 
112 2014年 10月 16日付けで警察庁より「匿名貸与されたレンタル携帯電話等に係る役務提供拒否

等の要請について（通達）」が発出され，携帯電話不正利用防止法11条 5号に基づく携帯音声通

信役務の提供拒否等の活用に努め，貸与時本人確認義務に違反して貸与された携帯電話等の一掃

を図るよう指示がなされている（https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/ 

seikeitaisakukanrikan/seikan20141016.pdf#search=%27） 
113 例えば，ＮＴＴドコモ「Ｘｉサービス契約約款」第41条に同様の規定がなされている

（https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agreement/d15.pdf#search=

%27）。 
114 平成 26 年版警察白書 24 頁「コラム④レンタル携帯電話の悪用への対策」

（https://www.npa.go.jp/hakusyo/h26/honbun/pdf/04_tokushu.pdf） 

 

帯電話事業者の情報を提供するとともに，同事業者の保有回線の確認を促すこと

により，同事業者が保有する別の携帯電話が特殊詐欺等の犯罪行為に利用される

ことを防ぐことが期待できる。 

 

(2) 評価・課題・提言 

以上のように，携帯電話事業者においては，携帯電話不正利用防止法の遵守にとど

まらず，特殊詐欺等の犯罪行為に携帯電話が悪用されることを防止するためのグッド

プラクティスを，自助・共助・公助により実践してきていると言える。もっとも，そ

の取組については以下のような課題も認められ，更なる強化が必要である。 

 

① 契約締結時 

 

ア 本人確認の更なる徹底 

前述のとおり，携帯電話事業者は，携帯電話不正利用防止法に基づき，役務提

供契約の締結時に契約者の本人確認を行う義務を負っている。 

しかしながら，総務省が携帯電話事業者に対し，契約者の本人確認を怠ったこ

とを理由として是正命令に及んでいる事例が見受けられ115，携帯電話事業者にお

いて，本人確認の更なる徹底が必要である。 

 

イ 本人確認義務の強化 

携帯電話事業者が負っている本人確認義務の内容自体を強化することが考えら

れる。具体的には，マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止等を目的とす

る犯罪収益移転防止法においては，顧客の本人確認の際，原則として顔写真付き

の身分証明書の提示を求め，かかる証明書が提示されない場合には，本人確認資

料の追加提出（例えば，健康保険証の提示に加え住民票の写しを提出させるなど。）

を求めている。なりすまし等防止の徹底のためには，携帯電話不正利用防止法に

おいても，同様の本人確認方法を課すことが考えられる。 

 

② 契約者確認等 

 

ア 譲渡時の本人確認の更なる徹底・強化 

契約締結時の場面と同様である。 

 

イ 利用状況の監視 

電気通信事業法においては，通信の検閲を禁止しているほか（同法3条），通信

の秘密を侵してはならない旨規定している（同法4条）。そのため，携帯電話事業

                            
115 総務省ウェブサイト「ＫＤＤＩ株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令

等」（www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000207.html），「ソフトバンク株式会

社により携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令」（www.soumu.go.jp/menu_news/s-
news/01kiban18_01000025.html）など。 
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公助（警察署長からの契約者確認の求め） 

警察署長は，携帯電話の不正利用を防止するため，一定の犯罪行為が行われたと認

めるに足りる相当な理由がある場合等において，かかる犯罪行為に携帯電話が利用さ

れた場合には，携帯電話不正利用防止法に基づき，携帯電話事業者に対し，当該携帯

電話の契約者に関する確認を求めることができる（8条）111。 

かかる求めを受けた携帯電話事業者は，契約者に対し，本人特定事項等の確認を行

うことができる（同法9条）。 

契約者がかかる確認に応じない場合には，携帯電話事業者は，確認に応じるまでの

間，携帯電話による通信サービスの提供を拒否することができる（同法11条）112。 

そして，携帯電話事業者は，約款において，警察機関が携帯電話を用いた犯罪を防

止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって，警察

機関から携帯電話事業者に対してその契約者回線に係る携帯電話サービスの利用を停

止する要請があったときは，6 か月以内で携帯電話事業者が定める期間，携帯電話の

利用を停止する旨規定している113。 

このように，携帯電話事業者は，警察からの要請により，不正利用の疑いがある携

帯電話の契約者を確認する機会が与えられ，契約者がこれを拒否した場合には，携帯

電話による通信サービスの提供を拒否することにより，携帯電話の不正利用を防ぐこ

とが求められている。 

 

③ 契約解除 

 

公助 

ア 警察との連携 

警察は，携帯電話事業者に対し，携帯電話不正利用防止法違反で検挙したレン

タル携帯電話事業者の保有回線を全て確認し，契約者の本人確認を行わずに貸与

していたことが判明した回線等に係る契約を解除するとともに，当該レンタル携

帯電話事業者との新規契約を拒否するよう促している114。 

このように，警察から携帯電話事業者に対し，同法違反で検挙したレンタル携

                            
111 警察庁「平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について」（警察庁）

（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/H29nennpou.pdf）に

よると，2017年中に，携帯音声通信事業者に対し，3394件の契約者確認の求めを実施したとのこ

とである。 
112 2014年 10月 16日付けで警察庁より「匿名貸与されたレンタル携帯電話等に係る役務提供拒否

等の要請について（通達）」が発出され，携帯電話不正利用防止法11条 5号に基づく携帯音声通

信役務の提供拒否等の活用に努め，貸与時本人確認義務に違反して貸与された携帯電話等の一掃

を図るよう指示がなされている（https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/ 

seikeitaisakukanrikan/seikan20141016.pdf#search=%27） 
113 例えば，ＮＴＴドコモ「Ｘｉサービス契約約款」第41条に同様の規定がなされている

（https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agreement/d15.pdf#search=

%27）。 
114 平成 26 年版警察白書 24 頁「コラム④レンタル携帯電話の悪用への対策」

（https://www.npa.go.jp/hakusyo/h26/honbun/pdf/04_tokushu.pdf） 

 

帯電話事業者の情報を提供するとともに，同事業者の保有回線の確認を促すこと

により，同事業者が保有する別の携帯電話が特殊詐欺等の犯罪行為に利用される

ことを防ぐことが期待できる。 

 

(2) 評価・課題・提言 

以上のように，携帯電話事業者においては，携帯電話不正利用防止法の遵守にとど

まらず，特殊詐欺等の犯罪行為に携帯電話が悪用されることを防止するためのグッド

プラクティスを，自助・共助・公助により実践してきていると言える。もっとも，そ

の取組については以下のような課題も認められ，更なる強化が必要である。 

 

① 契約締結時 

 

ア 本人確認の更なる徹底 

前述のとおり，携帯電話事業者は，携帯電話不正利用防止法に基づき，役務提

供契約の締結時に契約者の本人確認を行う義務を負っている。 

しかしながら，総務省が携帯電話事業者に対し，契約者の本人確認を怠ったこ

とを理由として是正命令に及んでいる事例が見受けられ115，携帯電話事業者にお

いて，本人確認の更なる徹底が必要である。 

 

イ 本人確認義務の強化 

携帯電話事業者が負っている本人確認義務の内容自体を強化することが考えら

れる。具体的には，マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止等を目的とす

る犯罪収益移転防止法においては，顧客の本人確認の際，原則として顔写真付き

の身分証明書の提示を求め，かかる証明書が提示されない場合には，本人確認資

料の追加提出（例えば，健康保険証の提示に加え住民票の写しを提出させるなど。）

を求めている。なりすまし等防止の徹底のためには，携帯電話不正利用防止法に

おいても，同様の本人確認方法を課すことが考えられる。 

 

② 契約者確認等 

 

ア 譲渡時の本人確認の更なる徹底・強化 

契約締結時の場面と同様である。 

 

イ 利用状況の監視 

電気通信事業法においては，通信の検閲を禁止しているほか（同法3条），通信

の秘密を侵してはならない旨規定している（同法4条）。そのため，携帯電話事業

                            
115 総務省ウェブサイト「ＫＤＤＩ株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令

等」（www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000207.html），「ソフトバンク株式会

社により携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令」（www.soumu.go.jp/menu_news/s-
news/01kiban18_01000025.html）など。 
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者において，携帯電話が特殊詐欺等の犯罪行為に利用されているかを通信の内容

自体から確認することは困難である。 

他方で，携帯電話事業者において，契約者に対し，一定の場合に改めて本人確

認を実施し，本人確認ができない場合には，その期間の携帯電話回線の利用を停

止することは可能と考える。現状では，前述のとおり，携帯電話不正利用防止法

に基づき警察署長が携帯電話事業者に対して本人確認を求めることが可能である

が，これに加え，国民生活センター等の機関から携帯電話回線の不正利用の疑い

に関する情報提供がなされた場合に，携帯電話事業者において，改めて本人確認

を実施し，本人確認ができない期間の携帯電話による通信サービスの利用を停止

できる旨の約款改正を行うことが考えられる。 

具体的には，以下のような条項を追加することが考えられる。 

第●条（利用停止） 

当社は，契約者回線に係る通信サービスが犯罪行為に利用されている疑いがあ

ると当社において判断し，契約者に対し，当社の定める期日までに当社の定め

る方法にしたがって契約者確認を求めたものの，契約者がこれに応じないとき

は，契約者がこれに応じるまでの間，通信サービスの提供を停止することがあ

ります。 

携帯電話事業者において，このような約款改正により，携帯電話による通信

サービスの提供を停止することが，電気通信事業法が定める電気通信役務の提供

義務との関係が問題となる。 

この点について，携帯電話による通信サービスは基礎的電気通信役務116や指定

電気通信役務117には該当せず，携帯電話事業者に対しては，電気通信事業法25条

1項ないし2項に基づく提供義務は課せられていない。 

他方，携帯電話事業者が認定電気通信事業者（電気通信事業法 117 条）118に該

当する場合には，同法121条により，「正当な理由」がなければ認定電気通信事業

に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。 

ただ，認定電気通信事業者については，基礎的電気通信役務等を提供する場合

を除き，契約約款作成・遵守義務は課されておらず，相対契約が認められている

ことから，どのような場合が正当な理由なく役務の提供を拒否した場合に該当す

るか，個別の事案ごとにその提供条件等を踏まえて判断することが必要とされて

                            
116 「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき電子通信役

務」と定義され，地域内アナログ固定電話通信等がこれに該当する（多賀谷一照ら編著「電気通

信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会） 46 頁）。 
117 いわゆるボトルネック設備である第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該設

備を用いて提供するサービスであって，ほかの電気通信事業者により代替的なサービスが十分に提

供してされないこと等を勘案して定められる（多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財

団法人電気通信振興会）99頁）。 
118 本条の認定を受けた電気通信事業者は，土地の使用等に係る特権を定めた電気通信事業法第３

章第２節の規定が適用されるほか，土地収用法，道路法，下水道法等の規定による公益事業特権が

利用できる（多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会）420 頁）。

ＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ及びソフトバンクが同条による認定を受けている。 

 

いる119。 

前述のモデル条項は，国民生活センター等の機関から携帯電話回線の不正利用

の疑いに関する情報提供がなされた場合に，携帯電話事業者において，改めて本

人確認を実施し，本人確認ができない期間の携帯電話回線の利用を停止できる内

容であり，携帯電話回線の不正利用防止に資する半面，契約者に対して改めて本

人確認を実施することにより著しい負担をかけるとは言えないことや，契約者が

これに応じず携帯電話による通信サービスの利用が停止されたとしても，契約者

において本人確認に応じれば，特段の事情がない限り速やかに利用停止が解除さ

れるのであるから，特段不合理な内容とは言えない。 

したがって，携帯電話事業者の約款に前述のモデル条項を導入することにより，

電気通信事業法に抵触するものではないと考えられる。 

 

３ レンタル携帯電話事業者 

 

(1) 防止措置の現状 

 

レンタル携帯電話事業者は，携帯電話を有償で貸与する契約を締結するに際しては，

携帯電話不正利用防止法により，貸与の相手方について，運転免許証の提示を受ける

等の方法による本人確認を行わずに携帯電話を貸与の相手方に交付することが禁止さ

れている（10条）。 

そして，レンタル携帯電話事業者が本人確認義務を怠った場合，2 年以下の懲役若

しくは300万円以下の罰金に処せられ，又は併科される（同法22条）。 

携帯電話事業者においては，本人確認義務を怠った場合，まずは総務省の監督に服

するのに対し，レンタル携帯電話事業者においては，直接刑罰の対象となっており，

法規制上はレンタル携帯電話事業者の方が厳しいようにも見受けられる。 

しかしながら，レンタル携帯電話事業者は，携帯電話事業者と異なり，総務省の監

督（携帯電話不正利用防止法「第三章 監督」）に服しておらず，前述のとおり，報道

を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多くが特殊詐

欺に関与しているとの合理的な疑いが生じていることから，更なる規制強化が望まれ

る。 

なお，警察は，レンタル携帯電話事業者に対し，犯行に利用されたと思われる回線

について，規約に基づき解約するよう要請しており，2011年において，ヤミ金融事犯

に利用されたレンタル携帯電話に対する解約依頼件数は約 2500 件に及んでいるとの

ことである120（なお，2017年中は1753件とのことである121。）。 

ただ，レンタル携帯電話事業者が警察の要請に応じ，規約に基づき解約したとして

も，特殊詐欺を行う犯罪集団は，容易に別の携帯電話を借り受けることが可能であり，

                            
119 多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会） 433頁 
120 内閣府 第１０８回消費者委員会議事録。 
121 警察庁「平成２９年における生活経済事犯の検挙状況等について」（警察庁）

（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/H29nennpou.pdf） 
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者において，携帯電話が特殊詐欺等の犯罪行為に利用されているかを通信の内容

自体から確認することは困難である。 

他方で，携帯電話事業者において，契約者に対し，一定の場合に改めて本人確

認を実施し，本人確認ができない場合には，その期間の携帯電話回線の利用を停

止することは可能と考える。現状では，前述のとおり，携帯電話不正利用防止法

に基づき警察署長が携帯電話事業者に対して本人確認を求めることが可能である

が，これに加え，国民生活センター等の機関から携帯電話回線の不正利用の疑い

に関する情報提供がなされた場合に，携帯電話事業者において，改めて本人確認

を実施し，本人確認ができない期間の携帯電話による通信サービスの利用を停止

できる旨の約款改正を行うことが考えられる。 

具体的には，以下のような条項を追加することが考えられる。 

第●条（利用停止） 

当社は，契約者回線に係る通信サービスが犯罪行為に利用されている疑いがあ

ると当社において判断し，契約者に対し，当社の定める期日までに当社の定め

る方法にしたがって契約者確認を求めたものの，契約者がこれに応じないとき

は，契約者がこれに応じるまでの間，通信サービスの提供を停止することがあ

ります。 

携帯電話事業者において，このような約款改正により，携帯電話による通信

サービスの提供を停止することが，電気通信事業法が定める電気通信役務の提供

義務との関係が問題となる。 

この点について，携帯電話による通信サービスは基礎的電気通信役務116や指定

電気通信役務117には該当せず，携帯電話事業者に対しては，電気通信事業法25条

1項ないし2項に基づく提供義務は課せられていない。 

他方，携帯電話事業者が認定電気通信事業者（電気通信事業法 117 条）118に該

当する場合には，同法121条により，「正当な理由」がなければ認定電気通信事業

に係る電気通信役務の提供を拒んではならない。 

ただ，認定電気通信事業者については，基礎的電気通信役務等を提供する場合

を除き，契約約款作成・遵守義務は課されておらず，相対契約が認められている

ことから，どのような場合が正当な理由なく役務の提供を拒否した場合に該当す

るか，個別の事案ごとにその提供条件等を踏まえて判断することが必要とされて

                            
116 「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき電子通信役

務」と定義され，地域内アナログ固定電話通信等がこれに該当する（多賀谷一照ら編著「電気通

信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会） 46 頁）。 
117 いわゆるボトルネック設備である第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該設

備を用いて提供するサービスであって，ほかの電気通信事業者により代替的なサービスが十分に提

供してされないこと等を勘案して定められる（多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財

団法人電気通信振興会）99頁）。 
118 本条の認定を受けた電気通信事業者は，土地の使用等に係る特権を定めた電気通信事業法第３

章第２節の規定が適用されるほか，土地収用法，道路法，下水道法等の規定による公益事業特権が

利用できる（多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会）420 頁）。

ＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ及びソフトバンクが同条による認定を受けている。 

 

いる119。 

前述のモデル条項は，国民生活センター等の機関から携帯電話回線の不正利用

の疑いに関する情報提供がなされた場合に，携帯電話事業者において，改めて本

人確認を実施し，本人確認ができない期間の携帯電話回線の利用を停止できる内

容であり，携帯電話回線の不正利用防止に資する半面，契約者に対して改めて本

人確認を実施することにより著しい負担をかけるとは言えないことや，契約者が

これに応じず携帯電話による通信サービスの利用が停止されたとしても，契約者

において本人確認に応じれば，特段の事情がない限り速やかに利用停止が解除さ

れるのであるから，特段不合理な内容とは言えない。 

したがって，携帯電話事業者の約款に前述のモデル条項を導入することにより，

電気通信事業法に抵触するものではないと考えられる。 

 

３ レンタル携帯電話事業者 

 

(1) 防止措置の現状 

 

レンタル携帯電話事業者は，携帯電話を有償で貸与する契約を締結するに際しては，

携帯電話不正利用防止法により，貸与の相手方について，運転免許証の提示を受ける

等の方法による本人確認を行わずに携帯電話を貸与の相手方に交付することが禁止さ

れている（10条）。 

そして，レンタル携帯電話事業者が本人確認義務を怠った場合，2 年以下の懲役若

しくは300万円以下の罰金に処せられ，又は併科される（同法22条）。 

携帯電話事業者においては，本人確認義務を怠った場合，まずは総務省の監督に服

するのに対し，レンタル携帯電話事業者においては，直接刑罰の対象となっており，

法規制上はレンタル携帯電話事業者の方が厳しいようにも見受けられる。 

しかしながら，レンタル携帯電話事業者は，携帯電話事業者と異なり，総務省の監

督（携帯電話不正利用防止法「第三章 監督」）に服しておらず，前述のとおり，報道

を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多くが特殊詐

欺に関与しているとの合理的な疑いが生じていることから，更なる規制強化が望まれ

る。 

なお，警察は，レンタル携帯電話事業者に対し，犯行に利用されたと思われる回線

について，規約に基づき解約するよう要請しており，2011年において，ヤミ金融事犯

に利用されたレンタル携帯電話に対する解約依頼件数は約 2500 件に及んでいるとの

ことである120（なお，2017年中は1753件とのことである121。）。 

ただ，レンタル携帯電話事業者が警察の要請に応じ，規約に基づき解約したとして

も，特殊詐欺を行う犯罪集団は，容易に別の携帯電話を借り受けることが可能であり，

                            
119 多賀谷一照ら編著「電気通信事業法逐条解説」（財団法人電気通信振興会） 433頁 
120 内閣府 第１０８回消費者委員会議事録。 
121 警察庁「平成２９年における生活経済事犯の検挙状況等について」（警察庁）

（https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikeikan/H29nennpou.pdf） 
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解約が特殊詐欺の減少に寄与しているかは疑問が残るところである。 

 

(2) 評価・課題・提言 

 

① 自助及び共助による防止は期待困難 

前述のとおり，平成27年 1月ないし11月に特殊詐欺等の犯罪行為に利用された

携帯電話のうち8割以上がレンタル携帯電話であり，携帯電話を貸し出していたレ

ンタル携帯電話事業者のうち9割以上の経営者が詐欺や闇金等の犯罪行為により過

去に摘発された経歴を有していたとのことであるから，レンタル携帯電話事業者の

多くが特殊詐欺等の犯罪集団と一定の関係を有しているものと推察される。 

そのため，レンタル携帯電話事業者において，携帯電話貸与時の本人確認の強化

や，業界団体を設立の上，貸与の相手方から特殊詐欺等の犯罪集団を排除するため

の情報共有等を行うことを期待することは困難であると言わざるを得ない。 

 

② 携帯電話事業者による監視の強化 

前述のとおり，ＮＴＴドコモにおいては，法人がレンタル携帯電話事業者の場合，

携帯電話を貸し出す際の本人確認方法を確認するとともに，社印を押印した誓約書

の提出を求めているが，これに加え，レンタル携帯電話事業者に対し，国民生活セ

ンター等の機関からの情報提供等により，レンタル携帯電話事業者が契約する回線

について犯罪に利用されている疑いがある場合に，携帯電話事業者において，レン

タル携帯電話事業者に対し，貸与の相手方に対する本人確認を求め，これに応じな

い場合には，その間の携帯電話回線の利用を停止するなど，携帯電話事業者による

監視を強化することが考えられる。 

 

③ 法改正による規制強化 

前述のとおり，レンタル携帯電話事業者において，自らが携帯電話事業者から提

供を受けている役務の料金や提供条件等を全く変更せずに当該役務を利用させる場

合は，自らが提供主体となって電気通信役務を提供しているとは認められず，登録

及び届出が不要な電気通信事業と判断される。かかるレンタル携帯電話事業者につ

いては，何ら登録や届出をせずにレンタル携帯電話事業を営むことが可能となって

おり，レンタル携帯電話の不正利用の温床となっていることが推察される。 

レンタル携帯電話事業全般について，少なくとも届出制を導入することにより，

レンタル携帯電話事業者の実態を把握するとともに，携帯電話事業者と同様に，携

帯電話不正利用防止法による総務省の監督に服させることが考えられる。併せて，

届出をせずにレンタル携帯電話事業を営む者について，一定の罰則を科すことが考

えられる。 

前掲の2017年 1月 26日の産経ニュースによると，「捜査幹部は『レンタル業者を

包括的に規制する法律もなく，開業は野放しになっている。法律の整備が必要だ』

と話している。」とのことであるが，レンタル携帯電話事業全般について，少なくと

も届出制を導入することにより，レンタル携帯電話事業全般について包括的な規制

 

を行うことが可能となる。 

また，同ニュースによると，「警察当局はレンタル携帯こそが特殊詐欺の元凶とみ

て，業者の摘発を推進してきた。ただ，詐欺事件の共犯としてレンタル業者を罪に

問うには，詐欺の認識の証明が難しくハードルが高い。」とのことであるが，届出を

せずにレンタル携帯電話事業を営む者については，その事実のみをもって罰則を課

すことが可能となり，特殊詐欺等の犯罪に加担するレンタル携帯電話事業者に対し，

一定の抑止力となることが期待される。 

警察庁「平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について」によると，2017

年中に，捜査の過程で貸与時の本人確認義務違反等が認められたレンタル携帯電話

等について，携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否が行われるよう携帯電

話事業者へ2450件の情報提供を実施したとのことであり，レンタル携帯電話事業者

による本人確認が形骸化している状況が見受けられることや，前述のとおり，報道

を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多くが特殊

詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じる状況に至っていることからすれば，

レンタル携帯電話事業全般について少なくとも届出制を導入するにとどまらず，携

帯電話の貸与時の本人確認をレンタル携帯電話事業者に委ねている携帯電話不正利

用防止法のスキーム自体を改める必要性も認められる。 

具体的には，携帯電話不正利用防止法 7 条を改正し，現在は譲渡時に必要とされ

ている携帯電話事業者の承諾を，貸与時にも必要とすることが考えられる。これに

より，レンタル携帯電話事業者が携帯電話を貸与する際に，携帯電話事業者自身が

貸与の相手方の本人確認を実施することになり，貸与の相手方について，より厳格

な本人確認が実施されることが見込まれる。 

また，レンタル携帯電話事業者において，携帯電話事業者による本人確認を経ず

に携帯電話を第三者に貸与した場合，その事実のみをもって，レンタル携帯電話事

業者に対し，譲渡時と同様，携帯電話不正利用防止法20条に基づく罰則を課すこと

が可能となる。 

さらに，レンタル携帯電話事業者において，貸与の相手方の本人確認を（形式的

に）行った旨の弁解に及ぶことが不可能となり，特殊詐欺等の犯罪行為に加担する

レンタル携帯電話事業者の検挙が容易になることが期待される。 

 

４ 小括 

携帯電話事業者については，携帯電話不正利用防止法等により，携帯電話の不正利用

の防止について，更なる強化が必要であるものの，一定の取組がなされていると考えら

れる。 

他方で，レンタル携帯電話事業者については，ほぼ野放し状態と言える。前述のとお

り，特殊詐欺等の犯罪行為に利用された携帯電話の多くがレンタル携帯電話とのことで

あり，報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多く

が特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じている。 

レンタル携帯電話事業者に対しては，携帯電話事業者による監視や，法改正等による

「公助」を早急に強化することにより，レンタル携帯電話事業の健全化を図ることが必
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解約が特殊詐欺の減少に寄与しているかは疑問が残るところである。 

 

(2) 評価・課題・提言 

 

① 自助及び共助による防止は期待困難 

前述のとおり，平成27年 1月ないし11月に特殊詐欺等の犯罪行為に利用された

携帯電話のうち8割以上がレンタル携帯電話であり，携帯電話を貸し出していたレ

ンタル携帯電話事業者のうち9割以上の経営者が詐欺や闇金等の犯罪行為により過

去に摘発された経歴を有していたとのことであるから，レンタル携帯電話事業者の

多くが特殊詐欺等の犯罪集団と一定の関係を有しているものと推察される。 

そのため，レンタル携帯電話事業者において，携帯電話貸与時の本人確認の強化

や，業界団体を設立の上，貸与の相手方から特殊詐欺等の犯罪集団を排除するため

の情報共有等を行うことを期待することは困難であると言わざるを得ない。 

 

② 携帯電話事業者による監視の強化 

前述のとおり，ＮＴＴドコモにおいては，法人がレンタル携帯電話事業者の場合，

携帯電話を貸し出す際の本人確認方法を確認するとともに，社印を押印した誓約書

の提出を求めているが，これに加え，レンタル携帯電話事業者に対し，国民生活セ

ンター等の機関からの情報提供等により，レンタル携帯電話事業者が契約する回線

について犯罪に利用されている疑いがある場合に，携帯電話事業者において，レン

タル携帯電話事業者に対し，貸与の相手方に対する本人確認を求め，これに応じな

い場合には，その間の携帯電話回線の利用を停止するなど，携帯電話事業者による

監視を強化することが考えられる。 

 

③ 法改正による規制強化 

前述のとおり，レンタル携帯電話事業者において，自らが携帯電話事業者から提

供を受けている役務の料金や提供条件等を全く変更せずに当該役務を利用させる場

合は，自らが提供主体となって電気通信役務を提供しているとは認められず，登録

及び届出が不要な電気通信事業と判断される。かかるレンタル携帯電話事業者につ

いては，何ら登録や届出をせずにレンタル携帯電話事業を営むことが可能となって

おり，レンタル携帯電話の不正利用の温床となっていることが推察される。 

レンタル携帯電話事業全般について，少なくとも届出制を導入することにより，

レンタル携帯電話事業者の実態を把握するとともに，携帯電話事業者と同様に，携

帯電話不正利用防止法による総務省の監督に服させることが考えられる。併せて，

届出をせずにレンタル携帯電話事業を営む者について，一定の罰則を科すことが考

えられる。 

前掲の2017年 1月 26日の産経ニュースによると，「捜査幹部は『レンタル業者を

包括的に規制する法律もなく，開業は野放しになっている。法律の整備が必要だ』

と話している。」とのことであるが，レンタル携帯電話事業全般について，少なくと

も届出制を導入することにより，レンタル携帯電話事業全般について包括的な規制

 

を行うことが可能となる。 

また，同ニュースによると，「警察当局はレンタル携帯こそが特殊詐欺の元凶とみ

て，業者の摘発を推進してきた。ただ，詐欺事件の共犯としてレンタル業者を罪に

問うには，詐欺の認識の証明が難しくハードルが高い。」とのことであるが，届出を

せずにレンタル携帯電話事業を営む者については，その事実のみをもって罰則を課

すことが可能となり，特殊詐欺等の犯罪に加担するレンタル携帯電話事業者に対し，

一定の抑止力となることが期待される。 

警察庁「平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について」によると，2017

年中に，捜査の過程で貸与時の本人確認義務違反等が認められたレンタル携帯電話

等について，携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否が行われるよう携帯電

話事業者へ2450件の情報提供を実施したとのことであり，レンタル携帯電話事業者

による本人確認が形骸化している状況が見受けられることや，前述のとおり，報道

を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多くが特殊

詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じる状況に至っていることからすれば，

レンタル携帯電話事業全般について少なくとも届出制を導入するにとどまらず，携

帯電話の貸与時の本人確認をレンタル携帯電話事業者に委ねている携帯電話不正利

用防止法のスキーム自体を改める必要性も認められる。 

具体的には，携帯電話不正利用防止法 7 条を改正し，現在は譲渡時に必要とされ

ている携帯電話事業者の承諾を，貸与時にも必要とすることが考えられる。これに

より，レンタル携帯電話事業者が携帯電話を貸与する際に，携帯電話事業者自身が

貸与の相手方の本人確認を実施することになり，貸与の相手方について，より厳格

な本人確認が実施されることが見込まれる。 

また，レンタル携帯電話事業者において，携帯電話事業者による本人確認を経ず

に携帯電話を第三者に貸与した場合，その事実のみをもって，レンタル携帯電話事

業者に対し，譲渡時と同様，携帯電話不正利用防止法20条に基づく罰則を課すこと

が可能となる。 

さらに，レンタル携帯電話事業者において，貸与の相手方の本人確認を（形式的

に）行った旨の弁解に及ぶことが不可能となり，特殊詐欺等の犯罪行為に加担する

レンタル携帯電話事業者の検挙が容易になることが期待される。 

 

４ 小括 

携帯電話事業者については，携帯電話不正利用防止法等により，携帯電話の不正利用

の防止について，更なる強化が必要であるものの，一定の取組がなされていると考えら

れる。 

他方で，レンタル携帯電話事業者については，ほぼ野放し状態と言える。前述のとお

り，特殊詐欺等の犯罪行為に利用された携帯電話の多くがレンタル携帯電話とのことで

あり，報道を前提にすれば，レンタル携帯電話事業者の全部ではないものの，その多く

が特殊詐欺に関与しているとの合理的な疑いが生じている。 

レンタル携帯電話事業者に対しては，携帯電話事業者による監視や，法改正等による

「公助」を早急に強化することにより，レンタル携帯電話事業の健全化を図ることが必
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要である。 

 

  

 

第３ 仮想移動体通信事業者 

 

１ 業界概要と特殊詐欺リスク 

 

(1) 業界概要 

仮想移動体通信事業者（Mobile Virtual Network Operator， 以下「ＭＶＮＯ」と

いう。）とは，移動通信サービスにかかる無線通信回線設備を自社では開設・運用せず

に，移動体通信業者（ＮＴＴドコモ，ＫＤＤＩ，ソフトバンクなど）の提供する移動

通信サービスを利用し，又は移動体通信業者と接続して，自社ブランドで「格安スマ

ホ」などの移動通信サービスを提供する電気通信事業者である。 

平成30年 3月末時点で，ＭＶＮＯの事業者数は886，サービスの契約数は1840万，

移動系通信の契約数に占める比率は10.6％となっている122。 

 

(2) 業界団体 

ＭＶＮＯの業界団体としては，ＭＶＮＯに限らない情報通信技術関連企業を中心と

する一般社団法人テレコムサービス協会（以下「テレサ協」という。）があり，その中

にＭＶＮＯ委員会が設置されている。ＭＶＮＯ委員会では，ＭＶＮＯが共有する課

題等について行政等と意見交換を行い，その解決を働きかける等の活動を

行っている。参加ＭＶＮＯ数は，平成 30 年 5 月 11 日現在で 52 社となって

いる 123。 

 

(3) 監督官庁 

ＭＶＮＯとして電気通信事業を営もうとする者は，電気通信事業法16条 1項の規定

による届出を総務大臣に行う必要がある。ＭＶＮＯは，電気通信事業法等の関係法令

の規定を遵守する必要がある。 

総務大臣は，ＭＶＮＯに対し，その事業に関し報告をさせ，又はその職員に，ＭＶ

ＮＯの営業所，事務所その他の事業場に立ち入り，検査させることができ（電気通信

事業法166条 1項），また，業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずるこ

とができる（同法29条）。 

 

(4) 特殊詐欺に利用されるリスク 

ＭＶＮＯが提供する格安スマホについては，携帯電話事業者の携帯電話などと同様

に，特殊詐欺における被害者等に対する通信手段として悪用されるリスクがある。 

近年では，特殊詐欺で悪用された電話回線のうち，ＭＶＮＯの回線が急増している

ようである。 

2016年 12月 13日の産経ニュースは，「特殊詐欺に『格安スマホ』急増50倍 偽造

                            
122 総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 29年度第 4

四半期（3月末））」（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000136.html） 
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要である。 

 

  

 

第３ 仮想移動体通信事業者 
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(1) 業界概要 
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総務大臣は，ＭＶＮＯに対し，その事業に関し報告をさせ，又はその職員に，ＭＶ

ＮＯの営業所，事務所その他の事業場に立ち入り，検査させることができ（電気通信

事業法166条 1項），また，業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずるこ

とができる（同法29条）。 

 

(4) 特殊詐欺に利用されるリスク 

ＭＶＮＯが提供する格安スマホについては，携帯電話事業者の携帯電話などと同様

に，特殊詐欺における被害者等に対する通信手段として悪用されるリスクがある。 

近年では，特殊詐欺で悪用された電話回線のうち，ＭＶＮＯの回線が急増している

ようである。 

2016年 12月 13日の産経ニュースは，「特殊詐欺に『格安スマホ』急増50倍 偽造

                            
122 総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平成 29年度第 4
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契約が横行 警視庁，事業者に本人確認強化要請」との表題で，以下のとおり報じて

いる。 

今年，特殊詐欺で使われた電話回線のうち，格安スマートフォンを手掛けるＭＶ

ＮＯ（仮想移動体通信事業者）の回線が警視庁管内だけで昨年の約50倍に急増して

いることが12日，捜査関係者への取材で分かった。政府の成長戦略による規制緩和

で参入が相次ぐＭＶＮＯだが審査が甘いとされ，偽造書類による契約が相次いでい

るとみられる。警視庁は事業者に本人確認を強化するよう要請した。 

捜査関係者によると，今年 1～10 月に都内にかかってきた特殊詐欺とみられる電

話で，警視庁が番号などを特定した携帯電話 762 回線のうち，最多はソフトバンク

の385回線（51％）だったが，2番目はＮＴＴドコモなどを押さえ，ＭＶＮＯの239

回線（31％）だった。警視庁によると，うち少なくとも 143 回線は契約時に偽造身

分証が使われていた。 

昨年1年間では，携帯電話1073回線中，ドコモが752回線と大半を占め，ＭＶＮ

Ｏは5回線だけだった。 

 

２ 防止措置の現状 

 

(1) 総論 

格安スマホが特殊詐欺に悪用されないよう，ＭＶＮＯに対しては，携帯電話事業者

と同様に携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認等が義務付けられ，

また一定要件のもと役務等提供の拒否ができることとされている。 

 

(2) 契約締結時の本人確認 

ＭＶＮＯに対しては，役務提供契約を締結するに際して，運転免許証など公的証明

書の提示受けるなどして相手方の氏名や住居等の本人確認を実施すること，及び本人

確認記録の作成・保存が，携帯電話不正利用防止法により義務付けられている（3条及

び4条）。このことは携帯電話事業者と同様である。 

この点，テレサ協のＭＶＮＯ委員会では，2016年 3月に「携帯電話不正利用防止法

に基づくＭＶＮＯにおける契約者確認等のガイドライン」を作成している（ＭＶＮＯ

に限定公開）124。 

携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認等の実施状況について，総務大臣は，携

帯電話事業者に対するものと同様に，報告又は資料の提出をＭＶＮＯに求め，また立

入検査を実施することができる（同法13条及び14条）。違反に対しては，是正措置を

命ずることができる（15 条）。格安スマホが特殊詐欺に悪用されるケースが増加して

いることを受けて，総務省では，2017年 1月に「ＭＶＮＯ事業者の提供するスマート

フォン等における特殊詐欺利用への対策について（依頼）」を発出し，本人確認の徹底

などＭＶＮＯによる未然防止措置の強化などを求めている。 

 

                            
124 テレサ協ウェブサイト（http://www.telesa.or.jp/committee/mvno_new） 

 

(3) 契約者に対する役務提供等の拒否 

契約締結に際して相手方が本人確認に応じず，又は警察署長からＭＶＮＯに対する

要請に基づく契約者の確認に応じないなど一定の場合には，携帯電話不正利用防止法

に基づき，ＭＶＮＯは役務等の提供を拒否することができる（8条，9条及び 11 条）。

このことも携帯電話事業者と同様である。 

これに関し，テレサ協のＭＶＮＯ委員会では，2016年 8月に「携帯電話不正利用防

止法に基づくＭＶＮＯ事業者における役務提供拒否のガイドライン」を作成するとと

もに（ＭＶＮＯ事業者に限定公開），身分証明書として偽造免許証や偽造保険証が使わ

れた場合，携帯電話不正利用防止法11条に基づき，9条に規定する契約者確認なしで

の解約（役務提供拒否）を開始しているとのことである125。 

 

３ 評価・課題・提言 

 

(1) 契約締結時の本人確認 

 

① 評価と課題 

前述のように，ＭＶＮＯにおいても，携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結

時の本人確認の実施という，ミニマムスダンダード（最低限の基準）である法令遵

守は行われてきていると考えられる。 

もっとも，ＭＶＮＯは無店舗の事業者が多いため，本人確認は，契約締結に際し

て相手方から本人書類の提示を直接受けるのではなく，ネットや郵送を通じて身分

証明書の写しを送付してもらい，当該書類に記載されている住居宛に確認書類を送

付する方法で行われていることがかなり多いようである。 

かかる方法も携帯電話不正利用防止法で認められているものであるが，非対面か

つ身分証明書が写しであることによる，なりすましや偽造リスクに十分対応できて

いるとは言い難い。携帯電話事業者と比較し，ＭＶＮＯは本人確認時の審査が甘く，

偽造書類による契約が相次いでいるとの懸念もある。 

前述した 2016 年 12 月 13 日の産経ニュースは，「特殊詐欺に『格安スマホ』急増

50倍 偽造契約が横行 警視庁，事業者に本人確認強化要請」との表題で，以下の

とおり報じている。 

 

格安スマホの購入方法は簡単だ。インターネットで本人情報を記入し，免許証

などの証明書の画像をアップロードすれば，その後スマホやＳＩＭカードが発送

されてくる。事業者によって異なるが，免許証ではなく顔写真がない健康保険証

でも，公共料金の明細書などを添えれば本人確認完了となる。 

特殊詐欺グループは，こうしたネット上で完結する本人確認の仕組みを巧みに

利用しているようだ。 

実際，警視庁が特殊詐欺に使われたとみられるＭＶＮＯの回線をたどったとこ

                            
125 テレサ協ウェブサイト（http://www.telesa.or.jp/committee/mvno_new） 
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契約が横行 警視庁，事業者に本人確認強化要請」との表題で，以下のとおり報じて

いる。 

今年，特殊詐欺で使われた電話回線のうち，格安スマートフォンを手掛けるＭＶ

ＮＯ（仮想移動体通信事業者）の回線が警視庁管内だけで昨年の約50倍に急増して

いることが12日，捜査関係者への取材で分かった。政府の成長戦略による規制緩和

で参入が相次ぐＭＶＮＯだが審査が甘いとされ，偽造書類による契約が相次いでい

るとみられる。警視庁は事業者に本人確認を強化するよう要請した。 

捜査関係者によると，今年 1～10 月に都内にかかってきた特殊詐欺とみられる電

話で，警視庁が番号などを特定した携帯電話 762 回線のうち，最多はソフトバンク

の385回線（51％）だったが，2番目はＮＴＴドコモなどを押さえ，ＭＶＮＯの239

回線（31％）だった。警視庁によると，うち少なくとも 143 回線は契約時に偽造身

分証が使われていた。 

昨年1年間では，携帯電話1073回線中，ドコモが752回線と大半を占め，ＭＶＮ

Ｏは5回線だけだった。 

 

２ 防止措置の現状 

 

(1) 総論 

格安スマホが特殊詐欺に悪用されないよう，ＭＶＮＯに対しては，携帯電話事業者

と同様に携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認等が義務付けられ，

また一定要件のもと役務等提供の拒否ができることとされている。 

 

(2) 契約締結時の本人確認 

ＭＶＮＯに対しては，役務提供契約を締結するに際して，運転免許証など公的証明

書の提示受けるなどして相手方の氏名や住居等の本人確認を実施すること，及び本人

確認記録の作成・保存が，携帯電話不正利用防止法により義務付けられている（3条及

び4条）。このことは携帯電話事業者と同様である。 

この点，テレサ協のＭＶＮＯ委員会では，2016年 3月に「携帯電話不正利用防止法

に基づくＭＶＮＯにおける契約者確認等のガイドライン」を作成している（ＭＶＮＯ

に限定公開）124。 

携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認等の実施状況について，総務大臣は，携

帯電話事業者に対するものと同様に，報告又は資料の提出をＭＶＮＯに求め，また立

入検査を実施することができる（同法13条及び14条）。違反に対しては，是正措置を

命ずることができる（15 条）。格安スマホが特殊詐欺に悪用されるケースが増加して

いることを受けて，総務省では，2017年 1月に「ＭＶＮＯ事業者の提供するスマート

フォン等における特殊詐欺利用への対策について（依頼）」を発出し，本人確認の徹底

などＭＶＮＯによる未然防止措置の強化などを求めている。 
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格安スマホの購入方法は簡単だ。インターネットで本人情報を記入し，免許証

などの証明書の画像をアップロードすれば，その後スマホやＳＩＭカードが発送

されてくる。事業者によって異なるが，免許証ではなく顔写真がない健康保険証

でも，公共料金の明細書などを添えれば本人確認完了となる。 

特殊詐欺グループは，こうしたネット上で完結する本人確認の仕組みを巧みに
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ろ，今年1～10月の間に179回線の契約者が判明。このうち半数を超える95回線

で架空の保険証が使われ，48回線で架空の運転免許証が使用されていた。 

捜査関係者は「顔を合わせずに何回線も契約できる。証明書さえ偽造すればい

くらでも契約できる」と話す。 

保険証の裏面にある手書きの住所を書き換えるなどして複数の人物を装って，

同じＭＶＮＯ事業者から複数の回線を契約していた例もあったという。 

ＭＶＮＯは家電量販店やインターネット通販業者など，一般企業が“商機”と

みて参入する例が多い。「大手と違って，まだノウハウの蓄積がなく，審査が甘く

なってしまう傾向にある」（警視庁幹部） 

 

② 提言 

 

ア 審査体制の強化等 

 

自助 

本人確認は単に，提示又は送付された身分証明書に記載されている氏名等を確認

すれば良いものではない。その前提として，確認書類自体が偽造され，又は記載事

項が書き替えられていないかを審査することが，特殊詐欺に悪用されないために肝

要である。各ＭＶＮＯでは，本人確認にかかる審査体制を強化するとともに，確認

書類の偽造等をチェックする能力を高め，審査ノウハウを蓄積していくことが欠か

せない。 

共助 

審査体制の強化等は，各ＭＶＮＯでの自助努力が基本となるが，業界全体の底上

げには，例えばテレサ協会ＭＶＮＯ委員会を通じた情報等の交換をより活性化する

ことが重要と考えられる。この点，ＭＶＮＯの事業者数（平成 30 年 3 月末時点で

886 社）に照らして協会参加ＭＶＮＯ数（平成 30 年 5 月 11 日時点で 52 社）

はかなり少数であり，業界として，非協会員であるＭＶＮＯへの働きかけ

をどのように行っていくかも検討されるべきである。 

また，ＭＶＮＯと回線貸出契約を締結している携帯電話事業者においても，審

査ノウハウや，個人契約の利用料金の支払方法を原則クレジットカードや銀行口座

引落に限定するなどといった前述のグッドプラクティス等について，ＭＶＮＯに対

し積極的に提供していくことが望まれる。 

加えて，携帯電話事業者間で共有されている，警察からの求めに基づく本人確認

に応じてもらえず利用停止となった回線に関する契約者情報については，業界を超

えてＭＶＮＯとの間でも共有され，受付審査に活用される仕組みを構築することが

望まれる。 

公助 

これらに加え，警察においては，偽造の手口等についてＭＶＮＯへのフィードバッ

クをより積極的に行うことで，審査体制の強化を促していくことが望まれる。 

また，監督官庁である総務省においては，捜査当局とも連携し，例えば特殊詐欺

 

に悪用された回線数が多いＭＶＮＯに対しては，本人確認体制の実態を，報告徴求

や立入検査を通じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，体制の改善や強化を

要請すべきである。 

加えて，総務省においては，ＭＶＮＯによる電気通信事業者としての届出につい

て，後述（第４．３（５））のように届出事項を厳格化するとともに，例えば特殊詐

欺防止のための本人確認体制についても届出書の記載事項又は提出書類に加える

ことで，体制整備の上の事業開始を確保していくことが望まれる。 

 

イ 非対面契約での本人確認方法の見直し 

非対面での本人確認では前述のように，なりすましや身分証明書の偽造等リス

クに対し，現行の携帯電話不正利用防止法に規定される本人確認方法のみで十分

に対応できているとは言い難い。 

この点に関して，犯罪収益移転防止法では，非対面取引時の本人確認方法とし

て以下が追加される見込みである126。 

事業者が提供するソフトウェアを使用して，顧客等の容貌の画像情報（当該ソ

フトウェアを使用して撮影をさせたもの）の送信を受けるとともに，事業者が提

供するソフトウェアを使用して，写真付き本人確認書類の画像情報（当該ソフト

ウェアを使用して撮影をさせたものであって，本人特定事項，写真及び当該写真

付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるもの。）の送信を

受けること，又は写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ

れた本人特定事項及び写真の情報の送信を受けることのいずれかの措置を講ずる。  

このような本人確認方法は，なりすましや身分証明書の偽造防止に資するもの

であり，携帯電話利用防止法においても，同様の改正を速やかに検討すべきであ

ると考える。 

 

(2) 役務提供等の拒否 

 

① 評価と課題 

前述のように，携帯電話不正利用防止法により，ＭＶＮＯにおいても，警察署長

からＭＶＮＯに対する要請に基づく契約者の確認に応じないなど一定の場合には役

務等の提供を拒否することができる。 

もっとも，回線が詐欺に使われたと警察から連絡しても対応が鈍い業者も少なく

ないといった報道記事もある127。また，事業者数が多いこともあって，ＭＶＮＯ業界

における警察署長からの依頼による契約者確認と役務提供の拒否状況については，

携帯電話事業者と比較して分かりにくい。 

                            
126 本稿執筆時点で「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」

に対するパブリックコメントの募集（2018年 7月 31日まで）が終了している。

（http://search.e-ov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170029&Mode=0）。 
127 前掲「特殊詐欺に『格安スマホ』急増５０倍 偽造契約が横行 警視庁，事業者に本人確認強

化要請」 
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ろ，今年1～10月の間に179回線の契約者が判明。このうち半数を超える95回線

で架空の保険証が使われ，48回線で架空の運転免許証が使用されていた。 

捜査関係者は「顔を合わせずに何回線も契約できる。証明書さえ偽造すればい

くらでも契約できる」と話す。 

保険証の裏面にある手書きの住所を書き換えるなどして複数の人物を装って，

同じＭＶＮＯ事業者から複数の回線を契約していた例もあったという。 

ＭＶＮＯは家電量販店やインターネット通販業者など，一般企業が“商機”と

みて参入する例が多い。「大手と違って，まだノウハウの蓄積がなく，審査が甘く

なってしまう傾向にある」（警視庁幹部） 

 

② 提言 

 

ア 審査体制の強化等 

 

自助 

本人確認は単に，提示又は送付された身分証明書に記載されている氏名等を確認

すれば良いものではない。その前提として，確認書類自体が偽造され，又は記載事

項が書き替えられていないかを審査することが，特殊詐欺に悪用されないために肝

要である。各ＭＶＮＯでは，本人確認にかかる審査体制を強化するとともに，確認

書類の偽造等をチェックする能力を高め，審査ノウハウを蓄積していくことが欠か

せない。 

共助 

審査体制の強化等は，各ＭＶＮＯでの自助努力が基本となるが，業界全体の底上

げには，例えばテレサ協会ＭＶＮＯ委員会を通じた情報等の交換をより活性化する

ことが重要と考えられる。この点，ＭＶＮＯの事業者数（平成 30 年 3 月末時点で

886 社）に照らして協会参加ＭＶＮＯ数（平成 30 年 5 月 11 日時点で 52 社）

はかなり少数であり，業界として，非協会員であるＭＶＮＯへの働きかけ

をどのように行っていくかも検討されるべきである。 

また，ＭＶＮＯと回線貸出契約を締結している携帯電話事業者においても，審

査ノウハウや，個人契約の利用料金の支払方法を原則クレジットカードや銀行口座

引落に限定するなどといった前述のグッドプラクティス等について，ＭＶＮＯに対

し積極的に提供していくことが望まれる。 

加えて，携帯電話事業者間で共有されている，警察からの求めに基づく本人確認

に応じてもらえず利用停止となった回線に関する契約者情報については，業界を超

えてＭＶＮＯとの間でも共有され，受付審査に活用される仕組みを構築することが

望まれる。 

公助 

これらに加え，警察においては，偽造の手口等についてＭＶＮＯへのフィードバッ

クをより積極的に行うことで，審査体制の強化を促していくことが望まれる。 

また，監督官庁である総務省においては，捜査当局とも連携し，例えば特殊詐欺

 

に悪用された回線数が多いＭＶＮＯに対しては，本人確認体制の実態を，報告徴求

や立入検査を通じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，体制の改善や強化を

要請すべきである。 

加えて，総務省においては，ＭＶＮＯによる電気通信事業者としての届出につい

て，後述（第４．３（５））のように届出事項を厳格化するとともに，例えば特殊詐

欺防止のための本人確認体制についても届出書の記載事項又は提出書類に加える

ことで，体制整備の上の事業開始を確保していくことが望まれる。 

 

イ 非対面契約での本人確認方法の見直し 

非対面での本人確認では前述のように，なりすましや身分証明書の偽造等リス

クに対し，現行の携帯電話不正利用防止法に規定される本人確認方法のみで十分

に対応できているとは言い難い。 

この点に関して，犯罪収益移転防止法では，非対面取引時の本人確認方法とし

て以下が追加される見込みである126。 

事業者が提供するソフトウェアを使用して，顧客等の容貌の画像情報（当該ソ

フトウェアを使用して撮影をさせたもの）の送信を受けるとともに，事業者が提

供するソフトウェアを使用して，写真付き本人確認書類の画像情報（当該ソフト

ウェアを使用して撮影をさせたものであって，本人特定事項，写真及び当該写真

付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるもの。）の送信を

受けること，又は写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ

れた本人特定事項及び写真の情報の送信を受けることのいずれかの措置を講ずる。  

このような本人確認方法は，なりすましや身分証明書の偽造防止に資するもの

であり，携帯電話利用防止法においても，同様の改正を速やかに検討すべきであ

ると考える。 

 

(2) 役務提供等の拒否 

 

① 評価と課題 

前述のように，携帯電話不正利用防止法により，ＭＶＮＯにおいても，警察署長

からＭＶＮＯに対する要請に基づく契約者の確認に応じないなど一定の場合には役

務等の提供を拒否することができる。 

もっとも，回線が詐欺に使われたと警察から連絡しても対応が鈍い業者も少なく

ないといった報道記事もある127。また，事業者数が多いこともあって，ＭＶＮＯ業界

における警察署長からの依頼による契約者確認と役務提供の拒否状況については，

携帯電話事業者と比較して分かりにくい。 

                            
126 本稿執筆時点で「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」

に対するパブリックコメントの募集（2018年 7月 31日まで）が終了している。

（http://search.e-ov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170029&Mode=0）。 
127 前掲「特殊詐欺に『格安スマホ』急増５０倍 偽造契約が横行 警視庁，事業者に本人確認強

化要請」 
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そのような中，特殊詐欺防止のための対応が芳しくないＭＶＮＯがたとえ少数で

あっても存在すれば，業界全体の信用に多大な悪影響を及ぼしかねない。 

 

② 提言（契約者確認と役務提供等の拒否の徹底） 

自助 

携帯電話不正利用防止法に基づく警察署長からの要請に基づく契約者確認を実施す

ることは，特殊詐欺防止という社会的要請に応えるコンプライアンスとして，ミニマ

ムスタンダード（最低限の基準）である。また，契約者確認に応じない場合に役務等

の提供を拒否することは，「できる」という規定にかかわらず，原則的な対応であると

各ＭＶＮＯは改めて認識すべきである。 

また，契約者確認については，警察署長からの要請がなくても，前述のテレサ協会

ＭＶＮＯのガイドラインでもあるように，身分証明書として偽造免許証や偽造保険証

が使われた場合を含め積極的に実施することが必要である。 

不十分な防止態勢のもと，特殊詐欺防止に悪用されることは重大なコンプライアン

ス・リスクである。各ＭＶＮＯが自律的に，コンプライアンス態勢を早急に見直し，

強化していくことが根本的に重要である。 

共助 

テレサ協会ＭＶＮＯ委員会では，協会員における「携帯電話不正利用防止法に基づ

くＭＶＮＯ事業者における役務提供拒否のガイドライン」の実施状況を確認し，その

継続的な見直し等を行っていくことが望まれる。また，本人確認と同様に，業界全体

の信頼性向上のため，非協会員であるＭＶＮＯに対してもガイドラインの実施

を働きかけていくことも検討されるべきであろう。 

また，携帯電話事業者では，回線貸出契約を締結しているＭＶＮＯに対し，前述の

ような役務等提供の拒否にかかるノウハウやグッドプラクティスについて，積極的に

提供していくことが望まれる。 

公助 

警察当局では，契約者確認の要請への対応が鈍いＭＶＮＯについては，監督官庁で

ある総務省とも連携し，コンプライアンス態勢の強化を促していくことが望まれる。 

総務省では，そのようなＭＶＮＯに対しては，契約者確認や役務等提供の拒否にか

かる実態を，報告徴求や立入検査を通じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，

コンプライアンス態勢の改善や強化につなげていくべきである。 

さらに，身分証明書の偽造による本人特定事項の隠ぺいなど携帯電話不正利用防止

法に規定する犯罪を行っていると疑われる者については，ＭＶＮＯから警察当局への

届出を行う仕組みを構築することも重要と考える。これにより，特殊詐欺犯罪の捜査

の端緒となり，またかかる仕組みによる予防効果も期待できる。 

 

４ 小括  

ＭＶＮＯについては，携帯電話事業者と比較し，非対面契約が中心であることで特殊

詐欺に悪用されるリスクが相対的に高く，また，その規模等に相当の差があり，携帯電

話不正利用防止法の遵守など特殊詐欺防止のための態勢レベルもかなりの差異がある

 

ことが懸念される。格安スマホが特殊詐欺に悪用されることの防止は，各ＭＶＮＯによ

る自助が基本ではあるものの，業界団体や携帯電話事業者による共助，さらには監督官

庁等による相当程度の公助が重要と考えられる。 
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そのような中，特殊詐欺防止のための対応が芳しくないＭＶＮＯがたとえ少数で

あっても存在すれば，業界全体の信用に多大な悪影響を及ぼしかねない。 

 

② 提言（契約者確認と役務提供等の拒否の徹底） 

自助 

携帯電話不正利用防止法に基づく警察署長からの要請に基づく契約者確認を実施す

ることは，特殊詐欺防止という社会的要請に応えるコンプライアンスとして，ミニマ

ムスタンダード（最低限の基準）である。また，契約者確認に応じない場合に役務等

の提供を拒否することは，「できる」という規定にかかわらず，原則的な対応であると

各ＭＶＮＯは改めて認識すべきである。 

また，契約者確認については，警察署長からの要請がなくても，前述のテレサ協会

ＭＶＮＯのガイドラインでもあるように，身分証明書として偽造免許証や偽造保険証

が使われた場合を含め積極的に実施することが必要である。 

不十分な防止態勢のもと，特殊詐欺防止に悪用されることは重大なコンプライアン

ス・リスクである。各ＭＶＮＯが自律的に，コンプライアンス態勢を早急に見直し，

強化していくことが根本的に重要である。 

共助 

テレサ協会ＭＶＮＯ委員会では，協会員における「携帯電話不正利用防止法に基づ

くＭＶＮＯ事業者における役務提供拒否のガイドライン」の実施状況を確認し，その

継続的な見直し等を行っていくことが望まれる。また，本人確認と同様に，業界全体

の信頼性向上のため，非協会員であるＭＶＮＯに対してもガイドラインの実施

を働きかけていくことも検討されるべきであろう。 

また，携帯電話事業者では，回線貸出契約を締結しているＭＶＮＯに対し，前述の

ような役務等提供の拒否にかかるノウハウやグッドプラクティスについて，積極的に

提供していくことが望まれる。 

公助 

警察当局では，契約者確認の要請への対応が鈍いＭＶＮＯについては，監督官庁で

ある総務省とも連携し，コンプライアンス態勢の強化を促していくことが望まれる。 

総務省では，そのようなＭＶＮＯに対しては，契約者確認や役務等提供の拒否にか

かる実態を，報告徴求や立入検査を通じて把握し，必要に応じて是正命令も発出し，

コンプライアンス態勢の改善や強化につなげていくべきである。 

さらに，身分証明書の偽造による本人特定事項の隠ぺいなど携帯電話不正利用防止

法に規定する犯罪を行っていると疑われる者については，ＭＶＮＯから警察当局への

届出を行う仕組みを構築することも重要と考える。これにより，特殊詐欺犯罪の捜査

の端緒となり，またかかる仕組みによる予防効果も期待できる。 

 

４ 小括  

ＭＶＮＯについては，携帯電話事業者と比較し，非対面契約が中心であることで特殊

詐欺に悪用されるリスクが相対的に高く，また，その規模等に相当の差があり，携帯電

話不正利用防止法の遵守など特殊詐欺防止のための態勢レベルもかなりの差異がある

 

ことが懸念される。格安スマホが特殊詐欺に悪用されることの防止は，各ＭＶＮＯによ

る自助が基本ではあるものの，業界団体や携帯電話事業者による共助，さらには監督官

庁等による相当程度の公助が重要と考えられる。 
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第４ 固定（ＩＰ）電話・電話転送業者 

 

１ 業界概要と特殊詐欺リスク128 

 

(1) 固定（ＩＰ）電話・電話転送事業者 

 

① 概要 

固定（ＩＰ）電話・電話転送事業者のいわゆる業法となる電気通信事業法は電気

通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するために，電

気通信事業者の登録・届出，電気通信事業者の義務，契約約款や料金等の規制，利

用者への説明等を規定している。 

電気通信事業法において，「電気通信事業者」とは，電気通信事業129を営むことに

ついて，登録を受けた者又は届出をした者のことをいう（電気通信事業法2条 5号）。  

 

② 電気通信事業者の詳細 

電気通信事業法上，電気通信事業者は，基礎的電気通信役務提供事業者，指定電

気通信役務提供事業者，認定電気通信事業者，登録電気通信事業者，届出電気通信

事業者に分類される。 

基礎的電気通信役務とは，日本全国における提供が確保されるべき役務であり，

該当事業者としてはＮＴＴ東日本，ＮＴＴ西日本，ソフトバンクの３社となってい

る。指定電気通信役務とは，第一種指定電気通信設備130が用いられる役務であり，

事業者としてはＮＴＴ東日本，ＮＴＴ西日本の２社となっている。 

認定電気通信事業者とは，総務大臣の認定を受けて電気通信回線設備131を設置し

て電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者のことである（電気

通信事業法 117 条 1 項）。登録電気通信事業者とは，上記以外の電気通信事業を営

                            
128 第 4は，平成 30 年 6月 8日開催の第 87回民事介入暴力対策京都大会協議会資料に基づく記述

である。 
129 この「電気通信事業」とは，有線，無線その他の電磁的方式により，符号，音響又は影像を送

り，伝え，又は受けること（電気通信）を，行うための機械，器具，線路その他の電気的設備（電

気通信設備）を，用いて他人の通信と媒介し，その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

（電気通信役務）を，他人の需要に応ずるために提供する事業とされている（電気通信事業法2条

1号から4号）。 
130 総務大臣が，全国の区域を分けて，その区域ごとに，その一端が利用者の電気通信設備（移動端

末設備を除く）と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって区域

内のシェアが一定以上のもの等を，ほかの電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便

の向上等に欠くことができない電気通信設備として指定した電気通信設備（電気通信事業法 33 条

1項，電気通信事業法施行規則23条の 2）。 
131 送信場所と受信場所との間を接続する伝送路設備（ケーブル等）及びこれと一体として設置さ

れる交換設備（交換機等）並びにこれらの附属設備（通信電力装置等）（電気通信事業法 9 条 1号

参照）のこと。 

 

むことについて登録132を受けた者のことである133。これらは，いずれも公表されてい

る。 

届出電気通信事業者とは，電気通信事業を営むことについて総務大臣に届出をし

た者のことである134。登録が必要となる電気通信事業以外の電気通信事業を営む場

合135は，全て届出が必要になる（電気通信事業法16条）。 

登録が必要な電気通信事業以外の電気通信事業を営む場合は，届出だけで電気通

信事業を営むことができる。 

このように，電気通信事業を営むことが容易であるので，固定電話等が犯罪に利

用されやすくなっている。特に，特殊詐欺に使用される電話の卸や電話転送は届出

だけで可能なので，より悪用しやすいと言える。中には，届出すらせずに，電話転

送をしている業者の存在も否定し切ることはできないと思われる。 

 

③ 卸電気通信役務について 

    卸電気通信役務とは，電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務

（電気通信事業法29条 1項 10号）である。つまり，ある電気通信事業者が，利用

者の立場で，ほかの電気通信事業者から電気通信役務の提供を受け，ある電気通信

事業者が利用者に対しこれを再販する方式のことである。 

卸電気通信役務の場合，認定電気通信事業者に該当しない限り，役務提供義務は

ない。また，事業者間の相対取引により個別に契約を締結して，どの役務を提供す

るかを決定することができる。 

 

(2) 業界団体136 

 

① ＴＣＡ 

ＴＣＡは，前述（第２．１(2)①）のように，電気通信事業者（電気通信回線設備

を設置する電気通信事業者をいう。以下同じ。）の共通の問題を処理し，もって公共

の福祉の増進に資することを目的として設立された法人である。 

ウェブサイトによると，詐欺事件等が発生することが社会問題となったことから，

平成17年に，非公開であるが，発信者電話番号が偽装されて着信する通話について

の対策ガイドラインが策定されている。会員電気通信事業者は，原則的にかかるガ

イドラインに従った対策を行っているとのことである。 

 

                            
132 端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村を超える場合などに登録が必要となる。 
133 登録が必要であるにもかかわらず登録をせずに電気通信事業を営んだ者は，3 年以下の懲役若

しくは200万円以下の罰金，又これの併科となる（電気通信事業法177条）。 
134 届出が必要であるにもかかわらず届出をせずに電気通信事業を営んだ者は，6 ヶ月以下の懲役

若しくは50万円以下の罰金となる（電気通信事業法185条）。 
135 電気通信回線設備を設置しない場合（ほかの電気通信事業者の電気通信サービスを再販する場

合等），又は，電気通信回線設備を設置しているが，その設備が，登録が必要な基準に該当しない

場合（同一市町村内におけるＣＡＴＶアクセスサービス等）。 
136 総務省関連団体リンクhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/link/index.html参照 
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第４ 固定（ＩＰ）電話・電話転送業者 

 

１ 業界概要と特殊詐欺リスク128 

 

(1) 固定（ＩＰ）電話・電話転送事業者 

 

① 概要 

固定（ＩＰ）電話・電話転送事業者のいわゆる業法となる電気通信事業法は電気

通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するために，電

気通信事業者の登録・届出，電気通信事業者の義務，契約約款や料金等の規制，利

用者への説明等を規定している。 

電気通信事業法において，「電気通信事業者」とは，電気通信事業129を営むことに

ついて，登録を受けた者又は届出をした者のことをいう（電気通信事業法2条 5号）。  

 

② 電気通信事業者の詳細 

電気通信事業法上，電気通信事業者は，基礎的電気通信役務提供事業者，指定電

気通信役務提供事業者，認定電気通信事業者，登録電気通信事業者，届出電気通信

事業者に分類される。 

基礎的電気通信役務とは，日本全国における提供が確保されるべき役務であり，

該当事業者としてはＮＴＴ東日本，ＮＴＴ西日本，ソフトバンクの３社となってい

る。指定電気通信役務とは，第一種指定電気通信設備130が用いられる役務であり，

事業者としてはＮＴＴ東日本，ＮＴＴ西日本の２社となっている。 

認定電気通信事業者とは，総務大臣の認定を受けて電気通信回線設備131を設置し

て電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者のことである（電気

通信事業法 117 条 1 項）。登録電気通信事業者とは，上記以外の電気通信事業を営

                            
128 第 4は，平成 30 年 6月 8日開催の第 87回民事介入暴力対策京都大会協議会資料に基づく記述

である。 
129 この「電気通信事業」とは，有線，無線その他の電磁的方式により，符号，音響又は影像を送

り，伝え，又は受けること（電気通信）を，行うための機械，器具，線路その他の電気的設備（電

気通信設備）を，用いて他人の通信と媒介し，その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

（電気通信役務）を，他人の需要に応ずるために提供する事業とされている（電気通信事業法2条

1号から4号）。 
130 総務大臣が，全国の区域を分けて，その区域ごとに，その一端が利用者の電気通信設備（移動端

末設備を除く）と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって区域

内のシェアが一定以上のもの等を，ほかの電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便

の向上等に欠くことができない電気通信設備として指定した電気通信設備（電気通信事業法 33 条

1項，電気通信事業法施行規則23条の 2）。 
131 送信場所と受信場所との間を接続する伝送路設備（ケーブル等）及びこれと一体として設置さ

れる交換設備（交換機等）並びにこれらの附属設備（通信電力装置等）（電気通信事業法 9 条 1号

参照）のこと。 

 

むことについて登録132を受けた者のことである133。これらは，いずれも公表されてい

る。 

届出電気通信事業者とは，電気通信事業を営むことについて総務大臣に届出をし

た者のことである134。登録が必要となる電気通信事業以外の電気通信事業を営む場

合135は，全て届出が必要になる（電気通信事業法16条）。 

登録が必要な電気通信事業以外の電気通信事業を営む場合は，届出だけで電気通

信事業を営むことができる。 

このように，電気通信事業を営むことが容易であるので，固定電話等が犯罪に利

用されやすくなっている。特に，特殊詐欺に使用される電話の卸や電話転送は届出

だけで可能なので，より悪用しやすいと言える。中には，届出すらせずに，電話転

送をしている業者の存在も否定し切ることはできないと思われる。 

 

③ 卸電気通信役務について 

    卸電気通信役務とは，電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務

（電気通信事業法29条 1項 10号）である。つまり，ある電気通信事業者が，利用

者の立場で，ほかの電気通信事業者から電気通信役務の提供を受け，ある電気通信

事業者が利用者に対しこれを再販する方式のことである。 

卸電気通信役務の場合，認定電気通信事業者に該当しない限り，役務提供義務は

ない。また，事業者間の相対取引により個別に契約を締結して，どの役務を提供す

るかを決定することができる。 

 

(2) 業界団体136 

 

① ＴＣＡ 

ＴＣＡは，前述（第２．１(2)①）のように，電気通信事業者（電気通信回線設備

を設置する電気通信事業者をいう。以下同じ。）の共通の問題を処理し，もって公共

の福祉の増進に資することを目的として設立された法人である。 

ウェブサイトによると，詐欺事件等が発生することが社会問題となったことから，

平成17年に，非公開であるが，発信者電話番号が偽装されて着信する通話について

の対策ガイドラインが策定されている。会員電気通信事業者は，原則的にかかるガ

イドラインに従った対策を行っているとのことである。 

 

                            
132 端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村を超える場合などに登録が必要となる。 
133 登録が必要であるにもかかわらず登録をせずに電気通信事業を営んだ者は，3 年以下の懲役若

しくは200万円以下の罰金，又これの併科となる（電気通信事業法177条）。 
134 届出が必要であるにもかかわらず届出をせずに電気通信事業を営んだ者は，6 ヶ月以下の懲役

若しくは50万円以下の罰金となる（電気通信事業法185条）。 
135 電気通信回線設備を設置しない場合（ほかの電気通信事業者の電気通信サービスを再販する場

合等），又は，電気通信回線設備を設置しているが，その設備が，登録が必要な基準に該当しない

場合（同一市町村内におけるＣＡＴＶアクセスサービス等）。 
136 総務省関連団体リンクhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/link/index.html参照 
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② 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（ＣＩＡＪ）137 

この法人は，会員の協力の下に，情報通信技術（ICT）活用の一層の促進により，

情報通信ネットワークに関わる産業の健全な発展を図るとともに，情報利用の拡大・

高度化に寄与することによって，社会的，経済的，文化的に豊かな国民生活及び国

際社会の実現に貢献することを目的とする。会員数は約200社である。 

 

③ 一般社団法人 電気通信協会（ＴＴＡ）138 

この法人は，情報通信技術の普及・啓発活動を図ること等を業務内容としている。 

会員は，電気通信機機材や電線線材等の会員が多く，電気通信事業者の会員は，

13社と少ない。 

 

④ 一般社団法人テレコムサービス協会（テレサ協） 

前述のように，電気通信事業及び情報通信関連事業の競争市場における健全な発

展を図り，その事業全体の発展に寄与すると共に，国民利益の増進と公共の福祉に

資することを目的とする法人である。 

 

(3) 監督官庁  

監督官庁は総務省である。 

固定電話，転送電話に関する特殊詐欺対策については，十分な対策が講じられてい

るとは言えない。平成 29年 2月 17 日大臣記者会見においても，利用停止措置を講ず

ることは可能であると考えているので，具体的な枠組みの検討を進めている旨が述べ

られているが，平成30年 7月末日時点で，利用停止措置（廃止措置）の運用開始は報

道されていない。 

犯罪収益移転防止法により，電話転送については，疑わしい取引の届出が義務付け

られているが，平成29年まで疑わしい取引の届出の件数は皆無である139。 

犯罪対策閣僚会議においては，近年は毎回のように特殊詐欺の被害状況が報告され，

犯行使用電話の無力化に向けた更なる取組が必要とされているが140，固定電話，転送

電話に関しては十分な対策が講じられているとは言えない。 

 

(4) 固定電話・転送電話が特殊詐欺に利用されるリスク 

 

① 携帯電話から固定電話 

オレオレ詐欺が勃興して以降しばらくは，特殊詐欺において被害者への欺罔手段

として用いられる電話は携帯電話が主流であり，とりわけ本人確認手続が必要なか

ったプリペイド式携帯電話の利用が横行していた。 

しかし，携帯電話不正利用防止法が平成 17年 5月に一部施行，平成 18年 4月に

                            
137 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会https://www.ciaj.or.jp/ 
138 一般社団法人 電気通信協会https://www.tta.or.jp/ 
139 JAFIC「犯罪収益移転防止法に関する年次報告書平成29年」 
140 首相官邸犯罪対策会議開催状況https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kaisai.html 

 

全面施行され，その後携帯電話が利用されることは徐々に減少していった141。 

そして，平成27年には携帯電話が51％，固定電話が49％であったが，平成28年

には携帯電話が29％，固定電話が71％となっており，固定電話が携帯電話を上回る

状況となった142。 

 

② 固定電話の通信の仕組みの複雑化・多様化 

 

ア 固定電話回線の卸提供制度 

固定電話ではＮＴＴ東西，ＮＴＴコミュニケーション，ＫＤＤＩ，ソフトバン

クが総務省から固定電話番号の指定を受けている。このような固定電話において

は「03－…」といった固定電話番号が付与される。このような番号を「０
ゼロ

ＡＢＪ

番号」，これらの通信事業者を「０
ゼロ

ＡＢＪ事業者」と呼ぶ。０ＡＢＪ事業者は，付

与された０ＡＢＪ番号の電話回線をほかの事業者に卸提供することが認められて

おり，卸提供を受けた卸先事業者はこれをほかの事業者に再卸提供することも認

められている。そして，場合によっては二次，三次と再卸が行われ，最後に利用

者が最終の卸先事業者から提供を受けて当該固定電話番号を利用することになる。 

つまり現在は，固定電話番号の利用者はＮＴＴ東西のような０ＡＢＪ事業者と

直接契約するのではなく，０ＡＢＪ事業者から固定電話回線の卸提供，再卸提供

を受けた卸先事業者と契約をすることがしばしば行われている。 

 

イ 電話転送サービス 

電話転送サービスでは，電話転送サービス事業者と契約し，自身の保有してい

る契約番号に加え，複数の追加の電話番号を転送元として割り当てもらい，その

番号に架かってきた電話を指定した電話番号宛てに転送したり（着信転送），実

際に発信した番号以外の転送元の番号で相手に発信（発信転送）することができ

る143。 

電話転送サービスにより，被害者に欺罔電話が架けられた場合，被害者には「03

－…」といった固定電話番号が表示される一方で，実際架け子は別の電話番号を

用いて欺罔行為を行う，という状況が作出できる。これにより，被害者からすれ

ば，信用度の高い固定電話番号から架かってきているということで，より欺され

やすくなる。 

 

ウ 匿名化電話パッケージ 

特殊詐欺の刑事裁判記録・警察関係者・通信事業者関係者からの聴き取りで，

一部の悪質な電話転送サービス事業者が，2回以上の電話転送を介在させるなど，

                            
141 他人名義や架空，偽造の飛ばしＳＩＭカードを用いた新たな携帯電話の悪用例が指摘されてい

る。 

「職業”振り込め詐欺”」ＮＨＫスペシャル「職業”詐欺”」取材班 ディスカヴァー携書 
142 平成 28年 11月 3日読売新聞朝刊 
143 このような電話転送サービスは「逆転送」「03発着信転送」等と呼ばれることもある。 
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② 一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会（ＣＩＡＪ）137 

この法人は，会員の協力の下に，情報通信技術（ICT）活用の一層の促進により，

情報通信ネットワークに関わる産業の健全な発展を図るとともに，情報利用の拡大・

高度化に寄与することによって，社会的，経済的，文化的に豊かな国民生活及び国

際社会の実現に貢献することを目的とする。会員数は約200社である。 

 

③ 一般社団法人 電気通信協会（ＴＴＡ）138 

この法人は，情報通信技術の普及・啓発活動を図ること等を業務内容としている。 

会員は，電気通信機機材や電線線材等の会員が多く，電気通信事業者の会員は，

13社と少ない。 

 

④ 一般社団法人テレコムサービス協会（テレサ協） 

前述のように，電気通信事業及び情報通信関連事業の競争市場における健全な発

展を図り，その事業全体の発展に寄与すると共に，国民利益の増進と公共の福祉に

資することを目的とする法人である。 

 

(3) 監督官庁  

監督官庁は総務省である。 

固定電話，転送電話に関する特殊詐欺対策については，十分な対策が講じられてい

るとは言えない。平成 29年 2月 17 日大臣記者会見においても，利用停止措置を講ず

ることは可能であると考えているので，具体的な枠組みの検討を進めている旨が述べ

られているが，平成30年 7月末日時点で，利用停止措置（廃止措置）の運用開始は報

道されていない。 

犯罪収益移転防止法により，電話転送については，疑わしい取引の届出が義務付け

られているが，平成29年まで疑わしい取引の届出の件数は皆無である139。 

犯罪対策閣僚会議においては，近年は毎回のように特殊詐欺の被害状況が報告され，

犯行使用電話の無力化に向けた更なる取組が必要とされているが140，固定電話，転送

電話に関しては十分な対策が講じられているとは言えない。 

 

(4) 固定電話・転送電話が特殊詐欺に利用されるリスク 

 

① 携帯電話から固定電話 

オレオレ詐欺が勃興して以降しばらくは，特殊詐欺において被害者への欺罔手段

として用いられる電話は携帯電話が主流であり，とりわけ本人確認手続が必要なか

ったプリペイド式携帯電話の利用が横行していた。 

しかし，携帯電話不正利用防止法が平成 17年 5月に一部施行，平成 18年 4月に

                            
137 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会https://www.ciaj.or.jp/ 
138 一般社団法人 電気通信協会https://www.tta.or.jp/ 
139 JAFIC「犯罪収益移転防止法に関する年次報告書平成29年」 
140 首相官邸犯罪対策会議開催状況https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kaisai.html 

 

全面施行され，その後携帯電話が利用されることは徐々に減少していった141。 

そして，平成27年には携帯電話が51％，固定電話が49％であったが，平成28年

には携帯電話が29％，固定電話が71％となっており，固定電話が携帯電話を上回る

状況となった142。 

 

② 固定電話の通信の仕組みの複雑化・多様化 

 

ア 固定電話回線の卸提供制度 

固定電話ではＮＴＴ東西，ＮＴＴコミュニケーション，ＫＤＤＩ，ソフトバン

クが総務省から固定電話番号の指定を受けている。このような固定電話において

は「03－…」といった固定電話番号が付与される。このような番号を「０
ゼロ

ＡＢＪ

番号」，これらの通信事業者を「０
ゼロ

ＡＢＪ事業者」と呼ぶ。０ＡＢＪ事業者は，付

与された０ＡＢＪ番号の電話回線をほかの事業者に卸提供することが認められて

おり，卸提供を受けた卸先事業者はこれをほかの事業者に再卸提供することも認

められている。そして，場合によっては二次，三次と再卸が行われ，最後に利用

者が最終の卸先事業者から提供を受けて当該固定電話番号を利用することになる。 

つまり現在は，固定電話番号の利用者はＮＴＴ東西のような０ＡＢＪ事業者と

直接契約するのではなく，０ＡＢＪ事業者から固定電話回線の卸提供，再卸提供

を受けた卸先事業者と契約をすることがしばしば行われている。 

 

イ 電話転送サービス 

電話転送サービスでは，電話転送サービス事業者と契約し，自身の保有してい

る契約番号に加え，複数の追加の電話番号を転送元として割り当てもらい，その

番号に架かってきた電話を指定した電話番号宛てに転送したり（着信転送），実

際に発信した番号以外の転送元の番号で相手に発信（発信転送）することができ

る143。 

電話転送サービスにより，被害者に欺罔電話が架けられた場合，被害者には「03

－…」といった固定電話番号が表示される一方で，実際架け子は別の電話番号を

用いて欺罔行為を行う，という状況が作出できる。これにより，被害者からすれ

ば，信用度の高い固定電話番号から架かってきているということで，より欺され

やすくなる。 

 

ウ 匿名化電話パッケージ 

特殊詐欺の刑事裁判記録・警察関係者・通信事業者関係者からの聴き取りで，

一部の悪質な電話転送サービス事業者が，2回以上の電話転送を介在させるなど，

                            
141 他人名義や架空，偽造の飛ばしＳＩＭカードを用いた新たな携帯電話の悪用例が指摘されてい

る。 

「職業”振り込め詐欺”」ＮＨＫスペシャル「職業”詐欺”」取材班 ディスカヴァー携書 
142 平成 28年 11月 3日読売新聞朝刊 
143 このような電話転送サービスは「逆転送」「03発着信転送」等と呼ばれることもある。 
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複数回の電話転送を複雑に組み合わせることによって，犯罪利用を前提とするか

のごとき「匿名化電話パッケージ」を販売している実態が明らかとなった144。 

仮に一回の転送が実施されているに過ぎないとしても，捜査機関は，０ＡＢＪ

事業者，電話転送サービス事業者（卸先事業者）という順に捜査関係事項照会を

しなければエンドユーザーの契約情報にはたどり着けない。転送の実施が複数回

行われるとすると更に捜査の手間は増大する。 

つまり，上述のとおり，固定電話番号は卸提供，再卸提供が認められており，

そのエンドユーザーを判明させるには，０ＡＢＪ事業者・卸先事業者と順次捜査

関係事項照会等を繰り返す必要がある。これが電話転送サービスの契約関係と相

まって，より複雑な契約関係をなしており，エンドユーザーの割り出しをより困

難にしている。なお，この「匿名化電話パッケージ」の構成上，利用される固定

電話がＩＰ電話である必要はない。 

 

エ ずさんな本人確認 

以上のような固定電話回線の卸提供制度，電話転送サービスあるいはこれらを

組み合わせた匿名化電話パッケージにより捜査に要する時間がかかってしまうこ

とが判明したが，時間を要しても最終的にエンドユーザーの契約情報にたどり着

けるならば，さほど問題がないようにも思える。 

しかし，通信の履歴が短期間のうちに消滅してしまうことから，捜査に時間を

要すること自体に問題があるし，警察関係者などへの調査の結果ほとんどのケー

スではエンドユーザーの利用契約において本人確認手続の際に偽造された身分証

などが利用されているため，そこで得られた契約者情報から特殊詐欺グループの

犯人を特定・検挙することができない。犯人検挙には繋がっていないことが判っ

た。 

 

オ 小括 

以上より，特殊詐欺において被害者に対する欺罔手段として用いられる電話の

主流は固定電話へと移行しており，固定電話回線の卸提供制度，あるいは，固定

電話番号を用いた電話転送サービスとしての「匿名化電話パッケージ」によって，

電話という通信手段に複数の事業者が複雑に関与する事態となっていることが明

らかとなった。そして，このような複雑な事態が犯人特定の捜査の障壁となって

いることに加え，複数の事業者に対して順次契約者情報などを照会していっても，

最終的に偽造免許証などにより本人確認が十分になされていないことから犯人検

挙には結びつかないケースがほとんどであることも明らかとなった。 

 

③ ＮＴＴコミュニケーションズによる約5900番号の契約終了 

2016年 12月 20日の産経ニュースは，「ＮＴＴコム，詐欺使用の電話5900番号を

                            
144 通信事業関係者によると，特殊詐欺グループは，ことさらにこのような電話をいわゆる道具屋

などから準備して犯行に及んでいるとの指摘もある。 

 

解約『大量の発信で，通信に障害が出た』」との表題で，以下のとおり報じている。 

 

ＮＴＴコミュニケーションズは 19 日，振り込め詐欺などの犯罪に使われたと

される約 5900 の固定電話の番号について，回線契約を 9 日付で解除したと明ら

かにした。 

ＮＴＴコムによると，犯罪に使用されたため回線契約を解除するよう警視庁か

ら要請があったという。大手通信事業者がこうした回線の大量解約に踏み切った

のは初めてとみられる。 

電気通信事業法では，災害など「正当な理由」がなければ通信サービスの提供

を拒むことができないとされている。 

総務省は，犯罪の利用は「正当な理由」には当たらないと判断しており，通信

事業者が犯罪に使われたことだけを理由にサービスを拒んだり，解約したりする

のは困難とされている。ＮＴＴコムは「大量の発信で，通信に障害が出た」との

理由で今回，解除に踏み切った。 

ＮＴＴコムによると，今回解約した5900の番号は全て，固定電話の再販事業者

を通じて提供されていたもの。この事業者はＮＴＴコムに年間数千万円の利用料

を支払って，計約6千番号を扱っていたという。 

 

このように，固定電話に関わる通信事業者の中には，特殊詐欺を結果として蔓延

させるような事業者が存在している。 

 

２ 防止措置の現状と問題点 

 

(1) 通信事業者が負う義務等 

上記1のとおり，転送電話サービスについては，監督官庁である総務省においても，

事業者団体等においても，積極的自主的取組は行われていないと言わざるを得ない。

その原因は様々なものが考えられるが，前提として，固定電話及び転送電話サービス

を提供する通信事業者が負う，義務等について解説する。 

 

① 固定電話の通信事業者が負う義務等 

固定電話に関係する電気通信事業者としては，基礎的電気通信役務提供事業者，

指定電気通信役務提供事業者，認定電気通信事業者145，登録電気通信事業者及び届

出電気通信事業者が考えられる。 

 

ア 役務提供義務 

基礎的電気通信役務提供事業者は，正当な理由がなければ，その業務区域にお

ける基礎的電気通信役務の提供を拒んではならないとされている（電気通信事業

                            
145 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社等。 
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複数回の電話転送を複雑に組み合わせることによって，犯罪利用を前提とするか

のごとき「匿名化電話パッケージ」を販売している実態が明らかとなった144。 

仮に一回の転送が実施されているに過ぎないとしても，捜査機関は，０ＡＢＪ

事業者，電話転送サービス事業者（卸先事業者）という順に捜査関係事項照会を

しなければエンドユーザーの契約情報にはたどり着けない。転送の実施が複数回

行われるとすると更に捜査の手間は増大する。 

つまり，上述のとおり，固定電話番号は卸提供，再卸提供が認められており，

そのエンドユーザーを判明させるには，０ＡＢＪ事業者・卸先事業者と順次捜査

関係事項照会等を繰り返す必要がある。これが電話転送サービスの契約関係と相

まって，より複雑な契約関係をなしており，エンドユーザーの割り出しをより困

難にしている。なお，この「匿名化電話パッケージ」の構成上，利用される固定

電話がＩＰ電話である必要はない。 

 

エ ずさんな本人確認 

以上のような固定電話回線の卸提供制度，電話転送サービスあるいはこれらを

組み合わせた匿名化電話パッケージにより捜査に要する時間がかかってしまうこ

とが判明したが，時間を要しても最終的にエンドユーザーの契約情報にたどり着

けるならば，さほど問題がないようにも思える。 

しかし，通信の履歴が短期間のうちに消滅してしまうことから，捜査に時間を

要すること自体に問題があるし，警察関係者などへの調査の結果ほとんどのケー

スではエンドユーザーの利用契約において本人確認手続の際に偽造された身分証

などが利用されているため，そこで得られた契約者情報から特殊詐欺グループの

犯人を特定・検挙することができない。犯人検挙には繋がっていないことが判っ

た。 

 

オ 小括 

以上より，特殊詐欺において被害者に対する欺罔手段として用いられる電話の

主流は固定電話へと移行しており，固定電話回線の卸提供制度，あるいは，固定

電話番号を用いた電話転送サービスとしての「匿名化電話パッケージ」によって，

電話という通信手段に複数の事業者が複雑に関与する事態となっていることが明

らかとなった。そして，このような複雑な事態が犯人特定の捜査の障壁となって

いることに加え，複数の事業者に対して順次契約者情報などを照会していっても，

最終的に偽造免許証などにより本人確認が十分になされていないことから犯人検

挙には結びつかないケースがほとんどであることも明らかとなった。 

 

③ ＮＴＴコミュニケーションズによる約5900番号の契約終了 

2016年 12月 20日の産経ニュースは，「ＮＴＴコム，詐欺使用の電話5900番号を

                            
144 通信事業関係者によると，特殊詐欺グループは，ことさらにこのような電話をいわゆる道具屋

などから準備して犯行に及んでいるとの指摘もある。 

 

解約『大量の発信で，通信に障害が出た』」との表題で，以下のとおり報じている。 

 

ＮＴＴコミュニケーションズは 19 日，振り込め詐欺などの犯罪に使われたと

される約 5900 の固定電話の番号について，回線契約を 9 日付で解除したと明ら

かにした。 

ＮＴＴコムによると，犯罪に使用されたため回線契約を解除するよう警視庁か

ら要請があったという。大手通信事業者がこうした回線の大量解約に踏み切った

のは初めてとみられる。 

電気通信事業法では，災害など「正当な理由」がなければ通信サービスの提供

を拒むことができないとされている。 

総務省は，犯罪の利用は「正当な理由」には当たらないと判断しており，通信

事業者が犯罪に使われたことだけを理由にサービスを拒んだり，解約したりする

のは困難とされている。ＮＴＴコムは「大量の発信で，通信に障害が出た」との

理由で今回，解除に踏み切った。 

ＮＴＴコムによると，今回解約した5900の番号は全て，固定電話の再販事業者

を通じて提供されていたもの。この事業者はＮＴＴコムに年間数千万円の利用料

を支払って，計約6千番号を扱っていたという。 

 

このように，固定電話に関わる通信事業者の中には，特殊詐欺を結果として蔓延

させるような事業者が存在している。 

 

２ 防止措置の現状と問題点 

 

(1) 通信事業者が負う義務等 

上記1のとおり，転送電話サービスについては，監督官庁である総務省においても，

事業者団体等においても，積極的自主的取組は行われていないと言わざるを得ない。

その原因は様々なものが考えられるが，前提として，固定電話及び転送電話サービス

を提供する通信事業者が負う，義務等について解説する。 

 

① 固定電話の通信事業者が負う義務等 

固定電話に関係する電気通信事業者としては，基礎的電気通信役務提供事業者，

指定電気通信役務提供事業者，認定電気通信事業者145，登録電気通信事業者及び届

出電気通信事業者が考えられる。 

 

ア 役務提供義務 

基礎的電気通信役務提供事業者は，正当な理由がなければ，その業務区域にお

ける基礎的電気通信役務の提供を拒んではならないとされている（電気通信事業

                            
145 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社等。 
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法 25条 1項）146。 

指定電気通信役務提供事業者は，当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金

その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き，正当な理由がなければ，

その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指

定電気通信役務の提供を拒んではならないとされている（電気通信事業法25条 2

項）。 

認定電気通信事業者は，正当な理由がなければ，認定電気通信事業に係る電気

通信役務の提供を拒んではならないとされている（電気通信事業法121条）147。 

これらの「正当な理由」としては，以下の4つが想定されてきた148。 

①天災，事故等により電気通信設備に故障が生じ役務提供が不能となる場合 

②申込者が過去に料金の支払いを怠り，又は怠るおそれがある場合 

③その申込を承諾することにより当該電気通信事業者の利益を不当に害し，又

はほかの利用者に著しい不便をもたらすおそれがある場合 

④正常な企業努力にもかかわらず，速やかに需要に応ずることができない場合 

しかし，後述のとおり，正当事由は以上の4つに限定されるべきではない。 

なお，登録電気通信事業及び届出電気通信事業者には，役務提供義務は課され

ていない。 

 

イ 本人確認義務 

電気通信事業法には，電気通信事業者の本人確認義務を定める条文はない。し

たがって，私法上は別論として，電気通信事業法上，電気通信事業者は，本人確

認義務を負っていない。 

 

ウ 犯罪利用による契約解除の可否 

電気通信事業法には，犯罪利用による契約解除ができるという規定はない。し

たがって，固定電話が犯罪利用されたとしても，電気通信事業法を根拠に当該契

約を解除することはできない。 

なお，約款にそのような規定を設けて契約を解除することは上記役務提供義務

との関連が問題となる。 

 

エ その他 

犯罪利用は，業務改善命令の直接の対象にはなっていない（電気通信事業法29

条 1項参照）。 

電気通信事業者は，その取扱い中に係る通信を検閲してはならず（電気通信事

                            
146 基礎的電気通信役務と指定電気通信役務の提供義務に違反した者は，2年以下の懲役若しくは

100万円以下の罰金，又はこれの併科となる（電気通信事業法178条）。 
147 認定電気通信事業者の提供義務違反に罰則はなく，業務改善命令の対象になるのみである（電

気通信事業法121条 2項）。 
148 多賀谷一照他編『電気通信事業法逐条解説』（財団法人電気通信振興会，2008年）115頁，433

頁参照。 

 

業法 3条），当該通信の秘密を侵してはならないとされている（電気通信事業法4

条 1項）。 

 

② 電話転送の通信事業者が負う義務等 

電話転送に関係する電気通信事業者としては，届出電気通信事業者が考えられ

る149。 

 

（イメージ図）150 

 

 

※特殊詐欺の例で言うと，特殊詐欺グループは，03-X の電話番号に架電することにより，

被害者に対して，転送電話サービス事業者が管理する発信用03-A～Eという番号を表示さ

せる。 

 

ア 役務提供義務 

届出電気通信事業者には，役務提供義務は課されていない。 

イ 本人確認義務 

電気通信事業法には，電気通信事業者の本人確認義務を定める条文はない。し

たがって，私法上は別論として，電気通信事業法上，電気通信事業者は，本人確

認義務を負っていない。 

なお，犯罪収益移転防止法上の電話転送サービス事業者は，本人確認義務を負

っている。 

 

                            
149 電話転送においては，電気通信回線設備を設置していることはないと思われるので，届出電気

通信事業者しかいないと思われる。 
150 「新たな電話転送・電話受付代行等のサービス類型について（平成29年 3月）」（総務省）（ht

tp://www.soumu.go.jp/main_content/000475637.pdf）を加工して作成。 

 

 代理店契約

     
 
 転送電話ｻｰﾋﾞｽ契約

PHS／ｽﾏﾎ等

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-X
着信用 03-X 
発信用 03-A～E（使い捨て・複数割当）

03-A～E（任意）

  
代理店Ｂ 事業者Ａ 事業者甲 事業者乙

再卸契約 

卸元事業者 

卸契約

転送電話ｻｰﾋﾞｽ 

 特殊詐欺 

グループ 

転送電話サービ構築事業者 

 (クラウドＰＢＸ) 

被害者 
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法 25条 1項）146。 

指定電気通信役務提供事業者は，当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金

その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き，正当な理由がなければ，

その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指

定電気通信役務の提供を拒んではならないとされている（電気通信事業法25条 2

項）。 

認定電気通信事業者は，正当な理由がなければ，認定電気通信事業に係る電気

通信役務の提供を拒んではならないとされている（電気通信事業法121条）147。 

これらの「正当な理由」としては，以下の4つが想定されてきた148。 

①天災，事故等により電気通信設備に故障が生じ役務提供が不能となる場合 

②申込者が過去に料金の支払いを怠り，又は怠るおそれがある場合 

③その申込を承諾することにより当該電気通信事業者の利益を不当に害し，又

はほかの利用者に著しい不便をもたらすおそれがある場合 

④正常な企業努力にもかかわらず，速やかに需要に応ずることができない場合 

しかし，後述のとおり，正当事由は以上の4つに限定されるべきではない。 

なお，登録電気通信事業及び届出電気通信事業者には，役務提供義務は課され

ていない。 

 

イ 本人確認義務 

電気通信事業法には，電気通信事業者の本人確認義務を定める条文はない。し

たがって，私法上は別論として，電気通信事業法上，電気通信事業者は，本人確

認義務を負っていない。 

 

ウ 犯罪利用による契約解除の可否 

電気通信事業法には，犯罪利用による契約解除ができるという規定はない。し

たがって，固定電話が犯罪利用されたとしても，電気通信事業法を根拠に当該契

約を解除することはできない。 

なお，約款にそのような規定を設けて契約を解除することは上記役務提供義務

との関連が問題となる。 

 

エ その他 

犯罪利用は，業務改善命令の直接の対象にはなっていない（電気通信事業法29

条 1項参照）。 

電気通信事業者は，その取扱い中に係る通信を検閲してはならず（電気通信事

                            
146 基礎的電気通信役務と指定電気通信役務の提供義務に違反した者は，2年以下の懲役若しくは

100万円以下の罰金，又はこれの併科となる（電気通信事業法178条）。 
147 認定電気通信事業者の提供義務違反に罰則はなく，業務改善命令の対象になるのみである（電

気通信事業法121条 2項）。 
148 多賀谷一照他編『電気通信事業法逐条解説』（財団法人電気通信振興会，2008年）115頁，433

頁参照。 

 

業法 3条），当該通信の秘密を侵してはならないとされている（電気通信事業法4

条 1項）。 

 

② 電話転送の通信事業者が負う義務等 

電話転送に関係する電気通信事業者としては，届出電気通信事業者が考えられ

る149。 

 

（イメージ図）150 

 

 

※特殊詐欺の例で言うと，特殊詐欺グループは，03-X の電話番号に架電することにより，

被害者に対して，転送電話サービス事業者が管理する発信用03-A～Eという番号を表示さ

せる。 

 

ア 役務提供義務 

届出電気通信事業者には，役務提供義務は課されていない。 

イ 本人確認義務 

電気通信事業法には，電気通信事業者の本人確認義務を定める条文はない。し

たがって，私法上は別論として，電気通信事業法上，電気通信事業者は，本人確

認義務を負っていない。 

なお，犯罪収益移転防止法上の電話転送サービス事業者は，本人確認義務を負

っている。 

 

                            
149 電話転送においては，電気通信回線設備を設置していることはないと思われるので，届出電気

通信事業者しかいないと思われる。 
150 「新たな電話転送・電話受付代行等のサービス類型について（平成29年 3月）」（総務省）（ht

tp://www.soumu.go.jp/main_content/000475637.pdf）を加工して作成。 

 

 代理店契約

     
 
 転送電話ｻｰﾋﾞｽ契約

PHS／ｽﾏﾎ等

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ：03-X
着信用 03-X 
発信用 03-A～E（使い捨て・複数割当）

03-A～E（任意）

  
代理店Ｂ 事業者Ａ 事業者甲 事業者乙

再卸契約 

卸元事業者 

卸契約

転送電話ｻｰﾋﾞｽ 

 特殊詐欺 

グループ 

転送電話サービ構築事業者 

 (クラウドＰＢＸ) 

被害者 
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ウ 犯罪利用による契約解除の可否 

電気通信事業法には，犯罪利用による契約解除ができるという規定はない。し

たがって，電話転送が犯罪利用されたとしても，電気通信事業法を根拠に当該契

約を解除することはできない。 

なお，約款にそのような規定を設けて契約を解除することが考えられる。 

 

エ その他 

犯罪利用は，業務改善命令の直接の対象にはなっていない（電気通信事業法29

条 1項参照）。 

電気通信事業者は，その取扱い中に係る通信を検閲してはならず（電気通信事

業法3条），当該通信の秘密を侵してはならないとされている（電気通信事業法4

条 1項）。 

 

③ 特殊詐欺との関係で特に問題となる点 

例えば，携帯電話においては，携帯電話不正利用防止法により本人確認が厳格に

実施されているほか，同本人確認に応じない場合等にはサービスを拒否することが

可能である。 

他方で，固定電話については対策が遅れており，従前，電気通信事業法25条 1項・

2項，121 条 1 項により，一定の電気通信事業者は，「正当な理由」がなければサー

ビス提供を拒否できないとされていることから，犯罪に利用されたというだけでは

サービス提供拒否は難しいと考えられてきた。そのような状況を受けてか，特殊詐

欺に使われる電話番号は数年前から，それまで主流であった携帯電話番号から固定

電話番号に比重が移りつつあり，平成27年には特殊詐欺に悪用された電話番号のう

ち携帯電話 51％，固定電話 49％であったのに対し，平成 28年 1月から同年 9月ま

ででは携帯電話29％，固定電話71％の割合となっている151。 

また，固定電話の通信事業者は電気通信事業法上，本人確認義務をそもそも負っ

ていない。上記1（3）のとおり，犯罪収益移転防止法上の転送業者は本人確認義務

を負っているが，転送業者からの疑わしい取引の届出は平成 29 年時点で皆無であ

る。 

振り込め詐欺等の特殊詐欺においては，犯罪インフラとして電話が必要不可欠で

あることから，固定電話，転送電話が犯罪利用された場合の対策整備が急務である。 

以下，契約の締結時，契約中，契約解消時について，防止措置の現状と問題点を

概観する。 

 

(2) 契約締結時 

 

① 役務提供義務の問題 

通信事業者は，特殊詐欺犯人グループを含む利用者と通信サービスという役務を

                            
151 『読売新聞』平成28年 11月 3日朝刊13頁参照 

 

提供する契約を締結する。 

通常の通信事業者であれば，特殊詐欺に利用される可能性を認識した場合には，

契約締結を拒絶したいであろう。しかし，役務提供義務を負う通信事業者は，契約

を締結する義務を負っているので，契約締結を拒絶することはできない。 

役務提供義務がある事業者でも，「正当な理由」があれば，役務提供を拒絶するこ

とができるが，これらの「正当な理由」は，主として例えば天災，地変等による電

気通信役務の提供が不能な場合等が想定され，一般的に言えば，電話が特殊詐欺に

利用された場合などは，「正当な理由」に含まれるとは考えられてこなかった152。 

しかし，後述（4）のとおり，特殊詐欺への利用のおそれがあることは，「正当な

理由」に含まれるのであり，特殊詐欺に利用される可能性がある場合で，一定の要

件を満たす場合には，契約締結を拒絶することができる。 

もっとも，現在の総務省は，総論としては，このような解釈を取っている可能性

もあるが，態度が明らかではない。監督官庁である総務省の態度が明らかでない以

上，業界として統一的・実効的に役務提供を拒絶することは困難である。 

 

② 多重再卸構造の問題 

特殊詐欺グループは，一つの電話番号について，繰り返し再販を行い，犯人グル

ープまで捜査や責任追及の手が及ばないようにしている。そのため，仮に，契約の

申込者が頻繁に特殊詐欺犯人グループに電話番号を提供する者であるとしても，以

前の犯行時とは異なる事業者を通じることにより，特殊詐欺犯人グループとの関係

を秘匿することが容易である。  

また，大規模な通信事業者は，公正取引の観点から，提供先の顧客についての情

報を収集することを総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課の告示に

より禁止されており，提供先の顧客が正当な利用者かそうでないかを区別すること

ができない。 

 

③ 本人確認の問題 

固定電話については，電気通信事業法上，本人確認は通信事業者の義務ではない

（私法上は別論）。もっとも，大規模な通信事業者は，電気通信事業法上の義務では

ないものの，直接の契約当事者に対しての本人確認を行っている。しかし，上記②

の多重再卸構造及び上記総務省告示により，提供先の顧客に関する情報を収集する

ことができない。そのため，提供先がその顧客について全く，あるいは，十分な本

人確認を行っていない可能性が生じる。 

転送電話については，犯罪収益移転防止法上の転送事業者は，本人確認義務を負

っている。しかし，疑わしい取引の届出が皆無であるという事情から分かるとおり，

十分な本人確認が行われているかについてが疑義が残る。 

 

 

                            
152 『読売新聞』平成28年 11月 3日朝刊13頁など 
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ウ 犯罪利用による契約解除の可否 

電気通信事業法には，犯罪利用による契約解除ができるという規定はない。し

たがって，電話転送が犯罪利用されたとしても，電気通信事業法を根拠に当該契

約を解除することはできない。 

なお，約款にそのような規定を設けて契約を解除することが考えられる。 

 

エ その他 

犯罪利用は，業務改善命令の直接の対象にはなっていない（電気通信事業法29

条 1項参照）。 

電気通信事業者は，その取扱い中に係る通信を検閲してはならず（電気通信事

業法3条），当該通信の秘密を侵してはならないとされている（電気通信事業法4

条 1項）。 

 

③ 特殊詐欺との関係で特に問題となる点 

例えば，携帯電話においては，携帯電話不正利用防止法により本人確認が厳格に

実施されているほか，同本人確認に応じない場合等にはサービスを拒否することが

可能である。 

他方で，固定電話については対策が遅れており，従前，電気通信事業法25条 1項・

2項，121 条 1 項により，一定の電気通信事業者は，「正当な理由」がなければサー

ビス提供を拒否できないとされていることから，犯罪に利用されたというだけでは

サービス提供拒否は難しいと考えられてきた。そのような状況を受けてか，特殊詐

欺に使われる電話番号は数年前から，それまで主流であった携帯電話番号から固定

電話番号に比重が移りつつあり，平成27年には特殊詐欺に悪用された電話番号のう

ち携帯電話 51％，固定電話 49％であったのに対し，平成 28年 1月から同年 9月ま

ででは携帯電話29％，固定電話71％の割合となっている151。 

また，固定電話の通信事業者は電気通信事業法上，本人確認義務をそもそも負っ

ていない。上記1（3）のとおり，犯罪収益移転防止法上の転送業者は本人確認義務

を負っているが，転送業者からの疑わしい取引の届出は平成 29 年時点で皆無であ

る。 

振り込め詐欺等の特殊詐欺においては，犯罪インフラとして電話が必要不可欠で

あることから，固定電話，転送電話が犯罪利用された場合の対策整備が急務である。 

以下，契約の締結時，契約中，契約解消時について，防止措置の現状と問題点を

概観する。 

 

(2) 契約締結時 

 

① 役務提供義務の問題 

通信事業者は，特殊詐欺犯人グループを含む利用者と通信サービスという役務を
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提供する契約を締結する。 

通常の通信事業者であれば，特殊詐欺に利用される可能性を認識した場合には，

契約締結を拒絶したいであろう。しかし，役務提供義務を負う通信事業者は，契約

を締結する義務を負っているので，契約締結を拒絶することはできない。 

役務提供義務がある事業者でも，「正当な理由」があれば，役務提供を拒絶するこ

とができるが，これらの「正当な理由」は，主として例えば天災，地変等による電

気通信役務の提供が不能な場合等が想定され，一般的に言えば，電話が特殊詐欺に

利用された場合などは，「正当な理由」に含まれるとは考えられてこなかった152。 

しかし，後述（4）のとおり，特殊詐欺への利用のおそれがあることは，「正当な

理由」に含まれるのであり，特殊詐欺に利用される可能性がある場合で，一定の要

件を満たす場合には，契約締結を拒絶することができる。 

もっとも，現在の総務省は，総論としては，このような解釈を取っている可能性

もあるが，態度が明らかではない。監督官庁である総務省の態度が明らかでない以

上，業界として統一的・実効的に役務提供を拒絶することは困難である。 

 

② 多重再卸構造の問題 

特殊詐欺グループは，一つの電話番号について，繰り返し再販を行い，犯人グル

ープまで捜査や責任追及の手が及ばないようにしている。そのため，仮に，契約の

申込者が頻繁に特殊詐欺犯人グループに電話番号を提供する者であるとしても，以

前の犯行時とは異なる事業者を通じることにより，特殊詐欺犯人グループとの関係

を秘匿することが容易である。  

また，大規模な通信事業者は，公正取引の観点から，提供先の顧客についての情

報を収集することを総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課の告示に

より禁止されており，提供先の顧客が正当な利用者かそうでないかを区別すること

ができない。 

 

③ 本人確認の問題 

固定電話については，電気通信事業法上，本人確認は通信事業者の義務ではない

（私法上は別論）。もっとも，大規模な通信事業者は，電気通信事業法上の義務では

ないものの，直接の契約当事者に対しての本人確認を行っている。しかし，上記②

の多重再卸構造及び上記総務省告示により，提供先の顧客に関する情報を収集する

ことができない。そのため，提供先がその顧客について全く，あるいは，十分な本

人確認を行っていない可能性が生じる。 

転送電話については，犯罪収益移転防止法上の転送事業者は，本人確認義務を負

っている。しかし，疑わしい取引の届出が皆無であるという事情から分かるとおり，

十分な本人確認が行われているかについてが疑義が残る。 
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④ 改番 

関係各所からのヒアリングによると，警察が通信事業者に対して利用停止（電話

番号の廃止）を要請した場合，電話転送サービス事業者と思われる業者が，利用者

（特殊詐欺グループ）との間で，警察から要請された電話番号については，利用を

停止し，当該業者が管理する別の番号を提供して，利用者（特殊詐欺グループ）が

詐欺を継続しているとの情報があった。これを，改番と呼称するが，このような改

番により，任意の利用停止がなされてもその特殊詐欺の発生防止効果は極めて限定

的なものとなっている。しかし，上記の①ないし③の問題があるため，改番を防ぐ

ことも容易ではない。 

 

⑤ 小括 

したがって，現状としては，契約締結時点における，実効的な特殊詐欺対策は存

在しないと言わざるを得ない。 

 

(3) 回線，電話番号使用時 

通信事業者は，通信の秘密を侵してはならないので，自ら特殊詐欺に利用されたこ

とを認識することは困難である。また，人的属性についても，大規模事業者は，上記

の総務省告示により，提供先の顧客の情報を収集することを禁じられているので，直

接の契約当事者の情報しか知り得ない。特殊詐欺グループは多重再卸を行って電話番

号を利用するので，大規模事業者が特殊詐欺グループの人的属性に関する情報を収集

することはできない。 

そのため，警察からの捜査関係事項照会（これも特殊詐欺と明示されるわけではな

いと思われる。），警察からの利用停止の要請，弁護士からの弁護士会照会等の外部か

らの情報提供により，自らの提供した電話番号が特殊詐欺に利用されていることを認

識するほかないと思われる。 

したがって，現状としては，回線，電話番号使用時における，実効的な特殊詐欺対

策は存在しないと言わざるを得ない。 

 

(4) 契約解除時 

 

① 役務提供義務 

契約締結時だけではなく，契約解除時にも，同様に役務提供義務は課されること

となる。そこで，役務提供義務及び義務を免れるための「正当な理由」について検

討する。 

② 役務提供義務の趣旨と「正当な理由」の解釈 

電気通信事業法が役務提供義務を定めている趣旨は，競争原理が働いていない電

気通信役務について，その提供を拒否されることによって利用者に著しい不利益が

生じることを防ぐことにある153。また，役務提供義務の趣旨については，電気通信事
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業法上，電気通信事業においては，一定の要件に合致する場合に私権の制約や公共

的空間の利用を可能とする強力な権限が認められる特権的地位が付与されることか

ら，その反面として広く公共の利益に資することとならなければならないなどとの

説明もなされている154。つまり，電気通信事業法の役務提供義務は，競争原理の乏し

かった電気通信役務が広く社会一般の利益に資するということの反面として規定さ

れたものであり，その基礎にあるのは，代替事業者の不存在を前提とした，「公益性」，

「公共性」といった価値にほかならない。特殊詐欺に利用された電話の利用停止等，

という役務提供義務との関係で問題が生じる約款を考える上でも，この趣旨を意識

した考察が不可欠である。 

上記２（1）①アの4つの正当な理由は，かかる趣旨を踏まえたものであるが，正

当な理由を限定する趣旨ではない。逐条解説においても，「等」という表現がされて

おり，例示であることが明らかにされている。 

したがって，①から④以外でも，電気通信役務の提供が物理的に不可能な場合，

電気通信役務の正常な運営・存続を危殆化するような場合，電気通信事業法が本来

想定している公益性，公共性を害するような場合，言い換えれば，社会全体にとっ

て害悪が大きいような場合などは，「正当な理由」がある場合として役務提供義務が

免除されると考えなければならない。 

そして，特殊詐欺に電話が利用されたことが分かっていながら同電話が利用され

続け，更なる被害が拡大し，全体として日本全国で看過しがたい被害が発生し続け

ている，という悲惨な現状からして，特殊詐欺に電話が利用されることによって生

じる社会的不利益は絶大というほかなく，「特殊詐欺に電話が利用されたこと」は，

それを放置すれば通信制度自体の正常な運営・存続を危殆化するような場合，ある

いは電気通信事業法が本来想定している公益性，公共性を害するような場合として，

「正当な理由」が認められる典型例とさえいうべきものである。特殊詐欺は，電気

通信役務が犯罪の実行行為そのものに利用されているという特徴を有し，しかもそ

れが頻繁に，大量になされているような現状に鑑みれば，特殊詐欺に用いられた電

話の利用を認め続けることは，電気通信が安心・安全に利用できるようなものでは

あり得なくなること，そしてまた，広く社会一般の利益を著しく害することにつな

がるのであるから，電気通信役務制度自体の存続を脅かし，著しく公益性，公共性

を害するものであるということができる。 

 

③ 小括 

したがって，「特殊詐欺に電話が利用されたこと」は，「正当な理由」に該当し，

役務提供義務を負う通信事業者であっても，その義務は免れる。 

もっとも，現在の総務省は，総論としては，このような解釈を採っている可能性

もあるが，態度が明らかではない。監督官庁である総務省の態度が明らかでない以

上，業界として統一的実効的に役務提供を拒絶することは困難である。 
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④ 改番 

関係各所からのヒアリングによると，警察が通信事業者に対して利用停止（電話

番号の廃止）を要請した場合，電話転送サービス事業者と思われる業者が，利用者

（特殊詐欺グループ）との間で，警察から要請された電話番号については，利用を

停止し，当該業者が管理する別の番号を提供して，利用者（特殊詐欺グループ）が

詐欺を継続しているとの情報があった。これを，改番と呼称するが，このような改

番により，任意の利用停止がなされてもその特殊詐欺の発生防止効果は極めて限定

的なものとなっている。しかし，上記の①ないし③の問題があるため，改番を防ぐ

ことも容易ではない。 

 

⑤ 小括 

したがって，現状としては，契約締結時点における，実効的な特殊詐欺対策は存

在しないと言わざるを得ない。 

 

(3) 回線，電話番号使用時 

通信事業者は，通信の秘密を侵してはならないので，自ら特殊詐欺に利用されたこ

とを認識することは困難である。また，人的属性についても，大規模事業者は，上記

の総務省告示により，提供先の顧客の情報を収集することを禁じられているので，直

接の契約当事者の情報しか知り得ない。特殊詐欺グループは多重再卸を行って電話番

号を利用するので，大規模事業者が特殊詐欺グループの人的属性に関する情報を収集

することはできない。 

そのため，警察からの捜査関係事項照会（これも特殊詐欺と明示されるわけではな

いと思われる。），警察からの利用停止の要請，弁護士からの弁護士会照会等の外部か

らの情報提供により，自らの提供した電話番号が特殊詐欺に利用されていることを認

識するほかないと思われる。 

したがって，現状としては，回線，電話番号使用時における，実効的な特殊詐欺対

策は存在しないと言わざるを得ない。 

 

(4) 契約解除時 

 

① 役務提供義務 

契約締結時だけではなく，契約解除時にも，同様に役務提供義務は課されること

となる。そこで，役務提供義務及び義務を免れるための「正当な理由」について検

討する。 

② 役務提供義務の趣旨と「正当な理由」の解釈 

電気通信事業法が役務提供義務を定めている趣旨は，競争原理が働いていない電

気通信役務について，その提供を拒否されることによって利用者に著しい不利益が

生じることを防ぐことにある153。また，役務提供義務の趣旨については，電気通信事
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業法上，電気通信事業においては，一定の要件に合致する場合に私権の制約や公共

的空間の利用を可能とする強力な権限が認められる特権的地位が付与されることか

ら，その反面として広く公共の利益に資することとならなければならないなどとの

説明もなされている154。つまり，電気通信事業法の役務提供義務は，競争原理の乏し

かった電気通信役務が広く社会一般の利益に資するということの反面として規定さ

れたものであり，その基礎にあるのは，代替事業者の不存在を前提とした，「公益性」，

「公共性」といった価値にほかならない。特殊詐欺に利用された電話の利用停止等，

という役務提供義務との関係で問題が生じる約款を考える上でも，この趣旨を意識

した考察が不可欠である。 

上記２（1）①アの4つの正当な理由は，かかる趣旨を踏まえたものであるが，正

当な理由を限定する趣旨ではない。逐条解説においても，「等」という表現がされて

おり，例示であることが明らかにされている。 

したがって，①から④以外でも，電気通信役務の提供が物理的に不可能な場合，

電気通信役務の正常な運営・存続を危殆化するような場合，電気通信事業法が本来

想定している公益性，公共性を害するような場合，言い換えれば，社会全体にとっ

て害悪が大きいような場合などは，「正当な理由」がある場合として役務提供義務が

免除されると考えなければならない。 

そして，特殊詐欺に電話が利用されたことが分かっていながら同電話が利用され

続け，更なる被害が拡大し，全体として日本全国で看過しがたい被害が発生し続け

ている，という悲惨な現状からして，特殊詐欺に電話が利用されることによって生

じる社会的不利益は絶大というほかなく，「特殊詐欺に電話が利用されたこと」は，

それを放置すれば通信制度自体の正常な運営・存続を危殆化するような場合，ある

いは電気通信事業法が本来想定している公益性，公共性を害するような場合として，

「正当な理由」が認められる典型例とさえいうべきものである。特殊詐欺は，電気

通信役務が犯罪の実行行為そのものに利用されているという特徴を有し，しかもそ

れが頻繁に，大量になされているような現状に鑑みれば，特殊詐欺に用いられた電

話の利用を認め続けることは，電気通信が安心・安全に利用できるようなものでは

あり得なくなること，そしてまた，広く社会一般の利益を著しく害することにつな

がるのであるから，電気通信役務制度自体の存続を脅かし，著しく公益性，公共性

を害するものであるということができる。 

 

③ 小括 

したがって，「特殊詐欺に電話が利用されたこと」は，「正当な理由」に該当し，

役務提供義務を負う通信事業者であっても，その義務は免れる。 

もっとも，現在の総務省は，総論としては，このような解釈を採っている可能性

もあるが，態度が明らかではない。監督官庁である総務省の態度が明らかでない以

上，業界として統一的実効的に役務提供を拒絶することは困難である。 
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④ 利用停止ルール 

今般，詐欺に悪用された電話番号を停止するルールが検討されていると報道さ

れている155。 

しかし，平成 29年 2月 17 日大臣記者会見での利用停止（電話番号の廃止）措

置の具体的枠組みの検討を進めているという総務大臣の発言から，本論考執筆時

点で既に 1年 5か月が経過している。関係者からのヒアリングによると，紆余曲

折があって，現在に至っているが，この問題は，毎日のように多額の被害が発生

し，緊急性を要する問題である。にもかかわらず，一向に運用が開始されていな

いのが現状である。 

 

⑤ 同一契約名義人についての利用停止（廃止） 

警察からの情報提供や利用停止ルールの運用開始により，特殊詐欺に利用された

ことを，通信事業者が認識することとなる。固定電話１回線には１０００個の番号

を付すことができる。通常，卸元業者は，１回線に複数の電話番号を卸先事業者に

販売するが，そのうちの数件の電話番号が特殊詐欺に利用されたことを認識した場

合に，卸元業者が，卸先業者に販売した，全ての電話番号について，利用停止（廃

止）をすることとなれば正常な利用者の利用も阻害されてしまう。 

他方において，現実に特殊詐欺に利用された電話番号だけに限定して利用停止

（廃止）を行うこととなれば，犯人は別の番号を容易に入手することができるので，

何ら実効性のない対応となってしまう。実効性のある電話番号の廃止を行おうとす

れば，特殊詐欺に利用された電話番号だけでなく，当該電話番号の最終利用者が契

約をした全ての電話番号を利用停止（廃止）する必要がある。 

しかし，卸元事業者は卸先業者の先の取引内容を知ることができないため，卸先事

業者が多数の電話番号を，どのような顧客に販売したかを知ることはできない。つ

まり，実効的な電話番号の利用停止（廃止）を行うためには，ある電話番号が犯罪

に利用された場合，当該電話番号を使用する最終利用者が契約する全ての電話番号

を廃止することを認め，しかも，卸元事業者に当該電話番号に関する情報を得るこ

とができるようにする必要がある。 

現状としては，警察からの要請に基づいて，個々の電話番号の利用停止は行われ

ているものの，同一契約名義人であるからといって，その保有する全ての電話番号

を利用停止する運用にはなっておらず，その実効性は不十分である。 

 

 

(4)「固定電話番号を利用する転送電話サービスの在り方」答申(案)について 

平成30年 7月 18日，情報通信審議会電気通信事業政策部会が，「固定電話番号を利

用する転送電話サービスの在り方」答申(案) （巻末資料05-01，05-02）を取りまとめ

た156。かかる答申案では，固定電話番号が有する，地理的識別性等を根拠とする社会的

                            
155 『読売新聞』平成30年 4月 2日朝刊 
156 かかる答申（案）に先立ち，平成30年 7月 10日，有志弁護士らから，特殊詐欺対策を電気通

 

信頼を保護するという基本的な考え方から固定電話番号を利用する転送電話サービス

の在り方の方向性が示されたものである。これによれば，番号区画内に転送契約者が

固定端末設備等を備えた拠点を有することを求め，実在確認，本人確認を徹底するこ

と等を求めている。確かに，このような方法により，特殊詐欺対策として一定の効果

が生じる可能性はある。 

しかし，多重再卸構造や匿名化電話パッケージにより契約関係が複雑化しており，

末端利用者については，偽造本人確認書類による本人確認が横行しているという現状

で，答申（案）のような対策を講じたとしても，どこまでの効果が存在するのかは疑

問が残る。特殊詐欺に用いられる転送電話の信頼性を確保するには，より抜本的な対

策が講じられる必要がある。 

  

３ 提言157 

 

(1) 序論 

これまで述べてきた現状を踏まえて，固定電話，転送電話に関する特殊詐欺対策と

してどのような対策が採られるべきか，提言を行う。 

 

(2) 利用停止ルールの運用 

平成 29年 2月 17 日大臣記者会見での利用停止措置の具体的枠組みの検討を進めて

いるという総務大臣の発言から，本論考執筆時点で既に1年5か月が経過しているが，

一向に，運用は開始されない。 

特殊詐欺グループは，多数の電話番号を保有して，これらを利用して，詐欺の実行

行為を行っている。したがって，特殊詐欺に利用されたことが判明した時点で，迅速

に犯人が利用可能な総ての電話番号を使えなくすることが必要である。 

もっとも，監督官庁である総務省の態度が明らかにならなければ，業界として統一

的かつ実効的な対策は打ち出せない。 

したがって，監督官庁である総務省が，特殊詐欺利用により電話番号の利用停止を

行うに当たって，業界が統一的に利用停止を運用できるように利用停止ルールを早期

に策定することが必要である。 

更に実効的な対策とするために，利用停止を許容するのみに止まらず，全事業者に

対して，契約相手方に対して，犯罪利用目的でないことの確認及び犯罪利用目的に対

する役務提供拒絶義務を定めることが許容されるべきである。 

第 87回民事介入暴力対策京都大会協議会においては，通信事業者に対する民事責任

追及の法律構成が検討された。民事責任追及の局面では，特殊詐欺に利用されている

ことの認識可能性が重要な要素となっているところ，上記のような利用停止ルールが

                            

信番号政策委員会の検討対象とすべきであるとする等の意見書（巻末資料03，04）が発出され

た。また，同年8月 20日，有志弁護士らから，上記の答申（案）のパブリックコメント（巻末

資料05-03）に対する意見書（巻末資料06）が提出された。 
157 本提言は，平成 30 年 6 月 8 日開催民事介入暴力対策京都大会協議会において行われた提

言及び平成 30 年 7 月 10 日の有志弁護士らの発出意見書に基づくものである。 
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④ 利用停止ルール 

今般，詐欺に悪用された電話番号を停止するルールが検討されていると報道さ

れている155。 

しかし，平成 29年 2月 17 日大臣記者会見での利用停止（電話番号の廃止）措

置の具体的枠組みの検討を進めているという総務大臣の発言から，本論考執筆時

点で既に 1年 5か月が経過している。関係者からのヒアリングによると，紆余曲

折があって，現在に至っているが，この問題は，毎日のように多額の被害が発生

し，緊急性を要する問題である。にもかかわらず，一向に運用が開始されていな

いのが現状である。 

 

⑤ 同一契約名義人についての利用停止（廃止） 

警察からの情報提供や利用停止ルールの運用開始により，特殊詐欺に利用された

ことを，通信事業者が認識することとなる。固定電話１回線には１０００個の番号

を付すことができる。通常，卸元業者は，１回線に複数の電話番号を卸先事業者に

販売するが，そのうちの数件の電話番号が特殊詐欺に利用されたことを認識した場

合に，卸元業者が，卸先業者に販売した，全ての電話番号について，利用停止（廃

止）をすることとなれば正常な利用者の利用も阻害されてしまう。 

他方において，現実に特殊詐欺に利用された電話番号だけに限定して利用停止

（廃止）を行うこととなれば，犯人は別の番号を容易に入手することができるので，

何ら実効性のない対応となってしまう。実効性のある電話番号の廃止を行おうとす

れば，特殊詐欺に利用された電話番号だけでなく，当該電話番号の最終利用者が契

約をした全ての電話番号を利用停止（廃止）する必要がある。 

しかし，卸元事業者は卸先業者の先の取引内容を知ることができないため，卸先事

業者が多数の電話番号を，どのような顧客に販売したかを知ることはできない。つ

まり，実効的な電話番号の利用停止（廃止）を行うためには，ある電話番号が犯罪

に利用された場合，当該電話番号を使用する最終利用者が契約する全ての電話番号

を廃止することを認め，しかも，卸元事業者に当該電話番号に関する情報を得るこ

とができるようにする必要がある。 

現状としては，警察からの要請に基づいて，個々の電話番号の利用停止は行われ

ているものの，同一契約名義人であるからといって，その保有する全ての電話番号

を利用停止する運用にはなっておらず，その実効性は不十分である。 

 

 

(4)「固定電話番号を利用する転送電話サービスの在り方」答申(案)について 

平成30年 7月 18日，情報通信審議会電気通信事業政策部会が，「固定電話番号を利

用する転送電話サービスの在り方」答申(案) （巻末資料05-01，05-02）を取りまとめ

た156。かかる答申案では，固定電話番号が有する，地理的識別性等を根拠とする社会的

                            
155 『読売新聞』平成30年 4月 2日朝刊 
156 かかる答申（案）に先立ち，平成30年 7月 10日，有志弁護士らから，特殊詐欺対策を電気通

 

信頼を保護するという基本的な考え方から固定電話番号を利用する転送電話サービス

の在り方の方向性が示されたものである。これによれば，番号区画内に転送契約者が

固定端末設備等を備えた拠点を有することを求め，実在確認，本人確認を徹底するこ

と等を求めている。確かに，このような方法により，特殊詐欺対策として一定の効果

が生じる可能性はある。 

しかし，多重再卸構造や匿名化電話パッケージにより契約関係が複雑化しており，

末端利用者については，偽造本人確認書類による本人確認が横行しているという現状

で，答申（案）のような対策を講じたとしても，どこまでの効果が存在するのかは疑

問が残る。特殊詐欺に用いられる転送電話の信頼性を確保するには，より抜本的な対

策が講じられる必要がある。 

  

３ 提言157 

 

(1) 序論 

これまで述べてきた現状を踏まえて，固定電話，転送電話に関する特殊詐欺対策と

してどのような対策が採られるべきか，提言を行う。 

 

(2) 利用停止ルールの運用 

平成 29年 2月 17 日大臣記者会見での利用停止措置の具体的枠組みの検討を進めて

いるという総務大臣の発言から，本論考執筆時点で既に1年5か月が経過しているが，

一向に，運用は開始されない。 

特殊詐欺グループは，多数の電話番号を保有して，これらを利用して，詐欺の実行

行為を行っている。したがって，特殊詐欺に利用されたことが判明した時点で，迅速

に犯人が利用可能な総ての電話番号を使えなくすることが必要である。 

もっとも，監督官庁である総務省の態度が明らかにならなければ，業界として統一

的かつ実効的な対策は打ち出せない。 

したがって，監督官庁である総務省が，特殊詐欺利用により電話番号の利用停止を

行うに当たって，業界が統一的に利用停止を運用できるように利用停止ルールを早期

に策定することが必要である。 

更に実効的な対策とするために，利用停止を許容するのみに止まらず，全事業者に

対して，契約相手方に対して，犯罪利用目的でないことの確認及び犯罪利用目的に対

する役務提供拒絶義務を定めることが許容されるべきである。 

第 87回民事介入暴力対策京都大会協議会においては，通信事業者に対する民事責任

追及の法律構成が検討された。民事責任追及の局面では，特殊詐欺に利用されている

ことの認識可能性が重要な要素となっているところ，上記のような利用停止ルールが

                            

信番号政策委員会の検討対象とすべきであるとする等の意見書（巻末資料03，04）が発出され

た。また，同年8月 20日，有志弁護士らから，上記の答申（案）のパブリックコメント（巻末

資料05-03）に対する意見書（巻末資料06）が提出された。 
157 本提言は，平成 30 年 6 月 8 日開催民事介入暴力対策京都大会協議会において行われた提

言及び平成 30 年 7 月 10 日の有志弁護士らの発出意見書に基づくものである。 
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実効的に運用されない場合には，司法における被害者救済を図るべく，警察が特殊詐

欺に利用されたことのある電話番号をできる限り捜査によって詳らかにして，通信事

業者に対して，その電話番号全件の通知を行うことも検討すべきである。それにより，

民事責任追及が容易になり，被害者救済が図られることとなる。 

 

(3) 本人確認義務の法定，制度化 

電気通信事業法上，本人確認義務は存在せず，本人確認義務を行う事業者も存在す

るものの，多重再卸構造のために，実効的な本人確認が行われていないという現状が

ある。 

また，これまで電気通信事業者に対して民事責任を追及する裁判例においては，本

人確認義務違反によるものが主流となっているが，通信事業者に本人確認義務がある

のか否かが争点となることもある。 

したがって，固定電話，転送電話を扱う通信事業者に対して本人確認義務を法定す

べきである。 

さらに，多重再卸構造の元では，特に，総務省告示により情報収集を制限されてい

る卸元事業者は，提供先の顧客に関する情報を収集することができない。したがって，

2次卸先事業者，3次卸先事業者等が本人確認義務を行うことを実効あるものとするこ

とができない。 

したがって，国から電話番号を付与される０ＡＢＪ事業者が，末端の利用者に至る

までの本人確認義務を監視する制度を創設すべきである。仮に，これが困難であると

しても，少なくとも，０ＡＢＪ事業者が，直ちに末端の利用者に至るまでの本人確認

記録を検索できる制度を創設すべきである。 

この点，競争政策，公正取引の観点から，０ＡＢＪ事業者が，2次卸先事業者，3次

卸先事業者，最終的な末端の利用者等に関する情報を収集することは，事業者間の競

争を後退させるという懸念もある。 

転送電話サービス末端利用者の情報についてこのような懸念が現実的かは必ずしも

明らかでないが、要は０ＡＢＪ事業者による競争阻害行為に対する規制の問題であり、

ファイア・ウォールや情報の濫用に関する制裁措置等で対処できると考えられる。 

 

(4) 転送電話サービスに対する規制 

特殊詐欺グループは，多重再卸構造を利用して，捜査を遅延させる，民事責任を曖

昧にするなどしている。 

ＯＡＢＪ事業者は，1次卸先業者に対して，1000 番号を 1回線として販売し，卸先

事業者のどこかで「匿名化電話パッケージ」としての転送電話サービスが構築されて

いることとなる。そのような転送電話サービスにおいては，およそ経済的合理性がな

い仕組みが組み込まれていることが知られている。「匿名化電話パッケージ」として構

築された転送電話サービスの内容及び当該転送電話サービスに関し末端利用者に対し

付与された電話番号，多重化されている契約主体等を明らかにした届け出をさせ，犯

罪利用の可能性のある転送電話サービスについては，電話回線の利用を認めないなど

の措置を講じることを含め，転送電話サービスに関する取引の透明性を向上させるた

 

めの法律上の規制が検討されるべきである。 

 

(5) 届出電気通信事業者の届出事項の厳格化 

登録電気通信事業者は，平成 30 年 4 月 1 日時点で 319 社であり，総務省のウェブ

サイトにおいて，名称や所在地等が公開されている。他方，登録電気通信事業者以外

の電気通信事業者については，電気通信事業を営むにあたって届出をすれば足りると

される（電気通信事業法16条）。この届出電気通信事業者は，平成30年 4月 1日時点

で 1 万 8760 社あるとされているが，名称や所在地等は公開されていない158。しかも，

届出の手続において，提出が必要となる事業者の存在を確認しうる書類は，法人の場

合は登録事項証明書原本，定款の写し，個人の場合は住民票原本のみで足りるとされ，

郵送でも受付可能とされている159。このような手続では，実態を有しないペーパーカ

ンパニーによる届出や，他人名義での届出も容易である。そうなると，何らかの業法

違反行為が発覚しても，適切な監督すらできないのであるから，届出をさせる意義自

体がないに等しいと言わざるを得ない。 

このような体制は，届出電気通信事業者を隠れ蓑にする特殊詐欺グループに対する

捜査を遅延させ，民事責任追及を困難にするものと言わざるを得ない。 

したがって，最低限，届出を行う事業者が実態を有し，どこの誰であるかが分かる

ような制度とすべきである。具体的には，①届出電気通信事業にかかる届出書に，当

該事業者の本人確認書類の添付を義務付け，②届出電気通信事業者の名称，所在地等

を総務省のウェブサイトで公開，③問題業者を把握した場合には，問題業者のリスト

作成，公表といった対応がなされるべきである。 

さらに，電気通信事業法 164 条 1 項は，電気通信事業のうち，小規模な者，特殊な

形態のサービスを提供する者等であって，電気通信事業法による規律をするまでの社

会的必要性が乏しいものについて，適用除外を定めている。しかし，多重再卸構造の

中に，このような適用除外となる事業者が含まれていると，当該事業者が何者か，実

在するのか，一切わからないため，特殊詐欺グループの格好の隠れ蓑となってしまう。 

したがって，電気通信事業法 164 条 1項 1号は廃止し，同号該当業者にも電気通信

事業法16条の届出義務を課すべきである。 

 

(6) 監督権限の強化 

電気通信事業者らに対して，特殊詐欺被害についての不法行為責任を負わせる前提

としては過失の存在が立証されることが必要になる。過失が認められるには，結果発

生の予見可能性，すなわち，電気通信事業者が提供している固定電話番号，電話転送

サービス等が，詐欺行為に利用されることを認識しているか，あるいは認識しうるこ

とが必要である。それを根拠付ける有力な要素として，当該電気通信事業者が提供す

る電話番号について，特殊詐欺等の犯罪に利用された疑いを理由とする警察の捜査関

                            
158 総務省，情報通信統計データベース電気通信事業者数の推移

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html 
159 総務省，届出書類（届出電気通信事業）のダウンロードhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kant

o/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki04.html 
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実効的に運用されない場合には，司法における被害者救済を図るべく，警察が特殊詐

欺に利用されたことのある電話番号をできる限り捜査によって詳らかにして，通信事

業者に対して，その電話番号全件の通知を行うことも検討すべきである。それにより，

民事責任追及が容易になり，被害者救済が図られることとなる。 

 

(3) 本人確認義務の法定，制度化 

電気通信事業法上，本人確認義務は存在せず，本人確認義務を行う事業者も存在す

るものの，多重再卸構造のために，実効的な本人確認が行われていないという現状が

ある。 

また，これまで電気通信事業者に対して民事責任を追及する裁判例においては，本

人確認義務違反によるものが主流となっているが，通信事業者に本人確認義務がある

のか否かが争点となることもある。 

したがって，固定電話，転送電話を扱う通信事業者に対して本人確認義務を法定す

べきである。 

さらに，多重再卸構造の元では，特に，総務省告示により情報収集を制限されてい

る卸元事業者は，提供先の顧客に関する情報を収集することができない。したがって，

2次卸先事業者，3次卸先事業者等が本人確認義務を行うことを実効あるものとするこ

とができない。 

したがって，国から電話番号を付与される０ＡＢＪ事業者が，末端の利用者に至る

までの本人確認義務を監視する制度を創設すべきである。仮に，これが困難であると

しても，少なくとも，０ＡＢＪ事業者が，直ちに末端の利用者に至るまでの本人確認

記録を検索できる制度を創設すべきである。 

この点，競争政策，公正取引の観点から，０ＡＢＪ事業者が，2次卸先事業者，3次

卸先事業者，最終的な末端の利用者等に関する情報を収集することは，事業者間の競

争を後退させるという懸念もある。 

転送電話サービス末端利用者の情報についてこのような懸念が現実的かは必ずしも

明らかでないが、要は０ＡＢＪ事業者による競争阻害行為に対する規制の問題であり、

ファイア・ウォールや情報の濫用に関する制裁措置等で対処できると考えられる。 

 

(4) 転送電話サービスに対する規制 

特殊詐欺グループは，多重再卸構造を利用して，捜査を遅延させる，民事責任を曖

昧にするなどしている。 

ＯＡＢＪ事業者は，1次卸先業者に対して，1000 番号を 1 回線として販売し，卸先

事業者のどこかで「匿名化電話パッケージ」としての転送電話サービスが構築されて

いることとなる。そのような転送電話サービスにおいては，およそ経済的合理性がな

い仕組みが組み込まれていることが知られている。「匿名化電話パッケージ」として構

築された転送電話サービスの内容及び当該転送電話サービスに関し末端利用者に対し

付与された電話番号，多重化されている契約主体等を明らかにした届け出をさせ，犯

罪利用の可能性のある転送電話サービスについては，電話回線の利用を認めないなど

の措置を講じることを含め，転送電話サービスに関する取引の透明性を向上させるた

 

めの法律上の規制が検討されるべきである。 

 

(5) 届出電気通信事業者の届出事項の厳格化 

登録電気通信事業者は，平成 30 年 4 月 1 日時点で 319 社であり，総務省のウェブ

サイトにおいて，名称や所在地等が公開されている。他方，登録電気通信事業者以外

の電気通信事業者については，電気通信事業を営むにあたって届出をすれば足りると

される（電気通信事業法16条）。この届出電気通信事業者は，平成30年 4月 1日時点

で 1 万 8760 社あるとされているが，名称や所在地等は公開されていない158。しかも，

届出の手続において，提出が必要となる事業者の存在を確認しうる書類は，法人の場

合は登録事項証明書原本，定款の写し，個人の場合は住民票原本のみで足りるとされ，

郵送でも受付可能とされている159。このような手続では，実態を有しないペーパーカ

ンパニーによる届出や，他人名義での届出も容易である。そうなると，何らかの業法

違反行為が発覚しても，適切な監督すらできないのであるから，届出をさせる意義自

体がないに等しいと言わざるを得ない。 

このような体制は，届出電気通信事業者を隠れ蓑にする特殊詐欺グループに対する

捜査を遅延させ，民事責任追及を困難にするものと言わざるを得ない。 

したがって，最低限，届出を行う事業者が実態を有し，どこの誰であるかが分かる

ような制度とすべきである。具体的には，①届出電気通信事業にかかる届出書に，当

該事業者の本人確認書類の添付を義務付け，②届出電気通信事業者の名称，所在地等

を総務省のウェブサイトで公開，③問題業者を把握した場合には，問題業者のリスト

作成，公表といった対応がなされるべきである。 

さらに，電気通信事業法 164 条 1 項は，電気通信事業のうち，小規模な者，特殊な

形態のサービスを提供する者等であって，電気通信事業法による規律をするまでの社

会的必要性が乏しいものについて，適用除外を定めている。しかし，多重再卸構造の

中に，このような適用除外となる事業者が含まれていると，当該事業者が何者か，実

在するのか，一切わからないため，特殊詐欺グループの格好の隠れ蓑となってしまう。 

したがって，電気通信事業法 164 条 1項 1号は廃止し，同号該当業者にも電気通信

事業法16条の届出義務を課すべきである。 

 

(6) 監督権限の強化 

電気通信事業者らに対して，特殊詐欺被害についての不法行為責任を負わせる前提

としては過失の存在が立証されることが必要になる。過失が認められるには，結果発

生の予見可能性，すなわち，電気通信事業者が提供している固定電話番号，電話転送

サービス等が，詐欺行為に利用されることを認識しているか，あるいは認識しうるこ

とが必要である。それを根拠付ける有力な要素として，当該電気通信事業者が提供す

る電話番号について，特殊詐欺等の犯罪に利用された疑いを理由とする警察の捜査関

                            
158 総務省，情報通信統計データベース電気通信事業者数の推移

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html 
159 総務省，届出書類（届出電気通信事業）のダウンロードhttp://www.soumu.go.jp/soutsu/kant

o/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki04.html 
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係事項照会，電話番号利用停止要請（以下，合わせて「警察照会等」という。）の件数，

弁護士会照会件数が挙げられる。これが多いほど，また提供電話番号数と対比してそ

の割合が高いほど，詐欺行為に利用されていることの認識可能性は強まる。 

しかし，現状，このような情報を民事責任追及の場面で取得することは容易ではな

い。公的には件数は集約されていないと思われ，開示される運用もない。 

したがって，ＯＡＢＪ事業者が警察照会等を受けた場合に，警察照会等を受けた事

実と当該番号の卸先事業者を総務省に報告し，集約する制度が導入されるべきである。 

さらに，一事業者に対して，このように集約された件数が多数に登る場合には，総

務省が積極的に通信事業者に対して立入調査などの権限を行使し，電気通信事業が適

正に運営されるように監督すべきである。 

 

(7) 入口規制の導入 

特殊詐欺グループは，電話番号を利用して特殊詐欺を行っているものの，被害者に

詐欺であることが発覚した場合などには，足が付くことを恐れて，当該電話番号を利

用しなくなるものと思われる。また，ヒアリング等によると，警察が通信事業者に解

約を要請した場合，通信事業者は当該電話番号の解約には応じる一方で，特殊詐欺グ

ループは，このようにして利用しなくなったり，利用できなくなった電話番号の代わ

りに，別の電話番号を新規に取得して特殊詐欺を継続している。 

特殊詐欺グループが電話番号を新規に取得することを防止するためには，2 つの問

題点を解決する必要がある。すなわち，そもそも新規契約申込者が特殊詐欺グループ

か否かを認識することが困難であるという問題と役務提供義務により新規契約申込を

拒絶できないのではないかという問題である。 

まず，前者については，（実在しない場合も多いと思われるが）末端の利用者は正に

特殊詐欺グループと評価できるのであるから，末端の利用者についての個人情報を卸

元通信事業者間で共有することが考えられる。また，現に契約上の利用者ではなくて

も，特殊詐欺グループに所属していた者であれば，特殊詐欺に利用させるおそれがあ

るという点では，契約上の利用者と同視できるのであるから，入口規制の対象を契約

名義人に限る必要はない。例えば，警察が通信事業者に対して，特殊詐欺グループに

所属していたことが明らかな者の氏名住所等を通知することが考えられる。 

次に，後者については，電気通信事業法上，「特殊詐欺に利用されるおそれがある」

という理由が役務提供拒絶のための正当な理由となること，そして，特殊詐欺グルー

プと評価される者からの契約申込みを拒絶することが「特殊詐欺に利用されるおそれ

がある」ことに該当し，正当な理由に該当することを，監督官庁である総務省が明確

に認めて，業界として規制を行わなければならない。そうでなければ，業界として統

一的実効的な入口規制とはならない。 

詳細については，検討の余地があると思われるが，仮に利用停止ルールを実効性あ

るものとして運用できたとしても，特殊詐欺グループからの新たな契約申込みによる

電話番号の取得が容易では，電話の特殊詐欺利用が減少しないと思われるので，利用

停止ルールとともに，入口規制についても実効性のある制度が導入されるべきである。 

 

 

(8) 末端利用者における同一契約名義人の電話番号の利用停止（電話番号の廃止） 

現状としては，警察からの要請に基づいて，個々の電話番号の利用停止は行われて

いるものの，同一契約名義人であるからといって，その保有する全ての電話番号を利

用停止する運用にはなっていない。また，現在検討されている利用停止ルールによっ

たとしても，同一契約名義人の電話番号全てを利用停止する運用とはならない。 

しかし，特殊詐欺グループが多数の電話番号を保有して特殊詐欺に利用していると

いう実態を踏まえれば，特殊詐欺に利用された電話番号の末端利用者を契約名義人と

する全ての電話番号について利用停止を認めるべきである。 

また，例えば，自らの管理する電話番号のうち，90％の電話番号を特殊詐欺グルー

プに販売しているという1次卸先事業者の場合，主観的構成要件を満たし，詐欺罪の

共謀共同正犯や幇助犯に該当する可能性も十分にある。このように大きな割合を特殊

詐欺グループに販売しているような1次卸先事業者については，０ＡＢＪ事業者によ

る取引拒絶として，提供した全電話番号を利用停止することが考えられる。 

もっとも，この場合，残りの10％の電話番号は，特殊詐欺グループではない通常の

利用者が利用している可能性があるので，これらの者の電話番号の利用継続を図るた

めの措置を講じる必要がある。 

この問題については，そもそも携帯電話のナンバーポータビリティのように，通信

事業者変更に際して電話番号を維持する仕組みが存在しないのか，仕組みを構築する

として社会全体にどの程度の費用が生じるか，保有する電話番号のうち，どの程度の

割合を特殊詐欺グループに提供した場合に利用停止にするか等，詳細については，更

なる検討が必要であるが，特殊詐欺グループの犯行態様に鑑みると，一定の条件下で，

同一契約名義人の電話番号を全て利用停止にする制度の創設も検討すべきである。 

 

(9) 捜査機関の照会に対する卸元事業者の回答 

現状においては，電気通信事業法30条 3項，同条5項が，第一種又は第二種指定電

気通信設備を設置する事業者に対し，ほかの事業者の電気通信設備との接続の業務に

関して知り得た当該ほかの電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の

用に供する目的以外の目的のために利用又は提供することを禁止しているため，卸元

事業者は捜査機関の要求に応じることができない状態にある。 

固定電話通信網を利用した犯罪捜査に協力することは，電気通信事業法 30 条 3 項

及び5項が前提とする公正競争目的とは規制目的が異なる。むしろ，それら規定が迅

速な捜査や再発防止のための犯罪に利用された電話番号の廃止等を著しく困難とし，

固定電話通信網による犯罪インフラの確立を可能とし，固定電話の信頼性を失墜させ，

結果として，電気通信事業法の目的を毀損していることが直視される必要がある。 

したがって，犯罪捜査のための捜査機関の照会に対して，卸元事業者において保有

する取引情報，並びに，その保有する取引情報及び技術的手段を用いて取得可能な電

話番号及び通話日時に関する情報を回答することを認めるべきである。仮に，捜査機

関による通話日時等の情報の取得に令状が要求されるとするのであれば，少なくとも

捜査機関が照会をした時点で，卸元事業者が通話日時を含む情報を取得しこれを保存

する態勢を構築するといった手当が不可欠である。 
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係事項照会，電話番号利用停止要請（以下，合わせて「警察照会等」という。）の件数，

弁護士会照会件数が挙げられる。これが多いほど，また提供電話番号数と対比してそ

の割合が高いほど，詐欺行為に利用されていることの認識可能性は強まる。 

しかし，現状，このような情報を民事責任追及の場面で取得することは容易ではな

い。公的には件数は集約されていないと思われ，開示される運用もない。 

したがって，ＯＡＢＪ事業者が警察照会等を受けた場合に，警察照会等を受けた事

実と当該番号の卸先事業者を総務省に報告し，集約する制度が導入されるべきである。 

さらに，一事業者に対して，このように集約された件数が多数に登る場合には，総

務省が積極的に通信事業者に対して立入調査などの権限を行使し，電気通信事業が適

正に運営されるように監督すべきである。 

 

(7) 入口規制の導入 

特殊詐欺グループは，電話番号を利用して特殊詐欺を行っているものの，被害者に

詐欺であることが発覚した場合などには，足が付くことを恐れて，当該電話番号を利

用しなくなるものと思われる。また，ヒアリング等によると，警察が通信事業者に解

約を要請した場合，通信事業者は当該電話番号の解約には応じる一方で，特殊詐欺グ

ループは，このようにして利用しなくなったり，利用できなくなった電話番号の代わ

りに，別の電話番号を新規に取得して特殊詐欺を継続している。 

特殊詐欺グループが電話番号を新規に取得することを防止するためには，2 つの問

題点を解決する必要がある。すなわち，そもそも新規契約申込者が特殊詐欺グループ

か否かを認識することが困難であるという問題と役務提供義務により新規契約申込を

拒絶できないのではないかという問題である。 

まず，前者については，（実在しない場合も多いと思われるが）末端の利用者は正に

特殊詐欺グループと評価できるのであるから，末端の利用者についての個人情報を卸

元通信事業者間で共有することが考えられる。また，現に契約上の利用者ではなくて

も，特殊詐欺グループに所属していた者であれば，特殊詐欺に利用させるおそれがあ

るという点では，契約上の利用者と同視できるのであるから，入口規制の対象を契約

名義人に限る必要はない。例えば，警察が通信事業者に対して，特殊詐欺グループに

所属していたことが明らかな者の氏名住所等を通知することが考えられる。 

次に，後者については，電気通信事業法上，「特殊詐欺に利用されるおそれがある」

という理由が役務提供拒絶のための正当な理由となること，そして，特殊詐欺グルー

プと評価される者からの契約申込みを拒絶することが「特殊詐欺に利用されるおそれ

がある」ことに該当し，正当な理由に該当することを，監督官庁である総務省が明確

に認めて，業界として規制を行わなければならない。そうでなければ，業界として統

一的実効的な入口規制とはならない。 

詳細については，検討の余地があると思われるが，仮に利用停止ルールを実効性あ

るものとして運用できたとしても，特殊詐欺グループからの新たな契約申込みによる

電話番号の取得が容易では，電話の特殊詐欺利用が減少しないと思われるので，利用

停止ルールとともに，入口規制についても実効性のある制度が導入されるべきである。 

 

 

(8) 末端利用者における同一契約名義人の電話番号の利用停止（電話番号の廃止） 

現状としては，警察からの要請に基づいて，個々の電話番号の利用停止は行われて

いるものの，同一契約名義人であるからといって，その保有する全ての電話番号を利

用停止する運用にはなっていない。また，現在検討されている利用停止ルールによっ

たとしても，同一契約名義人の電話番号全てを利用停止する運用とはならない。 

しかし，特殊詐欺グループが多数の電話番号を保有して特殊詐欺に利用していると

いう実態を踏まえれば，特殊詐欺に利用された電話番号の末端利用者を契約名義人と

する全ての電話番号について利用停止を認めるべきである。 

また，例えば，自らの管理する電話番号のうち，90％の電話番号を特殊詐欺グルー

プに販売しているという1次卸先事業者の場合，主観的構成要件を満たし，詐欺罪の

共謀共同正犯や幇助犯に該当する可能性も十分にある。このように大きな割合を特殊

詐欺グループに販売しているような1次卸先事業者については，０ＡＢＪ事業者によ

る取引拒絶として，提供した全電話番号を利用停止することが考えられる。 

もっとも，この場合，残りの10％の電話番号は，特殊詐欺グループではない通常の

利用者が利用している可能性があるので，これらの者の電話番号の利用継続を図るた

めの措置を講じる必要がある。 

この問題については，そもそも携帯電話のナンバーポータビリティのように，通信

事業者変更に際して電話番号を維持する仕組みが存在しないのか，仕組みを構築する

として社会全体にどの程度の費用が生じるか，保有する電話番号のうち，どの程度の

割合を特殊詐欺グループに提供した場合に利用停止にするか等，詳細については，更

なる検討が必要であるが，特殊詐欺グループの犯行態様に鑑みると，一定の条件下で，

同一契約名義人の電話番号を全て利用停止にする制度の創設も検討すべきである。 

 

(9) 捜査機関の照会に対する卸元事業者の回答 

現状においては，電気通信事業法30条 3項，同条5項が，第一種又は第二種指定電

気通信設備を設置する事業者に対し，ほかの事業者の電気通信設備との接続の業務に

関して知り得た当該ほかの電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の

用に供する目的以外の目的のために利用又は提供することを禁止しているため，卸元

事業者は捜査機関の要求に応じることができない状態にある。 

固定電話通信網を利用した犯罪捜査に協力することは，電気通信事業法 30 条 3 項

及び5項が前提とする公正競争目的とは規制目的が異なる。むしろ，それら規定が迅

速な捜査や再発防止のための犯罪に利用された電話番号の廃止等を著しく困難とし，

固定電話通信網による犯罪インフラの確立を可能とし，固定電話の信頼性を失墜させ，

結果として，電気通信事業法の目的を毀損していることが直視される必要がある。 

したがって，犯罪捜査のための捜査機関の照会に対して，卸元事業者において保有

する取引情報，並びに，その保有する取引情報及び技術的手段を用いて取得可能な電

話番号及び通話日時に関する情報を回答することを認めるべきである。仮に，捜査機

関による通話日時等の情報の取得に令状が要求されるとするのであれば，少なくとも

捜査機関が照会をした時点で，卸元事業者が通話日時を含む情報を取得しこれを保存

する態勢を構築するといった手当が不可欠である。 
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４ 小括 

固定（ＩＰ）電話及び転送電話は，特殊詐欺に頻繁に利用され，しかも刑事，民事責

任を免れるための道具とされているにもかかわらず，国として，業界として，有効な対

策は採られているとは言い難い。 

通信事業者は電気通信事業法による規制を受ける以上，現在の特殊詐欺での固定電話

等の利用状況に鑑みると，特殊詐欺対策のために大きな法令改正等が必要であると言わ

ざるを得ない。具体的にどのような制度を構築するかは検討の余地があると思われるが，

検討の方向性としては，提言に記載したとおり，実効的な利用停止ルールの運用開始，

本人確認義務強化，実効的な入口規制などが考えられるところであり，国及び業界によ

る積極的な特殊詐欺対策が行われることが望まれる。 

 

  

 

第５ 電話機メーカー等（受電側での防止） 

 

１ 防止策の現状 

第２から第４で述べてきたように，携帯電話事業者など電気通信事業者では特殊詐欺

グループによる通信手段の不正利用防止のため取組を推進してきているものの，防止態

勢が不十分な業者，さらには特殊詐欺を幇助するような悪質業者も存在する等，発信側

で全て防止することは必ずしも現実的とは言えない。そのため，通信手段の悪用防止で

は，受電側，つまり被害者側の電話機能における防止策を併せて講じていくことが不可

欠である。 

以下，受電側における防止策を紹介する。 

 

(1) 自助 

 

① 「トビラフォン」160 

「トビラフォン」は，ＩＴ技術で社会問題の解決に挑んでいるベンチャー企業で

あるトビラシステムズ株式会社が，製造・販売している機器である。「トビラフォン」

は，使用中の電話機に接続して，トビラフォン契約者から迷惑電話番号の情報を管

理サーバに送信し，その情報を独自の迷惑電話防止技術を駆使することにより，ト

ビラフォン契約者全体で着信拒否設定となる迷惑電話番号かどうかを判別するも

のである。 

判別の結果，トビラフォン契約者全体で着信拒否設定と判断すれば，その番号を

まだ拒否登録していないトビラフォン契約者にも着信拒否設定が適用される仕組

みである。これにより，トビラフォン契約者は，未知の迷惑電話番号を拒否するこ

とが可能となる。 

現在，トビラフォン契約者全体での迷惑電話件数は約２５，０００件以上登録さ

れている。 

 

② 「迷惑電話フィルタサービス」対応の電話機161 

シャープ株式会社では，前記トビラフォンの迷惑電話フィルタ機能を利用した「迷

惑電話フィルタサービス」対応の電話機を販売している。 

同サービスは，警察・自治体から提供される迷惑電話番号情報，及び全国サービ

ス利用者からの拒否登録情報を基にした迷惑電話データベースと照合し，振り込め

詐欺や悪質な勧誘電話を自動で判別して着信拒否するサービスである。また，自動

で警告メッセージを流して，通話内容を最初から録音し，操作不要で通話を自動で

録音する自動通話録音機能のある電話機を製造・販売している。 

 

                            
160 トビラシステムズ株式会社 迷惑電話フィルタ 家庭用電話トビラフォン 

https://tobilaphone.com/landline/tobilaphone/tobilaphone/tobilaphone_top.html 
161 シャープ株式会社 詐欺対策強化機能 

http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/ 
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４ 小括 

固定（ＩＰ）電話及び転送電話は，特殊詐欺に頻繁に利用され，しかも刑事，民事責

任を免れるための道具とされているにもかかわらず，国として，業界として，有効な対

策は採られているとは言い難い。 

通信事業者は電気通信事業法による規制を受ける以上，現在の特殊詐欺での固定電話

等の利用状況に鑑みると，特殊詐欺対策のために大きな法令改正等が必要であると言わ

ざるを得ない。具体的にどのような制度を構築するかは検討の余地があると思われるが，

検討の方向性としては，提言に記載したとおり，実効的な利用停止ルールの運用開始，

本人確認義務強化，実効的な入口規制などが考えられるところであり，国及び業界によ

る積極的な特殊詐欺対策が行われることが望まれる。 

 

  

 

第５ 電話機メーカー等（受電側での防止） 

 

１ 防止策の現状 

第２から第４で述べてきたように，携帯電話事業者など電気通信事業者では特殊詐欺

グループによる通信手段の不正利用防止のため取組を推進してきているものの，防止態

勢が不十分な業者，さらには特殊詐欺を幇助するような悪質業者も存在する等，発信側

で全て防止することは必ずしも現実的とは言えない。そのため，通信手段の悪用防止で

は，受電側，つまり被害者側の電話機能における防止策を併せて講じていくことが不可

欠である。 

以下，受電側における防止策を紹介する。 

 

(1) 自助 

 

① 「トビラフォン」160 

「トビラフォン」は，ＩＴ技術で社会問題の解決に挑んでいるベンチャー企業で

あるトビラシステムズ株式会社が，製造・販売している機器である。「トビラフォン」

は，使用中の電話機に接続して，トビラフォン契約者から迷惑電話番号の情報を管

理サーバに送信し，その情報を独自の迷惑電話防止技術を駆使することにより，ト

ビラフォン契約者全体で着信拒否設定となる迷惑電話番号かどうかを判別するも

のである。 

判別の結果，トビラフォン契約者全体で着信拒否設定と判断すれば，その番号を

まだ拒否登録していないトビラフォン契約者にも着信拒否設定が適用される仕組

みである。これにより，トビラフォン契約者は，未知の迷惑電話番号を拒否するこ

とが可能となる。 

現在，トビラフォン契約者全体での迷惑電話件数は約２５，０００件以上登録さ

れている。 

 

② 「迷惑電話フィルタサービス」対応の電話機161 

シャープ株式会社では，前記トビラフォンの迷惑電話フィルタ機能を利用した「迷

惑電話フィルタサービス」対応の電話機を販売している。 

同サービスは，警察・自治体から提供される迷惑電話番号情報，及び全国サービ

ス利用者からの拒否登録情報を基にした迷惑電話データベースと照合し，振り込め

詐欺や悪質な勧誘電話を自動で判別して着信拒否するサービスである。また，自動

で警告メッセージを流して，通話内容を最初から録音し，操作不要で通話を自動で

録音する自動通話録音機能のある電話機を製造・販売している。 

 

                            
160 トビラシステムズ株式会社 迷惑電話フィルタ 家庭用電話トビラフォン 

https://tobilaphone.com/landline/tobilaphone/tobilaphone/tobilaphone_top.html 
161 シャープ株式会社 詐欺対策強化機能 

http://www.sharp.co.jp/fax-phone/sagitaisaku/ 
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③ 「迷惑ブロックサービス」対応の電話機162 

パナソニック株式会社でも，前記トビラフォンの迷惑電話フィルタ機能を利用し

た「迷惑ブロックサービス」対応の電話機を販売している。 

同サービスは，迷惑電話番号データと一致した相手から電話が架かってくると，

呼出音を鳴らさずに着信を拒否するものである。購入時に，警察や自治体などの公

的機関から収集された迷惑電話番号データがあらかじめ電話機に登録されており，

サービス利用後は，１日に１回，電話機が自動的にトビラシステムズの迷惑電話デ

ータベースからデータをダウンロードして迷惑ブロック情報を更新する仕組みに

なっており，迷惑ブロックが働いた回数も確認できる。 

 

(2) 共助 

ソフトバンク株式会社，トビラシステムズ株式会社及び愛知県警察本部では，以下

の取組を連携して行っている163。 

 

① 迷惑メールブロック機能 

ソフトバンク，トビラシステムズ，愛知県警察本部は，2017年 9月から，スマー

トフォン向けに，迷惑メールブロック機能の効果検証を開始した。 

迷惑メールブロック機能とは，トビラシステムズが愛知県警察本部などから提供

を受けた，実際に犯行に使用された電話番号を含む迷惑電話番号データベースを基

に，ＳＭＳ（ショートメールサービス）で届いた迷惑メールをメッセージ送信元や

本文内記載の電話番号から自動で検知し，受信と同時に迷惑メッセージフォルダー

に振り分けたり，警告表示で知らせるサービスである。 

この取組に富山県及び岐阜県の警察本部も賛同し，愛知県に富山県，岐阜県を加

えた3県の警察本部（2018年 4月 1日時点）から提供を受けた迷惑電話番号などの

データベースを基に，更なる「迷惑電話ブロック」の精度の向上が期待される。 

 

② 迷惑電話ブロック 

迷惑電話ブロック機能とは，トビラシステムズが収集した不審な電話番号のデー

タベースを基に，迷惑電話を思われる番号を自動で判別し，発着信時に警告表示・

自動ブロックを行うサービスである。 

 

③ 愛知県警生活安全総務課，組織犯罪対策課からの聞き取り調査 

トビラシステムズとソフトバンクと連携し，上記①の機能構築のためにトビラシ

ステムズに対し迷惑電話番号の情報提供を行っている。警察からの新情報は毎週追

加されているが，平均すると月に１００件程度あるとのことである。なお，提供す

                            
162 パナソニック株式会社 離れて暮らすシニア世代のご両親に！振り込め詐欺対策に使える電話

機 https://panasonic.jp/sunnyday/life/life_013.html 
163 ソフトバンク株式会社 プレスリリース2018年 「『迷惑電話ブロック』の迷惑メールブロック

機能，6カ月間で約10万件の迷惑メールを検知」 

 https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2018/20180426_01/ 

 

る番号は相談や被害などから危険な番号を精査しているとのことである。 

今後の課題としては，ほかの携帯電話事業者でも同様のシステムを構築できるよ

うにすることをあげていた。また，還付金等詐欺では７０歳以上のＡＴＭ利用制限

により，６０代の被害者も発生しており，更なる啓蒙活動が必要であるとのことで

あった。 

 

(3) 公助 

 

① 自動通話録音機の無償配布（東京都内）164 

東京都内では，２０１６年度から，区市町村が独自に自動録音機の無償配布に取

り組んでおり，都も補助金を交付して支援してきた。２０１８年度中に板橋区，練

馬区，千代田区，葛飾区が導入する予定であり，これにより２３区全てで自動通話

録音機が無償配布されることになる。 

自動通話録音機は，電話機に外付けする装置で，着信があると自動的に「録音し

ます」という音声が相手に流れる装置で，高齢者が不用意に受話器を取らないよう，

着信時には呼び出し音が鳴らず，自動音声が流れた後で鳴るように設定されている

機器である。 

東京都内の各区市町村により配布数等は異なるが，板橋区では，２０１８年度９

月から，計８００台を７０歳以上の高齢者に配布する予定とのことである。 

 

② 特殊詐欺撃退機器の貸与（栃木県警）165 

栃木県警は，２０１５年５月から，高齢者に対し，特殊詐欺撃退機器を貸し出し

ている。栃木県警は今年１月までの２年半あまりで，県内の７４５人に最長約１年

間，無償で同機器を貸し出している。 

同機器は，固定電話機に取り付けると，呼び出し音が始まる前に「振り込め詐欺

など犯罪被害防止のため会話を自動録音します」と発信者に警告が流れる仕組みと

なっている。 

栃木県警の調査によると，同機器を貸与した世帯では，特殊詐欺被害が一件もな

かった。 

栃木県警生活安全企画課は，関係機関と連携して，特殊詐欺撃退機器の貸し出し

事業を推進していきたいとのことである。 

 

２ 現状の評価と課題・提言 

 

(1) 現状の評価 

迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックする機器の製造・販売業者が，携帯電話事業

                            
164 毎日新聞2018年 7月 7日「特殊詐欺防止 自動通話録音機を無償配布へ 都内全区」 

  https://mainichi.jp/articles/20180707/k00/00e/040/195000c 
165 読売新聞（Yomiuri Online）2018年 5月 26日「詐欺撃退機器で『不審電話なくなった』９割

超に」http://www.yomiuri.co.jp/national/20180524-OYT1T50050.html 
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③ 「迷惑ブロックサービス」対応の電話機162 

パナソニック株式会社でも，前記トビラフォンの迷惑電話フィルタ機能を利用し

た「迷惑ブロックサービス」対応の電話機を販売している。 

同サービスは，迷惑電話番号データと一致した相手から電話が架かってくると，

呼出音を鳴らさずに着信を拒否するものである。購入時に，警察や自治体などの公

的機関から収集された迷惑電話番号データがあらかじめ電話機に登録されており，

サービス利用後は，１日に１回，電話機が自動的にトビラシステムズの迷惑電話デ

ータベースからデータをダウンロードして迷惑ブロック情報を更新する仕組みに

なっており，迷惑ブロックが働いた回数も確認できる。 

 

(2) 共助 

ソフトバンク株式会社，トビラシステムズ株式会社及び愛知県警察本部では，以下

の取組を連携して行っている163。 

 

① 迷惑メールブロック機能 

ソフトバンク，トビラシステムズ，愛知県警察本部は，2017年 9月から，スマー

トフォン向けに，迷惑メールブロック機能の効果検証を開始した。 

迷惑メールブロック機能とは，トビラシステムズが愛知県警察本部などから提供

を受けた，実際に犯行に使用された電話番号を含む迷惑電話番号データベースを基

に，ＳＭＳ（ショートメールサービス）で届いた迷惑メールをメッセージ送信元や

本文内記載の電話番号から自動で検知し，受信と同時に迷惑メッセージフォルダー

に振り分けたり，警告表示で知らせるサービスである。 

この取組に富山県及び岐阜県の警察本部も賛同し，愛知県に富山県，岐阜県を加

えた3県の警察本部（2018年 4月 1日時点）から提供を受けた迷惑電話番号などの

データベースを基に，更なる「迷惑電話ブロック」の精度の向上が期待される。 

 

② 迷惑電話ブロック 

迷惑電話ブロック機能とは，トビラシステムズが収集した不審な電話番号のデー

タベースを基に，迷惑電話を思われる番号を自動で判別し，発着信時に警告表示・

自動ブロックを行うサービスである。 

 

③ 愛知県警生活安全総務課，組織犯罪対策課からの聞き取り調査 

トビラシステムズとソフトバンクと連携し，上記①の機能構築のためにトビラシ

ステムズに対し迷惑電話番号の情報提供を行っている。警察からの新情報は毎週追

加されているが，平均すると月に１００件程度あるとのことである。なお，提供す

                            
162 パナソニック株式会社 離れて暮らすシニア世代のご両親に！振り込め詐欺対策に使える電話

機 https://panasonic.jp/sunnyday/life/life_013.html 
163 ソフトバンク株式会社 プレスリリース2018年 「『迷惑電話ブロック』の迷惑メールブロック

機能，6カ月間で約10万件の迷惑メールを検知」 

 https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2018/20180426_01/ 

 

る番号は相談や被害などから危険な番号を精査しているとのことである。 

今後の課題としては，ほかの携帯電話事業者でも同様のシステムを構築できるよ

うにすることをあげていた。また，還付金等詐欺では７０歳以上のＡＴＭ利用制限

により，６０代の被害者も発生しており，更なる啓蒙活動が必要であるとのことで

あった。 

 

(3) 公助 

 

① 自動通話録音機の無償配布（東京都内）164 

東京都内では，２０１６年度から，区市町村が独自に自動録音機の無償配布に取

り組んでおり，都も補助金を交付して支援してきた。２０１８年度中に板橋区，練

馬区，千代田区，葛飾区が導入する予定であり，これにより２３区全てで自動通話

録音機が無償配布されることになる。 

自動通話録音機は，電話機に外付けする装置で，着信があると自動的に「録音し

ます」という音声が相手に流れる装置で，高齢者が不用意に受話器を取らないよう，

着信時には呼び出し音が鳴らず，自動音声が流れた後で鳴るように設定されている

機器である。 

東京都内の各区市町村により配布数等は異なるが，板橋区では，２０１８年度９

月から，計８００台を７０歳以上の高齢者に配布する予定とのことである。 

 

② 特殊詐欺撃退機器の貸与（栃木県警）165 

栃木県警は，２０１５年５月から，高齢者に対し，特殊詐欺撃退機器を貸し出し

ている。栃木県警は今年１月までの２年半あまりで，県内の７４５人に最長約１年

間，無償で同機器を貸し出している。 

同機器は，固定電話機に取り付けると，呼び出し音が始まる前に「振り込め詐欺

など犯罪被害防止のため会話を自動録音します」と発信者に警告が流れる仕組みと

なっている。 

栃木県警の調査によると，同機器を貸与した世帯では，特殊詐欺被害が一件もな

かった。 

栃木県警生活安全企画課は，関係機関と連携して，特殊詐欺撃退機器の貸し出し

事業を推進していきたいとのことである。 

 

２ 現状の評価と課題・提言 

 

(1) 現状の評価 

迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックする機器の製造・販売業者が，携帯電話事業

                            
164 毎日新聞2018年 7月 7日「特殊詐欺防止 自動通話録音機を無償配布へ 都内全区」 

  https://mainichi.jp/articles/20180707/k00/00e/040/195000c 
165 読売新聞（Yomiuri Online）2018年 5月 26日「詐欺撃退機器で『不審電話なくなった』９割

超に」http://www.yomiuri.co.jp/national/20180524-OYT1T50050.html 
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者，警察との連携によりサービスを構築し充実させること，家電製造販売業者との連

携によりサービス提供の範囲を拡大すること，行政や警察の協力により迷惑電話や特

殊詐欺の電話をブロックする機器を無償で配布すること等により，特殊詐欺電話をブ

ロックする機器の普及が図られている。この点は，受電側での自ら防衛する意識を高

めるとともに，特殊詐欺防止にも相応の効果が見られており，特殊詐欺防止の取組と

して高く評価できるものである。 

 

(2) データベースの充実 

現在，トビラシステムズに情報提供の協力をしているのは，愛知県警，富山県警，

岐阜県警であるが，今後，ほかの都道府県警も協力することによって，より多くの特

殊詐欺に利用されている電話番号の情報が集約され，データベースの充実が図られる

ことが期待される。 

 

(3) 機器利用の拡大 

迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックする機器については，現在，販売開始から数

年経過しているものの，いまだ周知され，多くの者に利用されているとは言い難い状

況である。 

同機器が周知され，利用が拡大されるためには，ソフトバンク以外の携帯電話事業

者との連携により多くの携帯電話でも同機器の機能が利用できるようになること，行

政の協力により，高齢者には無償貸与する等，固定電話への普及が図られることが必

要である。 

また，機器の利用拡大と同時に，高齢者を始めとする国民全体において，自ら特殊

詐欺被害から身を守り，国民全体で特殊詐欺を撲滅していくのだという機運を高める

啓蒙活動も当然必要であろう。 

 

  

 

第７章 物件（架け子アジト）の調達手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

警察庁が毎年発表している「特殊詐欺認知・検挙状況等について」（平成26年から平成

29年）によれば，架け子アジトは従来，賃貸マンション，賃貸オフィスが主流であったが，

ホテル，車両，ペンション，カラオケボックス，貸別荘などもアジトとして摘発されてい

る。また，報道によれば，短期滞在型のウィークリマ－マンションや，民泊や，さらには

海外拠点を利用することもあるとされている。 

これに対し，警察は，犯行拠点たるアジトの情報収集に力を入れると共に，犯行グルー

プに犯行拠点を提供する業者を摘発するなどして取組を進めている。 

また，架け子アジトの拠点摘発数が最も多い東京都は，「東京都安全安心まちづくり条例」

（巻末資料 07）を改正し（2015 年 7 月 1 日公布，2015 年 9 月 1 日施行），32 条 3 項にお

いて，「事業者は，商品等の流通及び役務の提供に際して，特殊詐欺の手段に利用されない

よう，適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」とした上で，33 条（建物の貸付けに

おける措置等）にて，建物の貸付けをする者に対し，特殊詐欺の用に供さないように書面

で確認する努力義務や，特殊詐欺の用に供されていることが判明した時は当該契約を解除

することができる旨の特約を定める努力義務を課している。 

そして，東京都の条例に合わせて，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引

業協会，公益社団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に

係る協定」を締結し，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除条項（特約）を盛

り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けることが定められ，ひな形が

公表されている。このような都条例の施行と，ひな形の公表により，拠点となり得る施設

の提供をしている様々な事業者が自らの契約書にかかる条項を盛り込むことが期待される。 
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者，警察との連携によりサービスを構築し充実させること，家電製造販売業者との連

携によりサービス提供の範囲を拡大すること，行政や警察の協力により迷惑電話や特

殊詐欺の電話をブロックする機器を無償で配布すること等により，特殊詐欺電話をブ

ロックする機器の普及が図られている。この点は，受電側での自ら防衛する意識を高

めるとともに，特殊詐欺防止にも相応の効果が見られており，特殊詐欺防止の取組と

して高く評価できるものである。 

 

(2) データベースの充実 

現在，トビラシステムズに情報提供の協力をしているのは，愛知県警，富山県警，

岐阜県警であるが，今後，ほかの都道府県警も協力することによって，より多くの特

殊詐欺に利用されている電話番号の情報が集約され，データベースの充実が図られる

ことが期待される。 

 

(3) 機器利用の拡大 

迷惑電話や特殊詐欺の電話をブロックする機器については，現在，販売開始から数

年経過しているものの，いまだ周知され，多くの者に利用されているとは言い難い状

況である。 

同機器が周知され，利用が拡大されるためには，ソフトバンク以外の携帯電話事業

者との連携により多くの携帯電話でも同機器の機能が利用できるようになること，行

政の協力により，高齢者には無償貸与する等，固定電話への普及が図られることが必

要である。 

また，機器の利用拡大と同時に，高齢者を始めとする国民全体において，自ら特殊

詐欺被害から身を守り，国民全体で特殊詐欺を撲滅していくのだという機運を高める

啓蒙活動も当然必要であろう。 

 

  

 

第７章 物件（架け子アジト）の調達手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

警察庁が毎年発表している「特殊詐欺認知・検挙状況等について」（平成26年から平成

29年）によれば，架け子アジトは従来，賃貸マンション，賃貸オフィスが主流であったが，

ホテル，車両，ペンション，カラオケボックス，貸別荘などもアジトとして摘発されてい

る。また，報道によれば，短期滞在型のウィークリマ－マンションや，民泊や，さらには

海外拠点を利用することもあるとされている。 

これに対し，警察は，犯行拠点たるアジトの情報収集に力を入れると共に，犯行グルー

プに犯行拠点を提供する業者を摘発するなどして取組を進めている。 

また，架け子アジトの拠点摘発数が最も多い東京都は，「東京都安全安心まちづくり条例」

（巻末資料 07）を改正し（2015 年 7 月 1 日公布，2015 年 9 月 1 日施行），32 条 3 項にお

いて，「事業者は，商品等の流通及び役務の提供に際して，特殊詐欺の手段に利用されない

よう，適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」とした上で，33 条（建物の貸付けに

おける措置等）にて，建物の貸付けをする者に対し，特殊詐欺の用に供さないように書面

で確認する努力義務や，特殊詐欺の用に供されていることが判明した時は当該契約を解除

することができる旨の特約を定める努力義務を課している。 

そして，東京都の条例に合わせて，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引

業協会，公益社団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に

係る協定」を締結し，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除条項（特約）を盛

り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けることが定められ，ひな形が

公表されている。このような都条例の施行と，ひな形の公表により，拠点となり得る施設

の提供をしている様々な事業者が自らの契約書にかかる条項を盛り込むことが期待される。 
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第１ 犯行利用の状況 

 

１ 架け子アジトの実態 

警察庁が毎年発表している「特殊詐欺認知・検挙状況等について」（平成26年から平

成29年）によれば，架け子アジトは従来，賃貸マンション，賃貸オフィスが主流であっ

たが，平成28年頃より，ペンション，カラオケボックス，貸別荘等をアジトとすること

もあるようである。 

 

【架け子アジトが利用していた施設等】 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 計（箇所） 

賃貸マンション 30 33 27 45 135 

賃貸オフィス 11 25 24 16 76 

ホテル  2 2 1 5 

車両内   2 3 5 

ペンション   1  1 

カラオケボック

ス 

  1  1 

貸別荘    2 2 

一般住宅    1 1 

計（箇所） 41 60 57 68 226 

 

２ 架け子アジトの物件調達方法 

特殊詐欺グループがアジトとなる物件を調達する方法にはいくつかのパターンがあ

る。まず，偽の賃借人や連帯保証人を確保して賃貸借契約を締結し，特殊詐欺グループ

がアジトに使う事務所を提供するという方法がある。報道166によれば，ある不動産会社

は，特殊詐欺グループから賃貸物件提供の依頼を受けて物件を探し，偽の賃借人や連帯

保証人を確保して別人名義で賃借契約を結び，特殊詐欺グループに提供したというもの

がある。しかも，1 つの不動産会社だけで提供した物件数は 100 件超とのことであり，

また当該物件は特殊詐欺グループが使用した後，賃借契約を継続して新規に別の特殊詐

欺グループに貸し出すなどもあったという。 

また，民泊施設を利用する特殊詐欺グループの存在も報道167されている。特殊詐欺グ

ループは，民泊仲介大手のインターネットサイトから施設使用を申請したが，当該施設

は家主不在型で管理人は常駐しておらず，宿泊する客には玄関先のキーボックスの暗証

番号を伝えて鍵を受け取ってもらうシステムであるため，施設側が詐欺集団のメンバー

                            
166 産経新聞 2016.11.4 02:00（http://www.sankei.com/affairs/news/161103/afr1611030027-

n1.html） 

産経新聞 2016.11.4 14:57更新

（http://www.sankei.com/affairs/news/161104/afr1611040014-n1.html） 
167 産経新聞2018.7.4 06:30 

（http://www.sankei.com/west/print/180704/wst1807040005-c.html） 

 

と顔を合わせることは一度もなかったとのことである。このように，ウィークリーマン

ションや民泊等を利用してアジトとし，拠点を転々とする状況も生じ得るため，これら

の施設においても対策を講じる必要がある。さらに，特殊詐欺グループが不動産の拠点

を持たずに，ワゴン車などを使って拠点を転々としていたと報じられる事例もあった168。 

 

 

３ 海外の架け子アジト 

さらに，近年の報道では，中国や韓国等，海外に架け子の拠点を移しているとの報道

もある。この点，朝日新聞社の言論サイトであるWEBRONZAでは，「拠点を中国から東南

アジアへ」と題した上で，「上海や福建省のマンションなどに設けたアジトから，日本で

スカウトした日本人に，日本へ電話を掛けさせる手口」があると報道されている169。ま

た，産経新聞では，「特殊詐欺に詳しい暴力団関係者は「最近は，韓国，中国に架け子の

拠点を移すグループが増えている」と打ち明ける。」と報道している170。 

 

第２ 防止措置の状況 

 

１ 公助 

 

(1) 警察の取組 

 

① 警察庁の取組 

各年度の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」によれば，犯行グループの壊滅

に向けた検挙対策，取締りの推進として，架け子を一網打尽にする犯行拠点の摘発

を推進すると述べられ，また，犯行グループの壊滅に向けた更なる取組として，拠

点摘発による架け子の検挙，引き続き，全国警察を挙げて摘発を強化とされており，

これらの方針は警察の一貫した方向性となっている。 

次に，アジト対策としての個別の取組としては，「平成２６年の特殊詐欺認知・検

挙状況等について」の今後の取組として情報受付態勢の強化が掲げられ，「平成 26

年６月から当庁ウェブサイトに犯行拠点等に関する情報の受付窓口を開設。本年４

月からは，これに代わり，「匿名通報ダイヤル」で特殊詐欺に関する情報を受け付け，

検挙等に結びついた情報提供に対しては，情報料を支払う予定。」とされている。 

また，「平成 27 年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」でも，今後の取組とし

て，「27 年４月１日から「匿名通報ダイヤル」の対象事案に特殊詐欺を追加（12 月

                            
168 産経新聞 2017.6.28 07:00「特殊詐欺リーダーか 容疑のベトナム人逮捕 静岡」 

（http://www.sankei.com/region/news/170628/rgn1706280004-n1.html） 
169 朝日新聞WEBRONZA 2017.2.22 「巧妙になる特殊詐欺の最新事情」

（http://webronza.asahi.com/national/articles/2017020100011.html） 
170 産経新聞 2016.1.9 07:00「オレオレ詐欺，いまや拠点は中国・韓国に 警察が撲滅目指す

「三種の神器」とは」（https://www.sankei.com/premium/news/160109/prm1601090023-

n1.html） 
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第１ 犯行利用の状況 

 

１ 架け子アジトの実態 

警察庁が毎年発表している「特殊詐欺認知・検挙状況等について」（平成26年から平

成29年）によれば，架け子アジトは従来，賃貸マンション，賃貸オフィスが主流であっ

たが，平成28年頃より，ペンション，カラオケボックス，貸別荘等をアジトとすること

もあるようである。 

 

【架け子アジトが利用していた施設等】 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 計（箇所） 

賃貸マンション 30 33 27 45 135 

賃貸オフィス 11 25 24 16 76 

ホテル  2 2 1 5 

車両内   2 3 5 

ペンション   1  1 

カラオケボック

ス 

  1  1 

貸別荘    2 2 

一般住宅    1 1 

計（箇所） 41 60 57 68 226 

 

２ 架け子アジトの物件調達方法 

特殊詐欺グループがアジトとなる物件を調達する方法にはいくつかのパターンがあ

る。まず，偽の賃借人や連帯保証人を確保して賃貸借契約を締結し，特殊詐欺グループ

がアジトに使う事務所を提供するという方法がある。報道166によれば，ある不動産会社

は，特殊詐欺グループから賃貸物件提供の依頼を受けて物件を探し，偽の賃借人や連帯

保証人を確保して別人名義で賃借契約を結び，特殊詐欺グループに提供したというもの

がある。しかも，1 つの不動産会社だけで提供した物件数は 100 件超とのことであり，

また当該物件は特殊詐欺グループが使用した後，賃借契約を継続して新規に別の特殊詐

欺グループに貸し出すなどもあったという。 

また，民泊施設を利用する特殊詐欺グループの存在も報道167されている。特殊詐欺グ

ループは，民泊仲介大手のインターネットサイトから施設使用を申請したが，当該施設

は家主不在型で管理人は常駐しておらず，宿泊する客には玄関先のキーボックスの暗証

番号を伝えて鍵を受け取ってもらうシステムであるため，施設側が詐欺集団のメンバー

                            
166 産経新聞 2016.11.4 02:00（http://www.sankei.com/affairs/news/161103/afr1611030027-

n1.html） 

産経新聞 2016.11.4 14:57更新

（http://www.sankei.com/affairs/news/161104/afr1611040014-n1.html） 
167 産経新聞2018.7.4 06:30 

（http://www.sankei.com/west/print/180704/wst1807040005-c.html） 

 

と顔を合わせることは一度もなかったとのことである。このように，ウィークリーマン

ションや民泊等を利用してアジトとし，拠点を転々とする状況も生じ得るため，これら

の施設においても対策を講じる必要がある。さらに，特殊詐欺グループが不動産の拠点

を持たずに，ワゴン車などを使って拠点を転々としていたと報じられる事例もあった168。 

 

 

３ 海外の架け子アジト 

さらに，近年の報道では，中国や韓国等，海外に架け子の拠点を移しているとの報道

もある。この点，朝日新聞社の言論サイトであるWEBRONZAでは，「拠点を中国から東南

アジアへ」と題した上で，「上海や福建省のマンションなどに設けたアジトから，日本で

スカウトした日本人に，日本へ電話を掛けさせる手口」があると報道されている169。ま

た，産経新聞では，「特殊詐欺に詳しい暴力団関係者は「最近は，韓国，中国に架け子の

拠点を移すグループが増えている」と打ち明ける。」と報道している170。 

 

第２ 防止措置の状況 

 

１ 公助 

 

(1) 警察の取組 

 

① 警察庁の取組 

各年度の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」によれば，犯行グループの壊滅

に向けた検挙対策，取締りの推進として，架け子を一網打尽にする犯行拠点の摘発

を推進すると述べられ，また，犯行グループの壊滅に向けた更なる取組として，拠

点摘発による架け子の検挙，引き続き，全国警察を挙げて摘発を強化とされており，

これらの方針は警察の一貫した方向性となっている。 

次に，アジト対策としての個別の取組としては，「平成２６年の特殊詐欺認知・検

挙状況等について」の今後の取組として情報受付態勢の強化が掲げられ，「平成 26

年６月から当庁ウェブサイトに犯行拠点等に関する情報の受付窓口を開設。本年４

月からは，これに代わり，「匿名通報ダイヤル」で特殊詐欺に関する情報を受け付け，

検挙等に結びついた情報提供に対しては，情報料を支払う予定。」とされている。 

また，「平成 27 年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」でも，今後の取組とし

て，「27 年４月１日から「匿名通報ダイヤル」の対象事案に特殊詐欺を追加（12 月

                            
168 産経新聞 2017.6.28 07:00「特殊詐欺リーダーか 容疑のベトナム人逮捕 静岡」 

（http://www.sankei.com/region/news/170628/rgn1706280004-n1.html） 
169 朝日新聞WEBRONZA 2017.2.22 「巧妙になる特殊詐欺の最新事情」

（http://webronza.asahi.com/national/articles/2017020100011.html） 
170 産経新聞 2016.1.9 07:00「オレオレ詐欺，いまや拠点は中国・韓国に 警察が撲滅目指す

「三種の神器」とは」（https://www.sankei.com/premium/news/160109/prm1601090023-

n1.html） 
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末までに特殊詐欺の通報として 185 件受理）しており，同制度の運用も含め，犯行

拠点や犯行グループに関する情報収集を強化。」とされており，拠点摘発の観点から

情報収集を強化する旨が記載されている。 

さらに，「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」では，「犯行ツール対

策の推進」として，「犯行拠点の多い東京都内において，犯行グループに犯行拠点を

提供する業者を摘発。併せて，不動産関係団体に対する情報提供・注意喚起を実施

し，拠点供給の遮断を推進。」とされており，不動産業者の摘発に力を入れたことが

述べられている。 

なお，「平成 27 年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」では，詐取金の「送付

先として，集合住宅の空き室が悪用される事案が多発していることから，警察庁で

は，国土交通省とも連携し，公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんた

い協会）等の不動産関係団体に対し，空き室の鍵の管理の徹底，集合ポストへの投

函防止等の対策について協力を依頼。」とされているが，詐取金の移動先としての物

件対策に関しては，第8章「詐取金品の移動手段」で言及する。 

 

② 都道府県警の取組 

警視庁では，特殊詐欺のサイトにおいて，「皆様からの情報をお待ちしています」

として，「マンション等の一室に昼間から若い男が集まっている。など，どんな些細

な情報でも結構です。早期の通報が，被害防止と犯人検挙につながります。警視庁

では，みなさんからの情報をお待ちしています。」として，情報の提供を呼びかけて

いる。また，平成27年 5月 19日，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物

取引業協会，公益社団法人全日本不動産協会東京都本部は，「危険薬物及び特殊詐欺

の根絶に係る協定」を締結し，それぞれの役割を明確にするとともに，連携を強化

して対策に取り組むことを明確化し，警視庁及び都は，危険薬物及び特殊詐欺に関

する情報を各協会に提供するとともに，協会は，協会員の不動産会社に対する啓発

活動を推進したり，建物を危険薬物の販売等や特殊詐欺の用に供しない旨の確約書

や解除条項（特約）を盛り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛

けることとされている171。 

次に，埼玉県警も，「犯行アジトの発見にご協力ください」とのホームページで，

特殊詐欺アジトの下記特徴などを公表すると共に，「匿名通報ダイヤル：0120-924-

839」としてアジトと思われる怪しい物件などの情報提供を求めている172。 

記 

特殊詐欺犯人は，賃貸マンション，賃貸オフィスの部屋を利用することが

ありますが， 

   ○ 駅から近い 

   ○ オートロック完備でセキュリティがしっかりしている 

                            
171 「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」（http://www.seisyounen-

chian.metro.tokyo.jp/chian/anshinanzen/suishin-seibi/kiken-kyotei/） 
172 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/e0030/kurashi/ajito.html 

 

   ○ 頑丈な構造で音が漏れない 

  などの物件を選ぶ傾向があります。 

  【契約に関すること】 

   ○ 普段取引のない仲介業者からの突然の紹介である 

   ○ 角部屋を好む 

   ○ 契約期間を残し，短期間で退去する 

  【居住実態に関すること】 

 ○ 同じ部屋に多数の若者が出入りしている 

 ○ 常にカーテンを閉め，ベランダに物を置かず，洗濯物も干さない 

 ○ ドアの鍵を勝手に替えている 

 ○ 入室の際，周囲を気にしている様子がある 

 

さらに，栃木県警と，公益社団法人全日本不動産協会と公益社団法人不動産保証

協会は，平成29年 5月 1日栃木県警察本部において，特殊詐欺不審者情報提供に関

する取組披露式を行い，詐欺グループが県内の賃貸物件を拠点として犯行を行うの

を未然に防ぐため，警察と不動産業界が連携した取組を始め173，チラシなどを作成

して，詐欺グループが好む物件（管理人がいない，防犯カメラがない，外階段があ

る，駅から近い，マンションや雑居ビル，角部屋や 1フロア 1室の構造）といった

情報提供をしている174。その上で，悪用防止のためには，「内見や賃貸借入居申込み

の際の書面審査を確実に行う。名義貸しをしていると思われる不動産業者について，

警察に情報提供する。」ことが重要だとしている。 

 

(2) 自治体の取組 

東京都では，「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）を改正（2015年 7月

1日公布，2015年 9月 1日施行）175し，32条 3項において，「事業者は，商品等の流通

及び役務の提供に際して，特殊詐欺の手段に利用されないよう，適切な措置を講ずる

よう努めるものとする。」とした上で，33 条(建物の貸付けにおける措置等)にて下記

のとおり定めている。なお，このような条例改正にあたって，東京都宅地建物取引業

協会は平成27年 5月 19日付けで，東京都「危険ドラッグ対策及び特殊詐欺対策に関

                            
173 公益社団法人全日本不動産協会「特殊詐欺不審者情報提供に関するお願い」

http://tochigi.zennichi.or.jp/information/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%A9%90%E6%AC%BA%E4%B8%8

D%E5%AF%A9%E8%80%85%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%

82%8B%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/ 
174 公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部「特殊詐欺不審者情報提供に関するお願い」 

http://tochigi.zennichi.or.jp/information/%e7%89%b9%e6%ae%8a%e8%a9%90%e6%ac%ba%e4%b8%8

d%e5%af%a9%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%

82%8b%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/ 

 http://tochigi.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/特殊詐欺について.pdf 
175 「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/anzen.ht

ml 
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末までに特殊詐欺の通報として 185 件受理）しており，同制度の運用も含め，犯行

拠点や犯行グループに関する情報収集を強化。」とされており，拠点摘発の観点から

情報収集を強化する旨が記載されている。 

さらに，「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」では，「犯行ツール対

策の推進」として，「犯行拠点の多い東京都内において，犯行グループに犯行拠点を

提供する業者を摘発。併せて，不動産関係団体に対する情報提供・注意喚起を実施

し，拠点供給の遮断を推進。」とされており，不動産業者の摘発に力を入れたことが

述べられている。 

なお，「平成 27 年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」では，詐取金の「送付

先として，集合住宅の空き室が悪用される事案が多発していることから，警察庁で

は，国土交通省とも連携し，公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会（ちんた

い協会）等の不動産関係団体に対し，空き室の鍵の管理の徹底，集合ポストへの投

函防止等の対策について協力を依頼。」とされているが，詐取金の移動先としての物

件対策に関しては，第8章「詐取金品の移動手段」で言及する。 

 

② 都道府県警の取組 

警視庁では，特殊詐欺のサイトにおいて，「皆様からの情報をお待ちしています」

として，「マンション等の一室に昼間から若い男が集まっている。など，どんな些細

な情報でも結構です。早期の通報が，被害防止と犯人検挙につながります。警視庁

では，みなさんからの情報をお待ちしています。」として，情報の提供を呼びかけて

いる。また，平成27年 5月 19日，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物

取引業協会，公益社団法人全日本不動産協会東京都本部は，「危険薬物及び特殊詐欺

の根絶に係る協定」を締結し，それぞれの役割を明確にするとともに，連携を強化

して対策に取り組むことを明確化し，警視庁及び都は，危険薬物及び特殊詐欺に関

する情報を各協会に提供するとともに，協会は，協会員の不動産会社に対する啓発

活動を推進したり，建物を危険薬物の販売等や特殊詐欺の用に供しない旨の確約書

や解除条項（特約）を盛り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛

けることとされている171。 

次に，埼玉県警も，「犯行アジトの発見にご協力ください」とのホームページで，

特殊詐欺アジトの下記特徴などを公表すると共に，「匿名通報ダイヤル：0120-924-

839」としてアジトと思われる怪しい物件などの情報提供を求めている172。 

記 

特殊詐欺犯人は，賃貸マンション，賃貸オフィスの部屋を利用することが

ありますが， 

   ○ 駅から近い 

   ○ オートロック完備でセキュリティがしっかりしている 

                            
171 「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」（http://www.seisyounen-

chian.metro.tokyo.jp/chian/anshinanzen/suishin-seibi/kiken-kyotei/） 
172 https://www.police.pref.saitama.lg.jp/e0030/kurashi/ajito.html 

 

   ○ 頑丈な構造で音が漏れない 

  などの物件を選ぶ傾向があります。 

  【契約に関すること】 

   ○ 普段取引のない仲介業者からの突然の紹介である 

   ○ 角部屋を好む 

   ○ 契約期間を残し，短期間で退去する 

  【居住実態に関すること】 

 ○ 同じ部屋に多数の若者が出入りしている 

 ○ 常にカーテンを閉め，ベランダに物を置かず，洗濯物も干さない 

 ○ ドアの鍵を勝手に替えている 

 ○ 入室の際，周囲を気にしている様子がある 

 

さらに，栃木県警と，公益社団法人全日本不動産協会と公益社団法人不動産保証

協会は，平成29年 5月 1日栃木県警察本部において，特殊詐欺不審者情報提供に関

する取組披露式を行い，詐欺グループが県内の賃貸物件を拠点として犯行を行うの

を未然に防ぐため，警察と不動産業界が連携した取組を始め173，チラシなどを作成

して，詐欺グループが好む物件（管理人がいない，防犯カメラがない，外階段があ

る，駅から近い，マンションや雑居ビル，角部屋や 1フロア 1室の構造）といった

情報提供をしている174。その上で，悪用防止のためには，「内見や賃貸借入居申込み

の際の書面審査を確実に行う。名義貸しをしていると思われる不動産業者について，

警察に情報提供する。」ことが重要だとしている。 

 

(2) 自治体の取組 

東京都では，「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）を改正（2015年 7月

1日公布，2015年 9月 1日施行）175し，32条 3項において，「事業者は，商品等の流通

及び役務の提供に際して，特殊詐欺の手段に利用されないよう，適切な措置を講ずる

よう努めるものとする。」とした上で，33 条(建物の貸付けにおける措置等)にて下記

のとおり定めている。なお，このような条例改正にあたって，東京都宅地建物取引業

協会は平成27年 5月 19日付けで，東京都「危険ドラッグ対策及び特殊詐欺対策に関

                            
173 公益社団法人全日本不動産協会「特殊詐欺不審者情報提供に関するお願い」

http://tochigi.zennichi.or.jp/information/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%A9%90%E6%AC%BA%E4%B8%8

D%E5%AF%A9%E8%80%85%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%

82%8B%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/ 
174 公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部「特殊詐欺不審者情報提供に関するお願い」 

http://tochigi.zennichi.or.jp/information/%e7%89%b9%e6%ae%8a%e8%a9%90%e6%ac%ba%e4%b8%8

d%e5%af%a9%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8f%90%e4%be%9b%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%

82%8b%e3%81%8a%e9%a1%98%e3%81%84/ 

 http://tochigi.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/特殊詐欺について.pdf 
175 「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/anzen.ht

ml 
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する要望書」を提出しているとのことである176。 

記 

  (建物の貸付けにおける措置等) 

  第３３条 何人も建物を特殊詐欺の用に供してはならない。 

  ２ 建物の貸付けをする者は，当該貸付けに係る契約を締結するに当たり，

当該契約の相手方に対し，当該建物を特殊詐欺の用に供するものでないこ

とを書面により確認するよう努めるものとする。 

  ３ 建物の貸付けをする者は，当該貸付けに係る契約を書面により締結する

場合において，当該建物が特殊詐欺の用に供されていることが判明したと

きは当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面に

定めるよう努めるものとする。 

  ４ 建物の貸付けをする者が，前二項に規定する措置を講じている場合にお

いて，当該建物が特殊詐欺の用に供されていることを知り，当該行為が当

該建物の貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは，当該契約の

解除及び当該建物の明渡しを申し入れるよう努めるものとする。 

 

(3) 国土交通省の取組 

公益社団法人全日本不動産協会は，会員向けに「賃貸物件不正使用問題につい

て」177と題して，「賃貸物件を不正使用した特殊詐欺グループ(振り込め詐欺等)が増加

しており，協会会員様が管理されている物件等が，特殊詐欺グループに悪用されぬよ

う，ご注意ください。実際の特殊詐欺グループの特徴やアジトに好まれる条件等は下

記PDFをご確認ください。」として，「賃貸物件不正使用問題連絡会」の資料をホーム

ページ上に掲載している。賃貸物件不正使用問題連絡会は，平成28年 12月 7日に，

国土交通省内の土地・建設産業局局議室にて開催されており，警察庁と共に，国土交

通省からの情報提供も事業者に対してなされているため，同省も警察庁と連携して情

報提供等していることがうかがわれる。 

 

２ 共助 

 

(1) 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 

東京都宅地建物取引業協会は平成27年 5月 19日付けで，東京都「危険ドラッグ対

策及び特殊詐欺対策に関する要望書」を提出して，「東京都安全安心まちづくり条例」

（巻末資料07）の改正（2015年 7月 1日公布，2015年 9月 1日施行）を促すと共に，

平成27年 5月 19日，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，公

                            
176 東京都宅地建物取引業協会「【会員のみなさまへ】危険薬物および特殊詐欺の根絶で表明・確

約書のひな型」 

 http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=301 
177 「賃貸物件不正使用問題について」

http://www.zennichi.or.jp/2016/12/21/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E7%89%A9%E4%BB%B6%E4%B8%8D%E6%

AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 

 

益社団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る

協定」を締結している。この中で，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除

条項（特約）を盛り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けること

とされている。これを受けて，平成27年 7月 28日，同協会は，「【会員のみなさまへ】

危険薬物および特殊詐欺の根絶で表明・確約書のひな型」にて，下記の賃貸借契約の

際に使用する危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供しない旨の表明・確約書のひな

型を会員向けに提示した178。 

記 

危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供するものではないことに関する表明・確約書 

 

貸 主 殿 

 

    物件名称 ： 

    所 在 地  ： 

    借主住所 ： 

    氏  名 ： 

 

１ 私（当社）は，平成  年  月  日付賃貸借契約に係る建物（物件）を，

危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供しないことを表明，確約いたします。 

 

２ 私（当社）は，当該建物（物件）を業として危険薬物の販売等の用に供した場

合，又は当該建物（物件）を特殊詐欺の用に供した場合は，貴社（貴殿）より，

この契約が催告なく解除されても異議を申し立てず，また賠償ないし補償を求め

ないとともに，これにより損害が生じた場合は，一切私（当社）の責任とするこ

とを表明，確約いたします。 

３ 私（当社）は，当該建物（物件）を第三者に転貸する場合においては，次の各

号のとおりであることを表明，確約いたします。 

(1) 転貸借契約の締結に際して，その相手方に，当該建物(物件)を危険薬物の販

売等及び特殊詐欺の用に供しない旨を約させること。 

(2) 転貸借契約の締結に際して，その相手方が当該建物（物件）を業として危険

薬物の販売等の用に供した場合，又は当該建物（物件）を特殊詐欺の用に供し

た場合は，この契約が催告なく解除されても異議を申し立てず，また賠償ない

し補償を求めないとともに，これにより損害が生じた場合は，相手方の責任と

する旨を約させること。 

(3) 当該建物（物件）が業として危険薬物の販売等の用に供された場合，又は当

該建物（物件）が特殊詐欺の用に供された場合は，直ちに契約を解除し又は契

約解除のための措置をとること。 

                            
178 前掲 東京都宅地建物取引業協会「【会員のみなさまへ】危険薬物および特殊詐欺の根絶で表

明・確約書のひな型」 
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する要望書」を提出しているとのことである176。 

記 

  (建物の貸付けにおける措置等) 

  第３３条 何人も建物を特殊詐欺の用に供してはならない。 

  ２ 建物の貸付けをする者は，当該貸付けに係る契約を締結するに当たり，

当該契約の相手方に対し，当該建物を特殊詐欺の用に供するものでないこ

とを書面により確認するよう努めるものとする。 

  ３ 建物の貸付けをする者は，当該貸付けに係る契約を書面により締結する

場合において，当該建物が特殊詐欺の用に供されていることが判明したと

きは当該契約を解除することができる旨の特約を契約書その他の書面に

定めるよう努めるものとする。 

  ４ 建物の貸付けをする者が，前二項に規定する措置を講じている場合にお

いて，当該建物が特殊詐欺の用に供されていることを知り，当該行為が当

該建物の貸付けに係る契約における信頼関係を損なうときは，当該契約の

解除及び当該建物の明渡しを申し入れるよう努めるものとする。 

 

(3) 国土交通省の取組 

公益社団法人全日本不動産協会は，会員向けに「賃貸物件不正使用問題につい

て」177と題して，「賃貸物件を不正使用した特殊詐欺グループ(振り込め詐欺等)が増加

しており，協会会員様が管理されている物件等が，特殊詐欺グループに悪用されぬよ

う，ご注意ください。実際の特殊詐欺グループの特徴やアジトに好まれる条件等は下

記PDFをご確認ください。」として，「賃貸物件不正使用問題連絡会」の資料をホーム

ページ上に掲載している。賃貸物件不正使用問題連絡会は，平成28年 12月 7日に，

国土交通省内の土地・建設産業局局議室にて開催されており，警察庁と共に，国土交

通省からの情報提供も事業者に対してなされているため，同省も警察庁と連携して情

報提供等していることがうかがわれる。 

 

２ 共助 

 

(1) 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 

東京都宅地建物取引業協会は平成27年 5月 19日付けで，東京都「危険ドラッグ対

策及び特殊詐欺対策に関する要望書」を提出して，「東京都安全安心まちづくり条例」

（巻末資料07）の改正（2015年 7月 1日公布，2015年 9月 1日施行）を促すと共に，

平成27年 5月 19日，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，公

                            
176 東京都宅地建物取引業協会「【会員のみなさまへ】危険薬物および特殊詐欺の根絶で表明・確

約書のひな型」 

 http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=301 
177 「賃貸物件不正使用問題について」

http://www.zennichi.or.jp/2016/12/21/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E7%89%A9%E4%BB%B6%E4%B8%8D%E6%

AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 

 

益社団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る

協定」を締結している。この中で，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除

条項（特約）を盛り込んだ契約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けること

とされている。これを受けて，平成27年 7月 28日，同協会は，「【会員のみなさまへ】

危険薬物および特殊詐欺の根絶で表明・確約書のひな型」にて，下記の賃貸借契約の

際に使用する危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供しない旨の表明・確約書のひな

型を会員向けに提示した178。 

記 

危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供するものではないことに関する表明・確約書 

 

貸 主 殿 

 

    物件名称 ： 

    所 在 地  ： 

    借主住所 ： 

    氏  名 ： 

 

１ 私（当社）は，平成  年  月  日付賃貸借契約に係る建物（物件）を，

危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供しないことを表明，確約いたします。 

 

２ 私（当社）は，当該建物（物件）を業として危険薬物の販売等の用に供した場

合，又は当該建物（物件）を特殊詐欺の用に供した場合は，貴社（貴殿）より，

この契約が催告なく解除されても異議を申し立てず，また賠償ないし補償を求め

ないとともに，これにより損害が生じた場合は，一切私（当社）の責任とするこ

とを表明，確約いたします。 

３ 私（当社）は，当該建物（物件）を第三者に転貸する場合においては，次の各

号のとおりであることを表明，確約いたします。 

(1) 転貸借契約の締結に際して，その相手方に，当該建物(物件)を危険薬物の販

売等及び特殊詐欺の用に供しない旨を約させること。 

(2) 転貸借契約の締結に際して，その相手方が当該建物（物件）を業として危険

薬物の販売等の用に供した場合，又は当該建物（物件）を特殊詐欺の用に供し

た場合は，この契約が催告なく解除されても異議を申し立てず，また賠償ない

し補償を求めないとともに，これにより損害が生じた場合は，相手方の責任と

する旨を約させること。 

(3) 当該建物（物件）が業として危険薬物の販売等の用に供された場合，又は当

該建物（物件）が特殊詐欺の用に供された場合は，直ちに契約を解除し又は契

約解除のための措置をとること。 

                            
178 前掲 東京都宅地建物取引業協会「【会員のみなさまへ】危険薬物および特殊詐欺の根絶で表

明・確約書のひな型」 
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(2) 公益社団法人 全日本不動産協会（東京都本部） 

平成 27 年 5 月 19 日，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係

る協定」を締結していることは既述の通りである。その上で，平成27年 8月 16日，

会員向けに，「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）の改正（2015年 7月 1

日公布，2015年 9月 1日施行）に伴い，＜条例改正施行に伴う書式集への反映＞とし

て，東京都不動産協会（ＴＲＡ）の「不動産契約書式集」を改訂したことを通知して

いる179。また，前述のごとく，公益社団法人全日本不動産協会は，会員向けに「賃貸物

件不正使用問題について」180と題して，「賃貸物件を不正使用した特殊詐欺グループ(振

り込め詐欺等)が増加しており，協会会員様が管理されている物件等が，特殊詐欺グル

ープに悪用されぬよう，ご注意ください。実際の特殊詐欺グループの特徴やアジトに

好まれる条件等は下記PDFをご確認ください。」として，警察庁から提供された情報を

掲載するなどして注意喚起を促している。 

 

(3) 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会は，平成 29 年 7 月 3 日付けで，各都道府

県のビルメンテナンス協会長等に宛てて「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起

のご協力のお願いについて」181を出し，犯行アジトの特徴などを周知している。 

 

３ 自助 

賃貸等を事業としている東急住宅リース株式会社の入居申込書兼保障委託申込書に

は，「以下の内容について表明・確約し，万一以下事実が判明した場合，賃貸借契約の即

時解除・損害賠償請求をされることに同意いたします。①自らが反社会的勢力でないこ

と，反社会的勢力に自己の名義を利用させるものではないこと。（中略）③当該物件を危

険薬物の製造・栽培・使用・販売・所持等及び特殊詐欺の犯行の用に供しないこと」と

の条項が設けられている182。 

拠点となり得る施設の提供をしている事業者による特殊詐欺の拠点対策をホームペー

ジ等で確認することはできなかったが，少なくとも東京都の事業者に関しては，「東京都

安全安心まちづくり条例」（巻末資料 07）にある程度の対応はしているものと思われる。 

なお，ある新聞によれば，特殊詐欺グループに提供したアジトを別人名義で契約させ

たとして，詐欺容疑で摘発した不動産業者らの捜査において，アジトの大家約20人が警

                            
179 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 活動報告＜条例改正施行に伴う書式集への反映＞ 

http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/reports/kikendrug 
180 「賃貸物件不正使用問題について」

http://www.zennichi.or.jp/2016/12/21/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E7%89%A9%E4%BB%B6%E4%B8%8D%E6%

AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 
181 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起のご協力

のお願いについて」 https://www.tokyo-bm.or.jp/dcms_media/other/B17-0021.pdf 
182 入居申込書兼 保証委託申込書【個人】 - 東急住宅リース 

（https://tokyu-housing-lease.co.jp/info/contract/pdf/personalapplicationform.pdf） 

 

視庁捜査 2 課の協力要請を断り，刑事告訴をしなかったと報道されているため183，賃貸

人による詐欺立件への協力はその一つの課題である。 

 

４ グッドプラクティスの共有 

「東京都安全安心まちづくり条例」33条にて（建物の貸付けにおける措置等）が定め

られ，「何人も建物を特殊詐欺の用に供してはならない。」（同条1項）とされ，実効性確

保のために，特殊詐欺の用に供さないように書面で確認する努力義務や，特殊詐欺の用

に供されていることが判明した時は当該契約を解除することができる旨の特約を定め

る努力義務が定められたことの意義は大きいものと思われる（巻末資料 07）。また，こ

の条例に合わせて，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，公益社

団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」を

締結し，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除条項（特約）を盛り込んだ契

約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けることが定められ，ひな形が公表され

ている。このような都条例の施行と，ひな形の公表により，拠点となり得る施設の提供

をしている様々な事業者が自らの契約書にかかる条項を盛り込むことが期待される。 

 

５ 現状の評価と今後の課題 

警視庁が毎年発表している「特殊詐欺認知・検挙状況等について」（平成26年から平

成29年）によれば，架け子アジトの犯行拠点の場所は下記のとおりである。最も摘発数

が多いのは東京であるが，東京近郊の神奈川，千葉，埼玉のほか，大阪などでの拠点の

摘発も相当程度存する。そこで，いずれも道府県も相当程度の特殊詐欺対策を講じてい

るところではあるが，それに加えて，特に摘発の多い府県においても，東京都同様に，

何らかの条例にて，物件賃貸等の際に，特殊詐欺の用に供されないように努める等の条

例を定めることも検討されて良いのではないかと思われる。 

また，東京都の事業者に対しても，かかる条例が制定されたことを十分に周知させる

べく，弁護士会も含め，更なる取組が必要だと考える。特に一般的な不動産賃貸以外の

施設，マンスリーマンションやウィークリーマンションといった短期宿泊型の施設，民

泊・ホテル・貸別荘・ペンションといった施設，カラオケといった施設においても，約

款や契約書等の改定といった作業が必要だと考えられる。 

 

【架け子アジトの拠点場所】 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 計（箇所） 

東京 30 47 40 45 162 

神奈川 4 3 2 5 14 

千葉 4 4 3 6 17 

埼玉 1 4 3 6 14 

                            
183 産経新聞 2016.11.15 07:00「大家約２０人が捜査協力拒絶…特殊詐欺アジト摘発，警視庁捜

査難航「抜本的な対策が必要」」 

（http://www.sankei.com/affairs/news/161115/afr1611150004-n1.html?&pushcrew_powered） 
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(2) 公益社団法人 全日本不動産協会（東京都本部） 

平成 27 年 5 月 19 日，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係

る協定」を締結していることは既述の通りである。その上で，平成27年 8月 16日，

会員向けに，「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）の改正（2015年 7月 1

日公布，2015年 9月 1日施行）に伴い，＜条例改正施行に伴う書式集への反映＞とし

て，東京都不動産協会（ＴＲＡ）の「不動産契約書式集」を改訂したことを通知して

いる179。また，前述のごとく，公益社団法人全日本不動産協会は，会員向けに「賃貸物

件不正使用問題について」180と題して，「賃貸物件を不正使用した特殊詐欺グループ(振

り込め詐欺等)が増加しており，協会会員様が管理されている物件等が，特殊詐欺グル

ープに悪用されぬよう，ご注意ください。実際の特殊詐欺グループの特徴やアジトに

好まれる条件等は下記PDFをご確認ください。」として，警察庁から提供された情報を

掲載するなどして注意喚起を促している。 

 

(3) 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会は，平成 29 年 7 月 3 日付けで，各都道府

県のビルメンテナンス協会長等に宛てて「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起

のご協力のお願いについて」181を出し，犯行アジトの特徴などを周知している。 

 

３ 自助 

賃貸等を事業としている東急住宅リース株式会社の入居申込書兼保障委託申込書に

は，「以下の内容について表明・確約し，万一以下事実が判明した場合，賃貸借契約の即

時解除・損害賠償請求をされることに同意いたします。①自らが反社会的勢力でないこ

と，反社会的勢力に自己の名義を利用させるものではないこと。（中略）③当該物件を危

険薬物の製造・栽培・使用・販売・所持等及び特殊詐欺の犯行の用に供しないこと」と

の条項が設けられている182。 

拠点となり得る施設の提供をしている事業者による特殊詐欺の拠点対策をホームペー

ジ等で確認することはできなかったが，少なくとも東京都の事業者に関しては，「東京都

安全安心まちづくり条例」（巻末資料 07）にある程度の対応はしているものと思われる。 

なお，ある新聞によれば，特殊詐欺グループに提供したアジトを別人名義で契約させ

たとして，詐欺容疑で摘発した不動産業者らの捜査において，アジトの大家約20人が警

                            
179 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部 活動報告＜条例改正施行に伴う書式集への反映＞ 

http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/reports/kikendrug 
180 「賃貸物件不正使用問題について」

http://www.zennichi.or.jp/2016/12/21/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E7%89%A9%E4%BB%B6%E4%B8%8D%E6%

AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 
181 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起のご協力

のお願いについて」 https://www.tokyo-bm.or.jp/dcms_media/other/B17-0021.pdf 
182 入居申込書兼 保証委託申込書【個人】 - 東急住宅リース 

（https://tokyu-housing-lease.co.jp/info/contract/pdf/personalapplicationform.pdf） 

 

視庁捜査 2 課の協力要請を断り，刑事告訴をしなかったと報道されているため183，賃貸

人による詐欺立件への協力はその一つの課題である。 

 

４ グッドプラクティスの共有 

「東京都安全安心まちづくり条例」33条にて（建物の貸付けにおける措置等）が定め

られ，「何人も建物を特殊詐欺の用に供してはならない。」（同条1項）とされ，実効性確

保のために，特殊詐欺の用に供さないように書面で確認する努力義務や，特殊詐欺の用

に供されていることが判明した時は当該契約を解除することができる旨の特約を定め

る努力義務が定められたことの意義は大きいものと思われる（巻末資料 07）。また，こ

の条例に合わせて，警視庁，東京都，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会，公益社

団法人全日本不動産協会東京都本部にて，「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」を

締結し，建物を特殊詐欺の用に供しない旨の確約書や解除条項（特約）を盛り込んだ契

約書などの使用を協会員の不動産会社へ働き掛けることが定められ，ひな形が公表され

ている。このような都条例の施行と，ひな形の公表により，拠点となり得る施設の提供

をしている様々な事業者が自らの契約書にかかる条項を盛り込むことが期待される。 

 

５ 現状の評価と今後の課題 

警視庁が毎年発表している「特殊詐欺認知・検挙状況等について」（平成26年から平

成29年）によれば，架け子アジトの犯行拠点の場所は下記のとおりである。最も摘発数

が多いのは東京であるが，東京近郊の神奈川，千葉，埼玉のほか，大阪などでの拠点の

摘発も相当程度存する。そこで，いずれも道府県も相当程度の特殊詐欺対策を講じてい

るところではあるが，それに加えて，特に摘発の多い府県においても，東京都同様に，

何らかの条例にて，物件賃貸等の際に，特殊詐欺の用に供されないように努める等の条

例を定めることも検討されて良いのではないかと思われる。 

また，東京都の事業者に対しても，かかる条例が制定されたことを十分に周知させる

べく，弁護士会も含め，更なる取組が必要だと考える。特に一般的な不動産賃貸以外の

施設，マンスリーマンションやウィークリーマンションといった短期宿泊型の施設，民

泊・ホテル・貸別荘・ペンションといった施設，カラオケといった施設においても，約

款や契約書等の改定といった作業が必要だと考えられる。 

 

【架け子アジトの拠点場所】 

 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 計（箇所） 

東京 30 47 40 45 162 

神奈川 4 3 2 5 14 

千葉 4 4 3 6 17 

埼玉 1 4 3 6 14 

                            
183 産経新聞 2016.11.15 07:00「大家約２０人が捜査協力拒絶…特殊詐欺アジト摘発，警視庁捜

査難航「抜本的な対策が必要」」 

（http://www.sankei.com/affairs/news/161115/afr1611150004-n1.html?&pushcrew_powered） 
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大阪 1  4 3 8 

北海道 1    1 

岡山  1   1 

福岡  1 1  2 

静岡   3  3 

栃木   1  1 

群馬    1 1 

山梨    1 1 

兵庫    1 1 

計（箇所） 41 60 57 68 226 

        

なお，アジト・拠点対策に特化したものではないが，事業者が商品等の流通及び役務

の提供に際し，振り込め詐欺等の手段に利用されないための措置を講ずるよう努めると

ともに，県民や市民に対し被害防止に関する注意を喚起し，及び被害防止に関する広報

を行うよう努める旨の条例を定める地方自治体の条例としては，岡山県特殊詐欺被害防

止条例，熊本県の「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」，徳島県の「島県振り込め詐

欺等の被害の防止に関する条例」，滋賀県の「「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条

例」，千葉県柏市の「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」，愛知県半田市の「半田市振

り込め詐欺等被害防止条例」などがある。 

 

  

 

第８章 詐取金品の移動手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 当初，銀行振込みの方法により現金を騙し取る手口として認識されていた振り込め詐欺

であるが，振り込め詐欺を含む特殊詐欺の詐取対象は，現金からキャッシュカード，電子

マネー（プリペイドカード），コンビニ決済・収納代行サービス，そして仮想通貨へと多様

化・巧妙化してきており，また詐取方法も，金融機関の窓口やコンビニのＡＴＭを利用し

た振込型からレターパック，宅配便，バイク便，空き室，私設私書箱やコインロッカーを

利用した郵送型や直接現金を受け取る手交型へと多様化・巧妙化してきた。 

 これに対し，警察庁は被害防止についてイニシアティブを取り，警察庁ホームページ内

に特殊詐欺対策の専用ページを開設し，被害発生状況やその手口等の情報提供をすること

で注意喚起を行い，また被害金の詐取方法に利用される金融機関，ショッピングセンター

施設管理者，宅配事業者やコンビニエンスストア，詐欺行為の犯行拠点や被害金の送付先

に利用される不動産関係団体等と被害防止のために連携を取り，注意喚起等を推進してい

る（公助）。また，金融業界，宅配便業界，バイク便業界，不動産業界，資金決済業界，コ

ンビニ業界及び警備業業界等では，各業界団体に属する事業者に対する注意喚起等の啓発

活動，標準約款の作成や警視庁と連携することにより，振り込め詐欺の被害防止に努めて

いる（共助）。そして，金融機関，宅配業者，不動産業者，保険会社，コンビニエンススト

ア等の各事業者は，一般市民と直接の関わりを持つ立場にいる者として，それぞれの営業

活動の中で利用者が特殊詐欺の被害に遭わないように，具体的な対応に取り組んでいる（自

助）。 

特殊詐欺の詐取対象と詐取方法は，公助，共助，自助の各方面からの防止措置に対し，

犯行グループが検挙を免れながらも犯行を続けるため，また社会情勢等の変化に応じて多

様化してきたものであり，これからも多様化していくことが想定される。そのため，特殊

詐欺の被害を防止するためには，現在犯行グループに利用されている手口の対策だけでな

く，今後犯行グループが利用する手口を予測し，事前に対策を講じることが重要となる。 

 

第１ 犯行利用の状況 

 

１ 振り込め詐欺の総称の由来 

特殊詐欺は，振り込め詐欺（オレオレ詐欺，架空請求詐欺，融資保証金詐欺及び還付

金詐欺）及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺（金融商品等取引名目，ギャンブル必勝法情

報提供名目，異性との交際あっせん名目，）に分類されている184。 

電話を架けるなどして被害者を信頼させ，現金等を騙し取る手口について，現在は特

殊詐欺という名称で社会に定着するようになったが，当初は，オレオレ詐欺や振り込め

詐欺と呼ばれていた。 

すなわち，平成15年 5月以降に，オレオレ詐欺（親族を装うなどして電話を架け，会

社における横領金の補填金等の様々な名目で現金が必要であるかのように信じ込ませ，

                            
184 平成 29年警察白書 56頁 
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大阪 1  4 3 8 

北海道 1    1 

岡山  1   1 

福岡  1 1  2 

静岡   3  3 

栃木   1  1 

群馬    1 1 

山梨    1 1 

兵庫    1 1 

計（箇所） 41 60 57 68 226 

        

なお，アジト・拠点対策に特化したものではないが，事業者が商品等の流通及び役務

の提供に際し，振り込め詐欺等の手段に利用されないための措置を講ずるよう努めると

ともに，県民や市民に対し被害防止に関する注意を喚起し，及び被害防止に関する広報

を行うよう努める旨の条例を定める地方自治体の条例としては，岡山県特殊詐欺被害防

止条例，熊本県の「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」，徳島県の「島県振り込め詐

欺等の被害の防止に関する条例」，滋賀県の「「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条

例」，千葉県柏市の「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」，愛知県半田市の「半田市振

り込め詐欺等被害防止条例」などがある。 

 

  

 

第８章 詐取金品の移動手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 当初，銀行振込みの方法により現金を騙し取る手口として認識されていた振り込め詐欺

であるが，振り込め詐欺を含む特殊詐欺の詐取対象は，現金からキャッシュカード，電子

マネー（プリペイドカード），コンビニ決済・収納代行サービス，そして仮想通貨へと多様

化・巧妙化してきており，また詐取方法も，金融機関の窓口やコンビニのＡＴＭを利用し

た振込型からレターパック，宅配便，バイク便，空き室，私設私書箱やコインロッカーを

利用した郵送型や直接現金を受け取る手交型へと多様化・巧妙化してきた。 

 これに対し，警察庁は被害防止についてイニシアティブを取り，警察庁ホームページ内

に特殊詐欺対策の専用ページを開設し，被害発生状況やその手口等の情報提供をすること

で注意喚起を行い，また被害金の詐取方法に利用される金融機関，ショッピングセンター

施設管理者，宅配事業者やコンビニエンスストア，詐欺行為の犯行拠点や被害金の送付先

に利用される不動産関係団体等と被害防止のために連携を取り，注意喚起等を推進してい

る（公助）。また，金融業界，宅配便業界，バイク便業界，不動産業界，資金決済業界，コ

ンビニ業界及び警備業業界等では，各業界団体に属する事業者に対する注意喚起等の啓発

活動，標準約款の作成や警視庁と連携することにより，振り込め詐欺の被害防止に努めて

いる（共助）。そして，金融機関，宅配業者，不動産業者，保険会社，コンビニエンススト

ア等の各事業者は，一般市民と直接の関わりを持つ立場にいる者として，それぞれの営業

活動の中で利用者が特殊詐欺の被害に遭わないように，具体的な対応に取り組んでいる（自

助）。 

特殊詐欺の詐取対象と詐取方法は，公助，共助，自助の各方面からの防止措置に対し，

犯行グループが検挙を免れながらも犯行を続けるため，また社会情勢等の変化に応じて多

様化してきたものであり，これからも多様化していくことが想定される。そのため，特殊

詐欺の被害を防止するためには，現在犯行グループに利用されている手口の対策だけでな

く，今後犯行グループが利用する手口を予測し，事前に対策を講じることが重要となる。 

 

第１ 犯行利用の状況 

 

１ 振り込め詐欺の総称の由来 

特殊詐欺は，振り込め詐欺（オレオレ詐欺，架空請求詐欺，融資保証金詐欺及び還付

金詐欺）及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺（金融商品等取引名目，ギャンブル必勝法情

報提供名目，異性との交際あっせん名目，）に分類されている184。 

電話を架けるなどして被害者を信頼させ，現金等を騙し取る手口について，現在は特

殊詐欺という名称で社会に定着するようになったが，当初は，オレオレ詐欺や振り込め

詐欺と呼ばれていた。 

すなわち，平成15年 5月以降に，オレオレ詐欺（親族を装うなどして電話を架け，会

社における横領金の補填金等の様々な名目で現金が必要であるかのように信じ込ませ，

                            
184 平成 29年警察白書 56頁 
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動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺）の

発生が目立つようになり，その後，欺罔の手口が多様化し，架空請求詐欺（架空の事実

を口実に金品を請求する文書を送付して，指定した預貯金口座に現金を振り込ませるな

どの手口による詐欺）や融資保証金詐欺（融資を受けるための保証金の名目で，指定し

た預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺）が発生したことを受け，平

成16年 12月 9日，警察庁がそれらの総称として，振り込め詐欺と呼ぶことを決定した

のである185 186。 

この振り込め詐欺という名称は，文字どおり，被害者に，犯人が指定した預貯金口座

に現金を振り込ませるという「振込型」による交付形態を前提としている。 

当初は，主として①詐取対象は現金，②詐取方法は銀行振込という点で共通して認識

されていた。 

 

２ 詐取対象と詐取方法の変化 

振り込め詐欺の発生が目立ち始めて以降，警察は，被害防止のための啓発活動，他人

名義の預貯金口座の不正流通の取り締まり強化，金融機関との連携（窓口での呼びかけ

や口座凍結依頼，ＡＴＭ限度額制限等）といった対策を実施してきた187。 

その結果，当時「振込型」は減少したものの，ＡＴＭによる振込を利用しない手口が

増加し，送金手段の変化が生じた188。 

すなわち，犯行グループは，対策が強化された「振込型」は検挙リスクが高くなった

ため，これを免れるべく，①現金以外を詐取対象としたり，②「振込型」以外の詐取方

法に及んだりと，その詐取金品の移動手段を多様化，巧妙化してきたのである。 

なお，平成25年頃から，各都道府県警察が「振り込め詐欺」に代わる名称を募集して

いたが，それは，「振込型」以外の詐取方法が増加し，「振り込め詐欺」という呼称が犯

罪の実態に合っていないと指摘されていたことに起因している189。 

ここで重要なことは，下記の①詐取対象や②詐取方法は，現時点での一例にすぎない

ことである。 

今後も，これまでの流れと同様に，犯行グループは，検挙を免れるべく，また，社会

情勢等の変化に応じて，詐取金品の移動手段を多様化させていくことが想定される。 

下記の①詐取対象や②詐取方法に対する対策，すなわち，現在利用されている手口の

対策も重要であるが，それに加えて，フォワード・ルッキングの観点から，今後犯行グ

ループが行うであろう手口を予測し，事前に対策を講じることもまた重要である。 

 

  

                            
185 平成 17年警察白書 116頁 
186 平成 29年警察白書 57頁 
187 平成 20年警察白書 16頁 
188 平成 21年警察白書 5頁及び6頁 
189 平成 25年 5月 13日毎日新聞朝刊 

 

３ 詐取対象の多様化，巧妙化 

 

(1) 現金 

上記のとおり，現金は，主たる詐取対象として位置付けられていた。 

そして，振り込め詐欺対策が強化され，詐取対象や方法が多様化，巧妙化した現在

でも，現金は，重要な詐取対象であることに変わりはない。 

すなわち，後記のとおり，「振込型」以外の詐取方法である「送付型」や「手交型」

も現金を対象としたものが多く，また，「振込型」についても，平成28年度から平成

29年度にかけて大きく増加している傾向が見受けられる190。 

とりわけ，還付金等詐欺については，特に金融機関等の職員等による顧客への声掛

けが行われにくい金融機関の無人ＡＴＭでの現金の振込が全体の 93％を占めている

ことに留意すべきである191。 

 

(2) キャッシュカード 

近年，増加が顕著であるのは，キャッシュカードを詐取対象とした詐欺である。す

なわち，被害者から，現金ではなく，キャッシュカードそのものの交付を受け，預貯

金を引き出す手口である。 

被害者が金融機関の窓口やＡＴＭに行くことを防ぐことで，発覚や検挙を免れると

もに，現金よりは交付することに抵抗が少ないという被害者の心理を利用するものと

いえる。 

首都圏を中心に還付金等詐欺において，キャッシュカードを詐取対象として騙し取

る手口が増えており，また，オレオレ詐欺においても，平成28年には138件の被害が

平成29年には1039件の被害と大幅に増加している192 193。 

 

(3) 電子マネー（プリペイドカード） 

電子マネーとは，一般に，利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な

決済手段を指し，利用者が，電子的なデータのやり取りを通じて，現金（貨幣や紙幣）

と同じように，モノを買ったり，サービスを受けたりすることを可能とするものであ

る194。 

そして近年，電子マネーの利用権等を詐取対象とする手口が増加している。 

すなわち，架空請求詐欺（有料サイト利用料名目等）で，コンビニエンスストア等

で販売されている電子マネーを窓口で購入させ，シリアル番号を聞き出すという手法

                            
190 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
191 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」11頁 
192 警察庁ＨＰ 「特殊詐欺の被害状況」

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm 
193 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
194 日本銀行ＨＰ 「Q 電子マネーとは何ですか？」 

https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c26.htm/ 
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動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺）の

発生が目立つようになり，その後，欺罔の手口が多様化し，架空請求詐欺（架空の事実

を口実に金品を請求する文書を送付して，指定した預貯金口座に現金を振り込ませるな

どの手口による詐欺）や融資保証金詐欺（融資を受けるための保証金の名目で，指定し

た預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手口による詐欺）が発生したことを受け，平

成16年 12月 9日，警察庁がそれらの総称として，振り込め詐欺と呼ぶことを決定した

のである185 186。 

この振り込め詐欺という名称は，文字どおり，被害者に，犯人が指定した預貯金口座

に現金を振り込ませるという「振込型」による交付形態を前提としている。 

当初は，主として①詐取対象は現金，②詐取方法は銀行振込という点で共通して認識

されていた。 

 

２ 詐取対象と詐取方法の変化 

振り込め詐欺の発生が目立ち始めて以降，警察は，被害防止のための啓発活動，他人

名義の預貯金口座の不正流通の取り締まり強化，金融機関との連携（窓口での呼びかけ

や口座凍結依頼，ＡＴＭ限度額制限等）といった対策を実施してきた187。 

その結果，当時「振込型」は減少したものの，ＡＴＭによる振込を利用しない手口が

増加し，送金手段の変化が生じた188。 

すなわち，犯行グループは，対策が強化された「振込型」は検挙リスクが高くなった

ため，これを免れるべく，①現金以外を詐取対象としたり，②「振込型」以外の詐取方

法に及んだりと，その詐取金品の移動手段を多様化，巧妙化してきたのである。 

なお，平成25年頃から，各都道府県警察が「振り込め詐欺」に代わる名称を募集して

いたが，それは，「振込型」以外の詐取方法が増加し，「振り込め詐欺」という呼称が犯

罪の実態に合っていないと指摘されていたことに起因している189。 

ここで重要なことは，下記の①詐取対象や②詐取方法は，現時点での一例にすぎない

ことである。 

今後も，これまでの流れと同様に，犯行グループは，検挙を免れるべく，また，社会

情勢等の変化に応じて，詐取金品の移動手段を多様化させていくことが想定される。 

下記の①詐取対象や②詐取方法に対する対策，すなわち，現在利用されている手口の

対策も重要であるが，それに加えて，フォワード・ルッキングの観点から，今後犯行グ

ループが行うであろう手口を予測し，事前に対策を講じることもまた重要である。 

 

  

                            
185 平成 17年警察白書 116頁 
186 平成 29年警察白書 57頁 
187 平成 20年警察白書 16頁 
188 平成 21年警察白書 5頁及び6頁 
189 平成 25年 5月 13日毎日新聞朝刊 

 

３ 詐取対象の多様化，巧妙化 

 

(1) 現金 

上記のとおり，現金は，主たる詐取対象として位置付けられていた。 

そして，振り込め詐欺対策が強化され，詐取対象や方法が多様化，巧妙化した現在

でも，現金は，重要な詐取対象であることに変わりはない。 

すなわち，後記のとおり，「振込型」以外の詐取方法である「送付型」や「手交型」

も現金を対象としたものが多く，また，「振込型」についても，平成28年度から平成

29年度にかけて大きく増加している傾向が見受けられる190。 

とりわけ，還付金等詐欺については，特に金融機関等の職員等による顧客への声掛

けが行われにくい金融機関の無人ＡＴＭでの現金の振込が全体の 93％を占めている

ことに留意すべきである191。 

 

(2) キャッシュカード 

近年，増加が顕著であるのは，キャッシュカードを詐取対象とした詐欺である。す

なわち，被害者から，現金ではなく，キャッシュカードそのものの交付を受け，預貯

金を引き出す手口である。 

被害者が金融機関の窓口やＡＴＭに行くことを防ぐことで，発覚や検挙を免れると

もに，現金よりは交付することに抵抗が少ないという被害者の心理を利用するものと

いえる。 

首都圏を中心に還付金等詐欺において，キャッシュカードを詐取対象として騙し取

る手口が増えており，また，オレオレ詐欺においても，平成28年には138件の被害が

平成29年には1039件の被害と大幅に増加している192 193。 

 

(3) 電子マネー（プリペイドカード） 

電子マネーとは，一般に，利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な

決済手段を指し，利用者が，電子的なデータのやり取りを通じて，現金（貨幣や紙幣）

と同じように，モノを買ったり，サービスを受けたりすることを可能とするものであ

る194。 

そして近年，電子マネーの利用権等を詐取対象とする手口が増加している。 

すなわち，架空請求詐欺（有料サイト利用料名目等）で，コンビニエンスストア等

で販売されている電子マネーを窓口で購入させ，シリアル番号を聞き出すという手法

                            
190 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
191 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」11頁 
192 警察庁ＨＰ 「特殊詐欺の被害状況」

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm 
193 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
194 日本銀行ＨＰ 「Q 電子マネーとは何ですか？」 

https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c26.htm/ 



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－144－

 

である195。 

このシリアル番号を聞き出すことができれば，購入した電子マネーの利用権等を取

得することができることになる。 

店頭で販売されているプリペイドカードのほか，コンビニエンスストアなどのマル

チメディア端末を操作させて申込用紙を印刷させ，電子マネーを購入させるという手

口もある196。 

 

(4) コンビニ決済・収納代行サービス 

コンビニ決済による手口も増加している。すなわち，架空請求詐欺（有料サイト利

用料名目等）で，コンビニ等に設置されているマルチメディア端末を操作させ，出力

した払込票とともにレジで現金を支払うことで，金を騙し取る手口である197。 

同様の名目で，支払番号を伝えられ，コンビニの店頭でその番号を使って料金を支

払わせることで，金を騙し取るというコンビニ収納代行サービスを悪用した手口も近

年増加している198。 

 

(5) 仮想通貨 

独立行政法人国民生活センターによると，上記コンビニ決済に関連して，犯人が管

理する仮想通貨購入用の口座に被害者をしてコンビニから入金させ，不正に仮想通貨

を入手する手口に関する相談が寄せられているとのことである。 

被害者に対し，犯人が利用している仮想通貨購入用の口座にコンビニから入金する

ための番号を伝え，コンビニにある端末の操作を指示し，端末操作後に端末から出る

用紙をもってレジで代金を支払うと，同口座に日本円が入金され，それを基に犯人が

仮想通貨に交換するという手口である199。 

仮想通貨の匿名性や資金移動の容易性から，被害の回復が困難となることはもちろ

ん，マネー・ローンダリングの観点からも対策が必要である。 

 

  

                            
195 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
196 警察庁ＨＰ 「特殊詐欺手口 架空請求詐欺」 

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm  
197 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
198 独立行政法人国民生活センターＨＰ 「速報！コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！－

詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか？」 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160707_1.html  
199 独立行政法人国民生活センターＨＰ 「コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！第2弾－

新たな手口として仮想通貨購入用の口座が詐欺業者に利用されています」 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170629_1.html 

 

４ 詐取方法の多様化，巧妙化 

 

(1) 振込型 

 

① 窓口 

金融機関の窓口から，指定した口座に金銭を振り込ませ，詐取金を取得する手口

である。 

資料①（警視庁平成 30年 2月 2日付け「平成 29年における特殊詐欺の状況につ

いて」3 頁より）からも明らかなとおり，後述するＡＴＭによる振り込みと比べる

と，ほとんど利用されていない。また，手口全体としても，窓口振込の割合は極め

て低く，詐取金を取得する手口としては，窓口による振り込みはほとんど利用され

ていないと言える。 

これは，ＡＴＭと比べ，金融機関などの有人店舗では，被害者の不審な行動に気

づかれる可能性が高いことが主な理由として挙げられる200。かかる理由から，詐欺

防止策として，ＡＴＭでの振り込みの際に，窓口で手続をしないと解除ができない

限度超過による振込制限を設けることで，振り込みをしようとした利用者を窓口へ

誘導するといった対策がとられている201。 

 
② ＡＴＭ 

金融機関やコンビニのＡＴＭに被害者を誘導し，当該ＡＴＭから指定された口座

に振り込ませる手口である。金融機関やコンビニのほかには，医療機関内，駅及び

スーパーマーケットに設置されているＡＴＭから振り込まれるケースがある202。 

資料②（警視庁平成 30年 2月 2日付け「平成 29年における特殊詐欺の状況につ

いて」11頁より）からも明らかな通り，平成29年及び28年ともに無人ＡＴＭから

振り込ませる割合が圧倒的に多数を占めている。前述の窓口からの振り込みと同様

に，職員がいる金融機関ではなく，周囲の注意が行き届きにくいスーパーマーケッ

トやコンビニのＡＴＭに誘導するケースが大半である203。 

                            
200 平成 29年 1月 27日付け 西日本新聞 
201 平成 29年 1月 27日付け 産経ニュース 
202 平成 29年 1月 27日付け 西日本新聞 
203 平成 29年 1月 24日付け 静岡新聞 

資料① 
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である195。 

このシリアル番号を聞き出すことができれば，購入した電子マネーの利用権等を取

得することができることになる。 

店頭で販売されているプリペイドカードのほか，コンビニエンスストアなどのマル

チメディア端末を操作させて申込用紙を印刷させ，電子マネーを購入させるという手

口もある196。 

 

(4) コンビニ決済・収納代行サービス 

コンビニ決済による手口も増加している。すなわち，架空請求詐欺（有料サイト利

用料名目等）で，コンビニ等に設置されているマルチメディア端末を操作させ，出力

した払込票とともにレジで現金を支払うことで，金を騙し取る手口である197。 

同様の名目で，支払番号を伝えられ，コンビニの店頭でその番号を使って料金を支

払わせることで，金を騙し取るというコンビニ収納代行サービスを悪用した手口も近

年増加している198。 

 

(5) 仮想通貨 

独立行政法人国民生活センターによると，上記コンビニ決済に関連して，犯人が管

理する仮想通貨購入用の口座に被害者をしてコンビニから入金させ，不正に仮想通貨

を入手する手口に関する相談が寄せられているとのことである。 

被害者に対し，犯人が利用している仮想通貨購入用の口座にコンビニから入金する

ための番号を伝え，コンビニにある端末の操作を指示し，端末操作後に端末から出る

用紙をもってレジで代金を支払うと，同口座に日本円が入金され，それを基に犯人が

仮想通貨に交換するという手口である199。 

仮想通貨の匿名性や資金移動の容易性から，被害の回復が困難となることはもちろ

ん，マネー・ローンダリングの観点からも対策が必要である。 

 

  

                            
195 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
196 警察庁ＨＰ 「特殊詐欺手口 架空請求詐欺」 

https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm  
197 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」3頁 
198 独立行政法人国民生活センターＨＰ 「速報！コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！－

詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか？」 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160707_1.html  
199 独立行政法人国民生活センターＨＰ 「コンビニ払いを指示する架空請求にご注意！第2弾－

新たな手口として仮想通貨購入用の口座が詐欺業者に利用されています」 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170629_1.html 

 

４ 詐取方法の多様化，巧妙化 

 

(1) 振込型 

 

① 窓口 

金融機関の窓口から，指定した口座に金銭を振り込ませ，詐取金を取得する手口

である。 

資料①（警視庁平成 30年 2月 2日付け「平成 29年における特殊詐欺の状況につ

いて」3 頁より）からも明らかなとおり，後述するＡＴＭによる振り込みと比べる

と，ほとんど利用されていない。また，手口全体としても，窓口振込の割合は極め

て低く，詐取金を取得する手口としては，窓口による振り込みはほとんど利用され

ていないと言える。 

これは，ＡＴＭと比べ，金融機関などの有人店舗では，被害者の不審な行動に気

づかれる可能性が高いことが主な理由として挙げられる200。かかる理由から，詐欺

防止策として，ＡＴＭでの振り込みの際に，窓口で手続をしないと解除ができない

限度超過による振込制限を設けることで，振り込みをしようとした利用者を窓口へ

誘導するといった対策がとられている201。 

 
② ＡＴＭ 

金融機関やコンビニのＡＴＭに被害者を誘導し，当該ＡＴＭから指定された口座

に振り込ませる手口である。金融機関やコンビニのほかには，医療機関内，駅及び

スーパーマーケットに設置されているＡＴＭから振り込まれるケースがある202。 

資料②（警視庁平成 30年 2月 2日付け「平成 29年における特殊詐欺の状況につ

いて」11頁より）からも明らかな通り，平成29年及び28年ともに無人ＡＴＭから

振り込ませる割合が圧倒的に多数を占めている。前述の窓口からの振り込みと同様

に，職員がいる金融機関ではなく，周囲の注意が行き届きにくいスーパーマーケッ

トやコンビニのＡＴＭに誘導するケースが大半である203。 

                            
200 平成 29年 1月 27日付け 西日本新聞 
201 平成 29年 1月 27日付け 産経ニュース 
202 平成 29年 1月 27日付け 西日本新聞 
203 平成 29年 1月 24日付け 静岡新聞 

資料① 
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なお，平成30年 2月 2日付け警視庁犯罪抑止対策本部の調べでは，金融機関無人

ＡＴＭ設置場所別の振り込み回数では，駅（構内及び駅前）が1025回（81％）と最

も多く，次にショッピングモール内の94回（7％）となっている204。コンビニと異な

り，比較的広い施設内だと，ＡＴＭへの周囲の目が届きにくく，被害者の不審な行

動が気づかれにくいことが理由であると考える。 

 

 

(2) 郵送型 

 

① レターパックの利用 

レターパックに，現金もしくはキャッシュカードを封入させ，当該レターパック

を送付させ，詐取金を取得する手口である。 

レターパックは，レターパックライトが360円，レターパックプラスが510円（ラ

イトは，郵便受け。プラスは，対面で押印又は署名を受領する。）の2種類があり，

専用封筒を郵便局やコンビニで購入し，その封筒を送るものに入れてポストに投函

するだけで全国各地に送れるものである。資料③205によると，平成25年における現

金送付型の内訳では，レターパックによる詐取金の送付が約半分を占めており，そ

の手軽さゆえに送付型の主たる手口として利用されていると考えられる。そのため，

郵便法上，レターパックに現金を入れることは禁止されており，現金を送付する場

合は，書留で送付する必要がある。レターパックに現金が入っている疑いがある場

合は，差出人に郵便局に来てもらい，内容品に現金が含まれていないか確認すると

いった対策がなされている206。 

                            
204 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」11頁 
205 警察庁 HPより 
206 平成 26年 7月 3日付け 日本郵政グループ通達 

資料② 

 

 

 

② 宅配便の利用 

現金もしくはキャッシュカードを封入させた封筒を，宅配便を利用して送付させ，

詐取金を取得する手口である。平成25年度における現金送付型の内訳では，レター

パックとほぼ同じ割合で宅急便が利用されている（資料③）。 

送付方法に関するレターパックとの違いは，レターパックは専用の封筒を利用す

る必要があるのに対し，宅配便は専用の伝票を用いれば，特定の封筒や箱を用いる

必要はない点が挙げられる。また，料金については，前述の通り，レターパックの

送料が一律固定であるのに対し，宅配便（ヤマト運輸）は，サイズ 3 辺合計 160 ㎝

以内，重さ最大25㎏までの制限の下，サイズ，重さ及び送付距離との組み合わせで

算出される点に違いがある。 

レターパックと宅配便と使い分けについて，詐取金の送付先，詐取金額，詐取名

目及び被害者の年齢層等の事情により差異が生じているか否かについては，明確な

公表資料が見当たらなかった。 

 

③ バイク便の利用 

バイクによる配達事業を利用して，現金やキャッシュカードが封入された封筒等

を送付させ，詐取金を取得する手口である。振り込め詐欺で被害者から金を受け取

る役割を専門に請け負うバイク便業者も存在するようである207。 

某バイク便業者が設定するバイク便利用料は，1㎞ 1200 円，2 ㎞ 1900 円（20 ㎞

                            
207 平成 29年 5月 26日付け 特殊詐欺撲滅を目指すサイト サラト「バイク便社長ら逮捕“振り

込め詐欺”受け取り専門か」https://www.salat.co.jp/bokumetsu/sagi/remittance-

fraud/9920/ 

資料③ 
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なお，平成30年 2月 2日付け警視庁犯罪抑止対策本部の調べでは，金融機関無人

ＡＴＭ設置場所別の振り込み回数では，駅（構内及び駅前）が1025回（81％）と最

も多く，次にショッピングモール内の94回（7％）となっている204。コンビニと異な

り，比較的広い施設内だと，ＡＴＭへの周囲の目が届きにくく，被害者の不審な行

動が気づかれにくいことが理由であると考える。 

 

 

(2) 郵送型 

 

① レターパックの利用 

レターパックに，現金もしくはキャッシュカードを封入させ，当該レターパック

を送付させ，詐取金を取得する手口である。 

レターパックは，レターパックライトが360円，レターパックプラスが510円（ラ

イトは，郵便受け。プラスは，対面で押印又は署名を受領する。）の2種類があり，

専用封筒を郵便局やコンビニで購入し，その封筒を送るものに入れてポストに投函

するだけで全国各地に送れるものである。資料③205によると，平成25年における現

金送付型の内訳では，レターパックによる詐取金の送付が約半分を占めており，そ

の手軽さゆえに送付型の主たる手口として利用されていると考えられる。そのため，

郵便法上，レターパックに現金を入れることは禁止されており，現金を送付する場

合は，書留で送付する必要がある。レターパックに現金が入っている疑いがある場

合は，差出人に郵便局に来てもらい，内容品に現金が含まれていないか確認すると

いった対策がなされている206。 

                            
204 警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年における特殊詐欺の状況について」11頁 
205 警察庁 HPより 
206 平成 26年 7月 3日付け 日本郵政グループ通達 

資料② 

 

 

 

② 宅配便の利用 

現金もしくはキャッシュカードを封入させた封筒を，宅配便を利用して送付させ，

詐取金を取得する手口である。平成25年度における現金送付型の内訳では，レター

パックとほぼ同じ割合で宅急便が利用されている（資料③）。 

送付方法に関するレターパックとの違いは，レターパックは専用の封筒を利用す

る必要があるのに対し，宅配便は専用の伝票を用いれば，特定の封筒や箱を用いる

必要はない点が挙げられる。また，料金については，前述の通り，レターパックの

送料が一律固定であるのに対し，宅配便（ヤマト運輸）は，サイズ 3 辺合計 160 ㎝

以内，重さ最大25㎏までの制限の下，サイズ，重さ及び送付距離との組み合わせで

算出される点に違いがある。 

レターパックと宅配便と使い分けについて，詐取金の送付先，詐取金額，詐取名

目及び被害者の年齢層等の事情により差異が生じているか否かについては，明確な

公表資料が見当たらなかった。 

 

③ バイク便の利用 

バイクによる配達事業を利用して，現金やキャッシュカードが封入された封筒等

を送付させ，詐取金を取得する手口である。振り込め詐欺で被害者から金を受け取

る役割を専門に請け負うバイク便業者も存在するようである207。 

某バイク便業者が設定するバイク便利用料は，1㎞ 1200 円，2 ㎞ 1900 円（20 ㎞

                            
207 平成 29年 5月 26日付け 特殊詐欺撲滅を目指すサイト サラト「バイク便社長ら逮捕“振り

込め詐欺”受け取り専門か」https://www.salat.co.jp/bokumetsu/sagi/remittance-

fraud/9920/ 

資料③ 
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までは￥300/km，20km～21kmは￥250/km，21km～31kmは￥250/km，31km～151kmは

￥150/km加算）となっており，レターパックや宅配便の利用料金と比べ，割高とな

っている。 

 

④ 空き室や私設私書箱の利用 

詐取金を郵送や宅配の送付先を空き家及び私設私書箱に送付するよう指示し，当

該空き家及び私設私書箱を現金の受け取り場所として利用する手口である。 

現金を宅配便などで空き家に送らせる手口では，不動産業者が内覧用に付近に隠

している鍵を使用し空き家に侵入し，住人を装って荷物を受け取る場合もあり，不

動産業関係者が協力している可能性も考えられる208。また，空き家に侵入せず，住

人を装って玄関前で被害金を受け取る手口や空き部屋の郵便受けに投函された被

害金を回収する手口もある。 

私設私書箱とは，郵便局でサービスを提供している郵便私書箱ではなく，郵便局

以外の民間業者が提供している私書箱サービスのことをいう。私設私書箱の利用に

ついては，平成 28 年 10 月 1 日付けで犯罪収益移転防止法の適用対象となったが，
209契約時に本人確認手続がなされれば，その後利用する都度の本人確認は不要であ

る。また，郵便私書箱と異なり，私設私書箱は，営業時間がそもそも郵便局の開局

時間に縛られないことから，受取可能時間は業者次第で自由である。 

私設私書箱では，受領した郵送物の転送をしてもらうことも可能であり，現金や

キャッシュカードを封筒やエクスパックに入れて送らせる場合に，私設私書箱業者

を数箇所又は数十数箇所にわたり転々とさせて，最後はバイク便業者から路上で受

け取るなどといった捜査かく乱を行い，捜査において足取りがつくのを遅らせると

いうことも行われていた。 

 

⑤ コインロッカーの利用 

詐欺グループ側が指定したコインロッカー及び暗証番号で現金を預けさせる，も

しくは現金を預けたコインロッカーの番号及び暗証番号を詐欺グループに教える

よう指示した上で，後に扉を開けて現金を持ち出す方法である。 

現金を被害者から直接受けとらないため，顔を見られることがないほか，詐欺グ

ループの都合に合わせ現金の回収が可能である点に特徴がある210。 

また，特殊詐欺組織内で詐取金を移動する時にも，コインロッカーが使われる例

がある。 

 

                            
208 平成 27年 10月 18日付け 産経新聞 
209 平成 28年 10月付け経済産業省「犯罪収益移転防止法Ｑ＆Ａについて」 

http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/pdf/2810QA.pdf#search=%27%E3%80

%8C%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95%E

F%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%E3%80%8D%27 
210 平成 27年 10月 18日付け 産経ニュース 「ロッカーで現金受け渡し，電子マネー…特殊詐

欺，盲点つく新手口」https://www.sankei.com/affairs/news/151018/afr1510180005-n1.html 

 

(3) 手交型 

現金の振り込みを要求せずに，「同僚が取りに行く」，「バイク便業者を向かわせる」

などと言って，自宅等まで直接現金を取りに来る手口である。警察官等を装い，被害

者の自宅や自宅付近まで受け取りに行く手口に対しては，「騙された振り作戦」による

取り締まりが広がっていること等から，被害者に金を駅などに持参させる「誘い出し

型」が増加し，被害者を移動させて，捜査員が待ち伏せしにくい手口が増えている。
211なお，「誘い出し型」の受け渡しの指定場所は，東京や大阪などの首都圏が多く占め，

地方から首都圏に呼び出して現金等を交付させる「上京型」による被害が生じている。
212表①によると，詐取金の取得手口全体を見ても，現金もしくはキャッシュカードを

直接受け取りにくる手交型が半分以上の割合を占めており，詐取金取得の手口として

主たるものとなっている。また，オレオレ詐欺における詐取金取得の手口としては，

手交型が9割以上を占めており（資料④，警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年

における特殊詐欺の状況について」6 頁より），実態としては，カードの受け取りは，

銀行職員になりすます事例が多い傾向にある。 

 

手交型における架空請求詐欺に係る詐取金取得の状況を見ると，有料サイト利用料

名目の場合は，全体の数％にとどまるのに対し（資料⑤，警視庁平成30年 2月 2日付

「平成 29 年における特殊詐欺の状況について」8 頁より），有料サイト利用料名目以

外の場合は，全体の約 3 割にのぼる（資料⑥，警視庁平成 30 年 2 月 2 日付け「平成

29年における特殊詐欺の状況について」8頁より）。 

  

                            
211 平成 29年 1月 30日付け 特殊詐欺撲滅を目指すサイト サラト「特殊詐欺被害 件数，額と

も最悪…昨年府内（大阪）」https://www.salat.co.jp/bokumetsu/sagi/others/7608/ 
212 平成 29年 7月 28日付け 産経ニュース『「上京型」特殊詐欺増加 高齢者への注意呼びかけ 

新潟』 http://www.sankei.com/region/news/170728/rgn1707280055-n1.html 

資料④ 
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までは￥300/km，20km～21kmは￥250/km，21km～31kmは￥250/km，31km～151kmは

￥150/km加算）となっており，レターパックや宅配便の利用料金と比べ，割高とな

っている。 

 

④ 空き室や私設私書箱の利用 

詐取金を郵送や宅配の送付先を空き家及び私設私書箱に送付するよう指示し，当

該空き家及び私設私書箱を現金の受け取り場所として利用する手口である。 

現金を宅配便などで空き家に送らせる手口では，不動産業者が内覧用に付近に隠

している鍵を使用し空き家に侵入し，住人を装って荷物を受け取る場合もあり，不

動産業関係者が協力している可能性も考えられる208。また，空き家に侵入せず，住

人を装って玄関前で被害金を受け取る手口や空き部屋の郵便受けに投函された被

害金を回収する手口もある。 

私設私書箱とは，郵便局でサービスを提供している郵便私書箱ではなく，郵便局

以外の民間業者が提供している私書箱サービスのことをいう。私設私書箱の利用に

ついては，平成 28 年 10 月 1 日付けで犯罪収益移転防止法の適用対象となったが，
209契約時に本人確認手続がなされれば，その後利用する都度の本人確認は不要であ

る。また，郵便私書箱と異なり，私設私書箱は，営業時間がそもそも郵便局の開局

時間に縛られないことから，受取可能時間は業者次第で自由である。 

私設私書箱では，受領した郵送物の転送をしてもらうことも可能であり，現金や

キャッシュカードを封筒やエクスパックに入れて送らせる場合に，私設私書箱業者

を数箇所又は数十数箇所にわたり転々とさせて，最後はバイク便業者から路上で受

け取るなどといった捜査かく乱を行い，捜査において足取りがつくのを遅らせると

いうことも行われていた。 

 

⑤ コインロッカーの利用 

詐欺グループ側が指定したコインロッカー及び暗証番号で現金を預けさせる，も

しくは現金を預けたコインロッカーの番号及び暗証番号を詐欺グループに教える

よう指示した上で，後に扉を開けて現金を持ち出す方法である。 

現金を被害者から直接受けとらないため，顔を見られることがないほか，詐欺グ

ループの都合に合わせ現金の回収が可能である点に特徴がある210。 

また，特殊詐欺組織内で詐取金を移動する時にも，コインロッカーが使われる例

がある。 

 

                            
208 平成 27年 10月 18日付け 産経新聞 
209 平成 28年 10月付け経済産業省「犯罪収益移転防止法Ｑ＆Ａについて」 

http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/pdf/2810QA.pdf#search=%27%E3%80

%8C%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%8F%8E%E7%9B%8A%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%B3%95%E

F%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%E3%80%8D%27 
210 平成 27年 10月 18日付け 産経ニュース 「ロッカーで現金受け渡し，電子マネー…特殊詐

欺，盲点つく新手口」https://www.sankei.com/affairs/news/151018/afr1510180005-n1.html 

 

(3) 手交型 

現金の振り込みを要求せずに，「同僚が取りに行く」，「バイク便業者を向かわせる」

などと言って，自宅等まで直接現金を取りに来る手口である。警察官等を装い，被害

者の自宅や自宅付近まで受け取りに行く手口に対しては，「騙された振り作戦」による

取り締まりが広がっていること等から，被害者に金を駅などに持参させる「誘い出し

型」が増加し，被害者を移動させて，捜査員が待ち伏せしにくい手口が増えている。
211なお，「誘い出し型」の受け渡しの指定場所は，東京や大阪などの首都圏が多く占め，

地方から首都圏に呼び出して現金等を交付させる「上京型」による被害が生じている。
212表①によると，詐取金の取得手口全体を見ても，現金もしくはキャッシュカードを

直接受け取りにくる手交型が半分以上の割合を占めており，詐取金取得の手口として

主たるものとなっている。また，オレオレ詐欺における詐取金取得の手口としては，

手交型が9割以上を占めており（資料④，警視庁平成30年 2月 2日付け「平成29年

における特殊詐欺の状況について」6 頁より），実態としては，カードの受け取りは，

銀行職員になりすます事例が多い傾向にある。 

 

手交型における架空請求詐欺に係る詐取金取得の状況を見ると，有料サイト利用料

名目の場合は，全体の数％にとどまるのに対し（資料⑤，警視庁平成30年 2月 2日付

「平成 29 年における特殊詐欺の状況について」8 頁より），有料サイト利用料名目以

外の場合は，全体の約 3 割にのぼる（資料⑥，警視庁平成 30 年 2 月 2 日付け「平成

29年における特殊詐欺の状況について」8頁より）。 

  

                            
211 平成 29年 1月 30日付け 特殊詐欺撲滅を目指すサイト サラト「特殊詐欺被害 件数，額と

も最悪…昨年府内（大阪）」https://www.salat.co.jp/bokumetsu/sagi/others/7608/ 
212 平成 29年 7月 28日付け 産経ニュース『「上京型」特殊詐欺増加 高齢者への注意呼びかけ 

新潟』 http://www.sankei.com/region/news/170728/rgn1707280055-n1.html 

資料④ 
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第２ 防止措置の状況 

 

１ 公助 

 

(1) 警察の取組 

 

① 警察庁の取組 

特殊詐欺が犯罪である以上当然ながら，公助としては警察庁が最も被害防止につ

いてのイニシアティブをとっている。以下，主な取組を挙げる。 

・ウェブサイトの設置 

警察庁ホームページ内に特殊詐欺対策の専用ページ213を開設し，被害発生状況

や手口の紹介，各種の情報提供等を行って注意喚起をしている。 

・金融機関との連携 

被害金の振込現場となる金融機関と連携し，一定年数以上にわたってＡＴＭで

の振込実績のない高齢者のＡＴＭ振込限度額をゼロ円（又は極めて少額）とし，

                            
213 警察庁ＨＰ「特殊詐欺対策」 

 https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm 

資料⑤ 

資料⑥ 

 

窓口に誘導して声掛け等を行う取組を推進している（47 都道府県・378 金融機関

（地方銀行の 74.3％，信用金庫の 95.8％）で実施。）。これにより平成 29年中に

105 件を阻止（累計では 114 件）できたとのことであり，全国規模の金融機関等

においても取組を開始している214。また，高齢者の高額払戻しに際し警察へ通報

するよう金融機関に要請している215。 

また，預金小切手を活用した被害防止策（いわゆる「預手プラン」。平成 27 年

12月末現在46都道府県で導入。）の推進についても金融機関と連携している216。 

・ショッピングセンター施設管理者との連携 

還付金等詐欺において，無人ＡＴＭに誘導され被害に遭う事案が多発している 

ため，無人ＡＴＭが設置されているショッピングセンター等の施設管理者と連携

し，店内放送などを依頼し，注意喚起を推進している217。 

・宅配事業者，コンビニエンスストアとの連携 

被害者が被害金を送付する際に利用するのが宅配事業者やコンビニエンススト

アであるため，犯行グループに被害金が渡るのを防止すべく，宅配事業者やコン

ビニエンスストアに協力を要請し，声掛けや通報を推進している。例えば，「現金

送付防止シール」（荷主にシールへの署名を求め，署名された同シールを荷物に貼

付する。）を作成し，活用を求めるなどしている218。 

また，電子マネー型の被害が増えていることから，電子マネーが購入されるこ

との多いコンビニエンスストアに対して，電子マネーについても声掛け用シート

等を作成して活用を求めるなど，声掛けや通報について協力を要請している219。 

・不動産関係団体との連携 

特殊詐欺に利用する目的（架け子が電話をかける犯行拠点や被害金送付先など）

で物件の賃貸がされないよう，不動産関係団体に対して情報提供や注意喚起を行

い，拠点の供給遮断を推進している220。 

また，被害金の送付先として集合住宅の空き室が悪用される事案が多発したた

め，警察庁や各都道府県警察は，公益社団法人全日本不動産協会，公益社団法人

全国賃貸住宅経営者協会連合会，公益財団法人日本賃貸住宅管理協会，公益社団

法人全国ビルメンテナンス協会といった各種団体に対し，空き室が特殊詐欺に悪

用されていることを周知し，空き室の巡回や適正な鍵の管理，集合ポストへの投

函防止，内覧を装って空き室情報を入手しようとするケースもあることから内覧

者の行動に注意するなどの注意喚起を行うほか，不審情報についての情報提供も

呼び掛けている221。 

                            
214 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」4頁 
215 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」2頁，警察庁「平成29年の特殊詐

欺認知・検挙状況等について（確定値版）」8頁 
216 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」5頁 
217 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」3頁 
218 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」2-3頁 
219 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」4頁 
220 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」5頁 
221 警察庁「空き部屋を悪用した特殊詐欺が増加しています」http://www.zennichi.or.jp/wp-
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第２ 防止措置の状況 

 

１ 公助 

 

(1) 警察の取組 

 

① 警察庁の取組 

特殊詐欺が犯罪である以上当然ながら，公助としては警察庁が最も被害防止につ

いてのイニシアティブをとっている。以下，主な取組を挙げる。 

・ウェブサイトの設置 

警察庁ホームページ内に特殊詐欺対策の専用ページ213を開設し，被害発生状況

や手口の紹介，各種の情報提供等を行って注意喚起をしている。 

・金融機関との連携 

被害金の振込現場となる金融機関と連携し，一定年数以上にわたってＡＴＭで

の振込実績のない高齢者のＡＴＭ振込限度額をゼロ円（又は極めて少額）とし，

                            
213 警察庁ＨＰ「特殊詐欺対策」 

 https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm 

資料⑤ 

資料⑥ 

 

窓口に誘導して声掛け等を行う取組を推進している（47 都道府県・378 金融機関

（地方銀行の 74.3％，信用金庫の 95.8％）で実施。）。これにより平成 29年中に

105 件を阻止（累計では 114 件）できたとのことであり，全国規模の金融機関等

においても取組を開始している214。また，高齢者の高額払戻しに際し警察へ通報

するよう金融機関に要請している215。 

また，預金小切手を活用した被害防止策（いわゆる「預手プラン」。平成 27 年

12月末現在46都道府県で導入。）の推進についても金融機関と連携している216。 

・ショッピングセンター施設管理者との連携 

還付金等詐欺において，無人ＡＴＭに誘導され被害に遭う事案が多発している 

ため，無人ＡＴＭが設置されているショッピングセンター等の施設管理者と連携

し，店内放送などを依頼し，注意喚起を推進している217。 

・宅配事業者，コンビニエンスストアとの連携 

被害者が被害金を送付する際に利用するのが宅配事業者やコンビニエンススト

アであるため，犯行グループに被害金が渡るのを防止すべく，宅配事業者やコン

ビニエンスストアに協力を要請し，声掛けや通報を推進している。例えば，「現金

送付防止シール」（荷主にシールへの署名を求め，署名された同シールを荷物に貼

付する。）を作成し，活用を求めるなどしている218。 

また，電子マネー型の被害が増えていることから，電子マネーが購入されるこ

との多いコンビニエンスストアに対して，電子マネーについても声掛け用シート

等を作成して活用を求めるなど，声掛けや通報について協力を要請している219。 

・不動産関係団体との連携 

特殊詐欺に利用する目的（架け子が電話をかける犯行拠点や被害金送付先など）

で物件の賃貸がされないよう，不動産関係団体に対して情報提供や注意喚起を行

い，拠点の供給遮断を推進している220。 

また，被害金の送付先として集合住宅の空き室が悪用される事案が多発したた

め，警察庁や各都道府県警察は，公益社団法人全日本不動産協会，公益社団法人

全国賃貸住宅経営者協会連合会，公益財団法人日本賃貸住宅管理協会，公益社団

法人全国ビルメンテナンス協会といった各種団体に対し，空き室が特殊詐欺に悪

用されていることを周知し，空き室の巡回や適正な鍵の管理，集合ポストへの投

函防止，内覧を装って空き室情報を入手しようとするケースもあることから内覧

者の行動に注意するなどの注意喚起を行うほか，不審情報についての情報提供も

呼び掛けている221。 

                            
214 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」4頁 
215 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」2頁，警察庁「平成29年の特殊詐

欺認知・検挙状況等について（確定値版）」8頁 
216 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」5頁 
217 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」3頁 
218 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」2-3頁 
219 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」4頁 
220 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」5頁 
221 警察庁「空き部屋を悪用した特殊詐欺が増加しています」http://www.zennichi.or.jp/wp-
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また，各都道府県警察では，不動産関係団体と連携し，空き室の集合ポストに

「配送厳禁 特殊詐欺対策中」と記載したシールを貼付するなどの取組を推進し

ている222。 

・通信事業者との連携 

レンタル携帯電話，ＭＶＮＯ(仮想移動体通信事業者)の携帯電話について，携

帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否に関する情報を通信事業者に提供し

ている（平成 28 年中の情報提供は 22,684 件で過去最多。）。また，固定電話に関

しても特殊詐欺への悪用実態に関する情報を通信事業者に提供し，犯行使用電話

番号の多い再販事業者に対する番号の解約を実現するなど，犯行使用電話の無力

化を推進している223。 

・警告電話事業 

犯行に利用された電話に対して繰り返し架電して警告メッセージを流し，電話

を事実上使用できなくする「警告電話事業」を平成 29 年度に開始した。平成 29

年 12月末現在で，対象となった3998番号のうち3237番号（81.0％）に対し効果

があった（20 日間連続して架電し警告メッセージを流し，この 20 日間に再度犯

行に使用されなければ効果があったと見なしている。）224。 

・自動通話録音機等の普及活動 

自動通話録音機や迷惑電話防止機能を有する機器につき，各自治体等と連携し

て無償貸与等の普及活動を推進している（警告メッセージが流れる自動通話録音

機につき，平成29年 12月末現在，44都道府県で約8万台を確保。）225。 

・航空会社，鉄道会社との連携 

地方から首都圏等まで飛行機や新幹線を利用して被害金を届けさせる手口の特

殊詐欺も発生しているため，航空会社や鉄道会社とも連携した未然防止対策を推

進している226。 

・被害金送付先として悪用された住所のリストの公表 

過去に被害金送付先として悪用された住所のリストを警察庁ウェブサイトで公

表するとともに，郵便・宅配事業者に提供して注意喚起を促している。同リスト

の活用等により，平成27年では443件(前年比－454件)，8.3億円(前年比－11.4

億円)の被害を未然に防止することができたとのことである227。また，送付先には

東京都内の私設私書箱が使われる例が多く，警察庁の要請によって日本郵便とヤ

                            
content/uploads/2015/08/c0ae080d322913989fd9683f60b65065.pdf 

埼玉県警「犯行アジトの発見にご協力ください」 

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/e0030/kurashi/ajito.html 

千葉県警「不動産管理会社の皆さま 特殊詐欺アジト発見にご協力を！！」

http://chiba.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/3953e04b91daf7ce60093bb41a82c5fa.pdf 
222 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」3-4頁 
223 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」4頁 
224 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」7頁 
225 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」6頁 
226 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」4頁 
227 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」3頁 

 

マト運輸が上記リストに掲載されている私書箱への配達差し止めを実施し，これ

によりヤマト分だけで1億8千万円分の被害を防ぐことができたとのことである228。 

・コールセンター事業 

特殊詐欺等の捜査過程で押収した高齢者の名簿を活用し，民間委託による電話

連絡等によって注意喚起を行うコールセンター事業（高齢者に対してだけでなく，

金融機関等にも注意喚起の電話をしている。）を実施している。平成29年は25都

府県で実施した229。 

・タクシー協会との連携 

各都道府県警とタクシー協会との間で協定を締結するなどして，高齢の乗客へ

の声掛けや受け子等に関する手配協力を要請している230。 

 

② 各都道府県警察の取組 

 

ア 警視庁の取組 

被害発生状況や特殊詐欺の種類，手口の説明，犯行グループによる音声ファイ

ルの公開等は，警察庁と同様に行っている231。 

また，その他の取組として次のようなものがある。 

(ｱ) 「特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京」 

特殊詐欺を根絶するために，警視庁，東京都，経済団体，労働団体，暴追・

防犯団体，高齢者団体がタッグを組み平成25年 10月から開始したプログラム

で，現役世代の息子，孫に，特殊詐欺の原因や手口を理解してもらい，親や祖

父母を被害に遭わせないように，留守番電話機能の活用方法を学ぶもの232。 

(ｲ) 「特殊詐欺根絶オール東京プロジェクト」の実施 

平成 26 年 8 月に立ち上げられたもので，都内の全自治体が特殊詐欺の被害

防止に効果の上がる施策を共有し，オール東京での抑止対策を推進することに

より，特殊詐欺根絶を図るもの233。 

(ｳ) 金融機関に対する被害防止のための協力依頼 

金融機関に対して特殊詐欺被害防止の協力依頼を行っており，協力した企業

と被害の未然防止をした店舗の公表を行っている。 

(ｴ) 警視庁犯罪抑止対策本部のツイッター公開 

                            
228 平成 26年 2月 6日付け 日本経済新聞 「特殊詐欺被害，13年最悪の480億円 警察庁」

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0504K_W4A200C1CC0000/ 
229 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」6頁 
230 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」3頁 
231 警視庁ＨＰ「特殊詐欺（振り込め詐欺等）」 

 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/furikome.html 
232 警視庁ＨＰ「『特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京』が新しく生まれ変わりました」 

 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/e_learning.html 
233 警視庁ＨＰ 「特殊詐欺根絶オール東京プロジェクト」

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/14_all_tokyo.html 



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－153－

 

また，各都道府県警察では，不動産関係団体と連携し，空き室の集合ポストに

「配送厳禁 特殊詐欺対策中」と記載したシールを貼付するなどの取組を推進し

ている222。 

・通信事業者との連携 

レンタル携帯電話，ＭＶＮＯ(仮想移動体通信事業者)の携帯電話について，携

帯電話不正利用防止法に基づく役務提供拒否に関する情報を通信事業者に提供し

ている（平成 28 年中の情報提供は 22,684 件で過去最多。）。また，固定電話に関

しても特殊詐欺への悪用実態に関する情報を通信事業者に提供し，犯行使用電話

番号の多い再販事業者に対する番号の解約を実現するなど，犯行使用電話の無力

化を推進している223。 

・警告電話事業 

犯行に利用された電話に対して繰り返し架電して警告メッセージを流し，電話

を事実上使用できなくする「警告電話事業」を平成 29 年度に開始した。平成 29

年 12月末現在で，対象となった3998番号のうち3237番号（81.0％）に対し効果

があった（20 日間連続して架電し警告メッセージを流し，この 20 日間に再度犯

行に使用されなければ効果があったと見なしている。）224。 

・自動通話録音機等の普及活動 

自動通話録音機や迷惑電話防止機能を有する機器につき，各自治体等と連携し

て無償貸与等の普及活動を推進している（警告メッセージが流れる自動通話録音

機につき，平成29年 12月末現在，44都道府県で約8万台を確保。）225。 

・航空会社，鉄道会社との連携 

地方から首都圏等まで飛行機や新幹線を利用して被害金を届けさせる手口の特

殊詐欺も発生しているため，航空会社や鉄道会社とも連携した未然防止対策を推

進している226。 

・被害金送付先として悪用された住所のリストの公表 

過去に被害金送付先として悪用された住所のリストを警察庁ウェブサイトで公

表するとともに，郵便・宅配事業者に提供して注意喚起を促している。同リスト

の活用等により，平成27年では443件(前年比－454件)，8.3億円(前年比－11.4

億円)の被害を未然に防止することができたとのことである227。また，送付先には

東京都内の私設私書箱が使われる例が多く，警察庁の要請によって日本郵便とヤ

                            
content/uploads/2015/08/c0ae080d322913989fd9683f60b65065.pdf 

埼玉県警「犯行アジトの発見にご協力ください」 

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/e0030/kurashi/ajito.html 

千葉県警「不動産管理会社の皆さま 特殊詐欺アジト発見にご協力を！！」

http://chiba.zennichi.or.jp/wp/wp-content/uploads/3953e04b91daf7ce60093bb41a82c5fa.pdf 
222 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」3-4頁 
223 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」4頁 
224 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」7頁 
225 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」6頁 
226 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」4頁 
227 警察庁「平成27年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」3頁 

 

マト運輸が上記リストに掲載されている私書箱への配達差し止めを実施し，これ

によりヤマト分だけで1億8千万円分の被害を防ぐことができたとのことである228。 

・コールセンター事業 

特殊詐欺等の捜査過程で押収した高齢者の名簿を活用し，民間委託による電話

連絡等によって注意喚起を行うコールセンター事業（高齢者に対してだけでなく，

金融機関等にも注意喚起の電話をしている。）を実施している。平成29年は25都

府県で実施した229。 

・タクシー協会との連携 

各都道府県警とタクシー協会との間で協定を締結するなどして，高齢の乗客へ

の声掛けや受け子等に関する手配協力を要請している230。 

 

② 各都道府県警察の取組 

 

ア 警視庁の取組 

被害発生状況や特殊詐欺の種類，手口の説明，犯行グループによる音声ファイ

ルの公開等は，警察庁と同様に行っている231。 

また，その他の取組として次のようなものがある。 

(ｱ) 「特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京」 

特殊詐欺を根絶するために，警視庁，東京都，経済団体，労働団体，暴追・

防犯団体，高齢者団体がタッグを組み平成25年 10月から開始したプログラム

で，現役世代の息子，孫に，特殊詐欺の原因や手口を理解してもらい，親や祖

父母を被害に遭わせないように，留守番電話機能の活用方法を学ぶもの232。 

(ｲ) 「特殊詐欺根絶オール東京プロジェクト」の実施 

平成 26 年 8 月に立ち上げられたもので，都内の全自治体が特殊詐欺の被害

防止に効果の上がる施策を共有し，オール東京での抑止対策を推進することに

より，特殊詐欺根絶を図るもの233。 

(ｳ) 金融機関に対する被害防止のための協力依頼 

金融機関に対して特殊詐欺被害防止の協力依頼を行っており，協力した企業

と被害の未然防止をした店舗の公表を行っている。 

(ｴ) 警視庁犯罪抑止対策本部のツイッター公開 

                            
228 平成 26年 2月 6日付け 日本経済新聞 「特殊詐欺被害，13年最悪の480億円 警察庁」

https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0504K_W4A200C1CC0000/ 
229 警察庁「平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況等について（確定値版）」6頁 
230 警察庁「平成28年の特殊詐欺認知・検挙状況等について」3頁 
231 警視庁ＨＰ「特殊詐欺（振り込め詐欺等）」 

 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/furikome.html 
232 警視庁ＨＰ「『特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京』が新しく生まれ変わりました」 

 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/e_learning.html 
233 警視庁ＨＰ 「特殊詐欺根絶オール東京プロジェクト」

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/14_all_tokyo.html 
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警視庁犯罪抑止対策本部は，ツイッターに公式アカウントを開設して，都内

における特殊詐欺の手口，被害額等を公表しており，平日は毎日更新している234。 

(ｵ) 「特殊詐欺対策プロジェクト」の発足 

警視庁の刑事部，組織犯罪対策部，生活安全部などから，捜査員ら290人が

参加し，部署の垣根を越えて連携を強化することを狙い，平成30年 1月に発足

したもの235。 

 

イ その他，特殊な取組を実施している都道府県警察 

広島県警，大阪府警，岡山県警，愛知県警等多くの警察において特殊な取組を

実施している。詳細は，第10章のとおりである。 

 

(2) 内閣府 消費者委員会等 

平成 25年 4月 23 日開催の第 118 回消費者委員会（内閣府）236において「詐欺的投

資勧誘対策について」が議題に挙がっている。同議題の資料としては，総務省作成の

「詐欺的な投資勧誘の被害者による郵便を利用した送金を水際で防ぐための取組につ

いて」及び国土交通省作成の「宅配便等を悪用した被害金員の送付防止対策について」

がある。議事録及び上記資料を見ると，通信の秘密との関係で，どこまで郵便物等の

内容に関与することが許されるかといった点が議論されているほか，宅配業者の声掛

けを推進するよう要請する意見，レターパックや宅配便で現金を送ることについての

警告文言をより目立つ方法でかつ分かりやすく記載できないかといった意見が出され

ている。 

同年 8 月 6 日には，同委員会から「詐欺的投資勧誘対策についての建議」237が提出

されており，建議事項2として，犯行ツールに関する取組の強化が挙げられている。

具体的には，（ⅰ）携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務等の周知徹底・履行

確保，及び違反事業者に対する是正命令・検挙等の実施，（ⅱ）預貯金口座，郵便物受

取サービス，電話受付代行サービス，電話転送サービスについて，犯罪収益移転防止

法に基づく取引時確認，疑わしい取引の届出等の義務の周知徹底・履行確保，及び違

反事業者に対する是正命令等の実施，（ⅲ）郵便・宅配便等による送金防止を図るため，

運送事業者に対し，分かりやすい注意喚起の積極的な実施についての協力要請，（ⅳ）

代表権を有しない取締役等の登記申請に当たり，その真正に係る実態把握に努め，そ

の結果を踏まえ，登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め対応策を

検討することが，関係省庁が講ずべき措置として挙げられている（なお，例として，

                            
234 警視庁犯罪抑止対策本部 公式ツイッター 

 https://twitter.com/MPD_yokushi 
235 産経新聞 2018.2.1 18:08 「平成２９年の都内特殊詐欺認知が１４７８件増 警視庁，被害

防止へ専従チーム」 

 https://www.sankei.com/affairs/news/180201/afr1802010055-n1.html 
236 内閣府 消費者委員会議事録及び資料は内閣府HPで公開されている。  

 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/118/shiryou/index.html 
237 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html 

 

同建議を受けた総務省の取組についは，後記(5)参照。）。 

また，平成27年 8月 28日に，消費者委員会から「電子マネーに関する消費者問題

についての建議」238が提出されており，建議事項 2 として，電子マネーのＩＤを詐取

されることによる被害の防止対策が挙げられている。具体的には，金融庁に対する要

請として，（ⅰ）電子マネー発行業者に対し，各発行業者のウェブサイトや販売時にお

ける注意喚起の表示等並びに被害発生状況のモニタリング及び分析を通じて消費者の

被害の予防及び救済に向けた取組を促すこと，（ⅱ）経済産業省，警察庁，消費者庁と

連携し，電子マネーの販売店において高額又は大量の電子マネーを購入しようとする

消費者に対して，従業員から注意喚起の声かけを行うことなどにより，電子マネーを

詐取しようとする者に支払うことを目的とした電子マネーの購入を未然に防ぐ取組に

ついて協力を要請することが，金融庁が講ずべき措置として挙げられている（なお，

同建議を受けた金融庁の取組についは，後記(5)参照。）。 

さらに，消費者問題における中核的機関としての役割を果たしている独立行政法人

国民生活センターにおいても，ホームページ239上で積極的に注意喚起を行っており，

例えば「『利用した覚えのない請求（架空請求）』が横行しています」などのテーマで

特集を組み，消費者へのアドバイスとともに行政機関等が発表した特殊詐欺関連情報

をまとめて掲載するなどしている240。 

 

(3) 経済産業省の取組 

経済産業省は，ホームページ241において，犯罪収益移転防止法に基づく郵便物受取

事業者，私設私書箱業者に対する規制を紹介し，法令遵守を徹底すべく注意喚起を行

っている。 

 

(4) 自治体の取組 

 

① 条例の制定 

 

ア 都道府県 

 

(ｱ) 熊本県 

平成21年 4月に「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」を制定し，振り込

め詐欺の被害防止に向けた，県，県民及び事業者の責務を明らかにし，特にＡ

ＴＭ利用時の留意事項（携帯電話等を使用しながら操作することを避ける等）

                            
238 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/0818_kengi.html 
239 国民生活センターＨＰ「架空請求」 

 http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kakuseikyu.html 
240 国民生活センターＨＰ「『利用した覚えのない請求（架空請求）』が横行しています」 

 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html 
241 経済産業省ＨＰ「郵便物受取サービス業／私設私書箱業」 

 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/index.html 
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警視庁犯罪抑止対策本部は，ツイッターに公式アカウントを開設して，都内

における特殊詐欺の手口，被害額等を公表しており，平日は毎日更新している234。 

(ｵ) 「特殊詐欺対策プロジェクト」の発足 

警視庁の刑事部，組織犯罪対策部，生活安全部などから，捜査員ら290人が

参加し，部署の垣根を越えて連携を強化することを狙い，平成30年 1月に発足

したもの235。 

 

イ その他，特殊な取組を実施している都道府県警察 

広島県警，大阪府警，岡山県警，愛知県警等多くの警察において特殊な取組を

実施している。詳細は，第10章のとおりである。 

 

(2) 内閣府 消費者委員会等 

平成 25年 4月 23 日開催の第 118 回消費者委員会（内閣府）236において「詐欺的投

資勧誘対策について」が議題に挙がっている。同議題の資料としては，総務省作成の

「詐欺的な投資勧誘の被害者による郵便を利用した送金を水際で防ぐための取組につ

いて」及び国土交通省作成の「宅配便等を悪用した被害金員の送付防止対策について」

がある。議事録及び上記資料を見ると，通信の秘密との関係で，どこまで郵便物等の

内容に関与することが許されるかといった点が議論されているほか，宅配業者の声掛

けを推進するよう要請する意見，レターパックや宅配便で現金を送ることについての

警告文言をより目立つ方法でかつ分かりやすく記載できないかといった意見が出され

ている。 

同年 8 月 6 日には，同委員会から「詐欺的投資勧誘対策についての建議」237が提出

されており，建議事項2として，犯行ツールに関する取組の強化が挙げられている。

具体的には，（ⅰ）携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認義務等の周知徹底・履行

確保，及び違反事業者に対する是正命令・検挙等の実施，（ⅱ）預貯金口座，郵便物受

取サービス，電話受付代行サービス，電話転送サービスについて，犯罪収益移転防止

法に基づく取引時確認，疑わしい取引の届出等の義務の周知徹底・履行確保，及び違

反事業者に対する是正命令等の実施，（ⅲ）郵便・宅配便等による送金防止を図るため，

運送事業者に対し，分かりやすい注意喚起の積極的な実施についての協力要請，（ⅳ）

代表権を有しない取締役等の登記申請に当たり，その真正に係る実態把握に努め，そ

の結果を踏まえ，登記事項の真正を担保するための所要の措置の要否を含め対応策を

検討することが，関係省庁が講ずべき措置として挙げられている（なお，例として，

                            
234 警視庁犯罪抑止対策本部 公式ツイッター 

 https://twitter.com/MPD_yokushi 
235 産経新聞 2018.2.1 18:08 「平成２９年の都内特殊詐欺認知が１４７８件増 警視庁，被害

防止へ専従チーム」 

 https://www.sankei.com/affairs/news/180201/afr1802010055-n1.html 
236 内閣府 消費者委員会議事録及び資料は内閣府HPで公開されている。  

 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/118/shiryou/index.html 
237 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html 

 

同建議を受けた総務省の取組についは，後記(5)参照。）。 

また，平成27年 8月 28日に，消費者委員会から「電子マネーに関する消費者問題

についての建議」238が提出されており，建議事項 2 として，電子マネーのＩＤを詐取

されることによる被害の防止対策が挙げられている。具体的には，金融庁に対する要

請として，（ⅰ）電子マネー発行業者に対し，各発行業者のウェブサイトや販売時にお

ける注意喚起の表示等並びに被害発生状況のモニタリング及び分析を通じて消費者の

被害の予防及び救済に向けた取組を促すこと，（ⅱ）経済産業省，警察庁，消費者庁と

連携し，電子マネーの販売店において高額又は大量の電子マネーを購入しようとする

消費者に対して，従業員から注意喚起の声かけを行うことなどにより，電子マネーを

詐取しようとする者に支払うことを目的とした電子マネーの購入を未然に防ぐ取組に

ついて協力を要請することが，金融庁が講ずべき措置として挙げられている（なお，

同建議を受けた金融庁の取組についは，後記(5)参照。）。 

さらに，消費者問題における中核的機関としての役割を果たしている独立行政法人

国民生活センターにおいても，ホームページ239上で積極的に注意喚起を行っており，

例えば「『利用した覚えのない請求（架空請求）』が横行しています」などのテーマで

特集を組み，消費者へのアドバイスとともに行政機関等が発表した特殊詐欺関連情報

をまとめて掲載するなどしている240。 

 

(3) 経済産業省の取組 

経済産業省は，ホームページ241において，犯罪収益移転防止法に基づく郵便物受取

事業者，私設私書箱業者に対する規制を紹介し，法令遵守を徹底すべく注意喚起を行

っている。 

 

(4) 自治体の取組 

 

① 条例の制定 

 

ア 都道府県 

 

(ｱ) 熊本県 

平成21年 4月に「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」を制定し，振り込

め詐欺の被害防止に向けた，県，県民及び事業者の責務を明らかにし，特にＡ

ＴＭ利用時の留意事項（携帯電話等を使用しながら操作することを避ける等）

                            
238 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/0818_kengi.html 
239 国民生活センターＨＰ「架空請求」 

 http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/kakuseikyu.html 
240 国民生活センターＨＰ「『利用した覚えのない請求（架空請求）』が横行しています」 

 http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html 
241 経済産業省ＨＰ「郵便物受取サービス業／私設私書箱業」 

 http://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/index.html 
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を明示した。 

 

(ｲ) 岡山県 

平成22年 4月制定の振り込め詐欺被害防止条例を，平成26年には「特殊詐

欺被害防止条例」とした上で，熊本県のようなＡＴＭ利用時の留意事項に加え，

宅配便を利用する際に現金等を運送させないことも留意事項として明示し，被

害防止のために特に功績があった場合には，顕彰を行うことも定めた。 

 

(ｳ) 東京都 

平成15年制定の「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）を平成27

年 9月に改正した。特色的なものとしては，都内において，建物が特殊詐欺の

アジト等に利用されることが多いことに鑑み，「何人も建物を特殊詐欺の用に

供してはならない」とした上で，建物貸付けの際の努力義務を定めた。 

 

イ 市町村 

 

(ｱ) 柏市（千葉県） 

平成28年 4月に，全国の市町村で初めて「振り込め詐欺等被害防止等条例」

を制定した。具体的には，相談窓口の設置と，振り込め詐欺等対策電話機購入

補助金制度を創設した。 

 

(ｲ) 半田市（愛知県） 

平成29年「振り込め詐欺等被害防止に関する条例」を制定した。 

特色的なものとして，いわゆる電子マネーについて，一度に多額のものの発

行等を受けないことの努力義務も定めた。 

 

② 条例の制定以外の取り組み 

 

ア 特殊詐欺撃退機器の無料貸出 

東京都内全区で，特殊詐欺劇待器の無償配布を行っている（例：品川区：900台

配布済み，平成30年度追加で1000台。本年度中に更に板橋，練馬，千代田，葛

飾の4区が導入予定）242。 

また，同様の取組は，鹿児島県，香川県，宇都宮市，泉佐野市（大阪府），山口

市等でも行われている。 

 

 

                            
242 毎日新聞 2018年 7月 7日 08時 30分(最終更新 7月 9日 20時 14分) 「自動通話録音機を

無償配布へ 都内全区」 

 https://mainichi.jp/articles/20180707/k00/00e/040/195000c 

 

イ 特殊詐欺被害防止機能付電話機の購入額の支援 

富士市（静岡県），上田市（長野県），生駒市（奈良県）等では，特殊詐欺被害

防止機能付電話機の購入額の一部(1/2 等，上限有り)を支援する取組を行ってい

る。 

 

(5) その他，官公庁の取組 

・国土交通省 

国土交通省ホームページ243において，平成28年 7月 6日，電話で「宅配便の再配

達を依頼する際に料金が発生するようになり，対応が必要になる」などと騙った詐

欺についての情報提供があったことを報道公表し，注意喚起を行っている。   

・内閣府 

平成29年 3月，特殊詐欺に関する世論調査結果244を公表したほか，特殊詐欺被害

の注意喚起等を目的とした広報活動245を行っている。 

・総務省 

平成 25 年 8 月 6 日に消費者委員会から出された「詐欺的投資勧誘対策について

の建議」を受けて，総務省は，次のような様々な取組を実施している246。 

例えば，平成28年 4月に，主要な電気通信事業者に対して，事業者団体を通じ，

携帯電話不正利用防止法上の貸与契約時の本人確認義務等の徹底を図るよう総務

大臣より要請したり，平成29年 7月に，広く届出電気通信事業者全般に対し，携帯

電話不正利用防止法の概要や本人確認義務の要件等を記述した周知文書を送付す

るなどしている。 

また，平成29年 3月に，電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を対象と

する説明会を全国3箇所（東京・大阪・福岡）で開催したり，平成29年 7月に，広

く届出電気通信事業者全般に対し，犯罪収益移転防止法の概要や法改正のポイント，

取引時本人確認義務の要件や疑わしい取引等を記述した周知文書を送付したりし

ている。 

ほかにも，平成25年 8月 23日付けで日本郵便株式会社に対し，郵便を用いた送

金の防止を図るため，引き続き消費者に対してより一層の分かりやすい注意喚起を

積極的に行うよう要請もしている（当該要請を受けて，同社では，窓口におけるポ

スター掲示，利用者への声掛け，レターパックへの注意喚起文の追加等を実施し

た。）。 

 

                            
243 国土交通省ＨＰ「国土交通省職員を名乗る詐欺にご注意！」 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000074.html 
244 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン「特殊詐欺に関する世論調査」 

 https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-sagi/index.html 
245 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン「特集 家族の約束が，家族を守る。」 

 https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/korei_syohisya/など 
246 「詐欺的投資勧誘対策についての建議」を掲載した内閣府の公式サイト内の同建議に関するペ

ージ（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html）末尾の「主な成

果」の欄参照。 
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を明示した。 

 

(ｲ) 岡山県 

平成22年 4月制定の振り込め詐欺被害防止条例を，平成26年には「特殊詐

欺被害防止条例」とした上で，熊本県のようなＡＴＭ利用時の留意事項に加え，

宅配便を利用する際に現金等を運送させないことも留意事項として明示し，被

害防止のために特に功績があった場合には，顕彰を行うことも定めた。 

 

(ｳ) 東京都 

平成15年制定の「東京都安全安心まちづくり条例」（巻末資料07）を平成27

年 9月に改正した。特色的なものとしては，都内において，建物が特殊詐欺の

アジト等に利用されることが多いことに鑑み，「何人も建物を特殊詐欺の用に

供してはならない」とした上で，建物貸付けの際の努力義務を定めた。 

 

イ 市町村 

 

(ｱ) 柏市（千葉県） 

平成28年 4月に，全国の市町村で初めて「振り込め詐欺等被害防止等条例」

を制定した。具体的には，相談窓口の設置と，振り込め詐欺等対策電話機購入

補助金制度を創設した。 

 

(ｲ) 半田市（愛知県） 

平成29年「振り込め詐欺等被害防止に関する条例」を制定した。 

特色的なものとして，いわゆる電子マネーについて，一度に多額のものの発

行等を受けないことの努力義務も定めた。 

 

② 条例の制定以外の取り組み 

 

ア 特殊詐欺撃退機器の無料貸出 

東京都内全区で，特殊詐欺劇待器の無償配布を行っている（例：品川区：900台

配布済み，平成30年度追加で1000台。本年度中に更に板橋，練馬，千代田，葛

飾の4区が導入予定）242。 

また，同様の取組は，鹿児島県，香川県，宇都宮市，泉佐野市（大阪府），山口

市等でも行われている。 

 

 

                            
242 毎日新聞 2018年 7月 7日 08時 30分(最終更新 7月 9日 20時 14分) 「自動通話録音機を

無償配布へ 都内全区」 

 https://mainichi.jp/articles/20180707/k00/00e/040/195000c 

 

イ 特殊詐欺被害防止機能付電話機の購入額の支援 

富士市（静岡県），上田市（長野県），生駒市（奈良県）等では，特殊詐欺被害

防止機能付電話機の購入額の一部(1/2 等，上限有り)を支援する取組を行ってい

る。 

 

(5) その他，官公庁の取組 

・国土交通省 

国土交通省ホームページ243において，平成28年 7月 6日，電話で「宅配便の再配

達を依頼する際に料金が発生するようになり，対応が必要になる」などと騙った詐

欺についての情報提供があったことを報道公表し，注意喚起を行っている。   

・内閣府 

平成29年 3月，特殊詐欺に関する世論調査結果244を公表したほか，特殊詐欺被害

の注意喚起等を目的とした広報活動245を行っている。 

・総務省 

平成 25 年 8 月 6 日に消費者委員会から出された「詐欺的投資勧誘対策について

の建議」を受けて，総務省は，次のような様々な取組を実施している246。 

例えば，平成28年 4月に，主要な電気通信事業者に対して，事業者団体を通じ，

携帯電話不正利用防止法上の貸与契約時の本人確認義務等の徹底を図るよう総務

大臣より要請したり，平成29年 7月に，広く届出電気通信事業者全般に対し，携帯

電話不正利用防止法の概要や本人確認義務の要件等を記述した周知文書を送付す

るなどしている。 

また，平成29年 3月に，電話受付代行業者及び電話転送サービス事業者を対象と

する説明会を全国3箇所（東京・大阪・福岡）で開催したり，平成29年 7月に，広

く届出電気通信事業者全般に対し，犯罪収益移転防止法の概要や法改正のポイント，

取引時本人確認義務の要件や疑わしい取引等を記述した周知文書を送付したりし

ている。 

ほかにも，平成25年 8月 23日付けで日本郵便株式会社に対し，郵便を用いた送

金の防止を図るため，引き続き消費者に対してより一層の分かりやすい注意喚起を

積極的に行うよう要請もしている（当該要請を受けて，同社では，窓口におけるポ

スター掲示，利用者への声掛け，レターパックへの注意喚起文の追加等を実施し

た。）。 

 

                            
243 国土交通省ＨＰ「国土交通省職員を名乗る詐欺にご注意！」 

 http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000074.html 
244 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン「特殊詐欺に関する世論調査」 

 https://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-sagi/index.html 
245 内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン「特集 家族の約束が，家族を守る。」 

 https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/korei_syohisya/など 
246 「詐欺的投資勧誘対策についての建議」を掲載した内閣府の公式サイト内の同建議に関するペ

ージ（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0806_kengi.html）末尾の「主な成

果」の欄参照。 
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・金融庁 

平成27年 8月 28日に消費者委員会から出された「電子マネーに関する消費者問

題についての建議」を受けて，金融庁は，次のような様々な取組を実施している247。 

例えば，①架空請求等で電子マネーのＩＤが詐取されるなどといった被害が発生

している電子マネー発行業者に対し，ウェブサイト等への注意喚起の表示などの被

害防止策を講ずるよう慫慂したり，②「金融庁事務ガイドライン」について，被害

者の申出等を速やかに受け付ける体制の整備，利用停止の措置を迅速かつ適切に講

ずる態勢整備などの監督上の着眼点を追加する改正を平成 28 年 8 月 4 日に実施し

たり，③監督上の対応の徹底のため，被害者の申出等を速やかに受け付ける体制の

整備，利用停止の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢整備などが適切に行われている

かについて，重点的にモニタリングを実施するとともに，特に被害件数・金額の多

い先に対して，ヒアリングを実施したりしている。 

また，平成 28 年 1 月 6 日に，一般社団法人フランチャイズチェーン協会に対し

て，経済産業省・警察庁・消費者庁との連名により，高額又は大量の電子マネーを

購入しようとする客へコンビニエンスストアの従業員から注意喚起の声かけなど

に取り組むよう要請している。 

 

２ 共助 

 

(1) 金融業界の取組 

一般社団法人全国銀行協会は，その公式サイトで，振り込め詐欺や還付金詐欺など

の金融犯罪の手口と対策を，イラストや動画を交えて紹介して注意喚起を行ってお

り248，銀行によっては，支店の待合室で，顧客向けに，当該サイトで紹介されている

動画を放映しているところもある。また，同協会は，振り込め詐欺防止啓発チラシも

作成しており，各行の店舗で掲出して振り込め詐欺の防止を呼びかけている。 

また，同協会は，平成20年 6月の振り込め詐欺救済法（正式名称は「犯罪利用預金

口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律」）の施行に合わせ，

口座凍結手続等の同法にかかる「事務取扱手続」を制定して会員銀行に通達するとと

もに，同法に基づく被害回復分配金の支払手続について公式サイト内で紹介するなど

しており249，各行は当該事務取扱手続を踏まえて行内態勢を整備し，捜査機関等から

の情報提供を受けて犯罪に利用されている疑いがあると認めるときは速やかに口座の

凍結（口座の解約を含む当該口座への入出金双方の停止）等の措置を実施している250

                            
247 「電子マネーに関する消費者問題についての建議」を掲載した内閣府の公式サイト内の同建議

に関するページ（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/0818_kengi.html）末尾

の「主な成果」の欄参照。 
248 一般社団法人全国銀行協会「金融犯罪の手口」 

 https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/ 
249 一般社団法人全国銀行協会「振り込め詐欺救済法とは」 

https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/rescure/ 
250 平成 23年 11月 15日開催の第3回「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」における資料1

「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」 

 

（なお，同協会が正会員・準会員・特例会員 193 行に実施している「『口座不正利用』

に関するアンケート結果」（平成 30 年 5 月 31 日公表版）251によれば，平成 29 年度に

実施された口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数は合計で4万 4939

件に上り，平成30年 3月末日現在で残存している振り込め詐欺救済法の対象と考えら

れる口座は3万 7603口座（総額18億 5000万円）とのことである。）。 

ほかにも，同協会は，毎年「振り込め詐欺撲滅強化月間」を設定して，大相撲の巡

業（地方巡業で配布されるパンフレットや取組表に振り込め詐欺の被害防止を訴える

広告を掲載したり，来場者に啓発グッズを配布したり，懸賞幕をかけるなど）252や全国

各地の歌謡コンサート253，交通広告254，全国の医療関連施設の待合室に設置された専用

ディスプレイ「Medi Caster」255などを利用した啓発活動，Facebook256やTwitter257での

情報発信等も行っているほか，「金融犯罪の被害防止等に向けた銀行界の取組みと

課題」258と題するレポートを取りまとめ，金融犯罪の抑止及び被害防止に向けた提言

等も行っている。 

次に，日本証券業協会では，株や社債をかたった投資詐欺（実在の証券会社や同協

会の職員を騙った詐欺の手口等）があることから，その被害防止に向けた広報活動計

画を策定しており，全国主要都市での「街頭注意キャンペーン」の実施，警察との連

携強化による注意喚起活動，協会員における注意喚起活動，「株や社債をかたった投資

詐欺」被害防止コールセンターの運営，情報の分析・提供等の諸活動を行っている259。 

また，一般社団法人生命保険協会でも，生命保険会社やその関連会社などの金融機

関を装って，「お金を貸します」といった内容の偽のダイレクトメール・携帯メールな

どを送りつけて，保証金や保険料名目でお金を騙し取る新手の手口があることや，生

                            
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/method_for_property_damege/

study_group/pdf/1115siryou1.pdf 

なお，実際に取引の凍結がなされた口座や被害回復分配金の支払手続等に関する公告は，預金保

険機構の公式サイトで実施されている（http://furikomesagi.dic.go.jp/）。 
251 一般社団法人全国銀行協会「『口座不正利用』に関するアンケート結果」（平成30年 5月 31日

公表版） https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news300531_5.pdf 
252 一般社団法人全国銀行協会「大相撲巡業等における来場者への振り込め詐欺等の被害防止啓発

活動を実施」 https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8999/ 
253 一般社団法人全国銀行協会「全国各地の歌謡コンサートにおける来場者等に対する振り込め詐

欺等の被害防止啓発活動の実施について」 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9838/ 
254 一般社団法人全国銀行協会「交通広告を活用した振り込め詐欺等の被害防止啓発活動の実施に

ついて」 https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8998/ 
255 一般社団法人全国銀行協会「振り込め詐欺等の被害防止啓発活動の追加実施について」 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9062/ 
256 一般社団法人全国銀行協会の公式Facebook（https://www.facebook.com/zenginkyo/） 
257 一般社団法人全国銀行協会の公式Twitter（https://twitter.com/zenginkyo） 
258 一般社団法人全国銀行協会「金融犯罪の被害防止等に向けた銀行界の取組みと課題」

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260328.pdf 

なお，同レポートでは，金融犯罪の種類と具体的な手口や，同協会における犯罪防止・被害抑止

への取組みについても詳しく紹介されている。 
259 「平成 29年度「株や社債をかたった投資詐欺」 

 http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaiken/files/170118shiryou3.pdf 
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・金融庁 

平成27年 8月 28日に消費者委員会から出された「電子マネーに関する消費者問

題についての建議」を受けて，金融庁は，次のような様々な取組を実施している247。 

例えば，①架空請求等で電子マネーのＩＤが詐取されるなどといった被害が発生

している電子マネー発行業者に対し，ウェブサイト等への注意喚起の表示などの被

害防止策を講ずるよう慫慂したり，②「金融庁事務ガイドライン」について，被害

者の申出等を速やかに受け付ける体制の整備，利用停止の措置を迅速かつ適切に講

ずる態勢整備などの監督上の着眼点を追加する改正を平成 28 年 8 月 4 日に実施し

たり，③監督上の対応の徹底のため，被害者の申出等を速やかに受け付ける体制の

整備，利用停止の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢整備などが適切に行われている

かについて，重点的にモニタリングを実施するとともに，特に被害件数・金額の多

い先に対して，ヒアリングを実施したりしている。 

また，平成 28 年 1 月 6 日に，一般社団法人フランチャイズチェーン協会に対し

て，経済産業省・警察庁・消費者庁との連名により，高額又は大量の電子マネーを

購入しようとする客へコンビニエンスストアの従業員から注意喚起の声かけなど

に取り組むよう要請している。 

 

２ 共助 

 

(1) 金融業界の取組 

一般社団法人全国銀行協会は，その公式サイトで，振り込め詐欺や還付金詐欺など

の金融犯罪の手口と対策を，イラストや動画を交えて紹介して注意喚起を行ってお

り248，銀行によっては，支店の待合室で，顧客向けに，当該サイトで紹介されている

動画を放映しているところもある。また，同協会は，振り込め詐欺防止啓発チラシも

作成しており，各行の店舗で掲出して振り込め詐欺の防止を呼びかけている。 

また，同協会は，平成20年 6月の振り込め詐欺救済法（正式名称は「犯罪利用預金

口座等に係る資金による被害回復分配当金の支払等に関する法律」）の施行に合わせ，

口座凍結手続等の同法にかかる「事務取扱手続」を制定して会員銀行に通達するとと

もに，同法に基づく被害回復分配金の支払手続について公式サイト内で紹介するなど

しており249，各行は当該事務取扱手続を踏まえて行内態勢を整備し，捜査機関等から

の情報提供を受けて犯罪に利用されている疑いがあると認めるときは速やかに口座の

凍結（口座の解約を含む当該口座への入出金双方の停止）等の措置を実施している250

                            
247 「電子マネーに関する消費者問題についての建議」を掲載した内閣府の公式サイト内の同建議

に関するページ（http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/0818_kengi.html）末尾

の「主な成果」の欄参照。 
248 一般社団法人全国銀行協会「金融犯罪の手口」 

 https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/ 
249 一般社団法人全国銀行協会「振り込め詐欺救済法とは」 

https://www.zenginkyo.or.jp/hanzai/rescure/ 
250 平成 23年 11月 15日開催の第3回「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」における資料1

「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」 

 

（なお，同協会が正会員・準会員・特例会員 193 行に実施している「『口座不正利用』

に関するアンケート結果」（平成 30 年 5 月 31 日公表版）251によれば，平成 29 年度に

実施された口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数は合計で4万 4939

件に上り，平成30年 3月末日現在で残存している振り込め詐欺救済法の対象と考えら

れる口座は3万 7603口座（総額18億 5000万円）とのことである。）。 

ほかにも，同協会は，毎年「振り込め詐欺撲滅強化月間」を設定して，大相撲の巡

業（地方巡業で配布されるパンフレットや取組表に振り込め詐欺の被害防止を訴える

広告を掲載したり，来場者に啓発グッズを配布したり，懸賞幕をかけるなど）252や全国

各地の歌謡コンサート253，交通広告254，全国の医療関連施設の待合室に設置された専用

ディスプレイ「Medi Caster」255などを利用した啓発活動，Facebook256やTwitter257での

情報発信等も行っているほか，「金融犯罪の被害防止等に向けた銀行界の取組みと

課題」258と題するレポートを取りまとめ，金融犯罪の抑止及び被害防止に向けた提言

等も行っている。 

次に，日本証券業協会では，株や社債をかたった投資詐欺（実在の証券会社や同協

会の職員を騙った詐欺の手口等）があることから，その被害防止に向けた広報活動計

画を策定しており，全国主要都市での「街頭注意キャンペーン」の実施，警察との連

携強化による注意喚起活動，協会員における注意喚起活動，「株や社債をかたった投資

詐欺」被害防止コールセンターの運営，情報の分析・提供等の諸活動を行っている259。 

また，一般社団法人生命保険協会でも，生命保険会社やその関連会社などの金融機

関を装って，「お金を貸します」といった内容の偽のダイレクトメール・携帯メールな

どを送りつけて，保証金や保険料名目でお金を騙し取る新手の手口があることや，生

                            
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/method_for_property_damege/

study_group/pdf/1115siryou1.pdf 

なお，実際に取引の凍結がなされた口座や被害回復分配金の支払手続等に関する公告は，預金保

険機構の公式サイトで実施されている（http://furikomesagi.dic.go.jp/）。 
251 一般社団法人全国銀行協会「『口座不正利用』に関するアンケート結果」（平成30年 5月 31日

公表版） https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news300531_5.pdf 
252 一般社団法人全国銀行協会「大相撲巡業等における来場者への振り込め詐欺等の被害防止啓発

活動を実施」 https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8999/ 
253 一般社団法人全国銀行協会「全国各地の歌謡コンサートにおける来場者等に対する振り込め詐

欺等の被害防止啓発活動の実施について」 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9838/ 
254 一般社団法人全国銀行協会「交通広告を活用した振り込め詐欺等の被害防止啓発活動の実施に

ついて」 https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/8998/ 
255 一般社団法人全国銀行協会「振り込め詐欺等の被害防止啓発活動の追加実施について」 

https://www.zenginkyo.or.jp/news/detail/nid/9062/ 
256 一般社団法人全国銀行協会の公式Facebook（https://www.facebook.com/zenginkyo/） 
257 一般社団法人全国銀行協会の公式Twitter（https://twitter.com/zenginkyo） 
258 一般社団法人全国銀行協会「金融犯罪の被害防止等に向けた銀行界の取組みと課題」

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news260328.pdf 

なお，同レポートでは，金融犯罪の種類と具体的な手口や，同協会における犯罪防止・被害抑止

への取組みについても詳しく紹介されている。 
259 「平成 29年度「株や社債をかたった投資詐欺」 

 http://www.jsda.or.jp/katsudou/kaiken/files/170118shiryou3.pdf 
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命保険を解約して得た現金を騙し取る手口が発生していることから，その公式サイト

において，振り込め詐欺やその他の特殊詐欺などの金融犯罪の概要を示したり，注意

喚起をしたりしている260。また，各都道府県警等と，各地方の協会は，当該地域で働く

営業職員等による訪問活動・声掛けによる特殊詐欺被害防止の未然防止，また，店頭

の来店顧客に対する生命保険の解約などによる特殊詐欺被害防止に向けて，特殊詐欺

防止協定等を締結するなどの対応をしている261。 

日本貸金業協会も，その公式サイトにおいて，「悪質業者の被害にあわないために」

との頁を設けて，実在する業者やその関連会社を装ったり，無登録でありながら貸金

業登録番号の詐称等で悪質な勧誘等が判明した悪質業者を検索できるシステムを提供

するなどして，特殊詐欺に対する注意喚起をしている262。 

 

(2) 宅配便業界の取組 

宅配便が特殊詐欺における現金等の輸送に利用されることがあることから，「標準

宅配便運送約款」（平成2年運輸省告示第576号）では，送り状に記載された物品の品

名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは，荷送人の同意を得て荷物を点検

でき（同約款4条 1項），また，当該点検を拒む（点検に同意しない）場合には，運送

の引受けを拒絶できること（同約款6条 2号）が定められている。 

また，宅配便事業者では，現金や小切手，手形，株券その他の有価証券類の運送の

荷受けを拒絶することができる旨を，個別の約款に盛り込んでいる。 

公益社団法人全日本トラック協会では，宅配便を装った犯罪の防止に向け，宅配便

事業者として可能な取組について検討を行い，宅配便配達時における取組事項（制服・

身分証明書・名札等の着用，社名を名乗ること等）を取りまとめ，公式サイトで公表

している263。また，各都道府県単位のトラック協会でも，広報・啓発活動の一環とし

て，その公式サイトで特殊詐欺に関する警察庁の資料や地元警察の広報紙へのリンク

を掲載して注意を促したり（宮城県トラック協会264），県警と協力して特殊詐欺被害を

減らすための活動を行ったり（広島県トラック協会265 266），行政や地元の金融機関，コ

ンビニエンスストアなどと「特殊詐欺被害防止ネットワーク」を構築し，情報交換や

                            
260 一般社団法人生命保険協会「特殊詐欺（振り込め詐欺等）に十分ご注意ください！」 

 http://www.seiho.or.jp/data/billboard/fraud/ 
261 一般社団法人生命保険協会｢犯罪防止に向けた協定等締結状況一覧｣ 

 http://www.seiho.or.jp/data/billboard/fraud/agreement/ 
262 日本貸金業協会「悪質業者の被害にあわないために」 

 https://www.j-fsa.or.jp/personal/malicious/result.php 
263 公益社団法人全日本トラック協会「宅配便宅配時における取り組み事項について」 

 http://www.jta.or.jp/yuso/takuhai_torikumi/takuhai_torikumi.html 
264 公益社団法人宮城県トラック協会「広報・啓発関係」 

 http://www.miyatokyo.or.jp/kouhou/ 
265 広島県警察・広島県トラック協会「不審な電話に注意！ このような言葉は詐欺！」 

 http://higashihiroshima-bouhan.jp/pdf/t20180215-172016-3.pdf 
266 広島県警察・広島県トラック協会「STOP！ 特殊詐欺被害」 

 http://www.deltaprint.jp/new_track2/pdf/20180410.pdf 

 

水際対策の強化に取り組んだりしている（岡山県トラック協会267）。 

ほかに，宅配便業界では，①大手宅配便事業者間における特殊詐欺事案等の情報の

共有，②従業員等への特殊詐欺事案に関する情報の周知や荷物の引受時の荷物の確認

に関する指導等，③警察等関係機関との連携・情報共有等（犯人側への送付先等特殊

詐欺事案に関する情報等）なども実施している268。 

また，消費者に対する周知・啓発活動としては，①各社のホームページにおける特

殊詐欺事案への注意喚起，②ホームページ及び宅配便の送り状への「現金送金はでき

ない」旨の掲載・表記，③警察等関係機関と連携した消費者に対する広報啓発等も実

施している。 

 

(3) バイク便業界の取組 

特殊詐欺の被害金の回収や運搬にバイク便が悪用されるケースが増えているため，

平成28年 12月 7日，関東近郊のバイク便23社が加盟する「バイク便協同組合」（東

京都中央区）は，バイク便を悪用した被害の防止，速やかな犯人の検挙，特殊詐欺の

撲滅を目指して，「特殊詐欺被害防止等に関する覚書」を警視庁と締結した。 

当該覚書には，①警視庁が特殊詐欺根絶に資する情報を積極的に提供し，バイク便

協同組合が加盟企業（バイク便事業者）にこれを速やかに周知すること，②バイク便

事業者は，特殊詐欺の被害を防止するため，高齢者から路上で荷物を受け取ったり，

荷受けした荷物を私設秘書箱に配送したりしないこと，③バイク便事業者は，荷受先

が高齢者の場合には，荷物が現金でないかどうか確認するなど，特殊詐欺防止のため

に必要な注意喚起を行うこと，など5項目が盛り込まれた。また，「ＳＴＯＰオレオレ

詐欺」と書いた黄色いステッカー500 枚も作り，同組合に加盟する全社のバイクに貼

り付けることになった。 

また，同組合の公式サイトのトップページには，「振り込め詐欺撲滅運動」と題して，

「私達組合員は振り込め詐欺又は振り込め詐欺の疑いがある荷物の配送は致しませ

ん。」とする宣言文書も掲げられている269。 

 

(4) 不動産業界の取組 

 

① 空き家不正使用防止等のための注意喚起 

公益社団法人全日本不動産協会は，その公式サイトで，警視庁から空き部屋を悪

用した特殊詐欺の知らせを受けて，会員向けに，各会員が管理する物件が特殊詐欺

に利用されないよう注意喚起を行っている270。 

                            
267 岡山県「おしらせ 特殊詐欺被害防止ネットワーク担当者会議を開催します」 

 http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/558745_4484497_misc.pdf 
268 国土交通省「宅配便等を悪用した被害金員の送付防止策について」 

 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/118/doc/118_130423_shiryou2.pdf 
269 バイク便協同組合のホームページ http://www.bike-union.com/ 
270 公益社団法人全日本不動産協会「空き部屋詐欺に関するお知らせ」

https://www.zennichi.or.jp/2015/08/18/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E9%83%A8%E5%B1%8B%E8%A9%90%E6
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命保険を解約して得た現金を騙し取る手口が発生していることから，その公式サイト

において，振り込め詐欺やその他の特殊詐欺などの金融犯罪の概要を示したり，注意

喚起をしたりしている260。また，各都道府県警等と，各地方の協会は，当該地域で働く

営業職員等による訪問活動・声掛けによる特殊詐欺被害防止の未然防止，また，店頭

の来店顧客に対する生命保険の解約などによる特殊詐欺被害防止に向けて，特殊詐欺

防止協定等を締結するなどの対応をしている261。 

日本貸金業協会も，その公式サイトにおいて，「悪質業者の被害にあわないために」

との頁を設けて，実在する業者やその関連会社を装ったり，無登録でありながら貸金

業登録番号の詐称等で悪質な勧誘等が判明した悪質業者を検索できるシステムを提供

するなどして，特殊詐欺に対する注意喚起をしている262。 

 

(2) 宅配便業界の取組 

宅配便が特殊詐欺における現金等の輸送に利用されることがあることから，「標準

宅配便運送約款」（平成2年運輸省告示第576号）では，送り状に記載された物品の品

名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは，荷送人の同意を得て荷物を点検

でき（同約款4条 1項），また，当該点検を拒む（点検に同意しない）場合には，運送

の引受けを拒絶できること（同約款6条 2号）が定められている。 

また，宅配便事業者では，現金や小切手，手形，株券その他の有価証券類の運送の

荷受けを拒絶することができる旨を，個別の約款に盛り込んでいる。 

公益社団法人全日本トラック協会では，宅配便を装った犯罪の防止に向け，宅配便

事業者として可能な取組について検討を行い，宅配便配達時における取組事項（制服・

身分証明書・名札等の着用，社名を名乗ること等）を取りまとめ，公式サイトで公表

している263。また，各都道府県単位のトラック協会でも，広報・啓発活動の一環とし

て，その公式サイトで特殊詐欺に関する警察庁の資料や地元警察の広報紙へのリンク

を掲載して注意を促したり（宮城県トラック協会264），県警と協力して特殊詐欺被害を

減らすための活動を行ったり（広島県トラック協会265 266），行政や地元の金融機関，コ

ンビニエンスストアなどと「特殊詐欺被害防止ネットワーク」を構築し，情報交換や

                            
260 一般社団法人生命保険協会「特殊詐欺（振り込め詐欺等）に十分ご注意ください！」 

 http://www.seiho.or.jp/data/billboard/fraud/ 
261 一般社団法人生命保険協会｢犯罪防止に向けた協定等締結状況一覧｣ 

 http://www.seiho.or.jp/data/billboard/fraud/agreement/ 
262 日本貸金業協会「悪質業者の被害にあわないために」 

 https://www.j-fsa.or.jp/personal/malicious/result.php 
263 公益社団法人全日本トラック協会「宅配便宅配時における取り組み事項について」 

 http://www.jta.or.jp/yuso/takuhai_torikumi/takuhai_torikumi.html 
264 公益社団法人宮城県トラック協会「広報・啓発関係」 

 http://www.miyatokyo.or.jp/kouhou/ 
265 広島県警察・広島県トラック協会「不審な電話に注意！ このような言葉は詐欺！」 

 http://higashihiroshima-bouhan.jp/pdf/t20180215-172016-3.pdf 
266 広島県警察・広島県トラック協会「STOP！ 特殊詐欺被害」 

 http://www.deltaprint.jp/new_track2/pdf/20180410.pdf 

 

水際対策の強化に取り組んだりしている（岡山県トラック協会267）。 

ほかに，宅配便業界では，①大手宅配便事業者間における特殊詐欺事案等の情報の

共有，②従業員等への特殊詐欺事案に関する情報の周知や荷物の引受時の荷物の確認

に関する指導等，③警察等関係機関との連携・情報共有等（犯人側への送付先等特殊

詐欺事案に関する情報等）なども実施している268。 

また，消費者に対する周知・啓発活動としては，①各社のホームページにおける特

殊詐欺事案への注意喚起，②ホームページ及び宅配便の送り状への「現金送金はでき

ない」旨の掲載・表記，③警察等関係機関と連携した消費者に対する広報啓発等も実

施している。 

 

(3) バイク便業界の取組 

特殊詐欺の被害金の回収や運搬にバイク便が悪用されるケースが増えているため，

平成28年 12月 7日，関東近郊のバイク便23社が加盟する「バイク便協同組合」（東

京都中央区）は，バイク便を悪用した被害の防止，速やかな犯人の検挙，特殊詐欺の

撲滅を目指して，「特殊詐欺被害防止等に関する覚書」を警視庁と締結した。 

当該覚書には，①警視庁が特殊詐欺根絶に資する情報を積極的に提供し，バイク便

協同組合が加盟企業（バイク便事業者）にこれを速やかに周知すること，②バイク便

事業者は，特殊詐欺の被害を防止するため，高齢者から路上で荷物を受け取ったり，

荷受けした荷物を私設秘書箱に配送したりしないこと，③バイク便事業者は，荷受先

が高齢者の場合には，荷物が現金でないかどうか確認するなど，特殊詐欺防止のため

に必要な注意喚起を行うこと，など5項目が盛り込まれた。また，「ＳＴＯＰオレオレ

詐欺」と書いた黄色いステッカー500 枚も作り，同組合に加盟する全社のバイクに貼

り付けることになった。 

また，同組合の公式サイトのトップページには，「振り込め詐欺撲滅運動」と題して，

「私達組合員は振り込め詐欺又は振り込め詐欺の疑いがある荷物の配送は致しませ

ん。」とする宣言文書も掲げられている269。 

 

(4) 不動産業界の取組 

 

① 空き家不正使用防止等のための注意喚起 

公益社団法人全日本不動産協会は，その公式サイトで，警視庁から空き部屋を悪

用した特殊詐欺の知らせを受けて，会員向けに，各会員が管理する物件が特殊詐欺

に利用されないよう注意喚起を行っている270。 

                            
267 岡山県「おしらせ 特殊詐欺被害防止ネットワーク担当者会議を開催します」 

 http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/558745_4484497_misc.pdf 
268 国土交通省「宅配便等を悪用した被害金員の送付防止策について」 

 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/118/doc/118_130423_shiryou2.pdf 
269 バイク便協同組合のホームページ http://www.bike-union.com/ 
270 公益社団法人全日本不動産協会「空き部屋詐欺に関するお知らせ」

https://www.zennichi.or.jp/2015/08/18/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E9%83%A8%E5%B1%8B%E8%A9%90%E6
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具体的には，空き部屋を悪用した特殊詐欺の手法を紹介した上で，警察からのお

願いとして，①管理する空き部屋の巡回，②適正な鍵の管理（合鍵の作成や勝手な

使用の禁止），③内覧時，開錠する時の内覧者の行動に注意することを要請し，不審

に感じた場合には最寄りの警察署に連絡することなどを促している。 

また，賃貸物件不正使用問題連絡会の資料を公表して，集合住宅の空き室悪用の

実態，特殊詐欺の犯行拠点として狙われやすい物件の特徴，特殊詐欺グループの行

動の特徴，犯行拠点に利用されないための対策などの情報も，会員企業向けに提供

している271。 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会も，警視庁からの注意喚起の協力依頼を

受けて，特殊詐欺事件撲滅のために「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起の

ご協力のお願いについて」を各都道府県のビルメンテナンス協会長等に宛てて発出

し，特殊詐欺の種類や犯行アジトの特徴などを会員企業に周知して，犯罪の抑止や

情報提供に協力するよう求めている272。 

 

② 「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」の締結 

平成27年 5月 19日，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会及び公益社団法人

全日本不動産協会東京都本部は，危険ドラッグなどの危険薬物及び特殊詐欺の根絶

に向けて，東京都及び警視庁と「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」273を締

結した。 

当該協定には，①東京都及び警視庁が，危険薬物及び特殊詐欺に関する情報を協

会に提供すること，②協会及び協会員の不動産会社が危険薬物の販売等又は特殊詐

欺に関する情報を入手した場合は，速やかに警察等へ通報すること，③協会は，協

会員の不動産会社に対する啓発活動を推進することなどが盛り込まれ，連携を強化

して特殊詐欺等の対策に取り組んでいくことが確認された。 

 

③ 「危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供するものではないことに関する表明・

確約書」の公表 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会は，「東京都安全安心まちづくり条例」

（巻末資料07）が改正され，建物を貸付けする者の責務として，確約書等の使用及

び解除特約を契約書に盛り込むこと，これに反して建物が特殊詐欺等に利用された

場合は契約の解除・明渡しを申入れること（努力義務，同条例30条及び33条）が

                            
%AC%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/ 

271 公益社団法人全日本不動産協会「賃貸物件不正使用問題について」

http://www.zennichi.or.jp/2016/12/21/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E7%89%A9%E4%BB%B6%E4%B8%8D%E6%

AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 
272 「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起のご協力のお願いについて」 

 https://www.tokyo-bm.or.jp/dcms_media/other/B17-0021.pdf 
273 協定書そのものではないが，東京都青少年・治安対策本部の公式サイト内では，当該協定の概

要や事業及び包括協定のイメージなどが紹介されている。 

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/chian/anshinanzen/suishin-seibi/kiken-

kyotei/ 

 

盛り込まれたことを踏まえ，平成27年 7月に，会員向けに賃借物件を特殊詐欺等の

用に供しないこと，特殊詐欺等の用に供した場合は無催告解除に応じることなどを

盛り込んだ「危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供するものではないことに関

する表明・確約書」274を公表し，会員企業に積極的な活用を促している。 

 

④ 「特殊詐欺対策ステッカー」の配布 

平成 28 年 8 月に，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会及び公益社団法人全

日本不動産協会東京都本部は，東京都及び警視庁と協力して，特殊詐欺対策のステ

ッカーを作成し，会員企業に配付している。 

当該ステッカーには，「配送厳禁 特殊詐欺対策実施中 東京都 警視庁 (公

社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全日本不動産協会東京都支部」と記載され

ており，各社が管理する不動産の空き室の玄関や郵便ポストに貼付することで，配

送業者に空き室であることを知らせ，当該空き室が特殊詐欺に利用されるのを防止

することが目的である。 

 

(5) 私設私書箱業界の取組 

私設私書箱（郵便物受取サービス）は，実際の住所地を被害者に知られずに郵便物

等を受領することができるため，特殊詐欺の被害品（現金やキャッシュカードなど）

の送付先に悪用される事例が後を絶たず，その危険性が指摘されてきたところである。 

しかし，個別の業者による取組はなされているものの，いまだ業界全体による対策

や取組はなされていないようである。これは，秘匿性が私設私書箱の内在的なセール

スポイントと言えることから，厳格な本人確認等の犯罪防止措置を自主的に講ずれば，

それだけ顧客を失う見込みが高いため，業界全体として特殊詐欺対策に対する積極的

な取組を行うことに対する動機付けがないことが原因の１つと考えられる。 

 

(6) 資金決済業界の取組 

一般社団法人日本資金決済業協会は，その公式ウェブサイトで，「ネット上で使える

プリカ（電子マネー）を悪用した詐欺にご注意」と題して，ネット上で使えるプリペ

イドカード（電子マネー）を悪用した様々な手口，詐欺被害に遭わないための対策，

相談窓口などを紹介して，消費者に対する注意喚起を行っている275。 

また，独立行政法人国民生活センターとも連携して，プリペイドカード（電子マネー）

詐欺撲滅のための啓発活動も行っている。 

日本代理収納サービス協会も，その公式サイトで，「重要なお知らせ」として，偽の

ＥＣサイト（フィッシングサイト）やＳＭＳ，ハガキを利用した架空請求などでコン

ビニエンスストアの支払方法が利用されているとして，注意喚起を行っている276。 

                            
274 http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/img/20150716kakuyaku.pdf 
275 一般社団法人日本資金決済業協会「ネット上で使えるプリカ（電子マネー）を悪用した詐欺に

ご注意」 

 https://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/sagi1.html 
276 日本代理収納サービス協会「【重要なお知らせ】お支払いにご注意ください！」 
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具体的には，空き部屋を悪用した特殊詐欺の手法を紹介した上で，警察からのお

願いとして，①管理する空き部屋の巡回，②適正な鍵の管理（合鍵の作成や勝手な

使用の禁止），③内覧時，開錠する時の内覧者の行動に注意することを要請し，不審

に感じた場合には最寄りの警察署に連絡することなどを促している。 

また，賃貸物件不正使用問題連絡会の資料を公表して，集合住宅の空き室悪用の

実態，特殊詐欺の犯行拠点として狙われやすい物件の特徴，特殊詐欺グループの行

動の特徴，犯行拠点に利用されないための対策などの情報も，会員企業向けに提供

している271。 

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会も，警視庁からの注意喚起の協力依頼を

受けて，特殊詐欺事件撲滅のために「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起の

ご協力のお願いについて」を各都道府県のビルメンテナンス協会長等に宛てて発出

し，特殊詐欺の種類や犯行アジトの特徴などを会員企業に周知して，犯罪の抑止や

情報提供に協力するよう求めている272。 

 

② 「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」の締結 

平成27年 5月 19日，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会及び公益社団法人

全日本不動産協会東京都本部は，危険ドラッグなどの危険薬物及び特殊詐欺の根絶

に向けて，東京都及び警視庁と「危険薬物及び特殊詐欺の根絶に係る協定」273を締

結した。 

当該協定には，①東京都及び警視庁が，危険薬物及び特殊詐欺に関する情報を協

会に提供すること，②協会及び協会員の不動産会社が危険薬物の販売等又は特殊詐

欺に関する情報を入手した場合は，速やかに警察等へ通報すること，③協会は，協

会員の不動産会社に対する啓発活動を推進することなどが盛り込まれ，連携を強化

して特殊詐欺等の対策に取り組んでいくことが確認された。 

 

③ 「危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供するものではないことに関する表明・

確約書」の公表 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会は，「東京都安全安心まちづくり条例」

（巻末資料07）が改正され，建物を貸付けする者の責務として，確約書等の使用及

び解除特約を契約書に盛り込むこと，これに反して建物が特殊詐欺等に利用された

場合は契約の解除・明渡しを申入れること（努力義務，同条例30条及び33条）が

                            
%AC%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/ 

271 公益社団法人全日本不動産協会「賃貸物件不正使用問題について」

http://www.zennichi.or.jp/2016/12/21/%E8%B3%83%E8%B2%B8%E7%89%A9%E4%BB%B6%E4%B8%8D%E6%

AD%A3%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%95%8F%E9%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 
272 「特殊詐欺等の犯行アジトに関する注意喚起のご協力のお願いについて」 

 https://www.tokyo-bm.or.jp/dcms_media/other/B17-0021.pdf 
273 協定書そのものではないが，東京都青少年・治安対策本部の公式サイト内では，当該協定の概

要や事業及び包括協定のイメージなどが紹介されている。 

http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/chian/anshinanzen/suishin-seibi/kiken-

kyotei/ 

 

盛り込まれたことを踏まえ，平成27年 7月に，会員向けに賃借物件を特殊詐欺等の

用に供しないこと，特殊詐欺等の用に供した場合は無催告解除に応じることなどを

盛り込んだ「危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供するものではないことに関

する表明・確約書」274を公表し，会員企業に積極的な活用を促している。 

 

④ 「特殊詐欺対策ステッカー」の配布 

平成 28 年 8 月に，公益社団法人東京都宅地建物取引業協会及び公益社団法人全

日本不動産協会東京都本部は，東京都及び警視庁と協力して，特殊詐欺対策のステ

ッカーを作成し，会員企業に配付している。 

当該ステッカーには，「配送厳禁 特殊詐欺対策実施中 東京都 警視庁 (公

社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)全日本不動産協会東京都支部」と記載され

ており，各社が管理する不動産の空き室の玄関や郵便ポストに貼付することで，配

送業者に空き室であることを知らせ，当該空き室が特殊詐欺に利用されるのを防止

することが目的である。 

 

(5) 私設私書箱業界の取組 

私設私書箱（郵便物受取サービス）は，実際の住所地を被害者に知られずに郵便物

等を受領することができるため，特殊詐欺の被害品（現金やキャッシュカードなど）

の送付先に悪用される事例が後を絶たず，その危険性が指摘されてきたところである。 

しかし，個別の業者による取組はなされているものの，いまだ業界全体による対策

や取組はなされていないようである。これは，秘匿性が私設私書箱の内在的なセール

スポイントと言えることから，厳格な本人確認等の犯罪防止措置を自主的に講ずれば，

それだけ顧客を失う見込みが高いため，業界全体として特殊詐欺対策に対する積極的

な取組を行うことに対する動機付けがないことが原因の１つと考えられる。 

 

(6) 資金決済業界の取組 

一般社団法人日本資金決済業協会は，その公式ウェブサイトで，「ネット上で使える

プリカ（電子マネー）を悪用した詐欺にご注意」と題して，ネット上で使えるプリペ

イドカード（電子マネー）を悪用した様々な手口，詐欺被害に遭わないための対策，

相談窓口などを紹介して，消費者に対する注意喚起を行っている275。 

また，独立行政法人国民生活センターとも連携して，プリペイドカード（電子マネー）

詐欺撲滅のための啓発活動も行っている。 

日本代理収納サービス協会も，その公式サイトで，「重要なお知らせ」として，偽の

ＥＣサイト（フィッシングサイト）やＳＭＳ，ハガキを利用した架空請求などでコン

ビニエンスストアの支払方法が利用されているとして，注意喚起を行っている276。 

                            
274 http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/img/20150716kakuyaku.pdf 
275 一般社団法人日本資金決済業協会「ネット上で使えるプリカ（電子マネー）を悪用した詐欺に

ご注意」 

 https://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/sagi1.html 
276 日本代理収納サービス協会「【重要なお知らせ】お支払いにご注意ください！」 
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(7) コンビニ業界の取組 

電子マネー（プリペイドカード）や収納代行が特殊詐欺に利用されているため，コ

ンビニにおける水際対策も重要である。 

そこで，例えば，岡山県内でコンビニ店を展開する 5 社が平成 30 年 2 月に設けた

「岡山県コンビニエンスストア防犯協議会」は，平成30年 4月 11日に総会を開き，

インターネット通販の支払いなどに利用できるマルチメディア端末の「収納代行サー

ビス」を悪用した詐欺の対策などを話し合い，①店頭での啓発グッズの配布，②高額

な電子マネー購入客への声掛けの徹底，③店員への防犯情報の提供などを申し合わせ

るなどしている277。 

また，先払い型の電子マネーや宅配便を悪用した特殊詐欺の被害を防止するために，

兵庫県下のコンビニ7社でつくる「兵庫県コンビニエンスストア防犯協議会」は，県

警と協力してチェックシートを作成し，電子マネーの購入や配達の手続にレジを訪れ

た客に対して，店員が当該チェックシートを提示する取組も行っている278。 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会では，コンビニエンスストアの社会

的責任の一環として「安全・安心なまちづくり」等に取り組む自主的な活動である「セ

ーフステーション（ＳＳ）活動」を実施しており，警察と協力して，若い男性が有料

ウェブサイトの利用費支払いで電子マネーを購入しようとしたり，高齢者が医療費の

払い戻しのために現金自動受払機（ＡＴＭ）に振り込もうとしたりする場面などを想

定した訓練を実施し，特殊詐欺を防ぐための声かけの方法を学ぶなどしている279 280。

また，上記SS活動に関する公式サイト「ＳＳ広場」では，各コンビニエンスストアに

おける具体的な特殊詐欺被害の未然防止対応事例も紹介している281。 

なお，同協会は，消費者利益の保護（安全性）の確保と利便性の向上を図るととも

に，公共の利益に反する利用を排除し，業界の健全な成長・発展を促進することを目

的として，収納代行事業者とともに，平成 22 年 9 月に「日本代理収納サービス協会」282

を設立し，その活動の一環として，特殊詐欺に対する注意喚起等を行っている。 

また，コンビニ各社では，各都道府県警察からの協力要請を受けて，高額の支払い

の申し出等があった際の被害防止の声掛けや，注意喚起のチラシを掲出するなどの対

策を行っている。 

                            
 https://dairisyuno.org/info/03 
277 山陽新聞 2018年 04月 11日 20時 01分「岡山県コンビニ防犯協が初の総会 強盗・特殊詐欺

防止へ体制協議」（http://www.sanyonews.jp/article/697879/1/） 
278 神戸新聞NEXT 2017年 1月 20日 18時 30分「コンビニ防げで特殊詐欺 兵庫県内全店にチェ

ックシート（https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201701/0009846769.shtml） 
279 毎日新聞2017年 6月 9日（地方版）「特殊詐欺防止  コンビニで訓練 長野・大手４社合同／

長野」（https://mainichi.jp/articles/20170609/ddl/k20/040/058000c） 
280 日本フランチャイズチェーン協会（SS広場）「埼玉県警察本部とのチェーンの垣根を越えた合

同防犯訓練を実施（2018年 2月）」 

 http://ss.jfa-fc.or.jp/article/article_944.html など 
281 日本フランチャイズチェーン協会（SS広場）「対応事例」 

 http://ss.jfa-fc.or.jp/lcategory1/jirei/page1.html 
282 日本代理収納サービス協会（https://dairisyuno.org/） 

 

(8) 警備業協会の取組 

現金自動預払機（ＡＴＭ）の現金補充や住宅の防犯システム関連の作業に当たる東

京都内の警備業者によって組織される一般社団法人東京都警備業協会は，安全・安心

なまちづくりへの取組の一環として，その公式サイトに「振り込め詐欺 被害にあわな

いための3ポイント」を掲載するとともに，警視庁の関連サイトを紹介して，特殊詐

欺に関する注意喚起を行っている283。 

また，同協会は，警備員により特殊詐欺被害防止に協力するため，平成30年 6月 1

日，警視庁と連携強化協定を締結した。都内で，ＡＴＭ周辺で携帯を持った高齢者に

声を掛けるなどして警備員が特殊詐欺被害を防いだ事例が，平成29年に18件，平成

30 年に入ってから 13 件あり，こうした実績を踏まえて，同協定では，業務中の声掛

け，不審な人物を見かけた場合の警視庁への情報提供など，8 項目で連携を強化し，

特殊詐欺被害の更なる防止に向けて積極的に取り組んで行くとのことである284。 

 

３ 自助 

 

(1) 各金融機関の取組 

 

① ＡＴＭ限度額を0又は僅少にし，利用者を窓口に誘導 

前述したとおり，振り込め詐欺や還付金詐欺では，被害者を金融機関のＡＴＭに

誘導し，操作させ，当該ＡＴＭから指定した口座に振り込ませる手口が存在してい

る。そのため，各金融機関は被害を防止ないし万一被害に遭った場合の被害額を軽

減するための対応として，利用者の年齢や過去のＡＴＭ利用状況等を踏まえて，Ａ

ＴＭの利用限度額に制限を設け，また利用者に対して，普段の利用額に合わせて利

用限度額を見直すことを推奨している285。例えば，株式会社みなと銀行では，満 70

歳以上でかつ，過去 3 年以上，同行のキャッシュカードを使ったＡＴＭ振込の利用

がない個人の利用者を対象として，同行のキャッシュカードによるＡＴＭ振込の利

用を停止している286。また，株式会社京葉銀行では，75 歳以上の利用者により，同

行以外のＡＴＭ利用時の引き出し限度額を20万円に引き下げている287。利用者が利

                            
283 東京都警備業協会「防犯・防災のココがポイント！ 振り込め詐欺 被害にあわないための３

ポイント」 

 http://www.toukeikyo.or.jp/safeliving/furikome.html 
284 産経ニュース 平成 30年 6月 2日「警備員の『目』で詐欺防げ 警視庁と協会，連携協定」 

 https://www.sankei.com/region/news/180602/rgn1806020064-n1.html 
285 株式会社みずほ銀行「大切なご預金を守るために（振り込め詐欺，キャッシュカード偽造・盗

難編）」（https://www.mizuhobank.co.jp/crime/cashcard/index.html） 
286 株式会社みなと銀行 平成 29年 6月付け「特殊詐欺被害の未然防止のためのＡＴＭ（キャッ

シュカード）お振込の一部利用制限について」

（http://www.minatobk.co.jp/important/pdf/special-fraud170705.pdf） 
287 平成 29年 12月 8日付け「キャッシュカードによるＡＴＭ振込の一部制限および1日あたりの

ＡＴＭ引き出し限度額の引き下げについて」－株式会社京葉銀行 

（http://keiyobank.co.jp/news/2017/20171208140955.html） 
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「岡山県コンビニエンスストア防犯協議会」は，平成30年 4月 11日に総会を開き，
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な電子マネー購入客への声掛けの徹底，③店員への防犯情報の提供などを申し合わせ

るなどしている277。 

また，先払い型の電子マネーや宅配便を悪用した特殊詐欺の被害を防止するために，

兵庫県下のコンビニ7社でつくる「兵庫県コンビニエンスストア防犯協議会」は，県

警と協力してチェックシートを作成し，電子マネーの購入や配達の手続にレジを訪れ

た客に対して，店員が当該チェックシートを提示する取組も行っている278。 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会では，コンビニエンスストアの社会

的責任の一環として「安全・安心なまちづくり」等に取り組む自主的な活動である「セ

ーフステーション（ＳＳ）活動」を実施しており，警察と協力して，若い男性が有料

ウェブサイトの利用費支払いで電子マネーを購入しようとしたり，高齢者が医療費の

払い戻しのために現金自動受払機（ＡＴＭ）に振り込もうとしたりする場面などを想

定した訓練を実施し，特殊詐欺を防ぐための声かけの方法を学ぶなどしている279 280。

また，上記SS活動に関する公式サイト「ＳＳ広場」では，各コンビニエンスストアに

おける具体的な特殊詐欺被害の未然防止対応事例も紹介している281。 

なお，同協会は，消費者利益の保護（安全性）の確保と利便性の向上を図るととも

に，公共の利益に反する利用を排除し，業界の健全な成長・発展を促進することを目

的として，収納代行事業者とともに，平成 22 年 9 月に「日本代理収納サービス協会」282

を設立し，その活動の一環として，特殊詐欺に対する注意喚起等を行っている。 

また，コンビニ各社では，各都道府県警察からの協力要請を受けて，高額の支払い

の申し出等があった際の被害防止の声掛けや，注意喚起のチラシを掲出するなどの対

策を行っている。 

                            
 https://dairisyuno.org/info/03 
277 山陽新聞 2018年 04月 11日 20時 01分「岡山県コンビニ防犯協が初の総会 強盗・特殊詐欺

防止へ体制協議」（http://www.sanyonews.jp/article/697879/1/） 
278 神戸新聞NEXT 2017年 1月 20日 18時 30分「コンビニ防げで特殊詐欺 兵庫県内全店にチェ

ックシート（https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201701/0009846769.shtml） 
279 毎日新聞2017年 6月 9日（地方版）「特殊詐欺防止  コンビニで訓練 長野・大手４社合同／

長野」（https://mainichi.jp/articles/20170609/ddl/k20/040/058000c） 
280 日本フランチャイズチェーン協会（SS広場）「埼玉県警察本部とのチェーンの垣根を越えた合

同防犯訓練を実施（2018年 2月）」 

 http://ss.jfa-fc.or.jp/article/article_944.html など 
281 日本フランチャイズチェーン協会（SS広場）「対応事例」 

 http://ss.jfa-fc.or.jp/lcategory1/jirei/page1.html 
282 日本代理収納サービス協会（https://dairisyuno.org/） 
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現金自動預払機（ＡＴＭ）の現金補充や住宅の防犯システム関連の作業に当たる東

京都内の警備業者によって組織される一般社団法人東京都警備業協会は，安全・安心
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いための3ポイント」を掲載するとともに，警視庁の関連サイトを紹介して，特殊詐

欺に関する注意喚起を行っている283。 

また，同協会は，警備員により特殊詐欺被害防止に協力するため，平成30年 6月 1

日，警視庁と連携強化協定を締結した。都内で，ＡＴＭ周辺で携帯を持った高齢者に

声を掛けるなどして警備員が特殊詐欺被害を防いだ事例が，平成29年に18件，平成

30 年に入ってから 13 件あり，こうした実績を踏まえて，同協定では，業務中の声掛

け，不審な人物を見かけた場合の警視庁への情報提供など，8 項目で連携を強化し，

特殊詐欺被害の更なる防止に向けて積極的に取り組んで行くとのことである284。 

 

３ 自助 

 

(1) 各金融機関の取組 

 

① ＡＴＭ限度額を0又は僅少にし，利用者を窓口に誘導 

前述したとおり，振り込め詐欺や還付金詐欺では，被害者を金融機関のＡＴＭに

誘導し，操作させ，当該ＡＴＭから指定した口座に振り込ませる手口が存在してい

る。そのため，各金融機関は被害を防止ないし万一被害に遭った場合の被害額を軽

減するための対応として，利用者の年齢や過去のＡＴＭ利用状況等を踏まえて，Ａ

ＴＭの利用限度額に制限を設け，また利用者に対して，普段の利用額に合わせて利

用限度額を見直すことを推奨している285。例えば，株式会社みなと銀行では，満 70

歳以上でかつ，過去 3 年以上，同行のキャッシュカードを使ったＡＴＭ振込の利用

がない個人の利用者を対象として，同行のキャッシュカードによるＡＴＭ振込の利

用を停止している286。また，株式会社京葉銀行では，75 歳以上の利用者により，同

行以外のＡＴＭ利用時の引き出し限度額を20万円に引き下げている287。利用者が利

                            
283 東京都警備業協会「防犯・防災のココがポイント！ 振り込め詐欺 被害にあわないための３

ポイント」 

 http://www.toukeikyo.or.jp/safeliving/furikome.html 
284 産経ニュース 平成 30年 6月 2日「警備員の『目』で詐欺防げ 警視庁と協会，連携協定」 

 https://www.sankei.com/region/news/180602/rgn1806020064-n1.html 
285 株式会社みずほ銀行「大切なご預金を守るために（振り込め詐欺，キャッシュカード偽造・盗

難編）」（https://www.mizuhobank.co.jp/crime/cashcard/index.html） 
286 株式会社みなと銀行 平成 29年 6月付け「特殊詐欺被害の未然防止のためのＡＴＭ（キャッ

シュカード）お振込の一部利用制限について」

（http://www.minatobk.co.jp/important/pdf/special-fraud170705.pdf） 
287 平成 29年 12月 8日付け「キャッシュカードによるＡＴＭ振込の一部制限および1日あたりの

ＡＴＭ引き出し限度額の引き下げについて」－株式会社京葉銀行 

（http://keiyobank.co.jp/news/2017/20171208140955.html） 
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用限度額を超える取引を希望する場合には，窓口に誘導して利用限度額設定の一時

解除や窓口において直接手続を行う必要があるため，その際に，窓口担当者は利用

者の様子を直接確認することができ，また後述する声掛けや利用目的等を確認する

等の対応が可能となる。 

 

② 職員による声かけ 

各金融機関では，窓口での取引やＡＴＭコーナーにおいて，「振り込め詐欺」被害

を注意喚起する声掛けを実施し288 289，また大口の預金の解約に来た利用者，急いで

現金を払い戻したい利用者や携帯電話で話をしながらＡＴＭを操作している利用者

等，振り込め詐欺の被害に遭っているおそれがあると思われる利用者に対し，注意

喚起をした上で，利用目的等を確認する等の方法により，振り込め詐欺を未然に防

止している290。 

 

③ アンケートの実施 

利用者が金融機関の職員から，出金や送金の理由を口頭で尋ねられたとしても，

本来であれば回答する必要のないことについて，また誰が周りで聞いているか分か

らない状況で，回答することに抵抗を感じる場合がある。そこで，株式会社みずほ

銀行や大光銀行等では，多額の現金の引き出しや振込みがされる場合に，振り込め

詐欺等の被害防止の目的を明示した上で，資金用途や不審な言動の有無等を確認す

るため，チェック方式等で回答してもらうアンケート用紙を窓口で示し，回答して

もらうという取組を実施している291 292。 

これにより，金融機関側は，振り込め詐欺等が疑われる事情を把握することがで

き，また利用者もアンケートに回答する中で，自身が振り込め詐欺等に遭っている

ことに気付く契機となる。 

 

④ 無人ＡＴＭ対策 

前述したとおり，ＡＴＭを利用した振り込め詐欺や還付金詐欺は，無人ＡＴＭか

ら振り込ませる割合が圧倒的多数を占めている。そして，その際には，携帯電話で

指示・誘導されながら出金や送金を行うケースがある。そのため，金融機関は，携

帯電話での指示・誘導による振り込め詐欺や還付金詐欺を未然に防止するため，Ａ

                            
288 毎日新聞「振り込め詐欺 水際で防げ・・・銀行窓口，声かけ効果的」（2016年 2月 

1日）（https://mainichi.jp/articles/20160201/k00/00e/040/153000c） 
289 株式会社京都銀行 平成 29年 9月 21日付け「京都府県警より，特殊さ義被害未然防止で宇治

支店，綾部支店に感謝状が授与されます！」 

（https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20170921_1539.pdf） 
290 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
291 毎日新聞「振り込め詐欺 水際で防げ・・・銀行窓口，声かけ効果的」（2016年 2月 1日）

（https://mainichi.jp/articles/20160201/k00/00e/040/153000c） 
292 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 

 

ＴＭコーナーでの携帯電話の通話自粛を呼びかけ，その使用を禁止している。また，

携帯電話の使用が確認された場合には，職員による声掛けを行っている。 

さらに，みずほ銀行や三井住友信託銀行では，ＡＴＭ前に「振り込め詐欺に注意」

等の注意喚起のためのポスターを掲示し，高崎信用金庫では，ＡＴＭのトップ画面

や振込・出入金等取引の画面に，「振り込め詐欺」，「架空請求」等の文字を表示し，

該当しないことを確認させたりすることで，注意喚起を行っている293。 

 

⑤ 「振り込め詐欺防止システム」，音声案内 

声掛け等の方法は，顧客と直接相対することができる金融機関では有効な手段で

あるが，直接声掛けができないインターネットバンキングにおいても，振り込め詐

欺を防止するための手段が必要となる。ジャパンネット銀行は，平成 25 年度から，

口座の名義人の職業や住所，取引内容を元に不自然な取引を検知できる独自のシス

テムを運用しており，同システムにより不自然な取引を検知した場合には，送金先

の口座を凍結し，払い戻しがなされることを防いでいる294。 

店舗外のＡＴＭコーナーに設置されることが多いようであるが，山陰合同銀行で

は，振り込め詐欺対策のため，ＡＴＭ上部に専用カメラを設置し，このカメラによ

り，利用者がＡＴＭの操作時に携帯電話の使用，サングラスとマスクやフルフェイ

スヘルメットを着用している画像を感知した場合には，カメラ内部の音声装置から，

利用者に対して警告を発する，「振り込め詐欺防止システム」を導入している295。 

また，振り込め詐欺対策のために，銀行のＡＴＭコーナーに設置する音声で呼び

かけ，振り込め詐欺への注意喚起を行う「振り込め詐欺対策ボイスポリス」等の商

品を導入している金融機関もある296。なお，ボイスポリスは，高さ１６９センチ，幅

５８センチ，奥行き３５センチの実在する警察官をモデルにした写真を拡大して作

製した段ボール製であり，１・５メートルほどの距離に近づくとセンサーが人を感

知し「携帯電話を使いながらＡＴＭ操作をしないでください」「それは詐欺です」な

どと，スピーカーからの音声で注意を促す仕組みである。 

 

⑥ 注意喚起チラシ 

京都銀行や八十二銀行では，振り込め詐欺や還付金詐欺等の被害を防止するため，

利用者に対して注意喚起する内容のチラシを作成し，店頭やロビーで配布すること

                            
293 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
294 産経ニュース「独自システムで特殊詐欺被害防止 ネット銀に京都府警が感謝状」 

ジャパンネット銀行 

（https://www.sankei.com/region/news/150115/rgn1501150058-n1.html） 
295 山陰合同銀行ＨＰ「振り込め詐欺にご注意！」 

（http://www.gogin.co.jp/www/contents/1000000238000/index.html） 
296 産経ニュース 2017年 4月 27日付け「新潟県警，特殊詐欺防止に対策グッズ ボイスポリ

ス，電話撃退装置など続々導入」 

（http://www.sankei.com/region/news/170427/rgn1704270071-n1.htm） 
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用限度額を超える取引を希望する場合には，窓口に誘導して利用限度額設定の一時

解除や窓口において直接手続を行う必要があるため，その際に，窓口担当者は利用

者の様子を直接確認することができ，また後述する声掛けや利用目的等を確認する

等の対応が可能となる。 

 

② 職員による声かけ 

各金融機関では，窓口での取引やＡＴＭコーナーにおいて，「振り込め詐欺」被害

を注意喚起する声掛けを実施し288 289，また大口の預金の解約に来た利用者，急いで

現金を払い戻したい利用者や携帯電話で話をしながらＡＴＭを操作している利用者

等，振り込め詐欺の被害に遭っているおそれがあると思われる利用者に対し，注意

喚起をした上で，利用目的等を確認する等の方法により，振り込め詐欺を未然に防

止している290。 

 

③ アンケートの実施 

利用者が金融機関の職員から，出金や送金の理由を口頭で尋ねられたとしても，

本来であれば回答する必要のないことについて，また誰が周りで聞いているか分か

らない状況で，回答することに抵抗を感じる場合がある。そこで，株式会社みずほ

銀行や大光銀行等では，多額の現金の引き出しや振込みがされる場合に，振り込め

詐欺等の被害防止の目的を明示した上で，資金用途や不審な言動の有無等を確認す

るため，チェック方式等で回答してもらうアンケート用紙を窓口で示し，回答して

もらうという取組を実施している291 292。 

これにより，金融機関側は，振り込め詐欺等が疑われる事情を把握することがで

き，また利用者もアンケートに回答する中で，自身が振り込め詐欺等に遭っている

ことに気付く契機となる。 

 

④ 無人ＡＴＭ対策 

前述したとおり，ＡＴＭを利用した振り込め詐欺や還付金詐欺は，無人ＡＴＭか

ら振り込ませる割合が圧倒的多数を占めている。そして，その際には，携帯電話で

指示・誘導されながら出金や送金を行うケースがある。そのため，金融機関は，携

帯電話での指示・誘導による振り込め詐欺や還付金詐欺を未然に防止するため，Ａ

                            
288 毎日新聞「振り込め詐欺 水際で防げ・・・銀行窓口，声かけ効果的」（2016年 2月 

1日）（https://mainichi.jp/articles/20160201/k00/00e/040/153000c） 
289 株式会社京都銀行 平成 29年 9月 21日付け「京都府県警より，特殊さ義被害未然防止で宇治

支店，綾部支店に感謝状が授与されます！」 

（https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20170921_1539.pdf） 
290 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
291 毎日新聞「振り込め詐欺 水際で防げ・・・銀行窓口，声かけ効果的」（2016年 2月 1日）

（https://mainichi.jp/articles/20160201/k00/00e/040/153000c） 
292 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 

 

ＴＭコーナーでの携帯電話の通話自粛を呼びかけ，その使用を禁止している。また，

携帯電話の使用が確認された場合には，職員による声掛けを行っている。 

さらに，みずほ銀行や三井住友信託銀行では，ＡＴＭ前に「振り込め詐欺に注意」

等の注意喚起のためのポスターを掲示し，高崎信用金庫では，ＡＴＭのトップ画面

や振込・出入金等取引の画面に，「振り込め詐欺」，「架空請求」等の文字を表示し，

該当しないことを確認させたりすることで，注意喚起を行っている293。 

 

⑤ 「振り込め詐欺防止システム」，音声案内 

声掛け等の方法は，顧客と直接相対することができる金融機関では有効な手段で

あるが，直接声掛けができないインターネットバンキングにおいても，振り込め詐

欺を防止するための手段が必要となる。ジャパンネット銀行は，平成 25 年度から，

口座の名義人の職業や住所，取引内容を元に不自然な取引を検知できる独自のシス

テムを運用しており，同システムにより不自然な取引を検知した場合には，送金先

の口座を凍結し，払い戻しがなされることを防いでいる294。 

店舗外のＡＴＭコーナーに設置されることが多いようであるが，山陰合同銀行で

は，振り込め詐欺対策のため，ＡＴＭ上部に専用カメラを設置し，このカメラによ

り，利用者がＡＴＭの操作時に携帯電話の使用，サングラスとマスクやフルフェイ

スヘルメットを着用している画像を感知した場合には，カメラ内部の音声装置から，

利用者に対して警告を発する，「振り込め詐欺防止システム」を導入している295。 

また，振り込め詐欺対策のために，銀行のＡＴＭコーナーに設置する音声で呼び

かけ，振り込め詐欺への注意喚起を行う「振り込め詐欺対策ボイスポリス」等の商

品を導入している金融機関もある296。なお，ボイスポリスは，高さ１６９センチ，幅

５８センチ，奥行き３５センチの実在する警察官をモデルにした写真を拡大して作

製した段ボール製であり，１・５メートルほどの距離に近づくとセンサーが人を感

知し「携帯電話を使いながらＡＴＭ操作をしないでください」「それは詐欺です」な

どと，スピーカーからの音声で注意を促す仕組みである。 

 

⑥ 注意喚起チラシ 

京都銀行や八十二銀行では，振り込め詐欺や還付金詐欺等の被害を防止するため，

利用者に対して注意喚起する内容のチラシを作成し，店頭やロビーで配布すること

                            
293 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
294 産経ニュース「独自システムで特殊詐欺被害防止 ネット銀に京都府警が感謝状」 

ジャパンネット銀行 

（https://www.sankei.com/region/news/150115/rgn1501150058-n1.html） 
295 山陰合同銀行ＨＰ「振り込め詐欺にご注意！」 

（http://www.gogin.co.jp/www/contents/1000000238000/index.html） 
296 産経ニュース 2017年 4月 27日付け「新潟県警，特殊詐欺防止に対策グッズ ボイスポリ

ス，電話撃退装置など続々導入」 

（http://www.sankei.com/region/news/170427/rgn1704270071-n1.htm） 
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により，利用者に対して注意喚起を図っている297 298。なお，チラシのほかにも，預

金通帳ケース，現金封筒裏面，ポケットティッシュ，トイレットペーパー等へ特殊

詐欺注意喚起情報を印刷し，配布する等，金融機関ごとに注意喚起を行う媒体は様々

である299。 

 

⑦ 異常取引・不正口座検知システムの導入 

住信ＳＢＩネット銀行や株式会社百五銀行では，コンピュータによって，口座の

入出金状況をリアルタイムで監視し，通常の取引ではあり得ない取引を検知する「異

常取引・不正口座検知システム」を導入し，同システムが異常取引・不正口座であ

ると検知した預貯金口座について，調査の上で必要に応じて凍結（取引停止）措置

を講じている300 301。 

 

(2) 宅配業者の取組 

 

① 各都道府県や警察との連携，協定の締結 

ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社，ヤマトダイアログ＆メディ

ア株式会社，ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社（以下「ヤマト３社」という。）

は，神奈川県警察本部及び神奈川県との間で「地域安全に関する協定」を締結し，

それぞれが有する情報や人的資源を有効活用し，連携して特殊詐欺被害などの未然

防止のための活動に取り組んでいる302 303。そして，宅配業者は，荷物受付時の利用

者の言動や様子や送付先等の確認を徹底し，不審な場合は警察へ通報を行う。 

また，被害事案については社内報やメール等で周知し，利用者と接する機会の多

い宅配業者同士での情報共有を徹底している。 

 

② 顧客への声掛け 

ヤマト運輸株式会社，佐川急便や南東西濃運輸株式会社は，宅急便の配達依頼に

                            
297 京都銀行 平成 29年 9月 21日付け「京都府県警より，特殊詐欺被害未然防止で宇治支店，綾

部支店に感謝状が授与されます！」

（https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20170921_1539.pdf） 
298 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
299 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
300 住信 SBIネット銀行 平成 21年 7月 7日付け「「不正利用検知システム」の導入のお知らせ」

（https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_news_20090707） 
301 株式会社百五銀行 平成 20年 8月 1日付け「異常取引・不正取引口座検知システムの導入に

ついて」（https://www.hyakugo.co.jp/news/img/080801-1news.PDF 
302 PRTIMES「神奈川県警察・神奈川県・ヤマトグループ3社が「安全で安心なまち かながわ」の

実現に向け「地域安全に関する協定」を締結」 

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000014314.html） 
303 佐川急便 「【佐川急便】大阪府と佐川急便が「包括連携協定」を締結（2016/08/12）」 

（http://www2.sagawa-exp.co.jp/newsrelease/detail/2016/0812_1137.html） 

 

来た顧客に対し，必要に応じ，小包や宅配便では現金を送れないことについての注

意喚起や，中身の品名の確認を行っている304。 

 

③ 宅配便送付状に特殊詐欺の注意喚起文を記載  

ヤマト３社は，「振り込め詐欺」「現金送れ詐欺」への注意喚起をする専用送り状

を作成し，営業所に設置し，県が作成した「振り込め詐欺被害防止」「消費者被害防

止」のポスターを宅配業者の営業所へ掲示している305。その他，ヤマト運輸株式会社

はひったくりや振り込め詐欺の被害防止に向けて，オリジナル広報チラシを制作し，

配布する等の取組を行っている306。 

 

(3) 不動産業者の取組 

 

① 大京グループによる「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」の受嘱 

振り込め詐欺被害防止アドバイザーとは，地域の振り込め詐欺被害を防止するた

めに，警視庁副総監から委嘱されている地域ボランティアを指す。地域をよく知る

住民，防犯協会員，地域の金融機関に勤務している者等で振り込め詐欺についての

知識を持ち，警察と協力し振り込め詐欺被害防止のための活動をしている307。 

大京グループによるマンション管理事業を手掛ける株式会社大京アステージは，

振り込め詐欺の被害防止に協力するため，東京都内でマンション管理を受託する全

物件に勤務する管理員及び本社社員ら約 2100 名が，警視庁から，「振り込め詐欺被

害防止アドバイザー」を受嘱した。具体的には，警視庁から振り込め詐欺などの被

害状況とアドバイザーの役割に関する研修を受けた後，担当するマンションで居住

者への声掛け，情報提供，注意喚起などの啓発活動を行っている308。 

 

② 株式会社東急コミュニティーによる「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」の受

嘱 

また，総合不動産管理会社である株式会社東急コミュニティーも同様に，高齢者

を狙った振り込め詐欺の被害防止のため，警視庁と連携し東京都内で管理受託する

マンション管理員を「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」とする取組を開始して

                            
304 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
305 PRTIMES 「神奈川県警察・神奈川県・ヤマトグループ3社が「安全で安心なまち かながわ」

の実現に向け「地域安全に関する協定」を締結」 

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000014314.html） 
306 大阪府警察 「ひったくり・振り込め詐欺の被害防止に向けてオリジナル広報チラシを配布」 

（https://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/anzen/csr/k_yamato_1.html） 
307 警視庁 2018年 4月 6日「こんな電話は振り込め詐欺」 

（http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/phone/koreisagi.html） 
308 大京グループ 2016年 10月 5日付け「News Release」」 

（http://www.daikyo.co.jp/dev/files/20161005.pdf） 



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－169－

 

により，利用者に対して注意喚起を図っている297 298。なお，チラシのほかにも，預

金通帳ケース，現金封筒裏面，ポケットティッシュ，トイレットペーパー等へ特殊

詐欺注意喚起情報を印刷し，配布する等，金融機関ごとに注意喚起を行う媒体は様々

である299。 

 

⑦ 異常取引・不正口座検知システムの導入 

住信ＳＢＩネット銀行や株式会社百五銀行では，コンピュータによって，口座の

入出金状況をリアルタイムで監視し，通常の取引ではあり得ない取引を検知する「異

常取引・不正口座検知システム」を導入し，同システムが異常取引・不正口座であ

ると検知した預貯金口座について，調査の上で必要に応じて凍結（取引停止）措置

を講じている300 301。 

 

(2) 宅配業者の取組 

 

① 各都道府県や警察との連携，協定の締結 

ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社，ヤマトダイアログ＆メディ

ア株式会社，ヤマト・スタッフ・サプライ株式会社（以下「ヤマト３社」という。）

は，神奈川県警察本部及び神奈川県との間で「地域安全に関する協定」を締結し，

それぞれが有する情報や人的資源を有効活用し，連携して特殊詐欺被害などの未然

防止のための活動に取り組んでいる302 303。そして，宅配業者は，荷物受付時の利用

者の言動や様子や送付先等の確認を徹底し，不審な場合は警察へ通報を行う。 

また，被害事案については社内報やメール等で周知し，利用者と接する機会の多

い宅配業者同士での情報共有を徹底している。 

 

② 顧客への声掛け 

ヤマト運輸株式会社，佐川急便や南東西濃運輸株式会社は，宅急便の配達依頼に

                            
297 京都銀行 平成 29年 9月 21日付け「京都府県警より，特殊詐欺被害未然防止で宇治支店，綾

部支店に感謝状が授与されます！」

（https://www.kyotobank.co.jp/news/data/20170921_1539.pdf） 
298 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
299 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
300 住信 SBIネット銀行 平成 21年 7月 7日付け「「不正利用検知システム」の導入のお知らせ」

（https://www.netbk.co.jp/wpl/NBGate/i900500CT/PD/corp_news_20090707） 
301 株式会社百五銀行 平成 20年 8月 1日付け「異常取引・不正取引口座検知システムの導入に

ついて」（https://www.hyakugo.co.jp/news/img/080801-1news.PDF 
302 PRTIMES「神奈川県警察・神奈川県・ヤマトグループ3社が「安全で安心なまち かながわ」の

実現に向け「地域安全に関する協定」を締結」 

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000014314.html） 
303 佐川急便 「【佐川急便】大阪府と佐川急便が「包括連携協定」を締結（2016/08/12）」 

（http://www2.sagawa-exp.co.jp/newsrelease/detail/2016/0812_1137.html） 

 

来た顧客に対し，必要に応じ，小包や宅配便では現金を送れないことについての注

意喚起や，中身の品名の確認を行っている304。 

 

③ 宅配便送付状に特殊詐欺の注意喚起文を記載  

ヤマト３社は，「振り込め詐欺」「現金送れ詐欺」への注意喚起をする専用送り状

を作成し，営業所に設置し，県が作成した「振り込め詐欺被害防止」「消費者被害防

止」のポスターを宅配業者の営業所へ掲示している305。その他，ヤマト運輸株式会社

はひったくりや振り込め詐欺の被害防止に向けて，オリジナル広報チラシを制作し，

配布する等の取組を行っている306。 

 

(3) 不動産業者の取組 

 

① 大京グループによる「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」の受嘱 

振り込め詐欺被害防止アドバイザーとは，地域の振り込め詐欺被害を防止するた

めに，警視庁副総監から委嘱されている地域ボランティアを指す。地域をよく知る

住民，防犯協会員，地域の金融機関に勤務している者等で振り込め詐欺についての

知識を持ち，警察と協力し振り込め詐欺被害防止のための活動をしている307。 

大京グループによるマンション管理事業を手掛ける株式会社大京アステージは，

振り込め詐欺の被害防止に協力するため，東京都内でマンション管理を受託する全

物件に勤務する管理員及び本社社員ら約 2100 名が，警視庁から，「振り込め詐欺被

害防止アドバイザー」を受嘱した。具体的には，警視庁から振り込め詐欺などの被

害状況とアドバイザーの役割に関する研修を受けた後，担当するマンションで居住

者への声掛け，情報提供，注意喚起などの啓発活動を行っている308。 

 

② 株式会社東急コミュニティーによる「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」の受

嘱 

また，総合不動産管理会社である株式会社東急コミュニティーも同様に，高齢者

を狙った振り込め詐欺の被害防止のため，警視庁と連携し東京都内で管理受託する

マンション管理員を「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」とする取組を開始して

                            
304 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
305 PRTIMES 「神奈川県警察・神奈川県・ヤマトグループ3社が「安全で安心なまち かながわ」

の実現に向け「地域安全に関する協定」を締結」 

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000014314.html） 
306 大阪府警察 「ひったくり・振り込め詐欺の被害防止に向けてオリジナル広報チラシを配布」 

（https://www.police.pref.osaka.jp/05bouhan/anzen/csr/k_yamato_1.html） 
307 警視庁 2018年 4月 6日「こんな電話は振り込め詐欺」 

（http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/phone/koreisagi.html） 
308 大京グループ 2016年 10月 5日付け「News Release」」 

（http://www.daikyo.co.jp/dev/files/20161005.pdf） 
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いる309。 

 

③ 株式会社レオパレス21による特殊詐欺被害防止協働活動 

株式会社レオパレス21の社員は，滋賀県警による講習を受講し，また滋賀県内に

ある複数の店舗に「特殊詐欺被害防止協力店の証」の交付を受けた。株式会社レオ

パレス21は，滋賀県警から提供された情報を活用してチラシを作成し，物件の入居

者や入居希望者に配布することで，特殊詐欺について注意関係を行っている310。 

 

(4) 保険会社の取組 

 

① 富国生命保険相互会社による「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」の受嘱 

富国生命保険相互会社は，振り込め詐欺の被害防止に協力するため，平成27年度

より各都道府県の警察本部，警察署と連携し，啓発活動に取り組んでいる。同社に

は，現在，3000名を超える振り込め詐欺（特殊詐欺）被害防止アドバイザーが認定

されており，日頃の営業活動の中で面談する高齢の顧客に対し，振り込め詐欺（特

殊詐欺）に関する注意喚起を行うことで，被害防止に協力している311。 

 

(5) コンビニの取組 

 

① 従業員への手口の周知 

現在，コンビニにもＡＴＭが設置されていることから，コンビニの店員は，コン

ビニに設置されたＡＴＭを利用し，出金・送金が行われる振り込め詐欺や還付金詐

欺の現場に立ち会う機会が多い。また，コンビニの店員が接する詐欺の手口はＡＴ

Ｍを利用したものから，電子マネーカードを購入させるもの等，多岐にわたってい

る。そのため，コンビニの従業員は，振り込め詐欺や還付金詐欺の手口や特徴を理

解し，そのような疑いを持ったら警察に通報する等の対応が必要になる。 

そこで，株式会社セブン－イレブン・ジャパンや株式会社セーブオンは，「セーフ

ティーステーション活動通信」や警察から提供された振り込め詐欺等の情報を載せ

た機関紙を通じ，従業員に対して振り込め詐欺等の手口を周知することで，被害の

防止に努めている312。 

 

                            
309 認知症ネット 2017年 9月 25日付け「東急コミュニティー「振り込め詐欺被害防止アドバイ

ザー」を養成」 

（https://news.infoseek.co.jp/article/ninchishonet_archives_25632） 
310 株式会社レオパレス21 平成 29年 5月 26日付け「滋賀県警と連携し，『特殊詐欺被害防止協働

活動』に協力 

（http://www.leopalace21.co.jp/news/2017/0526_1977.html） 
311 富国生命保険相互会社 平成 29年 4月 18日付け「News Release」 

（http://www.fukoku-life.co.jp/about/news/download/20170418.pdf） 
312 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 

 

② 宅配便等を扱う場合 

コンビニが宅配業者に荷物を郵送する際の窓口になっていることから，宅配便受

付時の荷物の確認と利用者の言動や様子を見て不審に感じた場合の警察への通報

等の対応が必要になる。そのため，宅配便使用の特殊詐欺被害の防止対策について，

従業員に対して情報共有している。 

また，株式会社ローソンでは，従業員は，宅配便の配達依頼に来た顧客に対し，

必要に応じ，宅配便では現金を送れないことの注意喚起や中身の品名の確認等を行

っている313。 

 

(6) 私設私書箱業者の取組 

 

① 犯罪収益移転防止法の取引時確認 

私設私書箱は，郵便局以外の民間業者が提供している私書箱サービスをいう。特

殊詐欺において，レターパック，宅急便で現金を送らせる際の送付先に私設私書箱

が利用されているという事実が，新聞などマスコミで報道されていた314。現在では，

郵便物受取サービス業が犯罪収益移転防止法の対象に加えられており，私設私書箱

業者は同法上の特定事業者として，「契約時の本人確認」，「疑わしい取引の届出」等

の対応が必要になる。もっとも，前述したとおり，秘匿性が私設私書箱の内在的な

セールスポイントであり，厳格な本人確認等の犯罪防止措置やその他の自主的な措

置を講ずれば，それだけ顧客を失うことになる。そのため，私設私書箱業者におい

て，犯罪収益移転防止法上の義務を超えて，特別な対策や取組がなされていること

は確認できなかった。 

なお，レンタルポスト(R)として私設私書箱を運営する中野私書箱センターアクア

は，犯罪収益移転防止法により特定事業者として「契約時の本人確認」，「本人確認

記録の作成と 7年間保管」，「特定取引記録の作成と 7年間保管」，「疑わしい取引の

届出」などのコンプライアンスに関する取組を徹底しており，万一詐欺等の卑劣な

犯罪に私書箱が不正利用されてしまった場合においても迅速に警察機関と連携し犯

人検挙に協力している取組が認められ，私設私書箱業者初の表彰を受けている315。 

 

(7) その他業者の取組 

 

① ＡＴＭに特殊詐欺防止マットを設置（ダスキン） 

株式会社ダスキンは，各地域の警察署から振り込め詐欺被害防止アドバイザーと

                            
313 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
314 手口多様に，私書箱悪用 埼玉

（https://www.sankei.com/region/news/150205/rgn1502050056-n1.html） 
315 2014年 4月 30日付け「私設私書箱業者初！郵便物受取サービス「レンタルポスト(R)」 「振

り込め詐欺撲滅に向けた活動」が評価され警視庁より感謝状授与」 

（https://news.infoseek.co.jp/article/atpress_45904/） 
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いる309。 

 

③ 株式会社レオパレス21による特殊詐欺被害防止協働活動 

株式会社レオパレス21の社員は，滋賀県警による講習を受講し，また滋賀県内に

ある複数の店舗に「特殊詐欺被害防止協力店の証」の交付を受けた。株式会社レオ

パレス21は，滋賀県警から提供された情報を活用してチラシを作成し，物件の入居

者や入居希望者に配布することで，特殊詐欺について注意関係を行っている310。 

 

(4) 保険会社の取組 

 

① 富国生命保険相互会社による「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」の受嘱 

富国生命保険相互会社は，振り込め詐欺の被害防止に協力するため，平成27年度

より各都道府県の警察本部，警察署と連携し，啓発活動に取り組んでいる。同社に

は，現在，3000名を超える振り込め詐欺（特殊詐欺）被害防止アドバイザーが認定

されており，日頃の営業活動の中で面談する高齢の顧客に対し，振り込め詐欺（特

殊詐欺）に関する注意喚起を行うことで，被害防止に協力している311。 

 

(5) コンビニの取組 

 

① 従業員への手口の周知 

現在，コンビニにもＡＴＭが設置されていることから，コンビニの店員は，コン

ビニに設置されたＡＴＭを利用し，出金・送金が行われる振り込め詐欺や還付金詐

欺の現場に立ち会う機会が多い。また，コンビニの店員が接する詐欺の手口はＡＴ

Ｍを利用したものから，電子マネーカードを購入させるもの等，多岐にわたってい

る。そのため，コンビニの従業員は，振り込め詐欺や還付金詐欺の手口や特徴を理

解し，そのような疑いを持ったら警察に通報する等の対応が必要になる。 
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309 認知症ネット 2017年 9月 25日付け「東急コミュニティー「振り込め詐欺被害防止アドバイ

ザー」を養成」 

（https://news.infoseek.co.jp/article/ninchishonet_archives_25632） 
310 株式会社レオパレス21 平成 29年 5月 26日付け「滋賀県警と連携し，『特殊詐欺被害防止協働

活動』に協力 

（http://www.leopalace21.co.jp/news/2017/0526_1977.html） 
311 富国生命保険相互会社 平成 29年 4月 18日付け「News Release」 

（http://www.fukoku-life.co.jp/about/news/download/20170418.pdf） 
312 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 

 

② 宅配便等を扱う場合 

コンビニが宅配業者に荷物を郵送する際の窓口になっていることから，宅配便受
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必要に応じ，宅配便では現金を送れないことの注意喚起や中身の品名の確認等を行

っている313。 

 

(6) 私設私書箱業者の取組 

 

① 犯罪収益移転防止法の取引時確認 

私設私書箱は，郵便局以外の民間業者が提供している私書箱サービスをいう。特
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郵便物受取サービス業が犯罪収益移転防止法の対象に加えられており，私設私書箱

業者は同法上の特定事業者として，「契約時の本人確認」，「疑わしい取引の届出」等

の対応が必要になる。もっとも，前述したとおり，秘匿性が私設私書箱の内在的な

セールスポイントであり，厳格な本人確認等の犯罪防止措置やその他の自主的な措

置を講ずれば，それだけ顧客を失うことになる。そのため，私設私書箱業者におい

て，犯罪収益移転防止法上の義務を超えて，特別な対策や取組がなされていること

は確認できなかった。 

なお，レンタルポスト(R)として私設私書箱を運営する中野私書箱センターアクア

は，犯罪収益移転防止法により特定事業者として「契約時の本人確認」，「本人確認

記録の作成と 7年間保管」，「特定取引記録の作成と 7年間保管」，「疑わしい取引の

届出」などのコンプライアンスに関する取組を徹底しており，万一詐欺等の卑劣な

犯罪に私書箱が不正利用されてしまった場合においても迅速に警察機関と連携し犯

人検挙に協力している取組が認められ，私設私書箱業者初の表彰を受けている315。 

 

(7) その他業者の取組 

 

① ＡＴＭに特殊詐欺防止マットを設置（ダスキン） 

株式会社ダスキンは，各地域の警察署から振り込め詐欺被害防止アドバイザーと

                            
313 「事業者や協力団体による振り込め詐欺等の根絶に向けた取組事例集」 

（https://www.pref.gunma.jp/contents/000361416.pdf） 
314 手口多様に，私書箱悪用 埼玉

（https://www.sankei.com/region/news/150205/rgn1502050056-n1.html） 
315 2014年 4月 30日付け「私設私書箱業者初！郵便物受取サービス「レンタルポスト(R)」 「振

り込め詐欺撲滅に向けた活動」が評価され警視庁より感謝状授与」 

（https://news.infoseek.co.jp/article/atpress_45904/） 
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して委嘱を受け，県警察の名称及び警察官のイラストと共に「今の電話あやしくな

い？」，「それは詐欺です！ＡＴＭで医療費は返ってきません！」，「ＡＴＭから還付

金は戻りません」等の注意を呼びかけるメッセージを入れた特殊詐欺被害防止マッ

トをオーダーメイドで制作し，金融機関やコンビニのＡＴＭ前に敷くなどして活用

してもらっている316 317。 

 

② 綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ） 

綜合警備保障株式会社（以下「ＡＬＳＯＫ」という。）の警備員は，金融機関の職

員の不在時（無人出張所及び営業時間外）のＡＴＭの現金管理及び障害対策の業務

中に，業務に支障がない程度でＡＴＭ利用客の動向をできるだけ確認し，不審な場

合は金融機関と連携を取りながら注意喚起を行っている。特に，高齢者が携帯電話

を利用しながらＡＴＭを操作している場合などは，利用客に声掛けを行い，状況を

確認し，内容により振り込め詐欺の可能性が高いと判断した時は，利用者にその旨

説明し，金融機関に確認を取るよう案内をするなどの取組を行っている318。 

 

③ ヤフー株式会社 

ヤフー株式会社は，「Yahoo!防災速報」という，緊急地震速報，非難情報，噴火速

報等の防災に役立つ情報や，ゲリラ豪雨などの急な雨を予測する豪雨予測などの生

活に役立つ情報を配信するサービスを提供している。 

そして，ヤフー株式会社は，県警警察と連携し，幅広い世代に詐欺被害防止を呼

び掛けることを狙いとして，各都道府県内の「犯罪発生情報」，「不審者情報」や「振

り込め詐欺に関する情報」などの防災情報を，「Yahoo!防災速報」を通じて情報提供

している319。 

 

４ グッドプラクティスの共有（自助） 

振り込め詐欺やその他の特殊詐欺の被害者は，まさか自分が被害者になるとは想像も

しない中でそれらの犯罪に巻き込まれる。そのため，新たな被害者を生まないためには，

一般市民が常に注意深く行動することが最も効果的な被害防止策である。 

ヤマト運輸株式会社等の宅配業者が振り込め詐欺等への注意喚起をする専用送り状

                            
316 毎日新聞 2017年 11月 29日 「特殊詐欺防止マットのレンタル開始」 

（https://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/040/056000c） 
317 ダスキン城北HP 「ダスキンがマットで足元から特殊詐欺被害の防止を啓発します」 

（https://www.jyohoku.com/2016/10/07/1397/） 
318 ALSOK HP 2008年 12月 22日ニュースリリース 「「振り込め詐欺」防止活動に感謝状～関東

管区警察局長より授与，未然に20件以上防ぐ～」 

（https://www.alsok.co.jp/company/news/news_details.htm?alpc_news.news_detail_rev2=741） 
319 ヤフー株式会社ＨＰ 2016年 1月 29日付け「「Yahoo!防災速報」，埼玉県警察が発信する防犯

情報を提供開始」 

（https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2016/01/29a/） 

 

 

 

を作成し，営業所に設置する取組，「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」として，株式

会社大京アステージ及び株式会社東急コミュニティーが不動産管理をする中で注意喚

起をする取組や富国生命保険相互会社が保険営業をする中で注意喚起をする取組等，被

害者となり得る一般市民と直接の関わりを持つ機会の多い企業が，それぞれの営業活動

の中で注意喚起を行う取組は，被害防止のために効果的であると考えられる。 

また，これまでは自然災害の情報伝達のみに利用されていたヤフー株式会社の

「Yahoo!防災速報」を利用し，各都道府県内の「振り込め詐欺に関する情報」等の防災

情報を提供する取組も既存のサービスを活かした効果的な被害防止策であり，同様のサ

ービスを提供する企業においても導入が期待されるものである。 

 

５ 現状の評価と今後の課題 

事業者が商品等の流通及び役務の提供に際し，振り込め詐欺等の手段に利用されない

ための措置を講ずるよう努める旨の条例を定める地方自治体があるところ，かかる条例

は幅広く事業者に義務を課すものであり，これら条例のより一層の周知と，ほかの地方

自治体での制定が望まれるところである。特に，民間事業者が提供する商品や役務等の

提供が，どのように特殊詐欺に利用されるかは，今後も対策と新たな手口のいたちごっ

こになることも考えられるため，各民間事業者が，全産業的取組として，常に自らの商

品や役務等の提供が特殊詐欺の用に供されないよう不断の取組を続ける必要がある。 
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金は戻りません」等の注意を呼びかけるメッセージを入れた特殊詐欺被害防止マッ

トをオーダーメイドで制作し，金融機関やコンビニのＡＴＭ前に敷くなどして活用

してもらっている316 317。 

 

② 綜合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ） 

綜合警備保障株式会社（以下「ＡＬＳＯＫ」という。）の警備員は，金融機関の職

員の不在時（無人出張所及び営業時間外）のＡＴＭの現金管理及び障害対策の業務
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を利用しながらＡＴＭを操作している場合などは，利用客に声掛けを行い，状況を

確認し，内容により振り込め詐欺の可能性が高いと判断した時は，利用者にその旨

説明し，金融機関に確認を取るよう案内をするなどの取組を行っている318。 

 

③ ヤフー株式会社 

ヤフー株式会社は，「Yahoo!防災速報」という，緊急地震速報，非難情報，噴火速

報等の防災に役立つ情報や，ゲリラ豪雨などの急な雨を予測する豪雨予測などの生

活に役立つ情報を配信するサービスを提供している。 

そして，ヤフー株式会社は，県警警察と連携し，幅広い世代に詐欺被害防止を呼

び掛けることを狙いとして，各都道府県内の「犯罪発生情報」，「不審者情報」や「振

り込め詐欺に関する情報」などの防災情報を，「Yahoo!防災速報」を通じて情報提供

している319。 

 

４ グッドプラクティスの共有（自助） 

振り込め詐欺やその他の特殊詐欺の被害者は，まさか自分が被害者になるとは想像も

しない中でそれらの犯罪に巻き込まれる。そのため，新たな被害者を生まないためには，

一般市民が常に注意深く行動することが最も効果的な被害防止策である。 

ヤマト運輸株式会社等の宅配業者が振り込め詐欺等への注意喚起をする専用送り状

                            
316 毎日新聞 2017年 11月 29日 「特殊詐欺防止マットのレンタル開始」 

（https://mainichi.jp/articles/20171130/k00/00m/040/056000c） 
317 ダスキン城北HP 「ダスキンがマットで足元から特殊詐欺被害の防止を啓発します」 

（https://www.jyohoku.com/2016/10/07/1397/） 
318 ALSOK HP 2008年 12月 22日ニュースリリース 「「振り込め詐欺」防止活動に感謝状～関東

管区警察局長より授与，未然に20件以上防ぐ～」 

（https://www.alsok.co.jp/company/news/news_details.htm?alpc_news.news_detail_rev2=741） 
319 ヤフー株式会社ＨＰ 2016年 1月 29日付け「「Yahoo!防災速報」，埼玉県警察が発信する防犯

情報を提供開始」 

（https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2016/01/29a/） 

 

 

 

を作成し，営業所に設置する取組，「振り込め詐欺被害防止アドバイザー」として，株式

会社大京アステージ及び株式会社東急コミュニティーが不動産管理をする中で注意喚

起をする取組や富国生命保険相互会社が保険営業をする中で注意喚起をする取組等，被

害者となり得る一般市民と直接の関わりを持つ機会の多い企業が，それぞれの営業活動

の中で注意喚起を行う取組は，被害防止のために効果的であると考えられる。 

また，これまでは自然災害の情報伝達のみに利用されていたヤフー株式会社の

「Yahoo!防災速報」を利用し，各都道府県内の「振り込め詐欺に関する情報」等の防災

情報を提供する取組も既存のサービスを活かした効果的な被害防止策であり，同様のサ

ービスを提供する企業においても導入が期待されるものである。 

 

５ 現状の評価と今後の課題 

事業者が商品等の流通及び役務の提供に際し，振り込め詐欺等の手段に利用されない

ための措置を講ずるよう努める旨の条例を定める地方自治体があるところ，かかる条例

は幅広く事業者に義務を課すものであり，これら条例のより一層の周知と，ほかの地方

自治体での制定が望まれるところである。特に，民間事業者が提供する商品や役務等の

提供が，どのように特殊詐欺に利用されるかは，今後も対策と新たな手口のいたちごっ

こになることも考えられるため，各民間事業者が，全産業的取組として，常に自らの商

品や役務等の提供が特殊詐欺の用に供されないよう不断の取組を続ける必要がある。 
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第９章 詐取金品のマネー・ローンダリング手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

特殊詐欺等に代表される組織犯罪において，犯罪行為により得た犯罪収益を，いかに隠

匿し，資金洗浄を行うか，すなわち，いかにして犯罪収益をマネー・ローンダリングする

かは，犯罪インフラとも言える重要なポイントである。一方で，マネー・ローンダリング

を防止することは，特殊詐欺等の組織犯罪を防止する上で，極めて有効となる。 

預貯金口座はその利便性，開設のしやすさなどから，犯罪収益の隠匿，資金洗浄に使用

されることが多い。近年はマネー・ローンダリングの手段として，仮想通貨も悪用されて

いることが，犯罪収益移転危険度調査書やＦＡＴＦのガイダンスにも指摘されている。 

防止措置としては，自助として，犯罪収益移転防止法に基づく取組が中心となる。また，

共助として，全銀協による手口の共有化やアンケート結果の公表などがある。公助として，

金融庁によるガイドライン公表，国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書の公

表などがある。 

グッドプラクティスとして，ジャパンネット銀行の取組などが参考となり，共助として

は，システムの協同化などがある。マネー・ローンダリング防止のため，銀行など伝統的

金融機関における対策の一層の進展はもちろんのこと，近時のＦｉｎｔｅｃｈの進展に

より登場してきた仮想通貨交換業者など新たに登場した伝統的金融機関に比べると比較

的内部統制が弱い事業者を通じたマネー・ローンダリングを防止することが必要である。

さらに，マネー・ローンダリングの防止のためには，国際的な協力や他国と同等の取組が

不可欠である。 

 

  

 

第１ 犯行利用の状況（手口の進化） 

 

１ 従前のマネー・ローンダリングの手段 

特殊詐欺等に代表される組織犯罪において，犯罪行為により得た犯罪収益を，いかに

隠匿し，資金洗浄を行うか，すなわち，いかにして犯罪収益をマネー・ローンダリング

するかは，犯罪インフラとも言える重要なポイントである。一方で，マネー・ローンダ

リングを防止することは，特殊詐欺等の組織犯罪を防止する上で，極めて有効となる。 

組織犯罪における犯罪収益のマネー・ローンダリングが，大きく注目を浴びた例とし

ては，「五菱会事件」が挙げられる。「五菱会事件」は，暴力団である指定暴力団山口組

を背後に持つ闇金融グループ・五菱会が，違法な高金利による貸し付けを繰り返し，そ

れによって得られた巨額の犯罪収益を割引金融債の購入やドル紙幣への交換すること

などにより隠匿していたことが問題となった事件である。その犯罪収益は，香港の銀行

口座，東京都内のトランクルーム，東京都内の銀行の貸金庫，及びスイスの銀行口座で

保管されており，それぞれ１億円から数十億円と巨額に上るものであった。 

五菱会事件では，主として，組織犯罪処罰法に基づく犯罪収益等の没収・追徴の可否

が問題となったが，その判決において，組織犯罪における犯罪収益の隠匿の手口の一端

が明らかとなった。判決320において認定された隠匿の手口は，以下のとおりである。 

・違法な貸付けで得た収益をもとに購入した割引金融債を，金融機関等を経由するな

どして償還させ，香港の銀行支店に開設された他人名義の口座に送金した。 

・上記の預金債権とそれ以外の財産とが混和した財産をもとに運用した結果得た預金

債権及び証券を，スイス銀行本店の無記名口座へ送金・送付した。 

・違法な貸付けによる収益とほかの財産とを混和させ，情を知らない第三者を介して

トランクルームへ搬入した。 

・違法な貸付けで得た金を米ドル紙幣に両替し，東京都内の銀行に第三者名義で開設

された貸金庫へ預け入れた。 

上記手口をみても分かるように，犯罪収益の隠匿，資金洗浄には，金融商品や預貯金

口座が使用されることが多い。 

一方，五菱会事件以後，貸金業法の強化や闇金融の摘発を受け，ヤミ金融組織のピラ

ミッド型組織は，次第に特殊詐欺組織に移行し，今は，組織犯罪の主たる収益源は，特

殊詐欺へと変化していると言われている。 

しかし，犯罪収益の収益源の変化により，犯罪収益のマネー・ローンダリングの手口

が大きく変化したかといえば，必ずしもそうとは言えない。警察庁の犯罪収益移転防止

対策室（ＪＡＦＩＣ）は，毎年，「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」において，犯

罪収益の隠匿，資金洗浄の状況を報告している。マネー・ローンダリングの例としては，

例えば，以下のような事例が報告されている。 

・無職の詐欺グループの男らが，被害者の息子等の親族になりすまして電話をかけ，

                            
320 五菱会事件については，２つの刑事事件で判決があり，事件①については東京地裁平成 17 年

2 月 9 日判決（有罪，確定），事件②については東京地裁平成 17 年 3 月 24 日判決（有罪，確

定）が出されており，いずれも判例タイムズ 1885 号 159 頁に掲載があるので，参考とされた

い。 
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第９章 詐取金品のマネー・ローンダリング手段 

 

エグゼクティブ・サマリー 

特殊詐欺等に代表される組織犯罪において，犯罪行為により得た犯罪収益を，いかに隠

匿し，資金洗浄を行うか，すなわち，いかにして犯罪収益をマネー・ローンダリングする

かは，犯罪インフラとも言える重要なポイントである。一方で，マネー・ローンダリング

を防止することは，特殊詐欺等の組織犯罪を防止する上で，極めて有効となる。 

預貯金口座はその利便性，開設のしやすさなどから，犯罪収益の隠匿，資金洗浄に使用

されることが多い。近年はマネー・ローンダリングの手段として，仮想通貨も悪用されて

いることが，犯罪収益移転危険度調査書やＦＡＴＦのガイダンスにも指摘されている。 

防止措置としては，自助として，犯罪収益移転防止法に基づく取組が中心となる。また，

共助として，全銀協による手口の共有化やアンケート結果の公表などがある。公助として，

金融庁によるガイドライン公表，国家公安委員会による犯罪収益移転危険度調査書の公

表などがある。 

グッドプラクティスとして，ジャパンネット銀行の取組などが参考となり，共助として

は，システムの協同化などがある。マネー・ローンダリング防止のため，銀行など伝統的

金融機関における対策の一層の進展はもちろんのこと，近時のＦｉｎｔｅｃｈの進展に

より登場してきた仮想通貨交換業者など新たに登場した伝統的金融機関に比べると比較

的内部統制が弱い事業者を通じたマネー・ローンダリングを防止することが必要である。

さらに，マネー・ローンダリングの防止のためには，国際的な協力や他国と同等の取組が

不可欠である。 

 

  

 

第１ 犯行利用の状況（手口の進化） 

 

１ 従前のマネー・ローンダリングの手段 

特殊詐欺等に代表される組織犯罪において，犯罪行為により得た犯罪収益を，いかに

隠匿し，資金洗浄を行うか，すなわち，いかにして犯罪収益をマネー・ローンダリング

するかは，犯罪インフラとも言える重要なポイントである。一方で，マネー・ローンダ

リングを防止することは，特殊詐欺等の組織犯罪を防止する上で，極めて有効となる。 

組織犯罪における犯罪収益のマネー・ローンダリングが，大きく注目を浴びた例とし

ては，「五菱会事件」が挙げられる。「五菱会事件」は，暴力団である指定暴力団山口組

を背後に持つ闇金融グループ・五菱会が，違法な高金利による貸し付けを繰り返し，そ

れによって得られた巨額の犯罪収益を割引金融債の購入やドル紙幣への交換すること

などにより隠匿していたことが問題となった事件である。その犯罪収益は，香港の銀行

口座，東京都内のトランクルーム，東京都内の銀行の貸金庫，及びスイスの銀行口座で

保管されており，それぞれ１億円から数十億円と巨額に上るものであった。 

五菱会事件では，主として，組織犯罪処罰法に基づく犯罪収益等の没収・追徴の可否

が問題となったが，その判決において，組織犯罪における犯罪収益の隠匿の手口の一端

が明らかとなった。判決320において認定された隠匿の手口は，以下のとおりである。 

・違法な貸付けで得た収益をもとに購入した割引金融債を，金融機関等を経由するな

どして償還させ，香港の銀行支店に開設された他人名義の口座に送金した。 

・上記の預金債権とそれ以外の財産とが混和した財産をもとに運用した結果得た預金

債権及び証券を，スイス銀行本店の無記名口座へ送金・送付した。 

・違法な貸付けによる収益とほかの財産とを混和させ，情を知らない第三者を介して

トランクルームへ搬入した。 

・違法な貸付けで得た金を米ドル紙幣に両替し，東京都内の銀行に第三者名義で開設

された貸金庫へ預け入れた。 

上記手口をみても分かるように，犯罪収益の隠匿，資金洗浄には，金融商品や預貯金

口座が使用されることが多い。 

一方，五菱会事件以後，貸金業法の強化や闇金融の摘発を受け，ヤミ金融組織のピラ

ミッド型組織は，次第に特殊詐欺組織に移行し，今は，組織犯罪の主たる収益源は，特

殊詐欺へと変化していると言われている。 

しかし，犯罪収益の収益源の変化により，犯罪収益のマネー・ローンダリングの手口

が大きく変化したかといえば，必ずしもそうとは言えない。警察庁の犯罪収益移転防止

対策室（ＪＡＦＩＣ）は，毎年，「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」において，犯

罪収益の隠匿，資金洗浄の状況を報告している。マネー・ローンダリングの例としては，

例えば，以下のような事例が報告されている。 

・無職の詐欺グループの男らが，被害者の息子等の親族になりすまして電話をかけ，

                            
320 五菱会事件については，２つの刑事事件で判決があり，事件①については東京地裁平成 17 年

2 月 9 日判決（有罪，確定），事件②については東京地裁平成 17 年 3 月 24 日判決（有罪，確

定）が出されており，いずれも判例タイムズ 1885 号 159 頁に掲載があるので，参考とされた

い。 
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被害者に対して，交際中の女性に怪我を負わせ慰謝料等が必要となったなどと虚偽

の事実を申し向け，これを信じた多数の被害者から，同男らが管理する他人名義の

口座に，合計約７５００万円を振り込ませて騙し取っていたことから，組織的犯罪

処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙された例（平成22年年次報告書，事例1） 

・ヤミ金融業を営んでいた稲川会傘下組織幹部の男が，借受人に返済金合計約290万

円を他人名義の口座に振込入金させていたことから，組織的犯罪処罰法違反（犯罪

収益等隠匿）で検挙された例（平成28年年次報告書，事例6） 

・日本に在住する中国人の男が，複数の被害者から騙し取った通帳，キャッシュカー

ドを使用して現金合計150万円を引き出して盗み，同現金の一部をコインロッカー

に隠していたことから，組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙された例

（特殊詐欺・窃盗事件に係る犯罪収益等隠匿事例として認知，平成 28 年年次報告

書，事例8） 

 

上記のような事例を見れば，五菱会事件における犯罪収益の隠匿，資金洗浄の手口と

同様の手口が，いまだにマネー・ローンダリングの手口として横行していることが分か

る。特に，犯罪収益の隠匿，資金洗浄に，他人名義の預貯金口座を使用するという手口

は，最もよく使われているマネー・ローンダリングの一手法である。 

この点，ＪＡＦＩＣは平成29年の年次報告書において，いわゆる預貯金口座に関する

疑わしい取引の届出につき，「詐欺関連事犯（詐欺，犯罪収益移転防止法違反等）は，・・・，

全体の85.1％を締めて最も多」かったと指摘している。更に，上記報告書では，「29年

中に，疑わしい取引に関する情報を端緒としてマネー・ローンダリング事犯の検挙に至

った事件数は，計22事件である。これを前提犯罪の罪種別にみると，詐欺が全体の54.4％

を占めた」旨を報告している。 

また，国家公安委員会も平成 29 年 11 月の「犯罪収益移転危険度調査書」において，

「検挙されたマネー・ローンダリング事犯，さらには，疑わしい取引として届出があっ

た取引の分析の結果を踏まえると，（中略），架空・他人名義の口座に犯罪による収益を

振り込ませる事例が多く認められる。そして，最終的には，当該収益は，ＡＴＭにおい

て現金で出金され，その後の資金の追跡が非常に困難になることが多い」（同調査書6頁），

「売買等により不正に入手された架空・他人名義の口座は，特殊詐欺やヤミ金融等にお

いて，犯罪による集積の受け皿として悪用され，これにより，収益の移転が行われてい

る」（同報告書13頁）と指摘している。 

このように，直近の報告をみても，特殊詐欺により得られた犯罪収益が，従前同様，

他人名義の預貯金口座を利用して，隠匿，資金洗浄されている可能性は高いと言えるだ

ろう。 

 

  

 

２ 預貯金口座がマネー・ローンダリングに利用されるケースが多い理由321 

 

(1) 預貯金口座の利便性 

それでは何故，預貯金口座がマネー・ローンダリングに利用されるのか。 

金融機関は，社会経済において決済機能の中枢を担っており，かつ高度の公共性を

有している。反面，金融機関は，その重要性，公共性から，「利用者保護」という社会

的責任も担っている。 

そのような中，金融機関の預貯金口座は，現代において，手持ち資金を安全・確実

に管理し，遠隔地間や多数の者と迅速に資金移動できる手段として広く普及した。ま

た，ＡＴＭの登場により，現金振り込みや払戻しが容易となっていった。今や，24時

間営業年中無休のコンビニエンスストア等にもＡＴＭの設置がされており，預貯金の

預け入れや払戻しは，事実上，場所や時間を問わず，非対面でいつでもできるように

なっている。最近では，インターネットの普及後，新規口座の開設や口座間の入出金

なども，インターネットで行うことができるようになり，利便性は飛躍的に向上して

いる。 

一方で，犯罪収益を隠したい者にとっても，金融機関の預貯金口座を使えば，場所

や時間を問わず，そして銀行員と対面することなく，いつでも犯罪収益を隠匿，資金

洗浄することができることとなる。 

このような預貯金口座の高い利便性が，逆にマネー・ローンダリングに悪用される

一番の理由ともなっている。また，預貯金口座における取引は，膨大で，逐一確認が

難しいということも挙げられる。 

 

(2) 預貯金口座の開設のしやすさ 

また，米国では銀行口座の開設が厳格であり，銀行口座を有していない人も多いの

に対し，日本では犯罪収益移転防止法により顧客管理措置や取引時確認が強化される

ようになったものの，口座開設が諸外国に対して容易，犯罪のインフラとなる口座の

開設がしやすいと言われている。 

加えて，上述したように，コンビニＡＴＭやインターネットバンキングの普及，Ｆ

ｉｎＴｅｃｈの広まりにより，預貯金口座はますます，犯罪収益の収受，隠匿，洗浄

の有効な手段として悪用されやすくなってきているという事情がある。 

 

(3) 口座の無断譲渡 

このように，日本では，比較的容易に預貯金口座が開設できる上，インターネット

バンギングの普及による非対面取引の増加などにより，不正利用目的，口座売買を目

的とした口座開設も容易となっているところ，他人になりすまして預貯金口座を開設

した者が，当該預貯金口座を不正に譲渡したり，開設した口座を特殊詐欺等の犯罪収

                            
321 なお，預貯金口座がマネー・ローンダリングに悪用される理由ないしリスクに関しては，ＦＡ

ＴＦ勧告実施に関する関係省庁連絡会議，国が実施する資金洗浄及びテロ資金に関するリスク

評価に関する分科会が発表している平成26年 12月「犯罪による収益の移転の危険性の程度に

関する評価書」が参考となる。 
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被害者に対して，交際中の女性に怪我を負わせ慰謝料等が必要となったなどと虚偽

の事実を申し向け，これを信じた多数の被害者から，同男らが管理する他人名義の

口座に，合計約７５００万円を振り込ませて騙し取っていたことから，組織的犯罪

処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙された例（平成22年年次報告書，事例1） 

・ヤミ金融業を営んでいた稲川会傘下組織幹部の男が，借受人に返済金合計約290万

円を他人名義の口座に振込入金させていたことから，組織的犯罪処罰法違反（犯罪

収益等隠匿）で検挙された例（平成28年年次報告書，事例6） 

・日本に在住する中国人の男が，複数の被害者から騙し取った通帳，キャッシュカー

ドを使用して現金合計150万円を引き出して盗み，同現金の一部をコインロッカー

に隠していたことから，組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙された例

（特殊詐欺・窃盗事件に係る犯罪収益等隠匿事例として認知，平成 28 年年次報告

書，事例8） 

 

上記のような事例を見れば，五菱会事件における犯罪収益の隠匿，資金洗浄の手口と

同様の手口が，いまだにマネー・ローンダリングの手口として横行していることが分か

る。特に，犯罪収益の隠匿，資金洗浄に，他人名義の預貯金口座を使用するという手口

は，最もよく使われているマネー・ローンダリングの一手法である。 

この点，ＪＡＦＩＣは平成29年の年次報告書において，いわゆる預貯金口座に関する

疑わしい取引の届出につき，「詐欺関連事犯（詐欺，犯罪収益移転防止法違反等）は，・・・，

全体の85.1％を締めて最も多」かったと指摘している。更に，上記報告書では，「29年

中に，疑わしい取引に関する情報を端緒としてマネー・ローンダリング事犯の検挙に至

った事件数は，計22事件である。これを前提犯罪の罪種別にみると，詐欺が全体の54.4％

を占めた」旨を報告している。 

また，国家公安委員会も平成 29 年 11 月の「犯罪収益移転危険度調査書」において，

「検挙されたマネー・ローンダリング事犯，さらには，疑わしい取引として届出があっ

た取引の分析の結果を踏まえると，（中略），架空・他人名義の口座に犯罪による収益を

振り込ませる事例が多く認められる。そして，最終的には，当該収益は，ＡＴＭにおい

て現金で出金され，その後の資金の追跡が非常に困難になることが多い」（同調査書6頁），

「売買等により不正に入手された架空・他人名義の口座は，特殊詐欺やヤミ金融等にお

いて，犯罪による集積の受け皿として悪用され，これにより，収益の移転が行われてい

る」（同報告書13頁）と指摘している。 

このように，直近の報告をみても，特殊詐欺により得られた犯罪収益が，従前同様，

他人名義の預貯金口座を利用して，隠匿，資金洗浄されている可能性は高いと言えるだ

ろう。 

 

  

 

２ 預貯金口座がマネー・ローンダリングに利用されるケースが多い理由321 

 

(1) 預貯金口座の利便性 

それでは何故，預貯金口座がマネー・ローンダリングに利用されるのか。 

金融機関は，社会経済において決済機能の中枢を担っており，かつ高度の公共性を

有している。反面，金融機関は，その重要性，公共性から，「利用者保護」という社会

的責任も担っている。 

そのような中，金融機関の預貯金口座は，現代において，手持ち資金を安全・確実

に管理し，遠隔地間や多数の者と迅速に資金移動できる手段として広く普及した。ま

た，ＡＴＭの登場により，現金振り込みや払戻しが容易となっていった。今や，24時

間営業年中無休のコンビニエンスストア等にもＡＴＭの設置がされており，預貯金の

預け入れや払戻しは，事実上，場所や時間を問わず，非対面でいつでもできるように

なっている。最近では，インターネットの普及後，新規口座の開設や口座間の入出金

なども，インターネットで行うことができるようになり，利便性は飛躍的に向上して

いる。 

一方で，犯罪収益を隠したい者にとっても，金融機関の預貯金口座を使えば，場所

や時間を問わず，そして銀行員と対面することなく，いつでも犯罪収益を隠匿，資金

洗浄することができることとなる。 

このような預貯金口座の高い利便性が，逆にマネー・ローンダリングに悪用される

一番の理由ともなっている。また，預貯金口座における取引は，膨大で，逐一確認が

難しいということも挙げられる。 

 

(2) 預貯金口座の開設のしやすさ 

また，米国では銀行口座の開設が厳格であり，銀行口座を有していない人も多いの

に対し，日本では犯罪収益移転防止法により顧客管理措置や取引時確認が強化される

ようになったものの，口座開設が諸外国に対して容易，犯罪のインフラとなる口座の

開設がしやすいと言われている。 

加えて，上述したように，コンビニＡＴＭやインターネットバンキングの普及，Ｆ

ｉｎＴｅｃｈの広まりにより，預貯金口座はますます，犯罪収益の収受，隠匿，洗浄

の有効な手段として悪用されやすくなってきているという事情がある。 

 

(3) 口座の無断譲渡 

このように，日本では，比較的容易に預貯金口座が開設できる上，インターネット

バンギングの普及による非対面取引の増加などにより，不正利用目的，口座売買を目

的とした口座開設も容易となっているところ，他人になりすまして預貯金口座を開設

した者が，当該預貯金口座を不正に譲渡したり，開設した口座を特殊詐欺等の犯罪収

                            
321 なお，預貯金口座がマネー・ローンダリングに悪用される理由ないしリスクに関しては，ＦＡ

ＴＦ勧告実施に関する関係省庁連絡会議，国が実施する資金洗浄及びテロ資金に関するリスク

評価に関する分科会が発表している平成26年 12月「犯罪による収益の移転の危険性の程度に

関する評価書」が参考となる。 
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益の受皿として悪用したりするという手口が広まるに至った。 

 

３ 近時のマネー・ローンダリングの手段（仮想通貨の悪用） 

 

(1) 仮想通貨のマネー・ローンダリングに悪用される危険性 

仮想通貨取引は，ブロックチェーンという分散型台帳システムを採用することが多

いが，プライバシー保護の観点から，匿名性が図られており（もともと仮想通貨取引

はダークウェブ上の取引によることも多かった。），匿名性による悪用リスクがある。

また，簡易・迅速に海外に送金でき（ボーダーレスな取引），このような利便性という

特徴もあり，マネー・ローンダリングの温床となっている。 

仮想通貨がマネー・ローンダリングに悪用される危険性については，以下のとおり

言及されている。 

 

① 犯罪収益移転危険度調査書（平成29年 11月） 

平成 29 年 11 月に公表された犯罪収益移転危険度調査書においては，仮想通貨と

マネー・ローンダリングについて，次のとおり記載されている。 

「仮想通貨は，利用者の匿名性が高く，その移転が国際的な広がりを持ち，迅速

に行われるという性質を有することや，仮想通貨に対する規制が各国において異な

ることなどから，犯罪に悪用された場合には，当該犯罪による収益の追跡が困難と

なる。また，実際，その匿名性を悪用し，不正に取得した仮想通貨を仮想通貨交換

業者を介して換金し，架空名義の口座に振り込ませていた事例等があることも踏ま

えれば，仮想通貨は，犯罪による収益の移転に悪用される危険性があると認められ

る。」 

 

② ＦＡＴＦのガイダンス 

平成24年 2月の改訂ＦＡＴＦ勧告は及びこれを受けて第4次マネー・ローンダリ

ング指令（Directive（EU）2015/849）が成立したが，これらはいずれも仮想通貨に

ついて取り上げていなかった。しかし，仮想通貨等についての対応の必要性から，

第 5 次マネー・ローンダリング指令が平成 30 年 7 月 9 日に施行されたところであ

り，ＥＵ加盟国は平成 32年 1月 20 日までに国内法を整備する義務を負う。当該指

令においては，マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の適用が，仮想通貨

交換事業者に拡大されており，仮想通貨のアドレスやＩＤなどの情報を各国の金融

情報部門で共有することなどにより，ボーダーレスのマネー・ローダリングやテロ

資金供与の防止の実効性を高めることが期待される。 

 

ＦＡＴＦは平成 27年 6月 26 日に，ＦＡＴＦ勧告が仮想通貨についてどのように

適用されるかについて示した仮想通貨に関するガイダンスを策定し，仮想通貨の利

用者の匿名性が高いこと，仮想通貨の移転が国際的な広がりを持ち，迅速に行われ

ること等を指摘するとともに，各国に対して，仮想通貨と法定通貨の交換業者に対

してマネー・ローンダリング等の対策に係る規制を課すことを求めている。  

 

(2) 仮想通貨がマネー・ローンダリングに悪用された実例 

暴力団は早くから仮想通貨の匿名性に注目し，「匿名３兄弟」（ジーキャッシュ，ダ

ッシュ，モネロ）と呼ばれる仮想通貨を悪用してきたと言われている（平成30年 5月

14日付け毎日新聞）。 

指定暴力団が300億円を資金洗浄（マネー・ローンダリング）した事例として，平

成30年 5月 14日付け毎日新聞には以下のような方法が記載されている。 

・海外にある複数の仮想通貨交換所を介し，所有者が特定されない仮想通貨に換金

する方法。 

・東京に拠点のある指定暴力団が「金庫番」という下部組織を通じ，振り込め詐欺

や薬物の違法収益などの収益金の処理を中国人に依頼し，中国人は日本人の実行

班に対し，まずは日本の仮想通貨交換所でビッドコインやイーサリアムなどに換

えるように指示する。 

・実行班はその後，パスポートなどの本人確認書類がなくても口座を開設できるロ

シアなど5，6か所の交換所に分散して送金し，別の仮想通貨に交換する。 

・当該仮想通貨はプライバシーの観点から取引記録が公開されておらず，送り手・

受け手ともに匿名で取引が可能である。 

 

第２ 振り込め詐欺とマネー・ローンダリング等との関係（金融犯罪） 

 

１ 金融機能の不正利用防止の観点からの位置付け 

「金融機能の不正利用防止」の観点から，①振り込め詐欺撲滅，②偽造・盗難キャッ

シュカード，盗難通帳，インターネットバンキングによる被害防止，③マネー・ローン

ダリング・テロ資金供与の防止，④反社会的勢力による被害の防止といったテーマがあ

り，振り込め詐欺対策やマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策も「金融機能の不

正利用防止」の一つに位置付けられる。 

 

２ 振り込め詐欺（金融犯罪）とマネー・ローンダリングとの関係 

暴力団等反社会的勢力は，組織犯罪として，振り込め詐欺等を敢行し，これをマネー・

ローンダリング（洗浄）し，犯罪収益に再利用するという構図にあり，すなわち，振り

込め詐欺等金融犯罪とマネー・ローンダリングとは上流・下流の関係にある。 

金融機関の社会的責任に鑑みて，金融機関自体が被害を受けなくても，反社会的勢力

等の資金の流れを断ち切って犯罪や犯罪収益の拡大を未然に防止し，顧客が被害を受け

ないようにするため，犯罪収益移転防止法等に基づく措置を的確に実施する内部管理態

勢を構築する責任がある。 

組織犯罪等による金融サービスの濫用を防止し，我が国金融システムに対する信頼を

確保するためにも重要な意義がある。 

 

３ 振り込め詐欺及びマネー・ローンダリングについての考え方の変化 

振り込め詐欺救済法により，金融機関は従来預金規定に基づいて行っていた取引停止

等の措置を，法律上の根拠に基づき行う必要があり，単なる事務手続の問題ではなくコ
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益の受皿として悪用したりするという手口が広まるに至った。 

 

３ 近時のマネー・ローンダリングの手段（仮想通貨の悪用） 

 

(1) 仮想通貨のマネー・ローンダリングに悪用される危険性 

仮想通貨取引は，ブロックチェーンという分散型台帳システムを採用することが多

いが，プライバシー保護の観点から，匿名性が図られており（もともと仮想通貨取引

はダークウェブ上の取引によることも多かった。），匿名性による悪用リスクがある。

また，簡易・迅速に海外に送金でき（ボーダーレスな取引），このような利便性という

特徴もあり，マネー・ローンダリングの温床となっている。 

仮想通貨がマネー・ローンダリングに悪用される危険性については，以下のとおり

言及されている。 

 

① 犯罪収益移転危険度調査書（平成29年 11月） 

平成 29 年 11 月に公表された犯罪収益移転危険度調査書においては，仮想通貨と

マネー・ローンダリングについて，次のとおり記載されている。 

「仮想通貨は，利用者の匿名性が高く，その移転が国際的な広がりを持ち，迅速

に行われるという性質を有することや，仮想通貨に対する規制が各国において異な

ることなどから，犯罪に悪用された場合には，当該犯罪による収益の追跡が困難と

なる。また，実際，その匿名性を悪用し，不正に取得した仮想通貨を仮想通貨交換

業者を介して換金し，架空名義の口座に振り込ませていた事例等があることも踏ま

えれば，仮想通貨は，犯罪による収益の移転に悪用される危険性があると認められ

る。」 

 

② ＦＡＴＦのガイダンス 

平成24年 2月の改訂ＦＡＴＦ勧告は及びこれを受けて第4次マネー・ローンダリ

ング指令（Directive（EU）2015/849）が成立したが，これらはいずれも仮想通貨に

ついて取り上げていなかった。しかし，仮想通貨等についての対応の必要性から，

第 5 次マネー・ローンダリング指令が平成 30 年 7 月 9 日に施行されたところであ

り，ＥＵ加盟国は平成 32年 1月 20 日までに国内法を整備する義務を負う。当該指

令においては，マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の適用が，仮想通貨

交換事業者に拡大されており，仮想通貨のアドレスやＩＤなどの情報を各国の金融

情報部門で共有することなどにより，ボーダーレスのマネー・ローダリングやテロ

資金供与の防止の実効性を高めることが期待される。 

 

ＦＡＴＦは平成 27年 6月 26 日に，ＦＡＴＦ勧告が仮想通貨についてどのように

適用されるかについて示した仮想通貨に関するガイダンスを策定し，仮想通貨の利

用者の匿名性が高いこと，仮想通貨の移転が国際的な広がりを持ち，迅速に行われ

ること等を指摘するとともに，各国に対して，仮想通貨と法定通貨の交換業者に対

してマネー・ローンダリング等の対策に係る規制を課すことを求めている。  

 

(2) 仮想通貨がマネー・ローンダリングに悪用された実例 

暴力団は早くから仮想通貨の匿名性に注目し，「匿名３兄弟」（ジーキャッシュ，ダ

ッシュ，モネロ）と呼ばれる仮想通貨を悪用してきたと言われている（平成30年 5月

14日付け毎日新聞）。 

指定暴力団が300億円を資金洗浄（マネー・ローンダリング）した事例として，平

成30年 5月 14日付け毎日新聞には以下のような方法が記載されている。 

・海外にある複数の仮想通貨交換所を介し，所有者が特定されない仮想通貨に換金

する方法。 

・東京に拠点のある指定暴力団が「金庫番」という下部組織を通じ，振り込め詐欺

や薬物の違法収益などの収益金の処理を中国人に依頼し，中国人は日本人の実行

班に対し，まずは日本の仮想通貨交換所でビッドコインやイーサリアムなどに換

えるように指示する。 

・実行班はその後，パスポートなどの本人確認書類がなくても口座を開設できるロ

シアなど5，6か所の交換所に分散して送金し，別の仮想通貨に交換する。 

・当該仮想通貨はプライバシーの観点から取引記録が公開されておらず，送り手・

受け手ともに匿名で取引が可能である。 

 

第２ 振り込め詐欺とマネー・ローンダリング等との関係（金融犯罪） 

 

１ 金融機能の不正利用防止の観点からの位置付け 

「金融機能の不正利用防止」の観点から，①振り込め詐欺撲滅，②偽造・盗難キャッ

シュカード，盗難通帳，インターネットバンキングによる被害防止，③マネー・ローン

ダリング・テロ資金供与の防止，④反社会的勢力による被害の防止といったテーマがあ

り，振り込め詐欺対策やマネー・ローンダリング・テロ資金供与対策も「金融機能の不

正利用防止」の一つに位置付けられる。 

 

２ 振り込め詐欺（金融犯罪）とマネー・ローンダリングとの関係 

暴力団等反社会的勢力は，組織犯罪として，振り込め詐欺等を敢行し，これをマネー・

ローンダリング（洗浄）し，犯罪収益に再利用するという構図にあり，すなわち，振り

込め詐欺等金融犯罪とマネー・ローンダリングとは上流・下流の関係にある。 

金融機関の社会的責任に鑑みて，金融機関自体が被害を受けなくても，反社会的勢力

等の資金の流れを断ち切って犯罪や犯罪収益の拡大を未然に防止し，顧客が被害を受け

ないようにするため，犯罪収益移転防止法等に基づく措置を的確に実施する内部管理態

勢を構築する責任がある。 

組織犯罪等による金融サービスの濫用を防止し，我が国金融システムに対する信頼を

確保するためにも重要な意義がある。 

 

３ 振り込め詐欺及びマネー・ローンダリングについての考え方の変化 

振り込め詐欺救済法により，金融機関は従来預金規定に基づいて行っていた取引停止

等の措置を，法律上の根拠に基づき行う必要があり，単なる事務手続の問題ではなくコ
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ンプライアンスの問題として位置づけ，迅速・適切に実施するための態勢整備が必要で

ある（監督指針）。 

マネー・ローンダリングについては，後記ガイドラインのとおり，単なる事務手続や

コンプライアンスではなく，リスクベース・アプローチに基づき，リスク管理態勢とし

て経営マターとして位置付ける必要がある。 

 

第３ 防止措置の現状（自助・共助・公助） 

防止措置の現状について，「自助・共助・公助」に分けて検討する（主として我が国に

おける取組に限定する。）。 

 

１ 自助（個社の対応） 

 

(1) 犯罪収益移転防止法に基づく取組 

犯罪収益移転防止法に基づく取組としては，3 つの柱（取引時確認，取引記録等の

保存，疑わしい取引の届出）がある。 

上記取引時確認等の措置を的確に行うため，①当該取引時確認をした事項に係る情

報を再新の内容に保つための措置を講じること，②使用人に対する教育訓練の実施，

③取引時確認等の措置に関する規定の作成，④取引時確認等の措置の的確な実施のた

めに必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任，⑤犯罪収益移転危険度調査書

の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置（犯罪収益移転防止法11

条）といったものが定められている。 

自助の取組について，便宜上，「入口→中間管理→出口」の 3 場面に分けて検討す

る。 

 

① 入口 

入口対策に関連するものとして，取引時確認がある。 

平成25年 4月の犯罪収益移転防止法改正により，それまでの本人特定事項の確認

のみならず，取引目的，職業・事業内容などの取引時確認にまで拡大している。取

引時確認により，マネー・ローンダリング目的等の取引を抑止する効果があり，取

引開始後も疑わしい取引の届出やハイリスク取引として把握する場合の判断材料と

して活用とすべきである。 

このような入口対策は，金融機関の声掛けなどの被害者対策と被害防止の観点か

ら車の両輪となるべきものである（もっとも，ネット銀行など非対面取引が原則と

なる業態においては，声掛け等被害者対策が十分しづらい面がある。）。 

 

② 中間管理 

・継続的顧客管理 

ＦＡＴＦ勧告において，継続的顧客管理を重視しており，犯罪収益移転防止法に

おいても，特定事業者が取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つこと

などが求められている。 

 

リスクベースアプローチの観点から，多数の個人名から短期間に頻繁な入金がな

されるなど不自然な取引や，口座不正利用防止システムにおいて繰り返し抽出され

る口座等について，一般顧客よりも閾値等の条件を厳格化し，定期審査のモニタリ

ングの範囲を広げ，又は抽出期間を短縮する（例・通常は週次でのチェックを日次

にする。）などモニタリングレベルを変更することが想定される。 

 

・疑わしい取引の届出 

取引時確認の結果その他の事情を勘案して，収受した財産が犯罪による収益であ

る疑い又は顧客等が犯罪収益等隠匿罪に該当する行為を行っている疑いがあると認

められる場合における疑わしい取引の届出義務がある。 

なお，平成 30 年 2 月に公表された金融庁のガイドラインにおいては，検知後の

「疑わしい取引」該当性の判断については，ＡＭＬ/ＣＦＴの実効性向上の観点から，

国によるリスク評価の結果のほか，外国Ｐｅｐｓ該当性，顧客が行っている事業等

の顧客属性，取引に係る国・地域，顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態

様その他の事情を考慮し，また疑わしい取引の参考事例の着眼点等をもとに，適切

に判断することが求められている（ガイドライン 16 頁，「対応が求められる事項」

③）。 

 

③ 出口 

・預金口座の取引停止 

金融機関が預金口座の取引を停止する場合として，まず，振り込め詐欺救済法に

基づくもの（法定の手続）がある。 

振り込め詐欺救済法3条１項においては取引停止等の措置が定められており，金

融機関は同条に該当する場合，取引停止等の法的義務を負う。 

犯罪の種類につき，振り込め詐欺救済法 3 条においては「犯罪利用預金口座等で

ある疑いがあると認めるとき」と規定しているが，金融機関がこれを認知する端緒

としては，警察，弁護士・司法書士等からの通報，自金融機関での認知（取引モニ

タリングシステム等）がある。 

また，上記のような法定の取引停止とは別に，約款（預金規定）に基づくものと

して，①被害者振込を伴わない架空名義やなりすまし，②第三者利用や公序良俗違

反のおそれ，③本人確認等の虚偽があった場合などがある。 

なお，いずれの場合においても，警察等の通報を受けて凍結するのでは，既に犯

行グループに被害金を引き出されているケースが多いことから，犯行グループに手

に渡る前に被害者の資金を確保することが必要であり，そのためには取引モニタリ

ングシステム等の活用が想定される。 

他方で，振り込め詐欺救済法や預金規定に基づき預金口座の取引停止を行った場

合の金融機関等の損害賠償責任が争点となった裁判例もあることから，留意が必要

となる。 

  



第２編 民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺の被害防止活動の状況、効果及び課題

－181－

 

ンプライアンスの問題として位置づけ，迅速・適切に実施するための態勢整備が必要で

ある（監督指針）。 

マネー・ローンダリングについては，後記ガイドラインのとおり，単なる事務手続や

コンプライアンスではなく，リスクベース・アプローチに基づき，リスク管理態勢とし

て経営マターとして位置付ける必要がある。 

 

第３ 防止措置の現状（自助・共助・公助） 

防止措置の現状について，「自助・共助・公助」に分けて検討する（主として我が国に

おける取組に限定する。）。 

 

１ 自助（個社の対応） 

 

(1) 犯罪収益移転防止法に基づく取組 

犯罪収益移転防止法に基づく取組としては，3 つの柱（取引時確認，取引記録等の

保存，疑わしい取引の届出）がある。 

上記取引時確認等の措置を的確に行うため，①当該取引時確認をした事項に係る情

報を再新の内容に保つための措置を講じること，②使用人に対する教育訓練の実施，

③取引時確認等の措置に関する規定の作成，④取引時確認等の措置の的確な実施のた

めに必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任，⑤犯罪収益移転危険度調査書

の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置（犯罪収益移転防止法11

条）といったものが定められている。 

自助の取組について，便宜上，「入口→中間管理→出口」の 3 場面に分けて検討す

る。 

 

① 入口 

入口対策に関連するものとして，取引時確認がある。 

平成25年 4月の犯罪収益移転防止法改正により，それまでの本人特定事項の確認

のみならず，取引目的，職業・事業内容などの取引時確認にまで拡大している。取

引時確認により，マネー・ローンダリング目的等の取引を抑止する効果があり，取

引開始後も疑わしい取引の届出やハイリスク取引として把握する場合の判断材料と

して活用とすべきである。 

このような入口対策は，金融機関の声掛けなどの被害者対策と被害防止の観点か

ら車の両輪となるべきものである（もっとも，ネット銀行など非対面取引が原則と

なる業態においては，声掛け等被害者対策が十分しづらい面がある。）。 

 

② 中間管理 

・継続的顧客管理 

ＦＡＴＦ勧告において，継続的顧客管理を重視しており，犯罪収益移転防止法に

おいても，特定事業者が取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つこと

などが求められている。 

 

リスクベースアプローチの観点から，多数の個人名から短期間に頻繁な入金がな

されるなど不自然な取引や，口座不正利用防止システムにおいて繰り返し抽出され

る口座等について，一般顧客よりも閾値等の条件を厳格化し，定期審査のモニタリ

ングの範囲を広げ，又は抽出期間を短縮する（例・通常は週次でのチェックを日次

にする。）などモニタリングレベルを変更することが想定される。 

 

・疑わしい取引の届出 

取引時確認の結果その他の事情を勘案して，収受した財産が犯罪による収益であ

る疑い又は顧客等が犯罪収益等隠匿罪に該当する行為を行っている疑いがあると認

められる場合における疑わしい取引の届出義務がある。 

なお，平成 30 年 2 月に公表された金融庁のガイドラインにおいては，検知後の

「疑わしい取引」該当性の判断については，ＡＭＬ/ＣＦＴの実効性向上の観点から，

国によるリスク評価の結果のほか，外国Ｐｅｐｓ該当性，顧客が行っている事業等

の顧客属性，取引に係る国・地域，顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態

様その他の事情を考慮し，また疑わしい取引の参考事例の着眼点等をもとに，適切

に判断することが求められている（ガイドライン 16 頁，「対応が求められる事項」

③）。 

 

③ 出口 

・預金口座の取引停止 

金融機関が預金口座の取引を停止する場合として，まず，振り込め詐欺救済法に

基づくもの（法定の手続）がある。 

振り込め詐欺救済法3条１項においては取引停止等の措置が定められており，金

融機関は同条に該当する場合，取引停止等の法的義務を負う。 

犯罪の種類につき，振り込め詐欺救済法 3 条においては「犯罪利用預金口座等で

ある疑いがあると認めるとき」と規定しているが，金融機関がこれを認知する端緒

としては，警察，弁護士・司法書士等からの通報，自金融機関での認知（取引モニ

タリングシステム等）がある。 

また，上記のような法定の取引停止とは別に，約款（預金規定）に基づくものと

して，①被害者振込を伴わない架空名義やなりすまし，②第三者利用や公序良俗違

反のおそれ，③本人確認等の虚偽があった場合などがある。 

なお，いずれの場合においても，警察等の通報を受けて凍結するのでは，既に犯

行グループに被害金を引き出されているケースが多いことから，犯行グループに手

に渡る前に被害者の資金を確保することが必要であり，そのためには取引モニタリ

ングシステム等の活用が想定される。 

他方で，振り込め詐欺救済法や預金規定に基づき預金口座の取引停止を行った場

合の金融機関等の損害賠償責任が争点となった裁判例もあることから，留意が必要

となる。 
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・リスク遮断 

金融庁のガイドラインにおいては，必要な情報の提供を利用者から受けられない

など，適切な顧客管理を実施できない顧客・取引等について，取引謝絶等を含め，

リスク遮断を検討することが記載されており，「リスク遮断」の中には新規顧客の取

引謝絶のみならず，既存顧客の口座解約や取引制限も含まれ，また取引内容を限定

するものではないとされている。 

上記のとおり，ＡＭＬ/ＣＦＴについても反社会的勢力対応と同様，顧客受入れ時

における取引時確認を中心とした入口対応と，顧客受入れ後の中間管理・出口対応

（継続的顧客管理や疑わしい取引の届出）の対応に分けられる。 

 

２ 共助（業界団体等） 

全国銀行協会では，金融犯罪の手口をインターネット等で紹介するなど情報提供活動

を行っているほか，平成 20 年度来，「振り込め詐欺撲滅強化月間」を設定するなどし，

振り込め詐欺撲滅に向けた活動を展開している。 

また，全国銀行協会では各会員を対象とした「金融犯罪に関するアンケート結果」を

四半期ごとに公表している。具体的には，①「盗難通帳による預金等の不正払戻し」，②

「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」，③「盗難キャッシュカード

による預金等の不正払戻し」，④「偽造キャッシュカードによる預金等の不正払戻し」，

⑤「口座不正利用」に関するアンケート結果が公表されている。 

 

３ 公助（官庁における対応） 

マネー・ローンダリング対策については，犯罪対策閣僚会議において中心的に論じら

れている論点ではないが，毎年公表されている「犯罪収益移転危険度調査書」の内容と

関係し，また「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に

関する懇談会」（平成22年 7月報告）や「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談

会」（平成26年 7月報告）でも有識者委員等による検討がなされ，犯罪収益移転防止法

改正につながっている。 

 

(1) 金融庁 

 

① 金融行政方針（平成29年 11月） 

金融行政方針では，【振り込め詐欺等への対応】について，以下のとおり示されて

いる。 

「振り込め詐欺の手口が年々巧妙化し，既存の未然防止策では対応できない事案

があることを踏まえ，各金融機関が継続的に振り込め詐欺等の犯罪の撲滅に向けた

対策の見直しや実施に努めるよう，促していく。 また，被害の迅速な回復のため，

引き続き，『振り込め詐欺救済法』に沿った，被害者救済対応を的確に行っているか

確認する。各金融機関においては，社会的責任を果たす観点から，関係当局とも連

携し，顧客の口座開設目的や口座の利用状況等を含む様々な要素を斟酌し，銀行口

座が適切に利用されるよう，必要な対応を行っているか注視していく。」  

 

② 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

(金融庁ガイドライン)の策定・公表（平成30年 2月 6日） 

金融庁は，2019 年に予定されている第 4 次 FATF 対日相互審査も踏まえ，官民双

方が連携して，マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない金融システ

ムを確保するための体制強化を図ることが重要であるとの考えの下，金融機関等の

実効的な態勢整備を促すために，マネー・ローンダリング等に係るリスク管理の基

本的考え方を明らかにするものとして，ガイドラインを策定した。金融庁ガイドラ

インは，①基本的考え方，②リスクベース・アプローチ，③管理態勢とその有効性

の検証・見直し，④金融庁によるモニタリング等という四部構成をとっている。 

・第一部の「基本的考え方」 

第一部の「基本的考え方」は，ガイドラインを策定した趣旨，対象範囲（金融庁

所管の特定事業者を対象）及び位置付け，経営陣の関与の必要性，金融機関等に求

められる取組，業界団体や中央機関等の役割，金融当局によるモニタリング・監督

上の対応等の基本的考え方について述べている。 

・第二部の「リスクベース・アプロ―チ」 

第二部の「リスクベース・アプローチ」においては，まず，マネー・ローンダリ

ング・テロ資金供与対策についての標準的なアプローチであるリスクベース・アプ

ローチがどのような意義を有するかについて説明している。その上で，各論として，

リスクの特定・評価・低減の３段階に区分し，各段階においてリスクベース・アプ

ローチの観点から，具体的に対応が求められる事項等について記載されている。 

特に，「低減」の方策については詳細に記載されており，顧客に着目した顧客管理

（カスタマー・デュー・ディリジェンス（ＣＤＤ））を中核と位置付け，その他経歴・

資金源・居住国・取引形態等を勘案した顧客受入方針の策定，信頼に足る証拠を求

めて本人確認事項等の調査を行うこと，制裁リスト等との照合，信頼性の高いデー

タベース・システムの導入，厳格な顧客管理措置（ＥＤＤ）・簡素な顧客管理措置（Ｓ

ＤＤ），継続的顧客管理，リスク遮断措置などが挙げられている。 

また，取引に着目した低減措置である取引モニタリング・フィルタリングの実施，

疑わしい取引の届出，ＩＴシステムの活用等にも言及されている。 

さらに，海外送金等を行う場合の留意点やＦｉｎｔｅｃｈ等の活用についても記

載されている。 

・第三部の「管理態勢とその有効性の検証・見直し」 

マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の実効性の確保のためには，経営陣

による関与の下，全社的に有効な内部管理態勢・リスク管理態勢を構築し，これを

不断に見直していくことが求められる。そこで，第三部の「管理態勢とその有効性

の検証・見直し」においては，方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（Ｐ

ＤＣＡ），経営陣の関与・理解，経営管理（三つの防衛線等），グループベースの管

理態勢，職員の確保，育成等について述べている。 

経営管理（三つの防衛線等）においては，各部門等の役割・責任の明確化の観点

から，各部門の担う役割等を，営業部門（第一線），コンプライアンス部門等の管理

部門（第二線），内部監査部門（第三線）の「三つの防衛線（three lines of defense）」
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・リスク遮断 

金融庁のガイドラインにおいては，必要な情報の提供を利用者から受けられない

など，適切な顧客管理を実施できない顧客・取引等について，取引謝絶等を含め，

リスク遮断を検討することが記載されており，「リスク遮断」の中には新規顧客の取

引謝絶のみならず，既存顧客の口座解約や取引制限も含まれ，また取引内容を限定

するものではないとされている。 

上記のとおり，ＡＭＬ/ＣＦＴについても反社会的勢力対応と同様，顧客受入れ時

における取引時確認を中心とした入口対応と，顧客受入れ後の中間管理・出口対応

（継続的顧客管理や疑わしい取引の届出）の対応に分けられる。 

 

２ 共助（業界団体等） 

全国銀行協会では，金融犯罪の手口をインターネット等で紹介するなど情報提供活動

を行っているほか，平成 20 年度来，「振り込め詐欺撲滅強化月間」を設定するなどし，

振り込め詐欺撲滅に向けた活動を展開している。 

また，全国銀行協会では各会員を対象とした「金融犯罪に関するアンケート結果」を

四半期ごとに公表している。具体的には，①「盗難通帳による預金等の不正払戻し」，②

「インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し」，③「盗難キャッシュカード

による預金等の不正払戻し」，④「偽造キャッシュカードによる預金等の不正払戻し」，

⑤「口座不正利用」に関するアンケート結果が公表されている。 

 

３ 公助（官庁における対応） 

マネー・ローンダリング対策については，犯罪対策閣僚会議において中心的に論じら

れている論点ではないが，毎年公表されている「犯罪収益移転危険度調査書」の内容と

関係し，また「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に

関する懇談会」（平成22年 7月報告）や「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談

会」（平成26年 7月報告）でも有識者委員等による検討がなされ，犯罪収益移転防止法

改正につながっている。 

 

(1) 金融庁 

 

① 金融行政方針（平成29年 11月） 

金融行政方針では，【振り込め詐欺等への対応】について，以下のとおり示されて

いる。 

「振り込め詐欺の手口が年々巧妙化し，既存の未然防止策では対応できない事案

があることを踏まえ，各金融機関が継続的に振り込め詐欺等の犯罪の撲滅に向けた

対策の見直しや実施に努めるよう，促していく。 また，被害の迅速な回復のため，

引き続き，『振り込め詐欺救済法』に沿った，被害者救済対応を的確に行っているか

確認する。各金融機関においては，社会的責任を果たす観点から，関係当局とも連

携し，顧客の口座開設目的や口座の利用状況等を含む様々な要素を斟酌し，銀行口

座が適切に利用されるよう，必要な対応を行っているか注視していく。」  

 

② 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」

(金融庁ガイドライン)の策定・公表（平成30年 2月 6日） 

金融庁は，2019 年に予定されている第 4 次 FATF 対日相互審査も踏まえ，官民双

方が連携して，マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない金融システ

ムを確保するための体制強化を図ることが重要であるとの考えの下，金融機関等の

実効的な態勢整備を促すために，マネー・ローンダリング等に係るリスク管理の基

本的考え方を明らかにするものとして，ガイドラインを策定した。金融庁ガイドラ

インは，①基本的考え方，②リスクベース・アプローチ，③管理態勢とその有効性

の検証・見直し，④金融庁によるモニタリング等という四部構成をとっている。 

・第一部の「基本的考え方」 

第一部の「基本的考え方」は，ガイドラインを策定した趣旨，対象範囲（金融庁

所管の特定事業者を対象）及び位置付け，経営陣の関与の必要性，金融機関等に求

められる取組，業界団体や中央機関等の役割，金融当局によるモニタリング・監督

上の対応等の基本的考え方について述べている。 

・第二部の「リスクベース・アプロ―チ」 

第二部の「リスクベース・アプローチ」においては，まず，マネー・ローンダリ

ング・テロ資金供与対策についての標準的なアプローチであるリスクベース・アプ

ローチがどのような意義を有するかについて説明している。その上で，各論として，

リスクの特定・評価・低減の３段階に区分し，各段階においてリスクベース・アプ

ローチの観点から，具体的に対応が求められる事項等について記載されている。 

特に，「低減」の方策については詳細に記載されており，顧客に着目した顧客管理

（カスタマー・デュー・ディリジェンス（ＣＤＤ））を中核と位置付け，その他経歴・

資金源・居住国・取引形態等を勘案した顧客受入方針の策定，信頼に足る証拠を求

めて本人確認事項等の調査を行うこと，制裁リスト等との照合，信頼性の高いデー

タベース・システムの導入，厳格な顧客管理措置（ＥＤＤ）・簡素な顧客管理措置（Ｓ

ＤＤ），継続的顧客管理，リスク遮断措置などが挙げられている。 

また，取引に着目した低減措置である取引モニタリング・フィルタリングの実施，

疑わしい取引の届出，ＩＴシステムの活用等にも言及されている。 

さらに，海外送金等を行う場合の留意点やＦｉｎｔｅｃｈ等の活用についても記

載されている。 

・第三部の「管理態勢とその有効性の検証・見直し」 

マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策の実効性の確保のためには，経営陣

による関与の下，全社的に有効な内部管理態勢・リスク管理態勢を構築し，これを

不断に見直していくことが求められる。そこで，第三部の「管理態勢とその有効性

の検証・見直し」においては，方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し（Ｐ

ＤＣＡ），経営陣の関与・理解，経営管理（三つの防衛線等），グループベースの管

理態勢，職員の確保，育成等について述べている。 

経営管理（三つの防衛線等）においては，各部門等の役割・責任の明確化の観点

から，各部門の担う役割等を，営業部門（第一線），コンプライアンス部門等の管理

部門（第二線），内部監査部門（第三線）の「三つの防衛線（three lines of defense）」
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の観点から整理する方法が記載されている。 

・第四部の「金融庁によるモニタリング等」 

第四部「金融庁によるモニタリング等」は，我が国の金融機関等における実効的

な態勢整備を確保するための金融当局によるモニタリングについて，金融機関等の

みでなく，金融庁においても実効的・効率的なモニタリングのために，リスクベー

ス・アプローチの採用が必要であるとされている。 

また，官民連携・関係当局との連携の在り方についても記載されている。 

 

(2) 国家公安委員会・警察 

犯罪収益移転防止法3条 3項において「国家公安委員会は，毎年，犯罪による収益

の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行っ

た上で，特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに，当該取引による犯罪に

よる収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益

移転危険度調査書を作成し，これを公表するものとする。」とされており，国家公安委

員会では，毎年，「犯罪収益移転危険度調査書」を公表している（直近では平成29年

11月。）。 

平成16年 12月 30日から「預金口座等の不正利用防止法」（その後犯罪収益移転防

止法に統合）が施行され，他人になりすまして預金口座を開設した者・預金口座を譲

り渡し又は交付した者・預金口座を売買した者・預金口座売買等を勧誘，又は広告等

を行った者は刑罰の対象とされている。 

 

第４ グッドプラクティスの共有（自助・共助・公助） 

 

１ 自助（個社の対応） 

 

(1) ジャパンネット銀行の事例 

特殊詐欺グループは，犯罪捜査の網をかいくぐるため，対面型の銀行を利用せず，

インターネットバンキングやＡＴＭコーナーからの振込を行うことが多い。インター

ネット専業のジャパンネット銀行（本社・東京）は，平成25年度から，口座の名義人

の職業や住所，取引内容などをもとに不自然な取引を検知できる独自のモニタリング

システムを導入し，不審な送金をリアルタイムで監視している。さらに，詐欺の可能

性が高いと判断した場合，本人に確認する前に即座に口座を凍結することによって，

被害を未然に防止することしている。口座凍結された者からのクレームへの対応（電

話対応フロー（マニュアル）を作成し，現場に周知）取引パターンごとに20数種類の

コールセンター用のスクリプト作成することにより，平均１時間を要していた電話対

応が5分で終了するようになったとのことである。また，同銀行はＩＴ導入によるペ

ーパーレス化も進めており，口座凍結に係る社内決裁をウェブ画面から申請できるよ

うにしたり，捜査関係事項照会に関する警察提出資料を紙で提出するのではなくＣＤ－

Ｒに情報をコピーして提出したりといった対応を行っている。 

同銀行のこれらの取組は，他の銀行・金融機関にとっても大いに参考になるものと

 

考えられる。 

 

２ 共助 

共助の一例として，システムの共同化が挙げられる。以上のとおり，マネー・ローン

ダリング対策のため，金融機関には様々な義務が課されているが，特に中小規模の金融

機関などでは，リソースが限られているため，「共助」の観点から，同業他社との間で，

反社照会システムのほか，顧客管理，リスク評価，取引モニタリング・フィルタリング

等について，システムの共同運用等業界共通で利用できるインフラ・プラットフォーム

などが想定される（金融庁ガイドラインに対するパブコメに対する回答10～12番。）。業

界共通の仕組みではないものの，ＮＴＴデータは「マネロン対策の共同利用型サービス」

のようなシステムを提供している。 

 

第５ 現状の評価と今後の課題 

 

１ 現状の評価 

既にみた通り，これまでマネー・ローンダリングに利用されることの多かった銀行な

ど伝統的金融機関における対策は進んでおり，一定の効果を挙げていると言える。 

 

２ 今後の課題 

マネー・ローンダリングの防止のためには，銀行など伝統的金融機関における対策の

一層の進展はもちろんのこと，近時のＦｉｎｔｅｃｈの進展により登場してきた仮想通

貨交換業者など新たに登場した伝統的金融機関に比べると比較的内部統制が弱い事業

者を通じたマネー・ローンダリングを防止することが必要である。 

さらに，マネー・ローンダリングの防止のためには，国際的な協力や他国と同等の取

組が不可欠である。例えば，平成29年 4月に改正された我が国の改正資金決済法は，仮

想通貨交換業者を登録制とし，本人確認を義務付けたため，匿名性のある仮想通貨を取

り扱う業者は登録できないが，国内から海外の交換所を利用する行為を規制することが

できない。このように，マネー・ローンダリングの抑止のためには国内の規制のみでは

不十分であり，限界がある。この点，G20財務大臣・中央銀行総裁会議宣言（平成30年

3月 19及び20日）において，「国際基準設定主体がそれぞれのマンデートに従って，暗

号資産及びそのリスクの監視を続け，多国間での必要な対応について評価することを要

請する。」とされているように，今後G20の指示の下，ＦＡＴＦなどにおいてマネー・ロ

ーンダリングの防止に向けた国際的に同等の規制枠組みが示され，各国においてその整

備がなされることが期待される。 
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の観点から整理する方法が記載されている。 

・第四部の「金融庁によるモニタリング等」 

第四部「金融庁によるモニタリング等」は，我が国の金融機関等における実効的

な態勢整備を確保するための金融当局によるモニタリングについて，金融機関等の

みでなく，金融庁においても実効的・効率的なモニタリングのために，リスクベー

ス・アプローチの採用が必要であるとされている。 

また，官民連携・関係当局との連携の在り方についても記載されている。 

 

(2) 国家公安委員会・警察 

犯罪収益移転防止法3条 3項において「国家公安委員会は，毎年，犯罪による収益

の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行っ

た上で，特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに，当該取引による犯罪に

よる収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益

移転危険度調査書を作成し，これを公表するものとする。」とされており，国家公安委

員会では，毎年，「犯罪収益移転危険度調査書」を公表している（直近では平成29年

11月。）。 

平成16年 12月 30日から「預金口座等の不正利用防止法」（その後犯罪収益移転防

止法に統合）が施行され，他人になりすまして預金口座を開設した者・預金口座を譲

り渡し又は交付した者・預金口座を売買した者・預金口座売買等を勧誘，又は広告等

を行った者は刑罰の対象とされている。 

 

第４ グッドプラクティスの共有（自助・共助・公助） 

 

１ 自助（個社の対応） 

 

(1) ジャパンネット銀行の事例 

特殊詐欺グループは，犯罪捜査の網をかいくぐるため，対面型の銀行を利用せず，

インターネットバンキングやＡＴＭコーナーからの振込を行うことが多い。インター

ネット専業のジャパンネット銀行（本社・東京）は，平成25年度から，口座の名義人

の職業や住所，取引内容などをもとに不自然な取引を検知できる独自のモニタリング

システムを導入し，不審な送金をリアルタイムで監視している。さらに，詐欺の可能

性が高いと判断した場合，本人に確認する前に即座に口座を凍結することによって，

被害を未然に防止することしている。口座凍結された者からのクレームへの対応（電

話対応フロー（マニュアル）を作成し，現場に周知）取引パターンごとに20数種類の

コールセンター用のスクリプト作成することにより，平均１時間を要していた電話対

応が5分で終了するようになったとのことである。また，同銀行はＩＴ導入によるペ

ーパーレス化も進めており，口座凍結に係る社内決裁をウェブ画面から申請できるよ

うにしたり，捜査関係事項照会に関する警察提出資料を紙で提出するのではなくＣＤ－

Ｒに情報をコピーして提出したりといった対応を行っている。 

同銀行のこれらの取組は，他の銀行・金融機関にとっても大いに参考になるものと

 

考えられる。 

 

２ 共助 

共助の一例として，システムの共同化が挙げられる。以上のとおり，マネー・ローン

ダリング対策のため，金融機関には様々な義務が課されているが，特に中小規模の金融

機関などでは，リソースが限られているため，「共助」の観点から，同業他社との間で，

反社照会システムのほか，顧客管理，リスク評価，取引モニタリング・フィルタリング

等について，システムの共同運用等業界共通で利用できるインフラ・プラットフォーム

などが想定される（金融庁ガイドラインに対するパブコメに対する回答10～12番。）。業

界共通の仕組みではないものの，ＮＴＴデータは「マネロン対策の共同利用型サービス」

のようなシステムを提供している。 

 

第５ 現状の評価と今後の課題 

 

１ 現状の評価 

既にみた通り，これまでマネー・ローンダリングに利用されることの多かった銀行な

ど伝統的金融機関における対策は進んでおり，一定の効果を挙げていると言える。 

 

２ 今後の課題 

マネー・ローンダリングの防止のためには，銀行など伝統的金融機関における対策の

一層の進展はもちろんのこと，近時のＦｉｎｔｅｃｈの進展により登場してきた仮想通

貨交換業者など新たに登場した伝統的金融機関に比べると比較的内部統制が弱い事業

者を通じたマネー・ローンダリングを防止することが必要である。 

さらに，マネー・ローンダリングの防止のためには，国際的な協力や他国と同等の取

組が不可欠である。例えば，平成29年 4月に改正された我が国の改正資金決済法は，仮

想通貨交換業者を登録制とし，本人確認を義務付けたため，匿名性のある仮想通貨を取

り扱う業者は登録できないが，国内から海外の交換所を利用する行為を規制することが

できない。このように，マネー・ローンダリングの抑止のためには国内の規制のみでは

不十分であり，限界がある。この点，G20財務大臣・中央銀行総裁会議宣言（平成30年

3月 19及び20日）において，「国際基準設定主体がそれぞれのマンデートに従って，暗

号資産及びそのリスクの監視を続け，多国間での必要な対応について評価することを要

請する。」とされているように，今後G20の指示の下，ＦＡＴＦなどにおいてマネー・ロ

ーンダリングの防止に向けた国際的に同等の規制枠組みが示され，各国においてその整

備がなされることが期待される。 
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第１０章 被害者向け対策 

 

エグゼクティブ・サマリー 

 被害者向け対策としては，①留守番電話の活用，②防犯機能を備えた電話用機器の活用，

③広報・啓発，④金融機関による声掛け・警察への通報，⑤金融機関によるＡＴＭの利用

制限，⑥（④⑤以外の）地域における見守り活動が挙げられる。 

 ①留守番電話の活用は，犯人と直接会話する機会を遮断できる点で抜本的な効果が期待

できるものであり，改めて全世帯での実践が望まれる。 

 ②防犯機能を備えた電話用機器の活用は，一定の効果が期待できるので，できるだけ活

用されることが望まれるが，万能ではなく，本対策をかいくぐってくる犯人には，ほかの

対策も採る必要がある。 

 ③広報・啓発は，巷で多くの活動が行われているが，それぞれ一定の効果は出ているの

であろうが，特殊詐欺の撲滅には程遠い状況と言わざるを得ない。これは，広報内容がそ

もそも被害者予備軍に届いていない（周知できていない）のか，広報内容が届いているも

のの詐欺グループの巧みな手口によって無力化されてしまうのかのどちらかではないかと

思われる。前者への対策としては，⑥の地域における見守り活動が，後者への対策として

は，愛知県弁護士会のマニュアル「詐欺にあわないためのポイント」に基づいた対応を行

うことが考えられる。 

 ④金融機関による声掛け・警察への通報は，相当な効果が認められる対策であり，被害

防止のためには，今後もこの対策が続けられることが望まれる。 

 ⑤金融機関によるＡＴＭの利用制限は，相当な効果が認められる対策であり，被害防止

のためには，今後もできる範囲でこの対策が続けられることが望まれる。 

 ⑥（④⑤以外の）地域における見守り活動は，広報・啓発により，高齢者の意識や防衛

力をどうしたら高められるのかに苦慮している現状を踏まえると，地域ぐるみで見守り活

動を行う必要性は高いが，行政だけではとても担いきれるものではない。高齢者にとって

身近で，一人ひとりの顔が見えるきめ細やかなネットワークといえば，介護のネットワー

クであり，ヘルパー・介護事業者・ケアマネージャーなどの介護関係者に協力をしていた

だけるならば，これ以上ないきめ細やかなネットワークであり，相当な防止効果が期待で

きると思われる。 

 

  

 

第１ はじめに 

 

以上，第１章ないし第９章で述べたところは，基本的に加害者対策（加害者に向けた防

止活動）である。 

それに対して，被害者対策（被害者に向けた防止活動）も各地で行われている。 

加害者対策が，犯行利用の状況から導かれる必要性（第１章）と当該サービス提供企業

の負担・責任等から導かれる必然性（第２章。許容性とも言える。）との兼ね合いから，

企業が業務を行う上で，最低限採るべき防止措置を考え，課題を検討することができるの

に対し，被害者対策は，自衛手段のほかは，被害者になりそうな人の意識や防衛力を高め

ることを目的として，警察・その他の行政・民間団体等によって行われている基本的に利

他的な活動であるため，同じ問題設定をすることができない。 

例えば，被害者対策の典型例である広報・啓発は，まだまだ不十分と言われることがあ

り，もっと大々的かつ強力に行われた方が効果は上がるのであろうが，各機関において予

算や人材の制約があるのであり，その制約を無視した議論をしても実行できない内容であ

れば意味がない。 

むしろ，各地で行われている良い活動例（グッドプラクティス）を紹介し，ほかの地域

においても，できるものから実行し，今後の被害防止に役立ててもらうことこそが重要と

考える。 

そこで，実際に各地で行われている被害者対策を分類し，①留守番電話の活用，②防犯

機能を備えた電話用機器の活用，③広報・啓発，④金融機関による声かけ・警察への通報，

⑤金融機関によるＡＴＭの利用制限，⑥（④⑤以外の）地域における見守り活動，の順に

紹介する。 

 

第２ 留守番電話の活用 

 

１ これは，警察庁が「留守番電話作戦」として実施を勧めている対策である。 

２ 具体的には，①自宅の電話を，在宅時であっても常に留守番電話に設定しておき，②

（ナンバーディスプレイ機能がある場合には，）心当たりのない電話番号からの着信に

は出ない，③もし息子や孫，その他家族を名乗ってメッセージが入った場合でも電話に

は出ないで，こちらから掛け直す（ただし，「携帯電話番号が変わった」というメッセー

ジの場合には，変わる前の電話番号に掛け直す。），というものである。 

３ これは，詐欺犯人が留守番電話にメッセージを残すことは通常ないことから，犯人と

直接会話する機会を遮断できる点で抜本的な効果が期待できる。 

留守番電話さえあれば，誰でも簡単にできる抜本的な対策であり，全世帯での実践が

望まれる。しかし，何らかの理由で実践されないために，今も多数の被害が発生してし

まっていると思われる。 

課題としては，①留守番電話を持っていない人には一定の費用がかかること（留守番

電話の普及）と，②メッセージや電話番号を確認して安心できるときだけ電話に出ると

いう（人によっては失礼と感じるかもしれない。）電話の出方をいかに普及するか（電話

マナーに関する意識の変革。），③自分も特殊詐欺被害に逢うかもしれないという危機意
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識の涵養（被害者予備軍に対する広報・啓発。「第４ 広報・啓発」で詳述。）が挙げら

れる。 

 

第３ 防犯機能を備えた電話用機器の活用 

 

１ これは，市販されている防犯機能付き電話用機器を活用するものである。 

２ 現在，詐欺や迷惑電話の対策として， 

ア 電話の着信時に，電話の相手方に警告音声を発する機能を有し，かつ，通話中に

自動的に通話内容を録音する機能 

イ 迷惑電話番号データベースに登録された情報により，迷惑電話番号からの電話を

自動判別して着信を拒否又は着信ランプ等で警告表示する機能 

などの機能を有した電話機又は電話機に接続する機器が市販されている。 

一部の自治体や警察では，機器の無償貸与（購入補助）をしている（公助）。 

詳しくは，第６章の第５を参照いただきたい。 

また，公益社団法人全国防犯協会連合会では，推奨する優良防犯電話推奨品目録を公

表している322（共助）。 

３ 効果について，アの機器は，犯人に詐欺行為をするのを諦めさせる効果が期待でき，

イの機器は，犯人と直接会話する機会を遮断できる効果が期待できるものであり，いず

れも通常の電話にはない機能を追加するものとして一定の効果が期待できるものであ

るから，できるだけ活用されることが望まれる。 

課題としては，①一定の費用がかかることと，②アの機器については，かかる機器へ

の対策を施すなどして録音を恐れない犯人には効果がないこと，③イの機器については，

犯人が新しい電話番号の使用を開始して登録されるまでの間は，効果がないことが挙げ

られる。このように本対策をかいくぐってくる犯人には，他の対策も採る必要がある。 

 

第４ 広報・啓発 

 

被害者にならないための広報・啓発活動である。 

 

１ 公助 

 

(1) 警察の取組 

 

① 警察庁の取組 

「被害に逢わないために」，「特殊詐欺の手口」などのコンテンツのほか，「情

報提供等」において，犯行グループによる音声ファイルの公開を行っている323。 

 

                            
322 公益社団法人全国防犯協会連合会ＨＰ「防犯推奨機器－有料防犯電話－」 
323 警察庁ＨＰ「特殊詐欺対策」 

 

② 各都道府県警察の取組 

 

ア 警視庁の取組 

「被害を防ぐために知っていただきたいこと」として，特殊詐欺の手口と防

止対策を説明しているほか，犯行グループによる音声ファイルの公開を行って

いる324。 

ほかにも多くの取組が行われているが，特筆すべき活動として，以下のものが

挙げられる。 

 

(ｱ) ｅラーニング 

『特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京』として，インターネット接続

できる環境さえあれば，特殊詐欺の手口や被害にあう原因などを学べるよう，

情報提供をしている325。 

(ｲ) Twitter（ツイッター） 

警視庁犯罪抑止対策本部は，Twitter（ツイッター）で，都内における特殊詐

欺の手口，被害額等を，平日は毎日更新している。 

 

イ その他，特殊な取組を実施している都道府県警察 

 

(ｱ) 広島県警察 

高校生ＣＭコンテストの実施 

高齢者を取り巻く家族への働き掛けを強化し，被害防止の機運の醸成を図っ

ている。 

YouTube に「オレオレ詐欺だけじゃないフラメンコ」特殊詐欺被害防止編を

公開して，注意喚起をしている326。 

(ｲ) 大阪府警 

西川きよしファミリー出演の特殊詐欺動画作成，特殊詐欺クロスワードの作

成，特殊詐欺イエス・ノー・チャートの作成等を使用して，府民が楽しく特殊

詐欺について学べる機会を提供している327。 

(ｳ) 岡山県警 

「特殊詐欺被害防止総合対策ベース」を開設し，民間業者に委託し，捜査の

過程で押収した名簿に掲載された方等に電話で注意喚起をする「コールセンター」

業務と，高齢者が多く集まる場所に出向いて行う「出前講座」業務を行ってい

る328。 

                            
324 警視庁ＨＰ「特殊詐欺（振り込め詐欺等）」 
325 警視庁ＨＰ「『特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京』が新しく生まれ変わりました」 
326 広島県警察YouTube【公式チャンネル】「オレオレ詐欺だけじゃないフラメンコ」特殊詐欺被害

防止編 
327 大阪府警ＨＰ「特殊詐欺関係情報」 
328 岡山県警ＨＰ「特殊詐欺にご用心！」 
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322 公益社団法人全国防犯協会連合会ＨＰ「防犯推奨機器－有料防犯電話－」 
323 警察庁ＨＰ「特殊詐欺対策」 

 

② 各都道府県警察の取組 

 

ア 警視庁の取組 

「被害を防ぐために知っていただきたいこと」として，特殊詐欺の手口と防

止対策を説明しているほか，犯行グループによる音声ファイルの公開を行って

いる324。 

ほかにも多くの取組が行われているが，特筆すべき活動として，以下のものが

挙げられる。 

 

(ｱ) ｅラーニング 

『特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京』として，インターネット接続

できる環境さえあれば，特殊詐欺の手口や被害にあう原因などを学べるよう，

情報提供をしている325。 

(ｲ) Twitter（ツイッター） 

警視庁犯罪抑止対策本部は，Twitter（ツイッター）で，都内における特殊詐

欺の手口，被害額等を，平日は毎日更新している。 

 

イ その他，特殊な取組を実施している都道府県警察 

 

(ｱ) 広島県警察 

高校生ＣＭコンテストの実施 

高齢者を取り巻く家族への働き掛けを強化し，被害防止の機運の醸成を図っ

ている。 

YouTube に「オレオレ詐欺だけじゃないフラメンコ」特殊詐欺被害防止編を

公開して，注意喚起をしている326。 

(ｲ) 大阪府警 

西川きよしファミリー出演の特殊詐欺動画作成，特殊詐欺クロスワードの作

成，特殊詐欺イエス・ノー・チャートの作成等を使用して，府民が楽しく特殊

詐欺について学べる機会を提供している327。 

(ｳ) 岡山県警 

「特殊詐欺被害防止総合対策ベース」を開設し，民間業者に委託し，捜査の

過程で押収した名簿に掲載された方等に電話で注意喚起をする「コールセンター」

業務と，高齢者が多く集まる場所に出向いて行う「出前講座」業務を行ってい

る328。 

                            
324 警視庁ＨＰ「特殊詐欺（振り込め詐欺等）」 
325 警視庁ＨＰ「『特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京』が新しく生まれ変わりました」 
326 広島県警察YouTube【公式チャンネル】「オレオレ詐欺だけじゃないフラメンコ」特殊詐欺被害

防止編 
327 大阪府警ＨＰ「特殊詐欺関係情報」 
328 岡山県警ＨＰ「特殊詐欺にご用心！」 
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(ｴ) 愛知県警 

疑似体験コーナーを設置して，動画配信ウェブサイトからの架空請求を疑似

体験できる。 

名古屋に本社のある「トビラシステムズ」，及びソフトバンクと連携して，携

帯電話への有料動画閲覧未納料金等を請求する迷惑ショートメール対策（アプ

リ作成）を実施し，約半年間で，約10万件の迷惑メールを検知，今後も継続し

て実施する（月額利用料：300円～350円）（県警からは，随時最新の情報をト

ビラシステムズに提供している。）329。 

(ｵ) 山梨県警 

特殊詐欺を「電話詐欺」と名称して広報活動を実施。 

Twitter（ツイッター）で，架空請求ハガキにツッコミを入れている（訴訟取

り下げ相談に法務省が応じてくれるの？。「改めて告知」って，これ，初めての

告知じゃねえの？等。）330。 

(ｶ) 千葉県警 

特殊詐欺の実態を周知するため，特殊詐欺を「電話de詐欺」と名付けて，広

報活動を実施。 

(ｷ) 長野県警 

架空請求を「別名：支払え詐欺」，還付金請求を「別名：返します詐欺」，融

資保証金詐欺を「別名：貸します詐欺」，金融商品等取引名目の詐欺やギャンブ

ル必勝法情報提供名目の詐欺を「別名：もうかります詐欺」と名付けて，広報

活動を実施。 

(ｸ) 長崎県警 

地元の有名人（前川清）出演のポスター，動画作成。331 

(ｹ) 宮城県警 

地区防犯協会連合会（地域の町内会などが中心となって組織された防犯協会

の連合組織）と連携し，コンビニエンスストアでの電子マネー購入者への声掛

けに活用するチェックシートと顧客に注意を呼びかけるリーフレットを作成し

て，県コンビニエンスストア等防犯連絡協議会に贈呈し，水際対策の一層の強

化に努めている332。 

 

(2) 自治体の取組 

 

① 条例の制定を伴う取組 

以下の各条例に基づき，各自治体で，被害防止に向けた広報・啓発活動が行われ

                            
329 愛知県警察本部ＨＰ「地域安全対策ニュース」H30-33号「約 10万件の迷惑メールを検

知！！」 
330 山梨県警公式ツイッター平成27年 12月 26日 
331 長崎県警ＨＰ「暮らしの安全」「特殊詐欺対策」 
332 宮城県防犯協会連合会ＨＰ「県防連が県内のコンビニに架空請求詐欺被害防止用「声がけシー

ト」等を贈呈」 

 

ている。 

 

ア 都道府県 

(ｱ) 熊本県 

平成21年 4月に，「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」を施行した。 

県の責務として，広報活動及び啓発活動を行う責務を定めている。 

(ｲ) 岡山県 

平成22年 4月に施行された振り込め詐欺被害防止条例を，平成26年に改正

し，名称を「岡山県特殊詐欺被害防止条例」とした上で，内容も拡充した。 

県の責務として，広報その他の啓発活動を行う責務を定めている。 

(ｳ) 東京都 

平成15年制定の「東京都安全安心まちづくり条例」を平成27年 9月に改正

し，31 条ないし 33 条で特殊詐欺の根絶に向けた取組を推進するための条文を

追加した。 

都は，特殊詐欺の被害を根絶するために，区市町村と連携して，必要な情報

の提供や都民等への広報及び啓発を行うものとされた。 

 

イ 市町村 

(ｱ) 柏市（千葉県） 

平成28年 4月，「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」を施行した（全国市

町村で初。）。 

市の責務として，振り込め詐欺等の発生状況その他被害防止に関する有用な

情報を提供し，効果的な広報及び啓発活動を行う責務を定めている。 

(ｲ) 半田市（愛知県） 

平成29年 7月，「振り込め詐欺等被害防止に関する条例」を制定した。 

市の責務として，振り込め詐欺等の発生状況その他被害防止に関する有用な

情報を提供する責務や，効果的な広報及び啓発活動に努める責務等を定めてい

る。 

 

② 条例の制定を伴わない取組 

条例の制定を伴わなくとも，多数の自治体で，被害防止に向けた広報・啓発活動

が行われている。 

 

２ 共助 

様々な民間団体のほか，家族・友人・知人による広報・啓発活動が行われている。 

弁護士会でも，以下のような広報・啓発活動が行われている。 

 

(1) 札幌弁護士会 

平成 27年 9月 21日から平成28年 3月 31日までの間，特殊詐欺防止キャンペーン

を実施し，チラシとマグネットの配布等を通じて，啓蒙活動を行った。 
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(ｴ) 愛知県警 

疑似体験コーナーを設置して，動画配信ウェブサイトからの架空請求を疑似

体験できる。 

名古屋に本社のある「トビラシステムズ」，及びソフトバンクと連携して，携

帯電話への有料動画閲覧未納料金等を請求する迷惑ショートメール対策（アプ

リ作成）を実施し，約半年間で，約10万件の迷惑メールを検知，今後も継続し

て実施する（月額利用料：300円～350円）（県警からは，随時最新の情報をト

ビラシステムズに提供している。）329。 

(ｵ) 山梨県警 

特殊詐欺を「電話詐欺」と名称して広報活動を実施。 

Twitter（ツイッター）で，架空請求ハガキにツッコミを入れている（訴訟取

り下げ相談に法務省が応じてくれるの？。「改めて告知」って，これ，初めての

告知じゃねえの？等。）330。 

(ｶ) 千葉県警 

特殊詐欺の実態を周知するため，特殊詐欺を「電話de詐欺」と名付けて，広

報活動を実施。 

(ｷ) 長野県警 

架空請求を「別名：支払え詐欺」，還付金請求を「別名：返します詐欺」，融

資保証金詐欺を「別名：貸します詐欺」，金融商品等取引名目の詐欺やギャンブ

ル必勝法情報提供名目の詐欺を「別名：もうかります詐欺」と名付けて，広報

活動を実施。 

(ｸ) 長崎県警 

地元の有名人（前川清）出演のポスター，動画作成。331 

(ｹ) 宮城県警 

地区防犯協会連合会（地域の町内会などが中心となって組織された防犯協会

の連合組織）と連携し，コンビニエンスストアでの電子マネー購入者への声掛

けに活用するチェックシートと顧客に注意を呼びかけるリーフレットを作成し

て，県コンビニエンスストア等防犯連絡協議会に贈呈し，水際対策の一層の強

化に努めている332。 

 

(2) 自治体の取組 

 

① 条例の制定を伴う取組 

以下の各条例に基づき，各自治体で，被害防止に向けた広報・啓発活動が行われ

                            
329 愛知県警察本部ＨＰ「地域安全対策ニュース」H30-33号「約 10万件の迷惑メールを検

知！！」 
330 山梨県警公式ツイッター平成27年 12月 26日 
331 長崎県警ＨＰ「暮らしの安全」「特殊詐欺対策」 
332 宮城県防犯協会連合会ＨＰ「県防連が県内のコンビニに架空請求詐欺被害防止用「声がけシー

ト」等を贈呈」 

 

ている。 

 

ア 都道府県 

(ｱ) 熊本県 

平成21年 4月に，「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」を施行した。 

県の責務として，広報活動及び啓発活動を行う責務を定めている。 

(ｲ) 岡山県 

平成22年 4月に施行された振り込め詐欺被害防止条例を，平成26年に改正

し，名称を「岡山県特殊詐欺被害防止条例」とした上で，内容も拡充した。 

県の責務として，広報その他の啓発活動を行う責務を定めている。 

(ｳ) 東京都 

平成15年制定の「東京都安全安心まちづくり条例」を平成27年 9月に改正

し，31 条ないし 33 条で特殊詐欺の根絶に向けた取組を推進するための条文を

追加した。 

都は，特殊詐欺の被害を根絶するために，区市町村と連携して，必要な情報

の提供や都民等への広報及び啓発を行うものとされた。 

 

イ 市町村 

(ｱ) 柏市（千葉県） 

平成28年 4月，「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」を施行した（全国市

町村で初。）。 

市の責務として，振り込め詐欺等の発生状況その他被害防止に関する有用な

情報を提供し，効果的な広報及び啓発活動を行う責務を定めている。 

(ｲ) 半田市（愛知県） 

平成29年 7月，「振り込め詐欺等被害防止に関する条例」を制定した。 

市の責務として，振り込め詐欺等の発生状況その他被害防止に関する有用な

情報を提供する責務や，効果的な広報及び啓発活動に努める責務等を定めてい

る。 

 

② 条例の制定を伴わない取組 

条例の制定を伴わなくとも，多数の自治体で，被害防止に向けた広報・啓発活動

が行われている。 

 

２ 共助 

様々な民間団体のほか，家族・友人・知人による広報・啓発活動が行われている。 

弁護士会でも，以下のような広報・啓発活動が行われている。 

 

(1) 札幌弁護士会 

平成 27年 9月 21日から平成28年 3月 31日までの間，特殊詐欺防止キャンペーン

を実施し，チラシとマグネットの配布等を通じて，啓蒙活動を行った。 
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(2) 愛知県弁護士会 

平成30年 7月に，わずか1項目（！）のマニュアル「詐欺にあわないためのポイン

ト」を作成し，弁護士会ホームページで公開・配布している（巻末資料08）。 

これは，これまでの対策マニュアルは，特殊詐欺の種類の多さや多様な手口のため

に，整理されない箇条書きの「べからず」集や，特殊詐欺の種類の定義から始まる詳

細過ぎるマニュアルになりがちで，そのために，一部の人には効果があるものの，そ

れ以外の多くの人には結局どうしたら良いのかが伝わっていないのではないかという

理解の下，電話で具体的にどう言えば良いかをシンプルに伝える内容となっている。

なお，本マニュアルは，詐欺全般に対応できるマニュアルとなっており，消費者被害

のような詐欺に対しては，専門家への相談につなぐことで解決を図ることを想定して

いる。 

 

３ 評価 

以上のように，警察を始めとして，非常に多くの広報・啓発活動が行われていること

がわかる。しかしながら，それぞれ一定の効果は出ているのであろうが，特殊詐欺の撲

滅には程遠い状況と言わざるを得ない。 

これは，①広報内容がそもそも被害者予備軍に届いていない（周知できていない）の

か，②広報内容が届いているものの詐欺グループの巧みな手口によって無力化されてし

まうのか，のどちらかではないかと思われる。 

上記①への対策としては，（例えば，巨額を投じてテレビＣＭで流しても自分は騙さ

れないと思っている人には効果が乏しく，ホームページは訪問しなければせっかくの情

報が届かず，そもそもYouTubeや Twitterなどは見る方法を知らない人も多く存在する

ため，）広報・啓発を今以上に予算をかけて行うことよりも，介護関係者・親族・友人・

知人・行政職員・金融機関・警察など，高齢者を取り巻く全ての人による見守り活動（地

域ぐるみの見守り活動）を推進する方が効果を期待できると思われる。この活動は，「第

７ 地域における見守り活動」で詳述する。 

上記②への対策としては，２(2)で述べた愛知県弁護士会のマニュアル「詐欺にあわな

いためのポイント」に基づいた対応を行うことが考えられる。確かに，警察による広報

や報道その他で，特殊詐欺に関する情報は巷にあふれているのに被害件数がなかなか減

らない現状を踏まえると，愛知県弁護士会の言う，特殊詐欺の種類の多さや多様な手口

のために，各種マニュアルにおいて，情報が整理されず，また情報が多すぎて，結局ど

うしたら良いのかが伝わっていないのではないかという仮説には一理あるように思わ

れるからである。わずか１項目であることから，高齢者であっても実践しやすい内容で

あり，この取組やその効果を踏まえ，各地で同様の対策を実践することで全国的な被害

防止の効果が期待できると思われる。 

 

第５ 金融機関による声掛け・警察への通報 

 

１ これは主に，警察からの要請に基づいて行われている対策である。 

２ 警察庁・都道府県警察は，金融機関に対して，特殊詐欺の被害を防止するため，高額

 

の振込や高額の出金をする人に声掛けを強化するよう要請している。 

金融機関の窓口において，振込や出金の理由等を確認してもらい，聴取の結果，被害

に遭っている疑いがある場合には，被害防止のために金融機関から警察に通報してもら

い，警察官が事情を伺うことにより，被害の未然防止を図るものである。 

３ 警察庁によれば，金融機関を始めとする様々な方々による声掛け等によって，平成

29年には合計約182.5億円の被害を阻止したとのことである。この数字には，金融機

関によるもの以外に，家族・知人のほか，コンビニエンスストアでの声掛け等によ

る，多くの防止例が含まれる。これらの金融機関以外による防止活動は，本稿では，

「第７ 地域における見守り活動」として整理をしている。 

金融機関による声掛けや警察への通報は，詐欺被害と無関係に振込や出金をしようと

している者に対しては，余分な手間や時間を要する等の不便を与えるものであるが，高

額の詐欺被害阻止の効果が認められていることからすれば，やむを得ない不利益と説明

することができると考えられる。 

被害防止のためには，今後もこの対策が続けられることが望まれる。 

 

第６ 金融機関によるＡＴＭの利用制限 

 

１ これは，警察からの要請に基づいて行われている対策である。 

２ 還付金等詐欺において，無人のＡＴＭに誘導，操作させられて被害に遭うことが多い

ことから，これを防止するために，警察は，金融機関に対し，ある一定の条件（年

齢，過去のＡＴＭの利用状況など）の下，条件に合致した利用者のＡＴＭでの振込な

どの取引を一部制限するよう要請している。 

３ 実際に，ＡＴＭで3年以上キャッシュカードを使って振込をしていない70歳以上の

顧客はＡＴＭでの振込を制限する等の対策が，県下22の金融機関において導入された

愛知県においては，特殊詐欺の被害件数が平成29年には5年ぶりに減少し，平成22

年以降増え続けていた還付金詐欺の件数が平成29年に前年より85％も減少している333。 

これは，詐欺被害と無関係にＡＴＭを利用しようとしている者に対しては，不便を与

えるものであるが，手続を採れば解除できるものであり，高額の詐欺被害阻止の効果が

認められていることからすれば，やむを得ない不利益と説明することができると考えら

れる。 

被害防止のためには，今後もできる範囲でこの対策が続けられることが望まれる。 

 

第７ 地域における見守り活動（第５，第６で述べたものは除く） 

 

家族・友人・知人・介護関係者・警察・その他行政職員など，身近な人々による，地

域における被害防止の見守り活動である。 

 

１ 公助 

                            
333 日本経済新聞「愛知，特殊詐欺５年ぶり減 ＡＴＭ制限が奏功？」（2018.1.18 21:45） 
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(2) 愛知県弁護士会 
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１ 公助 

                            
333 日本経済新聞「愛知，特殊詐欺５年ぶり減 ＡＴＭ制限が奏功？」（2018.1.18 21:45） 
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(1) 法律に基づく取組 

特殊詐欺の被害防止を直接の目的とするものではないが，消費者安全法11条の3な

いし11条の6は，消費者安全の確保のために，国，地方公共団体の消費者関連機関は

「消費者安全確保地域協議会」を設置することができると規定し，同地域協議会の設

置を期待している。 

実際に，消費者庁は消費者庁長官名で，各都道府県に対して，平成 29年 4月 24 日

「地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進について（依頼）」を発

出し，地域の関係機関の連携により高齢者等の消費者被害を防止するための見守りネ

ットワーク（消費者安全確保地域協議会）が設置できること等を内容とした消費者安

全法が施行されて 1 年が経過し，消費者庁では同地域協議会を人口 5万人以上の全市

町に設置することを政策目標として掲げて，体制整備に取り組んでいること等を通知

するとともに，各都道府県における一層の取組を依頼している。 

これを受け同日，都道府県レベルでは，例えば愛知県は，愛知県県民生活部県民生

課長名で各市町村消費者行政担当課長に対して，同名の依頼文書を発出している。ま

た，愛知県では，平成28年に同地域協議会として「愛知県高齢者等消費者被害見守り

ネットワークづくりのための関係団体連絡会議」を設置したが，県と市町村の役割分

担（県が協議会を設置する意義）について，同地域協議会は高齢者の見守り活動等地

域に密着した活動を行うことから，住民に最も身近な地方公共団体である市町村が主

導して組織すべきものとし，県はこうした取組を市町村に広げていくための支援（間

接支援）をするべきものと整理している。 

同地域協議会は，消費者庁によれば，平成30年 6月末日現在，8道府県と100の市

町村区（特別区）で設置されている。 

具体的な見守り活動としては，以下の例が挙げられる。 

   ① 徳島県板野町（人口約1万人）では，同地域協議会を設置し，消費生活相談員

が見守り活動を行っている。 

   ② 愛知県一宮市（人口約38万人）では，ヘルパー，介護事業者，ケアマネージャ

ーなど介護関係者のネットワークを活用して，見守り活動を行うこととしている。

詳しくは，２(2)で後述する。 

 

(2) その他警察の取組 

日常の警察活動において，偶然に特殊詐欺の被害に逢っているおそれがある人を発

見した場合には，声掛け等を行い，被害防止のための見守り活動を行うわけであるが，

警察官だけで市民全員を見守ることは人数的に不可能であり，見守りを実効的に行う

ために官民連携による見守り活動が広く行われている。 

 

(3) その他自治体の取組 

 

① 条例の制定を伴う取組 

以下の各条例に基づき，各自治体で，市民や事業者とともに，被害防止に向けた

 

見守り活動が行われている。 

 

ア 都道府県 

(ｱ) 熊本県 

平成21年 4月に，「県民を振り込め詐欺被害から守る条例」が施行された。 

県の責務として，被害の防止に関する施策を総合的に推進する責務とともに，

県民等による被害防止に関する自主的な活動を促進するために，当該活動を担

う人材の育成に努める責務を定めている。 

県民の責務として，振り込め詐欺の被害に遭いかけているおそれがある者を

発見した時や，自己又は親族が振り込め詐欺の疑いがある不審な電話，郵便物

等を受けた時には，警察官又は事業者への通報等をする努力義務を定めている。 

事業者の責務として，上記県民からの通報を受けた時，又は事業を行うに当

たり振り込め詐欺の被害に遭いかけているおそれがある者を発見した時は，警

察官への通報等をする努力義務を定めている。 

ＡＴＭ利用時の留意事項（携帯電話等を使用しながら操作することを避ける

努力義務等）も定めており，周囲の者による声掛けをしやすくしていると評価

できる。 

(ｲ) 岡山県 

平成 26 年に改正された「岡山県特殊詐欺被害防止条例」は，県の責務とし

て，被害の防止に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務とともに，県

民等による被害防止に関する自主的な活動を支援する責務を定めている。 

県民の責務として，特殊詐欺の被害を受けようとしていると疑われる者を発

見したときや，自己又は身近な者が，特殊詐欺と疑われる不審な電話，郵便物

等を受けたときには，警察官又は事業者への通報等をする努力義務を定めてい

る。 

事業者の責務として，上記県民からの通報を受けたとき，又は事業を行うに

当たり特殊詐欺の被害を受けようとしていると疑われる者を発見したときは，

警察官への通報等をする努力義務を定めている。 

携帯電話等を使用しながら操作することを避けるなどの，ＡＴＭ利用時の留

意事項に加え，宅配便を利用する際に現金を運送させないことも留意事項とし

て定めたほか，被害防止のために特に功績があった者の顕彰を行うことも定め

ており，周囲の者による声掛けをしやすくしているほか，地域における見守り

活動も推進しているものと評価できる。 

(ｳ) 東京都 

平成15年制定の「東京都安全安心まちづくり条例」を平成27年 9月に改正

し，第31条ないし第33条で特殊詐欺の根絶に向けた取組を推進するための条

文を追加した。 

都は，特殊詐欺の根絶に向けた施策を推進するとともに，都民等に対し，当

該施策への協力及び情報提供を求めるものとされた。 

都民等の責務として，都の施策への協力努力義務と特殊詐欺に係る情報を知
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県民の責務として，特殊詐欺の被害を受けようとしていると疑われる者を発

見したときや，自己又は身近な者が，特殊詐欺と疑われる不審な電話，郵便物

等を受けたときには，警察官又は事業者への通報等をする努力義務を定めてい

る。 

事業者の責務として，上記県民からの通報を受けたとき，又は事業を行うに

当たり特殊詐欺の被害を受けようとしていると疑われる者を発見したときは，

警察官への通報等をする努力義務を定めている。 

携帯電話等を使用しながら操作することを避けるなどの，ＡＴＭ利用時の留

意事項に加え，宅配便を利用する際に現金を運送させないことも留意事項とし

て定めたほか，被害防止のために特に功績があった者の顕彰を行うことも定め

ており，周囲の者による声掛けをしやすくしているほか，地域における見守り

活動も推進しているものと評価できる。 

(ｳ) 東京都 

平成15年制定の「東京都安全安心まちづくり条例」を平成27年 9月に改正

し，第31条ないし第33条で特殊詐欺の根絶に向けた取組を推進するための条

文を追加した。 

都は，特殊詐欺の根絶に向けた施策を推進するとともに，都民等に対し，当

該施策への協力及び情報提供を求めるものとされた。 

都民等の責務として，都の施策への協力努力義務と特殊詐欺に係る情報を知
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った場合の警察官への通報努力義務が定められている。 

事業者の責務として，特殊詐欺の手段に利用されないよう適切な措置を講ず

る努力義務が定められている。 

これらの規定により，地域における見守り活動も奨励されているものと評価

することができる。 

 

イ 市町村 

(ｱ) 柏市（千葉県） 

平成28年 4月，「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」が施行された（全国

市町村で初。）。 

市の責務として，被害防止に関する施策を総合的に策定し，実施する責務や，

団体等が行う被害防止に関する自主的な活動を支援する責務等を定めたほか，

被害者支援の必要な措置（具体的には，被害者支援のための総合窓口を防災安

全課内に設置）を講じるものとした。 

市民の責務として，自立した消費者として被害防止に自ら努める責務や，市

の被害防止に関する施策に協力するよう努める責務等が定められた。 

事業者の責務として，市が実施する被害防止に関する施策及び市民等が行う

被害防止に関する自主的な活動への協力努力義務が定められた。 

これらの規定により，地域における見守り活動も奨励されているものと評価

することができる。実際に，柏市では，振り込め詐欺等の被害と思われる行為

をＡＴＭで見かけた場合には，その行為を停止させ警察に通報するように市民

等に呼びかけている。 

(ｲ) 半田市（愛知県） 

平成29年 7月，「振り込め詐欺等被害防止に関する条例」を制定。 

市の責務として，被害防止に関する総合的な施策及び取組を実施する責務や，

市民及び事業者等と連携して被害防止に向けた効果的な活動を実施する責務の

ほか，団体等が行う被害防止に関する自主的な活動について必要な支援を行う

努力義務等が定められた。 

これらの規定により，地域における見守り活動も奨励されているものと評価

することができる。 

 

② 条例の制定を伴わない取組 

条例の制定を伴わなくとも，多数の自治体で，市民や事業者とともに，被害防止

に向けた見守り活動が行われている。 

 

２ 共助 

以上述べたとおり，行政による見守り活動も基本的に民間と連携して行われるのが一

般であるため，多くの取組が共助にも該当するものと言える。 

様々な民間団体のほか，家族・友人・知人等による見守り活動が行われている。 

特筆すべきものとして，以下の例が挙げられる。 

 

(1) 「富山県だまされんちゃ官民合同会議」 

「だまされんちゃ」とは，「だまされませんよ」とか「だまされてはいけませんよ」

という意味。 

日常的に目を配ってくれる人が周囲にいない（乏しい）ために高齢者が特殊詐欺の

標的にされるという現代社会の弱点を踏まえ，自治体，金融機関，消費者団体，防犯

団体だけでなく，理容店とか美容室，接骨院，鍼灸マッサージ師，ホームヘルパー，

デイサービスセンター，公衆浴場等の業界団体にも呼びかけて，70以上の機関・団体，

事業者で，平成26年 5月に立ち上げた。 

牛乳と一緒に被害防止情報を配達し，金融機関窓口で被害の有無を確認するなど，

事業者による声掛けを含め，全員で高齢者を見守るセーフティーネットの構築を目指

している。 

 

(2) 四者協定（愛知県一宮市，愛知県一宮警察署，一宮金融機関防犯連絡協議会，愛知

県弁護士会） 

平成 30年 7月 23 日，愛知県一宮市（人口約 38万人），愛知県一宮警察署，一宮金

融機関防犯連絡協議会，及び愛知県弁護士会の四者は，特殊詐欺防止を目的に「高齢

者の特殊詐欺被害防止に関する協定書」を締結した（巻末資料09）。 

これは，一宮市の高齢者虐待防止ネットワークを利用し，地域全体で高齢者の特殊

詐欺防止を図る全国的にもまれな試みであり，さらに特殊詐欺防止について弁護士会

が加わる四者協定は全国で初めての試みである。 

同協定に基づき，四者は高齢者の特殊詐欺被害の防止に必要な取組を行うとともに，

高齢者又は高齢者の介護に従事する者から相談があり必要と認めるときは，相互に情

報共有を図り被害の防止に向けて協力体制を構築することとなった。そして，一宮市

は，ほかの三者に対し，介護事業者に対する研修会への講師の派遣や情報交換を依頼

することができることとなった。 

加えて，同協定を受け，愛知県弁護士会は，一宮市との間で，「高齢者の消費者保護

支援に関する確認書」を締結した（巻末資料10）。この確認書は，消費者安全法11条

の 3 に規定する「消費者安全確保地域協議会」の設置及び「愛知県高齢者等消費者被

害見守りネットワークづくりのための関係団体連絡会議設置要領」に基づいて定める

ものであり，高齢者が特殊詐欺や，押し付け商法等の消費者問題及び高齢者の親族又

は養護者による財産の収奪等の経済的虐待等に対応するため，それぞれが持つ組織力

をネットワーク化することで，情報の共有及び協力連携を図り，安全で安心な高齢者

の生活環境を確保することを目的としている。この確認書により，弁護士会は，特殊

詐欺対策に限らず，高齢者の消費者被害や経済的虐待等に対応するために，①高齢者

等からの相談に係る助言，②介護事業者，ケアマネージャー及び甲の職員に対する助

言指導，③マニュアルの作成並びに作成支援，④研修等における講師の派遣等の支援

を行うこととなった。 

これらの施策により，介護のネットワークも活用して，よりきめ細やかな見守りを

行い，効果的な被害防止が図られることを期待している。 
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った場合の警察官への通報努力義務が定められている。 

事業者の責務として，特殊詐欺の手段に利用されないよう適切な措置を講ず

る努力義務が定められている。 

これらの規定により，地域における見守り活動も奨励されているものと評価

することができる。 

 

イ 市町村 

(ｱ) 柏市（千葉県） 

平成28年 4月，「柏市振り込め詐欺等被害防止等条例」が施行された（全国

市町村で初。）。 

市の責務として，被害防止に関する施策を総合的に策定し，実施する責務や，

団体等が行う被害防止に関する自主的な活動を支援する責務等を定めたほか，

被害者支援の必要な措置（具体的には，被害者支援のための総合窓口を防災安

全課内に設置）を講じるものとした。 

市民の責務として，自立した消費者として被害防止に自ら努める責務や，市

の被害防止に関する施策に協力するよう努める責務等が定められた。 

事業者の責務として，市が実施する被害防止に関する施策及び市民等が行う

被害防止に関する自主的な活動への協力努力義務が定められた。 

これらの規定により，地域における見守り活動も奨励されているものと評価

することができる。実際に，柏市では，振り込め詐欺等の被害と思われる行為

をＡＴＭで見かけた場合には，その行為を停止させ警察に通報するように市民

等に呼びかけている。 

(ｲ) 半田市（愛知県） 

平成29年 7月，「振り込め詐欺等被害防止に関する条例」を制定。 

市の責務として，被害防止に関する総合的な施策及び取組を実施する責務や，

市民及び事業者等と連携して被害防止に向けた効果的な活動を実施する責務の

ほか，団体等が行う被害防止に関する自主的な活動について必要な支援を行う

努力義務等が定められた。 

これらの規定により，地域における見守り活動も奨励されているものと評価

することができる。 

 

② 条例の制定を伴わない取組 

条例の制定を伴わなくとも，多数の自治体で，市民や事業者とともに，被害防止

に向けた見守り活動が行われている。 

 

２ 共助 

以上述べたとおり，行政による見守り活動も基本的に民間と連携して行われるのが一

般であるため，多くの取組が共助にも該当するものと言える。 

様々な民間団体のほか，家族・友人・知人等による見守り活動が行われている。 

特筆すべきものとして，以下の例が挙げられる。 

 

(1) 「富山県だまされんちゃ官民合同会議」 

「だまされんちゃ」とは，「だまされませんよ」とか「だまされてはいけませんよ」

という意味。 

日常的に目を配ってくれる人が周囲にいない（乏しい）ために高齢者が特殊詐欺の

標的にされるという現代社会の弱点を踏まえ，自治体，金融機関，消費者団体，防犯

団体だけでなく，理容店とか美容室，接骨院，鍼灸マッサージ師，ホームヘルパー，

デイサービスセンター，公衆浴場等の業界団体にも呼びかけて，70以上の機関・団体，

事業者で，平成26年 5月に立ち上げた。 

牛乳と一緒に被害防止情報を配達し，金融機関窓口で被害の有無を確認するなど，

事業者による声掛けを含め，全員で高齢者を見守るセーフティーネットの構築を目指

している。 

 

(2) 四者協定（愛知県一宮市，愛知県一宮警察署，一宮金融機関防犯連絡協議会，愛知

県弁護士会） 

平成 30年 7月 23 日，愛知県一宮市（人口約 38万人），愛知県一宮警察署，一宮金

融機関防犯連絡協議会，及び愛知県弁護士会の四者は，特殊詐欺防止を目的に「高齢

者の特殊詐欺被害防止に関する協定書」を締結した（巻末資料09）。 

これは，一宮市の高齢者虐待防止ネットワークを利用し，地域全体で高齢者の特殊

詐欺防止を図る全国的にもまれな試みであり，さらに特殊詐欺防止について弁護士会

が加わる四者協定は全国で初めての試みである。 

同協定に基づき，四者は高齢者の特殊詐欺被害の防止に必要な取組を行うとともに，

高齢者又は高齢者の介護に従事する者から相談があり必要と認めるときは，相互に情

報共有を図り被害の防止に向けて協力体制を構築することとなった。そして，一宮市

は，ほかの三者に対し，介護事業者に対する研修会への講師の派遣や情報交換を依頼

することができることとなった。 

加えて，同協定を受け，愛知県弁護士会は，一宮市との間で，「高齢者の消費者保護

支援に関する確認書」を締結した（巻末資料10）。この確認書は，消費者安全法11条

の 3 に規定する「消費者安全確保地域協議会」の設置及び「愛知県高齢者等消費者被

害見守りネットワークづくりのための関係団体連絡会議設置要領」に基づいて定める

ものであり，高齢者が特殊詐欺や，押し付け商法等の消費者問題及び高齢者の親族又

は養護者による財産の収奪等の経済的虐待等に対応するため，それぞれが持つ組織力

をネットワーク化することで，情報の共有及び協力連携を図り，安全で安心な高齢者

の生活環境を確保することを目的としている。この確認書により，弁護士会は，特殊

詐欺対策に限らず，高齢者の消費者被害や経済的虐待等に対応するために，①高齢者

等からの相談に係る助言，②介護事業者，ケアマネージャー及び甲の職員に対する助

言指導，③マニュアルの作成並びに作成支援，④研修等における講師の派遣等の支援

を行うこととなった。 

これらの施策により，介護のネットワークも活用して，よりきめ細やかな見守りを

行い，効果的な被害防止が図られることを期待している。 
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３ 評価 

広報・啓発により，高齢者の意識や防衛力をどうしたら高められるのかに苦慮してい

る現状を踏まえると，高齢者の周囲にいる身近な人から積極的に高齢者に声を掛け，全

員で見守っていく必要性は高い。こうした地域ぐるみの見守り活動をいかに行うかであ

るが，行政だけではとても担いきれるものではない。高齢者にとって身近で，一人ひと

りの顔が見えるきめ細やかなネットワークといえば，最初に浮かぶのが，介護のネット

ワークであり，ヘルパー・介護事業者・ケアマネージャーなどの介護関係者に協力をし

ていただけるならば，これ以上ないきめ細やかなネットワークであり，相当な防止効果

が期待できると思われる。 

 

第８ 結語 

 

被害者向け対策は，一つに絞る必要はない。むしろ一つでも多く併用することにより，

対策に万全を期することが望まれる。 

 

  

 

第１１章 全体としての現状の評価と今後の課題，提言 

 

１ 現状の評価 

民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺等の被害防止活動の状況，効果及び課題に

ついて述べてきた。 

総じて言えば，民間企業の自助，業界団体の共助，行政の公助とも，よく取り組んで

いるという評価が可能である。 

もっとも，状況をより子細に見ていくと，少し違った様相が見えてくる。大手企業は，

ＣＳＲやＥＳＧといった社会的要請に対するリテラシーが高く，相当のコストをかけて

積極的に取り組んでいると思われる一方で，中小企業は目先のコストを避けようとし，

余り積極的には取り組んでいないという傾向が見て取れる。 

また，金融機関については，規模の大小にかかわらず総じて積極的に取り組んでおり，

その対策の効果が発揮された結果，振り込め詐欺が減退し，詐取金品の移動手段も振込

から別の形に移行してきている。 

 

２ 今後の課題と提言 

民間企業などが積極的な対策を講じ，その効果が発揮されると，特殊詐欺集団はその

手口を進化させ，対策の脆弱な分野に移行していくことを繰り返してきた。したがって，

企業としては，その手口の進化を常に注視し，最新の情報を収集し，特殊詐欺集団の手

口の進化に対応した新たな対策を継続的に講じていくことが求められる。 

また，過去に三点セットと呼ばれた「携帯電話」，「振込先口座」，「名簿」のうち，「振

込先口座」については相当の対策が取られており，「名簿」についても個人情報保護法の

改正を経て規制が強化されている。これに対し，「携帯電話」については，特殊詐欺集団

による被害者への通信手段である手口の進化がめまぐるしく，大手事業者が有効な対策

を講じようとしても，レンタル携帯電話，仮想移動体通信（ＭＶＮＯ），固定（ＩＰ）電

話の転送サービスなど，次々に新しい手口が編み出されており，これに対する自助・共

助・公助の取組みが後手に回っているきらいがある。この点は，まさに官民を挙げた積

極的な取組み，特に民間企業の取組みをサポートするような行政の積極的な対応が望ま

れる。 

さらに，民間企業の中には，自らの創意工夫で独創的な対策を編み出し，これを実践

している実例が多くある。こうした「グッドプラクティス」を積極的に共有し，自分の

頭で考えることと，他社の良い取組を模倣することとを含めて，企業社会全体の取組の

レベルを継続的に上げていくことも今後の課題である。 

最後に，ＣＳＲやＥＳＧといった社会的要請に応えなければならないことは，企業の

規模の大小にかかわらず必要なことであり，中小企業だからといって特殊詐欺集団に自

社のサービスが悪用されることを容認することは許されない。今後，特殊詐欺集団を摘

発する際には，ＣＳＲやＥＳＧのリテラシーが低く，犯罪利用を容認して利益を追求す

るような「反社会的」な企業に対しても，刑事及び民事の責任追及を積極的にしていく

ことが望まれる。 
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３ 評価 

広報・啓発により，高齢者の意識や防衛力をどうしたら高められるのかに苦慮してい

る現状を踏まえると，高齢者の周囲にいる身近な人から積極的に高齢者に声を掛け，全

員で見守っていく必要性は高い。こうした地域ぐるみの見守り活動をいかに行うかであ

るが，行政だけではとても担いきれるものではない。高齢者にとって身近で，一人ひと

りの顔が見えるきめ細やかなネットワークといえば，最初に浮かぶのが，介護のネット

ワークであり，ヘルパー・介護事業者・ケアマネージャーなどの介護関係者に協力をし

ていただけるならば，これ以上ないきめ細やかなネットワークであり，相当な防止効果

が期待できると思われる。 

 

第８ 結語 

 

被害者向け対策は，一つに絞る必要はない。むしろ一つでも多く併用することにより，

対策に万全を期することが望まれる。 

 

  

 

第１１章 全体としての現状の評価と今後の課題，提言 

 

１ 現状の評価 

民間企業・業界団体・行政による特殊詐欺等の被害防止活動の状況，効果及び課題に

ついて述べてきた。 

総じて言えば，民間企業の自助，業界団体の共助，行政の公助とも，よく取り組んで

いるという評価が可能である。 

もっとも，状況をより子細に見ていくと，少し違った様相が見えてくる。大手企業は，

ＣＳＲやＥＳＧといった社会的要請に対するリテラシーが高く，相当のコストをかけて

積極的に取り組んでいると思われる一方で，中小企業は目先のコストを避けようとし，

余り積極的には取り組んでいないという傾向が見て取れる。 

また，金融機関については，規模の大小にかかわらず総じて積極的に取り組んでおり，

その対策の効果が発揮された結果，振り込め詐欺が減退し，詐取金品の移動手段も振込

から別の形に移行してきている。 

 

２ 今後の課題と提言 

民間企業などが積極的な対策を講じ，その効果が発揮されると，特殊詐欺集団はその

手口を進化させ，対策の脆弱な分野に移行していくことを繰り返してきた。したがって，

企業としては，その手口の進化を常に注視し，最新の情報を収集し，特殊詐欺集団の手

口の進化に対応した新たな対策を継続的に講じていくことが求められる。 

また，過去に三点セットと呼ばれた「携帯電話」，「振込先口座」，「名簿」のうち，「振

込先口座」については相当の対策が取られており，「名簿」についても個人情報保護法の

改正を経て規制が強化されている。これに対し，「携帯電話」については，特殊詐欺集団

による被害者への通信手段である手口の進化がめまぐるしく，大手事業者が有効な対策

を講じようとしても，レンタル携帯電話，仮想移動体通信（ＭＶＮＯ），固定（ＩＰ）電

話の転送サービスなど，次々に新しい手口が編み出されており，これに対する自助・共

助・公助の取組みが後手に回っているきらいがある。この点は，まさに官民を挙げた積

極的な取組み，特に民間企業の取組みをサポートするような行政の積極的な対応が望ま

れる。 

さらに，民間企業の中には，自らの創意工夫で独創的な対策を編み出し，これを実践

している実例が多くある。こうした「グッドプラクティス」を積極的に共有し，自分の

頭で考えることと，他社の良い取組を模倣することとを含めて，企業社会全体の取組の

レベルを継続的に上げていくことも今後の課題である。 

最後に，ＣＳＲやＥＳＧといった社会的要請に応えなければならないことは，企業の

規模の大小にかかわらず必要なことであり，中小企業だからといって特殊詐欺集団に自

社のサービスが悪用されることを容認することは許されない。今後，特殊詐欺集団を摘

発する際には，ＣＳＲやＥＳＧのリテラシーが低く，犯罪利用を容認して利益を追求す

るような「反社会的」な企業に対しても，刑事及び民事の責任追及を積極的にしていく

ことが望まれる。 
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第３編 特殊詐欺に対する捜査，裁判及び法規制の現状と課題 

 

第１章 はじめに（特殊詐欺の検挙・取締りの重要性） 

 

第１ 特殊詐欺の認知・検挙状況 

警察庁による平成 29 年の特殊詐欺の全国の認知件数は，1 万 8212 件であって，前年

の認知件数 1 万 4154 件から 4058 件増（約 8％増）となり，平成 22 年に特殊詐欺の検挙

件数が公表されてから最高の数値となった。特殊詐欺という犯罪が認知されてから長年

の官民挙げての特殊詐欺被害防止の取組にもかかわらず認知件数は増加の一途をたど

っている。 

一方，平成 29 年の特殊詐欺の全国の検挙件数は，4644 件である。これも平成 22 年以

降の最高値ではあったが，前年の検挙件数 4471 件からの増加数は 173 件であり，約 4％

の増加にとどまっている。認知件数の増加に検挙件数が追いついていないのが，特殊詐

欺検挙の現状と言わざるを得ない。 

そこで，本編では，これまでに，特殊詐欺に対していかなる捜査が行われてきたかを

概観するとともに，特殊詐欺事犯に対する裁判及び法規制の現状と課題について検討す

る。 

 

第２ 特殊詐欺の検挙と抑止 

近年，架け子を一網打尽にする犯行拠点の摘発のほか，「騙された振り作戦」による受

け子等の検挙の奏功により，これら犯行拠点で稼働する者や，末端に位置する者の検挙

は増加傾向にある。 

その一方で，平成 29 年度の警視庁の役割別検挙人員の割合の統計によれば，振り込め

詐欺グループ等の頂点に位置する首謀者の検挙は，検挙数全体のわずか１％にとどまっ

ている。実際に，12 億円もの被害金額のうち，その半分が特殊詐欺グループのリーダー

2 名の取り分であったという実態が報道されている334ように，特殊詐欺被害の被害金の

大半が，首謀者など特殊詐欺集団の中枢人物に流れている。このような現状からすると，

これら中枢人物に対する検挙を増加させることこそが，振り込め詐欺等の特殊詐欺撲滅

のために必要不可欠と言える。 

また，特殊詐欺撲滅のためには，特殊詐欺の被害に遭わないための啓蒙活動が重要で

あるが，それだけでは十分でないことは，近年の徹底した特殊詐欺撲滅のためのキャン

ペーン等の啓蒙活動が行われていても，特殊詐欺の認知件数が増加の一途であることか

ら明らかである。 

したがって，犯罪抑止につなげるためにも，犯罪を検挙することが当然ながら重要な

のである。すなわち，検挙及びそれに続く裁判を通じて，特殊詐欺は「儲かる」もので

はないということを広く認識させることにより，犯行を抑止する必要性がある。この観

点から，本編第２章において，検挙・取締り・捜査の現状を分析し，続く第３章では，

                            
334 「特殊詐欺グループのリーダー逮捕 被害 12 億円以上か，半分が取り分 警視庁」平成 30 年

5 月 18 日付け産経新聞記事 
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特殊詐欺に対して適用される刑罰法規を概観し，特殊詐欺事犯に対してこれまでに下さ

れた裁判及び量刑について具体的な検討をする。 

 

第３ 特殊詐欺対策は組織犯罪対策であること 

特殊詐欺は組織犯罪である。当然，暴力団も関与しており，平成 29 年の検挙被疑者に

占める暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者の割合は約 25.2％（警察庁「平成 29

年の特殊詐欺の認知・検挙状況等について」）であった。また，近年，主犯格には，元ヤ

ミ金融業，元暴走族等の半グレも多いとも言われている。これらの主犯格の者が，特殊

詐欺をビジネス化し，暴力団ほどの組織性はない形態，すなわち短期間に集合離散を繰

り返すような組織を形成して犯行に及ぶという犯罪形態があると言われており，これら

新たな犯罪組織の実態を解明する必要性にも迫られている。 

そのためには，特殊詐欺を行う犯罪組織の実態に即した対策を強化する必要がある。

具体的には，犯行現場周辺での受け子等の検挙を更に徹底し，これら末端の人物の検挙

率を高めることにより，組織の末端で特殊詐欺に関与することは割に合わないと認識さ

せて犯行への関与を思いとどまらせ，犯行ツール（道具）にも等しい架け子・受け子と

いった末端の役割を果たすにすぎない者たちの供給を遮断することが，必要である335。 

そして，検挙したこれら末端に位置する者から情報を得て，徹底した突き上げ捜査と

関連情報の収集・分析によって，首謀者クラスを摘発して，犯行グループの全容を解明

し，グループの解体に繋げることがより重要となる。この観点から，本編第４章では，

平成 30 年 6 月から施行された改正刑事訴訟法の合意制度が，特殊詐欺の撲滅に資する

制度となり得るのかについての検討を加える。  

 

第２章 検挙・取締り・捜査の現状 

 

第１ 検挙・取締り・捜査の歴史 

平成 16 年警察白書の第 4 章「犯罪情勢と捜査活動」2 項「最近の特徴的犯罪」におい

て，「平成 15 年 5 月以降，息子その他の親族を装うなどして電話を掛け，交通事故の示

談金等の名目で現金を要求し，動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ま

せるなどしてだまし取る，いわゆるオレオレ詐欺の発生が目立っている。」との記述が登

場し，以来毎年，警察白書等において特殊詐欺の認知件数・被害総額・検挙件数等の国

民への周知が図られている。振り込め詐欺以外の特殊詐欺を振り込め詐欺と共に集計さ

れるようになった平成 22 年以降で，公表されている特殊詐欺に関する認知件数・検挙件

数・検挙人員等をまとめると下表のとおりである。 

  

                            
335 平成 30 年 8 月 16 日付け毎日新聞夕刊によると，振り込め詐欺グループの中でも，被害者と

接する受け子は逮捕のリスクが高いため，受け子を引き受ける者も減ってきており，外国人の受

け子が増加しているという。 

 

 認知件数 検挙件数 検挙人員 
被害総額 

（億円） 

H22 6888 5189 686 112.5 

H23 7216 2556 923 204 

H24 8693 2990 1523 364.4 

H25 11998 3419 1774 489.5 

H26 13392 3252 1985 565.5 

H27 13824 4112 2506 482 

H28 14154 4471 2369 407.7 

H29 18212 4644 2448 394.7 

 

上記した特殊詐欺の認知件数等の公表に伴い，警察白書等において，特殊詐欺に対す

る検挙・取締り・捜査に関しても以下のような一定の公表・周知がなされているととも

に，必要な措置が図られている。 

 

H16 警察庁が緊急対策チーム設置。 

H17 各都道府県警察において専従捜査員を置くなど捜査体制を強化。複数の都道府

県をまたがる事案については，警察庁の指導・調整の下，合同捜査や共同捜査を

推進。 

特殊詐欺の助長犯罪，すなわち，他人名義を使用するなどして通帳やキャッシ

ュカードを金融機関から騙し取る詐欺や，そのような通帳等であることを知りな

がら買い取る盗品譲受け等についても，取締りを強化。 

H19 第一線の捜査体制の強化及び被疑者の氏名，犯行手口等の捜査情報を一元的に

集約するデータベースの構築を図る。 

関係機関と連携し，金融機関に対する口座凍結や窓口における注意喚起依頼，

携帯電話会社に対する携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認依頼，犯人が

現金を送らせた住所や詐称した会社名等の公表等の諸対策を進める。 

H20 警察庁が警察庁次長を長とする「振り込め詐欺対策室」を設置。 

各都道府県警察は，各部を統合した対策の「司令塔」を設置するとともに，振

り込め詐欺対策に専従する組織の設置や要員の確保，部門横断的な集中取締体制

の構築等によって捜査体制を強化。 

H22 警察庁は，集約した情報を都道府県警察に還元し，戦略的な取締活動を推進す

るとともに，都道府県警察間の合同・共同捜査を積極的に推進。 

 110 番通報のほか，警察相談専用電話（全国統一電話番号「♯（シャープ）9110」）

及び専用メールアドレス等，様々な窓口を設け，振り込め詐欺に関する相談や情

報を幅広く受け付ける。また，国民から寄せられた情報を活用し，警察官による

警告電話の実施，「騙された振り作戦」による犯人の検挙，事業者に対する犯行

に利用された携帯電話の契約者確認の求めや金融機関に対する振込先指定口座
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特殊詐欺に対して適用される刑罰法規を概観し，特殊詐欺事犯に対してこれまでに下さ

れた裁判及び量刑について具体的な検討をする。 

 

第３ 特殊詐欺対策は組織犯罪対策であること 

特殊詐欺は組織犯罪である。当然，暴力団も関与しており，平成 29 年の検挙被疑者に

占める暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者の割合は約 25.2％（警察庁「平成 29

年の特殊詐欺の認知・検挙状況等について」）であった。また，近年，主犯格には，元ヤ

ミ金融業，元暴走族等の半グレも多いとも言われている。これらの主犯格の者が，特殊

詐欺をビジネス化し，暴力団ほどの組織性はない形態，すなわち短期間に集合離散を繰

り返すような組織を形成して犯行に及ぶという犯罪形態があると言われており，これら

新たな犯罪組織の実態を解明する必要性にも迫られている。 

そのためには，特殊詐欺を行う犯罪組織の実態に即した対策を強化する必要がある。

具体的には，犯行現場周辺での受け子等の検挙を更に徹底し，これら末端の人物の検挙

率を高めることにより，組織の末端で特殊詐欺に関与することは割に合わないと認識さ

せて犯行への関与を思いとどまらせ，犯行ツール（道具）にも等しい架け子・受け子と

いった末端の役割を果たすにすぎない者たちの供給を遮断することが，必要である335。 

そして，検挙したこれら末端に位置する者から情報を得て，徹底した突き上げ捜査と

関連情報の収集・分析によって，首謀者クラスを摘発して，犯行グループの全容を解明

し，グループの解体に繋げることがより重要となる。この観点から，本編第４章では，

平成 30 年 6 月から施行された改正刑事訴訟法の合意制度が，特殊詐欺の撲滅に資する

制度となり得るのかについての検討を加える。  

 

第２章 検挙・取締り・捜査の現状 

 

第１ 検挙・取締り・捜査の歴史 

平成 16 年警察白書の第 4 章「犯罪情勢と捜査活動」2 項「最近の特徴的犯罪」におい

て，「平成 15 年 5 月以降，息子その他の親族を装うなどして電話を掛け，交通事故の示

談金等の名目で現金を要求し，動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を振り込ま

せるなどしてだまし取る，いわゆるオレオレ詐欺の発生が目立っている。」との記述が登

場し，以来毎年，警察白書等において特殊詐欺の認知件数・被害総額・検挙件数等の国

民への周知が図られている。振り込め詐欺以外の特殊詐欺を振り込め詐欺と共に集計さ

れるようになった平成 22 年以降で，公表されている特殊詐欺に関する認知件数・検挙件

数・検挙人員等をまとめると下表のとおりである。 

  

                            
335 平成 30 年 8 月 16 日付け毎日新聞夕刊によると，振り込め詐欺グループの中でも，被害者と

接する受け子は逮捕のリスクが高いため，受け子を引き受ける者も減ってきており，外国人の受

け子が増加しているという。 

 

 認知件数 検挙件数 検挙人員 
被害総額 

（億円） 

H22 6888 5189 686 112.5 

H23 7216 2556 923 204 

H24 8693 2990 1523 364.4 

H25 11998 3419 1774 489.5 

H26 13392 3252 1985 565.5 

H27 13824 4112 2506 482 

H28 14154 4471 2369 407.7 

H29 18212 4644 2448 394.7 

 

上記した特殊詐欺の認知件数等の公表に伴い，警察白書等において，特殊詐欺に対す

る検挙・取締り・捜査に関しても以下のような一定の公表・周知がなされているととも

に，必要な措置が図られている。 

 

H16 警察庁が緊急対策チーム設置。 

H17 各都道府県警察において専従捜査員を置くなど捜査体制を強化。複数の都道府

県をまたがる事案については，警察庁の指導・調整の下，合同捜査や共同捜査を

推進。 

特殊詐欺の助長犯罪，すなわち，他人名義を使用するなどして通帳やキャッシ

ュカードを金融機関から騙し取る詐欺や，そのような通帳等であることを知りな

がら買い取る盗品譲受け等についても，取締りを強化。 

H19 第一線の捜査体制の強化及び被疑者の氏名，犯行手口等の捜査情報を一元的に

集約するデータベースの構築を図る。 

関係機関と連携し，金融機関に対する口座凍結や窓口における注意喚起依頼，

携帯電話会社に対する携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認依頼，犯人が

現金を送らせた住所や詐称した会社名等の公表等の諸対策を進める。 

H20 警察庁が警察庁次長を長とする「振り込め詐欺対策室」を設置。 

各都道府県警察は，各部を統合した対策の「司令塔」を設置するとともに，振

り込め詐欺対策に専従する組織の設置や要員の確保，部門横断的な集中取締体制

の構築等によって捜査体制を強化。 

H22 警察庁は，集約した情報を都道府県警察に還元し，戦略的な取締活動を推進す

るとともに，都道府県警察間の合同・共同捜査を積極的に推進。 

 110 番通報のほか，警察相談専用電話（全国統一電話番号「♯（シャープ）9110」）

及び専用メールアドレス等，様々な窓口を設け，振り込め詐欺に関する相談や情

報を幅広く受け付ける。また，国民から寄せられた情報を活用し，警察官による

警告電話の実施，「騙された振り作戦」による犯人の検挙，事業者に対する犯行

に利用された携帯電話の契約者確認の求めや金融機関に対する振込先指定口座
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の凍結依頼による犯行ツールの無力化等を実施し，効果的な取締りや被害防止を

推進。 

H23 外国に渡航した日本人が同国内の犯行拠点から日本国内の被害者に電話を架

けているケースがあることから，外国治安機関と緊密な連携を図る。 

H26 警察庁が捜査支援分析管理官を設置。末端被疑者の検挙のみならず，突き上げ

捜査を通じた組織の壊滅を課題とする。刑事部門のみならず組織犯罪対策部門を

始めとする警察全部門 による情報収集と集約による犯行グループ中枢被疑者の

解明･検挙を職責とする。 

警察庁が，都道府県警察本部長宛て「現金送付型特殊詐欺に対する取締活動の

強化について」により，現金送付型の特殊詐欺被害を減少させるために強化すべ

き取組について指示。 

送付型事案の被害が急増したことを受け，被害金送付先に対する 捜査を強化。

東京都内に所在する私設私書箱等 32 箇所の送付先を摘発。 

H27 警察庁が，都道府県警察の長宛て「当面の特殊詐欺対策の推進について」によ

り，重点的に取り組むべき事項等，特殊詐欺対策の推進について指示。 

悪質なレンタル携帯電話事業者等に対する取締りを徹底。 

H29 突き上げ捜査，組織犯罪対策部門との連携等による，架け子の背後に伏在する

中枢被疑者の検挙・突き上げ捜査や，組織犯罪対策部門を始めとする各部門の連

携により，犯行拠点や犯行グループに関する情報収集を推進。 

警察庁が，都道府県警察の長宛て「準暴力団等による特殊詐欺等に対する取締

りの強化について」により，準暴力団等による特殊詐欺等の取締りの強化につい

て指示。 

警察庁が，都道府県警察本部長宛て「少年を特殊詐欺に加担させないための取

組の推進について」により，少年が特殊詐欺に加担することを防止するため重点

的に取り組むべき事項等について指示。 

  以上見てきたとおり，警察庁の発表によれば，平成 16 年から 17 年頃より，刑事局捜

査第二課長を長とする緊急対策チームが設置されるとともに，被疑者の氏名，犯行手口

等の捜査情報を一元的に集約するデータベースの構築とその還元による複数都道府県

をまたがる事案の合同捜査，「振り込め詐欺対策室」の設置，騙された振り作戦の推進，

外国治安機関との連携等，特殊詐欺取締りのために各種取組が行われている。また，平

成 27 年には，警察庁から「当面の特殊詐欺対策の推進について」（平成 27 年 2 月 29 日

付け警察庁丙捜二発第 4 号ほか）が発信され，「犯行グループ壊滅に向けた取組」，「国民

及び社会の抵抗力を高めるための効果的な予防活動の推進」，「被害金交付形態別の対

策」，「犯行ツール対策の徹底」等，特殊詐欺対策のための諸般の取組が重点的に推進さ

れている。 

一方で，そうした取組にもかかわらず，現在でも極めて多くの特殊詐欺による被害が

発生しており，平成 23 年以降で見ても，平均して 400 億円以上の被害総額が毎年発生

し続けている。これに対し，特殊詐欺事犯についての検挙率はおおよそ 20％から 30％前

後で推移しているのが現状である。このように，必ずしも検挙率の増加が進まず，今な

お甚大な特殊詐欺被害が発生し続けている背景には，被害者の所在する場所と異なる都

道府県336から犯行電話が架けられていることが多かったり，特殊詐欺の多くが組織的に

行われ337，架け子や受け子等で犯行が分業されて，背後に伏在する中枢被疑者の検挙等

が困難なことも多いといった特殊詐欺に内在する特徴があると考えられる。 

こうした点からすれば，特殊詐欺に対する在るべき検挙・取締り・捜査においては，

特殊詐欺が組織的犯罪であることを明確に意識した上で，①全国的に行われる338特殊詐

欺に関する専従の部署の設置並びに犯行手口等の捜査情報の集約及び還元339，②末端被

疑者の検挙のみならず，突き上げ捜査等を通じた組織の壊滅340といった視点が必要であ

ると言える。特殊詐欺事犯を取り扱う検察官の立場から，「捜査に携わる者としては，一

つひとつの事件に丹精込めて取り組むしかなく，被疑者にも真剣に対峙しなければなら

ない」という基本姿勢を示すとともに「できるだけ多くの事件」，「できるだけ多くの被

疑者」という方針をとることが，最終的な量刑に差が生じないとしても，被害者にとっ

て大きな精神的救済となり，また，被害弁償にもつながるとの指摘もなされている341。 

 

第２ 被疑者検挙のための取組 

 

１ 被疑者検挙のアプローチ 

特殊詐欺の被疑者検挙のアプローチとしては，大きく分けて，「架け子」の検挙と，「受

け子」の検挙のアプローチがある。 

架け子グループは組織化されており，複数人が一か所に集まって，様々なツールを入

手・駆使しながら，精緻なシナリオに沿って被害者を欺罔する中核的な役割を果たして

いる。このため，受け子に比べれば，比較的首謀者に近い位置にいる可能性が高い。し

たがって，架け子グループの犯行拠点の摘発は容易ではないものの，その検挙に成功す

れば，複数の犯罪者を一網打尽にできるのみならず，首謀者など犯行グループの中枢に

                            
336 原田義久＝高尾裕司「特殊詐欺の犯人と取締りについて」警察学論集第 66 巻第 8 号 68 頁以下

（2013）は，「特殊詐欺事件捜査は，多くの場合，一の都道府県警察だけで完遂できるものではな

い。犯行グループによる一連の犯行が解明されるにつれ，多くの都道府県警察に関係する事件であ

ることが判明するのが常であり，関係都道府県警察の力を集めて捜査をすることが合理的である。」

とする。 
337 警察庁「平成 29 年における組織犯罪の情勢」では，「近年，暴力団は資金を獲得する手段の一

つとして，暴力団の威力を示す必要がない詐欺，特に組織的に行われる特殊詐欺を敢行している実

態がうかがわれる」とされている。 
338 池田宏「振り込め詐欺の現状と被害予防対策」被害者学研究第 23 号 106 頁以下（2013）は，特

殊詐欺は広域的な詐欺であるとする一方で，現実には犯行グループの拠点や詐取金の引出等の活

動は首都圏に集中している傾向もある，と指摘する。 
339 河合潔「特殊詐欺への対処－何をしなければならないか」警察学論集第 66 巻第 8 号 16 頁以下

（2013）は，特殊詐欺の抑止と検挙の連続性を踏まえ，生活安全警察と刑事警察が部門としても連

続的に間断なく対応することが求められる，と指摘し，この両警察部門を調整し，効果的に業務遂

行ができるよう「司令塔」を都道府県警察に置いているとする。 
340  金高雅仁「特殊詐欺と治安に関する一考察」警察学論集第 66 巻第 8 号 1 頁以下（2013）は，受

け子等の大量検挙が必ずしも主犯（首謀者等）や組織全体の摘発につながっていない旨指摘し，辻

義之ほか「〈司令塔座談会〉特殊詐欺対策の現場から」警察学論集第 66 巻第 8 号 98 頁以下〔坂口

発言〕（2013）においても，詐取金の受取役や引出役の検挙が首魁や実行犯（騙し役）グループの

検挙などが少なく，抑止に直結する検挙が伸びていない，との分析がなされている。 
341  阪井光平「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」警察学論集第 71

巻第 4 号 50 頁以下（2018） 
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の凍結依頼による犯行ツールの無力化等を実施し，効果的な取締りや被害防止を

推進。 

H23 外国に渡航した日本人が同国内の犯行拠点から日本国内の被害者に電話を架

けているケースがあることから，外国治安機関と緊密な連携を図る。 

H26 警察庁が捜査支援分析管理官を設置。末端被疑者の検挙のみならず，突き上げ

捜査を通じた組織の壊滅を課題とする。刑事部門のみならず組織犯罪対策部門を

始めとする警察全部門 による情報収集と集約による犯行グループ中枢被疑者の

解明･検挙を職責とする。 

警察庁が，都道府県警察本部長宛て「現金送付型特殊詐欺に対する取締活動の

強化について」により，現金送付型の特殊詐欺被害を減少させるために強化すべ

き取組について指示。 

送付型事案の被害が急増したことを受け，被害金送付先に対する 捜査を強化。

東京都内に所在する私設私書箱等 32 箇所の送付先を摘発。 

H27 警察庁が，都道府県警察の長宛て「当面の特殊詐欺対策の推進について」によ

り，重点的に取り組むべき事項等，特殊詐欺対策の推進について指示。 

悪質なレンタル携帯電話事業者等に対する取締りを徹底。 

H29 突き上げ捜査，組織犯罪対策部門との連携等による，架け子の背後に伏在する

中枢被疑者の検挙・突き上げ捜査や，組織犯罪対策部門を始めとする各部門の連

携により，犯行拠点や犯行グループに関する情報収集を推進。 

警察庁が，都道府県警察の長宛て「準暴力団等による特殊詐欺等に対する取締

りの強化について」により，準暴力団等による特殊詐欺等の取締りの強化につい

て指示。 

警察庁が，都道府県警察本部長宛て「少年を特殊詐欺に加担させないための取

組の推進について」により，少年が特殊詐欺に加担することを防止するため重点

的に取り組むべき事項等について指示。 

  以上見てきたとおり，警察庁の発表によれば，平成 16 年から 17 年頃より，刑事局捜

査第二課長を長とする緊急対策チームが設置されるとともに，被疑者の氏名，犯行手口

等の捜査情報を一元的に集約するデータベースの構築とその還元による複数都道府県

をまたがる事案の合同捜査，「振り込め詐欺対策室」の設置，騙された振り作戦の推進，

外国治安機関との連携等，特殊詐欺取締りのために各種取組が行われている。また，平

成 27 年には，警察庁から「当面の特殊詐欺対策の推進について」（平成 27 年 2 月 29 日

付け警察庁丙捜二発第 4 号ほか）が発信され，「犯行グループ壊滅に向けた取組」，「国民

及び社会の抵抗力を高めるための効果的な予防活動の推進」，「被害金交付形態別の対

策」，「犯行ツール対策の徹底」等，特殊詐欺対策のための諸般の取組が重点的に推進さ

れている。 

一方で，そうした取組にもかかわらず，現在でも極めて多くの特殊詐欺による被害が

発生しており，平成 23 年以降で見ても，平均して 400 億円以上の被害総額が毎年発生

し続けている。これに対し，特殊詐欺事犯についての検挙率はおおよそ 20％から 30％前

後で推移しているのが現状である。このように，必ずしも検挙率の増加が進まず，今な

お甚大な特殊詐欺被害が発生し続けている背景には，被害者の所在する場所と異なる都

道府県336から犯行電話が架けられていることが多かったり，特殊詐欺の多くが組織的に

行われ337，架け子や受け子等で犯行が分業されて，背後に伏在する中枢被疑者の検挙等

が困難なことも多いといった特殊詐欺に内在する特徴があると考えられる。 

こうした点からすれば，特殊詐欺に対する在るべき検挙・取締り・捜査においては，

特殊詐欺が組織的犯罪であることを明確に意識した上で，①全国的に行われる338特殊詐

欺に関する専従の部署の設置並びに犯行手口等の捜査情報の集約及び還元339，②末端被

疑者の検挙のみならず，突き上げ捜査等を通じた組織の壊滅340といった視点が必要であ

ると言える。特殊詐欺事犯を取り扱う検察官の立場から，「捜査に携わる者としては，一

つひとつの事件に丹精込めて取り組むしかなく，被疑者にも真剣に対峙しなければなら

ない」という基本姿勢を示すとともに「できるだけ多くの事件」，「できるだけ多くの被

疑者」という方針をとることが，最終的な量刑に差が生じないとしても，被害者にとっ

て大きな精神的救済となり，また，被害弁償にもつながるとの指摘もなされている341。 

 

第２ 被疑者検挙のための取組 

 

１ 被疑者検挙のアプローチ 

特殊詐欺の被疑者検挙のアプローチとしては，大きく分けて，「架け子」の検挙と，「受

け子」の検挙のアプローチがある。 

架け子グループは組織化されており，複数人が一か所に集まって，様々なツールを入

手・駆使しながら，精緻なシナリオに沿って被害者を欺罔する中核的な役割を果たして

いる。このため，受け子に比べれば，比較的首謀者に近い位置にいる可能性が高い。し

たがって，架け子グループの犯行拠点の摘発は容易ではないものの，その検挙に成功す

れば，複数の犯罪者を一網打尽にできるのみならず，首謀者など犯行グループの中枢に

                            
336 原田義久＝高尾裕司「特殊詐欺の犯人と取締りについて」警察学論集第 66 巻第 8 号 68 頁以下

（2013）は，「特殊詐欺事件捜査は，多くの場合，一の都道府県警察だけで完遂できるものではな

い。犯行グループによる一連の犯行が解明されるにつれ，多くの都道府県警察に関係する事件であ

ることが判明するのが常であり，関係都道府県警察の力を集めて捜査をすることが合理的である。」

とする。 
337 警察庁「平成 29 年における組織犯罪の情勢」では，「近年，暴力団は資金を獲得する手段の一

つとして，暴力団の威力を示す必要がない詐欺，特に組織的に行われる特殊詐欺を敢行している実

態がうかがわれる」とされている。 
338 池田宏「振り込め詐欺の現状と被害予防対策」被害者学研究第 23 号 106 頁以下（2013）は，特

殊詐欺は広域的な詐欺であるとする一方で，現実には犯行グループの拠点や詐取金の引出等の活

動は首都圏に集中している傾向もある，と指摘する。 
339 河合潔「特殊詐欺への対処－何をしなければならないか」警察学論集第 66 巻第 8 号 16 頁以下

（2013）は，特殊詐欺の抑止と検挙の連続性を踏まえ，生活安全警察と刑事警察が部門としても連

続的に間断なく対応することが求められる，と指摘し，この両警察部門を調整し，効果的に業務遂

行ができるよう「司令塔」を都道府県警察に置いているとする。 
340  金高雅仁「特殊詐欺と治安に関する一考察」警察学論集第 66 巻第 8 号 1 頁以下（2013）は，受

け子等の大量検挙が必ずしも主犯（首謀者等）や組織全体の摘発につながっていない旨指摘し，辻

義之ほか「〈司令塔座談会〉特殊詐欺対策の現場から」警察学論集第 66 巻第 8 号 98 頁以下〔坂口

発言〕（2013）においても，詐取金の受取役や引出役の検挙が首魁や実行犯（騙し役）グループの

検挙などが少なく，抑止に直結する検挙が伸びていない，との分析がなされている。 
341  阪井光平「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」警察学論集第 71

巻第 4 号 50 頁以下（2018） 
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位置する者を検挙する可能性も高まることになる。この架け子グループの犯行拠点の摘

発については，以下 2 で具体的に検討する 

これに対して「受け子」は，被害者に直接接することが多い立場にあるため，検挙可

能性が最も高い対象ではあるが，犯罪組織の末端に位置する存在に過ぎないため，詐欺

組織全体については，何も知らされていないことがほとんどである。しかし，受け子の

検挙を進めることによって，架け子グループや，詐欺の指示役に繋がる端緒を得られる

可能性はあるし，直接現金等の財物を取得するのが受け子である以上，受け子を検挙す

ることができれば瀬戸際で被害を防止することができる。したがって，受け子を多く検

挙することも，非常に重要なのである。この受け子を検挙する捜査手法としては，いわ

ゆる「騙された振り作戦」による財物受渡し現場における検挙の徹底といったものが挙

げられる342。騙された振り作戦については，以下 3 で具体的に検討する。 

 

２ 架け子グループの犯行拠点の摘発 

架け子を一網打尽にするため，特殊詐欺グループが犯行に使用している賃貸マンショ

ンや賃貸オフィスといった犯行拠点の摘発が推進されており，平成 29 年では過去最多

の 68 か所の拠点が摘発されている。なお，犯行拠点の摘発に関しては，平成 26 年には

41 か所，平成 27 年には 60 か所，平成 28 年には 57 か所と近時数年は概ね増加の傾向で

あり，今後も増えていくことが想定される343。 

このように犯行拠点の摘発が増えている要因としては，各地のマンション等の管理人

や住人，宅配業者等に対する情報提供の依頼とそれに伴う通報，検挙した受け子からの

供述といったことが端緒となることが多いと見られる344。 

もちろん，こうした特殊詐欺の犯行拠点の摘発という検挙・取締りの捜査手法は，一

朝一夕になし得るものではなく，警察などの捜査機関による地道で堅実な捜査の積み重

ねが必要である。実際に，特殊詐欺事犯における被疑者検挙は，被害者や被疑者の周辺

者からの申告が端緒になることが多く，これらの端緒を基に，専門の部署による内偵捜

査を経た上でなされることになる。この内偵捜査は，犯行拠点と疑われる建物における

いわゆる「張込み」を必須のものとし，そのほかにも被害者方に架けられた電話番号と

同犯行拠点で用いられている電話番号との照合，被害者方に架けられた電話の発信場所

の識別及びそれらと犯行拠点の照合等を行うものであり，極めて多くの手間と時間を要

することが容易に推察される345。 

                            
342 明石千鶴「特殊詐欺の現状と対策」更生保護平成 28 年 4 月号 16 頁以下（2016）など。 
343 同データは，警察庁が発表している平成 26 年～平成 29 年の「特殊詐欺認知・検挙状況等につ

いて」によるものである。 
344 飯利雄彦「振り込め詐欺対策の現状と課題について」警察政策研究第 14 号 95 頁以下（2010）

では，マンション等の管理人や住人からの情報提供が実際になされて，犯行アジトを摘発した事

例がいくつもあるとの紹介がなされている。 
345 前掲阪井「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」においては，実

際，犯行拠点と疑われる建物に対して，3 県警の合同捜査本部を設置した上で，「出入りする者の

行動を徹底的に捜査し，人定を進めた。」，「被害者方にかけられた電話番号と一致する数字群が割

り出された。」，「被害者方への多数回にわたる発信の場所は，すべてアジトの近隣に所在している

ことが判明した。」などとの事例が紹介されている。 

しかし，一方で架け子グループも非常に用心深く，頻繁に犯行拠点（アジト）を移転

させるなどして，犯行の足跡を消していく。時期を逸した摘発では，それまでに捜査機

関において積み重ねられた多くの労力が，全て水泡に帰してしまうのである。慎重であ

りながらも迅速に対応しなければならない，時間との闘いが架け子グループの犯行拠点

の摘発において極めてシビアな課題となっている。 

 

３ 騙された振り作戦 

 

(1) 騙された振り作戦とは 

騙された振り作戦とは，特殊詐欺の電話等を受けたが，それが詐欺であることに気

付いた，あるいはそれを疑った被害者側が，捜査機関と協力の上，引き続き犯人側の

要求どおり行動している振りをして，受領行為等の際に犯人を検挙しようとする捜査

手法をいう。 

「平成 22 年警察白書」においては，「振り込め詐欺の電話等を受け，振り込め詐欺

であると見破った場合に，だまされた振りをしつつ，犯人が利用する携帯電話や預貯

金口座等に関する情報を聞き出すことにより，契約者確認の求めや口座凍結依頼を活

用して犯行ツールの無力化を図るほか，犯人に現金等を手渡しする約束をした上で警

察へ通報してもらい，被害者宅等の約束した場所に現れた犯人を検挙するものであり，

国民の積極的かつ自発的な協力に基づく取組みである。」との紹介がなされている。ま

た，この騙された振り作戦に類する捜査手法として，闇サイト等で金融機関の口座や

携帯電話の売買をしたいとの意思表示をしている者については，警察の捜査官が連絡

を取っておびき出し，検挙した事例も見られる346。 

 

(2) 騙された振り作戦による検挙数の推移と効果 

騙された振り作戦による検挙数は，以下のとおりに推移している（括弧内はその年

の特殊詐欺犯の全検挙人員数）347。 

    平成 27 年：1005 人（2506 人） 

 平成 28 年：896 人（2369 人） 

 平成 29 年：912 人（2448 人） 

このように，近年，騙された振り作戦による検挙数が，特殊詐欺犯の全検挙人員に

占める割合がおよそ 40％と高い水準を保っており，騙された振り作戦が大きな効果を

挙げていると評価できる。 

一方で，騙された振り作戦で検挙される者の多くは，受け子，受け子の見張り役と

いった末端の者らであり348，後に述べる突き上げ捜査と併せて用いられることが，特

殊詐欺に対する検挙・取締り・捜査をする上では必須である。 

                            
346 前掲飯利「振り込め詐欺対策の現状と課題について」でこの事例が紹介されている。 
347 警察庁発表の平成 28 年・平成 29 年の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」による。 
348 例えば，平成 29 年では，騙された振り作戦で検挙された者のうち，受け子及び受け子の見張り

役が 823 人であり，90％以上を占めている（警察庁「平成 29 年の特殊詐欺認知・検挙状況等につ

いて」）。 
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位置する者を検挙する可能性も高まることになる。この架け子グループの犯行拠点の摘

発については，以下 2 で具体的に検討する 

これに対して「受け子」は，被害者に直接接することが多い立場にあるため，検挙可

能性が最も高い対象ではあるが，犯罪組織の末端に位置する存在に過ぎないため，詐欺

組織全体については，何も知らされていないことがほとんどである。しかし，受け子の

検挙を進めることによって，架け子グループや，詐欺の指示役に繋がる端緒を得られる

可能性はあるし，直接現金等の財物を取得するのが受け子である以上，受け子を検挙す

ることができれば瀬戸際で被害を防止することができる。したがって，受け子を多く検

挙することも，非常に重要なのである。この受け子を検挙する捜査手法としては，いわ

ゆる「騙された振り作戦」による財物受渡し現場における検挙の徹底といったものが挙

げられる342。騙された振り作戦については，以下 3 で具体的に検討する。 

 

２ 架け子グループの犯行拠点の摘発 

架け子を一網打尽にするため，特殊詐欺グループが犯行に使用している賃貸マンショ

ンや賃貸オフィスといった犯行拠点の摘発が推進されており，平成 29 年では過去最多

の 68 か所の拠点が摘発されている。なお，犯行拠点の摘発に関しては，平成 26 年には

41 か所，平成 27 年には 60 か所，平成 28 年には 57 か所と近時数年は概ね増加の傾向で

あり，今後も増えていくことが想定される343。 

このように犯行拠点の摘発が増えている要因としては，各地のマンション等の管理人

や住人，宅配業者等に対する情報提供の依頼とそれに伴う通報，検挙した受け子からの

供述といったことが端緒となることが多いと見られる344。 

もちろん，こうした特殊詐欺の犯行拠点の摘発という検挙・取締りの捜査手法は，一

朝一夕になし得るものではなく，警察などの捜査機関による地道で堅実な捜査の積み重

ねが必要である。実際に，特殊詐欺事犯における被疑者検挙は，被害者や被疑者の周辺

者からの申告が端緒になることが多く，これらの端緒を基に，専門の部署による内偵捜

査を経た上でなされることになる。この内偵捜査は，犯行拠点と疑われる建物における

いわゆる「張込み」を必須のものとし，そのほかにも被害者方に架けられた電話番号と

同犯行拠点で用いられている電話番号との照合，被害者方に架けられた電話の発信場所

の識別及びそれらと犯行拠点の照合等を行うものであり，極めて多くの手間と時間を要

することが容易に推察される345。 

                            
342 明石千鶴「特殊詐欺の現状と対策」更生保護平成 28 年 4 月号 16 頁以下（2016）など。 
343 同データは，警察庁が発表している平成 26 年～平成 29 年の「特殊詐欺認知・検挙状況等につ

いて」によるものである。 
344 飯利雄彦「振り込め詐欺対策の現状と課題について」警察政策研究第 14 号 95 頁以下（2010）

では，マンション等の管理人や住人からの情報提供が実際になされて，犯行アジトを摘発した事

例がいくつもあるとの紹介がなされている。 
345 前掲阪井「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」においては，実

際，犯行拠点と疑われる建物に対して，3 県警の合同捜査本部を設置した上で，「出入りする者の

行動を徹底的に捜査し，人定を進めた。」，「被害者方にかけられた電話番号と一致する数字群が割

り出された。」，「被害者方への多数回にわたる発信の場所は，すべてアジトの近隣に所在している

ことが判明した。」などとの事例が紹介されている。 

しかし，一方で架け子グループも非常に用心深く，頻繁に犯行拠点（アジト）を移転

させるなどして，犯行の足跡を消していく。時期を逸した摘発では，それまでに捜査機

関において積み重ねられた多くの労力が，全て水泡に帰してしまうのである。慎重であ

りながらも迅速に対応しなければならない，時間との闘いが架け子グループの犯行拠点

の摘発において極めてシビアな課題となっている。 

 

３ 騙された振り作戦 

 

(1) 騙された振り作戦とは 

騙された振り作戦とは，特殊詐欺の電話等を受けたが，それが詐欺であることに気

付いた，あるいはそれを疑った被害者側が，捜査機関と協力の上，引き続き犯人側の

要求どおり行動している振りをして，受領行為等の際に犯人を検挙しようとする捜査

手法をいう。 

「平成 22 年警察白書」においては，「振り込め詐欺の電話等を受け，振り込め詐欺

であると見破った場合に，だまされた振りをしつつ，犯人が利用する携帯電話や預貯

金口座等に関する情報を聞き出すことにより，契約者確認の求めや口座凍結依頼を活

用して犯行ツールの無力化を図るほか，犯人に現金等を手渡しする約束をした上で警

察へ通報してもらい，被害者宅等の約束した場所に現れた犯人を検挙するものであり，

国民の積極的かつ自発的な協力に基づく取組みである。」との紹介がなされている。ま

た，この騙された振り作戦に類する捜査手法として，闇サイト等で金融機関の口座や

携帯電話の売買をしたいとの意思表示をしている者については，警察の捜査官が連絡

を取っておびき出し，検挙した事例も見られる346。 

 

(2) 騙された振り作戦による検挙数の推移と効果 

騙された振り作戦による検挙数は，以下のとおりに推移している（括弧内はその年

の特殊詐欺犯の全検挙人員数）347。 

    平成 27 年：1005 人（2506 人） 

 平成 28 年：896 人（2369 人） 

 平成 29 年：912 人（2448 人） 

このように，近年，騙された振り作戦による検挙数が，特殊詐欺犯の全検挙人員に

占める割合がおよそ 40％と高い水準を保っており，騙された振り作戦が大きな効果を

挙げていると評価できる。 

一方で，騙された振り作戦で検挙される者の多くは，受け子，受け子の見張り役と

いった末端の者らであり348，後に述べる突き上げ捜査と併せて用いられることが，特

殊詐欺に対する検挙・取締り・捜査をする上では必須である。 

                            
346 前掲飯利「振り込め詐欺対策の現状と課題について」でこの事例が紹介されている。 
347 警察庁発表の平成 28 年・平成 29 年の「特殊詐欺認知・検挙状況等について」による。 
348 例えば，平成 29 年では，騙された振り作戦で検挙された者のうち，受け子及び受け子の見張り

役が 823 人であり，90％以上を占めている（警察庁「平成 29 年の特殊詐欺認知・検挙状況等につ

いて」）。 
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(3) 騙された振り作戦の課題 

警察などへのヒアリングによると，騙された振り作戦による検挙数の増加に伴い，

近時，犯人グループも同作戦を警戒して，東京など遠方の駅などまで被害者に金員を

持ったまま移動させる「誘導型」，「上京法」と呼ばれる犯行手法も増加しているとの

ことである。この手法がとられる場合，犯人グループが受け子やその見張り役などを

十分に配置をした自らのテリトリーで金員の受渡しがなされるため，騙された振り作

戦を実効的に行うことがより困難となるとともに，遠方まで行くことが困難な被害者

の場合には捜査機関によって身代わりをたてる必要があるなど，更に費用や人員を要

することとなる。 

 

４ 「架け子」「受け子」検挙後の課題 

  架け子や受け子の検挙に成功したとしても，もちろん，それで捜査が完結するわけで

はない。特殊詐欺グループの全容を解明してその壊滅を図るためには，その後に行われ

る捜査こそが重要であると言わなくてはならない。 

 

(1) 検察庁送致後の手続 

前掲阪井「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」は，

特殊詐欺事犯の主任検察官として，被疑者が身柄付きで送致された場合，弁解録取の

手続，送致記録の精査，被疑者や関係者の自らの取調べ349，起訴状の作成，公判担当

検察官への引継ぎ・公訴事実立証のための証拠の構造をつぶさに示す作業，警察に対

する種々の補充捜査の求めといったありとあらゆる事務を，他の多くの事案を担当す

る中で，「ほぼ一手にこなす必要があった」と描写されており，特殊詐欺事犯において

は，検察庁送致後も，被疑者の起訴に向けて，いかに幅広く，また，多くの捜査が必

要かといったことが如実に示されている。 

 

(2) 突き上げ捜査 

特殊詐欺事犯においては，警察白書・各種論文等において，突き上げ捜査の必要性

も指摘されている。突き上げ捜査とは，端緒を把握した際の基礎捜査や末端の被疑者

等に対する捜査によって得られた情報に基づき，上位の被疑者を段階的に特定・検挙

し，最終的に首謀者を検挙することを目指した捜査手法である350。突き上げ捜査にお

いても，犯行拠点の摘発と同じく，地道で緻密な内偵捜査が必要であり，しかも，突

き上げ捜査は，対象となる被疑者がそれぞれ情報を共有しない複数の集団にまたがる

                            
349 前掲阪井「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」では，被疑者の

供述証拠について「供述証拠以外の証拠で公訴事実を立証するのが安全・確実である。であるから

といって，供述証拠が軽視されてはならない。事案の真相の解明，被害者に対する説明，ひいては

被疑者の真摯な反省と更生のためには，被疑者の供述を得ることはむしろ極めて重要である。」と

されている。 
350 前掲原田＝高尾「特殊詐欺の犯人と取締りについて」は，突き上げ捜査で収集すべき証拠資料

が整理されるとともに，関係都道府県警察の協力・合同捜査の必要性があることを指摘する。 

こともあって，より多くの現場の張込みや被疑者の行動確認など，必要とされる捜査

も増えていく。単一の被疑者・単一の集団だけでも通常よりも多い捜査が必要である

のに，複数の被疑者・複数の集団ともなれば，それらに必要な捜査が桁違いに増えて

いくことは想像に難くない。現状の予算・人員の中でも，精一杯の突き上げ捜査が行

われていると考えられるが，特殊詐欺事犯においては，犯行グループ内で綿密な役割

分担がなされているため，突き上げ捜査によっても，首謀者の検挙にまで至る例は必

ずしも多くはない。例えば，警視庁のデータによると，平成 28 年の全検挙人員数が

552 人であるのに対し，首謀者の検挙人員数は 12 人（約 2％），指示役の検挙人員数は

18 人（約 3％）にとどまる。また，平成 29 年でも全検挙人員数が 593 人であるのに対

し，首謀者の検挙人員数は 8 人（約 1％），指示役の検挙人員数は 29 人（約 5％）にと

どまっている351。 

このように，特殊詐欺の犯行グループは，犯行拠点を頻繁に移転する受け子・架け

子といった機能別の犯行グループを形成し，さらに，グループ間での情報を遮断する

など，突き上げ捜査に対する様々な手段を講じているため，より迅速かつより効果的

に捜査を進展させるための手段が，求められている352。 

 

(3) 金融捜査 

特殊詐欺に対する捜査のアプローチとしては，上述のような架け子・受け子の検挙

から，犯罪組織の全容の解明を図る突き上げ捜査のほかに，金融捜査のアプローチも

ある。金融捜査とは，特殊詐欺などの財産犯に関係する財務捜査を意味する。金融捜

査は，犯罪活動の過程における金銭の移動（金銭の出所・受取人・受取場所・保管場

所・保管口座等）を特定して，資金源となっている犯罪の検挙に繋げるという捜査ア

プローチである。現在，このような金融捜査を行う職責を負っているのは、主に検察

官である。 

金融操作は，金融機関等による犯罪収益移転防止法353に基づく本人確認（同法4条），

本人確認記録の作成・保存（同法6条），取引記録等の作成・保存（同法7条），疑わ

しい取引の届出（同法8条）の適切な実行と，マネー・ローンダリング行為を処罰する

組織的犯罪処罰法354の適用によって行われることとなる。しかしながら，実際に検察

官は，限られた期間内に特殊詐欺犯を起訴するので精一杯であり，金融捜査にまでは

手が回らないのが実情である。早急に，検察庁に金融操作及び没収・追徴の専門部門

を作り，財務知識を備えた専属の捜査官を配置する必要がある。 

 

５ 捜査の人員及び予算の拡充 

組織犯罪として複数の犯人によって用意周到な役割分担に基づいて実行され，犯罪

事実の痕跡を計画的に秘匿しようとする特殊詐欺犯（とりわけ首謀者）を摘発するた

めには，上述のとおり多くの捜査員による綿密かつ迅速な捜査が必要である。また，

                            
351 警視庁犯罪抑止対策本部「平成 29 年における特殊詐欺の状況について」による。 
352  前掲原田＝高尾「特殊詐欺の犯人と取締りについて」による。 
353 犯罪収益移転防止法については第 4 編第 2 章第 2 で詳述する。 
354 組織的犯罪処罰法については第 4 編第 2 章第 1 で詳述する。 
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(3) 騙された振り作戦の課題 

警察などへのヒアリングによると，騙された振り作戦による検挙数の増加に伴い，
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十分に配置をした自らのテリトリーで金員の受渡しがなされるため，騙された振り作

戦を実効的に行うことがより困難となるとともに，遠方まで行くことが困難な被害者
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  架け子や受け子の検挙に成功したとしても，もちろん，それで捜査が完結するわけで
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(1) 検察庁送致後の手続 

前掲阪井「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」は，
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る中で，「ほぼ一手にこなす必要があった」と描写されており，特殊詐欺事犯において

は，検察庁送致後も，被疑者の起訴に向けて，いかに幅広く，また，多くの捜査が必

要かといったことが如実に示されている。 

 

(2) 突き上げ捜査 

特殊詐欺事犯においては，警察白書・各種論文等において，突き上げ捜査の必要性

も指摘されている。突き上げ捜査とは，端緒を把握した際の基礎捜査や末端の被疑者

等に対する捜査によって得られた情報に基づき，上位の被疑者を段階的に特定・検挙

し，最終的に首謀者を検挙することを目指した捜査手法である350。突き上げ捜査にお

いても，犯行拠点の摘発と同じく，地道で緻密な内偵捜査が必要であり，しかも，突

き上げ捜査は，対象となる被疑者がそれぞれ情報を共有しない複数の集団にまたがる

                            
349 前掲阪井「特殊詐欺捜査についての一論考－幅広く奥行きのある捜査の展開」では，被疑者の

供述証拠について「供述証拠以外の証拠で公訴事実を立証するのが安全・確実である。であるから

といって，供述証拠が軽視されてはならない。事案の真相の解明，被害者に対する説明，ひいては

被疑者の真摯な反省と更生のためには，被疑者の供述を得ることはむしろ極めて重要である。」と

されている。 
350 前掲原田＝高尾「特殊詐欺の犯人と取締りについて」は，突き上げ捜査で収集すべき証拠資料

が整理されるとともに，関係都道府県警察の協力・合同捜査の必要性があることを指摘する。 

こともあって，より多くの現場の張込みや被疑者の行動確認など，必要とされる捜査

も増えていく。単一の被疑者・単一の集団だけでも通常よりも多い捜査が必要である

のに，複数の被疑者・複数の集団ともなれば，それらに必要な捜査が桁違いに増えて

いくことは想像に難くない。現状の予算・人員の中でも，精一杯の突き上げ捜査が行

われていると考えられるが，特殊詐欺事犯においては，犯行グループ内で綿密な役割

分担がなされているため，突き上げ捜査によっても，首謀者の検挙にまで至る例は必

ずしも多くはない。例えば，警視庁のデータによると，平成 28 年の全検挙人員数が

552 人であるのに対し，首謀者の検挙人員数は 12 人（約 2％），指示役の検挙人員数は

18 人（約 3％）にとどまる。また，平成 29 年でも全検挙人員数が 593 人であるのに対

し，首謀者の検挙人員数は 8 人（約 1％），指示役の検挙人員数は 29 人（約 5％）にと

どまっている351。 

このように，特殊詐欺の犯行グループは，犯行拠点を頻繁に移転する受け子・架け

子といった機能別の犯行グループを形成し，さらに，グループ間での情報を遮断する

など，突き上げ捜査に対する様々な手段を講じているため，より迅速かつより効果的

に捜査を進展させるための手段が，求められている352。 

 

(3) 金融捜査 

特殊詐欺に対する捜査のアプローチとしては，上述のような架け子・受け子の検挙

から，犯罪組織の全容の解明を図る突き上げ捜査のほかに，金融捜査のアプローチも

ある。金融捜査とは，特殊詐欺などの財産犯に関係する財務捜査を意味する。金融捜

査は，犯罪活動の過程における金銭の移動（金銭の出所・受取人・受取場所・保管場

所・保管口座等）を特定して，資金源となっている犯罪の検挙に繋げるという捜査ア

プローチである。現在，このような金融捜査を行う職責を負っているのは、主に検察

官である。 

金融操作は，金融機関等による犯罪収益移転防止法353に基づく本人確認（同法4条），

本人確認記録の作成・保存（同法6条），取引記録等の作成・保存（同法7条），疑わ

しい取引の届出（同法8条）の適切な実行と，マネー・ローンダリング行為を処罰する

組織的犯罪処罰法354の適用によって行われることとなる。しかしながら，実際に検察

官は，限られた期間内に特殊詐欺犯を起訴するので精一杯であり，金融捜査にまでは

手が回らないのが実情である。早急に，検察庁に金融操作及び没収・追徴の専門部門

を作り，財務知識を備えた専属の捜査官を配置する必要がある。 

 

５ 捜査の人員及び予算の拡充 

組織犯罪として複数の犯人によって用意周到な役割分担に基づいて実行され，犯罪

事実の痕跡を計画的に秘匿しようとする特殊詐欺犯（とりわけ首謀者）を摘発するた

めには，上述のとおり多くの捜査員による綿密かつ迅速な捜査が必要である。また，

                            
351 警視庁犯罪抑止対策本部「平成 29 年における特殊詐欺の状況について」による。 
352  前掲原田＝高尾「特殊詐欺の犯人と取締りについて」による。 
353 犯罪収益移転防止法については第 4 編第 2 章第 2 で詳述する。 
354 組織的犯罪処罰法については第 4 編第 2 章第 1 で詳述する。 
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そのような捜査を実現するために，相応の予算の裏付けが必要であることも言うまで

もない。特殊詐欺事犯を一件でも多く立件して，より広い被害回復につなげるために，

捜査人員及び予算の拡充がつとに求められるところなのである。 

 

第３章 特殊詐欺に対する刑事裁判の動向 

次に，検挙された特殊詐欺犯に対して，いかなる刑罰法規を適用して裁判所が判断を

下しているのかを分析するとともに，これらの判決から見られる特殊詐欺犯に対する量

刑の傾向を概観する。 

第１ 特殊詐欺犯に対して適用される刑罰法規 

  特殊詐欺犯に対しては，主に刑法及び組織的犯罪処罰法が適用されて刑罰が下される

ことになるが，組織的犯罪処罰法が適用されることによって，通常の詐欺罪よりも重い

刑罰が科せられることになるのみならず，特殊詐欺の事後共犯的な役割を果たすにすぎ

ない者をも，広く処罰することが可能となる。 

それぞれの犯罪に対する法定刑は，次のようになっている。 

 

(1) 詐欺罪（刑法 246 条） 

   10 年以下の懲役 

 

(2) 組織的詐欺罪（組織犯罪処罰法 3 条 1 項 13 号） 

   1 年以上の有期懲役 

 

(3) 犯罪収益等隠匿罪（組織犯罪処罰法 10 条） 

   5 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれを併科 

 

(4) 犯罪収益等収受罪（組織犯罪処罰法 11 条） 

   3 年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はこれを併科 

 

以下，これらの刑罰法規を適用して特殊詐欺犯に対して下されたいくつかの裁判例に

関して検討する。 

 

第２ 特殊詐欺の構成要件に対する最高裁の判断 

特殊詐欺の構成要件該当性に対して，近時最高裁は，相次いで重要な判断を示した。一つ

は，詐欺の実行行為の着手について判断をした最高裁判所第 1 小法廷（平成 29 年（あ）

第 322 号事件）平成 30 年 3 月 22 日判決（以下「最高裁平成 30 年判決」という。）であ

り，もう一つは，詐欺未遂（受け子）の実行行為性について判断をした最高裁判所第 3

小法廷（平成 29 年（あ）第 1079 号）平成 29 年 12 月 11 日決定（以下「最高裁平成 29 年

決定」という。）である。 

 

１ 最高裁平成 30 年判決（詐欺罪の実行の着手） 

この最高裁平成 30 年判決の 1 審は,長野地方裁判所（平成 28 年（わ）第 107 号）平成

28 年 8 月 9 日判決（以下「長野地裁判決」という。）であり，2 審は東京高等裁判所（平

成 28 年（う）第 1622 号事件）平成 29 年 2 月 2 日判決（以下「東京高裁判決」という。）で

ある。 

 

(1) 犯罪事実 

最高裁平成 30 年判決が摘示する犯罪事実は大略次のとおりである（下線は筆者）。 

「(1) 本件の事実関係（中略） 

ア 被害者は，平成 28年 6月 8日，甥になりすました氏名不詳者からの電話で，仕事の

関係で現金を至急必要としている旨の嘘を言われ，その旨誤信し，甥の勤務する会社の

系列社員と称する者に現金 100万円を交付した。 

イ 被害者は，平成 28年 6月 9日午前 11時 20分頃，警察官を名乗る氏名不詳者からの

電話で，（中略）「前日の 100万円を取り返すので協力してほしい。」などと言われ（1回

目の電話），同日午後 1時 1分頃，警察官を名乗る氏名不詳者らからの電話で，「僕，向

かいますから。」「2 時前には到着できるよう僕の方で態勢整えますので。」などと言わ

れた（2回目の電話）。 

ウ 被告人は，（中略）同月 9日朝，詐取金の受取役であることを認識した上で長野市内

へ移動し，（中略）被害者宅に向かったが，被害者宅に到着する前に警察官から職務質

問を受けて逮捕された。 

エ 警察官を名乗って上記イ記載の 2 回の電話をかけた氏名不詳者らは，上記ア記載の

被害を回復するための協力名下に，警察官であると誤信させた被害者に預金口座から

現金を払い戻させた上で，警察官を装って被害者宅を訪問する予定でいた被告人にそ

の現金を交付させ，これをだまし取ることを計画し，その計画に基づいて，被害者に対

し，上記イ記載の各文言を述べたものであり，被告人も，その計画に基づいて，被害者

宅付近まで赴いたものである。」 

 

(2) 裁判所の判断 

ア 1 審の長野地裁判決は，上記犯罪事実について詐欺未遂の共同正犯を認めて，被

告人に懲役 2 年 4 月の実刑判決を下したが，2 審の東京高裁判決は，「刑法 246 条 1

項にいう「人を欺」く行為とは，財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせる行為をいうも

のと解される。」とした上で，本件では財物交付に向けて人を錯誤に陥らせる行為がな

く，実行の着手が認められないため，被告人は無罪であると判示した。 

 

イ これに対して，最高裁平成 30 年判決は，以下のように述べて，詐欺罪の実行の

着手を認め，被告人を懲役 2 年 4 月の実刑判決に処した（同判決は 1 回目の電話と

2 回目の電話を合わせて「本件嘘」と表記している。なお，下線は筆者。） 

「(2) 本件における詐欺罪の実行の着手の有無（中略） 

    本件嘘の内容は，その犯行計画上，被害者が現金を交付するか否かを判断する前提と

なるよう予定された事項に係る重要なものであったと認められる。そして，このように

段階を踏んで嘘を重ねながら現金を交付させるための犯行計画の下において述べられ

た本件嘘には，預金口座から現金を下ろして被害者宅に移動させることを求める趣旨
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そのような捜査を実現するために，相応の予算の裏付けが必要であることも言うまで

もない。特殊詐欺事犯を一件でも多く立件して，より広い被害回復につなげるために，

捜査人員及び予算の拡充がつとに求められるところなのである。 

 

第３章 特殊詐欺に対する刑事裁判の動向 

次に，検挙された特殊詐欺犯に対して，いかなる刑罰法規を適用して裁判所が判断を

下しているのかを分析するとともに，これらの判決から見られる特殊詐欺犯に対する量

刑の傾向を概観する。 

第１ 特殊詐欺犯に対して適用される刑罰法規 

  特殊詐欺犯に対しては，主に刑法及び組織的犯罪処罰法が適用されて刑罰が下される

ことになるが，組織的犯罪処罰法が適用されることによって，通常の詐欺罪よりも重い

刑罰が科せられることになるのみならず，特殊詐欺の事後共犯的な役割を果たすにすぎ

ない者をも，広く処罰することが可能となる。 

それぞれの犯罪に対する法定刑は，次のようになっている。 

 

(1) 詐欺罪（刑法 246 条） 

   10 年以下の懲役 

 

(2) 組織的詐欺罪（組織犯罪処罰法 3 条 1 項 13 号） 

   1 年以上の有期懲役 

 

(3) 犯罪収益等隠匿罪（組織犯罪処罰法 10 条） 

   5 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はこれを併科 

 

(4) 犯罪収益等収受罪（組織犯罪処罰法 11 条） 

   3 年以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はこれを併科 

 

以下，これらの刑罰法規を適用して特殊詐欺犯に対して下されたいくつかの裁判例に

関して検討する。 

 

第２ 特殊詐欺の構成要件に対する最高裁の判断 

特殊詐欺の構成要件該当性に対して，近時最高裁は，相次いで重要な判断を示した。一つ

は，詐欺の実行行為の着手について判断をした最高裁判所第 1 小法廷（平成 29 年（あ）

第 322 号事件）平成 30 年 3 月 22 日判決（以下「最高裁平成 30 年判決」という。）であ

り，もう一つは，詐欺未遂（受け子）の実行行為性について判断をした最高裁判所第 3

小法廷（平成 29 年（あ）第 1079 号）平成 29 年 12 月 11 日決定（以下「最高裁平成 29 年

決定」という。）である。 

 

１ 最高裁平成 30 年判決（詐欺罪の実行の着手） 

この最高裁平成 30 年判決の 1 審は,長野地方裁判所（平成 28 年（わ）第 107 号）平成

28 年 8 月 9 日判決（以下「長野地裁判決」という。）であり，2 審は東京高等裁判所（平

成 28 年（う）第 1622 号事件）平成 29 年 2 月 2 日判決（以下「東京高裁判決」という。）で

ある。 

 

(1) 犯罪事実 

最高裁平成 30 年判決が摘示する犯罪事実は大略次のとおりである（下線は筆者）。 

「(1) 本件の事実関係（中略） 

ア 被害者は，平成 28年 6月 8日，甥になりすました氏名不詳者からの電話で，仕事の

関係で現金を至急必要としている旨の嘘を言われ，その旨誤信し，甥の勤務する会社の

系列社員と称する者に現金 100万円を交付した。 

イ 被害者は，平成 28年 6月 9日午前 11時 20分頃，警察官を名乗る氏名不詳者からの

電話で，（中略）「前日の 100万円を取り返すので協力してほしい。」などと言われ（1回

目の電話），同日午後 1時 1分頃，警察官を名乗る氏名不詳者らからの電話で，「僕，向

かいますから。」「2 時前には到着できるよう僕の方で態勢整えますので。」などと言わ

れた（2回目の電話）。 

ウ 被告人は，（中略）同月 9日朝，詐取金の受取役であることを認識した上で長野市内

へ移動し，（中略）被害者宅に向かったが，被害者宅に到着する前に警察官から職務質

問を受けて逮捕された。 

エ 警察官を名乗って上記イ記載の 2 回の電話をかけた氏名不詳者らは，上記ア記載の

被害を回復するための協力名下に，警察官であると誤信させた被害者に預金口座から

現金を払い戻させた上で，警察官を装って被害者宅を訪問する予定でいた被告人にそ

の現金を交付させ，これをだまし取ることを計画し，その計画に基づいて，被害者に対

し，上記イ記載の各文言を述べたものであり，被告人も，その計画に基づいて，被害者

宅付近まで赴いたものである。」 

 

(2) 裁判所の判断 

ア 1 審の長野地裁判決は，上記犯罪事実について詐欺未遂の共同正犯を認めて，被

告人に懲役 2 年 4 月の実刑判決を下したが，2 審の東京高裁判決は，「刑法 246 条 1

項にいう「人を欺」く行為とは，財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせる行為をいうも

のと解される。」とした上で，本件では財物交付に向けて人を錯誤に陥らせる行為がな

く，実行の着手が認められないため，被告人は無罪であると判示した。 

 

イ これに対して，最高裁平成 30 年判決は，以下のように述べて，詐欺罪の実行の

着手を認め，被告人を懲役 2 年 4 月の実刑判決に処した（同判決は 1 回目の電話と

2 回目の電話を合わせて「本件嘘」と表記している。なお，下線は筆者。） 

「(2) 本件における詐欺罪の実行の着手の有無（中略） 

    本件嘘の内容は，その犯行計画上，被害者が現金を交付するか否かを判断する前提と

なるよう予定された事項に係る重要なものであったと認められる。そして，このように

段階を踏んで嘘を重ねながら現金を交付させるための犯行計画の下において述べられ

た本件嘘には，預金口座から現金を下ろして被害者宅に移動させることを求める趣旨
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の文言や，間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する文言といった，被害者

に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれており，既に 100 万円の詐欺被

害に遭っていた被害者に対し，本件嘘を真実であると誤信させることは，被害者におい

て，間もなく被害者宅を訪問しようとしていた被告人の求めに応じて即座に現金を交

付してしまう危険性を著しく高めるものといえる。このような事実関係の下において

は，本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において，被害者に現金の交

付を求める文言を述べていないとしても，詐欺罪の実行の着手があったと認められる。」 

 

(3) 最高裁平成 30 年判決に関して 

精緻なシナリオに基づき，警察官役・弁護士役・銀行員役・公務員役など，多くの関与

者が登場する劇場型の特殊詐欺においては，財物交付に向けられた直接的な欺罔行為は

なくとも，現金などの財物交付に向けて欺罔行為が徐々に積み重ねられていくのが常態

である。したがって，積み重ねられていく嘘を一連のものと評価して，現金交付の危険性

が著しく高まった段階で詐欺罪の実行の着手を認める最高裁平成 30 年判決の判断は，特

殊詐欺事犯の実態に即したものとして，一応正当と評価し得ると思われる。 

なお，同判決には，法廷意見に賛同しつつも，理論的観点から，法廷意見よりも詐欺罪

の実行の着手に一定の絞りをかける方向性を示唆する山口厚裁判官の補足意見がある355。 

 

２ 最高裁平成 29 年決定（詐欺罪の実行行為性） 

この最高裁平成 29 年決定の 1 審は, 福岡地方裁判所（平成 27 年（わ）第 497 号）平

成 28 年 9 月 12 日判決（以下「福岡地裁判決」という。）であり，2 審は，福岡高等裁判

所（平成 28 年（う）第 451 号事件）平成 29 年 5月 31 日判決（以下「福岡高裁判決」とい

う。）である。 

 

 

                            
355 山口厚裁判官の補足意見 

「私は，法廷意見に賛同するものであるが，本件において詐欺未遂罪が成立することについて，

理論的観点から意見を補足しておきたい。詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められ

るためには，財物等を交付させる目的で，交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くこ

とが必要である。詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが，そう

でなければ成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば，犯罪の実行行為自体ではな

くとも，実行行為に密接であって，被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手

することによっても未遂罪は成立し得るのである（最高裁平成 15 年（あ）第 1625 号同 16 年

3 月 22 日第一小法廷決定・刑集 58 巻 3 号 187 頁参照）。（中略）未遂罪の成否において問題と

なるのは，実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が認められる行為への着手が認められる

かであり，この判断に当たっては「密接」性と「客観的な危険性」とを，相互に関連させなが

らも，それらが重畳的に求められている趣旨を踏まえて検討することが必要である。特に重要

なのは，無限定な未遂罪処罰を避け，処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から，上

記「密接」性を判断することである。(以下略)」 

(1) 犯罪事実 

最高裁平成 29 年決定が摘示する犯罪事実は大略次の通りである（下線は筆者）。 

「(1) 本件控訴事実 

（中略）被告人は，氏名不詳者らと共謀の上，Ａが，（中略）特別抽選に選ばれたこ

とによりその当選金を受け取ることができると誤信しているのに乗じ，同人から現

金をだまし取ろうと考え，平成 27年 3月 16日頃，（中略）Ｃを名乗る氏名不詳者が，

電話で，「Ａさんの 100万円が間に合わなかったので，立て替えて 100万円を私が払

いました。」「（中略）297 万円の違約金を払わないといけなくなりました。違約金を

払わないと今度の抽選にも参加できないので，半分の 150 万円を準備できますか。」

などとうそを言って現金 150 万円の交付方を要求し，Ａをして，違約金を支払う必

要があり，違約金を支払えば（中略）特別抽選に参加できる旨誤信させ，大阪市内の

空き部屋に現金 120 万円を配送させて，被告人が受取人であるＥのふりをして配送

業者から受け取る方法により，現金をだまし取ろうとしたが，警察官に相談したＡ

がうそを見破り，現金が入っていない箱 1 個を発送したため，その目的を遂げなか

った。」 

 

(2) 裁判所の判断 

ア 1 審の福岡地裁判決は，上記犯罪事実について，被告人と共犯者らとの間では，事

前共謀は成立しておらず，共犯者による欺罔行為の終了後に共謀がなされたと認めら

れるにすぎないとして詐欺未遂の共同正犯を否定し無罪とした。 

 

イ これに対して，2 審の福岡高裁判決は，1 審判決には，判決に影響を及ぼすことが

明らかな事実誤認があるとして破棄し，被告人に詐欺未遂罪の共同正犯が成立する

として，被告人を懲役 3 年，執行猶予 5 年に処した。 

    福岡高裁判決は，有罪理由として大略以下のように述べている（下線は筆者）。

「原判決は，被害者が詐欺を見破って『騙されたふり作戦』に協力した結果，本件欺罔

行為と被告人による本件荷物の受領との間には因果関係が認められず，被告人が詐欺

罪の結果発生の危険性に寄与したとはいえなくなるから，同罪は成立しないという。

（中略）本件では，被告人が加担した段階において，法益侵害に至る現実的危険性があ

ったといえるか，換言すれば，未遂犯として処罰すべき法益侵害の危険性があったか

否かが問題とされるところ，その判断に際しては，当該行為時点でその場に置かれた

一般人が認識し得た事情と，行為者が特に認識していた事情とを基礎とすべきである。

（中略） 

そうすると，本件で『騙されたふり作戦』が行われていることは一般人において認識

し得ず，被告人ないし本件共犯者も認識していなかったから，これを法益侵害の危険

性の判断に際しての基礎とすることは許されない。被告人が本件荷物を受領した行為

を外形的に観察すれば，詐欺の既遂に至る現実的危険性があったということができる。」 

   

  ウ 最高裁平成 29 年決定も福岡高裁判決の判断を是認した上で，以下のように簡潔

な理由を付している（下線は筆者）。 
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の文言や，間もなく警察官が被害者宅を訪問することを予告する文言といった，被害者

に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれており，既に 100 万円の詐欺被

害に遭っていた被害者に対し，本件嘘を真実であると誤信させることは，被害者におい

て，間もなく被害者宅を訪問しようとしていた被告人の求めに応じて即座に現金を交

付してしまう危険性を著しく高めるものといえる。このような事実関係の下において

は，本件嘘を一連のものとして被害者に対して述べた段階において，被害者に現金の交

付を求める文言を述べていないとしても，詐欺罪の実行の着手があったと認められる。」 

 

(3) 最高裁平成 30 年判決に関して 

精緻なシナリオに基づき，警察官役・弁護士役・銀行員役・公務員役など，多くの関与

者が登場する劇場型の特殊詐欺においては，財物交付に向けられた直接的な欺罔行為は

なくとも，現金などの財物交付に向けて欺罔行為が徐々に積み重ねられていくのが常態

である。したがって，積み重ねられていく嘘を一連のものと評価して，現金交付の危険性

が著しく高まった段階で詐欺罪の実行の着手を認める最高裁平成 30 年判決の判断は，特

殊詐欺事犯の実態に即したものとして，一応正当と評価し得ると思われる。 

なお，同判決には，法廷意見に賛同しつつも，理論的観点から，法廷意見よりも詐欺罪

の実行の着手に一定の絞りをかける方向性を示唆する山口厚裁判官の補足意見がある355。 

 

２ 最高裁平成 29 年決定（詐欺罪の実行行為性） 

この最高裁平成 29 年決定の 1 審は, 福岡地方裁判所（平成 27 年（わ）第 497 号）平

成 28 年 9 月 12 日判決（以下「福岡地裁判決」という。）であり，2 審は，福岡高等裁判

所（平成 28 年（う）第 451 号事件）平成 29 年 5月 31 日判決（以下「福岡高裁判決」とい

う。）である。 

 

 

                            
355 山口厚裁判官の補足意見 

「私は，法廷意見に賛同するものであるが，本件において詐欺未遂罪が成立することについて，

理論的観点から意見を補足しておきたい。詐欺の実行行為である「人を欺く行為」が認められ

るためには，財物等を交付させる目的で，交付の判断の基礎となる重要な事項について欺くこ

とが必要である。詐欺未遂罪はこのような「人を欺く行為」に着手すれば成立し得るが，そう

でなければ成立し得ないわけではない。従来の当審判例によれば，犯罪の実行行為自体ではな

くとも，実行行為に密接であって，被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手

することによっても未遂罪は成立し得るのである（最高裁平成 15 年（あ）第 1625 号同 16 年

3 月 22 日第一小法廷決定・刑集 58 巻 3 号 187 頁参照）。（中略）未遂罪の成否において問題と

なるのは，実行行為に「密接」で「客観的な危険性」が認められる行為への着手が認められる

かであり，この判断に当たっては「密接」性と「客観的な危険性」とを，相互に関連させなが

らも，それらが重畳的に求められている趣旨を踏まえて検討することが必要である。特に重要

なのは，無限定な未遂罪処罰を避け，処罰範囲を適切かつ明確に画定するという観点から，上

記「密接」性を判断することである。(以下略)」 

(1) 犯罪事実 

最高裁平成 29 年決定が摘示する犯罪事実は大略次の通りである（下線は筆者）。 

「(1) 本件控訴事実 

（中略）被告人は，氏名不詳者らと共謀の上，Ａが，（中略）特別抽選に選ばれたこ

とによりその当選金を受け取ることができると誤信しているのに乗じ，同人から現

金をだまし取ろうと考え，平成 27年 3月 16日頃，（中略）Ｃを名乗る氏名不詳者が，

電話で，「Ａさんの 100万円が間に合わなかったので，立て替えて 100万円を私が払

いました。」「（中略）297 万円の違約金を払わないといけなくなりました。違約金を

払わないと今度の抽選にも参加できないので，半分の 150 万円を準備できますか。」

などとうそを言って現金 150 万円の交付方を要求し，Ａをして，違約金を支払う必

要があり，違約金を支払えば（中略）特別抽選に参加できる旨誤信させ，大阪市内の

空き部屋に現金 120 万円を配送させて，被告人が受取人であるＥのふりをして配送

業者から受け取る方法により，現金をだまし取ろうとしたが，警察官に相談したＡ

がうそを見破り，現金が入っていない箱 1 個を発送したため，その目的を遂げなか

った。」 

 

(2) 裁判所の判断 

ア 1 審の福岡地裁判決は，上記犯罪事実について，被告人と共犯者らとの間では，事

前共謀は成立しておらず，共犯者による欺罔行為の終了後に共謀がなされたと認めら

れるにすぎないとして詐欺未遂の共同正犯を否定し無罪とした。 

 

イ これに対して，2 審の福岡高裁判決は，1 審判決には，判決に影響を及ぼすことが

明らかな事実誤認があるとして破棄し，被告人に詐欺未遂罪の共同正犯が成立する

として，被告人を懲役 3 年，執行猶予 5 年に処した。 

    福岡高裁判決は，有罪理由として大略以下のように述べている（下線は筆者）。

「原判決は，被害者が詐欺を見破って『騙されたふり作戦』に協力した結果，本件欺罔

行為と被告人による本件荷物の受領との間には因果関係が認められず，被告人が詐欺

罪の結果発生の危険性に寄与したとはいえなくなるから，同罪は成立しないという。

（中略）本件では，被告人が加担した段階において，法益侵害に至る現実的危険性があ

ったといえるか，換言すれば，未遂犯として処罰すべき法益侵害の危険性があったか

否かが問題とされるところ，その判断に際しては，当該行為時点でその場に置かれた

一般人が認識し得た事情と，行為者が特に認識していた事情とを基礎とすべきである。

（中略） 

そうすると，本件で『騙されたふり作戦』が行われていることは一般人において認識

し得ず，被告人ないし本件共犯者も認識していなかったから，これを法益侵害の危険

性の判断に際しての基礎とすることは許されない。被告人が本件荷物を受領した行為

を外形的に観察すれば，詐欺の既遂に至る現実的危険性があったということができる。」 

   

  ウ 最高裁平成 29 年決定も福岡高裁判決の判断を是認した上で，以下のように簡潔

な理由を付している（下線は筆者）。 
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    「２ 当裁判所の判断（中略） 

      (2)（中略）被告人は，本件詐欺につき，共犯者による本件欺罔行為がされ

た後，だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに，共犯者らと共

謀の上，本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定さ

れていた本件受領行為に関与している。そうすると，だまされたふり作戦

の開始いかんにかかわらず，被告人は，その加功前の本件欺罔行為の点も

含めた本件詐欺につき，詐欺未遂の共同正犯としての責任を負うと解する

のが相当である。」 

 

(3) 最高裁平成 29 年決定に関して 

本件では，騙された振り作戦の開始後に受領行為に関与する受け子の行為が，詐欺罪の

実行行為に該当するか否かが問題となっている。この点，福岡地裁判決の判断では，騙さ

れたふり作戦の開始時期と受け子の犯行への加担時期という受け子には何ら知り得ない

偶然の事情によって，犯罪の成否が分かれることになってしまう。また，福岡地裁判決の

判断に従えば，受け子の検挙に効果を上げている騙された振り作戦の適用場面自体が非

常に限られてしまうことになろう。 

本件において受け子である被告人は，騙された振り作戦が行われたことを認識せずに，

欺罔行為と一体のものとして予定されている詐欺罪の構成要件の一部である受領行為に

関与している以上，詐欺罪の共同正犯としての実行行為に関与しているものとして，詐欺

未遂罪の限度で責任を認める最高裁決定の判断は妥当なものだと考えられる。 

    

第３ 特殊詐欺に対する裁判例の動向 

当分科会において，裁判例のデータベースから特殊詐欺に対する有罪判決を抽出し

たところ，以下のような裁判例が見られた。 

 

① 東京地裁平成 18 年（刑わ）第 698 号外 詐欺，覚せい剤取締法違反，大麻取締法違

反被告事件 

   判決日   ：平成 19 年 1 月 15 日 

被告人の年齢：20 代前半から中盤 

役割    ：被告人 P1 犯行組織の中のだまし役グループのリーダー 

          被告人 P2 サブリーダー 

          被告人 P3～P7 架け子 

被害者の年齢：被害者数十名で多くは高齢者 

被害金額  ：各被告人につき 9200 万円余から 1 億 3500 万円余 

犯行態様  ：振り込め詐欺・警察官や弁護人なりすまし・親族がわいせつ行為を

したかのように偽り示談金等の支払名下 

前科前歴  ：被告人 P1 前科前歴なし 

被告人 P2 覚せい剤取締法違反により懲役 1 年 6 カ月（3 年間執行

猶予）の前科あり。その執行猶予期間中の犯行。 

          被告人 P3～P7 前科なし 

被害回復  ：各被告人が親族の援助を受けるなどして被害弁償のために努力し，

一部の被害回復がなされ，約 3 分の 1 の被害者らが示談書を交わし

ている。 

量刑    ：被告人 P1 懲役 9 年（求刑懲役 14 年） 

          被告人 P2 懲役 8 年（求刑懲役 13 年） 

          被告人 P3～p7 懲役 6 年 6 月（求刑懲役 10 年～11 年） 

特記事項  ：振り込め詐欺のほかに，被告人 P4 は大麻所持，被告人 P5 は覚せい

剤自己使用，覚せい剤及び大麻所持で有罪。「この種の振り込め詐欺

事犯は模倣性が高く，振り込め詐欺が相も変わらず繰り返されて社

会問題となっていることを考えると，この種事犯に対する一般予防

の観点も看過できない」と判示。他方，被告人らだまし役グループ

全体として受け取った報酬は詐取した現金総額の約 2 割にとどまり

組織全体としては下層部に属する，と指摘している。 

 

② 神戸地裁平成 18 年（わ）第 1421 号外 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 20 年 7 月 16 日 

役割    ：詐欺グループの指示役 

被害者の年齢：32 名の内多くは高齢者 

被害金額  ：1 億 1677 万円余 

犯行態様  ：親族の保証債務等の返還を装った振り込め詐欺。 

被害回復  ：約 3800 万円被害弁償 

量刑    ：懲役 11 年・罰金 300 万円（求刑懲役 15 年罰金 300 万円） 

特記事項  ：「各人を振り込め詐欺グループに入れ，実行犯役，出し子役，現金を

運搬する役等を担当させるなどして同グループを結成し，振り込め

詐欺がうまくいくようにはっぱをかけるなどして，被告人がリーダ

ーとして，その指示の下，実行犯役，出し子，現金運搬役等の任務

分担に従って，遊興費等の金員を得るために，組織的に振り込め詐

欺を繰り返していたもので」「各犯行当時，同グループは被告人をリ

ーダーとする組織的犯罪処罰法上の『団体』であったことは明らか

である」と判示している。 

  

③ 山口地裁岩国支部平成 20 年（わ）第 154 号外 詐欺被告事件 

   判決日   ：平成 21 年 8 月 25 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：高齢者 3 名 

被害金額  ：合計 550 万円 

犯行態様  ：孫になりすまし・現金交付型 

被害回復  ：被害弁償なし。但し，押収された被害金から合計 520 万円が被害者

らに還付済みであり 2 名は全額被害回復，その余の 1 名も 7 割被害
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    「２ 当裁判所の判断（中略） 

      (2)（中略）被告人は，本件詐欺につき，共犯者による本件欺罔行為がされ

た後，だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに，共犯者らと共

謀の上，本件詐欺を完遂する上で本件欺罔行為と一体のものとして予定さ

れていた本件受領行為に関与している。そうすると，だまされたふり作戦

の開始いかんにかかわらず，被告人は，その加功前の本件欺罔行為の点も

含めた本件詐欺につき，詐欺未遂の共同正犯としての責任を負うと解する

のが相当である。」 

 

(3) 最高裁平成 29 年決定に関して 

本件では，騙された振り作戦の開始後に受領行為に関与する受け子の行為が，詐欺罪の

実行行為に該当するか否かが問題となっている。この点，福岡地裁判決の判断では，騙さ

れたふり作戦の開始時期と受け子の犯行への加担時期という受け子には何ら知り得ない

偶然の事情によって，犯罪の成否が分かれることになってしまう。また，福岡地裁判決の

判断に従えば，受け子の検挙に効果を上げている騙された振り作戦の適用場面自体が非

常に限られてしまうことになろう。 

本件において受け子である被告人は，騙された振り作戦が行われたことを認識せずに，

欺罔行為と一体のものとして予定されている詐欺罪の構成要件の一部である受領行為に

関与している以上，詐欺罪の共同正犯としての実行行為に関与しているものとして，詐欺

未遂罪の限度で責任を認める最高裁決定の判断は妥当なものだと考えられる。 

    

第３ 特殊詐欺に対する裁判例の動向 

当分科会において，裁判例のデータベースから特殊詐欺に対する有罪判決を抽出し

たところ，以下のような裁判例が見られた。 

 

① 東京地裁平成 18 年（刑わ）第 698 号外 詐欺，覚せい剤取締法違反，大麻取締法違

反被告事件 

   判決日   ：平成 19 年 1 月 15 日 

被告人の年齢：20 代前半から中盤 

役割    ：被告人 P1 犯行組織の中のだまし役グループのリーダー 

          被告人 P2 サブリーダー 

          被告人 P3～P7 架け子 

被害者の年齢：被害者数十名で多くは高齢者 

被害金額  ：各被告人につき 9200 万円余から 1 億 3500 万円余 

犯行態様  ：振り込め詐欺・警察官や弁護人なりすまし・親族がわいせつ行為を

したかのように偽り示談金等の支払名下 

前科前歴  ：被告人 P1 前科前歴なし 

被告人 P2 覚せい剤取締法違反により懲役 1 年 6 カ月（3 年間執行

猶予）の前科あり。その執行猶予期間中の犯行。 

          被告人 P3～P7 前科なし 

被害回復  ：各被告人が親族の援助を受けるなどして被害弁償のために努力し，

一部の被害回復がなされ，約 3 分の 1 の被害者らが示談書を交わし

ている。 

量刑    ：被告人 P1 懲役 9 年（求刑懲役 14 年） 

          被告人 P2 懲役 8 年（求刑懲役 13 年） 

          被告人 P3～p7 懲役 6 年 6 月（求刑懲役 10 年～11 年） 

特記事項  ：振り込め詐欺のほかに，被告人 P4 は大麻所持，被告人 P5 は覚せい

剤自己使用，覚せい剤及び大麻所持で有罪。「この種の振り込め詐欺

事犯は模倣性が高く，振り込め詐欺が相も変わらず繰り返されて社

会問題となっていることを考えると，この種事犯に対する一般予防

の観点も看過できない」と判示。他方，被告人らだまし役グループ

全体として受け取った報酬は詐取した現金総額の約 2 割にとどまり

組織全体としては下層部に属する，と指摘している。 

 

② 神戸地裁平成 18 年（わ）第 1421 号外 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 20 年 7 月 16 日 

役割    ：詐欺グループの指示役 

被害者の年齢：32 名の内多くは高齢者 

被害金額  ：1 億 1677 万円余 

犯行態様  ：親族の保証債務等の返還を装った振り込め詐欺。 

被害回復  ：約 3800 万円被害弁償 

量刑    ：懲役 11 年・罰金 300 万円（求刑懲役 15 年罰金 300 万円） 

特記事項  ：「各人を振り込め詐欺グループに入れ，実行犯役，出し子役，現金を

運搬する役等を担当させるなどして同グループを結成し，振り込め

詐欺がうまくいくようにはっぱをかけるなどして，被告人がリーダ

ーとして，その指示の下，実行犯役，出し子，現金運搬役等の任務

分担に従って，遊興費等の金員を得るために，組織的に振り込め詐

欺を繰り返していたもので」「各犯行当時，同グループは被告人をリ

ーダーとする組織的犯罪処罰法上の『団体』であったことは明らか

である」と判示している。 

  

③ 山口地裁岩国支部平成 20 年（わ）第 154 号外 詐欺被告事件 

   判決日   ：平成 21 年 8 月 25 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：高齢者 3 名 

被害金額  ：合計 550 万円 

犯行態様  ：孫になりすまし・現金交付型 

被害回復  ：被害弁償なし。但し，押収された被害金から合計 520 万円が被害者

らに還付済みであり 2 名は全額被害回復，その余の 1 名も 7 割被害
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回復。 

前科前歴  ：執行猶予付き懲役前科 1 犯 

量刑    ：懲役 2 年（求刑 2 年 6 月） 

特記事項  ：「いわゆるオレオレ詐欺が横行し大きな社会問題となっている状況   

下で行われたことや，模倣性のある組織犯罪であることも併せると，

強い社会的非難を免れない」と判示している。 

 

④ 東京地裁平成 18 年（刑わ）第 2035 号外 犯人隠避，組織的な犯罪の処罰及び犯罪

収益の規制等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 22 年 12 月 17 日 

役割    ：首謀者 

被害金額  ：合計 1 億円余り 

犯行態様  ：振り込め詐欺・融資保証金名下・保釈金名下・示談金名下 

被害回復  ：なし 

量刑    ：懲役 18 年（求刑 25 年） 

特記事項  ：「この種犯罪は模倣性が高く，現在においても振り込め詐欺が跡を絶

たないという現状に鑑みると，一般予防の見地からも厳重な処罰が

必要」と述べつつ，「多数の被害者に多額の被害を与えたものである

が，その額は合計で 1 億円余りであって，同種事案における量刑傾

向や，共犯者らの刑との均衡等を考慮すると，検察官の求刑はいさ

さか重きに失する」と判示している。 

 

⑤ 神戸地裁平成 22 年（わ）第 241 号外 窃盗，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規

制等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 24 年 3 月 7 日 

被告人の年齢：犯行当時 21 歳 

役割    ：出し子（不正に入手した他人名義のキャッシュカードを用いた ATM

による払出につき窃盗で起訴された） 

被害金額  ：349 万 4000 円（ATM から払い出した合計金額） 

犯行態様  ：振り込め詐欺・民事訴訟取下手続のための供託金名下 

被害回復  ：余罪分について合計 142 万 8400 円を被害弁償 

前科前歴  ：少年時前歴多数，成年後罰金前科 1 犯 

量刑    ：懲役 2 年 6 月・執行猶予 5 年（求刑懲役 6 年） 

特記事項  ：勾留期間 2 年余り，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関

する法律違反は無罪 

 

⑥ 岐阜地裁平成 21 年（わ）第 748 号外 電子計算機使用詐欺被告事件 

判決日   ：平成 24 年 4 月 12 日 

被告人の年齢：事件当時 27 歳前後 

役割    ：犯行グループの成立主導，その後構成員を増員して犯行に関与させ

た。犯行グループの指導監督や揉め事の調査及び調整役。首謀者で

はない。 

被害者の年齢：40 歳から 76 歳の計 10 名 

被害金額  ：合計 1400 万円以上 

犯行態様  ：指示に従えば医療費の還付金を受領できると誤信させ，犯行組織の

管理する口座への振込操作であると悟らせないよう ATM を操作させ

て当該口座へ振り込ませた。 

前科前歴  ：前科前歴なし 

被害回復  ：被告人が本件から直接利益を得ていた証拠がないにもかかわらず

980 万円を出損して，共犯者と合わせて実質的被害者に全額弁償済

み。 

量刑    ：懲役 3 年（求刑懲役 6 年） 

特記事項  ：いずれの被害者も被告人を宥恕。本件犯行時には被告人の関与や影

響度は相対的に低下。保釈まで2年2カ月以上身体拘束されていた。 

 

⑦ 甲府地裁平成 24 年（わ）第 47 号外 詐欺被告事件 

判決日   ：平成 24 年 9 月 3 日 

被告人の年齢：犯行当時 21 歳 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：Ａ82 歳Ｂ83 歳Ｃ83 歳 

被害金額  ：Ａ100 万円・Ｂ300 万円・Ｃ200 万円 合計 600 万円 

犯行態様  ：いずれも被害者の甥になりすまし・現金交付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

被害回復  ：Ａ110 万円被害弁償，示談成立・Ｂ300 万円全額被害弁償・Ｃ200 万

円全額被害弁償 

量刑    ：懲役 3 年・執行猶予 5 年（求刑懲役 4 年） 

 

⑧ 東京高裁平成 25 年（う）第 488 号 詐欺，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制

等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 25 年 6 月 12 日  

役割    ：他人名義の預貯金口座の入手，出し子への連絡役 

被害者の年齢：57 歳から 73 歳の男女計 17 名 

被害金額  ：4505 万円余 

犯行態様  ：振り込め詐欺・親族等になりすまし 

被害回復  ：合計約 625 万円被害弁償（一部示談成立）。共犯者もその起訴分に係

る被害者 8 名に全額被害弁償済み。 

前科前歴  ：罰金前科 1 犯 

量刑    ：懲役 6 年・罰金 200 万円（原審懲役 6 年・罰金 300 万円） 
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回復。 

前科前歴  ：執行猶予付き懲役前科 1 犯 

量刑    ：懲役 2 年（求刑 2 年 6 月） 

特記事項  ：「いわゆるオレオレ詐欺が横行し大きな社会問題となっている状況   

下で行われたことや，模倣性のある組織犯罪であることも併せると，

強い社会的非難を免れない」と判示している。 

 

④ 東京地裁平成 18 年（刑わ）第 2035 号外 犯人隠避，組織的な犯罪の処罰及び犯罪

収益の規制等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 22 年 12 月 17 日 

役割    ：首謀者 

被害金額  ：合計 1 億円余り 

犯行態様  ：振り込め詐欺・融資保証金名下・保釈金名下・示談金名下 

被害回復  ：なし 

量刑    ：懲役 18 年（求刑 25 年） 

特記事項  ：「この種犯罪は模倣性が高く，現在においても振り込め詐欺が跡を絶

たないという現状に鑑みると，一般予防の見地からも厳重な処罰が

必要」と述べつつ，「多数の被害者に多額の被害を与えたものである

が，その額は合計で 1 億円余りであって，同種事案における量刑傾

向や，共犯者らの刑との均衡等を考慮すると，検察官の求刑はいさ

さか重きに失する」と判示している。 

 

⑤ 神戸地裁平成 22 年（わ）第 241 号外 窃盗，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規

制等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 24 年 3 月 7 日 

被告人の年齢：犯行当時 21 歳 

役割    ：出し子（不正に入手した他人名義のキャッシュカードを用いた ATM

による払出につき窃盗で起訴された） 

被害金額  ：349 万 4000 円（ATM から払い出した合計金額） 

犯行態様  ：振り込め詐欺・民事訴訟取下手続のための供託金名下 

被害回復  ：余罪分について合計 142 万 8400 円を被害弁償 

前科前歴  ：少年時前歴多数，成年後罰金前科 1 犯 

量刑    ：懲役 2 年 6 月・執行猶予 5 年（求刑懲役 6 年） 

特記事項  ：勾留期間 2 年余り，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関

する法律違反は無罪 

 

⑥ 岐阜地裁平成 21 年（わ）第 748 号外 電子計算機使用詐欺被告事件 

判決日   ：平成 24 年 4 月 12 日 

被告人の年齢：事件当時 27 歳前後 

役割    ：犯行グループの成立主導，その後構成員を増員して犯行に関与させ

た。犯行グループの指導監督や揉め事の調査及び調整役。首謀者で

はない。 

被害者の年齢：40 歳から 76 歳の計 10 名 

被害金額  ：合計 1400 万円以上 

犯行態様  ：指示に従えば医療費の還付金を受領できると誤信させ，犯行組織の

管理する口座への振込操作であると悟らせないよう ATM を操作させ

て当該口座へ振り込ませた。 

前科前歴  ：前科前歴なし 

被害回復  ：被告人が本件から直接利益を得ていた証拠がないにもかかわらず

980 万円を出損して，共犯者と合わせて実質的被害者に全額弁償済

み。 

量刑    ：懲役 3 年（求刑懲役 6 年） 

特記事項  ：いずれの被害者も被告人を宥恕。本件犯行時には被告人の関与や影

響度は相対的に低下。保釈まで2年2カ月以上身体拘束されていた。 

 

⑦ 甲府地裁平成 24 年（わ）第 47 号外 詐欺被告事件 

判決日   ：平成 24 年 9 月 3 日 

被告人の年齢：犯行当時 21 歳 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：Ａ82 歳Ｂ83 歳Ｃ83 歳 

被害金額  ：Ａ100 万円・Ｂ300 万円・Ｃ200 万円 合計 600 万円 

犯行態様  ：いずれも被害者の甥になりすまし・現金交付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

被害回復  ：Ａ110 万円被害弁償，示談成立・Ｂ300 万円全額被害弁償・Ｃ200 万

円全額被害弁償 

量刑    ：懲役 3 年・執行猶予 5 年（求刑懲役 4 年） 

 

⑧ 東京高裁平成 25 年（う）第 488 号 詐欺，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制

等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 25 年 6 月 12 日  

役割    ：他人名義の預貯金口座の入手，出し子への連絡役 

被害者の年齢：57 歳から 73 歳の男女計 17 名 

被害金額  ：4505 万円余 

犯行態様  ：振り込め詐欺・親族等になりすまし 

被害回復  ：合計約 625 万円被害弁償（一部示談成立）。共犯者もその起訴分に係

る被害者 8 名に全額被害弁償済み。 

前科前歴  ：罰金前科 1 犯 

量刑    ：懲役 6 年・罰金 200 万円（原審懲役 6 年・罰金 300 万円） 
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⑨ 大阪地裁平成 25 年（わ）第 122 号外 詐欺，詐欺未遂／変更後の訴因・組織的な犯

罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 26 年 3 月 6 日 

被告人の年齢：事件当時 47 歳前後 

役割    ：準備段階から関わり，架空の投資案件の考案，提供等 

被害者の年齢：被害者数 15 名のうち大半が高齢者 

被害金額  ：合計 1 億 8870 万円 

犯行態様  ：振り込め詐欺・架空の投資案件の販売代金名下 

前科前歴  ：詐欺による服役前科 1 犯 

被害回復  ：被害者の一部に 638 万 2711 円の被害弁償及び合計 788 万 8538 円の

債権譲渡がなされており，さらに，被害者の一部に対し合計 500 万

円を振込送金している。また，共犯者において，被害者に対して合

計 5934 万 4557 円を弁償済み。 

量刑    ：懲役 9 年 6 月（求刑懲役 14 年） 

特記事項  ：被告人は多額の利益得ている（捜査段階の供述によると 1 日平均 70

万円から 80 万円，公判段階の供述によると 3 カ月で 2000 万円から

3000 万円くらい），と指摘している。 

 

⑩ 東京高裁平成 27 年（く）第 519 号 詐欺未遂保護事件の保護処分決定に対する抗

告事件 

判決日   ：平成 27 年 11 月 5 日 

被告人の年齢：少年 

役割    ：現金受け取りの見張り 

被害者の年齢：71 歳 

被害金額  ：411 万（未遂） 

犯行態様  ：息子になりすまし 

前科前歴  ：なし 

被害回復  ：未遂 

量刑    ：第３種少年院送致 

特記事項  ：受取少年は保護観察。「受取少年は保護観察となったが，本件少年に

は，自尊感情が低く楽で気ままな方に流れやすい傾向があり，思考

が独善的で視野が狭いなどの問題点から，原審の量刑が相当である」

と判示している。 

 

⑪ 名古屋地裁平成 27 年（わ）第 645 号 詐欺被告事件 

判決日   ：平成 28 年 4 月 18 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：79 歳 

被害金額  ：100 万円 

犯行態様  ：プラチナ代金・現金送付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

量刑    ：懲役 2 年 6 月・執行猶予 5 年（求刑懲役 3 年 6 月） 

特記事項  ：仕事を安易に引き受ける便利屋として特殊詐欺組織に利用された，

本件でも指示に従うだけの従属的立場にあった，と指摘している。 

 

⑫ 静岡地裁沼津支部平成 28 年（う）第 73 号・同第 103 号 詐欺被告事件 

判決日   ：平成 28 年 6 月 9 日 

役割    ：Ｙ1 受け子の統括 

Ｙ2 受け子 

被害者の年齢：85 歳，86 歳 

被害金額  ：1000 万円・300 万円 

犯行態様  ：オレオレ詐欺・現金交付型 

前科前歴  ：Ｙ1 確定判決あり 

Ｙ2 前科前歴なし 

量刑    ：Ｙ1 懲役 3 年（求刑懲役 4 年） 

Ｙ2 懲役 2 年・執行猶予 4 年（保護観察付）（求刑懲役 3 年） 

   特記事項  ：「Ｙ1 は，本件に関係した受け子らを統括する立場にあったから，受

け子グループの中では最も重い責任を負うべきであ」る，と判示し

ている。 

 

⑬ 東京地裁立川支部平成 28 年（う）第 92 号・同第 329 号 詐欺幇助，携帯音声通信

事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関

する法律違反被告事件 

判決日   ：平成 28 年 6 月 17 日 

役割    ：携帯電話の提供 

被害者の年齢：71 歳 

被害金額  ：60 万円（未遂） 

犯行態様  ：被害金返還・現金送付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

被害回復  ：示談成立 

量刑    ：懲役 1 年 6 月・罰金 100 万円・執行猶予 3 年（求刑懲役 1 年６月・

罰金 100 万円） 

特記事項  ：「携帯電話がこの種犯行において不可欠なものであることを考えれ

ば，被告人の幇助行為が正犯の実行行為を容易ならしめこれを促進

した程度は大きかったといえる。」「特殊詐欺は依然多発しており，

また，携帯電話等貸与時の本人不確認もこうした犯罪を助長するも

のであり，厳正な対処が社会的に求められている。」と判示している。 

 

⑭ 長野地裁平成 28 年（わ）第 107 号 詐欺未遂被告事件 ＊第２の１長野地裁判決 

判決日   ：平成 28 年 8 月 9 日 
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⑨ 大阪地裁平成 25 年（わ）第 122 号外 詐欺，詐欺未遂／変更後の訴因・組織的な犯

罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 

   判決日   ：平成 26 年 3 月 6 日 

被告人の年齢：事件当時 47 歳前後 

役割    ：準備段階から関わり，架空の投資案件の考案，提供等 

被害者の年齢：被害者数 15 名のうち大半が高齢者 

被害金額  ：合計 1 億 8870 万円 

犯行態様  ：振り込め詐欺・架空の投資案件の販売代金名下 

前科前歴  ：詐欺による服役前科 1 犯 

被害回復  ：被害者の一部に 638 万 2711 円の被害弁償及び合計 788 万 8538 円の

債権譲渡がなされており，さらに，被害者の一部に対し合計 500 万

円を振込送金している。また，共犯者において，被害者に対して合

計 5934 万 4557 円を弁償済み。 

量刑    ：懲役 9 年 6 月（求刑懲役 14 年） 

特記事項  ：被告人は多額の利益得ている（捜査段階の供述によると 1 日平均 70

万円から 80 万円，公判段階の供述によると 3 カ月で 2000 万円から

3000 万円くらい），と指摘している。 

 

⑩ 東京高裁平成 27 年（く）第 519 号 詐欺未遂保護事件の保護処分決定に対する抗

告事件 

判決日   ：平成 27 年 11 月 5 日 

被告人の年齢：少年 

役割    ：現金受け取りの見張り 

被害者の年齢：71 歳 

被害金額  ：411 万（未遂） 

犯行態様  ：息子になりすまし 

前科前歴  ：なし 

被害回復  ：未遂 

量刑    ：第３種少年院送致 

特記事項  ：受取少年は保護観察。「受取少年は保護観察となったが，本件少年に

は，自尊感情が低く楽で気ままな方に流れやすい傾向があり，思考

が独善的で視野が狭いなどの問題点から，原審の量刑が相当である」

と判示している。 

 

⑪ 名古屋地裁平成 27 年（わ）第 645 号 詐欺被告事件 

判決日   ：平成 28 年 4 月 18 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：79 歳 

被害金額  ：100 万円 

犯行態様  ：プラチナ代金・現金送付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

量刑    ：懲役 2 年 6 月・執行猶予 5 年（求刑懲役 3 年 6 月） 

特記事項  ：仕事を安易に引き受ける便利屋として特殊詐欺組織に利用された，

本件でも指示に従うだけの従属的立場にあった，と指摘している。 

 

⑫ 静岡地裁沼津支部平成 28 年（う）第 73 号・同第 103 号 詐欺被告事件 

判決日   ：平成 28 年 6 月 9 日 

役割    ：Ｙ1 受け子の統括 

Ｙ2 受け子 

被害者の年齢：85 歳，86 歳 

被害金額  ：1000 万円・300 万円 

犯行態様  ：オレオレ詐欺・現金交付型 

前科前歴  ：Ｙ1 確定判決あり 

Ｙ2 前科前歴なし 

量刑    ：Ｙ1 懲役 3 年（求刑懲役 4 年） 

Ｙ2 懲役 2 年・執行猶予 4 年（保護観察付）（求刑懲役 3 年） 

   特記事項  ：「Ｙ1 は，本件に関係した受け子らを統括する立場にあったから，受

け子グループの中では最も重い責任を負うべきであ」る，と判示し

ている。 

 

⑬ 東京地裁立川支部平成 28 年（う）第 92 号・同第 329 号 詐欺幇助，携帯音声通信

事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関

する法律違反被告事件 

判決日   ：平成 28 年 6 月 17 日 

役割    ：携帯電話の提供 

被害者の年齢：71 歳 

被害金額  ：60 万円（未遂） 

犯行態様  ：被害金返還・現金送付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

被害回復  ：示談成立 

量刑    ：懲役 1 年 6 月・罰金 100 万円・執行猶予 3 年（求刑懲役 1 年６月・

罰金 100 万円） 

特記事項  ：「携帯電話がこの種犯行において不可欠なものであることを考えれ

ば，被告人の幇助行為が正犯の実行行為を容易ならしめこれを促進

した程度は大きかったといえる。」「特殊詐欺は依然多発しており，

また，携帯電話等貸与時の本人不確認もこうした犯罪を助長するも

のであり，厳正な対処が社会的に求められている。」と判示している。 

 

⑭ 長野地裁平成 28 年（わ）第 107 号 詐欺未遂被告事件 ＊第２の１長野地裁判決 

判決日   ：平成 28 年 8 月 9 日 
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被告人の年齢：犯行当時 20 歳 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：69 歳 

被害金額  ：預金残高（未遂） 

犯行態様  ：警官なりすまし・現金交付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

量刑    ：懲役 2 年 4 月（懲役 3 年） 

特記事項  ：「警察に対する信頼を逆手に取り，警察を信頼して被害を回復しよう

とする気持ちにつけ込んだ甚だ卑劣なものであって，悪質である。」 

       「オレオレ詐欺をはじめとして，高齢者に電話をかけて多額の現金

をだまし取る特殊詐欺と呼ばれる犯罪の横行が大きな社会問題とな

っている上，長野県内でも連日のように被害が報道され，地域に不

安を与えていることに照らすと，本件に対しても厳しい態度で臨む

必要がある。」などとして，「本件が未遂にとどまっていること，現

在 20 歳の若年で当然ながら前科のないこと」等の酌むべき事情を

考慮しても懲役 2 年 4 月（実刑判決）が相当であると判示している。 

 

⑮ 福岡高裁平成 28 年（う）第 192 号 詐欺未遂被告事件 

判決日   ：平成 28 年 12 月 20 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：78 歳 

被害金額  ：50 万円（未遂） 

犯行態様  ：債券購入権・現金送付型・騙され振り作戦 

前科前歴  ：仮釈放中の犯行 

量刑    ：懲役 2 年 

特記事項  ：受け子役を担っており，犯罪遂行に不可欠の役割を担ったものとい

える，と指摘している。 

 

⑯ 大阪高裁平成 28 年（う）第 438 号 詐欺被告事件 

   判決日   ：平成 29 年 2 月 3 日 

被告人の年齢：被告人 Z1 事件当時 32 歳前後 

          被告人 Z2 事件当時 30 歳前後 

役割    ：被告人 Z1 出し子や架け子を手配 

          被告人 Z2 犯行拠点の責任者として架け子らの取りまとめ役 

被害者の年齢：56 歳，22 歳，24 歳 

被害金額  ：合計 1069 万円余り 

犯行態様  ：振り込め詐欺 虚偽の競馬情報の情報料名下 

前科前歴  ：被告人 Z1 罰金前科あり 

          被告人 Z2 前科なし 

量刑    ：被告人両名とも懲役 6 年（求刑各懲役 8 年） 

特記事項  ：「いわゆる特殊詐欺による被害が社会的に問題となっており，この種

の事案に対しては厳しい態度で臨む必要がある」と判示。 

 

⑰ 福岡高裁平成 28 年（う）第 451 号 詐欺未遂被告事件 ＊第２の２福岡高裁判決 

判決日   ：平成 29 年 5 月 31 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：84 歳 

被害金額  ：120 万円（未遂） 

犯行態様  ：宝くじ当選・現金送付型・騙された振り作戦 

前科前歴  ：複数有り 

量刑    ：懲役 3 年執行猶予 5 年（原審における求刑 3 年） 

特記事項  ：「詐取金の受領役として犯行に不可欠な役割を担っており，昨今社会

問題化しているこの種の詐欺に報酬欲しさから安易に関与した点で

も非難に値する。」と判示している。 

 

第４ 特殊詐欺犯に対する量刑 

 第３の裁判例において示された量刑に関して，若干の考察を加える。 

 

１ 組織的犯罪処罰法の適用   

  裁判例のうち，組織的犯罪処罰法が適用されているのは②④⑧⑨である。いずれも被

告人は首謀者であるなど，犯罪組織の中核に位置する犯罪者である。被害総額も，②1 億

1677 万円余，④1 億円余，⑧4505 万円余，⑨1 億 8770 万円と極めて多額であって，それ

ぞれ②懲役 11 年・罰金 300 万円，④懲役 18 年，⑧懲役 6 年・罰金 200 万円，⑨懲役 9

年 6 月という実刑判決が下されている。特殊詐欺犯罪組織を壊滅させるためには，その

首謀者をこそ検挙し，組織的犯罪処罰法を適用して厳罰を下す必要がある。そのために

は，今後もさらなる綿密な捜査を実行して特殊詐欺事犯の組織性を解明し，組織的犯罪

処罰法による立件事例を増加させていかなくてはならない。 

  これに対して⑤では，組織的犯罪処罰法に関しては無罪とされ，執行猶予付き判決が

下されている。⑤の被告人の役割は受け子であり，被害総額は 349 万 4000 円であって，

②④⑧⑨と比較すれば少額であると言える。受け子だけの立件では，組織性の解明も難

しいため，組織的犯罪処罰法を適用することは困難な場合が多いと考えられる。 

   

２ 特殊詐欺に対する量刑の傾向 

特殊詐欺犯に限らず，判決においていかなる量刑が下されるかは，言うまでもなく，

被告人の反省の程度，被害弁償の有無，前科前歴等のみならず，被告人を取り巻く全て

の事情・状況など様々な考慮要素があるため，具体的に示された量刑が適切であるか否

かを，一概に判断することはできない。また，実際に，特殊詐欺における量刑の現状を

分析した書籍類も見当たらない。 

ただ，第２の⑭の判決において，「高齢者に電話をかけて多額の現金をだまし取る特殊

詐欺と呼ばれる犯罪の横行が大きな社会問題となっている上，長野県内でも連日のよう
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被告人の年齢：犯行当時 20 歳 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：69 歳 

被害金額  ：預金残高（未遂） 

犯行態様  ：警官なりすまし・現金交付型 

前科前歴  ：前科前歴なし 

量刑    ：懲役 2 年 4 月（懲役 3 年） 

特記事項  ：「警察に対する信頼を逆手に取り，警察を信頼して被害を回復しよう

とする気持ちにつけ込んだ甚だ卑劣なものであって，悪質である。」 

       「オレオレ詐欺をはじめとして，高齢者に電話をかけて多額の現金

をだまし取る特殊詐欺と呼ばれる犯罪の横行が大きな社会問題とな

っている上，長野県内でも連日のように被害が報道され，地域に不

安を与えていることに照らすと，本件に対しても厳しい態度で臨む

必要がある。」などとして，「本件が未遂にとどまっていること，現

在 20 歳の若年で当然ながら前科のないこと」等の酌むべき事情を

考慮しても懲役 2 年 4 月（実刑判決）が相当であると判示している。 

 

⑮ 福岡高裁平成 28 年（う）第 192 号 詐欺未遂被告事件 

判決日   ：平成 28 年 12 月 20 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：78 歳 

被害金額  ：50 万円（未遂） 

犯行態様  ：債券購入権・現金送付型・騙され振り作戦 

前科前歴  ：仮釈放中の犯行 

量刑    ：懲役 2 年 

特記事項  ：受け子役を担っており，犯罪遂行に不可欠の役割を担ったものとい

える，と指摘している。 

 

⑯ 大阪高裁平成 28 年（う）第 438 号 詐欺被告事件 

   判決日   ：平成 29 年 2 月 3 日 

被告人の年齢：被告人 Z1 事件当時 32 歳前後 

          被告人 Z2 事件当時 30 歳前後 

役割    ：被告人 Z1 出し子や架け子を手配 

          被告人 Z2 犯行拠点の責任者として架け子らの取りまとめ役 

被害者の年齢：56 歳，22 歳，24 歳 

被害金額  ：合計 1069 万円余り 

犯行態様  ：振り込め詐欺 虚偽の競馬情報の情報料名下 

前科前歴  ：被告人 Z1 罰金前科あり 

          被告人 Z2 前科なし 

量刑    ：被告人両名とも懲役 6 年（求刑各懲役 8 年） 

特記事項  ：「いわゆる特殊詐欺による被害が社会的に問題となっており，この種

の事案に対しては厳しい態度で臨む必要がある」と判示。 

 

⑰ 福岡高裁平成 28 年（う）第 451 号 詐欺未遂被告事件 ＊第２の２福岡高裁判決 

判決日   ：平成 29 年 5 月 31 日 

役割    ：受け子 

被害者の年齢：84 歳 

被害金額  ：120 万円（未遂） 

犯行態様  ：宝くじ当選・現金送付型・騙された振り作戦 

前科前歴  ：複数有り 

量刑    ：懲役 3 年執行猶予 5 年（原審における求刑 3 年） 

特記事項  ：「詐取金の受領役として犯行に不可欠な役割を担っており，昨今社会

問題化しているこの種の詐欺に報酬欲しさから安易に関与した点で

も非難に値する。」と判示している。 

 

第４ 特殊詐欺犯に対する量刑 

 第３の裁判例において示された量刑に関して，若干の考察を加える。 

 

１ 組織的犯罪処罰法の適用   

  裁判例のうち，組織的犯罪処罰法が適用されているのは②④⑧⑨である。いずれも被

告人は首謀者であるなど，犯罪組織の中核に位置する犯罪者である。被害総額も，②1 億

1677 万円余，④1 億円余，⑧4505 万円余，⑨1 億 8770 万円と極めて多額であって，それ

ぞれ②懲役 11 年・罰金 300 万円，④懲役 18 年，⑧懲役 6 年・罰金 200 万円，⑨懲役 9

年 6 月という実刑判決が下されている。特殊詐欺犯罪組織を壊滅させるためには，その

首謀者をこそ検挙し，組織的犯罪処罰法を適用して厳罰を下す必要がある。そのために

は，今後もさらなる綿密な捜査を実行して特殊詐欺事犯の組織性を解明し，組織的犯罪

処罰法による立件事例を増加させていかなくてはならない。 

  これに対して⑤では，組織的犯罪処罰法に関しては無罪とされ，執行猶予付き判決が

下されている。⑤の被告人の役割は受け子であり，被害総額は 349 万 4000 円であって，

②④⑧⑨と比較すれば少額であると言える。受け子だけの立件では，組織性の解明も難

しいため，組織的犯罪処罰法を適用することは困難な場合が多いと考えられる。 

   

２ 特殊詐欺に対する量刑の傾向 

特殊詐欺犯に限らず，判決においていかなる量刑が下されるかは，言うまでもなく，

被告人の反省の程度，被害弁償の有無，前科前歴等のみならず，被告人を取り巻く全て

の事情・状況など様々な考慮要素があるため，具体的に示された量刑が適切であるか否

かを，一概に判断することはできない。また，実際に，特殊詐欺における量刑の現状を

分析した書籍類も見当たらない。 

ただ，第２の⑭の判決において，「高齢者に電話をかけて多額の現金をだまし取る特殊

詐欺と呼ばれる犯罪の横行が大きな社会問題となっている上，長野県内でも連日のよう
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に被害が報道され，地域に不安を与えていることに照らすと，本件に対しても厳しい態

度で臨む必要がある」として，20 歳の前科のない若者に対して懲役 2 年 4 月の実刑判決

が下されており，同じく⑯の判決において，「いわゆる特殊詐欺による被害が社会的に問

題となっており，この種の事案に対しては厳しい態度で臨む必要がある」などと判示さ

れているように，特殊詐欺被害が甚大であり極めて深刻な社会問題になっていることは，

裁判実務からも明らかである。 

また，新聞報道（平成 29 年 9 月 9 日付け北海道新聞）によれば，特殊詐欺の実行役

（受け子・出し子）に関する札幌地裁の判決 19 件を分析したところ，初犯で実刑（懲役

2 年から懲役 3 年 8 か月）が大半を占め，厳罰の傾向が際立つとの指摘もある（なお，

この 19 件のうち執行猶予付判決は全額弁償又は実質的被害が無かった 3 件のみという

ことである。）。 

このように特殊詐欺事犯において，末端としての役割を果たすに過ぎず，使い捨ての

道具とも言える受け子・出し子に対する厳罰化の傾向は，未だに特殊詐欺の認知件数が

増加傾向にあり，被害総額も減少していないこと，更には首謀者等背後で特殊詐欺を画

策する中心人物の立件が困難であるため，財産的な被害回復が十分になされていない状

況が続いている以上，今後も同様の傾向が続くものと考えられる。 

 

第４章 刑事訴訟法の合意制度 

 

第１ 合意制度の沿革 

被疑者・被告人が犯罪の解明に協力することにより検察官から不起訴等の見返りを得

られる制度を，一般的に司法取引という。 

平成 27 年の通常国会に提出された「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」は，被疑

者・被告人が一定の行為をする見返りに検察官から有利な取り扱いを受けるといういわ

ゆる司法取引に関する制度を規定したものである。当該刑事訴訟法改正案は，衆議院で

若干の修正を経た後，平成 28 年 5 月衆議院において可決・同年 6 月 3 日公布されるこ

ととなった。 

当該刑事訴訟法改正案では，いわゆる司法取引に関する制度を「証拠収集等への協力

及び訴追に関する合意」（刑訴法第 2 編第 4 章）として規定していることから，我が国

は，司法取引に関する制度として「合意制度」を導入したと言える。 

本章では，この新たに導入された合意制度の概要を検討するとともに，特殊詐欺事犯

における同制度の利用について，若干の考察を加える。 

  

第２ 合意制度の内容 

 

１ 合意の内容と法的意味 

改正刑事訴訟法では，「検察官は，特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪

に係る他人の刑事事件（以下単に「他人の刑事事件」という。）について 1 又は 2 以上の

第 1 号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性，関係する犯罪の軽重及び

情状，当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して，必要と認めるときは，

被疑者又は被告人との間で，被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について 1 又は 2

以上の同号に掲げる行為をし，かつ，検察官が被疑者又は被告人の当該事件について 1

又は 2 以上の第 2 号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる」（刑

訴法 350 の 2 条 1 項）として，検察官が被疑者又は被告人との間で，被疑者又は被告人

が捜査に協力する行為をすることで，検察官が当該被疑者又は被告人に対し，処分・量

刑上有利な扱いをすることを内容とする合意ができることを規定した。 

この際，被疑者又は被告人が行う協力行為の内容は，刑訴法 350 条の 2 第 1 項 1 号に

規定されており，「第 198 条第 1 項又は第 223 条第 1 項の規定による検察官，検察事務

官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること」，「証人として尋問を受

ける場合において真実の供述をすること」，及び「検察官，検察事務官又は司法警察職

員による証拠の収集に関し，証拠の提出その他の必要な協力をすること（イ及びロに掲

げるものを除く。）」とされている。 

一方，検察官が被疑者又は被告人に対し行う行為の内容は，刑訴法 350 条の 2 第 1 項

2 号に規定されており，「公訴を提起しないこと」，「公訴を取り消すこと」，「特定の

訴因及び罰条により公訴を提起し，又はこれを維持すること」，「特定の訴因若しくは

罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること」，及び

「第 293 条第 1 項の規定による意見の陳述において，被告人に特定の刑を科すべき旨の

意見を陳述すること」，「即決裁判手続の申立てをすること」及び「略式命令の請求を

すること」とされている。 

 

２ 対象犯罪の種類 

合意制度の対象となる犯罪は，「特定犯罪」と呼ばれ，一定の犯罪に限られる。 

刑事訴訟法 350 条の 2 第 2 項各号が列挙する特定犯罪は，「刑法第 96 条から第 96 条

の 6 まで若しくは第 155 条の罪，同条の例により処断すべき罪，同法第 157 条の罪，同

法第 158 条の罪（同法第 155 条の罪，同条の例により処断すべき罪又は同法第 157 条第

1 項若しくは第 2 項の罪に係るものに限る。）又は同法第 159 条から第 163 条の 5 まで，

第 197 条から第 197 条の 4 まで，第 198 条，第 246 条から第 250 条まで若しくは第 252

条から第 254 条までの罪」，「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第 3 条第 1 項第 1 号から第 4 号まで，第 13 号若しくは第 14 号に掲げる罪に係る同条の

罪，同項第 13 号若しくは第 14 号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処

罰法第 10 条若しくは第 11 条の罪」，「前 2 号に掲げるもののほか，租税に関する法律，

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は金融商品取引法の罪その他の財

政経済関係犯罪として政令で定めるもの」,並びに「次に掲げる法律の罪」として「爆発

物取締罰則」，「大麻取締法」，「覚せい剤取締法」，「麻薬及び向精神薬取締法」，

「武器等製造法」，「あへん法」，「銃砲刀剣類所持等取締法」及び「国際的な協力の

下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

取締法等の特例等に関する法律」である（ただし，死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に

当たるものを除く。）。 
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に被害が報道され，地域に不安を与えていることに照らすと，本件に対しても厳しい態

度で臨む必要がある」として，20 歳の前科のない若者に対して懲役 2 年 4 月の実刑判決

が下されており，同じく⑯の判決において，「いわゆる特殊詐欺による被害が社会的に問

題となっており，この種の事案に対しては厳しい態度で臨む必要がある」などと判示さ

れているように，特殊詐欺被害が甚大であり極めて深刻な社会問題になっていることは，

裁判実務からも明らかである。 

また，新聞報道（平成 29 年 9 月 9 日付け北海道新聞）によれば，特殊詐欺の実行役

（受け子・出し子）に関する札幌地裁の判決 19 件を分析したところ，初犯で実刑（懲役

2 年から懲役 3 年 8 か月）が大半を占め，厳罰の傾向が際立つとの指摘もある（なお，

この 19 件のうち執行猶予付判決は全額弁償又は実質的被害が無かった 3 件のみという

ことである。）。 

このように特殊詐欺事犯において，末端としての役割を果たすに過ぎず，使い捨ての

道具とも言える受け子・出し子に対する厳罰化の傾向は，未だに特殊詐欺の認知件数が

増加傾向にあり，被害総額も減少していないこと，更には首謀者等背後で特殊詐欺を画

策する中心人物の立件が困難であるため，財産的な被害回復が十分になされていない状

況が続いている以上，今後も同様の傾向が続くものと考えられる。 

 

第４章 刑事訴訟法の合意制度 

 

第１ 合意制度の沿革 

被疑者・被告人が犯罪の解明に協力することにより検察官から不起訴等の見返りを得

られる制度を，一般的に司法取引という。 

平成 27 年の通常国会に提出された「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」は，被疑

者・被告人が一定の行為をする見返りに検察官から有利な取り扱いを受けるといういわ

ゆる司法取引に関する制度を規定したものである。当該刑事訴訟法改正案は，衆議院で

若干の修正を経た後，平成 28 年 5 月衆議院において可決・同年 6 月 3 日公布されるこ

ととなった。 

当該刑事訴訟法改正案では，いわゆる司法取引に関する制度を「証拠収集等への協力

及び訴追に関する合意」（刑訴法第 2 編第 4 章）として規定していることから，我が国

は，司法取引に関する制度として「合意制度」を導入したと言える。 

本章では，この新たに導入された合意制度の概要を検討するとともに，特殊詐欺事犯

における同制度の利用について，若干の考察を加える。 

  

第２ 合意制度の内容 

 

１ 合意の内容と法的意味 

改正刑事訴訟法では，「検察官は，特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪

に係る他人の刑事事件（以下単に「他人の刑事事件」という。）について 1 又は 2 以上の

第 1 号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性，関係する犯罪の軽重及び

情状，当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して，必要と認めるときは，

被疑者又は被告人との間で，被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について 1 又は 2

以上の同号に掲げる行為をし，かつ，検察官が被疑者又は被告人の当該事件について 1

又は 2 以上の第 2 号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる」（刑

訴法 350 の 2 条 1 項）として，検察官が被疑者又は被告人との間で，被疑者又は被告人

が捜査に協力する行為をすることで，検察官が当該被疑者又は被告人に対し，処分・量

刑上有利な扱いをすることを内容とする合意ができることを規定した。 

この際，被疑者又は被告人が行う協力行為の内容は，刑訴法 350 条の 2 第 1 項 1 号に

規定されており，「第 198 条第 1 項又は第 223 条第 1 項の規定による検察官，検察事務

官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること」，「証人として尋問を受

ける場合において真実の供述をすること」，及び「検察官，検察事務官又は司法警察職

員による証拠の収集に関し，証拠の提出その他の必要な協力をすること（イ及びロに掲

げるものを除く。）」とされている。 

一方，検察官が被疑者又は被告人に対し行う行為の内容は，刑訴法 350 条の 2 第 1 項

2 号に規定されており，「公訴を提起しないこと」，「公訴を取り消すこと」，「特定の

訴因及び罰条により公訴を提起し，又はこれを維持すること」，「特定の訴因若しくは

罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること」，及び

「第 293 条第 1 項の規定による意見の陳述において，被告人に特定の刑を科すべき旨の

意見を陳述すること」，「即決裁判手続の申立てをすること」及び「略式命令の請求を

すること」とされている。 

 

２ 対象犯罪の種類 

合意制度の対象となる犯罪は，「特定犯罪」と呼ばれ，一定の犯罪に限られる。 

刑事訴訟法 350 条の 2 第 2 項各号が列挙する特定犯罪は，「刑法第 96 条から第 96 条

の 6 まで若しくは第 155 条の罪，同条の例により処断すべき罪，同法第 157 条の罪，同

法第 158 条の罪（同法第 155 条の罪，同条の例により処断すべき罪又は同法第 157 条第

1 項若しくは第 2 項の罪に係るものに限る。）又は同法第 159 条から第 163 条の 5 まで，

第 197 条から第 197 条の 4 まで，第 198 条，第 246 条から第 250 条まで若しくは第 252

条から第 254 条までの罪」，「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第 3 条第 1 項第 1 号から第 4 号まで，第 13 号若しくは第 14 号に掲げる罪に係る同条の

罪，同項第 13 号若しくは第 14 号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処

罰法第 10 条若しくは第 11 条の罪」，「前 2 号に掲げるもののほか，租税に関する法律，

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は金融商品取引法の罪その他の財

政経済関係犯罪として政令で定めるもの」,並びに「次に掲げる法律の罪」として「爆発

物取締罰則」，「大麻取締法」，「覚せい剤取締法」，「麻薬及び向精神薬取締法」，

「武器等製造法」，「あへん法」，「銃砲刀剣類所持等取締法」及び「国際的な協力の

下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬

取締法等の特例等に関する法律」である（ただし，死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に

当たるものを除く。）。 
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このように，特定犯罪には，詐欺罪（刑法 246 条）・組織的な詐欺の罪（組犯法 3 条 1

項 13 号）も含まれることから，犯罪組織の実態を解明して首謀者の責任を追求すること

が重要視される特殊詐欺事犯の捜査においても，合意制度を活用することが期待される。 

 

３ 手続 

合意をするための手続として，刑訴法 350 条の 4 第 1 項は，「合意をするため必要な

協議は，検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし，被疑

者又は被告人及び弁護人に異議がないときは，協議の一部を弁護人のみとの間で行うこ

とができる。」と規定する。 

弁護人の関与の重要性に鑑み，合意手続を行うに当たっては，弁護人が常に関与する

制度がとられたのである。 

協議が整うためには「弁護人の同意がなければなら（ず）」（刑訴法 350 条の 3 第 1 項），

「合意は，検察官，被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により，その内容を明

らかに」(刑訴法 350 条の 3 第 2 項)することとされている。 

協議は，弁護人の同意が得られない等，不成立の場合もあり得る。その場合，協議の

過程で得た供述を証拠とすることはできない（刑訴法 350 条の 5 第 2 項）。 

以上のように，合意制度を利用するためには，弁護人の関与が必要となる。そのため，

弁護人のいない被疑者又は被告人については，弁護人が関与することができず，合意制

度を利用することはできない。しかし，詐欺を被疑事実として勾留状が発せられた場合，

当該被疑事件が国選弁護人制度の対象となることから（刑訴法 37 条の 2 第 1 項），合意

制度を活用した捜査を行うことは十分可能であると考えられる。 

 

４ 合意の効果 

合意が成立すると，当事者は合意内容に拘束される。ただし，合意の当事者が当該合

意に違反した場合の相手方等，合意の終了事由が生じた場合には，合意から離脱するこ

とができる（刑訴法 350 条の 10 第 1 項）。 

また，検察官が略式命令の請求をすることを同意したにもかかわらず，略式命令の請

求を同時にすることなく公訴提起した等の場合には，裁判所は控訴棄却の判決をしなけ

ればならない（刑訴法 350 条の 13 第 1）とされており，一方，刑訴法 350 条の 15 第 1

項は，「合意に違反して，検察官，検察事務官又は司法警察職員に対し，虚偽の供述をし

又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は，五年以下の懲役に処する」とされている

のであって，検察官及び被疑者・被告人のいずれに対してもサンクションを与えること

によって，合意の適正さを担保している。 

 

第３ 我が国の合意制度の特徴 

合意制度は，真実を供述することと引き換えに検察官が被疑者又は被告人にとって起

訴猶予などの有利な取り扱いをするものである。 

我が国の合意制度は，衆議院法務委員会の審議過程で「一般的に，この捜査・公判協

力型につきましては，主として組織的な犯罪等の解明について目的とするものでござい

まして」との答弁（平成 27 年 7 月 3 日上川国務大臣）がされていることからも明らかな

とおり，「自己負罪型」の制度でなく，「捜査・公判協力型」の制度が採用されている。

自己負罪型は，「主として事件処理の効率化を目的としているというふうに考えられる

ところ」（同答弁）であるが，我が国の合意制度が「捜査・公判協力型」を採用したこと

からすれば，この制度は組織的な犯罪等の事案の解明や責任追求に資する制度であると

言える。 

そうだとすれば，犯罪組織全体の実態を解明して，特に首謀者の責任追及を行うこと

こそが重要な特殊詐欺事犯において，この合意制度を活用することは有用であると考え

られる。受け子や架け子といった犯罪組織の末端に位置する者からの供述を基に，特殊

詐欺組織の全容を解明して，組織の頂点に位置する首謀者の責任追求を行うことは，合

意制度の趣旨にかなうものと言えるのである。 

また，今回の刑事訴訟法の改正において，取り調べへの過度の依存を改めてより容易

に供述証拠を収集するための制度として，刑事免責制度も新設された（刑訴法 157 条の

2）。この刑事免責制度は，証人に刑事免責を付与し，証人が有する自己負罪拒否特権を

消滅させ，供述を強制することを可能とする制度である。刑事免責制度も証人から重要

な証言を得て真実発見を目指す制度であることからすれば，合意制度と共通する側面も

認められる。しかし，刑事免責制度では被疑者又は被告人との合意は要求されず，裁判

所の決定により利用することができるため，当事者間の取引的要素が少ない点において

合意制度とは特徴を異にする制度である。 

 

第４ 合意制度の今後の利用 

改正刑事訴訟法の合意制度に関する部分は，平成 30 年 6 月 1 日から施行された。 

施行されてから，まだ期間は短いが，外国での発電所建設を巡って日本企業社員が現

地の公務員に賄賂を渡したとされる事件に関し，合意制度を利用した捜査がなされたと

いう報道がなされている（平成 30 年 7 月 22 日付け日本経済新聞等）。 

今のところ（平成 30 年 8 月 31 日現在），特殊詐欺に関して合意制度が利用されたと

の報道等はない。しかし，特殊詐欺事犯においても，受け子や架け子といった犯罪組織

の末端に位置するに過ぎない者から，犯罪組織の全容解明に繋がるような供述を得られ

ることも皆無ではないのであり，その供述に基づいて首謀者を検挙できる可能性もある。

したがって，特殊詐欺の捜査においても合意制度を効果的に活用することが期待される

のである。 

この合意制度については，審議の過程において「引き込みの危険」等が指摘されてい

るところである。もちろん，捜査機関は合意制度によって得られた供述証拠のみで立件

するのではなく，これまでの供述証拠に基づく捜査と同様に，合意制度によって得られ

た供述を基に客観的証拠の収集に努めこの客観的証拠を基礎として立件をする，という

基本的姿勢を維持していかなくてはならないのは当然のことである。 

合意制度について，「引き込みの危険等に留意しつつ，新たな制度が誤判原因とならな

いよう，合意に基づく供述の信用性がどのように判断されるか等を注視する」（2016 年

5 月 24 日付け日弁連「取調べの可視化の義務付け等を含む「刑事訴訟法等の一部を改正

する法律」の成立に当たっての会長声明」）必要性があることは，言うまでもない。 
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このように，特定犯罪には，詐欺罪（刑法 246 条）・組織的な詐欺の罪（組犯法 3 条 1

項 13 号）も含まれることから，犯罪組織の実態を解明して首謀者の責任を追求すること

が重要視される特殊詐欺事犯の捜査においても，合意制度を活用することが期待される。 

 

３ 手続 

合意をするための手続として，刑訴法 350 条の 4 第 1 項は，「合意をするため必要な

協議は，検察官と被疑者又は被告人及び弁護人との間で行うものとする。ただし，被疑

者又は被告人及び弁護人に異議がないときは，協議の一部を弁護人のみとの間で行うこ

とができる。」と規定する。 

弁護人の関与の重要性に鑑み，合意手続を行うに当たっては，弁護人が常に関与する

制度がとられたのである。 

協議が整うためには「弁護人の同意がなければなら（ず）」（刑訴法 350 条の 3 第 1 項），

「合意は，検察官，被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により，その内容を明

らかに」(刑訴法 350 条の 3 第 2 項)することとされている。 

協議は，弁護人の同意が得られない等，不成立の場合もあり得る。その場合，協議の

過程で得た供述を証拠とすることはできない（刑訴法 350 条の 5 第 2 項）。 

以上のように，合意制度を利用するためには，弁護人の関与が必要となる。そのため，

弁護人のいない被疑者又は被告人については，弁護人が関与することができず，合意制

度を利用することはできない。しかし，詐欺を被疑事実として勾留状が発せられた場合，

当該被疑事件が国選弁護人制度の対象となることから（刑訴法 37 条の 2 第 1 項），合意

制度を活用した捜査を行うことは十分可能であると考えられる。 

 

４ 合意の効果 

合意が成立すると，当事者は合意内容に拘束される。ただし，合意の当事者が当該合

意に違反した場合の相手方等，合意の終了事由が生じた場合には，合意から離脱するこ

とができる（刑訴法 350 条の 10 第 1 項）。 

また，検察官が略式命令の請求をすることを同意したにもかかわらず，略式命令の請

求を同時にすることなく公訴提起した等の場合には，裁判所は控訴棄却の判決をしなけ

ればならない（刑訴法 350 条の 13 第 1）とされており，一方，刑訴法 350 条の 15 第 1

項は，「合意に違反して，検察官，検察事務官又は司法警察職員に対し，虚偽の供述をし

又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は，五年以下の懲役に処する」とされている

のであって，検察官及び被疑者・被告人のいずれに対してもサンクションを与えること

によって，合意の適正さを担保している。 

 

第３ 我が国の合意制度の特徴 

合意制度は，真実を供述することと引き換えに検察官が被疑者又は被告人にとって起

訴猶予などの有利な取り扱いをするものである。 

我が国の合意制度は，衆議院法務委員会の審議過程で「一般的に，この捜査・公判協

力型につきましては，主として組織的な犯罪等の解明について目的とするものでござい

まして」との答弁（平成 27 年 7 月 3 日上川国務大臣）がされていることからも明らかな

とおり，「自己負罪型」の制度でなく，「捜査・公判協力型」の制度が採用されている。

自己負罪型は，「主として事件処理の効率化を目的としているというふうに考えられる

ところ」（同答弁）であるが，我が国の合意制度が「捜査・公判協力型」を採用したこと

からすれば，この制度は組織的な犯罪等の事案の解明や責任追求に資する制度であると

言える。 

そうだとすれば，犯罪組織全体の実態を解明して，特に首謀者の責任追及を行うこと

こそが重要な特殊詐欺事犯において，この合意制度を活用することは有用であると考え

られる。受け子や架け子といった犯罪組織の末端に位置する者からの供述を基に，特殊

詐欺組織の全容を解明して，組織の頂点に位置する首謀者の責任追求を行うことは，合

意制度の趣旨にかなうものと言えるのである。 

また，今回の刑事訴訟法の改正において，取り調べへの過度の依存を改めてより容易

に供述証拠を収集するための制度として，刑事免責制度も新設された（刑訴法 157 条の

2）。この刑事免責制度は，証人に刑事免責を付与し，証人が有する自己負罪拒否特権を

消滅させ，供述を強制することを可能とする制度である。刑事免責制度も証人から重要

な証言を得て真実発見を目指す制度であることからすれば，合意制度と共通する側面も

認められる。しかし，刑事免責制度では被疑者又は被告人との合意は要求されず，裁判

所の決定により利用することができるため，当事者間の取引的要素が少ない点において

合意制度とは特徴を異にする制度である。 

 

第４ 合意制度の今後の利用 

改正刑事訴訟法の合意制度に関する部分は，平成 30 年 6 月 1 日から施行された。 

施行されてから，まだ期間は短いが，外国での発電所建設を巡って日本企業社員が現

地の公務員に賄賂を渡したとされる事件に関し，合意制度を利用した捜査がなされたと

いう報道がなされている（平成 30 年 7 月 22 日付け日本経済新聞等）。 

今のところ（平成 30 年 8 月 31 日現在），特殊詐欺に関して合意制度が利用されたと

の報道等はない。しかし，特殊詐欺事犯においても，受け子や架け子といった犯罪組織

の末端に位置するに過ぎない者から，犯罪組織の全容解明に繋がるような供述を得られ

ることも皆無ではないのであり，その供述に基づいて首謀者を検挙できる可能性もある。

したがって，特殊詐欺の捜査においても合意制度を効果的に活用することが期待される

のである。 

この合意制度については，審議の過程において「引き込みの危険」等が指摘されてい

るところである。もちろん，捜査機関は合意制度によって得られた供述証拠のみで立件

するのではなく，これまでの供述証拠に基づく捜査と同様に，合意制度によって得られ

た供述を基に客観的証拠の収集に努めこの客観的証拠を基礎として立件をする，という

基本的姿勢を維持していかなくてはならないのは当然のことである。 

合意制度について，「引き込みの危険等に留意しつつ，新たな制度が誤判原因とならな

いよう，合意に基づく供述の信用性がどのように判断されるか等を注視する」（2016 年

5 月 24 日付け日弁連「取調べの可視化の義務付け等を含む「刑事訴訟法等の一部を改正

する法律」の成立に当たっての会長声明」）必要性があることは，言うまでもない。 
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第５章 まとめ 

以上のとおり，特殊詐欺の被疑者検挙のための取組としては，いわゆる「騙された振

り作戦」や，犯行拠点の摘発などが行われているが，これらによって検挙されるのは，

それぞれ受け子・架け子という必ずしも直接的には特殊詐欺の撲滅にはつながらない末

端の者らであることが多い。これらの者の検挙も必要であることは言うまでもないが，

特殊詐欺が組織的犯罪であるということに鑑みれば，特殊詐欺撲滅のためには，それに

とどまらず，突き上げ捜査の徹底や，金融捜査の活用によって首謀者の検挙を志向し，

犯罪組織を壊滅することが必要である。そして，そのいずれにも極めて多くの捜査人員

と予算が必要であることは，これまで特殊詐欺事犯を処理してきた現場の検察官や警察

官が口を揃えてその苦労を語っていることから，明白であると考える。 

また，特殊詐欺の事案は，例えば，①犯罪を画策し全体を統括する首謀者は東京にお

り，②実際に被害者に電話を架けて騙す架け子は大阪にいて，③福岡にいる被害者に対

して，④北海道にある住所に現金を送付させ，⑤全国各地から指示役の電話一本でどこ

にでも移動する受け子を使って現金を集金させる（もちろん，首謀者や架け子が海外に

いることも十分想定される。）など「多くの都道府県警察に関係する事件であるのが常で

ある」（警視庁「平成 29 年における特殊詐欺の状況について」）という特徴を有する。こ

れらに鑑みると，特殊詐欺の検挙・取締り・捜査においては，警察の各部署や各都道府

県警が単独で捜査を行っても，決して効率的な捜査はできないのであるから，警察組織

について横断的かつ広域な捜査を実現することが不可欠である。 

さらに，近時導入された合意制度を適正に利用して，受け子や架け子などの犯罪組織

の末端にいる者から首謀者に繋がる情報を入手し，その情報を基に客観的な証拠を固め

て特殊詐欺の首謀者を検挙して迅速な被害回復を図るという捜査手法を，不断の努力に

よって確立していく必要がある。 

こうした視点に基づく検挙・取締り・捜査を十全ならしめるためには，更なる予算及

び人員の投入が不可欠であることは言うまでもない。十分な捜査態勢は，拙速な捜査を

防止し，捜査の適正を担保する要因ともなり得る。今も現在進行形で発生し，拡大し続

けている特殊詐欺被害を防止するためには，特殊詐欺の被害の甚大さに見合った，十分

な予算及び人員の投入を含む捜査体制の拡充が図ることが急務と言える356。 

 

                            
356 前掲辻ほか「〈司令塔座談会〉特殊詐欺対策の現場から」〔中村発言〕では，現場設定や突き上

げ捜査などの特殊詐欺捜査に時間が費やされ，他の事件処理等が遅れてしまうなどの影響があり，

頭を悩ませている旨述べられている。 
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第４編 特殊詐欺の被害回復 

 

第１章 はじめに 

 

１ 問題提起 

 

(1) 筆者の経験 

数年前，筆者の母が特殊詐欺（還付金詐欺）の被害を受けた。 

筆者は，直ちに「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供及び要請書」を某県警本部

及び振込先金融機関に提出し，これらに電話をして報告した。 

しかし，振込の約10分後には，振込先口座から現金がほぼ全額払い戻されていた。 

そこで，筆者は金融機関に払い戻されたＡＴＭに設置されている防犯カメラの映像

を保管し，警察の捜査に協力するように要請し，翌日の朝に地元の警察署に詳細な陳

述書とともに被害届を提出した。 

数日後には，犯行に使用された携帯電話番号に関する弁護士法 23 条照会の照会結

果及び関係資料を警察に提出した。 

しかしながら，凍結された預金口座は既にほぼ全額が払戻済みであり，本書を執筆

している段階で誰一人として犯人は逮捕されていない。 

犯人が不明であれば，民事法的手法による被害回復は不可能である。 

これが我が国における刑事司法の現状である。 

これに対し，諸外国では我が国のように特殊詐欺による巨額の被害を聞くことはな

い。 

そこで，筆者は，諸外国の取組を参照しつつ，我が国の現状に示唆を与えたいと考

えた次第である。 

 

(2) 犯罪被害回復の三つの方法 

諸外国における犯罪被害回復のための法制度を見るとき，詐欺などの財産犯の被害

者が犯人に対し，被害回復を求める方法として，次の三つの方法がある。 

  ① 被害者の民法上の請求権を自分で行使する方法 

  ② 被害者の民法上の請求権の行使を国家が援助する方法 

③ 被害者のために国家が犯人から違法収益を没収して，国家が被害者に分配する方

法 

これらの三つの方法のうち，市民はどの方法を希望するであろうか。 

筆者が何人かの市民に聞いたところ，いずれの市民も「③がよい」との回答であっ

た。 

筆者の調査によれば，米国，スイス連邦及びドイツにおいては，すでに①及び②の

方法に加え，③の方法が採用され，実際に運用されている。 

第４編では，犯罪被害者の人権擁護の観点から，我が国と諸外国の犯罪被害回復に

関する法制度を比較しつつ，犯罪被害回復に関する法制度在り方について検討する。 
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２ 第４編の概要 

第４編の概要は次のとおりである。 

まず，「第２章 現行法における被害回復の取組」において，我が国において現在行わ

れている特殊詐欺の被害回復の取組を紹介する。 

  我が国において，特殊詐欺の犯人は刑法上の詐欺罪（同法246条等）で処罰され，特

殊詐欺の被害者は，実行犯及び共犯者に対し，民法709条等に基づく損害賠償請求権を

行使できることになっている。しかし，特殊詐欺の犯人が判明しない事態がほとんどで

あるほか，犯人が立件されるとしても，それは末端で現金を受け取り，預金を引き出す

受け子又は出し子であることがほとんどで，首謀者に捜査の手が及ぶことは稀である。

犯罪収益は移転・隠匿され受け子らの手元にはなく，また，そのような受け子らには資

力がない以上，被害者が民法709条等に基づく損害賠償請求権を行使して被害弁償を受

けることができない事例がほとんどである。 

  我が国は，このような事態に対し，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す

る法律（以下「組織的犯罪処罰法」又は「組犯法」という。）によって，組織的な詐欺を

加重処罰するほか，犯罪収益の移転，すなわちマネー・ローンダリングを犯罪化すると

ともに，犯罪による収益の移転防止に関する法律（いわゆる「犯罪収益移転防止法」以

下「犯収法」という。）によって，マネー・ローンダリングの規制を実効的にするために

銀行取引等の取引時の本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務を定める。 

  そこで，これらの法律上の取組を第２章の「第１ 特殊詐欺と組織的犯罪処罰法」及

び「第２ 犯罪収益移転防止法」において紹介する。 

また，特殊詐欺の犯人に対して，組織的犯罪処罰法において犯罪被害財産である犯罪

収益等を没収（同法 13条 3 項）又はその犯罪被害財産の価額を追徴して（同法 16 条 2

項），犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律（以下「被害回復給付金

支給法」という。）に基づき，被害者に対しこれを分配するという「被害回復給付金」制

度がある。この制度を第２章の「第３ 被害回復給付金」において紹介する。 

さらに，犯罪利用預金口座に係る被害回復分配金の支払等に関する法律（いわゆる「振

り込め詐欺救済法」）によって，犯罪に利用されている預金口座について，口座を凍結し，

当該預金口座に対する口座名義人の権利を失権させて，これを原資として被害者に対し

被害回復分配金を支払うという制度が存在する。これを第２章の「第４ 振り込め詐欺

救済法」で紹介する。以上の取組は特殊詐欺の被害者が犯人から被害回復を図る法律上

の取組と整理できる。 

これに対し，犯人以外の者から被害回復を図る近時の実務的な取組があり，これを「第

５ 犯人以外の者からの被害回復」として紹介する。ここで注目すべきものとして取り

上げる取組は，「１ 特殊詐欺の被害回復手段としての組長訴訟」（実行犯らが暴力団員

であるときに，弁護士が被害者の代理人となり，当該暴力団のトップに対する損害賠償

請求をするとの取組）と「２ 電話事業者に対する損害賠償請求」（特殊詐欺に使用され

た電話で明らかに偽造とわかる身分証明書に基づき犯罪ツールとしての電話の利用を

認めるなどした事業者に対し損害賠償請求をする取組）である。 

特殊詐欺の中には外国に犯罪収益を移転する事案もあるから，被害回復には国際的な

連携も重要となる。そこで，本章の「第６ 被害回復における国際的連携の現状」にお

いて，被害回復のための我が国の国際的な連携の可能性について紹介する。 

我が国では毎年莫大な特殊詐欺の被害が発生しているのに対し，欧米においてはこの

ような被害の発生を聞かない。我が国においては，民間の多大な努力によって特殊詐欺

に対する多彩な予防策がとられていることは，すでに詳細に論じたところである。しか

しながら，特殊詐欺に対する最大の予防策は，犯人を検挙して，犯人から犯罪収益を剥

奪することである。そこで，我々はスイス連邦と米国において犯罪行為が発生した場合

に，どのような被害回復制度が用意されているのかを調査した。これらの調査結果を「第

３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度」及び「第４章 米国における没収を通じた被害

回復」において紹介して，我が国の特殊詐欺対策と外国の組織的詐欺の対策との比較を

行う。これらの外国調査の結果は，我が国の特殊詐欺対策に対し，有益な示唆を与える

ものであると考える。 

そもそも，特殊詐欺の被害者は，犯人が判明した場合に，犯人に対する損害賠償請求

権を自ら行使して，犯人に資力がある場合にだけ被害弁償を受けることができるだけの

地位しか有していないのであろうか。特殊詐欺の被害者は，「犯罪被害者が完全な被害弁

償を受けるべく国家に適切な措置を求める権利」を有し，これは憲法上の権利であると

考えることができないのであろうか。我が国では，この問題が自覚的に議論されている

とは言い難い。そこで，「第５章 犯罪被害者の権利と憲法」において，特殊詐欺の被害

者が財産被害回復を国家に求める権利は我が国においても憲法上の権利と位置付けら

れるべきことを論ずる。 

以上の検討結果を踏まえ，「第６章 提言」において，我々が考える被害回復のための

特殊詐欺対策に関する具体的提言をする。 

資料集中の「スイス連邦訪問調査報告書」は，平成30年 5月に我々がスイス連邦の刑

事法制を調査した結果を取りまとめたものである。併せて参考としていただければ幸い

である。 

 

第２章 現行法における被害回復の取組 

 

第１ 特殊詐欺と組織的犯罪処罰法  

 

１ 組織的犯罪処罰法の制定及び概要 

 

(1) 組織的犯罪処罰法の制定 

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組犯法」という。）

は，組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し，及び犯罪による収益がこ

の種の犯罪を助長するとともに，これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に

重大な悪影響を与えることに鑑み，組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強

化し，犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を

目的とする行為を処罰するとともに，犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例並び

に疑わしい取引の届出等について定めることを目的として制定されたものである（1

条）。 
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２ 第４編の概要 

第４編の概要は次のとおりである。 

まず，「第２章 現行法における被害回復の取組」において，我が国において現在行わ

れている特殊詐欺の被害回復の取組を紹介する。 

  我が国において，特殊詐欺の犯人は刑法上の詐欺罪（同法246条等）で処罰され，特

殊詐欺の被害者は，実行犯及び共犯者に対し，民法709条等に基づく損害賠償請求権を

行使できることになっている。しかし，特殊詐欺の犯人が判明しない事態がほとんどで

あるほか，犯人が立件されるとしても，それは末端で現金を受け取り，預金を引き出す

受け子又は出し子であることがほとんどで，首謀者に捜査の手が及ぶことは稀である。

犯罪収益は移転・隠匿され受け子らの手元にはなく，また，そのような受け子らには資

力がない以上，被害者が民法709条等に基づく損害賠償請求権を行使して被害弁償を受

けることができない事例がほとんどである。 

  我が国は，このような事態に対し，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す

る法律（以下「組織的犯罪処罰法」又は「組犯法」という。）によって，組織的な詐欺を

加重処罰するほか，犯罪収益の移転，すなわちマネー・ローンダリングを犯罪化すると

ともに，犯罪による収益の移転防止に関する法律（いわゆる「犯罪収益移転防止法」以

下「犯収法」という。）によって，マネー・ローンダリングの規制を実効的にするために

銀行取引等の取引時の本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務を定める。 

  そこで，これらの法律上の取組を第２章の「第１ 特殊詐欺と組織的犯罪処罰法」及

び「第２ 犯罪収益移転防止法」において紹介する。 

また，特殊詐欺の犯人に対して，組織的犯罪処罰法において犯罪被害財産である犯罪

収益等を没収（同法 13条 3 項）又はその犯罪被害財産の価額を追徴して（同法 16 条 2

項），犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律（以下「被害回復給付金

支給法」という。）に基づき，被害者に対しこれを分配するという「被害回復給付金」制

度がある。この制度を第２章の「第３ 被害回復給付金」において紹介する。 

さらに，犯罪利用預金口座に係る被害回復分配金の支払等に関する法律（いわゆる「振

り込め詐欺救済法」）によって，犯罪に利用されている預金口座について，口座を凍結し，

当該預金口座に対する口座名義人の権利を失権させて，これを原資として被害者に対し

被害回復分配金を支払うという制度が存在する。これを第２章の「第４ 振り込め詐欺

救済法」で紹介する。以上の取組は特殊詐欺の被害者が犯人から被害回復を図る法律上

の取組と整理できる。 

これに対し，犯人以外の者から被害回復を図る近時の実務的な取組があり，これを「第

５ 犯人以外の者からの被害回復」として紹介する。ここで注目すべきものとして取り

上げる取組は，「１ 特殊詐欺の被害回復手段としての組長訴訟」（実行犯らが暴力団員

であるときに，弁護士が被害者の代理人となり，当該暴力団のトップに対する損害賠償

請求をするとの取組）と「２ 電話事業者に対する損害賠償請求」（特殊詐欺に使用され

た電話で明らかに偽造とわかる身分証明書に基づき犯罪ツールとしての電話の利用を

認めるなどした事業者に対し損害賠償請求をする取組）である。 

特殊詐欺の中には外国に犯罪収益を移転する事案もあるから，被害回復には国際的な

連携も重要となる。そこで，本章の「第６ 被害回復における国際的連携の現状」にお

いて，被害回復のための我が国の国際的な連携の可能性について紹介する。 

我が国では毎年莫大な特殊詐欺の被害が発生しているのに対し，欧米においてはこの

ような被害の発生を聞かない。我が国においては，民間の多大な努力によって特殊詐欺

に対する多彩な予防策がとられていることは，すでに詳細に論じたところである。しか

しながら，特殊詐欺に対する最大の予防策は，犯人を検挙して，犯人から犯罪収益を剥

奪することである。そこで，我々はスイス連邦と米国において犯罪行為が発生した場合

に，どのような被害回復制度が用意されているのかを調査した。これらの調査結果を「第

３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度」及び「第４章 米国における没収を通じた被害

回復」において紹介して，我が国の特殊詐欺対策と外国の組織的詐欺の対策との比較を

行う。これらの外国調査の結果は，我が国の特殊詐欺対策に対し，有益な示唆を与える

ものであると考える。 

そもそも，特殊詐欺の被害者は，犯人が判明した場合に，犯人に対する損害賠償請求

権を自ら行使して，犯人に資力がある場合にだけ被害弁償を受けることができるだけの

地位しか有していないのであろうか。特殊詐欺の被害者は，「犯罪被害者が完全な被害弁

償を受けるべく国家に適切な措置を求める権利」を有し，これは憲法上の権利であると

考えることができないのであろうか。我が国では，この問題が自覚的に議論されている

とは言い難い。そこで，「第５章 犯罪被害者の権利と憲法」において，特殊詐欺の被害

者が財産被害回復を国家に求める権利は我が国においても憲法上の権利と位置付けら

れるべきことを論ずる。 

以上の検討結果を踏まえ，「第６章 提言」において，我々が考える被害回復のための

特殊詐欺対策に関する具体的提言をする。 

資料集中の「スイス連邦訪問調査報告書」は，平成30年 5月に我々がスイス連邦の刑

事法制を調査した結果を取りまとめたものである。併せて参考としていただければ幸い

である。 

 

第２章 現行法における被害回復の取組 

 

第１ 特殊詐欺と組織的犯罪処罰法  

 

１ 組織的犯罪処罰法の制定及び概要 

 

(1) 組織的犯罪処罰法の制定 

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組犯法」という。）

は，組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し，及び犯罪による収益がこ

の種の犯罪を助長するとともに，これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に

重大な悪影響を与えることに鑑み，組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強

化し，犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を

目的とする行為を処罰するとともに，犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例並び

に疑わしい取引の届出等について定めることを目的として制定されたものである（1

条）。 
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組犯法は平成11年 8月 12日に成立，同月18日に公布され，平成12年 2月 1日か

ら施行された。 

特殊詐欺は，平穏かつ健全な社会生活を著しく害するものであり，その犯罪収益も

巨額であるから，組犯法の規制目的が典型的にあてはまる犯罪類型である。 

そこで，本稿では，特殊詐欺と関連する組犯法の規定を説明し，特殊詐欺に組犯法

を適用する場合の問題点と対策を述べる。 

 

(2) 組犯法の構成 

平成 11 年に成立した組犯法では，次のような章立てが採られていた。なお，その

後，改正が重ねられている。後述するとおり，平成19年の犯収法の制定に伴い，「第

5章 疑わしい取引の届出」に関する規定は，章ごと削除された。 

    第 1章 総則（第1条・第2条） 

    第 2章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等（第3条～第17条） 

    第 3章 没収に関する手続等の特例（第18条～第21条） 

    第 4章 保全手続 

     第 1節 没収保全（第22条～第41条） 

     第 2節 追徴保全（第42条～第49条） 

     第 3節 雑則（第50条～第53条） 

    第 5章 疑わしい取引の届出（第54条～第58条） 

    第 6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等（第59条

～第74条） 

    第 7章 雑則（第75条・第76条） 

 

(3) 組犯法の改正の経緯の概要 

犯罪被害財産に対する被害者の民事の損害賠償請求を満足させるため，加害者に資

金を残そうという発想の下，組犯法では，これらの財産に対する没収・追徴を禁止し

ていた（改正前13条）。しかし，犯罪行為が組織的な態様で行われた事案や，いわゆ

るマネー・ローンダリング行為が行われるなどして犯罪被害財産の追求が困難となっ

た事案においては，被害者は，およそ自己の責に帰することのない事情により，民事

上の請求をためらい，加害者に対しこれを行使することが困難な状況に置かれること

となり，犯罪被害財産の没収及びその価額の追徴の禁止を維持したままでは，結果と

して，犯人による犯罪収益の保有をそのまま放置してしまいかねない事態が生じていた。

こうした中，暴力団関係者らによる大規模なヤミ金融事件（五菱会ヤミ金融事件357）

における犯罪収益等の一部が，外国の銀行口座に送金されて隠匿され，同国当局によ

りこれが没収されるという事態が発生し，当該外国から当該財産を譲り受けて同事件

の被害者の被害の回復に充てる必要性が指摘されるに至った。しかし，我が国の法制

上，外国からそのような財産を譲り受けるに際し，いわゆる相互主義（将来において

同様の要請に応じる旨の保証）をすることができないこと，また，仮に外国から財産
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を譲り受けることができたとしても，そのような財産を被害者の被害回復に充てるた

めの手続が存在しないことが問題となった358。このように，当初の組犯法の規定では，

加害者の犯罪収益を没収し被害者に弁償することは困難であることが明らかになった。

被害者の被害回復のためには没収・追徴を認めた上で，没収・追徴により回収した財

産を国庫に帰属させるのではなく被害者に支給する仕組みの必要性が認識され，その

ような支給手続を定めた被害回復給付金支給法が2006年に成立し，施行された。組犯

法も，犯罪被害財産の没収・追徴の禁止により生じていた上記の問題に適切に対処す

るため，組犯法に新たに13条 3項及び16条 2項を設けて，被害者が犯人に対する損

害賠償請求権等を行使することが困難であると認められる場合を類型化した 13 条 3

項各号のいずれかに該当する場合については，犯罪被害財産の没収・追徴をすること

ができる内容へと改正された359。 

2007年に犯収法が施行され，疑わしい取引の届出等は同法により定められるに至っ

た。これに伴い「疑わしい取引の届出」を定めていた組犯法5章（54条～58条）は，

削除された。 

2017年には，犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み，並びに国際的な組織犯罪の防

止に関する国際連合条約の締結に伴い，テロリズム集団その他の組織的犯罪集団によ

る実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定，犯罪収益規

制に関する規定その他所要の規定を整備する必要があるとして，組犯法が一部改正さ

れた。この改正は，法律の目的への「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

を実施するため」の加筆，犯罪収益の定義の拡大，テロリズム集団その他の組織的犯

罪手段による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰，証人等処罰の処罰，没

収保全，追徴保全及び国際共助手続の対象となる犯罪の拡大等を内容としていた。2017

年改正法は，一部の規定を除き，2017年 7月 11日に施行された。 

 

２  組犯法の没収・追徴と被害回復の仕組み 

組犯法は，大きく分けて①組織的な犯罪に対する処罰の強化，②犯罪収益の規制に関

する法整備の2つの柱から成っている。 

このうち②は，犯罪に関連して生じた収益の隠匿・収受等の行為を処罰の対象とする

とともに，そのような収益についての没収・追徴を強化することなどにより，組織的な

犯罪を経済的な側面から規制しようとするものである。 

また，組犯法では，没収保全・追徴保全の制度も定められている。没収保全とは，没

収保全命令による処分の禁止をいい（組犯法22条 1項），前提犯罪等に関し，組犯法そ

の他の法令の規定により没収することができる不法財産を没収するため，裁判所又は裁

判官が没収保全命令を発してその処分を一時的に禁止する処分である。追徴保全とは，

追徴保全命令による処分の禁止をいい（組犯法42条 1項），組犯法又はその他の法令の
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組犯法は平成11年 8月 12日に成立，同月18日に公布され，平成12年 2月 1日か

ら施行された。 

特殊詐欺は，平穏かつ健全な社会生活を著しく害するものであり，その犯罪収益も

巨額であるから，組犯法の規制目的が典型的にあてはまる犯罪類型である。 

そこで，本稿では，特殊詐欺と関連する組犯法の規定を説明し，特殊詐欺に組犯法

を適用する場合の問題点と対策を述べる。 

 

(2) 組犯法の構成 

平成 11 年に成立した組犯法では，次のような章立てが採られていた。なお，その

後，改正が重ねられている。後述するとおり，平成19年の犯収法の制定に伴い，「第

5章 疑わしい取引の届出」に関する規定は，章ごと削除された。 

    第 1章 総則（第1条・第2条） 

    第 2章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等（第3条～第17条） 

    第 3章 没収に関する手続等の特例（第18条～第21条） 

    第 4章 保全手続 

     第 1節 没収保全（第22条～第41条） 

     第 2節 追徴保全（第42条～第49条） 

     第 3節 雑則（第50条～第53条） 

    第 5章 疑わしい取引の届出（第54条～第58条） 

    第 6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等（第59条

～第74条） 

    第 7章 雑則（第75条・第76条） 

 

(3) 組犯法の改正の経緯の概要 

犯罪被害財産に対する被害者の民事の損害賠償請求を満足させるため，加害者に資

金を残そうという発想の下，組犯法では，これらの財産に対する没収・追徴を禁止し

ていた（改正前13条）。しかし，犯罪行為が組織的な態様で行われた事案や，いわゆ

るマネー・ローンダリング行為が行われるなどして犯罪被害財産の追求が困難となっ

た事案においては，被害者は，およそ自己の責に帰することのない事情により，民事

上の請求をためらい，加害者に対しこれを行使することが困難な状況に置かれること

となり，犯罪被害財産の没収及びその価額の追徴の禁止を維持したままでは，結果と

して，犯人による犯罪収益の保有をそのまま放置してしまいかねない事態が生じていた。

こうした中，暴力団関係者らによる大規模なヤミ金融事件（五菱会ヤミ金融事件357）

における犯罪収益等の一部が，外国の銀行口座に送金されて隠匿され，同国当局によ

りこれが没収されるという事態が発生し，当該外国から当該財産を譲り受けて同事件

の被害者の被害の回復に充てる必要性が指摘されるに至った。しかし，我が国の法制

上，外国からそのような財産を譲り受けるに際し，いわゆる相互主義（将来において

同様の要請に応じる旨の保証）をすることができないこと，また，仮に外国から財産
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を譲り受けることができたとしても，そのような財産を被害者の被害回復に充てるた

めの手続が存在しないことが問題となった358。このように，当初の組犯法の規定では，

加害者の犯罪収益を没収し被害者に弁償することは困難であることが明らかになった。

被害者の被害回復のためには没収・追徴を認めた上で，没収・追徴により回収した財

産を国庫に帰属させるのではなく被害者に支給する仕組みの必要性が認識され，その

ような支給手続を定めた被害回復給付金支給法が2006年に成立し，施行された。組犯

法も，犯罪被害財産の没収・追徴の禁止により生じていた上記の問題に適切に対処す

るため，組犯法に新たに13条 3項及び16条 2項を設けて，被害者が犯人に対する損

害賠償請求権等を行使することが困難であると認められる場合を類型化した 13 条 3

項各号のいずれかに該当する場合については，犯罪被害財産の没収・追徴をすること

ができる内容へと改正された359。 

2007年に犯収法が施行され，疑わしい取引の届出等は同法により定められるに至っ

た。これに伴い「疑わしい取引の届出」を定めていた組犯法5章（54条～58条）は，

削除された。 

2017年には，犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み，並びに国際的な組織犯罪の防

止に関する国際連合条約の締結に伴い，テロリズム集団その他の組織的犯罪集団によ

る実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定，犯罪収益規

制に関する規定その他所要の規定を整備する必要があるとして，組犯法が一部改正さ

れた。この改正は，法律の目的への「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

を実施するため」の加筆，犯罪収益の定義の拡大，テロリズム集団その他の組織的犯

罪手段による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰，証人等処罰の処罰，没

収保全，追徴保全及び国際共助手続の対象となる犯罪の拡大等を内容としていた。2017

年改正法は，一部の規定を除き，2017年 7月 11日に施行された。 

 

２  組犯法の没収・追徴と被害回復の仕組み 

組犯法は，大きく分けて①組織的な犯罪に対する処罰の強化，②犯罪収益の規制に関

する法整備の2つの柱から成っている。 

このうち②は，犯罪に関連して生じた収益の隠匿・収受等の行為を処罰の対象とする

とともに，そのような収益についての没収・追徴を強化することなどにより，組織的な

犯罪を経済的な側面から規制しようとするものである。 

また，組犯法では，没収保全・追徴保全の制度も定められている。没収保全とは，没

収保全命令による処分の禁止をいい（組犯法22条 1項），前提犯罪等に関し，組犯法そ

の他の法令の規定により没収することができる不法財産を没収するため，裁判所又は裁

判官が没収保全命令を発してその処分を一時的に禁止する処分である。追徴保全とは，

追徴保全命令による処分の禁止をいい（組犯法42条 1項），組犯法又はその他の法令の
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規定により追徴すべき場合における追徴の裁判の執行を確保するため，裁判所又は裁判

官が追徴保全命令を発して被告人又は被疑者の財産の処分を一時的に禁止する処分で

ある。 

この点，組犯法及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の

防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（以下「麻薬特例法」

という。）においては，没収対象財産の範囲が定められ，「犯罪収益」等の概念を設けて，

その意味について定義規定を置いていることから，以下ではこれらを概説する。 

 

 

(1) 没収対象財産 

組犯法における没収対象財産とは，組犯法別表若しくは同法2条 2項 2号イからニ

までに掲げる罪，同項3号若しくは4号に規定する罪又は9条 1項から3項まで，10

条若しくは11条の罪に係る被告事件・被疑事件に関し，不法財産であって，同法その

他の法令の規定により没収することができるもの（組犯法22条 1項）をいう。なお，

麻薬特例法における没収対象財産は，②薬物犯罪等に係る被告事件・被疑事件に関し，

麻薬特例法，麻薬及び向精神薬取締法その他の法令の規定により没収することができ

る財産（麻薬特例法19条 1項）をいう。 

このうち，組犯法の規定による没収とは，同法13条の規定によるものを指し，麻薬

特例法の規定による没収とは，同法11条の規定によるものをいう。 

 

(2) 組犯法上の犯罪収益等360 

以下では，組犯法上の重要な定義である「犯罪収益」（組犯法2条 2項），「犯罪収益

に由来する財産」（組犯法2条 3項）及び「犯罪収益等」（組犯法2条 4項）について

概説する。 

麻薬特例法にも，組犯法と同様に「薬物犯罪収益」（麻薬特例法2条 3項），「薬物犯

罪収益に由来する財産」（麻薬特例法2条 4項），「薬物犯罪収益等」（麻薬特例法2条

5 項）が定義されているところ，麻薬特例法では，薬物犯罪収益については，業とし

て期間内に犯人が取得した財産であって，その価額が当該期間内における犯人の稼働

の状況又は法令に基づく給付の受給の状況に照らし不相当に高額であると認められる

場合，薬物犯罪収益と推定する規定があることが特徴的である（麻薬特例法14条）。 

 

  ア 犯罪収益 

「犯罪収益」（組犯法 2 条 2 項）とは，①財産上の不正な利益を得る目的で犯し

た，次の（イ），（ロ）に掲げる罪の犯罪行為により生じ，もしくは当該犯罪行為によ

り得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産（なお，（イ），（ロ）は，それぞ

れ，(イ)死刑又は無期若しくは長期 4 年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められて

いる罪（ロに掲げる罪及び麻薬特例法2条 2項各号に掲げる罪を除く。），（ロ）別表

                            
360 三浦守ほか著『組織的犯罪対策関連三法の解説』（法曹会）65頁以下参照 

（以下「前掲三浦ほか」として引用） 

第 1（第 3号を除く。）又は別表第 2に掲げる罪である。），②覚せい剤取締法に定め

る覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等の罪361又は売春防止法，銃砲刀剣類

所持等取締法若しくはサリン等による人身被害の防止に関する法律に定める各資金

等の提供の罪の犯罪行為により提供された資金，③7条の2の罪（証人等買収）又は

不正競争防止法 18 条 1 項の違反行為に係る同法 21 条 2 項 7 号（外国公務員等に対

する不正の利益の供与等）の罪の犯罪行為により供与された財産，④公衆等脅迫目

的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律に定める資金提供の罪に係

る資金，⑤第6条の2（テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為

を伴う重大犯罪遂行の計画）の罪の犯罪行為である計画をした者が，計画をした犯

罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産をいう362。 

上記①にいう「財産」とは，社会通念上経済的価値が認められる利益一般をいう。

動産，不動産といった有体物に限らず，金銭債権や無体財産権も含まれ，必ずしも譲

渡性を必要としない。ただし，拳銃の譲渡代金の請求権のように，法律上その存在を

認めることのできない無効な債権は，ここにいう「財産」には含まれない。 

犯罪収益が生じる前提となる犯罪を前提犯罪という。「財産上の不正な利益を得る

目的」とは，その取得，保持が法秩序上許容されない利益を得る目的をいう。財産を

得ることが構成要件となっている財産犯（詐欺も含まれる。）や収賄などの罪によっ

て得られた財産は，当然に「財産上の不正な利益を得る目的」で犯した罪の犯罪行為

により得た財産に該当することになる。また，銃器等の譲渡の罪については，譲渡代

金を得る目的でその犯行に及んだ場合，その代金が，仮に仕入れ代金を下回る額で

あったとしても，法秩序上，その取得，保持が許されないものであり，「財産上の不

正な利益を得る目的」で犯した罪の犯罪により得た財産に該当する。 

前提犯罪が組織的な形態で行われたことは，犯罪収益の要件ではない。犯罪収益規

制の対象とすべき犯罪行為は，暴力団等の組織との関連で行われることが多いであ

ろうが，実行犯としては単独犯であるものも少なくないことなどを考慮したためで

ある。 

 

イ 犯罪収益に由来する財産363 

「犯罪収益に由来する財産」（組犯法2条 3項）とは，犯罪収益の果実として得た

財産，犯罪収益の対価として得た財産，これらの財産の対価として得た財産その他

犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。これには，犯罪収益を預貯金し

た場合における利子・利息，犯罪収益を賃貸した場合における地代・家賃等犯罪収

益の果実として得た財産，犯罪収益の売却代金等犯罪収益の対価として得た財産の

                            
361 覚せい剤原料の輸入等による資金等の提供等の罪等の犯罪行為により提供された資金を犯罪収

益としているのは，改正前の麻薬特例法 2条 3 項において，薬物四法の薬物の輸入等に係る資金

等の提供等の罪に係る資金が不法収益とされていることに対応する。 
362 これらの罪の「犯罪行為」には，日本国外でした行為であって，当該行為が日本国内において行

われたとしたならばこれらの罪に当たり，かつ，当該行為地の法令により罪に当たるものも含ま

れる。 
363 前掲三浦ほか74頁以下参照 



第４編 特殊詐欺の被害回復

－233－

規定により追徴すべき場合における追徴の裁判の執行を確保するため，裁判所又は裁判

官が追徴保全命令を発して被告人又は被疑者の財産の処分を一時的に禁止する処分で

ある。 

この点，組犯法及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の

防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律（以下「麻薬特例法」

という。）においては，没収対象財産の範囲が定められ，「犯罪収益」等の概念を設けて，

その意味について定義規定を置いていることから，以下ではこれらを概説する。 

 

 

(1) 没収対象財産 

組犯法における没収対象財産とは，組犯法別表若しくは同法2条 2項 2号イからニ

までに掲げる罪，同項3号若しくは4号に規定する罪又は9条 1項から3項まで，10

条若しくは11条の罪に係る被告事件・被疑事件に関し，不法財産であって，同法その

他の法令の規定により没収することができるもの（組犯法22条 1項）をいう。なお，

麻薬特例法における没収対象財産は，②薬物犯罪等に係る被告事件・被疑事件に関し，

麻薬特例法，麻薬及び向精神薬取締法その他の法令の規定により没収することができ

る財産（麻薬特例法19条 1項）をいう。 

このうち，組犯法の規定による没収とは，同法13条の規定によるものを指し，麻薬

特例法の規定による没収とは，同法11条の規定によるものをいう。 

 

(2) 組犯法上の犯罪収益等360 

以下では，組犯法上の重要な定義である「犯罪収益」（組犯法2条 2項），「犯罪収益

に由来する財産」（組犯法2条 3項）及び「犯罪収益等」（組犯法2条 4項）について

概説する。 

麻薬特例法にも，組犯法と同様に「薬物犯罪収益」（麻薬特例法2条 3項），「薬物犯

罪収益に由来する財産」（麻薬特例法2条 4項），「薬物犯罪収益等」（麻薬特例法2条

5 項）が定義されているところ，麻薬特例法では，薬物犯罪収益については，業とし

て期間内に犯人が取得した財産であって，その価額が当該期間内における犯人の稼働

の状況又は法令に基づく給付の受給の状況に照らし不相当に高額であると認められる

場合，薬物犯罪収益と推定する規定があることが特徴的である（麻薬特例法14条）。 

 

  ア 犯罪収益 

「犯罪収益」（組犯法 2 条 2 項）とは，①財産上の不正な利益を得る目的で犯し

た，次の（イ），（ロ）に掲げる罪の犯罪行為により生じ，もしくは当該犯罪行為によ

り得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産（なお，（イ），（ロ）は，それぞ

れ，(イ)死刑又は無期若しくは長期 4 年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められて

いる罪（ロに掲げる罪及び麻薬特例法2条 2項各号に掲げる罪を除く。），（ロ）別表

                            
360 三浦守ほか著『組織的犯罪対策関連三法の解説』（法曹会）65頁以下参照 

（以下「前掲三浦ほか」として引用） 

第 1（第 3号を除く。）又は別表第 2に掲げる罪である。），②覚せい剤取締法に定め

る覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等の罪361又は売春防止法，銃砲刀剣類

所持等取締法若しくはサリン等による人身被害の防止に関する法律に定める各資金

等の提供の罪の犯罪行為により提供された資金，③7条の2の罪（証人等買収）又は

不正競争防止法 18 条 1 項の違反行為に係る同法 21 条 2 項 7 号（外国公務員等に対

する不正の利益の供与等）の罪の犯罪行為により供与された財産，④公衆等脅迫目

的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律に定める資金提供の罪に係

る資金，⑤第6条の2（テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為

を伴う重大犯罪遂行の計画）の罪の犯罪行為である計画をした者が，計画をした犯

罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産をいう362。 

上記①にいう「財産」とは，社会通念上経済的価値が認められる利益一般をいう。

動産，不動産といった有体物に限らず，金銭債権や無体財産権も含まれ，必ずしも譲

渡性を必要としない。ただし，拳銃の譲渡代金の請求権のように，法律上その存在を

認めることのできない無効な債権は，ここにいう「財産」には含まれない。 

犯罪収益が生じる前提となる犯罪を前提犯罪という。「財産上の不正な利益を得る

目的」とは，その取得，保持が法秩序上許容されない利益を得る目的をいう。財産を

得ることが構成要件となっている財産犯（詐欺も含まれる。）や収賄などの罪によっ

て得られた財産は，当然に「財産上の不正な利益を得る目的」で犯した罪の犯罪行為

により得た財産に該当することになる。また，銃器等の譲渡の罪については，譲渡代

金を得る目的でその犯行に及んだ場合，その代金が，仮に仕入れ代金を下回る額で

あったとしても，法秩序上，その取得，保持が許されないものであり，「財産上の不

正な利益を得る目的」で犯した罪の犯罪により得た財産に該当する。 

前提犯罪が組織的な形態で行われたことは，犯罪収益の要件ではない。犯罪収益規

制の対象とすべき犯罪行為は，暴力団等の組織との関連で行われることが多いであ

ろうが，実行犯としては単独犯であるものも少なくないことなどを考慮したためで

ある。 

 

イ 犯罪収益に由来する財産363 

「犯罪収益に由来する財産」（組犯法2条 3項）とは，犯罪収益の果実として得た

財産，犯罪収益の対価として得た財産，これらの財産の対価として得た財産その他

犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。これには，犯罪収益を預貯金し

た場合における利子・利息，犯罪収益を賃貸した場合における地代・家賃等犯罪収

益の果実として得た財産，犯罪収益の売却代金等犯罪収益の対価として得た財産の

                            
361 覚せい剤原料の輸入等による資金等の提供等の罪等の犯罪行為により提供された資金を犯罪収

益としているのは，改正前の麻薬特例法 2条 3 項において，薬物四法の薬物の輸入等に係る資金

等の提供等の罪に係る資金が不法収益とされていることに対応する。 
362 これらの罪の「犯罪行為」には，日本国外でした行為であって，当該行為が日本国内において行

われたとしたならばこれらの罪に当たり，かつ，当該行為地の法令により罪に当たるものも含ま

れる。 
363 前掲三浦ほか74頁以下参照 
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ほか，これらの財産の対価として得た財産，その他犯罪収益の保有又は処分に基づ

いて得た財産として特定され追跡可能な財産が含まれる。 

 

ウ 犯罪収益等364 

「犯罪収益等」（組犯法2条 4項）とは，犯罪収益，犯罪収益に由来する財産又は

これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。 

 

(3) 組犯法上の没収・追徴 

 

ア 犯罪収益等の没収（組犯法13条）365 

組犯法13条 1項の没収は，刑法19条 1項の特則を定めたものであるが，刑法19

条 1項の没収と同様に，任意的な没収である。 

 

組犯法13条（犯罪収益等の没収等） 

1. 次に掲げる財産は，不動産若しくは動産又は金銭債権（金銭の支払を目

的とする債権をいう。以下同じ。）であるときは，これを没収することが

できる。 

① 犯罪収益（略） 

② 犯罪収益に由来する財産（略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ 第10条又は第11条の罪に係る犯罪収益等 

⑥ （略） 

⑦ （略） 

 

麻薬特例法 11 条 1 項の規定による薬物犯罪収益等の没収が，金銭債権以外の無

形の財産を含め，全ての種類の財産を対象とし，かつ，没収が必要的とされている

のと異なる。この点，麻薬特例法は，①麻薬及び向精神薬の不正取引条約（麻薬及

び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約）の趣旨に的確に応じる必要性

があるとともに，他の締結国から個別の財産についての剥奪に関する共助の要請が

あった場合，追徴によって応じることとすると，他の債権者の換価手続への参加等

により当該財産自体を剥奪して国庫に帰属させることができないことがあるため，

条約上の義務を適切に履行するには，できる限り没収の対象財産を拡大する必要が

あること，また，②薬物犯罪による収益はこれを防止する必要性が極めて高い薬物

犯罪の犯罪活動に再投資される蓋然性が高い上，もともと薬物犯罪は特定の被害者

が想定されない犯罪であることから，薬物犯罪収益については，その剥奪を徹底し

ようとしたものである。 

                            
364 前掲三浦ほか75頁以下参照 
365 前掲三浦ほか134頁以下参照 

これに対し，組犯法の没収については，条約上の義務の履行として設けるもので

はなく，同じく国際的な要請に応じるためとしても，その対応にはある程度の幅が

ある上，前提犯罪に被害者のある犯罪（財産犯のような直接的な被害者に限らず，

殺人の被害者の遺族などについても配慮する必要がある。）など多様な類型の犯罪

を含むため，個別具体的な状況に応じて没収・追徴を行うべき場合が少なくないこ

とを考慮して，有体物及び金銭債権を没収の対象とし，かつ，任意的としたもので

ある366。 

もっとも，組犯法 13 条 4 項は，同法 9 条 1 項から 3 項まで（不法収益等による

法人等の事業経営の支配を目的とする行為）の罪が薬物不法収益等に係る場合にお

ける没収について規定しており，9 条 1 項の罪の株主等の地位に係る株式も若しく

は持分又は同条2，3項の罪に係る債権であって，薬物不法収益等を用いることによ

り取得されたものや，その他13条 3項各号に掲げる財産については，金銭債権以外

の無形の財産を含め，すべての種類の財産を対象とし，かつ，必要的に没収するこ

とを規定する。この点，麻薬特例法11条 1項の薬物犯罪収益等の没収と同様の趣旨

のものである367。 

 

イ 犯罪被害財産 

組犯法13条 2項は，1項に掲げる財産が犯罪被害財産であるときは，これを没収

することができないことを規定する。 

 

組犯法13条（犯罪収益等の没収等） 

1. （略） 

2. 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産（次に掲げる罪の犯罪行為により

その被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に

基づき得た財産をいう。以下同じ。）であるときは，これを没収すること

ができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合に

おいて，当該部分についても，同様とする。 

① 財産に対する罪 

② （以下，略） 

 

犯罪収益等は，本来，犯人から剥奪すべきものであるが，被害者がその財産につ

いて正当な権利を有し没収ができない場合又はこれに準じる場合であって，犯人か

らこれを没収することによって，被害者の犯人に対する損害賠償請求権などの私法

上の請求権の実現を困難にすることが被害者保護の観点から適当でないと認めら

れる場合には，没収・追徴を控えるべきものと考えられる。この点は，財産罪に限

らず，犯罪収益が被害者から犯人に財産や価値が移転することによって生じたもの

                            
366 なお，組犯法13条 1項の没収に関し，別に没収の規定（刑法197条の 5など）がある場合には

その特別の規定が適用され，本項の規定は適用されない。 
367 なお，組犯法 16 条 3項は，麻薬特例法 11 条 2項と同様に，裁判所の裁量による没収から追徴

への切替えを認めるものである。 
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ほか，これらの財産の対価として得た財産，その他犯罪収益の保有又は処分に基づ

いて得た財産として特定され追跡可能な財産が含まれる。 

 

ウ 犯罪収益等364 

「犯罪収益等」（組犯法2条 4項）とは，犯罪収益，犯罪収益に由来する財産又は

これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。 

 

(3) 組犯法上の没収・追徴 

 

ア 犯罪収益等の没収（組犯法13条）365 

組犯法13条 1項の没収は，刑法19条 1項の特則を定めたものであるが，刑法19

条 1項の没収と同様に，任意的な没収である。 

 

組犯法13条（犯罪収益等の没収等） 

1. 次に掲げる財産は，不動産若しくは動産又は金銭債権（金銭の支払を目

的とする債権をいう。以下同じ。）であるときは，これを没収することが

できる。 

① 犯罪収益（略） 

② 犯罪収益に由来する財産（略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ 第10条又は第11条の罪に係る犯罪収益等 

⑥ （略） 

⑦ （略） 

 

麻薬特例法 11 条 1 項の規定による薬物犯罪収益等の没収が，金銭債権以外の無

形の財産を含め，全ての種類の財産を対象とし，かつ，没収が必要的とされている

のと異なる。この点，麻薬特例法は，①麻薬及び向精神薬の不正取引条約（麻薬及

び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約）の趣旨に的確に応じる必要性

があるとともに，他の締結国から個別の財産についての剥奪に関する共助の要請が

あった場合，追徴によって応じることとすると，他の債権者の換価手続への参加等

により当該財産自体を剥奪して国庫に帰属させることができないことがあるため，

条約上の義務を適切に履行するには，できる限り没収の対象財産を拡大する必要が

あること，また，②薬物犯罪による収益はこれを防止する必要性が極めて高い薬物

犯罪の犯罪活動に再投資される蓋然性が高い上，もともと薬物犯罪は特定の被害者

が想定されない犯罪であることから，薬物犯罪収益については，その剥奪を徹底し

ようとしたものである。 

                            
364 前掲三浦ほか75頁以下参照 
365 前掲三浦ほか134頁以下参照 

これに対し，組犯法の没収については，条約上の義務の履行として設けるもので

はなく，同じく国際的な要請に応じるためとしても，その対応にはある程度の幅が

ある上，前提犯罪に被害者のある犯罪（財産犯のような直接的な被害者に限らず，

殺人の被害者の遺族などについても配慮する必要がある。）など多様な類型の犯罪

を含むため，個別具体的な状況に応じて没収・追徴を行うべき場合が少なくないこ

とを考慮して，有体物及び金銭債権を没収の対象とし，かつ，任意的としたもので

ある366。 

もっとも，組犯法 13 条 4 項は，同法 9 条 1 項から 3 項まで（不法収益等による

法人等の事業経営の支配を目的とする行為）の罪が薬物不法収益等に係る場合にお

ける没収について規定しており，9 条 1 項の罪の株主等の地位に係る株式も若しく

は持分又は同条2，3項の罪に係る債権であって，薬物不法収益等を用いることによ

り取得されたものや，その他13条 3項各号に掲げる財産については，金銭債権以外

の無形の財産を含め，すべての種類の財産を対象とし，かつ，必要的に没収するこ

とを規定する。この点，麻薬特例法11条 1項の薬物犯罪収益等の没収と同様の趣旨

のものである367。 

 

イ 犯罪被害財産 

組犯法13条 2項は，1項に掲げる財産が犯罪被害財産であるときは，これを没収

することができないことを規定する。 

 

組犯法13条（犯罪収益等の没収等） 

1. （略） 

2. 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産（次に掲げる罪の犯罪行為により

その被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に

基づき得た財産をいう。以下同じ。）であるときは，これを没収すること

ができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合に

おいて，当該部分についても，同様とする。 

① 財産に対する罪 

② （以下，略） 

 

犯罪収益等は，本来，犯人から剥奪すべきものであるが，被害者がその財産につ

いて正当な権利を有し没収ができない場合又はこれに準じる場合であって，犯人か

らこれを没収することによって，被害者の犯人に対する損害賠償請求権などの私法

上の請求権の実現を困難にすることが被害者保護の観点から適当でないと認めら

れる場合には，没収・追徴を控えるべきものと考えられる。この点は，財産罪に限

らず，犯罪収益が被害者から犯人に財産や価値が移転することによって生じたもの

                            
366 なお，組犯法13条 1項の没収に関し，別に没収の規定（刑法197条の 5など）がある場合には

その特別の規定が適用され，本項の規定は適用されない。 
367 なお，組犯法 16 条 3項は，麻薬特例法 11 条 2項と同様に，裁判所の裁量による没収から追徴

への切替えを認めるものである。 
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である場合にも，被害者は，その保有する財産を現に失い，犯罪収益について正当

な権利又はこれに準ずるような密接な利益を有し，その原状回復を求め得るのであ

るから，その原状回復を優先させるために，没収・追徴を控えるべきものと考えら

れる。そこで，このような場合には，没収ができないものとされた368。 

しかしながら，犯罪行為が組織的な態様で行われた事案や，いわゆるマネー・ロ

ーンダリングが行われるなどして犯罪被害財産の追求が困難となった事案におい

ては，被害者は，およそ自己の責に帰することのない事情により，民事上の請求権

の行使をためらったり，適切な者にこれを行使することが困難な状況に置かれたり

することになり，犯罪被害財産の没収・追徴の禁止を維持したままでは，結果とし

て，犯人による犯罪収益の保有を放置したままとなりかねない事態等も生じていた。

こうした中，暴力団関係者らによる大規模なヤミ金融事件（五菱会事件）における

犯罪収益等の一部が，スイス連邦の銀行口座に送金されて隠匿され，同国当局によ

りこれが没収されるという事態が発生し，スイス連邦から当該財産を譲り受けて同

事件の被害者の被害の回復に充てる必要性が指摘されるに至った369。 

このような状況を踏まえ，平成 18 年法律 86 号による組犯法の一部改正により，

被害者による損害賠償請求権の行使が困難な類型について，没収・追徴が認められ，

組犯法13条 3項，16条 2項が新設された。 

 

組犯法第13条（犯罪収益等の没収等） 

3. 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，犯罪

被害財産（第1項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合に

おける当該部分を含む。以下この項において同じ。）を没収することがで

きる。 

① 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が，団体の活動として，当該犯罪行

為を実行するための組織により行われたもの，又は第3条第2項に

規定する目的で行われたものであるとき，その他犯罪の性質に照ら

し，前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関

し，犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であ

ると認められるとき。 

② 当該犯罪被害財産について，その取得若しくは処分若しくは発生の

原因につき事実を仮装し，又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が

行われたとき。 

                            
368 前掲三浦ほか144頁以下参照 
369 東京高判平成 17 年 11 月 17 日判例タイムズ 1212 号 310 頁は，組犯法 13 条 2項，16 条 1項た

だし書を文字通りに解釈することにより生じるところの不合理さ，すなわち，被害者保護に役立

たず，犯罪による利得が犯人の手元に残されることになり，法の趣旨や同条項の趣旨に資さない

ことなどの不合理さを指摘したうえで，「当該財産に対して被害者が私法上の権利を現実に行使す

る可能性がないような場合には，その財産は，13条 2項，16条 1項ただし書により没収・追徴が

禁止された『犯罪被害財産』には当たらないと解するのが相当である」と判示した。 

③ 当該犯罪被害財産について，情を知って，これを収受する行為が行

われたとき。 

 

組犯法16条（追徴） 

2. 前項ただし書の規定にかかわらず，第 13 条第 3 項各号のいずれかに該

当するときは，その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができ

る。 

 

この点，組犯法13条 3項 1号前段（前項各号に掲げる罪の犯罪行為が，団体の活

動として，当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの，又は3条 2項

に規定する目的で行われたものであるとき）は，後段（その他犯罪の性質に照らし，

前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し，犯人に対する損害

賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき）の例示であり，

後段に規定されている「犯罪の性質」は，犯罪被害財産を得る原因となった犯罪の

罪の種類，犯罪行為が組織的に敢行されたかどうかなどの犯罪行為の態様等の客観

的事情をいい，後段に当たる例としては，前段の要件には必ずしも当たらないもの

の組織的な態様で犯罪行為が行われたような事案，暴力団員が殊更に自己が所属す

る暴力団組織の威力や組織による報復の可能性を示しつつ恐喝に及ぶ事案などが

考えられる370。 

特殊詐欺の事案は，多くの場合に「犯人に対する損害賠償請求権の行使が困難」

であり，また犯人が詐欺により取得した財産をそのまま保有していることは考えに

くく，「その取得等の原因につき事実を仮装」若しくは「犯罪被害財産を隠匿」し，

又は犯罪被害財産の「収受」を伴う事案も多いと見られる。 

そこで，特殊詐欺の被害者の被害回復のためには，組犯法13条 3項各号又は同法

16条 2項を適用して犯罪被害財産を没収又はその価額を追徴した上で，被害回復給

付手続によって被害回復をすることが重要である。 

ところが，特殊詐欺に関する公表されている裁判例によれば，これらの規定を適

用して特殊詐欺の被害回復をした事例がほとんど見当たらない。 

当局はこれらの規定を適切に適用して，特殊詐欺の被害回復をしなければならな

い。 

これらの規定により犯罪被害財産の没収等をするときは，「その言渡しと同時に，

没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価

額である旨を示さなければならない」とされている（同法18条の2第 1項）。その

理由につき，犯罪被害財産の没収等の裁判の執行などにより国庫に帰属する金銭は，

被害回復給付金の支給に充てるものとされていることから（同法18条の2第2項），

犯罪被害財産以外の財産を没収し，又はその価額を追徴した場合のように歳入に繰

り入れるのではなく，給付資金（犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関

                            
370 ジュリスト1319号 82頁参照 
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である場合にも，被害者は，その保有する財産を現に失い，犯罪収益について正当

な権利又はこれに準ずるような密接な利益を有し，その原状回復を求め得るのであ

るから，その原状回復を優先させるために，没収・追徴を控えるべきものと考えら

れる。そこで，このような場合には，没収ができないものとされた368。 

しかしながら，犯罪行為が組織的な態様で行われた事案や，いわゆるマネー・ロ

ーンダリングが行われるなどして犯罪被害財産の追求が困難となった事案におい

ては，被害者は，およそ自己の責に帰することのない事情により，民事上の請求権

の行使をためらったり，適切な者にこれを行使することが困難な状況に置かれたり

することになり，犯罪被害財産の没収・追徴の禁止を維持したままでは，結果とし

て，犯人による犯罪収益の保有を放置したままとなりかねない事態等も生じていた。

こうした中，暴力団関係者らによる大規模なヤミ金融事件（五菱会事件）における

犯罪収益等の一部が，スイス連邦の銀行口座に送金されて隠匿され，同国当局によ

りこれが没収されるという事態が発生し，スイス連邦から当該財産を譲り受けて同

事件の被害者の被害の回復に充てる必要性が指摘されるに至った369。 

このような状況を踏まえ，平成 18 年法律 86 号による組犯法の一部改正により，

被害者による損害賠償請求権の行使が困難な類型について，没収・追徴が認められ，

組犯法13条 3項，16条 2項が新設された。 

 

組犯法第13条（犯罪収益等の没収等） 

3. 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するときは，犯罪

被害財産（第1項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合に

おける当該部分を含む。以下この項において同じ。）を没収することがで

きる。 

① 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が，団体の活動として，当該犯罪行

為を実行するための組織により行われたもの，又は第3条第2項に

規定する目的で行われたものであるとき，その他犯罪の性質に照ら

し，前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関

し，犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であ

ると認められるとき。 

② 当該犯罪被害財産について，その取得若しくは処分若しくは発生の

原因につき事実を仮装し，又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が

行われたとき。 

                            
368 前掲三浦ほか144頁以下参照 
369 東京高判平成 17 年 11 月 17 日判例タイムズ 1212 号 310 頁は，組犯法 13 条 2項，16 条 1項た

だし書を文字通りに解釈することにより生じるところの不合理さ，すなわち，被害者保護に役立

たず，犯罪による利得が犯人の手元に残されることになり，法の趣旨や同条項の趣旨に資さない

ことなどの不合理さを指摘したうえで，「当該財産に対して被害者が私法上の権利を現実に行使す

る可能性がないような場合には，その財産は，13条 2項，16条 1項ただし書により没収・追徴が

禁止された『犯罪被害財産』には当たらないと解するのが相当である」と判示した。 

③ 当該犯罪被害財産について，情を知って，これを収受する行為が行

われたとき。 

 

組犯法16条（追徴） 

2. 前項ただし書の規定にかかわらず，第 13 条第 3 項各号のいずれかに該

当するときは，その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができ

る。 

 

この点，組犯法13条 3項 1号前段（前項各号に掲げる罪の犯罪行為が，団体の活

動として，当該犯罪行為を実行するための組織により行われたもの，又は3条 2項

に規定する目的で行われたものであるとき）は，後段（その他犯罪の性質に照らし，

前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回復に関し，犯人に対する損害

賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき）の例示であり，

後段に規定されている「犯罪の性質」は，犯罪被害財産を得る原因となった犯罪の

罪の種類，犯罪行為が組織的に敢行されたかどうかなどの犯罪行為の態様等の客観

的事情をいい，後段に当たる例としては，前段の要件には必ずしも当たらないもの

の組織的な態様で犯罪行為が行われたような事案，暴力団員が殊更に自己が所属す

る暴力団組織の威力や組織による報復の可能性を示しつつ恐喝に及ぶ事案などが

考えられる370。 

特殊詐欺の事案は，多くの場合に「犯人に対する損害賠償請求権の行使が困難」

であり，また犯人が詐欺により取得した財産をそのまま保有していることは考えに

くく，「その取得等の原因につき事実を仮装」若しくは「犯罪被害財産を隠匿」し，

又は犯罪被害財産の「収受」を伴う事案も多いと見られる。 

そこで，特殊詐欺の被害者の被害回復のためには，組犯法13条 3項各号又は同法

16条 2項を適用して犯罪被害財産を没収又はその価額を追徴した上で，被害回復給

付手続によって被害回復をすることが重要である。 

ところが，特殊詐欺に関する公表されている裁判例によれば，これらの規定を適

用して特殊詐欺の被害回復をした事例がほとんど見当たらない。 

当局はこれらの規定を適切に適用して，特殊詐欺の被害回復をしなければならな

い。 

これらの規定により犯罪被害財産の没収等をするときは，「その言渡しと同時に，

没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価

額である旨を示さなければならない」とされている（同法18条の2第 1項）。その

理由につき，犯罪被害財産の没収等の裁判の執行などにより国庫に帰属する金銭は，

被害回復給付金の支給に充てるものとされていることから（同法18条の2第2項），

犯罪被害財産以外の財産を没収し，又はその価額を追徴した場合のように歳入に繰

り入れるのではなく，給付資金（犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関

                            
370 ジュリスト1319号 82頁参照 
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する法律2条 3号）として検察官が保管しなければならず，裁判所において両者を

明確に区別しておく必要があるからと解されている。 

なお，犯罪被害財産又はその価額である旨は，主文で示すべきであると解されて

おり，これを示さなかった第1審判決を破棄した裁判例もある371。 

 

ウ 犯罪収益等が混和した財産の没収等（組犯法14条）372 

本条は，改正前の麻薬特例法15条と同じく，不法財産が不法財産以外の財産と混

和した財産の没収について規定する373。 

 

エ 追徴（組犯法16条） 

組犯法16条は，1項が任意的追徴規定であるのに対し，3項は必要的追徴規定で

あり，没収における同法13条 1項と4項の区別に対応する。同法16条 3項が規定

する同法 13 条 4 項の場合とは，同法 9 条の不法収益等による法人等の事業経営の

支配を目的とする行為の罪に係る場合である。 

      

(4) 組犯法上の没収保全・追徴保全 

 

  ア 没収保全（組犯法22条） 

没収保全とは，没収保全命令による処分の禁止をいう（組犯法22条 5項）。 

これは，前提犯罪等に関し，組犯法その他の法令に規定により没収することがで

きる不法財産（組犯法13条 1項各号又は3項各号）を没収するため，裁判所又は裁

判官が没収保全命令を発してその処分を一時的に禁止する処分である。 

没収保全命令は，没収対象財産に当たると思料するに足りる相当な理由があり，

かつ，これを没収するため必要があると認める場合に，受訴裁判所の職権又は検察

官の請求により発せられる。 

また，没収保全に関連する制度として，附帯保全の制度がある。附帯保全とは，

附帯保全命令による処分の禁止をいう（組犯法22条 2項）。これは，地上権，抵当

権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は

発しようとする場合において，裁判所又は裁判官が，附帯保全命令を別に発して，

当該権利の処分を禁止する処分である374。 

 

  イ 起訴前の没収保全（組犯法23条） 

没収保全命令又は附帯保全命令は起訴前でも発することができ，この場合には，

検察官と並んで司法警察員も，没収保全命令又は附帯保全命令を請求することがで

きる（組犯法23条 1項）。司法警察員の請求により没収保全命令又は附帯保全命令

                            
371 福岡高判平成22年 8月 22日判例タイムズ1335号 281頁 
372 前掲三浦151頁以下参照 
373 麻薬特例法12条参照 
374 没収保全の請求の方式については犯罪収益保全規則3条に，附帯保全の請求の方式については

同規則4条に定めがある。 

が発せられたときは，速やかに，関係書類を検察官に送付しなければならない（組

犯法23条 2項）。 

起訴前の没収保全又は附帯保全の期間は，原則として30日であり，その期間内に

公訴が提起されなければ効力を失うが（組犯法23条 3項），この期間は検察官の請

求により，30日ごとに何度でも更新することが可能である（組犯法23条 4項）。 

 

  ウ 追徴保全（組犯法42条） 

追徴保全とは，追徴保全命令による処分の禁止をいう（組犯法42条 5項）。 

    これは，組犯法又はその他の法令の規定により追徴すべき場合における追徴の裁

判の執行を確保するため，裁判所又は裁判官が追徴保全命令を発して被告人又は被

疑者の財産の処分を一時的に禁止する処分である。 

この制度は，没収保全とともに，犯罪収益等の剥奪を確実に行うことを目的とす

る制度であり，麻薬特例法において新たに設けられたものであるが，組犯法により，

対象となる犯罪の範囲が大幅に拡充された。 

なお，没収保全と異なり，起訴前の追徴保全ができるのは組犯法16条 2項の追徴

の規定により必要的追徴をすべき場合に限られており，請求権者も検察官に限られ

ている。 

 

(5) 組犯法の没収・追徴を行うために特殊詐欺事案に関して考えられる犯罪 

前述したとおり，組犯法は，犯罪収益等の没収・追徴に関する規定を設けている。 

組犯法上，没収・追徴の対象となる犯罪は，幅広く規定されているが，特殊詐欺で

問題となりそうな以下の前提犯罪375及び犯罪収益等隠匿・同収受罪について論じてい

く。 

 

  ① 詐欺罪（刑法246条） 

 

   ア 組織的な詐欺であることの要否 

前提犯罪たる詐欺罪について，組犯法は，組織的な詐欺であることを要求して

いないため，組織性は不要である。 

 

   イ 犯罪着手前に取得した財産と犯罪収益 

犯罪収益となるためには，犯罪行為によって取得した財産であれば良いため，

その取得時期が犯罪成立の前後を問わない（平成 20 年 11 月 4 日最高裁判所決

定）。 

例えば，詐欺罪に着手する前に取得した前払い報酬であっても，犯罪収益に該

当する。 

                            
375 前提犯罪とは，犯罪収益等を生み出す犯罪のことである。この点，ＪＡＦＩＣによれば，前提犯

罪とは，「不法な収益を生み出す犯罪であって，その収益がマネー・ローンダリングの対象となる

もの」とされている。 
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する法律2条 3号）として検察官が保管しなければならず，裁判所において両者を

明確に区別しておく必要があるからと解されている。 

なお，犯罪被害財産又はその価額である旨は，主文で示すべきであると解されて

おり，これを示さなかった第1審判決を破棄した裁判例もある371。 

 

ウ 犯罪収益等が混和した財産の没収等（組犯法14条）372 

本条は，改正前の麻薬特例法15条と同じく，不法財産が不法財産以外の財産と混

和した財産の没収について規定する373。 

 

エ 追徴（組犯法16条） 

組犯法16条は，1項が任意的追徴規定であるのに対し，3項は必要的追徴規定で

あり，没収における同法13条 1項と4項の区別に対応する。同法16条 3項が規定

する同法 13 条 4 項の場合とは，同法 9 条の不法収益等による法人等の事業経営の

支配を目的とする行為の罪に係る場合である。 

      

(4) 組犯法上の没収保全・追徴保全 

 

  ア 没収保全（組犯法22条） 

没収保全とは，没収保全命令による処分の禁止をいう（組犯法22条 5項）。 

これは，前提犯罪等に関し，組犯法その他の法令に規定により没収することがで

きる不法財産（組犯法13条 1項各号又は3項各号）を没収するため，裁判所又は裁

判官が没収保全命令を発してその処分を一時的に禁止する処分である。 

没収保全命令は，没収対象財産に当たると思料するに足りる相当な理由があり，

かつ，これを没収するため必要があると認める場合に，受訴裁判所の職権又は検察

官の請求により発せられる。 

また，没収保全に関連する制度として，附帯保全の制度がある。附帯保全とは，

附帯保全命令による処分の禁止をいう（組犯法22条 2項）。これは，地上権，抵当

権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は

発しようとする場合において，裁判所又は裁判官が，附帯保全命令を別に発して，

当該権利の処分を禁止する処分である374。 

 

  イ 起訴前の没収保全（組犯法23条） 

没収保全命令又は附帯保全命令は起訴前でも発することができ，この場合には，

検察官と並んで司法警察員も，没収保全命令又は附帯保全命令を請求することがで

きる（組犯法23条 1項）。司法警察員の請求により没収保全命令又は附帯保全命令

                            
371 福岡高判平成22年 8月 22日判例タイムズ1335号 281頁 
372 前掲三浦151頁以下参照 
373 麻薬特例法12条参照 
374 没収保全の請求の方式については犯罪収益保全規則3条に，附帯保全の請求の方式については

同規則4条に定めがある。 

が発せられたときは，速やかに，関係書類を検察官に送付しなければならない（組

犯法23条 2項）。 

起訴前の没収保全又は附帯保全の期間は，原則として30日であり，その期間内に

公訴が提起されなければ効力を失うが（組犯法23条 3項），この期間は検察官の請

求により，30日ごとに何度でも更新することが可能である（組犯法23条 4項）。 

 

  ウ 追徴保全（組犯法42条） 

追徴保全とは，追徴保全命令による処分の禁止をいう（組犯法42条 5項）。 

    これは，組犯法又はその他の法令の規定により追徴すべき場合における追徴の裁

判の執行を確保するため，裁判所又は裁判官が追徴保全命令を発して被告人又は被

疑者の財産の処分を一時的に禁止する処分である。 

この制度は，没収保全とともに，犯罪収益等の剥奪を確実に行うことを目的とす

る制度であり，麻薬特例法において新たに設けられたものであるが，組犯法により，

対象となる犯罪の範囲が大幅に拡充された。 

なお，没収保全と異なり，起訴前の追徴保全ができるのは組犯法16条 2項の追徴

の規定により必要的追徴をすべき場合に限られており，請求権者も検察官に限られ

ている。 

 

(5) 組犯法の没収・追徴を行うために特殊詐欺事案に関して考えられる犯罪 

前述したとおり，組犯法は，犯罪収益等の没収・追徴に関する規定を設けている。 

組犯法上，没収・追徴の対象となる犯罪は，幅広く規定されているが，特殊詐欺で

問題となりそうな以下の前提犯罪375及び犯罪収益等隠匿・同収受罪について論じてい

く。 

 

  ① 詐欺罪（刑法246条） 

 

   ア 組織的な詐欺であることの要否 

前提犯罪たる詐欺罪について，組犯法は，組織的な詐欺であることを要求して

いないため，組織性は不要である。 

 

   イ 犯罪着手前に取得した財産と犯罪収益 

犯罪収益となるためには，犯罪行為によって取得した財産であれば良いため，

その取得時期が犯罪成立の前後を問わない（平成 20 年 11 月 4 日最高裁判所決

定）。 

例えば，詐欺罪に着手する前に取得した前払い報酬であっても，犯罪収益に該

当する。 

                            
375 前提犯罪とは，犯罪収益等を生み出す犯罪のことである。この点，ＪＡＦＩＣによれば，前提犯

罪とは，「不法な収益を生み出す犯罪であって，その収益がマネー・ローンダリングの対象となる

もの」とされている。 
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② 組織的詐欺罪（組犯法3条 1項 13号） 

 

   ア 組織的詐欺罪とは 

詐欺罪が，団体の活動（団体の意思決定に基づく行為であって，その効果又は

これによる利益が当該団体に帰属するものをいう。）として，詐欺罪に当たる行為

を実行するための組織により行われたときは，組織的詐欺罪となる。 

 

   イ 特殊詐欺について組織的詐欺罪を検討する重要性 

特殊詐欺は，そのほとんどが組織的に敢行された犯罪であるため，単なる詐欺

罪にとどまらず，組織的詐欺罪への該当性が常に問題となりうる犯罪である。 

そして，特殊詐欺からの被害回復を考えた場合，単なる詐欺罪であれば被害金

の流れまで解明されるとは限らないのに対し，組織的詐欺罪であれば，下記の組

織的詐欺罪の要件である団体性，団体活動性，組織性の実態解明に伴って被害金

の流れまで明らかとなることもあるため，特殊詐欺について組織的詐欺罪を検討

することは極めて重要である。 

 

   ウ 「団体」「団体の活動」の意義 

「団体」とは，共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって，その目的

又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織（指揮命令に基づき，あらかじめ

定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。）

により反復して行われるものをいう（組犯法2条 1項）。 

「団体の活動」とは，団体の意思決定に基づく行為であって，その効果又はこ

れによる利益が当該団体に帰属するものをいう（組犯法3条 1項）。 

「多数人」が何人程度を意味するかも問題となりうるが，2 人以上であれば良

いと解されている376。 

規定上，「団体」は，反社会的組織に限られない。普通の会社組織も，共同の目

的を有する多数人の継続的結合体であって，その目的又は意思を実現する行為の

全部又は一部が組織により反復して行われるものであるため，上記意義からする

と，組織的詐欺罪の団体性の要件を満たすこととなる。 

この点に関し，一般の会社が詐欺行為を働いた場合，常に詐欺罪ではなく組織

的詐欺罪が成立することとなりかねないとして，団体性あるいは団体の活動性の

認定について，何らかの限定を加えるべきとする見解もある。しかし，この見解

に対しては，組織的詐欺罪の成立のためには，団体性の要件に加えて「罪に当た

る行為を実行するための組織により」との規定があるので，団体性の要件に限定

を加える必要はないとの反論がなされている。 

 

  

                            
376 判例タイムズ1421号 40頁 

  ③ 犯罪収益等隠匿罪（組犯法10条） 

 

   ア 犯罪収益等隠匿罪とは 

犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装した場合，犯罪収益等を隠匿

した場合，犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した場合に，犯罪収益等隠匿

罪となる。 

犯罪収益等隠匿罪は，マネー・ローンダリングを処罰する規定である。 

 

   イ 趣旨 

立法担当者は，単に犯罪収益が犯罪組織の維持・拡大に利用されるのを防ぐだ

けでなく，隠匿された犯罪収益が合法的な経済活動にも流れて悪影響を及ぼすこ

とを防止することにもあるとしている。 

したがって，後記の犯罪収益等収受罪とともに，正当な経済活動に対する影響

を防止しようとする予備罪的性格を有する抽象的危険犯とされている。 

 

   ウ 特殊詐欺について犯罪収益等隠匿罪を検討する重要性 

特殊詐欺事案について犯罪収益等隠匿罪を適用するには，特殊詐欺の被害金の

流れを解明する必要がある。 

特殊詐欺の被害金の流れが解明されれば，被害回復にもつながるため，特殊詐

欺からの被害回復のためにも，特殊詐欺事案について犯罪収益等隠匿罪を検討す

ることは極めて重要である。 

 

   エ 構成要件 

 

    (ｱ) 組織性が不要なこと 

犯罪収益等隠匿罪の前提犯罪は，組織性を要件としないため，1 回限りの詐

欺であっても，犯罪収益等隠匿罪の前提犯罪に該当する。 

 

    (ｲ) 犯罪収益等であることの認識の程度 

犯罪収益等であることの認識の程度としては，前提犯罪のうち，いずれかの

犯罪によることの認識で足りるか，それともそのうちの特定の犯罪によるもの

であることの認識まで必要かという問題がある。 

しかし，条文上は「犯罪収益等」としか規定されていないことからすると，

理論的には前者が妥当と考えることができる377。 

 

   オ 主体 

犯罪収益等隠匿罪の趣旨から，前提犯罪を犯した者も犯罪収益等隠匿罪の主体
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② 組織的詐欺罪（組犯法3条 1項 13号） 

 

   ア 組織的詐欺罪とは 

詐欺罪が，団体の活動（団体の意思決定に基づく行為であって，その効果又は

これによる利益が当該団体に帰属するものをいう。）として，詐欺罪に当たる行為

を実行するための組織により行われたときは，組織的詐欺罪となる。 

 

   イ 特殊詐欺について組織的詐欺罪を検討する重要性 

特殊詐欺は，そのほとんどが組織的に敢行された犯罪であるため，単なる詐欺

罪にとどまらず，組織的詐欺罪への該当性が常に問題となりうる犯罪である。 

そして，特殊詐欺からの被害回復を考えた場合，単なる詐欺罪であれば被害金

の流れまで解明されるとは限らないのに対し，組織的詐欺罪であれば，下記の組

織的詐欺罪の要件である団体性，団体活動性，組織性の実態解明に伴って被害金

の流れまで明らかとなることもあるため，特殊詐欺について組織的詐欺罪を検討

することは極めて重要である。 

 

   ウ 「団体」「団体の活動」の意義 

「団体」とは，共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって，その目的

又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織（指揮命令に基づき，あらかじめ

定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。）

により反復して行われるものをいう（組犯法2条 1項）。 

「団体の活動」とは，団体の意思決定に基づく行為であって，その効果又はこ

れによる利益が当該団体に帰属するものをいう（組犯法3条 1項）。 

「多数人」が何人程度を意味するかも問題となりうるが，2 人以上であれば良

いと解されている376。 

規定上，「団体」は，反社会的組織に限られない。普通の会社組織も，共同の目

的を有する多数人の継続的結合体であって，その目的又は意思を実現する行為の

全部又は一部が組織により反復して行われるものであるため，上記意義からする

と，組織的詐欺罪の団体性の要件を満たすこととなる。 

この点に関し，一般の会社が詐欺行為を働いた場合，常に詐欺罪ではなく組織

的詐欺罪が成立することとなりかねないとして，団体性あるいは団体の活動性の

認定について，何らかの限定を加えるべきとする見解もある。しかし，この見解

に対しては，組織的詐欺罪の成立のためには，団体性の要件に加えて「罪に当た

る行為を実行するための組織により」との規定があるので，団体性の要件に限定

を加える必要はないとの反論がなされている。 

 

  

                            
376 判例タイムズ1421号 40頁 

  ③ 犯罪収益等隠匿罪（組犯法10条） 

 

   ア 犯罪収益等隠匿罪とは 

犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装した場合，犯罪収益等を隠匿

した場合，犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した場合に，犯罪収益等隠匿

罪となる。 

犯罪収益等隠匿罪は，マネー・ローンダリングを処罰する規定である。 

 

   イ 趣旨 

立法担当者は，単に犯罪収益が犯罪組織の維持・拡大に利用されるのを防ぐだ

けでなく，隠匿された犯罪収益が合法的な経済活動にも流れて悪影響を及ぼすこ

とを防止することにもあるとしている。 

したがって，後記の犯罪収益等収受罪とともに，正当な経済活動に対する影響

を防止しようとする予備罪的性格を有する抽象的危険犯とされている。 

 

   ウ 特殊詐欺について犯罪収益等隠匿罪を検討する重要性 

特殊詐欺事案について犯罪収益等隠匿罪を適用するには，特殊詐欺の被害金の

流れを解明する必要がある。 

特殊詐欺の被害金の流れが解明されれば，被害回復にもつながるため，特殊詐

欺からの被害回復のためにも，特殊詐欺事案について犯罪収益等隠匿罪を検討す

ることは極めて重要である。 

 

   エ 構成要件 

 

    (ｱ) 組織性が不要なこと 

犯罪収益等隠匿罪の前提犯罪は，組織性を要件としないため，1 回限りの詐

欺であっても，犯罪収益等隠匿罪の前提犯罪に該当する。 

 

    (ｲ) 犯罪収益等であることの認識の程度 

犯罪収益等であることの認識の程度としては，前提犯罪のうち，いずれかの

犯罪によることの認識で足りるか，それともそのうちの特定の犯罪によるもの

であることの認識まで必要かという問題がある。 

しかし，条文上は「犯罪収益等」としか規定されていないことからすると，

理論的には前者が妥当と考えることができる377。 

 

   オ 主体 

犯罪収益等隠匿罪の趣旨から，前提犯罪を犯した者も犯罪収益等隠匿罪の主体
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となる。すなわち，前提犯罪を犯した者は，証拠隠滅罪は成立しないが犯罪収益

等隠匿罪は成立する。 

前提犯罪を犯した者以外の者については，証拠隠滅罪と犯罪収益等隠匿罪が成

立し，両者は観念的競合となるとされている。 

 

   カ 客体 

犯罪収益等，すなわち犯罪収益，犯罪収益に由来する財産，又はこれらの財産

とこれらの財産以外の財産とが混和した財産である。 

 

   キ 未遂罪及び予備罪（組犯法10条 2項及び3項） 

 未遂罪及び予備罪の処罰規定がある。 

 

   ク 前提犯罪の実行の着手と犯罪収益等隠匿罪の成否 

前提犯罪の着手は不要であり，犯罪収益にかかる財産と前提犯罪との間に対価

関係が認められるのであれば，当該財産は「犯罪行為により得た財産」に該当す

ると考えて良い。前払い報酬も「犯罪行為により得た財産」に該当する378。 

ただし，「犯罪行為により得た」と規定されている以上，犯罪収益等隠匿罪の前

提となる犯罪が起訴されている必要まではないが，最終的に犯罪収益等隠匿罪の

前提となる犯罪が成立することは必要と考えるべきである379。 

 

   ケ 処罰の対象となる具体的な行為 

 

    (ｱ) 犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装とは 

例えば，正当な取引であることを装ってその旨の帳簿等を作成する場合，取

得した財産を仮装譲渡する場合，特殊詐欺の被害金を偽名や第三者名義で預貯

金する場合，特殊詐欺の被害金を偽名や第三者名義で為替送金する場合などが

該当する。 

 

    (ｲ) 犯罪収益等を隠匿とは 

例えば，特殊詐欺の被害金を極めて銀行秘密の固い銀行に預金する場合など

が該当する。 

 

  ④ 犯罪収益等収受罪（組犯法11条） 

 

   ア 犯罪収益等収受罪とは 

情を知って犯罪収益等を収受することである。ただし，法令上の義務の履行と

                            
378 判例タイムズ 1430 号 113 頁参照。また，平成 20 年 11 月 4 日最高裁判所決定は，「前提犯罪の

実行に着手する前に取得した前払い代金等であっても後に前提犯罪が成立する限り，「犯罪行為に

より得た財産」として「犯罪収益」に該当し」と判示している。 
379 判例タイムズ1430号 104頁 

して提供されたものを収受した者又は契約（債権者において相当の財産上の利益

を提供すべきものに限る。）のときに当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等に

よって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供

されたものを収受した場合には成立しない。 

犯罪収益等収受罪は，マネー・ローンダリングを処罰する規定である。 

 

   イ 趣旨 

犯罪収益等隠匿罪と同様に，合法的な経済活動に対する悪影響を防止する目的

を有する。 

本罪は，犯罪収益等を収受する行為を一律に禁じたものと解されており，組織

犯罪を誘発ないし助長するおそれのないことは本条の適用を排除しない（平成19

年 2月 7日大阪地方裁判所判決）。 

 

   ウ 特殊詐欺について犯罪収益等収受罪を検討する重要性 

特殊詐欺事案について犯罪収益等収受罪を適用するには，特殊詐欺の被害金の

流れを解明する必要がある。 

特殊詐欺の被害金の流れが解明されれば，被害回復にもつながるため，特殊詐

欺からの被害回復のためにも，特殊詐欺事案について犯罪収益等収受罪を検討す

ることは極めて重要である。 

 

   エ 構成要件 

 

    (ｱ) 組織性が不要なこと 

犯罪収益等収受罪の前提となる犯罪について組織性の要件は不要である。 

 

    (ｲ) 「情を知って」の意義と認識の程度 

この点が争われた平成 19 年 2 月 7 日大阪地方裁判所判決において，弁護人 

が「情を知って」とは，収受者が前提犯罪の行為状況を認識していただけでは

足りず，その行為が確定的に違法であることを認識していたことまで必要であ

ると主張したのに対し，判決では「情を知って」とは，「その文言や，同条（組

犯法11条）の趣旨に照らして，前提犯罪の行為状況及び収受に係る財産がその

前提犯罪に由来することの認識を意味すると考えられ，その行為が違法である

ことの認識までも求めているものとは解されない」とした。 

さらに「情を知って」の認識の程度としては，犯罪収益等かもしれないが，

それでもかまわないという未必的認識で足りるとされている。ただし，犯罪収

益等かもしれないという漠然とした心理状態では足りないとされている380。 
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となる。すなわち，前提犯罪を犯した者は，証拠隠滅罪は成立しないが犯罪収益

等隠匿罪は成立する。 

前提犯罪を犯した者以外の者については，証拠隠滅罪と犯罪収益等隠匿罪が成

立し，両者は観念的競合となるとされている。 

 

   カ 客体 

犯罪収益等，すなわち犯罪収益，犯罪収益に由来する財産，又はこれらの財産

とこれらの財産以外の財産とが混和した財産である。 

 

   キ 未遂罪及び予備罪（組犯法10条 2項及び3項） 

 未遂罪及び予備罪の処罰規定がある。 

 

   ク 前提犯罪の実行の着手と犯罪収益等隠匿罪の成否 

前提犯罪の着手は不要であり，犯罪収益にかかる財産と前提犯罪との間に対価

関係が認められるのであれば，当該財産は「犯罪行為により得た財産」に該当す

ると考えて良い。前払い報酬も「犯罪行為により得た財産」に該当する378。 

ただし，「犯罪行為により得た」と規定されている以上，犯罪収益等隠匿罪の前

提となる犯罪が起訴されている必要まではないが，最終的に犯罪収益等隠匿罪の

前提となる犯罪が成立することは必要と考えるべきである379。 

 

   ケ 処罰の対象となる具体的な行為 

 

    (ｱ) 犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装とは 

例えば，正当な取引であることを装ってその旨の帳簿等を作成する場合，取

得した財産を仮装譲渡する場合，特殊詐欺の被害金を偽名や第三者名義で預貯

金する場合，特殊詐欺の被害金を偽名や第三者名義で為替送金する場合などが

該当する。 

 

    (ｲ) 犯罪収益等を隠匿とは 

例えば，特殊詐欺の被害金を極めて銀行秘密の固い銀行に預金する場合など

が該当する。 

 

  ④ 犯罪収益等収受罪（組犯法11条） 

 

   ア 犯罪収益等収受罪とは 

情を知って犯罪収益等を収受することである。ただし，法令上の義務の履行と

                            
378 判例タイムズ 1430 号 113 頁参照。また，平成 20 年 11 月 4 日最高裁判所決定は，「前提犯罪の

実行に着手する前に取得した前払い代金等であっても後に前提犯罪が成立する限り，「犯罪行為に

より得た財産」として「犯罪収益」に該当し」と判示している。 
379 判例タイムズ1430号 104頁 

して提供されたものを収受した者又は契約（債権者において相当の財産上の利益

を提供すべきものに限る。）のときに当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等に

よって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供

されたものを収受した場合には成立しない。 

犯罪収益等収受罪は，マネー・ローンダリングを処罰する規定である。 

 

   イ 趣旨 

犯罪収益等隠匿罪と同様に，合法的な経済活動に対する悪影響を防止する目的

を有する。 

本罪は，犯罪収益等を収受する行為を一律に禁じたものと解されており，組織

犯罪を誘発ないし助長するおそれのないことは本条の適用を排除しない（平成19

年 2月 7日大阪地方裁判所判決）。 

 

   ウ 特殊詐欺について犯罪収益等収受罪を検討する重要性 

特殊詐欺事案について犯罪収益等収受罪を適用するには，特殊詐欺の被害金の

流れを解明する必要がある。 

特殊詐欺の被害金の流れが解明されれば，被害回復にもつながるため，特殊詐

欺からの被害回復のためにも，特殊詐欺事案について犯罪収益等収受罪を検討す

ることは極めて重要である。 

 

   エ 構成要件 

 

    (ｱ) 組織性が不要なこと 

犯罪収益等収受罪の前提となる犯罪について組織性の要件は不要である。 

 

    (ｲ) 「情を知って」の意義と認識の程度 

この点が争われた平成 19 年 2 月 7 日大阪地方裁判所判決において，弁護人 

が「情を知って」とは，収受者が前提犯罪の行為状況を認識していただけでは

足りず，その行為が確定的に違法であることを認識していたことまで必要であ

ると主張したのに対し，判決では「情を知って」とは，「その文言や，同条（組

犯法11条）の趣旨に照らして，前提犯罪の行為状況及び収受に係る財産がその

前提犯罪に由来することの認識を意味すると考えられ，その行為が違法である

ことの認識までも求めているものとは解されない」とした。 

さらに「情を知って」の認識の程度としては，犯罪収益等かもしれないが，

それでもかまわないという未必的認識で足りるとされている。ただし，犯罪収

益等かもしれないという漠然とした心理状態では足りないとされている380。 

 

  

                            
380 前掲城 190頁 



第４編 特殊詐欺の被害回復

－244－

    (ｳ) 「犯罪収益等」であることの認識の程度 

犯罪収益等隠匿罪と同様に考えられる。 

 

    (ｴ) 「収受」とは 

犯罪収益等を取得することである。有償無償を問わず，贈与，売買，消費貸

借等によって取得するもののほか，実質的に自己の物であるのと同様の支配関

係を持つに至れば良い。 

また，麻薬特例法の事案に関する裁判例であるが，薬物密売組織の中間的幹

部が，下部の密売人から集金した密売代金を，組織上部に渡すために，いった

ん受け取る行為について，麻薬特例法7条の「収受」に該当すると判断したも

のがある（平成 10 年 9 月 25 日大阪高等裁判所判決）。このような場合にまで

収受を認める必要はないとの考え方も可能ではあるが，薬物事犯や特殊詐欺に

ついて，組織の上位者にまで収益が渡る際には，中間者がいったんは収益を預

かるのが通常と思われることからすると，この中間者が薬物犯罪や組織犯罪を

助長しているのは間違いない。したがって，この判決は妥当であると考えられ

る。 

 

    (ｵ) 特殊詐欺事案における「情を知って」「犯罪収益等」を「収受」とは 

上記をまとめると，特殊詐欺事案において，情を知って犯罪収益等を収受し

たというためには，例えば，収受者において，収受した金員の一部が，詐欺や

恐喝，窃盗などの犯罪収益等収受罪の前提となる何らかの犯罪行為によって得

られた収益等かもしれないが，それでもかまわないと考えつつ，後日他人に渡

すつもりでいったん自分が預かることも含め，その収益等を自己の物であるの

と同様の支配をするに至れば，犯罪収益等収受罪に該当しうることとなる。  

 

   オ 主体 

犯罪収益等隠匿罪とは異なり，主体となりうるのは前提犯罪を犯した者以外の

者と解されている。したがって，前提犯罪の共同正犯者には犯罪収益等収受罪は

成立しないが，教唆犯や幇助犯には犯罪収益等収受罪が成立する。 

前提犯罪を犯した者については，実質的な加功の態様によって決すべきとする

立場と，形式的な罪名等によって決すべきとする立場があるが，前記平成19年 2

月 7日大阪地方裁判所判決は，実質的な加功の態様によって決すべきと判示した。 

 

   カ 客体 

犯罪収益等隠匿罪と同じく，犯罪収益等，すなわち犯罪収益，犯罪収益に由来

する財産，又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産である。 

 

   キ 処罰の対象となる具体的な行為 

例えば，特殊詐欺の被害金と知りながら広告料名目で受領する場合や，特殊詐

欺の被害金と知りながら上納金として受領する場合などが該当する。 

(6) 小括 

以上のような制度設計がなされている組犯法が活用されることが特殊詐欺事案に

おける被害回復との関係では重要であると考えられる。すなわち，特殊詐欺に対して

は，組犯法13条 3項各号又は同法16条 2項を適切に適用するとともに，没収保全・

追徴保全を活用した上で，多くの財産の没収・追徴を行って，被害回復給付金（詳細

は第２章第３参照）として被害者に対する被害回復を最大限実現していくことが重要

であると考えられる。 

 

３ 特殊詐欺事案における被害回復に関して組犯法が果たしている現状とその課題 

 

(1) 前提犯罪及び犯罪収益等収受罪の立件 

 

① 詐欺罪 

平成29年版犯罪白書によると，平成28年の詐欺罪の認知件数は4万 0990件で

あり，そのうちの検挙率は，45.3％であった。 

詐欺罪の認知件数は，平成14年から毎年増加し続け，平成17年に昭和35年以

降で最多となる8万 5596件となっている。これに対して，検挙率は，平成16年

に32.1％と最低になり，平成22年には66.1％に増加したものの，ここ数年は

40％台にとどまっており，平成28年は45.3％であった。 

平成28年の詐欺罪の認知件数は，一般刑法犯の中で72万 3148件の窃盗罪，10

万 0440件の器物損壊罪に次いで多い一方，検挙率は決して高いとはいえない（た

だし，一般刑法犯全体の検挙率は33.8％であるが，これは検挙率28.9％の窃盗罪

及び検挙率9.5％の器物損壊罪の検挙率が低いことが大きく影響していると思われ

る。）。 

詐欺罪の検挙率は，平成10年頃までは90％を超えていたが，その後減少してお

り，詐欺の手口の多様化，特に振り込め詐欺等の非対面型の詐欺の増加によって

検挙率の低下を招いたものと思われる。 

 

欺罪の認知件数・検挙件数・検挙率（平成29年版犯罪白書） 

 

年次（平成） 認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率 

８ 49,394 46,582 8,256 94.3 

９ 49,426 46,233 8,748 93.5 

10 48,279 44,405 8,651 92.0 

11 43,431 38,340 8,178 88.3 

12 44,384 35,255 8,492 79.4 

13 43,104 30,017 8,495 69.6 

14 49,482 31,547 9,507 63.8 

15 60,298 30,364 10,194 50.4 
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    (ｳ) 「犯罪収益等」であることの認識の程度 
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たというためには，例えば，収受者において，収受した金員の一部が，詐欺や
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成立しないが，教唆犯や幇助犯には犯罪収益等収受罪が成立する。 

前提犯罪を犯した者については，実質的な加功の態様によって決すべきとする

立場と，形式的な罪名等によって決すべきとする立場があるが，前記平成19年 2

月 7日大阪地方裁判所判決は，実質的な加功の態様によって決すべきと判示した。 

 

   カ 客体 

犯罪収益等隠匿罪と同じく，犯罪収益等，すなわち犯罪収益，犯罪収益に由来

する財産，又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産である。 

 

   キ 処罰の対象となる具体的な行為 

例えば，特殊詐欺の被害金と知りながら広告料名目で受領する場合や，特殊詐

欺の被害金と知りながら上納金として受領する場合などが該当する。 

(6) 小括 

以上のような制度設計がなされている組犯法が活用されることが特殊詐欺事案に

おける被害回復との関係では重要であると考えられる。すなわち，特殊詐欺に対して

は，組犯法13条 3項各号又は同法16条 2項を適切に適用するとともに，没収保全・

追徴保全を活用した上で，多くの財産の没収・追徴を行って，被害回復給付金（詳細

は第２章第３参照）として被害者に対する被害回復を最大限実現していくことが重要

であると考えられる。 

 

３ 特殊詐欺事案における被害回復に関して組犯法が果たしている現状とその課題 

 

(1) 前提犯罪及び犯罪収益等収受罪の立件 

 

① 詐欺罪 

平成29年版犯罪白書によると，平成28年の詐欺罪の認知件数は4万 0990件で

あり，そのうちの検挙率は，45.3％であった。 

詐欺罪の認知件数は，平成14年から毎年増加し続け，平成17年に昭和35年以

降で最多となる8万 5596件となっている。これに対して，検挙率は，平成16年

に32.1％と最低になり，平成22年には66.1％に増加したものの，ここ数年は

40％台にとどまっており，平成28年は45.3％であった。 

平成28年の詐欺罪の認知件数は，一般刑法犯の中で72万 3148件の窃盗罪，10

万 0440件の器物損壊罪に次いで多い一方，検挙率は決して高いとはいえない（た

だし，一般刑法犯全体の検挙率は33.8％であるが，これは検挙率28.9％の窃盗罪

及び検挙率9.5％の器物損壊罪の検挙率が低いことが大きく影響していると思われ

る。）。 

詐欺罪の検挙率は，平成10年頃までは90％を超えていたが，その後減少してお

り，詐欺の手口の多様化，特に振り込め詐欺等の非対面型の詐欺の増加によって

検挙率の低下を招いたものと思われる。 

 

欺罪の認知件数・検挙件数・検挙率（平成29年版犯罪白書） 

 

年次（平成） 認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率 

８ 49,394 46,582 8,256 94.3 

９ 49,426 46,233 8,748 93.5 

10 48,279 44,405 8,651 92.0 

11 43,431 38,340 8,178 88.3 

12 44,384 35,255 8,492 79.4 

13 43,104 30,017 8,495 69.6 

14 49,482 31,547 9,507 63.8 

15 60,298 30,364 10,194 50.4 
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16 83,015 26,617 11,238 32.1 

17 85,596 29,384 11,648 34.3 

18 74,632 30,127 12,406 40.4 

19 67,787 27,963 12,113 41.3 

20 64,558 30,277 12,036 46.9 

21 45,318 28,753 12,542 63.4 

22 37,659 24,897 11,306 66.1 

23 34,720 22,169 10,569 63.9 

24 34,762 20,264 10,997 58.3 

25 38,302 18,534 10,827 48.4 

26 41,523 17,165 10,489 41.3 

27 39,432 17,613 10,502 44.7 

28 40,990 18,582 10,360 45.3 

 

② 組織的詐欺罪 

平成 29 年版犯罪白書によると，平成 28 年における特殊詐欺の認知件数は 1 万

4154件，検挙件数は4471件，検挙人員は2369人である一方，組織的詐欺罪の検察

庁新規受理人員は，平成15年に106人，平成22年には最多の343人となるも，平

成28年は106人にとどまっている。 

振り込め詐欺等の非対面型の特殊詐欺については，その大半が複数の者によって

組織的に敢行されているといわれていることからすると，特殊詐欺はそのほとんど

が実際には組織的詐欺罪に該当していると思われる。そのように考えると，特殊詐

欺の検挙件数と比較して，組織的詐欺罪による検察庁新規受理人員は多いとはいえ

ないように思われる。 

 

  ③ 犯罪収益等隠匿罪 

平成29年版犯罪白書によると，平成28年の犯罪収益等隠匿罪の検察庁新規受理

人員は，216 人である。これは平成 27 年の 240 人と比較すると減少しているもの

の，平成26年の147人からは増加しており，ここ10年では3番目に多い人数であ

る。 

犯罪収益等隠匿罪が，特殊詐欺の被害回復を困難にする犯罪である以上，犯罪収

益等隠匿罪の立件数を増やすことが，被害回復に大きな役割を果たすことにつなが

ると思われる。 

 

  ④ 犯罪収益等収受罪 

平成29年版犯罪白書によると，平成28年の犯罪収益等収受罪の検察庁新規受理

人員は，69人である。これは平成27年の134人から大きく減少しており，ここ10

年で最も少ない人数である。 

犯罪収益等収受罪は，情を知って犯罪収益等を収受したことを立証する必要があ

るため，検挙に一定の困難を伴うようであるが，犯罪収益等収受罪が，特殊詐欺の

被害回復を困難にする犯罪である以上，犯罪収益等収受罪の立件数を増やすことが，

被害回復に大きな役割を果たすことにつながると思われる。 

  

  組織的詐欺罪・犯罪収益等隠匿罪・犯罪収益等収受罪の検察庁新規受理人員推移 

  （平成29年版犯罪白書） 

 

年次（平成） 組織的詐欺罪 犯罪収益等 

隠匿罪 

犯罪収益等 

収受罪 

14 18 27 12 

15 106 81 32 

16 106 91 25 

17 281 123 69 

18 241 136 83 

19 322 197 68 

20 240 188 95 

21 306 234 136 

22 343 205 95 

23 277 178 86 

24 22 199 71 

25 253 196 77 

26 207 147 120 

27 121 240 134 

28 106 216 69 

 

(2) 没収保全・追徴保全の活用，没収・保全の実施  

 

  ① はじめに 

犯罪収益等については，犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動への投資等に利

用されることを防止するため，これを剝奪することが極めて重要である。犯罪収益

等の没収・追徴は，裁判所の判決により言い渡されるが，没収・追徴の判決が言い

渡される前に，犯罪収益等の隠匿や散逸等が行われることのないよう，捜査機関は，

組犯法及び麻薬特例法に定める起訴前の没収保全・追徴保全措置を積極的に活用し

て没収・追徴の実効性を確保している。 

以下では，関係当局からのヒアリング結果等から，起訴前の没収保全・追徴保全

措置の活用状況を見ることにする。 

 

 ② 没収・追徴規定の実施状況 

組犯法に係る没収・追徴規定の実施状況は，警察庁犯罪収益移転防止対策室（Ｊ
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ると思われる。 
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人員は，69人である。これは平成27年の134人から大きく減少しており，ここ10

年で最も少ない人数である。 

犯罪収益等収受罪は，情を知って犯罪収益等を収受したことを立証する必要があ

るため，検挙に一定の困難を伴うようであるが，犯罪収益等収受罪が，特殊詐欺の

被害回復を困難にする犯罪である以上，犯罪収益等収受罪の立件数を増やすことが，

被害回復に大きな役割を果たすことにつながると思われる。 
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ＡＦＩＣ：Japan Financial Intelligence Center）の犯罪収益移転防止に関する年

次報告書において統計が公表されている。 

すなわち，第1審裁判所において行われる通常の公判手続における組犯法の没収・

追徴規定の適用状況は下表のとおりである381。 

 

年 没収 追徴 総数 

人員 金額 人員 金額 人員 金額 

平成24年 88 115,756 56 924,627 144 1,040,384 

平成 25年 119 701,489 47 16,431,835 166 17,133,324 

平成 26年 72 117,462 62 408,319 134 525,782 

平成 27年 86 1,581,286 76 2,542,167 162 4,123,454 

平成 28年 75 188,569 90 1,866,425 165 2,054,995 

 

なお，疑わしい取引に関する情報を端緒として没収・追徴に至った事件数は下表

のとおりである382。 

 

 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

没収 5 3 5 5 1 

追徴 （1） 2（2） 1（1） （2） 1（0） 

合計 5（1） 5（2） 6（1） 5（2） 2（0） 

 

  ③ 没収保全命令・追徴保全命令の件数 

我々が調査した没収保全・追徴保全（組犯法違反の罪名で検挙されたもののうち

前提犯罪が詐欺のものを集計したもの。起訴前・後を含む。）の件数は，次のとおり

である。ただ，母数が少ないので，統計的に有意なものではないことに留意が必要

である。 

   ア 平成29年の場合，没収・追徴の言渡しがあった被告人35人のうち，没収保全

のみが13人，追徴保全のみが18人，没収追徴いずれもありの人数は0人，いず

れもなしが4人である。 

   イ 平成28年の場合，没収・追徴の言渡しがあった被告人49人のうち，没収保全

のみが1人，追徴保全のみが10人，没収追徴いずれもありが4人，いずれもなし

が34人である。 

   ウ 起訴前の没収保全命令は，平成29年に188件，平成28年に183件が活用され

ているが，内訳の総計は公表されていない383。一方で，平成29年の特殊詐欺犯罪

                            
381 金額の単位は，千円（千円未満切り捨て）である。共犯者に重複して言い渡された没収・追徴

は，重複部分を控除した金額を計上している。 
382 追徴の括弧内の数字は没収と重複した事件数であり外数である。 
383 「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」（平成29年）48頁参照 

は4564件であるから，188件という没収保全命令の件数と比較しても，決して多

くはない。 

 

  ④ 起訴前の没収保全・追徴保全の請求に係る実務上の運用・問題 

 

   ア 請求者 

法律上，起訴前の没収保全命令の請求者については，「検察官又は司法警察員

（警察官たる司法警察員については，国家公安委員会又は都道府県公安委員会が

指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。）」（組犯法23条 1項）と規定

されている。一方で、起訴前の追徴保全命令の請求者は、検察官に限られている

（組犯法43条 1項）。 

 

   イ 事前協議 

没収保全・追徴保全命令については，実務上，請求をする前に裁判所で事前審

査を行うこととなっており，疑義が生じる部分は協議している。裁判所がこれで

は難しい（却下になる。）というものでそれ以上の疎明資料を出すことができなけ

れば，請求をしないこととなる。そのため，実際に請求が却下されることはほと

んどない。事前審査の段階でおおよそのことは決まっている。事前審査は3名の

裁判官で行っていることから，没収・追徴保全に関する各裁判官での判断の差は

少ないと思われる。 

 

   ウ 問題点 

「たまり」として発見されるのは，受け子の預金債権や，受け子から振り込ま 

れた先の預金債権であるが，結局，現金で引き出されてしまうと追跡捜査が及ば

ないため，なかなか発見には至らない。犯罪収益等隠匿罪・同収受罪も活用でき

ていない。 

警察庁犯罪収益移転防止対策室（ＪＡＦＩＣ：Japan Financial Intelligence 

Center）の犯罪収益移転防止に関する年次報告書（平成25年ないし同29年）に

も詐欺に関する具体的な検挙事例が以下のとおり掲載されている。この表によれ

ば，詐欺に関連して没収保全命令・追徴保全命令が発せられた事例は2件しかな

い。 

 

詐欺事件に係る不法収益等

を用いた法人等経営支配

（平成29年 7月・宮崎384） 

 無職の男は，出資金の名目で被害者から騙し取った不法

収益の一部を株式会社設立に際して発行された株式の出

資金として払い込むなどして，会社の発起人としての地位

を取得した上，自己を代表取締役に選任し，地方法務局に

会社の設立登記をさせたことから，組犯法違反（法人等経

                            
384 平成 26年 1月に広島・岡山で六代目山口組傘下組織周辺者による同様の事例がある。平成25

年 8月に群馬でも架空投資ファンド出資名目の詐欺事件で同様の事例がある。 
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ＡＦＩＣ：Japan Financial Intelligence Center）の犯罪収益移転防止に関する年

次報告書において統計が公表されている。 

すなわち，第1審裁判所において行われる通常の公判手続における組犯法の没収・

追徴規定の適用状況は下表のとおりである381。 

 

年 没収 追徴 総数 

人員 金額 人員 金額 人員 金額 

平成24年 88 115,756 56 924,627 144 1,040,384 

平成 25年 119 701,489 47 16,431,835 166 17,133,324 

平成 26年 72 117,462 62 408,319 134 525,782 

平成 27年 86 1,581,286 76 2,542,167 162 4,123,454 

平成 28年 75 188,569 90 1,866,425 165 2,054,995 

 

なお，疑わしい取引に関する情報を端緒として没収・追徴に至った事件数は下表

のとおりである382。 

 

 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

没収 5 3 5 5 1 

追徴 （1） 2（2） 1（1） （2） 1（0） 

合計 5（1） 5（2） 6（1） 5（2） 2（0） 

 

  ③ 没収保全命令・追徴保全命令の件数 

我々が調査した没収保全・追徴保全（組犯法違反の罪名で検挙されたもののうち

前提犯罪が詐欺のものを集計したもの。起訴前・後を含む。）の件数は，次のとおり

である。ただ，母数が少ないので，統計的に有意なものではないことに留意が必要

である。 

   ア 平成29年の場合，没収・追徴の言渡しがあった被告人35人のうち，没収保全

のみが13人，追徴保全のみが18人，没収追徴いずれもありの人数は0人，いず

れもなしが4人である。 

   イ 平成28年の場合，没収・追徴の言渡しがあった被告人49人のうち，没収保全

のみが1人，追徴保全のみが10人，没収追徴いずれもありが4人，いずれもなし

が34人である。 

   ウ 起訴前の没収保全命令は，平成29年に188件，平成28年に183件が活用され

ているが，内訳の総計は公表されていない383。一方で，平成29年の特殊詐欺犯罪

                            
381 金額の単位は，千円（千円未満切り捨て）である。共犯者に重複して言い渡された没収・追徴

は，重複部分を控除した金額を計上している。 
382 追徴の括弧内の数字は没収と重複した事件数であり外数である。 
383 「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」（平成29年）48頁参照 

は4564件であるから，188件という没収保全命令の件数と比較しても，決して多

くはない。 

 

  ④ 起訴前の没収保全・追徴保全の請求に係る実務上の運用・問題 

 

   ア 請求者 

法律上，起訴前の没収保全命令の請求者については，「検察官又は司法警察員

（警察官たる司法警察員については，国家公安委員会又は都道府県公安委員会が

指定する警部以上の者に限る。次項において同じ。）」（組犯法23条 1項）と規定

されている。一方で、起訴前の追徴保全命令の請求者は、検察官に限られている

（組犯法43条 1項）。 

 

   イ 事前協議 

没収保全・追徴保全命令については，実務上，請求をする前に裁判所で事前審

査を行うこととなっており，疑義が生じる部分は協議している。裁判所がこれで

は難しい（却下になる。）というものでそれ以上の疎明資料を出すことができなけ

れば，請求をしないこととなる。そのため，実際に請求が却下されることはほと

んどない。事前審査の段階でおおよそのことは決まっている。事前審査は3名の

裁判官で行っていることから，没収・追徴保全に関する各裁判官での判断の差は

少ないと思われる。 

 

   ウ 問題点 

「たまり」として発見されるのは，受け子の預金債権や，受け子から振り込ま 

れた先の預金債権であるが，結局，現金で引き出されてしまうと追跡捜査が及ば

ないため，なかなか発見には至らない。犯罪収益等隠匿罪・同収受罪も活用でき

ていない。 

警察庁犯罪収益移転防止対策室（ＪＡＦＩＣ：Japan Financial Intelligence 

Center）の犯罪収益移転防止に関する年次報告書（平成25年ないし同29年）に

も詐欺に関する具体的な検挙事例が以下のとおり掲載されている。この表によれ

ば，詐欺に関連して没収保全命令・追徴保全命令が発せられた事例は2件しかな

い。 

 

詐欺事件に係る不法収益等

を用いた法人等経営支配

（平成29年 7月・宮崎384） 

 無職の男は，出資金の名目で被害者から騙し取った不法

収益の一部を株式会社設立に際して発行された株式の出

資金として払い込むなどして，会社の発起人としての地位

を取得した上，自己を代表取締役に選任し，地方法務局に

会社の設立登記をさせたことから，組犯法違反（法人等経

                            
384 平成 26年 1月に広島・岡山で六代目山口組傘下組織周辺者による同様の事例がある。平成25

年 8月に群馬でも架空投資ファンド出資名目の詐欺事件で同様の事例がある。 
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営支配）で検挙した。 

電子計算機使用詐欺事件に

係る犯罪収益等隠匿（平成

29年 1月・警視庁） 

 会社員の男は，不正に取得した他人名義のアカウント及

びクレジットカード情報等を利用して仮想通貨を購入後，

海外の交換サイトを経由するなどして日本円に換金し，そ

の代金を他人名義の口座に振込入金させていたことから，

組犯法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙した。 

詐欺事件に係る犯罪収益等

収受（平成 29 年 10 月・警

視庁） 

 会社役員の男は，詐欺グループの男から，同男らが騙し

取った電子マネーに関する情報を，その情を知りながら，

電子メールで受信したことから，組犯法（犯罪収益等収受）

で検挙した。 

共政会傘下組織幹部による

詐欺事件に係る犯罪収益等

隠匿（平成 29 年 1 月・広

島） 

 共政会参加組織幹部の男は，数名の者と共謀し，携帯電

話機等販売店から携帯電話機等を騙し取り，それを他人名

義の身分証明書等を用いて売却した上，自己が管理する他

人名義の口座に振込入金させていたことから，組犯法（犯

罪収益等隠匿）で検挙した。 

日本人による国際的な多額

詐欺事件に係る犯罪収益等

隠匿（平成29年 3月・警視

庁385） 

 日本人の男は，商取引に係る偽りのメールを信じたフラ

ンスの建設会社から日本国内の銀行の日本人名義の口座

に送金された詐欺の被害金を当該口座から払い戻すに当

たり，銀行担当者に対して，通常の商取引による送金であ

るなどと虚偽の説明をして，被害金を正当な事業収益であ

るかのように装ったことから，同人を組犯法（犯罪収益等

隠匿）及び詐欺で検挙した。 

詐欺事件に係る犯罪収益等

隠匿（平成 28 年 1 月・大

阪） 

 土木作業員の男は，他人になりすまして信用金庫から騙

し取った現金 450 万円を自己が管理する他人名義の口座

に振込入金させていたことから，組犯法（犯罪収益等隠匿）

で検挙した。 

特殊詐欺・窃盗事件に係る

犯罪収益等隠匿（平成28年

6月・高知） 

 日本に在住する中国人の男は，複数の被害者から騙し取

った通帳，キャッシュカードを使用して現金合計150万円

を引き出して盗み，同現金の一部をコインロッカーに隠し

ていたことから，組犯法（犯罪収益等隠匿）で検挙した。 

詐欺事件の収益に対する起

訴前の没収保全命令（平成

28年 4月・熊本） 

 会社役員の男らが，他人の親族になりすまして現金を騙

し取る詐欺事件に関し，被害者から騙し取った現金を宿泊

先に預けていたことから，同現金の一部である約180万円

について起訴前の没収保全命令が発せられた。 

銀行員を装ったオレオレ詐

欺事件に係る犯罪収益等隠

 無職の男は，銀行員を装った預貯金保護名目のオレオレ

詐欺事件において，被害者方を訪問して現金を受け取る

                            
385 平成 28年 9月に愛知でも同様の事例あり（被害者は米国）。平成27年 1月及び3月に新潟・

埼玉でも同様の事例がある（被害者はシンガポール等で検挙されたのはナイジェリア人の男及び

日本人の女）。 

匿（平成 26 年 5 月・北海

道） 

「受け子」をしていたものであるが，被害者から受け取っ

た現金300万円を，公共施設の植え込み内に埋めて隠匿し

ていたことから，組犯法（犯罪収益等隠匿）で検挙した。 

口座詐欺事件に係る盗品等

有償譲受け及び犯罪収益等

収受（平成 26 年 1 月・兵

庫386） 

 会社員の男は，知人に対して預金通帳等を買い取ること

を持ちかけ，その知人が金融機関から騙し取った複数の預

金通帳等を合計4万円で譲り受けていたことから，盗品等

有償譲受け及び組犯法（犯罪収益等収受）で検挙した。 

送りつけ商法による詐欺及

び組犯法（犯罪収益等隠匿）

事件の収益に対する起訴前

の没収保全命令（平成26年

1月・京都） 

 会社役員の男らは，多数の被害者に対し，代金引換郵便

を利用して健康補助食品を送りつけ，その販売代金名目で

騙し取った現金を，日本郵便株式会社の職員を介して他人

名義の口座に振込入金させていたことから，同口座に貯金

されていた預金債権約 50 万円及び男が所持していた現金

約110万円について起訴前の没収保全命令が発せられた。 

 

(3) 小括 

 

特殊詐欺事案における被害回復に関して組犯法を活用するという観点からすれば，

できる限り多くの被害回復給付金（詳しくは第４編第２章「第３ 被害回復支給金」

参照）の支給につなげるために，特殊詐欺に対しては，組犯法13条 3項各号又は同法

16条 2項を適切に適用するとともに，より没収保全・追徴保全を活用した上で，より

多くの財産の没収・追徴を行うことが必要である。ところが，我が国では当局におい

てこの点が十分に意識されていないのではないかとの課題がある。 

 

４ 特殊詐欺事案における被害回復に向けた組犯法の内容及び運用等の方向性 

 

(1) 特殊詐欺事案の立件 

 

  ① 既に述べたように，特殊詐欺の検挙件数，検挙人員と比較して，組織的詐欺罪の

立件数は少ないことからすると，特殊詐欺の大半が単なる詐欺罪で立件されている

ことがうかがえる。 

    特殊詐欺は言うまでもなく組織的に行われるものであるから，組織的詐欺罪の要

件を満たすことも少なくないと思われる。当局は組犯法 13 条 3 項 1 号を適用する

ために，組織的詐欺罪で立件することを十分に検討すべきである。 

 

  ② 特殊詐欺においては，例えば犯人が振込先の口座として他人名義の口座を使用し

たり，被害者から詐取した現金を他人名義の口座に保管したりする事例が多いと思

われる。また，実行犯は首謀者らに詐取金を交付するものと思われる。これらの事

実は，いずれも組犯法 13 条 3 項 2 号又は同 3 号に該当する。当局がこれらの事実

                            
386 平成 25年 1月に奈良でも同様の事例がある。 
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営支配）で検挙した。 

電子計算機使用詐欺事件に

係る犯罪収益等隠匿（平成

29年 1月・警視庁） 

 会社員の男は，不正に取得した他人名義のアカウント及

びクレジットカード情報等を利用して仮想通貨を購入後，

海外の交換サイトを経由するなどして日本円に換金し，そ

の代金を他人名義の口座に振込入金させていたことから，

組犯法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙した。 

詐欺事件に係る犯罪収益等

収受（平成 29 年 10 月・警

視庁） 

 会社役員の男は，詐欺グループの男から，同男らが騙し

取った電子マネーに関する情報を，その情を知りながら，

電子メールで受信したことから，組犯法（犯罪収益等収受）

で検挙した。 

共政会傘下組織幹部による

詐欺事件に係る犯罪収益等

隠匿（平成 29 年 1 月・広

島） 

 共政会参加組織幹部の男は，数名の者と共謀し，携帯電

話機等販売店から携帯電話機等を騙し取り，それを他人名

義の身分証明書等を用いて売却した上，自己が管理する他

人名義の口座に振込入金させていたことから，組犯法（犯

罪収益等隠匿）で検挙した。 

日本人による国際的な多額

詐欺事件に係る犯罪収益等

隠匿（平成29年 3月・警視

庁385） 

 日本人の男は，商取引に係る偽りのメールを信じたフラ

ンスの建設会社から日本国内の銀行の日本人名義の口座

に送金された詐欺の被害金を当該口座から払い戻すに当

たり，銀行担当者に対して，通常の商取引による送金であ

るなどと虚偽の説明をして，被害金を正当な事業収益であ

るかのように装ったことから，同人を組犯法（犯罪収益等

隠匿）及び詐欺で検挙した。 

詐欺事件に係る犯罪収益等

隠匿（平成 28 年 1 月・大

阪） 

 土木作業員の男は，他人になりすまして信用金庫から騙

し取った現金 450 万円を自己が管理する他人名義の口座

に振込入金させていたことから，組犯法（犯罪収益等隠匿）

で検挙した。 

特殊詐欺・窃盗事件に係る

犯罪収益等隠匿（平成28年

6月・高知） 

 日本に在住する中国人の男は，複数の被害者から騙し取

った通帳，キャッシュカードを使用して現金合計150万円

を引き出して盗み，同現金の一部をコインロッカーに隠し

ていたことから，組犯法（犯罪収益等隠匿）で検挙した。 

詐欺事件の収益に対する起

訴前の没収保全命令（平成

28年 4月・熊本） 

 会社役員の男らが，他人の親族になりすまして現金を騙

し取る詐欺事件に関し，被害者から騙し取った現金を宿泊

先に預けていたことから，同現金の一部である約180万円

について起訴前の没収保全命令が発せられた。 

銀行員を装ったオレオレ詐

欺事件に係る犯罪収益等隠

 無職の男は，銀行員を装った預貯金保護名目のオレオレ

詐欺事件において，被害者方を訪問して現金を受け取る

                            
385 平成 28年 9月に愛知でも同様の事例あり（被害者は米国）。平成27年 1月及び3月に新潟・

埼玉でも同様の事例がある（被害者はシンガポール等で検挙されたのはナイジェリア人の男及び

日本人の女）。 

匿（平成 26 年 5 月・北海

道） 

「受け子」をしていたものであるが，被害者から受け取っ

た現金300万円を，公共施設の植え込み内に埋めて隠匿し

ていたことから，組犯法（犯罪収益等隠匿）で検挙した。 

口座詐欺事件に係る盗品等

有償譲受け及び犯罪収益等

収受（平成 26 年 1 月・兵

庫386） 

 会社員の男は，知人に対して預金通帳等を買い取ること

を持ちかけ，その知人が金融機関から騙し取った複数の預

金通帳等を合計4万円で譲り受けていたことから，盗品等

有償譲受け及び組犯法（犯罪収益等収受）で検挙した。 

送りつけ商法による詐欺及

び組犯法（犯罪収益等隠匿）

事件の収益に対する起訴前

の没収保全命令（平成26年

1月・京都） 

 会社役員の男らは，多数の被害者に対し，代金引換郵便

を利用して健康補助食品を送りつけ，その販売代金名目で

騙し取った現金を，日本郵便株式会社の職員を介して他人

名義の口座に振込入金させていたことから，同口座に貯金

されていた預金債権約 50 万円及び男が所持していた現金

約110万円について起訴前の没収保全命令が発せられた。 

 

(3) 小括 

 

特殊詐欺事案における被害回復に関して組犯法を活用するという観点からすれば，

できる限り多くの被害回復給付金（詳しくは第４編第２章「第３ 被害回復支給金」

参照）の支給につなげるために，特殊詐欺に対しては，組犯法13条 3項各号又は同法

16条 2項を適切に適用するとともに，より没収保全・追徴保全を活用した上で，より

多くの財産の没収・追徴を行うことが必要である。ところが，我が国では当局におい

てこの点が十分に意識されていないのではないかとの課題がある。 

 

４ 特殊詐欺事案における被害回復に向けた組犯法の内容及び運用等の方向性 

 

(1) 特殊詐欺事案の立件 

 

  ① 既に述べたように，特殊詐欺の検挙件数，検挙人員と比較して，組織的詐欺罪の

立件数は少ないことからすると，特殊詐欺の大半が単なる詐欺罪で立件されている

ことがうかがえる。 

    特殊詐欺は言うまでもなく組織的に行われるものであるから，組織的詐欺罪の要

件を満たすことも少なくないと思われる。当局は組犯法 13 条 3 項 1 号を適用する

ために，組織的詐欺罪で立件することを十分に検討すべきである。 

 

  ② 特殊詐欺においては，例えば犯人が振込先の口座として他人名義の口座を使用し

たり，被害者から詐取した現金を他人名義の口座に保管したりする事例が多いと思

われる。また，実行犯は首謀者らに詐取金を交付するものと思われる。これらの事

実は，いずれも組犯法 13 条 3 項 2 号又は同 3 号に該当する。当局がこれらの事実

                            
386 平成 25年 1月に奈良でも同様の事例がある。 
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を把握して立証することには困難性があるとは思えない。 

そこで，特殊詐欺の事案に対し，当局は組犯法 13 条 3 項 2 号又は同 3 号の適用

に着目して立件すべきである。 

  

(2) 没収保全・追徴保全の活用 

 

   前述のとおり，特殊詐欺の犯罪被害財産の行方が判明した場合には，犯罪被害財産

について没収・追徴をすることにはさほどの困難性はないと思われる。組犯法は没収

保全・追徴保全の制度を定める。そこで，特殊詐欺の犯罪被害財産の行方が判明した

場合には，直ちにこれらの保全をすべきである。 

 

第２ 犯罪収益移転防止法 

 

１ 概要 

 我が国においても，国際的なマネー・ローンダリング対策の要請を受けて，組犯法で

犯罪収益隠匿罪及び犯罪収益収受罪を定め，マネー・ローンダリングを犯罪化するとと

ともに，犯収法によって，マネー・ローンダリングの規制を実効的にするために銀行取

引等の取引時の本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務を定める。 

特殊詐欺における犯罪被害財産の行方を把握する手段としては，末端の実行犯らの取

調べから供述を得るだけではなく，とりわけ犯収法の疑わしき取引の届出制度による情

報の分析・活用によって，不審な金の流れを把握し，マネー・ローンダリングとして立

件していくことが重要である。 

  当局が巨額の不審な金の流れを把握したときには，詐欺罪及び犯罪収益隠匿罪等を立

件する中で，前述したとおり犯罪被害財産の没収等をした上で被害回復給付金を支給す

ることによって，特殊詐欺の被害回復に結び付けることができる。 

  国際的に指摘されているマネー・ローンダリング対策のポイントは，次の3点である。 

① 銀行等の取引時等における本人確認，確認記録の作成 

② 疑わしい取引の届出制度 

③ ＦＩＵの設置 

  我が国の犯収法は，これらの3点をいずれも充足している。 

 ところが，我が国における2017年における疑わしい取引の運用状況をみると，疑わし

い取引の受理件数は約40万件であるのに対し，疑わしい取引に関する情報を端緒として

マネー・ローンダリング事犯の検挙に至った事件数は合計22件であり，疑わしい取引に

関する情報を端緒として没収・追徴に至った事件数は2件にとどまっている（「犯罪収益

移転防止に関する年次報告書（平成29年）」36頁，40頁，41頁）。 

  そこで，以下，犯収法の立法及び改正の経過を紹介しながら，特殊詐欺の立件における犯

収法上の制度の意義を説明するとともに，疑わしい取引の届出による情報がマネー・ローン

ダリング事犯の検挙につながっていない原因及び対策を述べる。 

 

  

２ 国際的なマネー・ローンダリング対策の要請に対する我が国の取組 

 

(1) ＦＡＴＦ勧告 

マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策は，一国のみが規制を強化しても，

相対的に規制の緩い国で行われる傾向にあることから，その取組には国際的な協調が

不可欠となっている。 ＦＡＴＦ（Financial Action Task Force on Money Laundering：

金融活動作業部会）は，マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するた

めに，1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合であり，

2001年9月の米国同時多発テロ事件発生以降は，テロ資金供与に関する国際的な対策

と協力の推進にも指導的役割を果たしている。 

1990年，ＦＡＴＦは，マネー・ローンダリング対策の国際基準ともいうべき「40の

勧告」を発表し，金融機関への顧客の本人確認及び疑わしい取引報告の義務付け等を

提言した。また，2001年9月11日の米国同時多発テロ発生を受け，新たなテロ資金供与

対策の国際基準ともいうべきテロ資金供与に関する「8の特別勧告」2004年10月には「9

の特別勧告」を発表し，テロ関係の疑わしい取引の届出の義務化等を提言した。2003

年6月には，非金融業者（不動産業者，宝石商等）・職業的専門家（法律専門家等）に

対する適用等を内容とする「40の勧告」の改訂を行い，2012年2月には，「40の勧告」

と「9の特別勧告」を一本化し，新「40の勧告」に改訂している。 

 

(2) 我が国の取組 

我が国では，このような国際的動向を受けて，1990年6月に大蔵省等から金融機関等

に対して顧客の本人確認実施の要請がなされ，1992年7月に麻薬特例法により金融機

関等に薬物犯罪収益に関するマネー・ローンダリング情報の届出を義務付ける「疑わ

しい取引の届出制度」が創設された。 

さらに，その後の動向を踏まえ，2000年2月には組犯法により届出制度が拡充された。

同法は，届出の対象となる犯罪を「一定の重大犯罪」に拡大するとともに，マネー・

ローンダリング情報を一元的に集約し，整理・分析して捜査機関に提供する権限を，

金融庁長官（特定金融情報室）に付与した。 

2002年6月には，公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する

法律（以下「テロ資金提供処罰法」という。）が可決・成立した。同法の施行（同年

7月2日）に伴い，組犯法が一部改正され，テロリズムに対する資金供与の疑いがある

取引についても疑わしい取引の届出対象とされた。 

2003年1月6日には金融機関等本人確認法が施行され，金融機関等による顧客等の本

人確認，本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務付けられた。 

 

(3) 犯収法の成立・改正 

近年，金融機関以外の事業者がマネー・ローンダリング行為に利用されるなど，そ

の手口が複雑かつ巧妙化してきていることから，2003年6月のＦＡＴＦの「40の勧告」

改訂を受け，国際的な枠組みの中で我が国においても同勧告を実施し，対策を抜本的

に強化する必要が認められた。 
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を把握して立証することには困難性があるとは思えない。 

そこで，特殊詐欺の事案に対し，当局は組犯法 13 条 3 項 2 号又は同 3 号の適用

に着目して立件すべきである。 

  

(2) 没収保全・追徴保全の活用 

 

   前述のとおり，特殊詐欺の犯罪被害財産の行方が判明した場合には，犯罪被害財産

について没収・追徴をすることにはさほどの困難性はないと思われる。組犯法は没収

保全・追徴保全の制度を定める。そこで，特殊詐欺の犯罪被害財産の行方が判明した

場合には，直ちにこれらの保全をすべきである。 

 

第２ 犯罪収益移転防止法 

 

１ 概要 

 我が国においても，国際的なマネー・ローンダリング対策の要請を受けて，組犯法で

犯罪収益隠匿罪及び犯罪収益収受罪を定め，マネー・ローンダリングを犯罪化するとと

ともに，犯収法によって，マネー・ローンダリングの規制を実効的にするために銀行取

引等の取引時の本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務を定める。 

特殊詐欺における犯罪被害財産の行方を把握する手段としては，末端の実行犯らの取

調べから供述を得るだけではなく，とりわけ犯収法の疑わしき取引の届出制度による情

報の分析・活用によって，不審な金の流れを把握し，マネー・ローンダリングとして立

件していくことが重要である。 

  当局が巨額の不審な金の流れを把握したときには，詐欺罪及び犯罪収益隠匿罪等を立

件する中で，前述したとおり犯罪被害財産の没収等をした上で被害回復給付金を支給す

ることによって，特殊詐欺の被害回復に結び付けることができる。 

  国際的に指摘されているマネー・ローンダリング対策のポイントは，次の3点である。 

① 銀行等の取引時等における本人確認，確認記録の作成 

② 疑わしい取引の届出制度 

③ ＦＩＵの設置 

  我が国の犯収法は，これらの3点をいずれも充足している。 

 ところが，我が国における2017年における疑わしい取引の運用状況をみると，疑わし

い取引の受理件数は約40万件であるのに対し，疑わしい取引に関する情報を端緒として

マネー・ローンダリング事犯の検挙に至った事件数は合計22件であり，疑わしい取引に

関する情報を端緒として没収・追徴に至った事件数は2件にとどまっている（「犯罪収益

移転防止に関する年次報告書（平成29年）」36頁，40頁，41頁）。 

  そこで，以下，犯収法の立法及び改正の経過を紹介しながら，特殊詐欺の立件における犯

収法上の制度の意義を説明するとともに，疑わしい取引の届出による情報がマネー・ローン

ダリング事犯の検挙につながっていない原因及び対策を述べる。 

 

  

２ 国際的なマネー・ローンダリング対策の要請に対する我が国の取組 

 

(1) ＦＡＴＦ勧告 

マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策は，一国のみが規制を強化しても，

相対的に規制の緩い国で行われる傾向にあることから，その取組には国際的な協調が

不可欠となっている。 ＦＡＴＦ（Financial Action Task Force on Money Laundering：

金融活動作業部会）は，マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するた

めに，1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合であり，

2001年9月の米国同時多発テロ事件発生以降は，テロ資金供与に関する国際的な対策

と協力の推進にも指導的役割を果たしている。 

1990年，ＦＡＴＦは，マネー・ローンダリング対策の国際基準ともいうべき「40の

勧告」を発表し，金融機関への顧客の本人確認及び疑わしい取引報告の義務付け等を

提言した。また，2001年9月11日の米国同時多発テロ発生を受け，新たなテロ資金供与

対策の国際基準ともいうべきテロ資金供与に関する「8の特別勧告」2004年10月には「9

の特別勧告」を発表し，テロ関係の疑わしい取引の届出の義務化等を提言した。2003

年6月には，非金融業者（不動産業者，宝石商等）・職業的専門家（法律専門家等）に

対する適用等を内容とする「40の勧告」の改訂を行い，2012年2月には，「40の勧告」

と「9の特別勧告」を一本化し，新「40の勧告」に改訂している。 

 

(2) 我が国の取組 

我が国では，このような国際的動向を受けて，1990年6月に大蔵省等から金融機関等

に対して顧客の本人確認実施の要請がなされ，1992年7月に麻薬特例法により金融機

関等に薬物犯罪収益に関するマネー・ローンダリング情報の届出を義務付ける「疑わ

しい取引の届出制度」が創設された。 

さらに，その後の動向を踏まえ，2000年2月には組犯法により届出制度が拡充された。

同法は，届出の対象となる犯罪を「一定の重大犯罪」に拡大するとともに，マネー・

ローンダリング情報を一元的に集約し，整理・分析して捜査機関に提供する権限を，

金融庁長官（特定金融情報室）に付与した。 

2002年6月には，公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する

法律（以下「テロ資金提供処罰法」という。）が可決・成立した。同法の施行（同年

7月2日）に伴い，組犯法が一部改正され，テロリズムに対する資金供与の疑いがある

取引についても疑わしい取引の届出対象とされた。 

2003年1月6日には金融機関等本人確認法が施行され，金融機関等による顧客等の本

人確認，本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務付けられた。 

 

(3) 犯収法の成立・改正 

近年，金融機関以外の事業者がマネー・ローンダリング行為に利用されるなど，そ

の手口が複雑かつ巧妙化してきていることから，2003年6月のＦＡＴＦの「40の勧告」

改訂を受け，国際的な枠組みの中で我が国においても同勧告を実施し，対策を抜本的

に強化する必要が認められた。 
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そこで，2004年12月，政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において同勧

告の実施を盛り込んだ「テロの未然防止に関する行動計画」を決定し，2005年11月に

は，警察庁が同勧告を実施するための法律案を作成することなどが決定された。これ

を受けて，警察庁は関係省庁と協力して法律案を策定し，2007年3月に犯収法が成立，

公布された。同法の一部施行により，同年４月からＦＩＵ（Financial Intelligence 

Unit：資金情報機関）が金融庁から国家公安委員会・警察庁に移管された。 

犯収法は2008年3月1日から全面的に施行され，これに伴い，従来，金融機関等に本

人確認，疑わしい取引の届出等を義務付けていた金融機関等本人確認法及び組犯法第

5章（疑わしい取引の届出）は廃止，削除された。 

さらに，同年の第3次ＦＡＴＦ対日相互審査における指摘等を踏まえ，2011年に改正

犯収法が成立した（2013年4月1日全面施行）。しかし，この改正後も，ＦＡＴＦ勧告

で求められている顧客管理に関する事項が法令に明記されていない等の指摘をＦＡＴ

Ｆから受け，2014年6月には，マネー・ローンダリング対策等の不備に我が国が迅速に

対応することを促す声明がＦＡＴＦから公表された。 

警察庁では，第3次ＦＡＴＦ対日相互審査結果やＦＡＴＦ勧告の改訂等，マネー・ロ

ーンダリングを取り巻く情勢の変化を踏まえ，2013年6月以後，「マネー・ローンダリ

ング対策等に関する懇談会」を開催するなどして関係省庁とともに検討を進めた。そ

の結果，2014年10月に犯収法の改正法案が第187回国会に提出され，同年11月に成立し，

2016年10月1日に全面施行された。 

 

３ 犯収法の概要 

このように，犯収法は，2003年のＦＡＴＦ「40の勧告」の改訂やマネー・ローンダリ

ングの手口の巧妙化等を踏まえ，既存の金融機関等本人確認法の全部及び組犯法の一部

を母体として2007年３月に制定された新たな法律である。この法律は，一定の範囲の事

業者による顧客等の本人確認，取引記録の作成・保存，疑わしい取引の届出等の措置を

中心に，犯罪による収益の移転防止のための制度を定めることを内容とするものであり，

以下ではそのうちの重要な部分を紹介する（条文番号は現行法の番号である。）。なお，

法律の基本構造は図1を参照していただきたい。 
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法による措置と相まって，犯罪による収益の移転防止を図り，併せてテロ資金供与防

止条約等の的確な実施を確保し，もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに，

経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 

(2) 犯罪による収益（2条1項） 

本法において「犯罪による収益」とは，「犯罪収益等」（組犯法2条4項）及び「薬

物犯罪収益等」（麻薬特例法2条5項）をいう。 

 

(3) 特定事業者（2条2項） 

本法で本人確認等の措置を講ずることとなる事業者は，「特定事業者」と呼称され
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るが，その範囲は，ＦＡＴＦ勧告の内容や我が国における事業者の活動状況を踏まえ

定められている。特定事業者と義務の内容については，図2のとおりである。なお，一

般に，金融機関等は，従来より金融機関等本人確認法（犯収法の施行により廃止）等

により同様の措置を義務付けられていた。 

特定事業者には，郵便物受取サービス事業者があるが（同項42号），特殊詐欺等に

おいて郵便物受取サービス事業者が被害金等の送付先として悪用されている実態があ

る。この郵便物受取サービス業者は，自己の居所若しくは事務所の所在地を顧客が郵

便物を受け取る場所として用いることを許諾し，当該顧客宛ての郵便物を受け取り，

これを当該顧客に引き渡す業務を行っている。これを利用することにより，顧客は，

実際には占有していない場所を自己の住所として外部に表示し，郵便物を受け取るこ

とができる。 

そのため，犯収法では，郵便物受取サービス業者を特定事業者とし，役務提供契約

の締結に際して，取引時確認や疑わしい取引の届出義務等を課している。 

マネー・ローンダリング事犯が発生した場合に，当局はこの本人確認記録を取り寄

せて，マネー・ローンダリング事犯の関与者を把握することができるから，マネー・

ローンダリングの防止だけではなく，マネー・ローンダリングの検挙についても本人

確認は重要である。 

 

(4) 国家公安委員会の責務とＦＩＵ（3条） 

本法は，国家公安委員会の責務として，特定事業者による本人確認等の措置が的確

に行われることを確保するため犯罪収益移転防止の重要性について国民の理解を深め

るように努めることのほか，特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情

報その他の犯罪による収益に関する情報が，犯罪捜査や国際協力に有効活用されるよ

う，迅速かつ的確にその集約，整理及び分析を行うものとすることを明らかにしてい

る。 

特定事業者から届け出られた疑わしい取引に関する情報を集約し，整理・分析して

捜査機関等に提供する機能は，一般に資金情報機関（ＦＩＵ）と言われ，各国がその

中央政府に一つ設けることが通例となっている。 

本法では，特定事業者の範囲の拡大に伴い，従来，組犯法の規定によりＦＩＵの役

割を果たしてきた金融庁から国家公安委員会がこれを引き継ぐこととした。このため，

2007年4月1日，国家公安委員会の管理を受けて警察行政に当たる警察庁に新たに犯罪

収益移転防止管理官を設置し，これがＦＩＵの業務を行っている。 

 

(5) 特定事業者による措置 

本法上特定事業者が行わなければならないことは次のとおりである。 

① 本人確認（4条） 

一定の取引を行うに際して，運転免許証の提示を受けるなどして顧客の氏名，住

居等の本人特定事項を確認すること。 

② 本人確認記録の作成・保存（6条） 

本人特定事項，本人確認のためにとった措置等を記録し，取引終了日から7年間保

存すること。 

③ 取引記録等の作成・保存（7条） 

取引の期日・内容等を記録し７年間保存すること。 

④ 疑わしい取引の届出（8条） 

犯罪による収益に関わりがある疑いが認められる取引について行政庁に届出を

行うこと。弁護士や司法書士等のいわゆる士業者は対象外となっている。 

この疑わしい取引の届出制度は，マネー・ローンダリング事犯の検挙の端緒とな

るものであり，非常に重要である。 

我が国では，前述したように，1年間に約40万件も届出があり，銀行等は届出義務

を誠実に履行しているものと思われる。 

ところが，疑わしい取引の情報に基づきマネー・ローンダリング事犯の検挙及び

没収・追徴に至った事案は前述のとおり非常に少ないといわざるを得ない。 

この原因と対策については後述する。 

⑤ 外国為替取引に係る通知（9条） 

海外送金において送金先に氏名，口座番号等一定の事項を通知すること。為替取

引を行い得る金融機関等のみが対象となっている。 

⑥ 弁護士による措置（12条） 

特定事業者のうち弁護士については特則が設けられており，上記の①から③に相

当する措置を司法書士等の例に準じて日本弁護士連合会の定める会則により行う

こととされている。 

 

これらの義務を事業者ごとにみると図2のとおりである。また，義務の対象となる業

務である「特定業務」と本人確認義務の対象となる「特定取引」は図3のとおりである。 

前記のうち，本人確認，本人確認・取引記録等の作成・保存（①から③まで）につ

いては，ＦＡＴＦ勧告やテロ資金供与防止条約を国内的に実施することにより，犯罪

による収益の移転を行おうとする者に対する牽制の効果と事後的な資金トレースを可

能にする効果が期待される。疑わしい取引の届出（④）については，これをマネー・

ローンダリング事犯及び前提犯罪の捜査に役立てるほか，金融システムを含む合法経

済が犯罪者に悪用されることを防止してその健全性を確保する効果が期待される。 

また，外国為替取引に係る通知（⑤）については，外国との間で犯罪による収益の

移転が行われる場合に備え，国際的な資金トレースを可能にするための措置であり，

テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告の求めに対応するものでもある。 
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(図2)  ＪＡＦＩＣ（警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防

止対策室）「犯罪収益移転防止法の概要」12頁を引用 

 

 

  

(図3)  ＪＡＦＩＣ（警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防

止対策室）「犯罪収益移転防止法の概要」14頁を引用 

 

 (6) 疑わしい取引に関する情報の提供（13条及び14条） 

   疑わしい取引に関する情報を国内外の捜査等に活用し得るようにするため，ＦＩＵ 

である国家公安委員会は，疑わしい取引に関する情報を，犯罪捜査を行う検察官，検

察事務官若しくは司法警察職員（警察官，麻薬取締官，海上保安官）又は犯則事件の

調査を行う税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員に提供するほか，一定の要

件の下で外国のＦＩＵに提供することができることとされている。 
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(図2)  ＪＡＦＩＣ（警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防

止対策室）「犯罪収益移転防止法の概要」12頁を引用 

 

 

  

(図3)  ＪＡＦＩＣ（警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防

止対策室）「犯罪収益移転防止法の概要」14頁を引用 

 

 (6) 疑わしい取引に関する情報の提供（13条及び14条） 

   疑わしい取引に関する情報を国内外の捜査等に活用し得るようにするため，ＦＩＵ 

である国家公安委員会は，疑わしい取引に関する情報を，犯罪捜査を行う検察官，検

察事務官若しくは司法警察職員（警察官，麻薬取締官，海上保安官）又は犯則事件の

調査を行う税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員に提供するほか，一定の要

件の下で外国のＦＩＵに提供することができることとされている。 
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(7) 監督上の措置（15条から19条，25条，26条） 

本法では，特定事業者による義務の履行を担保するための手続として，特定事業者

の所管行政庁による報告徴収及び立入検査のほか，指導，助言及び勧告，更には違反

があった場合の是正命令についての規定等が置かれている。 

報告や資料提出をしなかった者，虚偽の報告や資料の提出をした者，立入検査を拒

んだ者等は1年以下の懲役又は300万円以下の罰金（併科も可）に，是正命令に違反し

た者は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金（併科も可）に処せられる場合がある。 

国家公安委員会では，都道府県警察が行う振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等の

捜査の過程で，犯収法に規定する取引時確認義務等に違反している疑いが認められた

特定事業者に対して，報告徴収や，都道府県警察に対する調査の指示，所管行政庁に

対する意見陳述等を行っている（19条）。 

 

(8) 預貯金通帳，為替取引カード等の譲受け等に関する罰則（28条及び29条） 

売買された預貯金通帳，キャッシュカードや為替取引カード等がマネー・ローンダ

リングに使用されるなど様々な犯罪に不正利用されていることから，この防止を図る

目的で，本法は，預貯金通帳等の有償又は無償の譲受け，譲渡し等をした者を1年以下

の懲役又は100万円以下の罰金（併科も可）に処することとし，また，業としてこれら

の行為をした者を3年以下の懲役又は500万円以下の罰金（併科も可）に処することと

している。 

また，預貯金通帳等の有償又は無償の譲受け，譲渡し等をするよう人を勧誘し，又

は誘引した者を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金（併科も可）に処すこととして

いる。 

なお，第３で述べるとおり，これらの罰則については，2011年改正により強化され

ている。 

売買等により不正に入手された架空・他人名義の口座は，振り込め詐欺等の特殊詐

欺やヤミ金融等において，犯罪収益の受け皿として悪用され，これにより，マネー・

ローンダリング等が行われている。警察では，預貯金通帳・キャッシュカード等の不

正譲渡等に係る犯収法違反事件の捜査を強化している。また，他人に譲渡する目的を

秘して預金取扱金融機関から預貯金通帳等を騙し取る詐欺（口座詐欺）や騙し取った

預貯金通帳等であることを知りながら譲り受ける盗品等譲受けを積極的に適用して検

挙を行っている。 

 

４ 2011年の改正 

犯収法及びその下位法令については，マネー・ローンダリング等の防止の観点から，

社会状況の変化や他法令の改正等に対応するため，適時に必要な改正を行っており，

2011年においては，2007年の犯収法制定以来初となる同法の改正が行われた。 

 

(1) 改正の背景 

前述のとおり，2007年から2008年にかけて我が国に対して行われた第3次ＦＡＴＦ

対日相互審査における指摘事項の改善に向けた検討が政府において重ねられ，顧客管

理に関する勧告については，2010年1月に警察庁に設置された学識者や実務家等を委

員とする「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関

する懇談会」において様々な議論がなされた後，同年7月，その検討結果が報告書に取

りまとめられた。 

一方，依然として高水準にある振り込め詐欺等の被害状況を見ると，電話転送サー

ビスがその犯行に多く利用されている実態や，これらの犯罪のツールとしての預貯金

通帳等の不正譲渡等が依然後を絶たない状況であることが認められた。 

前記報告書の内容やこうした最近の国内における振り込め詐欺等の被害状況等を

踏まえ，2011年4月，犯収法の一部改正法案が第177回国会に提出され，同月27日，「犯

罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立し，翌28日，公

布された。 

 

(2) 改正の主な概要（2013年4月1日全面施行） 

 

① 特定事業者の取引時の確認事項の追加 

弁護士，司法書士等の士業者を除く特定事業者が，顧客等との間で一定の取引を

行うに際しては，本人特定事項に加え， 

・取引を行う目的 

・職業（顧客等が自然人である場合）・事業の内容（顧客等が法人である場合） 

・実質的支配者（顧客等が法人である場合） 

の確認を行わなければならないこととした（4条1項2号ないし4号）。 

さらに，なりすましが疑われる取引等のマネー・ローンダリングのリスクが高い

一定の取引については，これらの事項に加え，資産及び収入の状況の確認をしなけ

ればならないこととした（同条2項）。 

 

② 電話転送サービス事業者の特定事業者への追加 

自己の保有する電話番号を顧客に貸し出し，その電話番号に係る電話を顧客が指

定する電話番号に自動的に転送するサービスを提供する事業者（電話転送サービス

事業者）が，振り込め詐欺等特殊詐欺で悪用されていることなどから，これを特定

事業者に加えることとした（22条12号）。 

 

③ 預貯金通帳等の不正譲渡等に係る罰則の強化 

預貯金通帳等の不正譲渡等の行為について，懲役刑を新設（罰金刑との併科も可）

するとともに，罰金額及び業として行った場合の懲役刑の上限をいずれも引き上げ

ることとした（28条）。 

 

５ 2014年の改正 

 

(1) 改正の背景 

ＦＡＴＦは，我が国に対して，2008年に行われた第3次相互審査において指摘した顧
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(7) 監督上の措置（15条から19条，25条，26条） 

本法では，特定事業者による義務の履行を担保するための手続として，特定事業者

の所管行政庁による報告徴収及び立入検査のほか，指導，助言及び勧告，更には違反

があった場合の是正命令についての規定等が置かれている。 

報告や資料提出をしなかった者，虚偽の報告や資料の提出をした者，立入検査を拒

んだ者等は1年以下の懲役又は300万円以下の罰金（併科も可）に，是正命令に違反し

た者は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金（併科も可）に処せられる場合がある。 

国家公安委員会では，都道府県警察が行う振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺等の

捜査の過程で，犯収法に規定する取引時確認義務等に違反している疑いが認められた

特定事業者に対して，報告徴収や，都道府県警察に対する調査の指示，所管行政庁に

対する意見陳述等を行っている（19条）。 

 

(8) 預貯金通帳，為替取引カード等の譲受け等に関する罰則（28条及び29条） 

売買された預貯金通帳，キャッシュカードや為替取引カード等がマネー・ローンダ

リングに使用されるなど様々な犯罪に不正利用されていることから，この防止を図る

目的で，本法は，預貯金通帳等の有償又は無償の譲受け，譲渡し等をした者を1年以下

の懲役又は100万円以下の罰金（併科も可）に処することとし，また，業としてこれら

の行為をした者を3年以下の懲役又は500万円以下の罰金（併科も可）に処することと

している。 

また，預貯金通帳等の有償又は無償の譲受け，譲渡し等をするよう人を勧誘し，又

は誘引した者を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金（併科も可）に処すこととして

いる。 

なお，第３で述べるとおり，これらの罰則については，2011年改正により強化され

ている。 

売買等により不正に入手された架空・他人名義の口座は，振り込め詐欺等の特殊詐

欺やヤミ金融等において，犯罪収益の受け皿として悪用され，これにより，マネー・

ローンダリング等が行われている。警察では，預貯金通帳・キャッシュカード等の不

正譲渡等に係る犯収法違反事件の捜査を強化している。また，他人に譲渡する目的を

秘して預金取扱金融機関から預貯金通帳等を騙し取る詐欺（口座詐欺）や騙し取った

預貯金通帳等であることを知りながら譲り受ける盗品等譲受けを積極的に適用して検

挙を行っている。 

 

４ 2011年の改正 

犯収法及びその下位法令については，マネー・ローンダリング等の防止の観点から，

社会状況の変化や他法令の改正等に対応するため，適時に必要な改正を行っており，

2011年においては，2007年の犯収法制定以来初となる同法の改正が行われた。 

 

(1) 改正の背景 

前述のとおり，2007年から2008年にかけて我が国に対して行われた第3次ＦＡＴＦ

対日相互審査における指摘事項の改善に向けた検討が政府において重ねられ，顧客管

理に関する勧告については，2010年1月に警察庁に設置された学識者や実務家等を委

員とする「マネー・ローンダリング対策のための事業者による顧客管理の在り方に関

する懇談会」において様々な議論がなされた後，同年7月，その検討結果が報告書に取

りまとめられた。 

一方，依然として高水準にある振り込め詐欺等の被害状況を見ると，電話転送サー

ビスがその犯行に多く利用されている実態や，これらの犯罪のツールとしての預貯金

通帳等の不正譲渡等が依然後を絶たない状況であることが認められた。 

前記報告書の内容やこうした最近の国内における振り込め詐欺等の被害状況等を

踏まえ，2011年4月，犯収法の一部改正法案が第177回国会に提出され，同月27日，「犯

罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」が成立し，翌28日，公

布された。 

 

(2) 改正の主な概要（2013年4月1日全面施行） 

 

① 特定事業者の取引時の確認事項の追加 

弁護士，司法書士等の士業者を除く特定事業者が，顧客等との間で一定の取引を

行うに際しては，本人特定事項に加え， 

・取引を行う目的 

・職業（顧客等が自然人である場合）・事業の内容（顧客等が法人である場合） 

・実質的支配者（顧客等が法人である場合） 

の確認を行わなければならないこととした（4条1項2号ないし4号）。 

さらに，なりすましが疑われる取引等のマネー・ローンダリングのリスクが高い

一定の取引については，これらの事項に加え，資産及び収入の状況の確認をしなけ

ればならないこととした（同条2項）。 

 

② 電話転送サービス事業者の特定事業者への追加 

自己の保有する電話番号を顧客に貸し出し，その電話番号に係る電話を顧客が指

定する電話番号に自動的に転送するサービスを提供する事業者（電話転送サービス

事業者）が，振り込め詐欺等特殊詐欺で悪用されていることなどから，これを特定

事業者に加えることとした（22条12号）。 

 

③ 預貯金通帳等の不正譲渡等に係る罰則の強化 

預貯金通帳等の不正譲渡等の行為について，懲役刑を新設（罰金刑との併科も可）

するとともに，罰金額及び業として行った場合の懲役刑の上限をいずれも引き上げ

ることとした（28条）。 

 

５ 2014年の改正 

 

(1) 改正の背景 

ＦＡＴＦは，我が国に対して，2008年に行われた第3次相互審査において指摘した顧
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客管理措置等の深刻な不備事項が改善されていないことから，2014年6月，必要な法案

を成立させることを含め，迅速に対処すべきことを促す旨の声明を公表し，我が国で

は，かかる声明に対処すべく，法律，政令の改正が行われた。以下，具体的に主な改

正点をあげる。 

 

(2) 改正の主な概要（2016年10月1日全面施行） 

 

① 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備（8条） 

マネー・ローンダリングに悪用されるリスクに応じて，疑わしい取引の判断の方

法が規定された。 

国家公安委員会は，毎年，犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による

収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で，特定事業者その他の事業者

が行う取引の種別ごとに，当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度そ

の他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し，こ

れを公表するものとされ（3条3項），疑わしい取引に当たるかどうかは，この犯罪収

益移転危険度調査書の内容を勘案するものとされた（8条2項）。この犯罪収益危険度

調査書では，毎年，特殊詐欺の手口等，特殊詐欺について詳細な報告がなされてい

る。 

 

② 事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充（11条） 

取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成，業務を統括管理する者の選任等，

事業者が取引時確認等を的確に行うために講ずるよう努めなければならない措置

が規定された。 

 

６ 疑わしい取引の届出による情報が活用されていない原因と対策 

 我が国において，疑わしい取引の届出による情報がマネー・ローンダリング事犯の検

挙等につながっていない原因は，疑わしい取引制度に関するスイス連邦や米国の取組と

比較すれば（それぞれを「第３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度」と「第４章 米国

における没収を通じた被害回復」において説明。），次のとおり分析することができる。 

  スイス連邦では，銀行等が疑わしい取引の届出をする際に直ちに立件可能なレベルの

報告書をＦＩＵに提出する。スイス連邦においては疑わしい取引の届出件数は4000件余

りにとどまるが，その約半数が検察官に送られて，刑事事件化される。 

米国では，疑わしい取引（ＦｉｎＣＥＮ Suspicious Activity Report）の件数は，

175万件（1.75M）にもなり387，これらの膨大な届出情報をＦＩＵであるＦｉｎＣＥＮ（財

務省に設置された金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crime Enforcement Network））

が約340人の専門家で構成される職員によって，多様なコンピューター分析を利用する

                            
387 米国の銀行秘密法に基づく取引報告には多様な種類があり，本文の「175万件（1.75M）」とい

う件数は，多様な取引報告の中の「FinCEN Suspicious Activity Report」に絞った件数であ

る。 

などして分析して活用している。  

銀行秘密法による報告（Bank Secrecy Act Reports）の状況は，次の表のとおりであ

る。この表の②が我が国の犯収法における「疑わしい取引の届出」に対応するものであ

る。 

 

銀行秘密法による報告（Bank Secrecy Act Reports）の状況388 

① FinCEN Currency Transaction Report 

(FinCEN CTR FinCEN Form 112) 

15M/year 

② FinCEN Suspicious Activity Report 

(FinCEN SAR FinCEN Form 111) 

1.75M/year 

③ Report of International Transportation of Currency or 

Monetary Instrument (CMIR， FinCEN Form 105) 

201k/year 

④ Report of Foreign Bank and Financial Account 

(FBAR FinCEN Form 114a) 

800k/year 

⑤ Report of Cash Payment over ＄10，000 Received in a 

Trade or Business (FBAR FinCEN Form 8300) 

265k/year 

⑥ FinCEN Registration of Money Services Business 

(FinCEN RMSB FinCEN Form 107) 

17k/year 

⑦ FinCEN Designation of Exempt Person 

(FinCEN DOEP FinCEN Form 110) 

19k/year 

 

第３章及び第４章で述べるとおり，スイス連邦も米国も巨額の没収の実績がある。 

これに対し，我が国では，スイス連邦のように疑わしい取引の届出の報告内容の質を

上げる取組もなく，米国のＦｉｎＣＥＮのように疑わしい取引の届出情報につき充実し

た分析を行う機関もない。 

以上が我が国において疑わしい取引の届出による情報が活用されていない原因と考

えられる。 

この原因に対する対策は，スイス型か米国型かいずれかを選択することである。 

このように我が国においても，犯収法上の疑わしい取引の届出制度の運用に関する取

組を工夫すれば，疑わしい取引の届出による情報に基づき，マネー・ローンダリング事

犯を多数検挙し，没収・追徴の実績を上げて，特殊詐欺の被害者に対する被害回復につ

なげることが十分に可能であると考える。 

 

  

                            
388 2014年 8月に FinCENから提供されたもの。 
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客管理措置等の深刻な不備事項が改善されていないことから，2014年6月，必要な法案

を成立させることを含め，迅速に対処すべきことを促す旨の声明を公表し，我が国で

は，かかる声明に対処すべく，法律，政令の改正が行われた。以下，具体的に主な改

正点をあげる。 

 

(2) 改正の主な概要（2016年10月1日全面施行） 

 

① 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備（8条） 

マネー・ローンダリングに悪用されるリスクに応じて，疑わしい取引の判断の方

法が規定された。 

国家公安委員会は，毎年，犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による

収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で，特定事業者その他の事業者

が行う取引の種別ごとに，当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度そ

の他の当該調査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し，こ

れを公表するものとされ（3条3項），疑わしい取引に当たるかどうかは，この犯罪収

益移転危険度調査書の内容を勘案するものとされた（8条2項）。この犯罪収益危険度

調査書では，毎年，特殊詐欺の手口等，特殊詐欺について詳細な報告がなされてい

る。 

 

② 事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充（11条） 

取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成，業務を統括管理する者の選任等，

事業者が取引時確認等を的確に行うために講ずるよう努めなければならない措置

が規定された。 

 

６ 疑わしい取引の届出による情報が活用されていない原因と対策 

 我が国において，疑わしい取引の届出による情報がマネー・ローンダリング事犯の検

挙等につながっていない原因は，疑わしい取引制度に関するスイス連邦や米国の取組と

比較すれば（それぞれを「第３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度」と「第４章 米国

における没収を通じた被害回復」において説明。），次のとおり分析することができる。 

  スイス連邦では，銀行等が疑わしい取引の届出をする際に直ちに立件可能なレベルの

報告書をＦＩＵに提出する。スイス連邦においては疑わしい取引の届出件数は4000件余

りにとどまるが，その約半数が検察官に送られて，刑事事件化される。 

米国では，疑わしい取引（ＦｉｎＣＥＮ Suspicious Activity Report）の件数は，

175万件（1.75M）にもなり387，これらの膨大な届出情報をＦＩＵであるＦｉｎＣＥＮ（財

務省に設置された金融犯罪取締ネットワーク（Financial Crime Enforcement Network））

が約340人の専門家で構成される職員によって，多様なコンピューター分析を利用する

                            
387 米国の銀行秘密法に基づく取引報告には多様な種類があり，本文の「175万件（1.75M）」とい

う件数は，多様な取引報告の中の「FinCEN Suspicious Activity Report」に絞った件数であ

る。 

などして分析して活用している。  

銀行秘密法による報告（Bank Secrecy Act Reports）の状況は，次の表のとおりであ

る。この表の②が我が国の犯収法における「疑わしい取引の届出」に対応するものであ

る。 

 

銀行秘密法による報告（Bank Secrecy Act Reports）の状況388 

① FinCEN Currency Transaction Report 

(FinCEN CTR FinCEN Form 112) 

15M/year 

② FinCEN Suspicious Activity Report 

(FinCEN SAR FinCEN Form 111) 

1.75M/year 

③ Report of International Transportation of Currency or 

Monetary Instrument (CMIR， FinCEN Form 105) 

201k/year 

④ Report of Foreign Bank and Financial Account 

(FBAR FinCEN Form 114a) 

800k/year 

⑤ Report of Cash Payment over ＄10，000 Received in a 

Trade or Business (FBAR FinCEN Form 8300) 

265k/year 

⑥ FinCEN Registration of Money Services Business 

(FinCEN RMSB FinCEN Form 107) 

17k/year 

⑦ FinCEN Designation of Exempt Person 

(FinCEN DOEP FinCEN Form 110) 

19k/year 

 

第３章及び第４章で述べるとおり，スイス連邦も米国も巨額の没収の実績がある。 

これに対し，我が国では，スイス連邦のように疑わしい取引の届出の報告内容の質を

上げる取組もなく，米国のＦｉｎＣＥＮのように疑わしい取引の届出情報につき充実し

た分析を行う機関もない。 

以上が我が国において疑わしい取引の届出による情報が活用されていない原因と考

えられる。 

この原因に対する対策は，スイス型か米国型かいずれかを選択することである。 

このように我が国においても，犯収法上の疑わしい取引の届出制度の運用に関する取

組を工夫すれば，疑わしい取引の届出による情報に基づき，マネー・ローンダリング事

犯を多数検挙し，没収・追徴の実績を上げて，特殊詐欺の被害者に対する被害回復につ

なげることが十分に可能であると考える。 

 

  

                            
388 2014年 8月に FinCENから提供されたもの。 
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第３ 被害回復給付金 

 

１ 制定の経緯 

 

(1) 被害回復給付金の支給 

没収された犯罪被害財産と，追徴されたその価額に相当する財産は，被害回復給付

金支給法が定める手続にしたがって，財産的被害を受けた者に対して支給される。 

 

(2) 被害回復給付金支給法の制定の経緯 

組犯法13条 2項は，「犯罪被害財産」の没収を禁止し，更に組犯法16条 1項ただし

書において，その価額の追徴を禁止している。被害者自らが犯人に対して損害賠償請

求権等を行使して被害回復を図ることを優先させるため，国家による犯罪収益の剥奪

を控える趣旨である。 

もっとも，犯罪行為が組織的な態様で行われ，あるいは，マネー・ローンダリング

行為が行われるなどして被害者による追求が困難となった事案については，被害者は

民事上の請求権を適切に行使することができず，結果として，犯人による犯罪収益の

保有を放置しかねない事態となる。 

また，外国当局によって犯罪収益が没収された場合に，そのような財産を被害者の

被害回復に充てるための手続が日本において存在しないことも問題となった。 

このような事態に対応するため，2006年，組犯法13条 3項及び16条 2項が新設さ

れた上で，併せて被害回復給付金支給法が制定された。刑事裁判により犯人から没収・

追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して，「給付資金」として保管し，事件により被害

を受けた方などに対して給付金を支給する制度（被害回復給付金支給制度）を新設し

たのである。 

 

２ 被害回復給付金支給法が定める手続 

 

(1) 被害回復給付金の支給に用いられる財産 

以下の三種類の財産が定められている。 

     (ｱ) 没収された犯罪被害財産 

     (ｲ) 追徴されたその価額に相当する財産 

     (ｳ) 外国譲与財産（外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得ら

れた金銭であって，外国から譲与を受けたもの。2条 7号） 

これまでの実績において，被害回復給付金の支給に用いられた財産は，ごく一部の

例外を除き，(ｱ)と(ｲ)の財産に限られてきた。すなわち，没収・追徴された財産が存

在してはじめて，被害回復給付金の支給手続が行われることとなるため，逆に言えば，

没収・追徴された財産が存在しない場合は，被害者に給付金が支給されることがない

のである。 

  

(2) 支給手続の主宰者 

被害回復給付金の支給手続は，検察官が実施する（6条）。 

検察官は，犯罪・事件の捜査や，公判請求した事件の裁判に立ち会うことを主な職

務としており，これらの職務に多くの時間を費やさなければならない。検察官は，こ

うした職務を十分に行った上で，被害回復給付金の支給手続についても主宰しなけれ

ばならないのである。 

 

(3) 支給対象犯罪行為の範囲（5条 2項） 

以下の(ｱ)(ｲ)が定められている。 

    (ｱ) 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪

行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為 

    (ｲ) 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為

が対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産に関して行われたもの

である場合における当該対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対

象犯罪行為 

(ｲ)は，没収・追徴の理由とされた犯罪事実が，犯罪収益等隠匿罪・同収受罪といっ

たマネー・ローンダリング行為である場合を念頭に規定されたものである。 

(ｱ)(ｲ)において「一連の犯行として行われた対象犯罪行為」をも支給対象犯罪行為

としたのは，検察官が複数の事件の中から起訴する事件を絞り込んだ場合に，起訴さ

れなかった事件の被害者をも救済対象とする趣旨である。 

 

(4) 被害回復給付金の支給を受けることができる者（3条） 

支給対象犯罪行為により害を被った者であってこれにより財産を失った者又はそ

の一般承継人と定められている。 

 

(5) 支給手続の流れ 

 

① 支給手続の開始 

犯罪被害財産を没収・追徴する刑事裁判が確定すると，検察官は，支給対象犯罪

行為の範囲を定める（5条 1項）。 

検察官は，没収・追徴の裁判で示された犯罪被害財産又はその価額を給付資金と

して保管するに至ったときは，遅滞なく，犯罪被害財産支給手続の開始を決定する

（6条 1項）。 

② 申請 

支給手続が開始された後，申請人は，申請書に必要な資料を添えて，申請期間内

に支給手続を行っている検察官に提出する（9条）。 

③ 検察官による申請内容のチェック，裁定（判断） 

    申請人が被害回復給付金の支給を受けることができる者か否か，受給資格があれ

ばその被害額について，検察官が裁定（判断）する（10条）。 
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第３ 被害回復給付金 

 

１ 制定の経緯 

 

(1) 被害回復給付金の支給 

没収された犯罪被害財産と，追徴されたその価額に相当する財産は，被害回復給付

金支給法が定める手続にしたがって，財産的被害を受けた者に対して支給される。 

 

(2) 被害回復給付金支給法の制定の経緯 

組犯法13条 2項は，「犯罪被害財産」の没収を禁止し，更に組犯法16条 1項ただし

書において，その価額の追徴を禁止している。被害者自らが犯人に対して損害賠償請

求権等を行使して被害回復を図ることを優先させるため，国家による犯罪収益の剥奪

を控える趣旨である。 

もっとも，犯罪行為が組織的な態様で行われ，あるいは，マネー・ローンダリング

行為が行われるなどして被害者による追求が困難となった事案については，被害者は

民事上の請求権を適切に行使することができず，結果として，犯人による犯罪収益の

保有を放置しかねない事態となる。 

また，外国当局によって犯罪収益が没収された場合に，そのような財産を被害者の

被害回復に充てるための手続が日本において存在しないことも問題となった。 

このような事態に対応するため，2006年，組犯法13条 3項及び16条 2項が新設さ

れた上で，併せて被害回復給付金支給法が制定された。刑事裁判により犯人から没収・

追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して，「給付資金」として保管し，事件により被害

を受けた方などに対して給付金を支給する制度（被害回復給付金支給制度）を新設し

たのである。 

 

２ 被害回復給付金支給法が定める手続 

 

(1) 被害回復給付金の支給に用いられる財産 

以下の三種類の財産が定められている。 

     (ｱ) 没収された犯罪被害財産 

     (ｲ) 追徴されたその価額に相当する財産 

     (ｳ) 外国譲与財産（外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得ら

れた金銭であって，外国から譲与を受けたもの。2条 7号） 

これまでの実績において，被害回復給付金の支給に用いられた財産は，ごく一部の

例外を除き，(ｱ)と(ｲ)の財産に限られてきた。すなわち，没収・追徴された財産が存

在してはじめて，被害回復給付金の支給手続が行われることとなるため，逆に言えば，

没収・追徴された財産が存在しない場合は，被害者に給付金が支給されることがない

のである。 

  

(2) 支給手続の主宰者 

被害回復給付金の支給手続は，検察官が実施する（6条）。 

検察官は，犯罪・事件の捜査や，公判請求した事件の裁判に立ち会うことを主な職

務としており，これらの職務に多くの時間を費やさなければならない。検察官は，こ

うした職務を十分に行った上で，被害回復給付金の支給手続についても主宰しなけれ

ばならないのである。 

 

(3) 支給対象犯罪行為の範囲（5条 2項） 

以下の(ｱ)(ｲ)が定められている。 

    (ｱ) 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪

行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為 

    (ｲ) 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為

が対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産に関して行われたもの

である場合における当該対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対

象犯罪行為 

(ｲ)は，没収・追徴の理由とされた犯罪事実が，犯罪収益等隠匿罪・同収受罪といっ

たマネー・ローンダリング行為である場合を念頭に規定されたものである。 

(ｱ)(ｲ)において「一連の犯行として行われた対象犯罪行為」をも支給対象犯罪行為

としたのは，検察官が複数の事件の中から起訴する事件を絞り込んだ場合に，起訴さ

れなかった事件の被害者をも救済対象とする趣旨である。 

 

(4) 被害回復給付金の支給を受けることができる者（3条） 

支給対象犯罪行為により害を被った者であってこれにより財産を失った者又はそ

の一般承継人と定められている。 

 

(5) 支給手続の流れ 

 

① 支給手続の開始 

犯罪被害財産を没収・追徴する刑事裁判が確定すると，検察官は，支給対象犯罪

行為の範囲を定める（5条 1項）。 

検察官は，没収・追徴の裁判で示された犯罪被害財産又はその価額を給付資金と

して保管するに至ったときは，遅滞なく，犯罪被害財産支給手続の開始を決定する

（6条 1項）。 

② 申請 

支給手続が開始された後，申請人は，申請書に必要な資料を添えて，申請期間内

に支給手続を行っている検察官に提出する（9条）。 

③ 検察官による申請内容のチェック，裁定（判断） 

    申請人が被害回復給付金の支給を受けることができる者か否か，受給資格があれ

ばその被害額について，検察官が裁定（判断）する（10条）。 
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  ④ 裁定書の謄本の送付 

    検察官による裁定（判断）の結果は，裁定書に記載され，その裁定書の謄本が申

請人に送付される（12条）。 

  ⑤ 支給 

    全ての裁定（判断）や費用等が確定すると，支給が認められた申請人に被害回復

給付金が支給される（14条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（警察庁ホームページより引用） 

(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2017/html/zenbun/part1/s1_1.html） 

 

 

⑥ 特別支給手続 

    通常の支給手続により被害回復給付金を支給してもなお，給付資金に残余が生じ

るような場合には，支給申請期間内に被害回復給付金の支給申請をしなかった者ら

に対して残余給付資金から被害回復給付金を支給するための手続が開始される（特

別支給手続，18条 1項）。 

    特別支給手続を経てもなお給付資金が残った場合，給付資金は国庫に入ってしま

う（34 条 1 項）。なお，特別支給手続の終了後に被害者が給付資金の中から被害回

復を図ろうとしても，被害者が被害回復給付金の支給を受ける権利は消滅してしま

う（31条）。 

  ⑦ 被害回復事務管理人 

    検察官は，弁護士の中から，被害回復事務管理人を選任し，裁定のための審査に

関する事務など一定の事務を行わせることができる（22 条 1 項）。被害回復事務管

理人には破産管財人等の経験がある弁護士が想定されている。 

    被害回復事務管理人の報酬は，検察官が保管する給付資金の中から捻出される（2

条 7 号，26 条 1 項）。事務処理の膨大な案件については，被害回復事務管理人の選

任が適当な事案もあると思われるが，被害回復事務という作業の性質を考慮して報

酬額の決定がされる必要がある。 

 

３ 実績 

           

被害回復給付金支給手続の状況 

  支給手続開始決定件数  開始決定時給付資金総額 

平成22年 12件 7,892万 5,743円 

平成23年 14件 2億 604万 1,619円 

平成24年 23件 3億 9,871万 6,097円 

平成25年 18件 約 1億 4,600万円 

平成26年 15件 約 2億 5,401万円 

平成27年 13件 約 8,308万円 

平成28年 8件 約 9,750万円 

提供：法務省 

（警察庁ホームページより引用） 

(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2017/html/zenbun/part1/s1_1.html） 

(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2018/pdf/gaiyou/pdf/d1s.pdf) 

 

(1) 支給手続開始決定件数については，近年，10数件程度で推移している。 

開始決定時給付資金総額については，1億円前後から4億円前後で推移している。 

平成 24 年において，支給手続開始決定件数と開始決定時給付資金総額が一時的に

増加しているものの，その他の年においてはほぼ横ばいに推移しており，被害回復給
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  ④ 裁定書の謄本の送付 

    検察官による裁定（判断）の結果は，裁定書に記載され，その裁定書の謄本が申

請人に送付される（12条）。 

  ⑤ 支給 

    全ての裁定（判断）や費用等が確定すると，支給が認められた申請人に被害回復

給付金が支給される（14条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（警察庁ホームページより引用） 

(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2017/html/zenbun/part1/s1_1.html） 

 

 

⑥ 特別支給手続 

    通常の支給手続により被害回復給付金を支給してもなお，給付資金に残余が生じ

るような場合には，支給申請期間内に被害回復給付金の支給申請をしなかった者ら

に対して残余給付資金から被害回復給付金を支給するための手続が開始される（特

別支給手続，18条 1項）。 

    特別支給手続を経てもなお給付資金が残った場合，給付資金は国庫に入ってしま

う（34 条 1 項）。なお，特別支給手続の終了後に被害者が給付資金の中から被害回

復を図ろうとしても，被害者が被害回復給付金の支給を受ける権利は消滅してしま

う（31条）。 

  ⑦ 被害回復事務管理人 

    検察官は，弁護士の中から，被害回復事務管理人を選任し，裁定のための審査に

関する事務など一定の事務を行わせることができる（22 条 1 項）。被害回復事務管

理人には破産管財人等の経験がある弁護士が想定されている。 

    被害回復事務管理人の報酬は，検察官が保管する給付資金の中から捻出される（2

条 7 号，26 条 1 項）。事務処理の膨大な案件については，被害回復事務管理人の選

任が適当な事案もあると思われるが，被害回復事務という作業の性質を考慮して報

酬額の決定がされる必要がある。 

 

３ 実績 

           

被害回復給付金支給手続の状況 

  支給手続開始決定件数  開始決定時給付資金総額 

平成22年 12件 7,892万 5,743円 

平成23年 14件 2億 604万 1,619円 

平成24年 23件 3億 9,871万 6,097円 

平成25年 18件 約 1億 4,600万円 

平成26年 15件 約 2億 5,401万円 

平成27年 13件 約 8,308万円 

平成28年 8件 約 9,750万円 

提供：法務省 

（警察庁ホームページより引用） 

(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2017/html/zenbun/part1/s1_1.html） 

(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2018/pdf/gaiyou/pdf/d1s.pdf) 

 

(1) 支給手続開始決定件数については，近年，10数件程度で推移している。 

開始決定時給付資金総額については，1億円前後から4億円前後で推移している。 

平成 24 年において，支給手続開始決定件数と開始決定時給付資金総額が一時的に

増加しているものの，その他の年においてはほぼ横ばいに推移しており，被害回復給
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付金支給手続の更なる活用が望まれる。 

(2) なお，暴力団が関与した事件についても，被害回復給付金支給制度が活用されてい

る。 

具体的には，五代目工藤會の常任相談役が建設会社から金員を脅し取った事件につ

いて，被害回復給付金支給手続が開始されている例がある（福岡地方検察庁平成29年

第3号事件）。 

 

４ 課題 

 

(1) 被害回復給付金支給法に基づき財産的損害が回復されるためには，財産犯等の有罪

判決及び犯罪被害財産の没収・追徴の刑事裁判が確定することが前提となる。特殊詐

欺事案においても，組犯法に規定された前提犯罪について，有罪判決及び没収・追徴

裁判が確定する必要がある。 

近年においては，詐欺の手口の多様化・非対面化によって詐欺罪の検挙率は低下し

ており，組犯法の組織的詐欺罪の検察庁新規受理件数も増えてはいない。 

そのため，本来であれば没収・追徴の裁判によって救済されるべき被害者が救済さ

れないケースも，少なからずあると思われる。 

(2) 被害回復給付金支給法に基づき財産的損害が回復されるためには，犯罪被害財産の

没収・追徴の刑事裁判が確定することが前提となる。 

そのため，犯人が没収・追徴すべき財産を有していなかった場合には，被害回復が

図れない結果となる。 

できるだけ多くの被害者の被害を回復させるためにも，犯罪被害財産をより多く確

保すべく，没収保全・追徴保全の活用を今まで以上に図る必要がある。 

(3) 被害回復給付金の支給手続は，検察官が実施する。そのため，支給手続は，検察官

のマンパワーに頼らざるを得ないこととなる。 

検察官は，弁護士の中から，被害回復事務管理人を選任し，裁定のための審査に関

する事務など一定の事務を行わせることもできる。 

もっとも，支給手続に要する費用や被害回復事務管理人の報酬は，検察官が保管す

る給付資金から支出される。これらの費用の負担が重い場合，被害者に支払われるべ

き被害回復給付金の捻出ができず，犯罪被害財産支給手続の開始が決定されないこと

となり，被害回復が図れなくなる（6条 1項ただし書）。 

事務処理の膨大な案件については，被害回復事務管理人の選任が適当な事案もある

と思われるが，被害回復事務という性質に鑑み報酬額の決定がされる必要がある。 

こうした費用については，給付資金の中からではなく，公費で負担することで，国

が被害回復を手助けすることが検討されるべきである。 

(4) 通常の支給手続と特別支給手続を経てもなお給付資金が残った場合，給付資金は国

庫に入る（34 条 1 項）。特別支給手続の終了後に被害者が給付資金の中から被害回復

を図ろうとしても，被害者が被害回復給付金の支給を受ける権利は消滅してしまう

（31 条）。民法の消滅時効と比べて，被害者の権利が消滅するに至るまでの期間は短

く規定されており，被害者の権利が早期に消滅することが規定されている。 

  特別支給手続を経てもなお給付資金が残った場合について，速やかに国庫に帰属さ

せる必要性に乏しいと思われるため，被害者保護を重視して，後日の申請を認める制

度とすることが検討されるべきである。 

 

５ 小括 

 

(1) 特殊詐欺事案における被害回復に関して組犯法を活用するという観点からすれば，

「第２章 現行法における被害回復の取組」の「第１ 特殊詐欺と組織的犯罪処罰法」

において前述したとおり，詐欺罪や組織的詐欺罪などの前提犯罪のみならず，犯罪収

益等隠匿罪や同収受罪の立件数を増やすことが重要である。 

(2) また，「第２章 現行法における被害回復の取組」の「２ 組犯法の没収・追徴と被

害回復の仕組み」「(4) 組犯法上の没収保全・追徴保全」以下において前述したとおり，

特殊詐欺事案において没収保全・追徴保全を活用するなどして，没収・追徴事案を今

まで以上に増やすことが必要である。 

(3) その上で，国が支給手続に要する費用を負担するなどして，没収・追徴された財産

の全てを被害者に支給できるようにすべきである。 

(4) 支給手続が終了した後であっても，被害回復を新たに求めるに至った被害者に対し

ては一定の配慮を行うなどして，より一層の被害回復の実現を図るべきである。 

 

第４ 振り込め詐欺救済法 

 

１ 正式名称・被害回復の仕組み 

正式名称は，「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す

る法律」である。 

この法律は，犯罪に利用されている預金口座について， 

① 金融機関が当該預金口座等にかかる取引を停止する措置をとり（口座凍結） 

② 公告を経て，当該預金口座等を失権させ（失権手続） 

③ これを原資として，公告を経て，被害回復分配金の支払いを行う（支払手続） 

という手順により被害回復を図る仕組みを採用している。 

全国銀行協会が，この手続の詳細に関するガイドライン（全銀協ガイドライン）を作

成しており，各金融機関は，このガイドラインに沿った運用をしている。 

 

２ 対象となる預金口座 

振り込め詐欺救済法の対象となる預金口座は，同法において，「犯罪利用預金口座等」

と定義されており，次の①又は②の口座がこれに該当する。 

① 振込利用犯罪行為において，「振込利用犯罪行為」の振込みの振込先となった預金

口座等 

② 専ら①に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等で

あって，当該預金口座等に係る資金が①の振込みに係る資金と実質的に同じである

と認められるもの 
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付金支給手続の更なる活用が望まれる。 

(2) なお，暴力団が関与した事件についても，被害回復給付金支給制度が活用されてい

る。 

具体的には，五代目工藤會の常任相談役が建設会社から金員を脅し取った事件につ

いて，被害回復給付金支給手続が開始されている例がある（福岡地方検察庁平成29年

第3号事件）。 

 

４ 課題 

 

(1) 被害回復給付金支給法に基づき財産的損害が回復されるためには，財産犯等の有罪

判決及び犯罪被害財産の没収・追徴の刑事裁判が確定することが前提となる。特殊詐

欺事案においても，組犯法に規定された前提犯罪について，有罪判決及び没収・追徴

裁判が確定する必要がある。 

近年においては，詐欺の手口の多様化・非対面化によって詐欺罪の検挙率は低下し

ており，組犯法の組織的詐欺罪の検察庁新規受理件数も増えてはいない。 

そのため，本来であれば没収・追徴の裁判によって救済されるべき被害者が救済さ

れないケースも，少なからずあると思われる。 

(2) 被害回復給付金支給法に基づき財産的損害が回復されるためには，犯罪被害財産の

没収・追徴の刑事裁判が確定することが前提となる。 

そのため，犯人が没収・追徴すべき財産を有していなかった場合には，被害回復が

図れない結果となる。 

できるだけ多くの被害者の被害を回復させるためにも，犯罪被害財産をより多く確

保すべく，没収保全・追徴保全の活用を今まで以上に図る必要がある。 

(3) 被害回復給付金の支給手続は，検察官が実施する。そのため，支給手続は，検察官

のマンパワーに頼らざるを得ないこととなる。 

検察官は，弁護士の中から，被害回復事務管理人を選任し，裁定のための審査に関

する事務など一定の事務を行わせることもできる。 

もっとも，支給手続に要する費用や被害回復事務管理人の報酬は，検察官が保管す

る給付資金から支出される。これらの費用の負担が重い場合，被害者に支払われるべ

き被害回復給付金の捻出ができず，犯罪被害財産支給手続の開始が決定されないこと

となり，被害回復が図れなくなる（6条 1項ただし書）。 

事務処理の膨大な案件については，被害回復事務管理人の選任が適当な事案もある

と思われるが，被害回復事務という性質に鑑み報酬額の決定がされる必要がある。 

こうした費用については，給付資金の中からではなく，公費で負担することで，国

が被害回復を手助けすることが検討されるべきである。 

(4) 通常の支給手続と特別支給手続を経てもなお給付資金が残った場合，給付資金は国

庫に入る（34 条 1 項）。特別支給手続の終了後に被害者が給付資金の中から被害回復

を図ろうとしても，被害者が被害回復給付金の支給を受ける権利は消滅してしまう

（31 条）。民法の消滅時効と比べて，被害者の権利が消滅するに至るまでの期間は短

く規定されており，被害者の権利が早期に消滅することが規定されている。 

  特別支給手続を経てもなお給付資金が残った場合について，速やかに国庫に帰属さ

せる必要性に乏しいと思われるため，被害者保護を重視して，後日の申請を認める制

度とすることが検討されるべきである。 

 

５ 小括 

 

(1) 特殊詐欺事案における被害回復に関して組犯法を活用するという観点からすれば，

「第２章 現行法における被害回復の取組」の「第１ 特殊詐欺と組織的犯罪処罰法」

において前述したとおり，詐欺罪や組織的詐欺罪などの前提犯罪のみならず，犯罪収

益等隠匿罪や同収受罪の立件数を増やすことが重要である。 

(2) また，「第２章 現行法における被害回復の取組」の「２ 組犯法の没収・追徴と被

害回復の仕組み」「(4) 組犯法上の没収保全・追徴保全」以下において前述したとおり，

特殊詐欺事案において没収保全・追徴保全を活用するなどして，没収・追徴事案を今

まで以上に増やすことが必要である。 

(3) その上で，国が支給手続に要する費用を負担するなどして，没収・追徴された財産

の全てを被害者に支給できるようにすべきである。 

(4) 支給手続が終了した後であっても，被害回復を新たに求めるに至った被害者に対し

ては一定の配慮を行うなどして，より一層の被害回復の実現を図るべきである。 

 

第４ 振り込め詐欺救済法 

 

１ 正式名称・被害回復の仕組み 

正式名称は，「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す

る法律」である。 

この法律は，犯罪に利用されている預金口座について， 

① 金融機関が当該預金口座等にかかる取引を停止する措置をとり（口座凍結） 

② 公告を経て，当該預金口座等を失権させ（失権手続） 

③ これを原資として，公告を経て，被害回復分配金の支払いを行う（支払手続） 

という手順により被害回復を図る仕組みを採用している。 

全国銀行協会が，この手続の詳細に関するガイドライン（全銀協ガイドライン）を作

成しており，各金融機関は，このガイドラインに沿った運用をしている。 

 

２ 対象となる預金口座 

振り込め詐欺救済法の対象となる預金口座は，同法において，「犯罪利用預金口座等」

と定義されており，次の①又は②の口座がこれに該当する。 

① 振込利用犯罪行為において，「振込利用犯罪行為」の振込みの振込先となった預金

口座等 

② 専ら①に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等で

あって，当該預金口座等に係る資金が①の振込みに係る資金と実質的に同じである

と認められるもの 
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この「振込利用犯罪行為」は，「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって，

財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用された

ものをいう」（同法2条 3項）と定義されている。 

したがって，振り込め詐欺救済法の対象には，特殊詐欺のほか，ヤミ金融，インター

ネットバンキング不正送金などの犯罪の振込先となった預金口座も含まれることとな

る。 

 

３ 被害回復までの手続の流れ 

 

(1) 口座凍結 

金融機関は，預金口座等について，捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に

関する情報の提供があることその他の事情を勘案して「犯罪利用預金口座等」である

疑いがあると認めるときは，当該預金口座等に係る取引停止等の措置（一般に言われ

る「口座凍結」。）を適切に講ずるものとされている（同法3条 1項）。 

また，金融機関は，その場合，資金移転先口座があると認めるときは，資金移転  

先の金融機関に対して情報提供をすべきものとされている（同条2項）。 

全銀協ガイドラインでは，警察，弁護士会，金融庁，消費生活センターなどの公的

機関からの通報のほか，弁護士，認定司法書士から通報があったときも，口座凍結を

するものとされている。そして，日弁連では，弁護士が金融機関に対して通報する場

合の統一書式「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供票及び要請書」を定めている。

日本司法書士会連合会も，司法書士が通報する場合の統一書式を定めている。 

 

(2) 失権手続・支払手続 

「振り込め詐欺救済法における手続の流れ」(金融庁作成）のとおりとなっている。 

  

 

なお，口座の残高が1000円未満のときは，分配は行われない。 

預金保険機構は，公告サイト（http://furikomesagi.dic.go.jp/）で公告を行っている。 
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この「振込利用犯罪行為」は，「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって，

財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用された

ものをいう」（同法2条 3項）と定義されている。 

したがって，振り込め詐欺救済法の対象には，特殊詐欺のほか，ヤミ金融，インター

ネットバンキング不正送金などの犯罪の振込先となった預金口座も含まれることとな

る。 

 

３ 被害回復までの手続の流れ 

 

(1) 口座凍結 

金融機関は，預金口座等について，捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に

関する情報の提供があることその他の事情を勘案して「犯罪利用預金口座等」である

疑いがあると認めるときは，当該預金口座等に係る取引停止等の措置（一般に言われ

る「口座凍結」。）を適切に講ずるものとされている（同法3条 1項）。 

また，金融機関は，その場合，資金移転先口座があると認めるときは，資金移転  

先の金融機関に対して情報提供をすべきものとされている（同条2項）。 

全銀協ガイドラインでは，警察，弁護士会，金融庁，消費生活センターなどの公的

機関からの通報のほか，弁護士，認定司法書士から通報があったときも，口座凍結を

するものとされている。そして，日弁連では，弁護士が金融機関に対して通報する場

合の統一書式「振り込め詐欺等不正請求口座情報提供票及び要請書」を定めている。

日本司法書士会連合会も，司法書士が通報する場合の統一書式を定めている。 

 

(2) 失権手続・支払手続 

「振り込め詐欺救済法における手続の流れ」(金融庁作成）のとおりとなっている。 

  

 

なお，口座の残高が1000円未満のときは，分配は行われない。 

預金保険機構は，公告サイト（http://furikomesagi.dic.go.jp/）で公告を行っている。 
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４ 預金保険機構納付金 

振り込め詐欺救済法では，分配後に余った資金は，預金保険機構に納付され，費用相

当割合を控除して，犯罪被害者支援の充実に支出されることが定められている。 

そして，この制度に基づき，日本財団が担い手となり，犯罪被害者の子どもに対する

奨学金事業と，犯罪被害者支援団体に対する助成金事業が行われている。 

なお，日弁連は，2010年 12月 17日付け「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金の

使途に関する意見書」，2011 年 7 月 21 日付け「『預保納付金の具体的使途に関するプロ

ジェクトチーム案』に対する意見書」において，納付金を被害者が加害者に対し法的手

続を行使するための訴訟費用に対して支出すべき旨の意見を述べているが，採用されて

いない。 

 

５ 実情 

 

(1) 金額 

                                  （単位:円） 

 消滅預金等債権の

額（Ａ） 

支払該当者決定を受

けた者に対する支払

額の総額（Ｂ） 

法 19 条の規定によ

る預金保険機構へ

の納付予定額 

平成25年度 1,661,513,916 1,299,686,895 361,827,021 

平成 26年度 1,928,480,028 1,327,027,205 601,452,823 

平成 27年度 1,654,663,861 1,283,303,389 371,360,472 

平成 28年度 2,158,839,708 1,819,988,630 338,851,078 

平成 29年度 1,455,391,167 1,282,678,294 172,712,873 

平成 29 年度の支払率（（Ｂ）÷（Ａ），「返金率」と言われることもある。）は 88.1％

となっており，平成27年度の77.6％，平成28年度の84.2％と比較し，高まっている。 

 

(2) 犯罪の種類 

全国銀行協会が 14 行を対象に行った実態調査389によると，平成 26 年度の状況は次

のとおりとなっていた。 

 

犯罪種類 凍結口座数の全

体に占める割合 

滞留資金総額の全

体に占める割合 

当該犯罪種類の

支払率 

振り込め詐欺 25.66% 30.69% 80.76% 

振り込め詐欺以外の

特殊詐欺 

9.10% 26.75% 83.89% 

ヤミ金融 40.76% 15.13% 45.73% 

                            
389 全国銀行協会「銀行界における振り込め詐欺の被害者に対する返金率向上に向けた取組み」

（https://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151216-4/04.pdf） 

ネットショッピング

詐欺等 

15.94% 14.00% 61.83% 

インターネットバン

キング不正送金 

6.39% 11.55% 76.35% 

その他 2.16% 1.88% 59.62% 

 

凍結される金額は特殊詐欺が多いが，口座数はヤミ金融，ネットショッピング詐欺

が多い。ヤミ金融，ネットショッピング詐欺では，支払率が低く，被害者に支払われ

ずに預金保険機構へ納付される割合が多いことがわかる。 

 

(3) 預金保険機構納付金による犯罪被害者支援390 

犯罪被害者の子どもに対する奨学金事業「まごころ奨学金」では，平成28年度にお

いて，36 名に合計 3355 万円の貸与と，前年度以前からの継続者 46 名に合計 3732 万

円の貸与がなされた。 

犯罪被害者支援団体に対する助成金事業は，平成28年度において，54団体（91件）

に合計3億 9250万円の助成の決定がなされた。 

なお，奨学金事業は，平成29年度から，給付制に変更となっている。 

 

６ 振り込め詐欺救済法の特長 

 

(1) 裁判手続によらない失権 

振り込め詐欺救済法は，裁判手続によらずに財産権を失わせて，被害回復に充てる

という制度を採用している。 

具体的には，「犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由」という実体的

要件を備える口座に失権手続が開始され，公告にもかかわらず権利行使の届出がなか

ったという手続要件を備えると，当該口座の預貯金債権者の権利が失権する。 

被害回復給付金制度が刑事手続の有罪判決により没収・追徴した財産を被害回復に

充てるのと比較すると，振り込め詐欺救済法の制度は簡易な手続となっている。 

また，犯人が誰かが不明である，犯人が国外にいる，犯人が死亡してしまっている，

犯人が逃亡等していて所在不明であるといった理由で刑事手続を行うことができない

ときにも被害回復を可能としている。 

 

(2) 手続実施者が民間金融機関 

被害者からの被害回復分配金の支払申請の受付け，支払いを受けることができる者

かどうかと被害額の認定，分配金の支払いを，司法機関でも行政機関でもない民間金

融機関が全て行う。 

 

 

                            
390 公益財団法人日本財団「2016年度預保納付金支援事業実施報告書」 
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４ 預金保険機構納付金 

振り込め詐欺救済法では，分配後に余った資金は，預金保険機構に納付され，費用相

当割合を控除して，犯罪被害者支援の充実に支出されることが定められている。 

そして，この制度に基づき，日本財団が担い手となり，犯罪被害者の子どもに対する

奨学金事業と，犯罪被害者支援団体に対する助成金事業が行われている。 

なお，日弁連は，2010年 12月 17日付け「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金の

使途に関する意見書」，2011 年 7 月 21 日付け「『預保納付金の具体的使途に関するプロ

ジェクトチーム案』に対する意見書」において，納付金を被害者が加害者に対し法的手

続を行使するための訴訟費用に対して支出すべき旨の意見を述べているが，採用されて

いない。 

 

５ 実情 

 

(1) 金額 

                                  （単位:円） 

 消滅預金等債権の

額（Ａ） 

支払該当者決定を受

けた者に対する支払

額の総額（Ｂ） 

法 19 条の規定によ

る預金保険機構へ

の納付予定額 

平成25年度 1,661,513,916 1,299,686,895 361,827,021 

平成 26年度 1,928,480,028 1,327,027,205 601,452,823 

平成 27年度 1,654,663,861 1,283,303,389 371,360,472 

平成 28年度 2,158,839,708 1,819,988,630 338,851,078 

平成 29年度 1,455,391,167 1,282,678,294 172,712,873 

平成 29 年度の支払率（（Ｂ）÷（Ａ），「返金率」と言われることもある。）は 88.1％

となっており，平成27年度の77.6％，平成28年度の84.2％と比較し，高まっている。 

 

(2) 犯罪の種類 

全国銀行協会が 14 行を対象に行った実態調査389によると，平成 26 年度の状況は次

のとおりとなっていた。 

 

犯罪種類 凍結口座数の全

体に占める割合 

滞留資金総額の全

体に占める割合 

当該犯罪種類の

支払率 

振り込め詐欺 25.66% 30.69% 80.76% 

振り込め詐欺以外の

特殊詐欺 

9.10% 26.75% 83.89% 

ヤミ金融 40.76% 15.13% 45.73% 

                            
389 全国銀行協会「銀行界における振り込め詐欺の被害者に対する返金率向上に向けた取組み」

（https://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151216-4/04.pdf） 

ネットショッピング

詐欺等 

15.94% 14.00% 61.83% 

インターネットバン

キング不正送金 

6.39% 11.55% 76.35% 

その他 2.16% 1.88% 59.62% 

 

凍結される金額は特殊詐欺が多いが，口座数はヤミ金融，ネットショッピング詐欺

が多い。ヤミ金融，ネットショッピング詐欺では，支払率が低く，被害者に支払われ

ずに預金保険機構へ納付される割合が多いことがわかる。 

 

(3) 預金保険機構納付金による犯罪被害者支援390 

犯罪被害者の子どもに対する奨学金事業「まごころ奨学金」では，平成28年度にお

いて，36 名に合計 3355 万円の貸与と，前年度以前からの継続者 46 名に合計 3732 万

円の貸与がなされた。 

犯罪被害者支援団体に対する助成金事業は，平成28年度において，54団体（91件）

に合計3億 9250万円の助成の決定がなされた。 

なお，奨学金事業は，平成29年度から，給付制に変更となっている。 

 

６ 振り込め詐欺救済法の特長 

 

(1) 裁判手続によらない失権 

振り込め詐欺救済法は，裁判手続によらずに財産権を失わせて，被害回復に充てる

という制度を採用している。 

具体的には，「犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由」という実体的

要件を備える口座に失権手続が開始され，公告にもかかわらず権利行使の届出がなか

ったという手続要件を備えると，当該口座の預貯金債権者の権利が失権する。 

被害回復給付金制度が刑事手続の有罪判決により没収・追徴した財産を被害回復に

充てるのと比較すると，振り込め詐欺救済法の制度は簡易な手続となっている。 

また，犯人が誰かが不明である，犯人が国外にいる，犯人が死亡してしまっている，

犯人が逃亡等していて所在不明であるといった理由で刑事手続を行うことができない

ときにも被害回復を可能としている。 

 

(2) 手続実施者が民間金融機関 

被害者からの被害回復分配金の支払申請の受付け，支払いを受けることができる者

かどうかと被害額の認定，分配金の支払いを，司法機関でも行政機関でもない民間金

融機関が全て行う。 

 

 

                            
390 公益財団法人日本財団「2016年度預保納付金支援事業実施報告書」 
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(3) 被害者への情報提供 

振り込め詐欺救済法では，金融機関に情報提供が義務づけられている。 

11 条 4 項は，「金融機関は，対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に

対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため，必要な情報の提供そ

の他の措置を適切に講ずるものとする。」と定めており，金融機関から積極的に被害者

を探知して被害救済の土俵に載せる仕組が取られている。 

被害者が自ら犯人を見つけなくとも，また，自ら民事訴訟等を提起しなくとも，情

報を与えられ，そのとおりに申請をするだけで被害回復をしてもらえる点で，被害者

に親切な手続と言える。 

 

７ 振り込め詐欺救済法の限界と課題 

 

(1) 犯罪利用預金口座等の全てが失権する手続ではないこと 

振り込め詐欺救済法の失権手続は，真に犯罪利用されている口座であっても，預金

名義人たる権利者からの権利行使の届出がなされれば，終了してしまうものとなって

いる。 

特に，金融商品等取引名目の特殊詐欺，ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺，

異性との交際あっせん名目の特殊詐欺では，預金名義人が実在し，当該預金口座を管

理しているから，権利行使の届出がなされる可能性が高い。 

振り込め詐欺救済法の手続が終了してしまった後に，被害者が被害回復を図るには，

民事訴訟等の手続を行うしかない。 

権利行使の届出があるときにまで金融機関に失権させるかどうかを決めさせる仕

組とするのは困難と考えられるものの，他の方法（裁判所が判断するなど）による手

当が検討されても良いと思われる。 

 

(2) 犯罪収益の滞留口座であっても直接の振込先口座以外は対象となりにくいこと 

振り込め詐欺救済法の対象は口座単位で判断されるため，詐欺的な事業のみを行っ

ている業者に別口座が存在しても，その別口座は対象とならない。 

また，資金が移転していることが証明されても，「専ら前号に掲げる預金口座等に係

る資金を移転する目的で利用された預金口座等」の「専ら」等の要件に該当しないと

き，あるいは，「当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じ」

の要件を満たさないときには，対象口座とならないという限界がある。 

この点についても，やはり，金融機関に判断をさせる仕組は困難と考えられるもの

の，他の方法（裁判所が判断するなど）による手当が検討されても良いと思われる。 

 

(3) 金融機関による預金口座凍結の推進及び拡充の必要性  

金融機関にとって，口座凍結は，預金者との紛争を招きかねない行為であるが，振

り込め詐欺救済法は，金融機関が犯罪利用預金口座等である疑いの有無を自ら判断し

て，自らの責任で口座凍結をしなければならない仕組を採用している。具体的には全

銀協ガイドラインは以下の旨を定めているとされている391。 

振り込め詐欺救済法3条1項を踏まえ，以下の１から４のいずれかに該当する場合は，

すみやかに口座凍結を実施（預金口座に係る取引の停止等の措置）する392。  

 

1．捜査機関，弁護士会，金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁

護士，認定司法書士から通報があった場合 

2．被害者から被害の申し出があり，振込が行われたことが確認でき，他の取引の

状況や口座名義人との連絡状況から，直ちに口座凍結を行う必要がある場合 

3．口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある，または口座が

振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり，以下の

いずれかに該当するとき。 

(1) 名義人に電話で連絡し，名義人本人から口座を貸与・売却した，紛失した，

口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合 

(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが，連絡が取れなかった場

合 

(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金，または過去の履歴と比

較すると異常な入出金が発生している場合 

4．本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合 

 

裁判所393は，弁護士の要請に基づく預金凍結に関し，本件法律3条1項につき，「同

項の『捜査機関等』中の『等』とは，捜査機関以外で，振り込め詐欺等の被害者の迅

速な被害回復に当たる者を指し，具体的には弁護士会，金融庁及び消費生活センター

などの公的機関や，振り込め詐欺等の被害者代理人となる資格を有する弁護士及び認

定司法書士が含まれると解される。」とし，また，「同項の文言及び趣旨に照らせば，

金融機関は，『当該金融機関の預金口座等について，捜査機関等から当該預金口座等

の不正な利用に関する情報の提供がある』場合には，当該金融機関において，提供さ

れた当該情報自体から明らかに犯罪利用預金口座等でないと認められるとか，本件口

座が犯罪利用預金口座等でないことを知っていたなどの特段の事情のない限り，提供

された情報に相当の理由があるかどうかを別途調査することなく犯罪利用預金口座等

である疑いがあると認めて，当該預金口座等に係る取引停止等の措置を適切に講ずる

ことができるものと解される。」と判示した。 

このような裁判例を前提とする場合，捜査機関等による全銀協が定める上記１から

４の情報提供に基づく預金口座の凍結について金融機関がその責任を追及される可能

性は薄いと思われる。しかし，上記ガイドラインは，「１から４に該当しないケース

                            
391 「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」全国銀行協会作成のパワーポイント

資料。 
392 「※ 口座凍結は，口座への入出金双方の停止（解約を含む）」 であり。「僚店を含め同一名

義人の口座があることが判明した場合には，利用実態を確認のうえ， 必要がある場合には同様

の措置を実施する。」とされているとのことである。 
393 東京地裁平成22年 12月 3日判決（平成22年（ワ）第12863号） 
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(3) 被害者への情報提供 

振り込め詐欺救済法では，金融機関に情報提供が義務づけられている。 

11 条 4 項は，「金融機関は，対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に

対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため，必要な情報の提供そ

の他の措置を適切に講ずるものとする。」と定めており，金融機関から積極的に被害者

を探知して被害救済の土俵に載せる仕組が取られている。 

被害者が自ら犯人を見つけなくとも，また，自ら民事訴訟等を提起しなくとも，情

報を与えられ，そのとおりに申請をするだけで被害回復をしてもらえる点で，被害者

に親切な手続と言える。 

 

７ 振り込め詐欺救済法の限界と課題 

 

(1) 犯罪利用預金口座等の全てが失権する手続ではないこと 

振り込め詐欺救済法の失権手続は，真に犯罪利用されている口座であっても，預金

名義人たる権利者からの権利行使の届出がなされれば，終了してしまうものとなって

いる。 

特に，金融商品等取引名目の特殊詐欺，ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺，

異性との交際あっせん名目の特殊詐欺では，預金名義人が実在し，当該預金口座を管

理しているから，権利行使の届出がなされる可能性が高い。 

振り込め詐欺救済法の手続が終了してしまった後に，被害者が被害回復を図るには，

民事訴訟等の手続を行うしかない。 

権利行使の届出があるときにまで金融機関に失権させるかどうかを決めさせる仕

組とするのは困難と考えられるものの，他の方法（裁判所が判断するなど）による手

当が検討されても良いと思われる。 

 

(2) 犯罪収益の滞留口座であっても直接の振込先口座以外は対象となりにくいこと 

振り込め詐欺救済法の対象は口座単位で判断されるため，詐欺的な事業のみを行っ

ている業者に別口座が存在しても，その別口座は対象とならない。 

また，資金が移転していることが証明されても，「専ら前号に掲げる預金口座等に係

る資金を移転する目的で利用された預金口座等」の「専ら」等の要件に該当しないと

き，あるいは，「当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じ」

の要件を満たさないときには，対象口座とならないという限界がある。 

この点についても，やはり，金融機関に判断をさせる仕組は困難と考えられるもの

の，他の方法（裁判所が判断するなど）による手当が検討されても良いと思われる。 

 

(3) 金融機関による預金口座凍結の推進及び拡充の必要性  

金融機関にとって，口座凍結は，預金者との紛争を招きかねない行為であるが，振

り込め詐欺救済法は，金融機関が犯罪利用預金口座等である疑いの有無を自ら判断し

て，自らの責任で口座凍結をしなければならない仕組を採用している。具体的には全

銀協ガイドラインは以下の旨を定めているとされている391。 

振り込め詐欺救済法3条1項を踏まえ，以下の１から４のいずれかに該当する場合は，

すみやかに口座凍結を実施（預金口座に係る取引の停止等の措置）する392。  

 

1．捜査機関，弁護士会，金融庁および消費生活センターなど公的機関ならびに弁

護士，認定司法書士から通報があった場合 

2．被害者から被害の申し出があり，振込が行われたことが確認でき，他の取引の

状況や口座名義人との連絡状況から，直ちに口座凍結を行う必要がある場合 

3．口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されているとの疑いがある，または口座が

振り込め詐欺等の犯罪に利用される可能性があるとの情報提供があり，以下の

いずれかに該当するとき。 

(1) 名義人に電話で連絡し，名義人本人から口座を貸与・売却した，紛失した，

口座開設の覚えがないとの連絡が取れた場合 

(2) 複数回・異なる時間帯に名義人に電話で連絡したが，連絡が取れなかった場

合 

(3) 一定期間内に通常の生活口座取引と異なる入出金，または過去の履歴と比

較すると異常な入出金が発生している場合 

4．本人確認書類の偽造・変造が発覚した場合 

 

裁判所393は，弁護士の要請に基づく預金凍結に関し，本件法律3条1項につき，「同

項の『捜査機関等』中の『等』とは，捜査機関以外で，振り込め詐欺等の被害者の迅

速な被害回復に当たる者を指し，具体的には弁護士会，金融庁及び消費生活センター

などの公的機関や，振り込め詐欺等の被害者代理人となる資格を有する弁護士及び認

定司法書士が含まれると解される。」とし，また，「同項の文言及び趣旨に照らせば，

金融機関は，『当該金融機関の預金口座等について，捜査機関等から当該預金口座等

の不正な利用に関する情報の提供がある』場合には，当該金融機関において，提供さ

れた当該情報自体から明らかに犯罪利用預金口座等でないと認められるとか，本件口

座が犯罪利用預金口座等でないことを知っていたなどの特段の事情のない限り，提供

された情報に相当の理由があるかどうかを別途調査することなく犯罪利用預金口座等

である疑いがあると認めて，当該預金口座等に係る取引停止等の措置を適切に講ずる

ことができるものと解される。」と判示した。 

このような裁判例を前提とする場合，捜査機関等による全銀協が定める上記１から

４の情報提供に基づく預金口座の凍結について金融機関がその責任を追及される可能

性は薄いと思われる。しかし，上記ガイドラインは，「１から４に該当しないケース

                            
391 「振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きについて」全国銀行協会作成のパワーポイント

資料。 
392 「※ 口座凍結は，口座への入出金双方の停止（解約を含む）」 であり。「僚店を含め同一名

義人の口座があることが判明した場合には，利用実態を確認のうえ， 必要がある場合には同様

の措置を実施する。」とされているとのことである。 
393 東京地裁平成22年 12月 3日判決（平成22年（ワ）第12863号） 
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でも，疑いがあると認められる場合には，個別事例に即して柔軟かつ適切に措置を講

ずるよう努める。」旨の規定をしており，金融機関が自ら判断をして，「犯罪利用預

金口座等」である旨の判断をした場合については的確な裁判例は存在せず，金融機関

は，凍結した口座の預金者からの苦情に対応する負担を負わされるとともに，金融機

関は，結果として判断を誤ったとされて損害賠償義務を負担させられるリスクも負っ

ている。 

実際問題として，捜査機関や弁護士等が預金口座の凍結を行うという段階になれば，

犯罪者は既に当該預金口座の預金を引き出している可能性が高いのであり，被害者救

済のためには，金融機関自らのイニシアティブにより積極的に預金口座の凍結を行う

制度を導入する必要が高い。被害者救済を進める上においては，更に金融機関の法的

責任を軽減する旨の措置が必要であると考えられる。 この点，インターネット専業の

ジャパンネット銀行は2013年に独自のモニタリングシステムを導入し，不審な送金を

リアルタイムで監視し，詐欺の可能性が高いと判断した場合には，即座に口座を凍結

しているということである。こうした取組を金融機関全体に広げて行くためにも，銀

行口座の凍結に関する金融機関の責任を軽減することが重要である。その上で，金融

機関において特殊詐欺の犯罪収益に係る取引であるとの疑いを認める場合，当該預金

口座の凍結を義務付けることを検討すべきである。 

 

(4) 金融商品取引法違反に係る資金につき預金口座凍結の対象とすること 

詐欺の中でも投資に係るものの中には，金融商品取引法（以下「金商法」という。）

29条違反（無登録による金融商品取引業）に該当する場合も存在する。無登録による

金融商品取引業は刑事罰の対象であり，事業遂行に必要な登録等が行われていない以

上，預金凍結によって当該業者に生じる事業遂行の支障を懸念する必要性は小さい。

詐欺であることが厳密には疎明できない場合でも，無登録により金融商品取引を行っ

ているという事由のみで預金口座の凍結を可能とすることは詐欺被害の予防等に資す

ることとなる。そこで，振り込め詐欺救済法に基づく預金口座凍結の前提犯罪に金商

法違反を付加することで，金融機関による預金口座の凍結の取組を拡充・推進すべき

である。 

 

８ 他の制度への応用可能性 

振り込め詐欺救済法の制定及びその後の運用は，実体的要件と手続要件を適切に定め

さえすれば，裁判手続によらない犯罪収益の失権（被害者への分配）が我が国の法制度

として認められ実際に運用できるという実績となった。 

他の犯罪に基づく収益についても，実体的要件と手続要件，そして手続実施者を適切

に定めることにより，裁判手続によらずに犯罪収益を被害者に返済することで被害回復

をはかる仕組作りは可能と思われ，振り込め詐欺救済法の制度を参考として法整備が進

められるべきであろう。 

 

  

第５ 犯人以外の者からの被害回復 

 

１ 特殊詐欺の被害回復手段としての組長訴訟 

 

(1) 意義 

 

① 組長責任訴訟一般の意義 

暴力団員の行為によって損害を被った被害者が，実行犯である暴力団員の所属す

る暴力団の組長や最高幹部（以下「組長ら」という。），更にその上位組織の組長

らに対して損害賠償を請求する訴訟のことを組長責任追及訴訟（以下「組長訴訟」

という。）という。 

組長訴訟には，直接の違法行為を行った末端の組員が十分な弁済能力を持たない

場合にも，組員や傘下組織から上納金の形で利益を享受している組長らに賠償させ

ることで，実効的な被害回復を図ることができるという意義がある（被害回復機

能）。また，下位の組員の違法行為について自らが責任を負うということになれば，

組長らにとっては心理的な圧迫になり，市民に対する加害を思いとどまらせる動機

となる（牽制機能）。そして，組長らの下に集約された資金を損害賠償の形で剥奪

することにより，組織を弱体化させることも可能となる（資金剥奪機能）394。 

 

② 特殊詐欺事件の被害回復についての組長責任の意義 

特殊詐欺は，多数の被害者に対して何度も詐欺行為が繰り返されることが多く，

被害は高額になりがちである。そして，高齢の被害者は，老後の生活のために蓄え

ていた資産を奪われ，人生の終盤における生活の安定を大きく崩されてしまうこと

になる。迅速かつ十分な被害回復が望まれる所以である。しかし，個々の受け子や

出し子など，特殊詐欺の実行犯が，多数の被害者に対する十分な賠償資力を持つこ

とは稀である。実際に訴追されたそれらの者の資力では，事実上，被害の回復を受

けるのは困難である。他方で，近時，特殊詐欺が暴力団の資金源になっていること

が指摘されている395。そこで，特殊詐欺事件に暴力団員や暴力団関係者が関与して

いる場合に，実効的な被害回復の見地から，資力を有する組長らの責任を追及する

ことが考えられる。 

暴力団の関わる特殊詐欺事件の刑事事件では，暴力団組織の「沈黙の掟」と，厳

しい立証責任の下で，事件に直接関与していない首謀者や利益享受者に刑事責任を

課すことは難しい。また，我が国の刑事事件の実務においては，検察官が把握した

                            
394 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会編「反社会的勢力を巡る判例の分析と展開」（別冊金

融・商事判例）162頁 
395 「平成 26年中における特殊詐欺で検挙された暴力団構成員等は698人と，特殊詐欺の検挙人員

全体の35.2％を占めており，特殊詐欺が暴力団の資金源となっている状況もうかがわれる。」（警

察庁「平成27年警察白書」42頁），「28年中の検挙人員のうち，暴力団構成員等が26.3％を占め

ており，特殊詐欺が暴力団を始めとする犯罪組織の資金源となっている状況がうかがわれる。」（警

察庁「平成29年警察白書」56頁） 
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でも，疑いがあると認められる場合には，個別事例に即して柔軟かつ適切に措置を講

ずるよう努める。」旨の規定をしており，金融機関が自ら判断をして，「犯罪利用預

金口座等」である旨の判断をした場合については的確な裁判例は存在せず，金融機関

は，凍結した口座の預金者からの苦情に対応する負担を負わされるとともに，金融機

関は，結果として判断を誤ったとされて損害賠償義務を負担させられるリスクも負っ

ている。 

実際問題として，捜査機関や弁護士等が預金口座の凍結を行うという段階になれば，

犯罪者は既に当該預金口座の預金を引き出している可能性が高いのであり，被害者救

済のためには，金融機関自らのイニシアティブにより積極的に預金口座の凍結を行う

制度を導入する必要が高い。被害者救済を進める上においては，更に金融機関の法的

責任を軽減する旨の措置が必要であると考えられる。 この点，インターネット専業の

ジャパンネット銀行は2013年に独自のモニタリングシステムを導入し，不審な送金を

リアルタイムで監視し，詐欺の可能性が高いと判断した場合には，即座に口座を凍結

しているということである。こうした取組を金融機関全体に広げて行くためにも，銀

行口座の凍結に関する金融機関の責任を軽減することが重要である。その上で，金融

機関において特殊詐欺の犯罪収益に係る取引であるとの疑いを認める場合，当該預金

口座の凍結を義務付けることを検討すべきである。 

 

(4) 金融商品取引法違反に係る資金につき預金口座凍結の対象とすること 

詐欺の中でも投資に係るものの中には，金融商品取引法（以下「金商法」という。）

29条違反（無登録による金融商品取引業）に該当する場合も存在する。無登録による

金融商品取引業は刑事罰の対象であり，事業遂行に必要な登録等が行われていない以

上，預金凍結によって当該業者に生じる事業遂行の支障を懸念する必要性は小さい。

詐欺であることが厳密には疎明できない場合でも，無登録により金融商品取引を行っ

ているという事由のみで預金口座の凍結を可能とすることは詐欺被害の予防等に資す

ることとなる。そこで，振り込め詐欺救済法に基づく預金口座凍結の前提犯罪に金商

法違反を付加することで，金融機関による預金口座の凍結の取組を拡充・推進すべき

である。 

 

８ 他の制度への応用可能性 

振り込め詐欺救済法の制定及びその後の運用は，実体的要件と手続要件を適切に定め

さえすれば，裁判手続によらない犯罪収益の失権（被害者への分配）が我が国の法制度

として認められ実際に運用できるという実績となった。 

他の犯罪に基づく収益についても，実体的要件と手続要件，そして手続実施者を適切

に定めることにより，裁判手続によらずに犯罪収益を被害者に返済することで被害回復

をはかる仕組作りは可能と思われ，振り込め詐欺救済法の制度を参考として法整備が進

められるべきであろう。 

 

  

第５ 犯人以外の者からの被害回復 

 

１ 特殊詐欺の被害回復手段としての組長訴訟 

 

(1) 意義 

 

① 組長責任訴訟一般の意義 

暴力団員の行為によって損害を被った被害者が，実行犯である暴力団員の所属す

る暴力団の組長や最高幹部（以下「組長ら」という。），更にその上位組織の組長

らに対して損害賠償を請求する訴訟のことを組長責任追及訴訟（以下「組長訴訟」

という。）という。 

組長訴訟には，直接の違法行為を行った末端の組員が十分な弁済能力を持たない

場合にも，組員や傘下組織から上納金の形で利益を享受している組長らに賠償させ

ることで，実効的な被害回復を図ることができるという意義がある（被害回復機

能）。また，下位の組員の違法行為について自らが責任を負うということになれば，

組長らにとっては心理的な圧迫になり，市民に対する加害を思いとどまらせる動機

となる（牽制機能）。そして，組長らの下に集約された資金を損害賠償の形で剥奪

することにより，組織を弱体化させることも可能となる（資金剥奪機能）394。 

 

② 特殊詐欺事件の被害回復についての組長責任の意義 

特殊詐欺は，多数の被害者に対して何度も詐欺行為が繰り返されることが多く，

被害は高額になりがちである。そして，高齢の被害者は，老後の生活のために蓄え

ていた資産を奪われ，人生の終盤における生活の安定を大きく崩されてしまうこと

になる。迅速かつ十分な被害回復が望まれる所以である。しかし，個々の受け子や

出し子など，特殊詐欺の実行犯が，多数の被害者に対する十分な賠償資力を持つこ

とは稀である。実際に訴追されたそれらの者の資力では，事実上，被害の回復を受

けるのは困難である。他方で，近時，特殊詐欺が暴力団の資金源になっていること

が指摘されている395。そこで，特殊詐欺事件に暴力団員や暴力団関係者が関与して

いる場合に，実効的な被害回復の見地から，資力を有する組長らの責任を追及する

ことが考えられる。 

暴力団の関わる特殊詐欺事件の刑事事件では，暴力団組織の「沈黙の掟」と，厳

しい立証責任の下で，事件に直接関与していない首謀者や利益享受者に刑事責任を

課すことは難しい。また，我が国の刑事事件の実務においては，検察官が把握した

                            
394 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会編「反社会的勢力を巡る判例の分析と展開」（別冊金

融・商事判例）162頁 
395 「平成 26年中における特殊詐欺で検挙された暴力団構成員等は698人と，特殊詐欺の検挙人員

全体の35.2％を占めており，特殊詐欺が暴力団の資金源となっている状況もうかがわれる。」（警

察庁「平成27年警察白書」42頁），「28年中の検挙人員のうち，暴力団構成員等が26.3％を占め

ており，特殊詐欺が暴力団を始めとする犯罪組織の資金源となっている状況がうかがわれる。」（警

察庁「平成29年警察白書」56頁） 
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特殊詐欺事件全てを起訴するとは限らないという実情も存在する。この点，組長訴

訟による場合，損害の公平な分担の見地から被害者側の立証負担は軽減され，事件

に直接に関与しない組織の上位者らに対する責任追及や，起訴に至らなかった事件

の被害者による責任追及も可能になる。刑事・民事の両方向から組長らの責任を追

及することにより，未だに猛威を振るい続ける特殊詐欺事件を牽制・抑止し，特殊

詐欺によって得られた巨額の収益を剥奪することで，暴力団組織の資金源対策にも

なる。 

 

(2) 組長責任の法的根拠 

 

① 共同不法行為（民法719条） 

共同不法行為責任は，複数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき

に，連帯して賠償責任を負わせるものであり，損害の原因となった行為について共

同ないし関与した者に賠償責任を追及することを可能にする。特殊詐欺事案につい

ても，実行犯の詐欺行為について，組長らに関連共同性ある場合や，教唆・幇助な

どの関与が認められるならば，共同不法行為者として，詐欺による損害について，

実行犯とともに不真正連帯債務を負うこととなる。 

もっとも，沈黙の掟の支配する暴力団組織において，特殊詐欺の実行犯とその背

後にいる組長らとの間に主観的あるいは客観的に関連共同性があったことや，組長

の教唆・幇助の下に詐欺が実行されたことを立証するのは困難である。したがって，

共同不法行為責任を根拠に，組長らの責任を追及することには，限界もある。 

 

② 使用者責任と代理監督者責任（民法715条） 

使用者責任（民法715条 1項）は，被用者が使用者の事業の執行について行った

不法行為から生じた損害について，使用者に賠償責任を負わせるものである。使用

者責任の主な根拠は，「使用者が被用者の活動によって利益をあげる関係にあるこ

とに着目し，利益の存するところに損失をも帰せしめる」という報償責任の法理に

求められる。 

使用者責任の成立には，①使用者性，②事業性及び③事業執行性の3要件が充た

される必要がある。この点，最高裁（最判平 16 年 11 月 12 日民集 58 巻 8 号 2078

頁，京都事件最高裁判決）は，階層的に構成されている暴力団が，その威力をその

暴力団員に利用させることなどを実質上の目的とし，下部組織の構成員に対しても

同暴力団の威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたなどの事情の

下で，同暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用

しての資金獲得活動に係る事業について民法715条 1項所定の使用者と被用者の関

係が成立するとし，下部組織の対立抗争においてその構成員がした殺傷行為も，同

条項にいう「事業の執行について」されたものに当たるとして，使用者責任の成立

を認めた。 

特殊詐欺の事案においては，資金獲得活動の対象である被害者に対して，暴力団

の威力が示されることはない。しかし，特殊詐欺の犯行グループに暴力団関係者が

関与することで，それを知った犯行グループのメンバーは，その暴力団組織の報復

を恐れて，捜査機関に対して秘密を守ろうとし，あるいは，詐取した金銭を持ち逃

げするなどの裏切りを行いづらくなる。かかる意味で，暴力団関係者が関与する特

殊詐欺は，当該暴力団の威力を利用した資金獲得活動であり，暴力団組長にとって

の事業の執行について行われたものと言い得る。 

後述③の指定暴力団代表者の責任（暴対法31条の2）が，指定暴力団の最上位組

織の組長又は最高幹部にのみ成立するものであるのに対し，使用者責任について

は，二次組織，三次組織以下の下部組織の組長に対する請求根拠になる。 

代理監督者責任は，使用者に代わって事業を監督する者に，使用者と同じ責任を

負わせるものである（民法715条 2項）。裁判例上，組長代行，会長といった，組

織の最高幹部について，代理監督者責任の成立が認められたものがある（さいたま

地判平成 13 年 12 月 21 日判例時報 1774 号 17 頁及びその控訴審である東京高判平

成 14 年 11 月 27 日判例時報 1807 号 84 頁，東京地判平成 19 年 9 月 20 日判例時報

2000号 54頁）。 

 

③ 指定暴力団代表者等の責任（暴対法31条の2） 

使用者責任を追及する場合には，被害者側で，いわゆる事業性，使用者性及び事

業執行性について主張・立証する必要がある。しかし，暴力団が，組織の内部運営

に関する事項を秘匿する傾向を強める中，これらの点を具体的に解明することには

困難が伴う。そこで，平成20年の暴対法改正により，民法715条の規定を適用して

代表者等の損害賠償責任を追及する場合において生じる被害者側の立証責任の負

担の軽減を図るべく，指定暴力団の代表者等の責任に関する暴対法 31 条の 2 が設

けられた。これにより，被害者側の立証事項は，①請求の相手方が代表者等である

指定暴力団の指定暴力団員によって当該不法行為が行われたものであること，②当

該不法行為が威力利用資金獲得行為を行うについて行われたものであることの3点

に絞られる396。 

「代表者等」とは，暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者を

いう。「代表する者」とは，組長，総長，会長，理事長等と称する暴力団の首領を

いい，「その運営を支配する者」とは，若頭，若頭補佐，会長補佐，理事長補佐等

と称するいわゆる最高幹部会議の出席メンバー等を意味する。「威力を利用して」

とは，当該指定暴力団に所属していることにより資金獲得活動を効果的に行うため

の影響力又は便益を利用することをいい，当該指定暴力団の指定暴力団員としての

地位と資金獲得活動とが結び付いている一切の場合をいう397。 

上述のとおり，指定暴力団員が関与する特殊詐欺グループにおいては，それを知

る他のメンバーが，当該指定暴力団の報復を恐れて，捜査機関の取調べに対して組

織の秘密を守ろうとしたり，詐取した金銭を持ち逃げするなどの裏切りを行いづら

                            
396 島村英ほか「『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律』につ

いて」警察学論集61巻 9号 55頁以下 
397 前掲島村英ほか59頁 
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特殊詐欺事件全てを起訴するとは限らないという実情も存在する。この点，組長訴

訟による場合，損害の公平な分担の見地から被害者側の立証負担は軽減され，事件

に直接に関与しない組織の上位者らに対する責任追及や，起訴に至らなかった事件

の被害者による責任追及も可能になる。刑事・民事の両方向から組長らの責任を追

及することにより，未だに猛威を振るい続ける特殊詐欺事件を牽制・抑止し，特殊

詐欺によって得られた巨額の収益を剥奪することで，暴力団組織の資金源対策にも

なる。 

 

(2) 組長責任の法的根拠 

 

① 共同不法行為（民法719条） 

共同不法行為責任は，複数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき

に，連帯して賠償責任を負わせるものであり，損害の原因となった行為について共

同ないし関与した者に賠償責任を追及することを可能にする。特殊詐欺事案につい

ても，実行犯の詐欺行為について，組長らに関連共同性ある場合や，教唆・幇助な

どの関与が認められるならば，共同不法行為者として，詐欺による損害について，

実行犯とともに不真正連帯債務を負うこととなる。 

もっとも，沈黙の掟の支配する暴力団組織において，特殊詐欺の実行犯とその背

後にいる組長らとの間に主観的あるいは客観的に関連共同性があったことや，組長

の教唆・幇助の下に詐欺が実行されたことを立証するのは困難である。したがって，

共同不法行為責任を根拠に，組長らの責任を追及することには，限界もある。 

 

② 使用者責任と代理監督者責任（民法715条） 

使用者責任（民法715条 1項）は，被用者が使用者の事業の執行について行った

不法行為から生じた損害について，使用者に賠償責任を負わせるものである。使用

者責任の主な根拠は，「使用者が被用者の活動によって利益をあげる関係にあるこ

とに着目し，利益の存するところに損失をも帰せしめる」という報償責任の法理に

求められる。 

使用者責任の成立には，①使用者性，②事業性及び③事業執行性の3要件が充た

される必要がある。この点，最高裁（最判平 16 年 11 月 12 日民集 58 巻 8 号 2078

頁，京都事件最高裁判決）は，階層的に構成されている暴力団が，その威力をその

暴力団員に利用させることなどを実質上の目的とし，下部組織の構成員に対しても

同暴力団の威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたなどの事情の

下で，同暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用

しての資金獲得活動に係る事業について民法715条 1項所定の使用者と被用者の関

係が成立するとし，下部組織の対立抗争においてその構成員がした殺傷行為も，同

条項にいう「事業の執行について」されたものに当たるとして，使用者責任の成立

を認めた。 

特殊詐欺の事案においては，資金獲得活動の対象である被害者に対して，暴力団

の威力が示されることはない。しかし，特殊詐欺の犯行グループに暴力団関係者が

関与することで，それを知った犯行グループのメンバーは，その暴力団組織の報復

を恐れて，捜査機関に対して秘密を守ろうとし，あるいは，詐取した金銭を持ち逃

げするなどの裏切りを行いづらくなる。かかる意味で，暴力団関係者が関与する特

殊詐欺は，当該暴力団の威力を利用した資金獲得活動であり，暴力団組長にとって

の事業の執行について行われたものと言い得る。 

後述③の指定暴力団代表者の責任（暴対法31条の2）が，指定暴力団の最上位組

織の組長又は最高幹部にのみ成立するものであるのに対し，使用者責任について

は，二次組織，三次組織以下の下部組織の組長に対する請求根拠になる。 

代理監督者責任は，使用者に代わって事業を監督する者に，使用者と同じ責任を

負わせるものである（民法715条 2項）。裁判例上，組長代行，会長といった，組

織の最高幹部について，代理監督者責任の成立が認められたものがある（さいたま

地判平成 13 年 12 月 21 日判例時報 1774 号 17 頁及びその控訴審である東京高判平

成 14 年 11 月 27 日判例時報 1807 号 84 頁，東京地判平成 19 年 9 月 20 日判例時報

2000号 54頁）。 

 

③ 指定暴力団代表者等の責任（暴対法31条の2） 

使用者責任を追及する場合には，被害者側で，いわゆる事業性，使用者性及び事

業執行性について主張・立証する必要がある。しかし，暴力団が，組織の内部運営

に関する事項を秘匿する傾向を強める中，これらの点を具体的に解明することには

困難が伴う。そこで，平成20年の暴対法改正により，民法715条の規定を適用して

代表者等の損害賠償責任を追及する場合において生じる被害者側の立証責任の負

担の軽減を図るべく，指定暴力団の代表者等の責任に関する暴対法 31 条の 2 が設

けられた。これにより，被害者側の立証事項は，①請求の相手方が代表者等である

指定暴力団の指定暴力団員によって当該不法行為が行われたものであること，②当

該不法行為が威力利用資金獲得行為を行うについて行われたものであることの3点

に絞られる396。 

「代表者等」とは，暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者を

いう。「代表する者」とは，組長，総長，会長，理事長等と称する暴力団の首領を

いい，「その運営を支配する者」とは，若頭，若頭補佐，会長補佐，理事長補佐等

と称するいわゆる最高幹部会議の出席メンバー等を意味する。「威力を利用して」

とは，当該指定暴力団に所属していることにより資金獲得活動を効果的に行うため

の影響力又は便益を利用することをいい，当該指定暴力団の指定暴力団員としての

地位と資金獲得活動とが結び付いている一切の場合をいう397。 

上述のとおり，指定暴力団員が関与する特殊詐欺グループにおいては，それを知

る他のメンバーが，当該指定暴力団の報復を恐れて，捜査機関の取調べに対して組

織の秘密を守ろうとしたり，詐取した金銭を持ち逃げするなどの裏切りを行いづら

                            
396 島村英ほか「『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律』につ

いて」警察学論集61巻 9号 55頁以下 
397 前掲島村英ほか59頁 
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くなる結果，組織的に，大勢の被害者から，長期間にわたり，密行的に，多額の資

金を獲得すること可能になる。したがって，暴力団関係者が関与する特殊詐欺グル

ープにおいては，関与者の指定暴力団員としての地位が特殊詐欺による資金獲得に

有利に影響する。したがって，暴力団関係者が関与する組織的な特殊詐欺は，暴対

法31条の2にいう威力利用資金獲得行為に当たる。 

 

(3) 特殊詐欺事件に関する組長訴訟の展開 

前掲の京都事件最高裁判決で確立された組長責任の法理は，その後も全国各地で提

起された数々の組長訴訟に引き継がれ，韓国人留学生誤殺事件第一審判決（東京地判

平成19年 9月 20日判例時報2000号 54頁），横浜鶴見事件中間判決（横浜地中間判

平成 20 年 12 月 16 日判例時報 2046 号 110 頁）などの判決で発展的に採用されてい

る。そして，平成28年，極東会事件第一審判決（東京地判平28年 9月 29日，平成25

年（ワ）第2442号・平成25年（ワ）第22312号）において，組員の行った詐欺につ

いて指定暴力団組長の代表者責任及び使用者責任が肯定されたことによって，組長訴

訟を利用した特殊詐欺被害回復の道が拓かれた。平成 28 年以降，特殊詐欺の被害者

（及びその相続人）を原告とする合計6件の組長訴訟が提起され（うち，住吉会に関

するもの4件，稲川会に関するもの2件，原告数合計58名，請求額合計約10億 1275

万円），いずれも一審に係属中（平成30年 7月脱稿時）であり，その成果に期待が集

まっている。 

 

２ 電話事業者に対する損害賠償請求  

 

(1) 意義 

 

① 特殊詐欺に加担する者への損害賠償請求 

特殊詐欺被害では，加害者の連絡先が電話番号しか分からない，その電話番号も

今では繋がらない，などとして，加害者の探知が困難であることが多い。そのため，

損害賠償請求による被害回復をあきらめてしまう事案も少なくないのが現実であ

ろう。 

しかし，このように被害者の財産的被害が回復されず，加害者側に利得が残った

ままだとすれば，明らかに不合理な事態である。このままでは特殊詐欺は一向に減

らないであろう。少なくとも，加害者側に，特殊詐欺は割に合わないと判断させる

程度には，損害賠償請求等によって，加害者側の利益を剥奪し，被害者の財産的被

害を回復させていかなければならない。 

そこで，特殊詐欺に加担している者に対して，共同不法行為責任（民法 719 条）

を追及して，損害賠償請求をしていくことが考えられる。 

 

② 具体的には，例えば特殊詐欺で重要なツールの一つに，電話がある。電話を架け

て，あるいは架けさせて，加害者側の話を信じ込ませ，金員を支払わせる。それが

特殊詐欺の手口であるから，電話番号は重要である。ただ，加害者側からすれば，

電話番号から容易に加害者が把握させるようなものであってはならない。これでは

簡単に摘発されてしまうからである。 

そこで，電話番号のレンタル業者や電話転送業者が特殊詐欺に関わるようになる 398。 

    このような業者に対して，共同不法行為責任を追及できるのなら，被害者の被害

回復の一助となる。 

 

(2) 法的構成 

 

① 幇助としての共同不法行為（民法719条） 

 民法719条の共同不法行為責任の中には，教唆，幇助としての共同不法行為があ

る（民法719条 2項）。ここでは，行為者を幇助した者も共同行為者とみなすことと

なっているから，詐欺による損害について，不真正連帯債務を負うことになる。つ

まりは，被害者は，幇助者に対しても損害の全額についての損害賠償請求が可能に

なる。 

 

② 幇助者の過失 

幇助者とは，他人が不法行為をするのを容易にする行為をした者のことをいう。

刑法とは異なって，幇助行為をするに当たり，幇助者に被害者の権利・法的侵害に

ついての故意があった場合のみならず，過失があった場合も含まれる。 

そのため，刑法上の詐欺罪の共犯者とならない幇助者であっても，民事上の損害

賠償請求の場面では，共同不法行為者として責任を負うことがあり得るわけである。

この観点から，先に指摘した電話転送業者などに対しても，特殊詐欺の遂行を容易

にした者として，幇助としての共同不法行為責任を追及することが考えられる。 

 

３ 裁判例 

 実際にも，このような観点から損害賠償請求を行った事案が複数あり，損害賠償請求が

認められている。 

 

(1）さいたま地裁平成28年 2月 26日判決（先物取引裁判例集75巻 610頁） 

 いわゆる劇場型詐欺の事案である。本件では，Ａなる人物が０３から始まる電話番

号で電話して，他社からアフガニスタンの通貨（アフガニ）を購入するように持ちか

け，購入後は2倍以上の価格で買い取ると騙して，600万円を詐取していた。 

ここで使用されていた電話番号が，電話転送業者である被告がＢ又はＣにレンタル

していた電話番号であった。ところが，実際には，Ｂ又はＣは電話番号のレンタルを

受けておらず，名義を使用されていただけであった。 

さいたま地裁は，振り込め詐欺の多くに電話転送サービスが利用されているとの指

                            
398 平成 27年には特殊詐欺に悪用された電話番号のうち携帯電話51％，固定電話49％であったの

に対し，平成28年 1月から同年9月まででは携帯電話29％，固定電話71％の割合となっている

（平成28年 11月 3日読売新聞朝刊13頁） 



第４編 特殊詐欺の被害回復

－281－

くなる結果，組織的に，大勢の被害者から，長期間にわたり，密行的に，多額の資

金を獲得すること可能になる。したがって，暴力団関係者が関与する特殊詐欺グル

ープにおいては，関与者の指定暴力団員としての地位が特殊詐欺による資金獲得に

有利に影響する。したがって，暴力団関係者が関与する組織的な特殊詐欺は，暴対

法31条の2にいう威力利用資金獲得行為に当たる。 

 

(3) 特殊詐欺事件に関する組長訴訟の展開 

前掲の京都事件最高裁判決で確立された組長責任の法理は，その後も全国各地で提

起された数々の組長訴訟に引き継がれ，韓国人留学生誤殺事件第一審判決（東京地判

平成19年 9月 20日判例時報2000号 54頁），横浜鶴見事件中間判決（横浜地中間判

平成 20 年 12 月 16 日判例時報 2046 号 110 頁）などの判決で発展的に採用されてい

る。そして，平成28年，極東会事件第一審判決（東京地判平28年 9月 29日，平成25

年（ワ）第2442号・平成25年（ワ）第22312号）において，組員の行った詐欺につ

いて指定暴力団組長の代表者責任及び使用者責任が肯定されたことによって，組長訴

訟を利用した特殊詐欺被害回復の道が拓かれた。平成 28 年以降，特殊詐欺の被害者

（及びその相続人）を原告とする合計6件の組長訴訟が提起され（うち，住吉会に関

するもの4件，稲川会に関するもの2件，原告数合計58名，請求額合計約10億 1275

万円），いずれも一審に係属中（平成30年 7月脱稿時）であり，その成果に期待が集

まっている。 

 

２ 電話事業者に対する損害賠償請求  

 

(1) 意義 

 

① 特殊詐欺に加担する者への損害賠償請求 

特殊詐欺被害では，加害者の連絡先が電話番号しか分からない，その電話番号も

今では繋がらない，などとして，加害者の探知が困難であることが多い。そのため，

損害賠償請求による被害回復をあきらめてしまう事案も少なくないのが現実であ

ろう。 

しかし，このように被害者の財産的被害が回復されず，加害者側に利得が残った

ままだとすれば，明らかに不合理な事態である。このままでは特殊詐欺は一向に減

らないであろう。少なくとも，加害者側に，特殊詐欺は割に合わないと判断させる

程度には，損害賠償請求等によって，加害者側の利益を剥奪し，被害者の財産的被

害を回復させていかなければならない。 

そこで，特殊詐欺に加担している者に対して，共同不法行為責任（民法 719 条）

を追及して，損害賠償請求をしていくことが考えられる。 

 

② 具体的には，例えば特殊詐欺で重要なツールの一つに，電話がある。電話を架け

て，あるいは架けさせて，加害者側の話を信じ込ませ，金員を支払わせる。それが

特殊詐欺の手口であるから，電話番号は重要である。ただ，加害者側からすれば，

電話番号から容易に加害者が把握させるようなものであってはならない。これでは

簡単に摘発されてしまうからである。 

そこで，電話番号のレンタル業者や電話転送業者が特殊詐欺に関わるようになる 398。 

    このような業者に対して，共同不法行為責任を追及できるのなら，被害者の被害

回復の一助となる。 

 

(2) 法的構成 

 

① 幇助としての共同不法行為（民法719条） 

 民法719条の共同不法行為責任の中には，教唆，幇助としての共同不法行為があ

る（民法719条 2項）。ここでは，行為者を幇助した者も共同行為者とみなすことと

なっているから，詐欺による損害について，不真正連帯債務を負うことになる。つ

まりは，被害者は，幇助者に対しても損害の全額についての損害賠償請求が可能に

なる。 

 

② 幇助者の過失 

幇助者とは，他人が不法行為をするのを容易にする行為をした者のことをいう。

刑法とは異なって，幇助行為をするに当たり，幇助者に被害者の権利・法的侵害に

ついての故意があった場合のみならず，過失があった場合も含まれる。 

そのため，刑法上の詐欺罪の共犯者とならない幇助者であっても，民事上の損害

賠償請求の場面では，共同不法行為者として責任を負うことがあり得るわけである。

この観点から，先に指摘した電話転送業者などに対しても，特殊詐欺の遂行を容易

にした者として，幇助としての共同不法行為責任を追及することが考えられる。 

 

３ 裁判例 

 実際にも，このような観点から損害賠償請求を行った事案が複数あり，損害賠償請求が

認められている。 

 

(1）さいたま地裁平成28年 2月 26日判決（先物取引裁判例集75巻 610頁） 

 いわゆる劇場型詐欺の事案である。本件では，Ａなる人物が０３から始まる電話番

号で電話して，他社からアフガニスタンの通貨（アフガニ）を購入するように持ちか

け，購入後は2倍以上の価格で買い取ると騙して，600万円を詐取していた。 

ここで使用されていた電話番号が，電話転送業者である被告がＢ又はＣにレンタル

していた電話番号であった。ところが，実際には，Ｂ又はＣは電話番号のレンタルを

受けておらず，名義を使用されていただけであった。 

さいたま地裁は，振り込め詐欺の多くに電話転送サービスが利用されているとの指

                            
398 平成 27年には特殊詐欺に悪用された電話番号のうち携帯電話51％，固定電話49％であったの

に対し，平成28年 1月から同年9月まででは携帯電話29％，固定電話71％の割合となっている

（平成28年 11月 3日読売新聞朝刊13頁） 
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摘や，犯収法が電話転送業者など犯罪行為に利用されやすいツールを提供する者につ

いて本人確認義務を課していることなどを指摘した上で，電話転送業者である被告が

電話番号をレンタルした相手がＢ又はＣを騙った人物であったこと，運転免許証で本

人確認を行ったとしているが，対面により本人確認を行っておらず，いわゆる「なり

すまし」の危険が高い状況にあったばかりか，レンタル契約兼同意書に添付されてい

るＢ及びＣの顔写真は黒ずんでおり，この運転免許証は写しの写しである疑いが濃か

ったこと，それにもかかわらず，被告は，本人確認のためにその住所地に取引関係文

書を転送不要郵便で送付することをしていないこと，また，申込書に記載のあったＢ

の電話番号は別人のものであったのであり，被告は，電話により本人確認をすること

もしていないことなどを認めて，被告は，本人確認義務を尽くしたということはでき

ないとした。そして，電話転送業者は，本人確認義務を怠った場合にレンタルした電

話番号が詐欺行為に利用されることを予見することが可能であったというべきである

として，Ａらの詐欺行為を過失により幇助したものとした。 

 

(2) その他の裁判例 

 そのほかにも参考になるものとして，現金を私設私書箱に送付していた事案で，私設

私書箱の提供業者に対する損害賠償請求を認容した東京地裁平成 26 年 12 月 10 日判決

（消費者法ニュース103号 238頁）がある。 

現金を振り込ませるのではなく，レターパックなどで送付される事案が多かったが，

本件では現金を私設の私書箱に送付させていた。東京地裁は，犯収法の趣旨によれば，

被告会社らは，犯罪収益移転の疑いがある場合にはより詳細な確認を行って同疑いが払

拭されない限りは取引停止すべき条理上の注意義務を負うとして，本件詐欺は容易に見

抜けたことなどから被告会社らの責任を認めている。 

このような損害賠償の工夫は，現行法の中で，できる限りの被害回復を図ろうとする

ものである。特殊詐欺に加担した者についても損害賠償請求が認められるとすれば，電

話などの犯罪ツールを提供している業者が，加害者側への加担を躊躇することも考えら

れる。現行法の共同不法行為構成だけでは，十分な被害回復にはつながらないことも考

えられるが，特殊詐欺を割に合わないものだと判断させるためにも，今後とも現行法で

どこまでの責任追及が可能なのか，検討が重ねられるべきものと言える。 

 

第６ 被害回復における国際的連携の現状 

 

１ 国際的連携の必要性 

特殊詐欺の中には，日本人と外国人とで構成される犯罪組織が，外国の犯行拠点から

我が国を標的としたり，来日外国人により構成された犯罪組織が我が国を拠点に他国を

標的としたりして犯罪を敢行し，不正に資金を得ていたことがうかがわれる事案がある399。

例えば，中国人が日本人と共謀し，銀行協会職員等を装い，不正に使用されたキャッシュ

                            
399 警察庁「平成28年の組織犯罪情勢」5頁 

カードの再作成という名目で日本人からキャッシュカードを騙し取ったケース400，来日

ベトナム人グループが日本人詐欺グループに供給するためＳＮＳを利用して在日ベト

ナム人名義の大量の銀行口座の売買を行っていたケース401，また，報道によれば中国国

内の犯罪組織が日本人学生を「受け子」にしていたと見られるケースなどがある。 

また，犯罪組織は，詐取金等の管理に他人名義の口座を利用する等して犯罪収益を隠

匿しているところ，そのような隠匿行為に国境はなく，犯罪組織が我が国の被害者から

の犯罪収益を海外に隠匿している可能性は高い。例えば，ヤミ金融にかかる事案ではあ

るが，五菱会ヤミ金融事件では犯罪収益がスイス系金融機関に隠匿されていた。 

特殊詐欺のみならず，国際化した組織犯罪においては，国境を越えた捜査・司法の共

助により犯罪収益等が没収ないし押収され，そして，没収をした国から元の国へ当該犯

罪収益等が返還され，被害者に還付されるという仕組みが必要である。このようなこと

から，組織的犯罪に関する被害回復のための国際的連携の必要性は，かねてより国際的

に認識されており，国際条約においても具体化されたものがある。 

 

２ 現行条約下での国際的な連携の制度 

 

(1) 国際組織犯罪防止条約 

 

① 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime。略称：国際組織犯罪防止条約又はＴＯＣ

条約。以下「ＴＯＣ条約」という。）は，国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦

うため，重大な犯罪を行うことを合意すること等一定の行為の犯罪化，裁判権の設

定，犯罪収益の没収，犯罪人引き渡し等につき規定するものである。 

ＴＯＣ条約は平成12年 11月に国際連合総会において採択され，日本は同年12月

に同条約に署名し，同15年 5月に国会で承認されたものの，国内担保法の整備が問

題となり締結に至っていなかったが，同 29 年 6 月に国内担保法である改正組織犯

罪処罰法が可決成立してテロ等準備罪が新設されたことを受け，同年7月に同条約

を締結した。 

平成29年 6月現在の締約国は187か国・地域である。 

② ＴＯＣ条約の主な内容は，主に，組織的な犯罪集団への参加の犯罪化（5条），犯

罪収益の洗浄の犯罪化（6条），資金洗浄と戦うための措置（7条），腐敗行為の犯

罪化（8条），没収及び押収（12条），没収のための国際協力（13条），没収した

犯罪収益又は財産の処分（14条），犯罪人引渡し（16条），法律上の相互援助（18

条）である。 

③  ＴＯＣ条約では，上記12条ないし14条のとおり締約国は犯罪収益等の没収を可

能にするため必要な措置をとることや没収を有効に行うための国際協力が義務付

けられただけでなく，没収した犯罪収益等の処分について締約国は他の締約国の要

                            
400 警察庁「平成29年の組織犯罪情勢」120頁 
401 警察庁「平成29年の組織犯罪情勢」4頁 
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摘や，犯収法が電話転送業者など犯罪行為に利用されやすいツールを提供する者につ

いて本人確認義務を課していることなどを指摘した上で，電話転送業者である被告が

電話番号をレンタルした相手がＢ又はＣを騙った人物であったこと，運転免許証で本

人確認を行ったとしているが，対面により本人確認を行っておらず，いわゆる「なり

すまし」の危険が高い状況にあったばかりか，レンタル契約兼同意書に添付されてい

るＢ及びＣの顔写真は黒ずんでおり，この運転免許証は写しの写しである疑いが濃か

ったこと，それにもかかわらず，被告は，本人確認のためにその住所地に取引関係文

書を転送不要郵便で送付することをしていないこと，また，申込書に記載のあったＢ

の電話番号は別人のものであったのであり，被告は，電話により本人確認をすること

もしていないことなどを認めて，被告は，本人確認義務を尽くしたということはでき

ないとした。そして，電話転送業者は，本人確認義務を怠った場合にレンタルした電

話番号が詐欺行為に利用されることを予見することが可能であったというべきである

として，Ａらの詐欺行為を過失により幇助したものとした。 

 

(2) その他の裁判例 

 そのほかにも参考になるものとして，現金を私設私書箱に送付していた事案で，私設

私書箱の提供業者に対する損害賠償請求を認容した東京地裁平成 26 年 12 月 10 日判決

（消費者法ニュース103号 238頁）がある。 

現金を振り込ませるのではなく，レターパックなどで送付される事案が多かったが，

本件では現金を私設の私書箱に送付させていた。東京地裁は，犯収法の趣旨によれば，

被告会社らは，犯罪収益移転の疑いがある場合にはより詳細な確認を行って同疑いが払

拭されない限りは取引停止すべき条理上の注意義務を負うとして，本件詐欺は容易に見

抜けたことなどから被告会社らの責任を認めている。 

このような損害賠償の工夫は，現行法の中で，できる限りの被害回復を図ろうとする

ものである。特殊詐欺に加担した者についても損害賠償請求が認められるとすれば，電

話などの犯罪ツールを提供している業者が，加害者側への加担を躊躇することも考えら

れる。現行法の共同不法行為構成だけでは，十分な被害回復にはつながらないことも考

えられるが，特殊詐欺を割に合わないものだと判断させるためにも，今後とも現行法で

どこまでの責任追及が可能なのか，検討が重ねられるべきものと言える。 

 

第６ 被害回復における国際的連携の現状 

 

１ 国際的連携の必要性 

特殊詐欺の中には，日本人と外国人とで構成される犯罪組織が，外国の犯行拠点から

我が国を標的としたり，来日外国人により構成された犯罪組織が我が国を拠点に他国を

標的としたりして犯罪を敢行し，不正に資金を得ていたことがうかがわれる事案がある399。

例えば，中国人が日本人と共謀し，銀行協会職員等を装い，不正に使用されたキャッシュ

                            
399 警察庁「平成28年の組織犯罪情勢」5頁 

カードの再作成という名目で日本人からキャッシュカードを騙し取ったケース400，来日

ベトナム人グループが日本人詐欺グループに供給するためＳＮＳを利用して在日ベト

ナム人名義の大量の銀行口座の売買を行っていたケース401，また，報道によれば中国国

内の犯罪組織が日本人学生を「受け子」にしていたと見られるケースなどがある。 

また，犯罪組織は，詐取金等の管理に他人名義の口座を利用する等して犯罪収益を隠

匿しているところ，そのような隠匿行為に国境はなく，犯罪組織が我が国の被害者から

の犯罪収益を海外に隠匿している可能性は高い。例えば，ヤミ金融にかかる事案ではあ

るが，五菱会ヤミ金融事件では犯罪収益がスイス系金融機関に隠匿されていた。 

特殊詐欺のみならず，国際化した組織犯罪においては，国境を越えた捜査・司法の共

助により犯罪収益等が没収ないし押収され，そして，没収をした国から元の国へ当該犯

罪収益等が返還され，被害者に還付されるという仕組みが必要である。このようなこと

から，組織的犯罪に関する被害回復のための国際的連携の必要性は，かねてより国際的

に認識されており，国際条約においても具体化されたものがある。 

 

２ 現行条約下での国際的な連携の制度 

 

(1) 国際組織犯罪防止条約 

 

① 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime。略称：国際組織犯罪防止条約又はＴＯＣ

条約。以下「ＴＯＣ条約」という。）は，国際的な組織犯罪を防止し及びこれと戦

うため，重大な犯罪を行うことを合意すること等一定の行為の犯罪化，裁判権の設

定，犯罪収益の没収，犯罪人引き渡し等につき規定するものである。 

ＴＯＣ条約は平成12年 11月に国際連合総会において採択され，日本は同年12月

に同条約に署名し，同15年 5月に国会で承認されたものの，国内担保法の整備が問

題となり締結に至っていなかったが，同 29 年 6 月に国内担保法である改正組織犯

罪処罰法が可決成立してテロ等準備罪が新設されたことを受け，同年7月に同条約

を締結した。 

平成29年 6月現在の締約国は187か国・地域である。 

② ＴＯＣ条約の主な内容は，主に，組織的な犯罪集団への参加の犯罪化（5条），犯

罪収益の洗浄の犯罪化（6条），資金洗浄と戦うための措置（7条），腐敗行為の犯

罪化（8条），没収及び押収（12条），没収のための国際協力（13条），没収した

犯罪収益又は財産の処分（14条），犯罪人引渡し（16条），法律上の相互援助（18

条）である。 

③  ＴＯＣ条約では，上記12条ないし14条のとおり締約国は犯罪収益等の没収を可

能にするため必要な措置をとることや没収を有効に行うための国際協力が義務付

けられただけでなく，没収した犯罪収益等の処分について締約国は他の締約国の要
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請があれば自国の国内法により認められる範囲内で要請を行った締約国に返還す

ることを優先的に考慮することが規定された（14条 2項）。 

 

第 14条（没収した犯罪収益又は財産の処分） 

２ 締約国は，前条の規定に基づく他の締約国の要請により行動する場合におい

て，没収した犯罪収益又は財産を当該要請を行った締約国に返還するよう求め

られたときは，当該要請を行った締約国が犯罪の被害者に補償し又は当該犯罪

収益若しくは財産をその正当な所有者に返還することができるようにするた

め，自国の国内法により認められる範囲内で，当該犯罪収益又は財産を当該要

請を行った締約国に返還することを優先的に考慮する。 

 

④ それ以外にも改善された点として，捜査共助要請，逃亡犯罪人引渡しをより円滑

に行うことができるようになったことが挙げられる。 

ア 捜査共助要請について，従来，日本の捜査機関は，外国に共助要請（例えば，

証拠物や供述の取得要請など）を行う必要がある場合，共助に関する条約がな

ければ外務省を通じて外国の外交当局と連絡を取り，そこから外国の捜査機関

等に共助要請の内容を伝えてもらう必要があった。ところが，このような外交

ルートを使った国際礼譲（国際社会の慣習）による共助要請では，その結果が

得られるまで時間がかかるのが一般的であった。 

しかし，ＴＯＣ条約を締結したことで，その18条（法律上の相互援助）によ

り，国際的な組織犯罪に関する共助要請について，世界187か国の締約国との

間で，外交ルートを通すことなく，当該締約国の中央当局（日本では法務大臣

又は法務省刑事局国際課長）間で直接やりとりを行うことができるようになっ

た。今後は中央当局を通じたやりとりが可能となることで，より早く効率的に

共助要請の結果を得ることが可能となった。 

また，ＴＯＣ条約には，共助に関する様々なルールが規定されており，例え

ば，共助要請を受けた締約国が共助の実施を拒否する場合には，要請した締約

国に対して，拒否する理由を明示しなければならないといった規定がある（18

条 23項）。この規定により，共助要請を受けた締約国は，共助要請を拒否しづ

らくなると考えられる。その結果，日本が，締約国から共助要請の結果（証拠

物や供述など）を得られるケースが増えることが見込まれる。 

イ 逃亡犯罪人引渡しについて，従来，日本が外国にいる逃亡犯罪人の引渡しを

請求するには，いくつかの課題があった。すなわち，①相手国との間に有効な

逃亡犯罪人引渡条約がなければ引渡しに応じないという法制度をとる国の場

合，そもそも引渡しを受けることができず，たとえ②そのような条約がなくて

も引渡しに応じる法制度をとる国であっても，国際礼譲に基づいて引渡しの請

求を行うことは可能ながら，相手国は何らの義務も負っていないため，引渡し

まで非常に時間のかかることがあった。 

しかし，ＴＯＣ条約を締結したことで，その16条（犯罪人引渡し）により，

国際的な組織犯罪に関する逃亡犯罪人の引渡しの請求について，次のように改

善される。すなわち，上記アの法制度をとる締約国のうち，ＴＯＣ条約を有効

な逃亡犯罪人引渡条約とする国（フィリピン，オランダなど）は，今後，ＴＯ

Ｃ条約を根拠として逃亡犯罪人の引渡しを請求することが可能になり，また，

上記②の法制度をとる締約国（ドイツ，フランスなど）では，今後，国際礼譲

に基づいてではなく，ＴＯＣ条約を根拠として逃亡犯罪人の引渡しを請求する

ことが可能になる。 

加えて，引渡し請求を受けた締約国には，逃亡犯罪人引渡手続を迅速に行う

よう努める国際法上の義務が生じ（同条8項），また，締約国は，逃亡犯罪人

が自国民であることを理由に引渡しを拒む場合には，その逃亡犯罪人を自国の

訴追機関に付託しなければならず（同条10項），迅速な引渡し又は処罰の抜け

穴をなくすという効果が期待できる。 

 

(2) 国連腐敗防止条約 

 

① 腐敗の防止に関する国際連合条約（United Nations Convention Against 

Corruption。略称：国連腐敗防止条約又はＵＣＮＡＣ。以下「ＵＮＣＡＣ」という。）

は，腐敗行為を防止し，及びこれと戦うため，公務員に係る贈収賄，公務員による

財産の横領等一定の行為の犯罪化，犯罪収益の没収，財産の返還等に関する国際協

力等につき規定するものである。 

腐敗問題への対処については，ＴＯＣ条約でも簡潔な規定（同条約8条）として

盛り込まれたが，同問題に一層効果的に対処するため包括的な国際文書の作成が望

まれ，ＵＮＣＡＣが起草された。そして，ＵＮＣＡＣは，平成15年 10月に国際連

合総会で採択され，我が国は前記ＴＯＣ条約と同じく国内担保法が同 29 年 6 月に

成立したことを受け，同年7月にＵＮＣＡＣを締結した。 

平成29年 10月現在の締約国は182か国・地域である。 

  ② ＵＮＣＡＣの主な内容は，腐敗行為の防止措置として公共部門・民間部門の透明

性の確保（4条ないし13条）及び資金洗浄の防止（14条），腐敗行為の犯罪化とし

て自国の公務員・外国の公務員等に係る贈収賄（15条，16条），自国の公務員によ

る横領（17条），犯罪収益の洗浄（23条）及び司法妨害（25条），国際協力として

犯罪人引渡し（44条）及び捜査・司法共助（46条ないし 50条），財産回復として

犯罪収益の没収のための国際協力（51 条ないし 56 条），没収した財産の外国への

返還（57条）である。 

腐敗問題への対処について，ＴＯＣ条約から更に一歩進めたものであるが，特に

財産の回復に関して独立した章（5 章）が設けられるなど充実した内容となってい

る。殊に，57条 3項では，公的資金の横領及び資金洗浄の場合に没収国で処分を行

うのではなく，要請国に財産を返還した上で，要請国において処分（被害者への還

付を含む）を行うことが規定されており，包括的かつ国際的な枠組みとして初めて

明文化されたものである。 

第 57条（財産の返還及び処分） 

３ 要請を受けた締約国は，第四十六条，第五十五条並びにこの条の１及び２の規



第４編 特殊詐欺の被害回復

－285－

請があれば自国の国内法により認められる範囲内で要請を行った締約国に返還す

ることを優先的に考慮することが規定された（14条 2項）。 

 

第 14条（没収した犯罪収益又は財産の処分） 

２ 締約国は，前条の規定に基づく他の締約国の要請により行動する場合におい

て，没収した犯罪収益又は財産を当該要請を行った締約国に返還するよう求め

られたときは，当該要請を行った締約国が犯罪の被害者に補償し又は当該犯罪

収益若しくは財産をその正当な所有者に返還することができるようにするた

め，自国の国内法により認められる範囲内で，当該犯罪収益又は財産を当該要

請を行った締約国に返還することを優先的に考慮する。 

 

④ それ以外にも改善された点として，捜査共助要請，逃亡犯罪人引渡しをより円滑

に行うことができるようになったことが挙げられる。 

ア 捜査共助要請について，従来，日本の捜査機関は，外国に共助要請（例えば，

証拠物や供述の取得要請など）を行う必要がある場合，共助に関する条約がな

ければ外務省を通じて外国の外交当局と連絡を取り，そこから外国の捜査機関

等に共助要請の内容を伝えてもらう必要があった。ところが，このような外交

ルートを使った国際礼譲（国際社会の慣習）による共助要請では，その結果が

得られるまで時間がかかるのが一般的であった。 

しかし，ＴＯＣ条約を締結したことで，その18条（法律上の相互援助）によ

り，国際的な組織犯罪に関する共助要請について，世界187か国の締約国との

間で，外交ルートを通すことなく，当該締約国の中央当局（日本では法務大臣

又は法務省刑事局国際課長）間で直接やりとりを行うことができるようになっ

た。今後は中央当局を通じたやりとりが可能となることで，より早く効率的に

共助要請の結果を得ることが可能となった。 

また，ＴＯＣ条約には，共助に関する様々なルールが規定されており，例え

ば，共助要請を受けた締約国が共助の実施を拒否する場合には，要請した締約

国に対して，拒否する理由を明示しなければならないといった規定がある（18

条 23項）。この規定により，共助要請を受けた締約国は，共助要請を拒否しづ

らくなると考えられる。その結果，日本が，締約国から共助要請の結果（証拠

物や供述など）を得られるケースが増えることが見込まれる。 

イ 逃亡犯罪人引渡しについて，従来，日本が外国にいる逃亡犯罪人の引渡しを

請求するには，いくつかの課題があった。すなわち，①相手国との間に有効な

逃亡犯罪人引渡条約がなければ引渡しに応じないという法制度をとる国の場

合，そもそも引渡しを受けることができず，たとえ②そのような条約がなくて

も引渡しに応じる法制度をとる国であっても，国際礼譲に基づいて引渡しの請

求を行うことは可能ながら，相手国は何らの義務も負っていないため，引渡し

まで非常に時間のかかることがあった。 

しかし，ＴＯＣ条約を締結したことで，その16条（犯罪人引渡し）により，

国際的な組織犯罪に関する逃亡犯罪人の引渡しの請求について，次のように改

善される。すなわち，上記アの法制度をとる締約国のうち，ＴＯＣ条約を有効

な逃亡犯罪人引渡条約とする国（フィリピン，オランダなど）は，今後，ＴＯ

Ｃ条約を根拠として逃亡犯罪人の引渡しを請求することが可能になり，また，

上記②の法制度をとる締約国（ドイツ，フランスなど）では，今後，国際礼譲

に基づいてではなく，ＴＯＣ条約を根拠として逃亡犯罪人の引渡しを請求する

ことが可能になる。 

加えて，引渡し請求を受けた締約国には，逃亡犯罪人引渡手続を迅速に行う

よう努める国際法上の義務が生じ（同条8項），また，締約国は，逃亡犯罪人

が自国民であることを理由に引渡しを拒む場合には，その逃亡犯罪人を自国の

訴追機関に付託しなければならず（同条10項），迅速な引渡し又は処罰の抜け

穴をなくすという効果が期待できる。 

 

(2) 国連腐敗防止条約 

 

① 腐敗の防止に関する国際連合条約（United Nations Convention Against 

Corruption。略称：国連腐敗防止条約又はＵＣＮＡＣ。以下「ＵＮＣＡＣ」という。）

は，腐敗行為を防止し，及びこれと戦うため，公務員に係る贈収賄，公務員による

財産の横領等一定の行為の犯罪化，犯罪収益の没収，財産の返還等に関する国際協

力等につき規定するものである。 

腐敗問題への対処については，ＴＯＣ条約でも簡潔な規定（同条約8条）として
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犯罪人引渡し（44条）及び捜査・司法共助（46条ないし 50条），財産回復として
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腐敗問題への対処について，ＴＯＣ条約から更に一歩進めたものであるが，特に
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第 57条（財産の返還及び処分） 

３ 要請を受けた締約国は，第四十六条，第五十五条並びにこの条の１及び２の規
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定に従って，次のことを行う。 

(a) 第十七条及び第二十三条に規定する公的資金の横領又は横領された公的資金

の洗浄の場合については，没収が第五十五条の規定に従って，かつ，当該要請を

行った締約国における確定判決に基づいて行われたときは，当該要請を行った

締約国に対し，没収された財産を返還すること。もっとも，当該要請を受けた締

約国は，確定判決に基づくという要件を放棄することができる。 

(b) この条約の対象となる他の犯罪の収益については，没収が第五十五条の規定

に従って，かつ，当該要請を行った締約国における確定判決に基づいて行われた

場合において，当該要請を行った締約国が当該要請を受けた締約国に対し没収

された財産の従前の所有権を合理的な程度に立証するとき，又は当該要請を受

けた締約国が没収された財産の返還の根拠として当該要請を行った締約国に損

害が生じていることを認めるときは，当該要請を行った締約国に対し，没収され

た財産を返還すること。もっとも，当該要請を受けた締約国は，確定判決に基づ

くという要件を放棄することができる。 

(c) その他の全ての場合については，当該要請を行った締約国若しくは正当な権

利を有する従前の所有者に対し没収された財産を返還し，又は犯罪の被害者に

対し補償を行うことを優先的に考慮すること。 

 

３ その他国際社会における取組 

世界銀行と国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）は，平成19年，財産回復を促進する

ためＳｔＡＲ（Stolen Asset Recovery）イニシアティブを共同で立ち上げた。途上国向

けの能力構築支援，ガイドライン作成，財産回復に関する啓発活動が実施されている。 

また，近年，やはり財産回復を促進するため近隣諸国における捜査・司法当局間の連

携及び情報交換を実施する地域間ネットワークが設立されており，グッドプラクティス

の共有，ネットワーク構築により捜査当局の直接的な情報交換及び国際協力の促進が図

られている。アジア太平洋地域では，平成25年，アジア太平洋地域財産回復ネットワー

ク（Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific：ＡＲＩＮ－ＡＰ）が設立さ

れ，日本はその運営メンバーとして参加している。 

 

４ 特殊詐欺事案における成果と課題 

特殊詐欺に係る犯罪収益等の没収及び財産の回復について，ＴＯＣ条約12条（没収及

び押収）及び13条（没収のための国際協力）などにより，犯罪収益等が他の締約国に移

転された場合，当該犯罪収益等に関連する銀行記録の提供や犯罪収益等の特定又は追跡

等を要請すること，一定の条件を満たす犯罪収益の没収について協力を求めることなど

が可能となった。また，ＴＯＣ条約14条（没収した犯罪収益又は財産の処分）2項によ

れば，締約国が他の締約国の要請により行動する場合に没収した財産等を当該要請を行

った締約国に返還するよう求められたときは，当該財産等をその正当な所有者に返還で

きるようにするため，没収した財産等を当該要請を行った締約国に返還することを優先

的に考慮すべきことが規定されている。 

しかしながら，我が国においては，上記 14 条 2 項における犯罪収益等の要請国への

返還を具体的に実施する際の国内法が見当たらない。 

すなわち，「第３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度」「第５ 国際的協力関係」に

おいて後述するとおり，スイス連邦では国際的な刑事事件に関してスイス連邦において

差押え又は没収した財産を要請国に返還するために，国際刑事共助法（ＩＭＡＣ）と外

国不法財産法（ＦＩＡＡ）があり，財産返還の際の要件及び手続が定められている。こ

れに対し，我が国では，犯罪収益等を外国に返還する際の要件及び手続を定める法律が

見当たらない。特殊詐欺に基づく犯罪収益が我が国から外国に移転された場合に犯罪収

益を返還してもらうには，国際法上の相互主義の原則に応えるために，外国に対しても

我が国から犯罪収益を返還する仕組みを整備しなければならない。 

また，我が国が外国から犯罪収益等の返還を受ける際に，我が国における最終的な返

還先に関する外国に対する説明の要求（参考：スイス国際刑事共助法74a条）等に応え

るための国内法が十分に整備されているかも疑問である。 

そこで，我が国においても，スイス連邦を参考にするなどして，我が国が犯罪収益の

返還を受ける際に外国からの要求に迅速に応えるための法律，また犯罪収益を外国に返

還する際の要件及び手続を定める法律を整備する必要があると思われる。 

 

第３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度 

 

第１ スイス連邦における犯罪被害回復制度の概要 

詐欺罪等の財産犯についても，没収の対象とされる。 

マネー・ローンダリング罪における犯罪収益及び犯罪組織の処分権に属する財産も同

様である。 

マネー・ローンダリング対策として，刑法上のマネー・ローンダリング罪のほか，反

マネー・ローンダリング法などの特別法があり，これらの法令に関する制度設計及び運

用には注目すべき工夫が存在する。 

犯罪被害者は，犯人から被害弁償を受ける民法上の権利を有するほか，刑事訴訟にお

いて民事上の請求をすることができ，没収財産から被害者への給付を受けることもでき

る。検察官による民事上の請求に関する証拠の収集がされ，刑事司法当局は証拠が十分

である限り，必然的に犯人を起訴する。 

連邦憲法に犯罪被害者の権利が明定されている。 

以下，各項目を順次説明する。 

なお，本稿ではスイス連邦の法令及び法令上の条文を引用するが，本稿においては条

文の具体的内容の紹介は必要最小限にとどめることとし，これらの内容については，資

料集中の「スイス関連法令集・抜粋 仮訳」を参照されたい。 

 

第２ 没収 

 

１ 没収制度の概要 

本項目では，まず刑法上の没収に関する規定の概要，次にスイス連邦における没収に

対する基本的な考え方，各規定の内容を説明し，またスイス連邦における巨額の没収の
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定に従って，次のことを行う。 

(a) 第十七条及び第二十三条に規定する公的資金の横領又は横領された公的資金

の洗浄の場合については，没収が第五十五条の規定に従って，かつ，当該要請を

行った締約国における確定判決に基づいて行われたときは，当該要請を行った

締約国に対し，没収された財産を返還すること。もっとも，当該要請を受けた締

約国は，確定判決に基づくという要件を放棄することができる。 

(b) この条約の対象となる他の犯罪の収益については，没収が第五十五条の規定

に従って，かつ，当該要請を行った締約国における確定判決に基づいて行われた

場合において，当該要請を行った締約国が当該要請を受けた締約国に対し没収

された財産の従前の所有権を合理的な程度に立証するとき，又は当該要請を受

けた締約国が没収された財産の返還の根拠として当該要請を行った締約国に損

害が生じていることを認めるときは，当該要請を行った締約国に対し，没収され

た財産を返還すること。もっとも，当該要請を受けた締約国は，確定判決に基づ

くという要件を放棄することができる。 

(c) その他の全ての場合については，当該要請を行った締約国若しくは正当な権

利を有する従前の所有者に対し没収された財産を返還し，又は犯罪の被害者に

対し補償を行うことを優先的に考慮すること。 

 

３ その他国際社会における取組 

世界銀行と国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）は，平成19年，財産回復を促進する

ためＳｔＡＲ（Stolen Asset Recovery）イニシアティブを共同で立ち上げた。途上国向

けの能力構築支援，ガイドライン作成，財産回復に関する啓発活動が実施されている。 

また，近年，やはり財産回復を促進するため近隣諸国における捜査・司法当局間の連

携及び情報交換を実施する地域間ネットワークが設立されており，グッドプラクティス

の共有，ネットワーク構築により捜査当局の直接的な情報交換及び国際協力の促進が図

られている。アジア太平洋地域では，平成25年，アジア太平洋地域財産回復ネットワー

ク（Asset Recovery Interagency Network-Asia Pacific：ＡＲＩＮ－ＡＰ）が設立さ

れ，日本はその運営メンバーとして参加している。 

 

４ 特殊詐欺事案における成果と課題 

特殊詐欺に係る犯罪収益等の没収及び財産の回復について，ＴＯＣ条約12条（没収及

び押収）及び13条（没収のための国際協力）などにより，犯罪収益等が他の締約国に移

転された場合，当該犯罪収益等に関連する銀行記録の提供や犯罪収益等の特定又は追跡

等を要請すること，一定の条件を満たす犯罪収益の没収について協力を求めることなど

が可能となった。また，ＴＯＣ条約14条（没収した犯罪収益又は財産の処分）2項によ

れば，締約国が他の締約国の要請により行動する場合に没収した財産等を当該要請を行

った締約国に返還するよう求められたときは，当該財産等をその正当な所有者に返還で

きるようにするため，没収した財産等を当該要請を行った締約国に返還することを優先

的に考慮すべきことが規定されている。 

しかしながら，我が国においては，上記 14 条 2 項における犯罪収益等の要請国への

返還を具体的に実施する際の国内法が見当たらない。 

すなわち，「第３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度」「第５ 国際的協力関係」に

おいて後述するとおり，スイス連邦では国際的な刑事事件に関してスイス連邦において

差押え又は没収した財産を要請国に返還するために，国際刑事共助法（ＩＭＡＣ）と外

国不法財産法（ＦＩＡＡ）があり，財産返還の際の要件及び手続が定められている。こ

れに対し，我が国では，犯罪収益等を外国に返還する際の要件及び手続を定める法律が

見当たらない。特殊詐欺に基づく犯罪収益が我が国から外国に移転された場合に犯罪収

益を返還してもらうには，国際法上の相互主義の原則に応えるために，外国に対しても

我が国から犯罪収益を返還する仕組みを整備しなければならない。 

また，我が国が外国から犯罪収益等の返還を受ける際に，我が国における最終的な返

還先に関する外国に対する説明の要求（参考：スイス国際刑事共助法74a条）等に応え

るための国内法が十分に整備されているかも疑問である。 

そこで，我が国においても，スイス連邦を参考にするなどして，我が国が犯罪収益の

返還を受ける際に外国からの要求に迅速に応えるための法律，また犯罪収益を外国に返

還する際の要件及び手続を定める法律を整備する必要があると思われる。 

 

第３章 スイス連邦の犯罪被害回復制度 

 

第１ スイス連邦における犯罪被害回復制度の概要 

詐欺罪等の財産犯についても，没収の対象とされる。 

マネー・ローンダリング罪における犯罪収益及び犯罪組織の処分権に属する財産も同

様である。 

マネー・ローンダリング対策として，刑法上のマネー・ローンダリング罪のほか，反

マネー・ローンダリング法などの特別法があり，これらの法令に関する制度設計及び運

用には注目すべき工夫が存在する。 

犯罪被害者は，犯人から被害弁償を受ける民法上の権利を有するほか，刑事訴訟にお

いて民事上の請求をすることができ，没収財産から被害者への給付を受けることもでき

る。検察官による民事上の請求に関する証拠の収集がされ，刑事司法当局は証拠が十分

である限り，必然的に犯人を起訴する。 

連邦憲法に犯罪被害者の権利が明定されている。 

以下，各項目を順次説明する。 

なお，本稿ではスイス連邦の法令及び法令上の条文を引用するが，本稿においては条

文の具体的内容の紹介は必要最小限にとどめることとし，これらの内容については，資

料集中の「スイス関連法令集・抜粋 仮訳」を参照されたい。 

 

第２ 没収 

 

１ 没収制度の概要 

本項目では，まず刑法上の没収に関する規定の概要，次にスイス連邦における没収に

対する基本的な考え方，各規定の内容を説明し，またスイス連邦における巨額の没収の
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実績を紹介する。 

 

２ 刑法における没収に関する規定の概要 

刑法（Strafgesetzbuch/StGB）40269条ないし73条に没収に関連する規定がある。 

  69条は，危険物の没収を定め，これは保安没収に分類されるものである。 

70条（Einziehung von Vermögenswerten. Grundsätze）が財産の没収を定める基本規

定であり，71条は追徴（Ersatzforderungen）を定める。 

  72条は，犯罪組織の財産の没収を規定する。 

73条は，被害者のための使用（Verwendungen zugunsten des Geschädigten）として，

没収された物又は財産等を犯罪被害者に受給させることを定める。  

 

３ 各規定の説明403 

 

(1) 基本的な考え方 

スイス連邦における没収に対する基本的な考え方は，連邦最高裁判所が述べる次の

言葉に集約される。 

    ‘ Verbrechen sollen sich nicht lohnen. ’404 

       （犯罪は利益になってはならない） 

没収は，この考え方にしたがって，特定の人の可罰性に関わらず，可罰的行為から

獲得される財産的価値を奪い取ることを目的とする。 

ここでは，違法行為の性質（重罪か，軽罪か，軽犯罪か）は重要ではない。 

以下の70条ないし72条の没収制度は，全て必要的没収である。 

 

(2) 70条 財産の没収（Einziehung von Vermögenswerten. Grundsätze） 

没収の対象としては，全ての金銭的利益が考慮される。 

没収の対象となる財産と実行又は計画された犯罪との間に関連性を要する。 

没収には，その原因行為（Anlasstat）に構成要件該当性と違法性が存在しなければ

ならないが，有責性は不要である。 

すなわち，刑法 70 条以下は，有罪判決を前提とする没収（conviction based 

confiscation/ＣＢＣ）と有罪判決を前提としない没収（non-conviction based 

confiscation/ＮＣＢＣ）の両方を含む。ただし，チューリッヒ州検事局によれば，Ｎ

ＣＢＣは，例えば，麻薬の売人が裁判中に死亡したときに口座の没収をするというも

のであり，実務的には非常に稀であるとの回答であった。 

 

                            
402 SR 311.0 vom 21. Dezember 1937 (Stand am 1. März 2018) 
403 本項の記述は，巻末資料の筆者らの2018年スイス連邦訪問調査の結果及びチューリッヒ大学シ

ュワルツネガー教授の回答書（Christian Schwarzenegger,Response,7 Mai 2018）のほか，

Christian Schwarzenegger,StrafrechtⅡ,p240-250による。 
404 Vgl. z.B. BGE 125 IV 6.  

(3) 71条 追徴（Ersatzforderungen）405 

71条では，関連する目的物がもはや存在しない場合に，国家の追徴が定められてい

る。追徴も「犯罪は利益になってはならない」（Verbrechen sollen sich nicht lohnen）

との原則に基づくものである。 

 

(4) 72 条 犯罪組織の財産的価値の没収（Einziehung von Vermögenswerten einer 

kriminellen Organisation） 

 

（第72条） 

裁判所は，犯罪組織が処分権を有する全ての財産を没収する。犯罪組織に関与した

者又はこれを支援した者（第 260 条の 3）の財産は，反証されるまで当該組織が処

分権を有するものと推定する。 

スイス連邦では，犯罪組織への参加が犯罪とされ（刑法 260 条の 3），72 条によれ

ば，裁判所は，犯罪組織が法律上又は事実上の処分権を有する全ての財産的価値の没

収を命じる。犯罪組織に参加又は支援した者の財産的価値（260条の3）の場合，組織

の処分権は，反証がない限り推定される。この推定は，挙証責任の転換であり，犯罪

組織に参加し又はこれを支援する者は,自身が当該財産を個人的に支配すること（及

び犯罪組織が支配をしていないこと）を証明しなければならない。反証には高い要求

はなく，財産の法的な取得の証明があれば十分である。 

 

(5) 73条 被害者のための使用（Verwendungen zugunsten des Geschädigten） 

70 条 1 項に従い損害賠償が当初から被害者に引渡されない限り，73 条の損害賠償

の支払のための財産的価値の使用が考慮される。 

本条は，刑事訴訟中に押収されたか，又は判決に基づいて支払われるところの犯人

の財産によって，被害者に損害賠償を支払わせる可能性を開くものである。 

上記の規定を適用することにより，国家は，罰金又は科料，没収した物などから国

家自身の請求権を放棄し，これらを被害者に譲渡する。これは被害者の請求によって

のみ行われる。被害者に支払われる総額は，裁判所又は和解によって確定された損害

賠償額又は補償額を上限とする。 

上記規定は，損害が保険によって補填されない（又は部分的にしか補填されていな

い）ことを前提とし，加害者がその損害を賠償しないことを前提とする。このことに

よって，損害について被害者に国家及び加害者が二重払いすることを避けている。 

 

４ スイス連邦における没収の実績 

 

(1) スイス連邦と我が国の没収の実績の比較 

「ＦＡＴＦによるスイス連邦の相互審査報告書（2016 年 12 月）69 頁」によれば，

以下の実績が紹介されている。 
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実績を紹介する。 
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   Table 12. Confiscation of Assets, in CHF (2011-2015) [Wユ1]  
Federal Level Cantons of Geneva, 

Ticino and Zurich 
Year Assets confiscated (including 

compensatory claims) 

Number of confiscation 

orders, including restitutions 

 

2011 64 653 386.22 19 2 319 075 

2012 32 585 577.39 14 3 194 825 

2013 46 740 182.70 39 71 451 573 

2014 52 132 314.00 12 387 988 724 

2015 129 511 346.75 12 57 429 397 

Total 325 622 807.06 

[USD 330 million / 

EUR 297 million] 

84 522 383 594 

[USD 529 million / 

EUR 477 million] 

 

上記の統計によれば，スイス連邦では，連邦とジュネーブ州，ティチーノ州及びチ

ューリッヒ州を合わせて，2011 年から 2015 年までの 5 年間で約 8 億 6000 万米ドル

（1 年平均では約 170 米ドル／日本円では約 170 億円）もの没収の実績があることが

分かる。 

 

我が国における2012年から2016年までの組犯法違反及び麻薬特例法違反による没

収・追徴額の推移は次の表のとおりである。 

   

 我が国における組織的犯罪処罰法違反及び麻薬特例法違反による没収・追徴金額の推移 

 年 次 
総数 没収 追徴 

 人員 金額 人員 金額 人員 金額 

 H24／2012     448    1,423,098      151      136,608      297    1,286,489  

 H25／2013     441   17,655,882      180      717,896      261   16,937,985  

 H26／2014     417      860,356      124      126,728      293      733,626  

 H27／2015     417    4,328,723      142    1,592,311      275    2,736,410  

 H28／2016     404    2,359,647      113      203,460      291    2,156,186  

 総合計   2,127  26,627,706      710   2,777,003    1,417  23,850,696  

 
    （金額の単位は，千円（千円未満切捨て））  

   ＊ 平成29年版犯罪白書の統計データを当分科会が取りまとめたもの。 

この表によれば，我が国の没収・追徴の実績は，2012 年から 2016 年までの 5 年間

で約266億円（1年平均では約53億円）にとどまることが分かる。 

我が国の人口は約 1 億 3000 万人であるのに対し，スイス連邦の人口は約 800 万人

であって，スイス連邦の人口は我が国の約 6％に過ぎないにもかかわらず，スイス連

邦の没収額は我が国の三倍以上にもなっている。 

 

(2) スイス連邦の実績の要因 

スイス連邦においてこのように巨額の没収の実績がある要因について，シュワルツ

ネガー教授は次の4点を挙げる406。 

 

  ① マネー・ローンダリング罪による没収 

マネー・ローンダリングに関連する全ての金融資産を刑法 70 条 1 項に基づき没 

収することができる。 

スイス連邦は，マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に対する広く，調整さ

れ，かつ効果的な法律的及び制度的方法（tools）を有する。連邦警察局（fedpol）

に設置されているマネー・ローンダリング通報課（Money Laundering Reporting 

Office Switzerland /MROS ，以下「ＭＲＯＳ」という。）が特に重要である。 

 

 ② 銀行における経営資源の集中 

スイス連邦では，銀行部門において，リスク管理を目的として資源を集中してい

る。 

ＦＡＴＦの報告書において言及されているように，没収された金額のほとんどは

銀行口座で保管されていた（ＦＡＴＦによるスイス連邦の相互審査報告書 69 頁）。 

 

  ③ 疑わしい取引の報告制度の運用状況 

2004 年から 2014 年までの期間において,合計 1万 2083 件のマネー・ローンダリ

ングに関する疑わしい取引の報告（Verdachtsmeldungen）がＭＲＯＳに提出された。

2017年には，ＭＲＯＳは4684件の報告を受領し，そのうち4262件が銀行から提出

され，合計107億 4300万スイス連邦フランの金融資産について2206件が検察官に

送られた407。 

ＭＲＯＳに対する疑わしい取引の報告という方法は，非常によく機能している。

さらに銀行は，マネー・ローンダリングの事件を摘発するための効果的な手段及び

的確に事件を証明し，かつ，疑わしい取引の報告をＭＲＯＳに提出するべきかどう

かを判断するためのコンプライアンス部門を有している。 

 

  ④ 財産の凍結制度の存在 

反マネー・ローンダリング及びテロ資金供与法（Geldwäschereigesetz, GwG/Anti-

Money Laundering Act, AMLA，以下「反マネー・ローンダリング法」という。）は，

9 条において，マネー・ローンダリングの疑いがある場合における義務を定める。

同法10条「財産の凍結」（Vermögenssperre）によれば，ＭＲＯＳが検察官に報告を

進めたことを金融仲介業者に知らせると直ちに金融仲介業者は同法9条に定める報

告に関連する財産を凍結しなければならない。 

 

                            
406 Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p26-28 
407  Annual report MROS 2017, p8 
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第３ マネー・ローンダリングと没収 

 

１ マネー・ローンダリング規制の概要 

刑法305条の2にマネー・ローンダリング罪が定められ，マネー・ローンダリング行

為に関連する財産が刑法70条に基づき没収される。 

マネー・ローンダリング対策のために，反マネー・ローンダリング法がある。 

同法9条に「疑わしい取引の報告」が定められ，同法10条に「財産の凍結」が定めら

れている。 

ＦＩＵは，連邦警察局（fedpol）に設置されているＭＲＯＳである408。 

ＦＩＵ及び「疑わしい取引の報告」制度の制度設計及び運用には，注目すべき工夫が

存在する。 

また，スイス連邦における犯罪収益の没収の実践例として，スイス連邦がマネー・ロ

ーンダリングに基づく没収をした財産から，我が国政府に対し巨額の譲与をして，我が

国の犯罪被害者の被害回復に充てられた事例を紹介する。 

 

２ 刑法上のマネー・ローンダリング罪 

 

(1) 刑法305条の2（マネー・ローンダリング罪，Geldwäscherei） 

同条の条文は次のとおりである。 

 

（刑法第305条の2） 

１．重罪又は租税軽罪の加重構成要件（qualifizierten Steuervergehen）に由来

することを認識し，又はこれらに由来することに相違ないと考えられる財産の

源泉の確認，追跡又は没収を妨げることに向けられた行為を行う者は，3年を超

えない自由刑又は罰金に処する。 409 

１の２．租税軽罪の加重構成要件（qualifizierten Steuervergehen）は，ある課

税期間において免れた税が30万スイスフランを超えるときに，連邦直接税に関

する1990年 12月 14日連邦法第186条並びに州及び自治体における連邦直接税

の調整に関する同法第59条第1項第1文に掲げられた犯罪である。 

２．重大な事情がある場合には，刑は5年を超えない自由刑又は罰金とする。自由

刑には 500 日分を超えない罰金が併科される。重大な事情がある場合は，特に

行為者が以下の行為をした場合である。 

                            
408 ＦＩＵ（Financial Intelligence Unit：金融情報機関）とは，マネー・ローンダリング情報

の受理・分析・回付を行う単一の政府機関をいう。 
409 租税軽罪の加重構成要件（qualifizierten Steuervergehen）とは,免れた税が30万スイスフ

ランを超えるとき（刑法305条の 2第 1項の 2），連邦直接税に関する連邦法（DBG）第 186条並

びに州及び共同体レベルの連邦直接税の調整に関する連邦法（StHG）59条第 1項において述べ

られる犯罪である。これらは，ある課税期間において，脱税目的で欺くため偽造，変造または実

質的に虚偽の書類を使用することを意味する。（Christian Schwarzenegger,Response,7 Mai 

2018，p13） 

   ａ． 犯罪組織の構成員として行動する場合 

ｂ． 継続的にマネー・ローンダリングを行うために形成された集団の構成

員として行動する場合 

ｃ． 商業的なマネー・ローンダリングによって多額の取引高又は相当な利

益を得る場合 

３．主たる行為が外国で行われ，かつ，その行為が当該国で起訴の対象となる場合

にも，行為者は処罰される。 

 

(2) 没収の対象 

マネー・ローンダリング罪による没収の対象については，刑法70条が適用される410。 

したがって，同罪による没収の対象は，実行又は計画された犯罪との間に関連性を

有する全ての財産的利益となる。 

 

(3) 過失犯の処罰規定 

刑法305条の3第 1項は，「職業の一部として他人の財産（fremde Vermögenswerte 

/outside assets）を受け取り，保管し，投資又は移転を助け，かつ，状況に応じて必

要な注意をもって実質的権利者の確認を怠った者」を1年以下の自由刑又は罰金とし，

金融仲介業者がマネー・ローンダリングに関して必要な注意を怠った場合にこれを処

罰する。 

後述のとおり，スイス連邦の銀行等はマネー・ローンダリングの予防及び摘発のた

めに多大な努力をしているところ，これにはこの過失犯の処罰規定の存在が大きな役

割を果たしていると考えられる。 

 

３ 反マネー・ローンダリング及びテロ資金供与法 

 

(1) 概要 

反マネー・ローンダリング法は，1997年に制定され，刑法305条の2に定めるマネー・

ローンダリングの防止，刑法 260 条の 5 に定めるテロリストへの資金供与の防止及び

金融取引において要求される相当な注意を定めることを目的とする（同法1条）。 

同法の主な対象者は銀行等の「金融仲介業者」（Finanzintermediäre）である（同法

2条）。 

「金融仲介業者」には，顧客の本人確認及び実質的権利者の確認が要求され（同法

3条，4条），取引が通常ではないと思われる場合等には特別の相当な注意義務を尽く

すことが要求される（同法6条）。 

「金融仲介業者」は，取引関係に関する財産的価値がマネー・ローンダリングに関

連することを疑うべき理由がある場合には，ＭＲＯＳに「疑わしい取引の報告」をし

なければならず（同法 9 条），一定の場合には「財産の凍結」をしなければならない

（同法10条）。 

                            
410 Christian Schwarzenegger,Response,7 Mai 2018，p12 
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410 Christian Schwarzenegger,Response,7 Mai 2018，p12 
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金融仲介業者の監督は，連邦金融市場監督機構（ＦＩＮＭＡ）が行う（12条，16条，

17条，18条）。 

同法23条は，ＦＩＵとして，連邦警察局（fedpol）の下にＭＲＯＳを設置すること

を定める。 

金融仲介業者は自主規制機関を組織し，加盟する金融仲介業者に対する規程を定め

る（同法24条以下）。 

同法の執行のために，ＭＲＯＳはスイス国内の他の官庁又は外国官庁と情報交換を

することができる（同法29条，29a条，30条以下）。 

 

(2) 疑わしい取引の報告（Meldepflicht/ Duty to report） 

金融仲介業者は，取引関係に関する財産的価値について，刑法 260 条の 3（犯罪組

織）又は同法 305 条の 2（マネー・ローンダリング）に定める犯罪に関連するとき，

重罪又は刑法305条の2第 1項に定める加重租税軽罪の収益であるとき，テロ資金へ

提供されるときに関連することを知り，又は疑うべき理由がある場合等に，ＭＲＯＳ

に遅滞なく届出をすることを要する（反マネー・ローンダリング法9条 1項）。 

金融仲介業者には，顧客との取引遂行に際し，顧客の本人確認及び実質的権利者

（the beneficial owner）の確認が求められ（同法3条，4条），取引関係の過程にお

いて疑念が生じた場合にはこれらの確認の再実施が要求される（同法5条）。 

また，金融仲介業者は，顧客によって要求された取引関係の性質及び目的を確認す

ることを要し，取引及び事業関係が通常ではないと思われる場合等には，取引又は事

業関係の経済的背景及び目的を明らかにしなければならないという特別の注意義務を

負担する（同法6条）。 

したがって，金融仲介業者による疑わしい取引の報告の内容は，金融仲介業者によ

って確認された「顧客によって要求された取引関係の性質及び目的」並びに「取引又

は事業関係の経済的背景及び目的」を含む詳細なものとなる。 

 

(3) 財産の凍結(Vermögenssperre/ Freezing of assets) 

反マネー・ローンダリング法10条は，金融仲介業者による財産の凍結を規定する。 

ここでは，同法9条による報告がＭＲＯＳにされた場合に直ちに凍結がされるので

はなく，当局の一定の調査手続の後に凍結が実施される点，金融機関に対する法的責

任の免除が規定された法律上の制度の制度として規定する点及びこれらを明確に規律

する法律上の制度とされている点に注目すべきである。 

すなわち，同法 9 条による報告から同法 10 条の財産の凍結に至る典型的な流れは

要旨次のとおりであり，当局が速やかに捜査を進めて，立件するか，凍結を解除する

かを判断する制度とされている。 

 

 （疑わしい取引の報告から財産の凍結に至る流れ） 

 

ＭＲＯＳに対する疑わしい取引の報告 （9条） 

        ↓   

ＭＲＯＳによる調査・分析（23条 2項） 

        ↓   

ＭＲＯＳは，検察官に対して報告書を提出する予定かどうかを9条の報

告から20営業日以内に金融仲介業者へ通知（23条 5項，6項） 

        ↓   

（23条 5項又は同6項の通知後直ちに） 

金融仲介業者による財産の凍結（10条） 

        ↓   

ＭＲＯＳが検察官に報告書を提出した日から5営業日以内に，管轄があ

る検察官から金融仲介業者に対し，命令（Verfügung/ ruling）がなけ

れば，凍結は解除される（10条 2項） 

 

我が国における預金の凍結について見ると，マネー・ローンダリングの疑いがある

場合における預金の凍結を明示する法律がない。具体的には，犯罪利用預金口座に係

る被害回復分配金の支払等に関する法律（いわゆる「振り込め詐欺救済法」）の3条 1

項は，「金融機関は，・・・犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは，当

該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。」と規定するに

とどまる。同法2条 3項及び4項が定める「犯罪利用預金口座」は，マネー・ローン

ダリングの疑いがある場合全てを対象とするものではない。また，犯収法にはマネー・

ローンダリングの疑いがある場合に預金口座の凍結を定める明文はなく，このような

場合に金融機関が口座の凍結をするかどうかは，疑わしい取引に関する金融機関の内

部規程に委ねられている。 

以上によれば，我が国では，銀行がマネー・ローンダリングの疑いを発見したとき

において，いかなる場合に銀行に預金の凍結義務があるのか，預金の凍結をした銀行

は法的責任を免除されるのかが法律上明らかではない。 

これに対し，スイス連邦では，財産の凍結は反マネー・ローンダリング法10条で金

融仲介業者が財産の凍結義務を負担する要件が明確に規定されるとともに，誠実に（in 

good faith）疑わしい取引の報告をし，又は財産の凍結をした者は，刑事責任及び民

事責任を免除される（同法11条）。 

 

４ 疑わしい取引の報告の制度設計と運用状況 

 

(1) 疑わしい取引の報告制度の制度設計 

前述のとおり，スイス連邦のＦＩＵはＭＲＯＳであり，金融仲介業者はＭＲＯＳに

対し疑わしい取引の報告をする。 

ＭＲＯＳは，警察のデータベースにアクセスできるほか，他の様々なデータベース

も利用している。ＭＲＯＳは，同法の執行のために，ＭＲＯＳはスイス連邦国内の他

の官庁又は外国官庁と情報交換をすることができる。 
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また，金融仲介業者は，顧客によって要求された取引関係の性質及び目的を確認す

ることを要し，取引及び事業関係が通常ではないと思われる場合等には，取引又は事

業関係の経済的背景及び目的を明らかにしなければならないという特別の注意義務を
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って確認された「顧客によって要求された取引関係の性質及び目的」並びに「取引又
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(3) 財産の凍結(Vermögenssperre/ Freezing of assets) 

反マネー・ローンダリング法10条は，金融仲介業者による財産の凍結を規定する。 
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 （疑わしい取引の報告から財産の凍結に至る流れ） 
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告から20営業日以内に金融仲介業者へ通知（23条 5項，6項） 

        ↓   
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ＭＲＯＳが検察官に報告書を提出した日から5営業日以内に，管轄があ
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４ 疑わしい取引の報告の制度設計と運用状況 
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(2) 疑わしい取引の報告制度の運用状況 

前述のとおり，2017 年には，ＭＲＯＳは金融仲介業者から 4684 件の疑わしい取引

の報告を受領し，そのうち2206件が検察官に送られて刑事事件化された。検察官に送

られた事件の金融資産の金額は合計 107 億 4300 万スイスフラン（1 スイスフランを

110 円として日本円に換算すると約 1 兆 1800 億円。）である。このように疑わしい取

引の報告がされた件数の約5割が刑事事件として立件されたことになる411。 

このように多くのケースが刑事事件への立件につながっている要因の一つとして，

疑わしい取引の報告の内容に着目しなければならない。 

疑わしい取引の報告の実務的な運用としては，報告内容は極めて詳細なものとされ，

例えばA4で 1000頁の分量となることもあり，そのまま立件が可能なレベルであるこ

とも多い。 

これは，反マネー・ローンダリング法が金融仲介業者に顧客の本人確認及び実質的

権利者の確認を義務付けるほか（同法3条，4条），とりわけ，同法6条において，金

融仲介業者は，「顧客によって要求された取引関係の性質及び目的」を確認することを

要し，取引及び事業関係が通常ではないと思われる場合等には，「取引又は事業関係の

経済的背景及び目的」を明らかにしなければならないという特別の注意義務を定める

ことの結果であると分析することができる。 

銀行は，顧客と密接な関係があるから，顧客との「取引の性質や目的」を詳細に把

握し，かつ「取引又は事業関係の経済的背景及び目的」も十分に調査していることが

通常である。したがって，銀行は「真のＦＩＵ」ともいうべき存在である412。 

このような疑わしい取引の報告の制度上・運用上の工夫がスイス連邦において多数

のマネー・ローンダリング罪が刑事事件化され，巨額の犯罪収益の没収の実績がある

最大の要因であると考える。 

なお，本制度の運用に関するその他の状況は，次のとおりである。 

金融仲介業者の人件費のうち 10～15％はコンプライアンス部門のために支出され，

疑わしい取引の報告のために金融仲介業者は大きな経済的負担をしている。 

ＭＲＯＳは報告があった全ての取引を分析し，疑しさが相当なものにつき，州ある

いは連邦の検察官に報告する。 

スイス連邦における疑わしい取引の報告の数は他国と比較すると多くはなく，その

ためにスイス連邦はＦＡＴＦから疑わしい取引の報告の数が少ないと指摘を受けてい

る413。 

しかしながら，少なくとも，結果として，スイス連邦におけるマネー・ローンダリ

ング罪の立件数及びマネー・ローンダリングに関連する没収額が非常に大きいことに

                            
411 ちなみに，我が国における平成29年における疑わしい取引の運用状況をみると，疑わしき取

引の受理件数は約40万件であるのに対し，疑わしい取引に関する情報を端緒としてマネー・ロ

ーンダリング事犯の検挙に至った事件数は合計22件であり，疑わしい取引に関する情報を端緒

として没収・追徴に至った事件数は2件にとどまっている（「犯罪収益移転防止に関する年次報

告書（平成29年）」36頁，40頁，41頁）。 
412 2018年 5月 9日の筆者らのＭＲＯＳ担当官からのインタビュー結果。 
413  ＦＡＴＦによるスイス連邦の相互審査報告書91頁,102頁 

は疑いはなく，ＦＡＴＦもＦＡＴＦ勧告（2012年）のマネー・ローンダリング及び前

提犯罪に関する「勧告４没収及び暫定措置」に関する 2016 年相互審査で「概ね遵守

（largely compliant）」と評価している414。 

 

(3) スイス銀行協会の取組 

このように，マネー・ローンダリングの対策としては，金融仲介業者，とりわけ銀

行の果たす役割が極めて重要ということになる。 

そこで，マネー・ローンダリング対策に関するスイス銀行協会の取組を紹介する。 

スイス銀行協会は，全ての銀行が最善の条件で活動し適正な競争を可能とすること

を目的とし，その構成員は 296 社の金融機関（うち 239 が銀行），その他の 11700 の

個々のメンバー（外国銀行，州立銀行，プラベートバンク等）である。 

スイス銀行協会に関するマネー・ローンダリング規制としては，前述の刑法305条

の2，同305条の3及び反マネー・ローンダリング法のほか，「マネー・ローンダリン

グの防止とテロ活動の資金調達に関するスイス連邦金融市場監督機構の規則」（AMLO-

FINMA）415，自主規制機関としての自主規制である「デューデリジェンスの実施に関す

るスイス銀行の行動規範における合意」（Agreement on the Swiss banks’ code of 

conduct with regard to the exercise of due diligence，CDB 16，以下「CDB 16」

という。）がある。 

CDB 16には，1条から70条までの規定があり，顧客の本人確認の方法（自然人につ

いて9条ないし11条，法人等について12条ないし19条），実質的権利者の確認方法

（20条ないし46条），違反に対する罰則規定（63条以下）などが具体的に定められて

いる。 

本稿では，このうち，実質的権利者の確認方法の概要を紹介する。 

銀行によるある団体の実質的権利者の確認は，当該団体の管理者である自然人に所

定の様式に従い「実質的権利者が誰か」を記入させて，当該管理者に署名させた宣言

書を提出させるとの方法による。 

宣言内容に虚偽があった場合には，刑法251条の文書偽造罪の対象とされ，所定の

様式にこの旨が印字されている416。 

この所定の様式に記入した宣言書には，実質的権利者が誰かを示す資料の添付は不

要である。 

これらの確認において銀行員が虚偽記載を認識している場合や虚偽記載に過失が

ある場合には，刑法305条の2及び同条の3で処罰の対象となる。 

正に簡にして要を得た規制であると考える。 

なお，銀行にCDB 16の違反があった場合には，当該銀行はスイス銀行協会に対し，

最大で1000万スイスフランの罰金を支払う義務がある（64条）。 

スイス銀行協会が自主的に CDB 16 を作成して運用するなどして，スイス連邦の銀

                            
414  同 162頁 
415 Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Prevention of 

Money Laundering and the Financing of Terrorist Activities 
416 スイス刑法では，重要な事実の無形偽造は文書偽造となる。 
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(2) 疑わしい取引の報告制度の運用状況 
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のマネー・ローンダリング罪が刑事事件化され，巨額の犯罪収益の没収の実績がある

最大の要因であると考える。 

なお，本制度の運用に関するその他の状況は，次のとおりである。 

金融仲介業者の人件費のうち 10～15％はコンプライアンス部門のために支出され，

疑わしい取引の報告のために金融仲介業者は大きな経済的負担をしている。 

ＭＲＯＳは報告があった全ての取引を分析し，疑しさが相当なものにつき，州ある

いは連邦の検察官に報告する。 

スイス連邦における疑わしい取引の報告の数は他国と比較すると多くはなく，その

ためにスイス連邦はＦＡＴＦから疑わしい取引の報告の数が少ないと指摘を受けてい

る413。 

しかしながら，少なくとも，結果として，スイス連邦におけるマネー・ローンダリ

ング罪の立件数及びマネー・ローンダリングに関連する没収額が非常に大きいことに

                            
411 ちなみに，我が国における平成29年における疑わしい取引の運用状況をみると，疑わしき取

引の受理件数は約40万件であるのに対し，疑わしい取引に関する情報を端緒としてマネー・ロ

ーンダリング事犯の検挙に至った事件数は合計22件であり，疑わしい取引に関する情報を端緒

として没収・追徴に至った事件数は2件にとどまっている（「犯罪収益移転防止に関する年次報
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提犯罪に関する「勧告４没収及び暫定措置」に関する 2016 年相互審査で「概ね遵守
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様式にこの旨が印字されている416。 

この所定の様式に記入した宣言書には，実質的権利者が誰かを示す資料の添付は不

要である。 

これらの確認において銀行員が虚偽記載を認識している場合や虚偽記載に過失が

ある場合には，刑法305条の2及び同条の3で処罰の対象となる。 

正に簡にして要を得た規制であると考える。 

なお，銀行にCDB 16の違反があった場合には，当該銀行はスイス銀行協会に対し，

最大で1000万スイスフランの罰金を支払う義務がある（64条）。 

スイス銀行協会が自主的に CDB 16 を作成して運用するなどして，スイス連邦の銀
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415 Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Prevention of 

Money Laundering and the Financing of Terrorist Activities 
416 スイス刑法では，重要な事実の無形偽造は文書偽造となる。 
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行業界全体がマネー・ローンダリング対策に真摯に取り組む理由は，次の二点である

と考える。 

第一に，刑法305条の3第 1項による銀行員に対する過失犯の処罰を挙げることが

できる。この規定のために，銀行員は業務の遂行に当たり，マネー・ローンダリング

の防止に必要な注意を尽くさざるを得ない。 

第二に，スイス連邦の銀行全体が世界の金融センターとしての地位を維持するには，

マネー・ローンダリング対策が必要であるということを挙げることができる。すなわ

ち，スイス連邦の銀行は，古くは「顧客の秘密」を厳守することにより，世界中から

金融資産を集中させてきた。しかしながら，現代においては，犯罪収益やテロ資金を

含めて金融資産を集中させるのでは，世界各国から「組織犯罪に加担するもの」と批

判を受けることになり，スイス連邦の銀行全体に対する信頼を確保することができず，

金融資産を集中させることができなくなってしまうのである。 

 

５ 日本に巨額の財産が譲与された事例 

 

(1) 我が国における事案の概要 

没収によって多額の財産的被害の回復を実現した事例として，ヤミ金融組織の首謀

者である暴力団員がマネー・ローンダリングした犯罪収益等を，組犯法13条 1項 5号

に該当するものとして追徴したいわゆる五菱会ヤミ金融事件がある。この事件では，

指定暴力団五代目山口組系五菱会幹部Ａが，共犯者と共謀し，2001年 10月から2003

年 7月までに，出資法所定の利息を超える多額の利息を受領した（出資法違反）。さら

に，Ａは，共犯者と共謀の上，スイス系金融機関の香港支店にＡ名義口座を開設して，

上記出資法違反の利息を含む財産約 46 億円を同口座へ送金し，それ以外の債券等を

合わせ，合計約 51 億円の財産を同金融機関のチューリッヒ本店に開設した無記名口

座へ送金する等し，犯罪収益等を隠匿した（組犯法違反。以上，東京地裁平成17年 2

月 9日判決・判例タイムズ1185号 159頁，東京高裁平成17年 11月 17日判決・判例

タイムズ 1212 号 310 頁）。首謀者の刑事裁判により約 51 億円が追徴され，その後ス

イス連邦から我が国に譲与された約 29 億円の財産が被害回復給付金として被害者に

支給され，被害回復に充てられた（2008年 4月 22日外務省報道発表）。 

 

(2) スイス連邦側から見た上記事案の経過417 

経過概要は，次のとおりである。 

   ・2003 年 11 月 スイス連邦のＣ銀行からチューリッヒ検事局にＡ名義の口座につ

いてマネー・ローンダリングの疑いがある旨を報告。 

           Ｃ銀行がＡ名義の口座を凍結。 

   ・2004年 3月 口座に保管されていた金銭を検事局が管理する口座に移管。 

   ・2004年 6月 同口座にある金銭を連邦とチューリッヒ州が没収。 

   ・2008年 4月 没収財産の半額である約2900万スイスフラン（約29億円）を日本

                            
417 2018年 5月 9日の筆者らのチューリッヒ検事局担当官からのインタビュー結果。 

に譲与。 

上記経過に関する法律上の根拠を補足説明する。 

2003 年 11 月のＣ銀行から検事局に対する報告及びＣ銀行による口座の凍結は，そ

れぞれ，反マネー・ローンダリング法9条の「疑わしい取引の報告」と同10条の「財

産の凍結」による。 

2004 年 3 月の検事局が管理する口座への移管は，2004 年当時のチューリッヒ刑事

訴訟法 96 条，106a 条による（現行の連邦刑事訴訟法 263 条 1 項（差押え）と同様）。 

同年6月の州による没収は2004年当時の連邦刑法59条（現行刑法70条）による。 

2008 年の日本への譲与は，「没収された財産的価値の分配に関する連邦法」418の規

定を参考として行われた。 

 

第４ 刑事訴訟における犯罪被害回復の方法 

 

１ 概要 

スイス連邦では，後述するとおり犯罪被害者の権利が憲法124条で保障されているほ

か，犯罪被害者保護法（Opferhilfegesetz, ＯＨＧ）が存在し，また犯罪被害回復のた

めに多様な制度が存在する。 

詐欺罪のような財産犯の被害者に対する具体的な制度は次のとおりである。 

 

（被害弁償を受ける権利を援助・促進する制度）419 

 

(1) 民法 

「故意か過失かを問わず，他人に不法に損失又は存在を引き起こした全ての者は，

被害弁償をすることを義務付けられる。」（スイス修正民法［第5部 債務法（OR）］第

41条第1項） 

「権利を不法に侵害された全ての者は,これが侵害の重大性によって正当化され,

他の修正がされないときには,金銭全額の完全な弁済を受ける権利を有する。裁判所

は,完全な弁済が他の代替手段において又は金銭的賠償に付加して与えられることを

命ずることができる。」（債務法49条） 

 

(2) 刑事訴訟法上の制度 

「被害者は，刑事手続において民事上の権利主張者として犯罪に基づく民事上の請

求権を行使することができる。」（刑事訴訟法122条 1項） 

 

(3) 刑法上の制度 

犯人によって支払われる罰金又は科料並びに没収された物及び財産又はこれらの

                            
418 Bundesgesetz über die Teilung eingezogener Vermögenswerte(TEVG) 

同法「第12条 交渉」の3項では，「３ 分配の合意は，分配の方法及び要点を定める。一般に，

没収された財産的価値は，スイスと外国との間で等しい割合で分割される。」とされている。 
419  Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p8-10 
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行業界全体がマネー・ローンダリング対策に真摯に取り組む理由は，次の二点である

と考える。 
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ち，スイス連邦の銀行は，古くは「顧客の秘密」を厳守することにより，世界中から

金融資産を集中させてきた。しかしながら，現代においては，犯罪収益やテロ資金を

含めて金融資産を集中させるのでは，世界各国から「組織犯罪に加担するもの」と批

判を受けることになり，スイス連邦の銀行全体に対する信頼を確保することができず，

金融資産を集中させることができなくなってしまうのである。 

 

５ 日本に巨額の財産が譲与された事例 

 

(1) 我が国における事案の概要 

没収によって多額の財産的被害の回復を実現した事例として，ヤミ金融組織の首謀

者である暴力団員がマネー・ローンダリングした犯罪収益等を，組犯法13条 1項 5号

に該当するものとして追徴したいわゆる五菱会ヤミ金融事件がある。この事件では，

指定暴力団五代目山口組系五菱会幹部Ａが，共犯者と共謀し，2001年 10月から2003

年 7月までに，出資法所定の利息を超える多額の利息を受領した（出資法違反）。さら

に，Ａは，共犯者と共謀の上，スイス系金融機関の香港支店にＡ名義口座を開設して，

上記出資法違反の利息を含む財産約 46 億円を同口座へ送金し，それ以外の債券等を

合わせ，合計約 51 億円の財産を同金融機関のチューリッヒ本店に開設した無記名口

座へ送金する等し，犯罪収益等を隠匿した（組犯法違反。以上，東京地裁平成17年 2

月 9日判決・判例タイムズ1185号 159頁，東京高裁平成17年 11月 17日判決・判例

タイムズ 1212 号 310 頁）。首謀者の刑事裁判により約 51 億円が追徴され，その後ス

イス連邦から我が国に譲与された約 29 億円の財産が被害回復給付金として被害者に

支給され，被害回復に充てられた（2008年 4月 22日外務省報道発表）。 

 

(2) スイス連邦側から見た上記事案の経過417 

経過概要は，次のとおりである。 

   ・2003 年 11 月 スイス連邦のＣ銀行からチューリッヒ検事局にＡ名義の口座につ

いてマネー・ローンダリングの疑いがある旨を報告。 

           Ｃ銀行がＡ名義の口座を凍結。 

   ・2004年 3月 口座に保管されていた金銭を検事局が管理する口座に移管。 

   ・2004年 6月 同口座にある金銭を連邦とチューリッヒ州が没収。 

   ・2008年 4月 没収財産の半額である約2900万スイスフラン（約29億円）を日本

                            
417 2018年 5月 9日の筆者らのチューリッヒ検事局担当官からのインタビュー結果。 

に譲与。 

上記経過に関する法律上の根拠を補足説明する。 

2003 年 11 月のＣ銀行から検事局に対する報告及びＣ銀行による口座の凍結は，そ

れぞれ，反マネー・ローンダリング法9条の「疑わしい取引の報告」と同10条の「財

産の凍結」による。 

2004 年 3 月の検事局が管理する口座への移管は，2004 年当時のチューリッヒ刑事

訴訟法 96 条，106a 条による（現行の連邦刑事訴訟法 263 条 1 項（差押え）と同様）。 

同年6月の州による没収は2004年当時の連邦刑法59条（現行刑法70条）による。 

2008 年の日本への譲与は，「没収された財産的価値の分配に関する連邦法」418の規

定を参考として行われた。 

 

第４ 刑事訴訟における犯罪被害回復の方法 

 

１ 概要 

スイス連邦では，後述するとおり犯罪被害者の権利が憲法124条で保障されているほ

か，犯罪被害者保護法（Opferhilfegesetz, ＯＨＧ）が存在し，また犯罪被害回復のた

めに多様な制度が存在する。 

詐欺罪のような財産犯の被害者に対する具体的な制度は次のとおりである。 

 

（被害弁償を受ける権利を援助・促進する制度）419 

 

(1) 民法 

「故意か過失かを問わず，他人に不法に損失又は存在を引き起こした全ての者は，

被害弁償をすることを義務付けられる。」（スイス修正民法［第5部 債務法（OR）］第

41条第1項） 

「権利を不法に侵害された全ての者は,これが侵害の重大性によって正当化され,

他の修正がされないときには,金銭全額の完全な弁済を受ける権利を有する。裁判所

は,完全な弁済が他の代替手段において又は金銭的賠償に付加して与えられることを

命ずることができる。」（債務法49条） 

 

(2) 刑事訴訟法上の制度 

「被害者は，刑事手続において民事上の権利主張者として犯罪に基づく民事上の請

求権を行使することができる。」（刑事訴訟法122条 1項） 

 

(3) 刑法上の制度 

犯人によって支払われる罰金又は科料並びに没収された物及び財産又はこれらの

                            
418 Bundesgesetz über die Teilung eingezogener Vermögenswerte(TEVG) 

同法「第12条 交渉」の3項では，「３ 分配の合意は，分配の方法及び要点を定める。一般に，

没収された財産的価値は，スイスと外国との間で等しい割合で分割される。」とされている。 
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売却収益は，重罪又は軽罪の結果として被害を受けた者に対し，損害の総計又は完全

な弁済に至るまで与えられることができる（刑法73条 1項 a号及びb号）。 

 

(4) 犯罪被害者保護法上の制度 

犯罪によって，身体的，精神的又は性的な完全性に被害を受けた全ての者は，財務

的援助に関し権利主張する権利を有する（憲法124条の結果としての犯罪被害者保護

法1条 1項）。 

被害者に対する援助として，相談，緊急援助，相談センターの長期間の援助，第三

者による長期間の援助に対する費用の分担，被害弁償，完全な弁済及び手続費用の支

払の要求に対する援助がある（犯罪被害者保護法2条）。 

被害者が犯罪によって財務的に困難な状況にあるとき（憲法124条），及び十分な財

産がないときには，財務的な援助を要求する権利がある。 

財務的な援助は，被害者が犯人，第三者又は保証会社のような他の当事者から被害

弁償を受けないときに限り，許容される（犯罪被害者保護法4条１項）。 

給付（Benefits）は,犯罪の結果として必要となるスイス連邦における十分な医療上，

心理的，社会的，物質的及び法律上の援助を含む（犯罪被害者保護法14条 1項）。 

 

  （被害者に対する没収財産の分配） 

刑法 73 条 1 項 b 号は，重罪又は軽罪の被害者に対し，刑法 69 条ないし 72 条の下

で没収された財産を分配するために基礎となる。（参考：刑法70条 1項「裁判所は，

犯罪行為によって獲得された財産又は犯罪行為を教唆し，若しくはこれに報酬を与え

るために供される予定であった財産に関して，当該財産が合法的状態へ原状回復する

ため被害者に交付されないときに限り，没収を命ずる。」）420。 

73条による被害者に対する没収財産の支給命令は，犯人が既に損害賠償を支払って

いない限り，その他の前提条件が満たされるときには，強制的に命令されなければな

らない421。 

このように，犯罪被害者に対する没収財産の分配をする制度が存在する。 

 

２ 刑事訴訟における民事上の請求（Zivilklage） 

 

(1) 概要 

スイス連邦では，次のとおり詐欺罪といった財産犯の被害者も刑事訴訟に参加して，

刑事訴訟手続の中で民事上の請求ができる点に注目すべきである（いわゆる付帯私訴）。 

 

(2) 刑事訴訟における民事上の請求制度の具体的内容 

被害者は，被害者が民事上の権利主張者として刑事訴訟への参加を希望することを

予備手続の終了時までに刑事裁判所に宣言したときは，犯罪に基づく民法上の請求（民

                            
420  Christian Schwarzenegger,Response,7 Mai 2018，p10 
421 BGE 117 IV 111, 123 IV 149 

事上の請求）を提出することができる（刑事訴訟法 116 条 1 項，118 条 1 項及び 119

条 2項 b号）。 

「被害者は刑事訴訟において民事上の権利主張者として犯罪に基づく民事上の請

求を提出することができる。被害者の近親者は被告人に対し，近親者自身の民事上の

請求を提出する場合に同じ権利を有する。」（刑事訴訟法122条 1項及び2項） 

「民事上の権利主張は，できるだけ第119条にしたがってされた宣言において金銭

評価されなければならず，理由付きの書面が関連する証拠を詳しく説明しながら，提

出されなければならない。金銭評価及び理由付けは，遅くとも当事者の提出物におい

て明記されなければならない。」（刑事訴訟法123条） 

「刑事事件を審理する裁判所は関連性の程度にかかわらず，民事上の権利主張を審

理しなければならない。」（刑事訴訟法124条 1項） 

「裁判所は，（その時点で）被告人を有罪にし，又は無罪にして，かつ，裁判所が判

決をする立場にある場合には，民事上の権利主張を保留することを決定する。」（刑事

訴訟法126条 1項） 

「刑事訴訟手続が停止され又は略式命令手続の方法で行われて，民事上の権利主張

者は権利主張を十分に根拠付け若しくは金銭評価することができず，又は被告人が無

実であるが（has been acquitted）裁判所が判決をする立場にない場合，民事上の請

求は，民事訴訟手続に移送される。」（刑事訴訟法126条 2項 a号，b号及びd号） 

「民事上の請求を完全に審理することにより不合理な費用及び不便宜が生じる場

合，裁判所は民事上の請求に関する原則的判断を行った後，当該請求を民事訴訟手続

に移送することができる。できるだけ，裁判所は自ら訴額の小さい請求（minor claims）

を判断しなければならない。被害者に関連する事件について，裁判所はまず有罪及び

量刑だけを判断し，その後，手続の主宰者は，関係者のさらなる審理の後，金額にか

かわらず民事上の請求について単独審の裁判官として判断しなければならない。」（刑

事訴訟法126条 3項及び4項）422 

 

(3) 民事上の請求のための証拠の収集 

 

   ① 検察官による民事上の請求に関する証拠の収集 

スイス連邦では，民事上の請求をする際に必要な証拠の収集について，「検察官は，

手続が不当に延期され又は遅延しない限り，民事上の請求を評価するのに必要な証

拠を収集する。」（刑事訴訟法313条 1項）とされている。 

したがって，検察官は，被害者の救済（被害回復）のために，犯人の財産を全て

調査し，犯人の手元に財産がない場合にも犯人には損害賠償義務があるから，被害

額を見積もって，犯罪とは関係しない財産も全て調査して差し押さえる423。 

また，「損害を受けた者に返還されるべき予定である」財産も捜査機関の差押えの

対象とされる（刑事訴訟法263条 1項）。 

                            
422 Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p5-6 
423 2018年 5月 8日の筆者らによるチューリッヒ検事局担当者へのインタビュー結果。 
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売却収益は，重罪又は軽罪の結果として被害を受けた者に対し，損害の総計又は完全

な弁済に至るまで与えられることができる（刑法73条 1項 a号及びb号）。 

 

(4) 犯罪被害者保護法上の制度 

犯罪によって，身体的，精神的又は性的な完全性に被害を受けた全ての者は，財務

的援助に関し権利主張する権利を有する（憲法124条の結果としての犯罪被害者保護

法1条 1項）。 

被害者に対する援助として，相談，緊急援助，相談センターの長期間の援助，第三

者による長期間の援助に対する費用の分担，被害弁償，完全な弁済及び手続費用の支

払の要求に対する援助がある（犯罪被害者保護法2条）。 

被害者が犯罪によって財務的に困難な状況にあるとき（憲法124条），及び十分な財

産がないときには，財務的な援助を要求する権利がある。 

財務的な援助は，被害者が犯人，第三者又は保証会社のような他の当事者から被害

弁償を受けないときに限り，許容される（犯罪被害者保護法4条１項）。 

給付（Benefits）は,犯罪の結果として必要となるスイス連邦における十分な医療上，

心理的，社会的，物質的及び法律上の援助を含む（犯罪被害者保護法14条 1項）。 

 

  （被害者に対する没収財産の分配） 

刑法 73 条 1 項 b 号は，重罪又は軽罪の被害者に対し，刑法 69 条ないし 72 条の下

で没収された財産を分配するために基礎となる。（参考：刑法70条 1項「裁判所は，

犯罪行為によって獲得された財産又は犯罪行為を教唆し，若しくはこれに報酬を与え

るために供される予定であった財産に関して，当該財産が合法的状態へ原状回復する

ため被害者に交付されないときに限り，没収を命ずる。」）420。 

73条による被害者に対する没収財産の支給命令は，犯人が既に損害賠償を支払って

いない限り，その他の前提条件が満たされるときには，強制的に命令されなければな

らない421。 

このように，犯罪被害者に対する没収財産の分配をする制度が存在する。 

 

２ 刑事訴訟における民事上の請求（Zivilklage） 

 

(1) 概要 

スイス連邦では，次のとおり詐欺罪といった財産犯の被害者も刑事訴訟に参加して，

刑事訴訟手続の中で民事上の請求ができる点に注目すべきである（いわゆる付帯私訴）。 

 

(2) 刑事訴訟における民事上の請求制度の具体的内容 

被害者は，被害者が民事上の権利主張者として刑事訴訟への参加を希望することを

予備手続の終了時までに刑事裁判所に宣言したときは，犯罪に基づく民法上の請求（民

                            
420  Christian Schwarzenegger,Response,7 Mai 2018，p10 
421 BGE 117 IV 111, 123 IV 149 

事上の請求）を提出することができる（刑事訴訟法 116 条 1 項，118 条 1 項及び 119

条 2項 b号）。 

「被害者は刑事訴訟において民事上の権利主張者として犯罪に基づく民事上の請

求を提出することができる。被害者の近親者は被告人に対し，近親者自身の民事上の

請求を提出する場合に同じ権利を有する。」（刑事訴訟法122条 1項及び2項） 

「民事上の権利主張は，できるだけ第119条にしたがってされた宣言において金銭

評価されなければならず，理由付きの書面が関連する証拠を詳しく説明しながら，提

出されなければならない。金銭評価及び理由付けは，遅くとも当事者の提出物におい

て明記されなければならない。」（刑事訴訟法123条） 

「刑事事件を審理する裁判所は関連性の程度にかかわらず，民事上の権利主張を審

理しなければならない。」（刑事訴訟法124条 1項） 

「裁判所は，（その時点で）被告人を有罪にし，又は無罪にして，かつ，裁判所が判

決をする立場にある場合には，民事上の権利主張を保留することを決定する。」（刑事

訴訟法126条 1項） 

「刑事訴訟手続が停止され又は略式命令手続の方法で行われて，民事上の権利主張

者は権利主張を十分に根拠付け若しくは金銭評価することができず，又は被告人が無

実であるが（has been acquitted）裁判所が判決をする立場にない場合，民事上の請

求は，民事訴訟手続に移送される。」（刑事訴訟法126条 2項 a号，b号及びd号） 

「民事上の請求を完全に審理することにより不合理な費用及び不便宜が生じる場

合，裁判所は民事上の請求に関する原則的判断を行った後，当該請求を民事訴訟手続

に移送することができる。できるだけ，裁判所は自ら訴額の小さい請求（minor claims）

を判断しなければならない。被害者に関連する事件について，裁判所はまず有罪及び

量刑だけを判断し，その後，手続の主宰者は，関係者のさらなる審理の後，金額にか

かわらず民事上の請求について単独審の裁判官として判断しなければならない。」（刑

事訴訟法126条 3項及び4項）422 

 

(3) 民事上の請求のための証拠の収集 

 

   ① 検察官による民事上の請求に関する証拠の収集 

スイス連邦では，民事上の請求をする際に必要な証拠の収集について，「検察官は，

手続が不当に延期され又は遅延しない限り，民事上の請求を評価するのに必要な証

拠を収集する。」（刑事訴訟法313条 1項）とされている。 

したがって，検察官は，被害者の救済（被害回復）のために，犯人の財産を全て

調査し，犯人の手元に財産がない場合にも犯人には損害賠償義務があるから，被害

額を見積もって，犯罪とは関係しない財産も全て調査して差し押さえる423。 

また，「損害を受けた者に返還されるべき予定である」財産も捜査機関の差押えの

対象とされる（刑事訴訟法263条 1項）。 

                            
422 Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p5-6 
423 2018年 5月 8日の筆者らによるチューリッヒ検事局担当者へのインタビュー結果。 
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以上のとおり，スイス連邦では，犯人が財産を隠匿して被害弁償がされない事態

が発生しないように法律上の手当がされている。 

 

   ② 刑事責任追及の義務 

スイス連邦では「刑事司法当局は，その管轄内において犯罪が行われた疑いを知

り又はその理由があるときには，その手続を開始し進行させる義務を負う。」として，

刑事司法当局全てに「刑事責任追及の義務」（Verfolgungszwang）が規定されている

（同法7条 1項）。424 425 

そこで，証拠が十分である限り，必然的に犯人は起訴されることになり，我が国

のように同じ詐欺犯人による被害者であるのに，起訴の対象外とされて被害弁償を

受けることができない被害者も発生しない426。 

 

３ 没収財産からの被害者への給付 

スイス連邦では，詐欺罪等の被害者に対し，没収財産から給付金を支給する制度が存

在する（刑法73条）。 

この規定による実質的な効果は，単に犯人が被害弁償をしない事案において，国家が

財産を没収して被害者に給付するというだけではない。 

すなわち，スイス法では，犯人は刑事司法当局の責任追及を受けて最終的には刑事罰

を受けた上で被害弁償のために財産を没収されてしまうから，犯人としては刑事罰の判

決前に任意に被害弁償をする方が得策である。検察官が犯人の全ての財産を調査するか

ら，犯人は財産を隠匿することもできない。刑事裁判所における民事上の請求の制度も

あり，検察官が被害者のために犯人の財産を確保するから，犯人は民事上の請求の判決

の執行を免れることも困難である。そこで，多くの場合には犯人は没収の判決を受ける

前に被害者の被害弁償をすることになる。 

このように刑法 73 条は，犯人に対し民法上の損害賠償義務を任意に履行させること

にも大きな役割を果たしている。 

 

第５ 国際的協力関係 

 

１ 概要 

スイス連邦は，国際的な刑事事件に関してスイス連邦において差押え又は没収した財

産を要請国に返還している。多くの国に多額の財産を返還した実例がある。 

                            
424 刑事訴訟法第7条 1項が定める「刑事責任追及の義務」（Verfolgungszwang）は，「法定主義

（Legalitätsprinzips）」を保障するものとされ，「法定主義」は実質的な刑法の実施を保証し

て，憲法8条の「法の下の平等」，同9条の「国家機関の恣意からの保護」及び同29条 1項の

「司法的及び行政的手続の保障」を実施するものとされる（Christian Schwarzenegger，

Strafprozessrecht(2014)，p21）。 
425  Legalitätsprinzipsを「起訴法定主義」とする例も多いが，Legalitätsprinzipsは起訴の場

面だけではなく，刑事司法のあらゆる場面を対象とするものであるから，本稿では「法定主義」

と訳出した。 
426 2018年 5月 8日の筆者らによるチューリッヒ検事局担当者へのインタビュー結果。 

外国に対する財産の返還に関する主な法律としては，国際刑事共助法（IMAC）と外国

不法財産法（FIAA）がある。 

 

２ 国際刑事共助法（IMAC） 

 

(1) 国際刑事共助法の概要 

国際刑事共助法（Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal 

Matters，ＩＭＡＣ）は，刑事事件における国際的協力に関する手続，特に外国の刑事

訴訟手続の支援を目的とする援助の手続を定める（同法1条 1項）。 

共助には，原則として要請国による相互主義の保証が必要とされる（同法8条）。 

要請国が緊急の要請をしたときには，スイス連邦の管轄のある機関は「仮の措置」

（Vorläufige Massnahmen / Provisional measures）を講ずることができる（同法18

条）。 

要請国の要請に応じて，要請国の没収又は権限ある者（例えば，詐欺の被害者）へ

の返還のためにスイス連邦において差押えた財産を引き渡す手続を規定した74a条が

重要である。 

 

(2) 同法74a条の運用状況 

同法74a条は，「要請に応じて，予防的差押えを受けた物又は財産は，権限のある外

国の機関に対し，共助手続の締結後，没収又は権限のある者への返還のためにこれらを

引渡すことができる」旨を規定する。また，同条3項は，財産の返還には，通常，「要

請国の最終的かつ執行可能な決定に基づく」ことを要求する。これらの規定によれば，

例えば詐欺罪による犯罪収益が外国からスイス連邦に移転された事案では，当該外国

において詐欺罪の被害者に対し財産を最終的に返還するための「司法的手続による決

定」を要することになる。 

外国で発令された没収について，本条に基づき財産が返還された例は，次の表のとお

りである。 
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以上のとおり，スイス連邦では，犯人が財産を隠匿して被害弁償がされない事態

が発生しないように法律上の手当がされている。 

 

   ② 刑事責任追及の義務 

スイス連邦では「刑事司法当局は，その管轄内において犯罪が行われた疑いを知

り又はその理由があるときには，その手続を開始し進行させる義務を負う。」として，

刑事司法当局全てに「刑事責任追及の義務」（Verfolgungszwang）が規定されている

（同法7条 1項）。424 425 

そこで，証拠が十分である限り，必然的に犯人は起訴されることになり，我が国

のように同じ詐欺犯人による被害者であるのに，起訴の対象外とされて被害弁償を

受けることができない被害者も発生しない426。 

 

３ 没収財産からの被害者への給付 

スイス連邦では，詐欺罪等の被害者に対し，没収財産から給付金を支給する制度が存

在する（刑法73条）。 

この規定による実質的な効果は，単に犯人が被害弁償をしない事案において，国家が

財産を没収して被害者に給付するというだけではない。 

すなわち，スイス法では，犯人は刑事司法当局の責任追及を受けて最終的には刑事罰

を受けた上で被害弁償のために財産を没収されてしまうから，犯人としては刑事罰の判

決前に任意に被害弁償をする方が得策である。検察官が犯人の全ての財産を調査するか

ら，犯人は財産を隠匿することもできない。刑事裁判所における民事上の請求の制度も

あり，検察官が被害者のために犯人の財産を確保するから，犯人は民事上の請求の判決

の執行を免れることも困難である。そこで，多くの場合には犯人は没収の判決を受ける

前に被害者の被害弁償をすることになる。 

このように刑法 73 条は，犯人に対し民法上の損害賠償義務を任意に履行させること

にも大きな役割を果たしている。 

 

第５ 国際的協力関係 

 

１ 概要 

スイス連邦は，国際的な刑事事件に関してスイス連邦において差押え又は没収した財

産を要請国に返還している。多くの国に多額の財産を返還した実例がある。 

                            
424 刑事訴訟法第7条 1項が定める「刑事責任追及の義務」（Verfolgungszwang）は，「法定主義

（Legalitätsprinzips）」を保障するものとされ，「法定主義」は実質的な刑法の実施を保証し

て，憲法8条の「法の下の平等」，同9条の「国家機関の恣意からの保護」及び同29条 1項の

「司法的及び行政的手続の保障」を実施するものとされる（Christian Schwarzenegger，

Strafprozessrecht(2014)，p21）。 
425  Legalitätsprinzipsを「起訴法定主義」とする例も多いが，Legalitätsprinzipsは起訴の場

面だけではなく，刑事司法のあらゆる場面を対象とするものであるから，本稿では「法定主義」

と訳出した。 
426 2018年 5月 8日の筆者らによるチューリッヒ検事局担当者へのインタビュー結果。 

外国に対する財産の返還に関する主な法律としては，国際刑事共助法（IMAC）と外国

不法財産法（FIAA）がある。 

 

２ 国際刑事共助法（IMAC） 

 

(1) 国際刑事共助法の概要 

国際刑事共助法（Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal 

Matters，ＩＭＡＣ）は，刑事事件における国際的協力に関する手続，特に外国の刑事

訴訟手続の支援を目的とする援助の手続を定める（同法1条 1項）。 

共助には，原則として要請国による相互主義の保証が必要とされる（同法8条）。 

要請国が緊急の要請をしたときには，スイス連邦の管轄のある機関は「仮の措置」

（Vorläufige Massnahmen / Provisional measures）を講ずることができる（同法18

条）。 

要請国の要請に応じて，要請国の没収又は権限ある者（例えば，詐欺の被害者）へ

の返還のためにスイス連邦において差押えた財産を引き渡す手続を規定した74a条が

重要である。 

 

(2) 同法74a条の運用状況 

同法74a条は，「要請に応じて，予防的差押えを受けた物又は財産は，権限のある外

国の機関に対し，共助手続の締結後，没収又は権限のある者への返還のためにこれらを

引渡すことができる」旨を規定する。また，同条3項は，財産の返還には，通常，「要

請国の最終的かつ執行可能な決定に基づく」ことを要求する。これらの規定によれば，

例えば詐欺罪による犯罪収益が外国からスイス連邦に移転された事案では，当該外国

において詐欺罪の被害者に対し財産を最終的に返還するための「司法的手続による決

定」を要することになる。 

外国で発令された没収について，本条に基づき財産が返還された例は，次の表のとお

りである。 
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Table 13. Examples of Assets Returned by Switzerland under Art. 74a IMAC  
 (2009-2014)[Wユ2] 427 

Claimant State Amount in CHF Offence Executing authority 
Luxembourg  1 100 000 Embezzlement MPC 

Russia  8 312 557 Money laundering Prosecution authority, Basel-Stadt 

USA  500 000 Fraud OFJ 

Philippines  4 170 000 Fraud Prosecution authority, Geneva 

USA  14 761 776 Fraud OFJ 

Italy  3 260 000 Fraudulent bankruptcy Prosecution authority, Ticino 

USA  15 000 000 Fraud OFJ 

Russia  55 000 000 Fraud MPC 

Netherlands  1 980 000 Drugs Prosecution authority ,Schwyz 

Colombia  286 000 Fraud Prosecution authority, Geneva 

Germany  1 800 Fraud Prosecution authority, Schwyz 

Italy  840 530 Usury Prosecution authority, Basel-Stadt 

Slovakia  200 000 Corruption Prosecution authority, Zurich 

Luxembourg  1 000 000 Embezzlement MPC 

Germany  994 960 Fraud Prosecution authority, Geneva 

Germany  264 836 Drugs Prosecution authority, Zurich 

Brazil  4 800 000 Fraud Prosecution authority, Geneva 

Thailand  47 534 Fraud Prosecution authority, Ticino 

Germany  13 000 Fraud Prosecution authority, Zurich 

Finland  128 800 Fraud Ticino 

この表によれば，スイス連邦は，2009年から2014年までの6年間において，同法74a

条に基づき12か国の要請国に対し，合計約1億 1000万スイスフラン（日本円に換算す

ると約121億円）を返還していることが分かる。 

 

３ 外国不法財産法（ＦＩＡＡ） 

 

(1) 外国不法財産法の概要 

外国不法財産法（Foreign Illicit Assets Act, ＦＩＡＡ）は，外国の重要な公的

地位を有する者（ＰＥＰｓ）又はその密接関係者が保有する財産の凍結，没収及び返

還を規律する（同法1条）。 

同法には，次の制度が定められている。 

   ・連邦参事会（the Federal Council）によるスイス連邦に所在する財産の凍結命令

（同法3条以下）。 

なお，連邦参事会とは，7 名の閣僚から構成される連邦の最高の執行的・指導的

                            
427  ＦＡＴＦによるスイス連邦の相互審査報告書 71，72 頁の表を引用。 

官庁である（憲法174条，175条）。 

   ・財産の没収の要件及び手続（外国不法財産法14条）。 

   ・不法な起源であることを推定する規定（同法15条）。 

   ・財産の源である国に対する財産の返還の目的及び手続（同法17条以下）。 

   ・同法に基づく財産の返還に際しては，最大で没収された財産の2.5%の金額が手続

費用とした控除されるだけであり（同法 19 条），その他の財産は全て返還される。 

 

(2) 外国不法財産法の運用状況 

外国不法財産法に基づく財産の没収及び返還は，スイス連邦の外務省と捜査機関が

協力してこれを行っている。 

この制度に関するこれまでの主な運用状況は，次の表のとおりである。 

    （外国不法財産の返還状況） 

時期 件名 返還先 
返還額 

USD，million 

2002 Montesinos I Peru 92 

2003 Marcos Philippines 684 

2005 Abacha I Nigeria 700 

2005 Angola I Angola 24 

2008 Salinas Mexico 74 

2007 Kazakhstan I Kazakhstan 115 

2012 Angola II Angola 43 

2012 Kazakhstan II Kazakhstan 48 

2017 Abacha II Nigeria 321 

ongoing Duvalier Haiti 6.5 

 合計   2107.5 

   ＊１ この表は，スイス連邦外務省のホームページを参考として，当分科会が作成 

   ＊２ 外国不法財産法の施行時期は 2016 年 7月 1日からであり，2011 年 2月 1日

から2016年7月1日までは同法の改正前の法律であるＲＩＡＡ（Restitution 

of Illicit Assets Act）が適用され，それ以前にはスイス憲法184条 3項

に基づき同様の措置が行われていた。428 

 

この表によれば，スイス連邦は，2002年から現在にかけて，外国の重要な公的地位

を有する者（ＰＥＰｓ）による不法財産について，合計約21億米ドルを超えて返還し

た実績があることが分かる。 

  

                            
428 スイス憲法184条 3項「国の利益を擁護するために必要ある場合には，連邦参事会は，命令を

発し処分をなす。命令には，期限を付す。」 
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Table 13. Examples of Assets Returned by Switzerland under Art. 74a IMAC  
 (2009-2014)[Wユ2] 427 

Claimant State Amount in CHF Offence Executing authority 
Luxembourg  1 100 000 Embezzlement MPC 

Russia  8 312 557 Money laundering Prosecution authority, Basel-Stadt 

USA  500 000 Fraud OFJ 

Philippines  4 170 000 Fraud Prosecution authority, Geneva 

USA  14 761 776 Fraud OFJ 

Italy  3 260 000 Fraudulent bankruptcy Prosecution authority, Ticino 

USA  15 000 000 Fraud OFJ 

Russia  55 000 000 Fraud MPC 

Netherlands  1 980 000 Drugs Prosecution authority ,Schwyz 

Colombia  286 000 Fraud Prosecution authority, Geneva 

Germany  1 800 Fraud Prosecution authority, Schwyz 

Italy  840 530 Usury Prosecution authority, Basel-Stadt 

Slovakia  200 000 Corruption Prosecution authority, Zurich 

Luxembourg  1 000 000 Embezzlement MPC 

Germany  994 960 Fraud Prosecution authority, Geneva 

Germany  264 836 Drugs Prosecution authority, Zurich 

Brazil  4 800 000 Fraud Prosecution authority, Geneva 

Thailand  47 534 Fraud Prosecution authority, Ticino 

Germany  13 000 Fraud Prosecution authority, Zurich 

Finland  128 800 Fraud Ticino 

この表によれば，スイス連邦は，2009年から2014年までの6年間において，同法74a

条に基づき12か国の要請国に対し，合計約1億 1000万スイスフラン（日本円に換算す

ると約121億円）を返還していることが分かる。 

 

３ 外国不法財産法（ＦＩＡＡ） 

 

(1) 外国不法財産法の概要 

外国不法財産法（Foreign Illicit Assets Act, ＦＩＡＡ）は，外国の重要な公的

地位を有する者（ＰＥＰｓ）又はその密接関係者が保有する財産の凍結，没収及び返

還を規律する（同法1条）。 

同法には，次の制度が定められている。 

   ・連邦参事会（the Federal Council）によるスイス連邦に所在する財産の凍結命令

（同法3条以下）。 

なお，連邦参事会とは，7 名の閣僚から構成される連邦の最高の執行的・指導的

                            
427  ＦＡＴＦによるスイス連邦の相互審査報告書 71，72 頁の表を引用。 

官庁である（憲法174条，175条）。 

   ・財産の没収の要件及び手続（外国不法財産法14条）。 

   ・不法な起源であることを推定する規定（同法15条）。 

   ・財産の源である国に対する財産の返還の目的及び手続（同法17条以下）。 

   ・同法に基づく財産の返還に際しては，最大で没収された財産の2.5%の金額が手続

費用とした控除されるだけであり（同法 19 条），その他の財産は全て返還される。 

 

(2) 外国不法財産法の運用状況 

外国不法財産法に基づく財産の没収及び返還は，スイス連邦の外務省と捜査機関が

協力してこれを行っている。 

この制度に関するこれまでの主な運用状況は，次の表のとおりである。 

    （外国不法財産の返還状況） 

時期 件名 返還先 
返還額 

USD，million 

2002 Montesinos I Peru 92 

2003 Marcos Philippines 684 

2005 Abacha I Nigeria 700 

2005 Angola I Angola 24 

2008 Salinas Mexico 74 

2007 Kazakhstan I Kazakhstan 115 

2012 Angola II Angola 43 

2012 Kazakhstan II Kazakhstan 48 

2017 Abacha II Nigeria 321 

ongoing Duvalier Haiti 6.5 

 合計   2107.5 

   ＊１ この表は，スイス連邦外務省のホームページを参考として，当分科会が作成 

   ＊２ 外国不法財産法の施行時期は 2016 年 7月 1日からであり，2011 年 2月 1日

から2016年7月1日までは同法の改正前の法律であるＲＩＡＡ（Restitution 

of Illicit Assets Act）が適用され，それ以前にはスイス憲法184条 3項

に基づき同様の措置が行われていた。428 

 

この表によれば，スイス連邦は，2002年から現在にかけて，外国の重要な公的地位

を有する者（ＰＥＰｓ）による不法財産について，合計約21億米ドルを超えて返還し

た実績があることが分かる。 

  

                            
428 スイス憲法184条 3項「国の利益を擁護するために必要ある場合には，連邦参事会は，命令を

発し処分をなす。命令には，期限を付す。」 
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第６ 憲法上の犯罪被害者の権利 

 

１ 憲法124条 

 

(1) 憲法 124条の内容 

スイス憲法は，次のとおり，犯罪被害者の権利を明文で規定する。  

第 124条（犯罪被害者の援助）連邦及び州は，犯罪行為により身体的，精神的又は

性的に完全な状態を侵害された人が援助を受け，犯罪行為により経済的困難に陥

った場合には，適正に補償されるように配慮する。 

 

(2) 憲法124条の保障の範囲 

詐欺罪のような財産犯の被害者が含まれるか。 

   含まれる（スイス連邦における多数説）429。 

  （理由） 

1999 年までの改正前憲法 64 条の 3 は生命及び身体（limb）に対する犯罪だけを特

に要素としていた（specifically included）。 

これに対し，現行憲法124条は生命及び身体に対する犯罪だけを特に要素としてい

ない。 

 

２ 犯罪被害者が没収財産から被害回復を受ける権利 

犯罪被害者が没収財産から被害回復を受ける権利は，憲法上の権利か。 

  この点について，シュワルツネガー教授は次のとおり説明される430。 

 

  手続上の権利は「裁判を受ける権利」（憲法29a条）において保障される。 

憲法第29a条（裁判を受ける権利）「何人も，法的紛争に対し，裁判所によって審

理判決を受ける権利を有する。連邦及び州は，法律により，例外的場合において，

裁判所へのアクセスを排除することができる。」431 

 

第７ （参考）ドイツの没収関連法令の改正 

 以上，スイス連邦の制度について概観してきたが，近時，ドイツにおいて，没収に関

連する法律につき，重要な改正がなされている。そこで，以下において，同改正の内容

について紹介する。 

 

１ ドイツにおける2017年の没収関連の刑事法の改正 

ドイツでは，2017 年の犯罪収益の没収の改革法（Gesetz zur Reform der 

                            
429 財産犯（スイス刑法第137条ないし第172条の 3）は排除されるとする見解もあるが，少数説

である。Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p1-2 
430 Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p4 
431 ワルダー・ハラー（原著），平松毅ほか『スイス憲法』の翻訳文による。 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung）（2017年 7月 1日施行）によって，犯罪収益

の没収に関する刑法及び刑事訴訟法の規定が改正された432。 

 

２ 改正の理由433 

 

(1) 改正前の問題点 

改正前刑法73条 1項第2文は，利益収奪の要件（Voraussetzungen des Verfalls）

として，「違法な行為から被害者に請求権が生じるとき」を規定していた434。 

この結果，典型的な財産犯において利益収奪は通常不可能であって，利益収奪の墓

掘り人夫（Totengräber des Verfalls）と呼ばれる原因になっていた。 

没収及び利益収奪は，犯罪被害者の財産の暫定的な保護にとどまり，被害者が請求

権を現実化するには，刑事裁判手続とは別に被害者が民事訴訟をする必要があった。 

これらの条件は，刑事政策上も正義の観点からも是認されるものではない。 

 

(2) 解決策 

「財産取り戻しの援助」（Rückgewinnungshilfe）という規制モデルは効力のないも

のであり，国家により「（落ちてきたものを）受け止める権利の取得」

（Auffangrechtserwerb）に関する複雑な規定は余計なものである435。 

改正法の重要点は，刑法73条 1項第2文の削除である。 

また，改正法は，被害者の請求権は一般的に刑の執行において充足されるものとし

た。 

 

３ 改正法の主な内容 

 

(1) 刑法の改正 

 

① 利益収奪の要件として，「被害者の請求権があるとき」を削除 

刑法 73 条 1 項第 2 文を削除し，また，「Verfalls」（利益収奪）という用語を

                            
432 ドイツ連邦議会（Deutscher Bundestag）hp 

（http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/761/76162.html） 
433 2017年の犯罪収益の没収の改革法に関するドイツ連邦議会の2016年 9月 5日提案理由書

(Deutscher Bundestag Drucksache 18/9525)による

(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809525.pdf)｡ 
434 利益収奪制度は，付加刑ではなく処分であり，民法の不当利得返還請求に類似した原状回復の

措置と理解されていた（西田典之「ドイツにおける利得剥奪制度の改正」『現代社会における没

収・追徴』(信山社，1996年)207頁)｡ 

 したがって，改正前刑法における利益収奪制度も「有罪判決を前提としない没収（non-

conviction-based confiscation）の一種であった。 
435 上記提案理由書におけるこの部分の原文は，次のとおり。 

Das Regelungsmodell der „Rückgewinnungshilfe“ wird damit hinfällig, die komplizierte 

Vorschrift über den staatlichen „Auffangrechtserwerb“ überflüssig. 
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第６ 憲法上の犯罪被害者の権利 

 

１ 憲法124条 

 

(1) 憲法 124条の内容 

スイス憲法は，次のとおり，犯罪被害者の権利を明文で規定する。  

第 124条（犯罪被害者の援助）連邦及び州は，犯罪行為により身体的，精神的又は

性的に完全な状態を侵害された人が援助を受け，犯罪行為により経済的困難に陥

った場合には，適正に補償されるように配慮する。 

 

(2) 憲法124条の保障の範囲 

詐欺罪のような財産犯の被害者が含まれるか。 

   含まれる（スイス連邦における多数説）429。 

  （理由） 

1999 年までの改正前憲法 64 条の 3 は生命及び身体（limb）に対する犯罪だけを特

に要素としていた（specifically included）。 

これに対し，現行憲法124条は生命及び身体に対する犯罪だけを特に要素としてい

ない。 

 

２ 犯罪被害者が没収財産から被害回復を受ける権利 

犯罪被害者が没収財産から被害回復を受ける権利は，憲法上の権利か。 

  この点について，シュワルツネガー教授は次のとおり説明される430。 

 

  手続上の権利は「裁判を受ける権利」（憲法29a条）において保障される。 

憲法第29a条（裁判を受ける権利）「何人も，法的紛争に対し，裁判所によって審

理判決を受ける権利を有する。連邦及び州は，法律により，例外的場合において，

裁判所へのアクセスを排除することができる。」431 

 

第７ （参考）ドイツの没収関連法令の改正 

 以上，スイス連邦の制度について概観してきたが，近時，ドイツにおいて，没収に関

連する法律につき，重要な改正がなされている。そこで，以下において，同改正の内容

について紹介する。 

 

１ ドイツにおける2017年の没収関連の刑事法の改正 

ドイツでは，2017 年の犯罪収益の没収の改革法（Gesetz zur Reform der 

                            
429 財産犯（スイス刑法第137条ないし第172条の 3）は排除されるとする見解もあるが，少数説

である。Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p1-2 
430 Christian Schwarzenegger，Response，7 Mai 2018，p4 
431 ワルダー・ハラー（原著），平松毅ほか『スイス憲法』の翻訳文による。 

strafrechtlichen Vermögensabschöpfung）（2017年 7月 1日施行）によって，犯罪収益

の没収に関する刑法及び刑事訴訟法の規定が改正された432。 

 

２ 改正の理由433 

 

(1) 改正前の問題点 

改正前刑法73条 1項第2文は，利益収奪の要件（Voraussetzungen des Verfalls）

として，「違法な行為から被害者に請求権が生じるとき」を規定していた434。 

この結果，典型的な財産犯において利益収奪は通常不可能であって，利益収奪の墓

掘り人夫（Totengräber des Verfalls）と呼ばれる原因になっていた。 

没収及び利益収奪は，犯罪被害者の財産の暫定的な保護にとどまり，被害者が請求

権を現実化するには，刑事裁判手続とは別に被害者が民事訴訟をする必要があった。 

これらの条件は，刑事政策上も正義の観点からも是認されるものではない。 

 

(2) 解決策 

「財産取り戻しの援助」（Rückgewinnungshilfe）という規制モデルは効力のないも

のであり，国家により「（落ちてきたものを）受け止める権利の取得」

（Auffangrechtserwerb）に関する複雑な規定は余計なものである435。 

改正法の重要点は，刑法73条 1項第2文の削除である。 

また，改正法は，被害者の請求権は一般的に刑の執行において充足されるものとし

た。 

 

３ 改正法の主な内容 

 

(1) 刑法の改正 

 

① 利益収奪の要件として，「被害者の請求権があるとき」を削除 

刑法 73 条 1 項第 2 文を削除し，また，「Verfalls」（利益収奪）という用語を

                            
432 ドイツ連邦議会（Deutscher Bundestag）hp 

（http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/761/76162.html） 
433 2017年の犯罪収益の没収の改革法に関するドイツ連邦議会の2016年 9月 5日提案理由書

(Deutscher Bundestag Drucksache 18/9525)による

(http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/095/1809525.pdf)｡ 
434 利益収奪制度は，付加刑ではなく処分であり，民法の不当利得返還請求に類似した原状回復の

措置と理解されていた（西田典之「ドイツにおける利得剥奪制度の改正」『現代社会における没

収・追徴』(信山社，1996年)207頁)｡ 

 したがって，改正前刑法における利益収奪制度も「有罪判決を前提としない没収（non-

conviction-based confiscation）の一種であった。 
435 上記提案理由書におけるこの部分の原文は，次のとおり。 

Das Regelungsmodell der „Rückgewinnungshilfe“ wird damit hinfällig, die komplizierte 

Vorschrift über den staatlichen „Auffangrechtserwerb“ überflüssig. 
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「Einziehung」（没収）に置き換え，刑法73条を次のとおりとした。 

 

（刑法第73条） 

第 73条 正犯及び共犯からの犯罪収益の没収 

（§ 73 Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern） 

(1) 正犯又は共犯が，違法な行為から又は違法な行為のために得たものがあると

きは，裁判所は，その没収を命じる。 

(2) 正犯又は共犯が，得たものから用益を得たときは，裁判所は，その没収も命じ

る。 

(3) 裁判所は，正犯又は共犯が 

1. 得たものの譲渡により，若しくはその破壊，損壊若しくは没収の補償とし

て，又は 

2. 得た権利に基づいて 

取得した対象物の没収も命じることができる。 

 

② 独立没収制度の創設 

刑法76a条に独立没収(Selbständige Einziehung)を創設し，｢犯罪行為｣により特

定人を訴追できず，又は有罪判決を言い渡すことができない場合においても，裁判所

は独立して没収若しくは使用不可能化(Unbrauchbarmachung)を命ずることができる

旨を定め(同法76a条 1項)，有罪判決を前提としない没収制度を明定した｡ 

同法 76a 条 1 項の「犯罪行為」には，テロリズムへの資金提供，犯罪団体の結成

(刑法129条)に関する場合，マネー・ローンダリング（刑法261条）などが含まれる

（同法76a条 4項）｡ 

 

(2) 刑事訴訟法の改正 

以下，被害者に対する補償の分配手続に関連する条文のタイトルを簡単に紹介する。 

 ① 財産押収による被害者への補償のための財産価値の確保 

   ・財産押収による没収価値の確保（刑事訴訟法111条 e） 

    ・被害者への補償のための財産の確保（同法111条 f） 

 

   ② 被害者に対する補償の分配手続（同法459条 gないしo） 

   ・「執行官庁」（Vollstreckungsbehörde）による没収された物及び価値の被害者への

賠償（同法459条 h）436 

・没収命令の確定後，被害者に通知（同法459条 i） 

    ・被害者は｢執行官庁｣へ権利を届出（同法459条 j，k） 

   ・被害者への補償が不足する場合には，破産手続による補償（同法 459 条 h，同法

111条 i） 

                            
436 「執行官庁」（Vollstreckungsbehörde）とは，公的な法律上の請求から基金を集め，分配する

政府機関。検察官が執行官庁となる（刑事訴訟法451条）。 

第８ 日本法への示唆－実効性のある犯罪被害回復制度の構築 

我が国において実効性のある犯罪被害回復制度を構築するために，日本法の運用及び

立法への示唆として，次の提言を述べ，本章のまとめに代えたい。 

 

１ 刑事司法当局の意識改革 

我が国においても，「犯罪は利益になってはならない」（Verbrechen sollen sich nicht 

lohnen）という考え方はそのまま当てはまる。特殊詐欺の最大の予防策は，犯人の検挙

及び犯人からの犯罪収益の剥奪であることも明らかである。 

そこで，スイス刑事訴訟法7条 1項が定める「刑事責任追及の義務」（Verfolgungszwang）

の精神を参考として，我が国の裁判所，検察庁及び警察は，全ての詐欺被害者が完全な

被害弁償を受けることに向けて最大限の努力をすべきである。 

 

２ 没収制度の充実 

 

(1) 組犯法13条 3項（犯罪被害財産を没収できるとする規定）の適用 

特殊詐欺の事案は，ほとんどの場合に組犯法 13 条 3 項第 1 号ないし 3 号（すなわ

ち，「犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められる

とき」（1 号），「当該犯罪被害財産について，その取得…の原因につき事実を仮装し，

又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき」（2号）又は「当該犯罪被害財

産について，情を知って，これを収受する行為が行われたとき」（3 号））に該当する

と思われる。 

そこで，特殊詐欺に対しては，できる限り組犯法13条 3項を適用し，犯罪収益等を

没収（同法13条 3項）又はその犯罪被害財産の価額を追徴して（同法16条），被害回

復支給金の支給に関する法律に基づき，被害者に対しこれを分配すべきである。 

また，立法論として，これらの没収・追徴を必要的なものとすることを検討すべき

である（スイス刑法においては，全ての没収が必要的没収である。）。 

 

(2) マネー・ローンダリング罪の適切な執行 

「特殊詐欺の犯罪収益は，現金で授受されるために追跡が困難である」としばしば

いわれる。 

しかしながら，特殊詐欺による犯罪収益は莫大な金額であり，どこかの時点で銀行

等の預金とされる場合も少なくないと思われる。このような場合には疑わしい取引の

届出制度による情報に基づきマネー・ローンダリング罪として立件が可能である。 

我が国におけるマネー・ローンダリング罪は，犯罪収益隠匿罪（組犯法10条）及び

犯罪収益収受罪（同法11条）である。 

犯罪収益隠匿罪（組犯法10条）及び犯罪収益収受罪（同法11条）を適切に執行す

るために，次の事項を検討すべきである。 

 

 ① 疑わしい取引の報告の運用の改善 

これらの犯罪の立件には，前提犯罪からの突き上げ捜査だけではなく，疑わしい
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「Einziehung」（没収）に置き換え，刑法73条を次のとおりとした。 

 

（刑法第73条） 
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 ① 財産押収による被害者への補償のための財産価値の確保 
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いわれる。 
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取引の報告に基づき預金の動き等に着目して行う「金融捜査」（financial 

investigation）の充実が必要である。 

本稿では，スイス連邦において，「金融捜査」（financial investigation）の一つ

の工夫として，疑わしい取引の報告の数を絞り，報告の質を高いものにする取組を

して，多数のマネー・ローンダリング罪を立件し，多額の没収の実績をあげている

ことを紹介した。 

そこで，我が国においても，スイス連邦の例を参考としつつ，犯収法の疑わしい

取引の報告制度について，警察庁は，報告の質の改善を目指して，裁判所において

犯罪収益隠匿罪等の立証に直ちに使用できるレベルの報告を金融機関から提出し

てもらえるように，直ちに金融機関と真摯に協議を重ねて対策を具体化すべきであ

る。 

その上で，スイス法を参考としつつ，近い将来に，疑わしい取引の報告に「顧客

によって要求された取引関係の性質及び目的」及び「取引又は事業関係の経済的背

景及び目的」を明らかにすることを金融機関の義務とするように法改正を検討すべ

きである。 

 

 ② 預金の凍結制度の改善 

現在の我が国における預金凍結制度については，金融機関がマネー・ローンダリ

ングの疑いを発見したときにおける預金の凍結制度を明文で定める法律がなく，金

融機関は凍結義務を有しておらず，また，凍結制度と捜査の連携がはかられた制度

とされていないこと，凍結をした金融機関の法的責任を免除する規定がないことと

いう問題を指摘することができる。 

そこで，近い将来に，これらの問題点を解消すべく法改正を検討しなければなら

ない。 

また，この法改正までの間においても，捜査機関及び弁護士会が連携し，これら

の問題点に関する法的な検討をして，適切に対応する取組を直ちに開始すべきであ

る。 

 

３ 損害賠償命令制度の拡大等 

 

 ① 特殊詐欺に対する損害賠償命令の導入 

特殊詐欺も，刑事訴訟法上の損害賠償命令の対象とするべく法改正を検討すべきで

ある。その際には，検察官が犯人の財産を調査して，被害者に対し適切に情報提供す

る制度を併せて導入しなければならない。 

 

② 没収財産の分配制度の充実 

スイス連邦及びドイツを参考として，被害回復支給金の支給に関する法律に基づく

場面に限定せず，重大な財産犯一般について，広く「国家が被害者に対し没収・追徴

した財産を分配する制度」を構築するように法改正を検討すべきである。 

 

４ 国際連携の強化 

マネー・ローンダリングは国際的に行われることが少なくないと見られる。 

そこで，我が国が外国から犯罪収益等の返還を迅速に受けることができるように，ま

たスイス連邦が実際に行っているように我が国も外国に対し犯罪収益を返還して国際

社会において名誉ある地位を占めることを目指し，国内法を整備し外国の当局との連携

体制を更に充実させなければならない。 

 

５ 憲法上の権利と犯罪被害者に対する被害回復との関係の検討 

「犯罪被害者が完全な被害弁償を受けるべく国家に適切な措置を求める権利」は，我

が国においても憲法上の権利であると考えられる。 

すなわち，同じく犯罪の被害者であるにもかかわらず，被害が刑事事件として立件さ

れた被害者だけが被害弁償を受け，そうではない被害者が被害弁償を受けることができ

ないという結果を国家が放置することは，「法の下の平等」（憲法14条）に反するとも言

えよう。 

また，我が国においても，犯罪被害者が刑事裁判所又は民事裁判所において，犯罪被

害という「法的紛争」について「適切な審理」を享受し被害回復を受けることは，「裁判

を受ける権利」（憲法32条）の内容であると考えることもできる。 

ところが，我が国ではこの問題が意識的に取り上げられて議論されてきたとは言い難

い。 

本稿が，特殊詐欺の被害者だけではなく，その他の犯罪被害者においても，裁判所を

通じた犯罪被害回復が重要な憲法上の権利であることを明らかにする議論の嚆矢とな

れば，誠に幸いである。 

 

第４章 米国における没収を通じた被害回復 

 

第１ はじめに 

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会は，平成 26 年 8 月 16 日から同月 21 日に

かけて，「ブラックマネーの剥奪」をテーマとした第81回民事介入暴力対策山口大会協

議会の準備のため，米国の連邦機関である①連邦捜査局（ＦＢＩ：Federal Bureau of 

Investigation），②司法省（ＤＯＪ：Department of Justice），③金融犯罪取締ネット

ワーク（ＦｉｎＣＥＮ：Financial Crime Enforcement Network），④内国歳入庁（ＩＲ

Ｓ：Internal Revenue Service）を訪問し，インタビューを中心とした調査を実施した。 

本稿の内容は，平成26年 8月時点での訪米調査の結果に基づくものである。 

 

第２ 刑事没収と民事没収 

 

１ 没収の種類 

米国の没収制度には，刑罰である刑事没収（criminal forfeiture）以外に民事没収

（civil forfeiture）と行政没収（administrative forfeiture）という法的性格の異な

る複数の没収制度が存する。また適用場面が限定的であるが法禁物に対する略式没収も
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取引の報告に基づき預金の動き等に着目して行う「金融捜査」（financial 
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れば，誠に幸いである。 

 

第４章 米国における没収を通じた被害回復 

 

第１ はじめに 

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会は，平成 26 年 8 月 16 日から同月 21 日に

かけて，「ブラックマネーの剥奪」をテーマとした第81回民事介入暴力対策山口大会協

議会の準備のため，米国の連邦機関である①連邦捜査局（ＦＢＩ：Federal Bureau of 
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ワーク（ＦｉｎＣＥＮ：Financial Crime Enforcement Network），④内国歳入庁（ＩＲ

Ｓ：Internal Revenue Service）を訪問し，インタビューを中心とした調査を実施した。 

本稿の内容は，平成26年 8月時点での訪米調査の結果に基づくものである。 

 

第２ 刑事没収と民事没収 

 

１ 没収の種類 

米国の没収制度には，刑罰である刑事没収（criminal forfeiture）以外に民事没収

（civil forfeiture）と行政没収（administrative forfeiture）という法的性格の異な

る複数の没収制度が存する。また適用場面が限定的であるが法禁物に対する略式没収も
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存する。図１のように整理できる。 

 

【図１】 

   

刑事没収は，被告人に対する刑事訴追の一部として提起される人的(in personam)手

続である。陪審が財産は没収対象であると判断する場合，裁判所は没収命令を発する。 

民事没収は，財産を相手として提起される物的(in rem)手続である。マネー・ローン

ダリングに関しては，①1956，1957，1960条に違反した取引及び企図された取引に関連

した財産又は当該財産に起源を有する(traceable)財産並びに②所定の犯罪を促進する

のに使用された財産から直接・間接に取得された収益を構成し，由来し(derived from)，

起源を有する財産を対象とする。 

行政没収は，財産を相手とする物的手続で，司法の関与なく財産を差し押さえた機関

(seizing agency)が没収をすることを認める手続である。ただし，行政没収ができるの

は，①50万ドル以下の船舶，車両，飛行機，商品，荷物，②輸入禁止の商品，③規制薬

物又は規制化学物質を輸入，輸出，運搬又は保管に使用された船舶，車両，飛行機，④

金銭支払手段(monetary instrument 31 USC 5312(a)(3)現金及び有価証券)のみである。

このように行政没収の適用範囲は限定されているが，法執行機関(law enforcement 

agency, ＦＢＩ等)は財産を犯罪の合理的根拠(probable cause)に基づき差押をし，そ

の後利害関係人に対する通知等を行い，異議申立てがない場合には，差し押さえられた

当該財産は没収されることとなる。行政没収で異議申立てがされた事案については，民

事没収の裁判手続によることとなるが，90日以内に民事没収を提起しない場合差押は失

効する。 

 

２ 没収制度の目的 

米国の没収制度の目的は，①利益を剥奪して犯罪を抑止する。②犯罪の手段を奪うこ

とで将来それを使用できなくする。③被害者の被害回復を図る（検察官は被害者の被害

回復のため，被告人の財産を取得するあらゆる手段を講じなければならないとの指摘が

ある。）。④制裁とされている。 

 

３ 刑事没収と民事没収の相違 

刑事没収と民事没収を比較するとき，人的手続か物的手続か，刑事手続か民事手続か

非 刑 事 的

没収を「民

事没収」と

総 称 す る

場 合 も あ

る。 

の違いに起因する相違及び各制度の本質に伴う限界がある。 

人的手続である刑事没収では，被告人が逃亡している場合や被告人が死亡している場

合は手続を開始できず，犯罪に関係する財産があっても没収をすることができない。ま

た，刑罰であり人的手続である刑事没収は，当該財産につき当該被告人が真の権利者で

ある場合に限定され，他者が権利を有する場合にはできない。これに対し民事没収では，

物的手続であるので，被告人の存在は不可欠ではなく，また，被告人以外の真の権利者

がある場合であっても無実の所有者(innocent owner 18 USC 983(d))でない限り没収可

能である。 

民事没収は財産が被告であるのでいわゆる追徴という制度はないのに対し，人的手続

である刑事没収においては，金銭判決又は代替財産の没収という手段があり，詐欺的ス

キームによって取得された直接的な収益物が被告人の手元になかったとしても，金銭判

決又は代替財産の没収という制度を利用することができる。 

民事手続か刑事手続かに起因する相違としては立証責任がある。民事没収は証拠の優

越(preponderance of the evidence)の基準によって立証すれば足りるのに対し，刑事

没収では合理的疑いを超えた立証(beyond reasonable doubt)の責任が訴追側にある。 

 

４ 刑事没収と民事没収の適用状況 

刑事没収と民事没収の適用状況については，2000年頃を転機として逆転現象が生じて

おり，それ以前は民事没収が約 8 割であったが 2014 年時点では約 8 割が刑事没収によ

っている（民事没収と行政没収はそれぞれ約1割）とのことであった。 

民事没収改革法（CIVIL ASSET FORFEITURE REFORM ACT OF 2000，ＣＡＦＲＡ）の成立

により，立証責任の点での民事没収の優位性が低減されたこと，民事没収で政府が敗訴

をすると被告の弁護士費用の負担をしなければならないこと，民事没収手続でのディス

カバリーのため捜査が完全に終了していない場合に捜査への悪影響が生じ得ること等

に要因があるようである。 

現状では，刑事没収できるものは有罪の立証をして刑事没収によるのを原則とし，刑

事没収によることが便宜に反する場合に民事没収によることを検討するという運用と

なっているようで，このような運用には検察官に対するトレーニングが行き渡り，捜査・

訴追活動における没収への意識の浸透や技能の向上も要因となっているようである。 

なお民事没収は，裁判手続を経て判決によることを予定しているが，ＦＢＩでのヒア

リングでは7割は司法取引等の交渉により解決されているということであった。 

 

第３ マネー・ローンダリング対策 

 

１ 概説 

 

(1) マネー・ローンダリングの犯罪化及びその適用による没収の狙い 

組織犯罪者は経済的利益を得るために犯罪を敢行しており，犯罪のインセンティブ

である犯罪収益を剥奪することが，組織犯罪対策として重要である。 

マネー・ローンダリングの犯罪化や没収は，犯罪収益を生んだ前提犯罪それ自体で
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存する。図１のように整理できる。 

 

【図１】 
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マネー・ローンダリングの犯罪化や没収は，犯罪収益を生んだ前提犯罪それ自体で
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はなく，マネー・ローンダリング行為を前提犯罪とは別個独立した犯罪として処罰す

ることにより，末端の実行行為者ではなくより上位の首謀者等の処罰を可能とするこ

と，さらには，個々の前提犯罪の犯罪収益の没収では現実的には剥奪することのでき

ない集約され巨額となった段階の犯罪収益の没収を実現することに狙いがある。 

 

(2) 法的枠組 

 ＡＭＬ／ＣＴＦ（Anti-Money Laundering/ Counter Financing of Terrorism）の法

的枠組とは，①金融機関等が取引に際し相手方の本人確認をして，これを記録化する

こと，②金融機関等は疑わしい取引がある場合にこれを当局に報告すること，③中央

政府はＦＩＵを設置して，疑わしい取引の報告に基づく情報を収集及び分析した上で，

法執行機関に情報提供して，法執行機関はＦＩＵから得た情報を活用してマネー・ロ

ーンダリング事犯・テロ資金供与事犯の検挙をすることを主要な柱とするものである。 

組織犯罪者は，通常，前提犯罪によって得た犯罪収益をマネー・ローンダリングに

よって隠匿する。犯罪収益はいったん消えて見えなくなるのが常である。このような

犯罪収益を，被害者の振込先口座からその行方や痕跡を探したり，実行行為者等の判

明している関係者の取調べによって，いわば後ろから追いかける捜査をしても，いっ

たん消えてしまった犯罪収益を見つけ出すことは容易ではない。犯罪と刑罰に関する

実体法を定めるだけでは，また従前の延長線上の捜査によっていては，犯罪収益を発

見して，マネー・ローンダリング罪を適用し，集約された巨額の犯罪収益を没収する

ことは困難なのである。 

そこで，前提犯罪の捜査とともに，この法的枠組を活用し，金融捜査を実践して，

犯罪収益を発見するとともにマネー・ローンダリング罪の適用によって巨額の犯罪収

益を没収することを期待して，ＡＭＬ／ＣＴＦの法的枠組が採用された。 
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２ マネー・ローンダリングに関する処罰規定と没収規定 

 

(1) 処罰規定 

米国のマネー・ローンダリングに関する処罰規定の概要は以下のとおりである。 

 

① 1956条(a)(1)取引(transaction) マネー・ローンダリング 

一定の目的または認識の下に，情を知って，前提犯罪（specified unlawful 

activity，ＳＵＡ）の収益に係る「経済取引(financial transaction)」を行うこと

である。 

 

② 1956条(a)(2)国際マネー・ローンダリング 

国外から国内，国内から国外に送る行為であるが，これがＳＵＡを促進する目的

であれば，たとえクリーンな金を海外に送金しても，マネー・ローンダリングにな

る。 

 

③ 1956条(a)(3)Sting（おとり捜査）マネー・ローンダリング 

ＳＵＡの実行を促進する意思等で，ＳＵＡの収益であると示された

(represented)財産に関する金融取引を行い又は行おうとすることである。 

「示された(represented)」とは，捜査官により示された場合や権限のある連邦捜

査官の指示又は許可によってそれ以外の者によって示された場合を意味する。アン

ダーカバー捜査官が被疑者に「これは犯罪で得た金だ」と言って金を渡しこれを受

け取った被疑者にこの条項によるマネー・ローンダリング罪が成立する。 

 

④ 1957条関与型(spending)マネー・ローンダリング 

１万ドル以上のＳＵＡに由来する財産について，認識しながら金融取引を行い又

は行おうとすることである。主に，弁護士，会計士，金融ブローカー等のマネーロ

ンダラーをターゲットとするマネー・ローンダリングの形態である。何らかの犯罪

からの派生物であることを認識していることが必要だが，特定のＳＵＡがあること

までを認識している必要はない。 

 

⑤ その他に，■1956条(h)マネー・ローンダリングの共謀（conspiracy），■1960条

免許等のない金銭送金事業，■連邦法 31 章 5324 条(a)(3)報告回避取引

(structuring transactions)がある。 

 

(2) 没収規定 

マネー・ローンダリング罪の適用による没収は，刑事没収は18 U.S.C.982，民事没

収は18 U.S.C.981が根拠規定となっている。 
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はなく，マネー・ローンダリング行為を前提犯罪とは別個独立した犯罪として処罰す
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たん消えてしまった犯罪収益を見つけ出すことは容易ではない。犯罪と刑罰に関する

実体法を定めるだけでは，また従前の延長線上の捜査によっていては，犯罪収益を発

見して，マネー・ローンダリング罪を適用し，集約された巨額の犯罪収益を没収する

ことは困難なのである。 

そこで，前提犯罪の捜査とともに，この法的枠組を活用し，金融捜査を実践して，

犯罪収益を発見するとともにマネー・ローンダリング罪の適用によって巨額の犯罪収

益を没収することを期待して，ＡＭＬ／ＣＴＦの法的枠組が採用された。 
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２ マネー・ローンダリングに関する処罰規定と没収規定 

 

(1) 処罰規定 

米国のマネー・ローンダリングに関する処罰規定の概要は以下のとおりである。 

 

① 1956条(a)(1)取引(transaction) マネー・ローンダリング 

一定の目的または認識の下に，情を知って，前提犯罪（specified unlawful 

activity，ＳＵＡ）の収益に係る「経済取引(financial transaction)」を行うこと

である。 

 

② 1956条(a)(2)国際マネー・ローンダリング 

国外から国内，国内から国外に送る行為であるが，これがＳＵＡを促進する目的

であれば，たとえクリーンな金を海外に送金しても，マネー・ローンダリングにな

る。 

 

③ 1956条(a)(3)Sting（おとり捜査）マネー・ローンダリング 

ＳＵＡの実行を促進する意思等で，ＳＵＡの収益であると示された

(represented)財産に関する金融取引を行い又は行おうとすることである。 

「示された(represented)」とは，捜査官により示された場合や権限のある連邦捜

査官の指示又は許可によってそれ以外の者によって示された場合を意味する。アン

ダーカバー捜査官が被疑者に「これは犯罪で得た金だ」と言って金を渡しこれを受

け取った被疑者にこの条項によるマネー・ローンダリング罪が成立する。 

 

④ 1957条関与型(spending)マネー・ローンダリング 

１万ドル以上のＳＵＡに由来する財産について，認識しながら金融取引を行い又

は行おうとすることである。主に，弁護士，会計士，金融ブローカー等のマネーロ

ンダラーをターゲットとするマネー・ローンダリングの形態である。何らかの犯罪

からの派生物であることを認識していることが必要だが，特定のＳＵＡがあること

までを認識している必要はない。 

 

⑤ その他に，■1956条(h)マネー・ローンダリングの共謀（conspiracy），■1960条

免許等のない金銭送金事業，■連邦法 31 章 5324 条(a)(3)報告回避取引

(structuring transactions)がある。 

 

(2) 没収規定 

マネー・ローンダリング罪の適用による没収は，刑事没収は18 U.S.C.982，民事没

収は18 U.S.C.981が根拠規定となっている。 
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① 刑事没収：18 U.S.C.982(a)(1) 

 

The court，in imposing sentence on a person convicted of an offense in 

violation of section 1956，1957，or 1960 of this title，shall order that the 

person forfeit to the United States any property，real or personal，involved 

in such offense，or any property traceable to such property. 

 

（和訳）裁判所が，この編の1956条，1957条あるいは1960条の罪の違反で有罪の判

決を受けた者に刑罰を科すときは，不動産であろうと動産であろうと問わず，上記

の罪に係る財産又はそれに追跡できる全ての財産を没収することを命ずるべきで

ある。 

 

② 民事没収：18 U.S.C.981(a)(1) 

 

The following property is subject to forfeiture to the United States:(A)Any 

property，real or personal，involved in a transaction or attempted transaction 

in violation of section 1956,1957,or 1960 of this title，or any property 

traceable to such property. 

 

（和訳）以下の財産は合衆国への没収の対象となる:不動産であろうと動産であろう

と問わず，この編の1956条，1957条あるいは1960条の違反における取引又は企て

られた取引に係る全ての財産又はそれを追跡できる全ての財産 

マネー・ローンダリング罪の適用による没収の対象財産は，マネー・ローンダリン

グ罪に「involved in（係る）」財産とされているが，具体的には，㋐ロンダリング

された前提犯罪の収益，㋑マネー・ローンダリング罪の資本金となる財産（ただし

㋐を除く），㋒マネー・ローンダリング罪を促進するために用いられる財産，㋓前提

犯罪を犯すために用いられまたはそれに係る財産，の４つに分類されている。 

 

３ 金融捜査（Financial Investigations） 

「金融捜査（Financial Investigations）の意義については多義的である。 

訪米調査において「金融捜査（Financial Investigations）とは何？」との問いに対

する答えは，「Follow the Money“まずカネを追いかけよ”」であった。この意味すると

ころは，前提犯罪の捜査が，被害者からの被害申告をきっかけとして，どのような犯罪

事実があったか，犯人は誰か，奪われた金はどこに行ったかという，“事件を追いかける”

ものである（このような捜査を「伝統的捜査」と表現する。）のに対し，マネー・ローン

ダリング罪での金融捜査は，「（事件ではなく，事件とは切り離して）“まずカネを追いか

けよ”」ということである。 

ただ，マネー・ローンダリング罪の金融捜査においても，伝統的な捜査が重要である

ことはいうまでもなく，金融捜査と伝統的捜査を同時並行的に進め，金融捜査により見

つけた財産や取引（タマリやマネー・ローンダリング行為）と，伝統的捜査によって解

明した前提犯罪とを「繋げる」捜査が重要との指摘を受けた。 

金融捜査と伝統的捜査の同時並行的捜査の典型的なイメージとしては以下のような

ものと思われる。 

  

F I U 法執行機関

首 魁

金 庫 番
ﾏﾈｰﾛｰﾝﾀﾞﾗｰ

タマリ 集金係 実行行為者 被害者

伝 統 的 捜 査
法執行機関

不審な金の抽出
（前提犯罪と）繋げる

金の流れ
伝統的捜査の流れ
ＭＬの金融捜査

マネーロンダリング罪での同時並行的捜査
金 融 捜 査

（抽出した金と）繋げる

 

なお，我が国でマネー・ローンダリング罪の適用による巨額の没収が成功した事例と

して五菱会ヤミ金融事件があるが，この成功事例においては，スイス連邦の金融機関か

らの疑わしい取引の届出によってタマリあるいはマネー・ローンダリング行為が発見さ

れたことを契機として，それ以後の捜査において，スイス金融機関➡香港金融機関➡日

本金融機関と遡ることによって（上図の➡の方向の捜査），最終的には伝統的捜査によっ

て解明することのできていた前提犯罪と繋げることができた（少なくとも対象財産の犯

罪収益性の立証に必要な「繋げる捜査」ができた）のではないかと思われる。仮にそう

であるならば，マネー・ローンダリング罪での同時並行的捜査の有効性を示す事例と言

える。 

 

４ ＦＩＵと取引報告制度 

 

(1) 組織 

米国のＦＩＵ(Financial Intelligence Unit)は金融犯罪取締ネットワーク

(Financial Crime Enforcement Network：通称ＦｉｎＣＥＮ)である。 

ＦｉｎＣＥＮには約340人の職員がおり，アナリスト，管理担当，規制担当，技術

担当，国際情報担当，法執行担当，弁護士などで構成されている。 

ＦｉｎＣＥＮの部門としては，①Intelligence Division（インテリジェンス部門），

②Management Division（マネージメント部門），③Policy Division（政策方針部門），

④Liaison Division（リエゾン部門），⑤Enforcement Division（執行部門），⑥

Technology Division（技術部門）がある。 
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① 刑事没収：18 U.S.C.982(a)(1) 

 

The court，in imposing sentence on a person convicted of an offense in 

violation of section 1956，1957，or 1960 of this title，shall order that the 

person forfeit to the United States any property，real or personal，involved 

in such offense，or any property traceable to such property. 

 

（和訳）裁判所が，この編の1956条，1957条あるいは1960条の罪の違反で有罪の判

決を受けた者に刑罰を科すときは，不動産であろうと動産であろうと問わず，上記

の罪に係る財産又はそれに追跡できる全ての財産を没収することを命ずるべきで

ある。 

 

② 民事没収：18 U.S.C.981(a)(1) 

 

The following property is subject to forfeiture to the United States:(A)Any 

property，real or personal，involved in a transaction or attempted transaction 

in violation of section 1956,1957,or 1960 of this title，or any property 

traceable to such property. 

 

（和訳）以下の財産は合衆国への没収の対象となる:不動産であろうと動産であろう

と問わず，この編の1956条，1957条あるいは1960条の違反における取引又は企て

られた取引に係る全ての財産又はそれを追跡できる全ての財産 

マネー・ローンダリング罪の適用による没収の対象財産は，マネー・ローンダリン

グ罪に「involved in（係る）」財産とされているが，具体的には，㋐ロンダリング

された前提犯罪の収益，㋑マネー・ローンダリング罪の資本金となる財産（ただし

㋐を除く），㋒マネー・ローンダリング罪を促進するために用いられる財産，㋓前提

犯罪を犯すために用いられまたはそれに係る財産，の４つに分類されている。 

 

３ 金融捜査（Financial Investigations） 

「金融捜査（Financial Investigations）の意義については多義的である。 

訪米調査において「金融捜査（Financial Investigations）とは何？」との問いに対

する答えは，「Follow the Money“まずカネを追いかけよ”」であった。この意味すると

ころは，前提犯罪の捜査が，被害者からの被害申告をきっかけとして，どのような犯罪

事実があったか，犯人は誰か，奪われた金はどこに行ったかという，“事件を追いかける”

ものである（このような捜査を「伝統的捜査」と表現する。）のに対し，マネー・ローン

ダリング罪での金融捜査は，「（事件ではなく，事件とは切り離して）“まずカネを追いか

けよ”」ということである。 

ただ，マネー・ローンダリング罪の金融捜査においても，伝統的な捜査が重要である

ことはいうまでもなく，金融捜査と伝統的捜査を同時並行的に進め，金融捜査により見

つけた財産や取引（タマリやマネー・ローンダリング行為）と，伝統的捜査によって解

明した前提犯罪とを「繋げる」捜査が重要との指摘を受けた。 

金融捜査と伝統的捜査の同時並行的捜査の典型的なイメージとしては以下のような

ものと思われる。 
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マネーロンダリング罪での同時並行的捜査
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（抽出した金と）繋げる

 

なお，我が国でマネー・ローンダリング罪の適用による巨額の没収が成功した事例と

して五菱会ヤミ金融事件があるが，この成功事例においては，スイス連邦の金融機関か

らの疑わしい取引の届出によってタマリあるいはマネー・ローンダリング行為が発見さ

れたことを契機として，それ以後の捜査において，スイス金融機関➡香港金融機関➡日

本金融機関と遡ることによって（上図の➡の方向の捜査），最終的には伝統的捜査によっ

て解明することのできていた前提犯罪と繋げることができた（少なくとも対象財産の犯

罪収益性の立証に必要な「繋げる捜査」ができた）のではないかと思われる。仮にそう

であるならば，マネー・ローンダリング罪での同時並行的捜査の有効性を示す事例と言

える。 

 

４ ＦＩＵと取引報告制度 

 

(1) 組織 

米国のＦＩＵ(Financial Intelligence Unit)は金融犯罪取締ネットワーク

(Financial Crime Enforcement Network：通称ＦｉｎＣＥＮ)である。 

ＦｉｎＣＥＮには約340人の職員がおり，アナリスト，管理担当，規制担当，技術

担当，国際情報担当，法執行担当，弁護士などで構成されている。 

ＦｉｎＣＥＮの部門としては，①Intelligence Division（インテリジェンス部門），

②Management Division（マネージメント部門），③Policy Division（政策方針部門），

④Liaison Division（リエゾン部門），⑤Enforcement Division（執行部門），⑥

Technology Division（技術部門）がある。 
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(2) 取引報告（ＢＳＡ報告） 

ＦｉｎＣＥＮへの取引報告（Bank Secrecy Act Reports）は銀行秘密法（Bank Secrecy 

Act，ＢＳＡ）に定められている。疑わしい取引の報告，一定の現金取引報告等であるが，

ＢＳＡによる報告の状況は以下のとおりである437。 

⑧ FinCEN Currency Transaction Report 

(FinCEN CTR FinCEN Form 112) 

15M/year 

⑨ FinCEN Suspicious Activity Report 

(FinCEN SAR FinCEN Form 111) 

1.75M/year 

⑩ Report of International Transportation of Currency or 

Monetary Instrument (CMIR， FinCEN Form 105) 

201k/year 

⑪ Report of Foreign Bank and Financial Account 

(FBAR FinCEN Form 114a) 

800k/year 

⑫ Report of Cash Payment over ＄10，000 Received in a 

Trade or Business (FBAR FinCEN Form 8300) 

265k/year 

⑬ FinCEN Registration of Money Services Business 

(FinCEN RMSB FinCEN Form 107) 

17k/year 

⑭ FinCEN Designation of Exempt Person 

(FinCEN DOEP FinCEN Form 110) 

19k/year 

 

(3) 法執行機関のアクセスやネットワーク 

過去 11 年で，ＦｉｎＣＥＮに対し合計 1 億 9000 万件のＢＳＡ報告がなされており，

これらは FinCEN Query というデータベース兼検索システム（インターネットを利用し

たＦｉｎＣＥＮのデータベースへの検索照会システム）に保存され，連邦，州，地方の

計約9000の法執行機関が毎日約1万 8000件の照会をしている。 

またＦｉｎＣＥＮには，ＦＢＩ，ＩＲＳ等の主だった法執行機関からリエゾン（連絡

係）が出向してきており，オンラインの情報取得だけでなく，リエゾンを通じた対面で

の情報交換が可能である。 

さらに，ＦｉｎＣＥＮは，同一の対象について2つの照会がされている場合などには，

それぞれの照会元の法執行機関に他の法執行機関から照会がされていることを伝える

ことになっており，法執行機関同士を繋げ，法執行機関間の情報交換を可能にする場と

なっている。 

 

(4) 情報の分析 

ＦｉｎＣＥＮでの情報分析はインテリジェンス部門が担当しており，インテリジェン

ス部門の人材には専門知識が求められている。 

分析のリソースは，①ＢＳＡ報告，②商用データベース，③法執行機関，④エグモン

トグループのメンバー，⑤規制当局，⑥金融機関であるが，ＢＳＡ報告が主である。 

対外的情報提供と対内的情報提供の２つを前提として分析をしているが，法執行機関

                            
437 2014年 8月に FinCENから提供されたもの。 

等への対外的提供のために FinCEN Query が使用され，ＦｉｎＣＥＮ内で利用するため

にＳＡＳ（疑わしい取引の報告等に基づく情報を管理・分析するコンピューターソフト

ウェア。大規模・複雑な分析に使用される。）が使用される。 

このような分析システムを備え，分析のプロセス，方法論，手法についてのノウハウ

や専門的知識を持つ人材が，これらを駆使して情報の分析をしている。 

 

５ 捜査手法 

米国では以下のような捜査手法が実践されている。 

 

(1) サピーナ(subpoena） 

大陪審捜査によることによって検察官に付与される権限で，証人呼出命令と文書提

出命令の２種類がある。罰則付の命令であることに特徴がある。金融捜査においてこ

の権限により主として民間が保有する金融情報が収集される。日本では刑事訴訟法

197 条による捜査関係事項照会の任意捜査によって相当部分が開示されているが，米

国ではＢＳＡ(銀行秘密法）やプライバシーの観点から，サピーナによらなければこれ

らの証拠収集はできない。 

 

(2) アンダーカバー捜査 

捜査員自ら被疑者に接触して確実な証拠を入手する手法で，監視（サーベイランス）

の一つとして位置づけられるが，入手する証拠の重要性，証拠の信用性の高さなどの

点で積極的な評価がなされている。 

アンダーカバー捜査には，情報提供者等の民間人が従事する場合もあるが，ＦＢＩ

では全てＦＢＩのエージェントによっているとのことである。情報提供者の場合には

信用性が低く，証言だけでなくプラスアルファの裏付けが重要となる。また，アンダーカ

バー捜査員の生命身体への危険を伴う捜査手法であるため，ＦＢＩその他の法執行機

関ではガイドラインを作成し，捜査員に特別な訓練を実施し評価した上で従事させて

いる。 

 

(3) 通信傍受・会話傍受等の電子的監視 

通信傍受を含む電気機器を用いた会話の傍受は，米国の組織犯罪捜査の中心的な役

割を果たしている。犯罪の決定的な証拠が入手でき，犯罪組織の実態や共犯者を解明

できるなど，大きな効果が期待できる捜査手法である。 

なお，通信傍受は一定の要件の下で令状を得た上でなされるが，会話の一方当事者

の同意に基づく傍受は，令状による必要はないとされている。 

 

(4) 物理的監視 

特に大口の現金の移動に関わる事件の捜査において，マネー・ローンダリングの

「ゲートキーパー」を見極めると有益であるとされる。例えば，対象者を尾行するな

どの物理的監視によって，金融記録や関連記録の保管場所が突き止められたり，財産

の発見につながることがあったり，共犯者等の割り出しや，入手している金融情報の
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(2) 取引報告（ＢＳＡ報告） 

ＦｉｎＣＥＮへの取引報告（Bank Secrecy Act Reports）は銀行秘密法（Bank Secrecy 

Act，ＢＳＡ）に定められている。疑わしい取引の報告，一定の現金取引報告等であるが，

ＢＳＡによる報告の状況は以下のとおりである437。 

⑧ FinCEN Currency Transaction Report 

(FinCEN CTR FinCEN Form 112) 

15M/year 

⑨ FinCEN Suspicious Activity Report 

(FinCEN SAR FinCEN Form 111) 

1.75M/year 

⑩ Report of International Transportation of Currency or 

Monetary Instrument (CMIR， FinCEN Form 105) 

201k/year 

⑪ Report of Foreign Bank and Financial Account 

(FBAR FinCEN Form 114a) 

800k/year 

⑫ Report of Cash Payment over ＄10，000 Received in a 

Trade or Business (FBAR FinCEN Form 8300) 

265k/year 

⑬ FinCEN Registration of Money Services Business 

(FinCEN RMSB FinCEN Form 107) 

17k/year 

⑭ FinCEN Designation of Exempt Person 

(FinCEN DOEP FinCEN Form 110) 

19k/year 

 

(3) 法執行機関のアクセスやネットワーク 

過去 11 年で，ＦｉｎＣＥＮに対し合計 1 億 9000 万件のＢＳＡ報告がなされており，

これらは FinCEN Query というデータベース兼検索システム（インターネットを利用し

たＦｉｎＣＥＮのデータベースへの検索照会システム）に保存され，連邦，州，地方の

計約9000の法執行機関が毎日約1万 8000件の照会をしている。 

またＦｉｎＣＥＮには，ＦＢＩ，ＩＲＳ等の主だった法執行機関からリエゾン（連絡

係）が出向してきており，オンラインの情報取得だけでなく，リエゾンを通じた対面で

の情報交換が可能である。 

さらに，ＦｉｎＣＥＮは，同一の対象について2つの照会がされている場合などには，

それぞれの照会元の法執行機関に他の法執行機関から照会がされていることを伝える

ことになっており，法執行機関同士を繋げ，法執行機関間の情報交換を可能にする場と

なっている。 

 

(4) 情報の分析 

ＦｉｎＣＥＮでの情報分析はインテリジェンス部門が担当しており，インテリジェン

ス部門の人材には専門知識が求められている。 

分析のリソースは，①ＢＳＡ報告，②商用データベース，③法執行機関，④エグモン

トグループのメンバー，⑤規制当局，⑥金融機関であるが，ＢＳＡ報告が主である。 

対外的情報提供と対内的情報提供の２つを前提として分析をしているが，法執行機関

                            
437 2014年 8月に FinCENから提供されたもの。 

等への対外的提供のために FinCEN Query が使用され，ＦｉｎＣＥＮ内で利用するため

にＳＡＳ（疑わしい取引の報告等に基づく情報を管理・分析するコンピューターソフト

ウェア。大規模・複雑な分析に使用される。）が使用される。 

このような分析システムを備え，分析のプロセス，方法論，手法についてのノウハウ

や専門的知識を持つ人材が，これらを駆使して情報の分析をしている。 

 

５ 捜査手法 

米国では以下のような捜査手法が実践されている。 

 

(1) サピーナ(subpoena） 

大陪審捜査によることによって検察官に付与される権限で，証人呼出命令と文書提

出命令の２種類がある。罰則付の命令であることに特徴がある。金融捜査においてこ

の権限により主として民間が保有する金融情報が収集される。日本では刑事訴訟法

197 条による捜査関係事項照会の任意捜査によって相当部分が開示されているが，米

国ではＢＳＡ(銀行秘密法）やプライバシーの観点から，サピーナによらなければこれ

らの証拠収集はできない。 

 

(2) アンダーカバー捜査 

捜査員自ら被疑者に接触して確実な証拠を入手する手法で，監視（サーベイランス）

の一つとして位置づけられるが，入手する証拠の重要性，証拠の信用性の高さなどの

点で積極的な評価がなされている。 

アンダーカバー捜査には，情報提供者等の民間人が従事する場合もあるが，ＦＢＩ

では全てＦＢＩのエージェントによっているとのことである。情報提供者の場合には

信用性が低く，証言だけでなくプラスアルファの裏付けが重要となる。また，アンダーカ

バー捜査員の生命身体への危険を伴う捜査手法であるため，ＦＢＩその他の法執行機

関ではガイドラインを作成し，捜査員に特別な訓練を実施し評価した上で従事させて

いる。 

 

(3) 通信傍受・会話傍受等の電子的監視 

通信傍受を含む電気機器を用いた会話の傍受は，米国の組織犯罪捜査の中心的な役

割を果たしている。犯罪の決定的な証拠が入手でき，犯罪組織の実態や共犯者を解明

できるなど，大きな効果が期待できる捜査手法である。 

なお，通信傍受は一定の要件の下で令状を得た上でなされるが，会話の一方当事者

の同意に基づく傍受は，令状による必要はないとされている。 

 

(4) 物理的監視 

特に大口の現金の移動に関わる事件の捜査において，マネー・ローンダリングの

「ゲートキーパー」を見極めると有益であるとされる。例えば，対象者を尾行するな

どの物理的監視によって，金融記録や関連記録の保管場所が突き止められたり，財産

の発見につながることがあったり，共犯者等の割り出しや，入手している金融情報の
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裏付が得られることもあるとされる。 

 

(5) 対象者が処分したゴミを探すこと 

財産が隠されている場所の手がかりを得たり，令状を得る上での相当な理由となる

証拠を得るのに役立つ。金融記録，通信文書等の金融捜査に価値のある証拠は処分さ

れることが多いためである。 

 

(6) コントロールド・デリバリー 

密輸品，貨幣，通貨代替物等の運搬に対し効果的な捜査手法である。コントロール

ド・デリバリーは，違反者や上層部の特定，犯罪組織の壊滅，犯意の立証，没収を検

討する違反者の財産の特定等の目的でなされる。 

 

(7) 司法取引 

他の捜査手法によって捜査を進めた結果，重要な事実を知り，犯罪収益を自らの管

理支配下に置くなどと見極められた対象者（金庫番等）から，首謀者の関与や犯罪収

益の所在等の決定的な供述を得る上で有効である。 

 

(8) 犯罪収益の現金による移転の場合の捜査 

米国でも犯罪収益を現金の形で移転された場合には金の流れの追跡には大きな困

難が伴うとのことであった。そしてそのような場合，人間による物理的な監視の捜査

手法によることが多い。例えば，マネーロンダラーや売買の相手方としてアンダーカ

バー捜査員が組織犯罪の内部者に接近して麻薬売買の金の授受に関与する，その金を

どこで得たのかを確認するため尾行するなどである。 

 

第４ 運用の体制 

 

１ 経済的合理性の追求，経済的インセンティブの付与 

米国の没収制度の運用においては，経済的合理性を追求し，また没収に貢献した法執

行機関に経済的インセンティブを付与する等の工夫をして，制度を機能させ成果をあげ

ようとしている。 

 

(1) 経済的合理性の追求 

米国の法執行機関は，没収の法執行に際し，「財産没収プログラム」に従っており，

これによって米国の没収においては経済的合理性を求めるという方向性が明確化され，

没収制度の運用に大きな影響を及ぼしている。 

財産没収プログラムでは，没収財産を換価し，保管費用等の必要経費を賄った上で，

当該財産の被害者等の利害関係人に分配し，その残余を没収にかかわる法執行機関の

強化に充てることを想定しているが，財産的価値の高い財産の発見と没収が求められ，

他方で没収に伴うコストの削減が求められる。前者の観点からは，組織犯罪，ホワイ

トカラー犯罪だけでなくその他の犯罪類型においても犯人の検挙に止まらず犯罪収益

を没収することが意識され，後者の観点からは，保管費用ばかりがかさみ収益性の乏

しい財産の没収は嫌われる。司法省では不動産，航空機，自動車等といった財産の種

別ごとに没収手続き開始のための最低価格を定め，これを下回る場合には（薬物や銃

器など社会的害悪を伴うものは除く。）法的に可能であっても没収はしないという運

用をしている。 

 

(2) 経済的インセンティブの付与 

司法省及び財務省の没収基金は，法執行機関が没収した財産を受け入れ，これを処

分した利益から執行費用を引いた残りを基金に受け入れた上で，公平な分配

(equitable sharing)を通じて没収に貢献した法執行機関に対しその貢献度に応じた

分配を実施している。連邦，州，地方を問わず，法執行機関は没収に貢献することに

よって経済的インセンティブが与えられることとなっており，これによって法執行機

関は，法執行に伴うコストを相殺でき，法執行のプログラムを充実させることができ

る。経済的インセンティブの付与に対しては，没収を活発化させ，更なる没収の法執

行に繋がると積極的に評価されている。 

 

２ 組織整備，人材配置 

没収の法執行を機能させるため，以下のような組織整備や人材配置がなされている。 

(1) 法執行機関の財産没収課：ＦＢＩ，ＤＥＡ（Drug Enforcement Administration）等

は本部に財産没収課を置いて法執行機関毎に没収事案に適切に対処できる指導体制

を整備している。 

(2) 連邦保安局による財産管理等：没収における経済的合理性の追求に関連して，司法

省は連邦保安局（経営面の専門家も複数所属し，収益性という観点からの専門的意見

も提供される。）に，多様な没収対象財産を査定し，業者への委託の必要性等の有無等

を検討し，適切な売却方法をさせるなどの役割を与え，没収対象財産の押収，管理，

処分を適切に行っている。 

(3) 没収担当検察官の配置：各連邦検事局には主に没収事案を担当する検察官が最低１

名は置かれ，没収に伴う法律上及び証拠上の問題点を吟味し，没収の裁判手続きに立

会する体制がとられている。 

(4) SAR Review Team：司法省等の主導により，連邦検事局の管轄を単位として SAR

（Suspicious Activity Report）Review Team（サーレビューチーム）が編成され，連

邦検事，ＦＢＩ，ＩＲＳ等の複数の法執行機関から選出された者により，ＢＳＡ情報

を分析して適任の法執行機関に振り分けて捜査へとつなげる体制がとられている。  

 

３ ガイド，マニュアル類 

法執行の担当者が，法制度を実際に使えるもの，使い易いものとするため，以下のよ

うなガイド，マニュアル類を作成提供している。 

(1) 司法省金融捜査ガイド(Financial Investigation Guide)：金融捜査が一部の法執

行機関においてだけでなく，連邦，州，地方を通じて全米規模で実施されるべく，司

法省が作成しインターネット上で公開している。 
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裏付が得られることもあるとされる。 

 

(5) 対象者が処分したゴミを探すこと 

財産が隠されている場所の手がかりを得たり，令状を得る上での相当な理由となる

証拠を得るのに役立つ。金融記録，通信文書等の金融捜査に価値のある証拠は処分さ

れることが多いためである。 

 

(6) コントロールド・デリバリー 

密輸品，貨幣，通貨代替物等の運搬に対し効果的な捜査手法である。コントロール

ド・デリバリーは，違反者や上層部の特定，犯罪組織の壊滅，犯意の立証，没収を検

討する違反者の財産の特定等の目的でなされる。 

 

(7) 司法取引 

他の捜査手法によって捜査を進めた結果，重要な事実を知り，犯罪収益を自らの管

理支配下に置くなどと見極められた対象者（金庫番等）から，首謀者の関与や犯罪収

益の所在等の決定的な供述を得る上で有効である。 

 

(8) 犯罪収益の現金による移転の場合の捜査 

米国でも犯罪収益を現金の形で移転された場合には金の流れの追跡には大きな困

難が伴うとのことであった。そしてそのような場合，人間による物理的な監視の捜査

手法によることが多い。例えば，マネーロンダラーや売買の相手方としてアンダーカ

バー捜査員が組織犯罪の内部者に接近して麻薬売買の金の授受に関与する，その金を

どこで得たのかを確認するため尾行するなどである。 

 

第４ 運用の体制 

 

１ 経済的合理性の追求，経済的インセンティブの付与 

米国の没収制度の運用においては，経済的合理性を追求し，また没収に貢献した法執

行機関に経済的インセンティブを付与する等の工夫をして，制度を機能させ成果をあげ

ようとしている。 

 

(1) 経済的合理性の追求 

米国の法執行機関は，没収の法執行に際し，「財産没収プログラム」に従っており，

これによって米国の没収においては経済的合理性を求めるという方向性が明確化され，

没収制度の運用に大きな影響を及ぼしている。 

財産没収プログラムでは，没収財産を換価し，保管費用等の必要経費を賄った上で，

当該財産の被害者等の利害関係人に分配し，その残余を没収にかかわる法執行機関の

強化に充てることを想定しているが，財産的価値の高い財産の発見と没収が求められ，

他方で没収に伴うコストの削減が求められる。前者の観点からは，組織犯罪，ホワイ

トカラー犯罪だけでなくその他の犯罪類型においても犯人の検挙に止まらず犯罪収益

を没収することが意識され，後者の観点からは，保管費用ばかりがかさみ収益性の乏

しい財産の没収は嫌われる。司法省では不動産，航空機，自動車等といった財産の種

別ごとに没収手続き開始のための最低価格を定め，これを下回る場合には（薬物や銃

器など社会的害悪を伴うものは除く。）法的に可能であっても没収はしないという運

用をしている。 

 

(2) 経済的インセンティブの付与 

司法省及び財務省の没収基金は，法執行機関が没収した財産を受け入れ，これを処

分した利益から執行費用を引いた残りを基金に受け入れた上で，公平な分配

(equitable sharing)を通じて没収に貢献した法執行機関に対しその貢献度に応じた

分配を実施している。連邦，州，地方を問わず，法執行機関は没収に貢献することに

よって経済的インセンティブが与えられることとなっており，これによって法執行機

関は，法執行に伴うコストを相殺でき，法執行のプログラムを充実させることができ

る。経済的インセンティブの付与に対しては，没収を活発化させ，更なる没収の法執

行に繋がると積極的に評価されている。 

 

２ 組織整備，人材配置 

没収の法執行を機能させるため，以下のような組織整備や人材配置がなされている。 

(1) 法執行機関の財産没収課：ＦＢＩ，ＤＥＡ（Drug Enforcement Administration）等

は本部に財産没収課を置いて法執行機関毎に没収事案に適切に対処できる指導体制

を整備している。 

(2) 連邦保安局による財産管理等：没収における経済的合理性の追求に関連して，司法

省は連邦保安局（経営面の専門家も複数所属し，収益性という観点からの専門的意見

も提供される。）に，多様な没収対象財産を査定し，業者への委託の必要性等の有無等

を検討し，適切な売却方法をさせるなどの役割を与え，没収対象財産の押収，管理，

処分を適切に行っている。 

(3) 没収担当検察官の配置：各連邦検事局には主に没収事案を担当する検察官が最低１

名は置かれ，没収に伴う法律上及び証拠上の問題点を吟味し，没収の裁判手続きに立

会する体制がとられている。 

(4) SAR Review Team：司法省等の主導により，連邦検事局の管轄を単位として SAR

（Suspicious Activity Report）Review Team（サーレビューチーム）が編成され，連

邦検事，ＦＢＩ，ＩＲＳ等の複数の法執行機関から選出された者により，ＢＳＡ情報

を分析して適任の法執行機関に振り分けて捜査へとつなげる体制がとられている。  

 

３ ガイド，マニュアル類 

法執行の担当者が，法制度を実際に使えるもの，使い易いものとするため，以下のよ

うなガイド，マニュアル類を作成提供している。 

(1) 司法省金融捜査ガイド(Financial Investigation Guide)：金融捜査が一部の法執

行機関においてだけでなく，連邦，州，地方を通じて全米規模で実施されるべく，司

法省が作成しインターネット上で公開している。 
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(2) 内国歳入マニュアル（Internal Revenue Manual）：内国歳入庁(IRS)で定める内国歳

入庁の業務全般に関するマニュアル。パート9には犯罪捜査に関するマニュアルが定

められ，脱税犯罪やマネー・ローンダリング等の捜査におけるノウハウ等が詳細に規

定されている。 

(3) 財産没収ポリシーマニュアル(Asset Forfeiture Policy Manual)：財産没収の法的

手続きにつき，法執行機関等の担当者等の関係者向けに作成された基本的なマニュア

ル。司法省が作成しインターネット上で公開している。 

(4) 州と地方の法執行機関のための公平な分配ガイド（Guide to Equitable Sharing 

for State and Local Law Enforcement Agencies）」。 

(5) 財産没収のための問題解決指向型のガイド：全米の州，郡，市等の地方警察の没収

の法執行に関わる捜査官を対象として，米国の没収制度の概要を説明するもの。 

 

４ 没収の実積 

米国では司法省と財務省にそれぞれ没収基金が創設され，没収された財産はこれらの

没収基金に組み入れられている。2009 年から 2013 年までの 5 年間の各没収基金の没収

額及びその合計額は以下のとおりである。 

 
     単位：千ドル 

司法省没収基金 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 

没収額 $1,402,885  $1,628,886  $1,297,763  $4,121,701  $1,863,985  

財務省没収基金 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 

没収額 $580,957  $997,945  $872,693  $402,394  $1,642,433  

２つの基金の合計額 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 

没収額 $1,983,842  $2,626,831  $2,170,456  $4,524,095  $3,506,418  

換算 

(100円/＄) 
1,983億円  2,626億円  2,170億円  4,524億円  3,506億円  

 

第５ 没収財産からの被害回復 

 

１ 犯罪被害者の権利に関する法律(Crime Victims’ Rights Act) 

2004年，米国では「犯罪被害者の権利に関する法律」（Crime Victims’ Rights Act)

が制定され，18 USC §3771には 「犯罪被害者の権利」（Crime victims’ rights)が規

定されている。 

同条(a)には犯罪被害者の10の権利が列挙されており，同条(a)(6)には，犯罪被害者

は「The right to full and timely restitution as provided in law」すなわち「法の

規定に従い，完全かつ適時の原状復帰(restitution)を受ける権利」を有すると規定され

ている。 

同条(c)には，権利を充足するための最善の努力(Best Efforts To Accord Rights)と

して，「(1) 政府‐犯罪の発見，捜査又は訴追に従事する司法省並びに連邦の他の省若

しくは機関の役員及び職員は，(a)項に列挙された権利が犯罪被害者に通知され，その権

利が充足されるための配慮(see)につき，最善の努力を払わなければならない」と規定さ

れている。 

 

２ 没収財産からの被害回復の方法～恩赦(remission)及び原状回復(restoration)～ 

没収財産は本来は国庫に帰属するはずのものであるが，恩赦(remission)及び原状回

復(restoration)の規定に従い，没収財産を被害者に返還することが認められている。 

 

(1) 恩赦(remission) 

 

① 没収された財産の分配は司法長官の権限とされているが，没収財産から犯罪被害

者が分配を受けるための手続の一つが恩赦の請願である。 

司法没収においては，連邦検事局(US Attorney Office)から，知れた被害者に対

しては通知が，知られていない被害者に対しては公告がされる。実際の恩赦の判断

は，財産没収・マネー・ローンダリング課の主席役員(chief)が担当する。行政没収

の場合は差押法執行機関が担当する。 

② 「被害者」とは，「没収の基礎となる犯罪遂行の直接的結果として，金銭的損失を

被った者」と定義されている。 

③ 恩赦を受けるためには，被害者は，(a)没収の対象となっている犯罪に関連して直

接的に生じた特定額としての金銭的損失，及び，当該損失が書面による証拠で証明

されること，(b)金銭的損失は，違法行為の直接的結果であり，刑事犯罪の過程で行

われた本来的に適法行為の結果でないこと，(c)被害者は，没収の基礎となった犯罪

に，悪意で寄与し，参加し，利益を得，又は，犯罪遂行に対し意図的に盲目的な行

動（見てみないふり）をしていないこと，(d)被害者が実際に犯罪者による違法な損

失の賠償を受けていないこと，(e)財産の違法な損失の賠償を得るため他の財産に

対し合理的に追求する手段がないことを証明する必要がある。 

④ 多数の被害者が存在する事案で，資金が全被害者への支払に不足する場合には，

按分弁済がなされる。また，大規模事件においては，管財人が任命されることもあ

る。 

⑤ 没収財産の分配の順位としては，(a)所有者，(b)担保権者，(c)連邦財務規制局が

被害者に優先し，(d)衡平上の分配は，被害者の被害回復に劣後する。恩赦は，没収

に関する費用を控除した後の被害回復として機能することとなる。 

 

(2) 原状回復(restoration) 

もう一つの没収財産から被害者に対する分配の方法が原状回復手続である。 
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(2) 内国歳入マニュアル（Internal Revenue Manual）：内国歳入庁(IRS)で定める内国歳

入庁の業務全般に関するマニュアル。パート9には犯罪捜査に関するマニュアルが定

められ，脱税犯罪やマネー・ローンダリング等の捜査におけるノウハウ等が詳細に規

定されている。 

(3) 財産没収ポリシーマニュアル(Asset Forfeiture Policy Manual)：財産没収の法的

手続きにつき，法執行機関等の担当者等の関係者向けに作成された基本的なマニュア

ル。司法省が作成しインターネット上で公開している。 

(4) 州と地方の法執行機関のための公平な分配ガイド（Guide to Equitable Sharing 

for State and Local Law Enforcement Agencies）」。 

(5) 財産没収のための問題解決指向型のガイド：全米の州，郡，市等の地方警察の没収

の法執行に関わる捜査官を対象として，米国の没収制度の概要を説明するもの。 

 

４ 没収の実積 

米国では司法省と財務省にそれぞれ没収基金が創設され，没収された財産はこれらの

没収基金に組み入れられている。2009 年から 2013 年までの 5 年間の各没収基金の没収

額及びその合計額は以下のとおりである。 

 
     単位：千ドル 

司法省没収基金 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 

没収額 $1,402,885  $1,628,886  $1,297,763  $4,121,701  $1,863,985  

財務省没収基金 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 

没収額 $580,957  $997,945  $872,693  $402,394  $1,642,433  

２つの基金の合計額 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 

没収額 $1,983,842  $2,626,831  $2,170,456  $4,524,095  $3,506,418  

換算 

(100円/＄) 
1,983億円  2,626億円  2,170億円  4,524億円  3,506億円  

 

第５ 没収財産からの被害回復 

 

１ 犯罪被害者の権利に関する法律(Crime Victims’ Rights Act) 

2004年，米国では「犯罪被害者の権利に関する法律」（Crime Victims’ Rights Act)

が制定され，18 USC §3771には 「犯罪被害者の権利」（Crime victims’ rights)が規

定されている。 

同条(a)には犯罪被害者の10の権利が列挙されており，同条(a)(6)には，犯罪被害者

は「The right to full and timely restitution as provided in law」すなわち「法の

規定に従い，完全かつ適時の原状復帰(restitution)を受ける権利」を有すると規定され

ている。 

同条(c)には，権利を充足するための最善の努力(Best Efforts To Accord Rights)と

して，「(1) 政府‐犯罪の発見，捜査又は訴追に従事する司法省並びに連邦の他の省若

しくは機関の役員及び職員は，(a)項に列挙された権利が犯罪被害者に通知され，その権

利が充足されるための配慮(see)につき，最善の努力を払わなければならない」と規定さ

れている。 

 

２ 没収財産からの被害回復の方法～恩赦(remission)及び原状回復(restoration)～ 

没収財産は本来は国庫に帰属するはずのものであるが，恩赦(remission)及び原状回

復(restoration)の規定に従い，没収財産を被害者に返還することが認められている。 

 

(1) 恩赦(remission) 

 

① 没収された財産の分配は司法長官の権限とされているが，没収財産から犯罪被害

者が分配を受けるための手続の一つが恩赦の請願である。 

司法没収においては，連邦検事局(US Attorney Office)から，知れた被害者に対

しては通知が，知られていない被害者に対しては公告がされる。実際の恩赦の判断

は，財産没収・マネー・ローンダリング課の主席役員(chief)が担当する。行政没収

の場合は差押法執行機関が担当する。 

② 「被害者」とは，「没収の基礎となる犯罪遂行の直接的結果として，金銭的損失を

被った者」と定義されている。 

③ 恩赦を受けるためには，被害者は，(a)没収の対象となっている犯罪に関連して直

接的に生じた特定額としての金銭的損失，及び，当該損失が書面による証拠で証明

されること，(b)金銭的損失は，違法行為の直接的結果であり，刑事犯罪の過程で行

われた本来的に適法行為の結果でないこと，(c)被害者は，没収の基礎となった犯罪

に，悪意で寄与し，参加し，利益を得，又は，犯罪遂行に対し意図的に盲目的な行

動（見てみないふり）をしていないこと，(d)被害者が実際に犯罪者による違法な損

失の賠償を受けていないこと，(e)財産の違法な損失の賠償を得るため他の財産に

対し合理的に追求する手段がないことを証明する必要がある。 

④ 多数の被害者が存在する事案で，資金が全被害者への支払に不足する場合には，

按分弁済がなされる。また，大規模事件においては，管財人が任命されることもあ

る。 

⑤ 没収財産の分配の順位としては，(a)所有者，(b)担保権者，(c)連邦財務規制局が

被害者に優先し，(d)衡平上の分配は，被害者の被害回復に劣後する。恩赦は，没収

に関する費用を控除した後の被害回復として機能することとなる。 

 

(2) 原状回復(restoration) 

もう一つの没収財産から被害者に対する分配の方法が原状回復手続である。 
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① 原状回復手続は，(a)被害者の被害を填補する原状復帰命令(restitution order)

と没収命令（民事，刑事又は行政を問わない）が下されていること，(b)原状復帰命

令に記載された被害者及び額が没収に対する恩赦手続を通じ支払を受ける被害者

及び額と基本的に合致していること，(c)原状復帰命令を充足するための他の財産

が存在しないことが要件とされている。 

原状回復は裁判所命令の存在を前提とし，これを利用することによって没収財産

を被害者に返還する方法であるが，犯罪被害者への没収財産の返還を単純化し促進

することを企図して2002年から開始された。 

② (b)の要件の関係で，起訴検察官は，差押法執行機関，保護観察官(probation 

officer)及び裁判所と共同作業をし，裁判所の原状復帰命令が，全ての被害者の氏

名とそれぞれに返還されるべき額が記載されているかを確認する。 

 恩赦の請願では金銭的損失しか認められないのに対し，原状復帰命令では，逸失

利益，人身被害，付随的な会計士費用，弁護士費用等も含まれていることがあり，

原状復帰命令の主要部分が恩赦の請願で被害回復できない項目に関わる場合には，

原状回復手続ではなく恩赦の請願により被害回復がなされることとなる。 

③ 原状回復手続は刑事手続を前提とするが，別手続である民事没収や行政没収は刑

事手続より先に終了してしまう可能性もある。そのような事態を避けるために，連

邦検事局は差押法執行機関と協議連携している。 

 

第５章 犯罪被害者の権利と憲法 

 

１ 犯罪被害者の権利に関する諸外国の取組 

 

(1) 国際被害者学会は，1976年の第2回国際被害者学シンポジウム以来，毎回，被害者

の法的地位の問題のセッションを設け，特に1982年の第4回と1984年のワークショ

ップと 1985 年の第 5 回に討議を重ね，国連犯罪防止会議に提案すべき統一見解の取

りまとめ作業をしていた438。 

(2) 以上の経過を経て 1985 年，第 7 回国連犯罪防止会議（犯罪の防止及び犯罪者の処

遇に関する国連会議）において，被害者は，同情と彼らの尊厳に対する尊敬の念をも

って扱われなければならず，かつ，受けた被害について，国内法の規定に従って，裁

判制度にアクセスし速やかな回復を受ける権利があることなどを内容とする，「犯罪

と公権力濫用の被害者のための司法についての基本原則」が採択された。 

同基本原則と並行して，欧米諸国において，犯罪被害者の保護と救済の施策が急速

に展開されたとされる。 

(3) この点米国では，上記に先立つ1982年，既にレーガン大統領が任命した「犯罪被害

者に関する大統領特別委員会」報告書（以下「委員会報告書」という。）439において，

                            
438 諸澤英道「被害者学入門」230～231頁 
439 被害者の関係する全ての機関に対し被害者の保護及び法的地位の向上等に関する 68 項目の勧

被害者の権利規定を被告人の権利規定である修正 6 条440に付加する連邦憲法修正案の

提示が行われた。 

1982年当初に米国において被害者の権利章典を制定していたのは，わずか4州のみ

であったが，1998 年までには全州が制定しており，うち 29 州では，憲法上の命令に

よって被害者の権利を強化している441。 

例えば，1992 年に議会可決され，1993 年住民投票において 84％の支持を得て成立

したミズーリ州憲法では，１条32項において下記のとおり定められている442。 

記 

犯罪被害者は，法律の定める定義に従い，下記の法律に定める諸権利を法律の規定

に従い有するものとする。 

① 全ての刑事司法手続に参加する権利。 

② 司法の利益が優先するとされた場合を除き，有罪答弁・量刑ほかの聴聞期日

の告知を受け，かつ手続において陳述する権利。 

③ 公判等の期日の告知を受ける権利。 

④ 被害弁償を受ける権利。 

⑤ 当該事件に関して迅速な処分等を求める権利。 

⑥ 被告人等からの保護を受ける権利。 

⑦ 被告人の逃亡等について情報を与えられる権利。 

⑧ 刑事司法制度の機能等について情報を与えられる権利。 

(4) ドイツにおいて犯罪被害者への法的支援体制が講じられたのは 1976 年，西ドイツ

の「暴力犯罪被害者補償法」からのことであったとされる。 

西ドイツの基本的な憲法上の原理の一つである社会国家の理念からすれば，何らの

落ち度なく，困窮状態に陥った者を適切に救済することは，社会の任務であると考え

られたのである443。 

とはいえ，補償金の支給には厳格な適格要件があり，かつ支給金額も実際にはあま

り期待できるものではなかった。 

同年にツインマ―マンらによって設立された公共団体である「白い輪（Weisser 

Ring）」は，被害者の経済的支援に力を注ぐとともに，その主催するフォーラムやドイ

                            
告を行う最終報告書 

440 合衆国連邦憲法修正第６条「全ての刑事上の訴追において，被告人は，犯罪が行われた州の陪

審であって，あらかじめ法律で定めた地区の公平な陪審による迅速かつ公開の裁判を受ける権利

を有する。被告人は，訴追の性質と理由について告知を受け，自己に不利な証人との対質を求

め，自己に有利な証人を得るために強制的手続を利用し，かつ自己の防禦のために弁護人の援助

を受ける権利を有する。」 
441 岡本美紀「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］アメリカ」法律時報71巻 10号 74頁 
442 安東美和子ほか「アメリカにおける犯罪被害者施策及びその運用実態」9頁 
443 ヨアヒム・ヘルマン（宮沢浩一訳）「西ドイツにおける犯罪被害者補償制度の現状」判例タイ

ムズ373号 28頁 
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① 原状回復手続は，(a)被害者の被害を填補する原状復帰命令(restitution order)

と没収命令（民事，刑事又は行政を問わない）が下されていること，(b)原状復帰命

令に記載された被害者及び額が没収に対する恩赦手続を通じ支払を受ける被害者

及び額と基本的に合致していること，(c)原状復帰命令を充足するための他の財産

が存在しないことが要件とされている。 

原状回復は裁判所命令の存在を前提とし，これを利用することによって没収財産

を被害者に返還する方法であるが，犯罪被害者への没収財産の返還を単純化し促進

することを企図して2002年から開始された。 

② (b)の要件の関係で，起訴検察官は，差押法執行機関，保護観察官(probation 

officer)及び裁判所と共同作業をし，裁判所の原状復帰命令が，全ての被害者の氏

名とそれぞれに返還されるべき額が記載されているかを確認する。 

 恩赦の請願では金銭的損失しか認められないのに対し，原状復帰命令では，逸失

利益，人身被害，付随的な会計士費用，弁護士費用等も含まれていることがあり，

原状復帰命令の主要部分が恩赦の請願で被害回復できない項目に関わる場合には，

原状回復手続ではなく恩赦の請願により被害回復がなされることとなる。 

③ 原状回復手続は刑事手続を前提とするが，別手続である民事没収や行政没収は刑

事手続より先に終了してしまう可能性もある。そのような事態を避けるために，連

邦検事局は差押法執行機関と協議連携している。 

 

第５章 犯罪被害者の権利と憲法 

 

１ 犯罪被害者の権利に関する諸外国の取組 

 

(1) 国際被害者学会は，1976年の第2回国際被害者学シンポジウム以来，毎回，被害者

の法的地位の問題のセッションを設け，特に1982年の第4回と1984年のワークショ

ップと 1985 年の第 5 回に討議を重ね，国連犯罪防止会議に提案すべき統一見解の取

りまとめ作業をしていた438。 

(2) 以上の経過を経て 1985 年，第 7 回国連犯罪防止会議（犯罪の防止及び犯罪者の処

遇に関する国連会議）において，被害者は，同情と彼らの尊厳に対する尊敬の念をも

って扱われなければならず，かつ，受けた被害について，国内法の規定に従って，裁

判制度にアクセスし速やかな回復を受ける権利があることなどを内容とする，「犯罪

と公権力濫用の被害者のための司法についての基本原則」が採択された。 

同基本原則と並行して，欧米諸国において，犯罪被害者の保護と救済の施策が急速

に展開されたとされる。 

(3) この点米国では，上記に先立つ1982年，既にレーガン大統領が任命した「犯罪被害

者に関する大統領特別委員会」報告書（以下「委員会報告書」という。）439において，

                            
438 諸澤英道「被害者学入門」230～231頁 
439 被害者の関係する全ての機関に対し被害者の保護及び法的地位の向上等に関する 68 項目の勧

被害者の権利規定を被告人の権利規定である修正 6 条440に付加する連邦憲法修正案の

提示が行われた。 

1982年当初に米国において被害者の権利章典を制定していたのは，わずか4州のみ

であったが，1998 年までには全州が制定しており，うち 29 州では，憲法上の命令に

よって被害者の権利を強化している441。 

例えば，1992 年に議会可決され，1993 年住民投票において 84％の支持を得て成立

したミズーリ州憲法では，１条32項において下記のとおり定められている442。 

記 

犯罪被害者は，法律の定める定義に従い，下記の法律に定める諸権利を法律の規定

に従い有するものとする。 

① 全ての刑事司法手続に参加する権利。 

② 司法の利益が優先するとされた場合を除き，有罪答弁・量刑ほかの聴聞期日

の告知を受け，かつ手続において陳述する権利。 

③ 公判等の期日の告知を受ける権利。 

④ 被害弁償を受ける権利。 

⑤ 当該事件に関して迅速な処分等を求める権利。 

⑥ 被告人等からの保護を受ける権利。 

⑦ 被告人の逃亡等について情報を与えられる権利。 

⑧ 刑事司法制度の機能等について情報を与えられる権利。 

(4) ドイツにおいて犯罪被害者への法的支援体制が講じられたのは 1976 年，西ドイツ

の「暴力犯罪被害者補償法」からのことであったとされる。 

西ドイツの基本的な憲法上の原理の一つである社会国家の理念からすれば，何らの

落ち度なく，困窮状態に陥った者を適切に救済することは，社会の任務であると考え

られたのである443。 

とはいえ，補償金の支給には厳格な適格要件があり，かつ支給金額も実際にはあま

り期待できるものではなかった。 

同年にツインマ―マンらによって設立された公共団体である「白い輪（Weisser 

Ring）」は，被害者の経済的支援に力を注ぐとともに，その主催するフォーラムやドイ

                            
告を行う最終報告書 

440 合衆国連邦憲法修正第６条「全ての刑事上の訴追において，被告人は，犯罪が行われた州の陪

審であって，あらかじめ法律で定めた地区の公平な陪審による迅速かつ公開の裁判を受ける権利

を有する。被告人は，訴追の性質と理由について告知を受け，自己に不利な証人との対質を求

め，自己に有利な証人を得るために強制的手続を利用し，かつ自己の防禦のために弁護人の援助

を受ける権利を有する。」 
441 岡本美紀「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］アメリカ」法律時報71巻 10号 74頁 
442 安東美和子ほか「アメリカにおける犯罪被害者施策及びその運用実態」9頁 
443 ヨアヒム・ヘルマン（宮沢浩一訳）「西ドイツにおける犯罪被害者補償制度の現状」判例タイ

ムズ373号 28頁 
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ツ法曹大会などを通じて被害者の権利の具体的実現に向けた立法改革が推進した。 

1986年には「被害者保護法」が制定，1994年には「犯罪防止法」により，加害者が

被害者と和解により損害の全部又は一部を回復した時，その刑を限定又は免除できる

とする制度が新設された444。 

(5) オランダは，世界で最も早くから被害者援助プログラムを開発した国の一つである

とされる。 

同国では，1970 年代頃から被害者の権利が注目されるようになったが，1981 年に

は，法務省と内務省が暴力的犯罪に関する研究に基づく報告書を公刊，さらに翌年組

織された委員会において被害者の地位をどのように向上させるかという点を中心に検

討が進められ，1986年，これらの勧告を受けて被害者の利益や尊厳を重視すべく，警

察と検察のためのガイドラインが施行された。 

1992年，被害者支援法が制定され，1995年 4月，全国的に施行された445。 

(6) イギリスにおける被害者の権利の具体的な内容については，1990年の被害者憲章，

1996年の新被害者憲章に明記されており，また同国における法制度としては，経済的

保障である犯罪傷害補償制度と賠償命令制度が設けられている446 。 

ただし前記「憲章」に法的拘束力はなく，ここにいう「権利」も法的な権利ではな

いと解されている447。 

 

２ 被害者の権利に関する我が国の動き 

 

(1) 1999年 5月，民間の支援団体である全国被害者支援ネットワークにより，下記の７

項目を内容とする「犯罪被害者の権利宣言」が公表された。 

記 

   １ 犯罪被害者448は，公正で，かつ個人の尊厳に配慮した処遇を受けるべきである。 

２ 犯罪被害者は，被害を受けた事件の刑事司法手続き及び保護手続きに関する情

報，並びに被害者の回復のために利用できる諸制度に関する情報の提供を受ける

ことができる。 

３ 犯罪被害者は，受けた被害について迅速かつ適切な回復を求めることができる。 

４ 犯罪被害者は，刑事司法手続き及び保護手続きの中で，意見を述べることがで

きる。 

５ 犯罪被害者は，医療的，経済的，精神的その他の社会生活上の支援を受けるこ

                            
444 安部哲夫「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］ドイツ」法律時報71巻 10号 66頁 
445 林美紀「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］オランダ」法律時報71巻 10号 70頁 
446 板津正道「イギリスにおける犯罪被害者に対する金銭的救済―犯罪傷害補償制度と賠償命令」

判例タイムズ1084号 37頁 
447 岡田久美子「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］イギリス」法律時報71巻 10号 72頁 
448 犯罪によって害を被った者及びその家族をいう。 

とができる。 

６ 犯罪被害者は，再被害の脅威からまもられるべきである。 

７ 犯罪被害者は，被害者を受けたことからおこるプライバシーの侵害からまもら

れ，平穏かつ安全な生活を保障されるべきである。 

(2) その後の 2000 年 5 月，我が国では，刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正す

る法律及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律，

合わせて犯罪被害者保護二法と呼ばれる法律が制定された。 

(3) さらに 2003 年，日弁連は人権擁護大会において「犯罪被害者の権利の確立とその

総合的支援を求める決議」を採択し，犯罪被害者を孤立させず，犯罪被害者との共生

を目指すものであることを宣明するものとして犯罪被害者基本法の制定を求めた。 

(4) 2004年 12月，犯罪被害者等基本法が制定され，翌2005年 4月 1日施行された。 

同法ではその１条において「この法律は，犯罪被害者等のための施策に関し，基本

理念を定め，並びに国，地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに，犯罪

被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により，犯罪被害者等のため

の施策を総合的かつ計画的に推進し，もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図るこ

とを目的とする。」と宣言する。 

そして，相談及び情報の提供，損害賠償の請求についての援助，給付金の支給に係

る制度の充実等，保健医療サービス・福祉サービスの提供，犯罪被害者等の二次被害

防止・安全確保，居住・雇用の安定，刑事に関する手続への参加の機会を拡充するた

めの制度の整備等を，国・地方自治体が講ずべき基本的施策としている。 

また 2005 年には犯罪被害者等基本計画が定められたほか，2006 年以後は犯罪被害

給付制度の拡充が図られた。 

(5) 2017年 10月，日弁連は，改めて人権擁護大会において，以下の5項目を求める「犯

罪被害者の誰もが等しく充実した支援を受けられる社会の実現を目指す決議」を採択

した。 

① 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよ

う，損害回復の実効性を確保するための必要な措置をとること。 

② 犯罪被害者等補償法を制定して，犯罪被害者に対する経済的支援を充実させる

とともに，手続的な負担を軽減する施策を講じること。 

③ 犯罪被害者の誰もが，事件発生直後から弁護士による充実した法的支援を受け

られるよう，公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 

④ 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを，都道

府県に最低１か所は設立し，全面的な財政的支援を行うこと。 

⑤ 全ての地方公共団体において，地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施

するための，犯罪被害者支援条例を制定すること。 
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ツ法曹大会などを通じて被害者の権利の具体的実現に向けた立法改革が推進した。 

1986年には「被害者保護法」が制定，1994年には「犯罪防止法」により，加害者が

被害者と和解により損害の全部又は一部を回復した時，その刑を限定又は免除できる

とする制度が新設された444。 

(5) オランダは，世界で最も早くから被害者援助プログラムを開発した国の一つである

とされる。 

同国では，1970 年代頃から被害者の権利が注目されるようになったが，1981 年に

は，法務省と内務省が暴力的犯罪に関する研究に基づく報告書を公刊，さらに翌年組

織された委員会において被害者の地位をどのように向上させるかという点を中心に検

討が進められ，1986年，これらの勧告を受けて被害者の利益や尊厳を重視すべく，警

察と検察のためのガイドラインが施行された。 

1992年，被害者支援法が制定され，1995年 4月，全国的に施行された445。 

(6) イギリスにおける被害者の権利の具体的な内容については，1990年の被害者憲章，

1996年の新被害者憲章に明記されており，また同国における法制度としては，経済的

保障である犯罪傷害補償制度と賠償命令制度が設けられている446 。 

ただし前記「憲章」に法的拘束力はなく，ここにいう「権利」も法的な権利ではな

いと解されている447。 

 

２ 被害者の権利に関する我が国の動き 

 

(1) 1999年 5月，民間の支援団体である全国被害者支援ネットワークにより，下記の７

項目を内容とする「犯罪被害者の権利宣言」が公表された。 

記 

   １ 犯罪被害者448は，公正で，かつ個人の尊厳に配慮した処遇を受けるべきである。 

２ 犯罪被害者は，被害を受けた事件の刑事司法手続き及び保護手続きに関する情

報，並びに被害者の回復のために利用できる諸制度に関する情報の提供を受ける

ことができる。 

３ 犯罪被害者は，受けた被害について迅速かつ適切な回復を求めることができる。 

４ 犯罪被害者は，刑事司法手続き及び保護手続きの中で，意見を述べることがで

きる。 

５ 犯罪被害者は，医療的，経済的，精神的その他の社会生活上の支援を受けるこ

                            
444 安部哲夫「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］ドイツ」法律時報71巻 10号 66頁 
445 林美紀「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］オランダ」法律時報71巻 10号 70頁 
446 板津正道「イギリスにおける犯罪被害者に対する金銭的救済―犯罪傷害補償制度と賠償命令」

判例タイムズ1084号 37頁 
447 岡田久美子「特集 犯罪被害者の権利［外国の動向］イギリス」法律時報71巻 10号 72頁 
448 犯罪によって害を被った者及びその家族をいう。 

とができる。 

６ 犯罪被害者は，再被害の脅威からまもられるべきである。 

７ 犯罪被害者は，被害者を受けたことからおこるプライバシーの侵害からまもら

れ，平穏かつ安全な生活を保障されるべきである。 

(2) その後の 2000 年 5 月，我が国では，刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正す

る法律及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律，

合わせて犯罪被害者保護二法と呼ばれる法律が制定された。 

(3) さらに 2003 年，日弁連は人権擁護大会において「犯罪被害者の権利の確立とその

総合的支援を求める決議」を採択し，犯罪被害者を孤立させず，犯罪被害者との共生

を目指すものであることを宣明するものとして犯罪被害者基本法の制定を求めた。 

(4) 2004年 12月，犯罪被害者等基本法が制定され，翌2005年 4月 1日施行された。 

同法ではその１条において「この法律は，犯罪被害者等のための施策に関し，基本

理念を定め，並びに国，地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに，犯罪

被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により，犯罪被害者等のため

の施策を総合的かつ計画的に推進し，もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図るこ

とを目的とする。」と宣言する。 

そして，相談及び情報の提供，損害賠償の請求についての援助，給付金の支給に係

る制度の充実等，保健医療サービス・福祉サービスの提供，犯罪被害者等の二次被害

防止・安全確保，居住・雇用の安定，刑事に関する手続への参加の機会を拡充するた

めの制度の整備等を，国・地方自治体が講ずべき基本的施策としている。 

また 2005 年には犯罪被害者等基本計画が定められたほか，2006 年以後は犯罪被害

給付制度の拡充が図られた。 

(5) 2017年 10月，日弁連は，改めて人権擁護大会において，以下の5項目を求める「犯

罪被害者の誰もが等しく充実した支援を受けられる社会の実現を目指す決議」を採択

した。 

① 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよ

う，損害回復の実効性を確保するための必要な措置をとること。 

② 犯罪被害者等補償法を制定して，犯罪被害者に対する経済的支援を充実させる

とともに，手続的な負担を軽減する施策を講じること。 

③ 犯罪被害者の誰もが，事件発生直後から弁護士による充実した法的支援を受け

られるよう，公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。 

④ 性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを，都道

府県に最低１か所は設立し，全面的な財政的支援を行うこと。 

⑤ 全ての地方公共団体において，地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施

するための，犯罪被害者支援条例を制定すること。 
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３ 被害者の権利が憲法上の権利であること 

 

(1) 犯罪被害回復制度を検討するに当たっては，いわゆる被害者の権利が憲法上の権利

である点を再認識する必要がある。 

(2) この点，大谷實教授も「犯罪被害者支援を公的制度ないし法的システムとして考え

るときは，単なる理論ではなく，憲法上の根拠に基づいていなければならないであろ

う」と述べているところである449。 

また新倉修教授は，「被害者対策には無限のバリエーションがあり，その場しのぎの

対策では，コスト合理主義によるブレーキがかかり，いずれは使い勝手の悪さが表面

化する恐れがある。政策には理念の筋を通すことが必要である。そこで，被害者の権

利について論じる必要が生じる。とりわけ争点になり得るのは，被害者の人権の位置

づけである」とする450。 

(3) 前掲 2003 年の日弁連人権擁護大会決議でも，「憲法第 13 条は全ての国民に生命・

自由・幸福追求の権利を認め，第25条は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を認め，国に，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上・増進に務めるべ

き義務を課している。国連は，1985 年の総会において，『犯罪と公権力濫用の被害者

のための司法についての基本原則』を採択し，世界各国は，被害者保護の法制と施策

を急速に充実してきている。しかるに，我が国における被害者援助の施策は，極めて

遅れている。中でも，犯罪被害者支援の施策が遅れていることは論を待たない。犯罪

被害者が，その受けた大きな打撃から立ち直り，憲法によって保障された幸福な生活

を追求できるようになるためには，犯罪被害者の権利が確立され，社会全体で犯罪被

害者を支援する体制が創られることが不可欠である。」と述べている。 

 

４ 被害者の権利の憲法上の位置づけ 

 

(1) 被害者の権利の憲法上の位置づけについては，大谷實教授は，「犯罪被害者による経

済的，身体的及び精神的影響を幸福追求権の侵害として把握すべきである」451と述べ

る。 

現行憲法の価値の根源は個人の尊重にあり，その具体的な内容は日本国憲法 13 条

が規定しているからであるとした上で，犯罪被害者支援にかかわる権利は，まさに犯

罪という人間の人格的存在を否定する行為によって侵害された人格の尊厳を回復する

ためのものであり，幸福追求権の侵害を回復・是正するものとして理解するべきであ

るというのである。 

                            
449 大谷實「犯罪被害者対策の理念」ジュリスト1163号 7頁 
450 新倉修「刑事法のパラダイム転換と被害者の権利」法律時報71巻 10号 8頁 
451 前掲大谷9頁 

(2) また，新倉修教授は，「日本国憲法は刑事被告人の基本権や労働者の基本権を保障し

ており，被害者の人権もこれと並ぶ，いわば一定の地位に基づく社会的弱者に保障さ

れる基本的な権利と考えることができよう。」「被害者の人権は，根元的には幸福追求

権に由来し，個人としての尊重にこめられた『人間の尊厳』に基盤を持つと思う。」と

言う452。 

(3) 一方戸波江二教授は，被害者が生命・身体の自由を奪われ，財産を失うほかに，プ

ライバシー・人格権を侵され，人間の尊厳を踏みにじられ，後に経済的困窮に陥り，

社会復帰できないまま厭世の生活を強いられるなどの被害者の状況を考えれば，「被

害者の人権」が人権理論の重要テーマとして憲法学が取り組むべき課題であることは

疑いないとする453。 

その上で同教授は，人権を具体的な社会生活の中で保障し，しかも構造的に人権侵

害状況に陥っている特定のグループの人々の人権を守る必要が高いことに鑑みれば，

被害者の権利を法律によって保障することを超えて，憲法上の権利として被害者の人

権を位置づけることに努めるべきであるとし，ドイツの判例・学説で盛んに論じられ

ている「基本権保護義務論」を基に「被害者の人権の憲法上の根拠づけにとって最も

有力なものは，国の人権保護義務論であるように思われる」454と述べる455。 

 

５ 財産犯被害者の憲法上の権利性について 

 

(1) 以上のとおり，被害者の権利が憲法上の権利であるとの考えが，既に一般的な考え

方であることは異論のないところと解される。 

とはいえ，近年，被害者の権利が論じられる場合には，実際には被害者が刑事手続

に関与する権利を中心として論じられることが多かった。 

これは，被害者の権利という概念が，本来，被害者は事件の当事者であるにもかか

わらず，これまで刑事手続から疎外され，単なる参考人か証人の地位に貶められてき

た現実を解決するに当たって論じられて来たとの経緯があったためと解される456。 

(2) 被害者が刑事手続に関与する権利については，これまで諸方面の努力により，立法

や法改正がなされ，今後も更に検討が進められるべき問題であることは言うまでもな

い。 

とはいえ，他方で被害者の権利のうちもっとも重要な要素の一つとして，前述のと

おり被害者には被害弁償等を含む被害回復の権利がある。 

諸澤英道教授が「基本的人権を侵害された人が被害者であり，被害者は，加害者及

                            
452 前掲新倉8頁 
453 戸波江二「被害者の人権・試論・上」法律時報71巻 10号 17頁 
454 前掲戸波20頁 
455 詳細は当連合会2017 年人権擁護大会シンポジウム第１分科会基調報告書49～51頁参照。 
456 垣添誠雄「犯罪被害者支援立法の動向」法律時報71巻 10号 57頁参照。 



第４編 特殊詐欺の被害回復

－329－

３ 被害者の権利が憲法上の権利であること 

 

(1) 犯罪被害回復制度を検討するに当たっては，いわゆる被害者の権利が憲法上の権利

である点を再認識する必要がある。 

(2) この点，大谷實教授も「犯罪被害者支援を公的制度ないし法的システムとして考え

るときは，単なる理論ではなく，憲法上の根拠に基づいていなければならないであろ

う」と述べているところである449。 

また新倉修教授は，「被害者対策には無限のバリエーションがあり，その場しのぎの

対策では，コスト合理主義によるブレーキがかかり，いずれは使い勝手の悪さが表面

化する恐れがある。政策には理念の筋を通すことが必要である。そこで，被害者の権

利について論じる必要が生じる。とりわけ争点になり得るのは，被害者の人権の位置

づけである」とする450。 

(3) 前掲 2003 年の日弁連人権擁護大会決議でも，「憲法第 13 条は全ての国民に生命・

自由・幸福追求の権利を認め，第25条は全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活

を営む権利を認め，国に，社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上・増進に務めるべ

き義務を課している。国連は，1985 年の総会において，『犯罪と公権力濫用の被害者

のための司法についての基本原則』を採択し，世界各国は，被害者保護の法制と施策

を急速に充実してきている。しかるに，我が国における被害者援助の施策は，極めて

遅れている。中でも，犯罪被害者支援の施策が遅れていることは論を待たない。犯罪

被害者が，その受けた大きな打撃から立ち直り，憲法によって保障された幸福な生活

を追求できるようになるためには，犯罪被害者の権利が確立され，社会全体で犯罪被

害者を支援する体制が創られることが不可欠である。」と述べている。 

 

４ 被害者の権利の憲法上の位置づけ 

 

(1) 被害者の権利の憲法上の位置づけについては，大谷實教授は，「犯罪被害者による経

済的，身体的及び精神的影響を幸福追求権の侵害として把握すべきである」451と述べ

る。 

現行憲法の価値の根源は個人の尊重にあり，その具体的な内容は日本国憲法 13 条

が規定しているからであるとした上で，犯罪被害者支援にかかわる権利は，まさに犯

罪という人間の人格的存在を否定する行為によって侵害された人格の尊厳を回復する

ためのものであり，幸福追求権の侵害を回復・是正するものとして理解するべきであ

るというのである。 

                            
449 大谷實「犯罪被害者対策の理念」ジュリスト1163号 7頁 
450 新倉修「刑事法のパラダイム転換と被害者の権利」法律時報71巻 10号 8頁 
451 前掲大谷9頁 

(2) また，新倉修教授は，「日本国憲法は刑事被告人の基本権や労働者の基本権を保障し

ており，被害者の人権もこれと並ぶ，いわば一定の地位に基づく社会的弱者に保障さ

れる基本的な権利と考えることができよう。」「被害者の人権は，根元的には幸福追求

権に由来し，個人としての尊重にこめられた『人間の尊厳』に基盤を持つと思う。」と

言う452。 

(3) 一方戸波江二教授は，被害者が生命・身体の自由を奪われ，財産を失うほかに，プ

ライバシー・人格権を侵され，人間の尊厳を踏みにじられ，後に経済的困窮に陥り，

社会復帰できないまま厭世の生活を強いられるなどの被害者の状況を考えれば，「被

害者の人権」が人権理論の重要テーマとして憲法学が取り組むべき課題であることは

疑いないとする453。 

その上で同教授は，人権を具体的な社会生活の中で保障し，しかも構造的に人権侵

害状況に陥っている特定のグループの人々の人権を守る必要が高いことに鑑みれば，

被害者の権利を法律によって保障することを超えて，憲法上の権利として被害者の人

権を位置づけることに努めるべきであるとし，ドイツの判例・学説で盛んに論じられ

ている「基本権保護義務論」を基に「被害者の人権の憲法上の根拠づけにとって最も

有力なものは，国の人権保護義務論であるように思われる」454と述べる455。 

 

５ 財産犯被害者の憲法上の権利性について 

 

(1) 以上のとおり，被害者の権利が憲法上の権利であるとの考えが，既に一般的な考え

方であることは異論のないところと解される。 

とはいえ，近年，被害者の権利が論じられる場合には，実際には被害者が刑事手続

に関与する権利を中心として論じられることが多かった。 

これは，被害者の権利という概念が，本来，被害者は事件の当事者であるにもかか

わらず，これまで刑事手続から疎外され，単なる参考人か証人の地位に貶められてき

た現実を解決するに当たって論じられて来たとの経緯があったためと解される456。 

(2) 被害者が刑事手続に関与する権利については，これまで諸方面の努力により，立法

や法改正がなされ，今後も更に検討が進められるべき問題であることは言うまでもな

い。 

とはいえ，他方で被害者の権利のうちもっとも重要な要素の一つとして，前述のと

おり被害者には被害弁償等を含む被害回復の権利がある。 

諸澤英道教授が「基本的人権を侵害された人が被害者であり，被害者は，加害者及

                            
452 前掲新倉8頁 
453 戸波江二「被害者の人権・試論・上」法律時報71巻 10号 17頁 
454 前掲戸波20頁 
455 詳細は当連合会2017 年人権擁護大会シンポジウム第１分科会基調報告書49～51頁参照。 
456 垣添誠雄「犯罪被害者支援立法の動向」法律時報71巻 10号 57頁参照。 
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び国家に対して，被害を回復させる権利を有し，かつその被害回復のプロセスで守ら

れるべき権利がある」とする457ゆえんである。 

つまり，「法によって保障されている権利を侵害された者は，その回復を求める（１

次被害の回復）権利があり，また回復を実現する過程で，新たな被害を引き起こさな

いよう（２次被害の回避）配慮される」べきものであるというのである。 

(3) 特に，今回我々が検討しようとする特殊詐欺の被害者は財産犯の被害者の一類型で

あるが，かかる財産犯の被害者に関しては，その実態として「財産犯の場合，被害者

が警察に通報し捜査協力するのは，処罰を求めるためではなく，機敏に捜査を進めて

もらい財産的被害を回復するためあると言ってよく458」「被害者の主たる関心は被害の

回復にあると言ってよい459」とか，あるいは「被害者は一般的には犯人の処分よりも

被害の回復をより多く望んでいるものと思われる」との指摘もある460。 

財産犯の被害者にとって，その被害回復は，最も重要なものの一つであることは明

らかである 461。 

(4) 以上から，財産被害回復の権利もまた憲法上の権利であり，その点を踏まえて特殊

詐欺被害者支援を，公的制度ないし法的システムとして考えるべきことを再確認する

必要があると考える。 

 

第６章 提言  

 

１ 被害回復の困難性の克服 

特殊詐欺の被害者の被害回復が，実際にどの程度行われているかを明らかにする的確

な資料は見当たらないが，特殊詐欺の犯罪グループの首謀者が立件された例が少なく，

被害回復給付金支給法に基づく給付金額や振り込め詐欺救済法に基づく預金保険機構

納付金額を見れば，現実に被害救済を図ることができた事例及びその被害回復の額は，

全体のごく一部にとどまっていることが容易に推察される。 

組織詐欺グループが犯罪ツールを駆使して犯行の発覚を防ぐ手段を講じているのに

対し，犯罪被害の回復という観点からの特殊詐欺対策が遅れていることは否定しようの

ない事実であると思われる。完全な被害回復が困難であるとしても，特殊詐欺の被害者

の相当数が老後の生活資金を奪われた高齢者であり，その被害を単なる経済的被害とし

て捉えることはできず，極めて深刻な人権侵害であることに鑑みるとき，諸外国の法制

度を参考として，被害回復に向けた最大限の努力を尽くすことが求められている。 

                            
457 諸澤英道「被害者学入門」227頁 
458 宮澤浩一・田口守一・髙橋則夫「犯罪被害者の研究」298頁 
459 前掲宮澤・田口・髙橋308頁 
460 宮澤浩一「犯罪と被害者」第2巻 238頁 
461 とはいえ財産犯被害者においては，一方で「自分にも落ち度があったという反省や悔恨の情を

持ったり，知人等からの詐欺により人間不信に陥ったりするなど，財産犯の被害者でも犯罪によ

る精神面での影響が少なからずみられる」との指摘も看過できない（前掲宮澤・田口・髙橋305

頁）。 

我が国では，伝統的に刑事手続と民事手続が分離され，前者が犯罪者を処罰する制度

であり，後者が被害の回復を図るための制度と解されている。そして，国が関与するの

は前者の手続においてであり，犯罪被害者が被害回復を実現するためと言えども，国が

それを支援することはなく，犯罪被害者は民事手続で自助努力として損害賠償請求をす

ることが当然のこととされていた。しかし，特殊詐欺等の組織犯罪の被害者が，自ら民

事手続により加害者に対して損害賠償請求を行うことは，既に論じたとおり事実上不可

能である。 

 

２ 国の責務としての犯罪収益の発見・剥奪を通じた被害回復 

既にスイス連邦や米国の法制度の検討で明らかにしたとおり，諸外国においては刑事

手続が被害者の被害回復にとって重要な手段として活用されており，被害回復を国の責

務として，犯罪者の犯罪収益を発見し，凍結し，これを剥奪して，国が収集した証拠を

用いて被害者と被害額を認定し，実効的に被害回復が行われている。 

我が国では，2006年施行の被害回復給付金支給法，2008年施行の振り込め詐欺救済法

により，断片的にではあるが，国や金融機関が，犯罪収益を発見・凍結し，剥奪し，失

権させ，国や金融機関の有する証拠をも用いて被害者と被害額を認定し，被害者に分配

する制度が創設された。また，2008年には損害賠償命令制度を創設する改正犯罪被害者

保護法も施行され，一部犯罪について，捜査機関が収集し刑事手続に用いられた証拠を，

民事手続にそのまま利用できるようにもなった。 

しかし，既に論じたとおり，犯罪者の犯罪収益その他の財産を没収・凍結し，これを

被害者に分配することを刑事手続の主要な目的として位置付け，あるいは，その目的の

ために捜査手続を被害者の被害回復を図るための手段として位置付けることはされて

いない。特殊詐欺の被害者の被害回復の権利が憲法上の権利であることからしても，犯

罪収益の発見・凍結・剥奪が，犯罪被害者の被害回復のために求められることを銘記し，

特殊詐欺被害者の被害回復に国が積極的に関与する制度を構築し，泣き寝入りを強いら

れている被害者を救済することが重要である。そのために以下の法制度の導入が検討さ

れるべきである。 

 

３ 法整備の提言 

 

(1) 預金口座等の凍結の推進・拡充 

既に見たとおり，マネー・ローンダリング対策として制定された犯収法は，犯罪収

益に係る銀行取引と疑われる場合に，金融機関をして当該取引を監督官庁に届出させ

ることを義務付けている。しかし，当該制度はスイス連邦等の法律に見られるように，

当該犯罪収益の凍結につながる制度とはなっていない。 

我が国における預金凍結は専ら振り込め詐欺救済法を前提として全銀協が定めた

ガイドラインに基づいて運用されているに過ぎない。そして当該ガイドラインでは，

振り込め詐欺等が疑われる取引について，犯罪防止の観点から柔軟かつ適切に取引停

止等の措置を講じることが「できる」ことを定めているものの，金融機関の任意の措

置に委ねられていることから，金融機関の取組姿勢により凍結の程度に差異があるこ
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び国家に対して，被害を回復させる権利を有し，かつその被害回復のプロセスで守ら

れるべき権利がある」とする457ゆえんである。 

つまり，「法によって保障されている権利を侵害された者は，その回復を求める（１

次被害の回復）権利があり，また回復を実現する過程で，新たな被害を引き起こさな

いよう（２次被害の回避）配慮される」べきものであるというのである。 

(3) 特に，今回我々が検討しようとする特殊詐欺の被害者は財産犯の被害者の一類型で

あるが，かかる財産犯の被害者に関しては，その実態として「財産犯の場合，被害者

が警察に通報し捜査協力するのは，処罰を求めるためではなく，機敏に捜査を進めて

もらい財産的被害を回復するためあると言ってよく458」「被害者の主たる関心は被害の

回復にあると言ってよい459」とか，あるいは「被害者は一般的には犯人の処分よりも

被害の回復をより多く望んでいるものと思われる」との指摘もある460。 

財産犯の被害者にとって，その被害回復は，最も重要なものの一つであることは明

らかである 461。 

(4) 以上から，財産被害回復の権利もまた憲法上の権利であり，その点を踏まえて特殊

詐欺被害者支援を，公的制度ないし法的システムとして考えるべきことを再確認する

必要があると考える。 

 

第６章 提言  

 

１ 被害回復の困難性の克服 

特殊詐欺の被害者の被害回復が，実際にどの程度行われているかを明らかにする的確

な資料は見当たらないが，特殊詐欺の犯罪グループの首謀者が立件された例が少なく，

被害回復給付金支給法に基づく給付金額や振り込め詐欺救済法に基づく預金保険機構

納付金額を見れば，現実に被害救済を図ることができた事例及びその被害回復の額は，

全体のごく一部にとどまっていることが容易に推察される。 

組織詐欺グループが犯罪ツールを駆使して犯行の発覚を防ぐ手段を講じているのに

対し，犯罪被害の回復という観点からの特殊詐欺対策が遅れていることは否定しようの

ない事実であると思われる。完全な被害回復が困難であるとしても，特殊詐欺の被害者

の相当数が老後の生活資金を奪われた高齢者であり，その被害を単なる経済的被害とし

て捉えることはできず，極めて深刻な人権侵害であることに鑑みるとき，諸外国の法制

度を参考として，被害回復に向けた最大限の努力を尽くすことが求められている。 

                            
457 諸澤英道「被害者学入門」227頁 
458 宮澤浩一・田口守一・髙橋則夫「犯罪被害者の研究」298頁 
459 前掲宮澤・田口・髙橋308頁 
460 宮澤浩一「犯罪と被害者」第2巻 238頁 
461 とはいえ財産犯被害者においては，一方で「自分にも落ち度があったという反省や悔恨の情を

持ったり，知人等からの詐欺により人間不信に陥ったりするなど，財産犯の被害者でも犯罪によ

る精神面での影響が少なからずみられる」との指摘も看過できない（前掲宮澤・田口・髙橋305

頁）。 

我が国では，伝統的に刑事手続と民事手続が分離され，前者が犯罪者を処罰する制度

であり，後者が被害の回復を図るための制度と解されている。そして，国が関与するの

は前者の手続においてであり，犯罪被害者が被害回復を実現するためと言えども，国が

それを支援することはなく，犯罪被害者は民事手続で自助努力として損害賠償請求をす

ることが当然のこととされていた。しかし，特殊詐欺等の組織犯罪の被害者が，自ら民

事手続により加害者に対して損害賠償請求を行うことは，既に論じたとおり事実上不可

能である。 

 

２ 国の責務としての犯罪収益の発見・剥奪を通じた被害回復 

既にスイス連邦や米国の法制度の検討で明らかにしたとおり，諸外国においては刑事

手続が被害者の被害回復にとって重要な手段として活用されており，被害回復を国の責

務として，犯罪者の犯罪収益を発見し，凍結し，これを剥奪して，国が収集した証拠を

用いて被害者と被害額を認定し，実効的に被害回復が行われている。 

我が国では，2006年施行の被害回復給付金支給法，2008年施行の振り込め詐欺救済法

により，断片的にではあるが，国や金融機関が，犯罪収益を発見・凍結し，剥奪し，失

権させ，国や金融機関の有する証拠をも用いて被害者と被害額を認定し，被害者に分配

する制度が創設された。また，2008年には損害賠償命令制度を創設する改正犯罪被害者

保護法も施行され，一部犯罪について，捜査機関が収集し刑事手続に用いられた証拠を，

民事手続にそのまま利用できるようにもなった。 

しかし，既に論じたとおり，犯罪者の犯罪収益その他の財産を没収・凍結し，これを

被害者に分配することを刑事手続の主要な目的として位置付け，あるいは，その目的の

ために捜査手続を被害者の被害回復を図るための手段として位置付けることはされて

いない。特殊詐欺の被害者の被害回復の権利が憲法上の権利であることからしても，犯

罪収益の発見・凍結・剥奪が，犯罪被害者の被害回復のために求められることを銘記し，

特殊詐欺被害者の被害回復に国が積極的に関与する制度を構築し，泣き寝入りを強いら

れている被害者を救済することが重要である。そのために以下の法制度の導入が検討さ

れるべきである。 

 

３ 法整備の提言 

 

(1) 預金口座等の凍結の推進・拡充 

既に見たとおり，マネー・ローンダリング対策として制定された犯収法は，犯罪収

益に係る銀行取引と疑われる場合に，金融機関をして当該取引を監督官庁に届出させ

ることを義務付けている。しかし，当該制度はスイス連邦等の法律に見られるように，

当該犯罪収益の凍結につながる制度とはなっていない。 

我が国における預金凍結は専ら振り込め詐欺救済法を前提として全銀協が定めた

ガイドラインに基づいて運用されているに過ぎない。そして当該ガイドラインでは，

振り込め詐欺等が疑われる取引について，犯罪防止の観点から柔軟かつ適切に取引停

止等の措置を講じることが「できる」ことを定めているものの，金融機関の任意の措

置に委ねられていることから，金融機関の取組姿勢により凍結の程度に差異があるこ
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とが指摘されている。 

しかし犯罪収益に係る取引が疑われる場合に，単に報告のみを求める制度が妥当で

あるとは考えられないのであって，特殊詐欺の疑いが認められる銀行取引に基づく預

金についてはＡＴＭ等による引出しを認めず，金融機関の窓口での出金を強制し，そ

の上で，当該預金に係る取引が犯罪に関わるものでないことを合理的に説明できない

場合には，当該資金（預金）を凍結する制度の導入が検討されるべきである。 

預金口座の凍結に係る法制度については抜本的な法改正が必要であると考えられ

るが，現状においては銀行預金口座の凍結は専ら振り込め詐欺救済法に委ねられてい

るという実情を前提とするとき，預金凍結に関しては同法の改正として行うことが考

えられる。その場合，投資型詐欺については，金融商品取引法29条（無登録による金

融商品取引業）違反に該当する場合が多く見られるが，金融商品取引法違反について

も，預金口座の凍結の根拠となる犯罪として規定することで，犯罪被害者の被害回復

の拡大を図ることができると考えられる。 

金融機関による預金凍結を積極的に利用することにより，犯罪被害者の被害回復を

図ることを制度として導入する以上，預金凍結を行った金融機関については重大な過

失がない限り責任を免除することを法定する必要がある。 

 

(2) 犯罪収益を含む犯罪者の財産の発見・凍結に基づく被害回復を国の責務と明確に規

定すること 

上述のとおり，我が国において犯罪被害の回復は原則的に被害者自身の自己責任に

委ねられているが，被害者自らの努力による被害回復には明らかな限界がある。スイ

ス連邦刑法では，検察官は被害回復のために，犯人の財産を調査し，犯罪被害者の請

求権が認められた場合の被害回復の引当として差押えをする権限が認められている。 

我が国においても，このような制度を参考とし，①刑事手続の目的に被害者の財産

の回復を明確に規定し，②刑事手続における財産犯も対象とした損害賠償命令制度を

導入し，③犯罪被害回復を実現するための証拠収集及び被害回復の引当となる財産の

確認を捜査機関の責務とし，④被害回復を目的として没収・追徴の要件を緩和すべき

である。 

 

(3) 国際的連携 

既に論じたとおり，特殊詐欺の被害回復には，国際的連携が必要であると考えられ

るが，特殊詐欺の被害回復に向けた国際的連携の取組は緒に付いたばかりである。 

我が国が締結している腐敗の防止に関する国際連合条約及び国際的な組織犯罪の

防止に関する国際連合条約は，犯罪収益等の没収及び被害者への被害回復において国

際的連携が重要であるとの認識を前提として，国際的連携による被害回復のための法

的枠組を提供するものである。 

我が国も，これら条約に係る他の締約国との間で，最大限の法律上の援助，没収の

ための国際的な相互協力を行い，それら条約の法的枠組を活用した国際的連携の下で

被害回復を実現することを積極的に検討すべきである。 
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第５編 おわりに 

 

  特殊詐欺は，被害者の善良な気持ちや個人的な弱さに付け込み，その資産を騙し取る

という，極めて悪質性の高い犯罪である。このような犯罪に対し，多くの企業は特殊詐

欺被害を防止するための施策を実行し，また，多くの業界団体は被害防止のための広報

活動等を講じている。それにもかかわらず，特殊詐欺グループは企業が提供している

様々な役務を犯罪ツールとして悪用し，実際問題として，特殊詐欺グループによりその

役務が犯罪利用されることを事実上容認しつつ事業を継続している企業が存在してい

ることも明らかとなった。 

特殊詐欺は電話を犯罪の必須のツールとして実行される犯罪であるため，犯罪ツール

としての電話，とりわけ転送電話サービスに対する規制を厳格化することは喫緊の課題

であるし，欺罔により交付された資金を犯罪者が取得することを阻止するために銀行振

込の制限を行い，あるいは振り込まれた資金の凍結を行う金融機関の取組を特に支援す

る必要がある。特殊詐欺グループは，自らの「事業」として，摘発のリスクを極小化し

つつ多額の利得を得るスキームを構築して犯罪を実行している。そうである以上，特殊

詐欺に対する最も有効な抑止手段は，犯人を立件することにより，特殊詐欺という「事

業」が犯罪者のリスクとの兼ね合いで決して引き合うものでないことを明確にすること

にある。 

巧妙に仕組まれた特殊詐欺のスキームにおいて首謀者が潜在化する中で，被害者が振

り込んだ金員の受領あるいは銀行預金の引出という形で，表面に現れる受け子及び出し

子を基点として犯罪捜査を行うことはやむを得ない状況にある。しかし，受け子らがそ

の未熟さ・軽率さに付け込まれて犯罪に加担しているという事情を勘案するとき，受け

子らの量刑を軽減し他方で首謀者に対する突き上げ捜査を行うために，受け子らの真摯

な反省を前提として，新たに導入された証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度

が利用されるとすれば，これを否定的に解する必要はなく，むしろ積極的に評価すべき

面があると考えられる。 

特殊詐欺における被害回復を実現するには，犯罪被害者の自助努力を強調するだけで

は不十分であることは明らかである。犯罪被害者の財産回復の権利が憲法上の権利であ

ることを認識した上で，我が国においても，スイス連邦刑法が規定するように，犯罪被

害者の被害弁償を国の責務と規定し，犯罪者の財産の発見・凍結を刑事手続において実

現する制度が検討されるべきである。また，特殊詐欺の防止及び被害回復の観点におい

て，預金口座の凍結は重要であり，犯罪収益等と判断することができる徴表を捉えて，

資金凍結を効率的に実施できる制度を導入すべきである。更に，特殊詐欺の国際的な広

がりを考慮するとき，被害回復のために諸国との間で国際的連携を図ることは重要な課

題として捉えられる必要がある。 

特殊詐欺の被害防止及び回復のためには，企業，業界団体，地方自治体（地域）及び

国が協力をする必要がある。当連合会が人権擁護大会において，関係各機関が個々的に

行ってきた特殊詐欺対策を鳥瞰的に確認し，特殊詐欺の防止及び被害回復のための制度

を構築するための提言を行ったことには貴重な意義がある。しかし，このような関係機

関の取組を整理し，それらを統合して特殊詐欺対策を検討する第一次的責務が国に存す
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ることは言うまでもない。国としては，犯罪対策閣僚会議において本書の指摘事項を参

考とし，関係各省庁が所轄する分野で実施できる特殊詐欺対策を明らかにし，特殊詐欺

被害を防止し，かつその被害を回復するために必要な施策を明確にした基本計画を策定

し，当該基本計画に基づく具体的措置を関係各省庁が実施することを確保することが重

要である。 

当連合会としても，基本的人権を擁護し，社会正義を実現することを使命とする団体

として，国，地方自治体及び企業その他の関係諸団体と協働するとともに，自らも，更

に特殊詐欺を典型とする社会的弱者等を標的にした組織的犯罪に係る被害の防止及び

回復並びに被害者支援に全力を尽くすことが必要である。 


