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に2431万人であったものが2012年10月には
3079万人に増加し、高齢者の単独世帯、夫婦
のみの世帯が過半数を占めるに至っている
（高齢者の孤独化）。そのような中、高齢者の
消費者トラブルも増加しており、2003年で13
万9766件であった消費者相談が2012年には19
万2206件と増加しており、トラブルの種類と
しては、住宅リフォーム、健康食品の送り付
け、ファンド型投資商品の販売、株・社債の
販売をめぐるものが上位を占め、100万円以上
の被害の割合も高い比率を占めている。

高齢者の消費者被害の
実態についてⅡ

1 未公開株・社債取引に関する詐欺事件の横行
　平成17年夏から秋頃にかけ未公開株式の取引
をめぐる消費者被害に関する、消費者センター、
弁護士会への相談事例が急増した。それらの相
談事例による手口は概ね次のとおりであった。
　高齢者のもとに、未公開株式の販売会社か
ら電話連絡が入り、某有名企業の株式が現在
株式市場には上場されていないが、近々上場
される予定であり、上場されれば確実に値上
がりする。当社の持ち株は残り少ないが特別
お譲りしたい。資料を送付するので検討して
ください。との話の後、パンフレット等の資料
が送付され、そこには、販売価格（例えば1株
30万円）、上場予定時期、上場時の予定価格（例
えば1株60万円）等が記載してあり、送付後に
販売会社の担当者から再度電話が入り、送付
された資料に基づき勧誘が行われ、2株購入す
るとの合意を取り付けると60万円の振込後に

平成25年12月19日付日本弁護
士連合会による意見書についてⅠ

1 同意見書の趣旨
　同意見書は、近年我が国において、高齢者の
消費者被害が増加・深刻化しつつあり、その予
防と救済を効果的に行うために高齢者の消費者
被害の見守りネットワークづくりの取り組みが
必要であり、そのためには、基礎的自治体であ
る区市町村は重点的施策として、既に存在する
地域包括ケア実施のためのネットワーク等を利
用し、行政における消費者部門と高齢者福祉部
門が連携し、警察を含めた行政と高齢者の生活
に密着して活動する民間関係者が連携協働する
実効的な高齢者の見守りネットワークづくりに
取り組むことを求める趣旨の内容である。
　また、広域自治体である都道府県は各区市町
村が実効的なネットワークづくりを行うため
に、必要な情報提供、ガイドラインの提供等の
協力支援の取り組みをすることを求めている。
　即ち、高齢者の消費者被害の予防と救済の
ためには、高齢者の生活に密着したところで
活動している地域包括支援センター、社会福
祉協議会、介護事業関係者、民生委員、自治
会関係者、地域ボランティア等の関係者に被
害の早期発見の担い手となってもらい、速や
かな消費生活相談につなげられる関係を確保
することが重要であり、高齢者の見守者に対
しては、予防のための注意喚起、迅速かつ確
実な情報提供の継続の必要性を求めている。
2 同意見書の背景
～高齢化の進行と高齢者の消費者被害の急増
　我が国の65歳以上の高齢者は、2002年10月
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行った。その結果、4月の110番では67件、6月
の110番では88件の相談があり、その110番に
おいて当職が相談を受けた具体的内容および
全体的な相談内容の分析から、当職は未公開
株式取引被害に関して、以下の特徴があるこ
とを把握するに至った。
　①被害者の大多数は65歳以上の高齢者であ
る。②被害金額は比較的多額で、数千万円にお
よぶケースも稀でない。③業者は、ほぼ会社組
織をとっており、内部的には、株式の仕入役、
電話掛けによる営業役、クレーム対応役（上場
が延びているが近々上場しますので心配は不要
ですと顧客をなだめ、詐欺の発覚を防止する役
割）等、役割分担が為されている。④取り引き
されていた株式の銘柄は予想よりも多岐にわた
り、一般に知られていないが一定の技術をもつ
地方の中小企業の未公開株式も取引の対象とさ
れていた。⑤カラー印刷された立派なパンレッ
トを作成し、形式上体裁が整った販売資料を事
前に送付した上で高齢者への勧誘活動が行われ
ていた。⑥1社当たりの被害者が数百名に及び
被害金額も多額におよんでおり、一度被害が公
になると被害回復が困難となる。
4  未公開株式取引被害対策弁護団等の結成と
その後の活動

（1）被害実態の深刻さ
　上記の未公開株式取引被害の実態の深刻さ
と対応の必要性からすると弁護士会主催の110
番ではその機動性等から充分な対応が困難で
あった。すなわち、弁護士会の消費者相談は
週に2回のみで枠の拡大は法律相談センターの
枠組みの中で困難であること、相談内容につ
いての全体的な把握がなかなか困難であるこ
と等から全国に拡大している未公開株式の取
引被害に対する初期の活動、その後の監理と
いう観点から一定の限界が見受けられた。
（2）その後の対応
　その後当職らは、平成18年6月に当会消費者
問題委員会所属のメンバーを中心に約20名で未
公開株式取引被害対策弁護団を結成し、当職事
務所に事務局を置き、①国民生活センターと連
携を取り、未公開株式の取引被害の相談窓口と
なり、②被害件数の多い業者・銘柄については

現実の株券が送付される（本物）。ただし、同
株式は予定された時期に上場されることはな
く、上場されたとしても、購入価格よりはは
るかに低額である。しかし、多くの場合、同
株式の販売業者が、詐欺等で警察に逮捕され、
新聞報道されるまでは、有名企業の現実の株
券が手許に送付されていることもあり、被害
者は詐欺被害に気がつかないことが多かった。
2 同詐欺事例の報道等による社会問題化
　この点に関し、平成17年末頃になると未公開
株式の販売に関する被害が増えているとのテレ
ビのニュース、新聞等による注意喚起が頻繁に
行われるようになり、翌平成18年2月に至ると
警察も具体的に動き出すようになり、取引業者
およびその担当者らに対し、事務所の家宅捜
索、関係書類の押収等の強制捜査が入り、その
事実が新聞、テレビ等で報道されるに至った。
ただし、当初の強制捜査の被疑事実は詐欺では
なく、金融商品取引法違反によるものが多かっ
た。すなわち、当時の警察は、販売された当該
株式の上場可能性、上場時の価額についての虚
偽事実を首謀者、販売担当者が了知して共謀し
ていた事実の立証が困難と判断したため詐欺で
の立件に躊躇するケースが多かったが、金融商
品取引法は未公開株式の取引をするときに特定
銘柄について金融庁への届出義務（グリーンシ
ート制）があったところ、当時被害があった未
公開株式の取引業者はその大半が上記金融庁へ
の届出をしていない、所謂無登録業者であった
ため、先ず上記金融商品取引法違反で捜索・押
収手続を執り、その押収品から実態の捜査を行
うこととなったものである。
3  未公開株式取引被害の実態と弁護士会等を
通じての活動

　平成18年になると、弁護士会の消費者相談
での未公開株式取引被害の相談件数が急増し、
当会消費者問題対策委員会でも未公開株式取
引被害の救済対策が急務として認識されるよ
うに至った（当時、当職は消費者相談プロジ
ェクト部会の部会長であった）。そして、平成
18年4月には東京三会の消費者問題対策委員会
主催で、また同年6月には当会の消費者問題対
策委員会主催で、未公開株式取引被害110番を
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なくなってしまうという点である。
　以上から、高齢者の消費者被害については、
いくら規制を強化し、警察が取り締まり、弁護
士が救済に努力しても、業者はこれらを回避
すべく、様々な新たな手口を考案し、新たな
被害が発生していくということの繰り返しで
あり、これが近年高齢者の消費者被害が一向
に減らない一因と言えよう。また、現代社会
では、遊休資産が一定の高齢者に集中し（こ
の遊休資産が高齢者の貴重な老後資金ではあ
るが）、高齢者は孤独化している傾向も強く、
昨今の低金利時代では資産の目減りへの不安、
判断力・行動力の低下からつい業者の言葉巧
みな欺罔行為に引っかかってしまうという社
会状況も、被害が減らない要因と思われる。

今後の弁護士としての
活動方向についてⅢ

1 従前の弁護士による活動の限界
（1）弁護士による救済活動
　上記の高齢者の消費者被害に対し、当会を
含め、全国の弁護士は個別事件、弁護団によ
る集団事件を通じ、その救済活動に当たって
いるが、事後的救済については限界および制
約があることを否定できない。
（2）資産の散逸
　事後的に高齢者の消費者被害（特に利殖商
品投資型）が発覚した場合、業者、特に詐欺
業者の場合はその資産を隠蔽・費消し、被害
の大半は回収不能となることが多い。相談事
例でも回収可能性の説明をすると依頼を断念
する相談者も少なくない。ただし、被害が早
期に発見され、弁護士に依頼してほぼ100%に
近い回収が図れたケースもあるが、その場合
は業者がまだ活動中のケースが多く、実質的
に他の被害者の資産からの回収となっている
ものも少なくないという問題もある。
（3）警察の活動能力の限界
　被害の平均的解決という視点からすると、
警察が早期に速やかに詐欺業者への捜索・差
押え等を行い、資産を凍結した上で、弁護士
と連携して被害者の救済を図るのが理想であ

弁護団事件として集団処理をし、③警察が強制
捜査におよんだ案件については、その回収可能
性を検討し、その救済窓口となり集団訴訟の対
応をする等の活動方針を立てて、先ずは国民生
活センター、千葉県警、警視庁、愛知警察署等
を訪問し、強制捜査におよんだ事件の被害者救
済窓口となり、弁護団事件として幾つかの集団
訴訟等を行うに至った。また、同弁護団主催の
未公開株式等取引被害110番を平成19年、同21
年、同22年、同23年と行っている。
　平成18年、同19年の各地の警察の取り締ま
り（金融商品取引法違反による摘発）、新聞・
テレビによる注意喚起キャンペーンや弁護士
等による未公開株式取引被害に対する活動に
より、未公開株式取引被害は若干減少傾向と
なり、一定の成果を収めたかに見えた。
　しかし、平成21年になると未公開株式取引被
害が再び急増し始めた。これは、①既存株式を
未登録業者が販売する場合はグリーンシート
制による規制に抵触するが、自社による新株発
行は同規制に抵触しないことに目を付けた業者
が、自社株式発行会社と共謀して株式公開準備
室を設置し自社株式発行会社として未公開株式
の販売を行う手法に切り換えたこと、②また、
自社株式発行（増資）では従前の名の通った未
公開企業の株式と異なり対外的な信用に乏しい
ため、第三者から買い取りの勧誘（例えば、あ
る銘柄であれば1株60万円で買い取る等）を先
行させ、その後に当該会社の公開準備室名で購
入の勧誘（例えば、1株30万円で販売する等）
を行うという、いわゆる劇場型の手口が現れる
とともに被害が急増するに至った。
　また、株式の売買による法的規制を避けるた
めに、販売業者は株式ではなく、社債の販売と
いう手口に変更したり、投資事業組合を設立し
（太陽光発電を目的とするもの、海外のエネル
ギー開発を目的とするもの等）、同組合への1口
幾らの出資を募る手口、海外の不動産（リゾー
トマンション等）への出資を募る手口等、新た
な商品に籍口しての取引被害が次々と現れるに
至った。これらの消費者被害の特色は、一定期
間で利益を収め、社会問題化すると業者はすぐ
に事業所を閉鎖して姿をくらまし、連絡も取れ
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が、今後は具体的に各区の消費者部門と福祉
部門が連携し、①見守り者に対する高齢者へ
の注意喚起のための情報提供（ハンドブック、
見守りチェックシート、研修等）②注意喚起
の工夫（出前講演の実施、声かけ等の普及）
③対応マニュアルの作成・配付・チェックシ
ート等の配付等を町内会、老人クラブ等に対
して具体的に行っていく必要がある。

今後の課題Ⅳ
　上記のとおり、高齢者の消費者被害の救済
と予防については、当会では大田区社会福祉
協議会との協定により、福祉事業者が地域包
括センター等を通しての懇談会、法律相談等
の事業を履践してきたが、その成果をさらに
発展させ、継続的に福祉部門に対し消費者被
害のマニュアルを作成し、研修を行い、被害
発生防止のための見守りの強化・徹底を行い、
さらに地域警察とも連携し、早期発見、一般
的被害の予防に資する方向での努力が一層要
求される。 

るが、現在高齢者の投資被害は急増しており、
全ての詐欺事案について警察・検察が対応す
ることはできず、逮捕・起訴に至るケースは
ごく一部にすぎないのが現状である。
（4）被害防止対策の強化の必要性
　以上の点から、弁護士による事後的民事的
救済、警察による取締について、今後相互に
連携の上、これを強化していく必要性が高い
のは勿論であるが、そこには上記のとおり自
ずと限界があることも事実である。事後的救
済のみならず、被害の防止の対策をより一層
強める必要がある。
2 被害防止のための今後の方向性について
　東京三会では、日本弁護士連合会の平成25
年12月19日付意見書を受け、平成26年12月11
日東京23区区長に宛て「高齢者見守りネット
ワーク」の整備充実に関する要望書を執行し、
各弁護士会に担当区を決めて、各区担当者を
訪問し、具体的な施策を要望することとなっ
た。当職は、大田区、品川区、豊島区、板橋
区、千代田区、江戸川区、中野区の7区を担当
して近日中に訪問活動を終了する予定である
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