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≪１．開会≫
○河上委員長

それ では 、始めさせていただ きま す。

皆様、お忙しいと ころ をお集まりいただきまし て、ありがとうござ いま す。
ただ今から「消費 者委 員会」第239回本会議 を開 催いたします。
本日は阿久澤委員 、蟹 瀬委員、鹿野委員、 長田 委員が御欠席となり ます 。
それでは、配付資 料の 確認につきまして、 事務 局からお願いいたし ます。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記載 して おります。

資料１、資料２− １か ら２−４となってお りま す。それから、参考 資料 を付けさせていただ い
ております。
もし不足の資料が ござ いましたら、事務局 まで お申し出いただきま すよ うよろしくお願いい た
します。

≪２．探偵業に関する消費者問題について≫
○河上委員長

本日 の議 題は「探偵業に関す る消 費者問題について」 であ ります。

探偵業に関する消 費生 活相談の件数は、平 成19年に探偵業の業務の 適正 化に関する法律、い わ
ゆる探偵業法が施行 され てから減少傾向にあ りま したけれども、近年 にな って再び増加に転じ て
おります。中でも、 アダ ルトサイトに関連し た相 談が急増していると のこ とでありまして、国 民
生 活 セ ン タ ー か ら 、 今 月 15日 に 「『 ア ダ ル ト サ イ ト と の ト ラ ブ ル 解 決 』 を う た う 探 偵 業 者 に ご 注
意！」という注意喚 起が なされたところでも あり ます。
探偵業務の依頼者 の保 護のための施策につ きま しては、消費者基本 計画 の工程表にも探偵業 法
の運用の適正化とい うも のが盛り込まれてお りま して、警察庁におか れま して、探偵業者に対 す
る指導監督が実施さ れて いるところでありま す。
本日は先日の注意 喚起 の内容も含めまして 、探 偵業に関する消費生 活相 談の概況について国 民
生活センターから、探偵 業法の概要、運用の 適正 化の取組については 警察 庁から、それぞれ御説
明をいただき意見交 換を 行いたいと思います 。
国民生活センター 、警 察庁におかれまして は、 お忙しいところを御 出席 いただきまして、あ り
がとうございます。
それでは、大変恐 縮で すけれども、国民生 活セ ンター、警察庁の順 で、 それぞれ10分程度で 御
説明をお願いできれ ばと 思います。よろしく お願 いいたします。
○国民生活センター 小林 相談情報部相談第２ 課長
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それでは、御報告 をさ せていただきます。

国民生活センター 相談 第２課の小林でござ いま す。よろしくお願い いた します。
まず、この度はこ のよ うな貴重な報告の機 会を いただきまして、誠にあ りがとうございます 。
今 回 の 報 告 で は 、 日 々 、 当 セ ン タ ー を 含 む 全 国 の 消 費 生 活 セ ン タ ー に 寄 せ ら れ た 相 談 を PIO‑NET
に集積をしてござい ます ので、このPIO‑NETに集 積 されております「興信所」というキーワードで
分類された、いわゆ る探 偵業者に関する相談 の分 析とともに、具体的 な相 談事例、本件トラブ ル
に関する当センター にお ける取組等を御報告 させ ていただきたく考え てご ざいます。それでは 、
よろしくお願いいた しま す。
シート２を御覧く ださ い。こちらの図は、2011年度から2016年11月 まで に寄せられた相談の 件
数を年度別に示した もの でございます。特に 2014年度以降、増加傾向 が見 られます。また、青 い
部分、これはアダル ト情 報サイトとの解決を うた う探偵業者に関する 相談 を示した部分でござ い
ますが、この部分の 相談件 数の増加というもの が、探 偵業者の相談件数を 押し 上げておりまして、
2016年度におきまし ては 、全体の約68％がこ の解 決をうたう探偵業者 に関 する相談という形に な
っております。
続きまして、シー ト３ を御覧ください。こ ちら はどのような販売購 入形 態で契約し、トラブ ル
になったのかを分析 した ものでございます。2011年度を御覧いただき ます と、一番上に来てお り
ますのが店舗での契 約と なっておりますが、 年々 、通信販売を示す青 いラ インが増加をしてお り
まして、特に2014年 度以降 、インターネット通 販を含 む通信販売のトラブ ルが 急増しております。
後ほど具体的な事例を御 紹介させていただき ます が、増加をしてい る主な事 例といたしましては、
資料の例として挙げ てお りますように、消費 者ト ラブルに遭った消費 者が 検索サイトなどで相 談
先や解決方法を検索 し、そ こで見つけた「 無料相談」
「トラブル解決 」などとう たう窓口に相談を
したところ、実際は 探偵 業者に調査業務を依 頼し ていたというものでござ います。
続きまして、シー ト４ を御覧ください。シ ート ５以降で具体的な相 談事 例を御紹介させてい た
だきますが、探偵業 者に 関するトラブルは大 きく ２つの類型に分かれ ます ので、まずはこちら の
整理をさせていただ きた いと思います。
まず、消費者トラ ブル 、いわゆるアダルト サイ トが今、最も多いの です が、アダルトサイトの
ほか、出会い系サイ ト、 金融商品等に関する トラ ブル等の解決をうた う探 偵業者に依頼をし、 ト
ラブルとなるケース とい うものが１つ目の類 型で す。
２つ目、探偵業者に探 偵業の調査、いわゆ る素 行調査ですとか、家 出人 の調査などですが、 そ
ういった調査の依頼 をし 、トラブルとなるケ ース です。大きくこの２ つに 分けて事例を御紹介 し
たいと考えてござい ます 。
それでは、まずは １つ 目の消費者トラブル 解決 をうたう探偵業者に 依頼 をしてトラブルとな っ
た事例を４つ御紹介 させ ていただきます。シ ート ５から８がその事例 でご ざいます。簡単にポ イ
ントだけを御紹介さ せて いただければと思い ます 。
まず、シート５の 事例 １でございます。ア ダル トサイトとのトラブ ルに なった方が、何とか し
ようとしてインター ネッ トで検索し、見つけ た「 無料相談可能」とい う窓 口に電話で相談をし た
ところ「支払い を止められ る」
「絶対に解決 できる」
「 このままだと会社に 嫌が らせがある」
「裁 判
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にもなる」などと言 われ 、不安になって依頼 をし たという事例でござ いま す。
その後、コンビニ のフ ァクスで契約書のや り取 りをし、料金を払い 、契 約をしておりますが 、
４日後にビルの写真 ２枚 とアダルトサイト業 者自 体の確認がとれなか った という報告書が届い た
ということです。改 めて 契約書を読むと、依 頼し た内容が「企業調査 」と なっており、解決で き
ると言われて契約を した のに、説明と違うの で返 金してほしいという 事例 でございます。こう い
った事例が典型的な 事例 の一つでございます 。
続きまして、シー ト６ でございます。事例 ２、 こちらもアダルトサ イト のトラブルに遭った 方
が何とかしようとし てト ラブルになったもの です が、インターネット で「 消費者センター」を 調
べ、見つけたところ に電 話をしたという事例 でご ざいます。ここで電 話を した先で「解決する に
は５万円から７万円 かか る」と言われたので 、以 前、この方は消費生 活セ ンターに相談をした 経
験があったことから 、お金 がかかるのがおかし いと 思い、
「消費生 活センター ですか」と尋ね ると、
「公安委員会に届出 をし ているのでご安心く ださ い」と言われた。そ の場 で怪しいと思って電 話
を切ったが、名前や電話 番号を知られてしま った ということで、不安 にな り相談に至った事例 で
ございます。
続きまして、シー ト７ でございます。事例 ３、 こちらもアダルトサ イト のトラブルを何とか し
ようとして、ネット で相 談窓口を調べ、見つ けた 民間の相談窓口に電 話で 相談し、勧められて 調
査の契約をしたとい う事 例でございます。何 のた めに調査をするのかの説 明は覚えていないと い
う方だったのですが 、契 約書がファクスで送 られ てきて、言われたま ま記 載してファクスで返 信
をしてしまった後、 調査 を依頼する必要があ った のか疑問に思い、契 約を した１時間後にキャ ン
セルを申し出たとこ ろ、契約書どおりに解約手 数料 として依頼料の約50％、約４万6,000円を支払
うように言われたと いう トラブルでございま す。
続きまして、シー ト８ でございます。こち らは 投資関連のトラブル 解決 をうたう探偵業者と の
トラブルでございま す。 自宅の固定電話に知 らな い番号から着信履歴 があ ったので、かけ直し て
みると、
「投資詐欺会社を 調べている調査会社 だ。調査のリストにあなた の名 前があったのでヒア
リングしている。あ なた の過去の投資被害を ７〜 ８割は取り戻せる。 まだ 間に合うので調査し な
いか」と言われて、 それ であれば、生活に困 って いるので取り戻せた らと 思い依頼をして、約90
万円を支払ってしま った というものです。後 にな って、本当に被害額 を取 り戻せるのか不安に な
り、取り戻せないの であ れば解約をしたいと いう 事例でございます。
続きまして、探偵 業者 に調査を依頼しトラ ブル となるケースとしま して 、９枚目のシートの 事
例５を御紹介させて いた だきます。こちらは 、母 が父の不倫を疑い、 イン ターネットで探した 探
偵業者に連絡をした とこ ろ、担当者が来訪し 、そ の場で契約をした事 例で す。その後、調査が 行
われた３日間で120万 円の 請求を受けており、そのう ち70万円は前払いで 振り 込んでいるが、残金
の請求書が届いてい る状 態でした。当初の約 束で は調査をしたら翌日 には 報告書を出すという こ
とだったが、何度も 催促 してやっと出てきた 。ま た、報告書の内容も ずさ んだということで、 ト
ラブルになり相談に 至っ た事例でございます 。
こういった事例が 相談 現場に寄せられてい る相 談でございますが、続き まして、相談事例か ら
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見られる主な問題点 を御 紹介させていただけ れば と思います。シート10を 御覧いただければと 思
います。
まず、消費者トラ ブル の解決をうたう探偵 業者 に依頼し、トラブル とな るケースといたしま し
て、３点、問題点を まと めてまいりました。
まず「①インターネッ ト 上の広告やホームペ ージ の表示に関する問題 点」で ございます。
「トラ
ブル解決」を うたい、
「調 査」であるこ と表示して いないということ 。また 、自治体の消費生活セ
ンターに類似した名 称を 名乗り連絡をさせて いる ということ。さらに は、 料金に関して「無料 相
談」などと表示をし 、全 て無料だと思って連 絡を している消費者が多 くい るということでござ い
ます。
次に、シー ト11でござ います。
「②説 明時に関す る問題点」で ございます 。まず、契約す れば請
求が止まる、返金さ れる と消費者に誤解をさ せて いるということ。探 偵業 者へ依頼できる業務 が
「調査」であることをき ち んと認識させていな いと いうこと。
「訴えられる」
「 個人情報が漏れる」
など、消費者を不安にさ せ て急ぐような形で契 約を させているというこ と。さ らには、
「警察と連
携している」
「個人情報を 削除できる」などと事実と 異なる説明で信用さ せて いるという事例が多
く寄せられていると いう ことでございます。
続きまして 、シート12でございます。
「③調査結 果・解約時に関する問題 点」でござい ます。ま
ず、調査の結果が消 費者 トラブルの解決に必 ずし も役立つものではな いと いうことです。調査 結
果の例としまして、資料 に３つ示しておりま すが 、こういった結果が 戻っ てきた場合でも、消 費
者が解約を求めたり 返金 を求めたりすること に直 接役に立たないこと から トラブルとなるとい う
ことでございます。また 、キャンセルをする と、 高額な解約料を請求 され るということでござ い
ます。
続きまして、シー ト13を御覧ください。探 偵業 者に調査を依頼しト ラブ ルとなるケースにお け
る問題点でございま す。まずは「①業務に関 する 問題点」です。例え ば、重要事項について書 面
交付や説明を行われ てい ないためにトラブル とな った事例や、調査状 況等 について、十分な報 告
を行われていないた めに トラブルとなった事 例等 が寄せられています 。
次に「②料金に関 する 問題点」です。キャ ンセ ルをすると、高額な 解約 料を請求されるとい う
ものでございます。実際 に支払う料金に関し ては 、契約書に記載がな いと いうことは、やって み
ないといくらかかる かわ からないという実態 もあ るかと思いますが、 消費 者にとって、予想し て
いた金額より高額で あっ たという相談も寄せ られ ています。
以上が探偵業者に 関す る消費生活相談の現 状で ございますが、この よう な相談事例やトラブ ル
の発生状況を踏まえ まし て、当センターでは 随時 、消費者に注意喚起 を行 っています。シート14
に主なものをまとめ てま いりましたので、御 覧い ただければと思いま す。 なお、直近のものと い
たしましては、先日12月15日に記者説明会を 通じま してアダルトサイト との トラブル解決をうた
う探偵業者について 、消 費者に注意を呼び掛ける とともに、資料に記 載があります関係機関へ も
情報提供をさせてい ただ きました。今後、当 セン ターにおきましても 、引 き続き本トラブルに つ
いて注視してまいり たい と考えております。
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報告は以上でござ いま す。ありがとうござ いま した。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

警察 庁の生活安全企画課 長の 高須でございます。 よ

ろしくお願いいたし ます 。
では、続きまして 、10分頂戴いたしており ます ので、資料２で説明をさ せていただければと 存
じます。
資料２−１と資料２− ２で説明をさせてい ただ きたいと思います。 資料 ２−３は探偵業の業 務
の適正化に関する法 律で ありまして、資料２ −４ はその施行規則で細 かい ところを埋めている も
のになります。
まず、探偵業とい うも のでありますが、釈 迦（しゃか）に説法なの かも しれないのですけれ ど
も、どういうものを 捉え て行っているのかと いう ことを御説明申し上 げれ ばと思っております 。
そもそも探偵業と いう ものは、かつて何の 法的 規制もなく調査対象 者の 秘密を利用した恐喝 で
すとか、あるいは違 法手 段による調査といっ た問 題が元々あったもの であ ります。このような こ
とを踏まえまして、 平成18年の６月でありま すけれ ども、委員長の御指 摘の ありましたとおり、
この法律ができて翌 年の ６月から施行されたもの であります。
当時、新たな規制 の強 化ということもあっ て、 現に人権、消費者保 護の 観点から問題となっ て
いる業態について規 制の 網をかけていくとい うこ とから、その範囲を 相当 、いわゆる調査業、 興
信所というものより も絞 り込んだものとなっ てお ります。
そこで、その探偵 業の 定義でありますけれ ども 「探偵業務を行う営 業を いう」となっており ま
して、その探偵業務 であ るのですけれども「 他人 の依頼を受けて、特 定人 の所在又は行動につ い
ての情報であって当 該依 頼に係るものを収集 する ことを目的として面 接に よる聞込み、尾行、 張
込みその他これらに 類す る方法により実施の 調査 を行い、その調査の 結果 を当該依頼者に報告 す
る業務」というもの を探 偵業務としておると いう ことであります。主 たる ものとしては、浮気 調
査といったような素 行調 査ないし人捜しとい った 所在調査になるとい うこ とでございます。
探偵業者でありま すけ れども、営業所の所 在地 を管轄する都道府県 の公 安委員会に届け出を し
て、探偵業を営む者 をい うということであり ます 。
先ほど述べました 実地 の調査というところ をこ の資料２−１でも線 を引 いてございますが、 こ
の実地の調査という もの は、繰り返しになり ます けれども「面接によ る聞 込み、尾行、張込み 」
など現場に出向いて 行わ れる調査であって、 面接 による聞き込み等と 同程 度に対象者の権利利 益
を侵害する可能性の ある ようなものをいう。 例え ば、秘匿性のあるカ メラ を設置して、その解 析
を行う方法等が想定 され るということであり ます 。
その一方で、黄色 い部 分になりますけれど も、 適用除外のものがあ りま す。専ら、放送機関 、
新聞社、通信社その 他の 報道機関の依頼を受 けて 、その報道の用に供 する 目的で行われるもの、
これはまず除外をし てお ります。それから、 特定 人の所在、行動では なく て、単なる個人又は法
人の資産状況や経営 戦略 といった情報を収集 して いるもの、これも探 偵業 務ではないというこ と
であります。それか ら、 弁護士、公認会計士 、税 理士などが自ら受任 した 事務を行うために必 要
な活動というもの、 これ も探偵業務ではない とい うことであります。さら に、例の実地の調査 を
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行わないもの。電話 によ る問合せですとか、 イン ターネットを用いた 検索 ですとか、そういっ た
調査は実地の調査は 行っ てはいないというこ とで 、探偵業務ではない とい うことであります。
探偵業務かそうで ない かというのと、また 、そ の違法行為を取り締 まる 、取り締まれないと い
うものはまた別でご ざい ますので、それは何 であ ろうが取締りは行う とい うものになるという こ
とでございます。
探偵業のほうに戻 りま すけれども、この資 料２ −１の左下になりま す。 規制、義務等を課し て
いるところでありま す。 例えば欠格事由とい うこ とで、暴力団員等を 探偵 業者から排除してい る
ということ。そ れから、営 業所ごとに都道府県 公安 委員会に届け出を行 うと いうこと。それ から、
業務の適正化という こと で、例えば探偵業務 の実 施の原則として、探 偵業 務を行うに当たって 、
ほかの法令において 禁止又は制限されている 行為 を行うことができる こと となるものではない こ
とに、当たり前では あり ますけれども、留意 する とともに、個人の権 利利 益を侵害することが な
いようにしなければ なら ないということを明 確化 しております。
それから、契約の 適正 化ということであり ます が、先ほども契約の トラ ブルというお話があ り
ましたが、探偵業法 上で は、あらかじめ重要 事項 を記した書面を交付 して 説明しなければなら な
いといった規定がご ざい ます。その他、教育 等が あるわけであります 。
その右下のほうに 移り ますけれども、監督 とい うことで、都道府県 公安 委員会は探偵業者に 対
しまして、業務状況 の報 告の徴収ですとか、 資料 の提出の要求ですと か、 あるいは警察職員の 立
入検査というものを 行っ ております。それか ら、 探偵業者等が探偵業 法な いし探偵業務に関し て
ほかの法令に違反し た場 合におきます指示、 営業 停止といった行政処 分を 行うことができてい る
ということでありま す。
さらに、一定の違 反に 対して罰則規定もあ ると いうことであります 。
探偵業者に対する 、その 他、指導としま して、各 都 道府県警察において 講習 会等を通じまして、
法令遵守あるいは探 偵業 務の適正な運営に向 けた取組等について指導 をし ている状況でございま
す。
次に、資料２−２ 、平 成27年中の数字です 。平 成28年中はまだでき てお りません。申し訳ご ざ
いません。平成27年 中の 概況ということで御 説明 させていただければ と思 います。
届出状況でありま すが、平成27年末でありま すけ れども、5,667件という こ とで、これは法施行
後、初めて前年比減 とい うことであります。 減と いっても若干の減で はあ りますけれども、ず っ
と増えてきていたわ けで すが、平成27年、26年に ついて、ほぼ横ばい では ありますけれども、 若
干減ったということ であ ります。
また、新規の届出 が657件、廃止の届出が669件と いうことで、少なか らざ る出入りがあると認
識しておるところで ござ います。
次に、探偵業法の 検挙 状況ということであ りま す。表２に移らせて いた だきます。平成27年 は
５件１名という数字 にな っております。この ５件 １名というのは、１ 人が ５件やったというわ け
ではございませんで 、説 明をさせていただき ます と、この「検挙人員 」の１というものが「そ の
他」のところに入っ てご ざいますが、この１ 名は 何をしたのかという と、 廃止届を提出しなか っ
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たということで検挙 して おります。つまり、 それ で１件１名が抜ける とい うことになります。
あと４件残ってい るわ けでございますが、 その うちの１件は、やは り「 その他」のところに な
るのですけれども、 契約 前の書面を交付しな かっ たということで、１ 件が ございます。ただ、 こ
の人物はほかにより 重い罪を犯しておったの で、 こちらでカウントし てい ないということにな り
ます。したがって、 １件 ０名ということにな りま す。残り３件０名と いう ことになるわけでご ざ
いますが、その３件 は、 まず「重要事項説明 書虚 偽等」というところ がご ざいますが、これを し
たということが一つ です 。それから、契約前 の書 面を交付しなかった とい うものが一つ、それ か
ら、契約後の書面を 交付 しなかったというも のが一つ、これは同じ人 物で ありまして、その３ つ
をしたので３件にな って おりますが、この人 物も また、より重い罪を 犯し ておりますので、そ ち
らのほうで人員はカ ウン トされておりますの で、 ３件０名ということ にな ります。トータルで 探
偵業法の検挙状況と して は５件１名というこ とで ございます。
更に続けさせてい ただ きます。次に「（２）探偵 業務に関する他法令 違反 の検挙状況」と いうこ
とでありますが、特 に数 字としてとれてはい ない のですけれども、事 例を 少し説明させていた だ
きますと、営業所等 以外 の場所において、契 約締 結に際し、契約の解 除に 関する事項等の内容を
明らかにする書面を 交付 しなかったことから 、特 定商取引に関する法 律違 反で検挙した事例、 調
査対象者を執ように つき まとったことから軽 犯罪 法違反で検挙した事 例、地方公務員を唆し、 個
人情報を不正に入手 した ことから地方税法違 反で 検挙した事例、恐喝 未遂 でありますが、知り 得
た情報を元に被害者 から 金品を喝取しようと 企て た事例がございます 。
続いて、３ページ 目、 行政処分状況を申し 述べ ます。表３、表４の とこ ろでございますが、 廃
止命令が２件、停止 命令 が６件、指示が35件 とい うことでございまし た。 表３については２件 と
いうことではありま すが、この２件につきまし ては、探偵業者が覚せい剤 取締 法違反の罪を犯し、
懲役刑が確定したこ とか ら営業廃止命令を行 った 事例、それから、探 偵業 者が特定商取引に関 す
る法律違反及び探偵 業法 違反の罪を犯し、罰 金刑 が確定したことから 営業 廃止命令を行った事 例
がございます。
表４でありますけ れど も、停止命令の主な 事例 ということで紹介さ せて いただきますと、２ 段
目に「実施原則 違反」と い うものが１件ござい ます が、これは調査 対象者の女 性につきまとって、
軽犯罪法違反を犯す とと もに、その調査結果 がス トーカー行為に用い られ ることを認識してい た
にもかかわらず、探 偵業 務を行ったというこ とで 、63日間の営業停止 命令及び指示を行った事 例
がございます。
４段目の「書面交 付違 反」で、２件ござい ます 。１つ紹介させてい ただ きますと、依頼者と 契
約する際に、虚偽記 載の ある契約前の書面、 契約 後の書面をそれぞれ 交付 するとともに、営業 所
に備え付けていた従 業者 名簿に不備があった とい うことから、書面の 交付 義務違反等によりま し
て、51日間の営業停 止命 令及び指示を行った 事例 がございます。
また、指示の 主な事例で ありますけれども、
「書面 受理違反」とい うことで、これは契約締結に
際し、調査依頼者から書面 の交付を受けていな かっ たということで指示 を行 った事例、それから、
「業に関し他法令違 反」 ということでありま すけ れども、これはイン ター ネット上に開設した ホ
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ームページにおいて 虚偽 の記載をして軽犯罪法の 違反を犯したことに 伴い まして、指示を行っ た
事例がございます。
それから、資料は ござ いませんが、最後に 先ほ ども御説明がありま した 国民生活センターで 注
意喚起されているア ダル トサイトのトラブル 解決 をうたう探偵業者の 関連 で若干御説明申し上 げ
ます。この種の相談 、探 偵業者か否かという こと もあるのですけれど も、 いずれにしても、警 察
にも寄せられている とこ ろでございます。各 都道 府県警察においては 、自 らないしは消費生活 セ
ンターをはじめとす る関 係機関と連携いたし まし て、業者からの返金 を含 めた被害防止、被害 回
復に努めているとこ ろで ありますけれども、 現時 点において、探偵業 者の 検挙には至っていな い
ところでございます 。た だ、２年前の10月に なり ますけれども、いわ ゆる 契約トラブルで債権 回
収を依頼した者から 、請 求ばかりされて何も して くれないという相談 があ り、これは探偵業者 だ
ったのですけれども 、検 挙した事例がござい ます 。これは捜査の結果 、債 務者から債権回収を 行
う意思がないのに債 権回 収を行うかのように 装い 契約を締結して、100万円 を詐取していたとい う
ことで、詐欺で検挙 して おるところでござい ます 。
また、探偵業者で あれ ば、もちろん先ほど 申し 上げたような立入検 査等 を行うなどして対応 は
しているところでご ざい ます。
また、12月15日付 けで 国民生活センターか らの 情報提供を受けたと ころ でありますけれども 、
警察庁としましても 、そ の後、20日付けで全 国の 警察本部に指示をす ると ともに、同日付けで 一
般社団法人日本調査 業協 会及び全国調査業協 同組 合に対しまして、加 盟業 者に対するものでは あ
りますけれども、法 令遵 守の徹底指導等につ いて 要請したところでご ざい ます。引き続き、探 偵
業法の適正な運用に 努め てまいりたいと考え てお ります。
以上でございます 。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、た だ今の説明 の内容について 、御質問 、御意見のある方は発 言を お願いいたします。
いかがですか。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

探偵業 者の 加盟業者と加入して いな い業者というのはど れぐ らいの比率なのかと い

うのが質問の１点と 、振 り込め詐欺などは銀 行と か郵便局の協力で、 ポス ターなどを貼ること に
よって、かなり水際 で防 止されています。今 回の 探偵業者の場合は、 コン ビニでファクスを利 用
するような手口が多 いよ うなので、私の意見 なので すけれども、例えば 国セン の見守り情報の「『被
害金が取り戻せる』 とう たう探偵業者にご注 意！ 」みたいなものをコ ンビ ニに御協力いただい て
貼らせていただいた らど うかということが一 つで す。
もう一点なのですけれ ども、いかにも消費 生活 センターと誤認させ て契 約させている場合が 多
いので、この名称で すが、逆に消費生活セン ター も消費者センターと か消 費安全課とか、まち づ
くり何とかとか、そ の地 域によってすごく名 前が 違うのです。消費生 活の 相談するところは、 全
て「消費生活センタ ー」という名前に一本化 して もらって、ほかのと ころ は使えないとか、こ う
いう整備は難しいの でし ょうか。この３点を お願 いします。
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○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

では 、最初の２点を申し たい と思います。

繰り返しになりま すけ れども、届け出して いる 業者については、こ の資 料２−２で平成27年 中
5,667という数字があ るわ けでございますけれ ども、届け出をしていない 人た ちというのでしょう
か。その数字は把握 に至 っていないのが一つ でご ざいます。
それから、いわゆ る特 殊詐欺などでコンビ ニ等 々の協力を得ながら 注意 喚起のポスターを貼っ
たりうんぬんという もの もあるわけでござい まし て、正に特殊詐欺と ある 意味、似た部分もご ざ
いまして、新しい手 口か と思いますので、大 変貴 重な御指摘と思いま す。 何とか同じように考 え
てまいりたいと思い ます 。
○河上委員長

セン ター の呼称の問題はいか がで すか。

○国民生活センター 小林 相談情報部相談第２ 課長

確かに御指摘のと おり 、名称が各自治体の 設

置の状況によって名 称等 が異なっている実態 は私 どもも把握しております 。名称の一本化等に つ
いては私どものとこ ろで どこまでできるのか が難 しい部分がございま す。そのため、御回答す る
ことが難しいと感じ ます。
○河上委員長

これ は消 費者庁にでも言った ほう がいいかもしれませ んね 。

もう一つ、さっき の最 初の質問で、探偵業 界の 団体の組織率みたい なも のはあるのですか。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

組織 率は、正直多くはないの ですけれども、本年12

月現在で２つござい まし て、一つ、日本調査業協会 というところであり ます が、179業者でござい
ます。もう一つ、全 国調 査業協同組合という とこ ろがございまして、 その 全国調査業協同組合 と
いうところは64業者 でご ざいます。それぞれ12月 現在ということです 。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ うか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、先に国民生 活セ ンターにお伺いしま す。
資料の３ページ目 のと ころで、取引形態 が通信販 売が圧倒的に多いと いう ことになっています。
これは、その次のと ころ にあるアダルトサイ トと か出会い系サイトと いっ たものが多いという こ
との関係、あるいは 具体 的な事例で見ますと 、イ ンターネットのホー ムペ ージなどを見て電話 す
るなりして契約をし てい るということで、通 信販 売と捉えているとい う理 解でよろしいのでし ょ
うね。
それから、電話勧 誘販 売が一定数あるとな って いるのですが、これ はど ういう形態なのか。 と
申しますのは、これ は消 費生活センターでの 事例 検討などで、インタ ーネ ットのホームページ を
見て、しかも、それ は有 料の調査業務ではな くて、それこそ消費生活 セン ターであるかのよう な
呼称、無料の相談だ と思 って電話をかけたら 探偵 業務だったというこ とに なると、実はホーム ペ
ージで誘引するのが 当た るのかどうかという 特商 法上の適用の問題が ある のです。販売目的を 告
げないで電話をかけ させ ている、そして、契約に持 ち込んでいるという こと があるわけなのです 。
そういった取引形態 のカ ウント、電話勧誘販 売と 通信販売のところに つい てどういう捉え方で や
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っておられるのかと いう ところが一点です。
もう一点は、これ も資 料がないとなかなか 見極めはできないと思う ので すが、広告なり勧誘 の
説明では、あたかも 紛争 を解決する、請求を止め るとか回収するとい う説 明で入ってくるけれ ど
も、書面の中でまさ かそ うは露骨には書けな いの で、何らかの調査と いう ようになるのではな い
かと思うのですが、 そこ で書面上はどういう 調査 にしてあるのか。な ぜそ れをお伺いするのか と
いうと、これは後で 警察 庁の方にもお伺いし たい のですが、現地調査 とい うものが、探偵業法 の
要件になっています 。と ころが、いろいろ相 談事 例で私も聞き及ぶと ころ では、現地調査では な
くて、例えば出会い 系サ イトのような相手方 をネ ット上で特定をして 伝え るというようなこと に
なると、探偵業法に も当 たらないというよう なこ とがあるようなので 、そ の辺りが書面上の調 査
事項として現地調査 なの か、それ以外の調査 なの かということがある 程度 でも見えてきている の
かどうかということ につ いて教えていただけ れば と思います。
○国民生活センター 小林 相談情報部相談第２ 課長

御質問、どうもあ りが とうございます。

まず１点目の質問 につ いてですが、私ども も本 トラブルは、電話勧 誘販 売と同様の問題点が あ
ること等を検討いた して おります。また、事 業者に対しても電話勧誘 と同 様の問題点がある旨を
伝え交渉等をしてお りま すが、現状では、ホームペ ージには販売目的は 書か れてはいないものの 、
消費者が「ホームペ ージ」を見て誘引をされ るよ うな形で電話をして いる 中で勧誘を受け、契 約
に至っていますので 、事 業者としては通信販 売だ ということを主張し ています。そういう意味 で
は、多くの事例が通 信販 売というカウントに なっ ているかと思います 。つ まり、今の特商法に お
いて規定されている 電話 をかけさせる方法にホー ムページは入ってい ないことから、電話勧誘 販
売に規定されている 勧誘 のルール等は適用に なり ませんが、本トラブ ルは 、電話勧誘販売でト ラ
ブルとなりやすい点 等が 非常に共通していると感 じています。
２点目は、担当者から 御説明させていだた けれ ばと思います。
○国民生活センター 相談 情報部相談第２課担 当者

契約書等を見ます と、 大体どこの契約もそ う

なのですけれども、引っ かかったアダルトサ イト のサイト名、内容と して 、期間ですとか体制 と
か、現地調査をする とか 、あるいはデータ収 集、 サイト解析をすると か、 そういうことが記載 さ
れております。
○池本委員長代理

確認 ですが、第１の質問 のこ とで言うと、これは 昨年、訪問販売における ア

ポイントメントセー ルス でも同じ問題があっ た。ホームページとかSNSは 電磁 的方法による誘引で
はないので、電話を かけ させる方法に当たら ない 、あるいは来訪要請 に当 たらない、この問題 で
あろうと思います。
２点目は、正に現 地調 査と書いてあるもの もあ るけれども、サイト 上の 調査、あるいはサイ ト
の特定などというも のは 、探偵業法にも当た らな いケースも多数ある とい う理解でよろしいの で
しょうか。
○国民生活センター 相談 情報部相談第２課担 当者

すみません。説明 が不 足しておりましたが 、

現地調査とサイト調 査が 併記されているもの が多 く見られます。
○池本委員長代理

あり がとうございます。
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○河上委員長

警察 のほ うはよろしいですか 。

○池本委員長代理
○河上委員長
○増田委員

後で 。

では 、増 田委員、どうぞ。
警察庁 の方 にお伺いしたいと思 うの ですけれども、届け 出制 ということで、その 際

の確認の仕方という のは 、書面が整っている とい うことと、例えば実 態調 査というか、その住 所
に出向いて確認する とか 、そういうことはさ れて いるのかどうか。
それから、一定期 間経 過した後で実態とし て営 業しているのか、あ るい はまた情報が入った と
きに、私も情報提供 した ことがありますが、 そう いうときに、いろい ろな 情報の事実確認をし て
いただけているのか どう かをお伺いしたいと 思い ます。
また、サイト上の 問題 というものが結構ご ざい ますので、探偵業者 のホ ームページのサイト の
確認などがされてい るの かどうかをお伺いし たい と思います。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

１点 目についてでありま すけ れども、もちろん、 届

出の際にただ受けて いる だけではなくて、書 類面 、それから、実態面 とい いますか、審査とい う
ものはさせていただ いて いるところでござい ます 。あと、その後のフ ォロ ーというのか何とい う
のか、例えば年間大 体2,900ぐらいの立入りはし てお るところでございま すの で、半分以上ですね 。
今の業者の大体半分 ぐら い、といっても、結 構入 れ替わりがあるので 若干 あれはあるのですが 、
数的には立入りもそ れな りにはしておるとい うと ころがございます。
それから、ネット のほ うはちょっとお待ち いた だけますか。
○警察庁生活安全局 生活 安全企画課担当者

ネッ トのほうですが、こ ちら のほうも情報提供な ど

をこちらで確認して 、内 容などを精査してい ると ころであります。情 報提 供に基づいて立入り を
実施して、探偵業法 に当 てはまるものでした ら、 業法で処分できるも ので したら処分、当たら な
いのであれば、他法 令違 反などを検討し、そ れに 見合った刑罰法令を 駆使 していくという形で や
っております。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

警察庁にお伺いし たい と思います。
探偵業法ができた のが 平成18年制定、19年 施行 ということは、これ は国 民生活センターの資 料
の２ページ目で言う と、こ れは2011年以降の数 字し かないのですが、2006年と か2007年の頃には、
恐らくネット上で誘 って 、しかも、調査事項 もネ ット上の相手方を特 定し たりとかというよう な
問題は、恐らく平成18年 当時の立法事実とし ては 余り想定されていな かっ たのではないかとい う
気がします。ただ、 当時 雑誌広告とか、いろ いろ な広告の中で誇大な 表示 をしているものは若 干
あったのではないか とも 推測するのですが、 広告 規制が現在の探偵業 法に は全く欠けていると い
うところが、こうい った 今の事態を招いてい る一 つの大きな要因では ない かと思うのです。広 告
規制のことは、これ まで 何か検討なさったこ とが あるのか、それとも 、今 回のこの事態でまと め
て検討し直す必要が ある ということなのかと いう 点が一点です。
それから、先ほど 御報 告の中でも適切に問 題の 所在を指摘していた だい ていますが、実地の 調
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査をするという本来 的な 探偵調査業が適用対 象で すが、今、ネット上 の相 手方の所在を捜すと 称
していろいろ業務を する というのは、現地調 査で はないものがむしろ 多い のではないかと思う の
です。実は先ほど国 民生 活センターの方にお 伺い したところは、現地 調査 と両方記載してある と
いうことがありまし たが、別で接したものに つい ては、現地調査的な もの はなくて、専らネッ ト
上の相手方の特定と いう ようなことだけだっ た。 そうすると、探偵業 にも 当たらないのかなと い
う感じがします。そ うい う意味では、現時点 の探 偵調査と称する業務 の実 地調査とそれ以外の も
のをもう一度見直し てい く必要があるのかな とい う問題意識を持って いる のですが、その辺り は
どう受け止めておら れる のかの２点について お伺 いしたいと思います 。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

それ では、お答えさせて いた だきたいと思います 。

私のほうの回答と して は、結局は１つにな るの かなという気もする ので すが、広告規制のほ う
から申し上げたいと 思い ます。これは、法の 制定 時から広告の規制は どう するのかというのは 議
論があったように理 解し ております。結局、 御指 摘のとおり探偵業法 では 結果において広告規 制
は盛り込まなかった とい うことがございます 。
それから、それと の関 連でもあるのですけ れど も、当時の記録など でも 、経産省の特商法で の
お話というものもち ょっ とあって、それとの デマ ケのようなところも ある のかもしれませんが、
この探偵業法という のは、警察庁で所管するこ とに なったことも、あく までも 暴力団の排除とか、
いわゆる探偵業務、 いわ ゆる実地調査、尾行 、張 り込みのような話が あっ て、そういう中身か ら
伴う違法な調査です とか 、そういったトラブ ルの ようなことがあって 、そ ういった部分にスポ ッ
トを置いてというか 、着 眼してということで 置か れたと当時の記録も ある ところがございます 。
そのとおり、広告の 規制 が探偵業法上は乏し いと いうことと、ネット につ いても余り想定がさ れ
ていなかったという のは御指摘のとおりなの かな と思っております。 また 、実地の調査という 部
分での絞りが、今に おい てちょっと絞り過ぎ てい るのかなというのは 、あ り得る話と解してお り
ます。
その一方で、先ほ どの 制定時のときの記録 等を 振り返りますと、探 偵業 者かどうか、探偵業 務
かどうかというより も、 商取引の話をベース とし て、とかくそういう もの はよくないという話 に
なるのかなという気 もし ておりまして、その 点は 、私は不勉強でもご ざい ますので、特商法等 と
の境ですとか、ある いは 主務官庁との連携と いう ものもより必要なの かな と認識しているとこ ろ
でございます。
以上でございます 。
○池本委員長代理

あり がとうございます。

今のことに関連し て申 し上げますと、探偵 業法 は特定商取引法の適 用除 外業種には入れてい な
いのです。それは恐 らく 、今おっしゃったよ うに 、取引適正化そのも のと いうよりは、暴力団 排
除とか、法目的がそ ちら に重点が置かれてい て、 取引適正化そのもの では ない。もちろん、書 面
交付義務はあるにせ よで す。そうすると、広 告を 見て通信販売の方法 で契 約をするのであれば 、
特商法に基づく規制 なり 、あるいは電話勧誘 販売 に当たるかどうか、そこ を規制するという、 そ
ちらで対処する方向 で今 後も進めるのか。あ るい は、探偵業法そのも のが 取引適正化も視野に 入
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れて広げていくのか とい うことは、２つの法 律の 調整の問題も、まず 入り 口を整理する必要が あ
るということになり ます かね。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長
○池本委員長代理
○河上委員長

はい 。

あり がとうございます。

なか なか 難しいですね。探偵 業務 という要件に当たら ない ような人たちは、こ れ

は普通の役務提供事業者 ということになるの です か。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長
○河上委員長

はい 。

そう する と、無届けの人と通 常の 役務提供業者が混在 して いる可能性がありま す

けれども、そういう 場合 に、無届けの人はど うい う位置付けになるの です か。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

無届 けで探偵業務を行え ば、正に探偵業法違反に な

りますので、取締り の対 象になる整理でござ いま す。探偵業務をする かし ないかというところ に
尽きるかと思います 。
○河上委員長

それ はこ こで聞いてもしよう がな いのですけれども、池本 委員、特定商取引法 に

よる規律は、両方と もに関わるという前提で よろ しいのですかね。
○池本委員長代理

もち ろん、探偵業法その もの が適用除外になって いな いので、探偵業法上 の

探偵調査業務もです し、 探偵業法にないそれ 以外 の調査業務も、どち らも 通信販売とか電話勧 誘
販売の方式である限 りは 、全部適用対象には なる 。
ただ、今のことで 申し 上げますと、探偵調 査特 有の問題として、余 りほ かの人には知られた く
ない、内々に相談し て内 々に調べてもらうと いう 問題がありますから 、現 地調査を伴わないも の
はフリーハンドだと いう 状態は、どう見ても いび つだという気はする ので す。だから、仮に取 引
適正化を特商法とす み分 けをするとしても、 探偵 業法の射程の中でカ バー すべき範囲というも の
は今、確実に出てき てい るのかなという気が しま す。それが一点です 。
ちょっと意見を申 し上 げる感じになるので すが 、もう一つは、相談 の中 でよく出てくるのが 、
どこまで何を調査し たの かはっきりしないま まに、もう調査を済ませ たの だとか、あるいは高 額
の違約金を請求する とか ということがあって 、正 に内々に調べること だか ら全然客観的に検証で
きない非常に不利な 契約 条件になっていて、 これ は通信販売で規制の しよ うもない問題なので 、
探偵業法の中で捉え てい く分野がどうしても 残る のかなという気はす るの です。それがどの範 囲
までになるのかは見 えな いところはあるので すが 。
○河上委員長

それ は品 質の確認などを考え 始め ると、
「探偵士 」みたいな「サムライ 」としての

資格とか技能という もの が一定の品質保証が され ないと無理ですね。
ほかにいかがです か。
中原委員、どうぞ 。
○中原委員

先ほど 、届け出をしている業者 につ いては半数以上立入検査 をされているという こ

とだったのですが、他方 で、無届営業につい ては 、検挙件数は年間１ 件程 度ということでした 。
これは、たまたま何 か別 の犯罪などを起こし て発 覚したということな ので しょうか。無届けの 業
者について、どの程 度、 また、どのようにし て把 握されているのかを 教え ていただけますでし ょ
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うか。
○警察庁高須生活安 全局 生活安全企画課長

数字 的なものが出せるの かは あれなのですけれど も、

なかなか実際に検挙 する のかどうかという問 題と 、いずれにしても相 談ベ ースで探偵業かどう か
とは別に、何かトラ ブル があるとかというよ うな 当事者に対して警察 が関わって、解決という の
か検挙というものも あろ うかと思います。そ の中 で、探偵業法違反、 無届 営業で検挙したもの が
１件だったというこ とに なろうかと思います 。言 い訳めいたことにな って まいりますけれども 、
そういった相談対応 とい うことになってきま すと 、現場でなかなかい ろい ろなケースがあって 、
数として拾えていな いと ころがございますの で、 決して全然ゼロとい うわ けではないというこ と
は御理解いただきた いと 思うのです。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

大体、よろしいで すか 。
どうもありがとう ござ いました。アダルト サイ ト業者とのトラブル 解決 をうたう探偵業者に つ
いての相談が急増し てい る。これは事実とし てあ るわけでありますけ れど も、恐らくほかにも 探
偵業に関する消費者 問題 が結構潜在している 可能 性はあるかと思いま す。 なかなか表に出てき づ
らい業態でもあろう かと 思います。
今日は国民生活セ ンタ ーから消費者問題の 状況 でありますとか、あ るい は探偵業法に基づく 警
察庁の取組状況とい うも のについて説明いた だい てよくわかりました 。警 察庁では相談件数の 多
い事業者についても 立入 検査などを積極的に 行っ ておられるというこ とで ありまして、一定の 行
政処分を実施していると いうお話もございま した 。差し当たってのお 願い としては、やはり探 偵
業法による規制の枠 組み の中で、警察庁にお いて より一層厳しく指導 監督 を行っていただくと い
うことでお願いした いと 思います。
当委員会としても 関心 は持っておりますの で、 警察庁におかれまし ては 、相談件数が増加傾 向
にあることを踏まえ て、指導監督に加えまし て、 相談の動向、内容、更に は探偵業者の動向な ど
を把握の上、万全の 対応 をいただきたいと思 いま す。
今日は、国民生活 セン ター及び警察庁にお かれ ましては、お忙しい 中、 審議に御協力をいた だ
きまして、誠にあり がと うございました。

≪３．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は、以上になりま す。

最後に、事務局か ら今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

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

を通じてお知らせさ せて いただきます。
なお、この後、委 員間 打合せを行いますの で、 委員の皆様は、委員 室に お集まりください。
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○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところをお集 まりいただきまして 、あ りがとうございまし た。
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