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手配旅行のトラブル

― インターネットでの申込みを中心に ―
上田 孝治

（神戸さきがけ法律事務所）
Ueda Koji 弁護士

日弁連消費者問題対策委員会幹事。主著（共著）に『Ｑ＆Ａ 旅行ト

ラブル 110 番 －旅行者のための法的知識－』
（ 民事法研究会）、

『コンメンタール消費者契約法〔第 2 版〕』
（商事法務）がある。

手配旅行は、旅行業者が宿泊先などを個別に手

手配旅行とは何か

配するだけで、旅行業者が旅行計画を作成する
ことはありません。

手配旅行とは、旅行業者が旅行者の委託を受
け、旅行者のために代理・媒介・取り次ぎをす

手配旅行にはこのような特徴があり、手配旅

ることにより、旅行者が運送・宿泊機関等の提

行業者が善良な管理者の注意をもって旅行サー

供する運送・宿泊等のサービスを受けることが

ビスの手配をしたときは、旅行業者としての債

できるように手配することを引き受けることで

務の履行は終了したとされます
（手配約款３条）
。

す
（標準旅行業約款・手配旅行契約の部
（以下、

したがって、手配旅行の場合、結果的に手配が

手配約款）２条１項、旅行業法２条５項）
。

できなかったとしても、旅行業者が当然に責任

ここでいう「代理」
とは、旅行業者が、旅行者

を負うわけではなく、逆に手配料等を旅行者が

の代理人として運送・宿泊契約等を行うことを

支払わなければならないことがあります。この

いい、旅行者が運送契約や宿泊契約等の契約当

点、企画旅行では、日程どおりの運送や宿泊等

事者となります。他方、
「媒介」
とは、旅行業者

を旅行業者が確保しなければなりません
（標準

が旅行者に対して運送・宿泊機関等を紹介して、

旅行業約款・募集型企画旅行契約の部
（以下、

契約が成立するように事実上尽力すること、
「取

募集型企画約款）
３条、同・受注型企画旅行契

り次ぎ」とは、旅行業者自らが運送・宿泊契約

約の部
（以下、受注型企画約款）
３条）
。また、手

等を行い、その代金を旅行者が出すことをいい

配旅行の場合、企画旅行と異なり、旅行業者は

ます。

旅行者に対し、旅程管理責任
（旅行者の安全か

手配旅行業を営むには、旅行業法により定め

つ円滑な旅行の実施を確保し、旅行が計画どお

られた登録をする必要があり、無登録営業は、

りの内容で実施されるよう必要な措置を講じ

100 万円以下の罰金に処せられます（旅行業

る）
、旅程保証責任（一定の重要な旅程変更が生

法＊ 1 29 条１号）
。

じた場合に、旅行業者に過失がなくても一定の

手配旅行は、旅行業者による旅行に関する計

変更保証金を支払う）
、特別補償責任
（旅行参加

画の作成を要素とするかどうかで企画旅行と区

中に発生した偶然の事故により旅行者が損害を

別されます。企画旅行は、いわゆるパックツアー

受けた場合､ 旅行業者に過失がなくても、その

等のことですが、旅行業者が旅行に関する計画

損害の程度に応じて、補償金、見舞金を支払う）

（旅行の目的地や日程等）を作成するのに対し、

という旅行業法および標準旅行業約款に基づく

＊１

３つの責任を負いません
（募集型企画約款 23

以下、特に断りのない場合、条数は旅行業法の条文を指す。
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条、28 条、29 条、受注型企画約款 24 条、29 条、

空券等の運送サービスや宿泊施設の手配を

30 条）。

行っている事業者のことです。消費者との

このように、手配旅行と企画旅行とでは、旅

間で結ばれる契約は事業者の拠点の法律に

行業者に課せられる義務や責任が大きく異なり

基づくこととしていることが一般的です。

ます。しかしながら、例えばいわゆる
「フリー

日本国内においても、数多くの海外 OTA

プラン」は、航空券や乗車券等と宿泊をセット

が事業を展開していますが、旅行業法の適

にし、それ以外は自由行動というかたちで旅行

用を受けないとされているためトラブルも

会社が販売している商品ですが、これは募集型

多発しています。

企画旅行とされているように、両者の区別は実
際には微妙な場合もあります。したがって、旅

広告に関する規制

行業者が
「手配旅行」であると説明したうえで、
実質的には企画旅行を行っていることもあり、

インターネットを利用した手配旅行の広告に

その場合には、旅行業者が法 12 条の 10 に従っ

ついては、旅行業法上、広告が優良誤認や有利

て旅行の円滑な実施を確保することが求められ、

誤認であってはならないこと
（法12条の８）や、

標準旅行業約款の定める旅程管理責任、旅程保

旅行業務取扱料金
（いわゆる手配料）
をサービス

証責任、特別補償責任を問われることがありま

の対価とは別に定めて表示しなければならない

すし、当該旅行業者の登録の種類によっては無

（法 12 条１項）といったほか、特に規制はあり

登録営業となることもあります。

ません。

また、旅行者自身もこのような手配旅行と企

この点、募集型企画旅行については、
「募集型

画旅行の違いを意識して契約することは少なく、

企画旅行の表示に関する公正競争規約」
により、

そのため、手配旅行であっても企画旅行のよう

写真・イラスト等の表示基準や用語の使用基準

なイメージで旅行業者の責任を問う傾向が強く

等が細かく定められていますが、手配旅行につ

なります。特にインターネット取引の場合、店

いてはこのような規約はありません。また、旅

頭で直接説明を受けることがなく、旅行者自ら

行業法上の旅行サービスについては、特定商取

がウェブサイトの内容を細かく確認しなければ

引法
（以下、特商法）
の適用が除外
（特商法 26 条

ならないため、より手配旅行と企画旅行の違い

１項８号ハ）されていますので、特商法の広告

を意識しづらくなっているようです。

に関する規制の適用もありません。

さらに近時は、
インターネットの発展により、

したがって、手配旅行の広告については、特

旅行業法の適用を受けないとされる、いわゆる

別の規制はなく、景品表示法等の一般規定によ

場貸しサイト（ホテルや旅館の宿泊情報を掲載

り規制されることになります。

するサイトを施設側に提供し、料金やプランの

契約の成立までの流れ

設 定 を 任 せ る ）や、海 外 OTA
（Online Travel
Agent）
等も出現しており、旅行業法の定める旅

まず、旅行業者がインターネットを利用して

行の種類の区分が曖昧になっていると指摘され

旅行業務を行う場合には、旅行取引を行うウェブ

ているところです

サイトを管理する営業所について、旅行業務を

あいまい

＊2

。

取り扱う営業所としての登録を受ける必要があ

海外 OTAは、営業拠点を海外に置き、イ

るとされています＊ 3。

ンターネットを活用して、国境を越えて航
＊２

そして、手配旅行契約の締結に際しては、イ

観光庁
「旅行産業の今後と旅行業法制度の見直しに係る方向性に
ついて」
（平成 26 年 5 月） 
http://www.mlit.go.jp/common/001040390.pdf

＊３ 「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱について」

（平成 19 年 12 月 17 日 国総観事第 289 号）

以下、「インターネット旅行業務取扱」という。
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ンターネット上の販売画面において、手配を引

は、日本国内に営業所を持つ旅行業者等が行う

き受けようとするサービスの内容等に関する取

旅行業務のために利用されるウェブサイトを運

引条件の説明
（法 12 条の４）を行うことになり

営する場合について必要な事項を定めたもので

ます。これについては、ウェブサイト上に取引

すが、旅行業者が手配旅行の広告をポータルサ

条件説明書面が掲示され、その内容を了承した

イト等に出し、当該広告にリンクされた旅行業

旨のアイコンをクリックする等により旅行者が

者のサイトで旅行を販売する場合や、旅行業者

了承した場合に限り、取引条件の説明が行われ

がポータルサイト等の提供するシステムを利用

たとして、取引を進めることができることとさ

して、旅行を販売する場合にも適用があるとさ

れています＊ 3。

れています。

その後、申込内容の入力画面で、必要な情報

契約の成立時期

を入力することになります。
もっとも、
インター
ネットを利用する場合は、誤入力などにより意

手配旅行契約は、旅行業者が契約の締結を承

図しない申込みをしてしまう可能性がありま

諾し、申込金を受理したときに成立するのが原

す。そこで、旅行者が入力内容を確認するペー

則
（手配約款７条）ですが、書面による特約を

ジを設け、入力内容を確認した旨のアイコンを

もって、申込金の支払いを受けることなく、契

クリックする等により旅行者が了承した場合に

約の締結の承諾のみにより、手配旅行契約を成

限り、契約を締結することができるものとされ

立させることができます。この場合、旅行契約

ています＊ 3。つまり、入力画面における確認と

の成立の時期はこの書面の中で明らかにしなけ

は別に、申込内容確認画面においても申込内容

ればなりません
（手配約款８条）
。具体的には、
「契

の確認が必要とされています。

約締結承諾画面がウェブページ上に表示された
時点をもって、旅行契約が成立するものとしま

なお、仮に旅行業者が申込内容確認画面を設

す」
などと表示されます。

けていなかったために、旅行者が意図しない申

また、これとは別に、インターネット等の通

込みをしてしまった場合、
「電子消費者契約及び

信手段で手配旅行契約を申し込み、支払いをク

電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」
（電子消費者契約法）
３条の確認措置を講じてい

レジットカードで決済する場合
（通信契約）につ

なかったことにもなります。よって、旅行者が

いては、旅行業者が申込みを承諾する旨の通知

意図しない手配旅行契約の申込みをしたことに

を発したとき
（なお、電子承諾通知の場合は、

ついて重大な過失があったとしても、旅行者は

通知が旅行者に到達したとき）に契約が成立す

民法95条により手配旅行契約の錯誤無効を主張

るとされています
（手配約款７条２項）
。
このようにインターネットによる手配旅行契

することができます。
そのほか、インターネットを利用した手配旅

約については、申込金の受理なしに契約が成立

行の取引条件説明書面や契約書面で記載すべき

する場合が広く認められており、契約の成立時

具体的な内容や記載方法については、
「インター

期はキャンセル料の発生時期とリンクしていま

ネット旅行業務取扱」に基づき旅行業協会が作

すので、注意が必要です。

成した「インターネットを利用した旅行取引に

契約の解除

関するガイドライン＊ 4」
（平成 20 年１月）
で詳細
に説明されています。なお、このガイドライン
＊４

手配旅行においては、旅行者はいつでも契約
の全部または一部を解除することができます
（手

 般社団法人日本旅行業協会（JATA） 
一
http://www.jata-net.or.jp/jatainfo/etbtsystem/pdf/guideline.pdf
一般社団法人全国旅行業協会（ANTA） 
http://www.anta.or.jp/law/pdf/internet-guideline_h2001.pdf

配約款 13 条１項）
。もっとも、この場合旅行者
は旅行業者に対して、①旅行者が既に提供を受
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けた旅行サービスの対価としての費用
（運送・宿

東京地裁平成23年７月28日判決＊６があります。

泊機関等に対して支払わなければならない料金）

この事案において裁判所は、

②旅行者がまだ提供を受けていない旅行サービ

この約款は、旅行者が本件契約を解除し

スに関する費用
（運送・宿泊機関等に対してこれ

た場合には、同人は、①既に旅行者が提供

から支払わなければならない取消料、違約料等）

を受けた旅行サービスの対価、②取消料、

③旅行業者所定の取消手続料金＊５ ④旅行業者

違約料その他の運送・宿泊機関等に対して

が得るはずであった手配料（取扱料金）、を支払

既に支払い、又はこれから支払う費用の負

わなければなりません
（手配約款13 条２項）
。こ

担、③旅行業者に対し、所定の取消手続料

のことは、旅行者が所定の期日までに旅行代金

金及び同社が得るはずであった取扱料金を

を支払わないといった旅行者の責に帰すべき事

支払わなければならない旨を定めているも

由により、旅行業者が旅行契約を解除した場合

のであって、その内容に照らせば、消契法

も同様です（手配約款 14 条）
。

９条１号の
「平均的な損害」
の内容を一般的

各旅行業者のホームページには
「旅行業務取

に定めたものと解される。

扱料金」と題して、取扱料金や取消手続料金が
具体的に定められているとともに、
「旅館・ホテ

として、手配約款の消契法９条１号適合性につ

ルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります」

いて以下のとおり判断をしました。
まず、航空券代、出入国税等、ホテルの取消

等と記載されています。

手数料については、

他方で、旅行業者の責に帰すべき事由により
旅行サービスの手配ができなくなったときは、

被告は、
本件約款に基づき、
原告
（旅行者）

旅行者は旅行契約を解除することができます。

が自らの都合によって本件契約を解除した

この場合、旅行業者は旅行者が既に提供を受け

こと
（本件航空券については発券手続後に

た旅行サービスの対価として支払わなければな

解除したこと）によって生じた航空会社や

らない費用を除き、旅行者に払い戻しをしなけ

本件ホテルに対して支払うべき取消料・違

ればなりません。また、払い戻されたもの以外

約料に相当する額の返還を拒絶している

に旅行者に損害が生じている場合は、
旅行者は、

が、これらの取消料・違約料に相当する額

別途、旅行業者に対して損害賠償請求すること

を、原告のために本件航空券や本件ホテル

ができます（手配約款 15 条）
。

の手配を行ったに過ぎない被告
（旅行業者）

キャンセル料に関する裁判例

が負担しなければならない理由はないので
あるから、これらの取消料・違約料相当額

まず、航空券およびホテルの手配を依頼する

（本件航空券の航空券代、出入国税等、本件

ことを内容とする手配旅行契約を旅行業者との

ホテルの取消手数料）
は、原告が本件契約を

間で締結した旅行者が、
契約を解除したところ、

解除したことによって被告に生じた
「平均

手配約款に基づいて事務手数料および多額の違

的な損害の額」の範囲内のものとして、被

約金
（取消手数料等）
を負担させられたと主張し、

告に返還義務を生じないと解するのが相当

キャンセル料の規定のうち消費者契約法
（以下、

である。

消契法）
９条１号の
「平均的な損害」
を超える部分
について無効であるなどと主張したものとして、

と判示しています。

＊５

＊６ 『判例タイムズ』

1374 号 163 ページ

旅行者が手配旅行契約を解除したことで、旅行業者が既に手配
を完了している運送・宿泊機関等と再度連絡をとり、旅行者の
ために新たに予約手配取消し等の事務手続を行うことに対する
対価
（取消手数料）。
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つまり、航空券発券後のキャンセルについて、

地域に存する他の宿泊施設においては、宿

手配旅行業者が航空会社と交渉して返還されな

泊前日の取消料について、宿泊料金の 20%

かった分については、旅行者がまだ提供を受け

から 100% までと宿泊施設ごとに大きく異

ていない旅行サービスに関する費用
（運送・宿

なる金額を定めており、他に基準となるべ

泊機関等に対して支払わなければならない取消

きものが見当たらない。

料、違約料等）を旅行者が負担すべきとする手
配約款は消契法に違反しないということです。

と判示しました。そのうえで、宿泊料金等から

これにより、運送・宿泊機関等に支払わなけれ

キャンセルにより旅館が支出を免れることがで

ばならない取消料等の実額は
「平均的な損害」
の

きたであろう額を差し引いた損害額を
「平均的

範囲内であり、その全額を旅行者が負担すべき

な損害」
に当たるものとして、取消料に関する合

ことになります。

意の一部を無効としました。要するに、手配旅

かか

また、手配旅行に係る取扱料金・手配料金に

行でキャンセルがあったときに、宿泊機関が定
める取消料を支払う旨の記載があるケースで、

ついて、裁判所は、

この宿泊機関の定める取消料の定めを、消契法

手配旅行に関する取扱料金についても、

で一部無効として返金を認めています。

被告は、本件契約に基づいて本件航空券及

なお、この事案では旅行者が旅行業者に手配

び本件ホテル予約の手配を完了したのであ

料の返還も求めていたようですが、本判決の原

るから、本件契約の解除によって被告に生

審でこの請求は認められず、この部分について

じた「平均的な損害の額」
の範囲内のものと

は控訴もされなかったようです。

して、被告に返還義務を生じないと解する

手配先でのトラブルと旅行業者の責任

のが相当である。
と判示しています。

手配旅行は、旅行者が自由に行程を決め、そ

つまり、手配料
（取扱料金）
については、そも

れに合わせた運送・宿泊機関等の手配を旅行業

そも旅行業者としての手配債務を完了しており、

者にしてもらうという性質のものです。そのた

その対価である取扱料金は
「平均的な損害」
の範

め、前述のとおり手配旅行業者は、善良な管理

囲内とし、これを旅行者負担とする手配約款の

者の注意をもって旅行サービスの手配をすれば

定めは消契法に違反しないとしたわけです。

それで責任を果たしたことになり、旅行業法お

また、手配旅行で旅館の宿泊予約をした旅行

よび標準旅行業約款に基づく旅程管理責任、旅

者が、予約を取り消した際に旅館に支払った取

程保証責任、特別補償責任という３つの責任を

消料について、「平均的な損害」
を超える取消料

負いません。

の額を定める部分は無効となるなどとして、不

もちろん、手配旅行業者とはいえ、民法、消

当利得返還請求を行った事案について、東京地

契法等に基づく一般的な責任を問われる可能性

裁平成 23 年 11 月 17 日判決
（控訴審） は、

はありますが、企画旅行のような特別の保護は

＊７

ありません。したがって、旅行者が、手配先の

手配旅行契約に基づく宿泊施設の予約の

運送・宿泊機関等において事故にあったとか、

取消料については、企画旅行契約における

手配したホテルが送迎してくれるはずだったの

標準旅行業約款のように、業界における標

にしてもらえなかったといったようなトラブル

準約款が存在せず、また、被控訴人＊８と同

が発生した場合でも、手配旅行業者の責任を問
うのは容易ではないことに注意が必要です。

＊７ 『判例時報』

2150 号 49 ページ
＊８

被控訴人は旅館である。
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インターネットで申し込む手配旅行をめぐる消費者トラブル
特集 2 手配旅行のトラブル ― インターネットでの申込みを中心に―

（参考）
手配旅行、企画旅行に関する法規制等の一覧
企画旅行

手配旅行

定

募集型企画旅行

法 2 条 5 項、
約款・手配旅行契約の部
２条１項

義

登録制度
営業保証金の還付
（弁済）制度

法２条１項、
約款・募集型企画旅行契約の部
２条４項

受注型企画旅行
法２条１項、
約款・受注型企画旅行契約の部
2 条４項

法 3 条、29 条 1 号
法 17 条注１、旅行業者営業保証金規則、旅行業協会弁済業務保証金規則
約款・手配旅行契約の部 25 条

約款・募集型企画旅行契約の部 31 条

約款・受注型企画旅行契約の部 32 条

業者の責任

約款・手配旅行契約の部 23 条

約款・募集型企画旅行契約の部 27 条

約款・受注型企画旅行契約の部 28 条

消費者の責任

約款・手配旅行契約の部 24 条

約款・募集型企画旅行契約の部 30 条

約款・受注型企画旅行契約の部 31 条

旅程管理責任

負わない
（ただし、民法、消契 負う（法 12 条の 10）
法等に基づく一般的な責任は 約款・募集型企画旅行契約の部
問われる可能性がある）
23 条、28 条、29 条

旅程保証責任、
特別補償責任

約款・受注型企画旅行契約の部
24 条、29 条、30 条

広告規制

優良誤認、
有利誤認の禁止

法 12 条の８

法 12 条の 7・8

旅行業務取扱料金

法 12 条

なし注２

写真・イラスト等の表示基準
や用語の使用基準等の定め

なし

特商法による広告規制

旅行サービスについては広告の規制の適用除外となる（特商法 26 条１項８号ハ）注3

そのほかの一般規定による
規制

景表法４条（優良誤認、有利誤認の禁止）など

ネットでの契約成立まで

ウェブサイトを管理する
営業所の登録制度
サービス内容等に関する
取引条件の説明

企画旅行に関する広告の表示基準等について（通達）
募集型企画旅行の表示に関する公正
なし
競争規約

「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱について」
（通達）
法 12 条の４、「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱について」
（通達）

申込み内容の確認措置

「インターネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」
（平成 20 年１月、旅行業協会作成）、
電子消費者契約法３条、民法 95 条

取引条件説明書面、
契約書面等についての
具体的な説明
（記載方法等）

「インターネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」
（平成 20 年１月、旅行業協会作成）

ネットでの契約の
成立と解除

契約の成立時期

約款・手配旅行契約の部
7 条～9 条、民法 97 条１項（到

約款・募集型企画旅行契約の部８条

約款・受注型企画旅行契約の部８条

契約の解除および旅行代金の
払戻し等

約款・手配旅行契約の部
13 条～15 条

約款・募集型企画旅行契約の部
16 条～20 条

約款・受注型企画旅行契約の部
16 条～20 条

達主義）注４

消契法 9 条 1 号（平均的な損害の範囲で認められる）
取消料
（キャンセル料）

約款・手配旅行契約の部
13 条２項

約款・募集型企画旅行契約の部
別表第１

約款・受注型企画旅行契約の部
別表第１

※
「法」
は旅行業法のことを指す。
※
「約款」
とは、標準旅行業約款（平成二十六年四月二十一日消費者庁観光庁告示第一号（平成二十六年七月一日から適用））のことを指す。
注１

 に法７条に基づき、登録後に観光庁
特
（第１種）
、あるいは都道府県（第２種、第３種、地域限定）に届け出をしなければ営業を開始することができ
ない。

注２

 画旅行は法２条４項で旅行業者が旅行に関する計画を作成し、自己の計算において運送等サービスの提供に係る契約を締結する旅行であるため、
企
旅行者は旅行代金と企画旅行の旅行計画内容を比較して商品を選択するもので、その料金の内訳にまで行政が介入する必要性がないため、法 12
条１項で
「企画旅行に係るものを除く」とされている。

注３

適用除外とならない商品・サービスについては、特商法 11 条～12 条で、広告規制について定められている。

注４

 子消費者契約法４条により到達主義（民法 97 条１項）
電
が適用される。一方で、民法 526 条１項、727 条（発信主義）による考え方もあるが、インター
ネット取引においてはこの考え方は適用されない。
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