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年度は、前年度に比べ約 1.7 倍に増加していま

はじめに

す
（図１）
。
②契約当事者の属性

2014 年度、全国の消費生活センター等に寄
せられた苦情相談の件数は約 95.5 万件となり、

性別では、女性からの相談が男性に比べて多

前年度（約 94.0 万件）
に引き続き増加しました。

く、2014 年度は男性が約 42％、女性が約 58％

寄せられる相談内容の特徴の１つとして、
「利

でした。また、年代別では相談が多いのは 60 歳

用した覚えのないサイト利用料を請求するメー

代
（約 21％）
と 40 歳代
（約 20％）
でしたが、その

ルが届いた」等の「架空請求」に関する相談が再

ほか、
幅広い年代から相談が寄せられています。

び増加したことが挙げられます。また、
「無料サ

③既支払金額

イトだと思い閲覧したら、突然
“有料会員登録

相談の段階で既にサイト業者
（以下、業者）に

完了”となり、高額な料金を請求された」
等の不

支払いをしてしまったケースは少なく、全体の

当請求と思われる
「アダルト情報サイト」
に関す

約２％でした。しかし、支払ってしまった場合

る相談が 2012 年度以降増加し続けています。

の金額の平均は約 52 万円と高額で、
「支払う人

そこで、本稿では、PIO ー NET ＊１に登録され

は少ないが、支払ってしまった人の被害は大き

た情報を基に、再び増加する
「架空請求」
に関す

い」
という特徴があることが分かります。

る相談とともに、関連する不当請求のトラブル

⑵ 相談内容の変化と特徴

として「アダルト情報サイト」に関する相談の現

近年、請求手段がハガキから電子メールへ変

状等を紹介します。

わってきており、請求名目も
「総合情報サイト利
用料」
「モバイルコンテンツ利用料」
「有料サイト

「架空請求」
に関するトラブル

利用料」などのデジタルコンテンツの料金が未
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2012年度から再び増加傾向に転じ、特に、2014
＊１

2015 年度からは、集計方法が変更されている。PIO―NET（パイ
オネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民
生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネット
ワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデー
タベースのこと。データはいずれも 2015 年 12 月 31 日までの
登録分。なお、不明・無回答は除く。
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納であるという内容の請求が多くなっています。

であったのに対し、2014 年度は 43.1歳となり

例えば次のような相談事例です。

ました。
③既支払金額

事例

1 未払代金の債権回収をしているという業

「アダルト情報サイト」
に関する相談の多くは

者からパソコンにメールが届いた。
「滞納し

お金を支払う前の相談ですが、近年
「請求画面

ている有料サイト利用料の請求」とのことだ

が消せない」
「支払いを拒むために業者に連絡を

が、利用した覚えがない。
「期日までに連絡し

したら、
支払わなければ裁判にすると言われた」

ないと、法的手段に訴える」
と書いてある。業

等の結果、請求された金額を業者に支払ってし

者には連絡していないが、
どうしたらよいか。
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まったという相談が増加しています。

男性）

さらに、業者に支払った金額
（既支払金額）も

事例１のように架空請求名目が
「有料サイト

高額化しており、2010 年度から 2013 年度は

利用料」
等のデジタルコンテンツである場合、目

約 15 万 ～ 20 万円を推移していた既支払金額の

に見える商品より契約したのか認識しにくくな

平均が、2014 年度は約 28 万円と増えました。

ります。また、デジタルコンテンツの中には無

⑵ 相談内容の変化と特徴

料の利用期間等を設けているものもあり、有料

①利用端末の変化

契約をしたかについて消費者の認識があいまい

これまでは主にパソコン利用時のトラブルで

になります。このような状況下で
「裁判」
「訴訟」

したが、図２で示したとおり、年々、スマホ利

「法的措置」等の言葉を使うことによって、消費

用時の相談が増加しています。スマホは、①通

者の不安感をあおっているといえます。

常、常に電源を入れているため、いつでもどこ
でも操作できる環境を作りやすい ②電話発信が

「アダルト情報サイト」
に
関するトラブル

可能であるため、消費者を電話に誘導しやすい
等の特徴があります。業者はこのようなスマホ
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“有料会員登録完了”
となり、高額な

の相談件数となりました。2015 年度において

料金を請求された」等というものです。加えて

も、引き続き多くの相談が寄せられており、特

「アダルトサイトの登録料が未納だ」
等のメール

にスマートフォン
（以下、スマホ）
利用時のトラ

が突然届く
「架空請求」
のトラブルもみられます。

ブルが増加しています。

例えば、次のような相談事例です。

②契約当事者の属性
2010 年度以降、いずれの年度も男性が占め

（件数）
120,000

る割合は約７割と高いですが、2014 年度は女性

100,000

の割合が以前に比べて高くなりました
（2010 年

80,000

85,849

65,399

60,000

度の 27.5％から 2014 年度の 32.3％）
。特にス

111,893

95,657

40,000

マホ利用時におけるトラブルにおいて女性の割

20,000
0

合が高い傾向にあります
（2014年度の38.5％）
。

46

2010

4,236
2011

12,203
2012

80,435

71,326
49,808

28,379

2013

2014

41,574

2015（年度）

アダルト情報サイトに関する相談件数
うちスマホの相談件数

年代別では、幅広い年代からの相談がありま
すが、特に、高齢者からの相談件数が増加してい
ます。その結果 2010 年度の平均年齢が 35.5 歳

図２ アダルト情報サイトに関する相談件数
2016.4

国民生活

2

再び増加する架空請求
特集 1-1 再び増加する架空請求

ペイド型電子マネーのギフト券が用いられると

事例

２ “ワンクリック請求”
型

いう
「プリカ詐欺」
の事例が複数みられるように

スマホで無料アダルト情報サイトを検索し

なりました。

た。サイト上の
「再生」
ボタンに手が触れた途

プリペイド型電子マネーの中には、そのバ

端、登録画面が表示された。年齢確認画面はな

リュー
（価値）
が電子マネー会社等のサーバに記

かった。画面上では支払期限である24 時間の

録される
「サーバ型プリペイドカード」
がありま

カウントダウンが始まり、時間内に申し出れ

す。このカードは、
カードそのものがなくても、

ば退会できると書いてあったので、業者にす

カードの番号等だけで、インターネット取引に

ぐに電話した。
「ID と名前を教えてほしい。本

おける支払いや、ギフトとして離れた相手に送

当は27 万円だが今ならキャンペーン中なので
13万円でいい」
と言われた。
（20歳代

ることができる等の利便性が高いことから利用

男性）

者が増えています。

事例２のように、業者へ電話での問い合わせ

ところが、この利便性の高さを悪用する詐欺

が必要となるサイトも多くみられますが、利用

業者等がみられるようになりました。
「アダル

している端末がスマホであればそれも容易です。

ト情報サイト」
等の請求方法として業者が
「サー

また、サイトによって利用規約はあるものの、

バ型プリペイドカードをコンビニで購入し、そ

字が小さかったりインラインフレーム

を用い

の番号を教えて」などと消費者に指示する手口

るなど、特にスマホの画面では有料であること

です。業者に番号を伝えてバリューを渡してし

が見にくい表示となっているケースもあります。

まうと、
その後の救済は非常に困難となります。

＊２

この
「プリカ詐欺」
については、当センターで

事例

3 “架空請求”
型

は 2015 年 3 月に消費者への注意喚起を行うと

スマホに
「アダルトサイトの閲覧履歴がある。

ともに、一般社団法人日本資金決済業協会等と

本日中に連絡がない場合は法的手続きに移行

連携して、
「プリカ詐欺撲滅強化期間」
を設ける

する」
というSMS＊３が届いた。発信者名は大手

等して、被害の撲滅をめざし継続的に啓発を

通販サイトの事業者名になっており、以前利

行っています＊４。

用したことはあるが、メールの内容に心当た

まとめ

りはないので連絡していない。しかし連絡を
しないと今後訴状が届くのではないかと不安
だ。どう対処したらよいか。
歳代
（30


本稿では、
「架空請求」
に関するトラブルに加

男性）

え、現在最も多くの相談が寄せられている
「アダ

事例３のような架空請求トラブルの場合、携

ルト情報サイト」
トラブルの現状、さらに新たな

帯電話に送信される E メールや SMS を用いて

請求方法として
「プリカ詐欺」を紹介しました。

請求を行うケースがあります。この場合も、事

今後、消費者トラブルの未然防止には実際に起

例２のようなワンクリック請求と同様、消費者

きた事例等を基にした具体的な手口に関する迅

に電話をかけさせて直接支払うよう要求する

速な啓発、自立した賢い消費者になるための継

ケースもみられます。

続的な消費者教育等を充実させていくことが求

③新たな請求方法

められます。併せて、トラブルを引き起こす詐

最近、「アダルト情報サイト」
のトラブルにお

欺業者等を排除していくためには｢プリカ詐欺｣

いて、新たな請求方法としてコンビニエンスス

のケースのように、関係機関等による継続的な

トア（以下、コンビニ）
等で販売されているプリ

情報共有や連携が効果的であると思われます。

＊２

 ンラインフレームとは、１つのページ内に別のページやコン
イ
テンツ等を表示させるもの。

＊３

ショートメッセージサービス

＊４ 2
 015 年３月 26 日公表：プリペイドカードの購入を指示する詐欺
業者にご注意 !! －
「購入したカードに記載された番号を教えて」
は
危ない！－

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150326_2.html
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