消費者問題

アラカルト

チケット不正転売禁止法で
どう変わる？
岡田 崇

Okada Takashi

弁護士

大阪弁護士会所属（51 期）。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員。消費者センターや IT 企
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2019 年 秋 の ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ や
2020 年夏の東京オリンピック・パラリンピッ

Q :	なぜ本法が制定されたのですか？

クに向け、
「特定興行入場券の不正転売の禁止等

A : かつてダフ屋は暴力団関係者が多いとされ

による興行入場券の適正な流通の確保に関する

ていましたが、インターネットの普及により、

法律」
（略称：チケット不正転売禁止法、以下、本

一般の人でも簡単にチケットの転売行為ができ

法）
が 2018 年 12 月14 日に公布され、2019 年

るようになりました
（いわゆる
「ネットダフ

６月14日から施行されました。法律の施行でど

屋」
）
。そのため、人気のコンサートやスポーツ

こが変わるかについて Q&A で解説します。

Q :	従前はどのように
規制されていましたか？

表１ 東京都迷惑防止条例のダフ屋行為の禁止
乗車券等の不当な売買行為
（ダフヤ行為）
の禁止
2条1項

A : チケットを転売目的で購入したり、転売し
たりすることについては、従前、各地の迷惑防
止条例において、ダフ屋行為として刑事罰の対
象となっていました
（ダフ屋とは、乗車券等を
転売目的で購入し、購入希望の人に売りさばく
業者のことです。
「ダフ」
というのは、チケット
＝フダを逆にした倒語です）
。
代表的な東京都迷惑防止条例は表１のとおり
です。規制の対象が
「公共の場所」や
「公共の乗
物」におけるダフ屋行為に限定されています。
これらの規制に違反した場合、６月以下の懲
役または 50 万円以下の罰金（８条１項１号）
、
常習のときには１年以下の懲役または 100 万
円以下の罰金が科せられます
（８条８項）
。
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何人も車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関
を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その
他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物
（以下
「乗車券等」という。）を不特定の者に転売し、又は不特
定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗
車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行
場その他の公共の場所
（乗車券等を公衆に発売する場所
を含む。以下
「公共の場所」という）又は汽車、電車、乗
合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物
（以下「公
共の乗物」という）において、買い、又はうろつき、人
につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画
を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしては
ならない。
2条2項
何人も転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又
は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はう
ろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他
の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろ
うとしてはならない。
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イベントのチケットが早々に売り切れてしま

転売されているチケットとしては、
「興行入

い、オークションサイトや非公式な販売サイト

場券」以外にも、乗車券や指定券、遊園地のア

に高値で出品され、社会問題になっています。

トラクション利用券、グッズ販売の整理券など

このようなネットダフ屋については、イン

がありますが、法の禁止の対象に含まれないこ

ターネットは「公共の場所」
や
「公共の乗物」
には

とになります。

含まれないと解されていることから、転売目的

したがって、招待券などの無料で配布された

で「公共の場所」
で購入する場合を除き、迷惑防

チケット、転売を禁止する旨の記載が無いチケッ

止条例の対象外となります。

ト、日時指定のないチケット、購入者等を確認

また、迷惑防止条例においてダフ屋が規制さ
れていない地域もありますし、規制されていて

していないチケットやその旨を表示していない
チケットは法の禁止の対象ではありません。

も、規制対象や刑罰が異なっているといった問
題もあります。
そのため、最近では、ネットダフ屋について、
転売目的でチケットを入手したことをとらえて

Q :	どのようなことが
法律違反になりますか？

古物営業法違反
（無許可営業）
としたり、チケッ

A : 本法は、
「特定興行入場券の不正転売」
（３条）

ト購入時の規約に違反して転売目的で入手した

および
「特定興行入場券の不正転売」
を目的とす

として詐欺罪で検挙したりした事例も見受けら

る譲り受け
（４条）
を禁止しています。

れます。

Q :	どのようなチケットが
禁止の対象となるのですか？
A : 演劇、コンサート、スポーツなどのイベント
チケットのうち
「特定興行入場券」
（図）
が禁止の
対象とされており、表２のように定義されてい
ます。
「興行入場券」には紙媒体である証票以外に、
番号、記号その他の符号も含むとされているの

表２ 特定興行入場券等の定義
2条1項
（興行）
日本国内において、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊そ
の他の芸術及び芸能またはスポーツを不特定または多
数の者に見せ、または聴かせること。
2条2項
（興行入場券）
「興行」を行う場所に入場するために用いるチケット。
番号、記号その他の符号も含む。

で、QR コードのようなデジタルチケットも含

2条3項
（特定興行入場券）

まれます。

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の 3 つの要
件を満たしていなければならない。

図

特定興行入場券の表示例

国民○○

▲▲公演

20××年 7月20日
（日）
18：30開場 19：00開演

□□劇場

1列2番

3,500円（税込）主催：国民○○

1列2番
20××年
7月20
（日）
19:00開演

※主催者の同意なく、有償で譲渡することは禁止します。
この入場券は、購入者の氏名及び連絡先を確認したうえで
販売されたものです。
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①売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲
渡を禁止する旨を明示し、その旨を興行入場券の券
面
（電子チケットは映像面）
に表示していること。
②興行が行われる特定の日時・場所、座席
（座席指定で
ない場合は入場資格者）が指定されたものであるこ
と。
③座席が指定されている場合、購入者等の氏名と連絡先
（電話番号、メールアドレス等）を確認する措置が講
じられており、その旨を券面等に表示していること。
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「特定興行入場券の不正転売」
とは、興行主等

ではありません。

の事前の同意を得ないで特定興行入場券を、興

もっとも、非公式な販売サイトなどで個人間

行主等の販売価格を超える価格で業として有償

でチケットを購入したことによるトラブルは

譲渡 ( 販売 ) する行為です
（２条４項）
。

多々見受けられます。例えば、①チケットを購

これらの規制に違反した場合、１年以下の懲

入して当日会場に行ったが、主催者に禁止され

役もしくは 100 万円以下の罰金またはその両

ている転売チケットであることを指摘され入場

方が科せられます
（９条）
。

できなかった。
返金を求めたが返してくれない。

「業として」とは、
「反復継続の意思をもって」

また、返金されたとしても、交通費等は弁償し

ということを意味し、業者のみならず個人も含

てもらえない ②お金を振り込んだが、チケッ

まれます。例えば、熱烈なファンが良席確保の

トが届かない ③公演が中止になり、主催者か

ために、大量のチケットを購入し、最良の席以

ら返金を受けたが、元の販売価格よりも高く

外を転売する場合や、必要な枚数を超えて購入

買っていたため、損をしてしまった、といった

し転売する場合であっても、過去に同様の行為

ものがあります。

を繰り返しており、転売により多額の収益を得

消費者としても非公式な販売サイトで購入す

ているのであれば、
「業として」
に当たる可能性

ると相応のリスクがあることから、興行主や正

があるので注意が必要です。

規の委託業者、もしくは興行主から許可を受け

また、「有償譲渡」
が対象ですので、無償で譲
渡する場合は含まれません。

た公式のリセールサイトを利用したほうがよい
でしょう。

さらに、転売価格が興行主等の販売価格を超
えていることが要件になっていますから、超え
ていないものであれば含まれません。ここでい
う興行主等の販売価格にシステム利用料や発券

Q :	チケットを入手したが、直前に
都合が悪くなった場合には？

手数料が含まれるかどうかは必ずしも明確では

A : 興行主等のホームページやチケットの券面

ありませんが、含まれないものとして理解した

を見て、転売や譲渡を認めているかを確認すべ

ほうが無難と思われます。他方、送料等が明示

きです。そのうえで、転売を禁止しているとき

されている場合に転売価格には含まれないとも

には、非公式な販売サイトを利用して転売する

考えられますが、送料等があまりに過大で規制

ことはやめましょう。
「興行入場券」でないチ

を潜脱する目的で設定されたことが明確である

ケットだったり、
「特定興行入場券」
の要件を満

ようなときには、送料等も転売価格に含まれる

たさないチケットだったり、反復継続の意思が

と解されます。

なかったり、興行主等の販売価格を超えていな
かったりすれば、本法には違反してないことに

Q :	非公式な販売サイトで購入したら
どのような問題があるのか？

なりますが、購入した人が入場できないなどの

A : 購入することについて法で規制されている

興行主から許可を受けた公式のリセールサイ

のは、「特定興行入場券の不正転売」
を目的とす

トがあればそれを利用して、転売するのがよい

る譲り受けですので、このような要件に該当し

でしょう。

トラブルの発生が予想され、ひいては転売した
人が責任追求をされる可能性もあるからです。

なければ、本法においては規制されているもの
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