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2007年 12月 27日 
 

インターネットオークションにおけるトラブルの防止と消費者保護について（提言） 
 

特定非営利活動法人消費者支援機構関西（KC’s） 

インターネットオークション問題検討グループ 
 

 
はじめに 

 ヤフーオークションに代表されるインターネットオークションは、統計によれば年間 1
兆 3,000 億円もの取扱高を有する一大マーケットに成長しています。そして商品取引の一
形態としてインターネット利用者の中において一定の市民権を得たものとなっています。 
 また、インターネットオークションは、商品取引というだけでなく、個人が所有する稀

少品や不要品を希望者に販売することによるリサイクルの促進という側面もありますが、

むしろ、物品をいかに高額で販売するか、あるいは、安価に入手するかということにばか

り注目が集まるような傾向にあります。また、当初は個人を中心にスタートしたインター

ネットオークションではありましたが、認知度の高さからか、本来の競売、オークション

という販売形態がそぐわない出品も多く見られるようになり、法人による出品、希少性よ

りも大量販売を中心とした商取引形態へと変化しつつあるようにも見受けられます。 
 こういった変化を背景としながら、一般取引においても見られたような相対取引におけ

るさまざまなトラブルが、インターネットオークションの参加者間で広範囲かつ大規模に

発生するケースが見受けられます。 
 インターネットオークション取引が、かつてのような個人レベルの不用品交換やリサイ

クルという姿に回帰するということは、少なくとも、現時点においては望み得ないという

観点から、一般的商取引において消費者が保護されるレベルと同程度にはインターネット

オークション参加者も法制度的保護の対象となるように行政府ならびにインターネットオ

ークション主催者に要望していく必要があることはあきらかです。 
 このような状況から、インターネットオークション問題検討グループ（以下、当グルー

プ）では、インターネットオークション主催者に対して、そもそもインターネットオーク

ションのめざすべき姿と現状との相違についての見解、オークション取引におけるトラブ

ルの防止、不正行為の排除、参加者の保護と被害の回復について、現状の制度とその有効

性、今後の対策についてヒアリングと意見交換を行いました。 
 以上のような調査および検討に基づいて、当グループでは、検討結果のとりまとめを行

い、インターネットオークションにおけるトラブルの防止と消費者保護について以下の通

り提言いたします。 
 
１． インターネットオークションの概要 

 オークションあるいは競売といった商取引は、特別な取引形態であり、通常、一般消費

者が参加するということのない別世界のものでした。しかし、1990年代から始まったイン
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ターネットの普及は、その即時性や個人識別性において様々な問題をはらみつつも、オー

クションという取引行為を行う市場を従来になく低コストに、また、広範囲に提供するこ

とを可能としたことから次第に広がりを見せるようになりました。 
 アメリカにおいては、eBayが最大規模のインターネットオークションサイトを運営して
いますが、日本においては、1999年にサービスを開始したヤフー株式会社のオークション
サービスが現在においても、認知度、取扱規模においても最大規模となっています。 
（１） 我が国における主要なインターネットオークションサービス 
 1999 年に、日本において本格的な商用サービスが始まったばかりのインターネッ
トオークションは、その後の爆発的な広がりもあって、サービス開始から 10年にな
る 2009 年には２兆円を超える市場規模になると予想されています。（野村総合研究
所による） 
 インターネットオークションサービスそのものは、かなりの数に上っているといわ

れていますが、国内では、「ヤフーオークション」、「楽天オークション」、「モバオク」、

「ビッダーズ」などが主要なオークションサービスと呼ばれています。 
（２） インターネットオークションの事業構造 
 インターネットオークションは、インターネット上で、いわゆる競売を行うもので、

オークションが成立するための構成要件は、競売にかける商品を出品する「出品者」、

商品の購入を希望する「入札者」（落札後は落札者となる）、オークション取引を行う

インターネット上のサイトおよび入札落札システムを提供する「サービス提供者」に

よって構成されます。取引構造上、「入札者」ではなく「落札者」を構成要素とする

考えもありますが、後述する架空入札や入札妨害などを考慮する場合、必ずしも「落

札者」だけが取引関係や権利関係を規定するものではないと考えられます。 
① 出品者 
 オークションサイトにおいて、物品・サービスの販売を目的として自己の所有

する物品もしくは提供可能なサービスを入札可能な場所に公開する行為を一般

に出品といいます。これを行う当事者が出品者で、出品者は出品と同時に自身を

特定できる情報を公開、もしくはサービス提供者に対して提示することになって

います。 
② 入札者 
 サービス提供者によって公開された出品情報に基づいて、入札を行うものを入

札者といい、その中でも落札したものについては落札者となります。入札者は、

入札を行うことで、落札時に所定の代価によってその出品された物品、サービス

の提供を受けることになります。 
③ サービス提供者 
 競売人、またはオークショニアーとも呼ばれます。映画やドラマで登場するオ

ークションを仕切っている人を意味しますが、インターネットオークションでは

仕切じたいはシステムが行っていますので、そのシステムやサービスを提供する

ものという意味でサービス提供者と呼びます。 
 サービス提供者は、その使用料および落札時にあらかじめ定められた売買代金

の一定割合を手数料として競売を行う場所、およびそのためのコンピュータシス

テムを提供しています。 
また、通常取引においては出品者、入札者双方の匿名性を維持することもその

サービスの一環として行っていますが、出品者および入札者の個人を特定できる

情報を保持して、取引上、出品者、入札者相互で匿名状態では解決できない問題

などが発生した場合に、司法機関などからの要請に基づいて、当該者の個人を識

別できる情報を開示することもあります。 
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さらに、運営収入の一部を充当して、いずれかの取引相手方に起因する不法行

為によって経済的被害を被った出品者、落札者に対して、一定の制約の範囲では

ありますが被害相当額を上限等とした保証制度を導入しているケースもありま

す。 
④ オークション取引における収益構造 
 インターネットオークション取引における収益構造は、一般のオークション取

引とそれほど大きくは異なりません。もっとも、一般のオークションというもの

が、通常一般消費者が関わることの少ない業者間や専門ディーラ間で行われるこ

とが多いことから、一般消費者にとって、多くの場合、インターネットオークシ

ョンがどのような収益構造になっているかを理解することは少ないと思われま

す。 
 一般に、オークション取引は、落札者が出品者に直接代金を支払う場合と、サ

ービス提供者を通じて支払う場合とがあります。サービス提供者は、その落札代

金から手数料を差し引いて収益とします。 
 インターネットオークションにおいては、サービス提供者の収益として、出品

料として出品時にかかる費用、出品者として登録することによる登録料や資格維

持のために支払う費用などがあります。さらに、それ以外に落札代金から一定割

合の手数料を差し引く場合があります。 
 また、エスクローサービスを使用した場合に、その手数料の中から一定割合の

料金が販売奨励金やバックリベート的な扱いでエスクロー業者からサービス提

供者へ渡される場合もあります。 
 さらに、出品した商品のサイトへの掲載方法、常に上位に表示する、文字の色

を変えて目立たせるといったオプションサービスを行って追加の出品料を出品

者から徴収することもあります。このようにインターネットオークション取引に

おいては、出品者の落札代金収入以外に、サービス提供者のさまざまな手数料収

入があり、サービス提供者の事業が成り立っています。 
 
２． インターネットオークションにおける消費者被害 

 インターネットオークションは、出品者やサービス提供者との連絡手段が電子メールで

あったり、商品そのものが直接手を触れられない状態でインターネット上にあったり、入

札などの管理システムがコンピュータ化されていることで一般消費者が参加しやすくなっ

ています。 
 従来のオークションが、参加者の身元や入札資金、出品する商品について事前に充分に

確認してオークションの信憑性を高め、それをブランド価値にまで高めることで安心で安

全な取引を成立させてきたという事実は、逆に言えば、一般消費者の参加には高いハード

ルをもうける結果となっていました。 
 インターネットオークションが、そういったハードルを一気に引き下げた結果として、

ヤフーオークションのように、一日あたり９０万件の出品と計２０億円の落札額を見るに

至ったわけです。 
 その結果として、インターネットオークションという環境においても、実社会と同様に

様々な犯罪行為や詐欺行為が発生することとなっています。ただし、被害という点におい

て一般の詐欺被害と同様であったとしても、そこに至る過程でインターネットオークショ

ンという従来にない未経験の取引システムが介在していることはまぎれもない事実です。

そこで、この取引システムにおいてどのような消費者被害が発生しているかを類型化して

そのパターン別に概要と対策および問題点を列挙してみました。 
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最近では、ヤフー株式会社においても、パスワード発送時に、配送業者が本人確認

を行う等の対策を講じています。しかし、この対策でも、正規に IDを取得した人
が、故意に IDを第三者に売却した上で、自分はなりすましの被害者を装うことま
では防止できません。 

表 インターネットオークションに関わる詐欺被害の類型別一覧 

起因 類型名 概   要 対策／問題点（×） 
代金取込型 最も典型的な詐欺行為。代金先払

いが多いインターネットオーク

ションの特性を利用して、代金だ

けを振り込ませて商品を送らな

いケース。 

・ 先払いを避ける。 
・ 代引き、エスクローな

どの代金決済サービス

を活用する。 

出
品
者
起
因 

偽物納品型 代金取込型に近いが、一応商品ら

しきものを送付する。警察などに

届けられた場合、勘違いや間違い

と主張して訴追を逃れる。 

・ 内容物が入っていない

場合は運送会社を経由

して損害を請求できる

場合がある。 
×型式違いなどは出品者

と交渉するしかない。 
落
札
者
起
因 

商品不備型 
（商品取込詐欺） 

納品された正常な商品にクレー

ムを付けたり、未納を装って、代

金を返納させたり代品を納品さ

せたりする。 

・ あきらかな取込詐欺に

は運送会社を通じて対

抗する。 
×傷などに対する感覚的

な違いは判断が難しい。

第
三
者
起
因 

出品者なりすま

し型 
入札結果で落札できなかった参

加者に出品者になりすまして落

札者が辞退した等の理由を付け

て商談を持ちかける。 
 

・入札者の ID へのメール
送信を不可能にすると

いったシステム対策で

抑止は可能。 

そ
の
他 

自転車操業型 
（チャリンカー） 

落札後の入金を商品仕入に充て

る。順調に回転している間はいい

が、つまずくと代金取込詐欺に陥

る場合が多い。 

・仕入前出品は法人ショッ

プには認められている

が、個人出品について

は、手持ち商品以外の出

品を禁じている場合が

ほとんどで、行為そのも

のがルール違反となる。

 
（１）類型別の詐欺行為の概要と対策 

  ①代金取込型 
 以上のような類型において、犯罪被害が最も多いパターンは、やはり「代金取込型」

です。 
 このパターンは、もともと詐欺行為を目的として存在しない商品を出品するところ

から始まります。もちろん、そのために必要な出品者の IDは、架空の住所や名前で
取得するばかりでなく、所有者から譲り受けたり、違法に IDやパスワードを盗み出
してなりすまして使用するなどの場合もあります。したがって、ID や過去の取引状
況に問題がないといっても１００％信用するわけにはいかないところが問題でもあ

ります。 
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お隣の韓国では、エスクローサービスの利用が盛んだと云うことです。国民性

の違いでしょうか。 
 また、オークションではありませんが、同じような個人間の商品取引サイト、

Amazonマーケットプレイスを運営している Amazon社では、代金はいったん同
社が預かり、決まった周期で出品者に振り込むという方法でトラブルを防いでい

るということです。 

こうして ID を取得した加害者は、オークションに出品をしますが、多くの場合、
実際には商品を所有していないわけですから商品写真などがありません。そのため、

パソコンなどであれば、メーカーのサイトやカタログから画像だけコピーして出品商

品のページに掲載するなどの方法で出品します。「ショップ」といってインターネッ

トオークションに商品を出品することを商売として行っている業者以外で、開封した

商品の写真がなく、また、「新品」等とうたっている出品はまず警戒すべきものとい

えるでしょう。 
 詐欺目的の出品者の場合、入金させることが目的ですから、入金までは問い合わせ

のメールなどについても回答してくることがほとんどのようです。ただし、実際に商

品はありませんから、具体的な質問、たとえば、使った感想や気になったところとい

うような質問をすると、どこかに矛盾のある回答や間違った回答をすることもありま

す。出品者や出品された商品については、即断せず、納得いくまで質問するのも重要

な対抗策になります。 
 また、この種の出品者は、代金は必ず先払いを要求してきます。インターネットオ

ークションで後払いというのは通常ありません。ただ、一方的な先払いだけでなく、

宅配業者が商品を届けた際に代金を回収する「代引き」、別の決済業者が代金を一時

的に預かり、商品の納品を確認してから出品者に入金する決済代行の「エスクローサ

ービス」などもありますが、もちろん、詐欺目的の出品者はこういった決済方法は認

めません。代引きやエスクローサービスなどがもっと普及すれば被害も減少する可能

性が高いのですが、数百円かかる手数料を出品者も落札者も敬遠する傾向があるため、

あまり普及していないのが実情です。 
 
②偽物納品型 
代金取込型に類似するものが、偽物納品型です。送金後、一応商品は届くのですが、

開封してみるとゴミが入っていたり、出品されたのとは違う商品だったりというケー

スがあります。 
 ただし、商品の傷み具合や傷の程度といった問題になると犯罪や被害といった領域

とは次元の異なる問題となります。事前の確認や紹介の仕方、中古品の劣化に対する

許容度など中古品であることを前提とした出品や入札を考える必要があります。「新

品同様」という形容詞も、個人によってとらえ方が違うということですが、これもト

ラブルの一因となっているようです。 
③商品不備型（商品取込詐欺） 
 出品者起因による被害に対して、落札者起因による被害のケースが、商品の取込詐

欺です。商品が正しく到着しているのに未着だとして代金を返納させたり、代品を納

品させたりするケースです。宅配業者を使っている限り、納品確認は業者が確認して

いますが、先に述べた偽物納品型を逆手にとって、箱の中身が空だったといった申し

出があると、出品者側としては納品を証明する手段がない場合が多く、代金の返納を

せざるを得ない場合もあるようです。 
④出品者なりすまし型 
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 この種のトラブルは、実際にはオークションとは関係のないところで取引が行

われています。オークション管理会社には手数料も入りませんので、後述する詐

欺被害の補償制度も受けられなくなります。 

 ヤフーオークションの場合、オークション入札時に表示される YahooID に、

「@yahoo.co.jp」を付けると、その人宛のメールアドレスになるということから、落
札できなかった２位や３位の人に出品者を装って、メールを送り、落札者が都合でキ

ャンセルすることになった。正式にキャンセルすると落札者に不利な評価が付くので、

直接第２位の人と取引したい、と申し出ます。１位の人の都合なので、金額は２位の

人が付けた多少安い金額で構わないというお誘いまで付いています。もちろん、この

メールは３位やそれ以下の人にも数人に発信されることが多いようで、その場合、そ

の人より上位の人とは連絡が付かなかったことになっているようです。 
 これに応じて送金しますと、もちろん出品者ではありませんから商品は届かず、問

い合わせても出品者は何も知らないので応えようがありません。 
 この類型の被害防止対策として、オークションサイトによっては、出品者と正規の

落札者との間を、当事者しか使用できない掲示板型の連絡場所をインターネット上に

確保するといったサービスを提供することで、なりすましを防止するといった取り組

みもなされています。 
 
 
 
 

⑤自転車操業型（チャリンカー） 
 これは、犯罪という分類ではなく、運用方法とルールの問題になりますが、実際の

商品を所有していないものを出品する行為をいいます。もちろん、犯罪を行う意図は

なく、入金された資金で商品を仕入れて納品するというもので、一般の商取引におい

てはごく当たり前の方法です。しかし、オークション運営会社の多くでは、事業とし

て行っているショップをのぞいて、個人でのオークション出品については、基本的に

所有している商品を出品するというルールになっていますので、おおやけに入金後に

仕入れることを明示するとルール違反ということになります。 
こういった方法をルールで禁止する理由としては、類型名が自転車操業型となっ

ていることからもわかるとおり、順調に資金が回転している間は問題はありませんが、

仕入額が落札金額を上回るなどの逆ざやが発生したりした場合に、資金が焦げ付き、

結果的に取込詐欺に移行するケースが考えられるためです。 
 

 以上のような類型とは異なりますが、偽計入札というものがあります。 
 偽計入札が話題となったのは、最近のゲーム機のブームによるところです。初期の

出荷台数が少ないため、発売直後にはきわめて品薄となるゲーム機が多いことに目を

付けた出品者が、発売日に販売店に行列するなどしてゲーム機を何台も購入し、店頭

価格よりも高い価格で出品するということが目立つようになってきました。これに対

して、一部のゲームユーザーが、利益目当てに不要なゲーム機を買いだめすることが、

かえって品薄を助長しているとして、こうした出品者に対して１台数万円の商品に最

高で１０億円といった考えられない高額の入札をして落札し、その後にキャンセルを

するという方法で落札を妨害したというものです。もちろん、オークションには評価

システムというものがあって、落札後にキャンセルすると悪い評価が付き、それ以降

の入札ができなくなる場合もありますが、こうした入札者は、オークション用の ID
は、出品者の審査は厳しい一方で入札者の IDは、意外にかんたんに取得できること
に目を付けて、普段使っている IDではなく新規に取得した IDで入札するという方
法をとったため、評価システムも抑止効果は発揮できなかったようです。 
 なお、この行為は法的には偽計業務妨害に当たる可能性があります。 
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評価システム： 
出品者、落札者双方がお互いに相手を評価しあい、その内容や数値によって移

項のオークション参加者が取引相手を評価する資料とするもの。キャンセルなど

で自動的に評価される項目もあります。 
参考になるという面と、ひとりの参加者が、別の ID を使って架空の評価を付
けて入札者をだましたり、評価の内容が不満で参加者間でトラブルになったりと

過剰な反応を招いている側面もあって、必ずしも万全の仕組みとは言えなくなっ

ています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥ 

 
３． KC’sが取り組んだオークション被害者支援活動 

ヤフーオークションを通じて宝石類を出品していた Di.u という事業者が、多くの代
金支払い済み落札者に商品を届けないまま、2006 年 7 月に倒産（自己破産申立）にい
たったという事件がありました。この件において、KC’sは団体正会員である NPO消費
者ネット関西とともに、Di.uの破産申立前後にかけて、被害者への情報提供を中心とす
る支援活動に取り組みました。 
 取り組みのきっかけは、2006年 2月末に、NPO消費者ネット関西の HPを見た Di.u
オークション落札者から架電があり、「大阪の事業者 Di.uがインターネットオークショ
ンを通じて出品していた商品が届かない事態が多発しているので何らかの対応ができ

ないか」とのお問い合わせでした。ネット上の呼びかけによって既に被害者の会のよう

なものができているが、お互い顔の見えない者同士だと、Di.uの関係者が入っているの
ではないか等々、疑心暗鬼が広がってしまって、思うように被害者が心を開いて情報交

換することができない悩みがあるとのことでした。 
  そこで、問い合わせを受けた消費者ネット関西及びKC’sが、消費者団体という立場を
活かして、情報集約の窓口となり、あるいは被害者に情報交換の場を提供するという形

で支援活動ができるのではないかと考え、2006年4月に説明会を開催しました。また説
明会に先だって、全国の被害者から被害状況の提供を受け付けてこれを集約し、説明会

において、寄せられた情報に基づいて最も早い例で2004年12月の落札分の商品が未だに
納品されていないこと、特に2005年4月以降の落札分において商品未納例が多発してい
ること、寄せられた情報だけでも商品未納例は５０名、入金額（送料等を含む）にして

総額１３００万円以上にのぼっていること等、情報集約の結果を報告しました。説明会

においては、出席者からそれぞれの交渉経過等についての発言もあり、それまでDi.uサ
イドの説明しか聞いていなかった被害者が、他の被害者の意見やKC’sが集約した被害情
報に接して、客観的な状況判断をするきっかけにされるなど、被害者相互間でも活発に

情報交換がなされました。 
さらに、被害者が全国に広がっていたため、大阪で開催した説明会に出席できない

方々が多いと考え、説明会で提供した情報は、KC’sホームページに掲載しました。 
その後、2006年 7月に入って、Di.uが自己破産申立を行ったとの情報を受けて、KC’s
会員が申立代理人弁護士を訪問して状況説明を受け、その聴取内容を KC’s ホームペー
ジで報告するとともに、破産申立後の対応についてのアドバイスを提供しました。 

2006年 8月になって、ヤフーオークションが Di.u案件について補償条件を拡張して
大規模な補償対応を行うことになりました。KC’s は、ヤフーオークションから直接補
償条件等の案内を受けていた被害者からの情報提供をもとに、KC’s が連絡可能な被害
者の方々に個別にヤフーオークションによる補償の取り組みについて情報提供を行い

ました。 
これまで、消費者の集団被害が発生した場合に弁護士会や被害者弁護団が説明会を実
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施し、救済活動に取り組んできた例は多々あります。しかし、消費者団体が同様の活動

に取り組んだ例は珍しいのではないかと思います。消費者団体は弁護団とは異なり、被

害者の委任を受けて代理人として活動することはできないため、情報提供を中心に取り

組みました。KC’s にとっても、もちろん初めての経験で試行錯誤しながらの取り組み
でしたが、KC’s から一方通行で情報を提供するのではなく、個々の被害者からも積極
的に情報提供を受けることができ、それをもとに他の被害者への情報発信を行うことが

できました。インターネットオークションに関する事案であっただけに、インターネッ

トを通じての情報提供が効率的に機能したのだと考えられます。 
これとは逆に、被害者がヤフー株式会社に電子メールで問い合わせた際、これに対し

てヤフー株式会社から返ってきたメールが、自動返信システムによる機械的、紋切り型

のメールであったことが被害者の不満と不安をさらに募らせていた一面もあったよう

です。また、被害者の中には電子メールを使わない（使えない）という方もおられまし

た。インターネットオークションを利用していた人達なのだから、当然電子メールで連

絡できるだろうと考えていたのですが、実は、オークションサイトの利用方法は知って

いてもそれ以外のインターネットやパソコンの利用には不慣れであるという方々もお

られるのだということに気づかされました。ヤフー株式会社やその他のインターネット

事業者は、インターネットの専門会社として、一人一人のユーザーの視点に立ったより

よい対応の在り方を模索すべきと考えます。 
また、被害者の方々との交流を通じて、インターネットオークションを利用する目的

は、必ずしもより安く目的のものを手に入れたいというだけではないことも知りました。

「オークションに参加すること自体が楽しい」、「自ら出品すると落札だけをしているの

とは違った楽しみがある」といった声もありました。 
今後も、消費者と消費者団体間の双方向の情報交換と、消費者団体のフットワークの

軽さを活かして、消費者団体ならではの活動に取り組んでいきたいと思います。 
 
４． オークション主催者による被害補償、不正行為防止に向けた取組 

（１）ヤフーオークション 

① 補償制度 

 ヤフー株式会社は、ヤフーオークションにおいて、利用者が利用規約及びヤフー

オークションガイドラインに基づきヤフーオークションに参加し、落札結果に基づ

き１出品につき落札価格が 5,000 円以上の取引を行った際に、商品の代金を支払っ
たにもかかわらず出品者が正当な理由なく商品を引き渡さない場合や、商品を送付

したにもかかわらず落札者が正当な理由なく代金を支払わない場合など詐欺の被害

に遭遇し、利用者が被った損害につき、「ヤフーオークション補償」補償規定（2005
年 5 月 18 日改訂）に照らして補償の対象であるとヤフー株式会社が判断した場合
に、50万円を限度として補償金を支払う制度です。 
 補償金額は落札金額より 20 パーセントを控除した金額であり、一利用者かつ一
ヤフー株式会社 IDあたり 50万円、補償を請求できるのは、同一利用者あたり１年
に１回限り、補償金の請求期限は落札日から 6ヶ月以内と定められています。 
 出品や落札の態様や取引状況に照らして詐欺などのトラブルに遭う危険性が高い

場合、利用規約やガイドライン違反に該当する場合、詐欺に起因するものではない

とヤフー株式会社が判断した場合などには、補償金の支払いを受けられません。 

 補償制度を利用するには、落札日から 30 日以内に、ⅰメールや電話・内容証明
郵便などで相手方に商品の送付もしくは代金の支払を督促すること、ⅱ相手方に督

促したにもかかわらず商品の送付もしくは代金の支払が行われない場合、状況をヘ

ルプの報告フォームから必ずヤフー株式会社に連絡するとともに、ヤフーの指示、
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連絡に従った手続が必要となります。 
 なお、ヤフー株式会社の補償規定は、2007年 5月 18日に改定されており、 
新しい補償規定では、補償審査の申込時点で落札完了日から 120日以上経過した取
引が補償対象から除外されています。 

② その他の不正行為防止に向けた取組 

 ヤフー株式会社は、補償制度による被害者救済だけではなく、オークションにお

ける不正行為を防止するため、様々な安全対策を実施しています。 

ⅰ 本人確認登録制の導入 

・アカウント登録時のメールアドレス認証。 

・本人確認をより厳密に実施することを目的として、ヤフーウォレットへの登録

にはクレジットカードまたは銀行口座の登録を義務付け、口座とアカウントを

確認することで本人対策の強化を図る。 

・新規アカウントでの出品者を対象とした住所確認。 

・再犯防止を目的として不正利用者の再登録制限を強化し、アカウントの大量取

得防止を目的として同一口座、クレジットカードでのアカウント登録数を制限

したほか、郵送での住所確認の回数制限を設け、不正アカウントの登録を防止

する。 

ⅱ 取引相手の判断目安として評価システムを採用 

ⅲ ガイドラインやマニュアルを整備するとともに、「トラブル事例」・「トラブル口

座」・「事件簿」・「法律相談室」など、利用者向けの啓発ページを公開し、その充

実を図る。 

ⅳ 365日 24時間パトロールチームによるチェック体制 
 170 人の専従者からなるパトロールチームが不正出品の検出と削除を人力で行っ
ている。24時間 365日体制で、基本的に全ての出品を対象としたパトロールを行
う。 

ⅴ 2005年 12月より不正利用検知モデルの導入 
 不正利用検知モデルは、ユーザーの出品・購入履歴や出品メッセージなどのデ

ータを利用して、不正利用者の行動パターンをデータマイニング手法で分析、モ

デル化し、このモデルを利用することで、特定の単語を含む出品者や、高価な商

品を一度に大量出品する利用者を検知し、監視の対象とすることが可能になる。 

 詐欺などが起きる前に取引を確認することで、出品や ID を迅速に削除し、被
害を未然に防止を目指す。 

 

（２）その他のオークション主催者 

ヤフー株式会社以外のインターネットオークション主催者も、ヤフー株式会社と同

様、被害者補償制度を設けているが、補償内容は主催者毎に違いがあります。 

① (株)ディー・エヌ・エー：ビッダーズ 

ⅰ 対象取引は、オークション落札後、代金を落札者が出品者に支払ったのに商品

が送られてこず、出品者に送品・返金の意思がなく連絡が途絶えてしまった場合

や、出品者から品物が送られてきたが出品商品の説明と全く違うものが送られて

きた場合であり、落札価額が 2,000円以上の取引が対象となります。 
ⅱ 上限補償額は、落札者が出品者に支払った落札価格とその代金の振込手数料で、

1回の事故につき 10万円が限度となっています。会員 1人あたりの請求回数は 3
ヶ月間に 1回限りとなっています。ただし、ある出品者の商品等に対して、落札
者が 6名以上であった時は、50万円を落札者の人数で均等分した金額を 1人あた
りの補償限度額となります。 
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② 楽天(株)：楽天フリマ 

ⅰ 対象取引は、落札者が対象契約にかかる代金を支払ったにもかかわらず、出品

者が正当な理由なく商品を引き渡さないこと、または役務の提供をしない場合で

す。 

ⅱ 上限補償額は、落札者が出品者に支払った落札価格とその代金の振込手数料及

び送料で、1回の事故につき 20万円が限度となっています。会員 1人あたりの請
求回数は年間 2回まで、限度額は年間 40万円となっています。 
 但し、不正者に破産などの事情がある場合、限度額は 50 万円となり、この場
合、当該不正者の不正行為による被害者が 3名以上であったときには、補償限度
額 50 万円を被害者の人数で除算した金額が 1 被害者あたりの補償限度額となり
ます。 

 

（３）Amazon.co.jp 
 インターネット上の商取引には、インターネットオークションだけではなく、個人

出品による販売サイト（インターネット上のフリーマーケット機能）があります。中

でも、Amazon マーケットプレイスにおける取引は、利用者もかなりの数に上ってい
ます。 

 そこで、Amazon マーケットプレイスでの取引の仕組み、不正行為防止に対する取
組について概観します。 

① 取引の仕組 

 顧客と出品者とのやり取りを極力少なくすることを目指しており、代金決済につ

いては、Amazon ペイメント（クレジットカード決済の代行システム）を採用、
Amazonが完全に顧客と出品者の間に入っています。 
※Amazonペイメント（クレジットカード決済の代行システム）とは 
 購入者は、クレジットカードで出品者の決めた商品代金を支払う。 

 購入者が指示した金額は出品者のアカウントに計上され、出品者の銀行口座に

振り込まれるが、出品者への入金は、Amazon ペイメント（クレジットカード決
済の代行システム）への登録が完了してから 28日後（プロマーチャントは 14日
後）に開始され、以後自動的に 28日（14日）周期となる。 

② 保証制度 

 Amazon マーケットプレイスでの取引について保証制度を定めており、配送料を
含めた購入総額のうち最高 30万円まで保証されます。 
 購入者が出品者への支払いを済ませたが、出品者から商品が届かなかった場合、

購入者が商品を受け取ったが、その商品が出品者による商品説明と著しく異なるも

のであった場合に、保証を受けることができます。なお、受け取った商品が単に期

待はずれだったにすぎない場合は、保証の適用はありません。 

③ その他の不正防止に向けた取組 

ⅰ 遅延配送・見込出品を禁止し、2営業日以内の商品発送を原則としている 
ⅱ 参加規約・出品規約を設け、発送時の封筒に Amazonマーケットプレイス商品
であることを明示させるなど出品ルールの周知徹底 

ⅲ カスタマーセンターを設け、コールバック方式の電話問い合せも導入 

ⅳ ヘルプページの改善・強化 

 
５． インターネットオークションのあり方とその健全な運営についての提言 

 インターネットオークションにおける消費者被害については、これまで見てきたように、

種々の問題を含むものであって、関係者による取り組みも進められているとはいえ、被害
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この分野での裁判例としては、平成１７年８月９日神戸地裁姫路支部判決（判例

時報１９２９・８１）デジタルカメラを落札して代金を支払ったがカメラの交付を

受けていない原告が、オークションを運営するヤフーに対し、出品者の信用調査を

怠り、又は不適切な出品を防止すべき義務に違反したと主張して、不法行為に基づ

き損害賠償請求した事案で、請求を棄却した判決があります。 

やトラブルに対して有効な対策がとられているとはいえず、法律的な検討も充分になされ

ているとはいえない状況です。また、オークションにおいては、出品者が事業者の場合も

非事業者の場合もあり、その区別が落札者側からは必ずしも事前に判明するものではない

にもかかわらず、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法などの消費者保護法の適用の

有無が変わるというような問題点もあります（なお、経済産業省が平成１９年３月に公表

した「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」〔旧「電子商取引等に関する準則」〕に

おいて、オークションに関する若干の法的問題について検討されています）。 

 消費者向け電子商取引に関して、１９９９年１２月にＯＥＣＤ（経済開発協力機構）が

公表した『電子商取引における消費者保護ガイドライン』の一般原則（①透明で有効な消

費者保護、②公正な営業・広告・販促行為、③オンラインでの情報開示）は、もちろんイ

ンターネットオークションにおいても適用されるものであり、出品業者のみならず、オー

クション主催者もこの原則を尊重してオークションの運営を行うべきであり、国も立法な

どの面で施策を推進していかなければなりません。オークションの利用者は社会経験、取

引経験の不足している若者や主婦も多く、安易な気持ちで、出品、落札を行っているケー

スも多いと思われます。このような利用者を対象としてオークション市場を作っている主

催者としては、これらの利用者が詐欺などの被害に遭わないよう配慮をする義務を負うべ

きです。 

 このような観点から、インターネットオークション主催者のオークション運営に関して

以下の提言を行います。 
 

 （１）出品者についての情報開示 

特定商取引法の適用事業者であれば法定の表示が義務づけられますが、事業者で

あれば、主催者においてもそのような表示義務を遵守することを徹底させる必要が

あります。さらに、オークションにおける「なりすまし」「雲隠れ」の被害が多いと

ころから、特定商取引法の対象外の出品者についても、できるだけ情報を開示させ

るような方策が必要であると考えます。匿名性によってオークションが活性化して

いる面はあるとしても、被害の増大を放置したままオークション市場の拡大による

利益を主催者が利得するという構造は社会的に容認できるものではありません。 

さらに、今回の特定商取引法の改正において、出品者（少なくとも事業者）につ

いては、被害を受けた落札者からオークション主催者に対する発信者情報開示請求

権を法定すべきです。 

 

（２）出品者についての調査義務 
その一方で、出品者そのものについての信用性や適正度合いを主催者みずからが

調査検証する義務があることはいうまでもありません。出品者の情報開示がなんら

かの被害発生後に初めて機能するものだとすれば、少なくとも、悪質出品者をチェ

ックし、排除等の処置が迅速的確にできるシステムを充実させて、被害の発生、拡

大そのものを食い止めることができるのではないかと考えます。 

 

（３）代金決済制度の改善 

オークション詐欺の多くは、代金前払いさせて商品を送らなかったり、不良商品
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関連する係争事案としては、平成１７年、オークション詐欺被害を受けた落札者

〔１次、２次合わせて約７００名〕の原告らが、オークションのシステム自体に瑕

疵があるなどとして、ヤフーに損害賠償を求める集団訴訟が名古屋地裁に提起さ

れ、現在審理中です。 

を送るというものです。この点で、決済制度は今後改善されるべきであると考えま

す。 

例えば、エスクローサービスは有効な対策である反面、その費用負担の面から普

及がすすんでおらず、利用者の負担の軽減を図ったり、少なくとも落札者が希望す

れば、このようなエスクローサービスや代引きを選択できるというような制度を検

討すべきです。 

この点では、最近の悪質商法の現状等を踏まえて特定商取引法を中心とした適切

な対策について検討を進めている経済産業省産業構造審議会消費経済部会特定商取

引小委員会による「中間とりまとめ」（平成１９年６月）の中でも、「インターネッ

トオークションを中心に、代金を支払ったが商品が到着しないというトラブルに対

処するため、販売事業者が消費者に対し、少なくとも一つは同時決済又は事後決済

方法をとることができるように支払い方法を提示することのルール化について検討

することとなった。」とされています。 
 

 

（４）出品物、規約、苦情窓口等の表示の明確化 

現状のオークションの出品者による商品等の表示は充分なものではなく、これに

ついては、主催者においても、出品者への周知徹底や表示システムの改善などによ

り、改善していくべきものです。 

また、主催者と利用者間の利用規約や補償規約などの内容は、利用者側が明確に

認識した上で利用すべきものであるが、現状では、読んでもいない利用者が多いこ

とは明らかです。トラブルが生じた時に、種々の免責条項が法的に利用者を拘束す

ると主張する主催者としては、このような規約の内容（改訂を含む）を利用者に充

分に認識できるようにすべきことは当然の責務です。 

 
（５）苦情・相談窓口のあり方 

オークションサイトでのトラブルについて、利用者が容易に主催者に相談できる

体制をとらなければならないと考えます。現状のオークションサイトにおいて、利

用者が主催者と連絡を取る手段が電子メール一辺倒であり、かつ主催者からの返信

中古品の売買における出品物等の表示に関する事例としては、平成１６年４月１

５日東京地裁判決（判例時報１９０９・５５）落札、購入した中古の普通乗用自動

車にガソリン漏れ等の損傷があり、民法５７０条の「瑕疵」に当たると主張して出

品者に対し損害賠償を求めた事案で、一部の請求を認めた判決があります。 

国民生活センターの平成１９年８月３１日付報告書「観劇チケットをインターネ

ットオークションで落札したが、出品者から送付されたチケットが偽造であったた

めオークション運営会社の補償規定に基づく補償を申請したが、補償対象外とされ

たトラブル」によれば、インターネットオークション運営会社の補償規定の不明確

さや、契約の文言を解釈する一方的な権限を事業者（インターネットオークション

会社）側に与える規定は、インターネットオークション運営会社が恣意的な判断を

することも可能にする内容であり問題があるのではないか、といった点が指摘され

ています。 
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が時として定型的なものとなって個々の利用者の要望に十分対応できていない可能

性があります。 
電話等電子メール以外の方法による相談窓口を充実させることも含めて、必要な

情報が必要な利用者に適時・適切に届くような体制整備が必要と考えます。 

 
（６）トラブル回避のための利用者への啓蒙活動 

さきにも述べたように、オークション利用者には社会経験、取引経験が不足し、

法的な知識もない者も多いところから、主催者としては、これらの利用者が被害に

遭わないよう充分な配慮を行う必要があります。また、オークション利用者は主催

者が想定している以上にインターネットオークションやインターネットそのものに

ついての理解が不十分である可能性があり、利用者の実体に即した情報提供や制度

設計等の配慮が必要です。そのためには、既に述べたような表示の明確化とともに、

オークション利用についての知識やトラブルの実情や回避の方策、決済方法につい

ての説明などを周知できるよう努力すべき責務があります。 

これらの啓蒙活動はネット上での表示等で徹底することは困難と思われ、学校教

育、社会教育の場を含めて行わなければならないものであり、そのような活動につ

いて主催者も積極的に推進すべきと考えます。 

 

不要品等を希望者に販売するというオークションのそもそもの目的から離れた、インタ

ーネットオークションの利用が広がっています。しかし、インターネットオークションそ

のものを楽しむという需要もあり、システム誕生時の目的に拘泥する必要は必ずしもない

のかも知れません。ただ、チャリンカーのようにもともと予定された姿からかけ離れた制

度利用形態によって、次々と被害が引き起こされる事態は可及的速やかに防止する必要が

あります。現実に多発している利用者の被害を効果的に防止し、インターネットオークシ

ョンの場を新たな経済市場・取引方法として健全に発展させるためにも、利用者の保護を

目的としたさまざまな法や制度の整備と充実を早期に求めていくことが重要であると考え

提言といたします。 
 

以上 
 

KC’sの Di.u事案に関する取り組みから、インターネットオークション利用者が
必ずしも電子メールを日常的に利用しているわけではないことが分かりました。常

に利用しているオークションサイトは使い慣れていても、インターネット全般に関

する知識に精通しているとは限らないばかりか、キーボードの利用すら苦手として

いるインターネットオークション利用者がいる可能性が十分あるのですから、主催

者は、電子メール以外の連絡方法の導入に取り組むべきではないでしょうか。 

国民生活センターの平成１９年８月３１日付報告書では、インターネットオーク

ションにおいて、消費者が「納得できない」と申し立てた場合、段階を踏んでしか

るべき部署の判断を得られるような仕組みを構築し、運用すべきであると指摘され

ています。 


