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1． はじめに

　旅行業を取り巻く環境は、日々変化している。その中で、
情報をはじめとする技術の発展は、特筆されるべきものである
が、人々の旅行に対する捉え方の変化も特筆されてよいだろ
う。前者は、旅行業のビジネスモデルの変革を促す明白な形
で、後者は、ともすれば、気づかないうちに抜き差しならない
状況に追い詰めるのではないかという不安をにじませながら、
業界に迫ってきている。
　一方、業界（人）の行動を規定する法的インフラストラクチャー
として旅行業法が存在する。また、旅行業法に基づき観光庁
長官及び消費者庁長官が公示する標準旅行業約款がある。
これら、あるいは、これらに由来する法令や約款は、社会の
変化に対応しながら、改正、変更されてきた。ただ、ここには、
旅行業法の目的である消費者保護の前提がある。旅行業法
では登録制度を定め、取引の公正の維持のための規定を設
けている。この前提は、当然、約款にも影響を及ぼしている。
そして、法令や約款は、改正されてきたが、改正ごとに旅行
業者の義務や責任を加重する方向で、進められてきた。この
ことは、旅行者の安心を高めることは、確かだろうが、そのコ
ストが必要になることも確かである。また、安心を高める、安
全を希求することが過ぎれば、無難が最優先される状況とも
なりかねない。そのためには、いきおいパターナリスティックな

規範が形成され、旅行本来の面白みが減殺される事例が生
じやすくなるとともに煩瑣な手続きが要求される。これらのコス
トは、旅行業者の経営に負担となることもあるし、また、旅行
者に転嫁され旅行代金を押し上げる要素にもなる。すなわち、
旅行業者の義務や責任の加重は、旅行者の安心・安全と旅
行代金の縮減及び当該旅行にかかる充実度の向上並びに簡
便性との間においてトレードオフの関係にあるものといえる。
　この義務や責任は、日本国内においては、旅行業者皆に
同様に課されるもので、その取引関係者もその前提は共有さ
れてきた。そのため、このトレードオフについてこれまで大きく
議論されることもなかったのだろう。
　しかし、情報技術の発展や人々が旅行に画一的なもの以
上のものを求める環境が形成されている現在、日本国内にお
いてのみ共有される合意に拘束される日本の旅行業者は、拘
束されない環境の下にある競争者や関連事業者との間で、コ
スト面での競争に劣位におかれたり、旅行者の快適性やニー
ズを満たすための行動に支障をきたしたりする場合も生じうる。
　本稿では、現行の旅行業法と標準旅行業約款において、
上述のようなトレードオフの生じる規定として第 2章で「登録の
問題」、第 3章で「取消料発生日の問題」、第 4章で「旅程
管理、特別補償、旅程保証」に関して、第 5章で「手配旅
行契約のありかた」について検証し、克服の指針を探索する。
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2． 登録の問題

　旅行業法第三条では、「旅行業又は旅行業者代理業を営
もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならな
い」となっているが、旅行業法は行政法規であるため、属地
主義により、その効力が及ぶ範囲は日本の領土主権の及ぶ範
囲内のみである1と考えられる。したがって、海外に所在する
旅行会社は登録を受けなければならない対象とは考えられな
い。この問題は、海外旅行契約について、申込み、契約の
締結が日本国内で行われ、その催行においても、日本の旅行
業者が行うという前提の発地型の旅行ビジネスモデルの下で
は問題が現れることはない。
　しかし、1990 年代、海外旅行者数が伸張するに当たって、
パッケージ旅行におけるオプショナルツアーも多く掲載されるよう
になった。ただ、その主催者は、当該パッケージ旅行を主催
している会社か現地の会社かが不明確であった。そこで、通
達平成 4年 5月25日運観旅第 523 号「主催旅行に関する
広告の表示基準等について」が出され、パッケージ旅行のパ
ンフレットでは、多くのオプショナルツアーの主催者が、現地の
会社であることが示された 2。現在でも、「企画旅行に関する
広告の表示基準等について」で、「オプショナルツアーの企
画者が企画旅行業者と異なる場合にあっては、その旨」を表
示することが定められ、多くのパッケージ旅行のパンフレットに
おいて企画者が現地の会社であることが示されている。このよ
うに、現在行われているオプショナルツアーは、現地の会社の
契約条件等に拠ることで、実態上は合意が得られているように
みえるが、この場合、日本の旅行業者を旅行業法のコンテクス
トの中でどのように位置付けるか、や、現地の会社の契約条
件等に拠ることと旅行業法の整合性については、解答が得ら
れていない 3。
　さらに、海外旅行者の進化とインターネット普及のためか、
日本発パッケージ旅行参加者を対象としたものではなく当該旅
行のみで参加できる現地発の旅行がインターネット上で見られ
るようになってきた。インターネット上では、現地発旅行の申込み、
支払いに関しては､日本に拠点を持たずとも、当該旅行の出
発地等の海外に拠点を持って、日本に在する旅行者と、電話、
ファクシミリ、インターネットや Eメールなどの電子情報処理組
織を使用する方法を用いて申込みを受け付け、クレジットカー
ドや現地支払いなどの方法で決済する例が多く示されている。
このことは、インターネットを介することによって日本に在する一
般の旅行者も、海外の旅行会社と直接取引を行っていること
が推察できる4。
　このように、海外の旅行会社と海外発のパッケージ旅行の
契約を日本に居ながら成立させることが、IT技術の発達で可
能となった。のみならず、日本国内の観光素材にかかり外国
の会社がインターネットを使って日本在住者を対象に取引をする
ことも可能である5。
　これら外国の会社は、日本の旅行業法による負担（営業保

証金や取引準則等による契約条件の拘束）を受けない。一方、
日本の旅行業者は、旅行業法の規制を受けるため、この部
分のコストにおいて、競争力が弱まる恐れがある。さらに、外
国の会社が日本に在せず、かつ、日本在住者を対象に「旅
行取引」を行うことが一般化すると、旅行業法の規制は、空
洞化し日本の旅行業者は、外国の旅行会社に国内市場をも
争奪されることになりかねない。
　登録制度は、旅行業等を営もうとする者についての適格性
を事前に審査して、不適格者には登録を付与しないことにより、
あらかじめ不適格者を排除して、旅行者の保護を図ったもの
である6ためその有用性を否定することはできない。また、諸
外国においても同種の規制がみられる国も多い7。したがって、
直ちにその廃止を主張するものではないが、今後の展開によっ
ては、上述のような場面も想定できる。そのような場面になっ
た場合には、登録制度は、日本国内の旅行業者の発展を阻
害する要因になるため、廃止とともにその状況に応じた旅行者
保護の施策を講じることを検討しなければならないだろう。とは
いえ、登録制度は、既存の旅行業者においては、それにより
信頼を獲得しているとも考えられるので、その価値を構成する
ものと捉えることもできる。日本の旅行業者においてその有用
性が肯定するなら、登録制度が維持されるためにも、日本の
旅行業者は、日本国内に所在することが消費者に対して優位
性を持ち続けるべく研鑽を続けていかなければならない。

3． 取消料発生日の問題

　標準旅行業約款では、旅行者の解除権を、募集型企画
旅行契約の部は第十六条で、旅行者は、いつでも取消料を
支払って契約を解除できると定め、受注型企画旅行契約の部
でも、第十六条で同様の規定を置いている。これは、契約当
事者間で一定の事由のあったときに契約を解除できるよう、あ
らかじめ解除権を留保しておく、約定解除権 8で、契約解除
に伴う損害賠償額の予定であるが、同条別表第一で定める
取消料は、平均的な損害を超えているとはいえないとされてい
る9。
　募集型企画旅行契約の部の別表第一では、国内旅行に
係る取消料は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
二十日目（日帰り旅行にあっては十日目）から、海外旅行では、
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行
契約で、旅行開始日がピーク時の旅行である場合は、四十日
目から、それ以外の時期は、三十日目から収受できることになっ
ている。なお、受注型企画旅行契約では、上記の期日以前
でも企画料金に相当する金額が収受できる。また、取消料が
賦課できる日以降は、期日に応じて、率が規定されている。
　しかし、標準旅行業約款では、海外の旅行サービス提供
機関と比べ取消料が賦課できる日が遅く「国際標準と乖離し
た取消料規定が良質な企画旅行を造成・販売する障壁になっ
ている」10という指摘がされ始めた 11。これに対して行政は、
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慎重な姿勢であった 12 が、観光庁は、開催した「魅力ある
海外旅行商品の創出のための環境整備に関する意見交換
会」で、業界側の意見を聞いている13。
　この主張は、旅行業関係のニュース検索では、2007 年後
半から2008 年にかけてみられ始めている14。これらは、海外
ツアーオペレーターの、日本の旅行業の支払期限が遅いことに
よる仕入れ力の不十分性など 15と相まった主張から顕在化し
てきたとも考えられる。
　ツアーオペレーターにおいては、旅行業者が旅行者に対し
て取消料を賦課できない時期においては、ホテルへの取消料
を自己負担している場合もあるよう16で、従来の日本の旅行業
者の慣行が通用しなくなり、その負担をツアーオペレーターが
吸収している実情が理解できる。
　こうした中、日本旅行業協会は、2009 年「旅行業約款見
直し合同検討委員会」を設置し17、2011 年 3月、観光庁に
対し取消料収受時期の前倒しなどの改正を求める要望書を提
出した 18。さらに、観光庁は、2011 年度、旅行業界関係者、
消費者団体関係者を含めた標準旅行業約款の見直しに関す
る検討会を設置した 19。
　標準旅行業約款は、取消料の規定で海外発の企画旅行
の取消料が設定されていない 20,21ように、日本の旅行業者が
海外発の旅行を取り扱うことを想定しないなどの日本の旅行業
者の従来の慣行を前提として作成されたように思える。
　しかし、日本における環境を優先するあまり、海外の取引環
境を考慮しないのであれば、より旅行者が求める旅行商品を
開発し、提供することに困難が生じる場面も多々現れてくるこ
とは確かであろう22。従来は海外で造成された旅行商品を日
本の旅行者が購入することは、障碍が多かったが、前章で論
じたように、インターネットがそれを可能にした。したがって、日
本においては、旅行者が求める旅行商品が作りづらくなった
結果、海外に所在する旅行会社によって提供される旅行商品
の方が、日本の旅行者にとって価値があるようになれば、日本
の旅行業が空洞化する展開も考えられる23。
　
4． 旅程管理、 特別補償、 旅程保証

　標準旅行業約款では、企画旅行において、旅行業者は旅
程管理（募集型第二十三条、受注型第二十四条）、特別補
償（募集型第二十八条、受注型第二十九条）、旅程保証（募
集型第二十九条、受注型第三十条）を行うものとしている。もっ
とも、旅程管理は、「これと異なる特約を結んだ場合には、こ
の限りでは」ない旨規定されているが、旅行業法第十二条の
十に基づいた旅行業法施行規則第三十二条において当該旅
程管理のための措置は、本邦外の旅行では、講じないことは
認められない。
　パッケージ旅行は、企画旅行として旅程管理、特別補償、
旅程保証が義務付けられ、旅行者に安全・安心の付加価値
を提供している。しかし、これらのサービスには、コストが必

要である。海外旅行では、旅程管理措置として、現地で旅行
サービスの提供を受けるために必要な手続の実施ははずせな
いため、添乗員は同行しなくても現地係員が必要である。また、
特別補償、旅程保証に対しては、そのための保険料あるい
はそれに対する内部留保が求められることになる。
　一方、旅行業法上は、旅行業者と実利用者の間の企画
旅行契約に旅客運送法事業規制が直接適用されないことは、
実務上確立された行政慣行となっている24、とされる。このた
め、旅行業者は、公示された運賃等より安い原価の仕入れ
が可能になる。安い原価は、キックバックやボリュームインセン
ティブ等の割り戻し等を見込んだ結果であるが、これによりパッ
ケージ旅行において、旅行者自らが公示された割引運賃等を
組み合わせて旅行を組み立てるより安い商品の提供が可能と
なる。
　したがって、旅行者がパッケージ旅行を利用するメリットを2
点示すと、安全・安心と相対的に安価な旅行の提供をあげら
れるが、安価な旅行代金の追及は安全・安心とトレードオフに
なる。全行程の観光や食事等が含まれるいわゆるフルパッケー
ジと呼ばれる旅行商品では、旅行者のニーズに合わせてこの
トレードオフのバランスを保つ作業が重要と思われるが、往復
の航空便と宿泊のみが手配されたいわゆるスケルトン型のパッ
ケージ旅行では、旅行者自らが組み合わせるより、パッケージ
旅行のほうが安価である理由により、本来想定されているパッ
ケージ旅行の付加価値である安全・安心には、価値を認めな
い旅行者もいるだろう。そのような旅行者にとって、より求める
価値が低価格であれば、すなわち、旅程管理、特別補償、
旅程保証がパッケージされることによりその旅行代金が上昇す
ることは、旅行者のニーズに反している。旅程管理、特別補
償、旅程保証をはずすことで、安全・安心のレベルは下がる
が、これらは手配旅行では義務付けられていない。また、国
内旅行では、スケルトン型の旅行では、旅程管理（旅行業法
施行規則第三十二条第二・三号）をおわない場合も多いため、
これらは許容されてもよいと考える。目的地にもよるであろうが、
海外であるという理由のみで国内旅行に課されない措置を一
律に義務付ける時代ではもはやない。
　一方、ツアー登山を考えると「客の属性やガイドの資質、
時期、天候などに関係なく、安全な商品として企画、販売さ
れる。あらかじめツアー業者が登山内容を決定するというツアー
登山のパッケージ的性格に、ツアー登山が商品としての安全
性を要求される根拠」25 があり、企画・実施旅行業者の方で
は「旅行会社というのは旅程管理というものに支配されている。
その通りに動かなければならない」26 意識にも支配されている。
しかし、ツアー登山は、登山であるゆえ、通常の旅行商品よ
りは危険性を内包した前提で｢多少は冒険的な行動をしてみ
たいがその機会がない人に、ツアーや講習会という形でそのよ
うな機会を提供する｣27 意義は認められるが、自然状況により
安全性が左右される商品であるため、状況に応じた対応、変
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更が必要になる。しかし、旅行業者においては、旅程変更の
手間に加えて、旅程管理に旅程保証を裏付けることで「その
通りに動かなければならない」意識 28 が増長されているのな
らば、ツアー登山のような現行標準旅行業約款の、契約内容
の変更を最小限にとどめるよう努力する（募集型第二十三条
第二号、受注型第二十四条第二号）ことより優先されるべき、
真に、生命・身体の安全の確保が求められる場面が頻繁に
出現されると想定できるようないわゆる通常の旅行商品でない
募集型企画旅行にも同一の約款で取り扱うことには限界があ
るといえる。
　
5． 手配旅行契約のありかた

　旅行業者が運送機関又は宿泊機関の代理人として旅行者
に乗車券・宿泊券等を販売する場合、単に、運送契約、宿
泊契約が成立するのみで、手配契約は成立しない、とする見
解がある29。一方、標準旅行業約款・手配旅行契約の部第
九条は、乗車券及び宿泊券等の特則を定めている。すなわち、
約款では、旅行業者が運送機関・宿泊機関の代理人として
乗車券・宿泊券等を販売する場合も手配旅行契約が成立す
ることを前提としているようにとらえられる。
　この問題については、約款の制定、改正時に議論になった
ようだが、規定することが難しく、現行のようなものになったよう
である30。
　航空運送代理店の資格を有する旅行業者の航空券の手配
について手配旅行契約の成立を否定した裁判例もある31 が、
そうであるとしたら、どこかで明確に否定しておかないと、旅
行者に手配旅行契約も合わせて成立しているという期待が生
まれる。
　手配旅行契約には、手配した旅行サービスの重要な注意
事項について付随義務として説明する義務を認める余地があ
るとする判例 32もあるが、手配旅行契約でないとしたら旅行
業法第 12 条の 4、第 12 条の 5は適用されず、サービス提
供者と同様の説明義務しか生じない。すなわち、サービス提
供者と同様以上の説明は、手配旅行契約の付加価値になる。
　一方、ゼロコミッションが浸透すると、代理人として乗車券
等を販売した場合でも手配料金 33を取らなければ旅行業者に
収益は出ないため、手配料金を取ることが標準化してくるだろ
う。そのためには、手配旅行契約が締結されているという根
拠が必要となろう。このような、単純手配の場合でも、直予約
がより可能になってきたので、旅行業者を通じて手配すること
が、付加価値そのものと捉えられる。例えば、航空会社の市
内店舗が撤退する中での場所の利便性や face to faceの安
心感などをあげることができる。これは旅行業法第 12 条の 4、
第 12 条の 5で旅行業者に加えられた義務以上のものでなく、
より付加的な説明を含まなくても、単純な質問も確認できるとい
うレベルである（より付加（付価）的な説明は旅行相談契約
という商品に求められる）。

　したがって、いわゆる単品手配でも旅行業者が取り扱う場
合は、原則的に、手配旅行契約になると明示したうえで、そ
の取扱いに何らかの支障がある場合は、個別に、理由を示し
て当該契約は手配旅行契約としない余地を残すようにすること
が、消費者に対し、単品手配における旅行業者の位置付け
が分かりやすくなるのではないかと考える34。
　ところで、手配旅行契約では、代理、媒介、取次という行
為を行うという点で旅行業者が値付けをすることができない 35

とされる。すなわち、旅行サービス提供機関に支払う費用が
区分されて示され、それにあらかじめ掲示されている旅行業
務取扱料金を加えた旅行代金を旅行者から収受することにな
る。したがって、個々の旅行サービスに対して旅行サービス提
供機関の示した価格に旅行業者が上乗せすることはできない
ことになる。しかし、送客手数料なし（ネット）で旅行サービス
提供機関から価格を示されている場合などは、約款の想定ど
おりでは、不都合が感じられることは推察できる。
　しかし、旅行サービス提供機関から示される価格は、いわ
ゆる送客手数料を含む場合もあるし、送客手数料がない場合
もある。旅行者から収受する料金は、旅行業務取扱料金と
して掲示しなければならないが、送客手数料は掲示する必要
はない 36。したがって、旅行者には旅行サービス提供機関か
ら示される価格が、送客手数料を含むか否か、含む場合も
その何％かは示されない。しかし、手配旅行契約では、いず
れの場合も旅行サービス提供機関の価格としてそのまま示され
ることになる。また、海外旅行においては、委託を受けた手
配の海外地上部分をランドオペレーターに手配を代行させるこ
とが多く、この場合、旅行業者自身も個々のサービス提供機
関の費用の明細は、わからないことがある。手配旅行契約の
原則では、旅行業者が値付けをすることはできず、旅行業務
取扱料金を含めて包括した旅行代金を旅行者に示す場合は、
受注型企画旅行契約にしなければならない。しかし、受注型
企画旅行契約とすると旅程管理、特別補償、旅程保証が義
務付けられコストが上がる。すなわち、手配旅行契約では値
づけできない原則を貫けば、旅程管理、特別補償、旅程保
証がパッケージされない企画旅行を認めないことには、不都合
が生じることが推察できる。

6． まとめ

　本稿では、情報技術の進展、人々の嗜好、ニーズの多様
化等を鑑みて、現行の旅行業法や旅行業約款の限界とその
出口についての見解を論じた。
　筆者は、先著で、旅行取引のための制度について、現行
制度は、選好の領域までもミニマムな基準に含めているように
考え、選好の領域といえる部分は自由な選択に委ねられるべき
と述べた 37。そのためには、標準旅行業約款で基本的には
すべての旅行取引をカバーする現状には無理があり、複数の
約款で、商品ごとに旅行業者が旅行者に対して供給を予定し
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ている便益の情報が伝わりやすくする必要がある38と論じた。
本稿では、これらの具体的な問題の一部を示せたのではない
かと考えている。
　日本においては、2000 年代に入り、海外旅行者数は減少
傾向にあり、旅行業者の取扱額は、2000 年代半ばに漸増し
た年もあるが、1990 年代よりは減少している39。このことは、
既存の旅行業のビジネスモデルでは、発展に限界があると考
えることもできる。すなわち、これまで旅行業界が提供してきた
価値とは異なった価値が求められているのではないかとも考え
られる。そのためには、業界常識や業界標準に疑問を持ち、
再考しなければならない 40。その結果、新たな価値を創造す
るプランが策定されるが、その実行において、既存の制度が、
障碍になる恐れもある。本稿では、そのような状況において
旅行ビジネスの発展の障碍になりそうな例を指摘したつもりであ
る。これらは、できれば事前に除去され、より円滑に旅行業に
新たな価値が創造できる環境が築かれることを望むのである。
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