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転売と不正転売

転売と不正転売の違いを知っていますか？
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転売と不正転売の違い

転売とは？

買った物を，そのままほかの人に売ること 
「土地を－する」

不正転売とは？

・・・
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https://www.weblio.jp/content/%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE
https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E5%9C%B0


不正転売が定義されたのは最近！？

引用元：朝日新聞デジタル (https://www.asahi.com/articles/ASL6X52L2L6XUCVL01K.html?iref=amp_line)
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ダフ屋行為禁止法案によると

不正転売とは？

映画や演劇、音楽、芸能やスポーツなどの興行の入場券に

ついて、商売として、興行主の同意を得ずに定価を超える価

格で転売する行為

新たな罰則

1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
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なぜ取り締まれないのか？

この条例を簡単にまとめると

「公共の場での迷惑行為をやめましょう」ということ

しかし，公共の場にインターネットは含まれない

引用元：東京都 (http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012212001.html)
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インターネット上での不正転売増加の理由

インターネットの普及
スマートフォンの普及
サービスの普及

迷惑防止条例の抜け道

+

インターネット上での
不正転売が増加
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3つの立場からの転売問題に対する意見

音楽業界 転売業者 経済学者
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音楽業界の意見
（広告）

チケット転売の3つの問題
①チケットが本当に欲しい
　ファンに行き渡らない

②チケットが定価よりも
　高額で転売された利益は　
　アーティストに還元されない

③アーティストとファンとの
    良好な関係を壊す

2016年8月23日
読売新聞、朝日新聞に掲載
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転売業者の意見(チケットストリート社長　西山氏)

高額かどうかを判断するのはライブを見るファンであり、アーティ
ストや主催者ではない

「良い席で見たい、そのためには高いお金を払ってもよい」という
要望は自然なもの

「高額転売」と主催者側が決めるのは違和感

正当・公正に入手したチケットを自由
に売る権利は自由な市場を
もつ資本主義社会の根幹として
守るべき権利
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経済学的意見(日本経済研究センター 大竹氏)

①チケットが欲しい人に行き渡らない

経済学的には

どのくらい欲しいか (定性的)

最大いくら払ってもいいか (定量的)

「本当に欲しい人」は抽選で外れても、
　高額なチケットを入手するはず

「本当に欲しい人」に行き渡っている
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経済学的意見(日本経済研究センター 大竹氏)

もともと抽選制だけの場合には発生していなかった利益
　　　　　
　　　　　

②高額で販売された利益はアーティストに還元されない

アーティスト

ファン

主催者

転売者

お金の流れ(正規価格)
チケットの流れ
お金の流れ(転売価格)

比較をしても仕方がない
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経済学的意見(日本経済研究センター 大竹氏)

チケット価格の引き上げはアーティストとファンの友好な関
係を壊す　(Kruger, 2001)

③アーティストとファンとの友好な関係を壊す

チケット転売は価値を生み出す正当な行為である

超過需要状態であるなら
チケットの価格を引上げてもよいのでは？

抽選だと・・・
「本当に欲しいファン」もチケットを手に入れるために
時間とエネルギーを割かなければ

抽選制は非効率
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アーティストとファンの良好な関係を保ち、

本当にチケットが欲しい人にチケットを行き渡らせるためには、



　　　　「不正転売」の規制範囲は「公共の場」

　　　　※インターネット上は規制外

 　　　　音楽業界　「高額転売」に対する意見広告

　　　音楽業界・転売業者・経済学者

　　　　立場の違いにより「転売」に対する意見が違う

                         　　研究背景　
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                       目的

                                経済学者・転売業者

『転売は、自由な市場を持つ資本主義経済において価値を生み出

す正当な行為』

　　　　　経済を学んでいない我々は、違和感を覚える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 経済学の学習強度によって経済学者や転売業者の提唱への

許容度や理解度、転売行動への意識の違いについて調査す

る

● 規範意識が転売行動にどう影響を及ぼすか調査する
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規範意識とは

禁煙とあるから・・

喫煙するべきでない

周りもしているから・・・

喫煙する/ 喫煙しない

個人規範 
 道徳的に・・・
　
喫煙しない

命令的規範 

記述的規範 
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 　　　　　　規範意識と転売行動の関係

　

記述的規範規範 と記述的規範が転売に与える影響を知るため・・・ 

　 個人規範 　　　　      　　転売はよくない

　　記述的規範　　　　　　　転売は社会にとってよくない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を変数に分析する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　規範意識の種類 　　　　　　　　　　　　　変数名

　　　　　　個人規範 　　　　　　　転売は良くない　

　　　　　　記述的規範 　　　　転売は社会にとってよくない
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仮説

 
●経済学の学習強度によって経済学者の提唱への

許容度や理解度が異なる為、転売行動への賛否意

識も異なる
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　　　　　　　　　　　　　調査手法

　

　　　　　
本研究では、アンケート調査を行い、

経済の学習強度が転売の是非に与え

る影響やその他転売行動に影響しそう

な要因について分析する。
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調査方法の概要

     
      調査方法 Googleフォーム

　　 調査期間　 8/1　～　9/16

　　　被験者属性 19　～　41歳　学生・社会人

　　 回答数 98

    有効回答数 98
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personal information

22



personal information

23



Question on learning intensity

１．経済学を学んだことはありますか

Have you ever learnt economics before?
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Question on learning intensity

2. 全く経済学を知らない人に経済学についてどのくらい説明でき

ますか

2. How can you explain economics to people who do not 
know economics at all
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Questions about resale

3. チケット転売は、価値を生み出す正当な行為である

Ticket resale is a legitimate act of value creation
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Questions about resale

4.転売が起きているこの社会の現状をどう思いますか

4.What do you think about the current situation of this society 
where resale is occurring
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Questions about resale

5.転売サイトで商品を買おうと思いますか

5. how do you think about purchasing on internet
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Questions about normality consciousness

6.転売は良くないことだと思いますか

6.Do you think that resale is a bad thing
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Questions about normality consciousness

7.転売は社会にとって良くないことだと思いますか

7.Do you think that resale is not good for society
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分析方法：学習強度による転売行動への賛否意識

Step 1:

アンケートの経済学に関する質問から学習強度を算出

Step 2:

学習強度の高低によりグループを2つに分割

Step 3:

2つのグループの転売活動に対する肯定度に差が生じるか
T検定を用いて分析
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分析方法：要因分析

Step 1:

アンケートの転売意識に関する質問を説明変数に設定

Step 2:

アンケートの規範意識に関する質問を目的変数に設定

Step 3:

重回帰分析の結果からどのような要因が規範意識に影響を
与えるのかを分析
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検定の場合分け

A) 母分散が既知 or 大標本
→Z検定

33

前提：今回取り扱うデータは対応のないデータ
大標本：サンプル数が100以上
小標本：サンプル数が100未満

B) 母分散が不明 and 小標本 and 等分散
→T検定
（等分散判定には母分散比のF検定が必要）

C) 母分散が不明 and 小標本 and 非等分散
→ウェルチのT検定
（非等分散判定には母分散比のF検定が必要）

サンプル数：98



学習強度の算出

①経済学の学習経験 ②経済学の説明能力

標準偏差による正規化

両者の偏差値の積を学習強度と定義

34

十分説明できる全く説明できない



学習強度による転売行動への賛否意識
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①経済学の学習経験
②経済学の説明能力

低強度グループ

高強度グループ

経済学の学習強度によって転売行動への賛否意識が異なる

⑱転売はよくない
全く思わない とても思う

1―――2―――3―――4―――5―――6―――7

⑲転売は社会によくない
全く思わない とても思う

1―――2―――3―――4―――5―――6―――7

経済学の学習強度に関する質問

2つのグループに分類

3.20 4.83

3.00 4.47



転売は
良くない

経済学の学習経験

経済学の説明能力

転売チケットは
本当のファンに
行き渡らない

チケット高額転売
の決定権はファン

チケット高額転売
はファンとの関係を

壊す

良席への支払い
要望は自然

高額転売の利益
はアーティストに

無還元

転売の権利は
資本主義経済の

根幹

転売利益は
新コンテンツに
活かされない

「参加した度」は
最大支払い

意思額

抽選制チケットは
本当のファンに行

き渡らない

高額転売の利益
は理不尽だが

仕方ない

チケット転売は正
当な行為

抽選チケットの配
分は非効率

主催者ネットオー
クション+寄付は

成功する

転売社会への
態度

転売商品購入
意図 正の影響

負の影響

転売の個人の規範意識に影響をもたらす要因の分析
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転売は
社会に
良くない

経済学の学習経験

経済学の説明能力

転売チケットは
本当のファンに
行き渡らない

チケット高額転売
の決定権はファン

チケット高額転売
はファンとの関係を

壊す

良席への支払い
要望は自然

高額転売の利益
はアーティストに

無還元

転売の権利は
資本主義経済の

根幹

転売利益は
新コンテンツに
活かされない

「参加した度」は
最大支払い

意思額

抽選制チケットは
本当のファンに行

き渡らない

高額転売の利益
は理不尽だが

仕方ない

チケット転売は正
当な行為

抽選チケットの配
分は非効率

主催者ネットオー
クション+寄付は

成功する

転売社会への
態度

転売商品購入
意図 正の影響

負の影響

転売の社会への規範意識に影響をもたらす要因の分析
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　　　　　　　　　　　　　　まとめ　　 

経済学の学習強度と転売の関係性について

経済学の学習強度の高いグループは低いグルー

プと比較して「転売」に肯定的。
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　　　　　　　　　　　　　　まとめ

　　　　　規範意識と転売の関係性について

転売を「正当行為」と感じ、転売商品を購入しようと

するほど転売を良くないと感じていない。

　　　法律の規制がなく転売の是非の境界が曖昧
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法律の制定により規範意識と転売の関係性が変

わる可能性がある。



　　　　　　　　　　　　　　まとめ　　

●規範意識と転売についての関係性②

個人としての転売活動

「転売の権利は資本主義経済の根幹」を理由に転売

活動を正当化している　　　　　　　　　　

他人の転売活動

「転売は社会に良くない」という意識には「転売の権

利は資本主義経済の根幹」は影響しない。
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チケット高額転売を規制する法案は審議中である。

法案が成立すると・・・

本研究で行った個人規範や記述的規範といった規範意識に

加え、命令的規範と転売行動の関係性について調査を行うこ

とで、新たな知見を得ることができると考える。
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転売の是非の境界が明確となり、転売を正当化できなくなる。

 　　　　　　　　　　　今後について

　　　　　出典：ＯＲＩＣＯＮ　ＮＥＷＳ　 https://www.oricon.co.jp/news/2106937/photo/3/

https://www.oricon.co.jp/news/2106937/photo/3/
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     ご清聴ありがとうございました。
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肯定度の平均値の有意差検定

P-値

転売はよくない 0.026

転売は社会によくない 0.038
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