
DPF消費者保護法府令案に対する意見一覧
新経済連盟

法律条文 条項番号 見出し 条文案 意見
（取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務）
第3条第2項　取引デジタルプラットフォーム提供者は、内閣府令で定めるところに
より、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、前項の
規定に基づき当該取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要及び
実施の状況その他の内閣府令で定める事項を開示するものとする。

1条 取引デジタ
ルプラット
フォーム提
供者が講じ
た措置等の
開示

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律（以下「法」
という。）第三条第二項の規定による取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置
の概要及び実施の状況その他の内閣府令で定める事項の開示は、次の各号に定めると
ころにより行うものとする。この場合において、開示の内容が日本語で作成されていないも
のであるときは、開示の内容に日本語の翻訳文を付すものとする。

一 取引デジタルプラットフォーム提供者による開示の内容を、消費者がその使用に係る
電子計算機の映像面において、常時かつ容易に確認できるように表示すること。
二 消費者にとって明確かつ平易な表現を用いること。

（取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務）
第3条第2項　取引デジタルプラットフォーム提供者は、内閣府令で定めるところに
より、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用する消費者に対し、前項の
規定に基づき当該取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要及び
実施の状況その他の内閣府令で定める事項を開示するものとする。

2条 取引デジタ
ルプラット
フォーム提
供者が開示
する事項

法第三条第二項の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 法第三条第一項に基づき取引デジタルプラットフォーム提供者が講じた措置の概要
二 前号の措置の実施の状況
三 第一号の措置のほか、取引デジタルプラットフォーム提供者が、取引デジタルプラット
フォームを利用する消費者の利益の保護のために講じている措置がある場合には、当該
措置の概要及び実施の状況

（取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請）
第4条　内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォームにより提供される場におけ
る商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件の表示が次の各号に
掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該取引デジタルプラットフォーム
を利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該取引デジタ
ルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者
等による当該商品若しくは当該特定権利の販売又は当該役務の提供に係る当
該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとることを要請
することができる。

一　商品の安全性の判断に資する事項その他の商品の性能又は特定権利若しく
は役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しく事
実に相違する表示であると認められること、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させる表示であると認められること。

3条 商品の性能
又は特定権
利若しくは
役務の内容
に関する重
要事項

法第四条第一項第一号の重要事項として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げ
るものとする。

一 商品又は役務の安全性の判断に資する事項
二 商品、特定権利若しくは役務、販売業者等又は販売業者等の営む事業についての
国、地方公共団体その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与
三 商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名
四 商品、特定権利又は役務に関わる資格、登録、免許、許可又は経験を証する事
項
五 前各号に掲げるもののほか、商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する
事項であって、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引を
行うか否かについての消費者の判断に通常影響を及ぼすもの

第4号の資格・登録等は、商品・特定権利・役務そのものに紐づいているもので
はなく、例えば酒類販売免許や古物商許可のように、商品・特定権利・役務の
「提供」という行為に紐づくものではないか?

（販売業者等情報の開示請求）
第5条　取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプ
ラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約
又は役務提供契約に係る自己の債権（金銭の支払を目的とし、かつ、その額が
内閣府令で定める額を超えるものに限る。）を行使するために、当該販売業者等
の氏名又は名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する
情報として内閣府令で定めるもの（以下この項及び次項において「販売業者等
情報」という。）の確認を必要とする場合に限り、当該取引デジタルプラットフォーム
を提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該取引デジタルプラット
フォーム提供者が保有する当該販売業者等に係る販売業者等情報の開示を請
求することができる。ただし、当該消費者が、当該販売業者等情報を用いて当該
販売業者等の信用を毀損する目的その他の不正の目的で当該請求を行う場合
は、この限りでない。

4条 内閣府令で
定める額

法第五条第一項の内閣府令で定める額は、一万円とする。 内閣府令で定める額は、単に「1万円」と規定するのではなく、「プラットフォームを
経由した商品等の取引価格」で1万円とすべき。
（理由）慰謝料・損害賠償額込みで1万円とすると、申告さえすればあらゆる
請求が該当してしまい、まるで歯止めにならない金額となり、この規定が全く機能
しないため。
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法律条文 条項番号 見出し 条文案 意見
（販売業者等情報の開示請求）
第5条　取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプ
ラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約
又は役務提供契約に係る自己の債権（金銭の支払を目的とし、かつ、その額が
内閣府令で定める額を超えるものに限る。）を行使するために、当該販売業者等
の氏名又は名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する
情報として内閣府令で定めるもの（以下この項及び次項において「販売業者等
情報」という。）の確認を必要とする場合に限り、当該取引デジタルプラットフォーム
を提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該取引デジタルプラット
フォーム提供者が保有する当該販売業者等に係る販売業者等情報の開示を請
求することができる。ただし、当該消費者が、当該販売業者等情報を用いて当該
販売業者等の信用を毀損する目的その他の不正の目的で当該請求を行う場合
は、この限りでない。

5条 販売業者
等に関する
情報として
内閣府令で
定めるもの

法第五条第一項の販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものは、次のとお
りとする。

一 当該販売業者等の氏名及び名称（法人その他の団体にあつては、その名称及び
代表者の氏名）
二 当該販売業者等の住所
三 当該販売業者等の電話番号
四 当該販売業者等の電子メールアドレス（特定電子メールの送信の適正化等に関す
る法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第三号に規定する電子メールアドレ
スをいう。）
五 当該販売業者等のファクシミリ番号
六 当該販売業者等が法人その他の団体にあつては、法人番号（行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十
七号）第二条第十五項に規定する法人番号をいう。）

第5条第2項　前項の規定による請求をする消費者は、取引デジタルプラットフォー
ム提供者に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は
記録した書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。）を提出し、又は提供しなければならない。

　一　当該請求に係る販売業者等情報の確認を必要とする理由
　二　当該請求の対象となる販売業者等情報の項目
　三　開示を受けた販売業者等情報を前項ただし書に規定する不正の目的のた
めに利用しないことを誓約する旨

6条 販売業者
等情報の開
示請求の方
法

法第五条第二項の規定による提出又は提供は、書面を提出する場合にあっては郵送
により、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ
とができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される
ものをいう。以下同じ。）を提供する場合にあっては次に掲げる電磁的方法により行うも
のとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する
電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法
二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電
気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける
者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

取引を行った本人であることの確認を行うことが必要であるため、開示請求をする
に当たって、要件として「当該取引デジタルプラットフォームが対象となる取引を特
定するための情報および当該取引の当事者本人であることを示す情報を示す」
旨を追加すべき。

第5条第3項　取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による請求
が同項本文の要件に該当し、かつ、同項ただし書に規定する不正の目的によるも
のでないと思料するときは、当該請求に係る販売業者等と連絡することができない
場合を除き、開示するかどうかについて当該販売業者等の意見を聴かなければな
らない。

トラブルの原因となった当該取引を特定できないと、販売事業者が開示の可否を
判断できないため、法第5条第3項により販売事業者の意見を聴くに際しては、
「当該販売事業者に対して、法第5条第1項の規定による請求を行った消費者
の氏名及び同条第2項各号の内容を開示することができる」旨の規定を追加す
べき

（官民協議会の事務等）
第7条第3項　官民協議会は、第一項の規定による情報の交換及び協議を行
い、若しくは同項の意見を述べるため必要があると認めるとき、又は構成員が行う
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組に関し
他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定める場合において必要
があると認めるときは、構成員に対し、取引デジタルプラットフォームを利用して行わ
れる通信販売に係る取引に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力
を求めることができる。

7条 官民協議
会が協力を
求める場合

法第七条第三項の内閣府令で定める場合は、取引デジタルプラットフォーム官民協議
会の構成員が行う取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のため
の取組に関し他の構成員から要請があった場合とする。

特定の事業者の個別具体的な取組については個別に確認すべきなので、各
DPFに共通する又は共通して行うべき取組に関するものであることを前提とすべき

8条1項 法第十条第一項の規定により内閣総理大臣に対して申出をしようとする者は、次の各
号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を提出し、又は提供する
ものとする。

一 申出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 申出に係る取引デジタルプラットフォームの名称
三 申出の趣旨
四 その他参考となる事項

8条2項 前項の規定により提出する申出は、様式第○によること。
附則 この府令は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律

の施行の日（令和 年 月 日）から施行する。

申出の方法（内閣総理大臣に対する申出）
第10条　何人も、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害され
るおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を申し出て、適当な
措置をとるべきことを求めることができる。
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DPF消費者保護法法定指針案　意見一覧
新経済連盟

法律条文 指針の記載 意見
第１ はじめに
１ 本指針は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する
法律（令和３年法律第32 号。以下「本法」という。）第３条第３項に基づき、同
条第１項及び第２項に規定する取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に
関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

２ 本法第３条第１項及び第２項は、取引デジタルプラットフォーム提供者が取引デ
ジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の
解決の促進に資するため、一定の措置を講ずるよう努めなければならず、また、講じた
措置の概要等を開示するものと規定している。
３ 本指針は、まず本法第３条第１項の講ずるよう努めなければならない措置につい
て、基本的な考え方を示した上で、各号毎に「趣旨・目的・基本的な取組」を明確
化し「望ましい取組の例」を示すとともに、第２項の講じた措置の概要等の開示につ
いて基本的な考え方を示す形としている。
４ 本指針は、本法の施行状況及び取引デジタルプラットフォームを取り巻く環境の変
化等を勘案し、機動的かつ柔軟に見直していくものとする。

第２ 取引デジタルプラットフォーム提供者が行う本法第３条第１項の措置
１ 基本的な考え方
本法の対象には規模や態様において様々な取引デジタルプラットフォーム提供者が
含まれるところ、本法第３条第１項に基づいて講ずるよう努める措置の具体的な内
容は、それぞれの取引デジタルプラットフォーム提供者において創意工夫を発揮しても
らう観点などから、各号ごとに示した「望ましい取組の例」は、いわゆるベストプラクティ
スとして目安となる一定のレベルを明確にするものであり、取引デジタルプラットフォーム
提供者は「望ましい取組の例」を参照することでより容易に措置を講ずることができる
ようになると考えられる。取引デジタルプラットフォーム提供者は、主体的かつ継続的に
創意工夫を発揮し、その事業運営の実態に応じて適切かつ有効な措置を講ずること
が期待されている。
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法律条文 指針の記載 意見
２ 消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置（本法
第３条第１項第１号関係）
(1) 趣旨・目的・基本的な取組
取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引では、販売業

者等が行う通信販売に係る販売条件等の表示に疑義がある場合や、紛争の解決の
ために必要であるにもかかわらず、消費者が販売業者等と連絡をすることができない等
の問題が発生している。
そこで、本号は、これらの問題を解消するため、取引デジタルプラットフォーム提供者

が、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ず
ることを求めているものである。
当該措置については、取引デジタルプラットフォーム提供者が自ら連絡手段を提供

する場合と利用規約等により連絡先の表示を義務づける等して販売業者等に連絡
手段を提供させる場合とが想定されるが、いずれにせよ、基本的な取組として、
・連絡先や連絡手段が、消費者が容易に認識することができるような文字の大きさ・
方法をもって、容易に認識することができるような場所に示されていること
・消費者が合理的な期間にわたり、社会通念に照らして相当な時間帯において、必
要に応じ販売業者等と連絡が取れるようにすること
が求められる。

【意見】（1）の冒頭2段落について、本法は既存の通信販売取引に関する規制に重ねて追加
的に措置が講じられる、つまり直販の場合より取引DPFでの取引のほうが保護が手厚いこと、連
絡が取れないというトラブルは取引デジタルプラットフォームに限らず起きているため、以下のように
修正すべき。

　 取引デジタルプラットフォームを利用して行われるオンラインの通信販売に係る取引では、販売
業者等が行う通信販売に係る販売条件等の表示に疑義がある場合や、紛争の解決のために必
要であるにもかかわらず、消費者が販売業者等と連絡をすることができない等の問題が発生してい
る。
　取引デジタルプラットフォームは、取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等に共通
のシステムを提供するなど、消費者と販売業者等との間だけではなく、取引デジタルプラット
フォーム提供者と販売業者等との間にも契約関係があるという、直販サイトにはない特色があ
ることから、取引デジタルプラットフォーム提供者が、消費者と販売業者等とが円滑に連絡を取
るための環境を整えることが、このような問題の発生を防止し、通信販売に係る取引の安全を
確保するための取組として重要である。 そこで、本号は、これらの問題を解消するため、取引デジ
タルプラットフォーム提供者が、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするため
の措置を講ずることを求めているものである。

(2) 望ましい取組（ベストプラクティス）の例
イ 販売業者等の連絡先の表示の徹底
① 特定商取引法第11条の販売業者等の氏名・住所等の表示義務の遵守に資す
るため、取引デジタルプラットフォーム内に販売業者等向けの特定商取引法第11条
の表示義務に関する専用ページを設ける。
② 販売業者等が、特定商取引法第11条の規定により取引デジタルプラットフォーム
の「場」に連絡先を掲載しない場合は、消費者からの請求があり次第、連絡先を記
載した書面又は連絡先を記録した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする
よう徹底する。
③ 販売業者等に対して、連絡先に加え、対応可能日時も記載するよう利用規約に
より義務づける。

・【質問】もともと特商法11条は住所・名称・法人の場合は責任者氏名・電話番号を記載しない
といけないところ、②の「連絡先」の意味するところは特商法上の表示義務のあるこれらと同じと考
えてよいか。
・【意見】③について、「利用規約での義務付け」は、例とはいえ書きすぎ。記載を推奨する程度の
記載に留める（orせめて何らかのルールとして置いておく）程度で足りるのではないか。

ロ 専用のメッセージ機能の提供
取引デジタルプラットフォーム提供者が、自ら構築した専用のメッセージ機能を提供

する。

ハ 連絡手段が機能しているか否かの確認
① 販売業者等が表示する連絡先が連絡手段として現に機能していることを確認す
るため、取引デジタルプラットフォーム提供者が定期的なパトロールを実施する。
② 消費者からの情報受付窓口を設置して販売業者等への連絡の可否に関する情
報を収集する。

（取引デジタルプラットフォーム提供者の努
力義務）
第三条　取引デジタルプラットフォーム提供
者は、その提供する取引デジタルプラット
フォームを利用して行われる通信販売に係
る取引の適正化及び紛争の解決の促進に
資するため、次に掲げる措置を講ずるよう
努めなければならない。

一　当該取引デジタルプラットフォームを利
用して行われる通信販売に係る取引につ
いて、消費者が販売業者等と円滑に連絡
することができるようにするための措置を講
ずること。
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法律条文 指針の記載 意見
二 連絡手段が機能しない場合の取引デジタルプラットフォーム提供者の対応
① 消費者からの連絡に対して、一定期間販売業者等から返信がない場合は取引
デジタルプラットフォーム提供者が回答を促す。
② 消費者から、販売業者等への連絡手段に関して、取引デジタルプラットフォーム提
供者に問合せがあった場合の内部的な標準処理期間を設ける。

・【質問】②について、「連絡手段」に関することなのに「期間を設ける」となっているのは、文章的に
何のつながりもないのではないか。ここでは「連絡手段」か「処理に要する期間」、どちらのことを言い
たいのか?
・【意見】②について、処理に要する期間は案件や販売業者の規模・問合せ対応力により大きく
異なる。「標準処理期間」を明示することは、例とはいえ書きすぎ。削除した方がよい。

３ 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するた
めの措置（本法第３条第１項第２号関係）
(1) 趣旨・目的・基本的な取組
取引デジタルプラットフォームにおける販売条件等の表示の適正化は、第一義的に

は当該表示を行った販売業者等が担うべきものである一方、消費者は取引デジタル
プラットフォーム提供者を信用して取引に入っていることから、取引デジタルプラット
フォーム提供者にも商品の販売条件等の表示の適正に関し一定の役割を果たすこと
が期待される。もっとも、全ての販売条件等の表示の適正化を取引デジタルプラット
フォーム提供者に求めることは困難であるところ、法令違反に該当する商品等は利用
規約等において販売禁止としたり、消費者が苦情の申出を行いやすい仕組みを設け
るとともに、消費者から苦情の申出を受けた場合において、取引デジタルプラットフォー
ム提供者が、当該苦情に係る事情の調査を行うこと等を基本的な取組として、当該
表示の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずることが求められる。

(2) 望ましい取組（ベストプラクティス）の例
本号では、大きく分けて時系列順に下記イ～二の４つの取組が考えられる。
イ 販売条件等の表示に関するルールの設定
① 利用規約において販売禁止対象商品・禁止行為を定めている。
法令違反に該当するものに加えて、公序良俗違反やトラブルにつながりかねない出

品等についても取引デジタルプラットフォーム提供者のポリシーに基づいて禁止する。
② 販売禁止対象商品・禁止行為のリストは、可能な限り具体的なものとする（例え
ば、「法令に違反するもの」といったレベルではなく「○○法の規格基準に適合していな
いもの」「○○に関し効果・効能をうたうもの」等）。
③ 特に消費者の生命・身体に危険が及ぶような商品・役務提供について、必要に
応じ事前審査を行う等、不適正な販売条件等の表示を予め防止するための仕組み
を導入する。

・【意見】あくまで法令上は「苦情の申出を受けた場合」「当該苦情に係る事情の調査その他の当
該表示の適正を確保するために必要と認める措置」となっているので、基本的には苦情の申出を
受けた場合についての措置に関する内容とすべきである。よって、予め防止するための仕組みという
のは、本指針の対象外と考える。③は、事前防止のことではなく、苦情の申出があった場合の調
査や出店者への対応等について記載すべき。
・【意見】イについては、苦情の申出を受けた場合に、調査や出店者に対する対応において予め
ルールを出店者に示しておくことで、迅速な判断と対応が可能になるという趣旨だと認識している。
よって、購入者に対して詳細な出品ルールを提示することや、商品の事前審査の実施は、ここに
記載するべきベストプラクティスではないと考える。

第三条　取引デジタルプラットフォーム提供
者は、その提供する取引デジタルプラット
フォームを利用して行われる通信販売に係
る取引の適正化及び紛争の解決の促進に
資するため、次に掲げる措置を講ずるよう
努めなければならない。

二　当該取引デジタルプラットフォームにより
提供される場における販売業者等による商
品若しくは特定権利の販売条件又は役務
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法律条文 指針の記載 意見
ロ 消費者からの苦情の申出の受付
① 消費者が「何が販売禁止対象商品・禁止行為であるのか」を把握できるよう、専
用ページ等により周知する。
② 購入した商品等に関する苦情であれば注文（取引完了）確認画面又はメール
に、購入前の商品等に関する苦情であれば商品ページごとに苦情申出のためのリンク
を貼る等、消費者にとって分かりやすい場所、分かりやすい方法で受け付けられるよう
にする。
③ 申出を受け付けた旨及び受け付けた情報の扱いについて申出を行った消費者に
対し回答する。
④ 苦情の申出の受付を購入後に限定せず、疑義情報の通報という形式等により購
入前の苦情の申出も受け付ける。

・【意見】苦情の申出の受付に関する指針であれば、苦情の申出を受け付ける窓口や体制の整
備について記載すべきであり、禁止リストはロには関係が無いと思われる。①は削除したほうがよ
い。
・【意見】②について、購入に関する苦情は購入してしばらく経ったあとや商品が届いたあとに発生
するもので、購入完了する直前に表示される注文確認画面にリンクがあっても意味がない。ここで
言いたいのは購入履歴のことか?
・【質問】③について、「情報の扱い」について回答するという意味が不明。具体的に何を意味して
いるのか?
（これが仮に「受けた情報をどう取り扱うか」という意味であれば、プライバシーポリシーのとおりなの
で全く無意味。「受け付けた苦情について、しかるべく対応する」という意味ならば理解できる。）

ハ 不適正な表示があった場合における対応
① 特に商品の安全性や知的財産権の侵害等のリスクが高い商品等について、製造
業者、ブランドオーナー、権利者等からの申告受付等をスムーズにできる仕組みを整
える。
② 商品の販売等に関し監督官庁がある場合に、当該監督官庁との連絡担当者の
配置やホットラインの設置等により、円滑な連絡体制を構築する。

【意見】消費者からの苦情の申出に係る指針なので、製造業者等からの申告受付の話は指針の
範ちゅうを超えている。ハは「不適正な表示に関する苦情の申出があった場合の対応」としたうえ
で、「苦情内容と販売業者等の表示内容を照合したうえで、販売業者等へ事実確認を実施す
る」といったプラクティスを書いてはどうか。
また、不適正な表示があった場合における対応と、不適正な表示を行った販売業者等への対応
は一つにまとめ、ニを「不適正な表示があった場合の販売事業者等への対応」としてはどうか

二 不適正な表示を行った販売業者等への対応
① 利用規約に基づき状況に応じた比例的な制裁を行う。
② 違反の状況等の記録を蓄積し、利用規約の改定等の予防措置の改善に活用
する。

【意見】上記ハと同様、ニを「不適正な表示があった場合の販売事業者等への対応」としたうえ
で、「販売業者等へ不適正な表示の是正を求める」とか「販売業者等との契約内容やルールに基
づき、ルールに応じペナルティの実施」とかをプラクティスとして書いてはどうか。

品若しくは特定権利の販売条件又は役務
の提供条件の表示に関し当該取引デジタ
ルプラットフォームを利用する消費者から苦
情の申出を受けた場合において、当該苦
情に係る事情の調査その他の当該表示の
適正を確保するために必要と認める措置を
講ずること。
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法律条文 指針の記載 意見
４ 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置（本法第３条第１項第
３号関係）
(1) 趣旨・目的・基本的な取組
取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引においては、

販売業者等が虚偽の氏名又は名称、住所を表示しつつ、消費者被害をもたらす事
案が発生している。
このような被害の発生を防止し、取引デジタルプラットフォーム上の取引の安全を確

保するためには、取引デジタルプラットフォーム提供者が保有している販売業者等を特
定する情報の真正性を確保することが重要である。このような状況を踏まえ、本号は、
取引デジタルプラットフォーム提供者が、販売業者等に対し、必要に応じて、取引デジ
タルプラットフォーム提供者に登録されている販売業者等を特定する情報を裏付ける
資料等の提供を求めるなど、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置
を求めるものである。
当該措置の基本的な取組としては、取引デジタルプラットフォーム提供者が、販売

業者等に対し、本法第３条第１項第１号及び第２号が求める措置を実施する過
程や、第５条の開示請求への対応などにおいて、販売業者等の表示について問題の
おそれのある事例に接した場合に、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める
ことが求められる。
また、上記のような場合に、必要な情報をより円滑に求めることができるよう、

・アカウント登録時に、販売業者等の特定に資する情報の提供を求めること
・日常的な監視活動を通じてそのような情報について疑わしい事例に接した場合に販
売業者等に対し裏付けの資料を求めること

【意見】（1）の冒頭2段落について、本法は既存の通信販売取引に関する規制に重ねて追加
的に措置が講じられる、つまり直販の場合より取引DPFでの取引のほうが保護が手厚いこと、虚
偽情報の記載は取引デジタルプラットフォームに限らず起きているため、以下のように修正すべき。

　 取引デジタルプラットフォームを利用して行われるオンラインの通信販売に係る取引においては、
販売業者等が虚偽の氏名又は名称、住所を表示しつつ、消費者被害をもたらす事案が発生し
ている。
　 このような被害の発生を防止し、取引デジタルプラットフォーム上の取引の安全を確保するために
 は、取引デジタルプラットフォームは、消費者が販売業者等との取引に入る前に、取引デジタル
プラットフォーム提供者が販売業者等の情報を予め確認しておけるという、直販サイトにはない
特色があることから、取引デジタルプラットフォーム提供者が保有している販売業者等を特定する
情報の真正性を 確担保することが、このような被害の発生を防止し、通信販売に係る取引の安
全を確保するための取組として重要である。 このような状況を踏まえ、本号は、取引デジタルプラッ
トフォーム提供者が、販売業者等に対し、必要に応じて、取引デジタルプラットフォーム提供者に
登録されている販売業者等を特定する情報を裏付ける資料等の提供を求めるなど、販売業者
等の特定に資する情報の提供を求める措置を求めるものである。

(2) 望ましい取組（ベストプラクティス）の例
イ アカウント登録に当たり、法人であれば当該法人自らの法人番号又は登記事項
証明書等、個人事業主であれば当該個人自らの住民票や事業証明書等の情報
及び公的書類の提出を受ける。

ロ 販売業者等の氏名又は名称が、登録された銀行口座の名義と一致しているか確
認する。

ハ 商品の販売等に許認可等が必要である場合には、許認可等を受けた旨の証明
書の提出を受ける。
二 取引の過程において登録情報と異なる情報に接したときは、当該時点における、
法人であれば当該法人自らの法人番号又は登記事項証明書等、個人事業主であ
れば当該個人自らの住民票や事業証明書等の情報及び公的書類の提出を求める
などして確認する。

【意見】登録情報と実態が異なる場合、「単に個別に事実確認を行う」ということで足りるのではな
いか。事実確認の方法は様々であることから、例示とはいえ単一の方法を記載するのは意味がな
く、「当該時点における」以降は削除し、「個別に事実確認を行い、正しい情報の記載を求める」
というぐらいでよいのではないか。

第三条　取引デジタルプラットフォーム提供
者は、その提供する取引デジタルプラット
フォームを利用して行われる通信販売に係
る取引の適正化及び紛争の解決の促進に
資するため、次に掲げる措置を講ずるよう
努めなければならない。

三　当該取引デジタルプラットフォームを利
用する販売業者等に対し、必要に応じて、
その所在に関する情報その他の販売業者
等の特定に資する情報の提供を求めるこ
と。

57



法律条文 指針の記載 意見
第３ 取引デジタルプラットフォーム提供者が行う本法第３条第２項の開示について
の基本的な考え方
　本法第３条第２項は、取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラッ
トフォームを利用する消費者に対し、同条第１項の規定に基づき講じた措置の概要
及び実施の状況その他の内閣府令で定める事項を開示すると規定しているところ、
開示の基本的な考え方は次のとおりである。
なお、各取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを取り

巻く環境の変化等を勘案し、必要に応じて開示内容について検討を加え、開示内容
に変更すべき点がある場合には変更を加えた上で開示を行うことが期待される。

１ 開示の内容
(1) 消費者が販売業者等と円滑に連絡が取れるようにする措置については、取引デ
ジタルプラットフォーム提供者が自ら連絡手段を提供する場合は、その連絡先自体
を、販売業者等に連絡手段を提供させる場合は、例えば「当プラットフォームでは、利
用規約により出店者アイコンをクリックした先のページにその出店者の連絡先を記載し
ています」など、販売業者等の連絡先の表示場所を、それぞれ開示することが考えら
れる。

【意見】ここは、「こういう措置を講じています」という内容を開示することに関する指針なので、現在
の記載内容には違和感がある。行っている取組の概要とともに、「具体的な連絡の方法について
も開示するとより親切」と言いたいのであれば、そのように書いてはどうか。

(2) 消費者から苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するた
めの措置については、販売禁止対象商品及び禁止行為のリスト、消費者からの苦情
申出の方法、事前審査ないし不適正な表示に対する対応を行っている旨及びその
概要などを開示することが考えられる。

【意見】上記第2の３(2)イ③や同ロ①で指摘したとおり、禁止リストや事前審査の話は本来はこ
の指針の対象からは外れると思われ、削除すべき。
販売業者等に対してルールを設けていること、消費者からの苦情申出の方法、不適正な表示が
あった場合の販売業者等への対応内容等の開示などが適切ではないか

(3) 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置については、販売業者等
を特定する情報の真正性を確保するために行っている取組の内容を開示することが
考えられる。

２ 開示の場所
　上記１の開示の場所については、消費者による合理的な取引デジタルプラットフォー
ムの選択に資する観点から、各取引デジタルプラットフォーム上の「ご利用ガイド」や「ヘ
ルプ」といったタイトルのページに開示することが考えられるほか、消費者がより選択し易
いとの観点からは、事業者団体のホームページなどで各取引デジタルプラットフォーム提
供者の措置を比較し易い形で表示することも考えられる（注）。
（注）そのような場合には、消費者の合理的な選択に資するという観点から、当該

取組内容が掲載されているホームページのリンク先などを自社のホームページやアプリ
などで開示するなどの措置を講ずることが望ましいと考えられる。
第４ その他（他の法律との関係）
　他の法律に基づく取組が、本法第３条第１項各号及び同条第２項の求める措
置に相当する場合には、当該取組を行うことにより本法第３条第１項各号及び同
条第２項の努力義務を遵守しているものと考えられる。
　住宅宿泊事業法については、住宅宿泊事業法において規定されているもののほか、
宿泊後においても連絡手段が提供される措置があること、宿泊前も含め苦情の申出
を受け付ける措置があること、これらの措置について開示していることが求められる。

【質問】開示についても努力義務という認識だが、相違ないか?

２　取引デジタルプラットフォーム提供者
は、内閣府令で定めるところにより、その提
供する取引デジタルプラットフォームを利用
する消費者に対し、前項の規定に基づき
当該取引デジタルプラットフォーム提供者が
講じた措置の概要及び実施の状況その他
の内閣府令で定める事項を開示するものと
する。
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