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第２回取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会 

 

１．日 時：令和３年11月22日（月）10時00分～12時00分 

 

２．場 所：オンライン開催 

 

３．議 題 

・内閣府令(案)及び取引 DPF の努力義務の内容を定める指針(案)について 

〇事務局資料説明 

〇意見交換 

・「販売業者等」に係るガイドライン(案)について  

〇事務局資料説明 

〇意見交換 

 

４．出席者 

〇事業者団体 

アジアインターネット日本連盟、オンラインマーケットプレイス協議会、ク

リエイターエコノミー協会、一般社団法人シェアリングエコノミー協会、一

般社団法人新経済連盟、一般社団法人セーファーインターネット協会、一般

社団法人日本クラウドファンディング協会 

 

○独立行政法人国民生活センター 

 

○消費者団体 

一般社団法人全国消費者団体連絡会、公益社団法人全国消費生活相談員協会、

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

 

○学識経験者その他  

依田 高典 京都大学大学院経済学研究科教授、中川 丈久 神戸大学大学院法

学研究科教授、日本弁護士連合会 

 

○関係行政機関  

公正取引委員会、個人情報保護委員会、デジタル庁、経済産業省、消費者庁 
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＜冒頭＞ 

○事務局 

 それでは、定刻になりましたので、第２回「取引デジタルプラットフォーム

官民協議会準備会」を開催いたします。 

 本日は御多忙のところ、各構成員におかれましては御参加いただき、誠にあ

りがとうございます。本日の進行につきましても、事務局である消費者庁消費

者政策課にて行わせていただきます。 

 また、本日は事業者団体の皆様からのヒアリングを予定しております関係で、

会合は非公開とさせていただいております。 

 初めに、今回の会合から一般社団法人日本クラウドファンディング協会に準

備会の構成員として御参画いただくことになりました。自己紹介をいただけま

すと幸いです。 

 

○一般社団法人日本クラウドファンディング協会  

 当協会について簡単に御説明させていただきますと、当協会は主にクラウド

ファンディングサービスを提供する事業者様により構成されている協会になり

ます。同じ業界の事業者同士の情報交換を通じて、ガイドラインなどの基本的

な指針やマニュアルの作成を行い、また、トラブル事例など可能な範囲での共

有を通じて、業界全体の健全化を図ることを目的としております。 

 クラウドファンディング、これは不特定多数の人々から少額ずつ資金を募る

仕組みとなっておりまして、今回、取引DPF消費者保護法の取引デジタルプラ

ットフォーム提供者に該当することになると考えております。もちろん消費者

の方の保護が第一にあるとは思うのですけれども、そこによってどういった情

報を提供しなければいけないかなどの利害関係を有するところになりまして、

今回構成員として参加させていただき、いろいろ御議論させていただきたいと

思っております。 

 

・事務局から本日のウェブ会議の操作説明及び資料確認 

 

＜議事＞ 

・事務局から資料２－１ないし２－３について説明 

・「内閣府令（案）」と「取引DPFの努力義務の内容を定める指針（案）」に 

ついての意見交換 

○オンラインマーケットプレイス協議会  

 まず、府令からなのですけれども、債権額１万円というところがあるのです

が、この１万円はどういう情報を基に１万円と設定したのか、事務局から少し

説明をいただきたいと思っています。プラットフォームからすると、いろいろ
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な慰謝料なども含めてということになると何を基に債権額の妥当性を判断した

らいいのか非常に悩ましいところがございますので、できれば取引額で判断で

きるようにしていただくと開示がスムーズにいくのではないかと思っています。 

 それから、開示対象の情報に銀行口座情報を入れるかどうかが資料で示され

ていますけれども、プラットフォームとしては銀行口座は含めるべきでないと

思っています。なぜかというと、口座情報があっても消費者の方には口座情報

から連絡先を調べることは個人の方ではできないと思っているからです。弁護

士会照会にという話がありましたけれども、そうであれば最初から弁護士会照

会でプラットフォームに聞いていただく方法があります。銀行口座情報は機密

性の高い個人情報として扱っているところが多くて、個人事業主の情報なども

含まれますので、基本的には含めないほうがいいのではないかと思っています。 

 これとの関係で、そもそもこの制度を使って情報を開示することが個人情報

保護法との関係でどうなるのかが結構気になっておりまして、個人情報保護法

との関係で開示することは何の問題もないとなるのか、あるいは出店規約など

であらかじめこういう場合にこういう情報を渡すみたいな同意をしっかり取っ

ておく必要があるのか、そこら辺も実務上は課題になってくるかと思っていま

す。 

 続いて指針なのですけれども、最初のところでこの指針の趣旨、目的みたい

なところが書かれていますが、目安となる一定のレベルというような書き方が

されているのですが、記載いただいている内容を見ると、レベルというよりは

ベストプラクティスとして参考となる具体的取組という書き方のほうが事実に

即していて分かりやすいのではないかと思います。具体的取組としてこういう

ことをやるといいのだよというのが目安として分かるものという捉え方のほう

がいいのではないかと思いました。 

 指針で２か所、販売業者と連絡がつかないであるとか、あるいは住所などが

虚偽であった場合のことが書かれているのですけれども、今だとデジタルプラ

ットフォームでの取引にこういう問題が多いかのような書き方がされてしまっ

ているのですが、実際はデジタルプラットフォームのみで起きていることでは

なくて、むしろなりすましなどの問題もあるので自社サイトっぽいところのほ

うがこういった問題は多いのではないかという気もするのです。ですから、そ

こは少し書き方を変えていただきたいです。オンラインでの通信販売でこうい

う問題があるのだけれども、取引デジタルプラットフォームを通じた場合は、

消費者は頼るところとしてもう一つデジタルプラットフォームがあり、頼ると

ころとして期待されているという認識ですので、言わばデジタルプラットフォ

ーム経由であればこの制度を使ってより追加的に保護が図られるという制度だ

と思っています。一般的にオンラインでこういう問題があるけれども、プラッ

トフォームであればこれによってトラブルを防止できる、軽減できるというよ
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うな書き方にしていただければと思っています。 

 あとは指針の項目というか、中身の問題なのですけれども、努力義務の内容

の一つとして、消費者から苦情の申出があった場合の措置について書かれてい

るのですが、この内容の部分が、苦情の申出の前提と先ほどおっしゃっていた

だいてはいるのですけれども、本来の指針の範囲からは飛び越えたような中身

が含まれていると思っています。例えば、消費者から苦情が来たときに迅速に

判断できるようにあらかじめ販売業者に対して禁止ルールなどを明確にしてい

るのは分かるのですけれども、それを消費者に対して細かく見せるのかという

のはまた別の問題であったり、偽造品対策でブランドホルダーなどから通報で

きるようにしておくというのは、消費者からの通報とはまた別の話だったりし

ます。ですから、法定の範囲ではない部分についてはこれとは切り分けて削除

するか、あるいは法定の範囲ではないけれどもこれをやっていたらもっと親切

だねという趣旨なのであれば、それを明確にした上で項目を分けるとか、そう

いう工夫をしていただきたいと思っています。 

  

○アジアインターネット日本連盟  

 まず、内閣府令の関係でありますけれども、４条の関係で、債権額に慰謝料

や拡大損害に関する請求を含めるかどうかという論点があると思っていますが、

これらを含めると実務的には機能し難くなると思っています。精神的損害に関

しては、DPF提供者側で存在の確実性を判断することはおよそ不可能だと思い

ますし、拡大損害に関する請求を含んでいる場合には、購入商品の瑕疵との因

果関係であったり、消費者側の過失が疑われる場合には過失の有無、程度を判

断する必要があると思うのですけれども、裁判所でも判断が難しいような因果

関係や過失相殺について、DPF提供者側で判断するのは極めて困難かと思って

います。解決策として、消費者の申告ベースで判断してしまうというのも一つ

の考えだと思うのですけれども、DPF提供者としては販売業者等の情報開示に

は慎重になる必要がありますので、この選択肢についても慎重にならざるを得

ないのかと思っており、新経連さんが別途御意見を出されておられましたけれ

ども、取引額ベースで考えるということなのかと思っています。 

 次に、開示対象になる販売業者等の情報についてですが、私たちも預金口座

情報を開示対象に含めることについては反対いたします。消費者にも様々な

方々がおられて、制度を悪用しようとする方がいないとも限りませんし、情報

をすぐネットにアップできてしまうことを踏まえると、センシティブな情報を

開示対象に含めることについては慎重になるべきかと思っています。目的外利

用をしないという制約があったとしても、罰則がない中では歯止めにならない

のかなと思っています。 

 加えて、口座情報を開示した場合の効果ですけれども、それにもやや疑問が
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ありまして、確定判決などがない中で口座名義人の住所等を回答する銀行がど

れほどあるのかですとか、また、仮に相手が悪質業者だとすると、名義人の同

意なしに開示するような銀行に口座を持っているものなのかといったところも

やや疑問でして、必要な情報の特定にはあまり効果がないけれども、販売業者

等への負担が大きくなるということを懸念いたします。 

 それに関連して、特商法上の表示が正しい場合にはそもそもそれ以上の情報

開示請求があったとしても法律の要件を満たさないと思うのですけれども、特

商法上の表示が正しいかどうかを誰がどのように判断するのかというところも

クリアにしていかなければならないのかと思っています。例えば住所や電話番

号を開示したもののなかなか連絡が取れないとか、開示された情報が信用でき

ないというだけで追加的な情報を求められてしまいますと、それを悪用して情

報を入手する人も出てくるおそれがありますので、販売業者等への配慮が足り

ないかと思っています。ファクシミリ番号についてはそもそも設置していない

事業者も多いので、仮に対象として位置づけられたとしても新たに設置を求め

るものではないとか、保有していない情報については開示対象ではないという

ことを明らかにしていただければと思っています。 

 法定指針の関係ですけれども、まず１ページ目の「はじめに」の２番につい

てですが、巷では法の３条２項が義務なのではないかという誤解が生じている

と思いますので、ここは努力義務だということが分かりやすいように修文いた

だいたほうがいいのではないかと思っています。 

 基本的な考え方のところにある、先ほどオンラインマーケットプレイス協議

会から御指摘のあった「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」というところについては我々も同意見で、各号ごとに具体的な

取組例を示すものであるといった言葉にする必要があるかと思っていますし、

透明化法の指針ではベストプラクティスとかそういった言葉ではなくて、具体

的な取組例ということにしていると思いますので、この指針でもそうしたほう

がいいのかと思っています。 

 そのほか、法の範囲を逸脱しているところがあるのではないかというところ

については我々も同意見でして、もちろん一般的にそういう取組を行うことを

否定しているわけではないのですけれども、法定の指針の内容としては逸脱し

ているところが幾つかありますので、場所だけ言及させていただきますと、３

ページ目の真ん中頃にある「もっとも」で始まる文中の「法令違反に該当する

商品等は利用契約等において販売禁止としたり・・・仕組みを設けるととも

に」というところですとか、３ページ後半の（２）にあるイやロ及び６ページ

目の（２）にある「販売禁止対象商品及び」のところから「事前審査」までの

ところは法の範囲を超えているかというのと、５ページ目の最上段にある２つ

のポツについても法の範囲を超えているかと思っております。 
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 最後に、６ページ目の「その他（他の法律との関係）」で、２段落目に住宅

宿泊事業法に定められていないものとして宿泊後の連絡手段の提供等に言及さ

れているように読めるところがあるのですけれども、いずれも既に住宅宿泊事

業法等において規定されているものですので、２段落目は削除いただいて、代

わりに１段落目の最後に、例えば住宅宿泊事業法については住宅宿泊事業法を

遵守している場合には原則として本法３条１項各号及び２項の努力義務を遵守

しているものと考えられるといったことを記載いただければよいのかと思って

います。 

  

○クリエイターエコノミー協会  

 口座情報につきましては、私どもも反対いたします。口座情報について、誓

約書を出してもらう運用というお話が出ておりましたが、発信者情報開示請求

においても、開示するに当たって目的外利用をしないことが法定されているも

のの、実際の運用においては目的外利用をされている例が散見されます。口座

情報はかなり繊細な情報であることに鑑み、開示は控えるべきと考えておりま

す。 

 指針（案）のベストプラクティスのほうですけれども、こちらはベストプラ

クティスという形で書かれているところではありますが、第２の２（２）のダ

イレクトメッセージですとか、販売業者に対して個別に連絡が取れるようにす

るというところにつきましては、個別に連絡をする必要性があるというところ

は重々承知しておりますけれども、こちらの連絡の窓口が逆に誹謗中傷の窓口

になってしまったりしているところもございますので、そこは必ずしもずっと

開いていかなければいけないというものではなく、別の利益も踏まえた上での

対応をさせていただければと考えております。 

  

○一般社団法人日本クラウドファンディング協会  

 既に他の方々から御発言いただいたところとかぶる部分もあるので、補足的

なところだけ２点お話しさせていただきます。 

 １点目が、府令（案）の一番上の観点について、我々としても精神的損害が

含まれるとなかなか難しい判断が迫られるかと思っております。その理由とし

ては、他の事業者団体様も同じだと思うのですけれども、特にクラウドファン

ディングという性質上、プロジェクトに対する支援というのは思いに共感して

行われることが多いので、支援自体が共感、応援等の動機に基づくからこそ、

リターンの提供やプロジェクトが実行されなかった場合に精神的損害を被った

と主張されやすい類型ではないかと考えております。客観的にも判断しづらい

ところですし、特に主観的に精神的損害を１万円以上被っていますと言われた

ときにどう判断すればいいかがなかなか難しいところかと思いますので、１万
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円については取引額ベースで考えていただけると、こちらとしても対応しやす

いとは思っているところです。 

 ２点目、こちらも既にお話に出ているところではあるのですが、口座情報の

開示、こちらについては我々としても反対したいところでございます。既に理

由としては他の団体様から出ているところとかぶるところではあるのですけれ

ども、口座情報は非常にセンシティブな情報であるため、もしこちらが開示対

象に含まれてしまいますと、そもそも販売業者等をどのように考えるかという

ところ、我々の団体でもなかなか難しいと思っているところがありまして、そ

こでただでさえハードルが高いところで、口座情報の開示もしなければならな

いとなると、より保守的に考えざるを得なくなってしまうのかと思っておりま

す。したがって、口座情報は開示の範囲に含めずに、それ以外の情報という形

にしていただければと思っております。 

  

○一般社団法人新経済連盟  

 新経済連盟からは資料３－３－１と３－３－２という形で意見を提出させて

いただいておりますので、全体の意見についてはそれを御参照いただければと

思います。時間の関係もありますので、そのうちの幾つかについてコメントさ

せていただければと思います。 

 １つ目は府令（案）４条の１万円のところですが、慰謝料、損害賠償額等を

含めて１万円という形ですと、申告を個人の考え方ですることになり、あらゆ

る請求が該当するということもあり得るのではないかと思いますので、商品等

の取引価格という形で限定した形で１万円というようにした方が良いと思って

います。 

 資料２－２ですけれども、銀行口座情報について開示の対象にすることにつ

いては、我々としても反対です。リスクの面とこれによる効果との兼ね合いを

考えて、銀行口座を開示対象にするというのは適当ではないと思っております。 

 資料２－３の指針（案）につきまして、一部、趣旨の項目であたかも取引デ

ジタルプラットフォームにおいてのみ問題が発生しているという形で捉えられ

るような記述があります。これは直販サイトでも同様のことが起きていると思

いますので、ぜひ修正をしていただきたいと思っています。修文案につきまし

ては紙で提出した意見にありますので、それも御参照いただければと思います。 

 また、法定の指針（案）につきまして、本来例えば苦情の申出を受けた場合

の対応や措置について記載するとか、あるいは開示についてもこういうことを

やっています、こういう措置を講じていますということを書くべき指針であり、

そこからはかなり逸脱しているかと思いますので、法定指針という形にふさわ

しいような形で記述内容を整理していただければと思います。 
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○一般社団法人シェアリングエコノミー協会  

 まず、内閣府令のほうですけれども、４条の１万円の点については我々も皆

様と同意見で、取引額に条件を付すべきだと考えております。 

 口座情報についても皆様と同じく反対でして、仮に開示したとしても消費者

の利益につながるかというと、それ以降の強制執行等も含めて考えても費用倒

れになる可能性が非常に高いので、なかなかつながらないかと。むしろデジタ

ルプラットフォーマーが法務省さんなどでやっているODRやInternal Dispute 

Resolutionという内部での紛争解決機関の仕組みを使ってプラットフォーム上

で処理できたほうが有益なのではないかと考えていますので、この点は法務省、

消費者庁が連携して推進していただいたほうがいいかと思っています。 

 府令の最後、６条ですけれども、新経連さんも記載されておりましたが、開

示請求の際に消費者側の特定のために必要な情報というものが必要になるかと。

これはなりすましだったり、弁護士以外の代理人みたいな人、勝手な知り合い

とかを使って情報請求してきたりする可能性もあるので、メールアドレス、ID、

パスワードは最低限必要として、それ以上にどうやってそういったものを防ぐ

かは検討が必要かと思いました。 

 指針ですけれども、細かいのですが、最初の第１の「はじめに」の１のとこ

ろですけれども、最後の文で「実施を図るために必要な事項を定めた」と書い

てありますが、こちらは先ほど皆さんからも指摘があったように、努力義務と

して必要なものなどが混同して読まれてしまう可能性があるので、最低限必要

な事項及び望ましい事項または期待される事項という形で、努力義務というこ

とが分かりやすいように記載していただければと思います。 

 非常にこれも細かくて恐縮なのですが、第２の２の（２）ロです。専用メッ

セージ機能をベストプラクティスとして挙げていただいていますけれども、当

該メッセージ機能を付ける場合にはこれはまた全然別の論点ですから、電気通

信事業届がクローズドチャットということで必要になったりするので、その点

は注記でもしておいていただいたほうがいいかと思っております。プラットフ

ォームさんでできていないところはたくさんあるので、そこは御注意いただけ

ればと思います。 

 同じく第２の２の（２）のハですけれども、「定期的なパトロール」という

記載があるのですが、これは具体的にどのようなものなのか、これはどちらの

事業者さんのベストプラクティスを持ってこられたのか分からないのですけれ

ども、もう少し具体例を示していただくといいかと思います。 

 第２の４の（１）情報の真正性というところがあるのですけれども、こちら

は必要に応じて問題のおそれがある事例に接した場合に追加の資料を求めると

いうことで書いてあるのですが、本当に悪質な販売業者などがいたときに、事

後にこういうことをやってもなかなか奏功しないので、むしろこの法律とは全
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然別の話になってしまって範囲を超えてしまうのですけれども、銀行口座情報

にひもづく本人確認情報などを金融機関さんと連携してデジタルプラットフォ

ーム側で本人確認が容易にしやすいように仕組みを整えていただくということ

と両輪でやっていただかないと、なかなか難しいのかと思っております。 

 最後、先ほどAICJの山家さんから御指摘いただきましたけれども、第４の住

宅宿泊事業法の点は我々も全く同じ意見ですので、住宅宿泊事業法で仲介事業

者が必要な義務を果たしていれば、これには努力義務も含めて対応していると

認識していますので、第２段落は削除していただければと思っております。 

 以上です。 

 

○一般社団法人セーファーインターネット協会 

 私どもからは大きく分けて２点お伝えしたいと思います。 

 まず、私どもSIA会員企業がこのECプラットフォームを提供している目的、

意義というところですけれども、大前提で恐縮なのですが、直接会わなければ

取引できなかった人たちをオンラインでマッチングさせ、売りたい買いたいと

いう課題解決につなげること、また、それぞれのユーザーの取引を通じた売れ

た買えたという成功体験につながっていくことで、ユーザーへの楽しみを提供

することとともに、限りある資源を循環させ、より豊かな社会をつくることに

つなげていくというところに意義があると考えております。 

 特にこのコロナ禍では、ECをはじめとするオンラインサービスの利用者の拡

大というところで、今までにない新たな層の方々にもその利便性に気づいてい

ただいて、多くの方々に御利用いただいている状況にあると認識しております。

コロナ後の社会におけるデジタル化推進もありまして、今後も利用者のさらな

る拡大が見込まれると思います。そういった思いの下、プラットフォームを運

営しておりますが、それが消費者被害を生むということはあってはならないと

考えております。そのため、これまでも消費者保護のため、自主規制も含めた

業界横断での様々な取組、個社レベルでの対策を行っておりますし、今回の消

費者庁様の消費者保護のための取組、動きはおおむね賛同しているところです

けれども、プラットフォームの申し上げましたようなよさ、特性を残しつつ、

より実効的な消費者保護を推進するというところを考えていきたいと思ってお

りますので、具体名について幾つかコメントをしたいと考えております。 

 １点目ですけれども、資料２－２「開示請求の対象となる販売業者等情報に

ついて」でございます。こちらは皆様も既におっしゃっているところですが、

販売業者の口座情報の開示を対象に加えるかという点については、慎重に御議

論いただきたいと考えております。消費者に口座情報が開示されることが、消

費者自身による紛争解決に役立つのかという点は疑問に思っております。そも

そもこちらの本条は消費者が開示されている情報だけでは相手方にたどり着く
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ことができない場合に、プラットフォーム事業者が有している出品者、販売者

に関する情報を開示することで、当事者間で交渉することを可能とする、そし

て、早期の紛争解決に役立てていただくことが目的と理解しております。口座

情報について考えたときに、その目的を達成できるのかというところですが、

その情報のみで相手方にたどり着くことはできない。さらに、口座情報にひも

づく名義人の情報を得るために別途弁護士等による法令に基づく照会手続を踏

まなければならず、簡易迅速に相手方へコンタクト手段を確保するという本趣

旨にそぐわない情報なのではないかというところでございます。 

 また、口座情報は秘匿性の高い情報であって、取得した消費者の方が取り扱

う際には高度かつ広範囲な注意義務が課されるというところもありますが、こ

うした情報が万が一流出してしまった場合に、消費者の方もそうですし、プラ

ットフォーム事業者側に何か責任があるのかという点についても、慎重に検討

していかなければならないと考えております。 

 また、本項で口座情報が開示対象情報とならなかったとしても、弁護士会照

会等をはじめとする別の法令に基づく開示の手続の余地はございますので、消

費者保護の観点から一切救済の道が断たれるものではないというところはあら

かじめ御理解いただけるとよいかと思っております。ここでは消費者自身が消

費者のみで御自身で簡易迅速に紛争解決に至ることができるのかというのがポ

イントかと思いますので、そちらを念頭に置いていただければと思います。 

 また、参考までですけれども、ユーザー間トラブル解決に資するプラットフ

ォーム事業者の取組の一例としましては、購入者から販売者に支払われる商品

代金を一旦プラットフォーム事業者が受け取り、取引が完了した後に商品代金

が販売者の手元に渡るという仕組みを構築しているケースもございますので、

こういった取引の途中に問題があった場合には解決のためのコミュニケーショ

ンを自主的に行うこともできますし、ほかの取組も併せて、他の手段もあり得

るというところで御理解いただけるとよいかと思っております。 

 こちらは本当に一言だけなのですけれども、資料２－３につきましては、第

２のところで「望ましい取組の例」としてベストプラクティスとして目安にな

る一定のレベルを明確にするというところなのですが、こちらはベストプラク

ティスと書いていただいているところですけれども、一定のレベルという書き

ぶりですと事業者によってそこに達していないという判断もされてしまうとこ

ろですので、こちらは書きぶりを御検討いただけると大変ありがたいと思って

おります。 

  

○事務局 

皆様、ありがとうございました。 

 たくさんの多くの御指摘、御意見を頂戴いたしました。時間の関係もござい
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ますが、共通して御意見をいただいていた点を中心に、現時点での我々の考え

を御説明させていただきたいと思います。 

 まず、債権額の下限の１万円の根拠あるいは範囲という御質問を共通してい

ただきました。根拠といたしましては、PIO-NETに来ております被害事例の相

談、その６割程度は１万円を下限とした場合にカバーできる、過半はカバーで

きるということで、もっと低いものもいろいろあるのですけれども、一つの根

拠としてこの１万円を設定してございます。 

 また、範囲なのですけれども、相談事例も必ずしも取引額に限定されていな

いというところも事例としてございましたし、また、例えば検討会なり、国会

審議のときにも話題になりましたモバイルバッテリーで火災が起きた事例を考

えた場合に、取引額を対象とするだけで果たして救済として消費者保護として

十分なのかというところも、こういった問題をどう考えていくのかということ

もあろうかと思っております。そういう意味では、基本的には取引額と拡大損

害を基本としつつ、必ずしも慰謝料についても排除していないというのが現時

点の我々の考えでございます。 

 また、この点も今後いろいろと意見交換させていただきながらということに

なろうと思いますが、現時点の考えとしては以上でございます。 

 口座情報ですが、こちらもいろいろと御意見をいただき、ありがとうござい

ます。パワーポイントでも今日お示しさせていただいたとおりでして、必要性

に対していろいろなリスク、またリスクに対する担保措置についてもどう考え

るのかということはあろうかと思います。ここも今後またいろいろ御意見をい

ただきながらだと思っておりますが、とにかく一番大事だと思っておりますの

は、パワーポイントの指針でもお示しさせていただきましたけれども、と取引

DPF提供者が保有している様々な販売者等の情報の真正性を確保していくとい

うことかと考えています。今回、法３条は努力義務を規定しておりますけれど

も、１社でも多くのDPFの皆様においてここの真正性を確保していただく取組

をぜひ進めていただきたいというのがまず出発点としてございます。その上で、

口座情報の開示についてどう考えるべきなのかということについて、今後議論

を重ねてまいりたいと思っております。 

 また、指針の書きぶりにつきましても、ベストプラクティスという書き方が

いいのかですとか、指針の範囲が法定の指針としてはのりを越えている部分が

あるのではないかと。我々といたしましては、前提となる部分を記載したとい

うところ、苦情の関係等がございますけれども、そういったところですとか、

民泊新法の記載ぶりですとか、そういったところはまた今後、今日いただいた

御意見も踏まえまして精査してまいりたいと思います。 

 少し追加で補足させていただいくと、民泊新法との関係について幾つかコメ

ントをいただいたので、我々も他法令については調べる限りで調べて、とりあ
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えず自分たちの理解できる範囲内で御提案させていただいたところですが、カ

バーできているというお話だったので、具体的にどの条文でカバーできている

とか細かいルールなどがあれば教えていただきながら、さらに精緻なものにし

ていきたいと考えております。 

 その他、新経連さんからいろいろいただいていて、こちらの３－３－１のま

ず府令のほうの真ん中の３条のところなどですと、確かにこれは御趣旨として

は恐らく商品の性能なので何となくそぐわないのではないかみたいことも御示

唆いただいていると思いますので、その辺も検討したいと考えております。 

 ５条の具体的な運用について口頭でのコメントでもいろいろいただいたとこ

ろですが、具体的に消費者のほうからどれぐらいの情報を提示すればいいのか

とか、そういったところをQ&Aみたいなもので明らかにできるのかとか、それ

は引き続き検討させていただきたいと考えております。 

 また、その下の７条の官民協議会の運営の方法については、恐らくこの指針

等の検討が終わった後でさらに検討させていただくことになるのではないかと

考えております。 

 指針のほうもいただいた２ページ目、ほかの部分とも共通していますけれど

も、取引DPFのほうで保護は既に手厚い、DPFのお立場も踏まえて既にいろいろ

取り組んでいただいているということなのだと思いますけれども、こういう記

載で可能かどうかは検討させていただきたいと考えております。 

  

○公益社団法人全国消費生活相談員協会 

 今回お示しいただいたものに基本的に賛成しております。その上で、質問と

意見をお伝えしたいと思います。 

 まず、努めなければならないということは、努めるものとするというものと

レベルが違うと理解しておりますので、同じ努力義務であっても努めなければ

ならないということの重みについて、もう少し具体的に書いていただいたほう

がよろしいのではないかと思いました。 

 それから、ベストプラクティスという表現について御意見をいただいていま

すけれども、反対に言うとそれが最高レベルのものであると理解もされ、かつ

それをやるのは大企業の優良企業であるということであって、そうでないとこ

ろはしなくても仕方がありませんというような考えにつながりかねないとも思

われますので、これが当たり前に取り組むべき対応であるという表現にするの

か、あるいは最低限こういうことをしてほしいということを別途書いていただ

くのか、そこら辺を御検討いただいたほうがいいのではないかと思います。 

 この取引DPF消費者保護法においては努力義務になっているのですけれども、

例えば透明化法においては努力義務というか、そういうところについてレビュ

ーして公開するというところで担保しているのではないかと思うのですが、こ
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の努力義務に達していないような場合についての評価を消費者庁がするのか、

あるいは最低限官民協議会のほうで評価するのか、そういう仕組みがつくれる

のかどうかというところを期待しているところです。 

 これは質問なのですけれども、指針の３ページの３の（２）販売禁止対象商

品や禁止行為リストがありますが、その中で根拠のないような虚偽、誇大な表

示ということについても含まれるのかどうかをお伺いしたいと思いました。 

 最後に、今日の対応の中で示されたものの範囲ではないのですけれども、５

条３項に意見を聴くというところがあると思います。その意見の聴き方とか、

聴かなければいけない背景であるとか、聴く理由とか、拒否をした場合にどう

するのかとか、その辺は今後検討されるのかどうかをお伺いしたいと思いまし

た。 

  

○一般社団法人全国消費者団体連絡会  

 今まで話題になっていました５条の額ですね。１万円のところですけれども、

これは先ほど根拠を示していただきましたが、これまでの事例を考えてという

ことになっています。特にモバイルバッテリーでの火災に関しては、その製品

自体はそんなに高いものではないですけれども、多大な被害を受けている方が

いる。その方たちが何とか自分の被害を回復するために、相手の事業者に連絡

を取りたいのだけれども取れないから、これは開示を求めているということに

なりますので、そこの額、ハードルが高くなってしまうとそれができなくなっ

てしまいますので、損害額プラス拡大損害額も含めて１万円ということで、私

は妥当だと思います。もし拡大損害などを入れないということでしたら、相変

わらずそういう問題のある商品をデジタルプラットフォームの方々は売ってい

るのですから、そういう被害に遭った方を救済できるように、この額を1,000

円とか、2,000円とか、3,000円とか、それぐらいの額にしていただきたいと思

います。 

 口座の開示のところです。６条になります。ここもどうしても連絡が取れな

い場合というところですので、相手方の事業者が消費者ときちんと話さないと

か、対応しないとか、自分の事業所の連絡先の情報を偽っているとか、ここま

で開示を求めるのはそういう相手事業者だと思うのです。そういう事業者に場

所を提供しているデジタルプラットフォームもどうなのかと思いますけれども、

そういう事業者であっても、被害を回復したいという消費者がどうしても相手

の連絡先にたどり着けないときに、口座というものはそのデジタルプラットフ

ォーム事業者が登録料や販売手数料などで相手の販売者と唯一確実につながる

場所でありますので、そういうところをきちんと開示していただいて、消費者

がちゃんと相手先とつながれるように、個人では無理だと思います。弁護士の

方が入ると思うのです。弁護士照会でというお話もありましたけれども、もち
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ろんそれもあると思います。ただ、弁護士照会は手続がそんなに簡単にできる

のか私はよく分からないのですけれども、幾つかやり方があったほうがいいと

思いますので、どうしてもほかの情報では相手にたどり着けない場合はぜひ口

座情報もということで入れていただきたいと思います。 

  

○公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会  

 今まで消費者団体の皆様にお話しいただいた内容と重なる部分もありますけ

れども、まず１万円の額の中に慰謝料等を含むか含まないかというお話ですが、

仮にこれを含まないとするならば、平均的な取引の額から考えて１万円という

金額のラインは高過ぎるのではないかと思います。少なくとも現在取引されて

いるものは１万円以下の、先ほど1,000円、2,000円というお話がありましたけ

れども、その単位のものが多いわけで、そこのラインを引き直す必要があるの

ではないかというのが１点目です。 

 口座情報の開示につきましては、実際に消費者が代金を振り込むときに既に

事業者の口座は開示されている場合も多いと思います。それでもって口座を開

示することによって事業者が何か被害のようなものを被るというか、そういう

可能性は低いのではないかと思うのですが、口座情報を開示するという以前に、

事業者のそれぞれの情報がきちんと開示されてあれば口座情報は必須ではなく

てもいいと思いますけれども、今回のここの目的は、きちんと消費者が相手と

連絡が取れるかどうか、最後までたどれるかが重要ですので、その辺り、ぜひ

考慮いただければと思います。 

 

○事務局  

ありがとうございます。 共通していただきました１万円の額についての事

務局の考えにつきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。御賛同い

ただいている御意見も頂戴したかと思います。 

 口座情報のところですが、繰り返しになりますが、必要性とそのリスク、サ

イバーセキュリティー上のリスクも、口座情報に関してはパスワードですとか、

ほかの情報と結びつくことによってセキュリティー上のリスク、サイバー事案

が発生するリスクをどう考えるのか、財産的被害が生じるおそれがあるのでは

ないかとか、そういったところも視野に入れて検討する必要があると思ってお

ります。その上で、リスクに対して、法定されている担保措置等が十分なのか

といった点についても併せて考えていく必要があるのではないかと考えており

ます。 

 公益社団法人全国消費生活相談員協会からいただきましたレビュー、モニタ

リングの話ですが、今後の官民協議会の運営方法の在り方といったことも、今

後この準備会で議論させていただくことも想定しておりますので、よろしくお
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願いしたいと思います。  

 申出制度等も今回の法律には規定されておりまして、そういった点も含め、

全体の運用をどうしていくのかを考えていく必要があるかと思っております。 

全相協さんから販売禁止対象商品のリストのところで虚偽のものは駄目だと

か、そういったことも含まれるのでしょうかという御質問がありまして、ベス

トプラクティスはまさに実態ベースのものになるかと思います。我々も知り得

る限り、いろいろ見た限りは、事業者さんごとに書き方の濃度も法令違反のも

のは駄目だみたいな抽象的な書き方をされるケースもあれば細かく列挙されて

いるケースもあって、いろいろだと思うのですけれども、記憶の限りでは実態

に合っていないものは駄目ですよみたいな、そういったことを書かれているケ

ースもあるのではないかと認識をしております。 

 

○依田教授  

京都大学の依田高典でございます。検討会の折は大変お世話になりました。 

 いよいよ具体的な法の運用をめぐっていろいろな事業者の皆様、団体の皆様

の御意見を聞かなくてはいけないところになってきましたし、それぞれ御意見

があろうことかとは思いますが、何とか歩み寄るために官民でいいルールをつ

くり上げていただければと思っております。 

 そもそも論で言いますと、特商法上できちんと適正な運用がなされていれば

こういう問題は起こらないわけです。デジタルプラットフォーマー様の努力に

もかかわらず悪徳業者はいなくならず、不法、違法のことが起こって、実際に

消費者側に大きな損害が発生しているのが現状の事実でございます。そういっ

た中において今回議論されている１万円問題あるいは銀行口座問題も考えてい

かなくてはいけなく、答えはゼロか１ではなくて、どこかちょうどいい運用の

バランスを考えて落としどころを見つけることになっていきます。今までも議

論されてきましたが、損害賠償額や慰謝料を込まないで１万円がいいのか、込

んで１万円がいいのか、逆に込まないとすると１万円で十分なのか、もっと金

額を5,000円、3,000円、1,000円と引き下げなくてはいけないのか、そこら辺

はバランスの問題ですので、適正なところを判断していくことになろうと思い

ますし、あるいは運用に関してパブリック的な意見、オピニオンを聞かなくて

はいけないところもあるかと思います。 

 銀行口座問題に関しても、のべつ幕なく消費者が銀行口座の開示を要求する

わけではなく、そこには恐らく一定の訴訟が絡んでくるわけで、訴訟を前提と

した開示になってきますので、そもそも弁護士照会や裁判所の調査が入れば開

示するのが当然になってきますが、どういった必要最低限の場合においてそこ

の開示が求められるのかという条件のほうにもう少し議論を集中していただけ

ればと思っていて、今まで聞いたところ、そういった具体論の議論が事業者様
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のほうでも大して出なかったことは残念に思います。 

 いずれにせよ共同方式、共同規制になっていて、今回の努力義務が弱いもの

であれば、マスコミ等からも一部批判されたようにもっと強い規制を考えてい

かなくてはいけないことになりますし、また、共同規制方式というのは、取引

透明化法もそうなのですが、必ず最後にモニタリング、レビューを実施しなけ

れば官民協議会はうまくワークしませんので、そこはやらざるを得ないかと考

えております。 

  

○日本弁護士連合会  

 我々からは３点でありまして、一つは口座情報の開示、もう一つは１万円、

最後に開示の際の本人確認や書式の点という３点述べたいと思います。 

 まず、口座情報の事実の問題として、口座情報が得られると、銀行は１行を

除いて、要するに訴訟に必要な名前と住所であれば23条照会で開示してくれる

というのがあります。それは我々も調べまして、いろいろこういうものの実務

をやっている者に聞いたところ、ほぼ確実にたどり着けるという前提で口座情

報は入れてほしいというお話をしております。 

 恐らく事業者団体が心配されているところと、この口座情報を出さなければ

いけないような店子はかなりずれているのではないかと思います。消費者団体

からの話もありましたが、口座が出ているのであれば、当然それは口座を出し

ていただく必要はありませんし、連絡が取れているのであれば、連絡先をいた

だければいいので不要なわけです。これを出さなければいけない店子は特商法

も守っていない、デジタルプラットフォームにもうそばかりついていて全然連

絡先が出てこない人たちなので、それを事業者団体の皆様が守ってあげる必要

もないし、そういう店子はいなくなってほしいのではないかと思います。 

 口座情報を23条照会であれば出していただけるというのであれば、それは指

針に書き込んでいただければと思いますが、口座情報をどうしても出していた

だかなければいけないのは、銀行は犯罪収益移転防止法できちんと本人確認を

しているからです。国内でお金を受け取るために必ずお金だけは受け取れない

といけないので、唯一の接点だというお話もありましたが、これは最終手段と

しては出してほしいというのが我々の意見です。それは迅速ではないのではな

いかという御意見もありましたが、確かに弁護士がつかないとこれは出せない

ということで、最終的には出せないということになりますが、途中でもお話が

あったように、複数のルートでぜひ開示していただきたい。 

私もかなり個人情報保護法をやりますが、当然これは法令に基づく場合にな

りますので、もとが個人事業主であろうが口座情報は出していい、それは全く

個人情報保護法上は問題にならないということになろうかと思います。依田先

生からも条件というものがありましたので、ほかが全く取れない場合でも構い
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ませんので、最終的には出してほしいと。最終的には出るかもしれないという

ので嫌がる店子は、デジタルプラットフォームからしてもいてほしくないので

はないかというのが我々の意見です。これが口座です。 

 １万円は、既にこれは消費者庁からもありましたが、国会で坂田審議官が、

参議院の令和３年４月23日ですが、これは逸失利益、拡大損害、不法行為は入

るという前提でお話しされていますので、これが崩れる、取引額にしてほしい

ということであれば、消費者団体がおっしゃったように1,000円、2,000円だと

いうところまで下げざるを得ないのではないかと思います。 

 私もこの法律は割と成立してからいろいろなところで解説を求められるので、

消費者団体等でお話しすると、結構この１万円は消費者相談の実務の中ではつ

らいのだと思います。１万円ですといったときに、かなりの人が恐らく超えて

いないということになると、結局あっせんなどもできないと、デジタルプラッ

トフォームのほうに言ってみますねと言うこともできないことになるので、こ

れは消費者相談の実務にはかなり負荷がかかりますし、１万円で慰謝料をとに

かく何らか形式的に乗せさえすれば開示請求が求められるのだというのがデジ

タルプラットフォームが困るというのも、そうだろうと思います。そうであれ

ば込みで5,000円に下げる等をして、例えば5,000円に近いようなもので来るの

であれば出すというほうが、デジタルプラットフォームとしても楽なのではな

いかと思います。慰謝料を何らかの理屈で無理やり乗せるというのは、弁護士

からしても違和感があります。ブツの慰謝料がそんなに認められないのはよく

分かっておりますので、それであればむしろ下げてしまって、相談のほうの対

応で苦慮することがないというほうがよいのではないかというのが我々の話し

合ってきたところです。 

 最後に、書式の点ですが、本人確認が御心配だというのはありましたが、デ

ジタルプラットフォームへの店子の開示請求と発信者情報開示が決定的に違う

のは、発信者情報開示は知らない人が知らない人に悪口を言って開示をすると

いうのがメインですので本人確認が重要なのはそうだと思いますが、デジタル

プラットフォームの場合は請求するほうの人はほぼ会員ですので、会員登録し

てマイページか何かでログインした状態で請求してくるという形で、なるべく

本人確認は簡易にしてほしいと思います。これは発信者情報開示のほうの実務

で、テレサ協さんの書式があるのですが、それで印鑑登録が要るのだとか、法

人が請求する場合は登記も出してくれとか、さらにはこの書式でないと受け付

けないという残念な実務が積み重ねられているところもありますので、なるべ

く簡易迅速に請求できるように、ログインした状態で請求してくればそれは本

人確認不要なわけですし、普通の会員についてもデジタルプラットフォームは

本人確認して会員になってもらっているわけですから、それが１点と、あまり

硬直的な書式を出すとそちらがベースになってしまって、やれハンコだ、やれ
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郵送だということになるとこれも非常によくないので、そこは考えていただけ

ればと思います。 

 最後に、３つと言いましたが、指針のほうで上乗せの部分がというのがデジ

タルプラットフォームからありましたが、上乗せと解釈の部分を分けてほしい

という趣旨であれば、それは我々も賛成できるところだろうと思います。上乗

せが嫌だということになると、それは話が違うということになります。上乗せ

部分も含めて共同規制でやるのだということで協議会も準備されていると思い

ますので、上乗せはやめてほしいということまで行くと、我々はそれは話が違

うのではないかということになりますが、明確に分けてほしいということであ

れば、それは解釈部分とできればやる部分ということですので、そこは賛成で

きるかと思います。 

 

○中川教授 

 まず、府令の４条の１万円の話ですけれども、皆さんのお話を伺っています

と、これは結論的には限りなくゼロ円に近くする、取引額でいくならば500円

とか、1,000円とか、そのようなところしかどうも接点がないのではないかと

いう気がいたしました。法の５条の開示請求は、珍しくここの法律で権利義務

関係になったわけなのですけれども、本来この取引デジタルプラットフォーム

というのは売主と買主が直接取引する、それをプラットフォームが支えている

という関係だという整理でやってきましたので、そうしますと、売主のほうが

出すべき情報を出していなければ、当然それは全部出すのが本来だが、あまり

にも瑣末なものまでという意味で、これは府令で定めるもの以上となっている

と考えられます。そうしますと、国会ではそのように拡大損害もと説明された

とは存じておりますけれども、他方で慰謝料を幾らでも言われてしまったらデ

ジプラのほうが処理に困るということであれば、本来のところに戻って取引額、

しかし、それは極めて額が低いというような形にならざるを得ないのかと思い

ます。これが１点目です。 

 ２点目は、口座情報です。私が最初に聞いたときには消費者のほうで仮差押

えするという話なのかと思ったのですが、そういうことではなくて口座にひも

づけられている本人情報が知りたいということであれば、これは先ほど１万円

のところで申しましたように、本来売主の情報は買主に出していなければいけ

ないはず、誰が売主なのかというのは出していなければいけない情報なのです

から、デジプラのほうで口座にひもづけられている本人の情報を出しますとい

う形に持っていくのもありかと思います。 

 口座情報自体は一般に秘匿性が高いですから、それを出すことに非常に抵抗

感があるというのはよく分かりますが、これを出さなければいけない理由は売

主が誰かを知りたいということですので、そうすると、デジプラのほうにもそ
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れなりの調査義務があるというか、知っているわけですので。もちろん本当に

口座の持ち主が誰かというのは実際はよく分からないというのはあるかもしれ

ませんが、最初の契約のときにデジプラと売主側、販売者側の契約のときに口

座情報のひもづいている情報も法令に基づいて提供することがありますとして

おくことが適切かと思います。 

 最後は指針なのですが、法の範囲を超えるとか、法定指針だからあまり書き

過ぎてはいけないという御発言があったように思いますが、これはもともと努

力義務ですので、全く無関係な趣旨のものが入ってくるとさすがに法の範囲を

超えるとは思うのですが、レベルとしてどこまで上に上げるか、これは別に何

の法律が確定しているわけでは全くございませんので、その意味では法の範囲

を超えることは基本的にはないのだろうと思います。条文に書いていないこと

が仮にあるというのであれば、先ほど日本弁護士連合会さんがおっしゃったよ

うに書き分けるというのはあるかもしれませんが、そんなに今ある条文と違う

ことが書かれているのかという感じもいたしまして、条文と全く関係ないとい

いますか、性質的に今法律にある条文とは違うものが努力義務として書かれて

いるのであれば、それは書き分ける必要があろうかと思いますが、実際にそう

いうものがあるのかというところについては疑問に思っております。 

 

○事務局 

皆様、ありがとうございました。  

 指針の書きぶり、日本弁護士連合会と中川先生からも御指摘いただきました

が、おっしゃるように、我々といたしましては、前提となる事項等を書いてい

るという趣旨でございます。取引DPF提供者からも御指摘がありましたように

上乗せと解釈、日本弁護士連合会からも御指摘があったように、そういったと

ころを分けてクリアにすることは検討の余地もあろうかと思いますので、ただ

いまの先生方の御指摘も踏まえまして、内容の精査、書きぶりの精査は進めて

まいりたいと思います。  

 開示にかかるときの本人の消費者の情報をどこまで出すのか、様式にどこま

で落とすのかという点につきまして、日本弁護士連合会からの御指摘をいただ

きました。この点につきましても今後精査を進めてまいりたいと思いますので、

引き続きの御指導をよろしくお願いいたします。 

 口座情報と債権額の下限につきましては、現在の事務局の考え方は先ほど申

し上げたとおりでございますが、御指摘を踏まえさらに検討を進めてまいりた

いと思います。 

 個人情報保護法の関係の御質問、御意見がございましたので、もしよろしけ

れば個人情報保護委員会から補足のコメント等はございますでしょうか。 
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○個人情報保護委員会  

 個人情報保護法と口座情報の開示の関係について、一般的なことからまず申

しますと、我々も他法令と個人情報保護のバランスを取ることが必要だと認識

しておりまして、個人情報保護法上も、他法令で然るべく定めてあれば、それ

は個人情報保護法の第三者提供制限の例外として、本人の同意を得ることなく、

第三者に、この場合ですと買主さんに個人データを提供できるという規定はご

ざいます。ただ、まさに今日の問題は、法令にそれを書くかどうかというとこ

ろの議論がなされているのだと思います。 

 これは内閣府令ということで、消費者庁さんの省令ですけれども、あえて感

想として申し上げますと、まさに今日の御議論を大変興味深く拝聴していたの

ですが、いろいろなお立場で、しかも相当根幹的な意見の隔たりがあると認識

しております。様々な御意見、事業者団体の御意見も肯首できるところは多々

ございましたし、消費者団体の御意見も納得できるところは多々ございました

が、少なくとも申し上げられますのは、こういうある種国民の権利利益に関わ

る根幹的な議論について、立法府の介在しないところで行政細則で定めるのは、

慎重にされた方が良いのではないかと僭越ながら思います。法律に名称、住所

という例示がございますけれども、そういうものと比較しますと、口座情報に

ついては、いいか悪いかはともかく、一定の準ずるものとは言い切れないよう

な部分があると考えております。我々の方から、物事の是非そのものについて

軽々に申し上げることはできませんが、ある種の手続論として、行政細則で国

民の代表の議論を経ずに定めることについては、少し慎重に御検討された方が

良いのではないかと思っております。 

  

○経済産業省   

 経済産業省特許庁模倣品対策室としての関心事項のみ簡単に申し上げさせて

いただきます。まず、内閣府令のほうですけれども、新法は偽ブランド品など

の模倣品を購入してしまったという消費者の救済を図る面もあるものと理解を

しております。あくまでも一般論にはなりますけれども、模倣品の類型としま

しては、ロゴだったりブランド名を表示させないようなものもありまして、そ

ういったケースでは意匠権等のほかの知的財産権を活用して対策に取り組んで

いるような状況にあります。府令（案）の３条を見ますと、商標については記

載があるのですけれども、その他の知的財産については特段に挙げられており

ませんので、ロゴだったりブランド名を表示させないような出品であったり、

商標以外の知的財産権を侵害するような模倣品の出品について、どのように本

新法で取り扱われるのかについては関心があるところであります。 

 また、指針ですけれども、３条１項２号関係の部分、知的財産権侵害のリス

クの高い商品についてブランドオーナー等からスムーズに申告受付をする仕組
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みを整えるという記載の点についてですけれども、この記載についてそれ自体

多様な意見があるところとは、参加させていただいてそのように理解しており

ますけれども、いずれにしましても、模倣品対策に取り組む事業者向けに当室

では政府総合窓口を持っておりまして、こういった申告受付状況がスムーズに

機能しているのかどうか情報収集しているところではありますので、今後必要

に応じて協力させていただければと思います。 

  

○事務局  

 それでは、時間の関係もございますので、議題１につきましてはここまでと

させていただきたいと思います。 

 チャットのほうに日本弁護士連合会から、パスワードと口座情報で財産的被

害が生じるおそれというのは、第１段階までであれば必ずしも高くないのでは

ないかという御意見もいただいております。ありがとうございます。この点も

含めまして、さらに検討を進めてまいりたいと思います。 

 今回の御意見を踏まえまして、事務局において引き続きこの「内閣府令

（案）」と「取引DPFの努力義務の内容を定める指針（案）」の検討を進めて

まいりたいと思います。大変恐縮ですが、時間も限られておりましたので、構

成員の皆様のほうで追加の御意見等があります場合は、事務局まで追ってメー

ルでいただければと思います。 

 それでは、２つ目の議題となります「『販売業者等』に係るガイドライン

（案）のポイント」について、事務局から資料説明の後、事業者団体の一部の

皆様からも今回プレゼンをしていただきますので、その上で意見交換をさせて

いただきたいと思います。 

 

・事務局から資料２－４について説明 

・事業者団体からのプレゼン 

・「『販売業者等』に係るガイドライン（案）のポイント」について意見交換 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会  

 手短に申し上げますと、まずはほかの法令とそろえていただきたいというと

ころがありまして、基本的に物やサービスを売る場合には特商法上の考え方と

そろえていただきたいです。こちら側で該当すればあちら側も該当するという

ような関係を保っていただきたいというのと、この世界はかなり商材などによ

って判断すべきポイントが異なってくるような気がしておりますので、いきな

り大きく風呂敷を広げてしまうとなかなか収拾がつかないのではないかという

気がしています。例えば消費者団体の方が普段相談に接する中で、特にこれに

ついては問題があるのではないか、これは事業者だと思っているのだけれども、
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なかなか例えばプラットフォーム側で判断してくれないとか、曖昧になってい

て対応がしにくいみたいなものがあれば、業種なのか、商材なのか、そういっ

たものに絞って具体的に考えていくというのも一つありなのではないかと思い

ます。全体を明らかにしようとすると、細かく一つ一つ丁寧に議論していかな

いと、先ほどのようなクリエイターの方などいろいろな方が関係者として入っ

てきますので、難しいのかと思っております。 

 

○一般社団法人新経済連盟  

 私もJOMCの方が言われていたように、他の法令との整合をある程度考慮した

検討をしていただきたいと思っています。その上で、どこまでを「販売業者

等」とするかについては、結構細かく見ていくと非常に難しい面があると思っ

ています。いきなり広げてしまうのも、例えば個人が自分は消費者だと思って

やっていたのにいきなり事業者だと言われて一定の責任を求められるというこ

とになると、消費者に対する混乱も広がる可能性もありますので、最低ライン

としては特商法との整合を取るということかと思っています。まずは「販売業

者等」としてはあまり広げずに運用し始めて、その後に必要に応じて検討する

形が望ましいのではないかと考えております。 

 

○一般社団法人日本クラウドファンディング協会  

 端的に申し上げると、クラウドファンディングという性質上、明らかに対価

性のあるものがリターンとしてある場合もあれば、対価性がないもの、あるい

は寄附という場合もありますので、そういった対価的不均衡の場合、負担付贈

与と整理することが一般的ではあるのですけれども、そういったところが「販

売業者等」の営利目的というところには該当しないという理解でよいかは整理

していきたいと思っております。 

 また、悩ましいところとして、今回考慮要素に挙がっていない部分としては、

販売というか目的ですかね。そこについて考慮できないかというところがござ

いまして、クラウドファンディング、これは営利目的の場合もあれば、NPOな

どで非営利目的の場合もありまして、それを個人や非営利団体がやる場合もあ

れば、逆に営利団体がたまに非営利目的のことをやったりする場合もあります。

ですから、そういった考慮要素として目的によって区切れないかというところ

が我々の中で出ていた意見であったので、御紹介させていただきました。 

 

○アジアインターネット日本連盟 

 ほかの方もおっしゃっていただいているところと重複するところも多いので

手短にしようと思いますけれども、私たちも法令によって判断が異なり得ると

いうのはできるだけ避けるべきかと思っており、特には特商法上の「販売業者
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等」に当たるときには、取引DPF消費者保護法においても当たるとしていくの

だろうと思っています。 

 ほかにも、会社法上の会社ですとか、所得税法に基づいて開業届を出した個

人事業主などがこの取引DPF消費者保護法上該当するのであれば、それはお示

しいただけるとありがたいと思っているということであったり、また、海外か

ら日本のマーケットプレイスで商品を販売する人をすべからく「販売業者等」

と捉えていいのかというところで、それもイエスであればその旨もお示しいた

だけると対応はしやすいかと思っています。ただ、あまり高度で複雑な判断が

必要になってきますと、事業者にとっては対応が難しくなってくる部分もござ

いますので、どのような事業者においてもワークするように、できるだけシン

プルに判断できるようにしていただけるとありがたいかと思っております。 

 

○一般社団法人セーファーインターネット協会 

 私どものほうではSIA会員社にCtoCプラットフォーム事業者がいるのですけ

れども、多くの個人のユーザーに御利用いただいておりまして、出品者である

個人のユーザーがここで言う自身が本法で言う販売業者に当たると認識してい

ないケースがあるかと思っておりまして、そのような状態で急に本法の開示請

求の対象となって、先ほどの前半の話にも重なりますが、開示請求の対象にな

り得るというところですと、重要な個人情報がさらされてしまうというところ

もありまして、そのような不意打ちを防止あるいは利用者の不安をなくしてい

くためには、どのような場合に自己情報が第三者に開示されることになるのか

をあらかじめガイドラインなどにおいて明確に示していただく必要があると考

えております。 

 先ほどのお話でもプラットフォーム事業者からいろいろ懸念が出ておりまし

たが、それはあくまで悪質な事業者の開示にすぎないので、そこはある程度プ

ラットフォームとしても御退場いただきたい方々ではないのかというお話はあ

ったのですけれども、こういった形でＣの方が業に当たってしまって、そこで

開示の対象になるというところは少し気になっておりますので、きちんとそこ

は明確にガイドラインを示していただく必要があると思っております。 

 その上で具体的な内容なのですけれども、商品の性質や取引の態様はユーザ

ーの利用目的によって様々というところですので、ガイドラインにおいてはこ

のように、今、消費者庁様にお示しいただいているように、様々な要素に基づ

き、総合的、客観的に判断できるようにしていただきたいところでございます。 

 １点申し上げますと、例えば出品量の多寡につきましては、引っ越し時に相

当数の不用品が短期間に出る場合ですとか、コロナ禍に自宅に長時間いたので

断捨離などをされる方もいらっしゃいましたし、引き出物の余りものですとか、

不用だったお中元、お歳暮等を処分したいなどのユーザーもいるかと思います
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ので、そういった点も考慮の上、相応の数の出品を行うからといって必ずしも

販売業者に当たらないケースがあると考えておりますので、総合考慮、もしか

するとそういったものは相当数だけではなくて時間の掛け算等もあるかもしれ

ないですけれども、そういった総合的な判断、各要素を積み上げて一定のライ

ンを超えたら販売業者と判断するといった枠組みなどを検討するのでいいので

はないかと考えております。 

 あまりお時間もないということですので、追加で別途御紹介できる事例など

がありましたら、後ほど追ってでも提出させていただければと思います。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会  

 １点だけ、皆様の御意見に追加ということで指摘させていただければと思う

のですけれども、この販売業者性の判断のところは、なかなか難しいと考えて

います。我々も実際に活動していて法改正などにつなげた案件として、動物愛

護法というものがありまして、実際には要件の緩和には至らなかったのですけ

れども、とはいえ動物取扱業という中で、ペットの預かりの登録制があるので

すけれども、それの頭数を少なく、２～３頭だけ預かる形の場合には厳しい現

状の登録制は要らないのではないかというロビーイング等々をしていたことが

ありまして、実際に附帯決議という中で今後そういった業種や事業規模に応じ

た規制の細分化の検討を行って、その結果に基づいて必要な措置を講じるとい

うところが明記されたというのがあったのです。ですから、そういう形で各法

律によって事業者性が動いている中ではありますので、その辺の齟齬が出ない

ような形で、できる限り広く検討する際には情報を集めていただいて、御検討

いただければと思います。 

 

○一般社団法人全国消費者団体連絡会 

 事業者か消費者かというところは、本当に難しいところだと思います。私ど

ももどこで線引きをすればいいのかよく分からないところで、今、クリエイタ

ーエコノミー協会の方がお話しくださいましたけれども、お話を聞いていても

よく分からない部分が非常にあります。販売業者に該当しないということで、

利益を出すためでなく趣味的に行っているとか、非営利団体や売上げを寄附す

るとか、ここら辺はもしかすると販売業者と言えないかもしれないという感じ

はしますけれども、売上額は本当に大きなものだと思いますので、この売上額

での判断は重要だと思いますし、有料にしたかどうかというところですけれど

も、有料にした時点で私はもう事業者だと思います。大事なことは、ここを狭

めてしまうとＣの顔、消費者の顔をした悪質な事業者Ｂにこの法が適用されな

いということになってしまうのは一番消費者にとっても困ることですし、この

法律にそぐわないことだと思いますので、そういうことにならないように、こ
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こはもうちょっと皆さんとじっくり考えていきたいと思います。 

 まさに問題の所在は隠れＢであることだと思いますので、事業者としての責

任を逃れていくというところに問題があると思いますので、そういった意味で

は事業者の皆さんにもどういうところまでが問題なのかをしっかり考えて、事

業者としての責任をこれで取らないのはどうなのだろうというところを一緒に

考えてもらえたらうれしいと思っています。 

  

○公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

 全国消団連の皆様がおっしゃいましたように、ここの一番の問題は隠れＢだ

と思うのですけれども、取引の間でトラブルが起きない間は、その相手がＢで

あってもＣであっても問題はないと思うのですが、何か消費者被害、トラブル

が起きたときにきちんと対応できるために、誰がＢで誰がＣなのかをここであ

る程度定めておかなければいけないということだと思います。 

 特商法に基づいてという事業者の皆様のおっしゃること、まさしくそのとお

りだと思いますけれども、では、特商法にきちんとかかるか、かからないかの

条件をここできちんと議論していく必要があると思っておりまして、これは今

すぐにこうと決められるものではないですけれども、とてもこれは慎重に議論

してしっかり見極めていく必要があると思っております。 

  

○公益社団法人全国消費生活相談員協会  

 大前提として、取引に習熟しているかどうかが一つポイントだと思っており

ます。そして、他法令と同じにするというところは意見は同じです。ただ、特

商法のインターネット・オークションのガイドラインよりハードルは下げてい

ただく必要があります。実務の相談現場からすると、あのガイドラインは非常

に使えていないと感じています。 

 誰でもＢになることができる状況になっているわけですので、Ｃと思って参

加していたということは理由にならないと思います。Ｂと評価される可能性が

あることをしっかり理解した上で参加していただくことが必要だと思います。 

 細かい点ですが、新品という要素については、中古をたくさん販売すること

もあり得ますので、新品だけということではないと思います。 

 趣味であるとか寄附、非営利という場合も、薄い利益を積み重ねていくこと

はあろうかと思いますので、そういう場合も含める必要性があるのではないか

と考えております。 

  

○中川教授  

２点申し上げます。１つ目は業の概念ですけれども、これはいろいろな法律

で業としてというのがよくありまして、大まかには営利性と反復継続性しかな



27 

 

いのです。今回の場合は取引デジプラ法の定義上、特商法の通信販売業と同じ

ということになると私は理解しておりますので、その意味では法的には結論は

決まっている。ただ、個別のケース・バイ・ケースになると非常に難しいとい

うことであろうかと思います。 

 特商法の業の概念については、実は全体としてのガイドラインというものは

多分ないというか、結局ケース・バイ・ケースなので、なかなかガイドライン

もつくりにくいものなのだと思います。ですから、特商法と違うものとしてで

はなくてそれを具体化する、取引デジプラ法をきっかけとしてという観点で議

論しているのだと理解しております。まず、この理解が正しいか確認をお願い

したいと思います。 

 ２つ目ですが、事業者とされては困るということを事業者団体さんがおっし

ゃったと思いますが、今日挙げられたバズったとか、バズってもちろん１回で

終わればこれは反復継続性はないのですが、バズってその後に繰り返しという

ことになると、これは事業者性が出てくるのではないかと。有料のテキストコ

ンテンツも、これも営利性がありかつ有料ということ、それから反復継続性と

いうことで、なかなか事業者でないと言うことは難しいのではないかという気

がいたしました。 

 私から事業者の方にぜひ今後お示しいただきたいのは、取引デジプラ法の対

象になるとどう困るのか、彼らに対してインセンティブをそぐことになるのか

というところを具体的に教えていただきたいと思います。取引デジプラ法は言

わば当たり前のことしか規定していないので、開示請求権など、そもそもそん

な請求になることがおかしいということなのです。ですから、その意味では支

障になるのかというところが私は非常に疑問に思いまして、そんなに事業者か

消費者かという問題が大きな各デジプラの皆さんが追求されている目的に対す

る支障になるのかというところは疑問に思っております。 

 

○クリエイターエコノミー協会  

 どのようにインセンティブをそぐのかを明らかにしてほしいというお話がご

ざいましたけれども、仮に特商法上の事業者性と同じように考えるということ

になるのであれば、特商法上の電話番号や住所、実名といったものを開示して

物を販売するといったところになりますので、そうしますと、個人の方が自分

の個人の住所や電話番号というプライベートなものを開示する必要があるとい

うところには大きな心理的ハードルがございますし、また、vtuberの方など、

名前を明らかにされたくない方が実名を開示しなければいけないというのは非

常に大きなハードルになりますので、そういったところについてはハードルと

しては大きいものと考えております。 
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○日本弁護士連合会 

 私は消費者庁の考え方としては、特商法を引いてはいるが、こちらの法律は

こちらの法律の概念として、特商法は特商法として検討されているのではない

かとは思いました。特商法上の事業者だということになれば、クリエイターエ

コノミー協会からもあったように表示義務があることになりますので、そこに

一律で合わせるとつらいのだということでこのようにされているかと思いまし

たが、もし特商法と全て一緒にしてほしいというほうが主流なのであれば、む

しろ特商法をこちらの今出されているガイドラインのレベルにしていただくと

いうのが当然希望になってきます。 

 特商法のQ&Aがこの間改正されまして、Q18というものですけれども、バーチ

ャルオフィスやデジプラの住所、電話番号についても一定の要件の下で表示す

ることが許されるということになっていますので、そうであればそちらを表示

した上で、事業者性の要件を特商法もこれで判断していただくというほうが本

当は正しいのだろうと思います。それはつらいのだということかもしれません

が、弁護士はみんな個人事業主でやっているので、あまりここに対する同情が

なくて、むしろ税金なども取りそびれているのでしょうし、特商法も守ってい

ないということであれば、今が適切でないというようなことになりがちではな

いかと思います。 

 そうではなくて別々で判断するということであれば別々だと、特商法は特商

法の概念だし、こちらはこちらで判断して割と隠れＢは広くカバーするのだと

いうことであれば、それはその旨を書いていただいていいと思いますし、国会

でも井上大臣等も別に特商法と全く一緒ですとは答弁されていませんので、そ

れをベースに考えていただければと思います。隠れＢの範囲を狭くしたいとい

うことであれば、Ｃを今回入れなかった経緯があり、それは附帯決議にも入っ

ておりますので、では、Ｃを入れるべきなのではないかと。Ｃの場合は全面的

にデジタルプラットフォームが出て、これはもう間接侵害ではなくて直接侵害

だという立法をして責任をお取りになるのかという２択になってきますので、

隠れＢは割と広めに取らざるを得ず、できればそれは特商法にも広げてほしい

という意見になります。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。特商法との関係につきましては、現時点、事務局の

考え方は、ただいま日本弁護士連合会から御指摘のあった立場に立っておりま

す。取引DPF法は特商法とは、その条文を引用している部分もございますので

関係性がないということではもちろんありませんが、隠れＢのガイドラインに

つきましては、DPF法においてどう考えていくかという視点から整理を今後進

めていきたいと考えております。皆様からいただきました御意見も含めまして、
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検討を進めてまいりたいと考えております。 

本日は大変貴重な御意見をありがとうございました。この隠れＢのガイドラ

インにつきましては、本日、事実上のキックオフとなりました。今回いただき

ました御意見を踏まえて検討を進めまして、次回の準備会におきましても引き

続き御議論いただきたいと考えております。 

 「内閣府令（案）」「取引DPFの努力義務の内容を定める指針（案）」と同

様でございますが、意見をいただく時間が限られておりましたので、追加の御

意見等がございます場合は、メールで事務局までいただければと思います。 

 第３回準備会でございますけれども、皆様から頂戴いたしました予定等を踏

まえまして、メールでもお知らせしているところですが、現時点では12月14日

火曜日10時から12時に行いたいと考えております。 

 内容につきましては、詳細が固まり次第、追って構成員の皆様にお知らせい

たします。 

 


