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第４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４年２月１日（火）16時00分～17時29分 

 

２．場 所：オンライン開催 

 

３．議 題 

・「販売業者等」に係るガイドライン(案)について  

○事務局資料説明 

○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 

 

○地方公共団体 

東京都 

 

○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、長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク、日本弁護士連合会 

 

○関係行政機関  

内閣官房（デジタル市場競争本部）、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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○事務局  

それでは、ただいまより第４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、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、本日の準備会も公開としてござ

います。 

 初めに、今回の会合から情報通信消費者ネットワークの長田様に準備会の構

成員として御参画いただくことになりましたので、自己紹介いただけますと幸

いです。 

 長田様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○情報通信消費者ネットワーク  

長田でございます。お久しぶりの方も、初めましての方もいらっしゃいます

けれども、消費者団体の事務局としてずっと仕事をしてまいりましたけれども、

今は自分の特別の関心事である情報通信周りの消費者問題に取り組んでおりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・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について説明 

・資料２についての意見交換 

 

○一般社団法人新経済連盟  

ガイドライン案について、御説明をありがとうございました。 私からは、

簡単に２点ほどございます。ざっと見た限り、そんなにこれは違うみたいなこ

とはないのですけれども、例えば、特商法とかぶる部分、物品や役務の販売等

に関する部分については、特商法の考え方と同じだと思っていいのか、その辺

りがはっきり分からなかったので、教えてほしいと思います。もし特商法の考

え方と違う、「隠れＢ」の考え方が違うんだということであれば、その点は教

えていただけると助かります。 

 今のものは質問ですけれども、もう一点はお願いでございまして、具体例が

出てこないとこの当てはめが分からないかなという感じもしていまして、この

ガイドラインを見て、それぞれの人がそれぞれの受け止めをしていると思いま

す。人によっては違う認識もあり得るかと思っていますので、今後具体的な「隠
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れＢ」の事例が出てくると思いますので、そういうものが出てきたら継続的に

この協議会等の場で共有・御説明いただければ大変ありがたいかと思います。 

 

○アジアインターネット日本連盟  

御説明いただいて、ありがとうございます。 

 私からも簡単に申し上げたいと思いますけれども、資料中に書いてありまし

たように、画一的・定量的な基準を設けることがすごく困難であるということ

については十分に理解しているつもりであります。他方で、様々な考慮要素を

踏まえた難しい判断の責任がDPF提供者の側に偏り過ぎることがないようにす

る必要もあるのではないかと思っております。 

 今回のガイドラインについて言いますと、例えば、相当数の考え方をはじめ

として、それぞれの考慮要素の捉え方には幅があり得ると思っていますし、先

ほどの事務局からの御説明の中でその点は少し不安が解消されたところもある

のですけれども、ほかの取引DPFにおける取引事情みたいなところは、御指摘い

ただいたみたいに、なかなかこちらでは分かりにくいというところもあって、

加えて、前回までの議論にありましたような法第５条の開示請求に当たって拡

大損害や精神的損害に対する慰謝料のようなところも踏まえていろいろ検討し

て判断するとなったときに、取引DPF提供者の側ですごく判断が難しいというケ

ースも発生すると思っています。考慮要素がたくさんあると、結果として我々

の判断に疑義が生じるとか、あるいは、判断が間違っていたと後ほど判断され

るケースもあり得るだろうと思っているところであります。その判断の責任が

全てDPF提供者側にあるとなると、開示の決定に対して、ちゅうちょあるいは委

縮、相当慎重にならざるを得ないというところが出てくるかと思っていて、消

費者の請求に対して迅速に対応するというところが難しくなってくるというこ

とを危惧しています。もちろん、事務局からのこれまでの御発言にもあります

ように、Q&Aで対応しやすくしていくとかはお考えいただいていると理解してお

りますけれども、画一的・定量的基準を設けることが難しいことからもうかが

えるように、Q&Aでクリアカットに疑問を解決することもまた難しいのだろうな

と私自身は思っております。 

 そのため、法第５条の開示請求の要件については、取引DPF提供者が一定の合

理的判断を行っていれば、後の司法判断においてその判断が間違っていたとい

う判断が下されたとしても、取引DPF提供者の側に、例えば、独禁法、透明化法、

民事法上の責任、個人情報保護法との関係で責任を問われることがないという

ことをぜひお示しいただきたいなと思っているということを改めて申し上げた

いと思っています。もともとこの法律の前提にあります検討会の報告書におい

ても、開示を受けた消費者と販売事業者等々の裁判において、消費者の債権の
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存在が否定されたとしてもそのことが直ちに本要件が欠けていることにはなら

ない等、その解釈をガイドライン等により明確化するといった記載があったと

思っておりますし、この取引DPF提供者が過度に委縮しないようにしようという

ことが求められていると理解しておりますので、ぜひその点について御配慮い

ただきたいと思っております。 

 最後に、もう一点だけ。ここの準備会では、今のところ、Q&A等について議論

することは予定されていないと認識しておりますけれども、Q&A等は法第５条に

基づく開示請求プロセスに大きく影響し得るものだと思いますし、例えば、販

売業者等から開示に同意しないみたいな回答があった場合や回答そのものがな

い場合にどうするかとか、知りたい項目もたくさんありますので、準備会がい

いのか、それともほかの機会がいいのかというところはあるかもしれませんけ

れども、いずれにせよ、Q&Aについても議論させていただく機会をいただければ

と思っております。 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会 

ガイドライン案の御説明をありがとうございます。 

 一読したところ、特に感覚として違和感はないというか、様々なものが扱わ

れ得るプラットフォームに対してのガイドライン案ですので、このぐらいの粒

度になるのはしようがないかなと思っていますし、これでまずはやってみて、

それぞれで困るところがあれば、それこそこの準備会合や官民協議会で具体的

な事例を基にまた議論ができればいいのかなと思っています。 

 新経連さんから発言もありましたけれども、この内容を読む限りは、少なく

とも物を買ったりサービスを購入したりというものに関しては、特商法の販売

業者と似たような考え方、例えば、今回の法律の対象になる販売事業者は、ほ

ぼイコール、特商法で販売業者と考えられて、特商法上の義務がかかるのだろ

うなと思っていますので、そこの認識に違いがないかというところは確認した

いところであります。 

 このガイドライン自体はまずはこの粒度だと思うのですけれども、今後、具

体的な事例とかで、例えば、消費者側あるいはプラットフォーム側で、悩まし

いなとか、これはどう考えたらいいのだろうというものが出てくると思います。

その際には、この場所で議論したり、あるいは、消費者庁側でそういった相談

に応じてくれるような窓口があったらいいなと思います。実務で具体的に対応

するに際して、よりよい方法を皆さんと一緒に考えていけたらいいのかなと思

っています。今はまだ制度が始まる前の段階でもありますし、こういうガイド

ライン案の文面だけで考えてもなかなか答えは出てこないと思いますので、ぜ

ひ、実務的な観点から、消費者団体の方とかでも、こういうものは「隠れＢ」
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としてちゃんと判断するべきなんだという事例があれば、それは出していただ

いて、皆さんで共通認識を持ちながら進めていければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○一般社団法人セーファーインターネット協会  

 こちらの法律やガイドラインにつきまして、法律の趣旨には賛同いたします

し、このガイドラインで法律の適用対象となる取引になるか否かということが

判断できる、そういうことに資するということは同意をいたします。 

 B to C、C to Cを問わず、事業者といたしましては、この法律の有無にかか

わらず、消費者保護に取り組んでいるところでございまして、引き続きその取

組も続けていきたいと考えております。 

 そういう前提の中で、このガイドラインをより実効的かつ実務的に利用しや

すくするために、幾つか提案と確認をさせていただきたいなと思っております。 

 先ほど申し上げましたように、全体としてこのガイドラインに違和感はなく

て、特に基本的な考え方にあります、営利の意思、取引の反復継続性で個別具

体的な事情を総合的に考慮して判断されることが適当であると書かれておりま

すけれども、これはまさにそのとおりだろうと思っております。他方で、判断

に当たって悩ましい個別具体的な取引や法第５条の中で本人に意見聴取を求め

るということが書かれておると思いますけれども、その中で開示するのはちょ

っと待ってくれないかということが言われる可能性もございます。そうしたと

きに、消費者庁さんなどにもぜひ御相談させていただきながらこのガイドライ

ンを運用できればと考えております。 

 一度販売業者と判断された方も、それ以降に個人間取引を消費者として再び

利用したいと希望される場面が生じ得ると思っております。不正対策の観点で、

１人１アカウントに制限しているサービスが多いと考えております。したがい

まして、何か新しいアカウントをつくらせるということではなくて、従前のア

カウントで消費者として個人間取引を再び利用したいという意向がお客様から

あったときには、それが尊重できるように運用を認めていただきたいと考えて

おります。 

 個別の点で、幾つか確認・提案をさせていただきたいと思っております。 

 まず、１点目でございます。１ページ目の「１．はじめに」でございますけ

れども、このガイドラインの目的として「本法の適用対象となる取引を明らか

にし、もって、取引の適正化及び紛争解決の促進に関し取引デジタルプラット

フォーム提供者等の協力を確保することを目的としている」とございます。C to 

Cプラットフォームにおきましても、利用者間のメッセージ機能や購入者からの

連絡に対して一定期間返信がない方への返信の促しなどをやっていることがご
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ざいます。B to Cと認められなければ消費者保護がなされないということでは

必ずしもないと思っておりますので、その辺りは皆様にもしっかりと御認識い

ただきたいなと思っております。 

 ガイドラインの運用に当たりまして、消費者たる出品者が図らずも販売業者

と判断される可能性があろうかと思います。そのようなことになって不利益を

被らないように、消費者たる出品者の利益保護にも配慮が必要であるというこ

とをこの場で確認させていただきたいと思っています。 

 ２ページの注１にありますけれども、安全性が求められる商品について、デ

ジタルプラットフォーム提供者と関係省庁で協力して取組を行っているという

ことが書かれております。まさにそういうことを行っておりますので、関係省

庁と今後も適切に連携して、B to C、C to Cを問わず、取り組んでまいりたい

と考えております。 

 ２ページ目の３．（１）でございます。「私的に使用し不要となったもの」

と書かれている部分がございますけれども、この具体例で贈答品の話が書かれ

ております。贈答品に関しましては、封を開けずに出品する場合もございます

ので、「使用し不要となったもの」ではなくて「自己による利用は不要として」

などと修正していただくのがよいのではないかと考えてございます。 

 ３．（２）に「個人のライフイベント等に伴って一時的に大量の出品をした

結果」と書かれております。これは口コミの話で書かれていますけれども、３．

（１）の要素を考える際にもこの点は踏まえる必要があるかと思っています。

冒頭、「個別具体的な事情を総合的に考慮して判断されることが適当」と書か

れておりますけれども、まさに今申し上げた事例のとおり、項目をまたいで検

討が必要であることをこの「総合的に考慮して」は意味していると捉えており

まして、３．（２）に入っている個人のライフイベントの話も、３．（１）を

考えるときにも考える必要があるという運用でよいかということを確認させて

いただきたいと思っております。 

 「２．基本的な考え方」に反復継続性を考慮すると書かれていますが、それ

に鑑みますと３．（１）②と③、（２）①と②、いずれにおいても「販売」し

ているとか「出品」しているといった記載の前に「反復継続して」という言葉

を追加してもよいのではないかと考えております。 

 最後、２点、確認させていただきたいのが、３．（２）②で許可や免許の話

が書かれておりますけれども、この対象が人であることを確認させていただき

たいと思っております。例えば、火縄銃などの古美術品の中で銃刀法の登録証

が必要となるケースがございます。この登録は物に対してかかっているもので

ございまして、売主の事業性を判断するものではないものですから、こうした

登録ではなくて、あくまで人に対する登録や許可や免許といったものであるこ
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とを確認させていただきたいと思っております。 

 最後でございますけれども、「４．判断の基準時について」です。「原則と

して取引デジタルプラットフォームを利用して取引が行われた時点が基準時と

なる」と書かれておりますけれども、この取引が行われた時点は、出品者と購

入者の売買契約が成立した時点であると捉えてよいかというところを確認させ

ていただきたいと思います。 

 

○事務局 

 １点、確認させてください。「１．はじめに」の第３パラについてコメント

をいただきました後、２ページの脚注１についてのコメントをいただく前に、

何かコメントをいただきましたでしょうか。 

 

○一般社団法人セーファーインターネット協会  

はい。ガイドラインの運用に当たりまして、消費者たる出品者の方、個人間

取引に当たってはもともとは消費者として出品をされていると思いますので、

そういった方が図らずも販売業者と判断されてしまったり個人情報の開示を迫

られるといった不利益を被らないように、消費者たる出品者の利益保護にも消

費者保護の観点では配慮が必要であろうということをこの場で確認させていた

だきたいというコメントをさせていただきました。 

 

○一般社団法人日本クラウドファンディング協会 

 まず、ガイドライン全体を拝見させていただいて、大きな方向性としてはク

ラウドファンディング協会としても違和感はないと思っているところでござい

ます。 

 一方で、クラウドファンディングという性質上、幾つかコメントをさせてい

ただきたい点がございまして、具体的には、３点、コメントをさせていただけ

ればと思っております。 

 １点目が、考慮要素になるのですけれども、３ページ目の３．（２）①同一

商品の複数出品という点にございます。一般論として記載されているところは

そのとおりかと思っているのですけれども、この考慮要素が考慮要素たり得る

理由を明記していただきたいと考えている側面がございます。なぜかと申しま

すと、クラウドファンディングという性質上、NPOなどがロゴの入っているＴシ

ャツなどを多数提供する場合もあるのですけれども、そういったところもこち

らの考慮要素の射程に入ってしまうのではないかという意見がございました。

もちろんあくまで一つの考慮要素ではあるのですけれども、この考慮要素がな

ぜ考慮要素になるのかというところを明確にしていただきたいなと思っている
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ところです。例えば、考えられる理由としては、メーカーや型番等が全く同一

の商品を複数出品している場合は、通常、原価や仕入値などとの差益を得るこ

とを目的としていると考えられるのでという理由を明記していただければ、先

ほどのようなNPOの事例が入らないというか、考慮要素として機能しないことが

明確になるかと思うので、そういった文言を入れていただけるかどうか御検討

いただければと思います。 

 ２点目が、同じく考慮要素になるのですけれども、３ページ目の３．（２）

③の「口コミ」という表現でございます。記載の趣旨については十分理解して

おるのですけれども、「口コミ」という表現を修正していただくか、あるいは、

こちらの内容が考慮要素になる理由を明記していただきたいという点が要望と

してございます。「口コミ」という言葉は、用語の定義自体が難しいところが

あるかと思いますし、また、「評価やレビュー等」という形で限定を少しされ

ているかとは思っておりますが、それでも範囲は明確ではないと思っておりま

す。クラウドファンディングの場合、１つの企画に対して多数の応援コメント

が寄せられることが実情としてございまして、これも一般的な考え方としては

「口コミ」と言われる範疇に該当してしまうのかなと思っております。ただ、

応援コメントはあくまで賛同意見などであって、それによって多数の販売や役

務提供がなされているという販売事業者性を裏づける要素としては機能しない

のではないかと考えております。そのため、「口コミ」という表現のみからす

るとやや誤解を招きかねないかなと思っているところもあるので、例えば、「対

象となる商品やサービスの価値に影響を及ぼし得る評価」という形でやや限定

した記載にしていただくことを御検討いただければと思います。もしそういっ

た「口コミ」という表現を使わないことが難しいようであれば、口コミが多数

ある場合には通常販売または役務提供が継続的に複数回にわたって行われてい

ることを推認させるからという形で、考慮要素たり得る理由について明記して

いただきたいなと考えているところでございます。 

 最後、３点目、４ページ目の「４．判断の基準時について」の記載について、

取引時に販売事業者であったかどうかというところを事後的な事情で判断する

というところも理解できるかと思っております。一方で、こちらは基本的には

消費者の方から言われた段階で考慮するというところがメインとして書かれて

いるものであって、事業者で事後的にどういう事情があったかというところを

積極的に調べる義務まではないかというところは確認させていただければと思

っております。 

 

○クリエイターエコノミー協会  

 本日は、御説明いただきまして、ありがとうございました。 
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 協会からは、クリエイター視点及びクリエイターのプラットフォームの視点

で幾つかコメントをさせていただければと思います。 

 まず、３（１）①の情報商材について、こちらは「なり得る」という記載を

していただき、また、情報商材の意義についても言及していただいたところで

はございます。脚注に具体例として、副業や投資といったものについては情報

商材に含むのではないかという記載がございますけれども、場合によっては、

副業や投資を個人が実施したり、趣味として競馬をする中で自分としてはこう

いうやり方をやっていますということで、そこまで高くない金額で提供してい

るケースもございまして、必ずしも副業や投資を販売していることが事業者性

を推認させるというところまではいかないようなケースもあるのかなと考えて

おり、あくまでも考慮要素の一つなのではないかと考えております。 

 次に、３（２）③について、今、クラウドファンディング協会からもござい

ましたけれども、一定期間に相当数の評価やレビュー等のいわゆる「口コミ」

がある場合には該当性を推認させ得るというところですけれども、プラットフ

ォームの中にはクラウドファンディングも含めてSNSのようなところもありま

して、商品を評価するのではなく、あくまでもそのクリエイターさんのファン

としてコメントをしたいということもございます。そういったところも「口コ

ミ」という言葉には含まれてしまう印象がありますので、少し限定する等、御

検討いただければと考えております。 

 次に、４について、消費者が第５条の請求を行う際に取引後の事情も参照し

つつ取引時点において「販売業者等」に該当したか否かを判断することになる

というところですけれども、こちらは具体的にはどういった事情を想定されて

いるのか御教示いただければと考えております。また、事業者側としては、例

えば、１年後に請求がされた場合に、１年前にどういった状態だったのかを把

握しておかなければいけないのかといったところも含めて教えていただければ

と考えております。 

 最後、５について、取引DPF以外の場を考慮するというところがございますけ

れども、例えば、詐欺業者の人たちですと、実際と異なるような情報を記載す

ることは容易に想定されるところでして、そういった方々が実際に存在する別

の方の名前や住所を偽って記載していた場合に、当該取引DPFでも同じ名前と氏

名なので事業者だとなってしまうと、場合によっては虚偽情報を基に開示して

しまうおそれがあり、個人情報保護法の問題も出てくると思いますので、ほか

のプラットフォームの事情まで踏まえて対応するというところはなかなか難し

いのかなと考えております。 

  

○事務局  
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ありがとうございます。最後から２つ目のコメントをもう一度教えていただ

けますでしょうか。申し訳ございません。 

 

○クリエイターエコノミー協会 

 取引が行われた時点より後の情報を参照せざるを得ないと考えられて、その

ような場合には、取引が行われた時点よりも後の情報を参照しつつ該当したか

否かを判断するという記載について、具体的にどういったところを想定されて

いるかをお伺いできればと考えております。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会  

 我々も、総論としては、ガイドラインの内容としては賛成しているものであ

りますけれども、３点ほど、指摘というか、お願いと御質問をさせていただけ

ればと思います。 

 １点目、オンラインマーケットプレイス協議会さんからもありましたけれど

も、こういうプラットフォーム側でオペレーションを組むことになったときに

は判断に迷う事例が出てくることは容易に想定できますので、消費者庁様、も

しくは、この準備会合の後を受けた会合、官民協議会で何らかの相談ができる

ような機会をぜひ設けていただきますようお願いします。 

 ２点目ですけれども、３．（１）、先ほどクリエイターエコノミー協会さん

からも少しありましたが、この商品・役務そのものに着目したというところで

すけれども、大分これは商品に寄っている内容が書かれています。シェアリン

グエコノミーに関係するものでいうと、役務そのもの、いわゆるスキルシェア

と言われる自分の時間を切り売りしてお手伝いするみたいな話があるわけです

けれども、これがいわゆるメニューというか、自分はこういうことができます

というメニューの数だけ、つまり、草むしりをしますとか、お掃除しますとか、

そういったものがひたすら一つ一つカウントをされていくことになってしまう

と、それはそれで大分御自身のやれる範囲が、消費者、いわゆる事業者として

認められる範囲としては広くなってしまう気もするので、それはそれで含まれ

るのだという考えであればそうなのかもしれませんけれども、そこら辺につい

て、新経連さんからもありましたけれども、具体例がほかの３．（１）②や③

にはたくさんあるのですけれども、この（１）①には、この情報商材を想定し

ているのかもしれませんけれども、あまり具体例がないので、もう少し具体例

を入れていただくと分かりやすいのかなと思いました。注３、情報商材のとこ

ろにも、まさに副業とかでノウハウを販売することは、シェアリングエコノミ

ーで少し副業をするためにノウハウを公開しますみたいなことはよくあるパタ

ーンだと思うのですけれども、これは情報商材だとなってしまうと、それはそ
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れでかなり影響を受けてしまうのかなというところもありますので、ここで想

定されているのは、非常に高額なというか、10万円、20万円とするようないわ

ゆる情報商材を想定しているのだと思いますので、その辺に何か区切りがつけ

られればぜひお願いしたいなと思っています。 

 最後、３点目ですけれども、「５．その他留意すべき事項について」に関連

して、先ほどクリエイターエコノミー協会さんからおっしゃっていただいたこ

との裏側なのかもしれませんけれども、シェアリングエコノミーのプラットフ

ォームですと、事業者として登録するのにどこまで本人確認を厳しくしている

かというのはプラットフォームによってかなり差があります。一番ハードルを

低くしているところでいうと、そこまで厳格に本人確認の書類とかを要さなく

てもできるというところがあった場合に、アカウントを複数持つというか、メ

ールアドレスと名前と電話番号さえあればアカウントが持てるとなったときに、

ほかのプラットフォームというよりは同じプラットフォーム内でも、いわゆる

アカウントをロンダリングするというか、アカウントを変えて取引をすること

もあり得るところだと思います。そのときに、ひもづけできる、名寄せできる

情報であれば当然名寄せはできるのだと思うのですけれども、そこは把握でき

る限りで当然プラットフォームとしては把握するのだと思うのですけれども、

そこについて何か追いかけてやっていかなければならないとなると、本人確認

もかなり厳しくやっていくという方向の議論になってしまうので、事業者側の

自由な裁量がどんどん狭まってしまうところもありますので、その辺で、複数

プラットフォームだけではなくて、把握できる限りのプラットフォーム内での

アカウントの名寄せみたいなところも指摘して書いておいていただけると大変

助かると思いました。 

 

○事務局  

ありがとうございました。それでは、一旦ここで区切らせていただきまして、

事務局からご質問の点につきまして回答させていただきたいと思います。 

 まず、最初に特商法との関係につきまして御質問がございました。このDPF法

上の「販売業者等」はDPFを介して通信販売等を行っているということでござい

ますので、一般的には特商法上の表示義務が課されている者であると認識して

おります。そういう意味では、基本的には一致しているといいますか、大きく

ずれるものではないと考えております。一方で、特商法は、御承知のように、

広く通信販売全般を対象としておりますのに対しまして、このDPF法はDPFの

方々のプラットフォームを介して行われる通信販売のみを対象としてございま

すので、本法の「販売業者等」の範囲を明らかにするに当たりましては、この

本法の趣旨を踏まえた検討を要すると考えてございます。そういった観点から、
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今般策定いたしますこのガイドラインにつきましても、本法の適用上の考え方

を示すものとして御理解いただきたいと考えております。 

 また、具体例がいろいろと出てこないと、今後、施行後、分からないところ

もあるのではないかという御指摘をいただきました、まさにおっしゃるとおり

だと思っております。今後、本法が施行されますと、我々の方への申出あるい

はDPF提供者の方々への開示請求といったルートを通じまして、いろいろな事例

が出てくるのではないかと考えておりまして、そういった事例を、施行後立ち

上がる官民協議会の場なのか、全てをそこでということではないかもしれませ

んが、しっかり関係者の間で情報共有をしながら、ガイドライン案の「１．は

じめに」の４パラ目にも書いてございますように、このガイドライン案も施行

前の第１版でございますので、そういった具体例を踏まえながらしっかりブラ

ッシュアップをしていくことが非常に重要だと思っております。 

 ３点目、アジアインターネット日本連盟様から第５条との関係で御指摘をい

ただいたかと思います。第５条との関係につきましては、まさにこのガイドラ

イン案の２ページ目、２．（３）「販売業者等」に該当しますと、第３条の努

力義務、第４条の利用停止要請、また、第５条の開示請求等の対象になるとい

う観点からも、このガイドラインを策定して運用を少しでも円滑にできればと

いう思いを持っております。また、先般の府令等の議論の際にも、第５条の運

用に関しますQ&Aを用意させていただくということもお話しさせていただいて

いるところでございまして、可能な限り円滑に進むように、そういった準備を

しっかり進めてまいりたいと思っております。Q&Aについて今後議論していくの

か、あるいは、せめてその情報共有をしっかりお願いしたい、議論してほしい

という御要望がございました。この点につきましても、施行までにQ&Aをつくっ

てまいる所存でございますので、この準備会の場なのかといった点はございま

すが、また、時期等もございますけれども、そこは皆様のお考えも伺いながら

しっかりつくってまいりたいと考えてございます。 

 考慮要素のところで、いろいろと御指摘をいただいております。この後、補

足もさせていただきたいと思いますが、あくまで、「１．はじめに」、また、

「２．基本的な考え方」で書いてございますように、考慮要素を個別事案ごと

に判断せざるを得ないということがございまして、考慮要素につきましても、

そういったことがあった場合は「推認させる事情になり得る」ということで書

かせていただいております。したがいまして、この１つの事象に当てはまった

からといってそれがすなわち即Ｂであるということにもならないと思いますし、

ただ、一方で、そういった事象が見られる場合にはしっかり考慮すべき事項な

のではないかというものを書かせていただいておりまして、ぜひそういった全

体の趣旨は御理解を賜りたいと思います。 
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 相談体制についてのご指摘がございました。実際、施行後、我々も初めて申

出で相談を受けたりということもあるかと思いますし、皆様のほうでも開示請

求を初めて受けられてということが出てくるのだろうと思います。皆様からの

御相談につきましては、我々がこうですよと決めることはなかなか難しいかも

しれませんが、御相談させていただくようなことは考えてまいりたいと思いま

す。 

 セーファーインターネット協会様からいただいたところで、売手としての消

費者さんの保護も重要ではないかというところは恐らく第５条の開示請求を意

識されているのかと思いますけれども、第５条の枠組みにおきましても意見聴

取の手続などいろいろなところが想定されているところであり、その手続も可

能な限り今後分かりやすくお示しできればと思っておりますけれども、そうい

ったことを示す中で、売手としての消費者さんの保護も当然図っていくことに

なるのではないかと考えています。 

 ２ページ目の最後のところ、「中元、歳暮、引出物等」の対応関係でもう少

し文言を調整できないかというところは、この具体例との関係で用語は何か考

えられないかというのは少し検討してみたいと考えております。 

 基本的に、考慮要素と具体例ということで、分かる範囲で、また、いろいろ

と御提案いただいた限りで書かせていただいているところでございますけれど

も、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことが大原則でございまして、

ただ、それだけを書いても恐らくなかなか判断が難しいかと思いますので、そ

れをできるだけブレークダウンして、こういうものが手がかりにできるのでは

ないかということを書かせていただいているわけでございますので、様々な要

素を見ていただいて、総合考慮をして判断していただくということになるので

はないかと思います。先ほどライフイベントのところで書かれているところは

３．（１）でもあり得るのではないかというお話もあったかと思うのですけれ

ども、個別の事案に応じて同じような考え方が適用されることもあり得るかと

思います。 

 （２）②は個人が前提かというのは、恐らく迷うケースとしては個人が多い

かと思うのですけれども、あまり争いにはならないかと思うのですが、恐らく

法人でその許可を得られるケースとかもあり得るのではないかとは思っており

ます。 

 「４．判断の基準時について」、契約の成立時かというところで、こちらは

我々も再度中で整理したほうがいいかもしれませんけれども、契約の申込時点

で捉え得ることもあるのではないかとは考えております。 

 クラウドファンディング協会様から、（２）①の複数出品についてどういう

理由なのかというところですけれども、繰り返しになりますけれども、結局の
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ところ、営利の意思を持って反復継続されているのかということを総合的に勘

案して御判断いただくことになるかと思いますので、個別の事案を見て、その

要件をどう判断できるのかということをお考えいただくことになるかと考えて

おります。 

 「口コミ」の関係で、応援コメントとか、ほかの団体からもファンとしての

コメントとか、こういったものはどうなのかという御指摘もあったところかと

思います。口コミの数が多いというところは、結局、営利の意思と反復継続性、

特に反復継続性で口コミが多いと何度も販売されているのだろうというところ

がうかがわれると思うのですけれども、応援コメントやファンとしてのコメン

トは、どういう形式かということにもよるかもしれませんけれども、結局のと

ころ、営利の意思ないしは反復継続性にどう結びついていくかというところを

見ていただくことになるのではないかと考えております。 

 事後的にどこまで積極的に確認する必要があるかという点を幾つかの団体か

らいただいていたかと思います。基本的にはその取引の時点かと思うのですけ

れども、大分時間がたってしまって、これは本文でも書いているところでござ

いますけれども、後ろのほうで判断せざるを得ないような場合とか、そういっ

たこともあろうかと思います。そうなってくると、機械的にその取引の時点と

いうわけではなくて、後ろのほうの時点も含めて御判断いただくことになるの

ではないかと考えております。 

最後、４ページの５．について、１つのプラットフォーム上でも幾つかのア

カウントを持つ場合もあるので、事業者によってそこまで本人確認を厳格にや

っているかどうかはケース・バイ・ケースですというコメントもいただいたか

と思います。もちろんそれぞれのプラットフォームの事情によっていろいろな

本人確認の対応はあろうかと思いますが、一方で、先般、パブコメに付させて

いただきまして、締め切ったところでございますが、法定指針において本人確

認の重要性について定めさせていただいておりまして、実情に応じてというこ

とではあるかと思いますけれども、その点は重々、DPF提供者の方々においても

ぜひ御理解いただきながら取組を進めていただきたいと考えております。 

  

○一般社団法人全国消費者団体連絡会  

 今回のガイドラインにつきましては、この間の論議をうまくまとめていただ

いて、ありがとうございます。おおむね私どももこの大枠でよいのではないか

と思っているところです。 

 その上で、少しだけ細かい点ですけれども、意見をさせていただきます。 

 まず、２ページ目の注２です。いわゆる情報商材の注意書きなのですけれど

も、ここでは「高額収入を得るためのノウハウ等と称して」、「副業、投資」
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ということでいろいろと出ていて、「等」がいっぱいついているので入ってい

るのかなとは思うのですけれども、必ずしも高額収入を得るためのノウハウと

して販売されているものだけではなくて、例えば、会社でうまく人間関係をつ

くるとか、いわゆる直接の高額収入には当たらないのだけれども、起業する方

法とか、こういう情報を商材としたものは、基本的には先ほどの役務のように

自分の空いた時間で少しお手伝いをしてその分のお礼をもらうというのとは違

って、元手がゼロということもありますし、情報商材そのものが営利の意思と

反復継続性のないものがあまり想像できなかったので、こちらについては、今

言ったような高額収入を得るために販売している商材だけではなくて情報の商

材全般をもう少し丁寧に書き込んでもらったほうがいいのかなと思いました。 

 ２点目が、３．（１）②「新品」等の商品の文章ですが、１行目のところ、

「新品」や「新古品」等の商品を相当数販売している場合ということで、大前

提で営利の意思と反復継続性があるので、上の丸などだとちゃんと反復継続の

ことが書いてあるのですけれども、相当数を１回限りだと、たくさん余ったと

か、何かに当選して要らないとかということもあるでしょうから、継続性の旨

もあったほうがよいのではないかと思いました。 

 

○公益社団法人全国消費生活相談員協会 

まず、ガイドライン案の御説明をありがとうございました。 

 私たち消費生活相談の現場では、個人アカウントの出品者と取引をしたけれ

ども実態はＢではないかと思われる取引の相談も一定数寄せられているため、

法の対象である販売業者等の整理をすることの必要性を感じております。また、

「隠れＢ」には、いわゆる規制逃れと思われる出品者もいれば、Ｂであるとい

う認識がないまま取引をする出品者もいるだろうと推測しますため、Ｂである

と認識してもらうための判断材料の提供が必要ではないかと考えております。

そこで、本協会としては、大きく分けると、アカウント登録時、取引中、トラ

ブルの未然防止という３つの点に着目し、コメントをさせていただきます。 

 まず、先ほど事業者団体様から特商法の当てはめに間違いがないかという御

意見が出ていたかと思うのですけれども、第２回の準備会資料に添付されてお

ります特商法のインターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガ

イドラインについて、そこに当てはめていいかどうかに関して、このガイドラ

インが策定されたのが2006年、今から16年前ということで、現在のスマホ１つ

で誰もが気軽に出品できる状況とは随分変化しているような気がいたします。

ガイドラインに示されている１か月に200点や100万円という数字は、現在の消

費生活相談の現場ではほとんど見かけない数字でございまして、かといって、

時代に即したガイドラインの改定ができるかというと、幅広い業態・商品・サ
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ービスなどが登場しておりますので、取引数や金額などで画一的に整理するこ

とは難しいという基本的な考え方のところに含まれていることと同じ意見では

ございます。ただ、各業態・商品・サービスごとにどのような場合が法の「販

売業者等」に当たり得るのか、DPFの利用者が判断できるような判断材料を各DPF

提供者様側で示していただけたらと思っております。具体例が示されていない

中で判断材料の提供とは無理なお願いかと存じますけれども、アカウント登録

時点でそういったことが示されている必要があるのではないかと思っておりま

す。 

 次に、取引中の対応について、第５条の開示請求のところにも記載があるよ

うに、アカウント登録時には趣味の一環から始めていても、例えば、売上げが

好調で、時間が経過するとともに取引数も増えてきて、途中からＢに変わるこ

とも実態としてあり得ると思います。このように、アカウントの登録時はＣで

も状況が変われば途中から法の対象のＢに変わることもあり得ることから、登

録時から状況が変わったときにスムーズに登録の見直しができるとか、あるい

は、途中からストアマークを取得できるなどのフォロー体制のようなものをDPF

提供者様で整備していただきたいと思っております。 

 最後に、トラブルの未然防止策の対応なのですが、出品者が複数のDPFにまた

がって出品していることも少なくはないと思います。特に危険商品ですね。表

示に問題があるとか、所在不明とか、いわゆる危険商品が出品されている場合

は、ほかのDPF提供者様でも同じ品が出品されている可能性も高いと思いますし、

所在不明の悪質業者がほかのDPFでも同様に連絡が取れないなどのトラブルも

発生しているかと思います。現在、経済産業省様とモール８社様で危険商品の

削除要請などの協力体制が構築されているというお話を聞いておりますけれど

も、この官民協議会でも、そういった危険商品や悪質業者のいわゆるブラック

リストの情報などを素早く共有して、迅速に対応ができるような体制を構築し

ていただけたらと思っております。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。それでは、事務局からお答えできる範囲でお答えさ

せていただきたいと思います。 

 まず、一般社団法人全国消費者団体連絡会様から、大枠はよいのではないか

という御理解をいただきましたが、情報商材の脚注２の記載ぶりはもう少し書

き込めるのではないかといった点とか、３．（１）②で反復継続性を追記する

こともできるのではないか、１回きりであればといったお話がございました。

１回きりという点につきましては、２ページの最後の「他方で」以下のところ

で、具体例でも単発的に販売している場合ということで記載させていただいて
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おりまして、その点で御趣旨はカバーされているのかとも思っております。脚

注２は、少し事務局でも考えてさせていただきたいと思います。 

 また、公益社団法人全国消費生活相談員協会様から御質問・コメントをいた

だきました特商法との関係につきましては、先ほど事業者団体様からの御質問

にお答えさせていただいたとおりでございます。ただ、そういう意味で、イン

ターネット・オークションガイドラインも具体的・定量的な数値等が規定され

ている部分もございますが、示されている金額等を下回っていれば該当しない

ということにはなっておりませんで、下回っていても販売業者等に該当するケ

ースはあり得るとなっておりますので、あくまでもその数値も特商法上の販売

業者に該当する可能性が高い場合を示しているものと考えております。 

 アカウント登録時とか、途中からＢになるとか、いろいろな場合があり得る

だろうということで、特に悪意ある売主ではない方というのでしょうか、気付

いていない方がいつの間にかＢになっているとか、そういうことを防いでいく

必要もあると思いますので、このガイドラインが策定されました後は、皆様の

御協力をいただきながら、消費者の方々、売主たる消費者といった方々にもし

っかりこのガイドラインを幅広く周知してまいりたいと考えております。 

 また、危険物品、危険商品の出品につきましては、脚注１にも言及させてい

ただいているところですが、待ったなしという状況になることも十分に考えら

れますので、御指摘のとおり、施行後に立ち上がります官民協議会で必要な情

報を迅速に関係者の方々と共有させていただく、していただく、そういう場と

して官民協議会を機能させていきたいと考えております。 

  

○情報通信消費者ネットワーク  

 今、たくさんの御意見を伺いながら、まず、今回はガイドラインとして第１

号であり、これからどんどん成長させていかなければいけない課題がたくさん

あるなということを実感いたしました。 

 脚注１のところ、最後に事務局に触れていただいたところなのですけれども、

事業者であれ、消費者であれ、製品の安全性の問題があったときにはすぐにで

も対応しなければいけないわけで、消費者が出品したものであったとしても、

それが大変危険なものであれば、それはきちんと対応していただけるというこ

とを確認しておくべきだと思っています。 

 いろいろな基準についても、明示が簡単にできればそれが一番よいのだとは

思いますけれども、どういう基準以上の人が事業者なのかというところは非常

に微妙な問題もあると思いますので、情報の共有の仕方をぜひ事業者の皆さん

と共に工夫をして考えていっていただくことがいいのかなと思っています。 

 また、いろいろな情報開示の請求があったときにどう対応するのかというこ
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となども、場合によっては、悪意というか、別の目的での開示請求などがあっ

た場合の対応なども含めて、順調に動き出す前にはかなりの頻度で情報共有を

していくことも大切ではないかと思っています。 

 

○日本弁護士連合会  

ありがとうございます。大変練ってつくっていただいたと思います。 

 恐らく事業者の皆さんも消費者団体もおっしゃっていたように、具体的なケ

ースの共有がかなり重要になるので、それはこの場等を借りてやっていただけ

ればと思いますし、日弁連ないし弁護士会でも把握できたものはお伝えしたい

と思いますが、なかなか弁護士が介入するほどの紛争にならないと思いますの

で、PIO-NETに書いていただく際に、これらの要素をそれぞれどういうふうに当

てはめて判断したのかが残ることが重要ではないかと思います。突然振って恐

縮ですが、国センさんもおられますので、デジタルプラットフォームの販売業

者等が問題になるような事案では、このガイドラインを見てそれぞれの要素を

こんなふうに判断してデジタルプラットフォームからの働きかけをお願いした

とか、直接開示請求をやってみたとかというものがぜひ残るようにしていただ

けると有益ではないかと思いました。これは、私が聞いていて感じたお願いの

部分であります。 

 

○京都大学 依田教授  

御説明いただき、ありがとうございました。 

 いろいろと御意見を伺っていた感想としましては、私個人は先ほどの全相協

の方がおっしゃった御意見が非常にリーズナブルで最も妥当性を持っているよ

うに感じました。そこの論点は非常に重要で、先ほどの回答にあったように、

特商法に基本的には準ずる、そうなってくると、特商法のインターネット・オ

ークションの「販売業者」ガイドラインの取扱いはどうなるかという問題提起

をされて、今日ここで事細かに決め切れるものではないけれども、明らかに言

えることは、そこで出された考え方が相当すると、いわゆる善意であったとし

ても有過失であって、営利の意思がある程度客観的に判断される場合は、本人

が何を言い張ろうと、事業者としてみなされるときはみなされるという基準は、

まず、明確に持つべきだろうと思います。 

インターネット・オークションの「販売業者」はしょせん誇大広告に関わる

問題であって、社会問題的には個々の消費者にとって程度がそれほど大きな問

題ではないのですが、今回は、個々の消費者にとっては、物品を購入したとこ

ろに実害が発生しているので、もっと明確に、目的が違うので、インターネッ

ト・オークションの「販売業者」ガイドラインの数値は今回は適用できない、
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もっと広く、例えば、金額が月100万円とかという基準ではなく、もっと低く見

ないと、消費者救済にはならなかろうと考えております。にわかにすぐに数値

化することは難しいけれども、今回のガイドラインが目指すところはインター

ネット・オークションの「販売業者」ガイドラインの誇大広告的な部分とは違

うので、そこの基準とは違いますということはもっと強く言わないと、逆に言

うと、この法あるいはガイドラインを遵守しようとする方に混乱を招くだろう

と私は感じていました。 

 最後に、口コミやレビューを一つの支援材料として用いるときに、実際のと

ころ、ネットの上で見られる口コミやレビューは氷山の一角であって、裏では

デジタルプラットフォーマーの方々が相当な介入・操作を行っていて、そこに

対して削除等も行っているので、この判断をするときにデジタルプラットフォ

ーマーの協力がないと、適切な、社会的な、妥当な判断ができず、事業者ある

いは消費者に対して誤った判断をしかねないので、この口コミを考慮要素とす

る場合においては、官公庁、消費者庁はどういう形でデジタルプラットフォー

マーに協力を求めるのかということの法的な根拠と行政の手続も今後定めてい

く必要があるだろうなとは考えております。 

 

○事務局  

 今いただきました御意見につきまして、お答えできる範囲で回答させていた

だきたいと思います。 

 長田様からいただきました、情報共有の仕方が大事になってくるだろう、基

準を立ててみても、結局、今、なかなか具体例がない中では、いろいろな事例

が今後挙がってくる中で、その情報共有の仕方を考えるべきだし、また、その

頻度も結構大事ではないかというコメントをいただきました。ご指摘のとおり

だと思っておりまして、この施行後に立ち上がります官民協議会の場をどうい

うふうに活用していくのかということを今後検討してまいりたいと考えており

ます。 

 また、安全性につきましても、先ほど申し上げましたとおり、本当にそうい

うことが発生すれば待ったなしということになろうかと思いますので、DPFの皆

様の御協力をいただきながら、また、関係省庁と連携しながら、速やかに対処

できるようにしてまいりたいと考えております。 

 日本弁護士連合会様から、PIO-NETの関係で御指摘をいただきました。PIO-NET

が、従前は取引DPFに関する相談だということをすぐに識別できるような欄の入

力はなかったのですが、先般よりそういう欄もできておりますし、施行後、実

施状況を我々が把握していくためにも、PIO-NETに寄せられます相談をしっかり

分析していく必要があると思っておりますので、ただいまの御指摘を踏まえま
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して、国民生活センターとも意見交換・連携して検討を進めてまいりたいと思

います。 

 また、依田先生から、インターネットオークションガイドライン等との関係

についての御指摘をいただきました。私の説明が十分に足りなかったところが

あるかと思いますが、最初に申し上げましたとおり、このガイドライン自体は

まさにDPF法の趣旨を踏まえてつくっていくものでございまして、インターネッ

ト・オークションガイドラインとはまた別のものという立ち位置に我々はおり

ます。なかなか定量的な数値を今の段階では入れられておりませんが、事例の

積み重ね等によりブラッシュアップをしてまいりたいと考えております。 

 口コミの点に関しましては、大変恐縮でございますが、いただいた御指摘を

踏まえまして検討させていただきたいと思っております。それがこのガイドラ

インの中でということになるのかどうかという点も含めまして、検討させてい

ただきたいと思います。 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会  

２度目ですみません。ありがとうございます。 

 先ほど依田先生がおっしゃっていたところで、プラットフォーム側の立場か

ら少し補足をさせていただくと、まず、プラットフォーム業者が特商法との相

違はあるのかというところを気にする理由は、オークションガイドラインの関

係ではなくて、特商法上の表示義務があるのに開示請求の対象にならないとか、

あるいは、開示請求の対象になるのに特商法上の表記はしなくていいというず

れがあると、プラットフォームとしては大変オペレーションが混乱するという

か、困ることが多いですので、そこの一致を確認したというところがあります。 

 口コミの話が出てきましたけれども、私が考えるに、このガイドラインはプ

ラットフォーム側から見た場合のものもあれば消費者側から開示請求する際の

参考にもなるものもあるということで制定されていると思っていまして、プラ

ットフォーム側からすると、口コミの数とかよりも実際の取引の数のほうが参

考になるというか、それを基に判断することが多いと思っています。先ほどレ

ビューをプラットフォームが消すみたいなことが言われていたのですけれども、

取引が終わったのにレビューを消すということは通常のプラットフォームでは

なかなか発生しないです。例えば、取引自体をキャンセルしてお金をお返しし

た場合に、それの取引についてはキャンセルされているためレビューは表示さ

れませんので、それが消費者側には見えないということを懸念されたのかなと

思っています。少なくとも消費者から見たときに、ある出品者の取引履歴自体

はプラットフォームではないので分からないけれども、口コミだったら消費者

から見ても外形的に分かりやすいので、考慮要素の一つとして挙げられたのだ



22 

 

と思っています。例えば、プラットフォーム側としては、ある出品者の口コミ

が少なくて取引量が多い場合に、口コミの数だけを考慮するというよりは、取

引量を考えて判断することになるのだろうなと思っております。 

 

○京都大学 依田教授  

私の意見にコメントがありましたけれども、あまり私の言っていることに直

接関係していたとは思われないので、私が言ったことは私が言ったこととして

また検討いただければ幸いです。 

 

○事務局 

 それでは、時間も大分迫ってまいりました。本日は、御意見をいただきまし

て、ありがとうございました。特に考慮要素・具体例の記載ぶりのところにつ

いて、細かい御意見を含めましていただきましたが、総論としては、皆様、賛

成いただいていると考えておりますので、本日お示ししている「販売業者等」

に係るガイドライン案を、本日の御意見を踏まえて一部修正・追記させていた

だく部分もあろうかと思いますが、後日、パブリックコメントに付させていた

だきたいと考えております。パブリックコメントの前に案文に技術的・形式的

な修正もさらに加える可能性もございますので、その点はあらかじめ御了承い

ただければと思います。 

 本ガイドライン案につきましては、第２回準備会からの３回にわたる議論、

その他、ヒアリング等も含めまして、皆様に御協力いただきまして、誠にあり

がとうございました。 

 第５回の準備会でございますけれども、３月頃の開催を予定しております。 

 内容につきましては、取引DPF消費者保護法の施行後正式に立ち上がることに

なります官民協議会の運営の在り方などを御議論いただくことを検討しており

ます。 

 具体的な日程、議論内容等につきましては、皆様からお伺いしている予定等

を踏まえまして、確定次第、追って構成員の皆様にお知らせ申し上げます。 

 本日の議論につきましては、議事概要を作成の上、構成員の皆様に御確認い

ただいた上で、公表させていただきたいと考えております。 

 本日は、お忙しいところ、御参加いただき、また、御意見等をいただきまし

て、誠にありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして第４回準備会を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 


