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第５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４月４日（月）14時00分～15時22分 

 

２．場 所：オンライン開催 

 

３．議 題 

・官民民協議会の運営方法等について  

○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、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、

経済産業省、消費者庁 
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○事務局 

 それでは、定刻になりましたので、第５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、本日の準備会も公開とさせていただいております。 

 

・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について説明 

・資料２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   

官民協議会のイメージをお示しいただいて、ありがとうございます。 

 我々は、プラットフォーム、オンラインマーケットプレイスを運営している

事業者が集まっている団体なのですけれども、その立場から官民協議会の今後

の進め方について、幾つか意見を申し上げたいと思います。 

 まず、議題の案などを出していただいていますけれども、今回の官民協議会

の立ち上げの基となっている法律の趣旨に鑑みると、基本的には１の議題が中

心になるかなと思っておりまして、行政機関と事業者団体、消費者団体あるい

は消費者から実際に相談を受けている弁護士の方などもあるかもしれませんが、

官と民が中心となって、実務的な観点から取引DPFを利用する消費者の利益のた

めの取組を効果的かつ円滑に行うための意見交換や情報交換をしたいという思

いがあります。 

 今回の準備会合は、結構多くの方々に集まっていただいていまして、これは

これで年に１、２回報告会のような形で、幅広い方々に集まっていただいて実

施するというのは、もちろんいいと思うのですけれども、プラットフォーム事

業者としては、実務的な情報交換とか意見交換が可能な場ができるといいなと

望んでおります。 

 あと、議題に挙げられているうちの１の部分なのですけれども、１つ重要な

観点を、ぜひ加えていただきたいというところがありまして、今回、努力義務

でいろいろやることがあったりするのですが、このポイントとしては、いかに

して、国内の消費者の方々が、取組を実施していない、あるいは悪質だと言わ

れるようなプラットフォームを使わないようにしていただくか、そのためには
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どうしたらいいかという観点が非常に重要だと思っています。やはり、頑張っ

ているプラットフォームが報われて、消費者もそこをちゃんと見分けようとい

う意識を持っていただいて、やることをやっていないプラットフォームが淘汰

されていくような、そういう世の中になっていくのが望ましいと考えておりま

すので、そこについても、ぜひ皆様と意見交換をしたいと思っています。 

 実務的な話を、ぜひできればということを申し上げましたが、そういう意味

だと、議長というのも、もちろんあるのかもしれないのですけれども、どちら

かというと、事務局の組織がしっかりして、テーマを決めて、次に進んでいく

というようなことが重要だと思いますので、例えば、今年度は難しいのかもし

れませんけれども、事務局機能をどこかに委託して、しっかりそこで回しても

らうとか、そういったことも検討いただいてはどうかと思います。 

 せっかく今回の法律の努力義務の範囲なども明確になっていまして、この状

況がどうなっているのかという点も、ターゲットを絞って、具体的に議論がで

きそうな部分ではありますので、非公開の部分もあり得るという話ではありま

したけれども、ぜひ具体的な話を、それぞれの立場で、多分、いろいろな情報

をお持ちだと思いますので、それを持ち寄って、よりよい環境にしていくには

どうしたらいいかというところを具体的に話し合っていければと思っておりま

す。 

 

○一般社団法人新経済連盟 

 官民協議会の運営イメージの御説明をありがとうございます。 

 先ほどの御説明にもありましたように、この官民協議会では、法律に基づい

て情報交換あるいは意見交換を官民でやっていくということが求められている

ものと理解しております。その中では、実務的に有効な議論がなされればいい

なと期待しております。 

 そういう意味で、２つほどコメント等を申し上げたいのですけれども、まず、

１点目は、１ページ目の真ん中辺りに議長を置くとあるのですけれども、官民

で情報交換、意見交換を行うという場であれば、議長というほど堅苦しいポジ

ションの人を置く必要もないのではないかと思っておりまして、先ほどもオン

ラインマーケットプレイス協議会の方がお話しされていましたけれども、どこ

かに委託して事務運営をやらせるという考え方もあるのだし、あるいは消費者

庁さんが庶務になっているということで、法律上明記されていますので、消費

者庁さんのほうで司会進行をしていただくと、そういう形でいいのではないか

なと思いました。 

 それから、もう一点が、構成員のところで、いろんな団体と合わせて学識経

験者というのが入っていまして、もともと法律には、必要があると認めるとき
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には、学識経験者を構成員として入れるとあるのですけれども、官民協議会と

いう、先ほどの情報交換、意見交換を官民でやるという会の目的、性格上、学

識経験者というのは、どういう役割を果たすのか、ちょっと私はイメージがで

きなかったので、その辺りは、御質問でございます。 

 場合によっては、法律にあるわけですから、入っていただくのもありかなと

は思うのですが、情報交換、意見交換の中心的な役割を果たすという立場での

参加というのは、ちょっとイメージできなかったので、お答えいただければ幸

いでございます。 

 

○アジアインターネット日本連盟  

本日も御準備いただきまして、ありがとうございます。 

 先ほどオンラインマーケットプレイス協議会ですとか、新経連から御発言を

いただいたのと、かなり近い意見でございます。 

 基本的には、私も実務的なことについて、この協議会の中で議論をしていく

ということが大事なのだろうと思っているところです。 

 その上で、運営等に関連して４点ほどコメントをさせていただければと思っ

ております。 

 先ほどから少し、ほかの方からもコメントがあったところでありますけれど

も、ロジ関係について、外部に事務局機能を委託して、事務連絡ですとか、日

程調整ですとか、議事録作成ですとか、そういったことを任せるということも

考えてもいいのかなと思っています。 

 というのも、準備会を拝見しておりますと、消費者庁の皆様方には、結構重

いロジ負担がかかっているのではないかなと、私などは拝見しておりまして、

そういった負担を少しでも軽くするというのも考えてもいいのかもしれないと

思っているというのと、また、仮にスラックとかを使える委託先を選定すれば、

会合の外での情報交換というのが円滑になる可能性もあるかなと思っておりま

すので、そういうオプションも検討されるのもいいのかなと思っております。 

 ２点目ですけれども、随時開催される会合で扱う内容についてですけれども、

DPFに広く関係するような事案についての情報共有のみならず、年２回の協議会

のアジェンダの検討ですとか、準備みたいなものというのも、随時開催のとこ

ろでやっていくほうが円滑に進められるかなと思うので、御検討をいただけれ

ばと思っております。 

 ３点目について、これもオンラインマーケットプレイス協議会から御発言が

あったところでありますけれども、構成員である事業者団体に所属していない

ような取引DPFの方に関してですけれども、私たちとしても、そうした方々にも

しっかりと本法の趣旨とか、努力義務とかを周知して御対応いただくことが大
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事だろうと思っておりますし、そういうのを促していくために、どういうこと

をすべきかというのは、検討していければよいのかなと思っております。 

 ４点目でございますけれども、取引DPFと消費者をめぐる議論というのは、こ

の官民協議会以外の場においても、議論されることが当然にあり得るなと思っ

ておりまして、既に審議会等は存在している分野もあると認識しておりますの

で、そうした会議体との役割分担というのは、常に認識していく必要があるの

かなと考えています。 

 この点、検討会の報告書のところでも、関係行政機関と取引DPF提供者との間

で、別途の協議の枠組みが設けられる場合には、相互によく連携協力を図って

いくべきであるといったような記述があったと思いますので、消費者庁の皆様

とも認識は共通かなと思っておりますけれども、今後も、ほかの会議体と重複

するみたいな形にならないようにしていくことが必要かなと思っております。 

 最後にもう一点だけ、消費者庁におかれましては、現在、先ほど御説明いた

だいたように、Ｑ＆Ａの整備等を進めていただいているところでありますけれ

ども、法４条関係の実務的なプロセスについては、法の施行前に事業者と細部

を詰めていく機会があったほうがいいかもなと思っておりますので、御検討い

ただければと思っております。 

 その趣旨でございますけれども、例えば、法４条に基づく要請を消費者庁が

行われる際に、誰に対して、どのような形で連絡をするのかなど、その事業者

側と少し事前に詰めておいたほうが、いざ要請を行うというときに、円滑にお

互い対応できるかなと思うためです。 

  

○事務局  

ありがとうございます。 コメントの４点目でしょうか、御指摘いただきま

した、審議会等、既にある機関との役割分担のお話をいただいたかと思うので

すけれども、具体的に想定されています場あるいは審議会等ございましたら御

指摘いただけますでしょうか。 

 

○アジアインターネット日本連盟  

例えば、製品安全で言えば、経済産業省の製品安全課の主催で、製品安全小

委員会とか、そういったものが開かれているかと思いますし、消費者庁の中で

も、景表法であれば景表法検討会がまさに始まったところかと思いますし、あ

とは総務省のほうでも、通信に関してではありますけれども、いろいろ検討会

が立ち上がっているところかなと思いますので、どれかというものではないの

ですけれども、いろいろと立ち上がり続けるかなと思いますので、役割分担が

明確だといいなと、重複した機能がないといいなと思っております。 
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○一般社団法人セーファーインターネット協会  

本日は、御説明ありがとうございました。 

 SIAからは、本件の官民協議会というものについては、官民の対話を通じて、

取引デジタルプラットフォームでの消費者保護向上に向けて実効的な会議体と

なるように、ぜひしていただきたいと考えております。 

 まず、その観点から、幾つか御意見を述べさせていただければと思うのです

けれども、まず１点目につきましては、こちらは、今、投影いただいておりま

す組織イメージのページについてですけれども、こちらにつきましては、構成

員等の部分について、議長については、やはりほかの事業者団体様からも御意

見ございましたが、何か堅苦しいものにするというよりは、進行業務をしてい

ただくというところでしたら、ぜひ、今回の準備会合でも円滑に仕切っていた

だいていることも踏まえて、消費者庁様にお願いできればと考えております。 

 また、外部への委託というお話も、ほかの団体からの意見としてございまし

たが、そちらは中立な組織に委託いただけるのであれば、いずれでも構わない

かなと考えているところでございます。 

 続きまして、２点目ですけれども、資料の２ページ目の議題イメージについ

てでございます。 

 議題１につきましては、構成員による取組状況の共有等ということなのです

けれども、こちらは法の施行状況の確認ですとか、各事業所の取組状況のモニ

タリングが必要であるというところは、弊団体でも理解しているところでござ

います。 

 他方で、団体ごとに情報をまとめますと、非常にささいな点で恐縮なのです

けれども、団体に重複して参加している事業者もおりますし、あるいは団体に

所属していない事業者というのもございますので、そちらの取組の把握が困難

であるといった状況が生じてしまいますので、進め方などは、また追って御相

談させていただけると大変ありがたく思っております。 

 また、こちらの点に関連しまして、構成員以外の事業者における実態の把握

というところは非常に重要であると考えております。構成員をはじめとする一

部の事業者、現在、参加しているような事業者団体を含めてですけれども、本

法の内容も熟知しておりますし、それに沿う様々な施策の取組を進めていると

ころでございます。 

 他方で、取引DPF法というのは、事業者の指定という形をとるのではなく、広

く取引デジタルプラットフォームを営む事業者を対象にしているというところ

で、この協議会、準備会合も含めて、こういう場に参加していない事業者につ

いても、きちんと法に沿った対応ができているのか、特に以前から議論に出て



8 

 

おりました、悪質なプラットフォーム事業者というもののモニタリングという

のは、ぜひ御検討いただきたいと、その手法について御検討いただきたいと考

えております。 

 また、官民協議会の取組に限られないかもしれませんが、悪意あるプラット

フォーム事業者というだけではなくて、本法自体をよく理解できていない事業

者というのもございますので、本法の周知はもちろんですが、この会合に参加

していなくてもどのような議論がされていたのかというのを、きっちり後から

把握できるような仕組みづくりというのは、工夫していく必要があるかと考え

ております。 

 また、議題の２点目ですけれども、取引デジタルプラットフォームを取り巻

く事業環境の動向の共有という点につきましては、実効性を上げるために、ぜ

ひ消費者団体様、そして取引デジタルプラットフォーム事業者双方の問題意識

を提示して、改善策を議論できるとよいかと思っております。 

 こちらにつきましても、先ほどと重複しますが、団体に参加していない事業

者への手当というところも含めて皆様で議論していけるとよいかと思っており

ます。 

 各事業者間での情報共有の場というのは、事業者団体間でも事業者団体の中

でも、既にあるところですけれども、この官民協議会の場というのは、官と民、

そして、民の中でもプラットフォーム事業者と消費者団体様の方が意見を交わ

す貴重な場と考えております。 

 ぜひ、既存の枠組みに参加していないプラットフォーム事業者の事案等も共

有いただいて、努力義務を果たしていないプラットフォームがあるのであれば、

そちらについて、何か今後アクションを起こしていくのか、消費者庁様からア

クションを起こされるのかということもありますけれども、そういったことも

議論ができていければと考えております。 

 もう一点、この資料の中で、一番下に、末尾に記載していただいております

個別事案の共有についてですけれども、こちらについては、ぜひ実務を取り扱

う者の間で、守秘義務等に留意しながら議論していただけると大変ありがたい

と思っておりまして、より細かい具体的な事案の共有などができますと、実効

的な対策につながるかと思いますので、その点も付言させていただきます。あ

りがとうございました。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会  

 まずは、こういった官民協議会に私ども参加させていただいておりますこと

に、大変感謝申し上げます。この場が実務上、現実的かつ実効的な施策につい

て、皆様と議論していける場になることを期待しております。非常に事務的な
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ところで１点だけコメントをさせていただきます。 

 今、お示しいただいているスライドの下のところで、個別事案の共有、対処

の検討等を議題とした意見交換の実施というところを挙げていただいておりま

すけれども、こちらは基本的には、ウェブミーティングのようなものを想定い

ただいているのかなと思うのですけれども、場合によっては、関係者を絞った

としても、日程調整等のため、適時適切に実施できないという場面もあろうか

と思います。 

 ただ、事案の特性によっては、事業者側で対応に苦労した場合に、すぐに動

けるようにしておく必要もあろうかと思いますので、例えば情報の共有に差し

支えのない範囲で、ノウハウの共有をしていけるような、適宜ノーションのよ

うなノウハウ共有ツールを使うということも含めて、ノウハウを一定の範囲で

関係者間で共有することによって、ある程度は、そこを見に行けば解決できる

ような体制をとっていくということも御検討いただければと思いますのと、あ

とはウェブミーティングに限らず、場合によっては、メール等のテキストベー

スでの御相談もさせていただけるような形で、事案の特性に応じて適切な実施

方法をとれるような形をお願いできればと思います。 

 

○事務局  

ありがとうございます。それでは、ひとまず、事務局のほうから回答のでき

る部分を中心にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず、多くの皆様から、今、お話しございました、官と民が連携して共同規

制という枠組みのもとで、消費者保護のために議論して必要な措置をとってい

くということが、この官民協議会を進める上での大前提であると理解しており

ます。 

 本日お示しをさせていただきました資料２につきましても、現時点のルール

のもとで、努力義務等を中心とするルールでございますけれども、どういった

取組状況になっているのか、あるいはどういった課題があるのかということを

しっかり共有をして課題を洗い出していくということが、この協議会の活動の

コアの部分になるのだろうと思っております。 

 その上で、取引DPFを取り巻く事業環境の変化、あるいは中長期的な課題にど

う対処していくのかということを２番目の議題、テーマとして書かせていただ

いたというものです。 

 それを前提としまして、より実務的な話として、その下に書いてございます

個別事案、そういったものへの対処等があるのだろうということで、ここは書

かせていただいております。 

 それで、今、実務的なテーマというのも、より限られたメンバーでやる必要
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もあるだろうと、そういった点も御指摘のとおりかと思います。今、我々のほ

うで、すぐに思いつくのは、この個別事案のところでございますけれども、例

えば、１番のところの取組状況等の共有によって課題が洗い出されて、その課

題にどう対処していくのかということを実務的に詰めていかなくてはいけない

と、業界共通の問題として詰めていかなくてはいけないとなった場合には、個

別事案への対処と同じような形で、まず具体的な方策を精緻に検討していく、

それをさらに、またこの官民協議会のほうに持ち上げて議論するといったよう

なやり方というのもあるのではないかと思っております。 

 次に、何人かの構成員の皆さまにご指摘をいただきました、議長の件でござ

います。我々これまで準備会を５回開催させていただいて、消費者庁のほうで

議事進行させていただきました。本日もそのような形になっておりますけれど

も、やはり、これから本格的に立ち上がるという中で、議長をしっかり置かせ

ていただいて、議事進行をより適切に進めていただくということを考えて、こ

のような提案をさせていただいております。そういう意味で、議長におかれま

しては、議事進行を中心にしっかり進めていただくということを考えておりま

す。 

 ３点目としまして、事務局機能のお話がございました。今のところ、消費者

庁のほうで事務局機能を引き続き担わせていただくということを考えておりま

すが、外部に委託するほうがより負担なく回せるのではないかといった御意見

もあったかと思います。ただ、そうしますと予算の面ですとか、どういったと

ころに委託するのが適切なのかといった実務的なことを検討する必要もあろう

かと思います。５月までに間に合うのかということもあるかと思いますが、我々

が全部やるというのもなかなかしんどいのではないかという御指摘かと思いま

すので、御協力をいただけるところ、あるいは我々事務局のほうの負担を軽減

できる部分、どういった点があるのかといったところは、少し精査をさせてい

ただきたいと思っております。 

 あと、新経連様でしょうか、学識経験者の位置づけというところで御質問い

ただいたかと思います。法律上も、必要があると認めるときは、中立的な立場

での学識経験を有する皆様に入っていただくということが規定されておりまし

て、この準備会に入っていただいているのと同じような形で入っていただくと

いうことを想定しております。 そういう意味では、入っていただきました以

上は、オブザーバーというよりは同じ構成員として活動していただくというこ

とを想定しているところでございます。 

 あと、この協議会に入ってこないプラットフォーマーあるいは悪質なプラッ

トフォーマーに対してどう対処していくのかという点がございました。まだ、

この法律が十分に知られていないという周知の面を含めまして、どういった周
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知というのが有効なのかということも、この官民協議会で議論していく大事な

テーマになってくるかと思います。まずは実務的に詰めて、それから、この官

民協議会のほうに持ち上げて議論していくというようなこともあるのかもしれ

ないと思いましたが、その具体的なやりようについては考えてまいりたいと思

っております。 

 悪質事業者への対処につきましても、これは個別事案のところで、そういっ

た案件が出てきて、どう対処していってという話になっていくというケースが

多いのかと思いますけれども、当然、その際には、皆さんの御知見もいただき

ながら、またしっかり守秘義務がかかっているもとで議論をすべきではないか

といった点はそのとおりかと考えております。 

 最後に、Ｑ＆Ａの第４条のところは、施行までにしっかり詰めたほうがいい

のではないかという御指摘、まだ、本日お示しさせていただきましたＱ＆Ａ、

骨子という段階でございますので、御要望ございましたら、そこは施行までに

議論をさせていただきたいと考えております。 

  

○オンラインマーケットプレイス協議会  

すみません。悪質事業者対策の裏側ではあるのですけれども、消費者への周

知だとか、そういう点も重要だという点を申し上げたので、そこが拾っていた

だけているか、少し不安になったのでコメントをさせていただきました。 

 

○事務局  

そういう意味では、ただいま、言及することはなかったかもしれませんが、

我々の力だけでやれるところは非常に限られておりますので、この官民協議会

に御参加いただいた皆様のお知恵、どういった方法がいいのかということも含

めて、消費者庁のホームページで、ただ載せているというだけでは進んでいか

ないといったところもあるかと思いますので、そういったことも含めて、しっ

かり取り組んでいきたいと思いますし、また、ぜひ、構成員の皆様からも、主

体的によいお知恵をぜひいただきたいと考えております。 

  

○一般社団法人新経済連盟  

 先ほどの議長の話ですけれども、議長という言葉にこだわるわけではなくて、

議題のイメージのところでも、情報の共有ということですので、基本的に何か

規律のようなものを決める場ではない。それで、いろんな情報を共有して、消

費者の安全を、いろんな形で実現していこうという場だと理解していますので、

そういう意味で、司会進行をしっかりやっていただけるという方であれば、そ

れでよろしいのかなと思います。念のためのコメントでした。 
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○全国消費生活相談員協会  

 最初は年に２回ということが、ちょっと気になりまして、やはりこれだけ速

いスピードで動いている状況ですので、迅速な情報交換になるためには、やは

り、もう少しワーキングというか、小委員会というか、そのようなレベルでの

意見交換会があるといいなと思っています。 

 それから、悪質事業者、あるいは消費者への周知というところに関しても、

取組事例などを紹介するに当たって、消費者志向経営宣言的なものをリストア

ップして、事業者さんをリストアップしていただくとか、あるいは各プラット

フォームの取組の一覧表などを、例えばホームページに挙げていただくなどし

て、それを私たちが広報していくということになると、とてもいいと思います

ので、そういうことを常にバージョンアップさせるという意味でも、割と時間

を置かないで意見交換ができるといいのではないかと思います。 

 それから、学識経験者の先生の御参加につきましては、やはり、私どもから

すると、法的な見解であるとか、海外の情勢とか社会状況とか、そういうもの

を踏まえて、取組に対しての評価、あるいは悪質な事業者に対する対処に対す

る評価などの意見をいただくという意味では、ぜひ参加していただきたいなと

思っております。 

  

○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  

この協議会のスタートまで、準備をいただきましたこと、ありがとうござい

ます。イメージもできてきました。 

 やはり、スタートするに当たりまして、形骸化しないようにするにはどうし

たらいいかということ、この点を肝に銘じておくべきだと思っております。 

 また、この協議会の目的というのは、事業者だけではなく消費者も市場を形

成しているわけですけれども、市場による自律を促して、消費者被害を防いで

いくということだと認識しておりますので、その目的に沿った情報の共有をし

合うことが必要かと思っております。その関係で、少し幾つか細かいことも申

し上げさせていただきたいと思います。 

 第１に、今後、取組状況の情報交換が行われるわけですけれども、どのよう

な情報が共有し合われるのかというところは、なるべく早めに決めて、合意し

ておくことが必要と思っております。 

 今後の官民協議会には、市場の状況を定点観測をしていくことも期待されて

るわけですが、どのような情報をこの官民協議会において共有するとともに、

公開していくのかということも、確認しておくことが必要ではないかと思いま

した。 
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 全国消費生活相談員協会様から、２回で足りるのかというお話がありました

けれども、私も、市場の変化が大きいことに鑑みますと、２回ではなく、もっ

と小まめに出していただく必要があるのではないかとは思っております。 

 ２点目として、セーファーインターネット協会様からの御指摘だったと思い

ますけれども、非構成員の状況について、これも徹底してモニタリングができ

るようにしていかなくてはいけませんので、併せて、このような情報も、官民

協議会の場に共有いただくことが必要と思います。 

 また、官民協議会のメンバーだけのクローズな議論にならないようにしてい

くためにも、定期的に、メンバーになっておられない事業者団体や消費者団体

からの意見がくみ上げられるような仕組みを併設することも必要だろうと思い

ます。 

 そのためにも、消費者庁のほうで、ロジをやっていただくということですが、

ホームページの運用につきまして、少し考えていただいたほうがいいのではな

いかと思っております。 

 この官民協議会に関するウェブページについては、特別に予算がかかるかも

しれませんけれども、外から見えやすいような官民協議会専用のページを作っ

ていただき、ベストプラクティスの事例などの情報なども掲載いただけるよう、

特別なページを作っていただくことを検討されてはどうでしょうか。 

 最後に、これは、アジアインターネット日本連盟さんの質問にも関連すると

ころなのですけれども、先ほど事務局から、ここで情報共有し合って、新たな

課題を認識し合ったり、これまでの準備会の中で、意見が必ずしも一致してい

なくて抱えてきている実務的な課題については、今後、分科会というような会

議体を別途設置して検討していくというお話でしたが、その場合、官民協議会

の中で最終的に解決していくものなのか、それとも官民協議会の外の別の審議

会等での審議につないでいくものなのか、その辺、事務局のお考えをお聞かせ

いただけたらと思います。 

 

○事務局  

 すみません、コメントの中に数字ということに御言及があったかと思うので

すけれども、ちょっとすみません、聞き落としているかもしれませんので、も

う一度具体的にどういったものに関する数字なのかというのを教えていただけ

ますでしょうか。 

 

○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  

共有し合う数字ということですか。 
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○事務局  

そうですね、共有し合う、何の数字でしょうか。 

 

○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  

例えば、消費者が販売業者等情報の開示請求ができる損害賠償請求権の金額

ですが、１万円となりましたが、議論が分かれましたね。事前の準備会で、EC

マーケットデータを事務局のほうから提示されましたが、例えば、１万円とい

う数字が引き続き妥当なのかどうかなど、今後、再検討していく必要があると

思っております。あのときは、ECマーケットのデータを出していただきました

けれども、関連する情報として何か今後予定されているのかというところは、

どうでしょうか。 

 

○事務局 

 御趣旨について理解いたしました。回答のほうは、この後、まとめてと思い

ます。 

 

○一般社団法人全国消費者団体連絡会  

 まず、構成員のところなのですけれども、こちらは、構成員は、消費者団体

の場合は、団体ということになると思うのですけれども、それで、今までも、

こういう会議の場では複数名登録させていただいたと思うのですけれども、こ

の準備会と同じようなイメージで、複数名登録で会に参加するというイメージ

でいいのかどうか、ちょっとここは確認させてください。 

 それから、私は、やはりこの官民協議会の一番重要なところというのは、取

引DPFの法律ができましたけれども、その取組状況ですね、特に３条のところの

取組状況の努力義務ではありますが、きちんと事業者によって行われているか、

開示されているかというところをチェックするところが一番だと思っておりま

す。 

 それから、スライド２のところです。２のDPFを取り巻く環境の動向の共有と

ありますけれども、ここにもデジタル化の進展を踏まえた消費者取引の動向、

課題等の共有がありますけれども、ここにもう一つ、消費者被害の状況ですね、

例えば、デジタルプラットフォームを介した取引のところで、様々な被害が起

こってくると思うのですけれども、それがDPFによって防げることもあるだろう

し、その後、被害の解決に、デジタルプラットフォームに協力いただけること

もあると思いますので、ここに関わる消費者被害の状況がありましたら、そう

いうのも、ぜひ共有できたらなということを思っております。 

 それから、官民協議会ということで、民のところは事業者と消費者団体とい
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うところなのですけれども、やはり、私たち消費者団体だけでは法律的なとこ

ろ、なかなか難しい部分もありますし、大きな視野で見ていただくということ

も必要なので、学識経験者の有識者の方々の参加というのは、ぜひ、必要なも

のでありますし、お願いしたいと思いますし、議長に関しても、しかるべき方

にお願いしたいなと思っております。 

 

○事務局  

 では、事務局のほうから、回答させていただきたいと思います。 

 １点目の枠組みの話は、事業者団体の皆様からも御指摘をいただいたところ

と共通している部分が多いかと思います。 

 この官民協議会の議題、２ページ目に掲げさせていただいている年２回とい

うのは、こういった事項を取り上げさせていただいて今の状況等を共有してい

く、課題を洗い出していく、でも、実務的な案件につきましては、個別事案も

含めて、関係者でしっかり対象を練っていくということ、必要に応じて随時や

っていくという枠組みについては、今もお示しをさせていただいているところ

だと思います。 

 定期的にやっていくということに関して、それはテーマ次第だと思っており

ます。実務的なテーマということで先ほどから幾つか御指摘をいただいている

のですが、我々としましては実務的なテーマとして個別事案といったものを考

えておりますけれども、例えば周知広報の方法ですとか、悪質事業者の対処で

すとか、いろいろなテーマがあり得るのだろうと思います。実際立ち上がりま

した後は消費者庁が一義的にこのテーマですと言ってお示しするということで

はなくて、随時、事業者団体の皆様あるいは消費者団体の皆様からいただいた

御提案を基に、事務局機能を担う、我々のほうで、それをどういうふうに整理

していくのかということになろうかと思いますので、ぜひその実務的なテーマ

ということに関しては、事業者団体の皆様、あるいは消費者団体の皆様から具

体的に御提案いただけましたら、非常にこの官民協議会自体がワークしてく原

動力というものになるのではないかと思っております。 

全国消費生活相談員協会様からも御提案いただきましたWGにつきましては、ま

さにそのような機能を持っていく場として、こういった個別事案ですとか、御

提案いただいた実務的な課題について議論する場として、WGという名前をつけ

るのかつけないのかという話はあるかと思いますけれども、そういう場になっ

ていくのではないかと思っております。 

 また、官民協議会における議論については、基本的には協議会の場で取りま

とめていくということを想定しておりますが、政府部内の他の場がよりふさわ

しいといった事項が発生しましたら、御指摘いただきながら考えてまいりたい
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と思っております。 

 数字という話もございました。チェックとか検証ということではなくて、ま

さに共有だと思っているのですけれども、この施行後の状況というのを、事業

者団体あるいは消費者団体あるいは消費者庁が持っている情報を共有すること

によって、数字も含めてですね、その現状をより的確に把握し、課題に対処し

ていくということを、この官民協議会の場が担っていくということになればと

思っております。どちらかがどちらかをチェックするとか、そういうことでは

ないと思っておりますので、お互いに持っている情報、問題意識、そういった

ものを共有しながら、関係者が連携して前に進んでいくということが、まさに

この官民協議会がしっかり前に進んでいくというためにも必要なのではないか

と思っております。 

 一般社団法人全国消費者団体連絡会様から複数名の登録の可能性についてご

質問をいただきました。今までどおり、複数名の方の御登録いただくことは可

能になるようにさせていただきたいと考えております。 

 最後に、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

協会様から、ホームページの件、ありがとうございます。我々も、まさに周知

広報の一環ということで、そのホームページをどういうふうに、よりアクセス

のしやすい、あるいはしたくなるような形にもっていくのかということは考え

ていかなくてはいけないと思っております。 

  

○京都大学 依田教授 

 まず、この官民協議会の運営方法については、総論として私は賛同いたしま

すので、これからしっかりやっていただけるといいなと考えています。 

 その上で３点、あくまで意見、感想でございますが、１点目が、こちらの官

民協議会、それを背景としてある共同規制というのは、我が国において、この

デジタル分野において初めて導入された規制方式で、本当にこれがうまくいく

ものなのかどうかという保証は、あるいは経験値はございません。 

 １つ目として先行したデータプラットフォーマーの取引透明化法が、現在、

１つ目の、こういう共同規制方式をとっていて、今回の官民協議会が、２つ目

の共同規制になっていきます。 

 御存じのとおり、こういうことを議論した、ここ２年間の間で、どんどんと

EUのほうが、ある意味で過激さを強めておりまして、マーケット法や、あるい

はサービス法を施行して、どんどんと事業者の方を事前規制する流れに進んで

おります。 

 日本は、そういう意味では、かなり実は、先ほどの取引透明化法にしても、

消費者利益保護法にしても、プラットフォーマーの皆様の意見というのをかな
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り尊重する形で、こういう共同規制方式をとってきておりますので、これがど

ういった形の着地になるかというのは、非常に今後の試金石になると思うので、

ここはやはり官民で、官と民がそれぞれ協力して話し合うことが重要であって、

あまり一足飛びに目算なく事前規制に飛ぶことが全然いいとは思っていません

ので、そういうところを期待値として持っております。 

 ２点目としましては、実際に検討会で、１年半近く12回にわたって様々なこ

とを議論して、そのとき議論された課題が、今回のこの法律には、およそ半分

も入っていない状況になっていて、例えば、具体的にCtoC取引の規律をどうす

るか、あるいはもう少し議論したのだけれども、今、毎日毎日日々アップデー

トされているサービス、あるいは、取引なので、今ここで方向性を定めるのは

時期尚早と、その時点では考えられたターゲティング広告やパーソナルプライ

シングというのも、必要がない、あるいは重要でないから法律から落とされた

のではなく、むしろ、非常に重要であるがゆえに、今ここで拙速な議論をする

のは時期尚早であろうという形で、今は法律に盛り込まれていません。 

 今後必要であるならば、この法律なのか、別の法律等で規律を定めていかな

くてはいけなくて、こういった点も、やはりせっかくこの官民協議会の、先ほ

どの議論があった２番の事業環境の動向等の共有のところで、官民で意見交換

をすることが、全体として社会のためによいような、もう少し次のサービスの

規律を考えていく上で、いい議論になると思うので、そこで、やはりこの官民

協議会で、先ほど幾つか出てきた、年２回だけではとても難しいので、本当に

事業者さんと、役所のほうで、現場レベルで意見交換することが大切かなと考

えております。 

 最後３つ目なのですが、さっき共同規制で２つあると言いました。１つは、

このデジタルプラットフォームの競争政策のほうで、今回は、こちら消費者政

策のほうで、やはり性質は違うのかなと、両方検討会等で座長をやって感じて

いるのは、競争政策が、やはりどう考えても、社会の消費者のために規制をす

る側と、ビジネスとして取引を実際に運営していくプラットフォーマーのとこ

ろで、やはり最後、意見が対立する部分があるのですが、こちらの消費者政策

に関しては、官と民は、本来的にそれほど利害が対立するのではなく、悪徳の

出店、出品者から消費者を守って、日本全体としてデジタルのプラットフォー

ム分野をよくするという意味においては、結構検討会では、本当は激しい議論

をいっぱいやったのですが、この官民協議会では、もう少し両方が手を携えて、

次のステップに行く議論ができるのだろうと私は思っています。 

 ただ、そのときに実は限界も感じていまして、これは３点目になるのですが、

どう官民が頑張ったところで、この消費者問題でいうと、主役は、やはり消費

者様のほうであって、その消費者というのは、皆様も大変苦労されていると思
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うのですが、決して合理的な存在ではなく、注意深い存在でもなく、彼らのそ

の認知限界や限定合理的な不注意が彼ら自身の首を絞めているところもあって、

どう官民が一生懸命手を携えても、決して問題は解決するものではございませ

ん。 

 ただし、今、やはりどんどんと進んでいる機械学習であるとか人工知能とか、

そういうデジタル上の技術を有効活用することによって、官民が今よりもよい

規律というのを、このプラットフォーム上で設けていくことも可能ではないか

と思っておりまして、まさに官民協議会で、そういった新しいネクストテクノ

ロジーを用いることによって、今よりもよいような、限定合理的な消費者を前

提としながらでも、今よりもよいような規律があり得ると思うので、そういっ

たところも、ぜひ、サブのワーキング等で御議論いただくといいのかなと考え

ております。 

 

○日本弁護士連合会 

 大きく２つでして、１つは皆さんおっしゃっていましたが、やはり年２回で

は足りず、この準備会もかなりの頻度で開催していただいても、毎回非常に熱

心な議論がなされるものですので、消費者庁だけで事務局をやると大変だとい

う話もありますので、そのとおりだと思いますが、ちょっとワーキング等の構

成も考えていただいて、幹部会議を幾つか作っていただければと思います。 

 もう一つは、ちゃんとやっているところは報われるようにしてほしいと、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が、そのためには、

例えば、この官民協議会ないし、下部組織で問題になっているところを呼んだ

と、もしくはヒアリングシートを送ったと、その際に、大体ひどいところは無

視してきますので、無視したら無視したという内容を、ぜひ公表するようにし

ていただければと思います。 

 そうすると、我々弁護士としても、あそこは、官民協議会で呼んだのに返事

をしないと、無視してくると、そんなような人たちだから、これは関わらない

ほうがいいですよというのは、非常に言いやすくなると思います。事業者の皆

さんも、それなりにコストをかけて、こういうところにも準備して来ていただ

いているわけですから、反応しないところは反応しないというのを、ぜひ公表

するという方針でやっていただけると、これだけでもかなり違うと思います。

ここは毎回もう無視してくる、反応しませんというのはどんどん言えるように

なりますが、何もそういう方針がないと、我々は一応、秘密を守ってこの会議

にも参加していることになっていますので、あまり大っぴらにそんなことは言

えませんので、そういう方針でやっていただいて、問題になったところは、官

民協議会ないし下部会合で呼ぶと、それでお話を聞こうと思っても反応しない



19 

 

のであれば、もう反応しないという形で大々的にやっていただければ、ここは

危ないなというのが表に出ていいのかなと思います。 

 とにかく、議論することはたくさんあると思いますので、年２回は、やはり

全く足りないと思いますので、ぜひ下部組織を作ってください。予算も組織も

大変だと思いますが、お願いします。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。年２回は少ないのではないかですとか、下部組織を

設けるべきといったご指摘がありました。個別事案への対処については当然、

年２回ということではないものと考えておりますので、今日いただきました御

意見を踏まえまして、実務的なテーマがどれぐらい今の段階で想定されるかで

すとか、悪質事業者への対応ですとかについて関係者の間で議論をしていくと

いうことでもあると思います。 

 また、依田先生から共同規制方式というのは未知数の枠組みであり、だから

こそこの協議会での取組が大事になるという応援のメッセージをいただきまし

た。それぞれの構成員が参加してよかったということを、メリットを感じられ

るような仕掛けというのをお互いが協力しながら作っていくということは必要

だと思っておりますので、引き続き、どうぞその点は、我々も知恵を絞ります

けれども、構成員の皆様方におかれましてもよろしくお願いしたいと思います。 

 

○東京都  

御発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 官民協議会の運営につきましては、地方公共団体は、私どもだけで出ており

ますので、地方公共団体の立場から少しお話をさせていただければと思います。 

 まず、この法律の枠組みの中で、地方公共団体の役割というのが、必ずしも

明確になっていないという現状がございます。 

 私どももDPFに関して、消費者利益を保護していくというのは、消費者基本法

も含めて役割だと思っていますが、具体的にどのような役割を、この法律の枠

組みの中で期待されているのか、やっていかなければいけないのかということ

を考えなければいけないと思っています。 

 それで、では、具体的に私どもの実務の中で、この法律の目的あるいは協議

会に関する規定から、地方公共団体の役割を拝察いたしますと、２点あるのだ

ろうと思っています。 

 １つは、通信販売取引の適正化に関して、DPF様の協力を確保していくこと。 

 ２つ目は、紛争解決の促進、これは、具体的には、消費生活相談だと思いま

すけれども、ここに関して、やはりDPF様の協力を確保すること、この２点では
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ないかなと思っています。 

 現状、消費生活相談の現場においては、DPF様のさらなる協力を求める意見が

あるというのは、私どもも承知しております。東京都の相談現場からも、様々

な意見が出ております。これは、先ほど言いました紛争解決の促進に関してDPF

の協力を確保する、この点だと思います。 

 一方、取引の適正化に関しましては、通信販売ということになりますと、正

直申し上げて地域差というのは、それほど大きなところではございませんとい

うことと、それから、この点については、特定商取引法あるいは景品表示法に

基づいて、私ども権限を委任あるいは都道府県の役割ということで付与されて

いますので、この取引の適正化に関しましては、取引対策課様、表示対策課様

といった消費者庁の中の所管を差しおいて、私どもがこの協議会の中で、いろ

いろと意見を申し上げるというのも、ちょっと違うのかなと思っております。 

 したがいまして、この法律の枠組みにおいて、官民協議会において、地方公

共団体が期待されている役割というのは、消費生活相談窓口から抽出された

様々な問題や課題を、協議会を通じて共有したり、問題提起したりすることが

主ではないかなと考えております。 

 最後にもう一つですが、地方公共団体と申しましても、都道府県と市町村、

いずれも地方公共団体ですけれども、法律上の権限あるいはセンターの設置状

況、消費者被害の発生の状況、それから財政規模など、非常に多様になってお

りますので、ぜひ官民協議会を発足するに当たりましては、複数の地方公共団

体に参加させていただければと思っております。 

 

○事務局  

ありがとうございます。いただきました御意見を踏まえまして検討してまい

りたいと思います。また、消費生活相談の実情について、この官民協議会の中

でもお知恵をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 すみません、アジアインターネット日本連盟様からチャットでご意見をいた

だいておりました。４条の関係で、Ｑ＆Ａというよりは、実務的に詰めていっ

たほうがいいのではないかというコメントにつきまして、そのとおりだと思っ

ております。我々のほうも一生懸命詰めているつもりではございますけれども、

足りない点あるいは御疑念の点等ございましたら、ぜひ、施行までに意見交換

をさせていただきたいと思いますので、問い合わせをいただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○アジアインターネット日本連盟  

ありがとうございます。既に消費者庁の方々とは、非公式な場でも意見交換
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をさせていただいているところでありまして、そこの場でも少し私の意見も伝

えたところでもあるのですが、まだ解決していないところもあるかなと思い、

より細かい連絡方法とか、我々のDPFに対して連絡をするときに、どのメールア

ドレスに連絡をくれるのかとか、こういったところについての見解を、むしろ

お待ちしているところでもありますので、また、引き続き、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○事務局  

承知しました。お互い、行き違いのないように、５条の開示請求も含め、施

行までに詰めていくということだと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、時間も迫ってまいりましたので、本日、皆様からいただきました

御意見等を踏まえまして、施行後に、この取引デジタルプラットフォーム官民

協議会を正式に組織することに向けまして、運営要領の作成等を進めてまいり

たいと考えております。本日いただきました御意見を、５月の立ち上げまでに、

全部全て反映し尽くせるのか、動き出せるのかというところは、少し御容赦を

いただきたい点もございますけれども、可能な限り反映させてまいりたいと考

えております。 

 この官民協議会準備会につきましては、本日の第５回をもちまして、役目を

終えることとなります。昨年11月の設置以降、構成員の皆様の多大な御協力を

いただきまして、本当にありがとうございました。 

 準備会の構成員の皆様には、基本的にはこのまま官民協議会の構成員として

も御参加いただくことを想定しておりますので、ぜひ、今後とも引き続き、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 第１回官民協議会でございますけれども、可能であれば、５月中の開催をし

たいと考えております。具体的な日程、議題等につきましては、皆様からお伺

いしております予定等を踏まえまして、確定次第、追ってお知らせしたいと考

えております。 

 本日の議論につきましては、議事概要を作成しまして、構成員の皆様に御確

認いただきました上で公表したいと考えております。 

 本日は、お忙しいところ御参加をいただきまして、また、御意見を賜りまし

て誠にありがとうございました。それでは、これで第５回準備会を終了いたし

ます。誠にありがとうございました。 


