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第１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２日（火）14時00分～15時05分 

 

２．場 所：オンライン開催 

 

３．議 題 

 ・ 開会挨拶 

 ・ 事務局資料説明 

 ・ 各構成員コメント 

 

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 

 

○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、

デジタル庁、経済産業省、消費者庁 
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＜冒頭＞ 

・伊藤明子消費者庁長官からの御挨拶 

・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＞ 

・各構成員から自己紹介及び本準備会への期待等についての御発言 

○アジアインターネット日本連盟  

 アジアインターネット日本連盟は、インターネットビジネスを展開する企業

の連盟でございまして、現在、18社ほどの企業が参加しております。 

 主な活動内容といたしましては、メンバー間での情報交換やインターネット

産業の健全かつ持続的な成長に資する政策などについて産業界の声をお届けす

るといったことを行っております。 

 今回は、本年１月まで開催されておりましたデジタルプラットフォーム企業

が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会に引き続いての参加

となります。お声がけいただいたことに改めて御礼を申し上げます。 

 新しい法律に関して、関連事業者が迷いなく消費者保護の観点からの措置を

講じることができるように、検討会で取りまとめられた報告書に基づいて細部

を詰めていければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料に関しましては、２点だけコメントをさせていただきます。 

 消費者からの情報開示請求や債権額１万円という御提案もありますが、それ

をどうやって確認するかといったところにはいろいろと課題もあるかと思いま

すので、そういったところも、先ほど申し上げたように、事業者が迷いなく対

応できるように細部を詰めさせていただければと思っております。 

 指針に関しましては、現状、達成目標として明確化して、望ましい取組の例

や開示事項の例を各項ごとに示して、具体的な実施は各取引DPF提供者が業態に

応じて自主的に判断できる、望ましい取組だけに拘束されるものではないとい

う御提案については、報告書の内容に沿った考えだと思っておりますので、支

持できると思っております。 

  

○オンラインマーケットプレイス協議会  

 オンラインマーケットプレイス協議会、略して「JOMC」と言っていますけれ

ども、我々は昨年８月に設立したばかりの新しい協議会でして、現在、B to C

もC to Cも含めた、いわゆるデジタルプラットフォームを運営している事業者

が12社参加しております。 

 自主的取組の促進あるいは改善、情報提供等を通じて、消費者にとってより

安心・安全な取引環境の構築に貢献したいということ、それによってオンライ
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ンマーケットプレイスが健全に発展していくことを目的として活動しておりま

す。今も月に１回は必ず会員で集まって意見交換をしたり、あるいは、消費者

団体の方との意見交換をしたりするなどして、どちらかというと実務レベルの

者が常に集まって具体的な課題について議論している状態です。 

 今回、準備会ということで、今回の法律の施行に向けた細かい部分がこれか

ら決まっていくことになるのですけれども、実務の観点からすると、細かいと

ころがどうなって、それが実務レベルでどう対応していくかということが非常

に課題になってきますので、そういったところをしっかりと議論できたらと思

っています。 

 具体的には、指針に関しましては、オンラインマーケットプレイス協議会の

サイトで各会員社が既に行っている自主的取組を一覧にして公開しております

ので、そういった取組をさらに改善していくことになると思うのですけれども、

いろいろなタイプのプラットフォームがありますので、皆さんで前向きに取り

組めるようなことが議論できればと思っております。 

 開示請求あるいはガイドラインの関係については、どうしても実務上既に行

っている取組や対応をどう考えるのかということが課題になってきます。例え

ば、特商法の住所等と今回開示請求の対象となっているものはどこが違うのだ

ろうかとか、個人情報が開示対象に入ってきますので、どういうふうに取り扱

えばいいのか、あるいは、開示するに当たっての判断をプラットフォーム側で

具体的にどうやったらいいのだろうかということがどうしても実務上は課題に

なってきますので、そういう細かいところの建設的な議論ができればと思って

おります。 

  

○クリエイターエコノミー協会  

 クリエイターエコノミー協会では、ここ数年で様々なプラットフォームが現

れまして、これまで購入する側にいた消費者の方々が、御自身でもそうしたプ

ラットフォームを利用して発信・販売・生産などの創作活動をするようになっ

ていく中で、クリエイターの方が安心・安全に活動できるような環境づくりの

ための活動をしておりまして、現在、50社ほどが参加しております。 

 本準備会を通じまして、販売する側の消費者が自分に合ったプラットフォー

ムを選べるよう、プラットフォームの多様性を保ちつつ、購入する側の消費者

も販売する側の消費者もいずれもが安心して活動できるような環境づくりがで

きればと考えております。 

 内閣府令に関しまして、１つ、述べさせていただければと思います。先ほど、

プラットフォーム提供者は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るというところがございましたけれども、今申し上げま
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したプラットフォームの多様性という意味では、新しく出来上がる小さなプラ

ットフォームでも最初から厳しい制約が課されますと、新しいプラットフォー

ムができにくくなりまして、プラットフォームの多様性が損なわれて、ひいて

は使う側にもマイナスになってしまうと考えております。もちろん消費者保護

を図りつつも、リスクベースで実態に応じた措置が講じられればと考えており

ます。 

  

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会  

 当協会は、2016年に発足した団体であり、シェアリングエコノミーの普及・

促進と健全な市場環境の整備、シェアリングエコノミーを通じた官民連携や事

例創出をミッションとして活動している団体です。 

 我々は、300社ほど参加していただいている企業はいらっしゃるのですけれど

も、まだ若い、かなりベンチャーの企業が多い団体ですので、できる限りそう

いった小さいベンチャーも含めて、今回の法律は事業規模に関係なく適用され

るものですので、その辺の新しいプラットフォームが生まれづらい状況になら

ないように、いろいろと発言していきたいと思っております。 

 既にいただいていたものについては、事務局の方に意見等をさせていただい

ておりますので、特にここで意見させていただくことはありませんけれども、

先ほど申し上げましたとおり、シェアリングエコノミーに関するプラットフォ

ームについて、我々は５年間ほど安全・安心の取組をずっと続けてまいりまし

たので、特に消費者の方々をどう守っていくかというところについては、我々

も設立当初からシェアリングエコノミー検討会議という官民連携の検討会議を

発足して、認証制度とか、いろいろな取組をやってきた経験を生かして、その

辺の知見も含めて御提供させ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  

 新経済連盟は、イノベーションを促進することを主眼に、日本の経済をよく

していこうということでいろいろと取り組んでいる経済団体でございます。 

 この法律につきましては、検討段階からいろいろな意見を申し上げさせてい

ただいてきております。この準備会におきましても、前向きに情報共有や議論

をさせていただければと考えて、期待しているところでございます。 

 府令、指針の案に関しましては、これまでの検討段階でもいろいろと申し上

げてきたのですが、関連する各事業者は、既に、今、いろいろな消費者保護の

ための自主的な取組をしておりますので、そういう自主的な取組を促進するよ

うな仕組みにぜひしてほしいと思っております。自主性を尊重して、それぞれ、

ビジネスモデルも異なりますし、サービスの規模も異なりますので、そういっ
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たプラットフォーム事業者が前向きにさらに消費者保護に取り組めるものにな

っていくことを期待しているところでございます。さらには、実務への負担も

仕組みのつくり方によっては考えられますので、事業者の実務の状況をよく聞

いていただきたいということも今までお願いしてきました。ビジネスの実態を

踏まえて議論していただければと思います。 

  

○一般社団法人セーファーインターネット協会  

 セーファーインターネット協会は、インターネットビジネスに携わる企業有

志によって2013年に設立された一般社団法人でございます。 

 設立した目的・趣旨でございますが、多くの人がインターネットのもたらす

恩恵を享受し安心してインターネットを利用できる環境を実現するため、イン

ターネットのもたらす様々な問題に対して民間主導で解決に取り組むことが不

可欠だという考えの下、設立させていただいております。 

 直近での活動としましては、こちらのコマースの分野以外にも、誹謗中傷投

稿対策で、違法・有害情報に対する環境整備にも力を入れて取り組んでまいり

ましたが、今回のコマースで事業者のお話というところですと、セーファーイ

ンターネット協会においては、EC事業者協議会を開催させていただいておりま

して、様々な課題にｅコマース事業者と取り組んでいるところでございます。 

 会員構成としましては、正会員、協賛、協力企業、合わせまして20社ほどで

取り組んでいるところでございます。 

 本法律は、インターネットの健全化という観点では非常に大事なところだと

思っております。もちろん各事業者からの実現可能な取組はありますけれども、

ぜひ消費者保護に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思っているところで

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○独立行政法人国民生活センター  

 国民生活センターでは、消費者から直接相談をお受けしていろいろお話を聞

いております。また、各地、全国の消費生活センターのサポートもさせていた

だいておりまして、そうした中でセンターの皆様ともいろいろお話をさせてい

ただいております。 

 私どもといたしましては、こうした取組を通じまして得られた情報をしっか

り分析して課題を把握する、把握した課題や情報を関係者の皆様にしっかりと

お伝えする、また、国民の方に対しては分かりやすくお伝えすることを重要な

役割としてこれまでやってきております。今回におきましても、そのような観

点でお話しさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 
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○東京都  

 私どもは、東京都の取引指導課ということで、特定商取引法あるいは景品表

示法等の法執行を担当している部署の者でございます。 

 今回、この準備会に参加させていただくことになりましたけれども、現時点

で、正直に申し上げて、この法律に地方公共団体がどのように関わっていくの

かということがあまりよく分かっておりません。  

地方公共団体といいましても、都道府県、市町村、いろいろな規模がありま

す。私どもは法執行の部門の者でありますけれども、当然ながら、消費生活セ

ンターあるいは個人情報の担当の部署もございますので、いろいろな関わり方

があるのではないかと思っております。 

 また、地方公共団体といっても、私ども東京都はある意味特殊なところであ

りまして、平均的な地方公共団体ではないという事情もあるかと思っておりま

す。また、地方公共団体を東京都が代表するというものでもないので、その辺

は、官民協議会での参画の仕方も含めて、５月までにはいろいろと明確にして

いって、皆様のお知恵も借りて、我々も必要なところは考えていきたいと思っ

ておりますし、事務局にも御検討いただきたいと思っております。 

 

○一般社団法人全国消費者団体連絡会  

 全国消団連は、消費者団体の全国的な連絡組織となっております。今回の取

引デジタルプラットフォーム法の立法の前の段階の消費者取引の環境整備の検

討会でも委員をしており、引き続きの参加となります。 

 デジタルプラットフォームを利用しての商品やサービスの購入はどんどん増

えてきています。コロナ禍もあり、社会全体においてネットでの購買が増えて

きています。本当に生活の中でのインフラとなってきています。その中で、消

費者被害は残念なことになかなか減ってはいないところで、私のほうでも、検

討会の中で、本当に一部のそういう悪質な事業者を排除するために、デジタル

プラットフォームで販売する事業者の身元確認の義務化を強く求めていました。

ただ、現実的には難しいというところで、でも、将来的にAIなどを利用して身

元確認ができる技術ができるかもしれないということも期待しながら、現時点

においては、法律で取引の適正化や紛争解決のための取組や開示が努力義務に

なっていますけれども、そこら辺の取組や情報開示をしっかりやってもらうこ

とと、何かトラブルがあったとき、トラブルがあって販売者と連絡を取りたい

ときに、確実にその販売者を捕まえることができる情報開示をお願いしたいと

思います。そういうことでトラブル解決につなげることができるよう、消費者

の利益が守られるよう、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 
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○公益社団法人全国消費生活相談員協会  

 本協会は、消費生活相談員を構成員とします公益社団法人です。 

 デジタルプラットフォームとの直接のやり取りができるようになるまで、大

変長い道のりでしたので、取引デジタル新法が成立したこと、官民協議会が開

催されることについては、消費生活相談員の団体として、大変うれしく思って

います。 

 大手のデジタルプラットフォーム様は既に様々な自主的取組をされています

が、問題は、まだ十分ではないデジタルプラットフォームがあること、さらに

問題なのは、自主的取組がおよそ期待できないデジタルプラットフォームが存

在することです。また、店舗改革の際の調査や苦情が寄せられた際の調査、所

在確認、紛争解決の方法、デジプラの利用停止、情報開示などについては、自

主的取組、望ましい取組で十分かという懸念はまだ拭えていませんので、今後、

注視していきたいと思っています。 

 一部ガイドライン案や指針案が示されましたが、協議、連携の上、速やかに

合意していただくことを望んでおりますし、ガイドラインに達していないレベ

ルの各種取組については御尽力いただきたいと思っております。 

 官民協議会において、事業者同士で情報交換をすることによって、他社のよ

い取組があれば自社に取り入れていただいたり、消費者に発生している問題と

要望を知っていただいたりする場となって、さらに取組が改善されること、そ

れらの取組が社会的に標準化されることで、大多数の消費者にとってインター

ネット上の安全・安心な消費生活が確保されることを期待しています。 

 悪質なデジタルプラットフォームへの措置については、ぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 最後に、各種取組内容や個人情報の取得、利用について、消費者が適切なデ

ジタルプラットフォームを選択可能とするために、消費者に分かりやすい場所

に表示していただくなど工夫をしていただきたいと思っております。本協会と

しては、デジタルプラットフォームの企業努力や利用の仕方について、消費者

に、説明、広報をしていきたいと思います。 

  

○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  

 私どもからは２点ほどお話を意見として述べさせていただきたいと思います。 

 まず、意見といいますか、私どもNACSの活動の紹介となりますけれども、私

どもは、この10月に毎年実施しております110番を実施いたしました。今年はネ

ットトラブル110番というテーマで消費者のトラブルの声を拾わせていただき

ましたが、DPFの事業者様に御協力を求めなければ解決できない、あるいは、ト
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ラブル防止をしていくことができない事例が数多くあることを改めて認識して

おります。このような場でまた事例も出しながら、私どもも貢献していきたい

と思っております。 

 私どもは、幾つかのDPF事業者様とインターネット取引上のリテラシーの啓発

の事業もさせていただいておりまして、一緒になって消費者啓発をしていくこ

とも大変重要だと。我々が教えていただくことも多く、また、このようにすべ

きではないかと逆にいろいろなことを教えていただきながら気がつかせていた

だくことも多いと思っておりますので、このような協働する場を消費者庁が中

心になって設けていただきますことは大変有意義だと思っております。 

 その上で、インターネット取引上のトラブルに関しましては、既に前に消費

者団体のお二方から御意見がありましたけれども、これまでになかったような

新しいトラブルが発生していると感じております。特にインターネット取引の

場においては、私ども一般消費者には悪質な事業者を見分けることができない

こととか、取引をした後に、事業者を見つけることができない、コンタクトが

できないということで、まさに消費者問題の原因である情報の非対称性や交渉

の非対称性がここに存在しているわけで、まさに格差の問題がここにあります。

この問題をどのようにして解消していくのかというところに、今後、この官民

協議会の役割があるのではないかと一つ思っております。 

 準備段階から入らせていただきますけれども、この官民協議会に私どもとし

て期待させていただきたいのは、よくあるこの種の協議会は情報と意見交換の

場、形式の場になってしまいがちですけれども、具体的な事例をこの場で出し

て、事業者、消費者団体の代表、相談員の方々、弁護士の方々も入っていらっ

しゃいますが、様々な主体が入っておりますので、そのような多様な視点で実

際に起こっているトラブルあるいは実務上の課題を共有し合って協議して、具

体的なことを決めていけるような、具体的な成果を出していけるようなことを

この協議会に強く私どもとしては期待したいところでございます。中には民間

の努力で解決できるものもあると思いますけれども、最終的には法改正なども

求めていかなくてはいけない問題もあると思います。そういったものも、今ま

での対立軸の中ではなく、一緒のテーブルに着いて、具体的な事例を見て共有

し合ったところでルールづくりをしていくことを私としては期待しております。 

 まとまりのない発言ではございますけれども、今後、一緒に話合いをしてい

くこと、検討していけることを大変楽しみにしております。 

 

○京都大学大学院経済学研究科 依田教授 

 この新法につきましては、前身で検討している検討会でありましたデジタ

ル・プラットフォーム消費者取引検討会において座長を務めさせていただき、
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その節は、皆様におかれまして、大変お世話になりました。2021年１月に、デ

ジタルプラットフォーマーの社会的責任を定め、危険商品の流通や消費者の泣

き寝入りを予防する消費者利益の保護を図る新法の制定を求める報告書を定め

たところでございまして、このような立派な法律ができて、こうした協議会が

できること、準備会ができることになりまして、大変座長としてやりがいと幸

福感を感じているところでございます。 

 今回の新法は、共同規制方式に基づいて官民協議会を立ち上げることがうた

われていたところでございまして、民がプレーヤーであり、官がそのサポータ

ーであることから、しっかりとまずは民の方々の自助努力に期待したいところ

であります。新法を求める検討会で報告書をまとめたときに、最後の数回、オ

ープン、公開でやったところ、マスコミの新聞やテレビの皆様からは、正直に

申し上げて、かなり厳しい意見をいただきました。もともとのこうした努力義

務では弱いのではないか、うまく機能しないのではないか、B to Cだけではな

くてC to Cまで広げないと消費者保護に至らないのではないかと、ある程度そ

うした御意見には合理性があると考えておりますが、先ほど述べたように、ま

ずは、民が主たるプレーヤーとして、官はそれを支えるサポーターとして機能

することが重要であると考えております。 

 そうした意味では、最初の一歩でございますから、まずは、共同規制、官民

協議会をしっかりと立ち上げて、わが国でも初めての取組であって、内閣官房、

経済産業省の取引透明化法も実際の共同規制の会合がスタートをするのは来年

からになっておりますので、まさにこういう協議会が立ち上がったという本邦

最初の取組になっていますので、これをしっかりと成功させることが重要であ

ると考えております。例えば、ここでうまくいかず、ここが不十分な結果にな

ってしまいますと、ほかのヨーロッパあるいは近年ではアメリカ等でも出てい

ますもっと強い対応規制に踏み切らざるを得ないこともありまして、民の皆様

の多大な御協力が重要になると考えております。 

 例えば、C to Cは今回の新法の対象外ではありますが、そこに一定の隠れＢ

がいましたら、そこは規制の対象になってきます。何を、どこからどこまでを

隠れＢとみなすかということは大変難しい議論でございます。既に各プレーヤ

ーの皆様においてはそこに社内ルールをもって取り組んでいらっしゃるわけで

すので、そうした民の取組を共有していって、それを、社会として、官として

支えていくのが重要であると考えております。 

 １つ、事務局に質問がございます。「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」の略称につき、何か既に決まっておら

れますでしょうか。もしあったら教えてください。それを我々は使っていきた

いと思っております。 
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○事務局 

 透明化法との区別等々もございますので、皆様からの御意見もいただければ

と思いますが、ひとまず「取引DPF消費者保護法」という形で呼んでまいりたい

と思っております。 

 

○神戸大学大学院法学研究科 中川教授  

御紹介いただきました、中川でございます。検討会で座長代理を務めさせて

いただきました。私は、法律の行政法が専門でございますので、専らそういう

観点から拝見してきました。 

 先ほど検討会の座長として依田先生がおっしゃったことと私のコメントは、

本質的には同じことになります。この検討会では、多様なビジネスモデル、工

夫、あるいは、体力といった企業差に基づく多様なやり方があるのだ、それを

尊重してほしいという声と、消費者保護の観点からできるだけ統一的なルール

を実施してほしいという声と、そのせめぎ合いでいろいろと議論をしてきたわ

けです。結局、細かく一つのルールとして決めることは難しい、ただ、その考

え方を、どのようにして、法律といいますか、制度にしていくのかということ

で、一つの工夫として現れてきたものがこの官民協議会であると理解しており

ます。先ほど共同規制という言葉が出てきましたけれども、まさにそれの実験

の場でございまして、この準備会では、本当に共同規制の自主規制の部分がう

まくいくのかというところを拝見しつつ、何か発言できるところがあれば貢献

していきたいと思います。 

 どこの国でも共同規制はなかなかうまくいっていないのですね。自分のこと

だけを考えていると、結局はみんなで首を絞め合って、最終的には厳しい規制

になるという、消費者団体は喜ばれるかもしれませんが、ビジネスにとっては

あまりよくないということになるし、それはひいては消費者ということになる

かもしれません。そういった意味で非常に高い意識を求められますので、ぜひ

そのような場となるように準備会で発言していきたいと思います。 

 

○日本弁護士連合会  

 この取引DPF消費者保護法については、消費者保護をデジタルプラットフォー

マーの中で実現していく第一歩と私たちは見ております。これを実際に施行さ

れてどのような消費者保護効果が生まれるのかということは、これから施行さ

れた結果を見つつ意見を述べさせていただきたいと思っております。 

 基本的に、健全で公正な電子商取引の市場が形成されることが事業者にとっ

ても消費者にとっても利益になると考えておりますので、その点、消費者側だ
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けではなくて、事業者側としても、一つの利益を生むところになるのではない

かと思っております。 

 ただし、消費者保護の観点からいいますと、トラブルが生じたときに消費者

が行き詰まらないような仕組みがぜひとも必要だと考えております。プラット

フォーマーの方々からの情報公開、プラットフォーマーの方々に紛争解決で一

定の役割を果たしていただくという自主的な取組を期待していきたいと考えて

おります。 

 新法については、ここの官民協議会に出席いただけるような真摯な事業者ば

かりではなくて、この新法が適用される対象となるプラットフォーマーには、

先ほど消費者団体の方々もおっしゃっていましたけれども、そういう規制を逃

れるとか、あるいは、最初から消費者を食い物にするようなプラットフォーマ

ーも当然考えられるわけで、悪質なというか、そういうプラットフォーマーに

ついてどのような取組ができるのかということも視野に入れて検討していって

いただきたい。 

 どうしても我々弁護士の側では法的な対応で個別の消費者問題について解決

に導くのはなかなか限界があるところです。消費者が負担するコストあるいは

能力とかの限界もありますので、プラットフォーマーの方々の実務的な負担も

当然考慮に入れながら、できるだけ消費者の保護になるような方向性を考えて

いただきたいと思っております。 

 意見です。府令の中で、１点、開示対象になる場合の金額が１万円という想

定をされていますけれども、私どもとしては、これはやや高いのではないか、

実際のところはもう少し下げていただきたいと考えております。金額が高くな

ってしまうと、実際のトラブルで泣き寝入りをする消費者がどうしても多くな

ってしまうのではないか。実務的な負担という点はあるでしょうけれども、こ

の点は考慮していただきたい。ある意味、プラットフォーマーの方々で開示を

しなければいけないような状態にならないような参加者を適切に絞り込んでい

っていただければ、そういう金額がある程度低くなっても実務的な負担は一定

程度軽減できるのではないかということも考えております。 

 開示請求に関しても、紙の書式ではなくて、オンラインで対応していただき

たい。それから、本人確認の方法についても、プロ責のようにどこの誰から請

求が来るか分からないという形ではなくて、ほぼそのプラットフォームの中で

取引をしている消費者ですので、一定程度プラットフォーマー側が厳格な身分

確認を取らなくともID等で特定ができるのではないかということを考えると、

あまり本人確認等に厳格なものを求めないでいただきたいと考えております。 

 とにかくまだ施行前で皆さんで検討している段階ですので、我々日弁連とし

てもいろいろと検討を重ねて、今後、意見をさせていただきたいと思っており
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ます。 

 

○公正取引委員会  

 公正取引委員会におきましては、これまで、デジタル分野について独占禁止

法違反行為に対する法執行や企業結合審査に取り組むとともに、デジタル分野

についての実態調査を継続的に行っております。これまで、オンラインモール・

アプリストア、デジタル広告について報告書を公表しておりまして、現在は、

クラウドサービス、モバイルOS等についての調査を行っているところでござい

ます。 

 この取引DPF消費者保護法につきましては、私どもは環境整備等に関する検討

会にもオブザーバーとして参加させていただきましたけれども、この準備会に

おきましても、独占禁止法、競争政策の観点から、貢献できることがあれば貢

献していきたいと考えております。 

 

○個人情報保護委員会  

 私どもは、資料にありますような開示請求等々の文脈におきまして、所管し

ております個人情報保護法の観点から、問題があるのかないのか、どうすれば

うまくいくのか等々の観点で議論に貢献させていただきたいと思います。 

  

○デジタル庁  

 デジタル庁は、９月１日に発足して、いろいろとやることがあるわけでござ

います。全般的には、国全体あるいは社会全体のデジタル化という取組をして

いるわけでございますけれども、その中でも我々がIT室時代からやってきたシ

ェアリングエコノミーを促進していこうという立場も片一方ではございまして、

シェアリングエコノミー協会からもお話がありましたけれども、シェアリング

エコノミーの事業者は大小様々でございますので、そういったことも加味しな

がら検討を進めていくこと、この準備会ができて円滑に進められることを期待

しております。もちろん消費新保護という観点と両立をさせながらやっていく

ことが大事だと思っておりますので、そういうことにも期待したいと思ってお

りますし、この取組が官民の共同規制ということで、デジタルの分野はほかで

もいろいろと官民共同の部分がございますので、そういうことも勉強させてい

ただければと思っております。 

  

○経済産業省  

 経済産業省といたしましては、様々な観点から参画することになるかと思っ

ております。例えば、商取引におけるまたは製品安全における消費者保護で、
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デジタルプラットフォームに関係する市場の健全な発展、それに加えて、事業

者団体からも発言がありましたけれども、事業実務への影響みたいなところも

含めて、様々な観点からこの議論について参画していきたいと思っております。 

 

○事務局 

 構成員の皆様、いろいろと御意見等々をいただきまして、誠にありがとうご

ざいました。本日いただきました御意見を踏まえまして、次回の第２回準備会

以降、議論を深めてまいりたいと思います。 

 続きまして、次回の第２回準備会につきまして、事務局から補足の説明をさ

せていただきます。 

 第２回準備会では、本日の資料４に記載されております内閣府令等の成文案

について御意見をいただくとともに、これも先ほど申し上げましたけれども、

販売業者等に係るガイドラインについて具体例のプレゼンを行っていただけな

いかと考えております。 

 第２回の日程でございますけれども、11月の中旬から下旬頃を考えておりま

して、確定次第、皆様にお伝えしたいと考えております。 

 以上 

 


