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「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

討会論点整理」についての意見 

 

2020 年 11 月 24 日 

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(AICJ)は、国際的にインターネットビジネスを展開する

企業の連盟として2013年９月に設立され、インターネットにおける自由で公正な情報の流

通を促進するために活動しています。 

経済のデジタル化、グローバル化が進み、ポスト・コロナの新しい生活様式が模索され

る中で、デジタル・プラットフォーム企業が、消費者に安心かつ安全に利⽤いただく環境

を自主的に整備することは、当然のことであると捉えています。消費者の信頼なくしては

デジタル・プラットフォームの事業は成り立たず、一旦、消費者からの信頼を失い利⽤が

減少することになれば、出店者の利⽤が減少し、ひいては更なる消費者の利⽤の減少につ

ながるという負のスパイラルが働き、その事業は急速に衰退していくことになります。ま

た、忘れてならないのは、個人や中小事業者がデジタル・プラットフォームを活⽤するこ

とで国内外に新たな経済的活路を見出されており、特にコロナ禍においてはその動きが顕

著であることです。個人や中小事業者が、コロナ禍においても迅速かつ簡便にデジタル・

プラットフォームを活⽤できる環境を維持し整備していくことも、デジタル・プラットフ

ォーム企業に期待されている役割であると認識しています。 

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（以下、「検討会」といいます）により本年8月24日にとりまとめられた論点整理（以

下、「論点整理」といいます）につきましては、特に、必要性が高く優先的な取組が求め

られる事項については、必要な法的な枠組みも含め優先的に検討を進めるべきとされてい

ます。しかしながら、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関するト

ラブルが他の取引に比して問題であるという合理的な説明が未だになされておらず、検討

会の委員間の意見内容に大きな隔たりがあるまま今日に至るまで検討会が再開されており

ません。論点整理では、主要なオンライン・ショッピングモール（売主が事業者であるい

わゆるB to Cの消費者取引）やフリマサイト（売主が個人（個人事業者を除く。）であるい

わゆるC to Cの消費者取引）、インターネット・オークション（売主が事業者・個人である

B to C・C to Cの消費者取引）の各取引についてPIO-NETを通じた分析が行われています

が、デジタル・プラットフォームにおける消費者トラブルが他の流通チャネルに比べて問

題であるとの分析はなされておりません。例えば、2006年から14年にわたり消費者トラブ

ルの相談を受けている一般社団法人ECネットワークの調べでは、オンライン・ショッピン

グモールを介した取引に関する相談は、近年、顕著に減少しているそうです。法令による

消費者保護に関わる規律は、消費者の利益の擁護及び増進に関する最低限のルールとして
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広く課せられるべきものであり、十分な根拠もなく特定のビジネスモデルだけに着目して

検討されるべきではありません。特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向

上に関する法律は、特定のデジタル・プラットフォーム提供者と商品等提供利⽤者との間

の取引関係における相互理解の促進が必要であるとの観点から本年5月に成立したもので

すが、一方で、論点整理で紹介されている消費者トラブルや取り上げられている問題点

は、デジタル・プラットフォームに特徴的なものではありません。コントロールポイント

としてのデジタル・プラットフォーム企業に着目されておりますが、後述するように、デ

ジタル・プラットフォーム企業に対して法的な規制をすれば解決するという単純な問題で

はないと考えます。 

デジタル・プラットフォーム企業は、関連法令や規約の遵守を出店者・出品者に義務付

けているだけではなく、出店者・出品者の本人確認、リスクの高い商品等のより厳格な審

査、商品等のモニタリング、不適切な商品への販売停止措置、不正レビュー対策など、消

費者がデジタル・プラットフォームを安全に利⽤できるよう日々努力しています。また、

出店者・出品者と購入者との間でトラブルが発生した場合に備えて、消費者への補償サー

ビスや保険による補償制度を提供することに加え、出店者・出品者と購入者との間での話

し合いを促すなどの解決に向けた支援を行うなどを行っております。さらに、複数の大手

のオンラインマーケットプレイス運営事業者が、それぞれの自主的な取組を強化し、消費

者がより安心して取引できる環境を整えることを目的として、本年8月に新たに協議会

（オンラインマーケットプレイス協議会（JOMC））を設立しました。同協議会では、各

事業者の自主的な取組状況の開示に向けた精力的な活動や自主的な取組の強化を見据えて

各社の取組状況の情報交換も活発に行われております。検討会におかれては、デジタル・

プラットフォーム企業に対する新たな法規制を安易に結論づけ、デジタル・プラットフォ

ームビジネスの健全な発展を阻害させるのではなく、デジタル・プラットフォーム企業に

よる自主的取組を促進することによってデジタル・プラットフォームを利⽤した取引の健

全な成⻑を促すよう、個別の論点については、以下の観点を踏まえた慎重な検討が行われ

ることを要望いたします。また、今後の検討会では、抽象的な議論に終始することで同床

異夢の結論とならないよう、夫々の事項について十分な時間をかけて具体的な議論ができ

るような進行がなされることを希望いたします。 

 

１． 違法な製品、事故のおそれのある商品等の流通について 

違法・危険製品の流通防止に向けて、デジタル・プラットフォーム企業が不断に不正な商

品の発見・対処に努めるべきことは言うまでもありません。各デジタル・プラットフォーム

企業は、リスクの高い商品等への厳格な事前審査、専属部門や機械学習などの最先端の技術

による商品のモニタリング、関係行政機関等からの通知による出店者・出品者のアカウント

の停止や出品商品の取り下げ対応などを行っています。また、オンラインの特⻑を生かして、

リコール対象となった商品を購入した消費者にリコール情報を通知するなどの独自の取組
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も行っています。消費者保護のために更なる効果的な対策を行っていくためには、デジタ

ル・プラットフォーム企業と関係行政機関や製造業者や輸入業者など商品の流通に関わる

他の事業者との間の連携が欠かせないと考えます。例えば、技術基準不適合無線機器に関し

ては、電波法上義務的な販売規制が存在していないことに加え、無線機器の外観からだけで

は、技術基準適合証明等の番号や電波法上の免許を要しない微弱な無線設備であるかどう

かの確認が困難である商品も数多くあります。技術基準不適合無線機器を市場から排除す

るためには、例えば、製造業者が無線機器を出荷するに際に、出荷先に技術基準への適合性

を確認できる情報を通知するなどの対応が必要になります。このような状況の中、総務省は、

無線機器の製造業者、輸入業者、販売業者及びインターネットショッピングモールの運営業

者との連絡会合を立ち上げ、各事業者の流通上の活動を対象とした技術基準不適合無線機

器の流通抑止のためのガイドライン（案）の策定作業を進めています。また、経済産業省の

インターネット取引における製品安全に関する検討会では、本年6月に提言をまとめ、製品

安全4法にかかる規制対象製品について、国及びモール運営事業者の連携がより一層求めら

れるとともに、国は製造・輸入又は販売事業者、モール運営事業者、消費者等の声を聞きな

がら、より安全な市場の形成に向けた取組を検討することが求められるとしています。論点

整理では、違法・危険商品の流通が、外形上明らかでデジタル・プラットフォーム企業がそ

れを認識できる場合や、関係行政機関からの通知等により認識できる場合等に一定の対応

を行う責任を担うこととすることが考えられるとされていますが、販売業者ではないデジ

タル・プラットフォーム企業が、製造業者や輸入業者からの何らの協力もなく、商品の外形

だけで違法性を判断することは非現実的です。デジタル・プラットフォーム企業に対する法

的責任だけを議論することには実効性が伴いません。商品を管轄する関係行政機関とその

流通に関わる全ての事業者との連携によって、各商品分野に即したきめ細かな議論を行い

ながら取り組むべきと考えます。なお、出店者・出品者の本人確認については、5. ⑤に後

述します。 

 

２． 緊急時における生活必需品等の流通について 

新型コロナウイルス感染症に関しては、当連盟の会員を含め、デジタル・プラットフォー

ム企業と言われる企業やIT企業によりまして、生活必需品や個人防護具などのオンライン

販売、テレワークの支援、オンライン教育の支援、人の移動に関する統計的データの提供な

ど、様々な取組みがなされたことをあらためて申し上げます。生活関連物資の販売に関して

は、デジタル・プラットフォーム企業によっては、政府からの要請や国民生活安定緊急措置

法に基づく転売禁止の措置が採られることを待たずに自主的な取組を進めていた、或いは

法令による要請以上の対応を行った企業もあります。一方で、デジタル・プラットフォーム

企業は、関連法令の要請により、一方的に出店者・出品者の利益を侵害するような行為には

慎重にならざるを得ません。本年4月に公正取引委員会は、マスクや除菌剤等の小売価格が

高騰しないように、再販売価格の拘束の観点から、メーカー等が小売業者に対して一定の価
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格以下で販売するよう期間を限定して指示する行為は独占禁止法上問題とはならないとの

見解を出していますが、優越的地位の濫⽤の観点からは、今でも明確な判断基準が出されて

いません。論点整理では、デジタル・プラットフォーム企業による判断に任せきりとならな

いよう、国として各社の取組を後押しする明確な判断枠組みの構築について検討を進める

べきとされています。新型コロナウイルス感染症の再拡大のリスクがある中で、国として、

デジタル・プラットフォーム企業が独占禁止法等法令違反を憂慮することなく消費者保護

のための取組が行えるよう明確な判断基準が早急に示されることを希望いたします。 

 

３． 紛争の処理・解決について（一定の事案における取引の相手方の連絡先の開示） 

論点整理では、一定の要件が満たされる場合に限り、消費者が取引の相手方に関する情報

の開示をデジタル・プラットフォーム企業に対して請求でき、これに応じたデジタル・プラ

ットフォーム企業の情報開示に係る責任を免除するという仕組み等について、弁護士法や

個人情報保護法など、消費者関連法制以外の法制との関係も整理した上で、検討を進めるべ

きとされています。C to Cの消費者取引に関しては、メッセージ機能の提供やトラブル解決

の仲介や相手方の情報が必要な際の同意取得等、既に事業者側で一定の対応を行っていま

す。また、デジタル・プラットフォーム企業側で利⽤者の連絡先（電話番号等）・住所・氏

名等の個人情報を取得していることから、弁護士法第23条の2に基づく照会が弁護士会を通

じてかけられた場合には、必要性・相当性を判断して取引相手側の個人情報を開示している

場合もあります。C to Cの消費者取引は、出品者も保護すべき消費者であり、その個人情報

が安易に開示されることによって、取得した取引相手の個人情報を悪⽤して脅迫を行うな

ど別の問題に発展しかねないケースもあります。そのため、双方の言い分を考慮して、真に

訴訟に必要な場合に限り、相当慎重に開示を行っています。このように、情報開示は相当慎

重に判断する必要があること、現行法下でも情報開示は可能であることを踏まえ、検討会で

は今後丁寧に検討されるべきと考えます。なお、論点整理において、B to Cの消費者取引に

関しては、生命の安全性や重大な損害があるにもかかわらず、当該情報が開示されないとい

った事例が指摘されていますが、これは特定商取引法上の出店者の広告表示義務の確実な

履行という観点で対応すべき問題と考えます。  

 

４． 自主的な取組の促進と取組状況の開示を通じたデジタル・プラットフォーム企業

のインセンティブの設計 

消費者がデジタル・プラットフォームを使⽤する理由については、論点整理で取り上げら

れているような事項に加えて、サイトやアプリの使いやすさ、品揃え、ポイントなどのロイ

ヤリティプログラムの存在、配送が早いという利便性、安心な決済システム、補償サービス

や保険による補償制度の存在、お客様による問い合わせ対応の充実など、様々なメリットを

感じていただいているからと考えております。各デジタル・プラットフォーム企業は、消費

者からの信頼を得るために、法令で要求されている以上の自主的な取組を含めて各々積極
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的に情報開示をし、そして消費者は、各デジタル・プラットフォームを日々比較考量しなが

ら選択しています。例えば、紛争解決に至らずとも、先んじて消費者に補償するような仕組

みを自主的に設けているデジタル・プラットフォーム企業もあります。企業としては、この

ような自主的な取組については、むしろ積極的に消費者に訴求をしたいと考えます。また、

本年8月には、複数の大手のオンラインマーケットプレイス運営事業者が、それぞれの自主

的な取組を強化し、消費者がより安心して取引できる環境を整えることを目的として新た

にオンラインマーケットプレイス協議会（JOMC）が設立され、各社の自主的な取組状況の

開示に向けた精力的な活動や自主的な取組の強化を見据えて各社の取組状況の情報交換

が活発に行われています。このように、情報開示については企業側にインセンティブが働き

ますので、自主的な取組状況の開示を法令により求める必要性は乏しいと言わざるを得ま

せん。 

 

５． その他の論点 

① 消費者を誤認させる虚偽・誇大な広告表示について 

インターネット上での消費者取引は、リアルな店舗における消費者取引と異な

り、消費者が商品を直接手に取って、商品ラベルなどを確認することができないと

いう特性がありますので、消費者に対してなるべく充実した商品情報を提供し、そ

の購入判断に資するという点において、広告表示というのは極めて重要な情報源

です。各デジタル・プラットフォーム企業にとっては、消費者の信頼を得るために、

消費者に正確な広告を表示するインセンティブは働いており、出店者に対して景

品表示法の遵守を求めるなどの対応を既にとっております。仮に不適切な広告表

示が判明した場合には、速やかに当該表示を削除したり、当該商品の販売を停止す

るなどの措置が講じられております。広告表示については、商品に関する正確な知

識を有する出店者が責任を負うべきであり、デジタル・プラットフォーム企業の法

的責任を問うことは現実的ではありません。デジタル・プラットフォーム企業は、

出店者が販売する商品の特性や仕様について正確に知り得ることが非常に難しい

という現実問題があります。加えて、人間の目でも判断が難しい不当表示に関して、

システム上モニタリングを行うことには一定の限界があります。出店者が広告表

示の妥当性を裏づけるデータをデジタル・プラットフォーム企業に提出してきた

としても、デジタル・プラットフォーム企業はその分野の専門家ではないために、

そのデータの信⽤性について判断することはできません。仮に、デジタル・プラッ

トフォーム企業に対して出店者が行う広告表示に関して法的な責任を適⽤するよ

うな政策を採⽤した場合には、デジタル・プラットフォーム企業としては、法的リ

スクを避けるために、出店者が提供する商品情報を極力限定するというインセン

ティブが働くことにもなりかねず、結果的に消費者に対する充実した商品情報の

提供が阻害され、消費者利益に反する結果を招くことにもなりかねません。 
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② 消費者の信頼を損なうレビューについて 

あきらかな不正レビューは、デジタル・プラットフォームの規約やガイドライン

に違反する行為であり、各デジタル・プラットフォーム企業においては消費者が不

正なレビューを閲覧する前に発見、削除することを目指してそれぞれ対応が図ら

れていますが、最近の手口が巧妙化している、いわゆるやらせレビューについては、

デジタル・プラットフォーム企業側においても全てを特定するのは容易ではあり

ません。デジタル・プラットフォーム企業と関係行政機関が連携し、実際に書き込

んでいるレビュワーをはじめ、代行業者やコンサルといった業者だけではなく、不

正なレビューを依頼している出店者に対しても法的責任を追及しやすい環境を整

備することが必要であると思います。その上で、不正が疑われる案件に対して摘発

を行い、法的責任を追及することで、やらせレビューを排除していく必要がありま

す。加えて、官民が連携して、消費者に対する啓蒙活動を行うことが重要と考えま

す。名誉棄損に当たるようなレビューを書いた場合には法的責任を問われる可能

性があることや、薬機法や健康増進法に抵触するようなレビューを書くと削除さ

れるリスクがあるといったことも含めて、消費者の方に十分ご理解いただく必要

があります。 

 

③ パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示について 

ターゲティング広告には、元来、消費者のより関心に近しい広告を表示すること

で消費者の意思決定を容易にするという便益があるという点に着目する必要があ

ります。また、消費者の属性情報や行動履歴情報を踏まえた広告を表示することで、

いわゆる適合性原則の考え方に即した対応が可能になるという面もあると考えま

す。ターゲティング広告を利⽤しているのは、デジタル・プラットフォーム企業に

限りませんが、各デジタル・プラットフォーム企業では、消費者に対して広告の仕

組みについての説明を行ったり、オプトアウトの手段を消費者に提供したりする

など、消費者がターゲティング広告の利⽤について自ら判断できるよう、それぞれ

自主的な取組が行われています。 

 

④ 利⽤規約について 

デジタル・プラットフォーム上では、B to C あるいは C to C の消費者取引に加

え、デジタル系のサービス、金融決済サービス、配送サービスなど多様なサービス

が行われているために、必然的にカバーすべき利⽤規約も多岐にわたります。利⽤

規約はその内容をめぐって恣意的な解釈がなされないよう準備されているもので

あり、消費者にもメリットがあるものです。利⽤規約の分かりやすさや理解のしや

すさについては、消費者契約法第３条１項１号で一定程度手当がされております



7 

 

が、各デジタル・プラットフォーム企業とも利⽤規約だけでなく、ヘルプページを

設けて分かりやすく解説したり、図表を⽤いたり、特に重要なサービス提供条件に

ついては消費者に明瞭な形での表示を行っております。また、各デジタル・プラッ

トフォーム企業では、消費者向けの問い合わせ窓口を設け、不明な点があれば、メ

ール、チャット、電話などでの説明を行っています。デジタル・プラットフォーム

と一口に言ってもオンライン・ショッピングからソーシャルネットワーキングサ

ービスまで内容は様々であり、いわゆる業法の重要事項説明書のように、一定の重

要事項を抜粋して統一的に表示させるのは現実的ではありません。論点整理では、

不当条項が盛り込まれるリスクについても指摘されていますが、具体的には、消費

者契約に関する検討会において引き続き検討がなされるべきと考えます。 

 

⑤ 法執行（オンライン・ショッピングモール等における販売業者等の特定商取引法の

表示義務の履行確保及び法執行時の販売業者等に対する追跡可能性の確保）及び

出店者・出品者の本人確認について 

特定商取引法の表示義務の履行確保に関しては、海外の出店者を含め、真正な氏

名、住所、電話番号の表示を行う義務があることを明確化し、義務違反行為に対し

て厳正に法執行していくことが何よりも求められていると考えます。検討会にお

いては、オンライン・ショッピングモール等における出店者の身元確認の重要性が

指摘されていますが、事業者ヒアリングで明らかになりましたように、B to C 及

び C to C の消費者取引とも、デジタル・プラットフォーム企業においては各社と

も自主的に出店者・出品者の本人確認に取り組んでおります。また、各社とも最新

の技術を駆使して出店者・出品者のリスクを分析し、そのリスクに応じて実装可能

な技術や独自のノウハウを⽤いて善良な利⽤者の利便性を損なわないよう本人確

認のプロセスを日々強化しております。法による「共通ルール」や一律の処方箋を

デジタル・プラットフォーム企業に課せば足りるというものではないと考えます。

本年 4 月に特定商取引法に基づき、大手デジタル・プラットフォーム企業が提供す

るオンライン・ショッピングモールにおいて偽ブランド品を販売していた 13 の通

信販売業者に対して行政処分がなされた事例は、本人確認書類自体を偽造するな

どしていた悪質な事案です。こういった問題に関しては、デジタル・プラットフォ

ーム企業が出店者の本人確認手段の改善を行っても、一定の限界があるのも事実

です。むしろ、適⽤される法令の内容を海外の出店者を含めて多言語で周知する、

悪質な行為を行う出店者については海外の出店者であっても法令の執行を強化す

る、警察や税関などとの連携を政府内で強化するなど、政府側の対応が強化される

ことを望みます。また、C to C の消費者取引に関しては、現行法下では、事業者性

があると判断された場合に、個人であっても特定商取引法の表示義務の履行を求

められ、個人情報を開示しなければならなくなります。先述のとおり、個人が個人
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情報を安易に開示することは無⽤なトラブルに繋がりかねません。テクノロジー

の進展により、個人間の取引が従来より簡便に行える様になっており、国民がその

恩恵を安全に安心して享受できるように時代にあった環境を整備すべきときであ

るとも考えます。 


