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オンラインプラットフォームにおける
取引の在り方に関する専門調査会（第４回）
議事次第

日

時：平成30年７ 月13日（金）15:00～18:01

場

所：消費者委員 会会 議室

出席者：（専門委員 ）
中田座長、生貝委員 、石 原委員、大谷委員、 片岡 委員、城委員、
西村委員、畠委員、 原田 委員、前田委員、森 委員 、山本委員
（消費者委員会担当 委員 ）
池本委員長代理、大 森委 員、蟹瀬委員、樋口 委員
（事務局）
黒木事務局長、福島 審議 官、丸山参事官、友 行企 画官
議

事：

１． 開会

２．ヒアリング（３ ）

３．その他

４．閉会
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≪１．開会≫
○中田座長

こんに ちは 。本日は、本当に暑 い中 、また、お忙しいと ころ をお集まりいただき ま

して、ありがとうご ざい ます。
ただいまから、第 ４回 「オンラインプラッ トフ ォームにおける取引 の在 り方に関する専門調 査
会」を開催したいと 思い ます。
本日は、残念なが ら、所用により、早川座 長代 理、大橋委員、沖野 委員が御欠席ということ に
なっております。
最初に、配布資料 の確 認をさせていただき たい と思います。
お配りしておりま す資 料は、議事次第の配 布資 料一覧のところを見 てい ただきまして、御確 認
いただければと思い ます 。もし不足がありま した ら事務局のほうまで お知 らせいただくようお 願
いいたします。
よろしいでしょう か。 何人か来られていな い委 員の方がおられます けれ ども、始めさせてい た
だきたいと思います 。

≪２．ヒアリング（３）≫
○中田座長

今日は 、前 回に続き、ヒアリン グと いうことになります 。最 初の議題として、ヒ ア

リングをさせていた だき ます。
前回は、事業者に おけ る取組について、御 報告 をいただき、今回も その 続きということにな り
ます。石原委員、前 田委 員から説明をいただ くと いうことになってお りま す。そして、各説明 が
なされた後にそれぞ れ質 疑応答、意見交換を して いきたいと思います 。
ヒアリングですの で各 委員の皆様には積極 的に 御質問いただき、ま た、 御意見を賜れればと 思
います。よろしくお 願い 申し上げます。
石原委員から資料 １に つきまして、大体15分ぐ らいのお時間で御説 明を いただければ幸いで ご
ざいます。よろしく お願 いいたします。
○石原委員

それで は、 石原から資料１に基 づい て「シェアリングエ コノ ミー認証制度の仕組 み

と展望」ということ で御 説明させていただき ます 。よろしくお願いい たし ます。
目次にあるとおり 、当 協会の概要をまずは 御説 明差し上げた上で、 プラ ットフォーマーによ る
安全・安心の取組に 実際 にどういうものがあ るの かというところにつ いて御説明差し上げます。
私は、株式会社スペ ース マーケットという一 プラ ットフォーマーの社 内弁 護士という形で関与 し
ている者なのですけ れど も、この協会の事務 局と して認証制度に関わ る関 係で、いろいろなプ ラ
ットフォーマーさん とお 話をする機会があり まし たので、そのプラッ トフ ォーマーの方々の実 施
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されている取組等々 につ いても御紹介させて いた だければと思ってお りま す。更にその上でど う
いった課題があるの かと いうことを御説明し 、そ の課題の解決のため に、 このシェアリングエ コ
ノミー認証制度とい うも のを昨年から開始し てお りますので、その概 要を 御説明したいと思っ て
おります。
２ページ、協 会の概要を 御説明差し上げます 。一番 下のところに書いて ある とおり、設立が2016
年１月ということで まだ ２年半ぐらいです。非常 に 若い団体ではあるの です けれども、現在、200
社以上の会員数にな って おりまして、シェア リン グエコノミーをまさ にプ ラットフォーマーと し
てやっている会員以 外に も、賛助会員という 形で 大企業の方々も協会 会員 に入っていただいて い
るという状況でござ いま す。
３ページ、「協会 がめ ざすもの」で３つ掲 げて いるのですが、この 専門 調査会のところで関 連
するところといいま すと 、３番目のプラット フォ ーム事業者の健全な ビジ ネス環境と利用者保 護
体制の整備で、今回 のこ の発表を通じた一貫 した 協会としての意見な ので すけれども、我々は プ
ラットフォーマーと して は、今までの情報の 非対 称性をもとにビジネ スを やってきたビジネス モ
デルというところで はな く、利用者の方々の ため にどうやったら使い やす いプラットフォーム に
なるのかというとこ ろを 常に毎日意識しなが ら運 営しています。利用 者の 方々のために日々改 善
を続けているベンチ ャー 企業が最近のこのプ ラッ トフォーマーの運営 者と して非常に多いので 、
どうやったら利用者 の方 々に安心して使って いた だけるプラットフォ ーム になるのかというと こ
ろの観点から、今日は御 説明を差し上げたい と思 っております。
４ページ、組織で すけ れども、代表理事と いう ことで、私が所属し てい るスペースマーケッ ト
の代表者も代表理事 の一 人なのですけれども 、そ れ以外にも理事とし て、 いろいろなタイプの 子
育て系のシェアサー ビス とか、スキルシェア系の サービスとか、クラ ウド ファンディングのサ ー
ビスとか、いろいろ なサ ービスの運営会社の 代表 者が理事になってお りま して、幹事として、 こ
の幹事制度も今年始 まっ たものなのですけれ ども 、Airbnbの公共政策 本部 長だったり、そうい っ
た方々に入っていた だい ております。事務局 とし ても、いろいろな会 社の 担当者が実際に関与 し
て、ロビーイングか らイ ベントの開催まで様 々な 活動をしております 。
５ページ、そもそ も「 シェアリングエコノ ミー とは」というところ で釈 迦に説法で恐縮なの で
すが、御存じない方 もい らっしゃるかもしれ ませ んので、簡単に御説 明を差し上げますと、こ こ
に書いてあるとおり 、イ ンターネット上のプ ラッ トフォームを介して 、個 人間、これは個人に 限
らず企業でもいいの です けれども、遊休資産 、不 動産であったり物で あっ たりいろいろとする の
ですけれども、それ をシ ェアしていく経済の 動き ということで定義さ せて いただいております 。
先ほど申し上げたと おり 、不動産は空間のシ ェア に入りますけれども 、そ れ以外にも、物のシ ェ
ア、移動のシェア、 スキ ルのシェア、お金の シェ アということで、５ 分類 をさせていただいて お
ります。
６ページ、その分 類に 基づいた、これは会 員企 業の一覧なのですけ れど も、こういった形で 非
常に多くのサービス が、 今、日本ではひしめ き合 っている状況になり ます 。私が所属している ス
ペースマーケットは、左 上のところに書いて あり ますけれども、ここ は会 議室だったり、飲食 店
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の休日とか、あいて いる 不動産の時間貸し、 民泊 も最近始めたのです けれ ども、そういった空い
ている不動産を遊休 資産 を効率的に活用する プラ ットフォーム、まさ にこ の右側の丸で囲って い
ますけれども、Airbnbさ ん、民泊のプラット フォ ームさんの時間貸し 版を やっているサービス だ
ったりします。下の スキ ルシェアのところで すけ れども、ココナラさ んと いう会社さんは、こ れ
は 個 人 の ス キ ル を シ ェ ア す る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム な の で す が 、 占 い が 得 意 な 人 が 占 い を １ 時 間 500
円で占いますとか、 現地のセブ島に旅行に行 く人 向けのその人のため の旅 行プランをつくりま す
とか、そういう形で 対面 でのサービスではな い、 完全な非対面でのス キル のシェアのサービス を
やっているのがこのココ ナラさんです。対し まし て、右下のほうに行 って いただいて、タスカ ジ
というサービスも丸 で囲 っていますけれども 、こ ちらは家事代行のス キル シェアサービスにな り
ます。右に行っ て、お金 の シェア、先ほどマクアケと いう会社の理事を御 紹介 しましたけれども、
こちらはクラウドフ ァン ディングの一つでし て、 何かプロジェクト、 新し い商品を企画したベ ン
チャーや個人の方が 資金 をここで調達して、 その かわりに何か権利を 付与 したりという形での ク
ラウドファンディン グを やっているプラット フォ ームになります。上 に行 っていただいて、移 動
のところではnottecoとい う会社を紹介してお りま すけれども、こち らは長距 離ライドシェアの一
環でして、遠くに行 く際 に、高速道路やガソ リン 代など、高速代やガ ソリ ン代を割り勘するサ ー
ビスのプラットフォ ーム になっていたりしま す。 物のシェアというと ころ でメルカリさんが入 っ
ていないのが残念で すが 、うちの協会会員に なっ ていただいていない ので ここに載せていない の
ですけれども、メル カリ さんが物のシェアな のか どうかというところ もい ろいろ議論があると こ
ろではあるのですが、フ リマやレンタルとかも含 めていろいろ入れて いる 関係で、本来的には こ
こにメルカリさんが 入っ てくるような形の概 念図 で考えていただけれ ばい いと思っております 。
８ページ、今日お 伝え することの概要をこ こに まとめているのです が、 「プラットフォーム事
業者が事業運営に際 して 留意している点」と して 、ここに３つ挙げて いる のですが、これはい ず
れも評価システム系 の話 なのですけれども 、シェア リングエコノミーの 大き な一つの特徴として、
この相互レビューと いう ものがあります。今 まで は飲食店を消費者が 評価 するとか、旅館・ホ テ
ルを消費者が評価す ると いう評価自体のシス テム はあったのですけれ ども 、シェアリングエコ ノ
ミーの世界は、提供 者側 も消費者というか、 一般 個人の方だったりす る関 係で、これは相互、 お
互いに使うほうもレ ビュ ーをされるというと ころ が一つの特徴になっ てい ます。なので、使う 側
も、変な使い方をし たり したら次からそのプ ラッ トフォームで星が下 がっ て、使いづらくなる と
いうこともあったり する ので、お互いに変な レビ ューを書かれないよ うに しっかりと使ったり、
おもてなしをすると いう ところが一つ特徴に なっ ています。ただ、そ こで 報復のレビュー、何 か
悪いことを書いたら 報復 されるのではないか とか ということを、西村 委員 に前に御指摘いただ い
たところだったので すけ れども、一番下のと ころ 、多くの事業者さん が相 互レビューの仕組み を
担保するためにやっ てい ることとしては、同 時公 開レビューというも のを やっていまして、ど っ
ちかが先に書いてし まう とそういう報復みた いな ものが起きてしまう ので 、お互いに向こうが 書
いた内容が分からな いま まにお互いが書いた 時点 でレビューが公開さ れる 。もしくは、一方が 書
いてくれない場合に も、 １週間なり何なり期 限が経過した時点で公開 され る。それ以降は書け な
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いという形でのレビ ュー をしていたりします。真ん 中のところ、NPS等の指標 の収集というところ
ですけれども、このNPS、Net Promoter Scoreと言わ れる顧客ロイヤリテ ィー の数値化したもので
すけれども、そうい った ものを裏でこのレビ ュー とは別にこのサービ スを ほかの方にお勧めし た
いですかとか、サー ビス の改善のためのお客 様の 声を常に収集して開 発・ 改善に寄与させてい る
ということです。さ らに 、このレビューは、 日本 人の特徴としてなか なか 悪いことが書けない と
いう方もいらっしゃ って 、表に出る内容で悪 いこ とは書けないという 方も いらっしゃるという こ
とを考慮して、最近 プラ ットフォーマーでよ くあ るのが非公開のレビ ュー ですね。これは公開 さ
れないレビューなの でぜ ひ正直に書いてくだ さい という前提で、もし 何か 気になる点や実際の 写
真やサービス内容に 説明 と違うことがあった ら御 指摘くださいという 形で 非公開のレビューを と
って、それで評価が 悪か った提供者側の表示 順位 、いろいろなアルゴ リズ ムがあるのですけれ ど
も、表示順位を事実 上下 げることによって、 変な 提供者が消費者の方 々の 前に出てこないよう に
するプラットフォーム側 の努力もいろいろと なさ れています。
９ページ、「トラ ブル の内容／対応状況と 浮か び上がる課題」です けれ ども、前回も前々回 も
お話がいろいろ出て いま したけれども、ト ラブル発 生は避けて通れない とこ ろではありますので、
窓口をたくさん用意 して 、いろいろと対応で きる チャネルを多くつく って いるということが最 近
の事業者さんの傾向 です し、とにかく対応ま での 時間が、24時間以内 に少 なくともファースト ア
クションがないと、 なか なか利用者の方は満 足さ れないというところ が最 近の傾向ですので、こ
の時間をいかに短縮 する かというところをKPIとし て置いて、カスタマー部門 、私の所属している
スペースマーケット では「カスタマーサクセ ス」と呼んでいるのです けれ ども、何かお問合せが
あったときに、その 経験 が負の経験にならな いよ うに、成功体験に導 くた めの仕組みを常に考 え
て事業者側も運営し てい たりします。２つ目 のと ころですけれども、 保険 制度の拡充と書いて い
ますが、やはりトラ ブル が起こってしまった とき に、お互いの直接の やり とりで解決してくだ さ
いと言ってもなかな か解 決しない問題もたく さん ありますので、保険 制度 をこのプラットフォ ー
ム側で用意している とい うことが最近は多く なっ てきています。保険 があ るなしだと、ホスト さ
ん、提供者側も安心 して 貸し出せるとか、利 用者 側も安心して借りら れる ということもあって 、
ここは一つの大きな メル クマール、サービス が使 えるか使われないか の大 きな差になっている と
思っています。後ほ ど御 説明しますが、この シェ アリングエコノミー 認証 という認証制度を始 め
て、保険会社の方々 に趣 旨に賛同していただ いて 、認証を取得した企 業の 運営をしているサー ビ
スについては保険料 をか なり割り引くという 形で 、積極的に保険制度 を拡 充していくような動 き
が今は出てきていま す。 ３番目ですけれども 、業 界全体の底上げとい うこ とで書かせていただ き
ましたが、みんなベ ンチ ャーなので、リソー スが 足りない中で何とか 四苦 八苦をしながらサー ビ
スを運営していると ころ が正直なところです ので 、なかなかノウハウ がた まりづらかったり、 担
当者任せになってし まっ ているところもあっ たり するので、ベストプ ラク ティスなどを吸い上 げ
て、守秘義務の関係 があ るので全部はお話し でき ないのですけれども 、共 有していいですよと い
う内容についてはベ スト プラクティスとして ほか の会社さんにも共有 して 、業界全体の底上げ を
図っているというと ころ です。同じような壁 に皆 さんはぶち当たると ころ がありますので、そ う
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いったときにどうや って 対処したらいいかと いう ところを、認証制度 をと っているところを中 心
に、協会全体で今は 対応 をしている。勉強会 とか を開くなどして、対 応を 図っているというこ と
です。最後、本人確 認と 利用のためのハード ルの バランスと書かせて いた だいたのですが、こ こ
はなかなか難しい問 題で して、メルカリさん からもお話がありました が、 本人確認を厳しくす れ
ばするほど利用のハ ード ルが高くなってきて しま う。ただ、本人確認 を何 もしないと、どこの 誰
が使っているのか分 からないというところで 、最 近は提供者側の本人 確認 をしているところが 多
いのですけれども 、更に利 用者側についても、SMS認 証とか、手軽な 手段で、で きる限りメールア
ドレスだけの登録で はな い形で、二重三重の ハー ドルを設けながら本 人確 認を進めている会社 さ
んが多いという印象 です 。
時間が押していま すけ れども、認証制度に つい てお話しさせていた だき ます。
シェアリングエコ ノミ ー認証ですけれども 、今 回、委員として御参 画い ただいている生貝先 生
と森先生にも御協力 いた だいて、こういった 認証 マークを政府の規制 枠組 みと民間の自主規制 を
組み合わせてルール 策定 という形で進めさせ てい ただいています。
ちょっと省略をさ せて いただきますが、実 際に 取得しているサービ スが 、12ページ、13ペー ジ
に書かせていただい てい ますけれども、現在ちょ うど18サービスが認 証さ れていることになっ て
います。
15ページ、何でこ うい う認証制度が始まっ たか という経緯のところ を簡 単に御説明しますが 、
何のビジネスをやる にし ても非常に日本の法 規制 はいろいろなところ で絡 んできまして、なか な
か一筋縄にはいかな い。 こういう法律に気を 配り ながらも、利用者に どう 使ってもらったらい い
かというところを常 にプ ラットフォーマーは 意識 しながらやっている わけ です。
17ページ、この シェアリ ングエコノミーの動 きは 世界でかなり大きく広が っているわけですが、
日本の現状を見ると 、米 国やヨーロッパに比 べる と利用率もしくは認 知度 が非常に低い。その 中
で、背景・理由を調 べて みると、事故やトラ ブル のときの対応に不安 があ るとか、ルール整備 が
必要だということが 指摘 されているというこ とで 、ここら辺は課題を 解決 しなければいけない と
いうことで、シェア リン グエコノミーの認証 制度 につながるモデルガ イド ラインがつくられた と
いう経緯になってい ます 。
18ページ、19ペー ジは 、資料なので、割愛 させ ていただきます。
20ページ、シェア リン グエコノミー検討会 議と いうことで、生貝先 生、 森先生に御参画いた だ
いて、中間報告書を ２年 前に策定させていた だき ました。
21ページ、基本原 則と いうことで下のとこ ろに 書かせていただいて いま すが、信頼・信用を 見
える化するのだとい うと ころと責任分担の明 確化 という、この専門調 査会 のところにも通じる よ
うな基本原則を掲げ てお ります。
22ページ、生命・ 身体 に危害を与える可能 性が あるサービスかどう かと いうところは大きな 一
つの分水嶺になると いう ところと、法令違反 、法 律に抵触する可能性 があ るサービスなのかど う
かというところも一 つの 分水嶺だというとこ ろで 、ここら辺を自己評 価し ていただいた上で認 証
制度を進めるのがい いの ではないかというモ デル ガイドラインになっ てい ます。遵守すべき事 項
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として、ア～カで登 録事 項からセキュリティ のと ころまで非常にいろ いろ な多岐にわたる項目 を
モデルガイドライン では 策定されています。
24ページ、すみま せん 、ちょっと駆け足で 行き ますが、実際にこの モデ ルガイドラインを受 け
まして、シェアリン グエ コノミー協会で認証 委員 会というものを立ち 上げ ました。第三者委員 会
も立ち上げて、お手 盛り にならない形で認証 制度 をつくっているとこ ろで す。
26ページ、委員は 、お １人だけシェアリン グエ コノミー検討会議の とこ ろから多忙につき御 辞
退された方がいらっ しゃ ったのですが、ほぼ その 検討会議のメンバー の方 々にそのまま認証委 員
会の委員としてスラ イド して入っていただい て、 継続的にシェアリン グエ コノミーについて議 論
をしているところで ござ います。
28～33ページが実 際の 大まかな要求事項、 遵守 事項なのですけれど も、ちょっと細かいので こ
こを一つ一つ説明す るこ とはいたしませんが 、先 ほど御説明を差し上 げた とおり、登録事項、利
用規約、さらには誤 解を 減じるための措置、 レビ ューに関する事後評 価、 トラブル防止、相談 窓
口に関する事項とい う非 常に多岐にわたった 項目 を要求しています。 この ３つ、四角を囲って い
るところを御説明さ せて いただくと、一番下 のと ころ、灰色で書いて いる ところは全てのプラ ッ
トフォームに要求さ れる 事項ということで、 先ほ どのココナラさんだ った り、そういう非対面 で
スキルだけをシェア する サービスにも全て要 求さ れる事項として掲げ てい ます。さらに、安 全性、
子育て系のシェアだ った り人の命に関するよ うな ものについては、必 ず本 人確認を行ってくだ さ
いとか、適法性、民 泊と かの話ですけれども 、法 律に抵触する可能性 があ る場合にも本人確認 と
許可の確認とかをし てく ださいということで 、い ろいろと要求事項を サー ビスのレベルに応じ て
分けています。
34ページ、審査フ ロー という形でお問合せいた だいて、申請をいた だい てから大体４か月～ 半
年ぐらいを目標に認 証す る形で、今、進めて いる ところであります。
35ページ、政府が 決め たモデルガイドライ ンか ら上乗せで、あくま でも 自主ルールですので 、
我々協会で設定した 上乗 せのハードルですけ れど も、特に税金に関す る納 税の仕組み云々とい う
ところは指摘がなか った ところでしたので、 我々としては、自主的に 納税 促進をしようという こ
とで、一定の売り上 げを 超える提供者に対し ては 、確定申告をちゃん とし てくださいねという こ
とで確定申告を促す とい う形でのお願い事項 を盛 り込んだりとか、後は財 務基盤、そのサービ ス
がちゃんと運営され てい るのかどうか、倒産 しな いかどうかというと ころ は、正直、協会側で は
判断が難しかったの で、審 査の対象とはせずに 、ただ 、倒産したとき のリスク管 理ということで、
提供者の方々に売上 金を 提供する前に、一回 プラ ットフォーマーがエ スク ロー決済という形で 受
け取るわけですけれ ども 、そこを分別管理し てく ださいということで 、で きれば決済代行会社 と
か、他社をうまく利 用し て倒産リスクを回避 して くださいねというこ とを お願いしていたりし ま
す。
36ページ、スケジ ュー ルなので割愛させて いた だいて、今年の９月 には 第４号グループとい う
ことで、今、認証マ ーク を付与しようとして いる ところであります。
38ページ、「ISO対 応状 況」というこ とで書かせ ていただきましたが 、今 、こちらのシェアリン
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グエコノミー認証を 国際 標準化しようという 動き が動いておりまして 、去 年の３月ぐらいから 国
際的な議論が始まっ て、 日本の中でも経産省 の国 際標準課の方々や日 本規 格協会の方々と連携 を
開始しているところ です 。ちょうどこの２～ ３か月でいろいろな国際 会議 がありまして、この 制
度を紹介したところ 、各 国のそういう規格協 会の 人だったり、業界団 体の 方々も興味を示して く
れていて、まずはイ ギリ スと一緒にタッグを 組ん で標準化を目指すの です けれども、同時並行 的
に国際標準というも のも 目指して、今、動い てい るところであります 。
最後、39ページ、 今後 の展望ということで 書か せていただいたので すが 、いかんせんまだベ ン
チャー企業が多いと ころ ですので、幸いにし て何 か事故とか大きなト ラブ ルはないのですけれ ど
も、PDCAサイクルを 非常 に高速回転させて、 制度 自体のPDCAももちろ んな のですけれども、各 プ
ラットフォーマーの サー ビスのPDCAサイクル を回 していって、業界全 体の 底上げをしていきた い
というところです。 さら に、今、協会で、後は内 閣官房のIT室とも連 携し て考えているところ と
しては、利用者側・提供 者側のモデルガイド ライ ン。２年前につくっ たの はこのプラットフォ ー
マー側のモデルガイ ドラ インだったわけです けれ ども、これを利用者 側・提供者側にもつくっ て
いくべきなのではな いか と。これは大谷委員 の指 摘事項もあったとこ ろな のですが、今、啓発 と
いう意味も含めてモ デル ガイドラインをつく ろう というところで動い てい たりします。さらに 国
際標準というところ で、 先ほど御説明したと おり 、これがシェアリン グエ コノミー、世界で広 が
っている動きですの で、 うまく日本の認証制 度、 モデルガイドライン が世 界に広まれば日本の 事
業者の方々も世界に 出て 行ったときに非常に 便利 になるという形で、 今、 頑張って動いている と
ころです。
お時間を超過して 恐縮 ですけれども、以上 にな ります。
○中田座長

石原委 員、 どうもありがとうご ざい ました。非常に積極 的な取組であると、私自 身

は興味深く聞かせて いた だきました。
それでは、今の膨 大な 資料を短時間で説明 して いただきましたので 、中 身のところも十分に 理
解できないところも あっ たかもしれませんの で、 その点も含めて委員 から 質問、御意見をいた だ
ければと思います。
いかがでしょうか 。
ちなみに、こうい うプ ラットフォーマーの ある 程度サービスの提供 の内 容にかかわって、類 型
化みたいなことはさ れて いるのでしょうか。 例え ば、22ページのとこ ろで 、生命・身体に危害 を
与えるという危険性 の高 いものとか、あるい は、 法律が許可制その他 で、 そういう規制をして い
るというところを基 準に しながら、プラット フォ ーマーの責任の在り 方み たいなものについて 考
えているということ があ るのでしょうか。
○石原委員

ありが とう ございます。

御指摘のとおり、 いろ いろなサービス内容が本 当に混在している状 況で すので、なかなか一 義
的に難しいのですけ れど も、先ほど少し例に 挙げ させていただいたベ ビー シッターに関するサ ー
ビスだったり、まさ に生 命・身体に関するよ うな ところについては、 先進 的なサービスとして 、
認証を受けていると ころ がAsMamaさんという サー ビスが子育て系なの です けれども、そこはか な
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り特殊なサービスな ので すが、そういうとこ ろは 、マッチングプラッ トフ ォームなのですけれ ど
も、全くの知らない 他人 には子供は預けられ ない という方が多いだろ うと いうことで、一回知 り
合いになってもらっ た人 を前提にマッチング 活動 に入ってもらうとか 、各 社さんはいろいろな 努
力をされていて、そ うい うものが一つベスト プラ クティスとして我々 の協 会の中にたまってい っ
て、今後、まだ子育 て系 のシェアサービスは まだ ほかに出てきていな いの ですけれども、そう い
うサービスさんが申 請し てきた場合には、こ うい う生命・身体に危害 を与 える可能性がある以 上
は、AsMamaさんが一 つの ラインになった上で 、そ こに近いような形で いろ いろなリスクヘッジ が
できているかどうか とい うことを審査してい く形 にはなると思います 。た だ、実際にそんなに た
くさん、20サービス 、30サービスという状況 では ないので、そこら辺 の精 緻化というか、ノウ ハ
ウをためた上で一つ の基 準をつくるというの は、 もう少し時間がかか るか なとは考えています 。
○中田座長

ありが とう ございます。

ほかにいかがでし ょう か。
原田委員、お願い しま す。
○原田委員

御発表 あり がとうございます。

２点ほど聞きたい とこ ろがあるのですけれ ども 、１つ目は、今回の 災害 のようなものが発生 し
たときに、民泊さん とか も含めたり、空間シ ェア とかもみんな入ると 思う のですけれども、こ う
いったときに、災害 が発 生した被災地といい ます か、そこにサービス を提 供していた場合に、 ど
ういう対応を今回は され ているのかという点 が一 つ。
もう一つは、本人 確認 が９ページのところ にあ ったかと思うのです けれ ども、一番下のとこ ろ
に「本人確認と利用 のた めのハードルのバラ ンス 」が書かれておりま して 、その後のガイドラ イ
ンでも、全部、必ず しも 細かいものまでは、 厳格 なものまでは求めて いな いというような感じ で
拝見させていただい たの ですが、この「ハー ドル 」というのは具体的 には どういうものがある の
かということを教え てい ただきたい。例えば 、利 用者側として、個人 情報 を提供するときに、 要
は、渡した個人情報 をプ ラットフォームさん が漏 えいするのではない かと いう心配を利用者さ ん
が心配するなら分か るの ですけれども、プラ ット フォーム側として本 人確 認をできないハード ル
とはどういうものが ある のか。
この２点を教えて いた だければと思います 。
○石原委員

ありが とう ございます。

まず、１点目の災 害時 のところですけれど も、 まさにこれはシェア リン グエコノミーの一つ の
力を発揮する場面と して この災害時の問題は 大き く取り上げられてい ると ころでして、今週、 ま
さに西日本での豪雨 があ ったときに、会員企 業の ４～５社ぐらいが、 一番分かりやすいのはマ ク
アケというクラウド ファ ンディングの会社が 、義援金を集めるための ペー ジをつくったという の
が一つはあるのです けれ ども、ほかにも、ス ペー スマーケットはまだ 検討 中で実際にはローン チ
できていないのでま だ言 えないのですが、空 いている場所を被災地の 方々 に提供しますとか、 駐
車場シェアのakippaさん という会社さんなど もそ ういう空いている駐 車場 を開放して、そこに キ
ャンピングカーとか 、そ ういうものをとめて いた だいて、被災者の方 々の 宿泊場所にしてもら っ
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て、無料でお貸し出しし ま すとか、先ほど御紹介し たnottecoというサービ スな ども、被災者の方
がどこか親戚の方々 の御 自宅に行かれる際に 、長 距離ライドシェアと いう ことでどなたかの車 に
乗らせていただいて 、そ こで高速代やガソリ ン代 実費で割り勘をして 移動 するというものを、一
部ガソリン代とかを 会社 が補助しますとか、 そう いう形で、災害時の 使わ れ方というか、支援 の
仕方ということでシ ェア リングエコノミーも 、今 、頑張ってやってい ると ころです。たまたま こ
のシェアリングエコ ノミ ーが話題になり始め てか ら熊本地震から大阪 の今 年の地震も含めてい ろ
いろ災害が起きてい るも のなので、そこら辺 もか なり企業のほうも迅 速に 最近は対応できるよ う
になってきていると いう 状況であります。
２番目の本人確認 のと ころなのですけれど も、９ ページのハードルの 種類 というところですが、
こちらは、28ページ のと ころを御覧いただき たい と思うのですけれど も、本人確認となると、 一
番イメージをしやす いの が免許証だったりと か、 クレジットカードと いう のはなかなかあれで す
けれども、銀行口座 の口 座番号とか、いろい ろあ ると思うのですが、 プラ ットフォームの一つ の
考え方としては、こ こら 辺を要求すれば要求 する ほどその登録時点で 利用 登録をしようとして く
れた人が落ちるとい うか 、利用するまでに至 らず にやめてしまう方々 がか なり出てしまうので 、
ここを上げれば上げ るほ ど、利用してくれる 人た ちがせっかくページ を訪 問してくれても手か ら
こぼれ落ちていって しま うというところが、まず 一つのプラットフォ ーム 側としては、できる だ
けそこは拾っていき たい というところの考え 方が １つ。後は、大量に 利用 者が出てくるものな の
で、個人情報はでき る限 り持ちたくないとい うの がプラットフォーム 側の 一つの考え方でもあ り
ます。仮にそこら辺 の情 報セキュリティも含 めて この認証制度とかで も注 意喚起はしているの で
すけれども、万が一 何か 問題が起きたときに 、で きる限り個人情報は 持ち たくないというのが プ
ラットフォーム側の 考え 方なので、そういっ た本 人確認書類だとか、 もろ もろの情報は、もし 持
たないのでいいので あれ ば持ちたくないとい うと ころで、サービス側 とし ては非常に悩ましい と
ころなのですね。と はい え、何かトラブルが 起き たときに、28ページ の下 側の一番下の全ての プ
ラットフォームに要 求さ れる事項というとこ ろで 、大体多いサービス とし ては、少なくともメ ー
ルアドレスは登録し てい ただいてアカウント をつ くっていただくこと が非 常に多いのですけれ ど
も、メールアドレスだけ で すと、いわゆるフリーメ ー ルといわれるGmailと か、自分でアカウント
が何個もつくれてし まう という状況になった りす る。そうすると、何 か問 題があったときに、 そ
こから追いかけられ るか というか、メールを 送っ ても返信がなかった らそ こまでということに な
ってしまったりする ので 、二重三重という、 先ほ ど少し御説明しまし たが 、メールアドレスだ け
ではなくて電話番号 をも らう、SMS認証を もらう、又はFacebook連携を する とか、住所・氏名も登
録をしてもらって、 その 上で登録をしてもら うと いうのが最近の傾向 なの かなと。なので、一 く
くりに本人確認と言 って もいろいろな段階が あっ て、サービス側とし てもあまり持ちたくはな い
のだけれども、とは いえ 、何も持たないのも さす がにまずいので、少 しず つハードルを上げて い
って、様子を見なが ら情 報をとっていってい ると いうことが現状だと 思い ます。
○中田座長

ありが とう ございます。

よろしいですか。
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○原田委員

ありが とう ございます。

最初の質問のほう でも う一つ追加なのです けれ ども、実際に被災地 で被 災に遭ってしまった と
きにどうされるのか 。要 は、借りていたお部 屋が 被災してしまったと か、 借りている車が流さ れ
てしまったとか、そ うい ったときにどうされ るの かということが知り たい 。
○石原委員

そうな ると なかなか私も知見が なく てあれなのですが、 災害 時、何か災害があっ た

ときに緊急連絡先は 基本 的には提供者側と利 用者 側は交換を当日まで には していただいて、何 か
あったときには連絡 でき るようにしていただ いて いるのと、プラット フォ ーム側に問合せ窓口 を
設けているので、そ こに 連絡をしていただく 等々 をしていただくこと にな るのではないかとは 思
います。何か個別に 災害 があったときに専門 のホ ットラインがあると か、 そういったことまで は
対応している会社さ んはあまりないのかなと 思っ ています。
○中田座長

よろし いで しょうか。

○原田委員

２つ目 の本 人確認のところのい ろい ろな状況は非常に分 かるのですけれども、そ う

すると、メールアド レス でフリーメールでも 登録 できます、複アカが 幾ら でもつくれますとか と
いう話になってしま うと 、私が個人的に懸念 して いるのは、要は、プ ラッ トフォーム自体を一 生
懸命やっていても、 悪用 する利用者さんが後 を絶 たない。そういった とき に、被害に遭ってし ま
う人たちが実際のプ ラッ トフォーム上で出て きて しまう。そのときに 、個 人情報をあまり持ち た
くないのであまり本 人確 認はしないのだけれ ども 、そのかわり、そこ で被 害に遭った場合に、保
険とかいろいろな話 があ りましたけれども、ちゃ んと救済されるのだ った ら、最悪、それでも い
いのかなと思うので すが 、そのときだけプラ ット フォームは場の提供 者で すと逃げられてしま う
と、それはいかぬか なと 思っているので、ど ちら かにやっていただく とい うようなことを御検 討
いただけるとありが たい と思いました。
○石原委員

個社レ ベル ですと、私が所属し てい るスペースマーケッ トな どはそういう問題意 識

で、フリーアドレス で幾 らでもアカウントを つく れないような仕組み 、例 えば、電話番号も住 所
も入れていただいた 上で 、同じような情報が あれ ばそこをはじくとか 、昔 、アカウントを削除 さ
れたものが同じアド レス で再登録していた場 合に ははじくなり、いろ いろ なバリデーションを 設
けた上でやっていま す。まさにおっしゃると おり 、本人確認をやらず に、 トラブルは当事者同 士
となると非常に困る のは 消費者の方々だと思 うの で、そこは業界団体 とし て各プラットフォー ム
の人たちに、利用者 の本 人確認のハードルを 下げ るのであれば、ある 程度 のトラブルには介入 せ
ざるを得ないという とこ ろを、どちらか二者 択一 ということで御説明 して いきたいと思ってい ま
す。
○原田委員

ありが とう ございました。

○中田座長

それで は、 蟹瀬委員。

○蟹瀬委員

蟹瀬で す。

新しい経済活動が 始ま ったばかりですので 、そ れに対する取組とい うこ とで大変いいと思い ま
す。
ただ、始まったば かり なので、今からいろ いろ なことを考えていか れる のだと思うのですが 、
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２つ私がお聞きした いこ とがあります。まず 、業 界というものがあり ます 。おつくりになりま し
てまだ２年しかたっ てお りませんが、この協 会の 構成を見た場合の組 織に ついて。４ページ、 既
存のいろいろな協会 がい いかどうかは別とし まし て、今、日本の経済 界に おけるいろいろな協 会
の中で、例えば、小 売業 協会、ショッピング セン ター協会、もろもろ の協 会がございます。い ろ
いろな問題を解決す るた めに、いろいろな会 社が集まってきて、いろ いろ な話を政府に進言し た
りする会があるわけ です が、必ず常勤の事務 局が いるのですね。とこ ろが これを見ますと、ス ペ
ースマーケットさん も実 業をなさっている。なので 、専任で事務局の方 を動か すことができない。
事務局の名前の方々 がみ んな何らかの企業に 関係 している。私もいろ いろ なところの会に所属 し
ておりますが、必ず 事務 局の方が全部メモを して 、それに対してどう いう 対応をしていくかと い
うのは必ず事務局の 方々 がフィードバックを して 、こういう結果にな った からこうしましょう と
いうことで、政 府に進言し ていくという形をと って おります。今後 、そのよ う に事務局というか、
専任の事務局を置く こと をまずは考えていら っし ゃるのかどうか。そ れが １つ目です。できた て
なので今からだと思 うの ですけれども、協会 にき ちんとした事務局が ない と、言いっ放しで、 終
わっていくことが懸 念さ れるかなということ が１ 点です。
２点目なのですが 、認証 制度、このマークに ついて の11ページに認証マ ーク の取得のメリット、
これは企業側のメリ ット が書いてあります。 現実 にこの認証マークが どのぐらいの効力を持つ の
か。つまり、これは 理想 として書いてあるわ けで すけれども、現実に 始め ていったときに、政 府
のお墨つきがきちん と入 っているものなのか どう なのか。その辺のと ころの今後の読みはどの よ
うに感じていらっし ゃる かということと、認 証マ ークを取得したこと によ って、企業側のメリ ッ
トと消費者側のメリ ット をどのように位置づ けて 、今後、これを発達 させ 、皆さんに流布させ て
いこうとしていらっ しゃ るのかをお聞かせく ださ い。
○石原委員

ありが とう ございます。

まず、１点目の４ ペー ジの組織のところで すけ れども、御指摘のと おり 、協会所属という、 協
会の専任で協会から お金 を出して雇っている 人間 はいない状況です。 なか なか協会も原資もな い
状況ですので、現実 とし ては、もう一人の代 表理 事の上田さんのやっ てい るガイアックスとい う
会社の方が、ここに 事務 局長と渉外部長とい う形 で書いていますけれ ども 、佐別当という人間 と
石山という人間は、 この ガイアックスのほか の部 署に所属しながら協 会を 兼務しているわけで は
なくて、これは協会 専属 として事務局で実際 に動 いている人間です。 ただ 、おっしゃるとおり 、
とはいえ、ガイアッ クス 所属だということに なっ てしまいますので、 将来 的には、ここら辺は 悩
みの種なのですけれ ども 、協会自体が何か収 益を 上げられるような仕 組み もしくはほかの理事 企
業からのお金を全部 集め て、それでその人間 を１ 人、一般社団の法人 とし て雇うぐらいの規模 に
なってきたところで、し っかりと専任の者を つけ ていくという形では 考え ているところであり ま
す。
２点目のところで すけ れども、11ページで すか ね。認証制度のメリ ット というところで書か せ
ていただいたところ なの ですが、これは御指 摘の とおり、企業側、認 証を 受ける側のプラット フ
ォーム側のメリット とい うことで書かせてい ただ いているのですが、 Ａの ほかのシェアサービ ス
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との差別化というと ころ は、消費者側にも、 これ をとっているところ はこ ういう安心・安全の 仕
組みが担保されてい るの だというところで我 々と しては考えているの です が、いかんせんまだ 知
名度はまだ全然なく て、 プライバシーマーク のよ うな形でかなり広が って 、一般の方々もこれ が
ついていれば安心だ とい う形で認識してもらえる ように、今、頑張っ て広 報活動をしていると い
うところです。Ｃの とこ ろで自治体連携と書 かせ ていただいたのです が、 我々協会のほうで、認
証制度だけではなく て、 シェアリングシティ とい う形で、シェアリン グエ コノミーが地方自治 体
の課題解決に寄与す ると いうことで、このシ ェア の仕組みを使って、 各地 方自治体が、公共交 通
機関が人口減少で維 持で きないので、ライド シェ アを使ってうまく解 決し たりとか、そういう 各
自治体の要望に応じ てこ のシェアリンクシテ ィと いうものを宣言して いた だいて、今、30自治 体
近くあるのですかね。そこ を、政府も100自治体まで ふやすと成長戦略や 骨太 の方針でも明記して
いるのですが、そこ ら辺 の自治体と組んで、 そこ の自治体が課題解決 のた めに使うサービスが、
認証マークを使って とっ ているところであれ ば、 十分に自信を持って 協会 としても推薦できま す
ということで、一つ の自 治体との取組を進め る上 での大きなポイント にな っているところがご ざ
います。
それと同じような取組 にはなるのですけれ ども 、その自治体だけで はな くて、これはまだ発 表
される前なので社名 は公 表できないのですが 、今 、とある大きな会社 さん が、この認証制度を と
ったところと 組んで、 そ の会社さんの ホームペ ー ジでシェア×何か という ことで大きく 打ち出し
たいということでお 話を いただいていますの で、 そういった形でこの 認証 制度をとったところ と
大企業が組んで、既 存企 業と組んで、シェア リン グエコノミーを使っ た上 で各地方なりないし 企
業の課題を解決する とい うところにようやく 動き 出したところかなと 考え ています。消費者側 の
ところにどれだけメ リッ トをもたらせられる のか というところが非常 に難 しい問題なのですけ れ
ども、先ほどから御 説明 しているとおり、と にか く業界全体を底上げ して いかない限りは最終 的
な消費者の利益には なら ないと考えています ので 、ヒヤリハット事例 も含 めた、何か問題が起 き
そうになったもしく はこ れはまずいのではな いか ということがあれば 、業 界全体で、情報、ノ ウ
ハウを提供し合って いる 状況で、そういった もの を通じて、めぐりめ ぐっ て最後は消費者の方 々
にいいサービスを届 けら れるように努力して いる ところでございます 。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございます。

それでは、大森委 員、 よろしくお願いしま す。
○大森委員

私も認 証マ ークのことがとても 気に なりまして、細かい 質問 をごちゃごちゃとや り

ますので、後でまと めて お返事いただけたら と思 うのですけれども、 消費 者側から見ると、こ の
認証マークをとって いる ところは保険に入っ てい ると考えていいのか どう か。それが１つあ れば、
消費者にとってすご くメ リットがあると思う ので す。
この認証マークを とる 団体が増えてきて、ホーム ページなどから、先 ほどお っしゃった「空間」、
「モノ」とか、いろ いろ な５つのグループが あっ て、そこから消費者 が選 んでいけると、安心し
た取引先というか、 利用 先が選べて非常にい いな と思うのですけれど も、 そういうホームペー ジ
14

ができているのかど うか ということ。
後は、このマーク をと ることとか団体に入 るこ とにすごくお金がか かる のかどうか。もとも と
はそういう利用者は ごく 個人的なところで、 そこ を利用するのにお金 がか かって、さらに安全 な
ところを利用するの にも っとお金がかかるよ うに なると、メリットよ りも デメリットが膨らん で
きて利用が広がらな いの ではないかというこ とが 心配になるのが１つ です 。いろいろ入りたい と
思うプラットフォー ムも 、経済的にすごく負 担で あればあまり発展し ない のではないか。
あと、認証マーク をと ったところのルール 違反 に対して、罰則規定 とか があるのかどうか。 そ
の辺をお聞きしたい ので す。
○石原委員

ありが とう ございます。

まず、１つ目の保 険が 必須なのかどうかと いう ところなのですが、 サー ビスの内容によって 保
険を必須にしている かど うかということは変 わっ てきます。なので、 先ほ ど御説明したとおり 、
32ページに書かせて いた だいていますが、左 上の 安全性が問題になる 場合 、これがベビーシッ タ
ーだったり、直 接対面する ような形での家事代 行と かも含むのですが 、何か問 題が起き得る生命・
身体に危害を生じ得 るサ ービスの場合には、 必ず 保険を備えてくださ いと いう形での要求事項 を
していますので、そ うい う意味では必ず入っ てい ることになるのです が、 これをとっていると こ
ろが全部保険をとっ てい るかというと、それ は先 ほど申し上げたよう に、 サービスの内容がい ろ
いろありまして、非 対面 のスキルシェアのサ ービ スとかというところ は、 保険といっても、ト ラ
ブルの内容が期待し てい たものと違ったとか 、な かなか保険とは縁遠 いと いうか、難しいとこ ろ
だったりするので、 そこ ら辺の全てに保険が つい ているかというと、 そう いうわけではない。 た
だし、クリティカル な非 常に大きな問題にな り得 る安全性や適法性に 関す るところについては 保
険の整備をしてくだ さい ということでお願い して いるので、保険が入 って いるということが言 え
るのではないかと思 って います。
２番目のホームペ ージ の公表というか、周 知の ところですけれども 、こ ちらは、12ページ、 13
ページのスライドは 、こ れは協会のホームペ ージ のスクリーンショッ トを そのまま張りつけて い
るものでして、当協 会の ホームページに行っ てい ただくと、シェアリ ング エコノミー認証制度 と
いうタブがあって、 そこ に認証取得企業一覧 とい うことで、こういう 企業 がずらずらと出てき ま
すので、そういう意 味で はホームページ上で はき ちんと公開をしてい る。 どんなスキルなのか 、
空間なのかというカ テゴ リー分けも行ってい るこ とになります。
マーク取得のため の費 用ですけれども、ス ライ ドには入れていなか った のですが、かなり低 廉
に抑えているのが現 状で して、ここをしっか りと お金を取れば、先ほ どの 御指摘のように、収 益
というか、人繰りの とこ ろではお金を取った ほう がいいという意見も ある のですけれども、と は
いえ、御指摘のとお り、 これをとるためにお 金が 非常に高くなるとか 、手 数料が高くなるとい う
のでは本末転倒だと 我々も考えていますので 、実 際に現時点ではマー ク取 得までの申請と審査 と
最終的なマーク付与 の全 部を合わせて15万円 ほど 、協会の会員になっ てい ないと25万円ほどで す
けれども、そういう 形で 、ぎりぎりのライン で、 ここにいらっしゃる 生貝 先生とか森先生に毎 回
委員会に何度もおい でい ただくにもかかわら ず、 非常に薄謝でやって いた だいて、私としても 非
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常に恐縮なのですけ れど も、そういった形で 皆さ んに御協力いただき なが ら、ぎりぎりのライ ン
でやっている。当時 、こ の認証制度をつくる とき から言われていたの です けれども、これがビ ジ
ネスというか、ちゃ んと お金が回らないよう な仕 組みになってしまう と、 認証制度を始めたは い
いけれども、結局、 お金 が回らずに協会が潰 れま したというのでは一 番困 ると前々から指摘さ れ
ていたところですの で、 そこのバランス、申 請費 用云々のバランスは 、今 後、要検討かと考え て
います。ただ、現状 はそ ういう形で、ベンチ ャー もちゃんととれるよ うな 形で、10～20万ぐら い
でとれるように、プライバ シーマークとかです と大 体数十万レベル、多い場合 ですと100万ぐらい
かかるのですけれど も、 そこら辺までにはい かな い。かつ、申請のた めに ドッチファイル３冊 分
の審査資料を用意し ろと か、そういうことで はな くて、インターネッ ト上 でいろいろと答えて も
らった上で、ヒアリ ング という形で実際にこ ちら から事務局がお伺い して 、話を聞く中で審査 を
していくという形で 、で きる限り審査のため の対 応工数も負担になら ない 範囲で設計をしてい ま
す。
４番目のルール違 反の 罰則ですけれども、 こち らは認証のタイミン グで 協会と運営事業者で 契
約を結ばせていただ く中 に、違反の場合、何 かこ ういうトラブルが起 きて しまったとか、何か 問
題があると協会が認 識し て指導をしたにもか かわ らず、それが一定期 間以 内に解消されない場 合
には、認証を一旦停 止す る、資格停止にする とか、剝奪するという形 での 仕組み、こちらはプ ラ
イバシーマークの制 度と かを参考にしながら つく ったものなのですけ れど も、そういった形で 罰
則規定も設けさせて いた だいています。
以上です。
○中田座長

どうぞ 。

○蟹瀬委員

ありが とう ございました。

今の認証制度で認 証さ れましたという方は 、１ 回とると一生ものな ので すか。それとも、パ ス
ポートとか、免許証 とか 、ゴールド免許証と かあ りますけれども、今 まで 何も問題がなければ 安
いお金で更新ができるよ うに、必ず微々た るお金で も１万5,000円でも２ 万円 でも取って更新をさ
せていくつもりでい らっ しゃるのか。お聞か せく ださい。
○石原委員

ありが とう ございます。

マーク自体は３年 を有 効期間にしていて、３年目 で更新をしていただ くの ですけれども、ただ 、
３年間何もなしでは なく て、１年に１回、サーベイ ランス審査、維持審査と言 われる、これはISMS
という、これもISOになっ ている規格ですけれ ども、そういうものを参考 にし て、１年に１回 、ヒ
アリングの審査を行 わせ ていただいて、この １年 間で起きた何かトラ ブル とか、実際にPDCAを 回
した上でどういう改 善を したかとか、ちょう ど今 、７月、第１号認証 をし たグループ、６社、 ６
サービスのサーベイ ラン スを実施していると ころ なのですけれども、 かな りこの１年でいろい ろ
と改善をしている会 社さ んも多くて、そうい った ところから我々は更 にノ ウハウももらいなが ら
という形で、今、進 めて います。先ほど申し 上げ たとおり、申請で取 るお 金は15万円とか20万 円
ぐらいで、毎年の更 新審査、維持審査に、更 に１ 年に１回10万円ほど いた だいて、サーベイラ ン
スを行っているとい うこ とが現状です。
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○中田座長
○森委員

森委員 、お 願いします。
ありがと うご ざいます。

私も認定制度のほ うか ら薄謝をいただいて いる 関係で、決して薄謝 では ないのですけれども 、
応援、補足をさせて いた だきたいと思います 。
第三者認証なので 、ま ず、基本的な考え方 とし ては、消費者に対し て、 このサービスは安全 で
すと示すこと、情報 を提 供することが出発点 です 。ですから、そこが 消費 者に対する情報提供 と
いうことで、消費者 のメ リット、便益になり まし て、その反射的効果 とし て、認定を受けた事 業
者が、差別化ですね 。自 分たちは安全なのだ から 、安心して使ってく ださ いと言えるという仕 組
みなのですね。です ので 、今、蟹瀬委員から お話 がありまして、違反 があ ったらどうかみたい な
ことは大森委員からもお 話がありまして、違 反が あったら、あるいは 、更 新審査で基準を満た し
ていないことが明ら かに なったら、それはマ ーク を外すというのは仕 組み 上当然の機能である と
いうことになります 。
例えば、28ページ 、先 ほどからいろいろと 具体 的なところで石原さ んか らも御説明をいただ い
ているのですけれど も、 メールアドレスだと 複ア カができるのではな いか という原田さんのお 話
がありましたけれど も、 これも一番下のこの 全て のプラットフォーム に要 求される事項のとこ ろ
だと、メールアドレ ス、 電話番号のようなも のも 入ってくるわけです けれ ども、最悪、メール ア
ドレスだけというこ とも あり得て、複アカが でき ることになるわけで す。 なので、クラウドソ ー
シングのようなこと、例え ば、写真を送ってくれれば3,000円で似顔絵を描 いて あげますよという
サービスであったと する と、１人の人がサー ビス 提供者としてアカウ ント を持つことができるこ
とがあるでしょう。 絵の タッチを変えて、私 が絵 がうまければ、Ａと Ｂと いう２つのペンネー ム
でサービスを提供す るこ とができます。しか し、 上のほう、左側、安 全性 が問題になる場合、 右
側、適法性が問題に なる 場合とありますが、左側 、安全性が問題にな る場 合、例えば、お子さ ん
を預かるようなサー ビス 、そういうときには 、本 人確認を何でやって いる かというと、公的身 分
証明書だったりとか 、金 融／携帯電話の個別 番号 と、基本的には複ア カが できない形で本人を し
っかり確認すること にな りますので、サービ スの 持っている安全性に 比例 して、本人確認の方 法
を変えているという こと なのです。です ので、消 費 者から見た場合に 、シェア リングエコノミー、
利用規約を全部読め ば、 どのぐらいの安全性 を備 えているのか、保険 を持 っているのか、そう い
うことは全部読めば分か るのかもしれません けれ ども、なかなかそん なこ とはできないという と
きに、シェアエコ認 証マ ークをとっています よと いうことであれば、 一応 信頼していいのねと、
更新もそれなりのタ イミ ングでやっているの ねと いうことで、まずは 消費 者に対して一応の信 頼
性を提供する。その 反射 的効果として、事業 者が 消費者に使ってもら える 。そういう関係にあ る
制度でございます。
○中田座長

いかが でし ょうか。

西村委員。
○西村委員

２点ほ どお 願いいたします。

８ページのところ で、私が指摘した評価の 報復 が怖いのでありのま まが 書けないということ に
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対しては、同時公開 レビ ューをやっています と御 紹介いただいて、な るほ どなと思った一方で 、
お互いの言い分があ まりにも食い違っていて 、そ こでぷちっと終わっ てい たら、ユーザーとし て
は、この関係者とは 取引 をしたくないと思う か、 もしくは、非公開レ ビュ ーがあることがわか っ
ていれば、プラット フォ ームに実際のところ どう なのでしょうかとお 尋ね したくなるのが人情 か
と思います。この非 公開 レビューの使い方と して 、先ほどお話の中で は表 示順位をアルゴリズ ム
で下げていくという 御説 明がありましたが、 それ 以外にも、非公開レ ビュ ーをどのように活用 し
ていらっしゃるのか とい うことを少し教えて いた だければということ が１ 点。
もう一点は、説明 の中 、９ページのところ の対 応までの時間のとこ ろで 、24時間以内とかの 返
信が求められていて 、負 の経験にならないよ うに 運営に努めるという お話 がありました。シェ ア
リングエコノミーは なか なかサービス認知度 が少 ないので、十分に読 んで から参加しないと、 こ
んなつもりではなか った わと、例えば、借り 放題 のサービスなのだけ れど も、借りなくても月 額
料金がかかるという こと がなかなか認識でき なく てトラブっているこ とが あります。冷静にい ろ
いろFAQとかを読んで いく と、借りなくてもお金は発 生しますと書いてあ るの ですが、あまり目立
つようには書いてい ない ので、勘違いされる 方が 多いのですね。そう いう 勘違いをされる方が 一
定程度はいるという こと であれば、１回に限 り今 回は免除しますけれ ども みたいな規約遵守だ け
ではない消費者対応 が求 められるのかなと思 うの ですが、一方であま り消 費者を甘やかし過ぎ る
のもよくないという のも あるので、その辺、 負の 経験とならないよう な対 応でどのようなこと を
考えていらっしゃる のか を教えていただけれ ばと 思いました。
○石原委員

ありが とう ございます。

まず、１点目のこ の非 公開レビューの使い 方の 表示順位以外のとこ ろで どう使っているかと い
うところですけれど も、 ぱっと出てくるもの があ まりないのですけれ ども 、実際に私がかかわ っ
ているというか、私 が所属 しているスペースマ ーケ ットの事例で申し上 げま すと、そういう形で 、
スペースマーケット の場 合、スペースのNPSとい う ものと、サービス、我々の スペースマーケット
というマッチングプ ラッ トフォームのNPSを取 得し ていって、このスペースに 対しては、写真と違
ったとか、説明と全 然違 ったというところが もし あれば入ってくる情 報に なるのですけれども 、
そういったものが何 個か 続くというか、複数 の人か らもそういう指摘が ある ような場合には、我 々
のプラットフォーム 側で そういうホストに直 接連 絡をして、こういう クレ ームが入っています 、
ここを直してくださ いと いう指導を、直接そ こら 辺に介入していって 指導 することも実際に行 っ
ていたりします。そ こら辺は、究極的には、 そう いう方がいらっしゃ ると そういう残念体験を さ
れてしまう方々がど んど ん増えてしまうので 、我 々としては健全な市 場を 維持したいという目 的
で、表示順位も含め 、そ ういう指導もしっか りと 行っているというの が実 際のところです。
２点目のところで すけ れども、対応までの 時間 も含めた顧客の成功 体験 というところで、借 り
放題のサービスの事 例を 挙げていただきまし たけ れども、確かに、最 初、 本当にシェアリング エ
コノミーが広がって き始 めたレベルというの は、 まだアーリーアダプ ター と言われる、ネット に
慣れ親しんだ人たち が使 ってくれるというと ころ で、あまりトラブル は起 きない状況だったの で
すけれども、これが 一般 の人たちにどんどん 広が ってくるとトラブル が起 きてくるというのが 、
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各プラットフォーマ ーが 皆さん通る道なのだ と思 います。おっしゃる とお り、借り放題という 形
で月額幾らというサ ービ スで明記はしている のだ けれども、借りなく ても お金がかかるという と
ころを誤解されてし まっ たという事例は、た くさ んそういう方もいら っし ゃるのだろうなと、 想
像に難くないのです けれ ども、こればかりは なか なか個社の対応によ って しまうので、業界団 体
として意見を申し上 げる のは難しいのですが 、中 には、その分、完全 なお 金を返金するという 形
ではなく、ポイント で還 元というか、一部ポ イン トでお返ししますと か、 クーポンでお返しし ま
すとか、そういう形 で利 用者の方々に次に使 って いただくための方策 とし て対応しているとい う
のが多いのではない かと いう個人的な印象で す。
○中田座長

ありが とう ございます。

次の御報告もあり ます ので、一旦石原委員 の説 明についての質疑を 終え させていただいて、 次
に、前田委員から、 資料 ２について御説明を15分 前後でお願いできれ ばと 思います。
よろしくお願いし ます。
○前田委員

ありが とう ございます。

皆様、こんにちは 。
このたびは、この よう な貴重な機会をいた だき まして、本当にあり がと うございます。
本日は、アジアイ ンタ ーネット日本連盟と いう 立場から「オンライ ンプ ラットフォームに関 す
る取引について」を お話し させていただく時間 をい ただきましたので、短い時 間ではありますが、
業界団体の中で行っ てい る取組など、あるい は考 え等についてお話し させ ていただければと思 い
ます。よろしくお願 いい たします。
まず、アジアイ ンターネ ット日本連盟につい ての 御説明を紹介させて いた だければと思います。
アジアインターネッ ト連 盟は、インターネッ ト産 業の健全かつ持続的 な成 長に資する政策や制 度
の在り方などについ て、 インターネット事業の一 翼を担う産業界から の声 を適切に届けて、国 民
の議論を喚起してい くこ とを目的にしまして 、2013年９月に設立された団体 です。設立以来、イ
ンターネット政策に つい ての提言や理解促進 活動 、その他調査研究等 を行 っております。ウエ ブ
サイトなどもござい ます ので、詳しい説明、 詳し い活動内容について はウ エブサイトなどで紹 介
させてはいただいて おり ます。
会員社については 、こ こに掲げております 、現 在、16社になります 。こ れを御覧いただいた と
ころからも分かりま すよ うに、いわゆる日本 企業 やアメリカや海外に 本社 を置く事業者、両方の
インターネットの事 業を 行う会社16社で構成 され ている団体になって おり ます。
このAICJとしては 、消 費者ないしユーザー の保 護が消費者の信頼を 得ることは、非常に大事 だ
と思っております。 それ は単純にユーザーの 保護 という、もちろん消 費者 の保護が大事だとい う
ことだけではなくて 、そ のユーザーの保護が イン ターネット取引の健 全性 につながると考えて お
りまして、インター ネッ ト取引の健全性を守 るた めにユーザーの保護 が非 常に大事だと、AICJと
しては考えておりま す。 また、AICJの各企業 、会 員企業については、 消費 者保護関係法令の遵 守
だけではなくて、そ れぞ れ会社ごとに消費者 保護 対策に日々努めてお りま す。それもインター ネ
ットの健全性、ここ で議 論されておりますイ ンタ ーネット取引が健全 かつ 安心なものであると い
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うことが、私たち企 業に とっても有用だと、 健全 な成長にもつながる とい う考えに基づいたも の
でございます。
次のページですけ れど も、改めてここで少 し確 認させていただけれ ばと 思いまして、ここに 記
載させていただいて おり ます。まず、インタ ーネ ットの取引が消費者 にと って多くの利便性が あ
って、今の生活にと って はなくてはならない もの になっています。こ こに 幾つか具体例を挙げ さ
せていただいてはお りま すが、例えば、国内 外、 国境を越えた取引が でき るようになったり、 あ
るいは時間などを問 わず 取引ができるように なり ます。また、例えば 、時 間や休日・祝日だと い
うことも関係なく問 合せが可能になっていた り、 そのほか、ほかの消 費者 の取引に関する評価 な
どの閲覧とかもでき るこ とで、今までとは違 った 、オンラインインタ ーネ ットの取引だからこ そ
できるようなメリッ トな どもあります。その ほか にも、例えば、実店 舗や 実際にあるお店など に
行くことができない、加 齢や身体的な障害な どに よって実店舗の取引 が困 難な方にとっても、 イ
ンターネットがあれ ば取 引が容易にできるこ とも 非常に大きなメリッ トと 言えるかと思います 。
取引履歴などによっ て、 リコール情報などの 必要 な情報を適切なタイ ミン グないしは適切な形 で
提供することができ たり 、あるいは、時間や 場所 だけではなくて使用 言語 も自由に選択するこ と
ができることによっ て非 常に取引の幅が広が って いるということが、 消費 者側にとってのメリッ
トということが言え るか と思います。
次のページなので すけ れども、一方で、実 際に インターネットを使 って 取引を行っている事 業
者側から見ても、日 本経 済の成長のエンジン であ る個人事業主や中小 零細 企業にとっても、イ ン
ターネット上での消 費者 の取引が、少ない初 期投 資で、かつ、短期間 に取 引をすることが可能 に
なって、かつ、国内 外で の取引も可能になり 、事 業を行う上でもイン ター ネットの取引が事業 者
にとっても非常に重 要な 機会になっていると いう ことが言えるかと思 いま す。
このように、イン ター ネットの取引の重要 性な いしは利便性を改め て確 認させていただいた の
ですけれども、一方 で、プラットフォームと 言っ ても、一括りで議論 をす ることが非常に難し い
と我々は考えており ます 。実際に国際的にも 学術 的にもプラットフォ ーム の定義がこれだとい う
ことが確立している わけ ではないと我々は認 識し ております。様々な 類型 とか様々な取引の形 態
に合わせた議論が実 際に 重要になってくると 思い ます。ショッピング モー ル、家庭用ゲーム機 、
農産物の直売所、あ るい は公設市場なども、 オフ ラインにおいてもプ ラッ トフォームと考える こ
とが可能です。実際 にこ ういうオフラインの もの もプラットフォーム だと 考えた前提で議論が さ
れているような場も ある と認識しております 。こ れらのプラットフォ ーム も、こちらに挙げさ せ
ていただいた中でも かな り多種多様で、これ を全 部一括りで議論する とい うのはなかなか難し い
と見て取れるかと思 うの ですけれども、オフ ライ ンでのプラットフォ ーム が多種多様であると い
うことと同じように 、オ ンラインのプラット フォ ームもそれぞれの取 引の 形態や、扱う情報な ど
によって、オンライ ンプ ラットフォームも非 常に 多様になってまいり ます 。ですので、オンラ イ
ンのプラットフォー ムだ けではなくて、ここ で定 義して、オンライン のプ ラットフォームの取 引
という形で議論をす るこ とは、慎重に、かつ 、細 かく議論することが 必要 になるかと考えてお り
ます。とはいえ、先 ほど 最初に申し上げまし たよ うに、AICJとしては 、消 費者の保護、ユーザ ー
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の保護がインターネ ット の健全性、プラス、 イン ターネットの健全性 が図 られることによって イ
ンターネット上で取 引を 行う事業者にとっても健 全な成長が確保され ると 考えておりますので 、
各社、事業運営に当 たっ て様々な工夫をして おり ます。ここで幾つか 紹介 をさせていただけれ ば
と思います。
まず、透明性の確 保と いう観点で幾つか各 企業 の中で行われている 工夫 、取組などを紹介さ せ
ていただければと思 いま す。例えば、画像な どを 使って取引内容を示した り、バナーやポップ ア
ップなどの明瞭な表 示方 法を実際に採用して いる 企業ももちろんござ いま す。取引内容の誤 注文、
間違って注文してし まっ たりとか、また、そ れに まつわったトラブル もあ ることは承知してお り
ますので、取引内容 を再 確認することによっ て錯 誤などを防ぐという取組 も行われております 。
後は、同様の取引を 行っ たほかの消費者によ って 評価の結果を共有す ると いう、ここの場で議 論
されている中で言う と、オンラインのモール 型の ものもあるかと思い ます し、先ほど石原委員 か
らもお話があったシ ェア リングサービスでも 、代 表的なものと言える かと 思うのですけれども 、
ほかの消費者による 評価 結果の共有というも のも ございます。そのほ かに も、ワークショップ 、
勉強会のような形で、消 費者ないし消費者団 体向 けの啓発活動も各社 それ ぞれ取り組んでおり ま
す。
透明性の確保のほ かに 、安心・安全な取引 が行 われるように各社が行っ ているものとして、 例
えば、24時間 、365日の消 費者のお問合せに対 する 対応を行っているこ とも ご ざ い ま す し 、生 命 ・
身体に関わるような問合 せがあったときには 、原 因究明を行う前に即 時販 売を停止することに よ
って、消費者の安全 、特 に生命・身体の安全 を確 保するという対応が なさ れております。法令 で
販売が禁止されてい るだ けではなくて、それ を守 るというのはもちろ んの ことではあるのです け
れども、自主的に販 売禁 止商品を規定して、 自主 的に規定したものに つい ては販売をしないと い
う取組がなされてい る場 合もあります。先ほ ど石 原委員からもお話が あっ たように、個人間で 安
心して取引が行われ るよ うに、商品代金のエ スク ロー、仲介などが実 施さ れております。その ほ
かに、消費者が商品 を安 心して購入できる保 証制 度というものが用意 され ています。あと、不 健
全な商品やコンテン ツに 関する通報や監視制 度を 設けて、警告・削除の対応 などをしております 。
実際に注文画面など のと ころで、簡単にイン ター ネットのオンライン 上で 問題があるコンテン ツ
だったり、あるいは その 商品などがあったと きに ついては、実際に消 費者 のほうからも通報や コ
メントを行うことが でき る制度が設けられて おり ます。そのほかにも 、権 利者の協力による侵 害
品対応、これも前回 の調査 会のときにも紹介が あっ たところではあるの です けれども、これもAICJ
の会員の企業で行わ れて 取り組んでいる企業 もあ るということです。 その ほかにも、規制当局 、
捜査当局、これに限 らず 行政の関係する省庁 の方 々と緊密な連携を行 うこ とで、より早く、問 題
があるような場合が 生じ たときには対応する とい うことも実際に行っ てお ります。
最後になのですけ れど も、以上のようなこ とを 踏まえた上で、今後 の課 題として、今後、例 え
ば、この調査会の中 でも ぜひ議論をしていけ れば と思っている課題に つい て紹介させていただ け
ればと思います。ま ず、 消費者教育の重要性です 。まずはインターネ ット 取引において、もち ろ
ん利用規約を読むと いう ことだけではなくて 、イ ンターネット取引を して いくに当たって気を つ
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けていただきたい点 など について、一人一人 の消 費者が、例えば、今 まで オフラインで店舗で 行
って取引をするとき に気 をつけているような もの と同じように、消費 者の 方々にも、オンライ ン
で取引で行うときの それ ぞれに気をつけるべ き点 について、教育し ていくこ とが非常に重要です。
実際にそのためにも 各企 業が努力をしている とこ ろではあるのですけ れど も、ぜひそこはこの 調
査会での議論も含め て、 今後、どのような取 組を するのが適切なのか 、あ るいは、事業者との 連
携をした上での消費 者教 育の拡大・拡充とい うこ ともぜひ議論してい けれ ばと思っております 。
あと、例えば、シェ アリ ングエコノミーサー ビス などでも典型的に見 られ ますように、よく立 場
の弱い消費者という こと を前提で議論するこ とは もちろんあるのです けれ ども、サービスの提 供
者も専業の事業者で はな いという場面が生じ てき ております。ですの で、 こういうビジネスに つ
いては、サービスの 提供 者として参加するユ ーザ ーに対して、同じレ ベル での消費者保護を求 め
るというよりは、そ のサ ービスを選択したサ ービ スの受け手にとって リテ ラシーとリスクの引 き
受けといいますか、 責任 のシェアを考えてい く、 それが必要かどうか とい うことを考えていく と
いうことが合理的な 場面 もございますので、 それ も一緒に考えていく こと ができればと思って お
ります。消費者生活 相談 員のインターネット 取引 の理解度、もちろん 消費 者や各企業が消費者 教
育を、例えば、ある いは 行政の方々とも連携 して行う必要はあります が、実際に苦情や相談を 受
け、一番距離が近い 方の 一つとして、消費者 生活 相談員というものが 挙げ られます。この相談 員
の方々のインターネ ット 取引に関する理解の 向上 も非常に重要になっ てき ております。インタ ー
ネット企業、AICJの 会員 企業の中でも、消費 者生 活相談員の方々との やり とり、連携を、コミ ュ
ニケーションもとっ てい く中で理解を高めて いく という努力をしてい る企 業ももちろんあるの で
すけれども、今後、 それ を更に拡充、向上し てい くことが非常に重要 にな ってくると思ってお り
ます。インターネッ トの 取引において、実際 にオ フラインの場でもそ うか もしれませんが、消 費
者ということを一言 申し 上げても、様々な方 、様 々な消費者がいらっ しゃ います。例えば、イ ン
ターネット取引の健 全性 を損なうような行為 をす る消費者ももちろん 残念 ながらおりますので 、
そこに対する対策を、こ のオンライン上の取 引を していく中で、消費 者の 保護に加えて同時並 行
で考えていくことが 非常 に重要と考えており ます 。
非常に簡単ではご ざい ますが、以上とさせ てい ただきます。ありが とう ございました。
○中田座長

ありが とう ございました。

それでは、内容的 なと ころで、まだ十分に 理解 できていないところ など がございましたら、 ぜ
ひ御質問、御意見を いた だければと思います 。い かがでしょうか。
最初に、私はあま り十 分に理解していない とこ ろがあるので教えて ほし いのですが、アジアイ
ンターネット日本連 盟と、いわゆる会員社との 関係 ですね。これはどう いう関 係なのでしょうか。
会員社が集まって、 その 上部組織としてアジ アイ ンターネット日本連 盟が ある。つまり、そう い
う企業体の代表とい う形 になるのか。それと もも う少し独立性があっ て、 具体的な提言をして 、
会員企業を全体とし て導 いていくというよう な独 立性を持っているも のと 理解した方がよろし い
のでしょうか。その あた りはどういう関係な ので しょうか。
○前田委員

もし質 問の 趣旨を正しく理解し てい れば、もし間違って いれ ば補足をしていただ け
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るとありがたいので すけ れども、独立してと いう よりは、この３ペー ジ目 に記載させていただ き
ました会員社が集ま ってAICJというような形 で、任 意団体という形で政 策提 言をしております。
政策提言だけではな くて 、それ以外の調査研 究や 理解促進の活動など をし ておるということで 、
何か独立して、もち ろん 各企業イコールAICJでは ないのですけれども 、こ のインターネット産 業
の健全かつ持続的な 成長 の政策というところ につ いて考えを同じくす る会 員企業が集まって、 こ
のAICJというものを 構成 していると御理解い ただ ければと思っており ます 。
○中田座長

例えば 一定 のルールをつくった とき に、そのルールに沿 わな いような形での事業 活

動をしているとこの 連盟から除名するとか、 その ような形での制裁な ども 用意しているような 組
織体なのでしょうか。そ ういうことはまだ何 も考 えていないでしょうか。
○前田委員

実際に まだ2013年にできたとい うこと もありまして、制裁 とか 、そういう深刻なこ

とにはまだなってお りま せん。といいますの も、 先ほど申し上げたよ うに 、インターネットの 健
全かつ安心な成長と いう ところで、考えを同 じく する者で基本的には 集ま っておりますので、 そ
こに大きく外れたこ とに よって何か罰則とか とい うようなことは、今 のと ころは想定しており ま
せんが、将来的にど うなる のかということは今 の段 階では言えないかと 思い ます。今の段階では 、
考えを同じくする会 社が 集まっているという こと になるかと思います 。
○中田座長

分かり まし た。ありがとうござ いま す。

いかがでしょうか 。
大森委員、お願い しま す。
○大森委員

この会 員の16社は定期的に集ま りを持 たれて、こういうこ とが 問題だねとか、こう

いうことをこう改善 した らいいのではないか とか 、話し合われている とい うことですかね。
あと、具体的にど うい う政策の提言みたい なも のをされたか、それ も教 えていただけたらと 思
います。
○前田委員

御質問 いた だき、ありがとうご ざい ます。

まず１つ目の御質 問に ついては、定期的に 会員 企業で集まりまして 、情 報の共有だったりだ と
か、あるいはもちろ ん同 じインターネット企 業で すので、共通の課題 など の共有をしたりだと か
ということを行って おり ます。
後は、最近のどの よう な活動をしているの かと いいますと、直近で 言い ますと、例えば個人 情
報保護法の改正だっ たり とか、あるいは最近 、こ この消費者委員会に 関係 するところで言いま す
と、消費者契約法の 改正 に関する規定案のと ころ でパブコメが出たと きに 、もちろん消費者保 護
というのが重要であ るか らこそ、きちんと正 当な ルールであるという こと がすごく大事になっ て
まいりますので、そ れを 企業の立場から、AICJか らコメントを出して おり ます。それが一例に は
なります。
○大森委員

ありが とう ございます。

新しい取引で法整 備な ども追いつかないと か、 一般の消費者のリテ ラシ ーがまだ十分でない と
か、いろいろなこと があ りまして、消費者教 育と いうのは本当に大切 だと 思うのですけれども 、
何か16社が一緒にな って 、例えば学校への消 費者 教育とか、高齢者向 けの 活動とか、何か具体 的
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にされていることが あれ ば教えてください。
○前田委員

今日、 AICJとしてお話ししては おり ますが、各会員企業 につ いて説明をさせてい た

だければと思います 。
今、お話をされて おり ましたところで言う と、AICJ全体で何か消費 者教育 とかとやっているわ
けでは今のところは ござ いません。先ほど中 田座 長からの御質問にも お答 えしたところではあ る
のですけれども、今 後将 来的にそういうこと があ る可能性はゼロとは 言え ないのですが、今の 段
階でAICJとしてやっ てい るというわけではご ざい ませんが、各企業で 消費 者教育、高齢者でし た
り、子供に対して、 ある いは先ほど御紹介を させ ていただきましたよ うに 、例えば消費生活相 談
員の方々に対するリ テラ シーを一緒に共有を させ ていただくために、 そう いう勉強会だったり だ
とかは行っておりま す。 各社、シラミ潰しに 調べ たわけではないので 、全 部ということは言え な
いかもしれないので すけ れども、各社のウエ ブサ イトですとか、ある いは 取引を行う際のヘル プ
センターとかという とこ ろで、こういうとこ ろに 気をつけてください とい うことの注意などの 形
で、各社、実際に取 組は させていただいてい るの は、ここでも御紹介 させ ていただいている次 第
ではあります。
○大森委員

ありが とう ございます。

○中田座長

ほかに いか がでしょうか。

池本委員長代理、 お願 いします。
○池本委員長代理

池本 でございます。御説 明あ りがとうございまし た。

９ページで、事業 運営 に際して留意してい る点 ということで、８項 目ほ ど挙げていただきま し
た。御説明いただい た中 で、これはAICJとい う団 体としての取組なの か、 個社の中でこういう も
のをやっているとい うと ころがあるという御 紹介 だったのかがよく分 からなかったのですが、 幾
つかの項目ではこれ これ をしている企業もあ りま すとか、これこれを して いる場合があります と
いう言葉でした。こ れはAICJとして、こうい うこと が望ましい方向性な ので 標準化していこうと
いうような取組をな さっ ているのか、それと も現 状がこうだというと ころ で、自主規制の共通 の
取組というところま では 進んでいないのかと いう ところをお伺いした い点 がまず第１点です。
それから、個別に なり ますが、この一番上 、あ るいは２番目あたり で、 消費者からの問合せ に
対応するとか、原因 究明 の前に即時販売停止 の措 置を講ずるというよ うな 記述があります。先 ほ
どシェアリングエコ ノミ ーの取組として、安 全性 に関わる程度によっ て、 その参加者の本人確 認
を行う程度も区分け をし て、安全性に直接関 わる者については本人確 認も 複数とるというよう な
ことがありましたが 、特に このオンラインプラ ット フォームで言うと、匿名性 が便利だけれども、
何か問題があったと きに はそこが解決困難な 一番 のネックではないか と私 は理解しているので す
が、本人情報の確認 とい う措置について、団 体と して何か方向性なり 、検 討されているのか、 あ
るいは問合せがあっ たと きに、個々の案件の 取引 時にその都度相手方 の情 報を提供することは な
いでしょうけれども 、ト ラブルがあったとき には 、そういった相手方 情報 を提供するというこ と
の対応が方向性とし てあ るのかどうかについ てお 伺いしたい点が２点 目で す。
３点目として、３番目に 法令で販売が禁止さ れて いる以上に販売禁止 商品 を規定というものと、
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６番目に不健全な商 品や コンテンツについて の通 報や監視制度を設け て警 告・削除の対応をし て
いるという記述があ りま したが、これも各社 おお むねそういう対応が 標準 装備としてできてい る
ということなのか、 それ ともまだまだ不十分 だと いうことなのかの認 識を お伺いしたいという こ
とです。
実はこれに関連し て、ち ょうど昨日の夕方で すか。私はネットでけさ確 認し ただけなのですが、
東京都がフリーマー ケッ トサイトの監視を強 化す るために、関係事業 者と 連携した取組を進め て
いるという報道があ りま した。それは医薬品 ・医 療機器、あるいは海 外か ら持ち込んだ化粧品 と
いうのは本来個人が 売っ てはいけない、資格 のな い人が売ってはいけ ない ことなのですが、今 年
の半年間で東京都が サイ ト運営業者に削除や 是正 を要請した件数がお よそ1,000件あると。そ れで、
そのために東京都は 専従 の職員を置いてサイ トを 監視し、それで削除 要請 の通報をしている、 あ
るいは運営業者６社 でそ ういった情報を共有 して ほしいという要請を した というものがあるの で
す。
私がちょっと違和 感を 覚えたのが、サイト に違 法なものが掲載され てい ないかを東京都が税 金
で専従職員を置いて 監視 してというのは、事 業者 側の監視体制が決定 的に 不十分なのではない か
という気もしますし 、あ るいは本人情報の確 認と いうことが不十分で 、そ の匿名性を悪用する 問
題が顕在化している ので はないかという意識 があ るので、特に先ほ どの３番 目の監視体制として、
AICJとして、今後ど うい う方向性を議論され てい るのかどうかという あた りについてお伺いで き
ればと思います。
○前田委員

ありが とう ございます。

まず１点目、共通 の自 主規制の取組をAICJとし てやっているのかど うか というところなので す
けれども、まず１つ 目の ところで最初に申し 上げ たように、同じイン ター ネットの事業を行う 会
社ということで、16社集 まってAICJというも のを 構成してはいるので すが 、行っている事業の 対
応というのはかなり様々 でございます。その 中で 消費者の保護も含め て、 インターネットの健 全
な成長のために、個 人情 報の保護だったりだ とか 、あるいは情報の自 由な 流通などの考えを同 じ
くする者で集まって はい るものの、事業の形 態が 多様なので、特に共 通の 自主規制ということ を
行っているわけでは ない のですけれども、先 ほど 申し上げたように、 各社 、消費者の保護とい う
ことを無視して取引 をす るということは、イ ンタ ーネットの健全な成 長の かえって妨げになる と
考えている企業が集 まっ てはおりますので、 その 点での共通性がある とは 言えるかと思います 。
２点目の安全性に 関す る本人確認というと ころ なのですけれども、 これ も石原委員からのシ ェ
アリングエコノミー に関 するところで本人確 認の 話は出てきはしまし たが 、各社、シェアリン グ
エコノミーのような サー ビスを行っている事 業者 もあれば、そうでは ない 事業者もおります。 で
すから、本人確認を 行っ ている取引の形態に 合わ せて、もちろんシェ アリ ングエコノミーだっ た
りとか、あるいは個 人間 の取引を仲介するよ うな 場合について、本人 確認 をしている企業はも ち
ろんあるかとは思う ので すけれども、全企業 につ いて、それぞれ全然 やっ ている事業の内容も 異
なる中で、全部、全 員に ついて本人確認を絶 対す るということがある とい うわけではないかと 思
います。それも取引 の形 態が様々ですので、 必要 な場合についてはそ れを やるということは大 事
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かとは思うのですけ れど も、あくまでもイン ター ネットの安心・安全 を図 るという共通課題の も
とで、それぞれのビ ジネ スに合わせた形態を とっ ています。その中で もち ろん本人確認をとる こ
とが必要になる場合 もあ るかもしれないので すけ れども、それは各社 の企 業の形態にもよるか な
と思っております。
最後の３点目の御 質問 に関するところなの です けれども、まず、法 令で 販売が禁止されてい る
以上に自主的に販売 禁止 商品を規定している とい うことなのですが、 これ は繰り返しにはなる の
ですが、例えば今回 の専 門調査会で議論され てい るようなモール型だ った り、あるいはシェア リ
ングエコノミー型だ った りというような、そ うい う形態をとっている 会社 については、こうい う
販売禁止商品を規定 して いるということが言 える かと思うのですけれ ども 、それ以外のそうい う
AICJの会員企業の中 で法 律で規定されている 規制 以上に、例えばそれ ぞれ でガイドラインなど 、
内規に当たるような もの なのですが、自主的 に定 めているルールとし てガ イドラインというも の
を定めて、法律以上のこ とを自主的に、例え ばユ ーザーの方々、消費 者の 方々の生命・身体、 生
命・身体だけではな くて 、消費者の保護の観 点か らさらにガイドライ ンと いうことで、法律が あ
る以上のルールをガ イド ラインという形で定 めた 上で、場合によって は例 えば取引の停止だっ た
りとか、あるいはア カウ ントの停止だったり とか というようなことを 行っ ているということが 、
この３つ目で言える こと かと思います。
それと、もし御質 問を 誤解していなければ 、こ の不健全な商品のコ ンテ ンツに関する通報と い
うところの関係性に つい ては、インターネ ットの取 引というのは取引の 量が 非常に多いですので、
中には例えば気づか ない ところで問題が、不 健全 な商品などが存在す るよ うな場合もあり得る か
もしれない。法律で 規定 されているもの、あ るい はルールで規定され てい ないけれども、ガイ ド
ラインなどで規定さ れて いないけれども、社 会や 取引の変化に合わせ て、 ユーザーないし消費 者
の考え方の変化に合 わせ て、こういうものは 不適 切なのではないかと いう ことが刻々変わって い
く可能性があるかと 思い ます。そういうもの があ ったときの通報とい う制 度を設けて、ビジネ ス
や各社の事業内容な どに 合わせて警告・削除 対応 しているということ にな ります。全ての企業 に
ついて、AICJで何か 共通 の標準を定めて、そ れで 全員やるという形は とっ ていないのですけれ ど
も、それはあくまで も各 社の取引の形態が様 々で すので、消費者の保 護な いしインターネット の
健全性の確保の観点 から 、それぞれそれに合 うよ うな形で対応してい る、 これが一例になると い
う理解をしていただ ける とありがたいです。
最後の東京都の監 視強 化の観点なのですけ れど も、ここの対象にな って いる企業が全てAICJの
会員ではないと思い ます ということを申し上 げた 上で、確かに企業と して 監視体制も含めて、 特
に必要な場合が出て くる かと思いますし、そ こで 必ずしも行政ではな くて 、実際にここにも書 か
せていただいており ます ように各社監視体制 など を会社で自主的に行 って おります。そこの中 で
確かに行政でそれを 行う 、行政でそれを負担 する ことの可否というの はも ちろん今後考えてい く
必要性はあるかとは 思う のですけれども、少 なくと もAICJとしては、各 社それ がいいかどうかは、
どれだけ負担が必要 なの かどうかというのは 今後 議論をしていく必要 があ るかと思うのですけ れ
ども、そういう東京 都様 による監視体制とは 別に 、ここにも書かせて いた だいているように、 自
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主的に企業のほうで も監 視体制などの取組を 、結 構コストと時間を割 いて やっているというと こ
ろではございます。
以上です。
○中田座長

お願い しま す。

○片岡委員

東京都 の取 組について、弊社、 協力 している立場ですの で補 足いたしますと、東 京

都との関係はすごく ネガ ティブなものという ので はなくて、前回発表 した とおり結構昔から協 力
関係を築いていて、 そこ で事前に情報共有を した り、自主的に事業者 とし てはパトロールする の
だけれども、専門家 の立 場で最近こういうも のが 目立ってきています とか 、そういった情報を い
ただくことで、それ をま た自主的なパトロー ルに 反映して、その輪を 広げ ていくという取組を 、
特に東京都さんはか なり 積極的にやっていら っし ゃるのです。これま では どちらかというとイ ン
ターネットモールの ほう での広告違反を重点 的に 協力して対処してき たと ころではあるのです が、
そちらは事業者の自 主的 なパトロールの仕組 みと か体制とかも大分整 って きたというところも あ
って、一方でC to Cのフ リマアプリでの取引 が拡 大していることから 、よ りこちらを強化する 必
要があるという判断 で強 化されたと認識して いま す。
特にC to Cであり 得る のは、余った湿布を 売っ てしまうとか、そう いっ た法律の認識があま り
なくやってしまうも のと 、あるいは意図的に販売 して、なるべく見つ から ないようにしたり、 ど
こかで見つかるとほ かの プラットフォームに 移動 するというものと２ 種類 あるので、協力する こ
とで両方ともできる 限り 事前に防ぎ、何かあ った 場合にはすぐに行政 とし て執行してもらう。 そ
の情報を各プラット フォ ームで共有すること で、 また次の対策につな げて いくという、どちら か
というとすごくポジ ティ ブな取組の一つだと 思っ ています。ですから 、こ ういう取組をほかの 行
政ともできていけば 、そ れはすばらしいこと だと 思います。
以上です。
○中田座長

生貝先 生、 お願いします。

○生貝委員

貴重な お話 、ありがとうござい まし た。

先ほどの池本委員 から の御質問に関係して なの ですけれども、特に 最初 におっしゃっていた と
おりに、AICJとして 何か 共通の自主規制をや った りとかということは 今の ところは考えていな い
といったときに、AICJは 基本的に日本という 単位 での団体でいらっし ゃい ますね。そうなった と
きに、３ページの企 業様一 覧を見ていても、こ ういっ た特にグローバルに 非常 に活動している方々
の自主規制やソフト ロー といったものは、恐 らく 日本というローカル の単 位で何か決め事をす る
というよりは、世界 共通 で何かを決めるとい う方 向で考えざるを得な いと いうところが、当然 大
きくあるところかと 思う ところです。
そ う い っ た と き に 、 ま さ に こ こ で 世 界 株 式 時 価 総 額 ラ ン キ ン グ Amazonさ ん 、 Facebookさ ん 、
Googleさん、上から５番、さらに非常に活発に 世界 的に200カ国近く活躍 され る企業様の中で、例
えばそういうグロー バル なレベルでの業界団 体の ようなものは果たし てあ ったりするのか。あ る
いは、そういったよ うな まさに望ましい世界 的規 模で自主規制ルール のよ うなものをつくろう と
したりする取組とい うの は果たしてあるのか とい うこと、もし御存じ で、 もし教えていただけ る
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部分があれば。とい いま すのも、やはりハー ドロ ーの部分というのを 一つ 考えても、例えばEU法
やあるいはコンシュ ーマ ープロテクションに して も、GDPRにしても、 グロ ーバルのハードロー を
参照せずに、今、国 内の 対応は考えられなく なっ てきているといった こと と同じように、ソフ ト
ロー、自主規制の段 階で もグローバルな取組とい うものをしっかり参 照し た上で考えなければ 、
ガラパゴス的なルー ルを つくっているのでは仕方 がないといったとき に、 何か我々がぜひ参照 し
ておくべきこういっ たソ フトローのレイヤー とい うものが団体なのか 、ル ールなのか、両方含 め
てもしあれば教えて いた だきたいと思うので すが 。
○前田委員

ありが とう ございます。

AICJのウエブサイ トに も紹介させていただ いて いるところではある ので すが、このAICJとい う
のは、AICというものの別 に日本支社とかとい うわ けではなくて、それの日本 版ですという形では
あるのですけれども 、ASIA INTERNET COALITIONとい うものがございます 。例 えばそこでは、ほか
のインターネットの 会社 が必ずしも全く一緒 とい うわけではないので すけ れども、アジアで活 躍
しているグローバル な企 業、グローバルとい うの を何と定義づけるか にも よりけりなのですが 、
国を一国に限らず取 引を している、事業を行 って いる企業の団体とい うも のがございます。そ こ
で政策提言だったり を行 っている団体がござ いま す。
もちろん今、御紹介さ せ ていただいているの はAICではあるのですけれ ども、そのほかにも、お
っしゃるように、グ ロー バルな取引が国境を 越え て行われている中で 、全 ての内容について全 部
ということが言える かど うかは分からないの です が、各内容に関して 、そ れぞれの項目に関連 し
て事業者が集まって 事業 者横断的に行ってい るよ うな取組というのも 実際 にございます。例え ば
AIに対する取組だっ たり とかもあったりする かと は思います。実際に ここ で先ほど御指摘いた だ
いたように、AICJの 会員 社についても日本国 内だ けに限らず、日本以 外の 国においても取引事 業
を行っている会社の 集ま りではございます。 ここ の中で、いわゆる日 本企 業に当たるような会 社
ももちろん両方含ま れて おります。ですから 、生 貝委員がまさにおっ しゃ っていたように、各 国
のハードローだけで はな くて、実際に自主規 制な ど、自主規制に限ら ず、 あるいはそれぞれの 企
業の取組を情報共有 して いくという取組も行 われ てはおります。
○中田座長

ありが とう ございます。

ほかにいかがでし ょう か。他の事業者のサ イド から見て、何かあり ます でしょうか。
蟹瀬委員、お願い しま す。
○蟹瀬委員

お願い でご ざいますが、これ からいろ いろなシステムのプ ラッ トフォーマーがいて、

一つにまとめられな いと いうお話があったの です が、世の中を見回し てみ ますと、消費者関連 で
たくさんのいろいろ な形 をした企業が実際に ルー ルをつくって、例え ば車 であれば車の業界、 家
電であれば家電の業 界と いうようにして、ル ール を決めて世の中に出 して きて、今の経済が成 り
立っていると思いま す。
プラットフォーマ ーと いう新しい形のビジ ネス が始まって、私はこ こに 一つルールをつくら な
ければ、安心して消 費者 が利用できないと思 って いるのです。それを 今、 いろいろ説明してい た
だいて、例えば 、石原委 員 からも認証制度があ りま すとか、いろい ろ発展途上 だとは思いますが、
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ぜひAICJのビッグな 人た ちが集まっていると ころ で、ルールづくりを やっ ていただきたい。ま ず
は共有する部分だけ でい いと思うのです。全 部細 かくやっていくとい うの ではなくて、法律を つ
くるのと一緒で、全 てに 当てはまるけれども 、非 常にアバウトに書い てあ るというルールづく り
が私はこれから必要 なの ではないかと思いま す。
AICJのホームペー ジを 見せていただくと、 こう いう人たちが入会し まし た、こういう人たち が
入会しましたと、や はり 入会せざるを得ない 状況 に大きな企業、ネッ トの 関係の人たちがなっ て
きているのが分かり ます。そういう状況を見 ます と、そこでルールづ くり を一生懸命皆さんで 考
えてくださる、ある いは 専門委員会をいっぱ いつ くって、そこから政 府に提案をきちんとして い
ただく。それは企業 がそ れぞれ違うことをや って いるといっても、入 り口 は全部ネットの中で や
っているわけですか ら、 そういうルールをぜ ひつ くっていただきたい な、 そういうAICJに育っ て
いただきたいなと。 次の ５年ぐらいを目指し てと 思っております。
そして、消費者教 育と消 費生活相談員の教育 、これ が非常に今から大事 にな ってまいりますが、
その件に関しても、 次の ステップとして、業 界と して何を考えられる かと いうことも含めて、 日
本ショッピングセン ター 協会とか、日本小売 業協 会とか、経済同友会のよ うに力を持った団体に
ぜひ育っていただい て、 政府と一緒になって 安全 なビジネス界という か、 消費者が安心して生 活
できるような消費環 境を つくっていただきた いと いうのが、私からの お願 いでございます。
○中田座長

ありが とう ございます。

いかがでしょうか 。
片岡委員、お願い しま す。
○片岡委員

鶏と卵 の話 になってしまうよう な気 はしているのですけ れど も、今日も認証制度 の

話とか自主ルールと かと いう話、いろいろあ って 、確かにそのとおり な部 分もあるのですが、 そ
の自主ルールとか認 証制 度などで安全性を保 つた めには、これが前提 とし てなのか、後からつ い
てくるのか分からな いの ですが、そういうと ころ を消費者は使う、あ るい はそこを選択の基準 に
するということがす ごく 重要だと思うのです 。そ れがすごく難しい問 題で 、本当にどうやって 実
現していったらいい のか をしっかり考えなけ れば いけないのではない かと いう気がしています 。
先ほども話を聞い てい て、この認証を取っ てい ない限り消費者が絶 対に 選ばないサービスな ど
はあるのだろうか、 それ ぐらい認知度があっ て、 この認証がないとこ ろを 使ったら安全性が保 た
れないねと消費者が 認識 しているような認証 制度はあるのだろうかと 考え てみたのですけれど も、
いろいろそれぞれ努 力は しているものの、必 ずしも そうではない。恐ら くトラ ブルになる場合は、
認証制度のことをよ く知 っている方ではない よう な気もしています。企業 が自主的にいろいろ取
組をするというのは もち ろん重要で、それを いか に消費者に知っても らっ て、選択の基準に入 れ
てもらうかというこ とを どう実現したらいい のだ ろうというのがすご く難 しくて、どうやった ら
いいのかみんなで考 えな いといけないのでは ない かと思いました。
○中田座長

ありが とう ございます。

いかがでしょうか 。
前田委員、お願い しま す。
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○前田委員

ありが とう ございます。

先ほど蟹瀬委員か らも 貴重な御意見をいた だき まして、ありがとう ござ います。
先ほどの片岡専門 委員 のお話にもつながる とこ ろではあるのですけ れど も、AICJとして、そ れ
こそプライバシーの 保護 だったりだとか、著 作権 とか、あるいはイン ター ネットの中立性だと か
というところで、も ちろ んそれに加えて消費 者の 保護、ユーザーの保 護に よるインターネット の
健全な発展というと ころ が、少なくとも会員 企業 については至上命題 にな って、その考えに同 意
しているところだけ がAICJに入っているとい う状況 になっております。 です から、認証制度とい
うところが可能かど うか というのは、それぞ れビ ジネスの違いという のも ありますので、それ は
難しいところもある のか もしれないのですけ れど も、実際に考えを同 じく するところで、一緒 に
情報共有ないし切磋 琢磨 しつつ、同じ、ある いは 同じような理念ない し考 え方、方向性という と
ころを共有できると ころ は共有して、インタ ーネ ットの健全な発展に 努め ていくということが 非
常に大事になってく るか とは考えております 。
○中田座長

こうい う場 ですから、取組につ いて 、他の会員企業の方 から 何かございましたら お

願いします。
畠委員、お願いし ます 。
○畠委員

今までの お話 と重複にもなってし まう ところがあるのです けれ ども、業界内で自主 的

なルールをつくる、 ある いは認証制度をつく ると いうのはもちろん大 切な ことだとは思うので す
が、ルールのつくり 方に よっては既存のマジ ョリ ティーが自分たちの 利益 を守るためにルール を
つくるという形にな りか ねないので、そこは しっ かり何のためにその ルー ルをしくのかという こ
とも考えながらやら なけ ればいけないと思っ てい ますので、何が何で もル ールをつくることが 目
的ではないと考えて いま す。
○中田座長

いかが でし ょうか。

大分時間が経過し まし たので、全体の取り まと めというか、その他 のと ころで、第１回の専 門
調査会で取り扱う検 討対 象について、幾つか の議 論があったと思いま すの で、それについて今 か
ら５分ほど休憩した 後、30分ぐらいの間で、 今後論 点をどう整理してい くか についての意見交換
をしたいと考えてお りま す。休憩の後、そう いう 形で議論をさせてい ただ きます。これまでの 議
論を踏まえた形で、 皆さ んのところで、御意 見を 御用意いただければ と思 います。
それでは、５分休 憩い たします。10分から 再開 いたします。

（休

憩）

≪３．その他≫
○中田座長

それで は、 時間になりましたの で、再開します。繰り返 しに なりますけれども、 ５

月15日に第１回とい う形 で本専門調査会がス ター トしたのですが、今 日ま で、いろいろ御議論 い
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ただいたと思ってい ます 。例えば、オンライ ンプ ラットフォームをめ ぐる 消費者相談の状況と い
うことで、消費者被 害と なるのか、あるいは 消費 者が困っているとい う問 題はどういうものな の
かというのを網羅的 に取 り上げてきたという のが ありました。さらに 、消 費者保護に関係する 法
律問題で、どのよう なも のがあるのかという こと についても、いろい ろと 御報告をいただけた と
思います。
そして、前回から 事業 者における取組とい う、今日もお話をいただ きま したけれども、そう い
ったことを、こうい う形 で消費者目線で物を 考え ていただいて、シス テム 構築に生かしている の
だというようなことも、 あるいは問題を克服 しつ つあるというような こと もお話をいただきま し
た。さらに、海外の 状況 についても、グロー バル な水準というものが ある わけで、日本の企業 も
海外に行っていただ かな いといけないわけで 、日 本の国のルールの中 で鍛 えられた上で海外で し
っかりと展開しても らう ということも必要だと理 解の上で、そういう 情報 も得ることができま し
た。そういう問題を めぐ っても専門委員の方 々か ら御意見をいただき 、ま た、議論をしていた だ
いたと思います。
今日、大方のヒア リン グを終えた段階にな りま した。そういう中で 、今 後秋に、９月から本 格
的に論点整理に基づ いて 議論を行っていかな けれ ばいけない。そして、３ 月をめどにまとめを し
なければいけないと いう ことであります。ど う論 点を整理していくの かと いうのはまだ十分に 固
まっているわけでは ない のですけれども、幾 つか の考え方というのを 提示 できるのかなと思い ま
す。いずれにせよ、私が 個人的にこういうも のだ と言うつもりはあり ませ んので、その点は御 留
意いただいた上で、 どの ような形で進めてい くの か、皆さんのほうか ら御 意見をいただきたい と
いう趣旨ですが、こ のよ うなことが問題にな りま したねという記憶喚 起と いうことで、簡単にお
話をさせていただき たい と思います。
議論の前提という こと で、我々はこのよう に議 論してきたのではな いか ということで、まず オ
ンラインプラットフ ォー ムをめぐる、今日も オン ラインプラットフォ ーム は多様だということ が
提示されていましたが、 そういう多様な取引 がオ ンラインプラットフ ォー ムで行われているこ と
を考えつつ、どのよ うな 問題がそこであるの かと いうのをある程度幅 広く 見ていきましょうと い
う姿勢は持っていた と思 います。ただ、多様 であ るだけに、あまりに も多 くの問題が出てくる だ
ろうということも予 想さ れておりましたので 、全 ての問題について検 討を 加えるというのは難 し
いということは重々 理解 しているということ で、 検討の順位について 考え なければいけないし 、
論点の重みに応じて 、将 来的な問題も含めて 整理 をする必要があると いう ことであります。
ただ、本委員会か ら我 々は検討事項という こと で、オンラインプラット フォームにおける取 引
ということを一つの 課題 として、それをどの よう にしていくのかとい うこ とが課題として示さ れ
ているわけで、それ に焦 点を合わせて論点整 理を しなければいけない 、お 題は与えられている と
いうことであります 。そ して、今後の論点整 理と してどのように議論 して いただこうかなとい う
ことで、事務局と相 談し つつ考えたところを お話 ししたいと思います 。
まず、消費者をど う考 えるかということな ので すけれども、ここで はプ ラットフォームを利 用
する人ということで すね 。ですから、プラッ トフ ォームに物を提供す る人 もいると思いますし 、
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そこから購入する人 もい ると思います。その サー ビスを利用すると。 そう いう人たちが、ここ で
の消費者ということ にな るだろうと思われま す。 つまり、消費という 問題 は、単に買う、購入 す
るということだけで はな いということは、あ る程 度は確認できるので はな いかと思います。そ の
中で、まずプラッ トフォー ムをどう定義するの かと いうのは難しい問題 だと は思いますけれども、
オンラインプラット フォ ームというものが介 在す る取引は確認するこ とが できたと思います。 そ
の中で消費者はどの よう なメリットを得るの かと いうようなことです ね。 プラットフォームに お
いては紛争解決、消 費者 トラブルの解決につ いて いろいろなサービス を用 意しているところも あ
りますし、そうでな いと ころもあったように 思い ます。そのあたりは どう 考えていったらいい の
だろうかということ があ るのかなと思います 。具 体的なメリットとし て、 何をオンラインプラ ッ
トフォームに求める のか というような議論で あり ます。そこでは消費 者ト ラブルの具体的な発 生
原因、あるいは発生 場面 というところで、例 えば エスクロー決済であ った りとか、それを解決 す
る手段として補償制 度と いうものが備えられ てい るような場面があっ たの ではないかと思いま す。
そうしますと、そう いっ たものを見ながら、 消費 者はオンラインプラ ット フォームにどのよう な
ものを期待している のか 、あるいは備えてほ しい と思っているのか、 その システムはどう構築 さ
れるべきなのかとい うこ とも問題になるのか なと 思われます。
そして、もう一つ の観 点として、幾つか同 じよ うな形でのプラット フォ ーム、同じような業 態
のプラットフォーム があ ったときに、どのプ ラッ トフォームを選ぶの か。 これはプラットフォ ー
ムが表に出てきてい る場 合もありますし、背 後に 潜んでいる場合もあ るの ですけれども、ある 程
度それを抽象化した 形で プラットフォームを 選ぶ という場面で、消費 者に とってどういう点が 重
要なのか、どういう 視点 で選べばいいのかと いう ことを明らかにする 必要 性があるのだろうか 。
透明性という議論に なる のかもしれませんが 、サ ービス内容を確認し て、 自分に合ったプラッ ト
フォームを選択する こと が可能なのかどうか とい うこと、あるいは、 可能 にするにはどのよう な
仕組みが必要なのか とい うことも検討する必 要が あるのかなとは思い ます 。それは具体的に、 プ
ラットフォームを利 用す るときの消費者の信 頼度 というものにもつな がっ ていくのではないか と。
例えば大手のプラッ トフ ォームを利用すると 、そ こでのブランド力で すね 。あるいは紛争解決 の
仕方、そういうもの に対 する安心感というも のが あるのかな、ないの かな という問題ですね。 そ
して、そういった信 頼を 惹起する、あるいは つく り出すプラットフォ ーム 事業者というのは、 そ
ういった期待にどこ まで 対応しているのか、 ある いは問題として対応 でき ない、あるいはそれ は
消費者の過大な期待 だと いうことになるのか もし れませんが、そのあ たり の線引きをどのよう に
していくのかという よう なところを考える必 要が あるのかなと。その 理由 も必要だろうと思い ま
す。
多くの事例の中で 、消 費者トラブルという もの が出てくるわけです ね。 対面取引ではないイ ン
ターネット取引に特 徴的 なものもありますし 、あ るいはオンラインプ ラッ トフォームを利用す る
ことによって出てく るよ うな問題も出てくる かも しれません。そうい う場 面で消費者はどのよ う
に対応しなければい けな いのか、消費者がや るべ きことはどういうこ とな のか、あるいは消費 者
団体がそういったも のに 対応しなければいけ ない のかもしれませんが 、そ ういったことも考え て
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おく必要があるかと 思っ ております。
さらに、オンライ ンプ ラットフォーム事業 者自 身が、こういうイン ター ネットを利用した取 引
業務を行っているわ けで 、そこではトラブル が出 てきているのではな いかと、私はいろいろな 議
論の中で、拝見して いて そうなのかと推測し てい るのですが、むしろ こう いう議論の場がある わ
けですから、皆様に 、課 題として問題点を提 示し ていただいて、その ため にどのような仕組み が
必要なのか、検討し てい きたいと思います。例え ば、こういう在り方とし て、今日は認証制度 と
いうものが出てきま したが、あるいは連盟を つく ってそういった自主 ルー ルをつくるというよ う
な取組もあるのでは ない かという御議論もあ った かと思いますが、そ うい った事業者サイドか ら
の問題解決の在り方とい うのもぜひ提示して いた だきたいと思って、 そう いうものも課題にな る
のかなと見ておりま す。
以上のような大枠 にも ならないのかも分か りま せんけれども、消費 者が インターネット、プ ラ
ットフォームという 形で の場面を利用すると きに 出てくるような問題 をど う考えていくのかと い
うような点から、幾 つかの 視点というのか、見 方とい うのを少し事務局と 一緒 に問題点の整理を、
これは論点として固 まっ たわけではないです が、 示させていただいており ます。ここが大体論 点
整理へ向けての舵取 りを ある程度していくと ころ だと思いますので、各委 員からぜひ忌憚のな い
御意見を賜れればと 思い ます。
それでは、よろし くお 願いします。
城委員、お願いし ます 。
○城委員

消費者が 数あ るサービスの中から どう いう基準で選ぶのか 、こ れは本当に個人的に 、

自分が消費者であっ たと してもすごく難しい 問題 なのかなと思ってい ます 。新しいサービスが ど
んどん出てくる中で 、安 全性ですとか、使い 勝手 がいい、初めてでも すぐ 使えるといったとこ ろ
を基準に選びたいと 私と しては思うのですけ れど も、そのときに、特 に安 全性のほうですね。 個
人としてはどのよう に選 ぶのかというと、こ れは 最近の傾向だと思う ので すけれども、公的機 関
がどう言っているか とい うよりも、口コミと いい ますか、ほかの同じ 使っ ている人たちがどの よ
うに感じているのか 、そち らのほうがより選択 の基 準になってきている ので はないかと思います。
もちろん第三者機関 によ る認証制度というの も安 心を与える一つのも のだ と思うのですけれど も、
より同じお客さん、 ユー ザーの声というのが いろ いろなところに見え るよ うな、そういう仕組 み
みたいなものがあっ たほ うが、お客様は安心 して 使い始められるので はな いかと思うので、そ う
いうC to Cサービス を選 ぶときには、やはり ほか のＣの声を聞けるよ うな 、そういった仕組み み
たいなものが用意で きた らいいのではないか と、 私のほうでは考えて おり ます。
○中田座長

ありが とう ございました。

どうでしょうか。
畠委員、お願いし ます 。
○畠委員

第１回の とき にも述べたのですけ れど も、現行の制度がこ うい ったプラットフォー ム

上におけるビジネス をう まく運用する形にな って いるのかという見直 しも 必要だと思っていま し
て、例えば先ほどシ ェア リングエコノミー協 会の 方の御説明の中で、様々 なプラットフォーム が
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存在するというお話 があ りましたけれども 、そのプ ラットフォーム上で サー ビスを提供している、
もしくは物を提供し てい る人たちが、例えば 特商 法の表示をどの程度 でき るような仕組みを構 築
しているのか。して いな かったとして、して いな いことで本当に問題 が発 生しているのかとい っ
たことを見なければ いけ ないと思うので、現 行法 の見直しという観点 でも 議論したほうがいい の
ではないかと思いま す。
○中田座長

これは 特商 法をどの程度適用で きる のか、できないのか とい う問題として提起さ れ

ていたと思います。 いか がでしょうか。
森委員、お願いし ます 。
○森委員

ありがと うご ざいます。

私としましては、 以前 プレゼンさせていた だい たように、非マッチ ング 型のプラットフォー ム
でプライバシー侵害 の懸 念があるということ が趣 旨でしたので、それ をで きれば入れていただ き
たいとは思っている わけ ですけれども、御検 討の 末、落ちるというこ とで あれば、やむを得な い
のかなと思う次第で す。
○中田座長

ありが とう ございます。

各委員、一言ずつ はい ただきたいと思いま すの で、ぜひ。
片岡委員、お願い しま す。
○片岡委員

正直に 言っ て、整理できるほど 論点 が出てきたのかとい うと、まだ出てきていな い

なという気がしてい ます 。今までの話を聞い て思 ったこととしては、 やは りオンラインプラッ ト
フォームはいろいろ あり 過ぎるので、具体的 な話 をするのだったらも う少 し区分けしていかな い
と、抽象論で終わっ てし まいそうだという気 がし ます。
後は、B to Cの取 引の 間に入るプラットフ ォー ムなのか、C to Cの 間に 入るプラットフォー ム
なのかで、恐らく課 題が 異なってくるだろう とい う気がしています。 消費 生活相談員がどこま で
介入できるかという 話も そうでしたし、そこ で大 分論点が変わってく るの かなと思います。
後は、日本の消費 者が どうやってサービス を選 ぶのかというところ が事 業者としても知りた い
し、問題解決のため の糸 口を見つけるために も重 要だなと思いました 。日 本特有なのか分からな
いのですけれども、 ネガ ティブ情報などはば っと 広まって、どこかを 集中 的に叩くみたいなこ と
はよく起こるのです が、 いい行いをしている とか というのは、なかな か地 道に頑張っていても 広
がりにくいところも あっ て、もちろんネガテ ィブ 情報が広まるという こと も重要なのですけれ ど
も、それぞれの取組をい かにして消費者にア ピー ルしていったらいい のか 、どうやって選ぶと き
の選択基準の中に入 れて もらえばいいのかと いう ところを考えるため にも 、消費者のサービス の
選択のポイントみた いな ところを知りたいな と思 いました。
○中田座長
○畠委員

畠委員 、お 願いします。
何度もすみま せん。今のお話の観 点で 、１回目のときに消 費者 の方々にアンケート を

しましょうというの があ ったと思うのですけ れど も、あの結果を見て から 論点整理をしてもい い
かなと思ったのです が、 あれは今、どういう 状況 ですか。
○友行企画官

アン ケー トはただいま作業を して いるところでござい まし て、うまく作業が進 め
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ば次回の専門調査会 のと きには公表できるか なと 思っておりますが、 今、 作業中なので、あま り
確定的なことは申し 上げ られないような感じ でご ざいます。
○中田座長
○友行企画官

確か今 日あ たりにアップされる ので したか。
作業 中で ございまして、もし かし たら今日の夕方、も う夕 方ですけれども、そ の

ような形で、お休み の間 にアンケートが書け ると いうような形にうま くい けばいけるかなと思 っ
ております。
○中田座長

一応、 その ように予定されてい ます 。

原田委員、お願い しま す。
○原田委員

ありが とう ございます。

消費者ということ で、 先ほどいただいた論 点整 理の中ではプラット フォ ームを利用する方と い
うことで、どうして も消 費と言うと買う人の イメ ージなのですが、売 る方 もいるということで 、
私も繰り返しになる 話を するかもしれないの です けれども、売主にも なる 消費者、売主になる 消
費者の、どのように こう いう人を扱うのかと いう ところは、ある程度 見え ていたほうが、利用 す
る方々にとってもそ のメ リットがあるのでは ない かと。
例えば先ほどの前 田さ んの資料にもありま した ように、消費者啓 発という ところの一つとして、
売主に対する啓発と 。単 に余ったものがある から 売るよねという程度 なの か、それとも繰り返 し
て売るのかというこ とで も心構えなども違う と思 いますし、消費生活 相談 員さんへのネット取 引
の理解度というよう なお 話で、先ほど片岡さ んの お話にもあったので すけ れども、相談員にこ う
いうトラブルを寄せ られ たときに、どのよう に取 引を理解して、どの よう に介入ができるのか ど
うかというようなと ころ は非常に重要な点だ と思 うのです。トラブル が発 生したときに、消費 生
活センターに相談す ると いうことを第一歩と する ような消費者に増えてい ただいたときに、そ こ
におけるときに、ど こま でのことができるの かと いうことはある程度 見え ていないと、消費者 も
逆に言うとトラブル にな ってしまったときに 、相 談窓口としての選択 肢が分からなくなってし ま
うというような、プ ラッ トフォームに言うと いう のもあるのかもしれ ない のですが、相談窓口 と
しての一つの選択肢 とい うものが必要かと。
例えば私がスマホ ケー スを自分で自作して 、で き合いのものにきれ いな スワロフスキーとか ビ
ーズをくっつけて、 フリ マとか、そういった とこ ろで売っていますと いう ことで、それなりに 売
れていますというよ うな ときに、例えば私が それ に使用するためのビ ーズ を買ったら、届きま せ
ん、もしくは粗悪品 が届 きました、どうしま しょ うと。ただ、私がフ リマ で売るときのものの た
めに仕入れたものが そう なっていますと言う と、 多分消費生活センタ ーは はねられると思うの で
す。それは売主で事 業と してやっているのだ から 、お受けできません と言 われると思います。
一方で、例えば私 が自 分で自作したスマホ ケー スをフリマアプリと か、 そういうところで売 っ
ていますと。売った とき に、買った人がトラ ブル になってしまう。私 に対 して、粗悪品が届い た
ではないか、ビーズ がぼ ろぼろとれるのだけ れど もみたいな話をした とき に、その方が消費生活
センターに相談した とき に、個人間ですねと 言わ れると、私はダブル スタ ンダードの中に生き て
いるというような形 にな ってしまう。
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こういうことがあ って しまうと、それはト ラブ ルに巻き込まれてし まっ た売主、買主、両方 の
方々にとってもメリ ット ではないと思うので す。 そういった点では、 消費 生活センターの相談 員
さんの理解度という のも 含めて、結構重要な 課題 なのではないかとい うこ とを思っております 。
ですから、ここで議 論す るかどうかは別とし ても 、ある程度の方向性 みた いなものが見えたほ う
が、相談する側も相 談を 受ける側としてもメ リットがあるのではない かと 思いました。
○中田座長

ありが とう ございます。

生貝委員、お願い しま す。
○生貝委員

ありが とう ございます。

少し違った議論に なっ てしまうかもしれな いの ですけれども、明確 に何 か提案というものが あ
るといった上でのこ とで はないのですが、一 旦、 先ほど石原委員から 御紹 介いただいたシェア リ
ングエコノミーの認 証制 度というところにか かわ らせていただいての 感想 というところも含め て
なのですけれども、 あの取組といったような もの 、一つは官と民が協 力し て新しいプラットフ ォ
ームエコノミーにど うい うルールが必要であ って 、それを具体化して 実際 にそれを民の仕組み と
してルールを回して いく ということ自体、非 常に 意味のある取組だと 思っ ています。
しかし、一方であ の取 組ですごく意味があ ると いうものは、もう少 し別 のところも一つ大き く
あると思っていて、 日々 新しいサービスが出 てく る、技術的にも専門 的な 、認証委員会を開く た
びにすごい驚きの連 続な のです。例えば老人 の介 護の新しいエコノミ ーの サービス、ブロック チ
ェーンを利用した本 人確 認ですとか、非常に様々 なことが、場合によ って はまさに人の生死に も
関わるようなサービ スと いうものが起こり続 ける 中で、月に１回以上 、多 いときはやっていて 、
事務局の方は本当に 大変 だと思うのですけれ ども 、あの場がなければ 、だ れも新しいエコノミ ー
の全体像を把握して いな い状況だと思うので す。
それはまさに森先 生で すとか、その技術に詳し い 先生方を含めて、常にPCDCAを回している、モ
ニタリングしている 、何 が変わっているのか 、何 か新しいリスクが起 ころ うとしているのかと い
うことをしっかり専 門的 な観点を交えた継続 的な 議論をしていると、 それ 自体に非常に意味の あ
るプロセスなのだろ うと 思っているところで す。 翻って、まさにシェ アリングエコノミーとい う
ところ以外のプラッ トフ ォームがイノベーシ ョン の連続であって、新 しい 技術が生まれてきて 、
ビジネスモデルが生 まれ てきて、その全体像 を果 たして消費者に対す る影 響というところを含 め
て理解をできている 人間 が、この国に全体像 とし ているかいないかと いう と、恐らくお恥ずか し
ながら研究者をやっ てい ても、それは難しい だろ うなと。
例えば一つ一つの プラ ットフォームの取引 とい ったようなところで も、何 しろアルゴリズムが、
あるいはどういうデ ータ をとって、我々は不 当に 差別されているよう なこ とが起こっているの か
どうか。あるいはあ まり消費者の話ではない と思 うのですけれども、 ヨー ロッパやアメリカで は
Brexitやアメリカ大 統領 選に対して影響を与 える ようなプラットフォ ーム による人々の誘導と い
ったものが言われる 中、 日本で起こっている のか 起こっていないのか とい ったときに、端的に 専
門家として、それは 日本 では誰も調べたこと がな いから分からないで すと しか、正直、答えら れ
ないといった状況も 、恐 らくこれは今、目の 前に どういった問題が起 こっ てきて、消費者被害 が
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起こっているという クレ ームが寄せられてい てと いったようなところ と、 それ以上に専門的な 、
専門性の高い部分を 含め て継続的にモニタリ ング していくということ が、 モニタリングの体制 を
いかに制度的に整備 して いくかというような こと が、実は非常に重要 なの かと思っています。
前回、カライスコ ス先 生からヨーロッパの プラ ットフォーム規則案 につ いての非常に充実し た
お話をいただいたと ころ でしたけれども、あ のプ ラットフォーム規則 案に 合わせて、欧州委員 会
は一つのデシジョンを採 択しております。あ の変 わり続けるプラット フォ ームで、アルゴリズ ム
の適正性あるいは情 報の 適正な取り扱いです とか 、そういったところ の実 効性を担保していく た
めには、それをモニ タリ ングしていくための 仕組 みがなければならな いと いうことで、プラッ ト
フォームエコノミー オブ ザベイトリーという 各分 野の専門家を10人ほ ど、 かなりのコミットメ ン
トでグループとして 集め て、継続的にプラ ットフォ ームエコノミーをし っか りモニタリングして、
そして、立法に提案 して いくための専門組織 をつ くるというデシジョ ンも あわせてやっている 。
日本ですと消費者被 害、 消費者保護といった とこ ろでは、消費生活セ ンタ ーですとか、そうい っ
たところの方々がモ ニタ リングというのを、 その 動態というものを把 握し てきたところだと思 う
のですけれども 、今、プラ ットフォームエコノ ミー 、これはつま り本当にAI、IoT、ビッグデ ータ
というところで、新 しい 日進月歩の技術とい うの が私たち一人一人に どう いう影響を与えてい る
のか、与えようとし てい るのかということを 正し く理解しようとする こと にほかならないとい っ
たときに、そういう 継続 的な仕組みというの は認 証のような仕組みを 回し ていくことなのか、 あ
るいは業界団体でや られ ているようなところ に対 してしっかりと外部 の専 門家というところも か
かわって、正しい情 報、 正しい知識というの を把 握、共有できること に努 めるとか、明確な回 答
にはならないのです が、 継続的なしっかり現 実を 正しく知る仕組みと いう のを、例えばこのプ ラ
ットフォーム調査会 が終 わった後であっても しっ かりと確保すること が、 この分野だと一番重 要
な論点なのかなと最 近感 じているところでご ざい ます。
少し長くなりまし た。 申し訳ございません 。
○中田座長

次の課 題も 示していただいたと いう 感じを持ちました。

山本委員、お願い しま す。
○山本委員

今の生 貝専 門委員の御発言と重 複す るところもあるかと 思う のですが、３点ほど 、

せっかくの機会です ので 感想めいたことをお話し させていただきます 。
一つは、認証等の 話が 出てきたかと思うの です が、私自身はすぐに 結論 をというと悩むとこ ろ
もあるわけですが、 認証 のようなある種のシ ステ ムが場合によっては必要 なのではないかと思 っ
ています。そういう もの がない場合には、全 面的 に消費者の選択に委 ねら れ、市場の競争原理 が
機能することになる わけ ですけれども、現状 、い わゆる代替可能なプ ラッ トフォームがそれほ ど
多く存在していませ んの で、そもそも代替可 能性 があるのかというこ とが 問題となる。消費者 の
選択ということになりま すと、そのプラット フォ ームがどういうポリ シー で、あるいはどうい う
ロジック、アルゴリズムで 運営しているのかと いう ことを消費者側が知 って、それで「選択する」
ということがあると 思う のですが、現状にお いて アルゴリズムやロジ ック 、ポリシーというも の
がそこまで消費者の 側に「見えない」という とこ ろがありますと、結 局、なかなか消費者がう ま
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く選択していくとい うこ とが難しいようにも 思い ます。そうすると、 公的 な機関がそういう選 択
をお手伝いするとい うこ とが必要になってく るの かなというのが１点 目で す。
２点目が、透明性 と公 正さということにな るの ですが、先ほど座長 から も透明性というお話 が
出ましたが、私も透 明性 は非常に重要だろう と思 います。プラットフ ォー ム、いろいろなもの が
あるということは私 も全 くそのとおりだと思 いま すけれども、リアル なプ ラットフォーム、例 え
ば市場などという場 は、店の配置や店頭の陳 列な どは一般的になされ てい て、どのお客さんが 来
ても基本的には配置 や陳 列は変わらないわけ です ね。それに対してデ ジタ ルなプラットフォー ム
の場合には、その配 置や陳列というのが個々 人に よって変わる、それ が非 常に人為的に形成さ れ
る「場」ということ にな るわけで、そこにあ る種 の、先ほどの言葉を かり れば誘導みたいなも の
が起こるリスクがあ るの だろうと思います。
結局、心理的なと ころ までプロファイリン グを された場合には、そ の人 がリスクに強い人な の
か弱い人なのか、例 えば「あと在庫残り１つ です」とメッセージを送 った ほうが動くのか、そ れ
とも、「この商品はみん な買っています」と いう メッセージを送った ほう が動くのか。そうい う
意味で、個々人によ って メッセージ内容を変 える とか、そういうこと も起 こり得るわけですし 、
そういう意味で、ど こま で心理的なプロファ イリ ングを入れているの かど うか、どこまで表示 画
面をカスタマイズし てい るのかということに つい て、現状、透明性が 担保 されていない。今後 、
そのあたりの実態調 査を 行うことも今後検討 して いく必要があるので はな いかと思います。ど う
しても営業の秘密、企業 の秘密ということで 、そ こはまあまあという こと になってしまう。そ の
ことも理解できるの です けれども、そこが分 からないと、先ほど生貝 先生 がおっしゃったよう に
噛み合った議論もで きな いので、そのあたり の実 態調査も今後必要に なっ てくるのかなと思い ま
した。
公正さというとこ ろで いくと、２つ、提供 者の 側と利用者の側、両 方考 えなければいけない と
思うのですが、提供 者に ついて、先ほどメル カリ さんのほうからお話 があ ったように、口コミ が
非常に重要な意味を 持っ てくると。そういう 意味 では、口コミでたた かれ てしまった場合に、 全
然売れなくなってし まう ということがあり得 る場 合に、口コミの適正 さと か、そういうことも 非
常に重要になってく る。また、一旦評価が下 がっ た人のある種の敗者 復活 のようなことがあり 得
るのかどうか。一旦悪い 評価がついてしまう と、 ずっとそこから抜け 出せ ないということがあ る
と、提供者の側に非 常に デメリットがあるだ ろう と思います。そうい う意 味では、敗者復活の仕
組みのようなものが 担保 されているかどうか とい うのが一つ重要かと 思い ました。
もう一つは、利用 者に ついて、私はアメリ カに 滞在していたときにUberを呼んでも全然来な い
ときがありまして、 いろ いろ周りに聞くと、 おま えはアジア人だから だと 。要するに、Uberの 場
合には、運転手の側 も客 の評価を持っている わけ ですね。その運転手 側の 評価が低かったり、 人
種的なもので差別さ れて いるということを言 われ たりして、これは本 当か うそか分かりません け
れども、結局、利用 者の 側もある意味評価さ れる わけで、この利用者 の側 の評価が見えれば利 用
者側も気をつけるわ けで すけれども、Uberの 場合 には基本的に利用者 の側 は、向こうがどう評 価
しているのか見えな いわ けです。そういう意 味で は、いつの間にか利 用拒 否されているという こ
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とが出てくるわけで 、そ の辺の利用者の側の 権利 保護、差別の防止という 点も非常に重要にな っ
てくるのだろうと思 いま す。これが２点目で す。
３点目は、これも また 生貝先生の言葉を繰 り返 しているだけですが 、ヨ ーロッパの動きも無 視
はできないのだろう と思 います。確かにヨー ロッ パの法制度をそのま ま受 けとるということは 、
これもまたナンセン スで 、結局は日本の現状 に合 った仕組みをつくる こと になるのでしょうけ れ
ども、GDPRのときも 2016年に欧州議会で可決 して 、施行になって大騒 ぎす るということがあっ た
わけで、現状、EUの 動き を把握している以上 、そ の動きを踏まえて検 討し ていく必要があるの で
はないかと思います 。
以上、３点です。 あり がとうございます。
○中田座長

ありが とう ございます。

大谷委員、お願い しま す。
○大谷委員

消費生 活相 談を受けている立場 でお 願いしたいことは、 先ほ ど座長からも論点整 理

の一つの方向として 、現在 、消費生活トラブル の現場 でどのようなトラブ ルが 起こっているのか、
そういうところの問 題点 を一つ体系的に幾つ かに まとめさせていただ いた 上で、その一つ一つ で
プラットフォーマー が負 うべき責任はどうい った ものがあるのか、売 り手 である消費者、買い 手
である消費者が負う べき 責任はどういったも のが あるのかというとこ ろを 、ポイントポイント で
まとめていただいた 上で 提案していくという のも 一つの方向性である と考 えております。
それと、先ほどか ら話 題にのっております 認証 マークであるとか、 消費 者が選択をするポイ ン
ト、どういう選択基 準が あるのかということ が関 心事として一番ある と思 いますが、現在、現 場
にいて感じることは 、な かなかこれをポイン トに 選んでいるという消 費者 が、明確に選択でき る
ようなものがないと いう ことが一番あると思 うの です。消費者は何を 見て 選択しているのかと い
うのが、今、とても 不透 明で分からないとい うこ とがありますので、 本来 、どの事業者を選ん で
も最低限ここまでは 安心 なのですよというも のが あれば、消費者はど の事 業者を選んでも大丈 夫
だという選択ができ ると 思いますが、今はそ うい ったことさえもない ので 、今、消費者が見て い
るレビューであると か、 評価であるとか、口 コミ であるとか、もしく はそ ういった認証マーク 、
そういったものを消 費者 にどういうメリット があ るから使ってほしい とい うことで、広告なり 啓
発をしていただかな いと 消費者が選択できま せん ので、消費者教育な り啓 発が両輪にあるのだ と
いうことを前提に置 いて 考えていただけない かと 思います。
○中田座長

消費者 教育 は事業者も積極的に 関与 しなければいけない とこ ろだと思いますので 、

そのあたりは議論の 中で 観点として持つ必要 があ るかなと思います。
お願いします。
○城委員

先ほど生 貝先 生からも日々新しい サー ビスが出てきている とい うところを聞いてい て、

我々事業者のサービ スを 提供している中でも 、日 々新しい使われ方が でき ていていたり、日々 新
しいトラブルが起こ って きたりしていて、都 度、そ れに対応しなければ いけ ないというところで 、
課題をすごく感じて おり ます。
先ほど、東京都の 薬務 課との連絡会という のを 、事業者と東京都、 厚労 省とかも入ってやっ て
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いるのですけれども 、あ れはすごく建設的な こと をやれているなとい うの は弊社としても思っ て
います。そうすると 、ど ういうトラブルが起 こっ ているのか、一番消 費者 相談員の方々、消費 者
団体が最新の情報を 知っ ているわけで、そこ と一緒 に、個社だとすごく 大量に なってしまうので、
例えばシェアエコ協 会さ んとか協会と消費者 団体 との連絡会とか、そ うい ったものをやって、 お
互い最新の、どうい った 消費者がトラブルに 巻き 込まれているか、ど うい う視点で選ばれてい る
か、そういったこと もお 互い持ち寄る場があ ると 、より建設的な議論 がも っとできていくので は
ないかと感じました 。
○中田座長

ありが とう ございます。

よろしいですか。
片岡委員、お願い しま す。
○片岡委員

先ほど 山本 先生からも御説明が あっ たEUの議論の状況な ので すけれども、前回カ ラ

イスコス先生からお 話し いただいた部分は、EUの ほうではGAFA対策を すご く一生懸命やろうと し
ているので、かなり 競争 法の観点が強いので はな いかと思っていまし て、 もし消費者保護とい う
ことであれば、前回 もち らっと話に出ました けれ ども、New Deal for Consumersというものが 、
消費者保護法改正パ ッケ ージというものが公 表さ れていますので、こちら もEUではこれから議 論
がされるところであ りま すけれども、そち らのほう を参考にしたほうが いい のかなと思いました。
あと、先ほど大 谷委員が おっしゃった最低限 安心 というものがすごく重要 だと思っていまして、
では、その最低限安 心と いうのはどういうこ とを 考えればいいのか、 それ が危ない事業者と区 分
けする基準になり得 るの かというところもし っか り検討していったら いい のではないかと思い ま
した。
○中田座長

先ほど 出た ニューディールとい うの は、大分ヨーロッパ のと ころでは消費者の権 利

というのは実体法上 整備 されているのですけ れど も、各国のところで ちゃ んとそれが実現され て
いるか。ルールはあ るの だけれども、実現の レベ ルが十分ではないの では ないかというところ が
問題になっていて、 その 水準を高めていくと いう 方向が出てきていま すの で、日本も実体法は あ
る程度整備されてい るか もしれませんけれど も、 例えば消費者団体が それ をきちんと実現でき て
いるかといったら、そうで はない部分もありま すの で、そのあたりも議 論にな るかもしれません。
池本委員長代理、 お願 いします。
○池本委員長代理

池本 でございます。

前回、前々回、直 接参 加できなかったので すが 、資料と議事録も拝 見し たのと、今日もまた 非
常に貴重な話をお伺 いで きました。感想とし て、 オンラインプラット フォ ームというものが本 当
にいろいろな業態と いう か、仕組みがあるの で、 それを一律でくくっ てし まうのはもちろん危 険
なことだと思います 。そ の意味では、今日お 話を 伺ったシェアリング エコ ノミーという業態、 実
はその中でも提供す るサ ービスによっていろ いろ あるのですが、辛う じて シェアリングエコノ ミ
ーという一つの業態 とし ての共通性があるの で、 かなり共通度の高い ルー ルをつくり、認証制 度
まで高めていけてい るの かなという感じがあ りま した。
そのほかの分野で 考え るときに、これは別 のヒ ントなのですが、景 品表 示法で公正取引協議 会
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というものがあって 、そ の中で共通の表示ル ール を分野ごとにつくる とい うのを調べましたら 、
80ぐらい団体がある ので すね。結構商品の種 類に よって細々できてい たり して、それについて 説
明を聞くと、同種の 業種 だからこそ表示のル ール も共通化できるのだ とい う話がありました。 オ
ンラインプラットフ ォー ムで80に分ける必要 はも ちろんないと思うの です が、ある程度C to Cの
中でもどういうもの があ り、B to Cの中にも どう いうものがありとい うの を、幾つか分野ごと に
共通のルールは何か とい うことを自主ルール とし てぜひ目指していた だく 必要があるのではな い
かと。それは、何も ない 状態で、ある時期に 深刻 なトラブルができて 、法規制してしまえみた い
な流れになるという のは 決して望ましいこと では ないので、まずはこ うい うルールであれば持 続
可能に、しかも安心 ・安 全も確保しながらや って いくということが見 えて くるためには、そう い
う分野ごとの機能す る自 主ルールをぜひ努力 して いただく必要がある 。
もちろんコストを かけ て頑張っている事業 者と 、そうではない勝手 に表 示しているほうが簡 単
に使えて、そちらへ 流れ ていったのでは元も 子も ないので、悪貨が良 貨を 駆逐しないための最 低
限のルールとして何 が必 要なのかという議論 を並 行して議論していく 必要 があるのではないか と
いうところで、今のEUの 法制度とか、ほかも 見な がら、各業種、業態 の中 で自主ルールとして つ
くっていけるもの、 ある いはそれを目指して いた だくべき課題と共通 のル ールをどうつくるか 。
そういう中で私が 一番 感じたのは、今日も 話題 になった、あるいは 前々 回も出ました、現実 に
トラブルが起きてい るこ ととの関係で言うと 、何 かトラブルが起きた とき にプラットフォーム 事
業者がどういう範囲 で何 をしてもらえるのか 。例 えばその事業者につ いて 調査をし、もちろん か
わりに履行したりと いう 立場でないことは前 提で すけれども、その事 業者 を調査し対応を促す な
り、あるいは全く対 応で きないのにずっと同 じよ うな表示をして契約 を続 けているとすれば、 そ
れは退場してもらわ なけ ればいけないでしょ う。 実はその分野で言う と、 これはまた全然別の 分
野ですけれども、プ リペ イドカード決済の分 野は 資金決済法で、顧客 の苦 情が発生したら、そ の
加盟店を調査して対 応し なさいと。後払いの クレ ジット決済でも、苦 情が 寄せられたときには 、
重大な苦情であった り、 同種苦情が多発した とき には、加盟店を調査 し必 要な措置を講じなさ い
というものがあるの です ね。このプラットフ ォー ム事業者についても 、自 らは契約主体ではな い
けれども、場を提供 する 者として、現に苦情 が発 生したときに最低限 何を すべきか、あるいは で
きるのかというとこ ろは 、それぞれの業態の 中で ここまではできそう だと いうことを自主ルー ル
の中でも検討してい ただ きたいし、その中の 共通 項を更に法的なルー ルに 、もちろん全く同時 に
つくるというのは無 理で しょうけれども、探 って いくということが求 めら れるのではないかと 感
じました。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございます。

基本的なルールと いう ものが、必要最低限 のレ ベルは何かというこ とも 検討しなければいけ な
いという課題設定だ と受 け取りました。あり がと うございます。
お願いします。
○西村委員

皆様か ら御 指摘があったように 、現 在、消費生活センタ ーで はC to C取引のトラ ブ
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ルを受けとめ切れて いな い状況にありますの で、 これをどう考えてい くか というよりどころと な
るようなルールをこ こで 何か形にしていただ けた ら、我々としても助かるか なと思います。B to C
の場合にはいろいろ な法 律もありますので、 それ の実効性などはまた 別の 場所がメーンになり ま
すけれども、C to Cは消 費者保護の法律が使 えな いということで、消 費者 センターはなかなか 手
を出しづらいところ があ りますが、消費者も 多様 な部分があるという あた りの検討で、何か相 談
員がこういう考え方 をも とに介入するみたい なよ りどころになるよう なも のがまとまればいい な
と思っています。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございます。

C to Cの取引に消 費者 法はどのように関与 する のかというのは前に 申し 上げたと思うのです け
れども、ヨーロッパ でも 問題になっていると ころ で、そこは今回の調 査会 のところでも議論を 詰
めなければいけない 部分 かなとは思っており ます 。
大体全ての委員に 御発 言いただいたのかな と思 うのですけれども、 よろ しいでしょうか。
石原委員、よろし いで すか。
○石原委員

最後に １点 だけ、私もこのシェ アリ ングエコノミー認証 制度 を御紹介させていた だ

いたのですが、今回 のオ ンラインプラットフ ォー ム全体に認証制度を 取り 入れるべきだという 考
えではないというこ とを 補足させていただき ます 。認証制度をやって いる 側としては人的リソ ー
スの関係もあって、 認証 するとしたらどこが 認証 するのかとか、難し い問 題もたくさんありま す
ので。私の考え方と して は先ほど生貝先生が おっ しゃっていたとおり 、監 視できる体制がある と
いうのは非常に大事 だと いうことは私も全く 同じ 意見です。今後の検 討課 題ということになる と
思いますけれども、 監視 体制というか、世の 中の 動きをしっかり追っ てい く体制は必要だと感 じ
ております。
これは情報提供と いう ことですけれども、 日本 はこの認証制度とい うの をがっちりヒアリン グ
も含めて委員会をつ くっ てやっていますが、 同じ ような仕組みがイギ リス 、Sharing Economy UK
という、これも任意 団体が つくっていて、そち らはAirbnbさんなどが入っ てい るのですけれども、
そういうイギリスの トラ ストマーク、同じよ うな認証制度の仕組みは 宣誓 タイプですね。こう い
うことを私どものプ ラッ トフォームはやって いま すということの宣誓 程度 をチェックボックス に
入れてやっていくこ とで 、そこで認証をまず はし て、それ以降はそこ の監 視体制というか、状 況
を通じて、情報を吸 い上 げた上でプラットフ ォー ムの健全な運営のた めの 底上げを図っていく と
いう形でやっていま す。 まだイギリスとの連 携が 、ちょうど来週の頭 に私 もロンドンに行って そ
こら辺の話をしてく るの ですけれども、そう いう 連携をし始めたとこ ろで すので、次回、次々 回
以降、イギリスがど うい う形でやっているのかと かももし御紹介でき れば 、情報提供させてい た
だきたいと思ってい ます 。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございます。

私もそこを聞きた いな と思っていたのです けれ ども、時間がなかっ たの で、ぜひまたお聞か せ
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ください。
いかがでしょうか 。
樋口委員、よろし いで すか。
○樋口委員

皆さん から 大体重要な点、議論 が出 たと思うのですけれ ども 、私自身、非常に基 本

的なところでどう整 理し ていいのかなという 疑問 があります。C to Cとい うことなのですが、 プ
ラットフォームとの 関係 で言うと、専門的な 知識 を持っていたり、スキル とか、企業としてし っ
かりしているところ と、 一般の参加者との関 係が どう整理されるのか なと 。ルールをつくると き
に、ルールが厳し過 ぎる と、専門的なスキル を持 っているところにと って は必ずしも不利益が な
いのかもしれません が、 一般の参加者の活力 をそ いでしまう可能性も あり ます。ここは消費者 委
員会なので消費者と いう 概念でくくっていま すが 、このくくり方には 、や や違和感があって、 そ
ういうスキルを持た ない 参加者ですね。これ をど う保護するのかとい うよ うな整理はないのだ ろ
うかということを考 えて おりました。そうで ない と、法規制もそうで すけ れども、従来の消費 者
保護の考え方の延長 線上 でシェアリングエコ ノミ ーなどを議論するこ とに はかなり限界がある か
なと。
というようなこと で、感 想めいているのです が、ま だ自分なりに頭の整 理は できていませんが、
そういう点も若干論 点と してはあるかなと思 って おります。

≪４．閉会≫
○中田座長

ありが とう ございます。

それでは、今日は 長時 間議論をしていただ きま して、ありがとうご ざい ました。次回は７月 の
終わりとなりますが、論 点整理をある程度で きれ ばと思っていますの で、 よろしくお願いいたし
ます。
今日はどうもあり がと うございました。
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