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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９回）
議事次第

日

時：平成30年11月30日（金）15:00～17:59

場

所：消費者委員 会会 議室

出席者：（専門委員 ）
中田座長、早川座長 代理 、生貝委員、石原委 員、大谷委員、片岡委員 、
上村委員、西村委員 、畠 委員、前田委員、森 委員、山本委員
（消費者委員会担当 委員 ）
大森委員、樋口委員
（説明者）
東京都福祉保健局健 康安 全部河野薬事監視担 当課 長
東京都福祉保健局健 康安 全部薬務課サイバー 薬事 監視担当者
（オブザーバー）
カライスコス京都大 学准 教授
（事務局）
二之宮事務局長、福 島審 議官、坂田参事官、 友行 企画官
議

事：

１． 開会

２．役割分担の考え 方の 整理（１）

３．閉会
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≪１．開会≫
○中田座長

本日は お忙 しいところお集まり いた だきまして、ありが とう ございます。

ただいまから第９ 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、所用によ り大 橋委員、沖野委員及 び原 田委員が残念ながら 御欠 席となっております 。
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 料一覧のとおりにな って おります。もし不足 等
ございましたら、事 務局 までお知らせいただ くよ うお願いいたします 。

≪２．役割分担の考え方の整理（１）≫
○中田座長

今日最 初の 議題として取り上げ ます のは、役割分担の考 え方の整理ということで あ

ります。近年、医薬 品の 無許可販売や化粧品 等の 違反広告が増加して 、私 も目にすることが結 構
あります。違反して いる かどうかなかなか分 からないところもあるの です けれども、そういっ た
問題があるというこ とで 、東京都では連絡会 を立 ち上げて、フリマサ イト 等の運営企業の協力 を
得て、法令に抵触 するよう な出品に係るサイト パト ロールを実施してい ると お聞きしております。
そして、今日は東 京都 からその取組につい て、 また、状況について 説明 をいただいて、内容 に
ついて意見交換をさ せて いただきたいと思い ます 。
今日御報告してい ただ くために、東京都福 祉保 健局健康安全部の河 野薬 事監視担当課長に御 出
席をお願いしており ます 。
東京都におかれま して は、お忙しいところ 御出 席をいただきました こと に感謝をしたいと思 い
ます。
それでは、資料１ につ いて時間が十分には ない のですが、20分程度 で説 明をお願いします。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

皆さん、改め まし て都庁の福祉保健局 薬

事監視担当課長をし てお ります河野と申しま す。
日ごろからいろい ろ御 専門のお立場で都の 薬務 行政に御指導、御支 援い ただきまして、誠に あ
りがとうございます 。ま た、今日は貴重なお 時間 を頂戴いたしまして 、誠にありがとうござい ま
す。お役に立てるか どう か分かりませんが、 私ど もの取組について簡 単に 御説明をさせていた だ
きたいと思います。
内容的には、私ど もサ イバー薬事監視担当 とい う担当もおりますの で、詳細はサイバー薬事 担
当から御説明させて いた だきますけれども、 私ど も都庁の薬務課は薬 事監 視、薬事衛生の関係 で
昔の薬事法、今、医 薬品 医療機器等法になっ てお りますが、こういっ た法 律あるいは毒劇物の 関
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係の法律、家庭用品 の関 係の法律、さらには 麻薬 、覚醒剤など薬事関 係の 法令について所管を し
ている部署でござい ます 。私どもの薬事監視 担当 の部門といたしまし ては 、こういった薬事関 係
の監視指導ですから 医薬 品等の適正流通の確 保は もちろんですけれど も、 一昨年に出ました偽 造
医薬品の案件ですと か、 広く薬事監視全般を 担当 しているところでご ざい ます。
広告に関しまして も主 要な事業の一つでご ざい まして、従来からテ レビ 、新聞、月刊誌、週 刊
誌といったものに関 しま しては、通常、通報 が寄 せられたりするもの の措 置はもちろんのこと 、
一斉監視指導として、例 えば１週間分のテレ ビの 全てのCMを集めまし て、 全件をチェックする と
いう広告監視もやっ てき ております。
ただ、御承知のと おり インターネットが盛 んに なったころから、そ の件 数が膨大であるとい う
ことから、従来の薬 事監 視の方法では不適切 なも のについて迅速に発 見を し、措置をするとい う
のが非常に難しくな って きたということで、 イン ターネットのショッ ピン グモールにつきまし て
は平成14年度、正確 に言 うと平成15年の３月 です からぎりぎり14年度 の終 わりからなのですけ れ
ども、プロバイダー さん というのでしょうか 、イ ンターネットのショ ッピ ングモールを運営さ れ
ている企業の方々、 当時 は８社でいらっしゃ いま したけれども、御協 力を いただきましてイン タ
ーネットの広告監視 とい う事業をずっと展開 して まいりました。
それはそれなりに 一定 の効果を上げており まし たが、2012年ごろで しょ うか。フリーマーケ ッ
トサイト、いわゆる フリ マのサイトが勃興し てき てから、これまた今 まで のインターネット監 視
の手法では対応が難 しい という状況になって まい りました。出品者の 方々 がなかなか私どもと し
ては特定できないで すと か、あるいは取引件 数、出 品件数がとてつもな い量 があるということで 、
これまでのインター ネッ ト広告監視の手法で も難 しいということで昨 年度 、こちらにも見えて い
ますけれども、メル カリ さんですとか、楽天さん ですとかヤフーさんなど フリマサイトを運営 さ
れている方々に御相 談しまして、御快諾をい ただき まして、正式には今 年度か ら関係の６社の方々
と連絡会を立ち上げ まし て、昨今、問題にな って いるようなものにつ いて 情報共有をし、何か あ
った場合にすぐに連 絡を して対応していただ くと いうような施策を始 めた ところでございます 。
これから簡単にパ ワポ で具体的なところは 御説 明させていただきま すけ れども、何せ今年度 立
ち上げたばかりでご ざい まして、より効果的 な方 法、より迅速な方法 等に ついて、私どもも現 在
まだ試行錯誤を重ね てい るところでございま す。この機会に皆様方の 目か ら御覧になって、御 専
門の立場からいろい ろ御 意見等をいただけれ ば大 変ありがたいと思い ます 。どうぞよろしくお 願
いいたします。
では、担当の谷崎 から 、パワポを使って御 説明 をさせていただきま す。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

東京 都薬 務課サイバー薬事担 当

の谷崎と申します。 どう ぞよろしくお願いい たし ます。
現在、東京都で行 って いるネット関係の２ つの取組、B to Cの部分 とC to Cの部分の薬事監 視
について御紹介させ てい ただきたいと思いま す。
１枚めくっていただき まして右下の資料１ の１ ページ目が、ネット上のシ ョッピングモール（B
to C）の薬事監視に つい てということで、ま ずB to Cの部分について 御説明 をさせていただきた
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いと思います。
２ページ、ショッ ピン グモールの薬事監視 は、 大きく２つに分かれ てお りまして、①の個別 の
監視指導、②の協力 ネッ ト企業を通じた啓発 ・注 意喚起の２つでござ いま す。
まず①の個別の監 視指 導なのですけれども 、こ れはリアルに実店舗 を構 えていらっしゃる薬 局
とか化粧品販売店な どと 同じように、一店一 店の ショッピングモール のお 店を個別に指導すると
いうものです。ただ 、モ ール上の店舗という のは 膨大な数に及びます ので 、こうした従来型の 一
店舗一店舗ずつ潰し てい くというやり方では 限界 があることとか、シ ョッ ピングモール上では 同
じような違法な出品 を複 数の店舗で出されて いる といった特徴がある こと から、東京都では平 成
14年度、2002年度か ら運 営企業の方々と協力 する 体制を構築いたしま した 。さらには平成18年 度
からは、この取組は 全道 府県と協力して実施 して おります。
具体的なやり方な ので すけれども、まず東 京都 が広告主に直接個別 指導 した商品で、ショッ ピ
ングモール上でも多 数出 品されているものに つい て、協力企業を通じ て違 反文言の具体例をお 示
しし、各広告主に啓 発と 注意喚起を実施して おり ます。
例えばこちらの商 品Ａ というものに関して 何か 違法な文言がある、 違法 な広告があるという こ
とを東京都で感知し た場 合には、もちろんこ の広 告主に対しては１対 １で 東京都から指導を行 う
わけなのですけれど も、 どうやら製品Ａに関 して 違法な内容が、こう いう ことがありがちだと い
うことが分かりまし たら 、東京都から協力ネ ット 企業の方に対してそ うし た文言など、例えば 製
品Ａについてこうい った 文言が広告されてい れば 、医薬品医療機器等 法違 反ですといったよう な
内容を情報提供させ てい ただきまして、各運 営企 業の方が自ら製品Ａ につ いて自社のサイトで の
出品状況だとか広告 内容 をチェックしていた だい ております。
もし違法な広告が あっ た場合には、運営企 業の 方から出品者に注意 喚起 をしていただいてお り
ます。現在、大体年 に２ 回程度こういった情 報提 供を実施しておりま して 、対象出品は毎回数 千
に及んでおります。例え ば、昨年度なのですけれど も 、昨年度は２回実施いた し まして、合計7,893
出品を対象に各運営 企業 でチェックをしてい ただ きました。運営企業の御 協力で改善率は非常 に
高くて、例年８割前 後と 非常に高い改善率に なっ ております。また、 その 残りの部分、８割ぐ ら
いは運営企業の方か らの 注意喚起で直すわけ です けれども、残りの２ 割の 部分、それでも直ら な
かったという部分に つい ては、私どもも含み ます 自治体から個別に行 政指 導を行っております 。
従来の東京都など の自 治体が個別に一店舗 一店 舗ずつ指導していく 方法 と比べますと、大幅 に
監視指導の効率化が でき まして、結果的に違 法な 出品による健康被害 を未 然に防ぐことに大き く
寄与しているのでは ない かと思っております 。
次のページですけ れど も、この事業に御 協力いた だいているショッピ ング モールの運営企業は、
現時点ではこちらの16社 の方々です。本日、 御出 席のメルカリ様、ヤ フー 様、楽天様にも御協 力
をいただいておりま す。
続きまして、フリ ーマ ーケットサイトやオ ーク ションサイトといっ たC to Cに関する薬事監 視
についてでございま す。 ５ページ目のスライ ドの 左上の部分になるの です けれども、近年、急 速
に市場が拡大してい るフ リーマーケットやオ ーク ションサイトですが 、出 品が増えるにつれて 医
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薬品医療機器等法に 抵触 する出品というのも 見受 けられるようになり まし た。
フリマサイト等の 問題 点として、家庭で不 要に なった医薬品が出品 され たり、個人輸入した 医
薬品等の転売や、例 えば 、化粧品でアトピー が治 りますよといったよ うな 違法な広告が散見さ れ
ます。医薬品の販売 や輸 入には原則として許 可が 必要ですので、そう いっ た許可なしに出品す る
ことは医薬品医療機 器等 法に抵触しますし、 また 、何よりもこうした 出品 による健康被害のお そ
れというのも生じて しま います。
東京都では、リア ルな 店舗、実店舗だとか 先ほ ど申し上げましたと おり インターネット上の シ
ョッピングモールへ の監 視指導というのは、 長年 のノウハウがあるの です けれども、フリマサ イ
トはそういったとこ ろは かなり異なる特徴が あり まして、従来の薬事 監視 の手法だけではなか な
か通用しないという 問題 が発生いたしました 。
まず一番大きな問 題点 として、出品者の氏 名、 住所などを把握する こと が困難な点が挙げら れ
ます。ショッピング モー ルでは特商法に基づ き広 告主の氏名などが表 示さ れておりまして、そ れ
をもとに我々行政が その 事業者の方へ立入指 導す るとか、そういった 接触 をするわけなのです け
れども、フリマサイ トで はそういったことが分か らず、出品者が医薬 品医 療機器等法に抵触す る
出品を行っていたと して も、すぐに行政が出 品者 へアクセスすること がな かなかできません。 ま
た、フリマは取引量 が多 くて売買のスピード がと ても速いということ や、 出品者に医薬品医療 機
器等法に対する認識 が十 分ではないケースが 多い といった特徴もあり ます 。そのため、我々行 政
とフリマサイト運営 企業 の方々が連携し、効 率的 な監視体制を構築し たり 、出品者への普及啓 発
をすることが重要に なっ てまいります。
さらに、フリマサ イト では違法な出品を各 サイ トに次々と行う出品 者が いたりとか、違法な 出
品を表現するキーワ ード がどんどん変化して しま うという特徴もあり ます 。こうしたフリマサ イ
トならではの問題に 対応 するために、東京 都とフリ マサイト等運営企業 ６社 とで連絡会を開催し、
情報共有できる体制 を構 築いたしました。
具体的にどのよう なこ とを行っているかと いい ますと、スライドの 右側 になりますけれども 、
フリマサイト等運営 企業 ６社の方と連絡会を 定期 的に開催し、情報共 有を 実施しております。 出
品サイクルが短く、 変化 が速いフリマサイト 等の 広告にも対応できる よう にするため、フリマ サ
イト等運営企業と定 期的 に連絡会を開催して、監 視指導結果の最新の 動向 などの情報交換、情 報
共有をすることによ って 、各サイト、各企業 の方 の自主的な審査の向 上を 図って、不適切な出 品
の防止につなげたい と思 っております。
また、東京都にお いて もフリマサイトのパ トロ ールを随時実施して おり まして、医薬品医療 機
器等法に抵触する出 品を 発見した場合には、 直ち に運営企業の方へ削 除要 請することで、迅速 に
そういった問題のあ る出 品の排除を行ってお りま す。
さらに、東京都の サイ トパトロールで発見 した 品目等の情報を全協 力企 業の方に情報提供い た
しまして、各社で緊 急の 一斉パトロールを実 施し ていただいておりま す。 次のページで具体的 な
パトロール結果を御 紹介 したいと思います。
６ページ目になり ます が、フリマサイトで の不 適切な出品としては 大き く分けて２つありま し
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て、そもそもその商 品自 体を出品してはいけ ない というケースと、出 品自 体は可能なのだけれ ど
も、広告内容に問題 があ るというケースの２ 種類 がございます。
まず、そもそもそ の商 品自体、出品しては いけ ないケースの例とし まし て、スライドの左上 に
ありますように、こ れは 糖尿病の患者さんが 使用 する自己注射用のイ ンス リン製剤なのですけ れ
ども、そういった医 薬品 のインスリン製剤だ とか 、医療機器に該当す る注 射針といったものが 出
品されていたことが ござ いました。これらは 医薬 品や管理医療機器に 該当 するものなので、原 則
として薬局などの販 売業 の許可がなければ業 とし て販売することはで きま せんので、出品はで き
ません。出品自体が でき ない商品となります 。
また、患者さんご とに 医師の診断を受けた 上で 処方された医薬品を 使わ なければとても危険 で
す。こういった商品 がフ リマサイトで売買さ れて しまうということは 、法 律に抵触するだけで は
なく、健康被害も生 じか ねない危険なことだ と思 っております。
また、右上のスラ イド のように、化粧品と か医 薬部外品、健康食品 は、 販売すること自体に は
特段、許可は不要な ので 、どなたでも出品す るこ とは可能なのですけ れど も、例えば、アトピ ー
が治ったとか、がん が消 えたなどの広告を出 すこ とは、当然のことな がら 医薬品医療機器等法 に
違反してしまいます 。
こうした不適切な 出品 を発見した場合には 、東 京都からそのフリマ サイ ト運営企業に直ちに 御
連絡をとりまして、 各企 業で出品の削除等の 対応 がとられております 。こ うした個別の事例を フ
リマサイト運営企業 ６社 の方と連絡会で共有 し、 各社が自主審査を強 化す ることでフリマサイ ト
から不適切な出品や 広告 が排除され、健康被 害を 未然に防ぐことにつ なが っているのではない か
と思っております。
また、フリマサイ ト等 へ出品される個人の 方に は、医薬品医療機器 等法 の認識が十分でなく 、
決して悪意があるわ けで はなくて、悪意なく 法令 に違反してしまうと いう ことも多いので、東 京
都ではそうした出品 者の 方向けの普及啓発用 のホ ームページというの も作 成しております。作 成
に当たっては、日ご ろ出 品者の方と接触され てい るプラットフォーマ ーの 方々の御意見もいた だ
きながら、より分か りや すいページになるよ うに 工夫いたしました。
東京都で行ってい るネ ット上のショッピン グモ ールやフリマサイト の監 視指導の御紹介につ い
ては、以上でござい ます 。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

一応、簡単な 御説 明でございましたけ れ

ども、一例だけ申し 上げ ますと、このフリマ サイ トの出品で問題にな った のが、お医者さんか ら
いただくヒルドイド とい う軟膏といいますか 、ク リームがありまして 、あ るいはヒルドイドと い
うクリームですとか 湿布 薬が出品されている とい うのが一度報道され まし て、ちょっと大きな 問
題になったことがあ った かと思うのです。
私どものほうで検 索を しましたら1,000件を 優に 超える出品が確認を され たのですけれども 、今
回の６社の方々の御 協力 をいただきまして、 出品 されている方々に注 意喚 起をしていただきま し
たところ、速やかに ゼロ になりました。私ど もは 性格が悪く聞こえる かも しれません。違反を 見
つけるのは意外と得 意な のです。ただ、これ だけ 膨大な相手の方々に 対し て、出品に対して迅 速
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に対応していくノウ ハウ というのは当然持ち 合わ せておりせんので、 目指 すところは同じだと 思
いますので、今後も 皆様 方、企業の方々の御 協力 もいただきながら、 広告 の適正化を進めてい け
ればなと思っており ます 。
以上でございます 。よ ろしくお願いいたし ます 。
○中田座長

ありが とう ございました。

非常に監視体制が しっ かりと構築されてい るよ うに思ったのですが、ま ずは今日の御説明に つ
いて、各委員から何 かお 聞きになりたいとこ ろ、 あるいはこういった 点は もう少し強化すべき で
はないかとか、御意 見が あればお願いいたし ます 。いかがでしょうか 。
○早川座長代理

個 別監 視指導についてお聞 きし たいと思うのですが 、ウェ ブサイトを監視して、

法律に違反したよう なも のが出品されていな いか というのをチェック する ということを伺った の
ですが、出品されて いる サイトの中には例え ば簡 単には閲覧ができな くて 、ディープウェブと か
ダークウェブという 形の もので、違法なもの が頻 繁に取引されている よう なところがあるよう に
も聞いていますし、 実際 に私も、私は大学に 勤め ていますが、学生に 見せ てもらったらこんな と
ころがあるんだとい うと ころで、違法なもの が取 引されているような 実態 があるようなのです け
れども、そういっ たところ はここに言うところ の個 別監視指導の内容に 入っ てくるのでしょうか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

今のお話です けれ ども、実は私ども薬 務

課では、御存じのと おり 危険ドラッグの対策 とい うのも条例をつくっ てや っておりまして、危 険
ドラッグ対策への活 用も あって、その辺のと ころ はダークサイトも全 部、 ビッグデータ解析を 使
いましてチェックを して おりますので、ドラ ッグ のチェックの際にこ うい った広告物が出てく れ
ば、一緒に対応しており ます。
○中田座長
○畠委員

ほかに いか がでしょうか。畠委 員、 お願いします。
今の点に つい てなのですけれども 、フ リマサイトで販売さ れて いるものと、そうい う

ダークウェブで販売 され ているもので、パト ロー ルして発見した後の対応 の仕方の差異みたい な
ものはありますでし ょう か。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

検索して出て くる 手法は同じところか ら

出てくるのですけれ ども 、フリマサイトに出 品を されている方と危険 ドラ ッグを取り扱ってい る
方は、素性が全く違 いま すで、対応はもちろ んお のずと変わってまい りま す。○西村委員

東京

都でかなりやってい らっ しゃるんだなという こと を勉強させていただ きま した。
ほかの県とかとは こう いう活動をしている こと は共有したり、連携 した りしておられるので し
ょうか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

基本 的に 全都道府県で協力し て

行っておりまして、 特に今日お示しした資料 の中 の２ページ目のネッ ト上 のショッピングモー ル
の監視指導について なの ですけれども、この 中の ②の協力ネット企業 を通 じた啓発の注意喚起 の
ところは、基本的に 全都 道府県で協力して行 って おりますので、まず は東 京都からほかの道府 県
に対して、最近各県 で把 握されているような 内容 で何かトピックス的 な違 反だとか、そういっ た
ものはないですか、 目立 つような違反はない です かというような呼び かけ をして、そういった 情
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報をもとに品目を選 定し ておりますし、もし 違反 があった場合にも、全て の道府県と協力をし て
違反の措置を行って おり ます。
○生貝委員

御説明 あり がとうございました 。

３ページで関連協 力企 業の一覧を挙げてい ただ いておりますけれど も、 このうち特に４番と ７
番の会社様に関してはモ ール運営なしという とこ ろに関して、おそら くこ ちらは広告ネットワ ー
ク等を運営されてい る関 係かなと思うのですが、 このあたりとは具体 的に どういった協力関係 を
行っているか教えて いた だければありがたい です 。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

おっ しゃ るとおりでして、基 本

的に４番、７番の会 社の 方に関しては、直接 的に 自社でECサイトを運 営さ れているわけではな い
のですけれども、違 法な 広告をその方たちを 経由 して流してしまう可 能性 があるということで 、
最新の医薬品医療機 器等 法に関する情報共有 がし たいということで、 現在 もメンバーに入って い
らっしゃいます。
○早川座長代理

先 ほど 他の都道府県との連 携の お話をしていただい たの ですけれども、例え ば

先ほど危険ドラッグ の話 がございましたが、 そう するとこれは刑法に 違反 してくるような、刑 事
罰がかかるようなも のも 当然あるということ にな りますので、例えば 警察 との関係ですとか、 あ
るいは所管の官庁で 中央 の官庁のほうがそも そも これについては所管 して いたりするようなこ と
もあるかと思います ので 、中央の官庁との情 報の 共有あるいは連携等 はど うなっているのかに つ
いても、差し支えな い範 囲で教えていただけ れば と思います。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

まず中央省庁 のほ うですけれども、厚 生

労働省等には私ども のそ ういったチェックを した 結果ですとか、私ど もで 措置しているものに つ
いても現在、措置中 であ るということ、この 辺の 情報というのは厚生 労働 省とは共有をしてお り
ます。
また、事件性のあ るも のですけれども、先 ほど の御質問にありまし たよ うにビッグデータ解 析
でダークサイトを見 てい ますと、普通のサイ トで 広告をしている方と 危険 ドラッグがあるので す
けれども、通常のフ リマ サイトで広告してい る場 合というのは、私ど もそ このフリマサイトの 違
反広告を排除すると いう のが目的ですので、 広告 をやめていただけれ ばま ずは行政効果は上が る
ということなのです けれ ども、危険ドラッグ の場 合というのは禁制品 にな っていまして、所持 し
ていること自体が違 反と いうことになります ので 、ちょっと詳しく申しま すと、危険ドラッグ の
場合というのはその 投稿 している方、要する に情 報を出している方、 身元 、所在というのを更 に
追いかけていくこと にな ります。危険ドラッ グな んかの場合ですと住 所あ るいは実際に入手を し
てみた場合の送付元の住 所、こういったとこ ろいろ いろ調べますが、ほ とんど 虚偽でございます。
行ってみると交番の 住所 だったということもござ いまして、行政的な 調査 には限界があります の
で、これ以上は追い かけ られないといったも のに 関しては、警察に情 報提 供で引き継いでいく こ
とになります。
東京都の場合、専 門の 方もおります。
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○森委員

６枚目の スラ イドで不適切な広告 の例 ということで、薬機 法66条１項と68条が挙げ ら

れていますけれども 、こ れは販売者のみなら ず、 何人がこういう広告 をし てもだめということ か
と思いますが、本件 はこ の出品について広告 とし て扱ってというふう にさ れているわけですけ れ
ども、その場合、広 告の 主体はあくまでも出 品者 ということになるの でし ょうか。それとも場 合
によってはプラット フォ ーマーが広告の主体 であ るという解釈になる こと もあり得るのでしょ う
か。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

基本的には広 告の 措置に関しては、広 告

主を対象としており ます ので、出品者の方に なる と思います。原則的 な位 置づけとしてはプラ ッ
トフォーマーの方と いう のは、雑誌に違反広 告が 載っていた場合の出 版社 という位置づけにな る
のかなという理解で おり ます。
○中田座長

それに 関連 して、例えばそのと きに、あまりないとは思 うの ですが、プラットフ ォ

ームのほうに連絡を した として、それにもか かわら ず、その広告が削除 されな い場合については、
プラットフォーム運 営事 業者が責任を負うと いう 形になるわけですか 。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

今の 御質 問でいきますと実例 が

なくて、プラットフ ォー マーの方はとても協 力的 であるということと 、市 場の健全化というの に
各企業の方が既に相 当の リソースを割いて活 動さ れているので、こち らか ら違法ですよとお伝 え
したにもかかわらず 、対 応していただけなか った という事例がないの で、 詰めたことがないと い
うのが正直なところ で、 もし仮にこちらから プラ ットフォーマーの方 に情 報提供したにもかか わ
らず、お互いの意見 の違 いといいますか、解 釈の 違いで対応がとれな いと いうふうになった場 合
に、プラットフォー マー の方にどこまで医薬 品医 療機器等法の責任が かか るかというのは、厚 労
省とも協議しなけれ ばい けないかなと思って いる のですが、今のとこ ろそ ういう協議を行う機 会
自体が幸いにしてな かっ たので、お答えでき ない 状況です。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

雑誌のケース では 過去にはあります。 言

葉が悪いのですけれ ども 、健康雑誌のような 類い のもので、薬機法か ら見 ますと違反広告が非 常
に多いというケース があ ります。それは個々 にやる のですけれども、あ まり多 い場合というのは、
出版社でも考査され てい ると思いますし、当 然、 考査の方々に対して も私 どもはいろいろ法律 的
なところはお伝えし てい ますので、考査にお 願い をすることが以前あ りま した。でも、なかな か
直らないといった場 合に、果たしてこれは出 版社 のほうが違反広告を 要す るに助長していると い
うことができるのが どう かというのは、厚労 省と も詰めたことはござ いま すが、ほかの法律的 な
ものもあって薬事の 世界 では結論としてはで きて いないのかなという 理解 でおります。
○畠委員

行政とプ ラッ トフォーマーの役割 分担 という観点で、以前 この 会合の中でも本当は プ

ラットフォーマーが 果た すべき役割なのに、 それ を行政側で肩がわり する のはけしからんとい う
向きの意見があった よう に記憶をしている、 誤解 かもしれませんけれ ども 、その観点で行政の ほ
うでパトロールとい うか 監視をすることにつ いて 、皆様の御意見を伺 えれ ばと思うのですが。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

もち ろん プラットフォーマー の

方の責任というのも ある と思うのですけれど も、 一方で我々行政の側 もそ ういった健康被害を 防
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ぐという観点から、薬事 監視は当然にして行 わな ければいけないので 、我 々行政側の責任でも あ
ると思うのです。
確かに見方によっ ては 本来、プラットフォ ーマ ーの方が全部完璧に やれ ば、行政のパトロー ル
は必要ないというこ とも あり得るかもしれな いの ですけれども、プラ ット フォーマーの方は様 々
な商品、膨大な商品 を扱 っていらっしゃって いて 、既に相当なリソー スを 割いて監視体制とい う
のは構築されている わけ ですけれども、例え ば私 どもが担当している 医薬 品医療機器等法、昔 で
言う薬事法ですけれ ども 、そういった個別の 法律 の最新の情報とか、 最新 の違反傾向というの は
当然、私どものほう が把 握していますので、 肩が わりというよりは、 私ど もが持っている情報 を
プラットフォーマー の方 に提供することによ って 、お互いに非常に効 率的 に薬事監視と言うの で
しょうか、そういう モニ タリングを進めるこ とが できますし、それに よっ て変な、違法な出品 が
出なくなれば、それ が消 費者の方にとっても 健康 被害を防ぐという点 でも、健全な市場をつく る
という点でもいいか と思 いますので、あまり肩が わりという議論は私 ども の内部ではそんなに は
ないかなと思ってお りま す。
○中田座長

畠委員 の議 論について補足する と、 一つはそういった広 告と いうものをプラット フ

ォームを通じて出し てい る。それによって販 売機 会を提供することに なる ので、本来的にはも ち
ろんプラットフォーマー もそういったことを 監視 というか、調査をき ちん としていく本来的な 義
務があるのだという こと を前提にしつつ、行 政の 立場からそういった 情報 提供をして協働して い
くという枠組みなの か、 全くそれはプラット フォ ーマーとしては義務を負 わないで、指摘があ れ
ばそれに応じて対応 する ということなのか、 そう いう議論の背景があ ると 思います。
○早川座長代理

少 し角 度が変わりますけれ ども 、ネットですと日本 の事 業者でなくても日本 の

中にいる消費者等に アク セスすることが当然 に簡 単ですし、あるいは 売ろ うと思っている人、 広
告を打つ人が、日本 のプ ラットフォーマーで はな くて海外のプラット フォ ーマーを使って、し か
し、日本の消費者は そこ から情報を得ること がで きて、そこで一歩購 買行 動に乗り出すという こ
ともあり得るわけで すけ れども、その事業者 や売 り手ないし広告的な もの を打とうとしている と
ころ、あるいはプラ ット フォーマー等が海外 の事 業者あるいは海外に いる 人という場合もあり 得
ると思うのですが、 実例 がもしかしたらない のか もしれませんけれど も、 それについてどうい う
対応をおとりになっ てい る、あるいはなる御 予定 なのかというのはい かが でしょうか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

基本 的に 海外の事業者に対し て、

日本の医薬品医療機 器等 法をそのまま適用で きる かどうかというのは 難し いのかなと思ってい る
のですけれども、実 はそ れに関しては私ども 東京 都ではなくて、厚生 労働 省で事業を行ってい ら
っしゃいまして、厚 労省 が事業として海外の プラ ットフォーマーに接 触を し、基本的に閲覧が で
きないようにすると いう ような対策をされて いま す。ただ、もちろん100％ 閲覧できないように で
きているかというと 、ち ょっと難しいところ もあ るのですけれども、 そう いった事業は厚労省 さ
んで実施されていま す。
そういった海外の サイ トを見つけた場合に 、各都道府県から情報提 供を する様式も定まって お
りまして、その様式 に従っ て事業主が海外なの だけ れども、明らかに全 て日本 語で書かれていて、
11

日本人をターゲット にし ていると思われるよ うな サイトを発見しまし たと いうことで、それを 厚
労省さんにお送りし てお りまして、その後、 厚労 省さんの内部ででき る限 りサイトを閉鎖でき る
ような対応をとって おり ますが、もちろん100％で きているわけではな いの ですが、かなりそうい
った対策は進んでい るか と思います。
○早川座長代理

あ りが とうございます。

そうすると例えば です けれども、６ページ 目の もので言いますと医 薬品 医療機器等法が根拠 規
定になっているわけ で、 そうするとこの規定 の適 用範囲が海外の事業 者で すとかプラットフォ ー
マーとの関係で、ど こま で及ぶのかというの が一 つの問題になると思 うの です。
厚生労働省がもし もそ れをやっているとい うこ とは、この法律自体 の適 用範囲は海外にも及 ん
でいると理解してい ると いう前提でないと、 それ はできないというこ とに 論理的にはなるので 、
そうすると東京都が 仮に それをやらないとい うと きには、法律の対象 が及 んでいないというより
も、そこである種、 海外 向けに警告等をする のは それなりに手間も言 語等 のノウハウですとか 技
能が必要になるので 、役 割分担をしていると いう 説明の仕方もあると 思う のですが、先ほどの お
話の中で法律の適用 範囲 自体がというお話が あっ たので。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

そこ につ いては、私どもでは っ

きりとこの法律を海 外の 事業者に対しても適 用で きます、できません とい うのが分かりません の
で、厚労省にも 確認をした 上で、また後日 、お答え を させていただきたい と思 うのですけれども、
基本的には役割分担 とし ては各都道府県で発 見し た場合には厚労省さ んに 連絡をして、そこで 対
応をしていただくと いう ようなことは行って いま す。ただ、法律の及 ぶ範 囲というのは済みま せ
んが、詰め切れてい ない 部分があるので、ま た後 日、お返事できれば と思 います。
○早川座長代理

そ うで すね。ただ、厚労省 が現 実にそれを実行して いる とすると、適用範囲 に

ないとすると法律に ない ところでやっている こと になってしまうので 、そ うすると実際にはそ れ
を明確に明示してい ない にしても、暗黙の前 提と してやっているとい う理 解になるのではない か
と思うのですが。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

おそらくそう なの だろうと思います。 私

ども都道府県から国 に報 告する様式の意味合 いと しては、日本国内で はな くて海外で行われて い
ますという国に対す る削 除要請という手続で やっ ています。厚生労 働省さん はいろいろな方法で、
日本国内の法規を説 明しているということを お聞 きしたこともありま すの で、国のほうがどう い
うふうにやっている かと いうと、おそらくそ うい う理解を求めるよう なや り方なのかもしれま せ
ん。具体的な国のや り方 というのは私ども都 道府 県としては細かくは お聞 きしておりませんが 、
おそらくそういう運 用で やられているのかな と思 います。
○早川座長代理

細 かく て恐縮なのですけれ ども 、エンフォースメン トの やり方として例えば 命

令を出すとか、ある いは お願いをするとか、 いろ いろな方法があるの です が、いずれのやり方 を
するにしても法律に 違反 していますと言わざ るを 得ないので、違反す ると いうことはどういう こ
とかというと、我が 国の 法律が及んでいると いう ことを意味しますの で、 効果が及んでいるか ど
うかの話と、具体的 なエ ンフォースメントを どの ような手法でやるか とい うのは、また別の問 題
12

というふうに私は理 解し ておりまして、今の 最後 のところはエンフォ ース メントのやり方とし て
は様々なやり方があ ると 理解いたしました。
○片岡委員

先ほど の海 外の話とはまた別に 、日 本のモールであるけ れど も、協力してほしい の

に協力してくれなく て困 るというような事例があ るのかどうかをお聞 かせ ください。背景と して、
この中の議論で一生 懸命 やっている人はいい けれ ども、やっていない とす ると、どうやって健 全
性を高めていったら いい かが問題という話題 が出 ていたので、もちろ ん具 体的に言う必要はな い
のですけれども、そういっ たことで困ったこと があるかどうかお知らせいた だければと思います。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

今日 御紹 介したショッピング モ

ールに対する薬事監 視と フリーマーケットサ イト、オークションサイト に対 する薬事監視がB to C、
C to Cそれぞれ行っ てい るのですけれども、 私ど もの場合は、やはり 医薬 品医療機器等法とい う
観点からチェックを して いるわけなのですが 、そ ういった立場で見た とき に御協力をいただけ な
かったショッピング モー ルさんとか、フリー マー ケットサイトの運営 企業 の方というのは幸い に
してあまり記憶にな いで す。
○前田委員

先ほど 早川 先生からの御質問に 対す る補足の御質問なの です けれども、先ほど幾 つ

か、例えば、海外の 機関 とかにも協力を求め つつ やることがあるとい う話 だったのですが、そ れ
は基本的には自ら販 売の サイトを出して、販 売の 広告を出している、 ここ の整理でいくと広告 主
のことという理解で よろ しいでしょうか。と いい ますのも、先ほどそ の前 のところで協力をお 願
いしたにもかかわら ず、 それに対応しないこ とに よって困ることがあ る海 外のプラットフォー ム
というのは、基本的 に今 のところ事例として はな いというお話だった ので 。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

国内 のプ ラットフォーマーさ ん

に関して協力をいた だけ なかったということ はな いのですけれども、 海外 に関してはそもそも 私
どもは接触しており ませ んので、ただ、発見 はす ることは多いので、 例え ばいわゆるED治療薬 、
バイアグラとかそう いっ たものを海外のサイ トで 販売して、明らか に日本人 をターゲットにして、
日本に個人輸入代行 みた いな形で販売をして いる と思われるような海 外の サイトというのは発 見
はしているのですけ れど も、こちらで直接的 に接 触をしていないので 、済 みません、海外の話 に
関してはこちらであ まり接触がないので、困 った という事例もないと いう よりは、そもそも接 点
がないというところ にな るかと思います。
○前田委員
○畠委員

分かりまし た。ありがとうござ いま す。
先ほどの フリ マのお話なのですけ れど も、フリマの事業者 はみ んな協力をしている と

して、お薬の売買 はコミュ ニケーションを行う よう なSNS上でもやりとり がさ れることがあると思
うのですけれども、 そち らの協力体制という か態 度みたいなものはど うで しょうか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

今 、SNS上 で医薬品を売ります よ、

詳細はDMでください みた いな形のものが投稿 され ていることもあるの です けれども、それにつ い
ては今、個別に相談 中と いいますか、まだ御 報告 ができないのですが、そ れについてもこちら で
も把握しております し、SNSで特に若い方たちが そう いったものを見て購 入す ることがないように
対策を講じなければ いけ ないと思っておりま す。
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○前田委員

先ほど の質 問に関するところな ので すけれども、海外の 事業 者の場合、接点がな い

のでなかなか連絡も しづ らいし、交渉がしづ らい という話だったので すが 、先ほどいただきま し
た資料に列記されて いる 事業者の中には、お そら く海外の事業者なの だけ れども、日本に支店 が
あるだとか、日本で ある 程度営業をしている とこ ろもあろうかと思い ます 。そういうところに つ
いてはある程度、具 体的 に誰なのか、大きい 企業 なのでなかなか見つ けづ らいということはあ る
のかもしれないので すけ れども、日本にある 程度 窓口があるようなと ころ については、御連絡 を
されていらっしゃる とい う理解でよろしいで しょ うか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

ショ ッピ ングモールが３ペー ジ

のところに16社書か れて おりますけれども、 その ショッピングモール 、ECサイト上で海外発送 さ
れている店舗という のも ありまして、そちら に関 してはそのショッピ ング モールの御協力を得 な
がら対応しておりま す。
○山本委員

６ペー ジで不適切な広告の例が 挙が っているのですが 、この場 合の広告というのは、

どれぐらい相手が絞 り込 まれたものなのでし ょう か。要するに、プロ ファ イリングを行ってタ ー
ゲット化・個別化さ れた 広告のことを意味し てい るのか、それともプ ロフ ァイリングがかかっ て
いない一般的な広告 なの か。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

基本 的に 医薬品医療機器等法の

中では、一般の方が 見ら れる状態になってい るも のは広告と考えてお りま すので、特にターゲ ッ
トを絞っている絞っ てい ないにかかわらず、 私ど もも含めて普通の方 が御 覧になれる。それで 売
りたいという意図が はっ きりしているような もの で商品名が出ていれ ば、 それは広告というふ う
に判断しております 。
○山本委員

もちろ んそ うなのだろうと思う ので すけれども、例えば私も 歯が痛いとか、イン プ

ラントとかそういう もの を検索したりすると 、イ ンプラント関連の広 告が 入ったりするわけで す
けれども、例えば、ある 薬品に関してそうい うも のを求めている人と か、 それに関連した検索 を
している人とか、そういう 人たちの前に限定し てあ らわれるような広告 もあ ろうかと思うのです。
その場合、ユーザー によ って見ている広告が 違う 可能性があるので、 その 場合どういう監視の 仕
方があるのかなとい うこ とが気になったので すけ れども。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

具体 的な 監視の手法について は、

なかなか申し上げる のが 難しいのですが、今 おっ しゃったようなある 程度 、こちらも一般の方 が
例えば先ほどのイン プラ ントもそうですし、 あと は多いのはED治療薬 とか 比較的検索するであ ろ
うキーワードという のを把握しまして、その キー ワードを入れて出て きた 広告についてチェッ ク
をしたりというよう なこ とも行っております 。
○中田座長

それは あま りここで言うといけ ない のかもしれませんが 、監 視の際にある程度サ ー

チのメカニズムを使 って ということなのです ね。
○生貝委員

今の山 本委 員の御質問に関連し て、 同じ理由でお答えは 難し いかもしれないので す

けれども、まさしく 今フ リマサイトさんです とか ショッピングモール さん はどうだか分からな い
のですけれども、そ れこ そAIを用いた自動的 な不 正出品等の検出とい った ようなことを様々な形
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でお取組も出てきて いる かなと認識している ので すが、この協議会に おい てそういったような も
のの実装ですとか、運用 に関わるような御相 談や 調整等といったよう なこ とも行う場合という の
はあるのかというこ とは 、もし可能であれば 教え ていただければ。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

それ につ いては今、検討して い

る最中でして、まだそこま では至っていないの です けれども、ただ 、今一番 シ ョッピングモール、
ECサイトにしてもフ リマ 、オークションサイ トに しても、一番重要に なっ てくるのがどちらか と
いうと違法な広告、 違法 な出品を表現するキ ーワ ードがどのようなも のな のかということさえ 、
逆に言うとそれさえ きち んと行政側が提示で きれ ば、あとは各運営企 業の 方のシステムの中で 自
動的に落とされると いう ところがありますの で、 その違法なものを表 現す るキーワードがどん な
言葉があるのかとい うと ころに、私どもは全 力を 注いでいるというよ うな 感じです。
○生貝委員

なるほ ど、 ありがとうございま す。

○上村委員

資料の ３ペ ージの企業のところ なの ですけれども、これ は例 えば新たにいろいろ な

サービスが始まった りと かすると思うのです が、 そういった場合は東 京都 のほうで見つけてア プ
ローチして、どんど ん協 力企業を増やしてい くと いう形になるのでし ょう か。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

基本 的に はそのように考えて お

りまして、新たにそ うい ったサービスを始め られ る会社さんがあった 場合 には、ぜひ一緒にや り
たいなと思っており ます 。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

なお、協力企 業に 関しましては、基本 的

に協力していただけ ると ころには協力してい ただ こうと思うのですけ れど も、きちんと目的や 役
割を共有していただ ける ことを前提に加わってい ただくようにしてお りま す。
○西村委員

資料の ２ペ ージの御説明で、年 ２回ぐ らい情報提供をした 結果、８割が改善されて、

残り２割は行政指導 と伺 ったのですが、今ま での お話の中でプラット フォ ーム業者さんで全て 解
決しているというお 話と 、この８割と２割の 話は どう関係しますか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

まず この 事業なのですけれど も、

２ページ目のところ で協 力ネット企業の方に 違反 になりがちな商品と か、 表現はこういうもの が
ありますというのを 情報 提供いたしまして、 その 情報提供に基づいて 各社 で自主的に広告主の 方
に自社のサイトの中 に出 品されているものを チェ ックしていただくの です けれども、それで違 法
なものがあった場合 には 全出品内容に対して 各プ ラットフォーマーの 方か ら注意喚起をしてい た
だくのですが、やは り１ 割、２割ぐらいの方 がそ の注意喚起だけでは 聞か ないところも出てき ま
す。
そこの部分は当然 にし て、もともと医薬品 医療 機器等法違反なので 、そ もそも行政が全て対 応
するという考え方も ござ いますので、逆に 言うと例 えば6,000件ぐらい本 来行 政で監視指導しなけ
ればいけなかったも のの、８割ぐらいが企業 のプ ラットフォーマーの 方が 解決をしてくれて、 残
り２割は、この２ 割につい てここは直してくれ ませ んでしたよという情 報提 供をいただくことで、
私どもとか、あるい はほ かの道府県が監視指 導を 行って潰していくこ とが できるので、確かに 全
件プラットフォーマ ーの 方が解決していると いう 表現ですと誤解があ って申し訳ないのですけ れ
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ども、全件プラット フォ ーマーの方が潰すと いう よりは、全件チェッ クを していただいて、そ の
チェックをしていた だい た中で８割ぐらいは 既に その段階でクリアで きた 、直った。残り２割 の
直らなかったところ は我 々の出番といいます か、 都道府県で対応して 違法 広告をやめさせると い
う形をとっておりま す。
基本的に残りの２ 割の 部分に関しては我々 もモ ニタリングをしてお りま すので、直ったかど う
かというのは随時チ ェッ クもしておりますし 、直 っていなければ東京 都な り、東京都以外の所 在
地がある広告主に関 して は、その県庁に協力 して もらって違法広告を やめ させるという指導を 行
っています。
○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。
ちょっと整理をし たい のですが、先ほど森 委員 からも質問が出てい たの ですが、条文には何 人
もというふうに書い てあ る。広告主は誰かと いう 問題としては、広告 主は 出品者であるという 理
解で考えているので すが、ただ、この法律の 適用 の対象として、つま り何 人もという中にプラ ッ
トフォーマーも当然 その 中に入るという理解 をし てよろしいのでしょ うか 。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

何人も規定な ので 、プラットフォーマ ー

さんが除外されると いう 法律的な解釈はない のだ ろうと思っておりま す。 ただ、当然のことな が
ら66条、68条の適用 対象 ではあるのでしょう けれ ども、実際に私ども が指 導する、措置をする 場
合には、その広告の 広告 主という絞り込みを して いくと、プラットフ ォー マーさんに当たると い
うことがあまりない とい うことです。
以前、ある会社さ んの 健康情報サイトが、何か いろいろ本当のこと や違 うことがいっぱい載 っ
ているのではないか とい うことで、新聞報 道等で東 京都の薬務課が対応 に乗 り出したと書かれて。
あれはたまたま医薬 品医 療機器等法の情報も あり ましたので事情を聞 いて いたら、東京都が乗 り
出したと書かれたの です が、あのときはその 広告 主はある情報提供を した 方、投稿した方もい ら
っしゃいましたけれ ども 、その運営されてい る企 業の方が書かれた記 事な んかもありまして、 そ
ういったものについ ては 運営企業さんの責任 とい うことで対応してい ます 。
○中田座長

お話を 聞い ている限りでは、運 営企 業のほうが非常に実 行力 のある処置がとれると

いう印象です。実質 的に は広告の状況も把握 して いて、かつ、影響力 をい ろいろな形で行使で き
る。そのマーケット から広告主を排除すると いう ような、ある意味で の強 制力を持っていて中 止
させられるという力 を持 っているという現実 があ るわけですね。そう する と単に広告を載せて い
ますというレベルで はな くて、プラットフォ ーム 運営事業者は実質的 な取 引の実態を把握して、
かつ、フリマサイト に出 てきている人たちに 対し て協力しているわけ です 。そうだとすると、 広
告主と同じようなレ ベル で捉えることができ ない だろうかというよう な考 え方が成立するかも し
れないと思うのです が、そういう考え方はい かが でしょうかという質 問で す。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

似たようなケ ース で厚労省さんと検討 し

ている事項がありま すけ れども、今のこの場 のお 話も私どものほうか ら厚 生労働省さんにお話 を
して、ちょっと検討 して いただきたいと思い ます 。
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○片岡委員

今の点 につ いて少し補足をさせ てい ただきますと、モー ルと してはどう考えてい る

かというと、その広 告物 を誰がつくったのか 、ど こに載せるのかとい うも のによって、我々と し
ても注意の振り向け 方が 違うというところが あり ます。
例えば、我々が用意した 有料の広告枠に載せ るも のについては、我々も見せ ていただいて、「こ
れは問題か、大丈夫 か」ということを、店舗 に細 かく確認したりして いま すし、逆に、いわゆ る
出品のページ、各事 業者 が自由につくって載 せら れるというところに つい ては、事前にチェッ ク
するということはし ていません。ただし、ち ゃん と法律を守っていた だくということが前提で、
楽天市場の場合だと、「 こういうキーワード は違 反になるから載せて はい けない」という一覧 を
つくったりして、事 前に 情報提供したり、あ とは以前に御説明した、違反 点数制度を設けるこ と
によって、いざ何か 違反 が見つかったらだん だん その違反点数がたま って 、ペナルティーが科 さ
れるという全体的な 仕組 みがあります。事業 者、 出品者が自分でペー ジを 制作するときには、 な
るべく事前に情報提 供し つつ、違反があっ た場合に はペナルティーになり得 ることを周知しつつ、
我々がより関わりが 深い 場所に載せるという こと になると、もう少し入念 に確認するというこ と
をしています。
○中田座長

ありが とう ございます。

もし事業者サイド で何 かその点についてや って おられること等ござ いま したら、お教えいた だ
ければと思うのです が、 いかがでしょうか。
○前田委員

全企業 に当 てはまるかどうか分 からないのですけれども 、今 まさに、例えば、プ ラ

ットフォームに適用 があ るという前提なのか どう かというところの議 論が あったかと思うので す
が、一つここで一つ の考 慮に入れたほうがい いか なと思うのが、自主 的に 取り組んでいるかど う
かというところでご ざい ます。
もちろん基本的に は厳 密に法律の適用とい うこ とを考えたときには 、例 えば、出品者であっ た
り、広告主であっ たりとい うのが一義的に違反 者で あるからということ では あるのですけれども、
特に医薬品とか医療 機器 とか生命・身体に大 きく関わるものについて 、お そらくは全部がそう と
は言い切れないので すけ れども、ここで定義 とい うのはまた難しいか もし れないのですが、い わ
ゆるプラットフォー ムと 言われているような とこ ろであったとしても 、そ こについては本当で あ
れば各出品者ないし 広告 主の責任ですと一義 的に 終わるのではなくて 、自 主的にそこについて は
問題があるという前 提で 、自主的に取り組ん でい るというようなとこ ろも あるかなと思います の
で、その点も法律の 適用 というところももち ろん 重要な論点ではある かと 思うのですが、そこ を
飛び越えて自主的に 遵守 というか尊重してい るよ うな事業者もあるの では ないかと思います。
○上村委員

弊社で の自 主的な取組として簡 単に 御説明させていただ きま すと、カスタマーサ ポ

ートのほうに出品物 の監 視をする人員がおり ます ので、そちらのほう で特 に薬機法違反は法律 と
してもかなり難しい 法律なので、専門のチー ムを つくりまして監視を 行っ ております。その監 視
をする中で見つかっ た法令違反の出品につい ては 、出品者も知らずに 違反 してしまっている例 も
ありますので、その 出品 物を削除する際に、 こう いう理由で削除しま した ということを伝えて い
ます。その内容も日 々ブ ラッシュアップして 、よ り伝わりやすいよう には しておりまして、例 え
17

ば、東京都のほうで つく られたフリマの出品 に関 する啓発のホームペ ージ がありますので、そ の
リンクをお伝えして より分かりやすくすると か、 そういった工夫をし てお ります。
○中田座長

ありが とう ございます。

○生貝委員

１つ前 の前 田委員がおっしゃっ たこ と、非常にそのとお りか なと思って、当然こ う

いった違法のものが 出品 されているというこ と自 体、大変レピュテー ショ ンあるいは利用者保 護
に問題があるから、 非常 に様々な、自主的な 努力 をそれこそ先ほどの 自動 的な検出等を含めて 、
これは法の及ぶ及ば ない を含めてやられてい る努 力というのは非常に 大き いのだろうなと国外 事
業者含めて思います 。
なのですけれども、自 主的な取組と特に外 国で 言ったときに、なか なか それが実際にどのよ う
に、どのような基準 で行わ れているのかという こと が日本の消費者、な いしは まさしく行政の方々
にとっても見えづら いと いうか、共有されづ らい というか、あるいは その 運用等に、例えば、不
足があったときの意 思疎 通といったようなも のも 、これはどうしても 比較 的しがたい部分とい う
のがあるのかなと考 える ところでございます ので 、やはり日本でそう いっ た広く展開されてい る
ところと、そういっ た情 報というものがどの よう にすれば現に新しい 情報 を含めて入手できる の
か。あるいはやりと りと いうものができるの かと いうことを、これは 法の 問題というよりもコ ミ
ュニケーションの問 題と して考えていくこと が非 常に重要なのかなと 思っ ている次第でござい ま
す。ちゃんと探すと いろ いろな情報が出てく るの ですけれども、実際 はな かなか日本語にもな っ
ていない場合も多い しと いったような継続的 なコ ミュニケーションの在り 方ということかと。
○中田座長

もう一 つ質 問ですが、こういっ た違 法な広告に関係して 、例 えば消費者団体が問 合

せとして、そういっ たこ とを言ってくるとか 、情 報提供を求めるとか 、そ ういうこともあるの で
しょうか。
○東京都福祉保健局 健康 安全部薬務課サイバ ー薬 事監視担当者

そう いっ た消費者の代表の方 か

らの御意見をいただ いて 、例えばこういう変 な出 品がありますという 具体 的な情報もあれば、 大
枠としてインターネ ット 上で問題のある医薬 品医 療機器等法に抵触す るよ うな出品がある場合 に
は、ぜひ速やかに削 除し てくださいみたいな 、大 きな御意見をいただ くこ ともございまして、 そ
れはとても日々参考 にし ております。
○中田座長

例えば 消費 者団体だと差し止め 請求 とか、そういう権限 行使 ができるのですが、 そ

ういったところでの 情報 交換とかもあるので しょ うか。消費者団体からの問 合せがあったときに、
こういう違反があり ます ということを言った りす ることもあるのでし ょう か。
○東京都福祉保健局 健康 安全部河野薬事監視 担当 課長

基本的に一般 の方 々に対して、個別の 対

応事案については情 報提 供させていただいて おり ません。もちろん刑 事訴 訟法の捜査関係事項 照
会ですとか弁護士照 会は 別ですけれども、一 般の 対応に関しては具体 的な 広告に関して、具体 的
な方に対して違反が あっ たのかないのか、措 置をしているのかどうか とい うのは基本的にはお 答
えしておりません。
○中田座長

分かりまし た。

ほかにいかがでし ょう か。
18

○早川座長代理

感 想め いたことでよろしい でし ょうか。この専門調 査会 というのは、プラッ ト

フォーマーが現代に おい てどういうような、 例え ば今日でしたら医薬 品医 療機器等法に違反す る
ような出品や広告が なさ れているときに、ど うい う責任があるのかと いう のを議論していると こ
ろであるのですけれ ども 、先ほどの中田座長 の問 いかけに対して、現 象と しておもしろいなと 思
ったのは、事業者の 方々 は「我々は自主的に 」と いうのを強くおっし ゃっ ているので、そこの 意
図するところは私は よく分かるように思いま して、つまり実際には先ほ どか らお話があるように、
協力しないところは あり ませんというところ が実 態で、先ほどもほか の委 員の方もおっしゃい ま
したけれども、レピ ュテ ーションリスクを考 えた ときには、ダークウ ェブですとむしろ危ない も
のを売っていれば売 って いるほどレピュテー ショ ンが上がるので、そ れは 置くとしても、そう で
ないところは通常は 協力 するであろうと。
そのときに協力す ると いう行動をとってい るこ とが、それが法的 責任の根 拠にされてしまうと、
むしろディスインセ ンテ ィブとして働いて協 力し ないほうがいいでは ない かという話になり得 る
ので、多分、現在実 態と して協力していると いう 実行があるというこ とが 、何らかの法的な責 任
なり、そういったも のに つなげていくのは筋 的に はあまりいい議論で はも しかしたらないのか も
しれないなと感じた 次第 でして、もしそうい うも のが出てくるとした ら、 ほかのところに根拠 を
求めないと多分だめ なの ですけれども、ただ 、他 方で先ほどコミュニ ケー ションが大事とおっ し
ゃられたのと同じよ うに 、こういった形で少 なく とも現在かなり実行 が上 がっているというの が
事実としてあるのは 非常 に重要なことかなと 思い ました。
以上です。
○中田座長

いかが でし ょうか。法の枠組み とい うのがどこまで及ん でい るのかということと 、

実際にどのように対 応し ているのかというの はま た別の問題ですが、ただ 、そこがマーケット の
最低限の要請であること に対応しているのか どう か。マーケットルー ルと しての最低限の要請 で
あるということであ れば 、法的なルールとし ても 認めていくことにも なる のかもしれません。 そ
こはまだ議論をして いる ところではないかと 私は 思っております。
ほかにいかがでし ょう か。それでは、ここ で一 旦議論は終わらせて いた だいて、今日は非常 に
貴重な情報を提供い ただ きまして、ありがと うご ざいます。我々もど のよ うな形で役割分担さ れ
ているのかをしっか りと 理解した上で、プラ ット フォーマーが果たす べき 役割を今後考えてい き
たいと思っておりま す。
どうも今日はあり がと うございました。
それでは、ただい まか ら休憩をとりたいと 思い ます。。

（休

○中田座長

憩）

それで は、 再開させていただき ます 。

次の議題は討議と いう ことで、第６回以降 、オ ンラインプラットフ ォー ムが介在する取引に お
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ける消費者トラブル の状 況について、また、 オン ラインプラットフォ ーム 事業者、事業者団体 の
取組も含めてですけ れど も、取り扱ってきま した 。さらに現行の規定 等の 整理についても行っ て
きました。それらに つい て有識者のヒアリン グも 行ってまいりました 。
ヒアリングは全て 終わ ったというわけでは なく 、今からもう少し時 間を とってヒアリングを さ
せていただくことを 考え ておりますが、これ まで の議論の蓄積もござ いま すので、お手元の資 料
２がありますが、そ うい った論点を踏まえな がら オンラインプラット フォ ームが介在する取引 に
関わる利用者、財・ サー ビスの提供者、購入 ・利 用者及びプラットフ ォー ム事業者がそれぞれ 負
うべき責任又は義務 を明 確にして、安心して 取引 を行うための役割分 担の在り方というものを 考
えていきたいと思っ てお ります。
それについての議 論を 今からフリートーク みた いなところも出てく るか もしれませんが、提 示
された論点に沿って 議論 をしていきたいと考えて おります。そのたた き台 となります資料２に つ
いて、事務局から10分程 度でお話をしていた だき たいと思います。
それでは、お願い いた します。
○友行企画官

それ では 、お手元の資料２を御覧 いただきたいと思い ます けれども、討議資料 と

書いてありまして、 本日 は３つのテーマを掲 げて おります。
１つ目のところで ござ いますが、これは以 前に 論点整理といたしま して、１枚紙で整理した も
のの役割分担の考え 方の 整理の部分の検討事 項を こちらに持ってきて いる という整理でござい ま
す。最初の１つ目の とこ ろでございますが、 少し 文章が長くなってお りま すけれども、オンラ イ
ンプラットフォーム が介 在する取引において、消 費者が財・サービス の提 供者、購入利用者と し
て生命・身体、財産 分野 に係る安全を確保し つつ 取引に参加すること がで きる。そういったた め
に利用者、提供者、 購入 者どちらも含みます けれ ども、それらがオン ライ ンプラットフォーム 事
業者に求めるものは 何だ ろうかというところ でご ざいます。消費者ト ラブ ルの発生状況などを 踏
まえまして、現行の 法律 、規程等の中で、あ るい は現行の規程等では 対応 できない場合に、利 用
者がオンラインプラ ット フォーム事業者に求 める ものにはどのような もの があるかということ に
つきまして、御議論 いた だければと思います 。
そちらに例として 挙げ ておりますのは、こ れは これまでの専門調査 会に おけます第１回から を
含めまして、例えば 第６ 回や第８回などで討 議を行っていただいた際 など に委員の皆様の御発 言
の中で、少しこうい った 論点に関係するよう なも のを、項目だけを拾 い上 げているところでご ざ
いまして、最初のと ころ はプラットフォーム のブ ランド力、安心感等 とい うことで項目として 挙
げておりますが、こ れま での議論の中ではこ ちら につきましては例え ば直 販に比べてプラット フ
ォームを利用する方 は、 プラットフォームの ブラ ンド力や安心感に期 待し ているのではないか と
いったような御発言 があ ったことから、こう いっ たものが求めるもの とし て挙がってくるので は
ないかということで 、例 えば例示として挙げ させ ているところでござ いま す。
その次のシステム の安 全性確保というとこ ろに つきましても、例え ばプ ラットフォームが介 在
する場合には、決済 での 安全なシステムを備 えて いるといったことが あるという御発言があっ た
ことなどからも踏ま えま して、ここに記載さ せて いただいております し、 また、その次のトラ ブ
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ルデータの活用によ るト ラブルの未然防止に 資す る仕組みの構築とい った ことでございますと か、
あとは取引に係る透 明性 の確保。透明性とい うの は様々な観点がござ いま すけれども、そうい っ
たことを求めている とい ったような御発言が ござ いました。あとは消 費者 への周知啓発といっ た
ことも期待できるの では ないかといったよう なと ころでございます。
２つ目のところに つき ましては、反対にオ ンラ インプラットフォー ム事 業者様が利用者に対 し
て求めるものは何だ ろう かというところでご ざい まして、ここは例示 とし て挙げておりません け
れども、例えば表示 の部 分のこういうところ はし っかり見てほしいで すと か、そういったこと も
あるのかなというと ころ でございますが、本 日改 めまして御議論いた だけ ればと思います。
３つ目につきまし ては 、三角形の取引に介 在し ている人以外の例え ば行 政ですとか事業者団 体
でございますとか、 消費 者団体等々といった とこ ろがどのような役割 を果 たすことができるの か
といったような観点 でご ざいます。例えば現 行法 の規定の中で、もし 不十 分なところがあるの で
あれば、それについ て考 え方を整理するとい った ことでございますと か、 あとは消費者が選択 す
る際の基準となるよ うな 認証、マークといっ たも のの検討のことでご ざい ますとか、あとは同 じ
く消費者への広報と いっ た面、それから、前 回も 御議論がございまし たけ れども、相談員など の
トラブルへの介入と かあ っせんなどの考え方 。そ れから、利用者に分 かりやすいサイト作成ル ー
ルの策定と申します のは 、以前御議論のあっ たと ころといたしまして は、 例えばモデルガイド ラ
インのようなもので すと か、そういったもの を提 示するといったこと です とか、そういったこ と
の御発言からここに 持っ てきてございます。 こち ら挙げている例は、 あく までもこういった御 発
言が昔はございまし たと いうところを挙げて ござ いますので、ここも 含め 、これだけにとらわ れ
ず、幅広く御議論い ただ ければと思います。
以上でございます 。
○中田座長

ありが とう ございました。

まだまだ詰めなけ れば いけない論点があり ます が、これまでの議論 の中 で十分に時間がとれ な
かったとか、もしこ の点 についてはこういっ た点 をより重視すべきで ある というようなこと、 あ
るいはまだ議論して いな いような問題点等が ござ いましたら、その点 につ いて御指摘をいただ け
ればと思います。
プラットフォーム の運 営者の責任という在 り方、役割分担という観 点か らどのような形でこ の
プラットフォームを 健全 化させるのがよいの かと か、より発展させて いく という観点から問題点
を解消していく必要 性が あるというような御意見 があれば、ぜひ御 発言いた だければと思います。
それでは、よろし くお 願いいたします。
○カライスコス京都 大学 准教授

先ほどの議 論の 中で、プラットフォ ーム 事業者が自主的に対 応

している部分が多い とい う話が出ていました が、このことについて１ つの 視点を提供したいと 思
います。既に全ての プラ ットフォーム事業者 が自 主的に対応している 部分 をルール化する必要 が
ないという考え方も ある というのは分かるの です が、逆に言えばルー ル化 しても問題はないと も
言えるのではないか とい う点です。
○中田座長

ルール 化と いう局面をどういう ふう に見るのかというの はあります。ヨーロッパ で
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見ていきますと例え ばフ ランスは自主規制で やり ますというような形 で議 論があったり、ある い
はドイツはそうでは なく て法律にして明確に する のだという観点が強 かっ たり、つまり同じこ と
が自主規制の中で行 われ ていたり、法律で行 われ ていたりするわけで す。
ただ、EUを見てい きま すと、隠れていると それ はルールではないと いう ような議論もあるわ け
です。つまり明確に 法と して存在しないと、 それ は外部から見えない もの なのだというような 議
論もありまして、ど のよ うな形でルールにな って いるのかどうかとい うこ とが重視されている と
ころがあると思うの です が、そういった点に つい ては、グローバル化 する と、日本国内だけで は
なくて、中国もマー ケッ トになりますし、そ うい ったところを踏まえ ても う少し考えていく必 要
があるのかなという 議論 ではないかと思います。
前田委員、お願い しま す。
○前田委員

今のカ ライ スコス先生の御発言 に関 して質問なのですけ れど も、ルールがあって も

いいのではないかと おっ しゃられている理由 を御 教示いただければと 思い ます。日本でなくて も
一般的にそうだと思 うの ですが、法律ができ るに 当たっては政策的な 目的 だったり立法事実が必
要で、法律というの は最 終的に国家の権限に よっ ての強制だったり、 それ が民事ルールに適用 さ
れたりという、それ なり の強制力があるとい うと ころが自主的なルー ルと の大きな違いだと思 い
ます。ですので、ル ール にするにはそれなり の理 由が必要かなと思い ます ので、そこでもちろ ん
既にあるのだったら ルー ル化してしまっても いい のではないかという のは 、ひっくり返せば言 え
ることなのかもしれ ない のですが、それはそ のま まひっくり返してそ のま まあってもいいかど う
かというよりは、そ こに もう一つ理由づけと いう のが社会的ないし政 策的 、経済的な理由など で
入れていかないと、 なか なか説明がつかない のか なと思うので、そこ は御 教示いただければと 思
います。
○カライスコス京都 大学 准教授

ありがとう ござ います。今、思い浮 かぶ中でお話しますと、 １

つ目が先ほど座長か らお 話のあった透明性と いうものが大きいと思い ます 。以前に私からEUに 関
する状況について御 報告 をしましたが、そのEUで の議論の中では、transparency・透明性という
ものがキーワードと して挙がっていて、座長 からも 話があったように、自主的 な対応の場合には、
それが外部から見た とき に透明ではないとい う部 分も少なからずある とい う点が１つ目です。
２つ目は、先ほど の東 京都からの報告にも 関連 するのですが、エン フォ ースメントというも の
を見た場合に、やは り自 主的な対応には限界 があ って、個々の出品者 など がそれに従わない場 合
もあります。それが 今、EUでも問題になって いて、 エンフォースメント を強 化するためには何ら
かのルールがないと いけ ないという点です。
３つ目が、海外か ら見 た場合の日本市場の 透明 性というものです。海外 の企業等が日本の市 場
に信頼を寄せること を確 保するためには、一 定の ルールがなく、日本 では自主的に対応している
と言うことだと、外 国的 な考え方からすると それ は不透明であって、 日本 市場は参入しにくい 市
場であるとも思われ る可 能性があるという点 です 。
○中田座長

大森委 員、 お願いします。

○大森委員

一般消 費者 から見ても、大手モ ール はすごく自主的に対 応し ているよという現実 が
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あるとしても、今ま での いろいろな社会現象 を見 てみると、大手企業 であ っても違反行為をし て
いる場合がありまして、これを守っているとオンライントラストマークがついているよとか、
JADMAマークがついて いる よというのが一般消 費者 にとってはとても分 かりやすいので、何か そう
いう統一ルールがあ って 、それを守っている とい うのがマークか何か で一 目瞭然になるのが分 か
りやすいかなと思い ます 。
○中田座長

ありが とう ございます。

前田委員、お願い しま す。
○前田委員

今のを 踏ま えまして２点。

まず１点なのです けれ ども、透明性を図る とい うのはすごく重要だ と思 いますし、外から見 た
ときに透明性を図る とい うのは、とても重要 なことだと思います。そ の意 義についてはどこも 多
分、誰も否定しない とこ ろだと思います。
ただ、どのレベル のル ールにするかどうか によ っても変わってくる かな と思います。まして や
執行力のある法律と いう 話になると、最終的 には 国家権力なども出て くる かもしれないですし 、
そのほかにも例えば 今ま さに大森委員からも お話 がありましたように 、例 えば認定だとか認証 だ
とか、いろいろなレ ベル でのルールというの があ るかと思います。そ のど の方法でルールづく り
をしていくことによ って 、透明性というとこ ろは もちろん誰も否定し ない ところなのですが、 そ
れをいざ落とし込む とき にどういうスキーム でい くのか、どういうこ とが どういう形で落とし 込
んでいくのが最も効 率的 で、そして意味のあ るも のになるのかという のは 考える必要性がある か
なと、そこが大事に なっ てくるかなと思いま す。
もう一点なのです けれ ども、まさに先ほど 発言 したことにも関わるので すが、大森委員がお っ
しゃっていた話なの です けれども、認証の中にも自 主的なものもあれば、ISOも結局あれは別に法
律というわけではも ちろ んなくて、例えばプ ライ バシーマークという のも 自主的な団体が自主 的
に出しているという もの も、同じ認証でした りル ールの中にも様々バ リエ ーションがあるので 、
そこについてはプラ ット フォームが様々あっ たり するのと同じように 、細 やかな議論が必要に な
ってくるというのも 一考 の余地があるかなと 思い ます。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございます。まさに 執行 問題にはいろいろな レベ ルがありますので、 そ

れもちゃんと考えて おく 必要があります。
片岡委員、お願い しま す。
○片岡委員

資料２の討 議資料の１の項目だ けで 多分何日も時間が必 要な 論点になるのだろう と

思うのですが、いろい ろ場 合分けをしたほうが いい と思います。例えば、「介 在する」だけでも、
「どういう介在の仕 方だ と、どう結果が変わ って くるのか」という議 論があり得ます。第１回の
議論に戻りそうでは ある のですけれども、「プラ ットフォーム」とい うと たくさん形態がある の
で、どういったもの を対 象にして議論をして いる のかという立ち位置 を常 に確認しないと、議 論
が難しいと思います 。
それから、「透明 性」 という言葉が出てき てい ますが、この透明性 も、EUで話が盛んになっ て
23

いるのは、どちらか とい うと、プラットフォ ーム に入っている事業者 に対 するルールの透明性 の
話が一番盛り上がっ てい て、消費者との関係で言 うと、データの取扱 いが 問題になりやすいと こ
ろです。誰に対する 、ど ういったことの「透 明性 」なのか、この「取 引に 係る透明性」という の
もかなり大きい話で すの で、そこをきちんと 把握 する必要があります。
もう一つ、非常に重要 な観点として、当初 から ずっといろいろ話を して いる中でたびたび出 て
きますが、プラット フォ ームにいるのだった ら最 低限守ってほしい、 最低 限こういうことはや っ
てほしいというような、 期待される取組は、 どの ようなものでしょう か。 我々が発表したよう な
取組が最低限をはる かに 超えていて、もっ と基礎的 なレベルの取組の議 論を しているのであれば、
その最低限の取組が でき ていないところは日 本で どういうところがあ るのでしょうか。具体名 を
出さないにしても、 どう いった場合にそうい う問 題が起こり得るのか とい うことを明確にしな い
と、ルールもいろい ろな レベルがあって、い ろい ろなルールのエンフ ォー スメントの仕方があ る
中で、どのレベルの 話を しているのかが分か らず 、方向性が定まらな いの で、レベル感を把握・
共有したほうがいい ので はないかと思います 。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございます。

それでは、座長代 理、 お願いします。
○早川座長代理

今 まで お聞きしていておも しろ いなと思って聞かせ てい ただいておりますけ れ

ども、最初の片岡委 員の おっしゃられたとこ ろの １番だけで何日も時 間が かかるのではないか と
いうことに関しては 、何 日かかっても埋めが たい 溝は埋めがたいので 、何 日も議論することに ど
こまで意味があるの かと いうふうには私は思 いま すけれども、これは 要は 利害関係が規制なり ル
ールなりがあると変 わる 主体がここにいらっ しゃ るので、それはしょ うが ない話でして、政策 的
にあとは決めの問題 なの で、むしろ大体大き な論 点は出尽くしている よう に私は思えておりま し
て、ただ、だからと いっ て乱暴に議論を進め てい いというわけではな いと は思いますけれども 、
そこは１つ思った点 でご ざいます。
それから、先ほど も私 、前のところで申し 上げ ましたけれども、例 えば ルール化あるいは法 律
のようなものにプラ ット フォーマーの責任に つい ているというときに 、今 、自主的にいい方向 で
のことをいろいろと 実行 してくれているとこ ろが あるから、ではそれ を法 的責任にしてもよい で
しょうというのは乱 暴な 議論だと思っていま して 、そうするとディス イン センティブになりま す
ので、やらなければ よか ったという話になり ますので、そこではない とこ ろに根拠を求めない と
いけないのではない かと いうふうには考えて おり ます。
他方でカライスコ ス先 生のおっしゃられた ３点 というのは、非常に おっ しゃるとおりとも思 う
のですが、他方で透 明性 のつくり方としても 先ほ ども前田委員からも あり ましたけれども、自 主
ルールを設定するこ とで 透明性を高めること もで きるわけですし、あ るい は各事業者の実行し て
いることについて、 表に 見える形で消費者等 に伝 えていくというもの を工 夫すればいいと言わ れ
ると、反論されてし まう ような気もしますし 、エ ンフォースメントの 点に ついても個別の事業 者
といいますか、個別 の者 が個別に販売等をす るこ とは、先ほどの危険 ドラ ッグの例等もありま し
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たけれども、それは プラ ットフォーマーの外 でや られていることで、 それ のエンフォースメン ト
がうまくいかないか らプ ラットフォーマーの 責任 をといっても、その 問題 は多分解決しません の
で、エンフォースメ ント にはいろいろなパタ ーン がありますけれども 、例 えば幾つかのエンフ ォ
ースメントの話とい うの は多分、プラットフ ォー マーの責任を立法化 して も解決しない問題だ と
は考えました。
海外から見てどう 見え るかというところも 、こ れは透明性の話と同 じ話 だと思います。また 、
前半のほうで申し上 げま したけれども、海外 では 海外の異なる政策があっ て、その政策のもと で
事業者が事業を展開 して いるときに、当然 、事業者 がやるべきことにつ いて 矛盾が生じますので 、
その問題をどう解決 する かというのが域外適 用の ときにいつも問題に なる 話ですので、そこに つ
いても考えなければ いけ ないのは悩ましいと ころ だと思いました。
私はどう考えてい るか といいますと、ほか の領 域ですとかほかの法 律等 にも無数に例があり ま
すけれども、あるビジネ スコードですとか、 ビジ ネス主体等が一定の 規模 を持ってしまって、 そ
の規模というのは必 ずし も会社自体の規模で はな くて、マーケットの シェ ア率の規模ですとか い
ろいろな形の規模が あり ますけれども、そう いっ たことが起きたとき に一 定の社会的な影響力 を
持つことがあって、 その 社会的影響力を持っ たと きには、それは量的 では なくて質的に違うも の
に、もはやなってい ると 捉えて、そこに一定 の責 任を負わしめるとい うこ とは、ほかの法制度 の
中でも無数に見られ ます ので、それが一つ の根拠と しては使えるという こと になるかと思います。
では、そのときに 、何 でそういう責任を負 わせ る必要があるのかと いう と、一つの説明とし て
は、多分そのような 質的 に異なるもの、ある いは 規模が大きくなって 社会 的影響力も大きくな っ
たものに対して間接 的に 何かで義務付けをす るこ とによって、最終的 なタ ーゲットに対しての エ
ンフォースメントを する ときに、より低いコ スト で、あるいはより効 率的 に、効果的に実行し よ
うとしている法目的 の達 成ができるというと ころ が多分、必要性とし て抽 象化するとそういう 仕
組みなのだと思って いま す。
ただ、そのときに は対 立する利益としての、例 えば、今回としては 事業 者側の経営の自由と い
うものがありまして 、そ れを規制の形で一定 縛っ ていくことになりま すの で、そことのバラン ス
をどう捉えるかとい うの が非常に重要でして 、そ の際にもさらにその やり 方として法律上のも の
にするのか、あるい は自 主ルールの形成を促 すよ うな形でのやわらか な義 務付けをするのかと い
う形で、いろいろな やり 方がある。多分、全 体像 をスケッチするとそ のよ うな感じかなと思っ て
いまして、この枠組 みの 中でどういうものが あり 得るべきかというこ とを 考えていったらどう か
というふうに考えた 次第 です。
以上です。
○中田座長

ありが とう ございました。全体 的な 枠組みをどういうふ うに していくかというこ と

につながる御議論で はな いかとお聞きいたし まし た。
それでは、大森委 員、 お願いします。
○大森委員

最低限 守る べきルールと、一部 の大 手モールが当然なし 得て いるという２段階が あ

るという御意見があ った のですけれども、最 低限 守るべきルールとい うの は消費者としては法 で
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規制してほしいなと 思い ます。その上、ここ まで やっているよという のを、影響力を持つから 責
任を負わせるという のは 、裁判とかそういう とき ですごく分かりにく いの で、この程度までや っ
ていると、こういう 認証 マークがちゃんと消 費者 に表示されていると いう のが一番分かりやす く
て、その認証マーク をと りながらそういうこ とが 守られていないとい うの は、その企業の欠点 と
いうか、行われてい ない ことがはっきりする ので 、とてもいいと思う ので す。
その認証マークの レベ ルが今、一定ではな くま ちまちで、十把一絡 げが 難しいということで あ
れば、五つ星みたい な感 じで星であらわすと か、 そのように消費者に とっ て見える化をしてい た
だけるのが一番あり がた いかなと思います。
○中田座長

関連し て石 原委員、どうでしょ うか 。認証マークはそこ まで 責任を負えるのかど う

か分からないところ もあ るのですが、もし御 感想 があればということ でお 願いします。
○石原委員

実際に 運用 している側としては 、な かなかそこは難しい なと いうのが実感ではあ り

ます。実際にいまだ 認証 の基準に違反してい るこ とが後日わかったと か、 そういう事例がない の
でなかなかどこまで 仮に 違反があったときに 、ど ういうエンフォース メン トでやるのかみたい な
ところは、実際の事 例が ないのですけれども 、も ともと制度設計した とき には、そういう事例 は
多分出てくるので、 そう いうときには注意管 理銘 柄ではないですが、 一定の期間を置いてそれ を
解決するような形で 期間 を置いて、解決でき なけ れば認証の取り上げ みた いな形の、プライバ シ
ーマークとかの制度 設計 を参考にさせていた だい て、設計はさせてい ただ きました。
なかなか先ほど最 低ラ インをどうするのか とか 、いいところをどう 認証 するのかみたいな話 も
かなりシェアリング エコ ノミーの認証の制度 のと ころも議論があった とこ ろでして、シェアリ ン
グエコノミーは非常 に広 いスキルシェアから 、物 のシェアから、空間 のシ ェアから各分野によ っ
てかなり個別要素が 強い ので、そこを分ける かと いう話もあったり、 個別 に事業者の数も違う の
で、いろいろ個々で 多少 特徴をつけたほうが いい のではないかみたい な話 もあったのですが、 最
終的にシェアリング エコ ノミー検討会議の議 論の 中では、各プラット フォ ーマーの最低ランク と
いうか、必ずプラッ トフ ォームとして守って いた だかないといけない モデ ルガイドラインをつ く
った上で、その中で この 委員会でも説明させ てい ただきましたが、身 体・ 生命等に危険性が及 ぶ
ようなサービスの場 合に は、上乗せの基準と か適 法性が仮に問題にな り得 るサービスの場合は 、
上乗せの基準をつく ると いう２階建てという か３ 階建てのモデルガイ ドラインをつくったとい う
状況です。
まだまだ運用途中 で、今日の午前中もモデ ルガ イドラインの改訂を どう するかみたいな議論 を
生貝先生、森先生と一緒に やらせていただいて いた のですが、なかなか 悩みは 尽きないというか、
非常に悩ましい問題 がた くさんありまして、 ただ 、やってみないとこ うい う問題は多分出てこ な
かったと思いますの で、 トライ・アンド・エ ラー でやりながらではあ りま すけれども、今日は ち
ょうどECネットワー クさ んのODRの話とかああ いう ものをガイドライン につ けるべきだとか、盛り
込むべきだとか、そ うい う話をしていたので すけ れども、そういう全 般を 、生貝先生は前々回 と
か確か前におっしゃ って いましたが、そうい う場 がないとキャッチア ップ する機会がないとい う
のは確かだと思いま すの で、何かしらそうい う場 で議論する場という のを、認証なのか自主ル ー
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ルなのか何でもいい と思 いますが、あっても いい のかなと思います。
○中田座長

さっき 議論で出てきたことで、お話 の中にも出てきたこ とで すが、最低限のルー ル

みたいなものが示さ れて いると、それに依拠 して 、認証としてはしや すい ということになるの で
しょうか。それとも 、そ ういうものを認証す ると きには、そんなの関 係な いのだというような 感
じなのか、そのあた りは どうなのでしょうか 。
○石原委員

そこは ない と認証しづらいとい うの は間違いないと思い ます 。ただ、今日の午前 中

の議論でも出ていた ので すけれども、逆に最 低限 のものがないと認証 しな いよというのは参入 障
壁にもなり得るとい うか 、いわゆるここに来 てい る大手の方々のもの をガ イドラインという形 で
基準にしてしまうと 、そ れはすなわちベンチ ャー の人たち、リソース のな い人たちにとっては そ
んなことできません とい うことになって、認 証を とっていないのであ そこ は劣等生だというこ と
になってしまうと、 それ はそれで参入障壁に なる というところも考え てい かなければいけない よ
ねという話もしてい まし たので、どこに最低 ライ ンを引くかというこ とも 非常に悩ましい問題 か
なと思っています。
○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

今、石 原委 員がおっしゃってい ただ いたとおり、認証と いう 仕組みをとろうとす る

と、どうしてもそれ はあ まねく広く事業者は ある 程度対象にしなけれ ばな りませんので、最低 限
の共通項というもの を定 めるというスタンダ ード にならざるを得ない 部分 が大きいというふう に
見ましたときに、他 方で早川先生がおっしゃ って いたとおり、社会的 に特 に影響力の高い方々 に
は、こういった高い スタ ンダードを守ってほ しい といったようなこと をど のようにソフトロー 的
に実現していくかと いう 論点、これは分けて 考え る必要があろうと申 しま したときに、後者の 方
法論、今まさしくヨ ーロ ピアンユニオンでも プラ ットフォームの分野 で取 り組まれているとこ ろ
でございますけれど も、 いろいろな方法があ る。
例えば、こういっ た検 討会のような場で社 会的 影響力の高いプラッ トフ ォームの方々は、こ の
ような取組をやって いた だくことが極めて望 まし いというふうに、あ る程 度具体的な形で明示 を
するということ。し かし 、極めて望ましいと いう言明に対して、それ 自体 何か規範力を持つわ け
ではございませんの で、 それをどうするかと いっ たときに、例えばこ のこ とが自主的に、継続 的
に、そして、それが 守ら れているといったよ うな ことも官民の間でし っか りと情報共有しなが ら
検証していって、そ れが 守られていればソフ トロ ーのままでしっかり やっ ていけばよいし、そ う
でないのであれば一 歩踏 み込んだ法的なアク ショ ンに踏み込むという ふう にいったようなこと を、
例えば、コミュニケ ーシ ョン等で明示して行うこ とを非常に積極的に やっ ているということが ご
ざいます。
例えば、もし御関 心が ございましたら、昨 年も様々な文書を出され てお りますけれども、「オ
ンライン違法コンテ ンツ の戦い：オンライン・プ ラットフォームの責 任強 化に向けて」といっ た
ようなコミュニケー ショ ン等が、まさにそう いっ たことに関してかな り取 り扱っておりますし 、
そのほかにも例えばMOU、アグリーメント、これらの取組についてしっか り取 り組むということを
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主要な事業者と政府 と、 それからまさに消費 者の 方々も含めて約束い たし ましょう、サインい た
しましょうと。それ に当 たって実効性を確認 するに当たっては、プラ ット フォームの方々から は
こういうデータをし っか りと政府の方にも提 供を していただいたりし てと いうふうにいったよ う
な、まさしく継続 的な対話 の枠組みをつくりま しょ うということをMOUと いう 形で実現するという
向きもあるところで す。
これは例えば、ま さし く楽天様は、ヨーロ ピア ンユニオンの取組で すとカウンターフェイト グ
ッズに関してMOUの取 組と いう形で、まさに外国の事 業者の方、ヨーロピアンユ ニオンからすると
楽天様も外国の事業 者で ありますので、そう いっ たようなところも含 めて しっかりこういうこ と
を守っていただくと いう ことを約束するとい う方 法論が、例えば、考 える ところでございます 。
○中田座長
○森委員

まず森 委員 、お願いいたします 。
今の生貝 先生 の話ですけれども、大手 の事業者がそういう取組 に参加してというの は

あると思うのですが 、そ れがまさに先ほどの 東京 都のやつであったり とか 、製品安全法、その取
組もそうですし、そ うい うことに結構日本の プラ ットフォーマーは参 加し てやっているのだと 思
うのです。
先ほどの東京都の 話で はないですけれども 、広 告でこれは薬機法違 反だ と言われたときに対 応
しなかったら広告主 の責 任を問われるのでは ない かということは、抽 象的 な法律問題としては 存
在するわけですけれ ども 、実態的にはそうい う例 がないから議論にな りま せんというようなお 話
だったので、そうい う意 味では最終的には先 ほど 片岡さんがおっしゃ って いたようなことにな る
と思うのですが、プ ラット フォームのブランド 力、安 心感とかシステムの 安全 性確保というのは、
かなり抽象的な問題 設定 で、それが例えば、薬機 法違反の広告につい ては どうかとか、製品安 全
関連４法の何とかマ ーク についてはどうかと か、 そういうところで具 体化 したときにきちんと コ
ミットしているかど うか ということが問われ てい て、何となく私が拝 見す る限りでは、しっか り
コミットされている ので はないかと思うので す。
プラットフォーム 上で こんなものが出品さ れて いるぞ。これはどう なん だというときに、東 京
都はああなっていま すし 、製品安全関連法は こう なっていますしみた いな ことで、やはりそう す
ると残されているの は小 規模なブランド力の ない ようなプラットフォ ーム で、それは我々の目 の
前にあるものとして はシ ェアリングエコノミ ーな ので、それを認証に 任せ ていただいて、ここ は
ブランド力がさっぱ りな ので、皆さんが個社 名を 上げても御存じない 方が たくさんいらっしゃ る
のではないかと思い ます 。そこは認証マーク をつ けて、あとは認証側 でし っかり運用すること で
基本的にはうまく回 って いるのではないかと いう ふうには、その認証 のと ころはいろいろ課題 が
あるのですけれども 、そ れはうまくいってい ると いうよりは、まだで きた ばかりなのであれな の
ですが、基本的な規 制の ツールというのは何 とな くそろっているよう な気 はするのです。それ が
私の感想です。
○中田座長
○畠委員

それで は、 畠委員、お願いしま す。
今のお話 に関 連して、薬機とか製 品安 全のほかにも、例え ば、 ブランド品を偽造す る

ようなものについて も、ブランドのメーカー の人 たちと連携してやっ てい るわけなのですけれ ど
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も、一般的な消費者 トラ ブルに関するそうい った 枠組みはもしかした らな いのかなと思ってい ま
して、医薬品にして も偽 造品にしても、我々 はそ んな専門的な知識が ない ので、どういったも の
が法律に違反するか なか なか分からないとこ ろが あるのです。それを 専門 家の人たちが教えて く
れて、我々が対応す ると いう形なのですけれ ども 、消費者トラブルに つい ても、消費者トラブ ル
を扱ってくださって いる 方々が対応している 中で 、一定程度、傾向み たい なものがあると思う の
ですが、そういうも のを プラットフォーマー にシ ェアしていただくみ たい な枠組みがあると、そ
の対策も進みやすく なる のではないかと思う ので すが。
○中田座長

それは いろ いろなプラットフォ ーマ ーが参加しているよ うな 形での連絡会とか、 そ

ういうものが必要だ とい うことですか。
○畠委員

そうです 。先 ほどの東京都の薬務 課の 例を参考にした枠組 みが できるといいのでは な

いかと思います。
○中田座長

早川座 長代 理、お願いします。

○早川座長代理

ま た自 主ルールないし法律 上の 義務みたいなところ の適 否に戻ってみたいと 思

うのですが、先ほど 大森 委員から、私もずっ と認 証っていいですよね とい う話をしてきたつも り
だったので、自主ル ール として認証のような もの がもっとワークすれ ばい いのではないかとい う
話があって、それは 私も 全く賛成なのですが 、た だ、問題はどこにあ るか というと、例えばあ る
団体が、うちはそん な認 証ルール使いません 。そ もそもうちで売って いる こと自体がブランド で
すから、それは要ら ない でしょうと言ってき たと きに、それに対して対処 のしようがないとい う
ことです。
もう一つ、認証の シス テムというのは消費 者側 が認証があれば買う とい う行動をちゃんとと っ
てくれればいいので すけ れども、意外にそこ は見 ないというようなこ とが あったりして、そう す
ると認証をつくった けれ ども、結果的には空 振り に終わるということ があ ったりするので、そ こ
は消費者教育の問題 でも あるのですが、ある いは 啓発活動をどうやっ てい くかの問題ですけれ ど
も、そこにもう一つ 課題 があるのと、３つ目 は自 主ルールを認証の、 まさ にどういうことを求 め
てくるかのところの レベ ルの設定がコントロ ール できないといいます か、 例えば、先ほど認証 の
中 で ODRを 含 め る べ き か ど う か と い う の も 今 日 議 論 に な り ま し た と い う ふ う に 石 原 委 員 か ら も あ
りましたが、私は 紛争解決 のところについても 手当 をするような認証が 望ま しいなと思いますが、
そこまではちょっと とい う考え方も当然あり 得て 、そのときに、そこ まで ちょっとというもの に
なったときに、その 自主 ルールは望ましくな いと 思っても、それに対 して は対応のしようがな い
というところがある ので 、そういうときにも う一 つ踏み込ませようと する と、法律上、何かと い
うものが出てこざる を得 ない。
そのときに先ほど の何 人かの委員の方が御 紹介 になっているような 例も 多分それに近いよう な
ものだと思うのです けれ ども、最近は業界自 体に 自主ルールの形成と いう ものの中身はある程 度
任せた上で、しかし 、そ ういったものをつく ると いう大きな枠組み自 体に ついては、法的には 義
務付けさせましょう とい うような構造はある ので す。MOUを結ぶというのも 、その内容の具体化と
いうふうにも説明が でき まして、そういった こと はあり得て、それは どう して最後のところで 、
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では何でそんな義務 を我 々はさせられなけれ ばい けないのですかとい うと 、そこはでもあなた も
う社会的な影響力は 十分 にありますよね。そ うし たらやはり社会にお ける 法目的の達成のため に
協力していただかな いと 、もう回らないよう にな っていますからとい うと ころで正当化するし か
ないのではないかと いう のが先ほど申し上げ たと ころです。
あと、法が働くも う一つ のやり方といいます か効 果としては、先ほど からあ りましたけれども、
どういう内容のルー ルに するかというときに 、ある 種の指針を与えると いう 方法がございまして、
法の中にはまず目的 規定 とか、こういうも のが望ま しいというのを宣言 する ような規定があって、
個別具体的にそれを 違反 したとしても、それ に対 して何らかのサンク ショ ンが加わるわけでは な
いというのも無数に 存在 しまして、しかし、 それ は例えば自主ルール をつ くるときの非常に参 考
の指標にはなるわけ です 。そういうソフトな 形で 社会全体のルールを コン トロールしていくと い
う手法は、今いろい ろな ところで多くとられ てい るので、全体を見る と、 もしも法的な何かが 働
くとしたら、そうい う形 が望ましいのではな いか ということは大まか には 思うようになってま い
りました。
最後に参入障壁の こと はなるほどなと思い まし て、そうすると例え ば大 手向きとベンチャー 向
きで、例えば、２つ 認証 ルールをつくって、 よく あるのですけれども 、ゴ ールデンスポンサー と
シルバースポンサー では ないですが、格を変 えて 、消費者の中にはゴ ール デンではなくては私 は
気が済まないという 人は そちらで買っていた だけ ればいいし、そうで はな い人は最低限あれば 価
格も安いしこちらの ほう がというのもあって もし かるべきですし、そ の辺 はいかようにも工夫 が
できるようにも思え まし て、その意味では自 主ル ールを前提にしても 必要 があるのであれば、 最
低限のところが法の 枠組 みでは骨格を作って 上げ るというのは、一つ の在 り方としてあるので は
ないかというふうに 聞い ていてよく思いまし た。
○中田座長

ありが とう ございます。

大森委員、お願い しま す。
○大森委員

消費者 教育 のこと、本当にその とお りだと思います。私 たち は学校とか地域に通 販

とかネットの出前講 座を やっておりまして 、ついこ の前まではJADMAマー クと オンライントラスト
マークとプライバシ ーマ ークを目安にという こと で紹介していたので すが 、オンライントラス ト
マークは最近機能し てい ないよといううわさ が出 まして、あまりこの マー クを推奨するのはど う
かなということで、今年 から全部抜いたので す。 そうしたらやはりマ ーク を入れてほしいと受 講
生のほうから依頼が 入っ たということがあっ て、 マークをつくったら もう 少し継続的に運用し て
いただきたいという のが 消費者からの願いな ので す。
私がマークにこだ わる のは、大手だから大 丈夫 ではなくて、こうい うこ とをやっているから 大
丈夫だと、消費者が 自主 的に選ぶためにはマ ーク が大事かなと。宣伝 をた くさんしているから こ
こは大手だろう、信 用し てもいいよというの では なくて、こういうこ とを やっている会社だか ら
信用しよう、こうい う会 社を使おうと。それ が消 費者教育の基本だと 思う のでマークにこだわ っ
ています。
○中田座長

ありが とう ございます。
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それでは、森委員 、お 願いします。
○森委員

今の大森 委員 のお話なのですけれ ども 、先ほどの早川先生 のお 話もそうなのですが 、

マークは事業者側と して も当然、費用もかか るわ けですし、マークに 向け た動機づけというも の
がないとだめだと思 うの です。例えばプライ バシ ーマークというのは 国際 的に見ても大成功し た
シールプログラムで すけ れども、例えば携帯 キャ リア、ドコモとソフ トバ ンクとKDDIはどこも 多
分とっていないと思 うの です。要らないから です。なので消費者の行動 がも しマークがない限り 、
どんな大企業でも信 頼し ない。なかなかそう いう ふうにはならなくて 、そ れなりに大きなとこ ろ
はきちんとやってい て、 小さなところが頑張 って これからお客さんを とろ うとするときに、そ の
意味を持つわけです 。な のでマーク自体を本 当に しっかり消費者の信 頼を 害しないように運用 し
なければいけないの です けれども、大手に対 する 規制というか統制の 仕方 と、今まさにできつ つ
ある小さなプラット フォ ーム、それがシェア リン グエコノミーなわけ です けれども、そこは違 う
アプローチがどうし ても 必要なのではないか と思 うのです。
○中田座長

それで は、 前田委員、お願いし ます 。

○前田委員

大手だ から 大丈夫というのは 、それは そういうことではな いか なと私も思うのです。

実際に消費者に大手 だか ら信用しろというの は、 それはちょっと無理 だと思いますと。大手だ か
らこそ、例えば、リ ソー スを割くことができ て、 これとこれとこれ、 それ こそ最低限という話 も
ありましたけれども 、消費 者保護のためにこれ とこ れとこれというのを きち んとやっていますと。
要は大手であるとい うこ とをもって信頼とい うこ とではなくて、消費 者保 護に向けてこういう こ
とをやっているから こそ 大丈夫なんですと。 それ がある意味、消費者 教育 というふうにAICJか ら
発表があったときに もお 話をさせていただい たの ですけれども、きち んと こういうことをやっ て
いることを例えば約 款な いしプライバシーポ リシ ーで最低限こういう とこ ろを見ていただくと か、
あくまでも一つの例 なの ですが、そこのやっ てい ることについての認 識と いうのが、大手の場 合
はそれをリソースも ある のできちんとやって いる ことが多いから、な ので 必ずしもやっている わ
けではないというこ とか なと思います。
なので認証が１つ の方 法ということではあ るか なと思うのですけれ ども 、必ずしも消費者保 護
という話になったと きに は、大手だからとい うよ りは何をやっている か。それをきちんと外に 向
けて出しているかど うか 、透明性を図ってい るか どうかというところ が、 まさに消費者に選ん で
いただく一つの指標 にな るべきかなと思って おり まして、そこの部分 につ いても消費者教育だ っ
たり、消費者の方々 への 周知ということがす ごく 重要になってくるの かな と思います。
○中田座長

それで は、 大森委員、お願いし ます 。

○大森委員

私たち も結 局、授業でやるとき は、 実際のところマーク がつ いていなくても大手 は

大体大丈夫ですよと いう ことはコメントして いま す。現実はそうなの で。でも一般の社会でい っ
ぱいコマーシャルを して いた大手が、いっ ぱい消費 者被害を出している とい うことがあるのです。
だから大手だから信 じな さいということを消 費者 教育の場で言うとい うこ とは、とてもつらい の
です。できればやは りい い企業と消費者が手 を組 んで、悪い業者を追 い出 すことはどちらにと っ
てもwin-winで、健全な社 会発展のために必要 なこ となので、大手の方は必要 ないかもしれません
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が、当然そのマーク をと るという形でやって いた だくと、私たちも講 座の ときにマークが目安 に
なりますよと言える ので す。なので大手企業 はす ごく影響力もあるし 、資 金、予算もあるわけ で
すから、率先してと って いただけるとこの問 題は クリアできるかと思 うの です。
○前田委員

それに 関し て今、質問を出しま した というか、単純に消 費者 教育に対する疑問な の

ですけれども、消費 者が 信頼をするないし消 費者 が選ぶのに安心でき るか どうかということを 伝
えられる際、そのと きに 選ぶ指標というのは マー クなのかどうかとか 、大 手なのかどうかとい う
ことに、どうしても 、こ ういうことをやって いる かどうかのチェック とい うのが追いつかない の
で、そういうものに なっ てしまうということ なの でしょうか。そこの 現状 とか、実際に消費者 教
育をなされるに当た って の実態を御教示いた だけ るとありがたいです 。
○大森委員

約款等 を読 みましょうというの は契 約の基本の基本です けれ ども、なかなか普通 読

めないですよね。消 費者 教育のときで今、会 社名 があるとか、返品特 約が 入っているとか、分 か
りやすいチェック項 目は 提示しています。で も、 それすら一般の中学 生と か高校生等が、１回 聞
いたからって全部イ ンプ ットされるわけでは なく て、結構マークって 子供 たち好きなのです。 １
回見たら覚えてしま うの です。だからそれが 目安 となれば非常に分か りや すい。特別読解力が あ
るとか、細かいもの が読 めるとか、特殊能力 がな い人でも普通に買い 物が できる。そういう意 味
です。
○中田座長

早川座 長代 理、お願いします。

○早川座長代理

ま さに 申し上げたいことは大森 委員が言ってくれた 感じ でありまして、プラ イ

バシーポリシーはこ うな っていますとか、我 々は こういう取組をして いま すと書いても、そこ を
読んだり読解するの は通 常の消費者は相当大 変で すし、それだけの時 間や コストをかけるとい う
ことは普通やらない のに 対して、認証とかマ ーク は何なのかというと 、そ れらが本当にちゃん と
しているかどうかと いう ことについて、第三 者が 審査してオーケーだ と出 してくれるので、そ れ
があれば全部読まな くた ってそのマークを見 れば 、ではここはオーケ ーで すねと、つまりそれ を
全部読んだことにな って しまうということが 一番 大きいので、本来は 消費 者にとって一番楽な 方
法であるはずなのに、そ うなっていないのは なぜ かというところが一 番お もしろいところでも あ
りますし、改善すべ きだ し、教育、啓発すべ きと ころなのだと思います。
その方向に誘導し てい く社会というのが重 要で 、そのときにはうち はこ れだけやっています か
ら、そんなものは必 要あ りませんとは言わず に、 先ほどもお話があり まし たけれども、新規の 人
もそれをとらないと 商売 できませんというよ うな ところにするために 、ま ず率先してとっても ら
うと、それもないの とい うふうな形で、世の 中は 多分そういう領域が 幾つ かあると思うのです け
れども、そういう状 態に 持っていっていただ ける と非常にありがたい のか なと思っていまして 、
なので大手の協力が ない とこれはワークしな いの だろうなと思います 。
○中田座長
○森委員

森委員 、お 願いします。
言わんと する ことはよく分かりま す。 確かに広告で有名に なっ て消費者を釣ってと い

うのはもちろんあり ます し、有名になった 英会話教 室だとかいろいろあ ると 思うのですけれども、
悪い人たちというの はマ ークを取らずに、そ の費 用をかけて広告をし てと いうことになるわけ な
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ので、ではもうどう しても マークを取ってもら いま しょう。大も小も含 めてと いうことになると、
それはどんどん登録 制と か免許制とかそうい う話 になっていくのだと 思う のです。なので消費 者
被害が基本的に起こ りや すいもの、例えばそ のお 金を預かって、いい 利回 りで運用してあげま す
よとか、そういうも のに ついてはそういう制 度が とられているという こと なので、やはりそれ は
制度としての違いは 存在 するわけです。つま りも しマーク、認証だと いう のだったらば、それ を
強制するわけにはな かな かいかなくて、強制 する となると別の規制の 世界 に入っていくのだろ う
と思うのです。なの でそ このところは違いと して 分けて考えていただ いた ほうがいいかなとは 思
います。みんなに必 ず認 証を取れというのは なか なか難しい。
○中田座長

生貝委 員、 お願いします。

○生貝委員

今まさ しく マークなのかどうか とい うところの議論はか なり されているところだ と

思いますけれども、 先ほ ど私が申し上げた中 で、 一つはみんなが最低 限、 小規模企業でも守っ て
いただくという意味 での マークというのと、 それ から、特に社会的影 響力 が高い方々にぜひ守 っ
て い た だ く 高 い レ ベ ル の こ と を し っ か り と 明 示 的 に 書 い た MOUに サ イ ン を し て い た だ く と い う の
は、これは方法論こ そ違 えど、ほぼほぼやり 方と しては同じことを申 し上 げておりまして、特 に
大規模企業の方々の 場合 は認証をして、共通 の完 全な最低限のスタン ダー ドに従ってというと こ
ろをしていくには、あまり 適さないところなの で、だからMOUにサインして いる ということをまさ
にこれだけのスタン ダー ドは守っているとい うこ とのマークがわりに 信頼 していただくといっ た
ような意味でのとい う形 で申し上げていたと ころ です。
ついでになのです けれ ども、一方でそれら の方 々というのは、恐ら く守 れるし守ってくれる 。
問題は特にMOUの場合 は、ちゃんとそれを守っ てい ること、運用の仕方につい ての継続的な検証が
行われる体制をMOUの中に どう書き込むかとい うの が、むしろ根本的に 重要 なわけですけれども 、
他方であまねく広く のマ ーク、認証制度とい う、 ザ・認証制度という とこ ろにいきますと、や は
りこちらに関しては かな り様々な、早川先生がお っしゃったような意 味で の、場合によっては 法
で後押しするとかい った ようなところを含め た応 援というのをいろい ろな 方向で、これはこれ で
考えないといけない のだ ろうなと思います。
例えば、比較的強 い共 同規制の在り方は、 以前 にクリストフ・ブッ シュ 先生がいらっしゃっ て
いただいたときに、例えば レピュテーションシ ステ ムの仕組みに関して、ELIの草案でISOの20488
を認証しているレピ ュテ ーションシステムは 、こ の法を守っていると みな すという条項のこと を
提示されていました けれ ども、例えば、そう いう 法のつくり方がある のだ ろうなと思います。 な
のですけれども、今 ちょ っとそういう法をど こに 書き込むかというこ とも分かりがたいところ で
はありますし、まだ 現に 今そういう仕組み自 体が 非常に頑張ってつく って いるという段階であ り
ますので、まだその とき ではないのかなとい うの が関係している直感 等も いたしておりまして 、
ですので今、少なく とも 現時点で積極的にや って いく必要があるのは 、様 々な方法でどうやっ て
その認証システム、 現に ある認証システムに 参加 してもらうことを、いろ いろな形で行政や消 費
者の側を含めて応援 して いくかということな のだ ろうなと私自身は感 じて いるところです。
○中田座長

早川座 長代 理、お願いします。
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○早川座長代理

森 委員 に質問なのですけれ ども 、先ほど認証システ ムを みんなにあまねくは 難

しいというお話があ りま したが、難しいのは 確か だと思うのですが、 やる べきではないという こ
とだとすると、その 「べ きではない」の根拠 はど こから出てくるので しょ うか。
○森委員

ごめんな さい 、

済みません、もう 一回 お願いします。
○早川座長代理

認 証の ルールを例えば、あ まね く強制という言葉を 使う としたら、するとい う

のが難しいというの はお っしゃるとおりなの です けれども、そうすべ きで はないというもし御 意
見だとすると、その 根拠 はどこから出てくる のか 。
○森委員

やってい ただ いてもいいのですけ れど も、それだと登録し ない とこの事業はやって は

いけませんみたいな 話に なるので、それはそ うい う整理をしていただ いて 、登録制とか免許制 な
どがプラットフォー ムに 合っているのかどう か。登録しないとだめ、 こう いう条件を満たした 事
業者だけ登録してあ げま す、免許をあげます とい うふうにするのがプ ラッ トフォームに合って い
るのかどうかという こと を考えるということ だと 思います。つまり違 う仕 切りでやるべきだと 。
○早川座長代理

分 かり ました。その登録制 、免 許制とグラデュアリ ーに 物事はゼロヒャクで は

ないので、その中の、あ るレベルのものとい うふ うに私は理解してい て、 そうすると具体的に サ
ンクションがどこま であ るかというものです とか 、そういったところ でか なりグラデュアリー に
程度を分けることが でき るので、それだから 登録 制あるいは免許制そ れ以 外は認めないという こ
とにはならないと思 うの です。
○森委員

ごめんな さい 。ただ、認証がなけ れば やってはいけません とい う話なのだとすると 、

まったく同じことで すね 。
○中田座長

そこま で言 えばそうなります。

大森委員、どうぞ 。
○大森委員

私は、 認証 がないとやってはい けま せんという、認証制 度と いうのは事業とか新 し

い発展を妨げるので 、特 にネットのところはあま り向いていないと思 うの です。でも認証マー ク
というのはいろいろ なと ころが出て非常に危 ない ときに、消費者にと って は非常に分かりやす い
ので、危険である程 度フ リーで発展していく とこ ろであればあるほど 、一 般消費者に最低限こ う
いうマークがついて いる ところは安心だよ、 見え る化が要るのではな いか ということなのです 。
○森委員

なるほど 。何 と言うのでしょう、 そう だとしますと自主的 に認 証を取る、あるいは そ

のようなコストをか けて 消費者保護をすると ころ というのはオーケー なわ けですけれども、そ れ
をしないで認証も取らな い。だけれども、売 名の ようなことはすると いう ところは要注意にな る
のではないかと思う ので すが、そういう意味 では 皆さんに認証を取っ てく れといったときに、分
かりました、そこま でお っしゃるのであれば 取り ましょうという人た ちは、基本的には真面目 な
水準をクリアした人 たち であって、そして、 我々 が守らなければいけ ない のはそういう取ろう と
しない人たちなので はな いですかね。なので そう いう意味では認証を 強制 する必要は出てきて し
まって、そうすると それ は認証の世界ではな く別 の世界に行くのでは ない かというのが私の考 え
方です。
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○大森委員
○森委員
○中田座長
○畠委員

ちょっ と認 証に対するイメージ が。
そうです ね。
畠委員 、お 願いします。
実は我々 も認 証を取っているサー ビス がありまして、そ れは我々が業界団体に入って、

自分たちでルール形 成に も関与しながら行っ てい るのですけれども、 その サービスにおいては 、
いかがわしいことを 行っ ているような事業者 もい て、我々はそれとは 違う よということを明示 す
るために、自分たち でル ールを決めて、その ルー ルに従っているとい うこ とで、第三者の先生 方
にちゃんと見てもら って 認証を受けているの です 。
そういうトラブル が発 生しそうな領域にお いて は必要なのだと思う ので すけれども、現在、 議
論の中心になってい るシ ョッピングモールみ たい なところでそれほど 大き な問題が発生してい な
いとすると、我々も 認証 ルールを必要として いる という感じにはなっ てい なくて、お客さんも そ
れを基準に取引をす るか どうかというと、多 分し ないのではないかと 思っ ているので、なかな か
この分野においての 認証 というのは難しいの では ないかと思っていま す。
○中田座長

認証が ある から、ないからとい うこ とでサービスを選ぶ か選 ばないかというのは、

ある程度知識を持っ てい ないと選べないだろ うな と思っていて、その かわ りとして例えば、レ ピ
ュテーションシステ ム、 評価、レーティング とか そういうものが役割 を果 たしている。ただ、 大
森委員が言われるよ うに 、そういうものさえ 見な い人も世の中にはい るの で、そうすると安全 な
マーケットという部 分を枠組みとしてどうい うふ うにつくっておくか 。そ れは認証システムで 本
当につくれるのか、 そう でないのか。それも 議論 しなければいけない と思 うのですが、最低限 の
ルールというものの在り 方については、先ほ ど出 てきたように事業者 がど ういうことをやりま す
というのを宣言して 、み んなで合意をすると いう のは非常に有益なや り方 ではないかなと思う の
ですが、あまりやら れて いないというのも現 実で はないかなと感じて いま す。今でも例えば、事
業者が消費者のため にこ ういうことを守りま すと いうことをやれば大 分違 うのではないでしょ う
か。例えば、いわゆ る携 帯電話を販売する場 合に は、消費者に対して こう いうことをちゃんと 消
費者の利益を配慮し て、 あるいは未成年者に 対し てはこのような形で 配慮 しますと、要はみん な
宣言をして売るとか 、そ のような宣言という かポ リシーとして、企業 とし てどういう形の営業 を
行うのかという宣言 をし ていくという、そう いう ものがあって初めて 合意 形成にもつながるの か
なという気がしてい ます 。そういう議論も十 分で きるのではないでし ょうか。
ところで、時間の 関係 もありますけれども 、一 つはオンラインプラ ット フォーム事業者に求 め
るものは何かといっ たと きに、今、議論の中 で出 てきているのは、自 主的 な取組はちゃんとや っ
てくださいというこ とで はなかったかと思い ます。そうみれば、法令 があ ったら法令に沿った 形
での対応はきちんと やっ てくださいというこ とは 出てきているのでは ない かと思いますし、さ ら
にもう一つは様々な オン ラインプラットフォ ーム 業者に対して信頼性 とい うのものが実際にもあ
るようなマーケット 、つ まりプラットフォー ム事 業者が今までつくり 上げ たそういった信頼が あ
るものと、そうでな いも のがあることが前提 で、それに対して認証制 度が あることによって、 そ
ういう安心感のある ブラ ンドに行くというよ うな 形もあるだろうし、 ある いはそういった事業 者
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が集まることによっ てプ ラットフォームのマ ーケ ットが安定していくとい うことにもなると思 い
ます。それが一つの プラ ットフォームの安定 を支 える要素にもなるし 、そ こでプラットフォー ム
事業者たちは法令が どう いうものがというの を知 って、そういった形 での 法令遵守のきっかけ に
もなるのだという感 じを 受けています。
そういう中でプラ ット フォーム事業者に求 める ものというのは、お そら くちゃんとした商い を
してくださいという こと につながるのではな いか と、最終的にはそう いう ことなるのだろうと 思
うのですが、ただ、 皆さ んがおっしゃってい ると おり様々なサービス の形 態があるので、それ に
合わせたきめ細かい 対応 、ルール形成とそれ を実 現していく場合の執 行の 体制、エンフォース メ
ントの体制というの をど う組み合わせるのかとい うのが問題として明 確に 出てきていると思い ま
す。でも、なかなかそれ らの組み合わせが難 しい のかなという感じを 私自 身は今の議論を聞い て
いてもちました。
今後ももう少し議 論を していかなければい けな いと思うのですが、ちょっ と聞きたいというか、
皆さんの御意見を聞 きた いと思うことがあり ます 。今の状況の中で早 川座 長代理のところでは 最
低限のルールはある 程度 必要なのかなという 意見 も出てきていたので すが 、また消費者サイドで
もそういう形での議 論が 強く出てきていたよ うに思います。この点に つい ては、事業者サイドの
ほうはどうなのでし ょう か。最低限のルール みたい なものを見出し得る のか、見出し得ないのか、
そのあたりの感触と いう のはいかがなものな ので しょうか。それ では、片 岡 委員、お願いし ます。
○片岡委員

プラッ トフ ォームの形態によっ て違 ってくると思うので すが 、例えばB to Cのシ ョ

ッピングを考えた場 合、 最低限のものは特商 法な どで定められている べき で、それはモール内 で
あってもモール外で あっ ても、消費者保護法 令と して守られるべきだ と思います。おそらく、プ
ラットフォームに期 待さ れていることは、出 店事 業者が、もしそれを 守っ ていない場合に、法 令
を遵守させるエンフ ォー スメントの力のようなも のを期待されている と思います。
では、それをルー ルと して設けるべきなの か、 法律とするのか、自 主的 な取組とするのか、ど
うやってルールに実 効性 を持たせるのかとい うよ うなところが議論に なっ てくる気がします。
そもそもルールが 存在 しておらず、プラッ トフ ォーム上でしかその 取引 は起こり得ないのであ
るならば、そこに対 してど ういうルールをつく るべ きかという話は出や すい と思うのです。ただ 、
それは普通のショッ ピン グだとなかなかなさ そう な気がするので、も っと 新しい形のプラット フ
ォームで話題になる ので はないかと思います 。
○中田座長

ありが とう ございます。

畠委員、お願いし ます 。
○畠委員

その最低 限の ルールが何かという こと だと思うのですけれ ども 、つまり一般的なパ ト

ロールですとか、お 客さん に対する周知啓発と いう ものは裁判例がある とこ ろで、森先生が以前 、
御紹介いただきまし たけ れども、最低限のル ール があると言えばある ので す。そういうものを ま
とめたものも前々回 ぐら いに経産省の方に準 則と して説明していただ いた ものがあるので、今 、
欠けている最低限の ルー ルというのは何なの かと いうと、まだ明確に なっ ていないのかなと思 い
ます。
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○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。早川座長代理、 どう ぞ。
○早川座長代理

３ つほ ど申し上げたいこと があ るのですが、１つは 今ま さに話があったとこ ろ

で、最低限のルール は何 かという話なのです が、 私がイメージしてい たの は、要は今まで結構 自
主ルールをちゃんと つく っていますよね。ち ゃん と内部でやっていま すよ ね。しかし、そうで な
いようなものが例え ば出 てきているときに、 業界 によってはそれしか ない ようなところもある わ
けですが、そのよう なと きに彼らにどうやっ て自 主ルールを形成させ て善 処させるかというと 、
それを何か強制させ る契 機がないと結局やっ てく れませんよね。その 限り において、例えば、自
主ルールを形成しな さい という、最近金融の 世界 とか様々な世界でも プリ ンシプルルールとい う
形で導入されていま すが 、そういう形の一つ の在 り方はある。そうす ると 今、自主ルールをつ く
っているところは別 にそ れをやっているわけ です から、その法定義務 は十 分に果たしているわ け
ですので、そこには まっ ていないところとい うの が、そこのターゲッ トに なってくるというの が
先ほど言った私が義 務と いうものがあり得る とし たら、そういうもの では ないかというふうに言
った趣旨です。
もう一つは、そう する とまさに森先生が御 指摘 になったような、そ れが ある種の参入障壁に な
ったり、登録制とか 免許 制みたいなことにつ なが ってこないのかとい う問 題は実は全くおっし ゃ
るとおりなのです。 問題 はそうしないように どこ にバランスを持って いく のかというところが 重
要なので、認証シス テム みたいなものイコー ル登 録制、免許制という のは ちょっと乱暴過ぎて 、
そうでないような形 での 運用は十分に可能だ と私 は思っています。
それから、現在、 問題 が起きていない市場 とか 領域ということが何 度か 言及されているので す
が、今度ODRの件で私のほ うでも報告させてい ただ くのですけれども、eBayの ほうが言っているの
は、ODRを導入したら 利用 率が上がったという こと なのです。つまり、例え ば、C to Cの取引なん
か特にそうなのです けれ ども、うちの子供は 大好 きでよくやっている ので すが、妻はやらない 。
なぜかというと怖い から ということなのです 。い ざ何かあったときに トラ ブルになって、しか も
救済されないのでは ない かと思っているし、 そん な話も聞くよねみた いな ことなのでやらない の
ですけれども、そこ もち ゃんと紛争解決まで 含め て手当がされますと いう ふうになると、では や
ろうかしらというこ とで 潜在的に今、入って いな い利用者というのが 取り 込むことができて、 そ
の結果としてeBayは 自分 たちは成功したと言 って いるので、そうだと する と実は今、見えてい な
いある種、障害とい うの が存在していて、そ こを 乗り越えるある種の 道具 にもなるのではない か
と思っています。
ですので、今、何 か目 の前でひどい目に遭 った 人がいるということ では なくて、ひどい目に 遭
うことを懸念して入 って こない人がいて、せ っか くの市場を実は自分たち で閉ざしているので は
ないかという視点も 重要 なのではないかと思 いま す。
○中田座長

そうで すね 。前にも少し話をし たこ とがあるのですけれ ども 、一定の法的規制を す

ることによって安定 性と いうか安心感、安全 性が 高まって、更に市場 が広 がっていくという部 分
もあるので、それは ちゃ んと見きわめておか ない といけないのかなと 思い ます。
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では、ほかに１に つい てまだ議論をしても １時 間、２時間、何時間 議論 しても終わらないと い
う片岡委員の発言も あり ましたが、では畠委 員、 どうぞ。
○畠委員

その片岡 委員 が少し前にお話され た取 引に係る透明性の確 保の ところも、もう少し 明

確にしたほうがいい かな と思っていまして、 消費 者保護という観点と 、個 別の取引に関わる透 明
性の確保はバッティ ング する、矛盾するとこ ろが あるのではないかと 思っ ていまして、その後 の
トラブルを防ぐため にも なるべく説明しない ほう がいい領域のものも あり ますので、先ほど片 岡
委員もおっしゃいま した けれども、おそらくこの 取引に関わる透明性 の確 保という大きく出品 者
側、事業者側とのプ ラッ トフォーマーとの関 係で 発生することが多い ので はないかと考えてい ま
して、特に我々みた いな 純粋なプラットフォ ーマ ーといいますか、そ の中 で取引をしていない 者
からすると、出品停 止と か削除をすることが 我々 もビジネス上、マイ ナス に働くわけで、本当 は
削除とかしたくない ので すけれども、消費者 保護 のために出品等の停 止を していて、その説明 が
なかなかすることが 難し い。するとかえって トラ ブルが拡大してしま うと いうことなので。
○中田座長
○畠委員
○中田座長
○畠委員

誰に対 して 説明するということ なの でしょうか。
出品を削 除し た相手方に対してで す。
その内 容を 説明するということ です ね。
そうです 。例 えば、偽ブランド品 だと 我々が判断をして削 除し たものに対して、そ の

根拠を明確にしてし まう と、そこを乗り越え て更 にもう一回出品して くる ということが行われ て
しまって、イタチご っこ になってしまうので 、こ ちらはなかなか説明 しづ らい。それは消費者 を
守るために行ってい るこ とですので、ここに 書か れている透明性の確 保と いうものが消費者保 護
の観点でどういうも のな のかということを、もう少 し明確にする必要が ある かなと思っています。
○中田座長

御趣旨 は分 かりました。

どうぞ。
○早川座長代理

先 ほど 言い忘れたところと 今の ところで２点ありま して 、１つは私は認証と か

マークというのは、消費 者から見ると本当は コス トをかけずに安全を 買え る非常にいい道具で 、
しかも認証のシステ ム自 体では、認証自体に かか るコストもすごく安 くで きるので、その辺を 工
夫していけばいいの です けれども、どうも今 まで日本ではあまり発達 して こなかったという背 景
があって、そこのと ころ をもう少し根本的に 変え ていかなければいけ ない のではないかという ふ
うには思っています 。
ですので、何でこ のシ ステムは、要するに これ は細かなルールとか 宣言 しているみたいなこ と
を意味内容も含めて 、あ るいはそれが本当に 実践 されているかどうか も含 めて、自分が検証し な
くても第三者が検証 して くれて、しかもそれ はに こちゃんマークか何 かで それがすぐ分かると い
うものなので、それ がい かに意味があること なの かということを今ま で消 費者教育の中にもっ と
取り込んでいくべき では なかったのか。実践 もさ れていなかったので そこ も問題なのですが、そ
こをさらに業界がそ うい うものがあれば、悪 質な ものを駆逐できるし 、自 分たちがよりブラン ド
力を高めることもで きる と思うので、もう少 し評 価してもらってもい いの ではないか。今まで 日
本がいまいちうまく いっ ていなかったという のは 理由があるわけで、 うま くいっていなかった か
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らそれ自体の評価を 、制 度自体の評価を下げ るの はどうかというのが １つ の問題です。
もう一つ、畠委員 がお っしゃられた透明性 の意 味なのですけれども 、私 は最近、トランスペ ア
レンシーという言葉 ほど 透明性の言葉はない と思 っていまして、これ ほど 濫用されていて、い ろ
いろな多義的に使わ れて いるものはないので 、透 明性という言葉につ いて は相当注意してかか ら
ないと、一体それは 何を 意味しているのかと いう のは本当に注意して この 言葉を使わないと、 マ
ジックワードで使っ て実 はみんなが考えてい るこ とと違ったり、ある いは ちょっと面倒くさい か
らとりあえず透明性 と言 っておけというよう な感 じが最近いろいろな もの で見えるので、透明 性
という言葉は気をつ けた ほうがいいというの は、本当に今、思いまし た。
○中田座長

前田委 員、 どうぞ。

○前田委員

もしか した ら論点２につながる 話に なるところがあるか もし れないのですが。

○中田座長

結構で す。 どうぞ。

○前田委員

そうし たら ２のところのコメン トと して入れていただけ れば と思うのですが、話 が

大分認証等から離れ て消 費者教育というとこ ろに 戻るのですけれども 、大 手であるとか認証が あ
るというもの以外に 、そ れこそ、例えば、キ ャン セル規定についてち ゃん と見るとかいうとこ ろ
は、消費者教育の中 で今 後、今までは例えば 生鮮 品を買うときでも牛 乳を 買うときにも、皆さ ん
賞味期限とか消費期 限を 見ますよね。それは 一般 的ですよねというの と同 じように、今までオ ン
ラインによる取引と いう のが今後新しく入っ てい って、それによって 新た に消費者にとっての 常
識、例えば、オンラ イン 取引をやっていくに 当た って、少なくともこ れは 見ていく必要性があ る
というようなことを 消費 者教育の中で少しず つ入 れていく。そして、例え ば、物を買うときに は
賞味期限を大抵見る よね と。明らかに切れて いる ものを買いに行って 、切 れているからといっ て
後からスーパーに行 くと いうことはないとい うの と同じように、最低 限こ の事項について見て い
くべきだよねという のを、事業者と対話をし なが らどういう事項に見 てい くのかというのはす ご
く重要だと思うので 、そ こはどれが重要なの かと いう対話は必要だと 思う のですけれども、そ こ
について消費者教育 の中 で少しずつこれから の教 育においてはオンラ イン 取引が広くなってい く
中で、そこは周知な いし 教育をどんどん徹底 して いく必要性があるか なと 、そこのマインドシ フ
トというものは必要 にな ってくるかなと思い ます 。
○中田座長

生貝委 員、 お願いします。

○生貝委員

今おっ しゃ ったことはすごくそ のと おりだと思っていて 、例え ば、オンライン取引 、

多くはおそらくシェ アリ ングエコノミーと呼 ばれ る中にというか、完 全に 包含されるであろう こ
とについて、シェア リン グエコノミー検討会 のほ うでも、今このプラ ット フォーム向けのガイ ド
ラインや認証制度や これ を守ろうというのは ある のですけれども、ま さに 利用者に向けて、例 え
ば、それがどういう もの で、ここに気をつけ れば 安心して使えるとい った ようなガイドブック み
たいなものは、私が 知る 限りございませんと いう ときに、私も学校の 先生 をやっているとこう い
うものを安全に使う には どうすればいいんで すか とか、例えば、知ら ない 人の車に乗って大丈 夫
なのですかとか、そ ういっ たようなところを含 めて 学生からすごく聞か れる のです。いろいろと、
例えば、シェアエコ の認証 制度をある程度参考 にす るであるとか、レビ ューを ちゃんと見るとか、
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いろいろなことを言 うの ですが、これを読ん でお いてくださいという 簡単 なパンフレットがあ る
だけでもかなり違う と思 うのです。そこをぜ ひ積 極的にお考えいただ きた いなと思っていると こ
ろです。
○中田座長

石原委 員、 お願いします。

○石原委員

先ほど 少し お話が出ましたので 、利 用者側のガイドライ ンと いう意味ですと、う ち

の協会も今まさにそ のド ラフトをつくってい ると ころではあります。 どう つくるかというのはな
かなか難しくて、シ ェア リングエコノミーは かな り特殊な世界で、提 供者 側にいわゆるコミュ ニ
ティーみたいなもの があ って、一番の代表例 はAirbnbさんがコミュニ ティー というものを無限に
つくって、そのコミ ュニ ティー内でノウハウ も共 有し合って、どうや った らホストの人たちが ゲ
ストをよりよくもて なせ るのかというところ で自 発的に始まった取組が、 ホストコミュニティ ー
の中でマニュアルみ たい な形で出回って、出 回る という表現はよくな いで すけれども、皆さん が
考えたガイドライン みた いなものがかなり有 効に 機能したというのを 我々 も見ていて、シェア リ
ングエコノミーの世 界で はこれはかなり有効 なの ではないかというこ とで 今、我々も今年９月 か
ら個人会員というか 、我 々はもともとプラッ トフ ォーマーと大企業の 賛助 会員という形で協会 を
運営していたのです けれ ども、提供者も利用 者も 含めた個人の人たち もぜ ひ協会に入っていた だ
い て 、 よ り 世 界 を よ く し て い き ま し ょ う と い う 設 計 で や っ て い く 中 で 、 提 供 者 の 方 々 、 SHARING
NEIGHBORSと言ってい るの ですけれども、その提供者 のいわゆるセミプロ では ないですが、個人の
方々でかなりスキル シェ アのみで生活をして いる 方等、いろいろな方 がい らっしゃって各プラ ッ
トフォーマーの有名 な方 々等を集めて、スキ ルシ ェアであればこうい うと ころに気をつけたほ う
がいいとか、それは ホス ト側、ゲスト側、両 方こ ういうところに気を つけ て市場に参加してい く
べきなんだというと ころ を今、４から５か月 前ぐ らいからつくり始め て、 大体ひな形ができて き
たようなところです ので 、先ほど生貝先生が おっ しゃっていたような ガイ ドラインというのは 、
我々の協会の中で今 、試 案としてつくってい るも のですので、そうい うも のをお示ししてもい い
のかなと思っていま す。
○中田座長

今の議 論は 、事業者というより は認 証システムを運営し てい る事業者、事業者に な

るのですかね。協会 がそ ういったものを提供 して いくという意味があ ると いうことですね。
○石原委員

そうで すね 。そういう意味では 事業 者側というよりは、業界 団体としてそういう取

組をしているという ことになるのですけれど も、 ほかのオンラインプ ラッ トフォームにどう適 用
していくかというの は非 常に悩ましい問題で はあ ると思うのですが、 一つ 有象無象のいる、た く
さんトラブルも発生 しや すいのではないかと 思わ れている業界におい ては 、そういう取組がな さ
れているという一つ の事 例として御認識いた だけ ればと思います。
○中田座長

ありが とう ございます。

いかがでしょうか 。プ ラットフォーム事業 者サ イドとしてもう言い 尽く したということであ れ
ばあれですが。片岡 委員 、どうぞ。
○片岡委員

今、話 して いることを実現する と、 前に出てきたトラブ ルが 解決できるのかとい う

ところは、時々振り 返り たいと思います。突 き詰 めると、怪しい事業 者で は買い物をしないほ う
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がいいということに なる 可能性もあって、モ ール がいろいろ取組を行って いても、関係がなか っ
たということになっ てし まうととても残念な ので 、今、解決しようと して いるトラブルは何だ っ
たのかというのは、 時々 振り返ったほうがい いか と思いました。
○中田座長

ほかに いか がでしょうか。消費 者教 育を誰が行うのかと いう 、先ほど透明性は難 し

いという話で、確か にそ ういうところもある ので すが、情報をどうい うふ うに提供していくの か
という、その情報提 供の 仕方によって消費者 はそ れを受け取って判断 をし ていくことになりま す
ので、消費者は勉強 しな さいということだけ では うまくいかないだろ うと 思いますし、また、 そ
の根底にあるような シス テム、利用者が使い やす いシステムを提供し てお かないといけないの で
はないかと思ってい まし て、それをどういう ふう にバランスしていく かと いうのはすごく難し い
かなと感じています。
一つの例なのです けれ ども、例えば、安く 電車 のチケットを予約す るこ とができる。それは キ
ャンセルすることが でき ない。ただ、安く乗 りた い。でもそれを取っ てし まったらキャンセル で
きないので全額が乗 れな かったときには戻っ てこ ない。その中でい つの間に か保険がついていて、
例えば、1,000円を払え ば 、これは外国の話なので す が、５ユーロ払えばキャ ン セルについての保
険がついていて、100ユー ロとか損失を被らな くて も済むというような やり 方もあるわけです。だ
から、日本ではそう いう 形でのキャンセルはあま りないのかもしれま せんが、どうやってシス テ
ムをつくるかによっ て事 業者が利用者に求め るも のも変わってくるの かな と考えています。だ か
らそのあたりもでき ればこの論点の中には含 めて 議論していく必要が ある のかなと思っており ま
す。
あまりこの点につ いて は意見がないようで した ら。
○早川座長代理

ち ょっ といいですか。先ほ ど片 岡委員のおっしゃら れた 、どういう問題を解 決

するために、我々は この 議論をしているのか とい うところを常にチェ ック し続けるというのは 非
常に重要だというの は、 全くおっしゃるとお りだ と思いました。
ただ、結論的に悪 質な 事業者やプラットフ ォー マーを使わないよう にし ましょうということ に
なると思うのですけ れど も、問題は、消費者 はど れが悪質なのかそう でな いのかが分からない 場
合があるということ です 。それは先ほど前田 委員 もおっしゃいました けれ ども、大手だからと い
うことではなくて、 多分 ちゃんとしたことを やっ ているから悪質な事 業者 ではないということ な
のだろう。そのちゃ んと したことをやってい ます というのをどうやっ てち ゃんと伝えるか。伝 え
る方法として仕組み がで きれば、そうすると 悪質 な業者は排除できる 。だ からそうすると長期 的
には今、我々が最初 に課 題になった、こうい う問 題が起きたら困りま すよ ね、こういう問題を解
決しなければいけま せん ねというところが、回り くどいのかもしれま せん が解決される。多分 そ
ういう仕組みで我々 は今 こういう議論をして いるのだと思いました。
あと２番との関係 で言 うと、もう既に申し 上げ て、しかも大森先生 もい なくなってしまった の
であれなのですが、 利用 者に求めるというか 、利 用者にどうあるべき かと いうのは、利用者に 幾
ら言ってもしょうが ないので、利用者教育あ るい は消費者教育をどう いう ものであるべきだっ た
か、あるいは今後ど うあ るべきかというとこ ろの 話だと私は思ってい まし て、そこは既に大森 先
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生と先ほど議論があ った ように、今までの消 費者 教育と少し違う形の 、例 えば認証みたいなも の
はどういう機能を果 たし ていて、どうして重 要な のかみたいなところ をち ゃんと伝えたりとか 、
あ る い は 先 ほ ど か ら あ る MOUみ た い な 仕 組 み が ど う い う 意 味 を 持 っ て い る か み た い な と こ ろ を 消
費者教育の中に入れ てい かないと、いつまで たっ ても今の状況は変わ らな いということだと思 い
ますので、その辺は 私に とっての２番という こと になるかと思います 。
○中田座長

ありが とう ございました。

認証システムとい うの は、その情報だけで 事業 者を信用することが でき て、約款とかいろい ろ
なサービスの問題点 を、それによって合理的 なル ールなのか解決なの か、 それを導けるという こ
とが安心感につなが るこ とになりますね。全 部約 款を読んで、自分に 不利 なことはないかなと い
うことを誰も普通は 考え ないので、ある程度 合理 的に処理してくれた らい い。そういった安心 感
につながるのかなと 思い ます。
ほかはいかがでし ょう か。それでは、これ も今 日だけで議論が尽き るわ けではないのですが、
３番目の論点でもし 何か ございましたらぜひ 御意 見をいただければと 思い ます。
それでは、片岡委 員、 お願いします。
○片岡委員

事業者や第 三者機関がプラット フォ ームを認証するとい うや り方もあると思うの で

すが、商品テストの 仕組 みのように、例えば、消 費者団体が幾つかプ ラッ トフォームを一定の観
点で比べてみた結果、こ こはこうだったけれ ども 、ここはこうだった、と いうような結果を出 し
たりするのは、日本 だと そんなに難しいので しょ うか。そういう仕組 みが あってもいいのでは な
いかという気がしま す。
○中田座長

海外だ った ら携帯電話の事業者 を事 細かく比較して、ど こに どのような利点があ っ

て、短所があるのか とい うことをやっている 場面 がありますけれども 、日 本ではどうですか。 森
委員、お願いします 。
○森委員

日本も携 帯の 事業者については総 務省 がやっています。ミ ステ リーショッパーをや っ

て説明事項をきちん と説 明しているか等、専 ら説 明事項なのですけれ ども 、実際に成約の直前 ま
でやってみてどうだ った かということをかな り大 規模にやって、毎年 毎年 評価していて、でき て
いなかったら行政指 導す るということをやっ てい ますので、そういう こと は考えられなくはな い
と思うのですが。
○中田座長

今の議 論の 中で、そういう説明 を必 ずしなければいけな いと いうことになってい る

というのは、大きな コス トになるのではない かと 思うのですが、それ はど うなのですか。
○森委員

そうです ね。最 近、回線契約と端末 の分離 みたいなことが大き く報 道されていますが、

携帯電話とこういう モー ルの非常に大きな違 いは 、料金とか契約の複 雑さ が全然違うのだと思 う
のです。やはりスマ ート フォンは非常に難し い。 パッケージも割引も 期間 拘束も非常に難しい の
ですけれども、片やこちら は、このトイレ ットペーパ ーは幾らかというこ とで、それだけなので、
それがある種の消費 者に よる選択の可能性を つく っていて、それがあ る種 の競争環境を発生さ せ
ているのだと思うの です 。つまり、値段の比 較だ けではなくて、それ 以外 のところでどう楽し く
安全に買い物をして もら うかということを、皆さ ん工夫されているの だと 思うのです。なので 、
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説明事項の問題です とか 、電気通信事業者で 問題 になっているような こと とは少し場面が違う 。
例えば、ミステリー ショ ッパーはどこまでや るか というと、契約する 直前 のところまでやるわ け
ですけれども、契約 する 直前のところってす ごい 長いのです。モール で契 約する直前のところ ま
でやりますといって も、 ほとんどないですよ ね。 そういうビジネスモ デル の基本的な違いがあ る
ので、統制の手法も おの ずと変わってくるの かな と思います。
○中田座長

生貝委 員、 どうぞ。

○生貝委員

まさし くそ ういう仕組み、特に アメ リカなんかですと大 学の 研究者ですとか消費 者

団体等を含めて、プ ラッ トフォームのレーテ ィン グというのはやって いる ところなのですけれ ど
も、なかなかこの国 柄と いうのもあるかなと いっ たときに、個人的に これ も先日のクリストフ ・
ブッシュ先生のお話 のと ころで出てきた、今年４月 にヨーロッパでplatform economy observatory
という組織を独立の 研究 者15人からなる、ブ ッシ ュ先生がその筆頭な わけ ですけれども、つく っ
て、そこがまさしく 専門 的なアルゴリズムの 検証 ですとか、そういっ たよ うなところを含めて の
まさに第三者的な評 価を ちゃんとしていくと いう 機能を持っているの かな と認識しているとこ ろ
です。そういったよ うな 、結局のところ独立 した 誰かが独立した評価 をち ゃんとやるというこ と
が重要なのであって 、そ こに対する行政の支 援で すとか仕組みといっ たよ うなことも様々考え る
価値があるのだろう と思 います。
○早川座長代理

今 の点 ですけれども、認証 のと きのポイントはどこ にあ るかというと、まさ に

今の第三者が評価し て、 その評価の結果を分 かりやすく伝えるという こと なので、その方法と し
て、別に認証という 名前 ではなくていいので すが 、第三者がそのよう な何 らかのテストをして 、
その結果としてこう なり ましたというのは一 つの在り方だと思いまし て、 私はそういうものが あ
るのは全面的に賛成 で、でもやり方もそんな難 しい ものではないと思っ て、ランダムに例えば100
個ぐらい何か物を買 って 、万が一トラブルが あっ たときにどういう対 応を、例えば、プラット フ
ォーマーがしている のか というようなことを 見る だけでもある種の審 査に なって、その情報が 透
明性を持ってレポー トと してまとめられれば、そ れ はそれで一つの指標 です ね。ただ、100個が母
数だともしかしたら アク シデンタリーにたま たま ということもあるの で、 そうすると、そこが な
かなか悩ましいとこ ろで 、洗濯機だと100万 回回せ ますけれども、そう でな いと100万個買うの は
財政的に大変なので 、そ こが少し限界かなと 思い ます。
○生貝委員

全くそ のと おりで、結局のとこ ろや っていることは評価 なの で同じなのですけれ ど

も、私も認証システ ムを 微妙にお手伝いして 改め て感じたのは、基本 的に 認証のシステムとい う
のは基準に適合して いる かどうかということ を判 断するところという こと もあって、その過程 で
例えばこういう評価 が出 たとか、こういう取 組を やっていたという情 報を セットで出すという の
がなかなか仕組み上 どう も難しいといいます か、 必ずしも合わないと ころ がどうもあるという こ
とを私も最近改めて 認識 しまして、そういう 意味 で言ったとき、やは りそ れは認証システムと い
うところとまた並行 して 、まさしくそういっ たき め細かな評価をどう して も認証だと基準に適 合
していたか、そうで なか ったかというゼロイ チの 判断をするのがあそ この 仕事となるので、い ろ
いろなそれだけでは 見え ない部分というのは ある と思います。
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○早川座長代理

そ れは デジタル的な認証も あり ますけれども、そう する と判断権者と裁量権 が

入れていないかとい う問 題はあるにしても、 そう ではない在り方もあ ると 思いますので、必ず し
もそれがゼロヒャク だけ が認証で、だから認 証が ということには必ず しも ならないのではない か
と思いますが、もし かし たら間違えているか もし れません。
○生貝委員

私もそ れは 反対です。

○中田座長

石原委 員、 お願いします。

○石原委員

ちょっ とだ け補足させていただ くと 、シェアリングエコ ノミ ーの認証は生貝先生 が

おっしゃるとおりゼ ロか ヒャクかで認証する かし ないかなのですけれ ども 、認証しないと決ま っ
たときは、ここをこ うや らないと認証しませ んと いうお話をして、留 保と いう形で基本、認証 の
システムに入ろうと して くれているやる気の ある 非常にすばらしい事 業者 だという前提で、こ こ
をこうやっていただ かな いと認証はできませ んと いうことで、それが 解決 すれば次回で認証し ま
すという形になって いる ので、もうあなたの とこ ろはだめだから帰っ てく ださいとかいうこと で
はないという、そこ だけ 補足させてください 。
○中田座長

少し疑 問が あるのですが、プラ ット フォームで価格を比 較す るときに、その値段 の

つけ方とか、そうい うも のは認証のシステム の中 では出てくるのでし ょう か。例えば、アルゴ リ
ズムで最後の商品１ 個に なったら３倍ぐらい の値 段につけるとか、そ のよ うなものも評価の対 象
になるのでしょうか 。
○早川座長代理
○中田座長

そ れは プラットフォームが 決め るのですか。

個々の 事業 者が決める場合もあ るし 、そうでない場合も ある ように思います。例 え

ば、商品の購入の時 に、 該当する商品が１個 だけ 出てくるケースと、複数 の事業者から幾つか の
商品が出てくるよう なケ ースがあるのですが、例え ば、消費者としては 最後の １個になっていて、
それが３倍ぐらいの 値段 になっているところ を見 せられるとします。 とこ ろが、それは次の納 期
があれば、普通の値 段に 戻るという情報はも らえ ずに、そういった情 報だ けしか出てこないよ う
な場面です。そのよ うな ものは評価のときな んか に出てくるのでしょ うか 、値段のつけ方みた い
なものなのですが。
○生貝委員

まさし く今 、非常にそういった プラ クティスが様々試み られ ているところかなと 思

うのですけれども、おそ らくその是非である とか 、そういったような こと を評価することには、
必ずしも認証システ ムと いう形ではないのか なと 考えているところが あり ます。
そして、これは先ほど か ら私がいわゆる認証 シス テムとMOU、宣言、そして それをどう守ってい
るかをちゃんとオー プン に検証するというと ころ を分けて申し上げて いる のは、特に後者の非 常
に社会的な影響力の 高い 方々に関しては、そ うい うところまでをしっ かり とやるやらないとい う
よりは、そういうこ とを するときはちゃんと 消費 者に対してしっかり と説 明をするというくら い
までのレベル感のこ とを 約束していただいて 、そ しておそらくそこが 本当 にその約束が守られ て
いるかどうかという のは 、専門的な研究者が それ こそミステリーショ ッパ ーといいますか、様 々
なテストをやってみ て検 証したりする必要が ある 。なのでまさに高度 に技 術的なこと、しかも 規
範的にそれがよいの か悪いのかという判断自 体が まだ存在していない とい うことに関しては、 ま
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さしく高いレベルで 求め られること、そして 専門 的かつオープンな検 証に 委ねられるべき課題 な
のかなと私自身は感 じて いるところでありま す。
○中田座長

おそら く普 通の店だと、最後の １個 になったからといっ て、 上記のようなケース で

は３倍の値段にはし ない だろうと思うのですが、 ただ、ネット上はそ れが 当然のように行われ て
いる現実もあるわけ です 。
○生貝委員

それは ちょ っとセンシティブな 問題 です。

○片岡委員

基本的 に商 品の価格というのは、販 売事業者が自由に決 められるものになってい ま

す。需要と供給の問 題な ので、当然、価格は自由 に決められるもので すが 、問題になることが あ
るとすればそれは法 的な 問題ではなく、社会 的な 評価という面の問題 です 。例えば、震災のと き
に電池の値段が大幅 に上 がるとか、あるいは 大雪 になったときに除雪 する ためのスコップの値 段
が上がるとか、そう いっ たときに社会的な批 判を 受けることはあると 思い ます。ただ、それを 自
動的に吊り上げるの が当 然の商慣行ではあり ませ ん。ごく一部の事業 者が たまにやってしまっ た
りすることはあるの です が、それが当然の ように行 われているというよ うな ことは全くないです。
○中田座長

消費者 に対 しては、そういった 緊急 事態というか、資源 を、台風であったりとか 、

買い過ぎて買いだめ して はいけないというよ うなことが、消費者とし ての合理的な行動として求
められています。他 方で 事業者においてそう いう値上げが当然のよう に起 こると消費者は買い だ
めしようとか、一挙 に買 おうとかするわけで 、そ ういったことについ てのルールも必要なのか な
という気はするので すけ れども、そうではな いの ですか。
○片岡委員

そこに 踏み 込んでしまうと、か なり 市場の原理というも のを 統制することになり ま

すので、それはかな り危 険な議論ではないかと思 います。
○生貝委員

それに 関し まして、まさしくダ イナ ミックプライシング とい う名称でもって、非 常

に様々各国の消費者 当局 等でも議論は激しい とこ ろでございまして、 その あたりが、例えば、 当
然個人データですと か、そ ういったようなとこ ろの プロファイルしたア ルゴ リズム等も活用して、
様々な形で利用する のか 、あるいはより一般 的な アルゴリズムの透明 性は どこまで確保される の
かといったような、 まさ に非常に先端的な課 題に 今、存在するところ で、 ただ、これも今年や る
のはすごく難しい課 題な のかなというふうに も、 まさに先ほどのplatform economy observatory
はそういったような 問題 も検証の視野には入 れて いるようではありま す。
○早川座長代理

私 は一 消費者なので感覚的 にし か申し上げませんけ れど も、よくあるのは、例

えば、飛行機のチケ ット のラストミニッツで 安く なるけれども、人気 のあ るものだと早い段階で
どんどんなくなって いく から下げられないと いう ようなことはよく見 られ ると思いますが、少 な
くなったらむしろ上 げる というのは、多分、 仕組 みとしては全部売り 切る 前に売り切ったとい っ
て、別に出品か何か する ときに今度は高い値 段で やるとかいうのはあ り得 るかもしれませんけ れ
ども、それも需要 と供給で 売るほうのことがど こま で売れるか考えて判 断し ているところなので、
そこまで踏み込むの は今 の私が知識不足なの かも しれませんが、すご いち ゅうちょがあるよう な
気がします。しかも それ はそもそもプラット フォ ーマーの問題ではな くて 事業者の問題で、そ の
事業者のある種、自分たち の利益を得るために どう いうふうな販売作戦 をと るかというところに、
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プラットフォーマー がど こまで介入してくる かと いうのは、まさに先 生お っしゃられたように 、
今までの話と少し違 う一 つレベルが上がった 話な のかなと思っていて 、今 、我々の手に余る感 じ
がします。
○森委員

それはプ ラッ トフォーマーがプラ イシ ングする場合なので はな いですか。だからラ イ

ドシェアのように時 間帯 とか場所とかの状況 で、 あるいは自動的にそ れこ そアルゴリズムで決 め
るわけです。今、我 々が 念頭に置いているの はモ ールとかC to Cオー クシ ョンだから、それは 出
品者が決めるという こと でまた違う。
○生貝委員

おっし ゃる とおりで、プラット フォ ーム側がそれを決め られ るということが前提 に

なります。ですが、 例え ば、この人は様々な 個人 情報をもとに、これ まで の購買履歴等をもと に
プロファイリングし てみ た結果、この本はほ かの 人よりもこのくらい 高い 価格で買ってくれる 蓋
然性が高いであろう とか 、これは本当に十数 年前 から某大規模書店、 オン ライン書店等で社会 的
な問題になってきた とこ ろではあるのですけ れど も、例えば、プライ スを 決めなくて、プライ ス
のほかにもクーポン を何 円分出すとか、そう いっ たような様々なコン トロ ールの仕方があるの か
なと。
○早川座長代理

私 は必 ずしもいろいろな問 題が あるので、なかなか 簡単 に言えませんという の

が議論をおくらせる のであまり好きではない ので すけれども、この問 題に 関して言うと、プラ ッ
トフォーマーが価格 を決 められるようなプラ ット フォーマーと、そう では ないプラットフォー マ
ーがいて、我々は後 者を メーンに今まで議論 して きたけれども、前者 みた いなものもあるけれ ど
も、それを後者と一 緒に 議論できないという のは 確かだと思うので、 どち らをメーンにターゲ ッ
トに今まで議論した かと いうと後者ですから 、そ こは先ほど申し上げ たよ うに、また一つ違う 次
元の世界に入ってき てい るのではないかと思 いま す。
○中田座長

まだ３ 番目 の議論は十分に尽く せて いないのですが、時間が既 に来てしまいました。

次回以降も、ヒアリ ングを しながらこういう形 で議 論し、更に検討を進 めてい きたいと思います。

≪３．閉会≫
○中田座長

今日も長時 間ありがとうござい まし た。事務局から何か ありま すか。大丈夫ですか 。

では、これで閉会に した いと思います。あり がと うございました。
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