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電子商取引における消費者被害につき実効的な救済を可能と

する仕組みの確立を求める意見書 

 

２０２１年（令和３年）３月１８日 

日本弁護士連合会 

 

第１ 意見の趣旨 

近年，ＩＴ技術の発達によって電子商取引の市場規模が拡大傾向にある一方，電

子商取引における消費者被害も増加している現状を踏まえ，当連合会は，国に対し，

以下のとおり立法措置を行い，販売業者又は役務提供事業者（以下「販売業者等」

という。）及び取引型デジタル・プラットフォーム 1（以下「ＤＰＦ」という。）を提

供する事業者（以下「ＤＰＦ事業者」という。）に対して義務を課し,その実効的な

救済を可能とする仕組みを確立するよう求める。 

１ 販売業者等の義務 

特定商取引に関する法律（以下「特商法」という。）を改正し，販売業者等が電

子商取引 2により商品，特定権利又は役務（以下「商品等」という。）につき，売

買契約又は役務提供契約（以下「売買契約等」という。）を締結する場合には，販

売業者等に対し，以下の点を義務付けるべきである。 

(1) 苦情処理措置 

オンラインを含むアクセス方法により，消費者からの苦情を適切に処理する

措置（以下「苦情処理措置」という。）を講じること。 

(2) 紛争解決措置 

原則として，消費者との紛争につき，消費者の利益を擁護し得る，以下のよ

うな一定の要件を満たす措置（以下「紛争解決措置」という。）を講じること。 

① 弁護士（弁護士法人を含む。）又は認証ＡＤＲ機関が手続を主宰すること。 

② 消費者保護関連法規及び消費者トラブルの実情に精通している者が手続

実施者に含まれていること。 

③ オンラインによる手続も提供していること。 

④ 解決内容についてのモニタリングシステムを設けること。 

                                                
1 多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって，当該場において

商品，役務又は権利を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示することを常態とするものを，多数の

者にインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて提供する役務のうち，消費者が販売業者等及び

一般商品等提供利用者に対し売買契約又は役務を有償で提供する契約の申込みを行うための機能を有するものを

いう。 
2 通信販売のうち，売買契約又は役務提供契約の申込みが情報処理の用に供する機器を利用する方法によるもの

をいう。 
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⑤ 消費者が費用を負担しなくてよいようにすること。 

ただし，この要件を満たす民間紛争解決手続を，「認定消費者ＡＤＲ」（仮称）

として内閣総理大臣（消費者庁）が認定する制度を導入し，電子商取引を行う

販売業者等が，消費者との間の紛争解決手続を実施するための契約を，「認定

消費者ＡＤＲ」を提供する機関との間で締結したときは，紛争解決措置を講じ

たものとみなすこと。 

また，電子商取引を行う販売業者等が，消費者との間の紛争解決手続を実施

するための契約を，上記の②から⑤までの要件を満たす手続を行う弁護士会と

締結したときも，紛争解決措置を講じたものとみなすこと。 

(3) 紛争解決手続についての応諾 

消費者が裁判外紛争解決手続 3の利用を希望したときは，正当な理由のない

限り，その手続に応じること。 

(4) 情報提供 

これらの措置に関する情報を消費者に適切に提供すること。 

２ ＤＰＦ事業者の義務 

(1) 販売業者等に関する取引の場の安全確保 

ＤＰＦ事業者と販売業者等との間のＤＰＦ利用契約について，ＤＰＦ事業者

に対し，以下の点をＤＰＦ事業者に関する新法で義務付けるべきである。 

① 販売業者等に対し，犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収

法」という。）に準じる本人確認を定期的に行い，本人確認ができないときは

ＤＰＦ利用契約を締結しないこと。 

② 販売業者等が，当該ＤＰＦにおける広告において特商法に定める表示義務

を順守していることを定期的に確認し，表示義務を順守しない販売業者等と

はＤＰＦ利用契約を締結しないこと。 

③ 販売業者等が，上記１(1)から(4)までの措置を講じていることを確認し，

これらの措置等を適切に講じない販売業者等とはＤＰＦ利用契約を締結し

ないこと。 

なお，一定規模以下の販売業者等については上記１(2)の措置を努力義務

にとどめた場合であっても，１(2)の措置を講じない販売業者等とはＤＰＦ

利用契約を締結しないこと。 

④ 日本国内に営業拠点を有しない販売業者等については，①から③までに加

                                                
3 民事調停や消費生活センター等の公的機関による紛争解決あっせん手続及び認証ＡＤＲ機関による民間紛争解

決手続等をいう。 



3 

えて，販売業者等において日本における代表者を定めていること，販売業者

等が日本語で利用できる苦情処理措置及び日本国内で利用できる紛争解決

措置を講じていることを確認し，これらの措置を講じない販売業者等とはＤ

ＰＦ利用契約を締結しないこと（ただし，販売業者等が日本語を用いてＤＰ

Ｆにおいて広告をしようとする場合に限る。）。 

(2) 一般商品等提供利用者に関する取引の場の安全確保 

ＤＰＦ事業者と一般商品等提供利用者（ＤＰＦを利用して商品等につき売買

契約等の広告をしようとする者であって，特商法上の販売業者等に該当しない

者をいう。以下同じ。）との間のＤＰＦ利用契約について，ＤＰＦ事業者に対

し，以下の点をＤＰＦ事業者に関する新法で義務付けるべきである。 

① 一般商品等提供利用者に対し，犯収法に準じる本人確認を定期的に行い，

本人確認ができないときはＤＰＦ利用契約を締結しないこと。  

② 一般商品等提供利用者と消費者との間で生じたＤＰＦを利用した売買契

約等に関する紛争（以下「一般利用者間紛争」という。）に関して，紛争解決

手続に応じない一般商品等提供利用者とは，ＤＰＦ利用契約を締結しないこ

と。 

③ 一般利用者間紛争について，苦情処理措置及び紛争解決措置を講じ，消費

者にこれらの情報提供を行うこと。 

(3) 苦情処理措置や紛争解決措置の利用促進 

ＤＰＦ事業者において，ＤＰＦ事業者及びＤＰＦを利用する販売業者等にお

いて講じる苦情処理措置や紛争解決措置が適切に利用されるよう，前記の情報

提供に加えて，販売業者等や一般商品等提供利用者への消費者からの申出の伝

達，その他必要な措置を講じることを，ＤＰＦ事業者に関する新法で義務付け

るべきである。 

(4) ＤＰＦ事業者と消費者との紛争の解決 

ＤＰＦ事業者は，ＤＰＦ事業者自身が販売業者等でない場合であっても，消

費者とＤＰＦ事業者との間の紛争に関し，苦情処理措置及び紛争解決措置を講

じること，裁判外紛争解決手続に応じること並びにこれらの措置の情報提供を

行うことを，ＤＰＦ事業者に関する新法で義務付けるべきである。 

(5) ＤＰＦ事業者の義務履行確保の手段 

以上のようなＤＰＦ事業者の義務の履行確保のために，内閣総理大臣（消費

者庁）が義務違反行為の是正のための措置，消費者の利益の保護を図るための

措置その他必要な措置を採ることができることとし，罰則をもって担保すべき

である。 
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第２ 意見の理由 

１ 電子商取引における消費者被害の実情と実効的な救済を可能とする仕組みの

必要性 

(1) 電子商取引における消費者被害の実情 

近年，ＩＴ技術の発達によって，消費者はオンライン上でこれまで以上に容

易に取引を行うことが可能となったことに伴い，電子商取引の市場規模は拡大

傾向にある。その反面，電子商取引において消費者がトラブルに遭遇する事例

も増加している。 

消費者トラブルの増加傾向は，２０１０年以降，特に商品の電子商取引にお

いて見て取ることができ，商品の電子商取引に関する消費生活相談件数は，２

０１０年の年間２７，０２２件から２０１８年には年間９８，２１０件に増加

している 4。また，消費者間取引であることが多いフリマサービス 5においても

同様に，２０１２年以降，消費生活相談件数が増加傾向にあり，２０１２年の

年間１１５件から２０１９年には年間５，７８１件に増加している 6。 

また，新型コロナウイルス感染症の影響により，インターネット通販等の電

子商取引において，消費者トラブルの相談が増加していることが報告されてい

る 7。 

(2) ＤＰＦを利用した消費者取引の実情 

電子商取引の増加に伴い，ＤＰＦを利用した消費者取引も急速にその存在感

が高まっている。その背景として，販売業者等は，ＤＰＦを利用すれば自ら販

売のためのサイトを立ち上げなくとも遠隔取引に参加できるほか，消費者にと

っても，多数の選択肢の中から手軽に自分の求めるものを検索できたり，ＤＰ

Ｆ事業者を信頼することによって，個々の販売業者等の信用性を十分に確認し

なくとも取引に入ることができたりするなど，売主・買主双方にとって利便性

が飛躍的に向上したことが指摘されている 8。 

ＤＰＦ事業者は，自己のＤＰＦにおけるルールを契約等によって設計し，こ

れを運営して取引の場を提供することで利益を上げている。加えて，ＤＰＦを

利用した消費者取引の増加に伴って，一部のＤＰＦ事業者は急速な成長を遂げ

                                                
4 令和元年版消費者白書 図表Ⅰ－１－３－８「電子商取引に関する消費生活相談件数（商品・サービス別）」 
5 インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト等のサービスをいう。 
6 令和２年版消費者白書 図表Ⅰ－１－６－２１「『フリマサービス』に関する消費生活相談件数」 
7 独立行政法人国民生活センター報道発表資料「『新しい“消費”生活様式』の影響で相談増加！？インターネッ

ト通販のトラブルにあらためて注意！」（２０２０年９月１７日） 
8 消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会論点整

理」（２０２０年８月２４日） 
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るに至り，その結果，一部の巨大なＤＰＦ事業者は，単なる「取引の場の提供

者」にとどまらず，電子商取引市場そのものを設計し，これを運営・管理する

ことができるほどの強い市場支配力を持つに至っている。一方で，消費者は，

ＤＰＦを利用する際，ＤＰＦ事業者自体に信頼を置いて電子商取引を行ってい

る 9。 

(3) 電子商取引における消費者被害救済の困難性 

オンライン上の取引では，消費者の居住地から遠く離れた相手方との取引が

可能であり，海外の販売事業者等と取引することもできる。実際に，大手のＤ

ＰＦでは，海外の販売業者等が日本語を用いて商品等の販売を行っている事例

が数多く存在する上，海外の販売業者等が日本国内の消費者に向けて，日本語

を用いて電子商取引のためのインターネットサイトを運営している事例も複

数見受けられる。 

しかし，その一方で，消費者の生活圏外での取引ゆえに取引の相手方へのア

クセスが困難な場合もあり，消費者が電子商取引において何らかのトラブルに

巻き込まれた場合，被害救済を求めることが事実上困難である場合も少なくな

い。 

また，一般に消費者がオンライン上で行う取引金額は，少額であることが多

い 10。そのため，電子商取引における被害金額も少額であることが多く，仮に

取引の相手方に対してアクセス可能な事案であっても，消費者が民事訴訟によ

って個別救済を受けることは現実的ではない。 

２ 販売業者等の義務（意見の趣旨１） 

(1) 苦情処理措置 

電子商取引には，①商品等の説明が画面上の表示に限られ，購入前に実物を

見ることがなく，口頭で説明することも予定されていないため，購入者に商品

等の内容について誤解が生じやすいこと，②遠隔地にいる者とも容易に取引が

できること，③店舗の空間の制限と関係がなく，また，コンピューターシステ

ムを用いた自動化により時間に関係なく，顧客を受け入れることが可能になる

ことといった店舗販売と異なる特質がある。 

②及び③の点は電子商取引の利点であり，場所的，時間的制約を取り払うこ

とになるが，販売業者等の商品等の供給量やトラブルになった際に対応できる

                                                
9 消費者庁「デジタル・プラットフォーム利用者の意識・行動調査（概要）」（２０２０年５月２０日） 
10 例えば，２０１８年度に東京都消費生活総合センターが発行した消費生活相談年報によれば，２０１８年度に

東京都内の消費生活相談窓口に寄せられた消費者相談に関し，相談全体の平均契約金額は１件当たり約１２６万

円であったのに対し，インターネット通販に関する相談の平均契約金額は約１７万円であった。 
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人的資源には限りがあるところ，能力を超過した取引を行うことがあるという

点で問題も生じる。 

電子商取引を利用して収益機会を拡大している販売業者等は，電子商取引で

あるがゆえに生じるこれらの危険を緩和する義務を負うべきである。そのため，

まず電子商取引を行う販売業者等に対して，苦情処理措置を整備すべき義務を

課すべきである。 

具体的には，顧客の苦情を受けて対応するためのルール（消費生活センター

のあっせんに対応することを含む。）を定め，苦情受付の担当者を置くなどの

苦情対応体制を整備することを求めるべきである。苦情受付方法としては，オ

ンラインによるアクセスができるようにすべきである。電子商取引を行ってい

る場合を対象としているから，消費者としても苦情受付をオンラインで行うこ

とを期待するし，オンラインによるアクセスを可能にすることが，販売業者等

においても特段過重な負担を課すものとも考えられない。 

実際，現行法の下でも，販売業者等は，広告をするときには，特商法第１１

条第５号及び同法施行規則第８条により，販売業者等の氏名又は名称，住所及

び電話番号並びに代表者又は業務の責任者の氏名を表示しなければならない

とされているが，これは商品等に問題があった際に連絡できるようにするため

であり，もとより販売業者等は一定の苦情処理措置を講じることが期待されて

いると言える。 

また，電子商取引を行う販売業者等に対して苦情処理措置の整備をより具体

的に求めることは，消費者が安心して電子商取引を行えることにつながるとと

もに，更に電子商取引が拡大されることで，特徴のある商品等を提供する地方

の販売業者等が，場所的制約を超えて事業を発展させることにもつながる。 

(2) 紛争解決措置 

① 基本的な考え方 

苦情処理措置は，あくまで消費者からの苦情に対応する体制の整備を求め

るだけであるため，販売業者等と消費者との認識に相違があるような場合等

においては，紛争が容易に解決しないこともあり得る。しかしながら，前記

のとおり，電子商取引においては，紛争対象の経済的利益が比較的少額であ

ることが多く，消費者の苦情が苦情処理措置によって適切に解決されなかっ

た場合において，消費者から民事訴訟を提起して解決を求めることは多くの

場合には現実的ではない。 

そこで，消費者が適切な裁判外紛争解決手続に容易にアクセスできるよう，

販売業者等に，自らの費用負担において，民間紛争解決手続を提供する機関
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との間で，消費者との紛争解決を取り扱うこととする契約を締結させること

によって，消費者に対する適切な紛争解決措置の提供を義務付けるべきであ

る。 

このように，販売業者等に対して裁判外紛争解決手続の提供を義務付ける

スキームとしては，金融商品取引法による金融ＡＤＲ制度がある。これは，

金融分野における苦情処理や紛争解決を，一定の中立性や公正性が確保され

た紛争解決機関に委ねることを金融商品取引業者に義務付けることによっ

て，事案の性質や当事者の事情に応じた迅速・簡便・柔軟な解決を可能とし，

利用者に納得感のあるトラブル解決を図ることにより，金融商品取引利用者

の信頼性を向上させようとするものである。このような金融ＡＤＲの制度趣

旨は，消費者が関わる電子商取引においても同様に当てはまるものである。 

なお，紛争解決措置の提供義務については，販売業者等の費用負担も生じ

得ることから，一定の売上規模以下の販売業者等については努力義務にとど

めることも検討の余地がある。 

② 電子商取引における民間紛争解決手続の在り方 

電子商取引を行う販売業者等に対して，紛争解決措置として利用者に提供

することを義務付ける民間紛争解決手続については，消費者の利益の観点か

ら見て迅速かつ適正に実施し得るものでなければならない。このような観点

から，販売業者等に対して紛争解決措置として提供することを義務付ける民

間紛争解決手続については，以下のような仕組みが確保されていることが必

要である。 

ア 弁護士（弁護士法人を含む。）又は認証ＡＤＲ機関が手続を主宰するこ

と 

民間紛争解決手続は，他人の法律事務を業として取り扱うものであるか

ら，弁護士法第７２条により，弁護士（弁護士法人を含む。）又は認証ＡＤ

Ｒ機関が手続を主宰することが最低限の要件である。 

イ 消費者保護関連法規及び消費者トラブルの実情に精通している者が手

続実施者に含まれていること 

電子商取引における消費者トラブルにつき，消費者の利益の観点から見

て迅速かつ適正な解決手続を実施できるようにするには，消費者保護関連

法規及び消費者トラブルの実情に精通している者が手続実施者に含まれ

ていることも必要不可欠である。 

具体的には，手続実施者の少なくとも一人は，消費者保護関連法規及び
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消費者トラブルの実情に精通している弁護士 11又は消費生活相談員とする

ことを義務付けることが考えられる 12。 

ウ オンラインによる手続も提供していること 

電子商取引における消費者は，当然オンラインで当該取引を行っている

のであるから，このような特性を持つ消費者の利便性を考慮するのであれ

ば，紛争解決のための全ての手続がオンライン上で完結していること（い

わゆるＯＤＲ（Online Dispute Resolution））が最も望ましいと考えられ

る。 

エ 解決内容についてのモニタリングシステムを設けること 

紛争解決措置として提供される民間紛争解決手続が，消費者の利益の観

点から見て迅速かつ適正なものであることをより確実なものとするため

には，これまでに述べたような仕組みに加えて，当該民間紛争解決手続が

その解決内容も含めて適切な手続を現実に実施していることをモニタリ

ングする仕組みもあることが望ましいと考えられる。 

具体的には，紛争解決措置として提供される民間紛争解決手続や解決内

容につき，消費者被害の防止及び救済を主たる目的とし，現にその活動を

相当期間にわたり継続して適正に行っているものと認められるＮＰＯ法

人又は一般社団法人・財団法人（具体的には適格消費者団体等）による監

査を義務付けることなどが検討されるべきである。 

オ 消費者が費用を負担しなくてよいようにすること 

電子商取引における消費者トラブルの解決に，紛争解決措置としての民

間紛争解決手続が十分に利用されるためには，民間紛争解決手続を利用す

る消費者の費用負担についても重要な要素となる。 

民間紛争解決手続の活用を促進する観点からは，その利用に当たり，消

費者側の費用負担はないものとすることが望ましい。前記のとおり，電子

商取引における消費者トラブルにおける紛争対象の経済的利益は少額な

ものにとどまることが多いからである。一方，販売業者等は，電子商取引

を利用することにより販売機会を拡大する利益を得ているのであるから，

消費者が安心して電子商取引に参加できる環境整備に要する費用を販売

業者等において負担することは，公平性の観点からも望ましいと考えられ

る。 

                                                
11 消費者保護関連法規及び消費者トラブルの実情に精通している弁護士であることの判断基準としては，例え

ば，適格消費者団体の理事や専門委員を一定年数以上務めたことなどを要件とすることが考えられる。 
12 金融ＡＤＲ制度においても同様の規定がある（金融商品取引法第１５６条の５０第３項）。 
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そこで，電子商取引を行う販売業者等が民間紛争解決手続を提供する機

関との間で，当該販売業者等と消費者との紛争の解決を取り扱うこととす

る契約を締結する際に，販売業者等が，費用の一定部分を負担することな

どにより，消費者に費用負担をさせない方策が検討されるべきである。 

(3) 紛争解決手続についての応諾 

紛争解決措置を義務付けたとしても，消費者としては，販売業者等が提供す

る紛争解決手段を利用したくないという場合はあり得る。そこで，苦情処理措

置をより実効的なものとする観点から，紛争解決措置を講じることに加えて，

電子商取引を行った販売業者等に対して消費者が裁判外紛争解決手続の利用

を希望したときは，正当な理由のない限り，当該販売業者等は，その裁判外紛

争解決手続に応じることを義務付けるべきである。 

(4) 情報提供 

    販売業者等が苦情処理措置及び紛争解決措置を講じており，紛争解決手続に

応じることとなっていたとしても，消費者がそのことを知らなければ，消費者

の被害回復を図ることができない。そのため，消費者に適切な情報が提供され

るべきであり，例えば，苦情処理措置に関しては苦情受付の時間及び方法，紛

争解決措置に関しては，どのような紛争解決措置を講じているかなどの情報が

提供されるべきである。 

３ 認定消費者ＡＤＲ（意見の趣旨１(2)のただし書） 

(1) 「認定消費者ＡＤＲ」制度の必要性 

前記のとおり，電子商取引を行う販売業者等に対し，紛争解決措置として，

民間紛争解決手続を提供する機関との間で，当該販売業者等と消費者との紛争

の解決を取り扱うこととする契約を締結することを義務付けるものとしても，

当該機関が提供する民間紛争解決手続が前記２(2)②で述べたような要件を満

たすかどうかの判断を，個々の販売業者等に委ねることには問題がある。なぜ

なら，販売業者等は法律の専門家ではない以上，契約しようとする機関が提供

する民間紛争解決手続が所定の要件を満たすかどうかの判断を適切に行うこ

とは事実上困難であると考えられるからである。反対に，廉価な費用により手

続を提供するからとして，不適切な民間紛争解決手続を提供する機関と契約し

ようとするおそれもある。 

そこで，前記２(2)②で述べたような要件を満たす民間紛争解決手続を「認

定消費者ＡＤＲ」（仮称）として内閣総理大臣（消費者庁）があらかじめ認定す

る制度を導入し，電子商取引を行う販売業者等が，「認定消費者ＡＤＲ」を提供

する機関との間で消費者との紛争解決手続を実施するための契約を締結した
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ときは，所定の紛争解決措置を講じたものとみなすことが考えられる。 

このように，適切な民間紛争解決手続を事前認定する仕組みを導入し，電子

商取引を行う販売業者等が事前認定を受けた民間紛争解決手続を選択するよ

う誘導することにより，不適切な民間紛争解決手続が利用されることは可能な

限り排除され得ることとなる。 

(2) 適格消費者団体等の活用 

なお，「認定消費者ＡＤＲ」の実施機関の一つとして，現在，不特定多数の消

費者の利益のために差止請求権を行使することが認められている適格消費者

団体が想定され得るところである。なぜなら，適格消費者団体は，その認定要

件により，消費者被害の防止及び救済を主たる目的とし，現にその活動を相当

期間にわたり継続して適正に行っているほか，消費者問題に関する法的な専門

性，販売業者等からの独立性を有しているからである。 

もっとも，適格消費者団体の主たる任務は不当な事業活動に対する差止請求

権の行使であり，個別具体的な消費者トラブルの解決を行っているものではな

い。そこで，適格消費者団体が認証ＡＤＲ機関の認証を取得し，ＡＤＲ手続を

オンラインで実施することが可能な体制を整えたときには，その適格消費者団

体が提供する民間紛争解決手続については，当然に「認定消費者ＡＤＲ」に認

定するような仕組みの導入も考えられるところである。 

(3) 弁護士会のＡＤＲ 

弁護士会が行うＡＤＲについては，特に消費者庁の認可を要しないが，弁護

士会においては，意見の趣旨１(2)②から⑤の要件を満たすための適切な措置

を講ずる必要がある。 

４ ＤＰＦ事業者の義務のうち販売業者等に関する取引の場の安全確保（意見の趣

旨２(1)） 

(1) 安全確保措置の必要性 

① ＤＰＦ事業者は，ＤＰＦ利用者間の取引の場を提供しているだけであるか

ら，何らの義務を負わないということには当然にはならない。プラットフォ

ーム事業（商品等や情報を集めた取引の「場」を利用者に提供する事業）は

ＤＰＦに限られないところ，プラットフォーム事業者の一つと言えるクレジ

ットカード会社は，割賦販売法により加盟店調査義務を負っている。また，

既存の取引市場においても，参加者間の紛争について，取引所が紛争解決の

仲介を行うことが義務付けられている例がある（商品先物取引法第１２０条

第１項）。 

ＤＰＦ事業者は，多数の会員（ＤＰＦ利用者）を擁することや，そのＤＰ
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Ｆの知名度から，販売業者等が単独では成立させることができないような多

種多様な取引相手との取引の機会を提供している。これをＤＰＦ利用者から

見ると，メリットもあるが，問題のある販売業者等と取引をして損失を被る

リスクも高まることになる。一方で，ＤＰＦ事業者は，ＤＰＦ利用者が利益

を受けるか，損失を被るかとは関係がなく，ＤＰＦ利用者間の取引の場を提

供することで利益を得ている。 

② しかも，ＤＰＦ事業者は，単に取引の場を提供しているだけではない。販

売業者等の広告の記載事項，記載方法については，統一的なＤＰＦの表示を

構成する観点から，一定の枠組みを定めている。また，送料や解約手数料等

の取引条件についても，統一的な取引の場を提供する観点から，一定の枠組

みを定めていることがある。 

さらに，ＤＰＦ利用者には，その代金の支払のために種々の決済手段をＤ

ＰＦ上で提供している。販売業者等に対しては，配送を代行していることや，

提携した運送業者に安く便利に配送を依頼できるサービスを提供している

ことがある。このように，ＤＰＦ事業者は，取引の成立から履行まで一定の

関与をし，その取引内容に一定の支配を及ぼしている。 

③ ＤＰＦ利用者にとっては，ＤＰＦ上に表示された販売業者等の連絡先等の

情報を信頼するほかなく，連絡先等の表示が事実と相違していた場合には，

販売業者等に苦情を申し入れることすらできない。ＤＰＦ事業者は，ＤＰＦ

利用者からの信頼をも背景として取引を拡大し，利益を得ているのであるか

ら，ＤＰＦにおける取引の安全を確保する必要がある。さらに言えば，ＤＰ

Ｆ利用者が販売業者等と連絡をとることができたとしても，情報の質及び量

並びに交渉力の格差があり，実効的な交渉をすることは困難である。ＤＰＦ

事業者は取引成立の際には助力しているのであるから，取引の成立後におい

てもＤＰＦ事業者がしかるべき助力をしてくれることを，ＤＰＦ利用者は期

待している。 

一方で，ＤＰＦ事業者は，販売業者等とＤＰＦ利用契約を締結する際，本

人確認をすることや，正しい情報を表示することを販売業者等に求めること

は容易である。また，ＤＰＦを利用する販売業者等は，ＤＰＦ上の広告や配

送システム，決済システムに依存しているから，ＤＰＦ事業者は違法な広告

を削除することや，一見不合理でない苦情が出ている場合には資金の送金を

留保するなどして，ＤＰＦを利用する販売業者等に違法な行為をやめさせ，

被害回復を図るように働きかける実効的な手段を持っている。このように，

ＤＰＦが作り出した危険に実効的に対処できるのも，ＤＰＦ事業者自身なの
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である。 

④ このように，取引の場の提供により利益を得ていること，取引内容を一定

程度支配しており，取引の場の提供により生じた危険に対処する実効的な手

段を持っていること，ＤＰＦ利用者の信頼を保護する必要があることから，

ＤＰＦ事業者は，ＤＰＦ利用者が安心して取引に参加できるような安全確保

措置を講ずるべきである。 

安全確保措置を講ずることは，ＤＰＦ取引の安全を担保し，ＤＰＦ利用者

の信頼を高めることになるため，ＤＰＦの更なる発展及び活性化にも資する

ものである。 

実際に，一定の安全確保措置を行っているＤＰＦ事業者も既に存在してお

り，このような安全確保措置を採らない悪質なＤＰＦ事業者を排除する必要

がある。 

(2) 義務付けるべき安全確保措置の具体的内容 

① 安全確保措置の具体的な内容としては，まず本人確認を行い，本人確認が

できないときにはＤＰＦから排除することがある。本人確認のできない者と

の取引を認めることは，違法行為の温床となりやすいため避けるべきである。

また，紛争が生じた際に苦情を申し出ることもできなくなることから，紛争

解決の実効性を高めるためにも，ＤＰＦから排除する必要がある。 

そこで，ＤＰＦ事業者には，販売業者等に対し，犯収法に準ずる本人確認

を定期的に行い，本人確認ができないときは，ＤＰＦ利用契約を締結しない

ことが義務付けられるべきである（なお，ＤＰＦ事業者が販売業者等との間

でＤＰＦ利用契約を既に締結済みの場合，一定期間中に当該販売業者等に当

該義務を履行するよう求め，その期間内に当該義務が履行されないときには，

ＤＰＦ事業者は当該ＤＰＦ利用契約を解除しなければならないことが定め

られるべきである。以下本項において同じ。）。 

② ＤＰＦ事業者は，販売業者等が当該ＤＰＦにおける広告において特商法に

定める表示義務を順守していることを定期的に確認し，表示義務を順守しな

い販売業者等とはＤＰＦ利用契約を締結しないことが義務付けられるべき

である。 

住所，電話番号や責任者の氏名は，紛争解決のために必要な情報である。

また，商品等の対価，支払時期・方法，商品等の提供時期等の他の広告事項

についても，これらを明らかにすることは紛争の予防に役立つため，徹底さ

せるべきである。 

なお，ＤＰＦ事業者は，表示内容全ての真実性を確認する必要はないが，
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本人確認義務を負うことになるため，住所，電話番号，責任者の氏名等につ

いては，真実性を確認すべきである。 

③ 販売業者等が，意見の趣旨１(1)から(4)までの措置を講じていることを確

認し，これらの措置を適切に講じない販売業者等とはＤＰＦ利用契約を締結

しないことが義務付けられるべきである。 

また，紛争解決措置の提供義務について，一定の売上規模以下の販売業者

等については努力義務にとどめた場合であっても，ＤＰＦを利用して電子商

取引を行うときは，例外なく紛争解決措置が確保されるべきである。販売業

者等は，ＤＰＦを利用する場合には，販売業者等が運営する個別の通販サイ

トにおける取引に比べ，多くの取引の機会を得られるという利益を享受する。

その一方で，得意客以外との取引が増え，紛争になる危険性も高くなるので

あるから，紛争解決措置を講じることを努力義務にとどめることが適当な小

規模業者であっても，ＤＰＦのような市場に参加する際には特別の対応をす

ることが望ましい。したがって，ＤＰＦ事業者は，一定規模以下の販売業者

等も含め，紛争解決措置を講じない販売業者等とはＤＰＦ利用契約を締結し

ないことが義務付けられるべきである。 

なお，ＤＰＦ事業者は，単に取引の場を提供するだけでなく，販売業者等

に対して，決済手段や商品配送手段など多様なサービスを提供しているのが

通例であり，紛争解決措置を自ら講じることができない小規模業者であって

も，ＤＰＦ事業者の援助により，容易に紛争解決措置を講じることが可能と

考えられるところである。 

④ 日本国内に営業拠点を有しない販売業者等で，日本語で広告をするものに

ついては，日本における代表者を定めていること，日本語で利用できる苦情

処理措置や日本国内で利用できる紛争解決措置を講じていることを確認し，

これらの措置を講じない販売業者等とはＤＰＦ利用契約を締結しないこと

が義務付けられるべきである。 

そもそも，外国会社は，日本における代表者を定めなければ日本で継続し

て事業活動をすることは許されない（会社法第８１７条第１項）。日本にお

ける代表者を定めないと，事実上日本国内の法規制を潜脱することが容易に

なり，国内業者と国外業者との競争条件を同一にする観点からも公平でない。

裁判手続のための書類を送達することも困難で，事実上裁判を逃れることが

できるため，紛争解決機関での紛争解決が事実上機能しなくなるおそれがあ

る。また，広告を日本語で表示しているにもかかわらず，苦情申出や紛争解

決については，外国語の利用を求めることや，外国での手続を求めるのは公
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平でない。 

５ ＤＰＦ事業者の義務のうち一般商品等提供利用者に関する取引の場の安全確

保（意見の趣旨２(2)） 

(1) 販売業者等以外に関する安全確保措置の必要性 

ＤＰＦ事業者の中には，特商法等の法令の規制が及ぶ販売業者等の事業者だ

けでなく，これらの法令の規制が及ばない上に，事業の経験がなく，適切に取

引に関する紛争解決ができるか不明な一般商品等提供利用者をも自らの運営

するＤＰＦに引き入れて，ＤＰＦがなければおよそ取引をしなかったであろう

遠隔地の一般消費者との取引の場を提供して，紛争が発生する危険性を生み出

している面もある。 

一方，ＤＰＦ事業者は，もともと自らの運営するＤＰＦの利用者が安心して

取引に参加できるような環境の整備のための責務を負っているものと考えら

れるところ，紛争解決への対応能力が必ずしも明らかではない者を，無関係の

第三者と取引できる場に引き込んでいるＤＰＦ事業者は，むしろ販売業者等の

場合よりも更に重い責務を負うべきであり，ＤＰＦ内で販売業者等以外が関わ

る紛争が生じた場合には，消費者がその紛争を解決するために必要な一定の安

全確保措置を講じる義務があると言うべきである。 

そして，このような安全確保措置を講じることをＤＰＦ事業者に義務付ける

ことは，ＤＰＦ上の販売業者等の事業者が関わらない取引において紛争が生じ

た場合でも，紛争が解決可能ということになるから，当該ＤＰＦを利用しよう

とする者にとっても，当該ＤＰＦを更に利用する誘因として機能するものと考

えられる。このことは，当該ＤＰＦ事業者に対する信頼にも資することになる

だけでなく，ひいては当該ＤＰＦを利用して取引を行う一般商品等提供利用者

にとっても，取引機会の拡大に資することになる。 

以下，必要と考えられる安全確保措置の内容について述べる。 

(2) 本人確認義務 

ＤＰＦを利用した一般商品等提供利用者との売買契約等においては，消費者

において直接の連絡手段が存在しないことがあるという特殊性が存する。この

ため，一般商品等提供利用者がＤＰＦ内において取引を行おうとする場合，当

該一般商品等提供利用者の本人確認情報が得られることとしておかなければ，

仮に当該ＤＰＦ内の利用者間で紛争が生じた場合に，当該紛争における苦情申

立人は，当該一般商品等提供利用者の特定ができずに紛争解決が困難になるか，

特定できたとしても，紛争解決のために過分の時間及び労力がかかることにな

りかねない。 
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そのため，ＤＰＦ事業者には，自らの運営するＤＰＦ内で紛争が生じた場合

に，利用者がその紛争を解決するために必要となる最低限の情報として，一般

商品等提供利用者の本人確認情報等を取得し，管理しておく義務があると言う

べきである。 

この点，一般商品等提供利用者においても，当該ＤＰＦを利用することで顧

客獲得の機会が増えることを期待して当該ＤＰＦを利用するのであるから，自

らを特定する情報を提供し，紛争が生じたときには相手方利用者に対してこれ

を開示することの承諾を求めたとしても不合理ではない。そして，他の消費者

との間で紛争にならない限り，一般商品等提供利用者が提供した当該情報はＤ

ＰＦ事業者のみが保有し，いかなる消費者に対しても開示されるものではない

という規律にすれば，一般商品等提供利用者側にとっても過重な負担とはなら

ないものと考えられる。 

したがって，ＤＰＦ事業者には，ＤＰＦ利用契約を締結しようとする一般商

品等提供利用者に対し，犯収法に準ずる本人確認を行い，本人確認ができない

ときは，ＤＰＦ利用契約を締結しないことが義務付けられるべきである（なお，

ＤＰＦ事業者が一般商品等提供利用者との間でＤＰＦ利用契約を既に締結済

みの場合，一定期間中に当該一般商品等提供利用者に当該義務を履行するよう

求め，その期間内に当該義務が履行されないときには，ＤＰＦ事業者は当該Ｄ

ＰＦ利用契約を解除しなければならないことが定められるべきである。以下本

項において同じ。）。 

(3) 紛争解決手続についての応諾  

一般商品等提供利用者は，販売業者等とは異なり事業目的でＤＰＦを利用す

るものではないから，ＤＰＦの利用に当たって，販売業者等に課すべき苦情処

理措置や紛争解決措置を講じることまで求めることは現実的ではない。 

しかしながら，一般商品等提供利用者は，通常は知り合いの範囲でしか取引

をできないところ，ＤＰＦ事業者の提供するＤＰＦという特殊な取引の場を利

用して，ＤＰＦがなければおよそ得られないような取引の機会を得ることがで

きるという利益を享受している。一般商品等提供利用者が，ＤＰＦの利用によ

りこのような取引拡大の利益を享受しているのであれば，ＤＰＦを通じて生じ

た紛争についても，知り合い同士で起きた紛争と同様の対応が求められるべき

である。 

このような点を考慮すれば，消費者がその紛争を解決するために必要な一定

の措置として，一般商品等提供利用者が，電子商取引を行う販売業者等に準じ

て，一般利用者間紛争について紛争解決手続に応じることが望ましい。    
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したがって，ＤＰＦ事業者に，一般利用者間紛争に関して，紛争解決手続に

応じない一般商品等提供利用者とは，ＤＰＦ利用契約を締結しないことを義務

付けるべきである。 

(4) 苦情処理措置，紛争解決措置及びこれらに関する情報提供 

上記のとおり，ＤＰＦ事業者に一般商品等提供利用者に対して本人確認を行

う義務や，裁判外紛争解決手続に応じない者との契約を締結しない義務を課す

としても，これはあくまで一般利用者間紛争につき，一般商品等提供利用者に

何らかの対応を促すにとどまるものである。 

前記(1)で述べたとおり，ＤＰＦ事業者は，紛争解決への対応能力が必ずし

も明らかではない者を無関係の第三者と取引できる場に引き込むことにより，

更なる収益拡大の機会を得ているのであるから，販売業者等への取引の場の提

供よりも更に重い責務を負うべきであり，消費者が安心して取引に参加できる

ような環境の整備のため，ＤＰＦ事業者にはより積極的な役割が求められる。 

具体的には，ＤＰＦ事業者には，自らの運営するＤＰＦ内において，一般利

用者間紛争が生じた場合に，消費者がその紛争を自主的に解決することを促進

すべく，販売業者等において講じることが義務付けられるべき苦情処理措置，

紛争解決措置に準じた措置を講じておく義務があると言うべきである。 

その上で，ＤＰＦ事業者には，これらの苦情処理措置や紛争解決措置の利用

が促進されるよう，消費者に対してこれらの情報を適切に提供することを義務

付けるべきである。 

６ ＤＰＦ事業者の義務のうち，苦情処理措置や紛争解決措置の利用促進（意見の

趣旨２(3)） 

これまで述べたとおり，消費者は，ＤＰＦを利用する電子商取引について，苦

情処理措置や紛争解決措置による利益が得られ，消費者が希望する紛争解決手続

を利用することもできる。 

しかし，これらの措置が適切に活用されるためには，消費者にこれらの措置が

十分に周知されるとともに，消費者がこれらの措置を利用したい意思があるとき

に販売業者等やＤＰＦ事業者に対してその意思が伝達されることが必要不可欠

である。 

また，ＤＰＦ事業者は，自らが提供するＤＰＦのシステムを活用することによ

り，比較的容易にこれらの対応を実施し得る立場にある。 

そこで，ＤＰＦ事業者において，販売業者等や一般商品等提供利用者に対して，

消費者が苦情処理や紛争解決を求めていることを伝えること及びこれらの苦情

処理措置や紛争解決措置が適切に利用できない事情がある場合には，それを解消
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するために必要な措置を講じることを義務付けることが適当である。 

７ ＤＰＦ事業者の義務のうち自らの紛争の解決（意見の趣旨２(4)） 

ＤＰＦ事業者は，ＤＰＦ事業者自身が販売業者等でない場合であっても，違法

な広告や違法な取引に関与している場合には，消費者との間で紛争が生じる場合

がある。したがって，ＤＰＦ事業者と消費者との紛争についても，意見の趣旨１

(1)から(4)までの措置を講ずることが義務付けられるべきである。 

８ ＤＰＦ事業者の義務履行確保の手段（意見の趣旨２(5)） 

このように，本制度は，ＤＰＦ事業者に一定の義務を課し，ＤＰＦにおける取

引による消費者被害について実効的な救済を可能にする枠組みを提供するもの

である。そうすると，ＤＰＦ事業者に義務を履行させる手段がなければ，制度と

して機能しない。そこで，内閣総理大臣（消費者庁）が義務違反行為の是正のた

めの措置，消費者の利益の保護を図るための措置その他必要な措置を採ることが

できることとし，罰則をもって担保すべきである。 

 

以上 


