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第１章 調査の背景と目的、調査手法
第１節 調査の背景と目的
デジタル市場においては、データの集積やその利活用を巡り、競争が激化しつつあるなか、
一部のグローバルプラットフォーマーがデジタル市場で急成長を遂げており、その競争優位
が固定され、支配的地位となっている可能性が懸念されている。こうした状況を受けて、経
済産業省では、平成 28 年 1 月に「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会」を立ち上
げ、第四次産業革命に対応する「競争政策」、
「データ利活用・保護」及び「知的財産」とい
う 3 つの業界横断的な制度の在り方等について検討を進め、平成 28 年 9 月に「第四次産業
革命に向けた横断的制度研究会 報告書」を公表した。
同報告書において現状と課題の整理を行い、今後の対応等について検討を行った結果、先行
するプラットフォーマーについて、
「取引実態が独占禁止法等の法令違反に当たるかは、詳細
かつ精緻な検討が必要であり、一概に結論付けることはできない」としつつも、同報告書を
作成した研究会での議論では、
「決済手段の拘束や、不透明な返金処理については、優越的地
位の濫用等に当たり得るという指摘があった」ことを紹介している。
また、中長期的な取組として、下記 2 点が記載されている。
①デジタル市場における理論的検討
－公正取引委員会において行われるデジタル市場における経済環境や市場の変化を踏まえた
検証をみつつ、経済産業政策を所管する立場から必要に応じた協力・検討を行う。
②公正な競争環境を確保しイノベーションを促進するための新たな政策の検討
－デジタル経済の特性を踏まえ、公正な競争環境を整備し、更なるイノベーションを促進し
ていくためにはどのような政策が必要か、産業の振興の観点から、独占禁止法にとらわれな
い新たな制度の導入等について広く検討する。
加えて、経済産業省では、平成 29 年 1 月に「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に
関する研究会」を立ち上げ、データの活用に関する競争政策上の考え方について検討を進
め、平成 29 年 6 月に「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会 報告書」
を公表した。
同報告書において、
「データの集積・活用」に関して、事業者の予見可能性を高めるべく、
データの活用度合いに応じたビジネスモデルを分類・提示するとともにそのモデルごとに競
争政策上の判断ポイントを紹介している。
なお、同様の問題意識について、平成 29 年 6 月に公正取引委員会競争政策研究センターか
ら「データと競争政策に関する検討会報告書」も公表されている。
以上を踏まえ、本事業の目的は、 下記 2 点である。


日々進化しているデジタル市場の実態を調査分析し、



(ⅱ)国内外でのこれまでの検討も踏まえ、産業政策や競争政策上の観点から望ましい制

度の在り方について示唆を得ること
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第２章 デジタルプラットフォーマーとは
本章では、本件調査において、デジタルプラットフォーマーに関わる法制度の枠組みについ
て整理する上で、はじめに、デジタルプラットフォーマーとは何か、どのような特性を有し
ており、検討の必要を生じているのかについて整理を行う。
第１節 デジタルプラットフォーマーに関わる定義・説明
本件調査は「デジタルプラットフォーマーを巡る法的論点」を検討するため、まず始めに、
検討の対象たる「デジタルプラットフォーマー」に関わる定義について記載する。
以下に、過去の報告書等で記載されているプラットフォームの説明を示したが、デジタルプ
ラットフォーマーについて記載された書籍、報告書、研究は多いものの、統一的な定義が存
在しているわけではない。
本調査報告書では、2016 年 5 月の欧州委員会「オンライン・プラットフォームに関わる政
策文書」に記載された特徴を有するもの を「デジタルプラットフォーマー」と呼ぶものと
する。
(1)

欧州委員会「デジタル単一市場戦略(2015.5)」
同政策文書では、
「プラットフォームとは、別々だが相互依存している利⽤者のグループ

（２つないしそれ以上）間で相互作⽤を起こすことで価値を創り出すために、インターネッ
トを利⽤して両⾯的（多⾯的）市場において動作している事業をさす」とされている。
(2)

欧州委員会「オンライン・プラットフォームに関わる政策文書(2016.5)」
オンライン・プラットフォームについての定義は設けていないものの、以下の特徴を有して

いること、およびこれらの特徴によって、デジタル経済社会に大きな便益をもたらしている
と考えられることを指摘している。
① 新たな市場を創造・形成し、伝統的な市場に挑み、新たな形の参加者を組織し、もし
くは、大量のデータを収集、処理、編集することに基づき事業を行う 能力を有して
いる。
② 複数市場において運営しているが、ユーザーグループ間の直接的なインタラクション
に関わるコントロールの度合いは多様である。
③ 「ネットワーク効果」から利益を得ている。つまり、ユーザー数の増加に伴いそのサ
ービス価値も向上する。
④ 迅速且つ容易にユーザーにリーチするため、情報通信技術を用いていることが多い。
⑤ 著しい価値を獲得し、新規事業ベンチャーを促進し、新たな戦略的な依存関係を構築
する等によって、デジタル価値の創造において主要な役割を担っている。
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(3)

総務省「データ通信白書」


ネット広告、ネット市場、検索エンジン、SNS、アプリ市場、決済システム等の広範
なネット上の活動の基盤である。



間接ネットワーク効果が存在する



顧客が当該ネットワークを利用するために（ネットワーク効果を内部化するために）
仲介機能が必要であり、その仲介機能を担っている
経済産業省「平成 24 年度我が国経済構造に関する 競争政策的観点からの調査研究 （プ

(4)

ラットフォーム関連事業に関する競争評価研究）」報告書


複数のグループの顧客が存在する



間接ネットワーク効果が存在する



顧客が当該ネットワークを利用するために（ネットワーク効果を内部化するため
に）仲介機能が必要であり、その仲介機能を担っている

第２節 デジタルプラットフォーマーの特性
本節においては、デジタルプラットフォーマーによる経済的・社会的な影響を見る上で、ま
ず、プラットフォーマーの企業価値に着目し、経済的に影響の著しいプレイヤーであり、且
つその動きが急であり、価値がプラットフォーマーに集中していることについて確認する。
その上で、デジタルプラットフォーマーの特性や、類型などについて整理を行う。
(1)

経済的インパクト：企業価値の変遷
従来株式市場価値は、資源、金融、IT 企業など様々な企業により構成されていたが、近

年、その価値は急速に「プラットフォーマー」と呼ばれるプレイヤーに集中している。
時価総額の上位企業を見ると、2009 年の段階では、資源関連、金融機関、IT 企業、コング
ロマリット企業などが上位を占めていた。なお、時価総額最大の Petro CHINA でも 3,290 億
USD に留まっている。一方、2017 年 10 月末時点の時価総額では、上位 10 社のうち、6 社
が米国・中国のオンラインプラットフォーマーが占めており、また、プラットフォーマーの
時価の成長速度は特に速いという特徴がある。また、時価総額の規模としても、Apple8,730
億 USD、Google7,120 億 USD と拡大している
次に、日本企業について見ると、2009 年における時価総額トップはトヨタ自動車で
138BillionUSD である。なお、この時点では、トヨタと Google の時価総額は、ともに 1,380
億 USD に留まり、ほぼ同程度となっている。しかし、2017 年になると、わが国の時価総額
トップは、トヨタ自動車で変わらず、1,840 億 USD（2009 年にほぼ同程度の時価であった
Google の 1/4 弱）であるが、ランキングとしては 2009 年よりも 7 位後退した。
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図表 1 世界の企業価値上位企業の推移
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デジタルプラットフォーマーの類型
デジタルプラットフォームの類型についても、特定の類型は無く、目的や関心事項などに応

じて、複数の類型が存在している。
本調査においても、特定の分類を推奨するものではないものの、法的な対応を検討する上で
は、取引態様と取引主体による①の分類を念頭に置くと整理しやすい。
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① 取引態様・取引主体による区分
図表 2 プラットフォーマーの分類（取引態様・取引主体）
デジタルプラットフォーマーの分類

全体

サービス種別

私法上の責任

公法上の責任

取引主体別
BtoC
（モール等）

CtoC

マッチング型

デジタル

対参加利用者
対第三者

（オークション等）

プラットフォー
マー

非マッチング
型

違法情報媒介
責任

業法規制
広告規制
独占禁止
法
業法規制
広告規制
違法情報媒介
責任
出典：委員提供資料

② 経済学における類型1
以下は、Evans, D. S.が提唱し、経済産業省「平成 24 年度我が国経済構造に関する競
争政策的観点からの調査研究（プラットフォーム関連事業に関する理論）
」で採用されて
いる分類方法である。
図表 3 プラットフォーマーの分類（経済学）
分類

機能

取引仲介型

取引の場を提供

メディア型

コンテンツを提供
し、その利用者と
広告主を媒介
インターフェース
により消費者のソ
フトウェア（コン
テンツ）利用を可
能にする
取引の決済を仲介

ソフトウェ
ア型

決済手段型

1

利用者サ
イド 1
買い手

利用者サイド
2
売り手（小売
等）

利用者
（視聴者
など）
消費者

広告主

買い手

売り手等

コンテンツ提
供者

プラットフォーム例
ショッピングモール、オンライン
オークション、電子商店街、電子
書籍店、オンライン音楽配信等
TV,雑誌・新聞、ウェブ検索サー
ビス、SNS（利用者と広告の関
係）等
コンピュータ OS,TV,ゲーム、ビ
デオ・DVD など、電子書籍リーダ
ー、SNS ゲーム等

クレジットカード、オンライン決
済システム(PayPal など)等

EVANS, D. S. (2003), “THE ANTITRUST ECONOMICS OF MULTI-SIDED PLATFORM.” YALE JOURNAL ON REGULATION, VOL. 20,

PP. 325-381.

7

③ ビジネスモデルによる類型－１
収益モデルに着目した分類として、広告モデル、手数料モデル、テナントモデル、ユ
ーザー課金モデル等が上げられる。2
④ ビジネスモデルによる類型－２
その他のビジネスモデルの分類として、価値（強み）の源泉による類型も見受けられ
る。
図表 4 プラットフォーマーの分類（価値の源泉）

出典：ダイヤモンド・オンライン「デジタル時代のプラットフォーム戦略―カテゴリー・プラットフォーマーの
出現」ITR/内山悟志3

(3)

プラットフォームの事業構造
デジタルプラットフォーマーの事業構造として、データによる「産業のモジュール化」が進

む中で、バリューチェーン構造からレイヤ構造へと変化しているとの指摘がある4。
また、レイヤ構造において、デジタル化が進展に伴い、その強みを活用して、既存の業界内
のレイヤから、他の業界の同じレイヤに拡大していく動きも見られる。

2

事業創造大学院大学紀要第 5 巻第 1 号 2014 年 4 月「IT プラットフォームビジネスモデルの分類」松永隆男、沼田秀穂

3 HTTP://DIAMOND.JP/ARTICLES/-/103951
4 「バリューチェーン戦略論からレイヤー戦略論へ―

産業のレイヤー構造化への対応 ―」根 来 龍 之・藤 巻 佐和子
（早稲田大学 WBS 研究センター早稲田国際経営研究 NO.44（2013）PP.145-162）
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図表 5

産業のバリューチェーンとビジネスレイヤ５

凡例 BL:ビジネスレイヤ、VC:バリューチェーン
図表 6 産業のレイヤ統合化への動き5

バリューチェーン構造

(4)

レイヤ構造

デジタルプラットフォーマーによる法制度上の対応検討の必要性
デジタルプラットフォーマーの企業価値が集中しているとしても、自由競争の結果、それ自

体が問題ではなく、実際にそれらデジタルプラットフォーマーによる提供サービスの利便性
が故に、市場が拡大している結果でもある。また、純粋な「場の提供者」としてのプラット
フォーム型ビジネスであれば、公設市場や証券取引所などに始まり、古くから存在していた
ビジネスモデルである。
では、現在において、法制度上、検討していくべき事項は何か。

5出典：脚注４同様。なお、事業者の図は、当該論文発表時点（2014

年）のものであるため、現状とは乖離がある。
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近年、問題が生じていることの要因は、
「データ」6にあると考えられる。
例えば、競合企業などとの競争市場に与える影響について、経済産業省「第四次産業革命に
向けた横断的制度研究会報告書」では、デジタルプラットフォームが競争環境に及ぼす影響
として下記 4 点を挙げている。市場の独占化（包括性）のほか、特に、直接的な事業そのも
ののみならず、特に、その「データ」によって交渉力の優位性を与えている（排他性）との
指摘がなされている。
① オンラインの双方向性市場においてはネットワーク効果がより強く働くため、独占化が
進みやすい
② デジタル経済におけるプラットフォームは拡大が容易であるため、急速な市場の独占化
が達成されやすい
③ プラットフォームにおける個人情報の蓄積が、プラットフォーマーの交渉力の源泉とし
て機能している
④ 先行するプラットフォーマーが大きな力を持ちやすく、新規参入者あるいは中小規模事
業者にとって不利な環境となりやすい
また、(3)の事業構造でも触れたとおり、近年はビジネスを「束ねる」動きが、バリューチ
ェーン、レイヤを超えて、さらには業種・業界といった単位にも拡大しつつある。こうした
動きは、デジタルプラットフォーマーが、特定の領域で得た資金力によって、容易化され7、
上述の①から④に示した状況も特定分野にとどまらず発生していく可能性があり、生じつつ
ある状況と見受けられる。
その他、市場が少数のデジタルプラットフォーマーに集中していく中で、プラットフォーム
上のコンテンツが社会に与える影響は大きく（信条や特に米国などでは投票への影響も指摘
されている）
、また、データ分析を活用し与信判断、就職活動における評価など、生活基盤に
も影響を及ぼしうる状況となっている。こうした影響から生ずる懸念・結果について、誰が
責任を取りうるのかについては、改めて整理する必要があるものと考えられる。

6

実際に差別化を生じているのは、
「データ」ではなく「アルゴリズム」等であるとする見解もあるものの、要素の客観
性という観点から、また、
「データの分析力」は「活用できるデータの量」との関連性がある部分もある、との理由か
ら、本報告書では便宜的に「データ」を差別化の要因と記載している。
7 経済産業省「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会報告書」
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第３節 デジタルプラットフォーマーによるインパクト（第２章総括）
第 2 節までに整理したデジタルプラットフォーマーの特性、事業構造などを踏まえると、デ
ジタルプラットフォーマーは、
「データ」を活用して、「モジュール化」
「レイヤ構造化」など
によって、既存のビジネスモデル・事業構造を破壊・組み替え、その事が、多くのイノベー
ションを生んでいる側面もある。そして、プラットフォームの特性とも言われている「ネッ
トワーク効果」を生かし、新たな市場、あるいは新たな事業分野（組み合わせ）において急
成長を遂げている。その結果として、世界の株式市場の上位はデジタルプラットフォーマー
が大部分を占める状況になっている。
こうした急激なプラットフォーマーの成長は、ネットワーク効果やデータによるロックイン
効果なども混ざり合って、
「市場支配力」や「交渉力格差」にもつながっていく。また、一極
集中が進みやすいことからも、単に市場シェアの上位企業になるのではなく「支配的」なプ
レイヤーを生じやすい傾向にもある。そのため、競争市場における課題や、デジタルプラッ
トフォーマーが社会的基盤に近い存在となることにより、新たな責任負担の考え方などが生
じつつある。
また、デジタルプラットフォーマーは、既存の事業構造のあり方を変えること、つまり、既
存の事業の仕組みを「破壊すること」で、イノベーションを生じることも少なくなく、それ
がわが国経済成長の牽引役になっていくことも期待されるところではあるものの、一方で、
従来の事業構造とは異なるが故に、既存の法律では対応が困難、法律が想定をしていない領
域というものも多く生じている。（事業構造の変化により、法制度と事業の関係にも亀裂が生
じている）
また、この「事業構造の変化」において、特に特徴的であるのが顧客等の「データ」を活用
している点にある。従来の「事業」においては、自らが生産・創造した価値を商業素材とし
て収益を生むことが前提となっていたが、デジタルプラットフォーマーは、顧客等の第三者
から得られた情報やそれらの情報を活用することによって可能となる高度化されたサービス
等を商業素材としているところが特徴的である。
以上が、今般、デジタルプラットフォーマーを巡る法的な諸問題について、検討をしていく背
景にあり、また、デジタルプラットフォーマーが起こしている変化でもある。
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図表 7

デジタルプラットフォーマーの事業構造と生じている法的諸問題意

新たな
ビジネス構造
データ
デジタルＰＦ

既存のモデルの破壊

モジュール化
レイヤ化

ネットワーク効果による
急成長

既存モデルの破壊

ネットワーク効果

イノベーションの創出

新たな「価値」（データ）を
活用した事業構造変革
法対応の未整備・遅れ
（PF-消費者の関係）
（PF-事業者の関係）

市場支配力
企業価値
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第３章 わが国におけるデジタルプラットフォーマーに関わる諸問題
本章では、わが国において発生しているデジタルプラットフォーマーに関わる諸問題、およ
び、それに関わる取り組み状況について確認する。
「プラットフォーマーを巡る法的論点検討会」において、デジタルプラットフォーマーを巡
って生じている諸問題について挙げられた意見、および、また、問題としては、
１）データ寡占およびそれに伴う交渉力格差、２）
（情報・モノの）媒介者・仲介者として
の責任、３）既存の規制を受けないことによる影響

に分類された。 そのため、以下、こ

の３つの分類に沿って説明する。
図表 8
問題の分類
１）データ寡占お
よびそれに伴う交
渉力格差

２）
（情報・モノ
の）媒介者・仲介
者としての責任
３）既存の規制を
受けないことによ
る影響

主なプラットフォー
ムの類型
データを寡占する巨
大プラットフォーマ
ー

オンラインマーケッ
ト
広告・メディアプラ
ットフォーム
シェアリングエコノ
ミー

問題となる事項（例）
データ寡占のプラットフォーマ
ーによる市場独占によるイノベ
ーションの阻害
圧倒的な交渉力による不公平な
取引条件
データ寡占に関わらず、媒介者
を信頼して取引した者への責任
媒介するコンテンツ等に関わる
責任
既存事業者との公平性（イノベ
ーション推進との考量）
既存法における法益の確保
（海外企業とのレベルプレイイ
ングフィールドは域外適用で検
討）

主に関連する
法領域
競争法

消費者法
著作権法等

各種業法
雇用法制
税制 等
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第１節 データ寡占およびそれに伴う交渉力格差
第１項

認識されている問題の状況

デジタルプラットフォーマーが「データ」を寡占、市場を支配するとともに、圧倒的な交渉
力を有することに関連して、産業界における競争市場、イノベーション等に課題が生じてい
る。
(1)

経済産業省「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会」(2016.9)
デジタルプラットフォーマーの取引実態とデータの利活用と知的財産の実態が確認され、以

下のようなケースにおいて、競争上の課題が生じているとの報告がなされている。
① 決済手段の拘束


スマホ上でアプリストアを運営する事業者は、自らのアプリストアをアプリ提供
事業者に利用させる条件として、自らが提供する決済方式以外の方式による決済
を制限するとともに、自らが提供する決済方式を利用した場合に 30%程度の手数
料を徴収している場合がある。

② 自らの提供するアプリと競合するアプリの排除


アプリストア事業者が自らアプリ提供も行っている場合において、当該アプリスト
アを利用する他のアプリ提供事業者に対し、アプリの審査基準において、当該アプ
リの機能を制限する

③ アプリ間で共通の仮想通貨の禁止


アプリストア運営事業者の中には、スマホ上で複数アプリを提供している事業者
が、当該アプリ間で共通して使用可能な仮想通貨（共通通貨）を認めていない場
合がある。

④ 不透明な審査基準とその運用


アプリストア事業者は、自らのアプリストア上で流通させるアプリ内容に制限を
設け、審査を行う場合がある。しかし審査の結果、拒否する場合に、具体的な理
由が示されないことがある。

⑤ アプリストアを経由しないサービス提供の制限


アプリ入手の際、OS にプリインストールされている検索エンジンで当該アプリ
を検索すると OS にプリインストールされているアプリストア上のアプリが検索
上位に表示される。

(2)

公正取引委員会「データと競争政策に関する検討会」
データに関連する市場（データを利用した商品・役務の市場，データの取引市場，あ
るいは関連技術の市場）における競争を促進する観点から，現時点でのデータを巡る経
済実態，技術の動向及び競争政策や独占禁止法に関する公正取引委員会の従来の運用を
踏まえた今後の独占禁止法の適用の在り方や競争政策上の論点を整理した。
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結語として、
「データの収集，利活用に伴う競争上の懸念の多くは，従来の独占禁止
法の枠組みにより対処できることが確認された。
」とされている。
(3)

事業者ヒアリングによる追加的な問題の把握
「第四次産業革命に向けた横断的制度研究会」報告書に記載された問題のほか、更に具体的

な問題の発生状況を把握するため、事業者への追加的ヒアリングを実施した。
追加的ヒアリングから得られた問題の状況のうち、一部について記載する。
① プラットフォーム運営会社 A 社との契約において、A 社が運営するプラットフォーム
上で展開しているコンテンツ X について、プラットフォーム以外でのサービス提供を
開始したところ、A 社から、X 以外に取引のあるサービスについて取り扱いの中止を
通知された。
（プラットフォーム上サービスの問題に伴う同サービス以外での取扱変
更）
② プラットフォーム運営会社 B 社では、Ｘ月に、B 社が運営するプラットフォーム Y へ
のコンテンツ掲載基準を突然改定した。同改訂によって、プラットフォーム上のコン
テンツから、外部サイトへのリンクが難しくなる部分が生じている。
（契約内容の急な
変更/条件変更に関わる説明の不足）
③ プラットフォーム運営会社 C 社では、C 社の提供するプラットフォーム上での販売価
格について、他のプラットフォームその他販売ルートと比較して、同等もしくは安く
設定することを求めている。
（最恵国待遇）
以上の通り、過去の報告書においては、現在生じている問題はあるものの、それらの多く
は、
「独占禁止法の枠組みにより対処できる」と整理されている。
第２項
(1)

行政における対応状況
公正取引委員会：(平成 29 年 6 月 1 日)アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違
反被疑事件
公正取引委員会がデジタルプラットフォーマーに関して具体的に活動した事案とし
て、アマゾンジャパンの事件がある。
結果としては、アマゾンが自らのサイトに掲載する商品及び品揃えについて最恵国条
件（アマゾンと競合するサイトの他、出品者が自ら運営する店舗・サイトなどとの同等
性を要求するもの）についての訴えであったが、公正取引委員会の審査に対して、アマ
ゾンジャパン側からの改善の申告を受け、罰則などを課すことなく、審査終了に至っ
た。
事案概要



アマゾンジャパン合同会社は、Amazon マーケットプレイスの出品者と
の間の出品関連契約において、価格・品揃えに関わる同等性条件を定
めることにより出品者などの事業活動を制限している疑いがあったた
め、独占禁止法の規定に基づき審査を行ってきたもの。
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アマゾンジャ
パンからの申
し出

(2)

アマゾンジャパン合同会社からの自発的な措置の申し出を受けて、そ
の内容の検討をした結果、上記疑いを解消するものと認められたた
め、平成 29 年 6 月 1 日、審査を終了した。
以下の内容の自発的な措置を速やかに講じるとの申出がなされた。
1). 締結済かつ有効な出品関連契約における価格等の同等性条件を削除
し、または、当該契約における同等性条件及び品揃えの同等性条件に
関わる権利を放棄して行使しないこととするとともに、今後、当該契
約において価格等・品揃えの同等性条件を定めないことを制約し、そ
の旨を出品者に通知する。
2). 上記１）の措置を講じた後に締結する出品関連契約において価格等・
品揃えの同等性条件を定めない。
3). 上記１）２）の措置を講じた旨について、出品者との交渉、出品者か
らの問い合わせ対応を行う同社の従業員などに速やかに周知する。
4). 上記３）の措置を講じた日から 3 年間にわたって、年 1 回、１）から
３）の実施状況について書面にて公正取引委員会に報告する。

公正取引委員会：(平成 29 年 8 月 15 日)アマゾン・サービシズ・インターナショナル・
インクからの電子書籍関連契約
アマゾンの運営する電子書籍において、(1)同様、最恵国待遇条件が付されていたこと
につき、アマゾン・サービス・インターナショナル・インクからの自発的な措置の報告
を受けたものである。
（本件は、公正取引委員会が具体的に審査等を実施したものではな
い）
概要

アマゾン・
サービシ
ズ・インタ
ーナショナ
ル・インク
からの申し
出

(3)



公正取引委員会は，Amazon.co.jp ウェブサイト上で電子書籍の配信
事業を行っているアマゾン・サービシズ・インターナショナル・イ
ンクから，同ウェブサイト上で配信される電子書籍に関する出版社
及び流通業者との間の「電子書籍関連契約」において定められてい
る同等性条件について，自発的な措置を講じるとの報告を受けた。
① アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インク（ASII）は，
本件同等性条件に係る出版社等の義務に係る規定を行使しない。
② ＡＳＩＩは，平成２９年８月４日までに，上記①の措置を講じたこ
とを我が国における出版社等に通知する。
③ ＡＳＩＩは，上記②の措置を講じた後に締結する電子書籍関連契約
において，本件同等性条件を定めない。
④ ＡＳＩＩは，上記①から③の措置を最低５年間実施する。
なお，公正取引委員会は，ＡＳＩＩから，上記②の措置を講じた旨の報
告を受けた。

経済産業省「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会」(2017.6)
データの収集・蓄積や活用の現状を俯瞰した上で、競争環境を整備してイノベーションを促

進する観点から、どのようにデータの競争力を評価していくのか、今後どのような事態が想
定されるのか、またそうした事態が生じた場合にどのような点に着目していくべきかを検討
し、予見可能性を向上すべく、データが競争に与える影響を捉える３ステップ（データの影
響度、集積可能性、活用可能性）を提示した。
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以上の通り、デジタルプラットフォーマーを巡る問題は発生していると想定され、なおか
つ、独占禁止法で対応できるケースが多いと想定される状況下、現状において、具体的に公
正取引委員会が審査等を実施しているケースはきわめて少なく、救済されない層が残ってい
ると想定される。
第２節 （情報・モノの）媒介者・仲介者としての責任
第１項
(1)

認識されている問題の状況
電子商取引に関わる消費者相談件数

電子商取引額は、2010 年から 2016 年にかけて倍増しており、それに伴い、インターネッ
ト通販に係る相談件数も増加している。
インターネット通販の中でも特に、デジタルコンテンツやアダルト情報サイトなど、
「モ
ノ」の売買以外の相談が多くなっている。
図表 9

電子商取引に関わる消費者相談
対象取引

151,358 250,000
137,746
127,970
200,000
111,660
208,841

EC市場（億円）

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

208,841

電話勧誘販売

59,501

ワンクリック請求

59,486

家庭訪販

51,804

50,000

かたり商法(身
分詐称)

24,431

0

無料商法

95,130
84,590
77,880

150,000

116,480

100,000

40,000
20,000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
消費者向けEC市場

相談件数

インターネット通
販

相談件数（件）

160,000

合計

備考

デジタルコンテンツ他
（35%) / アダルト
情報サイト(26%) /
健康食品(5%)/出
会い系サイト(4%) /
化粧品(2%)

22,276
887,316

※上記項目とその他項目
を含む

消費者相談件数

資料；平成 27 年度わが国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）
」
、国
民生活センター「PIO-NET に見る消費者相談の概要」より NTT データ経営研究所作成

電子商取引のうち、越境の取引額は推計値で約 2,400 億円に達し、2013 年以降年平均 7.8%
で成長し、消費者相談件数は、2012 年以降年平均１5.8%で伸びている。
（但し、2013 年以降
は微増）
特に、詐欺・欺瞞に係る相談は、わが国が執行力を持たない海外事業者とのトラブルが課題
になっている。執行力が無いことから、裁判にならない限り、違法であっても、悪質な事業
者が責任を負担することが無いなどの課題が生じている。
ただし、相手国の消費者保護の意識の高まりなどにより、近年改善傾向は見受けられる。
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越境電子商取引購入額と相談件数
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図表 10
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うち米国からの購入

越境消費者センター相談件数

資料；平成 27 年度わが国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）
」
、国
民生活センター「PIO-NET に見る消費者相談の概要」より NTT データ経営研究所作成

(2)

消費生活相談の内容
生活者相談センターでは、デジタルプラットフォーマーを巡る相談を数多く受けている。
マッチング型・非マッチング型とも、デジタルプラットフォーマー以外の者が提供した商品

やサービス、取引に関わる問題ではある。しかしながら、消費者にとっては、個々の出品者
について直接知る術が無く、デジタルプラットフォーマーを信頼して取引せざるを得ない状
況であることを勘案すれば、取引の安全や、詐欺その他犯罪からの消費者の保護の必要性が
生じていると考えられる。
A) マッチング型サイト：


「注文した商品が届かない」
「注文したものとは別の商品が届いた」「届いた商品に不具合
がある」
「商品を使用したところ事故が発生した」など、販売業者と消費者との間でトラブ
ルが発生（モール・オークション）
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サイトで宿泊施設等を予約したが「予約が入っておらず、宿泊できなかった」「宿泊代金を
二重に請求された」
「予約確認メールは届いたが予約は取れていなかった」などのトラブル
が発生（OTA8；特に海外で解決できないケース多発)



出会い系・コミュニティアプリや占いアプリでの高額課金トラブル（サクラサイト商法）、オン
ラインゲームの未成年者による課金トラブルが発生（アプリマーケットプレイス（・同サ
イトへの誘導）
）
B) 非マッチング型サイト：



検索サイト・動画サイト・ＳＮＳ上の広告、リスティング広告・検索連動型広告、ネット
上の投稿・動画、アフィリエイト広告などをきっかけにトラブルが発生（違法事業者が掲
載され、気づかずに契約等

8

ONLINE TRAVEL AGENCY
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第２項
(1)

行政における対応状況
プロバイダ責任制限法

行政における対応として、まず、現行法上の対応として「プロバイダ責任制限法」の規定が
挙げられる。
同法 3 条では、オンライン上の「プロバイダ」としての仲介者の責任に関しては、具体的に
は、情報の流通による権利侵害については、
「当該権利侵害が発生していることを知っている
か、知ることができた場合、もしくは、情報の発信者である場合」には、責任を負わないと
されており、一定の場合を除き、デジタルプラットフォーマーの責任を軽減する規定内容と
なっている。


概要
インターネットでプライバシーや著作権の侵害があったときに、プロバイダが負う損
害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を規定。



規定内容
第三条に、損害賠償の責任が制限される場合についての規定がおかれている。
第三条
（損害賠償
責任の制
限）






(2)

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたとき
は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定
電気通信役務提供者（以下この項において「関係役務提供者」とい
う。
）は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の
不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能
な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠
償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害
した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によっ
て他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知
っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって
他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足り
る相当の理由があるとき。

古物営業法
インターネット取引以前からの「仲介者の責任」を定めた法律として古物営業法が挙げられ

る。同法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品
等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復す
ることを目的とした法律である。
売買の対象となる品物に、盗品や横領品等の犯罪によって取得された物が混入してしまう危
険があることから、古物商を許可制とし、古物取引時（買受）の本人確認義務、本人確認記
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録・取引記録作成・保存義務（1 万円以上取引）
、疑わしい取引の届出義務（買受時）を定め
ているもの9。

(3)

CtoC オークション裁判（平成 17(ワ)124310平成 20(ネ)424）11
（名古屋地裁平成 20 年 3 月 28 日、名古屋高裁平成 20 年 11 月 11 日）
次に、マッチング型プラットフォームに関わる過去の裁判例としては、平成 20 年の CtoC

オークションに関わる裁判例が挙げられる。
同判決では、
「オークションサイトは仲立人（他人間の法律行為に尽力する者）には該当し
ない」として、原告の請求を棄却しており、デジタルプラットフォーマーの責任は認められ
ていない。
しかしながら、審決において、
「デジタルプラットフォーマーは、欠陥のないシステムを構
築してサービス提供する義務を負っているが、その具体的内容は、サービス提供当時におけ
るインターネットオークションを巡る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システム
の構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、システム利用者の利便性など
を総合考慮して判断されるべきである」として、今後の状況によっては判断が変わる可能性
も示唆している。
事案の概要



審決・審決理由









インターネットオークションにおける詐欺被害者が、サービス上の
問題があったとして、インターネットオークション会社に対して債
務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案
裁判所は、オークションサイトは仲立人（他人間の法律行為に尽力
する者）にはあたらないと判断し、原告の請求を棄却。
ただし、当該インターネットサービスの利用契約は、そのシステム
利用を負う前の前提としていることから、利用契約における信義則
上、被告は原告らを含む利用者に対して、欠陥のないシステムを構
築して本件サービスを提供すべき義務を負っているというべきであ
る。
その具体的内容は、サービス提供当時におけるインターネットオー
クションを巡る社会情勢、関連法規、システムの技術水準、システ
ムの構築及び維持管理に要する費用、システム導入による効果、シ
ステム利用者の利便性などを総合考慮して判断されるべきである。
なお、原告側が主張した被告の注意義務（注意喚起、第三者機関に
よる信頼性評価システム、出品者情報の提供・開示、エスクローサ
ービス、補償制度）については、被告に義務違反はない（もしく
は、義務が存在しない）と判断されている。

9

古物営業は、古物営業法の他、犯罪収益移転法の適用を受ける。
10 HTTP://WWW.COURTS.GO.JP/APP/FILES/HANREI_JP/445/036445_HANREI.PDF
11 HTTP://WWW.COURTS.GO.JP/APP/HANREI_JP/DETAIL4?ID=37035
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(4)

DeNA キュレーションメディア問題12
本件は、DeNA のキュレーションメディア上の記事に関わる著作権侵害等の問題について、

同社が「プロバイダ責任法の適用により責任を負わない」との見解を示していたもの。これ
に対しいて、第三者委員会は、同社が「キュレーションメディア」とするサイトに掲載され
ていた記事のうち、ユーザーが投稿していたものは 5～10%にとどまる旨を指摘し、DeNA 自
体が「メディア」としての責任を負うべきとの見解を示した。
事案の概要




審決・審決理由







DeNA のキュレーションメディア事業（自社及び子会社運営を含め
10 サイトを運営）のうち、あるサイトにおいて根拠が不明確な記
事があるとの外部からの指摘を受け当該サイトを閉鎖、その後、他
の 8 サイトについて、記事作成マニュアルに、他のウェブサイトか
らの文言転用を推奨していると捉えられかねない点があったとし
て、2016 年 12 月に非公開化。同月、公開のまま残っていた 1 サイ
トについてもサービス運営を停止し、2016 年 12 月 4 日、第三者調
査委員会を設置して、事実調査などを行う方針を固め、同月 15 日
の取締役会で設置を決議した。
2017 年 3 月 13 日、当該第三者委員会による調査報告書が出され
た。
DeNA では、自社が運営しているキュレーションサイトは、「一般ユ
ーザーが記事を投稿する場」としての「プラットフォーム型」であ
るとして、プロバイダ責任法により投稿記事に関わる責任を負うこ
とはないと認識していた。
しかし、DeNA のキュレーション事業は、一般ユーザーによる投稿
機能を備えてはいたものの、当初から、プロバイダ責任制限法によ
る免責を受けられないメディアの部分とプラットフォーム提供者と
しての部分が混在していた。その後、DeNA の運営するキュレーシ
ョン事業は対象領域を広げていく中で、プラットフォームとしての
機能を一部に残しつつ、実態としてはメディアとしての色彩を強め
ていき、一般ユーザーによる投稿の割合は全記事の 5～10 数%に留
まるようになった。また、一般ユーザーによる投稿の場合でも、サ
イト運営者である DeNA が作成プロセスに関与していたことから、
一般ユーザー投稿部分についても、メディアと評価すべき、とされ
ている。
したがって、プロバイダ責任法の適用がある（投稿記事に関わる責
任を負わない）との同社の法務部などの対応は不適切と整理され
た。

以上の通り、現時点においては、デジタルプラットフォーム上で発生している消費者
問題については、プロバイダ責任法でプロバイダの責任が免除されており、事業者が自
主規制などで対応する以外は、積極的にデジタルプラットフォーマーの責任を認める方
向には無い。
（ただし、今後変更の可能性がある旨の示唆はある）

12 HTTP://V3.EIRPARTS.NET/EIRNAVI/DOCUMENTNAVIGATOR/ENAVIGATORBODY.ASPX?CAT=TDNET&SID=1450400&CODE=2432&LN=JA&DIS
P=SIMPLE
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(5)

フィデューシャリー・デューティ
デジタルプラットフォーマーそのものに関わる概念ではないものの、主に金融分野で採用さ

れている受託者に関わる概念として参考となる考え方である。信託契約などに基づく受託者
が追うべき義務を指すものとして用いられてきたが、欧米などにおいても、近時では、より
広く、
「他社の信認に応えるべく一定の任務を遂行するものが負うべき幅広い様々な役割・責
任の総称」として用いる動きが広がっている。
金融庁は、顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティ）を目指す金融事業者に
幅広く採択されることを期待して、平成 29 年 3 月 30 日、
「顧客本位の業務運営に関する原
則」を発行している。
顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、顧客の最善の利益の追求、利益相反の適
切な管理、手数料等の明確化、重要な情報の分かりやすい提供、顧客にふさわしいサービス
の提供、従業員に対する適切な動機付け枠組みなど、に関わる７つの原則で構成されてい
る。
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第３節 既存の規制を受けないことによる影響
第１項

認識されている問題の状況

「既存の規制を受けない」プラットフォーマーとしては、主にシェアリングエコノミー分野
が挙げられる。
「シェアリングエコノミー」については、日本に散在する遊休資産やスキルなどの有効活用
を図るとともに、潜在的需要を喚起し、イノベーションおよび新ビジネスの創出に貢献する
可能性を有しているものと考えられる。
こうしたシェアリングエコノミーの発展を支えるため、平成 28 年 7 月 8 日より、内閣官房
IT 総合戦略室長の下、
「シェアリングエコノミー検討会議」を開催し、民間団体等による自主
的なルール整備をはじめとした必要な措置の検討を行っているところである。同会議におい
て認識されている課題は以下の通りで、６つの分野に分けて整理している。
図表 11
分類
1.シェアの対象

2.業法との関連有無

3.既存の業界との競合
4.安全性の要求
5.場の提供のみか否か
6.提供者と利用者の関
係(C2C,B2C 等)

シェアリングエコノミーに関わる課題

課題

民泊以外のサービスの社会的認知度の低さ

業界ガイドライン・自主的な運営管理等を評価する仕組み

グレーゾーンの解消

業法により許認可が必要なものについて、政府部内に規制緩和
の検討の場を設けるとともに、緩和を検討するならば消費者の
利便性向上、安全性確保、外部不経済、国際競争力強化などに
留意し、幅広く議論を行う必要

シェア事業者と競合する既存事業者との軋轢

市場活性化・相乗効果・消費者利益の考慮

シェアリングエコノミーに求められる安全性担保策

ユーザー評価・相互評価が機能しない安全性（外部不経済等）

消費者のプラットフォーマーに一定の責任への期待

プラットフォーマーの関与度合いに応じた責任限度が不明確

自治体へのシェアリングエコノミー導入
資料：「シェアリングエコノミー検討会議」資料

特に「既存の規制を受けないことによる影響」としては、上記 1 から 4 の問題が大き
いと考えられる。

24

第２項
(1)

行政における対応状況
シェアリングエコノミー検討会議での検討

第 1 項で示した、
「シェアリングエコノミー検討会議」では、図表 11 の１～４にて特定した
問題について、それぞれ以下の対応をとっていくものとしている。
図表 12
分類
1.シェアの対象
2.業法との関連有
無
3.既存の業界との
競合
4.安全性の要求

(2)

シェアリングエコノミーに関わる課題に対する取組み

課題
認知度の低さ
グレーゾーンの
解消
既存事業者との
軋轢
安全性担保策

取組事項
シンポジウム開催その他
弁護士など活用による法令調査等根拠の明確化の推
奨、グレーゾーン解消制度・企業実証特例制度の活用
推奨・支援、現行制度の検証
下記(2)(3)にて制度面検討等
自主的ルールによる安全性・信頼性の確保：シェアリ
ングエコノミーモデルガイドラインの策定

民泊に関わる問題
シェアリングエコノミーのうち個別分野に関わる取組みとして、
「民泊」については、制度

改正がなされている。
民泊については、民泊を提供する家屋や、個人のみならず、その宿泊を仲介する「デジタル
プラットフォーマー」についても登録制とし、一定の義務を課す形で、安全性を確保し、且
つ、過度な規制によりイノベーションを阻害しないような配慮がなされている。
A) 住宅宿泊事業法（民泊新法）
平成 29 年 6 月 16 日公布、平成 30 年 6 月 15 日施行予定


背景
民泊新法制定前において、従来は、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理事業者は、一体不
可分のものという前提で「ホテル業」、「旅館業」といった区分ごとに管理がなされてお
り、また、ホテル・旅館を前提とした厳格な施設・管理要件しか存在せず、民泊のよう
な事業形態を想定した規定内容ではなかった（民泊サービスは、旅館業法２条 1 項の
「旅館業」に該当すると捉えられていた）。
こうした状況下、本来、民泊サービスの提供には、旅館業法上の「許可」を要してい
たものの、
（設備要件を具備することが困難なため）許可を受けずに営業する違法民泊が
増加し、民泊新法が制定されるに至った。



主な規定内容
民泊新法は、民泊サービスの提供を、「旅館業法第 3 条の 2 第 1 項に規定する営業者
以外のものが宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数
が 1 年間で 180 日を超えないものを言う」と規定している。
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同法では、旅館業法が保護してきた、公衆衛生の確保などの主旨が損なわれないよ
う、①住宅宿泊事業者、②住宅宿泊管理業者、③住宅宿泊仲介業者 という③業者に関
わる規定を設け、これら 3 者への法規制によって旅館業法の「公衆衛生」の主旨を担保
している。設備要件等については、大幅に緩和されている。
また、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理事業者を分類し、それぞれの役割・義務を規定
した。
図表 13

事業者別の許認可・対象業務・義務

主体
住宅宿泊事
業者

許認可
届出制

対象
住宅宿泊事業を営む者

住宅宿泊管
理業者

登録制

家主不在型の場合に住宅宿泊
事業者から委託を受けて、住
宅宿泊管理を担う者

住宅宿泊仲
介業者

登録制

旅行業法上の旅行業者以外の
ものが報酬を得て①宿泊者の
ため、届出住宅における宿泊
サービスを受けることについ
て代理契約締結、媒介、取次
ぎを行う、②住宅宿泊事業者
のため、代理契約・媒介

義務
宿泊者の衛生・安全確保、宿泊者名
簿備付、周辺生活環境への悪影響防
止に関わる説明、苦情対応、等
業務処理、名板貸し禁止、誇大広告
禁止、不当な勧誘禁止、管理受託契
約締結前/締結時の書面公布、再委託
禁止、証明書携帯等
業務処理の原則、名板貸し禁止、住
宅宿泊仲介業約款、住宅宿泊仲介業
務に関する料金工事、不当な勧誘禁
止、違法行為の斡旋など禁止、契約
締結前の書面公布、標識刑事

B) 旅館業法


主な規定内容
上述の住宅宿泊事業者が、住宅宿泊事業の届出無しに運営していた場合には、旅館業
法による罰則が適用される。この点について、旅館業法の一部が改正され、①無許可営
業者に対する都道府県知事による報告徴収、立ち入り検査、②無許可営業者に対する罰
金上限額 3 万円から 100 万円への引き上げ といった措置が採られることとなった。
その他、
「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別を「旅館・ホテル営業」に統合
した。
図表 14 民泊新法における関連主体の関係

観光庁：民泊制度ポータルサイト
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(3)

ライドシェアに関わる問題
ライドシェアについては、その実現によって、①消費者利便性の向上、②働き方改

革、③スマートシティ、④経済効果などのさまざまな効果が期待できるとの理由か
ら、2015 年４月の規制改革推進会議への提案に始まり、2015 年 10 月、2017 年 3 月にも提
案しているところであるが、国土交通省からは「不可」の回答が維持されている。その後の
会議でも、議事にはあがってくるものの、既存事業者などによる反発も強く、制度化の見通
しはたっていない模様である。
そうした中、Uber は、日本市場の攻略として、「タクシー業界をパートナーにしたサービス
展開」を図る旨、方向転換を図ったとの報道がなされている。13
(4)

シェアリングエコノミー認定制度（共同規制）
シェアリングエコノミーにおいてはサービス品質にばらつきがあり、
「業法」によるサービ

ス品質管理は行われていないことが通常であるため、利用者は従来型のサービス（BtoC）と
は異なることを理解して、より注意深く、賢く、サービスの目利きをすることが求められ
る。
こうした状況を受けて、内閣官房は「シェアリングエコノミー・モデルガイドライン」を作
成し、シェアリングエコノミー協会では、「シェアリングエコノミー検討会議中間報告書」14
（平成 28 年 11⽉、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室シェアリングエコノミー検討会
議）で示されたシェアリングエコノミー・モデルガイドラインに沿って、日本国内における
シェアリングエコノミー業界の標準となる⾃主ルールの策定と、それに適合することを認証
審査する「シェアリングエコノミー認証制度」の申請受付を 6 月 1 日より開始している。
図表 15

シェアリングエコノミーモデルガイドラインの主な内容

＜登録事項＞ 安全確保が求められるサービスについては公的身分証を登録させる等本⼈確認を
行うこと等
＜利⽤規約等＞ 違法・権利侵害となるサービス提供を禁⽌すること等
＜サービスの質の誤解を減じる事前措置＞ 提供者が個⼈の場合はその旨を表⽰すること等
＜事後評価＞ 評価の仕組みを設けること等
＜トラブル防止及び相談窓口＞ 相談窓⼝を設置すること、安全確保が求められるサービスは賠
償責任保険等、万⼀の事故に備えること等
＜情報セキュリティ＞ 従業員の教育、外部からの不正アクセス等の防⽌、最新情報の収集等

13

NEWSWEEK 日本版 2017.12.8「日本攻略が行き詰ったウーバーの新たな方針とは？」

14 HTTPS://WWW.KANTEI.GO.JP/JP/SINGI/IT2/SENMON_BUNKA/SHIEARINGU/CHUUKANHOUKOKUSHO.PDF
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(5)

事業者と消費者の区分について
事業者と消費者の区分に関連して、特定商取引法に関して、ネットオークションにおいて、

「販売者」と考えられる場合について例示している。
図表 16

インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取
引を行う者として販売業者に該当すると考えられる


すべてのカテゴリー・商品について
１）過去１ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場
合
 但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽ＣＤ、アイドル写真等、趣味の
収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
２）落札額の合計が過去１ヶ月に 100 万円以上である場合
 但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって１点で 100 万円を超え
るものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて
総合的に判断される。
３）落札額の合計が過去１年間に 1,000 万円以上である場合
 特定のカテゴリー・商品について
消費者トラブルが多い商品を中心に、通常、販売業者に当たると考えられる場合を例示

第４節 わが国におけるデジタルプラットフォーマーの諸問題の諸相（第３章総括）
本章第３節までにおいて、わが国におけるデジタルプラットフォーマーに関わる問題につい
て、
「①データ寡占およびそれによる交渉力格差」
「②情報・モノの媒介者・仲介者としての
責任」
、
「③既存の規制を受けないことによる責任」に分けて、問題が生じている状況と、現
状の行政の対応状況について確認をしてきた。
「問題が生じている状況」については、別途さらに具体的・詳細な調査が必要ではあろう
が、いずれの分類においても、問題が確認された。
一方で、それら問題に対する法制度・運用の対応状況としては、
「既存の規制を受けないこ
とによる影響」に関連して、シェアリングエコノミーに関わる取り組みが進んでいる他は、
実質的な対応は殆ど進捗していないのが現状である。
「①データ寡占・交渉力格差」では、デジタルプラットフォーマーに関わる市場画定その他
独占禁止法の適用の考え方は整理されているものの、個別企業からすれば、行政手続きであ
ること等の障壁もあり、実際に日本においてデジタルプラットフォーマーに対して課徴金が
課されているケースは見受けられない。
「②情報・モノの媒介者・仲介者としての責任」については、現状は、プロバイダ責任法に
よって、その媒介対象となるモノ・情報の違法性を認識していない限りは免責される法規制
となっている。そのため、今後、悪質な参加者等へのコントロールを如何に図るのか（直接
のアクセスが可能なデジタルプラットフォーマーをコントロールポイントとして設置すべき
ではないか）等の議論が必要と考えられる。
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図表 17
課題の要因

支配的地位
交渉力格差

データの活用
（パーソナル
データ等）

新たな
事業構造

デジタルプラットフォーマーに関わる課題分類と課題の状況・わが国の対応状況
課題分類
データ寡占それによる
交渉力格差

課題の状況

現在の対応状況

•

デジタルPF-事業者間の取引
条件に関わる問題

競争法
(競合事業者との関係/デジタル
PFと事業者の関係）

•

イノベーション阻害の懸念(デー
タへのアクセス格差等）

情報・モノの
媒介者・仲介者としての
責任

•

デジタルPF参加者の信用・ふる
まいのコントロール（違法・犯
罪・子供への影響等）

•

海外デジタルPFとの取引増加

•

消費者法
デジタルPFの社会的責任

•

データを受託する者としての責
任の可能性

•

裁判例はPFの責任否定するも「状況に
応じた対応の変更」を示唆

•

既存事業者との軋轢（グレー
ゾーン解消の必要性、既存業
法の改正を含めた制度検討）

•

シェアリングエコノミー検討会議におけ
る検討 (※分野により進捗に差異あ
り)

•

制度不在による安全性の懸念

•

•

サービスの認知度の低さ

民泊新法における業法改正とPFの責
任定義

•

労働者と事業者の境界等

•

シェアリングエコノミー認定制度

•

フリーランスの法的保護検討（厚労省）

既存の規制を受けない
ことによる影響
既存各種業法/労働法・税法
消費者契約法

•

問題の整理はされているものの、実際
の公正取引委員会による取り扱いは
多くない

•

制度上は、プロバイダ責任法による一
定の条件に該当するプロバイダの責任
負担の軽減が適用される（自主規制
等に依存）
その他個別分野にて仲介者責任の規
定あり（例；古物営業法）

また、単に、媒介者・仲介者としてのみならず、多くのデジタルプラットフォーマーは、参
加者のデータを、言わば「石油」
「燃料」として活用することで、その事業を成立させている
ことを踏まえれば、金融領域などで言われている FIDUCIARY DUTY(受託者責任)などを追
求していく可能性も考えられるのではないか。
「既存の規制を受けないことによる影響」においては、シェアリングエコノミーを中心とし
て、検討が進んではいるものの、分野によって進捗に差があり、また、分野に共通するよう
な基本的な考え方などは示されていないことから、今後の対応によっては、取り組みに整合
性がなくなる懸念もある。
次章以降では、こうしたわが国の状況を踏まえ、海外諸国ではどのような取り組みがなされ
ているかについて確認し、わが国の取り組みの参照としていく。
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第４章 諸問題に関わる海外における対応・検討状況
第 3 章にて、現在のわが国におけるデジタルプラットフォーマーを巡る諸問題の状況とその
対応について確認を行った。本章では、その結果を受けて、海外諸国（欧州、欧州個別国、
米国、中国）におけるそれらの問題への対応状況について確認する。
第１節 欧州における動向
各国の動向については、基本的に、日本における諸問題として挙げられた３つの区分に応じ
た説明を行うものの、欧州については、デジタルプラットフォーマーに関わる包括的な政策
文書と、デジタルプラットフォーマーに関わる規則（案）が存在しているため、その内容
と、その前提となる政策について、始めに説明する。
第１項

デジタル政策

欧州では、2015 年 5 月にデジタル政策全般について戦略としてまとめた政策文書を発行し
ている。同文書に記載された内容については定期的にその進捗について、レビューされてい
る。デジタルプラットフォーマーに関わる政策文書等も、このデジタル単一市場戦略の一環
として取り組まれている。
(1)

欧州のデジタル単一市場戦略（ＤＳＭ）
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月



欧州のデジタル単一市場戦略
A Digital Single Market Strategy for Europe
欧州委員会
2015 年 5 月

概要
EU のデジタル市場が加盟各国で分断され、企業や一般市民がデジタル化による機会
を十分に生かしきれていないとの認識から、各国の規制の壁を取り除き、EU のデジタル
市場の統合を検討した指針である。なお、法規制面のみならず、標準化等についても、
併せて取り組んでいる。



文書の内容
この戦略では 3 つの柱として、
「アクセス向上：消費者と企業が欧州全域でデジタル
によるモノとサービスへのアクセスを向上」
「最良なビジネス環境の創出：繁栄に向けた
デジタル・ネットワークと革新的サービスのための適正な環境と公平な競争の創出」
「成
長と雇用の促進：デジタル経済の成長潜在力の最大化」を掲げている。プラットフォー
ムについては第 2 の柱、第 11 項目に記載があるため、同文書のレビューの対象となって
いる。
3 つの柱と 16 項目は以下の通りである。
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1). アクセス向上
① 加盟国間を横断する電子商取引を簡便化するためのルール作り
② ネットショッピングにおける消費者保護を含めた規約の強化
③ より効率的で低コストな宅配サービスの整備
④ ユーザーの位置情報に基づく不正アクセス拒否（ジオブロッキング）の撲滅
⑤ 欧州のデジタル市場における不当競争の実態の特定
⑥ 現状に則しより統一された著作権枠組みの整備
⑦ 「衛星およびケーブルに関する指令」の見直し
⑧ 加盟国ごとに異なる付加価値税（VAT）制に対応するための税務負担の軽減
2). 最良なビジネス環境の創出
⑨ 通信周波数の効率的な運用や EU 全体での基準作りを盛り込んだ EU 通信規則の抜本
的見直し
⑩ 視聴覚メディアの配信に関する規定の見直し
⑪ 検索エンジンやソーシャルメディア、アプリケーションストアなどオンライン・プラ
ットフォームに関わる総合的な調査：インターネットにおける違法コンテンツの取り
締まり方法も検討
⑫ デジタルサービスにおける個人情報保護に関するルールの構築
⑬ サイバーセキュリティ産業との協力体制の構築
3). 成長と雇用の促進
⑭ EU 域内での自由なデータ移動を可能とする欧州クラウドイニシアチブの立ち上げ
⑮ デジタル単一市場の主要エリアにおける標準化と相互運用に向けた取り組み
⑯ 適切なデジタル技術取得の支援とそれに伴う雇用機会の創出
第２項

デジタルプラットフォーマーに関わる包括的文書

第１項で述べた DSM 戦略を受けて、欧州委員会は、2016 年 5 月に、オンライン・プラッ
トフォームに関わる諸問題について、特定の法制度や分野に関わらず、包括的に方針を定め
た「欧州のためのオンライン・プラットフォーム15及びデジタル単一市場の機会及び挑戦」16
を公表した。

15

欧州委員会の「オンライン・プラットフォーム」は、本報告書における「デジタルプラットフォーマーと同義だが、
欧州委員会の表現に合わせ、
「オンライン・プラットフォーム」と記載している。
16 COMMUNICATION “ONLINE PLATFORMS AND THE DIGITAL SINGLE MARKET OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR
EUROPE” (COM(2016)288) 25.5.2016 HTTPS://EC.EUROPA.EU/DIGITAL-SINGLE-MARKET/EN/NEWS/COMMUNICATION-ONLINEPLATFORMS-AND-DIGITAL-SINGLE-MARKET-OPPORTUNITIES-AND-CHALLENGES-EUROPE
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同政策文書に記載された「原則」については、その後、それぞれの原則に関連する各種法制
度の改訂や、自主規制・共同規制等による取り組みが進められている（幾つかの制度につい
ては、同文書公表時点において既に具体的な指定がなされている）。また、既存の法制度及び
課題を具体的に特定できていなかった対応事項として、
「プラットフォーム－事業者間の取
引」が挙げられ、当該分野については、その後、デジタル単一市場に関わる中間レビュー
（2017 年 5 月）において、
「
（プラットフォーム－事業者間における）不公正な契約条項・取
引慣行に対処する措置を 2017 年末までに検討する」旨が記載された。
更に、2017 年 10 月には「プラットフォーム-ビジネス間公平性イニシアチブ」の文書が公
表され、具体的に課題となっている事象を抽出し、対応オプションを提示した。また、同文
書及び、その他の影響評価なども踏まえて、立法措置をとる可能性についても言及してい
る。
また、これら一連の文書及び取組みを経て、2018 年春に申請されるであろう、規制（案）
が起草されている。
図表 18 欧州におけるオンラインプラットフォームに関わる検討経緯
2016年
5⽉

オンラインプラットフォーム及びデジ
タル単⼀市場の機会及び挑戦

「オンラインプラットフォームへの依存が高まり、デジタル経済におけるビジ
ネスの新たな依存関係が生まれた」

2017年
5⽉

デジタル単⼀市場(DSM)戦略に
係る中間レビュー

「不公正な契約条項・取引慣行に対処する措置を検討する」
（⇒2017年末までに最終決定）
プラットフォームによる不公平な取引慣行などに対して、幾つかの対応オ
プションを提⽰、今後、各種影響評価を踏まえ対応を決定していく。

2017年
10⽉

(1)

プラットフォーム-ビジネス間
公平性イニシアチブ

オンラインプラットフォームのデジタル経済に与えるメリットも認識しつつ、
「（事業者とプラットフォームの）依存関係は、オンラインプラットフォーム
と事業者間の交渉力の不均衡を招き、両者の関係に摩擦をもたらし、
プラットフォームの⼀部で不公平な行動を起こす可能性がある」と評価
【具体的な不公平な行動の例】
• ⼀方的かつ頻繁に予告なしの条件変更（プラットフォームサイトからの
商品やサービスの削除、⼀方的なアカウント停⽌）
• 検索・ランキング・広告掲載場所に係る透明性の欠如
• プラットフォーム⾃身の製品・サービスを他の売り手のものと区別する。
また、ビジネスユーザーにはそうした差別的扱いの有無を確認できない
• データへのアクセス・移転への制約（個⼈データ・非個⼈データ）

欧州のためのオンライン・プラットフォーム及びデジタル単一市場の機会及び挑戦(欧州
委員会; 2016 年 5 月)
Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for

Europe
同文書は、オンライン・プラットフォームに関わる諸問題に対応するために、規制のフレー
ムワークと４つの原則を示したものである。


プラットフォーム政策文書策定の背景
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オンライン・プラットフォームは、効率性の向上、データドリブンイノベーションを
誘引し、市民の社会参加を高めるなど、多くの便益をもたらしてきたものの、一方で、
デジタル・エコノミーは、多様性や変化の早い「プラットフォーム・エコシステム」と
紐づいており、それは新たな政策や規制面での課題を生じていると認識し、こうした状
況を踏まえ、欧州委員会は、以下の２つの目的により、同政策文書を発行することとし
たものである。


オンライン・プラットフォームの評価において特定された主要な問題の概要を描く
こと



オンライン・プラットフォームによるイノベーション機会と規制の挑戦の両方に関
わる委員会のポジションを示し、欧州における更なる展開を支えるアプローチを示
すこと



オンライン・プラットフォームの定義
プラットフォーム政策文書においては、オンライン・プラットフォームについての定
義は行わず、以下の通り、その特徴と例を示すにとどめている。

【特徴】
オンライン・プラットフォームは、以下の特徴を有しており、これらの特徴によっ
て、デジタル経済社会に大きな便益をもたらしていると考えられている。


新たな市場を創造・形成し、伝統的な市場に挑み、新たな形の参加者を組織し、
もしくは、大量のデータを収集、処理、編集することに基づき事業を行う 能力
を有している。
複数市場において運営しているが、ユーザーグループ間の直接的なインタラクシ
ョンに関わるコントロールの度合いは多様である。
「ネットワーク効果」から利益を得ている。つまり、ユーザー数の増加に伴いそ
のサービス価値も向上する。
迅速且つ容易にユーザーにリーチするため、情報通信技術を用いていることが多
い。
主に、重要な価値を獲得し、新規事業ベンチャーを促進し、新たな戦略的な依存
関係を構築する等によって、デジタル価値の創造において主要な役割を担ってい
る。






【具体例】
オンライン・プラットフォームの具体例として、以下のようなサービスを例示し、ま
た、それらに該当する具体的な事業者についても、
（これらに限定されるわけではない
が）列挙している。


サービス例：広告プラットフォーム、マーケットプレイス、検索エンジン、ソー
シャルメディア、制作コンテンツ販売，アプリ配信プラットフォーム、通信サー
ビス、決済システム、シェアリングエコノミープラットフォーム
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事業者例：Google's AdSense, DoubleClick, eBay, Amazon, Marketplaces,
Google, Bing Search, Facebook, YouTube, Google Play, App Store, Facebook
Messenger, PayPal, Zalando marketplace, Uber



規制フレームワーク
プラットフォームのビジネスモデルを拡大し発展させていくためには、デジタル・エ
コノミーの規制フレームワークが必要であるとして、以下の事項を考慮する必要がある
旨を指摘している。
図表 19

オンラインうラットフォームに関わる規制のフレームワークについて

1)EU 域内におけるルー
ルの一本化



2)消費者保護・エンフ
ォースメントの強化





3)イノベーションに親
和的な簡素・柔軟な規
制枠組み




4)プリンシプルベース
の自主規制・共同規制
による実現







オンライン・プラットフォームに関わる規制がバラバラな
状況では、不確実性を生じ、ユーザーや事業者らの混乱を
招くため、プラットフォーム経済から果実を獲得し、プラ
ットフォームにおける成長を促進していくことは難しい。
事業者・一般市民の方に、オンライン・プラットフォーム
への信用を醸成していくためには、全てのプレイヤが公平
に競争し、効果的な執行ができることが重要である。
また、行政機関における、新たな、可能性のあるディスラ
プティブな市場や技術的な発展、ビジネスモデルに効果的
に対応していくための能力も重要である。
プラットフォームのイノベーションを促進する役割を高め
るためには、将来、EU レベルで提案される規制対応は、優
れた規制プリンシプルに基づいて、
「プラットフォームの活
動もしくは特定のタイプに関連して特定された問題」のみ
を扱うことが必要である。
これは、現行のフレームワークが適切であるか否かの評価
から着手すべきである。
（シェアリングエコノミー等）
プリンシプルベースの、自主規制、共同規制手法（法的な
要件に適合するための産業ツールや適切なモニタリングメ
カニズムを含む）が有効だろう。
適切なモニタリングメカニズムに支えられて、予測可能
性、柔軟性、効率性、将来まで考えたソリューションの展
開の必要などの、良いバランスを保つことができるだろ
う。

EU におけるプラットフォーム展開のための原則
プラットフォーム政策文書では、オンライン・プラットフォームに関わる問題に対応
するために考慮すべき事項として、４つの原則を示し、それぞれについて予定している
具体的な活動内容についても併せて記載している。
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図表 20

オンラインプラットフォームへの対応上における「原則」

【原則１】同等なデジタルサービス間のレベルプレイイングフィールドの確保
Ensuring a level playing field for comparable digital services


概要

主に、公衆網を利用する音声通話サービス等の伝統的な電子通信サービス
と、技術革新の結果生まれた OTT（Over The Top）（13）サービスとの対等
な競争環境の確保に関わる原則
主な提案内
 オンライン・プラットフォームによる特定の活動に着目した「レベルプレ
容
イイングフィールド」を確保することが提案されている
具体的規制
 一般原則として、同等なデジタルサービスは、同じもしくは同様の規則を
に関わる活
遵守せねばならず、それに伴い、既存の規制については、緩和の検討をな
動
すべきであるとされ、2016 年 e プライバシー指令のレビューにおいて、欧
州委員会が、単純化とそのスコープの調整、規則適用可能性を検討する必
要性について記載されている
【原則２】コアな価値を守るためのオンライン・プラットフォームの責任ある行動
Ensuring That Online Platforms Act Responsibly
概要

近年、オンライン・プラットフォームが、デジタル経済において重要な役割
を担うようになったことを受けて、有害なコンテンツに対する措置等、プラ
ットフォームの責任ある行動に関わる原則
主な提案内 
情報やコンテンツへのアクセスに関して、プラットフォームは中心的な位置
容
になりつつあるが、こうした役割は、プラットフォームに、より広範な責任
をもたらすものでもある。

このことは、ある部分では、オンライン・プラットフォームが、違法コンテ
ンツや活動について、コントロールすることも知ることもできない場合に、
それに関わる責任から免除する、現行の仲介者責任レジームとの調和を図る
ものである。
具体的規制 
欧州委員会は、例えば、以下に示す様に、分野別、課題対応型アプローチの
に関わる活
導入を進める一方で、既存の仲介者責任レジームを維持する予定である。
動

「視聴覚メディアサービス指令」を更新し、ビデオシェアリング・プラット
フォームに、未成年者を保護する対策を採る提案が予定されている。

欧州委員会は、著作権保護コンテンツへのアクセスを提供するオンライン・
プラットフォームによる、そうしたコンテンツのオンラインで流通によって
生じた価値を公平に分配する著作権パッケージを、2016 年秋に採択する見込
みである。

欧州委員会は、オンライン・プラットフォームによる EU 全域での自主規制の
試みについて、更に奨励していく予定である。

欧州委員会は、オンライン上の違法コンテンツ対策に関わる自主的な取り組
みを開始する場合の、オンライン・プラットフォームの責任に関わるガイダ
ンスの必要性について、2016 年下半期に検討する予定である。

欧州委員会は、とりわけ、更新された視聴覚メディア、著作権フレームワー
クと、現在進行形の自主・共同規制イニシアティブの結果に照らして、公式
な通知・行動手続きのレビューを行う予定である。
【原則３】利用者の信頼性維持及びイノベーションの保護のための透明性と公正性
Fostering trust, transparency and ensuring fairness
概要



オンライン・プラットフォームに関する透明性及び公正性の確保を課題とす
るもの。
【原則３－１】市民及び顧客への周知と権限強化
Informing and empowering citizens and consumers
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概要

主な提案内
容

具体的規制
に関わる活
動

 データへのアクセスはマーケットプレイスの効率性とイノベーションを高めて
いるが、それはまた、政府サービスの改善や政策開発と同様に、生命を救い、
教育を改善し得るものでもある。
 将来のインターネットは、オンライン・プラットフォームのユーザーの信頼無
しには、また、すべての適用法と消費者の正当な利益を尊重するオンライン・
プラットフォーム無しには成功することはできない。
 近年採用された、個人データへのアクセスおよび処理に関わる EU の制度には、
パーソナルデータの収集に関わる情報提供とユーザー保護の規定が含まれてい
る。特に「デフォルトによるデータ保護」
「設計によるデータ保護」等の新たな
原則が確立され、明確な同意が求められているところである。
 しかしながら、まだほとんどの部分においては、データ収集に関わる不安が残
っており、更なる透明性が必要性と考えられている。
 そこで、こうした状況に対応するため、オンライン・プラットフォームは、如
何なるパーソナルデータが収集され、それはどのように共有され、使用されて
いるか、EU のデータ保護フレームワークに沿って説明することによってこれら
の懸念に対応せねばならないとされている（この問題は、ユーザーがオンライ
ン・プラットフォームとサービスにアクセスするため、自らを証明する方法の
問題を含んでいる）。
 透明性の向上は、ユーザーがどのように情報がフィルタされ、形成されもしく
はパーソナライズされているかを理解するために、
（特に、情報が、購買決定の
基礎をなしたり、その市民・民主的生活への参加に影響したりする場合に）必
要である。
 欧州委員会は、クロスボーダー状況における EU 消費者法のより効率的な施行を
促進するための、このコミュニケーションとの消費者保護協調に関する規制の
改訂を提案する

 欧州委員会は、プラットフォーム政策文書とともに採用される、不公正な商取
引指令に関わるガイダンスをレビューした。
 委員会は、プラットフォームに関連するものとして、現行消費者保護法の改訂
に関わるニーズについて、2017 年に、EU 消費者およびマーケティング法（EU
consumer and marketing law17）の規制適合性チェックの一部として更なる評
価を行う予定である。
 消費者をエンパワーし、競争原則の保護、消費者保護、データ保護を図
るため、欧州委員会は、2017 年中に、eID の相互運用可能性に関わる原
則とガイダンスの発行を含め、更なる相互運用可能性に関わる活動を進
めていく予定である。(特に、eIDAS 規制の下の通知)
 欧州委員会は産業界によるフレーミングを支援し信用縮小を防止するた
めに、企業が自発的な努力を強化することを奨励する。それはまた、フ
ェイクニュースや誤解を招くオンラインレビューに限定されるものでは
ない。
【原則３－２】公平でイノベーションフレンドリーな事業環境の保護
Safeguarding a fair and innovation-friendly business environment
 オンライン・プラットフォームが経済における役割を増しているため、オン
概要
ライン・プラットフォームへのアクセスはオンライン・オフライン企業にと
って重要な要素となっている。

17 現状、EUの消費者法は、CONSUMER RIGHTS DIRECTIVE 2011/83/EU (CRD)であり、マーケティングという文言は

含まれていない。ここでマーケティングを含めているのは、内容面において、マーケティングの要素を含んだ内
容となっていることを示すにとどまる。
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中小・零細企業にとっては、オンライン・プラットフォームは、重要な、あ
る場合には主要な、市場やデータへのエントリーポイントを構成する。

下記の事項を含め、最も頻繁に争われている問題
主な
① 不公平な条件を課しているプラットフォーム、特に、重要なユーザーベ
提案内
ースもしくはデータベースへのアクセスのため。
容
② 市場アクセス-基礎的な事業データへのアクセスを含む-を拒絶する、も
しくは一方的に市場アクセス要件を変更する、プラットフォーム。
③ 市場アクセスとして機能し、同時にサプライヤと競争する場合にプラッ
トフォームが果たす二元的な役割。それはプラットフォームを、それら
のサプライヤを不利に扱い、不公平に自らの事業を促進する。
④ 消費者にとって有害な影響を伴う不公正な「パリティ」条項
⑤ データへのアクセス同様、オーナーシップや使用に関わる問題を発掘す
るニーズを示し、サービスプロバイダとビジネスユーザー間のより適切
でバランスのとれた契約的関係

欧州委員会は、オンライン・プラットフォーム環境の
B2B 実例において、タ
具体
ーゲット事実調査活動を行う。
的規制
 これは、競争法（例：自主的な紛争解決メカニズム、透明性と宵情報手
に関わ
段もしくはガイダンス）の適用を超えた可能性のある回復手段と同様、
パブリックコンサルテーションで挙げられた問題をより詳細に調査する
る活動
ことになる。
 特に、欧州委員会はステークホルダーや公的機関と緊密に関与するだろ
う。
 ２０１７年春までに、欧州委員会は追加的な EU の活動が必要か否かを
決定する予定である。
【原則４】データ駆動経済 (data driven economy)におけるオープンかつ非差別的な市場
Keeping markets open and non-discriminatory to foster a data-driven economy
概要

デジタル単一市場を機能させる上で、ユーザーにとっては、プラットフォー
ムを容易に乗り換えられることは有益である。

ユーザーがオンライン・プラットフォームに留まる、データを共有する、と
いう意思決定は、提供されるサービスの品質と関連して、自由に選択ができ
るべきであり、データの転送等を含め、他のプラットフォームへの乗り換え
の障壁があるからであってはならない。
主な提案内 
公的な観点からは、スイッチングコストの促進と削減が重要であり、データ
容
の移転可能性、オープン API ベースのエコシステムを含む、標準と相互運用
可能性の開発は DSM における自由なデータ移転の鍵となる。

アプリストア、E コマース市場などの仲介サービスなど、主要なオンライン
プラットフォームは、品質管理、責任管理、セキュリティなど、様々な理由
から、閉鎖的プラットフォームを採用することがあるが、もし、公的資金
が、プラットフォーム開発に使用される場合には、オープンプラットフォー
ムモデルが選択されるべきである。
具体的規制 
欧州委員会は、2016 年末に予定された自由なデータ流通イニシアティブの一
に関わる活
部として、ビジネスユーザー・個人ユーザー双方に関わる、異なるオンライ
動
ン・プラットフォーム間、クラウドコンピューティングサービスの間のスイ
ッチングやデータの移植性を機能させるため、技術標準を含めた効果的なア
プローチの選択肢を設けていくことを検討すると見込まれる。

この文脈において、欧州委員会は、アプリケーションプログラムインタフェ
イスに関わる問題を含め、データオーナーシップやデータユーザビリティ、
データへのアクセスなどに関わる法的対応の不確実性から生じ得る、EU デー
タ単一市場への潜在的障壁を調査する予定である。
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(2)

プラットフォーム－事業者間の公平性イニシアチブ
(Ref Ares(2017)5222469(2017 年 10 月)
Inception impact assessment-fairness in platform to business relations-



アセスメントの背景
2017 年 5 月に、欧州委員会は「DSM に関わる中間レビュー」を実施し、「オンライ
ン・プラットフォームと事業者間の関係について特定された公正な契約条項や取引慣行
に関わる問題」を扱うための取り組みを行うことを発表しており、本アセスメント文書
は、その結果報告として、課題の明確化と今後の対応方針を示すものである。
本アセスメントに基づいて、2017 年末までに対応策が最終化され、参加国やステー
クホルダーとの対話などを経て立法措置の形をとる可能性がある旨が示されている。



課題認識
欧州委員会は、オンライン・プラットフォームは、企業らに、新たな市場機会を提供
し、容易に潜在顧客へのアクセスを可能とするものであり、多くの小規模なビジネスに
とって、プラットフォームはデジタル経済における市場への「gateway」となってお
り、小規模企業のみならず、大企業も顧客や市場へのアクセスをプラットフォームに頼
るようになってきたことを指摘している。
その上で、このようなプラットフォームへの依存関係が、プラットフォームとビジネ
スユーザー間の交渉力の不均衡を招き、一部のプラットフォームは、不公平な行動を起
こす可能性があるとしている。
具体的には、以下のような懸念が示された。


事前の通知なく、
（電子商取引サイト、ソーシャルメディア、アプリストア等か
ら）商品やサービスを削除、一方的なアカウント停止



上記に関わる理由説明の欠如



検索・ランキング、広告掲載箇所に関する透明性の欠如



プラットフォーム自らサービスを提供している場合の差別的扱いに関わる情報の
欠如



顧客データなど、ビジネスユーザーの取引に起因するデータへのアクセス困難



有意で効果的な救済手続きの欠如

また、上述の様な課題を認識して、EU 加盟国の中には、プラットフォームとビジネ
スユーザー間の取引について、自国で規制を設けること、あるいは、規制を設ける検討
を始めている国もあることを指摘し、こうした状況は、EU 域内における法制度の多様
化、断片化を招くこととなり、ＤＳＭ達成に向けて障壁になりうる事項であるとしてい
る。
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ベースラインシナリオと代替オプション
本文書では、アセスメントで特定した問題に対して、今後、一切政策の変更をしない
場合を「ベースライン」としてシナリオを描いた上で、実際に採りうるオプションの説
明を加えている。
オプションは、ソフトロー、共同規制、規制導入の３つとして提示されている。
図表 21

代替
オプション
ベースライン
「０」

オプション概要

シナリオ

EU の政策変更無
し

（今後ビジネスユーザーのプラットフォームへの交渉力が向
上することは期待しにくい。プラットフォームへの依存度が
増し、不公平な取引慣行にさらされる事業者の数も増加を続
ける。）

透明性、公平性、効果的な救済に関する業界の取り組み
を促進し、プラットフォームの監視を強化。

契約条件を含む自主基準の策定、トラストマークの採
用、プラットフォームにおけるエスカレーション手順の
策定、プラットフォーム-ビジネスユーザー間の公平性原
則の導入など。

EU の立法措置と多様な政策介入度が、産業界の活動によ
り組み合わされる。
1)下位オプション 1：EU の立法措置は、ビジネスユーザーの
ための効果的な救済機関へのアクセス確保のため、オンライ
ン・プラットフォームの責任を設置することに限定される。
2)下位オプション 2：救済措置＋EU の立法措置
EU の立法措置は、業界主導の介入を促進するためのソフトロ
ーの活動と併せて最低限必要な透明性を提供する。
3)下位オプション 3：EU の立法は、新たな独立的な紛争解決
メカニズムを設置し、透明性と公平性に関するプリンシプル
を提供する
4)下位オプション 4：特定の問題のある P2B,B2B の慣行を禁止
する。

EU レベルの規制期間と連携し、プラットフォーム・エコ
システムの目標とされた詳細な規制フレームワークを確
立。

オプション１

業界主導の介入を
促すソフト・ロー
アクション

オプション２

業界主導の行動と
組み合わされた立
法措置

オプション３

EU 立法機関が詳
細な原則を提供

(3)

ベースラインシナリオとオプション思索

オンライン仲介取引における公平性の促進規則（案） (欧州委員会; 2018 年提案予定)

Regulation On Promoting Fairness in Online Intermediated Trade
同規則（案）については、本報告書作成時点では公表されている内容ではないものの、本検
討において入手することができた情報である。報道情報などからも概ねの内容としては、最
新の規則（案）の内容と合致していると想定されるものの、入手した規則（案）が、いつの
時点の案であるかも明確ではないため、以下に示す内容が最新の内容であるかは不明であ
る。
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新プラットフォーム規則（案）策定の目的
規則（案）策定の目的として、欧州委員会は、「オンライン仲介サービスにおけるビ
ジネスユーザーの経済的利益を考慮した公正且つ透明な調和のとれた事業環境を確保
し、適切な透明性と効果的な救済の可能性を与えられるよう必要な規則を定めることに
より、域内市場の適切な機能に貢献すること」と説明している。



新プラットフォーム規制（案）策定の必要性
EU レベルではオンライン・プラットフォームとそのビジネスユーザーとの関係につ
いて、取り扱う法制度は存在しておらず、また、特に、本規制（案）で取り扱っている
規定は、競争法的な側面が強いものの、EU 競争法においては、反競争的な行為や合併に
焦点が当てられており、今般規定されているようなケースをカバーしていない。そこ
で、本規制（案）を策定し、BtoC プラットフォームのオンライン仲介業務における、ビ
ジネスユーザーとの間の取引実務に関わる法制度環境を整えようとするものである。
なお、類似した問題について、オンライン・プラットフォームと消費者との関係につ
いては、不公正取引行為指令(2005/29/EC)や不公正条項規制(92/13/EEC)等においてカバ
ーされているものの、これらの制度は、BtoC に適用が限定されており、ビジネスユーザ
ーについては適用対象外となっていた。



規制対象（主体・取引）
以下の要件を満たす取引・主体を、規制の対象としている。
① ビジネスユーザーと消費者との間の商取引関係から生じるオンライン仲介サービスで
あること
② 欧州域内に設立されたビジネスユーザーがオンライン仲介サービスを使用しているこ
と
③ ビジネスユーザーは、欧州域内の消費者と取引を行おうとしていること
④ オンライン仲介サービスプロバイダの拠点が EU 域内か域外であるかには関わらない
（例）
オンライン E-コマースマーケットプレイス、オンラインソフトウェアアプリケーションス
トア、オンラインソーシャルメディア
（シェアリングエコノミープラットフォームとしてのオンラインマーケットプレイスにつ
いても、商人（Trader）が活動している場合は対象とする）



同規則（案）と 2016.5 政策文書の「原則」との関係性
規則（案）に示された第３条から 8 条の規定については、２０１６年５月のオンライ
ン・プラットフォーム政策文書に記載された原則３－２および原則４に対応している。
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なお、同規則（案）では、他の法制度改正等で対応していない部分についての規定と
なっているため、原則１、２、３－１については、同規制（案）に規定が無い（他の法
制度等により対応される予定）
。
また、全般に契約条件の「透明性を高める」内容となっており、契約条件そのものに
ついて制約を加える形にはなっていない点が特徴的である。
図表 22

オンライン・プラットフォーム政策文書と新規則（案）の対応関係

2016.5 政策文書における原則
原則１
同等なデジタルサービス間のレベ
ルプレイイングフィールド
原則２
コアな価値を守るオンライン・プ
ラットフォームの責任ある行動
原則３
利用者の信頼性維持およびイノベ
ーション保護のための透明性と公
正性
【原則３－１】市民及び顧客への
周知と権限強化
【原則３－２】公平でイノベーシ
ョンフレンドリーな事業環境の保
護

原則４
データ駆動経済（data driven
economy）におけるオープン且つ
非差別な市場

新規則（案）における規定
（該当無し）

（該当無し）

3 条【契約条件】
契約条件の遵守、契約条件変更前の合理的通知期間、事
業者へのサービスを停止・終了する場合の根拠、法的要
請がある場合の適用除外の規程義務
4 条【停止と終了】
停止・終了を決定した場合、ビジネスユーザーに理由と
契約上の根拠を説明する義務
5 条【ランキング】
ランキングの主要なパラメータの開示、報酬がランク付
けに及ぼす影響がある場合、その影響の開示する義務
6 条【オンライン仲介サービス提供者の垂直統合活動】
オンラインサービスプロバイダもしくはプロバイダが関
与するユーザーの取引について、差別的取り扱いをして
いる場合には、その扱いを明示する義務
8 条【他の手段によって異なる条件を提供することの制
限】
オンライン仲介サービスプロバイダが、オンライン仲介
以外の方法で、プラットフォーム上で提供しているサー
ビスを展開する場合において、オンライン仲介と異なる
取引条件とすることにつき制約を加える場合、その根拠
の説明義務
7 条【データへのアクセス】
関連するビジネスユーザーもしくは消費者がから提供さ
れた個人データもしくは他のデータを、ビジネスユーザ
ーに、技術・契約的アクセスに関わる取引条件、もしく
はその不足を利用規約において明らかにしなくてはなら
ない。

なお、原則３に関わる各種規定については、2017 年 10 月の「プラットフォーム-事業
者間公平性イニシアチブ」で抽出された課題に対応している。また、これらの問題はわ
が国における「データ寡占およびそれに伴う交渉力格差」として認識されている問題、
にも対応する内容となっている。
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図表 23

新規則（案）と公平性イニシアチブ・日本における諸問題の状況との関係

新規則（案）の規定
3 条【契約条件】
契約条件の遵守、契約条件変更
前の合理的通知期間、事業者へ
のサービスを停止・終了する場
合の根拠、法的要請がある場合
の適用除外の規程義務
4 条【停止と終了】
停止・終了を決定した場合、ビ
ジネスユーザーに理由と契約上
の根拠を説明する義務

2017.10 公平性イニシ
アチブにおける指摘
事前の通知なく、
（電
子商取引サイト、ソー
シャルメディア、アプ
リストア等から）商品
やサービスを削除、一
方的なアカウント停止
上記に関わる理由説明
の欠如

5 条【ランキング】
ランキングの主要なパラメータ
の開示、報酬がランク付けに及
ぼす影響がある場合、その影響
の開示する義務

検索・ランキング、広
告掲載箇所に関する透
明性の欠如

6 条【オンライン仲介サービス
提供者の垂直統合活動】
オンラインサービスプロバイダ
もしくはプロバイダが関与する
ユーザーの取引について、差別
的取り扱いをしている場合に
は、その扱いを明示する義務
7 条【データへのアクセス】
関連するビジネスユーザーもし
くは消費者がから提供された個
人データもしくは他のデータ
を、ビジネスユーザーに、技
術・契約的アクセスに関わる取
引条件、もしくはその不足を利
用規約において明らかにしなく
てはならない。
8 条【他の手段によって異なる
条件を提供することの制限】
オンライン仲介サービスプロバ
イダが、オンライン仲介以外の
方法で、プラットフォーム上で
提供しているサービスを展開す
る場合において、オンライン仲
介と異なる取引条件とすること
につき制約を加える場合、その
根拠の説明義務

プラットフォーム自ら
サービスを提供してい
る場合の差別的扱いに
関わる情報の欠如

日本において発生している
関連する諸問題
【ヒアリング】プラットフォーム運営
会社 B 社では、Ｘ月に、B 社が運営す
るプラットフォーム Y へのコンテンツ
掲載基準を突然改定した

【ヒアリング】プラットフォーム運営
会社 A 社との契約において、A 社が運
営するプラットフォーム上で展開して
いるコンテンツ X について、プラット
フォーム以外でのサービス提供を開始
したところ、A 社から、X 以外に取引
のあるサービスについて取り扱いの中
止を通知された。
【第四次産業革命報告書】アプリ入手
の際、OS にプリインストールされてい
る検索エンジンで当該アプリを検索す
ると OS にプリインストールされてい
るアプリストア上のアプリが検索上位
に表示される。
【第四次産業革命報告書】アプリスト
ア事業者が自らアプリ提供も行ってい
る場合に、アプリの審査基準におい
て、競合する他の事業者のアプリ機能
を制限する

顧客データなど、ビジ
ネスユーザーの取引に
起因するデータへのア
クセス困難

事前の通知なく、
（電
子商取引サイト、ソー
シャルメディア、アプ
リストア等から）商品
やサービスを削除、一
方的なアカウント停止
上記に関わる理由説明
の欠如

【ヒアリング】
プラットフォーム運営会社 C 社では、
C 社の提供するプラットフォーム上で
の販売価格について、他のプラットフ
ォームその他販売ルートと比較して、
同等もしくは安く設定することを求め
ている。
（最恵国待遇）
【日本競争法適用事案-Amazon-】
amazon サイトにおける販売価格・品揃
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えにつき、最恵国条件を要請していた
（その後、自主的対応により改善）

上記規定のうち、
「ランキング」については、
「誤解を招く比較広告に関する指令」の
改正を検討する「誤認を招くマーケティング実務からの事業者保護及び効果的な執行確
保」政策文書18」において、
「BtoB の関係において、規制の変更の必要がある」と結論
づけられていた。しかし、その後の消費者指令の改訂を対象としたアセスメントでは、
BtoB よりも、寧ろ、プラットフォーム-ビジネスユーザー間のイニシアチブを強調して
おり、したがって、第 5 条については、2017 年 10 月の公平性イニシアチブにおける指
摘のみならず、消費者指令改正アセスメントの結果からも要請があったものである。


2016.5 政策文書「規制フレームワーク」とリンクする規定内容
規則（案）の 9 条から 13 条の内容は、2016 年 5 月の政策文書「規制フレームワー
ク」のうち、
「消費者保護・エンフォースメントの強化」
「プリンシプルベースの自主規
制・共同規制による実現」に対応している。
フレームワーク「EU 域内におけるルールの一本化」に関しては、本規則（案）を
EU 共通の規制として提案予定である点で整合しており、「イノベーションに親和的な簡
素・柔軟な規制枠組み」については、各条項の規定が、取引条件の透明性を求めてはい
ても、契約内容を直接的に制限したり、事業活動に何らかの制約を与えたりする内容に
はなっていない点で、整合していると解される。

18 HTTP://EC.EUROPA.EU/TRANSPARENCY/REGDOC/REP/1/2012/EN/1-2012-702-EN-F1-1.PDF

COM(2012)702
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図表 24
2016.5 政策文書
規制フレームワーク
1)EU 域内におけるルー
ルの一本化
2)消費者保護・エンフ
ォースメントの強化

3)イノベーションに親
和的な簡素・柔軟な規
制枠組み
4)プリンシプルベース
の自主規制・共同規制
による実現

政策文書「規制フレームワーク」と規則（案）の対応関係
プラットフォーム新規則（案）に
おける問題意識
規制の断片化への対応として EU 域
内ルールの一本化。特に B2B 取引
に関わる法規制の断片化を懸念。
迅速で効果的な救済のため、プラ
ットフォームによる内部苦情除法
処理システムの設置を要する。
救済オプションの必要性、既存の
裁判外の紛争解決メカニズムがオ
ンライン仲介取引に関わる専門組
織を有していない。

プラットフォーム新規則（案）に
おける規定箇所
（プラットフォームに関わる制度
を「Regulation」として提案予
定。
9 条：内部苦情処理システム
10 条：調停
11 条：代表組織または団体による
訴訟手続
12 条：専門調停機関

二面市場の場合の自主規制・付随
措置にみによる場合の限界（PF の
インセンティブ・変化への意欲
等）
、法的手段による効果、モニタ
リングの重要性

13 条：行動規範
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第３項

諸問題への対応①：データ寡占およびそれに伴う交渉力格差に係る対応

データを寡占するデジタルプラットフォーマーの交渉力格差に関わる問題への対応として、
主に想定される制度は「競争法」である。そこで、本項では、まずＥＵ競争法の概要とその
適用例を整理する。
また、データの移転可能性を高める制度として、ＧＤＰＲのデータポータビリティ権が挙げ
られるが、同制度に関わる競争法的な意義について確認する。また個人データに関わらず、
非個人データについてもデータ流通の取り組みが進められているため、関連する制度を記載
する。
また、デジタルプラットフォーマーは、消費者への無償および有償のサービスを提供し、そ
のサービスから収集した「データ」を活用して（消費者からのデータの提供自体は無償とさ
れていることが多い）
、自社の事業上の強みを確保していることが多い。この点、欧州の「デ
ジタルコンテンツ供給契約指令」では、
「データの有償性」の概念が示されており、この概念
により、競争法を始めとして、他の分野も含めて影響しうる内容であるため、同指令につい
ても紹介していく。
(1)

EU 競争法
欧州の競争法は、欧州機能条約において規定がおかれている。同条約は、2009 年に発効し

ているが、それ以前は、欧州共同体設立条約(1992 年)として規定があり、リズボン条約締結
に EU が EC を吸収することになり、従来の欧州共同体設立条約を、欧州機能条約に組み替
えることとなったものである。
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発効年月



欧州連合の機能に関する条約
Treaty on the Functioning of European Union
執行機関：欧州委員会（the European Commission）
実務担当部局：「競争総局」
（Directorate-General for Competition）
2009 年 12 月

概要 19
欧州連合の権限の範囲と行使の方法などを定めるものが欧州機能条約である。（欧州
機能条約とは別に欧州連合の設立などを定めた欧州連合条約があり、両条約を併せて EU
基本条約と呼ぶことがある。
）
事業者・事業者団体が行う、競争を制限・阻害するおそれのある行為のうち、企業結
合を除くものに対する規制については、共同行為に関わる第 101 条と、支配的地位の濫
用の禁止（第 102 条）が定められている。事業者や事業者団体に対して直接適用され、
加盟国内における損害賠償請求などの私訴の根拠としても援用できる規定となってい

19 参考：「EU 競争法」笠原宏 信山社
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る。企業結合に関しては、TFEU ではなく、TFEU352 条に基づく理事会規則による理
事会規則によって、実体および手続きが規定されている。


規定内容 20
第 101 条
禁止行為

第 102 条
禁止行為

競争制限的協定・協調的行為の規制
EU 機能条約第 101 条は、事業者間の協定、事業者団体
の決定及び協調的行為であって、加盟国間の取引に影響
を与えるおそれがあり、かつ、域内市場の競争の機能を
妨害・制限・歪曲する目的を有し、又はこのような結果
をもたらすものを禁止する。この禁止規定は、競争事業
者間の協定（水平的協定）のみならず、メーカーと販売
業者間の協定（垂直的協定）にも適用される。禁止され
る協定の例として、規定上、次のものが挙げられている
（EU 機能条約第 101 条 1 項）。
[1] 価格協定
[2] 生産、販売、技術開発又は投資に関する制限又は
規制
[3] 市場又は供給源の割当て
[4] 取引の相手方を競争上不利にする差別的取扱い
[5] 抱き合わせ契約
市場支配的地位の濫用行為の規制
域内市場又はその実質的部分における支配的地位を濫用
する一以上の事業者の行為は、それによって加盟国間の
取引が悪影響を受けるおそれがある場合には禁止され
る。この濫用の例として、規定上、次のものが挙げられ
ている（EU 機能条約第 102 条）
。
[1] 不公正な価格又は取引条件を課すこと
[2] 需要者に不利となる生産・販売・技術開発の制限
[3] 取引の相手方を競争上不利にする差別的取扱い
[4] 抱き合わせ契約

決定名宛人の直前事業
年度における総売上高
の 10%までの制裁金

違反行為取引市場にお
ける当該事業者の直近
事業年度売上高の 30%
を上限額
を決定。これに違反行
為の継続年数を乗じ
る。
※ハードコアカルテル
の場合には更に直近売
上の 15%～25%を上乗せ

理事会規則 2004 年第 139 号 企業結合規則
規制対象
次の基準をすべて満たす企業結合は、
「共同体規模（Community dimension）
」を有
するものとして、規制の対象となる（企業結合規則第 1 条 2 項）。このような企業
結合の当事者は、企業結合規則第 4 条の規定に基づき、事前に欧州委員会に届け
出なければならない。なお、届出に係る手数料は設けられていない。
[1] 当事者すべての全世界での売上高の合計が 50 億ユーロ超
[2] 当事者の少なくとも 2 社の共同体内での売上高がそれぞれ 1 億ユーロ超
[3] 3 以上の加盟国のそれぞれにおいて、当事者すべての売上高の合計が 1 億ユ
ーロ超
[4] [3]の要件に合致する 3 以上の加盟国のそれぞれにおいて、当事者の少なく
とも 2 社の売上高がそれぞれ 2500 万ユーロ超

20 公正取引委員会ウェブサイト（各国の競争法：EU）
HTTP://WWW.JFTC.GO.JP/KOKUSAI/WORLDCOM/KAKKOKU/ABC/ALLABC/E/EU.HTML
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第 107 条
禁止行為

(2)

[5] 当事者のいずれも共同体内売上高のうち 3 分の 2 超を同一加盟国内で得てい
ない
特定の企業・商品に対する競争歪曲的補助の禁止（いわゆる国家補助規制）
同条 1 項の規定に該当する国家補助は、同条 2 項・3 項、及び公共サービスに関
する規定である第 106 条 2 項に規定される例外等に該当しない限り、禁止され
る。
EU 機能条約第 107 条 2 項では、国家補助のうち域内市場と両立し、禁止されない
ものとして、以下のものを規定している。
(a)個々の消費者に供与される社会的性格を有する補助
(b)自然災害その他異常事態により生じた損害を補填するための補助
©ドイツ分割により影響を受けたドイツ連邦共和国の一定地域の経済に対し、ドイ
ツ分割による経済的不利を補償するために必要な限度において与えられる補助

競争法適用事案
欧州では、海外事業者にも積極的に競争法を適用している。
デジタルプラットフォーマーへの適用としては、例えば、2010 年に Google のオンライン検

索において、
「支配的地位の濫用」に係る調査を開始し、2017 年独占禁止法違反として、24
億ユーロ超の罰金を課している。


案件経緯
Google のオンライン検索における広告表示についての事案であり、新たなプラットフ
ォーム規制（案）第 5 条との関係も深い内容となっている。
2010 年の調査開始から、欧州委員会側の調査に対する Google からの対応策提示を繰
返し、2017 年に審決となった。課徴金の計算においては、Google の広告表示において
影響を受けた EEA 諸国における比較ショッピングサービスの収入価値の額を過去に遡っ
て算出しており、日本円換算で約 3.2 兆円（1€=103 円で試算）の罰金を決定している。
図表 25
年月日
2010.11.30

2013 年、2014 年

Google 検索サービスに関わる調査・処分決定経緯

経緯
Google による独占禁止法違反の申し立てに係る調査開始

Google 検索において、Google が提供する他のサービスについて
優先的に検索結果に配置し、競合サービスの表示順位を下げる、
広告パートナーに競合する広告をウェブサイトに掲載することを
禁止する、などの優越的地位の濫用の疑い
Google からの対応策提示とその試行

有償(広告)検索結果を一般とは異なる検索結果であることを明示

競合のリンクも表示するなどの対応

検索者に google サービスが優先的に表示されている旨の通知

google の検索サービスでコンテンツを使用すること（スクレイ
ピング）についてオプトアウトを認める

検索広告に係る契約について独占要件を削除

競合広告プラットフォーム上でのキャンペーン実行制限を解除、
独立的な第三者によるモニタリング
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2016.7.14

欧州委員会は Google とその親会社であるアルファベット社に対する独
占禁止法手続き開始決定
Google に 24 億 2449 万€の罰金
（Google が害した関連する EEA 諸国における比較ショッピングサービ
スの収入価値）
【決定理由】

全ての EEA 諸国において Google の検索シェアは 90%以上。

市場の支配力自体は EU 独占禁止法では違法ではないものの、支
配的な企業は、支配的な市場や別個の市場で競争を制限する「優
越的地位の濫用」が無いよう、特別な責任を負う。

ショッピングサービスにおいて、検索結果表示はその収益に大き
く影響する

Google は、競合比較ショッピングサービスと自社のサービスの
表示について「同じプロセスと方法」を適用せねばならない。

Google 検索では、google のライバルの比較ショッピングサービ
スの表示が劣後され、最も高いランクのライバルのサービスです
ら検索結果の４ページ目に表示される

消費者は、検索結果上位に表示されている結果を頻繁にクリック
する傾向があり。１ページ目の上位１０件の検索結果が全ての検
索結果の上位 95％を占める。2 ページ目以降の検索結果はクリッ
クの 1％程度にすぎない。

2017.6.27



取組における特徴

Google 検索サービス事案の調査から課徴金決定までの特徴として、以下の４点が挙げられ
る。
① 協調的なアプローチ


はじめから敵対的手続きを採った場合、多くの不確実性を伴い、期間も長くかか
る上、即時の効果は得られない可能性があることから、欧州委員会と Google の
間で懸念事項の解消につき協議を継続した。
（必ずしも処分できることが確実でな
い段階で調査を開始している）
※独占禁止法の施行目的は、「消費者・利用者が、できるだけ早く競争から恩恵を
受けること」である。



独占禁止法の手続きを開始したのは、2 回の Google からの提案を否認し、3 回目
の試行が最後であることを伝え、それによっても懸念が解消されない場合であ
る。

② 消費者の選択・イノベーション機会の阻害に着目した分析


Google は多くの商品を発案し、大きな変革をもたらしたが、そのことは他の
企業が競争と革新の機会を否定する権利を google に与えるものではない。



Google の制限行為は、消費者の選択と革新を妨げるという懸念がある。
（2016.7 Press Release）

③ 決定に関わる幅広い証拠収集と包括的な分析


以下のような情報を収集し、十分に審査



Google その他の市場プレイヤーからの書類提出
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Google からの 5.2 テラバイトの実際の検索結果（約 17 億件の検索クエリ）



試行とその結果調査（特に検索結果の可視性による消費者行動、クリック率へ
の影響分析）



google 検索結果の産業における重要性と表示が劣後する場合の影響を説明しう
る財務データとトラフィックデータ



関連市場における顧客及び競合企業の市場調査（数百社のアンケート）

④ 高額な課徴金


(3)

24 億 2449 万€の罰金

「データの有償性」の概念
欧州委員会「デジタル・コンテンツを供給する契約の一定の側面に関する欧州議会および理

事会指令にかかる提案」
（2015 年 12 月 9 日）
文書名
（日）
文書名
（英）
所轄部署
発行年月



デジタルコンテンツを供給する契約の一定の側面に関する指令
certain aspects concerning contracts for the supply of digital
content
欧州委員会（the European Commission）
2015 年 12 月

概要
上記提案自体は、EU 市民がオンラインツールやサービスを利用する際の障壁を除去
することを目的とした指令提案である。
同指令提案では、
「対象となるサービスそのものの対価が定められていない場合であ
っても（一般に無償サービスと捉えられる場合であっても）
、個人データを提供して取引
を行う場合には、当該個人データを『デジタル・コンテンツの反対給付』と捉え、他の
有償サービスと区別すべきではない」としている。



提案の内容
前文(13)に、
「デジタル経済では、個人に対する情報は、しばしば、市場参加者によっ
て、金銭に相当する価値を有するものとみなされており、その傾向は強まっている。デ
ジタル・コンテンツは、しばしば、代金と引き換えにではなく、例えば個人データその
他のデータへのアクセスを提供するといった、「金銭以外の反対給付」と引き換えに供給
される。(略)反対給付の性質に基づく区別を導入することは、異なるビジネス・モデルを
差別することにつながり、データと引き換えにデジタル・コンテンツを供給する方向に
事業者を導く不当なインセンティブを提供することとなる。公平な競争を確保するべき
である。
」との記載がある。
また、第３条（適用範囲）では「この指令は、供給者が消費者にデジタル・コンテン
ツを供給し、または供給することを約し、これと引き換えに代金が支払われることとさ
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れ、又は消費者が金銭以外に反対給付を個人データその他のデータの形式で能動的に供
給する契約に適用する。
」と規定し、一般に「無償サービス」と呼ばれているものについ
ても、個人データに支払い対価としての側面を認めている。


関連分野論点への影響

「データの有償性」の考えは、特に競争法やデータポータビリティへの影響の大きい考え方
と捉えられる。その他、消費者問題を検討する上でも影響があると考えられ、以下に、関連
する分野と関連する事項について記載する。
① データポータビリティ：2015 年欧州指令では、金銭のみならずデータにより対価を支
払う場合も、デジタルコンテンツにおけるデータ回収権限の適用範囲とされた。
② 競争法：公取委「データと競争政策に関する検討会」報告書 P29 においても、
「無料」
サービスの取引が行われる場を無料市場として画定することが可能とされている。
③ 消費者法：一方的にサービスを享受する無償契約ではなく、対価としてデータを支払
っている有償契約と捉えるならば、消費者の立場をより強く見るべきとの考え方も採
りうる。

(4)

個人データ保護規則（GDPR）
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月



個人データ保護規則
General Data Protection Regulation
欧州議会、欧州理事会、欧州委員会
制定：2016 年 4 月 27 日
施行：2018 年 5 月 25 日

概要
1995 年制定の EU「データ保護指令」を、データ駆動型社会の到来を受けて全面的に
書き換え、域内のデータ保護ルールを一本化したもの。
欧州域内の個人データに関わる限り、EU 域外の企業にも適用される。基本的な考え
方を示す「原則」を定め、その後、その原則に沿って、守られるべき「権利」を規定す
る構成となっている。



規定内容（原則）
CHAPTER 2 – PRINCIPLES/諸原則
条項
第5条

記載内容
Principles relating to
processing of personal data
個人データの取扱いに関する
原則

概要

個人データの処理に関する原則を定める。追加
された新たな要素は、特に、透明性の原則、デ
ータ最小限化の原則の明確化、及び管理者の包
括的責任の制定.
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第6条

第7条

第8条

第9条

第 10
条

第 11
条



Lawfulness of processing
適法な取扱い
Conditions for consent
同意の条件
Conditions applicable to
child’s consent in
relation to information
society services
情報社会サービスに関する子
どもの同意に対して適用され
る条件
Processing of special
categories of personal data
特別な種類の個人データの取
扱い
Processing of personal data
relating to criminal
convictions and offences
有罪判決及び犯罪に係る個人
データの取扱い
Processing which does not
require identification
識別を要求しない取扱い

95/46/EC 指令第 7 条に基づき、合法的な処理の
基準について定める。同条は、利益衡量基準並
びに法的義務の遵守及び公衆の利益について、
より詳細に規定する。
正当な処理の法的根拠として有効となる同意の
条件を明確化する。

子どもに直接提供される情報社会サービスに関
連する、子どもの個人データの処理に関する合
法性について、追加的な条件を定める。

95/46/EC 指令第 8 条に基づき、特別カテゴリー
の個人データの処理に対する一般的な禁止、及
びかかる一般規則の適用除外について定める。
第 6 条（1）に基づく犯罪の有罪判決および犯罪
または関連する安全対策に関する個人データの
処理はについて定める
管理者が、本規則の条項の遵守のみを目的とし
て、データ主体を特定するための追加情報を取
得する義務を負わないことを明確化する。

規定内容（権利）
CHAPTER 3 - RIGHTS OF THE DATA SUBJECT/データ主体の権利
第 1 節 － 透明性及び手順
Transparent information、 communication and modalities for the exercise
第 12 条 of the rights of the data subject
データ主体の権利行使のための透明性のある情報、通知及び手続
Information to be provided where personal data are collected from the
第 13 条 data subject
データ主体から個人データを収集する場合に提供される情報
Information to be provided where personal data have not been obtained
第 14 条 from the data subject
データ主体から個人データを取得しない場合に提供される情報
第 2 節 － 情報及びデータへのアクセス
Right of access by the data subject
第 15 条
データ主体のアクセス権
第 3 節 － 訂正及び削除
Right to rectification
第 16 条
訂正の権利
Right to erasure (‘right to be forgotten’)
第 17 条
消去の権利（忘れられる権利）
Right to restriction of processing
第 18 条
取扱い制限の権利
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Notification obligation regarding rectification or erasure of personal
第 19 条 data or restriction of processing
個人データの訂正若しくは消去又は取扱いの制限に関する通知義務
Right to data portability
第 20 条
データポータビリティの権利
第 4 節 －異議を唱える権利及び個人に対する自動化された意思決定
Right to object
第 21 条
異議を唱える権利
第 22 条

Automated individual decision-making、 including profiling
プロファイリングを含む自動化された個人意思決定

第 5 節 － 制限
Restrictions
第 23 条
制限



データポータビリティ（20 条）
ＧＤＰＲの規定のうち、データ主体が、自らデータ管理者に提供した個人データを①
再利用しやすい機械可読なフォーマットで取り戻すとともに、②技術的に可能な場合に
は、他の管理者に直接移転させる権利である。



GDPR20 条：データポータビリティの権利（The Right to Data Portability）

1. データ主体は、以下の場合には、データ主体が管理者に提供した、データ主体に関わる
個人データを、構造化された、一般的に用いられる機械可読なフォーマットで受け取る
権利を有すると共に、それらのデータを妨害されることなく、当該個人データが提供さ
れた管理者から、他の管理者に移転する権利を有する。
a. 第 6 条第 1 項(a)もしくは第 9 条第 2 項(a)に従った同意、あるいは第 6 条第 1 項(b)
に従った契約に基づき、当該処理が行われており、かつ、
b. 当該処理が自動的な方法によって実行されている場合。
2. 第 1 項に従って彼または彼女がデータポータビリティの権利を行使するにあたり、技術
的に可能な場合には、データ主体は当該個人データをある管理者から別の管理者に、直
接的に移転する権利を有する。
3. 本条第 1 項に規定される権利の行使は、第 17 条（※訳注：消去される権利および忘れ
られる権利）に影響を与えない。同権利は、公共の利益や、当該管理者に委ねられた公
的権限の行使に関わる任務の遂行に不可欠な処理には、適用されないものとする。
4. 第 1 項に規定される権利は、他者の権利や自由に対して悪影響を与えてはならない。


※前文 68：自身に関わる個人データを移転・取得するデータ主体の権利は、管理者に対
する、技術的に互換性のある（compatible）システムの導入・維持の義務を創設するも
のではない。
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データポータビリティに関わる競争政策上の意義

European Commission Fact Sheet Q&A-Data Protection Reform Package(2015.12)21
欧州委員会は、ＧＤＰＲの導入に向けて、Ｑ＆Ａ形式で、その目的や意義などについ
てウェブサイト上に掲載しており、当該サイトにおいて、データポータビリティによる
競争緩和効果についても、以下のとおり説明されている。


「データポータビリティの権利は、個人に、あるサービスプロバイダから他のプ
ロバイダへと、自身のパーソナルデータを移すことを可能とする。スタートアッ
プや小規模事業者らは、デジタルジャイアンツによって支配されているデータ市
場にアクセスできるようになり、プライバシーへの配慮がなされたソリューショ
ンによって、より多くの消費者らを惹きつけることができるだろう。



データポータビリティの権利は、潜在的な顧客が、自身のパーソナルデータをサ
ービスプロバイダ間で容易に移転できるようにする。このことにより、顧客は、
自身のパーソナルデータを管理し、同時に、市場における競争と新ビジネスを促
進するだろう。
」



ＧＤＰＲは、個人に対して、自らのデータのコントロール権を取り戻すための制
度でもあるが、上述の通り競争政策の側面でも、意義が認められる。実際に、デ
ータを寡占するデジタルプラットフォーマーに対抗していくまでの効力が認めう
るかは不明ではあるが、他の企業にもデータ取得の機会を与えることで突破口と
なる可能性はあると考えられる。

(5)

データの自由な流通イニシアティブ
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月



データの自由な流通イニシアティブ22
the Free Flow of Data Initiative
欧州委員会（the European Commission）
2016 年 4 月

概要
同政策文書は、データの所有、アクセス、および責任に関する新たな問題の明確化
と、公共データへのアクセスを奨励するものである。

(6)

非個人データの EU 域内自由流通枠組み規則（案）
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
提案年月

非個人データの EU 域内自由流通枠組み規則案
A framework for the free flow of non-personal data in the EU
欧州委員会（the European Commission）
2017 年 9 月

21 HTTP://EUROPA.EU/RAPID/PRESS-RELEASE_MEMO-18-387_EN.HTM
22 HTTPS://EC.EUROPA.EU/DIGITAL-SINGLE-MARKET/EN/NEWS/DIGITAL-SINGLE-MARKET-FREE-FLOW-DATA-INITIATIVE
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概要
２０１６年４月のデータの自由な流通に係わる政策文書に従って EU 域内のパーソナ
ルデータ以外のデータの自由な移動を確保することを目的とした規則（案）である。デ
ータローカライゼーション規制の禁止のほか、本規制にて、自主規制による行動規範の
策定の奨励と促進を規定している。



規則案の内容
同規則（案）では、データローカライゼーションを定める規則の禁止と、データポー
タビリティに関して「非個人データのデータポータビリティ」を可能とすることの二つ
を定めている。

条項
第４条：
域内の自由なデータの移動
Free movement of data within
the Union
第６条：
データ移転
Porting of data

概要

公安上の理由などの正当化される理由がない場合の、デ
ータローカライゼーション規則の廃止とローカライゼー
ション強制の禁止


EU レベルでの自主規制の行動規範の策定奨励・促進（1
年以内）
 事業者ユーザーに十分に詳細かつ明瞭で透明性のあ
る情報を提供するため、プロバイダの切り替えを促
進するためのベストプラクティスに関するガイドラ
インを定義する。
 別のプロバイダへの切替え若しくはデータを取り返
したい場合に適用される、データバックアップ場所
や手続き、技術要件、時間枠及び料金、受入可能な
データフォーマットや支援、システム構成、最小ネ
ットワーク帯域幅、移転手続き開始前時間、データ
受入可能時間、プロバイダ破産の場合のデータアク
セス保証
 ユーザーがデータを交換もしくは移転するための構
造化され、一般的に利用され、機械可読な形式でデ
ータを交換若しくは移転するための運用要件
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第４項

諸問題への対応②（情報・モノの）媒介者・仲介者としての責任

デジタルプラットフォーマーに係わる諸問題の２つ目、媒介者・仲介者としての責任につい
てはデジタル・コンテンツに係わる責任、通信・インターネットサービスプロバイダの席委
任、オンラインマーケットプレイスにおける責任・消費者保護等に係わる規則や指令、製作
文書が発行されている。
(1)

オンライン上の違法コンテンツのオンライン・プラットフォームの責任強化
Tackling illegal content online towards enhanced responsibility of online(2017 年 9 月 28

日)


概要
オンライン・プラットフォームが、国家機関、参加国および他の関連ステークホルダ
ーと協力して違法コンテンツに取り組むための「ガイドライン」と「原則」を定めた政
策文書である。
（主にコンテンツ提供型プラットフォームを想定してものと見られる）



構成と規定の内容
以下に、同政策文書の構成と、オンラインプラットフォームの「義務」「推奨事項」
として記載されている内容を記載した。
構成
第一部はじめに
第二部
コンテキスト
第三部
違法コンテンツ
の検知と通知

第四部
違法コンテンツ
の削除

第五部
違法コンテンツ
再掲防止

主な義務・推奨事項の内容
なし
なし
【義務】

執行機関・所管機関との協力、違法コンテンツを検知・消去するた
めの効果的積極的措置

最大限に積極的な違法コンテンツの検地・特定・消去
【推奨】

プラットフォーマーと法執行機関による効果的な監視のための技術
的インターフェース開発

特に深刻な害にさらされている場合、プラットフォーマーの有する
アルゴリズムなど技術の更なる開発と使用

自動検知技術への投資と利用、協力を高めていくこと
【義務】

オンライン・プラットフォームは、犯罪もしくは他の違反を発見
し、あるいは、その証拠を得た場合には法執行機関に報告せねばな
らない

合法なコンテンツの消去のリスクを低減するための堅牢な保護措置
の確保
【義務】

プラットフォームのサービス条件に技術の利用と遂行につき明確に
規定すること
【推奨】

保護措置に使われる技術的ツールのさらなる活用
55



オンライン・プラットフォームが責任を負担する理由
同政策文書では、オンライン・プラットフォームの責任に関して、「オンライン・プ
ラットフォームは、ほとんどのインターネットがコンテンツにアクセスする際の「仲介
者」となっており、ユーザーと社会を保護し、犯罪や侵害的行動に関わる人を回避する
社会的責任を有しており、オープンデジタル空間は、テロや違法なヘイトスピーチや、
人身売買などの温床になってはならず、オンライン・プラットフォームはこうした問題
の解決のため、社会における彼らの中心的な役割に起因する責任として、彼らの行動を
ステップアップさせねばならない」との旨、説明されている。

(2)



視聴覚メディアサービス指令23

文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月

国境なきテレビジョン指令(TVWF)
Television Without Frontiers (TWF) Directive
欧州委員会（the European Commission）
1989 年

文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月

視聴覚メディアサービス指令
Audiovisual Media Service
欧州委員会（the European Commission）
2007 年 12 月採択

文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
提出年月

視聴覚メディアサービス指令の改正案
Revision of the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD)
欧州委員会（the European Commission）
2016 年 5 月

概要
コンテンツレイヤーの事業者に係わる規制の枠組みを、同様のサービスを提供する通
信・放送事業者の規制の枠組みとそろえるための指令となっている。
同指令の規制対象者および規制内容は、プラットフォームの規模や影響力の変化を受
けて、徐々に広がっており、プラットフォームがメディアとして活動している場合のみ
ならず、単なる媒介をしているのみの場合であっても、一定の責任を負担する考え方に
なっている。



指令改正の経緯と改訂内容
EU では、EU のコンテンツレイヤーの規制枠組みを通信・放送の融合に対応させる
ため、1989 年の TVWF（Television without Frontier、国境なきテレビジョン）指令を

23

「情報社会と共同規制」生貝直人
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全面的に改正して、2007 年 12 月、EU 域内におけるコンテンツ規制の共通基準を定め
た AVMS 指令24（Audio Video Media Service Directive）が採択された。
TVMF 指令からの主な改正点は、従来、
「放送」メディアの多様性確保や青少年の保
護、欧州製コンテンツの振興などをはじめとする TVWF 指令の理念の強化・実効化を軸
に、その対象範囲をインターネット上の拡大。
2012 年から、オンライン・プラットフォームの規模や影響力の変化を受け、欧州委
員会は、ビデオ共有プラットフォームが一層の責任のある行動をとるべきと判断したこ
とから、コンテンツ･メディアを規制する目的での再見直しが開始され、2016 年 5 月、
欧州委員会によって、ビデオ共有プラットフォームに対する規制を新たに課す視聴覚メ
ディアサービス指令の改正案25が提案された。


1989 年国境なきテレビジョン指令(TVWF)
伝統的テレビ放送サービスについて、EU 作品の採用や広告料の上下限、弱者保護な
どの義務を課している。
規制対象
TV 放送サービス（伝統的テレ
ビ、PPV26、NVOD27）
ただし、オンデマンドビデオ・
オンデマンド情報サービス・モ
バイルフォンなどは対象外



規制内容







EU の作品の促進（EU 作品と独立作品の割当）
広告スポンサーシップ（最高/最低基準）
弱者保護（有害度と明確な識別）
主要イベントの放送（非排他性)
原産国原則（法律適用）
返信権 (関心の喪失)

2007 年視聴覚メディアサービス指令
2007 年、TVWF を、経済と公益のバランスによるコンテンツ規制、メディアの多様
化に対応した「レベルプレイイングフィールド」の必要、その他、広告収入の減少、内
部市場の育成等の観点から、全面的に改正した28。

24 AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES DIRECTIVE （DIRECTIVE 2010/13/EU）HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGALCONTENT/EN/TXT/HTML/?URI=CELEX:32010L0013&FROM=EN
25 "PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING DIRECTIVE
2010/13/EU ON THE COORDINATION OF CERTAIN PROVISIONS LAID DOWN BY LAW, REGULATION OR ADMINISTRATIVE
ACTION IN MEMBER STATES CONCERNING THE PROVISION OF AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES IN VIEW OF CHANGING
MARKET REALITIES", COM(2016)287, HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGALCONTENT/EN/TXT/HTML/?URI=CELEX:52016PC0287&FROM=EN
26

PAY PER VIEW: 有料コンテンツに料金を支払って視聴するシステム
NEAR VIDEO ON DEMAND: 同じ番組を複数の放送チャネルを用いて（時間をずらして）放送する方式で提供される。た
とえば 30 分間隔で同じ番組を放送した場合には、所用のために番組を見逃しても、30 分後の次の放送ではじめから視聴
することができる。
28 “FROM TELEVISION WITHOUT FRONTIERS TO AUDIOVISUAL WITHOUT BORDERS: THE NEW AUDIOVISUAL MEDIA SERVICES
DIRECTIVE” :EC DG INFORMATION SOCIETY AND MEDIA AUDIOVISUAL AND MEDIA POLICIES
27
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伝統的なテレビのみならず、オンデマンドを含む、ケーブル、衛星、cable,地上波ネ
ットワーク、ADSL, IP,モバイルフォン等各種視聴覚サービスを規制対象に含める一方、
サービスタイプにより、
「リニアサービス」と「ノンリニアサービス」に区分し、両者が
共通的に準拠せねばならない規定（共通基準）と、リニアサービスのみに付加される規
定を設け、規制（一般的規制・広告規制）に濃淡をつけている。
図表 26 2007 年視聴覚メディアサービス指令規定内容29
サービス
分類
リニアサービ
ス

規制対象
（下線部追加）
TV 放送サービス ＋
一部の IPTV などサー
ビス提供者が時間軸で
プログラム編成を行う
サービス

ノンリニアサ
ービス

全てのオンデマンドの
視聴覚サービス
※ビデオオンデマンド
のように、サービス提
供者が用意した番組カ
タログから視聴者の求
めに応じて番組提供す
るサービス



規制内容

広告規制内容

【リニアのみ追加的要件】

放送時間の半分以上を欧
州製コンテンツ(16 条)

放送時間帯の制限や警告
等を通じた青少年等への
配慮(27 条)

報道などによる権利侵害
に対する反論権への対応
(28 条)
【共通基準】

編集権を有するサービス
提供者情報の開示（5
条）

人種・性別。宗教・国籍
などに関わる差別助長の
禁止（6 条）

視聴覚障がい者への段階
的対応（7 条）

青少年等に対する一般的
配慮（12 条）

欧州製コンテンツの振興
（数値基準無し）
（13
条）

【追加的要件】

消費者が番組と広
告を明瞭に区別で
きる措置(19,24 条)

アルコール類の広
告に関する基準(22
条)

スポット広告の時
間制限 等(23 条)
【共通基準】

判別不可能なサブ
リミナル広告、タ
バコ・処方先約な
どのスポンサーつ
き広告の禁止(9,10
条)

プロダクト・プレ
イスメント広告の
子供向け番組・報
道・ドキュメンタ
リー等での一律禁
止等(11 条)

2016 年 5 月視聴覚メディアサービス指令の改正案
2007 年の改正後も、更に視聴覚メディアは多様化、変化し続けてきた。改正案の提
案時点において、欧州の従来型の放送は未だに、視聴者、広告収入、コンテンツ投資、
いずれの面でも強固な基盤を有しているものの新興事業者らも勃興しつつある。放送者
は、その活動をオンラインに拡張し、新規参入者は、視聴覚コンテンツをインターネッ
ト経由で提供しており（オンデマンドプロバイダやビデオ共有プラットフォーム）、勢い
をまし、同じ視聴者に対するサービスとして競合している。このような状況にあるにも

29

「EU 視聴覚メディアサービス指令の英国における共同規制を通じた国内法化」生貝直人（情報ネットワーク・ローレ
ビューVOL.10,PP1-18）
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関わらず、これらの事業者は異なる規制、消費者保護の義務を受けていることから、改
めて、現状に即した改正が必要となり、2016 年 5 月に本提案提出に至ったものである。
改正指令案では、ビデオ共有プラットフォームに関わる規定を加えるとともに、ノン
リニアサービスである VOD の規制を追加している。
ビデオ共有プラットフォームに関しては、そのプラットフォーム上のコンテンツの大
部分について編集権を有していない。しかし、典型的に、コンテンツ（番組やユーザー
生成ビデオ）の編成（Organization）を自動的な方法またはアルゴリズムなどによって
決めているため、消費者保護等の一定の責任を負担させている
サービス
分類
リニアサービ
ス

ノンリニアサ
ービス

その他

規制対象
（下線部追加）
TV 放送サービス ＋ 一部
の IPTV などサービス提供者
が時間軸でプログラム編成を
行うサービス
全てのオンデマンドの視聴覚
サービス
※ビデオオンデマンドのよう
に、サービス提供者が用意し
た番組カタログから視聴者の
求めに応じて番組提供するサ
ービス
編集責任の無い動画サービス
（動画共有サービス）

規制内容
【リニアのみ追加的要件】
変更無し

【共通基準】

変更無し
【VOD 向け新規要件】
（13 条）

20%以上を欧州製コンテンツとする

欧州域内の番組制作会社に対する財政的支援

欧州製コンテンツをサービス内で目立たせる
【動画共有サービス向け新規要件（28 条 a）
下記目的のため、適切な措置をとることが求めら
れている。

肉体的・精神的又は道徳的な発達を阻害する
おそれのあるコンテンツから未成年者を保護
すること

性別、人種、肌色、宗教、出自、国籍又は民
族により定義される、グループ又はグループ
の一員に対する暴力又は憎悪の扇動を含むコ
ンテンツから全ての市民を保護すること

動画共有サービスに求められる新たな義務（28 条 a に記載された目的を果たすための
適切な措置）として、28 条 a 第 2 項に例が示されている。
① ビデオ共有プラットフォームが「暴力又は憎悪の扇動」
「肉体的・精神的又は道徳的な
発達を阻害するおそれのあるコンテンツ」の概念を定義し、適用すること
② 利用者がビデオ共有プラットフォーム提供者に対象コンテンツを報告もしくはフラグ付
けする仕組みを設けること
③ 対象コンテンツに関する利用者の年齢認証システムを構築、運用すること
④ 利用者によるコンテンツ格付けシステムを構築、運用すること
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⑤ 対象コンテンツに関するペアレンタルコントロールシステム30を提供すること
その他、2016 年の改正（案）には、グループ会社への適用や共同規制の方法論な
ど、特徴的な記載もあるが、それぞれ、域外執行、自主規制・共同規制の章にて説明す
る。
(3)

電子通信プライバシー指令
通信会社やインターネットサービスプロバイダなどの電子通信サービスのプロバイダが、加

入者のデータをどのように管理すべきか、及び加入者がこれらのサービスを利用する際の権
利について規定している指令（ただし、警察・刑事司法データ保護指令に関する事項や国家
安全に関わる様な事項については、本指令の対象外となる）
。
2002 年の e-privacy 指令が現行のものであるが、現在、適用対象として新たな通信プロバ
イダ（通信と機能的に同等な OTT サーボス事業者）を加えること、クッキー規制の簡素化を
図る一方で、保護対象の明確化、執行の強化を図るべく、2017 年 1 月に改訂（案）を提出
し、2018 年 5 月施行を目標に作業を進めている。
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月

文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月



電子通信プライバシー指令
Privacy and Electronic Communications Directive（ e-Privacy
Directive）
欧州議会、欧州理事会
発行：2002 年 7 月
施行：2003 年 10 月
電子通信分野におけるプライバシーの保護に関する規則案
Regulation on Privacy and Electronic Communications（ e-Privacy
Regulation）
欧州委員
発表：2017 年 1 月
採択：未定（2018 年 5 月を目指す）

e-Privacy Directive の概要
同指令では、データ保護規則の特別法的な位置づけとして、電子通信分野におけるプ
ライバシー保護規則を欧州内で平準化するために制定されたものである。主な規定は、
以下の通りである。
通信の機密性

30

5 条 1 項：公衆ネットワークを介した通信の機密性を確保のため、特
に、利用者の同意の無い傍受、録音、保存を禁止。

子供によるパソコンや携帯電話などの情報通信機器の利用を、親が監視して制限する取り組み

60

ネットワークとサ
ービスの安全性
トラフィックデー
タ・位置情報
不招請（迷惑）メ
ール
クッキーの利用



4 条：公共電気通信サービスの提供者は、サービスの安全を守るため
に適切な措置を講ずる必要がある
6 条・9 条：加入者が、別途同意した場合を除き、通信または課金の
ための必要がなくなったときに消去または匿名化必要があります
13 条：「スパム」（迷惑な商業メール）の送信には、加入者の事前の同
意が必要（オプトイン）
。固定または移動端末上で受信された SMS テ
キストメッセージおよび他の電子メッセージによる場合も同様。
5 条 3 項：ユーザーデバイスに保管される情報へのアクセス・補完
は、データ処理の目的について説明を受けたうえでユーザーの同意を
要する（すなわち、クッキーもしくはそれに類する技術を使用する場
合には、当該サイトの発行者は、ユーザーにクッキー使用とそのデー
タ使用についての同意を得る必要が生じる。

e-Privacy Regulation（案）の概要
電子通信サービスにおけるデータの保護を強化するものとして、従来の電話回線や e
メールの代わりとして近年使用が増加している、IP 通話、インスタントメッセージ、ウ
ェブメール等のオンラインサービスをその適用対象とし、これらにおけるプライバシー
の保護について規制するもの。
より強いルール
第3条
適用範囲

前文（11）
新興サービスにも
適用

前文(23)
クッキーに関する
より単純な準則

23 条
制裁金の上昇



現行の「指令」から、加盟国で直接適用される「規則」として制
定
以下の場合に適用される

EU 域内におけるエンドユーザーへの電気通信サービス提供、エン
ドユーザーの支払いが発生するかには関わらない。

サービスの使用

EU 域内のエンドユーザーの端末に関わる情報の保護

全体的または部分的に信号を伝送するインターネットアクセスサ
ービスおよびサービスだけでなく、例えば Voice over IP、メッ
セージングサービスおよびウェブベースの電子メールなど、ナン
バーベースであってもなくてもよい対人通信サービス サービス
にも適用される

「クッキー条項」が簡素化され、新しいルールは、プライバシー
に対する危険がある場合にクッキーの追跡の諾否について簡易な
方法を提供。また、インターネットの履歴を活用するようなプラ
イバシー侵害のないクッキー（たとえばショッピングカードの履
歴を記録するなど）については、同意を必要としないことが明確
にされている。

規制に違反した者は、行政罰として、1,000 万€、もしくは、それ
が事業の場合には、前年度の世界年間売り上の合計 2％までの額
といずれか高い方の額を支払う
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(4)

消費者保護協力規則
欧州委員会は 2016 年 5 月 25 日に新たな消費者保護協力規則31案を公表。審議・修正
を経て 2017 年 7 月 13 日、欧州議会の域内市場・消費者保護委員会は同規則案を承認。
規則案は、EU 理事会及び欧州委員会との事前合意を経たものであり、今後正式に採択さ
れる予定。
2004 年に制定された消費者保護協力規則 は、域内の複数国に関わる消費者の利益侵
害に際して、各国の管轄官庁が共同して対処するための枠組みを規定。この規則は、誇
大広告からの保護、製品購入前の十分な情報提供、企業との契約における適切な保護、
苦情申立て及び補償制度等を内容に含む 18 件の消費者保護立法を対象として、その遵守
のために、各国の管轄官庁間での情報提供や、権利侵害を差し止める措置の執行請求、
市場監視の調整などを定めたものである。しかし、特に電子商取引分野において法令違
反が多発していることが明らかになってきたため、これらに実効性をもって対処するこ
とを目的として、今回の規則改正に至った。
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月



消費者保護協力規則
on cooperation between national authorities responsible for
the enforcement of consumer protection laws
欧州委員会（the European Commission）
公表：2016 年 5 月
承認：2017 年 7 月
採択：未定

文書の概要
電子商取引の環境を整備し、域内での国際取引を活発にするためには、製品・サービ
スのオンライン購入をより容易にすること、オンライン販売に対する消費者・事業者の
信頼を確保すること、取引に伴う費用・手続の負担を軽減することの必要性を指摘。



文書の内容
改正案は、特に電子商取引分野において法令違反が多発していることが明らかになり、これ
らに対して実効性をもって対処することを目的としている。主な新規則案の要点を記す。

31 ON COOPERATION BETWEEN NATIONAL AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE ENFORCEMENT OF
CONSUMER PROTECTION LAWS (COM(2016)238)

HTTP://EC.EUROPA.EU/TRANSPARENCY/REGDOC/REP/1/2016/EN/1-2016-

283-EN-F1-1.PDF
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■適用範囲 （主に第 1 則）
消費者保護に関する法令違反について、規則案は、対応措置の開始前又は完了前に既に
違反状態が終了している場合（例えばウェブサイト上に短期間掲載された誇大広告な
ど）にも、規則案が適用されることを新たに規定。
■管轄官庁の権限 （主に第 2 則と第 4 則）
規則案は、国境を越える違反行為に対して各国の管轄官庁が自国内で最低限有する調
査・執行権限を規定している。関連文書・データの閲覧、情報提供の請求、立入検査の
実施、違法販売の中止要請を定めているほか、新たに、客を装った製品・サービスの購
入、重大な利益侵害を防止するための暫定的措置、ウェブサイトの削除・アクセス制限
の要請、事業者から消費者への補償の確保、罰金の科刑などが追加された。
■相互支援 （主に第 3 則）
加盟国の管轄官庁間における相互支援の方策として、消費者の権利侵害に関連する情報
提供の要請と、侵害を差し止める措置の要請の 2 つが定められている。規則案では新た
に、所定の期限内の対応（30 日以内の情報提供及び 6 か月以内の侵害差止措置実施）
を義務化することで、迅速な対応が目指されている。
■警告・監視 （主に第 5 則）
他国の消費者の利益を害する可能性がある法令違反に関しては、管轄官庁は欧州委員会
及び他国の管轄官庁に通知する義務が定められている。規則案では新たに、欧州消費者
センターや消費者団体など、各国が指定した機関も警報を発出できるようになった。こ
れらの警報は、欧州委員会が運営するデータベースに登録され、管轄官庁や欧州委員会
による調査・執行に利用される。
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第５項

既存の規制を受けないことによる影響

既存の規制を受けない事業者に対する取り扱いについては、既に、第 4 項でも記載したとお
り、欧州では、通信サービスなどの分野における技術発展に応じた各種法制度の適用範囲の
修正がなされている。
本項では、特にシェアリングエコノミーに関わる領域を中心として、欧州でどのような整理
がなされているかについて説明する。
また、シェアリングエコノミーでは、サービス提供者が個人であり、従前のような専門の事
業者ではないことを前提としている場合が多いと考えられるものの、消費者と事業者、被雇
用者と個人事業主といった境界線が不明瞭になりつつあり、こうした問題に対する欧州の考
え方についても確認する。
(1)

シェアリングエコノミーに関わる欧州アジェンダ COM(2016)356
具体的なシェアリングエコノミーに関わる制度や判断については、参加国で対応するもので

はあるが、欧州委員会では、シェアリングエコノミーの勃興に関連して生じる権利義務関係
の不確実性に関して、指針となる政策文書を発行している。
文書名（日）
文書名（英）
所轄部署
発行年月



シェアリングエコノミーに向けた欧州アジェンダ
A European agenda for the collaborative economy
欧州委員会（the European Commission）
公表：2016 年 6 月

概要
シェアリングエコノミーは経済成長に貢献するものと期待されているが、同時に、消
費者と事業者、被雇用者と個人事業主等の境界が曖昧化されることにより、既存の法的
フレームワークの適用に関して問題を生じている。本ガイダンス（欧州アジェンダ）
は、拘束力の無いものではあるが、こうした権利義務関係の不確実性を扱うことで、シ
ェアリングエコノミーの果実を得る一助となることを目的としている。
以下に、消費者と事業者、被雇用者と個人事業主の境界線の考え方として提示されて
いる内容を示す。32



消費者と事業者の境界線の考え方
欧州の消費者・マーケティングに関連する法は BtoC の取引に適用され、シェアリン
グエコノミーにも適用されるが、CtoC の取引には適用されない。この様に、消費者が事
業者かによって、法的な権利義務関係に差異が生じるため、
「事業者か否か」の境界線に

32

欧州アジェンダの中では、これらのほか、サービス提供主体か情報サービス事業者か、といった区分について
も整理されている。
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ついて、以下の通り、方向付けがなされた。
（下記に該当するものが「事業者」と解され
る）
①サービスの提供頻度：不定期的、付属的は除く。
②利益追求の動機：単に活動に要したコストを補填する程度のものは利益追求ではない。
③売上高水準：同様の活動や、活動に含まれる多様な活動と比較。
以上の考え方を踏まえ、参加国は、EU の消費者及びマーケティング法に沿って、
「消
費者に、不公正な取引慣習における高度な保護を与えるものとし、また、臨時的にサー
ビスを提供しているだけの個人には、情報の開示義務や他の行政負担を課すべきではな
い」としている。


被雇用者と個人事業主の考え方
EU における労働法は最低限の標準しか定めていないため、国レベルで、シェアリン
グエコノミーを含む労働法制度の原則が設計されることが期待されている。
プラットフォームとその下でサービス提供をする者の関係における特徴、関連するタ
スクの実施状況など、特に以下の３つの基礎的要件を考慮して判断されることが示され
ている。
①従属的な関係
②業務の性質
③報酬の存在
上記の考え方を踏まえ、参加国においては、
「シェアリングエコノミーにおけるイノ
ベーティブなビジネスモデルや、デジタルワールドにおける労働者、自営業者の異なる
ニーズを勘案して各国の労働法の適正さを確認し、シェアリングエコノミーの労働のパ
ターンごとに、自国の労働法適用に係るガイダンスを提供すべきである」としている。



プラットフォームの責任
同政策文書では、プラットフォームが電子商取引指令の「情報社会サービス」として
の要件に該当する限りは、能動的な違法性の確認義務を負わず、ただし、プラットフォ
ーム自身が提供する付随サービスに関する責任負担からは免除されないものとして整理
している。
なお、プラットフォームの責任については、同政策文書の記載に関わらず、国ごとに
判断がなされている部分もある。（第 2 節「欧州個別国の動向」参照）
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(2)

Online Platforms and the DSM:Opportunities and Challenges for Europe「Level
Playing Field」
上記政策文書は、既に、第２項にて説明を付した文書ではあるが、欧州におけるプラットフ

ォームの革新の機会と規制上の課題の両面について欧州委員会の立場を提示する中で、主要
原則の１つとして「Level Playing Field」を挙げており、特に既存事業者と新興事業者ある
いは海外事業者などとの競争を考える上で重要な観点となるため、本項では、同原則につい
て記載する。
また、柔軟で将来性のある政策・規制アプローチを採用する必要性を強調しており、自主規
制と共同規制は、欧州における強力なプラットフォーム生態系の開発を可能にする成果を達
成し、既存の法律の補完・強化を図ることができると締めくくられている。


主要４原則
オンライン・プラットフォームに関連する問題への対応を精緻化していく際、欧州委
員会は以下の４つの原則を考慮に入れることとなっている。
Level Playing Field：類似するデジタルサービスは、同等若しくは同じ規則に従



うべし。
Acting Responsibility： イノベーションの促進のため義務は限定的。但し、特定



の問題については、PF によって大きな責任を課す
Trust, Transparency & Fairness：ユーザーの信頼と安全を維持する透明性と公



平性
Open Market：データ駆動型経済を促進するため、市場開放と差別の無い市場





Level Playing Field に関わる記載
レベルプレイイングフィールドは、
「同等のサービスを提供する者には同等の規制を
適用すべし」と考えるものであるが、単に、既存の規制に当てはめるのではなく、既存
の規制の緩和も含め、現在の経済・社会環境に適した制度設計をなすべきとの指摘がな
されている。
オンライン・プラットフォームのビジネスモデルとの競争は、伝統的な市場プレイ
ヤーに革新がもたらされ、成果を向上させるインセンティブを提供する。しかし、オ
ンラインプラットフォーマーの既存事業者との競争が重要になっているにも係らず、
既存法制度の適用対象にはなっていない。（例：オンラインコミュニケーションサー
ビスプロバイダは電気通信サービスに係る規制を受けない）そのため、競争市場の創
造に際しては、既存の規制を簡素化し、近代化し、軽減する必要があるかもしれな
い。
こうした近代化による努力は、既存のビジネスモデルのみならず新たなビジネスモ
デルにも不公平な負担を課すことを避けるよう努めねばならない。
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(3)


欧州_スペイン UBER 判決33
概要

2014 年に、バルセロナのタクシー運転手協会「エリート・タクシー」が、Uber
Technologies に対して、誤解を招く慣習や不公平な競争行為があり、同社にも当局からの認
可とライセンス取得を義務付けるべきだと主張して訴えを起こしていた事案で、2017 年 12
月に欧州の最上級審である欧州司法裁判所が最終表決を下した。
Uber System Spain、関連する車両の運転者（非専門）も、バルセロナのタクシーサービス
に関する必要な免許・認可を取得しておらず、こうした行為が、
「競争上の不公平な行為に該
当するか否か」が審決のポイントとなっており、その検討に際しては、Uber の業務が、下記
のいずれとみなすべきかが焦点と考えられており、その結果によって、行政上の許認可の要
否が判断されることと想定されていた。
① 運輸サービス
② 情報社会サービス
③ それらの組み合わせ
判決では、Uber のサービスは、本質的に「輸送分野」のサービスとして分類せねばならな
いと結論づけた。そのため、Uber は、国内市場サービスや電子商取引に関する指令ではな
く、輸送分野のサービスとしての規制を受けることが示された。
その理由として、下記 2 点が挙げられている。
① Uber が提供しているのは、スマートフォンアプリを使用した、非専門の運転手と消費
者を結ぶ仲介サービスではあるものの、スキーム上、運転者と消費者（乗車客）の双方
にとって、Uber のサービスが不可欠であること
② Uber がドライバーのサービス提供条件について決定的な影響を及ぼしていること

33 HTTPS://G8FIP1KPLYR33R3KRZ5B97D1-WPENGINE.NETDNA-SSL.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2017/12/UBER-ECJ-PRESSRELEASE.PDF
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第６項
(1)

欧州における制度対応状況（第４章１節総括）
オンラインプラットフォームに関わる制度対応

欧州におけるオンラインプラットフォームに関わる制度状況を図表 27 に整理した。
オンライン仲介取引における公平性の促進規則（案）もその一部を占めるものではあるが、
全体の計画をめとめているのは、2016 年 5 月の政策文書であり、同政策文書の方針に沿っ
て、各分野での検討が進められている。
欧州の場合は、新たな事業構造として、オンラインプラットフォームについて検討を要する
ことは認識しながらも、対応としては、既存の法制度を基本とし、既存の法制度で対応でき
ない領域について、新たな規則を設置することにしている。
また、オンラインプラットフォームに関わる活動はデジタル単一市場戦略の各種活動の一部
を構成するものであり、本検討会において、デジタルプラットフォーマーに関わる問題とし
て整理していた事項についても、一部の問題については、デジタル単一市場戦略全体での検
討事項となっている。34
図表 27 オンラインプラットフォームに係わる政策文書・制度対応一覧
基本政策文書

制度改正・詳細政策等
ＤＳＭ中間レビュー
(2017.5)

同等なデジタルサービス間の
レベルプレイイングフィールドの確保

レビューの結果を各分野に
反映
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著作権関連法制

(2017.9)
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維持およびイノ
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①デジタルコンテンツ供給指令
②オンライン商品指令(2017.10)
③消費者保護協力規則(2017.7)
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（2018予定）

(2016.5) データ駆動経済 （data driven economy）
におけるオープンかつ非差別的な市場

データの自由な流通イニシア
ティブ

非個人データのEU域内自由流
通枠組み規則（案）

(2016.4)

(2017.9)

オンライン仲介取引における
公平性の促進規則（案）

シェアリングエコノミーに関わる欧州アジェンダ
（2016.6）
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ＧＤＰＲ（個人データ保護規則）
(2016.5)

34

シェアリングエコノミーに関しては、オンラインプラットフォームに関わる分野に関しては「オンライン仲介
取引における公平性の促進規則（案）に含まれ、その他、事業者と雇用者の境界等について欧州アジェンダで整
理している。
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(2)

わが国における諸問題に対する欧州での対応状況
第 3 章で整理した、わが国におけるデジタルプラットフォーマーを巡る諸問題について、欧

州での対応状況の概要を、以下に記載した。
以下の通り、各種の取り組みが進んでいる状況にある。
図表 28 わが国における諸問題に対する欧州での対応状況
わが国における
諸問題の分類
データ寡占およびそれ
に伴う交渉力格差

欧州での対応状況






（情報・モノの）媒介
者・仲介者としての責
任




既存の規制を受けない
ことによる影響




(3)

EU 競争法に基づく取り組みがなされており、Google のオンライン検
索における広告表示の欧州裁判所判決では、3 兆円相当を超える課徴
金が課されている。（高い課徴金・協調的アプローチ等）
データ寡占によりイノベーションが阻害されない目的も含め、
「個人
データ保護規則」にてデータポータビリティを採用。スタートアップ
や小規模事業者らがデジタルジャイアンツによって支配されているデ
ータ市場にアクセスできるようにする旨を明記している。
プラットフォームと、その取引事業者との関係については、「オンラ
イン仲介取引における公平性の促進規制（案）」（2018 年予定）に記
載。
オンライン上の違法コンテンツのオンライン・プラットフォームの責
任強化（2017.9）において、違法コンテンツ等に関して一定の責任を
負う旨のガイドライン・原則を定めている。
この原則に従って、視聴覚メディアサービス指令等個々の指令等が規
定されている。
シェアリングエコノミーに関わる欧州アジェンダにて、事業者・雇用
者などの境界に関わるガイダンスを提供
「レベルプレイイングフィールド」の観点から、新規事業者への適用
のみならず、既存制度の緩和も含めた検討を行う指針が示されている
※具体的な法制度は各国ごとの対応。

制度設計における参考となる取り組み
欧州では、わが国に先行して、デジタルプラットフォーマーに関わる取り組みを進めてお

り、その個別の規定のみならず、考え方においても参考となる部分が多い。以下、特に参考
となる事項を整理した。

69

図表 29
１

レベルプレイイング
フィールド
２

データの有償性

３

４

プリンシプルベースの
自主規制・共同規制の
検討
原則を定めた上で、
権利・責任もしくは
個別規則の検討

欧州の制度設計における参考事項

• 同等なサービスには同等な規制を適用するという考え方。
• 「オンラインプラットフォーム及びデジタル単一市場の機会及び挑戦（2016.5政策文書）」および、
「シェアリングエコノミーに関わる欧州アジェンダ」でも「原則」として記載。
• その他、視聴覚メディアサービス指令等、個々の規則やサービスにおいても見られる考え方。
• 「デジタルコンテンツを供給する契約の一定側面に関する指令」で提示された考え方。
• 個人に関わる情報は、しばしば金銭に相当する価値を有するものとみなされている旨を指摘し、
「個人データその他のデータへのアクセスを提供すること」を「金銭以外の反対給付」と表現している。
• データを有償なものと捉えることで、データポータビリティ・競争法・消費者法の検討にも影響する。
• 「オンラインプラットフォーム及びデジタル単一市場の機会及び挑戦」において、規制フレームワーク
として示されており、自主規制・共同規制によって進めていくことが、予測可能性・柔軟性・効率
性・ソリューション展開の必要性などとのバランスを保つ意味でも重要と指摘している。
• （自主規制・共同規制については第7章で別途記載）
• 欧州の制度設計においては、まず、「何が問題であり、何を守りたいか」を示す、原則が始めにある。
• ＧＤＰＲでは、冒頭に７つの「原則」が定められた上で、守るべき「権利」の規定があり、そのために
必要となる「責任」が規定されている。
• オンラインプラットフォームについても、2016.5政策文書で、原則が示され、その後の規則などでは、
その原則に沿った対応が採られている。

５

その他

• 新たな制度設計に際しては、既存の枠組みの見直しも行う
• エンフォースメントの強化・制裁金の高さ
• （後者については、域外執行の章で取り上げる）
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第２節 欧州個別国の関連動向
前節では、欧州全域としての動向・考え方を整理してきたが、本節では、欧州個別国におけ
る検討や制度対応のうち、参考となるものについて紹介する。
第１項
(1)

データを寡占およびそれに伴う交渉力格差
フランス：デジタル共和国法（2016 年公布、2018 年 5 月施行）
Digital republic act



概要
フランスデジタル共和国法は、産業および市民生活全体のデジタル化を推進し、今後
のフランスにおける ICT 普及政策の原則を示すものである。
デジタルプラットフォーマーだけに閉じた法律ではないものの、関連する規定が多く
設置されている。本項では、
「データ移転」に関わる部分のみを解説する。



構成と主な規定の内容
デジタル共和国法は以下の構成となっている。
個人データの保護、移転などに関わる事項としては、タイトル 2 第 1 章第 2 節 2 款
に、
「データポータビリティおよび回収」について、第 2 章に、「個人情報保護」に関わ
る規定が設置されており、消費法典（code de la consummation)を修正する形で、デジ
タルサービスプロバイダにデータの開放とポータビリティへの対応を義務付けている。
タイトル名
タイトル１:データと知識の普及
タイトル２：デジタルな社会に
おける保護の強化

タイトル３：デジタル技術への
アクセス向上

章・節名
第 1 章：データの経済性
第 2 章知識経済
第 1 章：オープンな環境
第 1 節:ネットの中立性
第 2 節:データの譲渡可能性
2 款 データのポータビリティおよび回収
第 3 節:プラットフォームの公平性
第 2 章：個人情報の保護
第 1 節：個人情報の保護
第 2 節：個人的な対応の機密性
第 1 章：デジタル技術地域のカバレッジ
第 2 章：デジタル技術による手続きの簡素化
第 3 章：弱者によるデジタル技術へのアクセス

個人データに関わる規定のうち、特に、第 48 条では、消費者によるデータに関する
回収の権利について規定しており、その回収の対象範囲について、「当該のサービス提供
業者による意義のあるデータ・エンリッチメント（サプライヤによって大幅に強化され
たもの）の対象である場合」は対象外とするものの、それ以外については、データの再
利用・自動処理システムの活用が可能となるオープンフォーマット(standard ouvert)に
よって回収できるよう、サービス提供事業者の義務が課せられている。
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なお、本規定の適用については、閾値が設けられ、
「過去 6 カ月間のユーザーアカウ
ントのアクセス数が、デクレの定める基準に満たないインターネットサービス提供事業
者に対しては適用されない」こととされている。
第 48 条第 1 項
1). 消費者は、あらゆる状況において、自分に関するデータの全てを回収する権利を有する。自
分に関するデータとは以下のようなものを指す。



営業秘密および知的財産権保護を損なうことなく、以下を消費者が取り戻すための
無償の機能を消費者に提供しなければならない。消費者がアップロードしたすべて
のファイル



「消費者のユーザーアカウントの使用に伴い発生するすべてのデータ」で、消費者
がオンラインで閲覧可能なもの。ただし、こうしたデータが「当該のサービス提供
業者による意義のあるデータ・エンリッチメント（サプライヤによって大幅に強化
されたもの）の対象である場合」は除外する。データ回収は、データの再利用・自
動処理システムの活用が可能となるオープンフォーマット(standard ouvert)に基づ
いて、実施されるものとする



その他、ユーザーアカウントに関連する以下の条件を満たすデータ
（A） データによって、消費者がサービスプロバイダの変更を容易となり、または他
のサービスへのアクセスが可能となるデータ
（B） こうしたデータの識別に際してはサービスの経済的価値、供給者間の競争、消
費者への利便性、サービス利用頻度と金銭的負担といった要素を考慮する

2). １）に定められる仕組みにより、消費者は 1 回の請求によって、当該ファイルまたはデータ
のすべてを回収できなくてはならない。サービス提供業者は、プログラムのインターフェイ
スやサービスプロバイダの変更に必要となる、情報の引き継ぎに必要なあらゆる措置を講じ
ねばならない。



消費者が、データの再利用可能なオープンフォーマットの形式で回収できない場合、イ
ンターネット通信サービス事業者は、明確かつ透明な方法で、消費者にその旨を公表せねば

ならない。場合によっては、サービスプロバイダは、データの代替的回収方法を消費者
に知らせるとともに、回収のファイル形式に関する技術的特性や、それがオープンかつ
相互運用性を持つ点等を説明せねばならない。
3). ２）に規定した、
「データの回収を拒否するだけの十分な根拠」が認められるに足る、「意義
が推定されないデータ強化（enrichissement）の事例」について、デクレに列挙する。係争
が生じる場合には、業者側が、そのデータ強化が有意であることを自ら証明しなくてはなら
ない
4). 何が３）に定めるデータに該当するかについては、規制(règlement)が決定する



本項は、過去 6 カ月間のユーザーアカウントのアクセス数が、デクレの定める基準に満
たないインターネットサービス提供事業者に対しては適用されない。
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第2項
本条項の I は 2018 年 5 月 25 日をもって施行される


(2)

英国企業規制改革法（2013 年改正法施行）
Enterprize and Regulatory Reform Act 2013



概要
競争・市場庁の設置、公正取引庁及び競争委員会の廃止、1998 年競争法及び 2002 年
企業法の改正により、2013 年に新たに制定された法律である。第 89 条～91 条に
「midata」の促進を図るための規制設置の可能性に関わる規定がおかれている。


「midata」とは、イギリスのビジネス・イノベーション・技能省（BIS:
Department for Business, Innovation and Skills）が中心となって進めるプロジ
ェクトで、企業が保有する消費者のデータを、本人に公開しなおすことを促進す
る取り組みである。
図表 30

英国 midata について

個人が、民間企業が保有する個人データをリアルタイムに、利用しやすい形式で提供を受
け、当該データを用いることで他の事業者からより良いサービスを受けられるようになる
政府主導のシステム

個人が自己のデータを取得、第三者に提供して活用することで、各企業の提供サービスの
比較等が可能になり、自己にとってより良いサービスを選択できる。
【立ち上げ】
２０１１年４月
【主務官庁】
ビジネスイノベーション・職業技能省（ＢＩＳ）
【目的】
・個人が、民間企業が保有する自己のデータを機械判読可能なフォーマットにて、安全に
入手できるシステム
・エネルギー、銀行、携帯電話、クレジットの４分野の個人データが対象。現在の運用は
エネルギー、銀行の２分野
【法的根拠】
なし。ただし、2013 年、Enterprise and Regulatory Reform Act を改訂し、政府がデータ
提供を強制することが可能となった（現時点では執行せず）。
出典：経済産業省 産業構造審議会情報経済小委員会分散戦略 WG（第６回）資料
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Enterprise and Regulatory Reform Act においては、①長期にわたり契約（利用）す
ること、②頻繁に取引を行うこと、③料金体系が複雑で競合との比較が難しいこと と
いう理由から、midata のコンセプト（個人の意思に基づくパーソナルデータの流通と事
業者によるイノベーション促進）に合う事業者を判定し、同法第 89 条 2 項において、
規制を置く対象として選定された。


構成と主な規定の内容
企業規制改革法は、企業法と競争法の内容が記載されているため、法律全体としては
幅広い構成となっている。このうち、第六部雑則の 89 条から 91 条において、顧客デー
タに関わる記載がなされている。
部
第一部
第二部
第三部
第四部
第五部
第六部

部の名称
英国グリーン投資銀行
雇用
競争・市場当局
競争の改革
立法負担の改革
雑則

部の構成
（記載省略）


パフォーマンスに関わる著作権と権利

見積会社の役員への支払

救済スキーム：賃貸・不動産管理エージェント

顧客データの提供
89 条：顧客データの提供
90 条：顧客データの提供：執行
91 条：顧客データの提供：補足

倒産：必需品の保護

王室認可

同一賃金監査

一般

具体的な 89 条の内容は以下のとおりであり、英国大臣が、「顧客データの提供に関わ
る規制」を設定できることを規定している。
89 条 顧客データの提供
1. 大臣は、
「規制」に基づき、
「被規制者」に対し、以下のとおり「顧客データ」を提
供することを求めることができる。
a)顧客から要求があった場合に、当該顧客に対して提供すること
b)顧客から要求があった場合に、当該顧客からデータの受取りを承認された者に対して
提供すること（規制が許容する場合には、顧客からデータの受取りを承認された者から
要求することも可能）
2. 「被規制者」とは、以下の者を指す。
a)ガス・電気に関連する事業者
b)携帯電話サービス提供に関連する事業者
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c)口座もしくはクレジットカード機能提供を担う金融サービスに関連する事業者 d)規制
による特定された商品・サービス提供に係る事業者
「顧客データ」とは、次の情報を意味する。
a)被規制者によって/のために電子的形式で保有されるもの であり、
b)被規制者と顧客間の取引に関連するもの であること
顧客データの提供を求めることができる対象としては、
「被規制者」（今後、規制がおかれた
場合に規制対象者として想定される者）として列挙された事業者らを指している。

第２項

媒介者としてのデジタルプラットフォーマーの責任（デジタルプラットフォーマーの統
治機構性に係る考え方）

(1)

フランス：デジタル共和国法（2016 年公布、2018 年 5 月施行）
Digital republic act



概要
フランスデジタル共和国法は、産業および市民生活全体のデジタル化を推進し、今後
のフランスにおける ICT 普及政策の原則を示すものである。



構成と主な規定の内容
デジタル共和国法のうち、プラットフォームに関わる事項としては、タイトル 2 第 1
章 3 節にて「プラットフォームの公平性」が記載されている他、タイトル 2 第 1 章 2 節
でデータの譲渡可能性、第 2 章 3 節で個人情報の保護についての規定がおかれている。
タイトル名
タイトル１:データと知識の普
及
タイトル２：デジタルな社会
における保護の強化

タイトル３：デジタル技術へ
のアクセス向上

章・節名
第 1 章：データの経済性
第 2 章知識経済
第 1 章：オープンな環境
第 1 節：ネット中立性
第 2 節：データの譲渡可能性
第 3 節：プラットフォームの公平性
第 2 章：個人情報の保護
第 1 章：デジタル技術地域のカバレッジ
第 2 章：デジタル技術による手続きの簡素化
第 3 章：弱者によるデジタル技術へのアクセス

【プラットフォームの定義】
デジタル共和国法では、
「プラットフォーム」を以下の通り定義している。
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49 条 1 項：ネット上で、公衆に対して、専門事業者として、以下に示す通信サー
ビスを提供する全ての自然人・法人（営利・非営利を問わず）


第三者によって提供もしくはアップロードされたコンテンツ、商品また
はサービスについて、アルゴリズムを用いた分類または参照を行うこと



商品の販売、サービス提供、コンテンツ・商品・サービスの交換または
共有を目的とした複数利用者のつながりを作ること

【プラットフォームの責任】
また、プラットフォームの責任については、49 条 2 項に規定がある。
ただし、デジタルプラットフォーマーが、そのプラットフォーム上の出品やコンテン
ツの内容に関して直接的な責任を負担する主旨の規定ではなく、プラットフォーム上の
取引、行動に関わる権利義務関係を明確にする責任を負担するに留まっているように見
受けられる。

49 条 2 項：すべてのプラットフォーム事業者は消費者に対して、下記事項に関し
て、公正、明確かつ透明な情報を伝える義務を有する。
② プラットフォーム事業者が提供する「利用規約」と、仲介サービスを通じて
アクセスされるコンテンツ・商品・サービスのリンク付け、分類、リンク解
除に関する方法
③ コンテンツ・商品・サービスの提供者、もしくはアップロードした者との契
約関係、資本関係または同事業者への報酬支払の有無（コンテンツ・商品・
サービスの分類・リンクに影響すると考えられるため）
④ 消費者とプラットフォーム事業者（専門・非専門に関わらず）との間にリン
ク付けがなされる場合、民事上税制上の当事者の権利と義務
また、本条項の適用条件に関しては、プラットフォーム事業者の業務内容を考慮し、
デクレにて詳細を定めるものとされている。


専門業者によって提供された商品・サービスの価格や特色の比較について、情報提
供を行うプラットフォーム事業者は、同デクレにおいて、「
「広告」に該当するも
のに関して、消費者に伝えるべき情報を定める」ものとされている。



同じく、専門業者、販売者あるいはサービス提供者が消費者とマッチングされた場
合には、それらの情報を消費者に伝える目的で、プラットフォーム事業者が設置
するサイトについても、同デクレが定めるものとする」
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【閾値の設定】
第 50 条では、プラットフォームが実施基準を策定し公表する義務を負う旨が規定さ
れている。ただし、実施基準策定については、接続数により閾値を設けており、プラッ
トフォーム側に過度な負担とならないようにしている。
50 条：デクレの定める一定の接続数を超えたプラットフォームは、L. 111-7 条に
述べられる明確性、透明性、公正性の義務の厳格化を目的として、消費者に対し、
実施基準（bonnes pratiques）を作成し、これを周知しなくてはならない。
所管の行政当局は、同条の 1 項に記載されたプラットフォームの取り組みの評
価・比較を目的として、L. 511-6 条に定めた条件において、調査を実行することが
できる。当局は、こうした目的のために、調査の実施にとって有用な情報を同事業
者から収集することができる。なお、当局はこうした評価や比較の結果を周期的に
公表し、L. 111-7 条の義務を遵守していないプラットフォーム事業者のリストを公
表する

第３項

既存の規制を受けないことによる問題

シェアリングエコノミーについては、欧州委員会が、2016 年 5 月に「シェアリングエコノ
ミーに向けた欧州アジェンダ」と題した政策文書を出している。しかし、第 1 節 5 項で述べ
た通り当該文書に拘束力はなく、各国が個別判断している状況である。
Uber の営業については世界各地で問題になっているが、スペインでも 2014 年より裁判が
開始され、2017 年 12 月に審決となった。
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第３節 米国における状況
米国内においては、既存の法規制も含め、過度な規制は課してはならず、規制の「費用対効
果」を認めうる場合に限りその制度化を認め、既存の法制度についても、費用対効果が維持
されているかにより、改訂、廃止等の検討がなされることとなっている。
規制の採用に際しては、当該規制が上記の基準を満たしているかについて審査する機関とし
て OIRA（行政管理予算局情報・規制問題室）が設置されている。
諸々の制度について説明する前に、OIRA の役割について概要を説明する35。OIRA は、
「文
書業務削減法」に基づいて設置された組織で、連邦政府機関は、いずれも OIRA の許可無く
米国国民から情報を収集したり、書類に記入させることはできないこととなっている。1981
年にレーガン大統領によって、OIRA に連邦規制の監督の責務が課され、大統領令によって
「予想される規制の社会的効果が社会的コストを上回るのでない限り、規制を実施してはな
らない」という条項が加えられた。また、オバマ政権時代には、各省庁に対して、厳格な
「設計基準」ではなく、柔軟な「達成基準」を用いるよう、大統領令が発せられ、様々な可
能性の費用と効果が一覧にされ、最小の弊害で最大の効果をもたらすアプローチを選択する
ことが論ぜられた。
ただし、常に規制を減らし自由裁量を増やすばかりではなく、状況によっては明確な規制が
必要になる場合もあることも認識されている。
規制に係わるこの様な仕組みがあることを認識しつつ、以下、個別の問題カテゴリーごと
に、米国の対応状況を確認する。
第１項
(1)

デジタルプラットフォーマーに関わる包括的文書の有無
ネットワーク中立性に関する新規則
米国では、いずれの事業者・個人も、ネットワーク接続において差別されない旨の
「ネットワーク中立性」に関わる原則が定められていたが、2000 年代から、トラフィッ
ク量の増大を受けて、
「インターネットの自由化」を主張する声が強まり、2017 年 12
月、FCC は、ネットワーク中立性原則の撤廃を決定、2018 年 2 月には、同決定を受け
た政策文書を公表している。
これにより、通信事業者は、各接続事業者にサービスを多様化、差別化することがで
きるようになるものの、小規模事業者にとって、高速でのネットワークへのアクセスが
困難になる等イノベーションへの影響も懸念されている。（ただし、本決定を受けて各通
信事業者が公表したコメントでは、
「現時点においてネットワーク中立性を止める予定は
無い」という事業者がほとんどである）

35

「シンプルな政府」キャス・サンスティーン

78

以下、米国におけるネットワーク中立性に関わる制度化の流れ、および、今般の撤廃
決定に関わる動きについて説明する。


Tim Wu “net neutrality;ネット中立性”
ネットワークの中立性という言葉が公に使用されたのは 2003 年のことであり、コロ
ンビア大学の Tim Wu 教授が「Network Neutrality, Broadband Discrimination」という論
文の中でネットワークの中立性という言葉を使用している。同論文においては、価値の
ある公共のネットワークでは、全てのコンテンツ、ウェブサイト、プラットフォームが
平等に扱われる必要があると説明されている



FCC（Federal Communications Commission）, “Policy statement”； 「ネットワーク
の中立性”に関する米国ＦＣＣの政策声明 」(05 年 9 月 23 日)36
2005 年 2 月、ISP 事業者がデータ通信を差別的に取り扱った裁判等を受け、同年 8
月に上記声明にてインターネット中立性に関する考えを取り入れた以下の 4 つの原則を
打ち出した。37
① 消費者は、自らの選択により、合法的なインターネット上のコンテンツにアクセス
する権利を有する。
② 消費者は、法の執行の必要性に従いつつ、自らの選択によってアプリケーションや
サービスを享受する権利を有する。
③ 消費者は、ネットワークに損傷を与えない合法的な端末装置を自らの選択によって
接続する権利を有する。
④ 消費者は、ネットワークプロバイダ、アプリケーション＆サービスプロバイダ、コ
ンテンツプロバイダ間の競争を享受する権利を有する。
また、ＦＣＣは、上記の原則を進行中の政策策定活動に盛り込むこととしていたが、
個別の規則を採択するには至らなかった。

 FCC「オープンインターネット規則」（2010 年 12 月）
2000 年代に入ると、一部のインターネットサービスプロバイダ事業者が、データ通
信トラフィックを差別的に取り扱い、FCC が調査を開始するなどの動きが出始めた。そ
の一方で、Peer to Peer のサービスなど、特定のコンテンツによる通信トラフィックの
増大が ISP 事業者のビジネスモデルを脅かすことも明らかになりつつあった。
上記調査の結果、FCC は、インターネット中立性が ISP 事業者によって害されてい
ると判断し、
「オープンインターネット規則」を制定し、インターネット上の違法性

36

HTTP://HRAUNFOSS.FCC.GOV/EDOCS_PUBLIC/ATTACHMATCH/FCC-05-151A1.PDF
37
ぁ https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-05-151A1.pdf
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のないコンテンツへの接続に対して速度の制限やブロックを禁止するとともに、ISP 事
業者に対してネットワーク管理について透明性を求めることとした。
2014 年 5 月、インターネットの中立性に関する規則の改定案を発表した。この改定
案では「Open Internet Order」の方針を維持しつつも、ISP 事業者がインターネット接
続におけるコンテンツプロバイダの優先順位付け（ファストレーン）を行うことを認め
る方針となっていた。
しかし、これに対して、100 社以上の IT 企業が、
「ファストレーンの導入を認めれば
ISP 事業者が技術的・経済的にインターネット上の企業を差別化することができるよう
になる」と非難し、ファストレーンによる将来的な負担に対する懸念から同改定案に反
対の姿勢を示した文書を FCC に提出した。


2015 年 2 月 FCC「新しいインターネットの中立性に関する規則」
2014 年 5 月の改正案に、ファストレーン禁止などの修正を加えた規則案を発表、イ
ンターネットの中立性のための規制を継続することを示した。
主に以下の３つの事項を規制事項としている。
① 通信のブロックの禁止（No Blocking）：ブロードバンドを提供する事業者は合法なコ
ンテンツ、アプリケーション、サービス、害のないデバイスをブロックしてはならな
い。
② 通信速度の制限の禁止（No Throttling）：コンテンツ、アプリケーション、サービ
ス、デバイスの種類によって法的に問題のないインターネットのトラフィックの制限
をしてはならない。
③ 有料トラフィックの優先接続の禁止（No Paid Prioritization）：特定の通信トラフィッ
クを他のトラフィックに対して、どのような理由があっても優先させてはならない。
（ファストレーンの禁止）



インターネット中立性原則の撤廃
「新しいインターネットの中立性に関する規則」制定後も、トラフィック量の増大を
受けて、
「課金面などのインターネットの自由を回復すべきである」等、インターネット
中立性に関わる議論は続いた。
その後、2017 年 1 月にトランプ政権が発足、トランプ大統領は「過剰な規制により
通信会社の設備投資や技術革新が抑制されている」と主張し、ネット中立性の撤廃を公
約に掲げていた。FCC は 2017 年 12 月 14 日、オバマ前大統領が進めてきた「ネット中
立性」の原則について撤廃を承認した。
この決定は、資金力によって通信速度を購入できるようになることを示唆しており、
米国内では、新興事業者等が競争についていけなくなる等の懸念も示されている。
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FCC「Restoring Internet Freedom」47 CFR Parts 1, 8, and 2038
（2018 年 2 月 22 日公示、2018 年 4 月 23 日施行）
上記決定を受け、FCC は、インターネット中立性の撤廃に関わる政策文書を発行。同
文書では、インターネット中立性の撤廃のほか、ＩＳＰが特定コンテンツをデータ通信
制限免除などで優遇する「ゼロレーティング」も認められている。
また、今回の決定によってブロードバンドサービスが通信ではなく情報サービスに分
類されることになるため、結果として ISP 各社は、今後、FCC の直接の管轄下でなくな
り、代わって連邦取引委員会（FTC）が、データの遮断や通信速度の制限、あるいは特
定データの優先的な扱いの提示といった行為がきちんと情報公開されているかを監視す
ることとなる。

第２項
(1)

データ寡占およびそれに伴う交渉力格差に係わる法制度
米国競争法の法体系
米国の独占禁止法(反トラスト法)は，単一の法律ではなく，いくつかの法律の総称で
ある。反トラスト法は，主に以下の 3 つの法律及びこれらの修正法から構成されてい
る。
[1] シャーマン法(1890 年制定)
[2] クレイトン法(1914 年制定)
[3] 連邦取引委員会法(1914 年制定)
図表 31 米国における競争法39
法律名
シャーマン法

38

制定年
執行機関
1890 年
司法省

クレイトン法

1914 年
司法省と
FTC との
共管

連邦取引委員
会法

1914 年
FTC

実体規定
第 1 条(取引制限)
第 2 条(独占化行
為)

第 2 条(価格差別
等)
第 3 条(排他条件
付取引)
第 7 条(企業結合)
第 8 条(役員兼任)
第 5 条第 a 項(1)
前段(不公正な競
争方法)

違反の場合
の手続
刑事訴追，
民事提訴
(差止請求)

民事提訴
(差止請
求)，行政
的排除措置

民事訴追
(差止請

運用実態
実際に刑事訴追が行われる
のは，第 1 条違反行為中
の，水平的な「当然違法」
の行為(価格カルテル，入
札談合，市場分割等)
第 7 条の企業結合について
は事前届出制。
近年は第 7 条以外が適用さ
れたケースはほとんどな
い。
※本条の目的は，シャーマ
ン法・クレイトン法に違反
する行為・慣行を不公正な

HTTPS://WWW.GPO.GOV/FDSYS/PKG/FR-2018-02-22/PDF/2018-03464.PDF

39

公正取引委員会ウェブサイト参照
（http://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/u/america.html）
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第 5 条第 a 項(1)
後段(不公正又は
欺瞞的な行為又は
慣行)



求)，行政
的排除措置

競争方法として規制するだ
けでなく(したがって，少
なくとも取引制限，独占化
行為，合併等企業結合の類
型は，同時に連邦取引委員
会法第 5 条の対象とな
る)、萌芽又は初期のうち
に中止させるところにある
と解されている。

罰則規定
シャーマン法の「取引制限行為」「独占行為」については、シャーマン法第 1 条(2004
年 6 月改正)によって、法人の場合には 1 億ドル以下の罰金，個人の場合には 100 万ドル
以下の罰金若しくは 10 年以下の禁錮刑又はその併科が課せられる。また、罰金額につい
ては、上記にかかわらず「違反行為により獲得した利益又は与えた損害額の 2 倍」まで
引き上げることができる。
私人については，差止請求訴訟(クレイトン法第 16 条)及び 3 倍額損害賠償請求訴訟
(クレイトン法第 4 条)が提起される。

(2)

FTC “BIG DATA-A Tool for Inclusion or Exclusion?- understanding the issues”
米国ではデータを寡占するグローバル事業者が複数存在しており、欧州のようなデジタルプ

ラットフォーマーへの課徴金やデータポータビリティ権もなく、ビッグデータ分析などに関
しては、基本的には寛容な立場をとっていると解される。ただし、全く自由なわけではな
く、FTC は、２０１６年１月、“BIG DATA-A Tool for Inclusion or Exclusion?understanding the issues”と題された報告書を公表し、ビッグデータ分析の意義を認めつ
つ、ビッグデータ分析が、米国法に抵触する恐れがある場合について説明している。
米国の場合、各法制度において、ビッグデータの扱いについて明確に分かるような規定には
なっていないものの、同報告書によって、FTC の方針を示し、事業者の行動をある程度方向
づけることを可能としているものと見られる。
適用可能性のある法制度
Fair Credit Reporting
Act (FCRA)

概要
消費者信用報告機関に係わる制度。
「消費者信用報告機関」とは、融資・雇用・保険・住宅・その他の取
引等を行う能力・信用力を判定するために使用されることが見込まれ
る「消費者レポート」を編纂・販売する組織。消費者の信用情報とし
て、伝統的なローン返済の遅延のみならず、近年では、SNS の情報な
どであっても、その用途が「消費者レポート」であれば適用される。
違反事案として、Spokeo 社が FCRA に準じずにオンライン・オフライ
ンの情報から個人情報を収集し、企業の人事部に販売していたとこ
ろ、８０万 USD の罰金が課せられ、Checkmate は５５万 USD の罰金が
課せられた。
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また、こうした違反事業者のビッグデータ分析結果を購入する企業側
にも義務が課されている。

(3)

消費者プライバシー権利章典（White House, 2012 年 2 月）
米国においては、
「消費者プライバシー権利章典」の中に、個人データに関わる規定
がおかれているものの、現時点において、包括的・独立的な個人データ保護規定は存在
していない。
2012 年 2 月に公表された「Consumer Data Privacy in a Networked World: A
framework for protection Privacy and promoting innovation in the global digital
economy；ネットワーク社会における消費者データプライバシー—グローバルなデジタル
経済におけるプライバシーの保護とイノベーションの促進のためのフレームワーク」の
第 2 章において、
「Defining a Consumer Privacy Bill of Rights；消費者プライバシー権
利章典」が設けられており、同章において、以下の７つの権利を定義している。

1). Individual Control: Consumers have a right to exercise control over what personal data
companies collect from them and how they use it.
個人のコントロール：消費者は、企業が彼らから収集する対象となる個人データおよ
びその利用方法についてコントロールを行使する権限を有する。
2). TRANSPARENCY: Consumers have a right to easily understandable and accessible
information about privacy and security practices
透明性：消費者は、プライバシーおよびセキュリティプラクティスに関わる容易に理
解可能且つアクセス可能な情報を受ける権利を有する。
3). RESPECT FOR CONTEXT: Consumers have a right to expect that companies will collect, use, and disclose personal data in ways that are consistent with the context in which
consumers provide the data.
コンテキストの尊重：消費者は、企業が、消費者がデータを提供したコンテキストに
整合した方法で、個人データを収集・利用・開示することを期待する権利を有する。
4). SECURITY: Consumers have a right to secure and responsible handling of personal
data.
セキュリティ：消費者は、個人データを安全で責任ある扱いを受ける権利を有する。
5). ACCESS AND ACCURACY: Consumers have a right to access and correct personal
data in usable formats, in a manner that is appropriate to the sensitivity of the data and
the risk of adverse consequences to consumers if the data is inaccurate.
アクセスと正確性：消費者は、データが正しくない場合には、消費者への悪影響のリ
スクとデータの機微性を勘案して適切な方法、利用可能なフォーマットで個人データに
アクセスし、また、修正する権利を有する。
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6). FOCUSED COLLECTION: Consumers have a right to reasonable limits on the
personal data that companies collect and retain.
必要な範囲の収集：消費者は企業が収集し保持する個人データについて、合理的な制
限を設ける権利を有する。
7). ACCOUNTABILITY: Consumers have a right to have personal data handled by companies with appropriate measures in place to assure they adhere to the Consumer
Privacy Bill of Rights.
説明責任：消費者は、企業らが、消費者プライバシー権利章典を遵守するために適切
な方法でその個人データを取り扱う権利を有する。
(4)

消費者プライバシー権利章典法案
2015 年 2 月には、消費者プライバシー権利章典の７つの権利の内容を引き継いだ形
で、
「法案」
（Administration Discussion Draft: Consumer Privacy Bill of Rights Act of
2015）が公表された。しかしながら、同法案については、2018 年 2 月末日現在、成立し
ておらず、法案の提出から既に 3 年を経ており、オバマ政権からトランプ政権へと移行
しているなど、一部には、
「成立しないのではないか」との報道も見られる。
ただし、同法案では、
「個人データ」について定義されているため、以下に記載す
る。
同法案における「個人データ」とは、事業者の管理下にあるデータであって、合法的
な手段によって一般に合法的な方法によって公開されている情報を除き、かつ、対象と
なるエンティティによって、特定の個人にリンクされているか、または実際の問題とし
てリンク可能なもの、もしくは、関連するデバイスにリンクされている、もしくは個人
によって日常的に使用される場合を言い、以下に該当する項目が該当する。


ファーストネーム（またはイニシャル）とラストネーム。



郵便または電子メールアドレス。



電話番号またはファックス番号。



社会保障番号、納税識別番号、パスポート番号、運転免許証番号、または政府発
行の他の識別番号。



指紋や声紋のような生体認証識別子。



ネットワーク化されたデバイスを一意に識別する数字または英数字の文字列を含
むユニークな識別子。



金融口座番号、クレジットカードまたはデビットカード番号、ヘルスケア口座番
号などの商業的に発行された識別番号およびサービス口座番号、小売口座番号。
車両識別番号またはナンバープレート番号を含む固有の車両識別子、または必要
なセキュリティコード、個人のサービスアカウントにアクセスするために必要な
アクセスコードまたはパスワード
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パーソナルコンピューティングまたは通信デバイスに関する固有の識別子または
他の一意に割り当てられたまたは記述的な情報。



収集、作成、処理、使用、開示、保存、またはその他の方法で保守およびリンク
されたデータ、または上記のいずれかに該当するエンティティとリンク可能な実
用的なデータ。

また、第 102 条において、上述の７つの権利を侵害した場合には、Federal Trade
Commission Act (米国連邦取引委員会規則第 15 条第 45 項). セクション５によって、不
公正または欺瞞行為・慣行として制裁金が課される旨が記載されている。
(5)

その他個人データ保護に関連した法律
上述のとおり、米国では現状個人データに関わる包括的な法律は存在しないものの、
セクトラル方式（個別分野別方式）がとられているため、分野別に個人データに関わる
規定がおかれている場合があるため、一部を紹介する。
図表 32

個人データの取り扱いに関する法律（例）

法律名称
医療保険の相互運用性および説明責任に関す
る法律(HIPPA)
（1996 年 8 月制定、1996 年 12 月以降に締結
された契約日以降施行）
金融サービス近代化法
(GrammLeach- Billey Act)
（1999 年 11 月制定、施行日は下記）
①金融持株会社、国法銀行の子会社業務関連
等…4 か月（法文上では 120 日）
②証券法、投資会社法改正等…18 か月
③プライバシー関連…所要の規則が制定され
た後 6 か月
児童オンライン個人情報保護法
(1998 年 10 月制定、2000 年 4 月施行)

California Security Breach Notification
Law
(2003 年制定)

法律が対象としている個人データ
個人情報および個人の特定につながるデータ
※HIPPA に基づき、米国 DHHS（保健社会福祉
省）は健康情報に関するプライバシールール及
びセキュリティルールを策定している
企業が集めた個人情報で、他社のシステムに利
用できる可能性のあるデータ

a.13 歳未満の子ども、ｂ．子ども向けのあらゆ
るウェブサイトの管理者およびオンラインサー
ビスの提供者、c.子どもとその家族に関する個
人情報 を対象
これらの子供から個人情報を収集する場合に
は、事前に親の許諾をとることが義務付けら
れ、また親に対して、子供が提供した個人情報
の開示・提供を請求する権利を認めている。
また、ウェブサイトに事業者のプライバシー保
護ポリシーの掲載が義務付けられる。
自らのポリシーに違反した場合、不公正ないし
欺瞞的取引慣行として FTC の取り締まりを受け
る。
社会保障番号、免許証番号、銀行・クレジット
カードの情報、医療情報、保険に関する情報
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California Online Privacy Protection Act
(2003 年制定)

(6)

氏名、住所、メールアドレス、電話番号、社会
保障番号

自主規制による個人データ保護
米国では、個別分野における制度化が図られているものの、包括的な個人データ保護を図る

「法律」はない。
ただし、
「自主規制」として、以下のような団体が基準・ガイドライン作成などに取り組ん
でいる。
図表 33
団体名
オンラインプライバシー同盟(OPA)

ダイレクト・マーケティング協会

BBB(Better Business Bureau)

(7)

個人データ保護に関わる自主規制
団体・規制概要
1998 年企業 41 社、業界団体 14 団体が参加して設立。
インターネット上のプライバシーポリシーの基準・ガ
イドラインを作成することを任務としている。
通信販売事業者団体・会員事業者に対するプライバシ
ー保護ガイドラインを作成。メール・プレファレン
ス・サービス(MPS)を原則とし、違反者を除名するとの
自主規制強化策を採択。
MPS:ダイレクトメール受領者から申し出があった場
合、当該申し出者の氏名・住所などをダイレクトメー
ル発送用リストから取り除くサービス
プライバシー保護のみではなく、広告の真実性を確保
することを目的に設立された。

Towards a bill of rights of Online Advertisers
Benjamin Edelman(ハーバード・ビジネススクール准教授)
広告市場では、強い交渉力を有している広告ネットワーク事業者の条件に応じざるを得ない

状況を指摘し、広告主の以下の５つの権利を提案している。特に、キーワード広告が検索結
果ではなくコンテンツサイトに掲載される場合に、現状ではどのサイトに表示されるのか、
広告主は把握すらできていない点等について問題指摘している。
① 広告表示箇所を知る権利
② 広告料金請求に係る明細を取得する権利
③ 広告関連データを適切に使用する権利
④ 広告キャンペーンの成果を知る権利
⑤ 公正透明な紛争解決にかかわる権利
(8)

米国新聞事業者による GAFA 対抗の動き（2017 年 7 月報道）
世界のオンライン広告において、殆どのシェアをしめているオンライン・プラットフォーム

は、自ら報道に係る労力のかかる業務を行わずして、「経済価値」を得ている。こうした状況
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を受けて、新聞事業者は、
「団体で」オンライン・プラットフォームと交渉するための独占禁
止法の適用除外を提案した40。
(9)

ノア・ペニントン理論41
市民は政府に対して、たとえその内容が反競争的であったとしても、公的規制を請願する権

利を有するという理論。
この法理論を通じて、一方で各種利益グループによる立法家庭への請願行動が、また他方で
各種申し立てや訴訟提起という形での行政・司法過程への請願行動が、反トラスト法から適
用除外されうる。
ノア・ペニントン理論の射程範囲は広範囲ではあるものの、当該請願行動が、ごまかし
（sham）である場合、すなわち当該請願が請願人に有利な政府の反応を引き出すためではな
く、ライバルを邪魔するためだけに行われる場合には、その適応を否定される。

40

事業者が集まって対抗策をとる場合には、独占禁止法上、事業者団体の規制や不当な取引制限（カルテル）
に抵触する可能性がある。
41 「事業法規制と独禁法規制の排他制御」土佐和生
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第３項
(1)

媒介者としてのデジタルプラットフォーマー
媒介者としてのデジタルプラットフォーマーの責任

米国では、合衆国憲法修正 1 条に基づき、媒介者に過度な責任を負担させない様、責任免除
に関わる法規制が設けられている。具体的な媒介者に関わる規定としては、CDA
（Communication Decency Act;米国通信品位法）セクション 230©が、サービス利用者から
のコンテンツに関連する媒介者（プラットフォーマー）の責任（多様な責任からの保護）
、
DMCA(Digital Millennium Copyright Act; デジタルミレニアム著作権法)が著作権に関わる部
分について、ある条件下での責任のセーフハーバー規定が設けている。
その他、米国では、裁判判決による判例法が重視されていることから、いくつかの関連する
判例について記載する。


合衆国憲法修正第 1 条
合衆国憲法は、1787 年 9 月 17 日に作成され、1788 年に施行され、第 1 条は、1791
年 12 月に権利章典を構成する 10 の修正が図られた際に修正された。
オンライン中間者（プラットフォーマー）の責任については、合衆国憲法修正第 1 条
（議会が宗教・言論・集会・請願などの自由に干渉することを禁止）などを考慮して検
討する必要があるとされている。
1st Amendment
Amendment I: Congress shall make no law respecting an establishment of religion,
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the
press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
government for a redress of grievances.
修正第 1 条：議会は、国教の樹立を支援する法律を立てることも、宗教の自由行使を
禁じることもできない。 表現の自由、あるいは報道の自由を制限することや、人々の平
和的集会の権利、政府に苦情救済のために請願する権利を制限することもできない。



プライバシー侵害等一般に関わる責任（CDA SEC230©）
まず、米国における「プライバシー侵害・名誉毀損等」に関わる一般的な責任の考え
方として、不法行為は個別州法に拠る。州法の他、米国最高裁判所判例によって、合衆
国憲法修正第 1 条などを考慮して必要な要件が加えられる。
州法は極めて多様ではあるものの、名誉毀損等にて起訴する場合、原告は一般に以下
の条件を示す必要があり、コンテンツ仲介者に対して起訴する場合も同様である。
① 被告がその表現を行ったこと
② その表現が事実（または意見）に反していること
③ 被告の行動に一定の過失が認められること
名誉毀損等に関わる行為は以下の２つのカテゴリーに分けられる。
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① 情報の違法な収集を扱うもの（他者のプライベート空間への侵入、違法な会話
記録 等）
② プライベート情報の発信を行うもの（個人的事実の公への発信 等）
侵害に関わるいくつかの法には、間接的に、不法に取得した情報を公開もしくは受領
した者を罰することにより、侵害を規制しようとしているが、憲法 1 条修正項の原則に
よれば、少なくとも情報が真実であり、公共の関心事である場合には、頻繁に違法な取
得を行っていない者への適用を避けるものである。
これは、情報中間者を他人によって違法に取得されたコンテンツの伝送に関わる責任
から除外するという主旨にも捉えうる。
プライベート情報の直接的な開示に関わる法律は極めて多様であるものの、多くの州
では「public disclosure of private facts という不法行為の形式を採用し、報道価値の無
い個人に関わる情報について、極めて攻撃的な形で故意に公に開示するものである。
公的な情報源や他人によって広く知られたコンテンツの再発行・流通については、ほ
とんどの場合は責任を問われない。
但し、中間者の責任に関わる伝統的なこれらの標準はオンラインでは異なることも多
く、CDA セクション 230 について、以下に説明する。
【概要】
オフラインのコンテンツの流通、保管者の責任は、それが「違法なコンテンツ」であ
ることを知っている、もしくは知る合理的な理由があるかに拠る。インターネットの初
期においては、裁判所はこれらの標準をオンライン中間者の責任の評価にも適用してい
た。
しかし、オンライン中間者は、オフラインの中間者には不可能であったフィルタリン
グやスクリーン保護などの技術的能力を有している。
CDA セクション 230 では、これらの「インターネットおよび他の双方向のコンピュ
ータサービス、双方向メディア」の継続的な発展を促進するために公布されたものであ
る。
具体的には、セクション 230 は、オンライン中間者が、ユーザーから「コンテンツの
発行者」として扱われることを避けており、
「いかなる双方向コンピュータサービスのプ
ロバイダ、ユーザーも、他の情報コンテンツプロバイダによって提供された情報の発行
者、発言者として取り扱われてはならない」とされている。
【定義】
セクション 230 における「双方向コンピュータサービス」とは「複数のユーザーによ
るコンピュータサーバーへのアクセス、提供を可能とする情報サービス、システム、ソ
フトウェアアクセスのプロバイダ」を指している。
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インターネットサービスプロバイダ（ISP）
、ソーシャルメディアサイト、ブログプラ
ットフォーム、メッセージボード、サーチエンジンなど、多くのオンライン中間者はこ
の定義に合致すると想定される。
また「情報コンテンツプロバイダ」は、
「インターネットもしくは他の双方向コンピ
ュータサービスを介して提供された情報の創作、展開について全体もしくは部分的に責
任のある人もしくはエンティティ」として定義されている。
セクション 230 が取り扱う責任の範囲は、名誉毀損、プライバシー侵害、不法な干
渉、犯罪法違反に関わる市民の責任（国家責任は別所管）、第三者のコンテンツによる一
般過失請求等である。但し、明示的に、国家犯罪法、知的財産法、連邦電子コミュニケ
ーションプライバシー法、これらに類する他の領域については除外している。
【規定内容】
他のコンテンツのカバレッジについて特定し、「双方向コンピュータサービスによっ
て直接なされた表現」については保護しないものとしている。
セクション 230 の保護の適用を受けるためには、被告（双方向コンピュータサービス
事業者）は以下の 3 点を示す必要がある。


双方向コンピュータサービスのプロバイダもしくはユーザーであること



コンテンツの発行者として扱われていること（上述のセクション 230 の除外領域
に該当しないこと）



コンテンツは他の情報コンテンツプロバイダによって提供されたものであること

セクション 230 は、双方向コンピュータサービスによってとられる多様な行動をカバ
ーしている。


編集機能（コンテンツ発行、削除、編集などの決定）



ユーザーに対する適法なコンテンツ提供の要請



第三者に対するコンテンツ作成・提供に関わる要請



ユーザーに対するフォームへの回答要求、コンテンツ提出要求



違法な素材に関わる通知を受けた後もオンライン上にコンテンツを掲載してい
ること

以上は、名誉毀損、プライバシー侵害、いずれの請求にも提供される。
一方、中間者自身がコンテンツを作成した場合には、そのコンテンツに関わる責任を
負担するものと考えられる。
また、中間者が第三者から提供を受けたコンテンツを編集したり、ユーザーらに違法
コンテンツの提供を求めたりする等の場合にはセクション 230 は適用されない。
セクション 230 は、双方向コンピュータサービスによる、そのプラットフォーム上の
コンテンツをモニタすることに関わるいかなる義務も除去しておる、新たな中間者およ
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びサービスの発展のため、コンテンツベースの不法行為に関わる責任は、時にユーザー
が負担することになっている。
但し、これらの規定にも関わらず、多くの請求がオンライン中間者に向けられ、それ
らの請求が無効であることを示すまでに多大な労力がかけられている。


知的財産に関わる中間者責任（DMCA）
DMCA に含まれる、Online Copyright Infringement Liability Limitation Act
(OCILLA)に、著作権に関わる責任が規定されている。（CDA および OCILLA 以外の法
領域の違反から生じる責任については、Telecommunication Act of 1996 が適用されるも
のがある）
【概要】
OCILLA は、各種の活動や運用について、規制のスコープに含むことができるよう、
オンラインサービスプロバイダについて、定義や要件を提供せず、例示を列挙するのみ
となっている。
（伝送、保管、キャッシュメモリーへの保管(Caching)、オンラインロケ
ーションへのリンク等）
OCILLA は、伝送、ルーティング、接続、サービスプロバイダによって、またはサー
ビスプロバイダのためにコントロールされ、もしくは運用されるシステムを通したデー
タ

を提供する、サービスプロバイダの責任免除に関わる条件を規定している。

【一時的コミュニケーション・仲介活動に関わる規定】
サービスプロバイダが OCILLA による保護を受けるためには、以下の３つの条件に合
致している必要がある。


第三者によって伝送が開始されること



サービスプロバイダが情報の受信者を選択していないこと



伝送対象情報について如何なる複製・修正もしていないこと

また、媒介的・一時的なストレージに関わるオペレータも、違法コンテンツの責任を
負わない。
【キャッシュメモリーへの保管(Caching)に関わる規定】
Caching に関わるサービスプロバイダとは、
「限定的な期間、プロバイダ以外の人に
よって、オンライン上で利用可能となった素材の複製を保持し、その人の指示によって
ユーザーへと伝送を行う者」を言う。
なお、この時のストレージは自動化技術によって実行されねばならない。
Caching に関わるサービスプロバイダが責任の免除を受けるためには以下の条件があ
る。


蓄積された情報のコンテンツを修正できないこと
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プロバイダは「情報の refreshing」の要件に従うこと（アナログの電子商取引の
「更新」に該当）



プロバイダは、その情報を提供した人に、「ヒット」した情報を返す技術等により
干渉しないこと



キャッシュメモリに保管されたデータのアクセス条件は、オリジナルの情報に適
用されるものと同じであること



著作権者の許可なく、オンライン上に公開された情報について、迅速に、削除も
しくはアクセスできない対応をとること

【ホスティングに関わる規定】
ホスティングプロバイダが、責任の免除を受けるためには、ホスティングプロバイダ
は、違法な活動が生じている事実や状況について、実務上の知らず、また気づいておら
ず、もし知ったもしくは気づいた場合には、直ちに違法コンテンツを削除もしくはアク
セスできない状況にせねばならない。
ただし、当該責任免除の適用に際しては、以下のような課題が存在している。
1). 迅速な削除要請
どのように迅速な削除がなされるべきかに関わる期間の解釈やガイダンスは提供され
ていないため不明点は多い。違法である旨を知った後、迅速な削除が完了するまでの
間、
（技術的・管理上の問題などによって削除やブロックが不可能な場合でも）責任は存
在することになる。
2). 実務上の認識と通知手続き
どの時点で違法活動や情報に関わる認識が存在していたかによる。
ただし、サービスプロバイダが違法コンテンツに関わる適切な情報を有しているか否
かを判定すること、および受け取った情報が信頼でき、根拠に基づいているかの判定を
如何に実現するか等の課題が存在する。
3). 通知・取締りのメカニズム
セクション 512©(2)には、サービスプロバイダが侵害請求の通知を受け取るエージェ
ントを指定した場合に限り、ホスティングサービスプロバイダに、責任の軽減が適用さ
れるとされており、各ホスティングサービスのプロバイダは、指定エージェントに関わ
るコンタクト情報を公表せねばならないものとされている。
（住所、名前、e-mail、電話
番号など）
【PUT BACK 手続き】
OCILLA は、
「PUT BACK 手続き」を規定しており、その情報がサービスプロバイダ
によって削除された者は、異議を申し立て、コンテンツへのアクセスを復旧するよう、
請求することができる旨、規定している。
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セクション 512(g)(2)-(3)において、対抗通知（counter notification）の内容詳細につ
き説明がなされている。
上記によると、サービスプロバイダは、対抗通知の受領後、10 営業日以内に削除され
た情報を復旧する義務を追っている。
Put back 手続き後の、著作権者による最終的なとりうる措置は、
「裁判手続き」であ
る。
Lentz vs. Universal Music Corp.の判決では、北カリフォルニアの District court
が、
「著作権者がコンテンツの取り下げの前にフェアユースを考慮する」という要件を確
立した。
裁判所は、
「この要件が、
『インターネットの効率性が改善を続け、インターネット上
のサービスの多様性や品質は、映画・音楽・ソフトウェア・書籍などの作品を損なうこ
となく拡大すること』に役立つだろう」とした。
なお、この put back 手続きでは、データが違法である等の懸念を表明すること自体
は自由である。
しかし通知書の情報が正しく偽証罪の根拠になりうるという前提を確立しており、な
おかつ、put back 手続きを通して、対象コンテンツの取り下げに関わる異議を申し立て
る機会を提供しているため、表現の自由や公正な競争の問題についてはあまり大きな懸
念を生じていると認識されていない。
しかしながら、コンテンツ提供が個人の場合には、異議の可能性に気づかない場合も
あり、削除されたコンテンツを再掲載してしまうケースも見受けられる。その他、違法
の旨の通知は、競合他社から送られているケースが半部以上であり、３分の１以上の取
り下げは、明らかに不当なものであったとされている。
【位置情報ツール】
OCILLA のセクション 512(d)では侵害素材へのリンクについて、規定している。位置
情報ツールは、侵害事実に関わる認識や気づき等がないことが一般的であり、責任を免
除されると考えられている。
ただし、仮に、上記の認識や気づき等を得た場合には、やはり即座にコンテンツを削
除し、アクセス不可能な状態にせねばならず、この点はホスティングプロバイダなどと
同様の扱いとなる。
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第４項
(1)

既存の法的枠組にはまらないデジタルプラットフォーマー
シェアリングエコノミーに関わるワークショップ
米国では、シェアリングエコノミーに関わる制度も州ごとに異なり、米国内で共通的
な法規制は存在していない。
ただし、2015 年 6 月 9 日、FTC は「the “sharing” economy: issues facing
platforms, participants, and regulators」と題したワークショップを開催しており、
FTC, 学識者、自治体、シェアリングエコノミー事業者(Airbnb, Uber)、既存事業者（ホ
テル事業者、タクシー事業者）等とのディスカッションを行っている。42 また、FTC
は、ワークショップの結果に関わるパブリックコンサルテーション等を実施したうえ
で、2016 年 11 月「The “Sharing” Economy: Issues Facing Platforms, Participants,
and Regulators -AN FTC STAFF REPORT-」として公表している。43

図表 34 WORKSHOP AGENDA-The “Sharing” Economy: Issues Facing Platforms, Participants,
and Regulators (Jun 2015)
8:30 AM –
8:45AM – Opening
Presentation
9:00 AM – Introduction
to the Morning Panels:
Framing Presentation
9:15 AM – Panel 1:
Sharing Economy
Platforms: Market
Design and Market
Structure

11:00 AM – Panel 2:
Mechanisms for Trust in
the Sharing Economy

Welcome
FTC
Liran Einav, Professor, Department of Economics, Stanford
University
Liran Einav, Professor, Department of Economics, Stanford
University
Chiara Farronato, Assistant Professor of Business of
Administration, Harvard Business School
Joshua Gans, Professor of Strategic Management, Rotman School
of Management, University
of Toronto
Glen Weyl, Senior Researcher, Microsoft Research; on leave,
Department of Economics,
University of Chicago
Panel Moderator:FTC
Chrysanthos Dellarocas, Professor, Information Systems, School
of Management, Boston
University
Andrey Fradkin, Postdoctoral Fellow, National Bureau of
Economic Research

42 ワークショップのスクリプトはウェブ上で公開されている。
HTTPS://WWW.FTC.GOV/SYSTEM/FILES/DOCUMENTS/PUBLIC_EVENTS/636241/SHARING_ECONOMY_WORKSHOP_TRANSC
RIPT.PDF
43 HTTPS://WWW.FTC.GOV/SYSTEM/FILES/DOCUMENTS/REPORTS/SHARING-ECONOMY-ISSUES-FACING-PLATFORMSPARTICIPANTS-REGULATORS-FEDERAL-TRADE-COMMISSIONSTAFF/P151200_FTC_STAFF_REPORT_ON_THE_SHARING_ECONOMY.PDF
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12:15 PM – Platform
Power, Reputation, and
Regulation: Policy
Framing Presentation
1:35 PM – Keynote
Presentation

2:00 PM – Panel 3: The
Interplay between
Competition, Consumer
Protection, and
Regulation: Business
and Regulatory Views

3:45 PM – Panel 4: The
Interplay between
Competition, Consumer
Protection, and
Regulation: Policy
Perspectives

5:15 PM –

Ginger Jin, Professor, Department of Economics, University of
Maryland
Chris Nosko, Assistant Professor of Marketing, Booth School of
Business, University of
Chicago
Steven Salter, VP, Standards and Services, Council of Better
Business Bureaus
Panel Moderators:FTC
Arun Sundararajan, Professor, Information, Operations and
Management Sciences, Stern
School of Business, New York University
Catherine J.K. Sandoval, Commissioner, California Public
Utilities Commission
Introduction by Marina Lao, Director, Office of Policy
Planning, Federal Trade Co
Matthew Daus, Partner, Windels, Marx, Lane & Mittendorf, LLP
David Hantman, Head of Global Public Policy, Airbnb
Ashwini Chhabra, Head of Policy Development, Uber Technologies
Brooks Rainwater, Director, City Solutions and Applied Research
Center, National League of
Cities
Vanessa Sinders, Senior Vice President and Head of Government
Affairs, American Hotel and
Lodging Association
Panel Moderators:FTC
Lee Peeler, President and CEO, Advertising Self-Regulatory
Council, Executive Vice President,
National Advertising Self-Regulation, Council of Better
Business Bureaus
Sofia Ranchordás, Resident Fellow, Information Society Project,
Yale Law School; Assistant
Professor, Administrative Law, Tilburg University
Maurice Stucke, Associate Professor, University of Tennessee
College of Law
Arun Sundararajan, Professor, Information, Operations and
Management Sciences, Stern
School of Business, New York University
Adam Thierer, Senior Research Fellow, Mercatus Center, George
Mason University
Panel Moderators:FTC
Closing

以下、ワークショップの中でも、特に規制との関連の深い、パネル３およびパネル４
の結果について記載する。
【パネル３：The Interplay between Competition, Consumer Protection, and
Regulation: Business and Regulatory Views の概要】
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ワークショップは、シェアリングエコノミーのプラットフォーマーとサプライヤを規
制することには課題があることを強調する内容となった。
ある観点からは、
「シェアリングエコノミーのプラットフォーマーによってもたらさ
れるディスラプティブなイノベーションは、消費者に多大な便益を与えるものであり、
規制は、それらの成功を妨げうるような不要な規制による負担を課すべきではない」と
された。
その一方で、
「適切に調整された規制対応は、消費者保護、公共の安全、その他の合
理的な『公共のゴール』に合致するものである」ことも指摘された。
これらを受けて、
「規制のゴール」を達成するために必要である以上に規制を広め
ず、適用する規制を制限することで競合するゴールのバランスをとることを支持する者
もあった。
また、全てのサプライヤ、特に、シェアリングエコノミーのサプライやと競合する既
存のサプライヤにとって「レベルプレイイングフィールド」の確保を支持する意見も上
げられた。ただし、一方で、プラットフォーマーのサプライヤによって生じた特定の懸
念を扱うためだけに規制を調整すべきである旨も強調された。
対応方法としては、規制によるほか、プラットフォーマーによるレピュテーションや
信用メカニズムの仕組みは、
「自主規制」と同様に、規制が懸念する事項を減じることが
できるものであること、また、現在の規制の有効性に関わる懐疑的な意見も示され、規
制アプローチについては柔軟性を確保することが提案された。
その他、シェアリングエコノミーにおいて、プラットフォーマーが集めている情報に
関連して、プライバシーに関わる懸念事項についても若干協議され、参加者らは、FTC
法セクション５に基づき、FTC の権限はシェアリングエコノミーにも適用されると認識
しており、FTC が多様な消費者保護やプライバシーの懸念事項について扱っていくこと
について認める意見を提示した。
また、参加者によって、
（地方自治計画や規制上の問題評価等のために）政策策定者
によるプラットフォーマー上でなされる経済的活動に関わるデータへのアクセスの重要
性が示された。
【パネル４：The Interplay between Competition, Consumer Protection, and Regulation:
Policy Perspectives の概要】
パネル４では、交通・宿泊分野におけるシェアリングエコノミーの問題について扱わ
れ、中心的な問題として、消費者保護および安全性の重要性が確認された。ただし、こ
れらの問題を扱うためには信頼性あるデータの必要性が指摘された。
参加者の中には、プラットフォーマーとそのサプライヤにおいては、シェアリングエ
コノミーの運用の結果、ネガティブな結果が生じるリスクを軽減するために介入した
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り、そのためのメカニズムを提供するインセンティブに欠けたりする可能性がある旨を
指摘する者もあった。
既存のタクシー事業者は、
「TNC」
「TNC ドライバー」は、タクシー企業と同じ規制
や拘束条件が課されるべきだと論じた。一方、TNC は、既存のタクシー事業者に課せら
れる規制、および、それらが提供している安全面などに関わる規制を受け入れる可能性
を示したものの、プラットフォーマーが提供する追加的な機能やサービス提供をとりま
く条件などを考慮して規制内容を調整すべきである旨も述べた。
Airbnb においては、ホストは一般に個人の住民であり、一時的にゲストを滞在させる
にすぎないため、ホテルや B&B の専門事業者と同じ規制を課すべきではないとした。
しかし、ホテル業界は、プラットフォーマーのサプライヤたる多くのホストが、実際
には「専門事業者」として短期宿泊を提供していることを指摘した。そして、それらが
安全面の懸念を生じ、静寂な居住生活を享受している住民に干渉し住宅政策を害してい
る旨を指摘した。
税徴収の面では、シェアリングエコノミーの取引に対して課税することを、市・州が
明確に示すならば、参加者らはそれを支払うべきである旨に合意した。
【パブリックコンサルテーションの結果】
ワークショップの結果についてパブリックコンサルテーションを行ったところ、３分
の２の回答者は、プラットフォーマーは、現在既存事業者に課されているよりも軽減さ
れた規制が課されるべきであるとの意見であり、３分の１の回答者は、より強固なエン
フォースメントを含め、シェアリングエコノミーの規制強化を望む内容であった。
但し、回答者は、３分の１がシェアリングエコノミーのサプライヤ、３分の１がシェ
アリングエコノミーにより影響を受ける事業者、１０％程度が競合企業となっており、
消費者からの回答はごくわずかであった。
当該ワークショップの後、FTC において具体的な規制や追加的な政策文書は出されて
いない。
(2)

カリフォルニア州におけるライドシェアに関わる法規制の内容44
カリフォルニア州サンフランシスコでは、タクシーはサンフランシスコ市交通局が、
リムジン（ハイヤー）と TNC はカリフォルニア州公益事業委員会（CPUC）が規制して
いる。サンフランシスコタクシードライバー団体（SFTWA）は、アプリによる事前予約
は、従前のタクシーの事前予約とは異なり、TNC のサービスは、乗客からのリクエスト

44

国土交通政策研究第 140 号「運輸分野における個人の財・サービスの仲介ビジネスに関わる欧米諸国の動向等に関す
る調査研究」国土交通省国土交通政策研究所（2017 年 7 月）
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後、直ちに配車され乗車可能となることから、実質的にタクシー営業と類似しており、
同じ監督機関の下で管轄されるべきとしている。


規定内容

年月
2012 年 8 月

法規制名称
TNC に関わる規制
無し

2013 年 1 月/9
月

Decision 13-09045

2014 年

Assembly Bill
No.2293 Public
Utilities Code
5430
Decision 16-04-41

2016 年

内容
事前予約による運送サービスはリムジン事業者としてカリフ
ォルニア州の許可が必要であったものの、営利型ライドシェ
ア事業者は許可を受けずに営業していたため、リムジンを所
管する州公益事業委員会（CPUC）は、Uber,Lyft,Didecar に
営業停止命令。
TNC をはじめて規定、車両やドライバーの条件を規定。車両
点検、ドライバー研修、犯罪歴確認、ドラッグ・アルコール
禁止、TNC 事業者の報告義務を規定・
TNC 事業者およびドライバーに空車時の保険と金額等を義務
付け。違反は刑事犯として処分。

TNC の車両検査を厳格化。登録時及び 12 ヶ月または 5 万マイ
ル走行ごとに州認定の第三者機関による車検を義務化。
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第５項

調査結果の整理

米国は、デジタル・プラットフォーマーが多く存在することもあるためか、デジタル・プラ
ットフォーマーに係わる包括的な政策文書は無く、法や規則も多いわけではない。
原則的には、事業者に対する不当な規制は認められず、既存の個別法によって対応される部
分が大きい。そのように見ると、一見、制度が硬直的で、行政が関与する余地は少なく感じ
られるものの、例えば、FTC 法５条等、規定を解釈できる余地が幅広く、また、FTC 等が、
その時代に応じた諸問題に係わるテーマの文書を発行することによって、行政から見れば、
法制度の変更なく現在の事業環境に応じた制度の適用が可能となり、事業者から見れば、法
令に抵触する可能性を把握することによって、自らの行動を制御することも可能となる。
FTC 等は、ビッグデータについては、具体的に抵触可能性のある法制度について列挙し、
違反の疑いがある場合は FTC が調査に入る旨が説明されており、シェアリングエコノミーに
ついては、それに係わる制度対応が州法によることもあって、法制度に係わる具体的な方針
の記載は無いものの、関係者を集め討議させることにより、共通的な問題意識を醸成してい
る。
また、実際に違反した事業者に対しては、厳格な執行がなされることで、その効果を高めて
いるものと見受けられる。
図表 35

原則

米国の制度対応の特徴

OIRA: 不当な負担を課す規制は認められない

既存法
FTC法

その他
法

その他
法

その他
法

・・・

FTC等：現在発生している諸問題についての解釈

原則

関連当局

×

発生中の
個別問題

×

発生中の
個別問題

事業者

問題となり
得る行為

問題となり
得る行為
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第５章 海外デジタルプラットフォーマーへの適用
第１節 域外適用に係る現状整理
(1)

域外適用に関わる諸問題
海外デジタルプラットフォーマーに対する域外適用について検討するに際して、始めに、ど

のような問題が生じているかについて例示する。具体的には、海外事業者と国内事業者で、
同じ事業を運営しているにも関わらず、海外事業者に対しては日本法が適用されないことに
より、海外企業にとって日本企業よりも有利になるケースが生じている。こうしたケースに
ついては、
「イコールフッティング」の観点等から、海外企業への適用などの工夫が求められ
ているところである。
また、そうした、
「イコールフッティング」としての問題のほか、デジタルプラットフォー
マーに関わる諸問題として整理してきた事項について、海外企業に法制度の適用を図ってい
く上では、ついて回る問題である。


資金決済法に係わるイコールフッティング
国内のオンラインゲーム事業者は、自社が展開するゲーム上のアイテム販売などのた
め顧客より資金を預かる場合には、
「資金決済法」の適用を受け、預かり金額の 50% 相
当額を供託せねばならないことになっている。しかし、資金決済法は域外適用がないた
め、海外事業者はこの金額を供託する必要がなく、負担が少ない。
海外においても、
「前払式支払手段」の概念はあるものの、わが国の資金決済法が、
自家型前払支払い手段と第三者前払い式支払い手段を前提としているのに対して、諸外
国では、自家型前払い式支払い手段について規定していないためである。
図表 36

資金決済法に係わるイコールフッティング

第三者前払式支払手段

自家型前払手段

発行者

日本

①現金

諸外国

⑥代金

②証票等 ⑤証票等

利⽤者

③証票等

商店
（加盟店）

日本

ビ （
ス 商発
提品
供・ 行
者サ 者
）ー

①現金
②証票等
③証票等
④商品サービス

利
⽤
者

④商品サービス



BEPS（税源浸食と利益移転）
グローバルなビジネスモデルの構造変化が進む中、この構造変化に各国の税制や国際
課税ルールが追いつかず、多国籍企業の活動実態とルールの間に「ずれ」が発生し、こ
100

の税制と事業実態の差を利用した「租税回避行為」が国際的な問題となってきた。特
に、各国がリーマンショック後に財政状況を悪化させ、より多くの国民負担を求める
中、多国籍企業の課税逃れに対する批判が高まったことから、2012 年 6 月、OECD 租税
委員会（当時議長：浅川財務官）は、BEPS(税源侵食と利益移転)プロジェクトを立ち上
げた。
BEPS プロジェクトは、公正な競争条件（Level Playing Field）の確保という考え方
の下、多国籍企業がこのような「ずれ」を利用することで、課税所得を人為的に操作
し、課税逃れを行うこと（BEPS）がないよう、国際課税ルール全体を見直し、世界経済
並びに企業行動の実態に即したものとするとともに、各国政府・グローバル企業の透明
性を高めることを目指すプロジェクトである。
同プロジェクトの結果、主要な租税回避措置への対策を示す行動原則がとりまとめら
れ、OECD にて合意することができた。
但し、当該原則の適用のためには、上記合意のみでは成立せず、既に個別に締約済の
条約について、ひとつずつ改正を進めていく手続きが必要となり、膨大な時間と労力を
要するとの課題が生じた。そこで、上述の条約の再締結の手続きを簡略化し、迅速な対
応を可能とするため、BEPS 防止措置実施条約を締結。67 カ国・地域が署名し、日本も
参加した。しかし、米国はこの防止措置実施条約には参加しなかったため、米国企業と
の関係においては即座に効果を期待できる状況ではなく、個別に米国との合意と再締結
が必要となっている。
BEPS プロジェクトによって改善された事項について BEPS 行動３、７、８～１０に
関わる例を示す。
① 恒久的施設認定の人為的回避の防止による解決（行動７）
現行のモデル条約では、企業の名において契約
締結する者は、代理人 PE に該当する。
電子経済においては、実質的な交渉は現地子会
社の販売部門が行うが、実際の契約は親会社が
締結することにより、PE を回避するケースが見
受けられる。
こうした事案については、BEPS 行動７によっ
て、PE と認定される代理人の活動に、
「契約の
締結につながる主要な役割を果たすこと」を追
加し、PE 認定が可能となったもの。

A国

親会社とオン
ライン契約

親会社
PE認定なし

B国

顧客

子会社
実質的交渉
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現行モデル条約では、商品の引渡しや購入のみを
行う場所などは、その活動が企業の本質的活動で
ある場合でも PE と認定されない。
そのため、書籍などのオンライン販売のために保
有する巨大な倉庫などは PE と認定されない
こうしたケースについても、BEPS 行動７によっ
て、商品の引渡しのみを目的としていたとして
も、事業の本質的部分を構成するオンライン販売
のための巨大倉庫については、PE と認定する。

親会社とオン
ライン契約

A国

親会社
PE認定なし

B国

顧客

子会社
実質的交渉

② 外国子会社の合算税制（行動３）による解決
親会社が保有する無形資産を軽課税国に所在する子会社に譲渡し、当該子会社を通じて
当該無形資産を利用した商品や役務を提供することにより、子会社自体が実質的な経済
活動を行っていない場合でも、子会社に所得を集めることができる。
親会社所在地国の外国子会社合算税制が、無形資産を利用して得る所得を合算対象とし
ていない場合に、租税回避が可能となる。
C国
顧客

A国

B国

無形資産を利⽤
した役務提供等

子会社

所得

$

無形資産譲渡

親会社

既存の外国子会社合算税制が、無形資産を利⽤して得る所得
を合算の対象外としている場合、租税回避に利⽤されるおそれ

BEPS 行動 3 では、外国子会社合算税制の設計に関するベストプラクティスを勧告してお
り、同ベストプラクティスには、軽課税国に移転された、無形資産を利用することによ
って子会社が取得する取得を合算の対象とすることが含まれている
親会社が開発した特許等の無形資産を実際の価値よりも廉価で軽課税国の子会社に譲渡
し、子会社が当該無形資産を利用して利益を挙げて経過税国に超過利潤を留保する場合
について、特許等の無形資産の譲渡は比較可能な独立企業間取引が存在しないことが多
く、適正な独立企業間価格を算定することが困難。

③
C国
孫会社

B国

ライセンス契約

子会社

所得

$

特許の低廉譲渡
所得

実質的な所得移転

$

A国
親会社

比較可能な事例が存在せず、
独立企業間取引算定が困難

行動 8～10 において、OECD 移転価格ガイドラインを改定し、無形資産の予測収益の割引
現在価値に基づいて無形資産の価値を評価する DCF 法を導入するとともに、一定要件
下、事後収益に基づいて譲渡時の予測便益を修正することを認めた。
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(2)

域外適用に関わる制度上の考え方・現状整理45
国家の法に関する管轄権としては、立法管轄権、裁判管轄権、執行管轄権が挙げられる。立

法管轄権がなければ法の適用ができず、また、執行管轄権がなければ、執行は困難であるこ
とから、法的な整備のほか、海外執行当局との執行協力が必要となる。


立法管轄権の域外適用
立法管轄権に関わる考え方においては、属地主義、属人主義（国籍主義）
、受動的
（消極的）属人主義、保護主義、普遍主義、効果主義（効果理論）といった考え方が存
在しているものの、それは、管轄権の「一応の基礎」を説明するにとどまり、他国に対
して必ずしも対抗力を有さない。（例：属地主義と属人主義が対決するなど、優先順位決
定の問題が生じる）
図表 37
○○主義
属地主義

消極的属地主義

効果主義

標的主義



立法管轄権の考え方

域外適用の考え方
行為の一部が国内で行われた場合に管轄権を行使できるとい
う考え方。
適用例：刑法
自国民保護のため、外国で行われた外国人の行為に管轄権を
行使できる場合がある
適用例：刑法第 3 条の２
外国における行為が自国に実質的直接的な影響を及ぼし、行
為者がそれを予見可能である場合、管轄権を行使できる
適用例：競争法
海外事業者が自国内の個人を標的とする何らかの行為をとっ
た場合に、自国の管轄権を行使できる
適用例：EU データ保護規則

米国の全米リステイメント協会「対外関係法リステイメント」
有力な民間団体が、米国の対外関係法について書いたものであり、民間レベルのもの
ではあるが権威はあると言われている文書。同文書において、立法管轄権については、
立法管轄権を持つ場合として属地主義、属人主義、保護主義等を挙げており、域外管轄
権の行使が不合理かどうかの基準として、下記 a から h の内容を勘案して総合判断する
ことを提案している。ただし、「米国政府に影響力を有する全米リステイトメント協会
が考える国際法」にすぎず、それがそのまま国際法という訳ではない。
a

当該活動の規制国領域とのリンク、つまり当該活動が領域内で生じる又
は領域に実質的、直接かつ予見可能な効果を有する程度

45参考：中谷和弘「国際法の観点から見た輸出管理法の域外適用」他
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b

国籍、居住、経済活動のような規制国と規制されるべき活動に主たる責
任を負う個人の間の又は規制国と規制が保護を意図した個人との関連

c

規制されるべき活動の性質、規制の規制国への重要性、他国が当該活動
を規制する程度、当該規制の望ましさが一般的に承認される程度



d

規制によって保護又は毀損されうる正当な期待の存在

e

国際政治・法・経済システムに対する規制の重要性

f

規制が国際システムの伝統と両立する程度

g

他国が活動を規制することに利益を有する程度

h

他国による規制との抵触の可能性

日本における域外適用に関わる規定の状況
日本の各種法令における域外適用・執行協力に関わる対応状況は以下のとおりであ
る。対応に統一性がないことに留まらず、域外適用の規定が存在せず、対応が不明な法
制度も多くなっている。
図表 38

法令
独占禁止法

景品表示法

個人情報保護法
（改正）

資金決済法

金融商品取引法

特定商取引法

旅行業法

わが国の各種法令の域外適用に係わる対応状況

域外適用

執行協力（情報提供）

規定なし
※公正取引委員会は効果主義で運
営
規定なし
※消費者庁は適用可能性を排除し
ていない
規定あり
改正個人情報保護法 75 条

規定あり
公正取引委員会から外国当局への
情報提供（第 43 条の 2）
規定なし

規定あり
第 36 条、38 条 1 項 6 号、40 条 1
項 1 号、63 条等
規定あり
第 58 条の２等
※効果主義で運用
規定なし（但し第 26 条 1 項 2
号）
※消費者庁は適用認める
規定なし
※官公庁は海外 OTA（オンライン
旅行取引）等への適用に否定的

規定あり
個人情報保護委員会から外国執行
当局に対する情報提供（第 78
条）
規定なし

規定あり
外国当局の要請に基づく情報提供
（第 189 条）
規定なし

規定なし

資料：IT を活用した新サービスをめぐる制度的論点（平成 27 年 6 月）産業構造審議会総務
流通分科会情報経済小委員会 より NTT データ経営研究所加工・作成
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適用の考え方
○○主義にさえあてはまらない域外適用は、
「実質的リンクのない主張」として国際
法違反と理解されるが、それ以外は、国際法違反とまでは言えない。
また、過大な域外適用であったとしても、企業からの抗議のみでは、国家間の紛争は
生じず、国際法上の問題は生じない。



独占禁止法の域外適用
独占禁止法については、欧米とも「効果主義」を採用しており、グローバルレベルで
も十分に確立した「○○主義」と言うことができる状況になっていると考えられる。
（途
上国については別途検討要）
また、2017 年 12 月の「ブラウン管カルテル」で最高裁判決46では、独占禁止法の域
外適用が認められている。同事案においては、カルテルの合意が国外でなされており、
直接の取引相手が海外子会社である場合であったが、競争機能が損なわれる市場にわが
国が含まれ、また、当該カルテルが「我が国に所在する者（直接の取引が国外の日本企
業子会社であっても、取引条件などの実質的な取引相手が日本の親会社である等）を取
引の相手方とする」競争を制限するなどを理由として、独占禁止法の域外適用を認め、
外国企業に対しても課徴金納付命令が出されることとなったものである47。
図表 39
事案概要

域外適用の理
由

46

ブラウン管テレビ最高裁判決

我が国のテレビ製造販売業者の日本国外に所在する子会社等に対するテ
レビ用ブラウン管の販売価格について、テレビ用ブラウン管の製造販売
業を営む事業者らが行ったカルテルが日本国外で合意されたもの
下記(1)～(3)の事情の下で、当該カルテルは我が国の自由競争経済秩序
を侵害するとして、カルテル事業者らに対し，我が国の独占禁止法の課
徴金納付命令に関する規定の適用があるとの判決。
(1) 我が国のテレビ製造販売業者は，自社及びその子会社等が行うブ
ラウン管テレビの製造販売業を統括し，日本国外に所在するブラウン
管テレビの製造を行う子会社等に対して製造等を指示し，これに従っ
て当該子会社等が製造したブラウン管テレビの全部又は相当部分を自
社又は子会社等において購入した上で販売していた。
(2) 我が国のテレビ製造販売業者は，上記(1)のとおりブラウン管テ
レビの製造販売業を行う一環として，その基幹部品であるブラウン管
の購入先，購入価格，購入数量等の重要な取引条件を決定し，その購
入を日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に指
示し，当該子会社等に当該カルテルを行った事業者らからブラウン管
を購入させていた。
(3) 我が国のテレビ製造販売業者は，当該カルテルを行った事業者ら

平成 28 年（行ヒ）第 233 号審決取消請求事件平成 29 年 12 月 12 日第三小法廷判決

HTTP://WWW.COURTS.GO.JP/APP/HANREI_JP/DETAIL2?ID=87299
47但し執行は、これからであることから、日本に拠点の無い海外企業に対して、実際に課徴金の納付をさせる段

階での課題も生じ得る。
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との間で，テレビ用ブラウン管の取引条件に係る交渉を自ら直接行っ
ていたところ，当該カルテルは，その交渉において上記事業者らが提
示する販売価格を拘束するものであった。



保護対象たるユーザーの範囲
④ 特に、インターネット取引の場合、サーバーの設置場所は海外であるケースもある。
日本の IP アドレスからのアクセス等により限定することも可能だが、その場合は、日
本からアクセスがあれば、どこでサービスを提供しても、日本法が適用されることに
なる。
⑤ 「標的基準」の検討：標的にしていることが外形上明白か否かで判断するものであ
り、それによれば、日本語を使用していることで日本人を標的としていることが推定
できる。

第２項

域外執行（想定しうる執行策）

効果理論の適用等によって、海外企業への日本法の域外適用ができたとしても、
「域外執行
管轄権の行使」は国際法違反となり、執行面の相手国の協力が必要となるため、適用できて
も執行できるとは限らない。
ではどのように執行を高められる可能性があるか。


日本国内での協議・執行を可能とする
1). 代理人の設置（相談相手）を規定


欧州では、海外企業を巻き込んだ取り組みを行う場合には、域内に代理人を置く
ことを求めているケースが見受けられる。



外国企業が相手方で、日本に何の資産も無い場合には、域外にある違反企業の財
産に照準をあてても、相手国の裁判所が、外国判決（日本の判決）の承認・執行
をしない限り執行は困難である。



「支部」を置くことに加えて、どの程度意思決定能力のある代表者がいるかにも
影響を受ける。特に、共同規制等を実施していく場合には、協議をはかりながら
進めていくことが前提になるため、協議し、意思決定できる代表者がいなければ
機能しない。



例）欧州委員会「データ保護規則（GDPR）
」にて採用。
第 3 条(2)に該当する場合、管理者は EU における代理を任命しなけれ
ばならない。

第 25 条
EU に拠点を持
たない管理者の
代理

2. 前項の義務は以下の場合には適用されない。
(a) 第 41 条によって十分な水準の保護を実施していると委員会が
決定した第三国に拠点を持つ管理者。
(b) 従業員が 250 人未満の事業者。
(c) 公的機関または公共団体。
(d) EU に在住するデータの対象者に商品やサービスを単に時々提
供するだけの管理者。
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※3 条の 2
この規則は、EU 域内に居住するデータの対象者の個人データに対
して、EU 域内に拠点を持たない管理者が行った処理にも適用され
る。ただし、その処理活動は以下に関するものに限られる。

2). グループ会社単位での執行を規定


執行対象を、
「企業」単位ではなく「グループ単位」として、日本国内にあるいず
れかのグループ会社に対して執行する方法。



例）欧州委員会「視聴覚メディア・サービス指令第 2 回改正（案）
」
COM(2016)287 にて採用。
第 11a 章
28 条 b

参加国は、ビデオ仲介プラットフォームのプロバイダが、彼らの領
域で設立されていないことを確認せねばならない。しかし、それは
親会社、子会社などのグループ会社であってはならない。

3). 国内での協議が可能な体制とする


外資企業の場合、社長が国内におらず規制を執行できないケースが想定されるも
のの、欧州の場合、議会が CEO を呼べば、CEO がテーブルについて協議が可能
な状況がある。
（日本では見られない）



話し合いにより問題を解決することへの誘引を作り出すための「域外適用」を検
討する必要がある。



単体ではなく国際的コーディネーションを図った制度とする
1). 他国と制度との整合を図る


ある国(X 国)で、ある制度が導入され、グローバルに展開している企業(A 社)が対
応した場合、A 社は、対応に必要なシステムなどを整備し、当該国Ｘではその仕
組みを活用できる体制を整える。しかし、Ｘ国以外でも、もし同様の制度が導入
された場合には、A 社は再度ゼロからそのシステムを構築するのではなく、既に
導入されているＸ国のシステムを、Y 国、Z 国向けにも利用できる様に、オープ
ンにしていくだけの取り組みで済む可能性がある。デジタルプラットフォーマー
等の取り組みの協力を得ていこうとする場合に、自国だけで取り組むよりは、他
の国の取り組みを日本にも適用してもらう、他の国と一緒の制度として取り組ん
でもらうことで、交渉のハードルが下がることが期待できる。



レピュテーションを活用する
1). 純粋なレピュテーションの活用


「違法なことをした事実」を公表し、レピュテーションによる効果を得る。
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前提として、行政指導ではなく行政処分がなされること、日本法が世界的な動向
から特殊とみなされないことが重要。

2). 損害賠償請求による対応（間接的なレピュテーション活用）


日本法を遵守しなかった結果、財産的被害を受けた場合に、民事裁判による解決
を図る可能性。日本の裁判管轄があることが前提となり、執行段階では執行判決
の問題にはなるものの、損害賠償命令まで判決が出たという事実があればレピュ
テーションにもつながり得る。



域外執行に応じてもらうための措置
1). 送金停止
2). VISA 発給停止等


キューバ制裁の差異に米国が採ろうとした手段。但し、身柄拘束まで行かなくと
も、人権問題には関わる問題である。

3). 本国に善処を求める方法


域外適用ができる前提の場合に、国家レベルの問題に格上げして取り組む方策。
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第３項
(1)

域外適用・執行に関わる取り組みの可能性（第 5 章 1 節の総括）
域外適用
独占禁止法については、域外適用の事例もあり、公正取引委員会と同様、欧米の効果
理論を採用していることなどから、適用自体は可能と想定され、その他、明文の規定が
ある法制度については、適用可能と考えられることが分かった。
しかしながら、域外適用については、何ら規定がおかれておらず、所管省庁において
も方針が決まっていない法制度も多く、それらの制度について個別に改正を行うこと
は、膨大な時間を要する。
そこで、各種の法制度につて、
「原則的に域外適用する」旨を一括で制度化すること
が望ましい。域外適用すべきものについては、特定して除外対象として記載することが
考えられる。
なお、域外適用以外にも、現行の法制度において欠けている視点があり、一括の制度
化を図るべき事項がある場合には、それと併せての対応とする、あるいは、それに含め
るなどの対応も考えられる。

(2)

域外執行
域外執行については、
「域外執行管轄権の行使」が国際法違反とされているため、日
本単独で域外執行することはできず、実効性の担保については検討の必要がある。
対応としては、図表○に想定される類型を整理した。
より確実性を高められるのは、
「域外執行」と考えられている事項を「域内執行」と
して取り組むことができる制度にする方策である。ただし、欧州のように「域内に拠点
を設ける」ことと、
「国」に拠点を設けるのでは事業者側の負担は異なることには留意が
必要であり、この方策を各国が同様に推進していくと、グローバル企業は各国に一拠点
を設けねばならなくなる可能性が生じるという課題は生じる。
次に、
「域外執行」として考える場合には、日本のみで取組むか、他国と連携した取
り組みとするか、という選択がある。日本のみの取組みの方が制度導入に際しての障壁
は低い可能性があるが48、相手国からの受入れ可能性としては、複数国の取組みの方が浸
透する可能性は高い49。
相手国及び諸外国の状況を見極めつつ、複数の方法を平行的に検討することが望まし
いと考えられる。

48

内容によって、相手国の抵抗を受ける場合もあるため一概には言えない。相手国にとっての受け入れやすさ
が同程度だった場合の比較。
49 複数国などで取り組む場合、当該取組みが「標準」として認識される可能性も期待できる。
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図表 40
2)域外執行を可能とする
分類

1)国内で執行可能
とする

②日本のみでの対応
①複数国での対応

a.自発性を誘引

取組の
具体例

• レピュテーション
• 他国/地域で採
の活用
• 代理人の（国内）
用されている制
設置を規定
度を自国にも導
①違法なことをした
• グループ単位で
入
事実の公表
の執行を規定
（受入可能性を高め
②損害賠償（賠償
る）
命令）

b.強制的

• 送金停止
• VISA発給停止
• 国家レベルＮ問
題として本国に
善処を求める

なお、特に、相手方に負担を課す可能性のある取組みについては、対象の閾値を設け
るなどの配慮を行うことが想定される。
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第６章 デジタルプラットフォーマーを巡る制度的アプローチの検討
前章まで、デジタルプラットフォーマーを巡る諸問題の状況と、それに関わる国内外の対応
状況、及び海外企業への適用問題など、個別の制度上の問題について確認をしてきた。
本章では、それらの問題意識や制度改訂の必要性を踏まえ、制度の「枠組み」として、どの
ような体系が考えうるか、既存の法制度の修正を個別に対応していくべきか、新たな法制度
の設計が必要か、もしくは、法体系自体を変更していくような取組みが必要なのか、につい
て検討する。
第１節 制度の枠組み検討
第１項

海外における制度枠組みの整理

制度の枠組みの検討を始めるに際して、はじめに、現状の各国の制度の枠組みがどのような
形となっているかについて確認する。
(1)

各国の法体系の比較
各国の法体系を比較すると、欧州が包括的な体系をとっているのに対して、米国は個別に問

題が発生した事象への対応となっているように見受けられる。日本は、その中間的な対応で
包括的な制度と業法の組み合わせによる対応となっている。
図表 41 各国・地域における法体系の比較
日本
包括的法制度と業態別法制度

資金決済
法

個⼈情報保護

消費者保護

特
徴

決済

米国

(2)

銀行法
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法
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独立行政
行政機関
法⼈個⼈
個⼈情報
情報保護
保護法
法

市場における⾃由な競争を基
本としつつ、必要に応じて個別
分野ごとの制度

個⼈情報
保護条例

個⼈情報保護法

EU
包括的制度を中心とし、⼀部
取引態様ごとの制度が置かれ
ている
EU資本要件指令(銀行)
EU決済サービス指令

消費者契約 2003 デジタルコン
Directiv における不 年プラ テンツ供給
es on 公正条項に イバ 契約の⼀定
Distanc 関する1993 シーと の側⾯に関
e年4⽉5日 電子 する欧州議
Selling 閣僚理事会 通信 会及び理事
会指令提案
指令 他 指令

消費者権利

医療保険の
医療保険の
児童オンライ 金融サービ
相互運⽤
携行性と責
ン個⼈情報 ス制度現
性・説明責
任に関する
保護法
代化法 任法 他
法律

GDPR
（消費者プ ドライバー
公正且つ正
金融プライ 確な信⽤取
ライバシー権
個⼈情報
利章典（法
バシー法 引のための
保護法
案））
法律

中国
市場成長の状況を見て、法制
度化を図るため、部門ごとの法
制度化が進んでいる
中国
銀行
商業
⼈民
業監
銀行
銀行
督管
法
法
理法

イン
貸 ター
出 ネット
通貸
則 借・・
弁法

電気通信・イン
ターネットユー
ザー個⼈情報
保護規定

非銀行支払機
構インターネット
支払業務管理
弁法

中国インターネッ
ト安全法

消費者保護権益法
電気通
信・イン
ターネット
ユーザー
個⼈情報
保護規定

中国イン
ターネット
安全法

公共の情報
セキュリティ
技術及び商
業サービス
システムの
個⼈情報
保護ガイド

消費者保護権益法における個⼈情
報保護

デジタルプラットフォーマーに関わる海外における法制度の枠組み
次に、
「デジタルプラットフォーマー」に関わる他国における制度的な取組みについて整理

する。
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デジタルプラットフォーマーに関わる制度としては、既に前章までに紹介してきたとおり、
欧州委員会「オンライン仲介サービスにおける公正性・透明性の促進に関する規則（ドラフ
ト）
」
、フランス「デジタル共和国法」、中国「電子商取引法」が挙げられる。
それぞれ、法体系、特に既存法との関係の部分で異なった対応となっている。
EU はプラットフォームについて検討が必要な事項を整理し、全体を「原則」として整理し
て取り組みを進める中で、他の制度で対応されない部分を規定している。
それに対して、フランス・中国では、プラットフォームに関連して、特に対応が必要な事項
を対象とした制度化を図っている。ただし、フランスは、新たに策定した「デジタル共和国
法」にて既存法の条項修正を入れる形式をとっているのに対して、中国では、既存法はその
ままとして、プラットフォーマーに求められる責任等について、別途規定を設けている点で
異なる形式を採っている。
なお、欧州においては、デジタルプラットフォーマーに関わる取組みの「原則」を定めた
2016 年 5 月の政策文書の段階では、デジタルプラットフォーマーについて明確な定義を設け
なかったのに対して、2018 年提案予定の規制（案）では「オンライン仲介プラットフォー
ム」として、定義づけをしている。
図表 42
プラットフォーマ
ーに関わる制度
欧州委員会
オンライン仲介サ
ービスにおける公
正性・透明性の促
進に関する規則
（ドラフト）

規制対象となるデジタルプラッ
トフォーマー
B2C のオンライン仲介を行うプ
ラットフォーム
但し、従業員 10 人未満且つ最
終事業年度の売上もしくは総資
産が 200 万ユーロ以下のプラッ
トフォームは適用対象外

フランス
デジタル共和国法

以下の内容に基づく通信サービ
スをネット上の公衆に対し専門
業者として、営利ないしは非営
利的に提供するあらゆる自然人
ないしは法人
 第三者によって提供もしく
はアップロードされたコン
テンツ、商品またはサービ
スについて、アルゴリズム
を用いた分類または参照を
行うこと
 商品の販売、サービス提
供、コンテンツ・商品・サ
ービスの交換または共有を
目的とした複数利用者のつ
ながりを作ること

制度枠組み
【横断的制度：原則(2016.5)＋各種既存法
の修正＋特定分野に関わる立法】
2016.5 のプラットフォーム政策文書に示さ
れた「原則」に対して、必要となる法制度
上の対応を検討。
既存の法制度の修正等で対応すべき事項
は、個別法にて対応し、それらでは対応で
きない（し難い）内容について、規定。
【既存法の修正】
プラットフォームについて特に規定が必要
と思われる事項（消費者法・競争法等）に
ついて、既存の法律を修正する形での法制
度化
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中国
電子商取引法

第２項

電子商取引活動において取引双
方又は複数の当事者にウェブペ
ージ上の空間、仮想事業所、ビ
ジネスマッチング、情報発信等
のサービスを提供し、取引双方
又は複数の当事者が独立して取
引活動を実施することができる
ようにする法人又はその他組織

【特定分野に関わる立法】
オンライン B2C マーケットプレイスについ
て、消費者権益等、既存の法律と重複する
事項もあると想定されるものの、既存の法
律との重複などに関わらず、それとは別に
法制度化

横断的規制に関わる考え方

冒頭で述べたとおり、デジタルプラットフォーマーは産業構造を変革させながら発展してい
る分野である。また、これまで述べてきたとおり、
「デジタルプラットフォーマー」に関わる
諸問題は既存の法制度分野の複数にまたがり、また、場合によっては規制が存在しないこと
が既存事業者との関係で問題を生じている。
そこで、こうしたデジタルプラットフォーマーへの対応として、
「プラットフォーム一般
法」
「横断的法制」を定めるという選択肢も想定される。
海外の事例で言えば、欧州委員会の 2016 年政策文書が、プラットフォーム一般法の「方
針」
「原則」を定めたものに該当すると考えられる。同文書では、
「実現しようとしているこ
と」
「守るべきこと」を明確にして原則を定めた上で、それを競争政策、消費者問題、各種業
法などに反映していく道筋までを記載しており、各種制度の対応指針ともなる内容が定めら
れている。ただし、
「デジタルプラットフォーマー」自体が多様であるため、欧州の場合に
も、当該一般法たる政策文書（原則）に従って、各種法制度の修正もしくは新設を行う形式
を採用しており、政策文書自体は法制度そのものではない。
フランスの場合は消費者法に焦点をあてた対応ではあるものの、デジタルプラットフォーマ
ーの責任をある程度横断的に定めたものになる。
一方、金融分野に関して言えば、金融の領域内での制度の組み換えが国内外で起ころうとし
ているところである（本章本節第４項参照）
。このように、ある程度、分野が特定された中
で、機能別などに制度の組み換えを図っていく可能性はあるものと思われるが、産業構造の
変化自体が、分野によって発生状況が異なることや、事業構造は変更となっても、契約・取
引などの関係は変わらないことなど、一律に横断制度化を図ることは困難な部分も生じると
思われる。
また、横断的な制度化を行うとした場合には、「デジタルプラットフォーマー全般」に対し
て抽象的な定義のまま制度化することの困難、効果の希薄化は懸念される。
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第３項

自主規制・共同規制に係る考え方

かつては、民間主体よりも政府の方が規制に必要な知識を広範に有していることが前提とさ
れており、このことは、技術的・社会的変化の速度が緩やかである場合には有効性を持ち、
政府による通常の直接規制による統制が機能してきた。しかし、近年は、情報技術の急速な
発展と社会構造の変化、政策課題の複雑化・専門化が進むにつれ、特に、その変化・国際的
な競争が激しい分野においては、過度の規制や誤った規制はイノベーションを阻害し、健全
な情報社会の発展を害するのみならず、利用者の利便性を害することにもなりかねない。そ
こで、規制対象についての知識を十分に持つ、当事者たる市場に規制主体を移していくこと
が考えられる。また、インターネット社会では、違法行為などによる被害の拡散が短期間か
つ広範囲に及びやすいことを踏まえても、法制度による対応を行えるほど十分な知識が蓄積
されていない状況下でも、自主規制等の緩やかな形で規制が行われる必要性も高まっている
と考えられる。こうした背景から、デジタルプラットフォーマーへの法的な対応を検討する
上でも、自主規制・共同規制の取り込みについて検討する必要があるものと考えられる50。
(1)

自主規制・共同規制とは
A) Ofcom による定義
英国では、情報通信分野における自主規制・共同規制活用の基準を示すガイドラインを情報

通信庁（Ofcom）が 2004 年に制定、2008 年に改定しており、その際の自主規制・共同規制
の説明を以下に示す。
産業界自身が自らの問題を解決する利害を持ち、そのための基準を制定可能で、市民・消費
者のニーズと合致している場合には「自主規制」によることが望ましい手段であるものの、
企業が自主規制に加わる/従うインセンティブを持たない場合には、より強い政府の介入度合
いが必要となると考えられている。
図表 43
規制タイプ
規制なし

自主規制

共同規制

50

概要
 市場自身が求められる成果を出すことができている
 市民と消費者は財やサービスの利点を完全に享受し、危険や害悪にさ
らされることが無い様、エンパワーされている。
 政府や規制機関による正式な監督無しに、産業界が集合的に市民・消
費者問題およびその他の規制方針に対応する解決策を管理している。
合意されたルールに関する事前の明確な法的補強措置は存在しない
 自主規制と法的規制の両方により構成されるスキームであり、公的機
関と産業界が、特定の問題に対する解決策を共同で管理している。責
任分担の方法は多様だが、典型的には政府や規制機関は求められた目
的を達成するために必要な補強力を保持している。

「情報社会と共同規制」生貝直人
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直接規制

関係者が従うべき目的とルール（プロセスや企業に対する特定の要求
を含む）が法律や政府、規制者によって定義されており、公的機関に
よるエンフォース面とが担保されている。

B) Ofcom による自主規制・共同規制の活用を検討すべき分野
Ofcom では、以下のような場合に、自主規制・共同規制を活用すべきであるとしてい
る。


法律による担保された責務が存在しており、かつ自主規制/共同規制に移行すべきと考え
られる分野



特に Ofcom が法律によって自主規制/共同規制スキームの発展を要求している分野



Ofcom の職務の範囲内にある解決策が採られていない新しい問題



Ofcom の権限の範囲外にあるが、産業界や政府が Ofcom に専門知識やサポートを要求
している分野

C) プリンシプルベース
自主規制を進めるためには、各事業者が行動できる程度に、具体的に「何をしようと
しているか」
「原則」を規定することが重要となる。
そのためには、如何に、
「定義された『主体』の健全な発展を実現していくか」とい
うことを検討しながら、いかなるものが健全であるかを考える必要がある。
(2)

自主規制を如何に機能させるか（インセンティブの付与）
A) Carrots or Sticks



脅しに基づく自主規制（Tim Wu 2011.5）

“Agency Threats”51
連邦取引委員会上級顧問兼コロンビア法科大学教授である Tim Wu 氏が、2011 年 5
月に執筆した論文「Agency Threats」において、変化の早い産業においては、法規制の
制定による規律の困難性が認められ、インフォーマルな形式によることが想定されるも
のの、そうした方策をとる場合には、それが「脅し」としての機能も有することが重要
である旨を指摘している。
各種機関が規制をする手段には、①制度策定、②裁定（裁判所決定）
、③インフォー
マルツール（解釈ガイド、指摘な警告通知、プレスリリース等を含む） がある。
特に③は「脅し」として使用される。「脅し」は、不確実性が高く、変化の速い産業
においては重要と考えられる。変化の速い環境下で法制度を策定しようとしても、「ファ
クト」が極めて不明確であり、新技術やビジネスモデルに関わっている、あるいは、実
例が殆ど知られていない等の課題があるためである。

51 HTTPS://SCHOLARSHIP.LAW.DUKE.EDU/CGI/VIEWCONTENT.CGI?ARTICLE=1506&CONTEXT=DLJ
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「脅し」とは、
『規制を施行・執行するという脅しをする』ということである。
単に意見や問題を報告するのみではなく、少なくとも、現在もしくは計画されている
ふるまいに関して、何らかの行動の警告をするものである
例：政府による公式・非公式な要請（青少年保護関連法制）
規制の影によりより厳格な規制を忌避させる（欧州違法コンテンツ対策）


Carrots に基づく自主規制
分野によっては、脅しよりも「carrots」の方が効果的な場合もある。
例：消費者・社会からの評判確保の手段を付与（シェアリングエコノミー認定制度）

B) コントロールポイントの設計
自主規制・共同規制を機能させる際は、効率的かつ実効的なコントロールポイントを
特定し、それらが行う自主規制に対して一定の公的な働きかけを行うことにより、共同
で解決策を管理可能となる。
また、規制は、法のみならず、規範、市場、技術を含む４つの要素によって行為に影
響を与えることが可能であり、自主規制は、規制環境におけるそれら要素の影響を受け
ながら、規制客体に対して、自主規制のそれら 4 要素によって影響を与えていくことと
なる。
図表 44

自主規制に係わるコントロールポイントと規制の４要素

⾃主規制とコントロールポイント

規制の4要素と⾃主規制の二⾯性

法(契約)

政府
規制環境
コントロールポイント
業界団
体

プラット
フォーム

法(契約)
ISP

業界団
体

⾃主規制

業界団
体
規範

プラット
フォーム
最終的な被規制者
利⽤者・
個別企
個別企
業
業

規範

最終的な
規制客体

市場

市場

ISP
ｱｰｷﾃｸﾁｬ

利⽤者

利⽤者・
個別企
業

利⽤者

ｱｰｷﾃｸﾁｬ

出典：「情報社会と共同規制」生貝直人



コントロールポイントとしてのデジタルプラットフォーマー
従来、
「コントロールポイント」は、業界団体などが担うことが多かった。しかし、
新たな産業や、外資企業の場合には、業界団体に属していないこともあり、そのような
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場合には、共同規制が効かない/自主規制を行わない者が生じる可能性がある。（公正競争
規約等）
そのため、有効なコントロールポイントを検討することが重要であり、分野・テーマ
などによっては、デジタルプラットフォーマーをコントロールポイントとしていくこと
も考えられる。
例えば、民泊新法において、デジタルプラットフォーマーと住宅提供者とで公益を実
現していく方法も、デジタルプラットフォーマーをコントロールポイントとしている一
例となる。


フォロー・ザ・マネーアプローチ

違法な行為を行う事業者に対する資金源を断つことにより対抗しようという考え方で、EU
の「知的財産執行指令」において導入が予定されている。
【EU におけるアプローチ採用の動向】
EU では、今後、知的財産執行指令（未公布）において、『フォロー・ザ・マネーアプ
ローチ』を実装することが期待されている。
2014 年の「コミュニケーションペーパー」では、知的財産侵害に対応する、10 の活
動計画が記載されており、
『フォロー・ザ・マネーアプローチ（資金源対策）
』も、その
１項目をなしている。
2016 年 10 月 21 日：フォロー・ザ・マネーアプローチに従うステークホルダー間に
て基本合意書を締結した。
① 2016 年 3 月、商業規模の IP 侵害サイトやアプリへの広告掲載を断ることにより、
広告収入による IP 侵害の資金源を最小限に抑えることを目的とした自主的な合意
書
② 署名者には、広告の掲載、購入、販売または促進に関与する全ての当事者、およ
び、広告主、代理店、トレーディングデスクなどの知財侵害の削減に関心のある全
ての当事者、広告プットフォーム、広告ネットワーク広告取引所、販売店、出版
社、知財所有者、その代理人または団体を含む
③ 広告スペースの売買を直接的に行う署名者は、例えばコンテンツ検証ツールの使
用、広告配信などの保障措置、広告レポーティングシステム、スケジュール、オン
ライン権利監視、およびブランド保護サービスにより取り組むことが考えられる。
ただしこれに限るものではない。
【Google の著作権侵害対策ポリシー】
行政のみならず、民間企業である Google の著作権侵害対策ポリシーの５つの原則の
１つとして「フォロー・ザ・マネー」が挙げられている。


より多くのより優れた合法的代替手段を創造すること
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フォロー・ザ・マネー （金の動きを追え)

オンライン著作権侵害にかかわる不正サイトを運営している商業的企業に対して、そ
のマネー・サプライを断つことが効果的な対抗手段の 1 つと考えている。
グーグルはその第一人者として不正サイトをグーグルが提供する広告やペイメントサ
ービスから排除・根絶し、業界全体におけるベストプラクティスの確立を支援してい
る。

(3)



効率的かつ効果的で、拡張性があること



濫用防止対策



透明性の提供

政府の対応
A) EU「より良い自主規制および共同規制の原則」(2014.8)
欧州委員会では、2014 年 8 月に、効果的な自主規制・共同規制のガイダンス及びベ
ンチマークとして、同原則を公表している。原則は、構想段階と導入段階の２つのフェ
ーズに分けて説明している。
図表 45

自主規制・共同規制の原則
導 入

構 想

参加者

開放性

善意

目的

全ての参加者間で継続的にやり取りしな
がら、説明責任と「実践から学ぶ」プロセス
を開始

できるだけ多くの見込まれる有益な活動者が参
加すべき

想定される活動は公然と準備されるべきであり
反復的な改善
利害関係者全てを巻き込むべき
全ての関係者が合意する様、十分にオー
準備段階では関係当事者（公的機関、企業、
プンで⾃律的な方法で実施
議員、規制当局、市民社会）が関与すべき
モニタリング

参加者の様々な能力が考慮されるべきであり、
「行動」の範囲外の活動は「行動」の目的と⼀
貫していなければならず、参加者は成功に向け
た真の努力を期待する。
明確に設定され、評価指標のみならず、目標
指標も含む。

法令順守

「行動」は、EUおよび国内法に定められている
法律および基本的権利に準拠。

評価

紛争解決

資金調達

参加者がその行動が結論づけられ、改
善され、置き換えられるかを評価できるよ
うにする
適時の注意を払うことを確保する。法令
違反は、段階的制裁を課される。
参加者はコミットメントを達成するため、
必要な手段を提供し、市民団体の参
加は公的資金提供者などにより支援さ
れる。

また、欧州の制度導入に際しては、１）法制度の規定なく自主規制による運営、２）業界主
導の行動と EU の立法の組み合わせ、３）詳細なプリンシプルを提供する法律文書 等、自
主規制・共同規制を含めた選択肢を示した上で、具体的な対応策を検討する形式となってい
る。
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第４項

金融分野における取り組み紹介

(1)

横断規制に関わる取り組み
金融分野においては、IT の進展などにより、金融サービスを個別の機能に分解して提供

（アンバンドリング）
、複数のサービスを組み合わせて提供（リバンドリング）する動きが拡
大している。
図表 46

金融サービスのアンバンドリング

資料：金融庁金融審議会金融制度スタディ・グループ第１回事務局説明資料（平成 29 年 11 月 29 日）

しかしながら、現行法制度は、業態ごとに法令（業法）が存在しており、機能・リスクが類
似したサービスでも、行為主体（業態）によってルールが異なることから、業態をまたいだ
ビジネス選択の障害となりかねず、また、規制が緩い業態への移動や業態間の隙間の利用な
どを通じて規制を回避する動きが生じかねないといった懸念が生じている。
図表 47
機能

決済
前払

収納代行

金融サービスのモジュール化

送金

資金決済法

資金決済法

ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ

交換
外国通貨
（DCC）

電子マネー
資金決済法
送金
（前払）
商
ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
仮想通貨
品
電子マネー
後払
レ 新たなサービスの中には、既存の業規制の枠組みでは整理が難し
P2P いものもある
イ またサービス間での規制が区々と
なっていると いう指摘もある
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ
（送金）
ヤ
決済代行
ー
立替払
電子マネー
（後払）
ポイント
割賦販売法

融資

投資

貸金業法

保険

金商法

（クラウドファンディング）
分散型

ｿｰｼｬﾙﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

保険業法

延長保証

ｿｰｼｬﾙ
ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ

P2P保険

ﾛﾎﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

非保険化

AI

ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ
ﾚﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

ポイント
仮想通貨
上記を踏まえて、監督当局と
の対話を通じ
て、よりスピーディに課題を解決し ていく必要がある
販
売
レ
イ
ヤ
ー

Personal Finance Management

New

銀行代理業、保険代理業、金融商品仲介業

電子決済等代行業
経営・会計支援（SME）

ｲﾝﾌﾗ
ﾚｲﾔｰ

認証・セキュリティ

犯収法、個⼈情報保護法等

※1 銀行は銀行法に基づく銀行業として決済、送金、融資を営むことが可能。
※2 各法律の適用は原則的なものを示すものであり、適用除外に該当する場合には適用を受けないサービスも存在。
※3 クラウドファンディングについては、融資型、投資型に分類されるもののほか、売買型や寄付型に分類されるサービスも存在。

資料：委員提供資料
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そこで、同一の機能・リスクには同一のルールを適用すべく、制度の組み換えに取り組もう
としているところである。業界の動向にあわせて、金融機関内の業態を横断する規制を儲
け、且つ、個別の機能単位で登録などを行うなど、過度に負担となることを避けつつ、制度
の重複を減らし明瞭な制度設計としていく計画である。
(2)

金融分野における共同規制（API）
2017 年の改正銀行法では、ユーザーの委託により、銀行 API 用いて決済指図伝達サービ

ス、口座情報サービスを営む事業者を電子決済等代行業者と位置づけ、それら事業者に関わ
る「登録制」を導入した。
図表 48

国

官民連携の状況


欧州



英国





米国




日本

各国のオープン API に関わる官民連携の動向





2015 年 12 月、EU 第二次決済ｻｰﾋﾞｽ指令（EU Payment Services Directive 2）が
公布、中間的業者（決済指図ｻｰﾋﾞｽ業者、口座情報ｻｰﾋﾞｽ業者）に関する制度を整
備（2018 年 1 月以降施行）
。
PSD2 の成立に先行して、金融機関や中央銀行、IT 事業者などが参加するｵｰﾌﾟﾝ API
のあり方や技術仕様の検討を行うｺﾐｭﾆﾃｨが多数発足（Euro Banking Association
主導の Digital Customer Services Interface（DCSI）
、IT ﾍﾞﾝﾀﾞｰ主導の
Controlled Access to Payment Services（CAPS）、ﾍﾞﾙｷﾞｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ会社主導の
Open Transaction Alliance(OTA)、等）。
2016 年 2 月、OBWG2 が、“Open Banking Standard”（OBS）を公表。同文書は、
銀行が保有するﾃﾞｰﾀをｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨとｵｰﾌﾟﾝ API を通じて簡便かつｾｷｭｱに共有するた
めの、ﾃﾞｰﾀや技術、ｾｷｭﾘﾃｨなどに関する規範的な仕様やﾙｰﾙの体系。
現段階の OBS では、仕様やﾙｰﾙの体系、要件、基本原則などを定めた「枠組み」
（ﾌ
ﾚｰﾑﾜｰｸ）と、その具体化に向けた「工程表」
（ﾀｲﾑﾃｰﾌﾞﾙ）が定められている。詳細
な仕様やﾙｰﾙは、工程表に沿って 2019 年 3 月までに順次策定される計画（ただ
し、相当ﾁｬﾚﾝｼﾞﾝｸﾞなｽｹｼﾞｭｰﾙとの指摘もあり）。
現状、ｵｰﾌﾟﾝ API に関して官民連携した具体的な動きはみられない（個別行ﾚﾍﾞﾙで
各種取組、試行が行われている状況）
。
制度面では、ｵｰﾌﾟﾝ API に関する記述ではないが、OCC3 が、本年３月に公表した
ﾎﾜｲﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ「責任あるｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ（Supporting Responsible Innovation in the
Federal Banking System: An OCC Perspective）
」において、新たなﾃｸﾉﾛｼﾞｰの進
展、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを踏まえて、既存ｶﾞｲﾀﾞﾝｽの見直しや新たなﾗｲｾﾝｽ手続きの導入可否
について検討を行う意向を表明。
2015 年 12 月に金融審議会「決済高度化 WG 報告書」において、2016 年 6 月に「日
本再興戦略 2016」において、官民連携したｵｰﾌﾟﾝ API のあり方について検討する必
要性に言及。
2016 年 10 月、全銀協に、銀行界、IT 事業者、FinTech 業界団体、学者、弁護士、
消費者団体、金融庁などの関係者をﾒﾝﾊﾞｰとする「ｵｰﾌﾟﾝ API のあり方に関する検
討会」を設置。

出典： 第３回金融審議会・金融制度 WG 資料「 オープンＡＰＩのあり方に関する全銀協の検討状況」
一般社団法人全国銀行協会（2016 年 10 月）

一方、銀行に対しては、電子決済等代行業者との契約締結に際して、電子決済等代行業者に
求める事項の基準を作成し、インターネットの利用その他の方法による公表を義務付けると
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ともに、当該基準を満たす電子決済等事業者に対しては、不当に差別的な取り扱いを行って
はならない旨が定められた。その他、API 提供に関わる体制整備の努力義務について定めら
れている。
改正銀行法は、オープン API に際して、上述の義務を課してはいるものの、具体的な利用
者保護、セキュリティ、契約、仕様の標準化、連鎖接続などを含めた整備は民間に委ねる形
となっている。
第５項
(1)

わが国における参照となる取組み事例
情報公開法における取組み

国民に対し政府の説明責任を全うする観点から、行政機関及び独立行政法人等（すべての独
立行政法人及び政府の一部を構成するとみられる特殊法人・認可法人等）が保有する文書に
ついての開示請求権等を定めている法律。
情報公開法の施行前は、行政の情報は「秘密」であることが前提であったことから、従来に
概念には無い取組みを進めるものであり、また各省庁横断での取り組みという意味で、デジ
タルプラットフォーマーに対する取組みと親和性がある。
図表 49

年月
1994 年 2 月

1994 年 12 月
1995 年 3 月
1996 年 12 月

1998 年 3 月

取組
閣議決定「今後における行政改革の推進方策について」
「行政情報の公開に係る制度について本格的な検討を進める。行政改革
委員会（仮称）において調査審議を行うこととし、政府部内においてこ
のための所要の準備を速やかに進める
行政改革委員会を設置
行政改革委員会に行政情報公開部会を設置
閣議決定「行政改革プログラム」
「「情報公開法制の確立に関する意見」を最大限に尊重し、できる限り
早期に法律案をまとめるべく作業を進め、平成９年度内に所要の法律案
の国会提出を図る。」
行政機関情報公開法案及び同整備法案を閣議決定、
国会提出（閣法第 102 号、103 号）

1999 年 2 月

衆議院内閣委員会 法案を一部修正の上全会一致で可決、附帯決議が
付された
衆議院本会議 法案を全会一致で可決、参議院へ送付

1999 年 4 月

情報公開法案：参議院本会議 賛成多数（投票総数 231 中反対１）で可
決。衆議院に回付。
関係法律整備法：全会一致で可決、成立。

1999 年 5 月

衆議院本会議 回付案に同意（全会一致）
、情報公開法成立

1999 年 5 月

行政機関情報公開法（平成 11 年法律第 42 号）

2000 年 2 月

2001 年 4 月

及び同整備法（同第 43 号）公布
行政機関情報公開法施行令公布（平成 12 年政令第 41 号）
各省庁事務連絡会議において「行政文書の管理方策に関するガイド
ラインについて」を申合せ
行政機関情報公開法施行
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同法制定に際しては、始めに「閣議決定」において、方針を決定した上で、個別の活動に移
行した。始めに定める方針や原則、活動の指針に該当するものは、法律レベルで策定する方
法もありうるものの、このように閣議決定などで対応する可能性も含めて検討可能と考えら
れる。
第６項

既存の合理性を欠く規制の緩和・撤廃

第 4 項までに述べてきた、デジタルプラットフォーマーに関わる制度設計の方法と並行し
て、既存の法制度の不合理な点の修正、規制緩和を併せて検討していく必要がある。
この点は、新興事業者と既存事業者のレベルプレイイングフィールドを図る上でも重要であ
る。
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第７章 我が国のデジタルプラットフォーマーをめぐる法制度の枠組みについて
以上、デジタルプラットフォーマーを巡る諸問題および各国における対応状況などについて
整理してきた。
デジタルプラットフォーマーの特性のうち、事業構造は、既存の事業の枠組みを破壊するた
め、既存業法に影響する。これは、個々の事業に応じて「イコールフッティング」の概念を
基礎において検討していく必要がある。また、既存業法の制度を新興事業者に適用するのみ
でなく、既存制度の合理化という観点でも取り扱う必要がある。
また、デジタルプラットフォーマーの特性のうち、デジタルプラットフォーマーと事業者・
消費者の関係変化については消費者法や雇用法制などの一般法の関係で影響を及ぼし、市場
支配力については競争法やデータポータビリティなどの制度に影響を及ぼす。この際、参考
となる考え方が「データの有償性」であり、また、
「イコールフィッティング」である。
そしてまた、デジタルプラットフォーマーによるエコシステムはグローバルな競争環境下で
展開されており、わが国事業者との「イコールフッティング」の観点で、海外事業者へのわ
が国制度の適用可能性を検討する必要があり、国内で執行可能な体制をとる、或いは域外適
用・執行の方針を明確化し、実際の適用を強化する、それらの制度によらず、通商的な手段
を採る、等の方法が考えられる。
また、国内執行可能な体制にせよ、域外適用・執行にせよ、グローバル社会において、わが
国一国だけのために特殊な制度対応を確保してもらうことは困難も想定されるため、他の海
外諸国・地域などと対応の方向性を共通化することで、適用の実行性を高めていくことが考
えられる。
なお、これらの推進は、一部の業界に留まらず、わが国全体としての取組みとなる。業法に
よる縦割りの仕組みに疑義が生じつつある状況下で縦割りの行政組織で対応することの困難
も発生するだろう。
そのため、個々の法制度化を進めていく以前に、
「閣議決定」等により、取組みの目的と、
大枠としての方向性について合意を図った上で、推進を図ることが望ましいものと考えら得
られる。
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図表 50 法制度の枠組みイメージ

PF特性①

PF特性④

事業構造の変化

グローバル競争
事業を特定できる範囲での
横断的制度化の可能性

イコールフッティング

業法

国内執行可
能な体制
（国内拠点・グ
ループ管理等）

イコール
域外適用・
フッティング
執行
PF-事業者/消
費者の関係変化
プラットフォーマーの責任（消費者法等）・雇用法制 イコールフッティング
PF特性②

一般法

PF特性③
市場支配力
データの
有償性

競争法
データポータビリティ

通商的手段
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