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第１章 はじめに 

 

経済産業省，公正取引委員会及び総務省では、2018 年６月に閣議決定された「未来投資戦略２０１８」に

おいて、プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備のため、同年中に基本原則を定め，こ

れに沿った具体的措置を早急に進めるべきものと定められたことを踏まえ、「デジタル・プラットフォーマーを

巡る取引環境整備に関する検討会」を同年７月に設置して検討を進めてきた。そして、同年１２月１２日、同

検討会において取りまとめた中間論点整理を公表するとともに、同月１８日、プラットフォーマー型ビジネスの

台頭に対応したルール整備の基本原則を策定し、「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール

整備の基本原則」として公表した。 

 

同原則では、デジタル・プラットフォーマーについて、イノベーションの担い手として中小企業の市場へのア

クセス可能性や消費者の利便性向上等の役割を果たしていることを評価した上で、以下の様な特性を有す

る場合もあると指摘している。 

(1) 社会経済に不可欠な基盤を提供していること 

(2) 多数の消費者（個人）や事業者が参加する場そのものを、設計し運営・管理する存在であること 

(3) そのような場は、本質的に操作性や技術的不透明性があること 

 

こうした「デジタル・プラットフォーマー」の特性を踏まえ、基本原則として、下記事項が掲げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、２０１９年２月１３日に開催された未来投資会議においては、「デジタル市場のルール整備」につい

て議論が行われ、取引慣行の透明性や公正性確保に向けた法制又はガイドラインの整備を図るため、同年

夏取りまとめる成長戦略の実行計画において方針を決定するものとされた。そのため、上記「基本原則」に沿

って更なる検討を進めるため、「透明性・公正性確保等に向けたワーキング・グループ」「データの移転・開放

等の在り方に関するワーキング・グループ」が立ち上げられた。 

 

上記検討の経緯については、既に、基本原則、検討会資料として公表されているため、本報告書では、

「基本原則」に掲げられた各項目に関連する諸外国の動向・対応について、整理する。 

 

  

(1) デジタル・プラットフォーマーに関する法的評価の視点 

(2) プラットフォーム・ビジネスの適切な発展の促進 

(3) デジタル・プラットフォーマーに関する公正性確保のための透明性の実現 

(4) デジタル・プラットフォーマーに関する構成かつ自由な競争の実現 

(5) データの移転・開放ルールの検討 

(6) バランスのとれた柔軟で実効的なルールの構築 

(7) 国際的な法適用の在り方とハーモナイゼーション 
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第 29 条：自社事業とその他事業を区分表記する義務。 

第 30 条：PF 上の商品・サービスに関わる情報内容と公開の時間を審査、記録、保存する義務。 

第 32 条：取引当事者に公平かつ公正な信用評価サービスを提供し、経営者の信用状況を客観的、

公正に採取・記録して、取引リスクを警告するために、信用評価体系・信用開示制度を構築するこ

とを奨励。 

第 33 条：消費者保護権益保証金設置の推奨と保証金の状況の公開義務。 

 

(3) 電子商取引法 

文書名（日） 中華人民共和国電子商取引法 

起草機関 全国人民代表大会（全人代）財政経済委員会 

発行年月 採択：2018年 8月 31日全国人民代表大会常務委員会第 5回会議 

施行：2019年 1月 1日 

 

2019年 1月より施行となった中国電子商取引法は、電子商取引行為5全般について規定する

ものである。 

同法において「電子商取引経営者」とは、インターネット等の情報ネットワークを通じて商

品販売または、サービス提供等の経営活動に従事する自然人、法人、非法人組織を指し、①電

子商取引プラットフォーム経営者、②プラットフォーム内経営者、③自社サイトその他のネッ

トワークサービスを通じて商品販売やサービス提供を行う者 を指す。このうち、「電子商取引

プラットフォーム経営者」とは、電子商取引において、取引双方又は複数の当事者にネットワ

ーク上の経営場所、取引仲立ち、情報発布等のサービスを提供し、取引双方又は複数の当事者

による独立の取引活動の展開に供する法人又は非法人と定義されており、「プラットフォーム内

経営者」はプラットフォーム上で商品販売やサービス提供を行う者、所謂「出店者」を指す。 

 

同法第２章では、第 1節で電子商取引経営者全般に対して課される義務等について記載さ

れ、第 2節では、特に「電子商取引プラットフォーム」に限定した規定が置かれている。 

以下の通り、プラットフォーム経営者には、以下の通り、多面的な義務が課されており、特

に、「プラットフォームの責任」については、一定の義務を果たしていなかった場合に、出店者

と連帯責任を負うなど、重い責任が課されている。 

 

 電子商取引プラットフォームの責任 

 公平・公正な取引の確保 

 個人情報の管理 

 その他義務（安全な取引環境の整備） 

 

(b) 電子商取引プラットフォームの責任 

同法では、電子商取引プラットフォームが、プラットフォーム上で行われる取引についても

相応の責任を負担する様、規定している。 

                                                      

5 電子商取引法第 2 条で「インターネット等の情報ネットワークを通じて商品販売やサービス提供を行う経営

活動」と定義されている 
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○ 出店者の管理 

プラットフォーム経営者は、プラットフォームへの出店者（同法では「プラットフォーム内

経営者」と表現されている）について、下記事項を実施することが義務付けられている。 

  申請時の本人確認、申請時およびその後の継続的な審査 

  市場監督部門への、出店者身分情報の送付 

  市場主体登記が未了の経営者に対する、登記の注意と、それら経営者の登記に係る「利

便性」の提供 

  出店者の身分情報と納税に関する情報の送付 

  市場主体登記が不要な出店者に対する、税務登記の注意 

  行政許可が必要な事業を許可なく実施している出店者や、法律・行政法規等で禁止され

ている商品・サービスを販売している出店者に対する、必要な措置と、関係主管部門へ

の報告 

  知的財産保護ルールの構築、知的財産権利者との協力強化、法に基づく知的財産権を保

護 

 

○ 出店者との連帯責任 

以下に示す、プラットフォーム経営者が同法で求められている必要な措置を取っていなかっ

た場合においては、プラットフォーム経営者が出店者と連帯責任を負うものとされている。 

 出店者が販売する商品または提供するサービスが、安全その他の消費者権利に係る侵害

があることを知っていたもしくは知るべきであったにも関わらず必要な措置を講じてい

なかった場合。 

  知的財産権利者から知的財産権が侵害されたと判断された旨の通知を受領した場合、直

ちに必要な措置を講じ、通知を出店者に転送せねばならず、必要な措置を講じていなか

った場合。（それにより拡大した損害に対しての責任） 

 出店者が知的財産を侵害していることを知った、もしくは知るべきであった場合、リン

ク削除、遮断、取扱終了等の必要な措置を講じねばならず、必要な措置を講じていなか

った場合。 

 

(c) 公平・公正な取引の確保 

○ 出店事業者との公正な取引 

プラットフォーム経営者と出店者との間の公平・公正な取引環境を確保するため、プラット

フォーム経営者には以下の義務が課されている。 

  プラットフォームサービス合意書と取引ルールを制定し、プラットフォーム事業者のホ

ームページの目立つ位置に掲載もしくはリンクを表示し、容易にダウンロードできるよ

うにすること 

  プラットフォーム合意書の改正に際しては、公開で意見募集を図ること 

  改正内容は実施の 7日前までには公示すること 

  出店者が同意書の改正に同意せず退店を希望する場合には、阻止してはならないこと 
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  合意書やルール、技術等の手段によって、出店者のプラットフォーム上での取引、取引

価格、プラットフォーム外での取引等について不合理に制限したり条件を課したり、不

合理に費用を求めてはならない。 

 プラットフォーム経営者自身がプラットフォーム上で直販売を行う場合は、直販売と出

店者を明確に区分表示する（誤認防止）。 

 プラットフォーム経営者が「直販売」と表示した業務についてはプラットフォーム経営

者が販売者またはサービス提供者としての民事責任を負う。 

 

○ 消費者との公正な取引・消費者保護 

プラットフォーム経営者には、以下の通り、取引の透明性を確保するための措置が求められ

ている。  

   信用評価制度の構築とプラットフォーム上の商品・サービスの評価ツールの提供 

  プラットフォームで販売する商品・サービスに関する評価の削除禁止 

  検索連動型広告を表示する場合の「広告」の旨の明記 

 

電子商取引経営者は、消費者に対して、商品・サービスの「当該消費者の特徴に基づく検索

結果」を提供する場合には、それと同時に「消費者の特徴に基づかない選択」を提供する義務

が課されている。 

 

(d) 個人情報の管理 

電子商取引経営者（プラットフォーム経営者に限らない）は、ユーザーの個人情報を収集、

使用するにあたり、法律、行政法規の個人情報保護に関する規定を遵守し、以下の義務を負う

ことが規定されている。 

 ユーザー情報の閲覧、訂正、削除及びユーザー登録抹消の方式、手続きの明示 

 ユーザー情報の閲覧、訂正、削除及びユーザー登録抹消に係る不合理な条件の禁止 

 ユーザー情報の閲覧、訂正、削除申請を受けた場、直ちに閲覧提供、訂正、削除するこ

と 

 

(e) その他義務（安全な取引環境の整備） 

プラットフォーム経営者には、その他、プラットフォームの安全な運用等の義務が課されて

いる。  

 ネットワーク上の安全、安定的稼働を保障し、ネットワークセキュリティ事件が発生し

た場合には緊急対策を実施し、救済措置を講じるとともに関係主管部に報告すること 

 プラットフォームに掲載された商品・サービスの情報、取引情報の記録保存と情報の完

全性、機密性、可用性の確保 
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 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。 

 

○ 取組における特徴 

Google検索サービスの事例における取組みの特徴として、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 

 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 

 24億 2449 万€の罰金 

 

(2) Google アンドロイド OS 上の検索サービス等 

欧州委員会は、Googleに対して、アンドロイド OS上の検索サービス、モバイルオペレーテ

ィングシステム、アプリストアといった３つの支配的地位を Googleの競合市場へのアクセス制

限等に濫用したとして、43.4億€の罰金を科した。 

携帯端末向けの基本ソフトであるアンドロイドを使用して自社の検索サービスを不当に優遇

し、EU競争法に違反したと判断したもので、欧州委員会による独占禁止法違反を巡る単独企業

への制裁において過去最高額となった。 
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(3) ドイツ連邦カルテル庁のアマゾン調査開始 

ドイツの連邦カルテル庁は、アマゾンに対して、アマゾンのオンラインマーケットプレイス

で販売する事業者との間の契約条件や取引慣行に関する調査を開始。 

特に、準拠法・裁判管轄条項、商品レビューに関するルール、アカウントの不透明な解約・

停止、代金支払の留保・遅延、事業者が提供せねばならない情報への利用権の設定等を懸念し

ており、最大の小売業者と最大のマーケットプレイスという、アマゾンの 2重の役割に基づい

て、契約条件や取引慣行の濫用のおそれがないか、調査するもの。 

 

(4) Visa, MasterCard のインターチェンジフィーに関する調査 

英国の決済システム監視局は、2018年 7月、カード決済サービスにおける市場調査を開

始。アクワイアラがインターチェンジフィーの引き下げを回避することで、加盟店に対して優

位な立場を濫用していることが懸念されている。 

また、欧州委員会では、2015年 7月 9日付 MasterCard宛の異議申立書、および 2017年 8

月 3日付 Visa宛の補足的異議申立書において、Visa, MasterCardの地域間のインターチェン

ジフィーについて EEA（欧州経済領域）外で発行されたカードからの支払いを受け入れる欧州

の小売業者の価格を反競争的に引き上げる可能性があり、ひいては EEA の消費財およびサービ

スの価格上昇につながることについて懸念を示した。この懸念に対して、Visa, MasterCardか

らはそれぞれインターチェンジフィーの引き下げに係る提案がなされたため、欧州委員会では

2018年 12月より、この提案に対する利害関係者からの意見募集を行っている。 

 

第２項 米国 

デジタル・プラットフォーマーへの競争法適用事案としては。2012 年度の Google の「Apple 社のサファリイ

ンターネットブラウザ上で、Cookie を追跡したり、ユーザーに対してターゲット広告を行ったりしないと偽って

いたことについて、2,200 万米ドルが課された事案が挙げられる。 

また、近年においても、2017 年 11 月にミズーリ州が Google の消費者情報の取り扱いを問題視し、独占禁

止法および消費者法違反等を調査するため、同社のビジネス慣行を後半に調査する方針を示す等を含め、

幾つかの動きが見受けられる。 

 

(1) Google による Apple 社のサファリインターネットブラウザ上での誤認表記 

Google は、「Apple 社のサファリインターネットブラウザ上にて、クッキー追跡しない」などの誤認表記をした

ことについて、2,200 万ドルの罰金を支払うことで 2013 年 1 月に FTC と和解した。 

この和解は、FTC が、企業に消費者にプライバシーの扱いについて約束した内容を守らせる取組みの一

環であり、今回の罰金額は、FTC の命令に反したことにより課した罰金の中で最高額となっている。 

 

(a) 経緯 

インターネット検索エンジンを運営する Googleにおいて、ターゲット広告による収入は年

間総売上の 10%を占めるに至っていた。「Cookie」は、コンピュータから情報を収集するために

使用されるテキストであり、個々の消費者にターゲットを絞った広告を提供するために利用す
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ることができる。また、追跡用の Cookieをユーザーのコンピュータに配置して、ユーザーのウ

ェブ閲覧履歴情報を収集、それを活用してターゲット広告を行うことができる。 

FTCは、以前、Google が、これらのユーザーに対して、Mac,iPhone,iPadsの Safariブラウ

ザのデフォルトセットとして、自動的に追跡などからオプト・アウトされると説明していたに

も関わらず、2011年と 2012年の数ヶ月間にわたり、Googleの DoubleClick広告ネットワーク

内のサイトを訪問した Safariユーザーのコンピュータに、追跡用の Cookieを配置していた。 

 

(b) 和解までの経緯 

FTCの訴状によると、Googleは、Safariユーザーに、「Safariのブラウザがデフォルトで第

三者の Cookieをブロックすることからユーザーがそのブラウザの設定を変えない限り、その設

定は「効果的に Googleの広告追跡 cookieのオプト・アウトと同様の効果を及ぼす」」と説明し

ていた。加えて、Googleは、ネットワーク広告イニシアティブと呼ばれる産業グループのメン

バーであり、そのメンバーは、自らのデータ収集や使用実例を公表する等を含めて、自主規制

としての行動規範を遵守しなくてはならないことになっていた。 

それにも関わらず、Googleは、Safari がデフォルトで cookieをブロックするということ

の「抜け穴」を活用し、消費者のコンピュータに広告追跡 cookieを配置したとして、FTCは、

罰金を課した。 

FTCは、Googleの虚偽の表現は、2011年 10月に代理店らと和解した内容に違反している

旨、告訴した。その和解では、消費者が、自分らの情報を収集することをコントロールできる

程度について誤った表示をすることを禁じている。FTCは、Googleが、欺瞞的な方法で、ソー

シャルネットワーク Google Buzzをサービス開始したときのプライバシー方針に違反したとの

訴えを、早期に和解して解決した。 

 

(2) ミズーリ州における Google 調査 

ミズーリ州の司法長官は、2017年 11月 13日、Googleが同州の独占禁止法や、消費者保護

法に違反していないかを調査することとした。調査では、Googleが各種機器やインターネット

上の問い合わせや決済情報などのユーザーの情報の活用方法について説明を求めているもので

ある。 

 

(3) 米国最高裁判所：アメリカンエキスプレス 

米国最高裁判所は、2018年 6月、クレジットカードの加盟店規約に存在する「アンチステ

アリング条項（加盟店が契約カード会社の受入拒否や、他社カード使用の誘導を禁じる条項）

について、原告の米法務省及び弁護団による独占禁止法に違反するとの訴えを棄却した。 

最高裁は、「関連市場」の定義が重要であるとし、独占禁止法では、「ルールの根拠」がその

主たる基準になるとした。 

しかし、例え、原告が一定の価格上昇を指摘できたとしても、急速な拡大や強力な革新性を

遂げてきた業界においては、ルールの根拠に対する意義申し立ては不適切との見解を示した。 
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(4) 米国最高裁判所：App Store 手数料に係る訴訟の取り扱いについて再審理 

2018年 6月、米国最高裁判所は、消費者からの「Appleが設定する App Storeでの手数料が

独占禁止法に違反する」との訴訟につき、この訴訟の正当性を巡る Appleの上訴を審理する旨

を明らかにした。 

最高裁は、消費者には訴訟を進める法的権利があるとした下級審の判決を再審理すると述

べ、10月に始まる期に口頭弁論を行う予定である。 

原告は、Appleが iPhone用アプリの排他的な市場を維持し、アプリ開発者に売上高の 30％

の利用料を課しているために消費者は人為的につり上げられた価格を支払っていると主張。ア

プリ開発者が iPhone ユーザーに直接販売できれば、中間業者の Appleを経由せずに済むためア

プリの価格が下がるとしている。 

一方、Apple は非競争的な慣行を否定。仮に過剰請求がある場合、誰に訴える権利があるか

がこの訴訟の争点となる。Appleは、過剰請求がある場合の直接の被害者はアプリ開発者であ

り、価格の一部が転嫁されている消費者には訴えることができないと主張している。非競争的

行為の直接の被害者しか損害賠償を請求できないとした 1977年の最高裁判決を引き合いに出し

た。 

消費者側は、Appleが直接所有・運営するオンラインストアからアプリを直接購入したた

め、訴えることができると主張している。 

 

第２節 その他競争法に係る調査等の実施 

第１項 欧州 

(1) 「デジタル化時代における競争政策の形成」欧州委員会総局6 

欧州委員会では、2018年 9月、「デジタル化時代における競争政策の形成」という文書を発

行している。 

同文書では、まず冒頭でデジタル経済におけるアルゴリズムの使用・特徴について説明して

いる。大量のデータ分析とその経済的使用の重要性が増す中、この目的のために使用される

「アルゴリズム」、特に「価格設定アルゴリズム」の使用が市場参加者への経済的利益を高めて

おり、消費者にとっても、検索と取引コストを削減し得るものと評価している。しかしその一

方で、アルゴリズムが共謀的な市場結果のリスクを増加する可能性もあることから、競争法の

執行が、アルゴリズムの使用による共謀的な市場結果に効果的に対処し得るか否か、及び、共

謀的な外部市場参加者の競争法上の責任に関する規則を再考する必要性の有無について検討し

ており、これに対する意見募集を行っている。 

 

(2) 「デジタル時代における競争政策の形成」カンファレンス開催 

上記文書の後、2019 年 1月に同じタイトルにて、競争委員会によるカンファレンスが開催

され、ノーベル賞受賞者 Jean Tirole教授による基調講演を含み、以下の４つのパネルが開催

された。パネルを構成した、Heike Schweitzer教授、Jacques Crémer 教授、Yves-Alexandre 

                                                      

6 http://ec.europa.eu/competition/information/digitisation_2018/contributions/monopolkomission.pdf 
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de Montjoye准教授は、欧州委員会より指名を受けて「競争政策のためのデジタル化の将来の

課題」に関する報告書を作成している。（2018 年 4月より 2019年 3月までの指名となってお

り、3月末までに報告書が提出される予定である） 

 パネル 1:競争、データ、プライバシー、人工知能について 

 パネル 2:ジタルプラットフォームの市場支配力 

 パネル 3「データとの競合 - ビジネスの視点」 

 パネル 4、競争政策によるデジタルイノベーションの維持 

 

また、これとは別に、ヨーロッパ消費者機構でも、2018年に「EU競争法とデジタル経済の

ゴール7」という文書が発行され、意見募集の結果を 2018年 11月に公表している。 

 

第２項 フランス・ドイツ 

(1) アルゴリズムの競争への影響に係る仏・独共同プロジェクト 

フランスとドイツの競争当局、Autoritédela concurrence と Bundeskartellamt は、2018年

6月、アルゴリズムとその競争への影響に関する共同プロジェクトを開始した。 

アルゴリズが、価格設定だけでなく、デジタルサービスのマッチングやランク付けにも利用

されており、その重要性はきわめて重要になってきているとの認識から、「アルゴリズムと競争

の間の関連性を分析し、将来生じ得る問題に対処するための概念的なアプローチを考察するこ

と」を目的としてプロジェクトを開始するに至ったもの。論点となり得る当局の関心分野とし

て、高度な自動化とマシンツーマシン通信を挙げており、アルゴリズムの分類方法を考案し、

その分類に基づいて競争への影響を分析する予定。また、本プロジェクトは、アルゴリズムに

基づく調査方法についてもカバーする予定である。 

なお、フランス・ドイツの他、オーストリア（価格アルゴリズムによる航空業界のチケット

価格引き上げへの懸念）やルクセンブルク（タクシーアプリの価格アルゴリズムが独占禁止法

違反に該当しないか調査）等、欧州域内の他の当局でもアルゴリズムに係る競争政策への影響

についての関心が高まっている。 

 

第３節 データ保護に係る執行実績 

デジタル・プラットフォーマーの活動に対しては、競争法のみではなく、データ保護の観点からも制裁が科

されているケースが見受けられる。以下、英国・フランスでの動きについて例示する。 

 

第１項 英国 

○ Facebook 流出問題で 50万￡（約 7400 万円）の罰金 

米 Facebookから 8,700万人分の個人情報が英国コンサルティング会社に不正に流出した問

題で、2018年 7月、英国のデータ保護当局は、英国データ保護法(1998)違反に基づき、

Facebookに対して 50万ポンド（約 7400万円）の罰金を課す方針を発表した。ICO（情報コミ

                                                      

7 https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-071_goals_of_eu_competition_law_and_digital_economy.pdf 
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(c) 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・プラットフォームが責任を負担する理由について、「オンラ

イン・プラットフォームは、インターネットでコンテンツにアクセスする、ほとんどの場合に

「仲介者」となっており、そのため、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いる。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、彼らの社会に

おける中心的な役割に起因する責任として、こうした問題の解決のため、行動をステップアッ

プさせねばならない」と述べ、オンライン・プラットフォームが、社会的責任を負担して問題

解決に努めねばならないと説明している。 

 

(2) 視聴覚メディア・サービス指令8 

 

 

(a) 概要 

従来、放送分野に適用が限定されていた「国境なきテレビジョン指令」について、メディア

の多様化の動きを受けて、同様のサービスを提供する事業者との「レベルプレイイングフィー

ルド」の観点から、「視聴覚メディア・サービス指令」に改正し、対象メディアを拡張してお

り、更にその後、動画共有サービスを含めた改訂の提案がなされ、2018年 11月に議会承認を

受け、施行された。 

                                                      

8 「情報社会と共同規制」生貝直人 

文書名（日） 国境なきテレビジョン指令(TVWF) 

文書名（英） Television Without Frontiers (TWF) Directive 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 1989 年 

文書名（日） 視聴覚メディア・サービス指令 

文書名（英） Audiovisual Media Service 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 2007年 12月採択 

文書名（日） 視聴覚メディア・サービス指令の改正案 

文書名（英） Revision of the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

提出年月 2016 年 5 月 

承認日 2018 年 11月 6日（官報掲載後 20日間で施行、各国は 21 カ月以内に国内法

化を図る） 
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 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） 

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) 

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  

 

○ （改正）視聴覚メディア・サービス指令 

既存の放送事業者がその活動をオンラインに拡張する中、新規参入者も、視聴覚コンテンツ

をインターネット経由で提供して（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）

勢いを増し、同じ視聴者に対するサービスとして競合する状況にある。このような状況にある

にも関わらず、これらの事業者は異なる規制、消費者保護義務が適用されていたことから、

2016年 5月に本提案提出、2018年 11月に法案承認の最終承認を得て同年施行となった。 

 

改正後の指令では、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 の規制が追加されている。 

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。 

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 

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15を提供すること 

 

 

 

 

                                                      

15 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 
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デジタル化と絶版

の著作物の流通 

第 7条：文化遺産機関による絶版著作物の使用 

 コレクション団体に関わる管理機関を創設して、絶版著作物に関わるデジタル

化や流通などについて「非専属的なライセンス」を文化遺産機関に認める場

合、そうした非専属のライセンスは、団体管理機関によって代表されない同じ

カテゴリーの権利者にも認められねばならない。 

 上述の扱いは下記要件を満たす場合に求められる。 

- 団体管理機関は、（著作権）権利者からの委任に基づいて、広く著作物等

に関わる権利者を代表すること 

- ライセンスに関わる全ての権利者について同等な扱いを保証すること 

- 全ての権利者は、いかなるときにも「その著作物等が絶版であり、著作

権などのライセンス適用を除外されること」に対して抗議することがで

きること 

第 8条：国境を越えた使用 

 全加盟国のライセンス条項に従って、文化遺産機関は、第 7条によるライセン

スによる著作物等を使用することができる。 

 加盟国は、オンラインポータル上で、権利者による権利侵害の可能性に関わる

抗議内容やライセンスの対象となる著作権等について識別可能とする情報を掲

載し、アクセス可能とせねばならず、同ポータルは、欧州連合知的所有権局に

よって管理される。 

第 9条：関係者の対話 

 加盟国は、第 7 条に示したライセンス付与構造の妥当性と有用性の促進のた

め、代表的な利用者と権利者団体と、その他の関係者組織などとの定期的な対

話機会を確保せねばならない。 

オンラインサービ

スにける仲介者の

著作権に関わる責

任 

第 2章：情報社会サービス提供者による保護されたコンテンツの特定用途  

第 13 条：情報社会サービス提供者による保護されたコンテンツの利用 

 大量な著作物等を保存したりアクセスを提供したりする、情報社会サービス提

供者は、権利者と協力して、利用者がアップロードした大量の著作物等につい

て、権利者との契約内容を確保するための措置を講じる。その場合に採用す

る、コンテンツ認識技術の使用等の措置は適切で均衡的でなければならない。

また、サービス提供者は、そうした措置に関わる適切な情報を権利者に提供せ

ねばならない。 

 加盟国は、サービス提供者が、上述の措置に関する紛争が起きた場合に、利用

者のための苦情・救済メカニズムを設置することを確保せねばならない。 

 加盟国は、適切な場合には、適切で均衡的なコンテンツ認証技術等のベストプ

ラクティスを定義するための情報社会サービス提供者と利害関係者の対話を機

能させねばならない。 

公平な著作者と遂

行者の報酬分配 

第 3章：著作者とパフォーマー間の契約における公正な報酬 

第 14 条：透明性義務 

 加盟国は、著作者やパフォーマーが、彼らの著作物等の利用に関わる、各セク

ターの特殊性を加味した、時期を得た適切かつ十分な情報を、その権利の譲渡

先やライセンス先等から定期的に受け取り、それを考慮できる状況を確保せね

ばならない。 

 上記の義務は適切で均衡的なレベルの透明性を確保せねばならない。ただし、

その著作物等の濫用によって収益を得る等の場合には、その義務の遂行に伴う

義務を不均衡なものとして調整せねばならない。 

第 15 条；契約調整の仕組み 

 加盟国は、当初合意された報酬が、その後の関連収益や利益と比較して不均衡

に低い場合には、権利利用契約当時者から追加的報酬を請求できるようにせね

ばならない。 
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○ 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。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」 

 

○ 実施基準の策定と閾値の設定 

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。 

 

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。 

 

 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 

 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） 

 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 
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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、消費者に対して 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節 米国 

第１項 現行責任レジーム 

(1) 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） 

 

(a) 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。 

 

(b) 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。 

① 第三者によって伝送が開始されること 

② 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 

③ 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。 

 

(c) 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。 
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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。 

① 蓄積された情報のコンテンツを修正できないこと 

② 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） 

③ 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 

④ 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 

⑤ 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 

 

(d) 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。 

 

○ 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。 

 

○ 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。 

 

○ 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） 

 

(e) 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。 

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。 
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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。 

 

(f) 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５章 デジタル化時代の規制を支える体制構築 

第１節 欧州 

第１項 オンライン・プラットフォーム経済に関する監視専門家グループ 

2018 年 4 月、欧州委員会は、「オンライン・プラットフォームにおける技術的変化のスピードと根本的な性

質、問題の広さ等を勘案すると、政策決定を、より「情報」に基づいた、的を絞ったものにしていくためには、

その進化を監視していく必要がある。また、競争法等の既存の手段を適用ではこれらの問題に十分に対処

できない範囲において目標とされた政策措置を支持する」として、欧州委員会に助言し、オンライン・プラット

フォームの働きと構造を明確にするため、専門家グループを設置した。 

 

同専門家グループの任務は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家グループのメンバーは 15名とされており、2019年 3月 21日現在、以下のメンバー

で構成されている。 

  

(a) 特に、オンライン仲介サービスの提供者とオンライン検索エンジンの提供者との間の商取引にお

ける、潜在的に有害な慣行について、オンライン・プラットフォーム経済の発展に関する助言と

専門知識を欧州委員会に提供すること。一方で、EU域内に設立された事業者は、それらのオン

ラインサービスを、EU または EU に居住する消費者に提供するために使用する、もしくは使用す

る予定である。 

(b) オンライン・プラットフォーム経済と、(a)に記載した潜在的に有害な慣行に関連して起こる、

以下を含む、特に重要な問題に係る専門家の分析を実施する。 

 透明性の問題を含む、オンライン仲介サービスやオンライン検索エンジンの提供に関連す

るランキングやアルゴリズムによる意思決定に関係する問題 

 オンライン仲介サービス及びオンライン検索エンジンの提供及び使用に関連してデータ保

護法に準拠して提供または生成された、異なるカテゴリーの個人データ及びその他データ

へのアクセスおよび使用 

 特に検索結果に関連して、オンラインで表示される財の報酬に関する問題 

 オンライン広告における企業間商取引の透明性と説明責任 

 オンライン仲介サービスの提供者が、自ら提供する商品およびサービス、またはそれらが

管理する事業によって提供される可能性のある差別化された取り扱い 

 オンライン仲介サービスの提供者が、他の流通経路を使用するときに、ビジネスユーザー

に課す可能性がある、異なる条件に対する制限 

 これらの潜在的に有害な行為が消費者に及ぼす可能性のある影響 

(c) (b)に記載した問題に関して、委員会の年次作業計画の作成を支援すること 

(d) 加盟国におけるオンライン・プラットフォーム経済に関連する規制、自主規制またはその他の政

策措置の発展の分析、EU内の、また関連する場合には第三国におけるオンライン・プラットフ

ォーム経済の分析 

(e) 欧州委員会の要請に応じて、その監督の下、オンライン・プラットフォーム経済に関連する特定

の問題について、関連する専門家団体または国家・国際レベルのセンター・オブ・エクセレンス

と連携すること。 
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図表 17 「１０の原則」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) オンライン・プラットフォーム 

通信特別委員会は、近年、オンライン・プラットフォームは、単なるホスティング・プラッ

トフォームを超えて、コンテンツのキュレーションにおいて重要な役割を果たすようになって

いると指摘。 

しかし、欧州の電子商取引指令の一定の場合におけるプラットフォームの責任免除の規定に

ついて、全て責任を課すような厳格な規制は、却って言論の自由に悪影響を及ぼし得ると指

摘。（現状の違法コンテンツ識別ツールでは性格に違法コンテンツを判別することは困難である

ため） 

責任免除が望ましくない状況に関しては、既に判例が存在しているとしつつも、電子商取引

指令の改正の必要性の可能性もあるとしている。 

一方で、オンライン・プラットフォーム側も、近年は、違法コンテンツやオンライン上の虐

待、フェイクニュースについて、ある程度の責任を認めるようになっているものの、通信特別

委員会は「問題の規模とは見合っていない」として、オンラインサービスにおけるコンテンツ

1. パリティ（等価）：オンラインとオフラインは同様に扱われる必要がある。 

2. 説明責任：オンライン環境における説明責任の欠如について懸念を示す声が強い。また、迅速で利

用し易いものである必要がある。 

3. 透明性：オンライン・オフラインともに、自動意思決定システムが採用されてきているため、間のプロセ

スを観察することができず入力と出力だけを見て判断することとなることもある。透明性においては、

「明確な説明」が重要である。 

4. オープン性：インターネットの基本的な特質としてオープン性が挙げられるが、幾つかの技術革新は

「有害」であり、表現の自由、情報の自由を含む人権やオンラインで保護される必要がある。 

5. プライバシー：プライバシーとデータ保護は既に法規制が存在するが、意味のある管理を実現する

にはまだ達成すべき事項があり、Facebook と Cambridge Analytica の問題は個人情報の使用を更に

規制する余地があることを示唆しているとしている。 

6. 倫理的設計：安全性やプライバシー等の倫理記述が技術設計に組み込まれデフォルトで提供され

るべきである。 

7. 幼年者の認識：インターネットユーザーの 3 分の１が 18 歳未満であり、オンラインの害を受けやすい

存在でもある。保護に子供達集中するのみならず、子供の権利、法的地位等を踏まえて、子供たち

にとって、インターネットがより良いものになるよう、変化させる必要がある。 

8. 人権と平等の尊重：インターネットのアクセス・利用は、個人の生活に深く根付いており、民主的生活

に参加するために不可欠となっている。デジタルの世界における規制は、人権と平等権を尊重する

ことが重要であるが、インターネットの利用は「ゲートキーパー」となる個人所有の企業にかかってい

る部分があり、ゲートキーパーの規制と自主規制において、人権・平等を考慮する必要がある。 

9. 教育と啓発：親はインターネット利用を仲介する上で重要な役割を担うが、デジタルリテラシー開発

の知識・自信をもっていないため、政府がインターネット利用のガイダンスの合理化を図る等の取組

を行い、オンラインサービスを提供する技術」企業は教育ツールの提供と意識向上に責任を負う。但

しデジタルリテラシーを開発することが困難な層があることも考慮する必要。 

 

があること 踏ま

べきで

合には証拠が決 的に 前 動す とが適切 も有り る また ラ ォー ン

被害を り とを 励す の 主 モ ルの批判もあり、市民 政 とっ

いて  
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管理上の注意義務は、「執行力のある規制当局による監督を受けるべき」であると指摘してい

る。 

 

(4) デジタル当局 

デジタル当局の設置を推奨し、また、デジタル当局が以下の機能を果たすことを推奨してい

る。 

① 新たなリスクと規制のギャップについての動向を察知するのに役立つ、デジタルトレンドに関す

る専門知識の内部センターを設置する 

② 10 の原則に沿って、規制当局による効果的かつ公益のために法の導入を支援する 

③ 議会、政府および公共団体に技術の発展について通知する 

④ 特定の調査について規制当局から相談を受ける専門家の調査員集団を提供する 

⑤ 技術に対する公衆の態度の変化を特定し、規制当局や政策立案者によって公衆の懸念が考

慮されることを確実にするための調査を実施する 

⑥ 公衆の間でデジタルの世界に関連する問題についての意識を高めること 

⑦ ハイテク部門と関わる 

⑧ 人権と子供の権利がデジタル世界の社会の中で保護されるようにする 

⑨ インターネット規制を担当するヨーロッパおよび国際機関と連携する 

 

その他、デジタル当局の活動に関連して、下記事項を推奨している。 

①  既存の分野別の当局はデジタルの世界の変化に適切に対応できていないため、デジタ

ル当局が、（分野別）規制当局に対して、特定の問題や分野に対処するよう指示できる

権限を与えるべきである。問題が規制当局の権限内に無く、不可能である場合には、デ

ジタル当局は、政府または議会に、新しい もしくは 強化された法的権限が必要である

旨を助言できるべきである。 

②  デジタル当局は、異なる部門および複数の政府部門にまたがる規制当局を調整するもの

とし、そのため、内閣府に報告する、最高レベルでの監督を推奨する。 

③  デジタル環境に関連する事項を検討するために、両議会の「合同委員会」を設置するこ

とを推奨する。 
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第６章 不公正な取引条件の解消 

第１節 消費者―プラットフォーム間の取引 

第１項 欧州 

(1) 不公正取引行為指令 

文書名（日） 不公正取引行為指令 

文書名（英） Unfair Commercial Practices Directive 2005/29/EC 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 公表：2005年 5 月 

施行：2005年 5 月 

 

(a) 概要 

ＥＵ域内における事業者の消費者に対する不公正取引行為について、単一かつ共通の一般的

な禁止を設けることによって、消費者の信頼を高め、消費者や事業者が国境を越えた取引をす

ることを、より容易にすることを目的として制定された指令である。 

 

(b) 規定の内容 

同指令では、「不公正な取引行為」として、①消費者の誤認を誘発する行為またはそのおそ

れのある行為（誤認惹起行為）として２３類型、②消費者に対して嫌がらせや強迫また不当威

圧となる行為またはそのおそれのある行為（攻撃的取引行為）として８類型を列挙しており、

加盟国はこれらの行為を、消費者の意思を歪める不公正なものとして禁止する法律を制定する

義務が課されている。 

 

(2) 消費者の権利に関する欧州議会及び理事会指令 

文書名（日） 消費者の権利に関する欧州議会及び理事会指令 

文書名（英） Directive on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and 

Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and 

repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the 

European Parliament and of the Council 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 公表：2011年 10月 

施行：2014年 6 月 

 

(a) 概要 

欧州委員会は、オンライン取引の増加を受けて、「消費者の権利に関する欧州議会及び理事

会指」を発行し、それに伴い、従来の通信取引指令（97/7/EC）及び訪問販売指令

（85/577/EEC）は廃止された。 

B to Cの営業所外取引契約および通信取引契約における消費者の権利を定めており、通信

取引には、「オンライン・プラットフォームを利用した取引も含みうる」ものとされている。 

なお、同指令は「規則」ではないものの、一定の項目について加盟国の選択が認められてい

るほかは、「完全平準化」が基本とされ、加盟各国で規制の統一が図られている。 
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(b) 規定の内容 

同指令における従来の制度からの主な変更点は以下のとおりである。16 

① インターネット上の隠れた課金や費用への対応 

② 価格透明性の強化 

③ ウェブサイト上の事前にチェックされたボックスの禁止 

④ 14 日間のクーリングオフ期間 

⑤ 返金を受ける権利の強化（撤回権行使から 14 日以内に返金） 

⑥ EU 全体で用いることの出来る撤回の為の模範書式の導入。 

⑦ クレジッとカードやホットラインの利用に係る追加料金の排除。 

⑧ 物品の返還費用を負担する者の明確化 

⑨ デジタル製品に関する消費者保護の強化（消費者に撤回権を付与） 

⑩ 域内市場の事業者の活動をより簡易にする共通準則 

 

(3) 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17案を公表した。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である。 

 

文書名（日） 消費者保護協力規則 

文書名（英） on cooperation between national authorities responsible for the 

enforcement of consumer protection laws 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 公表：2016年 5 月 

承認：2017年 7 月 

採択：未定 

 

(a) 概要 

2004年に制定された現行の消費者保護協力規則 では、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している。具体的に

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、今回の規則の策定、承認に至ったも

のである。 

 

                                                      

16「消費者権利指令と加盟国の対応」弁護士 浅 野 永 希 
17
 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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 The Fair Housing 

Act(FHA) 

 The Genetic 

Information 

Nondiscrimination 

Act(GINA) 

 The Federal Trade 

Commission Act 

 FTC法セクション５は、商取引における不公正で欺瞞的な行為を、

あるいは、それによって商取引に影響を与えることを禁じている。

FCRAや ECOA とは異なり、特定の市場セクターに限定するものでは

なく、ほとんどの企業が商取引における活動において一般に適用さ

れるものである。 

 セクション５の下で消費者の行動をある環境下で、誤った方向に誘

導すると合理的に考えられる場合、その行為は「欺瞞」と考えられ

る。 

- 例えば、もし企業が約束事実を破った場合、その約束の内容

が、第三者へのデータ共有を禁じるものでも、共有の選択を

提供するものでの、個人情報を保護するものでも、内容に関

わらず、それは、セクション５の下で欺瞞と考えられる。 

- 例えば Compu Credit 社は、クレジットカードマーケティン

グ会社が現金支出のためにカードを使用できることについて

消費者に宣伝しているけれども、行動スコアリングモデルに

基づき、消費者のクレジットラインは、そうした現金支払い

にカードを使用すると、消費者のクレジットラインは下がっ

てしまうということを欺瞞的に公表していなかった。 

- 結論として、FTCは、Compu Credit 社に対して、クレジット

カード市場において消費者に詐称することを禁じた。（利用

可能な信用額に関わる詐称も含む） 

 また、セクション５の下では、消費者に著しい損傷を与える、ある

いは、それが消費者によって合理的に避けられるものではない等の

場合に、その行為・取引実務等は不公正なものと捉えられる。 

 

 

第２節 事業者-プラットフォーム間の取引 

第１項 欧州 

本項では、デジタル・プラットフォーマーと、ビジネスユーザー間の取引に関わる問題について取り扱う。 

事業者間の取引になるため、従来は、競争法において取り扱うことが想定されてきた領域ではあるが、デジ

タル単一市場戦略の中間レビュー等において、問題が指摘され、2017 年 10 月に報告された「プラットフォー

ム-事業者間の公平性インパクトアセスメント」において、課題の明確化と今後の対応方針が示された。また、

同政策文書を受けて 2018 年 4 月に、「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公正性と透明

性促進規則」案を提出し、2019 年 2 月に承認された。 

 

(1) プラットフォーム―事業者間の公平性インパクトアセスメント 

 

 

 

 

文書名（日） プラットフォーム-事業者間の公平性インパクトアセスメント 

文書名（英） Ref Ares(2017)5222469INCEPTION IMPACT ASSESSMENT “Fairness 

in platform-to-business relations” 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 2017年 10月 
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(2) オンライン仲介取引における公平性の促進規則（案）  

 

(a) 経緯 

本規則の目的は、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」にある。 

2016年 5月公表のオンライン・プラットフォームに関わる政策文書では、既存の法体系の

中で整理できない事項について別途の制度化を検討する旨が記載されており、本規則（案）

は、既存の業法等で対応できない分野として規則化が図られたものである。 

 

(b) 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） 

  

(c) 規則の概要 

本規則では、オンライン・プラットフォームに対して、オンライン・プラットフォームと事

業者間の取引における「透明性」を確保するための義務が課され、行動規範を策定してその義

務の遵守について記載し、内部紛争処理体制を整備する義務が課された。 

更に、検索エンジンサービスについては、パラメータと理由の公表が義務付けられている。 

また、規則の内容については、3年後にレビューすることとなっており、それ以降も 3年毎

にレビューされることになっており、その際には、「オンライン・プラットフォーム経済監視専

門家グループ」の意見・報告を考慮することとされている。 

 

 

文書名（日） オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公正性と透明性促

進規則（案） 

文書名（英） Promoting fairness and transparency for business users of online 

intermediation services 

所轄部署 欧州委員会（the European Commission） 

発行年月 2018年 4月 26日発行、2019 年 2 月承認  





52 

 

差別的に扱う対象としては、個人データまたはその他のデータ、あるいはその

両方に対するアクセス権それらのサービスの提供、ランキング、当該オンライン

仲介サービスの使用に対して請求される直接的または間接的な報酬、オンラ

イン仲介サービスもしくはその不随サービスの利用条件が含まれる。 

第 7 条 Access to data（データ

へのアクセス） 

オンライン仲介サービス提供者は、ビジネスユーザーまたはコンシューマが提

供するか、またはそれらのサービスの提供を通じて生成される、個人情報また

はその他のデータ、あるいはその両方へのビジネスユーザーの技術的および

契約上のアクセスの有無について利用規約に記載せねばならない。 

利用規約の記載の説明を通じて、少なくとも①個人的データまたはその他の

データ、あるいはその両方にアクセスするか否か、②ビジネスユーザーは、自

身が提供した個人データまたはその他のデータ、あるいはその両方にアクセス

可能か否か、③全てのビジネスユーザーもしくは消費者へのオンライン仲介サ

ービスから得られたデータを取得可能か否か について、適切にビジネスユー

ザーに説明する。 

第 8 条 Restrictions to offer 

different conditions through 

other means（他の手段による異

なる条件提供に関する制限） 

インターネット仲介サービス提供者が、ビジネスユーザーが他の方法で販売す

る場合の条件を変えることを制約する場合には、その根拠を示さねばならな

い。 

第 9 条 Internal complaint-

handling system（内部苦情処理

システム） 

ビジネスユーザーの苦情を処理するための内部システムを提供する。 

苦情処理のシステムは、ビジネスユーザーにとって容易にアクセス可能でなけ

ればならず、システムへのアクセスや機能に関するすべての関連情報を利用

規約に含まねばならない。 

提出された苦情の総数、苦情の内容、苦情を処理するのに必要な期間、およ

び苦情についての決定について毎年公開せねばならない。 

第 10 条 Mediation（調停） 法廷外での提供者との間の紛争の和解に関して、ビジネスユーザーとの調停

人を 1 人以上特定する。 

調停人は以下の条件を満たさねばならない。 

（a） 公平で独立的である 

（b） 調停サービスは、関係するオンライン仲介サービスの平均的なビジネスユ

ーザーにとって手頃な価格である 

（c） 調停サービスを、オンライン仲介サービス提供者と関係するビジネスユー

ザーとの間の契約関係を定める利用規約の言語で提供することができる 

（d） ビジネスユーザの拠点または居住地で物理的に、あるいは通信技術を使

用してリモートで、容易にアクセス可能であること。 

（e） 過度に遅滞することなく調停サービスを提供することができる。 

（f） 一般的な企業間取引関係について十分に理解しており、紛争解決の試

みに効果的に貢献することが可能である。 

第 11 条 Specialized mediators

（専門調停人） 

欧州委員会は、オンライン仲介サービスの提供者ならびにそれらを代表する

団体および団体に、ビジネスユーザーとの紛争の法廷外での解決を容易にす

るという特定の目的のため、要件を満たす調停サービスを提供する 1 つ以上

の組織を個別にまたは共同で設立することを奨励する。 

第 12 条 Judicial proceedings by 

representative organizations or 

associations and by public 

bodies（代表団体または公的機

関による司法手続） 

加盟国で設立された公的機関と同様に、ビジネスユーザーを代表すること、ま

たは企業のウェブサイトユーザーを代表することに正当な関心を持っている組

織及び公的団体は、オンライン仲介サービスの提供者またはオンライン検索

エンジンの提供者による不履行を阻止または禁止するため、（当該国の法律

に準拠して）連合の国内裁判所に訴訟を起こす権利を有する。 
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但し、その団体は、以下の要件を満たさねばならない。 

（a） 加盟国の法律に従って適切に構成されている。 

（b） それら団体が代表するビジネスユーザーまたは企業 Web サイトユーザー

のグループの集団的利益になる目的を追求する。 

（c） 非営利である 

第 13 条 Codes of conduct（行

動規範） 

欧州委員会は、オンライン仲介サービスの提供者ならびにそれらを代表する

組織および団体、オンライン検索エンジンの提供者ならびにそれらを代表する

組織および団体 による行動規範の作成を奨励する。 

第 14 条 Review（レビュー） 発行日から 3 年後、およびその後 3 年ごとに、欧州委員会はこの規則を評価

し、欧州議会、理事会および欧州経済社会委員会に報告する。 

最初の評価は、特に第 5 条、第 6 条、第 7 条および第 8 条に規定される義務

の遵守およびオンライン・プラットフォーム経済への影響を評価する目的で実

施する。公正で予測可能で持続可能で信頼できるオンラインビジネス環境を

確保するために、執行に関するものを含む追加の規則が要求される場合があ

る。 

加盟国は、第欧州委員会が評価に係る報告書を作成する目的で要求する関

連情報を提供するものとする。 

評価に際しては、オンライン・プラットフォーム経済監視専門家グループによっ

て提示された意見および報告を考慮に入れなければならない。 

第 15 条 Entry into force and 

application（発効および適用） 

欧州連合の官報に掲載されてから 20 日目に発効する 

官報掲載日から 6 か月後]から適用する。 
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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)19 

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、当該ウェブサイトにおいて、データポータビリティによる競争緩

和効果について、以下の通り、説明している。 

 「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によって、潜在的な顧客は、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。 

                                                      

19 HTTP://EUROPA.EU/RAPID/PRESS-RELEASE_MEMO-18-387_EN.HTM 

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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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」旨、規定されている。 

こうした「データの有償性」について、具体的には、同指令案の前文(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。」と記載されている。 

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。 

 

(c) 関連分野論点への影響 

この「データの有償性」の考え方によれば、従来「無償サービス」として捉えられていたデ

ジタル・プラットフォーマーのサービスが、実は「有償サービス」であると捉えることによる

ことができ、特に競争法やデータポータビリティ、消費者法等の検討において、影響がある考

え方と捉えられる。以下に、それら分野における影響可能性について記載する。 

 データポータビリティ：2015年のデジタル・コンテンツに関わる指令提案では、金銭の

みならずデータにより対価を支払う場合についても、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。 

 競争法：市場画定に影響を与えうるものと捉えられるが、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。 

 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。 

 

 

第２節 フランス 

第１項 データ保護・移転ルール 

(1) デジタル共和国法（2016 年公布、2018 年 5 月施行） 

Digital republic act 
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 「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。 

 

第 2項 

本条項の Iは 2018 年 5月 25 日をもって施行される 

 

 

第３節 英国 

第１項 データ保護・移転ルール 

(1) 2018 年データ保護法 

(a) 概要 

2018年 5月 23日、英国では、1998年データ保護法に代わる法律として、より厳格な 2018

年データ保護法が制定され、EU離脱後も、同法により GDPRの内容は国内法化され、残る形と

なっている。 

英国では従来、1998 年データ保護法が、個人データ等の定義、データ保護の原則、データ

主体の権利、監督独立機関について制定していたが、2016年 4月に制定された GDPRが 2018年

5月 25日より適用開始されるに伴い、同法から、より厳格なデータ保護を目指し、新法が制定

された。 
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(2) (1)に基づくデータ主体の権利が全体または部分的に制限いる場合、「コン

トローラー」は過度に遅れることなく、データ主体に書面で通知せねばな

らない。 

(a) データ主体の権利が制限されていること 

(b) 制限の理由 

(c) 第 51 条に基づき局長（commissioner）に請求を行うデータ主体の権

利 

(d) 局長に苦情を申し立てるデータ主体の権利 

(e) 第 167 条に基づく裁判所に申請するデータ主体の権利 

(3) (5)(a)(b)は、情報提供が禁止事項の目的を損なう場合には適用されない 

(4) コントローラーは、 

(a) (1)に基づくデータ主体の権利を（全体的または部分的に）制限する

決定の理由を記載する 

(b) 局長から要請された場合はその記録を局長が利用できるようにする 

第 46 条 

修正の権利 

(1)データ主体から要求された場合、コントローラーは、データ主体に関す

る不正確な個人データについて、過度に遅滞することなく訂正せねばならな

い。 

(2)個人データが不完全であるが故に不正確である場合でデータ主体から要

請があった場合には、コントローラーはデータを完全なものとせねばならな

い。 

(3) (2)に基づく義務は、適切な場合には、付属明細書の提供により充足す

ることができる。 

(4)管理者が、本条に基づきデータを修正することを要求され、しかし個人

データを証跡とする目的で維持せねばならない場合、コントローラーは、

（個人データを修正する代わり）処理を制限せねばならない。 

第 47 条 

消去または処理の

制限の権利 

(1) コントローラーは、以下の場合において、過度に遅滞することなく個人デ

ータを消去せねばならない。 

(a) 個人データの処理が第 35 条、36 条 1-3 項、37 条、38 条 1 項、39

条 1 項、40 条、41 条もしくは 42 条を侵害する 

(b) コントローラーはデータを消去する法的義務を負う 

(2) コントローラーが、(1)に基づいて個人データを消去することを要求され

るものの、個データがエビデンスの目的で維持されねばならない場合、（個

人データを消去する代わりに）その処理を制限せねばならない 

(3) データ主体が個人データの正確性に異議を唱える場合（本条または第 46

条に基づく請求を行うかその他の方法によるかを問わず）で、しかしそれ

が正確かどうかを確認することが不可能な場合、コントローラーはその処

理を禁止せねばならない。 

(4) データ主体は、個人データの消去またはその処理の制限をコントローラー

に要求することができる。（但しこのセクションに基づくコントローラー

の義務はそうした要求の有無にかかわらず適用される） 

 

(c) 除外規定 

データ保護の原則やデータ主体の権利については、第 6章及び schedule11にて除外規定が

おかれている。 

 

 

 





66 

 

(2) 英国企業規制改革法（2013 年改正法施行） 

Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 

 

(a) 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

の改正に伴い、2013 年に新たに制定された法律である。第 89条～91条に「midata」21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。 

図表 32 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 

 

(b) 情報流通に係る規定の内容 

2013年 Enterprise and Regulatory Reform Actでは、midataの活用を促進するため、状況

により、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。 

情報提供の強制を求め得る事業者の選定については、下記観点から 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

業者を判定するものとされ、89条 2項に具体的な業種の記載がある。 

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  

                                                      

21 「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。 



67 

 

 

89条の内容は以下のとおりであり、2項の「被規制者」として列挙された業種が今後、規制

がおかれた場合に規制対象者として想定される業種である。 

 

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 

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 

 

 

第４節 米国 

第１項 データ保護・移転ルール 

米国の個人情報保護に係る規制は、連邦レベルでの法規制は存在していない。 

但し、特定の問題や分野に対処するための連邦レベルのプライバシー保護法、プライバシーとセキュリティ

に対処する州法、および不正または詐欺的な商慣行に対する連邦および州の禁止事項（州法）等に分かれ

ている。 

更に、2018 年 6 月にカリフォルニア州で「消費者プライバシー法」が承認された後、他の州でもこれに追随

する動きが出ており、分野および地域によって異なるなど、非常に複雑な状況となっている。 

 

(1) カリフォルニア州「消費者プライバシー法」 

2018年 6月に承認され、2020年 1月より施行される予定である。 

企業は収集する顧客データについて、消費者に事前に通知するとともに、データの共有先に

ついても示すことが必要となる。 

 

○ 適用対象 

消費者個人情報(PI)を収集（単独、共同）する事業者で、以下のいずれかに適合する事業者 
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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。 

 

○ 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。 
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○ 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 

 フォロー・ザ・マネー （金の動きを追え) 

また、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。 

 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 

 

(2) インセンティブ制度（Carrots or Sticks） 

如何にコントロールを行うか、という観点のほか、いかに、それらのコントロールポイント

に自主規制を推進してもらうかという観点から、それらの機関が自主規制に取り組むべき「イ

ンセンティブ」を設けることが効果的と考えられている。 

 

○ 脅しに基づく自主規制（Tim Wu 2011.5） 

“Agency Threats”22 

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」とした上で、そうした

方策をとる場合には、それが「脅し」としての機能を有することが重要である旨が指摘されて

いる。 

「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） 

 

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、私的な警告通知、プレスリリース等を含む） があるが、自主規制・共同

規制としては、③が該当し、「脅し」を活用することで導入の促進が期待される。 

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

ためであるため、「脅し」は、不確実性が高く、変化の速い産業において、特に重要と考えられ

ている。 

                                                      

22 HTTPS://SCHOLARSHIP.LAW.DUKE.EDU/CGI/VIEWCONTENT.CGI?ARTICLE=1506&CONTEXT=DLJ 
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(2) 経緯 

図表 37 虚偽情報に係る主な取組み経緯 

 

 

2018年 4月には、虚偽情報に関する一般市民の意識を高め、効果的な取組みを進めるため

の提案を目的とした「オンライン虚偽情報への取組(Tackling online disinformation: A 

Europe Approach)」という政策文書を公表した。 

同政策文書では、オンライン・プラットフォームによる共通の行動規範の策定・遵守や、

ICFN23のメンバーによるファクトチェッカーのネットワーク構築、メディアリテラシーの強化

策等が提案されている。 

それに続き、2018年 5月には、欧州委員会にて「虚偽情報に関するマルチステークホルダ

ー・フォーラムが開催され、2018年 7月までに、下記の５つの主要分野に取り組むことを定め

た、オンライン詐欺に取り組むための実務規範を作成する旨が述べられた。 

① 広告主の透明性確保 

② 偽アカウントの特定と閉鎖、自動ボットの問題への取組紹介 

③ アルゴリズム機能とサードパーティの検証を可能とすることをより明確化する 

④ 様々な視点を与える、異なるニュースソースをユーザーに見つけ易く、アクセスし易く

提供する 

⑤ ファクトチェッカー 

 

その後、2018年 7月に「オンライン虚偽情報に係る実務指針（案）」が公表され、その後、

9月に最終化され、2018年 10月に最終版の「オンライン虚偽情報に係る実務指針」に署名さ

れ、2018年 11月より適用開始となった。 

 

(3) 主な内容 

虚偽情報に係る課題認識として、まず市民が大規模な虚偽情報（誤認を招く情報を含む）に

晒されていることは欧州の大きな課題であり、開かれた民主的社会は、十分に情報を与えられ

た市民が自由で公正な政治的プロセスを通して、討議で意思表示可能であることに依存してい

ると認識し、コミットする事項として 5分野に分けて記載をしている。 

                                                      

23 International Fact-Checking Network 

オンラインプラット
フォームに係る政策

文書

2016.5.

2017.11

ﾌｪｲｸﾆｭｰｽに係るﾊｲﾚﾍﾞ
ﾙな専門家ｸﾞﾙｰﾌﾟとﾊﾟﾌﾞ
ﾘｯｸｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ開始

2017.11

複数ステークホルダー
によるイベント及び参
加国とのダイアログ

2018.1

ﾌｪｲｸﾆｭｰｽに係るﾊｲﾚﾍﾞ
ﾙな専門家ｸﾞﾙｰﾌﾟ

第1回会合

2018.3

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
とﾕｰﾛﾊﾞﾛﾒｰﾀｰ調査

の結果

2018.4

オンライン虚偽情報へ
の取組に係る政策文書

2018.10

オンライン虚偽情報
に係る実務指針

署名
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第 25 条：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。 

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。 

 

※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) 欧州委員会「視聴覚メディア・サービス指令第 2 回改正（案）」 

視聴覚メディア・サービス指令では、グループ会社単位での執行を規定している。 

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第 11a章 

28 条 b では、以下の規定がある。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

  






















