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（資料３）	



概要	

 １　ＯＥＣＤ消費者保護ガイドライン 
 ２　ガイドライン後のＯＥＣＤの取り組み 
 ３　その他の国際機関の取り組み 
 ４　今後の課題 
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ＯＥＣＤ電子商取引における 
消費者保護ガイドライン	

 ＯＥＣＤ理事会勧告（1999年12月9日） 
 リアルの取引を下まわらない保護 

 既存の消費者保護法のネット対応 
 電子商取引特有のケースの保護 

 公正な事業、広告及びマーケティング慣行の原
則 
 ネットワークの特性の悪用の禁止 
 不公正な契約条項 
 広告・勧誘の明示 
 一方的勧誘メールの受信選択の可能性 
 高齢者・子どもの特性への配慮 
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ＯＥＣＤガイドラインの挙げる 
個別課題	

 オンライン情報開示 
 確認プロセス 
 支払い 
 紛争処理メカニズム 
 プライバシー 
 教育及び啓発 
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事業者情報の開示	

  事業者の身元情報の開示 
  特商法における表示義務に対応 

  自主規制や認証スキームへ参加している場合の
情報の開示 
  信頼マーク制度 
  裁判外紛争解決メカニズム 

  日本では、 
  情報開示については特商法で対応 
  信頼マーク制度については 
○  オンライン・ショッピング・トラスト・マークの衰退 
○  トレード・セーフによる新たなビジネスモデルの提示 
○  信頼マークと紛争解決と保証の三位一体サービス 
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商品・サービス・取引条件 
についての情報開示	

 商品・サービスそのものについての情報開
示 

 取引条件に関する情報開示 
 複数言語が利用可能な場合 
 地理的・時間的な購入制限 
 適用可能な通貨 
 輸送費や消費税・関税 
 返品・交換に関する情報 

 日本では、特商法で一部対応 
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取引プロセス	

 知らされた上での慎重な同意プロセス
を要求 

 錯誤や操作ミス防止のための確認プロ
セス 
 注文確認画面 
 誤りの訂正・思い直して注文の取消しの機
会を与えるステップ 

 日本では、特商法及び電子契約特例法
で対応 
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代金の支払い・決済	

 支払メカニズムの安全レベルに関する
情報提供 

 チャージバックの促進 
 日本では、割賦販売法、資金決済法等
で個別に対応のため、すき間が発生 
 決済代行業者の位置づけがあいまい 
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紛争解決	

 裁判管轄と準拠法 
 ＥＵとアメリカの対立のため棚上げ 

 取締当局の国際協力 
 判決の執行についても今後の課題 
 日本では、 

 準拠法については「法の適用の通則に関する法
律」（2006年）で、消費者の常居所地の消費者
保護法の適用 

 裁判管轄については、民事訴訟法改正（2011
年）で、日本の消費者は日本の裁判所に提訴可
能 
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プライバシー・個人情報保護	

 ＯＥＣＤプライバシーガイドライン（1980年
理事会勧告）の原則 

 グローバルネットワークでのプライバシー保
護に関するＯＥＣＤ閣僚宣言（1998年） 
 プライバシーポリシーの採用の奨励 
 国境を越えたデータ流通のための契約による解決手
法の利用とモデル契約の開発ほか 

 日本では、個人情報保護法（2003年）で対応 
 クッキーによる個人を特定しない取引履歴の収集を
もとにした行動ターゲティング広告やスマートフォ
ンにおける位置情報の問題等新たな問題が発生 
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ＯＥＣＤ国境を越えた詐欺的・欺瞞的 
商法からの消費者保護ガイドライン	

 ＯＥＣＤ理事会勧告（2003年6月11日） 
 取締当局の国境を越えた詐欺的商法に対
する国内対策の強化と国際連携を強調 
 日本的な意味での行政規制に限定されず、消
費者被害の救済も含む 
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国内における詐欺的商法対策の強化	

 取締当局の調査権限 
 ＩＳＰの接続記録等の一時的記録を保存
させる権限 

 国内の諸機関との協力と情報共有 
 消費者教育の強化 
 他の国の取締当局が得た証拠、判決、執
行力のある命令を自国において活用する
ための方策 
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取締当局間の情報共有の促進	

 他国の取締当局に対する迅速な通報システムの
構築 

 各国間の情報共有 
 公開情報、事業者の所在等情報、消費者苦情、専門
家意見 

 各国間における企業秘密・通信秘密や個人情報
についての交換のための適切な仕組みの構築 

 虚偽のヘッダー情報やドメインネームについて
の不正確な情報を減少させるための方策 
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取締当局の国際事件への関与	

 他国の消費者に対して詐欺的商法を行う
自国の事業者に対する対策の強化 

 自国の消費者に対して詐欺的商法を行う
他国の事業者に対する対策の強化 

  2国間取り決めや域内協定があれば、そ
れに従う 
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消費者被害の救済策の検討	

 消費者被害救済のために取締当局にできるこ
と 
 被害者に代わっての訴訟提起 
 被害者の訴訟の支援 
 消費者相談 

 海外の取締当局を支援するための事業者の国
内資産についての情報の収集と共有 

 他国に存在する事業者の資産の適時の凍結の
ための国際協定 

 判決の承認と執行のための国際協定 
 決済システムの濫用による消費者被害の救済
のための濫用防止対策 
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ＯＥＣＤ消費者紛争解決 
ワークショップ	

  2005年4月、ワシントンＤＣ 
 ＯＥＣＤとアメリカＦＴＣの共催 
 電子商取引に限定しないで、広く消費者
紛争について議論 
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消費者紛争解決の諸形態	

 （事業者の）内部苦情処理 
 支払カード保有者の保護 

 チャージバックによる 
 ＡＤＲ 
 少額裁判手続 
 集合訴訟（Collective Action) 

 クラスアクションや日本の選定当事者訴訟 
 消費者団体訴訟 
 行政機関が当事者となっての救済 

 ＯＥＣＤ加盟国で様々な仕組みがある 
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ＯＥＣＤワークショップのまとめ	

  効果的な紛争解決と救済メカニズムの重要性 
  各国で紛争のタイプに応じて多様なメカニズムが存在 

  合法事業者相手と詐欺的商法相手の違い 
  解決と救済メカニズムを支える資金調達 

  一つの解として、紛争解決メカニズムを信頼マークや自主規制
スキームに組み込むこと 

  行政機関が当事者となっての救済はとりわけ国境を越
えた詐欺的商法には重要 

  国境を越えた事件での訴訟手続には多数の障害 
  消費者啓発、とりわけ法教育の必要性 
  紛争解決のための技術の開発、とりわけオンラインの
紛争解決の仕組みにも注目 
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消費者の紛争解決及び救済に関
するＯＥＣＤ理事会勧告（2007年）	
  ３つのタイプの紛争解決・被害救済システムの導入 

  １　少額訴訟やＡＤＲによる個別被害救済 
  ２　団体訴訟やクラスアクションによる集団的被害救済 
  ３　消費者保護執行機関による被害救済のための損害賠償
訴訟 

  日本では、 
  国内に限定すれば、第１タイプは実現している 
  第２タイプとして、集団消費者被害救済のための新法 
○  いつまでも法案が出て来ない 

  第３タイプが不足 
○  「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法
律」のみ 

○  「さらに、父権訴訟、違法収益の剥奪等も視野に入れつつ、
被害者救済のための法的措置の検討を進める。」(消費者行
政推進基本計画） 
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モバイル・コマース	

 ＯＥＣＤで現在いろいろ調査中 
  1999年のガイドラインの改正の際に反
映予定 

 モバイル・バンキングについての問題 
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ＩＳＯにおける標準化の取り組み	

•  自主行動基準 
–  ISO10001 として2006年発行 

•  相対交渉による苦情処理 
–  ISO10002の2004年発行　→ＪＩＳ化 

•  第三者による裁判外紛争解決（ＡＤＲ） 
–  ISO10003として2006年発行 

•  電子商取引における消費者保護 
–  ISO10008 として現在DIS投票段階 
–  2013年中に発行見込み 
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ＩＳＯ１０００８	

  品質管理－顧客満足－Ｂ２Ｃ電子商取引のための
ガイドライン 
  ISO9000ファミリー 
  ＰＤＣＡサイクル 
  認証用の規格ではなく、ガイダンス規格 

  Ｂ２Ｃ電子商取引システム 
  自主行動基準 
  取引前のプロセス 
  取引プロセス 
  取引後のプロセス（←苦情処理、紛争解決はここ） 

  日本では、 
  ＪＩＳ「電子商取引における消費者保護の指針」（2002
年）があるが、ＯＥＣＤガイドラインのレベルに留まる 
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ハーグ国際私法会議	

 「裁判管轄合意条約」（2005年6月締結） 
 当事者間による排他的合意管轄の有効性を認
める 
 ただし、消費者契約については適用せず 
 約款における裁判管轄条項は排他的合意としては
無効 

 外国判決の承認及び執行 
 排他的合意管轄に基づいて繋属して下された判決
について 

 合意がない場合の裁判管轄 
 条約では決められず 
 日本では、民訴法改正で、独自の国内立法化 
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国連国際商取引委員会（ＵＮＣＩＴ
ＲＡＬ）における取り組み	
 ＯＤＲについてのルールづくり 

  2010年からスタート（あと数年かかる） 
 Ｂ２Ｂのみならず、Ｂ２Ｃも含む 
○ この点は、UNCITRALとしては異例 

 過去のUNCITRAL文書 
 電子商取引モデル法（1996年） 
 国際契約における電子通信の利用に関する条約
（2005年） 

 調停規則（2010年改正） 
 国際商事仲裁モデル法（2006年改正） 
 国際商事調停モデル法（2002年） 
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フレームワーク	

 民間における信頼できる市場の形成 
 自主行動基準（code）の宣言と遵守 
○ 信頼できる団体への参加の方が信頼度が高いだろう 

 信頼できる苦情処理機関・ＡＤＲ機関への参加の
宣言と遵守 

 苦情処理機関・ＡＤＲ機関の国際連携 
 プラットフォーム事業者（とりわけ決済関連）の
役割 

 規制当局による悪質業者の積極的排除 
 規制当局の国際連携（ICPEN）の必要性 

 信頼のシンボルの普及・啓発 
 越境取引における信頼のシンボルをいかに形成す
るか 
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ＣＣＪの今後の課題	

 重要なのは継続性 
 ネットワークの拡充 
 ・・・ 
 ・・・ 
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