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個人間取引の拡大

個人間取引の問題点

社会的基盤としてインターネットの役割が拡

2019 年 4 月、
「消費者委員会オンラインプ

大しつつあるなか、インターネット上での取引

ラットフォームにおける取引の在り方に関する

は、事業者対消費者（BtoC）取引の電子商
（EC）

専門調査会報告書」
（以下、専門調査会報告書）

取引市場としてその規模が拡大してきました。

が公表されています＊２。専門調査会報告書と

その一方で、個人間
（消費者対消費者、CtoC）

その参考資料の
「インターネットを利用した取

取引も当初はコミュニケーションツールとして

引に関するアンケート調査結果」＊３ によれば、

の電子掲示板において行われていましたが、や

インターネット上のトラブルについて、商品の

がて事業者が提供するオークションシステム上

品質・数量・金額によるトラブル、支払手続に

の取引が主流になりました。

関するトラブル、評価・レビューに関するトラ

その後、スマートフォンの普及に伴いフリー

ブル、配送に関するトラブルなど、取引の目的

マーケットアプリが普及し、インターネット

物や履行に関するトラブルがみられます。個人

オークション、フリマアプリ

＊１

を介した個人

間取引の場合、
事業として取引を行っておらず、

間取引が活発に行われるようになっています。

当事者間の接点は当該商品・役務の取引しかな

また、新たな取引のしくみとしてのシェアリン

いことから、取引当事者相互の信用性の判断が

グ・エコノミーのシステムでは物品売買に限ら

難しく、匿名取引が認められている場合もある

ず、役務提供も個人間で取引するしくみができ

など、一度トラブルになるとその解決を当事者

ています。こうして消費者たる個人も商品・役

間のみで行うことには困難が伴うことも多いの

務の提供者として容易に EC 取引に参加させる

が実情です。

ことが可能となってきました。そして、個人間

商品についての情報はオンラインで得られる

取引が活発になるにつれて、これまで事業者が

ものに限られていることから、実物と表示され

扱ってこなかった商品・役務にまで取引の範囲

ていた商品との相違などから品質のトラブルが

が拡大してきています。

多くなることは容易に推測できます。また、利
用者が事業者から定められたルールを逸脱する

＊１ イ
 ンターネット・オークションでは、出品物の価格は入札により決定するのに対し、フリーマーケットアプリでは、出品者が価格設定をし、購
入者はその価格によって購入するかを決めるのみである。ただし、インターネット・オークションでも出品者の指定した価格で落札するという
方法もある。
＊２ ＊ 3

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/online_pf/doc/201904_opf_houkoku.pdf
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禁止行為を行って取引をすることもあるほか、

個人間取引を扱うプラットフォーム事業者にも

利用規約を読まず、取引のルールを十分に認知

適切な対応が求められるものです。個人間取引

していない利用者も多いため、トラブル発生時

に特化した上記
（9）の提言内容には、プライバ

に想定外の不利益を被る可能性を高くしていま

シー保護の観点から個人の氏名・住所等の表示

す。

を行わないことも考えられるとしつつ、そのよ

個人間取引での
プラットフォーマーの役割と課題

うな場合には利用者間契約をプラットフォーム
事業者がサポートする役割が期待されるとして
います。

個人間取引においては、いわゆるプラット

具体的には、補償制度の充実や、財・サービ

フォーマー（以下、プラットフォーム事業者）
が

ス提供者の一定の属性
（事業者か消費者かなど）

提供する個人間取引を媒介するシステムがその

を表示すること等を通じてトラブルの防止と早

発展に極めて重要な役割を果たしており、プ

期の紛争解決を図ることなどが挙げられ、
また、

ラットフォーム事業者は、インターネット上の個

財・サービス提供者が事業者であれば備えてお

人間取引において不可欠な存在となっています。

くべきトラブル処理能力に欠けていて取引がう

プラットフォーム事業者は、個人間売買を希

まくいかない場合に、プラットフォーム事業者

望する者の情報を提供して取引当事者を結び付

が提供者と一体となって解決に向かう取り組み

ける（マッチング）
ための場を提供し、商品引き

を行うことも期待されるとしています。

渡し、役務提供の方法、支払手段等などのルー
ル・システム等を提供しています。

誰でもプラットフォームを介して容易に個人
間取引ができるようになったのは、プラット

このようにして、個人間取引の基盤を提供し

フォーム事業者が設定したルールとシステムの

て個人間取引を促進している立場にあることか

下で個人間取引を容易にし、個人間取引自体に

ら、プラットフォーム事業者には利用者が安全

も決済・エスクロー等商品発送支援等のしくみ

に取引を行うことができ、合理的な選択を確保

を提供していることによります。このような状

するようなルール・システムの整備が求められ

況のなかでプラットフォーム事業者は収益を上

るものと考えられます。

げていることから、プラットフォームを介した

専門調査会報告書では、ショッピングモール

個人間トラブルの予防・解決に当たっては一定

サイト取引（BtoC）も含めたプラットフォーム

の責任を認める素因はあるものと思われます。

事業者への提言として下記を挙げています。

むしろ、プラットフォーム事業者がまったく関

かか

（1）財・サービス提供者（利用者）に係る審査（出
店・出品審査・モニタリング）の実施
（2）各種取組に関する消費者への情報提供
（3）分かりやすい財・サービスに係る表示
（4）安心、安全な取引環境を整備するための公
正な利用規約の制定と明示
（5）適切な評価システムの提供
（6）安全な決済システムと複数の決済手段の提
供
（7）消 費者トラブルへの対応と消費生活セン
ターとの連携
（8）保険、補償制度の導入
（9）CtoC 取引の場合におけるプラットフォー
ム事業者の役割

（1）～
（8）はいずれも BtoC 取引のみならず

与することなく個人間の解決のみに委ねること
は、安全に取引を行うシステム構築の役割を果
たしていないものと評価され、ひいてはプラッ
トフォーム事業者への信頼を失うことにもつな
がりかねません。
現状でもプラットフォーム事業者によって一
定の消費者保護のための自主的取り組みは行わ
れていますが、これを一部事業者の取り組みに
とどめず、プラットフォーム事業者の最低限の
取り組み義務を課すことも検討されてしかるべ
きものと思われます。個人間取引におけるトラ
ブルの解決には、消費者はその取引の価格から
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多額のコストはかけられないのが実情であり、

業者に対する法規制の対象となり得る場合があ

裁判等の法的手段による解決には適さないこと

ることには留意しなければなりません。

も多いのです。

なお、事業者か消費者かの判断が客観的にな

プラットフォーム事業者と消費生活相談員と

されるとすると、利用者が CtoC 取引かどうか

が積極的に協働して解決を試みる関係を構築す

がプラットフォーム上の表示だけでは判断でき

ることや、迅速かつコストに見合った紛争解決

なかった場合、想定していなかった法律が適用

手段としてオンライン紛争処理機関
（ODR）等

される結果となることが考えられます。

の導入とその利用の促進も取り組まれるべきも
のと考えられます。

個人間取引は、基本的に CtoC 取引となるた
め特別法の消費者保護規定によることができ
ず、一般法の民法により解決することになりま

個人間取引の法的規律
＊４＊５
（取引当事者の関係）

す。たとえば契約の成立、不成立、無効、取消
しについては民法の意思表示規定や一般法理に

個人間取引は、CtoC が多いのですが、イン

よって解決することになります。

ターネット上の取引に関する現行の規制は、
BtoC を念頭においたものとなっています。事

また履行のトラブルについては債務不履行
（履行遅滞、履行不能、不完全履行）
の問題とな

業者か消費者かは、特定商取引法、消費者契約

り、契約の解消
（解除）や損害賠償についても、

法、電子消費者契約法、景品表示法、法の適用

これら債務不履行責任や瑕疵担保責任、不法行

に関する通則法、民事訴訟法等の消費者保護規

為責任など民法の適用による解決を考えること

定の適用について問題となります。CtoC 取引

となります。

には、基本的にはこれら法律ないし消費者に関
する特則条項が適用されませんが、個人では
あっても事業者と判断されればこれらの法令が

か し

個人間取引の法的規律
（プラットフォーム事業者との関係）
なお、個人間取引における特別法の規律は、

適用される可能性があります。
たとえば、特定商取引法では、インターネッ

上述のように基本的に CtoC 取引であるため事

ト上の取引は、
「通信販売」
に当たります。同法

業者に対する法規制にかかるものではありませ

の規制対象である
「販売業者等」は、
「営利の意

んが、プラットフォーム事業者と利用者との間

思をもって反復継続して取引を行う」者とされ

では、BtoC 取引として規制が及び得ます。

。営利の意思の有無については客

プラットフォームの利用関係については、プ

観的に判断されますが、個々の事案ごとに判断

ラットフォーム事業者と利用者との間で利用規

され、その目安として
「インターネット・オー

約を内容とする利用契約が成立している場合が

クションにおける
「販売業者」
に係るガイドライ

ほとんどです。

ています

＊６

ン」 が示されています。個々の法適用に関し

プラットフォーム事業者がプラットフォーム

て事業者か否かは各法律の立法目的等にも照ら

を有償で利用者に提供している場合には、特定

しながら、個々の事案に応じて個別具体的に判

商取引法の
「通信販売」
として規制を受けること

断することになりますから、個人間取引でも事

になります。プラットフォームを無償で提供す

＊７

＊４ 個
 人間取引を含むプラットフォーム事業者関連の法令等については、内閣府消費者委員会事務局「オンラインプラットフォームが介在する取引
に関連する法令等の整理」
（https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/online_pf/doc/008_181113_shiryou2.pdf）を参照。また、
経済産業省
「電子商取引及び情報財取引に関する準則」
（以下「準則」という）
（https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/180801.pdf）にも
個別の法的論点についての解釈が示されている。
＊５ ＊４の
「準則」
Ⅰ─７─２「取引当事者間の法的関係」等
＊６ 消費者庁
「特定商取引に関する法律等の施行について」第二章第一節一（11）
＊７ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/pdf/amendment_171206_0001.pdf
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る場合もありますが、専門調査会報告書でも指
摘されているように欧州委員会
「消費者のため

個人間取引利用の際の注意点

のニューディール」では、消費者権利指令の改

個人間取引は、安価に商品・役務の提供を得

正として
「デジタルコンテンツやサービスを提

られることもあり、またスマートフォンなどを

供する契約の対価について、従来の金銭に加

利用して容易に取引ができることから近年急速

え、個人データを追加」
することが提案されてい

に普及してきました。個人間取引を行う消費者

。このことからすると、プラットフォー

は、事業者との取引と異なる点を十分認識する

ます

＊８

ム利用が無償であったとしても、個人データ収

ことが必要です。

集をしている場合には、有償性を認めて特定商

まず、個人間取引は事業者が相手の取引と異

取引法の適用を認める余地があるといえます。

なり、商取引のルールを踏まえた対応がなされ

同様に、消費者契約法、電子消費者契約法、

るとは限らず、トラブルが起きた場合には当事

景品表示法、法の適用に関する通則法、民事訴

者間で解決することが困難なことも多いので

訟法等の消費者保護規定も、プラットフォーム

す。商品が中古品等の特定物である場合、色や

事業者の提供するプラットフォームサービスに

質感等のインターネット上の画像等の表示では

ついて適用される余地があります。

確実に確認できない商品の場合など、自己が購

プラットフォーム事業者は、利用者間取引に

入すると想定している商品と合致するものであ

ついて、取引に実質的に関与しない場合には責

るのか慎重に検討してから取引をすることが品

任を負わないのが原則とされています。
ただし、

質等のトラブルを防止することになります。事

例外的に、取引の場やシステムを提供している

業者としての責任追及が難しい個人であるから

ことに伴う一定の注意義務を認める余地はある

こそ、取引の対象、条件等について十分に注意

ものといわれています。

＊９＊ 10

して取り引きすべきです。また、取引相手の信

個 人 間 取 引 に お い て は、 事 実 上 プ ラ ッ ト

用性の判断はしづらく、出品者等の評価等に完

フォーム事業者の介在するシステムが不可欠に

全に頼ることもリスクがあることも十分に認識

なっていること、そのようなシステムやプラッ

しておきたいものです。

トフォーム上のルールを事業者が定めて、市場

個人間取引はプラットフォームを介して取引

を成立させていると言い得ること、個人間取引

が行われることがほとんどですが、プラット

自体は個人の意思によるものの取引のマッチン

フォーム事業者が、個人間取引でトラブルが起

グから履行過程への関与を具体的に行うことも

きた際に十分に対応してくれるものとは限らな

あること等からすれば、注意義務は一定程度認

いことにも留意しなければなりません。利用規

められるものと思われますが、具体的にどのよ

約にも、禁止行為やトラブルの処理、責任に関す

うな注意義務が課されて、責任が認められ得る

る規定なども記載しており、適切な取引を行う

のかは今後具体的事案を通じて検討していく必

ようにプラットフォームのルールを理解したう

要があります。

えでルールに従った取引を行うことが必要です。

＊８ ま
 た、2019 年８月 29 日、公正取引委員会から
「デジタル・プラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の
濫用に関する独占禁止法上の考え方案）」が公表され（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/aug/190829_dpfpc.html）、こ
こにおいても
「消費者が、デジタル・プラットフォーマーが提供するサービスを利用する際に、その対価として自己の個人情報等を提供してい
ると認められる場合は当然、消費者はデジタル・プラットフォーマーの「取引の相手方（取引する相手方）」に該当する。」として個人データの提供
に対価性を認めている。
＊９ ＊４の
「準則」
Ⅰ─７─１「ユーザー間取引に関するサービス運営事業者の責任」１─７─７「アプリマーケット運営事業者の責任」等
 判例（名古屋地判平成 20 年３月 28 日）では、インターネット・オークション運営者について、「信義則上、利用者に対して欠陥のないシステ
＊10 裁
ムを構築してサービスを提供すべき義務を負う」とし、その義務の内容は「そのサービス提供当時におけるインターネット・オークションをめぐ
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
等を総合考慮して判断されるべきである」とした規範を示している。
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