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情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に対する情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に対する情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に対する情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に対する

パブリックコメントの募集についてパブリックコメントの募集についてパブリックコメントの募集についてパブリックコメントの募集について

平成２７年１２月１１日

内閣官房　情報通信技術(IT)総合戦略室

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部　新戦略推進専門調査会規制制度改革分科会の下で開催された

「情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会」において、新たに「情報通信技術（IT）の利活用に関す

る制度整備検討会中間整理」を策定すべく検討を行い、パブリックコメント案をとりまとめました。

つきましては、本件につき、下記のとおりパブリックコメントの募集をいたしますので、ご意見をお寄せいただきま

すようよろしくお願い申し上げます。なお、頂きましたご意見に対する個別回答はいたしかねますので、あらかじ

めご了承願います。

意見募集対象

情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理

　※最終的な決定内容は、変更される可能性があります。

意見募集要領

１．意見募集期限１．意見募集期限１．意見募集期限１．意見募集期限

平成２８年１月１２日（火）１８時必着　※郵送の場合は同日必着

２．意見提出方法２．意見提出方法２．意見提出方法２．意見提出方法

下記のいずれかの方法で、ご提出下さい。

なお、電話によるご意見の受付はいたしませんので、あらかじめご了承願います。

○メールの場合

アドレス：g.it-goiken_atmark_cas.go.jp　内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室宛

（迷惑メール防止対策のため、「_atmark_」を、「@」に置き換えてください。）

件名に「情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に関する意見」と記してくださ

い。

※文字化け等を防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。

○ＦＡＸの場合

　ＦＡＸ番号：０３－３５８１－３９６６　　情報通信技術(IT)総合戦略室　宛

※必ず一枚目に「情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に関する意見」と題

名をわかりやすく記してください。

○郵送の場合

〒１００－００１３　東京都千代田区霞が関３－３－１　尚友会館２階

内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室　宛

※　封書の場合は必ず封書表面に「情報通信技術（IT）の利活用に関する制度整備検討会中間整理に

関する意見在中」とわかりやすい場所に赤字で記入して下さい。

３．意見記入要領３．意見記入要領３．意見記入要領３．意見記入要領

下記の事項を任意様式にご記入の上、提出願います。
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（記入項目）

１．個人／団体の別

２．氏名／団体名

３．連絡先（住所、電話番号、メールアドレス等）

４．ご意見

※ 個人情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス等）につきましては、頂いたご意見の趣旨が不明

確な場合等に問い合わせをさせていただく可能性があるためご記入いただくものです。

※ 今回のご意見募集以外の用途には使用しませんので、差し支えなければ性別、年齢、職業につきま

してもご記入をお願いします。

※ ご意見については、必ず日本語でご記入ください。

４．公開について４．公開について４．公開について４．公開について

お寄せいただいた御意見は、個人名、連絡先を除き全て公開される可能性がありますので、御承知お

き下さい。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び

個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさ

せていただきます。

ページトップに戻る

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部） http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/pubcom/pubco...

2 / 2 2015/12/21 17:04



情報通信技術(IT)の利活⽤に関する制度整備検討会
中間整理

〜制度整備の基本的な⽅向性〜

平成27年12⽉10⽇
内閣官房IT総合戦略室

※ 本中間整理（案）は、情報通信技術（IT）の利活⽤に関する制度整備検討会の議論を踏まえ、制度整備の基本的な⽅向性について
中間的な整理を⾏うもの。今後、この中間整理（案）について意⾒募集を⾏い、その結果も踏まえ、具体的な法整備を⾏う予定。



中間整理（案）の構成

１．検討の背景と検討事項
（１）ITを利活⽤した情報流通の円滑化に関する制度整備の検討の背景
（２）制度整備に向けた検討事項

２．制度整備の基本的な⽅向性（IT利活⽤による情報流通の円滑化を推進する制度のあり⽅）

（１）制度のあり⽅（総合的な計画の策定）
（２）計画の内容
（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））
（４）IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保

中間整理（案）の構成

1



１．検討の背景と検討事項
（１）ITを利活⽤した情報流通の円滑化に関する制度整備の検討の背景

【近年のIT利活⽤を巡る環境の変化】
● スマートフォンの普及により、ITが消費者の「⼿のひら」に
● SNS・モバイル通信や光ファイバなど、ブロードバンド環境の整備が進展
● IoT、ビッグデータ、AI(Artificial Intelligence：⼈⼯知能)など、情報の分析・活⽤技術が進展
● マイナンバー制度、個⼈情報保護法改正等の制度整備（匿名加⼯情報に関する加⼯⽅法や取扱い等）
● サイバーセキュリティ即応体制の向上
● 業務改⾰を踏まえた政府情報システムの統廃合とクラウド化等の推進
（運⽤コスト27%削減（2021年度の現時点⽬途）、政府情報システム数63%削減（2018年度の現時点⾒込））等

検討の背景
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◎ IoT、ビッグデータ、AI時代において、IT利活⽤による情報流通の更なる円滑化を図ることは、急速な少⼦⾼齢化の進展等
の諸課題の解決に有効であり、我が国の成⻑戦略の⼤きな柱の⼀つ。

◎ このような観点から、世界最先端IT国家創造宣⾔（H27.6.30閣議決定）、⽇本再興戦略改訂2015（同⽇閣議決
定）において、IT利活⽤による円滑な情報流通やそれに伴うビジネスモデルの変⾰等の促進に向けた制度整備について検討
を⾏い、次期通常国会から順次、必要な法制上の措置等を講ずることが、成⻑の鍵となる施策として盛り込まれたところ。

IT総合戦略本部規制制度改⾰分科会の下に、『情報通信技術（IT）
の利活⽤に関する制度整備検討会』を⽴ち上げ、制度整備を検討

このような中

そこで



制度整備に向けた検討事項

ＩＴ利活⽤による情報流通の円滑化に向けた法制度整備に向けて検討
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① あらゆる分野でITを利活⽤した情報の流通を促進するスピードのある施策の効果的・継続的な推進の制度化の検討
（スパイラルアップ）

② 近年、ネットワーク上の多様かつ⼤量の情報を活⽤して社会課題の解決等を図る新たなビジネスや取組が⾒られるところ、
特に、法的な整備が求められている以下の項⽬について、重点的に検討

ア．安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））
健康寿命の延伸や医療の質の向上、社会保障の重点化・効率化、交通事故・災害防⽌等を図る観点から、IT利活⽤を

通じた、個⼈情報を含む多様かつ⼤量の情報の適切かつ効率的な収集、整理、分析及び安全な管理による我が国が抱える
諸課題の解決を期待

イ．IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保
いわゆる「⺠泊」に代表されるように、シェアリングエコノミーサービスにおいては、遊休資産を活⽤して不特定多数の⼀般個

⼈によりサービスが提供されるため、⾏政によるサービス提供状況の把握が困難な状況。サービス提供における情報の⾮対称
性や外部不経済等の問題の発⽣等、これらの課題に適切に対応し、利⽤者が安⼼して利⽤し、IT利活⽤の利便性を享受
できる新規サービス等の出現を期待

１．検討の背景と検討事項
（２）制度整備に向けた検討事項



２．制度整備の基本的な⽅向性（IT利活⽤による情報流通の円滑化を推進する制度のあり⽅）
（１）制度のあり⽅（総合的な計画の策定）（２）計画の内容
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 急速な少⼦⾼齢化の進展等、我が国が抱える諸課題の解決に向け、IT利活⽤による情報流通の円滑化を官⺠⼀体となっ
て推進するためには、総合的な計画を策定することが必要。

 その計画の実効性を確保するため、きめ細かいPDCAサイクルを通じた施策の着実かつ効果的・継続的な推進（スパイラル
アップ）が必要。

（１）制度のあり⽅（総合的な計画の策定）

 IT利活⽤による情報流通の円滑化を推進するための計画を策定するに当たって、以下の事項に関する
基本的な理念や施策を中⼼に、官⺠⼀体となって推進することが必要。

・ ⾏政⼿続等に係るオンライン利⽤の推進
・ ⺠間事業者等の⼿続に係るオンライン利⽤の推進
・ ⾏政機関等が保有する情報のオープンデータ化の推進
・ 新たなサービスの創出・⾰新・展開のための規制改⾰の推進
・ ⾏政機関等の情報システムの標準化と関連業務の⾒直し
・ IT利活⽤に係るサイバーセキュリティの確保
・ 地理的な制約、年齢等その他の要因に基づくITの利⽤機会⼜は活⽤に係る格差の是正
・ ⼈材の育成、教育及び学習振興、普及啓発
・ 超⾼齢社会における、ITを利活⽤した安全・安⼼な環境の整備 等

（２）計画の内容
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 急速な少⼦⾼齢化の進展等、我が国が抱える様々な社会的課題を解決するためには、多様かつ⼤量の情報をITを
利活⽤して、適切かつ効率的に収集、分析し、その利⽤を促進することが重要。

 特に、多様かつ⼤量の個⼈情報の収集に当たっては、個⼈情報の取扱いについてその適正性を確保しつつ⾏うこ
とが必要であり、国⺠の理解と協⼒が得られる環境の整備が必要。

 このため、多様かつ⼤量の個⼈情報をITを利活⽤して適切かつ効率的に収集、分析し、その利⽤の推進を図る機
関（いわゆる代理機関（仮称））の制度的枠組みを整備し、様々な社会的課題の解決に向け、個⼈情報を含めた情
報の利⽤を適切に促進することが必要。

① 代理機関（仮称）のあり⽅

（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））



 多様かつ⼤量の個⼈情報をITを利活⽤して適切かつ効率的に収集、分析し、その利⽤の推進に向けた取組につい
ては、本検討会のヒアリングや事務局の調査において、現時点で想定されるモデルとしては、「個⼈情報委託管理
型」と「個⼈情報収集分析型（医療分野、交通事故・災害の防⽌等の分野）」の２つ。

 「個⼈情報委託管理型」は、代理機関（仮称）が本⼈の委託等により、個⼈情報を含む情報（ID/パスワード、
お薬⼿帳、クレジットカード等）を預かり、本⼈に代わってその情報の管理を図る形態。
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② 検討の対象となる代理機関（仮称）の類型

個⼈情報委託管理型

委託管理
個⼈A

Aの個⼈情報
研究機関

⺠間企業

代理機関（仮称）

医療機関

⾏政機関Aの個⼈情報

ID/パスワード、お薬⼿帳、
クレジットカード等

Aの個⼈情報

代理機関（仮称）

安全管理措置

安全管理措置

（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））



 「個⼈情報収集分析型」は、AI等によるビッグデータ分析等において、多種多様な主体が保有していながら⼗分
に活⽤されていない個⼈情報を含む情報を代理機関（仮称）が多種多様な主体に代わって収集、分析し、その分析
結果・開発成果の活⽤を図る形態（分析結果・開発成果は、個⼈情報の本⼈や情報保有主体、他の研究機関や⺠間
企業、⾏政機関等に還元）。
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② 検討の対象となる代理機関（仮称）の類型（つづき）

個⼈情報収集分析型

患者A

【例：医療分野】

歩⾏者X等
（不特定多数）

タクシー

⾏政
機関

運送
会社

Aの個⼈情報

分析結果
開発成果

医療
機関

⾏政
機関

⺠間
企業

⼤学

研究
機関分析/加⼯

代理機関
（仮称）

⾃動運転
技術会社

3D地図
会社等

分析結果
開発成果

分析/加⼯

製薬
企業

安全管理措置
X等の個⼈情報

安全管理措置

【例：交通事故、災害の防⽌等の分野】

代理機関
（仮称）

分析結果・開発成果を還元 分析結果・開発成果を還元
個⼈情報を

含まない情報

個⼈情報を
含まない情報

（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））
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 個⼈情報委託管理型については、代理機関（仮称）は本⼈からの委託（⼜は同意）に基づき、個⼈情報を他の機
関等に提供するものであり、現⾏の個⼈情報保護法で対応可能。

 ⼀⽅、個⼈情報収集分析型については、
＜医療分野＞
ア．代理機関（仮称）が複数の医療機関等から個⼈情報を収集し、医療機関等に代わって匿名加⼯処理や分析
を⾏い、匿名加⼯情報や分析結果・開発成果（個⼈情報は含まない）を医療機関や⼤学、製薬企業等に提供
する点（医療機関等から代理機関（仮称）への個⼈情報の提供が第三者提供に該当）について、
・ 現⾏の個⼈情報保護法における取扱いについては、「患者への医療の提供に必要であり、かつ、個⼈情報

の利⽤⽬的として院内掲⽰等により明⽰されている場合は、黙⽰による同意が得られている」とされている
ほか（「医療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（厚⽣労働省））、
それ以外の場合については本⼈同意⼜はオプトアウトによるものとされている。

・ しかしながら、改正個⼈情報保護法の施⾏後は、医療機関等が保有する個⼈情報のうち要配慮個⼈情報を
含むものについては、原則本⼈同意の取得を要することとなるため、従来どおり「黙⽰による同意」が認め
られる場合以外の場合については、代理機関（仮称）に提供するために、医療現場で多数の受診者に個別同
意を取得を要することとなり、現場の負担が過⼤となるものと考えられる。受診者の権利利益の保護に配慮
しつつ適切な制度を検討することが必要。

・ このため、医療分野の代理機関（仮称）が⾏う事業のうち、国が医療・介護の向上等の分野に係る事業で
あること等の⼀定の要件を審査し個⼈情報の保護に⽀障がないと認定した事業に必要な場合に限り、当該事
業を⾏う代理機関（仮称）に対して、要配慮個⼈情報を含む情報をオプトアウトにより提供できるようにす
ることが必要（個⼈情報保護法の特例措置）。

③ 代理機関（仮称）に関する法整備の必要性について

（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））



本⼈同意
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【参考1】代理機関（仮称）への情報提供等（第三者提供）に関し⽴法措置が必要な事項
【ア．医療分野】

診療所等

医療関連機関、⼤学等、
製薬企業、検査、機器企業、

保険会社、⾏政等
PHR事業者、

ライフケア関連企業、
医療・介護機関、その他

病院等

個情法23Ⅱの例によ
り、あらかじめ本⼈の
求めに応じて提供を停
⽌すること等を本⼈が
知り得る状態に置く
（オプトアウト）ことに
より提供

Aの個⼈情報 Aの個⼈情報

病院等

Aの個⼈情報

調査結果・開発成果
※個⼈情報は含まれない

Aの個⼈情報 Aの個⼈情報 Aの個⼈情報

匿名加⼯情報 代理機関（仮称）
Aの個⼈情報

研究、分析、加⼯ 研究、分析、加⼯

患者A

本⼈同意
付加価値
サービスの

還元

国が⼀定の要件
を審査し認定した
事業を⾏う事業
（医療等分野）
に対しては、引き
続きオプトアウトに
よる提供ができる
こととしてはどうか。

現在は、オプトア
ウト可能だが、
改正個⼈情報保
護法の施⾏後は、
病歴等の要配慮
個⼈情報は、事
前の本⼈同意なく
オプトアウトでは提
供できない

【⽴法措置】

診療所等
医療機関

連携

本⼈
同意

Aの個⼈情報調査結果・開発成果 調査結果・開発成果
個⼈情報ではないので
本⼈同意不要

個⼈情報ではないので
本⼈同意不要

第三者提供

調査結果・開発成果
※個⼈情報は含まれない

匿名加⼯情報

安全管理措置

安全管理措置

安全管理措置
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（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））

＜交通事故、災害の防⽌等の分野＞
イ．交通事故、災害の防⽌等の分野においては、膨⼤な画像情報を⼈⼯知能等を⽤いて学習させることにより、

交通事故対策システム関連の開発、⾃動運転のための技術開発、災害対策のための技術・製品の開発が
進められている。
このような⽬的のため、例えば、代理機関（仮称）がタクシー会社や運送会社等から位置情報、プローブ

情報や映像等の個⼈情報が含まれ得る情報を収集し、これらの情報を分析し、その分析結果・開発成果（個
⼈情報は含まない）を⾃動運転技術の開発や３D地図の開発等に利⽤する企業等に提供する点（タクシー会
社や運送会社等から代理機関（仮称）への個⼈情報の提供が第三者提供に該当）について、
・ これらの開発等のためには、⼤量の⾞の位置情報、プローブ情報や映像情報については、個⼈情報と結

びつく情報や、顔等本⼈を識別できる情報は個⼈情報に該当すると考えられるため、取得後に⽣じた上記
開発の⽬的のための情報利⽤や第三者への提供に当たっては、あらかじめ本⼈の同意を取得することが必
要。

・ しかしながら、このような映像に映り込んだ不特定多数の個⼈等に対して同意を取得することは事実上
不可能であるため、交通事故、災害の防⽌等の分野において代理機関（仮称）が⾏う事業のうち、国が交
通事故、災害の防⽌等の分野に係る事業であること等の⼀定の要件を審査し個⼈情報の保護に⽀障がない
と認定した事業に必要な場合に限り、当該事業を⾏う代理機関（仮称）に対して、本⼈同意が困難なとき
は本⼈同意なく情報を提供できるものとすることが必要（個⼈情報保護法の特例措置）。

③ 代理機関（仮称）に関して必要な法制上の措置について（つづき）



運送会社

⾃動⾛⾏⾞、
地図会社、

その他

運転者B、
⾃動⾞メーカー、

その他

タクシー会社

Xの個⼈情報 Yの個⼈情報

分析結果、開発成果

Xの個⼈情報 Yの個⼈情報 Aの個⼈情報

※個⼈情報は含まれない
分析結果・開発成果

データ処理 データ処理

個⼈情報ではないので
本⼈同意不要

歩⾏者X、Y等 運転者A

本⼈同意困難

⾃動⾞
メーカー

Aの個⼈情報

現在は、個⼈情
報保護法により、
本⼈同意なく、本
⼈が識別できる顔
画像を提供するこ
とはできない。

本⼈同意【⽴法措置】

国が⼀定の要件
を審査し認定した
事業（交通事故
防⽌、防災等分
野）に対しては、
本⼈同意困難な
ときは、本⼈同意
なく提供できること
としてはどうか。

【参考2】代理機関（仮称）への情報提供等（第三者提供）に関し⽴法措置が必要な事項
【イ．交通事故、災害の防⽌等の分野】

代理機関（仮称）

付加価値
サービスの

還元

個⼈情報ではないので
本⼈同意不要

※個⼈情報は含まれない

第三者提供
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安全管理措置

安全管理措置



④ 代理機関（仮称）が⾏う事業のうち、特例が認められる事業の認定に当たっての視点
ア．代理機関（仮称）は、多様かつ⼤量の個⼈情報を取り扱うこととなるから、特例が認められる事業の認定に

当たっては、国⺠の権利利益の保護に配慮し、国⺠の理解が⼗分に得られ、国⺠への裨益が⼤きい分野である
こと、個⼈情報の適切な管理、事業の確実性・継続性等が確保されていることが必要。

このため、国が、申請を受け、事業を認定するに当たっては、以下のような視点が重要。

１）調査または開発の対象となる新たな知⾒または新たな技術・製品を利⽤することにより、国⺠⽣活向上・
国⺠経済発展に特に寄与するものと⾒込まれること

２）国⺠の理解が得やすい分野に係る事業であること（医療・介護の向上、健康の増進、事故⼜は災害の防⽌
等の分野（必要に応じて政令で追加））

３）個⼈情報が安全・安⼼に管理される事業であること（セキュリティ、事業継続性の確保等）
４）個⼈の権利利益を不当に侵害する事業ではないこと（代理機関（仮称）から他の研究機関等の第三者に情

報を提供する場合、その情報が匿名加⼯情報や調査結果・開発成果（個⼈情報は含まない）に限定している
こと）

等

イ．さらに、事業分野ごとの情報の特性に応じた代理機関（仮称）の透明性確保の⽅法（情報流通の履歴を個⼈
に開⽰する仕組等）や、代理機関（仮称）間の連携、代理機関（仮称）で取扱う情報の種別（医療分野におい
ては、例えば⾎液検査、病理検査等）に応じたガイドラインの作成等についても、あわせて検討整理すること
が必要。なお、情報の内容に応じた代理機関の守秘義務、情報内容に応じた代理機関に対する情報提供義務が
必要との意⾒があった。

ウ．上記のほか、本検討会において議論のあった遺伝⼦情報の取扱い、医療等分野のID基盤の整備については、
継続的に検討を⾏うことが必要。
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（３）安全・安⼼にITを活⽤して情報を共有・利⽤する事業の円滑化（代理機関（仮称））



（４） IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保

① シェアリングエコノミーサービスの登場

② インターネット仲介機能の特性

13

インターネットやスマートフォンの普及、それに伴うSNSの利⽤等が普及するなか、IT利活⽤による個⼈間
の情報のマッチングを⾏う機能をインターネット上に提供することで、利⽤されていないスペース、モノ、ス
キルなどを短期的に提供したい不特定多数の⼀般個⼈（C）と、これらの利⽤を希望する不特定多数の⼀般個⼈
（C）との間を仲介し、個⼈の遊休資産等の共⽤を実現するサービス、いわゆるシェアリングエコノミーサービ
スが様々な分野において登場。その健全な発展により、我が国経済の活性化や国⺠⽣活の向上に貢献すること
が期待されている。

シェアリングエコノミーサービスが提供するインターネット上のサービス仲介機能については、次のア、イ
の特性を有する。

ア．匿名性
シェアリングエコノミーサービスは、ネットワークの匿名性により、顔や声を認識させることなく情報交

換が可能であり、⾝元を隠したり、他⼈になりすますことが容易。

イ．情報の広範な伝搬性
シェアリングエコノミーサービスは、広範囲の不特定多数の者に低コストで情報発信することができると

いうネットワークの特性（広範な伝搬性）により、不特定の⼀般個⼈が、短期間に限定してサービスを提供
することができるなど、その提供に当たってのハードルが低く、多種多様な者により多種多様な提供が容易。



③ インターネット仲介機能の特性に伴う諸課題

14

②ア、イに揚げた特性から、シェアリングエコノミーサービスは以下の１）〜４）の諸課題を惹起。

課題１） サービス提供及び利⽤状況の実態把握が困難
インターネットを通じて、不特定多数の⼀般個⼈によるサービスの提供と利⽤（C to C）を仲介するもので

あり、こうした⼀般個⼈によるサービス提供及び利⽤の実態を把握することが困難である。

課題２） 情報の⾮対称性の発⽣
実際に会って顔や声を認識することなく、信⽤できる相⼿か否かを判断しなければならないため、サービス

内容等について情報の⾮対称性が発⽣し、不⼗分な情報や間違った情報に基づいて意思決定を⾏ってしまい、
トラブルとなるリスクが⼤きい。

課題３） 外部不経済の発⽣
⾝元を隠したり他⼈になりすますことが容易であることから、サービス提供に当たって詐欺や無許可営業等、

違法⾏為をはたらく者や、その利⽤に当たって犯罪や迷惑⾏為を⾏う者等を呼び込みやすい。場合によっては、
近隣住⺠等の迷惑被害やテロ、感染症の発⽣等、外部不経済を発⽣させ、地域社会の安⼼・安全を脅かすおそ
れがある。

課題４） ボーダレスな対応が必要
ネットワークの特性から国境を越えて提供が可能であることから、外国に本拠を置いたシェアリングエコノ

ミーサービス事業者が、⽇本国内のサービスについて仲介することが可能。外国事業者が⾏う仲介を巡って問
題が⽣じた場合、事業者が外国にあるため、必要な対応を求めることが、物理的、法的に困難。

（４） IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保
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④ 諸課題に対応するルール整備に向けた基本的考え⽅

ア．諸課題に対応するためのルール整備の対象
諸課題に対応し、消費者保護を図る観点から、サービスの提供と利⽤をインターネットを通じて仲介する

シェアリングエコノミーサービス事業者が、最も多くの情報を集約・整理することができ、サービスの提供と
利⽤の仲介による事業を⾏う⽴場にあることも踏まえ、当該事業者が負うべき⼀定の責務について、法制
上の枠組みを整備することが必要。

イ．対象となるシェアリングエコノミーサービスの範囲

上記ア．の検討に当たっては、様々な分野において、シェアリングエコノミーサービスが登場しつつあるこ
とから、新たなサービスの登場を阻害しないことが必要。このため、仲介するサービスの性質が、⽣命、⾝体
の損害が発⽣する恐れがあるものであって、社会的な影響が⼤きいものを仲介するシェアリングエコノミーに
限定する等して、規制を適⽤することが必要。

具体的には

・ 現在、業規制（例えば宿泊であれば旅館業法等）が整備されている分野については、法的保護の必要性が
⾼い分野であると考えられることから、業規制が整備されている分野のサービス提供と利⽤をインターネッ
ト仲介する事業者にルールを整備する等の限定が必要。

・ その際、⽣命、⾝体の損害が発⽣する恐れがある等、シェアリングエコノミーサービス事業者の適切な関
与がなければ、当該事業者への信頼性と安全性に懸念が⽣じ、その結果、当該事業者の仲介による便益を消
費者が受けられなくなる恐れがあるもの等に限定して規制を適⽤することが必要（今後、サービス実態を⾒
つつ、対象となるサービスを政令で逐次追加できるようにする。）

（４） IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保
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（４） IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保

諸課題への対応のため、⼀定のサービスを仲介するシェアリングエコノミーサービス事業者に対し、必要最
⼩限の仕組を設けることが必要。

課題１）への対応（サービス提供及び利⽤状況の実態把握が困難）
⾏政による適切かつ効率的な実態把握の⼿法（問題が⽣じた場合にも適切に対応）として、シェアリング

エコノミーサービス事業者に対して、事業の参⼊に当たっては適切な規制を導⼊するとともに、シェアリン
グエコノミーサービス事業者が提供者及び利⽤者の本⼈特定事項を確認することを義務付け。

課題２）への対応（情報の⾮対称性の発⽣）
利⽤者がサービス内容とリスクについて理解した上で選択できるよう、例えば、シェアリングエコノミー

サービス事業者が、提供されるサービスが業法の許可等を受けて⾏われているものか等を確認し、その結果
やサービス⽔準等の必要な情報を利⽤者に提供すること等を義務付け。

課題３）への対応（外部不経済の発⽣）
外部不経済の内容に応じ、シェアリングエコノミーサービス事業者・提供者・利⽤者との責任分界点を明

確化しつつ、シェアリングエコノミーサービス事業者にも⼀定程度責任を担ってもらうこととし、例えば、
苦情（第三者からのものを含む）への相談窓⼝の開設や、第三者であっても当該サービスに関する苦情の申
⽴てを⾏えるような表⽰（相談窓⼝の連絡先を記載したシールの配布と⽞関への設置依頼）の措置を約款に
より講ずる等を義務付け。

課題４）への対応（ボーダレスな対応が必要）
海外の事業者への域外適⽤を導⼊し、それを実効性あるものとするため、例えば、課題１）の事業の参⼊

に当たっての適切な規制を、国内サービスの提供を仲介する海外事業者にも適⽤するとともに、事業所の国
内設置をその要件とする等、⼀定の把握のための仕組等を設ける。

⑤ 諸課題に対応するルール整備のあり⽅
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本検討会での議論においては、シェアリングエコノミーのあり⽅を検討する契機が「いわゆる⺠泊のあり⽅」であることを踏まえ、シェア
リングエコノミーサービス事業者へのルール整備に当たっては、サービス提供者に係る業法その他の関係法令との関係を併せて⼀体
的に整理することにも留意すべきとの意⾒や、サービス提供者に係る業法の規制緩和を同時に⾏うべきとの意⾒があったところ。

このため、⺠泊における政府部内での議論も踏まえつつ、シェアリングエコノミーサービス事業者へのルール整備に当たっては、その
要否も含め、以下のようなシェアリングエコノミーサービス事業者としての責務についても検討を⾏うことが必要。

• 仲介するサービスの提供と利⽤により、⽣命、⾝体⼜は財産について損害が⽣じ、その被害者（第三者を含む。）に対し、そ
の損害の賠償を⾏うべき場合に備えて取るべき措置（提供者、利⽤者との契約に基づき、これらの者が取るべき措置を含
む。）の確保の仕組

• 仲介する提供者、利⽤者の相互評価を⾏う仕組みの適切な提供の仕組
• 法令等の違反を認知した場合の監督官庁への届出の仕組 等

⑥ 諸課題に対応するルール整備のあり⽅（留意すべき事項）

（４） IT利活⽤を⾏う新たなサービス（シェアリングエコノミー）の適正な事業運営の確保


