
1 情報通信サービス・
インターネットの基礎知識

情報通信サービスの内容1
（1）情報通信サービスの種類
　 図表1 「電話・通信サービスの種類」をご
覧ください。情報通信サービスは、通話にか
かわるものとデータ通信にかかわるものとの2
種類に大きく分かれます。
　通話の方は、固定電話（有線）と携帯電話
（無線）に分かれます。樹系図をたどっていく
と、一般固定電話という昔ながらの電話や、
直収電話もありますが、現在は固定電話の主
だったものはIP電話の形を取るものが多くな
っています。携帯電話は、 図表1 には3Gから
書いてありますが、Gというのはジェネレーシ
ョンで、第三世代の携帯です。ドコモでいう
とFOMAで、今はだんだん廃れてきています。
今のメインは3.9G、4Gといった第四世代とい
われるLTEがメインです。
　データ通信の方は、有線では、ISDN、DSL、
光回線、ケーブルテレビ等、いろいろな種類
があります。無線は、LAN、WAN、赤外線、
ブルートゥースやNFC等、通信の方式がいろ
いろとあります。データ通信のメインは、現
在、無線LANかWANの形のLTEです。また
時期が進んでくれば、今のLTEもだんだん時
代遅れになって、世代交代が始まるという状
態になってきます。
（2）情報通信サービスの構造
　現在の情報通信サービスの構造は、 図表2
のように、レイヤー別のサービス提供になっ
ている点が特徴です。
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電話・通信サービスの種類 2012.10．1現在（情報通信マニュアルに加筆・訂正）図表1
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て一括して手続をするのですが、例えばプロ
バイダーや回線を乗り換える場合に、例えば
回線の契約を解除して、新たに結び直せばそ
れでいいのかというと、それぞれ契約がある
ために、プロバイダー契約まで含んで新たに
契約してしまって、元のプロバイダー契約も
残ってしまうというケースもあって、そうい
う相談も消費者センターに来ています。

情報通信サービスにおける
トラブル・問題点2

（1）SIMフリーによるトラブル
　SIMフリーによるトラブルが今後増えるの
ではないかと言われます。SIMとは、電話番
号等の契約者に関する情報が入ったICチップ
のことで、そのICチップを携帯電話の端末機
に入れることによって、その契約者の携帯電
話として電話会社に認識されます。これまで
は各携帯電話会社が販売する携帯電話には、
自社のSIMを入れないと通話ができないよう
に、SIMロックをかけていました。しかし、
総務省の政策的な転換があり、2015年6月から
販売する端末機についてはSIMロックを解除
できるようにということになっています。
　そうすると、SIMロックがかかっていた場
合には、携帯電話会社は自社が販売している
携帯電話について自社の通信サービスで使え
るかの検証ができたのですが、SIMフリーに
なると、自社のSIMが自社が関与していない
端末機に組み込まれることによって、端末機
によっては十分なサービスが受けられないと
いう問題が生じました。相性や使っている周
波数の問題などがあって、必ずしもベスト
なサービスが受けられるとは限らないので、
SIMフリーによっていろいろなトラブルが今
後起きてくるだろうと予測されます。
（2）  レイヤー別のサービス提供になったこと

による問題
　スマートフォンの普及によって、そのアク
セスの回線という伝送経路が必ずしも単一で
はなくなっています。例えばインターネット
をスマートフォンで利用しようとした場合に、

　まず、一番下に伝送設備というハードウエ
アがあり、その上に伝送サービスの提供があ
る。その上にプラットフォームという形での
サービス提供があって、最終的なコンテンツ
はさらにその上に載っています。このように、
レイヤーになったそれぞれのサービスを受け
なければ最終的なコンテンツのサービス提供
がなされないということが特徴です。
　例えば昔の電話であれば、電電公社の時代
は電電公社1社と契約をすれば電話はできたわ
けです。けれども今、インターネットで何ら
かのコンテンツサービスの提供を受けようと
すると、どこか1社と契約すればそれで全てが
賄えるというケースはほとんどありません。
例えばNTT東日本と光ファイバーの契約をし、
その上にインターネットのサービスプロバイ
ダーとのプロバイダー契約をして、その上で
何かゲームなりいろいろなコンテンツ、サー
ビスの提供を受けるための契約をするという
ように、階層化されたサービス提供になって
いることがいろいろな問題の根本にあります。
　消費者にとって分かりにくいのは、そのよ
うな階層構造のサービス提供であるというこ
とがなかなか認識できないことです。最初に
契約する時は、あたかも1個の契約のようにし

情報通信サービスの構造図表2
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キャリアの回線を経てインターネットにつな
がったり、あるいはWi-Fiを通じてつながった
り、ほかにもWiMAXなどといったものでつ
ながることもあります。
　このように、伝送経路が複数あり得るので、
必ずそのキャリアの回線を通るという保証が
ありません。そのため、フィルタリングにつ
いては、キャリアの回線を通るときだけフィ
ルタリングが義務化されていますので、Wi-Fi
やWiMAXといったキャリアの回線以外の回
線を通ってしまう場合には、フィルタリング
が利かないというケースも出てきています。
そういった場合には、また別途、スマートフ
ォンにフィルタリングのソフトを入れたりし
ないと、フィルタリングが有効に機能しない
ということになります。
（3）国際ローミングの問題
　国内の通信ですと、かなりの量を使ったと
しても定額制の料金体系のおかげで一定額で
収まるのですが、定額制がないと、どんどん
通信してしまった場合、すぐに100万円台の課
金になってしまいます。国際ローミングの場
合は定額制の料金体系が利かないこともある
ので、いつも使っていた携帯電話を海外で使
ったときに、高額な請求が来てトラブルにな
るということがあります。
（4）携帯電話のオンラインゲームについて
　当初は携帯電話のオンラインゲームについ
ては、フリーミアムというビジネスモデルが
使われていました。
　これはどのようなものかというと、基本的
なサービスについては無料である。ただそこ
からより高度なサービスを受けようとする場
合には課金がなされるというビジネスモデル
です。このフリーミアムモデルが出てきた当
初は、広告などでは無料でゲームということ
が大きくうたわれて、子どもなどは無料でゲ
ームができるといって飛び付くわけです。親
の方も無料だと思っていたら、実はもっとい
ろいろなことをやるためには有料のサービス

が必要だった。そこで子どもが知らないうち
に有料サービスを使ってしまって、高額の請
求が来て、問題になっていました。
　特に、未成年者の取消しの問題として扱わ
れることが多く、それについて事業者が硬い
態度を取っていました。しかし、経産省の「電
子商取引及び情報財取引等に関する準則」＊1

の中で、未成年者取消しについての論点を若
干書き換え、業者側が態度を変えてきて、問
題がだんだん小さくなってきました。それに
ついてはまた後で触れたいと思います。
（5）解約制限付契約の違約金問題
　解約制限付契約の違約金問題、いわゆる2年
縛りの問題については、高裁までの判断では
消費者契約法に基づいての差止め請求は認め
られず、最高裁は全て上告不受理という形で
確定してしまいました。
　これはいずれも京都消費者契約ネットワ
ークが団体訴権で差止め請求をしたもので、
KCCNのサイト＊2に判決文も全て掲載されて
いますので、それをご覧になっていただけれ
ば内容は分かると思います。地裁のレベルで
も高裁のレベルでも、消費者契約法の平均的
損害などについての解釈がみんなばらばらで
した。ですので、最高裁で何か統一的な判断
をしてくれるかなと思っていたのですが、最
高裁は上告不受理として判断しませんでした。
　ただしこの2年縛りについては、法律解釈は
法律解釈としても、政策として2年縛りはおか
しいということで、総務省では2015年7月16日
に「利用者視点からのサービス検証タスクフォ
ース」の中で、「『期間拘束・自動更新付契約』
に係る論点とその解決に向けた方向性」＊3と
いうペーパーを出しました。ペーパーではこ
れまでの2年縛りの契約を緩和する方向でやっ
てくださいという総務省の政策論が示され、2
年縛りの3社横並びの契約の方式がだんだん緩
和される方向にあります。

＊1　 http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003-3.pdf
＊2　 http://kccn.jp/mousiir-keitai.html
＊3　 http://www.soumu.go.jp/main_content/000368928.pdf
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インターネット3
（1）インターネットの仕組み
　情報通信サービスの中で一番よく使われて
いるのはインターネットです。
　インターネットでは、パケット通信という
形でデータ通信をしています。パケット通信
の仕組みは、 図表3 のとおりです。デジタル
の前はアナログ通信をしていました。アナロ
グ通信は、考え方としては糸電話の考え方で
す。要は、AさんとBさんが話をする場合に
は、AさんとBさんの間を線でつないで、その
間で通信する。通信する人たちが増えれば増
えるほど、回線の数がたくさん必要になりま
す。
　他方、パケット通信とは、通信の内容を、
一定の大きさの小包（パケット）に分けて、
そのパケットをベルトコンベアの上にどんど
ん流していく。それで受け取った側で仕分け
をして、話し相手の方に届けると。そのパケ
ットをつなぎ合わせて元の形に戻すというイ
メージで通信をします。回線の本数としては、
簡単に言えば1本で何人もの人が同時に話がで
きるということです。
　デジタルの通信というのは、ゼロと1の符号
で情報の通信をしますので、パケットもその
ゼロと1の羅列で一定の長さのものが流れてい
きます。パケット単位ごとに流れていくこと
になります。
　また、インターネットの中では、IPアドレ
スというものが使われています。これは、現
在はゼロから255までの数字を4つ並べたもの
という形で通信をしています。これは基本的

には世界に1個という形で、通信相手を特定す
るものになりますので、IPアドレスを特定す
ると、相手が特定できるという形になってい
ます。
（2）インターネットサービスの変遷
　インターネットでは、時代に応じてはやり
のサービスがあります。インターネットは、
最初はホームページとメールで構成されてい
ました。それがWeb1.0の時代であると言われ
ます。
　それがWeb2.0という世代になっていくと、
ここでいろいろなはやり言葉が出てきて、ロ
ングテールやロボット型検索エンジンやWiki
やブログやSNSというものがWeb2.0の世代の
話であると言われています。Web2.0というの
は、送り手と受け手が流動化して、誰でも情
報を発信し、誰でも情報を受け取ることがで
きるということが特徴の1つです。
　Web2.0の後は、クラウドコンピューティン
グという考え方がまたはやり言葉として出て
きました。クラウドコンピューティングとい
うのは、インターネットを雲に例えて、その
雲の中にいろいろな情報なりソフトウェアな
りを置いていき、必要な時にそこから取り出
して使えばいいのだという考え方で、「所有か
ら利用へ」という考え方に転換してきたとも
言われています。
　その後、また新しい概念として出てきたの
がビッグデータ（文字通り大きなデータ）で
す。インターネットを使うことによっていろ
いろなデータを集積することができるように
なり、ITの技術も進歩してきたので、大量の
データを扱えるようになりました。そのビッ
グデータをどのように利活用していくのかが
今後の経済の発展につながるということで、
ビッグデータについては、「くらしと経済の基
盤としてのITを考える研究会の報告書」＊4で
言及されています。
　最近ではIoTやM2Mなどというまた新し
い言葉が出てきています。IoTというのは
Internet of Things、物のインターネットとい
うことです。物に通信機能を持たせてインタ

BB
bに送信bに送信 パケットパケット

aに送信aに送信AA

bb

aa

同時に通信できる同時に通信できる

パケット通信の仕組み図表3

＊4　 https://www.ipa.go.jp/fi les/000001884.pdf
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ーネットに接続したりして、そこから得られ
た情報を分析して活用していくことで、いろ
いろなことができるのではないか。これもビ
ッグデータの利用ができることから、このよ
うな考え方が出てきたと言えます。IoTなどに
ついては、まだ行政の方ではそれほど対応は
しておらず、経産省の産業構造審議会でも若
干取り上げてきているところです。

電子商取引
（Electric Commerce）4

（1）電子商取引の特質
　直接、消費者と関係するため、トラブルが多
いのは電子商取引の分野です。電子商取引の
特質として、簡便性や即時性が挙げられます。
お店が開いているとか、あるいはお店に行か
なければいけないなどというような、場所的
にも時間的にも拘束されない取引ができる。
それから、電子商取引の決定的な特質として
は、非対面性ということが言え、店員を煩わ
せることなく取引を行うことができます。非
対面性という特質上、必然的に隔地者間取引
になっていき、そのためにいろいろな問題が
発生していますし、その隔地者間取引のため
に、決済の問題も非常にかかわってくると言
えます。
　リアルな店舗であれば、基本的には決済は
現金です。日本人は現金が好きなので、現金
で取引することが多いのですが、非対面取引
の場合は、現金決済は難しいところがありま
す。特に短時間で決済しようとすると、現金
だと物理的に相手方に送付しなければいけな
いなどといった制約がありますが、非対面の
取引の場合だと、現金取引はほとんどなくて、
クレジットカードや電子マネーなどいろいろ
な決済手段を用いることが多い。そのために
いろいろとまたトラブルが起きてくると言え
ます。
　それから双方向性というのも、インターネ
ットの場合は可能であるということが言われ
ています。今後の技術の進展によって双方向
性がより強くなっていく可能性はありますが、

現在のところは普通の通販等の程度という感
じではあります。
　それから、最近の消費者問題として非常に
悩ましいところが、ボーダーレス取引（越境
取引）が容易にできるということです。イン
ターネットは世界に張りめぐらされたネット
ワークですので、必ずしも国内の利用者と消
費者とが取引をするというものではありませ
ん。日本語で表示されているウェブサイトで
あっても、海外の事業者が相手であるという
ケースもかなりありますし、ボーダーレス取
引で実際に物を購入すると、物が国境を越え
て渡ってくるということもあって、トラブル
になった場合、そのトラブル解決にいろいろ
な支障が出てきています。
　それから、電子商取引では、表面的には匿
名性があると言われます。相手の信用度は、
インターネットのウェブ上では全く分からな
いと。いろいろな情報が掲載されているとし
ても、それが真実かどうかは分からないです
し、ウェブのネット通販のページなどは一定
の技術があれば大企業でも個人でも同じよう
なものが作れてしまいますので、立派なもの
かどうかというのだけでは判断はできない。
相手の見極めが非常に難しいところがありま
す。また、相手の情報も必ずしも正確ではあ
りません。IPアドレスをたどればIPアドレス
を付与された人は特定できますが、そこから
先、実際に誰がやっているのかまでは特定で
きないので、やはり一定の匿名性を持ってい
ると言われています。
（2）電子商取引におけるトラブル
　電子商取引は拡大の一途をたどっており、
インターネット通販は、消費者センターなど
のトラブルの統計を見ても、毎月、トップの
トラブル類型になっています。
　そのインターネットの通販関係、あるいは
インターネットの電子商取引で、消費者問題
としてよく考えておかなければいけないのが、
取引主体と新しい取引類型や消費者被害トラ
ブルについてです。取引主体から見た取引の
類型として、BtoB、BtoC、CtoCがあります。
Bは事業者を指し、Cは消費者を指しますが、
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これまで消費者問題というと、BtoCの問題で
あり、BtoCについては特商法や消費者契約法
などにおいて取消権やクーリングオフ等のい
ろいろな規制がなされてきました。けれども、
インターネットオークションや、最近ではフ
リマアプリなど、消費者同士（CtoC）の取引
がインターネットで簡単にできるようになっ
てきたということが言えます。CtoCの取引が
相対的に増えてきているわけです。
　しかも相手がCなのかBなのか見極めがなか
なか難しいところがあります。BかCか、そこ
を見極めないと、消費者法を適用できるのか
どうかが違ってきますし、BtoCの場合は事業
者に一定の事業者としての心構えというか、
営業の覚悟というのがあるのですが、CtoCの
場合だと、インターネットの通販などは誰で
も簡単に事業者の役割に替わることができる
ようになっていますので、営業のためにやっ
ているのだけれども、実際のところは消費者
に毛が生えたようなものというケースも多い。
そのため、問題が発生したときに、通常の事
業者を相手にする場合よりも解決がなかなか
難しかったり、逆に自分が被害者だと言われ
てしまうケースも出てきます。
　このCtoCという取引がインターネットでは
かなり増えてきているので、BかCかを見極め
る必要があり、それについては経産省の「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」＊5に記載されて
います。もっとも、あくまで目安なので、個
別具体的に判断していかなければいけないと
言われています。
　それから、インターネット通販などでは、
取引関係で多数の関係者が出てくることがあ
ります。通常のリアルな消費者問題だと、事
業者がいて、消費者がいて、その間で何か問
題が起きるというケースが多いのに対し、イ
ンターネットの場合は、そこに決済業者が絡
んでいたり、あるいはインターネットモール
のようなものですと、モール業者とそこに出
店している事業者というように、さらにいろ

いろな当事者が出てきます。
　決済の関係も、クレジット事業者だけでは
なくて、電子マネー事業者、決済代行業者な
どといったものがいろいろ出てきて、これも
いろいろと複雑な関係が生じてくるので、そ
ういった多数の当事者が出てきたときに、い
ったいどこと最終的に交渉するのか、考える
必要があります。
　それからインターネットの場合には、ライ
フログを利用したり活用したりして、行動タ
ーゲティング広告のように、個別のユーザー
に向けた広告というものが増えています。テ
レビの広告ですと、誰が見ても同じチャンネ
ルを見ていれば同じものを見ているわけです
が、行動ターゲティング広告ですと、見てい
る人によって画面の表示が違っている。その
人の興味やこれまでの閲覧履歴などといった
データを分析して、その人に最も適合的な広
告が表示されたりします。
　またインターネットの取引ですと、インタ
ーネット上の表示がいつ見ても同じとは限ら
ないわけです。利用規約なども、後でトラブ
ルになって、事業者がぱっとファイルを替え
てしまうと、契約をしたときの利用規約と、
再び見たときの利用規約とが違っていたりし
ます。あるいは注文画面が更新されていたり
するということもあって、その契約内容、契
約の過程の再現性がきちんと取れるのかとい
うところは気を付けなければいけません。
　消費者センターなどのインターネット通販
での相談の場合に、相談員の方が、自分の目
の前の端末で同じようにその事業者のサイト
を開いてやってみるということもあるのです
が、それも相談者と相談員の方が見ている画
面が必ずしも同じとは限らないので、気を付
けないと間違った判断を下す可能性があると
いうことを注意することもあります。
　このように、インターネットの通販取引に
は、これまでと違う特質があるので、そうい
ったものを考えながら問題解決をしていかな
いといけないという点があります。

＊5　 http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra01.pdf
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2 情報通信・インターネットを
めぐる行政の動き

総務省1
　まず総務省では、スマートフォン・クラウ
ドセキュリティ研究会の最終報告＊6が平成24
年6月29日に出ています。総務省の情報通信サ
ービスに関する検討については、「利用者視点
を踏まえたICTサービスにかかわる諸問題に
関する研究会」があり、ここでほとんどのこ
とが検討されています。この研究会のフォロ
ーをしていくと、総務省の情報通信サービス
に関する動きが見えてきます。
　つい最近では、「利用者視点を踏まえたICT
サービスにかかわる諸問題に関する研究会」
の「利用者視点からのサービス検証タスクフ
ォース」において、2年縛りの問題について改
善する方向が打ち出されましたし＊7、「通信
サービスの料金その他の提供条件の在り方等」
という報告書＊8の中で、電気通信事業法への
民事ルールの導入を検討することが初めて言
われ、その報告書で民事ルールを導入すると
いうことが検討されて、平成27年5月に電気通
信事業法が改正され、民事ルールが導入され
たという経緯があります。総務省はそれまで
なかなか民事ルールを導入しようとは言わな
かったのですが、ここに来て大きく変わった
と言えます。

消費者庁2
　消費者庁では、同庁が発足してすぐにイン
ターネット消費者取引研究会＊9が設けられま
した。これは半年ほど消費者庁でのインター
ネット消費者取引についての検討課題を検討
したという研究会でしたが、そこで消費者庁
が取り組むべき検討課題として、①インター
ネット取引にかかわる消費者問題の現状と課

題の整理、②消費者の安全・安心の確保のた
めの事業者、行政、消費者の取組のあり方、
③グローバルな視点を踏まえた国際的なトラ
ブルの解決のあり方の3つを挙げています。こ
の取引研究会自体は半年で終わりましたが、
その後はインターネット消費者取引連絡会が
平成23年の7月から不定期で開催されるように
なりました。
　それから「インターネットを通じた海外シ
ョッピング時のトラブルと注意すべき5つのポ
イント」＊10というものが公表されています。
これは消費者庁に越境消費者センター（CCJ）
が設置されて、そこに寄せられた相談から、
このような点に注意しましょうということが
公表されています。もっとも、事前にこのよ
うなことには注意して取引しましょうという
内容で、トラブルが起きてからこれを見ても
全然意味がないので、もう少しいいものを出
してくれないかなとは思っています。
　この消費者庁のCCJについては、平成27年4
月から、国民生活センターに移管されました。
ですので、今は国民生活センターのCCJとい
うことで活動を開始しています。消費者庁の
CCJのサイトには、毎年、報告書がPDFで掲
載されていました。それには越境取引につい
てのトラブルや、このような解決ができたな
どというようなことが掲載されており、越境
取引トラブルの情報源として有用であると思
います。
　また、消費者庁は、平成23年に「インター
ネット消費者取引にかかわる広告表示に関す
る景品表示法上の問題点及び留意事項」＊11を
公表しています。景表法上の問題点として挙
げていますが、インターネットで特徴的なビ
ジネスモデルについての解説をしながら、景
表法との関連を説明しているので、どのよう
なビジネスモデルがあるのかというところを
理解するのにも役立ちます。
　掲載されているのは、いわゆるフリーミア

＊6  http://www.soumu.go.jp/main_content/000166095.pdf
＊7  http://www.soumu.go.jp/main_content/000368928.pdf
＊8 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000152.html
＊9 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_6.html#m01
＊10 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/120411adjustments_1.pdf
＊11　http://www.caa.go.jp/representation/pdf/111028premiums_1_1.pdf
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ム、クチコミサイトの問題、フラッシュマー
ケティングという共同購入クーポンのビジネ
スモデル、アフィリエイトやドロップシッピ
ングです。インターネット取引のいろいろな
ビジネスモデルが紹介されつつ、景表法との
関連が書かれています。
　あとは一時期、世間をにぎわせた「カード
合わせ」に関する景品表示法（景品規制）上
の考え方の公表＊12を行っています。いわゆる
「コンプガチャ」の問題です。ほかにも消費者
が注意すべきポイントとして、ソーシャルゲ
ームやクチコミ、サクラサイトなどについて
のプレスリリース＊13があります。
　このように、消費者庁は、インターネット
の消費者取引の事業者の動きや、どのような
問題が生じているのか、特に景表法の関係で
いろいろな啓蒙活動をしています。

経済産業省3
　経産省は、「電子商取引及び情報財取引等に
関する準則」＊14を作っています。ほぼ毎年
改訂を進めて、論点もどんどん増えてきてい
るので、電子商取引に関する論点については、
問題になりそうなものはかなり網羅している
と思います。
　この準則の性格は、基本的に事業者向けの
法律の解釈、堅い解釈をするとこのような感
じになるのかなというような解説になってい
ます。大きなIT関係事業者の法務の人はこれ
を見ていますし、消費者センターの相談員に
も見るように促しています。
　改訂をするときは必ずパブコメの募集をし
ますが、その期間以外でもいろいろな意見が
あれば、経産省の担当の課に連絡していただ
ければ、それが次の改訂に反映されるという
こともあり得るので、何か意見があればどん
どん言っていただきたいと思っています。
　準則の改訂は、弁護士と学者が起草し、産

業構造審議会の中の「IT利活用ビジネスに関
するルール整備ワーキンググループ」で検討
をして、最終的に了解を得て、公表するとい
う形になっています。
　そのワーキンググループでは、平成27年6
月、ITを利活用した新サービスをめぐる制度
的論点ということで、IoT、域外適用、クラウ
ドサービスにおけるデータを処理する責任等
について、これまでの議論を整理し、公表し
ています＊15。特に域外適用については、ボー
ダーレス取引が非常に多くなってきているこ
とから、いろいろと考えなければいけない部
分があります。経産省は、特商法は域外適用
できると考えているようです。ただ域外適用
できるとはいっても実効性はどうなのかとい
うところはありますが、海外事業者について
も特商法の表示義務などは適用されると言わ
れています。
　また、平成27年7月には同じ産業構造審議会
の中の割賦販売小委員会で、割販法の一部改
正についての報告書＊16が出ています。当初、
消費者庁の方でも決済代行が非常に問題にな
っていたのですが、決済代行をどのように位
置付けるかというのが1つの肝であったわけで
す。決済代行業者はペイメント・サービス・
プロバイダー（PSP）という形で議論されて、
割販法の中で一定の位置付けをする方向で検
討されています。 （次号へつづく）

＊12　http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf
＊13　http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/130403adjustments_1.pdf
＊14　http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140808003/20140808003-3.pdf
＊15　http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_business_wg/pdf/005_s03_00.pdf
＊16　http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/kappuhanbai/pdf/report_02_01.pdf
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