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「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会」報告書 骨子（案） 

 
１．はじめに 

➢近年、ビッグデータに代表される情報処理可能なデータの飛躍的増大や、コンピュータの

計算能力の向上、人工知能等の第四次産業革命と呼ぶべき技術革新が進行している。 
➢昨年４月に公表された「新産業構造ビジョン中間整理」では、デジタル市場で急成長を遂

げたプラットフォーマーに対する競争上の懸念を指摘しており、これを受けて、「第四次

産業革命に向けた横断的制度研究会」（以下「横断的制度研究会」という。）において、プ

ラットフォーマーに関する取引の特徴や実態等を取りまとめ、昨年９月に公表した。 
➢この報告書の中では、技術革新により価値の源泉がデータにシフトしていることをあげな

がら、第四次産業革命がもたらす競争環境の変化として、プラットフォーマーが登場した

ことにより、①ネットワーク効果による独占の容易性、②低い拡大コストからくる拡大の

容易性、③データの集積による競争力の向上、④①や③からくる先行者の優位性などを示

した。 
➢あわせて、プラットフォーマーによる取引事例として、スマートフォンアプリ市場におけ

る取引に着目し、決済手段に対する拘束等の事例が見られる旨を指摘した（２．参照）。 
➢このように、横断的制度研究会では主としてデジタル経済で発展を遂げたプラットフォー

マーに関する取引について検討を行ったが、その競争力の源泉であるとしたデータに関し

て、どのように集積・活用されることで競争力につながっているのか、どのように取り扱

われると競争が阻害されるのかについては、必ずしも焦点を当てた検討に至らなかった。 
➢競争力の源泉がデータであることから、データを支配することによって、競争者が当該デ

ータを活用した製品やサービス（以下「サービス等」という。）を提供することを妨げる

のではないかとの懸念がある。こうした懸念は、広く海外でも認識されており、近年、デ

ータを競争政策上どのように評価するかについての研究が行われている。 
➢一方、我が国の産業が競争力を高め、国際的な競争に打ち勝っていくためには、データを

活用しサービス等の質を高めていくことが必須である。そのため、抽象的な懸念が広まる

ことによって、事業者がデータの活用を躊躇することがないよう、データの活用に関する

競争政策上の考え方の在り方を検討し、可能な限り具体的な形で明らかにしておく必要が

ある。 
➢そこで、まずはデータの集積・活用の現状を俯瞰した上で、競争環境を整備してイノベー

ションを促進する観点から、どのようにデータの競争力を評価していくのか、今後どのよ

うな事態が想定されるのか、またそうした事態が生じた場合にどのような点に着目してい

くべきかを検討するため、「第四次産業革命に向けた競争政策に関する研究会」（以下「本

研究会」という。）を立ち上げ、以下のとおり検討した。 
 
２．横断的制度研究会報告書のフォローアップ 

➢本研究会では、まず検討の前提として、横断的制度研究会での指摘の振り返りを行うため、

スマートフォンアプリに関連する事業を営む者から、現状について聴取した。 

資料２ 



 

2 |  
 

➢この中で、特にアプリを提供するためのプラットフォームの意義について、アプリ提供者

が容易にアプリを開発できる環境や、広範な消費者にアプローチする手段を提供するとと

もに、消費者にとっても安心してアプリを入手できる場を提供するものとして、イノベー

ションを促進しているなどの説明があった。 
➢また、一部の事業者については、二重返金の可能性等の指摘を受けて、返金状況が確認で

きるＡＰＩをリリースするなど、改善に向けた取組が確認された。 
 
３．データの活用実態 

（１）総論 
➢事業に用いられるデータには様々なものがあるため、議論の便宜上、例えば以下のように

分類され、整理されることがある。 
・当該データが何を表すデータであるかに着目した整理 
個人データ（年齢、性別、住所、嗜好等の個人に関するデータ）、 
産業データ（機械の稼働状況、人や物の流れ等の事業活動に関するデータ） 
公的データ（統計、観光、公共交通分野等に関するデータ） 

・当該データの収集方法に着目した整理 
バーチャルデータ（web サイト等のオンラインで集められたデータ） 
リアルデータ（現実に設置されたセンサー等から集められたデータ） 

・データの管理・提供の方法に着目した整理 
オープンデータ（天気予報、統計等の公開されているデータ） 
クローズデータ（多くの個人データ、産業データ等の秘匿されているデータ） 

➢データは無体物であり、誰かが何らかの手段を用いて収集・蓄積（以下「集積」という。）

しなければ用いることはできないが、一方で、ただ集積しているだけでは、サービス等の

価値の向上にはつながらない。データが価値を示す場合、すなわちデータが活用される場

合としては、①データ自体が売買等の取引の対象となる場合、②データが何らかのサービ

ス等の開発、改良、製造、提供等（以下「サービスの提供等」という。）に用いられる場

合が考えられる。 
➢データ自体が取引の対象となり、市場が形成されている場合においては、一般的なサービ

ス等と同様に、当該市場におけるシェア等の状況に着目すればよいと考えられるため、デ

ータであるからといって特別に留意すべきことがあるものとは考えられない。したがって、

本報告書では、「データの活用」として、専らデータがサービス等に対して何らかの付加

価値を与える場合を指し、その実態を明らかにしていく。 
➢なお、データをサービス等に活用する手段として最も典型的であり、かつ従前から行われ

ているものとして、まず研究開発で得たデータをサービス等に実装していくことが考えら

れる。しかし、近年では、単なる研究開発段階にとどまらず、サービスの提供等を通じて

得たデータを用いてさらにその価値を向上させていくビジネスモデルが注目を集めてお

り、本報告書では専らそちらを念頭に置いて述べる。 
➢上記のとおり、データは集積しなければ用いることができず、また集積するだけではサー
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ビス等の価値の向上につながらないため、データを活用した事業を展開するにあたっては、

①データを集積する仕組みをどのように構築するか、②集積したデータでどのように付加

価値（儲け）を生み出すかが重要となる。①と②がうまく連動したモデルを作り出すこと

により、初めてデータは価値を生じ、サービス等は市場における競争力を獲得する。逆に、

明確なモデルがなく「将来活用できるかもしれないので、とりあえずデータを集めている」

というような状況では、およそサービス等の市場における競争力は生まれないと考えられ

る。 
 
（２）データの活用実態の分類 
➢データをサービス等に活用する手段として最も典型的であり、かつ従前から行われている

ものとして、研究開発等で得たデータをサービス等に実装することが考えられる。しかし、

近年では、単なる研究開発段階にとどまらず、サービスの提供等を通じて得たデータを用

いてさらにその価値を向上させていく仕組みを備えたより複雑かつ精緻な活用形態が広

まっている。そこで、本報告書では、データの活用とサービス等の価値の向上との関係性

に着目して、データを活用したビジネスモデルを以下の４パターンに分類する。 
➢なお、分類の前提として、「市場」の概念が登場するが、この市場は、需給両面からの代

替性から考えて画定されるものと言われている。例えば、一定の間隔でメンテナンスが必

要とされる製品が存在する場合に、メンテナンスサービスを提供する市場が製品の市場と

は別に画定されるか否かについては、当該製品の製造者以外の者もメンテナンスサービス

を提供しており、当該製品の購入者に選択の余地があるか否かが検討される。具体的には、

製品のメンテナンスを製造業者又は販売業者がアフターサービスとして行っており他者

が行うことは困難であるような場合には同一市場と、独立したメンテナンス事業者が存在

しているなど製造業者以外の者もメンテナンスを行っている場合には別市場と画定され

やすい。 

① 改善型 
サービスの提供等を通じて、相手からのフィードバックを得るなどしてデータを集積し、

そのデータを用いてサービス等を改善することによって付加価値を高めていくような類型

を指す。例えば、ユーザーが入力した検索ワードとユーザーが実際に選択した検索結果とを

集めて解析することで検索の精度を高めたり、ユーザーの属性情報とユーザーが実際に選択

した結果を集めることでマッチングの精度を高めたりといったことが考えられる。品質を向

上させるためには、サービスの提供等を行った結果が相手にどう評価されたかを知ることが

必要であるため、いかに自らのサービス等の効果を測定する（フィードバックを得る）仕組

みを構築するかが重要となる。このような改善は、他の類型と合わせて行われることもある。 

② 補完型 
あるサービス等（サービスＡ）の需要者に対して併せて別のサービス（サービスＢ）の提

供等を行う場合に、サービスＡで得られるデータをサービスＢで用いることにより、サービ

スＢの付加価値を高めていくような類型を指す。例えば、継続的なメンテナンスが必要な製
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品にセンサーを付けて販売し、当該センサーから得たデータを用いて効率的なメンテナンス

サービスを提供する、当該センサーから得た稼働情報を元により効率的な使い方をアドバイ

スするコンサルティング業務を行うこと等が考えられる。この類型では、サービスＢの付加

価値が上がることはもとより、高付加価値のサービスＢの提供を受けられるという利点を持

つことで、サービスＡの競争力自体が高まることもありうる。 
またこの類型では、どのサービス等の市場で利益を得るかがはっきりしており、他のサー

ビス等は当該サービス等を補完するものとして考えられている場合が多く、補完する側のサ

ービス等は無償で提供されることもある。例えば、様々なサービスを無償で受けられる利点

を強調することで製品の競争力を高めることも考えられるし、逆にセンサーを備えた製品等

を格安で販売した上で、当該製品上で稼働するソフトウェアや、当該製品から得たデータを

用いて提供されるサービスの競争力を高めることも考えられる。 

③ 統合型 
あるサービス等（サービスＡ）を軸として、まったく別のサービス等（サービスＢ）を組

み合わせることにより、サービスＡの価値を向上させる、サービスＡに顧客を誘導する、サ

ービスＡのほかの収入源を得る等の効果をもたらすような類型を指す。組み合わせられるサ

ービスＢは、サービスＡで用いられるデータを集めることのできるサービスか、サービスＡ

の提供による副産物であるデータを有効に活用できるものが想定される。前述の補完型と比

べると、補完型では複数のサービス等を同じ顧客に合わせて提供するが、この類型では複数

のサービス等をまったく別の顧客を相手に展開する点が異なる。例えば、あるサービスで活

用するデータを集めるために当該サービス等とは無関係の不特定多数の者に向けて無料の

アプリケーションを配布することや、ある製品から得たデータを解析することで把握した実

態や今後の予測を第三者に提供すること等が考えられる。 
この類型では、別の顧客を相手とするサービス等を組み合わせるため、より広い層の顧客

にリーチすることができる。そのため、より多様なデータを集めることができる、軸となる

サービス等への誘導効果が強まる、軸となるサービス等とは別の収入源として期待が持てる

等の利点がある。 

④ システム型 
前述の諸類型をさらに組み合わせることで複数のサービス等を連動させ、全体としてデー

タの集積や活用を行うシステムを構築することにより、各サービス等が相互に価値を高めあ

うような類型を指す。収益の軸となるサービス等がひとつに定まっている場合もあるが、複

数存在する場合も考えられる。また、ひとつに定まっている場合であっても、軸となるサー

ビス等と直接はつながらず、他のサービス等を介して間接的に価値を向上させるように働く

サービス等が存在するなど、複雑な形態となることもある。例えば、ターゲット広告を提供

する場合には、ターゲットとなる者のデータを集めるためのサービス（無償のサービスであ

ることが多い）が別途存在するが、より多くのデータを集めるために、さらに別のサービス

を組み合わせることがある。こうすることで、別のサービスで得たデータを当該サービスで

用いたり、別のサービスから当該サービスへ誘導したりすることが可能となり、間接的にタ
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ーゲット広告の精度を高め競争力を強めることとなる。 
➢我が国においては、バーチャルデータの活用（第１幕）は進んでいるが、リアルデータの

活用（第２幕）は始まったばかりとされる。実際に、ヒアリング調査を行った範囲では、

第１幕では上記のいずれの類型も見られるが、第２幕では先進的とされるビジネスでも補

完型か統合型であり、システム型は確認できなかった。 
 
４．競争政策上の評価のポイント 

（１）基本的な考え方 
➢独占禁止法では、私的独占（第３条前段）、不当な取引制限（第３条後段）及び不公正な

取引方法（第１９条）等の行為が禁止されており、不当な取引制限の中にはカルテル（第

２条６項）等が、不公正な取引方法の中には抱き合わせ販売（一般指定 10 項）、拘束条

件付取引（一般指定 12 項）、排他条件付取引（一般指定 11 項）、優越的地位の濫用（第

２条９項第５号）等が含まれるとされる。これらの行為には、それぞれ「一定の取引分野

における競争を実質的に制限する」、「公正な競争を阻害するおそれのある」などの要件が

課せられており、これらを満たす場合に限り違法となる。 
➢独占禁止法上の評価については、行為類型毎にそれぞれ詳細な要件が条文又は解釈上存在

するが、より普遍的な競争政策に通底する考え方としては、競争上の評価の基本は「状況

×行為」にあるといえる。すなわち、①「一定の取引分野における競争を実質的に制限す

る」や「公正な競争を阻害するおそれのある」などの、競争阻害が生じている（又はその

おそれがある）状況があった上で、②行為類型に当てはまるような不当な行為が存在して

いる場合にのみ違法となる。 
➢つまり、仮に市場で独占が生じていたとしても、それが公正な競争の結果としてシェアを

拡大したことによるものであれば、競争政策上非難されるものではない。また、仮に不当

な行為があったとしても、競争環境に影響を与えられなければ違法とはいえない（もっと

も、多くの場合、競争力のある事業者でなければ、不当な行為に及んだとしても顧客を逃

すだけであるから、通常は不当な行為に及ぶことは困難であると考えられる）。 
 
（２）データの活用における「状況」の評価 
➢競争阻害が生じているか否かについては、通常、ある市場において価格や数量等をある程

度自由に左右できるような地位（支配的地位）が形成、維持、強化されるか、又はそこま

では至らなくとも自由競争を減殺することにつながるか等を検討した上で、個別の事案に

応じて判断される。 
➢しかしながら、１．で述べたとおり、データを活用しようとする事業者の懸念を払拭する

観点からは、可能な限り具体的な形で、一般的な考え方の整理が有益と思われる。そのた

め、データの活用がもたらす競争力と、その支配による競争の阻害という点に絞って、状

況を検討するための考え方の整理を行う。 
➢かかる観点からすると、まず前提として、データを活用したサービス等の市場が存在する

場合に、データの競争力が論点として浮上するか否かの検討が必要となる。仮にデータが
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なくとも同様のサービスの提供等が行いうるのであれば、データの集積や活用において支

配的な地位にある者がいたとしても、そもそもデータを使わない競争者との競争が生じる

ので、その支配によってサービス等の市場における競争が阻害されるおそれは少ないもの

と考えられるためである。 
➢データの活用がサービス等に大きな影響を与える場合には、データを活用した事業者がデ

ータのもたらす競争力を利用して支配的な地位を形成、維持、強化することができるか、

言い換えれば、現在又は将来の競争者が同様にデータを活用することができるか否かが問

題となる。そのため、まずは前提として競争者が元となるデータを集積することができる

か否かを検討した上で、さらに十分に活用することができるか否かも問題になる。 
➢このように、①データの影響度合い、②集積の可能性、③活用の可能性という「３つのス

テップ」を順に検討していけば、データの支配とそれによる競争阻害の状況を明らかにす

ることができると考えられるが、その具体的な内容はそれぞれ以下のとおりである。 

①データの影響度合い 
➢当該データがサービスの提供等に必須の場合、データの集積・活用によって競争が阻害さ

れている可能性がある。そこで、この場合、競争者にとっても同様のサービスの提供等が

可能であるか否か（②・③の論点）を詳細に検討する必要がある。 
➢当該データの活用によって、サービス等の品質が向上し又は価格を抑えることができるが、

サービスの提供等自体はデータがなくとも可能であることも考えられる。この場合には、

データを活用することで生じる差を評価し、データを活用しなければ到底比肩することの

できない程大きな差が生じているような場合には、データの集積・活用によって競争が阻

害されていると評価することができる可能性がある。ただし、その場合であっても、デー

タの活用によって需要者が得る便益を競争促進効果として評価するべきである。 
➢なお、前記のとおり、当該データを集積・活用しなくても同様のサービスの提供等を行う

ことができる場合には、基本的にデータの集積・活用自体が競争を制限するおそれは少な

い。そのため、この場合には、特にデータに着目して検討を行う必要はないものと考えら

れる。 

②集積の可能性 
➢上記のとおり、データの活用がサービス等に与える影響が大きい場合には、同様のサービ

スの提供等を行おうとする競争者が、必要な種類のデータを必要なだけ集積することがで

きるか否かを検討する必要がある。 
➢検討にあたっては、まず「検討の対象となるサービス等との関係では何のデータが必要な

のか」を特定することが重要である。例えば、あるサービスの提供のために人の移動に関

するデータが必要だとしても、それが街中でのデータなのか、工場内でのデータなのかで

集積の優位性は大きく異なる。また、工場内の移動データだとしても、およそ工場であれ

ば何でも構わないのか、特定の設備が導入されている等の特徴のある工場でなければなら

ないのか、特定の企業の工場のものでなければならないのか等、様々なレベルがあり得る。 
➢どのようなデータが必要とされるかは事案に応じて判断するよりほかないが、一般的には、
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提供するサービス等の顧客の範囲と概ね一致するものと思われる。前記の工場の例で言え

ば、広く製造業者に対してサービスを提供したいのであれば、種類を問わず様々な工場の

データが必要であるし、ある種の設備を導入している事業者のみを顧客とするのであれば、

当該設備が導入されている工場のデータが必要となる。かかる観点からすると、およそあ

る特定の事業者のみが有するデータでなければならない場合というのは、当該事業者が市

場で圧倒的な地位を確立しており、顧客が当該企業以外に存在しない場合など、極めて稀

な例であると思われる。 
➢上記を整理した上で、データ集積に際して、以下の観点から判断するべきと考えられる。 
（ⅰ）アクセス可能性  
・第一に、競争者がデータにアクセスすることが可能か否かという観点から、競争者が自ら

データを生成し、取得し得るか、又は他者のデータを入手できるかを検討する必要がある。 
・前記のとおり、特定の事業者のみが有するデータでなければならない場合は稀であるとす

れば、通常、同様の事業を営む競争者であれば同じようなデータにアクセスすることは可

能である場合が多いと考えられる。そのため、競争者による集積が困難となるほどの経済

上、契約上、法律上、技術上等の制約があるか否かを検討すればよい。 
・例えば、自らデータを生成する場合には、センサーの設置や大容量のサーバーや通信機能

の確保等のための設備投資が可能か（経済上の制約）等の論点があり得る。また、他者か

らデータを獲得する場合には、相手との関係でデータを保持することができる契約になっ

ているか（契約上の制約）、法律上取扱いが制限されているか（法律上の制約）等が考え

られる。 
（ⅱ）量の確保 
・加えて、データの集積自体は可能だとしても、サービスの提供等や価値の向上にはある程

度まとまった量のデータが必要となることから、必要な量を確保することができるか否か

も検討の対象となる。 
・特に、サービスの提供等によってデータを獲得する場合、当該サービス等の市場における

地位やネットワーク効果、スイッチングコスト、複数の類似するサービス等をどの程度並

行して使うことがあるか（マルチホーミングか否か、マルチホーミングだとしても主とし

て使うサービス等とそれ以外との間でどの程度利用頻度の差が生じるか）等にも留意して、

必要な量を確保することができるか否かを検討する必要がある。 
（ⅲ）種類の確保 
・複数の種類のデータを掛け合わせる必要がある場合には、それぞれのデータについて、前

記（ⅰ）（ⅱ）の観点から検討する必要がある。なお、必要となるデータに代替性があり、

どちらかのデータがあれば足りるというような場合も、同様にそれぞれのデータについて

検討する必要があると考えられる。 

③活用の可能性 
➢競争者が必要十分なデータを集積可能であったとしても、前記３．のとおり、活用するこ

とができなければサービス等の競争力にはつながらないため、データを集積した競争者が

当該データを十分に活用できるか否かを検討する必要がある。この観点からは、下記の２
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点に着目すべきと考えられる。 
（ⅰ）活用可能性 
・まず、集積に関する論点と同様に、競争者がデータを自ら活用するか他者に委託する等し

て活用することができるかという観点から、経済上、契約上、法律上、技術上等の制約が

あるか否かを検討する必要がある。 
・例えば、データを解析するために十分な質と量の人員を確保できるか（経済上の制約）、

ハードウェアの処理能力や人工知能、解析ソフト等のソフトフェアの性能（経済上の制約、

技術上の制約）、当該データの解釈に必要な個別製品の知識（技術上の制約）、契約の相手

方との関係でデータを活用することが認められているか（契約上の制約）、個人情報のよ

うに法律上取扱いが制限されているか（法律上の制約）等が想定される。 
（ⅱ）データがサービス等に与える影響 
・加えて、特に、競争者がデータの活用を始めた場合に、先行者と競うことができるか否か

という観点から、データの活用によって、サービス等の競争力にどの程度影響を与えるの

かも検討する必要がある。 
 
（３）データの活用における「行為」の評価 
➢行為の観点としては、不当な行為があるかが問題となる。ここでいう不当とは、（私的独

占について論じた判例ではあるが）「自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観

点からみて、正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性」を有するか否かであると考

えられている。我が国においては、こうした不当な行為と考えられる行為については、前

記（１）のとおり類型化して整理されている。 
➢こうした整理は、データの活用という観点からみても、特段変わりがないものと思われる。

もっとも、前記３．（２）のとおりデータの活用のされ方には一定の類型があることから、

いくつか具体的な行為を想定することが可能であり、この点については６．で述べる。 
 
５．データの利活用の方法と競争政策上の評価のポイントとの関係 

（１）類型毎の検討 

➢利活用を行う際には、類型ごとに特に以下の点に留意する必要がある。 
➢なお、いずれの類型においても、３．（３）でもそれぞれ述べたように、データを活用す

ることによって競争力が向上し、むしろサービス等の間での競争が促進される効果もある

ことには留意されるべきである。例えば、システム型の例として挙げたターゲット広告の

市場においては、様々な事業者が様々な個人データを用いてその精度を競いあっており、

データの活用が競争を促進している好例であると考えられる。 

① 改善型 
サービス等を通じてデータを集積し活用することで、サービス等の価値が継続的に向上す

るため、顧客が過度に集中した場合には、その地位が固定化され、競争が阻害されるおそれ

が考えられる。そのため、前記４．（２）の状況の考え方の中でも、特にネットワーク効果

やホーミングの程度からくる囲い込みの容易さや、データの活用がサービス等の価値の向上
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に与える影響の大きさ等を考慮する必要がある。例えば、あるオンライン上のサービスのユ

ーザーからフィードバックを得るにしても、単にバグの記録を収集して修正するだけのもの

と、表示した結果がどの程度支持されたかという結果まで収集し精度の向上を行うものとで

は、後者のほうがより価値の向上に与える影響が大きいと思われる。 
この類型では、まず当該サービス等の市場で一定の地位を確保しないことにはデータの集

積も進まないため、競争の初期段階においては、競争者に顧客を奪われる結果を招くおそれ

のある不当な行為に及ぶことは困難であると思われる。一方、支配的な地位を確立し、デー

タの活用による価値の向上を通じて競争者との間で明確な差が生じた後は、その地位を維持

又は強化するために、顧客に対して競争者を排除するような条件を課したり、顧客から不当

にデータを収集したりする可能性は否定できない。 

② 補完型 
データにより価値が向上する点では改善型と同様だが、複数のサービス等がデータを介し

て価値を高め合うため、いずれかのサービス等で強い競争力を持ち地位を確立すれば、他で

も優位に立つことができる。さらに、サービス等の間での相乗効果が期待されるため、一度

確立した各市場での地位が維持、強化されるおそれが想定される。 
しかしながら、基本的には軸となるサービス等（サービス A）に付随して他のサービス等

（サービスＢ）が提供される形となるため、サービスＡの提供者であれば誰でも追随が可能

な場合も多く、その場合には競争が維持されやすいものとも考えられる。一方、サービスＢ

の提供等のみを行っている競争者がいる場合に、サービスＡで支配的な地位にある者がサー

ビス等の間の結びつきを強めた場合には、サービスＢの市場において競争が阻害されるおそ

れもある。例えば、ある製品市場において支配的な地位にある事業者が、当該製品にセンサ

ーを取り付けて販売し、当該センサーから得られるデータに基づいて効率的なメンテナンス

を提供するような場合には、その他のメンテナンス事業者との関係では、競争を阻害してい

ると評価されるおそれがある（もっとも、この場合においても、当該行為が不当なものでな

ければ競争政策上問題とはいえないこと及び当該行為による競争促進効果も検討する必要

があることは前記のとおりである）。このため、改善型における考慮要素に加えて、特に競

争者の追随可能性に留意する必要がある。 
なお、上記の例では、既にサービスＡを営んでいる競争者を念頭に置いているが、新規参

入者が現れる可能性が認められる場合にも、同様に追随可能性があるものと評価できる。特

に、設備が不要なオンライン上のサービスのような参入コストの低い業態であれば、新規参

入者が現れる可能性は高くなるものと思われる。 

③ 統合型 
軸となるサービス等（サービスＡ）を中心に他のサービス等（サービスＢ）との間でデー

タが活用され価値が向上していく点では補完型と同様だが、まったく別のサービス等が組み

合わせられるため、競争者による追随が比較的困難になりやすいと考えられる。一方で、組

み合わせの選択肢が広いため、競争者はさらにＢとは別のサービス等を組み合わせることも

想定され、その場合には、サービスＡの市場においては競争が維持される可能性が高くなる。 
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そのため、補完型の考慮要素に加えて、サービスＡ市場での地位を維持・強化する仕組み

の有無や内容、サービスＢ以外の方法で有用なデータを集積することができるか否か等に着

目する必要がある。例えば、健康管理や安全運転等を目的としたスマートフォン用のアプリ

ケーションを提供することでデータを集積し、軸となるサービス等の商品設計に活かしてい

る事業者がいる場合には、競争者が自社の技術力やアプリケーション開発事業者との関係で

同様の戦略を取れるか否か、あるいは他のデバイス等からデータを集積することが可能か等

によって判断することが想定される。 

④ システム型 
他の類型では、データを集める市場と活用する市場との関係が比較的明らかであったのに

対し、システム型の場合は、複数のサービス等が直接的又は間接的に価値を向上させるため、

それぞれのサービス等の関係性が複雑になる。そのため、他の類型ではデータを集積するた

めのサービス等の市場シェア等によってデータの支配状況を推測することができたのに対

し、この類型ではシェアによる推測が困難であり、既存の競争政策の考え方が通じにくいデ

ータの特性が最も顕著に表れる点が特徴と言える。そのため、データそのものの集積状況を

把握し、評価しなければならないことから、４．（２）の考え方に従い、データの影響度合

いや集積・活用の可能性を丁寧に検討することが求められる。その際、この類型は様々なサ

ービス等を複雑に組み合わせているため、補完型や統合型と比べても、より一層追随が困難

であることには留意する必要がある。 
また、この類型は多くのサービス等を内包しているため、どのサービス等に着目するかに

よって、評価がまったく変わりうることにも注意が必要である。例えば、軸となるサービス

であるターゲット広告の市場では、前記のとおり盛んに競争が行われているとしても、ター

ゲティングに用いるデータを集めるためのサービスの中に強い支配力を有しているものが

あり、その支配力が広告とは別のサービス市場における競争を阻害しているような場合には、

軸となるサービスである広告市場においては問題がなかったとしても、他の市場において問

題となる可能性がある。 
 

（２）類型によらない検討 
➢その他、類型横断的に起こり得る行為として、①データの共同収集、②優越的地位の濫用

が考えられる。（公取委も記載する論点のため、具体的な書きぶりは別途検討） 
 

６．想定事例 

➢第４回研究会での議論を元に、いくつかの想定事例を取り上げ、個社を特定しすぎない形

で記載（取り上げる事例については、公取委の報告書の動向も踏まえて検討）。 
 


