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本研究会の検討対象 

1. 競争政策 
 

2. 知的財産権 
 

3. データ、プライバシー保護 
 

4. その他の横断的制度 
 
※ 越境問題 

 制度やルールなどの横断的分野において、デジタル技術の進展、新たなビジネスモデルの
登場、付加価値の源泉の変化、産業構造の変革の可能性などを踏まえ、特に以下の
領域について検討してはどうか。 
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デジタル経済の特徴 

 デジタル経済は、一般的に、以下のような特徴を有する。 

ゼロに近い限界費用・低い固定費用 

安価な輸送コスト ネットワーク効果 

ユーザーとの双方向性 

スイッチング・コスト 複製の容易性 

変動の大きさ 先発者の優位性 

データの蓄積 「ネット」と「リアル」 「データ」と「モノ」 

考慮すべき要素 

生じている現象 

技術的な特徴 ビジネスモデルの特徴 

変化の早さ 
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データと競争優位の関係 

 競争優位を維持・強化するための鍵は「データの集積・利活用」であり、「データ」を「強
み」と戦略的に結び付け、いかに好循環のビジネスモデルを構築するかが重要。 

データを収積・利活用 

データを基本とする 
ビジネスモデル構築 

さらにデータの集積・利
活用が高度化 

（＝強みの進化） 

好循環を維持・強化するための様々な戦略を選択できる競争優位を構築 

データの利活用が進む好循環 
（正のフィードバック） 

データ収集、蓄積、利活用 ビジネスモデル構築 

事業領域のボトルネック
を事実上独占 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回) 2015年11月27日 



ＥＵにおける対応状況 
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ＥＵにおける対応状況（デジタル単一市場戦略）① 

 欧州委員会は、2015年5月に三本の柱、16のアクションからなるデジタル単一市場戦略
を発表。 

 本戦略は、国別の違いなどの規制の壁を解体し、28カ国の市場から単一市場に移行す
ることが狙い。 

デジタル単一市場戦略 
 
Ⅰ消費者と事業者のためのデジタルによるモノとサービスへのよりよいアクセス 
 
 
Ⅱ繁栄のためのデジタルネットワークと革新的サービスのための同等水準の 
   競争条件と適正な環境の構築 
 
 
Ⅲデジタル経済の成長潜在力の最大化 
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ＥＵにおける対応状況（デジタル単一市場戦略）② 

Ⅰ消費者と事業者のためのデジタルによるモノとサービスへのよりよいアクセス 
 
 ①簡素で効率的な越境契約ルールの立法提案 

 ②消費者保護協力についての規則の見直し 

 ③安価で高品質な越境荷物配送 

 ④ジオブロッキング廃止のための立法提案の準備に向けた幅広い見直し 

 ⑤オンラインのモノの貿易とオンラインのサービス供給に関し、電子商取引分野に影響を与える
競争上の懸念の特定 

 ⑥デジタルコンテンツへのよりよいアクセスのための近代的かつより欧州的な 著作権フレーム
ワークの構築 

 ⑦衛星・ケーブル放送指令の見直し 

 ⑧越境販売の負担や障害となる付加価値税の削減 
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ＥＵにおける対応状況（デジタル単一市場戦略）③ 

Ⅱ繁栄のためのデジタルネットワークと革新的サービスのための同等水準の 
   競争条件と適正な環境の構築 
 
 ⑨欧州テレコム規制の見直し 

 ⑩オーディオビジュアルメディアフレームワークの見直し 

 ⑪オンラインプラットフォームの役割についての包括的分析 

 ⑫eプライバシー指令の見直し 

 ⑬サイバーセキュリティについて産業界とのパートナーシップの提案 
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ＥＵにおける対応状況（デジタル単一市場戦略）④ 

Ⅲデジタル経済の成長潜在力の最大化 
  
 ⑭データのオーナーシップ、データの自由な流通、欧州クラウドのイニシアティブ 

 ⑮標準化と相互運用のための優先事項の特定 

 ⑯包括的なe社会（デジタルスキルと専門性、e-government) 



ＥＵにおける対応状況（競争法）① 

支配的地位の濫用 

■Googleの検索エンジンに対する調査（2010.11-） 
   Googleが検索結果を自社に有利になるよう操作した疑いで調査。複数回、和解案を提案     
  されたが、最終決定には至っていない。 
 

■Googleショッピングに対する異議告知書の送付（2015.4） 
   検索市場での支配的地位を濫用し、比較買い物サービス市場で競争制限をしている疑い。 
 

■Googleのアンドロイドに対する調査（2015.4） 
   GoogleのOSであるアンドロイドについて、ライバルの発展や市場へのアクセスを妨げることにより、 
  支配的地位を濫用していたか調査を開始。 
 

■Amazonの出版社との契約に対する調査の開始（2015.6） 
   流通業者のAmazonと出版社間の契約において、競合相手の小売店の出版社との条件が有利 
  な条件を提供している場合の通知や、Amazonに対して最低でも同条件での適用の要請等、競 
  争制限的な観点から調査を開始。 

競争制限・カルテル 
■Appleほか出版社のカルテル(2012) 
   小売であるAppleと5つの出版社が共謀して従来の「卸売りモデル」から「販売代理店モデル」に 
  契約形態を移行することで、価格の決定権を出版社が握るスキームを構築したことによって、電子 
  書籍販売の競争を妨害し、価格を不当につり上げていた疑いがあるとして調査し、和解。 
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ＥＵにおける対応状況（競争法）② 

企業結合審査 

■Facebook/WhatsAppの結合（2014.10） 
   合併によりプライバシーに関わる大量のデータを扱うことになるため、競争法上問題になるか 
  について議論。 

分野別調査 

■電子商取引に関する分野別調査（2015.5） 
   将来的な規制や執行を念頭に、包括的に電子商取引市場を業界調査。特定の競争上の懸念 
 が見つかった場合、当局が正式な事件調査を開始する可能性もある。（⇒参考２） 

■事業分割の要請（2014.11） 
   欧州議会は、欧州委員会に対しオンライン企業に検索サービスを他のサービスと分離するように 
  要請する決議を採択（法的拘束力なし）。 

事業分割 



11 

ＥＵにおける対応状況（知的財産権） 

■著作権制度の現代化案（2015.12） 
  欧州委員会は、以下の内容を含む著作権制度の現代化案をプレスリリース。 
 また、欧州における統一的な著作権制度の導入も長期的課題として位置づけ。 

著作権 

１. 著作物へのアクセスの拡大 
  域内のどこにいても、EU市民が自国内と同じように著作物にアクセスできる環境を整備 
  (クロスボーダーでのテレビ番組のオンライン配信、アクセス拡大を可能とするライセンスの推進等) 
 

２. 著作権制度の例外（フェアユース） 
   ・ビックデータを使ったデータマイニング等の容易化 
   ・オンライン授業での利用 
   ・障害者の著作物へのアクセスを拡大 
 

３. より公正な市場の創出 
  より公正な市場創出のため、以下の事項等について調査を実施。 
    ・オンラインでの著作物利用の利得が公正に分配されているか 
    ・プラットフォームの役割は何か 
    ・現在の権利制度がデジタル時代にフィットしているか 
 

４. 模倣との戦い 
  域内での実効的な法執行実現に向けた取組。 
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ＥＵにおける対応状況（データ、プライバシー保護）① 

ビックデータ 

（知的財産戦略本部「次世代知財システム検討委員会」第１回資料より作成） 

■「ビッグデータ・ヨーロッパ」プロジェクトが開始（2015.2） 
   欧州の研究戦略「ホライズン2020」の一環として、ビッグデータの観点から社会的課題の解決に 
  挑む科学実務家に必要なICTインフラストラクチャの要求事項を収集し、その要件を満たす基盤 
  アーキテクチャを設計・展開。 

データの流通 

■フリーフロー原則の例外に対する対応 
   EUでは、データフリーフロー原則（EU域内から当該第三国に対して個人情報の転送を行うこと 
  が可能）があるものの、第三国が十分なレベルの個人情報の保護を確保していると欧州委員会 
  が認めた場合に限られている（現行データ保護指令第25条第1項）。 
   米国とEUの間では、2000年以降、米国商務省が作成するプライバシー原則を産業界が遵守 
  することを約束することで、十分なプライバシー保護の保証があるとして、法違反にならないとみな 
  す制度（セーフハーバー協定）が存在。 
   2015年10月の同協定に対する欧州司法裁判所による無効判決を踏まえ、新しいフレーム 
  ワークに取り替えられるまでのデータ移転の可能性について、大西洋間のデータ移転についての 
  ガイダンスを発行(2015.11)。安全保障に関する例外は引き続き議論。 
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ＥＵにおける対応状況（データ、プライバシー保護）② 

プライバシー保護 

■「個人データ保護規則」案に合意（2015.12） 
   急速な技術的進歩やグローバル化の進展によって発生してきた課題に対処するため、各国の国内 
  法の整備が必要な「個人データ保護指令」に代わり、規制として直接の効力を持つ「個人データ 
  保護規則」案を、2012年1月に公表。 
   2015年12月に、欧州委員会・議会・理事会は、規則案に合意。今後、議会や理事会の正式 
  承認等所要の手続を経て、新ルールは2年後に施行される見通し。 

主な新規制 
忘れられる権利(Right to be forgotten) 

 収集目的に照らし不要になった場合やデータ主体が同意を撤回した場合に、自らに関する個人
データを管理者に削除させる権利、データ主体が児童である場合には、同意したものであっても、
リスクを認識できていなかったときには、情報管理者に対して、更なる拡散を停止させる権利 
 
データポータビリティの権利(Right to data portability) 

 情報主体者が情報管理者によって処理された個人情報を電磁的フォーマットで取得する権利 
 
プロファイリングを含む自動処理の原則禁止(Automated individual decision making, including profiling) 

 個人情報の自動処理により、情報主体者の特性について法的影響を与える態様で分析する
プロファイリングは原則禁止。 
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ＥＵにおける対応状況（データ、プライバシー保護）③ 
プライバシー保護 

■フランス、オランダ、スペイン等によるGoogleに対する処分（2012－2015） 
  Googleが多くの異なるオンラインサービスから個人情報を結合し、どのようにこれらの情報を使う
か明確にユーザーに開示していなかったことにつき、各国の個人情報保護法に違反したとして、 
  フランスでは、フランス個人情報保護法の遵守及び15万ユーロの罰金  
  オランダでは、オランダ個人情報保護法の遵守及び1500万ユーロの罰金 
  スペインでは、スペイン個人情報保護法の遵守及び90万ユーロの罰金 
  英国では、プライバシーポリシーを改善するＭＯＵを締結 
  ドイツでは、ドイツ個人情報保護法の遵守 
  イタリアでは、イタリア個人情報保護法の遵守 
を命令。 
   
    
■オランダ・ベルギーによるFacebookに対する要請（2014）・処分（2015） 
 Facebookが新たに導入するプライバシーポリシー（個人情報の公開範囲に関するガイドの明確
化や広告の仕組みの開示、位置情報を使ったサービスの強化）につき、オランダのデータ保護機関
（CBP）は、調査を始めることを発表。Facebookに調査が終了するまで、新しいプライバシーポリ
シーの実施を延期するよう要請（係争中）。   
 Facebookのアカウントがない場合も、クッキーやソーシャルプラグインを通じてウェブ上でユーザーの
活動を監視していたことについて、ベルギーのプライバシー保護委員会は、裁判所に提訴。裁判所
の判決においても、Facebookのアカウントを持たないベルギー人からクッキーやソーシャルプラグイン
を通じたデータ収集を違法と判定。 

例：フランス個人情報保護法の遵守 
データ収集目的や保有期間の明確化、法的根拠
なしに、ユーザーデータの無制限な組み合わせを行
わないこと、公正なデータ収集・処理等 

※報道ベース 

※報道ベース 



15 

ＥＵにおける対応状況（その他の制度）① 

ネットワークの中立性 

■欧州議会がネット中立法を可決（2015.10） 
  欧州議会がネット中立性に関するルールの導入を定めた新たな法案を承認。特定コン
テンツの差別的取扱いは基本的に禁止（テレビ会議や手術等一部のネット利用に最低限
の通信品質を保証するなどの例外あり）とされる。 

業規制の見直し 

■テレコム規制などの見直し（2016） 
  デジタル単一市場戦略のアクションプランにおいて、欧州におけるテレコム規制や、
オーディオビジュアルメディアフレームワークについて、各セクターを取り巻く環境変
化を踏まえ、既存の規制の見直しを行うとしている。 

プラットフォーム 

■オンラインプラットフォームに関する意見募集（2015.9-2016.1） 
  欧州委員会は、プラットフォームの社会的・経済的な役割や、市場動向、ビジネスモデルへの理解 
 を深めることを目的に意見募集を実施。プラットフォーム以外にも、違法コンテンツの扱い、データへの 
 アクセス、シェアリングエコノミーなど幅広く意見募集の対象としている。（⇒参考２） 
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ＥＵにおける対応状況（その他の制度）② 

■域内消費者居住地の税制の適用（2015.1） 
 EU域外の電子商取引事業者が、EU域内消費者に対し越境販売する場合、EU域内の付加

価値税は消費者居住国の税率が適用。 

域内付加価値税の適用 

■税優遇の違法認定（2015.10） 
  欧州委員会は、スターバックスとフィアットが受けていた税優遇が違法だったとの判
断を公表。過去の優遇分を追加徴税で取り戻すよう指示。このほか、AppleやAmazon
への税優遇でも正式調査が進められている。また、イタリアやイギリスでは、国内で利
益を得ている多国籍企業の租税回避を阻止するための新税制措置を検討。 

租税回避企業への課税 



米国における対応状況 
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米国における対応状況（反トラスト法）① 

支配的地位の濫用 

■検索エンジンへの調査（2012-2013） 
   Googleが検索結果を自社に有利になるよう操作した疑いで調査したが、提訴は見送り。 
  Googleは慣行の一部を自発的に変更。 

 
■アンドロイドに対する調査（2015.9） 
   GoogleのOSであるアンドロイドについて、自社サービスがプレインストールされることで、ライバルの 
  アクセスを妨げることにより、支配的地位を濫用していたか調査を開始。 

 
■Appleに対する調査（2015.7） 
   Appleは、音楽のストリーミング事業に伴い、ライバル企業は、アプリ販売ストアであるアップストア 
  ではなく自社のサイトからアプリを購入すれば料金が安くなる旨の消費者への宣伝行為を禁じている 
  こと等について、連邦取引委員会（FTC）は、アプリ提供業者管理に関する規則への苦情につい 
  て調査するかどうか検討を開始。 
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米国における対応状況（反トラスト法）② 

企業結合審査 
■Google/Double Click事案（2007.12） 
  合併によりデータ統合される意図があったため、プライバシーの観点から、電子プライバシー情報 
 センター（EPIC）は問題として提起されFTC委員の１人は懸念を示したが、合併は多数決で 
 認められた。 

    
■Facebook/WhatsAppの結合（2014.10） 
  合併によりプライバシーに関わる大量のデータを扱うことになるため、競争法上問題になるか議論が 
 あった。FTCは合併を止めなかったものの、消費者保護当局の局長から、レターにおいて合併前の 
 プライバシーポリシーに従うこと、消費者にポリシーとあわないWhatsAppデータの使用をオプトアウト 
 する機会を与えることを推奨。 

競争制限・カルテル 
■Appleほか出版社のカルテル(2012.4) 
   小売であるAppleと5つの出版社が共謀して従来の「卸売りモデル」から「販売代理店モデル」に 
  契約形態を移行することで、価格の決定権を出版社が握るスキームを構築したことによって、電子 
  書籍販売の競争を妨害し、価格を不当につり上げていた疑いがあるとして提訴し、和解。 
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米国における対応状況（知的財産権） 

■「デジタルエコノミーにおける著作権政策、創造性及びイノベーション」（2013.7） 
  2010年4月に設置されたインターネット政策タスクフォース（商務省等6連邦機関）が 
 グリーンペーパー「デジタルエコノミーにおける著作権政策、創造性およびイノベーション」において、 
 1998年改正著作権法およびデジタル・ミレニアム著作権法以降の制度面での課題を指摘。 
  その後もオンライン上の著作権とインターネット経済におけるイノベーションの関係を包括的に 
 検討を継続。 

■パランテ米国著作権局長による提言（2013.3） 
  米国著作権局長のパランテ局長は「次世代の偉大な著作権法」と題する講演において、 
 21世紀における著作権の例外と制限、権利行使手段、利用許諾の仕組みや登録制度など、 
 米国著作権法の包括的な検討と改正の必要性を提言。 
 

■権利者不明著作物の利用円滑化等関する報告書を公開（2013.6） 
  米国著作権局が、権利者不明著作物と大規模デジタル化の報告書を公開。 

権利の所在が不明な著作物の利用円滑化のため、①入念な調査を行った利用者に対する損
害賠償の制限、②著作権調査のための環境整備、著作権者が見つかった場合の合理的な保
障や差止請求の枠組み創設、③著作権侵害が判明した場合にすぐ中止するという条件の下で
非営利や教育目的等で行う公的な機関の利用について損害賠償を制限する、等の制度を設
けるべきとした。 

大規模デジタル化については、拡大集中許諾制度を設けることを推奨。 

著作権 

（知的財産戦略本部「次世代知財システム検討委員会」第１回資料より作成） 
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米国における対応状況（データ、プライバシー保護）① 

ビッグデータ 

■ビッグデータ研究・発展イニシアティブを発表（2012.3） 
  急速に増大するデジタルデータの活用を目的として、大量・複雑なデジタルデータから知識と洞察を 
 抽出する能力の強化を図るため、科学技術政策局は以下を目的としたイニシアティブを発表。 
  －巨大な量のデータの収集、保存、運用、分析、共有に必要な中核技術の進歩 
  －科学技術分野での発見速度加速、国家安全保障の強化、教育・学習の変化への技術の活用 
  －ビッグデータ技術の発展・活用に必要な労働人口の拡大 
 

■大統領諮問委員会によるビッグデータに関する提言（2014.5） 
  大統領府が発表したビッグデータに関する報告書において、今後は医療、教育、社会サービスの分野 
 でビッグデータが活用されていくこと、個人情報保護技術政策を世界的にもリードすべきなどと提言。 

（知的財産戦略本部「次世代知財システム検討委員会」第１回資料より作成） 

データの流通 

■フリーフロー原則の例外に対する対応 
  米国とEUの間では、2000年以降、米国商務省が作成するプライバシー原則を産業界が遵守する 
 ことを約束することで、十分なプライバシー保護の保証があるとして、法違反にならないとみなす制度 
（セーフハーバー協定）が存在。 
  2015年10月の同協定に対する欧州司法裁判所による無効判決を踏まえ、新しいフレームワーク 
 に向けてEUと交渉中。安全保障に関する例外は引き続き議論。 
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米国における対応状況（データ、プライバシー保護）② 

プライバシー保護 

■FTC法第５条による法執行 
  個人情報保護の一般法はなく、政府部門、医療部門、信用情報、健康情報等個別分野ごとの 
 規制が存在するが自主規制が基本。 
  違法行為はFTC法第５条(不公正又は欺瞞的な行為又は慣行)として処分される。 
  

  Chitikaへの処分(2011.3) 
   行動ターゲティング広告の離脱可能期間が10日で終わることの不適切な表示につき、明確かつ重要な表示の 
   ほか5年間の離脱可能期間の提供等を命じられた。 
  Googleへの処分(2011.3) 
   Gmail Buzzのサービス提供に伴い、任意の加入にも関わらず、サービス離脱の選択のための十分な手段や 
   情報が提供されておらず、情報収集当時のプライバシーポリシーが認めていない情報共有を行う場合の事前 
   の利用者の同意の取得や第三者によるプライバシーアセスメント等を命じられた。 
  Facebookへの処分（2011.11） 
   Facebook上の情報を非公開にしたにもかかわらず、サービス内容を繰り返し変更した際に公開されるように 
   変更したことについて、消費者の積極的な明示的同意の取得や定期的な第三者によるプライバシー・アセス 
   メント等を命じられた。 
  Googleへの処分（2012.8） 
    クッキーの埋め込みと情報の収集について、利用者の申し込みがない限り行わないと表明していたにもかかわ 
   らず、Apple社のブラウザに対し、トラッキング・クッキーを使った広告利用を実施。 
   Googleは、2250万ドルの制裁金のほか全てのトラッキング・クッキーの無効化等の措置を命じられた。 
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米国における対応状況（データ、プライバシー保護）③ 

プライバシー保護 

■「消費者プライバシー権利章典」(2012.2) 
  米国において発達してきた公正な情報慣習の原則を7つの権利(※)として具体化し、連邦議会に 
 立法を呼びかけた。(未成立) 
     

        (※)①個人による管理、②透明性、③データ提供経緯の尊重、④安全性、⑤アクセスと正確性、 
           ⑥対象を絞った収集、⑦説明責任 

 

■消費者プライバシー権法案（2015.4） 
  個人情報取扱方針の透明性の担保、個人情報へのアクセス手段や利用目的変更に伴う明示的 
 同意の義務化による消費者の情報管理権、同意した利用目的に沿わない個人情報の分析利用の 
 制限、利用済み個人情報の合理的期間内の削除や廃棄、課徴金等を定めた法案が提出されたも 
 のの､米議会で可決に至らなかった。 
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米国における対応状況（その他の制度） 

■連邦通信法の新規則採択（2015.2） 
 連邦通信委員会がオープン・インターネットを発表。インターネット接続事業者を公
益事業者と同等に位置付け、通信のブロックの禁止、通信速度の制限の禁止、有料トラ
フィックの優先接続の禁止等を課した。 
 
 
 
 

■シェアリングエコノミーに関する公開研究会の開催（2015.6） 
 連邦取引委員会（FTC）が、競争と消費者保護の観点からシェアリング・エコノミー
及び同プラットフォームのビジネスモデルにおいて、既存の規制枠組みでどの程度対応
可能であるか、規制・政策当局、有識者、企業等が情報・意見を交換。 

ネットワークの中立性 

シェアリングエコノミー 
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ご議論いただきたい事項 

 海外における各種の取組などを概観した上で、我が国における今後の対応のあり方。 

 ①短期 当面対応すべき事項は何か。 

 ②長期 将来的に制度・ルールの根幹に影響がありうる領域・論点は何か。 

ＥＵ 米国 

1.競争政策 

・支配的地位の濫用 
・競争制限・カルテル 
・企業結合審査 
・事業分割 
・セクター調査 

・支配的地位の濫用 
・競争制限・カルテル 
・企業結合審査 

2.知的財産権 ・著作権 ・著作権 

3.データ・ 
 プライバシー 

・ビッグデータ 
・データの流通 
・プライバシー保護 

・ビッグデータ 
・データの流通 
・プライバシー保護 

4.その他 

・ネットワークの中立性 
・業規制の見直し 
・プラットフォーム(シェアリン
グエコノミー含む) 

・ネットワークの中立性 
・シェアリングエコノミー 

 越境問題 
・租税回避企業への課税 
・域内付加価値税の適用 

海外における対応状況の概観 



（参考１）プラットフォーマーの特徴 
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プラットフォーマーの特徴 (1)双方向性市場 

 プラットフォーマーの特徴は、プラットフォームに関連している市場が複数の顧客が双方向
で影響を与える「双方向性市場(または多面的市場)」である場合が多い。 
  
＜「EUデジタル単一市場戦略」におけるプラットフォームの説明＞ 
「プラットフォームとは、別々だが相互依存している利用者のグループ（２つないしそれ以
上）間で相互作用を起こすことで価値を創り出すために、インターネットを利用して両面
的（多面的）市場において動作している事業をさす」 

双方向性市場のイメージ 

参考文献：川濱、大橋、玉田「モバイル産業論」2010.3（東京大学出版会） 
        玉田、石田ほか「プラットフォーム競争と垂直制限」2009.3（公正取引委員会競争政策研究センター） 
        経済産業省「プラットフォーム関連事業に関する競争評価研究」2013.3 

プラットフォーム 

消費者 消費者 消費者 

提供者 提供者 提供者 

顧客Ｂ 

顧客Ａ 
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プラットフォーマーの特徴 (2)ネットワーク効果 

 プラットフォームは、その財・サービスの利用者が増えるにつれて、財・サービスの価値が増
加するような「ネットワーク効果（ネットワーク外部性）」1)という特徴を有することも多い。 

 ネットワーク効果には、同一グループ内で生じる「直接ネットワーク効果」と異なるグループ
間で生じる「間接ネットワーク効果」がある。 

  ＜直接ネットワーク効果の例：電話の場合＞ 
    電話の加入者が増えるほど、通話できる相手先が増え、利用者の便益が増加する。 

  ＜間接ネットワーク効果の例：ゲームの場合＞ 
消費者は多くの種類のゲームが提供されているプラットフォームを選び、ゲーム会社は会員（消費者）が多くいるプラットフォー
ムにゲームを提供する。寡占化が進むとプラットフォーム両サイドに対して市場支配力をもち、両市場をコントロールする。 

プラットフォーム 

直接ネットワーク効果 間接ネットワーク効果 

 最終消費者が多いことから当該PFを選択 

 コンテンツが多いことから当該PFを選択 

 同一のグループ内に生じる 

 ネットワーク効果 

消費者 

提供者 

 異なるグループ間に生じる 

 ネットワーク効果 

注） 1.川濱、大橋、玉田（2010）『モバイル産業論』,p106． 



Google 
– 利用者は検索の質に関心がある 
– stickinessは検索結果の質や、おそらく、スイッチ

ングコストから生じる 
– stickinessは、技術的優位性やデータへのアクセ

スにもよる 
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プラットフォーマーの特徴  (3) スイッチングコスト 

（注釈）stickiness：「利用者が他のサービスになかなか移らないこと」 
 
（資料）ジャック・クレメール（2014） 公正取引委員会 - 第11回国際シンポジウム 
      「デジタルエコノミーにおける競争政策」（2014年3月14日）より作成。 

Facebook 
– 利用者は仲間との交流を楽しむ 
– 広告主は、利用者の存在から利益を享受する 
– Facebookにとっての課題は、利用者の

stickinessをいかに高めるかということである 

スイッチングコストと各社のビジネスモデル 

（資料）釜池聡太（2011）「ソフトウェア市場におけるplatform envelopmentの研究」 
      所収『経営情報学会 全国研究発表大会要旨集』より作成。 

例）デバイス、OS 

例）アプリケーション 同種機能を追加 既存事業者 

例）アプリケーション 

上位階層 
例）コンテンツ 
  上位アプリケーション 

上位階層のアプリケーションの追加 

※Microsoft社のWindows Media Player（対 Real Networks）やSilverlight 
  （対AdobeFlash）にみられる動き。 

上位階層との連携、下位階層への参入 

下位階層 既存事業者 

※Apple社のiTunes Store – iTunes、Google社のGmail – Chromeの垂直的な 
  階層関係にみられる動き。 

 プラットフォーマーは、スイッチングコストによって、ユーザーのサービス乗換を制約。 

– スイッチングコスト：個々のユーザーにとって、サプライヤーを変更することにより生じるコスト 

– 価格設定：理念的に、プラットフォーマーは１単位あたりの費用にスイッチングコストを上乗せした価格を設定可能 

– 既存PFの価格設定の優位性：長期的に得られる利益（スイッチングコスト含む）を見込み、割引価格を設定することも可能 

プラットフォームの囲い込み戦略 
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プラットフォーマーの例  (4) 全体像 

プラットフォーマー 

Google 

Facebook 

Yahoo JAPAN 

amazon 

eBay3) 

Apple 

Microsoft 

•Googleﾌﾞｯｸｽ 

提供サービス 

検索 EC コンテンツ2) 決済 SNS 

汎用 専用 映像 音楽 書籍 

•Google 
•Googleﾏｯﾌﾟ 
•Googleｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 
•Googleﾛｰｶﾙ 

•YouTube 

•Google play 

•Google+ 

•Facebook 

•Yahoo!ﾌﾞｯｸｽﾄｱ •GyaO! •Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 
•ﾔﾌｵｸ! •Yahoo!Mobage 

•Yahoo!ﾌﾞﾛｸﾞ 

•Bing •Bingﾏｯﾌﾟ 

•Kindle Store •Prime Video •amazon 

•eBay •PayPal 

•ｱｯﾌﾟﾙPay 

•ｱｯﾌﾟﾙApp Store 

•Apple TV 
•iTunes 

端末・OS 

•Nexus 
•Android OS 

•Kindle 
•Amazon Echo 
•Fire TV Stick 

•Paypal here 

•iPhone、iPad 
•Apple TV 

•Windows 
•Windows Surface 

•Windows Store 

•Google Wallet 

収益構造1) 

広告 
仲介/決済 
端末/OS 
その他 

注） 1.各社最新の財務諸表より作成。事業年度が異なるため、期間は必ずしも一致しない。 
    2.ここでは映画、アニメ、ゲームを「映像」と一括りにしている。 
    3.2015年7月にeBayとPayPalは分社化している。 

楽天 

売上原価 
販管・開発費 
その他費用 
営業利益 

•楽天市場 
•楽天ｵｰｸｼｮﾝ 
•楽天ﾌﾞｯｸｽ 

•楽天Kobo電子書籍ｽﾄｱ 

•楽天ｽﾏｰﾄﾍﾟｲ 

•kobo 

 プラットフォーマーといっても、様々な提供サービスや収益構造が存在。 

売上高 営業利益率 

8兆円 25% 

1.5兆円 40% 

0.4兆円 46% 

0.6兆円 18% 

10.6兆円 0.2% 

2兆円 20% 

28兆円 31% 

11兆円 19% 



（参考２）ＥＵにおける対応状況 
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ＥＵにおける対応状況（電子商取引に関する分野別調査） 
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 ２０１５年５月、欧州委員会は、電子商取引市場に影響を及ぼす可能性のある競争上の課題を特定すること等を目的として、

電子商取引に関する分野別調査（E-commerce Sector Inquiry ）を開始。 

 調査の結果、特定の競争上の懸念が見つかった場合、当局が正式な事件調査を開始する可能性もある。 

 調査の暫定報告書が2016年半ばに公表され、一般からの意見聴取を経て2017年初めには最終報告書がまとめられる予定。 

★電子商取引に関する分野別調査の概要★ 

目的 

 
 
 

調査対象 
 
 
 

調査方法 
 

電子商取引市場に影響を及ぼす可能性のある競争上の課題を特定すること等 

（対象となる商品・サービス分野） 
・電子商取引が活発に行われている（デジタルコンテンツ、衣服、靴、家電製品等） 
 
（対象となる企業） 
・製造業者や流通業者 
・オンラインコンテンツサービスの供給事業者 
・オンラインプラットフォーム 

対象となる企業に対する情報提供要求 
 ※企業が誤った回答や誤解を与える回答を行った場合、罰金が課される可能性がある 

 
 

調査内容 
 
 

・2010年まで遡っての全世界とＥＵ域内の売上高 
・上位30社の取引先とそれぞれの契約額 
・契約書のコピー 
・事業慣行や料金体系、契約交渉や資金調達の決定に関する経緯等に関する質問等 
（※報道ベース。欧州委員会は調査内容の詳細を明らかにしていない） 

（出典）欧州委員会公表資料、公表資料等から作成 



ＥＵにおける対応状況（オンラインプラットフォームに関する意見募集） 

 欧州委員会は、2015年9月24日から2016年1月6日にかけて、プラットフォームの社会的・経済的な役割や、市場動向、ビジネスモ
デルへの理解を深めることを目的に、オンライン・プラットフォームの経済的役割等に関する意見募集を実施。 

 質問項目は、大きく４つに分類され、その中でオンラインプラットフォームの社会的・経済役割、透明性、使用条件、情報利用、事業者
の関係、オンライン仲介者の役割（違法コンテンツの取締りを含む）、データのフリーフローや協力型経済（シェアリングエコノミー）等に
ついて幅広く意見募集を行っている。 

 結果は要約され欧州委員会内関係総局のウェブサイトで公表される。 

協力型経済（シェアリングエコノミー） 

オンラインプラットフォーマー デジタル・エコシステムのなかのデータおよびクラウド 

違法コンテンツの取締りとオンライン仲介者の責任 
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 オンラインプラットフォーマーの社会的・経済的役割 
 ・オンラインプラットフォーマーの定義や利用する利点 
 ・起こりうる課題と解決方法 
 オンラインプラットフォーマーの透明性 
 ・オンラインプラットフォーマーは自己の活動や取引に関し 
  透明性を確保すべきか 
 オンラインプラットフォーマーによる情報の利用 
 ・個人情報等の取り扱いに関し十分な情報を提供しているか 
 プラットフォーマーと権利保有者との関係 
 ・どういった商慣行に直面するか（パリティ条項、アクセス拒否等） 

 データアクセスと移動 
 ・現行の契約法や契約慣行はデータのフリーフローを促進するため 
  にふさわしいか 
 オープンデータへのアクセス 
 ・私企業が保有するデータを解放するケースはあるか 
 データのフリーフローとＩoＴの責任 
 ・ 既存の法的枠組みは、ＩoＴやデータ駆動型サービス関連する有 
  形の製品の責任問題に対処する目的に合しているか 

・協力型経済の成長に関する主なリスクや課題 
・協力型経済が与える影響や新しい規制を作るべきか ・違法性のあるコンテンツで、取り締まりが必要なものはどのようなものか 

★主な質問項目★ 

（出典）欧州委員会公表資料から作成 


