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１．報告書の概略
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 急速に進展するデジタル経済に対応するため、「競争政策」、「データ利活⽤・保護」、「知
的財産」という3つの制度の在り⽅等について、平成28年1⽉から7⽉まで7回にわたり「第
四次産業⾰命に向けた横断的制度研究会」を開催した。

 同研究会では、①オンライン関連事業に関する公正取引委員会との共同ヒアリング調査
の実施 （約２０社へヒアリング）、②欧⽶競争当局等への調査出張、③有識者からの
プレゼンなどを踏まえて、現状と課題の整理を⾏い、今後の対応等について検討を⾏った。

 同研究会の成果を「報告書」としてとりまとめ。９⽉１５⽇に公表。

第四次産業⾰命に向けた横断的制度研究会について

１．デジタル市場の特徴

２．海外における制度的な対応の動向

３．横断的制度の現状と課題
－競争政策
－データ利活⽤・保護
－知的財産

⼤橋 弘 東京⼤学⼤学院経済学研究科教授＜座⻑＞
上野 博 ⼀般社団法⼈⾳楽制作者連盟常務理事
華頂 尚隆 ⼀般社団法⼈⽇本映画制作者連盟事務局⻑
加藤 浩⼀郎 ⾦沢⼯業⼤学⼤学院⼯学研究科教授
川濵 昇 京都⼤学⼤学院法学研究科教授
武⽥ 邦宣 ⼤阪⼤学⼤学院法学研究科教授
⽥中 ⾠雄 慶應義塾⼤学経済学部准教授
根本 勝則 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会常務理事
福井 健策 ⾻董通り法律事務所弁護⼠
三好 豊 森・濱⽥松本法律事務所弁護⼠
本村 陽⼀ 産業技術総合研究所⼈⼯知能研究センター副研究センター⻑
森 亮⼆ 英知法律事務所弁護⼠
⽮嶋 雅⼦ ⻄村あさひ法律事務所弁護⼠
柳川 範之 東京⼤学⼤学院経済学研究科教授
⼭本 裕彦 ⼀般社団法⼈情報通信ネットワーク産業協会移動通信委員会委員⻑
渡部 俊也 東京⼤学政策ビジョン研究センター教授

委員名簿検討テーマ 【所属・肩書きは平成28年3⽉当時(敬称略)】



２．急激に進展する第四次産業⾰命の特徴
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デジタル経済の特徴〜第四次産業⾰命がもたらす競争環境の変化〜

 デジタル・プラットフォームは、競争環境に以下のような変化をもたらす。

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

④先⾏者の優位性

①集客システム

情報の蓄積

ゼロに近い限界費⽤・低い固定費⽤

安価な輸送・複製コスト

在庫リスクの不存在

②拡⼤の容易性

③競争⼒の源泉
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プラットフォーマーの特徴 〜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(または多⾯性市場)」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 〜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．



検索サイト
– 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 〜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。

ＳＮＳ
– 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
– ＳＮＳ事業者にとっての課題は、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

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

 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：⻑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



３．各分野における検討

〜競争政策〜
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調査の概要

 経産省・公取委が共同で、オンライン関連事業者の取引実態に関する調査を実施。
 報告書の各論は、専らこの共同実態調査で明らかになった事例を元に記載（※）。

1. 公取委・経産省の共同ヒアリング調査の趣旨
オンライン関連事業に係る競争環境を多⾓的・総合的に把握するため、公正取引委員会と

経済産業省は共同でヒアリング調査を実施。
取引実態の把握を通じて、成⻑著しい新たな事業分野であるデジタル市場の健全な発展

を推進するための政策的検討に活⽤することとする。

2. ヒアリング対象
オンラインに関連する事業（例：電⼦商取引（コンテンツ関係含む。）、電⼦機器製造等

を営む者

※この調査の他にも、経産省では機会を捉えて事業者に対するヒアリング等を随時⾏っており、報告書には
それらのヒアリング等の成果も含んでいる。

処分を目的としない、あくまで政策検討
のための任意調査。
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調査等で確認された取引の構造

 紙媒体の書籍は、出版社が書店等の⼩売事業者の販売価格を決めた上で、取次と呼
ばれる事業者を経由して商品を卸す形態がとられている。

 電⼦書籍の場合は、取次が⼊らない場合もある。また、出版社と書店等との契約は販
売委託の形態をとることが⼀般的ではあるが、その契約条件については出版社によって
⼤きく異なっているものと思われる。

 OSのみ提供する形態や電⼦機器も製作する形態などもあり、様々なバリエーションのあ
る契約が結ばれているものと思われる。

 我が国におけるスマートフォンOSのシェアは、⼤⼿２社でほぼ100％の状況。
 ユーザーがこれらのＯＳに対応したアプリを⼊⼿するには、webサイトから⼊⼿する⽅法

もあるが、OS提供者が運営するアプリストアが主な⼿段である。
 そのため、アプリ提供事業者は通常これらのアプリストアを利⽤しているが、この利⽤契約

は基本的に⼀律の内容で締結されている。

①アプリの販売･配布

②書籍の販売

③電子機器の製造
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調査等で確認された取引の実態

 ⾃らが提供する決済⽅式以外の決済を事実上制限。
 その上で、⾃らが提供する決済⽅式を利⽤した場合には、３０％程度の⼿数料を徴収。

アプリ

アプリ内で決済 アプリ外（webサイト）で決済

ＰＦ提供方式
（30％手数料）

その他の方式×
決済完了

○ Webサイト

○

○決済の⼿順

× リンク禁⽌

購入者が
別途アクセス

①決済手段に対する制限
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調査等で確認された取引の実態

 アプリストア事業者の定めた価格表の中から価格を選ばなければならず、アプリ提供事業
者が⾃由に値段をつけることができない場合がある。

 為替レートの変動等に対応するため、個別に変更の合意をすることなく価格表を変更さ
れた事例も存在。

 複数のアプリ間で使えるような仮想通貨（共通通貨）が認められていない場合がある。
 このため、ユーザーにとっては不便であるし、アプリ提供事業者にとっては⾃社が提供する

アプリ群にユーザーを囲い込むことができない。

②選択式の価格体系

③共通通貨の禁止

Ｃ社（アプリ提供事業者）

ストア（プラットフォーム）

Ａ社
Ｂ社

α アプリγβ このアプリ内でのみ使える仮想通貨

Ｃ社提供アプリ（α〜γ）のいずれでも使える
共通通貨
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調査等で確認された取引の実態

アプリストア

自社アプリ 他社アプリ
競合

⼿数料、審査基準
等の制約

スマートフォンOS

○仕組みの図

 ⾃社アプリと競合するアプリとでストアの利⽤条件が異なることにより、競争相⼿が事実上
不利となる場合がありうる。

⼀部制約なし

④競合アプリの制限

 アプリストア事業者は、アプリ事業者に代理して、⾃らの判断で返⾦することが可能。
 返⾦した場合であっても、売上時に徴収した⼿数料が返還されていない可能性。
 返⾦の詳細が⽰されないため、⼆重返⾦の防⽌、原状回復、品質向上等が困難とな

る場合がある。

⑤返金情報等の不足

アプリストア事業者

アプリ提供事業者
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調査等で確認された取引の実態

 アプリ提供の際に⽤いられる審査基準への該⾮について、詳細な理由が明⽰されないた
め、審査中不安定な⽴場に置かれうる。また、審査の妥当性を検証できない。

 スマートフォンの場合、OSにプリインストールされたアプリストアからアプリを⼊⼿するように
事実上の誘導がされている場合がある。

消費者

検索エンジン

アプリストア
アクセス容易

（プリインストール）

提供

検索

⾼順位で表⽰

Webサイト

アプリ事業者
提供

低順位で表⽰
○アプリ提供の仕組み

競合

⑥不透明な審査基準

⑦アプリストアを経由しない提供の制限

提供
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調査等で確認された取引の実態

 特に電⼦機器の製造に関する契約や電⼦書籍等に関する契約などでは、秘密保持契
約が締結されており、不必要に広範な義務が課せられている可能性もある。

⑧秘密保持契約の締結

 上記の取引実態（①〜⑧）が、独占禁⽌法等の法令違反に当たるかは、個別の事案
ごとに詳細かつ精緻な検討が必要であり、⼀概には⾔えない。

※研究会では、これらの実態の評価について、以下のような指摘があった。
・決済⼿段の拘束（①）や返⾦情報の不⾜（⑤）は、優越的な地位の濫⽤にあたるのではないか。
・共通通貨の禁⽌（③）のように、新たなプラットフォームの発展を阻害する効果をもつと考えられるものについては、
特に競争環境に与える悪影響が⼤きい。

・適法性の判断に当たっては、消費者の利便性向上等の効果についても留意すべき。

報告書における評価
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課題と今後の⽅向性・取組

 デジタル市場における理論的検討を⾏う。
 公正な競争環境を整備し、イノベーションを促進するため、新たな政策を広く検討する。

基本的⽅向性

 取引実態の解明の困難さ等を⼗分考慮した上で、適切に状況を注視する。
※なお、公正取引委員会は、独占禁⽌法に違反する事実が認められた場合には、厳正・的確な法執⾏

を⾏うこととしている。

当⾯の取組

【現状認識】
 今般の調査等によっても、なお明らかでない部分も残されている上、現在把握できている実態も、

時々刻々と変化している可能性がある。⼀⽅、秘密保持契約が⾏政への情報提供の障害となっ
ている可能性があるため、任意の調査ではなく独占禁⽌法に基づく調査を⾏うべきであるとの指摘
がある。

 新たなサービスに対する競争法の適⽤については、理論的検討が必要な課題が存在
（データの集積を競争法上どのように評価するか 等）。
 変化の激しいデジタル市場で公正な競争環境を保つには、競争法の執⾏によって事後的に正す

だけでなく、競争阻害のおそれが⽣じる前から、競合者が成⻑できる環境を整えることが重要。



４．各分野における検討

〜データ利活⽤・保護、知的財産〜
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今後の取組
○個⼈情報の匿名加⼯作成マニュアルを策定するとともに、個⼈情報保護委員会の定める基準に沿った分野別の指針

の策定を促す。
○知的財産システムの在り⽅に関しての検討
ー データの利活⽤促進に向けた制度（データベース等や関連技術に係る保護制度の検討、データの管理・契約実態の調査等）
－ AI、IoTの実装に向けた知的財産の協調利⽤の促進（標準必須特許(標準規格の実施に当たり必須となる特許)や知財トロール

(悪質な濫⽤を⽬的に権利を取得する者)への対応等）

※データの利活⽤促進に向けた制度に関しては、平成２８年１２⽉より、産業構造審議会 知的財産分科会 「営業秘密の保護・活
⽤に関する⼩委員会」にて検討を開始した。

データの利活⽤により、新たなビジネスやより⾼品質なサービスが⽣まれ、国⺠⽣活の向上に繋がる。⼀⽅
で、保護と活⽤とのバランスが⼤事。

２．データの利活⽤と知的財産の実態
○個⼈情報については、現時点では、匿名加⼯や同意の取り⽅等に明確な基準がなく、企業は慎重にならざるを得なく

なっている。
○企業等が収集したデータを他者へ提供することについて、データを提供することによるメリットが現状では⾒えていない。
○他者の権利を侵害せず、データ交換を⾏う商慣⾏や決まりが根付いておらず、当事者間の権利関係の整理も円滑に

進んでいない。
○収集したデータベースや開発した技術⾃体が、簡単にフリーライドされる恐れがあると、データ提供や投資のインセンティ

ブが湧かない。

データ利活⽤・保護と知的財産


