
公正取引委員会 の デ ジ タ ル 分 野 の 取 組

公 正 取 引 委 員 会
J a p a n F a i r T r a d e C o m m i s s i o n
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C o n t e n t s ：

○ デジタル分野における問題意識

○ 政府内における検討経緯

○ 公取委の体制強化／アドボカシー機能の強化

○ デジタル分野における取組の全体像（①エンフォースメント、②アドボカシー等）
・ 主な事件審査
・ 主な企業結合
・ 実態調査の例（クラウドサービス分野、デジタル広告分野）
・ デジタル分野の専門人材の登用
・ 政府全体のルール整備への貢献

○ 海外連携の例



デジタル分野における問題意識（プラットフォームの特徴 → 便益／弊害）

・特定のデジタルプラットフォームへの集中が生じやすく、独占・
寡占に至ることもあり得る。
・高いスイッチング・コストが生じ、ロックイン効果が働くことが
ある。

⇒競争上の問題が生じ得る。

・プラットフォームを利用する事業者に新たなビジネスチャ
ンスを提供（多くの顧客へのリーチ）。
・両面市場に散在する大量のデータを集積・構造化し、
新たな価値を創出。

⇒社会に多大な便益をもたらす。

便益 弊害

プラットフォーム

【消費者】 【販売事業者】
〇両面市場
〇ネットワーク効果（直接／間接）
〇低い限界費用／規模の経済
〇多様な無料サービス etc.

デジタルプラットフォームの特徴
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 プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備

プラットフォームの寡占化が進む中で、新たなプラットフォーム型ビジネスが次々と創出され、活発な競争が行われ

る環境を整備するため、特定のプラットフォームからいつでもユーザーが移籍できるデータポータビリティやオープンに

接続されることが可能なAPI開放等を含め、中小企業やベンチャーを含めた公正かつ自由で透明な競争環境の

整備、イノベーション促進のための規制緩和（参入要件の緩和等）、デジタルプラットフォーマーの社会的責任、

利用者への公正性の確保など、本年中に基本原則を定め、これに沿った具体的措置を早急に進める。

未来投資戦略2018 （平成30年６月閣議決定）

 平成30年7月～

 平成30年12月18日

デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会等

政府内における検討経緯

公正取引委員会・経済産業省・総務省にて「デジタル・プラットフォーマーを巡

る取引環境整備に関する検討会」 を立ち上げ、デジタル・プラットフォーマーを取

り巻く課題や対応について、論点整理を実施
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基本原則の公表（⇒次頁）



１．デジタル・プラットフォーマーに関する法的評価の視点

① 社会経済に不可欠な基盤を提供している

② 多数の消費者（個人）や事業者が参加する場そのものを、設計し運営・管理する存在である

③ そのような場は、本質的に操作性や技術的不透明性がある

２．プラットフォーム・ビジネスの適切な発展の促進

３．デジタル・プラットフォーマーに関する公正性確保のための透明性の実現

① 大規模かつ包括的な徹底した調査による取引実態の把握

② 各府省の法執行や政策立案を下支えするための、デジタル技術やビジネスを含む多様かつ高度な知見を有する
専門組織等の創設に向けた検討

③ 例えば、一定の重要なルールや取引条件を開示・明示する等、透明性及び公正性確保の観点からの規律の
導入に向けた検討

４．デジタル・プラットフォーマーに関する公正かつ自由な競争の実現

① データやイノベーションを考慮した企業結合審査

② 消費者との関係での優越的地位の濫用規制の適用

５．データの移転・開放ルールの検討

６．バランスのとれた柔軟で実効的なルールの構築

７．国際的な法適用の在り方とハーモナイゼーション

プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則
（平成30年12月18日公表） 公正取引委員会／経済産業省／総務省
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 デジタル市場についての大規模かつ包括的な徹底した
調査による取引実態の把握

 デジタル分野の外部専門家との積極連携によるデジタル
分野における幅広い情報収集

 デジタル市場における競争環境の整備に向けた取引慣
行の改善等の提言（唱導：アドボカシー）

デジタル・プラットフォーム企業による独占禁止法違反被疑
事件の審査を専門的に担当

デジタル分野における審査のノウハウの蓄積

デジタル市場企画調査室 上席審査専門官（デジタルプラットフォーマー担当）

公正取引委員会における体制強化：新組織の設置（令和２年４月）

政策
立案

事件
審査
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公正取引委員会のアドボカシー機能の強化

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画（抜粋）＜令和４年６月７日閣議決定＞

経済財政運営と改革の基本方針２０２２（抜粋）＜令和４年６月７日閣議決定＞

Ⅳ．社会的課題を解決する経済社会システムの構築

２．競争当局のアドボカシー（唱導）機能の強化

競争当局は独占禁止法の施行事務以外に、取引慣行や規制により競争が働いていない分野について調査をし、

取引慣行の改善や規制の見直しを提言(アドボカシー)する機能を有している。我が国の公正取引委員会について

も、ＤＸ等の社会の変革の中でアドボカシー機能に対する期待が強い。

ここ数年では、携帯電話料金や銀行間送金手数料、スタートアップの新規株式公開等について競争関係の実態

調査を行い、アドボカシー（唱導）を実施してきたが、体制を整備し、アドボカシー機能を抜本的に強化する。

２．社会課題の解決に向けた取組

（１）民間による社会的価値の創造

（イノベーションを促す競争環境の整備）

社会経済の急速な変化に対応し、イノベーションや企業の成長を促す競争環境を整備するため、公正取引委員

会が取引慣行や規制により競争が働いていない分野を調査し、取引慣行の改善や規制の見直しを提言するアドボ

カシー（唱導）機能の強化を図る。
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デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて
―アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化―

令和４年６月７日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針２０２２」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実
行計画」を踏まえ、公正取引委員会は、厳正かつ的確な法執行（エンフォースメント）と取引慣行の改善や規制・制度の見直しを提言
する唱導（アドボカシー）を「車の両輪」として取り組み、組織全体としてデジタル化等経済社会の変化への対応を強化する。

専門人材活用を含めた専門的知見に係る人的基盤の拡充など質的な充実と併せ、組織・人員の抜本的な拡充など量的な充
実を図ることにより、デジタル・経済分析・審査情報解析・企業結合分野を始めとして公正取引委員会の機能・体制を重点的か
つ計画的に強化する。

機能・体制の計画的な充実・強化

アドボカシーとエンフォースメントの連携の促進

→ 目的達成のために必要かつ相当な範囲での独禁法第40
条に基づく調査権限の行使、調査の背景や問題意識を明確
にした分かりやすい発信 等

・関係府省庁との積極的な対話と戦略的な連携、説得力ある提
言、効果的な対外発信、適時適切なフォローアップ等

アドボカシーの実効性の強化

・実態調査を通じたアドボカシーについて、実態調査の役割、対
象分野、実施方法といった基本的な考え方を明らかにし、実態調
査に対する幅広い理解・協力を求める

エンフォースメントの強化

・経済分析室と連携した経済分析の活用

・デジタル市場に係る行為等を中心に、情報収集の必要性があ
る場合等には、審査の初期段階等であっても事件の概要を公
表して広く第三者から情報・意見を募集

・事件審査開始の判断のための情報収集が任意の手法では困
難な場合、目的達成のために必要かつ相当な範囲で、独禁
法第40条に基づく調査権限を行使

・取締役会における資料等の内部文書の企業結合審査におけ
る活用

・調査票等に申告窓口を明記し、独禁法に違反するおそれの
ある具体的な事実に係る情報提供の呼びかけ

・実態調査で収集した情報を法執行部門で活用する可能性が
ある場合には、その旨を調査票等に明記する。記載がなくとも、
情報提供が行われた場合には、法執行部門での活用につい
て了承を得る

実態調査を通じて得られた情報・知見の活用

エンフォースメント発動可能性によるアドボカシーの実効性強化

・実態調査において得られたデジタル市場等に関する最新の知
見や分析結果のエンフォースメントでの活用

・実態調査での取組を通じて提供される情報を積極的に活用
するなど、実態調査からシームレスに個別のエンフォースメントにつ
なげる
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○セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・インクの統合（令和３年７月）
（CRMソフトウェア、ビジネス チャットサービス）

○グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合（令和３年１月）

（腕時計型ウェアラブル端末製造販売業、腕時計型ウェアラブル端末用OS提供事業、スマートフォン用OS提供事業、健康関連データベース提供事業、健康関連アプリ提供事
業及びデジタル広告関連事業）

○Ｚホールディングス及びＬＩＮＥの経営統合（令和２年８月）
（ニュース配信事業、広告関連事業、コード決済事業等）

○サイネックス及びスマートバリューから申請があった確約計画の認定等（令和４年６月）

○エクスペディア・ロッジング・パートナー・サービシーズ・サールから申請があった確約計画の認定等（令和４年６月）

○Booking.com B.V.から申請があった確約計画の認定等（令和４年３月）

○楽天に対する独占禁止法違反被疑事件の処理（令和３年12月。令和２年２月に緊急停止命令の申立て、同年３月に取下げ）

○ユニクエストに対する独占禁止法違反被疑事件の処理（令和３年12月）

○アップルに対する独占禁止法違反被疑事件の処理（令和３年９月）

○アマゾンジャパンから申請があった確約計画の認定（令和２年９月）

○楽天（トラベル）から申請があった確約計画の認定（令和元年10月）

○アマゾンジャパンによるポイントサービス利用規約の変更への対応（平成31年４月）

○エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japanに対する独占禁止法違反被疑事件の処理（平成30年10月）

○携帯電話事業者との契約に係るアップルに対する独占禁止法違反被疑事件の処理（平成30年７月）

○みんなのペットオンラインに対する独占禁止法違反被疑事件の処理（平成30年５月）

○アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクからの電子書籍関連契約に関する報告（平成29年８月）

○アマゾンジャパンに対する独占禁止法違反被疑事件の処理（価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件。平成29年６月）

１ ．事件審査

２．企業結合審査

※社名等一部略称

デジタル分野における取組の全体像（①エンフォースメント） 7



○「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え
方」の策定（令和元年12月）

○デジタル分野の企業結合案件に的確に対応するため「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」及び「企業結合審査の手続
に関する対応方針」の改定（令和元年12月）

○ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書（令和4年6月）

○クラウドサービス分野の取引実態に関する報告書（令和4年6月）

○官公庁における情報システム調達に関する実態調査報告書（令和4年2月）

○デジタル広告分野に関する実態調査報告書（令和３年２月）

○共通ポイントサービスに関する実態調査報告書（令和２年６月）

○家計簿サービス等に関する実態調査報告書、QRコード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書（令和２年４月）

○飲食店ポータルサイトに関する実態調査報告書（令和２年３月)

○オンラインモール・アプリストアに関する実態調査報告書（令和元年10月)

３．実態調査

４．研究会・検討会
○データ市場に係る競争政策に関する検討会（令和３年６月報告書公表）

○デジタル市場における競争政策に関する研究会（令和３年３月報告書公表： アルゴリズム/AIと競争政策）

○業務提携に関する検討会（令和元年７月報告書公表）

○データと競争政策に関する検討会（平成29年６月報告書公表）

５．ガイドライン

○デジタルスペシャルアドバイザー（外部専門家）の委嘱、デジタルアナリスト（非常勤職員）の採用

６．デジタル分野の専門人材の登用

デジタル分野における取組の全体像（②アドボカシー等） 8



事件名 行為の概要 公取委の対応

サイネックス及びス
マートバリューに対
する件

左記２社は、自らのホームページをリニューアルする業務の発注
を検討している市町村等に対してそれぞれが行う受注に向けた
営業活動において、オープンソースソフトウェアのCMSを取り扱う
事業者が受注競争に参加することを困難にさせる要件を当該
業務の仕様に盛り込むよう働き掛けていた。

公正取引委員会が確約手続通知を行ったところ、左記２社か
ら確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規
定する認定要件に適合すると認められたことから、当該計画を
認定（令和４年６月30日）

エクスペディア・ロッ
ジング・パートナー・
サービシーズ・サー
ルに対する件

宿泊施設の運営業者との契約において、Expediaサイトに掲
載する宿泊料金及び部屋数について他の販売経路と同等又
はより有利なものとする条件（自社ウェブサイト等の販売経路
に係る条件を除く。）を定めるとともに、当該条件の遵守を要
請等していた。

公正取引委員会が確約手続通知を行ったところ、エクスペディ
アから確約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法
に規定する認定要件に適合すると認められたことから、当該計
画を認定（令和４年６月２日）

Booking.com
B.V.に対する件

宿泊施設の運営業者との契約において、Booking.comサイ
トに掲載する宿泊料金及び部屋数について他の販売経路と同
等又はより有利なものとする条件（自社ウェブサイト等の販売
経路に係る条件を除く。）を定めるとともに、当該条件の遵守
を要請等していた。

公正取引委員会が確約手続通知を行った と こ ろ 、
Booking.com B.V.から確約計画の認定申請があり、当該
計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合すると認めら
れたことから、当該計画を認定（令和４年３月16日）

楽天グループ株式
会社に対する件

「楽天市場」において、１回の合計の注文金額が税込み
3,980円以上（一部地域を除く。）の場合に商品の販売価
格とともに「送料無料」と表示する施策を実施しようとするに当
たり、一部の出店者に対して同施策への参加を余儀なくさせて
いる等の疑いがあった。

公正取引委員会が楽天グループに対して左記問題を指摘した
ところ、改善措置を講じた旨の報告がなされたため、公正取引
委員会において、その内容を検討したところ、左記の疑いを解
消するものと認められたことから、今後、同社が改善措置を実
施したことを確認した上で本件審査を終了することとした。（令
和３年12月６日）

デジタル分野における主な事件審査（1/3） 9



事件名 行為の概要 公取委の対応

株式会社ユニクエスト
に対する件

自社の運営するインターネット葬儀サービスを利用
する葬儀社に対し、他のインターネット葬儀サービス
を営む事業者と取引することを制限している疑いが
あった。

公正取引委員会がユニクエストに対して左記問題を指摘したところ、改
善措置を講じた旨の報告がなされたため、公正取引委員会において、そ
の内容を検討したところ、左記の疑いを解消するものと認められたことから、
本件審査を終了した。（令和３年12月２日）

アップル・インクに対す
る件

iPhone向けのアプリケーションを掲載するApp
Storeの運営に当たり、App Store Reviewガイド
ラインに基づき、デベロッパーがアプリ内でデジタルコン
テンツの販売等をする場合、アップルが指定する課
金方法（IAP）の使用を義務付けるなどの行為を
実施。

公正取引委員会がアップルに対して左記問題を指摘したところ、同社から、
音楽配信事業等におけるリーダーアプリ（ユーザーがウェブサイト等で購入し
たデジタルコンテンツを専ら視聴等することに用いられるアプリ）についてアウト
リンク（消費者をIAP以外の課金による購入に誘導するボタンや外部リンク
をアプリに含める行為）を許容することとし、ガイドラインを改定すること等の
申出がなされ、左記問題を解消するものと認められたことから、今後、同社
が改善措置を実施したことを確認した上で本件審査を終了することとした。
（令和３年９月２日）

アマゾンジャパン合同
会社に対する件

取引上の地位が自社に対して劣っている疑いのある
納入業者（本件納入業者）に対し、在庫補償
契約を締結することにより、当該契約で定めた額を、
本件納入業者に支払うべき代金の額から減じるな
どの行為を実施。

公正取引委員会が確約手続通知を行ったところ、アマゾンジャパンから確
約計画の認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要
件に適合すると認められたことから、当該計画を認定（令和２年９月
10日）。なお、当該計画が実施されることにより、本件納入業者のうち
約1400社に対し、総額約20億円の金銭的価値の回復が行われた。

楽天株式会社に対す

る件

宿泊施設の運営業者との契約において、楽天トラ

ベルに掲載する部屋の最低数の条件や宿泊料金

及び部屋数について他の販売経路と同等又はより

有利なものとする条件を定めていた。

公正取引委員会が確約手続通知を行ったところ、楽天から確約計画の

認定申請があり、当該計画が独占禁止法に規定する認定要件に適合

すると認められたことから、当該計画を認定（令和元年10月25日）

アマゾンジャパン合同

会社に対する件

出品者との間の利用規約を変更し、出品される全

ての商品について最低１パーセントのポイントを付

与し、当該ポイント分の原資を出品者に負担させる

旨の内容とした。

当該利用規約を修正したため調査終了（平成31年４月11日）

デジタル分野における主な事件審査（2/3） 10



事件名 行為の概要 公取委の対応

エアビーアンドビー・ア

イルランド・ユー・シー

及びAirbnb Japan

株式会社に対する件

取引先事業者との契約において、Airbnbサイトに、当

該取引先事業者がAPIを利用して民泊サービスの情

報を掲載するに当たって、他の民泊サービス仲介サイト

へのAPIを利用した民泊サービスの情報の掲載を制限

する規定を定めることにより、当該取引先事業者の事

業活動を制限している疑いがあった。

当該規定を適用する権利を放棄する措置を速やかに講じるとの申

出がなされ、当該措置が独占禁止法違反の疑いを解消するものと

判断し、当該措置が講じられたことを確認の上審査終了（平成30

年10月10日）

携帯電話事業者との

契約に係るアップル・

インクに対する件

NTTドコモ、KDDI又はソフトバンクが注文するiPhone

の数量等について、契約に基づき、３社の事業活動を

制限している疑いがあった。

当該契約の一部を改定するとの申出があり、独占禁止法違反の疑

いが解消されると認められたこと等から審査終了（平成30年７月

11日）

みんなのペットオンライ

ン株式会社に対する

件

自社のペット仲介サイトを利用するブリーダーに対し、自

社以外のペット仲介サイトに犬・猫の情報を掲載するこ

とを制限している疑いがあった。

改善措置を自発的に講じた旨の報告があり、独占禁止法違反の

疑いを解消するものと認められたことから審査終了（平成30年５

月23日）

アマゾン・サービシズ・

インターナショナル・イ

ンクに対する件

Amazon.co.jpウェブサイト上で配信される電子書籍

に係る出版社等との間の契約において、価格や品揃え

等に係る同等性条件を定めていた。

当該義務に係る規定を行使しないなどの自発的な措置を講じたとの

報告があり、当該措置が競争への影響に係る懸念を解消するものと

判断（平成29年８月15日）

アマゾンジャパン合同

会社に対する件

Amazonマーケットプレイスの出品者との間の契約にお

いて、価格等の同等性条件及び品揃えの同等性条件

を定めることにより、当該出品者の事業活動を制限して

いる疑いがあった。

当該条件の削除等を内容とする自発的な措置を速やかに講じると

の申出がなされ、当該措置が独占禁止法違反の疑いを解消するも

のと判断し、当該措置が講じられたことを確認の上審査終了（平

成29年６月１日）
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事件名 公取委の対応

セールスフォース・

ドットコム・インク及

びスラック・テクノロ

ジーズ・インクの統

合
（令和3年７月；排除措置命

令を行わない旨の通知）

【審査の観点】

セールスフォース社が提供する商品・役務である「CRMソフトウェア」とスラック社が提供する商品・役務である「ビジネスチャットサービス」は、いずれも企業

を需要者として、相互に一定の補完性を有しており、それぞれ、第三者の提供するアプリ等と統合して利用することが可能であるところ、本件においては、

競争事業者に対するAPIの提供拒否、組合せ供給、秘密情報の交換等が日本全国のビジネスチャットサービス市場等における競争に与える影響の程

度を考慮して審査を実施。

【審査結果の概要】

競争事業者の存在、排除効果の及ぶ可能性のある範囲が僅かであること等から、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限するこ

ととはならないと判断した。

グーグル・エルエル

シー及びフィットビッ

ト・インクの統合
（令和３年１月；審査終了）

【審査の観点】

グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合によって、競争上の懸念を生じ得ると考えられる、①腕時計型ウェアラブル端末用OSの提供拒否

等、②スマートフォン用OS（Android OS）の提供拒否等、③健康関連データの提供拒否等、④健康関連データのデジタル広告関連事業への利用

等について、日本全国の腕時計型ウェアラブル端末市場等における競争を実質的に制限することとなるかという観点から審査を実施。

なお、本件は、届出要件を満たさないが、買収に係る対価の総額が大きく、かつ、本件行為が国内の需要者に影響を与えると見込まれたことから審査

を行ったもの。

【問題解消措置】 ※当事会社グループから、当委員会と欧州委員会に対してほぼ同じ内容の問題解消措置を申出。

上記の審査の観点のうち、②～④について、以下の問題解消措置を講ずる。

②への対応：本件行為実行日から10年間、腕時計型ウェアラブル端末メーカーに対し、Android APIの機能を提供し、Androidスマートフォン端末

と腕時計型ウェアラブル端末との相互接続性を維持する。

③への対応：本件行為実行日から10年間、当事会社グループが提供するWeb APIを通じたAPI利用による健康関連データベースへのアクセスを、

アクセス料を無料で維持する。

④への対応：本件行為実行日から10年間、

・健康関連データをGoogleグループの デジタル広告関連事業に使用しない。

・健康関連データについて、Googleグループ内の他のデータセットからの分離を維持する。

【審査結果の概要】

①については、グーグルグループ以外に、腕時計型ウェアラブル端末用OSを無償でライセンスする競争事業者が存在し、川下市場の腕時計型ウェアラ

ブル端末メーカーは切替え容易であることから、競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断した。また、②～④については、当事会社グループ

が申し出た問題解消措置を講ずることを前提とすれば、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと判断した。

デジタル分野における主な企業結合案件（1/3） 12



事件名 公取委の対応

Zホールディングス

株 式 会 社 及 び

LINE株式会社の

経営統合
（令和２年８月；排除措

置命令を行わない旨の通

知）

【審査の観点】

当事会社グループが競合又は取引関係に立つ取引分野のうち、特に本件統合による影響を大きく受けると考えられる３事業（ニュース配信事業、広

告関連事業、コード決済事業）に係る市場について、重点的に審査を実施。

【問題解消措置】

コード決済事業について、現時点において直ちに競争を実質的に制限することとなるとまではいえないが、排他的な取引条件の取扱い、データの利活用

等の統合後における当事会社グループの行動や今後の市場の状況等によっては、ある程度自由に、価格等の条件を左右することができる状態が容易に

現出し得るおそれがあるという懸念を払拭しきれないと考えられたため、当事会社グループに対してその点を指摘。これを受け、当事会社グループから以下

の措置を講ずる旨の申出があった。

①データの利活用の状況等に係る定期報告及び必要な措置の検討

・加盟店手数料、データの利活用等のコード決済事業に関する事項を３年間報告する。

・競争上の懸念が生じた場合は当委員会と協議し対応策を検討する。

②加盟店に対する排他的な取引条件の撤廃

・実行日時点までの排他的な取引条件を撤廃。

・実行日から３年間は排他的な取引条件を課さない。

【審査結果の概要】

ニュース配信事業、広告関連事業については、有力な競争事業者の存在等から、競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断。また、コード

決済事業についても、当事会社グループが申し出た問題解消措置を講ずることを前提とすれば、本件行為が一定の取引分野における競争を実質的に

制限することとはならないと判断した。

デジタル分野における主な企業結合案件（2/3） 13



デジタル分野における主な企業結合案件（3/3）

■ マイクロソフト・コーポレーション及びアクティビジョン・ブリザード・インクの統合に関する情報・意見募集
（令和４年６月16日～同年７月15日）
※マイクロソフト・コーポレーション（本社米国）又はアクティビジョン・ブリザード・インク（本社米国）をそれぞれ最終親会社として既に結合関係が形成さ
れている企業の集団は、共にゲーム関連事業を営んでいる。

■ グーグル・エルエルシー及びマンディアント・インクの統合に関する情報・意見募集
（期間について同上）
※グーグル・エルエルシーの最終親会社であるアルファベット・インク（本社米国）と既に結合関係が形成されている企業の集団（グーグルグループ）は、
主にデジタル広告事業、インターネット検索事業、クラウドサービス事業、ソフトウェア提供事業及びハードウェア提供事業を営んでいる。
※マンディアント・インク（本社米国）を最終親会社として既に結合関係が形成されている企業の集団（マンディアントグループ）は、サイバーセキュリティ
事業を営んでいる。

14

エンフォースメントの強化に係る取組 ー企業結合審査における第三者からの情報・意見の募集ー

○ デジタル分野の案件を中心に、複雑かつ急速に変化する市場状況において、より広く第三者からの意見を
収集する必要があると考えられるような企業結合案件については、第２次審査の開始の如何を問わずに、
必要に応じて、第三者から意見聴取する旨公表し、情報・意見を募集する（令和４年６月16日公表）。



実態調査の例①：クラウドサービス分野の実態調査（1/3） 15

出典：株式会社ＭＭ総研 「国内クラウドサービス需要動向（2021年版）」

クラウドサービス市場の市場規模推移 ※ 2021年度以降はＭＭ総研予測値

○ クラウドサービスの市場規模は、2020年度には実績ベースで３兆円に迫る。
○ 今後も拡大し続けると予想されている。



実態調査の例①：クラウドサービス分野の実態調査（2/3） 16

○ IaaS（Infrastructure as a Service）及びPaaS（Platform as a Service）の市場集中度が年々高まっている。
○ 特に、AWS等３社（Amazon Web Services、マイクロソフト、グーグル）がシェアを大きく伸ばしている。
○ 規模の経済、範囲の経済、提供されるサービスの幅広さ、間接ネットワーク効果、利用中の提供事業者のサービス
の優先的採用の傾向といった特徴により、今後もAWS等３社を中心に市場集中度が高まる可能性が高い。
→ 将来的には市場が非競争的な構造に変化していく可能性

出典：クラウド提供事業者から提出された情報及び株式会社富士キメラ総研「2021 クラウドコンピューティングの現状と将来展望《市場編》」等に基づき公正取引委員会算出
※ HHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）は、市場における各事業者の市場シェアの２乗の総和によって算出される。

※

2020年度において、市場シェア上位３社合計の市場シェアと、
AWS等３社の合計の市場シェアが一致しているように見えるが、
これは市場シェアを幅で記載しているためであり、同年度において、
AWS等３社が上位３社ではない。



実態調査の例①：クラウドサービス分野の実態調査（3/3） 17

独占禁止法上、問題となり得る行為

①データ転送料の設定
②独立して取引される異なる機能の統合
③ソフトウェアのライセンスにおける自社優遇
④専属のパートナーの優遇

（差別対価、取引条件等の差別取扱い、抱き合わせ販売等、排他条件
付取引、拘束条件付取引、競争者に対する取引妨害等）

①マーケットプレイスにおける同等性条件
②マーケットプレイスにおける出品者の売
買データを活用したマーケティング

③利用者のデータの取扱い

（拘束条件付取引、競争者に対する取引妨害等）

取引先に
不利益を与える行為

①クラウド提供事業者と利用者との
取引

②クラウド提供事業者とパートナー
との取引

（優越的地位の濫用）

クラウドサービスにおける競争に
悪影響を及ぼし得る行為

別の市場における競争に
悪影響を及ぼし得る行為

競争政策上、当事者に推奨される取組

クラウド提供事業者

①異なるクラウドサービス等への移行、マルチクラウ
ド・ハイブリッドクラウドの実現等を妨げる制約の
最小限化

②利用者のサービス選択に資する情報の契約前
の提供

①利用停止、退出条件に係る契約締結前の検討
②移行やデータポータビリティに関する自社のニーズを満た
しているかの確認

③必要に応じて移行を想定したシステム設計を採用
④クラウドサービスの専門知識を有する人材の確保・育成

利用者



【広告主】
広告を出して商品を

プロモーション

【媒体社】
ウェブページ上の

広告「枠」を売って収益化

【プラットフォーム】

○ 日本のデジタル広告の市場規模は，約2.2兆円。
○ 広告費全体（約6.2兆円）の36％を占めるまでに成長。

実態調査の例②：デジタル広告分野の実態調査（1/3） 18



デジタル広告の種類

①検索連動型

Google検索 Yahoo!検索

②所有・運営型

YouTube Yahoo!Japan
Facebook Instagram
LINE Twitter

③オープン・ディスプレイ
・デジタル・プラットフォーム事
業者以外のウェブサイト等（新
聞社のウェブサイト等）で表示
される広告

グーグルは，
・媒体社側アドサーバーで80~90%
・SSP/アドエクスチェンジで50~60%
・DSP（Google広告を含む場合）で60~70％
・アドネットワークで50～60％
→複数のサービスで独占・寡占的な地位。

フェイスブック，ヤフー，グーグルは，
所有・運営型の媒体として，それぞれ，
少なくとも10~20%のシェア。
→市場における有力な地位。

グーグルが70~80%のシェア。
→独占的な地位。

市場の状況（調査結果）

実態調査の例②：デジタル広告分野の実態調査（2/3） 19



問題となり得る行為 独占禁止法・競争政策上の考え方

対
事
業
者

取引先に不利益を与え得る行為
（例：契約の設定・変更）

優越的地位の濫用となるおそれ
→ 十分な説明，時間的配慮，公平な扱いをすることが望ましい。

競合事業者を排除し得る行為

（例：第三者サービスの利用制限）

取引妨害や私的独占となるおそれ
→ 接続を解除する際の理由の明確化，対応期間の確保等をすることが望ましい。

取引先の事業活動を制限し得る行為

（例：競合事業者との取引制限）

排他条件付取引，拘束条件付取引，私的独占となるおそれ
→ 書面等による制限内容の明確化，契約内容変更の際の事前通知，相手方の事情
の考慮，対応期間を十分に設けることが望ましい。

公正性・透明性に欠けるおそれのある行為
（例：広告単価等の不透明性）

必要な情報が考慮されず，広告主や媒体社を巡る公正な獲得競争が歪められる可能
性がある
→ 必要な情報の公開，十分な説明責任を果たすことが望ましい。

対
消
費
者

利用目的を知らせずに個人情報を取得する行為

（例：プライバシーポリシーの不明確さ）

優越的地位の濫用となるおそれ
→ 取得する情報とその利用目的の対応を明確にすることが望ましい。

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報
を利用する行為
（例：オプトアウト後のユーザー情報利用）

優越的地位の濫用となるおそれ
→ 情報利用についての明確な説明をすることが望ましい。

媒
体
社
間
競
争

媒体社とデジタル・プラットフォーム事業者間

の取引における不透明性
（例：コンテンツの持つ価値の不透明性）

媒体社の最適な選択のため

必要な情報の公開と十分な説明，実効的な相談体制の構築が望ましい。

媒体社のコンテンツ提供に係る不透明性
（例：配信料の算定根拠の不透明性）

取引の透明性・公正性のため

配信料やコンテンツについての取扱い，算定根拠の明確化が望ましい。

媒体社間競争の変化による消費者への影響
（例：情報の正確性や質を担保する責任）

媒体社間競争にコンテンツの質が反映されるように

作成したメディア名の掲載，コンテンツの質を考慮した掲載順位の決定が望ましい。

問題となり得る行為と独占禁止法・競争政策上の考え方

実態調査の例②：デジタル広告分野の実態調査（3/3） 20



デジタル分野の専門人材の登用 21

デジタルスペシャルアドバイザー（DSA）

■ ５G、AI、デジタル広告、プライバシー等に係る専門家を

デジタルスペシャルアドバイザーとして４名委嘱（令和４年７月現在）

⇒ 各アドバイザーの専門分野の市場動向/技術動向等についての最前線の情報を収集。

⇒ 公正取引委員会が実施する実態調査等について助言を得る。

デジタルアナリスト（DA）

■ デジタル分野の外部専門家をデジタルアナリストとして４名採用（令和４年７月現在）

⇒ DSAとは異なり、国家公務員（非常勤職員）として採用。

⇒ DSA同様の業務に加えて、自ら調査企画・立案業務も行う。

⇒ デジタル分野に係る各種データ分析等も企画・実施。

○ 専門性が高く変化の激しいデジタル分野において効果的に競争政策を
推進するため、専門人材の登用を通じて最先端の知見を実務に反映



政府全体のルール整備への貢献 22

【公正取引委員会】

オンラインモール・アプリストア
の実態調査報告書
（令和元年10月）

【デジタル市場競争会議】
（事務局：内閣官房）

デジタルプラットフォーム取引透
明化法案の方向性の決定
（令和2年1月）

現在、モバイルOS等の実態
調査を実施中
（令和3年10月調査開始）

モバイル・エコシステムに関する
競争評価 中間報告
（令和4年4月）
→現行の法的枠組みにとらわれない幅広い
考え方を対応策の「オプション」として提示

・同法成立（令和2年5月）

・オンラインモール・アプリストア分野を対象と
して運用開始（令和3年4月）

デジタル広告分野の実態調
査報告書
（令和3年2月）

デジタル広告分野の競争評価
→同分野をデジタルプラットフォーム取引透
明化法の対象に追加する方針を決定

（令和3年4月）

・デジタル広告分野を同法の対
象に追加

・デジタル広告分野における対象事業者を
指定し運用開始予定（令和4年秋頃）

【経済産業省】
（取引透明化法所管）



○ G7等の競争当局は共同で、「デジタル市場における競争を促進するための各当
局の取組の要約（Compendium）」を公表。

○ 同要約においては、デジタル市場における競争上の問題に対処するための各競争
当局の活動を概観するとともに、共通の取組等に焦点を当てている。

○ G7等の競争当局の共通の取組等として、例えば以下のものが挙げられている。
① 調査、研究又は法執行
② 技術専門家を擁するチームの設立
③ 法執行ツールの強化や新しい規制の導入のための法改正の検討又は実施
④ 国内的及び国際的な規制における協力

●G7デジタル・技術大臣会合の大臣宣言（2021年4月）において、「デジタル競争に関する協力深化」
が重要な取組の一つとされたことを受け、2021年11月、G7の競争当局等(※)のトップが出席する
「エンフォーサーズ・サミット」が開催された（於：ロンドン。ウェブ会議併用）。

（※）G７に加えオーストラリア、インド、韓国及び南アフリカが招待された。

●「エンフォーサーズ・サミット」では、大規模なデジタルプラットフォーム、アプリストア、オンラインマーケットプレイ
ス、デジタル広告、モバイルエコシステム、クラウドコンピューティング、アルゴリズムなどに関連する問題を含む、
デジタル分野に関する様々な問題について議論が行われ、G7等の競争当局間で連携する可能性のある
分野等についても検討が行われた。

国際連携の例：G7 エンフォーサーズ・サミット（Enforcers Summit） 23




