
 

資料１ 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び 

「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」（令和４年４月26日公表） 

に関する意見募集に寄せられた御意見について 

  

令 和 ４ 年 ８ 月 ５ 日 

内 閣 官 房 

デジタル市場競争本部事務局 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に

関する競争評価 中間報告」について、令和４年４月26日から同年６月10日まで、御意見を募集したところ113件の御意見をい

ただきました。御意見をお寄せいただきました方の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 

今回、多数の御意見をお寄せいただきましたところ、主な御意見の概要とそれに対する現段階での事務局としての考え方を

別添１のとおり取りまとめました。各御意見の詳細については別添２をご参照ください。 

 

今回お寄せいただきました御意見につきましては、最終報告に向けた検討において参考にさせていただきます。
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モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告 

総論 主な意見の概要 考え方 

市場環境に関

するご意見 

・アプリストア事業者とアプリ事業者は寡占構造により格差・搾取が拡大し、アプリストア事業者のデータ

独占による恣意的なコントロールといった課題が発生している。 

・スマートフォンは経済社会の基盤であり、スマートフォンを通じて顧客にアクセスする事業者は OS 等の

ルールに則ってサービスを提供する必要があるという認識に賛同する。 

・モバイル・エコシステムはレイヤー構造を有してネットワーク効果が働く等の特性があり、高い参入障壁

により寡占構造となっているという認識に賛同する。 

・現在のモバイル OS 事業者の寡占状態が固定的・継続的とする根拠が乏しい。間接ネットワーク効果は寡

占化の場合のみならず、寡占が打破される際にも起こるため、間接ネットワーク効果が必ずしも寡占状態を

固定化・継続させるわけではない。 

・モバイル・エコシステムはダイナミックな競争と、イノベーションによって特徴づけられている。新規顧

客の獲得などにおいて、端末メーカー間、モバイル OS 間に熾烈な競争がある。グーグルとアップルは、OS

やアプリストアで激しい競争をしている。 

・こうしたアンドロイドと iOS の競争がイノベーションを促進し、その結果、消費者に恩恵をもたらしてい

る。 

今回お寄せいただいた御意見も踏

まえつつ、引き続き、関係事業

者、有識者等からのヒアリングな

どを継続し、市場の実態の理解に

努めつつ、対応の必要性や必要と

なる対応について、更に検討を進

めてまいります。 

対応の方向性

（全般）に関

するご意見 

・現行の競争法は、デジタル市場における新たな競争問題に対処するには不十分であり、将来を見据えた改

革を支持する。その改革は、新しい規制を明確に示し、技術や企業行動の変化に対して柔軟であるべき。

（データの開示は、競争を可能にするために不可欠なデータに限定すべき。個人情報の保護と整合的である

べき。） 

・モバイル・エコシステムにおける競争と選択肢を拡大し、同時にプライバシーとセキュリティを保護し

て、消費者の信頼を育むことは実現可能。世界中の規制当局に、競争を可能にし、消費者の選択肢を増やす

ため、デジタル・ゲートキーパーの権力を抑制するための断固とした行動を取ることを強く求める。 

・デジタル経済における市場競争政策を促進するため、競争を弱体化させる規制を導入すべきではない。新

しく導入される規制は、明確で、客観的かつ透明性のある政策基準を満たすべき。また、既存の競争法など

が十分かどうかを評価すべき。 

・技術変化のスピードが激しく、ビジネスモデルが絶えず変化するデジタル分野において、規制への対応が

過度な負担となることで、日本市場への新技術等の導入が遅延することが危惧される。 

・日本のスマートフォン市場は、Android の存在によって OEM が多様なハードウェアを供給できている。モ

バイル・エコシステムにおける諸課題への対応については、プラットフォーム自体の魅力、先進性を失った

りすることのないようにすべき。 

・過度の規制による負担はサイバーセキュリティにも危機的なリスクをもたらす可能性がある。より踏み込

んだ介入を提唱する前に、現在ある透明化法を十分に評価すべき。 

今回お寄せいただいた御意見も踏

まえつつ、消費者、セキュリティ

専門家、関係事業者、有識者等か

らの御意見をお聴きするなどし

て、対応の必要性や必要となる対

応について更に検討を進めてまい

ります。 

別添１ 
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総論 主な意見の概要 考え方 

・「競争政策とデータ保護，消費者保護といった関連する政策分野が別々にではなく，相互に連携して取り

組む必要がある」との考え方も参考としながら、多様な視点のバランスに留意したさらなる検討が行われる

ことが望ましい。 

・競争に悪影響を及ぼす可能性のある行動を規制する場合、セキュリティやプライバシーに対応するための

法的枠組みと一貫性を保つべき。（例えば、特定の情報にアクセスする権利は、営業秘密やアルゴリズムを

公開するリスクやデータ保護、セキュリティの義務を犠牲にするリスクとのバランスをとる必要がある） 

・モバイルデバイスにおいてセキュリティを消費者の自主性に任せれば、ユーザビリティが優先され、セキ

ュリティが低下するおそれがある。そのため、単にセキュリティを強化するだけでは足りず、ユーザーに操

作上の負担をかけずにセキュリティを実現することが重要。 

・競争によってプライバシー保護やセキュリティ水準が高いサービスが提供される市場環境を整備するとい

う視点が必要である。 

・デジタル製品を非差別的に取扱い、事業の国内外にかかわらずデジタルプラットフォーム事業者間の規制

を整合させるべきである。 

・インターネットは国際的な性格を有しているため、ある国で特定の行動が義務付けられる一方で、別の国

では禁止されることとならないよう、国際的な整合性を図るべき。 

・海外の規制が参考になることは事実だが、まずは日本の市場環境を考慮することが重要である。 

・競争に関するルールの新展開に関しては、明確な国際的なコンセンサスが形成されていない。中にはテク

ノロジー製品を過度に硬直的なものとし、有益なイノベーションを消費者から奪う提案もあり、国際的な展

開に歩調を合わせるだけでなく、モバイル・エコシステムの持続可能性も重視すべき。 

オプションに

関するご意見 

・競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為を類型化し、原則的に事前に禁止していくこと、また、セキュリ

ティやプライバシーといった事由についてそれが正当なものと認められる場合には、例外的に禁止から外し

ていくという考え方について、賛成する。 

・社会経済にとって必須のインフラを提供し、非常に大きな影響を与えるプラットフォーム事業者の経営・

取引・技術上の情報について、開示義務を課すこと等を検討すべき。 

・本報告書で示された問題は、公正取引委員会及び消費者庁が主導して解決すべきである。そのために、両

組織の機能・資源の大幅な拡充が必要である。 

・デジタル市場における反競争的な活動については、非デジタル市場にもそれと同じ類型の行為が存在す

る。不当な行為を特定して是正するためには競争促進効果や反競争効果をケースバイケースで判断する現行

法で対応するのが望ましく、事前規制は良い選択肢ではない。 

・事前規制の理由が明らかになっておらず、行為を具体的に特定するのであれば特殊指定やガイドラインで

よいのではないか。特にデジタルに係る問題は流動的であるため、ガイドラインのほうが機動的に対応可

能。 

・規制の目的・必要性に照らして過度な規制手段等は合理的な規制であるとはいえず、営業の自由の制約等

憲法上の問題を惹起し得る。 

中間報告で提示したオプションの

有効性等に関して頂いた御意見を

踏まえつつ、対応の必要性や必要

となる対応について更に検討を進

めてまいります。 
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総論 主な意見の概要 考え方 

・事前規制は迅速に課題に対処するという意味では有効な手法であるが、イノベーションを阻害する危険性

も有している。そのため、仮に事前規制の手法をとる場合には、過度に広範な規制にならないように配慮す

る必要があり、モバイル・エコシステムにおけるプラットフォーム事業者を対象とした規制とすべき。 

・規制対象の客観的な基準が必要であり、恣意的な閾値や選択に基づくべきではない。 

・セキュリティ・プライバシー保護の正当性を精査する際に、OS 事業者から悪用防止のため保護施策の内容

を開示できないと主張される可能性があるが、この例外事由が不当に行使されないよう、守秘義務を保持し

つつ客観・合理的に判断する専門機関の整備を提案する。 

・プライバシー保護の立証責任は OS 事業者が負うべきである。さらに、より制限的でない方法はないかと

いった比例原則の視点も取り入れるべき。 

・モバイル・エコシステム内のプラットフォーム事業者は、プライバシー保護やセキュリティ等を口実とし

て自社の競争上の地位を強化しており、そのプライバシー保護やセキュリティ等の手段にほかの方法がない

か厳しく評価する必要がある。 

・行為の正当性をプラットフォーム事業者に立証させることは、安易な責任転嫁であり適正手続の観点から

も問題である。 

・独占禁止法の規定をグーグルやアップルの各レイヤーにおける様々な行為に適用することは不可能ではな

いが、本中間報告が対象としている行為は複雑なものが多いだけでなく、行為が行われた後に、後追い的に

競争当局が調査を行い、排除措置や課徴金納付等を命令し、さらに裁判所の司法審査を受けて確定するまで

には長期間を要するため、fast-moving なデジタル市場、各レイヤーにおける行為に独占禁止法だけで対応

することには限界がある。そのため、「事前規制」の考え方には十分な理由がある。 

今後の検討の

進め方に関す

るご意見 

・モバイル・エコシステムは対消費者の市場でもあり、エンドユーザーとなる消費者はプライバシーやセキ

ュリティに重大な利害を有しており、消費者の意見を聴取する必要がある。 

・全体としてセキュリティ上不安のある企業を救済するかのような印象を持つ記載内容であり、セキュリテ

ィの専門家へのヒアリングが必須ではないか。 

・ＤＸを推進するデジタル庁や経済産業省、サイバーセキュリティに対処する NISC 等、政府内関係各所と

も連携して検討を進めるべきである。 

・プラットフォームに関する規制を検討するにあたっては、特殊な使用事例や仮説に基づかず、客観的なデ

ータに基づく検討を行うべきである。厳格な経済分析は、あらゆる検討の基礎であり、透明で客観的な評価

方法を提供するものである。 

・中間報告で報告された課題に関する、中立性・専門性をもった第三者の観点からの評価や基礎とする事実

や論理的根拠の実証や検討を行い、制度化する場合には立法事実を明らかにしていくことが必要ではない

か。 

・Apple や Google から行われる経済的な報復に対する懸念を多くの企業が抱いており、市場参加者の多くが

コメントの要請に慎重になる可能性があることを認識すべき。そのため、モバイル・エコシステムに関する

Apple と Google の行為を支持するコメントと批判するコメントを単純に集計することは、誤解を招くことに

なりかねない。 

今回お寄せいただいた御意見も踏

まえつつ、消費者、セキュリティ

専門家、関係事業者、有識者等か

らの御意見をお聴きするなどし

て、更なる事実関係等の把握に努

めるとともに、対応の必要性、必

要となる対応について、検討を進

めてまいります。 
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総論 主な意見の概要 考え方 

・ＷＧは非公開で開催され、事務局の提出資料も非公表とされているものがあり、どのような観点から議論

がされたのかなど、うかがい知ることが難しく、構成員以外の専門家やステークホルダーが意見を述べるこ

とも容易ではない。消費者団体や経済団体を含む多様な専門家やステークホルダーからの意見を踏まえた検

討が望まれる。 

WG における議論におきましては、

関係者から機密性の高い情報も頂

きつつ検討を進めてきたことか

ら、事務局提出資料を非公表とさ

せていただくことがございまし

た。他方で、検討に当たり、広く

御意見をうかがうことが必要との

認識の下、中間報告を公表しパブ

リックコメントを実施させていた

だきました。引き続き、様々な関

係者からも御意見をお聴きしつ

つ、検討を進めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

１-１.１. 

OS 等のアップ

デート・仕様変

更への対応 

・プラットフォーム事業者相互の健全な競争を促進するとともに、プラットフォーム事業者とアプリ開発事業

者との間のイコール・フッティングを確保する観点から、基本的な方向について賛同する。 

・アプリ開発者は、Apple が毎回、規則をどのように解釈するのかを事前に知ることができず、不確実性の中

でビジネスを運営している。 

・Apple の対応については、一年ごとにアップデートされている OS が三ヶ月前に情報開示されており、開発者

から見ても十分な長さとなっており、現状で十分である。 

OS 等のアップデート・仕様変更

に関して頂いた情報、御意見も踏

まえつつ、今後とも、モバイル OS

提供事業者を含む関係事業者、有

識者等からのヒアリングを継続

するなどして事実関係等につい

て把握に努めてまいります。 

・新たな OS の機能については、開発及び機能検証に必要な時間の確保ができることが望ましい。また、早期

対応の必要から、新規セキュリティ機能や実装方法に関する指針の事前告知が望ましい。 

・一律に規制を課すことは OS 事業者の創意工夫の機会を奪うことになり適切でない。政府への報告等に応じ

るための過度の負担が OS 事業者に発生することになれば、他社と差別化されたサービスを提供する余地を奪

う結果にもなりかねず合理的ではない。 

・十分な時間を確保した上での事前告知の実施を義務付けることは、セキュリティの観点から著しく妥当では

ない。 

・Google は、デベロッパーとコミュニケーションを取るために複数のチャンネルを有しており、アップデート

や製品変更に関して十分に余裕を持って事前通知を行っている。OS アップデートや仕様変更それぞれで状況

が異なるため、特定の項目や具体的な時間制限を定めた強制的な開示義務は、運用不可能である可能性がある。

デベロッパーの質問に回答する義務については、デベロッパーの数が膨大であるため、実務的な運用とリソー

スへの配慮がされる必要がある。政府に報告する義務が課される場合、プラットフォーム事業者に不必要に重

い負担となるため、合理的に必要な情報のみを報告するよう範囲を限定する必要がある。 

・Apple は、ガイドラインの改正や重要な変更を行う場合、デベロッパに十分な予告を与え、変更が発効する

前に対処するための合理的な期間を提供している。例えば、ATT を発表した際には、ATT の導入を直ちに進め

ることはせず、デベロッパに対して、当該機能を評価し、フィードバックを提供するための時間を与えるため

に、リリース予定日を 6 ヶ月遅らせた。Apple は、App 審査手続の外でデベロッパと頻繁にやり取りを行い、

そこで App Store の機能に関する質問に回答している。デベロッパは、App Store 上の自身の App を管理する

ための専用インターフェース（App Store Connect）や、専用のデベロッパ・フォーラムを通じて、Apple と対

話することができる。 

中間報告で提示したオプション

（アップデートに係る情報開示、

問い合わせ等への適切な対応、レ

ビュー等）の有効性等に関して頂

いた御意見も踏まえつつ、対応の

必要性や必要となる対応につい

て更に検討を進めてまいります。 

１-１.２. 

OS のアップデ

ート等に伴う

アプリ開発の

時間的優位性 

・OS 等のアップデート・仕様変更への対応に、現状、アプリベンダー側では想定外の時間がかかっている状況

である。他方、OS 事業者がアプリ提供も行う場合には、アプリ開発部門が自社内にあるため、かなりの時間的

優位性があるものと考えられる。 

・Google は、デベロッパーを公平かつ公正に取り扱うよう努めており、全てのデベロッパーに対して、近く実

施されるアップデート等について十分かつ広範囲に通知している。  

OS のアップデートに伴うアプリ

開発の時間的優位性関して頂い

た情報、御意見も踏まえつつ、今

後とも、モバイル OS 提供事業者

を含む関係事業者、有識者等から

のヒアリングを継続するなどし

て事実関係等について把握に努

めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・オプション A（自社内の情報遮断及びアクセスの公平性の確保）は重要である。また、OS 事業者のアプリ開

発部門は自社内だけでなく自社グループ内にある場合も考えられるため、オプション Aにおける情報遮断は、

「自社内」のみならず「自社グループ内」でも必要であると考える。 

・オプション A を十分に機能させるためには、中間報告７６―７７頁に「諸外国でのルール整備・検討状況」

として記載されたデータ分離等各種分離措置を検討する必要性があるのではないか。 

・OS 部門とアプリ部門の情報の遮断だけでは実効性に乏しく公平性に疑問。ルール設定や運用について、外部

機関による監査、誰でも意見を述べることができる仕組みなどを持つパブリックな体制が必要ではないか。 

・OS 部門とアプリ開発部門の間での情報分断は、結果的に OS 部門の開発する API の品質担保が困難になるこ

とが懸念される。 

・Google は、Android のエコシステムに利益をもたらす以外の目的でアップデートに関する情報をファースト

パーティのアプリと共有することはないので、Google の Android チームとアプリ開発チームとの間に情報障

壁を設ける必要はない。 

・同一のタイミングでの情報開示を要求することは、アップデートプロセスの著しい混乱につながり、サード

パーティデベロッパーを含む全ての参加者に不利益を与えるリスクがある。  

中間報告で提示したオプション

A の有効性等に関して頂いた御

意見も踏まえつつ、対応の必要性

や必要となる対応について更に

検討を進めてまいります。 

１-１.３. 

OS におけるト

ラッキングの

ル ー ル 変 更

（Apple） 

・消費者の観点からは、ファーストパーティであってもサードパーティであっても、トラッキングされている

ことに変わりはない。ファーストパーティにもサードパーティと同様の表示を求めるべきである。 

・Apple は、第三者のアプリによるユーザーの位置情報の追跡を困難にしている一方、自社サービスではデフ

ォルトでユーザーの位置情報を常に追跡し、設定の深い階層でないとオプトアウトできないようにしている。 

・ATT は、複数のデベロッパをまたいでユーザー・データを「追跡する」こと（言い換えれば、広告の目的で

サードパーティ・データを利用すること）に関係しているのに対して、Apple によるパーソナライズされた広

告は、Apple が自身のサービスによって収集したファーストパーティ・データを利用することにのみ関係して

おり、これらの二つの性質は根本的に異なる。ATT プロンプトを Apple が表示しない唯一の理由は、Apple が

追跡を行わないためである。 

・消費者保護団体、プライバシー擁護団体のみならず、デベロッパーも含めて ATT は広く歓迎され、消費者へ

の利益が認められている。 

・ATT の実施が Apple 自身の広告サービスのパフォーマンスを大きく向上させたことを示唆する証拠はない。 

トラッキングルール変更に関し

て頂いた情報、御意見も踏まえつ

つ、今後とも、モバイル OS 提供

事業者を含む関係事業者、有識者

等からのヒアリングを継続する

などして事実関係等について把

握に努めてまいります。 

・オプション A（ルール変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等）及びオプション B(ユ

ーザーへの通知の表示における自律的な意思決定等を阻害する行為の禁止）は、問題の解決に有効であると考

える。 

・オプション A及びオプション Bのいずれについても、ユーザー保護の観点から合理的であるものまで規制さ

れないよう、「ユーザー保護の観点から合理的な理由なく」といった適切な要件の付加を行うべきである。 

・政府への報告等に応じるための過度の負担が OS 事業者に発生することになれば、日本においてのみ最新バ

ージョンのリリースが遅れるなどの影響が懸念される。 

・「対応パッケージ」の「e」で「規制当局が介する必要な協業プロセスや差し止め等」とされているところ、

不必要な重複（調査、法執行等）を避け効率的な運用を確保する観点から、競争当局がこれを運用･執行すべき

である。  

中間報告で提示したオプション

A及びBの有効性等に関して頂い

た御意見も踏まえつつ、対応の必

要性や必要となる対応について

更に検討を進めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

１-１.４. 

ブラウザにお

けるトラッキ

ングのルール

変更（Apple） 

・消費者の観点からは、ファーストパーティであってもサードパーティであっても、トラッキングされている

ことに変わりはない。ファーストパーティにもサードパーティと同様の表示を求めるべきである。 

・Apple はサードパーティクッキーを使用する市場（ユーザー追跡型広告）にファーストパーティである Apple

は参入していないのであるから、Apple が有利になったとはいえない。また、Apple がユーザー追跡の倫理的・

法的問題を理解し、政府に先駆けて統一した規制をしているのであり、Firefox も同様の考えを持って実行に

移しており、Apple の利己的な行動とはいえない。 

・ITP は、サードパーティ・クッキーに対するプライバシー優先のアプローチを開拓し、それによってユーザ

ーの選択肢を広げるものである。 

・政府が規制すべき反競争的行為であるか否かは、トラッキングのルール変更の目的や消費者に与える利益、

市場への影響などを総合的に考慮して判断すべきである。 

トラッキングルール変更に関し

て頂いた情報、御意見も踏まえつ

つ、今後とも、モバイル OS 提供

事業者を含む関係事業者、有識者

等からのヒアリングを継続する

などして事実関係等について把

握に努めてまいります。 

・オプション A（ルール変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等）は、問題の解決に

有効であると考えます（ただし、より有効な手段があり得ることを否定するものではない。）。 

・オプション A の「対応パッケージ」のうち、ｄ（政府への報告）と e（規制当局による介入）については、

ブラウザのルール変更には様々なものがあること、セキュリティ確保のために敢えて情報提供しないこともあ

ることなどから、これらのルールの実施を強制すべきではない。 

・オプション A（ルール変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等）の「対応パッケー

ジ」のうち「e」で、「ルール設定・変更により影響を受ける事業者に、深刻かつ差し迫った損害を与えるおそ

れがある場合」とされているところ、その要件該当性の判断につき客観的基準を設定することは困難なのでは

ないか。 

・オプション Aの「対応パッケージ」のうち「e」の規制当局が介入することを正当化する事業者への「損害」

の追加的要件として、「そのような損害がユーザー保護の観点から 正当化されないものであること」を加える

べきである。 

中間報告で提示したオプション

の有効性等に関して頂いた御意

見も踏まえつつ、対応の必要性や

必要となる対応について更に検

討を進めてまいります。 

１-１.５. 

ブラウザにお

けるトラッキ

ングのルール

変更（Google） 

・Google による Privacy Sandbox の提案には、既に Google Chrome を保護している高い障壁を高め、Google 

Chrome をデジタル広告エコシステムにおける唯一のゲートキーパーに変え、Google の主導的地位を維持する

リスクがある。 

・Privacy Sandbox の提案は、基本的にはユーザーのプライバシー保護を目的とした一定の合理性のある提案

である。ファーストパーティ・データを利用する Google の広告モデルと、サードパーティ・データを利用す

る他社の広告モデルは、プライバシーの観点から明確な差異が認められる。 

・Google Privacy Sandbox はセキュリティと透明性に資するものである。 

トラッキングルール変更に関し

て頂いた情報、御意見も踏まえつ

つ、今後とも、モバイル OS 提供

事業者を含む関係事業者、有識者

等からのヒアリングを継続する

などして事実関係等について把

握に努めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・中間報告で示されているオプション A（ルール変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビュ

ー等）は、問題の解決に有効であると考えます（ただし、より有効な手段があり得ることを否定するものでは

ない。）。 

・英国競争・市場庁が受け入れた Privacy Sandbox に係る Google のコミットメントは、本中間報告に記載さ

れた競争上の懸念に対して完全な解決策となっていると認識している。よって、中間報告で提示されているオ

プション Aによる介入は比例的でなく、また、不要なコンプライアンス報告を追加で求めていたり、競争上の

弊害の発生や、その蓋然性を示す明確な証拠がないにもかかわらず差し止めなどのプロセスが含まれていると

いう点で、不相応である。 

・オプション A の「対応パッケージ」のうち、ｄ（政府への報告）と e（規制当局による介入）については、

ブラウザのルール変更には様々なものがあること、セキュリティ確保のために敢えて情報提供しないこともあ

ることなどから、これらのルールの実施を強制すべきではない。 

・オプション Aの「対応パッケージ」のうち「e」の規制当局が介入することを正当化する事業者への「損害」

の追加的要件として、「そのような損害がユーザー保護の観点から 正当化されないものであること」を加える

べきである。  

中間報告で提示したオプション

の有効性等に関して頂いた御意

見も踏まえつつ、対応の必要性や

必要となる対応について更に検

討を進めてまいります。 

１-１.６. 

クローズド・ミ

ド ル ウ ェ ア

（Google） 

・アプリの動作の根幹に関わる部分についてはオープンソースにし、他社もカスタマイズできながらもインタ

フェースが統蚍できるような形が望ましい。  

・クローズド・ミドルウェアのうち、OS 事業者が本来提供すべき API や、サービスに依存しない API と、単に

Google サービスを提供するための API に分割し、前者のみをオープンソース化することが考えられる。 

・GPS はプログラムの著作物であるが、その著作権の帰属によっては、オープンソース化が困難な可能性があ

るので、簡単に済む手続きとは想像し難い。努力義務とするならまだしも、義務化は時期尚早ではないか。 

・OS 事業者に対し、無制限に開発環境へのアクセスを原則として義務付けることは、当該 OS 事業者の営業の

自由及び当該 OS 事業者が有する知的財産権、営業秘密・ノウハウ等への侵害である。 

・クローズド・ミドルウェアには、オープンソースに含めるには適さない仕様、機能、API が含まれており、

むやみに公開すると機能低下を招くおそれがある。また、互換性のない Android 以外の AOSP ベースの OS 上で

機能するクローズド・ミドルウェアの開発は技術的に困難でコストを要する。さらに、OS 事業者の知的財産を

侵害し、イノベーション阻害要因となる。 

 

中間報告で提示したオプション

（アプリの開発環境へのオープ

ン・アクセスの提供義務）の有効

性等に関して頂いた御意見も踏

まえつつ、対応の必要性や必要と

なる対応について更に検討を進

めてまいります。 

１-２.７. 

アプリストア

の拘束（Apple） 

・サイドローディングを許容すると、Apple 社の適切な審査を受けていないサードパーティのアプリがインス

トールされる結果、iPhone に存在する脆弱性が悪用され、セキュリティ保護機能が無効化されるリスクが高ま

る。そして、そのリスクの軽減をユーザーの自主的な判断に委ねることは困難であり、その結果、ユーザーは

深刻なセキュリティリスクにさらされることとなる。 

・特に、ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできる場合、アプリストアが介在しないために審査を経

ることなく不正アプリへの誘導が行われてしまうので極めて危険であり、強く反対する。 

・サイドローディングを許容した場合のリスクの評価が不十分である。 

・iOS エコシステムにおけるセキュリティは、不正アプリを Apple が後から排除できることにより担保されて

アプリの代替流通経路（App 

Store 以外のアプリストアを経

由、ブラウザを使って直接ダウン

ロード）によってセキュリティ等

のリスクが異なる可能性がある

点も含め、アプリストアの拘束に

関して頂いた情報、御意見も踏ま

えつつ、今後とも、モバイル OS
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各論 主な意見の概要 考え方 

いる。 

・マルウェアは、エントリーポイント App にのみ影響を与えるわけではないし、他の端末・システムにアクセ

スする手段とされるおそれもある。 

・今後の検討にはセキュリティ専門家を入れるべき。 

・著作権を侵害するアプリが劇的に増加する可能性が高い。 

・消費者保護の視点が不足している。スマートフォンは誰にとっても生活に欠かせない道具であり公共サービ

スにも不可欠なデバイスなので、セキュリティを考えなくとも使えることを目指すべき。 

・わが国では欧米よりデータ保護規制の保護レベルが低いので、サイドローディングのリスクはより高い。 

・サイドローディングを許容するためにはアーキテクチャそのものの変更が必要となる。 

・サイドローディングがエコシステム全体や消費者に及ぼす長期的影響についても検討する必要あり。 

・将来セキュリティリスクに対処できる可能性があるというだけで、消費者にリスクを負わせることを現在甘

受させることはできない。 

・競争によってセキュリティやプライバシーのサービス向上が見込めるというのは考えられない。 

・IT に詳しい者等のみがサイドローディングをできるという今の状態で必要十分である。 

・各ストア毎にセキュリティリスク発生ごとに公表される仕組みがなければ、リスク発生を消費者が知りえな

いままとなる可能性がある。 

・不当な反競争的行為を抑止する提案は一般的に歓迎するが、その費用対効果についてバランスの取れた見解

を得るために、幅広い利害関係者の関与を求める。特に、幅広い利害関係者の参加を得て業界行動規範を策定

することを支持する。 

・『現時点においての望ましい姿』の案としては、アプリストアの新規参入を許可する方向で自由度を高め、競

争を促進するような議論も行うべきではないか。 

 

・代替的なアプリ配信チャネルを認めるべきとする中間報告の提言に賛同する。 

・iOS におけるアプリ配信に競争が導入されれば、アプリ開発者及び消費者の選択肢が広がるとともに、低価

格化、品質向上、イノベーションが促進される。 

・iOS ユーザの中には、より優れたセキュリティを提供できる競合アプリストアを選択する者もいることから、

Apple の方針は、iOS のセキュリティ確保からしても逆効果。 

・モバイル OS レイヤーやアプリストアレイヤーに関して、Android と同程度の自由を Apple にも求めること

は適切。しかし、パソコンと同程度の自由を求めるのは不適切。 

・アップルのセキュリティに関する説明は誇張されたものであり、デバイスのセキュリティは、データの暗号

化等のセキュリティ対策と、サンドボックスによってもたらされ、アプリ配信方法に依存しない。 

・クラウドゲームストリーミングアプリや他サービスとの競争阻止を意図している規定（クラウドゲームスト

リーミングアプリのブロック、個別の申請及びダウンロードの要求、IAP 使用の要求その他のアクセスをブロ

ックするポリシー）を禁止する必要がある。 

提供事業者を含む関係事業者、有

識者等からのヒアリングを継続

するなどして事実関係等につい

て把握に努めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・オプション A（サイドローディングを許容する義務）は、iOS の設計を根本から覆すことになり、これを強

制することは不当な干渉である。特に、ブラウザ経由のアプリダウンロード許容義務化は iOS エコシステムを

破壊し、すべての関係事業者に有害、消費者への悪影響も大きいので、断固反対である。 

・サイドローディングマーケットが出現すると、海賊版アプリの申請を簡単に受け付けたり、削除要請と受け

入れない等する者が多数現れ、結果として、海賊版アプリ事業者が違法な収益を得る場となることが懸念され

る。 

・オプション Aの①から③は、いずれもセキュリティが損なわれる怖れがあるため、オプション Aを採用しな

いことを求める。特に、②（ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにすること）については、

何ら審査過程を介さない極めて危険な施策であり、強く反対する。 

・すべてのアプリストアが高水準のセキュリティ対策を講じることができ、悪意ある開発者を排除できること

は現実的にあり得ない。 

・サードパーティのアプリストアがインストールできるようになると、不正アプリが自己増殖するおそれ、ア

プリストアが消費者に安全性を保障できるのかといった問題がある。 

・サンドボックスモデルによるデバイスのセキュリティ担保は必要である。もし、スマートフォンでサイドロ

ーディングを開放できるようになると、サンドボックスモデルがない PC のように、ウィルス感染などの被害

が相次ぐ危険性がある。 

・アイフォンのペアレンタルコントロールアプリ「ScreenTime」はサイドロードされた App には機能しないた

め、子供に有害な App の数が増加し得る。 

・サイドローディングを新たに認めるとしても、脆弱性がある、又は悪意のあるソフトウェアが蔓延しないた

めの対策の準備ができた段階で実施することが肝要である。 

・プリインストールされているアプリストアを非表示にできるようにすることは消費者が自らの選択で非表示

にするのであれば問題ない。他方、当該アプリストアをアンインストールできるようにすることについては、

アンインストールした後で再インストールする方法があるのかという技術的な懸念がある。 

・オプション A（サイドローディングを許容する義務）は問題解決に有効な手段であると考えられるところ、

その際、プライバシーやセキュリティーに関する審査の水準を担保する仕組みも併せて導入すべき。 

・サイドローディングを認めとしても、プライバシーやセキュリティを担保するための手段が検討されるべき

との意見には賛成だが、そのためには登録制・許可制などを伴う法規制によるべきであり、認証制度やガイド

ライン等による対応では足りない。 

・iOS には、セキュリティーやプライバシーを守る技術が取り入れられているので、サイドロードを許容すべ

き。許容義務を課す場合、ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにすることが妥当。サード

パーティーのアプリストアのインストールをできるようにしても、アプリストアの審査が不適当に行われると

参入できないことが懸念される。 

・リスクについては、警告を示せば消費者も認識でき、選択の機会を広げるためにもサイドローディングは許

容すべき。 

・アプリストアの新規参入を許可して競争を促進する一方で、安全性を担保し、ユーザー保護のガイドライン

に従うことを制度的に確保し、対応可能事業者に開放することを義務付ければどうか。 

中間報告で提示したオプション

（サイドローディングを許容す

る義務やその場合に検討される

べきセキュリティやプライバシ

ーを担保するための何らかの手

段）の有効性等に関して頂いた御

意見も踏まえつつ、対応の必要性

や必要となる対応について更に

検討を進めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・セキュリティ・プライバシー保護の必要からサイドローディングに反対する考えが喧伝されることが想定さ

れ、その場合には、セキュリティー、プライバシー保護に優れているクローズモデルを前提として、認証され

たプリインストールされたアプリストアの多様性を義務化するアプローチも選択肢に含めるべき。 
・サイドローディングの許可の強制は問題解消に役立つが、ユーザーが多くのアプリストアをインストールす

る可能性は低い。 

・認証制度やガイドラインを整備できるのは iOS アプリのビルド環境 xamarin を提供しているマイクロソフト

社くらいではないか。ストアのシェアが別の大企業に移るだけであり、競争を促進する効果は疑わしい。 

・端末のセキュリティ確保の代替策が多数あるため、アプリストアの認証制度の導入は不要。導入する場合に

は、中立的な第三者が制度を制定・監視すべき。 

・オプション A(サイドローディングを許容する義務）については、AppStore から代替の iOS アプリストアを

ダウンロードできるようにし、ゲーム・ストリーミングの「カタログアプリ」もダウンロードできるものとし

て含められるべきである。 

１-２.８. 

サイドローデ

ィングの制限

（Google） 

・iOS と異なり、Android は、デベロッパーが利用できる多様なアプリ配布のチャネルの一つとしてサイドロ

ーディングを認め、サポートしている。 

・サイドローディングによるインストールは、マルウェア感染のリスクが高いため警告表示がないと一般利用

者の個人情報やプライバシーが侵されるリスクが高まる恐れがあり、警告表示は必要。 

・ユーザーが潜在的なリスクを理解するために、限定的な、しかし必要なセーフガードを設けているが、Android

のサイドローディング警告は、控えめであり、デフォルトでサイドローディングを許可したいユーザーは警告

表示を無効にすることができる。それでもサイドローディングに対する警告や手順について制限を課す場合に

は、ユーアーの安全とエコシステムを保護する必要性を考慮したものであるべき。 

・一般ユーザーに対して、セキュリティの観点からのアプリの選別や細かい設定といった自主的なセキュリテ

ィ対応を期待することは困難である。 

・中小企業の開発者はユーザーのプライバシーとセキュリティを保護するためのプラットフォームのアプリ審

査等、プラットフォームによる取り組みに依存している。 

・利用者の利益や安全な利用環境の保護のためにも一般利用者や企業ユーザー、セキュリティの専門家の声も

聴きながら検討をすべき。 

・警告表示や MADA の締結等により、Google Play Store は Android 端末において、事実上、唯一利用可能なア

プリ配信チャネルとなっており、このような反競争的行為を禁止することはアプリ配信の公正な競争を促すも

のである。なお、セキュリティは Android の OS によって既に確保されており、アプリ配信における競争によ

り、さらに Android におけるセキュリティ改善を図ることができる。 

サイドローディングの制限に関

していただいた情報、ご意見も踏

まえつつ、セキュリティに関する

論点も含め、ユーザーやセキュリ

ティの専門家などを含め、様々な

関係者からのヒアリング等を継

続し、事実関係等について把握に

努めてまいります。 

 

・サイドローディングを許容すると悪意ある者によってマルウェアが配布される恐れがあり、警告表示がない

と一般利用者の個人情報やプライバシーが侵されるリスクが高まる。 

・サイドローディングの手順をあまりに容易にしてしまうとユーザーを騙して不正なアプリをインストールす

ることがより簡単に行えるようになると思われる。 

・プラットフォーム事業者は適切なサイドローディングの制限や警告表示を行う義務を負っているところ、そ

れを禁止するような規制には合理性はない。 

中間報告で提示したオプション

の有効性等に関していただいた

ご意見も踏まえつつ、対応の必要

性や必要となる対応について、更

に検討を進めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・オプション Aの規制は、一定の条件の下では有効かつ合理的なものとなり得るが、サイドローディングの制

限の禁止と過剰な警告表示の禁止のいずれについても、「ユーザー保護の観点から合理的な理由なく」行われ

るものに限る、という要件を付加すべき。 

・わが国では、プリンター等の製造業者が純正品でない消耗品（トナーカートリッジ）の接続を不可能ないし

困難とする技術的保護手段を講じることについて、競争者排除効果や正当化理由の両面から独禁法上の検討が

重ねられてきた。独禁法は原則としてあらゆる産業に適用されるものであるため、こうした議論を参考にする

ことも有益ではないか。  

１-２.９. 

決済・課金シス

テムの利用義

務付け 

・Google Play Billing は単なる支払処理システムではなく、Google Play で配信するアプリでデジタル商品

やコンテンツを販売できるようにするサービスであり、ユーザーとデベロッパーの両方に対して、支払を行う

ための安心、安全かつ効率的な手段を提供するものである。 

・IAP は、Apple が App Store を運営し、デベロッパに対してツールその他のサービスを提供することに対す

る対価を受け取ることができるようにするもの。  

 IAP は、デベロッパに対して、価格設定をはじめ相当な柔軟性を与えている。 

 Apple はデベロッパに対して、Apple の知的財産のライセンス等、多くの Apple のサービスを受けられる便

益を提供している。手数料はその対価であり、Apple が提供する価値と整合している。 

・手数料がアプリストアの利用に係る対価であるならば全てのアプリに対して IAP の利用が義務付けられるべ

きであるが、実際には Apple、Google に対して手数料を支払っているデベロッパは一部にすぎず、手数料の徴

収はアプリストア利用の対価であるという説明は実態に即していない。 

・IAP の手数料は App Store の価値を反映したものではなく、市場での力を背景に Apple のみが課すことので

きる競争価格よりも高い（競争を超越した）価格の手数料である。 

・Apple 独自のアプリには手数料は発生せず、「物理的な」商品、サービスを提供するアプリデベロッパも IAP

の利用を義務付けられず、手数料を負担しないため、手数料が不公平かつ差別的な形で構成されている。 

 こうした手数料はアプリ開発者のマージンを奪い、Apple のライバルアプリのコストを上昇させ、ダウンス

トリームの競争を歪めている。長期的には、デベロッパがアプリへの投資や革新的なアプリを開発する能力や

インセンティブを喪失させ、消費者に対しても著しい悪影響が及びうる。 

・決済システムごとに機能性も異なり（例えば、強化された顧客サポートを提供するもの、返品・返金の効率

的な処理を容易とするもの、請求書/支払いの効率的な照合を容易とするものなど）、その中からアプリデベロ

ッパが最適な決済システムを選択できることが重要である。 

・Apple 及び Google は、IAP 利用手数料は売り手と買い手の仲介、アプリデベロッパに対する開発サポート、

セキュリティ等も含む豊富な機能提供及びそれによるユーザーの信頼獲得等を含めたトータルなプラットフ

ォーム利用手数料であると説明しているが、そうであれば、アプリデベロッパには IAP の提供機能ごとに IAP

の利用を選択するか、その他の機能を選択するか、選択肢が与えられるべきである。 

・決済事業者は安全でセキュアなサービスでなければ成り立たないため、競争を導入することは、セキュリテ

ィをないがしろにするものではなく、むしろ安全でセキュアな決済事業者が参入し、セキュリティ水準の向上

を目指すことができる。 

・弊社はユーザー間で成立した取引金額の一定割合をユーザーから受け取る手数料課金モデルを採用してい

決済・課金システムの利用を義務

付けられていることに関してい

ただいた情報、御意見（制度の趣

旨・機能、課題等）も踏まえつつ、

今後とも、モバイル OS 提供事業

者を含む関係事業者、有識者等か

らのヒアリングを継続するなど

して事実関係等について把握に

努めてまいります。 

 



13 

各論 主な意見の概要 考え方 

る。利用ユーザーの 3 割以上が iOS アプリ経由だが、Apple 社から「デジタルコンテンツの販売に該当する」

とされ、IAP に対応していないことを理由に一切の変更のリリースが止められた。 

 Apple から 30％の手数料を徴収されると、ユーザーの販売が実現するたびに赤字を被ることになり、当社の

ビジネスモデルが破綻する。30％という水準は、利便性や普及水準を考慮しても提供価値に見合わない価格設

定である。 

・30％を下回る手数料しかとっていない CtoC サービスなどでは、30％の手数料が参入障壁となっており、潜

在的にはより多くのサービスにおいて 30％の手数料負担がサービス提供の障壁となっている。 

・Apple は、アプリが「デジタル」の商品やサービスの購入を可能にするかどうか（IAP の使用義務の有無の範

囲）を決定するが、必ずしも客観的な根拠があるわけではなく場当たり的に適用されている。 

・Apple はアプリ開発者がユーザーに対して自分のアカウントと AppleID をリンクすることを許可していない

ため、IAP の使用の義務付けは、ユーザーが Android デバイスに切り替えることを難しくしている。 

・IAP の仕組みにより、アプリストア運営者がユーザーとデベロッパの間に入り込み、ユーザーとのコミュニ

ケーションを制限、関係をコントロールしており、これにより、解約時にサブスクリプションが適正に行われ

ずにトラブルが起こり、また決済情報等をアプリストア運営者が管理しているため適切なユーザーサポートが

できないといったユーザーの利益を損なう事態が生じている。 

 また、アプリストア運営者は決済情報にとどまらず、ユーザーの識別情報、サービス購入傾向等、さらなる

収益化に役立ち得る機密性の高いユーザーデータを収集しており、顧客接点として重要な役割を果たし、広告

事業や自社のアプリ開発に活かすことも可能となっている。 

・Apple、Google の提供する IAP では、ユーザーはサブスクリプションの分割払いが認められず、デベロッパ

側からも柔軟な料金体系の設定ができないなど、必ずしも利便性の高い支払手段が提供されているわけではな

い。・IAP では販売価格を Apple が定めた金額レンジの選択肢の中からしか選べないが、当社では出品ユーザー

に対し販売価格を 1円単位まで自由に設定する権限を与えている。価格設定の自由はユーザーにとって販売戦

略の一環として極めて重要であり、その自由の制限は、当社のみならず出品ユーザーの収入にも不利益を起こ

す可能性がある。 

・IAP は Apple が App Store を運営し、デベロッパに対してツール、技術、ビジネスを行う機会等を提供する

ことに対する対価を受け取るものであり、必要。また、消費者に対しても、明確でわかりやすい価格設定、返

金におけるデベロッパへの窓口機能、サブスクリプションの管理などの便益を提供する。手数料の水準も合理

的である。 

・Google Play を通じて徴収される手数料によって、Google Play と Android システムへの投資を維持するこ

とができる。特に、無料の Android OS への投資や Google Play Store への投資、安全性やプライバシー準拠

しているかどうかのアプリ審査、アプリの配布等への大規模な投資の源泉となっている。 

GPB（google Play billing）は、ユーザーに対しては、安全な支払い手段等の価値を提供し、デベロッパに

対しては、支払い回収や返金、顧客からの苦情を管理する信頼性の高いプロセスを提供しているので提案には

反対。 

・現在、IAP の使用が義務付けられ、アプリ決済における競争が機能していないが、様々な決済事業者がサー

ビスを提供し、ユーザーが選択できるようになれば、競争を通じて手数料の低廉化やより利便性の高いサービ

中間報告で提示したオプション

（決済・課金システムの利用義務

付け）の有効性等に関していただ

いたご意見も踏まえつつ、対応の

必要性や必要となる対応につい

て、さらに検討を進めてまいりま

す。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

スの実現がなされると考えられるため、オプションに賛成する。

・Apple の AppStore の売上は運用コストに比べても非常に利益を得ており、30％という手数料が妥当なのかと

いう問題がある。アプリストアの手数料収入に制約を課すべきではないか。

・アプリストア内でどのような機能が課金の対象かを具体的に知ることは消費者の選択に大いに資するた

め、そうした表示の義務化を検討すべきである。

・IAP 利用強制の禁止という方向性には賛成するが、例えばサードパーティの決済システムの利用を容認させ

た韓国では、Google は手数料率を 26％に下げたにとどまり、カード会社の手数料を考えれば Google の IAP の

方が割安。こうした脱法行為への対処も含めて、規律の在り方を検討するべきである。

・韓国では法改正を受けて、Google は代替決済システムを認めるようポリシーを改定したが、自社が望まない

決済システムも含めた実装が求められ、過大な負担が課せられている。

・国際的なハーモナイゼーションが重要であり、1 年未満もの短期間で一律の禁止という提案を行うことは、国際的なアプ

ローチから乖離している。

・提案されているオプションは他の法域で提出された法案等にもそったものであり賛成。

１-２.１０.

アプリ内にお

ける他の課金

システム等の

情報提供、誘導

等の制限

・Google はデベロッパがユーザーと支払い方法についてもやり取りすることができるべきと認識している。こ

の自由の唯一の制限は、デベロッパが Play のサービス手数料を支払わないことを防ぐために、アプリ内から

オンラインの代替的な支払いオプションに導くウェブサイトにリンクすることができないことです。

・アンチステアリングルールは、App のデベロッパが IAP を利用し、アップルに合法的な手数料を支払う義務

を回避することを防ぐものです。これは実店舗とオンライン店舗の両方を含む他の小売業者と同じです。

・デベロッパとユーザーのコミュニケーションに課せられた制限により、より安価であるアプリ外購入の可能

性をユーザーに知らせることができず、ユーザー（消費者）の利益を損なっている。

今回ご提供いただいたアプリ内

における他の課金システム等の

情報提供、誘導等の制限に関して

いただいた情報、御意見も踏まえ

つつ、今後とも、モバイル OS 提

供事業者を含む関係事業者、有識

者等からのヒアリングを継続す

るなどして、事実関係等について

把握に努めてまいります。 

・価格条件や商品、サービス提供内容など、デベロッパが顧客と直接コミュニケーションできるようにするこ

とを支持する。

・電子書籍の販売に関しては外部販売サイトへのリンクが禁止されるなど競合事業者の排除が行われていると

いう点が IAP 利用強制以前の問題。イコール・フッティング原則に沿ったアプリストア運営で解決させるべき

である。

中間報告で提示したオプション

（アプリ内における他の課金シ

ステム等の情報提供、誘導等の制

限）の有効性等に関していただい

たご意見も踏まえつつ、対応の必

要性や必要となる対応につい

て、さらに検討を進めてまいり

ます。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

１-３.１１. 

WebKit の利用

義務付けとブ

ラウザにおけ

るウェブ・アプ

リに対する消

極 的 な 対 応

（Apple） 

・WebKit は他のブラウザエンジンと比較して、報告されたバグ修正が著しく遅いため、WebKit 以外のブラウ

ザエンジンを利用できない iOS ユーザーは、セキュリティの安全面で後れを取っている。 

・WebKit では、ウェブアプリについて、例えば Bluetooth によるデバイスとの接続が制限されているが、フ

ィンガープリントに使えないので、プライバシーを損なうとは言い切れない等の理由により、ユーザーのセ

キュリティとプライバシーに対するリスクが高いから制限しているという Apple の説明は妥当ではない。 

・iOS と WebKit は緊密な関係にあるため、セキュリティ保護と iOS 端末のパフォーマンス向上のためには、

iOS 上のすべてのブラウザが WebKit エンジン上で稼働する必要がある。 

・WebKit は、Chrome や Firefox のブラウザのバグ報告トラッカーと異なりオープン性が低く、議論や修正の

進捗を外部から確認することができず、放置されているケースも見受けられる。 

・WebKit の利用を義務付けることにより、Apple 自身のウェブアプリよりも優れている可能性のあるウェブア

プリに対するサポートを日本の消費者やデベロッパに提供することを妨げていることとなっているところ、

WebKit の利用義務付けを禁止すれば、競争が促進され、市場にイノベーションが起こる。 

・ウェブアプリについて全て審査することは不可能であるため、ブラウザエンジンによってブラウザ上の機能

を一部制限することはセキュリティの観点から有用。  

WebKit の利用義務付けとブラウ

ザにおけるウェブ・アプリに対す

る消極的な対応(Apple)に関して

頂いた情報、御意見も踏まえつ

つ、今後とも、モバイル OS 提供

事業者を含む関係事業者、有識者

等からのヒアリングを継続する

などして事実関係等について把

握に努めてまいります。 

・ブラウザが主要なウェブ標準や機能性をサポートすることが重要であり、そのためのアプローチとしては、

どの標準をサポートすべきか等を定めて規制するのではなく、ブラウザ間の競争を可能とし、ユーザーが決

定できるものが望ましい。したがって、オプション A（WebKit 利用義務付けの禁止）を実施すれば、ブラウ

ザにおける競争が促進され、イノベーションが起こる。 

・Safari では使える機能が、WebKit を利用している iOSjit 上の他のブラウザでは利用できないのは競争上フ

ェアではない。 

・オプション A、B（ウェブ・アプリへの対応の義務付け）ともに賛成だが、オプション Aの場合、結局 iOS ユ

ーザーの多くはデフォルトブラウザである Safari を使うという問題は残る。オプション Bの場合は、Safari

でも幅広い機能を使えることとなり、ウェブアプリの開発競争につながる。 

・ウェブアプリに対して諸機能へのアクセスを許可する際のセキュリティリスク軽減の一案として、各ウェブ

サイトにどのような権限を与えているか、どのような機能にいつアクセスしたかを簡単にチェックし、権限

の与え直し・編集を可能にする設定画面を分かりやすい場所に配置するなどが考えられる。 

・WebKit の脆弱性修正の迅速さを保ったままブラウザエンジンの多様性を確保するため、アプリがブラウザエ

ンジンを更新しない場合は自動的にそのアプリの公開を停止するといったルールの策定、ブラウザエンジン

開発者以外がブラウザエンジンを含むアプリを公開することの禁止などが考えられる。より柔軟な対応とし

ては、ブラウザエンジンとブラウザの分離がある。例えば、アプリ内でブラウザの機能を提供したい場合は、

ブラウザエンジンアプリを別途インストールし、そのアプリを更新しなくてもブラウザエンジンアプリのみ

更新すればよいとすれば、負担の軽減につながると思われる。 

・オプション Aにより、かえって Blink エンジンの独占を招きかねないので、反対。 

・オプション Bは、規制内容が他のブラウザエンジンで提供されている機能に影響されるところ、有力なブラ

ウザエンジン提供事業者が他のブラウザエンジンの仕様に介入し得るものとなるため反対。 

・オプション Bは、規制内容が広範になりすぎ、執行に支障が出るおそれがあるため反対。 

中間報告で提示したオプション

（WebKit 利用義務付けの禁止

等）の有効性等に関して頂いた御

意見も踏まえつつ、対応の必要性

や必要となる対応について、さら

に検討を進めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・ネイティブアプリから Bluetooth を利用する場合、利用を許可するかどうかのダイアログがユーザーに表示

され、ユーザーが許可した場合のみに Bluetooth を使用することができる。また、ユーザーは、悪意のある

アプリの Bluetooth 許可をあとから設定画面で取り消すことができる。しかし、ブラウザから許可した場合、

あとから許可を取り消すことが難しく、悪意のあるウェブアプリを排除することが困難。よってユーザーの

プライバシーを重視した Apple の主張は納得のいくものであり、WebKit 利用義務付けの禁止を内容とする

オプション Aは過度な介入である。 

１-３.１２. 

OS 等の機能の

ブラウザに対

するアクセス

制限（Apple） 

・Apple は「JIT は、攻撃者が iPhone デバイスにアクセスするために悪用できる攻撃対象領域を提供するた

め、JIT コンパイラを使用する代替エンジンは、セキュリティ上の大きな脅威となる」と説明しているが、

Google において、かつて Web Assembly 技術の前身ともいえる NaCL (Native Client)と呼ばれる技術におい

て、コードの書き換えに繋がる命令を書き換えることで危険なコードの実行を抑止しつつ JIT を有効にする

手段が有効であったことから、事実に反している。 

・Apple は、そもそも App Store のアプリ審査を通じてブラウザアプリを審査できるので、ブラウザに対して

OS 等の機能へのアクセスを制限する必要はない。 

OS 等の機能のブラウザに対する

アクセス制限（Apple）に関して

頂いた情報、御意見も踏まえつ

つ、今後とも、モバイル OS 提供

事業者を含む関係事業者、有識者

等からのヒアリングを継続する

などして事実関係等について把

握に努めてまいります。 

・ブラウザや一般的な検索サービスは、競争を制限し得る大きなネットワーク効果を伴い、ある事業者が次順

位の競争事業者よりも著しく優位性を持つ場合、特に当てはまるため、オプション A（ブラウザの OS 等の機

能への自社と同等のアクセスの確保）に賛成。 

・オプション Aを実際に運用できるか疑問があるので、努力義務やブラウザ事業者からの要請に誠実に対応す

る義務としてはどうか。 

中間報告で提示したオプション

（ブラウザの OS 等の機能への自

社と同等のアクセスの確保）の有

効性等に関して頂いた御意見も

踏まえつつ、対応の必要性や必要

となる対応について、さらに検討

を進めてまいります。 

１-３.１３. 

ブラウザの拡

張機能におけ

る制約 

・オプション A（拡張機能の提供の義務付け）は、問題の解決に有効と考える。 

・オプション Aは、Chrome であれば、現在の一般的な拡張機能の設計は拡張機能が常時バックグラウンドで待

機することが前提とされているところ、これが Android の設計と互換性が十分にない等技術的な問題が残っ

ているため難しいと考えられ、反対。 

・モバイル端末には、Chrome 拡張機能のパフォーマンスを低下させる可能性のあるパフォーマンス上の制限や

バッテリーの問題等、デスクトップの場合にはない技術的な障壁があるため、Chrome 拡張機能は現時点でモ

バイル端末ではサポートされていない。オプション Aは、技術の実態（例えば技術上の障害等）を無視する

ものであって、端末の機能を損ない、ユーザーに不利益を及ぼすリスクがあることから、反対。ユーザーの

プライバシーが保護される高性能かつ安全なソリューションを開発するには、さらなる評価とテストが必

要。 

・（オプション B（拡張機能へのアクセスの確保）について）懸念は妥当と考えるが、拡張機能の配布に App 

Store が利用されているのは WebKit 強制の名残であり、WebKit 以外のブラウザ・エンジンが利用できるよ

うになった場合は、ブラウザ事業者は各々で拡張機能ストアを提供し、ブラウザ内で完結できるよう拡張機

能を整備すべきであり、拡張機能を App Store で提供することは想定できない。問題は WebKit の利用義務

付けにある。 

中間報告で提示したオプション

（拡張機能の提供の義務付け等）

の有効性等に関して頂いた御意

見も踏まえつつ、必要となる対応

について、より具体的な検討を進

めてまいります。 



17 

各論 主な意見の概要 考え方 

１-３.１４. 

スイッチング・

コスト（ブラウ

ザへの登録、デ

ータ連携に起

因するもの） 

・Google は、データポータビリティをいくつかの方法で推進しており、自社の既存の慣行が既にデジタル市場

競争会議の提案内容に沿うものであると考えている。 

・ユーザーは、ブックマークやオートフィル情報（保存したパスワード等）を含む自らの Google アカウン

トに保存された個人データを Chrome からエクスポートしたり、ダウンロードしたりすることができる。

このデータは、アーカイブしたり、別のサービスで使用したりすることができる。ユーザーは、ブラウザ

を乗り換えたい場合、簡潔な手順で、Chrome ブックマークを HTML ファイルとして容易にエクスポートし、

別のブラウザにインポートすることができる。 

・Google は、GoogleTakeout と呼ばれる機能を開発した。これは、ユーザーが自らのデータを、汎用的かつ

機械可読なフォーマットで容易にダウンロードできるようにする（かかるデータを、サードパーティのサ

ービスプロバイダに簡単にアップロードできるようにする）ことに特化した機能である。 

スイッチング・コスト（ブラウザ

への登録、データ連携に起因する

もの）に関して頂いた情報、御意

見も踏まえつつ、今後とも、モバ

イル OS 提供事業者を含む関係事

業者、有識者等からのヒアリング

を継続するなどして事実関係等

について把握に努めてまいりま

す。 

・オプションＡ（ブラウザ・サービスのデータポータビリティの確保）は、問題の解決に有効。 

・異なる企業の複数のブラウザベンダーが有意義に関与し、プライバシーやセキュリティに関する懸念事項を

含むが、これに限定されない建設的なフィードバックを提供できるようにし、ブラウザ間の相互運用性の向

上を図るべき。 

中間報告で提示したオプション

（ブラウザ・サービスのデータポ

ータビリティの確保）の有効性等

に関して頂いた御意見も踏まえ

つつ、対応の必要性や必要となる

対応について、さらに検討を進め

てまいります。 

１-４.１５. 

有力ウェブ・サ

ービスにおけ

る仕様変更等

によるブラウ

ザ へ の 影 響

（Google） 

・新たな技術的機能の一方的導入及び他のブラウザ・デベロッパが導入に疑義を持つ機能の標準仕様化への対

応が必要、との懸念事項に対して賛成。 

有力ウェブ・サービスにおける仕

様変更等によるブラウザへの影

響に関して頂いた情報、御意見も

踏まえつつ、今後とも、モバイル

OS 提供事業者を含む関係事業

者、有識者等からのヒアリングを

継続するなどして事実関係等に

ついて把握に努めてまいります。 

・新仕様について、他のブラウザとの互換性も考慮して実装すべきである点及び既存の仕様についてはより一

層の互換性の担保が必要である点で、オプションに賛成。 

・通常ウェブ・サービスの仕様変更は告知するものではないため、オプション B（ウェブサイトの仕様設定・

変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等）は問題があるところ、オプション A（自

社の有力なウェブ・サービスの仕様の設定・変更に起因する自社ブラウザの優遇の禁止）が適切。 

・オプション B類似の意見であるが、ゲートキーパーに、重要な最先端の競争を妨げずに可能な限りブラウザ

をサポートするよう圧力をかけることが一案。 

・事前規制の趣旨を一貫させる観点から、オプション Aを選択すべき。 

・オプション Aについて、Google に対して提案された、すべてのサードパーティがその機能を取り入れる準備

を終えるまでファーストパーティの新機能の展開を遅らせるという要件について、機能を取り入れることを

希望するすべてのサードパーティを Google において特定することはほぼ不可能であり、際限のない待機期

中間報告で提示したオプション

（自社の有力なウェブ・サービス

の仕様の設定・変更に起因する自

社ブラウザの優遇の禁止等）の有

効性等に関して頂いた御意見も

踏まえつつ、対応の必要性や必要

となる対応について、さらに検討

を進めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

間を生じさせる可能性があることから、現実的ではない。 

オプション B（情報開示及び政府への報告）について、Google は、アップデートや新機能については既に

豊富な情報提供と事前通知を行っており、デベロッパからのフィードバックを受け入れる態勢も取り続けて

いる。 

オプション B（規制による介入）について、Google は、差し止めを導入するという提案には賛同しかねる。

弊害の存在やその可能性を示す明確な証拠がない限り、そのような介入は過剰であり、イノベーションと事

業活動の自由に深刻な悪影響を与える可能性がある。 

・あるブラウザにおいて重要な機能が欠けているために、サイトの作成者が別のブラウザを推奨することがあ

る。オプション A は、標準技術を改良する最も能力と意欲のある一部の当事者からブラウザに係るリーダー

シップを低下させる懸念があり、反対。 

１-４.１６. 

検索における

自社に優位な

技術の標準化

（Google） 

・検索サービスについて、悪用を防止するなどの目的からそのアルゴリズムやルールは原則として公開されな

いため、事前告知や情報開示がすべての場合で行えるか疑問。一方、AMP のように、特定の技術を導入した

ウェブサイトを検索で優遇すると公表するような場合には、その疑問は当てはまらない。ただし、この場合

でもユーザーの利益となるか否か検討されるべきであるところ、Google のキャッシュサーバーを利用する

よう強制したことは問題。 

オプション A（ルール変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等）は、現時点では

整備をする必要性は乏しく、仮に導入したとしてもそのままの内容では運用が困難と考えられる。 

・オプション A-a から A-e について、AMP の誤った理解に基づくものであり、不要。Google は既に、Google 検

索のランキング・ルールの変更に関して十分な通知と情報を提供している。Google 検索のランキング・ルー

ルの変更に関して、現在よりも大幅に多くの又は無制限の開示を求める規制上の要件は、検索結果の質に重

大な悪影響を与えるとともに、Google の事業及び知的財産権を損なう可能性がある。 

オプション A-a から A-c について、Google 検索の運用や Google のランキング・ルールの適用にあたり、

Google が各ウェブサイト所有者と「取引」を行うことはない。したがって、変更の事前通知及び第三者から

の問い合わせへの回答は、このような事情の下では適切でなく、また実行可能でもない。検索アルゴリズム

の変更に関する苦情に「必要かつ合理的な範囲で」対応する仕組みの構築について、デジタル市場競争会議

においては今回の調査において少なくとも「必要かつ合理的な範囲で」との但し書きを設けることを検討す

ることが必要である。 

オプション A-e について、弊害の存在やその可能性を示す明確な証拠がない限り、そのような介入は比例

原則に反して過剰であり、イノベーションと事業活動の自由に悪影響を与える可能性がある。 

・オプション Aは不十分であり、検索エンジン上の特定技術の表示上の扱いについて、自己又は自己と密接な

関係にある事業者及び技術の優遇を禁止するという考え方にそって規制の在り方を考えるべきである。 

中間報告で提示したオプション

（ルール変更に係る情報開示、問

い合わせ等への適切な対応、レビ

ュー等）の有効性等に関して頂い

た御意見も踏まえつつ、対応の必

要性や必要となる対応について、

さらに検討を進めてまいります。 

２-１.１７. 

ブラウザ、検索

エンジン等の

プリインスト

ール、デフォル

・オプション A（デフォルト設定等の変更に係るユーザーの選択を阻害する行為の禁止）に賛成。オプション

B（ブラウザ、検索エンジンの選択制）も、概ね同意できるが、選択肢の特徴やメリットに関しては、自画自

賛とならないように客観的な視点で判断できる事項を掲載すべきである。定期的なレビューを行うのも良

い。 

（Google の説明について）日本で検索エンジンの競争があることは事実であるが、それは海外で競争がある

中間報告で提示したオプション

（デフォルト設定等の変更に係

るユーザーの選択を阻害する行

為の禁止等）の有効性等に関して

頂いた御意見も踏まえつつ、対応
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各論 主な意見の概要 考え方 

ト設定等 のに懸念があることから、主張としては不適切。（Google が説明する）「5つの方法」に関しても、検索エン

ジンの使用のために毎回 URL バーにアドレスをタイプすることは想定できない。問題はユーザーが何も行動

しない場合は必ず Google 検索エンジンが使用されることであって、列挙された方法をとるにはすべてユー

ザーが能動的に行動することが必要であることから、適切な主張とは言えない。 

・オプション B（ブラウザ、検索エンジンの選択制）及び C（アンインストールを制限することの禁止）（ただ

し、例外を許容）が、問題の解決に有効であると考える。 

・オプション Cに関して、アンインストール制限の中には技術的にやむを得ないものが存在するので、そうし

たものは除外すべき。 

Google Play からアプリをインストールした状態で Google Play をアンインストールしたり、唯一のイン

ストールされたブラウザをアンインストールしたり、といったものも、技術的理由から制限しても当然と考

える。アプリを更新できなくなったり、ウェブサイトを閲覧できなくなったりするのは、ユーザーの意図に

反すると思われるため。 

・Google が、ほとんどの Android 端末の最初の（主要な）ホームスクリーンに Google 検索アプリを配置する

ことをメーカーに強要することにより、検索を通じた膨大なウェブトラフィックを引き起こし、ユーザーが

検索リンクをタップすると、ユーザーのデフォルトブラウザの選択を尊重せず、代わりに Chrome が起動さ

れるところ、Android でのブラウザの競争を弱体化させ、技術的に不当。 

・Apple は、警告メッセージや同様のプロンプトなど、ユーザーが別のブラウザをインストールすることを思

いとどまらせたり、阻止したりする方法を用いることは許されない。 Apple は、オペレーティング・システ

ムの独占状態を利用することなく、ブラウザのシェアを獲得すべき。 

・オプション Bについて、ブラウザ、検索エンジンの選択制のような制限を事業者に課すことを正当化する十

分な立法事実を欠いていると言わざるを得ない。 

「(i)競合検索エンジンがプリインストールされていない場合、(ii)ホーム画面の検索ウィジェットを切り

替える場合を含めると、より多くの（10 回以上の）クリックないしタッチが必要であると考えられる」（中

間報告 202 頁）とあるが、新たにアプリケーションをインストールしてデフォルト設定を切り替えようと

する場合には一定回数の動作（クリック等）が必要となるのは通常であり、「10 回以上のクリック」が、一

般的にインストール及びデフォルト設定切り替えに必要とされるクリック数の範囲を大きく逸脱している

とは考えられない。 

・オプション C（アンインストールを制限することの禁止）について、Chrome・Safari といったブラウザや

Google 検索が使用するデータ容量は小さい（例えば、使用していないブラウザアプリが占める容量はおよそ

100MB 前後にとどまり、2020 年時点でのスマートフォンの平均ストレージ容量である 100GB 超に比してごく

限定的である）ことからすると、ブラウザや検索サービスが完全にアンインストールできないことが、ユー

ザーがサードパーティのブラウザや検索サービスを使用するにあたっての実質的な障害になっているとは

考え難い。 

・プリインストールとデフォルト設定による利便性は、ユーザーにとって大変役立つものであり、ユーザーか

ら評価されている。端末メーカーは、製造する端末の画面スペースを収益化するために、プリインストール

やデフォルト設定を販売することができる。アプリデベロッパは、プリインストールとデフォルトを、初め

の必要性や必要となる対応につ

いて、さらに検討を進めてまいり

ます。 
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ての又は継続的なユーザー接触を得られる、販売促進機会として利用することができる。プラットフォーム

デベロッパは、自社アプリのプリインストールやデフォルトの獲得競争への参加を認めることが阻まれる

と、プラットフォームに投資する重要なインセンティブを失う。 

・Google は、ユーザーがモバイル端末にプリインストールされたアプリ（ブラウザを含みます。）を完全に削

除し又は無効にし、また端末上に表示しないことができるようにする義務付けに異論はないが、ユーザーが

プリインストールされたすべての主要アプリ（ブラウザを含みます。）を完全に削除できるようにする義務

付けは不必要であり、ユーザーエクスペリエンスに意図しない弊害を及ぼす可能性があると考える。 

２-２.１８. 

検索サービス

を利用した自

社マップサー

ビスの優遇、自

社ブラウザの

プロモーショ

ン 

・Google 検索と Google Map が一体化している以上、検索の結果として Google Map の結果が表示されるのは

理解できないことではなく、競合他社も同様のことをやっている。競争上の問題がないとはいえないが、

Google 検索の結果にサードパーティーサービスを利用するとすれば、両社の連携等で問題が発生する可能

性があり、優先表示を残した上で競争を確保することは難しいと考えられる。 

オプションに関しては、検索画面でのブラウザのプロモーションのような関連性の低い自社広告を載せる

ことは、検索画面に Chrome のプロモーションがあるべき理由が考えられないため、一律に禁止しても問題

ないのではないか。オプション B（他社の同等なサービスに対する公平な取扱いの確保）より、こうしたア

プロ―チの方が適切である。オプション A（検索サービスにおける表示等による自社サービスの優遇の禁止）

に関しては、地図の表示や交通案内の提供に関する共通規格がない以上、すぐに導入することは難しい。 

・Google による検索サービスを利用した自社マップサービスの優遇は、OS 事業者が自ら提供する特定のアプ

リをプリインストール／デフォルト設定していることと同義であり、各論 17、20 と同様の捉え方ができる

ことに加え、検索結果と連動する点でさらに積極的に自社アプリ優遇を図っていると言える。 

・検索結果の表示の中で自社の提供する信頼性の高いマップサービスを利用した結果を表示することは、ユー

ザーの利便性に資するもの。検索の都度、信頼性等が不明なサードパーティーの提供する地図も、信頼性を

評価した上で表示させるというのは現実的ではない。 

地図アプリや地図サービスウェブサイトを利用すれば、検索サービスの際に表示されるマップサービスが

何であるかが影響することはなく、また一般的には地図アプリの方が利用できる機能も多く、利用する機会

が多いと考えられるため、検索の結果の表示方法が与える影響は限定的。 

自社の商品、サービスの提供に当たって、関連する自社の他の商品、サービスを優遇する（自己優遇）の

は一般的な事業活動である。また、一般消費者や競合商品・サービスにとって利益をもたらす場合もある。 

自社の提供する商品・サービス上で自社の他の商品・サービスを宣伝することは営業の自由、表現の自由

の行使であり、これにより他者の権利・利益を侵害することや、反競争的効果が生じることを示さなければ

規制が正当化できない。 

・中間報告書において提案されている自社優遇の禁止については、以下の理由から誤ったアプローチ。 

・消費者の利益や競争上の弊害の有無を考慮せずに自社優遇を全面的に禁止することは不相当となる可能性

があり、日本の消費者や企業から有益なイノベーションを奪いかねない。また、広く効率的とみなされて

いる垂直統合に疑問を投げかけるもの。 

・デジタル市場競争会議が規制による介入を提言するのであれば、その介入は必要かつ合理的な場合に限り、

「情報開示による悪影響が生じない程度」にとどめるべきである。 

中間報告で提示したオプション

（検索サービスにおける表示等

による自社サービスの優遇の禁

止等）の有効性等に関して頂いた

御意見も踏まえつつ、対応の必要

性や必要となる対応について、さ

らに検討を進めてまいります。 
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・それぞれのケースに当てはまる特定の状況を考慮し、自社優遇が競争と消費者に及ぼす実際の影響を分析

した上で、介入に正当な経済的根拠があることを確認しなければ、消費者や経済全体に予期せぬ損害を与

え、日本社会から有益なイノベーションを奪いかねない。 

・Google 検索でサムネイル地図を表示することについては当局を含め有効と判断している組織があり、ユー

ザーだけでなく企業にも大きな利益をもたらしているが、自社優遇が全面的に禁止されれば、こうした有

益なデザインは導入されなかった可能性がある。 

・競争上の弊害の証拠がない以上、HPP の利用は、広告には利用されないスペースを利用した正当な行為であ

り、提案された介入は必要ない。HPP は、Google 製品のホームページを訪問しているユーザーに Chrome を

ダウンロードする機会を与えるものであり、Google には自社ホームページ上で Chrome を宣伝する権利があ

り、また競合するブラウザサプライヤにはそれぞれのブラウザを宣伝する機会が多くある。同等又は類似の

サービスの公平な取扱いを確保するために中間報告で代替的に提案されている介入も、競合他社が既にほか

の広告形態に公平にアクセス可能であることを考慮すれば、不要。 

３.１９. 

データの取得、

活用 

・サードパーティ事業者への無償・継続的・リアルタイムでのデータアクセス提供の義務付けについて、プラ

イバシー及びセキュリティの観点を十分に踏まえるとともに、自由な経済活動やイノベーション創出を妨げ

ることのないよう、慎重かつ丁寧に議論すべきである。 

データポータビリティについては、消費者ニーズや企業のメリット・実務負担、産業政策、既に制度を導

入した欧州における評価等、幅広い観点から慎重かつ丁寧に議論を行い、わが国にとって最適な仕組みを構

築すべきである。 

・プラットフォーム企業内でのデータ共有を禁止することは、エコシステムのデータの流れを包括的に把握で

きなくなることで消費者の利益を妨げる可能性がある。 

データの取得、活用に関して頂い

た情報、御意見も踏まえつつ、今

後とも、モバイル OS 提供事業者

を含む関係事業者、有識者等から

のヒアリングを継続するなどし

て事実関係等について把握に努

めてまいります。 

・デベロッパは、有用なデータへの適切な商業的アクセス、あるいは、他社が保有するデータを利用するツー

ルやアウトプットへの適切な商業的アクセスを推進する提案を歓迎。データは、特定の目的を念頭において

分析、整理、精選されたときに初めて価値を持つようになり、データの権利は、消費者を含む、複数の当事

者間で共有されるべきである。こうした提案は消費者の同意と参加なしには実現不可能であることも認識し

ており、エコシステムの所有者が、エコシステムの世話人としての役割によって正当化されない反競争的な

目的のために、データの権利を濫用する場合、透明性の要件と既存の競争規制が適切な救済策を提供してい

る。 

・データポータビリティ（オプション C（エンドユーザーによるデータポータビリティの確保））は、消費者が

様々なプロバイダーのサービスを安全に切り替えることを可能にし、新しいサービスを試す力を与え、ニー

ズに最も適したサービスを選択できるようにすることで、イノベーションと競争を促進するのに役立つ。 

・デジタル市場競争会議が必要に応じてデータポータビリティと相互運用性を奨励し、参入と拡大、マルチホ

ーミング、スイッチングへの障壁などの「市場の競争可能性」問題への意識を高め、市場の参入と拡大への

開放性を維持することを推奨する。 

・オプション A（取得データの競合サービスにおける使用禁止）について、Google は、Android 又は GooglePlay

のエコシステムに資する目的を除き、非公開の特定可能なサードパーティデベロッパのデータを Google の

他の部署と共有することを禁止するポリシーを公式に定めており、不要。 

中間報告で提示したオプション

（取得データの競合サービスに

おける使用禁止等）の有効性等に

関して頂いた御意見も踏まえつ

つ、対応の必要性や必要となる対

応について、さらに検討を進めて

まいります。 
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オプション B（サードパーティ事業者へのデータアクセスの確保）について、GooglePlay は、GooglePlay

上でそのアプリを配信している全てのデベロッパがアクセスできる GooglePlay コンソールを通じて、サー

ドパーティデベロッパに、そのアプリのパフォーマンスに関する情報を提供しており、プライバシー保護措

置を施した後で頻繁に更新しているところ、Google が、デベロッパに関するデータを「より継続的に」提供

することを義務付ける必要はない。 

オプション Cについて、データポータビリティ関連措置の適用対象は、ユーザーが作成した、インポート

した、収集されることを承諾した、又は制御権を有するデータに限定されるべき。また、技術的に実行可能

であるか否かの確認も重要であるところ、業界主導のソリューションであれば、そのような確認が行いやす

くなる。 

オプション D（自社内の情報遮断）について、企業内の情報共有の制限は、真実そのニーズがあり、利益

が実質的なコストと効率性の損失を上回る場合にのみ正当化される。 

・オプション Cについて、全く実行不可能かつ非現実的であり、セキュリティの目的のために、可能な限りユ

ーザー・データを端末上で処理することに対する Apple のコミットメントを完全に無視するもの。 

３.２０. 

OS への機能追

加・統合、競合

アプリと同等

の機能を有す

るアプリの開

発とデフォル

ト設定等 

・Apple は、iOS で利用可能な唯一のアプリ配信チャンネルである App Store のオペレーター及び iOS のプロ

バイダーとしての立場から、Apple Developer Program License Agreement、MFi プログラム、IAP の使用が

義務付けられているすべてのアプリを通じて、アプリ開発者の機密情報を入手可能であり、しかも Mfi 契約

の交渉は一方的なもの。このように、Apple が第三者のアプリ、サービス、及び/又は製品に関する商業的に

機微な情報を自社のために使用するのではないかという恐れは、イノベーションを起こそうというアプリ開

発者の意欲を低下させる。 

・ユーザーにとって、元々サードパーティ事業者がアプリとして提供していた機能と実質的に同一の機能が OS

に取り込まれた場合、OS に取り込まれた機能の方がサードパーティ・アプリによって提供され競合する機能

よりも利用されやすい状態となるため、Apple や Google は競争上有利となるおそれがある。 

・Google は、特定のデータを収集し、Google Play のサービス向上等の目的で使用することがある。そのよう

なデータの利用は、正当性があり競争促進的である。 

・Google Play と Android は、サードパーティによるこれらプラットフォームの利用から生じた非公開のデー

タを、当該サードパーティと不当に競争するために利用することを禁ずるポリシーを有している。 

・Google は、Google Play で収集されたサードパーティデベロッパに関する特定可能な情報を社内全体で共有

することを禁止するポリシーを公式に定めている。 

・デベロッパは、Google Play コンソールを通じて、競争に必要なデータ（アプリのパフォーマンス、レーテ

ィング、売上状況等）に容易にアクセス等することができる。 

・デベロッパは、自社のアプリ内で自社のデータを常に自由に収集することができる。 

・Apple は、他のプレイヤーが得られない非公表データを自社の製品開発・サービス向上に活用していない。 

第一に、Apple が取得する情報は限定的である。 

・ユーザーの属性情報や、使用する機能に関する情報は保持・使用していない。 

・AppStore 内の広告は、他の Apple サービスから消費者データにアクセスしていないし、Health app 等を

通じてデバイスから得られたデータを使用することもない。Apple は、ユーザーがどのような広告を受け

OS への機能追加・統合、競合ア

プリと同等の機能を有するアプ

リの開発とデフォルト設定等に

関して頂いた情報、御意見も踏ま

えつつ、今後とも、モバイル OS

提供事業者を含む関係事業者、有

識者等からのヒアリングを継続

するなどして事実関係等につい

て把握に努めてまいります。 
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取っているかも知らない。 

・ユーザーの閲覧履歴も収集・保持していない（Safari は、Apple が収集し第三者と共有するデータ量を最

小限にしている。）。 

・AppStore の運営者である Apple は、エンドユーザーとサプライヤーによる AppStore 使用に関する情報に

アクセスできる。しかし、必要最低限のデータのみ収集したり、データをできるだけ端末上で処理したり

することで、Apple が収集するデータを制限する努力をしている。 

・Apple は、正当な法的権限がある場合にのみユーザーの個人データを使用する。 

第二に、（ユーザーエンゲージメント等の）AppStore データは、App 開発に関する意思決定や検索順位に

影響を与えるため、Apple のサービス事業と共有されることはない。Apple のデータ解析チームは当該デー

タを集中管理し、事前許可のないデータ拡散を防止している。AppStore から得られるデータは、主に

AppStore の改善に使用される。 

第三に、Apple は自社製品のためにデータを保持しているのではなく、デベロッパに App Store Connect

ポータルを通じてデータを共有している。たとえば、売上高、App ユニットインストレーション、削除、ク

ラッシュ等の個人が特定できない解析データを提供している。なお、Apple は最もダウンロードされている

App に関する情報を取得するが、これは公開されているし、第三者からも取得可能である。 

・オプション E（サードパーティと競合する機能の追加及び競合アプリのデフォルト設定の禁止）について、

競合者が、ライバルの権利（知的財産権等）を侵害しない限りでライバルのアイデアを利用することは実力

による競争であり、イノベーション等につながる。これを禁止すると、競争とイノベーションを委縮させる。 

・オプション E について、あらゆるサードパーティ・アプリの存在を把握し、同等の機能が OS に追加される

等しているかを行政が把握することは困難と思われるので、行政に通報できる制度を設けることも検討の余

地があるのではないか。 

・オプション F（機能追加等のプロセスの透明化）について、Google は、サービスの開発等に関して、モバイ

ル・エコシステムの他の参加者と競争している。Google に対し、秘密情報の共有やサードパーティとの協力

を行わせることは、競争及びイノベーションに重大な弊害をもたらすおそれがある。 

・オプション Fのような緩やかな規制が現実的である。  

中間報告で提示したオプション

E又はFの有効性等に関して頂い

た御意見も踏まえつつ、対応の必

要性や必要となる対応について、

さらに検討を進めてまいります。 

３.２１. 

ソーシャル・ロ

グイン（「Sign 

in with 

Apple 」 ）

（Apple） 

・Apple は、App 内あるいはウェブサイトにおけるユーザーの活動をまったく追跡しないため、たとえユーザ

ーが「Sign in with Apple」を選択することによって、ユーザーの個人情報を追跡し共有するサードパーテ

ィ・サインイン・サービスの能力を弱めても、これは他のデベロッパとの競争において Apple に優位性を与

えるものではない。 

ソーシャル・ログイン（Sign in 

with Apple)に関して頂いた情

報、御意見も踏まえつつ、今後と

も、モバイル OS 提供事業者を含

む関係事業者、有識者等からのヒ

アリングを継続するなどして事

実関係等について把握に努めて

まいります。 
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・ユーザーの選択肢を制限したりするようなものではないが、通常の競争に任せても良いところに強制的な手

段を使用して自社サービスを拡大させていったといっても過言でない。ユーザーの利便性が向上するものな

らば、対象サービスは自主的に SIWA を導入しただろう。SIWA はセキュリティやプライバシー上の懸念を解

消するためではなく、単に自社の利益のために義務化したもので、本来は競争に任せても良い部分であり、

オプションは A（自社 ID 等の自社サービスの表示義務付けの禁止）を採用すべき。 

・オプション A について、政府が規制するレベルのものとは思われない。また、ユーザーにとって、選択肢が

増えることは利点であることから、この規制をすることがユーザーの利点になるとも思われない。  

中間報告で提示したオプション

（自社 ID 等の自社サービスの表

示義務付けの禁止等）の有効性等

に関して頂いた御意見も踏まえ

つつ、対応の必要性や必要となる

対応について、さらに検討を進め

てまいります。 

３.２２. 

Chrome ブラウ

ザへの自動ロ

グ イ ン

(Google) 

・Chrome Sync に関するオプションに関し、オプション E、すなわち自動ログインをオプトインとすべきこと

には同意する。オプトイン方式で UI が悪化する可能性は低いと考える。 

・Google は、Google にどのデータを共有するかをユーザーが管理することを可能にする製品設計の努力を自

発的かつ積極的に行っていることを踏まえ、Chrome への自動サインインに関する規制当局による介入は不

要と考える。 

・何らかの規制が必要であるとの結論に至った場合でも、中間報告では、取得されたデータを競合サービスで

使用することを禁止するのみで足りると認めているため（事務局注：代替的なオプション Fにおける考え方

の説明部分を指していると思われる）、追加で負担を強いる規制は不要。 

・自動ログインの機能は、ユーザーの利便性の向上に大きく資するものと考えられ、これは一般消費者の利益

及び公共の福祉に沿うものであり、ユーザーは自身の操作により自動ログイン機能をオフにすることができ

るうえ、自動ログイン自体に第三者の排除効果等の反競争的な効果はないと考えられることからすると、事

業者にオプション A～D及び「オプション E：自動ログインをデフォルトで「オフ」とする設定又はオプトイ

ン方式等」のような制限を課す正当化根拠に欠ける。 

中間報告で提示したオプション

（Chrome ブラウザへの自動ログ

イン）の有効性等に関して頂いた

御意見も踏まえつつ、対応の必要

性や必要となる対応について、さ

らに検討を進めてまいります。 

３.２３. 

ブラウザから

自社ウェブサ

イトに対して

のみ行う情報

送付（Google） 

・X クライアントデータヘッダは、新たな機能の導入に際し、それが正常に機能することを確認するため、当

該機能の全面的な公開の前に一部のユーザーに対して提供されるもの。これは、「実地試験」として知られ

る「Chrome バリエーション」と呼ばれるシステムを通じて行われるが、このように Chrome の新機能による

（他の）Google サービスへの影響を測定するためには、ユーザーがどの実地試験に参加しているかを当該

Google サービスが認識する必要があり、この評価を可能とするのが Xクライアントデータヘッダとなる。ま

た、ユーザーは、自らの Chrome のインストールが参加しているバリエーションをいつでもリセットするこ

とができる。以上から、X クライアントデータヘッダは、競争上の懸念もプライバシーに関する懸念も生じ

させるものではない。 

ブラウザから自社ウェブサイト

に対してのみ行う情報送付

（Google)に関して頂いた情報、

御意見も踏まえつつ、今後とも、

モバイル OS 提供事業者を含む関

係事業者、有識者等からのヒアリ

ングを継続するなどして事実関

係等について把握に努めてまい

ります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・規制の介入によって、イノベーションが阻まれ、Google による新機能の提供が阻害され、十分試験されてい

ない新機能がリリースされるなど意図せぬ結果をもたらし、かえってセキュリティ又はプライバシーに関す

る問題を生じさせ、ユーザーのエクスペリエンスがより低下するおそれがあることから、規制当局による介

入は不要。 

・X クライアントデータヘッダについて、問題点は、イコールフッティングの観点で考えるべきでなく、個人

情報保護法で規制すべきものである。対応のオプションとしては、「ブラウザが自社のウェブサイトに対し

実地試験などの名目で他社のウェブサイトに提供されないデータを提供すること」を規制することが考えら

れる。ただし、ウェブサイトの標準仕様の策定のために対象や手段、目的を公にして行われるものや、ブラ

ウザが自社サービスと連携する機能を有するときにそれに必要な限りで行われるものは、除外する必要があ

る（後者の例としては、Google Sync、Chrome Web Store での拡張機能インストールが考えられる）。 

中間報告で提示したオプション

（事実関係を踏まえつつ、今後と

も対応策の要否を含めた検討を

行う）に関して頂いた御意見も踏

まえつつ、対応の必要性や必要と

なる対応について、さらに検討を

進めてまいります。 

３.２４. 

サーチ・クエ

リ・データ等の

リ ソ ー ス

（Google） 

・検索エンジンが市場に参入するために検索クエリとインデックスは必要ではなく、多くの競争上の優位性に

つながり得る要因（インデックスシステム、機能性、結果のフォーマット及びデザイン、エンジニアの創造

性、提供される情報の関連性と質、継続的な実験、サーバー・インフラの効率とスピード）を通じてそのサ

ービスを向上させることができる。 

・検索データの共有の強制には、以下のような重大なリスクがある。 

・競争するインセンティブとイノベーションを減退させる。 

・ライバルが、各クエリにつき Google の検索結果をコピー又は模倣することが可能になり、これは独立し

た競争もイノベーションも推進しない。 

・悪意ある者が結果を操作することを目的に検索エンジンを立ち上げ、国政に携わる者が虚偽情報をやプロ

パガンダを流す可能性もある。 

サーチ・クエリ・データ等のリソ

ース（Google）に関して頂いた情

報、御意見も踏まえつつ、今後と

も、モバイル OS 提供事業者を含

む関係事業者、有識者等からのヒ

アリングを継続するなどして事

実関係等について把握に努めて

まいります。 

・オプション A（検索クエリ・データやインデックスへのアクセスの確保）は、問題の解決に有効である。 

・検索クエリ等のデータへのアクセスを第三者に認めるかどうかは事業者が自由に決定できるべきものであ

り、それへのアクセスを法的に義務付けるためには当該義務付けを正当化する十分な立法事実（看過し得な

い悪影響、競争手段としての不当性、規制による利益が弊害を上回ること等）が必要。 

中間報告で提示したオプション

（検索クエリ・データやインデッ

クスへのアクセスの確保）の有効

性等に関して頂いた御意見も踏

まえつつ、対応の必要性や必要と

なる対応について、さらに検討を

進めてまいります。 

４.２５. 

OS の機能への

アプリに対す

るアクセス制

限 

 

４.２６. 

UltraWideBand

（超広帯域無

・Apple は、有用なハードウェアやソフトウェア機能（例えば、UWB や NFC）への第三者によるアクセスを遅ら

せたり、制限したりすることによって、競合他社に対して競争上の優位性を得て、競争を阻害し、消費者の

選択を制限する可能性がある。 

・OS 等の機能へのアクセスに関し、OS の機能を実装している、知的財産の関係上問題がある、セキュリティ

上の懸念など技術的な理由からサードパーティによるアクセスに対処できない場合も考えられるが、NFC な

どへの制限がそうかと言われると、否定したい。 

・Apple は、デバイスによるアプリなどへのアクセスを制御する Mobile Device Management（MDM）機能一式

を「Supervision」と呼ばれる設定を通じて提供しているところ、Apple は、消費者向けアプリデベロッパに

Supervision へのアクセスを許可していない。このため、消費者向けアプリデベロッパは、(i) エンドユー

UltraWideBand（超広帯域無線）

へのアクセス制限や NFC（近距離

無線通信）へのアクセス制限(共

に Apple)などの機能に関して頂

いた情報、御意見も踏まえつつ、

今後とも、モバイル OS 提供事業

者を含む関係事業者、有識者等か

らのヒアリングを継続するなど

して事実関係等について把握に
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各論 主な意見の概要 考え方 

線）へのアクセ

ス制限(Apple) 

 

４.２７. 

NFC（近距離無

線通信）へのア

ク セ ス 制 限

(Apple) 

ザーが MDM 設定を削除又は無効にできないようにする措置、(ii) エンドユーザーが iMessage や明示的な

iTunes のコンテンツなどの危険なメッセージングサービスにアクセスできないように制限する措置、 (iii) 

エンドユーザーがカメラやスクリーンキャプチャなどの危険なデバイス機能にアクセスできないように制

限する措置などにアクセスできない。これは消費者向けアプリデベロッパが競争する能力を損ない、子供た

ちにも害が及ぶ。 

努めてまいります。 

・デバイスのハードウェアや OS の機能（UWB チップや NFC）について、Apple と Google 自身のアプリが利用で

きるものと同じ相互運用性インターフェイスと技術情報へのタイムリーなアクセスを提供する義務を含む

法制度が必要である。 

・オプション Aの「透明、公正、合理的かつ非差別的」というアクセス義務の要件は不明確で実際の運用が困

難になるおそれがあるので、まずは情報開示義務など緩い規制から始めるべき。 

中間報告で提示したオプション

（OS 等の機能への自社と同等又

は透明、公正、合理的かつ非差別

的なアクセスの確保）の有効性等

に関して頂いた御意見も踏まえ

つつ、対応の必要性や必要となる

対応について、さらに検討を進め

てまいります。 
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新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告 

総論 主な意見の概要 考え方 

総論 ・中間報告書で示されている、既に強力な顧客接点を有する事業者の優位性や、寡占化の固定化に関する認識

に賛同し、これらの認識に基づく各政策のオプションに賛成する。今後のデジタル経済の進展を見据えると、

ボイスアシスタント及びウェアラブル市場は重要性が高まっていくため、今後のあり得べき展開も見据え、

継続的に注視していく必要がある。 

・本中間報告書の基本的な考え方に賛同し、市場注視の枠組みの構築は必要と考える。 

・本報告書で示された問題の解決は、公正取引委員会及び消費者庁が主導して行うべきであり、当該機関の機

能強化等が必要。今後、規制の内容を具体化する過程で、各ルール等の違反と独占禁止法違反及び民事上の

責任との関係を明らかにするべき。 

・Google としては、デジタル市場競争会議の慎重さを歓迎する一方で、介入措置が提案されている３つの論点

についても、他の論点と同様、引き続き注視することを提案する。その理由としては、日本においてボイス

アシスタントの市場は比較的新しく、消費行動への影響は限定的であり、今後の市場の発展が不明であるこ

とから、規制を導入するのは時期尚早であるからである。 

・Apple としては、市場では多くの音声アシスタント、ホーム・デバイス、およびウェアラブルが出回ってお

り、それらの市場は日本で発展し続けていると考え、自身が厳しい競争に直面していると考えており、自身

の行為が競争を妨げる、または、消費者を害する効果を有しているとは考えていない。 

頂いた御意見も踏まえつつ、対応

の必要性や必要となる対応につ

いて、更に検討を進めてまいりま

す。 

 
各論 主な意見の概要 考え方 

ボイス１-１ 

スマートフォ

ンにおけるボ

イスアシスタ

ントのプリイ

ンストール及

びデフォルト

設定 

・Google としては、Android について、ユーザーは、サードパーティのボイスアシスタントを追加でダウンロ

ードし、デフォルトとして設定することができるため、デフォルト設定やプリインストールがボイスアシス

タントの競争の障壁にはならないと考える。また、サードパーティのボイスアシスタントを不利な立場に置

くようなことをはしていない。実際 Google は、Android のスマートモバイルデバイスにおいて、OEM とユー

ザーの両方にボイスアシスタントに関する大きな柔軟性を提供している。 

・Apple としては、中間報告書で指摘されている、スマートフォンのスクリーンが小さく、ユーザーはプリイ

ンストールされたデフォルト設定の音声アシスタントを使用するとの傾向があるように思われ、他社に競争

上の不利益を与えるという懸念は、Siri に関しては根拠がないと考える。 

スマートフォンにおけるボイス

アシスタントのプリインストー

ル及びデフォルト設定に関して

頂いた情報、御意見も踏まえつ

つ、今後とも、ボイスアシスタン

ト提供事業者を含む関係事業者、

有識者等からのヒアリングを継

続するなどして事実関係等につ

いて把握に努めてまいります。 

・スマートフォンにおけるボイスアシスタントのプリインストール及びデフォルト設定について、オプション

①（デフォルト設定の変更を可能とすることの義務付け）及び②（ボイスアシスタントの選択制）の両方を

実施することが、問題の解決に有効と考える。 

・Google としては、オプション①については、デジタル市場競争会議の懸念に効果的に対処できると考える。

オプション②については、ユーザーは既に、Android でボイスアシスタントを選択することができるため、

ボイスアシスタントの選択画面は日本では必要ない、又は適切でないと考える。選択画面の実装は、いくつ

かの画面をクリックしなければならず、ユーザー体験が低下し、デバイスのセットアップが不便になり、ユ

スマートフォンにおけるボイス

アシスタントのプリインストー

ル及びデフォルト設定のオプシ

ョンに関して頂いた御意見も踏

まえつつ、対応の必要性や必要と

なる対応について更に検討を進

めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

ーザーに不満を抱かせることにつながる。 

・スマートフォンにおけるボイスアシスタントのプリインストール及びデフォルト設定について、オプション

①及び②は、事業者に対する制限を正当化する十分な立法事実が示されていない上に、制限を導入すること

による潜在的な弊害が十分に考慮されていない。 

ボ イ ス １ －

２． 

スマートフォ

ンにおける他

社のボイスア

シスタントに

対する機能面

の制約 

・Google としては、Android は、サードパーティのボイスアシスタントに対し、幅広いアクセスを提供してお

り、サードパーティのボイスアシスタントは、Google アシスタントとほぼ同一の機能性を提供することがで

きる。中間報告で特定されたサードパーティのボイスアシスタントに付与されている機能性と Google アシ

スタントに付与されている機能性とのいかなる差も、ユーザーのボイスアシスタントの選択に影響を与える

にはあまりにも細かなものであり、競争への目に見える影響がない場合、規制当局の介入は正当性を欠く。 

・ウェイクワードに関しては、OEM は、自社又はサードパーティのホットワードを検出する自社又はサードパ

ーティのホットワード技術を実装することができる。例えば、Samsung の Bixby は、Google アシスタントも

内蔵している Samsung のスマートフォン上で、独自のウェイクワードを介して起動することができる。 

・Apple としては、音声アシスタントの同時操作は、ユーザーにとって重大なプライバシーのリスクが伴うた

め、ユーザーが、自分の発言を Siri に向けることを明確に選択したことを確認することが重要。もしサード

パーティ音声アシスタントが、ユーザーが Siri に向けた発言を聞くことができてしまうと、Apple はユーザ

ー・データに対する高水準の保護やユーザーエクスペリエンスの質を保証することができなくなる。 

・Apple は、ユーザーが App Store を通じてボイスアシスタントにアクセスすることを容易にしており、これ

らのボイスアシスタントは、様々な特徴や機能を提供している。例えば、iPhone 上の Amazon Alexa App で

は、ユーザーは、Alexa を使用できる端末の管理、音楽再生の操作等ができる。ユーザーが Alexa でハンズ

フリー機能を有効にすると、当 App がユーザーの画面上にある時に単に「アレクサ」と呼びかけることで話

をすることができる。同様に、iPhone 上の Google Assistant App では、ユーザーは、即時の電話、テキス

トメッセージの送信等が可能。 

・サードパーティのボイスアシスタントのウェイクワード機能の制限が疑われているが、中間報告では、ウェ

イクワード機能を利用できることが、OS 事業者のボイスアシスタントに真の競争上の優位性をもたらして

いるかどうかの検討が欠けている。中間報告では、消費者は実際にはウェイクワードを利用していないとの

指摘があることも記載されているが、当該指摘についてはそれ以上の検討なく議論の対象から除かれてい

る。 

スマートフォンにおける他社の

ボイスアシスタントに対する機

能面の制約に関して頂いた情報、

御意見も踏まえつつ、今後とも、

ボイスアシスタント提供事業者

を含む関係事業者、有識者等から

のヒアリングを継続するなどし

て事実関係等について把握に努

めてまいります。 
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各論 主な意見の概要 考え方 

・スマートフォンにおける他社のボイスアシスタントに対する機能面の制約について、オプション（OS 等の機

能に対する同等のアクセス提供の義務付け）は、問題の解決に有効と考える。 

・サードパーティのボイスアシスタントに対して、例外なく「同じ機能」へのアクセスを一律に要求すること

は、不必要に負担が大きく、OS を危険にさらす可能性がある。介入する必要があると判断される場合、OS を

保護するため比例的な閾値と例外を組み込むことが重要である。 

・もし相互運用性を義務付けるとしても、少なくとも、サードパーティのボイスアシスタント・アプリ・ウェ

アラブルデバイスとの相互運用性によって、OS の統合性やユーザーデータの保護その他のデータセキュリ

ティ対策が損なわれる可能性がある場合には例外を設けるべき。例えば、Apple は、サードパーティのアプ

リを iOS のマイクに常にアクセスできるようにすると、iOS デバイスのパフォーマンスに問題が生じる可

能性があると指摘しているが、介入措置の提案ではこのような例外について考慮されておらず、柔軟性に欠

ける。 

スマートフォンにおける他社の

ボイスアシスタントに対する機

能面の制約のオプションに関し

て頂いた御意見も踏まえつつ、対

応の必要性や必要となる対応に

ついて更に検討を進めてまいり

ます。 

ボイス１－６ 

サードパーテ

ィアプリの提

供に対する制

限 

・Google は、Google アシスタント用に開発できるアプリの種類を実質的に制限しておらず、サードパーティ

アプリが Google アシスタントと相互運用できるようにするためのツールやリソースを提供している。例え

ば、サードパーティのアプリデベロッパーが Google アシスタントを自社アプリに統合できるようにするた

めに App Actions を開発している。 

・Apple は、サードパーティによる音声アシスタントの開発を制限していない。Apple は、デベロッパに対し

て、デベロッパが既存の App の「拡張機能」を通じて App と Siri を統合することを可能とするフレームワ

ークである SiriKit を通じて、App を Siri と統合する選択肢を提供している。 

サードパーティアプリの提供に

対する制限に関して頂いた情報、

御意見も踏まえつつ、今後とも、

ボイスアシスタント提供事業者

を含む関係事業者、有識者等から

のヒアリングを継続するなどし

て事実関係等について把握に努

めてまいります。 

・サードパーティアプリの提供に対する制限について、オプション①（自社のボイスアシスタントと他社のア

プリを連携させるための機能へのアクセスの制限の禁止）及び②（サードパーティに対する、自社アプリと

同等のサービス提供機会の確保）をあわせて導入することが、問題の解決に有効と考える。 

・介入が必要と判断される場合には、規制がボイスアシスタント提供事業者に過度な負担をかけないようにす

る必要がある。例えば、無制限に相互運用性を求めるルールについては注意が必要。特に、Google や他の提

供事業者は、技術的な意味での同一の相互運用性を提供することを義務付けられるべきではない。そうでな

ければ、Google は相互運用性を可能にするために、それぞれの異なるアプリに合わせた固有のコードを書か

なければならなくなる。代わりに、サードパーティのアプリに、同様の機能を異なる技術的手段で提供する、

効果的な相互運用性を義務付けることで足りる。 

サードパーティアプリの提供に

対する制限に関して頂いた御意

見も踏まえつつ、対応の必要性や

必要となる対応について、更に検

討を進めてまいります。 

ボイス１－４ 

リンクアウト

の制限 

・Google としては、リンクアウトの制限について、中間報告書に事実誤認があると考える。Google は、「ユー

ザーが自社のエコシステム内に留まるようにする」ために外部リンクを制限することはしていない。Google

は、ユーザーがストリーミングや音楽アプリなど、様々なサードパーティサービスに接続できるようにして

いる。Google NestHub と Nest Hub Max のインターネットを閲覧する機能が限定的である理由は、これらが

スマートホームを操作するためのハブ及びエンターテインメントのディスプレイとして設計・製造されてい

るから。これは、ユーザーがウェブベースのサービスにアクセスするための様々な従来型の方法を持ってい

ることを考慮すると、これらのサービスの競争力に影響を与えるものではない。日本では、ボイスアシスタ

ントは、他のサービスへの重要な入り口にはなっていない。 

リンクアウトの制限に関して頂

いた情報、御意見も踏まえつつ、

今後とも、ボイスアシスタント提

供事業者を含む関係事業者、有識

者等からのヒアリングを継続す

るなどして事実関係等について

把握に努めてまいります。 
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・リンクアウトの制限に関する懸念については、実際の競争上問題となる制限になっているか、単なる新規技

術の用途・目的に沿った仕様にすぎないのかが明らかでない。 

ボイス２－８ 

音声による提

示順位などに

おける自社優

遇 

・Google としては、提示順位などにおける自社優遇について、中間報告書に事実誤認があると考える。基本的

なレベルでは、Google アシスタントは、情報クエリとアクションクエリの 2種類のクエリに応じる。情報ク

エリ（例えば、ウィリアム・シェークスピアの生年月日）に対しては、Google アシスタントは単に、できる

限り最善の方法でクエリに回答しようとする。これは、ユーザーのクエリに回答しているのであり、優遇し

ているわけではない。アクションクエリ（例えば、「電気をつけて」）に対しては、Google アシスタントはユ

ーザーのコマンドの実行を完了するためにクエリを仲介しようとする。これもまた、バーチャルアシスタン

トの基本的な機能を実行しているのであり、優遇しているわけではない。 

音声による提示順位などにおけ

る自社優遇に関して頂いた情報、

御意見も踏まえつつ、今後とも、

ボイスアシスタント提供事業者

を含む関係事業者、有識者等から

のヒアリングを継続するなどし

て事実関係等について把握に努

めてまいります。 

ボイス１－３ 

デジタルコン

テンツ課金に

対する制約ボ

イス１－４ 

リンクアウト

の制限 

ボイス１－５ 

広告事業の制

限 

ボイス１－７ 

アプリストア

の審査、認証

基準及び機能

追加や仕様変

更等への対応 

ボイス２－８ 

音声による提

示順位などに

おける自社優

遇 

ボイス２－９ 

表示場所等に

おける自社優

・オプション（市場注視の枠組み）は、問題の解決に有効と考える。ｂ（独占禁止法上問題となる具体的な案

件については、緊急停止命令の活用を含め、公正取引委員会において迅速かつ厳正・的確に対処）を中心と

して、このような対処が可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきと考える。 

頂いた御意見も踏まえつつ、対応

の必要性や必要となる対応につ

いて、更に検討を進めてまいりま

す。 
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遇 

ボイス３－１

０ 

ローデータへ

のアクセス制

限等 

ウェアラブル

１－１ 

Wear OS 搭載

スマートウォ

ッ チ か ら

iPhone への接

続 

・Google としては、Google の長年の慣行は、Android スマートフォンとペアリングされたスマートウォッチの

間の相互運用性を可能にする機能へのアクセスをサードパーティに対して提供することであった。この慣行

は、Google／Fitbit 買収に関連して公正取引委員会に提出した 10 年間のコミットメントにおいて更に確認

されている。 

・ウェアラブルデバイスと iOS デバイスの相互運用性の制限に関して、中間報告は、AppleWatch では利用で

きるが、iPhone と接続した場合の Wear OS デバイスでは利用できない機能について言及しているが、これ

らの機能が消費者のウェアラブルデバイス購入にあたっての選択に実際に影響を与えるほど重要なものか

どうかについては考慮されていない。また、OS 事業者に、自社の周辺機器に対して機能の提供を行う場合

に、サードパーティの周辺機器に対しても同等の機能を提供することを義務付ける提案がされているが、介

入措置の合理的必要性を根拠づける十分な事実は提示されていない。例えば、AppleWatch では利用できる

が、iPhone と接続した場合の Wear OS デバイスでは利用できない機能が、消費者のウェアラブルデバイス

購入にあたっての選択に実際に影響を与えるほど重要なものかどうかについては考慮されていない。 

Wear OS搭載スマートウォッチか

ら iPhone への接続に関して頂い

た情報、御意見も踏まえつつ、今

後とも、ボイスアシスタント提供

事業者を含む関係事業者、有識者

等からのヒアリングを継続する

などして事実関係等について把

握に努めてまいります。 

・Wear OS 搭載スマートウォッチから iPhone への接続について、オプション（サードパーティの周辺機器に対

する自社の周辺機器と同等の機能の提供）は、問題の解決に有効と考える。 

・Google としては、Apple に対して、Google の慣行同様、サードパーティのウェアラブルデバイスと自社 OS

との相互運用を可能にする「コア相互運用性 API（CIA）」一式を義務付けることも考えられるのではないか。

ただし、同等のアクセス義務は、コア機能に限定されるべき。 

・もし相互運用性を義務付けるとしても、少なくとも、サードパーティのボイスアシスタント・アプリ・ウェ

アラブルデバイスとの相互運用性によって、OS の統合性やユーザーデータの保護その他のデータセキュリ

ティ対策が損なわれる可能性がある場合には例外を設けるべき。 

Wear OS搭載スマートウォッチか

ら iPhone への接続のオプション

に関して頂いた御意見も踏まえ

つつ、対応の必要性や必要となる

対応について更に検討を進めて

まいります。 

ウェアラブル

２－２ 

ヘルスケアの

データ連携に

おけるサード

パーティ事業

者に対する制

約 

・Google は、Android デバイスに接続されたサードパーティのウェアラブルデバイスが生成する健康データに

アクセスするために、サードパーティアプリが Google が管理するデータストアのデータを使用したり、そ

こにデータを保存したりすることを義務付けていない。 

・Apple の iPhone において、サードパーティ事業者は、ユーザーの許可があれば、App は HealthKit ストア

と通信し、HealthKit 上のデータにアクセスし共有することが可能。また、HealthKit は複数のソースから

のデータも管理、統合できるように設計されており、例えば、ユーザーはすべてのデータをヘルスケア App 

で閲覧・管理でき、データの追加、削除、App の許可の変更などを行うことができる。 

ヘルスケアのデータ連携におけ

るサードパーティ事業者に対す

る制約に関して頂いた情報、御意

見も踏まえつつ、今後とも、ボイ

スアシスタント提供事業者を含

む関係事業者、有識者等からのヒ

アリングを継続するなどして事

実関係等について把握に努めて

まいります。 
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ウェアラブル

２－２ 

ヘルスケアの

データ連携に

おけるサード

パーティ事業

者に対する制

約 

ウェアラブル

２－３ 

プラットフォ

ーム事業者の

データに対す

るサードパー

ティ事業者の

アクセス 

・ヘルスケアのデータ連携におけるサードパーティ事業者に対する制約について、オプション（市場注視の枠

組み）は、問題の解決に有効と考える。ｂ（独占禁止法上問題となる具体的な案件については、緊急停止命

令の活用を含め、公正取引委員会において迅速かつ厳正・的確に対処）を中心として、このような対処が可

能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきと考える。 

・健康データへのアクセスに関して、より一般的に何らかのルールが採用される場合には、これらのルールの

遵守を複雑にし、その有効性を損ねることとなるような複数の重複する規制の寄せ集めとなることを避ける

ために、これらのルールが単一の規制枠組みの一部を形成することが望ましいと考える。 

ヘルスケアのデータ連携におけ

るサードパーティ事業者に対す

る制約及びプラットフォーム事

業者のデータに対するサードパ

ーティ事業者のアクセスに係る

市場注視の枠組みに関して頂い

た御意見も踏まえつつ、対応の必

要性や必要となる対応について、

更に検討を進めてまいります。 

ウェアラブル

３－４ 

デフォルト設

定、プリイン

ストールによ

る優位性 

・Google は、Android OS を搭載したスマートフォンに Google Fit アプリをプリインストールすることを OEM

に対して義務付けていない。また、Android ユーザーは、アプリを削除又は無効化したり、機能を変更した

り、デフォルトの変更を設定したりすることができる。 

デフォルト設定、プリインストー

ルによる優位性に関して頂いた

情報、御意見も踏まえつつ、今後

とも、ボイスアシスタント提供事

業者を含む関係事業者、有識者等

からのヒアリングを継続するな

どして事実関係等について把握

に努めてまいります。 

・デフォルト設定、プリインストールによる優位性について、オプション（市場注視の枠組み）は、問題の解

決に有効と考える。ｂ（独占禁止法上問題となる具体的な案件については、緊急停止命令の活用を含め、公

正取引委員会において迅速かつ厳正・的確に対処）を中心として、このような対処が可能となるよう公正取

引委員会の体制が整備されるべきと考える。 

デフォルト設定、プリインストー

ルによる優位性に係る市場注視

の枠組みに関して頂いた御意見

を踏まえつつ、対応の必要性や必

要となる対応について、更に検討

を進めてまいります。 
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06 ⼀般社団法⼈電⼦情報技術産業協会 06 個⼈
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10 Progressive Policy Institute 10 個⼈
11 Centre for Information Policy Leadership 11 個⼈
12 Developers Alliance 12 個⼈
13 ACT The App Association 13 個⼈
14 ⼋雲法律事務所 14 個⼈
15 ⼀般社団法⼈モバイル・コンテンツ・フォーラム 15 個⼈
16 個⼈_匿名 16 個⼈
17 Microsoft Corporation代理⼈⽮吹法律事務所 17 個⼈
18 個⼈_明治⼤学教授・弁護⼠ 18 個⼈
19 Computer and Communications Industry Association 19 個⼈
20 匿名 20 個⼈
21 個⼈_団対監事等公認会計⼠ 21 個⼈
22 個⼈_弁護⼠ 22 匿名
23 Apple Inc. 23 個⼈
24 ⼀般社団法⼈ ⽇本経済団体連合会 24 個⼈
25 個⼈_無職 25 個⼈
26 匿名 26 個⼈
27 ⼀般社団法⼈新経済連盟 27 個⼈
28 ⼀般社団法⼈シェアリングエコノミー協会 28 個⼈
29 ⼀般社団法⼈⽇本スマートフォンセキュリティ協会 29 個⼈
30 Asia Internet Coalition 30 個⼈
31 グーグル合同会社 31 個⼈
32 個⼈_弁護⼠ 32 個⼈
33 Epic Games, Inc. 34 個⼈
34 SPOTIFY AB 35 個⼈
35 個⼈_早稲⽥⼤学 36 個⼈
36 ⼀般社団法⼈MyDataJapan 37 個⼈
37 株式会社フィードテイラー 38 個⼈
38 個⼈_弁護⼠ 39 個⼈
39 個⼈_学⽣、プログラマー 40 個⼈
40 個⼈_ネット教育アナリスト 41 個⼈
41 個⼈_⼤学教員（九州⼤学法学研究院 准教授） 42 個⼈
42 Coalition for App Fairness 43 個⼈
43 個⼈_ソフトウェア開発 44 個⼈
44 Open Web Advocacy 45 個⼈
45 ⼀般社団法⼈インターネットユーザー協会 46 個⼈
46 個⼈ 47 個⼈
47 個⼈ 48 個⼈

49 個⼈
50 個⼈
51 個⼈
52 個⼈
53 個⼈
54 個⼈
55 PayPay株式会社
57 個⼈
58 個⼈
59 個⼈
60 個⼈
61 個⼈
62 個⼈
63 個⼈
64 個⼈
65 個⼈
66 個⼈
68 個⼈
69 個⼈
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提出者名 
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（独）大学改革支援・学位授与機構 

研究開発部教授 
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価」   34 ペー

ジ＞ 

エコシステムの現状が過去のイノベーションの結果、自由な競争市場の結果として生じ

ているという側面を徒に軽視している。記載内容からみて「新たな顧客接点への拡張」

がエコシステムにおける上位レイヤーにのみ注力しているものであるが、本来は、下位の

レイヤーでの競争促進、イノベーションを促すものが日本経済全体にとっても有益である。

この点を看過し、短期的な視点しか見ていない。「各レイヤー」との記載はあるものの、こ

れは方向性としてあるのみで、具体論では、下位のレイヤー部分のイノベーションへのあ

り方が記載されていない。 

＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価」      40 ペー

ジ＞ 

 安全保障の観点から見て、企業の参入障壁よりもサイバーセキュリティへの対応が最

優先されるべきであり、この点を排除した競争環境は、社会的に有害である。自生的秩

序として形成されてきたインターネットが、それゆえに、セキュリティ上の多様な脆弱性を

抱え、サイバーセキュリティ対応に追われている現状認識をもつべきである。国策として

実施する以上、サイバーセキュリティがダ 1 順位に置かれるべきである。 

＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価」      45 及び

51 並びに 101 頁以下及び 114 ページ＞ 

 OS レイヤにおける競争性の確保は、記載の通り重要であり、またこれが上位レイヤー

へ相互に影響を及ぼしていることは確かである。しかし、アプリストアのゲートウエイの機能

別 添 



がアプリ開発企業にとっては参入ハードルが高いとしても、消費者及び国民にとっては、

セキュリティの確保という安全な端末の確保という点に機能していることを敢えて無視し

ているものとなっている。実際、サイドローディングが自由に可能な OS にあっては、いわ

ゆる偽装メール、SMS 等によるマルウエアのインストール等による被害が生じているので

あり、正規のあるアプリに悪意ある者が加工することで、正規アプリの振りをしたマルウエ

アの配布がなされ、重大な問題が生じている。 

 例えば、マイナンバー関連のアプリであっても、アプリストア以外の場所に偽装しておくこ

とで、容易に悪意ある者の手に情報が流出する可能性は否めない。現状では、Apple の

パソコンでは、東欧系のセキュリティソフトを入れて対策をしないと安全を確保できない現

状であり、比較的容易に機微情報を扱える端末の存在は、消費者にとって有益である。

iOS と OSX との相違について、疑問を呈する声は、結論ありきにものであって、社会的実

態を意図的に無視している。ブラウザ等からインストールを要求することは、PC における

のと同様、陳腐なセキュリティソフト事業者を安易に優遇する結果となり、市場をゆがめ

る結果となる。 

 また、Apple の端末が高額であるにもかかわらず、世界的に見て一定の市場シェアを

占めているのは、Apple のユーザ保護、プライバシー保護のポリシーが支持を受けた、自

由な競争市場における結果であることも無視されている。 

 算入上問題となっている手数料問題は、企業が手数料を価格に転嫁しないことの方

をまずもって問題視すべきであり、手数料を上乗せすることにより、アプリストアの価格が

高額になることで、消費者がアプリストアを見捨てるのであれば、それもまた競争の結果

として受け入れることができよう。なお、事業者がコストを削減することでサービス水準や

品質の低下を将来するのは、自業自得であり、競争環境の確保の面において考慮すべ

き要素ではない。また、このような発想を政府として容認することが、現在の日本経済の

低迷を将来していることを看過してはならない。 

 繰り返しになるが、他のアプリ事業者を認めること自体が OS とアプリとの相互関係を考

慮すると、脆弱性を新たに創出することになる上、タノアプリジョ業者について、Applet 等

のプラットフォーム事業者の審査及び監査等が厳密に義務づけれて（ガイドラインでは不

十分）、ようやくセキュリティが一定程度確保されうるものである。しかし、報告書において

は、この点を考慮した形跡が認められない。認証といっても程度が様々であり、これを法

令により厳密に規定することは、困難であり、抽象化することで、所管官庁、場合により

政府の恣意的な裁量を容認しかねず、逆に自由な競争を阻害する結果となる。 

 むしろ重視されるべきなのは、アプリストアの運営面における公正性、透明性の確保で

あり、企業のアカウンタビリティの一つとして要求することではなかろうか。この点への積極

的な所管官庁による介入が望まれ、消費者は、これにより選択の際の考慮要素が増え

ることとなり、消費者にとって有益となる。 

 



 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

 全体として、セキュリティ上不安のある企業を救済するかのような印象を持つ記載内

容であり、プラットフォーム事業者、セキュリティソフト事業者以外のセキュリティの専門家

へのヒアリングが必須ではないかとの印象をもった。 

 

 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

弁護士 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名： 

電話： 

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」の該当箇所：104 ページ＞ 

「App Store 審査では、追加のセキュリティ機能はほとんどない」との意見について、確

かに、サンドボックスモデルにより、セキュリティが確保されているところは大きいものの、

サンドボックスモデルとは無関係な、メモリや電池の異常な消費等の不適切な挙動、不

正な情報の取得を行うアプリをこれのみで防ぐことはできず、「ほとんどない」との表現は

誇大である。 

 

＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」の該当箇所：105 ページ＞ 

 当該箇所では、「アプリ配信プラットフォーム同士が競争することでセキュリティ面でより

良質なサービスが提供されることも否定されるものではない」とあるが、アプリ配信プラッ

トフォーム間において競争することにより改善するものはあくまで価格や品ぞろえであって、

プライバシーやセキュリティ面でのサービス向上が競争により確保されることは考えにくい

（なお、競争するだけでセキュリティが向上するのであれば、例えば、金融機関において

も、金融機関同士の競争により、セキュリティは自然と向上していくこととなり、それは年

を追うごとに向上し、利用者も、セキュリティの観点から金融機関を選択することになる

だろうから、金融法制において、法律上安全管理を求めている理由も乏しいこととなるが、

現実にはそのような現象がないことは明らかであろう）。 

 例えば、Android においては、端末の販売元により、販売元ごとのストアが用意され、必

ずしも GoogleStore 経由での販売がされているわけではなく、また、ルート権限を取得す

ることにより、野良 Store を利用することもできるところ、競争により各販売元によるストア

や野良ストアのセキュリティやプライバシー保護策が向上したという話を聞いたことがない。 

 かえって、野良ストアなどが重用される理由としては、GoogleStore の審査では通らな
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いものが入手できることや、GoogleStore 上よりも安価で入手できることなどにあり、これら

のコストや品ぞろえは、セキュリティ、プライバシーを犠牲にし、コストを下げ、あるいは敷

居を下げることにより実現しているところも大きい。 

 また、セキュリティ・リスクについては、各ストアごとにこれを発生毎にそれを公表させる

仕組みを作らなければ、そのようなリスクが生じたこと自体も消費者が認知できないまま

となる可能性も存在する。 

 そのような Android における現状に鑑みれば、単に iOS において、AppStore 以外のス

トアを開放するというのみでは、セキュリティ、プライバシーが大きく後退し、別のストアを

選択した消費者等に深刻なダメージを与えてしまう恐れが高いと考えられる。 

 とくに、Android と比べ、iOS においては、iPhone ユーザーがマルウェアへの対策をこれ

まで十分に意識してこなかったこともあり、その影響は顕著といえる。 

  

＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」の該当箇所：110 ページ＞ 

 当該箇所では、「App Store 以外のアプリストアを認めれば、ユーザーはセキュリティも

考慮した上で複数のアプリストアの中から選択することができるようになる。」との記載が

ある。確かに、現在よりも悪いセキュリティのストアを選択することができるという意味では

一面、記載は正しいが、現在の AppStore よりもよいセキュリティを備えたストアが自然発

生することはおよそ考えにくいことからすると、消費者に対し、現状のものと、より悪いもの

を比較しろと言っているようなものであり、それを消費者の利点というかと考えれば、はな

はだ疑問とせざるを得ない。 

 また、同ページにおいて、「現在、サイドローディングが認められないため、アプリ配信分

野における競争が機能しておらず、このようなセキュリティなどを含むサービスの改善、

向上が阻害されるおそれがある」などとされているが、先述の通り、競争において機能す

るのは、価格面と品揃えの点であって、セキュリティの改善はおよそ期待できず、当該記

載は現実を無視するものと言わざるを得ない。 

 さらに、同ページにおいて、「将来の技術の進展・革新によって、サイドローディングに伴

うセキュリティ・リスクに対処できるようになる可能性は否定できず」とあるが、将来におい

てセキュリティ・リスクが対処できる可能性があるというだけで、消費者にセキュリティリス

クを負わせることを現在甘受させることの理由にはならない。 

 加えて同ページにおいて、「、アプリストア間の競争を作り、セキュリティというサービスの

質の面でも競争させることで、セキュリティの水準を高めていく」との記載があるが、これ

に関しても繰り返しとなるが、競争によりセキュリティの水準が高まっていくなどということ

は一般的にあり得ない。 

＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」の該当箇所：111 ページから

112 ページ＞ 

同ページでは、「サイドローディングを認めた場合でも、プライバシーやセキュリティを担



保するための何らかの手段を検討することも考えられるのではないか。例えば、他のアプ

リストアの選択肢を排除するのではなく、当該他のアプリストアについても、自社のアプリ

ストアにおけるアプリ審査と同水準の審査を実施することを担保する何らかの仕組み（例

えば、関係事業者等による認証制度、ガイドライン等）を設けた上で、当該他のアプリスト

アのサービス提供を許容することも考えられるのではないか。」とある。 

 上述のとおり、私見は、競争によりセキュリティ・プライバシーの向上が図られるという事

実は存在しないというものであり、このような見地からは、仮にサイドローディングを認める

のであれば、これらを別途担保するための手段が検討されるべきであり、その意味で、同

手段が検討されるべきとの意見には賛成である。 

 しかし、当該手段は、登録制、許可制などを伴う法規制によるべきであって、認証制

度やガイドライン等による対応では明らかに足りない。 

 すなわち、仮に、任意の業界団体による自主規制や、法規制に至らないガイドラインに

よる場合、悪質業者においては、そのような業界団体に加入しないであろうし、また法規

制に至らないガイドラインを自主的に守るなどということはおよそ考えられない（実際に、

業界団体による自主規制によることとしたことにより、業界団体に加入しない者による悪

行を制限することができなくなっている例は往々にして存在する）。 

 また、そのような悪質業者は、海外業者、あるいは海外業者を装う国内業者、さらには

所在不明の業者であることが予想され、サイドローディングの門戸を法により統制する以

外に、これを防ぐ方法がない。 

 悪質業者の跳梁跋扈は、セキュリティ、プライバシーだけでなく、取得した決済関連情

報の悪用や、悪質アプリによるトラブルの解決の面でも、消費者に非常なリスクを負わせ

ることにもなる。 

 そして、中間報告においても各所で指摘されているとおり、ストアの経済規模が相当に

大きいことに鑑みれば、金融機関同様に規制すべき、社会的要請も存在する。 

 加えて、このような登録制、許可制をとることにより、現在、審査が緩く、リスクが生じて

いる Android の各ストアに関しても、悪質なストアを市場から追い出し、消費者の保護に

つながるのであり、消費者のストアに対する全体的な信頼性を向上させることにもつなが

る。 

 以上のとおり、競争上の問題点と、消費者の利益のバランスを考え、登録制、許可制

を含む立法を検討すべきである。 

 なお、現時点ですでに Android はサイドローディングを認めており、リスクは現在するの

であるから、iOS によるサイドローディングを認めるか否かにかかわらず、上記立法を検討

すべきである。 

 

＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」の該当箇所：114 ページ＞ 

「ユーザーはより優れた利便性やセキュリティを享受できなくなるため、ユーザーの利益



を損なうことにもなりかねない。」とあるが、前述する通り、競争により、セキュリティが向上

することはおよそ考えられない。 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 本検討では、利便性、セキュリティ上の利益を含むユーザーの利益が強調されている

ところ、同報告書を検討するデジタル市場競争会議における構成員、及び配布資料を

見渡しても、ユーザーの立場を代表する者の意見聴取が十分になされているとは思わ

れず、業者側の視点から見た机上のユーザー論を前提としたことが上述の各記載につ

ながっているように思われる。 

 そこで、ユーザーである消費者の立場を代表する者や、消費者団体などからの意見

聴取が積極的になされることを求める。 



 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

公益社団法人全国消費生活相談員協会 

氏名（※） 理事長 増田悦子 

 住所（※）  

 

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所： P98～P129＞ 

第 1-2．【アプリストア】 

７．アプリストアの拘束（Apple）、８．サイドローディングの制限（Google） 

 

＜意見＞  

 ７．アプリストアの拘束（Apple）について 

・「アプリによるモバイル・デバイスのリソースへのアクセスを制限するサンドボックス・モ 

デル」は有効と考えます。パソコンで問題となる不正なマクロや添付ファイル、不正

な外部記憶媒体、ウイルスの感染などは、サンドボックス・モデルでは機能していな

い状況にあります。 

・(オプション A:サイドローディングを許容する義務)について 

 ① サードパーティのアプリストアをインストールでき、それをデフォルトとして選択でき

るようにする 

② ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにする 

③ プリインストールされているアプリストアを非表示又はアンインストールできるよう

にする 

とありますが、サイドローディングを全面的に開放して、任意のアプリケーションをイン

ターネット上からインストールすることができるようにすることは、パソコンで起きている

トラブルと同じトラブルが生じることになると考えられます。警視庁でも、「スマートフォ

ンを利用している方へ」において「アプリをダウンロードする際には信用できるサイトか



ら行い、作成者や提供元が不明アプリはダウンロードしない」と注意喚起しています。

サイドローディングを開放することは、現状のセキュリティの確保が難しくなり、安心し

て利用できる環境が損なわれかねないと考えます。 

 

 ８．サイドローディングの制限（Google）について 

・サイドローディングにおける警告表示については、セキュリティについて消費者（利用

者）に知らせる重要な機能であり、必要と考えます。「Google Play」においては、不

適切な情報の取得を行っているアプリはアプリストアから排除され、一定のセキュリ

ティが担保されています。これによって、アプリベンダーには不適切な情報の取得を

行わないようにする牽制機能が働いていると考えられます。このような状況を踏ま

えると、サイドローディングをしてまでアプリを導入しようとすることは、不適切な情報

の取得を行っているアプリを導入してしまうリスクを大幅に高める危惧があります。上

記に記載した警視庁の注意喚起からも、サイドローディングに対する警告は有効と

考えます。 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 モバイル・エコシステムが現状寡占状態にあることから競争環境の創出について考え

られていますが、スマートフォンを利用する消費者の多くは、ネット上の膨大なアプリの中

から安全なアプリを自由に選択できるほどの知識は持ち合わせていません。パソコンは

使えなくても、スマートフォンでインターネットが利用できることから、ショッピング、検索、

エンターテインメント、コミュニケーション等を安全に享受しています。これは、現在のスマ

ートフォンにおけるセキュリティの確保によるところが大きいと考えます。 

今後の会議においては、競争の観点からだけではなく、セキュリティやプライバシー保

護の観点も含めた検討が必要です。セキュリティに関する専門家や消費者の委員の参

加が必要です。 

 

以上 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

シャープ株式会社 通信事業本部 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

   

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告概要  

２４ ページ＞ 

「サイドローディングの制限(Google)」について 

サイドローディングのハードルのみを下げてしまうことで実際にご利用のお客様のリスク

誤認につながる可能性を憂慮いたします。 

ダウンロードするアプリが安全か否かをお客様ご自身で正確に見極めることは非常に

難しいことから、サイドローディング提供元の信頼性やアプリ自体の安全性をご利用の

お客様に誤解なく伝えられない限りにおいて、現状の警告はお客様保護の観点で必

要最低限なレベルであると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告概要  

3４ ページ＞ 

「デフォルト設定、プリインストール、配置その他プロモーション」について 

Google マップが検索結果の最上位に表示される例において、それが多くの場合に実

際にご利用のお客様の期待に沿っている場合、その表示自体の禁止や結果入手に

煩雑な操作を強いると、お客様の体験や利便性を大きく損なう可能性を憂慮いたしま

す。 

 

別 添  



２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 少なくとも日本のスマートフォン市場においては、Android のモデルの存在によって

弊社含めた 3rd party OEM が多様なモバイルハードウェアを市場供給できているこ

とでモバイル・エコシステムの多様性の維持・拡大に貢献できていると考えておりま

す。 

 

 モバイル・エコシステムにおける諸課題への対応にあたりまして、ご利用になるお客

様に不便を強いたり、PF 自体が魅力や先進性を失ったりすることで結果的に社会

損失につながることのない施策となることを強く希望いたします。 

 



＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」への意見について＞ 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

一般社団法人 全国消費者団体連絡会 

氏名（※） 浦郷 由季 

 住所（※）    

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」：全般について＞ 

【意見】 

安易なサイドローディングの導入施策に反対するとともに、消費者（利用者）

がスマートフォンを今後も安心して利用できるよう、セキュリティやプライバ

シーの保護の観点から丁寧な検証を行うことを求めます。 

【理由】 

スマートフォンの普及は急速に進み、国内では 8 割以上の世帯が保有してい

る状況となっています。また、既存の OSの事業者が提供するストアを通じて様々

なアプリが提供される中、氏名や住所などの情報をはじめ、キャッシュレス決済

の活用、銀行等口座情報との紐づけ及び口座への出入金などの取引なども行わ

れており、財産や身体の情報など、個人に関するあらゆる情報がスマートフォン

内やクラウド上に蓄積されるようになってきています。こうした状況を踏まえ

ると、消費者の生活に欠かせないものとなってきているスマートフォンの活用

を通じた情報をしっかりと保護していく必要があります。スマートフォンが急

速に普及してきた背景には、個人情報の流出やマルウェア等の感染事例が少な

く抑えられてきたこともあり、これには既存の OSが提供する高度なセキュリテ

ィによるところも大きいと考えます。 

今回中間報告で提案されているサイドローディングなどが、セキュリティや

プライバシー保護への適切な影響評価なしに施策として導入されれば、マルウ

ェアなどへの感染の可能性も高まり、安心して利用できる環境が損なわれると

危惧します。ひとたび個人情報が流出し悪用されるような事態が増えていくな

らば、スマートフォンの利用に対して信用が損なわれ、利用が敬遠される事態と

なり、期待されているようなさらなる競争の活性化やイノベーションを返って

損なう恐れもあります。 



＜中間報告の該当箇所：98 頁～129 頁（II，第 1-2，７. アプリストアの拘束（Apple）及

び８. サイドローディングの制限（Google）＞ 

 

II，第 1-2，７. アプリストアの拘束（Apple） 

3. サイドローディングの弊害について 

【意見】 

サンドボックス・モデルによるデバイスのセキュリティの担保を求めます。 

【理由】 

「アプリによるモバイル・デバイスのリソースへのアクセスを制限するサン

ドボックス・モデル」（104 頁）は、セキュリティを高めるためには特に有効で

あり、PC 端末で感染するようなウイルス等の挙動のほとんどを不可能にしてい

ます。例えば、PCで広く感染が確認される不正マクロや、不正な添付ファイル、

不正な外部記憶媒体等は、サンドボックス・モデルによってほとんど機能しない

状況となっています。ただし、メモリや電池の異常な消費等など、サンドボック

ス・モデルとは無関係な不適切な挙動や、表示と異なる情報の取得やフィッシン

グ等の情報の取得を行うアプリを防ぐことができないことに加え、不正の手口

や技術は日進月歩で高度化しており、サンドボックス・モデルの維持とともに、

更なる対応の検討が必要であると考えます。 

PC においては、このサンドボックス・モデルの仕組みがないため、ウイルス

が添付されたメールやフィッシングメールの被害が相次いでいます。そのため

消費者（利用者）は、別途ウイルス対策のソフトを購入し続けなければならない

状況となっていますが、スマートフォンにおいてサイドローディングを全面的

に開放し、任意のアプリケーションをインターネット上からインストールでき

るようにするということは、このような PCにおける状況と同様になる危険性が

あり、むやみに消費者をリスクに晒すことを危惧します。 

 

3. サイドローディングの弊害について 

【意見】 

アプリストアによる審査でのセキュリティの担保を求めます。 

【理由】 

アプリストアの審査においては、「十分なレビューを行うには無理がある」

（104頁）との批判もあるようですが、審査により不適切な挙動や不適切な情報

の取得などを行うアプリは排除されていると考えます。また、こうしたレビュー

が現在でも不十分であったとしても、審査の過程があることにより、アプリベン

ダーには不適切な挙動や情報の取得を行わないようにする牽制機能がはたらい

ているものと考えます。 



 

5. 新たな規制等の実施に伴うコスト、リスクについて 

① サードパーティのアプリストアをインストールでき、それをデフォルトとして選択できるようにする 

② ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにする 

③ プリインストールされているアプリストアを非表示又はアンインストールできるようにする 

 

【意見】 

①～③については、いずれもセキュリティが損なわれる怖れがあるため、オプ

ション A（アプリの開発環境へのオープン・アクセスの提供義務）を採用しない

ことを求めます。とくに②については、なんら審査過程を介さない極めて危険な

施策であり、強く反対します。 

【理由】 

これらの施策は、いずれも不適切な挙動や情報の取得を行っているアプリが

アプリストアから排除されなくなることを許容するものであり、セキュリティ

のレベルが下がることを危惧します。 

 ①を採用する場合においても、サードパーティのアプリストアが既存の「App 

Store」や「Google Play」と同等程度のセキュリティレベルを確保することが必

要であると考えます。 

とくに、②については、アプリストア自体を介在させないため、警視庁から注

意喚起がなされているような「不当料金請求の画面になってしまい、高額な利用

料金を請求（警視庁「スマートフォンを利用している方へ」1）」される事態や、

不適切な情報の取得が行われるなど、悪質なアプリが野放しになります。総務省

「スマートフォン プライバシー イニシアティブ II（SPI II）」においても、

「アプリケーション提供サイトが管理していない場所に置かれているアプリケ

ーション（いわゆる野良アプリケーション）に不正アプリケーションも多く見ら

れる。Facebook、twitter やスパムメッセージを通じて、これら野良アプリケー

ションに巧妙に誘導する導線を引く事例があり注意が必要である。」（16頁注 22）

とされており 2、極めて危険です。 

 また、オプション A を採用した場合のプライバシーやセキュリティを担保す

るための手段として、関係事業者等による認証制度、ガイドライン等が策定され

たとしても、これらは自主的な規制に過ぎず、故意に悪質なアプリを作成する者

に対しては効力がありません。 

 

 

                            
1https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/cyber/security/cyber414.html 
2https://www.soumu.go.jp/main content/000358528.pdf 



８. サイドローディングの制限（Google）について 

2. サイドローディングを抑制させる行為の有無について 及び 

4. 新たな規制等の実施に伴うコスト、リスクについて 

【意見】 

サイドローディングにおける警告等の表示は、セキュリティについて消費者

（利用者）に知らせる重要な機能であり、表示の維持を求めます。 

【理由】 

現在のストアである「App Store」や「Google Play」では、不適切な情報の取

得を行っているアプリはアプリストアから排除されており、一定のセキュリテ

ィが担保されています。これによって、アプリベンダーには不適切な情報の取得

を行わないようにする牽制機能がはたらいています。このような状況を踏まえ

ると、サイドローディングをしてまでアプリを導入しようとすることは、不適切

な情報の取得を行っているアプリを導入してしまうリスクを大幅に高める危惧

があります。 

また、警告等の表示があることで、消費者（利用者）にも判断する機会が設け

られるため必要な対応であると考えます。一部には警告等の表示をすることで

判断力を低下させるとの意見もあるようですが、サイドローディングをしない

と導入できないアプリは、リスクがあるものも多く含まれることが考えられ、警

告等の表示をせず消費者（利用者）の選択する権利を与えないことが消費者に有

益になるとは到底考えられません。 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

【意見】 

検討会において、消費者（利用者）やセキュリティの専門家、警視庁などの捜

査機関からの意見徴収を求めます。 

【理由】 

本検討会では消費者（利用者）やセキュリティの専門家などが参加しておらず、

意見が聴取された様子もありません。デジタルプラットフォームは多面市場と

されていますが、モバイル・エコシステムは、対消費者の市場でもあり、消費者

不在のもとで議論を進めることは不適切であると考えます。エンドユーザーと

なる消費者（利用者）は、スマートフォンのプライバシー及びセキュリティに重

大な利害を有しており、これらからの意見を聴取する必要があります。 

あわせて、警視庁は 2022年 4月 11日付の注意喚起、「スマートフォンを利用

している方へ」において「アプリをダウンロードする際には信用できるサイトか

ら行い、作成者や提供元が不明のアプリはダウンロードしない」としています。



このような捜査機関の基本的な対応方針と、サイドローディングの開放は反す

ることになるため、捜査機関からも適切な意見聴取を行うべきであると考えま

す。 

 

【意見】 

事業者が消費者の情報を利用する行為（トラッキング）について、消費者自ら

が選択できるよう、透明性を高める施策を求めます。 

【理由】 

社会のデジタル化が進展する中、情報銀行の活用のように、消費者自らが事業

者に提供する情報を取捨選択する状況が始まっています。また、電気通信事業法

の一部を改正する法律案（第 208回国会閣法第 48号）においても、主として行

動ターゲティング広告を念頭において、情報送信指令通信について規律を設け

ようとしています。中間報告にある、App Tracking Transparency（78頁～84頁）

やインテリジェントトラッキング防止機能（ITP）（85頁～89頁）は、消費者が

自らのオンライン上での行動をトラッキングされないよう消費者に選択肢を与

え、サービス提供者が消費者のプライバシーを利用する行為の透明性を高めよ

うとするものであり、こうした情報送信指令通信についての規律と整合性があ

るものと考えます。 

仮にルールの導入自体を禁止する規律を設けようとするならば、消費者のプ

ライバシーやセキュリティを無視するものとなります。事業者が消費者の情報

を利用する行為（トラッキング）については、より一層の透明性を高めていく施

策が必要です。 

 

以上 
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提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 

氏名 法務・知的財産部会 

 住所  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」p.65～277＞ 

 

【セキュリティ・プライバシー保護の観点からの検討の必要性】 

セキュリティの確保とプライバシーの保護は、個人のみならず、日々個人情報を含む

センシティブな情報を取り扱い、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する多くの

企業にとって益々重要な経営課題となっています。とりわけ、セキュリティの侵害や個人

情報の漏洩によるレピュテーションリスクは企業経営全体を脅かしうる重大なものである

ことから、最先端の堅牢なテクノロジーの導入も含めて、様々な取組みが進められてい

るところです。そのような背景のもと、中間報告における検討及び提示される政策の方

向性（オプション）については、セキュリティ及びプライバシーの確保の観点から、DX 化へ

の推進、企業利用における実態等も踏まえていただきながら、より詳細かつ丁寧な議論

が行われることを期待し、提案いたします。 

リモートワークや DX を推進する多くの企業にとって、IT 端末機器において堅牢なセキ

ュリティを担保し、個人情報を含むデータを適切かつ安全に管理することは、円滑な企

業活動にとって不可欠な営みとなっています。このことから、IT 端末機器の調達にあたっ

ては、セキュリティやプライバシーの保護が高い水準で確保することができるか否かが一

つの重要な判断要素にもなっております。また、そのプラットフォーム上で社員が利用す

るアプリ等を含めたソフトウェアの選定、そしてそれらを総合した社員端末の管理も含め

て、セキュリティの確保に万全を期すべく対応を行っております。そのような中、現在禁

止されているサイドローディングを許容すること、あるいはサイドローディング時のセキュリ

ティリスクの警告表示の制限といったアプリ配信における制限行為の禁止は、セキュリテ

ィ上の堅牢性を損ねるリスクがあることに加えて、個人情報漏洩等のリスクを高める懸念

もあることから、企業側の端末管理における平常時の対策、緊急時の対応への負荷を

別 添  
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増幅させるリスクを生じうることを懸念します。このような懸念を踏まえた上で、企業ユー

ザーを含む幅広い利用者の声を聞きながら、慎重かつ詳細な分析・議論を行うことをお

願いいたします。 

なお、上述のことに関連して、DX を推進するデジタル庁や経済産業省、サイバーセキ

ュリティの懸念等に対処する内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）、また企業活動で

端末が利用されるという観点からは経済安全保障の文脈も含めて、政府内関係各所と

も連携いただきながら、矛盾のない政策の方向性をお示しいただくことが重要であると考

えます。 

 

【一般消費者利益の確保による企業活動の支援の観点からの検討の必要性】 

昨今は、一部の専門的なデベロッパだけでなく、企業も業種・規模を問わず、自社製

品やサービスの提供に資するアプリを開発し、消費者に販促や情報の共有を行うことが

一般化しております。 

サイドローディングやサイドローディング時のセキュリティリスクの警告表示の制限といっ

たオプションを許容することは、ともすれば消費者が所謂野良アプリや不正アプリを通じ

て頒布されたマルウェア等から受けた被害等を増大させることに繋がりかねません。現

在も企業サイトを模したフィッシング詐欺は増加の傾向にありますが、同様に、自社企業

のアプリを模した偽アプリ等のリスクの増大なども懸念されるところであり、結果として、消

費者の被害への対応を企業が迫られることや不正アプリ等の発生に伴う企業イメージの

低下など、ブランドイメージの毀損などにもつながる恐れも考えられます。 

一般消費者の便益や安全な利用環境の確保なしには、企業が持続的に、一般消費

者の皆様に信頼をおいていただける形でサービスを提供することは困難なものとなります。

一部のデベロッパの声のみならず、一般消費者も含めた声を反映いただくことが不可欠

であり、どのような利用環境が消費者及び製品・サービス提供者である企業活動に資す

る市場環境の構築に繋がるのか、十分に懸念が払拭される形での検討を強く望みます。 

 

【政府による過度な介入による企業負担の増大及びイノベーション阻害の可能性の観

点からの検討の必要性】 

デジタル分野、IT 分野は日進月歩で新しい技術が開発され、それがプラットフォーム

に導入されることによって、企業や一般消費者が当該イノベーションの果実を享受する

ことができる領域でもあります。中間報告においては、デジタル市場の発展や技術革新

に寄与する企業努力に対して、政府への運営状況の報告を求めることや、モニタリング

レビュープロセスなどを経ることなど、政府による介入が提案されています。しかしながら、

技術変化のスピードが激しく、ビジネスモデルが絶えず変化するデジタル分野においては、

プラットフォーム側による迅速な対応が求められることはもとより、規制への対応が過度

な負担となることで、日本市場への新技術等の導入が遅延する可能性も危惧されます。 
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製品やサービスの開発・イノベーションは、最先端の専門知識や知見を兼ね備えた技

術者や経営者に牽引されながら、企業による創意工夫のもと生み出され、発展するもの

であり、検討される政策の方向性が急速に変化するデジタル領域にそぐわない場合には、

本来実現されうるイノベーションを遅延・阻害する要因ともなります。ひいては日本全体

にとって負の影響を与える可能性も危惧されることから、慎重な検討をお願いしたいと考

えます。 

 

【投資回収を含めた健全な企業活動の発展の観点からの検討の必要性】 

企業は日々自社製品の技術やサービスの質の向上、イノベーション創出のために多

額の投資を行い、サプライチェーンに渡って多くの企業と連携しながら企業活動を営ん

でおります。ビジネスへの投資とマネタイズの適切なバランスを取ることで、更なる投資を

行い、更なるイノベーションが創出されます。そのような中、ビジネスモデルを鑑みること

なく、企業努力により開発されたサービスやソリューションを無償で提供することを強制

する政策の方向性は、自由な企業活動を萎縮させるばかりでなく、政府による経済活動

やイノベーションの支援という観点からも問題があるものと考えます。適切な対価を含む

自由な企業活動を推進する政府の立場からも、慎重かつ丁寧な議論をお願いしたいと

考えます。 

 

【技術的制約や実現可能性の観点からの検討の必要性】 

中間報告で提案されるモバイルエコシステム上の課題への対応の方向性には、詳細

な技術的検討が行われておらず、また競争という一面的な要素においてのみ検討がな

されており、上述のセキュリティやプライバシーとトレードオフになる部分を中心に、技術

的制約や実現可能性、そしてパソコン OS の時代で経験してきた過去の知見・経験とい

った観点からの検討がなされておりません。一般論として、どのような政策をご検討いた

だくにあたっても、現実における技術的制約や限界への考慮が十分になされることが望

ましく、企業負担の度合いも含めて慎重かつ十分な検討が望まれます。 

継続的な経済的・技術的恩恵を享受し、意図しない有害な結果を回避するためには、

それぞれ個々の提案ごとに、一般消費者や企業を含む主要ステークホルダーへの影

響を含めたケースバイケースの検討が必要であり、経済的・法的・技術的観点から、実

現可能性と効果を注意深く分析することが必要であり、重ねて慎重かつ丁寧な議論を

お願いしたいと考えます。 

 

【知的財産権の保護の重要性】   

一般論として、知的財産権の保護は、投資の収益化を実現することで企業の投資を

促していくイノベーション創造の基盤です。いずれの事業者にとっても、オープン・クロー

ズ戦略など知的財産の戦略的活用は、事業戦略の根幹をなしています。このような背
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景のもと、特許や著作権、営業秘密など知的財産にも関わる制度的な検討については、

その共有が義務化されることの是非も含めて、事業者のイノベーションに向けた取組み

を妨げることとならないよう、慎重かつ丁寧に検討を行うことが必要です。 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

【透明性が確保された政策決定プロセス担保の必要性】 

中間報告作成に向けた実質的な議論を行ってきたデジタル市場競争会議ワーキン

ググループ（WG）は非公開設定で開催され、第 26 回から第 36 回までの関連議題の議

論期間中、事務局提出資料は一般に公開されておりません。このため、どのような観点

から深く議論がなされたのかなど、窺い知ることが難しく、また、構成員以外の専門家や

ステークホルダーが、その過程で意見を述べることが容易ではありません。非常に影響

範囲の大きい政策的検討であることから、消費者団体や経済団体を含む多様な専門

家やステークホルダーからの意見を踏まえた多角的な視点での検討が望まれます。 

 

【広範囲の意見を検討・検証するための十分な期間確保の必要性】 

4 月 26 日より発出された本パブリックコメントは、諸外国の動きにも留意しながら検討

を行い、幅広い考え方を対応策のオプションとして提示し、それらに対する意見を広く関

係者から集める、とされています。とりわけ、デジタルプラットフォームにかかる政策は、そ

の対象事業者を超えて、一般消費者や企業ユーザーを含めて国内外の多くのステーク

ホルダーの活動にも影響が生じうるものです。それにも関わらず、多岐にわたり、かつ専

門性の高い全ての検討内容について、短期間に対応することは、どのステークホルダー

にとっても非常に困難を伴うものと言わざるを得ません。国内外の企業や専門家から広

く意見を聴取できるよう、十分な期間と方法を考慮していただくことを希望します。 

また、影響範囲が非常に広範であること、幅広い論点とその専門的な内容に鑑みれ

ば、多様なステークホルダーの利益を考慮しながら、立法事実を明確にした上での検討

が不可欠であり、今後、最終報告書を取りまとめていくにあたっては、透明性を確保しな

がら、必要な知見をステークホルダーの声を結集しつつ、慎重かつ十分な検討がなさ

れることが望まれます。 

 

【学術的知見の活用】   

なお、競争政策研究センターの「データ市場に係る競争政策に関する検討会」による

報告書においては、「競争政策とデータ保護，消費者保護といった関連する政策分野

が別々にではなく、相互に連携して取り組む必要がある」との考え方が示されており、競

争政策、データ保護、消費者保護といった観点から多角的に検討していくことが望まれ

ます。また、同センターの直近の研究において、プラットフォームによる自己優遇が消費

者やビジネスユーザーに悪影響を及ぼすわけではないということ、構造分離などの政策
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が必ずしも有効な解決策ではないことなどが複数の理論研究において示されているとも

指摘されています。こういった最新の学術的知見も結集しながら、社会経済にとって最

適な方向性となるよう議論を進めることが必要です。 

 

以上 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

会社員 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：  １１０    ページ＞ 

アプリストアのサイドローディングに関して、コンテンツ企業の海賊版対策担当者の立

場から意見を述べさせていただきます。 

残念なことに、アプリストアにおいては、海賊版を配信するアプリ、リーチを手助けする

アプリが相変わらず跋扈しております。iOS およびアンドロイドの各公式アプリストアにおい

て、我々は海賊版アプリをリサーチし、発見、削除要請を送付という流れで削除を依頼し

ております。その海賊版アプリの対応体制に関して、両社に対して、少々申し上げたいこ

とはありますが、ここでは言及しません。 

海賊版アプリの削除要請を各公式に送付し、削除されたのちの状況に関して、iOS と

アンドロイドで異なることをお伝えします。アンドロイドの場合、現状でも第三者が運営する

サイドローディングマーケットで、当該海賊版アプリが継続してダウンロードできるケースが

散見されます。 

 そのような状況から鑑みるに、今後、サイドローディングマーケットが出現し、多数のユ

ーザーが利用する状況になった場合、下記のような確信犯的な悪質なマーケットが多

数登場してしまうことを危惧しております。 

 

 １）海賊版アプリの申請を簡単に受け付けてしまう 

 ２）海賊版アプリの削除要請を受け付けない、またはなんらか司法手続きを経ないと削

除しない 

 ３）当該マーケットで提供される海賊版アプリに、出稿することを厭わない広告事業者、

オンラインカジノ、アダルト系企業といったアウトサイダー的な広告主が参集 

  

別 添  



 結果として、多くのユーザーに海賊版が利用され、海賊版アプリ事業者が違法な収益

を得る場となってしまう可能性があります。 

 この報告書ではサイドローディングに関して、プラスの面が強調されておりますが、負の

側面も存在することを認識していただくことが大切であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

京都大学大学院法学研究科 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：３５ページ＞ 

「モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」について、３３頁以降に示された見方ないし

懸念に賛成いたします。 

 

＜中間報告の該当箇所：４０ページ＞ 

・「対応策のオプションを検討するに当たっての視点」について、３５頁以降に示された考

え方に賛成いたします。 

・競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為を類型化し、原則的に事前に禁止していく

こと、また、セキュリティやプライバシーといった事由についてそれが正当なものと認めら

れる場合には、例外的に禁止から外していくという考え方について、賛成いたします。 

 

＜中間報告の該当箇所：５１ページ＞ 

・「モバイル・エコシステムにおける各レイヤーに関する評価及び対応の方向性」について、

４１頁以降に示された考え方に賛成いたします。 

 

＜中間報告の該当箇所：５２ページ＞ 

・「モバイル・エコシステムにおける諸課題への対応策を検討するに当たっての対象の考

え方」について、５２頁に示された考え方に賛成いたします。 

 

＜中間報告の該当箇所：７２ページ＞ 

・オプション A は、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：７７―７８ページ＞ 
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・オプション Aにいう規律が十分に機能せず、問題の解決に対して限定的な効果しか持

たないことを危惧します。７６―７７頁（諸外国でのルール整備・検討状況）にかかれた

分離措置について、ないし各種分離措置を検討する必要性があるのではないでしょうか。 

 

＜中間報告の該当箇所：８５ページ＞ 

・80 頁及び 81 頁図表で書かれている表示は、左側が専らトラッキングについて警告す

るものであるのに対して、右側（特に 81 頁右側）は個人情報を保護できることを説明・訴

求する内容も含んでいます。一般的に、製品の特長を顧客に対して説明する行為は、

同等の機会が競争者にも確保され、内容が正確であって誤導的なものでない限りは、

競争とセキュリティ、プライバシー保護に資するものであり、積極的に評価されるべきもの

であるように思われます。 

・オプション A 及び B は、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：８９ページ＞ 

・オプション A は、問題の解決に有効であると考えます（ただし、より有効な手段がありう

ることを否定するものではありません。）。 

 

＜中間報告の該当箇所：９４ページ＞ 

・オプション A は、問題の解決に有効であると考えます（ただし、より有効な手段がありう

ることを否定するものではありません。）。 

 

＜中間報告の該当箇所：９８ページ＞ 

・オプション A は、問題の解決に有効であると考えます（ただし、より有効な手段がありう

ることを否定するものではありません。）。 

 

＜中間報告の該当箇所：１１４―１１５ページ＞ 

・オプション A （111 頁下から 2 行目）は、問題の解決に有効であると考えます。規模

に応じて、ここで示されているオプションの全てを義務付けることを検討すべきかと思いま

す。 

・「オプション A の実施に伴い、セキュリティ、プライバシー等」について、自社と同等の

審査基準を課すことにより対応すべきものではなく、他のアプリストアに必要と考えられる

セキュリティ、プライバシー保護水準を維持することを義務付け、損害が生じた場合には

責任を負わせるようにすること等を通じて達成すべきではないかと考えます。そして、こ

の実現のために、１１４頁「５」の各種仕組みを検討すべきと考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１２８―１２９ページ＞ 



・１１５頁以下ではＧｏｏｇｌｅについて説明されており、義務付けの対象となる事業者はＧｏ

ｏｇｌｅであることを前提として、オプション A は、問題の解決に有効であると考えます。 

・オプション A の実施に伴い、セキュリティ、プライバシー等について生じるリスク等につ

いて、オプションＡは、ユーザーの判断力低下、誤認につながる行為ないしユーザーにと

って不利な決定に誘導する行為に対する規律をしようとするものである限り、このようなリ

スクはないのではないかと考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１４５―１４６ページ＞ 

・オプションＡ及びＢは、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１５３ページ＞ 

・オプションＡは、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１７７ページ＞ 

・オプションＡは、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１８０ページ＞ 

・オプションＡは、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１８６ページ＞ 

・オプションＡが、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１９１ページ＞ 

・AMP に関して、経緯等の説明が適切かどうかの判断は留保します。 

・オプションＡは、問題の解決にとって不十分であると考えます。検索エンジン上の特定

技術の表示上の扱いについて、自己又は自己と密接な関係にある事業者及び技術の

優遇を禁止するという考え方にそって規制の在り方を考えるべきであると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１８６ページ＞ 

・オプションＡが、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：２１７ページ＞ 

・オプションＢ及びＣ（ただし、例外を許容）が、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：２２６―２２７ページ＞ 

・オプションＡは、問題の解決に有効であると考えます。 



 

＜中間報告の該当箇所：２５１ページ＞ 

・オプションＡは、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：２５６ページ＞ 

・オプションＥが、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：２６４ー２６５ページ＞ 

・オプション A は、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：２７６ー２７７ページ＞ 

・オプション A は、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：２８０ページ＞ 

・「法学や経済学等のアカデミア」に対する期待を表明していただいていますが、プラット

フォーム事業者は取引関係にある事業者らに広範に守秘義務を課していることもあり、

アカデミアが実態等を把握できる状況にはありません。「消費者の皆様」に至っては、実

態も課題も知ることは、ほぼ、不可能に近いのではないかと思います。政府機関から公

表される実態報告では具体的な事実が書かれていなかったり、検証可能であったりする

ことも多く、また、政府機関発出文書は独立したアカデミア、報道機関、消費者・市民団

体等が政府から独立して行う調査研究、情報発信等の活動に代わることはできません。

社会経済にとって必須のインフラを提供し非常に大きな影響を与える事業者の経営・取

引・技術上の情報について開示義務を課すこと等を検討すべきであると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：全体について＞ 

・本報告書で示された問題の解決は、公正取引委員会及び消費者庁が主導して行う

べきものと考えます。これを可能とするために、公正取引委員会及び消費者庁の機能と

資源の大幅な拡充が必要であると考えます。 

・今後、規制の内容を具体化する過程で、各ルール等の違反と独占禁止法違反及び

民事上の責任との関係が明らかにされることを期待します。 

 

 

（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

＜中間報告の該当箇所：５８ページ＞ 

・オプション①及び②の両方を実施することが、問題の解決に有効であると考えます。 

 



＜中間報告の該当箇所：６９ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます（さらに有効な解決策がありうること

を否定するものではありません。）。 

 

＜中間報告の該当箇所：７７ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：８７－８８ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：９２ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：１００ページ＞ 

・オプション①及び②をあわせて導入することが、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１１３ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：１１９ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：１２４ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 



 

＜中間報告の該当箇所：１３３ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：１７１ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：１７８ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：１８５－１８６ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

＜中間報告の該当箇所：１９１ページ＞ 

・オプションは、問題の解決に有効であると考えます。ｂを中心として、このような対処が

可能となるよう公正取引委員会の体制が整備されるべきであると考えます。なお、さらに

有効な解決策がありうることを否定するものではありません。 

 

＜中間報告の該当箇所：１９４ページ＞ 

・関係者・有識者への協力について言及されていますが、対象プラットフォーム事業者

の実態を把握することは容易ではありません。政府及び対象プラットフォーム事業者から

独立した報道機関、研究者、市民団体・消費者団体等が、対象プラットフォーム事業者

から独立して実施する研究調査等の活動を可能にする方策について検討を行う必要が

あるのではないかと考えます。 

 

＜中間報告の該当箇所：全体について＞ 

・本報告書で示された問題の解決は、公正取引委員会及び消費者庁が主導して行う

べきものと考えます。これを可能とするために、公正取引委員会及び消費者庁の機能と

資源の大幅な拡充が必要であると考えます。 

・今後、規制の内容を具体化する過程で、各ルール等の違反と独占禁止法違反及び

民事上の責任との関係が明らかにされることを期待します。 



 

※両報告書とも、現時点では判断が難しく、意見を書いていない事項があります。誤記

等をしている可能性があり、必要に応じてご照会等いただけますと幸いに存じます。 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

U.S. Chamber of Commerce(全米商工会議所) 

氏名（※） Jordan Heiber 
 住所（※）  
 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話  

e-mail：   
※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：      ページ＞ 

※ 添付資料をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

別 添  



 
2022年 6月 9日 

 
 

デジタル市場競争本部の「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」 

及び「新たな顧客接点に関する競争評価中間報告」に対する 

全米商工会議所からのコメント 

 

全米商工会議所は、デジタル市場競争本部の「モバイル・エコシステムに関する競争評

価中間報告」及び「新たな顧客接点に関する競争評価中間報告（ボイスアシスタント及

びウェアラブル）」に対する意見提出の機会を歓迎いたします。 

 

全米商工会議所は米国の 50州全州、世界 50か国以上において、あらゆる規模と業種の

企業を代表し、米国の州レベル及び地方レベルの商工会議所や、世界中に存在する 100

以上の AmChamと連携関係にある世界最大のアドボカシー団体であり、グローバル規模

で米国との貿易や投資、自由な事業展開を推進しています。また、米日経済協議会

（USJBC）を含む 20以上の二国間経済協議会を運営しています。全米商工会議所は、米

日経済協議会（USJBC）を通じて米国企業による日本での経済活動の大部分を代表し、

二国間の経済連携の強化のためのアドボカシー活動を行っています。米国、日本、そし

て世界において、消費者保護とイノベーションを促進し、経済成長を支える健全な政策

の枠組みを提唱しています。 

 

全米商工会議所は、デジタル経済を強化しより多くの国民にデジタル化の恩恵を提供し

ようとする日本の考えを支持します。日本はデジタル取引が可能なサービス市場の上位

十位の市場の一つであり、日本のデジタル分野の繁栄は、日本に投資し、何千人もの働

き手を雇用している多くの米国企業にとって有益であります。今回の中間報告で議論さ

れているプラットフォームは、デジタル分野の成功において重要な要素となっていま

す。二つの報告書でも述べられている通り、モバイル・エコシステムを形成するプラッ

トフォーム事業者は、経済・社会のデジタル化に大きく貢献し、消費者や事業者に様々

な利益をもたらしています。 

 

全米商工会議所は、日本政府が本中間報告書の目的を、モバイル・エコシステム、ウェ

アラブル、音声アシスタント市場におけるどの問題を引き続き議論・検討すべきかを明



 
確にするために様々な関係者からの意見を募集することに定めている点を評価していま

す。日本のデジタル分野は複雑であること、また国境を越えたデジタル取引やイノベー

ションに影響を与える可能性があることから、あらゆる規制導入の可能性は慎重に検討

されることが重要です。検討を行った後、日本がどのように進展させていくのが最善で

あるかについて、我々の意見・提言を共有させていただきます。 

日本政府に対して以下の点を最重要点として提言いたします： 

 

➢ 新しい規制が、設計上、また導入においても、差別的でないこと 

中間報告で検討されている施策の多くは、ごく一部の米国企業を対象として特定

しています。これらの施策を導入することは、規制を選択的に適用する危険性を

包含することになります。我々は、それよりも日本がデジタル製品を非差別的に

取り扱い、事業の国内外にかかわらずデジタルプラットフォーム事業者間の規制

を整合させることにより個人情報を保護し、イノベーションを支援する枠組みを

追求することを提言します。 

 

➢ 競争を促進する規制措置に焦点を置くこと 

デジタル経済における市場競争政策を促進する我々としては、日本政府が競争を

弱体化させるような規制を導入しないよう提言します。そのような規制は、投資

とイノベーションに悪影響を及ぼす危険性があります。むしろ、新しく導入され

るあらゆる規制は、明確で、客観的、かつ透明性のある政策基準を満たすべきで

す。加えて、導入の可能性のあるいかなる規制も、既存の競争法や個人情報保護

法が十分かどうかを評価する包括的な費用対効果の分析が行われた上で、導入さ

れるべきです。 

 

➢ 新しい規制がもたらしうる幅広い影響を考慮すること 

過度の規制はイノベーションを阻害し、産業のプレーヤーたちにコスト増をもた

らし、日本の経済成長を害します。さらに、知的財産権を弱体化させ、日本の市

場に投資し大きなプレゼンスを誇っている事業者にも影響を及ぼします。また、

重要なのは、過度の規制による負担はサイバーセキュリティーにおいても危機的

なリスクをもたらす可能性があるということです。モバイル・エコシステム、ウ

ェアラブル、音声アシスタントプラットフォームの市場のダイナミックで変化の



 
早い性質に鑑みると、これらを利用する企業や消費者にとって、新しい規制がも

たらしうる幅広い影響を考慮することがたいへん重要であります。例えば、日本

では 2020年に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関

する法律」の導入により、共同規制という規制手法が採用されました。より踏み

込んだ介入を提唱する前に、この「共同規制」の影響を十分に評価するための時

間を設けることが重要であると考えます。 

 

➢ 全てのステークホールダーの意見を聞くこと 

意図せざる悪影響を防ぐため、報告書に記載されているようなデジタル市場で事

業を行う企業、消費者、及びサイバーセキュリティ等の新しい規制が潜在的に影

響を及ぼしうる政策分野の技術的専門家を含む、幅広い利害関係者との密接かつ

継続的な協議を経て初めて介入を実施することを日本に対し要請します。 また

日本は、十分な情報に基づいた有意義な対話を可能にする、透明性を持った協議

プロセスを確保するべきであります。 

 

日本は、デジタル空間におけるイノベーションを支援してきた経済国としてその実力に

値する評価を得ています。全米商工会議所は活気あるデジタル市場が重要であると考

え、競争を促す措置を歓迎しますが、それは、当該措置が透明性をもって実施され、非

差別的で、プライバシーとデータを保護し、すべての利害関係者の意見を考慮するとい

うことが前提となります。報告書に記載の通り、「例えば、COVID-19 への対応として

の接触確認アプリの提供や災害時の連絡手段としての活用など、モバイル・エコシステ

ムは、公共的な課題解決にも大きな貢献を果たして」います。この貢献の大部分は、消

費者が魅力的で使いやすいと感じ、信頼性の高いサービスを提供するデジタル・プラッ

トフォームの努力によるものであります。日本政府には、こうした重要な貢献を損なっ

たり、覆したりすることのないデジタル政策を推進することを提言します。 

 

日米の経済パートナーシップそのものが、世界のデジタル経済の礎となっています。こ

のパートナーシップの強さは、最近バイデン大統領が日本を訪問し、岸田首相をはじめ

とする 11名の首脳とインド太平洋経済枠組みを正式に立ち上げた際にも強調されまし

た。両首脳は、複雑かつ常に変化する地政学的環境の中で経済安全保障を強化すること

を約束しました。 

 



 
さらに、日米両国は長年にわたり、二国間および多国間のフォーラムにおいて共通のデ

ジタル政策の優先事項を推し進めるために、そのパートナーシップを活用してきまし

た。日米デジタル貿易協定はその象徴であり、全米商工会議所は米国、日本、そして世

界のパートナーに対し、同協定で示されたモデルを基にした高水準の多国間デジタル貿

易協定に向けて協力するよう働きかけています。さらに、最近承認された経済安全保障

推進法案を通じて日本が自国の経済安全保障を強化しようとしている中、日本当局が、

重要な同盟国であり経済パートナーである米国やその経済界と密接に連携し、足並みを

揃えて共通の課題に取り組むことが、これまで以上に重要になってきていると確信して

います。 

 

最後に、全米商工会議所は、コメント提供のこのような機会をいただいたことに関し、

日本政府およびデジタル市場競争本部に対し感謝を申し上げます。米国の経済界は、日

米の商業関係に長年にわたり多大な貢献をしてきたことを誇りに思っており、これらの

重要なデジタル政策の課題について対話を続けていくことを期待しています。 

 

問い合わせ先 

Jordan Heiber 

Vice President, International Digital Economy Policy 

Center for Global Regulatory Cooperation 
U.S. Chamber of Commerce 
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Progressive Policy Institute  
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見（仮訳）  

注：意見の正文は英語版と理解いただけますと幸いです。和文（仮訳）については、翻訳の正

確性を確保するよう最大限努めておりますが、翻訳の正確性に懐疑等がございましたら、英語

版の意見をご参照いただきますようお願い申し上げます。 

別 添  



Progressive Policy Institute (PPI)は、この重要な競争評価に係る中間報告につい

てコメントできることを光栄に思っております。 ワシントン DC（米国）に拠

点を置く弊社は、南北アメリカ、アジア、ヨーロッパ、オーストラリアのグロ

ーバルおよび国内の政策課題にフォーカスを当てています。我々の専門的なバ

ックグランドとして、日本と世界の両方で、モバイルアプリの広範な経済的影

響についての深い知見を有しております。 2016 年 11 月に、「日本のアプリ経

済（Japan’s App Economy）」に関するレポートをリリースしました。[1] この

レポートでは、米国とヨーロッパ向けに開発された方法論を活用し、日本にお

けるモバイルアプリにより創出された雇用数を推定しました。また、5G ワイ

ヤレスなどの新技術による広範な経済的影響についても調査しました（言及さ

れている全てのレポートへのリンクは、当コメントの最後にございます）。[2] 
 
１．記載された内容に対する意見  
＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報

告」65 – 277 ページ＞ 
 
「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関し、3 点コメン

トをさせていただきます。 
 
コメント 1： 
競争評価に係る中間報告は、政策により引き起こされる影響に正しくフォーカ

スを当てています。モバイルエコシステムの健全性と競争力を考慮する場合、

重要な指標は、モバイルアプリによって創出された雇用数と、そのような雇用

を創出するアプリ提供者の活動を支援する質の高いモバイルプラットフォーム

である必要があります。より正確には、モバイルエコシステムの経済的影響は、

一つにはモバイルアプリを開発し、維持し、サポートする従業員の雇用を創出

する能力によって評価される必要があります。 
 
このような「アプリ経済」の雇用は、政府の統計機関によって追跡されている

ものではありません。2011 年と 2012 年に、弊社チーフエコノミストであるマ

イケル・マンデル博士は、求人情報の分析に基づいて、アプリ経済に関連する

雇用数を推定するための独自の方法論を開発しました（方法論の詳細な説明は、 
2017 年発行のレポート「US App Economy Update」より入手できます。）[3] 
 
我々の 2016 年発行のレポート「日本のアプリ経済（Japan’s App Economy）」
では、2016 年 4 月の時点で日本でのアプリ経済の雇用は 579,000人と推定され



ています。これは、英国やドイツでのほぼ同時期のアプリ経済における雇用よ

りもはるかに多い数値です。これらの国々は、今日でも日本のアプリ経済の雇

用には追いついていません（ヨーロッパのアプリ経済の雇用に関する 2022 年 5
月のレポートを参照ください）。[4] これは、日本のモバイルエコシステムの健

全性と競争力を評価する際の重要な事実です。 
 
ウェブ調査によると、アプリストア利用事業者の 77.0％から 84.6％が、デジタルプラッ

トフォーム運営事業者によって説明される不正決済の防止やエクスペリエンスの向上

などのメリットを享受していると回答しています。[5] さらに同調査は、アプリストア利用

事業者の 73.0％から 75.8％が、現在、対価に見合ったサービスを受けており、プラッ

トフォーム運営事業者からの説明に満足していると回答していることも示しています。 
このように、質の高いデジタルプラットフォーム運営事業者は、アプリストア利用事業

者が享受できるメリットを自主的に提供しており、その結果としてより多くの「アプリ経

済」の雇用が創出され、日本における「アプリ経済」のさらなる発展にもつながってい

ます。 従って、「アプリ経済」の雇用基盤として機能している現在の安全なモバイルエ

コシステムが、政府の過度な介入とモニタリングによって妨げられないよう、政策措置

については慎重なご検討をお願いしたいと思います。 
 
 
コメント 2： 
「中間評価」は、競争力を評価するためのイノベーションの重要性を強調して

います。 今後の重要なイノベーションは、特にビジネスを目的とした、新たな

5G ネットワークを利用する携帯電話とモバイルアプリの急速な発展であると

考えます。さらに、5G 関連のプラットフォームをサポートする堅牢なセキュ

リティシステムを含む、現在のモバイルエコシステムを妨げる政府の規制は、

5G 搭載の携帯電話と 5G モバイルアプリの開発および試験の巨額のプロセスを

遅らせる可能性があります。「Beyond5G」への移行プロセスも妨げられる可能

性があります。 
 
日本のモバイルネットワークプロバイダーは、日本の大半の地域に 5G ワイヤ

レスサービスを提供するための大規模な設備投資プログラムの真っ最中にいま

す。 ゴールは、経済全体の生産性の成長を後押しすることです。しかし、5G
ワイヤレスネットワークへの投資だけでは十分ではありません。同時に、消費

者は新しい高度な携帯電話を購入する必要があり、デジタル企業は 5G ネット

ワークを利用する新たなモバイルアプリの開発に投資する必要があります（こ

の 3 要素間の調整に係る問題の詳細については、2018 年 1 月発行のレポート



「日本の携帯電話市場における規制と「生産性革命」（Regulation and the 
‘Productivity Revolution’ in Japan’s Handset Market）」をご参照ください）。[6] 
 
これらの新しい 5G モバイルアプリの中で最も重要なものは、他の企業または顧客に

よる利用を目的とし企業によって生成されます。 たとえば、自動車メーカーは、自社モ

デルにおいて使用するアプリを生成し、車の異なる機能をリモートでコントロールしま

す。 メーカーは、5G 対応のモバイルアプリを使用して工場での運用を実行します。 モ
ノのインターネット（IoT）に関連する企業活動やサービスの提供に対する需要の高ま

りに伴い、IoT のためのオペレーティングシステム（OS）の重要性も高まっています。 
このような環境を考えると、ユーザーの携帯電話やデータを保護するとともに、IoT を

推進する企業のセキュリティを保護するための堅牢なセキュリティを確保することがま

すます重要になっています。  
 
現行の安定かつ安全なプラットフォーム以外の不安定なプラットフォームの出現は、

不正なアプリを拡散させるリスクを高め、5G モバイルアプリを開発する企業のビジネ

ス上の評判やブランドイメージを傷つける可能性があります。 これによって、企業や

顧客による 5G モバイルアプリの開発と使用が制限され、将来の 5G および

「Beyond5G」関連サービスの潜在的な発展をむしばむ可能性があります。 
 
さらに、新しいデジタルビジネスは、新しい 5G モバイルアプリとサービスを

提供するための人的および物理的なインフラを構築するために、大きなリスク

を冒し、多額の投資を行うことになります。これらデジタルビジネスが新しい

サービスを創造する際にこのような大きなリスクに直面し、限られた数の安定

した安全なアプリストアのため開発を行うことで他のリスクを最小限に抑える

ことを好むことは当然のことです。政府には、提案された規制が企業による革

新的な 5G モバイルアプリに与える影響とセキュリティ上の懸念を十分に検討

いただくことを期待いたします。 
 
 
コメント 3： 
競争評価に係る中間報告は、モバイルオペレーティングシステム（OS）を代

替のデフォルトとなるアプリストアへ開放するオプションについて説明してい

ます。バーチャルリアリティ/拡張現実アプリや産業用 IoT アプリ（「モノのイ

ンターネット」）を含む、5G 対応のモバイルアプリの波が来ることが予想され

る中、損害を与える可能性のあるアプリに対し消費者向け携帯電話へのより容

易なルートを提供するのは、時期として適切ではない可能性があります。 



 
問題は、アプリストア間の競争がセキュリティを向上させるという望ましい効

果をもたらすのか、それとも消費者がセキュリティ性の低いアプリストアをイ

ンストールすることを選択してしまう「底辺への競争」が発生してしまうのか

ということです。 経済理論においては、アプリのセキュリティを評価するのが

困難または費用を要する場合、「底辺への競争」シナリオが発生する可能性が

高くなると示唆しています。 特に今後数年間、5G 対応のモバイルアプリのセ

キュリティを評価することは困難であり、一定の複雑さを与え、物理的な世界

とやりとりする能力、および処理できる大量のデータも提供します。この点は

とくに強調しすぎることはありません。モバイル OS 提供者に対しモバイルセ

キュリティの研究および向上に投資するインセンティブを与えていることから、

来る 5G 対応アプリの波においてセキュリティは、現行のアレンジメントによ

ってより適切にサポートされると信じています。 
 
  



当回答において言及されているレポートは下記の通りです 
 

1. “Japan’s App Economy,” Progressive Policy Institute (November 2016) 
https://www.progressivepolicy.org/publication/japans-app-economy/ 

 
2. “The Third Wave: How 5G Will Drive Job Growth Over the Next Fifteen 

Years,” Progressive Policy Institute (September 2020) 
https://www.progressivepolicy.org/publication/the-third-wave-how-5g-will-
drive-job-growth-over-the-next-fifteen-years/  

 
3. “US App Economy Update,” Progressive Policy Institute (May 2017) 

https://www.progressivepolicy.org/wp-
content/uploads/2017/05/PPI USAppEconomy.pdf  

 
4. “Europe App Economy Update 2021” Progressive Policy Institute (May 

2022) 
https://www.progressivepolicy.org/blogs/europe-app-economy-update-
2021/  

 
5. 「デジタルプラットフォーム利用事業者向け アンケート調査結果」  

経済産業省（令和 4 年 3 月） 
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono info service/digital platform mo
nitoring/pdf/002 01 00.pdf 
 

6. “Regulation and the “Productivity Revolution” in Japan’s Handset Market” 
(January 2018) 
https://www.progressivepolicy.org/publication/regulation-productivity-
revolution-japans-handset-market/  

 
  



２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 
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デジタル市場競争会議の「モバイル・エコシステムに関する 競争評価  中間報告」に対する

Centre for Information Policy Leadership のコメント 
 

Centre for Information Policy Leadership (以下「CIPL」)1 は、デジタル市場競争会義（以下「本

会議」）の「モバイル・エコシステムに関する競争評価  中間報告」（以下「中間評価」）

に対してコメントを提出する機会を歓迎します。日本のデジタル経済において効果的なデー

タ保護を確保しつつ、デジタル市場における競争促進を本会議が目指していることについ

て、CIPL は支持します。  
 
CIPL は、これまで度々日本の個人情報保護委員会（「PPC」）と協働してまいりました。こ

れには、例えば、2019 年の G20 会議の PPC のサイドイベントにおいて、CIPL 及び他のステ

ークホルダーが、データ駆動型イノベーション、データ主体の権利、アカウンタビリティ、

人工知能など、データ保護の重要なテーマについて議論したことを含みます。また、CIPL
は、2017 年 5 月に東京でマルチステークホルダー・ワークショップを開催し、日本のデー

タプライバシー体制と、それが、越境データ移転、イノベーション、プライバシー保護をど

のように可能にするかについて議論しました。このワークショップには、PPC、経済産業省

及び総務省からの代表者と民間部門の代表者が参加しました。 
 
CIPL は、日本のデジタル市場当局に協力を行うとのコミットメントの下、以下の問題につい

てより徹底した議論を行うために、日本において同様のワークショップ/ラウンドテーブル

を開催し又は本会議との直接の会合を持つことができれば大変幸いです。 
 
欧州連合の Digital Markets Act2(DMA)及び Digital Services Act(DSA)並びに米国のオープン・アプ

リ・マーケッツ法（Open App Markets Act）案のアセスメントによって CIPL が精通している

モバイル・エコシステムのレイヤー構造につき、本会議が非常に慎重に検討していることを

CIPL は評価します。以下のコメントは、私どもが DMA 提案に関与する過程で CIPL 会員企業

及びその他のステークホルダーから収集した意見を含んでいます。 
 
なお、本意見は、本会議の中間評価における以下の 3 つのセクションに限定し、CIPL 会員企

業が提供した中間評価の英訳を理解した上でまとめたものです。 

 

● I.第 2.5 項  本競争評価における対応策のオプションの検討に当たっての考え方 

● II.第 1.第 1-1 項  OS・一部ブラウザ 

● II.第 1.第 1-2 項  アプリストア  

 

CIPL は、これらのテーマやその他の中間評価で提起されたテーマについて、上記で提案した

とおり、直接の会合やラウンドテーブルを含め、明確化し又は追加情報を提供する用意があ

ります。  
  

 
1 CIPL は、Hunton Andrews Kurth 法律事務所内のプライバシー及びデータ政策に関するグローバルシンクタンクで、本法律事務

所及び世界経済の主要セクターにおけるリーダーである 85 社を超えるメンバー企業から財政的支援を受けています。CIPL の
ミッションは、情報化時代である現代において、効果的なプライバシー保護及び個人情報の責任ある利活用双方の実現に向け

たソートリーダーシップ（thought leadership）の発揮とベストプラクティス開発です。CIPL の活動は、世界中のビジネスリー

ダー、プライバシー及びセキュリティ専門家、規制当局、政策立案者間での建設的な協働を促進します。詳細については、

CIPL ウェブサイト（http://www.informationpolicycentre.com/）をご覧ください。本コメントの内容は、個々の CIPL 会員企業又

は Hunton Andrews Kurth 法律事務所の見解を表すものとして解釈されるべきものではありません。 
2 本コメントにおけるDMAへの言及は、2022年5月3日発行版に基づきます。 
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CIPL 提言-1：競争に悪影響を及ぼす可能性のある行動を規制する場合、当該規制が、正当な

セキュリティやプライバシーに関する懸念に対処するために設計されたもの等他の法的枠

組みと一貫性を保つように注意すること。

CIPL は、デジタル経済では、競争、イノベーション、公共の安全及び利益、消費者及びデー

タ保護など、データに関連する全ての利益を考慮した規制的アプローチが必要であると指摘

しています。競争法とデータ保護法の関係はまだ発展途上であり、この 2 つの規制分野は

異なる権利及び利益の保護を意図していることを認識し、両者の水平的相互作用及び重なり

合う分野をケースバイケースで論点毎に検討し、両者のバランスを確保することが重要で

す。言い換えれば、一方の規制分野が他方より体系的に優先されるべきであるとか、競争リ

スク分析がデータ保護リスク分析より優先されるべき（またはその逆）であるという事前判

断や仮定を避けることが重要です。

効果的なデータ保護は、デジタル経済における効果的な競争及び経済成長を妨げる根拠とし

て使われるべきではありませんが、消費者の法的権利も、市場競争の改善を優先して妥協し

たり低下させたりするべきものではありません。また、競争の問題のみに対処するよう設計

された特定の解決策へと急いで突き進むのではなく、データに関連する全ての権利を検討す

るバランスのとれた慎重なアプローチを推奨します。例えば、特定の情報にアクセスする権

利（これは透明性及びイノベーションを促進すると言われています）は、意図せずして内在

する営業秘密や専有のアルゴリズムを公開してしまうリスク及びデータ保護の権利やセキュ

リティの義務を犠牲にするリスクとのバランスをとる必要があります。バランスのとれた規

制体制にするためには、関連法に規定される全ての関連する権利及び義務を考慮する必要が

あります。

さらに、本会議は、モバイル・エコシステムのリーディング・アクター3の観点（又は潜在

的な影響）のみからではなく、幅広いレンズで規制問題をとらえるべきです。いかなる規制

措置も、個人ユーザー/消費者、データ受領者及びその他のビジネスパートナーを含む、デ

ータサプライチェーンとエコシステムのすべての関係者に影響を与えることになります。こ

のアプローチには、規模の大小にかかわらず、共有する側と受領する側の双方の組織への配

慮とこれらとの協議が必要となります。特に、特定の行為の利益と競争への影響をどのよう

に比較検討するか、また、それがどのように解決策の設計に反映されるかに、本会議は細心

の注意を払う必要があります。

3 本コメントにおいて、「モバイル・エコシステム・リーディング・アクター」は、欧州連合の Digital Markets Act における

「ゲートキーパー」と同様の概念を指しています。一方、「モバイル・エコシステム・アクター」という概念は、ゲートキー

パーとして機能する組織やその他のビジネスユーザーを含む、デジタル経済におけるすべての市場プレーヤーを指します。

I.第 2.5 項  本競争評価における対応策のオプションの検討に当たっての考え方

抜粋「モバイルエコシステムにおけるあるべき姿（競争環境）の実現に向け、複数のレイ

ヤーで影響力を行使し得るプラットフォーム事業者による一定の行為に対し、現行の法的

枠組みの制約にとらわれず、実効的に対応することができる方策を検討することとしてい

る。」「この際には、事前規制の一つの形であるデジタルプラットフォーム取引透明化法

における情報開示や手続の公正性の確保、モニタリングといった仕組みの活用可能性も含

め、検討を行うこととする。」
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CIPL 提言-2：モバイル・エコシステムの競争環境を促進するために設計された新しいフレー

ムワークを導入する一方、政府の介入から生じる課題も認識すること。 
 
現行の競争法は、デジタル市場における新たな競争問題の全てに対処するには不十分である

ことを認識し、CIPL は将来を見据えた改革を支持します。そのような改革は、全ての関係者

に対して施行及び執行に関する確実性を提供するために新しい規制の期待を明確に示し、か

つ、時間の経過に伴う技術や企業行動の変化を予測して十分柔軟であるべきです。  
 
その間、CIPL は、本会議が以下の原則を考慮するよう推奨します。 
 

● データの範囲 特にデータ開示要求に関しては、要求される開示は、競争を可能に

するために不可欠なデータに限定されるべきである（もちろん、他の法律に従って

開示可能なデータもある）。競争上の価値がほとんどないデータや、商業上機微な

取引情報又は専有のアルゴリズムを含むデータは、情報開示義務の範囲に含むべき

ではない。 

● データ保護規則及び原則 競争の枠組みは、個人情報の保護に関する法律 (APPI)に基

づく既存のデータ保護規則及び原則と連携し、これを補完するものでなければなら

ない。モバイル・エコシステムのリーディング・アクターは、新しい競争フレーム

ワークの下で義務を果たしながら、APPI を遵守できるようにすべきである。さら

に、規制の重複や依存関係のある分野に対処するために、競争規制当局とデータ保

護規制当局間での規制に関する協力の要件を組み込むべきである。競争法とデータ

保護の規制当局は、法的確実性を有し、シームレスな権利保護が可能であり、ビジ

ネスとイノベーションを支援する効果的なデジタル規制の枠組みを策定し維持する

ために、協力し、知識を共有する必要がある。 

● リスク評価と責任分担 当該アプローチは、モバイル・エコシステムの各プレーヤ

ーのリスク要因と予防手段を考慮すべきであり、規制対象組織のコンプライアンス

に対するリスクベースのアプローチを可能にする必要がある。例えば、規制対象組

織は、新たな競争要件に従ってデータへのアクセスを提供することによるリスクと

悪影響を事前に評価できるべきであり、データ受領者は、関連するリスク軽減措置

を実施することが求められるべきである。データに対するコントロールに基づく責

任の分配については、慎重な考慮が必要である。規制対象組織は、開示後のデータ

受領者の行為に対して責任を負うべきではなく、その後のデータ誤用に対する責任

はデータ受領者のみが負うべきである。また、転送中のデータに対する責任も慎重

に検討し、配分しなければならない。新しい目的は規制対象組織にとって予見でき

ず、よって、同意ではカバーできないので、転送された（個人）データの目的制限

を考慮する必要がある。 

● 規制のインセンティブ 規制対象組織が新たな要求事項へのコンプライアンスを向

上させ、基本的なコンプライアンスを超えて新体制を誠実に支持することを奨励す

るために、規制当局は、新たな規制枠組みの目的を達成する組織に対して褒賞やイ

ンセンティブを提供したり、承認や認定を可能にすることを検討してもよいかもし

れない。このような「グッドアクター」の認定は、独立した機関による認証を通じ

て達成することができる。また、このような認定は、組織が新しい要件に推定的に

適合していることを証明するためのメカニズムにもなる。もちろん、このような認

定は、（日本が参加している）APEC 越境プライバシー（CBPR）体制やその他相互の
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十分性に基づく認定等他の認定手段から独立しており、これを損なうものではな

い。 

● 市場参加者にとっての確実性 枠組みは、競争上の解決策によって規制されていな

い他の市場参加者が、データ保護法や他の法律に従って商業活動を行う上で支障が

ないような確実性を提供しなければならない。   

 
CIPL 提言 - 3: 新しい枠組みの導入前後に、（国内及びグローバルの）規制当局と規制対象事

業者間の建設的な関与を促進すること。競争に重大な損害を与える場合における規制対象

事業者に対する暫定的な懲罰的措置の実施だけでなく、規制対象事業者又はその他の市場

参加者に対する法的義務から生じるあらゆる重大な損害に対処することを可能にする執行

上の救済措置を認めること。  
 
日本及び世界の市場参加者と各セクターの規制当局が継続的に規制に関する対話をすること

は、誇張してもし過ぎることがないほど重要です。マルチステークホルダーの関与は、規制

の一貫性を確保し、法域を横断してベストプラクティスを構築するために不可欠です。CIPL
は、EDPS のデジタルクリアリングハウスや英国のデジタル規制協力フォーラムのようなイ

ニシアティブが、デジタルサービス特有の課題に対処するための効果的かつ行動主導型の規

制協力イニシアティブへの重要なステップとして、更に進化することを支持します。このよ

うなイニシアティブは、透明性が高く、協議型で、全参加者の高いレベルでの参加が得られ

る場合に最も効果的です。     
 
CIPL は、他のモバイル・エコシステム参加者への深刻かつ差し迫った損害を回避するため

に、適切な場合には、リーディング・アクターに対して暫定的な懲罰措置を策定しようとす

る本会議の努力は正当なものであると認識しています。法的確実性を確保し、全当事者の事

業継続を支援するためには、事前に開示された基準に基づく透明性のある方法により、規制

対象組織と他の市場参加者の双方が当該措置について事前に協議し、かつ、措置が意図した

結果を確実にもたらすよう定期的に見直すことが必要です。  
 
また、例えば、規制対象組織や第三者（特に中小企業や消費者を含む他の市場参加者）の経

済的存続を脅かすような場合、特定の義務の全部又は一部の停止又は変更の可能性を認める

よう、CIPL は本会議に推奨します。このような停止や変更は、関連した競合する利益及び権

利（他の規制分野に基づく場合もある）と新しいアプローチの目的との間における公正なバ

ランスを確保するために、本会議が定める条件及び義務に従って実施することもできます。  

II.第 1.第 1-1 項  OS・一部ブラウザ 

抜粋「ブラウザを提供する事業者による一方的なルール設定・変更が行われるおそれへの

対応として、・・・以下のとおり・・・対応パッケージを整備することが考えられるので

はないか。」「a. ルール変更に対応する十分な時間を確保した上での事前告知の実施、b.
ルール変更に関する適切な情報開示、c. デベロッパからの問い合わせに関する手続・体制

の整備、d. 運営状況の政府への報告と、政府によるモニタリング・レビューの実施、e. 
（ルール策定・変更による影響を受ける事業者に、深刻かつ差し迫った損害を与えるおそ

れがある場合）規制当局が介する必要な協働プロセス（協議）や差し止め等」 
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CIPL 提言- 4: 個人の選択の最適化と市場アクセスの改善は重要な政策目標だが、解決策の設

計はプライバシー及びセキュリティに関する法律と整合的であること。 
 
CIPL は、デジタル市場におけるオープンな競争による消費者利益と、規制対象組織や他の市

場参加者に予測可能で公正な取引環境を提供する必要性のバランスをとるという競争当局の

役割を認識しています。解決策を設計する場合、競争当局は、サイドローディングに関する

決定を行う際の実務的な影響を含むあらゆる側面を慎重に検討すべきです。これは、当該慣

行に関わる競合する正当な権利の徹底的な分析を開始することから始めるべきであり、ま

た、学際的な専門家を含めて行うべきです。責任あるアプリ開発者が顧客に到達するための

手段を正当に改善することも可能ですが、設計プロセスの一環として様々な問題を考慮する

必要があります。 
 
例えば、競争当局は、（例えば、米国で提案されているオープン・アプリ・マーケッツ法の

ように）ユーザーのプライバシー、セキュリティ、詐欺防止又はデジタルセーフティなどの

対抗的利益に服することを条件としてサイドローディングの解決策を行うべきかを検討する

べきです。また、アプリストアのオーナーとアプリ開発者の双方に必要な法的確実性を提供

する方法でプライバシー及びセキュリティを含む競合する正当な権利の両立やコスト/便益

の評価を運用していく方法について、検討する必要があります。同様に、アプリストアのオ

ーナー、デバイスメーカー、ユーザーが、例えば合意されたセキュリティプロトコルを介し

て、悪意あるアプリ（国家主導のサイバー攻撃やなりすまし詐欺など）からユーザーを保護

する方法についても検討する必要があります。 
 
競争当局は、データプライバシー又はセキュリティの侵害が発生した場合、他のどのような

法律（例：コンテンツモデレーション法）が関係する可能性があるか、また、サイドローデ

ィングによる侵害の場合にアプリストア及びデバイスメーカーが当該法律に基づく責任を負

う可能性を検討するため他の主務官庁とどのように連携するかも検討する必要があります。 
最後に、サイドローディングがデジタルエコシステム全体及び消費者に及ぼす潜在的な長期

的影響についても、正と負の両面から検討する必要があります。  
 
 

II.第 1.第 1-2 項 アプリストア  

抜粋-1：「一定規模以上の OS を提供する事業者がアプリストアを提供する場合、ユーザー

が①サードパーティのアプリストアをインストールでき、それをデフォルトとして選択で

きるようにする、②ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにする、③プ

リインストールされているアプリストアを非表示又はアンインストールできるようにす

る、義務を課す規律を導入することが考えられるのではないか。」 

抜粋-2：「サイドローディングによるアプリの配信を事実上制限するような警告表示、複

雑な手順等の行為一般を禁止する必要があるのではないか。また、エンドユーザーの判断

力を低下させたり、誤認されるような表記やデザインなど多様な行為によって、サイドロ

ーディングが事実上制限されることもあることから、サイドローディングに関してユーザ

ーにとって不利な決定に誘導するような行為も禁止する必要があるのではないか。」 



デベロッパーズ・アライアンス

提出者：CEO Bruce Gustafson

2022年6月6日

「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」及び「ボイスアシ
スタント及びウェアラブルに関する競争評価中間報告」についてのコメン

ト

はじめに

デベロッパーズ・アライアンスは、２０２２年４月の新たな顧客接点（ボイスアシスタント及び

ウェアラブル）に関する競争評価中間報告及びモバイル・エコシステムに関する競争評価中間

報告についてデジタル市場競争本部と見解を共有する機会を頂き幸甚に存じます。我々は、

モバイル・アプリ・エコシステムに関する我々の知識、経験及び技術的理解がデジタル市場競

争本部の現在の取り組みにおいて有益な背景的情報となることを願っております。

２０１２年に設立されたデベロッパーズ・アライアンス（以下「アライアンス」といいます）は、

起業家、イノベーター及びクリエイターとしてのソフトウェアデベロッパーを支援する、米国とＥＵ

で設立された非営利業界団体です。アライアンスは、（i）協力、ネットワーキング及び教育を通

じてイノベーションと成長を促進し、（ii）デベロッパーがその専門分野において前進するための

リソース及び支援を提供し、（iii）データのプライバシー、セキュリティ、知的財産、競争及びイノ

ベーションの分野を含む、デベロッパーの利益を高めるポリシーを支持することによってデベ

ロッパー及びアプリ・エコシステムを支援しています。過去１０年間、我々は、国際的なソフトウェ

アデベロッパーのメンバーに代わって多数の書面を提出し、米国最高裁判所と欧州一般裁判

所に対して準備書面の提出と介入を行い、米国議会とＥＵの諸機関で証言し、米国、ＥＵ、英

国及び世界中において、公選された公職者や政策立案者と１対１で会いました。我々は、以

前、オーストラリアの競争・消費者委員会、英国の競争・市場庁、欧州委員会や複数の米国機

関などにおける複数の手続において文書提出を行い、世界中のイベントに学者や他の専門家
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と一緒に参加しました。我々は、業務に当たって７万人のグローバルデベロッパーのメンバーと

のやり取りから情報を入手しています。

概要

デベロッパーは実務的な問題解決者です。デベロッパーは外部性に影響を与えようとす

ることはほとんどなく、むしろ創造的かつときに予想外の方法で外部性に適応しようとします。解

決困難な問題を完全に回避するような見事な解決策ほどデベロッパーを喜ばせるものはありま

せん。デベロッパーは、証拠に基づいて行動し、メリット主導であり、率直さと有能さを評価する

傾向があります。

デジタル・エコシステムの出現は、業界としてのサードパーティによる開発の爆発的な成

長と同時に起こりました。エコシステムがなければ、デベロッパーははるかに少なく、イノベー

ションははるかに少なく、インターネットを支配する企業ははるかに巨大になっているでしょう。

デベロッパーは、民主化を進めるデジタルワークフォースです。規制に対する我々の最大の懸

念は、配慮の足りない規制を免れるためにエコシステムがクローズドなシステムを採用すること

を意図せずして動機づけるような状況が生まれることです。

デベロッパーの一般的なアプローチを考慮すると、デベロッパーはポリシーを推進するの

ではなく、ポリシーに反応する傾向があります。ただし、それはデベロッパーが強い意見を有し

ていないということを意味しません。以下で述べる我々の目的は、我々が国際的にフォローして

いる多くの規制及びポリシー提案に対する我々が高く評価するデベロッパーの意見を中間報

告のアプローチに沿って反映させることです。あまりに多くの法域が、同じ一連の課題に取り組

むに当たって白紙の状態から始めています。我々は、まず一般論からはじめ、続いて特定の原

理とアプローチに目を向け、その後、より良い規制案に見られる共通のテーマに関する我々の

考えを述べたいと思います。

推論に対する批判的考察

我々は、規制当局や学者との議論において、様々な利害関係者がデジタル・エコシステ

ム、特にモバイル・エコシステムをどのように見ているかを形作る、いくつかの推論を特定しまし

た。我々は、これらの推論を、デベロッパーコミュニティが、その競争の場であるエコシステムに

どのように参加し、これをどのように理解しているかに照らして検証を行いました。そして、これら

の推論の多くは疑問に値することが分かりました。

競争は競争者の数によって測定されるものではありません
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競争法は競争者ではなく市場を保護するものです。例えば、複数の競争者をサポートす

るだけの規模がない小さな市場においては、２社目の競争者が参入すると２社ともが失敗する

可能性があります。ネットワーク効果やティッピングが見られるデジタル・エコシステムにおいて

は、市場規模が一見して非常に大きく見えるものの、効率的な競争者の数は１社又は２社にす

ぎないこともあります。競争の活発な多面市場は、消費者厚生水準、イノベーションレベルとエ

コシステム全体のダイナミズムによってより良く測定することができます。アプリデベロッパーに

とって、エコシステムが１つか２つ以上になると、実際にはコストと複雑さが引き上げられ、収益

性が引き下げられる可能性があります。

競争法は有益かつ強力なツールです

デジタル市場における反競争的な活動については、しばしば、（競争法の原理がよく理解

されている）非デジタル市場にもそれと同じ類型の行為が存在します。反競争的な活動は、市

場や市場参加者への影響によって測定されるものであり、表面的には反競争的に見える活動

の中には、大きな競争促進効果を有するものもあります。デジタル市場における業界の経験は

依然進化の途上ですが、我々は、不当な行為を特定して是正するためには現行法でほぼ十

分であると考えています。デベロッパーは、不当な扱いを受けたと思われる場合には進んで裁

判に訴える姿勢を示しており、裁判所は現行法による救済を提供することができています。

事前規制はおそらく良い選択肢ではありません

２つの異なる市場における同一の行動は、全く異なる競争効果をもたらす可能性がありま

す。特にデジタル・エコシステムにおいては、全ての参加者の利益のためにエコシステムを管

理することを目的とした行動は、一部の競争者に偏って負担を与える可能性があります。少数

の者が多数の利益のために影響を受けることになります。エコシステムと規制が外部からの力

に対応して適応し、進化することができる場合、競争はよりうまく機能します。デベロッパーは、

規制が変化やイノベーションをあらかじめ予想して市場ほど速く反応したり、デジタル・エコシス

テムに含まれる微妙なニュアンスや技術的な専門知識のレベルに対処したりすることは決して

できないという普遍的な確信を持っています。本件のように急速に変化しているシステムに対し

ては、ケースバイケースで問題を検討するようなルールが最適です。

消費者厚生は依然として正しい指標です

日本やその他の法域において、デジタル・エコシステムの出現が消費者や市場参加者に

大きなメリットをもたらしたことについて、異論はありません。中間報告に記載されているとおり、
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これらのメリットにより、様々な価格帯の、様々なアプリや機能を備えたモバイルデバイスがほぼ

あらゆるところで用いられ、新しいものが日々登場しています。単純に観察すると、モバイル・エ

コシステムは競争法が消費者厚生を測定するときに念頭においている、まさにそのものです：

価格は低く、選択肢は広く、メリットは明確で、普遍的に評価されています。より規制されたモデ

ルの下で消費者がどのようにしてこれ以上の利益を得られるかは不明です。デベロッパーは、

競争者の数を数えるのではなく、極めて競争の激しい消費者市場における消費者の取り込み

と収益性によって製品の成功を測ります。

弊害の可能性は事実上の弊害ではありません

競争的な活動の多くは、競争促進効果と反競争的効果の両方を有する可能性がありま

す。デジタル市場において本質的に反競争的であるとしてレッテルを貼られた特徴の多くは、

他の文脈においては競争促進的であると認められています。これは、デジタル・エコシステムに

おける変化の容易さと速さが、プラットフォームが考え抜かれていない反競争的な変化を起こ

すのではないかという懸念を引き起こしているからかもしれません。我々は、不当な反競争的行

為に対しては明確な処遇を与えつつ、実験のための幅広い柔軟性を有する提案を支持しま

す。デベロッパーは、必要に応じて、市場を通じてエコシステム所有者の行動に直接影響を与

えることができることで満足しており、一般的に事前規制は少ない方が望ましいと考えていま

す。

大規模かつ高収益であることは、反競争的であることを推定させません

デジタル・エコシステムは、規模を拡大できるという点で他に類を見ないものであり、１０億

人の消費者に小さなメリットや小さな効率性を提供することにより、高いリターンを得ることができ

ます。同時に、破壊的な革新に対する障壁は小さく、イノベーションを行う企業は、総体として

エコシステムを有益なものとしている多くの市場のいずれをも対象にすることができます。デジタ

ル市場のライフサイクルはコモディティ化ではなく、破壊的な陳腐化によって特徴づけられま

す。デベロッパーは、短期間の機会を利用してビジネスを迅速に拡大することに成功した同業

他社を称賛し、同じことを行おうと努めています。

自社優遇は事実上反競争的ではありません

自社優遇は、市場の効率性と消費者厚生を向上させ得る行動の具体的な例であります

が、一部の法域においては事実上反競争的であると誤解されています。この行動は既に多くの

非デジタルの文脈において分析されているため、推測は必要ありません。デベロッパーは、エ
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コシステム所有者が提供する世話人としての役割を評価し、多くの場合、これは優遇措置に

よって可能になっていることを認識しています。我々は、エコシステムの健全性を改善する行動

は一般的に消費者厚生を向上させ、少なくとも部分的には競争促進的であると考えます。我々

は、実際の事実に基づいた文脈を踏まえて自社優遇を検討する提案を奨励します。

エコシステムの世話人は高い基準を満たす必要はありません

エコシステムの世話人の役割には、完全な中立性、エコシステムへの参加の禁止や被信

託者の基準は要求されません。実際、世話人の役割の多くは参加者として行われることが最善

であり、世話人がエコシステムの中で活動し、自らのポリシーの影響を感じるときに、効率性をも

たらし、また、自然と消費者へ有益な結果をもたらす可能性があります。デベロッパーは、全て

の参加者に公平性と透明性の基準を保つことを求めていますが、同時に彼らが優位性を得る

ために競争することを期待しています。プラットフォーム所有者はより高い水準で透明性の責任

を負うかもしれませんが、デベロッパーは、自らがサポートする市場にプラットフォーム所有者が

平等な条件で参加する能力を制限する理由はありません。

消費者の利益を意図した提案に対するデベロッパーの意見

我々は、以下の意見において、我々が世界各地で実際に接した多くの提案を整理しよう

と試みています。この全てが中間報告に関連するものではありませんが、全て中間報告が参照

する各地域における提案の一つ以上に反映されているものです。

エコシステムの選択及びスイッチング

多くの法域で、消費者がエコシステム間でスイッチングを行いやすくするため、又はスイッ

チングを行う上で認識された障壁を下げるための措置が提案されています。これらの提案の根

拠は、「消費者のロックイン」が反競争的行為であるか、又は障壁を取り除くことによって既存の

プラットフォーム事業者に対する顧客獲得のための競争への市場プレッシャーが増大し、プ

ラットフォーム事業への新規参入が促進されるためであるとされています。

我々の内部調査によれば、デベロッパーの約９０％は複数のプラットフォームのために製

品を開発していることが分かりました。実際に、我々のコミュニティーのメンバーの多くは、同じ

アプリ又はサービスについて各エコシステムに対応する異なるバージョンを開発しており、その

バリエーションを当該プラットフォーム特有の機能及び大手のプラットフォームが惹き付ける独

自のオーディエンスに応じたものとしています。我々の消費者に関する調査から、消費者は、

主要なエコシステムが差別化されていると考えており、意識的に好みのエコシステムを選択して
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いることがうかがえました。我々は、学術的な議論は理解していますが、消費者向けの製品を

開発する企業は、一般に、製品開発と市場開拓全般において「粘着性」（stickiness）に力を入

れており、しばしばインターフェースをユニークなものとしたり、自社の付随製品やサービスをサ

ポートする機能を追加したりしています。

我々は、デジタル市場がこれらの従来のマーケティング・テクニックを進んで採用してきた

ことが何ら反競争的であるとは考えていません。消費者は、常に新たなアプリとプラットフォーム

を歓迎しており、我々は特にデジタル市場固有の問題があるとは認識していません。一般的

に、消費者がサービスに不満を抱いているにもかかわらず、明らかに優れているサービスに移

行したくても高い障壁があるために移行できない場合に、ロックインは問題となります。端的に

言えば、モバイル・エコシステムに対する調査は、このレベルの不満があることを示していませ

ん。我々は、消費者に内在的な変化に対する要望が存在しないにもかかわらず消費者の行動

を変えようとする政策は、成功する見込みは低く、弊害になり得ると考えます。

広告に対する制限

従来のメディア及びエンターテインメント製品は、収入を得るためのメカニズムとして常に

広告を利用してきました。消費者は、コストもかからない上に広告も表示されないコンテンツが

あればそちらをより好むかもしれないものの、長年にわたり、製品及びサービスを無料で利用で

きることと引き換えにマーケッターに注意を向ける意思があることを示してきました。これは昔も

今も（テレビ、ラジオ及び紙面の上で）変わりありません（消費者が一般的に広告を好まないとし

てもです）。

広告主には、興味深くて説得力のある広告を制作することの自然なインセンティブがあり

ます。広告を制作して流すことにはお金がかかり、その目的は、消費者を惹き付けて購買意欲

を刺激することにあります。この点において、パーソナライズされた広告は、より効果的であるこ

とが証明され、広告のターゲティングは、興味のない消費者に広告が表示される非効率な状況

を低減します。パーソナライズされた広告は、広告主にとってはより安価でより効率的な手段で

あり、適切に実施されれば、消費者にとってもより有益でありより煩わしくないものとなります。

デベロッパーは、製品の導入初期に収入を得るために、パーソナライズされた広告を利

用することがよくあります。実のところ、アプリが、消費者に実際に受け入れられるまでは、これ

以外の方法でマネタイズしたり資金を得たりすることは困難なことがあります。コンテンツ連動型

広告又はマスマーケティングは有効な代替手段ですが、広告主とデベロッパーにとっては収益

性が低く、消費者にとってもより煩わしいと思われます。従って、広告は、イノベーションを実現

し、中小のデベロッパーが事業資金を稼得する鍵となる手段です。我々は、広告と広告のアトリ
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ビューションの透明化を奨励する提案を支持しますが、同時に広告で支援されるアプリとサー

ビスも許容する政策を推奨します。

データの取得制限

広告を制限する政策は、しばしば、消費者のプライバシー保護手段であるとして正当化さ

れています。我々は、消費者の信頼を高めるデベロッパーによるデータの取扱い実務を強く支

持しており、データの取得と活用の透明化を全面的に支持します。消費者は、データがどのよ

うに扱われているのか十分に知らされていると思える必要があります。我々はまた、透明性と十

分な情報提供の上で行われる選択を基盤とした自由市場が、この分野において消費者に寄り

添ったプラクティスを後押しするための最善のメカニズムであるとも考えます。

デベロッパーは、消費者の保護と消費者の利益のバランスを図る重要性や、悪意のある

者に消費者の信用を悪用するインセンティブがあることを認識しています。デベロッパーは、多

くの価値のあるサービスはデータに依拠しており、責任あるデータの取得と活用には多くの利

点があることを理解しています。我々は、消費者の支持の下で行われるデータの取得及び活用

を制限することなしに、透明性を高め、市場がより良いプラクティスを導入する方向に仕向けて

いく力を消費者に与える、プライバシーの「栄養表示」ラベルなどの市場のイニシアチブに力づ

けられています。

デベロッパーの利益を意図した提案に対するデベロッパーの意見

幾つかの法域では、デベロッパーが競争において保護を求め、保護を必要としていると

誤って認識されています。我々がデベロッパーと接する中ではこのような要望があるという印象

は全く受けませんが、この認識を積極的に喧伝する声の大きい集団がいるということは知って

います。既に確立されたデベロッパーやエコシステムによるコントロールが弱いことに依拠する

ビジネスモデルを採用しているデベロッパーが、全てのデベロッパーを代弁するかのように示

唆しながら彼らの動機を積極的に宣伝していますが、そのような事実はありません。

デベロッパーは洗練された事業者であり、エコシステムの成功がどのようにしてすべての

参加者に資するのかを理解しています。特に、これらのデベロッパーは、プラットフォーム事業

者によるコントロールがどのようにして中小デベロッパーのイノベーションと市場への参入を後

押ししているかを理解しています。我々は、いくつかの広範囲にわたるデベロッパー群をサンプ

ルとして調査しましたが、これらのデベロッパーは、エコシステムに改善の余地はあると考えるも

のの、規制の介入には前向きでないことが分かりました。
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手数料

エコシステムをサポート及び運営するためには多額の資金が必要であり、商業的なインセ

ンティブが低い場合には失敗に終わってきたということが過去の実例としてあります。我々の調

査では、一貫して、デベロッパーのコミュニティーはエコシステムをサポートするための手数料

及び料金の徴収に賛同していることが明らかにされています（コストの最適な分担については

意見が分かれるとしても）。絶対的に言えば、アプリストアの手数料は、従来からの商品に対す

る小売店やスーパーマーケットのマージンよりも安いことを我々は指摘します。従って、手数料

がサポートしているツール、トレーニング及びリソースを考えた場合、手数料が競争阻害的又は

不合理であることが明らかであるとは言えません。

米国における最近の事案からは、手数料及びその他の料金の適用態様が、裁判所とコ

ミュニティーからの圧力に大きく左右されることが分かります。デベロッパーのコミュニティーが

端緒となって提起された競争法訴訟により、小規模なデベロッパーに対する自発的な手数料

引き下げが実現した一方、より高い収益性を備えた大手の商業デベロッパーに対しては結果

は分かれることとなりました。いずれの場合も、現行の法律で、従来の裁判制度を通じて競争を

促進する結果をもたらすことができることが証明されました。

デベロッパーは、手数料の透明化を奨励しつつも、健全なエコシスエム全体をサポートす

る手数料体系を維持する余地を残した提案を支持します。中小のデベロッパーにとってあまり

にも重要なアプリストア・サービスを維持する資金を確保する手段がなければこれらの重要な

サービスが消失しかねないと我々のコミュニティーは懸念しています。そうなれば、大手の高収

益を上げている確立されたデベロッパーに比べ、スタートアップ及びスケールアップ企業がはる

かに深刻な影響を受けることになります（このことが、この分野において意見が分かれていること

の説明となるかもしれません）。

アプリストアの追加

多くの法域において、現行制度の不備への対策としてではなく、競争をさらに促進するた

めの手段としてアプリストアの追加が支持されています。これらの提案の費用対効果について、

デベロッパーからは賛否両論の意見があります。

デベロッパーは実利を重んじる事業家であり、アプリを特定のアプリストアに置くかどうか

の判断は費用対効果の計算として行われます。アプリストアでソフトウェアを制作し、環境に適

応させ、サポートするにはリソースが必要であり、取り扱いアプリストアが増えるごとにコストが増

加します。市場アクセス及び収益の増加によって追加コストが正当化される場合、判断は容易
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です。しかし、コストが利益を上回る場合、追加チャネルをサポートするインセンティブはありま

せん。一般に、我々の調査によると、ほとんどのデベロッパー企業は１つないし３つのアプリスト

アをサポートしていることが示されており、同じエコシステムを対象とするアプリストアを複数利用

することはコストを押し上げこそすれ、ターゲットとなる新しい消費者をほとんど増やさないと認

識されています。さらに、デベロッパーは、アプリストアの差別化は競争を促進し、デベロッパー

にとって有益となる形で消費者市場をセグメント化すると認識しています。

アプリストアのビジネスモデルをコモディティ化する提案や、収益増加につながらないチャ

ネルを通したマーケティングを強制する提案は支持しない、というのがデベロッパーの総意で

す。また、デベロッパーは、様々なエコシステムの管理においてアプリストアが重要な役割を果

たしており、そこで適用されるポリシーや手続がエコシステム全体の健全性にとって重要である

ことを認識しています。透明性のあるアプリストアポリシーを推進し、不当な反競争的行動を抑

止する提案は一般的に歓迎しますが、我々は、その費用対効果についてバランスのとれた見

解を得るために、幅広い利害関係者の関与を求めます。特に、幅広い利害関係者の参加を得

ての業界行動規範の策定を支持します。

代替的な決済システム

一部の法域では、決済システムと手数料が関連しているという誤った印象が抱かれていま

すが、これは誤りです。デベロッパーは一般に、エコシステムの所有者によりアプリストア全体で

決済サービスの交渉、選択、及び管理が集約されることの利点を評価しています。小規模なデ

ベロッパーは、税金やコンプライアンスの問題を外部に代行してもらうことの利点を認識してい

ます。デベロッパーは、アプリストアが不正行為や消費者向け返金システムを管理してくれるこ

とに価値を見出します。もっとも、プラットフォーム上とプラットフォーム外の決済システムをどち

らも利用できる柔軟性を重視するデベロッパーもいます。

デベロッパーは、決済システムをオープンにして、アプリストアのデフォルトサービスを使

用するか、各自で管理するかのいずれかを選択できるようにするという意見を支持しています

が、アプリストアが提供するサービス以外の選択肢を実際に選択する者がどれだけいるかは不

明です。デベロッパーは、アプリストアのサービスを選択肢から外すような提案や、決済システ

ム手数料と取引の対価の直接的な関連性を取り除くような提案は支持しません。

アプリストアの承認

アプリストアの承認ポリシーは、間違いなく、エコシステムにおけるアプリの品質を確保す

るための最も直接的な手法です。デベロッパーはその必要性と、この分野でのエコシステム所
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有者の難しい役割を認識しています。ポリシーが曖昧であったり、恣意的であったり、不規則に

変更される場合、又はデベロッパーからの質問やフィードバックにアプリストアが応じない場合、

このプロセスは大きな負担となり得ます。

アプリの承認プロセスには、２つの極端なアプローチがあることが知られています。すなわ

ち、ある法域では公共政策規制のツールとしてそれを利用しようとしている一方で、他の法域で

はエコシステムの中立性の名の下にその役割を完全に排除しようとしています。どちらのモデ

ルも、エコシステムの存続においてこのプロセスが果たす重要な役割に向き合っていません。

デベロッパーは、公正かつ平等に適用される、透明で合理的かつ安定したアプリ承認ポ

リシーを促進し、堅固な不服申し立てプロセスを備えたポリシーを支持します。デベロッパー

は、利害関係者の意見を歓迎しますが、一般的に政府の介入には懐疑的で、政治化のリスク

を警戒しています。承認プロセスは強力なツールであり、政策立案者の思いつきではなく、エコ

システムの参加者に対して敏感に反応することが必要です。

アプリストアのランキング

消費者が新しいアプリやゲームを検索して発見できることは、確立されたブランドを持たな

い小規模なデベロッパーにとっては決定的に重要な価値を持っています。キュレーション、プロ

モーション及びレコメンデーションのシステムは、密度の高いアプリ市場で発見されるための鍵

になります。デベロッパーは、アプリのランキングやプロモーションに多大なリソースを投じてい

ます。

ランキング・アルゴリズムの合理的な透明性を促進し、一般にアプリが競争するための公

平な競争の場を提供する提案は歓迎されます。これは、デベロッパーがエコシステム所有者の

アプリをプロセスから排除することを支持するということではなく、透明性を促進するためには、

これらのアプリが他のアプリと同じ方法でランク付けされるか、或いはこれと分けて掲載されるべ

きであると考えるということです。我々は、完全な透明性を実現することでエコシステム全体に不

利益をもたらすようなシステムの駆け引きが可能となるのであれば、これは取りえないことを認識

しています。

データ共有の義務化

いくつかの法域では、反競争的に利用され得る重要な分野として、消費者及びアプリの

データに着目しています。我々は一般的に、データを希少なもの、生のままで価値があるもの、

容易に財産権が及ぶものとして扱うモデルには懐疑的です。データは、特定の目的を念頭に

置いて分析、整理、精選されたときに初めて価値を持つようになると考えています。また、デー
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タに対する権利は通常、必ずしも平等に共有されるわけではないものの、複数の当事者間で

共有されるものと考えています。

デベロッパーは一般的に、消費者データを次の３つの観点から見ています。すなわち、ア

プリやサービスを可能とするもの、アプリの開発や改良のためのリソース、そして収益化の機会

です。最初の２つの用途では、デベロッパーの手中にデータがあることが必要ですが、３つ目

は第三者に外部化することができます。ほとんどの場合、関連する権利について、消費者も当

事者となります。

デベロッパーは、有用なデータへの適切な商業的アクセス、或いは、他者が保有する

データを活用するツールやアウトプットへの適切な商業的アクセスを推進する提案を歓迎しま

す。また、これは消費者の同意と参加なしには不可能であることも認識しています。エコシステ

ムの所有者が、エコシステムの世話人としての役割によって正当化されない反競争的な目的の

ために、彼らが共有するデータの権利を乱用する場合、透明性の要件と既存の競争規制が適

切な救済策を提供しています。

デベロッパーとしてのエコシステム所有者

多くのデジタルエコシステムにおいて、エコシステムの所有者は、システムがサポートする

相互に関連する一つ以上の市場の参加者でもあります。いくつかの法域ではこの独自の役割

に適用されるルールが提案されています。

ハードウェア／ＯＳの特権の制限

エコシステムがハードウェアやＯＳに紐づいたものである場合、エコシステムの所有者は、

当然のこととしてエコシステムの必須の構成要素についての独自の知識及び支配権を有して

います。これには通常２つの側面があります。すなわち、エコシステムの利益（多くの場合、プラ

イバシー及びセキュリティのコントロール）のためのコントロールポイントとしてハードウェア又は

ＯＳを用いる能力、並びに自社の上流及び下流の製品及びサービスを自ら優遇する能力で

す。

参加者や消費者の利益のためにエコシステムをコントロールする能力はエコシステムの成

功に欠かせないものであり、この能力を不適切に制約する提案をデベロッパーは支持しませ

ん。デベロッパーは、制約が必要であるとしても、限定的かつエコシステムの健全性の保護とい

う正当化事由による抗弁を許すものであるべきであるという点を念頭においた上で、透明性並

びにＯＳ及びハードウェアへの公平なアクセスを奨励する提案を支持します。エコシステムの所

有者が商業的価値について重大なコントロールを握っている場合、当該所有者は適切な利害
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関係者に合理的な商業的アクセスを認める仕組みを提供すべきです。また、いかなる場合に

おいても、反競争的行為は、既存の競争法の下でケースバイケースの方式で検証され、正当

性の証明が許されなくてはなりません。

デフォルト設定及び削除の制限

我々の調査では、消費者は購入した端末が基本的アプリやサービスがインストールされ

た状態で手元に届くことを望んでおり、また消費者は次第にその端末をカスタマイズすることに

積極的であり、かつそうする能力があることが判明しています。一部の法域では、コアアプリとＯ

Ｓの機能の選択及び持続性について、反競争的であるとして注目されています。これらの法域

における提案は、エコシステムにリスクをもたらし、デベロッパー市場において競争の歪みを生

じさせます。我々は、消費者にＯＳやアプリのアップデートを「巻き戻す」能力を与えることを義

務付ける提案には反対です。こうした提案が引き起こすセキュリティと安定性に係る深刻な問題

は、対処不能であり正当化できません。我々はまた、消費者が基本のアプリやサービスを削除

することを認める提案にも反対です。デベロッパーはサービスを構築する際に一定の基本とな

る機能に依拠しています。端末上で利用可能なサービスを把握することで、他社が既にプログ

ラムした機能に依拠しつつ、自社独自のソフトウェアの開発に注力することができます。これ

は、エコシステム参加者に多大なる効率化をもたらすものであり、ソフトウェア開発の基礎をな

す実務慣行となっています。消費者がいずれはオフデバイスを選択し、又は使用するＡＰＩを注

意深く選択するようになる可能性はありますが、その際に広くサポートされている信頼できるオ

ンデバイスのベースラインを出発点とすることができます。

箱から出してすぐ使える製品の競争を活発化させる取り組みとして、一部の法域では端

末が最初に使用される時にデフォルトアプリの選択画面を表示する提案をしています。我々

は、二つの理由でこの提案に反対です。第一に、消費者は端末を使用する前にこうした余分な

ステップを踏まなくてはならないことで意欲を削がれること、第二に、デベロッパーの大部分はこ

のプロセスによりデメリットを被ることです。消費者は、アプリストアがアプリ選択プロセスにおい

て消費者の手助けをしているからこそ、アプリストアを評価しているのです。ランキングやおすす

めツールがすべてなくなり、選択肢を寄せ集めたものだけが単独で表示された場合、消費者は

選択を行う材料を十分持ち合わせていない状況に置かれます。デベロッパーは、アプリを消費

者に見出してもらう機会についてアプリストアを利用しており、消費者が２度も選択を迫られるこ

とにうんざりして「ロングリスト」には二度とアクセスしないかもしれない以上、「ショートリスト」をめ

ぐって競争せざるを得なくなるようなモデルを拒否します。（我々がまだ見たことがない）中立的

な理論的プロセスがない限り、エコシステム所有者が単一の選択肢を決定する現行のモデル
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が、最も市場を歪めることが少なく、デベロッパー及び消費者がともに慣れ親しみ、かつ双方が

成功している選択肢です。

相互運用性の義務付け

市場における差別化を人為的に排除する提案は、有益な競争を減少させる可能性があり

ます。ただし、相互運用性の義務付けに関する我々の一番の懸念は、我々が基本的なプライ

バシー及びサイバーセキュリティツールとして強く支持している、エンドツーエンドの暗号化、並

びにイノベーション全体に対する潜在的影響です。義務付けが一部のエコシステムの競争者

の利益につながる可能性もありますが、それによる暗号化やイノベーション全体への影響は、

支払うには高すぎる代償です。相互運用性の義務付けはまた、市場におけるイノベーションに

よる秩序破壊やこれによってもたらされる消費者の利益を阻害します。

企業内でのデータ共有の制限

エコシステム所有者、デベロッパー、広告主その他の利害関係者のエコシステムデータ

へのアクセスは、時に不平等な形で共有されることがあります。プラットフォームは、仲介者とし

ての役割を果たす中で、エコシステムのデータの流れをより包括的に見ることができる場合があ

ります。こうした洞察は、エコシステムの関連サービスに対して競争上の優位性を提供すること

があり、そうした関連サービスの一部はプラットフォームエコシステムに参加するサードパーティ

と競合する場合があります。こうした優位性は、理論上、消費者へのメリットと競争者への弊害の

両方をもたらす可能性があります。

これらの複合的な影響を考慮すると、データ共有の提案は、文脈を踏まえ、かつ事実に

基づくものでなくてはなりません。企業内でのデータ共有を禁止することは、消費者の利益を妨

げる可能性があるため、事前の禁止はしないよう進言いたします。実務慣行が明らかに反競争

的な場合に、かかる実務を禁止するべきです。

エコシステムのその他の利害関係者の利益を意図した提案に対するデベロッ

パーの意見

広告主、端末メーカー及び他のプラットフォームは、デジタルエコシステムに存在するそ

の他の利害関係者のごく一部です。我々は、これら他のグループを支援する規制を提案してい

る法域もあることを認識しています。

透明性及び公正な取り扱い
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我々は、消費者を含むエコシステム参加者間の透明性を促すルール策定への一般的な

動きがあることを把握しています。我々は合理的な透明性に強く賛同していますが、状況によっ

ては、より大きなトレードオフによって（例えば、プライバシー若しくはセキュリティのため、又は

悪意の者によるシステムの人為的操作を防止するために）開示できる内容が制限されることに

も留意しています。他方で、知ることのできないアクティビティと内容が不透明なアクティビティ

の対比の余地はほとんどなく、詳細が秘匿される場合でも、ある実務や行為がなされているとい

う事実自体は秘匿されるべきではありません。

従って、エコシステム全体の機能の可視性は、「公正な取り扱い」の一部であると言えま

す。すべての当事者がルールを把握していれば、（当該ルールに賛同していなくとも）これを

争ったり、エコシステムが発展する方向性に影響を与えるチャンスがあります。プラットフォーム

の完全な中立性は、プラットフォーム所有者がエコシステム全体を管理する能力を排除するも

のであるため、合理的ではなく、望まれてもいません。

エコシステム所有者、及び垂直統合と分割の対比

従来型の垂直統合とエコシステム内の統合の理論的な区別については、今も議論がなさ

れているところです。多くの場合、これらの実務は消費者の利益となる効率性をもたらします。こ

れらの実務が競争促進的にも反競争的にもなり得ることを踏まえ、我々は個別の事案ごとに行

為を評価する提案を奨励します。データ共有などのエコシステム内の統合サービスに対する事

前の禁止は、消費者に直接利益をもたらす効率化の機会を減少させる可能性があります。

デベロッパーの観点からすると、エコシステム所有者が提供する統合サービスには大きな

利点があります。一元化されたサービスがなければ、各デベロッパーは各自の機能セットを開

発委託し統合するか、サードパーティがこの機能を提供するエコシステムのレイヤーを追加す

る必要があります。従って、やはり、ケースバイケースでこの分野で起こり得る反競争的行為を

特定するポリシーが強く望まれます。競争法は、こうした行為を取り締まるのに適しています。

競合するエコシステムに利益をもたらす提案に関するデベロッパーの意見

新たなエコシステムの競争事業者の市場参入は特別なケースであり、大きな注目を集め

ているようです。例えば、モバイルのエコシステムにおける真の競争のためには第３、第４の大

規模プラットフォームが必要であり、そのようなプレイヤーがいないことは事実上、競争が欠如し

ている証拠であると考える法域もあります。我々は、これが直ちに正しいとは考えていません。

上記のとおり、成熟した市場に他の競争事業者が加わることで消費者の利益が保証され

るわけではなく、逆に消費者に損害を与える可能性があります。スケール、ネットワーク効果及
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びティッピングは強い圧力となり、デジタル市場のカテゴリーで効率的に競争できる競争事業

者の数を最終的に狭める可能性があります。多くの場合、破壊的な参入はエコシステムの活力

と競争力を維持する力であり、新しい技術力の出現や消費者の行動の変化に伴い、新しいエ

コシステムが古いエコシステムから価値の一部を獲得します。

我々は、弊害が生じていることが証明されていない市場に介入することに焦点を当てるの

ではなく、新市場や隣接市場におけるイノベーションと実験を支援する提案を奨励します。ＡＩ、

ＡＲ／ＶＲ及び自律システム周辺の新興エコシステムに対する時期尚早な規制は、既存のエコ

システムの競争を促進するよりも、むしろ衰退させる可能性の方がはるかに高いのです。

有益な規制と有害な規制に関するデベロッパーの意見

特定のデジタル・エコシステムの問題だけでなく、インターネットベースのビジネスに対す

る問題のある規制的アプローチの、範囲と規模の拡大が見られます。以下のいずれかのアプ

ローチのコストと利益を評価する際には注意が必要です。

域外適用の範囲

インターネットはグローバルであり、デジタル・エコシステムは国境をまたいで広がっていま

す。国内の活動を支配する規制は適切ですが、国境を越えて効力を持つように設計された

ルールを策定する際には注意が必要です。域外適用される法律は、グローバル市場を対象と

するデベロッパーにとって、３つの潜在的な課題をもたらします。第一に、追加コストが発生し、

海外のデベロッパーが国内市場に機会を求めるインセンティブが低下し、消費者の選択肢が

狭まる可能性があります。第二に、現地で課される負荷により輸出能力が損なわれ、投資が減

少するため、現地のデベロッパーの市場撤退を促進する可能性があります。第三に、他の国か

らの報復を招き、バルカン化とデジタル的な孤立につながる可能性があります。デベロッパー

は機動力のある有益なリソースであり、ソフトウェアの仕事は経済の原動力として非常に有益な

ものです。デジタル規制を国際的な政策手段として利用しようとする提案は、自国に対する大き

な影響を伴う可能性があります。

抵触法と規制の調和

まさにインターネットの国際的な性質により、現地のルールが外国のルールに抵触する現

実の危険性があります。極端な例として、デベロッパーは、特定の行動がある国では義務づけ

られる一方で、別の国では禁止されていることになる可能性があります。例えば、言論の自由へ

の政府の干渉を義務付ける規制案は、それを禁止する他の国の憲法のルールと矛盾すること
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になります。域外適用と相まって、デベロッパーは、そのうち、このような市場との接触を避ける

ために自らの活動を制限することとなるかもしれません。これほど極端でない例としては、デベ

ロッパーは、複数の市場で同時に規制目的の要求を満たすことは、一度に一つずつの市場で

規制目的の要求を満たすよりもコストが大きいと考える可能性があります。この場合、製品や

サービスが急速に国際的に分化し、現地の消費者の選択肢やイノベーションが減少する可能

性があります。どちらも好ましいことではないため、我々は、業界に注目している多数の規制機

関が、相互に対話し、協力することを奨励します。

証拠の裏付け

我々は、事実と全体の文脈を踏まえた、ケースバイケースでの競争行動の評価を強く支

持します。これまで見てきた国際的な提案の多くは、エコシステムの行動は反競争的な影響と

競争促進的な正当化事由の両方を兼ね備え得ることを認識しています。前者を後者より重視

することは、経済的非効率性や消費者厚生の低下を招くおそれがあります。

利害関係者の参画

また、我々は、規制案の策定や採択において、利害関係者の意見を積極的に取り入れる

ことも強く支持しています。我々は、エコシステムの進化の基礎となる、自主的な業界主導の行

動規範の策定を特に支持します。我々は、望ましい行動を促進するために、自然な市場インセ

ンティブ（例：プライバシーに関する「栄養成分表示」のようなラベル）を利用することにも賛成で

す。消費者がプライバシーを重視し、プライバシーに関する選択を自由に行うことができれば、

市場は消費者の需要を満たすように対応するようになります。市場における禁止や処罰は、外

部性（市場からの資源の流出、イノベーションの制限、予期しない結果など）を軽視しすぎる傾

向があります。

政治化

多くの国は、普遍的なルールや規制を装いつつ、個々のエコシステム企業を狙い撃ちす

るために多大な努力を払っています。その結果は明らかに政治的であり、支持しがたいもので

す。大半の市場参加者は、これらの規制を勝者と敗者の恣意的な選別とみなし、利益を得る

人々でさえ、次は自分の番かもしれないと考えています。さらに、実際の消費者被害の証拠が

なければ、投資家やイノベーターは将来の成功がどのように扱われるかをもはや予測すること

ができないため、「勝つために競争する」インセンティブや政治的関心を集めるインセンティブ
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が阻害されることになります。我々は、業界全体に比例的に適用されるものなど、原理的な根拠

を持つ提案や、ルールに違反している企業に対する直接的な訴訟を奨励します。

事前規制

上記のとおり、事前規制はイノベーションと矛盾します。証拠に基づく立証を要求する

ルールを有する法域が一つである以上、事前規制は国家競争力にも有害です。規制当局が

現在のデジタル経済を予測し、それが出現する前に適切なルールを確立することができていな

かったとすれば、今日提案されているルールが将来の状況に対して適切なものとなる可能性は

ほとんどありません。我々は、禁止された結果が発生する可能性が高く、許容できないほど有

害であり、正当化できない場合に限り、事前規制を支持します。

結論

ソフトウェアデベロッパーは、全てのデジタル・エコシステムにおける重要な利害関係者で

す。彼らは、エコシステムの健全性と競争力の両方について既存の利害関係を有しています。

今日のシステムは完璧ではありませんが、継続的に革新的なデベロッパーを引き付け、報酬を

与え、消費者を満足させているという事実は、競争力がないという主張に対する強力な反証と

なります。

中間報告とこれに記載された提案について意見と見解を共有する機会を与えてくださり、

デジタル市場競争本部に感謝いたします。また、さらにご支援できることがありましたら、喜んで

参加させていただきます。

何卒よろしくお願い申し上げます。

デベロッパーズ・アライアンス CEO Bruce Gustafson
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意見（提案 060220427） 

2022 年 6 月 10 日 

 

ACT |App Association は、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」お

よび「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価中間

報告」に関する意見の募集に応じて、デジタル市場競争会議（DMCH）に見解を下記

の通り提供する。1 

本協会の意見は、次のとおり構成されている。 
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I. ACT| The App Association の利害表明と背景 

ACT |App Association（以下「本協会」という）は、日本および世界中にある無

数の中小のアプリケーション開発者及びコネクティッドデバイスを代表する。現

在、これらの企業は、世界で約 800 兆円の価値があるグローバルアプリ経済を

前進させ、2日本全国で約 57 万人の雇用を担っている。3 本協会のメンバーは、

スマートデバイスの接続性を活用して、消費者と企業の使用事例全体に新しい効

率をもたらす革新的なソリューションを創成し、ビジネスを成長させ、新しい雇

用を創出するために、プラットフォーム規制への予測可能で公正な手法に依存す

る。したがって、オンライン中間プラットフォームの検討は、我々に直接関係し

ており、DMCH や他の政策立案者や規制当局が、我々の見解を慎重に検討して

いただけることを要望する。 

一般に、本協会は、競争政策立案者および規制当局が、業界またはセクター固有

のガイダンスまたは規制を作出するのは避けるように推奨する。政策立案者が、

除外措置を講じたり、経済の特定のセクターを特に対象としたりする場合、業界

間の差別的な扱いに関連する重大なリスクと意図しない結果が生じうる。柔軟で

業界にとらわれない競争政策と規制手法は、独特で難解な使用事例に対処する上

ではるかに優れており、調和のとれた予測可能な法的およびビジネス環境を促進

 
2 https://actonline.org/global-appcon22-competition-and-privacy/. 
3 http://www.progressivepolicy.org/wp-content/uploads/2016/11/Japan-App-economy-paper.pdf. 
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し、予期し難い技術進歩によってもたらされる市場の変化に対応できるようにな

る。アプリ経済、そして「デジタルプラットフォーム」と「デジタルマーケッ

ト」の概念は、新しいサービスや製品が一般に提供されるにつれて絶えず変化す

る。商取引でのフレーズの使用方法と静的な特定の業界のガイダンスでのフレー

ズの使用方法における用語の違いは、必然的に多様化し、独占禁止法の適用に一

貫性がなくなる。 

以下に、本協会は、デジタルプラットフォームと競争に関する見解、および、さ

まざまな競争当局によって提起された特定の問題に対する反応とフィードバック

を提供する。 特に、本協会は、次を推奨する。 

• データは、今日のモバイルアプリ経済が競争力があり活気に満ちていることを圧

倒的に示しており、中小企業の開発者が、創造し、アメリカの雇用を創出するこ

とを可能にしている。 世界のアプリ経済は、世界で 800 兆円と評価されてお

り、日本全国で約 57 万人の雇用を担っている。 世界のアプリストアの売上高は

2021 年に 17106 兆円に達し、前年比で 19％増加した。 

• 開発者が依存するデジタルソフトウェアディストリビューションプラットフォー

ムの多様性の利点は、DMCH によって認められる必要がある。 そうでないと、

DMCH の中間報告は、方針開発プロセスで、後の方針決定にバイアスをかける

リスクがある。 

• アプリエコシステム内の中小企業は、競争政策と規制実施に対する柔軟で業界に

とらわれないアプローチに依存する。 予測可能な法的およびビジネス環境によ

り、イノベーターは、予測できない技術の進歩によってもたらされた市場への変

化をより適切にナビゲートすることができる。 

• 競争およびソフトウェアディストリビューションプラットフォームに関連する評

価、検討、または規制をなすにあたり、特殊な使用事例や仮説ではなく、客観的

なデータ主導の証拠が情報として活用される必要がある。厳格な経済分析は、

DMCH によるモバイルアプリ経済評価を含め、あらゆる検討や規制の基礎であ

り、引き続き規制における透明で客観的な評価方法を提供できるための根拠とさ

れ続けなければならず、企業に、その行動が独占禁止法上の規制に関して問題を

呈するかどうか予測できるようにする必要がある。経済分析が競争法的意思決定

プロセスで果たす役割を減じたり、なくしたりすると、ビジネスに不確実性が生

じ、法的およびビジネスの確実性が損なわれ、我々が代表する創造的企業の成功

する能力を制限する。 
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• DMCH は、ソフトウェア開発業界の進化と、明確なモバイルアプリエコシステ

ムにおける競争と創造の客観的兆候に照らし、モバイルアプリケーションエコシ

ステムが健全で競争力があり、このエコシステムへの政府の介入要求、またはこ

の活気に満ちたエコシステムを覆すような既存の法律や規制への変更は、妥当で

ないとしていることを最終報告書で結論付ける必要がある。 

本協会は、モバイルアプリケーションエコシステムにおける競争とイノベー

ションを促進するという DMCH の目標を共有している。 中小企業の開発者

コミュニティを代表して、以下に一般的な視点と推奨事項を述べ、DMCH

がの種々の質問に回答する。 本協会は、DMCH の今後の取り組みへ貢献す

る機会を歓迎する。 
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II. DMCH の「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」および

「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評

価中間報告」を補うモバイルアプリエコシステムの競争に関する ACT|The 

App Association の見解と推奨事項 

 

a. プラットフォームの前にどう開発者がソフトウェアを流通させたか 

ソフトウェアアプリケーションの初期の頃から、消費者と開発者にとって多

くの変化がおきた。 1990 年代初頭、消費者は、ソフトウェアを販売する実

店舗を見つけてそこへ移動しなければならない困難に直面していた。 インタ

ーネット接続がほとんどの個人住宅で標準機能になると、消費者は実店舗に

足を踏み入れることなく、自宅の快適さからアプリケーションをダウンロー

ドし始めた。 インターネット接続によりもたらされた変化はみられたが、パ

ーソナルコンピューター（PC）ソフトウェアの黄金時代は、ソフトウェア開

発者がアプリ開発者に進化したモバイルアプリ革命のサイズとスケールに並

ぶものではなかった。 このオンライン配信への移行中、プラットフォームの

検証機能がまだ導入されていなかったため、消費者はインターネットからダ

ウンロードしたソフトウェアを信頼できないことがよくあった。 

モバイルプラットフォームが普及する前は、ソフトウェアエコシステムは

PC 上に存続し、ソフトウェア会社は、ゼロから消費者の信頼を構築するこ

とを含め、配布計画をまとめなければならなかった。これにより、大抵 1、2

人の開発者のチームから成り立つ初期のアプリ会社では、製品の開発、マー

ケティング、および販売からの収益確保に、一人が何役もこなす必要があっ

た。 アプリ会社は、自社製品のプログラムを作る必要だけでなく、次の責任

も負わされていた。 

1.公開ウェブサイトの管理。 

2.金融取引を処理するために第三者を雇う。 

3.知的財産を保護するために法務チームを雇用する。 

4.販売店と契約し、製品に対する消費者の信頼を促進および確保する。 

オンラインソフトウェア販売の間接費を管理するに必要な能力は、概ね小規

模な開発会社の主要な技量ではないため、アプリ開発者は上記追加の手順に

貴重な時間とお金を費やし、具体的なメリットは殆どなかった。 
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インターネット経済では、実質的なオンラインの評判がなければ、消費者の

即時の信頼はほとんど不可能であり、それを達成できないのはどのアプリ会

社にとっても破滅を意味する。 しかし「信頼」は何を意味するか？ このコ

ンテキストでは、信頼とは、アプリをインストールし、個人情報をアプリ会

社に開示する信用を消費者が表する、アプリ会社と消費者間の確立された関

係を指す。プラットフォームが登場する前は、ソフトウェア開発者は、信頼

の壁を突破するために、評判の高い企業に製品を引き渡さなければならない

ことはよくあった。 

アプリストア社会となる前の開発者は、困難で抑圧的な販売店要求を経験し

た。 小売業者と取引する場合、これらの中小企業は、競争力のある価格を保

証し、製品発売の宣伝に 120,000 米ドル、販売業者に製品を配送する出荷費

用、および売れ残ったものの買い戻しに加えて、宣伝料として売上の 3〜6％

を支払う必要があった。 契約が交渉されると、ソフトウェア開発者は、消費

者が実際に製品を見る前から、販売店のカタログに製品を掲載し、小売店が

製品を両端の商品ディスプレイに配置したりするために、更なる費用を費や

す必要があった。 

しかし、スマートフォンやアプリストアの出現により、創造する中小企業の

こうした経験は過去の遺物になった。 スマートフォンは、その短い歴史の中

で、経済全体に革命をもたらし、ソフトウェアプラットフォームと開発者の

間に共生関係を確立した。 開発者が、消費者や顧客につながるために使用す

るプラットフォームを選択できるという事実は、プラットフォームが、アプ

リ市場としてだけでなく、開発者サービスプロバイダーとしても競合してい

ることを明らかにする。 開発者が、プラットフォームのアプリストアではな

くインターネットブラウザを介してアプリを配布する場合でも、開発者は、

携帯電話で実行されている Web ブラウザが安全に使用できるという消費者

の信頼から恩恵を受けます。 このように、開発者は、同じ消費者ベースに到

達するに、販売や宣伝等の機能にプラットフォームの開発者向けサービスを

利用せず、他のサービスプロバイダーを使用することを選択できる。 

 

b. ソフトウェア配布に対するプラットフォームの影響：何がエコシステムを機能さ

せるか？ 



 
 

7 

 

わずか 10 年で、アプリのエコシステムはスマートフォンの台頭とともに指

数関数的に成長した。 世界のアプリ経済は現在 800 兆円と評価されており、

全国で約 57 万人の雇用を生み出しており、2021 年の世界のアプリストアの

売上高は前年比 19％増の 17106 兆円に達した。 ただし、アプリ経済の成長

の理由は、さまざまな要因による。アプリエコシステムのダイナミックな成

長と比類のない成功において最も重要な要素は、厳選されたプラットフォー

ムまたはアプリストアの存在である。 信頼できるアプリストアは、業界や企

業全体でアプリの使用が拡大するための重要な基盤として機能する。 3 つの

重要な属性が、ソフトウェア流通に革命をもたらした。 

1. 間接費を削減する、バンドルサービスの提供。 

2. 瞬時で費用効果の高い消費者信頼メカニズム。 

3. グローバル市場への費用対効果の高いアクセス。 

今日、モバイル、デスクトップ、ゲーム、さらにはクラウドコンピューティ

ングで成功するすべてのプラットフォームは、これらの機能を提供する必要

があり、そうしないと市場で失敗するリスクがある。そして、プラットフォ

ーム間の競争の激化が、起業家に前例のない機会を提供してきた。 今後、

DMCH は、人種的、地理的、社会経済的な識別に基づいて発展を妨げる構

造的な障壁を検討すべきである。 たとえば、黒人の起業家が資本にアクセス

することはより困難であり、銀行（特にベンチャーキャピタルの場合）は、

黒人が所有するテクノロジー企業に対して、白人が所有する企業よりも、19

パーセント低いポイントのレートでクレジットを承認する4。インターネット

接続とプログラムのスキルがあれば、誰でも、ソフトウェア配布プラットフ

ォームを介して何百万もの顧客にアクセスできる。したがって、モバイルア

プリの経済は、アメリカ中の恵まれないコミュニティの人々に信じられない

飛躍の手段を提供する。 

c. モバイルアプリ経済は、競争力、成長、雇用創出の強い兆候を示す 

スマートフォンは、人類の歴史の中で唯一最も急速に採用された技術であ

り、印刷機や蒸気機関などの革新を上回る。わずか 15 年で、アプリストア

 
4 クリーブランド連邦準備銀行, 少数者経営会社に関する報告書 (Nov. 9, 2017), 下記で入手可能 

https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/press-releases/2017/pr-20171108-atlanta-and-
cleveland-feds.aspx. 
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（またはプラットフォーム）、モバイル、クラウドの統合により、アプリは

我々が毎日使用する電話、デバイス、サービスを変えた。 プラットフォーム

の参入は、消費者と開発者に新しい機会を生み出した。プラットフォームは

インフラストラクチャの一部を提供し、開発者や企業が、スマートデバイス

に命を吹き込む。アプリがなければ、スマートフォンは単なる電話に過ぎな

い。 

モバイルアプリ経済は、競争力、成長、雇用創出の強い兆候を示している。 

• 世界のアプリ経済は 800 兆円と評価されている。5 

• 世界のアプリストアの売上高は、2021 年に前年比 19％増の 17106 兆円に達し

た。6 

• ソフトウェア開発者、品質保証アナリスト、テスターの平均年収は 1,500 万円を

超える。7 

• 世界の 63 億人のスマートフォン所有者が、2021 年に 2300 億のアプリをダウン

ロードした。 

o トップアプリのダウンロード（ゲーム以外）8： 

9 億 5000 万の教育ダウンロード 

24.8 億の健康とフィットネス関連のダウンロード 

48.7 億の生産性関連のダウンロード 

58.7 億の財務ダウンロード 

121.3 億のビジネス関連のダウンロード 

• 中小企業の 43％が、次のような収益源を再考するために、新しいテクノロジ

ー、営業、および生産の変更を報告した。9 

o 非接触型配達を使用し、サービスを利用可能にする。 

o ビジネスモデルの変更をサポートするための新しいスキルを習得するよ

うに従業員に求める。 

 
5 Statista, Mobile app usage - Statistics & Facts (Oct. 2021), https://www.statista.com/topics/1002/mobile-
app-usage/#dossierContents outerWrapper.  
6 前同 

7 前同 
8 https://sensortower.com/. 
9 SHRM, Covid-19と適応する: パンデミックの中小企業への影響 (2021), https://shrm.org/hr-
today/trends-and-forecasting/research-and-
surveys/Documents/SHRM%20CV19%20SBO%20Research%20Presentation%20v1.1.pdf. 
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• 中小企業の所有者の 75％によると、今日では、企業は COVID-19 のような危機

に対処する準備が整っている。10 

 

d. ソフトウェアプラットフォームへの競争法の適用性：両面市場分析 

i. ソフトウェアプラットフォームと市場の定義 

市場の定義が、市場支配力と濫用の判断に先行しなければならない。市場

の定義では、代替品の存在などの独占禁止法の基盤を考慮する必要がある

が、そのような分析は事実に固有でなければならず、従来の独占禁止法の

分析は、多面的な市場であることが多いプラットフォームに簡単に適用で

きない。 

多面プラットフォームは、プラットフォーム作成者の市場の一方の側での

運営と価格設定がもう一方の側に影響を与えるため、重要な点で従来の市

場とは異なる。たとえば、市場の一方の側で参加または品質を向上させる

投資は、もう一方の側で求められる価値を生み出す。両面プラットフォー

ムが提供するサービスの価値は、プラットフォームの両側の参加者の数が

増えるにつれて増加する。したがって、プラットフォーム企業は、自社の

品質と広告だけでなく、ネットワークを介して運営するベンダーの品質と

広告にも関心を持つ必要がある。11 

従来、両面市場（新聞など）の独占禁止法の分析は、ネットワーク効果の

影響が限られているため、市場の片側にのみ焦点を当ててきた。ソフトウ

ェアアプリ配布プラットフォームの場合のように、プラットフォームがリ

ンクされた需要と価格設定でより間接的なネットワーク効果を経験する場

合、関連する競争市場には双方を含むことが適切である。モバイルプラッ

トフォーム市場では、1 つの取引を実行するために、少なくとも 3 つの異

なる市場（ワイヤレスキャリアを検討する場合は 4 つ）を考慮する必要

がある。しかし、多面プラットフォームが、取引の両側で示しうる競争を

している場合でも、取引の片側で「少額だが有意な非一時的な価格の上

 
10 SHRM, パンデミックで生き残るためにクリエイティブになる中小企業 (Sept. 2020), 
https://www.shrm.org/hr-today/news/all-things-work/pages/small-businesses-get-creative-to-survive-
during-the-pandemic.aspx. 
11 Mark Rysman, 二面性市場の経済, 23 J. Econ. Persp. 125, 136 (2009). 
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昇」（SSNIP）などの従来の競争法概念を使用するのは、競争法の誤まっ

た適用になりうる。 

規制当局は、ケースバイケースの市場定義に柔軟性を提供する必要があ

り、市場を完全に理解することが、多面的なデジタルプラットフォームに

適切に競争法を適用するのに必要となる。従前及び新規の経済的および法

的なアプローチの両方が、多面的なプラットフォームの複雑さに対処する

ことができ、対処する必要がある。 

世界中の政策立案者と規制当局は、今日存在する多くの著名なデジタルプ

ラットフォームを認識した。ただし、本協会は、無数の消費者と企業の使

用事例に対応するデジタルプラットフォームの幅広さと多様性についてさ

らに議論し、開発者と顧客のためにそれらが互いに競合する方法を探求す

ることによって、この議論が補充されるようを要望する。「アプリスト

ア」のリストに Apple と Google の 2 つのプラットフォームプロバイダー

のみを含める傾向が根強く残っているが、開発者にとっての市場ははるか

に広く、使用事例と潜在的な顧客ベースにより、最も望ましい選択肢も違

う。確かに、Apple と Google のアプリストアは、本意見書の他所で説明

されているように、間接費とコンプライアンスコストの削減、顧客信頼の

組込み、市場投入までのスピード増加、流通と市場アクセスの拡大を通じ

て、開発者が実現しうる計り知れない価値を提供する。これらのプラット

フォームは、アプリ開発者が世界中のアプリユーザーを引き付けて、可視

性確保するための集中型フレームワークを提供する。コストも参入障壁が

低いため、駆け出しのアプリ開発者と確立されたアプリ開発者の両方が成

功を収めることができます。 Apple と Google のアプリストアに加えて、

本協会のメンバーは、開発者向けにさらに多くのオプションを活用してい

る。ゲーム開発者は Epic や Steam などのプラットフォームを選択でき、

企業開発者は、何百もの独自のカスタムプラットフォームを検討すること

も、独自のプラットフォームを作成することもできる。さらに、一般の視

聴者にリーチしたい開発者にとって、特に、プラットフォームで利用でき

るものとは異なる種類の配布または検索サービスを探している企業にとっ

て、Web を使用することは代替手段となる。さらに、ソフトウェア開発

者は、Facebook で宣伝したり、Amazon を通じて製品を配布したり、ま
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たは他のプラットフォームを活用したりすることを選択できる。ただし、

ソフトウェアアプリの市場を提供する AppStore や GooglePlay などのソ

フトウェアプラットフォームと、人々を情報と結び付け、データを活用す

るソーシャルメディアプラットフォームまたは「アグリゲーター」とに

は、いくつかの重要な違いがあることに注意すべきである。たとえば、

Facebook や Twitter などのアグリゲーターは、人々を情報や他の人々と

結び付け（そしてその過程で貴重なデータを生成）るのだが、

GooglePlay ストアと AppStore は、消費者とアプリ開発者が直接取引する

ための市場を提供する。これらの違いは、開発者があるモデルを別のモデ

ルよりも好むことがあるため、配布手段の市場での多様性を示す。 

開発者は複数のプラットフォームから選択できるが、完璧なプラットフォ

ームというものはない。すべてではないが、一部のアプリ開発者は、プラ

ットフォームに開発者サービスに料金を支払い、それらサービスが自分の

ニーズを満たすことを期待する。オンライン企業がデータ取扱実務を消費

者に明確に伝える必要があるのと同様に、プラットフォームも開発者への

利用規約の要件と詳細を明確に定義する必要がある。たとえば、プラット

フォームが開発者ガイドラインを変更する場合、プラットフォームは明確

に伝え、変更がプラットフォームと顧客関係にとって何を意味するかを開

発者が理解することを確かにする必要がある。 

ii. ソフトウェア配布プラットフォーム、市場支配力、および独占力 

市場が適切に定義されると、独占禁止法の分析は市場と独占力の決定に移行す

る。市場支配力と独占力は関連する概念であるが、同じではない。市場支配力

は、競争市場で請求される価格よりも価格を上げる売り手の能力でるが、独占力

は、企業が価格を支配し、競争を排除する能力を持っている場合に発生する。政

策立案者と規制者は、2 つの概念を程度の問題として区別する必要があり、独占

力がより高くなります。しかし、企業が市場支配力または独占力のいずれかを単

に所有しているだけでは、当局が競争上の害を見つけるのに十分ではない。規制

当局は、企業が自社製品を不当に評価し、消費者や競合他社に害を及ぼすことを

実証する必要がある。そのような濫用の証明は、独占禁止法の救済が適切である

かどうか、そして適切である場合、どの程度適切であるかを適切に判断するため

に不可欠である。 本協会は、市場支配力と独占力の両方を明確に定義し、そし

て検証するために、DMCH の分析を更新されるよう求める。 
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プラットフォームは、テクノロジー主導の市場だけでなく、さまざまな経済セク

ターにわたって重要な役割を果たし、売り手のために一連のサービスをバンドル

し、それらの売り手を特定のカテゴリーの買い手と結び付けます。グローバルな

独占禁止法の方針は、市場支配力の評価がより包括的であること、市場シェアの

みの要因以外にも依する必要があること、および新しいデジタルプラットフォー

ムが、複雑なソフトウェアプラットフォームへの従来の独占禁止法の事実パター

ンの適用が妥当でないことを示していることを反映しなければならない。基本的

な市場シェア（ユーザーベースの相対的なサイズなど）への過度の依存は、シェ

アとパワーを誤って同一視し、同じプラットフォーム上の複数のサービスから利

益を得る能力、代替への低い障壁、および新しい競合他社による市場参入の容易

さなど、多面プラットフォームの固有の属性を無視する。このような特性によ

り、ユーザーへのロックインの影響が最小限に抑えられる。さらに、適切な独占

禁止法の分析は、問題となっている独占力が短命ではないことも実証する必要が

あります。このような決定もまた、事実に大きく依存し、厳密で客観的な経済分

析に基き、包括的でなければならない。 

また、我々は、DMCH 等に対して、現在進行中の訴訟を含め、自社の利益のた

めに調和のとれたアプリエコシステムを覆そうとしている、異端の日和見主義的

企業による証明のない主張に誤導されないように強く警告する。 DMCH は、こ

の意見書に添付されている、Epic v. Apple の訴訟で提出された本協会のアミカ

スブリーフを一読されることを強く要望する。12 

iii. ソフトウェア側のマーケット 

ソフトウェアプラットフォーム市場のさまざまな側面に目を向けると、一般大衆

にとって最も可視性のある側面は、ソフトウェア消費者（企業および個人消費

者）に販売するソフトウェア販売者（アプリ開発者）により特徴付けられる側面

である。市場のこちら側で最も頻繁に引用されている競争上の欠陥の 1 つは、

プラットフォームによる自己優先の慣行です。ソフトウェア配布プラットフォー

ムの独特の性質を考慮すると、自己優先は垂直的統合の例であるため、ほとんど

の場合、競争促進的である。 DMCH、および他の政策立案者や規制者は、垂直

統合または自己優先が効率の向上、品質の向上、または消費者のコストの削減に

つながる可能性がある場合、ユーザーが別のプラットフォームに簡単に変更でき

 
12 Epic Games, Inc. v. Apple Inc., U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, Case No. 4:20-cv-05640 (1 
April 2022)の ACT | The App Associationのアミカスブリーフを参照  
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るなら、独占禁止法の問題は最小限であると結論すべきと進言する。スマートフ

ォンが音楽プレーヤー、カメラ、およびマルチモーダル通信デバイスであること

を考えると、デバイスへの統合を認識せずにこれらの機能の 1 つに狭く焦点を

合わせることは、消費者の体験方法と一致しない。さらに、当局は、自己優先が

消費者にとって弊害となる懲罰例では、明らかに低い変更費用のために、消費者

がプラットフォームをすぐ変えることができるため、競争が高まると期待され

る。他のカテゴリーの市場行動と同じく、自己優先に関する独占禁止法の検討

は、問題の企業が市場支配力を持ち、その市場支配力を使用して競争や消費者に

害を及ぼす場合にのみ、一般には適切である。残念ながら、欧州連合（EU）な

どの他の管轄地域では、政策立案者は、プラットフォームに、自己優先が長期的

な排他的効果を持たないこと、及び、競争への悪影響がないか、効率性の正当化

できる根拠を示すよう立証責任転換することを提案している。 本協会は、消費

者に利益をもたらす可能性のある市場行動を妨げるため、他地域でそのようなア

プローチをとるべきでないと勧告する。 

iv. 開発者サービス側の市場 

批判者は、両面市場のソフトウェア半面でのプラットフォーム行動に対する独占

禁止法的攻撃とは別に、開発者サービス側の市場での競争的濫用を主張する。政

策立案者と規制者は、同側でのデジタルプラットフォーム行動への独占禁止法の

過剰な適用を求めるポピュリストの呼びかけに、特に注意すべきである。一部の

者は、この傾向に便乗して、独占禁止法を使用して競合他社を罰し、一定の問題

を誇張する傾向がある。たとえば、独占禁止法の介入を支持する人々は、政策立

案者が独占禁止法を拡大すべきであるという論拠として、ソフトウェアプラット

フォームが開発者に提供するサービスのコストを指摘する。開発者サービスへの

支払いが不公平であることを示すために、ソフトウェア配布のコストを支払い処

理のコストと比較する。しかし、支払い処理は、ソフトウェアプラットフォーム

で利用できる一連のサービスの 1 つの要素にすぎない。サービスには、次のも

のが含まれる。何億人もの人々のデバイスを介した即時の利用可能性、アプリス

トアを介したマーケティング、プラットフォームに組み込まれたプライバシー機

能、知的財産保護の支援、及びプラットフォームに組み込まれたセキュリティ機

能。プラットフォームに支払われる開発者サービスのコストに関する苦情は、そ

のようなコストが、はるかに重要でないサービスと比較されて誇張されており、
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独占禁止法の拡大または開発者サービスの価格を下げるための新しい規制制度の

創設を正当化しない。 

提唱者は、競争への害を示す他の証拠として、実際には無料でないのに、オープ

ンインターネット上でソフトウェアを無料で提供することを挙げる－プラットフ

ォームでのソフトウェア配布には、一般的に費用がかかる。上記のように、公開

されたインターネットでソフトウェアを販売するには、販売者が、ソフトウェア

プラットフォームでバンドルされているいくつかのタスク（マーケティング、知

的財産のポリシング、プライバシー管理、セキュリティ機能、支払い処理など）

を実行する必要がある。そして、オープンインターネットでソフトウェアを販売

することは、プラットフォームでソフトウェアを販売することの代替となりうる

こと、これを額面通りに受け取ったとしても、その前提には反対の点を証明する

という不便な特徴がある。それだけでなく、ソフトウェアプラットフォームの批

判者は、自分達は、ソフトウェアプラットフォームの要求に応じるしかないと言

いながら、代わりにオープンインターネットでソフトウェアを販売しているた

め、ソフトウェアプラットフォームの要求に応じる必要がないことを公然と認め

る。この内部の矛盾が見過ごされることは想像に難く、観察者は、ソフトウェア

の売り手に選択肢があることを認識せざるを得ない。実際、他の多くの開発者

は、反競争的行為を主張することなく、プラットフォームから移行した。代替品

は、たとえ同一でなくても、市場経済では一般的であり、健全な競争を示す傾向

がある。 

政策立案者と規制者がこれらの議論から導き出すべき別の結論は、政策立案者は、

独占禁止法の懸念を装った、豊富な資源を持つ競争相手による日和見主義的行動に

警戒すべきである点である。最も声高に発言している者は、アプリ経済全体につい

て話していることをよく示唆するが、実際には、独占禁止法やその他の政策手段を

使用して競合他社を弱体化させようとしている大企業である傾向がある。現在、大

手ソフトウェアプラットフォームは、一般的に会社の規模や政治的影響力に関係な

く、開発者サービスに対して同じ料金（収益のパーセンテージとして）を請求す

る。小規模な開発者の場合はそれよりも少ない場合もある。小規模な開発者は、大

企業のように自分たちでより良い条件を交渉するためのレバレッジを持っていない

ため、これらの取り決めのいずれでも利点がある。したがって、政策立案者が開発

者とプラットフォームの関係に関与するという提案は、プラットフォーム上の最大

級ソフトウェア会社に利益をもたらす一方で、本協会メンバーのような小規模な開
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発者に悪影響を与える可能性がある。大規模なソフトウェア会社が政策立案者に、

ソフトウェアプラットフォームに自分により良い 1 回限りの取引を提供させるよう

説得した場合、本協会のメンバーとそのクライアントおよび顧客は、結果として生

じる割引分をこれら大企業に付与することを余儀なくされる。更に状況を悪化する

のは、多くの本協会のメンバー企業は、これらの大企業と競合しているので、大企

業に与えられる利益は本協会メンバーに直接不利益をもたらしかねない。 

この分野で表明されている独占禁止法の懸念はしばしば誇張されているが、これら

のダイナミクスの競争分析は必ずしも最終的結論ではなく、独占禁止法の懸念は対

抗する政策の優先順位と矛盾する可能性がある。 たとえば、政策立案者は、ソフト

ウェアプラットフォームが消費者のプライバシーを保護するために使用する対策に

ついて警告を発している。 例えば、消費者が明確に同意しない限り、アプリが実行

されていない場合でも、消費者の位置を追跡するアプリの機能を阻止する決定をし

たことで、ソフトウェアプラットフォームは独占禁止法の疑いに直面した。活動家

は、特に位置データに関して、ソフトウェア会社とプラットフォームにプライバシ

ー慣行を改善するように絶え間なく圧力をかけ、企業によるそのような機密性の高

い個人情報収集方法を指摘する。実際には、プラットフォームレベルでのプライバ

シー管理は、すべてのまたは特定のアプリの収集ルールを簡単に設定できるように

することで、この認識された問題を改善する。 

政策立案者は、企業が自社の製品やサービスの設計にプライバシーを組み込むべき

であることを長い間明確にしてきた。したがって、プラットフォームのオペレーテ

ィングシステムからのプライバシー警告の目的は、消費者を混乱させて望む以上の

データを提供することを選択させるものであってはならない。つまり、アプリが実

行されていない場合でも位置データを提供することを容易にするようプラットフォ

ームを要求することは、データを保護するよりも、特定のアプリ開発者を支援する

こととなり、プライバシー保護の必須ポリシーに設計上背くことになる 。競争のレ

ンズだけから問題を見るのは、このように不完全な見方である。さらに、あるソフ

トウェアプラットフォームのよりプライバシーの保護の強いアプローチは、開発者

が秘密データを収集しやすい他のプラットフォームとの競争で差別化となる。これ

らのポリシーのもつれを解決する際には、消費者にとって何が最善かということに

焦点を当てる必要がある。独占禁止法は、消費者の便益に正当に対応する—それは

競争相手に利益をもたらすことを意図しない。したがって、プラットフォームが、

独立した開発者の提供よりも消費者が好む提供をする場合、政策立案者は、強力な
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競合他社の苦情のせいで、消費者の選択を無にして法を制定する必要があるか吟味

すべきである。 

本協会のメンバーは、参入する市場を選択するが、互いに激しく競争する。また、

強力で十分な資源を備えた競合他社の存在が、参入を完全に思いとどまらせるとは

限らない。豊富なリソースを持つことは、競合他社として（プラットフォームであ

ろうとなかろうと）紛れもない利点であるが、メンバー企業は、差別化された製品

でニッチを埋めたり、価格で競争したり、単に大きな競合他社を打ち負かしたりで

きるため存在する。アプリストアでのカメラアプリの継続的な存在と成功は、プラ

ットフォームと直接競合する企業の例である。 

しかし、それは、競合する製品を提供している企業が決して大企業に買収されるべ

きではないということではない。小さな会社の主な成功の定義は 3 つある。会社を

次世代に引き継ぐこと、大企業に買収される、または（それほど頻繁ではないもの

の）新規株式公開（IPO）をする。 多くの場合、買収されることが、これら 3 つの

選択肢の中で事業主と消費者にとって最良である。結局、IPO は高価で、リスクを

伴う。消費者にとってより良い製品やサービスを生み出す買収は、企業にとって自

然で有益な結末でもあり、競争法の観点からも健全である。 

e. 中小企業のアプリケーション開発者に対する消費者の信頼の確立と維持における

プラットフォームの役割 

当初、開発者はプラットフォームへの参加に消極的であり、高速に起動してアプリ

を構築する必要性にモデルが対応できない可能性があることを懸念した。しかし、

成功したプラットフォームは、アプリ開発者に幅広い消費者へのユビキタスなアク

セスを提供することで、アプリエコシステムを変えた。プラットフォームは、アプ

リ開発者が世界中の何十億ものアプリユーザーと関わり、可視性を確保するための

集中型フレームワークを提供する。コストも参入障壁もより低いため、新規のアプ

リ開発者と確立されたアプリ開発者の両方が成功を収めることができる。 

問題となっている中心的な市場の 1 つは、開発者サービスの市場である。この市場

では、開発者が、流通、マーケティング等の複合サービスに対して、プラットフォ

ームに支払いをなす。この市場も、激しい競争を経験している。このカテゴリの競

合他社に数個のプラットフォームのみ含める傾向があるが、開発者にとっての市場

ははるかに広大で、多種のプラットフォームを含むものとなる。 たとえば、ゲーム

開発者はゲーム専用の追加プラットフォームを選択でき、企業開発者は何百もの独
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自のカスタムプラットフォームを検討したり、独自のプラットフォームを作成した

りできる。 

i. サイバーセキュリティとプライバシー、違法複製、データの管理、及び移行

に対処するプラットフォームの役割 

スマートフォンとソフトウェアの配布プラットフォームが導入される前は、ソフ

トウェア開発者は、多大な費用をかけてゆっくりと消費者の信頼を構築したが、

そして、消費者の信頼が、ソフトウェア開発者が製品を市場に投入するために不

可欠であったし、今もなお不可欠である。ほとんどの者には、ソフトウェアを推

奨するにも、広く認知されているブランドがなかった。モバイルプラットフォー

ムが登場する前は、ソフトウェア開発者は、しばしば評判の高い企業に製品を引

き渡すことで、信頼の壁を克服しなければならなかった。デジタルで配布できる

シェアウェア製品でさえ、消費者の信頼を得るために評判の良いブランドと提携

することになる。今日、消費者は、これらのようなゲームをプラットフォーム上

無料でダウンロードできる。これらのプラットフォームは、製品の販売に伴う大

きな間接費を処理することでコストを削減するだけでなく、消費者にはるかに簡

単に到達することもできる。信頼の喪失がプラットフォームとそれに依存する開

発者の両方を傷つけるため、今日、消費者の信頼を得るため、絶え間ない保守と

警戒を必要とする。 

消費者の大多数は、プライバシーとセキュリティを、ソフトウェア配布プラット

フォームを利用するかどうか、どのプラットフォームを利用するか決定する際の

重要側面と見なす。 主要なプラットフォームは、競争し、消費者と開発者の両

方を引き付けるために、悪意のあるアプリに対する非常に効果的な予備的な防御

層を提供する必要がある。 最も競争力のあるプラットフォームは、最後の防衛

線であるデバイスオペレーティングシステムがアプリのアクティビティをブロッ

クすることを期待してユーザーに悪意のあるアプリのダウンロードを許可するの

ではなく、消費者がアクセスする前にアプリのマルウェアを選別するアプリレビ

ュープロセスを利用する。このようなプラットフォームは、ユーザーのプライバ

シーを危険にさらす可能性のある不要な権限をアプリがリクエストするのを防ぐ

ことで、さらに保護を提供する。 

ii. 著作権侵害への対処におけるプラットフォームの役割 

プラットフォームが登場する前は、ソフトウェア開発者は著作権侵害や盗難から

知的財産（IP）を保護するのに苦労した。ソフトウェア会社は、ライセンスコ



 
 

18 

 

ードがアクティブであり、盗みやすいため、小売店で製品を保護する際に、深刻

な課題に直面した。開発者が、製品を市場に出すために重大な障壁を克服して

も、著作権侵害や盗難の脅威に直面し、ビジネスの量が制限され、収益が損なわ

れていた。 2006 年までさかのぼると、ソフトウェア開発者は平均して年間 770

万米ドルの収益を失ったと推定される。 

ソフトウェア開発者がプラットフォームによって提供される紛争解決メカニズム

を活用できるようになる前は、開発者は、法廷での知的財産権侵害訴訟という、

正当な IP 所有者に、月に数千ドルもの法律顧問料と数年に及ぶ本業からの逸脱

という過大な負担を負わされていた。侵害が海外で発生したとき、ソフトウェア

開発者は、外国の司法制度に翻弄され、法の支配と公平性を欠いたものもあっ

た。ソフトウェア開発者と著作権所有者は、製品を配布し、製品の完全性を保持

するために、上記の紛争解決メカニズムなど、プラットフォームの費用効果の高

い手段の恩恵を受け続けている。 

これらすべてのプラットフォームの付与する利点にもかかわらず、一般の視聴者

にリーチしたい開発者にとって、特に、プラットフォームで利用できるものとは

異なる種類の配布または検索サービスを探している企業にとって、Web を使用

することは代替手段となる。上で説明したように、ソフトウェアプラットフォー

ム間の違いは、開発者が 1 つのモデルを別のモデルよりも好む可能性があるた

め、配布方法の市場の多様性を示していまる。 

ソフトウェアプラットフォームの安全性とセキュリティは、特に企業アプリ開発

者にとって、開発者サービスの重要な要素である。ソフトウェアプラットフォー

ムのセキュリティ機能は、その過程で著しく改善されたが、新しいベクターや脅

威に対処するために継続的に適応する必要がある。以前は 4 桁のパスコードし

かデバイスのロックを解除に必要としなかったが、デバイスの生体認証が可能に

なり、ソフトウェアプラットフォームは、これらの高度なセキュリティ手段を開

発者も顧客に提供して信用を構築および保守することもできるよう、これらの認

証手段を開発者も利用できるようにしている。しかし、サイバーセキュリティの

専門家とハッカーの間の猫とマウスのゲームは決して終わらないであろう。そし

て、セキュリティは、脅威に立ち向かい、打ち負かすために進化し続ける必要が

ある。一部のプラットフォームはデバイスのセキュリティを制御しないが、開発

者は、プラットフォームのセキュリティ機能が関連するハードウェアと継ぎ目な

く連携し、すべての攻撃ベクトルに対応していることを望む。ソフトウェアプラ
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ットフォームは、脅威の発生場所に関係なく、プラットフォーム全体で開発者を

確実に保護するために、脅威の共有および収集機能を引き続き改善する必要があ

る。さらに、消費者だけでなく開発者とそのクライアントおよびユーザーを保護

するために、重要なセキュリティ更新を含むソフトウェア更新を迅速に承認およ

び展開する必要がある。 

本協会のメンバーシップ全体で、「アプリの機能のみ」や「機能とターゲットを

絞った広告」など、さまざまな目的で関連する法律や規制に従ってデータが収集

される。繰り返すが、メンバーが利用できるアプリストアの範囲が広いため、経

験も実施もプラットフォーム間で異なる。 本協会は、企業は早い段階から製品

やサービスにプライバシーを組み込む必要があると考えており、責任ある透明性

のあるデータスチュワードシップに取り組んでいる。プラットフォームのオペレ

ーティングシステムからのプライバシー警告が、消費者のデータの収集方法と使

用方法について情報に基づいた決定を可能とする必要がある。したがって、競争

のレンズだけから問題を見るのは不完全な見方と言わざるを得ない。さらに、あ

るソフトウェアプラットフォームのプライバシーのより強い保護のアプローチ

は、開発者が機密データを収集しやすい他のプラットフォームと競争で差別化さ

れる。これらのポリシーのもつれを解決する際には、消費者にとって何が最善か

ということに焦点を当てる必要がある。独占禁止法は、消費者の便益に正当に対

応する—それは競争相手に利益をもたらすことを意図しない。したがって、プラ

ットフォームが、独立した開発者の提供よりも消費者が好む提供をする場合、政

策立案者は、強力な競合他社の苦情のせいで、消費者の選択を無にして法を制定

する必要があるか吟味すべきである。 

本協会のメンバーは、法律/規制によって許され、かつ、提供するサービスの機

能に合わせて調整された関連プラットフォームが許容するデータを収集する。本

協会のメンバーは、収集した機密データを保護するために、最新の技術的保護メ

カニズム（エンドツーエンド暗号化など）を使用するために多大な努力を払って

いる。さまざまなプラットフォームには、Apple iOS など、消費者自身によるプ

ライバシーのより優れた制御を可能にする機能が含まれており、AppleiOS を、

本協会は支持し、消費者からの信頼が高まることで恩恵を受けている。 本協会

は、メンバーと協力し、消費者とのコミュニケーションに使用されるプライバシ

ーポリシーが、次の 3 つの主要な原則を反映していることを確実にする。(1)ポ

リシーは明確、透明で、データ取得実務だけでなく、データ保護措置についても
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集約している、（2）ポリシーは、提携している第三者（広告主、分析サービス

など）について明確であり、消費者のデータへのアクセスと、それらがどう第三

者に扱われるかを説明をする、（3）消費者は、合理的な範囲内でデータにアク

セス、変更、および削除することができる。 

DMCH が、著作権侵害の管理と対応の能力に重大な影響を与える提案を進める

前に、違法なコンテンツや著作権問題に対処する措置を講じるデジタル経済の利

害関係者、およびそうした試みに依存する人とさらに協議することを強く勧奨す

る。 

iii. データの管理性と移行をサポートする上でのプラットフォームの役割 

プラットフォームの、消費者の自己のアカウントを通じて購入できるようにする

取組みと、ソフトウェア配布プラットフォーム間の変更コストが低いため、消費

者は、新しいデバイスへの移行、家族との共有、購入履歴の確認、および保護者

による管理の導入など、データとサブスクリプションを自ら管理しやすくなって

いる。 この一元化は、利便性を提供するだけでなく、悪意のある開発者と財務

情報を共有することから生じる可能性のある、サブスクリプションやデータ詐

欺、およびその他の違反から消費者を保護するのに役立つ。 したがって、消費

者は、さまざまな開発者によって作成された多数のプラットフォームにわたって

データとサブスクリプションを管理する必要がある場合よりも、より多くのアプ

リをダウンロードしたり、アプリ内購入したり、より多くのお金を費やすことを

いとわないと考えられる。 

厳格な基準、アプリのレビュープロセス、アプリ内支払いにより、消費者の信頼

が高まり、小規模なアプリ開発者でもプラットフォーム全体にアプリを広く配布

できる。実際、ユーザーがプラットフォームを信頼すると、新しいソフトウェア

アプリケーションを試す可能性が高くなり、中小企業の開発者にとってより多く

の機会が生まれます。 この消費者の信頼の組み込みは、開発者をプラットフォ

ームに引き付け、利用可能なアプリの数と品質を一貫して向上させてきた。した

がって、DMCH によって検討されている両面プラットフォームの商業的現実

は、独占と反競争的行為の支持され得ない主張と相反する。 

関連して、プラットフォームのランキングと機能の透明性は、メンバーには役立

つも、プラットフォームでの成功にとって「重要」ではない。アプリストアのラ

ンキングに関するさらなる洞察は有益だが（たとえば、技術仕様、ビジネスユー

ザーが利用できるツールなど）、ソフトウェアプラットフォームは、ランキング
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固有のアルゴリズムなど、関連するすべてのビジネス運用の詳細を開示すること

を適切に回避できる。欧州委員会（EC）などの他の規制当局は、与えられた説

明、ランク付け、取得/使用されたデータなどの側面が含まれている透明性スコ

アカードなど、この分野でのさまざまな義務を提案している。本協会は、進化

し、透明性が向上し、中小企業の開発者に利益をもたらすアプリストアのランキ

ングに不当に命令を介入させる新しいメカニズムに対して強く警告する。 

iv. 強制サイドローディングの可能性とモバイルアプリ経済への害 

上で説明したように、ソフトウェア配布プラットフォームのレビュープロセス

は、集団行動の問題を解決する。悪意のある開発者の中には、ユーザーの個人情

報を悪用して利益を得ようとする者がいるが、そのようなアプリをプラットフォ

ームに許可すると、プラットフォームに対する消費者の信頼（および使用意欲）

が損なわれる。中小企業の開発者は、ユーザーのプライバシーとセキュリティを

保護するためのプラットフォーム上の全アプリ精査等、プラットフォームによる

自己の価値維持の取組みに依存している。実際、データの収集と保存においてデ

ータのセキュリティ及びプライバシーを保護するための対策を積極的に要求する

このようなプラットフォームの取組みは、エンドユーザーの信頼を獲得、維持し

なければならない開発者に広く利益をもたらし、同じエンドユーザーのプライバ

シーを保護する主要な手段でもある。これは、開発者コミュニティの間で、幅広

いサポートを享受する（プラットフォームの便益にアクセスする料金支払いを免

れるために、今日のモバイルアプリの経済を混乱させたいと考えている一部の異

端開発者に悔恨されるほど）。 

一般に、日本のモバイルデバイスユーザーは、デバイスのオペレーティングシス

テムにプリインストールされているアプリストアからアプリをダウンロードす

る。オペレーティングシステムとアプリストアはバンドルされているため、デバ

イス上のオペレーティングシステムは、アプリストアの利用規約を施行し、未承

認のアプリがデバイス管理機能や消費者情報にアクセスするのを防ぐことができ

る。残念ながら、アプリ経済の大手企業のいくつかは、ソフトウェアプラットフ

ォームが、消費者が主要アプリストア以外からアプリをダウンロードする機能を

管理することを禁止するよう、政策立案者に働きかける運動を開始した。 つま

り、大手企業が、サイドローディングをソフトウェアプラットフォームが許可す

るよう政府が強いることを求め、プラットフォームがサイドローディングの潜在

的な害について消費者に警告することでさえ禁止する提案をもする。 
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2 つの主要なソフトウェアプラットフォームは、消費者に害を及ぼす可能性のあ

る未承認のソフトウェアのサイドローディングを防ぐために強力な対策を講じて

いる。iOS はサイドローディング（メインのアプリストア以外からスマートデバ

イスにソフトウェアをダウンロードすること）を禁止しており、Apple App 

Store の利用規約では著作権侵害が禁止されているため、コンテンツを盗むサイ

ドローディングされたアプリを iOS デバイスにインストールすることは困難で

ある。 Android は、著作権侵害者に問題を与える。Google Play ストアでも一般

的に、著作権侵害を実施する、あるいは助長するアプリを拒否し、Android の現

在の（および最近の）バージョンは、デフォルトでサイドローディングを許可し

ていない。 ただし、ユーザーは設定に移り、「不明なソース」からのサイドロ

ーディングを一度に 1 個ずつ許可できる。 たとえば、ユーザーは、ソフトウェ

アをデバイスの Web ブラウザからダウンロードできる。 

サイドローディングを阻止するソフトウェアプラットフォームの機能は、個人情

報にアクセスして犯罪行為を行うため、サイドローディングされたアプリにイン

ストールされたマルウェアを使用する、悪意のある攻撃者から消費者を保護す

る。さらに、個人から主要なエンターテインメント企業まで、著作権所有者は、

現行法下で利用可能なツールを使用し、偽造アプリや映画、音楽、テレビを違法

にストリーミングするアプリを削除する。 それでも、サイドローディングされ

たアプリは、主に無料で、また、最も人気のあるストリーミングやテレビ番組な

どを含め、無料でストリーミングコンテンツにアクセスできるため、消費者を魅

了する。未承認のソフトウェアをこれらのプラットフォームに許可するソフトウ

ェアプラットフォームに関した制定法的または司法的な命令は、著作権所有者と

その顧客に負担を強いる。 

特に、オープンアプリ市場法（OAMA）などの米国で提案された法律は、コン

テンツの著作権侵害に重要な障壁を取り除くことにより、著作権所有者に損害を

及ぼす。 上記のように、ソフトウェアプラットフォームは、偽造アプリと映

画、音楽、テレビ番組への無料アクセスを制限する重要なゲートキーパー的役割

を担う。OAMA は、ユーザーがデフォルトとして第三者のアプリストアを選択

し、第三者アプリまたはアプリストアをインストールできるよう、プラットフォ

ームが「容易にアクセス可能な手段を提供する」ことを義務付け、プラットフォ

ームがサイドロードを許可するよう義務付ける。但し、OAMA の規定は、アプ

リストアまたはアプリが消費者にとって有害かどうかを決定するプラットフォー
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ムの役割を維持していると考えられる。 理論的には、これは、ユーザーが選択

した信頼できるソースから、ユーザーがサイドロードするための Android のオ

プションのようでもある。 

残念ながら、この要求では、第三者のアプリまたはアプリストアを許可しないと

いうプラットフォームの決定が違法であり、第三者のアプリストアを「容易にア

クセスできる」ようにするという要件に違反しているという推定を依然として作

出する。OAMA はさらに進んで、「オペレーティングシステムのインターフェ

イス、開発情報、ハードウェアおよびソフトウェア機能へのアクセス」を「同様

のアプリまたは機能によるアクセスをプラットフォームが与えている条件と同等

または機能的に同等な条件で」提供することをプラットフォームに要求する。ハ

ードウェアとソフトウェアの機能への平等なアクセスを要求することは、限局さ

れた例外の 1 つが適用されない限り、違法使用をなす、又は使用約款に反する

アプリの削除する機能を阻害することとなるように思われる。 

プラットフォームに対して、第三者のアプリやアプリストアのためにデバイス及

びソフトウェア機能への選択肢及び平等なアクセスを提供させようとする、

OAMA の要求は、全著作権所有者にとってコンテンツの著作権侵害が大幅に増

加するリスクをもたらす。アプリ自体が他のコンテンツ全ての著作権侵害経路に

なっているように、OAMA は、全著作権所有者が、不正使用や収益の損失から

守られるために、戦わざるをえない別の前線を開く。現実には、海賊版の映画、

音楽、テレビへのアクセスを提供するアプリはすべてのプラットフォームで入手

可能で、モバイルプラットフォームでは、コンテンツの著作権侵害に対するアプ

リストアの禁止とサイドローディングを防止対策のおかげでそれほど入手可能で

はない。広告でサポートされた著作権侵害に関する DigitalCitizensAlliance によ

る最近のレポートでは、コンテンツへの無料アクセスを提供するために使用され

ているアプリのいくつかの例を明るみにした。13MyMuzik や YTSMovies のよう

なアプリは、「無料ストリーミングアプリ」の検索による数百の結果のうちの 2

つにすぎない。著作権侵害はすでにコンテンツ所有者に毎年数十億ドルの費用を

かけている。 OAMA は、事実上、著作権侵害増加への道を切り開き、権利行使

コストを増加させ、クリエイターの収益を減少させる。現状、プラットフォーム

がアプリのスクリーニングと承認のプロセスを使用できることで、不正なアプリ

が消費者によるダウンロードされるようストアに入るのが困難にされている。 

 
13 https://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/Breaking-Bads-Report.pdf. 
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OAMA とそのような提案は、通知と削除手続の有効性を弱めてしまう（米国デ

ジタルミレニアム著作権法第 512 条の規定等、ソフトウェアプラットフォーム

による違法なアプリ削除のために、著作権所有者からの侵害品削除要求に迅速に

対応する等の著作権侵害を防止するための特定の対策を実施すべきオンラインサ

ービスプロバイダーの限定的責任を定める。我々は、政策立案者と利害関係者

に、ソフトウェアプラットフォームがモバイルデバイスのアプリまたはアプリス

トアを許可しなければならないとされた時に、日本法下で侵害品削除がどれほど

非効果的となるかを検討するよう要望する。たとえば、盗用ビデオコンテンツを

専門とする詐欺師が、偽 Disney +を装って、マルウェアをできるだけ多くの個

人用デバイスにアップロードするために、消費者にビデオアプリをサイドローデ

ィングさせようとした場合、OAMA や同様の提案は、Apple のようなプラット

フォームが、そのアプリを削除し、デバイス機能や個人情報へのアクセスをブロ

ックすることを、ただ AppleTV+と形式的には競合することから、阻止する。

ディズニーが削除通知を提出した場合でも、違法性の推定が適用されてしまう。

特に、例外を認める OAMA 条項は、海賊版アプリの削除が「対象会社のアプリ

に明らかに一貫して適用された…第三者アプリを除外する、または不要なあるい

は差別的な制限を課す口実として使用されていない…そして狭く設定されて、よ

り非差別的な技術的に可能な手段では達成できない」ことを示すことができる場

合にのみ、プラットフォームで利用できるとしている。プラットフォームは、明

確で説得力のある証拠によってこれを示す必要があり、できない場合には、

OAMA 違反の責任を負い、民事罰の対象となりうる。この状況はプラットフォ

ームの自由を縛り、削除通知の遵守に対する責任に直面する可能性があり、著作

権侵害に対処するプラットフォームの能力を事実上剥奪する。 

アプリストアが、スマートデバイスに未承認第三者アプリを許さないとならない

とする政府の命令は、消費者のマルウェアリスクへの暴露を増加させ、ハッカー

がユーザーの個人情報にアクセスできるようにする。第三者アプリをサイドロー

ドしようとするほとんどの消費者にとっては、デバイスを「脱獄」するか、デバ

イス設定を使用して信頼できるアプリをダウンロードできるようにすることが必

要である。こうした制限を置く層により、無意識の消費者にアクセスしようとす

る悪意の行為者に対して、シンプルだが効果的な障壁を提供できる。 偽造ソフ

トウェアアプリは、消費者データ消失、サービスの中断、デバイス誤動作、コン
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テンツへのアクセス喪失、デバイス保証無効化、個人情報盗難、詐欺、さらには

著作権侵害の民事および刑事訴追を起こすことがあり、また起こしている。 

明らかに、消費者へのコストは莫大で、企業の評判と収益への害も同様である。

コンテンツやサービスを提供する企業は、顧客保護に強い利害を有す。盗用およ

び偽造ソフトウェアアプリは、エンドユーザーの信頼を脅かし、名声低下につな

がりかねない。これらのコストを定量化するのは難しいかもしれないが、それで

も否定できない事実である。 OAMA とそのような提案は、モバイルエコシステ

ムで偽造アプリを合法的なアプリと同等の立場に置き、間違ったアプリをダウン

ロードした場合に消費者が危険にさらされることになる。ソフトウェアプラット

フォームは、コンテンツプロバイダーとその顧客の両方に利益をもたらす、安全

なオンライン市場を提供する上で必要かつ重要な役割を果たす。スマートデバイ

スを管理するための多くのオプションと柔軟性があることも良いことである。し

かし、サイバー犯罪者がアプリマーケットプレイス内に店を構えるようになる

と、著作権侵害が増え、収益が失われ、顧客の不満が高まる。これらおよび上記

の理由により、ソフトウェアプラットフォームが偽造アプリやその他の盗まれた

コンテンツを削除することを防げる法を制定することに対して政策立案者に強く

警告する。 

f. モバイルアプリ経済における健全な競争力の兆候：プラットフォームが新市場を

開拓 

過去 10 年以上がアプリ経済にとって成功であったように、今後の 10 年はさらに良

くなる可能性がある。上記のように、厳選されたアプリストアを通じて配布される

ソフトウェアアプリの指数関数的成長は、無数の消費者や企業の使用事例と市場

を、積極的に変革し続けている。この成長と雇用の創出は、開発者－プラットフォ

ームモデルがまだ成功していることを強く示す。さらに、開発者はプラットフォー

ム以前には存在しなかった新しい製品、サービス、市場を作成し続けているため、

アプリ経済の成長はまだ続くと期待される。アプリ経済の創意工夫の注目すべき例

は、COVID-19 パンデミックとの闘いいもみられる。モバイルアプリは、コンタク

トトレーシング通知に効果的に利用されており、病気の拡大を最小限に抑え、無数

の命を救っている。 

おそらく最も重要なことは、さまざまな種類のハードウェアがネットワークに接続

するにつれて、プラットフォームの世界が進化し、拡大し続けていることである。

たとえば、ウェアラブル向けの新しいプラットフォームが登場している。接続され
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た家庭用デバイスと車は、プラットフォームを超えた相互運用性を促進し、音声支

援機能が他のデバイスと通信できるようにしている。このように、単一のプレーヤ

ーが市場支配力を発揮するプラットフォーム市場という考えとは相反し、開発者サ

ービスは需要とともに改善および進化し続けることが示される。 

プラットフォームが、開発者が新しい視聴者にリーチできるようにする別の領域

は、アクセシビリティツール使用である。モバイルオペレーティングシステムは、

障害者の生活を改良するアプリの作成に開発者が使用できる、強力なアクセシビリ

ティツールで構築されている。視覚障害者への地図アプリの音声方向指示である

か、音声言語障害者のための文章から会話ツールであろうと、開発者ツールキット

の一部としてこれらのツールを提供すると、あらゆるアプリがより多くの視聴者に

リーチするのを支援する。 

デジタルプラットフォーム運用の透明性に対処する際、政策立案者は、アプリスト

アでの取上げとランキングの問題を提起した。アプリアソシエーションアプリ開発

者メンバーは、洗練されたユーザーインターフェイスと直感的なユーザーエクスペ

リエンスの設計、アプリの定期的な更新、アプリのローカリゼーションの最適化、

障害者によるアプリアクセス、レビュー収集、アプリプレヴューの作成に基づい

て、よく取り上げられる。App Store では、際立っている革新的なアプリを構築

し、App Store の編集チームにそれを知らせること

（https://developer.apple.com/contact/app-store/promote/により） が、取り上げ

られるための最善の方法である。 Google Play は、よりアルゴリズム駆動型で（編

集チーム駆動型ではなく）、 Google プラットフォームでは、ユーザーから発見さ

れ、気づかれる傾向が始まることがより重要となる。アプリのタイトル、ダウンロ

ード数、優れた評価、および価格は、検索ランクを決定する主な要因である。一般

的に、アプリストアでのランキングやフィーチャーを含めた、プラットフォームの

透明性は、メンバーやビジネスユーザーにとって、事前に計画を立てて法的確実性

を達成する能力を高めるために重要だが、プラットホームでのメンバーの成功には

重要ではない。本協会は、異なるレベルの透明性があると考えており、一部のレベ

ルではより多くの情報が有益であると考えられ（たとえば、技術仕様、ビジネスユ

ーザーが利用できるツール）、プラットフォームが、ランキング固有のアルゴリズ

ム等、全事業運営の詳細を開示しなければならない義務はないと信じる。完全かつ

完全な透明性により、検索ランキング操作が名目上になり、アプリストアをスパム

で充満させる。プラットフォームが、検索およびランキングアルゴリズムを最適化
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し続け、システムをゲーム化しようとする者の先をいくのに十分な柔軟性を確保す

ることが重要である。 
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III. 本協会のモバイルアプリ経済の競争性に関する意見の結論 

例外的なアプリ経済の躍進は、スマートフォンとソフトウェアプラットフォームの開発

と並行しておきてきた。確立された集中型プラットフォームの存在は、アプリエコシス

テムの動的な成長と比類のない成功を促進するのに有益である。プラットフォームは、

あらゆる業界や企業において、アプリ使用を増大させるための重要な基礎とデータベー

スとして機能する。ソフトウェアプラットフォームは、アプリ開発者に 3 つのことを

なす。 

1. 全面的な間接費削減。 

2. 瞬間的な消費者信頼メカニズム。 

3. グローバル市場への費用対効果の高いアクセス付与。 

今日、モバイル、デスクトップ、ゲーム、更に主体コンピューティングのためのでさ

え、成功した全プラットフォームは、これら機能を提供しなければならず、さもないと

市場で失敗する。アプリは、スマートフォンの人気と開発の両方の原動力として機能

し、他方、プラットフォームは、ソフトウェア開発者の世界中の市場へのエントリー障

壁を低減する。2 団体の成功は共生であり、政策立案者は、消費者と企業に広く利益を

もたらしたこの健全なダイナミクスを乱さないように細心の注意を払うべきである。 

したがって、我々は、DMCH が、モバイルアプリのエコシステムを総合的に評価し、

将来の政策変更に情報を与える今後のレポートで、上記の優れた競争力のある革新的な

性質を把握することを強く求める。 DMCH は、日本で創造、成長、雇用創出を生み出

し続けているこのエコシステムに、政府の要求を不当に挿入する政策変更はとどまるべ

きである。 
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本協会は、DMCH に意見を提供する機会を高く評価しており、我々の利益を慎重に検

討することを強く求める。 我々は、DMCH だけでなく、日本および世界中の他の政策

立案者や規制当局と協力して、バランスの取れた消費者保護と競争政策の開発を通じ

て、ダイナミックなアプリ経済のメリットをすべての消費者と企業にもたらすことに取

り組んでいる。 

 

敬具 

 

 
 
Brian Scarpelli 
Senior Global Policy Counsel 
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要約 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」（以下「中間報告書」という。）

は、「１２．OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple）」、「２５．OS の機

能へのアプリに対するアクセス制限」、「２６．UltraWideBand（超広帯域無線）へのア

クセス制限（Apple）」、「２７．NFC（近距離無線通信）へのアクセス制限（Apple）」

において、「OS 等の機能について、自社サービスと同等のアクセス…を認めることを義務

付ける規律の導入」等について提案しているところ、これらは iPhone の各種技術へのサー

ドパーティによる広範なアクセスを許容することにつながるものである。 

また、中間報告書は、「７．アプリストアの拘束（Apple）」において、「サイドローデ

ィングを許容する義務」について提案しているところ、これは App Store の審査を経ない

アプリが iPhone にダウンロードされることを許容することにつながるものである。 

いずれの場合も、iPhone が iOS を中心に重層的に実現しているセキュリティを大きく後

退させるものであり、ユーザーを深刻なセキュリティリスクにさらす結果になるものであ

るから、このような提案に対しては反対である。 
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意見書 

 

中間報告書は、デジタル市場における競争環境に関する構造的な課題を把握するため、モ

バイル・エコシステムにおけるレイヤー構造が競争環境にどのような影響を与えているの

かについて、競争評価を行おうとするものである。 

 デジタル市場は、現在、グローバルに展開され、急速に拡大しているが、その過程でサイ

バー空間と実空間の一体化が進展する結果、サイバー攻撃により深刻な被害が生じる可能

性も指数関数的に拡大しているため、その競争環境に関する構造的な課題を把握するに当

たって、サイバーセキュリティ上の問題を無視することはできない。 

 本意見書では、デジタル市場における競争環境について正しい前提理解に立って議論い

ただくため、実際のサイバーインシデントについて多数の対応実績を有する法律事務所の

立場から、主として中間報告書に記載された各提案におけるサイバーセキュリティ上の懸

念点について、意見を述べる。 

 

１．サイバーセキュリティにおける重要な視点 

（１）単一かつ絶対的なセキュリティ対策は存在しないこと 

サイバーセキュリティにおける重要な視点として、サイバーリスクを完全に抑止する

ための単一かつ絶対的なセキュリティ対策は存在しないという点がある。 

サイバーセキュリティの文脈においては、明確な悪意をもった攻撃者が存在し、攻撃

者は一つのエントリーポイントを突けば攻撃の足掛かりにすることができるのに対し

て、防衛側はすべてのエントリーポイントを防ぐ必要がある。このように攻撃者と防御

者との間には非対称性が存在し、構造的に攻撃者が優位となっている。 

また、いかに優れたアーキテクチャに基いて、いかに費用と時間を掛けてセキュリテ

ィ技術を開発したとしても、それが人の手によって開発されるものである以上、当該技

術には、開発者自らの開発行為に起因する技術的な脆弱性が内在することを完全に払

しょくすることはできない。 

そのため、サイバーセキュリティにおいて重要な概念となるのが重層的防御（Defense 

in Depth）である。これは、元来、軍事戦略上の概念であり、外敵の侵入を検知、反撃、

撃退すべく幾重にも防御層を構築するというものである。サイバーセキュリティにお

いても、この重層的防御の概念が応用されており、単一かつ絶対の施策は存在しないと

の理解の下、重層的なセキュリティ対策が肝要となる1。 

 

1 例えば、米国のサイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA）

による 2016 年 9 月付 ”Recommended Practice: Improving Industrial Control System 

Cybersecurity with Defense-in-Depth Strategies”によれば、”Unfortunately, there are 

 



   

 

4 

そして、この重層的防御の思想は、モバイルデバイスにも応用されている。 

例えば、中間報告書 99 頁でも指摘されているとおり、Apple 社は「iPhone におけ

るセキュリティ及びプライバシー保護機能」について、「セキュリティには重層的なア

プローチを採っている」のである。すなわち、ハードウェアレベルにおいて「iPhone 

の重要なセキュリティ機能は、独自のセキュリティ・ハードウェアで動作する」ものと

し、ミドルウェア（OS）レベルにおいて、オペレーティングシステムとサードパーテ

ィ・アプリを安全に保つべく、「ソフトウェアのアップデートをセキュアにタイムリー

に行う仕組みを提供し、セキュアな通信と決済を実行し、より安全なインターネット体

験を提供する」とし、第三者が開発するソフトウェア（アプリ）レベルにおいて「アプ

リの審査は、すべてのアプリとアプリのアップデートに対して、 ダウンロードできる

ようになる前に、包括的なチェックを行い、セキュリティを確保するための重要なもう

一つの層を提供している」 ものといわれている。 

その結果、「この重層的なアプローチがうまく機能したことにより、iOS は世界で最

もセキュアな消費者向けコンピューティング・プラットフォームとなった」のである。 

 

（２）ユーザーに自主的なセキュリティを期待することは困難であること 

 独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による「2019 年度情報セキュリティの脅威

に対する意識調査」によると、スマートデバイス利用者のうち脆弱性対策の必要性の認

知割合は 52.9％であり、実際に対策をしているのはわずか 36.2％2にすぎない。 

このことから、ユーザーはセキュリティについて必ずしも関心が高いとはいえず、か

つ対策状況も十分といえない3。 

 

no shortcuts, simple solutions, or “silver bullet” implementations to solve cybersecurity 

vulnerabilities”を前提としつつ、”It requires a layered approach known as Defense in 

Depth.”とする。その具体的な内容として” Defense in Depth as a concept originated in 

military strategy to provide barriers to impede the progress of intruders from attaining 

their goals while monitoring their progress and developing and implementing 

responses to the incident in order to repel them. In the cybersecurity paradigm, 

Defense in Depth correlates to detective and protective measures designed to impede 

the progress of a cyber intruder while enabling an organization to detect and respond 

to the intrusion with the goal of reducing and mitigating the consequences of a breach.”

と説明されている。 

2 「対策を全てできている」5.7％、「対策をほとんどできている」30.5％の合計。 

3 マイボイスコム株式会社が、2021 年 9 月に、1 万 149 人を対象に実施した「スマートフ

ォンに関するアンケート調査(第 15 回)」によれば、「あなたがスマートフォンの端末を選

ぶ際に、重視する点は何ですか。(複数回答可）」との問に対し、「セキュリティ」と回答
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また、一般にセキュリティとユーザビリティはトレードオフの関係にあると言われ

ている4。この考えに従うと、セキュリティを向上させればユーザビリティが低下する

こととなり、他方でユーザビリティを向上させればセキュリティは低下する結果とな

る。 

例えば、総務省の令和 3 年 4 月 7 日付「サイバーセキュリティに関するインターネ

ット利用者の意識調査結果について」によれば、利用者認証における重要なセキュリテ

ィ対策の一つである多要素認証の導入について「特に面倒に感じることはない」と答え

たのはわずか 26.7％とされている。これは、ユーザーにとってセキュリティとユーザ

ビリティはトレードオフとの関係にあり、セキュリティを向上させればユーザビリテ

ィが低下することを示すものである。 

そして、特に日常利用のモバイルデバイスにおけるユーザビリティの重要性は PC と

比べて更に高いことが想定される。 

そうであるにもかかわらず、セキュリティをユーザーの自主性に委ねると、ユーザー

のセキュリティに対する意識が十分ではないことに加え、ユーザビリティが重視され

る結果としてセキュリティの更なる低下を招き、ユーザーが深刻なセキュリティリス

クにさらされる機会が増えることとなる。 

こうした視点から、モバイルデバイスにおいては、単にセキュリティを強化するだけ

では足りず、いかにユーザビリティを低下させずに、換言すればユーザーに操作上の負

担をかけずにセキュリティを実現するかが重要となっている。 iPhone における

TouchID・FaceID に関する技術は、ユーザーにパスワード入力の負担をかけずに、パ

スワードと同程度のセキュリティを実現している点で好例といえる。 

 

２．中間報告書「１２．OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple）」、「２

５．OS の機能へのアプリに対するアクセス制限」等に係る「OS 等の機能について、自

社サービスと同等のアクセス…を認めることを義務付ける規律を導入すること」等につ

いて 

中間報告書は、「１２．OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple）」、

「２５．OS の機能へのアプリに対するアクセス制限」等において、「OS 等の機能につ

いて、自社サービスと同等のアクセス…を認めることを義務付ける規律を導入すること」

等を提案する。 

しかしながら、この提案は、以下のとおり、iPhone が iOS を中心に実現しているセキ

ュリティを大きく後退させるものであり、ユーザーを深刻なセキュリティリスクにさら

 

した者が 1.5％以下(「その他」)であることも、スマートデバイス利用者のセキュリティへ

の関心の低さを示している。 

4 Cranorm F.L. and Garfinkel, S : Security and Usability, p.xi, Oreilly & 

AssociatesInc.(2005) 
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すこととなる。 

（１）広範なアクセスを許容することのセキュリティリスク 

ア iOS の技術 

iPhone のセキュリティに関する技術は、上述のとおり、重層的に施されていると

ころ、それは単一の技術がセキュリティリスクとの関係で絶対的なものではないこ

とを前提に、段階的・可及的にセキュリティリスクを減少させることを目的とするか

らと考えられる。 

そのため、iPhone が実装するセキュリティ技術は多岐にわたるが、その中心的役

割を果たしているのが iOS によるアクセス制御機能である。 

iOS は、サードパーティが iPhone 上のセンシティブなデータ・技術にアクセスす

る際、ユーザー及び／又は Apple 社の許可を得ることを求めるように設計されてい

る。すなわち、ある技術が iPhone 上のデータ・技術にアクセスするためには、コー

ドベースでの許可を取得しなければならない。そして、この許可には、パスワードの

オートフィル機能等そもそも広くアクセス許可が与えられているものから、連絡先

等、同アプリの使用中にユーザーが明示的に認めた場合にアクセス許可を与えるも

の、接触確認通知等、そもそも実装にアップル社の許可が必要となるものまで、様々

な種類があることが確認できる。 

これにより、万が一攻撃者が iPhone 上のデータや技術に不正にアクセスしようと

した場合であっても、Apple 社が iPhone に施しているセキュリティ技術により、当

該アクセス自体を制限し、又は不正にアクセスしようとしていることをユーザーに

認識させて、不正アクセス被害を最小限に抑えることを可能としていると考えられ

る。 

  

イ セキュリティリスクの存在 

ところが、中間報告書の提案は、サードパーティによる iOS を始めとする iPhone

の各種技術への広範なアクセスを許容するものである。これは、サードパーティが

iPhone 上のセンシティブなサービス・データ・技術にアクセスする際にユーザー及

び／又は Apple 社のアクセス許可を要するという iOS によるアクセス制限の大幅な

緩和を伴うものである。 

この緩和により、サードパーティがユーザー及び／又は Apple 社のアクセス許可

を得ることなく、iPhone 上のセンシティブなサービス・データ・技術にアクセスす

ることが可能となるため、ユーザーは、自ら関知しないところで、例えば位置情報の

追跡、通話・SMS・メール・LINE などの監視、画像・動画などの閲覧といったプラ

イバシーが侵害されたり、決済機能の悪用による財産的被害を受けるリスクにさら

されることが考えられるのである。 
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（２）iPhone に内在する脆弱性 

   中間報告書は、iOS に内在するセキュリティリスクである脆弱性の存在を一切検討

することなく、「７．アプリストアの拘束（Apple）」、「１２．OS 等の機能のブラウ

ザに対するアクセス制限（Apple）」、「２５．OS の機能へのアプリに対するアクセ

ス制限」等において、iOS を始めとする iPhone の各種テクノロジーへのサードパーテ

ィによる広範なアクセスを許容することを提案している。 

   しかし、以下で述べるとおり、iOS には深刻な脆弱性が内在することが頻繁に判明し

ているところ、このような iOS に対してサードパーティによる広範なアクセスを許容

することは、ユーザーにとってのセキュリティリスクをより一層顕在化させることと

なる。 

ア iOS 及び Apple 社の技術に関する脆弱性の内容 

  （ア）iOS に関する脆弱性 

情報システムの脆弱性に対するオープンで汎用的な評価手法として、CVSS

（Common Vulnerability Scoring System：共通脆弱性評価システム）がある。

CVSS においては、脆弱性の深刻度は、0（低）～10（高）の数値であらわさ

れ、0 は「なし」、0.1~3.9 は「注意」、4.0~6.9 は「警告」、7.0~8.9 は「重

要」、9.0~10.0 は「緊急」として評価されている。 

iOS についても、CVSS（v3）上 7.0~8.9（「重要」）、9.0~10.0（「緊急」）

と位置付けられる深刻な脆弱性が多数発見されている。以下はその一例である。 

 

【表１：iOS に関して発見されたの過去の深刻な脆弱性の一例】 

CVE 番号 CVSS（v3） 対象 OS 脆弱性の概要 

CVE-2019-85475 9.8 

 

Apple Mac OS X  

10.12.6 

Apple Mac OS X  

10.13.6 

Apple Mac OS X  

10.14.3 

iOS 12.2 未満  

(iPhone 5s 以降) 

iOS 12.2 未満  

(iPad Air 以降) 

iOS 12.2 未満 

カーネルメモリの

公開につながる境

界外読み取りの脆

弱性 

（→リモートの攻

撃者により、メモリ

を漏えいさせられ

るおそれ） 

 

 

5 IPA(2019)「JVNDB-2019-015930」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2019/JVNDB-

2019-015930.html,(2022-05-30)。 
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 (iPod touch 第 6 世 

代) 

watchOS 5.2 未満  

(Apple Watch Series 1 

以降) 

CVE-2019-87126 9.8 iOS 13 未満  (iPhone 

6s 以降) 

tvOS 13 未満  (Apple 

TV 4K) 

tvOS 13 未満  (Apple 

TV HD) 

watchOS 6 未満  

(Apple Watch Series 3 

以降) 

アプリによるメモ

リ破損の脆弱性 

（→システム権限

で任意のコードを

実行されるおそれ） 

CVE-2020-99967 7.8 Apple Mac OS X 11.0.1 

未満 (Mac Pro 2013 以

降) 

Apple Mac OS X 11.0.1 

未 満  (MacBook Air 

2013 以降) 

Apple Mac OS X 11.0.1 

未 満  (MacBook Pro 

Late 2013 以降) 

Apple Mac OS X 11.0.1 

未満  (Mac mini 2014 

以降) 

Apple Mac OS X 11.0.1 

未満 (iMac 2014 以降) 

Apple Mac OS X 11.0.1 

未満  (MacBook 2015 

以降) 

解放済みメモリの

使用に関する脆弱

性 

（→悪意のあるア

プリを介して、権限

を昇格されるおそ

れ） 

 

 

6 IPA(2019)「JVNDB-2019-015933」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2019/JVNDB-

2019-015933.html,(2022-05-30) 。 

7 IPA(2020)「JVNDB-2020-014248」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2020/JVNDB-

2020-014248.html,(2022-05-30)。 
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Apple Mac OS X 11.0.1 

未満 (iMac Pro すべて

のモデル) 

iOS 14.0 未満 (iPhone 

6s 以降) 

iOS 14.0 未満 (iPod  

touch 第 7 世代) 

iPadOS 14.0 未満  

(iPad Air 2 以降) 

iPadOS 14.0 未満  

(iPad mini 4 以降) 

CVE-2020-38608 7.8 iOS 13.3.1 未満  

(iPhone 6s 以降) 

iOS 13.3.1 未満 (iPod 

touch 第 7 世代) 

iPadOS 13.3.1 未満  

(iPad Air 2 以降) 

iPadOS 13.3.1 未満  

(iPad mini 4 以降) 

watchOS 6.1.2 未満  

(Apple Watch Series 1 

以降) 

メモリ破損の脆弱

性 

（→アプリを介し

て、カーネル権限で

任意のコードを実

行されるおそれ） 

 

（イ）iOS 以外の技術に関する脆弱性 

近時の iPhone 製品には、「Secure Enclave」と呼ばれるセキュリティサブシス

テムが搭載されており、同システムは、iPhone 内のファイルを暗号化する際に使

用する暗号鍵や、Apple Pay においても利用される TouchID・FaceID の認証デー

タを管理するなど、セキュリティ上極めて重要な役割を果たしている9。 

しかし、同システムについても、2020 年 8 月ごろには、修正不可能な脆弱性が

発見された旨の報告がなされている10。 

 

8IPA(2020)「JVNDB-2020-002290」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2020/JVNDB-2020-

002290.html,(2022-05-30)。  

9 Apple Inc.「Apple プラットフォームのセキュリティ」(2021 年 5 月)9 頁以下参照。 

10 logu_ii(2020)「Apple 端末のセキュリティを担う『Secure Enclave』チップにパッチ修

復不可能な脆弱性が見つかる」https://gigazine.net/news/20200802-unpatchable-exploit-
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（ウ）iPhone の脆弱性が悪用された実例 

実際に脆弱性が悪用された実例として、FORCEDENTRY と名付けられた脆弱

性（CVE-2021-30860, CVSS(v3):7.8）を悪用したスパイウェア Pegasus を挙げる

ことができる1112。Pegasus に感染した iPhone は、外部からメッセージの読み取

り、通話の追跡、デバイスの位置情報の追跡、パスワードの収集、標的デバイスの

マイクとカメラへのアクセスを、ユーザーに無断で行うことが可能となる。

Pegasus は、イスラエルのサイバー武器製作会社 NSO Group が開発したものと

されており、活動家やジャーナリスト等の監視に用いられていた可能性があるこ

とが指摘されている1314。 

 

イ iOS に関する脆弱性が発見される頻度 

    上記アで記載した各脆弱性は一部にすぎず、iOS については、2007 年のリリース

以降も定期的に脆弱性が発見されており、確認できるものに限っても、2022 年 3 月

18 日までに発見された CVE の数は、2,631 件にのぼる15。この件数からすると、iOS

 

apple-secure-enclave/,(2020-05-30)。 

11 Kevin Watkins(2021)「Pegasus スパイウェアが再び登場」https://symantec-

enterprise-blogs.security.com/blogs/japanese/pegasussuhaiueakazaihidengchang,(2022-

05-26)。 

12 MITRE Corporation(2021)「CVE-2021-30860」https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-

2021-30860,(2022-05-29)。 

13 Bill Marczak, John Scott-Railton, Bahr Abdul Razzak, Noura Al-Jizawi, Siena 

Anstis, Kristin Berdan, and Ron Deibert(2021)「FORCEDENTRY NSO Group 

iMessage Zero-Click Exploit Captured in the Wild」

https://citizenlab.ca/2021/09/forcedentry-nso-group-imessage-zero-click-exploit-

captured-in-the-wild/,(2022-05-30)。 

14 その他、CISA においては、既に悪用が確認された脆弱性のうち、米国全体に重大なリ

スクをもたらすと評価されたものにつき、「Known Exploited Vulnerabilities Catalog(既

知の悪用された脆弱性カタログ）」として管理しているが(https://www.cisa.gov/known-

exploited-vulnerabilities-catalog)、同カタログ中には、iOS を含む Apple 社製品に関する

脆弱性が複数記載されており、Apple 社の現時点のセキュリティ体制ですら、万全でない

ことを示している。 

15 氏名不詳「CVE Details」https://www.cvedetails.com/vulnerability-

list.php?vendor_id=49&product_id=15556&version_id=&page=1&hasexp=0&opdos=0&

opec=0&opov=0&opcsrf=0&opgpriv=0&opsqli=0&opxss=0&opdirt=0&opmemc=0&opht
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のリリース以降、毎月平均 14 件以上の脆弱性が発見されている計算になる。 

 

ウ アップデートによる対応とそれに伴うセキュリティリスク 

Apple 社では、iOS の脆弱性に起因する新たなセキュリティ上の懸念に対応する

ために、定期的にアップデートをリリースしている16。もっとも、アップデートを適

切に反映する上ではユーザー側で一定の操作を行わなければならない場合（換言すれ

ばユーザーに操作上の負担を強いなければならない場合）があるところ17、ユーザー

側の対応次第では、脆弱性が発見されている iOS が脆弱な状態のまま長期間放置さ

れる危険性がある。 

この点、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「2021 年度情報セキュリティの脅

威に対する意識調査―【脅威編】―」（2022 年 3 月）30 頁によれば、スマートフォ

ン利用者のうち、セキュリティ対策として「（可能な機種の場合）OS のアップデー

ト」を現時点で実施している割合は合計 51.6％、「端末内のアプリのアップデート」

を現時点で実施している割合は合計 59.2％と、いずれも 6 割を下回っている。そのた

め、現時点においても、既知の脆弱性が放置されたままとなっている iPhone は、相

当数存在するものと想定される。 

なお、脆弱性に関するアップデート通知により、ユーザーのみならず悪意をもった

攻撃者も当然に当該脆弱性の存在を覚知することとなるため、悪意を持った攻撃者は

アップデート通知に係るバージョンを持つユーザーを探し、当該脆弱性に基づく攻撃

を仕掛けることが可能となる。その結果、アップデート対応がなされないとユーザー

は極めて深刻なセキュリティリスクにさらされることは論を待たない。 

 

（３）小括 

以上のとおり、iPhone は、その提供する技術に起因するセキュリティリスクを段階

的・可及的に減少させるべく重層的にセキュリティを実装しているところ、最も重要な

セキュリティが iOS によるアクセス制御機能である。 

中間報告書の提案のとおりサードパーティによる iOS を始めとする iPhone の各種

テクノロジーへの広範なアクセスを許容することは、iPhone が iOS によって実現して

いるセンシティブなサービス・データ・技術へのアクセス制御を緩和することとなり、

 

tprs=0&opbyp=0&opfileinc=0&opginf=0&cvssscoremin=0&cvssscoremax=0&year=0&m

onth=0&cweid=0&order=1&trc=2631&sha=1efc6556e916c71709f3dc8581fc744a481520

68,(2022-05-26)。  

16 Apple Inc.「Apple プラットフォームのセキュリティの概要」(2021 年 5 月)45 頁。 

17 Apple Inc.(2022)「iPhone、iPad、iPod touch をアップデートする」

https://support.apple.com/ja-jp/HT204204,(2022-05-26)。  
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攻撃者の攻撃可能範囲を拡大させことにつながり、それ自体がセキュリティリスクを

顕在化させるものである。 

しかも、iOS 等の技術自体に一定の頻度で、かつ、深刻な脆弱性が内在することは避

けられず、加えて、Apple 社が適切に脆弱性に対応したセキュリティアップデートを配

布しても、ユーザーによるセキュリティ対策に遅れが生じているのが現状である。 

それにもかかわらず、サードパーティによる iOS を始めとする iPhone の各種テク

ノロジーへの広範なアクセスを許容することは、セキュリティリスクをより一層高め、

ユーザーの人格権侵害、経済的損害といった深刻な被害を招くこととなるのは自明で

ある。 

したがって、「１２．OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple）」、

「２５．OS の機能へのアプリに対するアクセス制限」、「２６．UltraWideBand（超

広帯域無線）へのアクセス制限（Apple）」、「２７．NFC（近距離無線通信）へのア

クセス制限（Apple）」において提案されている「OS 等の機能について、自社サービ

スと同等のアクセス…を認めることを義務付ける規律の導入」等については反対であ

る。 

 

３．中間報告書「７．アプリストアの拘束（Apple）」（98 頁～）に係るサイドローディン

グを許容する義務について 

  中間報告書は、ユーザーが App Store 以外からサードパーティのアプリをダウンロー

ドすることを可能にする、いわゆる「サイドローディングを許容する義務」を提案する。 

しかしながら、この提案は、以下のとおり iPhone が iOS を中心に重層的に実現してい

るセキュリティを大きく後退させるものであり、ユーザーを深刻なセキュリティリスク

にさらすこととなる。 

（１）サイドローディングを許容することの技術上のセキュリティリスク 

ア iPhone に存在する脆弱性が悪用されセキュリティ保護メカニズムが無効化される

リスク 

（ア）サンドボックス保護メカニズム 

上述のとおり、iOS は、サードパーティが iPhone 上のセンシティブなサービス・

データ・技術にアクセスする際には、ユーザー及び／又は Apple 社の許可を得る

ことを求めるように設計されている。すなわち、万が一 iPhone 上で動作するサー

ドパーティによるアプリにマルウェアが混入していた場合であっても、当該アプ

リ自身に割り当てられた特定領域（「サンドボックス」）を超えて保存されている

他のファイルやシステムに干渉することができないため、他の正常なアプリに記

録されているデータが悪影響を受けることはなく、マルウェア被害を最小限に抑

えることが可能となるのである。 
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（イ）iOS 中のサンドボックス保護メカニズムに関する脆弱性 

上記のサンドボックス保護メカニズムに関しても、これを回避する深刻な脆弱性

は、過去に何度も発見されている。下記表記載の脆弱性はいずれも近年発見された

サンドボックス保護メカニズムを回避する脆弱性の一例である。 

いずれも、CVSS（v3）7.5~10.0 の評価が下されている。このことから、サン

ドボックス保護メカニズムに関する脆弱性が、いかに深刻なセキュリティリスク

であるかが分かる。 

 

【表２：サンドボックス保護メカニズムに関わる過去の脆弱性】 

CVE 番号 CVSS18

（v3） 

対象 OS 脆弱性の概要 

CVE-2016-763019 9.8 iOS 10.2 未満 (iPhone  

5 以降) 

iOS 10.2 未満 (iPad  

第 4 世代以降) 

iOS 10.2 未満 (iPod  

touch 第 6 世代以降) 

サンドボックス保

護メカニズムを回

避される脆弱性 

CVE-2018-409120 10.0 

 

Apple Mac OS X  

10.13.2 

サンドボックス保

護メカニズムを回

避される脆弱性 

CVE-2018-418421 7.5 Apple Mac OS X 

 10.13.5 未満 

サンドボックス保

護メカニズムを回

避される脆弱性 

CVE-2018-422922 10.0 Apple Mac OS X  

10.13.4 

サンドボックス保

護メカニズムを回

 

18 IPA(2022)「共通脆弱性評価システム CVSS v3 概説」

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html,(2022-05-26)。 

19 IPA(2016)「JVNDB-2016-007377」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2016/JVNDB-

2016-007377.html,(2022-05-26)。  

20 IPA(2018)「JVNDB-2018-003673」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2018/JVNDB-

2018-003673.html,(2022-05-26)。 

21 MITRE Corporation(2018)「CVE-2018-4184」https://cve.mitre.org/cgi-

bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-4184,(2022-05-26)。  

22 IPA(2018)「JVNDB-2018-005806」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2018/JVNDB-

2018-005806.html,(2022-05-26)。  
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避される脆弱性 

CVE-2020-989823 9.8 Apple Mac OS X  

10.14.6 

Apple Mac OS X  

10.13.6 

Apple Mac OS X  

10.15.5 

iOS 13.6 未満 (iPhone  

6s 以降) 

iOS 13.6 未満 (iPod  

touch 第 7 世代) 

iPadOS 13.6 未満  

(iPad Air 2 以降) 

iPadOS 13.6 未満  

(iPad mini 4 以降) 

サンドボックスの

制約を回避される

脆弱性 

 

（ウ）小括 

ゆえに、ここで「Defense in Depth」の発想が重要となる。すなわち、iPhone の

セキュリティ水準を保つ上では、iPhone がマルウェアに感染した場合に備えたサ

ンドボックス保護メカニズムによる事後対策にとどまらず、そもそも iPhone に搭

載するアプリにマルウェアが混入しないように、事前対策としてアプリのスクリ

ーニングを行っておくことが必要不可欠である。 

 

イ App Store の審査のセキュリティ上の貢献 

（ア）アプリ審査（以下「App Reveiw」という。） 

Apple 社においては、「自動審査と手動審査の組み合わせ」（中間報告書 100 頁）

により、App Store を通じて配布するアプリを事前に審査しているとされている。

iPhone において実現されているセキュリティ保護メカニズムも完全ではない以上、

iPhone 上で動作するアプリについて事前に審査を施し、マルウェアが混入してい

ないかどうかを確認するのが望ましいこと、サンドボックス保護メカニズム等が

存在するとはいえ脆弱性のあるアプリを流通させることは可能な限り避けるべき

ことを踏まえると、Apple 社の対応は、積極的に評価されるべきものといえる。

Apple 社が行っている審査の概要は、一般に、以下のようなものであると言われて

 

23 IPA(2020)「JVNDB-2020-010473」https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2020/JVNDB-

2020-010473.html,(2022-05-26)。 
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いる。 

ア）バイナリーファイルの静的解析  

App Store 上でのアプリの配信を希望するデベロッパーは、App Review を受

けるために、当該アプリのバイナリーファイルを提出する。Apple 社はこれを静

的に解析24し、当該アプリに使用が許可されていないプライベート API が含ま

れていないかどうかを確認するものとされている25。 

 

イ）App Store Review ガイドラインに基づく審査     

Apple 社は「App Store Review ガイドライン」を一般公開している26。同ガ

イドラインは、「App Review のプロセスを通過する上で役立ち、承認と却下の

決定の一貫性を保つ一助」となるために作成され、App Review を受けることを

希望するデベロッパーに対し、「最初にリストの全項目をご確認いただくことを

お勧め」する旨が説明されている。そのため、同ガイドラインは、事実上、Apple

社において行われる App Review の審査基準としての役割を有しており、Apple

社においては、提出されたアプリが同ガイドラインを遵守するものであるかど

うかを審査しているものと考えられている27。 

同ガイドラインにおいては様々な項目が記載されているが、もっぱらセキュ

リティとの関係で問題となる項目には、以下のようなものがある。 

 

【表３：セキュリティに関わる審査事項の一例】 

項目 説明（抜粋） 

1.5 デベロッパ情報 質問やサポートに関する問題について問い合わせる

ため、デベロッパへの連絡方法がユーザーに明示され

ている必要があります。App の中で、またサポート

URL によって、デベロッパに簡単に連絡できるように

しておく必要があります。 

 

24 静的解析とは、コンピュータのソフトウェアの解析手法の一種であり、実行ファイルを

実行することなく、解析を行うことを指す。 

25 log1p_kr(2021)「いかにしてマルウェアアプリは App Store に侵入するのか？」

https://gigazine.net/news/20210928-how-malware-gets-into-app-store/,(2022-05-26)。 

26 Apple Inc.(2022)「App Store Review ガイドライン」

https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/,(2022-05-26)。 

27 Apple Inc.(2022)「2021 年に App Store で不正取引約 15 億ドルを阻止」

https://www.apple.com/jp/newsroom/2022/06/app-store-stopped-nearly-one-point-five-

billion-in-fraudulent-transactions-in-2021/,(2022-06-06)。 
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1.6 データのセキュリティ App では、Apple Developer Program 使用許諾契約及

び本ガイドライン（詳しくはガイドライン 5.1 を参照）

に従って収集されたユーザー情報を適切に取り扱い、

サードパーティによる不正な使用、開示、アクセスを

防ぐため、適切なセキュリティ対策を施す必要があり

ます。 

2.3 正確なメタデータ ユーザーが App をダウンロード又は購入することで

何を得るのかが明確にわかるように表示する必要が

あります。そのため、プライバシー情報、App の説明、

スクリーンショット、プレビューといった App のメタ

データすべてが、App の主要な体験を正確に反映する

ようにしてください。また、新しいバージョンの提供

時には、これらの情報を最新の状態にしてください。 

  

（イ）デベロッパーの登録制 

App Store を通じてアプリの配布を希望するデベロッパー（法人・個人を問わな

い。）は、「Apple Developer Program」に登録する必要がある28。同プログラムに

登録するためには、個人登録であれば、写真付きの本人確認書類の提出が求められ、

法人登録をする場合には、法人番号等を提出する必要がある。このように App Store

上でアプリを配布できるデベロッパーを登録制とすることで、悪意のあるデベロッ

パーが App Store に参入することを防ぎ、万が一参入してしまった場合にも、迅速

に排除することが可能となる。これにより、Apple 社は、デベロッパーに対する実効

的な監督を行っていると考えられる29。 

 

（ウ）App Store 上のアプリの継続的な監視 

    悪意を持ったデベロッパーは、App Review の後に、アプリの動作方法を変更して、

不正な挙動を実行させることもある。このようなアプリを App Store から排除する

ため、Apple 社は、App Store 上で配布されるアプリにマルウェアが含まれていない

 

28 Apple Inc.(2022)「Apple Developer App を使用した登録と本人確認」

https://developer.apple.com/jp/support/app-account/,(2022-05-26)。  

29 「Apple は不正関連の理由で、Apple Developer Program から 47 万のチームを除外し

ました。不正にまつわる懸念を理由に、約 20 万 5,000 のデベロッパによる登録申請を却

下しました」(Apple Inc.「数百万のアプリのために信頼できるエコシステムを築く App 

Store の保護が果たす役割」(2021 年 6 月)12 頁)。 
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かどうか等、セキュリティの観点から継続的に監視を行っているものと思われる30。 

 

（エ）小括 

以上のように、Apple 社は、重層的なセキュリティの一環として、万が一 iOS に

よるサンドボックス保護メカニズムに脆弱性が生じる場合に備えて、プラットフォ

ームを一元化し、そこで流通するアプリに対して重層的な審査・監督を施すことによ

り、iPhone のユーザーに対し、高度のセキュリティとユーザビリティを両立させた

サービスを提供しようとしている。 

それにもかかわらず、仮にサイドローディングを認めた場合、このようなセキュリ

ティ上のメリットを iPhone のユーザーが享受できなくなるおそれがある。 

 

（２）サイドローディングを許容した場合に生じているセキュリティリスクの実例 

ア iOS で脱獄した場合に顕在化しているセキュリティ上のリスク実例 

    iOS では、App Store で配信されるアプリ以外はインストールできない仕様となっ

ているという厳格な制限が課されているところ、特定のツールをインストールする

ことで iOS が制限している操作することが可能となる（いわゆる「脱獄」）。 

    そして、iOS を脱獄することで、App Store で配信されているアプリ以外をインス

トールすることが可能となり、サイドローディングを許容した場合と類似の状態と

なる31。 

    そのため、実際に iOS を脱獄することで生じているセキュリティリスクは、サイ

ドローディングを許容した場合に生じ得るセキュリティリスクを評価をする上で参

考となるものといえる。 

    実際、以下のとおり、iOS を脱獄することでトラブルが生じていること、脱獄した

iOS を標的としたマルウェアが存在すること、脱獄した iOS にインストールするア

プリによりユーザーのプライバシー等が侵害されかねないことが明らかとなってい

 

30 「2021 年、この種の違反により 15 万 5,000 本のアプリケーションが App Store から削

除されました。」(Apple Inc.(2022)「2021 年に App Store で不正取引約 15 億ドルを阻

止」https://www.apple.com/jp/newsroom/2022/06/app-store-stopped-nearly-one-point-

five-billion-in-fraudulent-transactions-in-2021/,(2022-06-06)。)。 

31 この脱獄の状態は、サードパーティのアプリのインストールを許容するものであること

に加え、iOS のセキュリティ機能すら無効化する場合を含むものであるから、中間報告書

が提案する iOS のセキュリティ機能を前提としつつサードパーティのアプリのインストー

ルを許容することと、必ずしも同じ状態を作出するわけではない。しかし、上述のとおり

iOS 上の脆弱性の存在により iOS のセキュリティ機能が回避される場合もあるため、中間

報告書の提案内容であっても、脱獄と同じ状態が起こり得るものと思料する。 
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る。 

（ア）SektionEins 社からの発表内容（2014 年 4 月 17 日） 

ドイツのセキュリティ会社である SektionEins 社から、脱獄した iOS デバイス

をターゲットにしたマルウェア「Unflod.dylib」が発見されたことが発表された。

当該マルウェアは、脱獄した iOS デバイスが実行中のすべてのプロセスをフック

して外部への SSL 接続を読み取り、iOS デバイスの Apple ID とパスワードをア

メリカのホスティングサーバーを経由して中国のサーバーへ送信するという機能

を有しているとのことであった32。 

 

（イ）フォーティネット社の研究者の調査結果（2014 年 7 月） 

     フォーティネット社の研究者の調査結果により、脱獄済み iOS デバイスを狙っ

た「AdThief」又は「Spad」と呼ばれるマルウェアに iOS デバイス 7 万 5,000 台以

上が感染していることが明らかとなった。これらのマルウェアは、様々な WEB 広

告のソフトウェア開発キットに仕込まれており、ハッカーは感染したデバイスを

通じて開発者 ID を自由に変更し、生成された広告収入などの開発者の利益の横取

りを可能にするとのことであった33。 

 

（ウ）Palo Alto Networks 社からの公表内容（2015 年 8 月 30 日） 

Palo Alto Networks 社から、脱獄した iOS デバイスを対象としたマルウェア

「KeyRaider」を確認したこと、当該マルウェアにより 22 万 5,000 件もの Apple 

ID に係るユーザー名やパスワード等が漏えいしていることが公表された。また、

当該マルウェアによって有料のアプリの不正購入や身代金を目的としたデバイス

の乗っ取りといった被害が発生し得ることが明らかとなっている34。 

 

（エ）NortonLifeLoc 社からの注意喚起（2017 年 7 月 26 日） 

NortonLifeLoc 社から、iOS デバイスにおいてデバイスの遠隔操作が可能な

 

32 SektionEins GmbH(2014)「iOS Malware Campaign”Unflod Baby Panda”」https://

www.sektioneins.de/en/blog/14-04-18-iOS-malware-campaign-unflod-baby-panda.html,

(2022-05-30)。  

33 Axelle Apvrille (2014)「INSIDE THE IOS/ADTHIEF MALWARE」

https://www.virusbulletin.com/uploads/pdf/magazine/2014/vb201408-

AdThief.pdf,(2022-05-30)。 

34 Claud Xiao(2015)「iOS Malware Steals Over 225,000 Apple Accounts to Create Free 

App Utopia」https://unit42.paloaltonetworks.com/keyraider-ios-malware-steals-over-

225000-apple-accounts-to-create-free-app-utopia/,(2022-05-30)。  
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「mSpy」といったアプリがあり、「mSpy」には、 

・位置情報による場所の追跡 

・通話、SMS、メール、LINE などのモニタリング 

・ネット使用状況のモニタリング 

・インストールされているアプリを管理 

・画像、動画などの閲覧 

・端末データの遠隔削除、ロック 

    といった機能があることが公開されている35。 

 

イ サイドローディングを許容している PC 上で顕在化しているセキュリティ上のリ

スクの実例 

    上述のとおり、iOS においては App Store の審査を経たアプリ以外をインストー

ルすることは制限されている。一方で、macOS においては App Store 以外で配信さ

れているアプリをインストールすることが可能となっている。そのため、サイドロー

ディングを許容している macOS においては、アプリに組み込まれたマルウェアへの

感染等のセキュリティリスクが顕在化しているものと考えられ、これらの顕在化し

ているリスクを把握することは、iOS においてサイドローディングを許容した場合

に生じ得るセキュリティリスクを評価をする上で参考となるものである。 

    実際、以下のとおり、macOS においてはユーザーに大きな被害をもたらし得るマ

ルウェアが近年においても多く確認されており、また、macOS を標的としたマルウ

ェアも増加傾向にあることが明らかとなっている。 

（ア）macOS のデバイスに感染するマルウェアについて（2021 年 2 月 13 日） 

     McAfee 社からは、macOS のデバイスのマルウェア感染に関する記事が公開さ

れた。当該記事において紹介されたマルウェアの中には、偽の Adobe Flash Player

のインストーラーを使用して、悪意のある別のコードを Apple デバイスに埋め込

むという「Crossrider」というものがある。具体的には、Adobe Flash Player を更

新するというポップアップやメッセージを受けたユーザーに、リンク先から偽の

インストーラーをダウンロードさせることで、当該インストーラーを介して悪意

のあるコードを更にインストールさせるというものである。 

     追加でインストールされるツールの中には、システムのセキュリティスキャン

を実行し、いくつかの問題があることを特定したようにみせかけて、プログラムの

クリーンアップ機能を有効にするために金銭をユーザーに要求するという

 

35 NortonLifeLock Inc.(2017)「iPhone 遠隔操作の脅威、その調査・対策と 5 つの予防

策」https://jp.norton.com/internetsecurity-mobile-iphone-remote-control.html,(2022-05-

30)。 
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「Advanced Mac Cleaner」というものが含まれていることが報告されている36。 

 

（イ）macOS を標的としたマルウェアについて②（2016 年 7 月 6 日） 

Bitdefender 社からは、外部のサイトからダウンロード可能なファイルコンバー   

タアプリ「EasyDoc Converter」内に、macOS にバックドアを作成してデバイス

のコントロールを掌握する「Backdoor.MAC.Eleanor」というマルウェアを発見し

たとの報告がなされた。 

当該マルウェアは、デバイスに感染後にデバイス内に Tor アドレスを形成し、

C&C サーバとの通信、ファイルシステムやウェブカメラへのアクセスを可能にす

ることが報告されている。 

同社からは、当該マルウェアが組み込まれたアプリには Apple 社のデジタル署

名がないため、安全対策としてアプリを信頼できるウェブサイトからのみダウン

ロードすることが推奨されている37。 

 

（ウ）macOS を標的としたマルウェアの増加①（2019 年 9 月 11 日） 

     Kaspersky 社からは、2011 年までは毎年検出される macOS を標的とした悪意

のあるファイルの数はわずかであったところ、2012 年からは収集した悪意のある

ファイルの数が年々倍増していくようになったこと、攻撃を受けたユーザー数も

2012 年から 2017 年にかけて急激に増加していることが報告されている38。 

 

（エ）macOS を標的としたマルウェアの増加②（2020 年 2 月 11 日） 

     Malwarebytes 社から発表された 2019 年度のマルウェア年次調査の結果では、

Mac に対する脅威が Windows と比較して大幅に増加し、2018 年と比べて 400%

以上増加したことが報告された。また、PC1 台当たりで発見された脅威数で比較

しても、Mac は平均 11 件、Windows は平均 5.8 件と、Mac は Windows を約 2

倍上回っていた。 

 

36 マカフィー株式会社(2021)「Apple コンピュータはウィルスに感染するのか」

https://www.mcafee.com/blogs/ja-jp/internet-security/can-apple-macs-get-

viruses/,(2022-05-30)。  

37 Alexandra GHEORGHE (2016)「New Backdoor Allows Full Access to Mac Systems, 

Bitdefender Warns 」https://www.bitdefender.com/blog/labs/new-mac-backdoor-nukes-

os-x-systems/,(2022-05-30)。 

38 Mikhail Kuzin,Tatyana Scherbakova,Tatyana Sidorina,Vitaly Kamluk(2019)

「Threat to macOS users」https://securelist.com/threats-to-macos-

users/93116/#malicious-and-unwanted-programs-for-macos,(2022-05-30)。  
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     このように Mac に対する攻撃が増加した理由について、市場シェアの増加で攻

撃者にとってより魅力的な標的になったこと等を指摘している39。 

 

ウ サイドローディングを許容しているアンドロイド上で顕在化しているセキュリテ

ィ上のリスクの実例 

    iOS とは異なり、アンドロイドにおいてはサイドローディングが許容されている。

そのため、アンドロイドにおいて顕在化しているセキュリティ上のリスクの内容は、

iOS においてサイドローディングを許容した場合にも生じ得るセキュリティリスク

といえる。また、アンドロイドと iOS において顕在化しているリスクの数を比較す

ることで、iOS においてサイドローディングを許容するとした場合、セキュリティリ

スクがどの程度増加するかどうかを推察することができる。 

    この点、以下のとおり、アンドロイドにおいてはユーザーの権利を侵害し得る重大

なセキュリティリスクが生じている。また、サイドローディングが許容されているア

ンドロイドは、iOS と比較して多くの脅威にさらされており、iOS においてサイドロ

ーディングを許容すると iOS のユーザーに対する脅威が急激に増加し得ることが分

かる。 

（ア）アンドロイドのマルウェア感染事例①（2021 年 2 月 13 日） 

     Pradeo 社から、Google Play で 10 万回以上ダウンロードされたアプリで画像を

マンガ風に加工できる機能を提供する「Craftsart Cartoon Photo Tools」に、

Facebook のログイン用の認証情報を盗み取る「FaceStealer」というマルウェアが

仕込まれていることが報告された40。 

 

（イ）アンドロイドのマルウェア感染事例②（2021 年 11 月） 

     ThreatFabric 社から、アンドロイドを狙ったバンキング型トロイの木馬が公式

ストア「Google Play」で公開され、拡散されていることが発表された。当該マル

ウェアは、QR コードスキャナーやスキャン＆PDF 作成アプリ、暗号資産アプリ

としてリリースされており、感染するとオンラインバンキングの認証情報を盗み

出すことが報告されている。手口としては、アプリのダウンロード後にユーザーに

提供元不明のアプリをインストールする許可を求め、ユーザーが許可を与えてイ

ンストールが完了すると、マルウェアがデバイス上で実行され、ユーザーにアクセ

 

39 Malwarebytes(2020)「2020 State of Malware Report」

https://www.malwarebytes.com/resources/files/2020/02/2020_state-of-malware-

report.pdf,(2022-05-30)。  

40 Roxane Suau(2022)「Spyware dubbed Facestealer infects 100,000+Google Play 

users」https://blog.pradeo.com/spyware-facestealer-google-play,(2022-05-30)。  
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シビリティサービスの権限の許可を求めるというものである。ユーザーが許可し

た後は、当該マルウェアはデバイスを完全に制御する一方、正規のアプリとしても

動作するためユーザーに疑われないままとなる。 

     このような手口を有しているマルウェアが 4 種類あり、30 万回以上ダウンロー

ドされていたことも報告されている41。 

 

（ウ）iOS とアンドロイドのマルウェア感染の比較①（2017 年） 

     Lookout 社からは、同社の製品で保護している企業利用のアンドロイド端末

1,000 台のうち 47 台でアプリベースの脅威が発生し、iOS 端末では同様の脅威は

1,000 台のうち 1 台であったことが報告されている42。 

 

（エ）iOS とアンドロイドのマルウェア感染の比較②（2020 年） 

     Nokia 社からは、2020 年のデバイスタイプ別感染数の内訳が公表されている。

スマートフォンの中では、アンドロイドが最も多くマルウェアの標的になってお

り、PC を含めた全感染の 26.64%がアンドロイドであった。一方で、iPhone はわ

ずか 1.72%にとどまっている。 

     また、同社からは、アンドロイドのアプリは、サードパーティのアプリストアか

ら自由にダウンロードできるため、機能的には問題ないものの、トロイの木馬に感

染しているアプリも多く、どこからでもダウンロードできることが依然として大

きな問題になっている旨が指摘されている43。 

 

（３）ユーザーに自主的なセキュリティ対応を期待することは困難であること 

   以上のように、サイドローディングを許容した場合、iPhone のユーザーは深刻なセ

キュリティリスクにさらされることになるが、iPhone のユーザーにセキュリティの観

点からのアプリの選別や細やかな設定といった自主的なセキュリティ対応を期待する

ことは困難である。    

 

41 HREAT FABRIC(2021)「Decieve the Heavens to Cross the sea」

https://www.threatfabric.com/blogs/deceive-the-heavens-to-cross-the-sea.html,(2022-05-

30)。  

42 Kevin Mahaffey,mike Murray(2020)「モバイルリスクの全容：モバイル活用時に企業

が把握しておくべきリスクのすべて」

https://www.lookout.com/documents/whitepapers/jp/lookout-spectrum-of-risk-wp-

jp.pdf,(2020-05-30)。 

43 Nokia Corporation「2020 Nokia Threat Intelligence Report(2020 年 Nokia 脅威イ

ンテリジェンス報告書)」。 



   

 

23 

この点について、中間報告書は、「App Store 以外のアプリストアを認めれば、ユー

ザーはセキュリティも考慮した上で複数のアプリストアの中から選択することができ

るようになる」（中間報告書 110 頁）と記載している。 

しかし、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「2021 年度情報セキュリティの脅

威に対する意識調査―【脅威編】―」（2022 年 3 月）によれば、スマートフォン利用

者のうち、あるセキュリティ項目につき「実施していない」、「分からない」及び「や

り方が分からなくできない」というセキュリティ対策に関する意識が低い層の占める

割合の合計は、「OS のアップデート」について 43.0%、「信頼できる場所（公式サイ

ト、公式ストア等）からアプリをインストールする」について 43.5％となっており、半

数近くが十分なセキュリティ対応をしていないことが分かる。 

また、上述のとおり一般にセキュリティとユーザビリティはトレードオフの関係に

あり、かつ、ユーザーはモバイルデバイスにおいてユーザビリティを重視する傾向にあ

るといえる。 

このため、構造的に、スマートフォンのユーザーが適切に「セキュリティも考慮した

上で複数のアプリストアの中から選択する」ことを期待することは困難であり、サイド

ローディングを許容した場合には、iPhone のユーザーを深刻なセキュリティリスクに

さらしかねない。 

実際、サイドローディングを許容するアンドロイドでは、サイドローディングの危険

性に鑑み、サイドローディング時に警告を表示する仕様を採用している（中間報告書

116 頁～119 頁）。それにもかかわらず、「『2020 Nokia Threat Intelligence Report

（2020 年 Nokia 脅威インテリジェンス報告書）』によると、プラットフォームがマ

ルウェアに感染した事例で iPhone が占める割合は１％ほどであるのに対し、Android 

は全感染の４分の１以上を占めている。」（中間報告書 99 頁）とある。これは、スマ

ートフォンのユーザー側において自主的なセキュリティ対策を期待することが極めて

困難であることの証左にほかならない。 

 

（４）小括   

   以上のとおり、サイドローディングを許容すると、Apple 社の適切な審査を受けてい

ないサードパーティのアプリがインストールされる結果、iPhone に存在する脆弱性が

悪用され、セキュリティ保護機能が無効化されるリスクが高まる。そして、そのリスク

の軽減をユーザーの自主的な判断に委ねることは困難であり、その結果、ユーザーは深

刻なセキュリティリスクにさらされることとなるのである。 

   なお、中間報告書は、サードパーティのアプリをブラウザを使って直接ダウンロード

するサイドローディングに加え、サードパーティのアプリストアをインストールでき、

そこからアプリをダウンロードするというサイドローディングについても検討してい

る。この点について、中間報告書 112 頁は、「他のアプリストアの選択肢を排除するの
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ではなく、当該他のアプリストアについても、自社のアプリストアにおけるアプリ審査

と同水準の審査を実施することを担保する何らかの仕組み（例えば、関係事業者等によ

る認証制度、ガイドライン等）を設けた上で、当該他のアプリストアのサービス提供を

許容することも考えられるのではないか。」とし、サードパーティのアプリストアに一

定のセキュリティを担保する仕組みを要求することを指摘する。しかしながら、その例

としての「関係事業者等による認証制度、ガイドライン等」の内容が不明確であり、ま

たその効果も全くもって定かでない。サードパーティのアプリストアによるアプリの

提供を許容するアンドロイドにおいてマルウェアの感染が iPhone よりはるかに多い

ことは上述のとおりであるから、仮に iPhone においてサードパーティーのアプリスト

アからのアプリ提供を許容した場合、アンドロイドと同様に、iPhone ユーザーは深刻

なセキュリティリスクにさらされることとなる。 

したがって、「７．アプリストアの拘束（Apple）」において提案されている「サイ

ドローディングを許容する義務」を設けることには反対である。 

 

４．結論 

以上のとおり、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」は、「１２．OS

等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple）」、「２５．OS の機能へのアプリ

に対するアクセス制限」、「２６．UltraWideBand（超広帯域無線）へのアクセス制限

（Apple）」、「２７．NFC（近距離無線通信）へのアクセス制限（Apple）」において、

「OS 等の機能について、自社サービスと同等のアクセス…を認めることを義務付ける規

律の導入」等について提案しているところ、これらは iPhone の各種技術へのサードパー

ティによる広範なアクセスを許容することにつながるものである。また、中間報告書は、

「７．アプリストアの拘束」において、「サイドローディングを許容する義務」について

提案しているところ、これは App Store の審査を経ないアプリが iPhone にダウンロード

されることを許容することにつながるものである。 

いずれの場合も、iPhone が iOS を中心に重層的に実現しているセキュリティを大きく

後退させるものであり、ユーザーを深刻なセキュリティリスクにさらす結果になるもの

であるから、このような提案に対しては反対である 

以上 



「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接

点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」 

に対する意見 

 
     2022 年 6 月 10 日 

内閣官房デジタル市場競争本部事務局 意見公募窓口  御中 
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電子メールアドレス  

 
この度は、意見を表明する機会をいただき誠にありがとうございます。 以下のように意
見を提出させていただきますので、何卒ご査収の程お願い致します。 
 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に対する意見 

◆総論 

モバイルエコシステムは、IT化された社会において個人データとの接続容易性から、あら
ゆる機器のハブとなっており、健全な社会生活を営むために必要不可欠なエッセンシャル
ファシリティと定義されるべき存在となっている。 
こうしたなかで、モバイル OS やアプリストアを提供する事業者とアプリ事業者の関係は



共存共栄の関係として機能してきたが、寡占化された構造における非対称性が増大するこ
とで、「産業界の格差・搾取の拡大」「データ独占による恣意的なコントロール」という根源
的な課題が発生している。 
公正なモバイルエコシステムを実現するためには、「多様性と相互接続性を担保した公正
な競争環境」と「公正な競争環境を実現するための法規制」が必要であると考える。具体的
なコンセプトとしては。「課金認証システムの多様性」「アプリストアの多様性」「アプリと
ブラウザとの相互接続性」「アプリとブラウザの公平な競争環境」「OS開発の透明性と分離」
「公正なルール環境整備」「検索の透明性・公正性」が挙げられる。 
 

本競争評価における対応策のオプションの検討に当たっての考え方について 

「危険性の高い行為を事前に原則的に禁止するアプローチ」「セキュリティ、プライバシ
ー保護等の正当な理由において十分に精査した上で例外適用する」「規制当局に対して、広
範な情報提供や説明を求める権限を付与する仕組み」等の基本的な考え方に賛同する。 
ただし、セキュリティ、プライバシー保護等の正当性を精査するにあたって、悪用を防

止するためにセキュリティ、プライバシー保護施策の詳細が明かせないと OS 事業者等か
ら主張されることが想定される。そのためセキュリティ、プライバシー保護のために例外適
用が必要か十分な精査を行うことができないというジレンマが考えられる。そのため例外
事項が不当に恣意的に行使されることがないように、守秘義務を保持しつつ客観的で合理
的に判断する専門機関等を整備することを提案する。 
また、報告書で指摘されるように、OS事業者等のみがセキュリティ、プライバシーを確

保できるという考え方ではなく他の適切な事業者でもセキュリティ、プライバシーを確保
できると考える。そのためセキュリティ、プライバシー保護の立証責任はOS事業者等が負
い、立証できない場合、正当性が判断できないとする考え方も有効である。さらに、評価の
際には、目的（セキュリティ、プライバシー確保）達成のためにより制限的でない方法はな
いかという比例原則の視点も取り入れるべきである。 

 

モバイル・エコシステムにおける諸課題への対応における対象の考え方について 

「一定規模以上のOSを提供する事業者が、他のレイヤーにおけるサービスを提供する場
合に、OS及びそのレイヤーでの行為を、課題への対応における対象と位置付ける」という
考え方に基本的に賛同する。 

OS 事業者が他のレイヤーにおいて競合する同種類のサービスを提供する場合は、公正競
争の観点から同等の競争環境を実現することは必要であると考える。また優越的な地位に
あるOS事業者が、他のレイヤーの事業者にモバイル・エコシステムのコストを一方的に負
担させるような不当なルールの規制も必要である。現状では不当なルールであっても同意



原則が適用されることでルールを受け入れざるを得ないため構造上の問題が解決しても実
効的な解決は難しい状況となっている。 
 

◆対応オプションについて 

（アップデートに係る情報開⽰、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等） 
透明化法の基本的な考え方に沿った対応について賛同する。一方で透明化法では実効性の
観点から課題が指摘されているため、仲裁機関設置等のエンフォースメントの強化が必要
である。 
（⾃社内の情報遮断及びアクセスの公平性の確保） 

OS の仕様情報等へのイコールフッティングを確保するという考えに基本的に賛同する。
透明性の確保だけでなく、実効性が担保できる分離施策も検討すべきである。 
（ルール変更に係る情報開⽰、問い合わせ等への適切な対応、レビュー等) 
一連のプロセスの予見可能性・透明性を確保するという考え方に基本的に賛同する。 
一方で、OS 事業者と比較して体力の弱いアプリ事業者等にとっては、解決までの時間が
経過することでサービス継続が困難になるという傾向があり、結果的に被害回復を諦めざ
るを得ないという状況が発生している。そのため規制当局の介入を組み込んだ対応パッケ
ージを整備することも必要であると考える。 
（サイドローディングを許容する義務) ※サイドローディング：他のアプリストア経由及
びウェブサイトからのアプリをダウンロードすること 
多様性を実現してユーザーの選択肢を確保するための義務を課すという考えに基本的に
賛同する。 
現実的な対応として、現状のクローズモデル OSとオープンモデルOSの特性とメリット
を前提としたアプローチも考慮すべきであると考える。 
特に、垂直統合型のクローズモデル OS に関しては、セキュリティ・プライバシー保護の
必要からサイドローディングに反対する考えが喧伝されることが想定される。その場合に、
セキュリティ、プライバシー保護に優れているというクローズモデルを前提として、認証さ
れたプリインストールのアプリストアの多様性を義務化するというアプローチも選択肢と
して追加することを求める。 
また、OS 事業者が多様性による競争環境を実現するというアプローチを受け入れない場
合は、規制機関による厳密な管理監督を義務化するということも OS 事業者の選択肢とし
て提⽰することが望ましいと考える。 
なお、スマホの利用が低年齢化している中、青少年保護という観点を鑑みるとペアレンタ
ルコントロールの機能が果たす役割は重要と考えており、本件の検討にあたり配慮する必
要があると考える。 
（サイドローディングによるアプリ配信を制限する行為の禁止) 



サイドローディングによるアプリの配信を制限することを禁止する規律に基本的には賛
同する。 
一方で、セキュリティ・プライバシー保護が必要であることにも賛同するため、前提条件
として、検証等で一定の健全性が担保されているアプリ配信を制限する行為の禁止とする
ことを提案する。 
なお、ペアレンタルコントロールの重要性については本件の検討についても同様に配慮す
る必要があると考える。 
（IAP利用強制の禁止) 
アプリストアでアプリ・デベロッパがアプリを提供する場合に、当該OSを提供する事業
者が所有⼜は管理する IAP の利用を当該アプリ・デベロッパに義務付けることを禁止する
規律に基本的に賛同する。 
一方で、IAP 利用強制を禁止してもモバイルエコシステムのコストを一方的にアプリ事業
者が負担するというルールは残るため、公正なルール整備を実現するための方策も同時に
必要である。 
（WebKit利用義務付けの禁止) 
アプリとブラウザの公平な競争環境の実現という目的のために、ブラウザを提供するサー
ドパーティ事業者に対して、特定のブラウザエンジンの利用を義務付けることを禁止する
規律に基本的に賛同する。 
（検索サービスにおける表⽰等による⾃社サービスの優遇の禁止） 
検索サービスの表⽰において、合理的な理由なく⾃社サービスを優遇すること（例えば、
⾃社サービスが常に最上位に表⽰されるようにすること、トップページ上で頻繁に、かつ、
目立つ形で⾃社サービスを表⽰することなど）を禁止する規律に基本的に賛同する。 
特にアプリストアにおいては、商標権等の権利のある⾃社サービス名の検索においても限
定された画面において⾃社サービスより上位に OS 事業者の広告が表⽰されるため、検索
キーワードを確保するためのコスト負担を実質的に求められているだけでなくユーザーに
誤ったクリックを誘引する可能性もあるため改善が必要である。 
（取得データの競合サービスにおける使用禁止） 

OS、ブラウザ、アプリストアで得られたサードパーティー事業者に係る公に入⼿できない
データを、当該サードパーティ事業者と競合するサービスの提供に使用することを禁止す
る規律に基本的に賛同する。 
また、（サードパーティ事業者へのデータアクセスの確保）オプション A に加えて、OS、
ブラウザ、アプリストアをサードパーティ事業者がサービス提供に利用した際に得られた
当該サービスに係るデータを、サードパーティ事業者等からの求めに応じて、無償、継続的
かつリアルタイムでアクセスできるようにすることを義務付ける規律も公正な競争環境の
確保という観点から必要であると考える。実際にプライバシー保護の目的で導入された規
制によって、広告事業者のビジネスが制限される一方で、代替する広告⼿法としてOS事業



者しか利用できないデータによる競合サービスを提供する等が起きている。 
（OS 等の機能への⾃社と同等⼜は透明、公正、合理的かつ非差別的なアクセスの確保） 

OS 等の機能について、⾃社サービスと同等のアクセス、⼜は⾃社が同機能を利用しない
場合には透明、公正、合理的かつ非差別的なアクセスを認めることを義務付ける規律を導入
するという考えに基本的に賛同する。 
また、OS 事業者が多様性による競争環境を実現するというアプローチを受け入れない場
合は、規制機関による厳密な管理監督を義務化するということも OS 事業者の選択肢とし
て提⽰することが望ましいと考える。 
 

◆新たな対応オプションの提案 

（アプリとブラウザとの相互接続性の確保） 
サービスレイヤーにおいて、アプリとブラウザの公平公正な競争環境によってモバイルエ
コスステムの改善を図るという考えからアプリとブラウザとの相互接続性の確保を義務づ
ける規律の導入を提案する。 
実際にブラウザにおいて、課金認証サービスを提供したとしてもアプリとの連携において
パラメータ等の情報の利用が制限されているため、ブラウザを起点としたアプリビジネス
との有機的なサービスが実現できないことから公平公正な競争環境が阻害されている。今
後発展が予想される Web3.0 のサービスにおいてもアプリとブラウザの機能を分担して統
一的なサービスを実現することが想定されるためアウトリンク等による相互接続性の確保
は重要である。 
（課金⼿数料等に関する公正なルール環境整備の確保） 
アプリに関する課金⼿数料に関しては、OS 事業者が提供するアプリストアだけなくサー
ドパーティの課金⼿段を採用したとしても競争環境が実現できていないため競争価格から
乖離した高額な⼿数料が課されるルールとなっている。OS 事業者の主張としては、アプリ
に関する課金⼿数料は、単なる決済⼿数料ではなく、モバイルエコシステムとして提供する
ツール、ソフトウェア、知的財産からアプリビジネスを行う機会の提供まで含めた⼿数料で
あるという主張である。 
一方で OS 事業者は、アプリが利用できる端末やその他サービスによって販売収益を得て
いるがアプリ事業者がユーザーに提供しているアプリの便益による貢献は考慮されていな
い。特に垂直統合型のモデルにおいては、収益に対する相互依存関係が明白であるにも関わ
らず一方的なコスト負担を求められる状況にあるといえる。このような状況を改善するた
めに課金⼿数料等に関する公正なルール環境を整備するための方策を希望する。 
（実効性あるエンフォースメントの確保） 
経済合理性を考慮したエンフォースメントの確保が重要である。事前禁止行為を実効性あ
るものとするために、禁止行為を行うことによる収益を上回る罰金の水準を設定する等の



施策が必要があると考える。 
 

「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 

中間報告」に対する意見 

◆総論 

ボイスアシスタントを基盤として構築されていくエコシステムにおいて、多様な主体によ
るイノベーションと消費者の選択の機会として、公平・公正な競争環境が確保されることと
いう基本的な考え方に賛同する。 
また、対応オプションとして市場注視のため提⽰された枠組みの構築は必要であると考え
る。 
 

◆対応オプションについて 

（OS 等の機能に対する同等のアクセス提供の義務付け) 

一定規模以上のモバイル OS を提供する事業者に対し、OS 等の機能に対するアクセ

スを他社のボイスアシスタントにも⾃社のボイスアシスタントと同等に認めることを

義務付ける規律を導入するという考えに基本的に賛同する。 

具体的な方策として、OS 事業者の提供するデフォルトのボイスアシスタンスをユー

ザーが選択可能性な環境を実現する等が考えられる。 

 

◆新たな対応オプションの提案 

（日本語ボイスアシスタントの発展施策） 

現在提供されているボイスアシスタントは、提供している主要な事業者が英語圏の事

業者であることもあり、英語ボイスアシスタントが先行的に発展することで日本語ボイ



スアシスタントの発展が遅れ続けるという宿命が大きな課題となっている。 

高齢化を迎える我が国においてソサエティー5.0 の文脈でも「日本語ボイスアシスタ

ントの発展」のため OS事業者等に多言語対応を義務化するとともに、国家戦略として

日本語ボイスアシスタントを開発するための支援を促進すべきであると考える。 
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モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告への意見 
 
I. 総論 
▪ 「第２．１．モバイル・エコシステム全体に関する認識」について＜中間報告 31 頁＞ 
 
中間報告は、モバイル・エコシステムの特性として、 

▪ モバイル OS の開発コストが高く、参入障壁があること 
▪ ユーザーとアプリ開発事業者という多面市場の間に間接ネットワーク効果が働くこと 
▪ モバイル OS を切り替えるには、慣れた UI デザイン、データ移動・アプリ再インストールの

手間等のスイッチング・コストが高く、ユーザーがロックインされること 
 
などを挙げ、モバイル OS 市場の寡占状態が固定化されている、そして、そのような状況下で、OS
事業者は、各レイヤーでの強みをレバレッジして、他のレイヤーにおける競争条件を規定する各

種ルールを事実上決定するなどの行為を行うことにより、①自己が強みを有するレイヤーでの地

位を確保またはより強固なものにするとともに、②他のレイヤーでの自らのサービスの競争力強

化を有利に進めることなどができ、そういった①・②の繰り返しや相乗効果によって、エコシステム

全体における影響力が固定化し、中・長期的に継続するおそれがあるとする。 
 
しかしながら、中間報告では、我が国において、モバイル OS市場が現在の一部のモバイル OS事

業者に収れんした原因が、上記①・②の行為や相乗効果等であったとする具体的根拠は示され

ていない。そもそも、我が国では、2000 年代以前は、国産の携帯端末が国内市場を座巻していた

にもかかわらず、それを置き換える形でスマホが普及し、今日のように、モバイル OS 事業者が一

部の事業者に収れんしてきたこと自体、モバイル・エコシステム間で、消費者等に訴求力の高い、

魅力的なプラットフォームを目指して熾烈な競争が行われてきた結果であると考えられる。そこで

は、消費者は、個々のアプリやブラウザの好みによってモバイルを選択しているというよりも、ハ

ード面及びソフト面の両方を踏まえた総合的な商品としてどちらがより魅力的かという選択がなさ

れており、そのような一つのモバイル・エコシステム全体として捉えられて競争が行われていると

も考えられる。中間報告では、そのような動的な競争のダイナミズムについては検討されておらず、

モバイル OS やアプリ等の各レイヤーの現状の市場シェアを出発点とした、静的な状況観察に終

始している。 
 
また、今日のモバイル OS 市場の寡占状態が「固定化」し、今後も「継続」するとする根拠も乏しい。

上記で述べたようなモバイル・エコシステム間の競争は、過去のみならず、現在も継続している。

モバイル OS 事業者間の市場シェアが一定でなく、変動していることに加え、技術革新に伴い、ス

マホ以外のタブレットや、スマートウォッチ等のウェアラブル端末（及びそういった端末を提供する

第三の事業者）の台頭といった、過去のガラケーと呼ばれた携帯端末からスマホへの地殻変動の

ような技術革新が他の業界と比べて早い速度で進行・継続中であり、スマホ以外の隣接分野から

の競争圧力も増している。 
 
固定化の根拠として中間報告が指摘する間接ネットワーク効果は、寡占状況が形成される場面だ

けでなく、それが打破される場面でも、同じように働くと考えられる。すなわち、一旦、消費者が別

のプラットフォームが魅力的であると判断し、そちらに移行する場面では、アプリ事業者も追随し、

また、それが契機となって更なるユーザーの移行を誘発するといった循環が起こり、その結果、モ

バイル OS 市場の競争事業者の顔ぶれや、それらの市場シェアが、短期間に、劇的に、変化する

可能性があることを示唆している。そのため、間接ネットワーク効果が働くからといって、必ずしも、

現状の寡占状態が「固定化」し、「継続」するとは限らない。 
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再インストールの手間等からユーザーがロックインされているとする点も、同様に根拠が乏しい。

機種変更の場合にも同じような問題はあるにもかかわらず、消費者は機種変更を躊躇うことはな

い上、実際には、移行が必要なデータやアプリは一部の連絡先情報、写真データ、SNS 等に限ら

れ、それらの移行を容易にする手段も豊富に存在する。それにもかかわらず、現実に異なるモバ

イル OS 間でスイッチングがそれほど行われていないとすれば、それは単に、消費者が現状に満

足しているからにすぎず、必ずしも、「ロックイン」された結果であるとは限らない。 
 
▪ 「第２．２．モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」について＜中間報告 33 頁＞ 
 
中間報告は、モバイル・エコシステム全体のあるべき姿として、 

▪ モバイル・エコシステム全体及び各レイヤーにおいて競争圧力・競争環境が確保されるべ

きである 
▪ モバイル・エコシステムにおける各レイヤーが他のレイヤーにおける競争に影響を及ぼす

場合において、当該レイヤーと他のレイヤーとの垂直統合に「どの程度正当性が認めら

れるか」を考慮しつつ、「他のレイヤーへの行為に対する牽制を強める」ことを含め、当該

他のレイヤーにおいても公平・公正な競争環境が確保されるべきである 
とする。 
 
しかしながら、そもそも中間報告は、垂直統合にどのような「正当性」が求められるのか、何故そも

そもそれが必要なのかや、どのような「他のレイヤーへの行為」を問題にするというのか、根拠も

基準も示されていない。第２．１．で触れられたような、各レイヤーでの強みをレバレッジして、他の

レイヤーでの自らのサービスの競争力強化を有利に進めることがないかを問題にするようである

が、そもそも、モバイル OS 市場の寡占状態が固定化し、中・長期的に継続するおそれがあるとす

る点に根拠が乏しいことは、前述のとおりである。 
 
▪ 規制の必要性・合理性 

 
中間報告は、プラットフォーム事業者のモバイルビジネスに対する新たな立法措置も含めた、各

種の提言を行うものであるが、規制を行う必要性を基礎づける事実（立法事実）の有無や、規制

手段の合理性については、慎重な検討が必要である。中間報告が提言する立法措置等は、プラ

ットフォーム事業者のサービスや事業の在り方に関する制約を事前に課すものであり、憲法上保

証された営業の自由に対する重大な制限であるともいえる。 
 
これらの各種制約は、モバイル・エコシステムにおける競争を確保するための前提条件として、警

察・消極的目的から課せられるものであると解され、このような制限の合憲性については、判例上、

必要かつ合理的な規制である場合にのみ合憲とされるものと解されている（薬事法事件最高裁判

決1）。そのため、規制の必要性や、規制の根拠が明確でない場合には、そもそも立法事実を欠く

と言わざるを得ないうえ、規制の目的・必要性に照らして過度な規制手段等は合理的な規制であ

るとはいえず、憲法上の問題を惹起し得る。 
 
▪ 経済学的視点の必要性 
 
また、「モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」を考えるなかで、各種規制の必要性や合理性

を検討する際には、経済学視点も不可欠である。 
 

 
1 最高裁判所 1975 年 4 月 30 日付判決（民集第 29 巻 4 号 572 頁） 
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例えば、自己優遇の禁止といった「行動措置」や、垂直統合をしている OS事業者がウェブ・サービ

ス等の別のレイヤーにて商品を販売すること自体や、商品開発等を行う際に別のレイヤーからの

情報を共有すること自体を禁止するなどの「構造措置」を採ることが、本当に、ネットとして消費者

厚生や社会厚生を向上させることに繋がるかは、それほど単純・明快ではない。寧ろ、近年の経

済研究によれば、プラットフォーム事業者による自己優遇が必ずしも消費者や競争事業者に悪影

響を及ぼすわけではなく、また、自己優遇が消費者厚生に悪影響を与える場合であっても、構造

分離などの政策が必ずしも有効な解決策となるものでもないことが、複数の理論研究によって示

されている2。 
 
また、自己優遇の禁止や構造分離などの政策介入の有効性は、自己優遇の形態や市場環境に

依存して大きく異なること、そのためそれらの対応策の政策評価を行うにあたっては、個別事例ご

との詳細な市場調査等が必要であるにもかかわらず、現状ではそういった十分な調査結果や知

見が揃っているとはいい難い状況であることも指摘されている3。 
 
このような状況下で、十分な経済分析・議論を経ずに、拙速に政策介入した場合、かえって消費

者厚生や社会厚生を低下・悪化させてしまうおそれすらある。したがって、規制の必要性・合理性

を検討するに際しては、上記のような経済学的視点も入れて、慎重に行うべきである。 
 
▪ 国際的視点の必要性 
 
さらに、「モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」を考える際には、国際的視点も不可欠である。 
 
中間報告で提言されている各種規制の対象は、グローバルに事業展開する国際的企業である。

中間報告の各種提言のなかには、アプリ開発や、検索エンジンの在り方など、対象事業者のビジ

ネスの根幹に関わる内容のものも多く、仮にそれらの規制が対象事業者に適用された場合には、

我が国のみならず諸外国にもかかる規制の適用対象が拡大することになる。法律が域外適用さ

れる場合、当該第三国の競争や技術革新等にも影響を与える可能性があることから慎重な対応

が求められるが、中間報告においてはこのような視点が欠落している。 
 
他方、当該規制対象が我が国のみに関係するものである場合、過度な規制等による競争や技術

革新への影響は我が国にのみ生じる結果となるが、仮に過度な規制等による競争や技術革新へ

の必要以上の制約や萎縮効果等があった場合、国際的な競争に晒されている日本企業は、我が

国において過度な規制負担を課せられる結果、外国企業より不当に競争上不利な立場に立たさ

れる危険性もある。さらに、規制対象となる外国企業は、我が国の過度な規制を避けるべく、我が

国におけるサービス提供等を避ける、または、制限する結果にもなりかねず、消費者は最先端の

サービス等を享受する機会喪失に繋がる危険性も考慮されなければならない。 
 
以上より、「モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」を実現する各種規制の立法事実の有無や

規制手段の合理性の検討は、そのような国際的観点も加味し、慎重かつ謙抑的になされるべきで

ある。 
 
▪ 「第２．４．既存の枠組みによる対応の可能性」について＜中間報告 37 頁＞ 
 

 
2 CPRC ディスカッション・ペーパー「プラットフォームによる自己優遇に関する経済学文献のレビュー」

（2022 年 5 月）23 頁 
3 同上 



 

5 

 

政府は、プラットフォーム事業者に対する規制については、独占禁止法（競争法）、透明化法を通

じた事業者の事前開示及び自主的改善措置、ならびにそれらのモニタリング等を通じた「共同規

制」を想定している。 
 
然るに、中間報告は、既存の競争法の枠組みでは、 

▪ 行為単位でみたときの競争上の弊害は比較的軽微でも、多数の行為が複合的・相乗的

に作用して競争上の弊害を顕在化させること、また、その弊害がレイヤーを跨いで生じる

こと 
▪ 無償市場や多面市場が多く、技術革新や将来の競争者の予想が困難で、市場画定が困

難な側面があること 
▪ 競争上の弊害の立証等が困難であること 
▪ 最終的な結論を得るまでに時間を要し、その間に競争環境が変化してしまうおそれがあ

ること 
などから、競争法によるアプローチとは異なるアプローチを考えていく必要があるとして、競争に

悪影響を及ぼす危険性の高い行為を類型化し、原則的に事前に禁止した上で、セキュリティやプ

ライバシー等の正当事由が認められるものは、例外的に、禁止対象から外していく考え方を提言

する。 
 
しかしながら、我が国の独占禁止法でも、排除型私的独占（独占禁止法 3 条）や、優越的地位の

濫用、排他的条件取引、拘束条件付取引または競争者に対する事業妨害などの不公正な取引

方法（独占禁止法 19 条、不公正な取引方法告示第 11、12、14 項）などは、正に、ある商品役務に

おける、市場における有力な地位または自己の取引上の地位が相手方に優越していることをレ

バレッジして、他の商品役務に対し、いわば「レイヤーを跨いで」、競争上の弊害を顕在化させるこ

とを捕捉するものである。そこでは、複数の行為をまとめて、一連の、かつ、一体的な排除行為と

評価することも可能とされている4。特に、後者の不公正な取引方法は、前者の私的独占が、一定

の取引分野における競争の実質的制限5を必要とするのに対し、「公正な競争を阻害するおそれ」
6があれば違反を認定できるうえ、優越的地位の濫用規制は、自己の取引上の地位が相手方に

優越していれば足り、必ずしも市場（一定の取引分野）の画定や当該市場（取引分野）で有力な地

位を有していることを必要としない点で、諸外国の競争法にはみられない規制類型であり、既存

の独占禁止法の枠組みのなかで捕捉できる範囲が広いといえる。 
 
また、無償市場であっても、価格ではなく品質等の悪化に伴い代替される商品役務の範囲を画定

することで市場画定は可能と考えられているうえ7、多面市場についても、多面市場の特性を踏ま

えて、それぞれの需要者層を包含した一つの一定の取引分野を重層的に市場画定することなど

で対応できると考えられており8、既存の独占禁止法の枠組みで対応することが十分に可能であ

 
4 例えば、公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」第 2・1・(2)注 5 参照 
5 独占禁止法 2 条 6 項 
6 独占禁止法 2 条 9 項 6 号 
7 例えば、公正取引委員会「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」第 2・1 注 3 参照「一部の

インターネット付随サービスなどのように，専ら価格ではなく品質等を手段として競争が行われているよ

うな場合には，ある地域におけるある商品の品質等が悪化した場合に，又は，ある地域においてある

商品の提供を受けるに当たり需要者が負担する費用が上昇した場合に，当該商品及び地域につい

て，需要者が当該商品の購入を他の商品又は地域に振り替える程度を考慮することがある。また，供

給者にとっての代替性も同様である。」 
8 例えば、公正取引委員会「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」第 2・1 参照「例えば，プラ

ットフォームが異なる需要者層の取引を仲介し，間接ネットワーク効果（後記第 4 の 2(1)キ参照）が強く
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る。 
 
そもそも、競争上の弊害の立証ができない場合に、独占禁止法が規制対象としないのは、あらゆ

る競争過程において、事業者の正当な事業活動の結果として、他の事業者の商品役務が市場か

ら淘汰されることは、当然に起こり得ることであって、そのようないわば正当な競争は市場におけ

る自由な競争に委ねるのが、最も社会全体や消費者の利益の向上に資するという価値判断にも

とづくものである。OS 事業者に対し何らかの規制を課すということは、OS 事業者の営業／取引の

自由との緊張関係が常にあるところ、競争上の弊害が立証できない、単なる懸念を惹起するに止

まるような行為まで規制対象とすることは、過度の規制となり、かえってそのような自由や正当な

競争行為への萎縮効果に繋がるおそれもある9。したがって、競争上の弊害の立証が難しい場合

には、国は規制に対し謙抑的であるべきであって、そのような場合にまで、広く、一般的な禁止事

項を定め、原則的事前規制の対象とすることなどには、よほど慎重な検討及び姿勢が必要になる

と考える。 
 
中間報告は、技術革新のテンポが早いなかで、競争上の弊害の立証には時間を要し対応できな

いことも指摘するが、我が国において、中間報告が提言するような原則的事前規制を行うことで、

本来許されるべき正当な競争まで萎縮効果が生じてしまい、その結果、他の国と比較して、技術

革新のテンポから取り残されるといったことが起こった場合には、（技術革新のテンポが早いだけ

に）取り返しがつかない結果を招来する可能性があることも十分検討されるべきである。 
 
 
  

 
働くような場合には，それぞれの需要者層を包含した一つの一定の取引分野を重層的に画定する場

合がある。」 
9 例えば、公正取引委員会「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」第 1 参照 
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II. 各論 
 

1. エコシステム内のルール設定・変更、解釈、運用 
 

第１‐１． OS・一部ブラウザ 
(1) OS 等のアップデート・仕様変更への対応について＜中間報告 65 頁＞ 
 
中間報告は、OS のアップデートや仕様変更に関する情報開示や周知期間・方法が不適切であっ

たり、問合せに対する手続や対応体制が不十分な場合が指摘されているとして、アップデートに

対応する十分な時間を確保した上での事前告知・情報開示、デベロッパからの問合せに関する手

続・体制の整備、運営状況の政府への報告と、政府によるモニタリング・レビューの実施等を提言

する。 
 
しかしながら、中間報告も認めるとおり、OS 事業者による OS のアップデートや仕様変更に関する

一定程度の事前の情報開示等は行われており、また、さまざまなチャネルでの情報提供や相談

受付等のサポート体制も一定程度行われているとのことである。このように現状既に、一定の程

度の事前情報開示は行われているとすれば、抽象的に、事前告知義務を課したとしても問題の解

決に有効とは考えられない（逆に言えば、そのような抽象的な規制の必要性を基礎づける立法事

実が存在しないと考えられる）一方で、問題状況は個々のケースで千差万別であることから、具体

的に、開示の内容や時期を規定することは、現実的ではなく、寧ろ、そのように具体的に開示内容

や時期等を細かく規定し、一律に規制することは、自由な発想に基づく OS 事業者の創意工夫の

機会を奪うことにより営業の自由を不当に制約し、政府報告やモニタリング・レビューに応じるため

の過度の負担をかける上、他社と差別化されたサービスを提供できる余地を奪う結果にもなりか

ねず、合理的な規制とは考えられない。 
 
(2) OS のアップデート等に伴うアプリ開発の時間的優位性について＜中間報告 73 頁＞ 
 
中間報告は、アプリ、ブラウザ、ウェブ・サービス等の分野で OS 事業者自身がビジネス展開を行

っている場合、自社のアプリ開発チームが先行的に OS のアップデートや仕様変更に関する情報

を取得して開発を行うことができ、第三のデベロッパが競争上不利な立場に立たされているので

はないかとして、自社内の情報遮断及びアクセスの公平性の確保等を提言する。 
 
しかしながら、自社内の情報遮断を要求するということは、当該対象部門間の一定の構造分離を

要求することと等しく、その限度で、OS 事業者についてのみ垂直統合の意義を否定するに等しい

結果となる。垂直統合自体は、川上市場の商品役務と、川下市場の商品役務とを有機的に関連

付けてより高品質な商品役務を開発・提供できるなど、多大な競争促進的側面があるにもかかわ

らず、データ共有を禁止したり、何らかの運営の分離またはアプリ開発部門の売却を含めた構造

的分離を含む、自社内の情報遮断を要求することは、OS 事業者についてのみ、上記のような垂

直統合の意義を否定する結果となる。経済学の観点からも、このような構造分離措置が必ずしも

有効な解決策となるものではなく、かえって、消費者厚生も社会厚生も低下させてしまう可能性が

あることが示唆されている10。 
 
中間報告では、デベロッパからの各種懸念があったことを指摘するのみで、このような垂直統合

の意義や競争促進的側面への十分な検討がないことからも、一方的な規制の必要性を基礎づけ

る立法事実は示されていないと考える。 

 
10 前掲「プラットフォームによる自己優遇に関する経済学文献のレビュー」22 頁 
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(3) クローズド・ミドルウェアについて＜中間報告 94 頁＞ 
 
中間報告は、Google Play 開発者サービス（GPS）について、OS 自体はオープンソースにしている

にもかかわらず、GPS をクローズドにしていることから、GPS の提供する機能が障壁となり、アプ

リ・デベロッパが Android 向けの開発に注力し、ロックインされる結果、OS 間での公平・公正な競

争環境が阻害されるおそれがあるとして、一定規模以上の OS 事業者が、当該 OS をオープンソ

ースで提供している場合にアプリの開発環境を提供するときは、その開発環境に、当該オープン

ソースの OS を利用して自らの OS を提供する事業者がアクセスできるようにすることを義務付け

る規律を導入することを提言する。 
 
しかしながら、そもそも OS 事業者は OS をオープンソースで提供するか／しないか、するとしてど

の範囲でするかを決定する（営業の）自由を有しており、一定の理由から開発環境へのアクセスを

制限することを選択した OS 事業者に対し、無制限に開発環境へのアクセスを原則として義務付

けることは、当該 OS 事業者のこのような営業の自由に対する侵害であるうえ、当該 OS 事業者が

有する知的財産権、営業秘密・ノウハウ等への重大な侵害をも伴うものであり、かかる事業者に

よる将来の投資インセンティブにも多大な悪影響を与える。 
 
一般的に、標準化特許の文脈でも、第三者へのパテントプールへの参加を義務付ける場合があ

るが、それは、標準化活動への参加を認めなければ、策定された規格を採用した製品を開発・生

産することが困難となり、製品市場から排除されるおそれがある場合に、合理的な理由なく特定

の事業者の参加を制限することを禁止し、標準化活動への参加を認めるという、あくまで例外的

な場面のみである11。特に本件では、専ら、プログラム・ソフトウェア等に対する著作権や営業秘密

といった第三者排除効が特許権ほどは強くない、知的財産権等へのアクセスが問題になっており

（例えば、アプリ開発事業者は OS 事業者のプログラムに依拠せず、独自に開発するのであれば

OS 事業者の著作権侵害とはならず、開発が認められるなど）、規制・介入の必要性は標準化特

許の場合に比べても一段と低い。 
 
にもかかわらず、広く一般的に、第三者への開発環境へのアクセス付与を原則的に義務付けるこ

とは、当該 OS 事業者の正当に保護されるべき知的財産権等への重大な侵害であり、それを正当

化するだけの根拠、言い換えれば、規制の必要性を基礎づける立法事実は示されてない。また、

規制の態様としても、目的に比して合理的とはいえない、過度の規制であると考える。 
 
第１－２． アプリストア 
(1) サイドローディングの制限について＜中間報告 115 頁＞ 
 
中間報告は、サイドローディングにあたって表示される警告表示が、ユーザーにセキュリティリスク

を過大評価させ、結果的にサイドローディングを実質的に抑制する効果が生じているのではない

かなどとして、内容・頻度等の観点から過剰な警告を表示することや、過剰に複雑な手順を必要と

することなどを明示的に禁止することを含む、一定の制限を導入することを提言する。 
 
しかしながら、中間報告は現在の警告表示が如何に過大であるというのかや、実際にそれが理

由でサイドローディングを実質的に抑制する効果が生じていることの根拠を示しておらず、規制の

必要性を基礎づける立法事実は示されてないと考える。また、何が「過剰」な表現や手順に該当

 
11 公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」第 2・2・

(5)参照 
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するのかを定義するのは現実的ではなく、また逆に、そうであるからといって、抽象的に「過剰」な

表現や手順を禁止するというだけでは、表現等の自由に対する萎縮効果を招来し、規制の態様と

しても、目的に比して合理的とはいえない、過度の規制になると考える。 
 
(2) 決済・課金システムの利用義務付け＜中間報告 129 頁＞ 
 
中間報告は、OS 事業者が自社の決済・課金システム（IAP）の利用を義務付けていることは、多

様な IAP の出現や、ユーザーの支払情報等を利用したデベロッパ独自のサービス提供を抑制す

るばかりか、OS 事業者が徴収する手数料設定に対し適切な競争圧力が働かない可能性がある

などの理由から、自社の IAP の利用強制を禁止する（オプション A）、または、それに加えて、一定

規模以上の OS を提供する事業者がアプリストアを提供する場合には、デベロッパによるユーザ

ーへの直接のコミュニケーションやそれを通じたサービス提供を妨げることを禁止する規律を導入

する（オプション B）ことを提言する。 
 
しかしながら、OS 事業者が自社の IAP の利用を強制することで、デベロッパやユーザーにも安心

してスマホ上でアプリやコンテンツ等を購入し、決裁できる一元的な方法を提供している側面もあ

り、中間報告はそのようなユーザー等の便益または競争促進的側面について十分検討がなされ

ているとはいえない。経済学の観点からも、このような構造分離措置が必ずしも有効な解決策と

なるものではなく、かえって、消費者厚生も社会厚生も低下させてしまう可能性があることが示唆

されている12。したがって、規制の必要性を基礎づける立法事実が示されていないと考える。 
 
また、OS 事業者が徴収する手数料収入に関しても、例えば、サイドローディングが許され、OS 事

業者の IAP 以外の IAP が利用できる場合等には、OS 事業者が設定する手数料収入に対して競

争圧力が働いていると考えられ、そのような状況もあることを十分考慮せずに、一律に原則禁止

とするのは、規制の態様としても、目的に比して合理的ではなく、過度の規制になると考える。 
 
2. デフォルト設定、プリインストール、配置その他プロモーション等 

 
第 2‐1. デフォルト設定、プリインストール 
(1) デフォルト設定・プリインストールに関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：

202-215 頁＞ 
 
(i) 規制の必要性を基礎づける事実（立法事実）の欠如 

 
中間報告においても認められているように、iPhone、Android 端末ともに、ユーザーはデフォルトを

サードパーティのブラウザや検索エンジンに切り替えることができ、また現在のデフォルト設定仕

様においてもその切り替えは容易であるといえる。 
 
「(i)競合検索エンジンがプリインストールされていない場合、(ii)ホーム画面の検索ウィジェットを切

り替える場合を含めると、より多くの（10 回以上の）クリックないしタッチが必要であると考えられる」

とあるが、PC やスマートフォン等の端末において、新たにアプリケーションをインストールしてデフ

ォルト設定を切り替えようとする場合には一定回数の動作（クリック等）が必要となるのは通常で

あって、「10 回以上のクリック」が、一般的にインストール及びデフォルト設定切り替えに必要とさ

れるクリック数の範囲を大きく逸脱しているとは考えられない。 
 

 
12 前掲「プラットフォームによる自己優遇に関する経済学文献のレビュー」22 頁 
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また、中間報告 204 頁の記載によると、公取委の調査では「「日常的に利用している検索サービ

ス」を選んだ理由をデバイスごとにクロス集計したところ、「デフォルト設定されていたサービスだっ

たから」を選択する傾向は、パソコンのみのユーザーでは低く（22.2％＜全体 34.1％）、スマートフ

ォンのみのユーザーでは高い（42.5％＞全体 34.1％）結果であった」とのことであり、本調査は複

数回答の形で行われていることからすると、回答者の半数以上は、検索サービスの選択において

デフォルト設定の影響を全く受けていないことになり、また「デフォルト設定されていたサービスだ

ったから」を選択した回答者においても、デフォルト設定がその判断にどの程度の影響を及ぼした

かは明らかでない。 
 
上記からすると、上記のクリック数や調査は、現在のデフォルト設定がブラウザや検索サービス等

の市場における競争へ悪影響を及ぼしていることを十分基礎づける事実とはいえず、中間報告に

おいてはその他にデフォルト設定もたらす第三者排除効果の有無や程度を裏付ける事実やデー

タは示されていない。したがって、「オプション B：ブラウザ、検索エンジンの選択制」のような制限

を事業者に課すことを正当化する十分な立法事実を欠いていると言わざるを得ない。 
 
(ii) 競争促進的側面の正当な評価の必要性 

 
中間報告によれば、Android 端末に関しては、現状、OEM はデフォルトとするアプリを自由に選択

することが可能となっており、Google は、OEM に対して魅力的な対価を提供することで自社アプリ

についてデフォルト枠を獲得しているという状況であるが、これは正にデフォルト枠を巡る競争とそ

の結果であると考えられるため、そのような競争に介入・制限することの正当性については慎重な

検討がなされるべきである。また、そのようなデフォルト枠を巡る競争が行われている結果、OEM
は Google から得られる対価により収益を向上させることができ、ひいては（OEM の収益向上が最

終消費者に還元されて）エンドユーザーがより低価格でデバイスを購入できるようになるといった、

一般消費者の利益・公共の福祉の増進に繋がっている面もあると考えられる。 
 
このような競争促進的側面についても正当な評価を行った上で、事業者に制限を課すことによっ

てもたらされるプラスの影響とマイナスの影響のバランスをよく勘案し、規制の必要性・合理性を

検討することが必要である。 
 
(2) アンインストール制限に関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：207-215 頁＞ 
 
Chrome・Safari といったブラウザや Google 検索それ自体が使用するデータ容量は小さい（例えば、

使用していない（すなわち、キャッシュが増加していない）ブラウザアプリが占める容量はおおよそ

100MB 前後にとどまり、2020 年時点でのスマートフォンの平均ストレージ容量である 100GB 超13

に比してごく限定的である）ことからすると、ブラウザや検索サービスが完全にアンインストールで

きないことが、ユーザーがサードパーティのブラウザや検索サービスを使用するにあたっての実

質的な障害になっているとは考え難い。 
 
その他、アンインストール制限がブラウザや検索サービス等の市場における競争へ悪影響を及ぼ

していることを十分基礎づける事実は中間報告において提示されておらず、また仮に悪影響があ

るとしてもその程度についての根拠事実に基づいた分析はなされていないため、「オプション C：ア

ンインストールを制限することの禁止」のような制限を事業者に課すことを正当化する根拠に欠け

ている。 
 

 
13 https://gigazine.net/news/20210406-average-smartphone-storage-100gb-2020/ 
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第 2‐2. 検索による自己優遇 
(1) 検索サービスを利用した自社マップサービス優遇に関する懸念及び対応オプションについて

＜中間報告：221-226 頁＞ 
 
(i) 競争促進的側面の正当な評価の必要性 

 
検索結果の表示の中で上部に信頼性の高い関連するマップサービスを表示することは、ユーザ

ーの利便性の向上に大きく資するものと考えられ、これは一般消費者の利益及び公共の福祉に

沿うものである。不正確であったり品質が低いサードパーティ提供の地図に上部に表示されてし

まった場合、ユーザーに（時には大きな）不利益を与えてしまうこととなるが、検索時に都度異なる

範囲・形で表示されるサードパーティ提供の地図の品質や正確性を検索サービス提供事業者に

判断させることは現実的ではない。 
 
検索結果トップに信頼できる地図が表示されることがユーザーにとっての利益となっているという

事実についても公正に評価した上で、事業者に制限を課すことによってもたらされるプラスの影響

とマイナスの影響のバランスをよく勘案し、規制の必要性・合理性を検討することが必要である。 
 
(ii) 規制の必要性を基礎づける事実（立法事実）の欠如 

 
ユーザーは、検索サービスの上部に表示される地図が何であるかにかかわらず、インストールし

た地図アプリまたはブラウザ上での地図サービスウェブサイトを利用することで、サードパーティ

の地図サービスを容易に使用することができる。特に、一般的にはブラウザ上の地図サービスよ

りも地図アプリのサービスの方が利用可能な機能が豊富であるなどユーザーにとっての利便性

が高いことを考えると、地図サービスにおいてはブラウザよりも地図アプリを利用する層が多いの

ではないかと考えられ、その場合ブラウザで検索結果上部に地図が表示されることの影響はより

限定的となる。 
 
加えて、自社が提供する製品・サービスにおいて関連する他の自社商品・サービスを優遇するこ

と（自己優遇）自体は、様々なビジネスにおいて行われている一般的な事業活動である。自己優

遇への介入は、（自然な競争の結果ではなく）規制当局等によって人為的に事業者に特権的・独

占的な立場が与えられている場合には、公平な競争の場を確保の観点から一定の正当性を有す

ると思われるが、中間報告で問題とされているモバイル OS はそのような場合にはあたらない。ま

た、自己優遇は必ずしも競争制限的効果を有するわけではなく、一般消費者や競合商品・サービ

スにとって利益をもたらす場合もある14。 
 
さらに、検索結果をどのように表示するかは、営業の自由及び表現の自由で保護される表現の一

種であるともいえるため、当該表示について制限を加えるためには、少なくともその規制が必要か

つ合理的なものでなければならない（I.総論の「「第２．２．モバイル・エコシステム全体のあるべき

姿」（33 頁）について」参照）。 
 
然るに、上記のとおりユーザーはサードパーティの地図サービスを容易に利用可能であり、また

自己優遇はそれ自体で介入を正当化するような反競争的効果を直ちに有するようなものではない

ところ、その他、中間報告においては、自社サービスのマップが検索結果の上部に表示されること

が、地図サービス市場における競争へ悪影響を及ぼしていることを十分基礎づける事実は提示さ

れておらず、また仮に悪影響があるとしてもその程度についての根拠事実に基づいた分析はなさ

 
14 前掲「プラットフォームによる自己優遇に関する経済学文献のレビュー」23 頁 
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れていないため、「（オプション A：検索サービスにおける表示等による自社サービスの優遇の禁

止）」「オプション B：他社の同等なサービスに対する公平な取扱いの確保」のような制限を事業者

に課すことを正当化する根拠に欠けている。 
 
(2) 自社ブラウザのプロモーションに関する懸念及び対応オプションについて ＜中間報告：221-

227 頁＞ 
 
事業者は、営業の自由及び表現の自由に基づき、自社が提供する製品・サービス上で自社商品・

サービスを宣伝する自由を有しており、そのような宣伝行為は通常他者の権利・利益を害するも

のとは考えられない。また、上記(1)(ii)記載のとおり、自己優遇はそれ自体で介入を正当化するよ

うな反競争的効果を直ちに有するようなものではない。したがって、自社が提供する製品・サービ

ス上での宣伝行為は、原則として正当な競争の手段として認められるべきである。 
そのような宣伝行為に関して事業者に法的な制限を課すためには、当該制限を正当化する十分

な立法事実（例えば、看過できない競争への悪影響や競争手段としての不当性等）が必要である

が、中間報告においては十分な正当化根拠は示されていない。 
 
3. データの取得及び活用等 
 
(1) データの取得、活用に関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：230-234 頁＞ 
 
(i) 競争促進的側面の正当な評価の必要性 
 
OS 事業者が収集したデータを自社の商品・サービスの改善に利用することは、商品・サービスの

イノベーションの促進及びユーザーの利便性の向上に大きく資するものと考えられ、これは一般

消費者の利益及び公共の福祉に沿うものである。データの利活用は、第三者の商品・サービスの

価格・品質や当該商品・サービスへのアクセスを低下させるような形（すなわち、一般消費者の利

益を損なうような形）で競争を歪めるものではなく、あくまで商品・サービスをよりよいものにするた

めに行われている。 
 
データの取得・活用がユーザーにとっての利益となっているという事実についても公正に評価した

上で、事業者に制限を課すことによってもたらされるプラスの影響とマイナスの影響のバランスを

よく勘案し、規制の必要性・合理性を検討することが必要である。 
 
(ii) 規制の必要性を基礎づける事実（立法事実）の欠如 
 
事業者は、営業の自由に基づき、正当な手段で入手したデータを自社の商品・サービスに利用す

る自由を有しており、そのようなデータの利用行為は（データ取得時にその利用目的を限定してお

りその制限に反するような場合を除き）通常他者の権利・利益を害するものとは考えられない。特

に、自社商品・サービスを通して得られるユーザーのデータは、当該事業者の営業秘密として保

護されるべき情報であり、事業者は営業秘密を独占的に利用する権利を有している。したがって、

自社商品・サービスを通したユーザーのデータの取得・利用は、原則として正当な競争の手段とし

て認められるべきである。このことは、独占禁止法 21 条が、知的財産法による「権利の行使と認

められる行為」には独禁法を適用しないと定め（公取委が公表する「知的財産の利用に関する独

占禁止法上の指針」第 2-1（注 5）等から、本条は同条に掲げられた法律以外も含め、広く知的財

産権について適用除外を認めているものと解されている）、知的財産権の正当な行使について独

禁法は問題としないとしていることからも明らかである。 
 
そのようなデータの取得・利用行為に関して事業者に法的な制限を課すためには、当該制限を正
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当化する十分な立法事実（例えば、看過できない競争への悪影響や競争手段としての不当性等）

が必要であるが、中間報告においては十分な正当化根拠は示されていない。 
 
(iii) 懸念を解消する手段の合理性の問題 
 
事業者の自由を制限する規制は必要かつ合理的なものでなければならない（I.総論の「「第２．２．

モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」（33 頁）について」参照）。しかし、「オプション A：取得

データの競合サービスにおける使用禁止」及び「オプション D：自社内の情報遮断」については、

そもそも「競合サービス」の範囲の画定や、利用が許容されるデータの範囲の特定は容易ではな

く、現実的な解決方法とは思われない。また、そもそも、このような手段はデータの利活用による

競争促進的効果を大きく失わしめるもので、一般消費者の利益の観点からみてもその弊害が大

きい上、OS 事業者が本来行うことができたはずの事業活動を大幅に制限し、また複雑な情報遮

断のシステム構築のコストを負わせるなど、事業者に過度の負担を強いるものでもあり、目的に

照らして合理的な手段とはいえず、比例原則に反する。 
 
また、「オプション B：サードパーティ事業者の事業活動により生成されたデータへの当該サードパ

ーティ事業者によるアクセスの確保」「オプション C：エンドユーザーによるデータポータビリティの

確保」に関しては、その実行のためには、消費者のプライバシーや OS 事業者の営業秘密が適切

に保護され、また競争事業者間でデータを共有することが反競争的な協調的行動に繋がらないよ

うにするための現実的な仕組みを確立する必要があると考えられるところ、中間報告においては

そのような措置について十分な検討はなされていない。 
 
(2) OS への機能追加・統合、競合アプリと同等の機能を有するアプリの開発とデフォルト設定等

に関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：238-245 頁＞ 
 

オプション A～D については上記(1)と同様、サードパーティがアプリやサービスとして提供する機

能やそれらの利用にかかるデータを収集することなどによって、自らの OS の機能を拡充させたり、

サードパーティのアプリと競合するアプリを開発・提供するということについては、その競争促進的

側面も正当に評価する必要があるが、中間報告では十分な検討がなされていないほか、規制の

正当化根拠も欠いており、かつ懸念解消の手段の妥当性にも疑問が残る。また、「オプション E：

サードパーティと競合する機能の追加及び競合アプリのデフォルト設定の禁止」についても、オプ

ション A 及び D と同様の批判が当てはまる。 
 
(3) Chrome ブラウザへの自動ログイン関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：

253-255 頁＞ 
 
(i) 競争促進的側面の正当な評価の必要性 
 
自動ログインの機能は、ユーザーの利便性の向上に大きく資するものと考えられ、これは一般消

費者の利益及び公共の福祉に沿うものである。 
自動ログインがユーザーにとっての利益となっているという事実についても公正に評価した上で、

事業者に制限を課すことによってもたらされるプラスの影響とマイナスの影響のバランスをよく勘

案し、規制の必要性・合理性を検討することが必要である。 
 
(ii) 規制の必要性を基礎づける事実（立法事実）の欠如 
 
中間報告によれば、ユーザーは自身の操作により自動ログイン機能をオフにすることができるう

え、自動ログイン自体に第三者の排除効果等の反競争的な効果はないと考えられることからする
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と、事業者に上述のオプション A～D 及び「オプション E：自動ログインをデフォルトで「オフ」とする

設定又はオプトイン方式等」のような制限を課す正当化根拠に欠ける。 
 
(4) サーチ・クエリ・データ等のリソースに関する懸念及び対応オプションについて ＜中間報告：

261-263 頁＞ 
 
(i) 規制の必要性を基礎づける事実（立法事実）の欠如 
 
事業者は、営業の自由に基づき、正当な手段で入手したデータを自社の商品・サービスに利用す

る自由を有しており、そのようなデータの利用行為は（データ取得時にその利用目的を限定してお

りその制限に反するような場合を除き）通常他者の権利・利益を害するものとは考えられない。特

に、自社の検索サービスを通して得られた検索クエリ等のデータは、当該事業者の営業秘密とし

て保護されるべき情報であり、事業者は営業秘密を独占的に利用する権利を有している。したが

って、自ら取得した検索クエリ等のデータの利用は、原則として正当な競争の手段として認められ

るべきであり、また当該データへのアクセスを第三者に認めるかどうか、認めるとしてどの第三者

にどのような対価で認めるかといったことも、事業者が自由に決定できるものであるべきである。 
 
そのようなデータへの第三者のアクセスに関して事業者に法的な制限を課すためには、当該制限

を正当化する十分な立法事実（例えば、看過できない競争への悪影響や競争手段としての不当

性等）が必要であるが、中間報告においては十分な正当化根拠は示されていない。 
 
(ii) 懸念を解消する手段の合理性の問題 
 
事業者の自由を制限する規制は必要かつ合理的なものでなければならない（I.総論の「「第２．２．

モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」（33 頁）について」参照）ところ、当該規制により見込ま

れる効果とそれによる弊害について事実に基づき比較衡量した上で、見込まれる利益が弊害を

上回らなければ、当該規制は合理的であるとはいえない。しかし、第三者に検索クエリ等のデータ

へのアクセスを提供することが、検索エンジン開発に係る競争確保に本当に実効性を有するのか、

有するとしてどの程度の効果が見込まれるのかについて、中間報告では十分な検討がなされて

いない。 
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新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）中間報告への意見 
 
1. スマートフォンにおけるボイスアシスタントのプリインストール及びデフォルト設定に関する懸

念及び対応オプションについて＜中間報告：51-56 頁＞ 
 

中間報告では、スマートフォンの OS 事業者のボイスアシスタントがプリインストール・デフォルト設

定されていることが、サードパーティのボイスアシスタント市場への参入を困難にしているとの懸

念が示されている。このような懸念に対して、中間報告は、 オプション①として、ボイスアシスタン

トのデフォルト設定の変更ができるよう義務付けること、及びオプション②として、デフォルト設定

するボイスアシスタントの選択画面をユーザーに提示することを提言している。 
 
オプション①については、直ちに重大な弊害が想定されるわけではないものの、そのような法的

義務を課すことの必要性を基礎づける事実は中間報告において示されていない。実際、中間報

告によれば、iOS・Android いずれにおいてもデフォルトのボイスアシスタントの変更は可能であり

（中間報告 52-53 頁）、提案されている上記のオプションは、「デフォルト設定の変更には一定の制

約があると考えられる」（中間報告 53 頁）という十分に立証されていない仮定に基づくものに過ぎ

ない。 
 
オプション②については、オプション①と同様に当該制約を正当化する立法事実が十分に示され

ていないことに加え、そのような制約がユーザーの利便性を損ない、ひいては現在成長過程にあ

るボイスアシスタントの普及を阻害することになるという弊害が考慮されておらず、より一層問題

が大きい。 
 

まず、中間報告では、主要な OS 事業者のボイスアシスタントを利用するユーザーの割合につい

て言及されているが、ユーザーがプリインストール・デフォルト設定されたボイスアシスタントを使

い続ける理由については、単なる憶測以上のものは示されていない。例えば、中間報告は、ユー

ザーがボイスアシスタントのデフォルト設定を変更しない理由として、「端末の画面の小ささやそれ

に伴う操作性の制約等」があると推測している（中間報告 53-54 頁）が、中間報告が引用する「関

係者からの指摘」においても、当該推測について具体的な事実に基づく主張はなされておらず、

単に、デフォルト設定を変更することがユーザーにとって面倒であること、ユーザーがデフォルト設

定を変更する方法を理解していないこと、またはユーザーが OS と一体化したボイスアシスタント

のユーザーエクスペリエンスを望んでいることについて特段事実やデータに基づかない意見が記

載されているにとどまる（中間報告 52 頁）。 
 
このように、OS 事業者に対する法的義務の賦課を正当化する立法事実は十分示されておらず、

またオプション②ではボイスアシスタントのスムーズな利用を不必要に妨げ、ボイスアシスタント市

場の発展を阻害するおそれもある。中間報告では、提案されているオプションの具体的な実行方

法はなお漠然としているが、サービスの選択画面に関して、欧州の検索エンジンの選択性の規制

において義務付けられている内容よりもさらに介入の程度が大きい措置（より高頻度の選択画面

の提示等）も視野に入れて検討がなされているように思われる（中間報告 56 頁）。 
 
しかしながら、そのような措置はユーザーである一般消費者の利益に沿うものではないと思われ

る。事実、中間報告が引用する「関係者からの指摘」において、「OS と一体化する最小の UX で
呼び出されるものがユーザーに期待されて」いるという指摘がなされているとおり（中間報告 52
頁）、選択画面の強制的な導入は、このようなユーザーの期待に反するものであって、本来事業

者が自由に設計すべき部分を法的義務で縛ってしまうことになる。 
 



 

16 

 

むしろ逆に、このような（ユーザーの利便性を損なう）制約なしにボイスアシスタント市場を発展さ

せることにこそ、大きい競争促進効果が見込まれる。ボイスアシスタント技術開発における先駆者

たちを不要な規制から解き放ち、一般消費者の需要を発展させボイスアシスタントの普及を促す

ことは、ボイスアシスタント市場に関連する全事業者にとっての全体のパイを大きくするものであり、

また下流市場にあたるボイスアシスタントと連携するアプリ・技術の発展を促進させる効果も有す

る（それにより、当該下流市場のサードパーティも利益を享受することになる）。 
 
上述のとおり、中間報告では、事業者に対する制限を正当化する十分な立法事実が示されておら

ず、また、制限を導入することによる潜在的な弊害 （あるいは制限をしないことによる利益）が十

分に考慮されていないため、中間報告が提案するオプションの合理性（ひいては合憲性）には疑

問がある。 
 
2. 相互運用性の制約に関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：59-68 頁、95-100

頁、165-169 頁＞ 
 

中間報告では、スマートフォンにおける第三者のボイスアシスタントの機能（中間報告 59 頁）、ボ

イスアシスタントと連携するサードパーティ・アプリの機能（中間報告 95-99 頁）、ウェアラブルデバ

イスの連携（中間報告 165-169 頁）等について、相互運用性に関する懸念が示されている。 
 
当該懸念に対して、中間報告は、OS やボイスアシスタントの提供事業者に対し、ボイスアシスタン

ト・アプリ・ウェアラブルデバイスを提供するサードパーティに対して、以下のような、一定基準の相

互運用性を確保させることを提案している。 
▪ OS 事業者に、OS 等の機能（システムリソース）に対するアクセスを他社のボイスアシスタ

ントにも自社のボイスアシスタントと同等に認めることを義務付ける（ウェイクワードによる

起動を同等に可能にすることを含む）こと （中間報告 68 頁） 
▪ 大手のボイスアシスタント提供事業者がサードパーティのアプリと自社のボイスアシスタ

ントの相互運用性を制限することを禁止し、自社のアプリと同等のアクセスをサードパー

ティのアプリに提供することを義務づけること（中間報告 99 頁） 
▪ OS 事業者に、自社の周辺機器に対して機能の提供を行う場合に、サードパーティの周辺

機器に対しても同等の機能を提供することを義務付けること（中間報告 169 頁） 
 
しかしながら、そもそも、中間報告ではこれらの義務を課す合理的必要性を根拠づける十分な事

実は提示されていない。例えば、サードパーティのボイスアシスタントのウェイクワード機能の制限

が疑われているが、中間報告では、ウェイクワード機能を利用できることが、OS 事業者のボイス

アシスタントに真の競争上の優位性をもたらしているかどうかの検討が欠けている。中間報告で

は、消費者は実際にはウェイクワードを利用していないとの指摘があることも記載されているが、

当該指摘についてはそれ以上の検討なく議論の対象から除かれている（中間報告 66 頁）。 
 
同様に、ウェアラブルデバイスと iOS デバイスの相互運用性の制限に関して、中間報告は、Apple 
Watch では利用できるが、iPhone と接続した場合の Wear OS デバイスでは利用できない機能につ

いて言及しているが、これらの機能が消費者のウェアラブルデバイス購入にあたっての選択に実

際に影響を与えるほど重要なものかどうかについては考慮されていない（中間報告 166-168 頁）。 
 
サードパーティ・アプリの機能制限に関しては、中間報告では、iOS 15 のリリース以降、一部の

SiriKit インテントドメインが非推奨になりサポートされなくなることが大きな懸念となっているようで

ある（中間報告 96 頁）。この変更は、確かに当該インテントに依存していた開発者にとっては望ま

しいことではないかもしれないが、中間報告では、Apple が同様の機能を有する自社アプリを提供
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しているか（すなわち、そもそも Apple が自己優遇し得る対象となる Siri との連携機能が存在する

のか）については考慮されていないようである。その他、中間報告においては、具体的な反競争

的効果については示されておらず、OS 事業者にボイスアシスタント機能について開発・サポートを

義務付ける必要性及び正当性については疑問が残る。 
 

上記の疑問に加えて、中間報告では、技術が発展途上にある段階の新興市場に過剰な規制を行

うことの重大な弊害が十分考慮されていないという問題もある。ボイスアシスタント市場及びウェ

アラブル市場は、技術面においても、消費者の当該製品に対する需要の面においても、未だ発展

の初期段階にある。OS やボイスアシスタント、ウェアラブルデバイスの提供事業者に対して、あら

ゆる新機能全てに政府が指定するレベルの相互運用性の確保を義務付けることは、新技術の開

発者に過度の負担をかけ、イノベーションを妨げることとなる。（一般に、新製品を開発するにあた

り、開発者は当該製品の開発コストと当該製品が市場で成功する可能性とのバランスをとらなけ

ればならないところ、開発者が新製品・新機能を開発する度に完全な相互運用性を保証した API
をリリースしなければならないとすると、開発コストが大幅に増加し、実験的・革新的な製品の開

発が困難になる。） 
 

さらに、中間報告で提案されている解決策は抽象的にすぎ、かつ現実的には実効困難である。機

能への「アクセス」や「相互運用性」は明確に定義されておらず、互換性の問題の真の原因につい

ての事実に基づいた調査なしでは、OS・ボイスアシスタント・ウェアラブルデバイスの提供事業者

にサードパーティ自身の技術力不足を補わせるということにもなりかねない。特に、OS・ボイスア

シスタント・ウェアラブルデバイスの提供事業者が開発者向けのツールやリソースを既に提供して

いる場合には、それに加えてどの程度のサポートの提供が必要かを政府が決定することは困難

であり、かつ適切でもないと思われる。 
 
もし相互運用性を義務付けるとしても、少なくとも、サードパーティのボイスアシスタント・アプリ・ウ

ェアラブルデバイスとの相互運用性によって、OS の統合性やユーザーデータの保護その他のデ

ータセキュリティ対策が損なわれる可能性がある場合には例外を設けるべきである。例えば、

Apple は、サードパーティのアプリを iOS のマイクに常にアクセスできるようにすると、iOS デバイス

のパフォーマンスに問題が生じる可能性があると指摘している（中間報告 61 頁）。現在の中間報

告における提案ではこのような例外について考慮されておらず、柔軟性に欠ける。 
 

3. リンクアウトの制限に関する懸念及び対応オプションについて＜中間報告：79-87 頁＞ 
 

中間報告では、Google 及び Amazon がボイスアシスタントを使用したサービスやデバイスで、リン

クアウトを意図的に制限している「疑い」があるとの懸念が示されている（中間報告 79 頁）。当該

疑念に対して中間報告で提案されているアプローチは、引き続き市場の状況を注視するというこ

とにとどまってはいるが、一定の機能上の制限を問題のあるものとして特定しているという点につ

いては、主張されている「競争上の懸念」が実際に存在するかどうかの分析なしに問題視をして、

「関係者」の意向をそのまま法制化するようなことは避けるべきであるということを指摘しておきた

い。 
 
例えば、中間報告では、Google の画面付きスマートスピーカーは、ユーザーのストリーミングサー

ビスのアカウントとリンクする必要があることが問題とされている（中間報告 79 頁）が、それは、ス

トリーミングサービスのユーザーは（プラットフォームに関係なく）有料コンテンツを視聴するにあた

ってログインする必要があるからであって、競争を制限するものではなく、単にストリーミングサー

ビスそれ自体の仕様に対応するものであるといえる。また同様に、画面付きスピーカーに URL を

入力するためのアドレスバーが表示されないことがブラウザ機能を制限していることが問題視さ
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れている（中間報告 79 頁）が、これが実際に競争上の懸念となるものであるか、それとも単なる新

規技術の用途・目的に沿った仕様に過ぎないのかは明らかでない。当該スマートスピーカーがも

ともと一般的なウェブブラウザ市場に参入することを目的として作られたものでないのであれば、

技術開発者に存在しない機能の開発を要求することはできない。 
 

以上 
 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

Microsoft Corporation 代理人 

矢吹法律事務所 

氏名（※） 弁護士 矢吹 公敏 

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：   

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：      ページ＞ 

 

添付の英文をご覧ください（翻訳は後にお送りします）。すでに、その点をご了解いただい

ており、とりあえず英文の提出を優先させていただきます。 

 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 
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（和訳） 

モバイル・エコシステムに関するデジタル市場競争本部の 
中間報告に対する Microsoft の見解 

 

Microsoft は、世界中における事業者及び消費者向けのソフトウェア製品及びサービス

のデベロッパ及びオペレーターです。日本マイクロソフトは、当社の最初の海外子会社

のうちの一つであり、1986 年に設立されました。現在、当社は日本市場に深く関わっ

ており、3,000名を超える従業員を擁し、日本における 1,500を超えるクラウドビジネス

パートナーを含む数多くの現地パートナー企業と取引を行っています。 

Microsoft は、Windows、Office 及び当社の Azure クラウドサービス等の有名なソフトウ

ェアの提供を行っていることに加え、iOS 及び Android プラットフォーム用のモバイル

アプリケーションの重要なデベロッパでもあります。これには、当社のプロダクティビ

ティソフトウェアのモバイル版、当社のインターネットブラウザ（Microsoft Edge）、検

索エンジン（Bing）アプリ、当社のプロフェッショナル向けソーシャルネットワークア

プリ（LinkedIn）及びゲームが含まれます。この最後のカテゴリであるゲームでは、当

社は xCloud と呼ばれる新たなクラウドゲームストリーミングサービスを提供しており、

これにより、高品質のXboxゲームをアプリ（Xbox Game Pass Ultimate若しくはXGPU）

又はウェブアプリにストリーミングすることができます。 

当社は、モバイルブラウザ及び検索サービスにおけるゲームデベロッパ及びプロバイダ

として、貴本部の中間報告（本報告）において提示された懸念の多くを共有しており、

これらの懸念に対処するために考えうるオプションについて当社の見解を提示する機会

をいただいたことに感謝しています。当社は、本報告内の多くの提言を今日のモバイ

ル・プラットフォームにおける競争をより良くするための潜在的に効果的なオプション

として支持します。 

同時に、それぞれのモバイル・プラットフォームにおけるそれぞれの慣行を考慮する、

バランスの取れたアプローチを取ることが重要です。広範に適用される一連の規則に

は、日本における競争及び消費者の両方を害する意図せぬ結果をもたらすリスクがあり

ます。過度の禁止は、チャレンジャーや新規参入者との競争を促進するどころか阻害

し、市場における技術・ビジネス革新を制限するような意図せぬ結果を招くおそれがあ

ります。例えば、他のブラウザが新技術を十分にサポートしていない場合においてウェ

ブサービスの改善を禁止すれば、イノベーションを阻害する可能性があることから、特

定のプラットフォームにおいて、このアプローチの利点がイノベーションへの潜在的損

害を上回ることが明らかな場合に限って適用されるべきです。同様に、アプリケーショ

ン開発チーム及びオペレーティングシステムチームの間の社内業務の制限は、イノベー

ションを阻害し、新しいアプリケーションプログラミングインターフェースが作成さ
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れ、デベロッパが利用できるようになるまでの速度を低下させる可能性があります。そ

のため、Microsoft は、当該行為の有害性について既に多くの経験及び理解が蓄積され

ている最も有害な行為を対象とするより双方向的なアプローチが適していると考えま

す。 

Microsoft は、モバイル・エコシステムに関するこの徹底的かつ詳細な調査を称賛して

います。当社は、これらの問題に関して貴本部及び日本政府と引き続き連携及び協力し

ていくことをお約束いたします。以下では、本報告のより重要な側面について見解を述

べさせて頂きます。 

 

特定の問題及び提案された対応に関する見解： 

 

第 1-1 エコシステム内のルール設定・変更、解釈、運用 

問題 5：ブラウザにおけるトラッキングのルール変更（Google） 

A. オプションA：ルール変更に係る情報開示、問い合わせ等への適切な対応、レビ

ュー等 

Microsoft は、特に Google Privacy Sandbox の提案に関して、以下のとおり見解を述べさ

せて頂きます。この提案は、既に Google がデジタル広告サービスにおいて支配的な地

位を有している中におけるものです。Microsoft は、デジタル広告において消費者のプ

ライバシー保護を改善し続ける取り組みを支持していますが、Privacy Sandbox の提案に

は、既に Google Chrome を保護している高い障壁を高め、Google Chrome をデジタル広

告エコシステムにおける唯一のゲートキーパーに変え、Google の主導的地位を維持す

るリスクがあります。 

この問題は、英国競争・市場庁（CMA）が既に分析しているものでもあり、Google に

対して一定の拘束力を有するコミットメントを要求しています 1。Microsoft は貴本部に

対し、以下を検討するよう推奨します。 

• プライバシー法と競争法の間の重複又はギャップに対処するために、この

Sandbox 提案への対処において日本の個人情報保護委員会と緊密に連携すること。 
• Google Chrome がサードパーティークッキー（TPC）のサポートを廃止する際に

ディスプレイ広告における競争がこれ以上損なわれないようにするために、自社

優遇及び差別的取扱いの問題に重点を置くこと。 

                                                           
1 Google の最終コミットメントをご参照ください（別紙 1A：Google の最終コミットメント

(publishing.service.gov.uk)）。 
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• Google 独自の代替 TPC を開発する際に、サードパーティの提案に建設的に関与

し、誠実に検討するように Google に要求すること。 
• Google の提案が市場における競争に与える影響を考慮するよう Google に要求す

るとともに、当該提案を実現可能なサードパーティの代替案及び現状に照らして

比較検証を行うこと。 

 

問題 7：アプリストアの拘束（Apple） 

前述のとおり、Microsoft は iOS と Android の両方のアプリのデベロッパです。特に関連

する点として、Microsoft は、xCloud と呼ばれる革新的な新しいクラウドゲームストリ

ーミングテクノロジーを提供しようとしてきました。これは、クラウドデータセンター

内のサーバーからユーザーのモバイルデバイスに、高品質なゲームをストリーミングす

るものです。当社の経験上、このサービスを体験する最善の方法は、ネイティブの OS
固有のアプリ、この場合は Xbox Game Pass Ultimate（XGPU）と呼ばれるアプリを経由

することです。このアプリを通じて、当社はユーザーが単一のサブスクリプション料を

支払いながらストリーミングしてプレイすることができる、Netflixスタイルのゲームカ

タログを提供しています。デベロッパは、デバイスを越えて配信を拡大することができ、

コンテンツの見つけやすさの向上及びこのテクノロジーの「一度書けば、どこでも実行

できる（write once, run anywhere）」という性質から利益を得ることができます。今後数

年のうちに全世界で 2500 億米ドルを超えると予想され、またモバイルゲームが主流の

アジア太平洋市場において最も急速に成長しているゲーム産業に、クラウドゲーミング

は大きな成長をもたらす可能性があります。 

クラウドゲームストリーミングサービスを提供又は開発している企業は Microsoft だけ

ではありません。Sony PlayStation Now、Nvidia GeForce Now、Google Stadia、Amazon 
Luna 等のサービスは、ゲーム業界における驚異的なイノベーション及び成長を促進す

る可能性があります。日本は、ビデオゲームの開発及び配信における世界有数の市場と

して、このイノベーション及び成長の中心になることが期待されています。クラウドゲ

ーミングが日本にもたらし得る利点としては、プラットフォーム間の切り替えコストの

削減、日本のデベロッパがより広範な世界中のユーザーにアクセスするための障壁の低

減（例えば、「今際の国のアリス」及び「深夜食堂-Tokyo Stories-」等の日本のテレビ番

組が Netflix で世界的にヒットしたように、日本のゲームデベロッパは、モバイルデバ

イス上のクラウドゲームストリーミングサービスを通じて、より広範なグローバル市場

に同じようにアクセスすることができます。）、そして最終的には、モバイルデバイスと

オペレーティングシステム間の競争の促進等が挙げられます。クラウドゲーミングは、

プレミアムゲームをプレイするために必要な大量の処理能力をローカルデバイスからク

ラウドに移動することから、ユーザーがゲームをプレイするためにハイエンドのモバイ

ルデバイスを所有する必要性を軽減します。 
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クラウドゲーミングの成長には、モバイルプラットフォームへのアクセスが不可欠です。

しかしながら、Apple は、App Store からクラウドゲームアプリをブロックするために

様々なポリシーを採用しています。例えば、Apple はストリーミングゲームを個々のア

プリとして申請すること、Apple の IAP 支払システムを使うこと及びゲームカタログア

プリがサードパーティーのタイトルを配信することができないことを要求しています。

Netflixに例えると、ビデオコンテンツであれば、映画及びテレビ番組はそれぞれについ

て App Store 経由で個別に申請する必要があり、Netflix では Netflix が制作したファース

トパーティの映画及びテレビ番組のみを配信する、つまり、上記のテレビ番組等の独立

したローカルコンテンツの配信をブロックするということです。これは、クラウドゲー

ムストリーミングサービスの目的を無に帰し、それらのサービスから恩恵を受けるであ

ろう日本のデベロッパ及びゲーマーに損害を与えます。また、これは、Apple が大々的

に宣伝している Arcade ゲームカタログと競合するであろうアプリを妨害し、貴本部が

懸念しているようにイコール・フッティングでの競争を阻害するという点で特に問題で

す。このようなポリシーは、Apple 自身の製品やサービスに利益をもたらし、日本のユ

ーザーやデベロッパに損害を与えます。これらのポリシーはまた、モバイルオペレーテ

ィングシステムにおける Apple の支配的地位を保護するものであることは、この問題を

調査している他の競争当局によっても確認されているところです 2。 

Microsoft は、日本におけるクラウドゲーミングを成長させる最も効果的な方法は、

Apple に対して、競争促進目的ではなく、Apple と競合する可能性のあるクラウドゲー

ムストリーミングアプリ又は他のサービスとの競争を阻止することを明らかに意図して

いる規定を、Apple Store のポリシーにおいて採用することを禁止することであると考え

ます。これにはクラウドゲームストリーミングアプリのブロック、個別の申請及びアプ

リダウンロードの要求、（明示的な又は競合 IAP サービスに極端に高い料金を課すこと

による）Apple の IAP の使用の要求、並びにそのようなアクセスをブロックするその他

のポリシーが含まれます。当社は、Apple のこうした行為を阻止することが、このエコ

システムにおける競争を活発にするための出発点となるべきであり、日本の消費者にと

って直接の利益をもたらすと考えています。 

同時に、当社は、以下に詳述するとおり、本報告で提案されたオプションを支持します。 

A. オプション A：ユーザーが以下を行うことができるようにする義務を課す 
1. サードパーティのアプリストアをインストールでき、それをデフォルトとし

て選択できるようにする 

                                                           
2 CMA「Mobile ecosystems market study interim report」2022 年 1 月 26 日：
https://www.gov.uk/government/publications/mobile-ecosystems-market-study-interim-report 
オーストラリア競争・消費者委員会「Digital Platform services inquiry March 2021 interim report」2021 年 4
月 28 日：https://www.accc.gov.au/publications/serial-publications/digital-platform-services-inquiry-2020-
2025/digital-platform-services-inquiry-march-2021-interim-report 
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本報告では、ユーザーの選択の幅を広げ、App Store に対する競争圧力を高めるために、

Appleに対してサイドローディング又は App Store経由のダウンロードによって、代替の

iOS アプリストアを利用可能にするよう要求する可能性が提案されています。このよう

な措置は、Appleに App Storeから代替の iOSアプリストアをダウンロードできるよう要

求するものである必要があります。また、ストリーミングプレイで利用できるゲームの

幅広い選択肢を提供する、ゲームストリーミングの「カタログアプリ」も含められるべ

きです。現在 Apple のポリシーでは、これらのアプリをそのストアで配信することさえ

禁止されており、代わりに全てのゲームが個別にダウンロードされたアプリとして配信

するよう求められています。 

Appleは、代替の iOSアプリストアやカタログアプリを App Storeに受け入れることで、

端末や他のアプリ、さらにはより広範なエコシステムに対するセキュリティ上の懸念が

生じると主張しています。これらの懸念は誇張されたものです。まず、Apple は iOS ネ

イティブアプリに対して、各アプリを効果的に「コンテナ化」する狭い「機能モデル」

を使用しており、ユーザーが特定の機能へのアクセス（例えば、位置データ又は写真へ

のアクセス）に明示的に同意しない限り、各アプリが特定のアプリ外のエコシステムの

要素にアクセスできないようにしています。第 2 に、コンピューティングの大部分がデ

バイス外で行われるため、クラウドゲームストリーミングアプリのセキュリティリスク

は、他の多くのネイティブアプリよりもさらに限定されています。第 3 に、Apple は、

代替 iOS アプリストアが、セキュリティ及び品質を確保するために必要であると考えら

れる最小限の制限及び要件を遵守することを要求し、契約においてこれらのパラメータ

ーの遵守を確保することは許容されます。もっとも、アプリの審査及び承認プロセスを

通して、Apple が代替アプリストア又はアプリ・デベロッパに不必要かつ負担の大きい

義務を課すことがないように確保することが重要となります。 

2. ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにする（サイドロー

ディング） 

本報告では、現在 Android 端末で技術的に可能となっているように、Apple に iOS デバ

イスへのアプリのサイドローディングを許可するよう求める可能性について提案されて

います。 

Microsoft は、Apple に対し、クラウドゲームカタログアプリ（上記参照）、代替 IAP 支

払システム及び代替アプリストアの App Store 経由での配信を許可するよう求めること

が、セキュリティ、品質、見つけやすさ及びユーザー体験に関して、より優れたアプロ

ーチであると謹んで提言します。もっとも、Apple にサイドローディングも許可するよ

うに求めることは、現状と比較していくつかの競争上の利点をもたらします。サイドロ

ーディングに関連する潜在的なセキュリティ問題は、Apple によって誇張されています。

Apple は現在、Apple Enterprise Management（以前の Device Management System に代わる

もの）を通じた限定的なサイドローディングにあたるものを許可しています。Apple 
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Enterprise Management が明示するとおり、iOS エコシステムのセキュリティ、プライバ

シー及び品質は、サイドローディングを完全に禁止するよりもより制限的でない手段を

使用して保持することができます。 

3. プリインストールされているアプリストアを非表示又はアンインストールで

きるようにする 

カタログアプリと代替アプリストアの配布を許可するよう Apple に要求することは、ユ

ーザーの選択を可能にし、他のデベロッパとの競争を高めるための最も効果的な方法で

す。この手順に加えてユーザーがプリインストールされたストアを非表示又はアンイン

ストールできるようにすることは、有用である場合があります。 

4. プライバシーやセキュリティを担保するための何らかの手段 

このような措置の有効性は、セキュリティ及び品質を確保するために Apple が引き続き

課すことが認めらる制限の内容、及び、そのようなクラウドゲームアプリの提供を妨げ

る間接的な影響を有する他の制限がないよう確保することに左右されます。 

前者に関しては、セキュリティ及び品質を確保するためのクラウドゲームアプリの制限

に関するより広い事情を想起することが有益です。まず、Apple はインタラクティブな

機能性を有する他のクラウドサービスを制限していません。これには、Netflixのような、

インタラクティブなコンテンツを含むオーディオビジュアルクラウドサービスが含まれ

ます。第 2 に、Appleは他のマルチゲームサービスを現在 App Storeで許可しています。

例えば、Roblox は、Apple が承認していないサードパーティーユーザー生成ゲームを完

全に実装しています（その多くはアプリ内購入が可能です。）。第 3 に、Apple デバイス

のユーザーは現在、（その機能が同様の制約を受けない）別のデバイスからゲームの

「リモートデスクトップ」機能を使用できます。第 4 に、Google はネイティブの

Android クラウドゲームアプリを許可しています（Play Store での提供も許可していま

す。）。第 5 に、そしてこれに関連して、クラウドサービスでは、デバイスにダウンロー

ドされるのが「シンアプリ（thin-app）」のみであることから、デバイスとその機能、他

のアプリやサービス又はユーザーに対するリスクはより低いものとなります。最後に、

クラウドゲームサービスプロバイダーは、少なくともセキュリティ及び品質を確保する

という点においては、Apple と同じ関心を持っていることを強調することが重要です。

ユーザーは Apple の顧客であると同時にクラウドゲームサービスプロバイダーの顧客で

あり、クラウドゲームサービスプロバイダーは、ユーザーがサブスクリプションを継続

できるようなユーザー体験を確保することを望んでいます。 

このような背景により、Apple は、セキュリティ及び品質を確保するために必要な範囲

を超える制限や要件を実行することを認められるべきではありません。Apple は、客観

的かつ合理的な必要最低限の安全及びセキュリティ対策を遵守していないアプリ（クラ

ウドゲームサービスアプリを含みます。）の App Store での配信を拒否し又は App Store
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から削除できるように、クラウドゲームサービス（及びその他の）アプリプロバイダー

に合理的な要件の遵守を契約において求めることはできる必要があります。 

後者に関連して、Apple がそのポリシーの他の要素を間接的に使用してクラウドゲーム

アプリの App Store へのアクセスを制限できないようにするために、サードパーティの

ゲームとクラウドベースのアプリに制限を課すポリシーを修正するよう、効果的な対応

策の提言において Apple に要求することも重要です。 

 

問題 9：決済・課金システムの利用義務付け 

現在、iOS や Android 上の自社アプリで IAP を利用できるようにしたいと考えているデ

ベロッパは、いずれも自社アプリを特にコーディングして Apple/Googleの IAP決済シス

テムを組み込まなければなりません。デベロッパは、iOS/Android 外において IAP を利

用するその他の方法について顧客をリダイレクトしたり通知することすらできません。

このことは、IAP システムだけでなく、アプリやクラウドゲームストリーミングなどの

技術の開発におけるイノベーションを妨げています。 

IAPが Appleや Googleの決済システムを利用する技術的な必要性はありません。実際、

Apple は、非デジタル商品・サービスのアプリ内購入に関してアプリ・デベロッパがそ

の選択した代替決済システムを利用することを認めています。アプリ内で消費されるデ

ジタル商品・サービスのための IAPは、セキュリティやプライバシーに関する新たな懸

念をもたらすものではありません。また、デベロッパにプロバイダの IAP決済システム

の利用を義務付けないその他のアプリストアの例（例えば、Android 上の Samsung 
Galaxyアプリストア及び OneStore 並びに Windows 上の Microsoft Store）もあります。 

決済オプションが一つだけの場合は言うまでもありませんが、消費者に提供する決済オ

プションがより少なければ、消費者やデベロッパの利益とはなりません。 

A. オプション A： OS を提供する事業者がその所有又は管理する IAP の利用をアプ

リ・デベロッパに義務付けることを禁止する 

アプリ・デベロッパが自社アプリにとって最適な決済処理システムを自由に選択でき、

Appleや Googleの決済処理システムの利用を義務付けられないことが重要です。決済処

理システムが違えば異なる機能性が提供されるため、特定のアプリには別の決済処理シ

ステムが適している場合があります。例えば、決済処理システムの中には強化された顧

客サポートを提供するものがある一方で、返品・返金の効率的な処理を容易にするもの、

デベロッパのシステムとの統合を強化することで請求書／支払いの効率的な照合を容易

にするものや、幅広いチャネル（クレジットカードや代替的な決済手段）をサポートす

るものもあります。 
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オプション A が損なわれないようにするためには、Appleと Google が、Appleと Google
の IAP 決済システムを含む複数の IAP決済システムを選択肢として提供することをアプ

リ・デベロッパに義務付けることができないようにすることが重要になります。これは、

大韓民国の電気通信事業法の改正に関連して生じた問題です。この法律（TBA）は、デ

ベロッパがユーザーに提供する代替決済システムを選択できるようにすることを目的と

して 2021 年秋に改正されました。多くの代替決済システムのほうが低コストであるた

め、これによりデベロッパはユーザーに利益を還元できることになります。 

これを受けて、Google はポリシーを改定し、代替決済システムを認めましたが、それ

は第 2の選択肢にすぎませんでした。デベロッパは、IAPのために Googleの決済システ

ムの実装・サポートも行わなければなりません。つまり、デベロッパは、自らが望む決

済システムを提供するためには、複数の不要な決済システムを実装するという膨大なコ

ストを負担する必要があるのです。既にクラウドベースの決済システムにハードコード

されている何百ものファーストパーティ及びサードパーティのゲームを提供する

Microsoft の XGPU のようなアプリでは、このように要求される重複実装は技術的にも

経済的にも実現不可能であり、完全な障害となります。 

Googleと Appleはいずれも、デベロッパに自社の決済システムの利用させるよう、新た

なハードルを設けました。第一に、両社は、どの決済システムが利用されるかに関係な

く、取引ごとに多額の手数料の支払いを求めています。その結果、ユーザーがアプリ内

購入のために代替決済システムを利用する際に Google 又は Apple に手数料が支払われ

ます。この手数料は、他のアプリ決済システムに依拠すればデベロッパにとって実際に

より高額になる可能性がある水準に設定されています。第二に、アプリ・デベロッパが

その提供する決済システムを選択できるようにすることが TBA 改正の主な目的であっ

たにもかかわらず、Google は、「精算時におけるユーザーの選択の自由」が保たれると

いう理由で Google の決済システムの提供をデベロッパに義務付けています。 

これらの要求は、事実上、デベロッパに代替決済システムをサポートするインセンティ

ブを持たせないようにするものです。なぜならば、そうした代替決済システムを提供す

れば、アプリ内購入を可能にするためのデベロッパのコストが増加する可能性があるか

らです。 

Appleと Googleは、プラットフォームへの投資から金銭的なリターンを得ることは認め

られます。しかし、そうであっても、よりダメージの少ない方法があるのに競争の歪み

を最大化する形でビジネスモデルを構築してよいということにはなりません。プラット

フォームへのアクセスに対して競争事業者に課金して収益を上げるのは、他に商品やサ

ービスを提供する方法がない場合にのみ正当化されるべきです。Appleや Googleがアプ

リ内購入に関して対価を受け取る権利を有する限り、自社の決済処理サービスを用いて

その支払いを確保する必要はありません。これに関連して、デベロッパによる代替サー

ビスの選択を阻止する方策として、自社の決済処理サービスを利用しないアプリ内購入
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に対して高額の取引手数料を課すことを Apple や Google に認めてはなりません。クレ

ジットカードの処理手数料やその他のコストを考えると、アプリ・デベロッパがサード

パーティの決済ソリューションを利用する場合でも高額の手数料を課すことが Apple 及

び／又は Google に認められるならば、アプリ・デベロッパは、サードパーティの決済

ソリューションを利用する取引に対して 30%をさらに上回る手数料をユーザーに請求せ

ざるを得なくなったり、それらの手数料の全額を徴収できなくなるおそれがあります。 

Appleと Googleは、セキュリティ、プライバシーや安全性を理由に自社の決済処理シス

テムの利用義務付けを正当化することはできません。AppleとGoogleはいずれも、（App 
Store のアプリの 85%超が非デジタル商品・サービスを提供していることを念頭に置き

つつも）非デジタル商品・サービスを提供しているアプリが利用する代替決済処理シス

テムについて、そうしたセキュリティ、プライバシーや安全性に関する懸念を示してい

ません。 

したがって、オプション Aでは、Appleと Googleがその独自の IAP決済システムのみの

利用を義務付けることを禁止することに加えて、以下を行うことも極めて重要です。 

• デベロッパが真の代替処理システムを自社アプリの唯一の決済処理オプションと

して追加することを認めることを Apple と Google に義務付けること。 
• Appleと Googleが自社の決済処理サービスを利用しない IAPに対して（デベロッ

パによる代替サービスの選択を阻止する）高額の取引手数料を課すことを禁止す

ること。 

 

B. OS を提供する事業者がアプリ・デベロッパによるユーザーへの直接のコミュニ

ケーションやそれを通じたサービス提供を妨げることを禁止する 

当社は、価格条件や商品又はサービスの提供内容など、デベロッパが正当なビジネス目

的のために自社アプリを通じて顧客と直接コミュニケーションできるようにすることを

支持します。これにより、代替決済システムについてデベロッパが何らかのコミュニケ

ーションをとれるようになるかもしれません。ただし、これは、オプションAに加えて

要求され、かつ、この方策を危うくする無用の摩擦や問題を Apple と Google が持ち込

めないよう確保できる場合にのみ有効となり得ます。 

 

問題 10：アプリ内における他の課金システム等の情報提供、誘導等の制限 

A. 情報提供の制限禁止 

Microsoft は、提案されたこの対応を支持しており、そうしたアウトリンクはユーザー

にとって有益な情報源になり得ると考えています。ただし、Appleと Googleがデベロッ

パに対して、単にアウトリンクとしてではなく、自社アプリ内で代替 IAP決済システム
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を利用できるようにすることを認めるよう要求する上記の提案と併せて検討すべきであ

ると謹んで提案します。アウトリンクは、この方策の有効性を損なうおそれのあるステ

ップと摩擦をユーザーエクスペリエンスに必然的に加えるものであり、デベロッパがネ

イティブアプリにコーディングできる独自の代替 IAPシステムを選択できるようにする

場合ほどには効果的でない可能性があります。 

 

問題 11：WebKit の利用義務付けとブラウザにおけるウェブアプリに対する消極的な対

応（Apple） 

Microsoft は、提案された対応を支持しており、ウェブアプリがアプリストア（Apple の

App Storeと Googleの Play Storeの双方）に課す競争上の制約を強化する上で、ウェブア

プリの機能性や相互運用性に対する制限撤廃の義務付けが鍵になると考えています。 

A. オプション A：WebKit 利用義務付けの禁止 
B. オプション B：ウェブアプリへの対応の義務付け 

Microsoft は、ブラウザが主要なウェブ標準や機能性をサポートすること（ウェブアプ

リケーションに対するサポートを含みます。）が重要であると考えます。しかしながら、

ベストなアプローチは、どの標準をサポートしなければならないかや、何がウェブアプ

リケーションに対する「十分な」サポートであるかを定める規制ではなく、ブラウザの

競争を可能にし、ユーザーが決定できるようにすることを含むものであろうと

Microsoft は考えています。ウェブアプリをより完全にサポートする他のブラウザエン

ジンのインストール及びユーザーによる iOS 上での依拠が認められるならば、それがウ

ェブアプリケーションを強力にサポートするブラウザへのユーザーのアクセスを確保す

る最善の方法となるでしょう。こうした競争圧力により、すべてのブラウザでウェブア

プリのサポートが改善される可能性があります。 

そのため、当社は、他のブラウザエンジンとの競争をモバイル・エコシステムに導入す

るにはオプション A が最も効果的な方法であろうと考えます。WebKit の利用を義務付

けることにより、Apple は、こうした競争が Apple 自身のウェブアプリよりも優れてい

る可能性のあるウェブアプリに対するサポートを日本の消費者やデベロッパに提供する

ことを妨げています。WebKit の利用義務付けを禁止すれば、こうした競争が促進され、

市場にイノベーションが起こるでしょう。 

 

問題 12：OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple） 

ウェブブラウザは、経済、社会、さらに民主主義の根幹をなす分野である検索やデジタ

ル広告などのサービスへの重要な入口となります。この検討項目は、英国、米国や欧州

連合内をはじめ、全世界において大規模な分析の対象となっています。したがって、当



11 
 

社は、貴本部がモバイル・エコシステムに関する本報告の中でブラウザについて議論し

ていることを支持します。 

ウェブブラウザと一般的な検索サービスは、ともに競争を制限し得る大きなネットワー

ク効果を伴います。これは、ある企業が次順位の競争事業者と比べて利用シェアにおい

て著しい優位性を実現した場合に特に当てはまります。Microsoft は、Apple の Safari と
競合するブラウザサービス（当社の独自のウェブブラウザである Microsoft Edge など）

に対するアクセス・機能性の制限がこうしたネットワーク効果を増幅させ、参入や拡大

への高い障壁となる可能性があるという貴本部の意見に同意します。当社は、この問題

の解決に資する手段としての貴本部のオプション A を支持します。 
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1 事前規制として、法律を制定しようとしているようだが、そうする理由が明らかになっ

ていない。行為を具体的に特定することに主眼があるようであるが、それであれば、特殊指

定を行えばよいし、ガイドラインでもよいのではないか。デジタルの問題は、新たな問題が

次々現れ、規制立法をしてもその内容がピント外れになる可能性が生じる状況であり、ガイ

ドラインの方が機動的に対応できるように見える。とくに日本には、公取委に、特殊指定・

一般指定の権限が与えられているのであるから、行為規制をしたいのであれば、法律を制定

する必要はない。 
事前規制というと、市場の失敗に対し、独占事業者の行為に対し、兼業制限・利益相反規

制・行為に対する許認可・料金規制を行うことだが、そのような対応は、検討されていない

ということか。それはなぜか、二重の地位・自己優遇が問題であれば、典型的な利益相反・

兼業制限・許認可の問題であり、それをするために事前規制というならわかるが、行為規制

に法律を制定する理由はない。他の省庁が、事前規制をやりたいということなのか。そうで

あれば、正面から、利益相反・兼業制限・許認可を行う必要性が議論されるべき。しかし、

中間報告書では、その点は全く議論されていない。 
 

2 行為規制の最初がなぜ、規約の設定変更の問題なのか。本質的な問題は、グーグルアン

ドロイド事件で出てきた MADA,AFA,RSA ではないのか。それを正面から取り上げないの

はなぜか。MADA については、デフォルト設定パワーで断片的に出ているが、横断的な市

場の囲い込みという問題が、明確になっていないように見えるし、この 3 つの協定は、個別

の問題として、一つ一つ正面から検討されるべき。 
規約の設定変更の問題は、エコシステム支配でなく、DP の問題であり、それはすでにさ

んざん議論されたうえで、透明化法で対処された問題。なぜ、その問題をまた蒸し返してい

るのかということになる(これは、土田教授の科研費研究会でもフロアから質問が行われた)。 
これが最初に取り上げられたことは、エコシステム支配の問題と DP の問題が混乱して

いるように見える原因となっている。エコシステム支配を問題にするといいながら、DP の



























 

 1 

提出用フォーマット 

 

意⾒ 
提出者名 

所属（会社名・団体名
等） 
または職業（個⼈の場
合） 

 

⽒名（※） 代表取締役会⻑兼社⻑ CEO  
 住所（※）  
 連絡先 連絡担当者⽒名：  

電話：  
e-mail：  

※ 法⼈⼜は団体の場合は、名称、代表者の⽒名及び主たる事務所の所在地をご記⼊くださ
い。 
 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点

（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関す

る意⾒ 

１．記載された内容に対する意⾒ 
＜中間報告の該当箇所：   下記に記載   ページ＞ 
 
 
P.23  モバイルブラウザ 
以下のようなプラットフォーム運営者の施策によって、新たなブラウザが市場
を独占することができないようになっています。（表向きは、ブラウザは重要な
基板なので、これがフラグメントすると、ユーザーの便益を損なうという理由に
よって） 
 
1. そもそも iOS では Developer Guideline 場で Apple が提供するブラウザエン
ジン（WebKit ベースの WKWebView という API にて提供されています）以外
の利⽤が認められていません。 
 

2. Android は表向きはそういった規定はなくオープンなポリシーですが、端末
メーカーやキャリアに対して、Chrome を始めとした Google のアプリをしっか

別 添  
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りとプリインするようにというプレッシャーが強くあります。それをしないと、
新しい Android バージョンの Publish release 時に先駆けて重要な更新情報を先
駆けてもらうことができなかったり、ブラウザ経由の検索に対するレベニュー
シェアの機会をもらうことができなかったりします。 
 
 
P.46  ブラウザレイヤー 
OS の標準ブラウザが固定されている限りは、多くのユーザーはそれを使い続け
るしか無く、チョイスがあることも気づかれないという状況になると思われる
ので、せめてパソコンと同じように下記のようなことを必ず⾏うように OS ベン
ダーに強制するようなことが必要ではないかと考えます。 
- 例えば、新しいブラウザをインストールするとこのブラウザを標準にするか
どうかをユーザーに聞き、YES を押すだけで標準を変更できるような仕組み 
- OS上で⾃社のブラウザエンジンの利⽤を強制してはならない 
 
 
P.67  OSのアップデイト、仕様変更 
Android は最終リリース前の半年以上前から開発中の次世代 OS バージョンを
提供してくれるので問題ないですが、それに対して Apple は⼗分な対応期間が
取られていない印象があります。 
 
 
P.94  クローズドミドルウェア（Google） 
確かに多くのアプリが Google Play 開発者サービスを利⽤しなければならない
現状があるかと思います。現在の AOSP に⼊っていなくてもアプリの動作の根
幹に関わる部分についてはオープンソースにし、他社もカスタマイズできなが
らもインタフェースが統⼀できるような形を望みます。 
 
 
P.113  サイドローディングの制限（Google） 
⼀般の⽅が使⽤する分にはサイドローディングが無効であっても問題ないので
はないかと思います。サイドローディングの機能を有効にできる＝ある程度 IT
に詳しいまたは⾃分で調べることができると思うので、今の⼿順であれば必要
⼗分ではないかと思います。 
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P.153  Webkit の利⽤義務付けとブラウザにおけるウェブ・アプリに対する消
極的な対応（Apple） 
WebKit の利⽤義務付けをしておきながら、Safari では使える機能が WebKit で
は使えないという状況はフェアではないと思います。WebKit を使わなくてもウ
ェブアプリが作れるようになるべきかと思います。 
 
 
P.166  OS等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple） 
App Store にリリースするときに審査すればよいのではないかと思い、「機能に
アクセスできなくする」までの制限はしなくてもよいのではないかと考えます。 
 
 
 
 
２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意⾒ 
 
特になし 
 
 

以上 
 
 
 
 

 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

団対監事等 

公認会計士 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名： 

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

 

(1) 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」   P111 

 

「サイドローディングを許容する義務」に関するセキュリティ上の留意点についての追

加提案 

 

以下の文の意図を例えば、P111 の 

（３）対応オプションと主にご意見をいただきたい事項 

の上に加える。 

 

 

（サイドローディングを許容する義務を新たに課す場合のセキュリティ上の留意点） 

なお、サイドローディングを新たに認める場合、悪意のあるソフトウェアが蔓延すれば、そ

れを iPhone 環境から駆除することが困難になることが想定されることから、脆弱性があ

る、又は悪意のあるソフトウェアが蔓延しないための対策の準備ができた段階で実施す

ることが肝要である。 

 

 

（理由） 

iPhone 環境は PC 環境と異なり、悪意のあるソフトウェアがほぼ蔓延していないと想像さ

れる。それは OS レベル、アプリ審査等の複数レイアによる対策が複合的に作用して功を

奏しているというのは、中間報告書の指摘通りである。しかし、アプリ審査の部分を Apple

別 添  



社以外にも開放した結果、悪意のあるソフトウェアが iPhone 環境に蔓延する可能性が高

まり、一度、悪意のあるソフトウェアが蔓延すれば、それを駆除し、元の状況に戻すことは

難しいと思われる。そのために、サイドローディングを新たに許容する場合でも、悪意のあ

るソフトウェアが蔓延しないための対策の準備ができた段階で実施することが肝要である。 

 

 

（補足） 

iPhone では App Store 以外のアプリストアを認めておらず、その結果アプリストアにおける

手数料等の競争が起こらず市場による最適配分が行われていない可能性があるという

指摘は、その可能性があるという意味で否定できない。 

その対応として、サイドローディングを認めないことを禁止するという選択肢も、選択肢と

しては理解できる。 

 

一方、現実的には、この報告書にも記載がある通り、サイドローディングを認めていないこ

とにより、iPhone 環境は Android 環境に比較してセキュリティが担保されている。 

また、一旦サイドローディングを認めた結果、悪意のあるソフトウェアが蔓延することにな

れば、後戻りにすることは困難になることが想定される。 

 

従って、サイドローディングを認める場合、あるいはサイドローディングへの敷居を低くする

場合は、悪意のあるアプリが蔓延しないための対策の準が十分にできた段階で実施する

ことが肝要と思料する。 

 

  



(2) 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」   P110 

 

「アプリ審査業務」が競争環境になるかについての私見と意見の反映の提案 

 

P110 に、 

 

アプリストアの運営によってどのようなセキュアな環境を実現するかということは、モ

バイル・エコシステムにおける重要な競争手段であると考えられる。したがって、App 

Store 以外のアプリストアを認めれば、ユーザーはセキュリティも考慮した上で複数の

アプリストアの中から選択することができるようになる。Apple を含むアプリストアを

運営する事業者は、アプリストアのセキュリティの面で競争することになり、その結果、

セキュリティというサービスの質が向上することが考えられる。 

しかしながら、現在、サイドローディングが認められないため、アプリ配信分野におけ

る競争が機能しておらず、このようなセキュリティなどを含むサービスの改善、向上が

阻害されるおそれがある。 

 

 

があるが、以下の太字の文言を追加する。 

 

 

アプリストアの運営によってどのようなセキュアな環境を実現するかということは、モ

バイル・エコシステムにおける重要な競争手段であると考えられる。したがって、App 

Store 以外のアプリストアを認めれば、ユーザーはセキュリティも考慮した上で複数の

アプリストアの中から選択することができるようになる。Apple を含むアプリストアを

運営する事業者は、アプリストアのセキュリティの面で競争することになり、その結果、

セキュリティというサービスの質が向上することが考えられる。 

しかしながら、現在、サイドローディングが認められないため、アプリ配信分野におけ

る競争が機能しておらず、このようなセキュリティなどを含むサービスの改善、向上が

阻害されるおそれがある。 

ただし、上記の仮定は、そのエコシステムのオーナーが Appleであることから、成り立

つことが考えられる。複数のアプリストアによる競争環境を作る場合は、アプリストア

のアプリ審査業務の品質管理について保証（または認証）制度等も検討する必要がある

ことから、それらを含めた全体を考えた上で最適な解を導き出すことが肝要である。 

 

 

（理由） 



① 審査会社を競争させてもセキュリティを高める方向に競争が働く可能性は低い 

 

もし、アプリ審査業務において Apple以上にセキュリティ審査が厳しく、故にそのアプ

リストアの審査を通過したアプリは Apple のアプリストアで購入するアプリよりセキ

ュリティが高いアプリであるということを主張できるとしても、アプリ利用者がセキュ

リティの高さを実感できるのは、セキュリティ事故にあったときくらいで、通常はその

差を感じることはできない。結局、セキュリティの良し悪しを価格に転化するのは難し

いのではないかと思われる。従って、複数のアプリストアを競争環境においたとしても

セキュリティ競争が起こる可能性は低いと思われる。 

 

② アプリストアのアプリ審査の品質を保証する制度を作る必要があるが、結果的に社

会的コストが増加する可能性が高い 

 

ただし、同じアプリ審査の品質であることがアプリ利用者にわかれば、アプリストア間

のコスト競争が起こる可能性がある。しかし、その場合はアプリ審査の品質が同じであ

ることを第三者等が保証する必要がある。品質が同じであることを保証するためには、

アプリストアのアプリ審査体制のための制度、アプリ審査の品質管理のための規準を整

備する必要がある。これは公認会計士による財務諸表監査の制度と類似の制度となる事

が想定される。競争環境を整えるための制度設計も含めると、かえって社会全体のコス

トが上昇する可能性がある。 

 

③ アプリストアへの参入企業が少数になり競争がそもそも起こらない可能性がある 

 

アプリストアはアプリ審査の品質を維持するための態勢とそれを第三者に説明するた

めの態勢が必要となることから、業務マニュアルの整備、人材育成まで含めて一定の投

資が必要となる、一方、審査業界が競争により厳しい市場環境になりそうであること、

審査に失敗した場合の損害賠償責任が大きくなる可能性もあることから、ビジネス機会

の割にリスクが高く、アプリ審査事業への参入企業が増えず、結局、競争が起こらない

可能性がある。この場合、社会コストをかけた割にアプリストア間の競争が起こらず結

果としてかえって社会的コストが増加する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 



２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

(3) その他：アプリストアの運営はモバイル OS 事業者の義務化し、アプリストアの運

営を会計分離し報告するという考え方の提案 

 

(2) で検討した通り、アプリストアを切り出して競争環境にするのは難しいのではない

かと感じている。Android市場においてもアプリストアの競争が起こっているわけでは

ない。 

また、上に記載していないが、アプリストアを競争環境においても、アプリ審査業務は、

モバイル OS 事業者が技術的にも有利になることは避けられず、アプリ開発と同様の競

争上の問題が起こる可能性がある。 

上記及びセキュリティ上の問題も踏まえると、アプリストアはモバイル OS の機能の一

つと割り切り、アプリストア運営はモバイル OS 事業者の義務とし、その上でアプリス

トアの運営を会計分離し、デジタルプラットフォーム取引透明化法の報告項目とし、経

済産業大臣への報告する事が考えられる。また、その内容を公開することも考えられる。

また、その内容の信頼性に疑義が高いということであれば、公認会計士による監査の対

象とすることも考えられる。 

そのためには、会計分離のための会計基準の整備等が必要となるが、セグメント会計と

似ているところもあり、（モバイル OS 事業者は困難であると言っているかもしれない

が）技術的な実現性はあると思われる。（経済的な合理性については別途検討が必要で

ある。） 

欧州、米国等でもこの考え方は提案されていないと思われる為、実現を考えるためには

諸外国との協議が必要となると思われる。 

 

なお、この考え方は、エコシステム全体を電力事業に見立て、アプリストアを送配電部

門のようにする考え方である。電力小売部門など競争環境が作りやすい分野は競争環境

に置きつつ、送配電部門など競争環境が作りにくい分野は独占・寡占を容認するかわり

に政府の規制の元に置くという考え方と似ているかもしれない。 

また、会計分離についての監査については、特注品で競争が起こりにくい分野もある「防

衛装備庁における原価監査事務」も参考になる可能性がある。 

 

 

 

以上 
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提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名

等） 

または職業（個人の場

合） 

個人（弁護士） 

氏名（※）  

 住所（※）   

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入くださ

い。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点

（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関す

る意見 

 

１．記載された内容に対する意見 

 

※本意見は、意見提出者個人の見解であり、意見提出者が所属する組織としての

見解ではございません。 

 

■凡例 

モバイル・エコシステムに関する競争

評価中間報告  

モバイル中間報告 

新たな顧客接点（ボイスアシスタント

及びウェアラブル）に関する競争評価 

中間報告 

顧客接点中間報告 

モバイル中間報告及び顧客接点中間

報告 

両中間報告 

 

（１）総論：海外動向の位置づけ 
＜モバイル中間報告 6ページ＞ 

海外の動向として、欧州における Digital Markets Act案等が紹介されており、

両中間報告では、諸外国の動向として、同法案の条文が関連するものとして紹介

別 添  
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されているが、これらの法案はあくまで現時点では「法案」に過ぎず、成立して

いる（法的な効力を有する）ものであるかのように紹介すべきではない。 

また、欧州と日本での状況の相違についても注意が必要である。欧州においては、

上記法案や Digital Service Act案をはじめ、一般データ保護規則（GDPR）、AI

規則案、e-Privacy規則案、Data Act案など、データの取扱いやデジタル市場に

関するさまざまな法規が打ち出されているが、①いずれも厳格な規制に過ぎる

面が含まれている、②実質的に対米施策ではないかという点に留意が必要と考

える。 

①について、欧州が定める規制は厳格なものが多く含まれている（例えば、個人

情報保護の観点でも、GDPR は日本の個人情報保護法より厳格である）ところ、

一般論として、厳格に過ぎる法令は、実態として遵守されていない又は法執行さ

れておらず実質的に機能していない可能性がある。したがって、海外、特に欧州

の法規制の動向を参考とするのであれば、単に法令の文言だけを見るだけでは

足りず、その遵守の実態や法執行の事例を含めて検討しなければ、施策を決定す

る上での参考とはなり得ないと考える。また、厳格に過ぎる実効性のない規定に

関しては、遵法意識が高い事業者であればあるほど、自らのビジネスモデルを維

持することと適用される法令を遵守することを如何に両立するかというジレン

マに陥る。最近の事例としては、Yahoo! Japanが英国及び欧州経済地域(EEA)に

おけるサービス提供を中止したことが記憶に新しい。同社は「継続的なサービス

利用環境を提供することが困難であるという判断」という理由を述べているが

（https://privacy.yahoo.co.jp/notice/globalaccess.html）、明らかにこれは

GDPR をはじめとする欧州の規制への対応が困難であるという考慮に基づく撤退

である。このように、日本が欧州と同様の厳格な規制を導入すると、遵法意識の

高い事業者ほど、厳格な規制が適用される法域におけるサービス提供を回避す

るという選択を行うリスクがある。遵法意識の高い事業者がサービス提供を中

止する一方で、遵法意識の低い劣悪な事業者や、経済安全保障の観点からリスク

（いわゆるガバメントアクセスなど）のある事業者のみが日本でサービスを提

供する結果となりかねず、それは日本が最先端の技術にアクセスする機会を損

なうのみならず、わが国全体のサイバーセキュリティにリスクをもたらす危険

がある。 

②について、欧州がデータの取扱いやデジタル市場に関して打ち出す様々な施

策は、いわゆる GAFAM（Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft）を実質

的なターゲットとした対米政策としての側面があることを否定できないため、

そうした欧州の事情を日本にそのまま当てはめることが妥当とは思われない。

一般論として、日本の政策の多くは、同盟国である米国における政策を参考とし

て導入するケースが多いのであって、そこに欧州の施策を部分的に導入するこ
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とで、政府全体としての施策が歪になるおそれがあると考える。 

 

（２）総論：対応策のオプション 
＜モバイル中間報告 39ページ＞ 

対応のアプローチとして、プラットフォーム事業者が競争に悪影響を及ぼす危

険性の高い行為類型を原則的に禁止し、セキュリティやプライバシー保護など

の例外的な理由をプラットフォーム事業者が示した場合に、十分に精査した上

で正当な理由と認められる場合に禁止から取り除くという対応が記載されてい

るが、プラットフォーム事業者へ過度な負担を課す対応と言わざるを得ない。 

この構造は、要するに、セキュリティやプライバシー保護等の例外的な理由につ

いては、プラットフォーム側に立証の責任を負わせるというものと考えられる。 

競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為類型については、類型的に原則禁止と

している一方、セキュリティやプライバシーについては、類型的な正当理由とは

せずに、個別具体的な理由しか許さず、かつ事業者に立証負担を課すものとなっ

ている。「パーソナルデータが取り扱われるデータ市場に係る議論を行う際には、

『Competition（競争）』、『Data Protection（データ保護）』及び『Consumer 

Protection（消費者保護）』の３つについて別個に議論するのではなく、三位一

体での議論を行い、３つのバランスを欠かないようにすることが重要である」と

されている（公正取引委員会競争政策研究センター「データ市場に係る競争政策

に関する検討会報告書」（令和 3 年 6 月 25 日）21 ページ参照）とおり、プライ

バシー及びセキュリティは、「データ保護」、「消費者保護」の根幹をなす重要な

要素である。「競争」の要素だけを過度に重視し、データ保護、消費者保護の考

慮を疎かにする考え方は妥当ではない。 

したがって、セキュリティやプライバシー保護の必要性については、類型的、個

別の双方で考慮する必要がある。つまり、類型的にセキュリティやプライバシー

保護が認められる類型の行為については、そもそも原則禁止とすべき行為から

外す必要がある。そこに加えて、仮に類型的に原則禁止すべき行為として位置づ

けるとしても、個別具体的にセキュリティやプライバシー保護の必要があるか

どうかについて、事業者の意見を踏まえて決定すべきである。 

 

（３）総論：他の政府機関との連携 
両中間報告においては、典型的には、プライバシー及びセキュリティのリスクに

ついて意見を請うものが多く含まれているが、全体として、競争の面のみが強調

されており、あえて度外視しているのかと思うほどにプライバシーおよびセキ

ュリティへの配慮がなく、消費者保護の観点も抜け落ちている。そもそもこの両

中間報告は、個人情報保護委員会（プライバシー関係）、内閣官房内閣サイバー
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セキュリティセンター（セキュリティ関係）及び消費者庁との協議を経たものな

のか疑問が残るといわざるを得ない。プライバシー（特に個人情報の取り扱いの

関係）及びセキュリティについて政策上の考慮を行うということであれば、これ

らの省庁との連携が不可欠である。 

さらに、両中間報告は、わが国のデジタル政策との整合性についても疑問が残る。 

「デジタル社会の実現の向けた重点計画」においては、マイナンバーカードの健

康保険証としての利用の促進、マイナンバーカードと運転免許証との一体化の

実現、マイナンバーカードと在留カードとの一体化の実現、マイナンバーカード

の機能（電子証明書）のスマートフォンへの搭載の実現が掲げられており、現在

総務省は、「マイナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」

を開催し、2022年 4月 14日に第 2次取りまとめを公表している。同とりまとめ

においては、基本方針 4として、「安全・安心のための重層的なセキュリティ対

策」が挙げられ、「厳格な本人確認に基づく発行」「高セキュリティな秘匿通信」

「格納媒体等の安全性」「脆弱性対策」「不正な端末の検知」「さらなるセキュリ

ティ対策の検討」が挙げられており、マイナンバーカード機能のスマートフォン

登載のためにはセキュリティが極めて重要であることが端的かつ明確に示され

ている。両中間報告は、セキュリティレベルが多少下がってもよいから競争を優

先すべきであるという論調であり、そのような思想でマイナンバーカード機能

のスマートフォン搭載など決して許容してはならない。 

よって、スマートフォンのセキュリティに関する議論を行うのであれば、デジタ

ル政策及びマイナンバーカードにかかわる各省庁（デジタル庁、総務省）との緊

密な連携も不可欠である。 

 

（４）OS のアップデートに関する事前の情報提供について 
＜モバイル中間報告 65～71ページ＞ 

OS アップデートに関する情報開示として、十分な時間を確保した上での事前告

知の実施を義務付けるとあるが、セキュリティの観点から著しく妥当ではない。

OSの脆弱性をゼロにすることは不可能であり、例えば、Windowsにおいても日々

新たな脆弱性が発見され、修正対応がなされている（例えば、 JVN 

iPedia(https://jvndb.jvn.jp/)において、データベースを「Windows」で検索す

ると、大量の脆弱性があることがわかる）。 

その中には、直ちに修正しなければ深刻な結果をもたらす脆弱性もある。例えば、

Microsoft Windowsの脆弱性 MS17-010を標的とする攻撃ツール「Eternalblue」

を用いた攻撃が流行し、世界中で大規模なランサムウェア被害（ランサムウェア

「Wannacry」）等が引き起こされたことは記憶に新しい。 

このような緊急の対応が必要となる脆弱性が発見された場合には、OS の仕様に
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影響をもたらす修正が必要となるアップデートが必要となる可能性がある。そ

のような場合にまで、十分な時間を確保した事前告知を実施するといった悠長

な対応をしていては、その脆弱性を用いたサイバー攻撃や不正アクセスの被害

拡大をもたらす結果となることは明白である。 

また、脆弱性に関する情報を公開する際には、対策とともに公開しなければ、単

に攻撃者を利する結果となる。事前告知の実施の是非を検討するのであれば、そ

の観点も考慮する必要があり、仮に実施するとしても、その方法・内容・時期に

ついては、セキュリティ対策に支障が無い範囲で行わなければならないものと

すべきである。 

 

（５）サイドローディングはセキュリティの観点から許容できない 
＜モバイル中間報告 98～129ページ＞ 

サイドローディングを認めることは、セキュリティ上の問題から許容できない。 

 

①サイドローディングの可否自体がセキュリティレベルを大きく左右する 

まず、サイドローディングを認めた上でのアプリ配信分野での競争という設定

がそもそもの誤りと言わざるを得ない。 

 

今日のサイバーセキュリティ対策においては、システムの設計段階からサイバ

ーセキュリティを確保する「セキュリティ・バイ・デザイン」の考え方が重要と

されている（サイバーセキュリティ戦略（2021年 9月閣議決定）11頁参照）。モ

バイル OSはまさにこの思想に基づき堅牢に設計されているのであって、構築が

終わってから後出しでサイドローディングを可能とするといった重大な変更を

行うことは、一般論として、堅牢に設計されていた OSの基幹部分を変更するこ

とを意味し、OS のセキュリティに綻びが生じ、深刻な脆弱性を発生させるリス

クがある。 

また、サイドローディングを自由に行うことができ、大きなシェアを占めている

OSの代表例として、Windowsがある。今日でも、サイバー攻撃・不正アクセスの

被害に遭うのは、基本的に Windows環境である。Windows環境では、典型的には、

悪意あるものが用意した実行ファイル（拡張子「.exe」）を迂闊に開くなどする

ことで、不正なプログラムが実行され、不正アクセス等の被害に遭う。セキュリ

ティ専門家の中には、サイバー攻撃を予防するための手段として、「Windows を

使わない」という手段を選択肢として挙げる者もいるほどである。サイドローデ

ィングを許容することは、このような不正なプログラムをサードパーティが無

限定に用意すること及びスマートフォンユーザーにダウンロード・実行させる

ことが可能となることを意味する。 
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そして、今日のサイバー攻撃は、人の心の隙を突いて、正規のものに見せかけて

消費者を欺罔し、不正なプログラムを実行させるというパターンが主流である。

いくら技術的なセキュリティ対策を施したとしても、スマートフォンを操作す

る「人」に隙があれば、攻撃者はそこを糸口としてサイバー攻撃を仕掛けること

ができてしまう。サイドローディングが可能となることは、攻撃者にその糸口を

与えることを意味する。このように、サイドローディングは、セキュリティ及び

消費者保護の観点から深刻な事態をもたらすおそれがある。 

加えて、企業が従業員に対して業務用の端末としてスマートフォンを貸与する

ケース、又は、従業員に対して私物の端末を業務に利用することを許諾するケー

ス（いわゆる BYOD）を考慮するとそのことは顕著である。この場合、業務に関

する情報がその端末の中に含まれることから、セキュリティインシデントの予

防策はより重要となる。企業としては、貸与するスマートフォン等の端末につい

ては、当然ながら業務以外での利用を許容すべきではなく、また、組織的なセキ

ュリティ措置を実施する必要がある。サイドローディング不可の端末であれば、

外部から得体の知れない不審なアプリケーションをダウンロードして実行する

リスクを減らせるため、セキュリティ対策を行うという観点から、サイドローデ

ィングを許容しないインセンティブが働く。私物端末の業務利用を許諾する局

面でも同様である。サイドローディング不可の端末であれば、セキュリティ上の

リスクがサイドローディング可能な端末より低くなるため、業務利用を許諾し

やすくなる。このとき、サイドローディングは可能としつつ、社内ルールでアプ

リのダウンロードを禁止すれば良いという反論があり得るが、端末を利用する

者が「人」である以上、社内ルールで制限するだけでは十分ではなく、十分なリ

スク低減を行うためには、技術的に禁止する必要がある。 

したがって、サイドローディングを許容しないことそれ自体がセキュリティ対

策となる以上、サイドローディングを可能とすることを前提としてアプリスト

アを選択するのではなく、サイドローディングの可否を含めてアプリストアを

選択できるようにすべきである。そしてそれは現状でも、iOSか Androidかとい

う選択が可能となっている。 

 

②「アプリストアのセキュリティの向上」という理由付けの妥当性 

モバイル中間報告 110頁では、「App Store 以外のアプリストアを認めれば、ユ

ーザーはセキュリティも考慮した上で複数のアプリストアの中から選択するこ

とができるようになる。Apple を含むアプリストアを運営する事業者は、アプリ

ストアのセキュリティの面で競争することになり、その結果、セキュリティとい

うサービスの質が向上することが考えられる。」とあるが、このような立論は成

り立たない。サイドローディングを認めることで別のアプリストアを認めれば
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どうなるかというと、確実に、詐欺アプリストア又は能力が低くアプリを適切に

管理できないアプリストアが出現する。 

本物と見せかけた、または一見まともなストアに見せかけたアプリストアが、不

正なプログラムをアプリとして用意し、それをダウンロード・実行させることで

不正アクセスの足がかりとなる。また、アプリを適切に管理できないアプリスト

アが出てくると、配信されるアプリをまともに審査することができず、そのアプ

リストアを通じて不正なプログラムが多く配信される温床となり、やはり不正

アクセス等の足かがりとなる。 

加えて、アプリストアがセキュリティの面だけで競争関係に立つことは実際上

あり得ない。アプリストアが競争する際に考慮される要素はセキュリティのみ

ではないため、セキュリティのレベルが低いアプリストアが必ず自然淘汰され

るわけではない。セキュリティ意識が低いアプリストアであっても、例えばコス

ト面でのアドバンテージがあれば、セキュリティよりもコストを優先する消費

者によって支持され、その消費者がフィッシングやマルウェア感染によってス

マートフォンに保存されている又はスマートフォンからアクセス可能な個人情

報等を摂取される結果となる。結局のところ、「アプリストアのセキュリティ向

上」という名目の下に再度ローディングを認めると、最終的に消費者のプライバ

シー侵害の危険を大きくする結果となり、アプリストア全体としてのセキュリ

ティは下落する結果となる。 

以上より、アプリストアがセキュリティ面で競争するという議論に妥当性はな

い。 

 

③将来的な技術の発展 

モバイル中間報告 110頁では、「将来の技術の進展・革新によって、サイドロー

ディングに伴うセキュリティ・リスクに対処できるようになる可能性は否定で

きず、セキュリティ上のリスクを理由に AppStore 以外の配信手段を禁止するこ

とが将来に亘って正当化されるものではないと考えられる」とあるが、セキュリ

ティ対策上そのような立論はあり得ない。 

もちろん、一般論として未来永劫正当化されるものではないことは確かだが、そ

のことが「現在」サイドローディングを許容する理由には決してならない。 

この記述は、セキュリティリスクが将来解消される「かもしれない」ことをもっ

て、そのリスクを受容してサイドローディングを許容せよという主張、つまり、

「サイドローディングを認めるとセキュリティが脆弱になりサイバー攻撃や不

正アクセスが増えるおそれがあるが、甘受してください。ちなみに将来解消され

るかもしれませんがされないかもしれません」と言っているに等しく、わが国の

サイバーセキュリティ政策に真っ向から反すると言わざるを得ない。 
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（６）ブラウザエンジンの自由選択は大きなセキュリティリスクとなるおそれ

がある 
＜モバイル中間報告 153～165ページ＞ 

 

モバイル中間報告 163 頁では、Webkit の利用義務付の禁止がオプション A とし

て示されているが、このようなブラウザエンジンの自由選択は、それ自体が大き

なセキュリティリスクとなるおそれがある。 

 

今日では、ウェブアプリケーションの脆弱性を突いたサイバー攻撃が多く観

測されている。ウェブ上でコードを実行するアプリケーションである以上、脆弱

性が皆無という状況を作出することはできず、現状も、ウェブアプリケーション

の脆弱性を突いた攻撃（SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング

等）が数多く発生している。その中にはブラウザの脆弱性を利用したものも含ま

れており、信用情報・Cookie 情報・金融情報の窃取・詐取を引き起こすおそれ

のある深刻な脅威である。こうした状況を踏まえ、独立行政法人情報処理推進機

構(IPA)は、「安全なウェブサイトの作り方」と題するドキュメントを作成してお

り、2021年 3月に改訂第 7版が公開されている。 

このようにウェブアプリケーションの脆弱性を突いた攻撃が多く観測される

一方で、悪意ある攻撃者がウェブアプリケーションに悪意あるコードを紛れ込

ませて情報の窃取・詐取を試みるケースも多い。攻撃対象がよくアクセスするウ

ェブサイトを改ざんし、マルウェアに感染させようとするいわゆる水飲み場型

攻撃がその典型例であるが、このような場合、ウェブアプリケーション自体が悪

意を持ったプログラムとなっている。 

ネイティブアプリケーションであれば、アプリストアを通じた審査を行うこ

とが可能だが、ウェブ空間はほぼ無限に近い広がりを持っているため、ウェブア

プリケーションのコードを全て審査し、悪意あるコードを取り除くことは不可

能である。そこで、ウェブアプリケーション上の悪意あるコードへの対抗手段の

一つとして、ブラウザエンジンによって機能を制限することが挙げられる。 

一般論として、利便性とセキュリティを両立させることは難しく、片方を強調

すればもう一方が疎かにならざるを得ない。利便性に資する機能を充実させる

方向に特化すると、それを悪用することでサイバー攻撃を行うことも可能とな

るため、攻撃者がその機能を「活用」することにより、サイバー攻撃の被害がよ

り甚大になるおそれがある。ブラウザエンジンについても同様のことが言える

のであって、Webkitで利用が禁止されている Web Bluetoothや Background Sync

機能に制限をかけない場合、これらの機能を攻撃者が「活用」することによって、
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サイバー攻撃による被害が甚大になるリスクがある。 

したがって、ブラウザエンジンによって機能を制限することは、それ自体がセ

キュリティ対策の一環ということができ、それは上記の「セキュリティ・バイ・

デザイン」の思想を実現するための手段の一つであるともいえる。また、セキュ

リティインシデントに関しては、インシデントの発生をゼロにすることは不可

能であるから、インシデントが発生した場合にその被害を最小限に抑えるため

の対策を行うことも非常に重要である。ブラウザエンジンによる機能制限は、ま

さにこの考え方を反映したものであり、仮に何らかの脆弱性を突かれた攻撃を

受けたとしても、機能が制限されていることにより、その被害の拡大を最小限に

抑えることが可能となる。 

以上より、Webkit の利用義務付の禁止は、それ自体が大きなセキュリティリ

スクとなるおそれがある。 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





和文仮訳 

 

内閣官房デジタル市場競争本部の 
モバイル・エコシステムに関する競争評価・中間報告に対する 

Apple のコメント 
  
A. はじめに  

  
1. スマートフォンのユーザーに対してできるだけ最高のユーザー体験を提供する製品を開発す

るという Apple のビジョンは、Apple が統合型アプローチをとっていることと、最高のソリュ

ーションにはハードウェアとソフトウェアの深い統合が必要であるという信念に当初から根

ざしています。iPhone は、最先端の設計と、ハードウェアの構成要素（市場をリードする Apple
のマイクロプロセッサ技術やカメラ等、Apple によって設計された構成要素を含みます）が緊

密に統合されたパッケージと、iPhone の特徴に合わせて設計された独自のオペレーティング・

システムとを組み合わせたものです。これによって当該システムの各コンポーネントが信頼

できるものとなることで、当該システム全体が有効に機能し、競合他社のエコシステムとは

異なる Apple 製品に特有の見た目や雰囲気（“look and feel”）を実現しています。このモデル

において、Apple の端末とサービスはそれぞれ補完的なものであり、それらが「全体」として

顧客に満足感をもたらし、Apple が質的に異なるスマートフォン体験を消費者に提供すること

を可能としています。 
  

2. 質とセキュリティの水準を維持しつつ、サードパーティ App 内での使用のために自社の専有

技術を開放するということから、消費者が自らのデータの取扱いについて説明を受けた上で

選択することを可能とするプライバシー保護にかかるイノベーションを率先することに至る

まで、Apple が行う各選択は、消費者の利益を向上させることを明示的に意図したものです。 
  

3. さらに、デベロッパも Apple の取り組みによって多大な利益を得ています。Apple は、デベロ

ッパが Apple の専有技術と知的財産を使用して、App をより容易に作成できるようにしてきま

した。そして Apple は、デベロッパが世界中の顧客に容易にアクセスできるようにしてきまし

た。Apple は、世界中で一貫した規則、価格設定、ガイダンスと併せて、世界 175 ヶ国の顧客

へのアクセスをデベロッパに提供しています。これにより、デベロッパが国境を越えて成功

したり、新たな市場に参入したりするためのコストを下げ、それらの実現をより容易なもの

としています。 
  

4. さらに、デベロッパが低コストで参加できる App Store を提供・維持することによって、Apple
は、それがなければ実現不可能であったかもしれない新たなビジネスを前に進めることを可

能としています。また、Apple の安定した、安全で、信頼できるプラットフォームは、デベロ

ッパによる将来の技術革新に向けた投資を奨励する環境を作ることにも役立っています。

Apple の App Store は、独立した小規模なデベロッパが、世界中のユーザーに追加投資無しで

接触できるという膨大なビジネス・チャンスを作り出しており、より大規模で資金豊富な競

合他社と同等に競争できるようにしています。これは、デベロッパが App Store から受けてい

る利益について、高い割合のデベロッパが大いに満足しているとの結果を示している最近の

調査によって裏付けられています 1。これらのすべては、Apple のビジネスモデルによって可

能となったものです。 
 

5. 2022 年 4 月 26 日に内閣官房デジタル市場競争本部によって公表された「モバイル・エコシス

テムに関する競争評価 中間報告」（以下、「DMCH 中間報告」または「中間報告」といいま

                                                      
1 経済産業省が実施したウェブ調査によれば、Apple の App Store ユーザーの 78.9％が、デジタル・プ

ラットフォーム運営事業者が説明する不正決済の防止やエクスペリエンスの向上等のメリットを享

受していると回答しています。 
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_platform_monitoring/pdf/002_01_00.pdf をご

参照下さい。 
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す。）は、これらの全体的な利益を認識し、Apple の「モバイル・エコシステムは、アプリやウ

ェブ・サービスを提供するデベロッパにとっては、それまでには出来なかったような形で幅

広いユーザー群にアクセスする機会を得られる場として、極めて大きな貢献を果たしてきて

いる。特に、モバイル端末は、ユーザーが常時携帯し、利用しているという意味で、極めて強

い顧客接点としての機能を有することから、これらデベロッパにとっての顧客接点も、時間

やオケージョンなどの広がりも含め、これまでにないレベルでの機会がもたらされてきたと

言える」と指摘しています 2。 
  

6. ユーザーにとっても、「サーチ、ショッピング、エンタテインメント、コミュニケーション、

金融サービス、スマートホーム等の様々なサービスにとってのユーザー・インターフェイス

がモバイル端末に集約する形で提供されており、常時保有し、いつでもどこでもデジタル空

間に入って多様なサービスを利用することのできるゲートウェイとして、人々の生活をより

豊かなものに変えることに大きな貢献を果たしてきている」と DMCH 中間報告は指摘してい

ます 3。   
  

7. 全体的に、DMCH 中間報告は、「モバイル・エコシステムは、これらのサービスを利用する消

費者の日常生活、そして、当該サービスを提供するビジネスユーザーの経済活動の基盤（イン

フラストラクチャー）としての機能を果たしているととらえることができる」と考えていま

す 4。   
  

8. それにも拘わらず、DMCH 中間報告は、合理的な根拠なく、これらの利益を完全に無視する

か、あるいは単なる憶測に基づき退けています。その結果、DMCH 中間報告は、裏付けのない

主張と憶測的な懸念から導き出された、技術、製品設計、および競争上の影響に関する結論に

至っています。これらの裏付けのない主張や憶測的な懸念の多くは、消費者データへのアク

セスの拡大を求めている苦情申立者らによって主張されたものです。そのため、DMCH 中間報

告における調査結果（findings）は、事実上、Apple のエコシステムが「潜在的に」どのように

競争を阻害する「可能性がある」かについての仮説に過ぎません。 
  

9. Apple は、内閣官房デジタル市場競争本部が裏付けのない仮説的な問題に対する解決策を提案

しており、その結果、ユーザーのプライバシーやデータ・セキュリティーを犠牲にして、ひと

握りの有力なデベロッパを利するために現実に市場介入が行われ、iPhone の再設計を余儀な

くされることを強く懸念しています。これは iPhone が 15 年間存在しており、Apple の投資と

知的財産によって絶えず改良され続けており、何百万という消費者によって高く評価され信

頼されている製品であるという事実を無視したものです。これらの変更は、消費者および最

も幅広いデベロッパ群の双方に対して、選択肢を制限し、コストを大幅に上昇させる可能性

があり、顧客との繋がりを Apple のエコシステムに頼っている小規模で新興のデベロッパを

不利にし得るものです。 
  

10. Apple は、内閣官房デジタル市場競争本部に対して、Apple のエコシステムが消費者とデベロ

ッパの両方にもたらす利益についてより詳細な分析を行うこと、および、提案された各介入

案について、その影響を受けることとなる様々な市場における消費者と競争に与える影響を

客観的に検討することを強く要請します。また、Apple は、競争上の評価は単独で評価するべ

きではなく、（プライバシーやデータ・セキュリティーへの影響を含む）消費者保護において

意味することも等しく考慮し、比較考量するべきであると考えます。消費者への影響は、DMCH
中間報告で示唆されているような「例外的」な場合に限って関連性があるとされるべきでは

                                                      
2 DMCH 中間報告 14 頁。   
3 DMCH 中間報告 14 頁。   
4 DMCH 中間報告 35 頁。   
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ありません。この観点から、Apple は、内閣官房デジタル市場競争本部に対し、このプロセス

に消費者やより幅広い利害関係者を含めることを強く要請します 5。  
  

11. この目的のため、以下の DMCH 中間報告に対する Apple のコメントにおいて、次のトピック

を取り上げています。 

• セクション B では、Apple のエコシステムの主要な構成要素とその開発について述べてい

ます。 

• セクション C では、iOS 端末の安全性と性能を確実とするための手段の重要性について述

べています。 

• セクション D では、Apple のプライバシー・イニシアティブについて述べています。 

• セクション E では、音声アシスタントとウェアラブルに関して提起された別個の懸念につ

いて述べています。 

• セクション F では、内閣官房デジタル市場競争本部が検討中の対応オプションについて検

討しています。 

     

                                                      
5 公正取引委員会の競争政策研究センターの「データ市場に係る競争政策に関する検討会」報告書は、

「競争」、「データ保護」及び「消費者保護」の 3 つについて別個に議論するのではなく，三位一体での

議論を行い，3 つのバランスを欠かないようにすることが重要である」と明示的に結論付けています。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/jun/210625_data.html  
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B. Apple のエコシステムの主要な構成要素とその開発 
  

12. DMCH 中間報告で認識されているように、Apple のエコシステムは緊密に統合されており、そ

の主要な構成要素によって、相互に補強し合う顧客向けのサービスが生み出されています。

それは、消費者に選択肢がないからではなく、消費者が、提供されている価値を認識している

ために機能しています。Apple のコマースエンジン（IAP）と Apple が課す手数料は、かかる構

成要素の一つです。DMCH 中間報告は、IAP が顧客サービスや代替的な決済手段の発展に及ぼ

す影響について根拠のない仮説的な懸念を提起しており、IAP が消費者とデベロッパの双方に

提供している利益を適切に考慮に入れていません。 
  

13. また、内閣官房デジタル市場競争本部は、Apple がそのエコシステムを支えるルールを設定、

更新、運用する際のデベロッパとのやり取りに関して、裏付けのない不正確な懸念も提起し

ています。以下のセクションでは、Apple はこれらの不備について述べます。 
  

(i) App Store の App 内課金が提供する利益が十分に理解・評価されていないこと  
  

14. Apple の App Store における IAP 要件に関する中間報告の評価は、IAP の性質を十分に理解して

いません。IAP は決済処理ではありません。IAP は、Apple が手数料を徴収できるようにするコ

マースエンジンであり、取引を一覧化することで、Apple が App Store を運営し、デベロッパ

に対してツール、技術、ビジネスを行う機会、その他のサービスを提供することに対する対価

を受け取ることができるようにします。IAP は、デベロッパに自身の App をマネタイズする手

段を提供するとともに、App 内課金に至るために Apple が初めから用意した多くの機能（技

術、顧客との繋がり、顧客の信頼など）に対する手数料を Apple が徴収することを可能にする

ものです。したがって、IAP が提供する利益と、決済処理業者が提供する利益とを比較するこ

とは、不適当かつ不十分な評価です。 
  
15. また、IAP は、App Store におけるプレミアムな消費者体験の基本となる多くの機能を可能にす

るものです。このことは、IAP が、広範囲に亘る便益を提供していることから明らかであり、

決済処理業者が提供するものとは実質的に異なるものです。IAP がもたらす便益は、以下のも

のを含みます。 

• 子供が行うすべての App のダウンロード、App の購入、および App 内課金について親の

承認を可能とする「ファミリー共有」と「承認と購入のリクエスト」。これらが金銭上お

よび安全上の便益を提供していることは明らかです。 

• 明確で分かりやすい価格設定。十分な価格情報がユーザーに提示されるまで購入が完了し

ないようになっています。 

• Touch ID 対応端末では指紋、Face ID 対応端末では顔による生体認証。 

• 領収書と購入履歴のメール送信。これにより、顧客は支出を把握・管理することができま

す。 

• 「問題を報告」および「返金」。これにより、個々のデベロッパを探し出すことを必要と

せず、Apple という評判を有する会社が単一の窓口として対応するという、大きな便益を

ユーザーに提供しています。 

• 「購入の復元」。ユーザーが App 内課金のために「購入」ボタンを押したにもかかわらず

デベロッパが何らかの技術的な理由で当該コンテンツを配信しなかった場合や、ユーザー

が新しい Apple 端末に App や App 内課金したコンテンツを移行したい場合に、購入の完

了や復元を可能にします。 

• サブスクリプション管理。これにより、ユーザーは端末上で一回タップするだけで、複数

の App のサブスクリプションを 1 つの便利な場所で簡単にキャンセルできます。 
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• 不正行為の防止。トレンドや全体的な動向を特定することによって、Apple が詐欺および

悪意のあるデベロッパを根絶することを可能としています。 

  
16. これらの便益は、ユーザー体験の向上にとどまらず、極めて重要な消費者保護機能を提供し

ており、悪意のある行為者が App Store 上の消費者に付け込むことができないようにすること

で、ユーザーが安心して App Store を通じた購入をすることを可能にしています。例えば、「承

認と購入のリクエスト」は、親が、子供によるデジタル商品やコンテンツの購入をコントロー

ルすることを可能にします。重要なことは、デベロッパが、第三者の決済サービス提供者を利

用することによってこれらのコントロールを回避しようとした場合は、Apple は直ちにその問

題に対処することができるということです 6。同様に、Apple のサブスクリプション管理は、

サブスクリプションのための明確で分かりやすい情報開示と顧客の同意を要求することに加

え、ユーザーがサブスクリプションをキャンセルすることを極めて容易にすることによって、

オンライン・サブスクリプションに登録するように騙されたり陥れられたりする可能性のあ

るユーザーに対して、真の保護を提供しています。 
  

17. 最後に、IAP は、デベロッパに対して、価格設定について相当な柔軟性を与えています。Apple
の価格設定方式は、デベロッパが App やデジタル・コンテンツの価格を自国の通貨で設定す

れば、同等の価格が、世界 175 ヶ国の App Store の店頭で自動的に現地通貨に変換されること

を可能としています 7。これは、特に、価格設定、サブスクリプション、プロモーション等に

関する現地市場の慣習をほとんど知らず、世界規模のサービスを提供することができないデ

ベロッパにとって重要なものです。 
  

18. Apple は、自社のシステム上、安全かつ効果的な方法でサポートできる場合、より多くの柔軟

性を導入し続けています。Apple は、デベロッパからのフィードバックに基づき、お試しオフ

ァー（新規ユーザー向け）、プロモーションオファー（失効した / 既存ユーザー向け）、そし

て最近ではサブスクリプションオファーコード（App 外配信向け）と、長期にわたって様々な

タイプのサブスクリプション・オファーをリリースし続けています。 
  

19. 限られた数のデベロッパにより提起された主張と比較して、Apple の IAP がもたらす便益を適

切に認識・検討しない限り、IAP が競争上の懸念を引き起こし、および／または、消費者に損

害を与える可能性があると適切に認定することはできません。 
  

(ii) Apple の手数料は合理的であり、競争を制限するものではないこと  
  

20. Apple の App Store 手数料は、App のデベロッパが Apple の iOS プラットフォームの利用に対し

て支払うことに同意した料金です。Apple はデベロッパに対して、重要な技術およびマーケテ

ィングのノウハウを提供しています。Apple の提供する便益は、App・ソフトウェアの構成ブ

ロック、Apple の知的財産のライセンス、iOS ユーザーの獲得、IAP およびその他の統合された

iOS 機能から得られる便益、そして、技術支援、顧客サービス、マーケティングを含む Apple
のサービスを受けられることを含みます。（内閣官房デジタル市場競争本部による）市場調査

にかかる情報提供への要請に対する Apple の回答の中で記したように、Apple は App Store を

                                                      
6 このようなコントロールは、子供たち、特にゲーム・アプリを使用している子供たちが、意図すると

ころなく大金を使ってしまう可能性を考えると、極めて重要です。例えば次のリンクをご参照下さい。

https://www.businessinsider.com/fortnite-addictive-epic-games-parliament-prince-harry-2019-
6?r=US&IR=T#fortnite-sells-digital-currency-in-packs-for-between-10-and-100-parents-can-restrict-purchases-
for-kids-but-it-requires-changing-account-control-settings-outside-of-the-game-4。Epic Games の「Fortnite」に

対する議会による質問をカバーするものであり、プレーヤー、より具体的には子供たちが、ゲームに時

間または金銭を使い過ぎないようにするための適切な制限が設けられているか、という質問が含まれ

ています。 
7 この価格設定の柔軟性は、デベロッパに対するマーケティング及び編集サポート、並びに請求及び税

金に関するサービスに加えて提供されるものです。 
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含む iOS プラットフォームを開発、運営するために何十億ドルも支出しています。当該手数料

は、デベロッパが Apple から享受し得る、そして現に享受する価値に基づくものであり、その

価値と整合するものです。実際に、最近の調査 8によれば、大多数のデベロッパが、当該手数

料に相当するサービスを受けていること、および/または、Apple による説明を受け入れてい

ることに同意しています。 
  

21. 第二に、Apple はその手数料を 2008 年に初めて導入して以来、一度も引き上げたことがあり

ません。実際には、Apple の手数料は時の経過と共に下がってきています。これは、Apple が

一定の取引について手数料の支払いを免除しており、また、サブスクリプションおよび小規

模なデベロッパが作成した App に対する手数料率を（30％から 15％に）下げたためです。実

際、デジタル・コンテンツを販売している日本のデベロッパの圧倒的多数は、15％の手数料し

か支払わなくてよい資格を有しています。さらに、App Store 内の全 App のうち、何らかの手

数料を支払う必要があるのは約 15％に過ぎません。ほとんどの App は、Apple に何の手数料

も支払いません。 
  

22. 第三に、Apple の手数料は一度も業界の標準的な料率を超えたことがありません 9。App 内課

金に対する Apple の 30％または 15％の手数料は、Google Play Store（30％または 15％10）、

Amazon App Store（30％または 20％11）および Samsung Galaxy Store（30％12）が課している料

率を含む市場の料率と完全に整合しています。Microsoft Store は、ゲーム、ビジネスおよび教

育ストアでの販売、そして Windows8 端末上での販売に対して、30％の手数料を課していま

す。Steam は、売上高 1 千万ドル以下に対しては 30％、1 千万ドルから 5 千万ドルの間に対し

ては 25%、そして 5 千万ドル以上に対しては 20%の手数料を課しています。中国内の App Store
は一般的に 50%あるいはそれ以上の手数料を App 内課金に対して課しています。他のセクタ

ー内のプラットフォームも同様の手数料率を適用しています。YouTube は広告収入の 45％を

徴収していると報告されており、Amazon は自社のプラットフォームを通じてビデオ・コンテ

ンツが配信された場合、購入またはレンタル収入の 50%を徴収しています。電子書籍に対す

る一般的な手数料は 30～35％であり、オーディオブックは Amazon で 60％超、Kobo で 55～
68％の手数料率を得ています。CDiscount は 39.99 ユーロの月額課金と共に最高 22％の手数料

を課しています 13。Spartoo は 39 ユーロの月額手数料に加えて 15％から 20%14の製品別手数

料を課しています。これらの事例から、App 内課金に対する手数料率のうち最も高い 30％で

すら、業界の標準的な料率であることが確認できます。 
  

                                                      
8 経済産業省が実施した Web 調査によれば、Apple App Store ユーザーの 75.2％が、自らの支払う対価

に見合ったサービスを受けている、またはプラットフォーム運営事業者からの説明に納得していると

回答しています。以下をご参照下さい。 
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono info service/digital platform monitoring/pdf/002 01 00.pdf。   
9 他社との比較における Apple の手数料の詳細な分析については、以下をご参照下さい。 
https://www.analysisgroup.com/globalassets/insights/publishing/apples_app_store_and_other_digital_m 
arketplaces_a_comparison_of_commission_rates.pdf。 
10 「Google Play デベロッパー販売/配布契約」、https://play.google.com/about/developer-distribution-
agreement.html、Play Console ヘルプ、「お支払い」、 
https://support.google.com/googleplay/androiddeveloper/answer/9858738; Play Console ヘルプ、「サービ

ス手数料」、 https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622。  
11 「Amazon Developer Services Agreement」、 https://developer.amazon.com/support/legal/da。  
12 Samsung Galaxy Store Seller Portal Terms and Conditions、 
https://seller.samsungapps.com/help/termsAndConditions.as 
13  CDiscount 、 General Conditions for Making Available the CDiscount Marketplace via the Hosting Site 
https://seller.cdiscount.com/DocumentCgmad/20210501/ff8398f0-2afb-4e4a-8d3f-844497c2c5e9 (最終更新日

2021 年 5 月 1 日)。  
14 Spartoo、U.K. Department for International Trade: Selling Online Overseas, https://www.great.gov.ukApple’s 
response to Annex C of the Market Study information request, paragraph 6.7./selling-online-
overseas/markets/details/spartoo/ (https://cedcommerce.com/blog/sell-inspartoo-france/も参照ください)。 
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23. Apple デベロッパ・プログラム（ADP）の年間料金は 99 米ドルで、Apple デベロッパ・エンタ

ープライズ・プログラム（ADEP）の年間料金は 299 米ドル（いずれも適用可能な場合は現地

通貨）であり、メンバーシップのある年ごとの料金です。これらは App Store の収入源とは考

えられていません。これらの料金は、基本的に、Apple のツール・技術にアクセスするデベロ

ッパが App Store で App を配信することに誠実になることを確保するために利用されます。

App の配信後にデベロッパを特定することを可能にして詐欺を防止するために、クレジット

カードの利用も求めています。日本には、500,000 以上の ADP メンバーと 35,000 以上の ADEP
メンバーが存在しています。 
  

24. この料金は、App ごとではなくデベロッパ・アカウントごとにかかります 15。そのため、1 つ

のデベロッパ・アカウントにより複数の App を提出することもできますし、アカウントが個

人ではなく法人である場合は、そのチームの複数のデベロッパが利用することができ、その

場合も年間費用は 99 米ドルのみです。例えば、Google や Microsoft も、チーム内に多くのデ

ベロッパがおり App Store で複数の App を提供しているものの、年間 99 米ドルのみの会費を

支払っています。  
  

25. デベロッパが、対象地域に所在する NPO、認証された教育機関、または行政機関であり、App 
Store で無料の App のみを配信する場合、App Developer Program の会員年間費用の免除を申請

することができます。費用免除の資格要件は以下に記載されています。  
https://developer.apple.com/support/membership-fee-waiver/ 
  

26. また、DMCH 中間報告は、デベロッパが IAP の利用を完全に回避する方法で自身の App をマ

ネタイズすることを選択できる程度を正しく認識していません。これらの方法のうち最も重

要なものは、リーダールールやマルチプラットフォームルールなどのルールを使用するもの

です。これらのルールは、デベロッパが IAP を利用せずとも、そして手数料を Apple に支払わ

なくとも、デジタル・コンテンツを iOS 消費者に販売することを可能とするために、Apple が

時間と共に発展させてきたものです。 

• リーダールールは、デジタル音楽、電子書籍、ビデオ、オーディオ、新聞、雑誌（漫画を

含みます）を販売しているデベロッパに対して、IAP の利用をオプションとするものです。

Apple は、サブスクリプションおよび購入を管理するために、最近、リーダーApp からリ

ンクアウトすることを可能とする変更を実施しました。 

• マルチプラットフォームルールは、IAP を実装するデベロッパに対して更なる柔軟性を提

供するものであり、デベロッパが App の外（ウェブサイト、Microsoft Xbox のようなゲー

ミング・プラットフォーム、その他の流通経路）でデジタル商品やコンテンツを販売し、

ユーザーに iOS App 内で当該コンテンツにアクセスできるようにするためのものです。デ

ベロッパは、他のプラットフォーム上で行われるそれらの取引に対しては、それらが iOS
内で消費されるとしても、Apple に何の手数料も支払いません。 

  
27. このような変更により、すべてのデベロッパが支払いの選択肢を持つようになりました。App 

Store 上のデベロッパの 85％を含むほとんどのデベロッパは、IAP を全く利用しないことを選

択しています。そしてマルチプラットフォームルールやリーダールールのようなルールの存

在は、自身の App 内に IAP を導入しているデベロッパにとっては、それがユーザーに対して

デジタル・コンテンツと商品を販売するための 1 つの選択肢に過ぎないことを意味していま

す。 
  
(iii) Apple のアンチステアリングルールは合理的かつ相応のものであること 

  

                                                      
15 https://developer.apple.com/programs/whats-included/。  
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28. また、DMCH 中間報告は、Apple のアンチステアリングルールに対しても問題視し、「情報提

供の制限は、手数料を確実に徴収することを目的とし、そのためのツールである自社 IAP を利

用させるための手段であると言える」という理由で、同じ懸念が適用されるとしています 16。

IAP の利用義務自体に関する懸念と同様、この懸念には根拠がありません。 
  

29. Apple は、デベロッパが一般的なマーケティング活動に従事すること、あるいは iOS App の外

で個別のユーザーと支払い方法についてターゲット化した方法でコミュニケーションを行う

ことさえ、何ら制限を課していません。これは、デベロッパが、App 内のコールトゥアクショ

ンによって生成された電子メールを用いて、自身の IAP 以外のサブスクリプションを個別の

iOS ユーザーに売り込むことができることを意味しており、このことからも、Apple が、App の

デベロッパが利用できるマーケティングの機会を拡大することにコミットしていることは明

らかです。 
  

30. アンチステアリングルールは、競争を妨げたり、消費者の認識を妨げたりするものではなく、

単に、App のデベロッパが、IAP を利用し、Apple に合法的な手数料を支払う義務を回避する

ことを防ぐものです。 
  

31. Apple は 2009 年に IAP と共に導入されたガイドラインの 3.1.1 と 3.1.3 における「反迂回」

（”Anti-Circumvention”）ルールを限定的に適用しています。それは全世界的に導入され、適用

されています。Apple は、デベロッパが App Store を通じて App やコンテンツを無料で配信す

ることを許容しています。また、デベロッパは、App Store を通じて、消費者が App の外で購

入したデジタル・コンテンツにアクセスできる App を、Apple に手数料を支払うことなく配信

することができます。この手法は、デベロッパが App Store を利用し、App Store を通じて無料

で App を配信しながら、顧客がその App 内で有料コンテンツを楽しむことができる可能性を

デベロッパに提供するものです。 
 

32. この「無料」のアプローチの当然の帰結として、デベロッパは、その App を通じて顧客に IAP
を回避するよう意図的に促すことによって Apple の投資にただ乗り（フリーライド）するべき

ではない、ということになります。ガイドラインの 3.1.3 項には、長い間、デベロッパが App 
Store を経由して顧客を獲得しながら、Apple への手数料の支払いを回避するために当該顧客

に他の場所でデジタル・コンテンツを購入するよう促すことを禁止する文言が含まれていま

す。3.1.3 項は、デベロッパが、実際のユーザーや潜在的なユーザーに対して、（i）App Store を

通じて App をダウンロードし、（ii）そのコンテンツを他の場所で購入し、（iii）購入された有

料コンテンツを App Sore で取得した App に移転することを奨励しないようにすることを意図

したものです。このようなスキームの唯一の目的は、IAP を回避することによって Apple の投

資にただ乗りすることであり、それは不適切なことです。 
  

33. ガイドラインにおいて、iOS のユーザーに対して、App Store の外でコンテンツやサービスを購

入するよう誘導するコミュニケーションを禁止することは、実店舗とオンライン店舗の両方

を含む他のあらゆる小売業者の方針と事実上何ら異なりません。例えば、eBay や Yahoo!Japan
は、手数料の支払いを回避する目的で、売主と買主が自社のプラットフォームの外で商品を

購入するためにやり取りすることを禁止しています。Amazon は、自社のマーケットプレイス

で商品を販売している売主が販促メッセージや広告を含む「Call to Action」（行動喚起）を行

い、顧客が他のウェブサイトで商品を購入するように仕向けることを禁止しています。同様

に、Apple は、自社の店舗の中でその顧客に対して他の場所で製品を購入することを促すコミ

ュニケーションを許している実店舗の小売業者を知りません。 
  

(iv) Apple のデベロッパとのコミュニケーションは、適時、公正、かつ非差別的であるこ

と 
  

                                                      
16 DMCH 中間報告、150 頁。   
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34. DMCH 中間報告は、「デベロッパ側がアップデートに際して必要な対応を行う上で、情報開示

の内容、周知の期間や方法、頻度、問い合わせ対応が十分ないし適切なものとはなっていな

い」という「懸念」を指摘しています 17。 
  

35. Apple は、Apple の情報が「常に変更される」、またはデベロッパに困難をもたらす、という考

えに強く反論します。iOS 端末とそれらの端末で利用可能なサービスの、安全で、機密で、高

性能な運用を確実にするために、Apple は自社のルールが技術の進化および消費者の期待に沿

ったものであり続けるように見直し、発展させる必要があります。Apple のガイドラインは、

「この文書は今後変更される可能性があります。新しい App の開発により新しい疑問が生じ

ることもあり、その場合は随時新しいルールが追加される可能性があります。」と明確に述べ

ています 18。 
 

36. Apple は、ガイドラインの改正や重要な変更を行う場合、デベロッパに十分な予告を与え、変

更が発効する前に対処するための合理的な期間を提供しています。例えば、Apple が、WWDC 
2020 において、サードパーティ App がどのようにユーザーのデータを追跡し利用するかにつ

いてユーザーがよりコントロールできるようにするために設計された「App のトラッキング

の透明性」機能（ATT）を発表した際には、Apple は ATT の導入を直ちに進めることはしませ

んでした。その代わりに、デベロッパに対して、当該機能を評価し、フィードバックを提供す

るための時間をより長く与え、リリース予定日を 6 ヶ月遅らせました。これは、DMCH 中間報

告で指摘されているような「懸念」とはほど遠く、変更の実施前に潜在的な問題に対処するた

めに Apple がデベロッパと効果的に取り組んでいることを示しています。 
  

37. より一般的には、Apple は App 審査手続きの外でデベロッパと頻繁にやり取りを行い、そこで

App Store の機能に関する質問に回答しています。デベロッパは、App Store チームとデベロッ

パ・リレーションズに、それらの通常の連絡手段を通してコンタクトすることができます。ま

た、デベロッパは、App Store 上の自身の App を管理するための専用インターフェース（App 
Store Connect）や、専用のデベロッパ・フォーラムを通じて、Apple と対話することもできま

す。 
 

38. iOS の大きな変更は 6 月の世界開発者会議（WWDC）で発表され、デベロッパには 9 月まで、

時にはそれより長い期間、自社の App を変更するための時間があります。Apple は WWDC で

変更が発表されたのと同じ日に OS のベータ版をデベロッパに提供し、すべてのデベロッパが

ソフトウェアのベータプログラムに参加することができます。このことは、デベロッパが、新

しい OS について学び、一般リリースに向けて自社の App を準備するために、数カ月間の猶予

があることを意味します。WWDC では、1 対 1 のラボ、Developer Forums での Apple エンジニ

アとのディスカッション、個別のテキストでのチャットなど、デベロッパが Apple と関わり、

質問に対する答えを得るための機会が複数用意されています。また、Apple は、過去にも今年

も、Extended Tokyo や MOSA WWDC ミーティングなど、東京に本拠地を置くデベロッパ向けに

特定のイベントを開催しています。 
 

39. さらに一般的には、Apple は、次のような様々な公表されたリソースを通じて、次期 OS やブ

ラウザのアップデートに関する追加の通知、資料および情報をデベロッパに提供しています。

(i) リリースノート - https://developer.apple.com/documentation/ios-ipados-release-notes/、(ii) デ
ベ ロ ッ パ フ ォ ー ラ ム  - http://developer.apple.com/forums/ 、 (iii) WebKit ブ ロ グ - 
https://webkit.org/blog/。Apple は、特に日本のデベロッパのために、多くの公表されたリソー

スを維持しています 19。デベロッパとの直接的な関わりは、日本のローカルチームが担当し、

                                                      
17 DMCH 中間報告、70 頁。   
18 https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/ (「はじめに」).  
19 ニュースとアップデート - developer.apple.com/jp/news/ (デベロッパに対するアップデートはここで

日 本 語 に よ っ て 提 供 さ れ て い ま す ); 日 本 語 字 幕 付 き デ ベ ロ ッ パ 動 画  - 
https://developer.apple.com/videos/ (2018 年以降リリースされたデベロッパ・カンファレンス動画のほと
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1 対 1 の会話、バグレポート、ソフトウェアのトラブルシューティングなど、現地のデベロッ

パ向けの活動を行っています。また、現地のデベロッパ・リレーションズのチームは、日本の

デベロッパで会議に参加できなかった方やフォローアップの質問がある方向けに、WWDC 
Recap セッションを実施しています。   
  

40. 2021 年に、Apple は、デベロッパが Apple のスペシャリストから追加情報を得るための Tech 
Talks プログラムを導入しました。デベロッパは、「セッション」や、1 対 1 の会議のための「オ

フィスアワー」に登録することができました。オフィスアワーは、日本在住のデベロッパにと

って都合の良い時間帯に、日本語で利用できました。Tech Talks のプログラムの詳細について

は、https://developer.apple.com/tech-talks/をご覧ください。  
 
41. Apple は、新しい機能を開発する際、日本のデベロッパと連絡を取り、そのフィードバックを

慎重に検討しています。昨年、Apple は、KLab 株式会社と協働して StoreKit 2 プロジェクトに

関するフィードバックを得て、ゲームデベロッパに有益な新機能を提供しました。Apple は、

iOS で 1,500 万回以上ダウンロードされた接触確認 App・COCOA のリリースに先立ち、日本政

府と緊密に連携しました。昨年、株式会社カカオピッコマは、プロダクトページバリアント機

能のパイロットプログラムに参加しました。株式会社カカオピッコマは、Apple がすべてのデ

ベロッパに向けてリリースする前に、この機能を改善するために有益なフィードバックを提

供しました。 
  

42. 政府との連携で成功した他の例には、デベロッパが NFC タグやカードを読み取ることができ

る Core NFC API があります。この機能により、日本政府はマイナンバーカードを読み取る App
を開発することができ、他の日本のデベロッパは Edy や Suica などの電子マネーの物理カード

を読み取る App を開発することができるようになりました。また、Apple は、Suica App の開

発のために JR 東日本と緊密に連携しました。 
  

43. また、Apple は、新しいハードウェアがリリースされる前に、デベロッパを招待して自社の App
をテストしていただき、デベロッパのフィードバックを得るとともに、App をアップデートす

る必要があるかどうかデベロッパが理解するための支援をしています。このような招待は、

使用可能なデバイスの数が限られているため、通常、より少数のデベロッパに限られます。し

かし、Apple にとって、日本のデベロッパコミュニティから参加者を得ることは重要なことで

す。 
  
(v) Apple は、アップデートをリリースする際に、自社に不公平な優位性を与えていない

こと 
  

44. DMCH 中間報告はまた、「サードパーティにおいては、アップデートや仕様変更に必要な対応

期間が確保されない場合があり、また、アプリの品質向上に割く時間が十分に確保できなく

なる一方、OS 事業者の自社内でアプリやブラウザ、ウェブ・サービスの開発が行われ、即対

応が可能となる」という懸念を提起しています 20。Apple は、これに強く反論します。  
  

45. Apple の App は、WWDC 期間中にリリースされる iOS の初期ベータ版と連携して更新される

ことはありません。Apple の各 App の開発チームは、サードパーティ・デベロッパと同様に、

9 月の iOS の一般リリースに向けて、Apple の App の更新に取り組んでいます。明確化のため

に申し上げると、Apple には「App 開発部門」はありません。Apple の App 開発は、独立した

個々のビジネスユニットが行っています。  

                                                      
ん ど に は 日 本 語 の 字 幕 が 付 さ れ て い ま す ); App Review ガ イ ド ラ イ ン  - 
https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/ (最優先のローカル化プロジェクト); および 
1. フィーチャー・ページ - developer.apple.com/jp (2019 年以降、ベータ・ソフトウェア・フィーチャー・

ページのローカル版を提供しています)。  
20 DMCH 中間報告、76 頁。   
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46. Apple の App とサードパーティ App は、新しい iOS のアップデート版がリリースされるのと同

時に、ユーザーに提供されます。サードパーティ App には、Apple の App と同様に、新しい

iOS のアップデート版のリリースの前に、App を更新するための時間が与えられます。上記の

とおり、それらの App のデベロッパに対してソフトウェアアップデートのベータ版へのアク

セスを与えることによって、ソフトウェアのアップデート版がリリースされる前に App のア

ップデートを行うことを可能とします。このように、Apple 自身の App には何の有利な点もあ

りません。このことは、人気が高い多くの App は、人気においても利用率においても、Apple
自身の App を凌ぐと結論づけた最近の独立の調査 21によっても裏付けられています。 
  

47. Apple はまた、iOS 内の新しい機能および技術（「機能」）をそれらがリリースされる前にテス

トするために、デベロッパと共に頻繁に作業します。当該機能をテストするために、Apple は、

エンタイトルメントを通じて、限られたデベロッパのグループに対してハードウェアあるい

はソフトウェアへの早い段階でのアクセスを提供します。これは、それらが意図されたとお

りに作動し、デベロッパと顧客にとって安全であることを確実とするために必要とされます。

このプロセスを通して、デベロッパは Apple にパフォーマンスに関するフィードバックを提

供し、それが当該機能の分析および改善のために使われます。テスト期間の終了後に、多くの

エンタイトルメントが、適格性を有するデベロッパに対して申請手続きを通じてパブリック・

エンタイトルメントの形で開放されるか、あるいは、すべてのデベロッパに対してパブリッ

ク API の形で開放されます。 
     

                                                      
21 「The Success of Third-Party Apps on the App Store」と題する調査が Analysis Group によって実施されま

した。以下をご参照下さい。 https://www.apple.com/newsroom/pdfs/the-success-of-third-party-apps-on-
the-app-store.pdf。  
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C. iOS 端末のセキュリティとパフォーマンスを確保する手段の重要性  
  

48. DMCH 中間報告は、iOS 端末のセキュリティとパフォーマンスを確保することを目的とした

Apple の多くの方針および実務に関して懸念を示しており、それらには、サイドローディング、

WebKit の要件、およびサードパーティ App とブラウザによる機能へのアクセスに対する Apple
のアプローチが含まれています。DMCH 中間報告は、このような実務は、モバイル・エコシス

テムの様々な層に渡り、Apple 製品を優遇する意図または効果を有しており、他のプロバイダ

との競争を制限する効果を有している、という見方をしています 22。Apple が以下で示すよう

に、内閣官房デジタル市場競争本部の評価には根本的な誤りがあり、Apple のアプローチの根

底にある正当性と、異なるアプローチが採用された場合に生じる結果を、適切に考慮してい

ません。 
  
(i) Apple のセキュリティに向けたアプローチは極めて効果的であること 

  
49. マルウェア、ウイルス、セキュリティおよび互換性が継続的な課題であったパーソナル・コン

ピュータで被った経験を防ぐために、Apple は、iPhone が可能な限り安全であることを確保す

ることに常に精力を傾けています。その根本的な理由は、Apple が 2007 年 10 月に、サードパ

ーティ App を iPhone 上で流通させることを可能とするためにソフトウェア・デベロッパ・キ

ット（SDK）23 を作成してライセンスする予定であることを発表した際に、明確に示されまし

た。 
  

「我々は、デベロッパに高度で開放されたプラットフォームを提供すると同時に、iPhone
ユーザーをウイルス、マルウェア、プライバシー攻撃等から保護するという、二つの完全

に相対することを実行しようとしているため、SDK をリリースするには 2 月までかかる

でしょう。これは容易なタスクではありません。一部では、ウイルスとマルウェアは携帯

電話にとって問題ではないと主張されていますが、これまったく誤っています。すでに

他の携帯電話上には深刻なウイルスが存在しており、その中には、セル・ネットワークを

介して電話から電話へと静かに拡散されているものもあります。我々の電話の能力が高

まるほど、これらの悪意のあるプログラムはいっそう危険になるでしょう。そして iPhone
は今までで最も先進的な電話であるため、とても目立つ標的となるでしょう。…我々は、

数カ月の辛抱強さが、その後長年に亘り優れたサードバーティ・アプリケーションが安

全で信頼性の高い iPhone 上で稼働するということによって報われるであろうと考えま

す。」  
  

50. カスタムメイドのセキュリティ・ハードウェアは、決定的に重要な iPhone のセキュリティ機

能を作動させます。ソフトウェア・プロテクションは、オペレーティング・システムとサード

パーティ App を安全に保つために機能します。サービスは、安全で適時のソフトウェア更新

の仕組みを提供し、より安全な App エコシステムを推進し、安全な通信と支払いを届け、そ

してインターネット上のより安全な体験を提供します。iOS 内に構築された技術的なプロテク

ションに加え、更に決定的に重要な保護層が App 審査の仕組みであり、すべての App および

App 更新の包括的な審査が、それらがダウンロード用に提供される前に実施されます。 
  

                                                      
22 例えば、DMCH 中間報告 268 頁の「仮に、一律に禁止されていないファーストパーティによる MiniApp
へのアクセスに対する許諾の判断が不透明、不公平であるとすれば、それによって、アプリ事業者間の

公平な競争が阻害されるおそれがあるほか、Apple 自身の場合は、MiniApp を利用せず(※)とも、MiniApp 
を使う場合と同等の価値提供が可能な場合であって、他の事業者に対して MiniApp へのアクセスを正

当な理由なく拒んで、ビジネス展開を阻害しているとすれば、Apple による不当な自社優遇の観点から

の懸念もあり得る」という記載を参照ください。  
23 2007 年 10 月 17 日付のスティーブ・ジョブズからのオープン・レターを参照ください。 
(https://bits.blogs.nytimes.com/2007/10/17/programmers-welcome-for-the-iphonenext-year/; 
https://web.archive.org/web/20071018221832/http://www.apple.com/hotnews/) 
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51. この重層的なアプローチは効果的であり、iOS を世界で最も安全な消費者コンピューティン

グ・プラットフォームにしています。サードパーティ・セキュリティ・プロバイダのデータに

よれば、稼働している消費者用および商業用プラットフォームの中で、iOS は最も安全なもの

に位置付けられています。例えば、2020 年の Nokia Threat Intelligence Report によると、iPhone
は、プラットフォームによるマルウェア感染のおよそ 1％ですが、Android はすべての感染の

4 分の 1 以上を占めています。同報告書は、iOS 端末のマルウェア感染数が Android 端末のそ

れと比べて 15 から 47 倍少ないことを確認しています。別の調査では、モバイルマルウェア

の 98 パーセントが、iOS 端末ではなく Android 端末を標的としていることが分かりました。

iOS のより優れた安全性は、iOS を購入することを判断する際の主要因の一つであり、iOS を

Android と同様のプラットフォームに転換させようとすると、安全性に関する iOS のシステム・

レベルの競争優位性を低下させる恐れがあり、実証されているユーザーの選好に相反するこ

ととなります。 
  
(ii) 代替的なアプリケーションのストアとサイドローディングを認めることは、重大な被

害を引き起こし得ること  
  

52. Apple は一度も iPhone へのサイドローディングを許可したことがありません。Apple の iOS エ

ンドユーザーソフトウェア・ライセンス契約は、「お客様は、お客様の本デバイスおよび暗証

番号の安全性の保持に対して、全責任を負うものとします。お客様は、お客様がお客様の本デ

バイスの紛失またはアクセス共有をされた場合、Apple は一切責任を負わないことに同意する

ものとします。お客様は、お客様が Apple ソフトウェアに無許可の変更を加えた場合（例え

ば、「脱獄/ジェイルブレイク」のような方法により）、Apple は一切の責任を負わないことに同

意するものとします。」と記しています 24。さらに、Apple のウェブサイトは、消費者に対し

て次のことを明確に強調しています。「Apple では、iOS にハッキングソフトウェアをインスト

ールしないよう強く警告しています。iOS の不正改造は iOS のソフトウェア使用許諾契約に違

反しています。このため、不正なソフトウェアがインストールされている iPhone／iPad／iPod 
touch に対しては修理サービスを拒否する場合があります。」25 
  

53. Apple はまた、今までに、Apple の専有技術にアクセスする App、または、デベロッパ・プロ

グラムを通してデベロッパに提供されるツール、ソフトウェア、リソースを利用する App を

サードパーティが流通させることを許可したことはありません。iPhone はクローズドなエコ

システムとして設計されており、その OS である iOS は、サードバーティ App またはソフトウ

ェアが端末にダウンロードされるのを阻止するように設定されています。 
  

54. サイドローディングを阻止するという判断は、App Store のローンチ以前に、iPhone を安全か

つセキュアで信頼でき、使い易いものとするという Apple の目標に基づきなされました。上述

のとおり、Apple の際立った見た目や雰囲気（“look and feel”）は、消費者にとってその端末を

可能な限り魅力的なものとするという戦略の中核をなします。（もし App Store と App が端末

にサイドローディングされてしまうと、その効果が完全に損なわれてしまうであろう）厳し

い App 審査プロセスを作り出している、App デベロッパのための設計ガイドラインを提示す

ることによって、Apple は Apple 端末上のユーザー体験が何ものにも劣らないことを確実とす

ることが可能となります。 
  

55. 仮に、Apple が、代替的なアプリケーションのストアまたはサイドローディングを許容するこ

とを強いられたなら、それによって増大したマルウェアの攻撃を受けるリスクは、すべての

ユーザーをより大きなリスクに曝すことになります。App Store は、今日の攻撃を検出しブロ

ックするよう設計されていますが、脅威モデルを変更すると、より洗練された攻撃からのこ

れらの保護が無視されてしまうことになり得ます。そして詐欺師が新たに開発した自身のツ

ールと専門知識を、サードパーティ・ストアと App Store を標的とすることに使い、それは App 

                                                      
24 https://www.apple.com/legal/sla/docs/iOS14 iPadOS14.pdf を参照ください。 
25 https://support.apple.com/en-us/HT201954 を参照ください。 
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Store のみから App をダウンロードしているユーザーを含むすべてのユーザーを、より大きい

リスクに曝すことになります。さらに、マルウェアは、エントリーポイント App にのみ影響

を与えるわけではありません。例えば、電池の過度な使用あるいは侵害的なデータ収集のよ

うな影響は既にダウンロードされている App を妨害するため、他の App の機能に重大な悪影

響を及ぼす可能性があります。潜在的にさらに一層深刻な問題として、端末に導入されたマ

ルウェアは、当該端末が接続している他の端末やシステムへのアクセスを得るための手段と

して使用される可能性があります。個々の携帯端末は、企業環境におけるネットワーク全体

に対する攻撃を配置するための共通のエントリーポイントとして認識されています 26。さら

に、ユーザーの端末から個人情報へのアクセスを得た攻撃者は、ユーザーの友人や家族に対

する攻撃を開始するために好都合な立ち位置にいることになります。  
  

56. また、詐欺的 App によるリスクの増加は、ユーザーのみならずデベロッパまでもより大きい

危険に曝すことになります。日本の情報処理推進機構（IPA）27によると、IPA が消費者から受

けた相談事案の中では、iOS 上におけるマルウェア感染が非常にまれであるだけではなく、違

法または詐欺的 App に関する事案も比較的少数に留まっています。もし Apple が代替的なア

プリケーションのストアまたはサイドローディングを許容することを強いられたなら、入手

可能な著作権侵害 App や違法または詐欺的 App の数が劇的に増加する可能性が極めて高いと

いえます。子供たちに有害となる可能性があるコンテンツまたは機能を含む App の数も増加

し得ます。実際に、Apple が提供する親によるコントロール手法である ScreenTime はサイドロ

ーディングされた App に対しては機能せず、親と子供の支援のために進めている試みを損な

うことになり得ます。  
  

57. さらに、万一、Apple がサイドローディングを許容することとなると、iPhone の抜本的な再設

計が必要となります。Apple はこのようなかたちで自社製品を再設計することを検討評価した

ことは今までに一度もないため、何らかの正確性をもって申し述べる立場にありませんが、

相当なエンジニアリング作業と時間が要求され、そして莫大なコストがかかることになると

いうことは言えます。iPhone にサイドローディングを導入することは、Apple に iPhone を完

全に別の製品に変えることを要求することとなるため、軽く受けとめることのできない問題

です。 
  
(iii) WebKit 要件は、iOS 端末のセキュリティとパフォーマンスにとって中核となる要件で

あること  
  

58. すべてのブラウザは WebKit エンジン上で稼働する必要があるという Apple の要件は、Safari 以
外のブラウザとの競争を制限する手段であるという DMCH 中間報告の憶測に反して、Apple の

全体的なセキュリティ保護と iOS 端末のパフォーマンスにとって中核的な要素を成すもので

す。 
  

59. Apple は、端末上で App が実行するコードが、確実に既知の調査されたソースから提供される

ように iPhone を設計しました。Developer Program と App Store によって、Apple は、App が

Apple のガイドラインに従うこと、および App を App 審査の対象とすることに同意した既知

のデベロッパから提供されることを確保しています。iOS 上のユーザー体験にとってウェブは

極めて重要ではあるものの、ウェブはまた、端末を未知で未調査のソースに曝すことにもな

ります。これは、次のような内在的な葛藤を生じさせるものです。すなわち、ユーザーはウェ

ブを閲覧することができる必要がある一方で、ウェブはまた、未知で悪意のある行為者が iOS
端末に対する攻撃を仕掛けるための危険な媒体でもある、ということです。iOS 端末の保護の

                                                      
26  https://www.perle.com/articles/why-byod-culture-poses-a-major-risk-to-enterprises-40188803.shtml を参

照下さい。 
27 Apple は、この事実を 2022 年 5 月 31 日に IPA に確認しました。 
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ために、多くの重要なセキュリティ上の機能と便益をもたらすよう、Apple は以下のとおり

WebKit を iOS に緊密に統合しました。 

• iOS 上の WebKit は、10 年間分のセキュリティ向上を体現し、他の iOS プロセスおよび

macOS 上の Webkit とさえ本質的に異なる、カスタマイズされたサンドボックス・プロフ

ァイルをサポートします。iOS 上の WebKit のサンドボックス・プロファイルは、ネイティ

ブの iOS App のためのサンドボックスよりも桁違いに一層厳しいものです。これが、悪意

を有する行為者が iOS プロセスを攻撃できる攻撃対象領域を劇的に制限することになり

ます。WebKit と iOS のセキュリティ・エンジニア間の緊密な共同作業によって、WebKit サ
ンドボックスは定期的に更新され、そして、進化し新たに出現する脅威に応じてそれを強

化するために、新規のサンドボックス技術が開発されます。 

• 今日、およそ百万の App が iOS 上でウェブ・コンテンツを提供しており、それらのすべて

は共通の WebKit インストールを使用しています。これによって Apple は、これらのすべ

ての App に対する重要なセキュリティの更新を単一の更新によって配信することができ

ます。他のプラットフォームは、ブラウザ・エンジンのセキュリティに対して断片的な手

法を実施しており、各 App が異なるブラウザ・エンジン（実質的には、当該ブラウザ・エ

ンジンの異なるバージョン）を組み込むことを許しています。例えば、Android 上では、

Chrome、Edge、およびサムスンのブラウザはそれぞれ、異なるバージョンの Blink ブラウ

ザ・エンジンを組み込んでおり、それらは、Google が Android に対してセキュリティ更新

を送り出した際に、必ずしも整合性をもって更新されるわけではありません。結果、

Android は、Blink が組み込まれた App が何時重大な脆弱性を修正するかについて管理でき

ず、それはつまり、更新が整合性をもって大規模に適用されることが決してないというこ

とです。結果として、修正がブラウザ・エンジン・ベンダーによってリリースされた後で

も、App が旧式バージョンの組み込みブラウザ・エンジンを何カ月も、またはそれ以上の

間、使い続けることが許されてしまう可能性があります。  

• WebKit は、ジャスト・イン・タイム・コンパイラ、あるいは「JIT」にアクセスすることが

できる唯一の iOS プロセスです。JIT は、ウェブ内を閲覧している App が迅速且つ効率的

に JavaScript コンテンツを提供することを可能とするものであり、それはユーザーにとっ

て価値のあることですが、同時に、悪意を有する行為者が利用できる脆弱性を露出するこ

とにもなります。JIT によってもたらされた危険を軽減するために、WebKit は iOS ハード

ウェアとの緊密な統合を強化します。攻撃者が JIT へのアクセスを得ることを阻止するた

めに極めて効果的なハードウェア・セキュリティ・エクステンション（APRR）を Apple は

採用しています。Apple はまた、攻撃者が JIT の外でのコード実行を獲得することを阻止

するために、Pointer Authentication Code（PAC）を導入しています。PAC は、メモリ破損バ

グの悪用から保護するために、暗号署名と認証を関数ポインターと戻りアドレスに提供し

ます。 

  
60. WebKit は iOS 端末での使用のために慎重に設計され最適化されています。これによって、iOS

端末が、ウェブに基づくブラウジング・ベンチマークにおいて競争相手を凌ぐ 28と同時に、業

界の先頭を行く電力効率と電池性能を達成することが可能となっています 29。もしサードパ

ーティ・ブラウザ・エンジンを許容することが義務化されると、Apple はすべての iOS 端末上

での高いパフォーマンスと安全なブラウジング体験を保証することができなくなります。 

                                                      
28 https://www.pcmag.com/news/iphone-13-benchmarks-apples-a15-chip-crushes-qualcomm (「ウェブ・ブラ

ウジング・ベンチマークである Basemark Web において、iPhone 13 Pro 上の Safari は、Galaxy S21 Ultra
上の Chrome のほぼ 2 倍のスコアを上げた（On Basemark Web, a web browsing benchmark, Safari on the 
iPhone 13 Pro gets nearly double the score Chrome on the Galaxy S21 Ultra does ）」 );  
https://www.anandtech.com/show/16192/the-iphone-12-review/3 
29 https://www.anandtech.com/show/17004/apples-iphone-13-series-screen-power-battery-life-reportlong-
lasting-devices; https://www.anandtech.com/show/16983/the-apple-a15-soc-performance-reviewfaster-more-
efficient/2   
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(iv) Apple の Safari に対するアプローチは、iOS 端末上で利用可能な競合するブラウザを制

限することを目的とするものではないこと   
61. DMCH 中間報告は、iOS 端末への Safari のプリインストールが、Apple の Safari ブラウザを優遇

すること、あるいは App Store との関係における Apple の立場を「保護」することを目的とし

ていると懸念しています。これらの懸念は、Apple が有しているインセンティブと Apple の実

際の行為の両方を無視したものです。 
  

62. Apple のインセンティブはその全体的なビジネスモデルによって推進されており、それは未だ

変わらず、モバイル端末を販売するというものです。すなわち、端末がより魅力的であるほ

ど、Apple の売上高は大きくなります。ユーザーが望むより多くの特徴と機能性を備えている

ことが、Apple 端末の魅力を確保するために重要です。プリインストールとデフォルト設定に

伴う利便性は、モバイル端末のユーザーが高く評価する真の利益をもたらすものであり、テ

クノロジーに精通しておらず、自身のモバイル端末のポテンシャルを最大限発揮させるため

の App を見つけてインストールすることに苦労するようなユーザーにとって最も役に立つも

のです。これは、可能な限り最良の総合的な iPhone 体験をユーザーに提供するという Apple
の目的を反映したものです。  
  

63. 2007 年のリリース以来、iPhone の特徴は、その使い易さにあります。ユーザーは、iPhone を

開いて、容易に理解できる少数の手順を経てそれを設定すれば、動作する端末を直ちに手に

することができるのであり、多数の設定画面や選択を経る必要はありません。この端末取得

直後の体験を可能にするために、iPhone は電話 App、ブラウザ、カメラ等、多くのプリインス

トールされた App を包含しています。例えば、Apple は、ユーザーがブラウザ App を開いて

URL ボックス内に当該ウェブ・リンクを入力または貼り付けなくとも、Apple Maps あるいは

Messages 内で選択されたウェブページが、プリインストールされていれば直ちに立ち上がる

こととなるウェブ・ブラウザを構築するために、相当なリソースを投資しました 30。 
  

64. ユーザーにシームレスな端末取得直後の体験を提供するために、Safari は iOS 端末にプリイン

ストールされていますが、Apple は、ユーザーが、代替的なブラウザ App をダウンロードして

使用することを制限していません。iOS 端末上でユーザーは、Firefox、Firefox Focus、DuckDuckGo、
Google Chrome、Microsoft Edge、Brave、Aloha、Cake、Opera Touch、DuckDuckGo Privacy Browser、
そして Dolphin を含む、App Store で取得可能な他の様々なモバイル・ブラウザの中から選択

することがでます。さらに、Bing Search、Yahoo Search、Ecosia、Quant、Start Page、そして Google 
Search はすべて、ユーザーによるウェブ閲覧を可能とする検索機能を備えた App です。 
  

65. 第三に、Apple は、他のブラウザが Safari と差別化することを可能としており、ユーザーに対

して真の選択肢を提供しています。WebKit は、異なるブラウザ間の実質的な差別化を可能と

し、デベロッパが、Apple による厳しいプライバシーおよびセキュリティ保護を守りつつ、

WebKit の上に機能やインターフェースを構築することを可能とします。他のデベロッパは、

サードパーティ・ブラウザを管理しており（例えば、Google は Chrome を管理し、Mozilla は

Firefox を管理しています。）、iOS エコシステムの制約内において Safari にはない機能を自身の

ブラウザ内に自由に構築することができます。 
  

66. 実際に、サードパーティ・ブラウザは、Safari との差別化を実現するために、WebKit ブラウザ・

エンジンの上にウェブ・プラットフォーム機能を導入しました。WebKit はオープン・ソース・

プロジェクトであり、それは、いかなる貢献者でもコードを提供することができることを意

味します。また、デベロッパは WebKit の上で機能を有効化することができます。例えば、サ

ードパーティ・ブラウザである Brave は、自身が WebKit の上に構築した Web Authentication サ

ポートを、それが WebKit によって広く提供される前に送り出しました。Web Authentication は、

                                                      
30 もちろん、ユーザーが望む場合は、「設定」においてデフォルト・ブラウザを Safari から別のブラウ

ザに変更することができます。  
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特定のウェブサイト上でしっかりとユーザーを認証する目的のため、ウェブ・アプリケーシ

ョンによる優れた暗号の身分証明の作成および使用を可能とします。同様に、Brave は 2020 年

に Global Privacy Control（GPC）を導入しましたが、その iOS ブラウザ内には、WebKit 内では未

だ提供されていない機能が含まれています。GPC は、オンラインでプライバシーの要請を行

い、または処理するために、ウェブ・ブラウザとウェブサイトが使用することができるウェブ

標準です。（ウェブページの特定の部分へのリンクを可能とする）Google の Scroll to Text 
Fragment 機能は、現時点では Safari、WebKit のいずれによってもサポートされていませんが、

Google の Chrome iOS App は当該機能をサポートしています。 
  
(v) ウェブ App について、Apple は競争を促進していること  

  
67. Apple は iPhone の最も初期の頃からウェブ App をサポートしています。Apple は 2007 年に

iPhone をローンチした時にウェブ App の概念を受け入れました。Apple は、ウェブ App が、

iPhone に大きな機会を提供すると考えました。Apple は、自社専有の技術プラットフォームを

ネイティブ App に開放することを決めた時に、ウェブ App へのサポートを続けました。Apple
は近年、ウェブ App のためにより多くの特徴や機能を使用できるようにするために、WebKit
に新しい機能を加えました。それらは例えば次のようなものです。 

• iOS 11 の導入と共に Apple は、プログレッシブウェブ App の開発にとって重要な要素とな

った Service Workers 向けのサポートを導入しました。それはブラウザがバックグラウンド

で走らせることができるスクリプトであり、開いている App の特定のページに依存しな

いため、当該ウェブ App はユーザーの活動と無関係に、そして、最も重要なことに、ネッ

トワーク接続と無関係に稼働します。Service Workers はアプリケーションからのネットワ

ーク要求を阻み、コンテンツのダウンロードとキャッシングを制御し、バックグラウンド

同期を行い、そして標準的なウェブページではできない他の様々なタスクを行うことがで

きます。 

• Apple は Web Authentication API をリリースしましたが、これによってウェブ App が、確実

なユーザー認証のために、Touch ID や Face ID にアクセスすること、および、外部のセキュ

リティキーを使用することが可能となりました。 

• WebRTC は、ビデオ・コミュニケ－ションを含むピア・ツー・ピア・コミュニケーション

を可能とし、これによって、ウェブに基づくビデオ会議やストリーミング・ゲーム・サー

ビスのようなウェブ App が中央サーバーに依存する必要がなくなり、ピア・ツー・ピア・

コネクションに頼ることができるようになりました。 

  
68. WebKit はイノベーションが行われ、ウェブ App を改善する特徴や機能に対する需要に応え続

けています。例えば、WebKit は、現在、次の機能を開発しています。 

• 小さい、大きい、動的な、そして論理的な、新しいビューポート・ユニットに対するサポ

ート。WebKit は、ウェブ App の、自身の App が表示され得る外形寸法を正確に測定する

能力を向上させるために、この機能を開拓しています。 

• HTML ダイアログ要素に対するサポート。このツールは、コンテンツと情報のユーザーに

対する表示の質を高めるために、ウェブ App・デベロッパがプロンプト等のオーバーレイ

を作成することを支援します。この機能をリリースする前に WebKit は、それが一般的な

アクセシビリティ基準に対応することを確保するための作業を行いました。 

• Web App Manifest アイコンおよびマニフェスト・ファイル・フェッチング改良に対するサ

ポート。これらの機能は、ウェブ App・インターフェースのテーマとアイコンの能力をサ

ポートします。 

• Apple は、近年、iOS 16 の更新に伴い、ウェブ App のためにプッシュ通知をサポートする

ことを発表しました。プッシュ通知は、ウェブ App がそのユーザーに対して、急を要す
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る、あるいは高優先順位のイベントを、ユーザーが現在当該サイトを開いていなくとも通

知できるようにします 31。  

  
(vi) 機能に対する制限は、セキュリティを保護しパフォーマンスを確保する必要性によっ

て正当化されること  
  

69. 上述のとおり、Apple は競合するブラウザとウェブ App の開発をサポートしてきました。しか

しながら、このことは、新しい機能を導入する際にユーザー・プライバシーとデータ・セキュ

リティーを犠牲にしないという保証と両立する必要があります。 
  

70. ウェブ App が使用できない機能について、Apple デベロッパ・プログラムは、ネイティブ App
作成のために、広範囲に渡る Framework、API、および、その他の技術へのアクセスをデベロ

ッパに付与しています。これらの技術のリストは次のサイトで取得できます。

https://developer.apple.com/documentation/technologies。これらの技術にアクセスするためには、

ネイティブ App のデベロッパはデベロッパ・プログラムに登録し、デベロッパ料を支払い、

そして DPLA の要件を遵守しなくてはなりません。ウェブ App のデベロッパは、自身のウェブ

App を作成し、試し、流通させるために、デベロッパ・プログラムのツールおよび技術へアク

セスすることに対する対価を支払わず、また、同デベロッパは適正使用に関する DPLA の要件

によって拘束されないため、同デベロッパにこれらの技術へのアクセスを付与することは不

適当であり、さらに、潜在的に危険です。 
  

71. 他のブラウザに与えられる API へのアクセスについて、Apple は、最新のソフトウェアの機能

および特徴へのアクセスをデベロッパに提供し、それらが素晴らしい App を作成することが

できるようにし、Apple の App エコシステムの質と堅牢さを高める、あらゆるインセンティブ

を有しています。Apple が新しい特徴、新しい機能、そして新しい製品を導入すると同時に、

それらの技術をサードパーティ・デベロッパが利用できるように Apple は懸命に努力します。

実際に、Appleは毎年 iOS内および iPadOS内の多数の新しいApplication Program Interfaces (API)、
技術、そして機能をリリースしており、それらは、iOS と iPadOS が提供する内蔵された機能を

デベロッパが活用し、デベロッパ自身の素晴らしい App を設計し作成することを可能としま

す。Apple は 2008 年に初めて iOS をサードパーティの開発に開放した時に、10,000 の API を
デベロッパが利用できるようにしました。今日では、デベロッパは、250,000 以上の API を利

用可能であり、その数は増加し続けています。  
  

72. 同時に、Apple は、ソフトウェア技術および API へのアクセスを提供する際には、セキュリテ

ィ、安全性、品質、端末パフォーマンス、およびユーザー体験の一貫性が損なわれず、そして、

コードと API がデベロッパの App および専有技術とうまく機能するように、注意しなければ

なりません。API を開発し、改善し、テストし、そして最終的に使用のためにサードパーティ・

デベロッパに提示するためには時間がかかります。API が一度リリースされると、サードパー

ティ・デベロッパは、自身の App を作動するために当該 API の基礎を成す機能が常に利用可

能であることに依存するようになるため、API はリリースされる前に安定しており、十分に試

験され、長期性が担保されていなければなりません。したがって、Apple が、自社の統合され

た App に与えるアクセスと同レベルのアクセスを同じタイムフレームでサードパーティに与

える義務を課さなければならないとはいえません。そして、Apple のユーザーのセキュリティ、

安全性、またはプライバシーを損ない得る場合に、サードパーティによる利用を可能にして

いない技術は存在しています。   
  

73. 問題は、背景事情を考慮せずに、理論上より制限的でないアプローチが存在するかどうかで

はなく、Apple がサードパーティ・アクセスに対して課している制約が、客観的であるか否か、

そしてそれらが実際に競争を制限しているか否かです。内閣官房デジタル市場競争本部の懸

                                                      
31 https://webkit.org/blog/12945/meet-web-push/  
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D. Apple のプライバシー・イニシアチブ  
  

75. DMCH 中間報告は、Apple のプライバシー・イニチアチブ、特にアプリのトラッキングの透明

性（App Tracking Transparency（ATT））とインテリジェントトラッキング防止機能（Intelligent 
Tracking Prevention（ITP））に関して、懸念を示しています。DMCH 中間報告はまた、Apple の

データ取得方針が問題である可能性があり、Apple はサードパーティとより多くのデータを共

有することを義務付けられる必要があり得ることを示唆しています。それらは、大量の個人

データを編集して販売することに関心を持っているデータ・アグリゲータや企業による、自

己の利益のみを追求しようとする申し立てによって推進されていることが考えられるため、

内閣官房デジタル市場競争本部がそのようなアプローチを採っていることは残念です。  
  

76. Apple のプライバシーに関するアプローチは長年に亘り一貫しており、「プライバシーは基本

的人権である」という考えに基づいています 35。このプライバシーに対する権利を保護する

ために、Apple のアプローチは、いずれも 4 つの主要原則を念頭に置いて構築されています。

それらは次のものを含みます。  
• データの最小化 － Apple または第三者がアクセスする個人情報を最小とするために、

Apple は革新的な技術と技法を使用します。  

• デバイス上の知能 － Apple は、ユーザーのデータを収集してサーバーに送信するのでは

なく、できる限りユーザーの端末上で処理します。  

• 透明性とコントロール － Apple は、データがどのように利用されるのかをユーザー自身

が選べるようになるために、収集されているデータについてユーザーがよりよく理解でき

るように支援します。 

• セキュリティ － セキュリティ保護は上記すべての基礎を成すものです。 

Apple はまた、ユーザーのデータがどのように利用されるかについてユーザーを啓蒙すること、

そしてその利用をコントロールする権限をユーザーに与えるよう努めることにおいて、一貫

して業界をリードしています。例えば、Apple は、最近、「あなたのデータの１日」と題する

報告書を発行しましたが、そこでは、企業がトラッキングを通じてどのようにしてユーザー

の大規模なデータプロフィールを構築して収集するかを説明しています 36。Apple がユーザー

に対するプライバシー・コミットメントの中で記しているとおり、「あなたの端末は、あなた

の生活のとても多くの部分にとって重要なものです。あなたが体験することのうち、何を共

有するか、そして誰と共有するかは、あなたが決められるべきです。我々は、Apple 製品を、

あなたのプライバシーを保護し、あなたの情報に対するコントロール手段をあなた自身に与

えるように設計しています。」37  
  

77. DMCH 中間報告において示された懸念について、Apple のアプローチの意味するところは次の

とおりです。 
  
(i) ATT の導入は自社優遇とならないこと  

  
78. 内閣官房デジタル市場競争本部は次のように述べています。「［ATT の実施に関するこれらの方

策は］プライバシーへの配慮の側面はあるものの、広告ビジネスモデル間の競争環境という

視点で見ると、広告をパーソナライズする能力を制限することで、他社の広告のビジネスモ

                                                      
35 https://www.apple.com/jp/privacy/ 
36 次のサイトで取得可能です。 
https://www.apple.com/privacy/docs/A Day in the Life of Your Data.pdf 
https://www.apple.com/jp/privacy/docs/A Day in the Life of Your Data J.pdf（日本語） 
37 同上。 
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デルの展開に制約が加わり、結果的に、自社の広告のビジネスモデルが有利に展開されるこ

とにつながっているとも評価される。」38しかし、この懸念には根拠がありません。  
  

79. Apple は、一部の企業が膨大な量の個人情報を収集するために用いている迷路のように複雑な

隠れた慣行について、消費者は知らず、また知ることを期待できないと理解しています。これ

らのデータ収集行為について消費者を教育する努力をするとともに、Apple は、消費者に権限

を与え、個人情報の利用をコントロールする能力を消費者自身に提供するための具体的な手

段を導入しました。ATT は、この目的で導入された最新の施策にすぎません。  
 
 

• 個人の永続的識別子の不正な漏洩に対する消費者からの苦情を受けて、Apple は 2012 年

にランダムな端末識別子である IDFA を導入しました。「設定」におけるオプトアウトの仕

組みに従い、「広告トラッキングの制限」ボタンをクリックすることによって、消費者は

デベロッパに対して、IDFA の使用を通して追跡されることを望まないことを示すことが

できます。IDFA の改良は 2013 年と 2016 年に行われました。  

• 2017 年、Apple は ITP を導入しました。これは端末上の機械学習を利用して、広告主がユ

ーザーに知られることなくウェブサイト全体に渡りユーザーを追跡するために使用する

手法を確定し、サードパーティ広告主が許可なくユーザーの端末内に保存させようと試み

る追跡クッキーを隔離し削除するものです。ウェブサイトが使用できる隠れた追跡手法の

例は、「いいね！」ボタンや「共有」ボタンのようなソーシャル・ウィジェット、および、

ユーザーがそれをクリックまたは使用せずともユーザーを追跡することができるコメン

ト欄を含みます。Safari は、ITP を用いて、デフォルト設定によってこの追跡を阻止し、透

明性とコントロール手段を提供し、ユーザーにソーシャル・ウィジェットがユーザーの個

人情報にアクセスすることを認めるか否かを問い合わせることによって、ユーザーにコン

トロール手段を与えています。 

• 2020 年、Apple は、デベロッパ間および App 間の追跡について、ユーザーから明示的な同

意を得ることをデベロッパに求める ATT ユーザー・プロンプトを発表しました。かかる

ATT プロンプトは各デベロッパに、ターゲティング広告の目的のため、広告測定目的のた

め、または、データ・ブローカーと共有するために、ユーザーを追跡することに対して、

そして、ユーザーの端末の IDFA にアクセスすることに対して、ユーザーの許可を求める

ことを要求しています。  

  
80. 上述のとおり、これらの手段の目的は、競合他社のビジネスモデルを不利にして Apple のビ

ジネスモデルを有利にすることではありません。その目的は、消費者に対して、その個人情

報の利用に対して必要な保護とコントロール手段を提供することにあります。実際、これら

の措置により、Apple は、消費者のプライバシーのために、追跡が必要となる形態で広告を

パーソナライズしない 39ことによって、Apple のデジタル広告ビジネスモデルを競争上不利

な立場に置くことを意識的に決断したのです。特に、Apple は、限られた数のファーストパ

ーティ App における Apple 自身の限定的なデータ収集行為に関して、プライバシーに関する

追加の選択肢をユーザーに提供していますが、この選択肢はサードパーティがユーザーに提

供していないものです。Apple は、その配信する広告に関して、パーソナライズされた広告

                                                      
38 DMCH 中間報告、82 頁。   
39 「サードパーティ・データを全く利用しないことを選択したことによって、Apple はユーザーを追跡

することによって得られたであろう追加の広告収入のすべてを放棄していることは注目に値するもの

です。したがって、Apple は、ATT が Apple の広告事業に課し得る収入ペナルティを 100%自発的に引

き受けたことになります。」と論じられています。Kinshuk Jerath、「Mobile Advertising and the Impact of 
Apple’s App Tracking Transparency Policy」 (2022 年 4 月)、コロンビア・ビジネス・スクール、 
https://www.apple.com/privacy/docs/Mobile Advertising and the Impact of Apples App Tracking Tra 
nsparency Policy April 2022.pdf を参照下さい。 
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のオンまたはオフのいずれかを選択するための、より顕著で不回避的な選択肢を積極的にユ

ーザーに提示しています。この選択画面では、パーソナライズされた広告の目的とそのプラ

イバシー慣行についてユーザーに通知し、ユーザーがパーソナライズされた広告を有効化す

るか無効化するかを判断することができるようにしています。 
  

81. 対照的に、Meta および Google を含むほとんどの大手広告プラットフォーム会社は、ターゲテ

ィング広告のためのファーストパーティ・データの利用を無効とする選択肢をユーザーに提

供していません。そして、そのような選択肢を提供している企業は、多数の設定画面を含む煩

雑な手続きの下にそれを埋没させています。Apple は、パーソナライズされた広告を配信する

ためにファーストパーティ・データを利用する許可を明示的かつ不回避的にユーザーに促す

ことで、またしても最前線に立っています。  
  

82. 透明性を低下させて、消費者が握る権限は小さい方が望ましいと考える利害関係者は、パー

ソナライズされた広告プロンプトと ATT プロンプトとを比較しようとしています。彼らは、

プロンプトの差異によって、ユーザーが追跡を許可するよりもパーソナライズされた広告を

許可する選択をする可能性を高くしている可能性があり、結果として Apple を優遇している

と主張しています。これらの懸念には根拠がありません。これらの二つの性質は根本的に異

なっているため、選択の構造およびプロンプトの文言が同一であるべきであると結論付ける

理由は存在しません。 
• 第一に、上述したとおり、ATT は、複数のデベロッパをまたいでユーザー・データを「追

跡する」こと（言い換えれば、広告の目的でサードパーティ・データを利用すること）に

関係しているのに対して、パーソナライズされた広告は、Apple が自身のサービスによっ

て収集したファーストパーティ・データを利用することにのみ関係しています。これらの

二つの間には、業界で広く認識されている本質的かつ実質的な差異があり、前者は後者よ

りも相当干渉的です 40。 

• 第二に、ATT 自体に関して、Apple とサードパーティは同じルールの適用を受けています。

サードパーティ ATT プロンプトと比較するのに適切なプロンプトとなるであろう ATT プ

ロンプトを Apple が表示しない唯一の理由は、Apple が追跡を行わないからです。 

• 最後に、ATTプロンプトとパーソナライズされた広告プロンプトとの間の形式上の差異が、

ユーザーの選択率に不公平な差異を生じさせるという仮定には根拠がありません。この結

論は、ユーザーは会社間の追跡とファーストパーティ・データの使用を同一視するはずで

あり、したがって選択の違いは実質ではなく、プレゼンテーションの様式に起因するとい

う脆弱な憶測に基づくものです。より一般的には、ATT の影響を完全に測定するには時期

尚早ですが、ATT の実施が Apple 自身の広告サービスのパフォーマンスを大きく向上させ

たことを示唆する証拠はありません。  

  
83. したがって、DMCH 中間報告の懸念は、原則論として、Apple がユーザーに権限拡大のために

導入した重要なユーザー・プライバシー対策を問題視しており、Apple がプライバシー保護対

策を通して自社優遇を行っているという認定を裏付けるものではなく、相当誇張されたもの

といえます。 
  

                                                      
40 例えば、https://clearcode.cc/blog/difference-between-first-party-third-partycookies.を参照下さい。 
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/federal-trade-commission-report-
protectingconsumer-privacy-era-rapid-change-recommendations/120326privacyreport.pdf、44 頁；

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/cross-device-tracking-federal-trade-commissionstaff-
report-january-2017/ftc cross-device tracking report 1-23-17.、6-9 頁; pdf; 
https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/cross-device-tracking-federal-trade-commissionstaff-
report-january-2017/ftc cross-device tracking report 1-23-17.pdf、46-49 頁; および Comment to the FTC 
from the Center for Digital Democracy (Nov. 16, 2015)も参照ください。  
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(ii) ATT がいかなる危害からユーザーを保護しているのかを適切に考慮する必要があるこ

と   
  

84. Apple は、DMCH 中間報告の焦点が、ATT の消費者に対する影響ではなく、他社のビジネスモ

デルに当てられていることを強く懸念しています。Apple は、ATT がデータ収集活動に悪影響

を与える可能性があることを認識しています。しかし、このような隠れたデータ収集および

追跡活動こそが危害を与えるものであり、ATT によって対処されることが意図されているので

す 41。実際に、消費者保護団体とプライバシー擁護団体は、ATT を広く歓迎しています。例え

ば、 
 

• アムネスティー・インターナショナル、ヒューマンライツ･ウォッチ、電子フロンティア

財団などは、これらの変更を公然と支持し、擁護しています。The Center for Democracy and 
Technology はこの機能を称賛し、それが「データ収集と共有がより透明化され、追跡がも

はや標準ではなくなるように、エコシステムがバランスを取り戻すのに役立つだろう」と

指摘しました。42  

• Mozilla Foundation は、ATT プロンプトの導入を支援するためのオンライン請願を立ち上げ

ました。「Apple が計画している反追跡機能の実装は、その多くが自分の携帯電話の App を

通して追跡が行われることを知らない可能性がある消費者にとって大きな勝利です。実際

に、2019 年の Mozilla-Ipsos 調査によって、iPhone 所有者の大半は、IDFA や App によるデ

ータ収集の存在を知らなかったことが判明しました。さらに、それらの存在を知っていた

所有者も、それらのリセットの方法を知りませんでした。現在では、使用時に直接追跡を

拒否することができるようになったため、消費者は、これからは自分のプライバシーを保

護するために自分の電話設定内を捜し回る必要がなくなりました。しかし、先ず始めに、

Apple がこの変更を実施しなくてはなりません。私たちは、この会社がこの施策から離れ

ることがないようにする必要があります。」43  

• フランスのプライバシー規制当局である CNIL は次の立場を採っています。「Apple が提案

する変更は、ユーザーとアプリケーション・デベロッパの両方にとって真の利益をもたら

すことができます。第一に、そのデバイスは、一方では、（上記で想定される要素に従う

ことを条件に）ユーザーが自分の選択をシンプルかつ十分な情報に基づいた方法で表明す

ることを可能にし、他方では、ユーザーの同意無しにデベロッパがユーザーを追跡するこ

とを技術的および/または、契約上阻止することによって、ユーザーに自分の個人情報に

対するより良いコントロールを提供することになります。さらに、同意を得るためのプロ

ンプト自体を標準化し、広告目的の追跡を実施するすべてのアプリケーション・デベロッ

パがそれを使用することにより、ユーザーの選択の行使を大幅に促進することを可能にし

ます。第二に、当委員会は、問題の「ポップアップ」は、多くの小規模デベロッパに、広

告追跡業務に対する有効な同意を得ることを可能とするシンプルなツールを提供するこ

とによって、「データ保護法」の第 82 条の規定によって課せられた義務を遵守するのに役

立つことを指摘します。」44  

                                                      
41 最近の Washington Post-Schar 世論調査によれば、回答者の 79％が、ハイテク企業は、自分の情報が

どのように追跡され、利用されるのかにについて十分なコントロールを提供していないと考えている

ことが分かりました。この同じ世論調査によれば、Facebook が個人情報とインターネット上の行動に

関するデータを責任を持って取り扱っていると信頼している回答者は 20％しかいないことが分かりま

した。以下を参照下さい。 https://www.washingtonpost.com/context/nov-4-22-2021-washington-post-
scharschool-tech-poll/1f827037-688f-4030-a3e4-67464014a846/?itid=lk inline manual 6。  
42  以下を参照下さい。https://www.apple.com/newsroom/2021/01/data-privacy-day-at-apple-improving-
transparency-andempowering-users。  
43 https://foundation.mozilla.org/fr/campaigns/apples-anti-
trackingplansiphone/?subscribed=1&utm source=email&utm medium=email&utm campaign=2020advocacyfr
& utm content=appleidfathanks&utm term=5383151 。  
44 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral texts/2021-03/21d07.pdf 、第 62-64項。  
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85. プライバシー保護組織や規制当局のみならず、デベロッパも ATT を支持しており、その消費

者への利益を認めています。例えば、Snap は、「我々は Apple を称賛しており、彼らが顧客の

ために正しいことをしようとしていると信じています」、「我々は、（ATT は）短期的には広告

主に多少の混乱を招くとしても、消費者にとって全体的によいものであると考えています」

と述べ、ATT を称賛しています 45 。 
  

86. ATT が具体的に対処している危害を考えると、内閣官房デジタル市場競争本部によるデベロッ

パへの影響の評価は、単に財務的影響と広告活動に対する悪影響のみを検討し、そこで終わ

ってはなりません。そうではなく、その評価は、ATT が消費者にもたらす重要な対立利益も十

分に考慮しなければなりません。Apple は、ユーザーに対するこれらの利益を、（パラグラフ

78 で指摘したコメントのように）単に表面的に認めるのではなく、（ATT が、隠された追跡お

よびデータ収集活動によって生じる危害にどのように対処しているかについて、）適切な分析

をすることを勧めます。  
  

(iii) ITP が、Apple の広告ビジネスモデルに利益をもたらし、他者を不利にすることはない

こと  
  

87. ATT と同様、内閣官房デジタル市場競争本部は、ITP について次のように異論を唱えています。

「Apple 自身はトラッキング・クッキーの使用を求めていないため、ITP は適用されない。す

なわち、サードパーティが広告をパーソナライズする能力を制限される一方、Apple 自身には

ITP は適用されないことから、そうしたルール変更の影響を受けることなく、引き続き、ファ

ーストパーティとしてユーザーに関するデータを取得することができる状況となっており、

総合的にみれば、Apple が有利になっているといえる。」46前述の ATT に対する懸念と同様に、

これには根拠がありません。  
  

88. 第一に、前述したように、ファーストパーティとサードパーティ・データの収集の間には、広

く認識されている正当な違いがあります。第二に、ITP は、活発な競争の結果であり、競争を

阻害するものではありません。ITP は、サードパーティ・クッキーに対するプライバシー優先

のアプローチを開拓し、それによってユーザーの選択肢を広げ、競合他社の対応を促しまし

た。2017 年に Apple が WebKit に ITP を導入した時に、デフォルト設定によってサードパーテ

ィ・クッキーを遮断し、プライバシーを侵害する、サイトをまたぐ追跡に対抗する最初のエン

ジンとなり、2018 年に初めて発表され 2019 年にデフォルト設定として実装された Mozilla の

Enhanced Tracking Prevention (ETP)がそれ続きました 47。Gecko も同様に、追跡防止手段を実装

しています。これは競争の結果であり、そして ITP の価値を実証するものです。  
  

(iv) Apple は自社製品を優遇するような方法でデータを取得・使用していないこと 
  
89. DMCH 中間報告は次のように懸念を示しています。「Apple、Google は、OS、ブラウザ、アプリ

ストアなどモバイル・エコシステムの主要サービスを提供しているため、そのような立場に

ないプレイヤーが得ることができない非公表データを入手し、それを自己の製品開発やサー

ビス向上などに活用することができる。」48少なくとも Apple について、この懸念に根拠はあ

りません。   
  

                                                      
45 https://www.cnbc.com/2021/02/05/snap-ceo-spiegel-says-apples-iphone-privacy-change-is-good-
forconsumers.html 。  
46 DMCH 中間報告、86-87 頁。  
47 https://blog.mozilla.org/en/products/firefox/firefox-now-available-with-enhanced-tracking-protection-
bydefault/; https://blog.mozilla.org/futurereleases/2018/08/30/changing-our-approach-to-anti-tracking/  
48 DMCH 中間報告、243 頁。  
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たは App が使用する技術（例えば API）が、デバイスのパフォーマンス（例えば電池寿命）に

悪影響を与えているかどうかを判断するために役立つ可能性があります。 
  

95. 第三に、Apple は自社製品を有利にするためにデータを保持しているわけではありません。

Apple は、デベロッパが自身の App がどのような成績を上げているかを理解できるように、

App Store Connect ポータルを通じて販売その他のデータをデベロッパと共有します。例えば、

Apple は、デベロッパが、ユーザーがデベロッパの App にどのように関わっているのかをより

良く理解し、売上を伸ばすことを助けるために、売上高、App・ユニット・インストレーショ

ン、削除、クラッシュ、返金、サブスクリプションの更新等の、個人を特定ができない集積さ

れた豊富な App 解析データ一式をデベロッパに提供しています。 
  

96. 同様に、Apple は、最もダウンロードされている App に関する情報を取得しますが、Apple は

この情報を、上位ダウンロード・チャートの中で公開しています。この情報は、App Annie の

ようなサードパーティ・サービスからも取得可能です。 
  

(v) ソーシャル・ログイン（「Sign in with Apple」）は Apple に競争上の優位性をもたらさら

ないこと  
   

97. DMCH 中間報告は、「SIWA のこのような効果によって、それがない場合と比べて、Apple が容

易に様々な取引等のデータを入手することが可能となり、その結果、Apple 自身は当該データ

を利用でき、サービスの改良等がなされることによりユーザーの利便性を向上させることが

比較的容易となる。そのような観点からも、この SIWA によって、Apple は競争上有利となる

おそれもある。」と考えています 50。この懸念も同様に根拠がないものです。 
  
98. App 内の活動追跡を減らすためにデベロッパからユーザーの電子メールアドレスを隠す Sign-

in with Apple (SIWA)は、Apple が長年にわたって導入してきたプライバシー保護機能の一つで

す。そのほかにも、Touch ID、Face ID、キーチェーンとパスワード等のイノベーションがあり

ます。これらの機能はすべて、端末とその中に保持される情報のセキュリティを向上させる

という同じ目的を有しています。 
  

99. Apple は今までに、ソーシャル・ログインの最初のオプションとして SIWA を表示することを

要求したことはなく、それを理由に App を拒否したことは一度もありません。2019 年に導入

されたガイドライン 4.8 では、自身の App 内でサードパーティのソーシャル・ログイン・サ

ービス（例えば、Facebook Login、Google Sign-In、Sign in with Twitter、Sign In with LinkedIn、Login 
with Amazon、WeChat Login）を提供することを選択したデベロッパは、SIWA も選択肢の一つ

として提示しなくてはならないという義務を課しています。しかし、SIWA を優先的に表示す

ることはガイドラインで求めていません。また、デベロッパが自身のサインイン機能のみを

使用している場合は、App 内で SIWA を選択肢として提供する義務を負いません。例えば、自

身のログインオプションのみを使用するWeChatは、SIWAを提供する義務を負っていません。  
  

100.このガイドラインは、ユーザーがデベロッパの App にログインする際に、ユーザーが個人情

報をデベロッパまたは Google や Facebook のような大規模広告主に提供することを要求しな

いことから、プライバシーにより配慮した選択肢を与えるために導入されました。Apple は

SIWA の使用に対して課金することはなく、いかなる方法によっても収益化することはありま

せん。単に、広告主やデータ・アグリゲータによる追跡を避けたい Apple 製品ユーザーのため

の選択肢として提供されています。 
  

101.さらに、たとえユーザーが「Sign in with Apple」を選択することによって、ユーザーの個人情

報を追跡し共有するサードパーティ・サインイン・サービスの能力を弱めても、これは他のデ

ベロッパとの競争において Apple に優位性を与えるものではありません。Apple は、App 内あ

                                                      
50 DMCH 中間報告、249-250 頁。   
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るいはウェブサイトにおけるユーザーの活動をまったく追跡しないため、SIWA から「優位性」

を得ることはありません。Apple は、ユーザーが Sign-in with Apple を経由して接続することを

選択した App およびウェブサイトの記録を有するのみであり、それは単にユーザーが選択し

た場合には接続を断つことを可能とするためのものです。 
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E. 音声アシスタントとウェアラブル  
  

102.別の報告書の中で、内閣官房デジタル市場競争本部は、音声アシスタントやウェアラブルに

関して多くの懸念を提起しています。同報告書で指摘されているように、市場では多くの音

声アシスタント、ホーム・デバイス、およびウェアラブルが出回っており、それらの市場は日

本で発展し続けています。Apple は、自身が厳しい競争に直面していると考えており、自身の

行為が競争を妨げる、または、消費者を害する効果を有しているとは考えておりません。例え

ば、ユーザーは、Amazon、Google、Sonos、その他多くの企業が提供する人気が高いオプショ

ンを含むスマート・スピーカーを経由して、音声アシスタントにアクセスすることができま

す。実際、Amazon と Google が世界のスマート・スピーカー市場を支配しています。Apple の

スマート・スピーカーである HomePod と HomePod Mini の市場シェアは、比較的小さいもの

です。 
  

103.以下では、音声アシスタントおよびウェアラブル関して提起された主な懸念について述べま

す。 
  

(i) Siri のプリインストールとデフォルト設定は競争上の懸念を惹起しないこと  
  

104.内閣官房デジタル市場競争本部の報告書は、スマートフォンのスクリーンが小さいために、

プリインストールされた、またはデフォルト設定の音声アシスタントを使用する傾向がユー

ザーの間にあるように思われ、音声アシスタントのそのようなプリインストールやデフォル

ト設定は、他社の音声アシスタントを競争上不利にする、という懸念を提起しています。Apple
は、Siri に関してはこの懸念に根拠はないと考えます。   
  

105.Siri は、Apple の端末と緊密に統合されているシステムの中核的機能であり、ユーザーにコン

トロールを与えている厳格なプライバシー保護を備えて設計されています。上記で詳細に論

じたように、Apple は、ハードウェアとソフトウェアの統合が、ユーザーが期待している最上

級のユーザーエクスペリエンスおよび強化されたプライバシーとセキュリティを提供する最

良の手法であると考えています。一般に、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの統

合は、ユーザーの利益となる相乗効果を達成することに役立ちます。Apple は、Siri がデータ

をユーザーの身元と結び付けることを防ぐために、これらのデータがユーザーの端末を離れ

る前にエンドツーエンドの暗号化やローテーとする識別子を含む厳格なプライバシー保護を

適用しています。サードパーティの音声アシスタントが、Apple のユーザーが期待するような、

同等のプライバシーとセキュリティの保護を提供するとは限りません。しかし、いずれにせ

よ、Apple は、消費者が Amazon Alexa や Google Assistant を含む他の音声アシスタントを選択

することを可能としています。  
  

106.機能性をサポートするために他の音声アシスタントにアクセスすることに関しては、Apple は、

ユーザーが App Store を通じて音声アシスタントにアクセスすることを容易にしており、これ

らの音声アシスタントは、様々な特徴や機能を提供しています。例えば、iPhone 上の Amazon 
Alexa App では、ユーザーは、Alexa を使用できる端末の管理、音楽再生の操作、外出先での買

物リストの表示、今後のリマインダーの記録、稼働中のタイマーの確認などができます。ユー

ザーが Alexa でハンズフリー機能を有効にすると、当 App がユーザーの画面上にある時に単

に「アレクサ」と呼びかけることで話をすることができます。同様に、iPhone 上の Google 
Assistant App では、ユーザーは、即時の電話、テキストメッセージの送信、電子メールの送信、

リマインダーの設定、カレンダー・イベントの設定、音楽の再生、ナビゲーション、そして天

気情報の取得が可能です。  
  

107.しかし、音声アシスタントの同時操作は、ユーザーにとって重大なプライバシーのリスクを

伴います。ユーザーが、自分の発言を Siri に向けることを明確に選択したことを確認すること

が重要です。もしサードパーティ音声アシスタントが、ユーザーが Siri に向けた発言を聞くこ

とができてしまうと、Apple はユーザー・データに対する高水準の保護やユーザーエクスペリ



  和文仮訳 

  29    

エンスの質を保証することができなくなります。そのため、Siri は、使用のトリガーとなる言

葉である「Hey Siri」の発言、または HomePod 若しくは HomePod Mini 上の Siri ボタンのプッ

シュのみに反応します。HomePod と HomePod Mini 上では利用できませんが、他のスマート・

スピーカーに搭載されているその他の音声アシスタントは、異なるトリガーまたは「ウェイ

ク」ワードを選択することができます。 
  

(ii) Apple は、サードパーティによる音声アシスタントの開発を制限しないこと  
  

108.内閣官房デジタル市場競争本部の懸念に反して、サードパーティが自身のサービスを以前と

変わらず提供することを継続するために必要な機能を提供することは不可能ではなく、音声

アシスタントの柔軟な開発が制限されることはありません。 
  

109.Apple は、デベロッパに対して、デベロッパが既存の App の「拡張機能」を通じて App と Siri
を統合することを可能とするフレームワークである SiriKit を通じて、App を Siri と統合する選

択肢を提供しています。SiriKit は次の 2 つのタイプの App 拡張をサポートしています。(1) SiriKit
からユーザーのリクエストを受領し、それを App 独自のアクションに変える Intents app 
extension、および、(2) Intents app extension がユーザーのリクエストを満たした後に、Siri イン

ターフェース内で、ブランディングその他のカスタマイズコンテンツを表示する、Intents UI 
app extension。Siri が developers Intents app extension と連携するためには、ユーザーの許可が

必要です。Intents UI extension は任意のものです。デベロッパ・プログラムに参加し、Apple 
Developer Program 使用許諾契約に同意しているデベロッパは、SiriKit によって Siri と統合させ

ることができます。Apple は、デベロッパが、その App を Siri と連携させることを容易にし Siri
経由で利用できるようにするために、SiriKit の開発に投資しています。  

  
110. さらに、HomeKit は、ユーザーが、そのスマートホーム内のサードパーティ接続アクセサリ

ーと通信し、それらをコントロールすることを可能にします。HomeKit は、HomePod、Apple 
TV、モバイル端末等の Apple 端末に統合されており、Home app、tvOS および Siri 等のスマー

トホーム・ユーザーインターフェースでコントロールすることができます。Apple は、デベロ

ッパに対して、MFi プログラムを通じて、HomeKit を広く提供しています。世界中で 100 を超

えるブランドが HomeKit のフレームワークに対応するアクセサリを提供しており、利用可能

な ア ク セ サ リ 数 は 、 日 々 増 加 し て い ま す 。 そ の 一 覧 は 、

https://www.apple.com/ios/home/accessories/で確認できます。  
 

111.Apple は、HomeKit や Siri などの機能や技術を導入する際に、サードパーティデベロッパがそ

れらを利用可能にするために尽力しています。同時に、Apple は、プライバシーが基本的人権

であると考えており、これらの新しい技術へのアクセスを提供する際には、ユーザーのプラ

イバシーとセキュリティを確実に保護するために細心の注意を払い続けています。 
  

112.Apple は、Siri のプライバシー保護を徹底し、ユーザーがコントロールできるように設計しま

した。Siri の音声入力がオンになっている場合、発言内容や音声入力された内容が Apple に送

信され、リクエストが処理されます。位置情報サービスがオンになっている場合は、リクエス

トに対する Siri の応答精度が向上するよう、リクエストされた時点の端末の位置情報も Apple
に送信されます。Siri にリクエストしたときに位置情報サービスがオンになっているかどうか

にかかわらず、リクエストは特定の Apple ID ではなくランダム識別子に紐付けられます。こ

のランダム識別子は、Apple ID や E メールアドレス、その他のユーザーデータとは紐付けられ

ません。すなわち、Siri を使用する際に、位置情報と Apple ID が結び付けられることはないた

め、ユーザーのプライバシーは保護されます。音声入力はいつでも無効にでき、ランダム識別

子に紐付けられている音声入力の履歴は、「設定」＞「Siri と検索」＞「Siri と音声入力の履歴」

と選択して「Siri と音声入力の履歴を削除」をタップすると削除できます。ユーザーによって

削除されることがないリクエストの大半は、2 年後に Apple サーバから削除されます。2 年以

上保持されるごく一部のデータは、Siri の今後の改善目的でのみ使用されます。Siri は、収集

するデータを最小限にするために、端末上のローカル処理によって、ユーザーによるトリガ
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ーコマンドをモニタリングします。ユーザーは、その利用するサービスをコントロールし、選

択することができます。ユーザーが Apple のサービスにアクセスする際のプラットフォーム

に関わらず、Apple の厳格なデータ管理の慣行は一律に適用されます。サードパーティのサー

ビスを利用する場合、ユーザーはサードパーティのデータの慣行に従うことになります。  
  

113.サードパーティ音声アシスタントに関して、内閣官房デジタル市場競争本部の報告書で言及

された特定のデバイス機能へのアクセスを可能にすることは、相当のプライバシーリスクを

伴います。例えば、サードパーティ App が iOS 端末のマイクに常時アクセスすることやメッ

セージ App 内のユーザー・テキストを読むことを許可すると、端末のマイクやメッセージ App
に露出したユーザーの発言やデータ（機密性が高い健康情報や財務情報を含む）が、Apple の

厳格なプライバシー基準に従って収集、処理、保護されることを保証できなくなり、Apple の

データ・プライバシー・ポリシーが直ちに無効化されます。実際に、Google や Amazon のよう

なデータ収集会社は、ユーザー・データに関して完全に異なるビジネスモデルで事業を展開

しています。  
  

(iii) Apple Watch はデベロッパの競争力を制限しないこと  
  

114.内閣官房デジタル市場競争本部は、Apple Watch、特にヘルスケアデータに関して多くの懸念

を示しています。これらの懸念は、ヘルスケアデータにリンクするサードパーティ事業者に

対する制限と、Apple が自らの利益のために使用するためにデータを取得することに関するも

のです。これらの懸念には根拠がありません。 
  

115.HealthKit は、iPhone および Apple Watch 上のヘルスケアやフィットネスに関するデータの一

元管理を可能にします。ユーザーの許可があれば、App は HealthKit の記憶装置と通信し、こ

のようなデータへのアクセスや共有を行うことができます。また、HealthKit は複数のソース

からのデータも管理、統合できるように設計されています。たとえば、ユーザーはすべてのデ

ータをヘルスケア App で閲覧・管理でき、データの追加、削除、App の許可の変更などを行

うことができます。 
  

116.デベロッパは、Apple の HealthKit を利用することで、ヘルスケア App その他の App とデータ

の共有ができる、ヘルスケアとフィットネスのための App を作ることができます。ユーザー

は、HealthKit の情報のうち、どの要素を、どの App と共有するか、管理することができます。

HealthKit と連係する App は、ユーザーが許可した場合に、ユーザーの健康やフィットネスの

増進、健康に関する調査などの目的でのみ、データを共有できます。信頼できる App とデー

タを共有することをユーザーが選択した場合、データは Apple のネットワークを経由するこ

となく、HealthKit からサードパーティの App に直接送られます。研究者は App 開発用のオー

プンソースのフレームワークである ResearchKit を使用することで、参加者の登録や研究の実

施を容易にすることができます。ResearchKit はプライバシー重視の設計になっており、どの

ような情報を提供するかは、ユーザーが管理できます。 
  

117.ヘルスケアデータには機密性の高い個人情報が含まれている可能性があるため、App が

HealthKit の記憶装置からデータを読み取ることや、HealthKit の記憶装置にデータを書き込む

には、ユーザーから許可を得る必要があります。また、そのようなデータを常時保護するため

の 措 置 を 講 じ る こ と が 義 務 付 け ら れ て い ま す 。 詳 細 に つ い て は 、

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/protecting user privacy を参照してくださ

い。 
  

118.Apple は、ユーザーの許可なくユーザーのヘルスケアデータにアクセスできません。また、ユ

ーザーが信頼できる App とデータを共有することを選択した場合、そのデータは HealthKit か
らサードパーティの App に直接送られ、Apple のネットワークを経由しないため、HealthKit が
Apple の App 開発に有利に作用することはありません。同様に、ユーザーがサードパーティに



  和文仮訳 

  31    

データの閲覧を許可している場合、Apple は、サードパーティが同社の App からヘルスケアデ

ータにアクセスすることを妨げていません。 
  

119.上述した理由により、HealthKit は、Apple サービスに有利なものではありません。Apple は、

データに関して最恵国待遇や排他性を求めていません（ユーザーからアクセスを認められた

サードパーティは、適切なプライバシー保護が行われていることを確実にしなければならな

いという要件を除きます）。 
   
   
F. 対応策 

  
120.DMCH 中間報告を通じて、エコシステムに対する広範囲に渡る対応策や変更の可能性が提案

されています。以下に述べるとおり、これらの対応策には合理的な根拠がなく、対応策自体も

実行可能でなく十分に検討もされていません。 
  
(i) 内閣官房デジタル市場競争本部の対応策の基礎となる結論は、根拠がなく、推測の域

を出ないこと 
   

  
121.内閣官房デジタル市場競争本部は、根拠のない憶測、根拠のない主張、および仮説的な懸念

から、技術、製品設計、および競争上の影響について結論を出しています。このような熟慮を

欠くアプローチの例は、次の「認定（findings）」に見られるとおりです。 
  

122.104 頁：「Apple はプライバシーやセキュリティを理由にあげることがよくあるが、こういっ

てしまえば、プライバシーやセキュリティを保護する必要性については否定できず、どうい

う点に問題があり得るかは技術的専門性や Apple のデバイスの詳細等も分からないと何とも

言えず、それ以上突っ込めなくなるので、便利な口実になっているという印象を受ける。」内

閣官房デジタル市場競争本部による Apple のプライバシーとセキュリティに関する考察は全

く不十分であり、Apple が提出した証拠を考慮せずに不当な推論に至っていることは、上記か

ら明らかです。 
  

123.他の例では、内閣官房デジタル市場競争本部は、純粋な仮定と憶測に基づいて回答していま

す。例えば、110 頁において、内閣官房デジタル市場競争本部は、「App Store 以外のアプリス

トアを認めれば、ユーザーはセキュリティも考慮した上で複数のアプリストアの中から選択

することができるようになる。Apple を含むアプリストアを運営する事業者は、アプリストア

のセキュリティの面で競争することになり、その結果、セキュリティというサービスの質が

向上することが考えられる」と述べています。 
  

124.同様に、内閣官房デジタル市場競争本部は、110 頁で、「Apple は、サイドローディングを認め

ると iPhone 及び iOS のセキュリティが脆弱化する旨を主張する。しかしながら、仮にそのよ

うな面があるとしても、将来の技術の進展・革新によって、サイドローディングに伴うセキュ

リティ・リスクに対処できるようになる可能性は否定できず、セキュリティ上のリスクを理

由に App Store以外の配信手段を禁止することが将来に亘って正当化されるものではないと考

えられる」と認定（finds）しています。 
  

125.DMCH 中間報告は、159 頁において「Apple は、ブラウザ・エンジンを改良せず、ウェブ・ア

プリのインストール機能の実装に消極的」と結論付けています。この大まかな認定（finding）
には、一つの商業ウェブサイトによる極度に単純化された比較以外、何の裏付けも与えられ

ていません。この認定は、証拠による裏付けを全く欠くものです。 
  

126.最後に、197 頁に記された「現在の iPhone には、約 40 の自社製アプリが内蔵されており、ブ

ラウザである Safari、アプリストアである App Store はそれらの内蔵アプリである。このよう



  和文仮訳 

  32    

に、Apple が iPhone のデフォルト・アプリを決定しているところ、Safari は iOS のデフォルト・

ブラウザとして設定されている」という認定は、プリインストールやデフォルト設定の利便

性がモバイル端末のユーザーに高く評価される実益をもたらすこと、また、ユーザーが望め

ば「設定」でデフォルトのブラウザを Safari から他のブラウザに変更できるという事実性を完

全に見落としています。 
  

127.結果として、DMCH 中間報告による認定（findings）は、事実上、未検証かつ一方的な証拠に

基づくものであり、Apple のエコシステムがいかに競争を阻害する「可能性がある」かについ

ての仮説に過ぎないものとなっています。このような仮説は、現段階において、抜本的なもの

になり得る対応策を議論することを正当化するには不十分です。競争阻害に関する理論を根

拠付け、競争と消費者に対する実際の影響を検討するために必要な、重要な調査作業が残っ

ています。 
  
(ii)  内閣官房デジタル市場競争本部が提案する対応策は、曖昧、不明確であり、実行不可

能であること   
  

128.内閣官房デジタル市場競争本部による根拠のない懸念と認定の結果、それらの懸念に対処す

るための対応策も同様に、証拠または適切な検討の裏付けがないものです。その例は次のと

おりです。 
  

129.DMCH 中間報告は、163 頁で「ウェブ・アプリには OS やそれをベースとしたアプリストアに

非依存で、アプリストアを介さず顧客にリーチできるという特性がある。この特性に鑑みれ

ば、ウェブ・アプリとネイティブ・アプリが競争する環境を整えることによって、モバイル・

エコシステム全体における競争環境の改善が図られるべきと考えられる」と提案しています。

このまったく漠然とした提案は、明らかに、改善がいかなるものであるべきか、および/また

は、その「改善」を行うために現行システムの変更をすることの影響について、ほとんど検討

していません。上記のセクション C およびセクション D で述べたように、現行の仕組みは、

ユーザーとデベロッパが同様に、安全でプライバシー保護が強化された高性能のシステムの

便益を得るために必要なものです。内閣官房デジタル市場競争本部がこのことを考慮せずに

結論を出したことは明らかです。 
  

130.内閣官房デジタル市場競争本部は、33 頁で「レイヤーの特性や影響力に応じた形で対応策を

組み合わせることにより、エコシステム全体のあるべき姿の実現を目指していく」つもりで

あると述べています。しかし、同頁で示されている「あるべき姿」とは、単純化された完全競

争のモデルであり、高い消費者満足度、利用の増加、高いイノベーション率を特徴とする現在

の状況と比較して、「競争圧力」が増加するだけで、ユーザーとデベロッパにとって何らかの

より良い結果がもたらされるという大前提に立っています。サードパーティの参入によって

競争圧力を高めようとする試みは、緊密に統合された現在の設計と根本的に対立し、現在

Apple の製品の主要な差別化要因となっているエコシステム内のセキュリティおよびプライ

バシーの悪化につながるのみです。 
  

131.内閣官房デジタル市場競争本部は、38-39 頁において、Apple のモバイル・エコシステムが「一

人勝ちの状態」となる可能性があるという全く根拠のない前提を採用しています。これは近

視眼的であり、エコシステムがユーザーと開発者の双方にとって常に良い結果をもたらして

いることを示す高い満足度などの明確な指標を、完全に無視しています。そして、この曖昧な

前提は、「［Apple による］競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為類型」を禁止対象として特

定する唯一の根拠として依拠されており、特定の行為が禁止されるのを回避するためには、

Apple が、セキュリティとプライバシーに対する考慮が「例外的理由」を構成することを示す

必要があると異常に指摘されています。これも、セキュリティとプライバシーが、「ウォール

ド・ガーデン」としての Apple のエコシステムの設計のあらゆる部分の根底にある基本的な

支柱であることを完全に無視するものです。   
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132.内閣官房デジタル市場競争本部は、51 頁において「他の事業者によるクエリ・データ及びイ

ンデックス・データへの合理的条件によるアクセス確保」を提案しています。制限を課す原則

がまったく存在しないこのような対応策は、Apple の明示的な取り組みである「プライバシー

バイデザイン」を根本的に否定するものです。Apple の信念は、ユーザーが知らないうちに、

または同意なしに、侵害的なデータ収集行為の対象とされるべきではないというものです。

さらに、このような極めて広範かつ包括的な要件は、ユーザーの利便性とセキュリティの両

方を最大化する緊密に統合されたシステムを確保するという Apple の現在のアプローチを完

全に損なうものであり、モバイルエコシステム内での当該データのアクセスおよび保存方法

を根本的に再設計することを Apple に要求することになります。このような対応策により、

App は端末やユーザー・データにアクセスしてユーザーの許可なくこれを収集または共有で

きることとなるため、ATT などの Apple の内蔵プライバシー保護手法は効力を失うことになり

ます。また、この対応策により、Apple の厳しいプライバシー基準に従ってユーザーデータが

収集、処理、保護されることを保証できなくなるため、Apple のデータプライバシーポリシー

を無効化することになります。  
  

133.内閣官房デジタル市場競争本部は、84 頁および 211 頁において、「ユーザーへの通知の表示

において、非中立的な方法でエンドユーザーに選択肢を提供したり、自律的な意思決定や選

択を阻害する行為」を禁止することを提案しています。しかし、内閣官房デジタル市場競争本

部は、Apple が「非中立的な」行為をし、または、ユーザーの「自律的な意思決定」を何らか

の形で阻害しているという考えを裏付ける基本的な仮説、フレームワーク、分析すら提示し

ていません。Apple は、ユーザーが希望すればブラウザ等のデフォルト設定を自由に変更する

ことができること、また、一定のユーザーはプリインストールされたデフォルトオプション

の利便性を高く評価していることを示す明確な証拠を提供しています。この提案は、このよ

うな曖昧で不明確な根拠に基づく対応策は、効果がないばかりか全く不相応なものとなり得

るという重大な懸念を抱かせるものです。 
  

134.最後に、内閣官房デジタル市場競争本部は、234 頁において、「事業者が提供する OS、ブラウ

ザ、アプリストアをエンドユーザーが利用した際に得られたデータについて、当該エンドユ

ーザー又は当該エンドユーザーが承認したサードパーティからの求めに応じて、当該データ

のポータビリティの有効な行使を容易にするツールを無償、継続的かつリアルタイムで提供

することを義務付ける規律」を Apple が導入することが考えられる、と認定しています。この

対応策は全く実行不可能かつ非現実的であり、セキュリティの目的のために、可能な限りユ

ーザー・データを端末上で処理することに対する Apple のコミットメントを完全に無視する

ものです。 
  
(iii)  内閣官房デジタル市場競争本部の提案する対応策は、消費者の選択と競争に対してよ

り大きな弊害をもたらすリスクがあること  
  

135.上述の懸念は、代替的なアプリケーションのストア、サイドローディング、代替決済処理方

法、および代替ブラウザ・エンジンを iOS で許容することを義務付ける対応策のように、エコ

システム全体の中核的な要素に対して重大な変更を求める可能性のある対応策に関して特に

関係するものです。 
  

136.Apple の製品は、品質、（特徴と機能性を含む）性能、セキュリティ、およびプライバシー保

護の点で差別化されています。これらは消費者による選択の主な要因であり、多くのユーザ

ーが Android ではなく Apple の端末を選ぶ理由として広く認識されています。キュレーション

された App Store、IAP 機能、WebKit 等のエコシステムの構成要素は、Apple の端末が最高水準

のパフォーマンス、セキュリティ、およびプライバシー保護を提供することを保証するため

の Apple の全体的な取り組みの中心を成しています。 
  

137.しかし、内閣官房デジタル市場競争本部の対応策は、問題に対して断片的なアプローチを採

っており、Apple の緊密に統合されたエコシステムの現実を無視したものとなっています。あ
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る分野のセキュリティまたはプライバシー保護を低下させる措置は、エコシステム全体に波

及します。例えば、審査が不十分なストアからダウンロードされた App によるセキュリティ

侵害は、当該 App だけでなく、他の App や端末全体のパフォーマンス、さらには感染した端

末に接続する他の端末にも大きな影響を与える可能性があります。サードパーティ・ブラウ

ザ・エンジンを通して端末にマルウェアが侵入した場合も同様です。このように、ある分野の

セキュリティやプライバシー保護に悪影響を及ぼす対策は、Apple が提供するパフォーマンス

や保護の水準を、システムに導入された最も安全性の低い代替手段が提供する水準まで低下

させることとなります。    
  

138.すなわち、端末の性能、セキュリティ、およびプライバシー保護の観点から、Apple が Android
と同じ立場になるということです。2 つのエコシステム間の競争上の差別化は、本質的に排除

されることになります。したがって、この対応策は、一方では、Apple のエコシステム内の特

定の分野における選択肢を増やそうとするものですが、他方では、Apple のエコシステムと

Android のエコシステムとの間に現在存在する競争を破壊することになります。エコシステム

間に存在する重要な競争は減少し、より広い消費者の選択肢も減少します。エコシステムの

中での選択を望む消費者の要求は既に満たされている（そして今後も満たされる）のに対し、

エコシステムの全体的なパフォーマンスと質を基準として選択することを望む消費者はその

選択肢を失うこととなるため、これによる弊害は明らかです。 
  

****  
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び 

「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する 

競争評価 中間報告」への意見 

 

2022年６月 10日 

一般社団法人 日本経済団体連合会 

デジタルエコノミー推進委員会企画部会データ戦略 WG 

 

Ⅰ 総論 
 わが国デジタル市場の健全な発展を促すためには、市場の透明性・公正性を

高めるためのルール整備が求められる。モバイル・エコシステムに関しても、

その特性に配慮した適切な競争環境の整備が重要である一方、事業者に対し

て過度な規制を課したり、技術的・経済的に実施困難な取組みを求めること

は、わが国のデジタル分野におけるイノベーションや DX の停滞を招くおそ

れがある。デジタル分野の競争に関する規律のあり方を検討する際には、競

争政策の目的が、事業者間の公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を

発揮させ、事業活動を活性化することにあることを改めて確認すべきである。 

 具体的な法規制の検討にあたっては、あらゆるステークホルダーと十分に議

論したうえで、プラットフォームを利用する事業者・消費者はもとより、知

的財産権利者等、第三者の利益について十分に考慮することが重要である。

また、十分な立法事実があるかどうか精査したうえで、デジタルプラットフ

ォーム取引透明化法や個人情報保護法等、既存の法律や諸外国の法規制との

整合性を確保するとともに、規制の対象・範囲を明確にする必要がある。 

 

Ⅱ「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に対する意見 

１．中間報告に記載の個別事項に対する意見 

37ページ「４.既存の枠組みによる対応の可能性」 

 デジタルプラットフォーム取引透明化法においては「デジタルプラットフォ

ーム提供者がデジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のため

の取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を

必要最小限のものとすること」が規定されている。事業者の自発的かつ積極

的な取組みを促進し、事業者・消費者に対する意図せざる影響を最小限に抑

えるために、それぞれの課題について、共同規制のアプローチを採用すべき

点や、モバイル・エコシステムの特性に配慮すべき点を分析・検討すべきで

ある。 

 技術変化のスピードが激しいデジタル分野において、新たな事前規制を検討

する際には、当該規制の是非や要否、形態等について、あらゆるステークホ

ルダーと十分に議論する場を設けるべきである。 
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85ページ「４.ブラウザにおけるトラッキングのルール変更（Apple）」 

89ページ「５.ブラウザにおけるトラッキングのルール変更（Google）」 

 ユーザー追跡防止機能は、広告のトラッキングのみならず、ユーザーのログ

イン連携にも影響を及ぼし得ることから、規制のあり方を検討する際にはユ

ーザーの利便性や、ログイン連携機能改修に際して生じるサービス提供者へ

の負荷についても考慮すべきである。 

 

228ページ「１９.データの取得、活用」 

 サードパーティ事業者への無償・継続的・リアルタイムでのデータアクセス

提供の義務付けについて、プライバシー及びセキュリティの観点を十分に踏

まえるとともに、自由な経済活動やイノベーション創出を妨げることのない

よう、慎重かつ丁寧に議論すべきである。 

 データポータビリティについては、消費者ニーズや企業のメリット・実務負

担、産業政策、既に制度を導入した欧州における評価等、幅広い観点から慎

重かつ丁寧に議論を行い、わが国にとって最適な仕組みを構築すべきである。 

 

２．その他 

(１)知的財産の保護について 

 知的財産保護は、知的財産の収益化に向けた企業の投資を促すことで、イノ

ベーション創出に寄与している。新たな規制について検討する際には、既存

の知的財産制度との整合性が確保されるよう留意すべきである。 

 

(２)技術的制約・実現可能性・個人情報保護・サイバーセキュリティについて 

 新たな規制による潜在的なリスクを回避するため、技術的制約、実現可能性、

個人情報や消費者の保護、サイバーセキュリティ確保の観点を十分に踏まえ

たうえで慎重かつ丁寧な議論を行うべきである。 

 

(３)パスキー機能（Passkey）について 

 指紋・顔認証等によるパスキー機能は、プラットフォームがセキュリティレ

ベルの変更を行った場合、変更前のレベルを前提に構築された第三者のサー

ビスに影響を及ぼし得る。今後、こうした課題についても議論すべきである。 

 

以 上 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

 

氏名（※）  

 住所（※） 

 

 連絡先 連絡担当者氏名： 

電話： 

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」 

１．「モバイル・エコシステム全体に関する認識」について以下意見を述べます。 

 

p.16「OS 開発においては、以下のような事項について、永続的なサポートとそのための

人員・資金が不可欠となる」「モバイル OS を維持するためには年間数百億円かかると

言われている」より現状のモバイルエコシステムは P.34「① 当該レイヤーに競争圧力の

余地が多くは見込まれない場合」と理解する。すなわち OS/アプリストアまではすでに競

争が完了しており、新たに参入を期待することは少なくとも日本の産業力では不可能で

ある認識をすべきだ。その上で、p.30「レベル・プレイング・フィールドの悪化（プラットフォ

ーム事業者とサードパーティとの間、又はサードパーティの事業者間でのイコール・フッ

ティングにおける懸念）」の通り、その上位のアプリケーションレイヤーでのイコール・フッテ

ィング原則を最重要視してフォーカスし、寡占事業者によるアプリストア運営上の公平性

や透明性(具体的には機能競合するアプリの排除や透明性に欠ける審査など)に法的な

責務を負わせるべきである。 

 

p.145「IAP の利用義務付けが顧客サービスに与える影響について」に関して、IAP 以前

にマンガなどの電子書籍販売に関して、外部販売サイトへのリンクさえ禁止するなど非常

に悪質な競合排除が問題であり、イコール・フッティング原則に沿ったアプリストア運営に

て解決させるべきである。 

 

p.114 および p.129「新たな規制等の有効性について」「および P.111「サイドローディン
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グを許容する義務」について、現状でも一部で許容されている Android ではサイドローデ

ィングされた「勝手アプリ」によるセキュリティ被害は常に起きており(これは主に開発者が

サイドローディングを推奨するためである)、公益足る社会セキュリティ確保の観点から、

義務化すべきでない。逆に開発者などの例外を除き許容しないことを義務化すべきであ

り、寡占事業者に対しては許容しない義務を課すべきである。 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

本中間報告ではモバイル端末(ハードウェア)自体は検討の対象としていない。しかし「マ

イナンバーカードの機能のスマートフォン搭載等に関する検討会」

(https://www.soumu.go.jp/main sosiki/kenkyu/mynumber smartphone/index.html) 

ではマイナンバーカード情報の格納先として、実質的にフェリカネットワークス社の GP-SE

チップのみを対象にしようとしている。そのため FeliCa(のマイナンバーカード対応に必要

な機能)に対応しない iPhone や海外メーカー端末では多くが対応できないと考えられ、

今後のモバイルエコシステム市場競争上よろしくない事態が起きつつある。本件はセキ

ュリティに関わるナイーブな問題ではあるが、これまでも FeliCa にしか対応しない国内市

場が国際競争力を落としてきたとも言え、FeliCa に対応しない iPhone や Android 端末

においても同等の機能は提供できないまでも市場競争に影響しない程度に対応できる

ようにすべきである。(参考: 

https://www.watch.impress.co.jp/docs/series/suzukij/1288847.html) 

 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名

等） 

または職業（個人の場

合） 

 

氏名（※）  

 住所（※）  

  

 連絡先 連絡担当者氏名：   

電話：    

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入くださ

い。 

 

↑↑【以上、全て非公表希望。理由：報復のおそれがあるため】 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

 

＜中間報告の該当箇所：全体＞ 
モバイルエコシステムの全体構造を俯瞰的に検討した上で、大変的確な解決策を提示

した報告書であると考えます。 

 

提示されている対応策のオプションは、おおむね、デベロッパ側と OS 提供者側の事

情にバランスよく配慮したものとなっており、セキュリティやプライバシー保護と、多

様な主体によるイノベーション創出を両立させるものです。 

 

特に、MiniApp の禁止を念頭においた課題 25「OS の機能へのアプリに対するアクセ

ス制限」については、MiniAppの禁止によるユーザーの利便性への悪影響が大きいため、

「透明、構成、合理的かつ非差別的なアクセス」（オプション A）の実現が大変重要で

す。 

 

また、課題９「決済・課金システムの利用義務付け」については、決済サービス事業

における競争促進や、それを通じたユーザーの選択肢の拡充のためにも、外部の課金事

業者がセキュリティ保護責任を果たすことを前提に、IAP利用強制の禁止（オプション

A）が妥当です。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

↓↓【以下、全て非公表希望。理由：報復のおそれがあるため】 
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提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

一般社団法人 新経済連盟 

氏名（※） 三木谷 浩史 

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

■モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告（以下「モバイル・エコシステム

中間報告」という。）関連 

 

＜中間報告の該当箇所：34-35 ページ（同ページにおける「本項目について主にご意

見をいただきたい事項」関連。以下同じ。）＞ 

 弊連盟はこれまで、「海外デジタルプラットフォームを巡る諸課題と対応策」（2019 年

3 月、 https://jane.or.jp/proposal/pressrelease/7253.html ）や「デジタル経済下の

シ ン ・ 成 長 戦 略 」 （ 2021 年 10 月 、 

https://jane.or.jp/proposal/pressrelease/15509.html ）等において、モバイル OS・ア

プリストアの寡占構造に由来する課題及びその解決の必要性について指摘してきた。 

 今回、モバイル・エコシステム中間報告において示された以下のような考え方は、上記

のような弊連盟の認識と軌を一にするものであり、賛同する。 

・スマートフォンは経済社会の基盤である一方で、スマートフォンを通じて顧客にアクセス

する事業者は、OS やアプリストア、ブラウザ等によって設定される仕様や「ルール」等

に則ってサービスを提供する必要があること。 

・モバイル・エコシステムは、OS レイヤーと、それを基盤としたアプリストアのレイヤー等か

らなる「レイヤー構造」を形成しており、これらが全体としてネットワーク効果を有し、ス

イッチング・コストが極めて高いといった特性を有していること。さらに、それが外部から

の高い参入障壁となり、エコシステム全体が少数のプラットフォーム事業者による強

固な寡占構造を形成していること。 

 以上の認識に基づき、各レイヤー及びレイヤー間の関係、個々の事例まで詳細に分

析し、具体的な課題及びオプション案を網羅的に提示された努力に心より敬意を表する。 

 

＜中間報告の該当箇所：34-35ページ＞ 
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 総論部分において示された視点に加え、次のような視点を入れていただくことを要望

する。 

・モバイル・エコシステムの強固な寡占構造による弊害は、具体的には、アプリストアがア

プリ開発事業者に課す高額の手数料（基本的に売上の 30％）として現れている。アプ

リストアは、スタートアップ企業が成長していく際にも顧客接点として極めて重要である

ことから、手数料問題を解決することは、競争政策の観点からだけでなく、スタートアッ

プをはじめとする日本全体の産業を興すことにもつながる。 

海外では Spotifyや Epic Games といった近年急速に成長してきたスタートアップ企

業が、モバイル・エコシステムを支配するプラットフォーム事業者に対し、訴訟等を積

極的に行っている。これは、モバイル・エコシステムの寡占構造による手数料問題の

解決がスタートアップ企業にとって生命線であることを端的に示すものであると考えら

れる。日本においても本問題に早急に対応することが求められる。 

 

＜中間報告の該当箇所：40ページ、145-146ページ、153ページ＞ 

 課題への対応に向けた基本的な考え方として、以下のような視点を挙げていることに

賛同する。 

・モバイル・エコシステム全体及び各レイヤーにおいて、適切な競争圧力が働いているか。 

・各レイヤーが他のレイヤーにおける公平・公正な競争環境を阻害している懸念はない

か。 

 その上で、上記のとおり、モバイル・エコシステムにおける強固な寡占構造による弊害

は、アプリ開発事業者に対する高額の手数料として最も端的に表れていることから、この

弊害に対処することができなければ、いかなる対応手段も十分な実効性に欠けると言わ

ざるを得ない。したがって、今後の更なる対応策の検討に当たっては、この実効性の確

保を念頭に置くべきと考える。 

 この点、モバイル・エコシステム中間報告 143 ページでも触れられているとおり、韓国

では、改正電気通信事業法の施行後も、プラットフォーム事業者は自社「外」決済シス

テムを利用した際に高額の手数料を別途徴収することとしており、十分な実効性が働い

ていない面があると考えられる。また、同ページで触れられているように、オランダでも同

様の問題が生じている。こうした動きも見据えつつ、事後規制である競争法の適用により

対処する場合又は事前規制を設ける場合のいずれにおいても、実効性を持たせるため

の方策について更に検討する必要がある。 

具体的には、上記の韓国やオランダの事例のように、事実上自社「外」決済システム

の利用を制限するような場合には、そうした制限をすることを不可能とするような措置を

取る必要がある。例えば、一定の場合には直接手数料の水準に介入することも含め、実

効的な手段を検討すべきである。 

 

＜中間報告の該当箇所：40ページ＞ 

 モバイル・エコシステム中間報告においては、既存の競争法による課題への対処につ

いては、 

・市場画定に困難な側面があること、 

・評価に必要な情報がプラットフォーム事業者側に偏在している事情等により、セオリー

オブハームの立証が困難であること、 



といった理由から難しい面があり、これまでの競争法とは異なるアプローチを考えていく必

要があるとしている。 

しかしながら、個別の市場の状況を適正に評価し、市場の状況に合ったきめ細かい対

応をしていく点において、事後規制である競争法の活用は有利であると考える。したがっ

て、競争法の積極的な活用についても、あくまで否定することなく積極的に検討する必

要があると考える。 

 日本の独占禁止法においては、これまで適用実績がない「伝家の宝刀」として独占的

状態に対する措置についての規定があるが、同措置も、課題への対処の一手段として

十分に検討に値するものと考えられる。独占的状態に対する措置としては、事業の一部

譲渡に限らず、「その他当該商品又は役務について競争を回復させるために必要な措

置」を命ずることができるとされており、モバイル・エコシステムの文脈では、例えば、モバ

イル OS レイヤーとアプリストア・レイヤー等の間や、IAP の使用に当たり、モバイル OS の

枠を超えて相互アクセスを可能とするなど、相互運用性（インターオペラビリティ）の確保

に向けた措置を「競争を回復させるために必要な措置」として命ずることも考えられる。 

 諸外国の競争当局においては、既存の競争法による対処が行われている（欧州、オラ

ンダ等）ほか、既存の競争法を前提とした訴訟なども提起されている（米国、インド等）。

以上を踏まえ、日本においても独占禁止法の適用という選択肢も積極的に検討すべき

である。 

 モバイル・エコシステム中間報告 38ページ脚注 10においては、独占的状態に対する

措置の適用要件は厳格であり、デジタル市場における柔軟な対応を行う上で活用が困

難とされている。しかし、デジタル市場（特に、本件のように強固な寡占が生じている場

合）への適用を前提に要件を見直すことも可能と考えられ、適切な対応を期待したい。 

 

＜中間報告の該当箇所：40ページ＞ 

 モバイル・エコシステム中間報告においても指摘されているとおり、諸外国では、一定

の行為を競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為と位置づけ、事前に原則禁止する

アプローチも検討されている。事前規制は、迅速に課題に対処するという意味では有効

な手法であると考えるが、一つ間違えればイノベーションを阻害する両刃の剣となりかね

ない危険性も内包していると考えられる。 

 そのため、仮に事前規制の手法を取る場合には、対象を極めて限定し、必要以上に

広範な規制とならないよう十分に配慮する必要がある。具体的には、モバイル・エコシス

テム中間報告で現状認識として示されたとおり、モバイル・エコシステムにおいては、スイ

ッチング・コストが高く（基本的にシングル・ホーミング）、極めて強固な寡占構造が形成

されているといった特殊性に鑑み、事前規制を行う場合には、モバイル・エコシステムに

おけるプラットフォーム事業者を対象としたピンポイントの規制とすべきである。 

 この点、韓国の改正電気通信事業法や米国の Open App Markets 法案がモバイル・

エコシステムにおけるプラットフォーム事業者に対するピンポイントの事前規制である一

方、欧州の DMA 法案は、より広範に大規模プラットフォーム事業者一般に対して事前

規制をかけるものと理解している。欧州 DMA 法案と同種の広範な事前規制を日本で行

うことについては、イノベーション阻害の危険性が高いと考えられることから、反対する。 

 

＜中間報告の該当箇所：40ページ＞ 



 モバイル・エコシステムにおけるプラットフォーム事業者は事実上、プライバシーの保護

やセキュリティ等を正当化事由（隠れ蓑）として、自社の競争上の地位を強化していると

も疑われる行為を現に行っている（例：OS におけるトラッキングのルール変更、ブラウザ

におけるトラッキングのルール変更、アプリストアの拘束 等）。こうした行為に対し、既存

の競争法を適用するか新たな規律を導入するかはひとまず措くとしても、プライバシー保

護等のためより競争制限的でない方策があるかどうか（正当化事由が本当に正当化事

由に値するかどうか）等、厳しく評価することが必要と考える。また、モバイル・エコシステ

ム中間報告の中でも触れられているとおり、競争によって、よりプライバシー保護やセキ

ュリティの水準が高いサービスが市場において選択されていくような環境を整備するとい

う視点が必要であると考える。 

 

＜中間報告の該当箇所：65ページ以降＞ 

各論部分に関する個別意見については、別添のとおり。これらについては、弊連盟の

会員企業から提出されたものであるが、意見内容から情報の出所である事業者が推定

され、当該事業者がプラットフォーム事業者により不利な取扱いを受けるおそれも否定

できないことから、政府において情報の取扱いについてはご留意いただきたい。 

なお、各論部分のうち個別意見を提出していない部分についても、プラットフォーム事

業者相互の健全な競争を促進するとともに、プラットフォーム事業者とアプリ開発事業者

との間のイコール・フッティングを確保する観点から、基本的な方向について賛同する。

その上で、上記の総論部分に対する意見として記述した事項（事実上自社「外」決済シ

ステムの利用を制限するような場合には、そうした制限をすることを不可能とするような

措置を併せて取る必要性 等）についても、政策的オプションの更なる検討に当たって

適切に反映いただくことを期待する。 

  



（別添）各論部分意見 

 

＜中間報告の該当箇所：143-144ページ、151ページ＞ 

意見： 

「９．決済・課金システムの利用義務付け」における「オプション A：IAP 利用強制の禁

止」及び「オプション B：デベロッパとユーザーの間のコミュニケーションの阻害禁止」（報

告書 P143、P144）、「10．アプリ内における他の課金システム等の情報提供、誘導等

の制限」における「オプション A：情報提供の制限禁止」（報告書 P151） の内容に賛成

する。 

 

理由： 

報告書にも記載があるとおり、現在、デジタルサービスの提供に際しては、アプリストア

運営者からアプリ開発者に対して、アプリストア運営者によるアプリ内課金システム（以下

「IAP」という）の使用が義務付けられており、アプリ決済における競争が機能していない。

アプリ決済において、様々な決済事業者がサービスを提供し、ユーザーが選択を行うこ

とができるようになれば、競争を通じて、手数料の低廉化や、より利便性の高いサービス

の実現がなされていくものと考えられる。 

 

＜中間報告の該当箇所：129ページ以降＞ 

意見： 

「９．決済・課金システムの利用義務付け」「10．アプリ内における他の課金システム

等の情報提供、誘導等の制限」における問題について、以下のとおり、懸念事項を補足

する。 

⚫ 手数料の位置付けの根拠不足：決済処理の手数料の相場は、通常、取引額の 2

～3％程度であり、現在のアプリストアの 30%の手数料は相場の 10 倍に及ぶ。アプ

リストア運営者は、当該手数料は、決済処理手数料や課金システムの使用のみの

対価ではなく、アプリストアを利用するための対価である旨を述べているが（報告書

P129、P133）、仮に当該主張が正しいと仮定した場合、IAP の使用の義務付けは、

一部のアプリに対してのみでなく、すべてのアプリに対して行われるべきものと考えら

れる。しかしながら、実際には、「手数料を支払っているデベロッパは全体の約 14％」

（Apple）（報告書 P130）、「約 97%のデベロッパは一切手数料を支払っていない」

（Google）（報告書 P134）とアプリストア運営者が自ら述べるように、アプリストアを利

用するための対価という説明は現実に即していないものと考えられる。 

⚫ IAP義務付け対象判断の恣意性：IAPの使用の義務付けはデジタルサービスに対し

てなされているが、どのサービスがデジタルサービスに区分され、また手数料の対象

になるかについては、アプリストア運営者の恣意的な判断が介在している。実際に、

これまで物理的サービス（IAPの使用の義務付けの対象外）として運営していたサー

ビスの一部機能がデジタル化されたことで、突如デジタルサービスとして区分され、

アプリストア運営者からアプリ内課金の導入を求められた事例もある。また、世の中

には、アプリ内で別のユーザーと知り合い、アプリの外でコミュニケーションすることが

想定されている様々なアプリがあるが、例えば、一部のサービス（例：マッチングサー

ビス）は IAP の対象であるにもかかわらず、一部のサービス（例：ライドシェアサービス）



は対象でないなど、IAPの対象か否かの線引きも明確でないと考えられる。 

⚫ ユーザーによる決済手段選択の自由の制限：IAP以外の決済が認められないことに

より、ユーザーが好みの決済サービスを選択する自由が奪われている。例えば、現

在、IAP においては、ユーザーは、サブスクリプションサービスについて分割払いをす

ることができず、また、アプリ開発者も割引を含む柔軟な課金体系の提供ができず、

支払い余力が少ないユーザーにとって必ずしも利便性が高い支払手段が用意され

ているわけではない。 

⚫ ユーザーとのコミュニケーションの制限：IAP の仕組みにより、アプリストア運営者は、

アプリ開発者とユーザーの間に入り込み、顧客との関係をコントロールすることを可

能にしている。ユーザーの認知としては、アプリ開発者がサービスを提供していると

認知していることが一般的であるにもかかわらず、アプリ開発者とユーザーの間のコ

ミュニケーションが制限されていることでユーザーの利益を損なっている。実際に、

アプリの退会などを行ったにも関わらず、IAP におけるサブスクリプションの解約が行

われなかった場合に継続的に課金が行われてしまい、ユーザートラブルになるケー

スがある。このような場合においても、アプリ開発者側はユーザーの決済情報を持ち

あわせておらず、またユーザーとの直接のコミュニケーションを制限されているため、

ユーザーに対して適切なカスタマーサポートを行うことが困難になっている。さらに、

アプリストア運営者は、アプリ開発者とユーザーの間に入ることで、ユーザーの識別

情報、価格設定、クレジットカード情報、サービス購入傾向など、さらなる収益化が

見込まれる機密性の高いユーザーデータを収集し、これを広告事業に活用したり、

自社のアプリ開発に利用することもできる。本報告書と同時に公表された「新たな顧

客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」におい

て、新たな顧客接点をめぐる競争のあり方についても議論がなされているが、IAP は

現在のモバイルエコシステムにおける顧客接点の鍵となっており、新たな顧客接点

の課題について検討すると同時に、現在の顧客接点の課題を同時に解決すべきと

考える。 

⚫ セキュリティの担保：アプリ開発者にとっても、アプリにおけるセキュリティの確保は重

要と考えている。しかしながら、アプリストア運営者は、主に代替アプリの流通経路を

制限する観点からセキュリティの議論を持ち出し、自社以外ではセキュリティを担保

できないことを暗に意図する主張をしている。この点について、報告書において「自

社 IAP以外に、ユーザーの利便性、プライバシー保護やセキュリティといった観点で

優れた決済・課金手段を提供する事業者が既に存在し、あるいは将来出現する可

能性があることは否定できない。それにもかかわらず、両社が自社 IAP の利用を義

務付ければ、こうした代替的又はより優れた決済・課金手段を提供する事業者の新

規参入や成長が阻害されるおそれがある。」（報告書P141）と指摘されているように、

そもそも、決済事業者は、そのビジネスの性質上、安全でセキュアなサービスでなけ

れば、成り立たないため、競争を導入することはセキュリティをないがしろにするので

はなく、むしろ、安全でセキュアな決済事業者が参入し、セキュリティ水準の向上を

目指すことができるものと考えられる。また、セキュリティが重要という論点と一社の

みがその機能を提供すべきかどうかという論点は別の論点であり、セキュリティが十

分に担保された他の決済事業者を認めないという論拠にはなっていないと考えられ

る（仮に、一社のみしか担保できない水準のセキュリティが求められるとすれば、そ



の機能を独占的に提供する事業者に対しては、公益事業等と同様に高い水準の政

府規制が必要と考えられる）。また、モバイル OSの提供者自体がモバイル OS以外

ではより柔軟な対応をとっていることにも留意する必要がある。例えば、デスクトップ

PCにおいては、ユーザーが開発者のサイトにアクセスし、直接アプリのダウンロードや

支払いができ、サポートや返金も開発者が直接ユーザーに提供することが可能とな

っている。仮に、セキュリティを理由にアプリストアにおける制限を解消できないので

あれば、デスクトップ PCにおいて同様の制限がないことは、デスクトップ PCはセキュ

リティを守る必要がないという主張と同様に理解される。実際に、一流のセキュリティ

専門家は、セキュリティの主張は根拠がなく、競争を阻害するためのものに過ぎない

と明言している（例えば、元米国国土安全保障省長官 Tom Ridge 氏と Janet 

Napolitano 氏、および他の有力なセキュリティ専門家は最近、議員宛ての書簡で、

セキュリティに関する主張は、企業がアプリ市場の支配を維持するための口実にす

ぎないと主張している） 1。 

 

  

 
1   May 2, 2022 Ridge, Napolitano, Others Send Letter to Congress Supporting 

Open App Markets Act 

https://ridgepolicygroup.com/ridge-napolitano-others-send-letter-to-congress-

supporting-open-app-markets-act/ 



■新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告

（以下「新たな顧客接点中間報告」という。）関連 

 

＜中間報告の該当箇所：全体＞ 

 新たな顧客接点中間報告で示された以下のような認識は、弊連盟が上記の「デジタ

ル経済下のシン・成長戦略」において示した考え方と軌を一にするものであり、賛同する。 

・既に強力な顧客接点を有する事業者が、その地位をレバレッジにして、新たな顧客接

点の獲得・拡大を優位に行うことができる可能性 

・この結果、一旦、ネットワーク効果が生じ寡占化すると、市場による治癒が困難となり、

既存の顧客接点における競争上の懸念が広がり、固定化してしまうおそれ 

 こうした認識に基づく各政策オプションの方向性について、基本的に賛同する。その上

で、今後のデジタル経済の進展を見据えると、ボイスアシスタント・ウェアラブル機器以外

にさらに別の顧客接点が生じたり、あるいはボイスアシスタント技術等の応用範囲がます

ます広がっていったりすることも考えられる（例えば、これらの例としてコネクテッドカーな

ども考えられる。）。そこで新たにプラットフォーム事業者の影響下に取り込まれる分野は、

ウェアラブル機器が特に関連する医療・ヘルスケアサービスに限られず、教育サービス、

行政サービスといった公共的な分野も含まれるものと考えられる。また、今後キャッシュ

レス化が進展していった際に、こうした多様な顧客接点を通じる決済関連情報も増加し

ていくことになれば、顧客接点自体の重要性も更に高まることとなる。 

 そのため、本件については、今後のありうべき展開も見据え、継続的に注視していくこと

が必要であると考える。 

 

以上 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

一般社団法人シェアリングエコノミー協会 

氏名（※） 代表理事 石山アンジュ 

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：137、145 ページ＞ 

【IAP の利用を義務付けされるアプリの判断の恣意性】 

「App Store で有料アプリをインストールし、またアプリ内でデジタルコンテンツを購入し

た場合の代金は、Apple の提供する IAP のみ利用が認められている。」（中間報告１３

１ページ）とあるところ、この判断が恣意的であり、アプリを提供する事業者の事業計画に

多大な影響を及ぼしている。 

当協会会員企業においても、iOS アプリローンチ後 5 年間は何も問題なくアプリを提供

できていたところ、突如、アプリ内でのサービスの提供がデジタルコンテンツ販売に該当

すると解釈され、それまで許可されていたアプリの審査が通らなくなるという事が発生し

た事例も存在する。一方、「App Store Review ガイドライン」3.1.3(d)によれば、「個人対

個人のリアルタイムでのサービス（家庭教師、医療相談、不動産のツアー、フィットネスト

レーニングなど）」は、デジタルコンテンツでも IAP 利用の義務付けの対象外となっている

と思われ、IAP の利用を義務付けされるアプリとそうでないアプリの区分に合理的な理由

はなく、当該区分が恣意的であると言わざるを得ない。 

IAP の利用を義務付けされた事業者にとっては、突如として売上の 30%が手数料とし

て apple に徴収されることとなるのであり、事業計画に影響が出ることは明らかである。 

デジタルコンテンツへの該当性が不明確であれば、デジタル化を躊躇する事業者が

出てくることも想定されるところであり、我が国におけるデジタル化への阻害要因ともなる

ものである。 

対応のオプションとしては、中間報告１4３ページに記載のものに賛成するものである

が、事実関係・懸念事項についての補足として意見する。 

 

別 添  



＜中間報告の該当箇所：129、133、145 ページ＞ 

【手数料の位置づけについて】 

Apple 及び Google は、手数料について、決済処理手数料とは性質を異にし、アプリス

トアを利用するための対価である旨を述べているが（報告書 P129、P133）、実際に「手

数料を支払っているデベロッパは全体の約 14％」（Apple）（報告書 P130）、「約 97%の

デベロッパは一切手数料を支払っていない」（Google）（報告書 P134）のであり、アプリス

トアを利用するための対価という説明は事実に反するものである。 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

【価格設定の自由について】 

IAP では、販売価格を Apple が定めた金額レンジの選択肢の中からしか選べない仕

様となっている。 

一方、シェアリングエコノミーのサービスにおいては、遊休資産を活用する提供者が自

由に金額を設定できるサービスとなっていることも多く、仮に IAP の対象となってしまった

場合には、プラットフォーム事業者の売上のみならず、サービス提供者の価格設定にも

影響が及ぶ。 

そもそも、サービスの価格設定は、サービス提供者にとって販売戦略の一環として極

めて重要な要素であり、それが制限され得る IAP を利用することは、シェアリングエコノミ

ーのプラットフォーム事業者として受容しがたいものである。 

シェアリングエコノミーを含むデジタル・プラットフォームビジネスにおいては、自社の売

上のほかサービス提供者にとっても影響があるということを意見として補足する。 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名

等） 

または職業（個人の場

合） 

一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会 

氏名（※） 代表 佐々木 良一 

  住所（※）  

 

  連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

  

  
「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

  
オンラインモールやアプリストア、デジタル広告といった各種のサービスは、多くのユーザ

ーと多くの商品・サービス提供事業者とをつなぐ強い顧客接点となるスマートフォンの進

展により、急速に普及浸透してきました。 

  
JSSECでは、このスマートフォンの安全な利活用を図り普及を促進するために、アプリ開

発のためのコーディングガイドや安全な利用のためのガイドラインの作成、若年層への啓

発等に取り組んでまいりましたが、さらなる安全な利活用を進めるうえで、競争環境をめ

ぐる課題を整理する上で、安全をどう担保するか、という視点も重要と考えます。 

  
本中間報告書の論点に従い、以下意見を提出させていただきます。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p72  ページ＞ 

アップデートに対応する十分な時間を確保した上での事前告知について賛同する。 

開発期間は検証期間も含め一定の時間がかかるものであり、新たな OS の機能について

は十分な期間をもって開発および機能検証にかかる時間の確保が可能なものであるこ

とが望ましい。 

またセキュリティに関する情報は早期に対応をすべきものであるから、新規セキュリティ

機能や実装方法に関する指針の事前告知が望まれる。 

別 添  



 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所：  p72 ページ＞ 

適切な情報開示に対する政府への報告とモニタリング・レビューの実施において、報告

が義務づけられた場合、報告確認作業や是正措置によって日本国でのみ最新バージョ

ンのリリースが遅れるなどの影響が懸念される。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p76  ページ＞ 

OS 部門とアプリ開発部門の間での情報分断は、結果的に OS 部門の開発する API の品

質担保が困難になることが懸念される。 

法人として分離しても NDA ベースでの情報提供は可能であり、またその状況を担保する

ことが難しいのではないか。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p84  ページ＞ 

適切な情報開示に対する政府への報告とモニタリング・レビューの実施において、報告

が義務づけられた場合、報告確認作業や是正措置によって日本国でのみ最新バージョ

ンのリリースが遅れるなどの影響が懸念される。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p.88  ページ＞ 

特に、ルール設定・変更により影響を受ける事業者に、深刻かつ差し迫った損害を与え

るおそれがある場合の判定基準について、客観的基準での設定が困難であることが想

像される。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p92  ページ＞ 

ブラウザの要件変更に対してルール変更はソフトウェアの更新を伴うものと考えられ、セ

キュリティアップデートなどのアップデートに遅延が生じる可能性を考慮する必要がある。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p111 ページ＞] 

iOS でのサイドローディングの義務付けにより、Android と比較して iOS で維持されている

セキュリティに問題が生じる懸念がある。サイドローディングなどオープンなアプリ配布プ

ラットフォームの技術は容易に悪用されることが Android で顕在化されているため、本件

についてはセキュリティ専門家の見解を踏まえた議論が必要と考える。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： p.121  ページ＞ 

現実的な課題としてサイドローディングによるアプリケーションのインストールがユーザに

被害を与えていることから、セキュリティの観点からは適切な警告であるといえる。 

デスクトップ OS も含め、安全を担保するためのアプリケーション配布の仕組みを含めた



エコシステム化が標準的となる方向性もあり、より広範に利用され機微情報の含まれた

スマートフォンにおけるサイドローディングに関する緩和は被害拡大につながる恐れがあ

るといえ、セキュリティ専門家の見解を踏まえた議論が必要と考える。 

 

＜モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告の該当箇所： 165 ページ＞ 

Webkit の制限によってセキュリティが保たれている点は一定の評価ができるものと考え

られる。現状セキュアなブラウザに一存している状態が、サードパーティのブラウザが選

択可能になった際のセキュリティリスクについてはセキュリティ専門家の見解を踏まえた

議論が必要と考える。 

 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

スマートフォンは我々の社会に急速に普及し、スマートフォンを通じて、私たちが 

日常生活を営む上で必要な様々なサービスを享受できるようになったこと、さらに、モバ

イル・エコシステムの重要性についての認識について賛同します。 

 既存のプラットフォームについては、普及の過程でサイバー攻撃の対象となり、対処療

法的かつ実践的にセキュリティ向上の対策が取られてきているものと評価しています。 

 現在なお既存のプラットフォームを活用するスマートフォンを対象とした攻撃が日々行

われている現状もあり、これらの脅威に対して安全性を担保したアプリケーション開発環

境の提供や情報提供がスムーズに行われることは非常に重要と考えます。 

 継続的な議論にあたっては、セキュリティ専門家や利用者と接している携帯キャリアな

どのセキュリティに関する現状認識を踏まえた議論が行われることを期待いたします。 
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モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告に関する 
アジア・インターネット連合(AIC)によるコメント 

 
 

 
 

2022 年 6 月 10 日 
内閣官房・デジタル市場競争本部(DMCH)事務局御中 
 
 
アジア・インターネット連合(以下 AIC または我々という)は、モバイル・エコシス

テムに関する競争評価中間報告書 について、以下のコメントと勧告を提出させてい

ただくことにいたしました。AIC は、インターネット及び ICT の政策課題に関する

理解と解決策を促進することを目的とした、アジア太平洋地域の大手インターネッ

トおよびテクノロジー企業により成り立っている業界団体です。AIC はこれまで、

総務省 を含む日本の主要機関にいくつかの政策的立場を提出してきました。 
 
この書面には、デジタル市場競争本部に検討していただきたい詳細なコメントや推

奨事項が添付されております。  
 
最後に我々は、日本政府の透明、かつ、複数の利害関係者のアプローチを支持する

スタンス、および会議や公式協議への参加を通じて、我々の意見と洞察を直接提供

する機会を設けていただけることに感謝の意を表します。この件についてご質問が

ある場合、または推奨事項のいずれかについてご説明が必要な場合は、お気軽に事

務局   までお問い合わ

せください。   
 
 

 
 
ジェフ・ペイン 
常務 
アジアインターネット連合(AIC)
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紹介 
 
日本のデジタル市場競争本部 https://ps-engage.us15.list-
manage.com/track/click?u=3db897db1506081dc74dd704d&id=4e67c13d4b&e=3b6094dba1
は、モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告書を発表しました。このレ

ポートは、何社かのメンバー企業の製品に明示的に言及し、日本政府が欧州のアプ

ローチ(DMA - デジタル市場法)に触発された新しい規制を導入する意向を示してい

ます。 
 
DMCH レポートは、モバイル・エコシステムにおける参入障壁、ネットワーク効果

、およびスイッチングコストを特定しています。DMCH は、エコシステムの既存の

競争法では、エコシステムのレイヤーに絡む問題の複雑さのために、これらの懸念

を解決することができないと考えています。 
 
地球上の何十億人もの人々が今日スマートフォンを使用しており、スマートフォン

やアプリは個人や企業にとって日常生活に不可欠な部分です。スマートフォンやア

プリを取り巻くエコシステムの在り方、セキュリティやプライバシーの保護におい

て OS が果たすべき役割などは、日本に限った問題ではなく、グローバルな意味合

いを持つ可能性がある問題です。この観点から、以下の手続上の問題を提起したい

。  
 
第 1 に、中間報告では、幅広い論点について触れており、その都度、丁寧かつ慎重

な審議が求められています。デジタル市場競争会議ワーキンググループ(WG)の審議

期間は、他の地域の事例に比べて極めて短いと思われます。日本政府におかれまし

ては、十分な時間をかけて、きわめ細かな審議を行い、最終報告を行うようお願い

申し上げます。 
 
第二に、中間報告は全て日本語で公表され、約 500 ページにわたっています。英語

に翻訳するためには多大な時間とリソースが必要であり、世界の業界団体がコメン

トを提供することが困難となっています。グローバルな意味合いを持つ可能性のあ

る問題に関しては、グローバルなインプットが日本政府に貴重な情報と配慮をもた

らすため、我々はこれが政策決定プロセスとして良い方法であるとは考えていませ

ん。よって、我々は日本政府に対し,何らかの結論に達する前に,グローバルなステー

クホルダーに有意義な機会を提供することを求めたいと思います。 
 
第三に、WG の会合は非公開で開催され、事務局資料は一般に公開されておらず、

透明性に欠けているようです。前述のように、モバイル・エコシステムはグローバ

ルなステークホルダーにとって重要であると考えているため、グローバルな専門家

やステークホルダーは、議論の進捗状況を知り、タイムリーなインプットを行う機

会を持つべきだと考えます。透明性の欠如は、そのような専門家やステークホルダ

ーからの貴重なインプットに基づき、より良い政策立案を行うことを不可能にする

という観点から、深刻な問題だと考えられます。我々は、日本政府に対し、政策決
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定プロセスを改善し、会合を一般に公開することなどを含め、より透明性の高い手

続をとるよう要請したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本におけるデジタルプラットフォーム規制に関する主な考慮事項 
 
1. モバイル・エコシステムは、日本の消費者や企業に大きな利益をもたらします。 
 

a. 消費者は、これまで以上に低価格で高品質のスマートフォンにアクセスでき

、幅広いサービスやコンテンツにアクセスできます。 
b. 企業は、膨大な数のユーザーオーディエンスにアクセスする機会をこれまで

以上に多く持っています。 
 
 
2. 新しい規制の導入は、特にデジタル市場のダイナミックで革新的な性質を考える

と、プラットフォームを使用する企業や消費者にとってより広範な潜在的な影響

を考慮に入れる必要があります。 
 
 
3. モバイル・エコシステムが日本人の日常生活にもたらす利点を考えると、どのよ

うな形であれ、介入に関しては熟考し、意図しない害を防ぐ必要があります。 
 
 
4. 強引な規制は、イノベーションを妨げ、業界参加者にコストのかかる負担を課し

、経済成長に害を及ぼす可能性があります。また、知的財産権を弱体化させる可

能性もあり、日本市場に投資し、日本市場でのプレゼンスを維持する企業に影響

を与える可能性があります。 
 
 
5. 規制介入の提案について、日本のデジタル市場における現在のプレーヤーに対し

、厳しい規制による経済的な影響も考慮する必要があります。 
 

6. DMCH に、以下のことを奨励します。 
a. 新しい法律を必要とするために十分な「立法事実」があるかどうかを評価し

、既存の枠組み(独占禁止法、P2B およびプライバシーを含む)が望ましい結

果を達成するための手段をどのように提供するかを検討する。 
b. 提案された規制の利益が、規制による潜在的な悪影響を上回るかどうかを徹

底的に評価する。 
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c. 事前規制よりも適切であり、イノベーションと投資を損なうリスクが大幅に

低い共同規制アプローチ(すなわち、情報開示と政府への報告)を検討する 
d. 提案された規制介入により期待される結果を明確にする。 
e. 理論的または投機的な害に対処しようとする場合、イノベーションを損なう

ような過度な規制を導入するリスクがあるため、エビデンスと過去の経験に

基づき、特に有害であると認識されている行動に対して規制案を集中させる

。 
f. 経済全体に対する害(不透明なデータ慣行など)は、プラットフォーム固有の

規制よりも、経済全体の改革によってよりよく対処されることを認識するこ

と。そして 
g. 消費者の利益、ビジネスの機密性、プライバシー、セキュリティの側面を考

慮に入れた、データの制限とアクセスに対するバランスの取れたアプローチ

を採用する。 
 
日本におけるデジタルプラットフォーム規制の原則 
 
我々は、世界中のデジタルプラットフォームに関する新しい規制は、常に、モバイ

ル、デスクトップ、ゲーム機など、エコシステム全体でイノベーションを促進し、

セキュリティを維持し、ユーザーの選択肢を拡大するという共通の基本原則に従っ

て導かれるべきであると考えています。 
 
したがって、提案されている規制を作成する際には、以下の点についてご検討され

ますよう、お願い申しあげます。 
 
まず第一に、競争規制は、消費者にとってより多くの利益をもたらし、企業がイノ

ベーションに投資し、既存および新規の市場プレーヤーと競争する機会を創出する

ことを目指すべきであるということ。既存の法的枠組みが不十分であり新しい規則

の導入が正当化されるという明確な証拠がある分野を特定するために、徹底的な調

査が実施されるべきであるということ。この調査に関しては、国内外の様々なステ

ークホルダーからのインプットを考慮に入れるべきであるということ。また、日本

の他の規制体制との一貫性や重複を慎重に評価し、一貫性の欠如や重複するような

事態は避けるべきであるということ。規則はまた、競争上の害を防止し、合理的な

正当化を認め、自由な規制裁量を防止することを目的とするべきであるということ

。  
 
さらに、新しい規則は、予想される害の深刻さとそれが発生する可能性に比例する

と同時に、メカニズム及び適用対象の完全性を保護する必要があります。 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
附属書 A および附属書 B の次のページの詳細なコメントおよび推奨事項を参照して

ください。
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2. 多面的な市場における規制は、意図せずにある業界参加者/グループに利益を

もたらす可能性があり、別の業界参加者/グループを犠牲にします 
 
 
a. 複雑な多面的な市場(すなわち、複数の多様な利害関係者を結集する市場)

に介入する規制には、主要なリスクと欠点があります。このような市場に

おける複雑さと激しい競争は、市場プレーヤー間の緊張につながる可能性

があります。デジタルプラットフォームは、これらの利益のバランスをと

るのに役立ちます。規制は、特定のグループに有利に介入することなく、

バランスを確保することを目的としている場合に役立ちます。 
b. 徹底的な利害関係者との対話により、OEM やアプリ開発者などの利害関

係者に多大なコンプライアンス コストが発生するリスクを最小限に抑え

ることができます。 
 
 

3. 日本の規制は米国企業を不当に標的にする可能性がある 
 
a. USTR の対外貿易障壁報告書は、日本におけるデジタルプラットフォーム

規制が煩雑で、米国企業を不当に標的にし、米国の対日投資と商業を不当

に妨げる可能性があるという懸念を指摘している。  
b. 同じ報告書は、無期限または不正確な基準に従って企業を恣意的に標的に

し、政府全体の裁量が影響を受ける企業を選択して選択できるようにする

規制に対して警告した。 
c. 間接的なネットワーク効果、参入障壁、スイッチングコストを持つ他の

Web サービス/Web サイトまたはデジタルデバイスもありますが、DMCH
レポートは米国企業の製品とサービスのみを対象としています。 

d. 米国はこれらの動向を監視しており、透明性、適切に調整された規制、お

よびプロセスへの複数の利害関係者の関与を奨励しています。 
 

4. 日本の規制は域外効果を避けるべき:域 外効果のある提案は、グローバルビ

ジネスの構造改革を必要とするため、慎重に検討すべきである。これは、日

本を他の法域と歩調を合わせないリスクを冒し、貿易障壁を構築し、それに

よってグローバル企業が日本でビジネスを行うことを妨げ、日本の消費者に

損害を与えます。 
 

5. グローバル化したデジタル経済における規制には、バランスのとれたアプロ

ーチと、国際的な考え方を持つ幅広い利害関係者の対話が必要です。 
a. 究極の目的は、消費者の利益のために競争と革新を促進することです。プ

ラットフォームに新しい規制を導入するには、特にデジタル市場のダイナ

ミックで革新的な性質を考えると、プラットフォームを使用する企業や消

費者にとってのより広範な潜在的な影響を考慮する必要があります。 
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b. 厳密にローカルなソリューションは、真にグローバルなデジタル経済では

機能しそうにありません。 
c. 同時に、他の市場のアプローチは日本に適さず、日本の経済や消費者に役

立たない可能性があります。 
d. したがって、我々は、DMCH に対し、意図しない結果が生じるリスクを

最小限に抑えるために、日本及び他の市場の様々な利害関係者からの視点

を検討することを奨励する。 
 

6. 法的確実性を確保するために、規制の範囲を明確に定義する必要があります 
 
a. 新しい規制には、法的確実性のための明確で客観的な基準が必要です。ど

のデジタルプラットフォームが規制の範囲内に入るかを規定する客観的な

基準があり、権利を訴えるべきです。 
b. 規制は、任意の閾値に基づいているべきではなく、プラットフォームを選

択的に/恣意的に対象とすべきである。 
c. さらに、立証責任は規制当局にあるべきです。ファイルへの合理的なアク

セスと、 
 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

グーグル合同会社 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先  連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 
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デジタル市場競争会議モバイル・エコシステム市場調査

デジタル市場競争会議の中間報告に対するGoogleの意見

はじめに／概要

1. デジタル市場競争会議のモバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告について意見を述べる機

会を頂き幸甚に存じます。中間報告では、イノベーションと消費者の選択の機会が確保されていること

を特徴とし、各レイヤー及びエコシステム全体において効果的な競争が行われるモバイル・エコシステ

ムを実現することが目標として掲げられています。

2. Googleはそのビジョンを支持します。慎重に計画され、適切に運用される規制は、消費者、企業、及び
プラットフォームに利益をもたらします。消費者は、独立した規制機関があることで、モバイル・エコシス

テムを利用して買い物や検索、ソーシャル活動を行う際に、彼らの利益が保護されていることを信頼で

きます。Googleは、日本のモバイル・エコシステムに新たなルールの枠組みが必要かどうか、また、必
要であれば、イノベーションと消費者への便益に対して生じ得る弊害を限られたものにとどめながらど

のようにそれを達成できるか、という議論に意見と証拠を提供する機会をいただいたことに感謝申し上

げます。

3. Googleは、デジタルプラットフォームの普及が、デジタル市場において競争法がどの程度機能するの
かという議論を生んでいることを認識しています。新たな規制は、日本だけでなく、EU、英国、米国、及
びオーストラリアでも検討されています。しかし、新たな規制の導入は、コストを伴わないわけではあり

ません。デジタル市場の高度なイノベーションとダイナミズム、そしてモバイル・エコシステムが日本人

の日常生活にもたらす利益1を考慮すれば、いかなる介入も意図せざる弊害を防ぐために十分に考え

抜かれたものでなければなりません2。

4. したがって、新たな規制の枠組みが導入される場合、それがイノベーションや投資を抑制することなく、

確実に追加の利益を確保できるものであることが重要です。新たな規制の枠組みが、イノベーション、

効率及び競争を阻害し、消費者、企業及び経済全体に不利益をもたらすとすれば、それは逆効果で

す3。そのために、鍵となる点を以下に述べます。

5. 第一段階として、規制介入についての根拠を示すことが必要です。僭越ながら、デジタル市場競争会

議の中間報告では、まだこの根拠が示されていないと考えます。中間報告は、確固たる証拠に基づくこ

3 米国通商代表部は、2021年外国貿易障壁報告書の中で、日本におけるデジタルプラットフォーム全体での継
続的なイノベーションを確保するため、「これらの進展を引き続き監視し、透明性、適切に調整された規制、及び
複数の利害関係者によるプロセスへの関与を促進」（303頁）すると述べています（
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf）（英文のみ）をご参照ください。日本経済
における「デジタルトランスフォーメーション」の導入は、2030年までに最大で6,280億米ドルの利益をもたらすと
試算されています。このデジタルトランスフォーメーションには、イノベーションを起こしやすい政策環境の整備が
鍵となります。AlphaBeta、Japan Economic Impact Report 2021、8頁、35～36頁。

2 学術研究、文献及びOECDの論文についての英国競争・市場庁のレビューでは、「規制の強化は、概して、競
争の低下と関連している。例えば、製品市場規制が緩やかな国は、より競争力のある市場を持ち、より高い生
産性と経済成長率を享受する傾向がある。」と明らかにされました。競争・市場庁、Regulation and
Competition: A Review of the Evidence（規制と競争：エビデンスのレビュー）（2020年1月）、3～4頁（
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857
024/Regulation and Competition report - web version.pdf）（英文のみ）をご参照ください。

1 Googleの製品・サービスは、日本国内で、企業について3兆2,000億円（301億米ドル）、生活者について4兆
4,000億円（407億米ドル）の年間経済価値を生み出していると推定されます。AlphaBeta、Economic Impact
Report: デジタルトランスフォーメーションの経済効果とGoogleの取り組み（2021年7月）、11頁（
https://alphabeta.com/wp-content/uploads/2021/07/economic-impact-report-japan-july21.pdf）をご参照
ください。デジタル市場競争会議の中間報告では、デジタルプラットフォーム事業者は「デジタル化する経済社会
に対して多大な貢献を果たしてきており」、「消費者や事業者に対して様々なベネフィットをもたらしてきている」（
39頁）、モバイル・エコシステムは「アプリやウェブサービスを提供するデベロッパーにとっては、それまでには出
来なかったような形で幅広いユーザー群にアクセスする機会を得られる場として、極めて大きな貢献を果たして
きている。」（14頁）と述べられています。

1



となく、弊害があるという見解を述べ、広範囲に及ぶ規制的介入を提案しています。例えば、デジタル

市場競争会議の以下の見解は、証拠による裏付けが必要であると考えます。

● OSへの新規参入は困難と考えられること4。この記述は不正確と思われます。OSへの新規
参入は可能であり、HuaweiのHarmonyOSの参入が示すように、最近も実現しています。

● ユーザーにとって、OSの乗り換えは難しいこと5。実際はその逆で、ユーザーはAndroid端末
からiOS端末に簡単に乗り換えることができます。AppleのCEOティム・クック氏によると、
2022年第2四半期において、iPhoneではAndroidからのコンバージョン（AndroidからiPhone
に乗り換える人）が「2桁」の成長となったとのことでした6。Googleは、AndroidとiOSの両方で
Googleのアプリを利用できるようにし、相互運用可能なメッセージングプロトコルを持ち、デー
タと定期購入のポータビリティをサポートし、ハードウェアの相互運用性を提供することで、乗

り換えを容易にしています。

● 間接ネットワーク効果により、他のアプリストアの参入は難しいこと7。しかし、Androidのオー
プンなエコシステムの産物として、代替アプリストアは発展しています。例えば、端末メーカー

は自社のアプリストアをAndroid端末にプリインストールすることができ、また実際にプリイン
ストールしており、市場への直接的なルートの恩恵を受けています。

6. さらに、海外の規制が参考になることは事実ですが、デジタル市場競争会議が規制の必要性を評価す

る際には、何よりもまず日本国内の市場環境を考慮することが重要です。世界的なイノベーションリー

ダーとしての日本の長年の地位に対する考慮が必要ですが、そのような地位は、不適切又は不釣り合

いな規制介入によって脅かされるおそれがあり、それにより日本はイノベーションの優位性を失うリスク

にさらされます。

7. 日本では、つい最近、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（2020
年）（取引透明化法）という形で共同規制が導入されました。この法律の有効性について結論を出すの

は時期尚早ですが、Googleは、競争上の弊害という要件なしに特定の行為を禁止し、したがってイノ
ベーションと消費者への便益に対してはるかに大きいリスクを及ぼす、より干渉度が高い事前介入を

提唱する前に、この種の共同規制の影響を評価する時間を確保することが重要であると考えます。

8. 改革は、新しいルールの利益が潜在的なマイナス面を上回ることが分析によって証明された後にのみ

行われるべきです。中間報告ではまだそれが示されていません。Googleは、新しい規制の枠組みが
日本の消費者と企業のために達成しようとしている目的について、さらに詳細に説明することをデジタ

ル市場競争会議に求めます8。Googleは、デジタル市場競争会議に対し、新しい規制の枠組みの潜在
的なマイナス面（イノベーション、効率、競争に関するものを含みます。）を特定し、それらと期待される

利益とを比較検討することを提案します。その分析の一環として、既存の競争法、消費者法、プライバ

シー関連法又は取引透明化法が潜在的な懸念に対応できるものであるかどうか、また、目的を達成す

るためのより適切な手段となり得るかどうかを検討すべきです。Googleは、また、デジタル市場競争会
議の一部の懸念に対して、競争と製品の進化によって既に対処がされている程度についても分析する

ことを提案いたします（本書面の第2部で詳細に述べます。）。そうすれば、デジタル市場競争会議の提
言への対応の一環として、政府はその分析の評価を行うことができます。

8中間報告では、「モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」を一般論として議論しています。例えば、「各レイ
ヤー（やその周辺領域）において、多様な主体によるイノベーションと消費者の選択の機会が確保されること」、
「各方面から競争圧力が働くことによって、技術革新等によるイノベーションが促されること」、「将来のパラダイ
ムシフトの可能性の芽を摘まない競争環境」、及び「公平・公正な競争環境」とあります（33頁）。改革案を徹底し
て分析するためには、消費者と企業のために達成を目指す明確な目的に関して、さらに詳細な情報が必要で
す。

7中間報告、22頁。
6 https://9to5mac.com/2022/04/28/tim-cook-iphone-upgrades-switchers/（英文のみ）をご参照ください。
5中間報告、17頁。
4中間報告、16～7頁。
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9. 新たな規制の枠組みは、競争の欠如から生じる明白な弊害に対処し、これを防止することのみを目指

すべきです。新たな枠組みは、明確に有害であることが示され、かつ、既存の法律では対処できない種

類の行為にのみ対処することに焦点を当てるべきです。これに対し、理論上有害である可能性が推測

されるだけの行為は対象とすべきではありません。さらに、詐欺や不透明なデータ処理など、競争の喪

失と特に関連しない経済界全体への弊害は、プラットフォーム固有の規制ではなく、消費者法やプライ

バシー関連法の改革など、経済界全体に適用される改革によって対処されるべきです。

10. 新たな規制の枠組みの最終的な目的は、企業を競争から保護することではなく、消費者の利益のため

に競争とイノベーションを促進することであるべきです。このために、デジタルプラットフォームに対する

新たな規制の枠組みは、以下の6つの基本原則に従うべきです。

● 原則1：競争とイノベーションを促進し、消費者厚生を増進することが、この種の規制枠組みの
最終的な目的であるべきである。強力な競争から企業を保護する規制の枠組みは、最終的に

消費者の犠牲の上に成り立つものである。

● 原則2：競争上の弊害を防止すること及び精査の対象となる行為にも合理的な正当化事由を
認めることを、包括的な枠組みに組み込むべきである。

● 原則3：行為規範は、予想される弊害の重大性とその発生の蓋然性に応じて必要かつ相応な
ものでなければならない。

● 原則4：新たな規制の枠組みの信頼性を確保するため、適切な手続上の保護と審査の仕組み
が盛り込まれるべきである。

● 原則5：ルールの変更は、証拠と協議に基づくべきである。ルールの変更又は追加ルールの
導入には、自由な裁量ではなく、明確な条件が必要である。

● 原則6：他の規制の枠組みと整合せずに二重の義務を生じさせるようなことがないルールであ
るべきである。

11. 中間報告の提案の中には、広範囲に及ぶものや、これらの原則を満たさない規制の枠組みとなる危険

性を示すものもあります。例えば以下の点が挙げられます。

● 例えば、「フォーク」と呼ばれる互換性のないAndroidバリアントに対して、Google Playサービ
ス（GPS）へのアクセスを提供するようGoogleに義務付ける措置を取るべきであるという提案
があります。この提案は、事実誤認に基づくものであることに加え9、Androidフォークでデベ
ロッパーが直面する非互換性の問題を解決する助けにならず、Googleや他のOEMのイノ
ベーションを行う能力とインセンティブを損ねることになります。GPSは技術的にフォークと互
換性がないため、Androidの任意のバリアントに単純に「移植」することはできません。さらに、
このような介入により、Googleは第三者に対してその知的財産や企業秘密へのアクセスを与
える必要が生じるため、第三者が他者の投資にフリーライドできるようになり、イノベーション

のインセンティブを低下させることになります。

● 中間報告では、データ共有とアクセスに関する措置の義務化について言及しています10。この

ようなルールは、消費者のプライバシーや（不正競争防止法で特に保護されている）企業の営

10中間報告は、Googleがデジタルプラットフォーム提供者としての地位によって取得した非公開データにアクセ
スできるために競合事業者は不利益に立たされていると述べています。中間報告は、Googleがビジネスユー
ザー及び競合する検索事業者に対して情報を開示すべきであると提案しています。これは、第2部において、提
案15及び19の関係でさらに説明します。

9 中間報告では、クローズド・ミドルウェアがアプリをAndroidのエコシステムに囲い込むとしています（97～98
頁）。しかし、デベロッパーはAndroidアプリでGPSを使用することを義務付けられてはいません。デベロッパー
は、GPSが使用されていないAndroid端末で、自由にアプリを配布することができます。デベロッパーは、
AndroidアプリについてGPSと統合可能かどうかにかかわらず、他のモバイルOS（AppleのiOSなど）を含む
Android OS以外の場でアプリを配布することができ、また実際に配布しています。この点については、第2部に
おいて提案4との関係で詳しく説明します。
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業秘密に悪影響を及ぼす上、虚偽の情報の拡散を可能にするおそれもあります。例えば、

Googleの検索インデックスを共有することは、数十年にわたる努力と投資を引き渡すことを意
味し、Googleの競争とイノベーションへのインセンティブを失わせることになります。制度設計
次第では、クエリデータとインデックスデータの競合検索エンジンへの強制開示は、例えば、

特定の非友好国や独裁政権の影響を受ける者を含む第三者に、日本の機密情報を開示する

ことになりかねません11。

● 中間報告では、競合他社間のデータ共有を促進する施策を提案する一方で、プラットフォーム

が自社のサービスをまたいでデータを利用することを制限・禁止する提案も行われています。

これらは効率性を損ねる措置であり、競争の「レベルアップ」ではなく「レベルダウン」を志向す

るものです。これは、日本の消費者や企業から有用なサービスを奪い、彼らを有害な慣行にさ

らし、消費者のエクスペリエンスに望ましくない摩擦をもたらすおそれがあります。例えば、

Googleは現在、不正行為を検知するためにサービスを横断した情報を利用していますが、
データ利用の制限や禁止によって、このようにして消費者を保護することが妨げられるおそれ

があります。

12. 中間報告における多くの提案は、Googleの地図サービスの表示、検索トップページでの自社ブラウザ
の宣伝、Googleのサービスのアップデートとサードパーティ製ブラウザの互換性を含む自社優遇の禁
止に基づいています。Googleは、以下の理由により、これが誤ったアプローチであると考えます。

● 消費者の利益や競争上の弊害の有無を考慮せず、自社優遇を全面的に禁止することは比例

的ではなく不相応となる可能性があり、日本の消費者や企業から有益なイノベーションを奪う

ことになりかねません。より一般的には、正当性や弊害を考慮せずに自社優遇を全面的に禁

止することは、広く効率的とみなされている12垂直統合に疑問を投げかけるものです。

● 最近、公正取引委員会競争政策研究センターのエコノミストが、プラットフォームによる自社優

遇に関する研究を行い13、このテーマに関する最近の世界の理論研究及び実証研究をレ

ビューしました。レビューでは、自社優遇が必ずしも消費者や第三者事業者に悪影響を与える

とは限らないこと、消費者への影響は自社優遇の形態や市場環境によって異なることが明ら

かにされています。この研究は、競争・規制当局に対し、デジタルプラットフォームによる自社

優遇であるとされる行為に関し、十分な情報を収集した上で政策決定を行うよう促すもので

す。

13 CPRCディスカッション・ペーパー“プラットフォームによる自社優遇に関する経済学文献のレビュー”（
https://www.jftc.go.jp/cprc/reports/disucussionpapers/r4/index files/CPDP-89-2-J.pdf?fbclid=IwAR0U
H4nTxI_rOH7WrD2GucCxNgU_FPNowI53urWUMuCv9eeSIG8_WlNZudo）をご参照ください。

12 このコンセンサスを述べたものとして、経済協力開発機構競争委員会金融企業局、Vertical Mergers in the
Technology, Media and Telecom Sector（技術・メディア・通信分野における垂直的合併）（
https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2019)5/en/pdf）（英文のみ）（2019年6月7日開催の第131回
競争委員会の第10号の背景説明、2019年5月2日）並びにSimon Bishop、Andrea Lofaro、Francesco
Rosati及びJuliet Young、The Efficiency-Enhancing Effects of Non-Horizontal Mergers（非水平合併の効
率性向上効果について）（RBB Economicsによる企業・産業総局のための報告書、1995年）
https://ec.europa.eu/growth/content/efficiencyenhancing-effects-non-horizontal-mergers-0 nn）（英文の
み）をご参照ください。ACCCの合併ガイドライン（2017年11月）は、「垂直合併は、消費者に利益をもたらす可
能性のある補完的な資産／サービスを組み合わせることによって効率性を促進する場合が多い」（パラグラフ
5.4及び5.19）と認識しています（
https://www.accc.gov.au/system/files/Merger%20guidelines%20-%20Final.PDF）（英文のみ）。

11 Andrew Roth、‘Russian internet giant grants veto powers to Kremlin-linked body（ロシアのインターネッ
ト大手、クレムリン関連団体に拒否権を付与）’、The Guardian、2019年11月18日（
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/russian-internet-giant-yandex-grants-veto-powers-kre
mlin-linked-body）（英文のみ）をご参照ください。Vincent Ni、‘Yahoo withdraws from China as Beijing’s
grip on tech firms tightens（北京のハイテク企業への締め付けが強まったことを受けヤフーが中国から撤
退）’、The Guardian（2021年11月3日）（
https://www.theguardian.com/technology/2021/nov/02/yahoo-withdraws-from-china-as-beijings-grip-on
-tech-firms-tightens）（英文のみ）をご参照ください。
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● デジタル市場競争会議は、以前、デジタル広告市場の競争評価最終報告書において、このよ

うな自社優遇の一律禁止には制限が設けられるべきことを認め、検索エンジン事業者が一定

の情報開示と検索アルゴリズムの変更等に関する苦情に対応するための仕組みを設けるこ

とを提案しました（ただし、この制限は依然としてGoogleの懸念を完全に解消するものではあ
りません。）。仮に、デジタル市場競争会議が規制による介入を提言する場合、その介入は必

要かつ合理的な場合に限り、「その開示により悪影響が生じない程度」にとどめるべきです。

● したがって、自社優遇に対処するためのいかなる提案も、その行為が競争と消費者に及ぼす

実際の影響を考慮するべきです。この分析では、それぞれのケースに当てはまる特定の状況

を考慮し、介入に正当な経済的根拠があることを確認すべきです。これを怠ると、消費者や経

済全体に予期せぬ損害を与え、日本社会から有益なイノベーションを奪うことになりかねませ

ん。

● 例えば、Google 検索でのサムネイル地図の導入については、複数の裁判所や当局がこの

製品改良を有効と判断しています14。検索結果ページの上部に特化した地図検索結果を表示

することは、ユーザーだけでなく企業（特に中小企業）にも大きな利益をもたらします。しかし、

自社優遇が全面的に禁止されていたとすれば、このような有益なデザインは日本では導入さ

れなかったかもしれません。

● 他の例でいうと、最近のスマートフォンには、メール、電話、音楽、動画、GPS、電卓など、複
数のサービスが搭載されています。自社優遇を全面的に禁止すると、事業者は、消費者に

とって明らかに利益となる統合型スマートフォンを導入することができなくなります。

13. 上記の提案はいずれも、モバイル・エコシステムの持続可能性と、多様な利害関係者の間で取られて

いる慎重なバランスを損ない、その結果、日本における投資とイノベーションを減退させるリスクがあり

ます。

14. さらに、いくつかの提案は、グローバルなビジネスに構造的な変化を要求するため、域外における影響

を生じます15。他の法域よりも厳しい規制を実施することは、日本と他の法域との足並みを乱し、貿易

障壁を築くことになるリスクがあり、その結果、グローバル企業が日本でビジネスを行う意欲を失わせ

ることになります。

15. Googleは、デジタル市場競争会議に対し、消費者の利益のために企業間のイノベーションと競争を可
能にするバランスの取れたアプローチを採用するよう要請いたします。デジタル市場のダイナミックな

15例えば、中間報告では、様々なデータ分離措置を提案し、意見を募っています（77頁）。

14例えば、Streetmapでは、Roth判事が、Googleの地図表示に対して提起された訴えを退けています。同判
事は、Googleのサムネイル地図の表示は「議論の余地のない」製品改良であり、「競争促進的」であると判断し
ました。Streetmap.EU Limited v Google [2016] EWHC 253 (Ch), [84]（
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/253.html）（英文のみ）をご参照ください。同様に、台湾の
公正交易委員会は、地図が「ユーザーの検索エクスペリエンスを向上させる」役割を果たすと判断し、地図に対
する訴えを退けました。Su-Wan Wang & Elizabeth Xiao-Ru Wang、‘Focus on Innovation: A Review of
the Taiwan Fair Trade Commission’s Investigation on Google Maps（イノベーションに焦点をあてて：台湾
公正交易委員会のGoogleマップに関する調査のレビュー）”（2016年）、Summer 2016 1(2) Competition
Policy International Antitrust Chronicle、8頁（
https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2016/07/Wang.pdf）（英文のみ）をご
参照ください。米国の連邦取引委員会（FTC）は、地図等の結果の表示はユーザーにとって製品改良を意味す
ると判断し、Googleの表示に対する訴えを退けました。FTCは、「製品デザインは競争の重要な側面であり、正
当な製品改良を非難することは消費者を害する危険がある」と強調しました。連邦取引委員会、Statement of
the Federal Trade Commission Regarding Google’s Search Practices（Googleの検索慣行に関する連邦
取引委員会の声明）、Google Inc.事案、FTCファイル番号111-1063（2013年1月3日）、3 頁（
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public statements/statement-commission-regarding-
googles-search-practices/130103brillgooglesearchstmt.pdf）（英文のみ）をご参照ください。インドの競争委
員会は、「住所や地元企業の検索に対して地図を表示することは、ユーザーに利益をもたらす」と判断しました。
インド競争委員会、Case No. 07 of 2012 with Case No. 30 of 2012（2018年2月8日）、85頁（
https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/746/0）（英文のみ）をご参照ください。
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性質を考慮すると、必要と判断される新たな規制は、企業や消費者に対するより広い潜在的影響を考

慮することが必須となります。

16. Google は、この重要な議論に貢献する機会を頂けたことを嬉しく存じます。本回答は、デジタル市場
競争会議の中間報告に対するGoogleの最初の見解を示すものです。第1部では、デジタル市場競争
会議のこれまでの中間調査結果についての考えを述べ、第2部では、デジタル市場競争会議の規制的
介入に関する具体的な提案についての見解を述べます。

第1部：中間報告の暫定的な調査結果に関するGoogleの見解

日本のモバイル・エコシステムの特徴

17. モバイル・エコシステムは、ダイナミックな競争とイノベーションによって特徴づけられます。 新規顧客

の獲得や端末を更新する既存顧客の維持をめぐり、端末メーカー間、及びモバイルOS間に熾烈な競
争があります。Androidプラットフォーム及びGoogle Playストア（Google Play）を通じて、Googleは
AppleのiOSやApp Storeとユーザー及びアプリデベロッパーを誘致するための激しい競争をしていま
す。米国の最近の事件（カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所の Epic Games v Apple事件にお
ける、Judge R. Gonzalez判事の判示）では、広範な証拠や専門家の証言の審理を経て、この見方が
裏付けられました16。Googleは、ユーザーやアプリデベロッパーのAndroidエコシステムへの参加を促
すためにAndroidの新バージョンや新機能のイノベーションと開発を継続的に行っており、その結果、
消費者に相当の恩恵をもたらしています。

18. AndroidとiOSとの競争がイノベーションを促進しています。AndroidとiOSは、イノベーション、製品機
能、品質及び価格において正面からグローバルに競合しています17。この熾烈な競争は、常に新たな

イノベーションにアクセスできることとなる日本のデベロッパー及びユーザーの双方に利益をもたらしま

す。ごく最近では、iOS 15の公開のちょうど2週間後の2021年10月4日に公開されたAndroid 12につ
いて、識者は、「Android史上、ここ数年間で最も大きなビジュアルの全面見直し」であり、これにより
Androidが「より機能的かつカスタマイズしやすく」なったと指摘しています18。コメンテーターは、OS
テーマのカスタマイズ、プライバシーダッシュボード、設定へのクイックアクセスなど、Android 12と比較
してiOS 15にはなかった様々な機能を挙げています19。この競争プロセスの一環として、Googleはデ
ベロッパー向けの新規ツールを導入し、デベロッパーがそのアプリに新たな特性や機能を組み込める

ようにしています。AndroidとiOSとのイノベーション、製品機能及び品質をめぐる競争は、業界コメン
テーターから「無限のサイクル」20及び「モバイル技術分野全体において最も激しく争われている競争の

20 Chaim Gartenberg、The Verge、iOS 14 vs Android: features the iPhone borrowed from Google（iOS
14対Android：iPhoneがGoogleに学んだ機能）（英語のみ）（2020年6月23日）

19 Christine Chan、iMore、iOS 16 should steal these 5 features from Android 12（iOS 16はAndroid 12
の5つの機能を真似るべき）（英語のみ）（
https://www.imore.com/ios-16-should-steal-these-5-features-android-12）（2021年10月21日）

18 Joe Maring、Screen Rant、Why Android 12 (Not iOS 15) Will Be The Best Smartphone Update Of
2021 （（iOS 15ではなく）Android 12が2021年のベストの最新スマートフォンになる理由）（英語のみ） （
https://screenrant.com/android-12-update-better-ios-15-google-apple/）（2021年5月8日）

17例えば、2020年11月にAppleはApp Store Small Business Programを発表し、前年に上げた収益が100
万米ドル以内であるデベロッパーのサービス手数料を15%に減額しました。2021年3月、Googleもデベロッ
パーの年間収益の最初の100万米ドルについて、サービス手数料を30%から15%に減額することを発表しまし
た。

16米国連邦地方裁判所、カリフォルニア州北部地区、Epic Games v. Apple（Epic Games 対 Apple）（2021
年9月10日）をご参照ください。判事は、「Appleは常にGoogle Playを重要な競争相手と見てきた（73頁）」と述
べました。AppleのApp Storeの「主要なライバル」はGoogleであった（130頁）とされています。Appleは、「
2017年のプレゼンテーションでは、Androidマーケット、Google Play及びその他の競合相手とAppleを対照評
価し、その中で『競争相手』のセクションにGoogle Playを記載していた。（83頁）」とされています。同様に、
Appleの証言も「AppleはGoogle Play及び他の多くのAndroidマーケットプレイスと競争しています（71頁）」と
述べ、Google Playとの競争関係を裏付けています。
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一つ」21と言われています。コメンテーターの一人が述べているように、「イノベーションの先鋒を前進さ

せ続けている」のはこのグローバルな競争です22。

19. Androidのオープンモデルは、Androidエコシステム内の競争を促進します。Googleは、Appleのク
ローズドで囲い込まれたモデルとは異なり、無料でオープンソースのカスタマイズできるモバイルプラッ

トフォームとしてAndroidを開発しました。無料のオープンソースライセンス により、Androidは参入の
ハードルを下げ、多数のOEMが差別化された高品質のスマートフォン及びタブレットをかつてないほど
の低価格で製造することを可能にしました。そうすることで、Androidはスマートフォン所有者の数を拡
大し、高額なiPhoneや基本的なフィーチャーフォンに代わる製品を提供しました。その結果、デベロッ
パーはスマートフォン及びタブレットを所有する大勢の新たな視聴者にコンテンツを配信できるようにな

りました。

20. Googleは、配信においてより多くの競争を創出すべくAndroidを開発しました。Androidはまた、デベ
ロッパーがコンテンツを配信するチャネルの選択肢を増やしました。デベロッパーは、OEMとの間でア
プリをプリインストールしてもらう契約を締結することができます。また、Google Play及びサードパー
ティのアプリストアでアプリを配信することができます。自社のウェブサイトから直接アプリを配信するこ

ともできます。また、Chrome及びサードパーティブラウザーの双方からアクセス可能なウェブベースの
サービスも提供できます。同じデベロッパーがAndroidの提供する機能を利用することもできます：
Android API及びハードウェアコンポーネントは、Google・サードパーティの区別なくすべてのデベロッ
パーに対して公開され、アクセス可能です23。この状況は、現在も変わっていません。

21. このことが、企業及びエンドユーザーの両方に大きなメリットをもたらしています。 Androidでは、OEM
はサードパーティのアプリストアやアプリをプリインストールすることができ、ユーザーはものの数秒で

アプリをダウンロードすることができます。Androidは極めて高い顧客満足度を誇っています24。 中間

報告は、検索、ショッピング、エンターテインメント、コミュニケーション及び金融サービスを含む数々の

サービスにユーザーがいつでも、どこでもアクセスできることを認めています25。同様に、中間報告に記

載されているように、モバイル・エコシステムの他のレイヤー（Google Play、Chrome、Google検索）
に対するGoogleの投資は、イノベーションやユーザーへのより良いサービスの提供につながります。

22. ユーザーはAndroidからiOSに簡単に乗り換えることができます。 中間報告の調査結果に反して26、

ユーザーは Android端末からiOS端末に簡単に乗り換えることができます。英国競争・市場庁の中間
報告はAndroidとiOS端末のスイッチングコストが不均衡である、すなわち、AndroidからiOSに切り替
える方がその反対よりも容易であるとユーザーが感じていると述べています27。GoogleはAppleと激し

27英国競争・市場庁は、「スイッチングコストは不均衡であり、iOSユーザーは一般的にAndroidユーザーよりも
高いスイッチングコストに直面している」と述べており、iOSからAndroidへの切換えに伴う特有のコストがあると
の理由でこの結論に至っています。特に、「AndroidにおいてAppleのファーストパーティアプリの一部しか入手
できないこと・・・ファーストパーティアプリ、サービス及び接続端末の間の共有機能へのアクセスを失うこと・・・切

26中間報告、17頁、46頁。
25中間報告、14 頁。

24英国競争・市場庁は、例えば、「調査で得られた証拠から、iOS及びAndroidスマートフォンの端末の満足度
は10段階で9であり、全般的な満足度も高いことが分かっている。Samsung端末の所有者（とても満足している
との回答が[60～70%]）及びiPhone所有者（とても満足しているとの回答が[60～70%]）が特に高い満足度を
示している。」と述べています。英国競争・市場庁、Research and analysis interim report （研究分析中間報
告書）（英語のみ）（
https://www.gov.uk/government/publications/mobile-ecosystems-market-study-interim-report/interim-re
port）（2022年1月26日）をご参照ください。

23例えば、Google、OEM及びサードパーティのウォレットは、Android端末上でNFCアンテナに同等のアクセス
性を有しており、ストア内モバイル決済の提供が可能です。

22 Joe Maring、Screen Rant、Why Android 12 (Not iOS 15) Will Be The Best Smartphone Update Of
2021 （（iOS 15ではなく）Android 12が2021年のベストの最新スマートフォンになる理由）（英語のみ） （
https://screenrant.com/android-12-update-better-ios-15-google-apple/）（2021年5月8日）

21 Joe Maring、Android Central、5 ways Android 11 is better than iOS 14（Android 11がiOS 14より優れ
ている5つの点）（英語のみ）（https://www.androidcentral.com/5-ways-android-11-better-ios-14）2020年11
月20日）
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く競い合っていますが、ユーザーがiOSへの乗り換えを希望した場合は、以下のような方法でサポート
を行っています。

● GoogleはAndroidとiOSの両方でGoogleのアプリを提供しています。 iOSユーザーは
AppleのApp Storeを通じて好みのGoogleアプリにすぐにアクセスすることができます。2022
年5月現在、Googleのアプリのうち、6つが日本国内のAppleのApp Storeからダウンロードさ
れた無料アプリのトップ50にランクインしています28。

● Googleは相互運用可能なメッセージングプロトコルを有しています。Googleのメッセージア
プリである「メッセージ」は、リッチコミュニケーションサービスプロトコルとして知られる、広く採

用されているメッセージング規格をベースとしており、この規格を使うことで異なるメッセージン

グアプリ間でシームレスな相互運用が可能になります。そのため、Googleのメッセージング
サービスは、この規格を使っている別のプラットフォーム上の他のサービスと相互運用可能で

す（ただし、Appleはこの規格をiOS向けに採用していません。）。
● Googleはデータと定期購入のポータビリティをサポートしています。 Googleは、Appleが「

Move to iOS」アプリを配信するために必要なデータ及び相互接続性を提供しており、ユー
ザーはこれを使って自分のデータをiOSに転送することができます29。

● Googleは、ハードウェアの相互運用性を提供しています。Googleの周辺機器であるFitbit、
Chromecast及びGoogle Nestデバイス、並びにWear OSに基づくサードパーティのウェアラ
ブルは、Android及びiOSいずれにおいても動作します。

23. Androidは日本における参入障壁を低減しています。 Androidは、初期費用及び継続的な研究開発
費用を削減することにより、端末レベルの参入障壁を低減しています。誰でも無償で利用できる

Androidのオープンソースコードは、端末メーカーの参入障壁を低減します。例えば、Androidは最近、
Balmudaが発売したばかりの「BALMUDA Phone」で日本のスマートフォン市場に参入する手助けを
しました。また、Googleは、モバイル端末のみでなく、テレビパネルやセットトップボックスなど他の製品
についても主要な日本の電子機器メーカーと共同開発しています。これは他の市場にはない日本に特

有の事業展開であり、日本のスマートフォンの多様性の確保と日本企業の成長に対するGoogleの貢
献を示す一例です。同様に、AndroidはOSの参入障壁も低減しています。 Androidのオープンソース
コードを使うOSの新規参入者は、基本的なAndroidの互換性要件を満たしている限り、Androidアプリ
及びデベロッパーのエコシステム全体にアクセスすることができます。

● アプリストアは参入障壁で妨害されてはいません。 中間報告は、間接ネットワーク効果及びプ

リインストールのせいで、アプリストアが市場に参入することが極めて難しくなっていると示唆

しています30。Googleは、下記の理由でこれは正しくないと考えています。
○ 他のアプリストアは、Androidのオープンシステムがあったからこそ開発されたもので
す。例えば、端末メーカーは自社のアプリストアをAndroid端末にプリインストールし
て市場への直接のルートからの恩恵を受けることができ、実際にそうしています。ま

た、GoogleのAndroid互換性プログラムにより、Androidアプリは様々なAndroid端
末で機能するため、デベロッパーが異なるアプリストアのために異なるアプリをプログ

ラムする必要がなくなります。これによって、他のアプリストアは既存のユーザーやデ

ベロッパーの基盤を活用することができ、全くのゼロから開始する必要がなくなりま

す。

○ アプリデベロッパー及びアプリストアは、プリインストールについて競争することがで

き、実際に競争しています。Androidでは、端末メーカーがユーザーに提供したいア

30中間報告、22頁。

29 Apple、Move from Android to iPhone, iPad, or iPod touch（2022年5月16日）（
https://support.apple.com/en-us/HT201196）。日本語版：「Androidから iPhone、iPad、iPod touch に移行
する」（https://support.apple.com/ja-jp/HT201196）

28 similarweb、アプリランキング上位 日本のAppStoreにおけるトップ無料iPhoneアプリ（2022年5月31日）（
https://www.similarweb.com/apps/top/apple/store-rank/jp/all/top-free/iphone/）

換え後の友人や家族のApple端末とのやり取りのエクスペリエンス、特にiMessageの機能の減少・・・」としてい
ます。英国競争・市場庁、Research and analysis interim report（研究分析中間報告書）（英語のみ）（2022年
1月26日）（
https://www.gov.uk/government/publications/mobile-ecosystems-market-study-interim-report/interim-re
port）をご参照ください。
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プリやアプリストアをプリインストールして、「箱から出してすぐに使用可能」な状態を

選択することができます。端末メーカーは、アプリデベロッパーとのプリインストール

契約を通じてこのチャネルを収益化することがでます。また、このチャネルを自社の

アプリ及びアプリストアの配信にも使うことができます。端末メーカーは、自社のアプ

リを端末のホームスクリーンに目立つようにインストールすることもでき、実際にそう

しています。例えば、SamsungはS-Browserをプリインストールしてホームスクリー
ンの目立つ位置に配置している一方で、Samsungの端末ではGoogleアプリのフォ
ルダーの中にChromeが配置されています。これは、iOSのような「クローズドな」OS
では行えません。

○ Google Playを利用しないことを希望するデベロッパーは、他のAndroidアプリストア
又は自社ウェブサイトを通じてアプリを配信することができます。Android端末の大多
数は2つ以上のアプリストアがプリインストールされた状態で出荷され、ユーザーはさ
らに他のアプリストアをインストールすることができます。例えば、Epic Games は
SamsungのAndroid31端末すべてにプリインストールされているSamsungのGalaxy
Storeを通じてフォートナイトを配信しています。Epicは、直接オンラインでも消費者に
フォートナイトを販売しています。32

24. モバイルブラウザの供給でも健全な競争がなされています。中間報告は、ブラウザのグローバルな収

束があり、わずか3つのブラウザ又はブラウザエンジン、すなわち、Blink（Chrome）、Webkit（Safari）
及びGecko（Firefox）のみが残されたと述べています33。これは正確ではありません。Microsoft Edge
、Yandex、Opera及びSamsung Internetなど、Chrome、Safari及びFirefoxと競合する多数のブラウ
ザが存在します。

● Googleのブラウザ（Chrome）及びブラウザエンジン（Blink）は、消費者のためにオンラインコ
ンテンツへの無償で安全なアクセスを促進する、プラットフォームをまたいだサービスです。

2013年にBlinkはオープンソースライセンスに基づき無償でリリースされ、ブラウザ及びブラウ
ザエンジンの競争とイノベーションに貢献しています。どんなサードパーティでも、Blinkをベー
スとするブラウザを構築したり、Blinkを適合させて自社のブラウザエンジンを開発することが
できます。すなわち、新たなブラウザの開発において、ブラウザエンジンをゼロから構築する

開発費用を負担する必要がありません。

● Microsoft Edge、Yandex、Samsung Internet、Opera、Vivaldi、Brave、Torch、Epicその
他を含め、BlinkをベースとしてAndroidで提供されるブラウザが今や多数存在します。しか
し、ブラウザデベロッパーがBlinkを使っているということが、すなわちそれらがBlinkに「収束」
していることを指す訳ではありません。反対に、Chromiumを使うすべてのブラウザデベロッ
パーは、自社ブラウザに対する一元的な支配力を有しており、自社のビジネスニーズに合わ

せてブラウザエンジンとブラウザ自体を定期的に改良しています。

● Google及びその他のブラウザエンジンデベロッパーが過去数十年にわたり新たなブラウザエ
ンジンの製造に多額のコストをかけて来たのに対し、今日のブラウザプロバイダーはその先

駆者の取組みから恩恵を受け、かつてない低コストでブラウザを製造することができます。

Google は、Chromium に対する多大な貢献を通じて、第三者の参入を積極的に支援し、競

争を促しています。

25. プリインストールやデフォルト設定をめぐる競争は、すべてのプレイヤーに利益をもたらします。

Android端末では、プリインストールされ初期デフォルトとして設定されるべきブラウザをめぐる競争が
なされています。端末メーカーは自社独自の ブラウザを初期デフォルトブラウザとして設定することが

多いです（例えば、SamsungはSamsung Internetを自社端末のデフォルトとして設定しています）。ま
た、消費者が別のブラウザをインストールしてデフォルトブラウザの設定を変更することも容易です。

Android端末へのプリインストールと初期デフォルトブラウザとしての設定をめぐる競争は、すべてのプ
レイヤーに利益をもたらします。

33中間報告、25頁。
32 https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/mobile/android/get-started
31 https://www.samsung.com/us/mobile/games/fortnite/
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● ユーザーは、「箱から出してすぐに使用可能な」エクスペリエンスを端末において得ることがで

きます。プリインストールとデフォルト設定による利便性は、ユーザーにとって大変役立つもの

あり、ユーザーから評価されています。

● 端末メーカーは、製造する端末の画面スペースを収益化するために、プリインストールやデ

フォルト設定を販売することができます。これにより、新たなより良い端末に投資する原資を得

たり、より低価格を追求したりすることが可能になります。

● アプリデベロッパーは、プリインストールとデフォルトを、初めての又は継続的なユーザー接触

を得られる、販売促進機会として利用することができます。

● プラットフォームデベロッパーは、自社アプリのプリインストールやデフォルトの獲得競争への

参加を認めることが阻まれると、プラットフォームに投資する重要なインセンティブを失いま

す。例えば、GoogleはAndroidを無償で提供しています。また、もし高品質の人気あるアプリ
（例えば、Chromeなど）がその価値をもってこうした競争に加わることが認められなければ、
端末メーカーの選択肢及びプリインストールやデフォルトを収益化する能力を不当に制限する

ことになります。

26. Googleも既に日本の競合検索エンジンとの激しい競争があります。 公開のソース34によると、Yahoo!
Japanは検索サービスにおいて16%の市場シェアを有すると推測されています。BingやDuckDuckGo
の存在もあり、このことは、日本の検索サービス市場においてユーザーがGoogleとは別の検索サービ
スを積極的に活用しており、競争が激しいことを示すものです。ユーザーは、数多くのAndroidアプリス
トアのいずれかから検索専用アプリをダウンロードしたり、ブラウザーを通じて好みの検索サービスを

見つけたり、あるいは端末の他の検索アクセスポイントを通じてサービスにアクセスするなど、他の検

索サービスにアクセスするための様々な方法を有しています。

27. 幅広い特化型の商用検索サイトやアプリの間で、激しい競争が繰り広げられています。近年、製品、

サービス及び情報を検索する方法や手法は著しく拡大し、多様化して来ました。これには、（他の重要

な要素に加え）特化型の検索プロバイダーの出現と増加、及びそれに伴うユーザーの検索に関する行

動の変化が含まれます。こうした傾向は、この分野におけるますます激しいダイナミックな競争につな

がっています。例えば、オンラインで製品を検索する際、まずオンラインショッピングモールやその他の

eコマースプロバイダーにアクセスするでしょうが、オンラインショッピングのクエリのほとんどはそこで行
われています。最新の出来事について情報を検索する際は、ニュースポータルサイトにアクセスするこ

とがあるでしょう。同様に、旅行、不動産、ローカルサービスなどの分野でも、Googleはその分野を専
門に扱う数多くの企業との激しい競争に直面しています。人々がオンラインでのほとんどの時間を費や

すモバイル端末については、情報にアクセスするための最も人気がある方法はアプリです。

28. Googleは、競合アプリに関する商業上の機密情報を収集していません。 中間報告は、Google Play
の運用を通じて、Googleは競合アプリに関する秘密情報へのアクセスを有しており、自社のアプリを利
する形でこのデータを利用することができるとの暫定的な懸念について問題提起しています。しかし、

Googleのアプリ審査プロセスの一環でGoogleが受け取る情報は、通常は商業上の機密ではありませ
ん。実務上は、GoogleはGoogle Playで収集されたサードパーティアプリに関する識別可能なデータ
について、全社的な共有を禁じるポリシーを既に規定しています。収集されたサードパーティデータは、

ファーストパーティデベロッパーと共有されて不当に利益をもたらすことはなく、またGoogle Playや
Androidエコシステムに資する以外の目的で使用されることもありません。

規制当局による介入の可能性

29. Googleは、日本のモバイル・エコシステムにおける競争は活発であると考えており、デジタル市場競争
会議はモバイル・エコシステムに関する新たな規制の必要性を立証していないと考えています。特に、

デジタル市場競争会議は、既存の法律が適切にエンフォースされた場合にこれらの懸念にどの程度対

34 Statcounter、Search Engine Market Share Japan（検索エンジンの市場シェア：日本）（英語のみ）（
https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/japan）
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応することができるか、また競争や製品の進化がこの懸念にどの程度対応しているのかについて検証

していません。

30. 競争法（独占禁止法及び取引透明化法）を含む、現行の日本の規制上の枠組みが、提起された懸念

に対応する際の出発点であるべきです。これら既存の法令は、公正取引委員会及び経済産業省がそ

れぞれエンフォースしています。また、デジタル市場競争会議が、新たな規制に関するその提案が既

存の法令と矛盾又は重複していないかを検討することも重要です。

● 取引透明化法は、つい最近施行されたばかりであり、その効果について結論を出すには時期

尚早です。競争阻害に関する要件なしに特定の行為を禁じ、イノベーションとユーザーへの効

果にはるかに大きなリスクをもたらす、より干渉的な事前規制型の介入を提唱する前に、この

種の共同規制の影響について評価を行う時間を確保することが重要であるとGoogleは考え
ます。

31. また、デジタル市場競争会議の施策がほぼGoogleとAppleのみを対象としていることを踏まえると、
（日本政府が既に共同規制を目指す中で行っているような）対象の選択がより恣意的ではなく、より協

力的かつ協調的なアプローチによる規制の方が、効果を最適化し、潜在的な弊害を最小化するものと

考えられます。

32. Googleは、デジタル市場競争会議の競争上の弊害に関する暫定的な認定には同意しかねており、中
間報告は確たる証拠の基盤なく新たな事前規制を提案するものであると考えています。

● 推定されるにすぎない弊害は、事前規制には適しません。弊害を「もたらす可能性がある」又

は「もたらしかねない」プラットフォームの行為を規制すると、介入のコストと利益の分析も全て

必然的に憶測に基づくものとならざるを得ず、実際は競争促進的である行為を違法とすること

でイノベーションを阻害するリスクを冒すことになります。デジタル市場競争会議におかれまし

ては、全ての懸念について新たな枠組みでの規制に適していると結論付ける前にこれらの課

題を精査いただくようお願いするとともに、Googleは、これらの重要な点についてさらなる協
議に応じます。

● 経済界全体にわたる弊害は、特定デジタルプラットフォームに焦点を当てた規制の枠組みに

は適していません。オンライン詐欺や不透明なデータ取り扱い慣行など、競争の欠如に関連

せずすべての企業に影響するような弊害は、プラットフォームに特化した規制ではなく、プライ

バシー関連法や消費者法35といった経済界全体の改革で対応すべきです。

33. 競争に関するルールの新展開に関しては、明確な国際的なコンセンサスが形成されていないものと考

えています。国際的に、相互運用性を促進し消費者の選択肢を強化し得る提案がいくつかなされてい

ますが、テクノロジー製品を過度に硬直的なものとさせ、少数の競合企業を助けるために、有益なイノ

ベーションを消費者から奪う提案もあります。このような場合、国際的な展開に歩調を合わせるメリット

より、競争、効率、イノベーション、ひいては日本の消費者を含む、モバイル・エコシステムの持続可能

性にかかるコストの方がはるかに重要です。

34. 新たな規制が必要であると判断された場合、デジタル市場競争会議におかれましては、いかなる規制

であれ下記を確保いただきますようお願いいたします。

● 日本のモバイル・エコシステムに固有の特徴に配慮して策定されること。

● 明確に特定された、明白な弊害に対応するものであること。

● かかる弊害に比例した相応な内容であること。

35. Googleは、いかなる新たな枠組みも、活発な競争、経済効率及びイノベーションを促進・保護すると同
時に、日本の消費者の便益促進を目指すものであるべきと考えます。特定の規制上の介入は、ある法

域又は市場環境においては適切であるかもしれませんが、別の法域又は市場環境においては不均衡

35例えば、特定商取引に関する法律、及び新たに制定された、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者
の利益の保護に関する法律など。
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なコンプライアンスの負担を生み、イノベーション、生産性及び経済成長に対する他の悪影響を生む可

能性があります。

● 例えば、EUの介入的な規制は、EUとは異なる事情を持つ日本経済におけるデジタルプラット
フォーム規制に有効な出発点であると考えるべきではありません。実際に、日本の長年にわ

たるグローバルイノベーションのリーダーとしての立場は、不適切又は比例的ではない不相応

な規制上の介入により脅かされる可能性があり、これが日本をイノベーションにおける優位性

を失うリスクに晒すおそれもあります。

● 英国競争・市場庁による学術研究、文献及びOECDのペーパーのレビューでは、「規制の強
化は、概して、競争の低下と関連している。例えば、製品市場規制が緩やかな国は、より競争

力のある市場を持ち、より高い生産性と経済成長率を享受する傾向がある。」と述べられてい

ます36。規制は、全体として見たときに、差し引きでプラスとなる便益を提供することが証明で

きる場合にのみ課されるべきであるとGoogleは考えています。

36. これを念頭に置いて、Googleは日本のユーザー及び企業にさらなるメリットをもたらし、意図しない有
害な結果を回避することのできる規制の枠組みに必要な、6つの基本原則を概説します。

原則1：競争及びイノベーションを促進し、消費者の便益を向上させることが、規制の枠組みの究極的
な目標であるべきです。

● ユーザーのために競争、効率及びイノベーションを促進し保護することが、規制の設計、目的

及びエンフォースメントの不可欠な要素であるべきです。企業を激しい競争から保護する規制

は、イノベーションを阻害し、又は遅らせるため、逆効果となり得ます。

● 介入案のメリットは、それが課す負担と照らし合わせて考慮されるべきです。かかる負担がメ

リットより大きい場合は、ルール策定者は代替案（既存の競争法、消費者法又はプライバシー

関連法に基づくエンフォース面など）を検討するか、そもそもの介入の必要性を再考すべきで

す。

原則2：競争上の弊害を防止し客観的な正当化事由を容認することが包括的な枠組みに組み込まれる
べきです。

● 新たな規制は、企業がシステムの整合性、セキュリティ、消費者の安全性、品質、機能、パ

フォーマンス及び実用性といった要素に基づき業務慣行又は製品設計を正当化することを容

認すべきです。適切なセーフガードなしにルールを制定することは、現在行われている競争促

進的な行為の態様に悪影響を及ぼし、又は新たな態様を違法化するリスクを伴います37。

● 罰則及び是正措置は、行為が競争に有害であるか、有害となる恐れがあることが証明された

場合にのみ可能であるべきです。そうでなければ、新たなルールが実際は競争促進的であ

る、又は競争上無害である行為を違法化することになりかねません。

原則3：行為規範は、予想される弊害の重大性及びその発生の蓋然性に対し、必要かつ比例的で相応
なものでなくてはなりません。

37例えば、英国競争・市場庁は「場合によっては有害となり得る行為は、他の場合においてはその害を相殺す
る十分なメリットをもたらすため、許容可能又は望ましいとされることがある」と述べ、その行動規範の策定に当
たっては、この原則を考慮に入れて構想を立てています。英国競争・市場庁、A new pro-competition regime
for digital markets, Advice of the Digital Markets Taskforce（デジタル市場の新たな競争促進的な体制：デ
ジタル市場タスクフォースの提言）（英語のみ）（2020年12月）、37頁。（
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fce7567e90e07562f98286c/Digital Taskforce - Advic
e.pdf）をご参照ください。

36英国競争・市場庁、Regulation and Competition: A Review of the Evidence（規制と競争：エビデンスのレ
ビュー）（英語のみ）（2020年1月）、3～4頁。（
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857
024/Regulation and Competition report - web version.pdf）
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● 行為規範（及び違反に対する処遇）に関する客観的な証拠を用いた評価に基づき、予想され

る弊害の重大性及びその発生の蓋然性に対し、必要かつ比例的で相応なものでなくてはなり

ません。より干渉的で負担の大きい規制は、競争を歪め、効率を低下させ、イノベーションを

阻害する可能性が高くなります。

● 新たなルールの必要性及び相応性を検証する最初のステップは、既存の法律の妥当性、効

果的にエンフォースされているかどうか、また行為がより干渉的でない方法で対処できるかど

うかの評価です。

● 日本において前例がなく、又は非常に前例の少ない種類の新しい規制は、特に深刻な弊害を

回避するための唯一の有効な方策であることが証明された場合に限り、施行されるべきで

す。

● この目的を達成するために、ルールは、その妥当性及び相応性について慎重な検証及び詳

細な調査を行った上で策定されるべきです。

原則4：新しい規制の枠組みの信頼性を確保するために、適切な手続き上の保護と審査の仕組みが組
み込まれるべきです。

● それに伴う規制及び制裁がより干渉的かつ厳格であればあるほど、手続き上の保護及び審

査の仕組みはより手厚いものでなくてはなりません。

● 規制当局は、新しい規制の枠組みに基づいて講じられる措置について、不服申立ての却下及

び違反決定のいずれについても、根拠に基づく決定を公表すべきです。これは、重要な手続

き上の権利です。また、デジタルプラットフォームがその義務を遵守することを助けるため、前

例の集積を作ることも重要です。

原則5：ルールのいかなる変更も、証拠と協議に従うべきです。ルールを変更したり追加ルールを導入
したりするには、自由裁量ではなく明確な条件が必要です。

● 規制の導入及びその後の規制の変更は、入念かつ詳細な協議プロセスに従うべきです。規

制の変更は、客観的証拠に基づき、憶測に基づかない、実際の弊害に対処するためにその

変更が必要であると立証された場合にのみ行われるべきです。

● 影響を受ける企業は、規制案が実施される前に、規制案について意見を述べる実質的な機

会を与えられるべきです。

● 規制当局の権限に関する包括的な制限が規定されるべきであり、理想的には法律で規定さ

れるべきです。

● 規制は、その継続的な妥当性を検証するために定期的に見直されるべきです。

原則6：ルールは、他の規制の枠組みと矛盾する、重複する義務を規定することを避けるべきです。

● デジタルプラットフォームに対する、一貫性のない又は重複する義務は避けるべきです。これ

により、不要な複雑さ、混乱、意図せぬ違反が発生する可能性があります。例えば、プライバ

シーに関する懸念は、競争に基づく規制の枠組みではなく、進行中のプライバシー規制改革

プロセスによって適切に対処されています。

Googleは、デジタル市場競争会議の判断と提案の形成過程において、デジタル市場競争会議が提案
しようとする規制ツールの正確な対象範囲と形式について議論する機会をいただけますようお願い申

し上げます。

取引透明化法・共同規制に関するGoogleの見解
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37. 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律（取引透明化法）のもとで、デ
ジタルプラットフォームは、経済産業省に対し事業活動やポリシーに関する報告書を毎年提出するな
ど、一定の透明性及び公正性に関する義務を遵守しなくてはなりません。取引透明化法は、その規制
を「デジタルプラットフォーム提供者が・・・取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与そ
の他の規制を必要最小限のものとする・・・」と定めています38。

38. 便益 取引透明化法は、「共同規制」の精神を反映しており、これはデジタルプラットフォーム事業者と
規制当局が協力して優れた規制効果を達成し、デジタルエコシステムにおける活発な競争を促進する
ことを可能にするものです。これがもたらす便益には、次のようなものがあります。

● 取引透明化法は、特定の行為を規定するルールを定めていません。むしろ、デジタルプラット
フォームはユーザーのために透明性を強化する措置を講ずることを奨励され、当該デジタル
プラットフォームに対する関連性と妥当性が高い、個々のプラットフォームに合うように設計さ
れた措置を講ずることが可能となっています。

● 比例的で相応な定期的な通知及び開示義務は、透明性とサービス提供における段階的な進
歩を促し、企業とユーザーの双方にメリットをもたらします。

● プラットフォーム事業者は、その製品及びサービスに関する課題についての知見を提供する
のに最も適した立場にいます。前向きな対話を通じて透明性を向上させる取り組みは、デジタ
ルプラットフォームの仕組みに関する規制当局の理解を深めることができます。プラットフォー
ムと規制当局との間の相互理解と対話から生まれた規制は、事前規制と比べて、特定の課題
に対処するために適切に策定された比例的で相応なものとなる可能性が高くなります。

39. リスク ただし、共同規制の設計にあたり、規制当局は以下の課題に留意すべきです。

● コンプライアンスがプラットフォーム事業者にとって過度な負担となるもの、又は企業の経営か
ら重要なリソースを割かせるものであってはなりません。取引透明化法の下で、特にプラット
フォーム事業者が（グローバルに様々なチーム間の調整を要する）年次報告書を作成し、非
常に長い情報提供依頼に対応し、公式なフィードバックの仕組みを設定することが必要とな
り、プロセスに多大なリソースを要するようになりました。透明性要件に対応するコンプライア
ンス努力も、要件が実際のプラットフォームのビジネスを反映していない場合には特に、不相
応に負担の重いものとなる可能性があります。ビジネスの実態を踏まえずに一律に同じ規制
を課す、「大は小を兼ねる」アプローチを取るべきではありません。

● 同様に、共同規制がデジタルプラットフォームに適用される他の法律（例：競争法など）と重複
又は衝突するものとならないようにすべきです。取引透明化法に基づき発せられた情報提供
依頼は、透明性の向上という共同規制の目的に沿ったものであるべきです。

40. 企業の秘密情報の規制当局への提出が求められる場合は常に、当該秘密情報は、不

注意による開示のリスクに留意して取り扱われなくてはなりません。したがって、規制当

局が秘密情報の取扱いに関する厳格な内部ガイドラインに従うことが最重要です。

第2部：デジタル市場競争会議の具体的な規制当局による介入案に対するGoogleの意見

41. 本項では、中間報告に記載された規制当局の介入についての具体的な提案並びに当該提案の根拠と

なっている暫定的な事実認定及び意見に対するGoogleの意見を述べます。

A. モバイル・エコシステムに関する提案

1. OS等のアップデート・仕様変更について［65-72頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案： 39

39 青枠内のテキストは、デジタル市場競争会議の提案に対するGoogleの認識です。確定案に対するGoogle
の意見は、この認識に基づいています。したがって、デジタル市場競争会議におかれましては、この認識がいず
れかの点において不正確又は不完全である場合はGoogleにお知らせいただけるようお願いいたします。

38透明化法第3条
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● ［オプションA］アップデートの事前通知：サードパーティのデベロッパーに、アップデートに備えるのに
十分な時間を与える。

● ［オプションB］情報開示：サードパーティのデベロッパーに、アップデートに関して適切な量の情報を
開示する。

● ［オプションC］デベロッパーの質問に回答：仕様変更に関する問い合わせへの対応を向上させるた
めの手順やシステムを確立する。

● ［オプションD］政府への報告：この点について政府への報告を行う。政府はモニタリングとレビューを
行う。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

42. 中間報告では、プラットフォーム事業者は、アップデートや仕様変更について十分な情報を開示してお

らず、サードパーティに対して十分な準備期間を提供していないと示唆されています40。しかし、Google
は、サードパーティのデベロッパーに対し、アップデートや製品変更に関して十分に余裕を持って事前

通知を行っています。また、Googleは、かかる変更についてデベロッパーとコミュニケーションを取るた
めに複数のチャンネルを有しています。実際のところ、フィードバックは新しいリリースにおいて最適な

機能を実現するために役立つので、デベロッパーに対してアップデートや変更の事前通知を行うこと

は、Googleの利益にもなります。

Googleのデベロッパープレビュープログラム

43. Androidは、デベロッパーからのフィードバックを可能にするために、デベロッパーに対し、近く実施され
るアップデートや製品の変更の通知を行っています41。Googleは、Androidのアップデートを公開する
前に、デベロッパープレビュープログラムを実施し、ベータ版品質のリリースを提供してデベロッパー向

けに事前告知を行っています42。Googleは、開発の重要なマイルストーンにおいて、アップデートを提
供して、デベロッパーがテストやリリースの計画を立てやすいようにしています。各アップデートには、ソ

フトウェア開発キット（SDK）ツール、システムイメージ、エミュレータ、APIリファレンス、API差分が含ま
れます。Googleは、新しいアップデートが利用可能になると、以下の一般的にアクセス可能なチャンネ
ルを通じてデベロッパーに通知します。

● リリースノート43

● Androidデベロッパーブログ44

● Androidデベロッパーコミュニティウェブサイト45

GoogleによるAndroidアップデートの効率化

44. Googleは、Android OSが他の主要なプラットフォームに競争上対抗できる、安全、安心で革新的な
OSであり続けられるよう、Android OSを定期的にアップデートしています。2008年以降、Googleは、
19の主なAndroidのバージョンをリリースしています。これらのリリースは、デバイスのメーカー、ユー

45 Android、Androidデベロッパーコミュニティウェブサイト（https://developer.android.com/）
44 Android、Androidデベロッパーズブログ（https://android-developers-jp.googleblog.com/）
43 Android、リリースノート（https://developer.android.com/about/versions/12/12L/release-notes）

42 Androidベータプログラムは一般公開されています。該当するデバイスを持っている者であれば誰でも
Androidのベータ版をインストールすることができます。詳細は、http://www.google.com/android/beta?hl=ja
をご参照ください。

41デベロッパープレビュープログラムにおいて、デベロッパーは、フィードバックページや問題報告ページ、
AndroidデベロッパープレビューのIssue Tracker、及びデベロッパープレビューコミュニティを通じて、フィード
バックを行うことができます。デベロッパーは、バグの報告、パフォーマンスに関する問題の報告、機能リクエス
トの提出を行ったり、新機能や変更に関するアンケートに答えたりすることができます。Googleは、新しいAPIや
動作変更に関するデベロッパーからのフィードバックを各ビルドに反映させています。

40中間報告書、67～68頁。
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ザー及びデベロッパーにとってAndroid OSを活気と魅力のあるものとするため、また、決定的に重要
なこととして、iOSとの競争力を維持するための、Googleの取組みを反映しています。

45. 2015年には、Googleは、メジャーアップデートを定期的に行うこととし、1年ごとのリリースを行うように
なりました。これは、OEMやアプリのデベロッパーがリリースの予定をより確実に把握し、それに合わ
せてハードウェアやアプリを調整し、新バージョンに合わせた新しいソフトウェアコードの実装を効率化

できるようにすることを目指したものです。これは、Androidのアップデートの配信を簡素化、高速化す
るためのプロジェクト、Project MainlineとProject Treble46にGoogleが費やしたリソースにも反映され
ています。実際に、中間報告は、OS事業者がOSやブラウザのアップデートの効率化、ユーザーから
のフィードバックの受け入れ、事前の情報開示を行っていることを認めています47。これらの効率化の

ためのアプローチは、アプリのデベロッパーにとって、コーディングのやり方を変えなければならないよ

うなアップデートの回数が減少するというメリットがありました。バージョンリリースがまとめられ、予測可

能になったことで、アプリのデベロッパーは、互換性の問題に対処する時間を減らし、アプリの改善によ

り多くの時間を費やすことができるようになりました。

Chromeアップデートの事前通知

46. Googleは、機能性の向上とセキュリティの改善をタイムリーに提供できるよう、Chromeの改善に継続
的に取り組んでいます。Googleは、4週間ごとに新しいマイルストーン（Chromeのメジャーバージョン）
をリリースしています。過去及び将来のマイルストーンのリリースは、GoogleのChrome Platform
Status Roadmap（ロードマップ）48に記録されています。ロードマップでは、将来のマイルストーンのリ

リースに先立って、各リリースの時期や状況予定されている機能、廃止事項、代替事項などが事前に

通知されます。Googleがリリースを提案中の機能や開発中の機能も、Chrome Platform Status
Featuresのページ49に記録されています。

47. Googleは、Chromeのマイナーアップデートとメジャーアップデートの両方について、Chrome
Releases Blog50を運営して、デベロッパーが最新の情報を入手できるように、Google Chromeチー
ムから直接リリースの更新情報を提供しています。GoogleのChromium Blog51では、Google
Chromeブラウザの背後にあるオープンソースプロジェクトからのニュースや開発の情報を提供してお
り、それにはGoogle Chromeの将来のリリースで予定されている変更点なども含まれています。

48. 上記リソースは全て公開されており、デベロッパーもユーザーも同様にアクセスすることができます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションAからDについて

49. 中間報告では、情報開示と政府への報告の義務を課すことが提案されています。Googleは、デジタル
市場競争会議は競争上の弊害が生じる蓋然性を立証していないため、規制当局による介入が必要で

あることが示されていないと考えています。

50. オプションA：上記で指摘したとおり、Googleは既にアップデートや仕様変更に関する広範な情報提供
と事前通知を行っており、継続的にデベロッパーからのフィードバックを受け入れています。また、デベ

51 Chromium、Chromium Blog（https://blog.chromium.org/）（英文のみ）
50 Google Chrome、Chrome Releases Blog（https://chromereleases.googleblog.com/）（英文のみ）

49 Google Chrome、Chrome Platform Status Featuresのページ（
https://chromestatus.com/features/5409864127873024）（英文のみ）

48 Google Chrome、Chrome Platform Status Roadmap（https://chromestatus.com/roadmap）（英文の
み）

47中間報告、70頁。

46 Android、Fresher OS with Projects Treble and Mainline（Project TrebleとProject Mainlineによる新しい
OSの実現）（Androidデベロッパーブログ、2019年）（
https://android-developers.googleblog.com/2019/05/fresher-os-with-projects-treble-and-mainline.html）
（英文のみ）
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ロッパーに対してアップデートに関する十分な情報提供と事前通知を行い、デベロッパーからのフィード

バックを受け入れて新しいリリースの機能の最適化を実現することはGoogleの利益にもなります。

51. オプションB: また、OSアップデートや仕様変更それぞれで状況が異なるため、特定の項目や具体的
な時間制限を定めた強制的な開示義務は実際には運用不可能である可能性があります。このような

義務を課すことによって、OS事業者が革新的で差別化されたサービスを効率的にリリースする能力が
制限されることとなると思われます。

52. オプションC: プラットフォーム事業者に対してデベロッパーの質問に回答する義務を課す必要はないと
考えられますが、仮にこれが課される場合、アプリマーケットプレイスで活動するデベロッパーの数が

膨大である（例えば数百万といった数になる）可能性を含め、実務的な運用とリソースへの配慮がされ

る必要があります。

53. オプションD：Googleは、これらの事項について政府に報告する義務を設ける必要はないと考えます。
しかしながら、デジタル市場競争会議がそのような義務を設けることを提案する意向である場合、

Googleは、プラットフォーム事業者に不必要に重い規制上の負担がかかり、最終的に市場における
サービスの革新性や多様性の低下という意図しない結果を招かないように、具体的かつ特定可能な懸

念に対処するために合理的に必要な情報のみを要求するよう慎重に範囲を限定して頂きたいと考えま

す。

2. OSのアップデート等に伴うアプリ開発の時間的優位性について［73-78頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

● ［オプションA］情報共有の禁止：OSチームとファーストパーティのデベロッパーチーム間でのOSアッ
プデートに関する情報開示を禁止する（アプリ、ブラウザ及びウェブサービス）。

○ 平等な情報開示：OSのアップデートや仕様変更に関する情報を、ファーストパーティとサー
ドパーティのデベロッパーに同時に開示する。

○ OSのプレリリースバージョンへのアクセス：OSのプレリリースバージョンのOSのソースコー
ドへの公平なアクセス権を付与する。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

54. 中間報告は、OSのアップデートや仕様変更に当たって、Googleのファーストパーティのデベロッパー
はサードパーティのデベロッパーに対して「時間的優位性」が認められると述べています52。また、中間

報告によると、サードパーティのデベロッパーは、ファーストパーティのデベロッパーとの間でアップデー

トや仕様変更に関する情報へのアクセスのイコール・フィッティングが図られていないことが懸念されて

います53。これらの主張は、GoogleのOS開発プロセスについて誤って捉えています。GoogleのOS開
発プロセスではAndroidが全てのデベロッパーとユーザーにとって高品質で安全かつ信頼性の高いも
のであることを確保するために厳格な開発とテストが行われており、そこには（必然的に）ファースト

パーティのデベロッパーチームのテストプログラムも含まれます。

Googleのファーストパーティのアプリは、Androidアップデートに関して不当な優遇を受けていません。

55. Googleは、サードパーティかファーストパーティかに関係なく、デベロッパーを公平かつ公正に取り扱う
よう努めています。上記のとおり、Googleは、全てのデベロッパーに対して、近く実施されるアップデー
ト及び製品変更について十分かつ広範囲に通知を行っています。これにより、デベロッパーがプラット

フォームのリリーススケジュールを十分に踏まえた準備計画を立てることができ、優れたユーザーエク

53中間報告、73頁。
52中間報告、75頁。
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スペリエンスが担保されます。例えば、Android 13デベロッパープレビュープログラムは、Androidオー
プンソースプロジェクト（AOSP）とOEMに対する最終公開前に、約6か月間に渡って実施されます54 。

56. Googleは、ファーストパーティアプリを不当に優遇する目的を含め、Androidのエコシステムに利益を
もたらす（例えば、ベースラインビルドがデベロッパーにリリースされる前に重大なエラーを修正するこ

と）以外の目的でアップデートに関する情報をファーストパーティのアプリと共有することはありません。

Googleは、Androidの新機能をAndroidのデベロッパーのエコシステムにリリースする際には、これを
定期的にファーストパーティのデベロッパーと共に開発し、テストすることでこれらの機能が意図したと

おりに動作することを確保しています。これにより、Androidが新しいAPIや動作の変更を開発及びテス
トし、重大な問題を修正することが可能になります。続いてこのAndroidのアーリーベースラインビルド
は、デベロッパープレビュープログラムでリリースされます。このプログラムを通じて、サードパーティの

デベロッパーは、AOSPにAndroidのソースコードが一般公開されるまでの数か月間、新仕様及び新
機能をテストしてアプリに組み込むことができます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA

57. 情報障壁：中間報告では、GoogleのAndroidチームとアプリ開発チームとの間に情報障壁を設けるこ
とが提案されています。デジタル市場競争会議は、顧客又はデベロッパーに対する弊害の具体的な証

拠を明確にしておらず、この介入は比例的でなく不相応であると考えられます。また、この介入は、
Androidのアップデートプロセスに混乱をもたらし、全てのデベロッパー、エンドユーザー及びAndroid
のエコシステム全体に不利益をもたらす危険性があります。実際の運用では、Androidチームは、
Googleのファーストパーティのデベロッパーと情報を共有し、サードパーティのデベロッパーを含む全
ての参加者の利益のためにAndroidのエコシステムを改善しています。（前述のとおり、）サードパー
ティのデベロッパーは、ファーストパーティのデベロッパーと比べて不利な扱いを受けていません。実際

は、サードパーティのデベロッパーは、より効率化されたAndroidのアップデートプロセスから多大な利
益を得ています。

58. 平等な情報開示：また、中間報告では、ファーストパーティとサードパーティのデベロッパーに対して同

一のタイミングでアップデートの情報を開示することを提案しています。実際のところは、Googleは既
にデベロッパープレビュープログラムを通じて定期的なアップデートを含めてタイムリーな情報開示を行

い、デベロッパーが最新のプラットフォームコードに対してテストを行えるようにしています55。提案され

ている情報障壁に関連して上述したとおり、アップデートについて同一のタイミングでの情報開示を要

求することは、Androidのアップデートプロセスの著しい混乱につながり、現時点でもっと効率化された
Androidのアップデートプロセスから利益を得ているサードパーティデベロッパーを含む全ての参加者
に不利益を与えるリスクがあります。さらに、デジタル市場競争会議は、提案された介入によって対処

されることが意図されているデベロッパーや消費者に対する具体的な弊害を特定していません。

59. プレリリースバージョンのOSへのアクセス：リリース前のAndroidのソースコードへの公平なアクセス権
を付与するというデジタル市場競争会議の提案に関しては、Googleが現在行っているAndroidのプレ
リリースバージョンの提供は公平であり、ユーザーと業界参加者の両方に利益をもたらしています。

Googleは、Androidプレリリースソフトウェアライセンス契約に基づきOEMにプレリリースバージョンの
Androidを提供しているため、各デベロッパーが最新のOSコードを目にするタイミングが異なる場合が
あります。この契約の目的は、メーカーができる限り早く最新版のAndroidをデバイスにインストールで
きるようにすることで、メーカーがバグの発見を支援したり、他のフィードバックを提供したりできるよう

にすることにあります。この契約の相手方は、当事者の能力に加え、開発目標に有意義に貢献できる

かどうか、当事者の技術的な洗練度及び能力、イノベーション及び新機能開発の実績及びGoogleと

55 Android 13デベロッパープレビュー、スケジュール、マイルストーン、アップデート（2022年5月18日）（
https://developer.android.com/about/versions/13/overview#timeline）

54 Android 13デベロッパープレビュー、スケジュール、マイルストーン、アップデート（2022年5月18日）（
https://developer.android.com/about/versions/13/overview#timeline）
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の信頼できる技術コミュニケーション及びサポートチャンネルの有無などの要因を考慮して、ケースバ

イケースで決定されます。また、これらの契約は、Google独自の資産であり極めて商業的価値の高い
企業秘密である、リリース前のAndroidのソースコードの機密性も保護します。そのため、これらの契約
には強固な秘密保持規定と、一般公開前のAndroidのソースコードの頒布を禁止する条項が含まれて
います。Googleは、競争上の弊害の証拠が示されていない以上、規制当局の介入が必要又は比例的
で相応であるとは考えていません。

3. ブラウザにおけるトラッキングルールの変更について（Privacy Sandbox）［89-94頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

● ［オプションA］アップデートの事前通知：サードパーティのデベロッパーに、ブラウザのトラッキングの
変更に備えるのに十分な時間を与える。

● ［オプションB］情報開示：サードパーティのデベロッパーに、変更に関して適切な量の情報を開示す
る。

● ［オプションC］デベロッパーの質問に回答：変更に関する問い合わせへの対応を向上させるための
手順やシステムを確立する。

● ［オプションD］政府への報告：この点について政府への報告を行う。政府はモニタリングとレビューを
行う。

重大かつ差し迫った事業に対する弊害のリスクがある場合は、

● ［オプションE］規制当局の介入：調査及び差し止めを含む。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

60. 中間報告には、GoogleのPrivacy Sandboxは、サードパーティがユーザーをトラッキングして広告を
パーソナライズする能力を制限する一方、Googleはユーザートラッキングに関する能力を保持するこ
とができるおそれを示唆しています56。懸念されるのは、Googleがサードパーティに対してChromeで
のトラッキングについて制限的なルールを設定することで、自身のデータの取得と利用における優位性

を保つことができることです57。

61. しかし、これらの記載は、Privacy Sandboxの実態とGoogleの事業への影響についての誤った理解
に基づくものです。Privacy Sandboxの取組みの目的は、オンライン上の人々のプライバシーを保護し
つつ、活気あるデジタル事業を構築するためのツールを企業やデベロッパーに提供するようなウェブテ

クノロジーを創出することにあります。この取組みで提案されているソリューションは、ウェブ上で個人

の動きをトラッキングすることを制限して、サードパーティCookieのような過去のデータ集約型のメカニ
ズムを、ユーザーのプライバシーを保護する、より安全なソリューションに置き換えるものです。

62. Googleは、Privacy Sandboxがエコシステム全体に役立つ方法で開発されることを確実にしたいと強
く決意しています。Googleは、多くのパブリッシャーや広告主が、ウェブサイトの資金調達と新規顧客
の開拓のためにオンライン広告に頼っていることを認識しています。広告という手段をサポートしつつ、

同時に人々のプライバシーの改善を目指すソリューションを構築することは、インターネットが誰に対し

てもオープンでアクセス可能なものであり続け、あらゆる規模の事業が成功することを可能にするため

の鍵になります。そのため、GoogleはPrivacy Sandboxを発表して以来、業界、消費者保護団体及び
規制当局とオープンな対話を行い、この取組みに関するフィードバックを収集してきました。

63. Privacy Sandboxの開発プロセスの開始以来、Googleは、関連するワールド・ワイド・ウェブ・コンソー
シアム（W3C）グループや Githubを通じて、また、政府や規制当局に直接呼びかける形で、幅広い議
論と協議を推奨してきました。この取り組みには現在までにYahoo! JapanやDataSignなどの日本の

57中間報告、91頁。
56中間報告、90～91頁。
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ステークホルダーも参加し、そのフィードバックが活用されています。重要な点として、Privacy
Sandboxが、Googleの広告商品について、競争事業者に対する優位性を持たせないように設計され
ていることがあります。

64. Privacy Sandboxの取組みの発表を受けて、Googleは、その開発の方向について英国競争・市場庁
と議論する機会を持ちました。2022年2月、英国競争・市場庁は、GoogleがChromeで行う変更が
Googleの広告商品にも他社の製品と同様に適用されること58や、Chrome向けのPrivacy Sandboxに
ついての提案が、規制当局の監督とインプットの下で設計、開発、実装されることを保証する、Google
からの一連の拘束力のあるコミットメントを受け入れました。Googleは、このコミットメントをグローバル
に適用する予定です59。合意されたコミットメントは、Googleが、Privacy Sandboxがプライバシーの享
受、パブリッシャーや広告主、ユーザーエクスペリエンス、技術的実現性及びデジタル広告における競

争に与える影響を考慮することを確実にします。

65. 中間報告で示された懸念事項について、コミットメントは、Privacy Sandboxについての提案を開発、
実装する際に、Googleが自身の広告商品を優遇しないことを明確にしています60。サードパーティ

Cookieが廃止された後、Googleは、自身がアクセスできる特定のデータを、ユーザーをトラッキングし
てデジタル広告をターゲティングし、効果を測定するために利用することは行いません61。英国競争・市

場庁が依然として競争上の懸念が存在するとGoogleに通知した場合、英国競争・市場庁は、合意され
ている停止期間のうちに、サードパーティCookieの廃止に異議を述べることができます。62。

66. Googleは、ウェブ向けのPrivacy Sandboxの開発と実施に関して、英国競争・市場庁と積極的に対話
し、その進捗と方向性について定期的に報告しています63。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションAからDについて

67. Googleの英国競争・市場庁に対するコミットメントは、Privacy Sandboxの提案の設計、開発及び実
施が、オンライン広告においてGoogleに不当な優位性を与えないことを保証するものです。Google
は、数か月にわたる調査の後、英国競争・市場庁とコミットメントについて交渉し、英国競争・市場庁

は、Googleとサードパーティによるデータの利用を含め、英国競争・市場庁の競争に関する懸念に効
果的に対処しているとしてこのコミットメントを受け入れました。Googleは、このコミットメントが、中間報
告に記載されたPrivacy Sandboxに関するデジタル市場競争会議の懸念に対しても、完全な解決策と
なっていることを申し上げます。これらに鑑みると、デジタル市場競争会議が提案する規制当局の介入

は比例的でなく不相応であると考えられます（例えば、不要なコンプライアンス報告を追加で求めてい

るという点において）。

63前掲Googleの最終的なコミットメント第15-17項参照。
62前掲Googleの最終的なコミットメント第21-24項参照。

61具体的には、Googleは以下のことを行いません。(a) Chromeの閲覧履歴から得た個人データを広告システ
ムで使用し、Googleが所有・運営する（O&O）広告枠又はサードパーティの広告枠において、ターゲティングや
効果測定のためにユーザーをトラッキングすること、(b)Googleアナリティクスから得た個人データを広告システ
ムで使用し、Googleが所有・運営する（O&O）広告枠又はサードパーティの広告枠において、ターゲティングや
効果測定のためにユーザーをトラッキングすること、(c)サードパーティのウェブサイトにおいて、広告のターゲ
ティング又は効果測定のために、Google のファーストパーティの個人データを使用すること、及び(d)当該広告
主及びパブリッシャーのウェブサイト以外でのユーザーの行動に関する個人データを、サードパーティのウェブ
サイトにおける広告のターゲティング又は効果測定のために使用すること。前掲Googleの最終的なコミットメン
ト第25-29項参照。

60前掲Googleの最終的なコミットメント第30-31項参照

59 Google、Google’s Final Commitments（Googleの最終的なコミットメント）（英文のみ）（2022年2月4日）（
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62052c6a8fa8f510a204374a/100222 Appendix 1A G
oogle_s_final_commitments.pdf）でコミットメントの全文を参照することができます。

58 Google、（The path forward with the Privacy Sandbox（Privacy Sandboxと今後の展開）（英文のみ）（
https://blog.google/around-the-globe/google-europe/path-forward-privacy-sandbox/）
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オプションE

68. 以上を踏まえると、Googleは、差し止めに関するデジタル市場競争会議の提案を支持しません。この
ような介入は、日本におけるイノベーション及び事業の自由に深刻な悪影響を及ぼす可能性がありま

す。特に、Googleがデジタル市場競争会議の懸念に対処するようなコミットメントを既に交わしている
状況においては不適切であり、競争上の弊害の発生や、その蓋然性を示す明確な証拠がない以上、

比例的であり相応であるとは言えません。必要性がないにもかかわらず差し止めを導入することは、政

府の介入を最小限にするという取引透明化法の基本理念（取引透明化法第3条）と明らかに齟齬して
います。何より、誤った規制による代償は大きく、日本の消費者から競争促進的な行動とイノベーション

による利益を奪う危険性があります。

4. クローズド・ミドルウェアについて［94-98頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

［オプションA］ミドルウェアへのオープンアクセス：OSがオープンソースである場合、アプリ開発環境へのオー
プンアクセスを提供するための措置（例えば、GPSへのアクセスを提供）が必要である。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

69. 中間報告では、「Android」以外のAOSPベースのOS（Googleは、デジタル市場競争会議が、互換性
のないAndroidのバリアントについて言及しているものと理解しています。）では動作しないアプリが存
在することから、一部のデバイスに搭載されたGoogle Play開発者サービス（GPS）などのクローズド・
ミドルウェアがアプリをAndroidベースのエコシステムに囲い込んでいる可能性を示唆しています64。中

間報告では、ミドルウェアのプロプライエタリーな性質がオープンソースのエコシステムを損なっている

とされています65。

70. 最初に、GoogleはGPSとAndroidオープンソースプロジェクト（AOSP）の関係性を明確化し、特定の
仕様、機能及びAPIをAOSPではなくGPSに含める必要がある理由を説明させていただきたいと思い
ます。AOSPは、無料のオープンソースのAndroidのソースコードであり、OEMは自由に入手し、好み
の態様で実装することができます。一方、GPSは、Googleが他のGoogleのアプリやサービスととも
に、モバイルアプリケーション配布契約（MADA）に基づきOEMにライセンスを付与するプロプライエタ
リーのレイヤーです。GPSには、ユーザーやデベロッパー向けの追加の仕様、機能及びAPIが含まれ
ています。

71. GPSは、AOSPに含めるには適さない仕様、機能及びAPIを含めることにより、AOSPを補完します。こ
れらには、以下のような機能が含まれます。

● Googleのサーバーとのコンタクトを必要とするもの。AOSPは、GPSのようなミドルウェアで
実装できるような高度な機能を実装するために必要なサーバー接続の維持を前提としていま

せん。AOSPのAPIと機能は、どのような実装においても動作するように意図されており、プロ
プライエタリーなサービスに縛られるものではありません。

● 古いバージョンのAndroidに対し、比較的早く展開される必要があるもの。アクティブな
Androidデバイスの大半は、いつでも最新版のAOSPを実行しているわけではありません。そ
のため、Googleは、GPSに機能を含めることで、OEMがデバイスを最新版のAOSPにアップ
デートするのを待たずに、旧バージョンのAOSPを実行しているデバイスにバックポートできる
ようにしています。

65中間報告、95頁。
64中間報告、94～95頁。
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● 迅速なアップデートを必要とするもの。例えば悪用を防ぐために、頻繁に更新する必要がある

機能もあります。このような機能をGPSで頻繁に更新することで、ユーザーやデベロッパーを
被害から保護することができます。

● プロプライエタリー・ソフトウェアを含むか、又は必要とするもの。例えば、Googleは悪質な行
為を特定するために、デバイス上で特定のソフトウェアを難読化する必要があります。このソ

フトウェアがAOSPに含まれていたとすれば、不正利用者はより容易にこれを回避することが
できてしまいます。さらに、Googleは、プロプライエタリーのソフトウェアを開発するために何
十億ドルもの投資をしており、Androidのライセンスモデルを通じて、これらの投資を回収しよ
うとしています。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA

72. Googleは、中間報告のこの項目で提案された規制当局の介入に関するオプションについて大きな懸
念を抱いています。Googleは、これらの提案には重大なリスクが伴い、現在認識されている利益がこ
れを上回ることはないと考えています。

73. Googleは、デジタル市場競争会議が、自身のデバイス上でAndroidを使用するOEMに対してGPSへ
のアクセスを可能にすることをGoogleに義務付ける規律の導入を検討していると理解しています。

74. 前提として、Googleは、デジタル市場競争会議の提案において論じられているのは、時に「フォーク」と
呼ばれる互換性のないAndroidのバリアントであると理解しています。デバイス上でAndroidを使用し
ているOEMは、公開されている互換性定義ドキュメント（CDD）に定める基準互換性要件を満たせば、
既にGPSにアクセス可能です。日本においては、Android OEMは、MADAの下でGPSについて無料
でライセンスを受けることができます。この交換条件としてGoogleが求めるのは、ユーザーとデベロッ
パーにとって魅力的なプラットフォームとしてのAndroidを維持するために、OEMがAndroidデバイスに
おいて一定の最低限の互換性要件基準を満たすことのみです。GPSのライセンスを取得して配布して
いるOEMも、独自のミドルウェアを開発することができますし、別の実装を好む場合や、自社のハード
ウェアを補完するような特別なユースケースがある場合は、実際そうしています。メーカーは、ユーザー

や開発者を惹きつけるという観点からは、Androidの互換性のメリットを享受する一方で、Androidの外
観や雰囲気をカスタマイズし、Androidの上に独自のアプリやAPIを展開することができます。

75. したがって、Googleは、デジタル市場競争会議はAndroidフォーク（すなわち、CDDに定める最低限の
互換性要件基準を満たさないAndroidのバリアント）に対してGPSを利用可能にすることをGoogleに
義務付けることを提案しているという前提で意見を述べます。

76. ここで提案されている介入は比例的でなく不相応であり、Androidフォークの競争力を高めるものでも
ありません。

● まず、GPSは互換性を前提としています。CDDに定める互換性要件基準を満たしていない
Android上でGPSを実行すると、GPSが正常に機能しないリスクが非常に高くなります。デベ
ロッパーやOEMにGPSへのアクセスやGPSを編集する能力を付与すると、APIがデベロッ
パーやユーザーが期待するとおりに機能しなくなるおそれがあります。これにより、これらの

APIを利用するAndroidデバイスでのユーザーエクスペリエンスが損なわれる可能性がありま
す。

● 次に、互換性のないAndroidバリアント上で機能するGPSを利用可能にすることは、技術的に
困難であり、時間とコストがかかります。互換性のないAndroidバリアント上でGPSを利用可
能にすることをGoogleに義務付ける場合、Googleは、当該フォークがCDDの要件基準のど
れを満たしていないかを事前に知る必要があります。これは、互換性のないOS一つについて
見れば小さな努力に見えるかもしれませんが、Androidはオープンソースです。CDDの要件
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を満たすことを要求できなければ、いかなるOEMも、そのデバイスのポートフォリオ全体で、
又は個別のデバイスモデルについて、Androidを修正できることになります。Googleは、各
フォークデバイスについてCDDにどの点で準拠していないか判断する必要があります。各
フォークデバイスにつきこれを行うとすれば、莫大なコストがかかります。

いずれにしても、このような介入は、互換性のないAndroidバリアントの競争力を高めるもので
はありません。AndroidとGPSの両方をデバイスにプリインストールすることを希望するOSデ
ベロッパー又はOEMは、CDDの要件基準を満たすことではるかに競争力が高まります。アプ
リが正常に機能する保証がないのであれば、アプリのデベロッパーは、互換性のない

Androidバリアントのためにアプリを制作するメリットを感じません。

● また、この提案は、Google（及び他のオープンソースOSのプロバイダ）をApple及び他のク
ローズド・エコシステムのプロバイダと比較して不利な立場に置きます。Googleに対し、
Googleが何十億ドルも投資して作り上げた知的財産である、少数のプロプライエタリーのAPI
の中核機能について、その使用や修正に条件や制限を加えないで、Googleのアプリやサー
ビスをライセンスする義務を課すことは、継続的にイノベーションを行うというGoogleのインセ
ンティブに影響を与えることになります。GPSのコードは保護された知的財産であり、コードを
公に公開すると、イノベーションを行い、サービスを提供するというGoogleのインセンティブが
阻害されます。

77. いずれにしても、提案された介入は不必要であり、デジタル市場競争会議が主張する弊害は正しい認

識に基づくものではありません。デベロッパーがGPSのAPIを自身のアプリに含めることは、必ずしも
Android向けの開発に「ロックイン」する効果をもたらしたり、デベロッパーが自身のアプリをフォークに
移植することを阻止したりするものではありません。デベロッパーは、特定のモバイルOS上でアプリを
配信することで得られる見込み投資収益率に応じて、そのOS上で動作する特定のバージョンのアプリ
を作成します。Androidの互換性を促進するためにCDD準拠のデバイス上でのみGPSや他のアプリ
ケーションを利用可能にするというGoogleの行動は、OEMそれぞれによって異なるAndroidの実装を
またぐデベロッパーの移植コストを削減することを目的としています。あるCDD準拠のAndroidデバイ
ス上で動作するアプリは、同じフォームファクタの他のCDD準拠のデバイス上でも、大きな修正を必要
とせずに機能します。

78. Androidフォークのデベロッパーは、自由に自身のミドルウェアを構築し、デベロッパーに対して自身の
プラットフォーム向けのアプリを制作するよう誘致することができます。フォークのデベロッパーがアプリ

のデベロッパーを惹きつける革新的な機能を構築すれば、デベロッパーはそのプラットフォーム向けに

アプリを制作したり、移植したりするようになります。そのためには、フォークのデベロッパーに投資と実

績での競争が要求されます。

5. サイドローディングの制限について［115～129頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● サイドローディングの制限の禁止:過剰な警告表示又は複雑な手順を含め、サイドローディングの制
限の禁止

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

79. 中間報告は、Androidデバイスに表示されるセキュリティ警告（例えば、アプリストア経由ではなくウェブ
サイトからのネイティブアプリのダウンロードなど）は過剰であり、ユーザーによるサイドローディングを
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抑制することを示唆しています66。 Googleはこれについて同意致しかねます。iOSと異なり、Android
は、デベロッパーが利用できる多様なアプリ配布チャネルの一つとしてサイドローディングを認め、サ

ポートしており、これに対し、限定的な、しかし必要なセーフガードのみを設けています。

Googleは限定的な、しかし必要なセーフガード付きでサイドローディングをサポートします。

80. サイドローディングは、Androidでアプリをダウンロードする有効な方法です。iOSとは異なり、Google
はサイドローディングを許可しており、可能な限り安全で実用的なものにするために、いくつもの対策を

講じています。例えば、Androidユーザーはアプリのサイドローディングを「恒久的に」承認することがで
きます。特定のアプリ（例えば、Chromeのようなブラウザ）に対してサイドローディングを許可すれば、
ユーザーはこれらの手順をその後二度と実行する必要はありません。さらに、デバイスメーカーは、彼

らの判断でサイドローディング警告に関連する手順と文言を変更することができます。

81. 以上を前提としつつ、Googleはサイドローディングの潜在的なリスクを理解することは、ユーザーに
とって必要なことであると考えています。プリインストールされたアプリストアは通常、アプリが消費者に

提供される前にアプリのセキュリティを検証します。 しかし、悪意のある者が、アプリストアのセキュリ

ティチェックを回避するためにサイドローディングを利用することがあります。このため、Googleはそう
いったリスクについてユーザーに警告を表示し、ユーザーが十分な情報に基づいてサードパーティのア

プリをインストールするかどうかを判断できるようにしています。強力なセキュリティ機能によって、

Androidのエコシステムに対する消費者の信頼と信用が生まれ、ユーザーは、知名度の低い企業から
のアプリをダウンロードしても安全だと感じ、それがアプリデベロッパーに利益をもたらすのに繋がりま

す。デバイスのセキュリティをさらに強化するため、GoogleはGoogle Play Protect（GPP）の開発に力
を入れています。これは、Google Playからダウンロードされたか、サードパーティのアプリストアからダ
ウンロードされたか、サイドローディングされたかを問わず、すべてのアプリをスキャンし、マルウェアを

含んだものなど、害を及ぼす可能性のあるアプリについてユーザーに警告するものです。このように、

Googleは、ユーザーのセキュリティの保護と、代替的なメカニズムを通してユーザーがコンテンツにア
クセスする能力の促進の、ちょうどよいバランスを取ろうとしてきました。Googleのサイドローディング
警告は、中間報告が示唆する67ように複雑なものでも過剰なものでもないと考えます。むしろ、Google
の警告は控えめであり、デフォルトでサイドローディングを許可したいユーザーはこれを無効にすること

ができます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA

82. 中間報告では、「過剰な警告」や過度に複雑な手続きを含むサイドローディングの制限を禁止すること

を提案しています。しかし、デジタル市場競争会議は、警告が「過剰」である理由や、手順が過度に複

雑である理由について具体的証拠を提示しておらず、また、これとユーザーセキュリティを保護すると

いうGoogleの正当な目的について照らし合わせることもしていません。Googleがサイドローディングを
サポートしており、限定的でありつつ必要なセーフガードを講じていることからすれば、提案された介入

は結論として不要であると考えます。Googleのサイドローディング警告は控えめなもので、デフォルト
でサイドローディングを許可したいユーザーはこれを無効にすることができます。それは、サイドロー

ディングを行うかどうかの選択を制限しない一方で、ユーザーを安全に保つというGoogleの考えを適
切かつ合理的に均衡させています。

83. それでもなお、 デジタル市場競争会議がサイドローディングに関する警告や手順について制限を課す

ことを提案するのであれば、その判断基準は合理的かつ個々のユーザーの安全とAndroidエコシステ
ムを保護する真の必要性を考慮したものであるべきであるとGoogleは考えます。誤った判断による介
入は、Androidユーザーのセキュリティとプライバシー、及びAndroidエコシステムの完全性にとって深
刻な結果をもたらす可能性があります。

67中間報告、126～127頁。
66中間報告、125～126頁。
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6. 決済・課金システムの利用義務付けについて［129頁～146頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● ［オプションA］課金システムの利用強制の禁止: プラットフォーム事業者のアプリストアでデベロッ
パーがサービスを提供する場合にプラットフォーム事業者の課金サービスの利用を義務付けないこ

と

● ［オプションB］デベロッパーのコミュニケーションの制限の禁止: デベロッパーがユーザーとの間でコ
ミュニケーションすることを制限することを禁止

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

84. 中間報告では、Google Playの課金システム（GPB）の排他的な利用義務付けにより、決済・課金手
段の提供に関する競争が阻害され68 、結果的にイノベーションが減少し、アプリストアの手数料が上昇

することが示唆されています69。中間報告はまた、GPBの排他的な利用義務付けは、デベロッパーが
エンドユーザーとコミュニケーションをとり、エンドユーザーに対する顧客サービスを改善する能力に悪

影響を及ぼすことを示唆しています70。以下で説明するとおり、これらの主張は、GPBの性質と、GPB
を通じて一部のデベロッパーに請求されるサービス手数料についての誤解に基づくものです。

85. GPBは、デベロッパーがGoogle Playで配信するアプリでデジタル製品やコンテンツを販売できるよう
にするサービスです。デベロッパーはGPBを使用して1 回限りの売り切りのアイテムや定期購入を販

売することができます71 。GPBは、ユーザーとデベロッパーの両者に対し、アプリとアプリ内購入の支
払いを行うための安心、安全かつ効率的な手段を等しく提供します。

86. 重要なのは、GPBは単なる支払い処理システムではないということです。Playの不可欠な一部として、
GPBは以下の2つの目的を果たしています。1）定期購入管理及びペアレンタルコントロールと予算管
理を含む、チェックアウトのフロー（アプリ内支払いを含む）とアフターサービスを管理する包括的なシス

テムであり、2) これによってGoogleはPlayのサービス手数料を効率的に徴収することができます。

GPBは、チェックアウトからペアレンタルコントロール、定期購入管理に至るまでユーザーの購入体験を管理す
る包括的なシステムであり、また、デベロッパーに対してはサービスを収益化する簡単な方法を提供していま

す。

87. ユーザーの場合：GPBを使用すると、ユーザーは、支払いが安全であることがさらに確実にされ、予算
管理を設定したり、購入を管理・監視したりすることができます。GPBのユーザーに対するメリットは購
入手続きの前に開始し、これによってユーザーは、自分が何を購入しているのか、価格はいくらなの

か、繰り返し課金されるのかどうかを正確に把握することができます。次に、無料試用と試用料金の終

了のリマインダー、定期購入センターでの注文管理、定期購入管理、キャンセルオプション、その他の

カスタマーサポート及び購入管理（例：ペアレンタルコントロール）、及びユーザーフレンドリーな機能

71 Google、Google Play のお支払いに関するポリシーについて（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818?hl=ja）

70中間報告、142頁、 137～139頁。
69中間報告、141～142頁。
68中間報告、141頁。
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（例：予算のコントロール）へとフローします。ユーザーとの間に高い信頼を生み出すことで72、GPBは
デベロッパーのアウトプットとリターンを最大化しています。

88. デベロッパーの場合：GPBはデベロッパーに対して、アプリやアプリ内コンテンツに対する支払いを回
収し、返金や顧客からの苦情を管理するための、効率的で安全かつ信頼性の高いプロセスを提供して

います。これは、社内でこのような処理ができない多数のアプリデベロッパーにとって特に重要です。

GPBは、Google Playのサービス手数料の効率的な回収を可能にし、これはAndroidとGoogle Playをサポー
トし、Google Playが提供するサービスを反映しています。

89. アプリの開発にお金がかかるのと同様に、プラットフォームの開発にもお金がかかります。何年もの

間、GoogleはAndroidとGoogle Playに多大な投資をしてきましたが、他のビジネスと同様に、モバイ
ルへの取り組みに投資を継続できるビジネスモデルを必要としています。Google Playのビジネスモデ
ルにより、AndroidとGoogle Playの各プラットフォームをサポートしながら、Googleの成功をデベロッ
パーの成功と一致させることができます。

90. Playでは、アプリについてユーザーに課金するか、アプリ内でデジタルコンテンツの購入を提供するこ
とを選択したデベロッパーのみがサービス手数料を支払う必要がありますが、これはGPBを通じて収
集されます。すなわち、Google Play上のデベロッパーのうち、サービス手数料の対象となるのはたっ
たの3%に過ぎません。残りの97%のデベロッパーは、何ら対価を支払うことなく、アプリを配布し、
Googleが提供するデベロッパー向けのツールやサービスを利用することができます。さらにGoogle
は、時が経つ中で、サービス手数料のモデルにいくつかの変更を加えました。その結果、Google Play
経由で該当デジタルコンテンツを販売するデベロッパーの99%以上が、15%以下のサービス手数料し
か支払っていないか、その適用を受ける資格があります。

91. 重要なのは、GPBを通じて徴収されるサービス手数料が単なる支払処理手数料ではないことです。
Google Playのサポートページ「Google Playのサービス手数料について」73に記載されているとおり、

このサービス手数料によって、GoogleはGoogle PlayとAndroidエコシステムへの投資を維持すること
ができ、デベロッパーがユーザーと繋がって持続可能なビジネスを構築するのを助け、プラットフォーム

を安全に保つことができます。特に、手数料収入は以下の分野への大規模な投資の源泉となっていま

す。

● Android及びGoogle Play：無料のAndroid OSは、ハードウェアメーカーが様々な価格帯で
様々なデバイスを作ることを可能にし、ユーザーにこれまでにないほどの選択肢を与えていま

す。また、Google Playストアは世界最大級のアプリ数とゲーム数を提供しており、190か国
以上で利用でき、パーソナライズされたおすすめ機能を備え、高品質なアプリを簡単に見つけ

ることを可能にします。

● 新しいAndroidプラットフォーム：AutoやTVなどの新しいフォームファクタ向けのプラット
フォームを構築し、デベロッパーが新しい方法でそのリーチを拡大できるように支援します。

● セキュリティ：AndroidとGoogle Playは、そのセキュリティや、安全性やプライバシーに関する
ポリシーに準拠していることを保証するためのアプリ審査、1日に1000億件以上のアプリをス
キャンするGoogle Play プロテクトの自動セキュリティなどで消費者の信頼を得ています。

● アプリの配布：デベロッパーは30億人以上のAndroidユーザーと即座に繋がり、デバイスと機
能による配信を最適化し、継続的なアップデートを提供することができます。

● デベロッパー向けツール：デベロッパーは実験やベータテスト、ストアの掲載情報の最適化、

パフォーマンスの分析などを行うことができます。

73 Google、Google Play のサービス手数料について（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11131145?hl=ja）

72デジタルサービスへの支払いに関しても、すべてのデベロッパーが消費者を適切に保護しているわけではあ
りません。GPBは、ユーザーに安全な代替手段を提供します。例えば、米国連邦取引委員会州のMatch
Group Inc.の調査を参照ください。（英文のみ）（
https://www.nytimes.com/2019/09/25/us/match-com-lawsuit-ftc.html）
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● 課金システム：ユーザーは安全で信頼できる支払いを行うことができ、デベロッパーはGoogle
Playギフトカードや地域に適した支払い形式を使って7億人ものユーザーと簡単に取引を行う
ことができます。

92. Googleは、デベロッパーがアプリを安全かつ簡単に配布できる安定したプラットフォームを作成、維
持、改善するために、Google Playに継続的に投資しています。またGoogleは、通信事業者に対する
キャリア決済にかかる支払い、クレジットカード手数料、ギフトカードの手数料など、パートナーへの支

払いも行う必要があります。これらの投資や第三者への支払いも、Google Playのサービス手数料に
よって賄われています。

93. その結果、Google Playのサービス手数料の水準は、（a）GoogleがAndrioid及びGoogle Playを通じ
てデベロッパーに提供する価値、（b）Andrioid及びGoogle Playのエコシステムの開発と維持のため
にGoogleが負担している費用、及び（c）Android上又はより広い範囲でデベロッパーが利用できる他
の多くのアプリストアや流通チャネルとの競争などの、複数の要因を反映しています。

94. GBPを利用することは、Google及びデベロッパーの間において、手数料がいつ支払われるべきか、手
数料の額、及びデベロッパーに送金されるべき取引価額の残額を効率的に特定することを可能にしま

す。新しい規制の提案は、どのようなものであれ、（1）プラットフォームがユーザーに安心・安全かつ信
頼できる購入方法を提供する必要性を認識し、（2）プラットフォームが提供する価値に対して、可能な
限り効率的な方法で料金を徴収する権利と能力を有することを保証するべきです。

デベロッパーはアプリの内外で消費者と自由にコミュニケーションがとれます

95. 中間報告の指摘とは異なり、Google Playでアプリを配布するデベロッパーは、アプリの内外でユー
ザーに呼びかけるさまざまな方法を持っています。これらはGoogle Playのサポートページ「Google
Play のお支払いに関するポリシーについて」で説明されています74。例えば、

● デベロッパーは、代替的な購入オプションについても含め、アプリの外でユーザーと自由にコ

ミュニケーションを取ることができます75。電子メールでのマーケティングなど、アプリの外の

チャネルを利用して定期購入を提供したり、特別価格での販売さえも行ったりすることができ

ます。

● アプリ内でも、デベロッパーはユーザーとのコミュニケーションを柔軟に行うことができます。こ

れには、リンクが代替的な支払いオプションへと導くものでない限り、アカウント管理ページ、

プライバシーポリシー、ヘルプセンターなどアプリの外のウェブページへのリンクすることを含

みます。

● 消費のみのアプリ（すなわち、ユーザーがアプリ内からデジタル商品やサービスへのアクセス

を購入することができないアプリ）の場合、デベロッパーは、直接リンクを使用しなければ、ウェ

ブアドレスを提供することを含め購入オプションについてもユーザーとコミュニケーションするこ

とができます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA及びB

96. Googleは、中間報告の本項で提案されている規制当局による介入のオプションについて大きな懸念を
抱いています。Googleは、これらの提案には重大なリスクが伴い、現在認識されている利益がこれを
上回ることはないと考えています。

75 Google、Play Console ヘルプ、Google Play のお支払いに関するポリシーについて（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818?hl=jp）

74 Google、Play Console ヘルプ、Google Play のお支払いに関するポリシーについて（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10281818?hl=jp）
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97. オプションA：中間報告はGPBの利用の義務付けを禁止することを提案しています。提案された介入
は、Google Playのサービス手数料が単にGPBの使用に対する対価であるという誤った仮定に基づい
ているため、方向性を誤っています。上記のとおり、サービス手数料は支払処理の手数料ではありま

せん。むしろ、Google Playの手数料はGoogle Playが提供する全てのサービスに対するものとして課
されており、Google PlayとAndroidエコシステムに対するGoogleの継続的な投資はこれによって実現
されています。これは、ユーザーとデベロッパーに大きな価値を等しく提供します。また上記のとおり、

GPB自体も、安全で信頼性の高い支払いエクスペリエンスを提供することで、ユーザーとデベロッパー
に実質的なメリットを提供します。

98. オプションB：中間報告では、デベロッパーと利用者とのコミュニケーションに対するいかなる制限も禁
止することを提案しています。Googleは既に、代替的な支払いオプションに関する事項も含め、デベ
ロッパーがアプリの内外を問わずさまざまな方法でエンドユーザーとコミュニケーションをとることを認

めているため、提案された介入は不要であると考えています。デジタル市場競争会議がこの提案を検

討し続ける場合には、採用される介入がいかなるものであれ、デベロッパーが、エコシステムを支える

ために重要であるGoogle PlayとAndroidによって提供されるサービスへの手数料の支払いを回避す
ることができないことを確保するものとする必要があります。

7. アプリ内における他の課⾦システム等の情報提供、誘導等の制限［146頁～153頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

アンチスティアリング条項の禁止:事業者がユーザーに対して、アプリ内において代替的な支払手段へのリン
クを提供することを含め、特別の取引条件について情報提供することを制限することを禁止する

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

99. 中間報告は、（許可がない限り）デベロッパーが代替的な課金オプションにユーザーをアプリ内で誘導

することを防止するGoogle Playのお支払いに関するポリシー（支払いポリシー）によって、より便利な
可能性がある代替的な課金オプションについてユーザーが認識できなくなっているのではないかとの

懸念を述べています76。 以下で説明するように、支払いポリシーは制限的ではなく、デベロッパー、

ユーザー、プラットフォームの利益のバランスを取るものです。

Googleの支払ポリシーは不当に制限的ではありません

100. Googleは、デベロッパーがアプリをどのように収益化しても自由であるとされるべきであり、ユーザーと
支払い方法についてもやり取りすることができるべきだと認識しています。しかしGoogleは、このような
利益と、ユーザーが安心で安全な決済環境を利用する権利、そしてGoogle Playが今後も存続するた
め、安全なアプリストアとしての評判を維持し、Googleがそのプラットフォームへの投資を継続する必
要性とのバランスを取らなければなりません。

101. 前述のとおり、支払いポリシーは、デベロッパーに対し、ユーザーとのコミュニケーションの仕方に柔軟

性を認めています。この自由の唯一の制限は、（デベロッパーがPlayのサービス手数料を支払わない
ことを防ぐために）デベロッパーがアプリ内からオンラインの代替的な支払いオプションに導くウェブサ

イトにリンクすることができないことです。さらに、この制限の範囲はさらに限定されており、「消費のみ」

のアプリ（ユーザーがアプリ内からデジタル商品やサービスへのアクセスを購入することができないア

プリ）については、代替的な購入オプションに関する追加情報を提供することが許されています。これ

は、例えば以下のようなメッセージの形を取ることができます。

76 中間報告、149～150頁。
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「この書籍はウェブサイトで直接購入できます」

「定期購入をプレミアムにアップグレードするには、ウェブサイトに移動してください」

「この映画はアプリでレンタルすることはできませんが、ourwebsite.comでレンタルした映画
はすべて、アプリですぐにご覧いただけます」

「もっとライフが必要な場合は、ウェブサイトでご購入ください」

支払いポリシーは、すべての利害関係者の利益を均衡させたものです

102. 支払いポリシーは、デベロッパー、ユーザー、及びGoogle Play自体を含む、Google Playエコシステ
ムの主なステークホルダー全員の利害のバランスを取るための慎重な考慮の結果です。この点、代替

的な支払いオプションへのリンクアウトの禁止は、2つの主要な目的を達成します。

● 第一に、ユーザーの安全性とエクスペリエンスの確保、詐欺の防止、支払いに関わる負荷の

軽減に役立ちます。代替的なオンラインでの支払いオプションへのリンクアウトを許可すると、

悪意のある者が、詐欺などの可能性のあるサードパーティの支払いオプションにユーザーを

誘導する可能性があります。

● 第二に、Googleは効率的にデベロッパーにサービス手数料を請求することができます。

103. 第一の目的に関して、支払いポリシーは、ユーザーを保護し、詐欺を防止するのに役立ちます。代替

的なオンラインの支払いオプションに直接リンクアウトすることを許可すると、悪意のある者が、詐欺な

どの可能性のあるサードパーティの支払いオプションにユーザーを誘導する可能性があります。その

過程で、これらの者は、Google Playの安全なエコシステムの中にいるというユーザーの感覚を悪用す
ることができます（例えば、アプリ内のリンクは、ユーザーがまだアプリの「中にいる」ように感じさせるよ

うに設計されたWebページにつながる可能性があります）。ユーザーは、誘導されたウェブサイトの安
全性がGoogleによって審査されていないことに気付かない可能性があり、その結果、不正な支払いオ
プションによる取引が増加する可能性があります。これにより、ユーザーの安全性が損なわれるだけで

なく、Google Playが安全でないアプリストアとして認識され、Google Playの使用が妨げられる可能性
があります。

104. 第二の目的に関して、支払ポリシーによってGoogleはいつ、どのデベロッパーからサービス手数料が
支払されるべきかを判断することができます。デベロッパーが別のオンラインの支払いオプションにリン

クできるようにすることは、このプロセスをはるかに困難なものとし、デベロッパーとGoogle Playの管
理負担が増加するため、より非効率なものとなります。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA

105. Googleは、中間報告の本項で提案されている規制当局による介入のオプションについて大きな懸念を
抱いています。Googleは、これらの提案には重大なリスクが伴い、現在認識されている利益がこれを
上回ることはないと考えています。

106. 中間報告では、アンチステアリング条項、すなわち、デベロッパーがユーザーを代替的な支払いオプ

ションにアプリ内で誘導したり、特別な取引条件などについて説明したりすることを防ぐ条項の禁止が

提案されています。Googleについて言えば、この提案は根拠を欠いており、方向性を誤っているもの
です。また、（それらのサイト及び／又は支払方法の安全性をGoogle Playが検証していると誤解して）
知らず知らずのうちに安全でないWebサイトに誘導されることにより、個々のユーザーに損害がもたら
される可能性があります。これはGoogle Play、ひいてはAndroidエコシステム全体の評判を傷つけ、
サードパーティデベロッパーを含むすべての参加者の損失につながります。
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107. 上記のとおり、デベロッパーはアプリの外であれば代替的な支払い方法についてユーザーと自由にコ

ミュニケーションできるため、支払いポリシーは過度に制限的なものではありません。支払いポリシーに

含まれる禁止事項の範囲は限定されており、消費のみのアプリにはさらに例外があります。

108. さらに、支払いポリシーは、Google Playエコシステムのすべてのステークホルダーの利害のバランス
を取るように慎重に設計されています。アンチステアリング条項の禁止は、Google PlayとAndroidエコ
システムの存在と、これに対するGoogleの継続的な投資を実現しているサービス手数料を効率的に
徴収するGoogleの能力に影響を与え、このバランスを損なうことにつながります。これはまた、詐欺の
事案を最小化するという支払いポリシーの目的を損なうものです。過剰な規制は現在の運用における

慎重なバランスに悪影響を与え、エコシステムのステークホルダーに損失を与えます。

8. ブラウザエンジンの利用及びウェブアプリのサポート［153頁～165頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● ［オプションA］特定のブラウザエンジンの利用の義務付けを禁止：ブラウザを提供する一定規模の
OSを提供する事業者に対し、特定のブラウザエンジンの利用を義務付けることを禁止する。

● ［オプションB］ウェブアプリのサポートを義務化：上記事業者が提供するブラウザに対し、他のモバ
イルOS上のブラウザに提供されている機能と同等の機能を提供することを義務付ける。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

109. 中間報告では、iOSで使用できるブラウザエンジンがWebKitに限定されていることで、イノベーション
が制限され、潜在的なセキュリティ上及びプライバシー上の問題が生じているとの懸念が示されていま

す77。

110. ご留意頂きたい点として、Googleは、Androidで様々なブラウザエンジンをサポートしています。ブラウ
ザデベロッパーは、Android上でどのブラウザエンジンを利用するかを自由に選択できます。Blinkは、
その優れた機能性や高いウェブ互換性、活発なイノベーションにより、特に人気のある選択肢となって

いますが、ブラウザベンダーは他のブラウザエンジンを選択できますし、実際に選択しています。例え

ば、Mozillaは自社のFirefoxブラウザにGeckoブラウザエンジンを利用しています。

111. Androidのブラウザエンジンに対するGoogleのオープンな姿勢は、ブラウザアプリの能率に基づく競
争を促進します。ブラウザエンジン間における競争や、デベロッパーにおける選択の自由は、Android
の各ブラウザアプリが（すべてのブラウザがAppleのWebKitブラウザエンジンの使用を義務付けられ
るiOSの場合には利用できない）様々な特長や機能を組み込むことにより、自らを差別化できることを
意味します。

112. ご留意頂きたい点として、AppleのiOSでは、ブラウザエンジンとしてWebKitを利用する義務により、
Apple以外のブラウザやウェブアプリの機能が制限されます。例えば、SafariはiPhoneユーザーのカメ
ラにアクセスできますが、WebKitにより、iOS版のChromeは当該機能へのアクセスを阻止されます。
WebKitエンジンによるこの制約がなければ、他のブラウザも、ユーザーの関心を引く画像認識検索機
能を他の製品に追加することができます。また、Appleが課している制限のため、速度や安定性に関し
てAndroid版のChromeで提供される改良の多くは、iOSでは提供されません。WebkitをiOS上の唯一
のブラウザエンジンとするというAppleの決定は、ユーザーのセキュリティにも影響を与えます。研究者
の指摘によれば、Appleのブラウザエンジンは他のブラウザエンジンと比べて報告されたバグの修正
が著しく遅く、そのため、ユーザーはiOS上でブラウザを使用する際、他のブラウザエンジンを使用でき
ないために安全面で後れを取っているとのことです78。

78 https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/02/a-walk-through-project-zero-metrics.html
77中間報告、158頁。

30



9. ブラウザの拡張機能における制約について［171-177頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

● ［オプションA］モバイルにおけるブラウザ拡張機能：モバイルにおけるブラウザ拡張機能についてサ
ポートを提供する。

● ［オプションB］公平なブラウザ機能：ファーストパーティ・ブラウザと同一の機能をサードパーティブラ
ウザにも提供する。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

113. 中間報告では、Chromeの拡張機能はモバイル端末ではサポートされていないため、サードパーティ
がユーザーに特定のサービスを提供する機会が損なわれているとの指摘がなされています79。

Chromeの拡張機能は現在、技術的な理由によりモバイルではサポートされていません

114. Googleは現在、デスクトップでのChrome拡張機能をサポートしています。ユーザーはデスクトップで
使用するChrome拡張機能をモバイル経由でダウンロードすることはできますが、拡張機能は、現時点
でモバイル端末自体ではサポートされていません。これは、モバイル端末に関して、デスクトップの場

合にはない技術的な障壁があるためです。例えば、モバイル端末には、Chrome拡張機能のパフォー
マンスを低下させる可能性のあるパフォーマンス上の制限やバッテリーの問題があります。これらの拡

張機能をスマートフォン向けアプリに対応させる場合、各モバイル・オペレーティングシステム特有の異

なるユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスにより、Android以外のスマートフォンで同
等の機能を実現することが困難になります。例えば、Appleによる同社のスマートフォン向けアプリに対
する拡張能力の制限により、iOSでChromeのブラウザ拡張機能を展開することは困難です。

Googleは、拡張機能をモバイルに対応させる取組みを進めています

115. Chromeは、拡張機能をモバイルに対応させることに取り組んでおり、最近、将来的にモバイル端末に
拡張機能を安全に導入することにつながる可能性のある、デスクトップのブラウザ拡張機能のセキュリ

ティ、プライバシー及びパフォーマンスの改善を行いました。具体的には、Chromeは拡張機能のエコ
システムに対し、バックグラウンドページをサービスワーカーに置き換える変更を加えました。拡張機能

のサービスワーカーは、エンドユーザーのエクスペリエンスを向上させるために、イベントの動向を注視

し、それに対応します。そのため、サービスワーカーの使用への移行は、モバイル上で拡張機能をより

効果的に実行することに役立つ可能性があります。またChromeは、declarativeNetRequestのAPIを
実行しています。これは、ブラウザがデベロッパーと連携して、プライバシーが保護される高性能な方

法でネットワークリクエストを修正し、ブロックすることを可能にするものです。これは将来的に、拡張機

能のダウンロードを通じてスマートフォンにマルウェアがインストールされるのを防ぎつつ、拡張機能を

モバイルデバイスに対応させることに役立つ可能性があります。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

116. 中間報告では、モバイル端末におけるブラウザ拡張機能の提供を義務付けることが提案されていま

す。しかしながら、Googleは、現時点でそのような介入をすることは技術の実態（例えば技術上の障害
等）を無視するものであって、端末の機能を損ない、ユーザーに不利益を及ぼすリスクがあると考えて

います。Googleは、ユーザーのプライバシーが保護される高性能かつ安全なソリューションを開発する
には、さらなる評価とテストが必要であると考えています。これにより、良好なユーザーエクスペリエン

スをもたらし、エンドユーザーのセキュリティとプライバシーを侵害しない形でモバイル端末にブラウザ

79中間報告、174頁。
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拡張機能を展開するにはどのような方法が最適であるかを、十分な情報に基づいて決定することが確

保されます。

10. スイッチング・コスト（ブラウザへの登録、データ連携に起因するもの）について［177-180頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

● ［オプションA］データポータビリティ：エンドユーザーに対し、有効なデータポータビリティと、それを容易
にするツール（「継続的かつリアルタイムなアクセス」を含む。）を提供する。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

117. 中間報告では、ユーザーはID、ブックマーク、パスワード等を容易に移行できないために、ブラウザを
乗り換えることが少ないという懸念が提起されています。同報告書では、エンドユーザー又はエンド

ユーザーが承認したサードパーティからの求めに応じてデータポータビリティを促進するツールを無償

で提供することをプロバイダに義務付けることが提案されています。

118. データポータビリティは、消費者が様々なプロバイダのサービス間で安全にサービスを乗り換え、新し

いサービスを試し、自らのニーズに最適なサービスを選択できるようにすることで、イノベーションと競

争を促進することに役立つ可能性があるとGoogleは考えます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

119. Googleは、自社の既存の慣行が既にデジタル市場競争会議の提案内容に沿うものであると考えてい
ます。Googleは、データポータビリティをいくつかの方法で推進しています。

● ユーザーは、ブックマークやオートフィル情報（保存したパスワード等）を含む自らのGoogleア
カウントに保存された個人データをChromeからエクスポートしたり、ダウンロードしたりするこ
とができます80。このデータは、アーカイブしたり、別のサービスで使用したりすることができま

す。ユーザーは、ブラウザを乗り換えたい場合、簡潔な手順で、ChromeブックマークをHTML
ファイルとして容易にエクスポートし、別のブラウザにインポートすることができます81。

ブックマークを別のブラウザに移動する

別のブラウザを使用する場合は、Chrome のすべてのブックマークをそのブラウザに移動できます。
1. パソコンで Chrome を開きます。

2. 右上のその他アイコン をクリックします。

3. [ブックマーク]＞[ブックマーク マネージャ]を選択します。

4. 上部のその他アイコン ＞[ブックマークをエクスポート]をクリックします。
これで、Chrome からブックマークが HTML ファイルとして書き出されます。このファイルを使って、別
のブラウザにブックマークを読み込みます。

● Googleは、Google Takeoutと呼ばれる機能を開発しました82。これは、ユーザーが自らの

データを、汎用的かつ機械可読なフォーマットで容易にダウンロードできるようにする（かかる

82 Google、Google Takeout (Google データエクスポート) （https://takeout.google.com/settings/takeout）
をご参照ください。

81 Google Chrome ヘルプ、「ブックマークと設定をインポートする」（
https://support.google.com/chrome/answer/96816?hl=ja）をご参照ください。

80 Google Chrome ヘルプ、「Chrome からデータを書き出す」 （
https://support.google.com/chrome/answer/10248834?hl=ja）をご参照ください。
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データを、サードパーティのサービスプロバイダに簡単にアップロードできるようにする）ことに

特化した機能です83。Google Takeoutは、Google Chrome（上記のとおり）を含む複数の
Googleサービスに対応しています84。ユーザーは、ダウンロードするデータとダウンロードの

形式を選択できます。例えば、関連するデータを選択し、それを.zipファイル又は.tgzファイル
（どちらもほぼすべてのコンピューターで開くことができます。）のどちらでダウンロードするか

を指定できます。また、データファイル送信方法を、（i）ダウンロード用リンクのメール送信、（ii）
ユーザーのGoogle Driveへのデータの追加、（iii）ユーザーのDropboxアカウントへのデータ
のアップロード、（iv）ユーザーのMicrosoft OneDriveアカウントへのデータのアップロード、（v
）ユーザーのBoxアカウントへのデータのアップロードの中から選択できる場合もあります。

● また、Googleは、データポータビリティの向上を目指す業界の取り組みを支持しています。こ
れには、GoogleがMeta、Twitter、Microsoft、Appleとともに創設メンバー及びコントリビュー
タとなっているデータ転送プロジェクト（DTP）85等のイニシアチブが含まれます。DTPは、ウェ
ブ上のユーザーがオンライン・サービスのプロバイダ間で自らのデータをいつでも簡単に移動

できるオープンソースのサービス間データポータビリティ・プラットフォームを構築するため、

2018年に発足しました。DTPは、データポータビリティを拡張し、ユーザーにおいて、サービス
プロバイダから自らのデータのコピーをダウンロードするだけでなく、あらゆる参加プロバイダ

の間で自らのデータの直接転送を行うことを可能にします。

11. 有力ウェブサービスにおける仕様変更等によるブラウザへの影響について ［180-186頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

● ［オプションA］ブラウザの公平な取扱い：プラットフォーム事業者のファーストパーティ・サービスは、
自らのウェブサービスについて一定規模の設定や変更を行う際、競合ブラウザよりも自社ブラウザ

を優遇してはならない。

又は

● ［オプションB］変更の事前通知：サードパーティブラウザに、ウェブサービスの変更に備えるのに十
分な時間を与える。

● 情報開示：サードパーティブラウザに、変更に関して適切な量の情報を提供する。

● 第三者からの問い合わせへの回答：変更に関する問い合わせへの対応を向上させるための手順や

システムを確立する。

● 政府報告：この点について政府への報告を行う。政府はモニタリングとレビューを行う。

● 規制当局の介入：調査及び差し止めを含む。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

120. 中間報告では、サードパーティのブラウザは、YouTubeやGoogle検索といったサービスの最新機能と
の完全な互換性がないため、Chromeよりも不利な立場に置かれているとの主張がなされています86。

Googleは、これには同意しかねます。Googleは、Android上で動作するすべてのブラウザと協力し
て、リリースやアップデートを適時に提供し、これらのサービスの機能との互換性をテストし、実装する

機会を提供しています。Androidは、オープンソースのプラットフォームとして、ユーザーには様々なブ
ラウザを提供し、デベロッパーには自社のブラウザを配布するためのプラットフォームを提供していま

す。

86中間報告、181頁。
85 Data Transport Project、 DTP About Us (https://datatransferproject.dev/) をご参照ください。

84 Google Account、Google Takeout (Google データエクスポート)、（
https://takeout.google.com/settings/takeout）をご参照ください。

83 Google、Google Takeout (Google データエクスポート)（https://takeout.google.com/settings/takeout）を
ご参照ください。
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121. また、Googleは、アップデートや製品変更について、十分な時間的余裕をもってサードパーティのデベ
ロッパーに事前通知を行っています87。前述のとおり、Googleは、かかる変更に関してデベロッパーと
連絡を取るための複数のチャネルを持っています。デベロッパーからのフィードバックはGoogleが新た
なリリースの最適な機能を実現するのに役立つため、Googleには、デベロッパーへの事前通知を行う
インセンティブもあります。

Googleは、Chromeを他のブラウザよりも優遇してはいません

122. Googleは、YouTubeコードの更新や新しい技術的機能のリリースに関して、他のブラウザよりも
Chromeを優遇してはいません。Googleは、リリースを行う都度、公平な競争条件を確保するために、
すべてのステークホルダーに適時の通知と必要なサポートを提供することを目指しています。Google
は、ブラウザのエコシステムは複雑になり得るため、すべてのプラットフォームでの同時リリースは不可

能な場合がある（例えば、リリースを可能にするためにブラウザのオペレータにおいて特定の変更を加

えなければならない技術的制約がある場合等）と認識しつつも、複数のプラットフォーム（Chrome、
Safari、Firefox、Edge及びOperaを含みます。）での同時リリースを目指しています。

123. さらに、Chromeは「Chromium」と呼ばれる無償のオープンソースのブラウザプロジェクトを提供してお
り、これによりデベロッパーは、Chromiumをベースにした独自のブラウザを開発することができます。
一般に、Chromiumにサポートされているブラウザは、Chromeのアップデートと同時にリリースするこ
ともできます。

124. Google検索に関しては、Googleは、ブラウザの技術仕様に関する客観的基準に基づいて各ブラウザ
に様々なバージョンのGoogle検索を提供しており、それらがサードパーティのブラウザであるか否かと
いう基準には基づいていません。また、Googleは、Google検索のランキングに関する重要な変更に
ついては、関連するステークホルダーに事前通知を行っています。

125. YouTubeについては、Googleは、機能ないしアップデートの性質に応じて十分な通知期間がブラウザ
に与えられることを確保しています。例えば、iOS課金との統合を必要とする有料サービスについて
は、十分な通知期間を確保するためにプロセスの早い段階から他のブラウザと一緒にGoogleは作業
に取り組むこととなります。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA

126. 中間報告では、プラットフォームがそのウェブサービスの仕様について変更する場合にファーストパー

ティ・ブラウザの優遇を禁止することが提案されています。Googleはサードパーティブラウザよりも
Chromeを優遇してはいないため、この介入はGoogleについては不要であると考えます。さらに、上記
「はじめに／概要」の項に記載のとおり、一切の自社優遇を全面的に禁止することは比例原則に反して

過剰であり、イノベーションを遅らせることになります。つまり、アップデートの展開に関してあらゆる小

規模なブラウザプロバイダにおいて準備が整うまで、日本のユーザーが最先端のテクノロジーから取り

残されるようなことが起こり得ます。Googleに対して提案された、すべてのサードパーティがその機能
を取り入れる準備を終えるまでファーストパーティの新機能の展開を遅らせるという要件は、現実的で

はありません。機能を取り入れることを希望するすべてのサードパーティをGoogleにおいて特定するこ
とはほぼ不可能であり、際限のない待機期間を生じさせる可能性があるからです。また、競合各社が

他社よりも早く機能を導入して他社との差別化を図る能力を奪い、イノベーションへのインセンティブを

削ぐことになることから、競争にも悪影響を与えます。

オプションB

87例えば、上記提案１に対するGoogleの回答をご参照ください。
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127. 情報開示及び政府への報告：中間報告では、さらに、仕様の設定及び変更に関する情報開示義務及

び政府への報告義務が提案されています。前述したように、Googleは、アップデートや新機能につい
ては既に豊富な情報提供と事前通知を行っており、デベロッパーからのフィードバックを受け入れる態

勢も取り続けています。新たなリリースの最適な機能を実現するためにアップデートに関してデベロッ

パーに十分な情報提供と通知を行い、デベロッパーのフィードバックを取り入れることは、Googleの利
益に適うものです。

128. 規制による介入：Googleは、差し止めを導入するというデジタル市場競争会議の提案には賛同しかね
ます。弊害の存在やその可能性を示す明確な証拠がない限り、そのような介入は過剰であり、イノベー

ションと事業活動の自由に深刻な悪影響を与える可能性があるとGoogleは考えます。必要がないにも
かかわらず差し止めの措置を導入することは、政府の関与その他の規制を必要最小限のものとすると

いう取引透明化法の基本理念（第3条）と明らかに矛盾します。特に重要なのは、誤った規制は多大な
損失を伴い、競争促進的な活動やイノベーションによる利益を日本の消費者から奪うリスクがあるとい

う点です。

12. 検索における自社に優位な技術の標準化について ［186-191頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案：

● ［オプションA］変更の事前通知：サードパーティに対し、検索のランキング・ルールの変更に備える
のに十分な時間を与える。

● ［オプションB］情報開示：サードパーティに対し、変更に関して適切な量の情報を提供する。
● ［オプションC］第三者からの問い合わせへの回答：変更に関する問い合わせへの対応を向上させる
ための手順やシステムを確立する。

● ［オプションD］政府報告：この点について政府に報告する。政府はモニタリングとレビューを行う。
● ［オプションE］規制当局の介入：調査及び差し止めを含む。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

129. 中間報告では、Googleが検索サービスの分野における自らの地位をレバレッジにして他のサービスを
提供しているとの指摘がなされています88。デジタル市場競争会議は特に、Googleが自社のサーバー
経由でのニュースサービスの配信を優遇することを懸念しています。中間報告ではAccelerated
Mobile Pages（AMP）を例に挙げ、ニュースのカルーセルへの表示にAMPフォーマットが必要である
としていた時期に、Googleは自社の検索技術を強化したとの主張がなされています89。

130. こうした懸念に関しては、GoogleがAMPを支配していないことをご理解頂くことが重要です。また、
Google検索はAMPコンテンツを優遇しておらず、AMPコンテンツはGoogleの検索サービスの競争力
を高めてはいません。AMPページはGoogle製品に囲い込まれてはおらず、ウェブ上の他のあらゆる
ページと同じように動作します。それらは、Yahoo! JAPANやBingを含む様々な検索エンジンや、
Twitter、LinkedIn及びPinterest等の各種ソーシャル・プラットフォームで使用されています。

131. 2015年10月に導入されたAMPは、オープンソースの標準規格であり、デベロッパー、パブリッシャー、
ウェブサイト、配信プラットフォーム及びその他のテクノロジー企業（Washington Post、New York
Times、Buzzfeed及びThe Guardian等のパブリッシャーや、Twitter、Pinterest、Adobe Analytics、
LinkedIn等のテクノロジーパートナーを含みます。）による革新的な提携の成果です。AMPは、高速読
み込みモバイル・コンテンツを最適化し、モバイル・ウェブ上でのユーザーエクスペリエンスを向上させ

るために開発されました。

89中間報告、189頁。
88中間報告、190頁。
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132. GoogleがAMPを支配したことは一度もありません90。AMPは、諮問委員会と技術運営委員会を通じて
共同で管理されています。

133. AMPは現在にも過去にも、Google検索の結果におけるランキングの要素とされたことはありません。
コンテンツは、それが高速化・高速読み込みコンテンツ（AMPか、それ以外のものかにかかわらず）で
あることによってではなく、AMPであることのみを理由として、Google検索のオーガニック検索結果に
おけるランキング上の優位性を得ることはできません。Google検索は、少なくとも2010年（AMP導入
のかなり前）から、ページロードの速度をランキング決定の際の要素の一つとしてきました91。2018年1
月には、Googleは、モバイル検索においても速度をランキングの要素とすることを発表しました92。

Google検索においてサイトのランキングを最適化するためのGoogleのガイドラインはすべて、AMP
ページにもAMP以外のページにも同じように適用されています93。オーガニックなGoogle検索の結果
において、コンテンツがAMPでないために不利に扱われることはありません。以前は技術的な理由か
ら、コンテンツをトップストーリーのカルーセルに表示させるためにはAMPである必要がありましたが、
現在はその必要はありません94。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

提案されている介入は必要ありません

134. 提案されている介入（オプションAからE）は、AMPの誤った理解に基づくものであるため、必要ないも
のと考えます。また、Googleは既に、Google検索のランキング・ルールの変更に関して十分な通知と
情報を提供しています。Googleは通常、ウェブサイトのランキングに影響する重要な変更をGoogle
Webmaster Blogで発表しています95。Webmaster Blogには、Googleのアルゴリズムの運用に関す
る数千件の投稿があり、今後のアルゴリズムの変更に関する情報も含まれています。さらに、Google
はポリシーやアルゴリズム・ランキングの運用に関する豊富な情報を公開しています96。

提案された介入には重大な弊害のリスクがあります

135. Googleは、サイト運営者において、検索エンジンが何を良い結果とみなしているのか、そのような結果
をどのように目指せばいいのかを理解するために、アルゴリズムの最適化により目指している基本原

理をこれらの者が理解することが重要であるという点に同意します。同時に、Googleのような検索サー
ビスがランキング・アルゴリズムの運用について開示できる情報には重要な限界があります。Google
検索のランキング・ルールの変更に関して、現在よりも大幅に多くの又は無制限の開示を求める規制

上の要件は、検索結果の質に重大な悪影響を与えるとともに、Googleの事業及び知的財産権を損な

96 Google、「Google 検索の仕組み（サイト所有者向け）」、Google検索セントラル（ウェブページ、2022年3月
15日）、（https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelines/how-search-works）をご参照
ください。

95 Google、Google検索（旧ウェブマスター）セントラル（ウェブページ、2022年）（
https://developers.google.com/search）をご参照ください。

94 より快適なウェブの実現に向けたページ エクスペリエンスの評価（2020年5月28日）
（https://developers.google.com/search/blog/2020/05/evaluating-page-experience）をご参照ください。

93 Googleと相性の良いサイトを作成する方法、（Search Consoleヘルプ）：
（https://support.google.com/webmasters/answer/40349?hl=ja）をご参照ください。

92ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します、Google検索セントラル ブログ（
2018年1月17日）：（
https://developers.google.com/search/blog/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search?hl=ja）をご参
照ください。

91 Using site speed in web search ranking（サイトの読み込み速度をウェブ検索のランキング要素にします）
（英文のみ）、Google検索セントラル ブログ（2010年4月9日）（
https://webmasters.googleblog.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html）をご参照く
ださい。

90 ただし、2018年12月まで、AMPプロジェクトのテクニカル・リードはGoogleの従業員でした。
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う可能性があります。例えば、GoogleがGoogle検索の結果をどのようにランク付けしているかについ
て過度の情報開示を行えば、以下の悪影響が生じる可能性があります。

● ウェブサイトやアプリデベロッパーがGoogle検索のランキング・ルールを巧みに利用（或いは
「操作」）して、実際よりも関連性が高いように見せかけることが容易になります。これは、

Google検索の質や有用性を損なうと考えられます。例えば、ウェブは何百万もの異なるマシ
ンにわたる何兆ものページを内包し、常に成長・変化しています。Googleがウェブ全体でイン
デックス化する新しいウェブページの40％以上がスパムです。同様に、Google検索では毎日
400億以上のスパム・ページが検出されます97。Googleがそのスパム関連システムをオフに
した場合、又はウェブサイトがかかるシステムの仕組みを把握してそれを回避できるように

なった場合、Googleの推定では、スパム・ウェブサイトはGoogleの検索結果において年間
500億回のアクセスを獲得することになります。

● Google検索が検索結果をランク付けする方法の詳細は、そのビジネスの中核的な価値を成
すものです。かかる詳細を開示すれば、競合他社がイノベーションを模倣し、Googleの投資
や知的財産にただ乗りすることが可能になり、これはGoogleの知的財産の不当な侵害や収
用に当たります。この懸念は、2020年に英国競争・市場庁において確認されており、そこで
は、そのような開示を義務付けることは「ただ乗りを可能にし、Googleのイノベーションや投資
に対する意欲を削ぐ」可能性があることが認められています98。

提案された介入は適切ではありません

136. オプションAからC：Google検索の運用やGoogleのランキング・ルールの適用にあたり、Googleが各
ウェブサイト所有者と「取引」を行うことはありません。したがって、提案されている規制介入の選択肢、

すなわち、変更の事前通知及び第三者からの問い合わせへの回答は、このような事情の下では適切

でなく、また実行可能でもありません。

137. Googleは、EUのP2B法でも同様の問題が扱われていることを認識しています。しかしながら、EUは、
Google検索の透明性、報告、及び説明責任に関する慣行を慎重に検討した上で、透明性及び説明責
任に関するGoogleの既存の慣行の多くが十分なものであると判断しました。EUのP2Bフレームワーク
は、欧州のステークホルダーやGoogleと緊密に協働した結果、消費者や企業がGoogleの製品をより
よく理解するのに役立つ新しい妥当な措置を要求しつつも、消費者、ウェブパブリッシャー及び規制当

局に実際にはほとんど、或いは全く利益をもたらさないような非実用的で負担の大きい報告措置（及び

変更の事前通知や特定の苦情処理／問い合わせ対応を義務付ける要件）の義務化を回避すること

を、より適切なバランスで実現しました。

138. デジタル市場競争会議のデジタル広告市場における競争評価最終報告でも、検索のランキングのパラ

メータ関係の開示を要求する提案が検討されました。しかしながら、当該報告では正しく検索エンジン

の実態（例えば、多数のステークホルダーの存在等）が確認され、提案された要求に一定の制限が加

えられました。これには、提案された開示がウェブサイトのランキングを決定するために用いる「主要な

事項」にのみ焦点を当てること、及びかかる開示を「弊害が生じない限度において」行うことが含まれて

いました。また、検索アルゴリズムの変更に関する苦情に「必要かつ合理的な範囲で」対応する仕組み

を構築することも提案されました。Googleは、これらの提案が依然として過度の負担であり不必要であ
ると考えますが、デジタル市場競争会議においては今回の調査において少なくとも同様の但し書きを

設けることを検討することが必要です。上記にて概要を論じた中間報告の広汎な提案は、イノベーショ

ンに損害を与え競争を歪めるリスクがあります。

98英国競争・市場庁、 Appendix V to the Final Report of the Online Platforms and Digital Advertising
Market Study（オンラインプラットフォーム及びデジタル広告市場研究についての最終報告 添付資料５）（英文
のみ） （2020年） 123-127項、（
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fe36a18d3bf7f08a02c87f6/Appendix V - assessm
ent_of_pro-competition_interventions_in_general_search_1.7.20.pdf）をご参照ください。

97 Google、Google検索セントラル「2020 年の Google の検索スパム対策」（
https://developers.google.com/search/blog/2021/04/how-we-fought-search-spam-2020）をご参照くださ
い。
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139. オプションE：Googleはまた、差し止めを導入するというデジタル市場競争会議の提案には賛同しかね
ます。弊害の存在やその可能性を示す明確な証拠がない限り、そのような介入は比例原則に反して過

剰であり、イノベーションと事業活動の自由に深刻な悪影響を与える可能性があるとGoogleは考えま
す。必要がないにもかかわらず差し止めの措置を導入することは、政府の関与その他の規制を必要最

小限のものとするという取引透明化法の基本理念（第3条）と明らかに矛盾します。特に重要なのは、
誤った規制は多大な損失を伴い、競争促進的な活動やイノベーションによる利益を日本の消費者から

奪うリスクがあるという点です。

13. ブラウザ、検索エンジン等のプリインストール、デフォルト設定等について ［192～217頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA]ユーザーの意思決定： エンドユーザーに対し偏った方法（例えば、サードパーティアプ
リがデフォルト設定されている場合、選択画面を表示するのみ等）でデフォルト設定の変更を促して

はならない

● [オプションB]選択画面：ブラウザ及び検索の選択画面を表示し、ユーザーにデフォルト設定されて
いないアプリに関する情報を提供する

● [オプション C]アプリのアンインストール： ユーザーによるブラウザ等の主要なアプリの完全な削除
を可能にする。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

140. 中間報告では、OEM契約を通じて行われる端末へのデフォルト検索エンジンの設定やブラウザのプリ
インストールが、消費者をそれらのサービスにロックインする効果があると記載されています99。中間報

告では、ブラウザを削除できないことと、Google Searchがデフォルトに設定されることは、競合他社が
数多くの選択肢の一つとなるのではなく、消費者にアプリの変更を働きかけなければならないことを意

味するため、かかる競合他社が著しく不利な状況にあることを示していると指摘しています100。

141. こうした主張とは反対に、Androidのエコシステムでは、消費者を「ロックイン」しようとはしていません。
事実Androidでは、すべてのレベルにおいて選択肢を提供しています。Androidユーザーは、プリイン
ストールされているアプリに関係なく、自身のAndroid端末を自由にカスタマイズすることができます。
ユーザーは、すべてのデフォルトアプリを変更することができ、プリインストールされたアプリを削除又

は無効化することができます。

Androidでは、端末メーカーがプリインストールするアプリやデフォルト設定するアプリを決定します。

142. Androidにおいては、どの（検索又はブラウザ）アプリを端末にプリインストールし、デフォルト設定にす
るかを決めるのは端末メーカーです。デフォルト設定を行うことにより、ユーザーが関連する機能を実

行した際に特定のサービスが自動的に立ち上がることを確保し、消費者にとって有益なものとなってい

ます。平均的なAndroid端末には、さまざまな競合するブラウザや検索サービスを含む数十種類のア
プリが端末メーカー及び通信事業者によりプリインストールされています。例えば、Samsungの携帯電
話ではSamsung Internetがデフォルトとして設定されており、Huaweiの携帯電話では、Huawei
Browserがデフォルトのブラウザとして設定されています。

デフォルト設定及びプリインストールは、消費者による代替サービスの利用を制限していません。

100中間報告、209頁。
99中間報告、210頁。
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143. 消費者は、Android端末の購入後、アプリを追加・削除し、ホーム画面から移動させ、又は設定を変更
することができます。

144. ブラウザ及び検索エンジンに関して、デフォルトの変更が容易であることを示す証拠が多数あります。

ユーザーは、既存のデフォルトの検索サービスに不満がある場合、かかるデフォルトの検索サービスを

容易に切り替えることができ、かつ、実際に容易に切り替えており、これは、Google検索をデフォルト
サービスとして利用継続しているユーザーが、自ら選択してその利用を継続していることを示唆してい

ます。この証拠は、Google 検索が広く利用されているのは、デフォルト設定やプリインストール設定の
ためではなく、その品質（すなわち、Google 検索の継続的なイノベーションや使用しやすいインター

フェース）を反映していることを示しています。一例として、

● リーズ大学のPinar Akman教授は、検索エンジン等のオンラインプラットフォーム上でのユー
ザーの行動に関する独自の調査を発表しました。Akman教授は、10か国の11,000人以上の
消費者に対する大規模な調査を行い、以下の事実を発見しました。

○ 回答者の74％が少なくとも一つの端末で最初の検索エンジンを変更したことがある
こと101 。

○ 回答者の75％が少なくとも一つの端末で最初のデフォルトのインターネットブラウザ
を変更したことがあること102 。

● オーストラリア競争・消費者委員会が近年委託した調査では、ユーザーの大半が代替ブラウ

ザや検索エンジンについて認識し、デフォルトのブラウザ及び検索エンジンの変更方法を知っ

ており、「その実行が容易又は非常に容易」であると回答していることが確認されました。

○ 「ほとんどの消費者は、インターネット検索の方法に不満がある場合、自身の端末の

ブラウザ及び検索エンジンのほかに多数のブラウザ（80％）及び検索エンジン（77
％）の選択肢があることを確信していた。」103

○ 「4人に3人の消費者（78％）は、自身のブラウザで設定されたデフォルトの検索エン
ジンを変更できることを認識していると述べた。」104

○ 「直近2年以内に自身の端末上でデフォルトのブラウザ又は検索エンジンを変更した
ことがある消費者のうち、5人に4人以上がその手順について容易又は非常に容易で
あったと感じた。」105

105 Roy Morgan、Consumer Views and Use of Web Browsers and Search Engine - Final Report（ウェブ
ブラウザ及び検索エンジンについての消費者の意見及びその利用－最終報告書）（英文のみ）（2021年9月）16
頁。

104 Roy Morgan、Consumer Views and Use of Web Browsers and Search Engine - Final Report（ウェブ
ブラウザ及び検索エンジンについての消費者の意見及びその利用－最終報告書）（英文のみ）（2021年9月）15
頁。

103 Roy Morgan、Consumer Views and Use of Web Browsers and Search Engine - Final Report（ウェブ
ブラウザ及び検索エンジンについての消費者の意見及びその利用－最終報告書）（英文のみ）（2021年9月） 9
頁（
https://www.accc.gov.au/system/files/DPB%20-%20DPSI%20-%20September%202021%20-%20ACC
C%20Consumer%20Survey%20-%20Roy%20Morgan%20Report%20-%20FINAL%20-%2017%20Se
ptember%202021.pdf） 。

102同前 figure 17。 Akman教授は、デジタルリテラシー不足の存在を指摘しており（一部の消費者において検
索エンジンとインターネットブラウザを区別できないことに言及しています。）、選択画面等によるさらなる介入の
必要性を検討する前に、公的資源をデジタル教育に投入し、まず先にかかるリテラシー不足を解消することを推
奨しています（51～53頁参照）。

101 Pinar Akman,、A Web of Paradoxes: Empirical Evidence on Online Platform Users and Implications
for Competition and Regulation in Digital Markets（ウェブ・パラドックス：オンラインプラットフォームユーザー
に関する実証的証拠及びデジタル市場の競争及び規制に関する影響）（英文のみ）（2022年）16 Virginia Law
and Business Review 2 2017、図17（https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3835280）。
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● Googleによる350人以上のオーストラリアのAndroidユーザーに対する調査では、自身の端
末にデフォルト設定された検索エンジンが自身のお気に入りものではない場合には、77％が
異なる検索エンジンに切り替えること、及びあらかじめ搭載されたインターネットブラウザのデ

フォルト検索サービスがお気に入りのものではない場合には、89％が代替ブラウザ又は検索
エンジンを利用することが確認されました。106

● 欧州委員会の調査に基づくデータでも、「およそ10人に8人のインターネットユーザーが、検索
エンジンにより提供される検索結果が有益ではない場合には、検索エンジンを変更する可能

性がある」ことが確認されました。107

● Mozillaは、Yahoo！をブラウザのデフォルトに設定する契約を2014年に締結しましたが、多く
のユーザーがそれまで設定されていたGoogleに切り替えたことから、当該契約を2年早く
2017年に解除しました。108

● カナダ競争局及びインド競争委員会による決定においては、ユーザーは、「デスクトップ又は

モバイル端末にあらかじめ搭載された検索エンジンとは別のものをより望ましいと考える場

合、当該デフォルト検索エンジンを変更することができ、実際に変更している」ことが認められ

ました。109

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプション A

145. Googleは以下の理由により、規制当局による介入がGoogleについては不要であると考えます。
● Googleは、ユーザーに対し偏った方法でデフォルト設定の変更を促していないこと
● ユーザーは、すでに自由にデフォルト設定を変更することができ、（上記のとおり）デフォルトの

サービスに不満がある場合にはすぐに変更していることを示す多数の証拠があること。

オプションB

146. Googleは、⽇本においてブラウザ⼜は検索エンジンの選択画⾯が必要⼜は適切であるとは考えてい
ません。

147. Googleは常に、ユーザーがその希望するブラウザを選択し、デフォルトに設定できるようにしてきまし
た（ユーザーがGoogleアシスタントからブラウザに移動させられる場合を含みます。）。

148. 検索サービスについては、Androidでは既に、ユーザーが利用したい検索サービスとそのアクセス方
法を選択することができます。例えば、ユーザーは、多数のAndroidアプリストアの中から好きな検索ア

109 カナダ政府、Investigation into alleged anti-competitive conduct by Google（Googleによる反競争的行
為の疑いに対しカナダ競争局が行った調査に関する発表）（英文のみ）（2016年4月19日）（
https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04066.html）及びインド競争委員会、
2021年第7号・第30号事件（2018年2月8日）（https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/746/0）

108Google、September 2021 Report on market dynamics and consumer choice screens in search
services and web browsers: Google’s Response to ACCC Issues Paper, ACCC Digital Platforms
Services Inquiry （検索サービス及びウェブブラウザにおける市場ダイナミクス及び消費者選択画面に関する
2021年9月報告書）： ACCC討議報告書に対するGoogleの回答 ACCCデジタルプラットフォームサービス調
査（英文のみ）（2021年5月7日）第21項（iii）（https://www.accc.gov.au/system/files/Google_1.pdf）

107欧州委員会 、Special Eurobarometer 447 （英文のみ）（2016年6月）16頁（
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-24/ebs_447_en_16136.pdf
）

106 Google、September 2021 Report on market dynamics and consumer choice screens in search
services and web browsers: Google’s Response to ACCC Issues Paper, ACCC Digital Platforms
Services Inquiry （検索サービス及びウェブブラウザにおける市場ダイナミクス及び消費者選択画面に関する
2021年9月報告書）： ACCC討議報告書に対するGoogleの回答 ACCCデジタルプラットフォームサービス調
査（英文のみ）（2021年5月7日）第21項（iii）（https://www.accc.gov.au/system/files/Google_1.pdf）
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プリをダウンロードしたり、ブラウザから希望の検索サービスにアクセスしたり、端末の他の多くの検索

サービスアクセスポイントから当該サービスにアクセスしたりすることができます。また、Googleは、日
本では既に、Yahoo! Japan、Bing及びDuckDuckGoなどの検索サービスの競合他社との激しい競争
にさらされています。公開されている情報によると、Yahoo! Japan は、検索サービスにおいて推定20
％の市場シェアを有しています110。これは、消費者がGoogleに代わる検索エンジンを積極的に利用し
ており、日本の検索サービス市場の競争が激しいことを⽰しています。

149. 上記の消費者調査では、ユーザーがデフォルトアプリを変更可能であることを認識していることが明確

に示されています。消費者がデフォルトアプリからの切り替えが可能であることを認識していることが明

らかであることに鑑みると、選択画面の導入は比例原則に反し過剰であると思われます。選択画面に

より、ユーザーに対するサービスへの自動アクセスの提供や端末の利用効率化といったデフォルト設

定の利益が失われることになります。

150. デジタル市場競争会議が選択画面の可能性の調査を継続する場合、Googleは、選択アーキテクチャ
を検討する際には、次の原則を考慮することを推奨します。

● 選択によりコントロールが実際にできることを可能とすべきであるが、ユーザーに過剰な負担

をかけるべきではない。選択の要求は往々にして、コントロールよりも摩擦や混乱を生じさせ

ることがあります。選択肢が多すぎる場合には、「過剰な負担」や摩擦が生じ、ユーザーが不

満を募らせるにつれて、積極的な決定が減少し、ひいては活動が減少することになり得ま

す。111

● 選択の要求により不可欠なセキュリティ機能が阻害されないようにすべき。選択の要求は、

Googleが不正行為やスパムその他Googleシステムの悪用を防止することを妨げる場合に
は、ユーザーの安全にとって有害となる可能性があります。

● 選択の要求は、競争上重要な作用に適用すべきである。介入は、競争上重要な選択に限定

されるように比例的な方法で調整するべきです。

オプションC

151. Googleは、ユーザーがモバイル端末にプリインストールされたアプリ（ブラウザを含みます。）を完全に
削除し又は無効にし、また端末上に表示しないことができるようにする義務付けに異論はありません

が、ユーザーがプリインストールされたすべての主要アプリ（ブラウザを含みます。）を完全に削除でき

るようにする義務付けは不必要であり、ユーザーエクスペリエンスに意図しない弊害を及ぼす可能性

があります。

152. Android端末にプリインストールされているすべてのGoogleアプリは、ユーザーが自身の端末から完
全に削除し又は無効にし、表示しないことができます。Google Mobile Services（GMS）アプリに関し
て、端末からの完全な削除を可能にした場合、ユーザーは「工場出荷時の設定に戻す」を選択して、削

除したアプリを復元できなくなり、またプリインストールされたGMSアプリの機能に依拠しているサード
パーティのアプリが正常に動作できなくなる可能性があります。112

112 Google Mobile Services（GMS）とは、端末全体の機能性をサポートするGoogleのアプリケーション及び
APIをまとめたものです。

111 Sheena Iyengar・Mark Lepper共著、When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a
Good Thing?（選択肢がモチベーションをくじくとき：人はより良いものを望みすぎることがあるのか？）（英文の
み）（2000年）（
https://faculty.washington.edu/jdb/345/345%20Articles/Iyengar%20%26%20Lepper%20(2000).pdf）を
ご参照ください。 Barry Schwartz、More Isn’t Always Better（多ければよりよい、とは限らない）（英文のみ）（
2006年6月）（https://hbr.org/2006/06/more-isnt-always-better）をご参照ください。

110 StatCounter、 Search Engine Market Share Japan（日本における検索エンジンのマーケットシェア）（英
文のみ）（https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/all/japan）をご参照ください。
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153. また、プリインストールアプリによってプリインストールされていないアプリがどの程度害されるかに関す

る、デジタル市場競争会議の事実評価は不十分なものです。そのため、デジタル市場競争会議は、プ

リインストールされたアプリの完全な削除を可能にする義務の正当化ができておりません。

14. 検索サービスを利用した自社マップサービスの優遇、自社ブラウザのプロモーションについて
［217～227頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA]公平な順位付け：検索順位及び表示において、ファーストパーティのサービスをサード
パーティのサービスより優遇してはならない。

又は

● [オプションB]公平なアクセス：ファーストパーティのサービスと同一条件で、サードパーティのサービ
スからの結果表示を含む、検索エンジンへの公平なアクセスをサードパーティのサービスに付与す

る。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

154. 中間報告では、Googleが検索サービスでの支配的な地位を利用して、自社のマップサービス及びブラ
ウザを有利に扱い、サードパーティに不利益を及ぼしていると主張されています113 。中間報告では、検

索順位及び表示における自社優遇の禁止が提案されています。 中間報告では、ホームページプロ

モーション（以下「HPP」といいます。）によるChromeの宣伝について、Googleが検索サービスにおけ
る地位を、他のブラウザが太刀打ちできないような程度に利用していたとしています114。Googleは、こ
れら中間報告の記載は、Googleの地位及び行為を誤認していることの現れである思われることを謹ん
で申し上げます。

155. Googleは、順位において関連性を重視し、不公平な扱いがないことを確保するためのルールを支持し
ます。一方で、Googleでは、有益な検索サービス提供のために、結果を区別できる（異なるメカニズム
及び異なる形式により、異なる種類の結果を表示できる）必要があります。例えば、「現在東京で営業

中の病院」との検索に対して、Googleは、ウェブサイトへの青字のリンクの一覧を表示するだけではあ
りません。むしろ、Googleは、実際に東京にあり、検索時に営業中の病院の場所を特定し、その位置
を地図上に表示します。

156. GoogleのGoogle検索へのサムネイルマップの導入を例にとって考えてみます。複数の裁判所や当局
がこの製品改良を認めています。しかし、仮に自社優遇が全面的に禁止されていた場合、Googleはそ
のような有益なデザインを日本では導入できなかった可能性があります。そのようなデザインを制限し

た場合、検索サービスにおけるイノベーションは20年間巻き戻され、Googleはただ青字のリンクのみ
を表示せざるえなくなり、日本のユーザー及び企業に深刻な不利益を及ぼすこととなるように思われま

す。

157. 他方で、サードパーティプロバイダからの地図を表示すれば、検索結果表示の遅延の可能性や不正確

な地図等、Googleの検索結果の質に深刻な影響を与える可能性があります115。ユーザーは、サード

115例えば、Streetmap事件において、Roth裁判官は、Googleによる地図の表示に対して提起された訴えを棄
却しています。裁判官は、Googleによるサムネイルマップの表示が「明白な」製品改良であり、「競争促進効果
を有する」と判断しました。Streetmap.EU Limited v Google [2016] EWHC 253 (Ch), [84].（
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2016/253.html）をご参照ください。同様に、台湾公平交易委員
会は、地図に対する不服申し立てを却下し、地図が「ユーザーの検索エクスペリエンスの向上」に資すると認め
ました。Su-Wan Wang・Elizabeth Xiao-Ru Wang共著、‘Focus on Innovation: A Review of the Taiwan
Fair Trade Commission’s Investigation on Google Maps’ （イノベーションへの注力：Google Mapに対する

114中間報告、224頁。
113中間報告、223～224頁。
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パーティのマップサービスを、例えばブラウザアプリを使用して関連するマップサービスのウェブサイト

に移動する等して、ダウンロードすることなく容易に利用できます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA及びB

158. Googleは、中間報告のこの項目で提案された規制当局の介入に関するオプションについて大きな懸
念を抱いています。Googleは、これらの提案には重大なリスクが伴い、現在認識されている利益がこ
れを上回ることはないと考えています。

159. オプションA：前記「はじめに／概説」 で述べたとおり、消費者の利益及び競争上の弊害の有無を検討
することなく自社優遇を全面的に禁止した場合、日本のユーザーは有益なイノベーションを享受できな

くなる可能性があります。より一般的に言えば、その妥当性や弊害を検討することなく自社優遇を全面

的に禁止することは、効率的であると広く考えられている垂直統合の概念そのものに疑問を提起する

こととなります116 。

160. これらのリスクは、公正取引委員会競争政策研究センターの経済学者が近年実施したプラットフォー

ムによる自社優遇に関する調査（上記参照）において指摘されたものと類似しており、同調査におい

て、調査員は、自社優遇が必ずしも消費者やサードパーティベンダーに悪影響を及ぼすものではない

こと、及び消費者への影響が自社優遇の種類及び市場環境により異なることを指摘しています117 。デ

ジタル市場競争会議による自社優遇への対応の提案においては、消費者の利益及び競争上の弊害

の有無を慎重に検討する必要があり、これが行われなかった場合には、日本の消費者及び経済全体

に対する意図しない弊害が生じる可能性があります。

15. Google 検索上でのHPPによる自社サービスの優遇について ［217～227頁］

117 CPRC ディスカッション・ペーパー「プラットフォームによる自己優遇に関する経済学文献のレビュー」（
https://www.jftc.go.jp/cprc/reports/disucussionpapers/r4/index_files/CPDP-89-2-J.pdf）をご参
照ください。

116 このコンセンサスを表すものとして、経済協力開発機構 競争委員会 金融企業局、Vertical Mergers in the
Technology, Media and Telecom Sector(技術・メディア・通信分野における垂直的合併) (英文のみ)(2019年
6月7日開催の第131回競争委員会の第10号の背景説明資料)（2019年5月2日)
(https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2019)5/en/pdf)並びにSimon Bishop・Andrea Lofaro・
Francesco Rosati及びJuliet Young共著、The Efficiency-Enhancing Effects of Non-Horizontal Mergers(
非水平合併の効率性向上効果について)(RBB EconomicsによるEU企業・産業総局のための報告書）(英文の
み)（2005年)
(https://www.researchgate.net/profile/Simon-Bishop-2/publication/265271786_The_Efficiency-Enhanci
ng Effects of Non-Horizontal Mergers A report by/links/54e46f9f0cf2dbf60696924e/The-Efficiency
-Enhancing-Effects-of-Non-Horizontal-Mergers-A-report-by.pdf）をご参照ください。オーストラリア競争・消
費者庁の合併ガイドライン(英文のみ)（2017年11月）は、「垂直合併は、消費者に利益をもたらす可能性のある
補完的な資産／サービスを組み合わせることによって効率性を促進する場合が多い」(パラグラフ5.4及び5.19)
と認識しています(https://www.accc.gov.au/system/files/Merger%20guidelines%20-%20Final.PDF)。

台湾公平交易委員会の調査報告）（2016年） Summer 2016 1(2), Competition Policy International
Antitrust Chronicle、8頁（
https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2016/07/Wang.pdf）をご参照くださ
い。米国連邦取引委員会は、Googleによる地図のような結果の表示に対する不服申し立てを棄却し、それが
ユーザーのための製品改良にあたると認めました。連邦取引員会は、「製品デザインは競争の重要な側面の一
つであり、正当な製品を罰することは、消費者を害するおそれがある」ことを強調しました。連邦取引委員会、
Statement of the Federal Trade Commission Regarding Google’s Search Practices In the Matter of
Google Inc FTC File Number 111-1063 （Google Inc.、連邦取引委員会第111-1063号案件における、
Googleの検索実務に関する連邦取引委員会の見解）（2013年1月3日） 3頁（
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-commission-regarding-
googles-search-practices/130103brillgooglesearchstmt.pdf）をご参照ください。インド競争委員会は、「住所
及び現地企業の検索に対し地図を表示することは、ユーザーにとって有益である」と判断しました。インド競争委
員会 、2021年第7号・第30号事件（2018年2月8日）、85頁（
https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/746/0）をご参照ください。
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規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA]検索サービス上での表示等における自社サービス優遇の禁止
● [オプションB]これに代えて、他社の提供する同等なサービスの公平な取扱いを確保する。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

161. 中間報告では、GoogleがHPPを通じてGoogle 検索における自社の地位を利用することができ、競合
他社ができない方法により、多くのユーザーをChromeに惹きつけた可能性があると指摘されていま
す118 。

162. しかしながら、Googleには、その所有・運営するサービス上で自社サービスの宣伝をする権利があり
ます。HPPは、検索結果画面やその他広告スペースとして販売されているサービスには表示されませ
ん。むしろ、ChromeのHPPは、以下の画像のようなGoogle製品のホームページ（例えば、
Google.com）上に掲載されます。これは競争を制限するものではありません。いかなる場合において
も、Googleの競争事業者は、自社製品を宣伝するための方法として、Google検索広告やその他の一
般的なウェブサイト（Yahoo！Japan等）を通じた方法を含め、多数の選択肢を有しています。Google
は、HPPの使用がブラウザにおける公正な競争を阻害しているとは考えていません。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

提案されている介入は必要ありません

163. 競争上の弊害の証拠がなく、HPPの利用は、広告には利用されないスペースを利用した正当な行為で
あるため、提案された介入は必要ありません。HPPは、Google製品のホームページを訪問している
ユーザーにChromeをダウンロードする機会を提供しています。Googleには、自社ホームページ上で
Chromeを宣伝する権利があり、競合するブラウザサプライヤには、それぞれのブラウザを宣伝する機
会が多くあります（多数のその他の一般的なウェブサイトやオフラインの広告スペース等）。

164. 同様に、同等又は類似のサービスの公平な取扱いを確保するために中間報告で代替的に提案されて

いる介入も、競合他社がすでに他の広告形態に公平にアクセス可能であることを考慮すると、必要あり

ません。

118中間報告、224頁。
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提案されている介入は重大な弊害を引き起こすおそれがあり、適切なものではありません。

165. 上記のとおり、消費者の利益及び競争上の弊害の有無を検討することなく自社優遇を全面的に禁止し

た場合、日本社会は有益なイノベーションを享受できなくなる可能性があります。仮にその根拠や弊害

を検討することなく、自社優遇が全面的に禁止されていた場合、Googleは、前述のとおり正当性があ
り消費者に弊害をもたらさないにもかかわらずHPPを日本で導入しなかった可能性があります。

166. より一般的に言えば、その妥当性や弊害を検討することなく自社優遇を全面的に禁止することは、効

率的かつ消費者に有益であると広く考えられている垂直統合に疑問を提起することとなります119。同様

に、同等又は類似のサービスの公平な取扱いを確保するために中間報告で代替的に提案されている

介入には、ユーザー機能やユーザーエクスペリエンスを損ない得る予見不能の悪影響が生じる重大な

リスクが伴います。

16. データの取得、活用等について［228-236頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA]サードパーティと競合するために、サードパーティデータを使用しないこと: プラット
フォームは、競合するサービスを開発するために事業者の非公開データを使用してはならない。

● [オプションB]データへのアクセス: 事業者にそのOS、ブラウザ及びアプリストア並びにその製品を
通じたユーザーとのやりとりのデータに無償で「継続的かつリアルタイム・アクセス」を提供すること。

● [オプションC]データポータビリティ: エンドユーザーに、ポータビリティを容易に行えるように、無償で
「継続的かつリアルタイム・アクセス」を含め、効率的なデータポータビリティを提供すること。

● [オプションD]情報を共有しないこと: (a)OS、ブラウザ及びアプリストアの部門と(b)ファーストパー
ティの（アプリとウェブの）開発部門との間で情報を共有しないこと。これについて政府に報告するこ

と。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

167. 中間報告は、OSベンダーたるプラットフォーム事業者は、OS、アプリストアの各レイヤーにおいて各レ
イヤーの利用に係るデータが発生・蓄積すると指摘しています。デジタル市場競争会議は、このデータ

（そのプラットフォーム上で運営されるサードパーティプロバイダーの事業活動から発生するデータを含

みます。）が当該サードパーティに提供されず、プラットフォーム事業者によって自社のサービスを向上

するために使用されるのであれば、これは対象のアプリ及びウェブサービスのレイヤーにおける競争を

減退させると懸念しています120。

120 中間報告、232頁。

119 このコンセンサスを表すものとして、経済協力開発機構 競争委員会 金融企業局、Vertical Mergers in the
Technology, Media and Telecom Sector(技術・メディア・通信分野における垂直的合併) (英文のみ)(2019年
6月7日開催の第131回競争委員会の第10号の背景説明資料)（2019年5月2日)
(https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2019)5/en/pdf)並びにSimon Bishop・Andrea Lofaro・
Francesco Rosati及びJuliet Young共著、The Efficiency-Enhancing Effects of Non-Horizontal Mergers(
非水平合併の効率性向上効果について)(RBB EconomicsによるEU企業・産業総局のための報告書）(英文の
み)（1995年)
(https://www.researchgate.net/profile/Simon-Bishop-2/publication/265271786 The Efficiency-Enhanci
ng_Effects_of_Non-Horizontal_Mergers_A_report_by/links/54e46f9f0cf2dbf60696924e/The-Efficiency
-Enhancing-Effects-of-Non-Horizontal-Mergers-A-report-by.pdf）をご参照ください。オーストラリア競争・消
費者庁の合併ガイドライン(英文のみ)（2017年11月）は、「垂直合併は、消費者に利益をもたらす可能性のある
補完的な資産／サービスを組み合わせることによって効率性を促進する場合が多い」(パラグラフ5.4及び5.19)
と認識しています(https://www.accc.gov.au/system/files/Merger%20guidelines%20-%20Final.PDF)。
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168. Google Playは、Googleのサービスを向上させ、Google Playの高い品質を維持するために、特定の
データを収集することがあります。例えばGoogle Playは、Google Playの機能の改良、又はGoogle
Playのエコシステムの改良のために、Googleのプラットフォームとユーザーのインタラクションに関す
るデータに依拠することがあります。

169. また同様に、Googleは、Androidの機能を改良し、Androidのエコシステムを改良することを主な目的
として、ユーザーの設定次第で、Androidの利用及び診断データ（バッテリーの消耗度、ユーザーのア
プリの使用頻度、どのアプリがデバイスをクラッシュ又はフリーズさせるのかなど）を収集することもあり

ます。

170. Google Play及びAndroidそれぞれによる、そのサービスの維持及び向上を目的とするこのデータの
使用は、正当であり競争促進的です。これは効率とイノベーションに繋がり、Google Play及び
Androidの機能の向上を通じて消費者に、またGoogle Play及びAndroidのエコシステムの全体に利
益になる製品及びサービスに、の向上を通じて、消費者や事業者に明らかな利益をもたらします。

171. Google Play及びAndroidは、サードパーティのこれらのプラットフォームの使用から生成された非公
開の特定可能なデータを、当該サードパーティと不正な競争を行うために使用することを禁止するポリ

シーを公式に定めています（但し、これらのデータは、詐欺防止機能の開発など、Play及びAndroidの
エコシステム全般に資する目的で使用されることはあります。）。

172. Googleは、Google PlayのユーザーがGoogleのプラットフォーム上でGoogleのアプリを使用する中
でGoogle Playが彼らから収集するデータについて、サードパーティデベロッパーに関する非公開の特
定可能なデータを社内全体で共有することを禁止するポリシーを公式に定めています。Google Play
のポリシーは、デベロッパーに関する非公開の特定可能なデータを、ファーストパーティーのアプリデベ

ロッパーを不正に有利にするために彼らと共有したり、その他Google Playのエコシステムに資する目
的（例えば、詐欺防止機能の開発など）以外に使用することを禁止しています121。

173. さらに、Google Playは、Google Play上でそのアプリを配信している全てのデベロッパーがアクセスで
きるGoogle Play コンソール122 を通じて、サードパーティデベロッパーに、そのアプリのパフォーマンス

に関する情報を提供してます。これは、ダウンロード可能なフォーマット及びAPI123を通じて提供されて

おり、Googleは、メトリクス及び視覚化をより役立つものにするために、投資し続けています。デベロッ
パーと共有されるデータは、そのアプリのライフサイクル（Google Playでどのように発見され、ユー
ザーがどのようにこれに触れ、ユーザーが何に対して金銭を支払うか）を理解することを可能にしま

す。一般的に、Googleがデベロッパーに提供するデータは、ユーザーのプライバシーを保護するため
に集約及び・又は匿名化されています。

174. Google Play及びAndroidは、Googleの消費者のプライバシーを保護しようとする努力の上でユー
ザーの個人データを収集及び使用しています。デジタル市場競争会議にとって、以下で詳述する通り、

その幾つかの介入案がもたらしうる消費者のプライバシーに対する真のリスクを考慮することは重要で

す。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

123 Google、Play Console ヘルプ、月次レポートのダウンロードとエクスポート（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6135870?hl=ja）をご参照ください。

122 Google、Play Console ヘルプ、Google Play Console アプリを使用してアプリのパフォーマンスを追跡す
る（https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/7003362?hl=ja）をご参照ください。

121 Kareem Ghanem、Google The Keyword、How to sustain a safe, thriving app and game ecosystem
（安全で活発なアプリとゲームのエコシステムを持続するには）（英文のみ）（2021年12月10日、ブログ記事）（
https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/how-sustain-safe-thriving-app-and-game-ecosyste
m/）をご参照ください。
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オプションA

175. Googleは、提案された介入は不要と考えます。Googleは、公に述べたとおり、OS及びアプリストア
は、競合する製品及びサービスを構築するために、サードパーティのデベロッパーの非公開データを利

用することは避けるべきであると考えています124。この観点から、AndroidとGoogle Playは、Android
又はGoogle Playのエコシステムに資する目的を除き、非公開の特定可能なサードパーティデベロッ
パーのデータをGoogleの他の部署と共有することを禁止するポリシーを公式に定めています。

176. さらに、Googleは、Google TakeoutのようなツールやDTPのような業界のイニシアチブを通じてデー
タポータビリティを促進しており、ユーザーが異なるプロバイダー間で安全にサービスを移行し、ユー

ザーが新しいサービスを試すための能力を与え、ユーザーが自己に最適なサービスを選択することを

可能にしています。

オプションB

177. この提案は、不要であり、かつ弊害をもたらす可能性があります。Google Playは、Google Play上で
そのアプリを配信している全てのデベロッパーがアクセスできるGoogle Play コンソール 125 を通じて、

サードパーティデベロッパーに、そのアプリのパフォーマンスに関する情報を提供しています。これは、

ダウンロード可能なフォーマット及びAPI126を通じて提供されており、Googleは、メトリクス及び視覚化
をより役立つものにするために、投資し続けています。デベロッパーと共有されるデータは、そのアプリ

のライフサイクル（Google Playでどのように発見され、ユーザーがどのようにこれに触れ、ユーザーが
何に対して金銭を支払うか）を理解することを可能にします。一般的に、Googleがデベロッパーに提供
するデータは、ユーザーのプライバシーを保護するために集約及び・又は匿名化されています。当該

データは、これにプライバシー保護措置を施した後で頻繁に更新されます（例えば、インストール及びク

ラッシュの統計は毎時更新されています。）127。従って、Googleが、デベロッパーに関するデータを「よ
り継続的に」提供することを義務づける必要はないと考えます。

178. データへの強制的なアクセスは、慎重さと詳細なリスク分析が求められる重要な介入であると考えま

す。かかる介入には、以下を含め、データポータビリティ関連措置にはない重大なリスクがあります。

● 消費者のプライバシー：データポータビリティ関連措置とは異なり、データへの強制的なアクセ

スは、適切なプライバシー保護なしに、消費者の個人情報を第三者へ移転することを伴いま

す。個人情報（又は個人情報として特定されるおそれのある情報）の共有を義務付ける制度

については、果たしてそれが消費者のプライバシーを十分に保護するものであるか否かを慎

重に検討する必要があります。プラットフォームにデータ共有前にプラットフォームにおいて適

切なプライバシー保護を行うための適切な裁量が与えられない形でのデータ共有制度を法的

拘束力ある形で導入することは、消費者のプライバシーに対する権利を侵害する可能性があ

り、回避されるべきです。

● 機密保持：プラットフォームは、そのユーザーのデータに関して守秘義務を負う場合もありま

す。データアクセスに関するいかなる措置も、かかる守秘義務が尊重されることを確保するの

に十分な保護手段を備えたものであるべきです。

127 Google、Play Console ヘルプ、アプリの統計情報を見る（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/139628?hl=en&ref_topic=7071935&
co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1）をご参照ください。

126 Google、Play Console ヘルプ、月次レポートのダウンロードとエクスポート（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6135870?hl=ja）をご参照ください。

125 Google、Play Console ヘルプ、Google Play Console アプリを使用してアプリのパフォーマンスを追跡す
る（https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/7003362?hl=ja）をご参照ください。

124 Kareem Ghanem、Google The Keyword、How to sustain a safe, thriving app and game ecosystem
（安全で活発なアプリとゲームのエコシステムを持続するには）（英文のみ）（2021年12月10日、ブログ記事）（
https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/how-sustain-safe-thriving-app-and-game-ecosyste
m/）をご参照ください。

47



● 競争への影響と投資・イノベーションに対するインセンティブ：データアクセス関連措置の評価

は、データの種類ごとに異なる重要性に関する違いを考慮に入れて行われるべきです。かか

る評価においては、（i）データ受領者の競争力の向上と、（ii）データアクセスが競争・投資に及
ぼす悪影響の両方が考慮されるべきです。

データによっては、データアクセス関連措置が製品の多様性を低下させ、製品の改良への投

資を行うインセンティブを低下させる可能性があります。例えば、一部のデータセットは、独自

のアルゴリズムの様々な側面を暴露したり、それらのリバース・エンジニアリングを可能にした

りする可能性があります。これは、サードパーティにおいてアルゴリズムを刷新・改善すること

よりも既存の成果を複製することを助長します。その結果、イノベーションに対するインセン

ティブが低下することで、サービスの選択肢が減少し、サービスの質が低下する可能性があり

ます。

また、データアクセス関連措置は、プロバイダがどのような種類のデータを競争上重要とみな

しているかを競合他社に暴露することによって、競争を抑制する可能性があります。例えば、

企業は、個々の消費者の需要に応えるため、消費者データから最も正確で有意な推測を導き

出そうと競っています。消費者からのインプットや消費者とのやりとりから推測したデータを共

有することは、かかる競争のパラメータを弱体化させ、最終的には将来的な製品の改良を妨

げる可能性があります。

● 知的財産リスク：データに知的財産権の対象が含まれる場合、データアクセス関連措置によっ

て知的財産権が侵害される可能性があります。

オプションC

179. Googleは、データポータビリティ関連措置（すなわち、消費者の要求に応じて、消費者の管理するデー
タのモビリティを高めるツール）を支持します。Googleは、技術的に実現可能であり競争が促進される
範囲において、ユーザーが自らのデータを管理できるようにすることを支持します。Googleがデータ
ポータビリティを推進する様々な方法については、上記「10. スイッチング・コスト（ブラウザへの登録、
データ連携に起因するものについて」に対するGoogleの意見において詳述しています。

180. 業界において現在サポートされ、採用されているデータポータビリティ関連措置は、競争やデータへの

アクセスを促進する潜在性のあるものです。かかる措置により、ユーザーは、イノベーションや多様性

を犠牲にすることなく、自らのデータの共有や処理のあり方を管理することができます。特に、ユーザー

が機械可読なデータのコピーをサービス間で転送・共有するよう企業に要求できるデータポータビリ

ティの枠組みは、競争を促進する可能性があります。それにより、乗り換えの障壁が引き下げられ、マ

ルチホーミングが促進されます。

181. しかしながら、データポータビリティ関連措置の適用対象は、ユーザーが作成した、インポートした、収

集されることを承諾した、又は制御権を有するデータに限定されるべきです。例えば、消費者データの

ポータビリティに関する措置の適用対象は、関連する消費者向けサービス上で消費者が作成若しくは

インポートしたデータ、又はサービスの利用を通じて消費者から提供された観測データ（検索履歴等）

であるべきです。

182. データポータビリティ制度は、参加するプラットフォームの数が多ければ多いほど、ユーザーにおける

乗り換え、マルチホーミング及びイノベーションを促進する上で効果を発揮します。したがって、かかる

措置は業界全体に適用されるべきであり、業界主導であるべきです。英国のデジタル競争専門家委員

会（Digital Competition Expert Panel）も、「義務的な標準を完全に政府主導で設定するアプローチ
は、市場の発展や技術の変化に対応する上で柔軟性に欠け、手抜かりのあるものとなる可能性が高

い。したがって、標準の設計と実施に業界が関与することが、データモビリティの向上を実現させる鍵と

なる。」として、このようなアプローチを認めています128。また、データポータビリティ関連措置が技術的

128 Unlocking Digital Competition: Report of the Digital Competition Expert Panel（デジタル競争の開放：
デジタル競争専門家委員会の報告）（英文のみ）（2019年3月）4.47項、（
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に実行可能であるか否かの確認も重要です。業界主導のソリューションであれば、かかる確認が行い

やすくなり、制度への参加も促進されます。

183. Data Transfer Projectは、支持することができる業界主導のデータポータビリティ・イニシアチブの一
例です。このプロジェクトは、オープンソースのサービス間データポータビリティ・プラットフォームを構築

するため、2018年に発足しました。消費者は、データを自らダウンロードしたりアップロードしたりするこ
となく、あるサービスに別のサービスとの間でデータを共有するよう指示することができます。これによ

り、消費者は、オンライン・サービスプロバイダ間でデータを容易に移動させることができます。データ

転送プロジェクトは、すべてのオンライン・サービスプロバイダに公開されており、簡単に参加すること

ができます。現在のパートナーにはGoogle、Apple、Facebook、Microsoft及びTwitterが含まれ、
パートナー及びオープンソース・コミュニティから二十数名のコントリビュータが参加しています129 。

184. データポータビリティ関連措置は、ユーザーが管理していないデータには適用されるべきではないと考

えます。また、収集データの分析によって作成されるユーザープロファイルなど、サービスプロバイダが

消費者のデータを使用して作成するデータ（すなわち、推測データ）にも適用されるべきではありませ

ん。これには、システムのパフォーマンス向上や独自のアルゴリズムのトレーニングのために生成され

るデータが含まれます。この考えは、かかる推測データを除外しているEU一般データ保護規則（
GDPR）のデータポータビリティ権に関する見方と一致します130。類似例として、消費者データ権に関す

る認可預金受入機関（Authorised Deposit-Taking Institutions for the Consumer Data Right）を指
定する文書では、大幅に拡張された情報（materially enhanced information）は指定対象の情報の種
類から除外されています131。同様に、英国のオープン・バンキング制度では、認可されたサードパー

ティプロバイダが消費者の金融情報を閲覧することを認めています。銀行は、消費者がウェブサイトを

どのように操作しているかや、各種マーケティング戦略の有効性等について独自のデータを共有するこ

とを義務付けられていません。一方で、推測データの共有によって市場の透明性が高まり、競争が阻

害されるのではないかという懸念が提起されています132 。

オプションD

185. 情報共有に関する企業内制限については、デジタル市場競争会議が消費者又はデベロッパーに被害

が生じたとする具体的な証拠を特定していないため、不均衡な介入になります。前述のとおり、

Android及びGoogle Playは、AndroidとGoogle Playのサービスを維持し改良する正当で競争促進
的な目的のためにデータを使用していることがあります。

186. 企業間でより多くのデータを共有することを義務付けるオプションBと、企業内でのデータ共有を制限す
るオプションDの間には、緊張関係があります。Googleは、消費者寄りのアジェンダには、イノベーショ
ンと高品質のサービスを促進するために、これらのデータ問題に対する一貫したアプローチが必要で

あると考えています。これは、以下を意味します。

132欧州委員会特別アドバイザーの報告書では、「データプールは、競合各社が自らのデータのコレクションを差
別化し、向上させる意欲を削ぐ可能性がある」との見解が示されています。“Competition policy for the digital
era”（デジタル時代の競争方針）（英文のみ）、97頁（
https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf）をご参照ください。

131 Consumer Data Right (Authorised Deposit-Taking Institutions) Designation（2019年消費者データ権
（認可預金受入機関）指定）、10項

130Guidelines on the right to data portability（データポータビリティ権に関するガイドライン）（英文のみ）、10
頁（https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233）をご参照ください。

129 Data Transfer Project（データ転送プロジェクト）（英文のみ）（https://datatransferproject.dev/）をご参照く
ださい。あわせて、“Our work to move data portability forward”（データポータビリティ推進のための当社の取
組み）（英文のみ）（https://blog.google/technology/safety-security/data-portability/）をご参照ください。

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785
547/unlocking digital competition furman review web.pdf）をご参照ください。
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● イノベーションを行う企業に他社とデータを共有することを義務付けることで、イノベーションへ

のインセンティブを低下させるような企業間のデータアクセス義務を避けること

● ユーザーがデータを企業と共有することで利益を得られる場合に、ユーザーの企業とのデー

タ共有を支援するデータポータビリティを促進することにより、イノベーションを実現し、ユー

ザーを惹き付けるためのインセンティブを促進すること

● 製品の品質を直接損ない、利益をもたらすことなくイノベーションを減少させるような情報共有

に関する社内制限を避けること

187. Googleの製品やサービスの利用事業者やエンドユーザーは、法的に認められ、技術的に可能な範囲
で、垂直統合によって可能となるデータ共有の恩恵を受けることができるはずです。オーストラリア競

争・消費者委員会が認識しているように、企業内のデータ規制には、「企業内でのデータの内部処理を

制限することによって生じる可能性のある効率性の低下」など、大きな効率性コストがあります133。この

ような制限は、純粋に効率性を損なう措置であり、競争を「レベルアップ」させるのではなく、「レベルダ

ウン」させることを目的としているため、他の提案とは異なっています。

188. 企業内の情報共有の制限は、慎重さとリスクの詳細な分析を必要とする重大な介入となります。

● 効率性の低下とイノベーションの抑制によるビジネスユーザーへの弊害：Googleは、データへ
のアクセスの拡大による効率性の利益を考慮することが重要であることについては同意しま

す134。しかし、Google内での情報共有を制限することが、Googleのサービスを利用する競合
事業者や個人のビジネスユーザーに何らかの利益をもたらすという証拠はありません。実際、

これらの措置は、ユーザーにとって現実的かつ即時的なコストを生させる重大なリスクを伴い

ます。モバイル・エコシステムの相互接続性という特質は、製品が適切に機能するために情報

を共有する必要があることを意味します。機能の中には、異なる製品間の技術的な統合が必

要なものもあります。さらなる障壁を設けることは、Googleが顧客に高品質の製品やサービ
スを提供することをより困難にします。

● 効率性の低下とイノベーションの抑制による消費者への弊害：情報共有の制限は、ビジネス

ユーザーに害を与えるだけでなく、効率性を低下させ、イノベーションを抑制し、消費者にも害

を及ぼす可能性があります。これは、企業が、イノベーションを行い、サービスを向上させ、消

費者に利益をもたらし、ユーザー体験を向上させる新しいサービスを開発するために、サプラ

イチェーンの異なるレベルで運用されている異なるサービスからのデータを組み合わせること

がしばしばあるためです。

● 影響を受ける事業者への規制上の負担：情報共有の制限は、影響を受ける製品や事業者に

大きな規制上の負担を課すことになります。そのような措置は、遵守するために技術的な措置

の実装を必要とします。遵守には、内部のデータ処理の制約により、継続的なコストと非効率

性も伴います135。前述のように、これは純粋に効率性を損なう措置であり、競争を「レベルアッ

プ」させるのではなく、「レベルダウン」させることを志向しているため、他の提案とは異なりま

す。

● 不均等に適用された場合の競争への影響：特定の企業のみに情報共有の制限を課すこと

は、競争を歪めます。これは、一部の企業のみが、サービスを革新し、品質を向上する能力に

おいて不利な立場に置かれていることを意味します。特定の企業が効果的に革新し、競争す

る能力を制限して「公平な競争環境」にしようとしても、エコシステムやサードパーティの利益

（その競合事業者を不利な立場に置くという点を除けば）にはなりません。

135オーストラリア競争・消費者委員会は、ACCC中間報告の20頁及び21頁においてこの制約を認識していま
す。

134 ACCC中間報告、82頁

133オーストラリア競争・消費者委員会 、Digital advertising services inquiry Interim Report（2021年1月28
日）（以下「ACCC中間報告」）（英文のみ）、16頁 （
https://www.accc.gov.au/system/files/Digital%20Advertising%20Services%20Inquiry%20-%20Interim
%20report.pdf）をご参照ください。

50



189. これらの重大なリスクを考慮すると、企業内での情報共有の制限は、真実そのニーズがあり、利益が

実質的なコストと効率性の損失を上回る場合にのみ正当化されます。そのような観点から、デジタル市

場競争会議がGoogleに関して情報共有の制限の必要性を実証したとは考えていません。

17. OSへの機能追加・統合、競合アプリと同等の機能を有するアプリの開発とデフォルト設定等
について［236-246頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA]サードパーティと競合するために、サードパーティデータを使用しないこと: プラット
フォームは、競合するサービスを開発するために事業者の非公開データを使用してはならない。

● [オプションB]データへのアクセス: 事業者にそのOS、ブラウザ及びアプリストア並びにその製品を
通じたユーザーとのやりとりのデータに無償で「継続的かつリアルタイム・アクセス」を提供すること。

● [オプションC]データポータビリティ: エンドユーザーに、ポータビリティを容易に行えるように、無償で
「継続的かつリアルタイム・アクセス」を含め、効率的なデータポータビリティを提供すること。

● [オプションD]情報を共有しないこと: (a)OS、ブラウザ及びアプリストア部門と(b)ファーストパーティ
の（アプリとウェブの）開発部門との間で情報を共有しないこと。これについて政府に報告すること。

及び以下のいずれか

● [オプションE]競合アプリをデフォルト設定等で追加することを禁止すること: OSへのサードパーティ
と競合する機能の追加・統合と当該機能を有するアプリのデフォルト設定を禁止する規律を導入す

ることが考えられる。[当該アプリがサードパーティの非公開データを使用している場合に限る。]
又は

● [オプションF]透明化: OS機能とファーストパーティのアプリの開発プロセスの透明化され、サード
パーティが関与できる機会を確保すること。[当該アプリがサードパーティの非公開データを使用して
いる場合に限る。]

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

190. 中間報告は、OSプロバイダーは、サードパーティのアプリ上で収集したデータを利用して、自社のOS
の機能性を改良し、競争力のあるファーストパーティー機能及びアプリを開発していると指摘していま

す136。また中間報告は、Googleのアプリは、OEMらとの取り決めによるプリインストールにより、広範
囲にデフォルト設定されているとの懸念を示しています137。

191. これに対するGoogleの回答は上記「16. データの取得、活用について」で述べたとおりですが、とりわ
け下記の点を指摘いたします。

● Googleは、特定のデータを収集することがあり、このデータは通常Google Playのサービス
改善及びGoogle Playの高品質の維持のために利用されます。同様に、ユーザーの設定に
よっては、GoogleはAndroidの利用及び診断データ（例：バッテリーレベル、ユーザーがアプ
リを利用する頻度、及びユーザーの端末でクラッシュやフリーズを起こすアプリなど）を収集す

る場合があり、このデータをGoogleはAndroidの改善とAndroidエコシステムの向上に主に
利用します。Google PlayとAndroidそれぞれによるサービスの維持改善のためのデータ利
用は、正当性がありかつ競争促進的です。こうしたデータ利用は、効率やイノベーションにつ

ながり、Googleの製品やサービス、Google Play及びAndroidエコシステム全体の改善を通
じてエンドユーザーとビジネスユーザー双方に明確な利益をもたらします。

137中間報告、242～243頁。
136中間報告、242～243頁。
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● Google PlayとAndroidは、サードパーティによるこれらプラットフォームの利用から生じた非
公開のデータをかかるサードパーティと不当に競争するために利用することを禁ずるポリシー

を有しています。（こうしたデータについて、詐欺防止機能を開発するなど、Google Play及び
／又はAndroidエコシステムに役立てるために利用することは可能です。）

● Googleが、Google PlayのユーザーからGoogleのプラットフォームでアプリの使用に伴って
収集するデータについては、Google Playで収集されたサードパーティデベロッパーに関する
特定可能な情報を社内全体で共有することを禁止するポリシーを公式に定めています。

Googleのポリシーは、特定可能なデベロッパーデータをGoogleのファーストパーティアプリデ
ベロッパーとの間で、これに有利になるように、又はGoogle Playのエコシステムに資する目
的（Google Playの詐欺防止機能の開発等）以外の目的で、共有することを禁止していま
す。138

192. さらに、Google Playコンソールを通じて、デベロッパーは、イノベーションを遂げ、競争するために必要
なデータに容易にアクセスすることができます。Google Playコンソールは、 Google Play 上でアプリ
を配信する全てのデベロッパーがアクセスすることができます。Google Playコンソールは、デベロッ
パーのアプリのパフォーマンス、レーティング及び売上状況をリアルタイムで知ることを可能にする幅広

いアナリティクス・ツールにアクセスすることを可能にします139。Googleは、統計化及び・又は匿名化さ
れたデータに基づき、デベロッパーにそのアプリのパフォーマンスを通知します。デベロッパーは、

Google Playコンソール上で、各製品について以下のような追加情報を入手することができます。
● どのデバイス上で、或いはどこの国で購入されたのか

● アプリがダウンロードされたアクティブなデバイスの数、そのアプリのアップデートがインストー

ルされた回数、又はそのアプリがアンインストールされた回数等、そのアプリのパフォーマンス

に関する様々なメトリクスの内訳 。デベロッパーは、Google Playコンソールのその「
Dashboard」ページにてこれらのメトリクスを閲覧することができ、またその「Statistics」ページ
にてより詳細の情報を閲覧することができます。

193. デベロッパーは、日次、週次、月次又は四半期毎のデータに基づき、これらのメトリクスについてカスタ

ム化した報告書を作成することができます。また、デベロッパーは、そのアプリがインストールされたデ

バイス名、当該デバイスで動作しているAndroidOSバージョン又はユーザーの国等、そのアプリに関
する追加の情報を見るために、その報告書中の情報をさらに解析することができます。

194. またGoogle Playは、ユーザーの支払に関するデータに関する情報も提供しています。Googleは、
ユーザーの定期購入のキャンセルに関する情報も収集しており、デベロッパーは、Google Playコン
ソールを通じて、定期購入を解約した理由を含め、当該情報の要約を閲覧することができます。ただ

し、ユーザーのプライバシーを保護するために、デベロッパーは、個別の取引について当該情報を閲

覧することはできません。

195. デベロッパーは、自社のアプリ内で自社のデータを常に自由に収集することができます。デベロッパー

は、（適切であれば、ユーザーの承諾を得て）更なる統計を収集する機能をそのアプリに導入すること

ができます。例えば、デベロッパーは、特定のユーザーに行われた返金の総額についてデータを収集

するために、そのアプリ内の機能を使用することもできます。デベロッパーが自社のアプリから収集で

きる情報は、デベロッパーに委ねられています。

196. Googleのアプリがデフォルト設定されていることに関するデジタル市場競争会議の懸念については、
以下の理由により根拠がないと考えております。

● Androidでは、アプリデベロッパー及びアプリストアは、プリインストールを巡って競争すること
が可能であり、実際に競争しており、デバイスの製造者は、新品のデバイスを「開封したとき」

139例えば、Google Play Consoleヘルプ、「データへのアクセス」（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9959470?hl=ja&ref_topic=9958765）
及びGoogle Play Consoleヘルプ、「レポート、統計情報、分析情報を確認する」（
https://support.google.com/googleplay/android-developer/topic/3450942）をご参照ください。

138 Kareem Ghanem, ‘How to sustain a safe, thriving app and game ecosystem’, Google The Keyword
（ブログ投稿、2021年12月10日）（
https://blog.google/outreach-initiatives/public-policy/how-sustain-safe-thriving-app-and-game-ecosyste
m/）
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に消費者がどのアプリ及びアプリストアがインストールされていれば望ましいと思うのか、選択

することができます。製造者は、アプリのデベロッパーとのプリインストールの取引を通じてこ

のチャネルから利益を得ることができます。また製造者は、このチャネルを通じて自社のアプ

リ及びアプリストアを流通することができます。製造者は、デバイスのホーム画面に、自社の

アプリを目立つ場所にインストールすることができ、実際にそのようにインストールしていま

す。

● ユーザーは、Androidのデバイスのデフォルト設定を容易に変更することができます。前述の
144段落のとおり、デフォルト設定の変更が容易であることを裏付ける一貫した証拠は幾つも
あります。ユーザーは、既存のデフォルトオプションが不都合であれば、デフォルトを容易に変

更することができ、実際に変更しています。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

197. 以上に述べた事項を踏まえ、Googleは、これらの懸念事項に関する規制当局による介入の提案は、
根拠を欠くと考えます。

オプションAからDについて

198. これらのオプションに対するGoogleの意見は前記のとおりです175-189段落。

オプションE

199. Googleは、OS運営者が、サードパーティと競合する機能をそのサービスに追加・統合し、又は当該機
能をデフォルトで設定することを禁止する規律を導入するべきとの提案に対して強い懸念があります。

ライバルのアイデアから学びこれを適用することは、全ての業界で一般的な慣行であり、これはむしろ

競争を促進し、消費者のメリットでもあります。競合者がライバルの権利（知的財産権や守秘義務等）を

侵害していない限り、新製品の機能のためにアイデアを借りてこれを適用することは実力による競争で

あり、重要な改良及びイノベーションを増加させます。これらの改良を最終的に享受するのは消費者で

す。正当性を示すことなくこれを禁止する提案は、競争とイノベーションを萎縮させてしまいます。

200. さらに、Googleは、デジタル市場競争会議の懸念の内容についても受け入れかねます。
● 最初に、前述のとおり、Android及びGoogle Playは、Android及びGoogle Playのエコシス
テムに資する場合を除き、非公開で特定可能なデベロッパーデータの社内全体での共有を禁

止するポリシーを定めています。このような過度な規制当局の介入を正当化する証拠を中間

報告は何ら示していません。

● 次に、ユーザーは、Androidのデバイスのデフォルトを容易に変更することができます。前述
のとおり、デフォルトの変更が容易であることを一貫して裏付ける証拠は幾つもあります。ユー

ザーは、既存のデフォルトオプションが不都合であれば、デフォルトを容易に変更することがで

き、実際に変更しています。

オプションF

201. Googleは、機能やサービスの開発に関するビジネス上の秘密情報をサードパーティに対して開示する
ことを余儀なくされる提案については、重大な懸念を有しています。Googleは、新たな又は革新的な機
能及びサービスの開発において、モバイル・エコシステムの他の参加者と競争しています。この競争

は、イノベーションを推進し、ユーザーへの利益を増加させるものです。この文脈で、Googleに対して
競争上の秘密情報を共有し、サードパーティとの協力を余儀なくさせる提案は、競争及びイノベーショ

ンに対する重大な弊害をもたらすリスクを伴います。

202. さらに、前述の191-197, 200段落に記載しているとおり、Googleはデジタル市場競争会議のご懸念の
内容については同意しかねます。
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18. Chromeブラウザへの自動ログインについて［251－256頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA]サードパーティと競合するために、サードパーティデータを使用しないこと: プラット
フォームは、競合するサービスを開発するために事業者の非公開データを使用してはならない。

● [オプションB]データへのアクセス: 事業者にそのOS、ブラウザ及びアプリストア並びにその製品を
通じたユーザーとのやりとりのデータに無償で「継続的かつリアルタイム・アクセス」を提供すること。

● [オプションC]データポータビリティ: エンドユーザーに、ポータビリティを容易に行えるように、無償で
「継続的かつリアルタイム・アクセス」を含め、効率的なデータポータビリティを提供すること。

● [オプションD]情報を共有しないこと: (a)OS、ブラウザ及びアプリストア部門と(b)ファーストパーティ
の（アプリとウェブの）開発部門との間で情報を共有しないこと。これについて政府に報告すること。

及び

● [オプションE]自動ログイン: この規律には3つの要素があります：
○ デフォルトとして、自動ログインをオフに設定する

○ ユーザーをログインさせる前にユーザーの承諾を得ること

○ ユーザーが拒否しているにもかかわらず、ユーザーにログインするよう誘導しないこと

● 又は上記オプションA（サードパーティと競合するためにサードパーティデータを使用しないこと）が導
入された場合は、自動ログインについて特段の措置を不要とすること

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

203. 中間報告では、Googleは、OSとブラウザにおける地位を利用してユーザーにChromeに自動ログイン
させており140、これによってGoogleのサービスに誘引することで、そのサービスを改良及び発展させる
ために利用できるデータにアクセスすることが可能となり、競争上有利となっていると指摘されていま

す141。しかし、デジタル市場競争会議も認めるとおり、一括でログインすることはユーザーの利便性に

資する面があり、また自動ログインは、いずれにせよ簡単にオフにすることができます。

Chromeのサインイン及びSync（同期）

204. デスクトップ版のChromeのデフォルト設定では、いずれかのGoogleのウェブサービス（例えば、
google.comなど）にログインすると、Chromeにもログインされます。これは、ログインの一貫性が
Googleの多くのユーザーに役立ち、摩擦のないスムーズなユーザーエクスペリエンスを提供できるか
らです。またユーザーは、容易にこの機能を無効にすることができます。さらに、Chromeのインター
フェースでは、ユーザーのログイン状態が明確に表示されるため、ユーザーは、Googleにサインインし
ているときとサインインしていないときを容易に知ることができます。

205. 一括サインインは、Chrome Syncが自動的にオンにされることを意味しません。ユーザーは、閲覧履
歴、パスワード、オートフィル情報、タブ及び他のデバイスで提供されるブックマーク等のデータを必要

とする場合は、自動サインインした後で、Chrome Syncを有効にする等追加の操作を行う必要があり
ます。この観点から、Chrome Syncは、Chromeの自動サインイン機能の上で作動するオプションの
追加機能とみなされるべきです。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションAからEについて

141中間報告、254頁。
140中間報告、253頁。
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206. Googleは、Googleにどのデータを共有するかをユーザーが管理することを可能にする製品設計の努
力を自発的かつ積極的に行っていることを踏まえ、Chromeへの自動サインインに関する規制当局に
よる介入は不要であると考えます。GoogleのGoogle Sync及び自動サインイン機能に対するアプロー
チでは、ユーザーにChromeデータを同期するか否か、どのChromeデータを同期するか否かについ
て設定を変更する権限を与えていることから、ユーザーは、デバイスが共有されるシナリオにおいて、

意図せずにデータを共有することを避けることができます。中間報告においても自動サインインについ

てはユーザーへの弊害が限定的であり、何ら規制しないほうがユーザーに資すると認めています。し

たがって、現段階では規制が必要であるということはできません。さらに、デジタル市場競争会議が何

らかの規制が必要であるとの結論に至った場合でも、中間報告では、取得されたデータを競合サービ

スで使用することを禁止するのみで足りると認めているため、追加で負担を強いる規制は不要と考えま

す。

19. ブラウザから自社ウェブサイトに対してのみ行う情報送付について［ 256-260頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● 推奨事項なし。デジタル市場競争会議は、措置が必要か検討中。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

207. Googleは、Xクライアントデータヘッダを使用すると他のウェブサービス事業者が不利になり、プライバ
シーの観点からの懸念も生じるとする中間報告の意見には同意いたしかねます142。

GoogleはなぜXクライアントデータヘッダを使用するのか？

208. Chromeは、ユーザー及びウェブサイトのニーズをより良く満たすために絶えず進化しています。新た
な機能がユーザーに対してベストエクスペリエンスを提供し、正常に機能していることを確実にするた

めに、その機能の全面的な公開の前に、一部のユーザーに試してもらうことがあります。例えば、

Google Chromeでページの読み込み機能を改良した場合に、それをすべての人に公開する前に、ク
ラッシュしたり遅延したりしないことを確認するために、1%のユーザーに試してもらう場合があります。
これは「実施試験」としても知られる「Chromeバリエーション」と呼ばれるシステムを通じて行われます
143。

209. Xクライアントデータヘッダの主な機能は、ユーザーが使用しているGoogle Chromeのバージョン及び
当該バリエーションにおいてどういった実施試験が行われているのかについてGoogleの各サービスに
伝え、Googleの各バージョンがその意図された通りに動作するようにすることです。これにより、
Google Chromeを改良するためのアルファ／ベータテストを行うことができ、これがウェブサイト全体
の利益にもつながります。

Xクライアントデータヘッダは、競争上の懸念事項は生じさせません。

210. 上記のとおり、Chromeの新機能による（他の）Googleサービスへの影響を測定することは、実施試験
の試験や開発目標を達成するための主要な方法です。そのためには、ユーザーがどの実施試験に参

加しているかを当該Googleサービスが認識する必要があります。この評価を可能にするのがXクライ
アントデータヘッダです。特定のGoogleのドメインにリクエストを送信する際、Chromeは、そのインス

143 Google、Google Chrome Privacy Whitepaper（Google Chromeプライバシーホワイトペーパー）（2021
年5月20日）（ https://www.google.com/chrome/privacy/whitepaper.html ）

142中間報告、259頁
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トールが現在参加中の実施試験のリストが含まれたXクライアントデータヘッダを含めて送信します。
ユーザーは、自分のインストールが参加しているバリエーションをいつでもリセットすることができます。

Xクライアントデータヘッダは、プライバシーに関する懸念事項は生じさせません。

211. Xクライアントデータヘッダは、ユーザーを個人として識別できないように設計されています。ユーザー
は、そのインストールが参加するバリエーションをいつでもリセットすることができます。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

212. Xクライアントデータヘッダについて、規制当局による介入は不要と考えます。GoogleのXクライアント
データヘッダの使用は、競争上もプライバシーに関しても懸念を生じさせることはありません。実際に、

Xクライアントデータヘッダの使用は、プライバシーを保護する態様でユーザーとウェブのニーズに応え
るべくChromeを改良することを目的としています。規制の介入によって、イノベーションが阻まれ、
Googleによる新機能の提供が阻害され、十分試験されていない新機能がリリースされるなど意図せ
ぬ結果をもたらし、かえってセキュリティ又はプライバシーに関する問題を生じさせ、ユーザーのエクス

ペリエンスがより低下するおそれがあります。

20. サーチ・クエリ・データ等のリソース について［260～265頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

デジタル市場競争会議は、措置が必要か検討中。措置が必要であるとすれば：

● [オプションA]検索サービスのデータの共有:検索サービスの事業者は、競合検索エンジンとクエリ
データ及びインデックスを共有すること。

中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

213. 中間報告では、検索クエリデータやインデックスを新規参入者が新たに構築することは極めて困難で

あり、これが検索サービスへの市場参入への大きな障壁となっていると指摘されています144。

214. Google は、平等で公平な競争を確保し、他のエンジンが市場に参入するために検索クエリとインデッ
クスが必要であるとは考えません。ユーザーの検索データは、検索エンジンが発展するための必須の

要素ではありません。検索エンジンは、ユーザーの検索データとは関係のない、多くの競争上の優位

性につながり得る要因を通じてそのサービスを向上させ、多くのユーザーを引き付けることができま

す。これらの要因には、サービスの効率的で効果的なインデックスシステム、サービスが提供する機能

性と機能、結果のフォーマット及びデザイン、アルゴリズムを開発するエンジニアの創造性、提供される

情報の関連性と質（例えば、Googleの 検索品質評価者ガイドラインに反映されている内容等）、継続

的な実験及びイノベーション並びにサービスをサポートするサーバー・インフラの効率とスピード等が含

まれます。

215. さらに一般的に言えば、ディープ・ラーニングのような機械学習技術の進歩は、現在の機械学習システ

ムがうまく動作するために必要なデータがはるかに少ないことを意味しています。「ビッグデータ」の概

念は、これらの技術進歩によって追い越されてきました。アルゴリズムが改善されたことで、機械学習

システムの処理能力はより安価で使いやすくなり、企業はより少ないデータで多くのことができるように

なりました。また機械学習システムは、自己生成の「合成データ」に異存して、タスク固有の既存データ

144中間報告、263頁。
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の必要性を低減又は排除することができます145。 また、公開されている研究が示すように、「

unsupervised（無管理）」データ（インターネット上で自由に利用できるテキストなど）でモデルを事前に
トレーニングして、タスク固有のデータ（検索データなど）の必要性を大幅に減らすことができます。要す

るに、新型モデルは、自由に利用できるデータが多いタスクから別のより専門的なタスクに、言語の理

解と知識を転用することができます。

216. またGoogleは、以下を通じたものを含め、集約されたクエリデータを共有するためのメカニズムに多額
の投資を行ってきました。

● Google トレンド146

● Googleサーチコンソール147

● ウェブマスターに提供される様々なレポート（Linksレポート148、パフォーマンス・レポート149及

びコアウェブバイタル・レポート）150

217. さらに、Googleは、Google Takeout151 及びData Transfer Project152 等の業界の取り組みを通じて

消費者が幾つかの方法でデータを移動できる機能を促進しています。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプション A

218. Googleは、中間報告のこの項目で提案された規制当局の介入に関するオプションについて大きな懸
念を抱いています。Googleは、これらの提案には重大なリスクが伴い、現在認識されている利益がこ
れを上回ることはないと考えています。

152 Data Transfer Project、Data Transfer Project、About us（Data Transfer Projectについて）（英文のみ）（
2022年、ウェブページ）（https://datatransferproject.dev/）

151 Google、Googleアカウント、Googleデータエクスポート、（2022年、ウェブページ）（
https://takeout.google.com/settings/takeout ）

150 Google 、Search Console ヘルプ、ウェブに関する主な指標レポート（2022年、ウェブページ）（
https://support.google.com/webmasters/answer/9205520?hl=ja）

149 Google、 Search Console ヘルプ、検索パフォーマンスレポート（2022年、ウェブページ）（
https://support.google.com/webmasters/answer/7576553?hl=ja）

148 Google、Search Console ヘルプ、リンクレポート、2022年、ウェブページ）（
https://support.google.com/webmasters/answer/9049606?hl=ja&ref_topic=9456557）

147 Google、Google Search Console、Google検索での掲載順位を改善する（2022年、ウェブページ）（
https://search.google.com/search-console/about ）

146 Google、世界中の検索トレンドをチェックしましょう、Google Trends (2022年、ウェブページ)（
https://trends.google.com/trends/?geo=AU）。さらに、Google、Trends Help、FAQ about Google Trends
data(Google Trendsのデータに関するよくある質問)(英文のみ)（2022年、ウェブページ)（
https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=e）

145 NVIDIAブログ記事、What is synthetic data? （シンセティック・データとは何か）（英文のみ）（2021年6⽉8
⽇）（https://blogs.nvidia.com/blog/2021/06/08/what-is-synthetic-data/ ）: コンピ タシミ レ ション⼜

はアルゴリズムから生成された合成データは、正確なAIモデルを作成するために使⽤されることが多くなってい
る実世界のデータに代わる安価なデータを提供する。[...] ⼈⼯的なものかもしれないが、合成デ タは数学的

にも統計的にも現実世界のデータを反映する。研究によると、AIモデルを訓練するためには、実際のオブジェク
トやイベント、⼈物に基づくデ タと同等⼜はこれらよりも優れている可能性があるという。」をご参照ください。コ

ンサルティング会社のGartnerは近年「2024年までに、AIとアナリティクスのプロジェクトの開発に使⽤される
データの60%は、⼈⼯的に⽣成されるようになる。」 ( Gartnerブログ記事、2021年7⽉24⽇（英文のみ）（
https://blogs.gartner.com/andrew_white/2021/07/24/by-2024-60-of-the-data-used-for-the-development
-of-ai-and-analytics-projects-will-be-synthetically-generated/）をご参照ください）と予測しており、
Facebookはすでに合成データを使って「メタバース」を構築すると予想されています（Axios、The synthetic
data that help build AI and the metaverse （AIやメタバースを構築するための合成データ）（英文のみ）（
2021年11⽉3⽇）（
https://www.axios.com/synthetic-data-facebook-ai-metaverse-73b9a651-d462-467f-9f24-4f07e243373
a.html ）をご参照ください)。
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219. 中間報告は、デジタル市場競争会議は、大手の検索エンジンプロバイダーに、検索クエリデータとイン

デックスデータの両方を共有することを求める規律の導入を検討していると述べています。その一方

で、デジタル市場競争会議は、「引き続き関係者からの意見を募るなど情報収集を行っていく必要があ

る」ことも認識しています153。この認識は、特にそのような介入に伴うリスクのバランスで見たときに、ク

エリとインデックスデータを制限無く開示することを義務づけることについて、それを正当化する十分な

証拠がないことを示しています。前述のとおり、新規参入の及び既存の検索プロバイダーは、競争する

ために、大量のユーザー検索データを必要としていません。

220. 検索データの共有の強制はまた、重大なリスクを生じさせます。

221. まず、企業秘密として保護される検索データの共有の義務化は、競争するインセンティブとイノベーショ

ンを減退させます。ライバルは、協力するのではなく、競争することが本来の姿です。大手企業であっ

ても、資産を保持し、その資産を共有しないことで、競争とイノベーションが促進されます154。 これに対

し、ライバルと資産を共有しなければならないことが予期されていれば、いずれ利益を共有しなければ

ならないことを知っている資産の保有者と、他人が資産の構築に成功すればそれへのアクセスを与え

られることを知っているため、自身の資産の構築のために何ら投資せずに静観していればよいライバ

ルの、両者によってイノベーションが阻害されます。

222. 例えば、Googleの検索インデックスを共有することは、10数年の努力と投資を引き渡すことを意味しま
す。Googleの検索インデックスは、Googleがウェブから収集、分析及び整理した情報の総体です。
Googleは、可能な限り包括的なインデックスを構築するために、クローリング、事業者からのデータ並
びにGoogleの独自の地理及び位置情報等の様々な情報源から、リアルワールドの場所及び事業者
に関する情報を構築するために、並々ならぬ努力を行っています。Googleは、高性能なインデックスシ
ステム及びコンテンツの「新しさ」を追跡する鮮度分析モデルを構築し、これによってGoogleはライバ
ルの検索結果よりもより関連性の高い情報を検索結果として提供することができます。もしGoogleが、
第三者とそのインデックスを共有することを義務づけられれば、Googleのインデックスを改良するイン
センティブは失われます。またサードパーティが 競争力のあるインデックスを構築することに挑戦する

理由もなくなります。

223. Googleが、検索クエリデータの開示を義務づけられれば、ライバルが、各クエリにつきGoogleの検索
結果をコピー又は模倣することが可能になるため、イノベーションに壊滅的な打撃を与えることになりま

す。ライバルは、自己のアルゴリズムを開発する必要性が全くなくなります。クリック数はランキングと

相関関係があるため（検索結果がランキング上位であるほどクリック数は多くなります。）、ライバルは、

データから、Googleが表示する結果とそのランキングを概ね正確に知ることができます。これにより、
ライバルは、Googleが開示するクエリの結果を直接コピーし、Googleが消費者のクエリとウェブの全
般的な理解を実地に深めるために行った幾千段階もの変更に投資することなく、その他のクエリにつ

いても機械学習システムを通じてGoogleのアルゴリズムの行動を模倣することができます。これは独
立した競争もイノベーションも推進しません。ただ、Googleの類似品もどきが作られるだけです。

224. Googleの検索クエリデータの開示が義務づけられれば、（企業秘密として扱われる）当該データに対
するGoogleの知的財産権が深刻に制限されることになります。FRAND条件で標準必須特許のライセ
ンスの付与が必要になったことはありますが（この場合でも特許保有者は、ロイヤルティを収受できま

す。）、中間報告ではGoogleがその企業秘密を通じて保有するより弱い権利に介入することが正当化
されることを示していません（特に、検索クエリデータへのアクセスについてGoogleへの対価の支払い
を中間報告が予定していないことからすれば、なおさらです）。

154 Slovak Telekom事件において、欧州司法裁判所は、「企業がその事業の必要性のために開発した設備に
ついて、自ら利用するためだけに留保することを許すことは、概して競争の発達に有益であり、消費者の利益に
適う」と述べました。 Slovak Telekom v European Commission (C-165/19) [2021] EU:C:2021:239, 47段
落（https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0165&from=en ）をご参
照ください。

153中間報告、263頁。
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225. 次に、消費者のプライバシーが損なわれるリスクがあります。デジタルプラットフォームに、検索データ

をサードパーティと共有することを義務づければ、消費者の自己のデータに対するコントロールが損な

われ、このデータがどのように誰によってアクセスされ、使用及び共有されるのかを把握することが難

しくなります。消費者の検索データには、健康状態、自宅住所、財務情報の詳細、政治組織や宗教組

織等、高度にセンシティブな情報が含まれている場合があります155 。制度設計によっては、検索データ

をライバル検索エンジンに開示することが義務づけられた場合、例えば、特定の国や独裁政権の影響

下にある者を含むサードパーティに消費者のセンシティブな情報が開示されるおそれがあります。156 。

226. 英国競争・市場庁（CMA)は、そのオンラインプラットフォームとデジタル広告－市場研究最終報告書で
「アドテック・プロバイダーの中には、スケール上で、識別子を統一されたカスタマープロファイルにマッ

チ及びコネクトさせることを目論む個人特定サービスの専門業者が存在する。この業者は、他の市場

参加者に識別グラフをライセンスし、又はアクセスさせている。」と認定しました157 。 Microsoftの調査
でも、このようなプライバシー上のリスクが指摘されています。Microsoftは、「多数の文献が存在する
が、『プライバシーの侵害』は、 セキュリティとデータの完全性が危険に晒されていない場合でも、文献

及び現実に共通して存在する。」ことを認識しています158 。Microsoftは、データをリリースすることに
内在するプライバシー・リスク159について、完全に開示を防ぐことは不可能であること160、及びプライバ

シーの侵害が起こりうる新たな態様について説明しています161 。

161 Cynthia Dwork ・Sergey Yekhanin共著、 New Efficient Attacks on Statistical Disclosure Control
Mechanisms （統計的な開示管理メカニズムに対する最新の効率的な攻撃）（英文のみ）(2008)（
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2008/08/dy08.pdf ）。研究者はまた、匿
名化されたNetflix加入者50万人分の映画レーティング情報を含んだNetflix Prizeのデータセットの実地分析を
通して、大規模でまばらなデータセットについて匿名化を解除する方法を示しています。Arvind Narayanan ・
Vitaly Shmatikov共著、 Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets （大規模でまばらなデータ
セットの強力な匿名化解除）（英文のみ）(2008)（
https://www.cs.utexas.edu/~shmat/shmat_oak08netflix.pdf ）

160 Cynthia Dwork ・Moni Naor共著、Journal of Privacy and Confidentiality 2(1)、On the Difficulties of
Disclosure Prevention in Statistical Databases or The Case for Differential Privacy、（統計データベース
における開示防止の困難性、あるいは差別化されたプライバシーのケース）（英文のみ）(2010) 93～107頁（
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2010/01/dp-jpc10.pdf）

159 Cynthia Dwork、A Firm Foundation for Private Data Analysis （プライベートデータ分析のための確立し
た基礎）（英文のみ）(2010)、（
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2011/01/dwork_cacm.pdf）

158 Cynthia Dwork ・Sergey Yekhanin、Microsoft Research、Database Privacy（データベースのプライバ
シー）（英文のみ）（調査論文、2003年11月24日）（
https://www.microsoft.com/en-us/research/project/database-privacy/?from=http%3A%2F%2Fresearch
.microsoft.com%2Fen-us%2Fprojects%2Fdatabaseprivacy%2F#overview）

157英国競争・市場庁、Online platforms and digital advertising: Market study final report（オンラインプラッ
トフォームとデジタル広告：市場調査の最終報告）添付G（英文のみ） (2020年7月1日), G12頁（
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fe49554e90e0711ffe07d05/Appendix_G_-_Tracking_a
nd PETS v.16 non-confidential WEB.pdf）

156 Andrew Roth、The Guardian、Russian internet giant grants veto powers to Kremlin-linked body（ロ
シアのインターネットの巨人がクレムリン関連団体に拒否権を付与）（英文のみ）（2019年11月18日）（
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/russian-internet-giant-yandex-grants-veto-powers-kre
mlin-linked-body）をご参照下さい。 Vincent Ni、The Guardian、Yahoo withdraws from China as
Beijing’s grip on tech firms tightens（北京の技術系企業への締め付け強化でヤフーが中国から撤退へ）（英
文のみ）（2021年11月3日）（
https://www.theguardian.com/technology/2021/nov/02/yahoo-withdraws-from-china-as-beijings-grip-on
-tech-firms-tightens ）

155英国競争・市場庁は、「ユーザーのクリックとクエリデータの開示はユーザーをプライバシーの侵害にさらす
潜在的危険がある」、「検索データの開示がユーザーの特定につながりうるとすれば、プライバシーの観点から
懸念が生じるだろう」と述べています。英国競争・市場庁、Online platforms and digital advertising: Market
study final report（オンラインプラットフォームとデジタル広告：市場調査の最終報告）添付V（英文のみ） （2020
年7月1日）、21頁（
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fe36a18d3bf7f08a02c87f6/Appendix_V__-__assessm
ent of pro-competition interventions in general search 1.7.20.pdf）
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227. 三つ目に、検索データの共有が強制されれば、虚偽の情報の流布や情報操作など、より深刻な弊害

がもたらされる可能性があります。検索データの開示が義務づけられれば、Googleの検索結果が
大々的に操作されるリスクが生じます162。このような操作が行われれば、ユーザー（関連性の低い検

索結果が表示されます。）や合法的な事業者（質の低い又は操作されたサイトにより、Googleのランキ
ングで順位が下げられます。）の両方に被害が及びます。適切な保護措置が講じられなければ、検索

データの共有が義務化されると、共有の受領者が、Googleが、検索結果をどのように順位付けている
のか分析し、Googleの検査結果を操作するおそれがあります。

228. データを共有する義務が、サードパーティ検索エンジンとの共有に形式的に限定されたとしても、これら

のリスクから保護されるとは言えません。信用できない検索エンジン事業者は、Googleの検索結果を
第三者に開示する可能性があります。また悪意のある者がGoogleの検索結果を受領し、結果を操作
することのみを目的として検索エンジンを立ち上げることを防ぐ手立てはありません。また同様に、国政

に携わる者がこの情報を利用してユーザーの検索傾向を知り、虚偽の情報やプロパガンダを流す可能

性もあります。

21. OSの機能へのアプリに対するアクセス制限について ［266-268頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● [オプションA] 公平なアクセス:サードパーティに、OS等の機能について、透明、公正、合理的かつ
非差別的なアクセスを認めること

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

オプションA

229. 中間報告では、OS等の機能への公平なアクセスを義務付ける規制当局による介入が提案されていま
す。Googleに関しては、この介入案は不要と考えます。Androidは、オープンプラットフォームであり、
Googleは、相当な数にのぼる新機能及びAPIへのアクセスを全てのデベロッパーに提供しており、デ
ベロッパーがNFCの機能性を含め、そのアプリを構築及び改良することを可能にしています。iOSとは
異なり、Androidは既にデベロッパーにそのNFCチップへのアクセスを許可しており、またAndroid12で
は、アプリはデバイスの画面がオンになっていなくてもNFCによる支払いを可能にしています。Google
に対して規制当局による介入を行うことは、とりわけデジタル市場競争会議がGoogleによる消費者及
びデベロッパーに対する弊害について何ら具体的な証拠を示していないことからすれば、デジタル市場

競争会議の懸念事項を払拭する手段として、比例的でなく不相応であると考えます163 。

163中間報告は、AppleによるMiniAppsへのアクセス及び特定のOS機能の使用の制限においてファーストパー
ティーアプリがサードパーティアプリより有利に扱われていることに具体的に言及しつつ、サードパーティに対し
デバイスの機能に対するアクセスが禁止又は制限されていると主張しています（268頁）。

162 Googleのランキング上位に入るために情報操作テクニックを用いようとする低品質でスパムまがいのウェブ
サイトは100万単位で存在します。これらのサイトは低品質のユーザーエクスペリエンスしか提供できず、ユー
ザーに害をなすこともあります。Googleではそのようなウェブサイトを選別するためのアルゴリズムを構築し、
Googleの検索結果表示でそれらのサイトを下位にランキングしています。
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ボイスアシスタント に関する提案

230. 新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告（以下、ボイスア

シスタント及びウェアラブルに関する中間報告）では、ボイスアシスタントに関する近年生じてきた懸念

が特定されていますが、すぐに介入して解決することを提案しているものは３つのみです。Googleは、
デジタル市場競争会議の慎重さを歓迎しており、今すぐに介入することは時期尚早だと考えています。

231. ボイスアシスタントは比較的新しいものです。日本では、2012年に導入され、アシスタントが日本語に
対応するようになったのは2017年のことです。活発な競争や新規参入（日本のユーザーは、Siri、
Alexa、アシスタントに加え、ドコモ、Kore.ai、Lineといった別の日本生まれのサービスも選択できます）
にもかかわらず、利用は依然として限定的です。日本において、Androidモバイルデバイスのユーザー
のうち、携帯／タブレットでGoogleアシスタントを利用しているユーザーは22％に過ぎず、これらの
ユーザーの１日あたりのGoogleアシスタントのクエリ件数は0.06にとどまっています。これらのクエリ
は、ほとんどが単純なプロダクティビティ作業に限定されています164。ボイスアシスタントは、検索サー

ビスや買い物等の他のサービスへの入り口となるものではなく165、ボイスアシスタントを通じた消費行

動はほとんど、あるいは全く行われていません。

232. ボイスアシスタントの価値を日本のユーザーに理解してもらうための競争は既に活発になっています

が、この分野がどのように発展していくかは不明です。規制を導入するのは時期尚早であり、始まった

ばかりのこの競争を阻害するおそれがあります。Googleは、デジタル市場競争会議が特定した懸念の
大部分が介入をする必要がある懸念かどうかを引き続き検討する方針を歓迎し、デジタル市場競争本

部の調査を引き続き支援する準備ができています。

233. また、Googleは、デジタル市場競争会議が既に介入することを提案している３つの懸念、(i)デフォルト
設定、(ii)デバイス機能へのアクセス制限、及び(iii)サードパーティアプリへのアクセス制限、について、
引き続き検討することを推奨します。ボイスアシスタントに関する懸念は、それぞれを切り離して検討す

ることはできません。したがって、Googleは、デジタル市場競争会議が(i)、(ii)、(iii)の課題について今
すぐに介入するのではなく、他の9つの分野と並行して引き続き注視することを提案します。これによ
り、デジタル市場競争会議はより完全な証拠に基づいて包括的なソリューションを設計することが可能

となります。

22. スマートフォンにおけるボイスアシスタントのプリインストール及びデフォルト設定について ［
49-58頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

［オプションA］ユーザーがデフォルトのボイスアシスタントを変更できるようにする。

［オプションB］ユーザーに、デフォルトとして設定するボイスアシスタントの選択画面を表示する。

ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

165 Googleのデジタル市場競争本部の質問事項に対する回答では、アシスタントが主に簡単なプロダクティビ
ティ作業に使用されると説明しました。Googleアシスタントの最も一般的な使用事例は、メディア再生（例：音
楽、ニュース、ポッドキャストなど） 、簡単なプロダクティビティ作業（例：カレンダー、アラームなど）、シンプルな
回答（例：天気、単純な事実など）、人格的対話（例：ジョークを言うなど）及びホームオートメーションに対するリ
クエストといったものになります。

164 Googleアシスタントの最も一般的な使用事例は、メディア再生（例：音楽、ニュース、ポッドキャストなど）、簡
単なプロダクティビティ作業（例：カレンダー、アラームなど）、シンプルな回答（例：天気、単純な事実など）、人格
的対話（例：ジョークを言うなど）、及びホームオートメーションです。
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234. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告は、ボイスアシスタントをスマートフォンにプリイ

ンストールし、デフォルトに設定することで、サードパーティアプリのボイスアシスタントが競争上不利に

なると示唆しています。Googleは、サードパーティのボイスアシスタントを不利な立場に置くようなこと
はしていません。実際、Googleは、Androidのスマートモバイルデバイスにおいて、OEMとユーザーの
両方にボイスアシスタントに関する大きな柔軟性を提供しています。

Googleは、Androidモバイルデバイスにおいて、サードパーティのボイスアシスタントを歓迎しています

235. OEMは自由にサードパーティのアシスタントアプリをプリインストールし、デフォルトに設定し、デフォル
トのホーム画面に目立つように配置し、ユーザーがそれらを起動するためのハードウェアボタンや「ウェ

イク」ワード技術を作成することができます。例えば、MotorolaのOne Zoomには、AmazonのAlexaが
プリインストールされており、Alexaは、デフォルトのホーム画面でアシスタントよりも目立つ位置に配置
されています。また、ユーザーは、サードパーティのボイスアシスタントを追加でダウンロードし、デフォ

ルトとして設定することができます。

236. つまり、サードパーティのボイスアシスタントは、Androidモバイルデバイスにおいて、Googleアシスタ
ントと同等の機能性を持つことができます。この点で、Googleは、自社のボイスアシスタントのみを自
社デバイスにプリインストールしているAppleやAmazonよりもはるかに進んでいます。

デフォルトやプリインストールは、競争を阻害するものではありません

237. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告では、スマートフォンの画面の小ささやそれに伴

う操作性の制約等から、ユーザーは、デフォルトのボイスアシスタントを利用する傾向にあると述べら

れています。しかし、スマートフォンの操作は簡単で直感的です。だからこそユーザーは、ナビゲーショ

ンやゲーム、写真や動画の編集、文書処理などの複雑な作業を行うことができるのです。それらに比

べ、ボイスアシスタントの切り替えは簡単です。設定メニューからサードパーティのアシスタントを選択

するかアプリをダウンロードするか、いずれかの手順で、数秒で行うことができます。

238. 同様に、プリインストールがアプリの成功を左右するという証拠もありません。今日最も人気のアプリの

多くは、消費者がそのアプリをダウンロードすることを選択したことで人気になりました。

239. そのため、Googleは、デフォルト設定やプリインストールがボイスアシスタントの競争の障壁になると
は考えていません。Androidのスマートフォンでは、ユーザーはデフォルトのボイスアシスタントを簡単
に切り替えることができます。敢えて切り替えないとすれば、現在のボイスアシスタントの品質に満足し

ているからです。Googleは、デジタル市場競争本部に対し、デフォルト設定に関連して規制当局による
介入を提案する前に、ユーザーがスマートフォンでデフォルトのボイスアシスタントを切り替えることを、

望まない、できない、又は躊躇していることを示す強固な証拠があることを確実にすべきであると提案

します。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

240. Googleは、ボイスアシスタントに関する規制当局の介入は時期尚早であり、発展途上段階にあるこの
分野において競争を歪めることになると考えます。プリインストールとデフォルト設定は、ボイスアシスタ

ントに大きな競争上の優位性を与えるわけではなく、むしろ、ユーザーにスムーズな「箱を開けてすぐに

使える」体験を提供します。ボイスアシスタント提供事業者がユーザー体験を改善できる方法を制限す

ることは、イノベーションに害を及ぼすおそれがあります。

241. オプションA：デジタル市場競争会議において介入が必要であると考える場合、Googleは、オプションA
（デフォルト設定の変更を可能にすること）がデジタル市場競争会議の懸念に効果的に対処できると考

えています。

242. オプションB：Googleは、ボイスアシスタントの選択画面は日本では必要ない、又は適切でないと考え
ています。ユーザーは既に、Androidでボイスアシスタントを選択することができます。選択画面を実装
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すると、ユーザー体験が低下し、デバイスのセットアップが不便になります。デバイスのカスタマイズ方

法に既に慣れている多くのユーザーにとっては、いくつかの不要な画面をクリックしなければならないた

め、不満を抱かせることになります。

243. 選択画面は、Google検索の市場における地位に関連して欧州委員会が提起した懸念への対応とし
て、欧州経済地域（EEA）と英国で導入されました。しかし、ここでは状況が異なります。日本では、ボイ
スアシスタントはまだ発展途上段階にある市場であり、明確なリーダーも存在しません。ボイスアシスタ

ントの選択画面は、競争を歪めて新興の提供事業者に不利益をもたらす可能性があります。

23. スマートフォンにおける他社のボイスアシスタントに対する機能面の制約について ［58-69頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● ［オプション］スマートフォンにおいて、他社のボイスアシスタントにも自社のボイスアシスタントと同等

の機能（すなわち、システムリソース）へのアクセスを提供する（ウェイクワードによる起動を同等に

可能にすることを含む）。

ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

244. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告は、モバイルOS提供事業者が、サードパーティ
のボイスアシスタントに対して、機能へのアクセスを制限していると示唆しています。Androidは、サード
パーティのボイスアシスタントに対し、幅広いアクセスを提供しており、これは、ユーザーに対し、

Googleアシスタントとほぼ同一の機能性を提供することができることを意味します。ボイスアシスタント
及びウェアラブルに関する中間報告で特定されたサードパーティのボイスアシスタントに付与されてい

る機能性とGoogleアシスタントに付与されている機能性とのいかなる差も、ユーザーのボイスアシスタ
ントの選択に影響を与えるにはあまりにも細かなものです。競争への目に見える影響がない場合、規

制当局の介入は正当性を欠きます。

Googleは、サードパーティのボイスアシスタントによる機能へのアクセスを制限していません

245. Androidは、サードパーティのボイスアシスタントによるAndroidサービスへのアクセスを拒否していま
せん。サードパーティは、Androidの機能へのアクセスの許可を要求することができます。

246. ウェイクワードに関しては、OEMは、自社又はサードパーティのホットワードを検出する自社又はサー
ドパーティのホットワード技術を実装することができます。例えば、SamsungのBixbyは、Googleアシ
スタントも内蔵しているSamsungのスマートフォン上で、独自のホットワードを介して起動することがで
きます。また、ユーザーは、（最初に当該ボイスアシスタントをデフォルトとして設定した場合）ホームボ

タンを長押しすることにより、簡単にサードパーティのボイスアシスタントを起動することができます。

247. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告は、デジタル市場競争本部が、サードパーティ

のボイスアシスタントがAndroid上ですべての機能へのアクセスを許可されていないと考える別の局面
として、Alexaで音楽を利用したアラームを設定する局面と、サードパーティのボイスアシスタントで「自
撮り」を撮る局面の2つを挙げています。Googleがこれらの機能へのアクセスを拒否しているというの
は正しいとは言えません。サードパーティのボイスアシスタントがアクセスする許可を要求すれば、いか

なるAndroidサービスも当該ボイスアシスタントと統合することができます。これらのサービスとの相互
運用性を確保するかどうかは、サードパーティに委ねられています。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

248. サードパーティのボイスアシスタントに対して、例外なく「同じ機能」へのアクセスを一律に要求すること

は、不必要に負担が大きく、OSを危険にさらす可能性があります。デジタル市場競争会議がこの分野

63



に介入する必要があると考えるなら、OSを保護するため比例的な閾値と例外を組み込むことが重要に
なります。例えば、以下のようなものが挙げられます。

● セキュリティの低下、OSの破壊、OSの機能の阻害につながる場合は、OSにサードパーティ
へのアクセス提供を義務付けない。

● サードパーティのボイスアシスタントがユーザーに同一又は類似の機能を提供できる限り、技

術的な意味での同一のアクセスをOSに義務付けない。

24. サードパーティアプリの提供に対する制限について［92-100頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案

● ［オプションA］大規模なモバイルOS提供事業者がサードパーティアプリと自社のボイスアシスタント
の相互運用性を拒否することを禁止する。

● ［オプションB］さらに、大規模なモバイルOS提供事業者に対し、サードパーティアプリにボイスアシ
スタントと統合するための自社アプリと同等の機能へのアクセスを提供することを義務付ける。

ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

249. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告では、Appleが、サードパーティのデベロッパー
に対し、Siri用のアプリを開発するための十分な自由度を提供していないのではないかという懸念が提
起されています。

250. Googleは、ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告のこのセクションは、Appleの慣行
にのみ関連するものであることを指摘します。Googleは、Googleアシスタント用に開発できるアプリの
種類を実質的に制限していません。Googleは、サードパーティアプリがGoogleアシスタントと相互運
用できるようにするためのツールやリソースを提供しています。例えば、Googleは、サードパーティの
アプリデベロッパーがGoogleアシスタントを自社アプリに統合できるようにするためにApp Actionsを
開発しています。

規制当局の介入に関するオプションの提案に対するGoogleの意見

251. Googleは、サードパーティアプリがGoogleアシスタントと相互運用でき、自社アプリと同じ機能をエンド
ユーザーに提供できるよう努めています。デジタル市場競争会議が規制当局よる介入が必要であると

考える場合、規制がボイスアシスタント提供事業者に過度な負担をかけないようにする必要がありま

す。

252. 例えば、デジタル市場競争会議は、サードパーティアプリが、OS提供事業者のボイスアシスタントやア
プリを統合するために使用する機能にアクセスすることを認めるオプションを検討しています。Google
は、無制限に相互運用性を求めるルールについては注意が必要であると指摘いたします。Googleや
他の提供事業者は、技術的な意味での同一の相互運用性を提供することを義務付けられるべきでは

ありません。そうでなければ、Googleは相互運用性を可能にするために、それぞれの異なるアプリに
合わせた固有のコードを書かなければならなくなります。代わりに、サードパーティのアプリに、同様の

機能を異なる技術的手段で提供する、効果的な相互運用性を義務付けることで足ります。

253. また、Googleは、サードパーティアプリと統合することで、ボイスアシスタントを損なう、又は破壊する可
能性がある場合について例外規定をルールに含めることも推奨します。
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25. 継続的な注視が提案された事項について［70-92,100-138頁］

254. Googleは、デジタル市場競争会議が特定した追加の懸念のうち、9つについて、まだ介入する理由は
ないとしたデジタル市場競争会議の結論を歓迎します。特に、Googleは以下のデジタル市場競争本
会議部の見解に同意します。

● ボイスアシスタントを利用したアプリは、収益化のモデルが明確になっていません。日本では、特に

ユーザーの信頼の観点で問題があることから、ユーザーがボイスアシスタントを介して取引を行うこと

は稀です。

● ユーザー体験を保護するために、ボイスアシスタント上の広告事業を制限することは合理的です。

● 自社優遇に関する懸念は、ほとんどのサードパーティにとって、ボイスアシスタントが消費者に対して

リーチする重要な手段ではないという事実によってバランスが取られています。

● データの蓄積や利用は、新しい製品やサービスの創造に寄与するものであり、本質的に何ら問題はあ

りません。

● ローボイスデータへのアクセスに関するいかなるルールも、ユーザーのプライバシーに重大な悪影響を

与える可能性があります。

Googleは、デジタル市場競争会議がこれらの分野についてさらに調査するにあたり、喜んで支援した
いと考えております。

255. 差し当たり、Googleは、今後の調査が誤解に基づくものではないようにしたいと考えており、ボイスア
シスタント及びウェアラブルに関する中間報告におけるいくつかの事実誤認を指摘します。

● リンクアウトの制限について（第1部、Ⅲの第１の４)：Googleは、「ユーザーが自社のエコシステム内に
留まるようにする」ために 外部リンクを制限することはしていません。Googleは、ユーザーがストリーミ
ングや音楽アプリなど、様々なサードパーティサービスに接続できるようにしています。Google Nest
HubとNest Hub Maxのインターネットを閲覧する機能が限定的である理由は、これらがスマートホー
ムを操作するためのハブ及びエンターテインメントのディスプレイとして設計・製造されているからです。

これは、ユーザーがウェブベースのサービスにアクセスするための様々な従来型の方法を持っている

ことを考慮すると、これらのサービスの競争力に影響を与えるものではありません。日本では、ボイス

アシスタントは、他のサービスへの重要な入り口にはなっていません。

● 提示順位などにおける自社優遇について（第1部、Ⅲの第2の8）： Googleアシスタントが提示順位にお
いて自社優遇をしているというのは正しくありません。基本的なレベルでは、Googleアシスタントは、情
報クエリとアクションクエリの2種類のクエリに応じます。情報クエリ（例えば、ウィリアム・シェークスピア
の生年月日）に対しては、Googleアシスタントは単に、できる限り最善の方法でクエリに回答しようとし
ます。これは、ユーザーのクエリに回答しているのであり、優遇しているわけではありません。アクショ

ンクエリ（例えば、「電気をつけて」）に対しては、Googleアシスタントはユーザーのコマンドの実行を完
了するためにクエリを仲介しようとします。これもまた、バーチャルアシスタントの基本的な機能を実行

しているのであり、優遇しているわけではありません。

ウェアラブルに関する提案

26. Wear OS 搭載スマートウォッチから iPhone への接続について［165-171頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案
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● ［オプションA］同等の機能：サードパーティ及び自社のウェアラブルデバイスに（おそらくスマートモ
バイルデバイスの）同等の機能へのアクセスを提供する。

ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告の記載内容に対するGoogleの意見

256. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告では、Appleは、ペアリングされたApple Watch
で利用できる機能と比較して、Wear OSスマートウォッチをAppleのiPhoneとペアリングした場合の重
要な機能（ペアリング、通知、同期、メッセージなどに関連する機能を含む。）へのアクセスを制限してい

るとされています。166

257. Googleがデジタル市場競争本部に対する提出書面で説明したように、iMessageとの統合など重要な
機能へのアクセスを制限するAppleの行為は、Apple Watchが日本167及び世界における主要なス

マートウォッチとしての既存の地位を固定させる手助けになっています。ボイスアシスタント及びウェア

ラブルに関する中間報告で正しく述べられているように、「Wear OS 搭載スマートウォッチ等 Apple
Watch以外のスマートウォッチは、iPhone との接続において使用できる機能が、Apple Watch より制
限されているため、使い勝手等で不利なことは否め［ません］」168。

258. これに対し、ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告において認められているように169、

Googleの長年の慣行は、Androidスマートフォンとペアリングされたスマートウォッチの間の相互運用
性を可能にする機能へのアクセスをサードパーティに対して提供することでした。この慣行は、Google
／Fitbit買収に関連して公正取引委員会に提出した10年間のコミットメントにおいてさらに確認されてい
ます。170

259. しかしながら、いかなる介入も比例原則に適ったものであり、企業が競争力のある、差別化された製品

を開発できるようにするなど、イノベーションへのインセンティブを損なわないことが重要です。Google
が公正取引委員会に提出したコミットメントにおいて、自社のファーストパーティのスマートウォッチに提

供しているのと同じコア相互運用性機能へのアクセスをサードパーティに提供するというGoogleのコ
ミットメントが、かかる機能がサードパーティによる関連するコア相互運用性機能へのアクセスを妨げな

い限り、Googleがファーストパーティ機能を開発することを妨げることを意図していないことを明示的に
認めているのはまさにそのためです。これは、プラットフォームデベロッパーが独自のウェアラブル体験

を提供することを妨げることなしにサードパーティにコア相互運用性機能へのアクセスを確実に提供す

ることを可能にすることで適切なバランスが取られています。

260. 公正取引委員会が受諾したコミットメントには適切なバランスが反映されており、その規定をモデルとし

た規制当局の介入は、AppleがWear OS（及びその他のサードパーティの）スマートウォッチによるコ
ア相互運用性機能へのアクセスを引き続き制限しないようにするのと同時に、GoogleやAppleなどの
プラットフォームデベロッパーがサードパーティに対してコア相互運用性機能を利用できないようにする

ことなく、引き続きファーストパーティの革新的な体験を開発できるようにするという2つの目的を達成す
る上で役立つことを本書面で指摘いたします。

170 Googleは、ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告における「スマートフォンとスマートウォッ
チの機能をうまくリンクさせることができる」点について、Appleと「同様になりつつある」と示唆している（149頁）
ことに言及します。この記載が、GoogleがAppleと同様に、接続されているスマートフォンが搭載している機能を
ペアリングされたGoogle自身のスマートウォッチのためだけに留保していることを示唆するものである限りにお
いて、受け入れかねます。

169ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、148頁と153頁（「Google は自分たちの土俵はある
が、多くのサードパーティを呼び込もうとするスタンス。Google は端末で利益をあげようとしたり、サードパー
ティを締め出すようなことはしない。」、「Google は自社端末にこだわっていないこともあり、サードパーティ等に
対して比較的オープンな対応を行っている。」） 。

168ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、169頁。
167ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、143頁。
166ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、165-168頁。
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Googleは、iOS機能へのより幅広いアクセスを支持しています

261. Apple Watchと比較して、Wear OSのウェアラブルデバイスは、いくつかのコア機能へのアクセスが低
品質です。 ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告が正しく指摘しているように、これ

は、Wear OSや他のApple以外のウェアラブルデバイスを、Apple Watchより不利な立場に置いてい
ます171。これにより、日本の手首装着型ウェアラブルデバイスにおけるApple Watchの約55％のシェ
アは固定化されています172。そして、ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告で結論付

けられているとおり、Appleの地位は圧倒的に強く、変化は当面起きそうにありません173。

262. iOSデバイスのコア機能へのアクセスは、Android OSを搭載したスマートフォンのコア機能へのアクセ
スをサードパーティの手首装着型ウェアラブルのOEMに提供するというGoogleの既存の慣行を参考
にすることも可能です。この慣行は、公正取引委員会に提出されたGoogle／Fitbitの件に関するコミッ
トメントにおいて成文化されています。このコミットメントにおいて、サードパーティのウェアラブルデバイ

スとAndroid OSとの相互運用を可能にする「コア相互運用性API（CIA）」一式が定義されています。
CIAは、特定の既存のAPI一式をカバーするのではなく、機能によって定義されているため、時間の経
過と共に変化するこれらのコア機能に対応することを目的としています。サードパーティのOEMデバイ
スは、関連する機能の基盤となる技術が進化しても、Androidのエコシステムと統合する能力を維持し
ます。

263. Googleが提供するCIAは、サードパーティのウェアラブルに以下の手段を提供します。
● Bluetooth（又は後継技術）を介してAndroidスマートフォンに接続し、デバイスとスマートフォ
ンの間でデータを転送すること

● 近くにあるウェアラブルデバイスを探し、及び／又はウェアラブルデバイスにAndroidスマート
フォンが表示されるようにすること

● Androidスマートフォンからの通知（電話、テキストメッセージ、カレンダーイベントを含む。）を
接続されたデバイスに表示し、それに対してアクションを起こすこと

● ペアリングされたAndroidスマートフォンに送信されたテキストメッセージを読み、作成を開始
し、返信すること

● ペアリングされたAndroidスマートフォンで通話を開始し、応答し、着信を拒否するためのコン
トロールを表示すること

● ペアリングされたAndroidスマートフォンのカレンダーイベントを表示し、作成を開始し、編集す
ること

● ペアリングされたAndroidスマートフォン上のジオロケーション座標を提供することができるジ
オロケーションセンサー（例えば、GPSなど）にアクセスすること

● ペアリングされたAndroidスマートフォンのメディア再生を操作すること
● ペアリングされたAndroidスマートフォン上に保存・ペアリングされた連絡先を表示及び同期す
ること

ただし、同等のアクセス義務は、コア機能に限定されるべきです

264. Appleに上記のCIAを無償かつ非差別的に提供することを義務付けることにより、いかなるウェアラブ
ルデバイスも、iOSスマートフォンと効果的に相互運用するために必要な機能にアクセスすることがで
きるようになります。同時に、アクセス義務は、必要かつ比例的な範囲に限定されるべきです。スマート

フォンOEMに、サードパーティのウェアラブルOEMに対して、スマートフォンOEM自身のデバイスで利
用可能なすべての既存及び将来の非コア機能へのアクセスを提供するよう義務付けることは比例的で

はなく過剰であり、イノベーションや投資を抑制することになります。過度なアクセス義務は、重大な技

術的課題をもたらし、スマートフォンOEMがユーザー体験を向上させる革新的な機能を導入し、テスト
することを妨げる可能性があります。

173ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、151頁。
172ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、143頁。
171ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、169頁。
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265. 公正取引委員会に提出されたGoogle／Fitbitの件におけるコミットメントに従い、CIAへのアクセスを提
供する義務は、スマートフォンOEMが新しいソフトウェアの開発の一環として、一般公開前に、自社及
び選択したサードパーティのチームにテストコードを提供することを引き続き許容するものであるべきで

す。さらに、スマートフォンOEMは、自社の手首装着型ウェアラブルデバイスでのみ使用するために、
自社の製品、アプリ又はサービスに関連する機能を開発する能力を維持するべきです。ただし、このよ

うな機能の実装によって、サードパーティOEMのウェアラブルデバイス用のCIAの機能が妨げられない
ようにする必要があります。すべてのサードパーティのウェアラブルOEMは、同様に、プロプライエタ
リーなソフトウェアレイヤーにおいて自社のウェアラブルデバイスでのみ使用する場合を含め、それぞ

れのプロプライエタリーな製品、アプリ又はサービスに関連する機能を自由に開発又は利用することが

許されるべきです。

266. Googleは、iOSスマートフォンのCIAへのアクセスは、iOSのエコシステムのイノベーションを促進し、そ
の価値を高めるための比例的で相応な措置になると期待しています。したがって、Googleは、サード
パーティ及びApple自身のデバイスに対し、iOSデバイスのCIAへのアクセスを同等に提供する義務を
設けることを支持しています。

規制当局の介入は、市場支配力のない、挑戦者の立場にあるプラットフォームを対象にすべきではありません

267. 新たな規制の枠組みは、競争の欠如から生じる明白な被害に対処し、防止することだけを目的とすべ

きです。Appleは日本で主要なモバイルOSであり174、Apple Watchは日本の手首装着型ウェアラブル
デバイスの約55％のシェアを有しているというボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告
の結論からすると、iOS機能へのより広範なアクセスを義務付ける規制当局の介入は正当化されま
す。

268. しかし、市場支配力がなく、（ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告が「揺るがない」と

表現している）Appleの指導的地位を前にして苦戦すらしている製品に規制により義務を課すことは正
当化されるものではなく、これは消費者に害を及ぼす可能性があります。手首装着型ウェアラブルデバ

イス用のOSであるGoogleのWear OSがこれに該当します。Wear OSはこれまで、構造的な技術的
欠陥に悩まされてきました。Wear OSは、もともとスマートフォン向けに設計されたOSであったことか
ら、バッテリー寿命に限界があり、大量のハードウェアリソースを必要とします175。ボイスアシスタント及

びウェアラブルに関する中間報告では、Wear OSは十分な機能を備えておらず、「重［く］」、Apple
Watchに追いつけていないと認めています176。また、Wear OSでは、ネットワーク効果は発揮されるに
至っていないと結論づけています177。

269. Wear OSの競争力を高めるために、GoogleはSamsungと連携してWear 3.0を発表しました（iOSに
も対応する予定です）。この開発によって、競争上の懸念が生じることはありません。それどころか、

Samsungの技術や専門知識により、Wear OSのパフォーマンスが向上し、バッテリー寿命が延長され
るため、Wear OS 3.0を実行するデバイスがApple Watchにより対抗できるようになるとボイスアシス
タント及びウェアラブルに関する中間報告で述べられています178。ボイスアシスタント及びウェアラブル

に関する中間報告ではさらに、統合されたWear OSは、「より高速なパフォーマンス、 より長いバッテ
リー寿命、より幅広いアプリカタログに重点を置き、サードパーティの手首装着型ウェアラブルデバイス

の製造事業者にも開放される」と強調しています179。したがって、Fitbitを買収したことによって、

179ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、153頁
178ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、155頁
177ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、160頁

176ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、154頁、155頁。ボイスアシスタント及びウェアラブル
に関する中間報告は、「Wear OS 3.0 は、Samsung のTizen OS との統合によりパフォーマンスの向上やバッ
テリー駆動時間の延長、Fitbit のフィットネス機能の統合が行われている。」と認めている。

175ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、150頁（「Google のWear OSは電池の持ちが悪
い。開発側からすると電池の消費が半端ないので、ユーザーエクスペリエンスに影響している。もともとスマート
フォンの Android OS をベースに端末の小型化のために機能をそぎ落としたのが Wear OS であるので、そう
した作りこみ自体が電池の持ちを悪くしていると考える。」）

174中間報告、19～20頁
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Googleはソフトウェアを幅広く配布することをしなくなるのではないか、GoogleはWear 3.0の発売を機
に特定のメーカーを「淘汰」するのではないか、といったボイスアシスタント及びウェアラブルに関する

中間報告における懸念は見当違いです。Googleはまた、一部の旧型スマートウォッチではWear OS
3.0の実行に必要な技術要件を満たしていない可能性があるため、Wear OS 2.0のサポートを継続し
ます180。Wear OS 3.0の発売は、待望されていた品質向上であり、Wear OSデバイスがApple Watch
や他のスマートウォッチによりよく対抗できるようにするための競争促進的な開発と理解されるべきで

す。

270. 同時に、Fitbitは新しいモデルの発売を続けており、最近ではCharge 5を発売しました。

27. ヘルスケアのデータ連携におけるサードパーティ事業者に対する制約及びプラットフォーム事
業者のデータに対するサードパーティ事業者のアクセスについて［172-186頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案なし。デジタル市場競争会議において、さらに評価を行う。

271. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告が示唆するように、Googleは、デジタル市場競
争会議がHealthKit Storeへのアクセス制限やユーザーデータの保存に対するAppleのアプローチが、
サードパーティデベロッパーを競争上不利な立場に置いているかどうか181 を調査すべきであると提案

します。

272. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告で認識されているように、Appleとは異なり、
Googleは、Androidデバイスに接続されたサードパーティのウェアラブルデバイスが生成する健康
データにアクセスするために、サードパーティアプリがGoogleが管理するデータストアのデータを使用
したり、そこにデータを保存したりすることを義務付けていません182。同様に、サードパーティアプリは、

Fitbitデバイスによって生成されたデータにアクセスするために、Googleのデータストア（例えば、Fit）を
使用する必要はありません183。Googleは、データの機微性に鑑み、プライバシーとセキュリティの必要
性を考慮しながら、データアクセスに対してオープンなアプローチを採用しています。そのため、現在の

Fitbitプラットフォーム利用規約とGoogle Fit利用規約では、重要なプライバシー及びセキュリティの管
理並びにユーザーの同意を条件として、サードパーティによるデータへのアクセスとその使用が許可さ

れています184。

273. Googleは、Appleが課す制限を監視するというボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告
の提案を支持しますが、健康データへのアクセスに関して、より一般的に何らかのルールが採用される

場合には、これらのルールの遵守を複雑にし、その有効性を損ねることとなるような複数の重複する規

制の寄せ集めとなることを避けるために、これらのルールが単一の規制枠組みの一部を形成すること

が望ましいと考えます。

184 2022年5月11日、Googleは2022 I/Oの一環として、Health Connect APIを発表しました。Health Connect
は、複数のデバイスやアプリのデータを統一するプラットフォームをデベロッパーとユーザーに提供し、デベロッ
パーにはユーザーの健康やフィットネスに関するデータを読み書きできる単一のインターフェースを、ユーザー
にはどのアプリが自分のデータにアクセスできるかを管理するプラットフォームを提供します。Health Connect
は2022年秋に正式に開始され、最終的にはGoogle Fitアプリを置き換えることになりますが、Fitbit Web API
は置き換えられません。疑義を避けるために補足しますと、サードパーティのデベロッパーは、Androidデバイス
とペアリングされたサードパーティのウェアラブルデバイスが生成した健康データにアクセスするために、Health
Connect APIを使用する必要はありません。

183完全性を期すために補足いたしますと、Googleは将来的に、FitbitアカウントをGoogleアカウントに移行す
る予定です。

182ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、175頁。
181ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、177頁

180 Wear OS 3.0は、より質の高いユーザー体験を生み出すためのツールを提供することで、消費者やウェアラ
ブルOEMに利益をもたらし、Googleはデベロッパーが製品をWear OSのエコシステムに導入できるよう、引き
続きツールやリソースを提供します。これとは別に、GoogleはWear OS 3.0に対応していないモデルを持つ
ユーザーに対し、デバイスの発売から最低2年間はWear 2.0用のセキュリティアップデートや必要なパッチのサ
ポートを継続します。
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28. デフォルト設定及びプリインストールによる優位性について［187-191頁］

規制当局の介入に関するオプションの提案なし。デジタル市場競争会議において、さらに評価を行う。

274. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告では、デジタル市場競争会議が、Apple
Healthcareと同一の機能を有するiOSアプリやサービスを提供する能力をサードパーティのデベロッ
パーに提供するかどうかを注視すべきであるとされています。185

275. ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告が認めているように、Googleは、Android OS
を搭載したスマートフォンにGoogle FitアプリをプリインストールすることをOEMに対して義務付けてい
ないため、この点に焦点を当てることは適切です186。また、Androidユーザーは、例えば、Strava、123
、Samsung Healthなど、他の多数の健康・フィットネスアプリを選択し、ダウンロードすることができま
す。これが可能なのは、とりわけAndroidがオープンでカスタマイズ可能なプラットフォームだからです。
また、Androidユーザーは、アプリを削除又は無効化したり、機能を変更したり、デフォルトの変更を設
定したりすることができます。

186ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、188頁。
185ボイスアシスタント及びウェアラブルに関する中間報告、190頁。
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提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合）  

 

 

氏名（※） 弁護士  

同       

 住所（※）  

 

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

第１．記載された内容に対する意見 

＜本中間報告の該当箇所：主に「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告 

全体（1～280 頁）及び下記意見で特に指摘した箇所＞ 

 

1. 本件競争評価のプロセス及び本中間報告全体の論調について 

 

(1) 本競争評価及び本中間報告は、手続的確実性・透明性の観点から致

命的な欠陥があると思料される 

 

本中間報告は、以下に詳述するとおり、確実に検証された事実を基礎と

して、学問的知見及び実証研究に裏打ちされた理論に依拠しつつ、透明

性の高い手続の中で、反対意見を通じた検証も経ながら、その波及効果

にも十分に目配りをしながら政策のオプションを提言するというプロセスを

経ているように見受けられず、政策形成のあり方として重大な問題がある

と思われる。 

 

別 添  
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a. 本中間報告、とりわけ「モバイル・エコシステムに関する競争評価

中間報告」の総論部分においては、寡占的状態が発生する機序

が論じられているが（同 14～30 頁。）、それを実証する証拠ない

し立法事実や文献は示されておらず、仮説の域を出ていない。現

時点では本中間報告は案にとどまるとはいえ、政策提言をするの

であれば、どのような学問的知見や実証的証拠に基づいて理論

構成をしたのか明らかにしなければ客観性を欠く恣意的な規制に

なりかねない。 

b. とりわけ立法事実が十分に示されていない点については、私企業

の経済活動に対する制約は憲法上の経済的自由権の制約とな

るところ、その制約目的がいわゆる消極規制であれ、積極規制で

あれ、規制の根拠となる立法事実が存在する必要があり、この点

は最高裁によっても指摘されているところである。すなわち、企業

の経済活動に対する法的規制措置に関し、いわゆる積極規制に

関して立法府の裁量を是認した最判昭和 47 年 11 月 22 日（刑

集 26 巻９号 586 頁。）ですら、立法府の政策的技術的な裁量

に委ねることが認められているのは、「法的規制措置の必要の有

無や法的規制措置の対象・手段・態様などを判断するにあたつ

ては、その対象となる社会経済の実態についての正確な基礎資

料が必要であり、具体的な法的規制措置が現実の社会経済にど

のような影響を及ぼすか、その利害得失を洞察するとともに、広く

社会経済政策全体との調和を考慮する等、相互に関連する諸

条件についての適正な評価と判断が必要であつて、このような評

価と判断の機能は、まさに立法府の使命とするところであり、立法

府こそがその機能を果たす適格を具えた国家機関であるというべ

きであるからである。」と述べているところである。しかるに、本中間

報告が前提としている基礎資料の正確性は全く不明であり、提案

されている様々な規制措置がプラットフォームに関与している

様々な関係者の利益にどのような影響を及ぼし得るのか十分な

分析がされているとは言い難く、また、既存の法律（例えば独占禁

止法、個人情報保護法、消費者保護法。）による対応の可能性
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を含め他の社会経済政策との調整について十分な検討がされて

いるとも認め難く、未だ中間報告にとどまることを考慮しても、その

依拠している立法事実はその正確性に疑義があることと相俟って

未だ抽象的で内容の乏しいものと見受けられる。 

c. さらに、立法事実の不存在・不明確さについて、とりわけ「モバイ

ル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」を例に挙げると、

具体的には以下のような問題が指摘できる。 

 

i. モバイル・エコシステムの特性を捉えるにあたっての視点

（例えば、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間

報告」31～35 頁。）が予断に基づく一面的なものであるよ

うにみえる。 

ii. 例えば、ネットワーク効果はデジタルプラットフォームで初

めて出現したものではなく、伝統的な産業においてすでに

存在していたものであり（新聞、テレビ・ラジオ（地上波、衛

星放送、ケーブル等の手段を問わない。）、クレジットカー

ド、携帯電話、ショッピングモール、スーパーマーケット、コ

ンビニエンスストア等。）、また、モバイル OS だけの特性で

もない（SNS、オンラインモール等。）。このようにネットワー

ク効果がモバイル OS に特有あるいは新規のものはないに

もかかわらず、それを新たな規制の根拠とするのは、規制

の正当化根拠として不十分である。モバイル・エコシステ

ムにおける影響を評価するにあたってモバイル OS の特性

の考慮の他にそもそもネットワーク効果の存在によって新

たな規制が必要とされる十分な根拠ないし立法事実の確

認がされるべきであり、それをしないままに拙速に過剰な

反応をして規制を加えることは適切ではない。 

iii. また、本中間報告においては、デジタルプラットフォームを

特別視するだけではなく、その特性として挙げている各要

素の否定的側面を特に抽出しこれらを過度に強調してい

るようにみえる。すなわち、本中間報告では、OS・アプリス
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トア・ブラウザ・検索サービスの各レイヤーにおいて、「間接

ネットワーク効果」「高い参入障壁」「スイッチングコスト」が

いずれも存在すると半ば決めつけた上でその弊害のみ取

り出して議論を進めている（特に「モバイル・エコシステムに

関する競争評価中間報告」41～51 頁。）。しかしながら、

デジタルプラットフォームの特性として取り上げられている

諸要素は、競争を促進し、消費者の便益向上をもたらす

原動力ともなっていることを看過ないし過小評価している。

また、テレビ・ラジオ、携帯電話等の場合には、電波の有

限性に伴う絶対的な参入障壁が存在するが、デジタルプ

ラットフォームの場合にはそのような状況にはないことも、

看過している。 

iv. 例えば、デジタル技術を用いた取引におけるネットワーク

効果に着目するとしても、ネットワーク効果が存在すること

で、一昔前にはおよそ想像できないような形で、利便性が

急速かつ幅広く消費者に行き渡ることが可能となったこと

などはネットワーク効果がユーザーに利益となっている顕

著な例である。また、ネットワーク効果は、逆にも働き得る

こと（例えば、ユーザーが減少すると、エコシステムに参加

するアプリ事業者も減少し、魅力的なアプリが減るとユー

ザーがさらに減少する。）、また、新規参入者が利便性の

高い商品・サービスを提供した場合にはネットワーク効果

により当該参入者が急速に市場における存在感を高める

ことができることなど、ネットワーク効果それ自体が、ある時

点において有力な事業者に対する牽制力にもなり得るこ

と、したがってネットワーク効果の存在自体が不断のイノベ

ーションを促す作用があること、といった本中間報告が抽

出する弊害以外の重要な側面が見過ごされている。 

v. また、スイッチングコストに言及がされているが、個別の場

面におけるスイッチングコストの実際上の影響の分析がさ

れないままにその影響が抽象的な形で過度に強調されす



5 

 

ぎであり、用語が一人歩きしている感がある。スイッチング

コストが実際にどの程度のものであるのかを精査し、その

際に個別の場面によってスイッチングコストの程度が大きく

異なりうることを考慮に入れるべきであるにもかかわらず、

これらを無視して一括りにした議論をしているようにみえ

る。このことはマルチホーミングが可能かつ実際にそうして

いる消費者も多い分野（ブラウザ等。）については、とりわ

けバランスを欠いた分析につながっている。さらに、規模の

経済についても、それにより利便性が高まること、また、よ

り大規模な投資に支えられた技術開発が可能となってい

ることなどといった競争促進的な側面への目配りが欠如し

ており分析が一面的にみえる。さらにその前提として、どの

分野にどの程度の投資を行うか自体が企業の高度な経

営判断であること、そこにおける企業の自主的かつ自由な

判断が尊重されるべきであってそもそも国家機関が安易

に介入すべき分野ではないことへの配慮も欠けているよう

に窺われる。 

vi. 市場の寡占構造自体については、寡占という結果が、消

費者に便利な商品・サービスを提供した結果であった場

合、とりわけそれが消費者の選好に基づく結果であれば、

競争法が保護しようとする能率競争の帰結であり、それ自

体競争法に違反するとされるべきものではない。しかし、

寡占という結果が高品質かつ低価格の商品・サービスを

広く普及させるという能率競争の結果であった可能性につ

いて本中間報告で十分に検討・評価されたように見受け

られない。また、寡占が「固定的な状況」（「モバイル・エコ

システムに関する競争評価中間報告」20 頁。）及び「固

定化されている」（同 31 頁。）というが、本当に固定してい

るのか、とりわけ今後もそのような状況が継続する蓋然性

が高いのか否かが十分に検証されたのか明らかではな

い。事業者が利便性・消費者利益を高めてきた結果とし
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て市場が寡占状態となることはままあるのであり、デジタル

プラットフォームが社会の様々な方面でもたらしてきた幅

広い便益を正当に評価するならば、むしろ、寡占している

とされる事業者の絶えざる努力により、その地位が保たれ

ているに過ぎず、激しい競争にさらされ続けており数年後

にどうなるかは未知数であるというのがむしろ実態ではな

いのか。デジタル分野の過去 20 年程度の動きを見ても

主要なプレイヤーが短期間に取って代わられたり、競争が

行われる市場自体が新たな商品・サービスの登場によっ

て変質ないし別の市場に取って代わられることがしばしば

みられるところである。 

vii. 「競争上の懸念」として上げられている各論点（例えば 32

頁。）も実質的根拠があるのか明らかではない。例えば、

「レベル・プレイング・フィールド」という聞こえのよい用語が

使われているが、十分な客観的事実に基づく分析を欠い

ていることも手伝って、その具体的な内容はほとんど明ら

かではない。このような曖昧なスローガンを過度に強調す

ることはかえって、イノベーションを始めとする能率競争の

足かせとなると考えられる。また、「プラットフォーム上の各

レイヤーのコストアップ、バイアビリティーの低下」に言及が

されているが、これらが客観的な資料・データによって実

証されているのか全く不明である。さらに、国家権力による

介入・規制が必要となるような「排除・参入抑制」が本当

に行われているのかも明らかではない（能率競争の結果

によって、ある市場から事業者の退出が起こることもある

し、参入への障壁は各市場の性質から多かれ少なかれ

生じ得るのであるから、何らかの原因行為と実際に生じて

いる状況との間の因果関係を慎重に検討することが必要

なはずであるが、その点も明らかでない。）。 

viii. 総じて、現在に至るまでのイノベーション・能率競争によっ

て消費者にとって好ましい結果がもたらされたかやその度
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合いを直視・検討せずに、現在の市場の構造・実態に問

題があるとして糾弾をし、最もイノベーションに成功した者

を抑制しようとしているように見受けられるが、そのような

姿勢は、イノベーション・能率競争をかえって減退させるこ

ととなる（革新的な取組みや能率的な競争において成功

した者の犠牲において、非革新的・非能率的な事業者を

保護することになる可能性がある。）。 

ix. 本中間報告は、その提案する対応策を検討するに当たっ

ての視点を設定する際（例えば、「モバイル・エコシステム

に関する競争評価中間報告」35～37 頁。）も、デジタル

の特性について論じながらもその前提とする弊害が実際に

生じているかが十分に実証されておらず仮説にとどまって

いるようにみえる。前述のとおり、地位が「極めて強固で固

定的」というのも十分な根拠があるようにはみえない。同様

に、両面市場に関し、「事業者に不利な条件を提示」、「レ

ントを享受することもあり得る」とされているが、そのようなメ

カニズムが理論的また実証的に検証されているのか、ま

た、本件が対象とする具体的なプラットフォームにあては

まる形で実証されているのかは示されてない以上、やはり

その述べるところは仮説・憶測にすぎないのではないか。さ

らに、「ロックイン」について述べられているものの、それが

具体的にどの程度の強度を有するものか、他の選択が依

然可能な程度の弱いものである可能性はないのかといっ

た点が検討されていない。このように脆弱な懸念しか見い

だせない状況のもとで市場機能による治癒が真に困難か

どうかの判断をするには時期尚早であると思われる。ま

た、以上については、事業者の視点がほとんどで消費者

の視点にはほとんど触れられていない点でそもそもバラン

スを欠いているが、消費者の限定合理性という場面だけ

消費者の視点として取り出すというのも偏った視点である

ようにみえる。現時点において市場における有力な事業
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者が存在する場合、消費者による無数の使（試）用と検証

によって有力な地位が築かれたことの結果であり、その場

合における消費者の判断は、サービスの内容それ自体、

操作性、プライバシーへの配慮、事業者への信頼といった

総合的かつ合理的なものである。なお、消費者の限定合

理性自体は、モバイル・エコシステムに限定されない問題

であって、より広汎な文脈（消費者保護や個人情報保護）

において統一的に対応すべき問題であり、その方が消費

者保護に関する一貫性という観点からも望ましい。 

x. このように本中間報告では縷々弊害ないし懸念が列挙さ

れているが、個別の弊害が実際に存在するのか、規制を

必要とするものであるのかについて、十分な根拠が認めら

れない。また、十分な根拠を示すことなく中長期的に弊害

が継続するおそれがあるとする点も不適切であり、本中間

報告自体がかえって「パラダイムシフトの可能性」を想定し

ていること（例えば、「モバイル・エコシステムに関する競争

評価中間報告」33 頁。）に照らすと、説得力に乏しい。 

 

d. なお、本中間報告では、弊害や懸念を論ずる前提として各界の

利害関係者から情報収集を精力的に行ったことは窺われる。短

期間の内に多岐にわたる論点について様々な声を取りまとめた努

力には敬意を表するが、本中間報告においては不満が延々と列

挙されているだけとの印象があり、その真実性が検証されたの

か、不満自体は存在するとしても消費者やプラットフォーム事業

者の利益を重視するべき場面ではなかったのか、といった点が全

く明らかではない。最終報告までに、それぞれの「不満」につい

て、そもそも中立的な第三者の観点から見て理があるものなの

か、独占禁止法の観点からどのように構成されるのか（競争法の

観点から取り上げるに値する弊害・懸念が認められるのか。）、対

立する利益（例えば、デベロッパーの不満であれば、消費者の利

便性やプライバシーに関する利益。）とどのように調整されるべき
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か、既存の制度で対応できるのではないかといった点について、

中立性・専門性を持った第三者による十二分な検討がなされる

べきである。そのような過程を経ない場合には、新たな立法を支

える立法事実があるとは到底いえない。 

e. いわゆるセオリー・オブ・ハーム（theory of harm）に関する議論も

脆弱である。企業結合において議論されてきたセオリー・オブ・ハ

ームもある（アップデートや仕様変更に関し、下流の市場における

競争事業者に対して事前周知を行う等。）が、それらはあくまでも

企業結合において人為的に２以上の企業が統合を行う場合の弊

害の有無・大小を検討する文脈において議論されてきたものであ

る。自らの責任・投資・努力においてエコシステムを築き上げた事

業者に対して、そのまま適用すれば良いというものではない。 

f. 以上要するに、本件中間報告書はその基礎とする事実や理論的

根拠についてその正確性・真実性について実証がされておらず、

かかる事実を踏まえて各種提言を立論するにあたって依拠され

た考え方や理論についてそれが専門的な知見に基づくのか、仮

に基づくとしてそれは学問的に検証されたものかが明らかではな

い。我が国におけるデジタル市場における政策の方向性を決定

する基礎資料としては甚だ心許ないものとなっており、新たな規

制を立法するための立法事実があるとは到底いえないと思料され

る。 

 

(2) 本競争評価及び本中間報告は、規制に前のめりになっており、何らかの

規制をすることありきの報告書となっているとの印象が拭えないこと 

 

a. 本競争評価及び本中間報告が諸外国の法制や提案を考慮して

いることは評価できるが、諸外国の動きに遅れまいとやっきになる

あまり、規制に前のめりになり、性急に物事を進めようとしすぎてい

るようにみえる。 

b. 例えば、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」に

おいて、モバイル・エコシステムの「影響力は国家を超えるほどと
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の評価もある」（「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間

報告」278 頁。）、「影響力は国家を超えるほどのものとなり歪み

も」（「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告概要」

41 頁。）といった、国民に恐怖心を覚えさせるような表現もある

が、文献や定量的な評価は伴っていない。一部の規制推進論者

の表現に引きずられることなく、冷静な議論がなされることを希望

する。 

c. また、諸外国でなされている提言について調査をしてきたことが窺

われるが、その背景・経緯について十分な検討・検討を加えない

まま、寄せ集めてきている感が否めず、本当に日本においても同

様の規制をするだけの類似の背景事情があるのかという点の検

討が十分にされていないようにみえる。このように規制に前のめり

になっている一方で、規制がどのような結果をもたらす可能性が

あるのかについての検討がほとんどなされておらず、前述した、規

制の必要性を基礎づける立法事実の不十分・不明確と合わせる

と、過度に広範かつ過剰な規制となるリスクが高い。 

d. さらに、本件中間報告は、明らかに Apple と Google に対する規

制を念頭に置いているが、いずれもグローバルに製品及びサービ

スを展開している企業であることから、何らかの規制とりわけ行為

を義務付ける規制をする場合には、その効果は日本国内にとどま

らず、当該企業が同一の製品及びサービスを提供している他の

国においても影響を及ぼすこととなりかねない。規制による影響

及び波及効果を十分に検討しない場合には、域外適用による管

轄上の疑義も生じ得る。独占禁止法・競争法の域外適用に関し

ては、我が国の経済産業省も米国連邦最高裁に法廷の友意見

書を提出するなど非常に敏感であった問題であり、日本の事業者

に対して他国が域外適用を主張する足がかりとなる可能性も否

定できないことに留意することが必要である。 

 

(3) 検討プロセスが透明性を欠いていること 
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本中間報告取りまとめの過程についていえば、デジタル市場競争本部、

デジタル市場競争会議及び同ワーキンググループの活動内容はインター

ネットにおいて公開されているものの、非公開とされている資料が多く、そ

の手続過程、とりわけ様々な利害関係者の主張について前提事実がど

のように確認され、それらを踏まえてどのような議論がされて本中間報告

の取りまとめに至ったのかは透明性を欠いており、適正手続に裏打ちされ

た事実認定・分析であるのどうかを検証のしようがないものとなっている。 

 

(4) まとめ 

 

以上の各問題点を踏まえると、本競争評価を継続するにあたり確実に検

証された事実を基礎として、学問的知見及び実証研究に裏打ちされた

理論に依拠しつつ、透明性の高い手続の中で、反対意見を通じた検証も

経ながら、その波及効果にも十分に目配りをしながら政策のオプションを

提言することが望まれる。 

 

2. 憲法上の観点から問題点があること 

 

(1) 上記１においても述べたとおり、本競争評価及び本中間報告において

は、立法事実の十分な検討がされないまま国家が規制を提案している

点に大きな問題があると考えるが、憲法上の権利という観点からは以下

のような点が具体的に問題となる。 

 

(2) 憲法上保障された財産権（憲法 29 条 1 項）、さらには知的財産制度を

軽視していること 

 

a. 本中間報告が掲げる諸提案は、私企業が創意工夫と相当なコス

トを掛けて、消費者にとって利便性が高い商品・サービスを開発・

育成してきたものを、国家が介入して、より開発能力・効率性の劣

る競争者に強制的に資源配分をするに等しいものが見受けられ、
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憲法が保障する財産権との関係でたやすく認められるべきもので

はない。 

b. また、知的な創作及び投資を保護し、不当なフリーライドを防止

することは知的財産制度の根幹もなしているところ、本中間報告

が対象とするものの多くが本来知的財産制度によって本来保護

されるべきものである、そのような保護は競争法の観点からも尊

重されている。 

 

i. 開発に膨大な費用・時間・労力を事業者が投入して開発

される技術について、その成果物をどのように利用して投

下資本の回収を図るかは事業者の判断に委ねられるべ

きである。 

ii. 特許法等の知的財産法もまさにそのような考え方に立っ

て、事業者の創意工夫を発揮し、これに投資をすることで

イノベーションを実現して技術の発展を促すことを目指し

ている。 

iii. そして、このような知的財産法の理念は競争法の観点か

らも尊重されている。具体的には、独占禁止法 21 条が、

知的財産法による「権利の行使と認められる行為」には独

占禁止法を適用しないと定め、同条は、知的財産権の正

当な行使を独占禁止法が問題としない趣旨であると一般

に解釈されている。すなわち、知的財産権については、そ

の行使が不当なものであると認められない限りは、これを

尊重することが技術革新のインセンティブ確保につなが

り、競争の促進、ひいては国民経済の発展に資すると考

えられている。 

iv. このような知的財産制度の枠内においては、事業者の自

由で自主的な判断を尊重することが極めて重要である。

それが尊重されずに国家が広く早期に介入するとすれ

ば、それは知的財産権ひいては憲法上保障された財産

権を侵害するものであるとともに、かような介入の可能性
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は自由な発想に基づく創意工夫を萎縮させたり、研究開

発への投資を控えさせるおそれがあることから、知的財産

保護を通じて産業経済の発展を図る知的財産制度の考

え方にもとるものである。 

v. したがって、知的財産制度の枠内においては、不当な利

用が行われているのであればいざしらず、そうでない限り

は、事業者の自由な創意や工夫が尊重されるべきであ

り、知的財産権をどのような形で活用するか、例えばオー

プンな戦略をとるのかクローズドな戦略をとるのかといった

点についても事業者の自由に任されることが重要である。 

vi. そして、国家が私企業の知的財産権の利活用の自由に

ついて安易に介入することが適切ではないという原則は、

各国の知的財産制度に共通する考え方であるところ、グロ

ーバルに提供されている製品やサービスに対して、日本

が独自に規制を課すとすれば、他国の知的財産制度や

理念との抵触を誘発するなど思わぬ形で日本国以外に

影響が波及しかねないことから、より一層慎重な姿勢が求

められる。 

 

c. しかしながら、本中間報告は、このような知的財産制度の基本的

な理念への目配りを欠いており、不適切である。 

 

i. 本中間報告が問題としている項目のいくつかを例に挙げる

と、例えば、クローズド・ミドルウェア（「モバイル・エコシステ

ムに関する競争評価中間報告」94～98 頁。）の関係でい

えば、技術をオープンソースで提供するか、プロプライエタ

リで提供するかは事業者が自由に選択すべきものであり、

そのような自由を確保することこそが技術的な創作及びそ

れに対する投資の保護という知的財産制度の理念に沿う

ものである。しかしながら、本中間報告が提案するような

技術開発の成果物へのアクセスの義務付けは、上記のよ
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うな考え方と真っ向から対立するものであり、知的財産が

不当に行使されていることが実証されていないにも関わら

ず、そのような義務付けをすることは不当な介入である。こ

のような規制を行うとすれば、OS を開発した事業者がミド

ルウェアを開発する意欲をそがれ、創作あるいは投資の

意欲の減退ひいては産業や文化の発展を阻害することに

なる。 

ii. また、アプリストアを設計するにあたってその決済・課金シ

ステムをどのようなものとして構築するか（「モバイル・エコ

システムに関する競争評価中間報告」129～145 頁。）、

自社のブラウザの拡張機能をどのように設計するか（「モ

バイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」171～

177 頁。）、自社製品をどのような形で改善しそのための

テストをどのように実施するか（「モバイル・エコシステムに

関する競争評価中間報告」236～246、256～260

頁。）、といった点についてはいずれも創意工夫を発揮し

てそれに対して資本を投下することでそれぞれのイノベー

ションを実現しようとする事業者の自由が尊重されるべき

であって、国が弊害の存在を十分な根拠ないし立法事実

により実証することなしに安易に介入を試みることは知的

財産制度と真っ向から対立するものであり適切ではない。 

iii. さらに別の例として、サーチ・クエリ・データ等のリソース

（「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」

260～265 頁。）との関係でいうと、私企業が創意工夫・

多大な投資をして開発・蓄積した技術・ノウハウないしは

収集したデータを競争会社に提供することを義務付けるこ

とは技術等に関する競争を歪めるものであり、かえってイノ

ベーションを萎縮させることとなる。そのようなことが安易に

行われる場合、とりわけそれが当該事業者の競争力の源

泉となる製品やサービスに対して行われるとすれば、事業

者間の能率競争を歪める結果ともなる。また、データにつ
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いていえば、個人情報保護法等の規制を遵守している限

り、自ら時間・工夫・費用等のコストをかけて収集したデー

タを自社製品の利便性向上のために利用することは事業

者の自由に委ねられるべきであり、それによって産業及び

技術の発展が促進されて国民の利益にも資するのである

から、国が安易に介入して利活用の禁止や利活用方法

の強制を行うべきではない。 

iv. 以上に加えて、本中間報告に欠けている視点として、私

企業が有している人的・物的リソースが有限であることが

挙げられる。限られたリソースを事業戦略の実現のために

いかに的確かつ効率的に配分するかという点もまた、事業

者の創意工夫を発揮し自由に事業活動を行うための重

要な要素である。事業者が使うことが可能なリソースが有

限であることへの配慮なしに、安易に手続・体制の整備等

の措置を事業者に対して求めることは、その自由な事業

活動に対する大きな制約となり、ひいては活発な競争及

び産業経済の発展を鈍らせることになる。したがって、仮

に事前の行為規制に比べて介入の程度が低いオプション

として手続・体制の整備を提案することがあるとしても（例

えば、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報

告」72、84、88、92、189、191 頁。）、十分な立法事実

に基づいてその必要性を吟味し、その範囲についても必

要最小限にとどめるとともに、資源配分についての事業者

の合理的な裁量を認めることが事業者の事業活動の自

由の尊重の観点からは重要となる。本中間報告は未だそ

こまで目配りがされていないと見受けられることから、今後

はかかる観点からの配慮が望まれる。 

 

d. ユーザーに利便性をもたらした独自の技術・ノウハウによって事業

者が競争上優位に立つことがあるとすればそれは競争法が保護

する能率競争の結果であり、そのような技術・ノウハウが知的財産



16 

 

制度により保護されるものであれば、仮にそれらが参入障壁とな

るとしても、法が予定する結果であり、前記のとおり、その行使が

不当なものであって因果関係に基づく弊害をもたらしていると実証

されない限りは、競争法の観点からも尊重されるべきものである

（独占禁止法 21 条）。それにもかかわらず、安易に国家が介入し

て、そのような技術・ノウハウへのアクセスを義務付けることは、競

争法・知的財産法の基本的な理念に反するものである。 

 

i. 本中間報告が、技術やノウハウへのアクセスの義務付け

を提言していることについては、とりわけそれが単独の事業

者によって開発されたものに関する文脈において、「エッセ

ンシャル・ファシリティ理論」（「EF 理論」）の復活を思わせ

る。しかしながら、EF 理論については、米国や欧州におい

て最終的に採用されるに至っておらず、我が国においても

公正取引委員会「独占禁止法改正の基本的考え方につ

いて」（2003 年 12 月 24 日報道発表資料）において導

入が断念されたものである。そもそも、単独の取引拒絶を

違法とすることには慎重であるべきであるし、EF 理論が採

用されなかった主な理由が、先行者利益を否定し、投資

意欲を減退させることや、エッセンシャル・ファシリティの形

成に至る過程を適切に評価できないという点にあったこと

に思いを致すべきである。（以上につき、河谷清文「エッセ

ンシャル・ファシリティの意義と供用」（『経済法の現代的

課題 舟田正之先生古稀祝賀』（有斐閣、2017 年）243

頁参照。） 

ii. あるいは、本中間報告は、標準規格必須特許に類似のも

のを想定しているのかもしれないが、標準必須特許の場

合ですら、特許保有者である事業者自身が自らの特許が

必須特許であることを認識した上で FRAND 条件でのライ

センスを宣言すること（FRAND 宣言）が前提としてまずあ

り、ラインセンス交渉を経て自己の技術を競争者にライセ
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ンスする建て付けとなっており、国家による強制ライセンス

など特許保有者の意思に反して特許へのアクセスを義務

付けているわけではない（公正取引委員会「知的財産の

利用に関する独占禁止法上の指針」参照。）。同様の前

提が認められない状況のもとで技術やノウハウへのアクセ

スを義務付けるのは国による財産権の強制収用に等し

い。 

 

(3) 事業者の事業活動の自由（憲法 22 条 1 項）を軽視し、安易に規制によ

る介入を試みていること 

 

a. また、私企業がその意思に基づいて自由に事業活動を行うこと

は、憲法 22 条 1 項の営業の自由によって保護されており、競争

への弊害などの検証がないままにその自由を制限するとなれば、

営業の自由の侵害ともなるが、本中間報告ではこのような事業者

の事業活動に対して十分な根拠ないし立法事実なしに介入をす

ることを提案している。 

b. 例えば、本中間報告は、自社優遇にことさら焦点をあて、それに

より弊害が生じることをことさらに強調しようとしているようにみえる

（例えば、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」

の 53～56、57～64、71、75～76、79～82、87、91～92、

102、120、181～184、217～227、268、270 頁。）。 

c. しかしながら、事業者が自身のビジネスを有利に取り扱うことはごく

一般的に行われていることであり、それは資本・労力・時間を投下

した成果物の利用の一形態であるとともに、活発な競争の根幹と

なる自由な営業活動の一環を成すものである。これを制限するこ

とは投資抑制・他社による成果物へのただ乗りを許すことになり、

むしろ競争法が保護しようとしている能率競争を歪めることにな

る。 
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i. 競争法においてもこのような問題意識から、元来適法であ

る事業者の自由な事業活動を過度に制限・萎縮させるこ

とがないようにするために、適法な事業活動と競争を阻害

する行為との区別が困難な行為類型においては慎重に

違法性の判断をすべく、様々な要素を総合考慮した上で

競争促進的な要素と競争を阻害する要素との考量を慎

重に行うのが一般的である（いわゆる「合理の原則」型の

判断。）。同様の考え方は、日本の独占禁止法のもとでも

採用されており、排除型私的独占の事例である NTT 東

日本 FTTH サービス事件において最高裁判所が、独占禁

止法２条５項にいういわゆる排除行為に該当するか否か

の基準として「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もの」であるかを検討すべきであると

判示した（最判平成 22 年 12 月 17 日民集 64 巻８号

2067 頁）のもその現れといえる。 

ii. また、現在実際に自己優遇が規制されているのは、元来

公営であったとか、有限の資源を少数の事業者に割り当

てた等の歴史的経緯により独占または寡占が生じており、

かつ、参入に経済合理性が見出せない市場構造のため

に２社目以降の参入が期待できないような業界において、

独占や寡占を「許容」して接続義務を課しているような極

めて例外的な場合に過ぎず（例えば、電力の送電部門

（グリッド）や電気通信事業法の第一種指定電気通信設

備。）、私企業が通常の市場競争の中でその企業努力に

より市場において有力なポジションを有するに至っている

場合ではない。ここにも私企業の事業活動の自由をできる

だけ尊重し、安易に国家が介入すべきではないとの考え

方が窺われる。 

iii. さらに、自社優遇については、近時、公正取引委員会の

外郭団体である競争政策研究センターにより自己優遇に
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対する国内外の経済学的研究を概観した研究が発表さ

れており（「プラットフォームによる自己優遇に関する経済

学文献のレビュー」1）、同研究によれば、「PF ［プラットフ

ォーム］ による自己優遇が必ずしも消費者や 3P ［サー

ドパーティーの］売手に悪影響を及ぼすわけではないこと

が、複数の理論研究によって示されている。さらに、自己

優遇が消費者厚生に悪影響を与える場合でも、構造分

離などの政策が必ずしも有効な解決策とはならないことも

複数の理論研究によって示されている。自己優遇の禁止

や構造分離などの政策介入の有効性は、自己優遇の形

態や市場環境に依存して大きく異なる可能性があり、自

己優遇を政策評価するにあたっては、個別事例ごとの詳

細な市場調査等が必要であることを意味する。」旨の指

摘がされているところである。 

iv. 以上を踏まえると、自社優遇は、むしろ通常のビジネス活

動として正当化される余地が大きく、仮にこれを制約する

のであれば、弊害の存在及び介入の有効性が確実に検

証されて初めて許容されるというべきであり、このような過

程を経ないで徒に規制をするとすれば過剰規制であり、

競争をかえって歪めるとともに憲法 22 条 1 項の定める営

業の自由を侵害することとなり適切ではない。 

 

(4) 適正手続の保障（憲法 31 条）の観点からも問題があること 

 

a. 適正手続の観点からも、本中間報告が提案するオプションにも問

題があるようにみえる。 

b. 本中間報告は、特に事前規制の提案の中で、行為の正当性につ

いてプラットフォーム事業者に立証をさせ、精査の結果これが認

められた場合にのみ禁止から取り除くこともオプションとして検討し

                            
1 https://www.jftc.go.jp/cprc/reports/disucussionpapers/r4/index files/CPDP-89-2-J.pdf  参

照。 
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ているようである（例えば、「モバイル・エコシステムに関する競争

評価中間報告」39 頁。）。しかし、そのような提案は、規制の実施

によって私企業も含めた国民の憲法上の権利を制約しようとする

行政の側が規制の必要性・相当性について立証責任を負うべき

であるとの大原則からすれば、安易な責任転嫁であり憲法上保

障されている適正手続の観点からも問題がある。 

c. また、本中間報告は、データやアルゴリズムに対する情報の非対

称性を立証責任転換の根拠とするようであるが（例えば、「モバイ

ル・エコシステムに関する競争評価中間報告」39 頁。）、そもそ

も、当該データやアルゴリズムは私企業であるプラットフォーム事

業者が膨大な時間・費用・労力を投入して開発・集積してきた当

該企業の競争力の源泉であり、前述のとおり知的財産権法の保

護対象ともなるものである。これらを安易に情報提供・説明の対

象とすることは知的財産の強制開示ともいえ、知的財産保護制

度を土台から揺るがせる不適切な提案である。まして、前述のと

おり弊害が十分に立証もされていないとなればなお一層不適切

である。 

 

(5) 一面的な視点による規制は「公共の利益」によって正当化されるもので

はないこと 

 

a. プラットフォームには多様な利害関係者が関与しており、各利害

のバランスを上手くとることがプラットフォームが円滑に機能し発展

するために極めて重要であるが、本中間報告では利用事業者の

利益確保に重点を置きすぎであるようにみえる。 

b. すなわち、プラットフォームは、多様な利害関係者が関与する多

面的な性格を有するが、プラットフォーム利用事業者という一利

害関係者の事業活動への影響のおそれという単一の側面のみか

ら、十分に実証された根拠もなく、また関係する様々な利害関係

者の権利に十分に配慮することなく、安易にプラットフォーム事業

者に対する規制をすることは、憲法上保障された権利及び知的
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財産制度をないがしろにするものであって「公共の利益」として正

当化されるものではない。 

c. 一般利用者（ユーザー・消費者）が享受しているプラットフォーム

によってもたらされた利便性、プラットフォームによって確保されて

いるプライバシーや安全といった利益が損なわれるリスクへの配

慮が不十分であり、これらの者の憲法上の諸権利が侵害されるこ

とにもつながる 

d. そもそも、「モバイル・エコシステムが果たしている役割」について、

デベロッパーの視点からの評価をまず行い、「ユーザーにとって

も」大きな貢献を果たしてきているとしつつ、プラットフォーム事業

者の貢献に触れていないという論調（例えば、「モバイル・エコシス

テムに関する競争評価中間報告」14 頁。）自体に首をかしげざる

を得ない。このことが、「ユーザーにとっての利便性（あるいは不便

の回避）」への過小評価につながっているものとも思われる。 

e. この点、米国の裁判例であるが、多様な利害関係者が関係する

プラットフォームを巡る事件であった、Ohio v. American Express 

Co., 138 S.Ct. 2274 （2018）において、米国連邦最高裁は、ク

レジットカード会社はカード保有者と加盟店を結びつける「クレジッ

トカード取引」を提供しているのであり、加盟店側とカード保有者側

の双方の事情を総合的に検討すべきであると判示した。米国の

判例法の下において、「市場画定」が非常に重要になったという

背景のある事例ではあるものの、プラットフォームにおける多様な

利害関係者間の利益衡量のあり方についての分析の視点は日

本においても大いに参考とすべきものである。かかる観点からは、

モバイル・エコシステムの検討においても、デベロッパー等の利益

のみ（あるいは、デベロッパーとプラットフォーム事業者との間の

み）を検討して法的結論を出すことを急ぐのではなく、モバイル

OS、アプリ、検索サービス等のユーザーである消費者の利益をバ

ランスよく慎重に検討する必要がある。 

 

3. 行政による過剰規制・比例原則違反であること 
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(1) 個別事件において弊害の立証がされる前の状況において一律に立法で

禁止行為を定めるのは、必ずしも規制の必要がない分野をも対象とする

おそれが構造的に存在し、過剰規制となるおそれがある。また、本中間

報告は、立証の困難性を理由に一律の規制を事前にする根拠としてい

るようであるが、弊害の有無が確認される前に規制を及ぼすのは過剰規

制に他ならず、このような形の規制を変化の激しい市場・分野でするとな

れば、市場の硬直化・萎縮につながり、イノベーションの芽を摘むこととな

るため適切ではない。 

 

(2) このような過剰規制となるおそれは、具体的な弊害が行為から生じる前

に規制がされる事前規制の場合にはより大きいのであるから、そのような

事前規制を導入することを検討する際には、規制の要否に加え、その方

法として事前規制という手法自体が適切であるのか、また他のより制限

的でない方法によって目的を達することができないか、といった点につき

立法事実を十分に確定した上で判断すべきである。 

 

(3) 事前規制によらずとも、共同規制により目的を達成することが見込まれる

場合に、事前規制を導入することは過剰である。共同規制は取引透明

化法により 2021 年 2 月に施行されたばかりであり、その成果を見極める

ことが望ましい。しかも、経済産業省が 2021 年 12 月に実施した「デジタ

ルプラットフォーム利用者事業者向けアンケート調査」の結果（経済産業

省 第２回 デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリ

ング会合資料２2の 28 頁。）によれば、利用事業者の 7 割以上が取引

透明化法施行後にプラットフォーマーの対応が改善したと回答している。

このような事情や、取引透明化法のサイクルも 2 周目に入れば初年度よ

りもさらに的を射た運用がなされることが期待されることも考慮すれば、共

同規制の効果を見極めずに事前規制を導入するのは拙速という他なく、

過剰規制につながる。投資ないしビジネスをする場としての日本の市場と

                            
2 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono info service/digital platform monitoring/002.html 参照 
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しても魅力を削ぎ、日本経済への負の影響を考慮すべきであり、かかる

観点からも過剰規制につながり得る方策はとるべきではない。 

 

(4) 事業者の事業活動を制約する法律が一度立法されてしまうとこれを撤

回・是正することは困難であり、過剰規制による弊害ないしイノベーション

に対する足枷は広範囲かつ長期間に及んでしまう。むしろ、個別事件を

通じたトライアルアンドエラーの方が個別問題に適切に焦点を合わせた

柔軟な対応が可能であり、万が一方向性を誤った場合にもイノベーション

やユーザーの利便性への影響を最小にしつつ軌道修正が可能であるた

め望ましい。 

 

(5) 本中間報告では、事前の行為規制との対比で、より軽いオプションとし

て、開示・モニタリングが提案されているが、そのように一見制約の程度

が弱い方策であっても、その対応のためにプラットフォーム事業者の負担

が大きなものとなる可能性もあり、そのことがひいてはイノベーションの減

速、消費者の利便性の低下につながりかねない。例えば、OS 等のアップ

デートを例にとると、そもそも、このオプションを実施するために、デベロッ

パーの開発計画に影響を与える問題が見つかるとそのたびにリリースが

月単位で遅れる（最悪の場合、その繰り返しによって長期間アップデート

ができなくなる。）といった結果が生じることが考えられる。また、このよう

な負担のためアップデートの頻度が下がるおそれもある。しかし、それが

本当に、使いやすさやセキュリティの不断の向上を求めている一般消費

者との関係で正しい選択なのか甚だ疑問である。このような懸念があるこ

とを考えると、実質的な弊害が顕在化する前の段階からそのような負担

を事業者（ひいては消費者。）に課すのは過剰であり適切ではない。 

 

4. 行政が市場の修正をするのに適任とはいえず、デジタル分野で弊害が特に大き

いこと 

 

(1) 本中間報告は、市場による修正ができないから国が乗り出すと提案して

いるようにみえるが、そもそも市場による修正ができていないのか、果たし
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て国が出ていけば行き過ぎた規制をすることなしに修正できるのか、その

意味で国が適任なのか最適任なのかは明らかではなく、それらの点が十

分に検討されたとは見受けられない。弊害の有無及びその大小が十分

に実証されず立法事実が明確でないままに事前規制が実施されるとす

れば、それこそ市場を歪めるものとなる。 

 

(2) むしろ、能率性の有無の判断は国ではなく市場及び消費者が行うべきで

あり、デジタル市場のように変化が急速かつ激しい分野においてはその必

要性が一層強い。変化の激しい市場であるからこそ、消費者の選好によ

る非効率的な競争者の淘汰を通じた市場調整が働きやすいと考えら

れ、したがって国家が介入することは余計であり過剰規制に他ならない。 

 

(3) また、やや異なった視点からの問題点として、アルゴリズム等の判断やプ

ライバシー管理の適切性（競争事業者への情報提供の是非等。）も規制

当局が扱うこととする場合、漏洩の対策は適切に取れるのかという問題

がある。また、現時点における国家賠償法の裁判例等の到達点（公権力

の賠償責任をかなりの場合において免責。）を考えると、十二分な対策

がとられるインセンティブはなく、事故が起こるおそれは否定できない。そ

して、事業者や消費者に損害が発生した場合に、それが十分に填補され

るとは思われない。 

 

(4) さらに、生データ等（一定の仮名化がなされる場合を含む。）へのアクセ

スを行政が有することとなった場合、消費者が従前と同じ安心感を持っ

て各種サービスを利用することが難しくなるおそれがあり、それではかえっ

てプラットフォームがもたらしてきた利便性の向上を行政が削いでしまうこ

とになってしまう。他の行政目的への流用・濫用をしないということを保証

し、かつ確実に履行できるのか疑問であり、そこまで十分な検討がされた

形跡もない。 

 

5. ユーザーの利便性が過小に評価されていること 
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(1) 本中間報告には、モバイル・エコシステムの利便性が消費者に多大なメ

リットをもたらしたといった表現が出てくるものの（例えば、「モバイル・エコシ

ステムに関する競争評価中間報告」278 頁。）、果たして本当に評価し

ているのか甚だ疑問である。 

 

(2) 例えば、ネットワーク効果によりユーザー数・デベロッパー数が増えること

は、プラットフォームの利便性を飛躍的に高めるものであり、消費者にとっ

ての利益は計りしれない。ネットワーク効果の負の側面に目が行きすぎの

ように思われ、その結果、規制に前のめりになってしまっている感がある。 

 

(3) 本中間報告は、「モバイル・エコシステムを形成したプラットフォーム事業

者が競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為類型が明らかになってき

ており、そうした行為が特定できる中では、むしろそれを事前に原則的に

禁止するというアプローチがより適切であるとの考え方があり得る」と述べ

るが（「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」39 頁。）、大

きな問題があると言わざるを得ない。どのような根拠があって、日本国憲

法の下でこのような主張が合理的に可能なのか不明である。また、「危険

性が高い」というのは、どの程度の危険性をいうのか（100％とか 90％の

意味なのか。）も明らかではない。仮に、他の行為類型よりも相対的に高

いというレベルにすぎないのであれば、このような極端な主張をおよそ支

えることはできないはずである。他方で、そのように極端な主張を支える

ほどに合理的な証拠や、かかる行為を合理的に明確な外縁をもって特

定したという記述は、本中間報告には認められない。むしろ、競争に悪影

響を及ぼす危険性の高い行為が明らかになったというのであれば、まず

は既存の競争法で対応をすればよく、仮に困難があるのであれば、その

中で具体的な議論を展開するのが先決である。独占禁止法も「一般消

費者の利益を確保する」ことを目標としている（１条）のであるから、その活

用を真剣に検討すべきであるところ、後述のとおり既存の競争法の枠組

みが使えるかどうかを十分に検討することなしに安易に諸外国に提案さ

れている新たな考え方に飛びついているだけにみえる。このように既存の
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競争法の枠組みを軽視するとすれば、能率性に劣る競争者の保護のた

めに利便性や安全性を犠牲にすることになることが懸念される。 

 

(4) 本中間報告は続けて、「その場合、そうした行為が、セキュリティやプライ

バシー保護など例外的に何らかの理由を持つ場合もあり得ることから、プ

ラットフォーム事業者がそれを示した場合、十分に精査した上で正当な

理由と認められる場合には、禁止から取り除くといった対応が可能ではな

いか」（「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」39 頁。）と

述べ、結論の妥当性がさも確保されるかのような書き方ではあるが、立

証責任の転換、立証レベルの過剰な高位設定、行政においてそのような

判断が的確・迅速にできるのか、といった重大な問題を内包する。セキュ

リティやプライバシーの問題について、「迅速」な判断ができず日本の消

費者だけが（世界と比較して）重大な不利益を被っても良いというのであ

れば、重大な問題であると思料する。 

 

6. 既存の競争法の枠組みの有効性が適切に評価されていないこと 

 

(1) 本中間報告は、これまでの競争法によるアプローチでは対応が困難であ

るとして、それとは異なるアプローチを提案している（例えば、「モバイル・

エコシステムに関する競争評価中間報告」37～38 頁。）。しかし、以下

のとおり、競争当局・競争法による現行の枠組みで対応が本当にできな

いのか十分な検討がされているとは言いがたい。 

 

a. 本中間報告が述べるように、実際に現行の競争当局・競争法に

よる枠組みで対応できない事例があったのか、あるいは現にある

のか具体例が何も挙げられていない。単に理論的可能性が挙げ

られているだけであり、既存の枠組みが有効ではないことが必ずし

も明確にされていない。 

b. 例えば、公正取引委員会が事件を立件して正式に命令を出した

ものの、事業者がこれを争い、裁判所で争って負けた、というので

あればともかく、公正取引委員会がその独自の判断によって立件
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しない、あるいは審査に着手はしたが正式な命令まで至らずに断

念していたとしたら、既存の枠組みでは制度的に対応できないこと

が実証されているとはいえないと考えられる。 

c. 既存の枠組みとは異なるアプローチとして新たな立法による規制

を提案する以上は、既存の枠組みのもとで考えられる方策を尽く

しても結果が得られなかったことが実証されていることをきちんと

示さない限り、立法事実として十分ということはできない。 

d. 個別具体的な事情を調査して、弊害の有無を確認していくことは

一般的・一律的な立法・政策提言に比べ過剰規制になるリスク

が小さい。そして、個別調査という点では、まずは既存の競争法

の枠組みで対応することが適切であり、また、専門性及び経験が

ある当局（公正取引委員会）がその任務に当たることが適当であ

ると考えるが、公正取引員会がその専門性を発揮できていないこ

とが実証されているわけではなく、また、その専門性を高める試み

が成されたのか、また、そのような試みをしたにもかかわらず成功

しなかったのか、といったことも示されていない状況のもとで、既存

の枠組みで対応困難と結論づけるのは安易な考えにみえる。 

e. 比較法的に見ても、日本においては不公正な取引方法という違

反類型が法定されており、独占化・独占化の企図（米国）や市場

支配的地位の濫用（欧州）よりも違反要件は緩やかなものと解さ

れるうえ、執行事例も相当な数に上るのであるから、既存の競争

法の枠組みで対応することが困難であるとの主張には、説得力は

感じられない。 

 

(2) また、本中間報告が提案するように、競争法と異なるアプローチをとる必

要性が本当にあるのか疑問である。 

 

a. 本中間報告も指摘する競争法が採用している、特定行為に着目

し（①）、特定の市場における弊害を特定し（②）、その立証を求め

（③）、弊害（に対応してそれ）を是正するレメディーを実施する

（④）、というアプローチ（「モバイル・エコシステムに関する競争評
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価中間報告」37 頁参照。）は、規制の必要と自由な経済活動の

尊重を比較衡量した結果の一つの到達点であり、これと異なるア

プローチをとる場合にはそのことにより何が失われるかを十分に意

識する必要がある。すなわち、①個別行為の特性を捨象して一

律の対応をすることは正確な実態の把握、適切かつ比例的な対

応ができなくなることを意味する。②弊害の確認なしに介入するこ

とは過剰な介入のおそれにつながり（財産権・営業の自由、技術

革新の促進への弊害。）、③弊害が仮説・憶測にとどまらないこと

も同様に過剰介入防止・適正手続確保の点から重要である。さら

に、④弊害に対応したレメディーを実施するのは、行政による介

入における比例原則に沿うところ、これと異なるアプローチを安易

にとることは、憲法上の権利・原則を踏まえたアプローチから離れ

ることを意味する。 

b. それにもかかわらず、現行の競争法で対応不十分と主張する以

上は、十分な根拠に基づく、合理的な主張である必要があるが、

そこまでの主張は本中間報告には見当たらない。例えば、同時・

複数の行為だからといって捕捉不可能なわけではないはずである

し、競争上の弊害が顕在化するのであれば、そこで捕捉・介入す

ればよいだけの話であり、レイヤーを跨ぐことは妨げとならない。安

易に、立証、とりわけ弊害の発生機序・因果関係の立証をバイパ

スしよう、あるいは、弊害が軽微なものを取り上げようとしているよ

うに思われる。さらに、技術革新の予測が困難ゆえに介入をする

という主張は、介入すべきとの観点が先行してしまっている（謙抑

性に欠ける。）し、市場画定が困難というのは結局のところ市場へ

の影響が未知数ないし不十分というに等しい。そして、情報の偏

在、質的要素の評価困難性、セオリー・オブ・ハームの特定困難

性、弊害の具体的立証の困難性を理由に介入をするというの

は、適正手続に反するものであり過剰規制に他ならない（国家が

介入をする以上は、介入対象・理由を明確にするのが適正手続.

の考え方であり、これをするのが困難であるからやらないというの
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は適正手続の放棄・恣意的な国家権力の行使のそしりを免れな

い。）。 

c. 本中間報告においては、結論を得るまでに時間を要することも問

題として挙げられているが（例えば、「モバイル・エコシステムに関

する競争評価中間報告」38 頁。）、相応の時間がかかることは適

正手続保障とのトレードオフであり、適正手続を無視してでも規制

を進めるというならいざしらず、グローバル企業に対して規制を及

ぼす以上は適正手続を無視するわけにはいかないのであるから、

理由にはならない。そして、その間に競争環境が変化することが

あるとすればそれこそが市場機能の反応であり、それを見極める

余地も残すことこそ各経済主体によるイノベーションにも配慮した

規制の視点ではなかろうか。 

d. なお、本中間報告は、迂回的手段による同種の競争上の弊害が

繰り返されるおそれについて述べるが（「モバイル・エコシステムに

関する競争評価中間報告」38 頁。）、同様のおそれはデジタルプ

ラットフォームに限らず競争法の分野全般において想定されうる

し、そのような実例がそもそもあるのか、また、既存の競争法上の

レメディーで防止できないのか（「必要な措置」（独占禁止法 7 条

1 項、20 条 1 項等。））が検討されたのかすら不明であり、その

指摘には説得力がない。 

 

7. 本中間報告が介入の手法として差し止めを提案していることについて 

 

(1) 本中間報告はいくつかの論点について、開示・モニタリングに加えて「（ル

ール設定・変更により影響を受ける事業者に、深刻かつ差し迫った損害

を与えるおそれがある場合。）規制当局が介する必要な協働プロセス（協

議）や差し止め等」により規制当局が対応することを提案している（例え

ば、「モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告」84、88、92、

182～3、191 頁。）。 
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(2) しかし、差し止めによる私企業の事業への介入は事前規制により憲法上

保障された営業の自由・財産権に介入するものであってその介入の程度

は著しく、企業の経済活動ひいては自由主義経済に及ぼす影響が極め

て大きい。事前禁止アプローチは、イノベーション・自主的かつ創意工夫

を発揮した自由な事業活動への萎縮効果が大きく、危険性の高さが十

分に実証されないままに有益な行為が制約を受ける。このように重大な

規制の導入を検討するにあたっては、利害関係者から正確な情報収集

をした上で、各方面の専門家による客観的な分析も経て、憲法上の自由

に対する侵害の程度が大きい事前規制を導入する必要があるだけの弊

害があるのかをきちんと検討するのが大前提となるはずである。 

 

(3) とりわけデジタルプラットフォームを規制対象とする場合には、デジタルプ

ラットフォームがその性質上様々な利害関係者が参加して成り立ってお

り、各関係者間の対立する利害関係の微妙なバランスをとることがその

存続・発展の基礎にあることを考慮に入れることが重要であり、規制が各

利害関係者に及ぼしうる影響を慎重に検討しながら進める必要がある。 

 

(4) その意味で、日本におけるデジタルプラットフォーム規制の先駆けとなっ

た取引透明化法が上記のようなデジタルプラットフォームの特質に配慮し

て新たな規制の枠組みとして共同規制の考え方を採用し、その第３条に

おいて、共同規制の精神の下、「デジタルプラットフォーム提供者がデジ

タルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取組を自主的

かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限

のものとすること」と定めていることに改めて思いをいたすべきである。この

新たな試みの成果を見極める前に、規制することばかり念頭において、よ

り強度の規制となる事前規制である差し止めを開示・モニタリング規制に

追加する検討を始めるのは時期尚早である。 

 

(5) 前述の経済産業省によるアンケート結果において取引透明化法施行後

に状況が改善されたと回答した利用事業者が７割以上いることに照らし

ても、国家による性急な介入は適切ではない。 
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第２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

  

本競争評価及び本中間報告は、急速に発展するデジタル分野のうち国民の生活に

密着し、また、様々な事業者が関与するモバイル・エコシステム及びその周辺領域を主

に競争法の観点から分析するものであり、その着眼及び関係者の努力に敬意を表する

ものの、上記第１において述べたとおり、その分析は拙速かつ表面的なものにとどまって

いるように思われ、既存の競争法のアプローチに変えた新たな規制のアプローチを提案

する根拠としては甚だ貧弱なものとなっている。 

 本競争法評価及び本中間報告が取り上げようとしている対象について、諸外国におい

ても取り上げられているのは本中間報告も指摘するとおりである。また、一部の経済法学

者等において、例えば欧州の Digital Markets Act と同内容の規制を導入すべきである

との主張がなされていることも承知している。しかし、その関係で重要な前提事実として

念頭に置く必要があるのは、これら諸外国においては適正手続が厳格に確保されたプロ

セスの中で議論が重ねられ、場合によっては裁判手続を経た上で、Case Law が形成さ

れ、既存の規制アプローチによってできることとできないことが相当程度明らかにされた

上で、様々な提案がされているに至っているという事実である。そして、諸提案が実施に

移された場合にも、告知・聴聞や当局が保有する証拠へのアクセスの保障を含め、同

様に高い水準の適正手続の保障がされているということである。これに対し、我が国にお

いては、上記の点以外にも、行政訴訟における行政側の勝訴率が高いことを含め、遺

憾ながら同様の水準の行政上・司法上の適正手続が確保されているとは言いがたい。

このように同じ対象をテーマとしつつも、その前提となる手続面周りにおける当事者の保

護の度合いが実質的に異なっている点、そしてそのような差異の存在が同じような内容

にみえる政策提案が実施に移された場合にどのような違いをもたらすのかという点は、

考慮すべき重要な視点であると考える。 

 手続的な保護が劣る環境の中で、諸外国で実施されたものと内容的に同程度の規制

が導入された場合、手続面における保護の有無・程度も視野に入れて総合的に俯瞰し

た場合に、結果として日本の規制が実質的に最も厳しいものとなり、日本がこの分野に

おいて特異な国とみられるおそれがある。しかし、そのような結果は、今後の日本経済の

発展、ひいてはこの分野における日本の世界における立ち位置を考えた場合に決して

望ましいことではない。本競争評価を今後進めるにあたっては、その提案する政策が、こ

のように手続的な保障や確実性が必ずしも十分ではない環境において実施しても差し
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支えのない政策提案となっているのか、換言すれば、提案した政策を実行してみたとこ

ろ行政手続ないし司法手続における権利保護の不十分さが思わぬ形で消費者たる国

民を始めとする各種利害関係者の利益侵害をもたらすことにならないのかという点につ

いても是非慎重に考慮されたい。 

以 上 
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内閣官房デジタル市場競争本部事務局 御中 

By e-mail: g.digital.f7c@cas.go.jp 

2022年 6月 10日 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

1. デジタル市場競争会議本部は 2022 年 4 月 26 日、モバイル・エコシステムに関する
競争評価中間報告（以下「中間報告」といいます。）を発表しました。モバイル経済

は、数十億の消費者の生活及び数百万のアプリ開発者のビジネス活動の基盤であり、

こうした人々が日々の大切な業務を行い、生活を送る上でモバイル・エコシステムは

欠かせないものとなっています。中間報告では、Apple 及び Google が日本のモバイ
ル・エコシステムを支配していることを示す説得的な証拠が挙げられています。こうした

Apple 及び Google による支配は、アプリ開発者から競争的な市場からの恩恵を奪う
ばかりか、アプリ開発者のイノベーションを阻害しており、その結果、日本において高価

格化、品質低下及び消費者の選択肢の減少を招いています。 
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2. Epic Games, Inc.（以下「Epic」といいます。）は、中間報告における重要な調査結果
に対して意見を提出する機会を得られたことを感謝しております。Epic の意見は、中
間報告において取りあげられている事項の中でも Epic が最も身近に影響を受けてい
る事項、即ち、モバイル・アプリ市場における自由で公平・公正な競争を阻害するため

に Apple及びGoogleがそれぞれのモバイルOS上のアプリ配信チャネルにおいて振
りかざしている市場支配力に、焦点を絞ったものとなります。特に、中間報告に記載さ

れている各論項目のうち、以下の 4項目について意見を述べます。 

a. 各論 7：アプリストアの拘束（Apple） 

b. 各論 8：サイドローディングの制限（Google） 

c. 各論 9：決済・課金システムの利用義務付け 

d. 各論 10：アプリ内における他の課金システム等の情報提供、誘導等の制限 

各論 7：アプリストアの拘束（Apple）（98頁乃至 115頁） 

3. 各論 7では、Appleが自社の App Storeと競合し得るアプリ配信チャネルを iOS上で
反競争的に制限していることが取りあげられています。また、同項目ではモバイル・オ

ペレーティング・システム（以下「OS」といいます。）の提供事業者に代替的なアプリ配
信チャネルを認めることを義務付けることが提言されています（以下「オプション 7-A」
といいます。）。オプション 7-Aでは、以下の 2点の提言がなされています。 

a. 第 1に、OS提供事業者には、ユーザーが以下の行為をできるようにする義務
を課す規律を導入すること（以下「オプション 7-A-1」といいます。）。 

i. サードパーティのアプリストアをインストールでき、それをデフォルトとし
て選択できるようにする。 

ii. ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるようにする。 

iii. プリインストールされているアプリストアを非表示又はアンインストール
できるようにする。 

b. 第 2 に、オプション 7-A-1 に加え、代替的なアプリ配信チャネルを認めた場合
でも、プライバシーやセキュリティを担保するための何らかの手段を検討するこ

と。例えば、他のアプリストアについても、（例えば、関係事業者等による認証制

度、ガイドライン等を通じて）OS 提供事業者の自社アプリストアにおけるアプリ

審査と同水準の審査を実施することを担保する何らかの仕組みを設けること

（以下「オプション 7-A-2」といいます。）。 

4. Epic は、iOS 端末及び Android 端末におけるアプリ配信チャネルの競争の欠如がア
プリ開発者及び消費者を著しく害しているという中間報告の調査結果に強く賛同しま

す。Appleは、自社 OSの支配により、iOS端末でアプリ開発者及び消費者が利用可
能なアプリ配信チャネルを一方的に決定する権限を有しています。Apple は、技術上
の制限と契約上の制限とを連動させることで、アプリを配信及びダウンロードする方法
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が自社の App Store に限定されるようにしています。モバイル OS 提供事業者として
の優越的地位を活かしつつ、iOS アプリ配信市場における独占的地位を濫用すること
で、Appleは、iOS端末におけるアプリ配信チャネルの競争を阻害してきたのです。 

5. その結果、Apple は自社のモバイル・エコシステムにおけるアプリ配信に関して、自由
に条件を決める絶対的な裁量を有しています。そのため、アプリ開発者としては、

Apple が課す条件を受け入れる以外に選択の余地はありません。受け入れなければ
アプリ開発者は iOS 端末においてアプリを配信することができないため、巨大な顧客

基盤へのアクセスをあきらめざるを得ないこととなりますが、これは非現実的です。

Appleがいかにしてこの絶対的裁量を行使しているかの一例として、Appleの Epic に
対する次の行為が挙げられます。Apple は、Epic が「他者と同様のルールに従うこと
に同意する[した]場合」、［Apple の］App Store に復帰することを認めるという声明を
発表しました。Epicは、Appleがこの約束を守ると信じて、Apple Developer Program 
License Agreement 及び Apple Store ガイドラインを遵守する意思を表明しました
が、Apple は後日この約束を反故にし、Epic のデベロッパ・アカウントを再発行せず、
数年間に及ぶとみられる米国訴訟の上訴手続が終了するまで、さらなる再発行申請

を検討しない旨を書面で通知してきました。こうした行為は、Apple がアプリ開発者に
よる iOS端末でのアプリ配信の可否及び 10億人を超える iOSユーザーへのリーチの
可否を決定する絶対的権限を有していることを浮き彫りにするものです。 

6. Apple の制限的な行為は、自社のモバイル・エコシステム内の複数のレイヤーに多大
な悪影響を与えています。例えば、Apple の行為は、アプリ配信チャネルの提供に関
する潜在的競争者としてのEpicや、Appleのアプリストアのみを利用するよう強制され
ているアプリ開発者としての Epic に損害を与えています。Apple による制限がなけれ
ば、Epic は Fortnite をはじめとする自社アプリや第三者のアプリの配信が可能な iOS
端末用アプリストアをより良い品質及びより競争的な条件で提供する提供することで、

Apple と iOSにおけるアプリ配信において競争できたことになります。iOSにおけるアプ
リ配信に競争が導入されれば、アプリ開発者及び消費者の選択肢が広がるとともに、

低価格化、品質向上及びイノベーションが促進されるはずです。 

7. Epic は、iOS における代替的なアプリ配信チャネルを認めるべきだとする中間報告の
提言に賛同します。中間報告 112頁及び 113頁に記載のとおり、オプション 7-Aは、
EUの Digital Markets Act （"DMA法案"）、超党派で提出され上院及び下院の双方
を通過した米国オープン・アプリ・マーケッツ法案（S. 2710, H.R. 7030）及び英国
Competition and Markets Authorityによるモバイル・エコシステムについての市場調
査の中間報告書（"CMA 中間報告"）に沿ったものとなっています。例えば、現時点で
公表されている最新の DMA法案第 6条第(4)項は以下のとおり規定しています。「ゲ
ートキーパーは、当該ゲートキーパーの OSを利用又は相互運用する、サードパーティ
のソフトウェア・アプリケーション又はソフトウェア・アプリケーション・ストアのインストール
及び効果的な利用を認め、技術的に可能にしなければならず、当該ゲートキーパーに
関連するコアプラットフォーム・サービス以外の方法でかかるソフトウェア・アプリケーシ
ョン又はソフトウェア・アプリケーション・ストアにアクセスできるようにしなければならな
い。ゲートキーパーは、ダウンロードされたサードパーティのソフトウェア・アプリケーション
又はソフトウェア・アプリケーション・ストアが、かかるダウンロードされたソフトウェア・アプ
リケーション又はソフトウェア・アプリケーション・ストアをデフォルトに設定するか否かを
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決定するようエンドユーザーに促すことを阻止してはならない。ゲートキーパーは、かか
るダウンロードされたソフトウェア・アプリケーション又はソフトウェア・アプリケーション・スト
アをデフォルトに設定することを決定したエンドユーザーが、容易に当該変更を行うこと
が技術的にできるようにしなければならない。」1 

8. Apple は、自社の行為が iOS エコシステム内のセキュリティを担保する上で必要であ
るとして、iOSにおける代替的なアプリ配信の禁止という反競争的な行為を正当化しよ
うとしています。しかし、iOS エコシステム内のセキュリティを担保するために代替的な

アプリ配信を禁止する必要があるというのは、真実ではありません。むしろ、代替的な

アプリ配信チャネルを許容することで、安全、プライバシー及びセキュリティ等の消費

者が重要と考える分野において競争及びイノベーションが促進されると我々は考えて

います。現に、Macでは、代替的なアプリ配信を安全に行うことができるようになってお
り、日々当たり前のように行われています。 

9. Appleは、セキュリティの確保を理由とした競争排除を正当化するために、2つの中核
的な主張をしています。第一の主張は、Apple のアプリ審査プロセスである App 
Review のみが、有害なアプリの iOS 端末上での配信を効果的に阻止できるというも
のです。第二の主張は、アプリはいずれも App Review で審査する必要があるため、

App Store を必ず経由させなければならず、代替的なアプリ配信チャネルによる配信
は認められないというものです。こうした主張は口実に過ぎず、真のセキュリティ上の必

要性に基づくものではありません。 

10. 第一の主張に関しては、iOS のオペレーティング・システムにセキュリティの確保が組

み込まれていることから、Apple が iOS のセキュリティを確保するためにアプリ配信を
制御する必要がないことは、様々な証拠で示されています。Epic 及び Apple 間の米
国訴訟において証拠として提出された Apple の内部資料には、Apple がアプリ配信と
は独立して作動するように iOS のセキュリティを設計していた事実をはじめ、App 
Store を経由してアプリを配信するようアプリ開発者に強制するという Apple の慣行
が、セキュリティ上の理由に起因するものではなく、ビジネス上の理由に由来するもの

であった（そして現在でもそうである）という事実が示されています。例えば、Apple は
現在、全ての iOSアプリのコード署名を認証し、ダウンロード後にアプリが端末に適切に
インストールされる（「サンドボックス化」）ようにすることで、iOS ユーザーを保護してい

ます。これらのセキュリティ機能や Appleの端末上のマルウェア・スキャン・ツール及び
マルウェア削除ツールは、アプリを端末にダウンロードする方法にかかわらず作動して

います。 

11. Apple のみが iOS のセキュリティを確保できると考えているならば、Apple は、全ての
アプリについてマニュアルのアプリ審査を行った上で、アプリ開発者に iOS 上で独自に
アプリを配信させることもできます。あるいは、現在 macOS ユーザーのセキュリティ確
保のために Apple が用いている公証モデルにより、iOS のセキュリティを確保すること
もできます。上述の米国訴訟では、（他の理由とともに）macOS 及び iOS がともに同

一の OS である「カーネル」を使用していることから、iOS 端末における公証の実施は
容易であることをEpic側の専門家が示しました。こうした効果的でより制限的でない代

 
1  欧州連合理事会が承認した 2022年 5月 11日付 DMA法案。 
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替策の存在は、代替的なアプリ配信チャネルを禁止する Apple の行為が、iOS のセ
キュリティの確保のために必要ではないことを明らかにするものです。 

12. 第二の主張については、Apple が行っているアプリ審査（App Review）は競合他社に
よって改善することができるため、アプリのセキュリティ審査を Apple がコントロールし、
Apple 自身が iOS のセキュリティを確保する必要はないことが挙げられます。アプリを
審査する Appleの App Reviewについては、(a) 各審査官はそれぞれ 1アプリ当たり
6分から 13分、1日当たり 50件から 100件のアプリを審査する必要がある、(b) アプ
リはセキュリティとは関連のないいくつかの基準に照らして審査されている、(c) Apple
は審査のプロセスの中に自動審査の要素を取り入れるのが遅い、(d) 審査官はセキュ
リティの脆弱性を審査するのに適していないこと等、様々な問題があります。また、上

述の米国訴訟において Apple側の専門家及び従業員が証言したとおり、[第三者によ
る]アプリストア等の代替的なアプリ配信チャネルによっても、Appleの App Reviewの
プロセスと同様のことを行うことは容易にできます。[むしろ、]セキュリティ審査は、
Apple と同じように行うことができるだけではなく、他のアプリ配信チャネル（他のアプリ
ストアなど）及びサイバーセキュリティ企業が Apple との間で競争することにより改善さ
れる可能性もあるのです。 

13. 重要なのは、代替的なアプリ配信を許容するシステムのもとでは、iOS ユーザーが、

自らのセキュリティの選好に基づき、どこからアプリをダウンロードするかを選択できると

いう点です。iOS ユーザーの多くは引き続き［Apple の］App Store からアプリをダウン
ロードするかもしれません。しかし、iOSユーザーの中には、より優れたセキュリティを提
供できる競合アプリストアからアプリをダウンロードすることを選択するユーザーもいるで

しょう。この観点から、代替的なアプリ配信を禁止するという Apple の方針は、iOS 端
末上のアプリ配信におけるあらゆる競争を排除しているだけでなく、Apple の主張する
iOSのセキュリティを確保するという目的からしても逆効果であるといえます。 

14. 上記の理由により、iOS のエコシステムにおけるセキュリティを確保するために Apple 
Store を通じて全ての iOS アプリを配信する必要性は Apple にはないといえます。む
しろ、代替的なアプリ配信は、iOS ユーザーにとって、現状よりも高いセキュリティ効果

をもたらすことにつながるのです。 

15. 上記に鑑み、Epic は、オプション 7-A-2 の実施は不要ではないかと考えております。
（アプリ配信の競争を制限することなく）端末のセキュリティを確保するための代替策が

多数存在することから、第三者のアプリストアの認証制度の導入は必要ではありませ

ん。当該制度により、代替的なアプリ配信にさらなる干渉が生じ、不必要に新興アプリ

ストアを競争から排除するおそれもあります。いずれにいたしましても、当該制度が採

用された場合には、認証手続の濫用を防止するために、モバイル OS 提供事業者で

はなく、中立的な第三者が同制度を制定し監視すべきだと考えます。 

各論 8： サイドローディングの制限（Google）（115頁乃至 129頁） 

16. 中間報告の各論 8では、Google Play Store以外のアプリ配信チャネルを通じてユー
ザーがアプリをダウンロードすることを事実上困難にしている Googleの慣行が取りあげ
られています。このため、中間報告では、以下を含め、モバイル OS 提供事業者によ
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る代替的なアプリ配信チャネルの制限を禁止することが提言されています（以下「オプ

ション 8-A」といいます。）。 

a. 内容、頻度、タイミングなどの点で過剰な警告を表示すること（例えば、安全性
の検証や確認が実施済みであるアプリへの過剰な警告の表示）。 

b. 代替的なアプリ配信チャネルを使用する際に過剰に複雑な手順を必要とする
ようにすること。 

17. Epicは、モバイル OS提供事業者によるオプション 8-A記載の制限を禁止することに
強く賛同します。 

18. Apple と同様、Google は、自社アプリストアである Google Play Store を提供してお
り、Android 端末上で競合するアプリ配信チャネルに対し、反競争的な制限を課して
います。Google は、Apple とは異なり、代替的なアプリ配信チャネルの利用を完全に
禁止してはいないものの、Google Play Storeは事実上、Android端末において唯一
利用可能なアプリ配信チャネルとなっています。こうした Android 端末におけるアプリ
配信市場の独占は、製品自体が優れていることによってもたらされた結果ではなく、

OEM、アプリ開発者及びユーザーがGoogle Play Storeにとって競争的脅威となり得
る競合アプリ配信チャネルを使用又は提供することが反競争的な制限措置によって

効果的に妨げられていることに起因するものです。 

19. 一例として、Googleは、Androidの OEMに対してMobile Application Distribution 
Agreement (MADA)の締結を義務付けています。同契約に基づき、ほぼ全ての
Google Android端末に Google Play Storeをプリインストールさせることで、Google
は代替的なアプリ配信チャネルとの関係で高い競争優位性を確保しているのです。加

えて、Googleは、Google Play Store 以外のアプリストアからのダウンロードを技術的
に複雑化して消費者に分かりにくくさせ、セキュリティ・リスクに関するおどろおどろしい

警告を過剰に表示して消費者を怖がらせることで、消費者にダウンロードを思いとどま

らせ、結果的に競合するアプリ配信チャネルを完全に無効化しています。 

20. 中間報告における提言は、こうした反競争的な行為を禁止し、Android 端末における
アプリ配信の公正な競争を促すものです。Google がプライバシーやセキュリティを口
実に、Android 端末におけるアプリ配信分野の競争排除を正当化することは許されま
せん。なぜなら、セキュリティは Androidの OSによって既に確保されており、アプリ配
信チャネル同士が競争することにより、Android におけるセキュリティの改善も図ること
ができるからです。 

各論 9：決済・課金システムの利用義務付け（129頁乃至 146頁) 

21. 中間報告では、モバイルOS提供事業者がアプリ内のデジタル・コンテンツの購入に自
社が提供するアプリ内課金システムの利用を義務付けている問題についても取りあげ

られています。中間報告では、この問題の解決策として 2つのオプションが提言されて
います。 
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a. モバイル OS提供事業者が所有又は管理するアプリ内課金システムの利用を
アプリ・デベロッパに義務付けることを禁止する規律を導入すること（以下「オプ

ション 9-A」といいます。）。 

b. モバイル OS提供事業者がアプリストアを提供する場合には、デベロッパによる
ユーザーへの直接のコミュニケーションやそれを通じたサービス提供を妨げる

ことを禁止する規律を導入すること（以下「オプション 9-B」といいます。）。  

22. Epic としては、オプション 9-A及びオプション 9-Bの双方の導入に強く賛同します。中
間報告に記載のとおり、オプション 9-A及びオプション 9-Bは、以下を含め、他の法域
で提出された法案等に沿ったものです。 

a. DMA 法案：同法案には、ゲートキーパーは、「当該ゲートキーパーのコアプラッ
トフォーム・サービスを利用してビジネス・ユーザーが提供するサービスにおい
て、アプリ内課金システム等の決済サービスを支援する当該ゲートキーパーの
本人認証サービス、ウェブブラウザエンジン、決済サービス又は技術サービス
の利用をエンドユーザーに義務付けてはならず、それらの利用、提供又は相
互運用をビジネスユーザーに義務付けてはならない。」と規定されています。2 

b. 米国オープン・アプリ・マーケッツ法案：同法案には、とりわけ、アプリストア運営
者は、アプリストアにおける配信又は［自社と］関連する OS の利用の条件とし

て、自社のアプリ内課金システムの利用をアプリ開発者に義務付けてはならな

いと規定されています。 

c. CMA 中間報告：同報告では、CMA が決済手段の選択を認めることについて

諮問することが提案されています。 

d. 改正韓国電気通信事業法：同法は、アプリストア運営者が、当該アプリストアの
アプリ内課金システムの利用を義務付けることを禁止しています。 

23. しかしながら、他の法域における経験が示すように、Apple 及び Google は、採り得る
あらゆる手段を用いて、両社による独占状態の解消を目的とする法令に従うことを避

けようとすると思われます。この点、中間報告には以下の通り記載されています。 

a. アプリストア運営者が自社のアプリ内課金システムの利用を強制することを禁
止する法令が韓国で施行されたものの、Google は、アプリ開発者がユーザー
に対して提供する代替的なアプリ内課金システムが利用された場合には、手

数料を 4％引き下げた上で、引き続き、アプリ開発者に対して手数料を課すと
の方針を示した。 

b. オランダ競争当局は Apple に対し、マッチングアプリにおいて Appleの提供す
る IAP の利用強制を禁止する措置を採ったものの、Apple はアプリ開発者が
ユーザーに対して提供するアプリ内課金システムが利用された場合には、手

 
2  欧州連合理事会が承認した 2022年 5月 11日付 DMA法案。 
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数料を 3％引き下げた上で、引き続き、アプリ開発者に対して手数料を課すと
の方針を示した。 

c. 上記(a)及び(b)の先例を踏まえると、理論上アプリ開発者は Apple 及び
Google 以外のアプリ内課金システムを提供することを認められるとしても、
Apple及び Googleは僅かに手数料の引き下げを行うのみで引き続き手数料
を課そうとするであろうことから、多くのアプリ開発者が［Apple 及び Google 以
外の］アプリ内課金システムを提供するのかについては疑問があるところです。

（すなわち、Apple 及び Google は、これまでと同様に高水準の手数料を課し
続けることで、他のアプリ内課金システムを[アプリ開発者が]使用しても高水準
の手数料により収益性が低くなることを利用し、契約によってではなく経済的

に、アプリ開発者に対し自社のアプリ内課金システムのみを［消費者に］提供し

続けるよう強制しているといえます。） 

24. Epicは、モバイル OS提供事業者がオプション 9-A及びオプション 9-B［の規制］を回
避することを防止するため、新たな規制枠組みに、今後課されることとなる義務の違

反又は回避に対する十分な罰則を盛り込むことが必要と考えています。そうすることに

より、日本で導入される新しい法令を遵守する確実なインセンティブとなるからです。さ

らに重要なのは、オプション 9-A 及びオプション 9-B を、アプリ配信の競争に係る措置
（例えば、各論 7及び各論 8で提案された措置）で補完することです。代替的なアプリ
配信チャネルは、可能な限り最良なアプリ内課金システムを、可能な限り最適な価格

で提供するインセンティブとなります。これは、アプリ内課金システムの提供における競

争を促進することにもつながります。このため、各論 9は、各論 7及び各論 8 と一体と
して取り扱うべきと考えます。 

各論10：アプリ内における他の課金システム等の情報提供、誘導等の制限（146頁乃至153

頁） 

25. 中間報告では、アプリ開発者がアプリストア上で獲得したユーザーに対して、異なる購
入条件であることを含んだ情報提供や取引の申込み（外部リンクを提供すること、その

他のアプリ内から行動喚起を促す行為を含む）を行うことを、モバイル OS 提供事業

者が制限することを禁止する規律を導入することも提言されています（以下「オプショ

ン 10-A」といいます。）。 

26. Epic としては、オプション 10-A に賛同します。オプション 10-A は、以下を含め、他の
法域の動向と一致するものになっています。 

a. 米国オープン・アプリ・マーケッツ法案：同法には、アプリストア運営者は、価格
条件及び提供される商品又はサービス等、正当な取引の申入れにつき、アプ

リ又はユーザーへの直接的な連絡を通じたアプリ開発者とアプリ・ユーザー間

のコミュニケーションに制限を課してはならない、と規定されています。 

b. DMA法案：同法案には、ゲートキーパーは、「ビジネス・ユーザーが[ゲートキー
パーの]コアプラットフォーム・サービス又は他の手段で獲得したエンドユーザー
に対して取引の申込み（異なる条件での申込みを含む）を伝達及び宣伝する
こと、並びに当該エンドユーザーと契約を締結することを、無償で認めなければ
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ならない（上記目的で[ビジネス・ユーザーが]ゲートキーパーのコアプラットフォ
ーム・サービスを利用するか否かの別を問わない）」と規定されています。 

最後に 

27. Epicは、中間報告に記載されている Apple及びGoogleの行為に関する懸念に同感
します。こうした懸念は広く共有されており、世界中の当局及び立法府の多くも、これら

の問題解決に向けて取り組んでいます。中間報告に記載された提言は、こうした懸念

の払拭のみならず、公正かつ競争的なモバイル経済の創出にも寄与するものと考えら

れます。Epic としても、モバイル・エコシステムに関する競争評価最終報告に期待して
おります。ご質問があれば回答させて頂きます。 



厳秘 

 

 - 1 -  

 

（日本語訳） 

提出用フォーマット 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名

等） 
SPOTIFY AB 

氏名  

 住所  

 

 連絡先 連絡担当者氏名：  
 

 
 

電話：  

e-mail：
 

 

内閣官房デジタル市場競争本部事務局 御中 

By e-mail: g.digital.f7c@cas.go.jp 

2022年 6月 10日 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

1. SPOTIFY AB（以下「Spotify」といいます。）は、2022年 4月 26日付で内閣官房デ
ジタル市場競争本部が発表したモバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告

（以下「中間報告」といいます。）に対して意見を提出する機会を得られたことに感謝し

ております。 

2. Spotifyは中間報告を歓迎し、同報告において指摘されているモバイル・アプリストアの
競争をめぐる懸念に強く共感します。Spotifyは、Appleの App Storeにおける独占的
地位を濫用した慣行に対して数年間にわたり対抗してきましたが、これは、独占的な

アプリストア運営者による反競争的な行為により、競合企業が著しい不利益を被るとと

もに、消費者から有意義な選択肢を奪うおそれがあることを示すものです。 



厳秘 
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3. モバイル・アプリの配信におけるモバイル OS 提供事業者の独占的地位を濫用した行
為をめぐる懸念は、アプリ開発者の間でも広く共有されています。世界の当局及び立

法府は、広範囲にわたるデジタル分野の事前規制等を通じて、モバイル OS 提供事

業者の市場支配力を制限し、消費者の利益のために公平な競争環境を取り戻すため

の方法を模索しています。Spotify は、モバイル・エコシステムにおける競争活性化の
ために新たな法律を整備すべきとする中間報告での提言に同感であり、これを支持し

ます。 

4. Spotify は、後日発表される最終報告に期待しております。Spotify は今後も、モバイ
ル・アプリ開発者として見解を述べ、ご質問があれば回答する所存です。 
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提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

早稲田大学 

氏名（※）               

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

 以下はいずれも、「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意

見です。 

＜中間報告の該当箇所：37-38 ページ＞ 

〇「既存の枠組みによる対応の可能性」については、独占禁止法の実体規定は、一

般的、抽象的なものが多く、グーグルやアップルの各レイヤーにおける様々な行為を含

めて、本中間報告で取り上げられた多くの行為に適用することは、不可能ではない。しか

し、本中間報告が対象としている行為は複雑なものが多いだけでなく、行為が行われた

後に、後追い的に競争当局が調査を行い、排除措置や課徴金納付等を命令し、さらに

裁判所の司法審査を受けて確定するまでには長期間を要することを考えれば、

fast-moving なデジタル市場、各レイヤーにおける行為に独占禁止法だけで対応する

ことには限界がある。 

 

＜中間報告の該当箇所：38-40 ページ＞ 

〇「対応策のオプション」について。デジタル市場や各レイヤーに問題となる行為が存

在し、他方、独占禁止法など既存の法律による対応には限界があるとすれば、行為主

体（対象となる事業者）の基準や禁止される行為を予め規定し、対象事業者の一定の

行為を原則として禁止する、いわゆる「事前規制」の考え方には十分な理由がある。 

〇事前に原則として禁止される行為を規定する方式には、しかし、詳細に対象となる

行為を特定すればするほど、それから少しでも外れると、当該規定は適用されないとい

う問題がある。例えば、競合アプリと同等の機能を OS に追加したり統合することについて

は、オプション E として、これを禁止することも含めて意見募集が行われているところであ

るが（244-245 ページ）、OS ではなく、例えばブラウザーに追加・統合することは、規律

別 添  
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の対象外ということになるのではないか。そのほかにも、事前に対象行為を詳細に規定

すればするほど、事実上の脱法行為が可能となる行為類型があるから、これらをも規律

の対象にすることが可能となるように、脱法的行為に対応する規定も設けるべきである。 

 

＜中間報告の該当箇所：84 ページ等＞ 

〇「対応パッケージ」の「e」として、一定の場合に「規制当局が介する必要な協働プロ

セス（協議）や差し止め等」が何カ所かに掲げられているが、「規制当局」とは、どこが想

定されているのか。この点に関連して、OECD, Ex Ante Regulation and Competition in 

Digital Markets 52 (2021)は、仮に「事前規制」を導入する法律が制定されたとすると、

これと最も重複する可能性があるのは、競争法（独占禁止法）であるとする（自己優遇や

MFN 条項を例示し、事業者は「二度処罰されるか」と問う）。したがって、不必要な重複

（調査、法執行等）を避け、効率的な運用を確保する観点から、競争当局が新法を所

管し、これを運用･執行すべきであり、上の「規制当局」も競争当局と考えるべきであろ

う。 

 

＜中間報告の該当箇所：127 ページ＞ 

 〇サイドローリングについて。いわゆる「野良アプリ」は別として、安全性の検証・確認が

なされているアプリに関して、過剰な警告、不必要に複雑な手順をとらせるようにするこ

とは、明らかに、このようなアプリを供給する事業者に対する排除効果を持つ行為であっ

て、このような行為は、オプション A のように禁止すべきである。 

 

＜中間報告の該当箇所：143 ページ＞ 

 〇決済・課金システムの利用義務付けに関して、オプション A は IAP 利用強制の禁止

を掲げている。そのような方向には賛成であるが、具体的な規律のあり方には注意を要

する点がある。例えば、30％の課金水準での利用強制を禁止するとすれば、26％の水

準であれば、禁止に違反しないことになる。韓国では「インアプリ決済強制防止法」で第

三者決済を容認したが、その場合、Google は 26％の課金水準に設定し、サードパーテ

ィであるカード会社の手数料を加えると、IAP の方が割安になったとされる。このような脱

法的な行為も視野に含めて、具体的な規律の仕方を検討すべきである。 

 

＜中間報告の該当箇所：184-186 ページ＞ 

〇有力ウェブサービスの仕様変更による他社ブラウザーへの影響については、A、B２

つのオプションが掲げられている。オプション B は、事前告知、情報開示、問い合わせへ

の対応が中心になると考えられ、モニタリングリビューで解決するとは限らないこと、「規

制当局が介する必要な協働プロセス（協議）や差し止め等」は稀にしか行われないと思

われること、このような行為は典型的な自己優遇行為の一種であることに鑑みれば、事
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前規制の趣旨を一貫させる観点から、A を選択すべきである。 

 〇この点は、84 ページの「OS におけるトラッキングルールの変更（Apple）」に関するオ

プション A 等についても同じ。 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

〇特定デジタルプラットフォーム取引透明化法によって指定されたオンラインモールと

アプリストア以外のサービスが、今回の中間報告の対象であると思われるが、①オンライ

ンモールとアプリストアについても、現在の取引透明化法の規律で十分か、②取引透明

化法の対象でもなく、今回の中間報告の対象でもないデジタルプラットフォーム（食べロ

グなどの飲食店ポータルサイト、ウーバーイーツなどヨーロッパで「労働プラットフォーム

（Labour Platform））」と呼ばれるもの等についても、デジタル市場競争会議は、問題とな

る行為がないか検討すべきではないか。EU では、P2B 規則で極めて多数のデジタルプ

ラットフォームが対象とされていることと対比すると、日本の場合、規律がドミナントなプラ

ットフォームに限定され過ぎているのではないかという印象がある。 
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」 パブリックコメント 

 

 

 

一般社団法人 MyDataJapan 公共政策委員会 

 

１． 本中間報告全体の評価 

 本中間報告は、モバイルエコシステムの主要なレイヤーが少数のプラットフォーム事業者によ

る寡占状態になっていると指摘し、それらの事業者が①強みを持つレイヤーでの力を生かして、

②他のレイヤーにおける「ルール設定」等を通じてそのレイヤーにおける自身の力を強化し、③そ

のことにより、さらに元々強みを持つレイヤーでの競争力も強化されるという循環を生じている、と

分析している。さらにその結果として、エコシステム全体におけるプラットフォーム事業者の優位が

固定化する状況になっていることを問題視している。本中間報告が指摘する、このようなプラットフ

ォーム事業者による寡占の弊害は、我が国の経済における最大の課題の一つであり、問題に目

をそらすことなく、正面から取り組もうとする本中間報告の姿勢を高く評価したい。 

また、本中間報告が対応策として、競争に悪影響を及ぼす可能性が高い行為を事前に禁止す

るなどの手法で新たな法規制を提案する点も合理的である。このような問題に対しては、法規制

以外には適切な処方箋は存在しない。むしろ、新たな法規制について、より具体的に、その法執

行の主体、違反等の場合の制裁措置、プラットフォーム事業者における法遵守のための体制確

保なども併せて議論されるべきである。 

このように多くの面で評価できる本中間報告ではあるが、プラットフォーム事業者の実施する

「ルール設定」に対する懸念や懸念解消のための提案に、一部、消費者保護の観点が欠けてい

る点については、問題がある。プラットフォーム事業者による「ルール設定」の結果として、消費者

保護が図れている面もあるのは事実であり、この「ルール設定」に政府が介入することにより、消

費者保護レベルが低下する恐れがある点にも留意が必要である。MDJ としては、特に消費者の

プライバシー保護の観点から、本中間報告に対する意見を述べる。対象となる箇所は、Ⅱ．各

論 、４、５および第１－２【アプリストア】７、８である。 

 

２．OSにおけるトラッキングのルール変更（Apple）（第１－１【OS・一部ブラウザ】の３） 

ATT は、本中間報告が指摘するとおり、Apple が OS レイヤーにおけるルール設定者としての

立場でトラッキングのルール変更を行い、他社の広告ビジネスに制約を加えるものである。また、

ユーザーへの表示については、自社と他社の広告ビジネスにおいて差異のある表示が見られる。 

しかしながら、そもそもファーストパーティ・データを利用する Appleの広告モデルと、サードパー

ティ・データを利用する他社の広告モデルとの間には、プライバシーの観点からは、明確に一定の

差異が認められる。 

多くのユーザーは、自分が意識的に利用するサービスについては、そのサービス提供者にサ
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ービス利用に関するデータを収集され利用されることを通常認識しているが、他方で、自らアクセ

スしたつもりのないサードパーティが様々なデータを収集し利用することは想定していないと思わ

れる。これは、野村総合研究所が 20 代以上の男女２０００人に実施した調査1で、外部送信の事

実や、外部送信の結果、情報が取得されていることを知っていると回答したのは、「なんとなく知っ

ている」を含めても、わずか３割にとどまっていることからも推測される。また、ファーストパーティ

はユーザーが選択してそのサービスを利用する相手方であるため、自身のデータを取得され、利

用されることがあるかもしれないという一定限度の認容・信頼があるのに対して、サードパーティ

については、ユーザーとしてはその存在を認識しておらず、そもそも自身のデータを預けることに

ついての認容も信頼も存在しない。 

したがって、サードパーティ・データの取得と利用が Apple の「ルール設定」によって制限される

ことは、ユーザーのプライバシーに関する期待にかなうものである。 

このことは、我が国においては特に顕著である。なぜなら、モバイルエコシステムにおいて、ユ

ーザーの ID となる cookie や広告 ID といった情報が個人情報として規制の対象になっておらず、

その取得・利用については、法制度上、ほとんど制限がないからである2。この点において、わが

国は、cookieや広告 IDを個人情報として法規制の対象とする欧米とは異なる特質があるというべ

きである。 

以上の観点から、「主に御意見をいただきたい事項」について述べる。 

まず、１の「事実関係、懸念事項」については、この問題を、競争上の懸念として取り上げること

自体に若干の疑問がある。前記のとおり、ここには、プライバシーの観点から見た場合には異な

るビジネスであるファーストパーティ・データ利用広告とサードパーティ・データ利用広告を同じレベ

ルで競争させることが果たして適当かという問題が存在する。プライバシーの観点から異なる評

価を受けるこの 2 つの広告は異なるビジネスと考えることもできるのである。中間報告は、「他の

多くの広告事業者については、広告ビジネスの中長期的な衰退によるユーザー獲得とマネタイズ

の悪化が懸念されており」（83頁）とするが、そのような懸念は、ユーザーのプライバシーに配慮す

ることなく野放図なサードパーティ・データの取得・利用を続けてきた広告事業者の責任による面

も否定しがたいというべきである。 

 

1 野村総合研究所「プライバシーポリシー等のベストプラクティス及び通知同意取得方法

に関するユーザー調査結果」 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000811620.pdf 

「Web サイトを閲覧する際、閲覧サイト以外にもアクセスを行っていることを知っている

か」の質問では「よく知っている」「なんとなく知っている」の回答が 31.1％、「閲覧先以

外へのアクセスによって、情報が取得されていることを知っているか」の質問で 29.1％。 

2 個人情報保護法の個人関連情報の規制および電気通信事業法の外部送信の規制は関連す

る法規制ではあるが、後者は法施行前であり、前者は第三者の下で氏名到達性を獲得する

段階でのみ規制対象となるものであり、十分な規制とはいえない。 
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次に、２の「新たな規制等の有効性」については、一般論として、一方的なルール変更が公正競

争に悪影響を及ぼす場合の対応として、オプション A やオプション B は適当なものといえるだろう

が、本件のように、消費者のプライバシー保護のために合理性のある措置に対して、何ら限定なく

適用されることには問題がある。 

オプション A の対応パッケージ e は、「ルール設定・変更により影響を受ける事業者に、深刻か

つ差し迫った損害を与えるおそれがある場合」には規制当局の介入が正当化されるとの考えに基

づくもののようであるが、介入が正当化されるためには、事業者の損害の重大性に加えて、「その

ような損害がユーザー保護の観点から正当化されないものであること」が要件として必要となると

考えるべきである。このような要件の必要性は、たとえば多くのダウンロード実績のあるアプリに

セキュリティ上の問題が存在し、多数のユーザーに被害が出ていることが判明し、被害拡大防止

のために、アプリストアがルールの変更を行ってこのアプリの販売を禁止するような場合を想定す

れば明らかである。たとえデベロッパ側に重大な損害が生じたとしても、ユーザー保護の観点から

ルールの設定・変更が正当化される事態はしばしば生じるはずである。これを ATT との関係で見

れば、広告 ID によるトラッキングをオプトインの場合にのみ可能とする「ルール設定」は、ユーザ

ーのプライバシー保護の観点からは、合理的なものである。前述のように日本では外部送信の事

実やその際の情報収集の事実が広く認識されているとはおよそいいがたく、オプトインにしなけれ

ば、ユーザーの多くは、自分がトラッキングされていることすら気づかないまま、サードパーティに

よるデータ収集を放置することになるからである。従って、そのような事態を防ごうとする「ルール

設定」に伴ってサードパーティ・データ利用広告事業者に生じる損害は、「正当化されないもの」と

はいえないと考えられる。 

オプション B についても、「自社における通知の表示を誘導的なものとすることにより、他の事

業者のビジネスと競合する自社のビジネスを有利にすることを制限する」ことに合理的があるのは、

「他の事業者のビジネス」と「自社ビジネス」が同一のものである場合に限られる。なぜなら、仮に

自社ビジネスの表示が「誘導的」なものであったとしても、実際に自社ビジネスがユーザーにとっ

て有利なものである場合には、そのような表示は不当とはいえないからである。したがって、ここ

には、「ユーザー保護の観点から合理的な理由なく」自社における通知の表示を誘導的なものと

すること、という要件を付加すべきである。これを ATTとの関係で見れば、Appleの行う表示は「誘

導的」なものではあるものの、Apple の広告は実際にトラッキングを行わずにファーストパーティ・

データを利用するものであって、その限りでユーザーにとって有利なものであるから、誘導的な表

示は「ユーザー保護の観点から合理的な理由なく」とはいえないと考えられる。 

さらに、３の「新たな規制の実施に伴うコスト、リスク」については、仮に上記のような要件の付

加をすることなく、ATT のような「ルール設定」を制限する場合には、ユーザーのプライバシーに関

する問題が生じると考えられる。前記のとおり、わが国においては、モバイルエコシステムにおけ

るユーザーの ID である cookie や広告 ID は、それ自体個人情報として法規制の下になく、これに

紐づくユーザーのデータは、何ら制限なく蓄積され利用されることになるからである。 

このようなリスクを低減させる方法としては、まずは、オプションAとオプション Bに上記のような
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適切な要件の付加を行うことが必要である。また、規制の強度が低く、自主ルールに依存するわ

が国のデータ保護法制を見直して、早々に cookie や広告 ID を個人情報として法規制の下に置く

ほか、外部送信の規制を強化してサードパーティ・データの取得過程に対するユーザー本人の関

与を強化すべきである。 

 

３．ブラウザにおけるトラッキングのルール変更（Apple）（第１－１【OS・一部ブラウザ】の４） 

２．の ATT で述べたことは、ほぼ同様にここでも妥当する。ファーストパーティ・データを利用す

る Apple の広告モデルと、サードパーティ・データを利用する他社の広告モデルは、プライバシー

の観点からは、明確な差異があるからである。本中間報告は、「ITP は、プライバシーに配慮する

観点から、特定のサードパーティによるトラッキング行為を Safari 等からブロックできる機能であ

る。しかしながら、他の広告事業者には ITP が適用される一方、Apple 自身はトラッキング・クッ

キーの使用を求めていないため、ITP は適用されない。すなわち、サードパーティが広告をパーソ

ナライズする能力を制限される一方、Apple 自身には ITP は適用されないことから、そうしたル

ール変更の影響を受けることなく、引き続き、ファーストパーティとしてユーザーに関するデータを

取得することができる状況となっており、総合的にみれば、Apple が有利になっているといえる」

（86 頁）とするが、ユーザーのプライバシーの観点からは、サードパーティ・データを利用する広告

のみが制限されることには、一定の合理性が認められる。 

 「主に御意見をいただきたい事項」については、以下のとおりである。 

まず、１の「事実関係、懸念事項」について、本中間報告は、「ブラウザ事業者により一方的な

ルール変更がなされ、対応を行う十分な時間が確保されず」（86頁）とするが、2017年に ITPが実

装されてから今日に至るまで、サードパーティ側から、ユーザーに分かりにくい形でのデータ取

得・利用の方式に関する積極的な改善提案は見られなかったように思われる。果たして Apple が

「十分な時間を確保」していれば、サードパーティ側からデータの取得・利用の形態を改善する提

案がなされたのか疑わしいところであり、「ルール変更」がなされるまでの「対応を行う十分な時間

の確保」を問題視することには、躊躇を覚える。また、本中間報告は「ITP の導入は、ユーザー追

跡を活用したディスプレイ広告のターゲティング精度を著しく弱め、広告ビジネスモデルを困難に

するおそれがある」（86 頁）とするが、これは前記のとおり、ユーザーのプライバシーの観点からは

やむを得ない面がある。 

次に、２の「新たな規制等の有効性について」は、オプション A について、前記のとおり、対応パ

ッケージ e に「そのような損害がユーザー保護の観点から正当化されないものであること」を要件

として加えるべきである。これを ITPとの関係で見れば、サードパーティが広告をパーソナライズす

る能力を制限されることは、ユーザーのプライバシー保護の目的で行われる「ルール設定」である。

ただ、ATT とは異なり、ITP においては、ユーザーがトラッキングされても構わないと考える場合で

あっても、トラッキングは自動的に制限されるため、このような「ルール設定」はユーザー保護との

関係で、過大なものであると見る余地もある。もっとも、トラッキングを進んで受け入れるユーザー
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は少数であると推測されるうえ3、サードパーティ・データの蓄積がケンブリッジアナリティカ事件の

ような大きな問題の原因となったことを考えれば、トラッキングをユーザーの意向に関わらず一律

に制限する「ルール設定」は、ユーザー保護の観点から正当化されないとは言い切れないという

べきである。 

さらに、３の「新たな規制の実施に伴うコスト、リスク」については、こちらに存在しないオプション

Bに関するものを除き、前記 ATT と同じである。 

 

４．ブラウザにおけるトラッキングのルール変更（Google）（第１－１【OS・一部ブラウザ】の５） 

２．の ATT および３．の ITP で述べたことは、ほぼ同様にここでも妥当する。Google による

Privacy Sandbox の提案は、Chrome ブラウザのサードパーティ・クッキーのサポートを停止し、サ

ードパーティ・クッキーと他の形態のクロス・サイト・トラッキングの機能を他の手段で置き換えるも

のであり、基本的にはユーザーのプライバシー保護を目的とした一定の合理性のある提案だから

である。 

 「主に御意見をいただきたい事項」については、以下のとおりである。 

まず、１の「事実関係、懸念事項」について、本中間報告は、「Google は、ブラウザにおけるル

ール設定を行いつつも、自らは他の事業者に比してデータを取得・利用することが可能な立場に

あり、また、引き続き、ファーストパーティとしてユーザーに関するデータを取得できることになる可

能性がある。これにより、Google の広告サービスの分野における有利な立場をさらに強化するこ

とが懸念される」（91頁）としている。しかしながら、これまでに述べたとおり、ファーストパーティ・デ

ータを利用するGoogleの広告モデルと、サードパーティ・データを利用する他社の広告モデルは、

プライバシーの観点から明確な差異が認められるのであり、このような Google の優位性について

はやむを得ない面がある。 

また、「Privacy Sandbox は、未だその内容が明らかになっていない」との記載があるが、

Privacy Sandbox で実装される API 等の機能やその詳細については、進捗状況を含めて公開さ

れており、すでに、ブラウザ FingerPrinting を抑制するための User-Agent Client Hints API や

Cookieの不正利用を抑制する SameSite Cookies等は実装されている。 

 次に、２の「新たな規制等の有効性について」は、オプション A について、前記のとおり、対応パ

ッケージ e に「そのような損害がユーザー保護の観点から正当化されないものであること」を要件

として加えるべきである。これを Privacy Sandbox との関係で見れば、サードパーティが広告をパ

ーソナライズする能力を制限されることは、ユーザーのプライバシー保護の目的で行われる「ルー

ル設定」であり、サードパーティ・クッキーがサポートされなくなること等による広告事業者の損害

が「ユーザー保護の観点から正当化されないものである」とはいえないと考えられる。なお、

Privacy Sandbox においては、サードパーティが行動ターゲティング広告を行う余地は、一定限度

 

3 本中間報告も ATT との関係であるが、「全世界でオプトインが 12％、アメリカでは

４％ということで日本ではもっと少なくなると見込まれ」るとしている（79 頁） 
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残されており、対応パッケージ e の「深刻かつ差し迫った損害」がサードパーティに認められるか

についても検討の余地があるものと思われる。 

さらに、３の「新たな規制の実施に伴うコスト、リスク」については、前記 ITP と同じである。 

 

５．アプリストアの拘束（Apple）（第１－２【アプリストア】７） 

Apple は iPhone 向けのアプリのサイドローディングの禁止について、セキュリティとプライバシ

ーの観点によるものであると説明しており、これには合理性が認められる。サイドローディングを

許容すれば、セキュリティやプライバシーのレベルが低いアプリがユーザーの端末にインストール

される可能性が高まることは事実であろう。他方で、アプリ審査の公正性・透明性に疑問があるこ

とや、高額な手数料がデベロッパの過大な負担になっていることも、デベロッパ側から主張されて

おり、こちらも納得できる内容である（108頁、109頁）。 

 「主に御意見をいただきたい事項」については、以下のとおりである。 

まず、１の「事実関係や懸念事項」については、Apple とデベロッパのそれぞれの主張は網羅さ

れているようであり、事実関係の把握は十分であるように思われるが、手数料に関連して、「手数

料を取ること自体の理由として、ユーザー・エクスペリエンスの向上等については理解できるが」

（101 頁）とすることには若干の違和感がある。高額な手数料のため、プラットフォームを回避する

デベロッパも出てくることが予想されることから4、手数料が必ずしもユーザー・エクスペリエンスの

向上につながるとはいえないと思われる。ここはユーザー・エクスペリエンスの問題ではなく、もっ

ぱらセキュリティやプライバシーといったユーザー利益の保護の問題ではなかろうか。 

また、事実関係や懸念事項について補足するとすれば、iOS アプリケーションの開発において、

Apple社製のコンピュータ（MacBookなど）の利用が強制されており、ディベロッパは、iOSアプリケ

ーション開発において、アプリストアのみならず、開発環境も拘束されている状況であることは、懸

念事項として考えられる。 

次に２の「アプリストアが拘束されていることによる弊害」については、拘束（サイドローディング

の禁止）それ自体の弊害と、アプリ審査の問題や高額な手数料の問題は、必ずしも一体的に検討

すべきものではなく、後述のとおり、それぞれ別個に問題解決の途を探ることができるのではない

かと思われる。 

３の「サイドローディングの弊害」については、制約のないサイドローディングが行われることと

なれば、ユーザーのプライバシー保護レベルやセキュリティが低下するおそれがあることは否定し

がたいであろう。前記のとおり、わが国においては、欧米に比べてデータ保護法制の保護レベル

が低く、広告 IDそれ自体が個人情報として法規制の下にないため、これに紐づくユーザーのデー

 

4 iPhone 用の Kindle アプリでは、高額な手数料を回避するために、アプリからでは電子

書籍が購入できない（アプリストアの規約により購入への導線も設けてはいけない）仕様

になっており、これは高額な手数料がユーザー・エクスペリエンスの向上にはつながって

いない一例と言える。 
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タは、何ら制限なく取得・利用されることとなる。法制度の違いにより、わが国においては、サイド

ローディングのリスクは、欧米よりも大きいことに注意を要する。 

４の「新たな規制等の有効性」および５の「新たな規制等の実施に伴うコスト、リスク」について

は、一定の条件の下にサイドローディングを許容する義務をプラットフォーム事業者に課す規制は、

環境によっては、有効かつ合理的なものとなりうる規制提案である。しかしながら、前記のとおり、

サイドローディングを許容した場合の弊害が欧米に比べて大きいわが国においては、この規制の

導入は時期尚早というべきである。本中間報告は、「上記義務を課すとともに、（中略）プライバシ

ーやセキュリティを担保するための何らかの手段を検討することも考えられるのではないか」（111

頁）としたうえで、「例えば、他のアプリストアの選択肢を排除するのではなく、当該他のアプリスト

アについても、自社のアプリストアにおけるアプリ審査と同水準の審査を実施することを担保する

何らかの仕組み（例えば、関係事業者等による認証制度、ガイドライン等）を設けた上で、当該他

のアプリストアのサービス提供を許容することも考えられるのではないか」（112 頁）とする。これは、

第三者認証やガイドラインによって、許容されるサイドローディングにおけるプライバシー侵害の

おそれや利用環境のセキュリティのリスクを低減させる意図によるものと思われるが、法的強制

力や制裁を伴わない第三者認証やガイドラインによって十分な保護を図ることは困難であり、これ

らを前提としてサイドローディングを許容することは適当ではない。 

現在のわが国の法制度の下ではむしろ、サイドローディングを許容することなく、アプリ審査の

問題や高額な手数料の弊害を改善することによって、デベロッパの不利益を解消することが合理

的な解決手段である。すなわち、アプリ審査の公正性・透明性については、一定の規模のアプリ

ストアがサイドローディングを許容しない場合には、これに対して審査の公正性・透明性に関する

義務を課すことも考えられる5。手数料の問題は、プラットフォーム事業者とデベロッパの力関係を

考慮すれば、両者の交渉に委ねて解決する問題ではなく、法制度による政府の介入が期待され

る。具体的な介入の方法については、電気通信事業法に基づく指定電気通信設備の接続条件へ

の政府の介入手法は参考になるものと思われる。 

 

６．サイドローディングの制限（Google）（第１－２【アプリストア】８） 

Googleは、Google Play以外のサイドローディングを禁止しているわけではないが、一定の制限

を課しており、かつサイドローディングの際にはユーザーに対して警告的な表示を行っている。 

「主に御意見をいただきたい事項」については、以下のとおりである。 

１の「事実関係や懸念事項」については、サイドローディング自体が可能である状況で、かつサ

イドローディングの割合についても、「サイドローディングが低調であるという疑念が払しょくされて

いない」（124 頁）ということに留まるため、競争上の問題が生じていると評価できるかどうか、現時

点では不明であるように感じられる。 

 

5 アプリストア運営事業者は、すでにデジタルプラットフォーム取引透明化法によって、

透明性に関する義務を負っているがこれを強化することが一案である。 
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２の「サイドローディングを抑制させる行為の有無」については、サイドローディングについて、

合理的な警告表示を行うことはユーザー保護の観点からは当然であり、表示に大きな問題がある

とは思われない。 

３の「新たな規制等の有効性」については、オプション A の規制は、一定の条件の下では有効

かつ合理的なものとなり得るが、サイドローディングの制限の禁止と過剰な警告表示の禁止のい

ずれについても、「ユーザー保護の観点から合理的な理由なく」行われるものに限る、という要件

を付加すべきである。ユーザー保護の観点からプラットフォーム事業者が実施するサイドローディ

ングの制限や警告表示を禁止することには合理性が認められない。 

４の「新たな規制等の実施に伴うコスト、リスク」についても上記と同じであり、プラットフォーム

事業者がユーザー保護の観点から実施するサイドローディングの制限や警告表示を禁止するこ

とは、ユーザーのプライバシーや利用環境のセキュリティを低下させることにつながる。むしろ、プ

ラットフォーム事業者は、ユーザーとの利用契約上の不随義務等として、適切なサイドローディン

グの制限や警告表示を行う義務を負っていると解されるところ、それを禁止するような規制には合

理性がないと思われる。 

 

以上 

 

 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

株式会社フィードテイラー 

氏名（※） 大石裕一 

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：     p.113-p.114 ページ＞ 

 

当社((株)フィードテイラー)は、2008 年より iOS アプリ開発事業に従事している開発会社

です。昨今は業務用の iOS アプリの配布や展開(distribution/ deployment) をご支援し

たり、業務用 iOS に関する国内唯一の情報発信サイト「エンタープライズ iOS 研究所」

(https://www.micss.biz/)を運営しています。 

 

iOS 黎明期から、自社・受託あわせてのべ 3 桁個数のアプリ開発に従事してきた事業者

として、またアプリの配信方法について B2C 向け B2B 向けの手法全てに精通する Apple

公認のコンサルタント(ACN)メンバーとして、「モバイル・エコシステムに関する競争評価

中間報告」のサイドローディングに関する p.113-114 の「主に御意見をいただきたい事

項」についてコメントさせて頂きます。 

 

 

>1. 事実関係、懸念事項に関するさらなる情報について 

 

Apple では元より企業向けにはサイドローディングを許可していた事実があったことをま

ず認識すべきです。通常の Apple Developer Program とは異なる Apple Enterprise 

Developer Program (旧名: iOS Enterprise Developer Program) と呼ばれる契約を締

結した企業に限り、AppStore への申請と審査が不要で、かつ端末数無制限に Web サイ

トからネイティブアプリを自由に配布できる仕組みを Apple は提供していました。 

 

別 添  



当該の契約には「業務用途のアプリに限るものとし、不特定多数に配布してはならない」

という紳士協定が条項に含まれていましたが、個人情報を取得するアプリを一般消費者

に向けて配布するという本来の用途とことなる、消費者のプライバシーを侵害する不正

行為が横行しました。そこで、Apple は態度を硬化させ 2020 年頃から ADEP の契約そ

のものを新規契約できないようにし、企業用途限定的に認めていたサイドローディングを

実質禁止する方向へ舵を切りました。(現在は企業向けの非公開アプリでも AppStore へ

の申請と審査が必要です) 

 

この経緯は詳しくは以下にまとめていますのでご参照ください。 

 

ADEP(Apple Developer Enterprise Program)はもう取得することができないと諦めたほう

が良い理由 

https://www.micss.biz/2020/06/19/1774/ 

 

企業倫理が確かであろう・確かであるべきであると思われる大手企業から、ベンチャー

企業まで、Apple との紳士協定を破ってまで個人情報を収集することを目的に不正を

働いていた事実があります。 

 

これらを踏まえ、Apple のみが一方的なルール押し付けをしているような断定的な書き

方は、(業務用途アプリに限られるとはいえ)無知な提言と言わざるを得ませんし、また公

正でもないと考えます。 

 

当中間報告書の p.111 には、 

 

「サイドローディングを認めた場合でも、プライバシーやセキュリティを担保するための何ら

かの手段を検討することも考えられるのではないか。」 

 

との記載がありますが、上述の通り民間企業の情報取得欲求を軽く見過ぎではないかと

考えます。「ルールは守りましょう」という紳士協定は、たとえ罰則があったとしても消費者

の個人情報やセキュリティを脅かさない形でのアプリ配布を担保するものではありません。 

 

位置情報、健康情報、連絡帳情報など、ありとあらゆる情報が一般消費者の意図なく収

集されるリスクが顕在化することが容易に想像つきます。また、VYOD 等で個人が所属

する企業の業務情報を iPhone で扱うことも多い利用実態を鑑みれば、サイドローディン

グと標的型攻撃を組み合わせれば国家防衛安全に重要な機密情報等を悪意ある者

(例えば中国や北朝鮮等)が収集されることも比較的容易となります。経済安全保障の



強化という観点からもサイドローディングを許容することは悪手の極みであると考えます。 

 

 

>2. アプリストアが拘束されていることによる弊害について  

 

審査の日数を要するため、アプリのリリース計画が立てにくいという弊害はあります。ただ

し、これも 2008 年の市場形成黎明期に見られた 1,2 週間かかるといったことは現時点

ではなくなっています。真っ当にアプリ開発をしていれば 1,2 日で何らかのフィードバック

が返ってくることが多く、大きな弊害とはいえません。 

 

App Review Guideline を熟読すれば、どうすれば審査に通り易いかが誰でも分かるよう

になっており、審査の弊害を主張する多くの企業は App Review Guideline をまともに読

んだことすらないというのが業界関係者としての感触です。弊害主張企業の発言にある

背景は、 

 

- 無知 

- 怠慢 

- 悪意 

- 手抜き 

- 技術不足 

- わがまま 

 

が織りなす姿勢だと考えます。 

 

 

>3. サイドローディングの弊害について 

 

当中間報告書では「審査されることでセキュリティを担保できるのか？」という主旨の問

いかけをしていますが、その問いかけそのものが誤りです。 

 

iPhone アプリエコシステムにおけるセキュリティの担保とは、「不正を働く悪意あるアプリが

見つかった場合にそれらを『後から排除できる』権限を Apple が留保する」ことによるもの

と考えます。サイドローディングを認めると、一度配布開始されて広く認知されるに至った

アプリが一般消費者にインストールされることを阻止することは困難を極めます。 

 

その意味で「Apple のアプリストアでないと現在のセキュリティのレベルを担保できない」



は妥当と考えます。逆に、上記ケースが発生した場合に、Apple が AppStore から当

該アプリを削除すること以上に、不正アプリの被害が拡大することを効果的に阻止する

オプションを提示すべきです。中間報告書のオプション A は、そうした事態に無策状態に

陥ると考えられます。(インストールしないようにしましょうと呼びかけることしかできない) 

 

上記の理由で「(i)iPhone のセキュリティが弱まる、(ii)iPhone と iOS に組み込まれた基

本的なセキュリティ保護機能の設計のやり直しが必要であるなどと説明しているが、これ

ら(i)及び(ii)の説明は妥当だと考えられるか。」という問いに対しても妥当であるといえま

す。 

 

アプリ配布と配 信は 、 Apple Developer Program における証明 書 、アプ リ ID、

Provisioning Profile、開発ツールである Xcode、開発機の macOS が持つキーチェーン

の仕組みと秘密鍵とが密接に関わっています。上述の ADEP は、「例外的な」

Provisioning Profile を生成することを「悪用しない紳士協定のみに依拠して」Apple が許

可することで事実上のサイドローディングが許容されていたものです。この例外事項を前

提事項とするには、根本的なアプリ配布・配信の仕組みの作り替えが必要となります。も

しそれを強いられた場合 Apple は数年規模の改修が必要でしょう。 

 

中間報告書には、ネイティブアプリがどのようにコンパイル・ビルド・署名されてハードウェ

アたる iOS で適正なバイナリとして判断された起動する至るのかという重要なアーキテク

チャの理解が抜け落ちていると考えます。 

 

>4. 新たな規制等の有効性について  

 

オプション A は無効と考えます。サイドローディングを認めた場合、セキュリティやプライバ

シーの侵害をしようとする企業はフィッシングサイトのような巧みな表現で、デフォルト設

定を当該企業のストアに切り替えることを一般消費者に促し、IT リテラシーの高くない一

般消費者はフィッシングサイトと同様に騙され、個人情報漏洩事件につながると考えら

れます。 

 

オプション A に代わる代替案はそもそも求めるべきではないと考えます。 

 

>5. 新たな規制等の実施に伴うコスト、リスクについて 

 

現在の国内におけるフィッシング被害と同様に多くの被害が iPhone アプリにおいても多

発するようになると考えます。いわゆる Web サイトにおけるフィッシング被害は悪意あるも



のが奪取しようと個人情報が含まれる対象サイトが保持する情報範囲に限られますが、

ネイティブアプリの場合は端末の全情報に及びます。フィッシング被害の 1 件あたりの大

きさは、ウェブサイトにおけるフィッシングサイト被害をはるかに上回るものになると推測し

ます。 

 

「その問題を軽減させる方策として、どのようなことが考えられるか。 」→サイドローディン

グを許可するよう義務付けるという愚かな発想をすてるべきです。むしろ、アプリ開発会

社がアプリストアの存在が弊害であるとする論拠を解消し、アプリストアの拘束や審査が

彼らの事業の障害にならないよう支援組織や支援プログラムを推進すべきです。 

 

「オプション A において、サイドローディングを認めた場合でも、プライバシーやセキュリ

ティを担保するための手段として、どのようなものが考えられるか。例えば、プライバシー

やセキュリティに関するアプリストアにおける審査の水準を担保する何らかの仕組み（例

えば、関係事業者等による認証制度、ガイドライン等）として、どのようなものが考えられ

るか。 」については、機能しないと思われるので検討することをやめるべきです。前述の

通り、紳士協定が破られたことで Apple が態度を硬化させ、事実上のサイドローディン

グである ADEP を廃止しようとしている経緯に目を向けるべきです。 

 

 

以上 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

１で言及した通り、(業務用途に限られているが)Apple は事実上のサイドローディングを許

容してきた事実を考慮すべきです。 

 

また、どのようにアプリが配布され、iPhone 端末で実行されるに至るのかという秘密鍵・

証明書・Provisioning Profile と Apple Developer Program との関係、 

及びその関係性の上に例外的にサイドローディングがどのように許容され実装されてい

たのかというアーキテクチャの詳細も考慮すべきです。 
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜｢モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告｣の該当箇所：129～153 ペー

ジ＞ 

国際的なアプローチとのハーモナイゼーションの重要性：一部のモバイルアプリストアによ

る決済・課金システムの利用の義務付けや、アプリ内における他の課金システム等の情

報提供・誘導の制限について、競争法・競争政策の観点から、当該アプリストアが提供

する決済・課金システムの機能、品質等や、対象となるアプリの種類、他の決済・課金

システムの機能、品質等を問うことなく、一律に禁止する提案は、過剰な規制であるだ

けでなく、国際的なアプローチからも乖離しています。 

この論点は、モバイルエコシステムを機能させるために必要な収益源をどのように設計

すべきかというビジネスモデルの根幹に影響を与える論点であり、事実的根拠や比例的

な規制手法を丹念に検証したうえであり得る規制アプローチを検討することが、国際的

な共通認識となっています。このことは、EU においても、一部のモバイルアプリストアに対

する競争法に基づく調査が継続している状況にあるほか、米国における立法提案も今

後少なくとも数年は議会で議論が継続すると予想されていることからも明らかです。その

ため、1 年未満もの短期間で一律の禁止という提案を行うこと自体、国際的なアプロー

チから乖離しています。 

 

＜｢モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告｣の該当箇所：39～40 ページ

＞ 

競争政策のための事前規制の必要性は慎重に吟味すべきであること：様々な行為類

型に対して、当該行為を原則として禁止する形での事前規制の活用が提言されていま

別 添  



す。 

しかし、日本の独占禁止法には、市場支配的地位が形成される前に公正取引委員会

が介入し、かつ、迅速に事件処理を行うことを可能にする、不公正な取引方法規制及

び確約制度が存在し、さらに、不公正な取引方法規制に基づいて、最も利害関係を有

するであろう事業者において差止めの仮処分の申立て及び差止訴訟を提起することも

制度的に可能となっています。そのため、日本では、こうした迅速な公的機関及び現に

利害関係を有する事業者による介入や修正が既に可能なのであって、さらに重ねて事

前規制を導入する必要はないように思われます。 

加えて、約 1 年前に特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する

法律が施行され、まだ 1 回目の報告書が特定デジタルプラットフォーム提供者から提出

されたばかりで、かかる報告書に対するモニタリングは一度も行われていない状況にある

以上、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律が有効

に機能して、特定デジタルプラットフォーム提供者と取引の相手方や一般利用者との間

で相互理解やフィードバックが促進され、自主的な改善措置が十分かにとられているの

か、それとも新しい規制が必要なのかも全く把握できていない状況です。このことからし

ても、前記独占禁止法上の制度を有効活用できている現状を前提とする限り、さらなる

事前規制を導入しなければならない事実的な根拠は特にないと考えられます。 

なお、EU や一部の加盟国でデジタルプラットフォーム事業者に焦点を当てた規則が導

入又は提案されているのは、日本の独占禁止法と異なり、EU 競争法に基づく規制のた

めには市場支配的地位の立証が必要であること等を踏まえたものであって、現状の日

本の独占禁止法に基づく対処が不十分であることや、新しい法規制を必要とすることの

根拠にはならないと考えられます。 

 

＜｢モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告｣の該当箇所：39～40 ページ

＞ 

既存の共同規制の枠組みを尊重することこそが日本の国際競争力の向上にとって重

要であること：様々な行為類型に対して、当該行為を原則として禁止する形での事前規

制の活用が提言されています。 

しかし、約 1 年前に特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する

法律が施行され、まだ 1 回目の報告書が特定デジタルプラットフォーム提供者から提出

されたばかりで、そのモニタリングは一度も行われていない以上、特定デジタルプラットフ

ォームの透明性及び公正性の向上に関する法律という共同規制の枠組みが有効に機

能して、特定デジタルプラットフォーム提供者と取引の相手方や一般利用者との間で相

互理解やフィードバックが促進され、自主的な改善措置が十分かにとられているのか、

それとも新しい規制が必要なのかも全く把握できていない状況です。むしろ、日本は、伝

統的・歴史的には、官民が合従連衡して、共通の政策目標を達成することで、国際的



な競争力を獲得してきた経緯があることに照らせば、デジタル経済においても、この共同

規制の枠組みを活用する必要があると考えられます。 

そうであるにもかかわらず、共同規制の枠組みを早々に放棄して、伝統的な政府規制

の一つである事前規制の活用に舵を切ることは、時期尚早であるだけでなく、事業者と

官公庁との対話の機会を損ね、敵対的な関係性を将来にわたって作りだしてしまうこと

が懸念されます。また、上記のとおり、そのような事前規制のアプローチでは、日本の競

争力の源泉を失うばかりか、日米同盟の強化やインド太平洋地域における経済枠組み

の構築といった国際協調への参加の足かせにもなりかねず、地政学や国際戦略の観点

からも疑問があり得ます。そのため、まず当面は、特定デジタルプラットフォームの透明

性及び公正性の向上に関する法律という共同規制の枠組みが有効に機能するのかを

見極めることを基調とすべきであり、事前規制の活用が原則となるべきではないように思

われます。 

 

＜｢モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告｣の該当箇所：65～73、180～

186 ページ＞ 

仕様による自社サービスの優遇に対する規制は特に慎重に行うべきであること：一般的

に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律は、日本の

独占禁止法を補完して、競争政策を担うものとされております。 

しかし、これまで公表された日本の独占禁止法に基づく執行事例の中で、商品役務の

内部での仕様変更を独占禁止法違反だと認定した事例は承知しておらず、競争者に対

する取引妨害等に該当した行為は、いずれも自社以外の第三者に向けた対外的な行

為を対象にしたものであったと承知しております。また、仮に、商品役務の内部での仕様

変更が独占禁止法に抵触し得るとしても、その理由が、利用者等に対する優越的地位

の濫用なのか、自社サービスの優遇による他社サービスの排除等の排除行為なのかに

よって、独占禁止法上の適用法条や要件は大きく異なるだけでなく、事業者の商品役

務の研究開発、設計、創意工夫そのものに対して大きな萎縮効果や制約をもたらし得

るものであることからすると、独占禁止法に抵触し得る範囲も相当に限定されたものとな

るべきです。そうであるにもかかわらず、商品役務の内部での仕様変更について、日本

の独占禁止法を補完するために規制するとしたうえで、一見すると他社サービスの排除

を問題視するような記述をしながら、事前の通知等で予見可能性を確保し、優越的地

位の濫用を未然に防止したいかのような規制アプローチを提案することには、特定デジ

タルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律に基づく規制が必要とさ

れる根拠との関連性が判然としないように思われますので、より慎重な整理と明確なご

説明が必要になると考えられます。 

 

＜｢モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告｣の該当箇所：228～266 頁＞ 



データに対するアクセス権限の付与は国内の他政策などと比べても過剰な規制である

こと：事業者が自らの創意工夫を通じて取得・保有したデータに対する第三者のアクセ

ス権限の付与が提言されています。 

しかし、データと異なり、法的に排他的な独占権が付与されていて、かつ、およそ代替が

不可能なことが前提になる標準必須特許に対する競争政策の在り方においても、このよ

うな第三者のアクセス権限を法的に付与するアプローチは全く提言されておらず、どのよ

うな特許を保有しているか等の透明性を確保することが、｢指針｣として示されているに留

まります（経産省「標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針（誠実交渉指針）」

（2022 年 3 月 31 日））。 

また、これらのデータの中には、個人情報保護法、電気通信事業法、不正競争防止法、

著作権法等による保護の対象になるプライバシー、営業秘密、著作権等に関するデー

タが含まれています。そのため、それらを侵害しない形式・範囲でのアクセスを確保する

必要があることは当然ながら、そのようなアクセスのための技術的な仕様を開発して、運

用したり、それを第三者に遵守させたりといった実際上の対応のためにも膨大なコストと

時間がかかりますし、有体物と異なり、無体物であるデータは、上記形式・範囲を確保す

るために物理的・技術的に隔離すること自体が困難であり、また、一度企図された形以

外で流出してしまえば、取り返しがつかないリスクを生じさせるおそれもあります。 

このような標準必須特許に対する規制のアプローチや実際上の対応に伴う副作用と比

較しても、データに対する第三者のアクセス権限の強制的な付与が、比例的でなく、バ

ランスを欠いた規制の提案ではないかと思われます。 

 

＜「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報

告」の該当箇所：48～187 ページ＞ 

競争政策のための緊急停止命令の活用の必要性は慎重に吟味すべきであること：デジ

タルコンテンツ課金、リンクアウトの制限、アプリストアの審査、認証基準及び機能追加や

仕様変更、音声による提示順位などにおける自社優遇、表示場所等における自社優遇、

ローデータへのアクセス制限等、ヘルスケアのデータ連携におけるサードパーティ事業

者に対する制約、プラットフォーム事業者のデータに対するサードパーティ事業 

者のアクセス、及びデフォルト設定、プリインストールによる優位性に対して、緊急停止命

令の活用が提言されています。 

しかし、そもそも緊急停止命令は、公正取引委員会が裁判所に申立てを行ったうえで、

裁判所がその命令の発出の可否を判断するものですので、司法機関の独立に配慮す

ることなく、行政機関側のみが｢活用｣を提言することが適当な性質の制度ではないと考

えられます。 

また、日本の独占禁止法には、市場支配的地位が形成される前に公正取引委員会が

介入し、かつ、迅速に事件処理を行うことを可能にする、不公正な取引方法規制及び



確約制度が存在し、さらに、不公正な取引方法規制に基づいて、最も利害関係を有す

るであろう事業者において差止めの仮処分の申立て及び差止訴訟を提起することも制

度的に可能となっています。加えて、約 1 年前に特定デジタルプラットフォームの透明性

及び公正性の向上に関する法律が施行され、まだ 1 回目の報告書が特定デジタルプラ

ットフォーム提供者から提出されたばかりで、そのモニタリングは一度も行われていない

以上、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律が有効

に機能して、特定デジタルプラットフォーム提供者と取引の相手方や一般利用者との間

で相互理解やフィードバックが促進され、自主的な改善措置が十分かにとられているの

か、それとも新しい規制が必要なのかも全く把握できていない状況です。このことからす

れば、日本では、事前に一定の行為を禁止又は制限する規制と同様、こうした迅速な

公的機関及び現に利害関係を有する事業者による介入が既に可能であり、かつ、共同

規制の枠組みの有効性をこれから検証する段階にあるのであって、現時点でさらに重

ねて緊急停止命令制度を活用する必要はないように思われます（緊急停止命令制度

が実際に発動された事例を見ても、新聞社等に関する相当古くてデジタル経済には関

係がない事案や、デジタル経済に関するものであっても事前に公正取引委員会への相

談を経たうえで実施された事案（楽天による送料無料施策に関する事案）が見当たるの

みで、不公正な取引方法規制に基づく調査では公正取引委員会の関与が遅かったこと

を示す事案は見当たりません）。なお、EU や一部の加盟国で緊急停止命令制度が利用

されることがあるのは、EU 競争法に基づく規制のためには市場支配的地位の疎明が必

要であること等を踏まえたものであり、現状の日本の独占禁止法に基づく対処が不十分

であることの根拠にはならないと考えられます。 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

＜経済学等に基づく検討の活用＞ 

経産省や公正取引委員会といった競争政策を担う官公庁では、経済学の知見を活用

したデジタルプラットフォームに対する規制のアプローチが検討されており、その中では、

デジタル経済の中で行われる行為が競争に与える影響は一様ではなく、一律の禁止の

ような規制アプローチに馴染まず、個々の行為の効果を精確に測定する手法や規制枠

組みの検討こそ必要な作業であることが示されています。 

しかし、その検討内容が、今回の提案に反映されている形跡が見当たりません。むしろ、

海外の規制当局のごく最近の規制動向に関する情報や、ヒアリング先から伝聞した情報

のみを平板に列挙し、これに依拠した規制提案が行われており、そのこと自体は膨大な

情報量を一挙に集約する労力を想像すれば一定の政策的価値を持つと考えられるも

のの、海外当局の規制動向の歴史的経緯、政策的含意等を踏まえた、法学・経済学・

公共政策的見地からの日本独自の検証は、特段行われていないようにも見受けられま



す。モバイル OS に対する規律の在り方という世界各国で物議を醸しながら未だ定見を

見ない領域に対して厳格な政府規制を以て臨むスタンスを打ち出すのであれば、今後、

最終報告までの間に、これらの関係機関の側から、積極的に、こうした検討の成果を取

り込むことが期待されます。 

 

＜規制対象の特定・選択のプロセス＞ 

中間報告で示された規制の提案は、日本のモバイル OS 関連サービスの利用者から寄

せられた意見と、それに対するモバイル OS 関連サービス提供者側の説明をもとに纏め

られた｢事実関係｣や｢懸念事項｣に基づいているようですが、両者に対して与えられた手

続上の保障や、それらの意見・説明に対する検証プロセスは特段明確には説明されて

いないように思われます。そのため、単に不満が多かったり強かったりする行為が、独占

禁止法上のどの行為類型にどのような機序で該当し得ることを未然に防止する目的な

のかといった規制の目的や理念によって整理されることなく、羅列されているだけではな

いかといった、無用な不信感を生む記載内容になってしまい、本意でないであろう受け

止めを招くおそれがあります。 

こうした立法の基礎になることが想定されている政策形成プロセスの透明性・公正性を

広く国内外に向けて担保することも、最終的に出来上がった規制の遵守や尊重を確保

するうえで重要であることからすると、最終報告までの間には、具体的な調査手法や検

証体制についての説明も盛り込むことが期待されます。 

 

＜事業者の創意工夫の尊重＞ 

イノベーションの促進やデジタル経済の活用を通じて日本の経済社会の発展を図るうえ

では、まず、事業者の創意工夫や選択を尊重することを出発点とすることが重要です。 

そうであるにもかかわらず、今回の提案では、モバイル OS 関連サービスの利用者側が

提起する｢懸念｣に対して、モバイル OS 関連サービスの提供者側が行う｢説明｣の中で、

当該サービス提供者側の事業経営上の経済合理性に関する説明は、日本の競争政策

の観点から有意義なものとして取り扱われていません。このような対応や規制の設計は、

公益事業規制や産業政策そのものであり、競争政策又はその補完のための政策である

と位置付けた政策立案は、国内外に対してかえって混乱を招くおそれがあります。 

確かに、一部では、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する

法律は、日本の独占禁止法を補完するものである旨が説明されたり、実際に当該法律

上も経産省から公正取引委員会に連携をする仕組みが用意されているものの、当該法

律自体に、日本の独占禁止法を補完するとか、競争政策を担うといった旨が記載され

ているわけではないと理解しております。そのため、今後も、上記のような対応や規制の

設計方針をとるのであれば、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上

に関する法律は、日本が、端的にデジタル経済を公益事業規制や産業政策の一環とし



て捉えていることを示す規制として説明していくことも検討する必要があるように思われ

ます。 
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 
１．記載された内容に対する意見 
要約: 
- 特にブラウザの寡占化に関しては、政府含めたウェブサイト作成者も加担している一面

があり、それを無視してはならない。 
- 何をもって OS とし、何をもってアプリとするのか、不明確である。これは Android に

おいて顕著である。 
- 競争確保の大元の目的は消費者の選択肢の確保と公正取引であり、もし消費者の利益と

なる行為が事業者の利益を害する場合に、政府がそれに介入するのは、本末転倒である。 
- ユーザー追跡型広告に関する記述が、広告事業者の観点に寄り過ぎている。データ保護

に関する国際的な動きや、消費者の権利擁護の観点からも再度調査し直すべきだ。特に、

ITP は Apple を金銭面で利するものではない。また、Privacy Sandbox に関する記述が

Google の言い分のようなものとなっているし、Storage Access API に関しては記述が

誤りである。 
- Google Play 開発者サービスのオープンソース化は、著作権や著作者人格権を侵害しな

いよう慎重に行うべきで、義務化は早々だ。 
- iOS サイドローディング許容義務化は、iOS の設計を根本から覆すもので、政府が強制

することはできないし、それは憲法の保障する営業の自由への不当な干渉である。特

に、ブラウザ経由のアプリダウンロード許容義務化は、iOS エコシステムを破壊し、全

ての関係事業者に害をもたらすもので、消費者への悪影響も非常に大きい。 
- Android においても、サイドローディング時の注意喚起は適切なもので、特に Google 

Play Protect の能力を過信させるような注意喚起の変更は強制すべきでない。 
- 課金システムに関する指摘とオプションには概ね同意できる。 
- WebKit 強制は是正が必要だが、WebKit に Blink に存在する機能を実装するよう強制す

ることは、デスクトップブラウザエンジン市場での Google での寡占状態を追認するこ

とで、ユーザーのセキュリティなどに対しても悪影響を及ぼす。 
- 拡張機能ストアは本来はブラウザの一部としてブラウザ側が整備すべきで、iOS で App 

Store を使用しているのは WebKit 強制の名残である。App Store のような別アプリに拡

張機能の管理が紐づいている現状では、拡張機能のサードパーティブラウザへの開放が

技術的に可能かすらわからない。また、Android Chrome の拡張機能制限は技術的な理

提出用 



由によるものと考えられ、是正のための努力はされているが、そのために拡張機能開発

者が犠牲にされている。 
- ウェブサービスの仕様変更は告知するようなものではないので、オプションとして整備

するときは仕様の互換性をサービス提供者が担保するようにすべきである。 
- プリインストールやデフォルト設定に関する指摘にはおおむね同意する。ただ、オプシ

ョンの実施に伴いデフォルトをユーザー自身で設定すると建前上されていても、実際携

帯電話回線会社が初期設定代行の一環として行うなど、問題が発生する可能性がある。 
- Google 検索が Google マップと連携していることは自然なことであって、このような連

携のための共通規格の策定もされていない以上、サードパーティのサービス利用は難し

く、現状維持としないといけないのが実情である。 
- アプリの OS への統合などに関し、もし将来 OS に追加したり統合した方が適切に実装

できる機能が登場した場合は、サードパーティとの協議のもとで、追加統合をすべきで

ある。また、スクリーンタイムのようにセキュリティの観点からアプリの権限を制限し

ないといけない場合は、事前告知や十分な補償などを条件とした例外も必要である。 
- Chrome Sync対応オプションとしては「ブラウザが自社のウェブサイトに対し実地試験

などの名目で他社のウェブサイトに提供されないデータを提供すること」を規制するこ

とが考えられる。ただし、ウェブサイトの標準仕様の策定のために対象や手段、目的を

公にして行われるものや、ブラウザが自社サービスと連携する機能を有するときにそれ

に必要な限りで行われるものは、除外しないといけない。 
- 検索インデックスはあくまで私企業の企業秘密であり、これに対する外部アクセスは想

定されていないし、そもそも第三者がアクセスできるような設計かどうかすら不明であ

る。 
- OS 機能アクセスに関し「透明、公正、合理的かつ非差別的」という要件は不明確で実

際の運用を困難にする虞があるので、ここは情報開示義務など緩い規制から始めるべき

だと考える。 
- 追加の視点として、主にデスクトップブラウザを対象としたものであるが、競争上類似

の問題を抱える拡張機能の新方式 Manifest V3 に関して述べる。 
 
モバイルエコシステム P34: この認識とあるべき姿にはおおむね同意できる。ただ、今回

の中間報告が競争評価の観点から行われていることを踏まえたとしても、やはり競争環

境の確保が消費者の利益となるようにすべきとの視点は加味すべきである。(これは、後

のサイドローディングなどに関する部分でサイド指摘したい。) 
 
P40: モバイルプラットフォームの寡占状態に対応する取り組みは、既存の競争法のフレ

ームワークによるものだけでなく、消費者保護、個人情報保護などの観点から行われる

ものと同時に行うべきである。寡占状態の完全な解消は困難であると考えられるが、少

なくともその状態が優越的な地位の濫用に繋がらないように規制をすべきである。 
原則禁止規制には賛成するが、正当事由の判断に関しては、事業者の言い分だけでなく、

その実際の効果や他のプラットフォームでの現状なども考慮して行うべきである。 
 
P45: 「アプリストア・レイヤーにおける競争圧力を高めるための対応」の項目は、アプ

リストアの消費者が直接使用するという性質を踏まえ、消費者保護の観点からの考慮も

必要である。たとえば、「代替的なアプリ流通の機会の増加」と効果的なウイルス対策の

両立は難しいものである。また、アプリストアがその優越的な地位を利用しアプリ事業



者に対し消費者の意思決定に必要な情報を提供するよう求める役割を果たしてきたこと

も、無視できない。 
P46: ブラウザ市場に関しては、確かに下位レイヤーの関与もあるが、現にさまざまなブ

ラウザが(少なくともパソコンにおける市場では)存在しているにもかかわらず、ウェブサ

イトの閲覧に使用できるブラウザを積極的に制限するウェブサイトの存在が参入障壁と

なっていることは、選択肢が非常に少ないことから消極的にネットワーク効果が発生し

ている他の市場と非常に異なる点ではないか。 
その一例として、NHK は、動画配信サービス「NHK プラス」にて、2022 年 5 月 23 日以

降 Firefox ブラウザによる動画再生ができないようになったが、理由が説明されていない。

同様に Firefox を排除し、または非推奨としているウェブサイトには、政府関連では国税

庁運営の e-Tax、地方税共同機構運営 eLTAX、国立研究開発法人科学技術振興機構が運営

の J-STAGE (Android のみ)など、がある。民間でも、Abema TV や PayPay 銀行などが

Firefox 非推奨化を行ったと報じられている。(「Firefox サポートしないサービス続々 国
内 シ ェ ア 今 や 6%足 ら ず に 」J-CAST ニ ュ ー ス 、https://www.j-
cast.com/trend/2022/03/26433910.html?p=all) 
P47: ここで「ウェブ・サービスに対するルール設定・変更、解釈、運用」が述べられて

いるので一言補足すると、現在のブラウザの動作は主に大手ブラウザ開発者が対等の立

場で参加し、基本動作に関しブラウザが従うべきルール(例: HTML 言語の文法)を策定す

る WHATWG と、事実上 Google 社が主導して、主にウェブ・アプリに関するルールを策

定するWICGが策定している。特に、WICGの策定したルールの中では、プライバシー上

の懸念や安全性に関する問題を理由として、Firefox や Safari が積極的に実装を拒否して

いるものが存在する。(たとえば、ターゲット広告への使用を目的として一時期開発され

た FLoC や、Web USB/Web Bluetooth API といったものである。)ウェブ・アプリの競争

を阻害するからといって、ブラウザに対し上記の観点から介入をするとなれば、逆にブ

ラウザ間の競争を阻害するであろう。 
P53: 「他のレイヤーにおいて他の事業者と比べて…」の代表例として、前述の FLoC が

ある。これは、Google 社の(Windows・Android での)ブラウザでの寡占状態と、広告事業

での寡占状態の両方を利用して、専ら Google 社の広告収入増加のためにブラウザの仕様

を追加したものといえよう。 
P54: 「アプリストアの利用義務付け」「サイドローディングの制限」に関しては、消費者

の安全に対する利益が競争確保による利益を大幅に上回るため、対応はその観点を十分

考慮すべきである。 
ウェブ・サービス・レイヤーに対する「行政による必要な介入」も懸念がある。例えば、

前述のように、ブラウザ間での独自性を示すための行動が、競争確保を理由として禁止

されるようでは、ブラウザ間の競争に対する大きな障害となる。また、今世紀、インタ

ーネットは人々の言論の発表に多大な役割を果たしてきたところ、インターネットでの

情報の流通の仲介者であるブラウザやウェブ・サービスに行政による介入を行うとなれ

ば、言論の自由に対する凶器となりかねない。 
「ウェブ・アプリへの消極的な対応」も、ただ単に(事実上 Googleがその影響力を濫用し

て策定した)WICG の「仕様」の実装を求めるのではなく、あくまでもブラウザ間での競

争を確保した上で、それでも問題が生じるときにのみ対処すべきである。 
そして、「OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限」は、ブラウザの本来の役割を

軽視している。ブラウザの最大の特徴は、その安全性である。すなわち、ウェブサイト

の本来の機能は情報の流通であり、ブラウザはウェブサイトに対しそれに必要な権限の



みを与える。ブラウザにてウェブサイトを閲覧したときに、勝手にコンピュータウイル

スがインストールされない、勝手に保存したデータを抜き取られない、そうした安全性

の元となっているもの、そして、ブラウザ上でのウェブ・アプリとそれ以外の(アプリス

トアからインストールするような)アプリの大元の違い、それが、「ウェブサイトは OS の

機能に影響を及ばさない」というもので、これはブラウザがブラウザであるための大前

提である。競争確保と言いながら、Google 社がその優越的地位を濫用して策定した

WICG の「仕様」が他のブラウザで実装されていないから行政が介入して実装させるとな

れば、行政が Google の寡占状態を追認し、むしろそれを助長することになる。 
P75: 一般に、ソフトウェア開発でのリリース日は、確定しにくいものであり、曖昧な表

現になってしまうのは仕方がない。また、発表とリリース日の間が空きすぎても問題で

ある。一定の時間的な優位性は許容するほかないが、サポート体制の強化は行うべきで

ある。 
P76: いったい何をもってアプリというのかが不明確である。すなわち、特に Android に

おいては、構造上は OS そのものではないが、ユーザーが直接操作するものでない、API
を提供したり、システムの重要な機能を担うアプリが存在する(その一例が、「Android 用

の WebView」や「Google Play 開発者サービス」である。)が、これらのアプリが対象に

含まれるか不明確である。こうしたアプリが対象に含まれるとすれば、これらのアプリ

の開発が完了するまで、OS の正常動作に障害が生じたり、API の使用者がその API を仕

様したアプリを開発できないといった弊害が生じる。これでは競争の確保どころか、誰

も競争できない状態になってしまう。 
P85:この中間報告が競争確保の観点から行われていることは承知しているが、特にプラ

イバシーに関する事項の評価に関しては、その視点からの評価も含めるべきだ。特に、

広告ビジネスに関しては、トラッキング広告の規制を政府に先駆けて行っているという

点で、逆に評価すべきではないのか。消費者の利益に反する行為に対しても競争が確保

されないといけないというのは理に反する。ただ、その上で、Apple がとった選択肢の中

に、Apple の優越的な地位を濫用するものがあったといえることは間違いない。その上で、

オプション B の実施は、対策として有効であるといえよう。 
P86: この記述の中には理解しにくい部分も存在する。「個人情報保護委員会自身は(R3 年

改正前)個人情報保護法の適用外なのに、個人情報保護委員会が個人情報保護法を事業者

に強制させるのはどうか」と理屈が同じであるからだ。特に、広告トラッキング防止機

能は詳細は違えど Firefox でも実装されているし、ユーザー追跡を利用したターゲティン

グ広告のビジネスモデルは、本来なら国(個人情報保護委員会)が率先して規制すべきもの

であった。ユーザー追跡を行わなくても広告ビジネスは可能であり(新聞広告やテレビ広

告は従来からそうであった)、またユーザー追跡型広告の倫理的な問題点や、当該国国の

仕組みが各国のデータ処理に対する保護を定める GDPR に代表される法制度と、根本的

に矛盾している部分があることは、2017 年当時ですでに分かっていたことであろう。自

己に利害関係のない変更を行うこと全般を差別的な取り扱いというのは不適切であり、

またそうであったとしても、政府が規制すべき反競争的な行為かは、当該変更の目的や、

消費者に与える利益、市場への影響などを総合的に考慮して判断すべきであるところ、

ITP に関してはむしろ政府がすべき役割を先取りしたとして評価をすべきものではないの

か。 
さらに、P86-P87 記載の現時点での評価も、ミスリードするようなものになっている。

「サードパーティが広告をパーソナライズする能力を制限される」のは(「サードパーテ

ィ」が「サードパーティクッキー」と同義であると解釈した上では)事実であり、Apple



自身が「ファーストパーティとしてユーザーに関するデータを取得することができる」

のも事実である。しかし、他のウェブサイトもファーストパーティとしてユーザーに関

するデータを取得できるのは、変わりがない。確かに、サードパーティクッキーの利用

に対し制限ができ、Apple が元からその制限の対象となることを行っていないことは、サ

ードパーティクッキーを使用する市場を不利にしたとはいえど、同市場に参入していな

い Apple が有利になったとはいえない。確かに Apple は App Store 広告などで広告事業を

営むが、これは Google が検索結果に表示する広告同様あくまでファーストパーティとし

て行っているものであるから、この節に関してだけいえば、考慮に入れる必要はない。 
「ユーザー追跡を制限することで、」から「広告ビジネスモデルが困難となって」までに

関しては、繰り返しになるが、それは Appleがユーザー追跡の倫理的・法的問題を理解し

た上で政府に先駆けて統一した規制をしているものと理解すべきで、Firefox も同様の考

えを持ちそれを実行に移しているところからも、Apple の利己的な行動であるとはいえな

い。報告書 P87 にある通り、App Store で配布されるアプリにもデバイス識別子の取得に

制限がかかっていることからすれば、広告ビジネスにおいて相対的な有利性があるとの

認識も、不正確なものであると考える。課金モデルが有利になるかといえば、そうとも

限らない。アプリの利用者には、課金をしないものも相当数いるし、仮により多くのア

プリが課金モデルを採用したとすれば、利用者は課金して使用するアプリを自ら取捨選

択すると考えられる以上、Apple 側からすれば、課金モデルへの転換が利己的な選択とは

いえない。 
P87「Apple 自身は ITP にかかるルール変更の影響を受けることなく、ファーストパーテ

ィとしてユーザーに関するデータを取得することができる中で」には、再度述べるが、

ITP は他の広告業者がファーストパーティとしてユーザーに関するデータを取得すること

を一切規制しないことから、ミスリードな記述が含まれている。しかも、これは逆にい

うと、(前述の通り倫理的・法的問題を持つ)ユーザー追跡型広告をそもそも利用しないし、

それゆえ ITP が適用されないという、本来評価すべきことである。Apple 社の広告ビジネ

スモデルはサードパーティクッキーなど ITPが規制するものに頼っていないし、当該変更

はそのような広告ビジネスモデルをとる他の広告事業者に影響を及ぼさない。確かにユ

ーザー追跡型広告に対し影響があったのは間違いないが、それは良いことであるし、

Apple にとってユーザー追跡型広告は参入していない、競争上の有利性を有し得ない別の

市場であった。 
「ディスプレイ広告の品質を低下」とあるが、この記述は広告事業者側によりすぎてい

るといっても仕方ない。広告を閲覧するのは主に消費者であるが、消費者は現在閲覧し

ている内容に関する広告を見たいのであり、別のウェブサイトでとった行動に関する広

告を見たいわけでもないし、逆にユーザーに関して詳細なターゲティングがされていれ

ば、広告に対しある程度の不審感を抱くであろう。さらに、ディスプレイ広告の品質は、

ユーザーのターゲティングに関わらない、一般の広告としての品質による部分が大きい。

例えば、アプリの説明ページの広告に、ウイルスの APK ファイルにリンクされた「ダウ

ンロード」と書かれた広告が表示されたら、そこにアクセスしてしまうのが本能でない

か。あるいは、個人の体験談を大きく表示した健康食品の広告や、それこそ景品表示法

違反と言える可能性のある広告が、毎日のように表示されているのはどうか。このよう

な広告が広告一般の品質を低下させているのである。むしろ、追跡型広告はこのような

悪質広告を表示する対象を絞り込んで、より事業者の利益を向上できるように利用され

てきている。気象庁で災害情報を確認した消費者に、ぼったくり外壁修理業者の広告を

表示させたり、日雇い労働者と判断したものにカードローンの広告を表示させたり、な



どである。広告は消費者の選択肢を増やすためにあるものであり、公正な競争に必要不

可欠である。だからこそ、広告規制は消費者に利益となるように行うべきで、前述の通

りユーザー追跡型広告に弊害があることが明らかとなった今、これを規制するのが、「公

平・公正な競争」の観点からは正しいことであると考える。 
P88: ブラウザのルール変更には様々なものがある。前述のように、WHATWG で行われ

るブラウザ標準化は、パッケージ a-c をすでに満たすような手続きで行われている。

JavaScript を標準化する ECMA TC39 では、主要ブラウザのうち最低でも 2 つの実装がな

ければ、標準仕様には採用されない。こうした標準化の取り組みはブラウザ間で協調し

て行われており、政府への報告は不要であると考えるし、報告するとしても誰が報告す

べきか不明確である。 
逆に、WICG で行われる「仕様」の策定は、多くが Google 主導の一方的なものであって、

パッケージの a-c が有効であると考える。ただ、これらの「仕様」の中に事業者が影響を

受けるものがあるかといえば、それは不明である。多くの「仕様」は実装された場合ウ

ェブ・アプリの開発に資するものであるが、逆に消費者にとっては、ブラウザが従来こ

うした機能を「あえて提供しない」ことによって保護してきたプライバシーやセキュリ

ティに悪影響を及ぼす。ブラウザは、インターネットと人を繋ぐものであって、シリア

ルポートやUSBやBluetooth経由で接続された機器の、デバイスドライバではないのだ。

消費者の犠牲により事業者が利益を得るといった場合に、このパッケージではどういっ

た対応ができるのか不明確である。 
そして、ブラウザが独自で行う変更も存在する。これには、既存の仕様に対応していな

い部分がある、セキュリティ上の問題に対処するため、などの理由もあるし、標準仕様

で許容された範囲内の変更ということもある。または、標準仕様から意図的に外れたり、

あるいは独自の仕様を作成するといったこともある。簡易な変更や既存仕様への対応に

対しパッケージ対応が必要となればブラウザ事業者の負担を余計に増加させることにな

るし、脆弱性対応には事前告知の実施など無理がある。ただ、中規模以上の変更に対し

パッケージ a-c の実施義務づけを行うことは、問題ないであろう。 
政府への報告を義務付けるのはまた別の問題である。ブラウザは 21 世紀の言論プラット

フォームであるインターネットの利用に大きな役目を果たしていて、政府が直接介入す

べきものではないはずだ。「モニタリング・レビュー」も、何を対象にどのような手法で

行うかが不明確である。そして、これらはすべてブラウザ事業者に対する追加の負担で

ある。パッケージ d と e は実施を強制すべきではない。 
P92:Google に関する懸念は、概ね指摘のとおりである。Apple と異なり、Google はウェ

ブ広告事業もすでに寡占している状態である。これは、単に広告事業の競争減少だけで

なく、消費者に対しても、ブラウザが提供すべきプライバシー機能が、広告事業者に有

利に作られているという点で不信感を与えるものだ。「ユーザーにとってウェブをよりプ

ライベートで安全にする」とあるは、これはGoogleの言い分であって、Privacy Sandbox
の一部分である Topics API がブラウザの機能として提供しようとしているターゲティン

グ広告の問題点などが、一切解決されていない。そして、「オープンスタンダード」と主

張はされているが、実際に他のブラウザが追随する動きがない。 
また、Storage Access APIがGoogleのPrivacy Sandboxの一部とされているが、このAPI
は、Firefoxでは 2019年 1 月リリースのバージョン 65 で、Safariでは 2018 年 3 月リリー

スのバージョン 11.1 でそれぞれすでに実装されているのに、Google Chrome では未だ実

装途中となっている。この部分は完全なる誤りというしかない。 
なお、パッケージに関する意見は、前述のとおりである。 



P97: Google Play 開発者サービスの全体をオープンソースにすべきかといえば、そうとは

いえないであろう。このサービスには、Google が提供するサービスに関する API が多く

含まれていて、これらは OS の付属機能ということはできないからである。例えば、

「Google サービスへの認証」「連絡先の同期」は、Google のサービスに関連していると

言えるし、これらが別のAOSPベースOSで動かなくても仕方はない。また、地図の表示

といった機能は、Google が提供するサービス(Google マップなど)が前提にあるといえ、

こうしたものまでオープンソースにすべきとはいえないであろう。ただ、代替地図サー

ビスの利用を容易にすべきかという観点からは、同意したい。すなわち、GPS のうち、

OS が本来提供すべき API や、サービスに依存しない API と、単に Google サービスを提

供するための API を分割し、前者のみをオープンソース化することができるのではない

か。 
また、GPS をオープンソース化することと、著作権や著作者人格権上の問題も、整理し

ないといけない。GPS は当然ながらプログラムの著作物であるが、その著作権の帰属に

よっては、オープンソース化が困難な可能性がある。単なる職務著作だとしても、簡単

に済む手続きとは想像し難い。努力義務とするならまだしも、義務化は時期早々ではな

いか。 
P100: 「国は何も規制をしていないのに」とあるが、そもそもアプリストアが世界で利用

されるサービスである以上、国の規制と独立した規制があるのは仕方ない。日本で違法

なアプリであっても外国事業者が配信している可能性もあるし、その逆もありうる。こ

れ自体は問題でないと考えるし、そもそも問題となるわけがない。「機械学習でも大きな

差が生まれる」とあるが、ここは理解しづらいところである。アプリのリジェクトに関

しても、大量のアプリ申請を処理するプラットフォームでは時間の都合上簡略な説明が

されるのも当然である。ただ、詳細の確認に回答すべきであるという指摘は同意する。

手数料率に関して競争が働かないことも、確かに問題である。 
しかし、サイドローディングに関する議論では、Apple の言い分もある程度理由があると

言える。そもそも iOS はアプリのサイドローディングを明確に禁止する方向で開発され

たため、これは大前提とも言えるもので、これをひっくり返すのには様々な技術的問題

があるはずだ。代替アプリストアを利用するとしても、App Store 以外のアプリがアプリ

をインストールするとなれば、アプリの権限に関するコードを書き換え、それに対して

セキュリティ上のチェックを行うなどの必要がある。もしサイドローディング全般を認

めるとすれば、iOS にはまず実行可能ファイルの概念を持ってこないといけないし、それ

がさまざまなアプリでどのように動作するか、ウイルス対策はどのように行うか、権限

をどのように扱うかといった部分を一から設計しないといけない。このようなことは以

前行われていないため、時間や費用の計算が困難であるのも当然である。そもそも、一

定の製品の設計を政府が強制するには、正当な根拠がいるはずである。それは、多くの

場合、消費者の安全や環境への配慮、公共財産の保護といった観点からである。これが

食品衛生法が食品添加物を規制し、建築基準上が住宅の構造を定め、そして電波法が不

法無線機を厳しく取り締まる理由である。サイドローディングの実装を求めることに、

安全性の向上効果は期待できず、むしろ大幅に悪化するとみられる。そして、サイドロ

ーディングの有無と、製品の環境性能や電波といった公共財の適正利用は、一切関係な

い。独占禁止法やプラットフォーム規制新法も、こうした大幅な方針転換を民間企業に

要請する権限を政府に与えているとは解釈できないはずだし、もしそうだとしたら、そ

れは営業の自由に対する過度な制限ではないか。 
デバイスや OS のセキュリティ担保が存在すればサイドローディングを認めても良いので



はないか、との議論が存在する。しかし、これは誤りである。第一に、従来の OS は、あ

くまで OS カーネルの機能のみを保護し、アプリはその中ではあらゆることを行えるとい

うデザインをとっていた。そのアプリがファイルを暗号化したり、データを抜きとった

り、暗号資産の採掘をおこなったりしても、それは OS の機能を損なわない以上、OS は

介入しないという立場をとっていたからである。これは現代のモバイル端末 OS が取るア

プローチとは少し異なるが、かといって全く当てはまらないわけではない。また、モバ

イル端末 OS で現在使用されているサンドボックス化と権限ベースのアプローチの下でも、

OS のセキュリティ担保が万能でないことは簡単に言える。これが第二の理由である。す

なわち、いくら OS が強力な機能、例えば電話帳へのアクセス、写真の撮影、位置情報の

使用などを権限の元にロックしても、これらは多くの場合ユーザーのワンタップで承認

されたことになる。これではユーザーを一回騙せばなんでもし放題ということになる。

しかも、「ユーザーが電話帳へのアクセス権限をアプリに付与したなら、ユーザーの責任

であり、アプリは不正プログラムと言えないのではないか」という主張にも繋がるので

ある。そして、このアプローチでは権限を正しく使用するアプリに不正な機能も存在す

る場合に無力である。例えば、カメラアプリとして一応動作はするが、その裏で撮影し

た写真を自動で公開するようなアプリはどうか。こうした権限悪用は、OS 側では防ぎよ

うがないので、アプリストアが対処しないといけない。第三に、OS 側のセキュリティ担

保に問題があると分かったとき、すなわち、脆弱性が発見されたときに、アプリストア

がそれを攻撃するようなアプリを審査にて見つけることができることが述べられる。OS
カーネルのバグの多くは、単にウェブサイトの閲覧やメールの受信では攻撃できない。

こうしたバグを攻撃につなげるには、ほとんどの場合、アプリが OS カーネルに対し直接

指令を送る必要がある。例えば、FORCEDENTRY で使用されたバグでは、NSXPC とい

うサービスを通して、OS のより権限のある部分でコードを実行している。こうした攻撃

コードや、目的不明などの怪しいコードを審査段階で自動的に篩い落とすことができれ

ば、脆弱性が修正されるまでの間、または OS のアップデートを行わない、行えないユー

ザーに対して、一定の保護を提供できる。 
アプリストアが存在する目的は、ただ単にアプリを審査するだけではない。アプリスト

アは、iOS でアプリをインストールする唯一の場所であり、つまり誰がどのアプリをいつ

インストールするかのデータを、Apple は保有しているということだ。これ自体はデータ

を適正に使う限り問題ない。これはどういうことか。つまり、仮に不正アプリがアプリ

ストアの審査をすり抜けたとしても、Apple はそのアプリを App Store から削除し、現に

インストールしたユーザーに対し注意することができる。そして、そのアプリを App 
Store に登録したものが公開した他のアプリを監査することもできるし、アカウントを停

止することもできれば、刑事告発することもできる。確かに、これだけの権限を一つの

会社に持たせることには、異論もあるだろうし、私もこれに対しどうかとは思う。ただ、

これに対する対処法は、サイドローディング容認を強制させることではない。Apple は、

その競争の手段として、サイドローディングを禁止することを選んだ。この選択肢は尊

重すべきである。「大いなる力には大いなる責任が伴う」という名言があるが、これが政

府の行うべき仕事である。アプリストア全般に対し、開発者に説明責任を果たすよう要

求することである。 
Mac でサイドローディングが自由にできる理由には、第一に開発された時代の違いがあ

ると考えられる。1990 年代には、そもそもアプリストアという概念が存在しなかった。

インターネット接続がまだ普及していなかった時代には、アプリはフロッピーディスク

や CD で配布された。当然サイドローディングという概念も存在しなかったであろう。



iOS は新しいプラットフォームであり、こうした革新的な変更を行っても、既存の市場に

悪影響を与えたり、ユーザーに理不尽な変更を強いたりする必要はなかった。第二に、

他の OS との競争がある。macOS は、同じくデスクトップ・ラップトップ PC の OS で

ある Windows と競争関係にある。Windows にもサイドローディングの概念は存在しない。

Windows 8 以降は Microsoft がアプリストアを提供しているが、いまだに大部分のアプリ

が外部ウェブサイトから提供されている。このような競争相手が存在する状態で、

macOS がアプリストアの使用を強制すれば、Apple に不利に働くのは容易に想像できる。

第三に、使用する年齢層や様態の違いが挙げられる。インターネットにアクセスするた

めのツールとしての役割を、ほとんどをスマートフォンに奪われた今、あえてパソコン

を利用する者は、それなりの目的を持って使用していると考えられる。また、子どもの

スマホ依存などが話題になったり、高齢者向けのスマートフォンが販売されるなど、ス

マートフォンは幅広い年代に使用されているが、パソコンを主に使用する年代はこれよ

り幅が少し狭いと推測できる。第四に、macOS は、多くの Apple 製品のアプリ開発プラ

ットフォームとして機能してきた面がある。macOS 用のアプリを開発するのに、サイド

ローディングが禁止されていれば、どうしようもできない。iOS搭載端末を用いて iOS用

アプリを開発することは考えにくいが、パソコンを用いてアプリを開発することは当然

のシナリオである。第五に、macOS 搭載パソコンと iOS 搭載端末では、管理するパーソ

ナルデータの種類が異なることが言える。モバイル端末という一般名称にあるように、

これらは携帯されることを意図している。そのため、写真や位置情報履歴などのデータ

が自然と蓄積する。また、iOS には健康やフィットネス関連のアプリが様々あるが、Mac
を携帯してジョギングをしたりする人はいないだろう。確かに、macOS ユーザーも

macOS 内に大量のパーソナルデータを保管するが、その性質が iOS とでは大きく異なる

のだ。 
また、その他の述べられた説明もある程度注釈をつけた上で理解しやすい。再起動がな

ぜ問題になるかであるが、これは第一に再起動がパフォーマンス問題に対する一時的対

策となるからであるが、もう一つ重要なのが、再起動が一旦コンピュータのメモリをリ

セットするという部分である。確かに現代のコンピュータではこの法則が常に成り立つ

とは限らない。しかし、ほとんどの場合、再起動すれば、メモリの状態は OS により一か

ら作り直される。コンピュータウイルスの多くはカーネルのメモリ処理にある脆弱性を

突いて権限を取得する。ウイルスの中には、定着しようとせず、あるいは定着できずに、

ただ単に現在動作中の OS に影響を及ぼすものも存在する。再起動はこの場合にも有効で

ある。コンピュータは使用後に電源を落とすこともよくあるものであるが、iPhone は原

則として常時電源入で携帯するであろう。 
「App Store 以外のアプリ配信プラットフォーム」も、どのようなものか不明である。誰

でもアプリ配信プラットフォームを運営できるのであれば、アプリストアを介さないサ

イドローディングが禁止されていても、その意味がない。また、そのアプリ配信プラッ

トフォームにユーザーはどのようにアクセスするのであろうか。例えば、携帯電話回線

会社が iPhone を販売するときに、会社の配信プラットフォームのアプリをバンドルする

といったことが考えられるし、Android ではすでに行われているが、これが競争確保の視

点から意味のあることかと言われると、肯定し難い。そもそもこうした会社が運営する

プラットフォームは、オープンマーケットでないからである。別の方法として、App 
Store からアプリストア用の専用アプリをダウンロードできるようにする、というものも

あるかもしれない。しかし、これでは結局 App Store の優位性は変わらない。また、他の

アプリをインストールできるアプリは、これまで App Store 以外存在しなかったが、他の



アプリがその地位を担うことができるとすれば、不正なアプリがその権限を悪用できな

いようにシステムの再構築が必要になるであろう。これまでは、不正なアプリを 1つイン

ストールしたとしても、それをアンインストールすればよかったが、もしそのアプリに

アプリをインストールする権限があれば、不正なアプリが新たな不正なアプリをインス

トールするといった、自己増殖することも設計によっては可能である。 
確かに、将来のセキュリティ技術の向上により、「App Store にのみ配信を限定せずとも

セキュリティが確保できるようになる可能性」は、当然ながらゼロとはいえない。しか

し、サイドローディング容認強制はそうした状態を確保した後で実行に移すべきで、今

は時期早々である。 
先に対処すべきは、単一アプリストアの存在の是非ではなく、そのアプリストアの構造、

つまりここでは手数料率や、審査の公正さの問題であろう。 
P110 に、「iPhone のセキュリティと信頼性が競争上の差別化要因となっている」という

文言があるが、これには同意したい。だからと言って、アプリストア市場を開放するこ

とが、セキュリティの向上につながるかといったら、そういうわけではない。製品の安

全性は、そもそも市場経済に任せるような分野ではなく、これは自動車でも、ファンヒ

ーターでも、スマートフォンのアプリでも同じである。一般に、製品をより安全にしよ

うという意欲は、競争から生まれるものではない。競争は、競合他社の製品が使いにく

いから、より良い製品を製造しよう、といった場合に働く。しかし、「競合他社のゼリー

は窒息の危険性があるから、より良いものを製造しよう」とは言わない。安全性に問題

がある製品の存在は、競争によって解決すべきものではないからである。セキュリティ

は利便性や満足度のような単なるサービスの質ではない。セキュリティを向上すること

はアプリストア全般の責務であり、消費者への約束である。それを競争によって向上さ

せようという考え自体が誤っている。 
将来の不確実な技術革新に関する事項に関して今実行に移すのは時期早々であることは

先に述べた。 
「Apple によるアプリ審査と同水準の審査を実施することとした上で、Apple 以外の事業

者によるアプリストアのサービス提供を許容し、」とあるが、同水準の審査を実施したと

判断するのは一体誰であるかも、不明確だ。 
P111「iPhone で、ブラウザを使ったアプリの直接ダウンロードが不利になり、その結果、

OS 環境に依存しないウェブ・サービスが競争上不利になる」とあるが、これは矛盾して

いる。まず、OS 環境に依存しないウェブ・サービスの特徴は、アプリをダウンロードし

なくても利用できることであり、こうしたサービスにとって、ブラウザからアプリを直

接ダウンロードできないことは問題ない。また、Android と iOS のアプリは非常に異なる

ものであるため、アプリをダウンロードする仕組みでは OS 環境に依存しないのは非常に

困難である。 
 
ここは、最大級の強調をしたい。サイドローディング許容義務化は、iOS の設計を根本

から覆すもので、政府が強制することはできないし、それは憲法の保障する営業の自由

への不当な干渉である。特に、ブラウザ経由のアプリダウンロード許容義務化は、iOS
エコシステムを破壊し、全ての関係事業者に害をもたらすもので、消費者への悪影響も

非常に大きい。 
 
ここで、オプションのそれぞれに関して、その問題点を指摘する。 
まず、サードパーティのアプリストアをインストールすることに関してだが、これには



当該アプリストアアプリにアプリインストール権限を付与することが含まれると解され

るところ、不正なアプリがその権限を悪用して従来できなかった自己増殖を行う可能性

がある。また、アプリストアが消費者に対し安全性を保証できるかという問題もある。

セキュリティが競争によって確保されるものでもないし、そうされるべきでないことは

すでに述べた。アプリストアが行う審査の水準に関し基準を設け、認証制度などを整備

することは考えられなくはないが、審査主体や認証制度の有効性、制度の強制力などに

関し懸念がある。また、携帯電話回線会社が自社のアプリストアをプリインストールす

ることにより、新たな競争上の問題が生じることも考えられる。 
プリインストールされているアプリストアを非表示にすることは、消費者が自らの選択

として行うなら問題ない。ただ、アンインストールには懸念がある。これは単なる技術

的な問題であるが、もし App Store をアンインストールしたら、一体どうやって再インス

トールするのかが不明であるからだ。また、もう一つの問題として、携帯電話回線会社

が自社のアプリストアをインストールし、かつ App Store をアンインストールした状態で

端末を販売するなどして、携帯電話回線会社が寡占市場を築くことができるようになる

ということも十分考えられる。 
 
ここで、ブラウザ経由のアプリ直接ダウンロード許容義務化に関して、断固反対の意見

を示したい。 
 
コンピューターウイルスは、不正なプログラムをユーザーに実行させたり、脆弱性を突

いたりして感染する。不正なプログラムの実行は未だ多くのウイルス感染の原因であり、

これはウイルス対策ソフトの存在下でも同じである。現在世界中で脅威となっているエ

モテットもその一例だ。これまで、iOS 以外のほとんど全ての OS が、こうした脅威にさ

らされてきた。同じモバイル端末のAndroidであっても同じである。APKファイルをダウ

ンロードする形のウイルス感染は過去に何回も報告されている。iOS の特徴は、それがで

きないことだ。ユーザーをどれだけ騙したとしても、偽のウェブサイトからウイルスを

ダウンロードして実行できない。これは非常に重要な特性である。なぜなら、iOS にしか

存在しない、唯一のものだからである。 
デジタル社会では、すべての者が脅威にさらされている。特に、政府や軍、APT と言わ

れる政府の下請企業らが、サイバー攻撃を、軍人文民関係なく無差別に、あるいは敵を

標的にする新たな武器として利用している。こうした者の標的とされている、政府要人

やセキュリティ研究者などは、最大限の警戒を必要としている。最近では、イスラエル

の APT「ペガサス」による iOS ゼロクリック攻撃「FORCEDENTRY」が話題となってい

る。これは、iOS の脆弱性を突いたものであるが、サイドローディング許容化により、こ

うした攻撃が直接的にも間接的にも行いやすくなる。直接的とは、こうした攻撃の第一

段階、つまり既存のアプリの脆弱性をつついて第二段階に進むための準備段階を、アプ

リのサイドローディングで代えることができるということだ。FORCEDENTRY の第一段

階は非常に複雑なものであったが、攻撃者はこれを開発する手間を省略できる。間接的

とは、サイドローディングを許容することにより、他のアプリが利用できる権限や、OS
のセキュリティ機構が増加し、あるいは複雑化し、攻撃者が第二段階の攻撃に利用でき

るかもしれないアタック・サーフェスが、増加することである。あるいは、刑事被告人

と弁護士は、理不尽な証拠収集から身を守るため、モバイル端末のセキュリティを重視

しているだろう。これには実例がある。海外では、FBI がテロ組織の摘発のため「プライ

バシーを確保したメッセージアプリ」と称した偽アプリ「ANOM」搭載 Android 端末を被



疑者に使用させた。 
日常生活でも、「サイドローディング経由で不正プログラムの被害に遭わない」安全性が

重要であることは当然である。他の OS では、メールに添付されたり、偽のウェブサイト

からダウンロードした不正プログラムによる被害は毎日発生している。特に、現在 iOSユ

ーザーはこのことに関し何も気にせずに端末を操作しても、不正なアプリをインストー

ルすることはできないことから、サイドローディングの許容化により、サイドローディ

ングの意味を理解していないユーザーや、iOS のセキュリティが以前と同等の状態である

と誤信しているユーザーに対する攻撃が急増すると考えられる。 
確かに、アプリストアが完全に不正なアプリを審査段階で篩い落とすことはできない。

しかし、アプリストアはアプリの事前審査以外の機能も有している。前述の通り、アプ

リストアは不審なアプリを発見したときたいつでもそれを監査できるし、それが不正で

あるとわかればインストールを禁止でき、かつすでにインストールしたユーザーから強

制アンインストールさせ、そうしたユーザーにその旨表示することもできる。そして、

アプリストアはアプリの使用者がそのアプリに対する不審な点を簡単にアプリストア管

理者に報告する仕組みを提供しているし、レビューなどを用いて自ら注意喚起すること

もできる。さらに、アプリストアに対し匿名でアプリを公開することはできないので、

誰が不正なアプリを公表しようとしたかを知ることができるし、悪質な場合では刑事手

続に進めやすいという側面もある。 
現に多くのアプリは iOSと Androidの両市場に参入している。そのため、サイドローディ

ングが何らかの理由で必要な場合は Android 端末を使用することができるし、そもそも一

般消費者が日常的にサイドローディングを行うことは iOS の設計上、いや、モバイル端

末 OS 全般の設計上想定されていないことである。 
最後に、OS 開発会社ははあくまで政府から独立した存在であることを述べておく。これ

は当然であるが、当然であるからこそ忘れやすいことかもしれない。この中間報告でま

とめられたオプションにはさまざまあるが、ただ単に透明性を確保すべき、政府が報告

を聴取できるようにすべきといった手続き上の提案が多くを占めるのに対し、これは OS
の根本的な設計を一からやり直せと民間企業に強制させようとするものである。確かに

競争確保のために資する面はあるかもしれないが、これは政府の権限を超えたものと言

わざるを得ない。憲法は、営業の自由を保障していて、それが公共の福祉の場合を除き

侵害されないことをうたっている。このような強制が公共の福祉の範囲内かを判断する

ときには、ただ単に競争を確保するなどの抽象的な目的だけではなく、その負の側面、

つまり、モバイル端末 OS のセキュリティ上の大前提を意図的に破壊することを、十分検

討すべきで、強制措置は政府の介入なくては競争確保の観点から重大な悪影響があり、

他に取ることのできる措置がなく、その手段が消費者の安全を損なうものでないときに

のみ、実施すべきである。 
 
さて、iOS でのサイドローディング強制に 7 ページ以上を使って断固反対の意見を示した

ので、Android についても述べたい。これに関しては、事実関係そのものには特に異議は

ない。ただ、懸念事項などには問題が存在する。 
 
P121 にある「そのような表示に接した」から「サイドローディングを躊躇するおそれが

高いと考えられる」とあるが、これは意図した通りであり、警告表示はこのように設計

されるべきであると考える。つまり、ユーザーは OS のセキュリティ構造に詳しくない場

合が多いという事情を考慮して、あくまで事実に適合する事項を告げている。これは、



タバコのパッケージに「喫煙は肺がん発症の危険性を高めます」と表示したり、投資商

品に「元本割れの可能性があります。投資は計画的に」と表示したりするのと同じだ。

これを何回も確認するのは、広告と異なりユーザーインターフェイスが双方向性である

こと、一回の確認では誤操作などを防げないこと、重大な事項であると明確に示せるこ

となどが理由として挙げられる。これは確かにユーザーを躊躇させるような表現となっ

ているが、それが目的である。本当にサイドローディングをしたいユーザーならば自分

でアプリの安全性を確認するなどして警告を無視するだろうし、安全性に懸念があるな

らサイドローディングはしない。「注意喚起としては過剰」とあるが、現在の注意喚起の

量も問題ないと考える。特に、Google Play Protectはすべての不正なアプリを検知するこ

とができるわけではないので、ここではフェールセーフの考え方からすべてのアプリに

対し有害な可能性があるとの注意喚起をするのが適切なはずだ。手順に関しても、あま

りにも容易にしてしまうとユーザーを騙して不正なアプリをインストールすることなど

がより簡単に行えるようになると予想される。そして、アプリのインストールのために

特化され、ユーザーインターフェースが洗練された Play ストアからアプリをインストー

ルすることは当然簡単であり、サイドローディングの手順が途中まではただのファイル

のダウンロードと変わらないことから、どのような手順を省けるのかすらわからない。 
サイドローディングは、アプリストアが提供する保護を自主的に解除するもので、当然

ながらたくさんの警告がついてくる。それは、「不正なプログラムが入っても自己責任で

すよ、私たちは知りませんよ」ということを暗示している。「サイドローディングのアプ

リはFraud等のリスクが大きく」だけではない。アプリストアはアプリが審査を通過した

後も必要に応じて不審なアプリに対応するし、アプリストアではアプリの作成者の追跡

もできるが、Google Play Protect はこうした機能の全てを提供しているわけではない。

「すでに信頼できるアプリ」に対しサイドローディングの警告を出すべきかと聞かれた

ら、さすがにそれはやりすぎ、と言えないことはない。しかし、「信頼できる」は単なる

「怪しくない」ではなく、少なくとも一定の審査をした上で判断することである。これ

は OS 単独でできるものとは考えられない。 
Google はこうした指摘に対し一部反論しているが、これらは概ね理にかなっている。補

足すると、macOSでは、Gatekeeperというサービスが、未署名の外部入手アプリに対し

警告表示を追加したり、署名されたアプリと異なる初回起動方法を強制したりする。 
サイバーセキュリティの向上が喫緊の課題となっている今、消費者の不正なアプリに対

するリスクは過小評価してはいけないものであり、リスクを過大に評価させるようなも

のであっても仕方はないと考える。GPP は有害なアプリを発見するのには役立つが、

GPP によって有害と判断されないことと、アプリが有害でないことは異なり、こうした

偽陰性は十分懸念すべきものである。むしろ、GPP がアプリを有害とは判断できなかっ

たことの表示方法によっては、ユーザーに対し安全性を過信するような結果になる。

GPP はあくまで「有害なものを有害と知らせる」ことを目的としていて、「無害なものを

無害と知らせる」ことは目的ではない。自然災害の警報や火山の種類などは、GPP と同

様な役割を果たしていると言える。昔は火山を活火山、休火山、死火山などと分類して

いたが、一般に死火山と認識されていた御嶽山の 1979 年水蒸気爆発を機に、誤解を招く

として「活火山」以外の分類は使用されなくなった。(なお、御嶽山は気象庁の分類では

従来から活火山であったことは述べておきたい。)これと同じように、現行のように「有

害である可能性が高いアプリ」と「有害である可能性のあるアプリ」の分類を、「有害で

ある可能性が高いアプリ」と「有害と判断されなかったアプリ」に変更すれば、重大な

ミスリードを引き起こす。慎重すぎて問題になるということは滅多にない。現在の表示



には、ユーザーを過剰に警戒させる面があるかもしれないが、これはユーザーの安全性

のために必要かつ適切なものであるといえる。 
なお、OEM 契約に関しては、改善が必要であると考えるが、「Google 製のアプリをイン

ストールした場合は Google Play もインストールしないといけない」という契約は当然す

べきであると考える。これは、Google 製のアプリの更新が Google Play を介して行われ

る以上、インストールしたアプリは更新を受け取れる状態にしないといけないというこ

とからの当然の帰結である。アプリの更新を行わないと、脆弱性の修正などができず、

セキュリティの確保に重大な悪影響を及ぼす。 
サイドローディングが低調であるとの議論に関しては、そもそもサイドローディングす

るアプリの十分な供給があるのかということも問題提起したい。これは確かに卵が先か

鶏が先かの問題であるとの指摘はあるが、少なくともユーザーはアプリが Play ストアで

利用できるからそこでダウンロードするのであって、サイドローディングする必要がな

いのにわざわざすることは考えられない。なお、これは Play ストアと開発者間の契約も

原因であると解することは当然できるし、それを無視してはならない。こうした独占契

約のような、消費者に対して特に利益をもたらさず競争確保に支障を生じさせる行為は、

是正すべきだ。 
「ブラウザを使ったウェブ・サービスが」から始まる記述が意味をなさないことは、iOS
のところですでに述べたが、もう一度簡略に述べるとすると、まずウェブ・サービスは

アプリのダウンロードを必要としないし、そしてアプリ自体がある程度 OS 環境に依存す

るので、サイドローディング制限は OS 間競争にそのような影響を及ぼさない、というこ

とだ。 
ところで、「安全性の検証や確認が実施済み」とあるが、これは Google Play Protect のよ

うな全自動のものは含まず、あくまで現在の Play ストアと同等の基準で検証されたもの

を言うのであれば、その限度で同意することはできなくはない。この検証は全自動であ

ってはならず、また一度検証されたアプリの再検証ができる仕組みでないといけないし、

その検証を何時でも失効させることができなければならない。失効は、アプリが不正な

ものであるという理由でもいいし、あるいは、既知の脆弱性が見つかったという理由で

もいい。例えば、古いバージョンの信頼できるブラウザをサイドローディングさせてブ

ラウザのバグを突いて攻撃するような事態は、これによって防げる。(アプリに付された

電子署名を確認する方法は、macOS で採用はされてはいるものの、署名用秘密鍵の漏洩

時に不正なアプリが署名される危険性や、脆弱性発見による失効が単独でできないとい

う欠点から、推奨し難い面もある。)また「自律的な意思決定や選択」とあるが、この表

記には同意し難い部分がある。自律的な意思決定は、情報の非対称性が解消されて初め

てできるものであって、また不正なアプリが重大な脅威であることに鑑みて、理解が不

十分なユーザーに保守的な選択を取らせようとするのも理解できる。 
課金システムの問題であるが、懸念事項に関しては概ね同意でき、オプションに関して

も有効なものが多いと考える。ただし、IAP は消費者トラブルに関し仲介役となっている

という現実も踏まえ、アプリストア掲載アプリに一定の返金ポリシー策定や相談窓口の

設置を求めるのが適切であると考える。(これは、特商法表示をアプリストア内でインス

トール中に確認させるなどの方法で良いかもしれない。)なお、あえて追加するとすれば、

アプリストア内でどのような機能が課金の対象かを具体的に知ることは消費者の選択に

大いに資するため、そうした表示の義務化は検討すべきであるし、無料でダウンロード

できるアプリであっても、主要機能に課金が必要であったり、試用期間のみ無料という

ものには、有料と表示するよう義務化するべきである。 



課金情報提供に関しても概ね同意する。 
 
ブラウザに関する指摘があったのでここで Apple と Google 両者に対して問題提起をする。

P155「すべての iPhone ブラウザが独自のブラウザ・レンダリング・エンジンを使用した

場合…」とある懸念自体は真っ当なものである。2021 年には、Android 上の Google 
Chrome の脆弱性を利用して古いバージョンの Blink ブラウザエンジンを使用したサムス

ンブラウザを強制的に立ち上げ、そのブラウザ上で数ヶ月前に修正された脆弱性を悪用

するという攻撃が実際に起こっている。しかし、Webkit に脆弱性が見つかった場合は現

状 iOS ではブラウザの使用を止めないと攻撃から身を守れないため、代替エンジンを一

律に禁止するのはどうかと考える。修正の迅速さを保ったままブラウザエンジンの多様

性を確保するために、アプリがブラウザエンジンを更新しない場合は自動的にそのアプ

リの公開を停止するといったルールの策定、あるいはブラウザエンジン開発者以外がブ

ラウザエンジンを含むアプリを公開することの禁止などが考えられる。より柔軟な対応

としては、ブラウザエンジンとブラウザの分離がある。例えば、アプリ内でブラウザ様

の機能を提供したい場合は、ブラウザエンジンアプリを別途インストールし、そのアプ

リを更新しなくてもブラウザエンジンアプリのみ更新すれば良いとすれば、負担の軽減

につながると思われる。これは、Android がアプリ用の Blink の API である「WebView」

を Play ストアでインストールする別アプリとして扱うのと似ている。ブラウザエンジン

アプリは当然ながら通常より厳しい審査を受けることになるであろうし、その公表を許

されるものも開発者自身(Google、Apple、Mozilla)か、それらのエンジンのフォークを適

切に維持管理している者に限定しても仕方はない。確かに競争の観点では新規参入を阻

む可能性があるが、そもそもブラウザエンジンはその複雑な仕組みから一から作るのが

非常に困難で、新規参入が考えにくい分野ではあるし、脆弱性攻撃の最初のステップと

してブラウザエンジンが狙われやすいことから維持管理されていないブラウザエンジン

を公開したままにすることは危険である。 
技術的な変更に関して WebKit が遅れている部分があることには同意する。これには、

「意図的に実装しない」という選択肢をとったものもあれば、単純に遅れているものも

ある。単純に遅れていたものの代表例と、Blink/Gecko/iOS WebKit での実装時期を示すと

以下の通り: 
- CSP strict-dynamic(クロスサイトスクリプティング攻撃の緩和策の一つ) 2016/7, 2017/3, 

2022/3 
- WebP 画像方式 2014/1, 2019/1, 2020/9 
- WebM 動画方式 2013/1, 2014/3, 2019/3 
- MediaRecorder(録画をするためのウェブアプリ用 API) 2016/3, 2014/4, 2021/4 
- download 属性(リンク先をダウンロードするよう指示する) 2011/9, 2013/2, 2019/9 
これらはウェブアプリの作成には欠かせないものもあり、一例ではあるものの指摘が真

っ当なものである根拠となる。なお、指摘の中で「プッシュ通知」に関する言及がある

が、これは WebKit 16 で利用可能になる予定とされている。また、「Bluetooth によるデバ

イスの接続」は、Gecko と WebKit がセキュリティ上の懸念を理由に意図的に実装を拒否

している。これは、どっちかというと Googleが先走ったというしかない。(これに関して

は以前 ITP に関する節ですでに述べた。)Apple の説明のうち、Web Bluetooth に関するも

のは同意できる。そもそもブラウザは OS のハードウェア制御機能をウェブサイトに提供

するものではない。ユーザーはブラウザに対し通常のアプリとは異なる、向上されたセ

キュリティを期待しているので、数タップでウェブサイトに直接ハードウェアの制御権



限を与えるというのはセキュリティの観点から問題がある。 
P163 のオプションに関して意見を述べると、オプション A には一部同意するが、オプシ

ョン B には同意しない。それは、オプション B が、Google のデスクトップブラウザ市場

の寡占を追認することになるからである。Google は、デスクトップブラウザ市場での寡

占を利用し、独自の「仕様」を WICG による標準規格のように仕立てている。Web Blue-
tooth などもそれに含まれる。(ITP に関する議論も参照)Apple は、こうした態度を問題視

しているのは間違いなく、これに反対する手段として、あるいは、そもそもの仕様に対

する異論(ブラウザの前提を覆すことであったり、セキュリティ上の具体的な危険が存在

したりなど)のため、これらの「仕様」の実装を拒否している。これは Apple だけではな

い。Mozilla も、同じ理由で Web Bluetooth などの実装を拒否している。Google の暴走を

政府が追認し、それを止める権限を剥奪するオプション B には、断固反対する。仮に実

装するとしても、それは Blink と Gecko の両方で実装された機能のみを対象とするといっ

た方法で、Google の独自の判断で WebKit に介入できないようにしないといけない。 
P167: JITコンパイラがさまざまな攻撃に使用されてきたことは同意する。特に Blinkに使

用されている JSエンジン V8では、2021年にゼロデイ脆弱性(修正前に攻撃に使用された

脆弱性)が 6 個修正され、うち少なくとも 3 個は JIT を対象としていた。 
P169: このオプションが実際に対応できるかは不明である。API は、外部公開するとのち

の変更は互換性の観点から困難な場合が多い。そこで、Safari のような自社が開発してい

るアプリで API を試験運用することは、理由がないとは言い切れない。しかし、API が比

較的安定化した後は、外部利用を認めても良いと考える。このような観点からすれば、

義務化より緩い、努力義務やブラウザ提供者からの要請に誠実に回答する義務などにし

ても良いのではないかと考える。 
 
P171: サードパーティ事業者が App Store を通じて拡張機能をインストールできないのは

当然である。拡張機能はあくまでブラウザの機能であり、その配布に App Store が利用さ

れているのは WebKit 強制の名残である。App Store はサードパーティブラウザ用の機能

をサポートする必要はないし、ブラウザ提供者が通常拡張機能ストアも提供している。

特に、WebKit 以外のブラウザエンジンが利用できるようになった場合は、そうしたブラ

ウザエンジン用の拡張機能を App Store で提供することは想定できない。そのため、懸念

は妥当と考えるが、解決策として App Store の機能強化はふさわしくないと考える。これ

を是正するには、拡張機能をブラウザ内でインストールするようにし、拡張機能に関す

る事柄がすべてブラウザ内で完結するようにすることが正しい道筋ではないか。 
なお、Android 版 Google Chrome が拡張機能に対応していない理由は推測だがいくつか

挙げられる。第一に、現在の拡張機能の設計は拡張機能が常時バックグラウンドで待機

することを前提としているが、これは Android の設計と互換性があまりないことが挙げら

れ る 。 例 え ば 、 デ ス ク ト ッ プ ブ ラ ウ ザ で は 、 広 告 ブ ロ ッ ク 拡 張 機 能 は

「webRequestBlocking」API を使用するが、これはバックグラウンドですべてのウェブ

上のリソースの要求を処理する。これに対する解決策として「Manifest V3」が現在開発

中であるが、逆に広告ブロック拡張機能などに必要な機能を実装しないことや、現時点

でまだ開発途中でバグが多数存在するのにすべての拡張機能に対し 2023 年 1 月までに

Manifest V3 対応を義務付けていて、すでに現在新規の拡張機能は Manifest V3 の使用を

強制されていることが、問題点として指摘されている。第二に、セキュリティ上の問題

がある。2018 年に公表された CPU 脆弱性「Spectre」をきっかけに、CPU の実装に対す

るタイミング攻撃などを通して、あるウェブサイトが別のウェブサイトのデータを盗み



取ることが、単なる可能性ではなく実在する危険性であることがわかった。現在の CPU
の設計上、これを完全に防ぐためには、ウェブサイトにそのオリジン(通常ドメインと称

されているものに、HTTP/HTTPS の区別とポート番号を加えたもの)ごとに OS プロセス

を割り当てて分離する必要がある。また、拡張機能も、他の拡張機能に影響を及ぼさな

いよう、それぞれ別のプロセスに割り当てないといけないが、これが実装されていない、

あるいはパフォーマンスの問題から実装できないことが理由として考えられる。 
オプションに対する意見であるが、現時点では両方反対としておく。オプション A は前

述の技術的な問題がまだ残っているし、オプション B はそもそもブラウザの自律性の観

点から意味をなさないと考えるからである。ブラウザは自前で拡張機能ストアを整備す

るべきで、これは WebKit 強制が解けた後にはより明らかである。現にデスクトップブラ

ウザでは、Googleも Mozillaも自社の拡張機能ストアを有しているし、ブラウザエンジン

を開発しない Microsoft も、拡張機能ストアを保有する。確かに、Blink ベースのデスクト

ップブラウザには Chrome Web Store を使用するものもある。しかし、これは Chrome 
Web Store が単なるウェブサイトであるからこそできるのであって、App Store のような

別アプリに拡張機能の管理が紐づいている現状では、そうした拡張機能のサードパーテ

ィブラウザへの開放が技術的に可能かすらわからない。 
ブラウザデータのポータビリティに関しては全面的に同意する。 
P182 の「他のブラウザとの互換性も考慮して、新仕様に対する実装を行うべき。すでに

ある仕様に関しては、もっと互換性を担保するよう努力してほしい。」との指摘があるが、

これには同意したい。P183 の懸念は、私がこれまで述べてきた、「仕様策定での Google
の寡占状態の濫用」そのものである。Google により「新たな技術的機能が一方的に導入」

されたり、「他のブラウザ・デベロッパが導入に疑義を持っている機能」を標準仕様とし

て策定しようとした動きは、これまでにたくさんあるが、以下に一例を掲げる。これら

は Mozilla のブラウザエンジンである Gecko と Apple のブラウザエンジンである WebKit
の両方が実装を拒否している。 
- Idle Detection API: ユーザーが現在ブラウザを操作していないかを検出する。プライバ

シー上の懸念やユースケースの不明確さが問題。 
- Raw Clipboard Access: クリップボードにテキストや画像以外のデータもコピーできる

ようにする。セキュリティ上の懸念がある。 
- Web Serial: ウェブサイトにシリアルポートアクセス権限を付与する。 
- Web NFC: ウェブサイトに NFC タグの読み取りを許可する。 
- Web HID: ウェブサイトに HID 全般のアクセスを許可する。 
これ以外にもさまざまなAPIが提案されているが、中には具体的な使用方法がわからない

ものであったり、セキュリティやプライバシーに重大な悪影響を及ぼすものもある。ま

た、File System Access API は Blink と WebKit の両方が実装し、Gecko が実装拒否してい

るが、それに関する議論では、Google が事実上の仕様策定者となっているのではないか

などの意見がある: https://github.com/mozilla/standards-positions/issues/154 
 
オプションに関してだが、オプション A が適切であると考える。なお、通常ウェブ・サ

ービスの仕様変更は告知するものではないので、オプション B にはその点で問題がある

と言える。 
 
P190 の検索サービスに関してだが、検索サービスのアルゴリズムやルールは悪用を防ぐ

などの目的から原則として公開されないので、事前告知や情報開示がすべての場合で行



えるか疑問に思う。しかし、AMP の場合のように、特定の技術を導入したウェブサイト

を検索で優遇すると公表するような場合は、そのような疑問は当てはまらないと考える。

この場合にて、その技術や仕様の導入が単に特定企業を利するものではなく、ユーザー

の利益となるかどうかを判断すべきであるところ、AMP の技術自体に問題はないが、

Google のキャッシュサーバーを利用するよう強制したことは問題であると言えよう。オ

プション A に関しては、現時点では整備をする必要性は薄いと考えるし、するとしても

現行のオプションそのままでは運用が困難であると考える。これは、諸外国でも同様の

ルール整備がされていないことからも言える。 
 
プリインストールやデフォルト設定に関して、報告書の指摘には概ね同意する。なお、

P209の評価に関して補足したい。まず、Googleは Mozillaに対しても Firefoxブラウザの

デフォルト検索エンジンに関してSafariと同様の方法でライセンス契約を行なっていると

される。これも、評価にある「循環的な構造」の形成に関与していると考えられる。ま

た、アプリが削除できないことに関しても問題であると考える。ただし、Google 製のア

プリをインストールした時に Google Play を同時にインストールしないといけないように

するのは、Google Play がアプリの更新を提供するという観点から妥当であることは前述

の通りである。Apple がブラウザのアンインストールで弊害が生じると主張している件に

関しては、これは WebKit 強制に関係があると推測する。つまり、Safari アプリと WebKit
が一体となっているため、Safari をアンインストールするとブラウザが一才使用できなく

なるということである。しかし、この推測が正しいとしても、WebKit 強制をやめたり、

Android プラットフォームが Chrome と WebView を別アプリとして提供しているのに倣

ったら、この問題は解決されると考えられる。オプションに関して言えば、オプション A
には大いに賛成する。あえていうとすれば、これはモバイル市場だけに留めるべきでな

く、デスクトップブラウザ市場でも同様の問題が発生しているので、包括的な対応が必

要であるということを指摘したい。(この場合は、Microsoft と Microsoft Edge/Bing が対象

となる。)オプション B も、概ね同意できるが、選択肢の特徴やメリットに関しては、自

画自賛とならないように客観的な視点で判断できる事項を掲載すべきである。定期的な

レビューを行うのも良いことであると考える。Apple の選択制に関する主張には、一部同

意できないところがあるから、それも述べておくとすると、このオプションはポップア

ップ式の画面を使用することを強制しているとは解せないし、スマートフォン起動ごと

に表示するわけではないのは当然である。なお、iOS 搭載端末を最初に起動するときには

初期設定が必要となるが、その段階で検索エンジンやブラウザを選択するのが合理的と

考える。ただし、この場合では、携帯電話回線会社が行う初期設定代行などでユーザー

の代わりに設定がされる可能性に留意すべきで、「初期設定代行で特定の検索エンジンや

ブラウザの設定をする契約」が生じないように他のオプションを調節すべきだ。アップ

デートの都度選択肢を表示するのは、Chrome が 1 ヶ月に 2 回程度更新されることを考慮

すると、多すぎてユーザーの迷惑となることが懸念されるし、設定画面が予期しない場

面で現れるのもユーザーエクスペリエンス上問題となるので、初期設定以外での選択画

面の表示は現時点では実装すべきではないと考える。Google の主張に対しては、日本で

検索エンジンの競争があることは事実であるが、それは海外で Google、Bing、
DuckDuckGo などらの競争があるのに当該懸念があることから主張としては不適切と感

じる。「5 つの方法」に関しても、検索エンジンの使用のために毎回 URL バーにアドレス

をタイプすることは想定できないし、問題はユーザーが何も行動しない場合は必ず

Google 検索エンジンが使用されることであって、列挙された方法をとるにはすべてユー



ザーが能動的に行動することが必要であるから、適切な主張とは言えない。オプション C
に関してだが、アンインストール制限の中には技術的にやむを得ないものが存在するの

で、そうしたものは除外すべきと考える。例えば、もっぱらAPIの機能を提供するアプリ

や、OS の機能と密接に関連するアプリ(通常これらはユーザーが目にすることはない)は
アンインストールできなくても仕方ない。Google Play からアプリをインストールした状

態で Google Play をアンインストールしたり、唯一のインストールされたブラウザをアン

インストールしたり、といったものも、技術的理由から制限しても当然であると考える。

アプリを更新できなくなったり、ウェブサイトを閲覧できなくなったりするのは、ユー

ザーの意図に反すると思われるからだ。Safari のアンインストール問題に関しては、まず

WebKit強制の対処が先であると考える。これは技術的にSafariとWebKitが一体化してい

る可能性を否定できないのも一つの理由であるが、そもそも WebKit 強制下では Safari を
アンインストールして別のブラウザを使用することにあまり意味がないからでもある。 
 
P222に関してだが、Google検索と Googleマップが一体化している以上、Google検索の

結果表示上に Google マップの結果が表示されるのは理解できないことではない。これ自

体は競合他社も提供している。競争上の問題が存在しないとは言えないが、Google 検索

の優先表示でサードパーティサービスを使用するとすれば、両者の連携などで問題が発

生する可能性も十分考えられることから、優先表示を残した上で競争を確保するような

ことは難しいと考える。もしマップサービス間で共通のデータ交換仕様が策定されたな

ら、Google 検索がそれを使用することは考えられるが、私の知る限りではそのようなも

のは存在しない。サードパーティの地図サービスが劣っているといった前提などに賛成

するわけではない。しかし、Google検索がGoogleマップと連携していることは自然なこ

とであって、このような連携のための共通規格の策定もされていない以上、現状維持と

しないといけないのが実情であると言える。ブラウザのプロモーションに関しては記載

の指摘通りである。オプションに関して述べると、そもそも検索画面でのブラウザのプ

ロモーションのような関連性の低い自社広告は、一律に禁止しても問題ないのではない

か。検索画面に Chrome のプロモーションがあるべき理由は考えられない。オプション B
より、こうしたアプローチの方が適切ではないか。オプション A に関しては、自社サー

ビスの優遇の背景には地図の表示や交通案内の提供などに関する共通規格の未策定によ

る他社サービスの導入の困難さがあると考えられるため、すぐに導入することは難しい。

導入には、Google の検索画面変更だけではなく、共通規格策定や、他社サービスの規格

への対応が必要であるからだ。 
P232 に「Apple Store」との表記があるが、これは「App Store」のことであるか。Apple 
Store は Apple の直営店を指すとされる。 
P233 のオプションであるが、これらは個人情報保護法の観点からも対処すべきものでは

ないか。個人情報保護法は、運用上の誤解などから適切に運用されていないが、その本

意は「適切な目的をもってパーソナルデータを構成する」ことではないか。(これは

GDPR と個人情報保護法の大きな違いである: https://cafe.jilis.org/2022/03/18/160/ )その元

であくまで競争法の視点から考慮すると、まず、オプション A、C、D には同意できる。

オプション B は、統計化済みデータのようなパーソナルデータ以外に関しては同意でき

るが、パーソナルデータに関しては問題があると考える。それは「同意」という言葉に

あるが、これは「同意のもとでは何をしても良い」という誤解を生じる可能性と、「同意」

であるはずなのに事実上強制されるという現実から言える。大切なのは同意ではなく適

切な目的であり、これは別の言葉で言えば、「パーソナルデータが本人の利益のために利



用され、あるいは公共の福祉に資する」というころである。「不適切ではない」と「適切

である」は異なる。「不適切ではない」は「法律や公序良俗に反しない」と解することが

出来るが、「適切である」にはそれに加え、目的の妥当性やパーソナルデータの必要性、

処理の方法や目的が問われるからである。「強制された同意」に関しても注意が必要であ

る。例えば、サードパーティ事業者にパーソナルデータを提供しないと OS を利用できな

いなどの条項を示して同意を得ることは許せない。パーソナルデータの提供を別の言葉

で言えば「パーソナルデータを他人に信託する」ことであり、これには当該事業者がパ

ーソナルデータを事前に示された適切な目的のみに使用するとの確証が必要である。 

 
P237 に関し、削除することができないアプリの存在自体は技術上仕方ない部分もあると

考える。Safari と App Store に関してはすでに述べた。また、設定アプリも削除するよう

なものではないし、電話が重要な機能であることから電話アプリの削除ができないのも

理解できないわけではない。また、ペアレンタルコントロールのように、アプリを超え

て機能するようなアプリは、OS が本来実装すべきで、スクリーンタイムの実装が反競争

的と言えるかはわからない。特に、セキュリティの観点からは、アプリが別アプリやシ

ステムに干渉することは問題がある。(ペアレンタルコントロールとして、パスワードを

入力しないとシステムを使用させないのと、不正なアプリが、クレジットカード番号を

入力しないとシステムを使用させないのとは、どちらも技術的には似たようなものであ

る。)P244 のオプションに関しては、オプション E は一律の禁止ではなく、オプション F
のような、適切な情報提供などを求める緩やかな規制の方が現実的であると考える。も

し将来 OS に追加したり統合した方が適切に実装できる機能が登場した場合は、サードパ

ーティとの協議のもとで、追加統合をすべきである。また、スクリーンタイムのように

セキュリティの観点からアプリの権限を制限しないといけない場合は、事前告知や十分

な補償などを条件とした例外も必要である。 
 
P249 の SIWA に関する評価であるが、確かに Apple が採ったアプローチは Apple の利益

優先とみられても仕方ないと感じる。ユーザーの選択肢を制限したりするようなもので

はないが、通常の競争に任せてもいいところに強制的な手段を使用して自社サービスを

拡大させていったといっても過言でない。ユーザーの利便性が向上するものならば、対

象サービスは自主的に SIWA を導入しただろう。オプションは A を採用すべきである。

SIWA はセキュリティやプライバシー上の懸念を解消するためではなく、単に自社の利益

のために義務化したもので、本来は競争に任せても良い部分であるからである。 
 
P256 の Chrome Sync に関するオプションに関し、オプション E、すなわち自動ログイン

をオプトインとすべきことには同意する。オプトイン方式で UI が悪化する可能性は低い

と考える。また、P258 のヘッダに関する評価であるが、そもそもトラッキングは「イコ

ール・フィッティング」で考える問題ではなく、パーソナルデータの適正な処理から逸

脱したものとして個人情報保護法で規制すべきものである。問題はトラッキングができ

ることであり、Google のみがトラッキングをできることではない。A/B テストはこのヘ

ッダを使用しなくても、例えばクッキーなどを用いて行うことができるし、他の事業者

はそうしている。オプションとしては「ブラウザが自社のウェブサイトに対し実地試験

などの名目で他社のウェブサイトに提供されないデータを提供すること」を規制するこ

とが考えられる。ただし、ウェブサイトの標準仕様の策定のために対象や手段、目的を

公にして行われるものや、ブラウザが自社サービスと連携する機能を有するときにそれ



に必要な限りで行われるものは、除外しないといけない。後者には、Google Sync、
Chrome Web Store での拡張機能インストールといったものが挙げられるだろう。 
 
P263: 検索インデックスはあくまで私企業の企業秘密であり、これに対する外部アクセス

は想定されていないし、そもそも第三者がアクセスできるような設計かどうかすら不明

である。また、このインデックスには必然として機敏な情報が含まれていて、それを第

三者がアクセスすることにも無理がある。検索エンジンの寡占状態は政府の介入で解消

することのできるものではなく、政府はこれ以上の寡占状態の悪化を防ぐことを中心に

対策をするべきである。 
 
P274: OS の機能へのアクセスに関し、自社サービスにのみ公開されている API などが存

在することは、技術的な理由などから対処できないことも一部で考えられるが、NFC な

どへの制限がそうであるかと言われると、否定したい。技術的な理由の中には、アプリ

ではあるがあくまで OS の機能を実装している、知的財産の関係上問題がある、あるいは

アプリ間の干渉を引き起こし、セキュリティ上の懸念があるといったものが挙げられる。

「透明、公正、合理的かつ非差別的」という要件は不明確で実際の運用を困難にする虞

があるので、ここは情報開示義務など緩い規制から始めるべきだと考える。 
 
 
２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 
拡張機能に関して述べた際に、Manifest V3 に軽く触れた。これは主にデスクトップブラ

ウザに当てはまるものだが、記載外の競争確保の上での問題としてここで追記しておく。

拡張機能の形式は以前は「Manifest V2」(MV2)が利用されていたが、Google が主導とな

って近年「Manifest V3」(MV3)が開発され、最近の Chrome や Safari で対応しているほ

か、Firefox も実装途中である。Manifest V3 の特徴は、拡張機能の実行をバックグラウン

ド HTML ファイルから Service Worker に切り替えたことで、MV3 拡張機能はページに依

存しない処理、例えばリクエストのブロッキングや設定変更などを、Service Worker上で

行わないといけない。また、Chrome の MV3 実装では MV2 に存在したいくつかの API が
除去された。この中には「webRequestBlocking」(WRB)が含まれている。これは広告ブ

ロッカー含め多くの拡張機能に使用されているが、開発者はこれを機能の少ない

「declarativeNetRequest」(DNR)API に切り替えないといけない。WBR ではブラウザは

全てのリクエストに対し拡張機能が定義する JavaScript 関数を実行していて、拡張機能

はリクエストの送信元 URL、宛先、ヘッダ、ユーザーの設定などを参考に、ヘッダを編

集したり、リクエストを別の宛先に転送したり、あるいはブロックすることができる。

DNR は、ブラウザに対し一定のリクエストに一定の処理を行うよう指示する API である

が、関数が逐一実行されないため、リクエストを処理するかは、ブラウザが指定する一

定のルールの枠内、例えば拒否する URL のリストの指定などによってのみ判断されるし、

処理も、規定された URL への転送やブロックなどブラウザが事前に定めたものしかでき

ない。しかも、指定できるルールの数に制限が設けられている。よって、拡張機能の裁

量下にある部分が格段と減り、判断過程で送信元URLに対し複雑な処理(例:ユーザーのメ

ールアドレスが含まれているかを検出、クッキーを比較)をしたり、ブラウザが定めたも

のでない、判断の結果としての処理(例: ユーザーへの通知、クッキーの編集、宛先の動的

転送)が一切できなくなってしまう。また、ブロックできる URL などの総数にも制限が追

加される。このことから、DNR の導入は広告ブロッカー事業者により自社に有利だと非



難されている。 
また、MV3の導入期間も競争確保の上で問題がある。Chromeブラウザで利用する拡張機

能は原則として Chrome Web Store でインストールしないといけないが、同ストアは新規

の拡張機能に際し MV3 の使用を 2022 年 1 月から義務付けていて、既存の拡張機能も

2023 年 1 月までに MV3 を使用するよう更新しないといけないとされている。同月以降、

更新しない拡張機能をインストールしたり、使用を続けることができなくなるともされ

ている。しかし、MV2 で利用できたのに MV3 で利用できなくなった機能の実装が遅れて

いる。例えば、ユーザーの要求に応じてウェブサイトへのアクセス権限を付与できる

「optional_host_permissions」は、2022 年 6 月リリースの Chrome 102 によってようや

く実装されたし、Service Worker モデルではバックグラウンドで動画処理や WebSocket
の使用、ウェブサイトのクローリングなどができないとの苦情も数多く寄せられている

のに、代替技術は仕様すら策定途中である。そして、Firefox は未だ MV3 の主要機能を実

装していないため、Chrome と Firefox の両方を対象とした拡張機能の開発を困難にして

いる。このように、デッドラインを定めて特定の技術の使用を義務化する場合には、そ

れまでに事業者の対応が終わるよう準備期間を十分長いものとすること、事業者の要望

に誠実に応えること、そして一度サポートされていたものへのサポートを廃止するとき

には適切な理由を示し、技術的に可能な場合代替技術として実際に利用できるようなも

のを開発することなどを義務付けることはどうか。これは、報告書内にすでに記載のオ

プションとも整合性のあるものであると考える。  



別紙 参考ウェブサイト 
 

• https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1408055.html 「「 NHK プラス」が

「Firefox」のサポートを“完全”終了へ ～ 5 月 23 日より視聴不可能に」窓の杜 
• https://www.j-cast.com/trend/2022/03/26433910.html?p=all 「「Firefox」サポートし

ないサービス続々 国内シェア今や 6%足らずに」J-CAST ニュース 
• https://whatwg.org/ 「Welcome to the WHATWG community」WHATWG 
• https://wicg.io/ 「Web Incubator CG 」WICG 
• https://www.eff.org/deeplinks/2021/03/googles-floc-terrible-idea 「Google's FLoC is 

a Terrible Idea」 EFF 
• https://tc39.es/process-document/ 「The TC39 Process」ECMA TC39 
• https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Web/API/Document/requestStorageAccess 
「Document.requestStorageAccess」MDN 

• https://takagi-hiromitsu.jp/diary/20130129.html#p01 「不正アプリ供用事件の不起訴

は何の立証が困難だったか」高木浩光 
• https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/03/forcedentry-sandbox-escape.html 

「FORCEDENTRY: Sandbox Escape」Project Zero 
• https://edition.cnn.com/2021/06/08/australia/afp-fbi-anom-app-operation-

ironside/index.html 「For years, the underworld thought its phones were safe. They 
fell for an encrypted app trap」CNN 

• https://googleprojectzero.github.io/0days-in-the-wild//0day-RCAs/2021/CVE-2021-
38000.html 「CVE-2021-38000: Chrome Intents Logic Flaw」Project Zero 

• https://mozilla.github.io/standards-positions/ 「 Mozilla Specification Positions 」
Mozilla 

• https://googleprojectzero.blogspot.com/2022/04/the-more-you-know-more-you-
know-you.html 「The More You Know, The More You Know You Don’t Know」
Project Zero 

• https://blog.mozilla.org/addons/2022/05/18/manifest-v3-in-firefox-recap-next-steps/ 
「Manifest v3 in Firefox: Recap & Next Steps」 Mozilla 

• https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1199865 「 Security: 
spook.js attacks on site vs origin isolation; extensions」Chromium Bug tracker 

• https://chromestatus.com/features 「Chrome Platform Status」Chrome Platform 
Status 

• https://github.com/mozilla/standards-positions/issues/154 「File System Access API」
Mozilla 

• https://cafe.jilis.org/2022/03/18/160/ 「高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真

髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱」JILIS 
• https://www.eff.org/deeplinks/2021/12/chrome-users-beware-manifest-v3-deceitful-

and-threatening 「Chrome Users Beware: Manifest V3 is Deceitful and Threatening」
EFF 

• https://github.com/w3c/webextensions/tree/main/_minutes 「 Meetings 」
WebExtensions Community group  

• https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=1265064 「 Add 
'optional_host_permissions' to manifest.json」Chromium Bug tracker 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

ネット教育アナリスト 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名：  

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見 

 

0．背景 

 

青少年インターネット環境整備法が施行されて 13 年。携帯電話は、電話機から小型の

ネット端末である“スマートフォン”に変わり、利用者の年齢も低年齢化してきています。 

第 4 次計画の頃より、低年齢層（0 歳から満 9 歳）の子供の保護者・家庭への支援が

啓発促進の柱の１つとなり、現在、対策は待ったなしの状態です。 

 

また、国を挙げたＧＩＧＡスクールプロジェクトの推進により、小学校からタブレット端末が導

入される中、モバイル端末の安全性の確保がより一層求められている状況でもあります。 

 

スクリーンタイムやＤｉｔｇｉｔａｌ Ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ等、ＯＳが提供するコントロールツールは、ＯＳに

直結しているからこそできる機能も備えています。逆に、ＯＳがコントロールできないアプリ

やサービスが自由にダウンロードできるようになると、何が安全かなどの判断基準を含む

啓発教育も難しくなり、青少年保護の観点からは、正直、あまり好ましいとは思えません。 

 

また、マルウェア感染率は iOS が最も低い（Nokia 社によるレポートでは全体の 1.72%）と

いう調査結果も出ており、自由競争を優先した結果、安全性を損なうことになってはなり

ません。もちろん、安全性が維持できるような競争は大歓迎です。 

 

「青少年保護・バイ・デザイン／PCO （Protection of Children Online） ｂｙ Design」は、

「Privacy by Design」と共にモバイル技術を考える上で根幹をなすものであり、モバイル・

エコシステムに関する競争評価をする上でもゆらいではならないと考えます。 

別 添  



１．記載された内容に対する意見 

 

＜中間報告の該当箇所：  14    ページ＞ 

 

「常時保有し、いつでもどこでもデジタル空間に入って多様なサービスを利用することの

できるゲートウェイとして、人々の生活をより豊かなものに変えることに大きな貢献を果た

してきている」とあります。 

 

大いに共感できる一文ですが、これは安全性の上に成り立つものだと思っています。 

 

＜中間報告の該当箇所：  24    ページ＞ 

 

「②デフォルトの優位性」については、報告のとおりだと思います。 

ですが、日本人の「デフォルトを好む」体質が大きく影響しているようにも感じます。 

使い勝手の良いもの、自分にとってよりニーズの高い設定、といったものに調整すること

なく、デフォルトをそのまま使う人がマジョリティとなっている実態があります。 

ともすると、他により良い選択肢があるにもかかわらず、それを選ばず、「私が使いやすい

ようにこのツールをこう変えて欲しい」という要望を突きつけるユーザーもいます。 

まずは、消費者リテラシーのボトムアップを図る必要がありそうです。 

 

＜中間報告の該当箇所：  40    ページ＞ 

 

枠内「競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為を類型化し、原則的に事前に禁止して

いくこと、また、セキュリティやプライバシーといった事由についてそれが正当なものと認め

られる場合には、例外的に禁止から外していくという考え方について、どのように考えるか」 

‥‥とありますが、逆の考え方はできませんか？ 

「競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為を類型化し、セキュリティやプライバシーに

影響を与えないと確認できたことについて許可をする」であれば安全性は維持できます。 

“自由競争”や“自社優遇の回避”と“安全性”は、どちらが例外ということなく、いずれの

観点も欠かさないよう考えるべきではないでしょうか。 

 

＜中間報告の該当箇所：  64    ページ＞ 

 

老若男女を問わず、エンドユーザー向けの啓発において、不正アプリや悪質なファイル

のダウンロード等を防ぐための策として、公式ストアや公式サイトを利用するように指導し

ています。 



フィッシング用に作りこまれた Web サイト等もあり、よほどの知識・技術・感覚を持ち合わ

せていない限り見抜くことが困難なものさえあります。 

そんな中で、どこからでも自由にダウンロード可能になることは手放しに歓迎できません。 

以前あった EMA のような第三者機関を作り、審査や判断をして、誰にでも正規版（また

は安全を保障できるもの）とそれ以外のものの区別がつくように「ABJ」のようなマークを

提供する、という仕組みを作れば可能性はあると思われます。 

セキュリティソフトや各種設定による適切な安全設定をすることなく利用している人には、

安全か否かを明確に示す“何か”が必要なのです。 

 

また、プリインストールに関しては、入っているものをそのまま使う傾向が強い（前述）ため、

自由に取捨選択してインストールできるようにすると、サポートがなければ使えない人が

多くなり、ただでさえ待ち時間が多い＋時間がかかるという課題を抱えている販売店等

の窓口対応が、今以上に大変なことになると予想されます。 

安全性が担保されるのであれば、許容範囲のプリインは良しとする代わりに、システム的

に支障が出ないものは自由にアンインストールできるようにすべきです。容量が足らず、

使っていないアプリをアンインストールしようとしても、更新した差分のみしか減らせないと

いうクレームは、多く上がっています。 

スマホの容量確保という意味でも、パソコン同様、インストール／アンインストールは自由

にできるようにすべきではないでしょうか。 

その上で、さまざまなアプリやサービスが使われるよう模索してみてはいかがでしょう。 

 

さらに、プリインストールに関しては、OS 事業者に限らないということも追記しておきます。 

ハードウェアメーカーによるプリイン、キャリアによるプリイン、販売店の導入インセンティブ

等、ユーザーが望むか望まないかに関わらず導入される（あるいは勧められる）ものが多

いように感じます。 

これらも、OS のプリイン同様に検討する必要があると考えます。 

 

手数料についても一言。 

OS 事業者への課題とは別ですが、キャリアが保有するユーザー属性のうち、18 歳未満

か以上かという年齢に関する情報も、使用するには高額な費用がかかります。 

青少年保護の観点で考えれば、青少年が使う可能性のあるアプリには無償あるいは安

価（本当の意味での手数料程度）で提供され、18 歳未満への制限や保護の仕組みに

広く使えるようにすべきだと思っています。 

現在、18 歳未満へのさまざまな環境づくりが実現できているのは、予算の確保が可能な

大規模事業者のみ。青少年保護だけでなくエコシステム的な観点からも、ここは早急に

改善する必要があると考えます。 



 

＜中間報告の該当箇所：  １１１    ページ＞ 

 

サイドローディングについて。 

 

アプリを悪用してユーザーを騙す、OS のセキュリティを低下させる、といった可能性を許

容することになるのでは？という不安がよぎります。 

例えば、マルウェアを仕込んだり個人情報を詐取したりするようなアプリほか、多種多様

なリスクをユーザーにもたらす可能性について、厳に留意すべきはないでしょうか。 

また、サイドローディングによってセキュリティというサービスの質の競争が起きる可能性

を挙げられていますが、サイドローディングが自由であったパソコンにおいてもそのような

良質な競争はそれほど生じておらず、ウイルス等の不正アプリが一定数存在していること

が前提の現在の利用環境につながっています。 

パソコンを自由に使いこなせるほどのリテラシーを持たない人たちにも利用され、より一層

パーソナルな多数の情報を扱っているスマートフォンだけに、パソコン＋インターネットと

同程度にセキュリティレベルが下がってしまった場合、様々な問題・危険性を孕むので

はないかと心配です。 

 

特に、18 歳未満の利用を拡大する等の目的で、フィルタリングを含むペアレンタルコント

ロール機能が正常に機能しないよう設計することも可能になってしまうという懸念が…。 

そうなると、不適切なやり取りや出会い等が密かに行われてしまうことにつながり、犯罪に

巻き込まれるリスクも高くなるでしょう。 

コントロールツールだけでなく、写真等の個人情報へのアクセスや、アプリのレーティング

（推奨年齢とその制限）、課金への承認など、長年青少年を守るために関係者・企業・

団体が協力して整えて来た青少年保護の仕組みが正常に働かず、崩壊する可能性も

ゼロとは言い切れません。 

このあたりを、もう少し慎重に考えていただければ幸いです。 

 

＜中間報告の該当箇所：  １63    ページ＞ 

 

WebKit について。 

 

現在 OS 事業者が提供しているペアレンタルコントロールツール（iOS：スクリーンタイムと

ファミリー共有、Android：Digital Wellbeing とファミリーリンク）は、キャリアが提供している

「あんしんフィルター」や、MVNO が多く採用している「i フィルター」等と共に、青少年保護

の一端を担う極めて重要なツールとなっています。 



フィルタリングについては、ネット上に「解除の仕方」の情報が蔓延している結果、小学生

でも自分で解除してしまうようなことが起きており、推奨年齢に満たない子供がアプリや

サービスを利用してしまっているのが現状です。 

前述した「年齢に関する情報の提供」の問題もあって、年齢を自己申告制にせざるをえ

ないアプリやサービスもあり、「年齢詐称すれば使える」という指南をする大人もいます。 

 

サードパーティのブラウザ・ベンダーによる創意工夫を通じたブラウザ間の競争は、成人

にとって、あるいは業界全体の質やスキルの向上にとってはプラスに働くと思われますが、

ただでさえ「抜け道」を教える大人が多い中、OS 事業者提供の安全な仕組みを実装し

なくても良いとなると、さらなる危険な抜け道が増えることにもなります。 

OS 事業者は、OS と連動して安全に利用できるようにしている仕組みも多く、それらを踏

襲しなくても良い自由な開発環境は、青少年保護に関する施策の根本から覆すことに

なってしまいます。 

 

自由に競争し、技術力、サービスの質、経済効果等が向上することについては、異論は

ありません。 

ですが、0 歳からシニア層まで、幅広く日常的に使われているモバイル機器であることを

今一度見つめ直し、子供たちへの影響や安全利用を阻害する可能性等も熟慮していた

だき、慎重にご検討いただくことを願っています。 

 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

「モバイル・エコシステム」は、これからのデジタル社会に不可欠な ICT ビジネスの生態系。

でもそれは、ビジネスを遂行する側の都合に合わせたものであってはならないと考えます。 

 

デベロッパーが OS 事業者に対して不満を抱えていることでもわかるように、「提供側」の

都合を重視すれば、「提供される側」に不満や支障が生じます。 

このような評価・検討をする際、ともすると産学官の視点で議論が進んでしまう可能性も

あるため、最も末端の提供される側＝エンドユーザーの視点を忘れないでください。 

 

モバイル機器の利用は、手に物を持つことができるようになったばかりの幼齢まで下がっ

ているものの、一般利用者全体の安全利用に係るリテラシーはまだまだ育っていません。

残念ながら、そういったエンドユーザーの目線で物事を見、考えることを得意とする優秀

なエンジニアやICT技術に精通している人は希少です（知らない人の感覚に戻れない）。 

 



世界をリードするようなアプリやサービスの企画・開発といった点では大いに期待するもの

の、開発のしやすさや投資対効果等が優先され、「Privacy by Design」を忘れるようなこ

とがあってはならないと考えます。 

 

特にモバイル機器は、リテラシーが高い人にも低い人にも、善良な人にも悪意を持った

人にも、手軽で便利なツールです。見方を変えれば、善良な開発者にとって使いづらい

仕組みや体制は、サイバー攻撃をする側にとっても不都合と言えます。デベロッパーの

仕事がはかどるように状況を緩和すれば、サイバー犯罪の仕掛けづくりもはかどることに

なるでしょう。 

 

モバイル機器で外出先から家電をコントロールする時代。例えば、家電メーカーだから、

もっと扱いやすくハードルを下げ、アプリ等を開発しやすい環境を提供してほしいと要望し、

それが実現した場合、そこが恰好のターゲットになってしまう可能性も否定できません。 

 

先に述べたとおり、利用者の低年齢化が著しい中、GIGA スクール端末も就学と同時に

手にするようになった日本の子供たち。日本 IBM 在籍中に BtoB、BtoC における ICT の

戦略的利活用をアドバイスしていた経験と、世界に先駆けて『青少年インターネット環境

整備法』が施行（平成 21 年 4 月）された頃より青少年のインターネット利用に係る啓発

教育を手掛けてきた立場から申し上げられることは、 

 

Ⓗ ハードウェアの安全性（＝メーカー） 

Ⓞ OS の安全性（＝OS 事業者） 

Ⓝ ネットワークの安全性（＝キャリアやネットワーク事業者） 

Ⓢ ソフトウェアの安全性（＝アプリやサービスを提供する事業者） 

 

それぞれがエンドユーザーの安全な利用環境をしっかりと整えるべきであるということ。

特に、人生経験が少なく、判断力も未成熟な年齢層にとって、それらを補うための機器

本体側のリスク管理は不可欠です。（デジタル機器が不得手なシニア層にも有効です） 

「PCO ｂｙ Design」」についても、未来の日本を担う子ども・若者を育てる上で常に意識

しなければなりません。 

 

エンドユーザーの安全利用のためには、ⒽⓄⓃⓈが各テリトリー内の安全性を確保する

ことが大前提。ハードウェアごと、ＯＳごと等、個々に安全のための特徴があるということは

選択の自由につながります。必要に応じてチョイスできる現状は素晴らしいと言えます。 

ⒽⓄⓃⓈの接点の部分で生じる支障や不都合については、安全性を阻害しないような

工夫と歩み寄りを、ぜひともご検討いただきますようお願いいたします。    ＜以上＞ 
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「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 

 

記載された内容に対する意見 

 

「Ⅰ．総論」「第２. 目指すべき姿と対応に向けた基本的な考え方」「３. 対応策のオプション
を検討するに当たっての視点」「【本項目について主にご意見をいただきたい事項】１．対応
策のオプションを検討するに当たっての視点について」について 
 

(1) セキュリティ、プライバシー保護等の価値に対して適切な配慮が行われるべきこと 
 
「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」は、多面的かつ詳細な検討を行

っている点において画期的な報告書であり、モバイル OS をめぐる取引等の状況を国民が具
体的に理解する助けとなるものであると感じられる。 
ところで、「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」は、多面的な検討を行

うにおける視点の設定について、競争促進を基本的な視点として掲げたうえで、「セキュリテ
ィやプライバシー保護など」については「例外的に何らかの理由を持つ場合もあり得る」行
為と位置づけている（中間報告書 39 頁）。 
 しかし、競争促進・セキュリティ保護・プライバシー保護その他の多様な視点から多面的
な検討を行う際に、各視点の間に「原則」「例外」という優先劣後関係を設けることには、検
討結果がバランスを失したものになってしまうおそれがあるように感じられる。このことに
ついては、公正取引委員会競争政策研究センター「データ市場に係る競争政策に関する検討
会」報告書が「競争政策とデータ保護，消費者保護といった関連する政策分野が別々にでは
なく，相互に連携して取り組む必要がある」旨の考え方を示していることも参考としながら、
多様な視点のバランスに留意したさらなる検討が行われることが望ましいと考える。 

別 添  



 
(2) プラットフォームビジネスの個別性に一層配慮すべきこと 
 
現在、様々な事業者がモバイル OS 分野においてプラットフォームビジネスを提供してい

るところ、プラットフォーム運営事業者各社のビジネスモデルは画一的なものではなく、む
しろ差別化が進展しているようにみえる。ここで、我が国政府による規制がビジネスモデル
の画一化を促すようなことがあれば、それはかえって競争促進の観点から望ましくないよう
に感じられる（なお、私は、経済産業省「デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング

会合」委員として、同会合において、モニタリングの方向性に関して「各社独自のビジネスモデルを踏まえ、各

社による取組の内容は異なって良いということに留意しながら検討したい」旨発言したことがある（同会合第 1

回会合議事録参照））。 
「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」は、モバイル OS 分野のプラッ

トフォームビジネスについて、各社のビジネスモデルに簡潔に言及しているものの（たとえ
ば中間報告書 30・31頁）、各社のビジネスモデルを個別的に分析して「Ⅱ．各論」における
個別的に生かしているとまではいい切れないようにみえる。プラットフォーム運営事業者各
社による差別化の状況を具体的に明らかにしながら、さらに検討することが望ましいと考え
る。 
 
「II. 各論」「第１. エコシステム内のルール設定・変更、解釈、運用」「第１-２. 【アプリス
トア】」「７. アプリストアの拘束（Apple）」及び「８. サイドローディングの制限（Google）」
の「【本項目について主にご意見をいただきたい事項】1. 事実関係、懸念事項に関するさら
なる情報について」について 
 
(1) サイドローディング禁止その他の技術的保護手段について、独禁法の観点からさらなる

検討が行われるべきこと 
 
 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」における検討及び政策の方向性
（オプション）は、サイドローディングを許容すべきであることを対応のオプションとして
示すなど、技術的な保護手段のあり方について一定の方向性を示しているようにみえる。 
我が国では、デジタル・プラットフォームビジネスをめぐる独禁法問題が盛んに議論され

るようになる前から、プリンター等いくつかの産業分野を検討対象として、プリンター等本
体の製造業者が純正品ではない消耗品（トナーカートリッジ等）の接続を不可能ないし困難
にする技術的保護手段を講じることについて、日本独禁法の観点から検討が重ねられてきた
（たとえば知財高裁令和 4 年 3 月 29 日判決〔リコー対ディエスジャパンら〕がある。当該事件の地裁判決その



他近時の注目すべき裁判例を紹介する記事として、拙稿「民事訴訟事例から考える「知財と独禁」(第 3 回)」発

明 2021 年 3 月号・「同(第 11 回)」発明 2022 年 1 月号がある。）。 
これら裁判例等においては、技術的保護手段について競争者排除効果および正当化理由の

両面から具体的な検討が行われているところ、日本独禁法は適用除外法なき限りあらゆる産
業に適用される法律であるから、上記の検討はモバイル OS 分野におけるプラットフォーム
ビジネスにも示唆を与えるものであると考えられる。また、日本独禁法の分野における上記
の先例等は、事前規制の内容を検討する際にも有益であると考えられる。 
 
(2) サイドローディング禁止その他の技術的保護手段について、知的財産法の観点からさら

なる検討が行われるべきこと 
 
技術的保護手段には、特許権その他の知的財産権の行使が含まれる場合がある。したがっ

て、技術的保護手段を許容しないこととすれば、具体的な事実関係いかんによっては知的財
産権の行使が禁じられることとなり、知的財産権が事実上無力化し、発明のインセンティブ
を損ない知的財産制度の目的ないし機能を損なってしまうおそれがあると考えられる。 
かかる事情は、技術的保護手段について独禁法の観点から検討する際においても、技術的

保護手段を許容する正当化理由の一つとしても考慮されることとなると考えられる。 
以 上 
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Fairness：CAF）は、この重要な取り組みを称賛し、コメントの要請に対して見解を提出できる機会に

感謝いたします。2 

CAF は、70 以上から成るさまざまな規模のメンバー企業で構成された独立非営利組織であ

り、アプリ・エコシステム全体にわたって選択の自由と公正な競争を提唱するために設立されました。3 
CAF は、米国の多くのアプリ開発者を含め、世界中のアプリ開発者を代表しています。これらのアプリ

開発者は、すべての大陸の消費者にサービスを提供し、サービスを提供している市場での競争から恩

恵を受けています。CAF のビジョンは、Apple App Store などのプラットフォームに依存する企業が消

費者にリーチするための公平な競争の場を確保すること、およびアプリ・エコシステム全体にわたって一

貫した行動基準を確保することにあります。このビジョンの下、CAF は 10 の「App Store Principles（ア
プリストアの原則）」を示し、規模や事業の性質にかかわらず、あらゆるアプリ開発者に与えられるべき

一連の権利を正式に明記しました。4 

貴中間報告の結果は、全般的に、米国およびその他の法域の政府機関が実施したアプリス

トア・エコシステムに関する大規模な調査および分析の結果と一致しており、これらの結果はすべて本

質的に同じ結論に達しています。すなわち、Apple と Google は、それぞれ iOS と Android 上でのアプ

リの配布についてゲートキーパーとしての権力を有しており、これによってアプリ開発者に対して不公平

な条件を課したり、その他の特権乱用的行為を行ったりする状況が生じてる、という結論です。5  これ

                                                           
2「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」および「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関

する競争評価 中間報告」に関するコメント依頼、（2022 年 4 月 26 日）、https://public-comment.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060220427&Mode=0. 
3CAF, https://appfairness.org (最終閲覧日：2022 年 5 月 22 日）。 
4CAF, Our Vision For The Future, https://appfairness.org/our-vision/（最終閲覧日：2022 年 5 月 20 日）。 
5Australian Competition & Consumer Commission、Digital platform services inquiry: Interim report No.2 – App 
Marketplaces, 2021 年 3 月, などを参照のこと。
https://www.accc.gov.au/system/files/Digital%20platform%20services%20inquiry%20-%20March%202021%20
interim%20report.pdf [以下 ACCC Digital Platform Interim Report No. 2]; Competition & Markets Authority, 
Mobile Ecosystems: Market Study Interim Report, 2021 年 12 月 14 日, https://www.gov.uk/cma-cases/mobile-
ecosystems-market-study#interim-report [以下、CMA モバイル・エコシステム中間報告書]; Staff of Subcomm. on 
Antitrust, Com., & Admin. L. of the H. Comm. on the Judiciary, 116th Cong.,  Investigation of Competition in 
Digital Markets, Majority Staff Report and Recommendations, 2020 年 10 月, 
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition in digital markets.pdf [以下、米下院司法委員会「デジタル

市場における競争に関する調査」報告書]。 
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らの法域の多くは、グローバルなデジタル・プラットフォームとそのユーザーに関して、すでに法律を制定し

ているか、または現在、制定を精力的に進めています。6 

CAF は、貴中間報告の多くの所見に同意いたします。CAF のエグゼクティブディレクターであ

る Rick VanMeter は、「貴中間報告は、日本が規制当局や政策立案者の間で高まる声に賛同し、

反競争的行為をビッグ・テックのゲートキーパーに通告するものです。このレポートでは、アプリ・エコシス

テムに競争があってはじめて開発者と消費者が正当に繁栄するということが明確にされています」と指

摘しています。7  加えて「これらの調査結果に CAF は強く同意し、イノベーションを推進して自由で公

正なモバイルアプリ市場を可能にしていく日本の規制当局や政策立案者と、協力できることを楽しみ

にしています」と述べています。8 

貴本部がモバイル・エコシステムにおける競争上の懸念に対処するさなざまなオプションの検討

を進めておられる中、CAF は、拠点を置いている国にかかわらず、企業が世界経済全体にわたって平

等な場で競争できるよう、競争障壁を取り除くオプションの推奨を機本部に強く求めたいと思います。 

この回答書では、CAF は、アプリ開発者とそのユーザーに害を及ぼしているアプリ経済の現状

についてコメントすることに焦点を当ててまいります。すなわち、モバイル・エコシステムを事実上複占し、

それぞれが iOS と Android オペレーティングシステムおよび App Store と Play Store を支配している

Apple と Google こそが、ゲームのルールを意のままに決定することができ、それによってアプリ開発者と

そのユーザーに害を及ぼしているアプリ経済の現状についてのコメントです。 

メンバーとのやり取りを含む CAF の経験に基づき、私たちは、Apple や Google に関して、あら

ゆる規模の多くの企業が抱いている経済的な報復に対する真の恐怖そのものを認識することが重要

                                                           
6Hamza Shaban and Cristiano Lima, U.S. legislators hail South Korea’s move to curb Apple and Google’s app-store 
dominance, The Washington Post（2021 年 8 月 31 日）, https://www.washingtonpost.com/
business/2021/08/31/apple-google-app-store-south-korea/; Eur. Comm’n, Questions and Answers:  Digital Markets 
Act:  Ensuring fair and open digital markets（2022 年 4 月 23 日）（QANDA/20/2349）, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA 20 2349; Will Hayter, Digital markets and the new 
pro-competition regime, Competition and Markets Authority（2022 年 5 月 12 日）, 
https://competitionandmarkets.blog.gov.uk/2022/05/10/digital-markets-and-the-new-pro-competition-regime/（次期

デジタル市場、競争および消費者法案を参照）; Rick VanMeter, Competition Comes to the App Store, 
RealClearPolicy（2022 年 5 月 10 日）

https://www.realclearpolicy.com/articles/2022/05/10/competition comes to the app store 831388.html などを参照
のこと。 
7Coalition for App Fairness Statement on Interim Report from Headquarters for Digital Market Competition of 
Japan on Mobile OS Oligopoly, CAF, （2022 年 4 月 26 日）, https://appfairness.org/coalition-for-app-fairness-
statement-on-interim-report-from-headquarters-for-digital-market-competition-of-japan-on-mobile-os-oligopoly/。 
8同上。 
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であると考えています。9  このため、この分野におけるゲートキーパー・プラットフォームの行動に大きな

懸念を抱いている市場参加者の多くが、このような恐れから、貴本部からのコメント要請に応じないこ

とを選択する可能性があります。CAF は当然ながら、個人として自身の声を上げることを恐れている

開発者のために戦う立場にあります。したがって、モバイル・エコシステムに関する Apple と Google の
行為を支持するコメントと批判するコメントを単純に集計することは、非常な誤解を招くことになりかね

ません。 
 

II. 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 
 

A. モバイル・エコシステムは、Google と Apple の 2 つのプラットフォーム運営者が 
支配 

 
貴中間報告では、モバイル・エコシステム全体を、Apple や Google を含む「プラットフォーム運

営者による寡占」であるとの説明がなされています。10  CAF の見解では、Apple と Google はそれぞ

れのモバイル・エコシステムにおいて（絶対的ではないとしても）大きな市場支配力を持っています。この

2 社は、2 つの主要なモバイル・オペレーティングシステム（それぞれ iOS と Android）の供給とモバイル

アプリの配信（App Store と Play Store の運営を通じて）を支配しています。 
Apple と Google のモバイル・エコシステム内の競争およびこの 2 社間の競争は、極めて限定

的です。11  Android デバイスと iOS デバイスの両方を所有する消費者は、ごく少数です。これは、1 つ

のエコシステムから別のエコシステムに切り替えるためには、ユーザーは高いコストを負担する必要があ

るためです。このような切り替えのコストには、新しいスマートフォンや周辺機器の購入コストをはじめ、

異なるオペレーティングシステムの習得という課題やデータを移し替える時間にまつわるコストのほか、

iOS アプリが Android では機能しないため新しいアプリを入手するコストが含まれます。その結果、

Apple と Google は、モバイル・デバイスのユーザーにリーチしようとする企業のデジタル・ゲートキーパー

の役割を担っているのです。このゲートキーパーの役割により、プラットフォームは企業によるエンドユー

ザーへのアクセスを支配できるため、プラットフォームは企業のみならずエンドユーザーに対しても大きな

力を持つことになります。 

                                                           
9米下院司法委員会「デジタル市場における競争に関する調査」報告書には、報復に対するこの恐怖が次のように記載さ

れている。「残念ながら、一部の市場参加者は、経済的な報復を恐れているため、実質的な問い合わせに応じてくれませ

んでした。これらの市場参加者は、彼らのビジネスと生計は 1 つ以上のデジタル・プラットフォームに依存していると説明して

います。ある回答は、「残念ながら、[CEO]は、彼のビジネスへの報復を懸念して、現時点ではこれ以上、公にすることはで

きない」と述べています。そして「公にすることを怖れているのは、私たちだけでないことは間違いありません」と付け加えていま

す。最終的に調査への協力を断ってきた別の企業も「弊社へのご連絡を非常に感謝しており、弊社の過去の経験につい

て正式発表を検討させていただきます… しかしながら Google がいかに強力か、また、彼らの過去の行動を考えると、私た

ちは正直言って、報復を心配しております」と述べ、報復に関する同様の懸念を表明している。米下院司法委員会「デジ

タル市場における競争に関する調査」報告書, 27, 上記 注 5。 
10貴中間報告, 6, 上記 注 1。 
11アプリストアのエコシステムに関する最近の調査でも、同じ結論か、または同様の結論に達している。CMA Mobile 
Ecosystems Interim Report, 63, 上記 注 5 などを参照のこと。ACCC Digital Platform Interim Report No. 2, 5, 上記 
注 5 も参照のこと。 
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B. モバイル・オペレーティングシステム市場は、iOS（Apple）と Android（Google）の 

2 つの企業の寡占状態 
 

CAF は、モバイル・オペレーティングシステムの提供が Apple と Google による「寡占」（または

おそらくより正確には並行独占）になっているという貴中間報告の所見に同意いたします。12  貴中間

報告によりますと、スマートフォン・ユーザーの大多数は、Apple（iOS）または Android（Google）オペレ

ーティングシステムで動作するデバイスを購入しています。13  Apple は iOS の専有情報を保持し

（Apple のハードウェアでのみ実行可能）、Google は Android オペレーティングシステムを Samsung や

Motorola などのスマートフォン・メーカーにライセンス供与しています。 
 

C. モバイル・エコシステムにおける競争上の懸念 
 

CAF は、Apple および Google の行為から生じる競争上の懸念には、平等な競争の場の悪

化、コストの増加、除外および参入制限、および競争圧力の排除が含まれるという貴中間報告の決

定に同意します。14 
 

アプリ市場では、消費者はさまざまなアプリに一元的にアクセスできますが、Apple と Google が
アプリストアを運営する方法は、とりわけ両社がモバイル・アプリの配信において有しているゲートキーパ

ーの役割のために、競争に重大な損害をもたらし、特に企業と消費者に悪影響を及ぼしています。 
 
Apple および Google が運営するアプリストア（およびオペレーティングシステム）に関する両社の

行動から生じる損害は、世界中の競争当局、研究者、およびシンクタンクによって、十分に裏付けら

れています。したがってこの回答書においては、CAF は、そのような損害についての詳細な説明ではな

く、概要を提供いたします。 
 
損害は、大まかに次のように分類できます。(1) アプリ開発者に不公平かつ不正な条件を課

すことから生じる損害、(2) 商業上の機密情報の収集および使用から生じる損害、(3) 一貫性のない

アプリ審査プロセスから生じる損害、(4) Apple および Google の自己優遇行為から生じる損害、(5) 
技術および機能へのアクセスに課された制限に起因する損害、(6) 単一のアプリストアへのユーザーロ

ックイン、およびアプリストアの競争と消費者の選択の実質的な排除から生じる損害。特に、以下に詳

述するように、消費者はこれらのすべてから多大な損害を受けています。 
 

                                                           
12貴中間報告, 4, 上記 注 1。 
13同上。（「市場シェアの数値は、算出方法によって、すなわち調査対象ユーザー数やページビュー数によって異なるが、2
社の寡占が存在することに変わりはなく、この傾向は大きく変化していない」）。 
14同上、6。 
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1. アプリ開発者に不公正かつ不正な条件を課すことから生じる損害 
 

Apple と Google は、両社がアプリの配信に対して有するゲートキーパーの役割により、アプリ

開発者がユーザーベースに到達する前提として承諾しなければならない契約条件を、一方的に設

定、変更、解釈、および強制することができます。アプリ開発者には、どれほどそれが不公平または有

害であっても、Apple と Google の条件を受け入れる以外に選択肢はありません。さもなければ、モバ

イル・ユーザーベースへのアクセスを失ってしまいます。このセクションでは、(i) Apple 独自のアプリ内課

金システムである App 内課金（「IAP」）の強制的な使用、および (ii) 「デジタル」商品やサービスを提

供するアプリのアプリ開発者に Apple が課しているアンチ・ステアリング条項（外部のウェブサイトでの購

入への誘導を禁止する規則）に起因する損害について言及します。上述のように、CAF は Apple に
焦点を置いていますが、Google の慣行が Apple の慣行に類似している限りにおいて、以下の所見は

Google にも適用されます。15 
 

a. IAP の強制使用 
 

「デジタル」商品やサービスを提供していると見なされるアプリのアプリ開発者（これに該当する

かどうかを決定する唯一の権威者は Apple である）16  に対して、Apple は App Store へのアクセスに

IAP の使用を条件づけています。IAP を排他的に使用する義務は、競争と消費者にさまざまな損害

をもたらします。 
 

i. アプリ開発者は、自分で決済処理者を選択できない。 
 

デジタル商品やサービスを販売するアプリのアプリ開発者は、アプリ内決済を処理する代替サ

ービス・プロバイダーを選択することが禁じられており、「汎用」IAP を使用する必要があります。アプリ開

発者は、ユーザーにとって価値のある柔軟な支払いオプションや機能（キャリアビリング、異なる請求サ

                                                           
15Google はこれまで、独自のアプリ内決済システムである Google Playの請求システム（「GPB」）の使用を控えていたが、

2020 年 9 月、Google は、同社のアプリでデジタル商品やサービスを販売するすべての開発者は、2021 年 9 月 30 日まで

に GPB のみを使用する必要があると発表した。Google は後に、アプリ開発者は GPB 義務の遵守開始を、2022 年 3 月

31 日まで延長できることを発表した。Sameer Samat, Listening to Developer Feedback to Improve Google Play, 
Android Developers Blog (2020 年 9 月 28 日）, lhttps://android-developers.googleblog.com/2020/09/listening-to-
developer-feedback-to html、Purnima Kochikar, Allowing developers to comply with Play Payments Policy, Android 
Developers Blog,（2021 年 7 月 16 日 https://androiddevelopers.googleblog.com/2021/07/apply-more-time-play-
payments-policy.html。 
16Apple は、アプリが「デジタル」の商品やサービスの購入を可能にするかどうか、したがって IAP を使用しなければならない

かどうか、あるいはアプリが「物理的」な商品やサービスの購入を可能にするかどうか、したがって IAP を使用するべきでない

かを決定する裁量権を有している。Apple が行う区別には、必ずしも客観的または論理的根拠があるわけではなく、一部

のサービスが「アプリ内」で消費されていると見なされ、同様のサービスが「アプリ外」で消費されていると見なされる理由を理

解するのは困難である。「デジタル」商品やサービスを提供していると見なされるアプリのカテゴリー内で、Apple は長年にわ

たり、IAP の使用義務にさまざまな例外を設けている（App Store Review Guidelines に含まれずに、場当たり的に適用さ

れているものもある）。 
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イクルのサブスクリプション、ターゲット割引、分割払いなど）を提供できないため、最終的にはユーザー

が損失を被ることになります。さらに、IAP を使用する義務は、決済サービス・プロバイダー間の競争や

決済サービス・プロバイダーによるイノベーションを制限します。この義務がなければ、決済サービス・プロ

バイダーはアプリ内決済専用に設計された決済ソリューションのイノベーションに強いインセンティブを持

つことができます。17 
 

ii. アプリ開発者は、ユーザーと断絶される。 
 

IAP が使用される場合、Apple は顧客関係を没収し、アプリ開発者とそのユーザーの間に強

制的に介入します。18  アプリ開発者は、キャンセルや返金など、Apple が処理する必要のある重要な

請求問題についてカスタマー・サポートを提供できません。（アプリ開発者の責任である）サービスの提

供と（Apple が対応する）カスタマーケア・サービスの提供を人為的に分離するこの慣行は、カスタマー・

サービスのプロセス（サブスクリプションのキャンセルや返金請求の処理など）に不必要な摩擦をもたらし

ます。（混沌とした非効率的な標準レベルに達しないカスタマーサービスに直面することで）ユーザーが

損害を受けるだけでなく、消費者は開発者のブランドの下で受けるユーザー・エクスペリエンスのレベル

の低さをアプリ開発者と関連付けるため、アプリ開発者の評判にも損害を及ぼします。19 
 
さらに、Apple は IAP の使用により、第三者のアプリ開発者が所有しているサブスクリプション

加入者に関する商業的に機密性の高い情報（ユーザーのフルネーム、E メール、年齢、IP アドレス、

場所、クレジットカードの詳細、請求情報など）へのアクセスを取得します。これらの情報は、サービスを

提供するアプリ開発者とは共有されません。20  その結果、アプリ開発者は、サービスの改善、提供物

のパーソナライズ、（詐欺などからの）ユーザー保護に利用できる貴重なユーザーデータへのアクセスを

奪われ、逆に Apple は他では得られない市場についての情報を収集します。21 
 

                                                           
17IAP を使用する義務がイノベーションに及ぼす有害な影響の詳細については、Damien Geradin, How Apple’s App 
Store practices are stifling innovation, CAF, 2021 年 5 月, 3, https://appfairness.org/
wpcontent/uploads/2021/05/caf-stifling-innovation.pdf を参照のこと。 
18IAP が使用される際に、Apple がアプリ開発者をユーザーからどのように分離するか、およびその悪影響の詳細について

は、Damien Geradin, Apple’s In-App Purchase (“IAP”) as a disintermediation tool, CAF, 2021 年 5 月, 3,  
https://appfairness.org/wp-content/uploads/2021/05/CAF-IAP-as-DisintermediationTool.pdf を参照のこと。 
19同上 3-5 を参照のこと。 
20Apple がアプリ開発者と共有する情報は、限らた内容の通知だけである。IAP を介してトランザクションが行われると、ア

プリ開発者は、アプリ開発者が提供する特定の製品に対して購入が行われたという通知をリアルタイムで受け取る。この通

知では、購入した製品に関する情報が提供されるが、アプリ開発者がユーザーを確実に特定できる情報、または支払額

や使用された通貨などの情報は含まれない。同上、2。 
21同上、3。 
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iii. IAP は「デジタル」商品やサービスを提供するアプリ開発者のコストを

上げる。 
 

IAP 経由で行われたトランザクションの場合、アプリ開発者はトランザクションの価値に対して

（最大で）30%の手数料を支払う必要があります。実際、（最大で）30%の手数料は App Store の価

値を反映していません。これは、アプリの配信に対する市場での力を背景に、Apple のみが独自に課

すことのできる競争を超越した価格の手数料です。この点に関して、Epic Games の Apple に対する

訴訟の利点に関する徹底的な裁判の後、米国地方裁判所の Gonzalez Rogers 判事は、Apple は
運営コストやユーザーまたは開発者の利益に関係なく、恣意的な方法で手数料を 30%に設定したと

結論付けています。22  さらに、Gonzalez Rogers 判事は、（最大）30%の手数料の金額は、App 
Store の運営コストまたはアプリ開発者に提供される価値とは関係がないとし、Apple が競争を超越し

た利益を得ることができたのは歴史的なギャンブルの結果であったと判断しました。23 
  

Apple 独自のアプリにはそのような料金は発生しません。また、アプリが「物理的な」商品やサ

ービスを提供していると見なされるアプリ開発者も、IAP 義務の対象ではありません。したがって、手数

料は不公平かつ差別的な形で構成されています。24  この手数料は、アプリ開発者のマージンを奪

い、Apple のライバルアプリのコストを上昇させ、その結果、ダウンストリームの競争を歪めています。 
長期的には、ダウンストリーム市場が締め出されることに起因して、あるいは（潜在的な）収入の大部

分を Apple に渡したことでアプリ開発者がアプリへの投資や新しい革新的なアプリの開発を行う能力

やインセンティブを低下させてしまうことが原因で、消費者に対して著しい悪影響が及ぶ可能性があり

ます。25 
 

iv. IAP は切り替えコストを引き上げ、消費者のロックインをもたらす。 
 

IAP の使用が必須になると、切り替えコストが高くなり、ユーザーが Android デバイスに切り替

えることが難しくなります。Apple は、アプリ開発者がユーザーに対して自分のアカウントと Apple ID をリ

ンクするよう要求することを許可していません。つまり、IAP でサブスクリプションを購入したユーザーは、

Android デバイスに切り替えた後（再購入や再購読をせずに）、購入したコンテンツにアクセスできませ

ん。ユーザーが購入したコンテンツにアクセスできる場合でも、別のオペレーティングシステムのデバイスに

                                                           
22Epic Games, Inc. v. Apple Inc., No. 20-cv-05640, Rule 52 Order After Trial on the Merits, at 144（カリフォルニア州

北部地区 2021 年 9 月 10 日）, https://cand.uscourts.gov/wp-content/uploads/cases-of-interest/epic-games-v-
apple/Epic-v.-Apple-20-cv-05640-YGR-Dkt-812-Order.pdf。 
23同上、92、163。 
24この点については、Adi Robertson, Tim Cook faces harsh questions about the App Store from judge in Fortnite trial, 
The Verge（2021 年 5 月 21 日）https://www.theverge.com/2021/5/21/22448023/epicapple-fortnite-antitrust-lawsuit-
judge-tim-cook-app-store-questions を参照のこと。 
25IAP の手数料がイノベーションをどのように抑制するかについての詳しい議論については、Geradin、2 の上記 注 17 を参

照のこと。 
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切り替えた後は、既存のサブスクリプションを管理すること（キャンセルなど）はできません。したがって、ユ

ーザーは切り替え前にサブスクリプションをキャンセルする必要があります。これは、請求サイクルが異な

る複数のサブスクリプションを持つ消費者にとって問題となる可能性があります。 
 
実際、Apple は、長い間、エコシステムに顧客をロックする方法として IAP の使用を義務付け

ていることを認識しています。米国の Apple 電子書籍訴訟の文脈で明らかになった社内メールでは、

Apple の経営陣が 2010 年に、ユーザーが iPhoneから Android に簡単に切り替えられることを示す

Amazon Kindle の広告をテレビで知ったとき、Steve Jobs 氏は、「まずすべきことは、すべてについて、

当社の決済システムを使用する必要があることを [Amazon] に伝えることだろう」と提案したことが明ら

かにされています。26 
 

b. アンチステアリング条項 
 

Apple は、「デジタル」商品やサービスを提供するアプリのアプリ開発者が、IAP 以外の購入チ

ャンネルについてユーザーと直接通信することを妨げています。27  アンチステアリング条項は、IAP を使

用する義務を強化し、関連する手数料を保護することを目的としています。Apple のアンチステアリン

グ条項の適用範囲は、時と共に変化しています。当初は拡大し続けていましたが、最近では範囲が

狭まっており、これはおそらく規制上の圧力と監視の高まりが原因であると考えられます。また、Apple
自身による条項の解釈も、しばしば予測が困難でした。 

 
Apple のアンチステアリング条項は、ユーザーがさまざまな購入チャンネル間で情報に基づいた

選択を行う能力を制限し、（多くの場合、安価な）アプリ外の代替手段が失われるため、ユーザーに損

害を与えます。Apple の主な関心事は IAP の使用によって手数料を引き出すことにあるため、消費

者には情報と最適な体験が与えられません。また、アンチステアリング条項は、Apple による突然の文

面変更、それらの新たな方法での解釈、アプリの更新拒否、App Store からのアプリの削除などといっ

た可能性を怖れているアプリ開発者にも損害を与えます。 
 

2. 商業上の機密情報の収集および使用から生じる損害 
 

Apple は、App Store（iOS で利用可能な唯一のアプリ配信チャンネル）のオペレーターおよび

iOS オペレーティングシステムのプロバイダーとしての立場から、さまざまな商業上の機密情報にアクセス

できます。実際、Apple は、（App Store を通じてアプリを配信するためにすべてのアプリ開発者が署名

する必要がある）Apple Developer Program License Agreement および（開発者も含め、ハードウェア

アクセサリを Apple デバイスと電子的に接続させたい企業が署名しなければならない）MFi プログラ 
                                                           
26Production of Apple to H. Comm. on the Judiciary, HJC-APPLE-014701（2010 年 11 月 22 日）, https://judiciary
.house.gov/uploadedfiles/014701.pdf。 
27Apple, App Store Review Guidelines, 第 3.1.1 条, https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#
payments（最終更新日：2022 年 3 月 30 日）。 
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ム 28  に基づいて、Apple がアプリ開発者から収集した機密情報を取得および使用できるフレームワー

クを、契約によって構築しています。29 
 

さらに、Apple は、顧客リスト、個々のユーザーの購入活動、サブスクリプションの成功など、

IAP の使用が義務付けられているすべてのアプリから機密性の高い商業データを取得します。Apple
は市場インテリジェンスを獲得し、これを使用してホライズンスキャニングを行うことで、収益成長機会の

あるアプリのカテゴリーを特定できます。これにより Apple は、自社のアプリを迅速に開発して、サービス

市場に参入することができますが、Apple のこのような能力を可能にするうえで、独自に所有するデー

タが重要な役割を果たしたアプリ開発者と競合することになります。Apple は、自社のアプリ開発チー

ムは他の事業部門から収集したデータにはアクセスできないと主張するかもしれませんが、元 Apple 幹
部の Philip Shoemaker 氏は、Apple の幹部が App Store のデータに基づく知見を頻繁に製品開発

に使用していると説明しています。30 
 
CAF のメンバーである Tile と Masimo は、Apple は、開発者が機密情報を共有することを義

務付け、それを競合製品の開発に使用していることを説明しています。31  Masimo と Tile はいずれ

も、これらの製品との相互作用のため、Apple のデバイスや iOS アプリと互換性がある製品を製造して

おり、そのため、Apple の MFi 契約に同意する以外に選択肢はありませんでした。両社は、Apple の
MFi 契約は、交渉の余地がなく、一方的なものであるという点について重大な懸念を表明しました。

この契約には、Apple が（i) ライセンシーが提出した情報を使用して自社の競合製品を開発するこ

と、および (ii) ライセンシーが Apple に対して知的財産または特許侵害に関する訴訟を提起した場

合、本契約を終了することを許可する条項が含まれています。32  つまり、ライセンシーが法廷で制定

法上の権利の行使を試みる場合、Apple は MFi 契約を一方的に終了し、実質的に、Apple のライ

                                                           
28CAF のメンバーである Masimo は、「ユーザーに到達するために、デバイスを Apple のエコシステムに依存させる必要があ

る企業にとっては、MFi 契約への署名を拒否すると深刻な結果が生じるため」、多くの企業が MFi 契約に署名するよりほ

かは選択肢がないと説明している。Masimo, Observations of Masimo on the Statement of Scope of the CMA’s 
Mobile Ecosystems Market Study, 4, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/617aa5f48
fa8f52986e61df1/Masimo.pdf。 
29ACCC Digital Platform Interim Report No. 2, 141, 上記 注 5 などを参照のこと。 
30Reed Albergotti, How Apple uses its App Store to copy the best ideas, The Washington Post, 2019 年 9 月 5 日, 
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/09/05/how-apple-usesits-app-store-copy-best-ideas/。 
31Tile, Observations of Tile on the Statement of Scope of the CMA’s Mobile Ecosystems Market Study, 4,  
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/61a8a6ae8fa8f503780c1c8b/Tile Inc .pdf（「Apple が独自の競合製

品やサービス、機能を開発するうえで、どのように [商業上の機密] 情報を使用できるか、また使用するかを説明。これによ

り発売時には自動的に巨大な規模を獲得する」）、Masimo, 4, 上記 注 28（「Apple はエコシステムのさまざまな構成要

素に対する支配を使用してポリシーを採用したり、他社のイノベーションを利用してそれらを損なう行動に関わり（第三者の

商業上の機密情報を入手し、自由に使用することによってなど）、その結果、消費者から価値ある革新的な製品を奪

う」）などを参照のこと。 
32MFi 契約に関するさらなる詳細については、CMA モバイル・エコシステム中間報告書、上記 注 5、§§ 6.125-26、§ 
6.133、および表 8.1 を参照のこと。 



 

11 

センス技術が組み込まれた製品の販売を停止するようライセンシーに強制することで、報復をするとい

うことです。 
 
Apple に関する Tile の経験は、Apple による商業上の機密情報の収集と使用によってもたら

される競争への障害について、教訓となる実例を提供しています。33  Apple と Tile は、長年にわたっ

て非常に協力的な関係を築いてきました。しかしながら、Apple が 2019 年に Tile の「finding 
network」をコピーして「Find My Network」を立ち上げ、さらに 2021 年には Tile のハードウェアを模倣

して「AirTag」を立ち上げて以来、両社の関係は悪化しています。Apple がこれらの競合製品を立ち

上げる前に、Apple は App Store や、Tile のために行った Siri ボイスアシスタントの統合に関する

Apple と Tile とのコラボレーションなどの過去のパートナーシップを通して、Tile の製品に関する多くの

機密情報にアクセスしていました。34 
 
Tile の法務顧問である Kirsten Daru は、昨年、上院司法委員会の審問で「Apple は、商

用 iOS エコシステム全体を所有、支配しており、さらに、ハードウェア、オペレーティングシステム、小売

店、アプリストア市場を所有している」と証言しました。35  続けて、「これにより Apple は、私たちの iOS
顧客の身元情報、サブスクリプションのテイクレート、小売マージンなど、数多くの競争上の機密情報

にアクセスできるうえ、エコシステムの支配によって、Apple は一般に、成功しているアプリカテゴリーを特

定し、エコシステムを操作することでそれを奪い、自社に大きな競争力をもたらしています」と述べていま

す。36 
 
現在または将来の競合他社の商業上の機密情報にアクセスしたいという希望を抱いているの

は、Apple だけに限られません。しかし、開発者に対するゲートキーパーの力の行使は、多くの開発者

が Apple にデータへのアクセスを許可する以外に選択肢がないことを意味します。これは強制されない

限り、競争の激しい市場において開発者が決して同意しないことです。この事実は、支配的なプラット

フォームによる行為が、ゲートキーパーの力を持たない市場参加者による同様の行為と比較して、著

しく異なる影響を持っていることを理解するうえで、またこの異質な影響ゆえに、法律による異なる処

遇に値する理由を理解するうえで、非常に重要です。 
 
Apple が第三者のアプリ、サービス、および/または製品に関する商業的に機微な情報を自社

のために使用するのではないかという恐れは、イノベーションを起こそうというアプリ開発者の意欲を低下

                                                           
33Tile, 2, 上記 注 31。 
34同上。 
35Antitrust Applied:  Examining Competition in App Stores:  Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary 
Subcomm. on Competition Policy, Antitrust, and Consumer Rights, 米第 117 議会 （2021 年 4 月 21 日）、Tile, Inc.
の法律顧問兼最高プライバシー責任者である Kristen Daru の陳述, https://www.judiciary.senate.gov/imo/
media/doc/04.21.21%20Kirsten%20Daru%20Senate%20Judiciary%20Testimony%20Final.pdf。 
36同上。 
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させます。イノベーションに成功すれば、Apple が第三者の知的財産を私物化し、その後、排他的な

慣行によってそれを標的にする可能性があることをアプリ開発者は知っているからです。 
 

3. 一貫性のないアプリ審査プロセスから生じる損害 
 

App Store でアプリ（およびその後のアプリの各アップデート）を利用できるようにするには、まずア

プリ審査プロセス中に Apple の承認を受ける必要があります。アプリ審査プロセス（Apple がアプリのコ

ンプライアンスを評価するか、一方的に課される App Store Review Guidelines で更新するプロセス）
37により、Apple はモバイル・ユーザーへのリーチを希望するアプリ開発者に対して、他に例のない 
力を持つことになります。さらに、Apple は、その規則の解釈と適用、およびアプリの審査プロセスの 
実行において、自由な裁量権を有しています。Apple の App Store Review Guidelines には次の 
ように書かれています。「私たちは、コンテンツや動作が限度を越していると思われる場合は、アプリを 
拒否します。あなたはその限度とは何かと尋ねるでしょう。それは、かつて最高裁判事が言ったように 

私たちが『見てみれば分かるのです』。そしてその限度を超えたとき、あなた自身もそのことに気づくと 
思います」。38 

 
Apple は、裁判官であり、陪審員でもあり、また執行者でもあります。すなわち Apple は、恣

意的かつ気まぐれな方法で規則を適用できるのです。アプリ開発者は、Apple が毎回、規則をどのよ

うに解釈するのかを事前に知ることができず、不確実性の中でビジネスを運営する必要があります。同

時に、Apple はアプリ開発者に対して、アプリや更新を却下する理由について、謎めいたフィードバック

のみを提供することが多いため、アプリを Apple の規則に準拠させるために何をする必要があるのかに

ついて疑問が残ります。 
 
CAF のメンバーは、Apple の規則が気まぐれかつ一貫性なく適用されることにより、事業に損

害を被ってきました。例えば、CAF がファクトシートのひとつで説明したように、Apple は「スクリーンタイ

ム」（人々や子供が iPhone に費やす時間を制限するのに役立つ機能）の発売を発表すると、突然、

スクリーンタイムやペアレンタルコントロール・アプリに対する姿勢を変更し、App Store から主要なアプリ

を削除または制限しました。39  この一方的な行為により、数百万人もの子どもたちに影響を与え、数

百万人もの親を翻弄しました。FlickType は、アプリの以前のバージョンが承認されており、同様のサ

ービスを提供する他のアプリも承認されているにもかかわらず、Apple が予期せずアプリの更新を拒否

                                                           
37Apple, App Store Review Guidelines, https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/（最終更新日：2022
年 3 月 30 日）を参照のこと。 
38同上。 
39Geradin, 4-5, 上記 注 17。 
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したことで、同様の問題に直面しました。Basecamp もまた、E メールアプリの HEY の発売後、Apple
の恣意的で予測不可能なアプリ審査プロセスの結果、事業に損害を被っています。40 
 

Apple の元幹部たちは、米国下院司法反トラスト小委員会の報告書で説明されているよう

に、Apple が恣意的かつ一貫性のない方法でその規則を適用することを認めています。「Shoemaker
氏は、Apple はすべての開発者を同じように扱うと主張しているが、「誠実ではなかった」と答えました。

Shoemaker 氏はまた、App Store の規則は「恣意的」で「議論の余地がある」ことが多いこと、そして

「Apple は App Store を競合他社に対する武器として使用することに取り組んできた」とも書いていま

す」。41 
 
適切な説明なしに規則を恣意的に適用することは、アプリ開発者にとって、かなりの不確実

性、コスト、遅延を引き起こします。最終的には、アプリ開発者がサービスの質とセキュリティを向上させ

る新機能の展開を遅らせたり、当初からイノベーションに消極的にならざるを得ないため、被害を被る

のは消費者です。42 
 
さらに悪いことに、Apple の決定に同意しないアプリ開発者には有効な救済策はありません。

現実的には、アプリ審査委員会に要請を行うことが唯一の救済策です。しかし、この場合でも、最終

的な結果を決定するのは Apple の従業員（通常は比較的経験豊富なレビュアー）であり、後述する

ように、要請のプロセス自体も透明性に欠けています。43 
 

4. Apple および Google の自己優遇行為から生じる損害 
 
Apple は垂直統合されているため、iOS オペレーティングシステムと App Storeを支配するだけ

でなく、App Store を通じてアプリを利用できるようにするアプリ開発者ともダウンストリームで競合しま

す。垂直統合されている企業が、競合他社でもある得る顧客の事業よりも自社の事業に利益をもた

らす、優位な利用能力とインセンティブの両方を有する場合、垂直統合は利益相反を生み出す可能

                                                           
40David Pierce, A new email startup says Apple’s shaking it down for a cut of its subscriptions, Protocol（2020 年 6
月 16 日）https://www.protocol.com/hey-email-app-store-rejection を参照のこと。 
41米下院司法委員会「デジタル市場における競争に関する調査」報告書, 371, 上記 注 5。 
42概要は Geradin, 5, 上記 注 17 を参照のこと。 
43Apple, App Store Review Guidelines, After You Submit, https://developer.apple.com/app-store/review/
guidelines/#after-you-submit（最終更新日：2022 年 3 月 30 日）（「却下：当社の目標は、これらのガイドラインを公正か

つ一貫して適用することですが、誰も完璧ではありません。貴社のアプリが拒否され、質問がある場合や追加情報が必要

な場合は、App Store Connect を使用して App 審査チームに直接連絡してください。これは、アプリをストアに導入するの

に役立つ可能性があり、アプリ審査プロセスを改善したり、ポリシーの明確化の必要性を明らかにするうえで役立ちます。そ

れでも結果に異議がある場合、またはガイドライン自体の変更を提案したい場合は、要請を行ってください）、Apple, App 
Review, https://developer.apple.com/app-store/review/（最終閲覧日：2022 年 5 月 21 日）を参照のこと。 
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性があることは確証されています。44  したがって、Apple は、ライバルである第三者製アプリよりも自社

製アプリを優先して反競争的な自己優遇行為を実施して、メリットによる競争を阻止し、ユーザー 
ベースにリーチするために App Store に依存する第三者のアプリ開発者に損害を与える立場にあるの

です。 
 
例えば、Apple は、App Store で独自のアプリをさらに見つけやすくしたり、有利なデフォルト設

定を実装・実行できるほか、第三者のデバイスの機能へのアクセスをブロックまたは制限することができ

ます（実際、そうしています）。45  Apple の自己優遇行為の影響を感じたアプリ開発者の中には、デジ

タル健康アプリやペアレンタルコントロール・アプリを提供している開発者もいます。例えば、Apple は、

ペアレンタルコントロール・アプリ開発者がそのオペレーティングシステムとアプリ市場内で利用可能なコ

ントロールのすべてへのアクセスを制限しており、親が子どもを監視して保護する取り組みを妨げ、子ど

もの健康を危険にさらしています。46 
 
さらに、Apple は、自社のアプリに影響を与えずに、第三者のアプリを不利にする方法でプライ

バシー許可を設計することができます。例えば、オペレーティングシステムの変更後、Apple は、第三者

のアプリが、アプリが使用されていないときに、ユーザーの位置情報を追跡するための許可（特定のアプ

リの操作に必要な機能）をユーザーに依頼し取得することを困難にしています。47  しかしながら、自社

                                                           
44米下院司法委員会「デジタル市場における競争に関する調査」報告書, 398, 上記 注 5（「小委員会の調査では、支

配的なプラットフォームが自社のサービスを優先するため、または競合他社を冷遇するために、そのプラットフォームやサービ

スの設計を使用した事例がいくつか明らかになっている）、CMA モバイル・エコシステム中間報告書, § 6 （「Apple と
Google がそれぞれのモバイル・エコシステムを支配することで、アプリストアの使用を求めるアプリ開発者に「ゲームのルール」

を設定できる。多くの場合、Apple と Google には、独自のアプリに競争上の優位性を提供する能力とインセンティブがある

ことが分かっている」）などを参照のこと。また米国司法省と連邦政府の貿易委員会による Joint Vertical Merger 
Guidelines, 2020 年 6 月 30 日, § 4(a), https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/us-department-justice-
federal-trade-commission-vertical-merger-guidelines/vertical merger guidelines 6-30-20.pdf（[A] [垂直] 合併は、

関連製品の価格を引き上げたり、品質を下げたりすることで、垂直統合企業のインセンティブやライバル企業のコストを引

き上げる能力を高める可能性がある。合併会社が、関連製品のライバルへの供給を完全に拒否する可能性もある」）も
参照のこと。 
45アプリストアのエコシステムに関する最近のいくつかの調査は、どれも同じ結論か、または同様の結論に達している。

ACCC Digital Platform Interim Report No. 2, 40, 上記 注 5 などを参照のこと。 
46Apple はまた、他にも意図的な選択を行い、自社のエコシステムを保護しながら、ペアレンタルコントロール・アプリを提供

するアプリ開発者に損害を与えている。例えば、Apple では 13 歳以上の子供が親への通知や親の介入なしにペアレンタ

ルコントロールを削除することを許可している。さらに、2020 年に iOS 14 の発売に伴い、Apple は学校のフィルタリングと家

庭のペアレンタルコントロール・ツールを無効にする、Private MAC 機能を導入し、世界中の数百万人の子供たちの安全

に影響を与えた。 
47Daru, 5-6, 上記 注 35、Patience Haggen、iPhone Update Reminds Users – Again and Again – of Being Tracked, 
The Wall Street Journal, 2019 年 12 月 31 日, https://www.wsj.com/articles/iphone-update-reminds-usersagain-and-
againof-being-tracked-11577799336 などを参照のこと。 
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の製品やサービスに関しては、Apple はデフォルトでユーザーの位置情報を常に追跡しており、ユーザ

ーは、Apple の設定に深く入りこまない限りそれをオプトアウトすることはできません。48 
 
この種の行為は、アプリ開発者が競争と革新を行い、消費者にとって懸念される問題に対処

する能力を損ないます。 
 

5. 技術および機能へのアクセスに課された制限に起因する損害 
 

Apple は iOS に対する支配を使用して、第三者製アプリの特定の機能へのアクセスを遅らせ

たり、あるいは拒否しています。例えば、Apple は iPhone に搭載されている超広帯域近距離近接ト

ラッキングおよびデータ転送技術へのアクセスを制限しています。これにより、将来のイノベーションが抑

制され、消費者が利用できるようになる将来の製品が制限される可能性があります。49  APIやチップ

（例えば、近距離無線通信（NFC）チップや超広帯域（UWB）チップ）などの有用なハードウェアやソフ

トウェア機能への第三者によるアクセスを遅らせたり、制限したりすることにより、Apple は競合他社に

対して競争上の優位性を得て、競争を阻害し、消費者の選択を制限する可能性があります。50 
 

この種の行為のもうひとつの例では、Apple は、デバイスのリモート制御と構成を可能にする技

術であるモバイルデバイス管理（MDM）テクノロジー内の機能へのアクセスを制限しています。例えば、

MDM を使用すると、アプリ開発者はコンテンツフィルタを適用するデバイスに設定をプッシュし、どの機

能やアプリにアクセスできるかを決定し、ネットワークや VPN へのアクセスを制限できます。Apple プラッ

トフォームでは、「Supervision」と呼ばれる設定を通じて、MDM 機能の一式すべてを利用できます。

Apple では、消費者向けアプリ開発者に Supervision へのアクセスを許可していません。その結果、消

費者向けアプリ開発者は、(i) エンドユーザーが MDM 設定を削除または無効にできないようにする措

置、(ii) エンドユーザーが iMessage や明示的な iTunes のコンテンツなどの危険なメッセージングサービ

スにアクセスできないように制限する措置、または (iii) エンドユーザーがカメラやスクリーンキャプチャなど

の危険なデバイス機能にアクセスできないように制限する措置などに、アクセスすることができません。こ

れにより、消費者向けアプリ開発者が競争し、革新する能力が損なわれ、その結果として子供たちに

害が及ぶことになります。 
 

                                                           
48Reed Albergotti, Apple Says Recent Changes to Operating System Improve User Privacy, But Some Lawmakers 
See Them As An Effort To Edge Out Its Rivals, The Washington Post, 2019 年 11 月 26 日, 
https://www.washingtonpost.com/technology/2019/11/26/apple-emphasizes-user-privacylawmakers-see-it-an-effort-
edge-out-its-rivals/などを参照のこと。 
49この点の詳細については、ACCC Digital Platform Interim Report No. 2, 59, 上記 注 5 を参照のこと。 
50Daru, 6, 上記 注 35 などを参照のこと。 
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6. 単一のアプリストアへのユーザーロックイン、およびアプリストアの競争と消費者の選択の実質

的な排除から生じる損害 
 
この回答書の冒頭で説明したように、Apple と Google は並行独占の状態にあります。App 

Store は、アプリ開発者が iOS ユーザーにアプリを配信でき、iOS ユーザーが自分のデバイスにアプリを

ダウンロードできる唯一のチャンネルです。Google Play Store は、実質的に、アプリ開発者が Android
ユーザーにアプリを配信でき、Android ユーザーが自分のデバイスにアプリをダウンロードできるる唯一の

チャンネルです。この状況は偶然ではありません。Apple と Google は、第三者のアプリストアとの競争

を排除するために多大なリソースと注意を傾注しています。重要なことは、競争の排除は、Apple や
Google が主張している「消費者にさらに確かな保護をもたらすこと」にはつながらないということです。む

しろ、それは主にイノベーションを阻害し、健全な競争が間違いなくもたらす多くの利益をユーザーや消

費者から奪う役割を果たします。 
 
競争を排除することで、Google と Apple は支配的プラットフォームと第三者の双方が、特にア

プリストアの審査とキュレーションに関して、プライバシー、セキュリティ、安全性に本格的に投資するイン

センティブを破壊しました。その結果、App Store には詐欺や悪徳商法がはびこっています。ワシントン

ポスト紙は、「Apple’s tightly controlled App Store is teeming with scams（Apple の厳重に管理さ

れた App Store で詐欺が横行）」という記事で、このことの重大な証拠を明らかにしました。51  この記

事によると、「Apple の 1 日の売上上位のアプリの 2%近くが詐欺であり、人々に 4,800 万ドルのコスト

をもたらしています」。52 
 
先日、元米国国土安全保障長官である Tom Ridge 氏のほか、著名なサイバーセキュリティ

専門家、安全保障専門家、元政府職員やアドバイザーから成るグループが、米国議会宛ての書簡

で、競争がいかにユーザーのセキュリティを強化するかを、次のように説明しています。「開発者と消費

者により大きな自由と選択肢を提供する政策を策定しても、モバイルデバイスのセキュリティが低下し

たり、ユーザーへの危害が増えたりすることはありません。実際、競争と説明責任により、プラットフォー

ム、決済処理業者、アプリ開発者はセキュリティをさらに優先するよう促されます」。53 
 
競争がない場合は、最終的に、Apple、Google、および第三者のアプリストアのすべてにおい

て、より良い製品と消費者セキュリティの向上につながる投資を行うインセンティブがほとんどまたはまっ

たく失われるため、消費者が損害を受けることになるのです。 

                                                           
51Reed Albergotti & Chris Alcantara, Apple’s tightly controlled App Store is teeming with scams, The Washington 
Post, 2021 年 6 月 6 日, https://www.washingtonpost.com/technology/2021/06/06/apple-app-store-scams-fraud/。 
52同上。 
53Ridge Policy Group から米国議会への書簡（2022 年 3 月 28 日）, https://ridgepolicygroup.com/ridge-napolitano-
others-send-letter-to-congress-supporting-open-app-markets-act/。Tom Ridge, App store owners push security 
claims to stifle competition, The Philadelphia Inquirer（2022 年 5 月 4 日）, https://www.inquirer.com/opinion/
commentary/app-store-download-security-apple-google-20220504 html も参照のこと。 
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D. 潜在的な介入：競争上の懸念に対処するオプション 

 
貴中間報告には、競争評価で特定された問題に対処するための多数のオプションが記載さ

れています。CAF は、長い間 Apple と Google の 2 社の支配下にあり、消費者と開発者に被害が及

んでいるデジタル経済の主なセクターにおいて、競争と選択肢を解き放つ可能性を持つ介入を強く支

持しています。当然のことながら、Apple と Google は、彼らの市場権力を脅かす介入は、デバイスの

セキュリティ、ユーザーのプライバシー、消費者の信頼に壊滅的な結果をもたらすと予言しています。し

かし、詳しく見てみると、このような身勝手な主張には根拠がなく成立しません。Apple と Google の予

言とは対照的に、モバイル・エコシステムにおける競争と選択肢を拡大し、同時にプライバシーとセキュ

リティを保護して、消費者の信頼を育むことは完全に実現可能なのです。私たちは 世界中の規制当

局に、競争を可能にし、消費者の選択肢を増やすため、デジタル・ゲートキーパーの権力を抑制する

ための断固とした行動を取ることを強く求めます。 
 

CAF は、例えば欧州連合（EU）のデジタル市場法（DMA）で追及されているように、エンドユ

ーザーにリーチするために App Store や Play Store に依存するアプリ開発者を含むゲートキーピング・

デジタルプラットフォームのビジネスユーザーおよび消費者が、ゲートキーパーの反競争的行為によって

損害を被ることがないようにするため、規制改革が必要であると考えています。 
 
以下では、貴中間報告で議論されているオプションのメリットの一部を説明したいと思います。 
 

1. 広範な規制フレームワーク 
 
各アプローチにはそれぞれの利点がありますが（さまざまな法域で異なるアプローチが踏襲され

ています）、CAF は、デジタル・プラットフォームのビジネスユーザーや消費者が直面する問題や損害の

多くは、体系的な性質のものであるため、カスタマイズされた規則を採用するよりも、より広範な規制フ

レームワークの採用が望ましいと考えています。したがって、望ましいことは、企業と消費者の間で不可

欠なゲートウェイとなっているプラットフォームの行為に対処する包括的な規制フレームワークを導入す

ることです。 
しかし、CAF は、より広範なフレームワークの採用によって、カスタマイズされた規則の採用が

最初から妨げられるものではないことも指摘しています。介入が的を絞った柔軟なものとなるよう、必要

かつ適切な範囲で、規制フレームワークを特定のデジタル・プラットフォームにカスタマイズすることが可

能です。 
 
2. 法律に含まれる禁止事項および義務 

 
貴中間報告で特定されている選択肢の可能性の 1 つに、禁止事項および義務が含まれた法律

の採用があります。これは、ゲートキーパーとして行動するデジタル・プラットフォームの事前的規制制度

である DMA を採用する過程にある EU の手法であり、ゲートキーパーが存在するデジタル市場の公
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正さと競争可能性を確保します。54  この手法の主な利点は、規則が明確になることです。法律が制

定されれば、その範囲に含まれるプラットフォームは、事前に定義された「行うべきことと行ってはならな

いこと」のリストを遵守しなければなりません。 
 

関連する法律文書には、その範囲に該当するすべてのデジタル・プラットフォームに適用される

義務および禁止事項を含めることができるほか、および/またはデジタル・プラットフォームの特定のサブカ

テゴリー（アプリストアなど）に適用される義務を含めることができ、さらにはビジネスモデルによって異なる

規則を定めることもできます。採用された法律に新しい慣行やビジネスモデルが捉えられていない限

り、追加の規則の採用や、事前的規制手段と、より将来性のある別の規制アプローチ（例えば、規則

を新しい開発に適応させる権限を規制当局に与えるなど）との組み合わせを妨げるものはありません。 
 

CAF は、Apple および Google がそれぞれのアプリストアのオペレーターおよび iOS および

Android オペレーティングシステムのプロバイダーとして行う行為から生じる競争および消費者への損害

に対処するため、法律文書には、必要な以下の義務および禁止事項を最低限含める」必要があると

考えています。これらの義務と禁止事項は、アプリ開発者が公正な環境で競争できるようにすることを

目的とした CAF の「App Store Principles（アプリストアの原則）」を反映しています。55 
 

• 代替アプリ配信チャンネルの使用を許可する義務。アプリ開発者は、好みのアプリストアやウェ

ブサイトからの直接ダウンロードを通じるかどうかにかかわらず、ユーザーにアプリを配信する方法

を自由に決められる必要があります。この義務には、Apple が第三者のアプリストアをそのデバ

イスに許可する必要性が伴います。この点に関して、Apple は、すでに繰り返し行われている

ように、「セキュリティ」防御を起動させることによって、かかる義務に反対するであろうことに留意

する必要があります。しかし、CAF がすでに論文の 1 つで説明しているように、56  Apple のセ

キュリティに関する主張は非常に誇張されたものです。iPhone デバイスのセキュリティと完全性

は、App Store が独占的なアプリ配信チャンネルでなくても確保できます。これは、デバイスのセ

キュリティは、セキュリティ対策（データの暗号化、ファイアウォール、ウイルス対策など）とサンドボ

ックス（他のアプリやシステムのコンテンツへのアプリのアクセスを制限すること）によってもたらさ

れ、アプリ配信方法に依存せず、ハードウェアやオペレーティングシステムに組み込まれているた

めです。そのような特徴が十分でないと判断された場合でも、追加のセキュリティ層（例えば、

人間によるレビュー）を使用することができます。 

                                                           
54Open App Markets Act, S. 2710, 米第 117 議会（2021 年）、 American Innovation and Choice Online Act, S. 
2992, 米第 117 議会（2021 年）も参照のこと。 
55CAF, 上記 注 4 を参照のこと。 
56Damien Geradin, Should iOS users be allowed to download apps through direct downloads or third-party app 
stores?, CAF, 2021 年 12 月, https://appfairness.org/wp-content/uploads/2021/12/iOS Users

and Third Party App-Stores.pdf を参照のこと。Reality Check: Debunking Apple’s False Security Claims, CAF, 
2021 年 7 月, https://appfairness.org/wp-content/uploads/2021/07/Apples-False-Security-Claims-1.pdf も参照のこ
と。 
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• Apple または Google が提供する付随サービス（アプリ内決済システムなど）の使用の義務付

けを禁止。Apple と Google が（特定のカテゴリーの）アプリ開発者に IAP と GPB の強制的な

使用を課すことは許されるべきではありません。すべてのアプリ開発者は、ユーザーに提供した

い付随サービスを自由に選択できなければなりません。これは、IAP と GPB の強制使用の対

象となるアプリ開発者が被る損害に対処し、消費者の選択と付随サービスプロバイダー間の

競争の拡大につながります。 
 

• アプリ開発者が正当なビジネス目的でユーザーと直接通信できるようにする義務。上述のよう

に、アプリ開発者とユーザーとのコミュニケーションに課せられた制限により、（おそらくより安価で

ある）アプリ外購入の可能性をユーザーに知らせることができません。これは消費者にとって有

害です。そのため、アプリ開発者がアプリ内外のコミュニケーションにおいてユーザーと自由に関

わることができれば、消費者にとって明らかなメリットとなります。 
 

• Apple および Google 独自のアプリが利用できる、同じ相互運用性インターフェイスと技術情

報へのタイムリーなアクセスを提供する義務。例えば、法律によって、Apple と Google に、第

三者のアプリが、デジタル・プラットフォーム独自のファーストパーティ・アプリとして、デバイスのハ

ードウェアやオペレーティングシステム機能（NFC や UWB チップなど）と同等かつタイムリーなア

クセスができるようすることを義務付けることができます。 
 

• アプリストアのプロバイダーがアプリ開発者と競争するために、アプリ開発者のデータを使用する

ことを禁止。これを義務づけることによって、より幅広く、アプリストア運営者が彼らのビジネスの

一部からアプリ開発ビジネスに不当に情報を共有することを禁止することもできます。 
 

• 公正、客観的、合理的かつ差別のない条件で、アプリストアおよびオペレーティングシステムの

機能へのアクセスを許可する義務。この義務は、すべてのアプリ開発者間の競争領域を同じ

レベルにし、Apple がアプリ開発者のカテゴリーによって異なる規則を適用することを妨げ、特

定の非常に大規模なアプリ開発者との特別な取引を削減することになります。57 
 

• アプリストアおよび/またはオペレーティングシステム・プロバイダーが、自身のアプリまたはサービス

の自己優遇行為を行うこと、またはユーザーの好みやデフォルトの選択を妨げることを禁止。こ

れには、例えば選択画面の表示を通して、ユーザーがデフォルト設定を選択できるようにする

義務を含める必要があります。 
                                                           
57例えば、Apple は 2016 年に Amazon との取引を縮小したと報告されているが、この取引では、Apple は、ほとんどの開

発者が IAP 取引に支払わなければならない標準的な 30%の手数料と比較して、アプリを通じて購入されたサブスクリプシ

ョンに対して 15%の手数料しか請求していない。Kim Lyons, Documents show Apple gave Amazon special treatment 
to get Prime Video into App Store, The Verge（2020 年 7 月 30 日）
https://www.theverge.com/2020/7/30/21348108/apple-amazon-prime-video-app-store-special-treatment-
feesubscriptions を参照のこと。 
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• 予めインストールされているアプリのアンインストールを許可する義務。Appleと Google のアプ

リが iOS と Android のデバイスに予めインストールされていることで、消費者は、同様の第三

者のアプリを検索してインストールするのではなく、予めインストールされたアプリに固執する傾

向があることから、Apple と Google のアプリは、競合アプリに比べて競争上の優位性が得られ

ます。さらに悪いことに、Apple では iPhone に予めインストールされている特定のアプリのアンイ

ンストールを許可していません。このような慣行は、競争や消費者に有害な影響を及ぼすた

め、法律で禁止されなければなりません。Apple にはこのような規則の制定に抗い、ユーザー

の「セキュリティ」や「完全性」を主張することが予想されるため、このような義務に対する制限は

厳密に必要とし、客観的、相応、かつ正式に正当化することが不可欠です。 
 

• 公正で透明性のある、差別のないアプリ審査プロセスを実施する義務。このような義務は、

Apple および Google 独自のアプリと競合する第三者のアプリと、App Store および Play Store
を通じてアプリを配信するすべてのアプリ開発者全般にとって、重要です。 
 

• アプリストアに適用される規則とポリシーについて透明性を確保する義務。例えば、アプリスト

アのプロバイダーは、変更について事前に通知を提供し、迅速かつ公正な紛争解決プロセス

を用意しなければなりません。 
 

3. 法律の範囲：新しい規則の対象となるプラットフォーム 
 
どのプラットフォームを規制制度の適用範囲にすべきかという問いについては、CAF は、事前

的規制は非対称に適用されるべきだと考えています。すなわち、ゲートキーパーの役割を有し、企業と

消費者の間の不可欠なゲートウェイの役割を担っているデジタル・プラットフォームのみを対象にすると

いうことです。企業や消費者に害を及ぼす行為の採用を行うことが、このようなプラットフォームのゲート

キーパーの役割になっているからです。さらに、執行の観点からは、多数の企業を規制しようとするより

も、競争や消費者に害を及ぼす行為を行う数社に重点を置く方が効果的です。執行のリソースは必

然的に制限されるため、市場に最も大きな影響を与える行為を行う企業の慣行に、十分対処できる

ことを確実にする必要があります。 
 

ゲートキーパー・プラットフォームは、定量的または定性的基準に基づいて、または理想的には

両方の組み合わせに基づいて指定できます。例えば、DMA の提案では、一定の定量的しきい値が

満たされた場合、そのデジタル・プラットフォームはゲートキーパーであるという仮定を立てています。しか

しながら、ゲートキーパーは、定量的しきい値を満たすものの、定性的要素のためにゲートキーパーで

はないと主張することで、この推定に反証を挙げることができます。また、DMA の提案では、定量的し

きい値を満たさない企業は、定性的評価に基づきゲートキーパーとして指定することが可能であり、企
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業とエンドユーザーとの間の不可避なゲートウェイとして行動することが考えられる場合、その企業は安

定した持続的な地位を有し、EU 内市場に重大な影響を与えます。58 
 
CAF は、アプリ市場を対象とした規制フレームワークの採用の必要性を、固く信じています。

Apple と Google は、それぞれ iOS と Android 上でのアプリの配布に関して管理者の権力を持ってお

り、アプリ開発者に対して不公平な条件を課したり、不正行為を採用したりすることができます。さら

に、規制は、iOS および Android オペレーティングシステムのプロバイダーとして Apple および Google
が採用している慣行にも対処する必要があります。これら慣行は、アプリストア関連の反競争的なポリ

シーや行為とともに、アプリ開発者とそのユーザーにさらに損害を与えるものです。結局のところ、モバイ

ル・エコシステムは Apple と Google による実質的な複占状態にあるため、消費者、競争、イノベーシ

ョンに害を及ぼすさまざまな行為に両社が従事できるようになっているのです。 
 

III. 貴中間報告およびそれに対する意見に記載されているものに加えて考慮すべき 
その他の観点 

貴最終報告の推奨事項に含めるべきオプションを決定するうえで、2 つの重要な検討事項を

強調させていただきたいと思います。 

まず第一に、CAF は、従うべき規制アプローチを決定する際に検討すべき要素は、関連する

規制ツールを採用し運用できる「速度」であることを指摘させていただきます。既にデジタル・ゲートキー

パーの行為によって生じた企業や消費者への重大な損害を考慮すると、規制介入はタイムリーに行う

ことが不可欠です。 

第二に、CAF は、最終的に従うべきアプローチにかかわらず、「執行」に特に重点を置くべきで

あることを指摘させていただきます。ゲートキーパーが規則を逃れることができれば、その行為から生じる

損害は持続します。したがって、貴デジタル市場競争本部は、執行にまつわる問題に特に注意を払

わなければならないと考えております。どのようなアプローチを選択される場合でも、ゲートキーパーの有

害な行為を制約するのに有効な、強力な制裁措置を含む、効果的な実施および執行体制が伴って

いる必要があります。この点において、執行者に、規則を監視、実施、および施行するのに十分な（人

および財務上の）リソースが与えられることが最も重要になります。 
 
V.結論 

このたびは、貴本部からのコメント要請に対して、CAF が回答を提出する機会をいただきまし

たことに感謝申し上げます。貴デジタル市場競争本部が業務を進められていく中で、貴本部が、アプ

リ開発者およびアプリ開発者の利益を真に代表しているグループと、これらかも引き続き関わりを持た

れることを切にお願いしたいと存じます。結局のところ、アプリ開発者がいなければ、アプリのエコシステム

                                                           
58公正なデジタルセクターに関する EU 議会・評議会の規則提案書（デジタル市場法）, 第 3 条, COM（2020 年）842 最

終版（2020 年 12 月 15 日）を参照のこと。 
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は存在し得なのです。この事実に鑑み、CAF は、モバイルアプリ・エコシステムにおける競争に関して、

その重要な取り組みを伝えるうえで必要な情報について、貴デジタル市場競争本部の要請に今後も

応えてまいる所存です。 

 

 

ここに謹んでこの回答書を 
提出致します。 

/s/ Amanda G. Lewis  

Amanda G. Lewis 
シニアポリシーカウンセル 
 
アプリ公平性のための連合 



提出用フォーマット 

 

意見 

提出者名 

所属（会社名・団体名等） 

または職業（個人の場合） 

ソフトウェア開発 

氏名（※）  

 住所（※）  

 連絡先 連絡担当者氏名： 

電話：  

e-mail：  

※ 法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地をご記入ください。 

 

「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見 

１．記載された内容に対する意見 

＜中間報告の該当箇所：    101 ページ＞ 

「手数料が高く、規模の経済で安くなってもいいのではないか」とあるが、有料アプリと無

料アプリの割合を考慮すべきだと考える。アプリストア全体に対して無料アプリの数が多く、

有料アプリのインストール数が少ない場合、プラットフォームは管理するアプリの数だけが

増えて収益は増えないので手数料は安くしにくい可能性があるため。 

 

＜中間報告の該当箇所：    111 ページ＞ 

「サイドローディングを認めた場合でも、 プライバシーやセキュリティを担保するための何

らかの手段を検討すること」について、Apple や Google が使用している審査フローはかな

り高水準であり、同程度のものを開発・運用した別のプラットフォームを作成した場合、別

のプラットフォームが Apple や Google より安い手数料で運営できる可能性を考慮しなけ

ればなりません。また、技術的に Apple や Google と同程度のセキュリティ審査を実現す

ることは、同程度の規模の企業でなければ難しく、現状ほぼ不可能だと考えます。 

 

ブラウザ配布については、セキュリティ担保がほぼ不可能になると考えられる。ブラウザ

を通す場合はプラットフォームのアプリを必要としないため、悪質な開発者がアプリを配

布しやすくなる。また、Apple や Google のアプリの審査はダウンロード時に行われるわけ

ではなく、アプリがストアに並ぶ前に時間をかけて行われる。そのためブラウザ配布の場

合はアプリのセキュリティ審査を行うこと容易くなってしまうことを考慮する必要がある。 

 

＜中間報告の該当箇所：    127 ページ＞ 

「サイドローディングによるアプリの配信を事実上制限するような警告表示、複雑な手順

等の行為一般を禁止する必要があるのではないか...」について。 

別 添  



この警告表示だけは、必ず必要であり禁止すべきではないと考えます。 
サイドローディングを認めること自体がセキュリティリスクを犯しているべきだと、ユーザー

は認識する必要があり、それこそ情報リテラシーです。 

Windows を使っている場合は、外部からダウンロードされたファイルを開くときに、マルウ

ェアが含まれている可能性があるぞと警告が出るはずです。 
携帯端末は写真や音声、連絡先、さまざまなアプリ情報が入っています。その情報を犯

す必要があると警告してくれる最後の良心が警告表示です。 
むしろ、この警告を不快に感じる人の情報リテラシーを教育し直す必要があるとも考えま

す。私たちは普段気がつかないうちにさまざまなプラットフォームに守られているため気

がつきにくいですが、インターネットはそれほど恐ろしい場所だということを認識しなくては

なりません。 
 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 サイドローディングの認可については、かなり慎重にならなければなりません。認めれば、

競争の活発化によるメリットよりも、国民や国自体のデメリットの方が上回る可能性があり

ます。（少なくとも私は後者の方が大きいと思っています。） 

また、サイドローディングが可能だということが、他のプラットフォームやアプリ配布者との

パイプができるということであり、勝手にアプリを入れられる危険性も増すでしょう。そうな

れば、むしろ私たちユーザーは今よりもセキュリティリスクに怯えなければならない状況に

なります。 

 

最後になりますが、この問題はかなり慎重に考えなければなりません。 

「デジタル市場競争本部 名簿」にはお世辞にも IT 畑の人がいないように感じます。可

能ならば、ソフトウェアやアプリの開発者、およびプラットフォームを提供している企業の方

を交えて話をした方がいいと思います。 

同じ IT 畑の人間として、Google や Apple の言い分はかなり的を得ていると考えていま

す。しかし、ユーザー側として自由にソフトを入れたい気持ちもわかります（私もエンジニ

アなので特に）。 
どこかいい落とし所を、見つけてくれることを願っています。 
 

 

 

 

 

 



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

モバイルエコシステムの競争

評価-ブラウザとWebアプリ
Competition Assessment
of the Mobile Ecosystem -
Browsers & Web Apps

HDMC中間報告への回答
A response to the HDMC Interim Report

バージョン1.1
VERSION 1.1

Open Web Advocacy

Page 1 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

自動翻訳ツールを使って日本語に翻訳された文章があります。誤りや間違いがあった場合は、あらかじめご了

承ください。

Some text has been translated into Japanese using automated translation tools. We apologise
in advance for any errors or mistakes.

Page 2 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

1. 目次
Table of Contents

1. 目次
Table of Contents

2. はじめに
Introduction

3. 救済措置の提案
Proposed Remedies

3.1. 根拠
Rationale

3.1.1. サードパーティのブラウザ（iOS）
Third Party Browsers (iOS)

3.1.2. ファーストクラスのWebアプリサポート（iOS / Android）
First Class Web App Support (iOS / Android)

3.1.3.  アプリ内ブラウザの不正使用防止（iOS / Android）
In-App Browser Abuse Protection (iOS / Android)

3.1.4. ブラウザ/Webアプリの同等性
Browser/Web App Equality

3.1.5. WebアプリのAppStoreサポート（iOS / Android）
App Store Support for Web Apps (iOS / Android)

3.1.6. Safariコア機能（iOS）
Safari Core Functionality (iOS)

3.1.7. Chrome優先なし（Android）
No Chrome Preferencing �Android)

3.1.8. ウェブサイトの透明性の義務（すべて）
Website Transparency Obligations (All)

4.  詳細
Detailed Breakdown

Page 3 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

5. 中間報告へのコメント
Comments on the Interim Report

5.1. iOSでのWebkitの制限
Webkit Restriction on iOS

5.2. ブラウザの平等性
Browser Equality

5.3. iOS SafariによるWebアプリケーションのサポート
iOS Safari Support for Web Apps

5.4.  ブラウザベンダーのWebサイト
Browser Vendor’s Websites

5.5. IABブラウザー
IAB Browsers

5.6. WebアプリのApp Store対応
App Store Support for Web Apps

5.7. ウェブ標準
Web Standards

5.8. ブラウザー・プリフェレンシング
Browser Preferencing

5.10 ブルートゥース
Bluetooth

6. モバイルエコシステムの明るい未来
Brighter Future for Mobile Ecosystems

7.  参考文献
References

8. オープンウェブ・アドボカシー
Open Web Advocacy

Page 4 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
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2. はじめに
Introduction

モバイルエコシステム中間報告書の競争評価を実施してくださったデジタル市場競争本部（HDMC）に感謝いた
します。レポートには、ブラウザーとWebアプリに関連する多くの問題の詳細かつ注意深い分析が含まれていま
す。 iOSでのWebKitの制限を終了するという提案に心から同意します。これは重要なトピックであり、規制だけ
がモバイルアプリエコシステムの競争を正常化できるものと信じています。

We would like to thank the Headquarters for Digital Market Competition �HDMC� for conducting
the Competition Assessment of the Mobile Ecosystem Interim Report. The report contains
detailed and careful analysis of many of the issues as related to browsers and Web Apps. We
wholeheartedly agree with the proposal to end the WebKit restriction on iOS. We believe this is
an important topic and that only regulation can restore competition to the mobile app
ecosystem.

AppleのApp Storeは、ユーザーがモバイルデバイスにアプリをインストールする主な方法であり、iOSの場
合、ユーザーがアプリをインストールする唯一の方法です。モバイルオペレーティングシステムとハードウェア

ゲートキーパーは、販売されてから長期間ユーザーのデバイスを極度に制御します。App Storeとデバイスの
制限により、ゲートキーパーは、ユーザーのメリット、選択肢よりもユーザーが自社の製品と競合するサードパー

ティプロバイダーからのソフトウェアをインストールできないようにすることで、ユーザーから多額の収益を得るこ

とができます。さらに、この機能を活用して、サードパーティプロバイダーのソフトウェアとサービスに追加料金

（最大42.8％）をユーザーに請求できます。
App stores are the primary way that users install apps on mobile devices, and for iOS it is the
only way for users to install capable apps. Mobile operating systems and hardware
gatekeepers exert extreme control over users' devices long after they are sold. App stores and
device restrictions allow gatekeepers to extract extensive revenue from users not by merit or
user choice but by blocking the user from installing software from third party providers,
including those that compete with their own offerings. They can further leverage this power to
charge the user additional fees (up to 42.8%� on software and services from third party
providers.

ソフトウェア市場は非常に競争が激しく、42.8％の料金を追加することは不可能であり、コストの大部分を消費
者に転嫁することはできません。 OWAは、これらの料金をユーザーに対する不当な税金と見なしています。
The software market is highly competitive, it is not possible to add 42.8% fees and not have the
majority of costs be passed to consumers. OWA views these fees as an unreasonable tax on
the user.

ある開発者が製品のサポートと保守にユーザーあたり7ドルを必要が必要とし、ゲートキーパーが30
％の費用を要求した場合、開発者が実際に7ドル受け取るためには、開発者は価格を10ドルに引き上
げ、消費者が支払う価格を引き上げる必要があります。 42.8％（1 /（1�.3）� 1.428）。
If a developer for a given number of users requires $7 per a user to support and
maintain their product and the gatekeeper demands a 30% cut, in order to receive $7
the developer must increase their price to $10, thus increasing the price the consumer
pays by 42.8% �1/�1�.3� � 1.428�.

世界中のさまざまな規制当局が、モバイルオペレーティングシステムのゲートキーパーにサードパーティのアプ

リストアを許可するように強制することを提案しています。これはこれらの問題を軽減するのにある程度役立ち

ますが、ユーザーが多くのアプリストアをインストールする可能性は低いため、特にその手順が面倒な場合は、
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アプリストアを介したゲートキーパーが依然としてかなりの力を発揮します。

Various regulatory agencies around the world have proposed forcing the mobile operating
system gatekeepers to allow third party app stores. While this would go some way to alleviating
these issues gatekeepers via their app stores would still wield considerable power, as users are
unlikely to install many app stores, particularly if the procedure for doing so is daunting.

さらに、実装によっては、ネイティブアプリをさまざまなプログラミング言語で作成し、各オペレーティングシステム

に合わせてさまざまなAPIを使用する必要があります。これは、ネイティブアプリがシステム間で相互運用できな
いことを意味し、同じアプリの複数のバージョンを構築および維持するために多大なコストを必要とし、ゲート

キーパーに対する移設が不可能な投資と専門知識の両方がロックインされることになります。

Additionally, depending on implementation, Native Apps would still have to be written in
different programming languages and with different APIs which are bespoke to each operating
system. This means that Native Apps would not be interoperable between systems, requiring
significant cost to build and maintain multiple versions of the same App while providing the
gatekeeper a form of lock-in via non-transferrable investment and expertise.

Webアプリは、アプリストアとの相互運用可能な競争の未開拓の源です。公正に競争することができれば、
Webアプリはネイティブアプリの魅力的な代替になり得ます。私たちが最も関心を持っているのは、この機能に
関してです。 iOSを除くすべてのOSで、ブラウザーは重要なAPIと機能にアクセスできるため、プラットフォーム
間でポータブルアプリケーションを配信できます。 Appleは、一連の連動した制限によって、iOS上でのこのよう
な競争の出現を妨げており、これらの制限は反競争的で不当なものであると我々は考えています。

Web Apps are an untapped source of interoperable competition with the app stores. When
allowed to compete fairly, Web Apps can provide a compelling substitute to Native Apps. It is
on this question of capability that we are most interested. On every OS but iOS, browsers have
access to important APIs and features, allowing them to deliver portable applications across
platforms. It is only through a set of interlocking restrictions that Apple has prevented this
competition from emerging on iOS, and we believe that these restrictions are anti-competitive
and unwarranted.

制限の少ないブラウザの世界では、ゲートキーパーはサンドボックス化された安全なWebアプリのインストール
をブロックできず、追加料金を追加したり、自社の製品と競合するアプリをブロックしたりすることはできません

In a world of capable browsers, Gatekeepers would not be able to block the installation of safe,
sandboxed and secure Web Apps and would have no leverage to add additional fees or block
Apps that compete with their own offerings.  Gatekeepers can’t force third party providers to
pay the tax by threatening to block users' ability to download those Web Apps, as they do with
Native Apps.

Webアプリは、ブラウザからインストールできるアプリケーションであり、ブラウザがそれを可能にする限り、ネイ
ティブアプリと同等の体験をユーザーに提供できます。制限のないブラウザでは、オフラインで動作する、優れた

セキュリティとプライバシーモデルを提供できます。要するに、Webアプリでは多くの驚くべきことをすることがで
きます。

Web Apps are applications installed from the browser that can provide users an experience on
par with Native Apps when modern browsers are permitted. In competent, modern browsers
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they can work offline and provide a superior security and privacy model. They are, in short,
capable of amazing things.

Webプラットフォームへの投資は、オープンで無料であり、どの企業もプラットフォームとして構築できるため、将
来の競争において非常に望ましいものです。デスクトップOSを使用する企業にとって、Webアプリケーションは
ますます主要な選択肢になりつつあります。AdobeやMicrosoftなどの多くの企業は、相互運用可能なWebア
プリケーション（Word、Powerpoint、Photoshop、Illustrator）の導入に積極的です。なぜなら、Webプラット
フォームは、ユーザーにとって摩擦がほとんどなく、開発者にとって低い運用コストで複数のプラットフォームを

ターゲットにできる、より高品質で保守性の高いアプリケーションを作成することが可能になるためです。

Investment into the Web platform is highly desirable for future competition as it is both open
and free and allows any company to build upon it as a platform. Web Apps are increasingly
becoming the primary choice for companies on desktop operating systems. Commercial users
now spend greater than 60% of their time within a browser and many companies such as
Adobe and Microsoft are heavily invested in adopting interoperable Web Applications �Word,
Powerpoint, Photoshop, Illustrator) because they allow these businesses to produce higher
quality, maintainable applications which can target multiple platforms with near-zero friction to
users and low costs of operation for developers.

AppleのiOS上のアプリケーションに関する当初のビジョンはWebアプリケーションであり、今日でも彼らはWeb
アプリケーションがApp Storeに代わる有力な選択肢であると主張しています。AppleのCEOであるTim Cook
氏は議会証言で、ウェブがiOS App Storeに代わる実行可能な流通経路を提供すると示唆し、同様の主張をし
ました。また、オーストラリアで行われたEpic社との裁判でもこのように主張しています。
Apple’s original vision for applications on iOS was Web Apps, and today they still claim Web
Apps are a viable alternative to the App Store. Apple CEO Tim Cook made a similar claim in
Congressional testimony when he suggested the Web offers a viable alternative distribution
channel to the iOS App Store. They also claimed this during a court case in Australia with Epic.
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しかし、次の3つの理由から、Webアプリケーションは現在iOSで実行可能な競合相手ではありません。
Despite this Web Apps are not currently a viable competitor on iOS for three reasons:

1. ブラウザ排除

Browser Ban
iOSでは、他のブラウザが事実上禁止されているため、AppleのSafariが唯一のブラウザとなります。
Apple’s Safari is the only browser on iOS as all other browsers have been effectively
banned.

2. 不足している機能
Missing Features

Appleは、iOSとSafariの両方で、WebアプリケーションがApp Storeにあるアプリと競争できるように
するための重要な機能の実装を（一部は10年以上）拒否しています。
Apple has refused to implement key features (some for more than 10 years) that would
allow Web Apps to compete with Native Apps from the App Store, both on iOS and in
Safari.

3. バグ
Bugs
AppleのiOS Safariは、ライバルと比較してバグが多く不安定であるため、アプリケーションのプラット
フォームとして成立していない。

Apple's iOS Safari is buggy and unstable compared with rivals, rendering it unviable as
a platform for applications.

iOSは、米国では46％、日本では65％近いウェブトラフィックを占めるなど、モバイルエコシステムにおける重要
なプレイヤーです。このことは、iOSだけでなくAndroidでも、Webアプリケーションの開発コストや相互運用性
の優位性を無効にするのに大きく影響しています。最も裕福で価値のあるユーザーに対応するためにWebを活
用することを想像できない企業は、それぞれのネイティブ・エコシステム向けにサービスを再開発するというコス

トのかかる論理を受け入れざるを得なくなるのです。

iOS is a significant player in the mobile ecosystem landscape with 46% in the US and nearly
65% of web traffic in Japan. iOS users enjoy high average incomes, creating a market that can
not be ignored. This goes a long way to nullifying Web Apps development cost and
interoperability advantages; not only for iOS but also for Android. Companies that cannot
imagine using the web to address the wealthiest, most valuable users are forced to accept the
costly logic of re-developing their services for each native ecosystem.

このことについては、「壁式庭園に競争をもたらす」という論文で大々的に紹介しています。

We have written about this extensively in our paper “Bringing Competition to Walled Gardens”.
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世界中の規制当局は、この反競争的行動を認め、それに対抗するための立法上の救済策を提案しています。

Regulators worldwide have acknowledged this anti-competitive behaviour and have proposed
legislative remedies to counter it.

EUのデジタル市場法ノートの最新版（強調は我々が追記したもの）：
The latest revision of the EU’s Digital Markets Acts notes (emphasis added):

「ゲートキーパーがウェブブラウザエンジンを運用し、提供している場合、自社のウェブブラウザだけでなく、競合

するウェブブラウザ、ひいてはウェブソフトウェアアプリケーションに適用される機能や標準を決定する立場にあ

る。」

"When gatekeepers operate and impose web browser engines, they are in a position to
determine the functionality and standards that will apply not only to their own web browsers,
but also to competing web browsers and, in turn, to web software applications."

英国の競争市場局は、モバイルエコシステムの市場調査の中間報告で、この状況を正確かつ広範囲に強調し

ています（強調は我々が追記したもの）。

The UKs Competition and Market Authority have highlighted this accurately and extensively in
their mobile ecosystems market study interim report and write (emphasis added):

「WebKitの制限の結果、iOS上のブラウザエンジンには競争がなく、AppleはiOS上のブラウザが提
供できる機能を（UIではなくブラウザエンジンに支配される範囲で）事実上決定しているのです。」
"As a result of the WebKit restriction, there is no competition in browser engines on
iOS and Apple effectively dictates the features that browsers on iOS can offer (to the
extent that they are governed by the browser engine as opposed to by the UI."

「重要なのは、WebKitの制限により、Appleは自身のブラウザだけでなく、iOS上のすべてのブラウザ
の機能をサポートするかどうかを決定していることです。これは競争を制限するだけでなく（ライバルブ

ラウザが速度や機能性などの要素でサファリと差別化する可能性を実質的に制限するため）、iOSデ
バイス上のすべてのブラウザの機能を制限し、iOSユーザーが本来なら恩恵を受けるかもしれない有
用なイノベーションの機会を奪っています。」

“Importantly, due to the WebKit restriction, Apple makes decisions on whether to
support features not only for its own browser, but for all browsers on iOS. This not
only restricts competition (as it materially limits the potential for rival browsers to
differentiate themselves from Safari on factors such as speed and functionality) but
also limits the capability of all browsers on iOS devices, depriving iOS users of useful
innovations they might otherwise benefit from.”
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彼らは、AppleにはWebkitを抑制するための複数のインセンティブがあり、WebアプリがiOS App Storeと競
合する能力を妨げていると述べています（強調は我々が追記したもの）。

They note that Apple has a multiple incentives to hold back Webkit, hindering Web Apps ability
to compete with the iOS App store (emphasis added):

「まず、AppleはGoogle検索をSafariのデフォルト検索エンジンに設定することでGoogleから多額の
収益を得ており、Safariの高い利用率から金銭的な利益を得ています。iOSでは、Safariがプリインス
トールされ、デフォルトブラウザとして設定されているため、他のブラウザに対して強い優位性を持って

います。WebKitの制限は、iOS上の他のブラウザがSafariと差別化できる範囲（例えば、ページの読
み込み速度を加速できない、WebKitがサポートしていない形式のビデオを表示できないなど）を制限
することで、この地位を強固にするのに役立つと思われます。これにより、ユーザーがサファリではなく

他のブラウザを選ぶ可能性が低くなり、その結果、アップルのグーグルからの収益が確保されるので

す。」

"First, Apple receives significant revenue from Google by setting Google Search as the
default search engine on Safari, and therefore benefits financially from high usage of
Safari. Safari has a strong advantage on iOS over other browsers because it is
pre-installed and set as the default browser. The WebKit restriction may help to
entrench this position by limiting the scope for other browsers on iOS to differentiate
themselves from Safari (for example being less able to accelerate the speed of page
loading and not being able to display videos in formats not supported by WebKit). As a
result, it is less likely that users will choose other browsers over Safari, which in turn
secures Apple’s revenues from Google."

「第二に、「ネイティブアプリの流通における競争」で述べたように、Appleは、開発者にApp Storeへ
のアクセス料を課し、Apple IAP経由の支払いに対して手数料を取ることで、App Storeを通じて収益
を得ています。したがって、Appleは、iOSにおけるネイティブアプリの利用率が高いことから利益を得
ています。iOS 上のすべてのブラウザに WebKit ブラウザエンジンの使用を義務付けることで、
Apple は iOS 上のすべてのブラウザの最大機能を制御することができ、結果としてWebアプリケー
ションの開発と利用を抑制することができます。これにより、Webアプリケーションがネイティブアプリ
ケーションに与える競争上の制約が制限され、結果としてAppleのApp Storeの収益が保護され、利
益を得ることができます。」 “
Second, and as discussed in Competition in the distribution of native apps, Apple
generates revenue through its App Store, both by charging developers for access to the
App Store and by taking a commission for payments made via Apple IAP. Apple
therefore benefits from higher usage of native apps on iOS. By requiring all browsers
on iOS to use the WebKit browser engine, Apple is able to exert control over the
maximum functionality of all browsers on iOS and, as a consequence, hold up the
development and use of web apps. This limits the competitive constraint that web
apps pose on native apps, which in turn protects and benefits Apple’s App Store
revenues.”

彼らは、競合するエンジンを備えたサードパーティの競合他社が独自のブラウザをiOSに移植することをApple
がブロックすることを禁止することを提案しています。

They propose banning Apple from blocking third party competitors from porting their own
browsers to iOS, complete with competing engines.
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英国のCMAは、Appleのセキュリティに関する議論が、競合他社に対する禁止を正当化するものであるとは考
えませんでした（強調は我々が追記したもの）。

The UK CMA found Apple’s security arguments justifying its ban on competitors unconvincing
(emphasis added):

「競合するブラウザエンジンに対するAppleの制限: Appleはモバイルエコシステム内でのサードパー
ティーブラウザエンジンの使用を許可していません。我々は、専用ブラウザアプリにおいて、Apple社の
WebKit制限による競争や消費者への潜在的な影響が、セキュリティ上の理由から正当化されること
を示唆する説得力のある証拠を現在までに確認していません。したがって、我々は、少なくとも専用ブ

ラウザアプリについては、iOS上で代替ブラウザエンジンを許可するようAppleに要求することのメリット
を評価することを求めています。これは、サードパーティのブラウザエンジンが選択肢を増やすことで発

生しうるリスクに対処する条件（例えば、適切な品質およびセキュリティ基準に準拠すること）を満たすこ

とを条件に、iOSとの相互運用を許可するようアップルに求めることで実現可能です。」
“Apple’s restrictions on competing browser engines: Apple does not permit the use of
third-party browser engines within its mobile ecosystem – all browsers are required to
use its browser engine, WebKit. We have not identified compelling evidence to date
that suggests that, for dedicated browser apps, the potential impacts on competition
or consumers from Apple’s WebKit restriction are justified on security grounds. We
are therefore seeking to assess the merits of a requirement for Apple to allow
alternative browser engines on iOS, at least for dedicated browser apps. This could be
implemented by requiring Apple to permit third-party browser engines to interoperate
with its iOS operating system, subject to those browser engines meeting conditions
that would address any risks that might arise from a greater choice of browser
engines (for example, complying with appropriate quality and security standards).”

Appleは2020年に723億米ドルのApp Store手数料を徴収しました。App Storeの審査、支払い処理、返金
処理などのコストは公表していませんが、iOS App Storeの利益率は80％近くと推定されています。健全な競
争が行われている業界では、大手企業の利益率は5～20％です。このアンバランスは、AppleがApp Storeや
それ以外での機能的競争を排除したことで、日本の消費者の69.2％、モバイルコマースのかなり高い割合を占
めるソフトウェアやサービスの携帯電話市場が歪められていることを強く示唆している。

Apple collected $72.3 billion USD in App Store fees in 2020. While it has not published the
costs of App Store review, payment processing, refund handling etc, it has been estimated that
the iOS App Store has a nearly 80% profit margin. Industries with healthy competition feature
leading firms with profit margins between 5 and 20 percent. This imbalance strongly implies
that Apple’s removal of functional competition in the App Store and beyond have distorted the
mobile phone market for software and services for 69.2% of Japan’s consumers, and a
substantially higher fraction of mobile commerce.
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しかし、競争力のあるWebアプリやブラウザを防いでいる最も強固な壁は、App Storeではなく、エコシステム
のロックインです。 iOSでしか動作しないアプリやiOSでより良く動作するアプリを持つことで、Appleは顧客を他
のAppleデバイスにアップグレードするようロックインしています。 ユーザーがアプリと一緒に他のデバイスに簡
単に移行できる能力を持つことは、Appleのビジネスモデルに損害を与えることになります。
The most valuable part of preventing competitive Web Apps and Browsers however is not the
App Store, it is ecosystem lock-in.  By having apps that only work on iOS or work better on iOS
Apple locks the customer into upgrading to another Apple device.  User’s having the ability to
easily migrate to other devices along with their apps would harm Apple’s business model.

OWAは、モバイルハードウェア／オペレーティングシステムのゲートキーパーは、自社と競合するアプリケー
ションをブロックしたり、競合他社のアプリケーション／サービスに対して消費者から追加料金を徴収するのでは

なく、メリットとユーザーの選択に基づいて顧客に追加サービスやソフトウェアを提供するために競争すべきであ

ると考えています。OWAは、モバイル・エコシステムに競争とユーザーの選択肢を取り戻すために不可欠と思
われる数多くの救済措置（または望ましい救済措置の結果）を提案しています。

OWA believes that gatekeepers of mobile hardware/operating systems should compete to offer
additional services and software to customers on merit and user choice, not by blocking
applications that compete with their own or by charging consumers additional fees on
applications/services from competitors. OWA proposes a number of remedies (or desired
outcomes of remedies) that we believe are vital to restore competition and user choice to the
mobile ecosystem.

規制や立法措置がとられなければ、日本だけでなく世界のソフトウェア競争の明るい未来は救われないでしょ

う。AppleとGoogleはそれぞれ2人の開発者によってガレージで始められました。私たちは、この夢が次の世代
の起業家にも当てはまるようにしなければなりません。競争こそ、消費者に最大限の利益をもたらす鍵なので

す。

Only if regulatory or legislative action is taken can the bright future of software competition be
saved, not just for Japan but for the world. Apple and Google were each started in garages by
two developers, we need to ensure this dream holds true for the next generation of
entrepreneurs. Competition is the key to unlocking maximum benefit for consumers.
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3. 救済措置の提案
Proposed Remedies

このセクションでは、意味のある競争を回復するために、救済策が優先順位に従って達成すべき目標の概要を

説明します。

In this section we outline goals that remedies should achieve, in priority order, to restore
meaningful competition.

我々は、規制の進展はしばしば断続的であり、そして法的なテキストは、法的な挑戦やゲートキーパーによる進

展遅延の試みを予期しつつ、幅広く書かれる必要があることを認識しています。したがって、ソフトウェア業界の

競争が直面する問題に対してどのような解決策が必要かを正確に述べることで、ゲートキーパーによる高価で

（より重要な）時間のかかる上訴プロセスを回避できるような法令を構築する方法について、何らかの洞察を得

られるのではないかと期待しています。提案の重要な目的は、すべての関係者にとっての明確性を作り出すこと

であるべきです。

We acknowledge that regulatory progress is often intermittent, and that legal text needs to be
written to be broad, while anticipating legal challenges and attempts to delay progress by
gatekeepers. It is our hope that by stating exactly what solutions are necessary to problems
facing competition in the software industry, it may provide some insight into how to construct
statutes and regulations so that they can avoid expensive and (more importantly) slow appeals
processes by the gatekeepers. An important aim of proposals should be to create clarity for all
parties.

競合するブラウザのソフトウェアおよびハードウェアへのアクセスはデフォルトであることを前提するべきである

と主張し、規制当局に対し、競争、公正なアクセス、および競争によるユーザーのセキュリティを促進するブラウ

ザの特別な役割を認めるよう要請します。 ユーザーと開発者の双方に利益をもたらすメカニズムとして、ブラウ
ザベンダー間の競争に注目することが重要です。

We argue that by default, there should be a presumption of software and hardware access for
competing browsers and ask regulators to acknowledge the special role of browsers in
promoting competition, fair access, and user security through competition.  It is important to
focus on competition between browser vendors as the mechanism that drives benefits for both
users and developers.
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最も緊急性の高いものから最も緊急性の低いものまで、市場介入が以下を達成することを願っています。

From most to least urgent, we hope that market interventions achieve:

1.サードパーティのブラウザ（iOS）
1. Third Party Browsers (iOS)
サードパーティのブラウザエンジンを許可するようにAppleに要求することにより、競合するブラウザと
ブラウザエンジンに対するAppleによる規制を覆します。
Reversing Apple’s ban on competing browsers and browser engines by requiring Apple
to allow third party browser engines.

2. First Class Web App Support (iOS / Android)
2.ファーストクラスのWebアプリサポート（iOS / Android）
ネイティブアプリと同じレベルでオペレーティングシステムに統合されたWebアプリ。
Web Apps integrated into Operating Systems to the same level as Native Apps.

3.アプリ内ブラウザの不正使用防止（iOS / Android）
3. In-App Browser Abuse Protection (iOS / Android)
アプリ内ブラウザがユーザーの選択したブラウザを乗っ取るのを防ぎます。

Preventing In-App Browsers from hijacking a user’s choice of browser.

4.ブラウザー/Webアプリの同等性（iOS / Android）
4. Browser/Web App Equality (iOS / Android)
ブラウザとWebアプリが、ネイティブアプリ、ゲートキーパーのブラウザ、またはオペレーティングシステ
ムサービスと同じレベルのハードウェア/ソフトウェアにアクセスできるようにする。
Ensuring Browsers and Web Apps are capable by having the same level of access to
hardware/software as Native Apps, the gatekeeper’s browser or operating system
services.

5. WebアプリのAppStoreサポート（iOS / Android / Windows）
5. App Store Support for Web Apps (iOS / Android / Windows)
特定のデバイスを購入することなく（つまり、Macなしで）、各アプリストアにWebアプリを簡単に送信す
る機能。

The ability to submit Web Apps to each of the app stores easily without having to
purchase a specific device (i.e. without a Mac).

6. Safariコア機能（iOS）
6. Safari Core Functionality (iOS)
Apple（プライマリゲートキーパーとして）がSafari内のWebアプリにコア/基本機能を提供して、ネイ
ティブアプリと競合できるようにします。

Ensure that Apple (as a primary gatekeeper) provides core/basic functionality for Web
Apps within Safari to enable them to compete against Native Apps.

7. No Chrome Preferencing �Android)
7. Chrome優先なし（Android）
Googleがライセンスを介してChromeに不当に優先権を提供できないようにする
Ensure that Google can not unfairly provide any preference to Chrome via licensing
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agreements or app/operating system functionality.

8.ウェブサイトの透明性の義務（すべて）
8. Website Transparency Obligations (All)
特定のブラウザをサポートしていない、または別のブラウザを使用するように促す場合に、Webサイト
がユーザーに理由を公開する必要があることを確認します。

Ensure Websites have to publish reasons to users for either not supporting a particular
browser or if prompting them to use another browser.
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3.1. 根拠
Rationale

3.1.1. サードパーティのブラウザ（iOS）
Third Party Browsers (iOS)

競合するサードパーティのブラウザエンジンを許可するようにAppleに要求することで、競合するブラウザとブラ
ウザエンジンに対するアップルの禁止を解除することは、オープンで安全な相互運用可能なプラットフォーム（

Web）からアップルの壁に囲まれた庭との競争を解き放つための鍵です。 Reversing Apple’s ban on
competing browsers and browser engines by requiring Apple to allow competitive third party
browser engines is key to unlocking competition with Apple’s walled garden from an open, safe,
and interoperable platform (the Web).

根拠：

Rationale:

iOSにサードパーティのブラウザがない：
The lack of third party browsers on iOS�

● 独自のブラウザに投資するというAppleへの競争圧力を取り除きます。
Removes competitive pressure on Apple to invest in their own browser.

● App Storeの収益を保護するために、AppleにWeb機能のサポートを実装しないように促し
ます。

Incentivises Apple to not implement support for web functionalities, in order to
protect App Store revenue.

● 開発者のニーズに対応したり、Safariの信頼性やバグがないことを確認したりするインセン
ティブはありません。

Provides no incentive to respond to developer needs or ensure that Safari is
reliable/not buggy.

● AppleのGoogle検索の収益を保護しますが、他のブラウザからその収益を奪います。
Protects Apple’s Google Search revenue but deprives other browsers of that
revenue.

● WebアプリがiOSで実行可能になるのを防ぎます
Prevents Web Apps from being viable on iOS

● AndroidとiOSの両方の間で相互運用可能なプラットフォームとしてWebを削除します
Removes the Web as an Interoperable Platform between both Android and iOS
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この禁止を解除すると、次のようになります。

Ending this ban will:

● 機能的なWebアプリを作成する機能を有効にします。
Enable the ability to create functional Web Apps.

● ビジネスのモバイルアプリケーションの開発、配布、および保守のコストを削減し、イノベーショ

ンを促進し、エンドユーザーの価格を下げます。

Reduce mobile application development, distribution and maintenance cost for
business, fostering innovation and lowering prices for end users.

● 相互運用可能なWebアプリの開発を奨励し、モバイルオペレーティングシステム間の切り替
えを容易にし、新しいオペレーティングシステムの出現を促進します。

Encourage the development of interoperable Web Apps, easing the switch
between mobile operating systems, and fostering the emergence of new ones.

● 反競争的行動から未来を守り、進歩を停滞させるインセンティブを取り除きます。 Protect
the future against anti-competitive behaviour and remove incentives to stall
progress.

重要：

IMPORTANT�

新しいプラットフォームでブラウザを動作させることは、どのブラウザベンダーにとっても複雑で費用の

かかる作業です。競争を可能な限り迅速に回復させるために、Google、Microsoft、Mozillaなどのブ
ラウザベンダーは、規制の目標がそのような「ポート」を有効にし、明確なものを作成することであると

いう明確なシグナルをNTIAおよびその他の機関から与える必要があります。 Appleがこれらの「移
植」を促進することへの期待。 Appleは、責任あるブラウザベンダー（たとえば、Appleが現在提供して
いる「ブラウザ」の資格を持っているベンダー）が、可能な限り最高で最も完全なブラウザを提供するた

めに必要なすべてのシステム機能にアクセスできるようにする必要があります。これには、Appleがア
クセスを提供していない現在プライベートなAPIへのアクセスが含まれている必要があります。 Apple
は、厄介な要件で他のブラウザベンダーを妨害することを許可されてはなりません。

Making a browser work on a new platform is a complicated and expensive task for any
browser vendor. To ensure competition is restored as quickly as possible, browser
vendors such as Google, Microsoft and Mozilla need to be given the clear signals by
the NTIA and other bodies that a goal of regulation is explicitly to enable such “ports”
and to create a clear expectation of Apple to facilitate these ports. Apple must allow
responsible browser vendors �For example those that have the “browser” entitlement
that Apple provides today) to access all system features necessary to bring the best
and most complete browsers that they can. This must include access to currently
private APIs that Apple does not provide access to. Apple must not be allowed to
obstruct other browser vendors with any onerous requirements.
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Appleは、他の規制機関に対応してコンプライアンスを遅らせるために無意味なセキュリティの議論を
しました。規制の意図の明白な意味が根拠のない主張によって破壊されないように、メッセージングに

は注意を払う必要があります。責任者は、ユーザーを保護するための合理的なセキュリティポリシー

（説得力のある証拠に裏打ちされた）に異議を唱えることはありません。セキュリティポリシーは、ユー

ティリティとセキュリティのバランスをとる必要があります。これは、常にゲートキーパーや開発者よりも

ユーザーの関心を優先する必要があります。

Apple has given nonsensical security arguments to delay compliance in response to
other regulatory bodies. Care in messaging should be taken to ensure the plain
meaning of regulatory intent is not subverted by unfounded claims. No responsible
party will object to any reasonable security policies (backed by convincing evidence) to
protect users.  Security policies need to balance utility and security, and this should
always prioritise the users interest over the Gatekeeper or Developers.

すべてのオペレーティングシステムベンダーは、Appleを含むブラウザにセキュリティに関する責任の
一部を委任しています。ユーザーを保護するのはゲートキーパーの唯一の責任ではないことに注意す

ることが重要です。強力なセキュリティ実績と専用のセキュリティチームを持つ競合他社に低レベルの

システムアクセスを提供することは、ユーザーの保護をこれらの競合他社に委任することを意味します

が、消費者の利益に非常に役立つ場合が多くあります。これらの競合他社は、説得力のある証拠に裏

打ちされた、合理的で範囲が狭く、自己優先的ではないセキュリティ/プライバシールールを順守できま
す。

All operating system vendors delegate some of the responsibility regarding security to
browsers, including Apple. It is important to note that it is not the gatekeepers sole
responsibility to protect users. There will be many instances where providing low level
system access to competitors with strong security track records and dedicated security
teams is massively in the consumers interest, even though this means delegating
protecting the user to these competitors. These competitors can abide by reasonable,
narrow-scope, non self-preferencial security/privacy rules backed back by compelling
evidence.

3.1.2. ファーストクラスのWebアプリサポート（iOS / Android）
First Class Web App Support (iOS / Android)

ゲートキーパーアプリストアやプラットフォームとの信頼できる競争を生み出すには、ユーザーがブラウザーでサ

イトにアクセスしたときに、競合するブラウザーに拡張機能にアクセスする機能を与えるだけでは不十分です。

最新のモバイルオペレーティングシステムはすべて、Webサイトをアプリ（別名Webアプリ/ PWA）として「インス
トール」するためのメカニズムもサポートしています。 To create credible competition with gatekeeper
app stores and platforms, it isn’t enough that competing browsers be given the ability to
access increased capabilities when users visit sites in a browser. All modern mobile operating
systems also support mechanisms for “installing” web sites as apps (a.k.a. Web Apps / PWAs).

Page 18 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

iOSおよびAndroidのすべてのブラウザーには、このクラスのアプリケーションを作成および管理する機能を付
与する必要があります。また、オペレーティングシステムと完全に統合されているように見え、ゲートキーパーが

制御および課税するネイティブアプリケーションを優先せずに、ユーザーが操作を制御できるようにする必要が

あります。 Androidでは、これはサードパーティのブラウザにWebAPKミンティングを提供することを意味しま
す。 Appleは、このユースケースをサポートするために競合するブラウザに新しいAPIを提供する必要がある場
合があります。または、今日Safariを介してこの機能を提供するためのAppleの内部メカニズムにアクセスする
必要があります。

All browsers on iOS and Android must be granted the ability to create and manage this class of
applications. They must also appear fully integrated with the operating system, and provide the
user control over their operation without preference to gatekeeper controlled and taxed Native
Applications. On Android this would mean providing WebAPK minting to third party browsers.
Apple may need to provide new APIs for competing browsers to support this use-case, or
access to Apple’s internal mechanisms for delivering this functionality through Safari today.

根拠：

Rationale:

AndroidおよびiOSのファーストクラスのWebアプリは次のようになります。
First Class Web Apps on Android and iOS will:

○ ネイティブアプリがWebアプリよりも人為的な優遇措置を受けないようにします。 Ensure
that Native Apps do not receive any artificial preferential treatment over Web
Apps.

○ ユーザーがネイティブアプリを制御するのと同じ方法で、Webアプリのアクセス許可（通知、
Bluetoothなど）を制御する方法をユーザーに提供します。
Provide users a method of controlling the permissions (i.e. notifications,
bluetooth, etc.) of Web Apps in the same manner they control Native Apps.

○ すべてのデバイス間で相互運用可能で、無料でオープンなWebエコシステムが、特定のエコ
システムでのみ機能する独自のプラットフォームと競合できるようにします。

Ensure that the web ecosystem that is interoperable between all devices and
free and open can compete with proprietary platforms that only work for
specific ecosystems.

○ 標準ベースの代替手段を提供することにより、安全なクロスプラットフォームアプリの開発コス

トを大幅に削減します。

Substantially decrease costs of developing safe, cross-platform apps by
providing a standards-based alternative.

○ ネイティブエコシステムに圧力をかけて、開発者に提供される価値に見合った料金を提供し、

重荷の経済的損失を減らします。これは、料金が不当である場合に開発者が切り替えること

ができる信頼できる代替手段を提供することによって達成されます。

Place pressure on native ecosystems to bring fees in line with value provided to
developers, reducing deadweight economic losses. This is accomplished by
providing a credible alternative that developers can switch to if the fees are
unreasonable.

○ 企業や開発者がウェブ上で「アプリ」を構築できるようにします。 Webアプリとネイティブアプリ
を区別できない範囲で、競争が激化し、最終的にWebアプリが適切な代替品であるという

Page 19 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

Appleの主張が真になります。
Enable companies and developers to build “apps” on the web. To the extent that
Web and Native Apps are indistinguishable, it will increase competition and
finally make true Apple’s claim that Web Apps are suitable substitutes.

3.1.3.  アプリ内ブラウザの不正使用防止（iOS / Android）
In-App Browser Abuse Protection (iOS / Android)

アプリは、ユーザーのブラウザの選択を損なうことや、サードパーティのサイトへのユーザーのWebブラウジン
グを傍受、監視、または制御することができないようにする必要があります。ブラウザとして機能したいアプリ

は、明示的にブラウザとして競合する必要があります。ユーザーが選択したブラウザと、設定、セキュリティ設

定、およびその拡張機能（プライバシーを強化する拡張機能など）は、共同作業を行わないWebコンテンツ
（ファーストパーティのページや広告を除く）を読み込むすべてのアプリで尊重される必要があります。これは、オ

ペレーティングシステムによって強制される必要があります。

Apps should not be able to undermine a user’s choice of browser or otherwise intercept,
monitor or control a user’s web browsing to third-party sites. Apps that wish to act as a
browser should explicitly compete as browsers. A user’s choice of browser along with
preferences, security settings and their extensions (for example privacy enhancing extensions)
needs to be respected by every app that loads non-collaborating web content (e.g., excluding
first-party pages and ads). This should be enforced by the operating system.

適用するテストは、「ユーザーがアプリ内のリンクをタップするとどうなるか」である必要があります。

The test to apply should be “what should happen when a user taps a link inside an app?”

根拠：

Rationale:

● ブラウザとして機能するアプリが他のブラウザと明示的に競争するようにすることで、ブラウザ

の競争を改善します。

Improves browser competition by ensuring that apps that act as browsers
explicitly compete with other browsers.

● Webアプリが壊れたり、カスタムアプリ内ブラウザー内からインストールされたりしないように
します。 Ensures that Web Apps can not be broken, or prevented from being
installed from within a custom In-App Browser.

● ユーザーの選択（したがって競争）が尊重されるようにします。

Ensures that a user’s choice (and thus competition) is respected.

● ユーザーの設定、セキュリティ設定、拡張機能が尊重され、アプリがユーザーのブラウザトラ

フィックを傍受しないようにすることで、ユーザーのプライバシーを向上させます。

Improves user privacy by ensuring their preferences, security settings and
extensions are respected and by not letting apps intercept user browser traffic.

● Prevents poorly implemented In-App Browsers from breaking Web App
functionality and Web App Installation.

これについては、規制当局からの提出物「アプリ内ブラウザ-ユーザーのプライバシー、競争、選択の
破壊」で詳しく説明されています。
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This is covered in detail in our regulatory submission “In-App Browsers � Subverting
User Privacy, Competition and Choice”.

オペレーティングシステムが、ブラウザに関してはアプリがユーザーの選択を尊重することを要求する

ことを保証するために、規制上の圧力をかける必要があります。

Regulatory pressure needs to be applied to ensure that operating systems require that
apps respect user choice when it comes to browsers.

いずれかのアプリがブラウザーとして競争することなくブラウザーの役割を果たすことができれば、ブラウザーの

競争は著しく損なわれます。

Browser competition will be significantly harmed if ANY app can take on the role of a
browser without having to compete as a browser.
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3.1.4. ブラウザ/Webアプリの同等性
Browser/Web App Equality

ブラウザとそのWebアプリは、ゲートキーパー自身のアプリ、ブラウザ、システムが提供する機能、およびゲート
キーパーのオンラインストアを介して配布されるアプリと同等の機能を提供するために、十分なオペレーティング

システムアクセスを必要とします。

Browsers and their Web Apps need sufficient operating system access to provide equivalent
functionality to gatekeeper’s own apps, browsers, system provided functions, and apps
distributed via the gatekeeper’s online stores.

ゲートキーパーは、NFC、Bluetooth、USB、シリアル、HID、加速度計、近接センサー、標高センサー、温度セ
ンサー、光センサー、ハードウェアボタン、位置センサー、およびネイティブアプリケーションで使用可能なその他

のセンサーを含むハードウェアAPIへのフルアクセスをブラウザーに提供する必要があります。
Gatekeepers should provide browsers with full access to hardware APIs, including NFC,
Bluetooth, USB, serial, HID, accelerometers, proximity sensors, elevation sensors, temperature
sensors, light sensors, hardware buttons, location sensors, and other sensors available to
Native Applications.

この救済策の目的は、最新のブラウザーがこれらの機能に関して実施している、デフォルトでは信頼できない優

れたセキュリティモデルにより、ソフトウェアまたはハードウェアを介してブラウザーまたはWebアプリが実行でき
ることに対する人為的な制限を取り除くことです。したがって、コンテンツが十分に安全で最新のブラウザにロー

ドされる場合、オペレーティングシステムの制限は冗長になります。

The aim of this remedy is to remove any artificial restrictions on what browsers or Web Apps
can do either via software or hardware, owing to the superior untrusted-by-default security
model that modern browsers enforce regarding these capabilities. Operating systems
restrictions are therefore redundant when content is loaded in a sufficiently secure, modern
browser.

EUのデジタル市場法には、この点に関して興味深い言葉が含まれています（強調は我々が追記したもの）。
The EU’s Digital Markets Act contains interesting language in this regard (emphasis added):
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「もし、二重の役割が、代替サービスやハードウェアのプロバイダーが、ゲートキーパーが自身の補完

的または支援的なサービスやハードウェアの提供において利用可能または使用するのと同じオペレー

ティングシステム、ハードウェアまたはソフトウェア機能に、同じ条件の下でアクセスすることを妨げるよ

うな形で使用されているなら、代替プロバイダーのイノベーションと、エンドユーザーの選択を著しく損

ねることになるかもしれません。したがって、ゲートキーパーは、自身の補完的・支援的サービスおよび

ハードウェアの提供において利用可能または使用される同一のオペレーティングシステム、ハードウェ

アまたはソフトウェア機能との有効な相互運用性、および相互運用性を目的としたアクセスを無償で保

証するよう要求されるべきである。このようなアクセスは、ゲートキーパーが提供する機能と相互運用

できる機能を効果的に開発し提供するために、コアプラットフォームサービスとともに、またはそのサ

ポートとして提供される関連サービスに関連するソフトウェアアプリケーションにも同様に要求されうる。

この義務の目的は，競合する第三者が，ゲートキーパー自身のサービス又はハードウェアと同様に効

果的に，それぞれの機能に対するインターフェース又は類似のソリューションを通じて相互接続するこ

とを可能にすることである。」

“If dual roles are used in a manner that prevents alternative service and hardware
providers from having access under equal conditions to the same operating system,
hardware or software features that are available or used by the gatekeeper in the
provision of its own complementary or supporting services or hardware, this could
significantly undermine innovation by such alternative providers, as well as choice for
end users. The gatekeepers should, therefore, be required to ensure, free of charge,
effective interoperability with, and access for the purposes of interoperability to, the
same operating system, hardware or software features that are available or used in the
provision of its own complementary and supporting services and hardware. Such
access can equally be required by software applications related to the relevant services
provided together with or in support of the core platform service in order to effectively
develop and provide functionalities interoperable with those provided by gatekeepers.
The aim of the obligations is to allow competing third parties to interconnect through
interfaces or similar solutions to the respective features as effectively as the
gatekeeper’s own services or hardware.”

EUデジタル市場法案（2022年5月11日）�46ページ
Draft EU Digital Markets Act �11 May 2022� � Page 46

日本においても、ブラウザとWebアプリを可能にするために、同様の文言を法制化することを提言する。ブラウ
ザはすべてのアクセスを直ちに使用しないかもしれませんが、ゲートキーパー・ソフトウェアやハードウェアが可

能にするあらゆる機能の実行を許可されることが重要です。私たちは、これがiOS上のすべてのクラスのプログ
ラムに対して当てはまることを提案しているわけではありません。

We recommend that Japan adopt similar language in legislation to enable browsers and Web
Apps. While browsers may not use all access immediately, it is important that they be allowed
to perform any function that gatekeeper software or hardware enables. We are not suggesting
this be true for every class of program on iOS; just browsers, and only browsers with a strong
security track record.
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「利用可能」という言葉が重要なのは、ハードウェアやソフトウェアに「利用可能」でありながら、ゲートキーパー

が利用しない重要な機能が存在する可能性があるためです。ブラウザやWebアプリケーションがこの機能にア
クセスできるようにすることが重要で、そうすることでイノベーションが促進されるからです。

The word available is important as there may be important functionality that is “available”
either in the hardware or in the software that is not used by the gatekeeper but which they still
prevent access to. It’s important to open the door for Browsers and Web Apps to access this
functionality as this will spur innovation.
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3.1.5. WebアプリのAppStoreサポート（iOS / Android）
App Store Support for Web Apps (iOS / Android)

開発者が特定のデバイス（つまり、XcodeがインストールされているMac）を購入または所有していなくても、
Webアプリをアプリストアに送信できるはずです。これを実現するには、Webアプリを送信するためのWebベー
スのプロセスと、ゲートキーパーのポリシーに準拠しているWebアプリがAppStoreに送信されないようにする
ルールを削除する必要があります。

It should be possible to submit Web Apps to app stores without the developer being required to
purchase or own a specific device (i.e. a Mac with Xcode installed). To accomplish this, both a
web-based process to submit the Web App is needed, along with removal of rules preventing
Web Apps which otherwise conform to Gatekeeper policies from being submitted to the App
Store.

ゲートキーパーは、アプリを送信するプロセスから厳密に不要な手順や要件を削除する必要があります。

Gatekeeper’s should remove strictly unnecessary steps or requirements from the process of
submitting an app.

根拠:
Rationale:

● リソースが限られている企業が、店舗での発見のためにネイティブアプリを構築するか、オープンWeb
で発見するためのWebサイトを構築するかを選択する必要がないようにします。
Ensures that firms with limited resources do not have to choose between building
Native Apps for discovery in stores vs. a website for discovery on the open web.

● 開発者が複数のエコシステムで機能するオープンテクノロジーを選択する可能性を高め、コストを削減

し、競争を改善します。

Increases the likelihood that developers will choose open technologies that will work
across multiple ecosystems, lowering costs and improving competition.

● サイロ化されたネイティブエコシステムではなく、無料でオープンで相互運用可能なWebエコシステム
への投資と専門知識を促進します。これにより、企業とユーザーのコストが直接削減されます。

Fosters investment and expertise into the free, open, and interoperable web ecosystem
instead of siloed native ecosystems. This directly lowers costs to businesses and users.

● 開発者が高価なハードウェアを購入したり、ターゲットごとの高価なアプリケーションラッパーを維持し

たりする必要がないため、アプリストアの開発コストが削減されます。 Reduces the cost of
developing for the app stores by not requiring the developer to purchase expensive
hardware or maintain expensive, per-target-OS application wrappers.
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3.1.6. Safariコア機能（iOS）
Safari Core Functionality (iOS)

デフォルトブラウザをコントロールするOSのゲートキーパーとして、AppleはWeb Appsの普及に直接影響を与
える能力を持っています。iOSのApp Storeを所有し、そこから料金を徴収しているため、アップルには、家賃を
徴収するApp Store内でしか発見できないiOSネイティブアプリケーションに代わる、相互運用可能で「家賃」不
要のWeb Appsの可能性を制限する強い動機があります。
As an operating system gatekeeper with control over the default browser, Apple has the ability
to directly influence the uptake of Web Apps. Due to their ownership and collection of fees
from iOS’s App Store, Apple has strong incentives to limit the viability of Web Apps as an
interoperable and rent-free replacement for native iOS applications which can only be
discovered within its rent-extracting App Store.

ブラウザ間の競争は機能の最も重要で主要な推進力ですが、Webアプリに必要な基本機能を実装して競争力
を確保するには、デフォルトのブラウザとしてSafariが必要です。これらの機能は、iOSSafariを使用してWebア
プリを実行可能にするためにSafariが追加する必要のある最低限のものとして慎重に選択されています。
Although competition between browsers is the most important and primary driver of
functionality, it’s essential that Safari, as the default browser, should be required to implement
basic functionality needed for Web Apps to ensure they are competitive. These features have
been carefully chosen as the bare minimum that Safari would need to add for Web Apps to be
viable using iOS Safari.

● インストールプロンプト/インストール可能性
Install Prompts/Installability

Webアプリは、最低限、ネイティブアプリと同様に発見が容易で、インストールに必要な手順が少なくて
済む必要があります。これには、バナーを表示し、Safariからアプリをインストールするようにユーザー
に促す機能が含まれます。5.4.5 および 5.4.3.1 の「壁式庭園に競争をもたらす」で説明したように、
Web アプリのインストール手順が深く隠されていますが、これは他のオペレーティング システムでは当
てはまりません。

At a minimum, Web Apps should be as easy to discover and require as few steps to
install as Native Apps. This includes the ability to display a banner and prompt the user
to install an app from Safari. As described in “Bringing Competition to Walled Gardens”
sections 5.4.5 and 5.4.3.1 the Web App install procedure is deeply obscured, whereas
this is not the case on any other operating system.
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● 通知

Notifications

プッシュ通知は、さまざまなアプリケーションに不可欠です

Push Notifications are essential for a wide range of applications

注: プッシュ通知についてはWeb上でも利用できるようになるとAppleから発表されましたが、現時点
ではまだ利用できません。2023年にリリースされると予想されていますが、Appleはそれ以上の具体
的な説明は控えています。Appleが提供する通知の実装が、Native Appsで利用可能なものと競合し
ないようにすることが重要です。

Note: This has been announced by Apple but is not currently available. It is expected
to be released in 2023, although Apple has declined to be more specific than that. It is
important to ensure that the implementation of notifications that Apple delivers is
competitive with what is available in Native Apps.

● フルスクリーン、バッジ、ディープリンク、画面の向きのロック

FullScreen, Badging, Deep Links, Screen Orientation Lock

将来の機能の主な推進力は競争である必要があり、機能の開発は非常に複雑であるため、ブラウザベンダー

は一般に、Webのビジョンを実現するための自律性を持たなければならないことに注意することが重要です。
It is important to note that the key driver of future functionality should be competition and that
due to the highly complicated nature of developing functionality that browser vendors should in
general have autonomy into delivering their vision of the web.

Page 27 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

3.1.7. Chrome優先なし（Android）
No Chrome Preferencing �Android)

Googleは、オペレーティングシステムまたはパートナー（デバイスメーカーなど）との契約を通じて、オペレーティ
ングシステムに対する制御を使用して、独自のブラウザであるChromeに不当な優先権を与えるべきではあり
ません。

Google should not use their control over the operating system to provide unfair preference to
their own browser, Chrome, either through the operating system or agreements with partners
(i.e. device manufacturers).

これには次のものが含まれます。

This should include:

● “Google Search App” (a.k.a. “AGA”/”AGSA”� Must Respect Default Browser Choice

Googleは、ほとんどのAndroid端末の最初の（主要な）ホームスクリーンにGoogle検索アプリを配置
することをメーカーに強要しています。この検索ボックスは、膨大な量のウェブトラフィックを引き起こし、

ユーザーのデフォルトブラウザの選択を尊重せず、ユーザーが検索リンクをタップすると、デフォルトブ

ラウザに移動する代わりにChromeが起動されるようになっています。
Google forces manufacturers to place the Google Search App on the first (primary)
homescreen of most Android devices. This search box drives an enormous amount of
web traffic and fails to respect user’s choice in default browsers, instead causing
Chrome to be invoked whenever users tap on search links that would otherwise take
users to their default browser.

これはAndroidでのブラウザの競争を弱体化させ、技術的に不当です。 Googleは、ユーザーのデ
フォルトのブラウザがChromeでないかどうかを知ることができます。特に、プログラムやオペレーティ
ングシステムで最も価値のある単一のブラウザ統合である場合は、この選択を尊重する必要がありま

す。 これは、Androidにおけるブラウザの競争を弱めるものであり、技術的に正当化することはできま
せん。Googleは、ユーザーのデフォルトブラウザがChromeでないかどうかを知ることができ、この選
択を尊重させる必要があります。

This undermines browser competition on Android and is technically unjustifiable.
Google can know if the user’s default browser is not Chrome and must be made to
respect this choice especially with what is arguably the single most valuable browser
integration in any program or operating system.

● モバイルアプリケーション配布契約（MADA）は、相手先ブランド供給（OEM）がChromeを優先するこ
とを要求するべきではありません。たとえば、Chromeをシステムのデフォルトとし、最初のホーム画面
に表示する必要があります。

Mobile Application Distribution Agreement �MADA� should not require Original
Equipment Manufacturers �OEMs) to prefer Chrome, as for example requiring Chrome to
be the system default and on the first homescreen.

● ユーザーはシステム全体で「アプリ内ブラウザ」を無効にする方法を持っている必要があり、ゲートキー

パールールはこのポリシーを適用する必要があります。
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Users must have a way to disable “In-App Browsers” system-wide and gatekeeper rules
should enforce this policy.

根拠：

Rationale:

健全なブラウザ競争のために、Chromeは、オペレーティングシステムの制御、ダークパターン、また
はデバイスパートナーとの契約ではなく、ユーザーの選択とメリットを通じて市場シェアを獲得する必要

があります。

For healthy browser competition Chrome should win market share through user choice
and merit, not control of the operating system, dark patterns or via contracts with
device partners.
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3.1.8. ウェブサイトの透明性の義務（すべて）
Website Transparency Obligations (All)

Apple、Google、Microsoftなどのゲートキーパーが有名なWebサイトを管理しています。これらのWebアプリ
ケーションの一部が特定のブラウザーで機能しない場合、ユーザーが別のブラウザーを選択する可能性があり

ます。これは、OperaやMozillaを含む複数のブラウザベンダーによって問題として何度も報告されています。
Gatekeepers such as Apple, Google and Microsoft control high profile websites. If some of
these Web Applications do not work in a specific browser, that can cause users to choose
another browser. This has been reported many times as an issue by multiple browser vendors,
including Opera and Mozilla.

GoogleがChrome for Youtube以外のブラウザをサポートしないことを決定した架空のシナリオを想像してみ
てください。これは、ブラウザの競争に劇的な悪影響を及ぼします。ただし、深刻なバグや機能の欠如など、一

部のブラウザで一部のアプリケーションが動作しない正当な理由があります。

Imagine the fictional scenario where Google decided not to support any browser other than
Chrome for Youtube. This would have a dramatic negative effect on browser competition.
There are, however, legitimate reasons why some applications can’t work in some browsers
including serious bugs and missing features.

OWAは、ゲートキーパーのWebサイトが2％を超える市場シェアを持つブラウザをサポートしていない場合、特
定のエンジンのサポートを妨げる詳細な理由を含むドキュメントを公開することを余儀なくされることを提案して

います。これらのファイルの検出を改善するために、これらのファイルの規則を確立できます。 Webサイトの
ルート（または./well-known/ディレクトリ）でホストされているcompat.txtファイル。ただし、以下に関する詳細
を含める必要があります。

OWA suggests that where a Gatekeeper’s website does not support a browser which has above
a 2% market share, they be compelled to publish a document containing detailed reasoning
that prevents support of certain engines. A convention could be established for these files to
improve their discovery, e.g. a compat.txt file hosted on the website root (or in the
./well-known/ directory). However provided, they should include details regarding:
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● バグ

Bugs

ブラウザにユーザーに影響を与える速度、バグ、または安定性の問題が含まれている場合、ドキュメン

トには、エンジンプロジェクトに対して提出されたバグチケットへのリンクとともに、これらのバグの詳細

な説明が含まれている必要があります。

If the browser contains speed, bugs or stability issues that affect a user then the
document must contain a detailed description of these bugs with links to bug tickets
filed against engine projects.

● 機能性

Functionality

アプリケーションがブラウザがサポートしていない特定の機能を必要とする場合、アプリケーション/ウェ
ブサイトがその機能を必要とする理由とともに、不足している機能へのリンクを提供する必要がありま

す。たとえば、現在のバージョンのphotoshopは、Chrome以外のブラウザをまだサポートしていませ
んが、正当な理由があります。

If the application requires specific functionality that the browser does not support it
must provide links to the missing functionality with a rationale why the
application/website requires that feature. For example the current version of photoshop
does not yet support browsers other than Chrome, but for legitimate reasons.

ゲートキーパーのWebサイトで「より良いブラウザに切り替える」ダイアログを表示したい場合は、正確である必
要があると提案しているブラウザで、なぜそれが優れているのかについての詳細も含める必要があります。バ

ナーでは、ゲートキーパーはこれらの理由のユーザーが読める説明へのリンクを提供する必要があります。

If a gatekeeper’s website wishes to display a “switch to a better browser” dialog then this must
also include specifics as to why it is better in the browser they are suggesting which needs to
be accurate. In the banner the gatekeeper should provide a link to a user readable description
of these reasons.

ゲートキーパーは、これらのUIに「とにかく試す」リンクを提供して、互換性のある他のブラウザーのユーザー
が、わずかに壊れているように見えても、アプリケーションに進むことができるようにする必要があります。

Gatekeepers must also provide “try anyway” links in these UIs to ensure that users of other
browsers that may be compatible are able to proceed to their applications, even if they appear
slightly broken.

また、ゲートキーパーだけでなく、すべての大企業にこれらのルールを適用することを検討する価値がありま

す。

It would also be worth considering applying these rules to all of the largest companies rather
than just gatekeepers.

これらの義務は、ブラウザのベンダー/開発者とエンドユーザーに透明性を提供することにより、競争を保護する
のに役立ちます。

These obligations will help to protect competition, by providing transparency to browser
vendors/developers and end users.
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4.  詳細
Detailed Breakdown

このセクションは、救済措置が成功したかどうかを判断するために使用できる特定のポイントとともに、それぞれ

の望ましい効果に関する詳細を含むように設計されています。

This section is designed to contain the granular detail about each desired effect with specific
points that can be used to determine if the remedy is successful.

1.サードパーティーブラウザ（iOS）
Third Party Browsers (iOS)

1.1. 独自のレンダリングエンジンを搭載
With own Rendering Engine
ブラウザは、レンダリングエンジンの動作や振る舞いを制限されることなく、独自のレンダリン

グエンジンを選択し、ユーザが利用可能になることを許可されなければなりません。レンダリン

グエンジンは、Webの機能を前進させるために不可欠なものです。
Browser’s must be allowed to choose and ship their own rendering engines
without restriction to how the rendering engine should work or behave. The
rendering engine is critical for pushing web capabilities forward.

1.2. 独自のJavascriptエンジンで
With own Javascript Engine
ブラウザは、独自のJavaScriptエンジンやその他のプログラミング言語のエンジンを利用す
ることができ、エンジンのパフォーマンスと安全性を高めるために必要なあらゆるハードウェア

機能へのアクセスが可能である必要があります。

Browser’s must be allowed to ship their own javascript engine or for any other
programming language and have access to any hardware functionality required
to make the engine performant and secure.

1.2.1.  JITを含む
Including JIT
JIT �Just in Time Compilation)を使用するJavascriptエンジンは、パフォーマン
スと互換性の理由から許可する必要があります。

Javascript Engines with JIT �Just in Time Compilation) must be allowed
for performance and compatibility reasons.
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1.3. App Storeの制限を受けない
No App Store Restrictions
App Storeの制限は最小限であるべきです。競争のためには、エンドユーザーの利益になる
狭い範囲や厳しく正当化されたセキュリティ問題を除いて、ブラウザがオペレーティングシステ

ムの干渉を受けずにウェブやアプリのビジョンを提供できることが不可欠です。アプリストアの

ルールは、ユーザーインターフェース、機能性、技術に関連した制限を課さないことが重要で

す。

App Store restrictions must be minimal. For competition it’s essential that
browsers should be able to bring their vision of the web and apps without
interference from the operating system except on narrow scope and heavily
justified security issues which are in the end users interest. It is important that
app stores' rules impose no restrictions related to the user Interface,
functionality or technology.

1.3.1. App Storeからインストール可能であること
Must be installable from the App Store
Appleは、App StoreからSafari以外のブラウザを排除することができない。
Apple must not be allowed to block browsers from being in the AppStore

1.3.2 ダークパターンなし
1.3.2 No Dark Patterns
Appleは、警告メッセージや同様のプロンプトなど、ユーザーが別のブラウザをイン
ストールすることを思いとどまらせたり、阻止したりする方法を用いることは許されま

せん。 Appleは、オペレーティング・システムの独占状態をを利用することなく、ブラ
ウザのシェアを獲得すべきです。

Apple must not be allowed to use any method to dissuade or discourage
users from installing another browser, such as warning messages or
similar prompts.  Apple should win browser share without resorting to
using their control of the operating system to do it.

1.4. Quick Update
クイックアップデート

ブラウザは、非常に迅速にアップデートを共有することが必要であり、ゲートキーパーからの

厳格なサービスレベル契約に従って、App Storeのレビューを自動的に受け入れるか、また
は最大限の優先度を与える必要があります。これは、バグパッチの適用が必要となるエンド

ユーザの脆弱性ウィンドウ（エンドユーザが脆弱性にさらされる時間）を最小限に抑えるため

に重要です。

Browsers need the ability to push updates very quickly and should either be
automatically accepted or given maximum priority for App Store review subject
to strict service level agreements from the gatekeeper. This is critical for
minimising the end user’s window of vulnerability (i.e. the length of time an end
user is exposed for) when bugs need to be patched.
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1.5. Webアプリケーションのインストール機能
Ability to Install Web Apps
ブラウザはWebアプリケーションをインストールする機能を持ち、そのWebアプリケーションが
オペレーティングシステムに深く統合されている必要があります。

Browsers need the ability to install Web Apps and for those Web Apps to be
deeply integrated into the operating system.

インストールされたWebアプリは、ネイティブアプリと区別がつかないようにすること。ブラウザ
が、アプリストアとして機能する他のWebアプリをインストールする機能を持つWebアプリを作
成することは、技術的に可能でなければならない（ただし、必須ではない）。

An installed Web App should be indistinguishable from a Native App.
It should be technically possible (but not required) for a browser to create a
Web App that also has the ability to install other Web Apps to act as app stores.

1.5.1 ユーザーとオペレーティングシステムの相互作用がない
No User/Operating System Interaction
ブラウザは、オペレーティングシステムがプロセスを中断することなく、単独でWebア
プリをインストールおよびアップデートできるように、完全な制御を与えられる必要が

あります。ブラウザは、デバイス間でインストールされたWebアプリを同期させたり、
バックアップから復元したりといった特定のユースケースのために、ユーザーの操作

なしでWebアプリをインストールする機能を必要とします。
The browser must be given full control to be able to install and update a
Web App by itself without the operating system interrupting the
process. Browsers need the ability to install Web Apps without
interaction from the user for specific use cases such as syncing Web
Apps installed between devices, and when restoring from backups.

1.5.2 Ability to Open Apps
アプリを開く機能

サードパーティのブラウザは、APIを介して、インストールした任意のWebアプリケー
ションを開いたり、切り替えたりする機能が必要です。

Third party browsers need the ability to open / switch to any web app
they have installed via an API.

1. ブラウザをインストールした後、自動的にアプリを開くことができるようにする。
1. So that after install a browser can automatically open an app
2. ブラウザが開くことができるアプリのリストをオプションで作成できるようにする

2. So that browsers can optionally build lists of apps which they can
open
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3. これは、Web App Storeを構築するために必要不可欠です。
3. This is an essential for building Web App stores.

1.5.3 インストールされているアプリのアイコンをフォーカスする機能
Ability to Focus Icon of Installed Apps
ブラウザは、オプションで、ドックにインストールされたアプリのペインにフォーカスを

当てる機能が必要です。 これは、インストールされたアプリのためにドックの正しいペ
インに切り替えることを意味します。 これは、ネイティブ アプリの配置動作と一致させ
ることも、「ホームスクリーンに追加」することもできますが、インストール後にアプリを

開くか、アイコンをフォーカスするかを決定するのは、ブラウザに任されるべきです。

Browsers need the ability to optionally bring into focus the pane of the
installed app on the dock.  This means switching to the correct pane of
the dock for the installed app.  This can be inline with the placement
behaviour of native apps or “add to homescreen” but it should be up-to
the browser to decide whether to open the app after install or whether
to focus the icon.

1.5.4 アプリの削除機能
Ability to Delete Apps
ブラウザは、インストールしたWebアプリを削除する機能が必要です。これは、デバ
イス間のWebアプリの同期、ブラウザからのWebアプリの管理、Webアプリ/PWAア
プリストアを管理するブラウザまたはWebアプリに使用できます。
Browsers need the ability to delete Web Apps that they have installed.
This could be used for syncing Web Apps between devices, for
managing Web Apps from within the browser and for browsers or Web
Apps that maintain Web App / PWA App Stores.

1.5.5 アイコン/テキストコントロール
Icon/Text Control
インストールするブラウザは、Webアプリの名前とアイコンの両方を設定・更新できる
必要があります。インストールするブラウザは、システム言語ごとに異なるアイコン/テ
キストを表示できることも必要です。

The installing browser must have control to set and update both the
name and the icon of the Web App. The installing browser should be
able to indicate different icons/text for each system language.
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2. ファーストクラスのWebアプリサポート（iOS / Android）
First Class Web App Support (iOS / Android)
Web アプリをインストールしたら、Native Appsと同じレベルでオペレーティングシステムに統合する
必要があります。

Web Apps once installed should have the same level of integration into the operating
system as Native Apps.

これには:
This includes:

2.1. Webアプリの設定の制御
Control over Web App Settings
インストールされたWeb アプリは、Settings.appページや各プライバシーメニュー（関連する
場合）にアプリとして表示されるようになります。

The installed Web App should appear as an app on the Settings.app page, and
on each of the privacy menus (where relevant).

2.1.1. ブラウザごとのカスタム設定
Custom Settings per Browser
各ブラウザは、インストールされているWeb アプリごとに個別の設定を追加すること
ができます。

Each browser can add individual settings per to its installed Web Apps.

2.1.2.アプリごとのカスタム設定
Custom Settings per App
各アプリは、その設定ページにカスタム設定を追加することができます。

Each app can add custom settings to its Settings page.
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2.2.  お知らせ
Notifications

2.2.1. 無料でなければならない。
Must be Free
2.2.2.    Apple Developer Accountが必要でないこと。
Must not Require an Apple Developer Account
2.2.3.  Native Appsと同等の到達時間を実現できること。
Delivery time equal to Native Apps.
2.2.4.  ユーザーが簡単に有効化/無効化できること。
Users can easily enable/disable them.
2.2.5. ユーザーが簡単に有効化/無効化できること。
Full support of the Push API specification.
2.2.6 インストールされたWeb Appsで動作する必要がある。
Must work in installed Web Apps
2.2.7  すべてのサードパーティーブラウザで動作する必要がある。
Must work in all Third Party Browsers

2.2.7.1. Webkit WebViewベースブラウザ
Webkit WebView Based Browsers
2.2.7.2. 独自エンジン搭載のブラウザ
Browsers with Own Engine

2.3.   ダブルパーミッションプロンプトの禁止
No Double Permission Prompts
アクションを実行するためのパーミッションが必要なのは、Web アプリだけです。たとえば、
Webアプリに通知を送信する権限があり、インストールするブラウザアプリに権限がない場
合、Webアプリは通知を送信できます。
Only the Web App should need permission to perform an action. For example if
the Web App has permission to send notifications and its installing browser app
does not, then the Web App can still post a notification.

2.4. 同等の制御／ネイティブアプリケーションへの統合
Equivalent Controls/Integration to Native Applications

2.4.1 ホーム画面でのコンテキストメニュー
Context Menu on Home Screen
ロングホールドサイドメニューに対応してほしい。

The long-hold side menu needs to be supported.

2.4.2 VoiceAssistantsとの連携
Integration with VoiceAssistants
ブラウザやWebアプリは、ネイティブアプリと同じように、音声アシスタントと完全に統
合できるようにすべきです。

Browsers and Web Apps should be able to fully integrate with Voice
Assistants the same way Native Apps can.
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2.5.  Appears in all areas Native Applications are listed
ネイティブアプリケーションの全領域に表示されます。

ブラウザとそのインストールされたウェブアプリケーションは、OSに十分統合され、ネイティブ
アプリケーションのあるところならどこでもリストアップできるようにする必要があります。

Browsers and their installed Web Apps should be given sufficient integration
into the OS that they can be listed anywhere Native Apps are.

2.6. ストレージ制御
Storage Control
ユーザーが望むなら、Web Appsのストレージをコントロールできるようにすべきです。iOSの
「iPhoneストレージ」リストで、Web Appsは独立した存在として表示される必要があります。
Users should be able to control a Web Apps storage if they want too. Web Apps
should appear on the iOS “iPhone Storage” list as separate entities.

2.6.1  オフロードアプリ
Offload App
WebアプリにOffload Appを実装するかどうかは検討する必要があります。
Consideration should be given as to whether Offload App should be
implemented for Web Apps.

2.7. 信頼性・恒久性のあるストレージ
Reliable/Permanent Storage
オペレーティングシステムは、Web Appをインストールしたブラウザによって特別に許可され
るか、インストールするブラウザまたはオペレーティングシステムの「アプリの削除」などのスト

レージコントロールによって特定のユーザーの要求がない限り、ストレージが圧迫されても

Web Appのストレージを削除することをできないようにする。
The operating system can not delete Web App storage even under storage
pressure, unless specifically allowed by the browser that installed it or by
specific user request either via the installing browser or by operating system
storage controls such as “Delete App”.

2.7.1. 人工的なストレージの制限なし
No Artificial Storage Limits
Webアプリケーションは、ユーザーのニーズや希望に応じて、ストレージの制限を受
けるべきではありません。

Web Apps should not be placed under any storage limitations subject to
the needs/wants of the user.
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2.8. WebAPK Mintingまたは同等品(Android)
WebAPK Minting or Equivalent �Android)
Androidは、WebAPKや完全に統合されたWebアプリをインストールする同等のメカニズム
を他のブラウザに提供する必要があります。

Android must provide other browsers the ability to mint WebAPKs or an
equivalent mechanism of installing fully integrated Web Apps.

長期的には、グーグルが自社のサーバーインフラからミントウェブアクセスを独占的に持ち続

けることが許されるのか、それともSSL証明書チェーンで使われている信頼委任プロセスと同
様に、競合するブラウザベンダーにこのコントロールの一部を委任すべきなのか、議論の余地

があります。

Longer term, there is room for debate as to whether Google should be allowed
to continue having exclusive access to mint WebAPKs from their server
infrastructure and whether they should delegate some of this control to
competing browser vendors similar to the trust delegation process used by SSL
certificate chains.

2.8.1 WebAPK Mintingは高速であること
WebAPK Minting must be fast
Googleがミンティングサービスを独占的に管理し、ブラウザがローカルにWebアプリ
をインストールできるような代替手段を提供しない場合、GoogleはWebアプリのイン
ストールにかかる時間を最小限にする責任を負うべきです。 現在、Googleの造幣
局サーバーが応答するのを待つ間に数秒の遅れが生じることが多く、すべてのWeb
アプリで悪影響が及ぶ可能性があります。

If Google is to retain exclusive control over the minting service and
provides no alternative for browsers to be able to install Web Apps
locally, they should be responsible for minimising the time taken to
install a Web App.  Currently, there is often a delay of several seconds
while waiting for Google’s minting server to respond which could
adversely affect all Web Apps.
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3. アプリ内ブラウザー不正利用防止 (iOS / Android)
3. In-App Browser Abuse Protection (iOS / Android)

3.1. サードパーティコンテンツは、ユーザーのデフォルトブラウザ経由でのみ開く。
3.1. Third-Party Content only open via User’s Default Browser
オペレーティングシステムは、ユーザーがウェブページにアクセスした場合、ユーザーのデフォ

ルトブラウザを使用してそのウェブページを開くことを保証することによって、ユーザーと競争

を保護する必要があります。唯一の例外は、アプリが独自のコンテンツをレンダリングするた

めにWebViewを使用できるように、または広告プロバイダーのような協力的なサードパーティ
からのファーストパーティコンテンツのためのものであるべきです。

Operating systems need to protect users and competition by ensuring that if a
user visits a web page that it opens that web page using the user’s default
browser. The only exception should be for first-party content so that apps can
use a WebView to render their own content or from co-operating third parties
such as ad providers.

3.2. リモートタブのインアプリブラウザ（IAB）またはアプリごとのデフォルトブラウザを選択可
能

User can choose Remote Tab In-App Browser �IAB� or their Default Browser
Per App
ウェブコンテンツは常にデフォルトのブラウザで表示されるべきですが、ユーザーはウェブコン

テンツをアプリ内で開くか、他のブラウザで開くか選択できるようにすべきです。

Web content should always use their default browser to render content
although a user should be able to choose whether web content should open
within the app or whether it should open externally in another browser.

3.2.1 デフォルトの動作
Default Behaviour
ユーザーは、すべてのアプリケーションのデフォルトの動作を、IABで開くか、デフォ
ルトのブラウザで開くかを簡単に設定できるようにする必要があります。

The user should have easy control to set the default behaviour of all
apps to either open in an IAB or in their default browser.

3.3.  ファースト/セカンドパーティコンテンツのオプトインメカニズム
First/Second Party Content Opt-In Mechanism
WebViewがファーストパーティとセカンドパーティのコンテンツのみを開くことができることを
厳密に保証するためのメカニズムを実装する必要があります。

A mechanism to ensure that WebViews can only load first and second party
content would need to be implemented to ensure they can strictly only open
first and second party content.

3.4. デフォルトブラウザになれるのは実ブラウザのみ
Only actual Browsers can be a Default Browser
人気のあるアプリは、ユーザーのデフォルトブラウザにウェブブラウジングを委ねることが競争

上重要です。実際のブラウザであるアプリのみが、ブラウザの権利を受け取ることができるべ

きです。例えば、人気のあるソーシャルメディアアプリやメッセージングサービスは、ブラウザ

権限を取得できないようにする必要があります。
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It is important for competition that popular apps defer browsing the web to a
user’s default browser. Only apps that are actual browsers should be able to
receive a browser entitlement. For example, popular social media apps and
messaging services should not be able to receive a browser entitlement.

3.5. ユーザが IAB 内から直接 Web アプリをインストールできること。
User’s must be able to install Web Apps directly from within IABs
ユーザーがIn-App BrowserからWebを閲覧する場合、Webアプリを直接インストールでき
る必要があります。

When a user is browsing the web from within an In-App Browser they must be
able to directly install a Web App.
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4.  ブラウザ／ウェブアプリでの等価性（iOS／Android）
Browser/Web App Equality on (iOS / Android)
ブラウザは、以下の機能にアクセスできる必要があります。Webアプリは、Webアプリをインストール
するブラウザで許可された機能にアクセスできること。

Browser’s should be able to access the following functionality. Web Apps should be able
to access that functionality as allowed via the Web Apps installing browser.

4.1. 一般
General

4.1.1 ハードウェア
Hardware
ブラウザやウェブアプリは、ハードウェアでは有効だがソフトウェア層では無効な機能

を含め、デバイスが提供するあらゆるハードウェアを一般的に利用できるようにする

必要があります。

Browsers and Web Apps should be able to make general use of any
hardware the device provides including functions enabled by the
hardware but disabled at the software layer.

4.1.2. Gatekeeper's Browserと同じアクセス方法です。
Same access as Gatekeeper’s Browser
ブラウザは、ゲートキーパーのブラウザが受けるのと同じ能力をすべて受けるべき

（ただし、それに限定されない）。

Browsers should receive (but not limited too) all the same abilities/the
gatekeepers browser receives.

4.1.3.  ネイティブアプリと同じアクセス
Same access as Native Apps
ブラウザは、Native Appsが使用するすべての機能を使用/アクセスできるようにす
る必要があります（ただし、これに限定されるものではありません）。

Browsers should be able to (but not be limited to) use/access any
function Native Apps use.

4.1.4 システムアプリと機能への同一アクセス
Same access to System Apps and Functionality
狭い範囲のセキュリティの懸念に従うと、ブラウザはシステムアプリが使用するのと

同じ機能にアクセスできるべきです（ただし、制限されるものではありません）。

Subject to narrow scope security concerns, browsers should have
access to (but not be limited to) the same functionality that System
Apps use.

4.2. 通信プロトコル
Communication Protocols

NFC
ブルートゥース / Bluetooth
USB
シリアル / Serial
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HID
ネットワーキング / Networking

低レベルネットワーク(TCP/UDP�
Low Level Networking �TCP/UDP�
ファイアウォール / Firewalls
VPN（AppleのPrivate Relay機能を含む）
VPNs (including Apple’s Private Relay feature)

4.3. センサー / Sensors
位置情報

GPS Location/GPS
加速度センサー

Accelerometer
ステップカウンタ

Step Counters
近接センサ

Proximity Sensors
標高センサ

Elevation Sensors
温度センサ

Temperature Sensors
光センサ

Light Sensors
その他

Other
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4.4. 健康関連センサー
Health Related Sensors

心拍数 / Heart Rate
グルコースモニタリング / Glucose Monitoring
その他 / Other

ユーザーは、データを収集、管理、保存するために他のアプリケーションを使用する能力を含め、

自分の健康データを管理できるようにする必要があります。

The user should be in control of their health data including the ability to use other
apps to collect, manage and store that data.

4.5. ハードウェアボタン
Hardware Buttons

ボリュームアップ/ダウン
Volume Up/Down
オフ/オン
Off/On
リング/サイレント
Ring/Silent
バックタップ

Back Tap

4.6.下層機能
Lower Level Functionality

CPUの機能
CPU Functionality

CPU使用率
CPU Utilisation
コア数

Number of Cores
クロックスピード

Clock Speed
タイプ

Type
演算圧

Compute Pressure
GPUの機能
GPU Functionality
メモリー関連機能

Memory Related Functionality
総使用量／メモリ

Total Used / Memory
速度

Speed
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種類

Type
ディスク関連機能

Disk Related Functionality
セキュリティ／暗号関連機能

Security / Cryptographic Related Functionality
動画・音声・画像エンコード機能

Video/Audio/Image Encoding Functionality
プロセス管理（Spawn/Terminateなど）
Managing Processes �Spawn/Terminate, etc.)

4.7. 電気通信事業
Telecommunications

ベースバンド／ラジオ／5G／4G関連ハードウェア機能Baseband/Radio/5G/4G
Related Hardware Functionality
テレフォニー関連機能（受話／発信）

Telephony Related Functionality �Receiving/Making Calls)
SMS/MMS関連機能
SMS/MMS Related Functionality
スリープからの復帰

Wake from Sleep
デフォルトの電話アプリケーションを交換する機能

Ability to swap about the default phone call application

4.8.デバイス管理（iCloud代替）
Device Management (iCloud Replacement)

デバイスのバックアップ

Device Backup
デバイスの復元

Device Restore
アプリデータバックアップ

App Data Backup
アプリのデータ復元

App Data Restore
デバイスフリートマネジメント

Device Fleet Management
デバイス群を管理し、それらのデバイスにリモートで設定やポリシーを適用する機

能。

Managing fleets of devices, with the ability to apply settings/policies
remotely to those devices.
デバイスの検索

Locate Devices
相互運用可能なデバイス検索およびリモート管理サービスの実行機能（例：同じサー

ビスからAndroid/iOS/Windows/Linux/Macのデバイスを検索）
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The ability to run an interoperable device finding and remote
management service (i.e. Find your Android/iOS/Windows/Linux/mac
devices from the same service)
リモートロック

Remote Lock
リモートアラーム

Remote Alarm

4.9. ファイルシステム・アクセス
Filesystem Access

4.10.  ソフトウェアアクセスの均等性
Software Access Equality

4.10.1 メディアプレーヤー/ミュージックライブラリー
Media Player/Music Library
ロック画面を含むシステムのデフォルトのメディアプレーヤー（例：Apple Music）と相
互作用したり、置き換えたりする機能。

The ability to interact with or replace the system default media player
including on the lock screen (i.e. Apple Music).

4.10.2.  決済サービス
Payment Services
ブラウザがデフォルトの決済サービス（Apple Payなど）と連携できること。
The ability for browsers to integrate with the default payment service
(i.e. Apple Pay).

4.10.3. 音声アシスタント
Voice Assistants
音声アシスタントとの対話/統合、代替が可能なこと。
The ability to interact/integrate and replace voice assistants.

4.10.4. タイムトラッキング／フォーカスマネジメント
Time Tracking/Focus Management
アプリケーションの使用状況を把握し、アプリケーションの時間制限などを管理できる

こと。

The ability to track application use and manage application time limits
and other restrictions.

4.10.5. ウィジェット
Widgets
ホーム画面ウィジェットの作成と配置機能

The ability to create and place home screen widgets

4.10.6. コントロールセンター（iOS）
Control Center (iOS)
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コントロールセンターへのアイコンやウィジェットの追加機能

The ability to add icons and widgets to control center

4.10.7. Privacy and Access Monitoring �App Privacy Report)
プライバシー・アクセス監視（アプリ・プライバシーレポート）

ネットワークリクエスト、ブルートゥース、コンタクトなど、OS機能へのアプリケーション
アクセスを監視する機能

The ability to monitor application access to OS functions like network
requests, bluetooth, contacts etc

4.11.  AirDrop (iOS、Android相当)
AirDrop (iOS and Android Equivalent)
ブラウザやウェブアプリは対象外ですが、OWAは、アップルのAirDropとそのアンドロイド版
の相互運用規格があれば、消費者と競争に有利になると考えています。Although not
covered by browsers or Web Apps, OWA believes consumers and competition
would benefit from an interoperable standard for Apple’s AirDrop, and its
Android equivalents.

4.12. AirPlay (iOS、Android相当)
AirPlay (iOS and Android Equivalent)
上記の通りですが、AppleのAirPlayとAndroidの同等品になります。
As above but for Apple’s AirPlay and its Android equivalents..

4.14. プライベートリレー
Private Relay
Private Relay は、Native Apps からのトラフィックにも、インストール済み Web Apps と同
様に適用されなければならない。 OWAは、インストールされたWeb AppsからPrivate
Relay機能を削除するのではなく、すべてのNative AppsもPrivate Relayを介して実行しな
ければならないことを強く希望します。 Private RelayはWeb Appsとブラウザトラフィックに
のみ適用されますが、Private Relayが提供するプライバシー保護を回避することができるた
め、開発者はNative Appsを使用するようになることに留意してください。
Private Relay must apply equally to traffic from Native Apps as it does to
installed Web Apps.  OWA’s strong preference would be that all Native Apps also
must run through Private Relay, rather than removing Private Relay functionality
from installed Web Apps.  Note that while Private Relay only applies to Web
Apps and Browser Traffic it will push developers to Native Apps as it enables
them to circumvent the privacy protections that Private Relay offers.

4.15 App Storeから直接ダウンロード
Direct Download via App Stores
エンジンを搭載したサードパーティーブラウザは、AppleのAppStoreから直接ダウンロードで
きること。

Third party browsers which include their engines must be directly downloadable
via Apple’s AppStore

4.16 認証／多要素認証／キーチェーン／パスワード管理
Authentication / Multi-Factor Authentication / Keychain / Password
Management
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すべてのアプリでパスワード/パスキー、トークンを保存、管理するシステムは、競合他社の製
品に相当する統合で交換可能でなければなりません。  Appleのパスワード/パスキー管理エ
コシステムは、Appleのデバイスでのみ利用可能であるため、WindowsやAndroidデバイス
では動作しません。

The system for storing and managing passwords / passkeys, tokens across all
apps must be swappable with equivalent integration for a competitor's product.
Apple’s password/passkey management ecosystem is only available on Apple
devices and so will not work on Windows or Android devices.
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5. WebアプリケーションのApp Store対応（iOS / Android）
App Store Support for Web Apps (iOS / Android)

5.1外部Webベースサービス
External Web Based Service
アプリストアは、特定のハードウェアやオペレーティングシステムを必要としないことを保証し、

開発者の労力とコストを削減するために、異なるプロバイダから複数のアプリストアに登録で

きる自動デプロイツールを可能にする目的で、パブリックWebベースサービスを介してWebア
プリの提出を受け入れる必要があります。

The app store should accept Web App Submission via a Public Web Based
Service with a goal of ensuring specific hardware or operating systems are not
required and to enable automated deployment tools that can submit to multiple
app stores from different providers reducing the effort and cost for developers.

5.2  特定のOSやハードウェアを必要としない
No Specific Operating System or Hardware Required
開発者は、アプリストアにWebアプリを提出するために、OSを使用する必要はありません。
Developers are not required to use any operating system to submit the Web App
to the app stores.

Macは必須である必要がありません。
No Mac required.
XCodeは必須である必要がありません。
No XCode required.

5.3  ミニマムステップ
Minimal Steps
Webアプリを提出するための手順や複雑さは、必要最低限に抑えられるべきです。アプリスト
アの開発者アカウントへのサインアップは、別のプロセスになる可能性があることに注意が必

要です。

The steps and complexity of submitting a Web App are reduced to the minimum
required. Note that signing up for a developer account on an app store can be a
separate process.

Page 49 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

6. Safariのコア機能(iOS�
Safari Core Functionality (iOS)

6.1  インストールプロンプト（インストール性）
Install Prompts �Installability)

6.1.1 最小バーがネイティブに相当する
Minimum Bar is Equivalent to Native

Webアプリのインストール手順は、少なくともネイティブアプリのインストール手順と
同等かそれ以下の簡単な手順で行うことができるように。

The install procedure for Web Apps is at least as easy and requires equal
or less steps as the procedure for installing Native.

6.1.2.  インストール速度の低下なし
No Regression in Installation Speed

Webアプリのインストールにかかる時間は、どのような変更でも顕著に増加しないよ
うに。

Any changes should not noticeably increase the speed it takes to install
a Web App

6.1.3  In-App Browserのインストール
In-App Browser Installation
すべてのIn-App Browserは、Web Appの容易かつシームレスなインストールをサ
ポートできるように。

All In-App Browsers must support easy and seamless installation of Web
Apps

6.2 お知らせ
Notifications
�2.2と同条件)
�Same Requirements as 2.2�

6.3. フルスクリーン
Fullscreen
<canvas>などの動画以外のコンテンツ用。
For <canvas> and other non-video content.

6.4. バッジング
Badging

6.5.  ディープリンク
Deep Links
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6.6. 画面の向きロック
Screen Orientation Lock

7. Chromeの優先利用をしない（Android）
No Chrome Preferencing �Android)

7.1 "Google Search App "はデフォルトブラウザを尊重する必要がある。
“Google Search App” Must Respect Default Browser.

7.2 モバイルアプリケーション販売契約（MADA）は、相手先商標製品メーカー（OEM）に
Chromeの使用を義務付けるべきではありません。
Mobile Application Distribution Agreement �MADA� should not require
Original Equipment Manufacturers �OEMs) to prefer Chrome

8. ウェブサイトの透明性義務
Website Transparency Obligations

8.1 ゲートキーパーは、マーケットシェアが2%以上のブラウザで、ウェブサイトが対応していな
いものを含め、詳細な説明を記載したcompat.txtを用意する必要があります。
Gatekeepers must have a compat.txt with detailed explanation for browsers
with a market share of greater than 2% that the website does not support
including:

バグ情報 / Bugs
バグチケットへのリンク

With links to bug tickets

機能性 / Functionality
不足している機能へのリンク付き

With links to missing functionality

8.2. "Try Anyway "ボタンが常に利用可能であること
“Try Anyway” button must always be available

8.3. "ブラウザへの切り替え "は、スピード、パフォーマンス、機能性など、ユーザーにとっての
利点を説明する必要があります。

“Switch to a browser” must describe the benefits to the user including in terms
of speed, performance or functionality

8.4.すべての大企業への適用を検討する必要があります。
Consider applying all large companies
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5. 中間報告へのコメント
Comments on the Interim Report

5.1. iOSでのWebkitの制限
Webkit Restriction on iOS

iOSでのWebKitの利用を義務付けることを禁止する救済措置案に全面的に賛成します。
We agree wholeheartedly with the proposed remedy prohibiting mandatory WebKit use on iOS.

"WebKit "以外のブラウザエンジンを、サードパーティ企業のブラウザに使用することはできません。

...

選択肢A：WebKitの利用を義務付けることを禁止する

OS提供者がサードパーティーのブラウザ提供者に対して、特定のブラウザエンジンの使用を義務付け
ることを禁止するルールを導入することも可能でしょう。"

“Browser engines other than WebKit cannot be used for the browsers of third-party
enterprises.

…

Option A� Prohibit mandatory WebKit use

It may be possible to introduce a rule that prohibits a OS provider from obliging
third-party browser providers to use a particular browser engine."

これは、3.1.1 に記載した、私たちの主要かつ最も重要な改善策です。サードパーティブラウザ (iOS�に記載され
ています。私たちの論文「壁式庭園に競争をもたらす」で、これとその根拠について詳しく述べています。

This is our primary and most important remedy, listed in 3.1.1. Third Party Browsers (iOS). We
discuss it and the rationale for it in great detail in our “Bringing Competition to Walled Gardens”
paper.

Page 52 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

5.2. ブラウザの平等性
Browser Equality

報告書では、サードパーティのブラウザは、ゲートキーパーであるブラウザと競合するためにOSへの十分なア
クセスが与えられていない、あるいはOSのルールによって競合することが制限されている、と論じています。
The report discusses that third party browsers are not given sufficient access to the operating
system to compete with the gatekeepers browser or are otherwise restricted by the rules of
the OS from competing.

第三者事業者のブラウザでは、OS等の一部の機能へのアクセスが制限される場合があります。
Access to some functions of the OS and others may be restricted for browsers of
third-party providers.

ブラウザとそのWebアプリは、ゲートキーパー独自のアプリ、ブラウザ、システム提供機能、ゲートキーパーの
オンラインストアで配布されるアプリと同等の機能を提供するために十分なアクセス権が必要です。

Browsers and their Web Apps need sufficient access to provide equivalent functionality to
gatekeeper’s own apps, browsers, system provided functions, and apps distributed via the
gatekeeper’s online stores.

Appleは、サードパーティのブラウザがWebkitエンジンの多くの制限を利用することを制限する一方で、サード
パーティのブラウザが効果的に競争するためにOS機能への十分なアクセスを差し控えるということを行ってい
ます。

Apple both restricts third party browsers to using the many limitations of its Webkit engine,
while withholding sufficient access to OS functions for third party browsers to effectively
compete.

AndroidはサードパーティのブラウザにエンジンとOSの機能への幅広いアクセスを許可していますが、Google
はサードパーティのブラウザにWebAPK Mintingまたは同等のプロセスへのアクセスを提供していないため、
Webアプリケーションをインストールすることは許可していません。
While Android does allow third party browsers, complete with their engines and far broader
access to the OS functions, Google does not allow third party browsers to install Web Apps as
they have not provided third party browsers access to WebAPK Minting or an equivalent
process.
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この救済措置の目的は、ブラウザやWebアプリがソフトウェアやハードウェアを介してできることに関する人為
的な制限を取り除くことです。これは、最新のブラウザがこれらの機能に関して強制する優れた「デフォルトでは

信頼できない」セキュリティモデルによるものです。したがって、十分に安全な最新のブラウザでコンテンツを読

み込む場合、オペレーティングシステムの制限は冗長となります。

The aim of this remedy is to remove any artificial restrictions on what browsers or Web Apps
can do either via software or hardware, owing to the superior untrusted-by-default security
model that modern browsers enforce regarding these capabilities. Operating systems
restrictions are therefore redundant when content is loaded in a sufficiently secure, modern
browser.

これについては、3.1.4. ブラウザとWebアプリの同等性、3.1.2. First Class Web App Support (iOS /
Android)、3.1.7. Chrome を優先しない (Android)で議論しました。
We discuss this in 3.1.4. Browser/Web App Equality, 3.1.2. First Class Web App Support (iOS /
Android) and 3.1.7. No Chrome Preferencing �Android).

デフォルトでは、ハードウェア、ソフトウェアともに、すべての機能がオープンであるべきです。ユーザーの利益に

なるような、限られた範囲で正当化され、証拠に基づく例外のみが適用されるべきです。

By default all functionality, both hardware and software, should be open. Only narrowly
scoped, justified, evidence based exceptions which are in the users best interest should
apply.
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5.3. iOS SafariによるWebアプリケーションのサポート
iOS Safari Support for Web Apps

WebKit制限の撤廃に加え、報告書では次のように提案している。"ウェブアプリをサポートするためのブラウザ
機能の提供に関しては、OS提供者のブラウザが他のモバイルOSのブラウザが提供するものと同等の機能を
提供することを求めるルールを導入することが可能である。"
In addition to removing the WebKit restriction, the report suggests that: “with respect to the
provision of browser functionality to support web apps, it may be possible to introduce a rule
requiring that the OS provider's browser provide functionality equivalent to that provided by
browsers on other mobile operating systems.”

私たちは、この救済措置は広範になりすぎ、執行に問題があると考えます。

We believe this remedy is too broad and will be problematic to enforce.

私たちは、iOS Safariを使用してWebアプリを実行するために必要な最低限のWebアプリ機能を追加するよう
Appleに強制する、同様の、しかしはるかに狭い救済策を提案します。私たちはこれらの必要性を3.1.6.,
Safari Core Functionality (iOS)に列挙しています。これらの変更の利点は、迅速に達成できることです。し
かし、それらはAppleの競争を阻害する政策の問題に対する構造的な解決策ではありません。したがって、これ
らの介入は二次的な救済策であり、Third Party Browsers（3.1.1項）、First Class Web App Support（
3.1.2項）、Browser/Web App Equality（3.1.3項）に取って代わるものではないと考えています。
We propose a similar, but far more narrow, remedy to compel Apple to add the bare minimum
Web App functionality that Web Apps need to be viable using iOS Safari. We enumerate these
needs in 3.1.6., Safari Core Functionality (iOS). The benefit of these changes is that they can be
accomplished quickly. However, they are not a structural solution to the problem of Apple’s
competition-undermining policies. We therefore view these interventions as secondary
remedies, and not as replacements for Third Party Browsers �Section 3.1.1�, First Class Web App
Support �Section 3.1.2�,  and Browser/Web App Equality �Section 3.1.3�.

ブラウザとWeb Appsは、幅広い複雑な機能を包含しています。ブラウザメーカー間で、Webアプリにどのよう
な機能を実装するか、その仕様が異なることは、合理的であり、予想されることです。Browsers and Web
Apps encompass a wide range of complex features. Disagreements between browser makers
on what features to implement for Web Apps and their specifications are reasonable and to be
expected.

私たちは、ブラウザの競争が前向きな変化を促す主要な力であると信じています。規制当局は、サードパーティ

のブラウザ（エンジン付き）を許可し、必要なシステム機能に深くアクセスできるようにすることで、競争を可能に

することができます。さらに、従来はモバイルOS上のNative Appsのみが利用可能であったすべての場所に
Web Appsが含まれるようにすることは、公平な競争の場を促進するのに役立ちます。 ブラウザがOSの全機
能とハードウェアにアクセスできるようにすることは、はるかに強力で長期的な改善策です。

We believe that browser competition is the primary force that will drive positive change.
Regulators can enable competition by allowing third party browsers (complete with their
engines) and allowing them deep access to the required system functionality. Additionally,
allowing Web Apps to be included in all places that are traditionally only available to Native
Apps on mobile OSes can help to facilitate a level playing field.  Ensuring Browsers have access
to all OS functions and hardware is a far more powerful and long-term remedy.
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具体的な救済措置について。

Specific remedies:

● 3.1.1. Third Party Browsers (iOS)
● 3.1.2. First Class Web App Support (iOS / Android)
● 3.1.4. Browser/Web App Equality
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5.4.  ブラウザベンダーのWebサイト
Browser Vendor’s Websites

このレポートでは、ブラウザベンダーが自社のオンラインプロパティを介して自社のブラウザを優先的に使用す

る潜在的な問題について論じています。具体的な例としては、YouTube経由のGoogleが挙げられています。
The report discusses the potential issue of browser vendors preferencing their own browser via
their online properties. The specific example in the report is Google via Youtube.

2つの改善策を提案しています。
Two remedies are proposed:

A. 主要なWebサービスの設定や仕様変更において、自社ブラウザでの自己選択を禁止する。Prohibit
self-preference on own browser in setting or changing the specifications of its leading
web services

B. 更新情報、お問い合わせへの適切な対応、レビュー等に関する情報の開示。
Disclosure of information related to updates, appropriate responses to inquiries, and
reviews, etc.

最初の提案には問題があると考えます。

We believe that the first suggestion is problematic.

私たちの経験では、あるブラウザで重要な機能が欠けているために、サイトの作成者が別のブラウザを推奨す

ることがあります。主要なサイトの開発者がブラウザの改良を支援する限りにおいて、ルールAの提案は、標準
ベースの技術の現状を前進させる最も能力と意欲のある一部の当事者からブラウザのリーダーシップを低下さ

せることを懸念しています。

In our experience, a site author may recommend a different browser due to important
functionality being missing from some browsers. To the extent that developers of major sites
also sponsor improvements in browsers, we are concerned that the proposal in Rule A will
reduce browser leadership from some of the parties that are most able and willing to move the
state of the art in standards-based technology forward.

例えば、マイクロソフトがウェブアプリで高品質なゲームをサポートするための新しいグラフィックスAPIの開発に
資金を提供し、これらのデザインを公的な標準化団体に提案する、という仮想的な例を考えてみましょう。彼ら

は、Blink（Chromiumレンダリングエンジン）のソフトフォークにこれらの変更を追加します。他の Chromium
ブラウザは、この機能を搭載しないことを決定する場合があります。Blink のライセンスの性質上、すべての新し
いコードはオープンソースであり、メインの Blink ソース コード ベースまたは他の Chromium ブラウザのいず
れかに自由に追加することができます。

For example, imagine a hypothetical example where Microsoft funds the development of new
graphics APIs to support high quality gaming in Web Apps and proposes these designs in
public standards bodies. They add these changes to their soft fork of Blink (the Chromium
rendering engine). Other Chromium browsers may decide not to include this functionality. Due
to the nature of the licensing of Blink, all the new code is open source and freely available to be
added to either the main blink source code base or any other chromium browser.

マイクロソフトは、いくつかのウェブアプリゲームを含むウェブサイトを作成したいと考えています。最先端のゲー

ムであるため、これらの API または同等の API をサポートしていないブラウザをサポートすることは不可能で
す。マイクロソフトは、ゲームの品質を妨げたり、開発コストを過度に増加させることなく、実行可能な限り他のす
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べてのブラウザをサポートすることを約束します。Microsoft wishes to create a website containing a
number of Web App games. Due to the cutting edge nature of the games it is not possible to
support browsers that do not support these or equivalent APIs. Microsoft commits to
supporting all other browsers where feasible without hindering the quality of the games or
excessively increasing the development cost.

このような状況において、マイクロソフトがこれらのAPIを彼らのバージョンのBlinkに追加することを禁止するこ
と、またはそれらに依存するウェブサイト/Web アプリを作成することを禁止することは、いずれも不合理である
と我々は考えています。

We believe under these circumstances it would be unreasonable to either prohibit Microsoft
adding these APIs to their version of blink or prohibiting them from producing a website/Web
Apps that rely upon them.

私たちは、Bと非常によく似た提案を持っており、ゲートキーパーに、重要な最先端の競争を妨げずに可能な限
りブラウザをサポートするよう圧力をかけると信じています。私たちはそれを3.1.8でリストアップしています。ウェ
ブサイトの透明性の義務(すべて)。
We have a proposal that is very similar to B that we believe pressures gatekeepers to support
browsers where possible without holding back vital leading edge competition. We list it in 3.1.8.
Website Transparency Obligations (All).
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5.5. IABブラウザー
IAB Browsers

報告書に抜けているトピックとして、In-App-Browsersに関連する問題があります。これは微妙で難しいテーマ
ですが、ブラウザ選択の重要な要素だと考えています。

One topic that is missing from the report is issues related to In-App-Browsers. This is a subtle
and difficult topic, but we believe it is an important aspect of browser choice.

基本的に、これはアプリが、アプリ内のリンクをクリックする際にユーザーが選択したブラウザを傍受、監視、ブ

ロックすることを防止するためのものです。私たちは、これがプライバシーと競争の両方に損害を与える可能性

があると信じています。

Essentially, this is about preventing Apps from intercepting, monitoring or blocking a user's
choice of browser when clicking links within an App. We believe this can be damaging to both
privacy and competition.

3.1.3に記載しています。In-App Browser Abuse Protection (iOS / Android)で紹介しています。また、論
文「In-App Browsers � Subverting Competition, User Privacy & Choice - v1.0」でも詳しく解説してい
ます。

We list it in 3.1.3. In-App Browser Abuse Protection (iOS / Android). We also discuss it in detail in
our paper “In-App Browsers � Subverting Competition, User Privacy & Choice - v1.0”.

5.6. WebアプリのApp Store対応
App Store Support for Web Apps

HDMCが注目すべきもう一つのトピックは、iOS App Storeで相互運用可能なWebアプリケーションを許可し、
すべてのモバイルApp Storeに簡単に登録できないルールを削除することです。
Another topic that merits the attention of the HDMC is regulating to allow interoperable Web
Apps onto the iOS App Store, and to remove rules preventing their easy submission on all
mobile App Stores.

これについては、3.1.5で説明しています。WebアプリのApp Storeサポート（iOS / Android）。
We discuss this in 3.1.5. App Store Support for Web Apps (iOS / Android).
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5.7. ウェブ標準
Web Standards

ウェブブラウザは、以下を含むがこれに限定されない多くの標準開発組織（以下「SDOs」）で開発され指定され
ているデザインを実装しています。

Web browsers implement designs that are developed and specified in many Standards
Development Organisations (“SDOs”) including, but not limited to:

● IETF (インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい）
�The Internet Engineering Task Force)

● W3C (ワールドワイドウェブコンソーシアム)
�The World Wide Web Consortium)

● WhatWG (ウェブハイパーテキストアプリケーション技術ワーキンググループ)
�Web Hypertext Application Technology Working Group)

● ECMA (欧州コンピュータ製造者協会)
�The European Computer Manufacturer’s Association)

● FIDOアライアンス
The FIDO Alliance

● AOM（オープンメディア同盟）
AOM (the Alliance for Open Media)

● クロノス・グループ

The Khronos Group

● ISO (国際標準化機構)
�The International Organization for Standardization)

● ユニコード・コンソーシアム

The Unicode Consortium

● IANA（インターネット番号割当機関）
IANA (the Internet Assigned Numbers Authority)
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これらの組織はそれぞれ "ウェブ標準化コミュニティ" の一部を構成していますが、プロセス、公開ゲート、デザ
インを公式な標準文書に含めるための正式なメカニズムが異なっているのが特徴です。重要なのは、これらす

べての SDO がボランタリな標準を作成していることです。企業は複雑な理由から知的財産をボランタリー・ウェ
ブスタンダードのコモンズに提供しますが、歴史的にこのプロセスを推進してきたのは競争です。

Each of these organisations contain a part of the “web standards community”, but feature
differing processes, publication gates, and formal mechanisms for including designs into official
standards documents. Critically, all of these SDOs create voluntary standards. Companies
contribute their intellectual property to the commons of voluntary web standards for complex
reasons, but competition has historically driven this process.

既存の標準化団体のパッチワークと、自主的な標準化の社会的、法的背景は、ブラウザが正式な標準化より先

に機能を実装することを禁止する提案を深く問題視しています。

The existing patchwork of standards groups, along with the social and legal background of
voluntary standards, makes proposals to bar browsers from implementing features ahead of
formal standardisation deeply problematic.

ブラウザの状況を分析したところ、ユーザーと開発者の間で最先端の問題を解決する方法について見解の相違

があるのではなく、むしろその課題への取り組みと投資の不足に悩まされていることがわかりました。この投資

不足は、ブラウザメーカーがiOS（Androidも同様）上で経験する競争の減少に起因していると考えています。
Our analysis of the situation regarding browsers suggests that users and developers do not
suffer from too much divergence of views about how to solve leading-edge problems, but
rather a lack of engagement and investment in addressing those challenges. We believe this
lack of investment stems from reduced competition that browser makers experience on iOS
(and to a lesser extent, Android).

健全な環境では、競合するブラウザメーカーが開発者と協力して重要な問題を解決することで、ウェブスタン

ダードの進化が加速されます。これには互換性を向上させるための標準化団体での協力が必要ですが、もし各

ベンダーがすべてのデザインについてすべてのベンダーの間でコンセンサスが得られるまで待たなければなら

ないとしたら、あるベンダー（例えばアップル）がこれらのプロセスを欺くことが可能になってしまうでしょう。 ま
た、資金力のある第三者が標準化団体に潜入し、ユーザーや競争相手の利益にならない方法で開発や機能を

妨害・停止させるという重大なリスクも存在します。

In a healthy environment, Web Standards evolve quickly, spurred on by competing browser
makers working with developers to solve important problems. This involves collaboration in
standards bodies to improve compatibility, however if each vendor had to wait until there was
consensus among every vendor regarding every design, it would be possible for a vendor (e.g.
Apple) to game these processes.  There is also significant risk that well-funded third-parties
could infiltrate standards organisations in order to block/stall development or functionality in a
manner that is not in the best interests of the user and/or competition.
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ブラウザベンダーはウェブスタンダードの開発において非常に大きな影響力を持っており、彼らにすべての進歩

に対する拒否権を与えることは、競合他社が市場シェアを奪うのを防ぐことによって、最も遅い移動者に報いる

ことにしかなりません。 既存の構造では、ベンダーは関与せず、機能の標準化を妨げるだけで十分である。これ
は、もしエンジンが先に進み、市場の成果で劣悪なパフォーマンスを押し付けるために競争を利用することを防

ぐルールがあれば、悪い状況につながる可能性があります。

Browser vendors enjoy outsized influence in development of web standards, and providing
them with a veto over all progress will only serve to reward the slowest mover by preventing
competitors from taking market share.  In the existing structure, it is enough for a vendor to
withhold engagement and prevent functionality from being standardised. This could lead to a
bad situation if there were any rules preventing engines from pushing ahead and using
competition to push poor performance with market outcomes.

一般的に、最先端の機能は、まずブラウザメーカーが自社のエンジンで展開し、その後、数年かけて実世界の

フィードバックを受けながら、最終的な標準が作られます。最初からウェブ標準の機能はありません。

Typically, cutting edge features are deployed by browser makers in their own engines first,
then, using real world feedback over several years, eventual standards are created. No feature
starts out as a web standard:

「ウェブスタンダードは自発的なものです。最も強力にその採用を強制する力は、規制よりもむしろ競争

です。これはモダンブラウザの固有の性質です。ベンダーが標準化プロセスに参加するのは、何をすべ

きか他の誰かに指示される必要があるからではなく、標準化団体の指示に何らかの形で従うからでも

なく、むしろ開発者から学び、互換性が大きな利益をもたらす問題空間で競合他社との合意を見出す

ためなのです" 。
“Web Standards are voluntary. The force that most powerfully compels their adoption is
competition, rather than regulation. This is an inherent property of modern browsers.
Vendors participate in standards processes not because they need anyone else to tell
them what to do, and not because they are somehow subject to the dictates of
standards bodies, but rather to learn from developers and find agreement with
competitors in a problem space where compatibility returns outsized gains”

Alex Russell � Microsoft Edgeのプログラムマネージャー
Alex Russell �  Program Manager on Microsoft Edge
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どのようなウェブ技術が将来的に重要になるかは誰にも予測できませんし、ブラウザメーカー間で正確な道筋に

ついて意見が分かれることは合理的であり、予想されることです。規制当局が、どの標準が最も重要で、その正

確な定義が最終的にどうなるかを予測することは、不可能ではないにしても、非常に困難です。これは微妙で複

雑なテーマであり、どの規制当局も信頼できる形で参加するためには、幅広い技術領域にわたって、かなりの人

員が必要になることでしょう。

No one can predict what web technologies will be important in the future, and disagreements
between browser makers on the exact path forward are reasonable and expected. It is very
difficult, if not impossible for regulators to predict which standards will be the most important
and what their exact definition will end up being. It's a subtle and complex topic, and one that
would require significant staffing, over a wide swath of technical areas, for any regulator to
credibly participate in.

個々のブラウザベンダーやブラウザベンダーのグループが、他のすべてのブラウザが（これらのブラウザが実

装するつもりのない）機能を作り出すのを阻止できるようにすべきだという提案は、競争をさらに阻害するもので

す。

The suggestion that individual browser vendors or groups of browser vendors should be able
to block all other browsers from producing functionality (that these browsers have no intention
of implementing) would further stifle competition.

実装前にコンセンサスを求めることは、ユーザーが必要な機能を提供するブラウザに乗り換えることで不満を表

明することを阻害することになります。また、競合他社が提供できないようにすれば、ブラウザベンダーが人気の

ある機能を実装するような圧力もなくなります。Origin Trialsのような市場志向のメカニズムを通じてのみ、主要
なエンジンチームはその設計が目的に適合していることを確認できるのですから。

Requiring consensus before implementation would block the ability of users to signal their
discontent by switching browsers to ones that offer the functionality they need. It would also
removes any pressure browser vendors might feel to implement popular features if they can
block all competitors from providing it. Subtly, it would also reduce the quality of features
delivered, because it is only through market-oriented mechanisms like Origin Trials that leading
engine teams ensure their designs are fit for purpose.

Apple は、iOS 上のすべてのブラウザの機能に対する拒否権によって、10 年以上にわたって iOS 上のウェブ
（およびネットワーク効果のおかげでモバイル全般）を抑制してきました。アップルにすべてのブラウザの機能を

拒否する明確な権限を与えることは、大惨事となるでしょう。私たちの救済措置の重要な目的の一つは、Apple
が、iOSユーザが自社のアプリ/サービスやApp Storeと競合する有用なWeb機能にアクセスするのを阻止す
る能力を破壊することです。

Apple has held back the Web on iOS (and mobile in general, thanks to network effects) for
more than a decade via their veto on features for all browsers on iOS. Handing Apple explicit
power to veto features for all browsers would be a disaster. One of the key aims of our
remedies is to break Apple's ability to prevent iOS users from accessing useful Web
functionality that competes with either their own Apps/Services or their App Store.
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ブラウザ（とそのエンジン）には、競争のフロンティアでリードし、実験する自由が必要です。間違っていても、ユ

ニークな機能や最先端の機能でユーザーを獲得する自由が必要です。どの機能が成功するかを決めるのは、

競争、開発者、ユーザーの選択なのです。ブラウザの類似機能間の標準化は望ましいことですが、それは開発

と競争のプロセスの最後に来る結果です。最初からゲートとして置くべきではありません。さらに、ブラウザの差

別化と競争力を阻害する可能性は、競争に壊滅的な打撃を与えるでしょう。私たちの最大の懸念は、特定の機

能がどのように機能するかについてアップルが異なるビジョンを持つことではなく、アップルがすでに、ウェブが

独自の、ネイティブアプリのプラットフォームと競合することを可能にする機能を遅らせようとしていることなので

す。競合する機能が利用できないようにすることで、AppleはNative Appsのエコシステムに対する価格圧力を
取り除き、開発者に対する権力を拡大しているのです。

Browsers (and their engines) need to be free to lead and experiment on the competitive
frontier. They need the freedom to be wrong but also to win users through unique features and
leading edge capabilities. It is competition, developers and user choice that determines which
features will be successful. Standiziation between similar features in browsers is desirable, but
it is an outcome that comes at the end of the development and competitive process. It should
not be placed as a gate at the beginning. Further, the potential for blocking browsers ability to
differentiate themselves and compete would be catastrophic to competition. Our primary
concern is not that Apple will have a different vision for how particular features will function,
but rather that Apple has already sought to delay features that allow the web to compete with
its own, proprietary, Native Apps platform. By trying to ensure that competing features are not
available, Apple removes pricing pressure on its Native App ecosystem and extends power over
developers.

W3Cや他の標準化団体の素晴らしい仕事を武器にして、イノベーションや競争を阻害することを許すよりも、よ
り良いアプローチは、ゲートキーパーであるOS上で競合ブラウザ間、ウェブアプリとネイティブアプリ間の効果的
な競争を可能にするための規制を行うことです。そして、エンドユーザーにとって最も有益な変化（新しいウェブ

機能）を、市場の力で推進できるようにするのです。

Rather than allow the excellent work of the W3C and other standards organisations to be
weaponized to block innovation and competition, a better approach is regulating to enable
effective competition on the gatekeepers operating systems both between rival browsers and
between Web Apps and Native Apps. Then allow market forces to push forward the changes
(new web features) most beneficial to end users.

  ブラウザの機能を相互運用可能に実装することで、開発者とユーザーの双方が大きなメリットを得られます。し
かし、いかなる介入も、新しい最先端技術に多大な投資を行うという圧力を含め、ブラウザの競争力が保護され

ることを保証することが重要です。

Both developers and users gain significant advantages from interoperable implementations of
browser functionality, however it’s essential that any interventions ensure that the competitive
aspects of browsers are protected including the pressure to significantly invest in new and
cutting edge technologies.
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規格は、以下のように使用されるべきです。

Standards should be used to:

1. ブラウザ間の相互運用性の向上

Increase interoperability between Browsers

2. 異なる企業の複数のブラウザベンダーが有意義に関与し、プライバシーやセキュリティに関する懸念事
項を含むがこれに限定されない建設的なフィードバックを提供できるようにすること。

To allow multiple browser vendors from different companies an ability to be
meaningfully involved and provide constructive feedback including but not limited to
privacy and security concerns.

3. ブラウザベンダーへの実装ドキュメントの提供
Provide implementation documentation for Browser Vendors

規格を利用してはならない。

Standards should not be used to:

1. 投資レベルの削減・阻止、またはベンダーへの投資圧力

Reduce or block the level of investment OR pressure on vendors to invest

2. 最先端機能の実装を減らす、またはブロックする
Reduce or block implementation of cutting edge functionality

3. ネイティブ（独自）アプリ専用の機能指定
Designate functionality as being exclusive to native (proprietary) apps

4. 開発者や利用者が必要とする機能や特徴を第三者が損なうことを可能にする（例：通信会社や広告会
社が個人情報保護規則を損なおうとする）。

Enable third-parties to undermine features or functionality required by developers or
users (i.e. Telecommunication or Advertising Companies attempting to undermine
privacy rules)
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5.8. ブラウザー・プリフェレンシング
Browser Preferencing

中間報告では、OSのゲートキーパーが独自に開発したブラウザを自己優先的に使用する問題が取り上げられ
ています。

The interim report brings up the issue of self preferencing the operating system gatekeeper's
own browser.

アップルは、サードパーティのブラウザが独自のエンジンを使って差別化することを妨害し、iOSでのサードパー
ティのブラウザを事実上禁止していると私たちは考えています。

In our view Apple has effectively banned all third party browsers on iOS by blocking their
ability to differentiate themselves using their own engines, so currently issues around browser
preferencing on iOS are moot till this is resolved.

Androidについては、Chromeに関する懸念事項をいくつか挙げ、改善策を提案しています。これについては、
3.1.7で説明しています。Chromeの優先利用をしない（Android）。
On Android we have listed a number of concerns we have about Chrome and have proposed
remedies. This is discussed in 3.1.7. No Chrome Preferencing �Android).
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5.10 ブルートゥース
Bluetooth

中間報告書からAppleはこう述べています。
From the interim report Apple stated:

WebKit の Web Bluetooth 仕様は、Bluetooth キーボードなどの Bluetooth 対応周辺機
器を介してユーザーの機密情報にアクセスしやすくなるな ど、ユーザーのセキュリティと
プライバシーに対するリスクが高いため サポートされていない。
WebKit's Web Bluetooth specification is not supported due to the high risk to user
security and privacy, such as making it easier to access sensitive user information
through Bluetooth-enabled peripherals such as Bluetooth keyboards.

とHDMCは問いかけます。
The HDMC asks:

WebKit では、ウェブ・アプリについて、例えば Bluetooth によるデバイ スとの接
続が対応されていないが、その理由がユーザーのセキュリティ とプライバシーに
対するリスクが高いからというのは妥当な説明と考 えられるか。
Is it reasonable to say that WebKit does not support connecting web apps to
devices, for example via Bluetooth, because of the high risk to user security
and privacy?

これについては、「Bringing Competition to Walled Gardens」の「5.5.1 Fingerprinting and Web
Device APIs」にて、詳しく書いています。
We have written about this extensively in “Bringing Competition to Walled Gardens” in
section 5.5.1 Fingerprinting and Web Device APIs.

Page 67 of 74



モバイルエコシステムの競争評価-ブラウザとWebアプリ (HDMCへの応答)
Competition Assessment of the Mobile Ecosystem � Browsers & Web Apps �Response to HDMC�

Version / バージョン 1.1

OWA さんが書き込みました。
OWA wrote:

Web Bluetooth では、Web App は Bluetooth デバイスのリストを取得することができま
せん。その代わり、ユーザーとの対話 (ボタンのクリックなど) によってのみ、サイトはブラ
ウザに Bluetooth デバイスへの接続許可プロンプトを開くよう要求でき、サイトはフィル
ターを提供して理解できるデバイスにリストを減らす可能性がありますが、ユーザーの同

意を省略することはできません。このリストは、ウェブサイト/ウェブアプリではなく、ユー
ザーが利用できるようになります。ユーザーは、単一のデバイスへのアクセスを許可する

か、またはアクセスを完全に拒否することができます。

With Web Bluetooth, a Web App can not get a list of bluetooth devices. Instead, only
with user interaction (e.g., clicking on a button), can a site request the browser open a
permission prompt to connect to a bluetooth device and the site can provide filters to
potentially reduce the list to devices it can understand, but cannot skip the user’s
consent. The list is made available to the user, not to the Website/Web App. The user
can give access to a single device or deny access altogether.

これはフィンガープリントの非常に信頼性の低い方法であり、各ウェブアプリでユーザに恐るべき許可

プロンプトを要求します。 同様の議論は他のハードウェア API それぞれに拡張でき、それらは全て、
ユーザーに警告し許可を求めない限り不可能であるため、フィンガープリントに使用するのは困難で

す。

This is a very unreliable method of fingerprinting and requires a scary permission
prompt to the user on each Web App.  Similar arguments can be extended to each of
the other hardware APIs, they are all difficult to use for fingerprinting as it's impossible
to do so without alerting the users and requiring their permission.

"デバイス API はフィンガープリントには単純に不向きです。信頼性が低く、使われると本当に
バレバレです。

“Device API’s are simply bad for fingerprinting. It is unreliable and really obvious
when it is used. “

Niels Leenheer HTML5test
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AppleはBluetoothキーボードを特定のセキュリティリスクとして挙げていますが、Web Bluetoothはキーボー
ドやその他のヒューマンインターフェイスデバイスをブロックすることで、これらのセキュリティ問題に特に対応し

ているので、誤解を招きかねません。

Apple mentions Bluetooth keyboards as a particular security risk which is misleading since
Web Bluetooth specifically addresses these security issues by blocking keyboards and other
Human Interface Devices.

web bluetooth がアクセスできないようにするサービスを管理する gatt_blocklist.txt には、以下の行が含ま
れています。

The gatt_blocklist.txt which maintains services that prevents web bluetooth from accessing
includes the following lines:

gatt_blocklist.txt
# org.bluetooth.service.human_interface_device
# キーボードなどのHIDデバイスに直接アクセスすると、Webページがキーロガーになってしまう。
# Direct access to HID devices like keyboards would let web pages become keyloggers.
# 00001812�0000�1000�8000�00805f9b34fb

Web Bluetoothの仕様です。
The Web Bluetooth specification:

1. 指紋認証に使えないので、プライバシーを損なうとは言い切れない

Is useless for fingerprinting, so it’s hard to argue it undermines privacy

2. セキュリティとプライバシーのセクションが充実しており、具体的なセキュリティ問題とその対策が記載さ
れています。

Contains an extensive security and privacy section where specific security issues and
their protections are listed

3. アップルのネイティブなブルートゥース実装よりも大幅に安全でプライバシーが保たれます。
Is significantly more secure and private than Apple’s native bluetooth implementation

詳しくは、"Walled Gardens に競争をもたらす "の 5.5.1 項をお読みください。
For more information please read sections 5.5.1 in “Bringing Competition to Walled Gardens”
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6. モバイルエコシステムの明るい未来
Brighter Future for Mobile Ecosystems

デジタル市場競争力本部がこのような重要な問題を検討してくれたことに、改めて感謝したい。この報告書は詳

細で、技術的に正確であり、この難しいテーマのニュアンスを的確に捉えています。

We would like to thank the Headquarters for Digital Market Competition again for considering
these important issues. Their report is detailed, technically accurate and captures the nuances
of this difficult topic.

モバイル・エコシステムのアプリストアは、消費者に対して大きなパワーとロックインを行使します。このため、競

合他社をブロックしたり、競合他社のアプリをインストールするために消費者に追加料金を請求したりすることが

できます。

Mobile ecosystem app stores wield a lot of power and lock-in over consumers. This allows
them to both block competitors and charge consumers additional fees to install Apps from
competitors.

Webアプリは、アプリストアにとって相互運用可能な競争相手となり得ますが、私たちの回答や論文で説明した
いくつかの理由により、現在iOSでは実行不可能です。
Web Apps could be an interoperable source of competition for app stores however they are not
currently viable on iOS for a number of reasons we have outlined in our answers and our paper.

我々は、モバイルのエコシステムに競争とユーザーの選択肢を取り戻すために不可欠と考えるいくつかの救済

策を提案しています。

We have proposed a number of remedies that we believe are vital to restore competition and
user choice to the mobile ecosystem.

モバイルハードウェア/オペレーティングシステムのゲートキーパーは、自社と競合するアプリケーションをブロッ
クしたり、競合他社のアプリケーション/サービスに対して消費者から追加料金を徴収したりするのではなく、メ
リットとユーザーの選択に基づいて顧客に追加のサービスやソフトウェアを提供するために競争すべきであると

考えています。

  We believe that gatekeepers of mobile hardware/operating systems should compete to offer
additional services and software to customers on merit and user choice, not by blocking
applications that compete with their own or by charging consumers additional fees on
applications/services from competitors.

日本の規制当局は、既存のゲートキーパーの反競争的な力を鈍らせ、モバイルアプリ開発の未来のために公

平で競争的な土俵を作るチャンスです。

Japanese regulators have a chance to blunt the anti-competitive power of incumbent
gatekeepers and create a level and competitive playing field for the future of mobile App
development.
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これらの変更により、消費者には以下のようなメリットがもたらされます。

These changes will lead to the following benefits to consumers:

● より多くの競争

More competition

● 相互運用可能なアプリ

Interoperable Apps

● より高品質なアプリ

Higher quality Apps

● アプリの低価格化

Lower cost Apps

● 特定のモバイルOSへのロックインが少ない
Less lock-in into particular mobile operating systems

壁で囲まれた庭園ではなく、競争が消費者にとって最良の結果をもたらす

Competition not walled gardens leads to the best outcomes for consumers
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8. オープンウェブ・アドボカシー
Open Web Advocacy

Open Web Advocacy は、世界中のさまざまな企業で働くソフトウェア技術者が集まった緩やかなグループ
で、規制当局、立法者、政策立案者が、この業界における主要な反競争的問題とその解決策を理解するために

必要な複雑な技術的詳細を提供し、オープン Web の未来のために戦うことを目的としています。
Open Web Advocacy is a loose group of software engineers from all over the world, who work
for many different companies who have come together to fight for the future of the open web
by providing regulators, legislators and policy makers the intricate technical details that they
need to understand the major anti-competitive issues in our industry and potential ways to
solve them.

この文書の著者およびレビュアーはすべてソフトウェア技術者であり、経済学者、弁護士、規制の専門家ではな

いことに留意してください。その目的は、現状を説明し、具体的な問題を概説し、これが消費者にどのような影響

を与えるか、そして規制による救済の可能性を示唆することである。It should be noted that all the
authors and reviewers of this document are software engineers and not economists, lawyers or
regulatory experts. The aim is to explain the current situation, outline the specific problems,
how this affects consumers and suggest potential regulatory remedies.

これは、ソフトウェア技術者個人による草の根的な活動であり、雇用主やブラウザベンダーを代表するものでは

ありません。

This is a grassroots effort by software engineers as individuals and not on behalf of their
employers or any of the browser vendors.

規制当局、議員、政策立案者向けにプレゼンテーション/Q&Aを行い、この分野のトピックについて専門的な技
術分析を提供することが可能です。

We are available to regulators, legislators and policy makers for presentations/Q&A and we can
provide expert technical analysis on topics in this area.

ウェブの自由でオープンな未来のために、私たちと一緒に戦ってくださる方、お手伝いいただける方は、下記ま

でご連絡ください。

For those who would like to help or join us in fighting for a free and open future for the web,
please contact us at:

電子メール / Email

ツイッター / Twitter

ウェブ / Web
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共有する。その上でモバイルエコシステムの特性を考える上では、そのプラット
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ローチだけでは手当てしづらく、すでにある競争法以外の既存の枠組みと併せ

て新しいアプローチが必要だろう。 

 

本報告書はこれまでの政府の報告書にはない、技術的側面からの検討と踏み込

んだ提言がなされており、それ自体は評価されるべきことだが、モバイルエコシ

ステムに関する検討を加える上では消費者保護の観点が重要だ。評価を行う上

では本パブリックコメントの結果を踏まえて、さらに技術コミュニティやイン

ターネットガバナンスコミュニティが行うようなマルチステークホルダープロ

セスを用いて議論を進めるべきだと考える。 

 

「競争に悪影響を及ぼす危険性の高い行為を類型化し、原則的に事前に禁止し

ていくこと、また、セキュリティやプライバシーといった事由についてそれが正
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当なものと認められる場合には、例外的に禁止から外していくという考え方」に

ついても同様だ。デジタルプラットフォームは私企業であり、経済活動の自由は

尊重されるべきことは原則だが、本報告書内で述べられている現状の市場環境

における問題意識は共有する。その上ではセキュリティやプライバシー、消費者

保護の観点から危険性の高い行為を類型化して、原則的に禁止する必要がある

ことが必要なシチュエーションも存在する。 

 

その上で正当なものと認められるものについて例外的に禁止から外していくこ

とにも異論はないが、正当であることをどう評価するかを決定する会議体のあ

りかたについても議論が必要だ。テクノロジーにおける可能性は日進月歩であ

り、その正当性の決定に時間がかかってしまって取り残されるようなことがあ

れば、現状をまた繰り返すことになる。短いスパンでの定期的な改訂を前提とし

た、消費者や技術コミュニティも含めたマルチステークホルダープロセスによ

る継続的な検討を行うべきだ。 
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この節では OSアップデートに伴うアプリ開発者が不当に受ける負担コストにつ

いてまとめられている。消費者の立場では、反競争的な現在の慣行を是認するこ

とは望ましくないが、同時にプラットフォーム事業者から提供されるアップデ

ートはタイムリーに利用できることも無視できない利益である。アプリ開発者

との間でイコール・フッティングを実現することは重要だが、イコール・フッテ

ィングを実現するために最終的に利用可能なアップデートの正式版リリースが

妨げられるような施策にはならないことが望ましい。 

 

この節で提示される「対応パッケージ」に「運営状況の政府への報告と、政府に

よるモニタリング・レビューの実施」が挙げられているが、これは政府とプラッ

トフォーム企業だけに閉じた仕組みにすべきではないと考える。OS 等の新バー

ジョン公開に伴うアップデート対応期間については、消費者としてはアプリ開

発者が不必要・過剰なプラットフォームの要求に対応しなければならなくなる

と、本来享受できたはずの新機能のリリース等が相対的に遅くなって不利益を

被る。そのため、主に開発者が被害を受ける問題であっても、消費者からの報告

も受け付ける窓口を政府側で用意してもらいたい。 
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ケンブリッジ・アナリティカ事件のようなことが我が国で生じないようにする

必要がある。ユーザーやデータをトラッキングする際に、明示的にユーザーの許

諾を必要とすることは利用目的の明示という観点から必要であり、これらの許

諾をユーザーが出す前にリスクを含めてわかりやすく表示することは重要であ

る。この点においてはモバイルプラットフォームがその競争の中でパーミッシ

ョンをリスクを含めてユーザーに明確に示すようになったことは評価されるべ

きだろう。またそのリスクについては、そのパーミッションを許可したことで技

術的に生じうることが共通にわかりやすく説明されるべきだ。 

 

ただし本報告書で指摘されているように、ファーストパーティとサードパーテ

ィの間に差があり、プラットフォームが優遇されている状況は無視できない。消

費者の観点からはファーストパーティであってもサードパーティであっても、

トラッキングされていることに変わりはない。ファーストパーティにもサード

パーティと同様の表示を求めるべきだ。 

 

＜中間報告の該当箇所：114ページ＞ 

 

報告書で示されているアプリストアをめぐる問題意識は共有する。その上でア

プリストアによる制限が権力による規制を受け、市民の自由を脅かす事案が生

じていることも無視できない。中国などでは VPN を利用するためのアプリや、

市民の権利運動に利用されているアプリが配信停止されてしまった事例がある。

原則的にユーザーにはその端末で動作させるプログラムに関して自由があり、

アプリストアによる審査を経なければプログラムを動作させることができない

状況はその自由を侵害している。ユーザー自身がソースコードからビルドして

動作させることは可能であるが、それは誰でもができることではない。競争法的

なアプローチだけでなく、消費者の権利の問題としても本問題は長期的に検討

されるべきである。 

 

その上で本報告書は「はじめに」の章において、「現時点における評価」を行い、

「現時点においての望ましい姿の仮説」を提示した、という前提が設けられてい

る。本報告書が提示されたあと、アップルは iOSに Developer Modeを導入する

ことを発表した。Developer Modeがどのようなものであるかまだ詳細は不明だ

が、開発者、テスター、レビューワーなど専門知識を有した利用者が明確に許諾

をしたことを確認した上でアプリをサイドロードで動作させることができるも

のと仮定すれば、これは評価されるべきものだと考える。 

 



しかしすべてのユーザーに対して開発者向けの機能を有効とすることは、ユー

ザー保護の観点から推奨できるものではなく、現状ではサイドロードを前提と

した OSの設計になっていないのであれば、短期的にユーザーのセキュリティを

低下させることは間違いない。またフィッシングサイトと同様に、例えば金融機

関や公共機関、EC モールなどを詐称したアプリをインストールしてしまうこと

で詐欺などに利用されてしまう懸念も存在する。そのような状況下で、モデレー

ションなしでアプリをインストールできるようにすることは、短期的な視点か

らは一足飛びな議論とも言える。 

 

アプリストアによる審査があることでセキュリティやプライバシーが一定程度

担保されている側面は否定できないだろう。また一定のモデレーションがある

ことに安心を感じるユーザーも存在する。特にアプリストア内では決済が行わ

れるため、消費者は安全性が確保できないプラットフォームでは決済を行わな

いだろう。 

 

その上で、「現時点においての望ましい姿」の案としては、アプリストアの新規

参入を許可する方向で自由度を高め、競争を促進するような議論も行うべきで

はないか。その上で、プライバシーやセキュリティは強くするほうにインセンテ

ィブが必ず働くわけではないため、一定の安全性を担保し、これまでアプリスト

アが行ってきたユーザー保護のガイドライン（例えば未成年者の高額課金を防

ぎ、場合によっては返金を行うことなど）に従うことを前提として制度的に構築

した上で、対応可能事業者に等しく開放することを義務づけるのはどうか。 

 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 

 

なし 

 

以下余白 



個人 
 
「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関し、以下のとおり意見を提出
します。 
 
アプリマーケットを OS 開発者が提供する物に限るというのは OS 開発者の胸先三寸で公
開できるアプリが定まってしまうため、OS のサポートが打ちきられた時点でそのサポート
が切られたバージョンのOSに対応したアプリの公開を停止せしめるなどして、一方的に新
OSに対応しないデバイスの命脈を断ち切ることが可能となってしまう。 
この行為はスマートフォンをただの重石に変えてしまうことと等しく、盗難に遭った携帯
電話端末だけでなく、善意の第三者の手にわたった可能性のある、債務が適正に履行されて
いない端末を赤ロムにしてしまうのと同様に、財産の侵害に他ならない。 
この "スマートフォンをただの重石に変えてしまう" というのは、昨今はやりの SDGs(笑)
の定める第 1項および第 12 項に反し、貧しき者からより富を取り上げ、生産者の責任から
逃げているとしか言いようがない。 
一方で OS 開発者以外もアプリマーケットを運営可能であれば、サポートが打ちきられた
OSであっても独自の実装によってOSが提供する脆弱性が残されたままの実装を迂回する
など、アプリ開発者の努力によって利用可能な状態が保ちうる。 
 
セキュリティを理由にOS 開発者は自社以外のマーケットを排除しようとしているが、これ
らマーケットの審査は、あたかも児童ポルノ排除を題目に検閲を導入して反政府運動を取
り締まるがごとく、恣意的かつ不透明なものである。 
十分な審査が実行されているのであれば、懐中電灯アプリに偽装したテザリングアプリや
攻撃的なミドルウェア採用したアプリの公開はされ得ないだろうし、審査基準に矛盾した
公開拒絶査定も起き得ない。 
OS の一部機能をミドルウェアとして切り出し、OS 開発者からミドルウェア使用の許諾を
受けてない、もしくは受けられないスマートフォン製造者を排除しようとするのも十分に
問題ではあるが、アプリ開発者の側には代替実装を用意する余地が存在している。 
一方でアプリマーケットが OS 開発者の物に限られるのは、いにしえの座やギルドといった
利権団体加盟しなければ業を行えないことに等しいのである。 
いわゆるネイティブアプリではなく、Webブラウザを利用したWeb アプリであれば自由だ
とする反論もあるが、利用可能なWeb ブラウザが標準に適合していない物に限られている
のであれば検討に値しない。 



1. 記載された内容に対する意見 
## I. 総論 
 
＜中間報告の該当箇所：16 ページ＞ 
### 第 1.市場の構造と実態 
 
> モバイル OS を維持するためには年間数百億円かかると言われているが、一方で、OS の事業に関し
ては、根源的に先行者メリットがある。 
コストばかりが強調されていて、収益について言及が無いことから、これはプラットフォーム側（Apple
および Google）が主張したい数字だけをそのまま書いているのではないかという疑念が生じる。この引
用部分は、間接的な先行者利益がこれらのプラットフォーム運用の動機に直結しているかのように読め
るが、Appleの App Store 登録開発者は 50 万人おり、99ドル = 10000 円という大雑把な換算でも 1 年
で 50 億円の売上がある（アプリ内課金による収益のほうが大きいことは言うまでもない）。最終的な報
告書では、開発者からのプラットフォーム利用料などが主要な収益源であることが読者にも理解できる
ようなまとめ方が望ましい。 
 
＜中間報告の該当箇所：17 ページ＞ 
> ユーザーにとっては、ブランド・ロイヤリティだけでなく、使い慣れた UI やコンセプト、使い慣れ
たアプリなどをインストールする手間、既に端末内やクラウドに保存している多種大量のデータを移動
する時間や労力などがあることから、スマートフォンの OS をスイッチすることについては、ハードル
がある。 
これに関連して、アプリ市場の消費者には、プラットフォームを切り替えるだけで同一のアプリケーシ
ョンに再度対価を支払って購入させられているという状況があり、これが放置されていることが問題で
ある。PC ソフト市場においては、同一のソフトの市場において、同一ユーザーに対する複数のプラット
フォーム分、数台のマシンへのインストールが可能になっているのが一般的であり、モバイルアプリマ
ーケットが独占的であることは、対価の二重取りを肯定することになっている。 
複数プラットフォームにおいて「同一の」アプリケーションが配布される場合に、対価の二重取りが生じ
ないことを保証するような、同一ユーザーによる購入情報を確認できるようなアプリ市場間の相互運用
の仕組みが、一定規模のアプリケーション市場において実装されるような施策が求められる。（同一性は
アプリ名、アプリ内コンテンツの同一キャンペーン・イベント等、あるいは広告等で実質的に判断でき
る。） 
 
＜中間報告の該当箇所：35 ページ＞ 
### 第２.  目指すべき姿と対応に向けた基本的な考え方 
 
「1. モバイル・エコシステム全体に関する認識」「2. モバイル・エコシステム全体のあるべき姿」ともに
適切な内容でまとめられていると考える。 
> モバイル・エコシステムは、これらのサービスを利用する消費者の日常生活、そして、当該サービス



を提供するビジネスユーザーの経済活動の基盤（インフラストラクチャー）としての機能を果たしてい
るととらえることができる。 
この他に、行政においてモバイルアプリケーションが開発・利用されているという観点が重要であると
考える。そもそも論として可能な限りプラットフォーム依存性を排したWeb でできる以上のことを行政
で利用するアプリケーションにおいて利用すべきでないという問題もあるが、必要最小限の範囲でモバ
イルアプリケーションを利用せざるを得ない場合もあろう。そのプラットフォームは公正競争に則り独
占に資することがあってはならないし、当該プラットフォームをサポートしないことで国民生活に多大
な健康上の被害や金銭的利益の多寡といった影響が出るのであれば、それは国家がプラットフォームの
機構に積極的に介入する必要がある。 
この点で近年独占性が問題になったのはコロナウィルス濃厚接触を検出する Exposure Notification API
とそのサービス実装で、日本でも COCOA というアプリケーションがこれを組み込んでいる。COCOA
は「公共事業案件を受注前のアピールだけは大々的に行い、受注後は何もしない」という方針に等しい開
発企業のネグレクトによりユーザーフィードバックを放置して問題になったが、ここに競争原理が機能
していれば、このような問題で国民の健康・生存権を幅広く損なうことはなかった。この独占構造に資す
ることになったのが Apple と Google の 1 国 1 アプリという私的な制限だった。独占禁止政策はこのよ
うな観点でも他の官公庁から独立して影響力を及ぼす、具体的には国民および公正取引委員会などから
問題の指摘を吸収し改善を促していく機関が存在すべきである、と考える。 
 
＜中間報告の該当箇所：36 ページ＞ 
> アルゴリズムを利用しているためにビジネス上の決定の過程がブラックボックス化していること等に
より、情報の非対称が存在しており、「企業秘密である非公開アルゴリズムに基づいており公開できない」
といったエクスキューズのことを指していると思われるが、アルゴリズムに計算機にかかる判断処理が
ブラックボックス化されることは無い。 
特許技術であればそれは公開されていなければならないし、営業秘密の保護は独占禁止法違反を正当化
するものではなく、企業には官公庁において事実関係を確認するための監査を受け入れる義務がある、
と立法で対策することが考えうる（もちろんこれは独占禁止法に基づく行政手続であって犯罪の捜査等
に目的外利用できてはならない）。 
 
＜中間報告の該当箇所：37 ページ＞ 
> 複数のレイヤーで影響力を行使し得るプラットフォーム事業者による一定の行為に対し、現行の法的
枠組みの制約にとらわれずに、実効的に対応することができる方策を検討することとしている。 
根拠法なしで実効的に対応する方策を検討するのは法律による行政の原理に反するので、少なくとも対
応根拠に関しては明確に法に基づく対応が求められる。弊害の類型化と明示があれば、対応手段まで詳
細に規定することは必須ではないと考えるが、基本的に政令等に基づいて対応する必要があろう。 
 
＜中間報告の該当箇所：38 ページ＞ 
> 今回競争評価の対象としているモバイル・エコシステムにおける競争上の諸課題については、その特
性から、これまでの競争法によるアプローチとは異なるアプローチを考えていく必要があるのではない



か。 
本項に関連して、「独占的状態に対する措置」（独禁法第２条第７項、第８条の４）が注釈として言及され
ているが、本条はいわゆる伝家の宝刀であり、その適用を視野に入れるのは不当とまでは言えないもの
の、現状で野放図である市場の独占的状態に対して、最初から用いていく筋書きよりは、着実な競争促進
策を推し進めるほうが適切であると考える。 
 
＜中間報告の該当箇所：39 ページ＞ 
> セキュリティやプライバシー保護など例外的に何らかの理由を持つ場合もあり得ることから、プラッ
トフォーム事業者がそれを示した場合、十分に精査したうえで正当な理由と認められる場合には、禁止
から取り除くといった対応が可能ではないか。 
「正当な理由のない禁止の禁止」は、法の原則として適切なものであり、プラットフォームが公共的存在
である認定される以上は、これはユーザーおよびプラットフォーム内開発者に対するプラットフォーム
からの「禁止」についても妥当する原則といえる。 
とはいえ、それがあまねく事前規制として存在すべきかどうかは別の問題である。行政にたとえるなら、
地方自治体が独自の規制を定める際に、国政に対して事前に届け出をすることはないはずである。プラ
ットフォームによる競争阻害行為についても、それが類型的に予測可能で事前承認を必要とする場合も
あり得るが、それ以外は事前規制には馴染まないと考える。 
セキュリティの関連では、プラットフォームに対する根源的に解決困難な攻撃が比較的短期間で可能に
なる状況がしばしば存在する。Intel 系 CPU に対する Spectre 攻撃は、Web ブラウザにおける Shared 
Array Buffer 機能の利用を封印させるに至った。またセキュリティ対策がある時期に一気に普及すること
もある。HTTPS でないHTTP トラフィックの一般的な乗っ取りは、20 世紀には理論上の存在でしかな
かったが、現在では現実的な脅威となってきたため、ある時期にWebブラウザのベンダーやプラットフ
ォーム側で HTTP の接続要求が HTTPS の接続要求に置き換えられるようになった。これらは安全策の
強制が良い意味で世界を改善した例といえるが、いつから「対応必須」と言えたかは判断が難しく、「禁
止の禁止」が強制されていたら実現は困難だったと考えられる。 
この点では、プラットフォーム事業者が Terms of Service などにおいて反競争的な禁止項目を追加した
ときに、そのプラットフォーム上のアプリ開発者やユーザーが幅広く反競争行為について申告できる対
応窓口を行政側で提供し、それに基づいてプラットフォーム側に対応を要求する仕組みが構築されるこ
とが望ましいと考える。 
一方で、類型的に反競争的な Terms of Serviceの追加などを事前に禁止類型として提示しておくことは、
問題にならないと考える。プラットフォーム側に十分な対応リソースがあると考えるのが合理的である
範囲においては、それを為さなければ独占禁止法違反となるという法的根拠がある限りにおいて、作為
義務を認めることも妥当であると考える。なお、これに対して、たとえば「著作権法違反を防ぐため…」
のような理由付けは独占禁止法違反の認定に内在する曖昧さとは無関係であり、本項に基づく作為義務
の対象にはなりえないと考える。 
 
＜中間報告の該当箇所：39 ページ＞ 
> デジタルプラットフォーム事業者が行っている行為については、データやアルゴリズムなどに関して、



プラットフォーム事業者との間で情報の非対称性がある。このため、規制当局に対して、広範な情報提供
や説明を求める権限を付与するなどの仕組みも考えられるか。 
本項で注記された欧州委員会のほか、米国でも American Innovation and Choice Online ActやOpen App 
Markets Act の制定といった動きがあり（これらは本報告書で後々に言及されている）、日本の行政にお
いてもこれらの担当部署・機関と連携しての情報交換および国民に対する成果公開を期待したい。 
 
### 第３.  モバイル・エコシステムにおける各レイヤーに関する評価及び対応の方向性 
 
総論としての事実認識、問題の提起については適切にまとめられていると考える。対応策に関しては、そ
の妥当性および実効性について、II.各論で検討したい。 
 
＜中間報告の該当箇所：52 ページ＞ 
### 第４.  モバイル・エコシステムにおける諸課題への対応における対象の考え方 
 
> モバイル・エコシステムにおける諸課題への対応策を検討するに当たっての対象の考え方について、
どのように考えるか。 
本報告書から想定される法規制の対象を競争市場とすることは妥当と考えるが、モバイルアプリケーシ
ョンのプラットフォームに限らず、パーソナル・コンピューター市場も規制対象として考えるのが妥当
であると考える。現状ではWindowsとMacのシェアが大きいが、Chromebookも普及しつつあり、Google
が対象となる日が来る可能性もあろう。ただし、本報告書で指摘されている通り、モバイルプラットフォ
ームではデバイスの性質上プラットフォームベンダーがユーザーのアテンションを集中的に得られる等
の側面があることが法の積極的な介入の理由のひとつであり、この問題が当てはまらない場面では PC プ
ラットフォーム市場は対象外とするのが適切であると考える。いずれにしても、独禁政策における市場
策定や法の適用は公正に行われなければならない。 
この他にゲームプラットフォームも独占的なアプリケーションの配布モデルとなっており、競争促進の
観点では対象になりうるように思われるが、モバイルプラットフォームや PC プラットフォームとは異
なり、行政の場面で利用するようなプラットフォームとはなっていないため、積極的な法システムが介
入すべき市場としての側面が小さいことは否めない。 
 
### 第５.  モバイル・エコシステムにおける諸課題のとらえ方と対応の方向性 
 
総論としての反競争状態に対する取り組みの方向性は、本節に付された諸外国動向資料を踏まえるに、
正当なアプローチであると考える。 
 
## II. 各論: 第１.  エコシステム内のルール設定・変更、解釈、運用 
### 第１-１.  【OS・一部ブラウザ】 
 
＜中間報告の該当箇所：72 ページ＞ 



#### 1. OS 等のアップデート・仕様変更への対応 
> オプション A は、問題の解決に有効か。また、どのようなメリットがあるか。 
> オプション A 以外に、問題の解決のために有効に機能すると見込まれる方策はあるか。 
> オプション A の実施に伴い、セキュリティ、プライバシー等どのようなコスト、リスクが生じるか。 
> その問題を軽減させる方策として、どのようなことが考えられるか 
本項で論じられる本質的な問題は 2 点、(1)アップデートに（主に）Apple の規定する期限内に十分に対
応できない 
(2)プラットフォームの新バージョン公開時に告知される新たな要求事項に対応する期間が Apple や
Google にとって先行者利益をもたらす結果になっていること、と解釈できる。 
このうち、後者を事前規制するのは困難で、独占的状態に対する規制すなわち事業分割を伴わなければ
実効性が無いと考えられる。先行者利益は毎年とはいえ「たかだか数ヶ月」であり、これが長いか短いか
は対象事業次第だが、独占的状態の規制を持ち出すにはさすがに問題が小さすぎると考えられる。プラ
ットフォーム規制には、より直近に解決すべき問題が山積みである。 
アップデートの内容および対応期間の問題について、特に日本語での「最新バージョンに関する適切な
情報開示」「デベロッパからの問い合わせに関する手続・体制の整備」はほぼ実現できないと考えられる。
プラットフォーム企業の日本法人はそもそも営業拠点でしかなく、プラットフォーム開発部隊のメンバ
ーはおらず、短期間で新発表の技術等について伝達できる開発スキルを有する人材が十分にいない可能
性が高く、簡単に増員できるものでもない。また、新バージョンの公開に伴って公表される資料は通常は
膨大なもので、通常は一生日本語化されない。開発者が自己責任で機械翻訳にかけて読めれば十分であ
る。 
「運営状況の政府への報告」は、特に前者をプラットフォーム企業主導で行うことを要求しても、開発者
が実際に直面する問題が適切に反映されない可能性がある。「政府によるモニタリング・レビューの実施」
は、そのフォーマット次第ともいえるが、政府はアプリ開発者ではないので、プラットフォーム事業者か
ら提供されるリソースをレビューできる技術力も時間リソースも無いであろう。それよりは、アプリ開
発者および一般ユーザーが政府に対してプラットフォームの新たな制限等にかかる問題を報告できる窓
口を設け、それに沿って政府側から新バージョン公表後は 3 ヶ月程度は毎月、各種変更追従対応にかか
る要請（〜命令）を連絡する制度で対応するのが現実的かと思われる。また、反競争的契約条項に関する
報告窓口は常時設置して、新たな問題をタイムリーに審議し対応できる体制があることが望ましい。 
 
＜中間報告の該当箇所：77 ページ＞ 
#### 2. OS のアップデート等に伴うアプリ開発の時間的優位性 
> 事実関係や懸念事項について、さらなる情報（具体例の追加や補足等）はあるか。 
Apple はこれまでに何度も反競争的な制限を開発者に課している。最初期に話題になったのは 2010 年に
Adobe Flash を排斥するために iPhone Developer Agreementに追加された section 3.3.1すなわちアプリ
ケーションはObjective-C, C, C++をコンパイルしたものかWebKit 上で動作する JavaScript のみが許さ
れる(当時)とした条項である。 
ゲーム開発フレームワークを開発している Unity社は、それまで何の問題もなく C#でアプリケーション
を開発し公開できていたものを、いったん C++コードに変換する仕組みに着手せざるを得なくなり、そ



の後本条件が実質的に Adobe のみを狙い撃ちにするかたちで実施されているとわかるまで開発コストを
割くことになった。（この仕組みはその後 JIT にかかるコーディング制限の緩和の目的で IL2CPP という
名前で公開されている。） 
本報告書で全く触れられていないと思われるのは、Google 以外の Androidデバイスベンダーが必要とす
るコードは、正式版のリリースまで全く公開されないことである。Googleは Android 12が正式公開され
る前に 3 回のプレビュー版をリリースしたことが言及されているが、これはアプリケーション開発用の
バイナリコードのみの公開であり、これは自社デバイスに向けて AOSP をカスタマイズしなければなら
ないデバイスベンダーにとっては意味をなさない。ここで、アプリケーションではあまり問題にならな
い「2 年間のサポートライフサイクル」の問題が、デバイスベンダーにとっては大きな問題になりうる。
特に終期のないアプリケーションにとっての 3 ヶ月の先行利益とは異なり、最先端デバイスがリリース
されてからの 2 年間のうち 3 ヶ月をキャッチアップに費やされる問題に対しては、何らかの制度的な救
済が必要と思われる。 
> オプション A は、問題の解決に有効か。また、どのようなメリットがあるか。 
> オプション A 以外に、問題の解決のために有効に機能すると見込まれる方策はあるか。 
いずれの分離政策も、日本単独で規定しても実効性が担保できない懸念があるものの、サンクションと
しての制裁金を回収するレベルにまで至れば法的に完全に無意味というわけではないので、その方向で
規定することに反対するものではない。とはいえ、規定の実効性が確保できる方が望ましく、EU・米国
等関心のある各国で提携して、あるいは WTO のような組織レベルで、条約レベルで独占禁止政策を共
同施行できる仕組みを模索されたい。 
もっとも、コロナ禍も経て世界的にリモートワークが普及した 2022年以降の世界で、データ分離は開発
業務においてオフラインワークの強制に繋がることにもなりかねず、また分離業務が行われているとい
う虚偽の申告に対しても検証可能性が低く（Apple や Googleは EU圏では法令遵守より法規違反に伴う
制裁金のほうが安いと判断すればその道を選んでいるという実績がある）、実効性が疑わしいように思え
る。 
私見としては、独占的プラットフォームにかかるこれ以外の問題が解決されれば、この問題自体は「プラ
ットフォーム開発者は先行者利益だけは引き続き得ることになるが、それも競争政策上否定すべきか?」
という問題になり、これに対しては答えは割れるのではないかと思う。その意味では「他の問題が解決す
るまでの条件付き規制」という位置付けにする選択肢もあると考えられる。 
 
＜中間報告の該当箇所：89 ページ＞ 
#### 5. ブラウザにおけるトラッキングのルール変更（Google） 
 
本件にかかる最終的な意見は「2. OS のアップデート等に伴うアプリ開発の時間的優位性」におけるもの
と変わらない。 
Google Privacy Sandboxについては、Google Play Servicesの機能のアプリケーションバンドル（aab/apk）
からの分離によって「悪意のある改ざんが加えられていない」広告 SDK の仕組みが期待でき、セキュリ
ティと透明性に資するものと考える（Google Play Ads の仕組みが透明化されるという意味ではなく、
Google Play Services の機能の一部が Privacy Sandbox によって Google の制御下でダウンロードされる



ようになれば、GPSを利用するアプリケーションに GPSのコードをバンドルする必要も、それに伴って
apk が Googleのライセンスに拘束されることもなくなる、という意味において）。とはいえ、現時点では
Android 13 以降でのみ利用可能な機能であり、まだ未来形の話であると理解している。 
 
＜中間報告の該当箇所：94 ページ＞ 
#### 6. クローズド・ミドルウェア（Google） 
 
> 一定規模以上の OS を提供する事業者が、当該 OS をオープンソースで提供している場合には、アプ
リの開発環境を提供するときは、その開発環境に、当該オープンソースの OS を利用して自らの OS を
提供する事業者がアクセスできるようにすることを義務付ける規律を導入することが考えられるのでは
ないか。 
> オプション A は、問題の解決に有効か。また、どのようなメリットがあるか。 
> オプション A 以外に、問題の解決のために有効に機能すると見込まれる方策はあるか。 
これは公平性に欠け、プラットフォーム事業者に要求できることではない。「当該 OS をオープンソース
で提供している場合には」という条件の設定が失当である。プラットフォーム API が非独占的であるこ
とがプロプラエタリ部分のオープンソース化を要求できる正当な理由にはならない。クローズドミドル
ウェアによる囲い込みの解消策は、Windows を公開している Microsoft にも、iOS やmacOSを公開して
いる Apple にも、等しく公正に要求すべきである。モバイル・プラットフォームであるか否かは、囲い
込みの成否に影響する問題ではない。本項目の記述からは、そのような公正な発想が欠落している。実務
上も「（理由は全くわからないが）プロプラエタリOS にすれば解決だ」と考えてプラットフォームコー
ドの一部を非公開にして回避されるだけであり、透明性確保に完全に逆行することになる。 
「サードパーティのOS開発者には許可制で見えるようにするのは一つの手」などと意見しているのは、
おそらく日本マイクロソフトの関係者かアマゾン・ジャパンの関係者からの差し込みであろうと考えら
れる。日本の競争政策はGoogle/Apple 以外の独占的プラットフォームが横槍を入れるために存在するも
のではない、ということを確認したい。 
Google Play Services(GPS)の囲い込み問題を解決するための、より適切な方法は、GPS に相当するプラ
ットフォームサービスプロバイダーAPI の策定とその適用をプラットフォーム提供者に義務付けること
である。これならば Google 等プラットフォーム事業者に「反競争状態を解消するための現実的かつ妥当
なコスト」として認められると考えられる。Google Android 以外の AOSP互換プラットフォームで当該
サービスプロバイダーAPI の実装が存在しない状態がある場合に、それによってアプリケーションが利
用できない不利益を受けるべきはプラットフォーム事業者であるべきである。 
 
### 第１-２.  【アプリストア】 
＜中間報告の該当箇所：98 ページ＞ 
#### ７.  アプリストアの拘束（Apple） 
報告書に示されているような Apple の主張は、米国でOpen App Markets Act が審議されていたときに、
日本も含め世界的に名前が広く知られている米国のセキュリティ研究者 Bruce Schneier によって幅広く
否定されており、日本語でもその詳細が「[競争法案に反対するアップルの主張に反論するブルース・シ



ュナイアーの意見書](https://p2ptk.org/monopoly/antitrust/3641)」という翻訳文書で読めるようになっ
ている。 
実際、Appleは開発者向けオンラインカンファレンスWWDC 2022 において、iOS 16 で開発者モードを
導入し、開発者署名が付いたものは App Store で公開されていないアプリケーションであっても実行で
きるようにしている。Apple の開発者用ベータテスター向けアプリ配布サービス TestFlight を使用する
とアプリケーションが配布できたため従前と変わらないという主張も見かけるが、開発者署名が付加さ
れていれば配布チャンネルを問わないというのは sideloading に近いと考えられる。何より、これは EU
の DMA に対応するための機構と考えられている。開発者署名は Apple の有償サービスに開発者登録し
ないと付加できないため、これが実際に DMA 適合的であるとは言えないとも考えられるが、まずは具
体法をもつ EU の判断が待たれる。日本でも同等の立法に着手し、反競争行為を積極的に規制していく
必要があろうと考える。 
なお、iOS16 によって実現している開発者モードには、「8.サイドローディングの制限（Google）」で指摘
される問題が同様に当てはまると考えられる。 
> サイドローディングが認容されている Mac デバイスとの違い 
この節にまとめられている Apple の主張にも理由がない。macOS からも iCloud に保存されている情報
をはじめとする重要な個人情報にアクセスできることにも、ユーザーからの承認を得ない限りこれらの
情報にアクセスできないことにも、iOSとmacOSで違いはない。 
 
＜中間報告の該当箇所：166 ページ＞ 
#### １２.  OS 等の機能のブラウザに対するアクセス制限（Apple） 
 
> 事実関係、懸念事項に関するさらなる情報について 
> ・事実関係や懸念事項について、さらなる情報（具体例の追加や補足等）はあるか。 
本節によれば Apple は「JIT は、攻撃者が iPhone デバイスにアクセスするために悪用できる攻撃対象
領域を提供するため、JIT コンパイラを使用する代替エンジンは、セキュリティ上の大きな脅威となる」
と説明しているが、この Apple の主張は、GoogleがかつてWeb Assembly技術の前身ともいえるNaCL 
(Native Client)と呼ばれる技術において、コードの書き換えに繋がる命令を書き換えることで危険なコー
ドの実行を抑止しつつ JIT を有効にする手段が有効であったことから、端的に事実に反している。 
 
２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 
パブリックコメントは公開されて読まれる前提である、という考えに基づいて、このコメントは担当者
の方以外にも読まれる体裁でまとめられている。 
本コメントは markdown 形式で書かれたものをメールで送信しているので、デジタルデータがあれば読
みやすく復元できる。 
この報告書は内閣官房デジタル市場競争本部事務局の名義で出されている。競争政策だが公正取引委員
会 は [ デ ジ タ ル 市 場 競 争 会 議 ワ ー キ ン グ グ ル ー
プ](https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/kyosokaigi_wg/index.html)の中で報告者として参
加していたに過ぎない（ただ Google の法務担当者から、ワーキンググループの議事録での参加は少なく



見えるが実際には何度もミーティングしてきた旨、ジュリスト No.1564（2021 年 11 月号）に書かれて
いると[されている](https://twitter.com/samwo360/status/1500752317292843012)）。 
本報告書に対しては、こんなかたちで Apple やGoogleを規制しても日本の企業が Appleや Googleに勝
てる市場を作れるわけではない、国粋主義者が非国産プラットフォームの足を引っ張る目的で作った非
現実的な報告書である、といった批判が上がっているのが観測できる。前者については、本報告書の議題
となる競争市場はプラットフォーム市場そのものだけでなく個別のアプリ市場（たとえば音楽ストリー
ミングアプリ市場）に対しても影響するものであり、本報告書の意図するかたちで対策を検討すること
は適切であることを確認しておきたい。 
後者は国家による企業に対する正当な法規制ではないという主張であり、傾聴すべき意見ではある。こ
れについて、米国でもモバイル独占市場にかかる規制法案が審議されるにあたって、議員の意見の割れ
方に[興味深い結果](https://mattstoller.substack.com/p/fear-and-loathing-in-the-silicon?s=r)が出てい
る。現与党である民主党は全員規制側、共和党は半々に割れており、企業は国家に服従すべきと考える議
員が民主党と同じ規制側に、企業の経済活動を最大限自由にすべきと考えるような議員が規制否定側に
回っている状況であると理解できる。筆者は、競争法の観点から、合目的的な、最小限の、しかし積極的
な介入は必要であると理解している。 
デジタル庁には、かつてWindows Phoneという App Store のように独占的なモバイルプラットフォーム
を打ち出そうとして失敗し撤退した日本マイクロソフトの出身者が政府 CIO補佐官の時代から何名も在
籍しており、今回の報告書にも影響を及ぼしている可能性はある。一般にプラットフォーム企業の出身
者は出身企業の従業員と密に連携して法に明確に反しない範囲で利益誘導を得ることがあり（たとえば
招待講演を請けて現業を宣伝する場を設けてもらえる）、Apple や Google から営業秘密を引き出す意図
をもって関連制度の枠組みに参加する危険性もあることは意識しておきたい。関連プラットフォーム業
者には忌避の申立を可能にする等の対策が考えられる。 
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No コメント 

1 中間報告書は、全体的に Apple社や Google社への難癖付けのような印象を受けた。国は、このよう

な報告書をまとめることより、自国の IT技術者を育成支援することを優先すべきである。両社はわ

が国の同盟国アメリカの企業であり、問題視するようなことはほとんどない。反対に、中国やロシア

の企業が我が国のモバイル・エコシステムへ入り込むことは、安全保障上絶対に阻止しなければなら

ないと考える。また、個別の論点で意見を述べるなら、サイドローディングによるアプリ配信制限規

制はすべきでないと考える。理由は、配信制限によって、高齢者や子どもなどモバイル端末に不慣れ

な人が、不用意に危険なアプリをインストールことを防ぐことに役立っているからである。規制によ

って、コンピュータウイルス感染事例が増加しては元も子もない。 

2 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」読みました。ページ 18,25,101,109これは

あくまで「今のままではいけない」というだけの意味であり、「こうでなければいけない」という意

味ではないのですね？ 

大企業 2社の独占は、変化が起こらないので問題ですが、しかしそれが弱小企業 10000社に分裂した

場合、それはそれで各社には資金力がないので、変化が起こらず現状維持が続きます。ですから「今

のままではいけない。というのは、あくまでも今のままではいけない。という意味であり、今のまま

ではいけない。と断言できるほどの根拠のある、今のままではいけない。という意味ではなく、今の

ままではいけない。とは思うものの、ではどうすればいいのか？というのは別の問題であって、とり

あえず未来はどうなるか分からないが、今のままではいけない。というその部分には変革を起こし

て、今のままは終わらそうって意味なのですか？」 

182 ページ「なぜか他のブラウザ事業者に対してのみ、古いバージョンや劣化版の実装が提供されて

いた。」こういう記載は噂ベースの話なのですか？「なぜか」じゃなく、なぜなのかをその会社に聞

けばいいのではないですか？ 

聞いていないから分からないのと、聞いても答えてくれないから分からないでは、意味が違います

し、「なぜか」だとどちらの意味なのか分かりません。 

182 ページ「互換性の問題が生じた場合、他のブラウザ側が折れることが多いのもまた事実。」「事

実」と書くのならその証明も示してほしいです。 

3 iOS向けのアプリを開発しているプログラマーです。この中間報告、僭越ながら申し上げますが、マ

トを大きく外しています。 

（こんな長く冗長な報告書、誰が読みますか？ Appleが世界を変えたことの一つに説明書を無くした

ことがあります。説明書を読んでから製品を触るのではなく、触るだけで使い方がわかるように製品

を設計するというやり方です。報告書もシンプルでわかりやすく書くべきです）Apple と Googleは

色々と問題を抱えつつ、我々日本の遥に先を走っています。Appleは個人データの保護という観点か

らは圧倒的に上です。Google もここ数年、Appleに追いつけとばかりに個人データの保護を充実させ

ています。 

健全な競争という点ではむしろ、iPhoneと Androidにこだわる必要はないです。彼らのマーケットに

手を入れる必要はなく、別のマーケットを作れば良いだけです。ボイスアシスタント及びウェアラブ

ル分野で Appleと Googleよりも洗練されたものを我々日本が作れば良いのです。日本語という壁は

とても大きいですので、ここで 3、4 年の時間稼ぎは可能でしょう。（日本語に関しては Appleより

も Googleが進んでいる印象があります） 

我々日本が今やるべきことは、LINE 社への依存を早急に止めることです。LINE 社の個人データ取扱

は非常に危険です。ここがマイナンバーを基点として各種年金データや与信データ、医療データと繋

がってしまえば国民の財産が知らず知らずのうちに少しずつ消えてしまう事も十分にあり得ます。プ

ログラマーとしてぜひこのことを進言したいです。 



4 ・OS が少ないことによる競争力に関する意見 かつて日本はフューチャーフォン（ガラケー）で世界

の最先端を担っていたが、KDDI、docomo、softbank、Android、iOS と、OSが増えるにつれて開発負

荷が異常に高まった時代があった。KDDIの brewや docomoのソフィアなど、一癖も二癖もあるフレー

ムワークが提供されていたが、現在の開発環境より、幾ばくは開発しやすかったと感じる。恐らく、

マルチプラットフォームのための開発環境を整備するために、様々なミドルウェアが提供されている

ため、それぞれの製品について詳しく知る必要があり、それが開発において多大な負荷が生じてい

る。様々な OSSが組み合わさることで、予想できないトラブルや脆弱性を抱えることも多くなった。 

Google や Appleがルールメイキングをしているという指摘があるが、それは日本でも過去に行われて

いて、ルールが複雑化したことにより、ガラケーからスマートフォンへの開発環境の移行が進んだと

分析する。特に、初期の Androidや iOSは仕様が簡単であり、できることがガラケーと比べると少な

く、技術的制約の大きさから、誰でも参入できる簡単な市場であり、ローンチの容易さと収益の確保

が KDDIや docomo、softbankよりも魅力的だったからである。 2000年頃のブラウザ戦争では、簡単

で難しいことのできないブラウザが生き残った。W3C がブラウザの仕様を簡略化して、ブラウザの制

約を増やし、互換性のある動作を保証することで、クライアント環境が異なっていたとしても、同じ

ような見た目を再現できるインターネットが実現した。 このようにルールメイキングが良い作用と

して働く場合もある。少なくとも、現在は無料で Androidや iOSアプリを作ることができる。昔と比

較すると難しくなった部分もあるが、簡単なことを簡単に解決する点においては、現在の状況はかな

り難易度が低い。ガラケー時代では、成人して会社に属するまでアプリ開発が行えなかったのだから

時代は変わった。 

 一方で、教育コストは加速度的に上昇している。学生が無料でできるのであれば、少なくとも高校

1年から大卒までアプリ開発に専念できる。技術的格差が我々の世代と比べて、より大きく広がって

いると感じる。シニアエンジニアは視野の広さで勝負しなければ若い世代に勝てなくなった。若い世

代と真正面で勝負することができない。・日本が目指すべきところ W3C等のカンファレンスで発言

するのも重要であるが、仕組みを複雑化する以外で貢献する道筋が見えない。幸い、日本はコンテン

ツ大国であり、ハリウッドよりも巨大な市場を持っている。独創的で創造的な視点を養うための土台

が子供の頃から存在している。誰が独創的で創造的であるか示し、その人がコンテンツ制作に専念で

きるような環境を整えることが寛容である。 より良く、優れたモバイル・プラットフォームであっ

ても、コンテンツの質が悪ければ淘汰される。コンテンツの質を独占できれば、どのようなプラット

フォームであっても関係がない。しかし、ポリティカル・コレクトネス、ポスト植民地主義、表現規

制など、コンテンツの内容を抜本的に規制する動きがある。コンテンツの質が良くても、それら規制

に反すると、即座に配信が停止される状況は好ましくない。公平で公正な競争を生むためには、内容

を規制する事に対し、表現の自由を発信するべきである。 



5 iOS/iPadOS 上で WebKit の利用義務付けをするべきではないという意見に対しては否定的である。

なぜならば、現状のブラウザエンジンが自由化されている PC および Android 上では Blink ベース

のブラウザ (Google Chrome, 新 Microsoft Edge など)が圧倒的なシェアを持っており、Geckoベー

スの Mozilla Firefox は、そのシェアの少なさから公共放送であるところの NHK が運営する「NHK

プラス」ですら 5月 23日のアップデート以降は完全に再生できないとアナウンスするほどになり 

(もし仮に Chrome と半々ほどのシェアだったら Firefox では再生できなくなる手法を取るのではな

く他の Firefox でも利用できるような手法を取っていただろう)、WebKitも「iOS/iPadOS では 

WebKit しか使えないから仕方なく対応する」というスタンスになっているところも少なくない。こ

の現状のまま仮に WebKit の利用義務付けが外れたとすると、現状でも PCブラウザをターゲットと

したサイトだとまれに見られる「Blink エンジンのブラウザ (Chrome, Edge, ...) 以外に対応する

のはコストがかかるし、ユーザーに Chrome や Edge を使わせてその他のブラウザのサポートはやめ

よう」という勢力が一層強まり、ウェブアプリが「オープンウェブに基づく共通の標準に基づき構築

される」ものではなく「Blink エンジンの対応している機能・実装に基づき構築される」ものになっ

てしまう可能性が高まると考えられ、その結果、ユーザーは例え Safari や Firefox 等の他エンジ

ンベースのブラウザを機能面や個人の信条等の理由から利用したくても Blink エンジンしか考慮さ

れないサイトが増えることによってそのブラウザの利用を断念せざるを得なくなるケースが増えるこ

とになる (実際現状でも Firefox ユーザーとして度々このような事例 (NHKプラスの件など) を経験

している)。結果として、オープンなウェブにしようとしてかえって Blink エンジンの一強・独占を

招くこととなることが予測される。また、WebKit がプライバシーに配慮して実装していない機能の

一部に関しては、妥当な選択だと私は考えている。 

例えば、プッシュ通知はアプリとして必要不可欠な機能なのは理解できるが、ウェブアプリからプッ

シュ通知を送るのに利用される WebPush はその審査のなさなどによって度々フィッシング通知を送

るのにも利用されており (「マカフィー Chrome 通知」などで検索すると注意喚起が見つかる) 、自

社 OS のユーザーを守りたい Apple としてはなかなか実装しづらい機能であることが予測される。 

(とはいえ、macOS上の Safariでは、有料の Apple Developer Account が必要ではあるものの、Web

サイトからプッシュ通知を送信できるようになる独自のプッシュ通知の機能を提供しているので、そ

れを iOS でも利用できるようにすればいいのではないかとも思っている) 

また、Bluetooth API についても、一部の Bluetooth デバイスには Bluetooth で繋がった親機を完

全に信頼してファームウェアの書き換えまでもを許可するデバイスもあり、それが悪意のある Web 

サイトに利用され、ユーザーが騙されて許可をしてしまった際に Bluetooth デバイスに悪意のある

ファームウェアを書き込み永続的に動かすことができる、などを想定すると、Apple が許可していな

いことも理解できる。 

Apple が Safari 以外のブラウザにも拡張機能を開放すべき、および Google が Android 版 Chrome 

で拡張機能を使えるようにするべき、というのには賛成である。 

ただし、オプション A の「拡張機能の義務付け」については、これを行っても「拡張機能は確かに

インストールできるが、拡張機能としてできることがほとんどない」という可能性も考えられること

を留意されたい。 



6 私は、京都で会社員としてウェブアプリケーションの開発者をしています。主にウェブブラウザ上で

動作する JavaScriptを用いたフロントエンドと呼ばれる領域を扱っていて、ウェブブラウザの動向

などには関心があるという立場です。また、PWAと Safariや各ブラウザについてのオンライン勉強会

での講演なども行ったことがあります。https://scrapbox.io/pastak-pub/面白 Web_API_100連発

#5f3cf9af8ee91d0000d983f8https://scrapbox.io/pastak-pub/Gyazoでの PWA%2FWebAPIとの向き合い

方#6008049b8ee91d000059cc3a 報告書内には言及がなかったかと思いますが、Appleの WebKitと

Chrome(Blink)のバグ修正の取り組み方のオープン性の違いという観点ついて意見を書かせていただ

きます。Chromeのバグ報告トラッカー https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/list ではセ

キュリティなどに関わるもので無い限りはほぼ全てが公開されており、議論に参加したり、修正の進

捗を常に確認することが出来ます。これは Moziilaが提供している Firefoxのバグ報告トラッカー 

https://bugzilla.mozilla.org でも同様です。しかし、Webkitが提供しているバグ報告トラッカー 

https://bugs.webkit.org/ ではバグ報告を提出しても、なかなかハンドリングされなかったり、ハ

ンドリングされても様子は rdarから始まる恐らく Appleの社内システムと思われるものへのリンク

となり議論や修正の様子を確認することが出来ない。その結果、長らく放置されてそのまま対応され

ないままになることが多々ある。PWA などについての対応に企業としての思惑があることはある程度

許容することは仕方ないと私は考えますが、一方で Webkitはそれらに関する意見や議論をオープン

に他のブラウザ同様にバグ報告トラッカーを利用して行うべきであると考えます。この点についても

なんらかの言及をすることについてご検討いただければと思います。 

第１-４. 【有力ウェブ・サービス等を梃子とした他のレイヤー等における競争優位性獲得】 １５. 

有力ウェブ・サービスにおける仕様変更等によるブラウザへの影響（Google） について参照されて

いる意見について、ほぼ同意はするものの、やや Google批判一辺倒な意見が並びすぎていてアンフ

ェアなのではないか、結論ありきの意見が並んでいるのではないかと感じました。関連した「オプシ

ョン A」については現在ウェブブラウザの開発者としての Googleとウェブサイトの開発者としての

Google が同一であることを短絡的に同一視しすぎではないかと感じています。彼らは Chromiumの

Canary buildを提供したり、Origin Trial という仕組みで特定の機能を試せるようにしたり、前述

のバグ報告トラッカーなどで実際のウェブサイトでの困りごとはないかなどを収集して、WHATWGでの

仕様提案へのフィードバックを行っているという現実もあります。逆に Appleは実際に彼らのウェブ

サイトでは一部を覗いてそもそもそのようなウェブの仕組みを活用したものを提供しておらず現実の

実例を同様に彼らが集めて提案できるかというと難しい現実もあるかと思います。そのような現実の

例を Googleが自身で提供して、仕様の提案などを行うことは、中間報告書で述べられているような

デファクトスタンダードへの圧力にもなっている反面で、他の開発者やベンダーに対して実際の活用

事例を提示する役割もあり、そういった力を削ぐものになるのは、それこそウェブの前進を止めるこ

とになるかと懸念します。また、これは非常に個人的な意見ではありますが、Google 社内の Chrome

の開発者や関連の仕事をしている人たちと接すると、この報告書で上げられた巨大な Googleという

企業としての思惑や見え方の印象よりも、もう少し Web に対して真面目に素直に接していると感じま

す（日本人にもそういった仕事をされている方が Google、Apple、Moziilaともに居るかと思います

が、ご意見等は聞かれているのでしょうか）。 

「第１-３. 【ブラウザ、ウェブ・アプリとネイティブ・アプリ】 １１. WebKit の利用義務付けと

ブラウザにおけるウェブ・アプリに対する消極的な対応（Apple）について Webkitが PWAなどの追随

をしないことで AppStoreで提供されるネイティブアプリの優位性を保とうとしていることなどにつ

いては同意します。実際、私も同様の問題を回避するための取り組みや、それによる技術選択の矮小

化、体験を提供できるユーザーの限定を行ったことがあります。その上で、報告書で提示されている

対応のオプションについての意見を述べたいと思います。「オプション A」については iOSに対して

サードパーティのウェブブラウザが登場することで、Appleによる恣意的な機能の制約とそれによる

市場の不利益は払拭できるということについては、その通りであろうとは考えますが、一方でこの報

告書冒頭でも述べられているように現状でウェブブラウザ(エンジン)を提供できる企業・開発者は限

られており、結果的に iOS上でも Chromeが台頭する結果にしかならないのではないかと考えると、

この報告書を起点とした政策で解決したい問題解決には結びつかないのではないかと考えます。ま

た、多くの一般的なユーザーは結果的にデフォルトの Webkit(mobile Safari)を使うであろうことが

予見され、Appleがこの競争のために Webkitの開発において、PWAやその他の機能改善について積極

的に行うことは考えづらいかと思っています。オプション Bの「一定規模以上の OS を提供する事業

者がブラウザを提供する場合には、ウェブ・アプリをサポートするブラウザの機能の提供に関し、他

のモバイル OS 上のブラウザに提供されている機能と同等の機能を自社ブラウザでも提供することを



義務付ける規律」の「他のモバイル OS 上のブラウザに提供されている機能」というのは何を指すこ

とになるのでしょうか。これがもし Chromeと足並みを揃えよという意図であるなら、それは Chrome

のデファクトスタンダード性を助長させるのではないでしょうか、またその逆も然りであるかと考え

ます。この部分については WHATWGや ECMAScriptで仕様として提案されて、各ベンダーの代表者など

も交えた議論の後に仕様策定されているのですから、具体的にそのようなもので標準化されているも

のを一定以上の水準でサポートするように要請するなどの表現になるべきと考えます。また、こちら

も前述の Google同様に Webkitが全くもってウェブの新機能の開発や取り込みに否定的かというと、

JavaScriptの仕様である ECMAScriptの最新仕様などで Chromeで利用されている V8よりも早く取り

込んでいる例もありますし、CSSでの表示サイズの扱いなどでも積極的に彼らの環境(iPhone, iPad

など)に必要なものは取り込んでいるという認識です。報告書全体を通じて、Google や Appleなどの

ベンダーを一方的に否定するような書きぶりになっていますが、彼らがそもそもウェブブラウザやエ

ンジンを開発していなければ、WHATWG や ECMAScriptなどの仕様を前に進めたり、そのウェブブラウ

ザの上で我々が体験をユーザーに提供することが出来ないという現実もあります。それらを健全に競

争させることは勿論重要ですが、彼らを不必要に押さえつけるような結果になり、ベンダーから日本

が総スカンを食らうことのデメリットについても考慮されたいなというのが感想です。それぞれの相

互の立場をフォローした上で、健全な競争環境に寄与する最終提言または政策提案になることを期待

しています。 

7 我が国では P2P分野において 2004年に winny開発者が逮捕送検され、2011 年まで最高裁まで争われ

最終的に無罪判決が確定したが、逮捕当時のメディア、行政のセンセーショナルな対応により個人の

技術者が苛烈な社会制裁に見舞われ、結果として現在のブロックチェーン等に通ずる技術の国内発展

を致命的なものとした事実があります。2018 年の coinhive事件については我が国政府のセキュリテ

ィ面に関わるトレンドマイクロ社と警察行政との関係から生まれた事件である。技術や市場の検討に

際し、この様な外部からの一時的な加圧で容易に致命傷となる事に留意いただきたい。 

8 本件は「国から Apple社に対してバックドアを作らせろと事実上の命令、または要請をしている」こ

とになりかねず、プライバシーやセキュリティ面で重大な過失につながるおそれがある。また、サイ

ドローディングを認めた場合について、「プライバシーやセキュリティを担保する何らかの手段を検

討する」とあるが、この部分がウィルス対策業者の介入を招き、むしろ競争を阻害する可能性が高

い。まとめると、サイドローディングを法で義務付けること自体、相当慎重になるべきであるし、仮

に認めたとしても、その後のプライバシーやセキュリティについて、国や業者が介入するべきではな

い。 

9 国がサイドローディングを許容する義務を課すことは論外です。iPhoneをはじめとするスマートフォ

ンは子どもからお年寄りまで使っているもはや国民的インフラであり、あらかじめ十分なセキュアな

世界が確立されていることは競争阻害のデメリットよりも遥かに大きなメリットをもたらします。例

えば「サイドローディングを認めた場合でも、プライバシーやセキュリティを担保するための何らか

の手段を検討（『モバイル・エコシステムに関する…』111 ページ）」などは、デフォルトのセキュ

リティーよりも脆弱なアプリケーションをインストールしてしまう（させられてしまう）可能性が高

く（実際にそれらは氾濫している）、知識の十分でない人がそれでも簡便に使える機械となっている

ことを考えていただきたい。なぜこれがパブリックコメントを募っているのか理解不明です。これこ

そデジタル庁の民間職員の方々に聞けば一瞬で却下される話だと思いますが…。 

10 明らかにセキュリティ上の疑念がある事を認識しつつサイドローディングの義務化を強制し、さらに

その結果であるセキュリティ対策の責任をメーカーに負わせるなど、無責任にも程がある。これでは

法権力者としての能力が疑われてもしょうがない。 

11 サイドローディング有効化は、セキュリティリスクを高めるだけで 

有効とは言えず、悪影響のリスクのみが非常に高くなると思われる 

12 サイドローディングは不要 



13 1 事実関係、懸念事項に関するさらなる情報について・特に情報の追加や補足はなし 2 検索結果の表

示における自社サービスの表示・配置の優遇、宣伝等につ 

いて・一般的に、自社サービスを他社より優遇して扱うことはビジネス上当然のことで、自社サービ

スを他社より優遇することも妥当と考える・また、一般的に経済活動は市場原理に基づくべきで、な

るべく政府が介入すべきではない・しかし、高いシェアを有する事業者は公平性や透明性を保つべき

という見解には賛成する 3 新たな規制等の有効性について・よって、事業者に透明性や公平性を求め

る要望を政府から提出することは賛同するが、自社サービス優遇の禁止、アプリのサイドローディン

グを許容する義務を課すべきでない 4 新たな規制等の実施に伴うコスト、リスクについて・一般的に

経済活動は市場原理に基づくべきで、なるべく政府が介入すべきではない・いたずらに政府が規制す

ることによって、海外企業の日本市場撤退や、日米間の経済摩擦に発展する可能性がある 

14 アプリストアやブラウザーなど現代の OSにおいて必要不可欠なアプリケーションのプレインストー

ルや独占を禁止してしまうと、初心者の多くの方が混乱し、ハードルが高くなってしまいます。多く

のユーザーはアプリストアやブラウザーがこの世に複数あることを意識しなくていいのではないでし

ょうか？特にアプリストアについて自由にしてしまうと、不正なアプリケーションに晒されるリスク

が大幅に高まるでしょう。得するのは本当に一部のパワーユーザーだけで、そうしたユーザーはそれ

でなくとも自らのニーズに合わせてインストールできているはずです。 

15 ＜中間報告の該当箇所：45ページ＞アプリストア・レイヤーにおける競争圧力を高める対応における

観点に不足がある。・モバイル端末販売業者（いわゆる通信キャリア）によるプリインストールアプ

リと代替可能性のあるアプリ選択機会の増加当該箇所では Googleと Apple の OSベンダーに絞って取

り上げられているが、別レイヤーとして通信キャリアも検討対象とすべきである。実際、Android・

iOS いずれもモバイル端末購入時に各通信キャリアアプリや設定のプリインストールが行われてお

り、消費者目線では OSを提供する立場を利用した形と同等である。このプリインストールにより、

OS ベンダー同様、各通信キャリアが開発したアプリへの誘導が行われており、課題として端末容量の

圧迫、メモリの圧迫、自動アップデートによるパケット容量の浪費、1度使い始めたコンテンツライ

センス提供アプリの移行障壁が生じる。多くの消費者は望まない事象であり、他のアプリ提供者とイ

コール・フッティングが担保されているとは言い難いため、モバイル端末販売業者によるプリインス

トールアプリも制限の対象とするべきである。なお、通信回線の利用に必要なプロファイルや APN設

定等、プリインストールされていないと通常利用に支障がある機能は、上記対象とならなくて良い。 

＜中間報告の該当箇所：50ページ＞検索サービスにおける競争圧力を高めるための対応について、い

ずれの対応案も困難に感じる（まとめた諸氏にケチをつけるようで大変申し訳ない）。・参入余地を

拡大するなら、初期設定時に検索エンジンを選べるようにする必要があり、モバイル端末提供キャリ

アによる初期設定を促したほうが現実的である・消費者の選択機会確保については、Google や Yahoo

が支配的な状況のため、特に IT従事者以外が候補となる検索エンジンを知りうる機会がなく、そも

そも案として厳しい・データを提供されても Googleに太刀打ちできるレベルで取り扱える会社・個

人はなかなかおらず、提供されるであろうデータの一部では学習が十分にできず、サービス初期提供

時に精度が高くならないそのため、挙げられた案よりも EUのように具体的な違反事例について法的

措置を行い、訴訟を前提とした対応案を作成すべきではないか。 

＜中間報告の該当箇所：52ページ＞上述の 45ページの通り、3項目の○において、モバイル端末販

売事業者（いわゆる通信キャリア）における行為も対象と位置づけていただきたい。＜中間報告の該

当箇所：72、84、92ページ（「d. 運営状況の政府への報告と、政府によるモニタリング・レビュー

の実施」について共通）＞オプション A.(d)以外は有効と言えるが、(d)は費用対効果が望めないので

はないか。報告内容の精査やモニタリング・レビューの実務は、（随契か入札かはさておき）専門会

社へ外注することになると思われる。専門会社の能力次第だが、前例がない評価を実施するには、対

象バージョンの変更規模や観点次第で工数が跳ね、高額なコストになる可能性が高い。また、仮にコ

ストをかけた成果が出たとして、運営状況の良し悪しや個別事象の課題を事例に申し入れたとして

も、OS ベンダーが対応する根拠になりうるか疑わしいところがある。そのため、政府として評価を実

施したいのであれば、OSベンダの持ち出しにより(a)から(c)それぞれに開発メンバーに登録している

会社／個人による各種評価が可能な仕組みを導入することを併せて義務化し、国内分として集計され

た結果を政府が利用できるよう働きかけるべきと考える。 

＜中間報告の該当箇所：114ページ＞「3. サイドローディングの弊害について」の 2番目細別につい

て、Appleの主張及び説明は妥当と考える。Apple による報告「Building a Trusted Ecosystem for 

Millions of Apps」では、iOS比で Androidのマルウェア感染件数が 15から 47倍と取り上げられて



いる。これは AppStoreの審査において、（漏れはあるものの）許可されていないプライベート API

利用がないか、静的解析で安全性の課題が無いかのチェックがされているためである。仮にオプショ

ン Aによりサイドローディングが義務化された場合、同レベルの審査をしないと iOSの安全性が担保

されないことになるが、例えば世のセキュリティ企業や中小企業に過不足ない対応を求めるのは技術

的にも、直接的にユーザに跳ね返るストア利用金額的にも望みが薄い。何故なら、ストア運営者が

Apple と同等の審査内容を整備するなら、ビルドツールや OS内部動作に精通している必要があり、仕

組み作りや人員教育に膨大な工数がかかるためである。「3. サイドローディングの弊害について」

の 3番目細別についても、Appleの主張及び説明は妥当と考える。Jailbreak して Cydiaからアプリ

を入れるユーザがいたが、2015 年頃、彼らを狙ったマルウェアが Appleアカウントに紐付けられたパ

スワード、非公開鍵、証明書を窃取する被害が 22万件超出ていた。現状の iOS にサイドローディン

グを許可すると、Jailbreak した場合と同等の状態になりマルウェアの被害を受けるようになるた

め、セキュリティが弱まることとなる。また、本件に伴い、中間報告 108ページで将来的な進展や革

新に期待をしてサイドローディングを推し進めようとしているが、これは逆でセキュリティ技術が担

保されてからサイドローディングを義務化するべきと考える。競争を促進して AppleStore以外の選

択肢を作り出する大方針があるとしても、一般ユーザが多大な被害を受けるリスクを踏まえると、少

なくとも Appleが iOSの再設計をし、保護機能が備わった OSバージョンが広く普及してからサイド

ローディングが開放されるべきである。 

「5. 新たな規制等の実施に伴うコスト、リスクについて」の 1番目細別について、上述のようにマ

ルウェア感染によるセキュリティリスクが生じ、個人情報の窃取やクレカ不正利用等の様々な被害が

生じることが考えられる。これらの被害は、Apple による技術開示・ストア運営のノウハウ提供がな

くしては防げず、同 3番目項番で例として挙げられている認証制度やガイドラインを Apple以外で整

備できる企業があるとすれば、iOS アプリのビルド環境 xamarinを提供している Microsoftくらいで

はないかと考える。ストア経済のパイが別の大企業に移るだけとなるため、競争を促進する面での有

効性は疑わしい。なお、セキュリティ関係というところで世のセキュリティ企業、新技術によるベン

チャー企業にストア運営を期待するのは厳しい結果になると想定する。「プライバシーやセキュリテ

ィを担保するための何らかの手段」を実現するためには、ビルドツールの詳細仕様について理解して

おり、iOSでどのようなバイナリコードが実行されると危険であるかの知見が必要であり、いずれも

仕組み作りや人員教育に膨大な工数がかかり、結果、ユーザにとって無駄なストア利用料が上乗せさ

れることになる。以上から、Apple にサイドローディングを義務化するには解決しないと他で被害が

出る課題があり、オプション Aは有効性が低いと言わざるをえない。＜中間報告の該当箇所：128ペ

ージ＞「2. サイドローディングを抑制させる行為の有無について」の 1番目細別について、警告表

示はセキュリティのリスク程度に照らして妥当であり、むしろ表示は少ないと考える。 

全動作が不明のアプリについて、インストールした際のセキュリティリスクの評価を行う一例とし

て、アプリを逆コンパイルしてライブラリも含めコードレベルで動作を確認する手段がある。しか

し、そのような安全を確認せず、誰が作成・公開したか不明のアプリを数ステップでインストールで

きてしまう危険性について、IT に精通しないユーザが理解しているとは思えない。 

最後に、以下は内容に直接的に関係ありませんが、ご是非検討いただきたい件です。＜中間報告の該

当箇所：全般ページ＞今回のような文書は、引用や参照する場面が多々あるため、JISZ8301:2019 規

格票の様式及び作成方法に沿った付番付き細別にしていただきたい。公文書としてのルールを適用し

ているのかもしれないが、書く方も読む方も上から n番目の中点を示して／探して・・・とやるのは

効率面でも正確性でも適切ではない。[[引用開始]]23.3 付番及び区分け 細別は，引用・参照する

場合には，ラテン文字の小文字に片括弧を付けて付番する。引用・参照しない場合には，付番しても

しなくてもよい。付番した細別を更に細分する必要がある場合には，アラビア数字の番号に片括弧を

付けた細別符号を用いる。同じ箇条（細分箇条があれば細分箇条）内では，同じラテン文字の細別符

号を繰り返して用いない。細別に付番しない場合は，項目の前にハイフン“-”又は中点“・”を付

ける。 [[引用終了]]以上、ご査収のほどよろしくお願い致します。 



16 第 1-2「アプリストア」に関し、「サイドローディングを許容する義務」という結論に至っている

が、そこに至る説明が「許容すべき」という結論ありきで構成されている。Appleの主張はことごと

く「反証はなされていない」と否定し、それに対抗するデベロッパーの主張を論の補強として採用し

ている（主張しているデベロッパー名、もしくは社名は？いつなされた主張か？の記載がなく、噂程

度の信憑性しかない可能性もある）。サイドローディングを容認しても、サードパーティアプリスト

アが「Appleと同水準のアプリ審査」を実施することでセキュリティ水準が高まると記載されている

が、アプリストアの運営者が実際にそのような良心的対応を取るのか、という点の保証や根拠が全く

なく、これも「サイドローディングを許容すべき」という結論ありきの希望的観測と言わざるを得な

い。そもそも現状が「Apple や Googleアプリストアも長年にわたり、セキュリティの担保、悪性アプ

リの排除に努めてきたが、攻撃者がさらにそれをかいくぐり悪性アプリの侵入を試みさせている」と

いう修羅場の状況で、悪性アプリの検出や排除には高度な技術、長年のノウハウが必要なことが容易

に推察できる。それと同等の対策が「関係事業者による認証制度、ガイドライン等」といった、Pマ

ーク認証レベルの通り一遍の対応で実現できると期待しているのは、非常に甘い、希望的観測の塊と

しか考えられない。報告内でも記載がある通り、近年のスマートフォンは個人情報や、よりセンシテ

ィブな決済情報を格納するデバイスとなっている。またその利用者は、ITリテラシーを十分に有して

いる者とは限らず、未成年を含めた一般市民がごく当たり前に保有している。日本においては、特に

若年層において、パソコンよりスマートフォンが広く普及している現状もある。 

総務省では今年度内に Androidスマートフォンへのマイナンバーカード搭載が始まる見込みで、

iPhone ヘも早期の展開が予定されている。スマートフォンが悪性アプリに感染し、マイナンバーを始

めとするセンシティブ情報が流出してしまった場合、所有者が被る被害は計り知れない物となる。ち

なみに、本報告についてマイナンバーの所管たる総務省は承知しているのか？意見提出者個人の意見

としては、Appleに対し「アプリリジェクトの際の早期情報開示」や「手数料引き下げをうながす圧

力」といった、より現実的で実現可能性の高い方向で努力すべきであり、「サイドローディングの許

容」のように、言葉の勢いはいいが実施時の危険性が十分に顧みられていない、また実現可能性も低

い主張を掲げても現状の改善に寄与しないと考える。 

17 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」全体について、意見を書きます。同中間報

告は以下の点でレベルが低すぎると考えます。・前半の「I. 総論」は、ひたすら「ないか」と仮説

ばかり、つまり半ば願望で終わっていること。事実に基づく議論が必要です・後半の「II. 各論」は

ディベロッパーの意見で、多くはユーザー視点ではなく自分達がやりたいことをやりたいと言ってい

ること 特に後者が悲惨で、Google や Appleが統合しているが故に、セキュリティやユーザビリティ

が向上しているのは間違いありません。それを抜きにして、ディベロッパー視点のみで機会均等を検

討していることに、強い危機感を持つます。機会均等だけで規制すると、間違いなくユーザビリティ

は下がり、セキュリティも悪くなります。なぜユーザーの声もしくはユーザー視点も拾わないのでし

ょうか? 今の Googleや Appleのやり方に悪いことがあるのも間違いありません。バランスをとった

施策を打ち出すことを期待しています。 



18 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」及び「新たな顧客接点（ボイスアシスタン

ト及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」に関する意見１．記載された内容に対する意見

＜中間報告の該当箇所：   165   ページ＞PWAについて言及する。ブラウザ技術にそこまで詳

しいわけではないが、デベロッパー目線で普段感じていることを記す。１ 事実関係、懸念事項に関

するさらなる情報について  

 Appleの iPhone向け Safariでは確かに PWAをインストールする機能が備わっている。しかし、

Androidで動作するブラウザがユーザーに対し「このウェブサイトをインストールするか」を聞く通

知プロンプトや APIを提供している一方、Safari ではそのような表示を行うすべがない。Safari で

はユーザーに対し、このウェブサイトが PWA としてインストール可能であることを知らせることがで

きないのだ。 

 Safariではユーザーが能動的に共有ボタンをタップし、「ホーム画面に追加」を押さないとアプリ

をインストールできない。PWAの認知がまだまだ低い現状では、Safariユーザー、つまり日本人の大

部分を占める iPhoneユーザーに PWAを利用させるためのハードルが極めて高いのが現状である。 

 また、Macの Safariではそもそも PWAをインストールする機能が備わっていない。モバイルと違い

Chrome 等のブラウザをフル機能で使えるので iPhoneほど深刻ではないが、Safari が Macのデフォル

トブラウザであることを考えると、アプリ開発者としては改善してもらいたい部分だ。 

２ Apple の WebKit について 一般に、ブラウザは各ウェブサイトに対し、マイクやカメラ、ファ

イルシステムといったハードウェアに関するアクセスをデフォルトでオフにしており、ユーザーは必

要に応じてそれぞれのサイトにアクセスを許可するというセキュリティの方針をとっている。そのた

め、例えば仮にブラウザが Bluetoothにアクセスできるようになったとしても、ユーザーがウェブサ

イトに Bluetoothへのアクセスを許可しなければ、そのウェブサイトは Bluetoothを使えない。した

がって、ブラウザが Bluetoothやその他デバイスに接続できるようになったとしても、悪意あるウェ

ブサイトが勝手にユーザーのデバイスに不正アクセスするといったことはできないので、セキュリテ

ィ上のリスクは高くないと考えられる。 

 また、Safariはすでにマイクやカメラへのアクセスを許可しているのだから、セキュリティを理由

に Bluetoothやその他センサー機能などへのアクセスを制限するのは今更だと感じる。 

 ビジネス上の制約について。 

 Appleが Webkitを強制し、Safariの機能を意図的に制限する行為は、PWA の普及を阻害し、アプリ

開発の大きな支障となる。もし PWAがより簡単にインストール可能になり、デバイスへのアクセスも

容易になれば、開発者は Web、iOS、Androidに対し統一したプログラミング言語・技術でアプリを提

供できるようになる。しかし、PWA はまだまだ一般層に普及していないため、アプリ開発をする際の

意思決定で PWAが選ばれにくい。アプリ開発といえば Web、iOS、Androidそれぞれ個別に開発する、

というのがビジネス上の意思決定でまだまだ頻繁に行われるのが現状だ。これは PWA、つまり Web一

本に絞って開発するのに比べ三倍のコストと時間がかかり、イノベーションを阻害する一因となって

いる。 Safariの意図的なブラウザ標準機能搭載の遅延行為は、PWAの普及を確実に阻害している

(と筆者は考えている)。iPhoneユーザーが半数以上を占める我が国において PWAの普及を進めるに

は、Safariへの規制が必要だ。新たな規制等の有効性について  オプション A、Bともに極めて有効

だと考える。 オプション Aを実行することで、iOS 端末でも Chromeや Firefoxなどのブラウザから

PWA をインストールできるようになるので、アプリ開発の幅がとても広がる。 しかし、Safari以外

のブラウザが iPhoneでもフル機能で使えるようになったとしても、多くのユーザーはデフォルトブ

ラウザである Safariを使い続けるだろうし、それは PWAの普及にも影を落とす。オプション Bを実

行することで、Safariでも PWAのインストールプロンプトや APIの提供が可能になれば、開発者とし

てはとてもありがたい。多くの企業も iOS、Android、Webの３プラットフォーム向け開発から Web一

本に絞れる、少なくともそういった選択がしやすくなるのは間違いない。 オプション Bの有効性の

担保として、趣旨とは異なるが、一開発者からは以下の 2点を Safariに要望したい。PWA対応のウェ

ブサイトでインストールプロンプトを表示できるようにすること PWA をデバイスにインストールする

ためのブラウザ APIを提供すること この 2点は、PWA がネイティブアプリを置換するうえで極めて

重要な機能であると考える。Android 上の Chromeや Firefoxはこれらのブラウザ標準機能を当然、提

供している。 

新たな規制等の実施に伴うコスト、リスクについて  例えば、Bluetooth機能をブラウザで操作でき

るようになった場合、悪意あるウェブサイトにユーザーがアクセス許可を与えてしまい、Bluetooth

接続のイヤホンやスピーカー、IoT 機器が不正に操作されるといったことが考えられる。 

 このリスクを軽減する方法として、各ウェブサイトにどのような権限を与えているか、どのような



機能にいつアクセスしたかを簡単にチェックし、権限の与え直し・編集を可能にする設定画面を分か

りやすい場所に配置するなどが考えられる。 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 ウェブ・ブラウザ標準技術が

Safari でも不足なく使えるようになり、PWAが一般に普及することは、営利企業だけでなく行政にも

メリットがあると考えている。筆者はマイナンバー申請や管理、確定申告といった行政サービスは PC

のブラウザ上だけでなく、モバイルアプリでも手軽にできるようにするべきだと考えている。なぜな

ら、現代では PCよりもスマホの利用者の方が圧倒的に多いからだ。しかし、仮に行政がいざ、モバ

イルアプリを提供しようとなったとき、Appleと Google という外資系営利企業のアプリストアを通し

て国民に提供するという形態をとるのはあまりよろしくないと思っている。その点、PWAという Web

標準の形でアプリを配信すれば、特定の営利企業に依存することなく国民に行政サービスを提供する

ことが可能となる。 

 また、今回の趣旨とはずれるが、PWAはオフラインでも動作させることが可能なので、災害時に近

距離通信を行って情報交換や遭難者の捜索を行うといったことも技術的には可能なはずだ。もう少し

飛躍すると、現在試験段階中の CBDCを用いてオフライン決済を実現し、停電時でも強い法定決済ア

プリを作る、といったこともできるだろう。加えて、玉石混交の情報が交わる現代のネット社では、

正しい情報を国民に伝える行政公式アプリが欲しいところだ。コロナ禍の給付金配布も、国民に認知

された統一的な公式アプリがあればもっと迅速正確にことを運べたのではないかと考える。 

Open Web Advocacy について OWAというブラウザ標準機能の推進と独占の廃止を目指す団体がある。

彼らが意欲的に協力したがっているので、ここで紹介する。

https://twitter.com/OpenWebAdvocacy/status/1532367226363293697  

その他本ファイルを含め、行政が提供する情報や記入フォームは MS Officeに依存するのではなく、

標準規格の ODFを使用して欲しい。MSOffice から ODF フォーマットにエクスポートする機能もあるの

だから、MSの独占を許さず他の Officeスイートでも扱える書式を求む。参考: 

https://ja.wikipedia.org/wiki/OpenDocument また、政府発表の統計データは可能な限り csvや

json フォーマットにして欲しい。データ分析でより扱いやすくなる。 

19 まずは、この様に分量の多い資料の場合は、簡潔にまとめた概要資料の添付をお願いします。一般国

民にこれを読み込むのは、極めて困難です。エコシステムについては、「外資に好きなようにされて

いるこの市場で国内企業が引っ張っていけるように、国内企業をサポートする」という内容も入れて

いただきたいです。 



20 まずはアプリストア問題についてです。アプリストアによる独占的な状況は、サイドローディング等

によって解決されるものではなく、本質的な問題の解決が必要です。★ 自由な決済手段を選べるこ

とと、「アプリ提供者」側への手数料請求の禁止特定の決済手段のみしか許容しないことは自由競争

を阻害しますので、禁止すべきです。また、手数料を隠ぺいしてアプリ提供者が徴収しているように

見せかける行為は禁止すべきです。明確にアプリストア手数料として購入者に提示し、「購入者」か

ら徴収すべきです。手数料を 20%徴収するのであれば、アプリ 500円として表示するのではなく、ア

プリは 400 円で、手数料は 100円と、分離して表示すべきです。 

★ 異議申し立て公開請求の義務付けアプリ審査に対し異議申し立てを行う権利と、その結果を（請

求に基づき）広く公開することの義務付けをすべきです。「ポリシー違反だ」というだけの審査結果

や、そもそも異議申し立てが機械処理されるだけで人間までたどり着いていないケースなど、高額な

手数料に対してそれに見合わない低劣なストアシステムが提供されている現状は非常に問題がありま

す。また、ポリシー違反を理由にアプリの公開を抹消するなどの行為は、アプリストア提供側の独断

で行えるようにすべきではなく、訴訟手続きを経て行うよう義務付けるべきです。利用者への危険が

あるようなマルウェア等が含まれているといったケースにおいても、アプリ公開の「一時的な停止」

以上の権限をアプリストア側に持たせるべきではなく、恒久的な禁止は合意か訴訟に基づくべきで

す。 

委託契約でいうところの、「一方だけが賠償義務なしに即時に契約解約できる権利」を有しているよ

うなものであり、アプリストア側がどのような無体を働いても抗弁も賠償請求もできないのは、非常

に不公平です。一時的な公開停止は 1週間程度を限度とし、それ以上の停止は裁判所の許可を得るよ

うにするなど、公平公正なアプリの排除ルールが必要です。（いわゆる差し止め請求のような形をと

るべきです）★ジェイルブレイク問題スマポのアプリストアに限らず、プリンタのインクや、ゲーム

機においても同様の問題がある中で、スマポのアプリストアのみ制裁を科すことは公平性を欠きま

す。特にゲーム機業界は、自社開発のハードウェアに対してゲームを動作させる際にライセンス料な

ど手数料を請求する習慣で動いており、プリンタのインク商法と同じようなハードウェアのみでは逆

ザヤになるような、いわゆる携帯電話料金的な手法すらある状況です。スマポに限らず、ゲーム機に

関してもジェイルブレイク（ベンダーがかけたロックを、脆弱性を突いて解除する手法）が試みられ

ていることは、しっかりと認識しておいてもらいたいです。ベンダー側の言い分として、 ・認可し

ていないソフトウェアを動作させることで故障や障害が生じた場合、サポートしきれない。 ・マル

ウェアなどにより利用者が危険にさらされうるので、審査されたものだけを動作させるべき。 ・海

賊版対策や、ゲームに対する不正（チート行為）対策が困難あるいはできなくなる。などがあります

が、PC 市場がこれらの問題に対して破綻していないように、単なる言い訳にすぎませんので、しっか

りと全体を見てバランスの良いところを落し所とするように進めてください。従来の日本政府のやり

方を踏襲し、「ああしろ、こうしろ、問題点の解決はお前らが努力しろ」ではダメですので、法制度

を含めて「現時点で破綻していない市場があるなら、それに合わせて行えるかどうかをきちんと検討

し、できるならば法整備もセットで行う」ようにする必要があります。特に修理やサポートなどの責

任分岐点の法整備や、カスハラ対策（修理拒否などで誹謗中傷や業務妨害行為が行われた場合の対応

負担の軽減）など、すべきことはしっかりとするようにしてください。 

==========次に、アシスタントによるストーキングと広告についてです。★ストーキングの原則禁止

をアシスタント装置に備え付けられたセンサー（主にカメラやマイクなど）を用いて、利用者が想定

していないストーキング行為（盗聴や盗撮によって広告配信の最適化などのためにプライバシーを侵

害する行為）を行うことは明確に違法ですので、きちんとメーカー側に禁止の通達をするようにして

ください。COINHIVEの二審で、「反意図性があれば不正性も成り立つ」なるとち狂った判決が出てい

る以上、差別なく厳しくこれらのストーキング行為も立件するようにしてください。COINHIVEだけが

いじめられて、企業はいじめられることなく盗撮盗聴し放題では著しく正義に反しますので。 

カメラやマイクによって何らかの情報を分析し「自動的に認識」して「勝手に」情報収集する場

合、 ・どのような方法によって ・どのような情報を ・どのような目的をもって取得するのかを

利用者に説明し、「明確な」同意を得たうえで行う義務を課すべきです。当然、利用規約や契約書に

豆粒のような文字で書けばよいというものではなく、「実際に情報を収集する前（初回は必須とし、

努力義務として毎回の確認オプションを実装する）に許可を得ること」と、継続して自動的に情報収

集を行う許可を得た（次回以降は聞かないで、おぷしょんを ONにして許可を得た）場合でも、「動

作していることが利用者に明確にわかる」ように義務付けることが重要です。 ・「〇〇の情報の収

集を開始します」と開始を利用者に告知する義務 ・「〇〇の情報について、△△を収集しました」

と収集結果の具体的な内容を報告する義務この 2点は義務付けるべきです。利用者が気付かないうち



に情報を収集したり、収集した情報がどのようなものなのかが一切報告されないままにベンダーやサ

ードパーティーに送信されることは違法行為として定めるべきです。大事なことなので二度書きます

が、「いつ」「なにを」「どういう目的で」収集したのかは、「利用者」が確認できるようにする

（リアルタイムでの報告は努力義務とし、最低限、利用者が確認可能なログでの提示は必須とする）

ことを義務付けるべきです。★アシスタント装置による広告近年広告が氾濫しすぎています。さすが

にアシスタント装置で広告をたれ流そうとすることは阻止したほうが良いです。いうなれば電話をし

ている最中に広告が垂れ流されるようなものであり、本来目的とすることに対して生産性を著しく落

とす効果のほうが大きいためです。議員の皆さんが受け取る法案に折り込みチラシが入っていたらど

う思いますか？秘書が定期的に広告の束を持ってきてあなたの目の前に置いたらどう思いますか？政

府の仕事は「国民が間違った方向に進まないようにすること」です。具体案ありきで検討するならば

まだしも、具体案もなしに「自由に広告垂れ流していいよ」と許可を出すのは誤りです。業界からこ

ういった形での広告を出すという案が挙がっているが、これについてどう思うか、といった形で検討

するべきです。ましてや、その広告垂れ流しのために、利用者をストーキングしたい、盗撮盗聴した

い、というのであれば論外でしかないです。==========プリインストールや機会・情報の公平性につ

いてです。 

★プリインストールプリインストールについては、どの粒度まで規制の対象にするのかといった話す

らあり、落としどころはかなり難しいといえます。欧米諸国の規制はあまり有効に機能していませ

ん。声の大きいアプリベンダーに対するものにしかなっておらず、ブラウザやアシスタント等一部の

ものだけにとどまっています。それこそファイル一覧を確認するためのファイルマネージャーや、カ

メラアプリ等までアンインストール可能にして初期設定時にあらゆる選択肢から選べるように、とい

うような規制にはなっていませんし、そういった規制をすればかえって利用者に不利益となります。

このプリインストール問題に関しては、「ハードウェア提供者が、利用者がすぐに使えるようにする

ための利便性の提供」というメリットと、「ハードウェア提供者が、こだわりの薄い大勢の人たちに

特定のアプリの利用を強制できてしまう」というデメリットのせめぎあいでしかない、ということに

なります。初期設定時にいちいち「ブラウザはこれで、カメラアプリはこれで、メモアプリはこれ

で、時計アプリはこれで・・・」と、使うアプリをいちいち指定するとなると面倒ですし、こだわり

がないなら押し付けてもらったほうが楽ですらあるということです。ここに機会公平性を持ち込むこ

とは難しく、欧米の規制にあるような「アンインストール保障」や「初期設定時の選択保障」は、こ

だわりのない人たちにとっては効果が薄いですし、リテラシーが低いことも多いために「どれを選ん

でいいのかわからない」といったデジタルアレルギーの原因にもなりえるデメリットもあります。あ

る程度リテラシーを高めることとセットで行わないと、「政府の規制のせいで初期設定がよくわかん

なくなって不便になった」のような批判すら湧いて出るであろうことには、注意が必要です。また、

特定の声の大きいアプリベンダー向けの（つまりごく一部のアプリだけに対する）規制を作り出すこ

とは、声の届かないアプリベンダーからの不満を高める要因にもなりますし、不公平感が増してしま

う危険性もあります。逆に聞く力を発揮しすぎれば、初期設定で山ほどアプリを選ぶ必要が出る上

に、1つのアプリを選ぶだけでもたくさんの選択肢の中から自分が使いたいものを探す必要性が出

て、利用者側の利便性が低下するということもあり得ます。UI/UXレベルでの話とセットで、こうい

う UI/UX設計にすれば利用者の手間を最小にしながら、ある程度の機械公平性を保てるようね、とい

うような話に持っていくなども必要だと思います。それこそ、ブラウザの初回起動時にどのブラウザ

にするか選ぶなど、初期設定ではなく実際に使うとなったときに選ぶなど。 

★情報公平性 HWや OSベンダーが自社でアプリを作っていると、サードパーティーとの間に情報格差

が出てしまうという問題に関してです。開発情報の格差については、HWや OSに関する仕様公開の義

務付け（自社アプリが利用する仕様はすべて公開することを、公開情報が不足する指摘を受けた場合

は遅滞なく公開することを義務付ける）方が良いと思います。アシスタントのウェイクワードに関す

るものなども含め、格差を作り出しているという指摘が出た場合にすぐに調査して是正させる体制を

政府側が構築する（ベンダへの公開命令を下せるような法整備含め）ことが重要です。利用者情報の

収集に関しても、すでに述べた通り「何を収集したかのログ記録を義務付け」ることで、「これにア

クセスする手段がない」ということを明確に訴え出ることができるようにし、それに対して仕様公開

命令を出す形で対処すればよいかと思います。高度に複雑化していくことが明らかで、かつ、多様性

の大きい部分について、包括的な事前の法的枠組みを定めることは実質不可能ですので、公取委みた

いな形での、対症療法的な運用を前提とした公平性の担保の仕組みが適すると思います。==========

そろそろ飽きてきたので最後の締めいっきまーす v(^ ^)v 〇゛ジたる庁アイデアボックスでやりなよ

っ！！ v(^ ^)v 



21 『モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告』の『第１-３. 【ブラウザ、ウェブ・アプ

リとネイティブ・アプリ】』についての補足意見です。私はしがない Web デベロッパーです。中間

報告にて指摘されている通りですが、Apple はデベロッパーに対してもはや嫌がらせとしか思えない

ほどの不自由を課しています。これはデベロッパーを単に困らせて実装の手間を増やし、高額な手数

料で金を巻き上げるだけでなく、結局はユーザーに不便を強いることになります。たとえば、電子書

籍の購入時に Apple Pay での決済を強制される事による手数料徴収を回避するため、アプリからは

電子書籍を購入できずブラウザからの購入が必要な事例が存在します（最近 Google も同様の事をや

り始めたようですが…）。もちろんセキュリティとの兼ね合いもある事は承知しています。ただ、セ

キュリティ上問題が”全く”ないのにも関わらず、Apple が”意図的”に実装していないことで、優

れた技術が使えなくなっている現実があります。実例として紹介させてください。 

？？？たとえば、Apple が意図的に Media Source Extensions API という Web API を iOS の 

Safari (WebKit) で ”だけ” 実装していない事で、『多くの動画/ライブ配信サイトが、すべての

プラットフォームで Apple が開発した HLS というストリーミング形式だけを採用せざるを得ず、事

実上優れたストリーミング形式を選ぶ自由を奪われている』という問題です。Web の標準 API の中

には、Media Source Extension API (以下 MSE API) という API が存在します。この API は、端的

に言えば「動画やライブ配信をストリーミングするために必要な API」です。詳細は長くなるためざ

っくりとした説明に留めますが、ブラウザの標準の動画再生機能は、原則サーバーに配置された動画

ファイルを直接再生することしかできません（例外もありますが、一般的な手法ではありません）。

そのため、標準機能だけではライブストリーミングを行えません。また、サーバーに配置された動画

ファイルを直接再生するよりも、別のストリーミング形式を採用した方が都合が良い場合もありま

す。 

そうしたブラウザ上で動画をストリーミング再生したいケースで、MSE API が利用されています。一

般に普及しているストリーミング形式には、Apple が提唱した HLS (HTTP Live Streaming)、ISO の

国際規格である MPEG-DASH などがあります。それらのストリーミング形式をブラウザ上で動く 

JavaScript で実装し、処理結果のデータを低レベルな MSE API に渡すことで、配信された動画をブ

ラウザで表示することができます。ブラウザはいくつものストリーミング形式を自前で実装する必要

がありませんし、デベロッパーはブラウザ側の対応を待つことなく、自身のプロダクトで使いたいス

トリーミング形式に対応できます。HLS であれば hls.js 、MPEG-DASH であれば dash.js のよう

な、完成度の高い再生ライブラリがオープンソースで公開されています。それらのライブラリを用い

れば、ストリーミング形式の仕様に詳しくないエンジニアでも、比較的容易にブラウザ上でのストリ

ーミング再生を実装できます。？？？ところが、Apple は 2022 年の今に至ってもなお、iOS 

(iPhone) 向け Safari (WebKit) で、MSE API を実装していません。代わりに Safari (macOS 版, 

iPadOS 版を含む) では、ブラウザの標準機能として HLS 形式のストリーミング再生がサポートされ

ています（ネイティブの標準機能として実装されているため、デベロッパーが挙動をカスタマイズす

ることは不可能です）。iOS では WebKit (WKWebView) 以外のブラウザエンジンが利用できません。

そのため、iPhone でブラウザ上でのストリーミング再生を実装するには、Safari の標準機能として

実装されている HLS を使わざるを得ません。それぞれのストリーミング形式には一長一短がありま

すし、プロダクトによっては MPEG-DASH など、HLS 以外のストリーミング形式の方が適している場

合があります（逆に HLS が優れている場合もありますし、HLS そのものが悪いわけではありませ

ん）。しかし、日本において iPhone (iOS) は非常にシェアが大きいため、iOS をサポートしないと

いう選択肢は実質存在しません。よって、少なくとも iOS 向けに HLS 形式をサポートせざるを得な

くなります。もともと動画配信サービスの開発・運用には多額のコストがかかります。それに加えて

同じサービスで複数のストリーミング形式をサポートするとなれば、実装コストも運用コストも増大

することでしょう。そのため、予算が潤沢にある大手の配信サービス以外は、iOS 以外のデバイスで

も、HLS 形式を採用せざるを得なくなります。実際に様々な動画配信サービスのストリーミング形式

を調べたことがありますが、MPEG-DASH を使っているのは DRM が掛かっているサービスか大手どこ

ろくらいで、多くが HLS 形式のみを単独で利用していました。ストリーミング形式を iOS とそれ以

外で分けるほどのベネフィットが得られないというのもあるでしょう。？？？Apple が MSE API を 

iOS で実装しない一件は、おそらく Apple が映像ストリーミング技術の分野で一定の地位をキープ

することを目的に、意図的に行っているものと考えられます。MSE API はおよそ 10年前に Chrome 

に実装され、Firefox や macOS 版の Safari も、2015 年までには実装を完了しています。一方、10

年前から今に至るまでの間、iOS Safari に実装されることは”一切”ありませんでした。※参考：

https://caniuse.com/?search=Media%20Source10 年も前に仕様が策定され、macOS 版の Safari では



既に実装しているにも関わらず、です。さらに、実は 3年ほど前に iOS から iPadOS が分岐した

際、「iPadOS の Safari のみ」MSE API が 実装されています。iOS と iPadOS は名前こそ違えど、

コードベースや構成技術は共通です。また、WebKit のソースコード上でも、iOS と iPadOS は同じ

「iOS Family」として扱われていました。※参考：

https://github.com/WebKit/WebKit/blob/9d29dc7c896db53bd4d8f282608f0aeb00e944e8/Source/WTF/

Scripts/Preferences/WebPreferences.yaml#L1410-L1423本来、せっかく実装した機能を iPadOS で

のみ利用可能にする事は考えられません。実際、Apple は他の API では iOS / iPadOS 同時にリリ

ースしていますし、macOS, iPadOS では対応しているのに iOS では対応していない API は、全体か

ら見てもかなりレアケースです。仮に技術的な問題があったにせよ、3年も時間があって実装されな

いのはあまりにも不自然です。もし本当に故意でないのだとしたら、Apple がただ実装をサボってい

るだけという事になります。iOS は無視できないレベルのシェアを持っていますし、Apple が優越的

地位を濫用した結果、HLS がストリーミング形式としてもっとも使われるフォーマットになりまし

た。Apple は HLS こそがもっとも優れたストリーミング形式だと主張していますし、App Store の

レビューガイドラインの 2.5.7 にも「10分以上のビデオストリーミングには HLS を使う事」という

但し書きがあります（実際に厳密に守られているのかは分かりませんが）。※参考：

https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/#software-requirements これらの

事実から、Apple は iOS での MSE API の実装を行わないことで、映像ストリーミング技術の分野で

の HLS と Apple 自身の地位を保持し続けたいのではないかと考えています。もっとも、HLS は既に

映像ストリーミング技術のデファクトスタンダードですし、必死にならずともシェアを MPEG-DASH 

などに奪われる事はないと思うのですが…本当のところは知る由もありませんが、いずれにせよ、何

らかの意図をもって行われているのは確実だと考えます。？？？昨今では、遅延を数秒程度に抑えた

低遅延なストリーミング方式がいくつか開発されています。それらの中には、プロダクトの規模やユ

ースケース次第では既存の HLS や MPEG-DASH よりも優れているものも存在します。※参考：

https://github.com/video-dev/hlsjs-rfcs/blob/lhls-spec/proposals/0001-

lhls.mdhttps://github.com/bilibili/flv.js 

https://github.com/xqq/mpegts.js 

何がそこまで Apple を意固地にさせているのかは分かりませんが、いずれにせよそうした状況下で

の意図的としか考えられない Apple の愚行は、デベロッパーから優れた映像ストリーミング技術を

選択する自由を奪い、間接的にユーザーの視聴体験を損ねるものです。そもそも大元の原因は、

Apple が iOS 上のブラウザエンジンにおける WebKit の独占的な地位を濫用している事です。iOS 

上でブラウザの競争原理が働いていれば、独占状態に甘んじてこのような事態が引き起こされる事も

なかったでしょう。iOS Safari が MSE API を実装しなくても、iOS 版の Chrome や Firefox 、そ

の他のブラウザが MSE API を実装すれば、デベロッパーは ”iPhone のためだけに” HLS 形式を実

装する必要がなくなるからです。Web サービス側は「このサービスではこのブラウザを使ってくださ

い」と呼びかける事ができますし、ユーザーにはブラウザエンジンを選ぶ自由が生まれます。実際に 

PC・Mac・Android はそうなっていますし、iOS でも本来そうなっているべきです。特に今回の一件

に限れば、Apple がよく言い訳として用いる『プライバシーに影響したりセキュリティが落ちるため

反対』という主張は一切通りません。動画がブラウザの標準機能で再生されようが、ブラウザ内のサ

ンドボックスで実行される JavaScript (= MSE API) を介して再生されようが、プライバシーやセキ

ュリティには影響しないからです。WebRTC ならともかく、通常のストリーミング再生ではセンサー

やカメラ類にアクセスする事はありません。もし『ブラウザ内のサンドボックスで実行される 

JavaScript（= MSE API）を介して再生される』ことそのものがセキュリティ上危険だと Apple が主

張するならば、macOS や iPadOS の Safari で MSE API が使える事の筋が通りません。Apple から

『HLS が iOS 上で最良のストリーミング形式だから HLS 以外のストリーミング形式を認めていな

い』という趣旨の反論があるかもしれませんが、それはあくまで Apple の主張であり、デベロッパ

ーが開発するプロダクトにとって、必ずしも最良の選択肢とは限りません（実際、私が個人的に開発

しているプロダクトでは低遅延で軽量な HLS とは別のストリーミング形式 (mpegts.js) を採用して

いるのですが、この制限のせいで iPhone に対応できていません）。また、iOS ブラウザ上で HLS 

とサーバー上のファイルを直接再生する以外のストリーミング形式が技術的に一切認められない理由

にもなりません。MSE API は 10年来の Web 標準ですし、デベロッパーには自身のプロダクトに最適

なストリーミング形式を選ぶ自由が担保されているべきです。最近の iPhone は大幅に性能が向上し

ていますし、スペックの低さも HLS 形式に束縛するだけの理由にはなり得ないでしょう。iOS とい

うプラットフォームはもはや巨大インフラであり、Apple だけのものではありません。その点で、あ



くまで娯楽であり出荷台数も大幅に異なるゲーム機とは格が違います。さらに、今回取り上げた事例

以外にも、Apple が iOS 上のブラウザエンジンを独占していることによって、数多くの不利益が生

じています。現に、WebM や VP9 につい最近まで対応していなかったり、（macOS ではようやく対応

したものの）iOS では現在も WebRTC 利用時しか VP9 が使えなかったり…といった実例がありま

す。そういった点では IE よりもよっぽど質が悪いです。Apple の地位はあまりにも独占的で、この

件に限らず WebKit の開発は常に Web 標準に遅れを取っています。自然な解決は期待できないどこ

ろか、年々さらに悪化しているのが現状です。デジタル市場競争本部のみなさん、どうかこの理不尽

な現状を法改正などを通して改善していただけないでしょうか。Apple の iOS・iPadOS におけるブ

ラウザエンジン、ならびにアプリストアの一社独占が終わり、iPhone・iPad でもアプリの自由、ブ

ラウザエンジンの自由が保障され、ならびに Apple の独占によって阻害されてきた数多くの不利益

が解消されることを願ってやみません。 

22 ●●株式会社 代表取締役の●●と申します。 

まずは、内閣官房デジタル市場競争本部事務局における意見公募の場を設けて下さったことについ

て、厚くお礼を申し上げます。 

当社が経験しております Apple社との状況について、これまで日本国内では、声を上げる場がありま

せんでした。よってこの度の意見公募を当社としても非常に貴重な機会であると捉えております。 

当社の事象を実際に起こっている一事例として共有し、また当社としての見解も据えて意見として提

出させて頂くことで、我が国の自由競争を妨げる大企業の独占的な行為をどう制限すべきかの検討に

おいて、何かしらの参考になれば幸いです。 

背景として、まずは当社および当社が提供するサービスについての説明から始めさせて頂きます。 

当社は、教育サービスのシェアリングエコノミー形式でのマッチングを、ウェブサイトおよびアプリ

経由で提供しているベンチャー企業です。 

当社のサービスは、サービスを提供したい「ホストユーザー」と、サービスを購入・体験したい「購

入者ユーザー」とを、有料のサービス提供という形でマッチングするプラットフォームであります。 

当社のサイトを介せば、サービスを提供したい人がそれを体験したい人と出会うことができ、かつ個

人間でサービスの販売が簡単に、またシームレスに完結できることを、当社のプラットフォーム価値

として提供しております。サービス提供の形式としては、コロナ前まで対面のみでの提供を前提とし

ていましたが、コロナ後はオンライン提供も許可しております。 

2012 年に開始して以来、10年間で累積 100 万件以上のマッチング実績があり、現在は登録ユーザー

も 60 万人を超えております。 

当社のビジネスモデルとしては、当社プラットフォーム上のユーザー間で成立した取引金額の 13%程

度を、ユーザーから頂く、いわゆる手数料課金モデルとなっております。 

当社のサービスはウェブページからでもアプリからでもアクセスが可能ですが、2015 年の iOSアプリ

の初期リリース以降、現在では利用ユーザーの 3割以上が iOS アプリ経由のアクセスとなっておりま

す。 

Apple 社との関係については、iOS アプリの初回リリース以降最初の 5年間は順調でした。技術およ

びガイドラインの観点からも審査から問題視されることはなく、アプリとしての改善および改修を積

み上げて参りました。 

2020 年の秋に、Apple社から iOSアプリのガイドラインの変更が発表され、彼らが「デジタルコンテ

ンツの販売に該当する」とみなすアプリに対して、Apple社独自のアプリ内課金モジュール（以降、

「IAP」）の利用の義務化が発表されました。Apple 社の解釈によれば、当社アプリは、オンラインで

のサービス提供の申込販売がアプリ内でのデジタルコンテンツの販売及び提供に該当すると解釈され

ることになったと伝えられ、当該アプリに義務付けられた決済の IAP 化が行われていことを理由に、

それまで許可されていたアプリの審査が通らなくなるという事象が度々発生するようになりました。 

当社からは、当社アプリにおけるオンラインでのサービス提供は Zoom を介して行われるがゆえに、

アプリ内での提供には当たらないこと、またオンラインで提供されていても対人で提供されるサービ

スであるのでデジタルコンテンツには該当しないことなどを再三にわたり説明しましたが、取り合っ

て貰えませんでした。 

iOS アプリの公開においては、軽微であってもいかなる仕様の変更も、都度 Apple社の審査を通さな

いとリリースができない仕組みとなっており、当社のアプリは、上記の Apple社からの IAP対応不備

を理由に、決済とは無縁の不具合の改修や軽微な修正も含めて、以降 iOSアプリストアから一切の変

更のリリースが停められてしまうという状況が続いております。これまで最大 9ヶ月の審査否認が続

いており、当社のユーザーの利用体験にも多大なる影響を及ぼしている状況です。 



アプリ内決済の IAPへの移行については、これまで社内で何度も検討を重ねて来ましたが、当社とし

てはそれを前提としてはサービスの運営を継続することは難しい、という判断に至っております。 

Apple 社は IAPの決済手数料を取引額の 30%と定めております。またアプリ内で他の決済手段や導線

を提示することを禁じています。 

当社の手数料収益は当社アプリ上での取引総額の 13%となりますので、Apple 社に 30%を支払ってしま

うと、ユーザーの販売が実現する度に、当社は取引額 x 27%の赤字を被ることになります。これでは

当社のビジネスモデルは破綻してしまいます。 

30%という値段は、我々が現在採用している決済プロバイダーに支払っている 3-4%の水準と比較する

と、利便性や普及水準を考慮したとしても、提供価値に見合わない価格設定であると言わざるを得ま

せん。 

当社サービスにおけるユーザーの iOSアプリ依存度は 3割と極めて高く、仮に当社が iOSアプリ経由

でのサービス提供を辞めるとなると、当社の取引総額および手数料収益にも同水準の損失が発生して

しまいます。 

また収益構造の観点とは別の、ユーザーにとっての利便性の観点からも、IAP の採用にはハードルが

あります。IAPでは販売価格を Apple社が定めた金額レンジの選択肢の中からしか指定できない仕様

となっています。一方当社サービスでは、出品ユーザーに対して、販売価格を 1円単位まで自由に設

定する権限を与えています。価格設定の自由は当社ユーザーにとって自己表現や販売戦略の一環とし

て極めて重要な権利であり、Apple 社の決済の採択に起因してそれが制限されることは、我々のみな

らず、当社プラットフォームで売上を作っているホストユーザーの収入に対しても、同様に不利益を

起こす可能性があります。 

このように、今回 Apple社から課せられた自社決済利用の義務化については、当社の今後のビジネス

モデルひいては企業存続自体について、多大なるリスクを齎すと捉えております。 

この問題は、当社のみならず、同様にプラットフォームサービスとしてアプリを運営している企業に

対しても幅広く影響を与えているものと理解しており、これは当社だけで解決すべき問題ではなく、

社会全体として取り組むべき問題ではないかと考えております。 

IAP は決済の選択肢として有力な候補ではあるものの、市場には機能性や信頼性において IAPに引け

を取らない優れた決済モジュールが他にも多数存在します。Apple社が自社のスマートフォンという

消費者にリーチするアクセス導線における独占的なポジショ二ングを利用して、独自の決済システム

の利用を強要することは、我々のようにユーザーに独自の価値を提供しているアプリやサービスの持

続性に、多大なるリスクを及ぼします。決済で 30%を徴収された後の残された収益構造の範囲内でア

プリ独自のユーザー価値を提供するということは、我々のような教育業界のマッチングアプリのみな

らず、他業種においてもビジネス上極めて困難になってくると考えられます。 

年々スマートフォン普及率およびインターネット利用におけるスマホ化が高まってきている中で、こ

のような独占的な決済の制約が続けば、新しい価値を提案する今後の新規のアプリ開発やスタートア

ップのチャレンジに対しても、高いハードルと暗い影を落としかねません。 

またモバイルソリューションにおける決済の選択肢が限定されるということは、消費者にとっての機

能の利便性や選択肢においても、不利益につながるのではないかと考えます。 

世界に目を向けますと、米国では各州当局と Apple 社との裁判が複数の州において継続しており、ま

たアジアにおいても、韓国では「インアプリ決済強制禁止法」という、プラットフォーマーが自社の

決済手段の利用をアプリ事業者に強制することを禁止する法案が成立しました。 

日本においても、大企業によるこのような独占的な行為が、企業競争および消費者の不利益につなが

ることなきよう、国の法律として制限する取り組みについて、ぜひご検討頂ければ幸いです。 

もし当社の事例につきまして、更に詳しくお知りになりたいなどがございましたら、ご質問や確認な

どにも対応しますので、必要に応じてご連絡いただければと思います。 

本日は当社の意見書に目を通して頂き、ありがとうございました。 

最後に、今回、我が国の今後のためにと思い、サービスブランド名を伏せた形ではありますが、プラ

ットフォームの平均手数料率や Apple社との関係など、本来社外秘の情報を、あえて開示させて頂き

ました。今回の当社の事例としての情報共有が、今後の市場における公共の利益のために、何らかし

らお役に立てることを祈っております。 

23 モバイル・エコシステム中間報告について・４ページの２０行目「とりまとめ」と、６４ページの最

下行「取りまとめ」とは、どちらかに字句を統一したほうがよい。・５ページの２７行目「見る」

と、２４ページの２１行目「みる」とは、どちらかに字句を統一したほうがよい。・５ページの１２

行目「位置付け」と、３５ページの３．（１）の８行目「位置づけ」とは、どちらかに字句を統一し



たほうがよい。・１３ページの図について： 「アプリレイヤー」は本文の記載と同様に「アプリ・

レイヤー」のほうがよい。・１７ページの５行目「困難」は「困難である」を意味しているのか？・

３８ページの１４行目「競争上の弊害（Harm）」は「Harm」のほうがよい。３６行目の例と同様

に。・１５１ページの１０行目「取組」と、１５５ページの１９行目「取組み」とは、どちらかに字

句を統一したほうがよい。 

24 ・ 全体に結論ありきで状況を分析しており、視点が公平でないように感じる・ また、Webブラウザ

と他のアプリケーション、"新たな顧客接点"の議論を分離することで、不必要に議論が複雑化してい

ると感じる(全体的な規制の方向性について) 

報告書の提案する規制案は実効性が期待できず、かつ、国民の安全性を無意味に危険に晒すものと言

える。例えば、欧州や韓国では Webブラウザやメディアプレイヤーについて OSからの非バンドルを

強制する施策を過去に行ったが、これに実効性があったと評価するのは難しいのではないか。 

特に、現状では垂直統合型のプラットフォームの利点を否定することは安全性の観点から難しいた

め、規制の観点では、特定プラットフォームへのロックインを避けることに集中することで安全性を

保ったまま課題を解決できる可能性があるのではないか。 

例えば、現在地方自治体では LINEを使用したサービスを多く展開しているが、LINE のアカウントは

基本的に端末に紐付となり、かつ、Webアプリとしてのサービスも提供されていないためプラットフ

ォーム間での移行を難しくしている。調達基準として Webアプリでのサービス提供を強制し実現され

れば、ユーザーは少くとも Webアプリ実行環境を備えたプラットフォーム間では自由に移行可能とな

り、経済的な流動性および安全性を保ったまま、プラットフォームの多様性を実現できると考えられ

る。現状の Web標準にはアプリにとって基本的な機能(決済、push messagingや AR空間認識等)が欠

けているため、それらを洗い出し相互運用性を求めていくことも重要だろう。(p128 サイドロード) 

現時点では、サイドロードに関する各社の表示は妥当に見える。拙稿

( https://zenn.dev/okuoku/articles/bc57255d35dfad#%E3%82%8A%E3%82%93%E3%81%94%E9%8D%B5 )で

指摘の通り、アプリストアの強制は、そのプラットフォームの信頼の一部を構成しており、この部分

への効果的でない規制は単純にプラットフォームに"タダ乗り"する、(マルウェア配布等の)適切でな

い事業を行う事業者を"参入"させるだけで、国民の安全性とバランスしないものと考える。例えば、

サイドロードされたストア上でマルウェアが配布されたとしてもプラットフォーマーは当該アプリを

takedownできない可能性がある。 

サイドロードの許可は、規制内容の考察を省略し議論を簡単にする可能性があるが、報告の性質上、

そのようなショートカットは不適切に見える。 

(p217 ...プロモーション) 

例えば Apple自身のレポート( https://www.apple.com/newsroom/pdfs/the-success-of-third-

party-apps-on-the-app-store.pdf )で韓国においては地図アプリのシェアの殆どが 3rd partyのも

のであることから判るように、韓国では規制のために Google/Apple共にシェアを築けていない。シ

ェアを確保している Naverも Kakaoも韓国内では大きなプラットフォームであるため、規制による現

状が健全かどうかは議論があるのではないか。 

ロケーションサービスについては、自社サービスの優遇より、評価のオーソリティを握っている点が

より重大かつ深刻に見える。つまり自社プラットフォームの顧客ではない実店舗について★評価を表

示し、結果的にプラットフォームの押し売りとなっている。この点の被害者救済の軸で組み立てた方

が、より施策が明瞭になるのではないか -- 例えば 3rd partyの評価やリンクの挿入を義務付ける

等。 



25 ※Apple、Googleから不利益な取り扱いを受ける等の懸念が拭えないことから、パブリックコメント

に掲載される際には、匿名の団体（例えば、「A団体」など）の意見としての掲載をお願いいたしま

す。 

また、本件に関しては、具体的な情報提供が不可欠と考えられますが、パブリックコメントによる具

体的な情報提供は、Apple、Googleから不利益な取り扱いを受ける等の懸念が拭えないことから、困

難です。そこで、公正取引委員会において設置されている「違反行為情報提供フォーム」 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220126.html のような匿名の「情報提供

フォーム」の設置を検討する必要があると考えます。１．記載された内容に対する意見（意見１） 

＜中間報告の該当箇所：111ページ？115ページ＞サイドローディングを許容する義務について賛成

する。（理由）・サイドローディングが禁止されている結果、アプリ配信において競争圧力が働か

ず、手数料が高止まりしていると考えられるため。・特定のアプリストア外でしか販売されていない

アプリのセキュリティが脆弱なことによるセキュリティリスクが生じる懸念があるものの、サイドロ

ーディングを許容したとしても、セキュリティを担保する手段を設けることでセキュリティリスクは

軽減できると考えられる。そもそも私企業にアプリ配信を独占させた場合に、セキュリティが最優先

される保障もない。また、リスクについて、ユーザーが認識できるような警告を示すことにより、消

費者はリスクを認識できる。消費者にとってはより安価で利便性の高いアプリを入手する手段が広が

ることになると考えられ、消費者の選択の機会を広げるためにも、サイドローディングを許容すべき

である。 

1.記載された内容に対する意見＜中間報告の該当箇所：130,134      ページ＞30%の手数料負

担が問題となる領域には、潜在的なものも含めて検討すべきである。（理由）Apple は 30%の手数料

を負担しているのは iOSアプリ・デベロッパの 0.3%と述べ、Googleは全デベロッパのうち約 0.1%と

のべる。しかし、30%を下回る手数料しかとっていない CtoCサービスなどでは、ビジネスモデル上、

30%の手数料が参入障壁となっており、潜在的にはより多くのサービスにおいて、30%の手数料負担

が、サービス提供の障壁となっているためである。 

26 各論第 1-2-7「アプリストアの拘束（Apple）」における「サイドローディングを許容する義務」につ

いて、「義務を課す規律を導入する」ことに反対する。サイドローディングを義務付けることで、消

費者保護の観点で多大な損失を招く懸念があるためである。iOSは不正なアプリのインストールが困

難となるよう設計されており、事実として不正なアプリによるセキュリティ侵害リスクは他 OSと比

較して小さい。そして、メーカーである Appleのみならず、情報処理推進機構と言った公的な組織も

そのことを前提としたセキュリティ啓発を行っている。例えば、情報処理推進機構の日常における情

報セキュリティ対策を啓発するページでは、Android に対して「通常は、Android端末のセキュリテ

ィ設定の「不明なアプリをインストール」ですべてのアプリでインストールをオフ（無効化）にして

おいてください。」とアプリのインストールに対する具体的な啓発を行なっているが、iOS に対して

は「iPhoneや iPadなどの iOS端末で「構成プロファイル」をインストールする場合は、細心の注意

が必要です。」としてアプリのインストール行為について具体的な啓発は行なっていない。

（https://www.ipa.go.jp/security/measures/everyday.html）このように、iOSのセキュリティ設計

は「ユーザーが意識しなくてもセキュリティ侵害リスクを排除できる」と言え、フールプルーフの観

点からも優れたものであり、その恩恵は極めて多大なものである。また、このような設計を理解する

消費者はもちろん、専門知識を有さない消費者も「iOS は不正なアプリが存在しない」または「極め

て少ない」という認識を前提として利用している。これは、「At Your Own Risk」と言う感覚の強い

コンピューターの世界に於いて特異なことであり、だからこそ iOSが幅広い消費者に恩恵をもたらし

ている理由の一つである。サイドローディングの義務付けは、そうした iOSのエコシステムを根本か

ら変えるものである。即ち、これまで消費者が意識しないで済んでいたセキュリティ侵害リスクを当

事者が知らない内にもたらすものであり、その影響を決して軽んじるべきではない。以上、iOSの根

本的なセキュリティ設計の改変を義務付けることは、消費者に対し極めて重大なセキュリティリスク

をもたらすものである。iOSのセキュリティ設計や、サイドローディングによるセキュリティリスク

に対する適切な評価を望む。またそのために、産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター

などの専門機関や一般社団法人インターネットユーザー協会などの専門団体の協力を要請することを

望む。 



27 まず、「iOS以降でも手数料率を 12%とするエピックや 5%とするスチームのようなプラットフォーム

などがある中で、...」(101p)とあるが、ここでの「スチーム」というのはゲーム配信プラットフォ

ームである steamの事だと思うのだが、これは嘘である。実際は 20~30%(段階的に減少)である。一応

これは公文書だと思うのだが、きちんと裏付けをとった上で意見として載せてほしい。 Appleがサ

イドローデイングを認めていないことに対して「将来の技術の進展・革新によって、サイドローディ

ングに伴うセキュリティ・リスクに対処できるようになる可能性は否定できず、セキュリティ上のリ

スクを理由に App Store 以外の配信手段を禁止することが将来に亘って正当化されるものではな

い」(110p)とあるが、それはその通りだと思う。だが、じゃあセキュリティ・リスクに対処できるよ

うになったと政府が証明できるまでサイドローデイングを認めることを Appleに強制しないでほし

い。 また、プライバシーやセキュリティを担保するために「アプリ配信において App Store 以外

の選択肢を排除するので はなく、例えば、Apple 以外の事業者が運営するアプリストアについても 

Apple によるアプリ審査と同水準の審査を実施することとした上で、Apple 以外の事業者によるアプ

リストアのサービス提供を許容し、アプリストア 間の競争を作り、セキュリティというサービスの

質の面でも競争させるこ とで、セキュリティの水準を高めていくことも考えられる。」(110p)とも

書かれている。確かにアプリストアの審査については競争が行われる事でセキュリティというサービ

スの質は向上する可能性もあると思う。だが、アプリストアでの審査を充実させたところで、他のア

プリストアを認めるということによって iPhoneにセキュリティの穴が空くという事も十分に考えら

れる。今は App Storeだけなので、iPhoneに何かソフトウェアをインストールしようと思ったらそこ

からしか入れることはできないが、他にアプリストアを認めた場合、そのアプリストア用にわざわざ

新しい「穴」を作らなければいけなくなる。その用意した「穴」にアプリストアだけがハマってくれ

れば良いのだが、そうはならない。「穴」とアプリストアの間に隙間ができ、そこからマルウェアが

侵入してこない保証はない。閉鎖的なプラットフォームのおかげで、セキュリティが確保されている

のである。 

 「アプリがリジェクトされたときの理由の説明が不十分で、どういった点に問題があるとされたの

か分からない。詳細を Apple に確認しようにもレスポンスが非常に遅いか、レスポンスがあってもそ

の内容がやはり不明確、不十分である。」(101p)は App Storeだけでなく色々なプラットフォームで

よく聞く話なので、これは通報窓口を作って、説明が不十分だったら、プラットフォーマーに命令で

きるみたいな制度を作るなり何なりで解決してほしい。 今、ユーザーには選択肢がある。セキュリ

ティが強いスマートフォンか、弱いスマートフォンである。この選択肢を国が潰す、というのはやっ

てほしくない。 



28 ＜中間報告の該当箇所： 113ページ＞ 

アプリストアの問題は大きく、セキュリティ、市場（の独占）、検閲の３点がそれぞれ独立しつつ関

係しているのですべてを一緒に議論してしまうのは短絡的な議論となる恐れがある。 

セキュリティについて。iOSにおいてセキュリティの根幹は強固なサンドボックス機構であり、サイ

ドローディングの禁止と審査がセキュリティの向上に寄与しているという Appleの説明は誤解を招く

意図があると考えられる。またアプリのレビューはセキュリティの専門家が行っているわけではな

く、レビューで検知できなかった不正な挙動をするアプリは過去に複数確認されている。iOS におい

て現状のアプリストアの存在はセキュリティの担保には関係ない。その点でこの調査報告はおおむね

妥当である。ただし、サイドローディングに関しては現状においてもストアを介さない配布方法は制

限がありながらも認められており、ほとんどのユースケースはそれで対応できると考えられる。利用

者の選択肢を増やすという意味でサイドローディングが可能になることは望ましいが、それはあくま

で利用者とプラットフォーム側の力関係によってなされるべきであり、行政機関が強制するようなこ

とではない。 

アプリストアを Appleと Googleが独占しているという指摘について。そもそもアプリストアという

形態で市場が成り立つには独占的かつ安定的な１つの大きなストアという状態が必要である。そもそ

もソフトウェアを販売するストアという仕組みで利益を得るという試みは昔から何度も繰り返された

が、スマートフォン以前に成功したものはなく、プラットフォームとデベロッパー双方に利益をもた

らす市場を奇跡的に形成できたのは Appleと Googleのみである。 

ソフトウェアは配布において物理的な制約がほとんどなく配布方法による差異は通常は発生しない。

複数のストアの選択肢があったとしても最も利用されているストアを通じて配布するということが合

理的な行動となる。仮に圧倒的シェアのストアがなく小さな規模の利用者のストアが複数ある状態を

考えると、デベロッパーはできる限りすべてのストアにアプリを置かざるを得ない。 

利用者側も同じものを手に入れるために複数のストアを存続性などを検討して購入しなければならな

いことは解決しようとしている問題に対して許容できる不便とは言えない（自由の代償として妥当で

あるという視点はありえる）。それは本（電子書籍）や音楽の配信において複数のプレーヤーがスト

アを乱立させていた時代に利用者がどれだけ不便を被っていたかにも現れている。 

現在のアプリストアの形態は、細かな問題はあれどソフトウェアの配布という点においては理想的な

状態であり、このようなストアの成立は奇跡の産物である。これを単に独占的であることを問題と

し、解決しようとしても同じ形態のストアが再び成立する可能性は低く、規模の小さなストアが乱立

した後にすべてなくなるか、同様のストアが実現したとしても同じ問題を抱えた劣化したものになる

だけである。 

審査という検閲について。審査は先に述べたように、少なくとも iOS においてはセキュリティには寄

与しておらず、品質の向上に関係しているとも言い難い状態である。審査の基準が不透明という指摘

も妥当であり、同様の機能と見た目のアプリでも審査結果が異なることがあり、反論の機会はないこ

とはないが情報の非対称性や審査に通らなければ配布できないという弱い立場もあり、健全な議論が

成り立っているとは言えない。Apple も Googleも表現において一定の規制を設けているが、米国と

Apple、Gooleの基準であり、グローバルに適用するには恣意的にすぎるきらいがある。また教育的美

術的な観点から常識的に許容されるべきと考えられるアプリが規制されたことがある。SNS など利用

者がコンテンツを投稿するサービスや、映画・ゲームなど娯楽における表現までプラットフォーム側

が一律に規制することは合理的ではない。 

現在のストアの仕組みにおける最も大きな問題はこの点であり、それぞれの国や地域の法律や常識に

照らし合わせて全く問題ないソフトウェアがプラットフォーマーの意志によって配布できない事態が

起こっている。自由な表現を守ることや文化を保護し繁栄させるという観点から、この問題について

行政機関が働きかけを行なったり、プレーヤー側に支援を行うなどは価値がある。 

まとめると、アプリストアは複数の問題が関係しているので、問題をさらに詳しく分解して考える必

要がある。サイドローディングや独占に対する規制といった大ざっぱな対策はいくつかの問題を解決

するかもしれないが副作用が大きく、別の問題を引き起こしたり市場自体を縮小させる恐れがある。

そして現状のストアの仕組みはおそらくモバイル・エコシステムの発展に必要である。 

その上で利用者に不利益をもたらす問題のほとんどは現状の法律や規制で対応できるので、行政機関

としてそこを支援をするなどは有用と思われる。また、ストアの審査が検閲的であるという一点につ

いては行政機関が是正を働きかけるという価値は大いにあると考える。 



29 提言されている任意のアプリストアからのダウンロードを認める場合、セキュリティレベルを低下さ

せることに繋がるため、実施すべきでない。 

エコシステムと記載があるが、政府主導で産業政策的にユーザの行動を変更しようとしても上手くい

くはずがない。むしろ、減税などにより、起業などのチャレンジをしやすくして、新たなエコシステ

ムのある意味での自然発生を待つほうがよい。 

30 ＜中間報告の該当箇所： 72ページ＞> a. アップデートに対応する十分な時間を確保した上での事前

告知の実施 (OS のアップデートが与える影響の大きさに応じて、(より長期の)適切な準備期間の義

務付け)> b. 最新バージョンに関する適切な情報開示(変更に伴うデータの引継ぎや APIとの連携に

関する運用面での対応に関するもの等を含む)> c. デベロッパからの問い合わせに関する手続・体制

の整備> d. 運営状況の政府への報告と、政府によるモニタリング・レビューの実施プラットフォー

ム側が提供する情報の読解力によって差が生じているという事実は存在するが、それは事業者の能力

に起因する問題であり能力の低い事業者に合わせて規制を設計することはこの分野の健全な発展を阻

害し、自由な競争すら行われなくなる恐れがある。 

またソフトウェアは変化が激しく、Apple や Googleでさえも１年以上の期間にわたる予測を正確んい

行うことは困難である。ほとんどの場合において、情報が遅かったり不確実であったり、プラットフ

ォームやファーストバーティが優遇されているように見えたり、という問題はプラットフォーム側が

自身の利益のために意図的に情報を隠しているわけではなく必然と考えられる（もちろん例外はあ

る）。問い合わせの窓口は使いやすいとは言えないが、乱暴な規制は基本的な読解能力に欠ける能力

の低い事業者によってリソースが使い果たされてしまう恐れがある。 

政府への報告と、政府によるモニタリングについては Appleや Googleでさえ予測困難な事象を政府

がコントロールできるはずもない。現在はモバイルプラットフォームに限らずソフトウェアの分野に

おいては多大な投資が行われており参加するプレーヤーも増える一方である。少なくとも今後十数年

はこの傾向が変わることはないだろう。ソフトウェアの開発というのはそもそも本質的に難しいもの

であり、加えて変化が激しいため、品質の高いソフトウェアを効率的に開発するための確立された手

法というものは未だ存在しない。プラットフォーマーを含む個々の事業者それぞれが、品質の高いソ

フトウェアを効率的に開発することで自らの利益を生み出すという報酬設計のサイクルで試行錯誤す

る以外にはない。このとき必要なことは規制によって能力の低い事業者を保護することではなく、競

争と投資を促進することによる淘汰である。プラットフォーマーによる情報開示の促進もその自由な

競争の中で発生すべきものである。まして政府が規制・監視することによって起こることは問題の解

決ではなくイノベーションの阻害と無意味な利権構造が生まれるだけである。 

31 １．記載された内容に対する意見＜中間報告の該当箇所：48-51ページ＞ 

「４. 検索サービス」についての意見を提出する。 

・概要中間報告で指摘された Googleアルゴリズムによるシェア独占は明らかに大きな問題であり、

解決が望ましい。しかし Googleとシェアを争いうる日本語検索エンジンは現状品質が低く、選択を

強要することは多くの検索者を危険な情報に誘導することに繋がるため他検索エンジンへの誘導を主

とした対策は望ましいものではない。またその有効と考えられる方法も少ない。シェア独占の解消で

はなく Googleに対する問題の監視と適切な規制というアプローチでの対策が望ましい。a)他検索エ

ンジンの品質について現状、日本語での総合検索を提供する独自のアルゴリズムと十分な Index(Web

ページのデータベース)を持つ検索エンジンは「Microsoft Bing」「Apple Search(Spotlight 

Search)」「LINE Search」の 3つに限られている。ただ iPhone等でのみ使用可能な Apple Search、

LINE からのみ使用可能な LINE Searchともに本格的なサービス開始から時間を経過しておらず、とも

に本格的な利用が可能な品質に至っていない。 

Microsoft Bing(以下 Bingと記載)は世界シェア 3位の検索エンジンではあり、他二社に比べると高

い品質を有している。しかし全体的な品質、特に安全性では Googleと比べられない低さである。 

米スタンフォード大学のサイバー政策センターなどにより Bing が誤情報を表示しがちな問題が指摘

されている。 

https://cyber.fsi.stanford.edu/io/news/bing-search-disinformation 

そして日本は同検索エンジンにとって小さな市場であり、リソースが投下されていないと考えられ海

外に増して問題が多い。 

本年 6/9にも Bingから悪質なサイトへの誘導される問題が報じられている。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220608-

OYT1T50264/https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20220608/1010022861.html このようなスパムに



対する脆弱性以外でも、偏った情報へ誘導しがちな問題があり私のブログ記事で指摘をまとめた。

https://webweb.hatenablog.com/blog/search-engine/covid19-search 

日本語の特殊性から日本語検索の品質向上のためには特別なリソースの投下が求められる。加えて検

索結果の安全性の確保にはアルゴリズムの改善に留まらない大量の人的リソースを必要とする。それ

を十分に確保できており検索品質および安全性で望ましい日本語検索エンジンは現段階では Google

のみである。 

また大規模検索エンジンの品質向上を短期間で行えた事例は世界的に存在せず、直近での改善も期待

できない。この状態での検索エンジン選択性の導入は、悪質なサイトの被害者を増やす事に繋がるた

め望ましいアプローチとは考えられない。 

b)検索エンジンの選択制の有効性について EUでは、2020年 2月よりスマートフォン初回起動時の検

索エンジン選択の強制化が行われたが、検索エンジンのシェアに大きな影響は発生しなかったと考え

られる。https://searchengineland.com/googles-search-choice-screen-had-virtually-no-effect-

on-search-market-share-perhaps-by-design-346167 

制度開始直後のコロナ禍でのスマートフォン購入の減少や、人気検索エンジンの入札不参加などの問

題などはあったものの、その後も Statcounter等の公開データや国内大規模サイトへの EU圏からの

トラフィックを確認する限りでは検索エンジンのシェアに変化は見られない。 

同施策が有効だった露 Yandexの例も存在するが「ロシア語検索に特化して高度な品質を持つ Yandex

の特殊性」「国策としての国産検索エンジンのプロモーションの実施」などの特殊性を持つ。日本で

は前述した通り Google以外の著名な検索エンジン・有効な検索エンジンがないため、EU以上に効果

が出ない施策となる可能性があり、実効性は疑わしい。 

EU で失敗した初回起動時の検索エンジン選択制を十分な検証無しに同じ形で日本で行うことは望まし

いアプローチとは考えられない。 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見日本における Googleの独占は明ら

かな問題であるものの、aおよび bで述べた通り強制的な選択性の導入による状況の改善は見込め

ず、日本国民のインターネット利用を危険なものとするリスクを負う事になると考えられる。 

健康や財産にかかわる情報検索の安全性を確保することは重要と考えられ、改善前から別検索エンジ

ンへの誘導を強制的に行うことは望ましいアプローチとは考えられない。 

現在、日本で LINEや Appleにより日本語検索エンジンの開発が進められている。また Bingも状況に

よっては改善される可能性がある。十分な品質の検索エンジンがサービス提供されて初めて、選択肢

として考えるべきと考える。 

それまでは独占状態の解消ではなく、シェアを独占する検索エンジンの問題ある行動を監視しそれを

改善させる形での対応が望ましい。 

32 モバイルエコシステムの寡占が進み、正常な競争を行う事ができなくなるという懸念はその通りであ

り、これを放置することは出来ないと考える。ただ、それへの対応策として中間報告で掲げられてい

る内容はいずれも現実味が乏しい上に誤った認識を元に記述されており、最終的には混乱を招いただ

けでなく、責任も取らない結果になる事が見えているため、（各分野で評価を受けている）専門家を

招いて再検討する必要があると考える。■OS レイヤー OS部門とアプリ部門の情報の遮断は見かけ

だけで実効性に乏しく、エコシステム内のルール設定や運用について、外部機関又は誰でも意見を指

摘できるパブリックな監査機関で監査するのが良いと思う。■アプリストアレイヤー問題点や懸念点

も多く改善すべき項目が多いのはその通りだが、だからといってサイドローディングを許可させろと

いう提言は、セキュリティ面など弊害の方が大きく無責任であると考える。アプリストアの問題点は

課金などの一方的な運用、競合するアプリの公開不可などの恣意的なコントロールにあると思われる

ので、これらを除外させる事が重要だと考える。・アプリの無制限公開 

アプリの内容に依らず、動作やセキュリティに問題がないアプリはストアに掲載されるようにする。

ストア提供元と競合するアプリ（サードパーティストアを含む）も掲載出来るようにする事で、サイ

ドローディングといった乱暴な対応は不要になると考える。・課金の分離アプリ内購入などが制限済

（Apple）制限されつつある（Google）あるが、これを禁止または分離して、課金施策を開放する施

策が必要と考える。■ブラウザレイヤー実質的に Chromium、Mozilla、Webkit しかなく、ブラウザそ

のものを競争させることは難しいと思われる。それより一部ブラウザの独自規格の実装や、サービス

提供側のシェアの低いブラウザ非対応の方が問題で、これらを是正する方が重要である。■検索サー

ビス（割愛） 



34 音楽などを楽しむシーンで、Youtube に代表されるユーザーアップロード型配信サービスの存在感が

大きくなっている。私が作詞した楽曲だったり、演奏した楽曲が使われてお金が入ってはくるが、本

当にとりっぱぐれはないのか、どういうルールになっているのかさっぱり説明もされず盗人猛々しい

と感じる。これは、ドイツなどヨーロッパにおいてバリューギャップ問題として大問題となってい

る。同じようにヨーロッパで取り上げられているのになぜこの問題は競争本部なるところで一切取り

上げられないのか。日本にとって文化は最後の砦である。 

35 下記は、受付番号 060220427000000033の更新バージョンとなります。「モバイル・エコシステムに

関する競争評価 中間報告」（以下、「中間報 

告」） に対する意見 弊社は、一モバイルアプリ事業者の視点から、中間報告「各論 第 1-2 アプリ

ストア」節（pp. 98-115）において、事実関係・懸念事項について、下記の追加論点が考慮されるこ

とを要望する。 中間報告においては、サイドローディング許容をオプションとして導出するにあた

り、１. 現在の環境がもたらし得る競争上の懸念（ストアレイヤーにおける競争不在、アプリレイヤ

ーにおける Apple社とその他事業者間の不公平性）、２. サイドローディング容認がもたらし得る懸

念（主にセキュリティ面の論点）、の二論点を比較衡量し、前者が後者に優越する、という構成が取

られる。 

 しかしながら特に、２. サイドローディング容認がもたらし得る懸念が十分に検討されているとは

言えず、特に下記の重大な論点については更なる調査がなされる必要がある。1. サイドローティン

グ許容に伴う競争環境上の懸念 Apple社が OS上のストア独占を行うメリットとして、一モバイルア

プリ事業者の視点からは、「ストア内における、サードパーティアプリ事業者間での、適正な競争環

境の実現」が重要なものと考えられる。当該ストアにおいては、Apple社による厳正な審査が行われ

ているため、ストア上のアプリの質が担保され、アプリ事業者が品質向上にリソースを割くことを可

能にしている側面もある。 他 OSである Android上のストアでは、１.粗悪アプリ（アプリ品質が低

い、虚偽表示を含む説明）の数が多い ２.アプリに対する不適切なレビューが放置される ３.OS上の

ストア数が多く、アプリ開発事業者は多数のストア上の管理・マーケティングを行う必要がある、と

いった事態が生じている。このような、高品質のアプリが選ばれづらい・大手事業者有利の環境は、

現状 Apple社の提供しているストア環境と比較した場合、特にサードパーティ事業者間においては、

より劣後した競争環境と言える。 上記のような、Apple社ストア上の「適正な競争環境」の実現に

は、多くのリソースを投下した強固な管理体制を要するところ、サイドローディング許容が発生した

場合、１. Apple社が管理に割くことのできるリソースの低下 ２. 管理が緩く、収益に重きを置いた

粗悪ストアの増加、等の懸念が考えられる。 中間報告の懸念する、「モバイル・エコシステムにお

けるレベル・プレイング・フィールドの悪化や排他・参入抑制、イノベーションの阻害」等の事象

は、特にサードパーティアプリ事業者間においては、むしろサイドローディングを容認する場合にヨ

リ懸念されるべきである。実際、新たな事業体（スタートアップ企業）がアプリ市場へ参入する場

合、適正な競争環境を提供する Apple社のプラットフォームが選択されることが多く、スタートアッ

プ育成・イノベーション促進という観点からも、サイドローディング許容はネガディブに働く可能性

が大きい。2. サイドローティング容認に伴う新産業育成上の懸念 弊社は教育アプリの開発・提供

を行う事業者であり、事業の性質の観点からも、サイドローティングに対する懸念が存在する。 モ

バイルアプリプラットフォームにおいては、旧来のプラットフォームに比して、そこで提供されるサ

ービスカテゴリ間の垣根が低いと考えられる（エンドユーザは、当初の目的でないカテゴリに属する

サービスへの遷移が容易）。そのような環境では、ストア設計如何で、どのようなカテゴリのサービ

スが伸長しやすいかが大きく左右される。 Apple 社のストアでは、有望アプリや公共性のあるアプ

リの露出を増やし、射倖心を煽るようなアプリの露出を減らすような取り組みが見られる。その結

果、弊社サービスのみならず、教育系アプリ市場全体を見ても、Apple社経由での売上と Google社経

由での売上との間には（OSシェアに鑑みたとしても）大きな開きが存在する。同様のことは、公共性

を有する他のサービスカテゴリにおいても発生しているものと考えられる。 上記のような取り組み

は、垂直統合モデルを採り、新産業・カテゴリの育成という長期の視点から意思決定を行うことが可

能な企業ならではのものであり、サイドローディング容認に伴う新たな懸念として検討されるべき論

点として提示したい。3. 中間報告内のオプション実施がもらたし得るイノベーション抑圧の懸念 

中間報告において検討される論点及びそれに対する施策案は、現時点での、特定のプレーヤー間の競

争状態のみを切り出したものであり、消費者市場全体を長期で見た際には不利益をもたらす懸念があ

る。 Apple社の提供するユーザ保護促進のための一連の施策（マルウェア対策、不適切なコンテン

ツからの遮断、搾取からの保護、知的財産保護、ハードウェア保護、プライバシー保護等）により、

市場自体の健全化が図られてきた。健全なストア運営の結果、幅広いセグメントのエンドユーザ流



入・市場での取引増加が促され、アプリ提供事業者にとっても大きなメリットがもたらされている。

これらのことは、経時的なストア市場拡大の事実を見れば明らかであろう。 プラットフォーマーの

先駆的な試みにより市場が十分に成長した後に、国家権力の介入により当該プラットフォーマーの利

益が損なわれる、というプラクティスが生じてしまうと、長期的には新たなプラットフォーマーの誕

生、彼らによる長期的なプラットフォーム運営へのインセンティブを大きく損ね、消費者市場全体を

長期で見た際のイノベーションの芽を摘むことになる。 上記の通り、今回検討がなされているオプ

ションの実施は、独占禁止法の保護法益たる「自由競争経済秩序」・同法制度の趣旨目的たる「国民

経済の民主的で健全な発達、及び消費者の利益の確保」に照らしても、短期と中長期ではもたらされ

る効果が異なる可能性があり、社会学的・経済的な観点を含んだ包括的な検討が求められる。 

36 「３ 新たな規制等の実施に伴うコスト、リスク要素について」について、提案されているオプショ

ン Aに対する反対意見を述べます。以下の 2点です。1、サイドローディングについて、オプション A

を採用するのは過去に採用されてきたセキュリティ保持基準を大きく下げてしまうものになると考え

ます。『モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告』の P120 には、「サイドローディング

時の警告表示や手順がサイドローディングを躊躇わせるおそれ」とありますが、むしろ警告表示や手

順を乗り越えて、それでも問題ないと自分で納得できる人のみがサイドローディングすべきだと考え

ています。例えば、プログラマ向けにマイクロソフト社が提供している仕組みの一つとして Nugetと

呼ばれるものがあります。これは、プログラマ向けの App Storeや Google Play Storeのようなもの

で、マイクロソフト公式のプラグインもサードパーティのプラグインも一律で並んでいます。しか

し、あくまでサードパーティのものについては、「マイクロソフトが内容を保証できないので、自己

責任で使用する」ということになっています。専門知識等を持っているプログラマでさえも事前調査

等を行ってからサードパーティ性のプラグインを使用しています。そのような専門知識、事前調査を

一部肩代わりするものとして App Storeや Google Play Storeが機能している以上、一般利用者のセ

キュリティリスクをこれ以上増大させる方向へ向けるのは、時流に反するものだと考えます。2、上

記 1に関連して、例えば「セキュリティソフトで、危険なソフトウェアを警告するようにすればよ

い」という考えもあると思います。しかし、「サイドローディング時の警告表示や手順がサイドロー

ディングを躊躇わせるおそれ」というもの方針として掲げられている以上、「警告は極力行わない」

という方向になるはずです。セキュリティソフト上に「これこれこういう危険性があるので、了解の

上で自己責任で使用してください。」と出るのであれば、「サイドローディングを躊躇わせるおそ

れ」は変わらないので。しかしそうなると、セキュリティソフトとしての意味を成しません。(セキ

ュリティソフト自体の有用性に関する議論はここでは致しません。)あくまでサイドローディング部

分に関してのみですが、上記の通りオプション Aには反対する意見を述べます。 

37 ソフトウェアインストール時の警告をただ「煩雑な手順」としか扱わない議論は稚拙であり、技術的

な理解が乏しい状態で議論が進められていることがうかがわれる。消費者の不利益となる制度設計が

行われることが予想され、早急に専門知識のあるメンバーの追加、また自由競争的観点から乱暴に議

論を進める者の排除を求めたい。セキュリティ的に懸念がある際の警告は必須であり、警戒すべき場

面で「警戒しないようにする」のは本末転倒である。こうした小手先の議論ではなく、どうしたらセ

キュリティの懸念なく競争力のある開発が行えるか、またはプラットフォームを創出できるかといっ

た実のある議論を期待したい。繰り返すが、技術的な理解が乏しいまま、セキュリティ低下を強いる

ような制度が作られるような事態は避けていただきたい。 

38 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20220609.htmlこちら参照のこと 

39 １．記載された内容に対する意見＜中間報告の該当箇所：  １１０ページ＞> したがって、App 

Store 以外のアプリストアを認めれば、ユーザーはセキュリティも考慮した上で複数のアプリストア

の中から選択することができるようになる。Apple を含むアプリストアを運営する事業者は、アプリ

ストアのセキュリティの面で競争することになり、その結果、セキュリティというサービスの質が向

上することが考えられる。まず、他のアプリストアが存在したことでセキュリティが向上したという

例は存在していない以上、この意見は発言者の空想の発言でしかない。セキュリティは OSの機能に

密接に絡むため、プラットフォーマー以上のセキュリティを確保することはほぼ不可能であろう。サ

イドローディングを許すということは、誰も検証していないようなアプリケーションのインストール

を許すことになるため、Windowsのような状況になり、ユーザーのセキュリティを担保することが不

可能である (そのため Windowsでさえ Microsoft Storeを立ち上げ、Windows S-mode を作ってい



る)。現状のアプリストアの問題点は、手数料の問題、後で課金する際にアプリストアを通さないと

いけない、ストアのレビュアー次第でアプリが掲載できないという話であり、セキュリティを無視し

なくても、その問題は解決可能と考える。＜中間報告の該当箇所：  129 ページ＞> 決済・課金シ

ステムの利用義務付け 

まず 30%という金額が妥当化と問題がある。Apple の AppStoreの売上は 2020年は 6兆円であり、運

用コストに比べても非常に利益を得てるという認識であ る。決済手数料が 4-5%だとしても 25%はア

ップルの収入 (1.5兆？)になる。ある程度のシェアを持つ OSベンダは、アプリストアの手数料収入

が運用コストにできるだけなるように国は制約を課すべきかと考える。ハードウェアや自社のソフト

ウェア、別の収入 (広告など) で OSの開発コストを賄うべきで、アプリストアはそこに含まれるべ

きではなく、アプリ開発者に払われるべきだ。また、アプリ内課金については、決済システムを持っ

てないディベロッパーについては、アプリストアが提供するシステムは便利ではあるが、すでにアプ

リベンダが決済システムを持っている場合であれば、それを許すべきで、アプリストアを経由するの

は、OS ベンダの独占でしかないので、これは許可すべきである。＜中間報告の該当箇所：  １１０

ページ＞まず、Webの仕様は多岐に渡るため、Web Stack Engineを作る側が機能の実装の優先度を設

定して、後回しになるのは致し方ないと思われる。そのため実装されている機能の数だけで話せば、

掛けた工数になるわけで、Blinkが一番になるのは明確である (Google、Microsoft、Intel等多くの

会社が貢献してる)。また Appleや Mozillaは不安定な仕様に対する評価は一旦保留にし、仕様の策

定には協力するが、実装は後回しにするため、おそらくここで書かれた話は仕様の策定側、実装側に

いない人の思い込みでしかない。Appleや Mozillaが拒否をした仕様の多くは、フィンガープリント

に利用される恐れがあるため、現時点での仕様では実装することは Webブラウザとして不可能である

とい判断をされている。それ以外の Appleが拒否していない機能やバグについては、ただ単に開発者

のリソース不足でしかないが、WebKit 自体は他社のコントリビューションを許しているため、iOS上

で Web ブラウザを開発している会社はただ単に WebKitへコントリビューションすればいいだけであ

る (もちろんその修正が含まれた iOSがリリースされるのを待つ必要があるが)。それをせずにこの

件について話をする人たちはただ単に Appleを陥れたいだけではないでしょうか？２．記載された内

容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見競争を自由化した場合、一般的にはソフトウェアの完

成度は掛けた人月に比例するため、例えば iOSで Web Browserを自由化したとしても、Googleが iOS

版の Web Browserに対して、人月を Appleよりもかけることで市場を独占することが十分に考えられ

る。そのため市場の健全さを考えるには、ある程度市場を独占した会社に対しては、厳しい制約を課

すべきであろう。少なくとも、Web ブラウザを作っている会社が Web サービスを展開しているとき、

自社の Web ブラウザと同等に他社の Webブラウザを Tier-1として扱い、 

表示やパフォーマンスも含めて同等になるようにすべきであるが、残念ながらそうなっておらず、他

社の Webブラウザの動作については対応が後回しになったり、リッチな UIが使えなかったすること

が多々発生している。例えば Googleの検索結果ページが Firefoxと Chromeで異なるが、そういう自

社の Webブラウザだけリッチな UIを提供している。自社で Webブラウザを提供している場合、自社

の Web サービスが他社との差別をして、自社のブラウザを優遇しているケースは強力な罰則をすべき

である。シェアの大きいサービスやブラウザを提供してる場合は特に必要と考える。 

40 以下ブログで記載されていますように、サイドローディングを許可することによるセキュリティリス

クはどう許容・排除するのでしょうか。https://takagi-hiromitsu.jp/diary/20220609.htmlWebから

誰にも評価されていないアプリをインストールした結果起きる情報流出や犯罪に関して一体どんな仕

組みで回避できるのかが中間報告ではまったく無視されており、このじょうたいでサイドローディン

グを許可した場合スマートフォンのアプリプラットフォーム全体が怪しいアプリだらけの犯罪の温床

になりかねません。ただ単にどこからでもインストールできるようにしたいということ以外、全くも

って議論されたとは言い難い報告書のため何一つ賛同できる方針が見当たりません。セキュリティを

評価する仕組みの担保も含めて 1から検討し直してください。 



41 １．記載された内容に対する意見［意見１］＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関

する競争評価 中間報告」全般 および 「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブ

ル）に関する競争評価 中間報告」全般＞透明性の確保は公正性、明確性、予見可能性を高め、規制

の制定および施行における質の向上につながるため、規制を策定するプロセスにおいてきわめて重要

なことである。ワーキンググループは、第 31回から第 36回会議までの事務局の本主題に関する資料

を一般に公開していなかった。また、透明性を保証する最も効果的な方法は、幅広い層のステークホ

ルダーが自身に影響を及ぼす規制、手続き、行政決定の策定プロセスに関わり、全ての関係者が時宜

に則した全面的な情報公開に基づく説明を受けられるようにすることである。加えて、明確で、一貫

性のある、詳細な書面の交付によって透明性はさらに向上する。従って、規制等に関する情報は、す

べての市場参加者が妥当な範囲で入手できるような方法で提供されるべきである。在日米国商工会議

所（ACCJ）は、日本政府に対して、透明性のある政策形成手続きを確保することを求める。機密保持

を維持しながら可能な範囲内で、審議のための会議も公開し、事務局資料や議事録を速やかに公開す

るべきである。 

［意見２］＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」全般 

および 「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」

全般＞十分な審議期間：中間報告の主題は多岐にわたり、それぞれの主題について徹底的かつ入念な

審議が必要である。しかし、中間報告は、関係する企業が最初の質問書を受け取ってから、質問対象

3社による実質的な議論や関与がないまま、わずか６カ月ほどの間に公表された。政策が最も効果を

発揮するのは、立案の過程でステークホルダーに有意義な参加機会が与えられている場合であると考

える。このような機会を活用するために、政府と企業の間で健全な分析に基づいた建設的かつ問題解

決につながる対話を持つことが欠かせず、そうすることで、日本政府が最終的に達成したいと考えて

いる、公正な競争とイノベーションを促進する win-win の解決策に到達することができる。最終報告

をまとめる際に、様々なステークホルダーとの対話を持つよう、日本政府に要請する。 

［意見 3］＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」全般 

および 「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」

全般＞日米パートナーシップ：一般的に、各国政府は、市場の安定化や産業の対策に取り組むにあた

って、外国企業の市場参入者に比べ国内企業を不公平に優遇するような政策は避けるべきである。日

米両国は、二国間の強力な取組みにより、ビジネス環境に関する課題の調和を取ることを通じて、将

来的な経済発展を形成する主導的な役割を共同で担うべきである。［意見 4］＜中間報告の該当箇

所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」全般 および 「新たな顧客接点（ボ

イスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」全般＞ステークホルダーから有

意義な意見を得る必要性：6 月 10日を締切として意見募集が開始されたが、主要な対象が米国企業 3

社であったにもかかわらず、報告書はすべて日本語で公表された。この報告書は 500ページ近くあ

り、翻訳するには膨大な時間と労力を要した。これは、対象となる米国企業 3社およびその顧客に及

ぶ影響に鑑みれば、政策形成プロセスとして理想的とは言えない。日本政府は、規制ルールが公正か

つ非差別的な方法で実施され、イノベーションに適切に報いることができるよう、主要なステークホ

ルダーを関与させる有意義な機会を作らなければならない。さらに、日本で事業を展開する外国企業

に影響するものに関係する法律や規制等政府介入案については、日本政府が仮の意見提出を英語にて

（合理的に定められた期間内に提出される日本語訳とともに）受け付けることを特に要望する。 

［意見 5］＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」全般 

および 「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」

全般＞ステークホルダーは、セキュリティに関して異なる見解を持っている。全ての主要な論点を網

羅するために、どの見解にも十分に対応すべきである。［意見 6］＜中間報告の該当箇所：「モバイ

ル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」65 頁ー277頁 および 「新たな顧客接点（ボイス

アシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」49頁ー138頁、165頁ー189頁＞ス

テークホルダーによる審議とその参加： 

社会全体の経済的福祉を確保するために、企業はどのように消費者保護や社会およびデジタルインフ

ラの維持をサポートできるかを含め（ポジティブ・ネガティブなもの双方について）自らが社会に及

ぼす影響に対して責任を持つと考える。民間企業は経済の繁栄や持続可能な社会の構築に重要な役割

を果たしており、必要とする人々に便益をもたらす革新的で高品質な商品やサービスを提供し、これ

らに投資することもその一環である。ステークホルダーは、多面的な観点から異なる見解を持ってい

る。従って、それらの見解およびこの分野の関連するステークホルダーの両方を考慮し、包括的な方

法で十分に検討を行う必要がある。また、デジタル市場競争本部は、公正取引委員会、経済産業省、



内閣サイバーセキュリティセンター、個人情報保護委員会、総務省および/またはデジタル庁など関

連省庁と連携し、デジタル市場競争本部およびワーキンググループが提案する対応オプションとこれ

らの省庁の取組みが一致しているかどうか徹底的に検討する必要がある。［意見 7］＜中間報告の該

当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」65頁ー277 頁 および 「新たな

顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」49頁ー138頁、

165 頁ー189頁＞一般的に、適切な評価によって立法事実を確認することの重要性を認識することが

不可欠である。より良いビジネス環境の整備に資するよう、政策提言は建設的で問題解決につながる

ものでなければならず、同時に費用対効果が高く経済成長、競争、イノベーションの促進をもたらす

健全な分析に基づいたものであって、顧客へのより多くの選択肢と高い品質、より高い利便性の提供

につながるものでなくてはならない。［意見 8］＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステム

に関する競争評価 中間報告」65頁ー277 頁 および 「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及び

ウェアラブル）に関する競争評価 中間報告」49頁ー138頁、165頁ー189頁＞投資、イノベーショ

ン、ビジネス遂行の自由を弱体化させないこと：一般的に、ビジネスを行う企業は、ビジネスパート

ナーが自社の製品やサービスと相性の良い、革新的で高品質な製品やサービスを創造することを支援

し、その能力を高めるためのリソースに投資する。 

日本政府は、対象となる企業およびステークホルダー双方の意見を（市場への新規参入によるイノベ

ーションへの利益およびポジティブな影響と、そのオプションが持つかもしれない投資やイノベーシ

ョンへのインセンティブへのリスクおよびネガティブな影響の両方を比較して）公正に考慮し、企業

が、より良い製品、より良いサービス、より幅広い能力を個人およびビジネスパートナーに提供でき

るよう、公正かつ非差別的な方法で実施され、イノベーションに適切に報いるルールを確保すべきで

ある。［意見 9］＜中間報告の該当箇所：「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」

65 頁ー277 頁 および 「新たな顧客接点（ボイスアシスタント及びウェアラブル）に関する競争評

価 中間報告」49頁ー138頁、165 頁ー189 頁＞デジタル市場は変化が速く、デジタルプラットフォ

ームおよびサービスプロバイダーの両方を含む企業に迅速な行動が求められることから、日本政府は

かかるデジタル市場の特性を考慮し、規制の枠組みが必要となる場合には、それに見合った規制を検

討する必要がある。一般的に、変化の速いデジタル市場を含むすべての人の福利に貢献する健全な経

済を実現するためには、政府が競争的な市場や自由で開かれた貿易・投資等、自由市場原則への揺る

ぎないコミットメントの下で効果的に関与することが必要である。かかる政府の関与は、イノベーシ

ョンの促進、消費者の選択肢の拡大と利便性の増加、そして限られた社会資源のより効率的な活用を

通じて消費者福利を促進することができる。これまでの製品およびサービスの開発は、デジタルプラ

ットフォームおよびこれらプラットフォームを活用する革新的な企業双方の知識および専門的スキル

を備えた最先端の技術者によって達成されてきたという事実を、日本政府は尊重すべきである。 

42 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」に関する意見第 1-2 【アプリストア】につ

いて本中間報告には、スマートフォンを利用する消費者を保護する視点が全く不足していると感じま

す。インターネットが日常に定着し、消費者が便利で豊かな生活を送れるようになった半面、十分な

知識のない消費者をターゲットにした犯罪行為は後を断ちません。消費者は、手元のデバイスを安全

に保ち、危険なサイトにアクセスしたり、悪意のあるソフトウェアをダウンロードしたりしないよう

注意することを求められます。プライバシー保護については仕組みが複雑化して理解が追いつかず、

それらの負担とストレスは、PC を日常的に利用する消費者にとっても手に余るものとなりつつありま

す。 

更にスマートフォンは、今や小学生から高齢者まで、生活に欠かせない道具となりました。公共サー

ビスにも不可欠なデバイスとなれば、「セキュリティなどという難しいことは考えなくても安心して

使える」ことを目指すべきと考えます。衝突しそうになったら勝手に止まる自動運転車が理想の姿で

す。Appleや Googleが提供するセキュリティと、それに代わって担い手となることが想定される他社

のセキュリティとの優劣を素人が評価することは不可能ですから、今後の検討には、是非セキュリテ

ィの専門家を加えていただきたいと思います。消費者の視点としては、少なくとも PCと比較し、ス

マートフォンは「門番」の存在によって「守られている」と感じています。これらに匹敵する機能

（リスクの高いアプリを技術的に排除する機能）が確保されないのであれば、サイドローディングが

許容され、警告表示さえ制限されることは恐怖でしかありません。認証制度やガイドラインは、犯罪

者にとっては「遵守している」という虚偽表示の材料でしかなく、フィッシングメールに簡単に騙さ

れる消費者を犯罪から守ることには役立たないと考えます。 



43 １．記載された内容に対する意見まず初めに意見の前提として、モバイルデバイス（スマートフォン

およびタブレット）に対する私の考察を記します。パーソナルコンピューター（以下、P C）とモバ

イルデバイスは、その設計思想や技術思想が全く異なるものであり、これを同一視して考えてはいけ

ません。P Cはその歴史上、ハードウェア、オペレーティングシステム、アプリケーションの 3層構

造で成り立っており、P C にとってユーザーはアノニマスな存在でした。多くの会社において複数の

人間が 1台の P Cを使い回すという利用方法は現在もあります。匿名的な不特定多数のユーザーによ

って操作される P Cには自由度と柔軟性が求められ、多くの技術を許容する一方、責任の所在が不明

確なままのソフトや周辺機器の不具合やセキュリティ問題は P Cが煩雑で使いにくいものにしてきま

した。この自由さは、技術に明るいユーザーや自社の労働ルールに適合した環境構築を進める企業に

とっては有利に働くものの、老若男女が分け隔てなく使えるものではなく、そこに P C が限界でし

た。一方スマートフォンは、そもそもの出自が携帯電話から始まっていることもあり、電話番号をは

じめとする様々な個人情報が紐づいた、真の意味でのパーソナルデバイスという設計思想です。それ

ゆえに P C とはレベルの異なる使いやすさ、セキュリティー、サービス連携が求められ、（道半ばで

あっても）それを実現したことから 86％以上の世帯がスマートフォンを保有するに至りました。 

もしこの設計思想に水を差して、P C の自由度をモバイルデバイスに与えたとしたら、それは明らか

に退化であり、多くのユーザーを切り捨てることになるでしょう。設計思想や技術側面と、その上で

行われる経済・ビジネスとは事あるごとに分けて考える必要があります。以下、中間報告書に対する

フィードバックです。＜中間報告の該当箇所：13 ページ＞図ではアプリストア・レイヤーが O Sレイ

ヤーの上に位置しています。iOSの App Storeは、ユーザーから見ると 3rd.パーティーアプリケーシ

ョンと同列に並ぶアプリケーションの立て付けとなっていますが、その中身は StoreKitに代表され

るように、アプリケーションのインストール処理や決済など iOSが持つ基礎技術一つです。つまり代

替アプリストアを検討する際は、O S レイヤー込みで考えなければなりません。＜中間報告の該当箇

所：15 ページ＞O Sが担う機能の中に、最重要といえる個人情報管理（セキュアエングレーブの管理

など）を含めるべきだと思います。＜中間報告の該当箇所：16ページ＞O Sリリースと同時にサービ

スレイヤーで市場を獲得できる「隠れたメリット」について言及されています。非常に問題があるよ

うに読める一方、具体例に乏しく何について言及されているか不明瞭で、何か作為的なものを感じま

した。＜中間報告の該当箇所：22ページ＞「OEMからすると GooglePlayは搭載しないわけにはいか

ず」とありますが、搭載しなければならない理由が、ユーザーニーズからくるものか、ビジネスアラ

イアンスからくるものかが不明瞭でした。＜中間報告の該当箇所：33ページ＞「モバイル・エコシス

テム全体のあるべき姿」について。このあるべき姿の中でユーザー不在なのがとても気になりまし

た。 

イノベーションにはベクトルがあり、技術的に進んでいてもユーザーや社会にとって親切ではない技

術革新というものもあります。そうしたものは市場ニーズの中で淘汰されていくという意見もあるで

しょうが、それまでの間、ユーザーに大きな不利益が被る可能性もあります。モバイル・エコシステ

ムにおいて競争と革新だけが重要ではありません。ユーザーや社会の有り様をより良いものにしてい

こうという根本的な思想こそが重要です。＜中間報告の該当箇所：100ページ＞「国は何も規制して

いないのに事業者の規制によってサービスが提供できなくなってしまうという危険性もある」とあり

ますが、これが問題だとはどうしても思えません。瞬く間に多数のユーザーへ配布できるアプリスト

アにおいて、社会的に問題あるアプリケーションが配布された際に、国は即座に配布を中止させるこ

とができるのでしょうか？ この一文だけ読むと、国がアプリストアを規制することが目的とも捉え

られます。＜中間報告の該当箇所：102ページ＞アプリストアの規模が拡大するに伴い手数料が下が

ってほしいという意見もありますが、逆を返せば規模によっては手数料が上がることにも繋がり、事

業計画が立てにくくなります。 

２．記載された内容の他に、考慮すべき視点とそれに対する意見 1） この中間報告書の多くは、PC

の論理に基づいた論の組み立てが多数見られ、モバイルデバイスの技術事情やユーザーニーズと掛け

離れた箇所が多数見受けられるので、今一度モバイルデバイスの特性を再検討していただきたいで

す。2） アプリストアの新規参入について、参入による競争で諸問題が改善され、より多くのエンド

ユーザーの生活がより良くなるかは未知数であり、そこが担保されずに市場原理に任されてしまって

は大きな混乱を招きかねないと危惧しています。瑣末な意見の積み重ねになってしまったかもしれま

せんが、今後ともより良い議論・検討が進められることを願いつつ、私からのパブリックコメントは

以上となります。 



44 p66の「情報開示や周知期間・方法が不十分」については、懸念事項に挙げられている「情報開示や

周知期間・方法が不十分」であるが、一年ごとにアップデートされている OSが三ヶ月前に情報開示

されているのは、開発者から見ても十分な長さとなっている。これ以上長い期間、例えば半年前の開

示を義務付けると、一年ごとのアップデートは不可能となり、ユーザーの利便性は大幅に低下する。

よって、p72でふれられている「アップデートに対応する十分な時間を確保した上での事前告知の実

施」については、Appleの対応については現状で十分であり、これ以上アップデートへの時間を長く

しても意味がないばかりか害の方が大きくなり、問題の解決には効果がない。なお、個人的に最も効

果があると思われる対策は、日本の英語教育の拡充であると思われる。Apple からの情報は基本的に

は英語で行われる。そのため、英語が苦手な開発者は一次情報を理解できず、日本語の解説ブログ

（間違っていることもある）を待ち、それで理解する。また、英語が苦手なため、WWDC でも直接

Apple 側に聞くことができない。そのため、十分な情報が提供されている場合にも、「よくわからな

い」「情報がない」という主張をすることもある。なお、現在もちょうど WWDC が開催中であり、さ

まざまな情報が Appleから提供されているが、開発者の間でも英語の一次情報をすぐ理解し、実際に

開発にいかすもの、全く一次情報を読まずに、他社の日本語ブログを見るものにわかれている。 

そのため、自分の英語能力がないために、「情報開示が不十分」という主張をする開発者も見られ

る。p72の「運営状況の政府への報告と、政府によるモニタリング・レビューの実施」については、

必要性・有効性は感じない。（そもそもこの問題についてパブリックコメントを求めているのは、政

府側に状況への十分な理解や解決策がないからであり、その状態で現場に介入したとしても現場の混

乱をまねくだけではないだろうか。）Apple のレビューについては個別の問題がいろいろとあげられ

ているが、それは開発者と Appleが解決していく問題であり、公的機関が介入するレベルのものでは

ないと思われる。また、事前に告知されていたもの（WKWebViewの利用必須など）に対して「急な告

知」などとの記述があるが、これは十分に長い期間告知されており、単にリサーチ不足の開発者の発

言と思われる。そもそも製品のアップデート期間を政府機関が管理するのが適切であるのかどうかは

大いに疑問がある。ビールは我々の日常生活に大きく貢献するリソースであるが、「ビールの新製品

リリースは六ヶ月に一回とする、またその際４ヶ月前に事前告知をする」、といった規制をすること

によって、ビール会社や消費者になんらかの利点が生じるのであろうか。市場の混乱と関係者の労力

が無駄に増加するだけであり、結果的にビールの品質は落ちでしまうだろう。p73「 OS のアップデ

ート等に伴うアプリ開発の時間的優位性」の、「Apple の純正アプリ(iPhone 購入時に入っている、

電卓、カメラ、Appleミュージック等の標準アプリ)は、β版の OS が発表される段階では、すで に

完成版が実装されている。」は現状の認識が間違っている。Apple内部でも、各機能を担当している

部署が違っているため、β版の OSでは、まだ対応が不十分となっており、純正アプリでもバグがあ

るものもみられる。おそらく Apple社内でも、他の部署の開発情報がフィックスした情報で提供され

るのは一ヶ月くらい前と思われ、サードパーティーの事前開示期間が三ヶ月とくらべて、情報アクセ

スのイコール・フッティングがないというのは大袈裟にとらえすぎであろう。よって、p76 の「オプ

ション A:自社内の情報遮断及びアクセスの公平性の確保」については、現状の情報提供時間で十分

であると思われる。「OS事業者が OSのアップデートを行う場合には、サードパーティとの間 で、OS 

のアップデートや仕様変更に関する情報へのアクセスの公平性を図 る必要があるのではないか。」

というのは、会社の仕組み上、OSのアップデートを他の社員が知るのは自然であり、それを知らせな

いようにしろというのは、過度な介入であると思われる。また、「運営分離」についても、それによ

ってサードパーティーのアプリの品質があがるわけではなく、純正アプリの品質が下がるだけであ

り、全く消費者の利益にも、デベロッパーの利益にはならない。p83の「ルール変更に対応する十分

な時間を確保した上での事前告知の実施」については、これにより不利益を被る一部の事業者に対し

て、政府が保護しすぎではないかという懸念がある。Apple側の ATTの導入については事前に告知な

どはしており、それにより影響をうける事業者もそれを想定できていた。また、この項目について

は、ユーザー保護を目的としているものではなく、事業者（広告事業者）を保護することを目的とし

ていると思われる。ユーザーのプライバシーを重視する点からは Appleの対応の方が好ましいと思わ

れる点も多い。p88の「特に、ルール設定・変更により影響を受ける事業者に、深刻かつ差し迫っ た

損害を与えるおそれがある場合については、さらに、 (e)規制当局の介 入を組み込んだ対応パッケ

ージを整備」についても、広告事業者の保護を目的とした過度な介入と思われ、ユーザーのプライバ

シー保護の重要性を考慮すると反対せざるをえない。アプリの配信を巡る競争については、p111の

「オプション A:サイドローディングを許容する義務) 」は、全く賛成できない。この文書にも記述

されているように、iOS端末は Apple Storeのみでアプリを配信し、かつそれを Appleが厳重に審査

していることで高いセキュリティ安全性を保っている。p110にある、「将来の技術の進展・革 新に



よって、サイドローディングに伴うセキュリティ・リスクに対処でき るようになる可能性は否定で

きず、セキュリティ上のリスクを理由に App Store 以外の配信手段を禁止することが将来に亘って

正当化されるもので はないと考えられる。」は、空想の域を出ず、高い技術力を持つ Googleの端末

が iOS より高いセキュリティリスクにさらされていることからも、サイドローディングがセキュリテ

ィリスクを高めることは容易に想像はつく。 

関係機関の努力やたゆまない周知をもってしても、オレオレ詐欺が減らないことからも、p110 の

「Apple 以外の事業者によるアプリストアのサービス提供を許容し、アプリストア 間の競争を作

り、セキュリティというサービスの質の面でも競争させるこ とで、セキュリティの水準を高めてい

くことも考えられる。」などをした場合には、ユーザーのみが被害を被り、偽アプリや詐欺アプリに

クレジットカード情報が不正に取得され、大きな経済的被害を生み出すだけで終わるだろう。また、

開発者側には、新たなアプリストアへの対応の労力のみが増え、また、おそらく新たなアプリストア

からはほとんど利益も得られず、結果として関係者の負担になるだけであると思われる。p163 の「オ

プション A:WebKit 利用義務付けの禁止」については、過度な介入と思われる。例えばトヨタでは、

車の部品に対して「グリーン調達」ガイドラインを設けており、考え方によっては、それは部品取引

先への圧力でもあり、ある意味イノベーションを妨げるとの見方もできる。しかし、それについて政

府がなんらかの規制を行うということは聞いていない。WebKit 利用義務が望ましいと考えるもので

はないが、それを政府が規制すべきものではない。また、p165の「WebKit では、ウェブ・アプリに

ついて、例えば Bluetooth によるデバイスとの接続が対応されていないが、その理由がユーザーの

セキュリティ とプライバシーに対するリスクが高いからというのは妥当な説明と考 えられるか。」

については Appleの説明が妥当と思われる。アプリから Bluetoothを利用する場合、利用を許可する

かどうかのダイアログがユーザーに表示され、ユーザーが許可した場合のみに Bluetoothを使用する

ことができる。また、ユーザーは、悪意のあるアプリの Bluetooth許可をあとから設定画面で取り消

すことができる。しかし、ブラウザから許可した場合には、あとから許可を取り消すことが難しくな

り、悪意のあるブラウザアプリを排除することがむずかしい。よってこれについては Appleの言い分

はユーザーのプライバシーを重視した納得のいくものである。p233の「オプション A:取得データの

競合サービスにおける使用禁止」については、正当な企業活動の情報収集の範囲であれば問題はない

と考える。Appleや Googleがその情報を無断で他者に開示するのは問題となるが、自社内で適切に扱

っている限り、それを利用するのは正当である。自社の製品の購入情報を利用するのは、どの企業で

も日常的に行っていることであり、それに政府が介入するのは問題があると思われる。p233 の「一定

規模以上の OS を提供する事業者 が、ブラウザ又はアプリストアを提供する場合には、当該事業者が

提供する OS、ブラウザ、アプリストアをサードパーティ事業者がサービス提供に利用 した際に得ら

れた当該サービスに係るデータについて、当該サードパーティ 事業者又は当該サードパーティ事業

者が承認するサードパーティからの求 めに応じて、また、パーソナルデータの場合にはユーザーの

同意を条件とし て、無償、継続的かつリアルタイムでアクセスできるようにすることを義務 付ける

規律を導入することが考えられるのではないか。」については、かえってユーザーのプライバシーを

侵害する恐れの方が大きく、これを実施することはユーザーの利益にならないと思われる。p234の

「前記オプション A及び Bに加えて、一定規模以上の OSを提供する 事業者が、ブラウザ又はアプリ

ストアを提供する場合には、当該事業者が提 供する OS、ブラウザ、アプリストアをエンドユーザー

が利用した際に得ら れたデータについて、当該エンドユーザー又は当該エンドユーザーが承認し た

サードパーティからの求めに応じて、当該データのポータビリティの有効 な行使を容易にするツー

ルを無償、継続的かつリアルタイムで提供すること を義務付ける規律を導入することが考えられる

のではないか。」についても、ユーザーデータの保護観点から望ましくない。 

p250 の「オプション A:自社 ID 等の自社サービスの表示義務付けの禁止)」については、これも政府

が規制するレベルのものとは全く思われない。また、ユーザーにとって、選択肢が増えることは利点

であることから、この規制をすることがユーザーの利点になるとも思われない。 



45 モバイル・エコシステムに関する競争評価中間報告 P.165「主に御意見をいただきたい事項」につい

て、現役の商用 Webサイト・アプリ開発者としての立場、WebKitや Geckoなどを含む複数の Webブラ

ウザに対して開発貢献の経験のある、ブラウザベンダに所属経験のない個人の立場として以下のパブ

リックコメントを提出いたします。  

# 事実関係、懸念事項に関するさらなる情報について  

総じて、2022年においてウェブ開発者や標準化、ブラウザ開発者などのコミュニティでウェブプラッ

トフォームに対して重視されている観点とは異なる点をウェブのメリットとして解釈した上で、議論

をされているように思います。  

現在において重視されている価値観は、 1. （各ブラウザが実装する標準規格の選択や規格で定めら

れていない範疇の挙動についてはブラウザごとの特色や競争の切磋琢磨を大前提とした上で）それぞ

れのブラウザが実装している規格の相互運用性が保たれている状態こそがウェブの価値である 2. ウ

ェブにおけるオンラインプライバシーやセキュリティはユーザーにとって非常に重要な概念である 

といったものです。それは具体的に Introp 2022（ https://wpt.fyi/interop-2022 ） といった取り

組みのように、コミュニティは主に機能面やコーナーケースでの相互運用性の改善といった活動とし

て結実しています。  

本報告書においては、   “あらゆる OS のブラウザ上で使用できる一つのウェブ・アプリを開発す

れば良く、この点、各 OS のアプリストア経由で利用されるネイティブ・アプリのように OS 毎に個

別に構築する必要があるものと異なり、開発・保守コストが低くなり得る”（P.156） “デスクトッ

プやモバイル・デバイスを含むあらゆるプラットフォームで動作するように特別に設計されており、

デベロッパがより簡単にクロス・プラットフォームのアプリを構築するのに役立つものとなっている

（P.156）” などのように ・複数環境で動作可能なウェブプラットフォームはネイティブアプリに

対してコストが低廉である ・ウェブで実現できる機能の増加はクロスプラットフォームで動作でき

る機能の増加に繋がるため、ウェブの進化に重要である といった趣旨の報告が多数盛り込まれてい

ます。  

コミュニティがこうした価値観をウェブに対して抱いていた時代は確かに存在していましたが、それ

は 5~10 年以上は前のことであり、2022年の主流の考え方とは言えません。 特に低廉さについては、

現代では明確に誤った認識であると言わざるを得ません。モバイルやパソコン・タブレットなど、大

きく異なる画面サイズや、マウス操作やタッチ操作など、複数の操作系統など様々なフォームファク

タに対応するアプリケーションを開発するために必要な開発・保守コストはフォームファクタの数だ

け増加します。加えてネイティブアプリと競争可能な品質のソフトウェアを構築する場合、ネイティ

ブアプリをそれぞれ個別に開発する場合と同等の開発・保守コストが必要となります。あくまでも同

一のプログラミング言語・開発作法でソフトウェアの開発が可能である、という程度のコストの低減

でしかないのです。 また、”ブラウザ・エンジンを開発する事業者である Apple においては、ウェ

ブ・アプリの開発に資する技術的な変更をブラウザ・エンジンに導入することを遅らせたり、実施し

ない動きがあるのではないかとの指摘がなされている（p.158）”とありますが、これも実情を鑑み

ぬ議論であるように思います。 まず、2022年現在の Appleの WebKitの API 実装状況は、本報告書で

述べられている状況からは大きく改善傾向にあります。 同時に、各エンジンごとの実装状況に論じ

るにあたり、各ブラウザエンジンの開発者数を考慮に入れる必要も存在します。参考程度かつやや古

い情報ではありますが、www.openhub.net によれば、2019年 6月時点でオープンソース部分の月間の

開発者数が  

・Chromium/Blink 約 1000人（Google以外の貢献者を含む）  

・Mozilla Firefox 約 500人（Mozilla以外の貢献者を含む）  

・WebKit 約 90人（Apple以外の貢献者を含む） となっています。もちろんオープンソースとなって

いない部分の開発体制までは窺い知れないために、各社の全容は推測となりますが、いずれにおいて

も規模比が大きく変わることはないのではないかと思います。  

これを踏まえてウェブプラットフォームへの（Web Bluetoothなどのプライバシー懸念もある）API

の追加に最も積極的・活動的であるのは Chromium/Blinkであるのを鑑みると、人数的に最大規模の

Chromium/Blink陣営がその人数を元に他のエンジンに対して物量戦を仕掛けているに等しいとも解釈

が可能であり、「ウェブプラットフォームで実現できる機能の増加こそがウェブの発展に資する」と

いった趣旨の主張は、あくまでも Chromium/Blink陣営（ひいては Googleおよび Microsoft）の戦略

を正とした場合に逆算された結果でしかないと評価できます。 そのため、報告書中で述べられてい

るような安直な「ネイティブアプリに競合するためには、低廉なウェブで実現できることを増やすべ

きである。その価値観に従わない企業（Apple）は規制されるべき対象である」と言わんばかりの論



調は、ウェブを用いたメリットの実情に即しておらず、2022 年の主流ではない主張・あるいは一面的

な主張を元に検討を行っており、総じて間違った現状認識を結論を招く可能性が非常に高いと指摘し

ます。  

# p.163より述べられているオプション Aについての意見 短中期的（~3年）には iOS 上のブラウザ

エンジンの多様性を促進する可能性はありますが、長期的（~10年）には市場の多様性・ウェブプラ

ットフォームの発展を損なう危険性があります。 既にパソコン向けのウェブにおいては、いずれの

OS も自由に Webブラウザを選択可能であるため、このオプションが事実上適用されたのと同様の自由

競争が存在します。 しかしながら、既に Google Chrome以外での閲覧を認めない・限定的な機能し

か提供しないウェブサイトまたはウェブアプリケーションが Googleを含む大小様々なサービス事業

者から提供されているのが現状ですし、サービス提供者・開発者のコミュニティにおいては「Google 

Chrome をインストールすれば閲覧できるのだから、Google Chromeを使っていないユーザーが悪いの

である」という意見も一定の支持を得られる状況にあります。  

このような市場の状況はウェブプラットフォームの発展を担ってきた相互運用性の理念に反する状況

ですし、完全自由競争の結果としてむしろ消費者の選択が狭められている（より正確には選択が狭め

られつつある）のが実情です。 一方で、Safari/WebKitしか存在できない iOS が市場においてシェア

が存在するために、モバイル向けのウェブ開発においては Google Chrome以外（iOS Safari）でも閲

覧が可能なように開発するのが必須となっています。 現状の iOSにおける WebKitまたは Safariへ

の消費者のロックインは、独占・寡占状態への通念的な理解や心情からは釈然としないことではあり

ますが、上述のような状況を踏まえると、かえってウェブブラウザの選択肢の維持として消費者を保

護している可能性があります。# p.164より述べられているオプション Bについての意見 この選択

肢が採用された場合、ある資金力に優れた事業者が大量の機能を実装することで、競合に対して規制

を理由に機能実装競争を仕掛けることができます。 これは Apple・Googleといった非常に強大な事

業者間では有効に機能する可能性がありますが、小規模事業者が市場に対する新規参入の道を完全に

閉ざすことにもつながります。 これにより発生しうる懸念として、第一に、特定のプラットフォー

マーがユーザーのセキュリティやプライバシー、その他ユーザーにとって懸念のある・不利益のある

機能を実装し、オプション Bの規制に基づき競合にその機能を実装させた場合、ユーザーにとって回

避先が存在しなくなる可能性が挙げられます。 第二に、ウェブの相互運用性のメリットは複数の実

装によって支えられているが、規制を逆手にとった競争行為がエスカレートした場合、経済効率の観

点では Web ブラウザーを複数実装すること自体が不経済であるとみなすことができます。その場合、

経済合理性に基づきブラウザの実装がいずれか単一のみになり、ユーザーにとっての選択肢が存在し

なくなるために状況は規制の以前より悪化する可能性が存在します。  

第三に、現時点で最大シェアを誇るブラウザーエンジンである Chromium（Blink）の開発には Google

と Microsoftが積極的に関与していますが、いずれも非常に巨大なシェアを誇るオフィススイート

（Google Workspace、Microsoft Office 365）を提供するサービス企業であります。巨大なシェアを

誇るブラウザの開発元と、巨大なシェアを誇るサービスの提供事業者が同一である場合、それ以外の

ウェブブラウザに各ウェブ・アプリへの対応の義務付けを行なった場合、「ブラウザ Aと同一の機能

をブラウザ Bに実装しない限り、ブラウザ Aと同一の開発元の法人 Dが提供するサービス C をブラウ

ザ Bで利用できなくする」といった古典的な独占の問題を招く可能性が非常に高いと判断できます。  

# 総論オプション A・Bいずれにおいても、いずれの例においても Appleと iOS の問題を解決せんと

するあまりに、別の形態の独占状態を生み出す可能性が高く、有効な手立ては思えません。 「ウェ

ブアプリで実現できる機能の多さ・アクセスできるハードウェア機能の多さこそが、ウェブの進歩で

ある」のような価値観に基づくのであれば、オプション A・Bいずれも有効かもしれません。 しかし

ながら、実際に 2022年の現在においてウェブ開発者や標準化、ブラウザ開発者などのコミュニティ

で重視されているのは相互運用性の観点であり、そのような価値観とは大きく異なるのが現状です。 

安直な iOS・WebKit（Apple）の規制は、競合関係にある Googleなどの Blink 陣営を利するだけであ

り、規制の目的である「モバイル・エコシステム全体における競争環境の改善」の趣旨に反する結果

を招く可能性が高いため、強く反対します。 ウェブの競争環境の確保が目的であるならば 1. 一定

以上の売り上げを持つ事業、または法人の提供するサービス 2. 政府や地方公共自治体の公金が何か

しらの形式で注入されている事業・サービス において、その時点で主要なブラウザ（国内シェア 1%

以上）への対応をそれぞれのサービス・事業に義務化するなどの措置を実施する方が、長期的なウェ

ブの競争環境の維持に有用であると考えます。 



46 とりあえず苦情を述べておくと、サマリ（概要）が無い場合、非常に問題になる長さであるのに、サ

マリが無いのは、とても困る。陰謀でも暗に持ってそうしているのではないかと疑うくらいである。

この様な長大な文書になるのであれば、必ず別紙として概要書類を示す等されたい。これでは読んで

いてめげる。（内容について言うと、今更 OSをどうのこうのというものであるし、こんなのが 200

ページ以上続くとなると本格的にめげる。）なお、OS あるいはプラットフォームについて独自に実装

していくのであれば総務省や経済産業省を所管として実際の事務や意見募集を行っていき（ただこれ

についてはあまり肯定的に見ない。※1）、また電気通信事業に関する競争について問題があるなら

やはり経済産業省や総務省を所管として実際の事務や意見募集を行っていき、具体的に問題を漸次解

決していけるはずと考える。今回の意見募集のための中間報告は、ある程度のブロックに区切ってア

ップロードすべきであったと考えるし、また意見を求めたい部分について分かりやすく冒頭に提示し

て、かつ体裁について、新章のページ冒頭に意見を求めたい部分、章概要（意見公募の概要とは別に

その章についての概要）、詳細、という様な形にすべきであったと考える。閲覧と意見対象部分の把

握のしにくさに心が折れる。で、意見公募の様態からしてどうも疑わしい部分があるのであるが（※

2）、当方としては、とりあえず、この意見公募の形態自体について、問題があるという事を述べて

おく。上でも述べたが、意見公募についての内容の概要を提示し（これは強く必要性がある。）、ま

たより体裁を整えて（上に示したとおりでなくてもよいが）、意見公募を行っていただきたい。な

お、言っておくが、こういうものは、本当に「為せば成る」の世界である。望ましい業界状態にする

のも、不法を放置しておくのも、また新しいプラットフォームを国と事業者が作っていくのも、皆行

える事であるが、しかし不法（当然、公正な電気通信が行われない事や個人情報及びサイバーセキュ

リティについての問題事態の存在を含む）については許容されないので適切性を保つようにしていた

だきたいと考える（※3）。 

実際の書類内容についての意見は（数十ページ読んだ所で心がめげたので）ほぼ行っていないが、意

見は以上である。 

※1 総務省と経済産業省と日本の事業者？崩壊する図が目に浮かぶようです。それよりも普通に

Google や Appleが作ってる市場について適切にメス入れていったらどうなのですか？それサボってる

でしょう？漫画村の事態とかの時もあれ一体何だったのです？指導しつつ牽制を行う事なども出来た

でしょうに。また Epicゲームズの事態の際にあなた方行政指導やコメントとかしましたか？してな

いでしょう。まともな市場について存在させようとする心が政府にあるわけですか？信じられないで

す。やる気も適切な市場の構築の意欲も無いのに OS？ふざけるのも大概にしていただきたい。（情報

大航海などの事態を思い出します。）※2 そもそも何で経済産業省などではなく内閣官房が意見公募

を行っているのであろうか？経済産業省では警戒されるからと自民党の望ましくないセンスの無い者

達が人員を内閣官房に栄転させたのであろうか？ありうると見るが。経済産業関係は汚れているし。

そしてまた日本の汚れた有様を世界に見せるつもりなのであろうか？※3 経済産業省などの中の人に

とっての敵国であるアメリカのプラットフォーム事業者の市場・プラットフォーム環境等であって

も、である。 

47 ユーザーが「OSの提供者が運営するアプリストア」以外からのアプリのインストールを望むならば、

それが可能になることを義務付けるべきである。望んでいないユーザーに対して「OS の提供者が運営

するアプリストア」が強い立場を維持するのはやむを得ない。また Appleによる WebKit強制には問

題があると考える。 



48 「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告」127ページ「オプション A：サイドローデ

ィングによるアプリ配信を制限する行為の禁止」について、サイドローディングの制限の緩和は、不

慣れなユーザにとってのリスクを大きく上昇させる行為であり、競争上の懸念は別の手段によって解

消されるべきと考えます。121 ページに「…そのような表示に接したデバイスの仕組み等に詳しくな

いユーザー等は…」との記載がありますが、緩和によってサイドローディングを行うようになるの

は、まさに「デバイスの仕組み等に詳しくないユーザー」と考えられます。仕組みに詳しく、警告表

示の妥当性を自身で判断できるユーザーであれば、現状でもサイドローディングを行っているはずで

す。一方で、不慣れなユーザーが、自分がサイドローディングしようとしているアプリの危険性を判

断できるかは、非常に疑問です。また同ページに「セキュリティ等の警告を出している中には既に信

頼できるアプリであることは分かっているものも含まれるはずである」という記載がありますが、

「信頼できるアプリが（制限に）含まれている」と「全てのアプリが信頼できる」はまったく別の話

です。 

現に私の老親は、不正な広告配信によるフィッシングによって、メールアドレス等を取得されたこと

があります。このときに不正なアプリのサイドローディングを促すページに誘導され、インストール

してしまっていた場合、被害は更に大きくなっていたことでしょう。現状では警告表示があるため、

不正アプリのサイドローディングを促す詐欺は多くありませんが、制限が緩和されれば急増すると断

言してよいでしょう。以上の理由から、サイドローディングの警告表示および手順は妥当であり、緩

和すべきではないと考えます。現在のストアに手数料などの問題があることに異存はありませんが、

その解消のために「デバイスの仕組み等に詳しくないユーザー」にリスクを背負わせるオプションに

は、反対致します。 

49 1. iOS におけるブラウザエンジンについて iOSで使用できるブラウザエンジンが Safariのみに限定

されているのは、正常な競争を阻害しています。Apple は Firefoxや Chromeといった他のブラウザエ

ンジンの使用を認めるべきです。2.  IAP について IAP の利用を義務付けし、手数料を徴収する課金

システムは、ユーザーやアプリ開発者の不利益になります。Google/Appleは代替の決済手段を認める

べきです。3. サイドローディングの警告メッセージについて「サイドローディングによるアプリ配

信を制限する行為の禁止」は、セキュリティ性の低下の懸念があるため、強く反対します。サイドロ

ーディングはセキュリティリスクを向上させる行為であるため、サイドローディングを行うユーザー

は、リスクの高い行為を行っていると自覚すべきです。 

50 警告なしでサイドローディング義務化ということですがそうなると OSやメーカー、販売店によるセ

キュリティアプリのインストールも禁止でしょうか？なぜならそのようにしないとサイドローディン

グしたアプリをウイルスとして判定する基準を極端に厳しくするといったことをすることによって実

質的に警告を行うことができるからです。また、任天堂やソニーのゲーム事業についてもスマートフ

ォンと同じような独占構造がありますがそちらも規制を考えているのでしょうか。 

51 サイドローディングの容認については、セキュリティ上の問題から、特に高齢者など、ITリテラシー

の低い人が、有害なアプリをダウンロードする可能性を考慮し、慎重にするべきと考えます。 

52 iPhone のアプリ開発者です。[サイドローディングの弊害について]意見を述べさせていただきます。

デバイスのセキュリティ担保とアプリストア審査でのセキュリティ担保の関係性なのですが、デバイ

スに対する攻撃手法というのは日進月歩であり、常に進化し続けます。そのため、デバイスのセキュ

リティ担保を基本とし、アプリストア審査で攻撃手法を実行させない、という方針を取っているた

め、安全であるという構造があります。そのため、サイドローディングを許容させた場合、この片翼

である、攻撃手法を実行が行える様になることが問題で、このことにより攻撃手法の進化を促してし

まう、という懸念があります。 

デバイス自体はソフトウェアと異なりすぐに交換が不可能なものなので、古いデバイスに対してセキ

ュリティの対策を打つことは難しいです。そのため、サイドローディングを許すと、(i)iPhoneのセ

キュリティが弱まる、(ii)iPhone と iOS に組み込まれた基本的なセキュリティ 保護機能の設計の

やり直しが必要であるなどの Appleの説明は妥当だと考えます。オプション Aは、問題の解決に有効

か。また、どのようなメリットがあるか、という問に対しては、「他の選択肢を用意すること自体

が、システムとしてのセキュリティ強度を下げる構造がある」ため、メリットが全くないです。結

論、サイドローディングはリスクが大きく認めるべきではないです。 



53 既存エコシステムは自由競争の結果として存在し、消費者・利用者保護の唯一の手段である。これを

損なうことは詐欺師に加担することに他ならない。 

54 モバイルアプリ開発を業務としているものです。Google Playや Appストアが寡占・独占状態なのは

わかりますが上記以外のプラットフォームで WEBから警告なしにインストールできるようになるのに

は反対します。理由としては、PCとは違ってスマートフォンの狭い画面内では 

誤操作が発生する可能性が高く、警告なしの場合は 

ユーザー自身が知らぬ間にインストールされていることがあり得るからです。このような場合、往々

にしてトラブルのもとになります。IT リテラシーの低いユーザーが簡単にインストールしてしまうと 

給付金詐欺のようなことが、銀行の窓口ではなく 

スマートフォン上で行われる可能性があります。これは、防ぎようがありません。クレジットカード

の番号の入力をさせることなど簡単にできてしまいます。Googleplayや Appストアですら、無料のア

プリをインストールさせたあとに 

高額なアプリ内課金に誘導するアプリなどがあります。サイドローディングを警告なしにするのは、

あまりにもリスクが高いと考えます。 

55 PayPay 株式会社 

１．記載された内容に対する意見＜中間報告の該当箇所：   5 ページ＞＜中間報告の該当箇所：  

14ページ＞「ユーザにとって、スマートフォンがデジタル空間への入口として重要な役割を担ってき

ており、商品やサービスを提供する事業者にとっても「強い顧客接点」となっている」「モバイル・

エコシステムは、デジタル化する社会において、消費者の日常生活、そして、サービスを提供するビ

ジネスユーザの経済活動の基盤として、欠かせないものとなっている」との現状認識について大いに

賛同する。実際に、当社決済による 2021年度決済取扱高は 5.4兆円（前年比 167％）となっており、

今後もさらに拡大していくものと思われる。また、当社はモバイルペイメント PFとして事業開始し

たが、今後はユーザの生活全般に役立つスーパーアプリを目指しており、そこでの公平・公正な競争

環境の確保は極めて重要である。今回の貴庁の検討は非常に意義深いものと認識している。 

57 市場の開放の名目で、いわゆる野良アプリも自由にインストールできるようになると、情報弱者がセ

キュリティの脅威にさらされる割合が非常に大きくなります。そのような市場開放は、使用者の安全

を守る上で避けるべきです。 

58 サイドローディングについて「競争」という面からも、サイドローディングができないプラットフォ

ームの存在も許容すべきだと考えます。いちスマートフォンユーザーとしても選択肢としてそのよう

なプラットフォームが有ってほしいです。また、サイドローディングによる安全性の低下を回避する

ために、ユーザーがセキュリティソフトウェアを導入せざるを得なくなるのであれば、それに必要な

費用の発生は携帯電話料金を下げる政策を実施してきたことと相反するのではないでしょうか。 

59 apple や androidのアプリストアを介さずにスマートフォンにアプリをインストールできるようにな

ったらどうなるか、しかも、それらのインストール時にセキュリティに関する警告すら出なかったら

どうなるか、今までと比べものにならない地獄が到来することは想像に難くないです。悪い人たちは

オレオレ詐欺などよりとても簡単に、高齢者や未成年からお金を巻き上げることができるでしょう。

この報告書を作った方々の親御さんは、appleや androidのスマートフォンをお持ちではないのでし

ょうか。ラクラクホンなども androidです。無関係の人はいないのではないかと思います。とにか

く、セキュリティの面において、野良アプリを警告なしに自由にインストールさせるということは絶

対にあってはならないことです。大勢の人たちのスマートフォンが動作不良を起こし、携帯ショップ

に人々が殺到し、怒号と悲鳴が飛び交う阿鼻叫喚になることでしょう。市井の混乱を招くというただ

一点だけをとってみても、絶対に避けるべきであるということはお分かりいただけると思います。ス

マートフォンは、appleなり androidなりのアプリストアのみからアプリをインストールすることで

セキュリティを保っており、その恩恵によって専門知識のない人々まで広く普及したのです。それ

を、広く普及したのを見計らってセキュリティを破壊するようなことをしたら、最悪の事態が起こり

ます。本件資料の全編にわたって、セキュリティ専門家の監修を受けてください（私のような素人に

もわかるレベルで、ヤバいです）。本当に恐ろしい大混乱を招くのを防いでください。よろしくお願

いします。 



60 サイドローディングの敷居を下げるのは許容できない。一定の審査を経ずセキュリティも担保されて

いないサードパーティアプリケーションをインストールするのはリスクを伴う。利用者にそれを認知

させるための手続きと警告である。サードパーティアプリケーションのインストールが野放図にされ

ていた過去の苦い経験を踏まえての現状である。 

61 280ページの全てを読んだわけではないですが、かなり枝葉的な内容になっているのでは、と思いま

した。 

そもそも論として、マイクロソフトはどうなったんでしょうか？10年前、20年前にも同じようなこ

とをしていた気がし、その比較があれば、日本人としては、より分かりやすい資料になるかと思いま

す。 

以前、Googleに問い合わせしようとしたんですが、いくらググっても電話番号が見つからず。MS な

ら必ず 06や 03で、やり取りできますよね。その辺りがユーザーに受け入れられるかどうかの目安と

かバロメーターなんじゃないか、と。個人的には、いろいろな規制よりも、その辺りを何とかしてほ

しいですね。 

読売新聞の記事によると、元々は Googleとしても Docomoと一緒にやりたかったし、Docomo にも打診

したんですが、当時の Docomoがそれを蹴ったんですよ。その選択肢を誤らなければ、また違ってた

かも、ですね。auや Softbankも単に技術力が Apple に比べて劣っているだけです。 

いいソフトを作れば、みんなそれを利用する。 

よくなければ、使われなくなる。 

単にそれだけのことかと。 

永田町や霞ヶ関の人たちもみんな Windowsを使ってますし、今後も変わらないでしょうが、今さら国

産 OS を作ろうなんて誰も言わないですよね。 

適材適所です。 

あと、機械学習やディープラーニングへの過度な期待は禁物です。景気と同じく、波があるので。 

以上っす。 

62 サイドローディングには反対。現在の独占ストアの存在は一般のパソコンを使用しない人でも安心し

てアプリ(最新技術)を利用出来るようになった原因の一つだと思う。 

サイドローディングを許すと偽物のアプリが出てきたり、よく使われるアプリを提供する会社が自社

ストアからのみダウンロードさせた場合、現状の Appleや Googleが掲げているようなプライバシー

やセキュリティが守られるか担保出来ないと思う。 

63 ITの専門家、セキュリティの専門家が欠けるためか、全体として話が雑であり、読むに耐えない。 

特に問題なのは、モバイル OSレイヤーやアプリストア・レイヤーの話である。両者について、

Androidと同程度の自由度を他社（具体的には Apple）にも求めることは適切だと考える。しかし本

中間報告では、さらに踏み込み、パソコンと同様の自由度を求める内容となっている。これは不適切

である。 

スマートフォンなどのモバイルデバイスでは CPU・メモリー・ストレージ・電力に大きな制約があ

り、パソコンと同様の高度なセキュリティ機能（アンチウイルスソフトなど）を常時機能させるのは

困難である。それゆえに、アプリケーションのインストールに大きな制約を課す（アプリストアの強

制）ことで危険性を事前チェックし、危険の大半を排除しているのである。これは実際に機能してお

り、一定の成果を上げている。スマホの世界がパソコンの世界よりもはるかに安全なのは、アプリス

トアの強制によるものが大きい。 

パソコンと同様の自由度を許した場合、スマホの世界がパソコンと同様の、ウイルスが蔓延する荒野

となり果て、社会インフラとして機能しなくなる可能性が高いと考える。パソコンの世界では高度な

セキュリティ機能を持つソフトウェアを常時機能させているにもかかわらず、各地でウイルスが蔓延

し、社会インフラにも影響を与えている。スマホの世界をそのようにすることだけは絶対に避けなけ

ればならない。非標準サイトからのインストールに際して警告を一切排除するなどは、もっての外で

ある。 

繰り返すが、モバイル OSレイヤーやアプリストア・レイヤーについて、Androidと同程度の自由度を

他社（Apple）にも求めることは適切だと考える。しかしそれ以上の自由度を持たせる事には強く反

対する。行き過ぎた自由化は害でしかない。 



64 フィッシング、ウイルスなどの不正なソフトウェアインストールが容易にされる温床となりかねない

ので、サイドローディングの拡大施策には不安が強いです。 

65 私は スマートフォン向け オープンソース 暗号資産管理アプリ(ウォレット) を善意で開発する個人

開発者である。第１-２. 【アプリストア】 について事実関係や懸念事項について具体例を述べる。 

2018 年 2月に iOSアプリとして公開する為 App Store に審査のためにアプリを提出したのだが、「日

本法に準拠していない通貨がある」「"Monacoin"は商標登録されている」等合計 4回の指摘を受け、

拒否された。その中でもっとも不可解な拒否事は「Google Playアイコンが表示されたこと」であ

る。しかしそれはアプリ内ではなく、アプリから遷移したヘルプページに表示されたものであった。

そこに配置されるバナー広告に表示された他社アプリの Google Playアイコンが表示されたことで、

拒否された。通常であればアプリ外のコンテンツであり、当時のガイドライン上問題がないものであ

る。ガイドラインを逸脱しており、審査が杜撰であると言わざるを得ない。最終的に当初の状態から

大幅に機能を制限させることで、審査を通過した。機能を復元させるためのバックドアを用意せざる

を得ず、結果的にセキュリティが低下した。また、バックドアが存在する状態でも審査を通過するこ

とはできてしまい、セキュリティ担保のための審査は十分できていないのではないかと考えられる。 

本ウォレットは Google Playストアにて Androidアプリ版も公開しているが、当時審査がなかったう

え、仮に審査があったとしても F-Droid等の代替サービスで配信すればよいため、本ウォレットにと

ってまったく問題はない。しかしながら、資料のとおり iOSアプリは App Store以外のアプリ入手手

段が用意されていない。したがって、Apple の許可するアプリの機能しか提供できない。結果、iOS

で安全に暗号資産を扱いたいと考える人々に本ウォレットを提供できないという弊害が生じている。 

まとめると、App Storeの審査はセキュリティのためというより、Appleにとって不都合なアプリを

排除するための制度であり、そのためにはガイドラインを逸脱した審査を行うことがある。 

次に、サイドローディングを許容する義務について、意見を述べる。iOSには以下のセキュリティや

プライバシーを守る技術を取り入れている・Darwin カーネル(歴史ある Unix系 OSカーネル)・Secure 

Enclave(暗号化を行う専用半導体) 

・App Tracking Transparency(アプリを超えたユーザーのトラッキング制御)・Gatekeeper(アプリの

電子署名。macOSでも使用されている)・サンドボックス(アプリが及ぼす影響を限定する機能)・カメ

ラ・ファイル等の権限システムこれらの機能がすでに実装されているため、すでに保護機能の設計の

やりなおしが必要であるとは考えられず、前述の通り App Storeの審査は不完全なので、セキュリテ

ィの観点でサイドロードを許容すべきであると考えられる。その点、Android も同様の技術の上でサ

イドロードを提供している。 

サイドロード許容の義務を課す場合、「2ブラウザを使ってアプリを直接ダウンロードできるように

する」が妥当であると考えられる。1 の場合、サードパーティアプリストア運営の参入障壁があり、

審査があれば同じく不適当な審査がなされるだろう。3は単体で効力は生じないだろう。2であれ

ば、ダウンロードボタンをクリックするだけで良く、ユーザーにとって慣れ親しんだ方法で起動でき

るだろう。それ以外に、「アプリ実行ファイルを実行できるようにする」方策を提案したい。PC、

macOS、Androidサイドローディングのように、実行に資するファイルを用意するだけで実行できるよ

うにする。これは最も無駄がなく、ブラウザだけでなく、USBメモリや組織内ネットワークでも配信

できる。なお、警告はすべきであると考える。公式アプリストアかサイドロードかにかかわらず、実

行ファイルは実行の意思を持って実行されるべきであるからである。次に、第 1-3. 【ブラウザ、ウ

ェブ・アプリとネイティブ・アプリ】についての意見を述べる。 

私は FireFox for Android ブラウザを愛用しており、開発元である Mozilla財団へ寄付をしている。

プリインストールされた Chromeを無効化し、FireFoxをデフォルトブラウザに設定して利用してい

る。Androidはデフォルトブラウザの変更ができ、非常に快適に利用できている。対して iOSは

Safari しか許可されていない。かつての Microsoft Storeも同様である。FireFoxは Chromeや

Safari と異なる系譜を持っている。ブラウザの多様性を保つためにも、FireFoxのような存在は重要

である。特定のブラウザしか認めない環境が存在すれば、それはブラウザ、ひいてはウェブのエコシ

ステムの多様性を阻害することになる。また、App Storeの審査が厳しい iOS においてウェブはセー

フハーバーとなっている面がある。したがって、ウェブをセーフハーバーとして扱うならば、ブラウ

ザの制約は緩和されるべきである。それが不可能であるならばアプリストアの審査を緩和すべきであ

る。 

資料ではくわしく触れられていないが、Windowsにおける Microsoft Edgeブラウザは、Windowsの別



のアプリでウェブサイトを開こうとしたときにユーザーが指定したデフォルトブラウザを無視して

Edge ブラウザを開くようになっている箇所がある。このような実装も考慮されるべきである。 

66 時間の都合上、「モバイル・エコシステムに関する競争評価 中間報告 」資料を全て読めずに意見

を提出させていただくことをまずはご容赦ください。資料の中から、【アプリストア】 に関する議

論に着目して意見を提出させていただきます。 

アプリストアの公正な競争とイノベーションを実現させるための対策案として、Google / Apple 各

プラットフォームがサイドローディングを認める旨が挙げられていたと理解しております。 

しかし、現状として各プラットフォームがサイドローディングを制限、もしくは禁止することによっ

て生まれる開発者・消費者へのメリットは資料の議論から読み取れるご認識よりもはるかに大きく、

逆にこれを許可させることによるセキュリティ上の懸念はとても大きいものと考えます。 

私は Android / iOS 各プラットフォームで動作するアプリの開発を主に業務としておこなっていま

すが、その上で得られた知見として、「消費者に気づかれずに悪意ある行為を行うことは消費者が想

像よりはるかに容易である」という点が挙げられます。 

モバイルアプリはそれぞれたった一度のメッセージ表示による許可で「電話帳データの読み取り」

「位置情報の取得」「インストール済みアプリの把握」「その他センサー情報の取得とそれによる行

動内容の推定」などが行え、それらを任意のタイミングで任意のサーバーに転送することが可能で

す。 

悪意ある開発者によるそれらの消費者の不利益になる行為は、各プラットフォームが実際に機械的な

検査に加え、審査員の目を通すことにより検知、排除できているのが現状です。 

Android は設定を変更することによりサイドローディングが可能ですが、消費者が上記のリスクを正

しく理解していること、またそれを理解する必要があることを最大限 OS として伝えるために何段階

もの手続きを必要としています。 

このような審査と制限によって、消費者はスマートフォンの中で発生する処理に「無知」な状態でも

ある程度安心してストアからインストールしたアプリを利用でき、それによって「ストアにリストア

ップされたアプリは審査を通過した安心して利用できるアプリである」という安心感を与えていま

す。 

これはベンチャー企業などが新たにアプリを公開する際にとても有利に働き、イノベーションを手助

けしていると捉えられます。 

しかし、サイドローディングを無制限に認めることは、これらの各プラットフォームが築き上げてき

た信頼と安心感をすべて崩す結果につながります。 

審査を経ずにインターネット上に公開されたアプリは、悪意ある開発者の悪意ある情報やブログ記

事、その他の発信によって拡散し、消費者は深くリスクを理解することなくインストールできてしま

い、それによりプライバシー、セキュリティ上のインシデントは激増することが容易に予測可能で

す。 

それは、これまで各プラットフォームが定めたガイドラインに従って「真面目に」アプリを提供して

きた事業者にまで悪影響を及ぼします。一部の有害なアプリが引き起こすインシデントにより、「ア

プリ」そのものが有害であると認識され得るためです。 

消費者が「アプリ」そのものへの忌避感を持つようになれば、安心して利用されるアプリはすでに信

頼と認知度を獲得した大手企業のもののみとなり、新たなアイデアやビジネスから生み出される新興

アプリは敬遠され、結果としてそれは日本社会全体の IT 分野のイノベーションを（場合によっては

その他の産業のイノベーションも）阻害する結果になると推測します。 

IT の知識は幅広く、一般消費者が十分に理解してスマートフォンを利用するのは極めて困難です。

そのような状況でも安心してスマートフォンを利用できる環境を目指して構築されたのが現在のアプ

リストアの状況であると認識しております。 

イノベーションを促進するというのであれば、すでに構築された仕組みに対立する事業者ではなく、

新しい生活様式、それこそスマートフォンの次の概念の上に成り立つ端末や仕組みを実現しようとす

る事業者を支援する形でイノベーションや競争力を実現するのがより将来の利益につながるのではな

いかと考え、ここに意見書を提出させていただきます。 

以上 



68 現行の sideloading 機構の上でサービスを運営している身として、全体を通してそもそもモバイル

アプリのセキュリティの意識・知識・理解全てにおいて議論するレベルに達していないと感じた。特

に現状と sideloading を開放することの差異の理解の浅さはもちろんのこと、自由 sideloading の

リスクについて過小評価がすぎる。 

資料序盤 P13 にある図でエコシステムをレイヤーで説明しているが、この時点ですでに理解が不足

している、あるいは意図的な印象操作があるように見える。ブラウザレイヤーがアプリストアレイヤ

ーと同等の位置にいるが、実際にはブラウザアプリ自体がアプリストアを介してインストールされ

る。つまりアプリストアレイヤーに関してセキュリティ対策を緩和する方針を取るということは、悪

意あるブラウザアプリをインストールした場合にブラウザレイヤーを侵害するというリスクを同時に

孕んでいる。ブラウザをわざと切り離し、ブラウザの開発コストの高さからアプリストアへのテコ入

れを正当化しようとしているが、そもそも開発コストの高さなど悪意ある開発者にとって一切関係な

い。悪意ある開発者にとっての障壁はいかにしてインストールさせるかであり、そのアプリを開発す

るところにない。 

また Google や Apple といった現状のプラットフォーマーと同等の水準に達していないセキュリテ

ィ対策しか講じられないアプリストア事業者を容認することは議論の余地すらなく現ユーザーを危険

に晒す愚かな行為だと断言できる。 

これは同等の水準、あるいはそれ以上の水準のセキュリティ対策を講じることができるアプリストア

事業者がすでにいる、もしくは潜在的にいるとしても、1つでも現行のアプリストアより安全でない

アプリストア事業者がいるなら危険度は上がることは間違いない。当然のことながらすべてのアプリ

ストア事業者が高水準のセキュリティ対策を講じることができ、悪意ある開発者を排除出来るという

物語は現実的に考えても有り得ない。そもそも Google や Apple のアプリストアにもそういった悪

意のある開発者がいる以上、これら 2社が現状よりも更に高水準のセキュリティ対策を講じて実際に

悪意ある開発者を完全に排除を達成できない限りこの件に関して議論する価値もない。 

既存事例についての調査も不足している。実際に外部開発者のアプリを配信するアプリストアを運営

したサービスはすでにいくつかあるが、その中には悪意あるアプリの配信が横行したためユーザーの

安全面を考慮した上で撤退した例がいくつもある。 

また資料の多くに見える「警告が多い」「不用意に警告をしている」「審査が不透明である」といっ

た懸念については sideloading そのものを自由に開放させるというアプローチ以外にやれることが

ある。sideloading を自由解放させる結論ありきの調査は公正な調査ではないと感じた。 

69 １．記載された内容に対する意見＜中間報告の該当箇所： 165ページ＞  

iPhone でアプリのサイドローディングを許可するならば、必ず App Storeでも提供することを義務化

すべきと考えます。 

現在 Appストアでは「Appのプライバシー」という情報を提供しており、ユーザのトラッキングに、

どのようなデータが使われているか。どのようなデータをユーザに関連付けて使用しているかなど

を、インストール前に知ることができます。 

この取り組みは、アプリ側が、アプリの目的や用途と無関係なデータを取得することを抑制します。

Apple は「App のプライバシー」の情報を明示しなければアップデートを出来なくしたため、それ以

降アップデートが止まったアプリが数多くあります。そのため、あるアプリがサイドローディングで

しか提供されなかった場合、「App のプライバシー」に相当する情報が提供されない可能性が高いと

考えられます。 

今後、端末のカメラやマイク、センサー類（環境光、ジャイロ、加速度）の些細な情報から、思わぬ

情報が取得されると考えられるため、アプリが取得し利用する情報は明示すべきです。 
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