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エグゼクティブサマリー
日本において、小売業は消費者に対して商品を販売する業種として古くから存在してお
り、消費者にとって最も身近で必要不可欠な業種である。小売業の中で、近年発展している
のが消費者向け e コマース、特に多数の事業者と消費者の間で商品を取引するサービスをオ
ンラインで提供する総合 EC サイトである。消費者向け e コマースは、従来から存在する通
信販売などの無店舗小売業の一形態であり、総合 EC サイトを含む消費者向け e コマースが
小売業に占める割合は小さいものの、消費者と販売者双方に新しい取引チャネルを提供して
いる。
一方、国内外において、消費者向け e コマースの一形態である総合 EC サイトの一部は、
その事業規模やビジネスモデルの特殊性ゆえに新たな競争上の問題をもたらしうるという主
張がなされることがある。そして、この競争上の問題に対処する必要があるという考えの
下、一部の国・地域では、従来の競争法の枠組みに加えた補完的規制の導入についての検討
が行われている状況である。こうした中、近年の経済学を中心とした研究において、総合
EC サイトを含む小売業界における競争のメカニズムには多様性があるため、それぞれのビ
ジネスの特性や固有性をよく踏まえた上で、個別具体的な競争分析が求められることが明ら
かにされつつある。そこで本レポートでは、小売業界における競争に関する近年の経済学を
中心とした研究をまとめ、その政策的含意について検討を行った。
小売業態の中でも、総合 EC サイトを競争が行われる一つの場と捉え、総合 EC サイトに
ついて密接に関連した複数の市場（出品者との取引市場と消費者との取引市場）が観念され
ることがある。このようなセグメントにおける競争メカニズムを規定する最も重要な要素の
一つが、間接ネットワーク効果の有無である。間接ネットワーク効果とは、あるサービスの
二つの利用者グループ間において、一方の利用者グループに属する利用者が増加するほど、
他方の利用者グループに属する利用者にとって当該サービス提供事業者を介して取引を行う
ことの便益・効用が向上するような効果をいう 1。総合 EC サイトについては、通常間接ネ
ットワーク効果が双方向に働くと考えられている 2。間接ネットワーク効果が働く市場にお
いては、理論的にはティッピング（ある事業者のシェアがある閾値を超えると、顧客がその
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公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
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公正取引委員会 (2019) 「消費者向けｅコマースの取引実態に関する調査報告書」P.109
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事業者に集中し、シェアが雪だるま式に高まる現象を指す。）による独占が生じやすいと言
われている（Caillaud and Jullien (2001, 2003) 3、Dubé et al. (2010) 4等。）。
しかし、実証的には、間接ネットワーク効果が働く場合においても、必ずしも独占が固定
化し競争が失われるという事態は生じていないということが、幅広い国・産業で観察されて
いる。間接ネットワーク効果が働く場合において必ずしも独占の固定化が起きるわけではな
い理由として、総合 EC サイトを含む小売業界には①差別化、②マルチホーミング、③混雑
効果、④新規参入といった多様な競争メカニズムが存在し、競争上の評価の際にこれらが関
わってくるためだと考えられる。これらの要素は特に小売業界に関連するものである。

① 差別化
事業者間の差別化が行われている場合、複数の事業者の共存が生じる可能性が高く
なり、ある一つの製品（事業者）がもたらす競争上の影響を抑止する方向に働く。差
別化は、程度の差はあるものの、ほぼ全ての産業で観察することができる。日本の総
合 EC サイトビジネスにおいても、総合 EC サイト間の差別化や、オフラインとオン
ライン、e コマースにおける直接販売と総合 EC サイトを通した販売というように、
販売チャネルの違いによる差別化が見られる。
② マルチホーミング
総合 EC サイトビジネスにおけるマルチホーミングは、参加者が複数のチャネルを
同時に利用することを指す。マルチホーミングが低コストで可能な環境においては、
新規参入者であっても提供するサービスを差別化・向上させることで参加者を集める
ことが比較的容易になると考えられる。国内外で行われた調査は、総合 EC サイトビ
ジネスにおいて出品者・消費者ともマルチホーミングが広く行われていることを示し
ている。
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Caillaud, B., & Jullien, B. (2001). Competing cybermediaries. European Economic Review, 45(4-6), 797-808.
Caillaud, B., & Jullien, B. (2003). Chicken & egg: Competition among intermediation service providers. RAND journal of
Economics, 309-328.

4

Dubé, J. P. H., Hitsch, G. J., & Chintagunta, P. K. (2010). Tipping and concentration in markets with indirect network
effects. Marketing Science, 29(2), 216-249.
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③ 混雑効果
混雑効果とは、参加者の利得が、同じ面の参加者が増えれば増えるほど低下してい
くことを指す。小売業においては、例えば、総合 EC サイトの出品者間には通常混雑
効果が働くとされている 5。消費者が一つの総合 EC サイトしか利用できないとい
う、一定の仮定の下では、混雑効果がある場合には、複数の総合 EC サイトサービス
が仮に同質的であったとしても共存しうることが理論的に示されている。
④ 新規参入
小売業界は競争が活発であり、特に近年の e コマースの発達により参入はより活発
になっている。小売業界には多様なビジネスの参入があり、新規参入と競争のダイナ
ミズムを評価するに当たっては、それぞれのビジネスの特性をよく踏まえた上での動
学的な競争の分析が欠かせない。また、理論的にも、間接ネットワーク効果が働く市
場において、中長期的により効率的な新規参入者が現れ、競争を活性化し、既存事業
者に取って代わるという新陳代謝が働く可能性がある。また、実際に新規参入者によ
る市場の転覆が生じないまでも、潜在的な新規参入者の競争圧力が市場支配力の行使
を制限する可能性がある。
間接ネットワーク効果は費用側の規模の経済とあいまってティッピングを生じさせる傾向
を持つと言われることがある 6。一方で、差別化と混雑効果により複数の事業者の棲み分け
が促される。さらには、新規参入による新陳代謝や競争圧力により、既存事業者による市場
支配力の行使は規律付けられる。小売業界において通常見られるマルチホーミングは、こう
した新規参入を容易にする働きを持つ。小売業界における競争の帰結は、これら複数の要素
の複雑な相互作用により方向づけられる。したがって、業界の将来を占うにあたって一般的
な解は存在せず、各々のビジネスの特性を踏まえた個別具体的な分析が不可欠である。

5

Karle et al. (2020) は、ホテリングモデルや多くの離散的選択モデルといった標準的な競争モデルにおいて、出店
者間に混雑効果が働くことを示している。
Karle, H., Peitz, M., & Reisinger, M. (2020). Segmentation versus agglomeration: Competition between platforms with
competitive sellers. Journal of Political Economy, 128(6), 2329-2374.
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また本レポートでは、小売業界における競争優位性の源泉として、「ビッグデータ」はど
のように評価できるのかを検討した。適切なデータの活用は、イノベーションの促進やビジ
ネスの改善につながることは間違いない。しかしながら、データの蓄積が新規参入を不可能
とするような参入障壁になるという主張は、実証的にも理論的にも支持を得られていない。
小売市場においてはデータの需要予測に対する貢献の限界を示唆するケーススタディの結果
もある。データの競争優位の源泉としての役割を強調しすぎることなく、小売業界における
競争メカニズム全体を見たバランスの取れた議論が求められる。
総合 EC サイトを含む小売業界の競争に関する研究は現在進行形で活発に行われている。
特に、実際の総合 EC サイトビジネスのデータを用いた理論の検証、政策効果の評価といっ
た実証研究については、今後さらなる発展が見込まれる。こうした研究の成果が、小売業界
における競争をめぐる議論の更なる進展につながることが望まれる。

1.

はじめに

日本における小売業は消費者に対して商品を届ける業種として古くから存在しており、消
費者にとって最も身近で必要不可欠な業種である。2020 年の小売業販売額は 146 兆 4570 億
円 7であり、日本経済において著しく重要な位置を占めている。小売業においては、百貨
店、スーパー、コンビニエンスストア、専門量販店等多種多様の企業が事業を行っており、
また多数の中小規模の事業者が存在しているという特徴がある 8。
小売業の中で、近年多くの注目を集めているのが消費者向け e コマースである。消費者向
け e コマースは消費者に対し、商品を購入するための新しいチャネルを提供し、小売業界に
おける競争を促進している。一方で日本の消費者向け e コマースは拡大を続けている 9もの

7

経済産業省 (2021) 「2020 年小売業販売を振り返る」
https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20210409minikeizai.html

8

竹元雅彦 (2005)「小売形態の進化とインターネットビジネス」 修道商学, 46(1), 137-158.
北山幸子 (2005)「零細小売業研究の視点」 立命館経営学, 43(6), 101-121.

9

公正取引委員会 (2019)によると、2017 年の消費者向けｅコマース市場全体の市場規模は 16 兆 5054 億円であ
り、過去５年間の平均成長率は 11.7%である。
公正取引委員会 (2019) 「消費者向けｅコマースの取引実態に関する調査報告書」
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の、小売業界の取引総額に占める割合は依然として 8.08%に過ぎず 10、消費者はオフライ
ン・オンラインを問わず幅広いチャネルの中から、状況に応じて最適な選択を行っている状
況がうかがえる。
消費者向け e コマースの中でも、総合 EC サイトは、商品を販売する事業者（消費財メー
カー、小売業者等。ビジネスモデルによって当該事業者は出店者又は出品者と呼ばれること
もある。以下本稿において「出品者・出店者」又は出店者・出品者双方を含めて「出品者」
という。）と消費者の間で商品を取引するサービスをオンラインで提供するものである。総
合 EC サイトによって、複数の出品者が一つの EC サイトを通じて消費者にリーチできるこ
とになり、出品者と消費者双方に取引による利益をもたらし、小売業界の効率性を高める役
割を果たしている 11。後述するように、総合 EC サイトは小売業の一部として、オフライ
ン・オンラインの多種多様の競争者と顧客の獲得をめぐって激しい競争を行っている。
一方、消費者向け e コマースの一形態である総合 EC サイトの一部は、その事業規模やビ
ジネスモデルの特殊性ゆえに新たな競争上の問題をもたらしうるという主張がなされること
がある。そして、この問題に対処する必要があるという考えの下、一部の国・地域では、従
来の競争法の枠組みに加えた補完的規制の検討が行われている状況である 12。その代表例が
EU のデジタル市場法案（Digital Markets Act; DMA) である。同法案は、欧州において（一部
の総合 EC サイトを含む）少数の巨大企業が事業者と消費者との間でゲートキーパー（門
番）のような存在となっており、その存在によって市場のコンテスタビリティ（効率性）が
損なわれているにもかかわらず、欧州競争法（EU 機能条約（TFEU））は、かかる問題へ
の対処としては不十分であるとの認識を前提として提案された

1314

。

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jan/190129_4houkokusyo.pdf
10

経済産業省 (2021a) 「令和２年度産業経済研究委託事業（電子商取引に関する市場調査）報告書」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/210730_new_hokokusho.pdf
11

公正取引委員会 (2006) 「電子商店街等の消費者向け e コマースにおける取引実態に関する調査報告書」

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-ryutsu/h18/06122702_files/06122702-hontai.pdf
12

EU のデジタル市場法案（Digital Markets Act; DMA)や、米国における反トラスト法改正案等を参照。

13

Prop. DMA. explanatory memorandum p. 1.

14

欧州委員会の問題意識はより具体的には以下のとおりである。

欧州のデジタルセクターにおいてビジネスを行う事業者は 1 万社を超えるにも関わらず、少数の大規模事業者
が大半の市場シェアを獲得し、ビジネスユーザーとエンドユーザーを介在するゲートキーパー的役割を果たし

7

日本においても、総合 EC サイト事業者や関係者に対する実態調査 15が実施されているほ
か、各種研究会において議論が行われている 16。
こうした中、近年の経済学を中心とした研究において、いわゆるプラットフォームが含ま
れるビジネスにおける競争のメカニズムは、多様性を持ち、それぞれのビジネスの特性をよ
く踏まえた上での個別具体的な分析が求められることが明らかにされつつある。特に、総合

ている。その結果、多くのビジネスユーザーはゲートキーパー（オンラインプラットフォーム事業者の中でも
EU 域内市場でビジネスユーザーがエンドユーザーに到達するために特に重要なゲートウェイとして機能するプ
ラットフォームサービスを提供している事業者を指す。）に依存し、それによりビジネスユーザーが不公正に
取扱われる場合もある。また、「コアプラットフォームサービス」（CPS）（デジタルプラットフォームサー
ビスの中でも強いネットワーク効果を持つ等の特徴から DMA が規制対象とするもの。詳細な定義は後記 2.4.1
節参照。）市場のコンテスタビリティにも負の影響を及ぼしている。以上の問題に対し、各 EU 加盟国は十分
に効率的に対処出来ておらず、EU 全域で調和的なルールが必要であるというものである。（Prop. DMA,
explanatory memorandum p. 1.）
上記の問題意識を持ちつつも、欧州委員会は、欧州競争法（より具体的には TFEU Article 102）ではこの問題に
対処できないと認識していることから、競争法を補完するものとして DMA を提案した。DMA の解説文
(Explanatory memorandum) には、DMA の前駆体である New Competition Tool を巡る議論において、欧州委員会
が「ゲートキーパーは必ずしも市場支配的地位を有さず、（新規制の対象としたい）その行為は明確に画定さ
れた関連市場において明らかな競争阻害効果を持つとは限らないため、ゲートキーパーの問題に対処する手段
と し て TFEU Article 102 は 不 十 分 で あ る 」 と 意 見 表 明 し た こ と が 明 記 さ れ て い る。 （ DMA Explanatory
Memorandum 「3. RESULTS OF STAKEHOLDER CONSULTATIONS AND IMPACT ASSESSMENTS」における欧
州委員会の以下の意見。
“[T]he Commission considered that Article 102 TFEU is not sufficient to deal with all the problems associated with
gatekeepers, given that a gatekeeper may not necessarily be a dominant player, and its practices may not be captured by
Article 102 TFEU if there is no demonstrable effect on competition within clearly defined relevant markets.”）
15

前述の公正取引委員会 (2019)の他、下記の調査を参照。

公正取引委員会 (2019a) 「(平成 31 年 4 月 17 日)デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査
について(中間報告)、(別紙 1)オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査(詳細)」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/apr/190417.html
16

公正取引委員会 (2021) 「デジタル市場における競争政策に関する研究会 報告書「アルゴリズム/AI と競争政

策」」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210331_digital.html
公正取引委員会 (2021a) 「「データ市場に係る競争政策に関する検討会」報告書」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/jun/210625_data.html
内閣官房「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

8

EC サイトには特有の競争要素が存在しており、総合 EC サイトが含まれる小売ビジネス
（以下「総合 EC サイトビジネス」という。）の分析に当たってはその固有性を踏まえるこ
とが求められるようになっている。こうした近年の研究の成果を確認することは、総合 EC
サイトを含む小売業界に関する競争上の論点についての議論のさらなる深化に資すると考え
られる。
こうした問題意識の下、本レポートでは、総合 EC サイトを中心として、小売業界におけ
る競争に関する近年の経済学を中心とした研究をまとめ、その政策的含意について検討を行
う 17。具体的には、総合 EC サイトビジネスの特徴を確認したうえで、総合 EC サイトビジ
ネスに関する競争メカニズムについて、間接ネットワーク効果とそれを緩和する要素という
視点から検討を行う。また、総合 EC サイトビジネスの競争におけるデータの役割に関する
研究をレビューする。
最後に、総合 EC サイトビジネスの競争に関する近年の研究成果を踏まえたうえで、その
政策的含意についてまとめる。
なお、本研究はアマゾンジャパン合同会社の助成のもとで行われた。

17

プラットフォーム間の競争一般に関する近年のサーベイ論文としては、Jullien and Sand-Zantman (2021) 、

Sanchez‐Cartas and León (2021) 、Jullien et al. (2021) 、Calvano and Polo (2021) がある。本レポートでは総合 EC サ
イトビジネスの競争に関連の深い点に絞り、プラットフォーム間の競争に関する議論を参照することとする。
Jullien, B., & Sand-Zantman, W. (2021). The economics of platforms: A theory guide for competition policy. Information
Economics and Policy, 54, 100887.
Sanchez‐Cartas, J. M., & León, G. (2021). Multisided Platforms and Markets: A Survey of the Theoretical Literature. Journal
of Economic Surveys, 35(2), 452-487.
Jullien, B., Pavan, A., & Rysman, M. (2021). Two-sided Markets, Pricing, and Network Effects.
Calvano, E., & Polo, M. (2021). Market power, competition and innovation in digital markets: A survey. Information
Economics and Policy, 54, 100853.
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2.

小売業界における競争 – 総合 EC サイトを中心と
して

2.1.

総合 EC サイトビジネスの概要

総合 EC サイトは、出品者と商品を購入する消費者という二つの参加者の間の取引をオン
ラインで仲介するサービスを提供する。以下では、総合 EC サイトを運営する事業者を総合
EC サイト運営事業者と呼ぶ。
衣類、食品、家電、雑貨、書籍等消費財全般を取り扱う総合 EC サイトの例としては、
Amazon マーケットプレイス、楽天市場、Yahoo!ショッピング、eBay、タオバオなどがあ
る。衣類を取り扱う ZOZOTOWN、宿泊サービスを取り扱う Booking.com、美容サービスを
取り扱う HOT PEPPER Beauty など、特定の商品に特化した EC サイトも数多く存在してい
る。
消費者にとって総合 EC サイトを利用するメリットは、多種多様な商品を効率的に比較
し、自分の嗜好にあったものを発見し購入することができることである。消費者は総合 EC
サイトを利用することで、商品の探索費用を引き下げることができる。また、消費者は、小
売業者の直営ウェブサイトから購入する場合と比較して、総合 EC サイトの物流網を利用し
た効率的な配送を受けられることがあるほか、オンラインでは情報を探しやすいため出品者
に競争的な価格を設定するインセンティブが働きやすく、結果として消費者が低価格の利益
を享受することが可能となる 18。消費者には、決済情報や配送情報を登録することで都度入
力の手間を省くことが出来るといったメリットもある。
出品者にとっては、オフラインでの販売チャネルに加えて新しい販売チャネルが選択肢と
して加わることが総合 EC サイトを利用するメリットとなる。出品者が、自社ウェブサイト
や店頭等の直接チャネルではアプローチできなかった消費者に対して、多くの消費者が集ま
る総合 EC サイト上ではよりアプローチの可能性が高くなることが期待できる。また、出品
者にとっては、総合 EC サイトが提供する決済や配送等のサービスを利用することで、自前
のシステムを用意することなくオンラインでの事業を行うことが可能となる、消費者のニー
藤原達也 (2020)「プラットフォーム事業者を巡る消費者課題とマーケティング戦略の検討」麗澤大学紀要, 103,
21-30.

18

10

ズの把握がしやすくなる等のメリットもある。こうしたメリットは、中小事業者にとって特
に重要だと考えられる。
総合 EC サイト運営事業者は、消費者及び出品者に各種のサービスを提供する一方で、出
品者に対して出店・出品手数料と取引ごとの手数料の両方又はいずれかを課すのが通常であ
る。技術的には、総合 EC サイト運営事業者が消費者に対しても同様の手数料を課すことは
可能と思われるが、無料でサービスを提供することも多い。無料のサービスに加えて、年会
費等を徴収して追加的なサービス（例：無料配送）を提供することもある。

2.2.

小売業界の競争メカニズム – 総合 EC サイトビジネスを中
心として

本節では、総合 EC サイトビジネスを中心として、小売業界の競争において働く基本的な
メカニズムの検討を行う。特に、総合 EC サイトビジネスにおいては、間接ネットワーク効
果に加えて、差別化、マルチホーミング、混雑効果、新規参入等が競争にどのような影響を
もたらすかを検討する。

2.2.1.

間接ネットワーク効果

スーパー、百貨店、ショッピングセンター、総合 EC サイトなどの小売業態には、密接に
関連した複数の取引（出品者との取引と消費者との取引）が含まれることがある 19。このよ
うなセグメントにおける競争メカニズムを規定する最も重要な要素の一つが、間接ネットワ
ーク効果の有無である 20。間接ネットワーク効果とは、あるサービスの二つの利用者グルー
プ間において、一方の利用者グループに属する利用者が増加するほど、他方の利用者グルー
プに属する利用者にとって当該サービス提供事業者を介して取引を行うことの便益・効用が

19

このことをとらえて、多面市場（multi-sided market）と呼ぶことがある。

20

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（令和 2 年法律第 38 号）においても、

同法の定義する「デジタルプラットフォーム」の要素の一つとして、ネットワーク効果を規定している（同法
第 2 条第 1 項）。
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向上するような効果をいう 21。とりわけ、総合 EC サイトについては、通常間接ネットワー
ク効果が双方向に働くと考えられている 22。すなわち、より多くの消費者が総合 EC サイト
にアクセスするほど、出品者にとって総合 EC サイトに出店するメリットは大きくなる。ま
た、出品者数が増えるほど、消費者にとっては商品選択の幅の拡大、競争的な価格設定の促
進による商品の価格低下等、より多くの利益を享受できる 23。
小売業態に限らず、間接ネットワーク効果が働く市場においては、理論的には「ティッピ
ング」（ある事業者の市場シェアがある閾値を超えると、顧客がその事業者に集中し、市場
シェアが雪だるま式に高まる現象を指す。）による独占が生じやすいという指摘がある
（Caillaud and Jullien (2001, 2003) 24、Dubé et al. (2010) 25等。） 26。ある条件の下では、間接ネ
ットワーク効果による参加者へのメリットは独占下で最大化される 27ため、経済厚生上望ま
しいという一面もある 28一方で、効率性で劣る事業者が「たまたま」間接ネットワーク効果
の働きにより市場を独占し、より効率的な事業者が駆逐され、市場支配力の行使や長期的な
イノベーションの停滞が生じうることが課題として考えられる。また、独占市場に対して事
業者が新規参入をしようとしても、当該新規参入者の提供する事業規模が小さい段階におい
ては参加者（利用事業者・消費者）にとってのメリットが小さいため事業の拡大が困難であ
り、そのことがさらに参加者を遠ざけるという悪循環が生じやすく、独占が固定化しやすい
と言われることがある。

21

公正取引委員会「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」

22

公正取引委員会 (2019) 「消費者向けｅコマースの取引実態に関する調査報告書」P.109

23

公正取引委員会 (2019) 「消費者向けｅコマースの取引実態に関する調査報告書」P.75, P.92

24

Caillaud, B., & Jullien, B. (2001). Competing cybermediaries. European Economic Review, 45(4-6), 797-808.

Caillaud, B., & Jullien, B. (2003). Chicken & egg: Competition among intermediation service providers. RAND journal of
Economics, 309-328.
25

Dubé, J. P. H., Hitsch, G. J., & Chintagunta, P. K. (2010). Tipping and concentration in markets with indirect network
effects. Marketing Science, 29(2), 216-249.

26

総合 EC サイトなどデジタル分野に通常みられる費用面の規模の経済という特徴も、こうした独占への傾向を

強める方向に働くと言われている。
27

理論的には、ある参加者が享受する間接ネットワーク効果の利益は、他の面の参加者が増えれば増えるほど増

加するので、独占下で全ての参加者が一つの事業者に集中している場合に最大化されると考えられている。
28

独占企業による市場支配力の行使により市場規模の縮小やサービスの質の低下が生じる場合には、当然間接ネ

ットワーク効果の最大化の利益と独占の弊害による不利益を比較考量する必要がある。

12

しかし、こうした間接ネットワーク効果は、あらゆる業態で一般的にみられるものであ
る。また、実証的に、小売業態に限らず、間接ネットワーク効果が働く場合においても、独
占が固定化し競争が失われるという事態は、必ずしも生じていないことが指摘されている
（Evans and Schmalensee (2017) 29）。例えば、小売業態ではないが、ソーシャルネットワー
キングメッセージサービスでの AOL、Friendster、MySpace や Orkut、マスオンラインメディ
アの米国 Yahoo、モバイル分野での Blackberry や Microsoft 等、多くのビジネスにおいて一
時は高いシェアを有した企業が、結果的には新規参入者に取って代わられることとなった。
また、Karle et al. (2020) は、ドイツ、スぺイン、米国の、間接ネットワーク効果が強く働く
と考えられている不動産取引ビジネスにおいて、複数の取引仲介サービスが極めて同質的で
あるにも関わらず共存していることを示している。
日本の小売業界については、百貨店ビジネスにおいて、高島屋、三越伊勢丹をはじめとす
る各社が共存しているほか、総合 EC サイトビジネスにおいても、アマゾンジャパン、楽天
及びヤフーをはじめ多くの企業が参入し競争を行っている実態があることが確認されている
（公正取引委員会(2019)）。
なぜ間接ネットワーク効果が働く場合において必ずしも独占の固定化が起きるわけではな
いのか。端的に言えば、間接ネットワーク効果の他にも競争メカニズムを規律する要素が多
数あるからということになる。理論的には、間接ネットワークの潜在的な悪影響の働きを緩
和する要素として、差別化（Differentiation）、マルチホーミング（Multi-homing）、相互運
用性（Interoperability）、混雑効果、ローカルなネットワーク効果 30等が指摘されている。
このうち、総合 EC サイトビジネスを含む小売業界において特に重要と考えられるのは、差
別化、マルチホーミング及び混雑効果である。また、新規参入は外的な競争圧力として競争
を規律する役割を果たす。以下では、それぞれの要素について見ていく。

29

Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2017). Network Effects: March to the Evidence, not to the Slogans. Antitrust Chronicle,
August 2017.

30

Banerji, A., & Dutta, B. (2009). Local network externalities and market segmentation, International Journal of Industrial
Organization, 27.
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2.2.2.

差別化

事業者間の差別化（提供する商品やサービスについて、競争事業者と何らかの認知可能な
違いを設けること）が行われている場合、複数の事業者の共存が生じる可能性が高くなる。
差別化は、程度の差はあるものの、ほぼ全ての産業で観察することが出来る。消費者の観点
から見ると、効用（選好）の異質性（Preference heterogeneity）、すなわち様々な消費者の多
様な好みに合わせて、事業者が差別化され得ると言うことが出来る。日本の小売業界での一
例として、スーパーマーケットでは、高級スーパー（成城石井等）、地域密着型スーパー
（スーパーサンシ（三重県を拠点）等）等がある。また、ホテル宿泊のオンライン予約サー
ビスでは、高級施設に特化（一休.com 等）、他サービスとの連携（楽天トラベル等）、口
コミ情報の充実等、様々な面で差別化が行われている。また、日本の総合 EC サイトビジネ
スにおいても、消費者に提供されるサービスについて差別化が見られる。まず、総合 EC サ
イト間の差別化としては、出品者ウェブサイトをかなり自由にカスタマイズ可能な楽天市
場、比較的簡素なウェブサイトを採用する BASE、統一されたインターフェイスで出品者を
選択する Amazon マーケットプレイスといった差別化が行われている。また、小売業者の中
には販売チャネルによる差別化もみられ、オフラインとオンラインの販売チャネルの組み合
わせによる小売、自社の e コマースサイトにおける直接販売と総合 EC サイトを通した販売
というように、販売チャネルの違いがある。このように十分差別化が行われた結果として、
複数企業の共存が可能となっている。差別化の例をまとめたのが図表 1 である。
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図表 1

差別化の例

業態

差別化の状況

スーパーマーケット

高級スーパー（成城石井等）、地域密着型（スーパーサンシ）

ホテル宿泊のオンライン予

高級施設に特化（一休.com 等）、他サービスとの連携（楽天トラ

約サービス

ベル等）、口コミ情報の充実等

総合 EC サイトビジネス

総合 EC サイト間の差別化（出品者ウェブサイトをかなり自由にカ
スタマイズ可能な楽天市場、比較的簡素なウェブサイトを採用する
BASE、統一されたインターフェイスで出品者を選択する Amazon
マーケットプレイス）

小売業一般

販売チャネルの差別化（オフラインとオンライン、e コマースにお
ける直接販売と総合 EC サイトを通した販売等）

出所： NERA 作成。

2.2.3.

マルチホーミング

小売業界では、消費者が様々な小売業者やチャネルを比較しながら買い物をするという、
マルチホーミングが広く行われている。例えば、日本の消費者は、食品の購入に当たり、ス
ーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア等を使い分けている 31。
総合 EC サイトビジネスにおけるマルチホーミングは、参加者（出品者及び消費者）が複
数のチャネルを同時に利用することを指す。総合 EC サイトビジネスにおいては、出品者・
消費者ともに、マルチホーミングが技術的には比較的容易であると考えられる。出品者及び
消費者は、既存の総合 EC サイトから享受しているサービスを諦めることなく新たな総合
EC サイトやオンライン・オフラインの他のチャネルを容易に利用することが出来る。その
ため、新規参入者であっても提供するサービスを差別化・向上させることで比較的容易に参
加者を集めることができると考えられる。
業者間の差別化が進むとマルチホーミングも進むという関係が認められる。差別化によ
り、出品者や消費者に複数のチャネルを利用することによる利益が増えるためでる。

31

一般社団法人全国スーパーマーケット協会「2020 年版スーパーマーケット白書」
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Akman (2021) 32 が実施した 10 か国における消費者向け調査によると、総合 EC サイトビジ
ネスにおいては半数以上の消費者がマルチホーミングをしており、過去 12 か月のうちに利
用した総合 EC サイト数の平均は大半の国で 3 以上となっている（図表 2）。
図表 2

総合 EC サイトビジネスにおけるマルチホーミングの状況

利用している総合 EC サイト
の数（平均値）
複数の総合 EC サイトの利用
者割合

UK

DE

FR

IT

US

AUS

SG

IN

CN

BR

3.04

3.24

3.52

3.19

3.24

3.10

3.48

3.53

2.65

3.96

56%

52%

66%

62%

58%

56%

77%

76%

75%

75%

注：「利用している総合 EC サイトの数（平均値）」は、過去 12 か月においていくつの異なる総合 EC サイトを
利用したかという質問に対する回答に基づく。「複数の総合 EC サイトの利用者割合」は、調査対象国ごとの全
回答者のうち、過去 12 か月において 2 以上の異なる総合 EC サイトを利用したことがあると回答した利用者の割
合を表す。UK は英国、DE はドイツ、FR はフランス、IT はイタリア、US は米国、AUS は豪州、SG はシンガポ
ール、IN はインド、CN は中国、BR はブラジルを指す。
出所：Akman (2021)。

また、日本の総合 EC サイトビジネスにおいては、出品者によるマルチホーミングやスイ
ッチング（出品先・出店先を変更すること）が一定程度行われていることを示唆する調査結
果が公正取引委員会 (2019a) により示されている。同調査によると、日本の多くの出品者は
複数の総合 EC サイトに出店・出品の申請を行ったことがある。Amazon マーケットプレイ
ス、Yahoo ショッピング、楽天市場及びその他の合計が約 250%、つまり、出品者は平均 2.5
個の総合 EC サイトに申請を行っている（図表 3、Q8）。さらに、申請が落とされることは
なく、どの総合 EC サイトでも 85%近くが申請に通っている（図表 4、Q10）。以上の結果
から、出品者は平均で 2 社以上（約 2.5×約 0.85＞2）の総合 EC サイト運営事業者を利用し
た経験があることが読み取れる。出品者が利用した総合 EC サイト運営事業者 2 社以上につ
いて、それが同時利用（マルチホーミング）だったのか、逐次的な利用（スイッチング）だ
ったのかまではこの調査から読み取ることはできない。しかしながら、かかる調査結果は出
品者が平均的にはマルチホーミングかスイッチングかの少なくともいずれかを行っていたこ

32

Akman, P. (2021). A Web of Paradoxes: Empirical Evidence on Online Platform Users and Implications for Competition
and Regulation in Digital Markets. Available at SSRN 3835280.
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とを示唆するものであり、日本の総合 EC サイトビジネスにおいて出品者がスイッチングや
マルチホーミングを一定程度行っていることを示唆するものと解釈できる。
図表 3

日本の主要総合 EC サイトへの出店・出品申請（事業者別）

出所：公取委「オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査」Q8

図表 4

日本の主要総合 EC サイトへの出店・出品申請の承認（事業者別）

出所：公取委「オンラインモール運営事業者の取引実態に関するアンケート調査」Q10
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2.2.4.

混雑効果（負の直接ネットワーク効果）

総合 EC サイトビジネスの競争においては、一定の理論的な仮定の下では、混雑効果（負
の直接ネットワーク効果）がティッピングによる独占化を抑制する方向で重要な働きをする
可能性があることが、近年の研究で明らかにされている。
混雑効果とは、参加者の利得が、同じ面の参加者が増えれば増えるほど低下していくこと
を指す。総合 EC サイトの出品者間には通常混雑効果が働くとされている。仮に、消費者の
数を一定とすると、出品者の数が増えれば増えるほど一店当たりの期待利益は低下していく
ことが一般的であるが、混雑効果（負の直接ネットワーク効果）は消費者数が変化する状況
でも等しく生じると考えられている。
混雑効果がある場合には、複数の総合 EC サイトが仮に同質的であったとしても共存しう
ることを理論的に示したのが Karle et al. (2020) である。Karle et al. (2020) は、理論的なモデ
ルの中で、出品者間の競争が激しい、すなわち混雑効果が強く働く場合、消費者が一つの総
合 EC サイトしか利用できない（消費者がシングルホーム）という仮定の下では、出品者が
競争を避けて小規模な総合 EC サイトに移行するインセンティブが働くと予測している。こ
の場合、総合 EC サイトが全ての出品者の集積を促すためには手数料を大幅に引き下げる必
要があるが、それよりも他の総合 EC サイトと需要を分け合う方が割に合う場合があるた
め、総合 EC サイトの共存が生じるというメカニズムが働くことになる 33。もっとも、混雑
効果とマルチホーミングの相互作用については、必ずしも理論的に議論が十分尽くされてい
るわけではないと思われるが、Karle et al. (2020) の設定のもとでは以下のような可能性が指
摘されている（Jullien and Sand-Zantman (2021))。すなわち、消費者がマルチホーミング可能
な状況であれば、出品者は小規模な総合 EC サイトに移行しても結局（他の総合 EC サイト
に出品・出店している者も含めた）すべての競合出品者と競争することになるため、小規模
な総合 EC サイトに移行するインセンティブが弱まり、一つの総合 EC サイトに集積する可
能性、つまりティッピングが生じる可能性が指摘されている。ただし、この可能性は、あく

33

Belleflamme and Peitz (2019) も同様に、混雑効果が総合 EC サイト間の競争にどのような影響を及ぼすかを分析

し、混雑効果がないと仮定した場合と比べて出品者への手数料が上昇すること、また混雑効果の存在が複数の
総合 EC サイトの共存を促す可能性があることを示している。
Belleflamme, P., & Peitz, M. (2019). Managing competition on a two‐sided platform. Journal of Economics & Management
Strategy, 28(1), 5-22.
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まで大半の消費者がマルチホーミングを行っており、総合 EC サイト間の差別化が全くない
という仮定の下でのものであり、日本の小売業界における競争の実態にそのまま当てはめら
れるものではない点に留意が必要である。

2.2.5.

新規参入

小売業界は競争が活発であり、特に近年の e コマースの発達により新規参入はより活発に
なっている。E コマースだけでも、D2C（direct to consumer。例：バルクオム）、O2O
（online to offline。例：東急ハンズ）、オムニチャネル（例：セブンアンドアイホールディ
ングス、ビックカメラ）、OMO（Online Merges with Offline。例：無印良品）等、日本の小
売業界には様々な業態が出てきており、それぞれの業態に様々な業種の企業がダイナミック
に参入している。また、上述のとおり、小売業界において通常見られるマルチホーミング
は、低コストやサプライサイドの参入障壁の低さなどの要素とともにこうした新規参入を容
易にする働きを持つ。このように小売業界には多様なビジネスの参入があり、新規参入と競
争のダイナミズムを評価するに当たり、それぞれのビジネスの特性をよく踏まえた上での動
学的な競争の分析が欠かせない。こうした考えを主張する研究として Petit and Teece (2021)
がある 34。Petit and Teece (2021) は、イノベーションによる競争が活発なテック企業におい
ては、潜在的な競争者からの競争圧力を適切に評価するため、動学的な競争の評価の必要性
を説いている。
なお、総合 EC サイトビジネスにおける新規参入の動学的な分析に特化した経済学の実証
研究や理論研究は現在のところ見当たらず 35、実際の総合 EC サイトビジネスのデータを用
いた理論研究や実証研究の今後のさらなる発展が期待されるところである。
以下では、総合 EC サイトビジネスや小売業界に特化した研究ではないが、理論的に、中
長期的により効率的な新規参入者が現れ、競争を活性化し、既存事業者に取って代わるとい
う新陳代謝が働く可能性があることを示した研究を紹介する。

34

Petit, Nicolas and Teece, David J., Innovating Big Tech Firms and Competition Policy: Favoring Dynamic Over Static
Competition (July 20, 2021).

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3229180 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3229180
35

広い意味では前述した Karle et al. (2020)も総合 EC サイトによる新規参入を検討した研究といえるが、後述する

ような動学的な新陳代謝や先行者優位性を正面から分析したものではない。
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Halaburda et al. (2020) 36 は、一般的にネットワーク効果が存在する場合、効率性で劣る事
業者による独占状態があったとしても、長期的にはより効率的な事業者による市場の転覆が
生じうることを示している。より効率的な事業者が将来的に独占を達成することが出来れ
ば、それにより得られる利益は、非効率的な事業者が独占を維持することで将来得られる利
益よりも大きいため、より効率的な事業者は短期的な利益を大きく犠牲にして、非効率的な
事業者が対抗できないような価格を提示することで市場シェアを取りに行けるようになる可
能性が生じるからである。
また、実際に新規参入者による市場の転覆が生じないまでも、潜在的な新規参入者の競争
圧力が既存事業者の競争優位性を下げる可能性がある。こうした競争圧力がどの程度働くか
を、先行者優位性（Incumbency advantage）という形で評価しようと試みているのが
Biglaiser and Crémer (2020) 37である。
Biglaiser and Crémer (2020) によると、先行者優位性とは、先に市場に参入しシェアを獲得
した既存事業者がその事実によりどの程度競争優位性を獲得することが出来るかを指す 38。
潜在的な新規参入者の競争圧力が強く働く場合、先行者優位性は小さくなるというように、
両者には表裏一体の関係がある。ネットワーク効果が働く場合には、参加者の協調という問
題から、先行者優位性が生じる可能性がある。ネットワーク効果が存在する場合、参加者は
その他大勢の参加者と異なる選択をした場合大きく損をするため、既存事業者に大多数の参
加者が集中している状況から、新規参入者に単独で移行することを躊躇するからである。
しかしながら、こうした先行者優位性が通常考えられているほどには大きくないことを、
Biglaiser and Crémer (2020) は示している。Biglaiser and Crémer (2020) の主要な結果の一つ
は、将来的に先行者優位性を得ることを期待する新規参入事業者が積極的に限界費用未満の
価格付けを行うという競争圧力が既存事業者による独占力の行使を制約し続けるため、先行
者優位性から既存事業者が得られる将来の利潤はそれほど（静学的な分析が示唆するほど）
大きくないというものである。この結果は、「事業者が多数の参加者を確保した後に、先行

36

Halaburda, H., Jullien, B., & Yehezkel, Y. (2020). Dynamic competition with network externalities: how history
matters. The RAND Journal of Economics, 51(1), 3-31.

37

Biglaiser, G., & Crémer, J. (2020). The value of incumbency when platforms face heterogeneous customers. American
Economic Journal: Microeconomics, 12(4), 229-69.

38

したがって、評判の蓄積や商品の差別化等により既存事業者が得る競争優位性は、ここでの先行者優位性から

は除かれる。
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者優位を活用して市場支配力を行使し、消費者は長期的に大きな損失を被る」という推論は
正しくない可能性があることを示唆している 39。

2.2.6.

小括

総合 EC サイトビジネスを含む小売業界の競争メカニズムを規定する主要な要素として、
間接ネットワーク効果、差別化、マルチホーミング及び混雑効果並びに新規参入の検討を行
った。間接ネットワーク効果は費用側の規模の経済とあいまってティッピングを生じさせる
傾向を持つと言われることがある。一方で、差別化と混雑効果により複数のビジネスの棲み
分けが促される。さらには、新規参入による新陳代謝や競争圧力により、既存事業者による
市場支配力の行使は規律付けられる。小売業界において通常見られるマルチホーミングは、
こうした新規参入を容易にする働きを持つ。小売業界における競争の帰結は、これら複数の
要素の複雑な相互作用により方向づけられる。したがって、小売業界の将来を占うにあたっ
て一般的な解は存在せず、各々のビジネスの特性を踏まえた個別具体的な分析が不可欠であ
る。

2.3.

総合 EC サイトビジネスにおける「ビッグデータ」

本節では総合 EC サイトビジネスにおける競争優位性の源泉として、データをどのように
評価できるのかを検討する。

39

また、Biglaiser and Crémer (2020) は、理論的に新規参入の自由が市場の効率性を高める方向に働くことを示し

ている。ネットワーク効果が働く場合、新規参入の自由は、参加者が過剰な数の事業者に分散することによる
社会厚生の損失を生じさせるようにも一見思われる。新規参入事業者は、参加者を獲得することで既存事業者
のネットワーク効果が損なわれるという外部性を考慮しないため、過剰な参入が生じるというのがその理屈で
ある。しかしながら、Biglaiser and Crémer (2020) は、そうした過剰参入は生じないことを示している。仮に新
規参入事業者に一部の参加者が移行した場合、既存事業者は残りの参加者を繋ぎとめるために（新規参入がな
い時に比べて）より低い価格を提示しなければならない。これを予期して、既存事業者はすべての参加者を繋
ぎとめるように相当程度低い価格を提示するため、市場の細分化が生じず効率性が保たれることになるのであ
る。
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2.3.1.

競争優位としての「ビッグデータ」

事業者がプラットフォームの運営を通じて得る「ビッグデータ」は、持続的な競争優位性
となり、ネットワーク効果とあいまって独占の固定化を生み出す可能性があると言われてい
る。具体的には、多くの参加者を有するプラットフォームは、より多くかつ多様なデータを
取得してサービスの改善を行うことでより多くの参加者を集めるという正のフィードバック
ループにより継続的に競争優位性が築かれる一方で、新規参入者にとってはそうしたデータ
の不足が参入障壁となるという考え方である（OECD (2016) 40）。
データを適切に活用することでイノベーションが促進されることを実証した研究として、
Niebel (2019) 41 がある。Niebel (2019) はドイツの製造業及びサービス業の企業データを用い
て、データ分析を実施している企業ほど新たな商品・サービスを生み出す傾向にあることを
示している。
データの議論を行う上でまず注意すべき点は、データの利用はオンラインに限られたもの
ではないということである。実際に、SUICA や TSUTAYA など、オフライン店舗において
顧客行動を観察しデータとして収集している企業は多く存在している。
さらに、データが不可侵な参入障壁となるという考え方、すなわち「一度覇権を築いたプ
ラットフォームは、参加者から得られるビッグデータを用いてその地位をより強固にするた
め、もはや新規参入の余地がなくなり、競争が消滅する」という考え方は、実証的に支持さ
れてはいない。実際、上述した Evans and Schmalensee (2017) において挙げられている短命に
終わったビジネスの多くは、保有するデータの面で圧倒的に優位にあったにも関わらず、新
規参入を抑えることが出来なかった。
データそれ自体は特別な競争優位性とはなりえないとする論考として、Lambrecht and
Tucker (2017) 42 がある。Lambrecht and Tucker (2017) によると、データが競争優位となるため
には、模倣不可能（inimitable）、希少（rare）、高価値（valuable）、代替不可能（nonsubstitutable）でなければならない。急速に成長するデータ市場の存在、安価な計算資源、
40

OECD (2016). Big data: Bringing competition policy to the digital era, DAF/COMP(2016)14, Paris, 27 October.

41

Niebel, T., Rasel, F., & Viete, S. (2019). BIG data–BIG gains? Understanding the link between big data analytics and
innovation. Economics of Innovation and New Technology, 28(3), 296-316.

42

Lambrecht, A., & Tucker, C. E. (2017). Can big data protect a firm from competition?. Competition Policy International
Antitrust Chronicle. January 17, 1–8.
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消費者のマルチホーミング等が、ビッグデータを模倣可能とし、その競争優位性を下げてい
る。一方で、データから価値ある知見を生み出すためにはデータの規模よりもむしろ分析ス
キルが重要であるとされる。
つまり、データの価値は、その内容や利用目的などに大きく左右され、ケースバイケース
で決まると考えるべきである。
データの価値の評価軸として参考になるのが Iansiti (2021) 43 である。Iansiti (2021) によれ
ば、データの価値は、データの質（data quality）、データの規模（scale of data）、データの
スコープ（scope of data）、データの固有性（data uniqueness）という４つの指標で評価出来
るとされる。
総合 EC サイトビジネスにおいても、データは様々な形で総合 EC サイト運営事業者によ
り活用されている。代表的なものとして、消費者が関心を持つと思われる商品の提案や、需
要予測がある。このうち、需要予測に対するビッグデータの有用性の限界を示唆する研究と
して、Bajari et al. (2019) 44 がある。Bajari et al. (2019) は、Amazon のデータを用いて、データ
の規模が予測精度をどの程度向上させるか検証した。結果、商品に関する過去の売上データ
の期間の長さは予測精度を向上させるが規模に関する収穫逓減が存在する（追加的なデータ
期間の延長の利益は、データ期間が長くなるほど小さくなる）こと、商品が属するカテゴリ
に含まれる商品数はその商品の予測精度の向上に低い貢献しかないことを明らかにした。こ
れは、大量多種の商品を販売することで得られるデータが予測精度を向上させ、さらなる売
上の増加につながるという、素朴な正のフィードバックループとは非整合的な結果である。
また、過去の売上データの価値が比較的早く陳腐化することを示唆する結果であるとも言え
る。

2.3.2.

小括

企業による適切なデータの活用はイノベーションの促進やビジネスの改善につながること
は間違いない。しかしながら、データの蓄積が新規参入を不可能とするような参入障壁にな

43

Iansiti, M. (2021). The Value of Data and Its Impact on Competition. Available at SSRN.

44

Bajari, P., Chernozhukov, V., Hortaçsu, A., & Suzuki, J. (2019, May). The impact of big data on firm performance: An
empirical investigation. In AEA Papers and Proceedings (Vol. 109, pp. 33-37).
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るという主張は、実証的にも理論的にも支持を得られていない。総合 EC サイトビジネスに
おいてはデータの需要予測に対する貢献の限界を示唆するケーススタディの結果もある。デ
ータの競争優位の源泉としての役割を強調しすぎることなく、小売業界における競争メカニ
ズム全体を見たバランスの取れた議論が求められる。

3.

結論

本レポートでは、近年の経済学を中心とした研究の成果のレビューを通じて、総合 EC サ
イトビジネスを中心として小売業界における競争に関する主要な論点の検討を行った。検討
を通じて得られた結論をまとめると、以下の通りとなる。


総合 EC サイトビジネスを含む小売業界における競争は間接ネットワーク効果だけでな
く、差別化、マルチホーミング、混雑効果等多種の競争条件によって特徴付けられる。
これらの競争条件の相互作用によって競争のダイナミズムが決まるため、必ずしもティ
ッピングによる独占が生じるわけではない。実証的にも、総合 EC サイトビジネスを含
む小売業界において独占ではない状況がしばしば観察される。



一時点における事業分野や業界の状況を見て、競争の状況を判断するのは妥当ではな
い。むしろテック企業においては、動学的な競争のメカニズムが適切に働いているかど
うかがより重要となる。独占的とされる事業者に対しても、潜在的な新規参入者からの
競争圧力が強く働いている可能性がある。



データを活用することが出来ればビジネスの魅力を高めて競争力を高めることは可能だ
が、競争を消滅させるほどのネットワーク効果の強化・参入障壁となるという実証的証
拠は得られていない。データを特別視しすぎるのは間違いである。
総合 EC サイトビジネスを含む小売業界の競争に関する研究は現在進行形で活発に行われ

ている。特に、実際の総合 EC サイトビジネスのデータを用いた理論の検証、政策効果の評
価といった実証研究については、今後さらなる発展が見込まれる。こうした研究の成果が、
総合 EC サイトビジネスを含む小売業界における競争をめぐる議論の更なる進展につながる
ことが望まれる。

24

