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はじめに 

ネットワークとは一般にノード（結節点）がたがいに「繋がり」あった状態を指す。そ

して企業や消費者、あるいは財・サービスをノードと見立てて、それらが互いに繋がりあ

うことで市場が形成されているような産業をネットワーク産業と呼ぶ。Oxford English 

Dictionary によると、network という用語は聖書の出エジプト記 38 章にある祭壇の模様を

表現したのが最初であり、それを産業の描写として使用したはじまりは鉄道とのことだ。

1ネットワーク産業と題した数多くの書籍の中から、筆者の手元にあるものが取り上げてい

る産業を拾ってみると、邦語で井手（2004）は、わが国の電力・ガス・電気通信・放送・

航空・鉄道・郵便を扱っており、友岡（2013）では国内外の電力・ガスを取り上げている。

英文では、Pelzman and Winston（2000）が鉄道・電気通信・電力を扱い、Shy（2001）は電

気通信・放送・金融・航空を取り上げている。これらの産業は、有体的（電力では送電線、

ガスでは導管、鉄道では軌道）あるいは無体的（放送では電波、航空では航空路、郵便で

は配送路）なネットワークを通じてサービスの提供がなされているといえる。またこれら

の書籍で取り上げられている産業は、公益的な事業を行う産業として位置付けられ、様々

な政府規制が課せられてきた分野でもある。 
新たな技術革新や規制改革を推進する流れのなかで、こうしたネットワーク産業を取り

巻く規制のありようや競争・規制政策も大きく変わってきた。本稿では、公益事業として

の性格を持つネットワーク産業を念頭に置きつつ、ネットワーク産業の特性を経済学的な

視点から解説しながら、そうした特性に支えられた産業構造が、産業のライフサイクルの

なかで変容していく姿を明らかにしたい。 
なおネットワークの定義を鑑みたときに、ネットワーク産業は上で取り上げたような公

益的な事業にとどまるものではないことに注意が必要である。とりわけ近年における情報

通信技術の目覚ましい発展とインターネットの急速な普及によって、従来見られなかった

ような消費者とサービス提供者との「繋がり」（マッチング）がインターネットの場で生ま

れている。電子商店街やソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、電子書籍といった

媒体は、直接対峙して取引することが不可能な消費者（ユーザー）と商品サービス提供事

業者（プロバイダー）を引き合わせる役割を果たしており、プラットフォームと呼ばれる。 
こうしたプラットフォームを通じて従来考えられなかった新たなビジネスやサービス

                                                   
1 “The three kingdoms would be intersected by a network of railroad measuring twelve thousands 
miles,” Household Words (Charles Dickens による週刊誌で 1850 年から 1859 年まで続いた) 
17 Aug 1850 (482/1)  
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が次々と世界中で登場している。本稿で議論するネットワーク産業について議論は、本誌

の性格に鑑みて、公益的な事業を念頭に置いているものの、ここで取り上げる論点は「プ

ラットフォーム」を通じたビジネス全般に適用可能である。本稿では、紙面の許す限り、

そうした公益事業以外のプラットフォームビジネスについても触れながら議論を展開して

いきたい。2 
以降の構成は以下の通りである。第 1 章では、ネットワーク産業の主要な特性を取り上

げて解説を行う。第 2 章では、ネットワーク産業におけるビジネスモデルについて言及す

る。とりわけ垂直統合と水平分業とのメリット・デメリットについて考察を行う。第 3 章

は、政府規制について論じる。「おわりに」では、ネットワークの今後について簡単に述べ

る。 
 
 

１． ネットワーク産業の特性 
本章では、ネットワーク産業の特性について経済学的な観点から解説を行う。特に本章

が取り上げるのは（1）規模の経済性、（2）補完性そして（3）ネットワーク効果という三

つの特性である。 
 
（１） 規模の経済性 

ネットワーク産業にてサービスを提供するためには、付帯的なインフラを必要とする。

例えば鉄道サービスを提供するためには、車両や貨物を運ぶための軌道が必要であり、電

力サービスを提供するためには、発電機と消費者の家電製品等をつなぐ送配電網というイ

ンフラが不可欠である。同様の理由で、ガスには導管が必要であり、電気通信には、ADSL
や FTTH、あるいは携帯電話や放送では基地局が不可欠である。こうしたインフラの形成

には、多大な固定費を必要とする。 
もちろん考えてみれば、あらゆる財・サービスの取引も同様に、なんらかの付帯的なイ

ンフラを必要とする。例えば、家電製品の取引には、メーカーから卸を通じて量販店や専

門店へと商品を配送するための流通システムや、代金の支払い・受け取りを確実に完了す

るための決済システムなどといった付帯的なインフラを必要とする。ただし、家電製品を

含む多くの伝統的な財・サービスの取引においては、当該財・サービス以外の商品も流通

や決済にかかる付帯的なインフラを融通して利用することができるが、ネットワーク産業

における付帯なインフラはしばしばそうした利用の余裕度が乏しい。実際に、送電線やガ

ス導管に流す電力やガスの品質は一定に管理されており、同質であるはずの電力・ガスで

さえ品質が異なれば、ネットワークには接続されない。つまりネットワーク産業における

付帯的なインフラは他に利用価値が乏しいことから、その形成にかかる固定費はおおむね

                                                   
2 ネットワークについての最近の経済学の研究をまとめたものとして Jackson (2010)が
ある。ただし公益事業について特段の分析はないように見受けられる。 
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サンクされるといえる。 
サービス提供にかかる費用と比較して、相対的に高い固定費を持つ産業においては、ミ

クロ経済学でいう完全競争が成り立たない。そうした産業では、図 1 のように平均費用が

右下がりとなる規模の経済性を持つ。規模の経済性があるとき、複数の社が競争的に提供

するよりも一つの社が提供した方がサービス提供にかかる総費用が低いことから、社会的

な効率性の観点からは独占が望ましい。独占がもっとも効率的にサービス提供をなしえる

ことから、参入が起こらず、市場は自然独占となるとの議論が 1950 年代から 1980 年代に

かけてなされてきた。こうした経済理論的な背景もあり、わが国だけでなく欧米において

も公益事業では免許制などの参入規制を行うことが適当とされてきた。3 1980 年代から

は必ずしも自然独占が社会的に望ましくはないとの経済学的な分析が登場し、わが国の政

策にも大きな影響を与えている。この点についての政策的な含意については第 3 章にてさ

らに議論を行うことにしたい。 
 

 
 

 
（２） 補完性 

ネットワーク産業のもう一つの特徴が補完性である。例えば鉄道を取り上げると、駅間

のネットワークを形成するためには、鉄道のゲージは標準軌に合致している必要があり、

その標準軌に合った列車が用意されなければならない。電力であれば、送配電ネットワー

                                                   
3 なお技術的だが、規模の経済性の存在は、自然独占を満たす費用関数の準加法性（sub-
additivity）の必要条件であり、十分条件ではない。 
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クは、電力は同じ周波数や電圧を維持している必要があり、発電機や需要家の機器はこの

周波数と電圧に適合している必要がある。このようにネットワーク産業においては、サー

ビス提供を行うためには、それに付帯する設備全体を一体のシステムとして考える必要が

ある。ゲージに合わない列車を購入しても鉄道ネットワークを利用することはできず、ま

た周波数と同期しない発電機や電気機器を購入しても送配電ネットワークに接続すること

はできない。つまり、ネットワーク産業においてはそれぞれの設備が補完的な関係にあり、

どれか 1 つを独立に取り出しても十分なサービス提供ができないということである。 
補完性の強い財・サービスは、システムとして一体で消費されることが望ましいことか

ら、異なる経済主体が別々に補完性のある財・サービスを提供するよりも、同じ経済主体

に提供させた方が、経済学的な観点から効率的であることが知られている。4 実際にガス

や電力、電気通信どのネットワーク産業では、サービス提供を付帯的なインフラを保有す

る事業者が垂直統合的に行う事業形態が通常であった。（１）にて述べたように規模の経済

性が働くインフラ事業では自然独占となりがちであることから、インフラと垂直統合的に

提供されるサービスにおいても独占的な供給となることが多々あり、例えばガスや電力、

電気通信では長らく地域独占が続いていた。近年になって、垂直統合や自然独占・地域独

占といった形態は大きく変わりつつある。この点については次章以降にてさらに議論する

ことにする。 
 

（３） ネットワーク効果 
ネットワークは「繋がり」があって初めてそのメリットを発揮することができる。「繋が

り」があるネットワークは二つの点で魅力がある。まず先に述べたようにネットワークの

敷設に大きな固定費用を伴うことから、広がりがあり密度の厚いネットワークは一人あた

りのネットワーク維持費用の負担も安くすることができる。 
二番目に、例えば電話サービスに表れているように、電話のネットワークに参加してい

る人が多い場合に、潜在的な消費者がそのネットワークに参加するメリットも高まること

が挙げられる。同じ利用者価格に直面しても、ネットワークに参加している数 5が増える

にしたがってネットワークの価値が高まっていく。こうした需要側における規模の経済性

をネットワーク効果と呼ぶ。 
 

                                                   
4 規模の経済性が働く市場では自然独占とした方が効率的との理由も補完性の観点から説

明ができる。つまり同じ財・サービスの提供には補完性が働くために、異なる主体に提供

させるよりも同一主体（独占）に提供させた方が効率的である。 
5 正確には、ネットワークに将来参加する人も見込んだネットワークの規模の期待値が高

まるにつれてネットワークの価値が高まる。ここでは簡単化のために期待値と実現値とを

同じとして扱うが、この違いが競争政策上重要な含意を持ちうる。脚注 12 を参照のこ

と。 
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ネットワーク効果はいわば正の外部性であり、ある消費者がネットワークに参加するこ

との支払意思額（willingness to pay）がそのネットワークに加入している人が多いほど大き

くなる。通常の財・サービスにおいては、需要関数は右下がりになるが、ネットワーク効

果が強く働く市場では、総需要量が増えるにしたがって限界的な消費者の支払意思額が上

昇していくことから需要関数も右上がりになる。もちろん電話を考えてもわかるように、

ネットワークが一定程度の規模以上に達すると、ネットワーク効果は低減することから、

需要関数は図 2 のように右下がりになる。 

ネットワーク効果の見られる需要関数のもとで、複数の市場均衡が表れることが知られ

ている。図 2 のように価格を一定にした下でも、市場均衡は A, B, C の 3 つが表れる。こ

のうち、●の A, C が安定的な均衡であり、総需要量が QB よりも多ければ C、小さければ

A の均衡へと市場規模が推移する様子が矢印で示されている。つまり QB は閾値（クリテ

ィカルマス）となっている。ネットワークに関する文献においても、いかに市場規模を閾

値に達せさせるかが一つの論点になっている。例えば電子マネーについてみれば、鉄道で

使われるスイカやパスモは閾値を超えて一挙に普及を遂げたが、その陰には利用されない

で終了される規格の異なる多くの電子マネーがある。6 
規格の異なるネットワークが閾値に達しない場合に、生き残るための一つの方法が、他

の異なる規格との間で互換性を確立することである。互換性のあるネットワークは、たと

え規格が異なっていても同一のネットワークと需要家から見なしうる。もちろん閾値に達

したネットワークの側からすれば、互換性を確立することのメリットは相対的に小さいこ

                                                   
6 例えば taspo についていた電子マネー機能ピデル。電子マネーに限らず、登場時には話

題になる規格も、普及しないと驚くほど早く人々から忘れられる。 
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とが予想される。そこで、ネットワーク産業においてはその産業立ち上がり期にいかにシ

ステムの標準化を図るかが重要になる。システムの標準化を国等の上位機関が主導して行

うようなデジュールスタンダード（公的標準）や、市場競争の中で標準化を図るようなデ

ファクトスタンダード（事実上の標準)など標準化を確立するための経路は複数存在しうる

が、どちらの標準化の経路も一長一短があることが知られている。7 
ネットワークが一度閾値を超えてしまうと、たとえそれが社会的に非効率な状態であっ

てもなかなか解消されない。例えば電力を例に取れば、わが国では静岡県静岡市より西で

は 60Hz、東では 50Hz となっているが、それは明治時代に東日本では東京電燈浅草発電

所がドイツの発電機を購入し、西日本では大阪電燈幸町発電所が米国製 60Hz 発電機を導

入したことがきっかけといわれている。この発動機の導入がその後の日本の周波数の標準

をきめることになり、現在では東西で電力融通を行う際には、直流に電気をいったん戻し

た上で周波数をそれぞれの地域に併せて変換している。この周波数変換の処理の限界が、

東日本大震災において電力の不足した東日本へ西日本から電力を十分に送れない理由との

指摘を受けた。ネットワーク効果に、スイッチング・コストがあることの典型的な事例で

ある。8 このコストは、ある規格から別の規格へ乗り移る際のコストを捉えて表現したも

のであり、ネットワーク産業の競争政策を考える上で重要な概念になる。 
 

 
２． ネットワーク産業のビジネスモデル 

本章では、前章でのネットワーク産業の特性を踏まえて、産業の発展過程を企業組織の

観点から理論的に整理したい。とりわけサービス提供とそれに関わる付帯的なインフラと

をどのように企業が行うかが本章での関心になる。 
公益事業におけるネットワーク産業のインフラは規模の経済性が強く働くことから、サ

ービス提供は 1 社に任せた方が平均費用も低減し効率的であることを前章（１）にて議論

した。産業成長の黎明期においては、インフラ敷設を遅延なく行いながら、安定供給を維

持することが求められことから、そうしたコストを確実に回収することが重要であった。

そこで、市場競争による収益の不確実性を減じるために参入需給調整を行いながら、独占

による弊害を抑えるために総括原価方式などの事前認可制などの形で料金規制を行ってき

た。このようなネットワーク産業では、インフラ運営とサービス提供とは一体のものと見

なされていたことから、垂直統合された企業組織でのサービス提供が一般的であったとい

える。 
公益事業以外のネットワーク産業においても、産業の黎明期には垂直統合型の企業組織

                                                   
7 標準化については新宅・江藤（2008）などがある。 
8 家電や情報通信では標準の交代がしばしば見られるが、その契機の多くは技術革新によ

る（例えば家庭用ビデオゲームにおけるファミコン（任天堂）からプレステ－ション

（Sony）への世代交代など）。周波数における標準化がなかなか行われない原因の一つ

は、送配電における技術革新の遅さにも起因していると考えられる。 
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が一般的である。例えば、ビデオゲームのようなソフトとハードを通じたネットワーク効

果が見られる産業では、当初は任天堂がファミコンというハードを提供するだけでなく、

ゲームソフトも作っていた。この理由は、産業の黎明期においては品質の高いソフトを供

給することがハードの価値を高める上でも重要だが、そうした品質の担保は垂直統合した

企業でなければなかなか保持できないという点があった。9 
1980 年代になると、公益事業のネットワーク産業における上記の規制に対して、以下の

ような問題点が指摘されるようになった。①費用は私的情報であり企業が正確につかむこ

とができないことから、有効な価格規制がなされていないのではないとの疑義が生じた、

②独占的なサービス提供において品質やサービス水準の劣化や技術革新の遅さが指摘され

た。 
これらの問題点に対して、コスト情報の非対称性によって行政による価格規制の有効性

に限界があることから、規制ではなく市場競争によって価格を律するのが望ましいという

考え方が出てきた（例えば Baumol, Panzar and Willig, 1982）。また一定程度インフラ整

備が整った段階にあっては、インフラを解放して自由に競争をさせることでサービスの品

質が確保されるという考え方も生まれた。後者の考え方が、伝統的にサービスとインフラ

を同一主体で提供する垂直統合型のモデルから、それらを別の主体で提供しうる水平分業

型モデルへと転換するきっかけとなった。 
電気通信産業では、水平分業型への流れの中でサービスの多様化とサービス料金の低廉

化が顕著に進んだ。とりわけ携帯電話産業においては、データ通信が主流となるなか、水

平分業型に移行することで様々な事業者が多様なサービスを提供するようになり、消費者

メリットは大きく向上したといわれる。また空港などのインフラにおいては、水平分業型

のビジネスモデルの登場により PFI（民間資金等活用事業）等の新たな手法を経営の選択

肢に取り込めるようになったと評価できる。10 
もっとも垂直統合と水平分業とはメリットとデメリットがあり、どちらが望ましいのか

はそれぞれの産業の置かれた競争環境によって異なることに注意が必要である。インフラ

整備が終わった段階で利用者料金などの価格の低廉化を進めるのであれば、水平分業型の

ビジネスモデルに利があるものの、インフラ投資を促進し新たなプロダクト・イノベーシ

ョンを行おうとする場合には、垂直統合型のビジネスモデルも有効である。ネットワーク

産業におけるビジネスモデルも、産業がおかれた競争環境の変化に応じて、垂直統合と水

平分業とを行き戻りを繰り返しながら、最適なビジネスモデルを探し求めていくことにな

るのではないか（大橋 2010, 2014）。 
 
 

                                                   
9 ビデオゲームについては大橋（2005）を参照のこと。なお他産業の事例として携帯電

話については大橋（2010）、電子書籍については大橋（2013）が参考になる。 
10 この点は山内（2014）に詳しい。 



8 
 

３． 競争と規制のあり方 
ネットワーク産業のビジネスモデルが従来の垂直統合型から水平分業型へと進行する

なかで、競争と規制の政策的な観点からいくつかの論点が生まれてくる。これらの論点に

ついては本特集の他の論考でも取り上げられているので、ここでは簡単に二つの論点を指

摘しておきたい。 
１つはボトルネック性である。例えば電気通信にてサービス提供を行うためには、その

地域における FTTH 等の電気通信設備を使う必要がある。こうしたインフラは地域独占的

に提供されていることが多い。とりわけボトルネック性が強いインフラに対しては、エッ

センシャル・ファシリティという用語が使われることもある。ボトルネック性がある産業

においては、とりわけインフラ事業者と競合するサービス提供事業者のインフラ接続に対

して、差別的取引や不当な価格付けが当該インフラ事業者によって行使される懸念がある。

水平分業型のビジネスモデルを通じて多様なサービスを競争的に生み出すためには、こう

したボトルネック性に対する何らかの規制が検討される必要がある。 
二つめの論点は、スイッチング・コストである。このコストは、ある規格から別の規格

へ乗り移るときの取引コストを表現したものであり、その存在が市場の固定化を生み出す

可能性がある。とりわけネットワーク産業において従前の自然独占の状態から、競争を導

入するにしても、スイッチング・コストの存在のために需要家が新規参入者のサービスを

購入できないのであれば、市場競争の活性化は全く期待できないことになる。行政による

規制や制度がスイッチング・コストを高止まりさせているのであれば、そうした規制や法

制度は再考されるべきであろう。電気通信における番号ポータビリティー制度や SIM ロ

ックの解除は、スイッチング・コストを逓減させる施策として評価できるだろう。11 
もちろん企業のマーケティング戦略としては、どのようにスイッチング・コストを高め

て自社に顧客を引き留めるかが課題になる。航空会社であればマイレージ・プログラムが

典型的なマーケティング手法として考えられるだろう。こうした企業の創意工夫に基づく

マーケティング戦略を促すためにも、規制や法制度が競争環境のレベルプレイングフィー

ルドを歪めるようなことがあってはならない。12 
 
 

おわりに 
本稿では、公益的な事業を念頭に置きながらネットワーク産業における三つの特徴――

規模の経済性・補完性・ネットワーク効果――を説明するとともに、サービス提供を行う際

                                                   
11 北野・齋藤・大橋（2010）を参照のこと。 
12 脚注 5 で記したように、ネットワーク効果は消費者の期待が重要な役割を果たす。そ

こで、例えば商品の発売前広告は、高いスイッチング・コストに直面する消費者に競争他

社の商品を買い控えさせる上で有効なマーケティング戦略である。しかし発売する予定の

ない商品広告を行うなど、消費者の期待形成を不正に操作する行為は競争政策上の問題に

なりうる。 
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のビジネスモデル――垂直統合と水平分業――を論じた。さらに政策的な観点からボトルネ

ック性とスイッチング・コストにおける競争・規制政策に触れた。 
少子化・高齢化と人口減少が進む中で、公益事業分野のネットワーク産業も転換期を迎

えている。深刻な国家財政難に直面する中で、インフラ形成も一巡した段階においては、

新たな需要を創出するために、需要者側の目線に立った効率性のより高いネットワークの

活用が求められている。ネットワーク産業が持つ「補完性」に注目するならば、ネットワ

ークの付加価値を高めるために補完性のある新しい需要分野を掘り起こす必要がある。例

えば鉄道を取り上げれば、鉄道需要と補完的（派生的）な観光や「エキナカ」を育てるこ

とが、すなわち鉄道ネットワークの付加価値を高めることにつながる。小売全面自由化を

2016 年 4 月に控えた電力においては、電力と補完的な財・サービスが様々考案されて電

力とのセット販売が繰り広げられることだろう。あるいは電気通信のように技術革新の激

しい分野においては、上位レイヤーにおけるプラットフォームへの付加価値の集中化がさ

らに進み、ネットワーク効果を常に意識したマーケティング戦略が求められることになる。 
ネットワークは「繋がる」ことにこそ意味がある。わが国におけるネットワーク産業で

は、かなりの程度の需要が満たされ、規模の経済性やネットワーク効果が飽和した段階に

ある。ネットワーク産業における今後の新たな方向は、従来においては異なると考えられ

てきた市場・産業分野に「補完性」を見出し、新しい繋がりを求めていくことであろう。

経済学的な用語を使えば、新たな分野に「範囲の経済性」を探求していくことともいえる。

異分野との融合がイノベーションを生み出すことの必要条件であるならば、今のわが国の

ネットワーク産業に求められていることは、まさにこれまでとは異なるネットワークの新

展開のはずである。 
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