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（草稿）特集 独占禁止法の学び方 
独占禁止法と経済学 

東京大学大学院経済学研究科 大橋 弘 
【公正取引 No.738:12-17 頁 2012 年 4 月 掲載】 

 
 

シャーマン法が制定された 1890 年から 1970 年代までのあいだ、米国の競争法は経済学

的な観点からは整合性に欠くものだったと言われている。とりわけ大企業の多くの経済活

動には競争当局から不審の目が向けられ、企業結合についてはその効果の蓋然性を評価せ

ずに禁止命令が出されることもあった。この時期の米国競争法の運用において「唯一の整合

性があるとすれば、それは政府が常に勝利するという点」であった 1。その後 1970 年代

に入って、米国の競争当局は事案の選択を初めとして経済学を用いるようになり、今では経

済学は競争法になくてはならないものとなっている。 
ひるがえってわが国においても、競争法の分野で法学と経済学とが協力することの重要

性は 30 年以上前から認識はされていたものの 2、独禁法の実務における経済学の活用は

未だに黎明期を脱し切れていない 3。本論文ではわが国における競争法に対して経済学が

どのような貢献ができうるか、若干の展望をしてみたい 4。 
なお、早くから経済学の重要性に対する認識がありながら、わが国の競争法分野において

なぜ経済学があまり利用されてこなかったのか、またわが国で経済学を競争法実務に活用

していくためにはどのような手立てが必要なのか、という論点はきわめて重要である。こう

した点は、わが国の競争法の成り立ちや競争当局の歴史的な背景を踏まえた議論が必要で

あり、「経済学」を日本の独占禁止法に適用する上できわめて興味深いテーマである。しか

しこうした論点は必ずしも競争法の初学者向けにふさわしい内容とも限らないことから、

また別の機会に譲ることとしたい。 
 
 

１．競争政策における経済学の役割 
現在 110 を超える国々が競争を制定し、今後も ASEAN 諸国（東アジア諸国連合）を中

                                                   
1 1966 年における Steward 最高裁判事の言。Douglas H. Ginsburg and Eric M. Fraser 
(2011), “The Role of Economic Analysis in Competition Law” in Intellectual Property, 
Competition Law and Economics in Asia, In Ian McEwin ed より引用。 
2 例えば根岸哲「季刊 現代経済」24 号、1976 年、154 ページ。 
3 この点は、例えばわが国における経済系コンサルティング・ビジネスの現状を欧米諸国

と比較するだけでも明らかであろう。 
4 なお独禁法と経済学については既に多くの論文や書籍が著されてきた。経済学者が編著

したものとして、例えば三輪芳朗「独禁法の経済学」（日本経済新聞社 1982 年）や岡田

羊祐・林秀弥「独占禁止法の経済学－審判決の事例分析」（東京大学出版会 2009 年）が

ある。 
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心にその数は増加していくことが見込まれている。国境を跨いだ企業活動が活性化する中

で、欧米のみならず中国やインドなど経済成長が著しい新興国における競争法の運用にも

注目をしていく必要がある。こうした競争政策の「グローバル化」という新しい潮流はわが

国における競争政策の考え方やその運用に大きな影響を与えないわけにはいかない。 
もっとも競争法は国内法であることから、同一の企業結合やカルテル行為に対して各国

で独自の判断を下すことが可能である。しかしそうした違法行為に対する判断が各国競争

当局のあいだで異なる場合には、企業側に大きな混乱と過剰な負担をもたらすことになり

かねない。そのために例えば大型の合併案件やカルテル事案などにおいて、わが国の公正取

引委員会（公取委）が海外の競争当局と連携して調査を行う場面が増えていくことは経済の

グローバル化の必然であると考えられる。また海外競争当局間の共同作業をスムーズにす

るために、各国間で競争法の運用のあり方を共通化していこうとする動きが出てくること

も自然な流れだろう。 
当面は OECD（経済協力開発機構）や ICN（国際競争ネットワーク）等の場で各国競争

当局がベスト・プラクティスを共有しあうことで、競争法の実務のあり方をすり合わせてい

く努力を続けていくのが現実的である。この過程で海外競争当局とのコミュニケーション

を深化させていくためには、経済学（より正確には産業組織論）の果たす役割が大きい。競

争法の歴史的な形成過程は各国で大きく異なるために法学的なアプローチから海外当局間

の協調を図ることは困難が予想されるものの、他方で市場構造を理解する上で不可欠な学

問分野である経済学の見方は国際的に規格化されており、ある国に固有の「経済学」が存在

するわけではないからだ。経済学自体の利用は経済専門家が行うにしても、法律実務家も経

済学の利用できる場面や利用の限界について理解をしておくことは今後きわめて有効とな

る。 
 
 
２．経済学における市場支配力の考え方 
独占禁止法において中心的な概念である競争の実質的制限とは、『「競争価格」を相当程度

上回る販売価格を設定できる力』（いわゆる市場支配力）が発生することを指し、経済学的

には販売価格と限界費用との乖離（以下、マークアップ）が、競争水準におけるマークアッ

プを相当程度上回っている状況とされる。以下の本章では、市場支配力を例にして経済学的

な考え方を紹介したい。 
市場支配力が経済学的に問題になりうるのは、不当に獲得された市場支配力によって消

費者が犠牲になることを問題視するからである。この場合の消費者には２つのタイプが存

在する。容易に想像がつくのは、市場支配力の有無にかかわらず一定の取引分野における商

品・サービスを購入する消費者である。このタイプ（便宜的にタイプ A と呼ぶ）の消費者

は市場支配力が存在することによって「競争価格」以上の支払いを余儀なくされることにな

る。もっとも「競争価格」とは理論上の概念であり、現実に観察される価格は市場支配力が
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行使された結果としての価格であることから、タイプ A の消費者が市場支配力によって高

い価格に直面しているという意識を持っていない可能性もある 5。 
もう一つのタイプ（これも便宜的にタイプ B と呼ぶ）の消費者は、「競争価格」であれば

購買していたが、市場支配力によって価格が上昇した結果、購買を断念せざるを得なくなっ

た消費者である。先ほどのタイプ A の消費者での議論と同じく、現実には「競争価格」が

ついたことはないので、タイプ B の消費者はそもそも自らが市場支配力によって犠牲にな

っているという意識がないことも考えられるだろう 6。 
企業側の視点に立って上記の議論を振り返ると、企業が当該市場で市場支配力を持つに

至ったのは需要に比して供給量を抑えることができたからに他ならない。当該商品・サービ

スに対する一定の需要がある中で、供給量を減ずればその商品・サービスの価格が上昇する

のはまさにアルフレッド・マーシャル（1842-1924）以来の需要と供給の原理による。価格

が上昇するにも拘らず、当該商品・サービスを購入するタイプ A のような消費者が存在す

るのは、当該商品・サービスに代替するものが市場にないからである 7。 
 
さて経済的な付加価値の観点から市場支配力の問題は何かと問われれば、それはタイプ B

の消費者の存在にあると指摘できるだろう。競争的な価格であればより多くの生産が行わ

れ、タイプ B の消費者も当該商品・サービスを享受できたにもかかわらず、市場支配力が

行使された結果として、タイプ B の消費者による購買量分だけ生産活動と消費活動の機会

が失われたことになるからである。もっともタイプ A の消費者も市場支配力の行使によっ

て被害をこうむっているに違いないが、タイプ A の消費者の被害額はそのまま企業利潤の

増加分で相殺されることになり、社会全体の付加価値の観点からは何らの変化がないとみ

なすことができる。別の言い方をすれば、仮に政策的に当該企業に対して課税をし、そのタ

イプ A の消費者の被害分を金銭的に補填することができるのであれば、タイプ A の消費者

における市場支配力の問題は解消することになる。経済学の標準的な教科書ではしばしば

効率性の問題を重視し、社会全体の付加価値（「パイ」）の増減が重要な課題になるが、その

理由は社会的な付加価値を分配することは政策的に容易であるという考え方が背景にある。

分配の問題を政策的に容易に解消することができるのであれば 8、社会的な付加価値を最

                                                   
5 尤も相見積もりをとるなどして、他事業者の価格を探り「競争価格」を推測することは

可能かもしれないが、もし消費者が相見積もりをとる状況にあるのであれば、既に市場支

配力を一定程度打ち消すだけの競争圧力が存在していると推認されるだろう。 
6市場支配力に対する需要家の認識がいかようであるかは、市場支配力の有無や多寡を調査

する際に需要家アンケート・ヒアリングにどの程度の信頼をおくかに重要な含意を持つ。 
7 つまり当該市場における商品・サービスと他の商品・サービスとの間における代替の弾

力性が小さいということである。もちろん当該商品・サービスの製造販売技術が特殊なも

のでない限りは、中長期的には当該市場への商品・サービスの参入が期待できるだろう。 
8 もっともここで取り上げた事例のような場合でさえも、企業から消費者への所得再配分

を政策的に行うことは容易ではなく、その意味で必ずしも効率性の問題に比べて分配の問

題が容易に解消できるというわけではない。 
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大にすることをまず重視するという見方自体はそれほど不自然ではないだろう。 
2008 年秋の金融危機以降、格差問題がクローズアップされ所得分配が政策的に容易に解

消できるものではないことが明らかになる中で、効率性に偏重してきた従来の経済学の考

え方に対して批判がなされている。しかしこうした批判に対して従来の経済学に代わる有

力な考え方がないこともあり、欧米の競争法のプラクティスにおいても暫くは従来の経済

学の考え方が基本となり続けるものと考えられる 9。 
 
 

３．理論的な考え方の有用性 
 

 
 
前章で説明した内容は、経済学でお馴染みの需要・供給曲線にて表すと目に見える形で市

場支配力の問題点を浮き彫りにすることができる。既に画定された一定の取引分野におい

て、商品・サービスの需要量が価格と共にどのように変化するかを表したものが需要曲線、

その供給量と価格との関係を示すのが供給曲線である 10。一般的には価格の下落と共に需

要量は増大し、供給量は減少することが見込まれることから、図のように需要曲線は右下が

り、供給曲線は右上がりとなる。 
このように図示してみると、「競争価格」という概念をさらに明確化する必要が生じるこ

とになる。次章で議論するようにこの「競争価格」は、競争の前提をどう考えるかによって

                                                   
9 こうした従来の経済学に対する批判の中から行動経済学や実験経済学などの新たな分野

が生み出されているものの、こうした分野の知見が政策的な議論の俎上に上るまでには暫

くの時間がかかるものと見込まれる。 
10 なお図では作図の便宜上直線となっているが、以下の議論には影響を与えない。 
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複数の見方を提示することが可能である。ここではあくまでベンチマークを提供する目的

として、競争価格とは「完全競争」においてつけられる価格であると仮定する。次章では「完

全競争」の背景にある仮定の現実妥当性について吟味をしたい。 
 
「完全競争」とは、どのミクロ経済学の教科書においても競争を語る上でまず初めに登場

する概念である。つまり企業が市場支配力を全く行使できない市場状態を指し、完全競争で

の市場価格は需要と供給とが一致するところ（つまり図上において需要曲線と供給曲線と

の交点）にて決まるとされる 11。企業が市場支配力を行使して、この競争価格を上回る市

場価格をつけるためには、企業は生産量を完全競争時よりも抑える必要がある。その結果と

して、競争価格であれば購買しただろうタイプ B の消費者が生み出されることになる。こ

の消費者が社会的に生み出す損失を死荷重（dead weight loss の英訳）と呼び、市場支配力

が存在することによって社会が失う付加価値を表すことになる。前章で指摘した消費者 A
と企業との間の分配の問題は政策的な所得移転などで仮に解消可能であるとしても、死荷

重の部分の損失は取り戻すことのできない社会的なロスであり、その定量的な大きさは図

上で塗りつぶした面積に相当することになる。 
 
 

４．理論と現実とのギャップ 
 
前章にて「競争価格」を完全競争においてつけられる価格として議論を進めた。現実の企

業活動を考えたときに、市場競争によって生じる価格は完全競争による価格によって近似

されると考えてよいのだろうか。 
注意すべきは完全競争が成り立つためにはいくつかの仮定が満たされる必要があり、そ

うした仮定が現実妥当性をもつか否かは自明ではないという点である。市場価格が需要曲

線と供給曲線との交点で決まるためには、市場で取引される商品・サービスは同質であり、

企業は当該市場への参入退出が容易であると共に、市場で取引される商品・サービスについ

ての情報は全ての市場参加者（つまり企業と消費者）に同様に知れ渡っていることが前提と

されている。 
しかし現実の経済活動を考えたときに、完全競争にて仮定される上記の条件を満たして

いるとは考えづらいだろう。企業はたとえ同質の商品を売る場合でも、広告などを使ってな

るだけブランドイメージによる付加価値をつけて製品を差別化できるように様々な形での

商品戦略を練るのが通常である。また企業の参入退出にも概ね何らかのコストがかかるの

が普通であり、また商品やサービスについてのあまなく情報が企業と消費者との間で共有

されているとは考えにくい。種々の理由で現実の市場は理論的な競争概念である完全競争

                                                   
11 ここでは在庫や生産過程において発生する不良品の存在などを明示的に考慮していない

が、そうした点を考慮してもここでの本質的な議論は変わらない。 
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とは異なると考えられ、従って競争的な環境であってもある程度の市場支配力が発生して

いると考えるのが適当である。この場合、図２のように「競争価格」は完全競争価格から乖

離することになるため、市場支配力の行使による効率性のロス（つまり死荷重の大きさ）は

台形部分のように塗りつぶした面積に相当することになる。 

 
ここで重要な点は、「競争価格」は完全競争での価格とは異なりうるという点であり、「競

争価格」である販売価格が限界費用を上回る場合にはマークアップが正になることも通常

の競争において十分に考えられるだろう。製品差別化など完全競争の仮定が満たされない

場合には、マークアップは通常の市場競争においても不可避的に生じうるものであり、これ

は定義上市場支配力の存在には当たらないことになる。 
 
 
５．市場支配力の識別とマーケットシェア 
第 2 章で紹介したように、市場支配力とは『競争価格を相当程度上回る販売価格を設定

できる力』であり、販売価格と限界費用との乖離が、競争水準におけるマークアップを相当

程度上回っている状況である。 
販売価格は実際に企業がつけている変数であり、限界費用は企業の技術的条件によって

決まる変数であることから、マークアップは市場をどのように画定するかに関わりなく決

まる経済変数である。市場を仮に狭く画定したからといって、企業が実際に得るマークアッ

プ（つまり利鞘）が変わるわけではない。 
これまでわが国における競争政策の実務においては、市場占有率が市場支配力を推測さ

せる重要な指標であるとの認識のもと、市場画定をいかにするかということに議論を終始

させてきたように思われる。しかし企業の価格設定行動を鑑みれば、市場画定によって得ら
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れる市場占有率と市場支配力との間には論理的な関連性が乏しいことは明らかであろう。 
上での２つの図で明らかにしたように、経済学の根底にある価格理論では、しばしば価格

と数量との 2 次元の図を用いて議論を行う。均衡における価格と数量との間に比例あるい

は反比例の関係があるかどうかは先験的に明らかではなく、ゆえに市場支配力という価格

側の情報を市場占有率という数量側の情報から推測することには無理がある。そもそも市

場支配力は価格で定義されている以上、価格データを用いた分析によって市場支配力の有

無を調査するのが筋であり、経済学的にも合理的な方法であろう。 
もちろん上記の点は、競争当局における事件選択判断において、マーケットシェアを用い

ることを否定するものではない。限られた人的資源制約のもとで国民経済上重要度の高い

事件を効率的に選択する方法として、市場占有率の関数であるハーフィンダール指数（以下、

HHI）を基準に判断することに一定の合理性はある。重要な点は、HHI の高低とマークア

ップの高低との間に一定の関係があるとは経済学の論理からは出てこないという点であ

る。12  
 
経済学において市場の競争性を論じることは、あたかも医者が病状を判断することと同

じような側面を持つと考えると判りやすいだろうか。来院した患者の病因を診断する際に、

医師は、その患者の体温や顔色、鼓動、脈拍などを計りながら、真の病因を探り当てようと

する。そうした診断結果は難しい病気であればあるほど、医師によって異なることが容易に

予想されるだろう。 
市場の競争性における判断についても同様の側面がある。たとえマークアップをデータ

で捕捉できたとしても 13、競争水準におけるマークアップがいくらかになるかは分析者に

よって異なる判断がなされても何ら不思議はない。製品差別化のあり方や広告活動への評

価方法によって結論は異なりうるからである。専門的な資格をもつ医師が病気の診断を行

うのと同様に、市場の競争性についても経済の専門家が対象とする事件の固有性に配慮し

つつ競争性の判断を行うことが望まれる。 
一部の実務家や法律家の中には、市場の競争性について単一の指標で表現することが可

能であるとの見解を持っている方が見受けられる。その際に言及される HHI や相対利潤

比 14 等の概念は市場の競争性を示す直接的な証拠とはなりえず、せいぜい近似の指標で

しかない点に留意すべきである。経済の専門家であれば、そうした指標の背景にある前提条

                                                   
12 もちろん特殊な仮定の下で両者の間に相関関係を定立することは可能である。 
13 ここではマークアップをデータから捕捉することができる、と暗黙裡に仮定をしている

が、現実的には楽観的な仮定である。個々の需要家が直面する実際の取引価格はしばしば

値引きなどの存在から異なることが多く、こうしたデータを得ることはとりわけ企業間取

引において困難である。また経済学における費用概念と会計における費用概念が異なるこ

とから、経済学における限界費用を財務データから計測することは困難である。 
14 相対利潤比の概念は、J. Boon, 2008, “A New Way to Measure Competition,” The 
Economic Journal 118 (August): 1245-1261 に詳しい。  
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件を吟味せずに、指標を無防備に使用することはないだろう。市場の競争性の持つ多面性に

配慮しつつ、複眼的なアプローチで競争性分析の結果についての頑強性を確認する作業は

常に有効である。 
 
 

６．経済学にどう対応するか 15 
経済学の教科書の中には図や数式が多く出てくるものも多いことから、経済学に対して

なかなか親近感を持てない法律家・実務家がいるのではないかと想像される。しかし経済学

の直感的な含意は数式を使わずとも十分に表現が可能であり、本論文でもそうした点を念

頭に議論を試みた。経済学が図や数式を用いるのは、直感的に理解できたように感じられる

概念や事象の背景にある構造を可視化することにより、論理的な理解を深めることを目的

とするためである。第 2 章で議論した「競争価格」という用語にしても、その用語の意味す

るところは複数あり、経済学での需要と供給との関係を図示することによって初めて「競争

価格」が持つ解釈の多義性が明らかにされる。 
法律家や裁判官・審判官が経済分析を用いる必要は全くないと私個人は思うものの、他方

で（法学部で提供されるレベルでの）基礎的なミクロ経済学の研修を受けた裁判官の判断が

上訴・抗告される確率は、そうした研修を受けなかったケースと比較して有意に低いことが

知られている 16。基本的な経済学を身につけるだけで、原告・被告双方が納得できる判断

が下せるとすれば、競争法の実務家が経済学を修得することのメリットはそれなりにある

と言えるのではないだろうか。 
 
最後に経済分析について 2 つの点を述べて本論文を締めくくりたい。まず経済分析とは

手法であり、その使い方によって経済分析を利用することのメリットに雲泥の差が生じう

る点に留意すべきだということである。分析対象にもよるが、経済分析においては現実を抽

象化したモデルを用いて議論をすることが多く、モデル化の際におく仮定や前提にモデル

から導き出される結論や含意が大きく左右されうる。 
例えば、1990 年代にカナダにて争われたプロパンガス市場での企業結合においては、当

該市場における競争形態をどのように仮定するかで、競争制限効果と効率性向上効果との

大小関係が変わる可能性があったと評価されている。この点はまさに本論文の第 3 章で議

論したように「競争価格」を図 1 と考えるのか、図 2 と考えるのかで結論が大きく変わる

ことを意味している。 
つまり経済分析がなされたからといって、その分析から得られた結果が経済学的に信頼

                                                   
15 本章の議論は、大橋弘（2011）「企業結合審査における経済分析」公正取引 でもなさ

れている。 
16 Michael R. Baye and Joshua D. Wright (2011), “Is Antitrust Too Complicated for 
Generalist Judges? The Impact of Economic Complexity and Judicial Training on 
Appeals,” Journal of Law and Economics  
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におけるとは必ずしも結論付けられない。経済分析がどのような仮定に基づいてなされた

のかを慎重に見極める姿勢が不可欠である。経済分析で用いられた仮定が対象となる事件

にどの程度妥当するのか、もし妥当しない場合には、異なる仮定のもとで導出された経済分

析の結論がどの程度の頑強性を持ち得るのか。そうした判断能力が経済分析の専門家に求

められているのであろう。 
二点目として、経済学が提供する証拠は供述証拠や物的証拠に代わるものというよりは、

それらの証拠を補完し、あるいはその証拠価値を確認するためのひとつの尺度を提供する

ものであるという点だ。例えば、カルテル事件においては供述証拠や物的証拠が犯罪を立証

する上で不可欠だと思われるが、直接カルテルを証明するような事実証拠はなかなか得る

ことが難しい。そうしたときに、経済分析を用いることで対象となる市場において競争が阻

害されていたかどうかを定量的に推定するなどして判断することが可能である。こうした

経済的証拠は、供述証拠や物的証拠に代わるような決定的な証拠ではないが、間接的な証拠

として違法性判断の正確性を高めうるものとして有効に機能しうると考えられる。 
 
いずれにしてもわが国の競争政策における経済分析を考えるうえでは、法律家が違法性

判断の正確性を高めるうえで経済的証拠を活用できる能力、そして経済分析の専門家が法

律家にとって経済的証拠を活用しやすいように情報を咀嚼して提供できる能力、の２点を

相互に高めていく必要がある。こうした努力は民間に任される部分が大きいことは言うま

でもないが、そもそも競争当局が経済分析を活用する姿勢がなければ、民間でも経済学を取

り入れる誘因は大幅に殺がれるであろう。 
つまりわが国における競争政策において、競争当局が経済学を用いる姿勢を明確に疑い

のない形で示すことが経済分析を競争法の実務に根付かせる上で不可欠である。競争当局

が経済的な証拠を活用する方向性をメッセージとして与えることによって、経済分析の質

の向上やそうした人材の育成に決定的なインパクトを与えることはいうまでもないことだ

ろう。 


