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（草稿）連載 経済学と競争政策 
損害額算定における経済学の活用 

東京大学大学院経済学研究科教授  大橋 弘 
 
 
独占禁止法（以下、「独禁法」という）は、独禁法違反行為をした事業者に対して被害者に

対する損害賠償請求を課す（２５条１項）とともに、事業者は無過失損害賠償責任を負う（同

条２項）。無過失損害賠償請求訴訟の第１審は東京高等裁判所の専属管轄であり、請求権は

公正取引委員会の審決が確定日から３年以内に限られる。２５条による訴訟は、独禁法の法

目的実現のために民法の特例を定めたものであり、民法上の損害賠償の方法を制限するも

のではないとされる。損害賠償請求においては、損害額の算定が重要である 1。一般に独

占禁止法違反行為によって原告（被害者）に生ずる損害とは、加害行為がなければ存在した

であろう状態と、当該加害行為の結果として現に存在する状態との差額 2と考えられる。そ

して世界的に見てこれまで経済学が最も有効に活用されているのはこの損害額の算定にお

いてであろう。 
例えばカルテルによって消費者が蒙る損害は、カルテルが行われていた期間中の購入価

格から、協定がなければ存在したであろう購入価格（以下「想定価格」という。）を差し引

いた金額に、カルテル期間中の購入数量を乗じて得た金額、すなわち超過支払額となる。あ

るいは排除行為を例にとれば、一般には排除行為がなければ存在したであろう利益（以下

「想定利益」という。）から現に存在する利益を差し引いたものとなる。この差額は、違反

行為がなければ得られたであろう利益であり、逸失利益とも呼ばれる。カルテルや排除行為

が有効に機能していたのであれば、実際の購入価格や利益は、「想定価格」あるいは「想定

利益」を上回ることになろう。経済学は「想定価格」や「想定利益」を推定する上で有益な

理論を提供するものであり、推定された「想定価格」や「想定利益」と、現に観測される違

反行為の下での価格や利益を用いて、需要家が蒙ったと推認される損害額を算定すること

ができる。本稿では経済学の観点から違反行為から生じる損害額を算定する方法について

議論をしたい。なおここでは前回までの話題を引き継いで、違反行為の中でも主としてカル

テルに注目をして議論をするが、排除行為に伴う遺失利益の算定においても手法の多くは

共通している。 
 

第1章 カルテルの経済効果 
第 1 節  最終消費者向け市場でのカルテル 

                                                   
1 25 条の歴史的背景については、岡田外司博（1999）「独禁法と民事救済」法律時報 71
巻 11 号及び泉水文雄（2001）「独占禁止法と損害賠償」民商法雑誌 124 巻 4.5 号を参照の

こと。 
2 ここでは「差額」を価格の差という狭義の意味ではなく、価格を含む利潤や便益などの

広義の意味で用いることにしたい。 
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カルテルが経済学的に問題になるのは、カルテルが消費者の犠牲の上に成り立っているこ

とを問題視するからである。仮に被害者がカルテルからの直接の購買者であるとするとき、

犠牲になる消費者には２つのタイプがあることを本連載第 1 回にて議論した。1 つのタイプ

はカルテルから当該財・サービスを購入する消費者であり、この消費者はカルテルによって

「想定価格」以上の支払いを余儀なくされることになる。もう 1 つのタイプの消費者は、

「想定価格」であれば購買したが、カルテルが効果的に形成され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。この消費者の余剰分を死荷重と呼び、図 1 の

B に相当することになる。 

 

カルテルによる損害額は、当該違法行為によってカルテル企業が得た利潤（つまり A）と

されることが多い。確かに A は、カルテル企業から高い価格での購買を余儀なくされた消

費者の逸失利益に相当し、カルテルによって企業が得た超過利潤であることから損害額と

して認定することは自然である。しかし死荷重（つまり B）も、カルテルが無ければ購買し

ていた消費者が、カルテル行為のために購買を断念せざるをえなかったという点において、

消費者の逸失利益であることには違いない 3。異なる点は、B においては、賠償されるべ

き消費者を特定することが一般的に容易でないところにある。しかし個別ケースにおいて

被害者が特定される場合には、死荷重部分も A と同様に損害額の対象として算定すべきで

あると考えられる。特にこの点は、流通過程での上流市場において違法行為が行われた場合

                                                   
3 死荷重を損害額に算定すべきか否かについては、泉水（2004）でも問題提起がなされて

いる。 
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の損害を評価するときに論点となる。 
 

第 2 節 流通過程の上流市場でのカルテル 
上の図 1 を用いた議論は、カルテル行為の直接の相手方である最終消費者を念頭におい

たが、流通過程の上流におけるカルテル行為によって最終消費者が間接的に損害を蒙る場

合にも同様に議論を当てはめることができる。なお流通過程の上流のみにてカルテルが行

われた場合には、それより下流に位置する中間生産者も当該カルテルからの被害を受ける

ことになる。このときの損害額の算定は、図 1 よりも複雑だ。なぜならば当該中間生産者

は、カルテルによる価格の上昇の一部（あるいは全部）を下流の取引企業（あるいは最終消

費者）に対して転嫁することが可能だからである。そのメカニズムを以下の２つの図を用い

て説明してみよう。 
 

 

ここでは簡単化のために、流通過程を図 2 のように上流企業、下流企業、最終消費者の３

つの経済主体から構成されているものとし、上流企業がカルテル行為を行って下流企業に

対して製品単価を C0 から C1 へと引き上げるものとする。下流企業は C0 及び C1 を限界費

用として生産を行うものとし、上流企業の製品と代替的な生産要素は存在しないものとす

る。上流段階におけるカルテル行為の結果として、下流企業が最終消費者向けの価格を P0

から P1へと引き上げて限界費用の上昇分を転嫁できるものとする。 
このとき上流段階におけるカルテルは市場に対して２つの効果をもたらすことになる。

第 1 は最終消費者に対する影響である。この影響は下流企業が価格を P0 から P1 へと引き

上げたことによって最終消費者が蒙る損害であり、この点は図 1 を用いて上で議論した点

と同様である。 
 



4 
 

 

第 2 は下流企業に対する影響であり、図 3 のように表すことができる。上流段階におけ

るカルテルが無い場合には、下流企業は Q0だけの数量を（P0－C0）の利鞘で最終消費者に

売っていたことから、その利潤は図 3 上にて（D+E+F）と表現することができる。ところ

が上流段階でのカルテルによって限界費用が C1へと上昇し、合わせてその上昇分を製品価

格に P1 という形で転嫁をすると販売数量は Q1 へと減少することから、下流企業の利潤は

（C+D）と変化することが分かる。そこで流通過程の上流にて行われたカルテル行為によっ

て、下流企業の利潤は（C－E－F）へと変化することになる。この値が負であるとはカルテ

ルによって下流企業が損害を蒙っていることを意味する。つまり下流企業のカルテルにお

ける損害は 3 つの要素から構成されている。（１）上流価格の上昇分を最終消費者向け価格

に転嫁することによる収入増（C に相当）、（２）上流企業からの調達価格が上昇したことに

よる費用増（E に相当）、そして（３）販売量が減少したことによる利潤減（F に相当）で

ある。 
上流におけるカルテル行為による下流企業の損害額は、通常上の（１）と（２）のみが議

論されることが多い。つまり上流における価格上昇分を下流企業が全て（つまり 100%）最

終消費者に転嫁する場合には、下流企業の損害は存在しないと考えるのが一般的な実務で

慣れている考え方のように思われる。しかしカルテル前の段階で最終消費者向けの市場が

完全競争ではなく（つまり P0と C0との間に乖離があり）、なお且つ下流企業による最終消

費者向けの価格上昇に伴う販売数量減（つまり Q0－Q1）が無視しえない大きさに達する場

合には、（３）で議論した F の損害は無視しえない大きさになる。なおこの F に相当する金

額は、上流市場における死荷重に一部含まれる部分でもある。第 1 節での最終消費者向け

市場でのカルテルの議論では死荷重を損害額に算定できない理由として、被害を受けた消
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費者が特定できないことを挙げたが、図 3 の F においては明らかに下流企業が被害者とし

て特定される。 
なお下流企業が上流段階でのカルテルに参加していなくても、万一下流企業が上流企業

の価格引上げに便乗してコスト上昇分以上に最終消費者向けの価格を引き上げる状況も想

定しうる。その場合には、下流企業は上流段階でのカルテルによる被害者ではなく、当該カ

ルテル行為によって逆に利潤を高めることができる点にも注意が必要である。 
 

第2章 カルテルによる損害額の算定 
わが国において独占禁止法違反行為に係る損害額の算定については、公正取引委員会から

依頼を受けた研究会 4において「独占禁止法第 25 条に基づく損害賠償請求訴訟における損

害額の算定方法等について」という報告書（以下「同報告書」という）が平成 3 年 5 月 15
日に発表されている。 

同報告書では、損害額を加害行為がなければ存在したであろう状態と加害行為によって

生じた状態との差額で損害額を捉え、その算定方法として米国における理論を４つの分類

に分けて紹介している。①前後理論、②物差理論、③市場占拠率理論、そして④その他であ

る。③は物差理論の一種のバリエーション的なものと位置付けられており、また回帰分析に

よる方法は、専門家や学識経験者の証言による方法と並んで④に分類されている。とりわけ

回帰分析については、「分析に必要な相当期間の価格形成要因に関する各種のデータやこれ

らのデータを利用する際の基礎となる当該市場の実態等に関する情報が確保されていなけ

ればならず、また、当該回帰モデルの理論的妥当性や推定結果の統計的信頼性が確保されて

いなければならないといった多くの制約がある」（同報告書第 1.３（１）②）とされている。

そうした記述などを踏まえると、同報告書では、①と②に基づいた現実価格との比較による

手法が推奨していると解釈できる。 
同報告書が公表されて 20 年近くが経過する中で、損害額算定の手法に対する基本的な考

え方に大きな変更はないものの、とりわけ回帰分析の取り扱いが大きく変わってきている

点は留意が必要である。電算能力の大幅な向上と電算機器の低廉化が進む中で、回帰分析に

よる手法を用いることの金銭的・時間的な費用が大きく低減している。また回帰分析の背景

にある統計学・計量経済学の研究が進歩するなかで、①前後理論や②物差理論の問題点も明

るみになっている。以下ではまず①②を回帰分析の観点から論じるとともに、回帰分析手法

について紹介をしたい。 
 

第1節 回帰分析による手法 
同報告書においては、①前後理論や②物差理論を「現実価格との比較による手法」として「回

帰分析による手法」と対比させて論じているが、この論じ方はあまり生産的でない。①②は

                                                   
4 「独占禁止法違反行為に係る損害額算定方法に関する研究会」（座長 淡路剛久 立教大

学法学部教授）。 
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ともに回帰分析の限定的な類型として考えられ、①②の手法上の限界を乗り越える手法も

回帰分析の中で論じることが可能である。以下では回帰分析の代表的な 3 つの手法を紹介

する。時系列分析、横断面分析、そしてパネル分析である。なお以下で明らかになるように

①②はそれぞれ時系列分析、横断面分析の特殊形という位置づけになる。 
 
１．時系列（time-series）分析 
この分析の基本的な考え方は、同報告書の前後理論に書かれているように、「違反行為が行

われる以前の価格と、違反行為が行われている期間中の価格とを比較し、その差額を基に損

害額を算定する」（第 1.2(2)①）ものである。カルテル行為の対象となっている市場におけ

る当該企業に対して厳密な比較が可能となる点でこの分析は強みを持つ。 
しかし前後理論では、違反行為の期間とそれ以前の期間において、当該市場の競争状況や

需要動向に何らかの変化が起こった場合には、損害とは関係のないそれらの変化も損害額

に算入されてしまう懸念がある。その際には、現実価格との比較に限定する前後理論ではな

く、回帰分析において観測されるデータ変数を説明変数に入れることによって、当該市場の

競争状況や需要動向を一定程度コントロールすることが可能となる。もちろん景気や季節

による変動を高い頻度（四半期、月などのレベル）でコントロールしようとすれば、時系列

データの変動をすべて説明することになってしまう。それを解消するためには、より高度な

時系列分析を用いるか、以下で述べるパネル分析を用いる必要がある。 
 
２．横断面（cross-sectional）分析 
この分析は、同報告書での物差理論と同じ分析手法であり、「価格引き上げ協定が行われな

かった地域の価格を基に、価格引き上げが行われた地域の想定価格を推定し
．．．

、これと協定期

間中の価格との差額から損害額を推定する考え方」（同報告書 第 1.2(2)②。なお強調は筆

者による）である。同報告書では、物差理論は先の前後理論と同様に「現実価格との比較に

よる手法」とされているが、想定価格の推定にあたっては、価格引き上げが行われた地域と

価格引き上げ協定が行われなかった地域との特性の違いを説明変数とする回帰分析を行う

ことが適当な場合がある。 
横断面分析の特長は、時系列分析と異なりカルテルの開始時期や終了時期の設定によっ

て結果が影響を受けない点にある。この分析においては、時系列分析で問題になるようなカ

ルテルに依らない時間的な変化要因に結果が左右されることはないものの、対照群として

取り上げる価格引き上げ協定が行われなかった地域における独特の特性がある場合に、そ

の特性が算定されるカルテルの損害額に直接影響を与えかねない点では、比較対照群とし

て価格引き上げが行われた地域との同質な地域をいかに対照群として選ぶかが分析の妥当

性の鍵となる。 
 
３．パネル（panel）分析 
パネルデータとは、時系列データと横断面データの双方の特性を兼ね備えたデータである。
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上で述べた文脈で説明をすると、価格引き上げが行われた地域と価格引き上げ協定が行わ

れなかった地域との横断面データを時系列的に追うことができるデータがパネルデータと

なる。パネルデータに対してしばしば用いられる分析手法に DID（「Difference in 
Differences」の略）分析と呼ばれるものがある。価格引き上げ協定がおこなわれた地域以外

の地域を対照群（control group の訳）として注目し、その対照群を実験群（treatment group
の訳）である価格引き上げ協定が行われた地域との間で比較をしたうえで、さらに価格引き

上げ協定の発効時点の前後で比較をすることによって、カルテル行為がもたらした損害を

事後的に価格などの市場成果の指標によって評価しようとするものが DID 分析である 5。 
DID 分析を用いたカルテルの損害額算定は、新薬の治験検証と同様の考え方で行われる

ことになる。治験検証においては、疾病重篤度等の観点で同一の基準を満たす患者を対象と

した上で、その患者をランダムに実験群と対照群に振り分けて、新薬及びプラシボ（偽薬）

を与えることが理想的な検証実験とされる。この観点からカルテルの損害額算定が妥当性

を持つためには少なくとも以下の 2 点に留意をする必要がある。まず実験群と対照群とが

比較可能であることが必要条件となる点である。治験検証において同一の基準を満たす患

者を対象としたように、カルテルの定量分析においても価格引き上げが行われた地域と酷

似した価格引き上げ協定がなかった地域を見つけてくる必要があり、この点は上の「２．横

断面分析」でも触れたところである。 
DID 分析が妥当性を持つための第二の条件は、カルテルが事前に予見することができな

い意味で外生的なショックであり、現実に観測されたカルテル事案は、そうしたショックの

実現値として扱われるべきという点である。例えば、カルテルによる価格引き上げがカルテ

ル協定の発効時点以前から予見されている場合には、この条件は成り立たない。この点は本

稿の最後に「相当因果関係」の箇所でも述べるが、この点はカルテル事案によっては議論の

あるところと思われる 6。 
本章で議論した時系列・横断面・パネル分析は総称して誘導推定手法と呼ばれる。誘導推

定とは経済事象の背景にある経済学的なメカニズムを明示的に考慮せずに、均衡値として

得られる経済変数（例えば販売価格）との相互関係を統計的に直接処理する手法である。 
カルテルにおける損害額算定において、誘導推定手法は簡便かつ有効な手法であり、実際

にも世界的には広く活用がされている。しかしカルテルの形成・維持・強化に係る経済学的

なメカニズムを定量的に解明することまでも目的とするのであれば、均衡値として得られ

る経済変数から供給面に係る側面だけを識別して分析する必要があり、誘導推定とは異な

る手法を用いる必要がある。7 

                                                   
5 下線部の比較とは、推定上は差分（difference）を取る作業になる。差分を 2 回取るため

に、DID という名称になっている。 
6 この条件は、自然実験と呼ばれる手法にてしばしば言及される点である。大橋弘

（2012）「市場支配力と市場画定」公正取引 No740. 6 月号を参照のこと。 
7 そうした手法の企業結合への応用については大橋 弘（2012）「企業結合における効率

性： 最近の経済分析からの知見を踏まえて」経済法学会会報 を参照のこと。 
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４．超過支払額の分布 
カルテルによる超過支払額に関する実証分析はいくつか存在するが、その分析の大半は

カルテルによる超過支払額は存在するという結果が得られている。代表的なサーベイとし

てしばしば言及される Connor and Lande (2008)8 は、200 本ある研究論文から 674 のカ

ルテルにおける平均超過支払額を調査し、超過支払額の中位値は 20%であることを報告し

ている。なお図 4 の分布から観察される点として興味深いのは、調査されたカルテルのう

ち 7%の件数において平均超過支払額がゼロとされている点である。この 7%の案件におい

てはカルテルにおける合意の存在と実質的な競争制限との間に齟齬があることを意味して

おり、とりわけ第 2 条 6 項の市場効果要件を求めるわが国においては、カルテルの認定に

際して需要家がどれだけ損害を蒙ったのかをきちんと検証する必要性を強く示唆する結果

として注目をすべきである 9。 
 

図４ 超過支払額の分布 10 

 
                                                   
8 Connor, J.M. and Lande, R.H., (2008) “Cartel Overcharges and Optimal Cartel Fines,” chapter 88 
pp. 2203-18, in S.W.Waller (ed), Issues in Competition Law and Policy, volume 3, ABA Section of 
Antitrust Law. 
9  不当な取引制限における市場効果要件の重要性については、大橋 弘（2012）「カル

テルにおける経済学の活用」公正取引 7 月号 No.741 を参照のこと。 
10 この図は Connor and Lande(2006)の結果をコンサルティング会社である Oxera が更に

サンプルを足して報告した結果である。詳しくは”Quantifying antitrust damages: 
Towards non-binding guidance for courts: Study prepared for the European Com-
mission” (December 2009) 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf を参

照のこと。 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_study.pdf
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第2節 いくつかの考察 
本章ではカルテル行為による損害額の算定手法を回帰分析の観点から論じてきた。回帰

分析を含む統計的な手法を用いるにあたっては、適切なデータの収集や統計手法で前提と

しているモデルの妥当性、及び統計手法を用いた結果の解釈方法などいくつかの視点が存

在する。完全なデータは存在せず、また現実を全て隙間なく説明するモデルなどはありえな

い。だからといって統計的な分析が「使えない」との指摘は当たらない。同報告書における

「現実価格との比較による手法」として紹介されている前後理論や物差理論は、実のところ

限定的な条件でしか妥当しない手法であることを回帰分析手法の観点から説明した。損害

額の算定において、回帰分析の結果が異なるモデルに対してどれだけ頑強かを精査する位

の余裕と謙虚さをもって、専門的な観点から統計的分析を用いることが重要だろう。 
 
１．「相当因果関係」 
同報告書では、「賠償すべき損害の範囲は、加害行為によって発生した全損害ではなく、

加害行為と相当因果関係が認められる範囲の損害」（第 1.1(2)）であるとされる。そして相

当因果関係が認められる範囲の損害には「加害行為がなければその損害が生じなかったで

あろうと認められ、そのような行為があれば通常はそのような損害が生じるであろうと認

められる損害」（第 1.1(2)①）とされる。本章第 1 節においては、カルテル行為による賠償

すべき損害は「相当因果関係」が認められると仮定したもとで、損害額算定の手法を紹介し

た。「相当因果関係」が認められるかどうかは、計量経済学では「内生性」と呼ばれる話題

であり、その問題は既に十分知られているところである。簡単に述べれば、当該カルテル行

為が「別の経済要因」によって引き起こされている場合、当該カルテル行為がない状況を分

析するためには、「別の経済要因」を合わせて分析する必要があり、そのような状況のこと

を「内生性」が存在するという。「内生性」が存在するときに、その存在を無視したままで

統計的な分析を行うと、カルテル行為の影響を過大或いは過少に推定してしまうことが知

られており、よって「内生性」の懸念がある場合には統計的な処置（代表的には操作変数法）

を施す必要がある。ここでは紙面の都合もありそうした手法の詳細までは紹介しないが、専

門家のレベルでは留意すべき事項と言えよう。 
 

２．動学的効果 
本稿ではカルテルの持つ動学的な効果については一切捨象したうえで、あくまで静学的な

観点からの価格の影響のみを対象として損害額の算定の議論を行った。しかし一度カルテ

ルが潜在的に持つ動学的な観点を考慮に入れると、損害額の算定は俄然複雑になる。例えば

カルテルが無い競争的な市場でイノベーションが活性化するのであれば、本章で扱ったカ

ルテルの損害額は過小に算定されていることになる。他方で、カルテルによってもたらされ

る超過利潤が研究開発を活性化して財・サービスの品質向上に繋がると考えるのであれば、

本章で算定された損害額は過大となる。動学的な観点をカルテルの損害額算定で考慮する

ことは、上のように複雑かつ不確実性が高いために、わが国を含め主要な海外諸国ではカル
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テルの損害額を静学的な観点から算定しているのが現状である。しかし複雑であることが

無視をしてよい理由にはならない。対象とする産業・市場によっては動学的な観点が明らか

に重要な役割を果たすことも想定しうる。 
 
３．カルテル実行期間など 
本章ではカルテルの実行期間を所与として明示的に議論しなかったが、損害額の算定にお

いて重要な論点である。しかしデータのみからカルテルの実行期間を特定することは困難

であることが多い。例えばカルテルの事後的な定量分析の中には、カルテル告訴を受けてか

ら価格が 4 年間も上昇するなど、一見すると説明の難しい事例がいくつかの研究成果で報

告されている 11。 
カルテルは形成されるまでに時間がかかることもあり、また本連載第 3 回で議論したよ

うにカルテルからの逸脱者が出れば、それに対して罰則を行うために一時的に市場の競争

環境が競争的な状態へと移行することもあり得る。観察される価格は需要と供給との関係

で決まってくるために、価格の動きから供給側の事象であるカルテルの有無や強度を推測

するには、本稿で議論した誘導推定とは異なる統計的な処理が不可欠となる 12。 
 
なお金利の扱いや被害者範囲の特定など実務的にはいくつも重要な論点があると思われ

るが、本章では経済学が定量的な観点から重要な役割を果たせる部分に限定して議論を行

った。更に経済学的には懲罰的損害賠償制度における抑止効果も興味深い論点であるが別

の機会に論じたい。同報告書では、損害賠償請求訴訟において「一点の疑義をも許さない自

然科学的証明ではなく、経験則に照らして」（第 1．１（３））因果関係を立証することが重

要であるとする。経済学的にも因果関係を定量的に評価することは技術的にも高度である

ことは本節１．にて説明した通りだが、損害額においてはより「自然科学的」な方法を用い

て厳密に算定する余地がわが国には残されていることは事実であろう。 
 

                                                   
11 Sproul, M.F. (1993) “Antitrust and Prices,” Journal of Political Economy, 101: 741-
54。この論文では米国で告訴された 25 のカルテル事件について分析をしている。 
12 例えば構造推定手法がそうした手法の一つである。 


