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第1章 はじめに 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独禁法」という）では、市場

集中規制としての企業結合規制において、一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなる場合、あるいは不公正な取引方法によるものである場合に、合併を禁止して

いる。独禁法 15 条は、企業結合のうち、一定規模以上については企業結合計画を事前に

公正取引委員会（以下「公取委」という）に届け出ることを義務づけており、公取委は届

出を受理した場合、当該企業結合計画が独禁法の規定に照らして問題があるか否かの審査

を行う。本稿では、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合の企

業結合を検討の対象とし、また紙面の都合から特に断らない限り、同業種に属する企業結

合（いわゆる水平合併）を念頭において議論する。 

水平合併は、経済学的には２つの相反する効果を国民経済上の社会厚生にもたらすこと

が知られている。しばしば Williamson’s Tradeoff ともいわれるものがそれである(Oliver 
Williamson, 1968)。まず企業の水平合併はその一つの側面として、企業の生産・経営の効

率性を向上させる効果を持つ。この「効率性向上効果」は、規模の拡大や部門間の相乗効

果を通じた生産・販売・流通部門の生産性の向上を通じて、より高い品質の製品をより安

く需要者に提供できる可能性を高められる点で国民経済的にみて好ましい効果であると言

える。他方で、水平合併によって企業数が減少することから企業間の競争が緩和される懸

念がある。この「競争制限効果」には大まかに、企業単独で行われる形態（unilateral effect）
と企業間で協調・共謀することによって行われる形態（coordinated effect）との２つがあ

ると考えられるが、いずれの形態も市場競争が緩和された影響によって需要者は高い価格

や低い品質に甘受せざるを得ない点で、社会的な厚生を悪化させる効果を持つ。事前規制

である企業結合において、消費者厚生か社会厚生かのいずれを最大化するとしても、規制

当局は合併が行われる前にWilliamson’s tradeoffにおける相反する効果を比較考量する必

要がある。なお本稿では紙幅の都合から unilateral effect を中心に検討を加え、

coordinated effect について分析の対象としない。 
企業結合における効率性について、経済学の観点からおおまかに以下の 2 つの論点が存

在するように思われる。第一は企業結合における効率性の存在と実現可能性についてであ

る。この点は、過去の企業結合事例において効率性が存在したのか否かという点にも大き

く関わる論点である。第二に企業結合審査における効率性の評価とその位置づけである。

企業結合は事前審査となっていることから、未だ実現していない効率性をどのように合併

1 本稿で述べられている内容は筆者個人のものであり、筆者の属するいかなる機関を代表

するものではない。 
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審査に織り込んでいくのかという論点が存在する。これら２つの論点は特段目新しいもの

ではないが 2、本稿ではこれまでの経済学における実証研究成果も踏まえて、企業結合に

かかる効率性について最近の知見を提供することにしたい。 
本稿の構成は以下のとおりである。第 2 章では、わが国の企業結合の効率性に関する実

証研究を批判的に検討する。経済学の一分野である産業組織で用いられる実証手法の検討

を行い、企業結合の事後検証における最近の分析結果について国内外の文献を紹介する。

第 3 章では、わが国の企業結合審査について若干の考察を効率性の観点を中心に行って、

結びに代える。 
 
 

第2章 企業結合に関する実証研究と効率性 
企業結合における効率性を判断するにあたって、過去の企業結合事例においてどの程度

の効率性が存在していたかを明らかにしておくことは有益である。本章では、企業結合の

事後評価における代表的な 2 つのアプローチ――誘導推定と構造推定――を紹介し、その

長短を論じる。加えてこれらの手法が用いられている実証分析を紹介し、批判的な検討を

加えたい。まず第 1 節にて誘導推定手法を導入し、その手法を用いた実証分析を紹介する

（第 2 節）。誘導推定では、企業結合の効率性を直接に計測することは不可能であり、効

率性と競争制限効果との和（ネット）の効果を推測することしか高々できないことが明ら

かになる。 
企業結合の効率性を識別して推定できる手法として、第 3 節にて構造推定手法を説明す

る。この手法は一定の制約的な仮定のもとで、企業結合の効果を事前に予測する手法とし

て用いることが可能であり、企業結合を審査する際の定量的評価手法としてその有用性が

高いものと考えられる。第 4 節では構造推定を用いた実証分析を俯瞰する。 
 

第 1 節  誘導推定手法 
産業組織 3における実証分析手法には大きく分けて誘導推定（「reduced-form estimation」

の訳）と構造推定（「structural-form estimation」の訳）との２つが存在する。構造型推

定とは経済事象の背景にある根源的（primitive）なパラメータである消費者の嗜好や生産

関数等を経済モデルに基づいて直接に推定する手法であり、他方で誘導推定とはそうした

経済事象の背景にある構造パラメータを明示的に考慮せずに、均衡値として得られる経済

2 第一の論点については公正取引委員会 競争政策センター（2011）『企業結合の事後評

価 ― 経済分析の競争政策への活用 ―』（CR 04-11）及びそこでの参考文献を参照の

こと。また第二の論点についての法学的な観点からの議論については武田邦宣（2001）『合

併規制と効率性の抗弁』（多賀出版）、川濱昇・武田邦宣（2010）「企業結合規制における

効率性の位置づけ」（RIETI 11-J-022）を参照のこと。 
3 経済学の一分野である産業組織については大橋弘（2012）「産業組織と競争政策」（公正

取引 No.739、5 月号）を参照のこと。 
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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。本節では誘導

推定を説明し、構造推定については第 3 節にて解説をする。 
誘導推定においてしばしば用いられる手法に DID（「Difference in Differences」の略）

分析と呼ばれるものがある。企業結合を事後的に評価する際に、合併時期の前後という時

点の違いに注目して合併した企業の経済変数を比較することには問題が多いことが従来指

摘されてきた。なぜなら異なる時点の比較による経済変数の変化は、合併による効果以外

にも景気等のマクロ変数の影響があることが無視できないからである。その批判に応える

ために、合併社以外の企業を対照群（「control group」の訳）として注目し、その対照群

を実験群（「treatment group」の訳）である合併社との間で比較をしたうえで、さらに企

業合併時点の前後で比較をすることによって、企業結合がもたらした効果を事後的に利益

率や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 4。 
DID 分析を用いた企業結合の検証は、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。この観点から企業結合の検証が妥当性を持つた

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。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、企業結合の検証においても合併社と酷似した非合併企業を見つけてくる必要がある。 
DID 分析が妥当性を持つための第二の条件は、企業結合は企業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、現実に観測された合併事案は、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、企業結合が結合時点以前から予

見されている場合には、この条件は成り立たない。企業結合が外生的ショックとして見做

されうるのかどうかは企業結合事案によっては議論のあるところであろう 5。 
なお企業結合の誘導推定手法を通じて明らかになるのは、競争制限効果と効率性向上と

の和の効果であり、後者の効果を独立に識別することは不可能である。また DID 分析は企

業結合審査において当該企業結合の効果を直接に評価することはできないものの、競争制

限効果を推測する際の参考資料を提供するツールとして有用である。次節では、誘導推定

手法を用いた実証分析を紹介する。 
 

第 2 節 誘導推定手法を用いた企業結合の評価 
合併における効率性を定量的に評価した研究は未だ萌芽期にあり、今後さらなる研究の

蓄積が期待される分野である。誘導推定を用いた研究をとりまとめた最近の代表的なもの

4 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。 
5 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。 
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に、公正取引委員会競争政策研究センター（2011。以下「合併報告書」という）がある。

この合併報告書では、利益率（第 3 章）、株価（第 4 章）、研究開発（第 5 章）、価格（第 7
章）という４つの側面から主に企業結合の事後評価を行っている。合併報告書では、誘導

推定に係る文献を包括的に扱っていることから、本節では合併報告書を各章ごとに検討す

ることで誘導推定に係る文献のレビューに代えたい。 
「企業結合と経営成果」と題する第 3 章では、第一・第二地方銀行における合併を取り

上げて傾向スコア比較法を用いて経営成果に対する合併の貢献度を定量的に捕捉している。

分析期間である 2000－2006 年度では、6 件の合併があった。６つの指標（ROE、営業費

率、資本資産比率、不良債権比率、総資産及び都道府県別総生産成長率）の観点から合併

6 銀行に対応する被合併企業を対照群として選び出し（以下「マッチング」という）、その

経営成果を比較することで合併の貢献度の定量分析としている。マッチングを行う際には

6 指標それぞれにウェイト付けをする必要があるが、その加重の置き方は傾向スコア比較

法に基づいて行っている 6。経営指標としては ROE、資本回転率、不良債権比率、労働生

産性の 4 指標をとり、その差が有意かどうかを統計的に検定している。 
合計 100 を満たない地方銀行数を母集団とする中で、対照銀行は合併銀行の比較対象に

なりえているのかという点は若干の留保を要する。もちろんマッチングを行えば、2 つ以

上からなる母集団から対照銀行を見出すことが手続き的に可能であるが、地方銀行の合併

は、金融行政の中で公的資金の有無に関連する形で選択されている側面も否めない 7。合

併銀行と対照銀行との間の類似性と公的資金の有無とは必ずしも関連していないことから、

マッチングの結果についての解釈には特段の注意を要する。同時に有価証券報告書の指標

がきちんと経営実態を反映しているのかについても検討が必要であろう。1980 年代以降の

産業組織における実証分析の展開は、有価証券報告書を含む財務指標に対する信憑性への

疑念を出発点の一つとしている。例えば ROE を取り上げても、資本コストや資本減耗の

考え方が財務会計と経済学とで大きく違っていることや、広告宣伝や研究開発に係る費用

が企業や産業ごとに異なる仕訳で計上されている点など、利益率を見る際に会計上の利益

率を用いることには問題があるとの強い批判がなされた 8。過去のこうした批判への建設

的な検討を踏まえた上での分析が望まれる。 
第 4 章の株価イベント分析では、上場企業同士の企業結合の前後において株価の推移を

検討したものである。2000－2007 年までの上場企業同士の企業結合事例 30 件の内、ライ

バル企業が特定可能で且つ株価の取得可能な 15 事例を対象としている。企業結合に関す

る情報が初めて公にされた日を新聞記事に基づいて特定し、その前後の合併社の株価動向

6 合併銀行（合併年、対照銀行）の６組は以下の通り。近畿大阪銀行（2000、東和銀行）、

親和銀行（2003、中京銀行）、筑波銀行（2003、スルガ銀行）、もみじ銀行（2004、八千

代銀行）、西日本シティ銀行（2004、八千代銀行）、紀陽銀行（2006、北都銀行）。 
7 例えば西村吉正（2003）「日本の金融制度改革」東洋経済新報社を参照のこと。 
8 代表的なものとして、Fisher, Franklin M., and John J. McGowan. 1983, “On the Misuse of 
Accounting Rates of Return to Infer Monopoly Profits,” American Economic Review 73: 82-97. 
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を検証している。15 事例における株価の推移は、合併発表当日には合併社の株価が上昇し

ているものの、1 週間の間に過半の事例で株価の上昇がもはや見られなくなっており、株

式市場において企業結合の効果は効率性のみならず競争制限効果の点でも見られていない

という観察事実が得られている。 
株価イベント分析では、株式市場における効率的市場仮説が前提となっている。つまり

投資家は企業の長期利益現在価値を予測して投資する結果、株価は長期的収益率を反映し

て決まるはずだというものである。効率的市場仮説については既に批判されて久しく、フ

ァイナンスの分野においても第 4 章で仮定するような完全効率的な株式市場を仮定するよ

りも、限定的な合理性をもつ投資家行動を仮定する理論へと移行している。また株価イベ

ント分析は八幡・富士製鐵の合併について三輪（1990）9でも用いられるなど一世を風靡

した時期もあるが、その後にイベント分析に伴う概念上・推定上の様々な問題点が指摘さ

れ 10、現在ではイベント分析を用いて合併の事後検証を行う分析自体は産業組織の分野

において欧米でも稀となっている。 
第 5 章では合併が研究開発に与える効果を分析している。研究開発の指標として研究開

発集約度（研究開発費の対売上高比率）と特許公開件数との２つを取り上げて、2000－2008
年の間に誕生した 39 の合併企業について合併前 3（或いは 5）年と合併後の同年間におけ

る両指標の平均値を比べてその変化を見ている。第 2 章にて議論したように、そもそも合

併前後の指標の変化を合併の効果とみなすことはできず、またそれを考慮した DID 分析な

どを用いた統計的処理も何らなされていないことから、本章の結果は学術的にどれほどの

信頼を置けるものかは疑問の余地がある。また研究開発集約度や特許公開件数という指標

が一定の取引分野において判断される合併の効率性にどう結び付くのか、そのメカニズム

の解明もなされる必要があろう。 
合併報告書最後の分析として第 7 章では価格分析を行っている 11。最近の食品加工業

における３つの企業結合事例（①味の素によるヤマキの株式取得（2007）事例、②新三井

製糖による台糖とケイ・エスの合併（2005）事例及び③日清食品による明星食品の株式取

得（2006）事例）を取り上げてスキャナーデータを使って DID 分析を行っている。スキ

ャナーデータとは POS（販売時点）データのことを指す。全国 10 地域における週次品目

別売上高及び売上数量をデータとして用いており、データ期間は①2006 年 1 月―2009 年

12 月末、②2004 年 1 月―2007 年 12 月末、③2005 年 1 月から 2008 年 12 月末となって

いる。なお週次データは月次に合算したうえで推定を行っている。DID 推定の結果として

3 事例とも企業結合によって合併社の価格が統計的に有意に上昇したとしている。 

9 三輪芳朗（1990）「大型合併の効果－新日本製鉄と第一勧業銀行」三輪芳朗著『日本の

企業と産業組織』第 12 章: 319-332 東京大学出版会。 
10 例えば Mullin, G.L., J.C. Mullin, and W.P. Mullin, 1995, “The Competitive Effects of 
Mergers: Stock Market Evidence from the U.S. Steel Dissolution Suit,” Rand Journal of 
Economics, 26(2): 314-330 を参照のこと。 
11 第 6 章は文献紹介の章となっている。 
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合併報告書の中では第 7 章が最もしっかりした分析であり、その推定結果に頑強性が認

められる。しかし当事会社グループの企業結合後の価格上昇がいかなる理由から生じてい

るかについては、この分析では明らかにされていない点に注意が必要である。つまり合併

報告書で用いた誘導推定の手法では、価格の上昇が需要側・供給側のいずれの要因がどの

程度の影響をもって生じているのかについて判断できない。合併報告書では、価格の上昇

は供給側の要因（つまり企業結合による当事会社グループによる価格の引き上げ）とみな

して解釈しているものの、企業結合の結果として需要側が影響を受けている可能性は排除

できていない。実際に次節で見るように、誘導推定による価格の変化は需要側の要因も大

きな役割を果たすことがある。企業結合によるブランドイメージの向上など分析者にとっ

て観測不可能だが消費者にとって重要な特性の存在を一例として挙げることができるだろ

う。いずれにしても誘導推定の推定結果を企業結合における供給側の要因のみと解釈する

ことはできないことから、企業結合に伴う「競争制限効果」を識別することは不可能であ

る。 
誘導推定は正しく用いればデータの持つ統計的性格を見る上で簡便かつ有用な手法で

ある。誘導推定が簡便に用いることができる理由は、企業結合の背景にある経済学的なメ

カニズムを捨象して観測可能な経済変数のみ間における関係を表層的に分析しているから

である。この点は、逆に言うと誘導推定から得られる観察結果からその背景にある経済学

的なメカニズムを読み取ることが難しいことを意味している。実際にある企業結合案件に

おいて、競争制限効果と効率性向上効果の各々がどの程度寄与しているかを識別すること

は誘導推定からは不可能である。誘導推定から観察される価格変化のどれだけが供給側の

要因から来ているのかを知るためには、誘導推定では見ることが出来なかった需要・供給

の構造にまで立ち入った分析を行う必要がある。その手法が次で述べる構造推定である。 
 

第 3 節 構造推定手法 
市場均衡として表出される価格や販売数量等のデータを用いて、その市場均衡の背景に

ある根源的要素である需要関数（あるいは消費者選好や効用関数）及び供給関数（あるい

は企業の生産関数や費用関数）を推定しようとするのが構造推定手法である。 
構造推定を用いて企業結合を評価するときには、通常以下の２つのステップを取ること

になる。初めに現実のデータを用いて分析対象である企業結合に関係する経済主体の需要

関数や費用関数といった経済モデルの構造パラメータを推定する。次にその推定値を用い

て当該企業結合がなされなかったという仮想的な状況下における市場均衡をシミュレーシ

ョンに依拠して現出させる。なおシミュレーションが企業結合の影響を因果関係として捉

えているとするためには、データから浮き彫りにされる現実の経済主体の活動を推定され

た経済モデルが近似しているという点と、企業結合を経済主体の行動に対して外生として

扱えるという２点の確認が必要である。勿論、これらの点は誘導推定においても確認され

なければならない点という意味で、構造推定に特別な要件ではない。 
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上記の２段階を行う手法を一般に合併シミュレーションと呼び、それには多くの仮定を

必要とすることが知られている。但し合併シミュレーションを行わなくとも上記の２つの

段階の一部を取り出して分析するだけでも、企業結合について豊かな示唆が得られること

が多々ある。例えば SSNIP テストとは、上記第一段階における需要の価格弾力性値を求

める作業を簡単化した手法であり、需要の価格弾力性の推定値を得るだけで競争制限効果

についてかなり精度の高い予測を立てることが可能となる。また 2010 年発表の米国水平

合併ガイドラインでも取り上げられた価格上昇圧力分析（「Upward Price Pressure」の和訳）

は、合併シミュレーションの簡略版と考えることができる。12。 
構造推定は誘導推定よりも技術的に複雑であるものの、誘導推定にはないメリットを複

数有している。既に指摘した点も含めて、主だったものを 3 点挙げるとすれば、まず構造

推定では特定の企業結合が価格や数量に与える影響がいかなる要因からきているのかを分

析できる点が挙げられる。誘導推定では企業結合に伴う競争制限効果と効率性効果とを合

わせた粗効果として価格や数量の変化を評価せざるを得なかったが、構造推定では効率性

効果を競争制限効果と切り離して評価することが可能である。また誘導推定では、（個別企

業の経営戦略や費用要因をコントロールしていない限りにおいては）合併社と非合併社と

の間で価格付けを含む経営戦略や費用構造が対称的であることを暗黙裡に仮定することが

通常であるが、構造推定では企業間の非対称性や異質性を明示的に考慮した分析が可能で

ある。 
第二のメリットは、構造推定においては誘導推定では行い得なかった厚生上の判断が可

能である点だ。もっとも消費者厚生に与える影響だけを知りたければ、価格が上昇するか

どうかだけで判断が可能ではないか、との指摘があるかもしれない。しかし次節にて議論

するように、製品が差別化されている財・サービス市場においては価格の上昇だけでは消

費者厚生への影響を評価することはできず、また消費者厚生への影響が軽微な場合には、

生産者厚生も含めた社会厚生の評価が不可欠となる。 
構造推定が持つ第三のメリットとして、この手法は企業結合の事前評価を可能にする点

が挙げられる。誘導推定においては結合後のデータがなければ当該企業結合の評価を行う

ことが不可能であるが、構造推定においては推定された構造パラメータを基にシミュレー

ションによって企業結合を評価するために、未だ行われていない企業結合の事前予測を将

来推定することができる。具体的には、競争制限効果については需要の価格弾力性を推定

することによって単独あるいは協調行動下での影響を評価することができる。効率性効果

を事前に推定することはできないが、いくつかの現実妥当性をもつ効率性効果についての

シナリオに基づいて、企業結合の効果をシミュレーションすることができる 13。 

12 Joseph Farrell and Carl Shapiro, 2010, “Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An 
Economic Alternative to Market Definition,” The B.E. Journal of Theoretical Economics: Policies 
and Perspectives, Vol.10 (1). 
13 2.1 でも述べたように、誘導推定から競争制限効果を評価する際の有用な参考資料を得

ることはできる。 
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以上のように構造推定は、誘導推定では行いえないような、企業結合が経済主体の行動

に与える影響まで踏み込んだ分析を特定の企業結合の事前調査として行うことが可能であ

ることから、企業結合審査においてより詳細な分析を行いたい場合には適切な手法である

といえる。なお誘導推定（例えばその代表例である DID 分析）と異なり、構造推定におい

ては特定の分析手法が存在せず、対象となる特定の企業結合事例に合わせた道具立てを用

意することが求められることから、いわば経済分析の「プロ向け」のツールといえる。構

造推定を行うためには、経済分析専門のスタッフを確保する必要があるだろう。 
 

第 4 節 構造推定手法を用いた企業結合の評価 
構造推定の考え方は遅くとも 1950 年代以来から知られている。コールズ財団の設立メ

ンバーである Hsod と Koopmans は計量経済学を「経済理論と統計手法とを融合した経済

学の一分野」14と定義しており、構造推定が念頭に置かれたことが分かる。同時方程式の

推定から始まった同推定手法だが、企業結合の評価において構造推定が取り入られ始めた

のはごく最近のことである。例えば Whinston はその 2006 年の著書において、「水平型合

併における効率性への影響を分析する実証研究は驚くほど少ない」15と述べているものの、

ここ数年になってようやく効率性の評価も含んだ形での企業結合の事後評価を行う論文が

未公刊ながら発表され始めている。 
例えば、Smith と O’Gorman(2008)16では、ラジオ産業における 1990 年代米国での規

制緩和が引き金となった企業合併を取り上げ、合併案件平均で固定費の削減が収益の 6%
近くに上ったことを報告している。米国テレビ産業においては Stahl(2010) 17によると、

固定費の削減を含めて年間 1 放送局あたり 414,000 米ドルの削減が規模の経済で発生する

ことが報告された。Benkerd・Bodoh-Creed と Lazarev (2010)18は米国航空産業における

水平型合併を分析し、ハブ空港を持つ航空会社同士の合併はハブをもたない企業の参入を

促す結果、競争制限効果を上回る効率性向上が見られる点を構造推定によって指摘した 19。 
投資行動を通じた企業結合の効率性を構造推定で分析した研究として大橋・中村・明城

（2010）があり、また企業結合が海外展開に与える影響を分析したものとして大橋・遠山

（2012）がある。この 2 つの論文はわが国における企業結合規制に対して効率性向上効果

14 Hood, W.C., and Koopmans, T.C. (1953) Studies in Econometric Method, Cowles Commission 
Monograph no. 14. John Wiley, New York. 
15 Whinston, M.D., 2006, Lectures on Antitrust Economics, MIT Press. 
16 Smith, H. and C. O’Gorman, 2008, “Efficiency Gain from Ownership Deregulation: Estimates 
for the Radio Industry,” mimeo  
17 Stahl, J.C., 2010, “A Dynamic Analysis of Consolidation in the Broadcast Television Industry,” 
mimeo 
18 Benkard,C.L., A. Bodoh-Creed and J. Lazarev, 2010, “Simulating the Dynamic Effects of 
Horizontal Mergers: U.S. Airlines,” mimeo 
19 また斜陽産業における事業再編の効果を日本のセメント産業に応用した研究として
Nishiwaki, M., 2010, “Horizontal Mergers and Divestment Dynamics in a Sunset Industry” mimeo
がある。 
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の観点から興味深い示唆を含んでいることから、以下にて若干詳細に紹介をする。 
大橋・中村・明城（2010）20では昭和 45 年 3 月になされた八幡・富士製鐵の合併を定

量的に評価している。1960－1979 年までの銑鋼一貫企業上位 6 社（合併後は 5 社）にお

ける生産・投入データを用いて、企業の戦略的な生産及び設備投資行動を定式化し、且つ

投資を通じた生産性向上も考慮した動学的な構造推定モデルを用いた。八幡・富士製鐵に

よる合併には競争制限効果がみられたものの 1%程度の需要家向け価格に対する影響しか

持たず、他方で生産性の大幅な向上によって社会厚生は年平均で 45%ほど上昇したとの結

果が得られた。この結果は企業結合が効率性向上をもたらす点を定量的に明確な形で表現

すると共に、（短期的な意味での）消費者厚生にのみ注視した企業結合規制は社会的な厚生

を大幅に損なう可能性がある点が指摘された。 
実際に新日鐵の誕生に繋がる八幡・富士製鐵の合併は、技術進歩に対して大きく寄与す

る実例を提供している。まず合併後、新日本製鐵は君津・大分の両新鋭製鉄所の拡充を図

り、八幡の鉄源部門の戸畑への集約や室蘭・広畑の鉄源部門を含む大規模なリプレースが

行われるなど、設備の大型化を志向した生産構造改善が図られ、また世界で初めて全面連

続鋳造方式を採用する工場を建設し、大幅な歩留まりの改善と品質向上を果たした。こう

した技術革新が生産者厚生の増加を通じた需要家へのメリットへと還元されていると考え

れば、消費者厚生はより長期的な観点からの基準とみなしうる。 

なお同意審決では鉄道用レール、食罐用ブリキ、鋳物用銑及び鋼矢板の 4 つの取引分野

において競争が実質的に制限される恐れがあることが指摘され、この 4 分野において設備

譲渡、株式譲渡および技術やノウハウの提供などの問題解消措置に関する計画が応諾され

た。本論文ではこの問題解消措置についても分析を行っており、この問題解消措置なく合

併が行われた場合と比較して、新日鉄以外の競争業者（とりわけ神戸製鋼と日本鋼管）の

生産性を向上させることに寄与したものの、その生産性向上の度合いは問題解消措置によ

って新日鉄がこうむった生産性低下を埋めあわせるまでには至らず、全体として社会厚生

を低下させる効果をもったことも指摘された。 

大橋・遠山（2012）21では 1998 年 12 月に韓国にて成立した現代・起亜自動車の合併（現

代による起亜（97 年に経営破綻）の買収）が韓国の国内及び輸出市場に与えた影響を分析

している。本合併においては合併後に韓国国内市場における両社の実質価格が上昇した点

が指摘されるが、他方で通貨危機後の経済回復に伴って販売車種も高級化している点がデ

ータから明らかになった。車種品質の向上は市場競争に関わりなく価格を引き上げうるこ

とから、実質価格の上昇のみを見て競争制限効果を判断することはできない。 
次に車種レベルの市場データを使って構造推定を行ったところ、当該合併によって現

20 大橋弘・中村豪・明城聡（2010）「八幡・富士製鐵の合併（1970）に対する定量的評価」 

経済学論集 76-1 （東京大学経済学会）。 
21 大橋弘・遠山祐太（2012）「現代・起亜自動車の合併に関する定量的評価」（RIETI DP 
12-J-008）。 

9 
 

                                                   



代・起亜自動車における車種別の限界費用は 8.4%低下したことが分かった。この効率性効

果は、合併前に輸出が行われていなかった大型車については国内市場の価格を下落させる

ものだったのに対して、合併前から輸出がなされていた軽・小型車および中型車（国内販

売台数シェア 70%）については国内価格にほとんど影響を与えることはなかった。つまり

軽・小型車では効率性効果はほぼ輸出の拡大にのみ貢献したことが判明した。韓国自動車

市場においては、軽・小型車および中型車のシェアが高いことから、当該企業合併は平均

的には国内市場の販売価格を 1%ほど上昇させ、輸出を倍増させる効果があった。また合

併によって、韓国における社会厚生は約 9%上昇し、そのうち輸出から得られた企業利潤

の増加が 8 割以上を占めると推定された 22。 
以上、構造推定手法を用いた最近の文献を筆者の関わった研究に多少重きを置きながら

紹介をした。研究の更なる蓄積は今後に待たれるものの、現状の構造推定手法を用いた研

究に共通する特徴として、企業結合による効率性の存在が指摘できる。そもそも企業は生

産や販売・経営上の効率性改善を求めて企業結合を目指すと考えられることから、そうし

た側面が観測されること自体は驚くに値しない。もちろん見込み違いなどが理由ですべて

の企業結合がうまく成果を出せることはないかもしれないが、そうした失敗事例は企業結

合規制を含む競争法とはむしろ関係性が乏しい経営等に係る事情と考えるべきだろう。 
いずれにしても誘導推定という伝統的な手法を用いた結果と、最近の構造推定手法を用

いた研究結果との間には定性的に大きな食い違いが見られる。効率性向上効果を競争制限

効果と識別することに重点を置きながら、企業結合の事後評価についての知見を蓄積して

いく必要があるだろう。 
 
 

第3章 企業結合規制における効率性： いくつかの論点 
この章では前章までで紹介した実証分析の手法とその結果を踏まえて、わが国における

企業結合規制に対する示唆をいくつか記して結びに代えたい。 
 
第 1 節 企業結合規制における効率性の評価 

Williamson23 が最初に指摘したように、企業結合は効率性向上効果と競争制限効果の 2
つの効果を伴う。効率性の効果を無視すれば、競争が阻害される恐れがあるとして規制さ

れる企業結合であっても、効率性の効果が大きい場合には当該企業結合は規制されない可

能性がある。競争制限と効率性の２つの効果のトレードオフを勘案しつつ、厚生基準に基

づいて企業結合がなされる前に当該企業結合への可否を下す必要がある。そうした企業結

合の事前評価においては、構造推定手法が有効であることを第 2 章にて議論した。 

22 仮に現代・起亜合併における大型車の販売シェアの方が大きければ、この合併は輸出を

増やす効果よりも、国内価格を上げる効果の方が相対的に大きかっただろうと推察される。 
23 Williamson, O., 1968, “Economies as an Antitrust Defense: The Welfare Tradeoffs,” American 
Economic Review, 58(1): 18-36. 

10 
 

                                                   



わが国の企業結合ガイドラインによると、効率性が抗弁として認められるためには、①

企業結合に固有の効果として効率性が向上すること、②効率性の向上が実現可能であるこ

と、③効率性の向上による需要家の厚生が増大することの 3 つの条件を満たされなければ

ならないとされる。合併社は投資家向けに発表する効率性効果についてややもすれば過大

に見積もる傾向があるかもしれない。企業結合の事前の段階で、効率性を達成するための

具体的な計画に基づく効率性向上効果を合併社は定量的に示す必要があるだろう。 
構造推定手法は、合併社から示された効率性向上効果が厚生基準に照らして十分なもの

かどうかを判断するときの基準を提供するものである。構造推定手法を用いることで企業

結合による競争制限効果を打ち消すのに必要な効率性向上の程度をシミュレーションの手

法を用いて定量的に評価することができる。仮に合併社が提示した企業結合に固有の効率

性効果が、このシミュレーションによって得られた効率性の程度を下回るのであれば、企

業結合は③の観点から認めがたいとする一つの判断材料となる。 
 
第２節 企業結合規制における厚生基準 

効率性効果が大きく見られるものの、消費者厚生を若干悪化させるような企業結合をど

のように考えるべきか。大橋・中村・明城（2010）では企業結合による価格上昇は 1%、

また大橋・遠山（2012）でも平均 1%、車種によっても最大 3%の価格上昇がみられたが、

他方で効率性の改善による著しい生産者厚生の向上が見られた。需要家のみの（短期的な）

厚生を最大とするような消費者厚生を基準にして企業結合の可否を判断することになれば、

八幡・富士製鐵の合併や現代・起亜自動車の合併は禁止されるべきということになる。 
イノベーションや投資行動を含む動学的な経済手法を使った研究の蓄積に伴い、消費者

厚生と社会厚生との区別が曖昧になっている点が指摘されている。例えば、カリフォルニ

ア大学バークレー校のファレル教授らは、消費者厚生基準を掲げることが社会厚生の最大

化を目指すことにつながりうるとの論考を発表している 24。このような見方をとれば、わ

が国での実務で想定されている「消費者厚生基準」は価格のみから需要家の厚生を判断す

ることから、狭義の消費者厚生基準といえるだろう。しかし需要家はしばしば価格以外に

も製品・サービスからの購入にメリットを見い出しうる。例えば、品質の向上や新製品の

開発は多くの場合、消費者の厚生を向上させるものと考えられる。こうした投資や製品開

発への意欲が供給業者の厚生（いわゆる利潤）から生み出されるのであれば、狭義の消費

者厚生基準に基づいて競争政策を運営することは国民経済の観点から望ましいこととは必

ずしも言えないのではなかろうか。生産者厚生も含めた社会厚生を基準とした長期的な視

野での消費者厚生を考えるべきとの見方も全く否定すべき考え方とは思わない。社会厚生

の観点から競争政策を考えていくことが従来にも増して重要となっている局面において、

狭義の消費者厚生基準に対する考え方を改めて整理する必要があるだろう。 

24 Joseph E. Farrell and Michael L. Katz, 2006, The Economics of Welfare Standards in Antitrust, 
Competition Policy International (2). 
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第３節 固定費用と効率性の考え方 

第 2 章にて紹介した米国におけるテレビ・ラジオ産業における研究では、合併による固

定費用の削減が少なからず存在することが明らかにされた。他方で、わが国のおける企業

結合審査に関する独占禁止法の運用指針においては、効率性はその向上により需要者の厚

生が増大するものとされることから、企業結合による限界費用以外の要素、とりわけ固定

費用の削減は勘案しないという考え方が提示されることがある。しかしこの指摘は、会計

的費用と経済学的費用とを混同した議論の側面もあるように思われる。 
企業活動にかかる固定費用とは、当該企業が生産する量の多寡にかかわらず一定額とし

て固定的に係る費用と定義される。固定費用としてどのような費目が勘案されるかは分析

対象となる期間に依存する。例えば製造設備を例にとれば、短期的には生産量の多寡に応

じて製造設備の増強縮小を行うことは困難であっても、長期的には可能であると考えられ

る。 
経済主体が意思決定をする際に、無視すべき費用のことをサンクコスト（sunk cost）と

呼ぶ。サンクコストとは、すでに支払ってしまった結果、その経済主体がどのような行動

をとったとしても最早取り返しのつかない費用のことを指す。そこで前段落における固定

費用を定義しなおすとすれば、短期的にはサンクされているが長期的にはサンクされてい

ない費用、ということができる。 
製造設備のように長期に亘って使用される設備は、長期的にサンクされないことから機

会費用（あるいは「ユーザーコスト」ともいう）が存在する。この場合の機会費用とは、

当該製造設備を使用することによってその設備が失う将来価値を指す。製造設備の稼働率

を上げて生産量を増やせばそれだけ当該設備が減耗することになり、機会費用は大きくな

る。逆に製造設備を全く稼働させないのであれば、製造設備の自然劣化以上の機会費用は

生じない。このようにユーザーコストはある時点における生産量の多寡に応じて変動する

可変費用であることが分かる。ユーザーコストは毎時点において異なる値をもつ流列とし

て製造設備の保有・稼働期間中発生し続ける。つまり経済学的な意味における製造設備の

固定費用とは、ユーザーコストの流列の割引現在価値に相当することになるため、第 2 章

で紹介した米国テレビ・ラジオ産業における固定費削減は機会費用の低下を通じて効率性

を向上させるものと立論することが可能となる。 
 
第 4 節 問題解消措置 

問題解消措置が真に企業結合に伴う実質的な競争制限に対する措置になっているのか

どうかについて、事後検証は海外の研究も含めて極めて数が少ない。大橋・中村・明城（2010）
においては、八幡・富士製鐵の合併の際に同意審決にて応諾された問題解消措置は効率性

の観点から見て不適当であったと結論付けている。 

12 
 



公取委から毎年公表される「主要な企業結合事例」は、企業結合が完了した事案のうち、

競争当局が主要と考える事例を問題解消措置と合わせて公表するものであり、それ自体の

価値は高いと考えられるものの、あくまでそれぞれの事例についての合併可否及び問題解

消措置を事後的に説明しているものに過ぎず、企業結合にかかる公取委の判断についてガ

イドライン以上の情報を得ることはしばしば困難である。平成 23 年 6 月 14 日に公表され、

同年 7 月 1 日に施行された企業結合規制の見直しにおいても、同規制審査の透明性の一層

の向上を図る観点から、第二次審査の結果について公表範囲の拡大がなされたが、他方で

問題解消措置が具体的にどのような問題に対して提起され、その措置が競争上の問題を解

消する上でどのように適切なのかについては現行制度における公表資料から確認すること

はほぼ不可能である。企業結合に関する当事会社の情報の秘匿性を担保しつつ、企業結合

の判断に対して透明性が確保されるような方向を更に模索していく必要があろう。こうし

た方向での透明性の確保が、企業結合規制における行政判断の整合性のチェックにも資す

ることになる。 
 

第 5 節 企業結合と「グローバル化」 
大橋・遠山（2012）では、現代・起亜自動車のケースステディを通じて、企業合併が国

内において画定された一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなっても、

合併による効率性向上効果が輸出の拡大を生むことによって、経済厚生を増大しうる点が

明らかにされた。低迷するわが国経済の立て直しを考える上で産業再編が一助となる点を

示唆する結果と言えるだろう。本合併が仮にわが国の企業結合審査にかかった場合には、

合併が承認される可能性が小さい案件と見込まれるが、韓国においては「当該企業合併が

産業の合理化もしくは国際市場における競争力の強化に資するのであれば、これらの効果

が競争制限効果を上回る限りにおいて合併が認められる」（当時の韓国独占禁止法 3 章 7

条 1 項および同法施行令 13条および 14 条）ことから、当該合併が承認された。 

大橋・遠山（2012）の結論は、消費者余剰基準に基づく企業結合規制の問題点を明らか

にするだけでなく、海外事業活動の活性化が企業結合の経済厚生に与える影響として看過

できない点を指摘しており、現行のわが国における企業結合審査に対して新たな論点を提

起するものである。なお当該合併においては、国内における競争の実質的制限が見られる

にもかかわらず、合併によって増加した利潤の 8 割以上は輸出活動から得られていること

が報告されている。つまり国内市場において超過利潤が存在するものの、その利潤が海外

市場へ移転されているわけではなく、Matsushita v. Zenith (1986)25で指摘されたような事実

（つまり国内で競争制限行為を行い、その原資を用いて海外にてダンピングを行うこと）

は観察されていない。 

生産者厚生の有意な増大（具体的には輸出利益の大幅な上昇）が認められる一方、国内

消費者の厚生が競争の実質的制限によって（若干でも）毀損されるような合併をどう扱う

25 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. v. Zenith Radio Corp., 475 U.S. 574 (1986). 
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のかは、企業結合審査における厚生基準のあり方と合わせて考えるべき問題である。この

点は、国際競争力の強化につながる海外企業同士の合併にどう対応するかという問題とも

結びついており、競争政策と「産業政策」との相克を超えて考えるべき論点であろう。 

 

了 
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