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（草稿）「７０年目を迎えた競争政策の評価と課題：経済学の観点」 
東京大学大学院経済学研究科教授 大橋 弘 

【公正取引 801 号：12-18 頁 2017 年 7 月掲載】 
 
 

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。）は、占領軍

による経済民主化政策の一環として、旧憲法下の昭和 22 年度末にその導入が決まった。そ

の後、独禁法の施行機関として、米国の行政委員会制度に範をとって、独立の合議制官庁で

ある公正取引委員会（以下「公取委」という。）が設置された。今年 7 月 20 日は、公取委が

設置され、アジアで最初となる独禁法が全面施行されてから、ちょうど 70 年目にあたる。

本稿では、戦後日本経済と共に歩んできた独禁法の役割を改めて振り返るとともに、今後に

向けての競争政策上の課題について論じてみたい。歴史的な変遷を見ると、政策実務と経済

学は互いに影響を及ぼしあいながら、経済政策としての競争政策が形作ってきたと見なせ

そうである。そのような観点に立てば、70 年目を迎えた独禁法の評価と課題を経済学的な

観点から議論することにも一定の意義があるだろう。 
 

 
１．戦後の競争政策と経済政策 
戦後の経済政策の変遷を大胆に俯瞰すると、1970-80 年代を境に、概ね２つの時期に区分

することができるだろう 1。敗戦後から高度成長期頃までの時期を見ると、わが国は豊富な

労働力に恵まれながらも資本は過少であった。戦後の経済再建を担った繊維や機械などの

労働集約的な産業に対して、政府は補助金や行政指導などの政策手段を用いて、先端技術の

導入などの形で資本蓄積を促し、同時に余剰となった労働力を新たな産業へと移行させる

ことで、産業構造の更なる高度化を目指した。こうした特定産業に対するターゲティング政

策は、幼稚産業保護や過剰設備の廃棄（合理化カルテル）などの形で見られた。資本蓄積が

優先的な課題であったわが国において、規模の経済性の働く資本集約的な産業に比較優位

を移していく上で、また市場の失敗を補正する一手段として、産業政策が強く求められた時

期でもあった。 
1980 年代に入り、日本経済が成熟期となると、特定産業に対する政策は大きく後退する

ことになった。産業構造の高度化が一段落し、欧米の背中が見えるくらいまでに資本蓄積が

進むと、規制緩和や公的部門の民営化といった構造改革へと経済政策の舵が切られるよう

になった。民間の設備過剰感がなかなか解消されないなかで，蓄積された資本の稼働率を高

                                                   
1 例えば、川濵昇（2010）「競争政策の課題と展望」公正取引 No717、岡田洋祐（2013）
「日本の競争政策：歴史的概観」公正取引 No.752 も参照のこと。産業政策に関する概観

は以下を参照のこと。大橋弘（2016）「「新しい産業」政策と新しい「産業政策」」藤田昌

久編『日本経済の持続的成長－エビデンスに基づく政策提言』第 6 章所収 東京大学出版

会。 
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めて新たな成長に繋げようとする世界的な動きの一環であったといえる。これまで競争原

理が必ずしも十分に働いていなかった航空・通信分野などで自由化が進められ、また国鉄や

日本郵政公社などの「三公社五現業」が民営化されて、サービス向上と経営の自立化が目指

された。市場機能を強化して競争環境を整備する競争政策が経済政策の中心になったと言

えるだろう。独禁法について言えば、累次の課徴金の引上げや課徴金対象の拡大を行う一方

で、課徴金減免制度の導入など、積極的且つ厳格な手段を用いてカルテルや入札談合の根絶

を目指すことで、公正且つ自由な競争環境を確保するための環境整備がなされた。最近にお

いても、例えば電力・ガスや電気通信といった公益事業では、市場競争を積極的に活用する

ことで消費者利便の向上を目指すという視点が強く意識され、また従来の産業政策の延長

線上で行われた公的支援においても、公正な競争の確保を前提とすべきことがガイドライ

ン 2の形でも明確にされた。こうした点は、競争政策の担い手が公取委に止まらず、幅広い

主体に担われるようになり始めていることを意味する。景品表示法の消費者庁への移管や、

審判制度の廃止も、こうした流れの中で捉えることもできるだろう。独禁法とそれを執行す

る公取委は、独禁政策を超える幅広い主体に担われるようになった「競争政策」の理論的な

支柱を提供するという役割を持つようになったのである。 
 
 

２．競争政策を取り巻く環境変化 
わが国の独禁法は、制定当初から、同法第 1 条に明記されているように、公正且つ自由な

競争環境を確保することを目的に一貫した運用がなされてきた。他方で、戦後 70 年を振り

返ると、経済政策における競争政策の位置づけは大きく変わった。制度面・運用面での停滞

を余儀なくされた時期を経ながらも、規制緩和やグローバル化が日本経済の基調となると、

独禁法は競争政策のあり方を示すバックボーンとして大きな役割を果たすようになって今

に至る。課徴金の増額や運用の厳格化などを通じて、独禁法の執行力も大きく向上すると共

に、今では 140 に近い国や地域で競争法が導入され、企業がグローバルに活動する上でも

重要な法的インフラを提供している。 
世界及びわが国の社会・経済環境は、今後も更に大きく変化する兆しを見せている。こう

した環境変化によって、独禁法は、その目的は同じであっても、経済政策としての競争政策

の立ち位置は不変とは限らない。本章では、主に２つの環境変化を取り上げてみたい。 
 

（１）経済のデジタル化 
コンピュータの計算能力の向上とビックデータに代表される情報処理可能なデータの増

大によって、第４次産業革命と呼ぶべき技術革新が進行している。インターネット上でサー

ビスを展開するデジタル・プラットフォーマーばかりでなく、移動通信技術の発達によって

センサーなどでリアルデータを取得して、研究開発や製造工程における改善に生かす動き

                                                   
2 『公的再生支援に関する競争政策上の考え方』（平成 28 年 3 月 31 日） 
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が製造業においても広がりを見せ始めている。こうした経済のデジタル化に伴って、寡占化

の進行が指摘されている。大規模化・多国籍化する企業の産業・市場集中度が上がると共に、

その利益率も高水準が恒常的に続いているというのである 3。 
製造業などものづくりの現場で、センサー等を用いて人材確保の困難に伴う技術継承を

補いながら、作業効率の向上を目指すこと自体は、供給制約を乗り越えて企業の成長を促す

点で望ましい取組だろう。他方で経済デジタル化が寡占化に伴って不当な利得を発生させ

るのであれば、競争政策の観点からは憂慮すべき事態と考えられる。 
デジタル経済における寡占化を捉える上で、デジタル経済が従来の産業とは異なる特殊

性を有する点を認識する必要がある。違いの１つとして、価格のみならず、価格以外の要素

も、市場の競争性に大きな影響を与えうるという点がある。検索サービスなど対価を要しな

い無料のサービスが、広告連動型サービスなどのマネタイズの方法の大きな原動力となっ

ていたり、あるいはネットワーク効果や双方向市場（プラットフォーム）効果と呼ばれる現

象によって、他のユーザーの動向が当該ユーザー自らの消費動向に大きな影響を及ぼした

りする。プラットフォームと一言でいっても、データの活用方法によって多様なビジネスモ

デルが想定されると共に、そこにおける競争制限効果の顕れ方は一様ではなく、既存の分類

を定型的に当てはめることはできない 4。こうした新たなビジネスモデルの誕生に対して、

従来の競争政策におけるアプローチが十分に対応できるのかどうか精査の余地があるだろ

う。 
複数のサービスやデバイスを連動させて、高度に多面的なエコシステムを形成するよう

なビジネスモデルに対して、一定の取引分野の画定を優先するようなアプローチが、競争制

限効果を捉える上で果たして効率的且つ効果的な方法なのか 5。これまで価格を中心に競争

制限効果の定量化を精緻化してきた経済学（産業組織論）の手法は、デジタル経済における

競争性をどれだけ正しく且つ網羅的に捉えることができるのか。デジタル経済の寡占によ

る弊害を把握するためのあるべき手法について、新たな「イノベーション」が求められてい

るのかもしれない。 
 

（２）人口減少と少子高齢化 
競争法を取り巻く環境変化として忘れるべきでないのが、わが国における急速な人口減

少と高齢化である。国立社会保障・人口問題研究所によれば、2048 年には 1 億人を割るこ

とが予想されると共に、2030 年にかけては 20-30 代の若い世代が約２割減少するなど生

                                                   
3 例えば米国においては、Council of Economic Advisers Issue Brief (April 2006), “Benefits of 
Competition and Indicators of Market Power”を参照のこと。また The Economist, 6 May 2017 も

参考になる。 
4 例えば、経済産業省「第四次産業革命に向けた競争政策の在り方に関する研究会報告

書」（2017 年 6 月 28 日） 
5 デジタルプラットフォームにおける市場画定について考察を加えた論考として、川濵

昇・武田邦宣（2017）「プラットフォーム産業における市場画定」RIETI DP 17-J-032 
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産年齢人口の減少が加速するとされる。それに伴い、全般的に需要が低減していけば、供給

の過剰感が強まっていく。つまり供給構造を所与とすると、地域性の違いはあれども、わが

国全体として市場は競争的になっていくものと予想される。更に、人口減少によって労働力

不足が顕在化し、供給に制約がかかれば、国内市場においてなおさら厳しい競争環境に直面

せざるを得なくなる地域や分野が出てくるものと思われる。もちろん規制緩和や構造改革

が求められる産業・市場分野は依然として存在し、また消費者を犠牲にするような競争制限

行為は厳に罰せられるべきことも言うまでもない。しかし他方で、例えば物流での取組 6に

見られるように、他事業者との事業の共同化や連携をしていかなければ、縮んでいく国内市

場で経済活動し続けることが難しくなり得ることも、同様に真実であるように思われる。 
このように他の条件を所与とした場合、人口減少下での競争環境は、人口が増加し市場規

模が拡大しているときの競争環境と見える景色が大きく異なり得ることは認識されるべき

だろう。ある地域における市場規模が小さくなれば、その地域に特有のサービスを提供する

企業数は減少せざるを得ない。当該サービスが地域外から移入できれば、地域住民は市場規

模の大きい大都市で受け入れられている標準化されたサービスを購入できるが、移入が簡

単にできないとなれば、サービス提供それ自体を受けることができない事態も想定される 7。

市場経済は参入も自由だが、退出も自由であることを想起すれば、縮小する地域住民に対す

る必要なサービス提供を民間に任せたままで良いのかという議論が将来的に沸き起こって

も、理論的には不思議でない。 
人口減少下における競争政策の適用に関しては、人口増加時と比べて、より慎重で丁寧な

判断が求められる場面も出てくるだろう。人口減少で供給過剰となる状況において、供給構

造を適正化すること自体は事業の継続性を考えたときに必ずしも非難されるべきことでは

ない。そうした適正化を行わない（あるいは行えない）場合と比較して、需要家の利益にか

なう可能性も人口減少下においてはあり得ることを念頭に置いて、競争政策の在り方が論

じられるべきだろう。 
 
 

３．今後に向けた競争政策の課題 
競争政策を取り巻く国内外の社会・経済状況の変化に応じて、競争政策は今後も様々な社

会的・経済的な要請に応えていく必要が出てくるだろう。以下では 3 つの点に焦点を当て

て考えられる課題について議論したい。 
 

（１）経済学的知見の本格的活用 

                                                   
6 例えば、アサヒビールとキリンビールの連携による中距離の共同モーダルシフト（物流

総合効率化法に基づく計画認定）など。 
7 こうした議論をした論考として、例えば Joel Waldfogel (2009), The Tyranny of the Market: 
Why You Can’t Always Get When You Want, Harvard University Press. 
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経済のデジタル化が進むにつれて、経済学的な知見を更に深化させる必要がありそうだ

と先に述べた。競争政策における経済学活用の重要性は、少なくとも独禁法の関係者には今

や広く共有された認識と思われる 8。わが国においてこの 10 年間で、企業結合を中心とし

て経済分析を行うことが当然になりつつあり、また公取委としてもそうした分析を事業者

や代理人が行うことを望ましいとする傾向が強まっていると感じられる 9。来年で 15 年を

迎える競争政策研究センター(CPRC)の取組や、公取委内における経済系スタッフの横断的

な取組も、わが国の競争政策における経済学活用の一層の推進に貢献していると評価でき

るだろう。 
しかし欧米はもとより、独禁法制定では後発であった中国や韓国における経済学の活用

とその水準の向上は目をみはるものがあり、わが国の取組の先を行きつつあるように思わ

れる。今後、海外機関との連携や国際的な独禁法のプラクティスの共有・収斂を見据えると、

わが国は経済学活用の現状に甘んじることなく、更にもう一段先の取組みをすべき時を迎

えているのではないか。 
そもそも米国にしても欧州にしても、独禁法実務に経済学が自然に溶け込んできたわけ

ではなく、経済学を実務で活用せざるを得ないような組織改革を意識的に行ったことが発

端となっている。誌面の都合上、米国司法省の反トラスト局に焦点をあてて述べるとすれば、

1983年以前は、チーフエコノミスト（Chief Economist）は、法律系である司法副次官補（Deputy 

Assistant Attorney General）に報告し、DAAG を通じて司法次官補（Assistant Attorney General）

に伝えられるというのが組織上の意思伝達経路だった。こうした組織では、法律系と経済系

との仲違いが激しく、また結果として過半の事案は数の上でも大勢を占める法律系側の意

見が組織の中で通っていたようだ 10。こうした状況は、ドナルド・ターナーが反トラスト局

長となり、最初の水平合併ガイドラインを作成するときに変わりはじめ、1983 年に反トラ

スト局の人員改訂（人員の半減）をしたときに、CE を DAAG に格上げして、弁護士とエコ

ノミストの２つのポジションを DAAG に設け、法律系を介せずに経済系が AAG に具申で

きる体制を作ることで、経済学が反トラスト局で本格活用されるようになったとの歴史が

ある。欧州においても、経済学的な観点からの防御不足で裁判に立て続けに敗れたことが、

欧州競争当局においてエコノミストを本格的に活用するための組織改正へのきっかけにな

ったそうだ。経済学を本格的に競争政策に活用しようと思えば、経済学の意見が意思決定者

に直接に届くような組織にしなければ、人材は育たないということなのだろう。 

                                                   
8 経済学と競争政策については、川濵昇（2016）「最近の競争法と経済学」公正取引 

No794、大橋弘（2012-2014）『連載 経済学と競争政策』公正取引などがある。 
9 毎年公表される「主な企業結合事例」においても経済分析の利用が明示的に分かるよう

に記されることが増えており、また経済系コンサル企業の数も、欧米とは未だ雲泥の差あ

るとはいえ、わが国においても着実に増えてきているようである。 
10 詳しくは、Douglas H. Ginsburg and Eric M. Fraser (2011) “The Role of Economic Analysis in 
Competition Law,” Chapter 3 in Ian McEwin (eds), Intellectual Property, Competition Law, and 
Economics in Asia を参照のこと。 
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ここ数年における競争当局でのエコノミストの数を比較しても、わが国での取組みは未

だ道半ばであることが見て取れる（表 1）。チーフエコノミストを常勤として、組織面でも

活用するための本腰を入れた取組をすれば、企業や代理人の方でも当局と議論をするため

に経済学を真剣に取り入れることを検討するであろうし、そうした動きが競争政策に通じ

たエコノミストの養成にも繋がるのではないだろうか 11。 
 

 
 
 

（２）調査手法の高度化 
わが国における近時の独禁法違反事件が急減しており、更に少ない事件数の中で価格カ

ルテルや談合が大宗を占めていることが分かる（図 1）。この原因については、いくつかの

仮説が考えられるだろう。主な２つを挙げるとすれば、（Ａ）現状の事件数は、わが国にお

ける独禁法違反の現状を反映している、（Ｂ）公取委の捜査・調査手法が現実に追いついて

おらず、事件化できていない、ではないだろうか 12。いずれの仮説が正しいかの検証を行う

ことは容易ではないが、産業構造のデジタル化が進むなかで、伝統的な産業に対する従来の

捜査・調査手法では、現実に進行する競争制限行為を捉えきれない可能性があることは留意

                                                   
11 人材における需給は鶏と卵のように言われることがあるが、需要（仕事）があって初め

て人材はその分野への関心を示すのであって、供給（人材）があるので需要が生まれてく

ることは、競争政策の分野ではほぼありえないというのが、ここ 10 年以上に亘って大学

側から経験してきた実感である。 
12 この仮説に関しては、第 4 章でも触れる。 

職員数

経済学卒
以上（割
合%）

経済学博
士号取得
者（人）

職員数

経済学卒
以上（割
合%）

経済学博
士号取得
者（人）

職員数の
変化率%
（2008-15）

日本（公取委） 838 5 4 795 5 3 5.4

仏（CA） 194 26 10 158 26 26 22.8
独（FCO） 347 35 25 269 37 15 29.0
英（CMA） 599 15 15-18 791 26 14 ▲24.3
米（DOJ AD） 697 9 51 755 15 55 ▲7.7
EC（DG-Comp） 752 30 24 700 35 19 7.4
米（FTC） 1162 16 81 1,087 16 49 6.9

出典：　Global Competition Review（2009・2016年）。2007年以前のデータは公表されていない。

表1　　主要競争当局におけるスタッフの現況

20082015

注釈：　2015年における職員数の多寡にて並べている。2008年の英については、Office of Fair Tradingとthe
Competition Commissionの平均値（経済学卒以上％）あるいは和（経済学博士号取得者）を取っている。
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しておく必要がある。経済取引の多くが BtoB（企業向けサービス）や、スマートフォンの

中で行われるようになると、市場取引の実態を合法的に外部の公開情報からうかがい知る

ことはほぼ期待できない。外形上は競争があるように見えても、技術的な観点からの仔細な

検討なしには、デジタル経済における競争状況を理解することは困難になりつつある。 
 

 
 
つまり、課題として認識すべきは、デジタル経済での競争制限効果を判断するにあたって

法学・経済学の知見のみならず、技術的な知見も重要になりつつあるという点である。イン

ターネットなどのバーチャルな世界は、オープンで自由な環境なので寡占化は問題ないと

いう見方は、おそらくナイーブに過ぎるであろう。プラットフォーマーとの契約条件におけ

る一見些細に見える文言や、素人が容易に気付かないアルゴリズムの改変など、技術的な知

見や経験を持ち合わせていなければ見過ごしてしまうような事実の積み重ねが、デジタル

経済での競争条件に大きな影響を与える可能性がある。 
またデジタル経済のもとでは、事件化を前提とせずとも、懸念がある場合には、企業の内

部情報を含む情報の収集や取引実態の調査を行い、市場が適切に機能していることを確認

すること、そして集めた情報や知見を事件化された事案にもシームレスに活用できるよう
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な仕組みにしておくことが求められる。例えば、デジタルカルテルのような AI（人工知能）

システム内、あるいは AI ネットワーク同士のカルテルに対しては、企業内に蓄積されたビ

ックデータをチェックしなければ、公平・公正な競争が行われていることを確認できない事

態も容易に想定される。 
第 4 次産業革命を通じて経済成長を目指すわが国において、デジタル経済における公平

な競争条件が確保されることが重要な前提条件となる。公取委として、デジタル分野におけ

る技術的に最新の知見を持つスタッフを常に確保して、効果的な法執行を遅滞なく行える

よう、捜査・調査のやり方を見直すことも重要な検討課題になりそうである。 
 
 

（３）競争政策に基づくアドボカシーと法執行 
競争政策の重要性は公取委のみならず、他の様々な省庁における所管事業においても認

識されており、独禁法やその執行機関である公取委は、そうした競争政策の理論的な支柱を

与えるべき存在になっている。しかしながら、そうした他府省の眼から見ると、公取委は「遠

い」存在であり、公取委の存在感は、本来あるべき身の丈に不相応に小さく映っているよう

に思われる。独禁法はその専門性の高さ故に、3 条委員会に執行を委ねているのだから、現

実における競争政策の重要性を社会に知らせるためには、法的措置をしっかり行い、加えて

社会的な関心事に関して、競争政策の観点からの考え方を発信することが重要である。 
特に後者に関しては、昨年から経済取引局経済調査室が事務局となって、タイムリーなテ

ーマに関して検討会を立て続けに開催し、論点や報告書を公表していることは注目に値す

る 。バンドル・ディスカウントにしても、競争政策におけるデータの扱いにしても、きわ

めて現代的な論点であり、必ずしも正解がはっきりしないものの、そうした論点に対して独

禁法が適用されうる範囲があることを社会に向けて発信することは、経済憲法としての独

禁法の存在がデジタル経済においても重要であることを社会に再認識させるだけでなく、

公取委が情報収集や調査を行いやすくする効果もある。こうした検討会での議論の成果を

いかに独禁法の運用・執行に生かしていくのかが、次に問われる課題であろう。 
同様に、電力システム改革に対する考え方の公表 13や、保育・介護分野における実態調

査 14を行うなど、社会的にもきわめて重要なトピックスに関して公表も高く評価されるべ

きだ。しかし他方で、発表後のフォローアップがないように見受けられることから、公表さ

れた考え方に基づいて公取委がどのように法運用・執行を行っていくのか、外部の眼からは

分かりにくい。公取委における最大の広報とは、法的措置をしっかりと行って社会に示して

いくことである点は、強調してもしすぎることはないだろう。 
 

                                                   
13 『電力市場における競争の在り方について』（平成 24 年 9 月 1 日） 
14 『保育分野に関する調査報告書』（平成 26 年 6 月 25 日）、『介護分野に関する調査報告

書』（平成 28 年 9 月 5 日） 
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４．結語 
独禁法 60 周年における基調講演において、根岸哲教授は、独禁法が 60 年間生き残った

理由の一つとして、独立行政委員会（３条委員会）という組織形態を取った点を挙げた 15。

独立行政委員会は、「攻めには弱い」が「守りには強い」という。最後に、積極的な執行を

目指すならば、大臣制も検討すべきとの意見を述べている。 
他方で、法執行が弱いという点を経済学の見地から考えてみると、それは法執行における

「競争」が足りないからではないかとの仮説も思い浮かぶ 16。この仮説が、実のところ必ず

しも的外れでもなさそうに思われるのは、先の図１の法的措置件数において、カルテルの件

数が突出して高いところにある。もちろん第３章での仮説の１つに倣えば、これはわが国で

は入札談合を含むカルテルが多いことを示すのかもしれない。しかし、カルテルは談合罪と

して刑法上取り締まることが可能であることから、入札談合においては執行機関の間での

競争があり、それが公取委の法執行を活発にしているとの解釈も現実と整合的である。執行

という「市場」における競争の欠如が、法的措置の減少を生んでいるのであれば、いかに公

取委の法執行を活性化するために競争というプレッシャーを与えるかを、組織体制の在り

方も含めて考えることは、根岸教授が指摘するとおり有益だろう。 
デジタル経済の時代になり、わが国の経済活動において海外事業者のプレゼンスが顕著

になる中で、「守りには強いが攻めには弱い」というだけでは、消費者の利益が保護されな

いばかりか、３条委員会としてのメリットも生かし切れないのではないかと憂慮される。競

争政策の重要性が高まっていることに鑑み、70 年を迎えた独禁法及び公取委の法執行が、

その「欲する所」を問わず、今の「矩
の り

を 踰
こ

え」ることで 17、80 年目に向けて新たな次元

へ飛躍することを強く期待したい。 

                                                   
15 根岸哲（2007）「独占禁止法 60 年―過去・現在・未来」公正取引 No.682 
16 この点について指摘をした論考として Yoshiro Miwa and Mark Ramseyer (2005) ‘Toward a 
Theory of Jurisdictional Competition: The Case of The Japanese FTC” Journal of Competition Law 
and Economics 247 
17 論語解義（簡野道明著、1943: 35）「七十而従心所欲不踰矩」（為政第二）。 


