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　はじめに 

　わが国における通信自由化は、1985年の電電公社の
民営化に始まる。その前年の84年に米国でAT&Tの
資本分割がなされるとともに、英国でもBTが民営化

されたことを想えば、わが国の通信自由化は欧米の自
由化とほぼ同時期に始まったという評価ができるだろ
う。電電公社の民営化後ほどなくして、新電電3社を
はじめ複数の事業者が参入し、「国内は電電公社、国
際通信はKDD」という自由化以前の独占体制に風穴が
開けられることになった。その後の目まぐるしい業界

日本経済に求められるイノベーションが質的に変化するなかで、
情報のデジタル化がもつ2つの特徴―拡散過程と融合―は、
プロダクト・イノベーションの創出につながる大きな可能性を秘めている。
本稿では、国内外で大きく変化してきた競争政策の考え方の背景にある経済学的な視点を紹介しながら、
イノベーション促進に資する競争政策のあり方について、他産業の近時の経験も参考にしながら論じる。
市場支配力や公正競争阻害性という概念の背景にある考え方を問い直すとともに、
経済学的にも理にかなったグローバル・スタンダードの競争政策を進めていくことが、
わが国経済の成長に資する通信市場でのイノベーションの活性化の観点から重要であることが指摘される。
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の再編と統合の末、現在の3 グループ（KDDI、ソフト
バンク、NTT各グループ）に集約されるに至っている。
　その間、通信市場で取引されるサービスは、自由化
当時とは想像もつかないほどに多様化し、消費者の利
便性に大きく貢献することとなった。30年ほど前は
固定電話による音声通話が主な利用サービスだったの
に対して、現在では携帯電話やインターネット接続
を用いたデータ通信がサービスの中心になっている。
PSTN網からIP網へとネットワーク構造が高度化し、
パケットによる通信が可能になると、情報のデジタル
化が既存の様々な産業に影響を与えるようになった。
電子書籍の登場は既存の書籍産業に少なからぬ影響を
与え、また動画のストリーミングはテレビ放送やレン
タルビデオ産業を侵食するなど事例には枚挙にいとま
がない。情報のデジタル化は、既存産業のビジネスの
あり方を問い直し、産業構造の転換を促す可能性を秘
めていると言えるだろう。
　通信は、デジタル情報を扱う産業と補完的な関係に
ある。デジタル情報を扱うことで通信サービスの価値
も高まり、また通信サービスの高度化によってデジタ
ル情報の付加価値も高まる。補完的な関係にある通信
サービスとデジタル情報とが「融合」することによっ
て、多様な新サービスが生み出されることを鑑みれば、
通信市場はイノベーション（特に第2章で述べるプロダ
クト・イノベーション）の大きな可能性を提供してい
ると言える。産業構造の転換を通じた日本経済の活性
化を目指すうえで、通信市場とその政策はわが国経済
にとって重要な政策イシューと位置づけられるべきも
のである。
　通信市場が日本経済とそのイノベーションに与える
影響は多面的かつ輻

ふくそう

輳的である。単に伝送路を通るコ
ンテンツが音声からデータになったという側面だけに
眼を奪われていては、通信市場が担っている、そして
将来担うであろう重要性を理解することはおおよそで

きない。そうした通信市場がもつ多面的・輻輳的な側
面の中でも、本稿では、シュムペータがイノベーショ
ンとの関係で提起した市場での競争度合いを意味する

「市場構造」を手がかりにして、競争政策の果たすべき
役割という観点から通信市場とイノベーションとの関
係について論じたい。
　以降の本稿の構成は次のとおりである。第1章では、
競争の概念について伝統的な見方を紹介する。第2章
では、情報のデジタル化におけるイノベーションの特
徴について経済学的な観点から概観し、それを踏まえ
て競争政策の観点から考えるべき2つの論点―市場
支配力と公正競争阻害性―を第3章にて取り上げる。
最後に第4章にて通信市場における今後の競争政策へ
の含意について述べる。なお一般に競争政策とは、競
争当局（わが国では公正取引委員会）による独占禁止法
に基づくもの（「狭義の競争政策」）と、事業法の規制も
含めたもの（「広義の競争政策」）とに分けることができ
るが、本稿でもこの定義に則って議論する。

　第1章　競争の概念：伝統的な見方 

　Demsetz（1981）は「競争なくして経済学に固有の
意義はない」1）と述べたが、競争は経済学にとって根
幹となる概念である。競争についての典型的な見方の
1つは、アダム・スミスの「国富論」に代表される。自
由で分権的な市場経済は、私的利益を追求する市場で
の競争を通じて、あたかも神の「見えざる手」に導か
れるがごとく、社会的に望ましい資源配分を達成する
というものだ。商品の売り手と買い手が、何ら事前に
調整や相談をすることなく、各々自らの利潤動機だけ
に基づいて行動することによって、売り手と買い手双
方にとってベストな結果をもたらすという見方は、そ
の後の経済学の発展の出発点になった。「売り手も買
い手も市場価格に対して一切の支配力を及ぼすことが
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できない極限的な市場状態を表現する「完全競争」で
は、価格メカニズムに委ねることによって売り手の利
潤と買い手の便益との和（以下「経済厚生」という）が
最大化される」という命題は、『厚生経済学の基本定
理』として、経済学者の間に今でも深く浸透している。
この考え方に依れば、経済厚生の観点から最悪の状態
である独占と、最善の状態である完全競争との間にス
ペクトラムが存在し、「競争性」が高まるにつれて完全
競争にむかって資源配分の効率性が単調に改善される
ことになる。
　市場が独り占めされていることに独占の問題がある
とすれば、経済厚生の観点から企業数が多い方が望ま
しいのではないかとの見方が派生的に出てくる。実際
に米国でも一昔前は、競争者の数を増やすことが競争
を促進させることとなるとの考え方のもと、大企業を
分割したり、中小企業を過剰に保護したりという政策
がとられてきた。冒頭で述べたAT&Tの分割はまさに
こうした競争政策に対する思想的な背景のもとに実施
されたと評価できる。また同様の観点から、競争性を
高めるために、特定の企業が高い市場占有率をとるよ
うな行為に対する規制もなされた。例えば企業合併に
おいては、市場占有率やHHI（寡占度指数）が一定以
上高まるような合併に対して厳しい目がむけられ、さ
らにわが国では規模の大きな事業者の行為が公正競争
を阻害する懸念があるとの指摘がなされることもしば
しばあった。
　1985年以降のわが国の通信市場における競争政策
も、まさにこの延長線上で行われた感が強い。端末設
備や収益などの尺度で計算された市場占有率の多寡に
応じて、指定電気通信設備制度や禁止行為などの規制

（いわゆる「ドミナント規制」）を事業者に課すことで
市場競争の土台をつくり、その上に立って段階的に料
金規制を緩和・撤廃することで競争を政策的に導入し
てきたというのが、これまでの通信市場における自由

化の流れと言えるだろう。
　そしてこうした市場競争の政策的な導入は、利用者
料金を低廉化させ、通信インフラの充実を図るうえで
少なからぬ貢献を果たしたように見える。2011年に総
務省が行った「過去の競争政策のレビュー」2）におい
ても、固定・携帯電話およびブロードバンドの3市場
において、過去の事業法に基づく競争政策が利用者の
サービス料金を引き下げるとともにそのサービスの普
及にも大きな役割を果たしたと評価されている 3）。
　こうした評価の一方で、わが国においてICT（情報
通信技術）基盤を活用した新事業・新サービスの創出
力が世界と比較して見劣りがするのではないか、十分
なイノベーションが生み出されていないのではないか、
という強い懸念が存在することも事実である。実際に、
一昔前はわが国においても一定のプレゼンスを保って
いたコンテンツやアプリケーション等の受け皿として
のプラットフォーム・レイヤーは、今ではGoogleや
Apple、Amazonなど海外発の事業者にほぼ独占され、
そうした海外事業者を介さずしてわが国発の新事業や
新サービスを発信できないという状況にある。少子高
齢化や人口減少に伴う経済成長の停滞を打破するうえ
で、ICTのより一層の活用を通じたイノベーションが
求められるなかで、わが国のこのような現状を危惧す
る声は強い。
　シュムペータの言うように、市場競争がイノベー
ションを生み出す源泉である 4）とするならば、わが国
における通信市場の競争やその政策をイノベーション
活性化の観点から改めて問い直してみることも有益だ
ろう。

　第2章　情報のデジタル化とイノベーション

　情報のデジタル化を経済学的な観点から整理をする
と、大まかに以下の2つの点を指摘できる5）。1つは、
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情報のデジタル化から生じるイノベーションは拡散過
程をもつという点である。0と1のビットを継続的にx
期間生み出していく流列（2のx乗）は、ある時点まで
は「全く成長しているように見えない」が、途中から

「急に成長する」ような数列過程であることがわかる。
ムーアの法則がまさにこれに相当する。以前はできる
はずがないと思われていた（「全く成長しているように
見えない」）ことが、ある時突然可能になる（「急に成長
する」）というのが情報のデジタル化におけるイノベー
ションの特徴である。
　情報のデジタル化がもたらすイノベーションのもう
1つの特徴は、それぞれの要素には何ら新規性がなく
ても、その既知の要素同士を組み合わせることで新た
なイノベーション（付加価値）が生み出されるという点
である。例を挙げてみよう。2020年の東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開催にむけて様々な取り組みが
なされているが、そのなかで注目されているものに翻
訳技術がある。レンズやセンサー技術を電子辞書と組
み合わせることで、外国語の文字を認識してその場で
文字を翻訳できるという技術は、既存のサービスを融
合させることで新たな利用者価値を生み出すことの好
例であろう。
　情報のデジタル化におけるイノベーションのあり様
は、わが国を取り巻くイノベーションの環境が変化し
たことの1つの表れに過ぎない。振り返れば、戦後日
本の驚異的な高度成長を支えた大きな柱の1つは、欧
米先進国からの技術導入をベースとした生産工程を
改良する形でのイノベーション（プロセス・イノベー
ション）であった。トヨタの生産方式に表れているよ
うに、工程プロセスの効率化がわが国のものづくりの
高度化に大きく寄与した。しかしながら、アジア新興
国からプロセス・イノベーションの分野における激し
い追い上げを受ける今、わが国はプロセス・イノベー
ションから、新たな需要を掘り起こすような新製品や

サービスを創出するプロダクト・イノベーションに目
をむけることが求められている。そして通信市場で今
起こっているイノベーションはまさにプロダクト・イ
ノベーションなのである。
　プロセス・イノベーションとプロダクト・イノベー
ションの違いについて、冒頭でも紹介したアダム・ス
ミスの「国富論」のなかに示唆に富む記述がある。ス
ミスはピン工場のたとえを用いて分業の利益を説明し
ているが、関連して「分業の利益は市場の規模に依存
する」と述べている。市場規模がある程度大きくなる
と、生産効率を高めるために各人の作業分担を決めて
分業した方が、より多くのピンを作ることができる。
これはまさにプロセス・イノベーションを指している。
他方で、市場規模が小さい場合には、需要を新たに創
ることから始めなければならない。需要を創出するよ
うなプロダクト・イノベーションにおいては、分業に
専念するのではなく、互いに持ち場を超えて協業・融
合することが望ましいというのだ。通信市場での通信
サービスとデジタル情報との融合が、プロダクト・イ
ノベーションの創出につながるという点の理論的な背
景を示唆したおそらく初めての記述であり、その後、
企業組織の経済学などで理論的・実証的な観点から裏
付けがなされてきている 6）。
　情報のデジタル化がもつこれら2つの特徴―拡散
過程と融合―は、競争政策において重大な含意を
もっている。1つは事後規制の重要性である。先々ど
のようなイノベーションが生まれてくるのか予想がつ
かない以上、そうしたイノベーションを阻みうるよう
な事前規制を排し、実現したイノベーションに対して
必要に応じて事後的な規制を考えるような政策的な枠
組みを徹底する必要がある。
　情報のデジタル化がもつ競争政策に対する含意の2
つ目は、融合によるプロダクト・イノベーションの重
要性が、市場画定の必要性を低下させている点である。
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次章では2番目の点を詳しく見てみよう。

　第3章　競争政策とイノベーション

　欧米の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が長
いあいだ議論されてきた。たとえば企業合併の審査で
は、まずSSNIP（small but significant non-transitory 
increase in price;小幅ではあるが、実質的かつ一時的
ではない価格引き上げ）テストなどを用いて一定の取
引分野を画定し、その画定された市場をもとに市場占
有率やHHIを計算してきた。しかし経済学の考え方が
浸透するにつれて、市場占有率の指標から「市場支配
力」を判断するうえで有用な情報を引き出すことはほ
ぼ不可能であることがわかってきた。これについては
理論的および実証的双方の観点から既に多くの指摘が
なされている。以下では理論的な観点に焦点を当てて
議論をしてみたい 7）。

第1節　市場支配力について 8）

　独占禁止法において市場支配力とは、『「競争価格」
を相当程度上回る販売価格を設定できる力』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
かい

離
り

（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。
　理論的に考えると、販売価格は企業がつける変数で
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
マークアップが変わるわけではない。価格理論の観点
からも、均衡における価格と数量とのあいだに比例あ
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。
　市場画定によって得られる市場占有率と市場支配力
とのあいだには論理的な関連性が乏しいことから、米
国では2010年の企業合併ガイドラインにおいて市場
画定の審査における位置づけを大幅に引き下げ、合併
がどのような影響を市場に及ぼすのかを直接に見極め
る審査へと変わってきている。わが国の狭義の競争政
策においても、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、
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市場占有率を用いることはあっても、それを用いて実
質審査を行うことはしていない。
　同質財市場ではなく、既存の財・サービスの「融合」
によって製品差別化された新たなサービスが次々と登
場する通信市場において、市場画定を仮に行ったとし
てもすぐに陳腐化してしまうばかりか、そこから得ら
れる市場占有率も上記のように市場支配力とは乖離し
ており、イノベーションが活発な市場における指標と
してふさわしいものとは言えない。さらに高い市場占
有率が国際競争力を生み出している現状を踏まえれば、
市場占有率の高さをもって事前規制するような競争政
策は、企業の競争力を殺ぐ可能性が高いと考えられる。

第2節　公正競争の阻害性について 9） 
　独占禁止法において禁止される行為のなかに「不公
正な取引方法」と呼ばれるものがある。これは私的独
占（たとえば参入阻止などの排除行為）、不当な取引制
限（いわゆる「カルテル」）とならんで独占禁止法で禁
止される3本柱の1つとされるが、私的独占と不当な
取引制限が競争を実質的に制限する行為であるのに対
して、不公正な取引方法は「公正な競争を阻害するお
それ」がある行為という点に違いがある。「優越的地位
の乱用」が不公正な取引方法の代表例の1つであるが、
この不公正な取引方法を端的に表現すれば、「力」の強

い事業者によって「力」の弱い事業者の自由な事業活
動が侵害されることは好ましくないという考え方が1
つの背景にある。そこで「力」の強い事業者を規制す
べきとして独占禁止法の禁止行為とされている。
　この考え方は、取引当事者間の「力」関係をどう定
義するのか、取引契約のうち自由を侵害するものとそ
うでないものとの境界をどう設定するのかなど、違法
行為を判断する基準に行政機関の裁量が混入しやすい
点に問題があることが指摘されてきた。そもそも「お
それ」の文言は、個別具体的な結果を必要とせず、一
般的・抽象的危険性で足りるとする規制の趣旨を表し
たものとされる。このような考えは、公正な競争が阻
害されることを未然に防ぐという点で一定の合理性は
あると思われるものの、その範囲が漠然としており、
実際にはあらゆる行為が違法となる可能性さえあるこ
とから、規制を受ける事業者側から見れば萎縮効果が
大きい。
　この不公正な取引方法が、ICTの大幅な発達に伴っ
てビジネス活動を阻害しているとの指摘がなされて
いる。その代表的な例が家電産業である10）。かつては
メーカー主導で流通系列が形成され、それがわが国市
場の閉鎖性につながっているとの日米構造協議での批
判を受けて、1991年に「流通・取引慣行ガイドライン」
が作成された。ガイドラインはメーカーの流通戦略に
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強い制約を課し、有力な事業者の基準を市場占有率の
10％と外形的に定められると、そうした事業者による
流通調査や選択的流通は事実上行われなくなり、メー
カーの流通支配に一定の歯止めをかけることに成功し
た。
　しかしICT技術の発達で、インターネット通販やい
わゆる価格比較・口コミサイトなどが利用されるよう
になると、商流や消費者行動が大きく変わった。かつ
てのメーカー主導の系列店制度は解消し、大規模小売
店がプライベート・ブランドや流通のグローバル化を
背景にした低価格販売にうってでるようになった。複
数店舗の商品価格の中から最安値を提示するインター
ネット通販が、大手量販店での小売価格を実質的に形
成し、メーカーと流通・小売の交渉力は完全に逆転す
ることになった。
　定価という言葉が姿を消し、経路が限定されずに商
品が流通するようになると、家電製品の価格は大幅に
低下して、価格面では消費者のメリット向上に大きく
つながることになった。しかし価格や流通面において
戦略的な経営判断が奪われた結果、わが国の家電メー
カーは商品開発力を失い、プロダクト・イノベーショ
ンが枯渇する事態になった。流通アクセスの過度の公
平性やイコール・フッティングを過度に追求すること
は、中長期的な商品開発やプロダクト・イノベーショ
ンの創出にプラスには働かない良い事例である。第2 
章での情報のデジタル化で取り上げたように、異なる
サービスからの融合（マッチング）によってプロダク
ト・イノベーションが創出されるとき、そのマッチン
グは必然的に選択的・選別的である。プロダクト・イ
ノベーションは、本来的に差別化された画期性をもつ
財・サービスであり、そうしたイノベーションは個々
の事情に応じたユニークな融合によって生じる。イノ
ベーションを生み出す流通というインフラはオープン
であることが重要ではあるが、流通での取引条件は公

平である必要はなく、個々の事情に合わせて固有の条
件を民間同士で決める裕度を与えることがプロダクト・
イノベーションを生み出すうえで重要な必要条件であ
ると思われる。
　なお経済学では、企業行動がもたらす市場競争への
効果を消費者利益の観点から評価するアプローチをと
る。このとき外形的には同じに見える企業の行為で
あっても、その行為がなされる取引環境によって市場
競争への影響が良くも悪くもなりうることが知られて
いる。例えば流通経路の選択を例に取れば、取引先に
制限を加えて市場競争を阻害する行為との解釈もでき
るし、顧客を選別してブランド価値を高める競争促進
的な行為とも見なすことができる。経済取引が消費者
利益に与える影響は、個別事例によって異なるために、
企業の取引行為を外形的に類型化して違法性を判断す
るような規制は消費者利益の保護につながらない。特
定の企業行為を経済合理的に正当化できるかどうかが
競争政策上の評価軸になるべきであり、そうした経済
学的アプローチを用いる方向へと流通・取引慣行ガイ
ドラインを見直す方向が経済界からも要望されている11）。

　第4章　通信市場における競争政策への含意

　本稿では、競争政策の考え方の変遷をたどるととも
に、他産業等の近時の経験も参考にしながら、イノ
ベーションの活性化を念頭に置いたうえでのあるべき
競争政策のあり方を論じてきた。本章では、これまで
の議論をまとめつつ、わが国の通信市場における競争
政策のあるべき方向性を考えることで結びとしたい。
　情報のデジタル化によって、様々なサービスが融合
し、これまで想像しえなかったようなサービスが国内
外で次々誕生している。こうしたICTの発展を梃

てこ

とし
てイノベーションを創出することは、人口減少や少子
高齢化などの困難に直面するわが国の経済活性化を目
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指すうえで、きわめて重要なことは言うまでもない。
　これまでわが国は、豊かなICT社会の実現を目指
して利用者側から見たアクセスの向上に政策的な力点
を置いてきた。これはICTインフラに利用者がアクセ
スできることが、ICTの有する情報資産から国民がメ
リットを得る前提条件であることから、政策的には自
然な発想であったと言える。また欧米でも1985年当
時にイノベーションという言葉が未だ人口に膾

かいしゃ

炙して
いたとは言えず、ボトルネックとなるICTインフラを
利用者と新規参入者がいつでも・どこでも・公平にア
クセスできることが重要な政策課題であった。こう
した世界では、ICTインフラの存在を前提としたもと
で、経済学的には同質財市場においていかに安価で財・
サービスを供給するかというプロセス・イノベーショ
ンと本質的には同じ議論が通信政策でなされていたと
考えられる。本稿で言及した総務省による「過去の競
争政策のレビュー」も基本的にこうしたプロセス・イ
ノベーションの観点からの評価であると見なすことが
できるだろう。今後とも引き続きプロセス・イノベー
ションを促進する取り組みを続けていくことが重要で
あることは言うまでもない。
　しかし情報のデジタル化の時代を迎え、同質財では
なく製品を差別化して画期性を生み出すプロダクト・
イノベーションが重要な局面となると、これまでのユ
ニバーサルアクセスやイコールアクセスによる効率性
向上だけでは物足りない。プロダクト・イノベーショ
ンを促すためにこれまでとは異なる取り組みを促して
いくことが不可欠である。とりわけ民間の創意工夫に
よるプロダクト・イノベーションを起こすためには、
民間事業者同士の発意に基づく自由な取引と契約を認
めていく必要があるのではないか。またプロダクト・
イノベーションとは新たな市場を動学的に創出するこ
とであるから、市場画定を用いて市場占有率を計算す
るような同質財市場での静学的アプローチでは政策が

うまく機能しないことも本稿にて説明した。公正競争
阻害性の考え方に典型的に表れているように、他産業
では行政による恣意的な規制を許しかねない政策運営
によって、規制を受ける側である事業者の萎縮効果を
引き起こし、イノベーションを生み出すことができな
くなる可能性が指摘されていることを本稿で触れた。
　第3章の情報のデジタル化で触れた拡散過程が示す
ように、情報のデジタル化は規模の経済性を必然的に
伴うものである。市場占有率が高いことにも経済メ
リットが存在することを踏まえると、高い市場占有率
をもって危険性があるとは必ずしも言えなくなってい
る。外形的な基準をもって抽象的に危険性を指摘する
などといった曖昧な事前規制を廃し、国境を超えてビ
ジネスを行う事業者に対しても国内と同様の規制をか
けていくことがグローバル化時代における事業規制に
おいて重要な視点となる。
　市場占有率を競争の指標とした場合、中小企業や競
争事業者の保護規制が競争政策の中心となってしまい、
競争そのものを保護するという観点が抜け落ちて法執
行が歪むという指摘が古くからなされてきた12）。規模
の小さい企業でも競争をけん引するような「一匹狼」
的な企業が存在する場合、市場占有率を重視する合併
審査では「一匹狼」が統合されることによって競争が
減殺され、市場の寡占化が固定化されてしまう危険が
ある。また市場占有率といった外形的な指標を重視す
る政策は事業者間のバランスに配慮する政策と結びつ
きやすく、真の意味での競争促進とイノベーションの
活性化につながらないことが多い。外形的な市場占有
率に基づく競争政策から脱却し、真に経済成長やプロ
ダクト・イノベーションを目指した競争政策へと大胆
なかじ取りがなされれば、わが国の経済再興にむけて
大きな後押しとなることは間違いない。
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注 Demsetz （1968 , P1）, “Competition occupies so important a position in economics that it is 
difficult to imagine economics as a social discipline without it.”

総務省『グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース「過去の競争政策のレ
ビュー部会」』を参照のこと。

もちろん仮に政策がなかったとすれば、サービスの普及や料金がどのように推移したのかが、
この種の定量的な政策評価では肝となる。政策がない場合の仮想的な状況を経済学的にどのよ
うに想定するかには学問的な研究の蓄積があり（たとえば大橋（2014）を参照のこと）、「過去の
競争政策のレビュー」の結果については、こうしたアカデミックな手法を用いた検証と併せて
解釈される必要があるだろう。

シュムペータは1942年の著書『資本主義・社会主義・民主主義』の中で「完全競争をするよう
な企業は技術的効率性の観点で多くの場合劣っている」と述べた。この趣旨は独占状態がイノ
ベーションの観点から望ましいと言っているのではなく、事後的に（完全競争ではなく）独占に
なることを目指して企業が競争することが、イノベーション創出の上で重要との指摘と捉える
ことが適切である。大橋（2013a）も参照のこと。
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2）

3）

4）
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注 Brynjolfsson and McAfee （2014）を参考にした。

この点については大橋（2013a）を参照のこと。

実証的な側面については大橋（2012b）を参照のこと。

この節については大橋（2011a）（2011b）（2013c）も参考になる。

この節は大橋（2013c）をもとにしている。

たとえば経済団体連合会による提言「流通・取引慣行ガイドラインの見直しについて」（2014年 
 5月15日）https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/048 .html。なお規則改革会議において
もガイドラインの見直す旨の答申が出された（平成26年6月13日）。

たとえば脚注10。

「独禁法は競争を保護するためのものであり、競争者を保護するためのものではない」（“The 
antitrust laws were enacted for the protection of competition, not competitors”）との指摘が 
Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc., 429 U.S. 477 , 488 （1977）にてなされた。
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