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第 1 節 はじめに 
1968 年４月に公表された八幡製鐵と富士製鐵との合併は、経済学者も巻き込んで国内を

二分する世論を喚起した。経済学者のグループは、「大型合併についての意見書」を発表し、

この合併に対して強い反対の意を表明した。それから 40 年後の 2011 年 2 月、当時の合併を

髣髴とさせる合併趣意書が新日本製鐵と住友金属工業から発表された。1960 年代当時と比

較して、企業結合における経済学の果たす役割が国際的に見違えるばかりに大きくなった

にも拘らず、今回の大型鉄鋼合併について日本の経済学者からの意見はほとんど聞こえて

こない。この 40 年の間にわが国では海外の動向とは逆に競争政策と経済学との間の距離が

広がってしまったように感じられるのは残念である。本稿は、企業結合をテーマに、改め

て経済学から競争政策へのアプローチを試みるものである。 

現在 110 を超える国々が競争法を制定し、今後 5 年の間にも ASEAN（東南アジア諸国連

合）を中心に、競争法を導入する国が更に増えていくと見込まれている。1890 年より 1990

年代まで米国が独占的に主導していた競争法のグローバル・スタンダードは、EU（ヨーロ

ッパ共同体）も加わってこの 20 年間変貌を遂げた。これからは、中国やインド、ブラジル

などの経済成長が著しい新興国の意向が、競争政策の考え方に色濃く反映してくるように

なるだろう。米連邦取引委員会のコバチック委員が言うように、国際的な競争法「市場」

は、まさに独占から複占を経て、いまや寡占へと変化しているように見える 1。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法の運用やその考

え方に対しても大きな方向転換を迫るものとなるはずだ。以下では、「グローバル化」にお

ける競争政策の在り方を、企業結合を例にとって論じてみたい。私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（独禁法）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。本稿では、前者を検討の対象とし、

また紙面の都合からとくに断らない限り、同業種に属する企業間との結合（いわゆる水平

合併）を念頭において議論する。 

 

第 2 節 経済学の役割 

2010 年に入り低迷していた企業の M&A（合併・買収）は世界的には復調の兆しをみせて

いる。わが国においては、東日本大震災の影響が企業業績にみられるものの、世界的には

資源・エネルギー分野をはじめ大型買収が動き出しており、アジアなど新興国企業の買収

1 William Kovacic (2011), “Dominance, duopoly and oligopoly: the United States and the development of global 
competition policy,” Global Competition Review, Vol.14(1): 39-42 
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も目立ってきている。 

こうした大型企業合併に対して、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は今後も増えていくものと想定される。海外競争当局間の共同

作業をスムーズに行うためにも、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

る動きが出てくるのはむしろ自然な流れだ。 

世界的に見ると企業結合規制は、1982 年に制定された米国の水平合併ガイドラインに強

い影響を受けている。「SSNIP テスト」や「仮想的独占者」などという米国ガイドランに記

されている概念は、わが国の企業結合ガイドラインにおいても 2007 年に登場することとな

った。少なくとも文面を見る限り、わが国の企業結合規制は欧米のそれにいっそう近づい

てきたと評価できるだろう。今後、欧米など海外の競争当局との連携を更に深めていくた

めには、企業結合規制の運用やその考え方に磨きをかけていく必要がある。 

競争政策のグローバル化が進展するにともない、経済学（より正確には産業組織論）の

果たす役割が大きくなってきている。経済学や産業組織論の考え方には国や地域による差

異がなく、その用語は万国共通で使用されていることから、海外の競争当局間の意思疎通

の共通言語として経済学が活躍する局面は今後もますます増えていくことになろう。それ

ばかりでなく、独禁法違反行為として、市場での競争が実質的に阻害されているか否かを

判断するときに、産業組織論からの知見は有益でもある。例えば、競争を実質的に制限す

ることを、「ある程度自由に価格を左右することによって、市場を支配することができる状

態をもたらすこと」と定義したときに、産業組織論の考え方を用いれば「ある程度自由に

価格を左右する」とはどういうことかを理論的・定量的に議論することができる。産業組

織論の観点から市場の動向や企業行動をバランスよく理解することは、法律面からの立論

を補強する有力な材料を提供するとともに、海外の競争当局に対してわが国の独禁法の運

用を説得的に説明する上でも有効なはずだ。 

 

第 3 節 経済のグローバル化における合併規制の考え方 

海外のどの国においても、企業結合の規制は重要な課題となっている。他方で、市場の

競争環境に悪影響を与えそうな企業結合が同時に効率性をもたらす場合に、そうした企業

結合をどのように評価するのかについては議論が未だに収束をみていない。川濱・武田

（2011）が述べるように、海外の規制実務の趨勢としては、効率性を積極的に評価する立場

のうち、いわゆる「消費者厚生基準」が有力なものとなっている 2。ここでいう消費者と

は中間投入財を購入するような供給業者を含む需要家のことを指す。このとき、消費者厚

生基準は、合併前と比べて合併後に実質的に価格が下がることとなれば、合併は承認され

るべきとする価格基準と同値になる。 

経済学や産業組織論では、需要家に加えて供給業者など社会を構成する経済主体すべて

2 川濱昇・武田邦宣（2011）「企業結合規制における効率性の位置づけ」RIETI 11-J-022。但し、カナダで

は制定法上、社会厚生基準が明文化されている国であることが知られている。 
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の厚生を勘案した社会厚生を基準と考えるのが一般的である。もっともイノベーションや

投資行動を含む動学的な経済手法についての研究が蓄積されるにつれ、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、司法省反トラスト部門で

チーフエコノミストを務めた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 3。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」は需要家のみの厚生を基準とすることから、狭義の消費者厚生基準といえるだろう。

第 5 節で紹介する合併の事後的評価の分析結果からも明らかにされるように、需要家にメ

リットをもたらすような投資や製品開発への意欲は、供給業者の厚生（いわゆる利潤）か

ら生み出されているので、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。以下では、狭義の消費者厚生基準

を前提として議論をすすめるものの、社会厚生の観点から競争政策を考えていくことは従

来にも増して重要となっている点は忘れるべきではないだろう。 

1985 年のプラザ合意以降の度重なる円高の影響もあって、製造業の多くの分野では海外

生産比率を大幅に高めてきた。経済産業省の海外事業活動基本調査（2010 年 7 月調査）に

よると、製造業における海外生産比率は国内法人ベースで見ると 17.2%となっており、この

10 年でも 6%ポイント近く上昇している。業種別で見ると、輸送機械や情報通信機械におい

ては 30%近くの比率となっている。今後、海外との経済連携がさらに拡充するにつれて、

国内企業の海外進出もさらに容易になってくることが見込まれる。 

海外との貿易や投資がまったくないような鎖国型の経済状態（閉鎖経済とも呼ばれる）

においては、厚生を最大化すべき消費者とはわが国に立地する需要家ということになる。

経済がグローバル化した時代においても、消費者厚生基準の対象は変わらないにしても、

需要家の特性が閉鎖経済のケースとは大きく異なっている点を念頭に入れておく必要があ

る。 

閉鎖経済においては、企業合併によって仮に国内価格が上昇するのであれば、その価格

上昇を国内需要家は甘受せざるを得ない。しかし、グローバル化された経済のもとでは、

わが国に立地する需要家は閉鎖経済のケースとは違い、様々な方法で国内におけるコスト

増の要因をヘッジすることが可能となる。海外からの資材調達はもちろんのこと、海外へ

事業を移管・委託することによっても、合併による価格上昇を避けることができる 4。ある

いは既に海外へ進出している企業は、例えば最近の日産マーチの海外生産に典型的に現れ

ているように、海外生産の比重を高めるという選択もありうるだろう。国内に立地する需

要家が輸入や海外進出などを通じた調達先の多様な選択肢をもつということは、その需要

3 Joseph E. Farrell and Michael L. Katz, 2006, The Economics of Welfare Standards in Antitrust, Competition Policy 
International (2). 
4 造船のように国内舶用産業との強い連携をもつ海事クラスターを形成している産業分野においても、資

機材の海外調達や工場の海外展開を視野に入れた水平分業型の産業構造へと踏み出しつつある（国土交通

省（2011 年 4 月）「新造船政策検討会報告書（中間報告）」）。 
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家にとっての国内製品と海外製品との代替性が経済のグローバル化によって高まっている

ことを示唆する。別の言い方をすれば、たとえ国境を越えたモノの動きがなくとも、国内

製品と海外製品との間に競合が生まれるということだ。今回の東日本大震災に伴い、日本

企業の海外移転が更に加速するのではないかとの懸念の声があるが、こうした海外移転の

進展は国内製品の価格が上昇することを抑えると共に、画定される市場についても国内だ

けに止まらなくなると考えるのが自然だろう。こうした点は産業組織論の考え方を踏まえ

てガイドラインを読むと見えてくる論点のようにも思われる。以下では、産業組織論の観

点から企業結合規制の考え方をもう少し深めてみたい。 

 

第 4 節 企業結合規制の経済手法 
企業結合審査は、まず一定の取引分野の範囲を定めることから始まる。市場ないしは関

連市場の画定と呼ばれる作業である。製品分野に関する範囲であれ、地理的な範囲であれ、

市場画定を行う理由は、マーケットシェアやその関数として得られるハーシュマン・ハー

フリンダール指数（HHI）を計算するためである。市場画定を行う際に、欧米でしばしば言

及される手法が、SSNIP テストと呼ばれるものだ。これは、合併することとなる企業が生産

または販売する製品・地域を出発点に、その製品の仮想的な独占者が、5－10%の値上げを

1 年程度の間行ったときに利潤が拡大するのならば、それを関連市場として画定するもので

ある。SSNIP テストにおいて、仮想的な独占者が利潤をあげる条件とは大まかに 2 つある。

ひとつは、仮想的独占者が直面する需要の価格に対する弾力性が小さく、価格を上げても

需要が他の財へと代替しないケース。２つ目は、他の供給業者や潜在的な企業が新規に当

該市場へと参入する際の障壁が高く、仮想的独占企業に対する有力な競争者となりえない

ケースである。ただし 2 番目のケースは、仮想的独占企業と新規参入企業とが直面する各々

の需要の代替性が高いことが要件となる点で、需要の価格弾力性が重要であることに変わ

りはない。なお、SSNIP テストでは、仮想的な独占者が新たな利潤を生み出せるか否かとい

う基準を使って閾値を設け、需要の価格弾力性値がその閾値を上回るかどうかで市場画定

を行う。つまり、市場画定を行うために必要な情報は、需要の価格弾力性から得られる情

報量のごく一部でしかない。 

画定された市場をもとに、シェアや HHI が計算される。しかし、それらの指標から合併

による価格への影響を判断する上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

知られている。この点は、産業組織論における過去の議論を振り返ることが有益だろう。

伝統的な産業組織論においては、SCP パラダイムを使って多くの実証研究がなされた。特

に市場行動をあらわすとされる企業数が市場成果である利潤率にどのような影響を与える

かを調べる定量的な分析が色々な産業を用いてさかんに行われた。HHI は企業数の代理変

数と考えられ、また利潤率は限界費用を一定とすれば価格と同値であることから、HHI の

価格に対する影響を分析したと考えても良い。 

数々の実証分析から、企業数と利潤率との間には明確な関係が見て取れないことが分か
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った 5。この理由について、現在では以下の 2 つの点が定説となっている。ひとつは会計

データの問題である。多くの研究では、利潤率として財務データから作成された利益率を

指標として用いてきたが、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、マージン率（価格から限界費用を引いたものを価格で除したもの）の

代理変数として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 6。 

企業数と利潤率との間に明確な関係が見て取れないことの 2 つ目の理由は、SPC パラダ

イムが想定している理論が一面的に過ぎるというものであった。ベインは、企業数が少な

いほど、単独あるいは協調的な価格の引き上げが行われやすいと考え、故にそうした産業・

市場では利潤率が高いと考えた。他方で、企業数が少なく規模の経済性が生かせるような

市場においては、その効率性の上昇分だけ価格が低くなる傾向があるという因果関係を考

えることも可能である。つまり、利潤率も企業数も因果関係が双方向に働いていることか

ら、この 2 つの変数を使って回帰分析を行っても意味のある統計的な結果を得ることがで

きそうにない。 

今日の産業組織論は、この SCP パラダイムを用いて行われた手法に対する批判を出発点

としているため、その分析において財務データを用いることは極めて稀である。この点は、

企業金融やファイナンスの分野と手法や考え方と大きく異なるところだ。産業組織論の立

場からは、シェアや HHI はあくまで企業結合審査を行う対象を絞り込むための手段として

とどめるのが妥当であり、そのための市場画定として用いる SSNIP テストに過大な労力と

時間を割くのは適当ではないというのが、現代の産業組織論における共通認識である 7。 

国際的な企業結合審査は、合併前後の HHI 等の変化やレベルに重点をおいた審査から、

実際に合併がどのような影響を市場に及ぼすのかを見極める審査へと変わってきた。SSNIP

テストが行うように需要の価格弾力性の情報を捨ててしまうのではなく、それらの情報を

生かす形でケースバイケースの定量分析が企業結合について行われるのが国際的な審査の

定石である。最近では、合併によって見込まれる効率性の向上分を企業の利潤最大化モデ

ルに取り込んだ上で、価格基準の観点から合併の可否を判断する価格上昇圧力分析（Upward 

Price Pressure の和訳）が提唱されている 8。この分析は合併シミュレーションと呼ばれる

手法の第 1 段階で得られる結果として、以前から認識されていたものであるが、価格基準

を考える上で利便性の高い概念として一つの参考になりうるだろう。 

 

第 5 節 企業結合の事後的分析 

5 Schmalensee, Richard. 1989, “Inter-Industry Studies of Structure and Performance,” in Richard Schmelensee and 
Robert D. Willig, eds., The Handbook of Industrial Organization. Amsterdam: North Holland. 
6 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 
7 この見方をまとめた最近の論文として、Kaplow, Louis, 2010, “Why (Ever) Define Markets?,” Harvard Law 
Review, 437: 437-517 
8 Joseph Farrell and Carl Shapiro, 2010, “Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to 
Market Definition,” The B.E. Journal of Theoretical Economics: Papers and Perspectives, Vol.10 (1). 
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企業結合審査は合併が行われる前に審査を行い合併の可否を判断するものではあるが、

企業結合審査にて用いられる手法の精度や信頼性を確かめる点で過去の合併についての事

後的な分析は有用である。残念ながらわが国では企業結合について事後的な分析を行った

実証分析は数少なく、さらに企業結合審査で使えるような手法に限るとほぼ皆無に等しい。

この分野での研究が活発になることを願いつつ、ここではわが国における企業結合の事後

的分析について批判的な検討を加えたい。 
わが国における事後的分析の手法は、合併前後の経済指標を取り上げて、その指標が合

併の発表後にどのように変化したかをもって、合併の評価を行おうとするものであり、計

量経済学の分野では DID 分析とも呼ばれている 9。経済指標としてしばしば取り上げられ

るものとして株価や利潤率、価格があげられるだろう。合併を判断する上で、株価や利潤

率を使うことが適当なのかどうかについては議論の余地があるが 10、この DID 分析は合

併事後のデータを必要とすることから、企業結合の事前審査の手法として用いることがで

きない点に注意が必要であろう。 

企業結合ガイドラインにも暗に示されているように、企業結合審査の出発点は当該合併

に関わる需要構造の分析である。こうした需要構造を事後的に分析して合併の評価を加え

たものに、山脇（1984）11と大橋他（2010）12がある。ともに、冒頭の八幡・富士製鐵の合

併を分析したものだ。詳細審査を必要とする合併事案の中で正式届出にて審査された数少

ない合併のひとつであり、経済的な分析評価に堪えうる最新事例であることが 1970 年の八

幡・富士製鐵の合併が分析対象として選ばれている理由であろう。 
山脇（1984）では、需要推定をもとに八幡・富士製鐵の合併によって価格が上昇したこ

とを指摘した。大橋他（2010）は、山脇（1984）を更に発展させて、設備投資を動学的な

推定モデルで分析を行い、合併は価格を上昇させたものの効率性向上効果が競争制限効果

を大幅に上回ったために社会厚生は上昇したと結論付けた。また同意審決にて応諾された

競争回復措置は、そうした措置なく合併がなされた場合と比較して、新日鉄以外の競争業

者の生産性を向上させることには寄与したものの、その生産性の向上の度合いは競争回復

措置によって新日鉄がこうむった生産性低下を埋め合わせるまでには至らず、全体として

社会厚生を減少させたことが報告された。効率性向上効果の推定手法に未だ確立されたも

のがなく、本論文で用いられた分析方法が実務に資する手法となるには未だ時間がかかる

と考えられるが、国際的にも研究のフロンティアとして注目されている。 
山脇（1984）や大橋他（2010）において報告された合併の競争制限効果の存在は、需要

9 DID は Difference in Differences の略。 
10 例えば株価については、分析結果が正当化されるためには、長期的な企業価値を株価が反映していると

いう市場の効率性仮説や投資家行動の合理性が前提とされるが、この点については行動経済学など学術的

な観点から批判されている。なお利潤率については前節にて議論した。 
11 Yamawaki, H., 1984, “Market Structure, Capacity Expansion, and Pricing,” International Journal of Industrial 

Organization, 2(1): 29-62. 
12 大橋弘・中村豪氏・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 
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の価格弾力性を推定することによって得られた結果である。こうした分析手法やその背景

にある考え方は海外の企業結合審査でも中心的なものとなっている。わが国においても、

企業行動を分析する道具立ての定着に資するような企業結合の事後的な分析がなされてい

くことを期待したい。 
 
 

第 6 節 わが国における競争政策と経済分析 
八幡・富士製鐵の合併は、わが国の合併史上でも数少ない審判手続きを経た事例であり、

1973 年以降今日に至るまで、詳細審査を必要とする企業結合は全て事前相談にて実質的な

審査がなされてきた。現行の主要な企業結合事例が、競争当局が公表する範囲での限定的

な透明性の確保にとどまっている実情において、行政の判断基準が判例や審決のような形

で公に蓄積されることなく、40 年が過ぎてしまったことになる。俗に言う公取委中心主義 

による競争政策運営のなかで、客観性をもつ確度の高い情報が過少供給となってきたので

はないかとの指摘は、経済学が言う独占の特徴と重なるところが大きい。また検証に耐え

うる情報やデータから研究のタネを探すことを生業とする産業組織論の研究者にとって、

法執行の実態が不透明な市場は分析対象として魅力に乏しい。こうした点が重なり合って、

わが国の経済学者が競争政策に対する関心を失ってきたのではないかと思われる。 
上記の状況を打開し、かつ競争法を真に国民の間に根付かせるためにも、競争法に多く

の主体が関われるような仕組みを作っていくことが重要である。冒頭で述べた競争法のグ

ローバル化が進行する中で、わが国の競争当局が国際社会で一定の発言力を保つためには、

様々なステークホルダーが競争法に関与できるような土壌を整備し、法運用の可塑性を高

めていくべきだろう。 
1975 年の季刊「現代経済」での座談会にて、竹中一雄氏（当時、国民経済研究協会）が

「独禁政策関係で多くの人がメシを食うようになることが、独禁政策を定着させる一つの

ポイントではないか」と述べたが、残念ながらこの言葉は今でも傾聴に値する。わが国の

独禁法「市場」における競争性を高めることで、この市場で更なる需要や雇用が生まれる

素地は十二分にある。競争法のグローバル化に背を向けることなく、わが国の独禁法の抱

える問題を直視することが、競争政策と経済学との間に横たわっていた溝を埋める王道で

あるように思われる。 

 7 


