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五 結語
︵
１︶総括
①市場力理論 の歴史的背景
②市場力理論 における対抗軸
③残 された課題
︵
２︶日米独禁法 の比較法研究 に対する示唆
① シカゴ学派 の反トラスト政策論 に対する評価
② ﹁
競争 の実質的制限﹂ の解釈論
③規制体系 の比較
︵
３︶むすび にかえ て ︵
以上︑本号︶

一一六

五 結語

一の② で指摘したよう に︑アメリカ の市場力理論 は︑我が国独禁法中 の基本概念 の解釈論 のみならず︑我が国独禁法

の規制体系 のあり方 にも示唆を与え得 る︒しかしながら︑日米独禁法 の表面的な比較 には慎重 でなければならな い︒我

が国 の独禁法とアメリ カの反トラスト法とでは︑それぞれの出発点 における歴史的背景が異なり︑したが って︑解決を

迫られた課題も異な っていた︒さら に言えば︑ 一国 の政治体制や経済体制 に占 める位置付けも異な っていた︒ この点を
踏まえた比較法研究 こそが︑本稿 の目指したも のであ った︒本章 では︑ この趣旨 に沿 って改めて本稿 での検討 の成果を

総括し︑そ のうえ で︑日米独禁法 の比較法研究 にお いて市場力理論が提起する具体的論点を提示した いと思う︒
︵
１︶総括

以下 では︑私見も交えながら︑市場力理論 の歴史的背景︑現時点 での市場力理論 における議論 の対抗軸を整理した後︑
今後 の市場力理論 の発展 の方向性 に関 わ って残された課題 に言及した いと思う︒
①市場力理論 の歴史的背景

三 ︵
１︶ で述 べたよう に︑市場力理論 の提唱とそ の変遷 は︑反トラスト法 の経済政策化を促した のと同じ問題意識 に

一一七

根差していたと いう のが︑本稿 の見方 である︒それでは︑何故 に反トラスト法 の運用は経済政策 の問題 とし て捉えられ
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るに至 った のか︒それは︑究極的 には︑反トラスト法 の立法過程 において実現が期待されていた諸価値 の間 に原理的な
矛盾が存在したことに起因する︒
ａ 反トラスト法 における原理的矛盾 と反トラスト法 の経済政策化

会社問題︶が政治的 に決着 し︑反トラスト法が制度として 一応確立するのは︑ 一九 一四年 の
いわゆるトラスト問題 ︵

︑
︑
ク レイト ン法と連邦取引委員会法 の制定 の時 である０そこに至 るまでに何が問題 でみ ったか そして 問題は いかに解
︒
力﹂ の
決 されたかを解明することにより︑反トラスト法 における原理的矛盾が明らかになる 反トラスト法 における ﹁

１︶ での分析を踏 まえると︑反トラスト法 における原理的矛盾は次 のよう に要約 することが で
多様な側面 に関 する二 ︵
きるだろう︒

すなわち︑問題は︑論理的 にはまず︑官僚制的 に組織 された大規模な法人企業 の存在が︑経済的 に独立した自律的な

反トラスト法 におけるポピ ュリ スト的価値観 の源泉︶と両
個人を主体 とし て想定するアメリカの政治社会体制 の理想 ︵

少なくとも
∃引ｄａ洲︑と いう点 にあ った︒法人企業 の存在自体 は経済発展 の方便 として容認せざるを得な いことが ︵
暗黙 のう ちに︶承認されると︑次 に︑法人企業 の存在 と活動をプメリカの伝統的な政治社会体制 にいかに組 み込むい が
︵
︒
問われた︒結果とし て選択 された のは︑ ニ ュｌ ｏンフト史学 に言う ﹁コーポ レイト ・リ ベラリズ ム﹂ の体制 であ った

力﹂ の乱用
すなわち︑法人企業 の存在を法的 にも認知し︑そ の自由な経済活動を原則的 に保障すること︑法人企業 の ﹁
︵
２︶

ない
に対しては公共 の利益 の観点 から歯止めをかけるが︑規制方式 としては国家 による直接的規制 ではなく︑司法的 ︵
し準司法的︶手続 による間接的規制が選択 されることを原則とする体制 であ った︒

かくして︑反トラス■法 は︑ポピ ュリ スト的価値観 と︑経済発展 の方便 として大企業 の存在を肯定する価値観 との原

理的矛盾を抱えながら︑両者 の均衡点 の確定を判例法 の発展 に委ねる形 で確立された のである︒規制対象 の明確化を目

的としていたはず のク レイトン法が ﹁
競争 の実質的減殺﹂と い った 一般概念 を実体規定 に持ち込まざ るを得なか った点
会社
に︑トラスト問題 ︵
会社問題︶ の政治的決着 のあり方が如実 に反映している︒政治的争点とし てのトラスト問題 ︵

問題︶ は︑法解釈 の次元 に封じ込められた のである︒したが って︑反トラスト法は︑裁判所や政府 の姿勢如何 によ って

は︑たんなるアメリカ社会 の理想 のシンボ ル︑さら に言えば︑資本主義 の矛盾を覆 い隠すイチジ クの葉 に堕する危険を
常 にはらんでいる︲のであ る︒原理的 に矛盾する諸価値 の間 でバランスを図り︑反トラストの理想を可能な限り実現しよ
うとすれば︑何ら かの科学的営為は不可欠 であ った︒反トラスト法 の経済政策化 の理論的契機 は︑まさに︑ この点 に見
︵
３︶

いだすことが できる︒かくして︑↓Ｆ アーノルド以降︑当局 における反トラスト法 の運用 に経済学研究 の成果を応用す

１︶ で明らかにしたとおり である︒市場力理論 は︑反トラスト法が規
る試 みが今日 に至るまで続 いていることは︑三 ︵

制対象 とす べき ﹁
力﹂を具体的 に特定するも のであり︑経済政策 としての反トラスト政策 の中核 に位置することとな っ
た︒

ｂ 反トラスト法 の経済政策化 の意義

以上 に述 べたよう に︑反トラスト法 の経済政策化自体 は不可避 であ ったと筆者 は考える︒ただし︑経済政策化した段

階 の今日 の反トラスト政策を比較法研究 の対象 とするに際しては︑幾 つか留意しなければならな い点があると考える︒
第 一に︑反トラスト政策 の内実 はシカゴ学派台頭以前 と以後 とで異なるとは言え︑反トラスト法 の経済政策化自体 は

シカゴ学派台頭以前 に既 に始ま って いたと いう点を再度強調した い︒三 ︵
１︶ で詳述したよう に︑市場構造︱市場行動
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の弊害が目立 って いたこともあ って︑ポピ ュリ スト的価値観 と概 ね整合的な政策を提案し得た︒ これに対し て︑ シカゴ

学派 の反トラスト政策論 は︑市場構造︱市場行動︱市場成果 の因果関係を否定的 に解釈する実証研究を武器として︑ポ

ピ ュリ スト的価値観と経済政策 としての反トラスト政策 と の二者択 一と いう形 で問題を提起し︑結果として︑実務 にお

いて経済分析を定着 させる役割を果たした︒それだけ に︑反トラスト法 の運用 における経済分析 はシカゴ学派 の専売特

許 のよう に言 われることもあ るが︑既述 のよう に︑ これは正確 ではな い︒経済分析 の方法論や結論 の違 いを いかに評価
するかが問題な のである︒

第 二に︑完全 に価値中立的な経済分析 はあり得ず︑反トラスト政策 にお いても︑経済分析 の枠組 みの設定 に際して︑

政策論構築 の基本姿勢 に関 わる価値判断が迫られていると いう点 である︒ か つての ハーバード学派 にしても︑ シカゴ学

ポ スト ・シカゴ﹂ にし ても︑序数的効用概念を前提 とする新古典派経済学 の価格理論を出発点
派 にしても︑ さら には ﹁

とする点 で変わりはな い︒それにもかかわらず具体的な政策提言が異な ったも のとなるのは︑経済構造 の変化 ととも に︑

政策論構築 の基本姿勢 における立場 の違 いに起因するところが大き い︒ シカゴ学派 の反トラスト政策論 への批判は︑そ

れが反トラスト法 に経済分析を導入した点 にではなく︑新自由主義 のイデオ ロギー︑ および︑それと密接 に結び付 いた

静態的 で非現実的な市場観 とを前提 として演繹的 に結論を導くそ の方法論 に︑主として起因していた のである︒三 ︵
２︶

︵
３︶ では︑市場力理論 に即して具体的 にこの点を明らかにした つもりである︒後述 の② では︑今日︑ いかなる点 で立
場 の選択が追られているかを改めて整理した いと思う︒

︵
４︶

第二に︑反トラスト法 の経済政策化は︑企業をめぐる法政策 の専門分化 の過程を伴 っていたと いう点 である︒まず︑

１︶ の註 で若干言及した︒
各州 の会社法理がポピ ュリ スト的価値観を直接的 に反映し ていた時期があ ったことは︑ 二 ︵

一八八九年 の ニュー ・ジ ャージー州会社法改正以降︑各州 の会社法は︑むしろ︑企業集中を促進し︑所有と経営 の分離

を促進 する方向 で整備されてい ったと言われる︒ この過程 は︑ ︵
前述 の ﹁コーポ レイト・
リ ベラリズ ム﹂ の見方 と符合す

るのだが︶会社法理と反トラスト法理と の分離 の過程を示し ては従 ︒他方︑前述 のよう に︑反トラスト法 の経済政策化
により︑ポピ ュリ スト的価値が ︵
判例法はともかく︶反トラスト政策論 において直接的 に考慮 されることは次第 になく

な ってい った︒しかし︑ このことは︑企業をめぐる法政策 にお いてポピ ュリ スト的価値が全く顧 みられなくな ったこと

７︶
︵

を意味する訳 では必ずしもな い︒自動車やガソリ ン等 のデ ィーラー保護立法 はポピ ュリ スト的価値を体現する法政策 の
︵
一例 と考えられ し︑ アメリカ特有 の分散的金融 システムもまた︑ポピ ュリ スト的心情 によ って支持 された立法 および
法運用 に起因する部分が大きか ったとの研究もある︒

思う に︑反トラスト法 におけるポピ ュリ スト的価値観が問題とした のは︑やや乱暴 に 一般化すれば︑資本主義 と民主

主義 と の両立可能性だ った のではな いか︒そうだとすれば︑反トラスト法 の原点 にあ った価値観 の具体的展開 の道筋 は︑

企業統治 の問題も含めて︑ およそ企業をめぐる法政策 の全体像を視野 に入れなければ本当 には把握し切れな いことにな
る︒本稿 はこの問題を真正面 から扱うも のではなか ったが︑少なくとも次 の点 は再度確認する価値がある︒すなわち︑

今日 の市場力理論をめぐる議論 は︑反トラスト法 の原点 との比較 において視野が限定 されていると いう ことを︒
②市場力理論 における対抗軸

以下 では︑ シカゴ学派 による市場力理論 の確立以降 に絞 って議論 の対抗軸を整理した いと思う︒

ａ 政策論構築 の基本姿勢 における対抗軸

一一
三

反トラスト法 の運用 に経済分析が導入されたこと自体は︑そ の歴史的経緯 に照らして肯定的 に評価 される べきであろ
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う︒しかし︑同時 に︑経済分析が万能 でな いこともまた自覚する必要がある︒すなわち︑今日 の経済学は︑複雑な経済

現象 の全 てを︑反トラスト法 の実務 で利用可能な形 で分析し得 る訳 ではな い︒また︑ モデ ル設定 のあり方を つうじて結

論を操作する余地が大き いことも無視し得な い︒それゆえ︑前述 のよう に︑経済分析 の枠組 みの設定 にお いては︑反ト

ラスト法は いかなる価値を︑ いかに実現す べきかに関 わ って明確な価値判断が迫られるのである︒八〇年代前半 のシカ
ゴ学派 の反トラスト政策論 における経済分析もまた︑価値中立的︑客観的︑科学的 であるかのよう に装 った にもかかわ

らず︑実 は 一つの価値判断 の具体的表現 に外ならなか った︒ かくし て︑市場力理論をめぐる具体的論点を見 る前 に︑政

策論構築 の基本姿勢 における対抗軸を確認することが必要とされるのである︒
具体的 には︑今 日︑次 の諸点 にお いて立場 の選択が迫られていると考えられる︒すなわち︑ ︵
ア︶反トラスト政策 は資

源配分 の効率性 ︵
社会全体 での富 の増大︶を唯 一の目的とするのか︑それとも︑生産者余剰とは区別される意味 での消

費者厚生 の増大を優先的 に追求す べきな のか︑ ︵
イ︶いかなる市場観を前提 とするか︑より具体的 には︑経済主体 の合理
︵
性︑市場 の不完全性 に関していかなる前提を置くだ ︑ ︵
ウ︶
経済分析が具体的事案 における事実認定 と法解釈とに明確な

指針を提供し得な い場面 にお いて︑規制 の失敗 による弊害 と規制しな いことによる弊害と のいず れを重視するか︑換言
︵
９︶
すれば︑企業 の自由を優先するのか︑競争プ ロセスの確保を優先するのか︒

これら の相互 に密接 に関連する諸論点 における︑か つてのシカゴ学派 の立場は今や明白だと思われる ので︑ここでは︑
それに対抗する立場を確認しておきた い︒すなわち︑ ︵
ア︶
反トラスト政策 は︑生産者余剰とは区別される意味 での消費
︵
者厚生 の増大を優先的 に追求す べきであ型 ︒ ︵
経済構造 の変化や業種 の
イ︶経済主体 の合理性 には限界があり︑また︑ ︵

特殊性 により 一般化 は困難 であることを自覚 し つつも︶不完全な市場 こそ常態 であるとの前提 から出発す べきである︒

︵
ウ︶経済分析が明確な指針を提供し得な い場面 では︑規制しな いことによる弊害 の可能性を重視して︑競争プ ロセス

の確保を優先す べきである︒

反トラスト法 の立法時 の精神 により忠実 であろうとすれば︑ かような立場 こそ︑経済分析 の出発点 にお いて選択 され

シカゴ学派 の市場力理論 の貢献

る べきだと筆者 は考える︒

ｂ

しかし︑三 ︵
２︶ で述 べたよう に︑ シカゴ学派 の市場力理論 には現在も継承される理論面 での貢献が含まれているこ

とは否定し得な い︒
第 一に︑ シカゴ学派 による市場力 の概念 はラーナー指数 に基づ いて価格支配力として構成 されており︑ この概念構成

の本質的部分 に ついては︑今や コンセンサスがあ ると見 てよ い︒ この概念構成 から︑さら に︑反トラスト法上市場力 の

存否よりも程度が問題 であること︑市場力は単独 で行使 される場合 と複数企業 により共同 で行使 される場合 とがあり︑

後者 には合意を伴うカ ルテルのみでなく意識的並行行為な いし協調行為も含まれることが導 かれる︒また︑何が立証さ

れなければならな いかと いう問題 と︑立証 のためにいかなる証拠な いしデ ータが利用し得 る のかと いう問題とを明確 に
区別することが可能 とな った︒ か つての有効競争論 の枠組 みに引 き付けていえば︑市場構造基準と市場成果基準 とは︑
︵
ｎ︶

いず れも︑市場力やそれが行使された状態 の本質規定 ではなく て︑市場力 の存否を推測するため の指標 とし て概 ね位置
付けられる︒さら に︑企業 の行動パターンもまた︑市場力 の指標 たり得 るのである︒

第 二に︑立証 のためにいかなる証拠な いしデ ータをど の程度重視す べきかと いう問題とも関わ って︑ シカゴ学派 の市

場力理論 は︑市場力 の程度を規定する諸要因とそ の相互関係 ︵
特 に︑市場占拠率な いし集中率 とそ の他 の要因と の関係︶

一一 ニ

とを︑実務 で利用可能な形 で明確化するのに成功した︒それは︑三 ︵
２︶② で紹介 したランデ スとポズナーの定式 に簡
反トラスト法における市場力の研究 ︵
四 ・完︶
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潔明快 に示されている︒ ここで改めて市場力 の程度を規定する諸要因を列挙してみよう︒
・市場占拠率な いし集中率 ︵
大き いほど市場力も大き い︶
・市場占拠率な いし集中率 の指標を修正する ︵
割り引く︶要因

︱ ・市場全体 の需要 の弾力性な いし ﹁
需要面 での代替可能性﹂ ︵
大き いほど市場力は小さ い︶
・周辺企業 の供給 の弾力性 ︵
大き いほど市場力は小さ い︶
︱ ・問題 の企業 と同じ市場 に属する企業 の生産 ︵
供給︶拡大能力
・問題 の企業 とは別 の市場 に属する企業 の ﹁
供給面 での代替可能性﹂
・新たな設備投資を伴う新規参入 の可能性

一二四

第二に︑シカゴ学派 の市場力理論 は︑関連市場画定 の意味 とその規定要因とを明確化するこ とに成功したｏすなわちヽ
関連市場は︑市場占拠率な いし集中率を測定する前提とし てのみ意味をもち︑市場占拠率な いし集中率 の数値が市場力
の程度をより正確 に反映するよう に画定される べきことが明らかにされた︒それゆえ︑関連市場 の範囲を規定する要因
は︑市場力 の程度を規定する要因 ︵
ただし︑市場占拠率な いし集中率を除く︶と本質的 には同じ である︒も っとも︑市

場力 の程度を規定する諸要因は︑顧客や ︵
潜在的な いし現実 の︶競争者が市場力 の行使を抑止するよう に行動し得 る司
能性 に関 わ っており︑ この可能性があまり に抽象的 で数値化し得な い場合 には関連市場 の画定 に際して当該要因を考慮
することは実務上不可能 であ る︒ かような事情 から︑新たな設備投資を伴う新規参入 の可能性 は︑関連市場 の画定を規
定する要因からは除外されるのが通常 である︒

関連市場画定をめぐる従来 の識縦 と の対応関係を示すならば︑関連市場 の商品的要素と地理的要素 では主として ﹁
需
要面 での代替可能性﹂が問われ︑時間的熟輝 では周辺企業 の供給 の弾力性︑とりわけ ﹁
供給面 での代替可能性﹂が問わ

れていたと言える︒なお︑上述 のよう に関連市場画定 の意味を捉えることの延長線上 に ﹁
反トラスト市場﹂ の考え方が
現れたことに ついては︑三 ︵
２︶③ で既述 のとおりである︒

ｃ 具体的論点 における対抗軸

ｂ で整理した諸点 は︑そ の後 の議論 に共通 の土俵を設定するも のであ ったと言える︒ この共通 の上俵 の上 でシカゴ学

派 の市場力理論 に対する批判 と新たな理論が展開 された訳 である︒議論 の詳細は既 に四で述 べたので︑ ここでは︑そこ

で検討した具体的論点 における対抗軸が︑究極的 には︑ ａで述 べた政策論構築 の基本姿勢 における対抗軸 に対応するこ

とを確認した い︒
第 一に︑合併 ・株式取得規制 における関連市場画定方法 に主として関 わ って︑ シカゴ学派 の市場力理論が市場力 の程 ヽ

度を実際よりも過小評価する傾向をも つ点が批判され︑ これを克服するために新たな関連市場画定方法が提唱された︒

シカゴ学派 における市場力 の過小評価 の傾向が政策論構築 の基本姿勢 に由来していることに ついては︑もはや多言を要
しな いであろう︒詳細 は四 ︵
２︶① に譲り︑ ここでは実務上特 に重要 と思われる議論 のポイ ントのみを列挙しておこう︒

すなわち︑﹁
供給面 での代替可能性﹂の認定 の基準 および手続 の問題︑価格を引き上げ る力 のみでなく維持する力をも規

制対象 とすること の是非 の問題 ︵
連邦政府 の合併ガイドライ ンの関連市場画定方法を前提 とすると︑仮定上 の独占者 の

︑関連市場 の画定を いかなる証拠 に基づ かせる べきか ︵
現実 の
価格引 き上げ の出発点 となる基準価格 の水準設定 の問題︶

取引関係をど の程度重視するか︶ の問題︑市場 の不完全性 に由来する市場力 の認定 のあり方 の問題 である︒

競争を排除する力﹂ に新たな意味付けを試 み︑市場力 の顕
第 二に︑ シカゴ学派が無視な いし軽視した︑判例法上 の ﹁

一一
一
五

２︶②を
在化 の仕方が異なるのに応じ て市場力 の認定方法も異なることを明らかにする理論が提唱された︒詳細 は四 ︵
四 ・完︶
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参 照 された い︒本稿 の主題 と の関連 上 さほど詳 細 には検 討 し得 な か った のであ るが︑ こ の議 論 は ﹁
排他 的行 動﹂規制復

権 の試 み の 一環 であ った︒ それ は︑ シカゴ学 派 が︑ およそ戦 略的行 動 の成 立 可能 性 を無 視 な いし軽 視 す る こと への批 判
４
︵
・︶

に根 差 し ており︑ また︑ わず か であ れ戦 略的行 動 が成 立 す る可能 性 が存 す る以上 は︑ そ の規制 の可能 性 を追 求 す べき と

の立場 に立 った議論 であ った︒そ の意味 で︑ この理論をめぐる議論もまた︑政策論構築 の基本姿勢 における対抗軸を反
映しているのである︒

第二に︑﹁
技術革新市場﹂
分析 による︑研究開発活動を削減する力としての市場力 の規制手法が提唱された︒詳細 は四

︵
２︶③を参照された い︒本稿 では簡単 に言及するに止めたが︑ この提案をめぐる議論 にお いては︑研究開発 における

集中と技術革新 の頻度 との因果関係が経済理論 および実証研究 において確証されていな い段階 で︑あえ て技術革新を削

減する可能性あ る合併を規制すること の是非が問われていた︒そこでは︑ ａで挙げ た ︵
ウ︶ の論点 での立場 の選択が問
５︶
︵
・
わ れ て いた の で あ る ︒

③残 された課題

九〇年代 の反トラスト政策論 は︑市場構造︱市場行動︱市場成果 の因果関係を無条件 に前提 とすることはあり得な い

と いう意味 では︑ シカゴ学派 の反トラスト政策論 の遺産を引き継 いでいると言える︒しかし︑具体的事案 に即して︑経

済主体 の合理性 の限界と市場 の不完全性を考慮 に入れた経済分析を志向する点 においては︑ 八〇年代前半 と の間 に明ら

かに断絶があ る︒ この点 こそが︑﹁
ポ スト ・シカゴ﹂ の反トラスト政策論 の共通 の特徴 と言えよう︒﹁
ポ スト ・シカゴ﹂
の反トラスト政策論 のかような志向 それ自体 は肯定的 に評価される べきである︒

しかし︑それが︑経済分析 の過度な精緻化 ・
複雑化を伴う場合 には︑別 の問題が生じる可能性があるよう に思われる︒

ある いは筆者 の杞憂な のかもしれな いが︑経済分析 の精緻化 ・複雑化が過度 に推し進 められるとき︑反トラスト事件 は

公開 の法廷 での問題解決 になじむ のだろうか︒精緻な経済分析が必要 となれば︑結局 は︑ 一部 の官僚 エコノミストによ

２︶① で連邦政府 の 一九九 二年水平的合併ガイドライ ンヽ
に対
る密室 での事案 の処理が横行することにならな いか︒四 ︵
株式取得 の規制 に特 に当 てはまる︒
する評価 と関連 して既 に指摘したよう に︑ このことは︑事前届け出制度を採 る合併 ・

反トラスト法 の原点 には︑国家 による社会 の全般的管理を排除すると いう思想が含まれている︒国家自身が特定 の集

団と癒着 し︑ ﹁
公共 の利益﹂の名 の下 に特定 の集団 の利益を追求することを防ぐと いう趣旨 である︒専門性を理由 に官僚
６
︵
・︶

丸太転がし﹂ の対象 とならな いか
エコノミスト の裁量 の余地を実質的 に広げ ることは︑反トラスト政策もまた 一種 の ﹁

と いう懸念を引 き起 こしかねな いし︑そう でなくとも︑当局 の措置 の政治的正当性 に疑念を生ぜしめるおそれがある︒

経済分析 の精緻化 ・複雑化が不可避だとしても︑それ に伴 って手続的正義を いかに保障するかが改めて間われるのでは

な いか︒ この問題は︑今日 の時点 で顕在化している訳 では必ずしもな いが︑反トラスト政策 の将来 の方向性を見極 める
うえで念頭 に置く必要はあると思われる︒
２︶日米独禁法 の比較法研究 に対する示唆
︵

我が国独禁法が戦後 の経済民主化政策︑特 に財閥解体 と過度経済力集中排除政策 のいわば仕上げ として制定されたこ
と︑しかし︑ 一九五〇年代以降 は︑企業集中を積極的 に容認な いし促進する政府 の産業政策 の前 に独禁法 の運用は空洞

化したこと︑そ の後︑六〇〜七〇年代 には︑消費者問題 への意識 の高 まりを背景とし て︑七七年 の独禁法強化改正を初

一
一一
七

めとし て幾 つか見る べき成果を上げ たも のの︑本格的な独禁法 の運用強化 は日米構造問題協議 における対日要求を契機
四・完︶
反トラスト法における市場力の研究 ︵
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日本株式会社﹂とも称 される特
とするも のであ ったこと︑周知 のとおりである︒全体 とし て︑我が国独禁法 の運用は︑﹁

殊 日本的な政府 ・企業間関係とそれを背景とする産業政策 と の対抗を余儀なくされた結果︑独禁法を日本社会 に定着 さ
せるほど の影響力を発揮し得なか ったと言える︒

今日 では︑ 一で言及したよう に︑規制緩和 の下 で︑ 一方 では︑独禁法とそ の運用は強化 されている︒特 に注目される
７︶
︵
・
のは︑近年︑政府規制分野 における官民協調的な競争制限行為が積極的 に事件として取り上げ られて いることである︒
８︶
︵
・

この局面 において独禁法は︑規制緩和を促進な いしは補完すると同時 に︑特殊 日本的な政府 ・企業間関係 に反省を迫 る
９︶
︵
・

役割を不十分ながらも果たし つつある︒他方 で︑︵
純粋︶
持株会社 の解禁 に象徴されるよう に︑ 一般集中規制が緩和 され︑

そ の他 の固 い企業結合 に対する規制もまた緩和 の動きがある︒ この局面 において独禁法は︑グ ローバル化した経済 にお

いて国際競争を乗り切る べく企業再編 ・産業再編を図 るうえ での障害と捉えられて いる︒今日我が国は︑企業活動 のグ

ローバル化 に対応した︑政府 ・企業間関係 と国家機能 の再編成 の過程 にな型 が︑独禁法 の規制原理と規制体系もまた︑
そ の中 にあ って再編成 されようとしている︒

かような状況下 では︑ コ 般消費者 の利益﹂
確保を優先的 に追求する独占禁止政策 の構築が求 められると同時 に︑独禁

法 の原点︑ さら に言えば︑戦後改革 の原点 に立 ち返 って︑我が国 において資本主義 と民主主義 との両立を いかに図 るか

が改めて問われなければならな い︒そ のために︑ アメリカの市場力理論 から何を学び取 ることが できるだろう か︒総論

的 に言えば︑ 一方 では︑実効性ある経済政策として独禁法を日本社会 に定着 させるため に︑﹁
シカゴ﹂ の市場力
ポ スト・

理論が独禁法 の運用 に生 かされる べきであるが︑他方 では︑反トラスト法 の原点 に照らして市場力理論 には限界がある
ことを自覚す べきであ る︒

以下 では︑ 一② において列挙した二 つの問題関心 に即して︑日米独禁法 の比較法研究 において市場力理論が提起する

具体的論点を提示した いと思う︒なお︑ ここでは︑論述 の都合上︑ 一② とは逆 に︑ シカゴ学派 の反トラスト政策論 に対

する評価︑﹁
競争 の実質的制限﹂ の解釈論︑日米独禁法 の規制体系 の比較 の順 に論述することとする︒
① シカゴ学派 の反トラスト政策論 に対する評価

この点 に ついては︑既 に論じた︒我が国 における議論と関わ って再度強調した いことは︑経済分析 一般とシカゴ学派
の立場との混同は避 ける べきだと いう ことである︒したが って︑反トラスト法 の運用 に経済分析を導入する立場をす べ

て引 っくるめて ﹁シカゴ学派﹂と称し︑そ のようなも のとし て ﹁シカゴ学派﹂を肯定的 に評価する議論があ るとすれば︑

問題 である︒ かような立場 は︑ 八〇年代以降 の反トラスト政策論 における対抗軸を明確 にし得ず︑したが ってまた︑ ア
メリカの議論 から何を学 ぶ べきかを示し得な いのでな♂ ︒

しかし︑逆 に︑法学と経済学とは異なると い った理由 で︑独禁法 の解釈適用 における経済分析 の利用 一般を否定する

ことは非現実的 である︒本章 の ︵
１︶② で前述 のよう に︑立場 の選択 さえ誤らなければ︑実効性ある経済政策 とし て独

禁法を日本社会 に定着 させる手段 とし て︑独禁法 の解釈適用 における経済分析 は有益 である︒我が国独占禁止政策 の今

日的課題を前述 のよう に捉え︑しかも︑特殊 日本的な企業間関係を前提 とするならば︑ ﹁
ポ ストｏシカゴ﹂ の立場 から の
経済分析 にこそ学 ぶ べき点が多 い︒

② ﹁
競争 の実質的制限﹂ の解釈論

一で指摘したよう に︑市場力理論 は︑直接的 には︑我が国独禁法 の ﹁
競争 の実質的制限﹂ の解釈 ・認定 に関わる問題

九
一一
一

を扱 っており︑ この点 で比較法研究 の成果がも っとも期待されるのは確 かである︒筆者 には我が国 の学説を本格的 に分
反トラスト法における市場力の研究 ︵
四 ・完︶
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競争 の実質的制限﹂ の解釈 ・認定 にいかに生 かす べき
析するだけ の準備がな いので︑ ここでは︑市場力理論 の成果を ﹁
かに関わ って若干付言するに止めた い︒

競争 の実質的制限﹂
第 一に︑﹁
競争 の実質的制限﹂ の定義 に関してである︒東宝 ・スバル事件東京高裁判決 における ﹁
技術革新 の
の趣群 は今日でも 一般 に受け入れられている︒そ の特徴は︑価格支配 の要素 はもとより商品 の品 質 の支配 ︵

ある程
停滞︶の要素も含 まれることから多様な機能を包含する競争プ ロセスを前提 とすると考えられること︑そして︑﹁

度自由 に﹂と いう文言が示すよう に程度問題を含 むこと︑ に見 い出すことが できる︒換言すれば︑ この定義 は︑価格以

外 の次元をも含 む多様な次元 での競争機能 の発揮が阻害 される程度 に競争プ ロセスが抑圧されている状態を示している

と言える︒他方︑現段階 の反トラスト政策論 における市場力とは︑ほとんども っぱら価格支配力と捉えられ︑そのよう

なも のとして︑非価格競争を促進する駆動力 ともなり得 る︒したが って︑市場力 の程度を測定することは経済分析 の出
発点 に過ぎな い︒

競争 の実質的制限﹂の背景 にある市場支配力とは︑競争プ ロセスの相当程度 の抑圧を
以上 のよう に対比してみると︑﹁

伴 った市場力︑したが って市場力 のうち特 に規模 の大き いも のと捉え得 るであろう︒市場力理論 とは︑多様な次元を含

んで複雑 に展開 されている現実 の競争プ ロセスの活発さを︑可能な限り数値化して把握するため の方法論 であ ったと言

競争 の実質的制限﹂ の解釈 ・認定 とは相互 に対応し得 るの
う こともできよう︒ かような意味 にお いて︑市場力理論と ﹁

である︒
反競争的効果が現れている状態︶とは区別される
ただ︑市場力理論 に照らせば市場支配力とそれが行使された状態 ︵

独占
そして︑ おそらくは第 八条 の四 の ﹁
べきであり︑第二条 および第 八条 一項 一号 における ﹁
競争 の実質的制限﹂は ︵

的状態﹂も︶状態を示す概念 と捉え得 ると思われる︒他方︑第 四章 の ﹁
競争を実質的 に制限することとなる場合﹂とは︑

市場支配状態そ のも のではなく︑市場支配力 の形成 ・維持 ・強化を未然 に防止することを趣旨とするも のと解 される︒

市場支配力 の形成 Ｌ維持 ・強化を未然 に防止する事前規制 と市場支配力が行使された後 の状態を規制する事後規制とで
は︑市場支配力 の認定 のあり方 は異なるから でな♂ ︒

第 二に︑違法行為類型 の違 いに応じた ﹁
競争 の実質的制限﹂の認定 のあり方︑ および︑﹁
競争 の実質的制限﹂の類型論

についてである︒今日 の市場力理論 の議論 の水準 に照らすと︑事後規制 においては︑行為 の性格上﹁
競争 の実質的制限﹂

すなわち市場支配 の出現が明自 である場合︑換言すれば︑反競争的効果を相殺するにたる競争促進的効果を期待し得な

い行為類型 であ る場合︑あえ て関連市場 の画定 と市場占拠率 の算定を行う必要 はな い︒たとえば︑も っばら市場支配を

目的 とすることが明白な協定 は︑それ自体 として市場支配力や市場支配状態 の有力な証拠 であ る︒したが って︑も っぱ

ら市場支配 のみを目的とすることが明白な協定がある程度 の実効性を伴 って成立したと認定 されれば︑それ のみで ﹁
競
︵
争 の実質的制限﹂ の存在を推定し てよ祀 ︵
蛇足ながら︑ かような場合 の ﹁一定 の取引分野﹂ は︑当該協定が対象とする
︒
商品と地域 とに即して認定すれば よ い︶

関連市場 の画定を前提とする詳細な市場分析が必要とされるのは︑典型的 には︑第四章 の市場集中規制 の場合 と第 二

条前段 の私的独占 の場合とであろう︒前者 は︑事前規制としての性格上︑将来 における競争制限効果 の予測 に関わるか

ら である︒後者 は︑市場支配力を有する企業 の特定 の行為が︑市場支配力 の行使とし て性格付けられるのか︑それとも︑

︵
少なぐとも長期的 には︶消費者厚生 の増大をもたらす非価格競争 の手段 として性格付けられるのかが微妙な限界事例

があり得 るから であ る︒また︑我が国 では未だ事件 とし て顕在化しては いな いが︑共同研究開発協定 のよう に競争促進

一言

的効果をもち得 る共同行為 に関しては︑第二条後段 の不当な取引制限 の適用 においても詳細な市場分析が必要とされる
場合があり得 る︒
反トラスト法における市場力の研究 ︵
四 ・完︶
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関連して注目されるのは︑我が国 にお いて︑共同ボイ コットが第二条後段 の不当な取引制限として規制 される現実的
︵
閉鎖型市場支配﹂とを区別する議論が提唱されたことでな♂ ︒
可能性が生じたことを契機 としせ ︑﹁
統合型市場支配﹂と﹁

閉鎖型
統合型市場支配﹂と ﹁
アメリカにおける ﹁スティグ ラー的市場力﹂と ﹁ベイ ン的市場力﹂とを区別する議論 は︑﹁

市場支配﹂ とを区別する議論をさら に 一般化し︑ 二 つの類型 の具体的分析手法 の違 いをも示唆する点 で参考 にし得 る︒

今村成和教授 の ﹁
閉鎖型市場支配﹂ の概念 には価格支配と いう要素が含まれていな いので︑ 一見すると ﹁
閉鎖型市場支

配﹂と ﹁ベイ ン的市場力﹂とは無関係 のよう にも見える︒しかし︑﹁ベイ ン的市場力﹂の本質が価格支配力と捉えられて

いるのは︑排他的行動 一般を経済分析 に乗せるため の便法と いう側面もあると思われる︒﹁
閉鎖型市場支配﹂の概念を実

務 にお いて定着 させるために︑特 に︑共同ボイ コットに つき課徴金納付命令発動 の可能性を追求するに際して︑﹁ベイ ン
的市場力﹂ の理論が生 かされる余地 はあると思われる︒

第二 に︑市場支配力 の規模 の測定 のあり方と︑関連市場 ︵
コ 定 の取引分野し の画定基準 の問題 に ついてである︒前

述 のよう に市場支配力を規模 の大き い市場力 と捉えるとすれば︑ いかにし て規制 に値する規模を測定 するかが問われざ

るを得な い︒理論的 には︑消費者厚生 の減少が尺度 とされる べきことになる︒具体的 には︑まず︑違法行為 の悪質性 の

程度 と︑立証を要する市場力 の規模とは反比例 の関係 にあることが指摘されなければならな い︒次 に︑詳細な市場分析

が要求される場合 には︑従来 の我が国 の議論 では︑有効競争論が提示した様 々な指標が総合的 に考慮 されると説明され︑

それ以上 の議論 はなか ったよう に思われる︒ アメリカの市場力理論 は︑我が国 の解釈論が長らく沈黙していた論点︑す
なわち︑﹁
競争 の実質的制限﹂の判断基準 のあり方︑ および︑それと密接不可分 の関係 にある関連市場 の意味 と画定基準

のあり方 に関わる論点をめぐ って主とし て展開されて来た︒筆者が反■ラスト法研究者 にと っては自明と思われる事柄

を敢え て本稿 で取り上げ たのは︑ これら の論点 に ついて我が国 で議論を進展させる必要性を感じたからでもある︒実効

７
︵
２︶

性あ る経済政策 として独禁法を日本社会 に定着 させようとするのであれば︑ これら の論点 での議論 は欠 かせな い︒少な
くとも議論 の出発点として︑ アメリカの議論 に耳を傾ける べきであ る︒

特 に今日では︑企業活動 のグ ローバル化が︑安易 に固 い企業結合 に対する ﹁
規制緩和﹂と結び付けて論じられるおそ
︵
れがあ♂ この種 の議論 に対処するため の理論武装が急がれる︒そ のためにも︑﹁
ポ スト・シカゴ﹂ の市場力理論 の展開
に学 ぶ べきである︒

③規制体系 の比較

競争法制 の ハー モナイゼーシ ョンを展望するとき︑日米独禁法 の規制体系 の異同を確認する作業 は重要な意味をも つ︒

今日 の反トラスト政策論︑さら には︑反トラスト判例法までが︑市場力をキー ・ワードとして体系化 され得 ることは既

︒そこで︑ ここでは︑我が国独禁法 の実体規定がどこまで市場力理論 によ って説明
述 のとおりである ︵
二︵
２︶を参照︶

されるか︑そして︑市場力理論 によ って説明し得な い規定 に ついていかに考える べきかに つき具体的論点を提示してお
きた い︒

︵
ア︶まず︑﹁
競争 の実質的制限﹂や■競争を実質的 に制限することとなる場合﹂を規制基準 とする行為類型 に ついて
は︑② で前述 のとおり である︒なお︑第 四章 の独禁法規制体系上 の位置付け に ついて論者 により異な った説明がなされ

て来 たことは周知 のとおりであるが︑ ここでは︑市場力理論 との関わりにお いて次 の点 のみを確認し ておきた い︒すな

一

一

わち︑第四章 の市場集中規制 にかかる諸規定 は︑単独企業 による市場支配力 の形成 ・維持 ・強化 のみ規制するのではな
く︑意識的平行行為な いし協調行為をも含 む︑複数企業 による市場支配力行使 の未然防止をも目的とするも のでなけれ
ばならな いと いう点 である︒
反トラスト法における市場力の研究 ︵
四 ・完︶
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ワードとして日米独禁法 の規制体系を比較する場合 に問題 となるのは︑第 一九条 の不公正な取引方法︑
市場力をキー・

そして︑第 四章中 のいわゆる 一般集中規制 にかかる諸規定 と市場力理論 との関連 である︒

︵
イ︶まず︑不公正な取引方法 に関しては︑昭和 二八年改正以降︑そ の中 に性格 の異なる様 々な行為類型が盛り込まれ︑

９︶
︵
２

公正競争阻害性 に ついての統 一的な解釈論 の構築が困難な状態 にあることは否めな い︒ ここでは︑ 一九八二年 の独占禁

止法研究会報告 ﹁
不公正な取引方法 に関する基本的考え方﹂ の立場を 一応 の前提として分析してみよう︒
まず︑ ﹁
自由な競争 の侵害 ︵
競争 の減殺と に公正競争阻害性が求 められる行為類型 に ついては︑実 は市場力 の発現た

る行為が問題 とされていることが分 かるのである︒そし て︑九 一年 に公表 された ﹁
流通 ・取引慣行 に関する独占禁止法

上 の指針﹂の ﹁
市場 における有力な事業者 ︵
メーカーと の概念 に示唆 されているよう に︵少なくとも公正取引委員会 は︑

当該行為類型 にお いて︑第二条 における市場支配力よりも小さな程度 の市場力を問題 とし ていると言える︒ただし︑当

該行為類型 にお いて関連市場 の画定 に基づく市場分析が特 に求められることがあるのは︑行為 の外形 のみからは当該行

為が市場力 の発現 であるか否 かが明らかでな い場合があるから である﹁公正競争阻害性 とは︑あくま でも行為それ自体

の性格付けに関わる要件 であり︑行為そ のも のとは 一応区別 された状態概念 としての ﹁
競争 の実質的制限﹂とは性格が

異なるも のと解釈す べきである︒そう でなければ︑行為規制 としての不公正な取引方法規制 の存在意義が不明確 となる

からである︒なお︑蛇足ながら︑不公正な取引方法規制 の行為規制としての実効性を高 めるために︑ アメリカにおける

﹁
簡略化 された合理 の原則﹂ の分析手法を公正競争阻害性 の認定 に生 かすことが考えられてよ いであ ろう︒

自由競争基盤 の侵害﹂に公正競争阻害性が求 められる行為類型︑すなわち︑ 一般指定第 一四項 ︵
次 に︑﹁
優越的地位 の

濫用︶は︑ 一見すると市場力とは異なる ﹁
力﹂を規制対象 としているかに見える︒ただし︑ 四 ︵
２︶① のＣで取り上げ

た コダ ック事件判決 の意義を いかに捉 えるかによ って事情 は異な ってくるよう に思われる︒すなわち︑競争プ ロセスの

相当程度 の抑圧を伴わなくとも︑市場 の不完全性 に起因し て発生する市場力 ︵
顧客を搾取する力︶ 一般が反トラスト法

の規制対象となると いう のが同判決 の理論だとすれば︑優越的地位 の濫用に該当する行為も大部分市場力 によって説明

し得 るのではな いだろう か︒そうだとすれば︑市場力理論 はポピ ュリ スト的価値観と新たな接点をもち つつあ るとも言
えよう︒かくして︑不公正な取引方法は︑﹁
競争手段 の不公正さ﹂に公正競争阻害性が求められる行為類型を除 いて︑︵
市
０
︵
３︶

場支配力よりも小さな程度 の︶市場力 の発現たる行為 の規制︑あ る いは︑行為 に着目した市場力規制 と位置付け得 るか

もしれな い︒ かような位置付け の可能性︑そ の場合 の公正競争阻害性 の解釈 のあり方 に ついては他日を期することとし

一

た い︒ いずれ にせょ︑不公正な取引方法 の規制 においても︑市場力理論 の応用が可能な領域が広がり つつあることは確
かである︒

︵
ウ︶最後 に︑第 四章中 のいわゆる 一般集中規制 にかかる諸規定を いかに見 るかに ついてである︒これら諸規定 の法政

策が︑市場力理論 の守備範囲を超えていることは明らかである︒確 かに︑ これら の諸規定 の趣旨を︑日本的企業間関係

の特殊性 に照らした市場 における競争制限な いし競争阻害 の予防と説明することは可能 である︒ しかし︑ これら諸規定
の趣旨をそのよう に矮小化して捉えることは問題 でな饗 ︒

アメリカの経験 に照らしてみても︑反トラスト法 の経済政策化 の過程 にお いて︑ポピ ュリ スト的価値観 は︑反トラス
︵
ト法とは別 の形 で企業をめぐる法政策 に体現されている︒他方︑ ︵
純粋︶
持株会社解禁論をめぐる議論が示すよう直 ヽ少

なくともか つての第九条 は︑株式会社制度 に内在する会社支配と責任と の不均衡 の拡大を防ぐ機能をも不十分ながらも

果たし ていた︒ かくして︑ 一般集中規制 に関しては︑企業をめぐる法政策 の全体像を対象としなければ正確な日米比較

にはならな いのである︒高度 に専門化した反トラスト政策 の現状 に目を奪われる余り︑反トラスト法 の真 の原点を見失

う ことがあ ってはならな い︒ この領域 では︑表面的な比較法研究 に基づく安易な ハー モナイゼ︱シ ョンの提案 は受け入
⁚
一一
五
反トラス■法における市場力の研究 ︵
四 ・完︶
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れる べきではな潤 ︒企業内部 での利害関係 の調整 にとどまらず経済力 の社会的制御 のあり方全般を含 む︑広 い意味 での

企業統治 の全体構造 における役割 な いし位置付けと いう観点 から︑日米独禁法を比較することが求められるのではな い
か︒今後 の課題 である︒
︵
３︶むすび にかえ て

筆者が恐れるのは︑ ＷＴＯ における ハーモナイゼ ーシ ョン論議そ のも のよりむしろ︑それを 回実 にした独禁法 の規制

体系︑規制原理 の再編成 である︒企業 の経済活動 のグ ローバル化 に沿う方向 で国家機能が再編成 される過程 にあるだけ
に︑なおさら のこと︑表面的 な比較法研究が安易 に独禁法 の規制体系︑規制原理 の再編成 に結び付けられることは避け

なければならな い︒ かような問題意識 から︑本稿は︑反トラスト法 および反トラスト政策 の歴史的性格をも踏まえた比

較法研究を目指したが︑結果的 には︑外国法理論 の安易な ﹁つまみ食 い﹂ と いう批判を免 れな いかもしれな い︒とりわ

け本稿 では︑我が国独禁法 および独占禁止政策 の特殊 日本的な展開過程と︑それを背景 とする特殊日本的な解釈論議 の
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分析が決定的 に欠如し ている︒本稿 で扱 った我が国独禁法解釈上 の論点 に関 しては︑他日改めて検討 の機会をもちた い
と思う︒今 は︑頭を冷やすために筆をおくことにする︒
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︵２ ︶なお︑ ﹁
コーポ レイト

・リ ベラリズ ム﹂ の概念 の中 には︑労働組合 の資本主義体制内 への取り込 みと いう要素も含

まれており︑そ のことは︑ク レイト ン法第六条が労働組合 の存在 と活動 に ついて適用除外を定 めたことにも示され

リ ベラリズ ム﹂を理念 とする二〇世紀 アメリカの資本主義を 一九世紀 の資本主
ている︒かような ﹁コーボ レイトｏ

Ｚ ﹃ ∽パｒ＞押 ８﹁ いｏお
お８こ と呼 ぶ議論 に ついては︑ ＞ ↓Ｈ
け︼
法人資本主義→ＲｏＲ ８ ｏ０﹄
義 と区別して ﹁

日本経済評論社 一九九七年︶ 二九四１ 二九五頁 も参照︒
アメリカ資本主義 の発展構造 Ⅱ﹄ ︵
μ のほか︑楠井敏朗 ﹃

なお︑ ﹁
法人資本主義﹂成立 の背景 とｔては︑企業集申 の進展 のほか︑ フ ロンテイアの消滅︑東 ・南欧 から の新た
な移民 の増大︑労働組合運動 の激化 と い った要因があると言われる︒
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彼 の思想 は︑反トラスト法 の経済政策化 の原点 における問題意識を探 るために改めて詳細 に分析する価値があ ると

思われる︒
４︶ ︵
静岡大学︶第 一巻第 一号 二七六︱ 二七七頁︶参照︒
法政研究 ︵
二 ︵
１︶ の註 ︵
２
弘文堂 一九
アメリカ法 ベーシックス３と ︵
現代 アメリカ法 の歴史 ︵
モートン ・Ｊ ・ホーウィ ッツ著︑樋 口範雄訳 ﹃

4

﹁アメリカのデ ィーラー法 に ついての管見﹂経済法学会年報第 一六号 ︵一九九五年︶

壬二頁︑若林亜

一一
七

︑川浜昇 ﹁
金融機
東洋経済新報社 一九九六年︶
﹃
アメリカの企業統治﹄ ︵
四 ・完︶
反トラスト法における市場力の研究 ︵

松尾順介監訳
︵７ ︶ マーク ・ロー著︑北条裕雄 ・

二 ・完と 上智法学論集第四 一巻第 一号 ︵一九九七年︶九五頁等を参照︒
理砂 ﹁アメリカにおける専売店規制 ︵

︵６ ︶岡田外司博

会社法 から反トラスト法や証券規制が枝分 かれしたこと︶を参照︒
報第 一七号四八頁︑六〇︱六六頁 ︵

︑浜田道代 ﹁
会社法と持株会社規制﹂経済法学会年
九六年︶第 ３章 ﹁
サ ンタ ・クララ判決再考︱法人理論 の発展﹂

5
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関 の株式保有規制﹂経済法学会年報第 一七号 ︵一九九六年︶七 一頁︑七四︱七七頁を参照︒

一言一
八

︵
８︶本稿 では︑経済主体 の合理性 の限界と市場 の不完全性 に つき実証抜 きで楽観的な前提をおき︑そこから演繹的 に結

論を導く点 にシカゴ学派 の市場力理論 の問題点があると指摘したが︑それは︑川浜昇教授が言われる﹁
概念法学的

﹃
法と経済学Ｌ の 一つの具体例 と言えるかもしれな い︒川浜昇 ﹁法と経済学﹄と法解釈 の関係 に ついて︱批判的
検討︱ ︵
四 ・完と 民商法雑誌第 一〇九巻第二号 ︵一九九二年︶四 一三頁参照︒

なお︑分析 の前提 にある市場 モデ ルの時間的枠組 みの設定 のあり方が︑本文 の ︵
ア︶の論点 とも
イ︶のみならず ︵
関 わることに ついては︑四 ︵
１︶② を参照︒

︵
９︶三 ︵
２︶③ の註 で指摘したよう に︑ この論点 は︑ 一九八七年 ＮＡＡＧ水平的合併ガイドライ ンにおいて ↓壱 ｏ Ｈ
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かような立場 においても︑企業集中 に伴う生産 ・
販売面 での効率性 の達成や技術革新促進 の利益を考慮 しな い訳
ではな いが︑それが最終的 に消費者 に還元されることの立証が求められることになる︒なお︑四 ︵
２︶① で検討し

た連邦政府 の 一九九 二年水平的合併ガイドライ ンの効率性 の項目が 一九九七年 四月 に改正された ︵
そ の紹介 とし
て︑塩谷敦子 ﹁アメリカ合併 ガイドライ ンの改正〜効率性 の考え方を明確化〜﹂国際商事法務第 二五巻第五号 ︵一
九九七年︶四五 一頁参照︶ことに示されるよう に︑企業集申 に伴う ︵
静態的 および動態的︶効率性 の考慮 のみり方

増補版
﹃
反独占政策 と有効競争 ﹇

︑丹宗昭信 ﹁
独占禁止
︵
有斐閣 一九七五年︶

が今日重要な論点 として再浮上している︒ この点 の検討 は後日 の課題とした い︒
︵ｎ ︶各基準 の内容も含 めて︑小西唯雄

法上 における競争概念 の検討 ︵一と 北大法学論集第 二二巻第 一号 ︵一九七 一年︶ 一頁を参照︒も っとも︑有効競

争論 は︑価格以外 にも多様な次元を含 む競争プ ロセスが全体 として維持 されているか否 かの指標 であるので︑市場

価格支配力 としての︶市場力 の指標とはならな
成果基準 の中 には︑生産 ・販売面 での効率性や進歩性とい った︑ ︵
い要因も含 まれていることに注意する必要がある︒

２ ︶我が国独禁法 の ﹁一定 の取引分野﹂ の代表的解釈論 とし て︑丹宗昭信 ﹃
北
独占 および寡占市場構造規制 の法理﹄ ︵
︵・
大図書刊行会 一九七六年︶六七︱七七頁を参照︒
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５︶ より詳 しく は︑拙稿 ﹁
技 術 革新市 場﹄ 分析 を てが かり とし て︱﹂立命 館 法学第 二五〇
反 トラ スト法 と技 術革新卜 ﹃
︵
・

﹃ ∽口ＣＯ目＞ ↓ Ｈ
Ｆ ①﹄ ↓口Ｕ Ｏ＞Ｃ望躍︺＞Ｚ∪

丸 太転 が し﹂を分析 す る研究 の
﹁
公共 の利 益 ﹂ の実 態 や ﹁

号 ︵一九九 七年 ︶ 一四五 二頁︑ 一四六 五︱ 一四六 八頁 を参 照 された い︒
６ ︶関連 し て︑ 公共選択論 の立 場 から反 ト ラ スト法 におけ る
︵・
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って規制産業 におけ る違 反事例 の多 いことを指摘 す るも のとし て︑岡 田外 司博
四 ・完︶
反トラスト法における市場力の研究 ︵

７ ︶平成 七年度 の独禁 法 の運 用を振 り返
︵・
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一四〇

﹁
独占禁止法 一年 の動き﹂経済法学会年報第 一七号 ︵一九九六年︶ 一七七頁︒平成 八年度 においても︑ ︵
財︶日本

︑日本機械保険連盟 に対する件 ︵
医療食協会 ほか 一名 に対する件 ︵
平成 八年五月八日勧告審決︶
平成九年 二月五日

勧告審決︶等 において︑公正取引委員会 は所轄官庁 による業界保護的な介入 に反省を追 った︒公正取引委員会が︑

近年︑意識的 に規制産業 における違反行為 の摘発 に独禁法運用 の重点を置 いていることを示唆するも のとして︑矢

部丈太郎 ﹁
審査局 の今年 の課題︱規制緩和と独禁法 の執行︱﹂公正取引第五五五号 ︵一九九七年︶ 王ハ頁︑上杉明

今年 の独占禁止法 の課題﹂商事法務第 一四四五号 ︵一九九七年︶五六頁等を参照︒
則 ﹁
８︶本稿執筆中 の 一九九七年六月 一八日 に ︵
︵
純粋︶持株会社 の解禁を主たる内容とする独禁法改正が公布 された︒そ の
・

結果︑持株会社 は ﹁
事業支配力が過度 に集中 することとなる場合﹂以外 は︑原則として許容 されることとな った︒
︑
９
︵
企業結合規制 の手続規定 の在り方 に関する報告書﹂を
・︶ 一九九七年七月 には 独占禁止法第 四章改正問題研究会が ﹁

公表したｏ実体的規制基準をも含む提言とし て︑通商産業省産業政策局編 ﹃
企業組織関連制度 の改革 へ向 けて︱平

成九年企業法制研究会報告 ︱﹄別冊商事法務第 一九八号 ︵一九九七年︶を参照︒
また︑ 一九九七年 四月九日 に公正取引委員会 は︑一
三井石化 と三井東圧化学と の合併 に関し て︑合併後 のフ ェノー
ルの国内販売 シ ェアが五七 ・三％ ︵
生産 シ ェアは五六 ・二％︶となり︑﹁
会社 の合併等 の審査 に関する事務処理基

準﹂で重点審査 の基準とされている二五％を超えるにもかかわらず︑ これを無条件 で容認した︒ ユーザーが容易 に
輸入品を増やす ことが でき︑
取引価格や数量 で不利 になることがなければ競争を実質的 に制限することにはならな

いとの判断が示されたと言われる︒本件 は︑ いわゆる コ 一
五％ ルール﹂の厳格な適用から の方針転換を示唆するも
のとして注目された ︵
以上︑日本経済新聞 一九九七年 四月 一〇日付朝刊を参照ヽ 本件 の処理を評価するに際して
は︑供給 の弾力性︑具体的 には︑外国市場 で販売 され ているフ ェノー ルの日本向 け への転換可能性が いかなる証拠

によ って認定 された のかが問われるであろう︒世界市場 での需要 の動向︑それと比較 した日本市場 の規模︑外国 の

競争者 の生産余力や設備増強 の可能性︑さら には顧客 との取引関係 の性格 と い った諸点がどこまで踏まえられた の

だろうか︒市場力行使 に対し て確実 に抑制要因として作用するのはやはり国内企業 の行動な のであ って︑外国 の競

争者 による転換可能性を抑制要因として過大 に評価することには慎重 でなければならな いと思われる︒

一般的 に言 って︑経済活動 のグ ローバル化 の実態 から直 ちに ﹁一定 の取引分野﹂の地理的範囲を世界と想定する

ことはナ ンセンスだが︑理論上︑供給面 での代替可能性が合併規制 にお いて考慮要因となり得 ること︑それとの関

連 で外国企業 の ︵
日本 のみならず外国 での︶販売活動が考慮 され得 ることは確 かである︒しかし︑外国企業 の反応

の抽象的な可能性 のみを根拠とし て集中率を高 める合併を容認することは許 されな いと言う べきである一
０︶たとぇば︑後藤道夫 ﹁
︵
現代帝国主義 と大衆社会 の再収縮﹂ ﹃
スアィカ ルに哲学する４ 日常世界を支配するも の﹄
一
２
︵
大月書店 一九九五年︶ 二二五頁以下所収等を参照︒

︑
︵
独占禁止法研究﹄ ︵
弘文堂 一九九七年Ｙ第 ３章第 １節 の米国 一九九 二年水平的合併ガイドラ
２
．︶たとぇば 村上政博 ﹃
イ ンに対する評価を参照︒

もちろん︑何を ﹁シカゴ学派﹂と呼ぶかは趣味な いし便宜 の問題 であるが︑ 八〇年代前半 の反トラスト政策論 の

主流と九〇年代以降 のそれと の間 に無視し得な い断絶があ ることは事実 である︒それを踏まえな い ﹁シカゴ学派﹂
の拡大解釈 こそが問題な のである︒

２︶本稿 一② の該当部分 ︵
︵
法政研究 ︵
静岡大学︶第 一巻第 一号 二三八頁︶を参照︒
２
３
︵
事前規制﹂ および ﹁
事後規制﹂ の用語法 に ついては必ずしヽ定説がある訳 ではな いょう である︒ただ︑市場力理
２︶﹁

一四 一

論 に照らせば︑単 に行為完了前 に当局が事前審査するか否 かの違 い ︵
たとえば︑村上政博 ︒
前掲書 二〇頁参照︶と
反トラスト法 における市場力 の研究 ︵
四 ・完︶
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一四二

いうよりも︑当局が規制し得 る時点が︑したが ってまた︑違法性を判断する時点が︑市場支配力が行使 される前 か

後 かの違 いと捉えられると思われる︒事前審査制度 の有無 は︑実体法 の規制体系 のあり方 とは別次元 の︑当局 およ
び企業 の便宜 の問題と捉える べきではな いか︒

︑
４
競争 の実質的制限﹂の解釈
︵
２︶不当な取引制限 の成立時期 に関 して合意時説 と実施時説と の対立があり この対立が ﹁

と関連づけられていることは周知 のとおりである ︵
学説 の整理 に つき︑今村成和︑丹宗昭信︑実方謙 二︑厚谷襄児

︒筆者 は︑実施
実方謙 二 ・和田健夫執筆︶参照︶
第 ２条第 ６項﹂ ︵
青林書院 一九八五年︶﹁
編 ﹃
注解経済法 ・上巻﹄ ︵

時説 に立ちながらも︑本文 で述 べたよう に解釈し得な いかと考え ている︒刑事裁判 にお いては︑市場支配状態 の存

在 について︑
反証の機会が与えられるべきことになろう ︵
刑事裁判においては未遂犯か既遂犯かを決定する上で反証

︒民事裁判においては︑市場支配状態の有無は︑損害発生や因果関係 の
を認めることに意味が出で来るであろう︶

有無 の問題に解消されてしまうかもしれない︒ただ︑排除措置 の発動に際しては︑それが将来に向けて違反行為を

予防する趣旨も含むと見て︑協定実施前 においても︑市場支配状態出現の切迫した危険性を理由として排除措置を

発動する裁量権が公正取引委員会 に認められると解釈し得な いかと考えている︒ただし︑解釈論 の詰めは後日の課
題としたい︒

５︶具体的には︑ 一九九 一年 の ﹁
取引慣行 に関する独占禁止法上の指針﹂において︑かような方針が明示された︒
︵
流通・
２
なお︑右指針における共同ボイ ロットについての ﹁
競争 の実質的制限﹂の認定例 に対しては︑市場 の開放性を妨げ

あるいは︑競争 ︵
者︶を排除する力 の形成︶それ自体に ﹁
競争 の実質的制限﹂の成立を見る立場から批判
ること ︵

国際化時代 の独古禁止法
がある︒今村成和 ・後掲書六五︱六七頁︑根岸哲 ﹁
共同ボイ コットと不当な取引制限﹂﹃

の課題﹄ ︵
日本評論社 一九九二年︶四三 一頁以下所収等を参照︒﹁ベイン的市場力﹂と右 の各立場との異同について

は︑さら に詳細 に検討する必要があるが︑本稿 では果せなか った︒

６︶今村成和 ﹃
︵
独占禁止法入門 ﹇
第二版置 ︵
有斐閣 一九九 二年︶ 一三︱ 一六頁︒
２
７
︵
競
２︶そもそも我が国 では有効競争論 に対して共通 の理解があるのかと いう問題もある︒たとえば︑市場成果基準を ﹁

争 の実質的制限﹂の定義 にお いて考慮す べきでな いと い った議論 は︑何が立証される べきかと いう問題と立証 のた

めにいかなる証拠をど の程度重視す べきな のかと いう問題 とを混同し ているよう に思われる︒

８︶具体例 として︑註 ︵
９︶を参照︒
︵
２
１
９︶ この報告 における公正競争阻害性 の解釈︑
︵
特 に優越的地位 の濫用 における公正競争阻害性 の解釈 に対し て有力な異
２

論があることは周知 のとおり である︒学説 の整理として︑丹宗暁信︑来生新︑畠山武道︑稗貫俊文︑向 田直範︑和

田健夫 ﹃
論争独占禁止法︱独禁法主要論点 の批判的検討と反批判﹄ ︵
風行社 一九九四年︶第六章第 一節 ︵
稗貫俊文

執筆︶を参照︒ ここでも︑解釈論 の本格的な検討は後日 の課題とした い︒
０
︵
取引上 の地位 の不当利用﹄規制と ﹃
市場﹄概念︱独禁法をめぐる 一大論議
３︶ょり具体的な提言として︑自石忠志 ﹁﹃

の 一断面︱ ﹂法学 ︵一九九二年︶第五七巻第 二号 一頁を参照︒
︑
８︶で述 べた独禁法改正 の結果︑持株会社 は︑① ﹁
︵
持株会社及び子会社そ の他持株会社が株式 の所有 に
３︶なお 註 ︵
１
．

より事業活動を支配し ている国内 の会社 の総合的事業規模が相当数 の事業分野 にわた って著しく大き い﹂
場合︑②

﹁これら の会社 の資金 に係 る取引 に起因する他 の事業者 に対する影響力が著しく大き い﹂場合︑③ フ﹂れら の会社

が相互 に関連性 のある相当数 の事業分野 においてそれぞれ有力な地位を占 めている﹂場合 のいず れかで︑ ﹁
国民経

済 に大きな影響を及ぼし︑公正 か つ自由な競争 の促進 に妨げ となる﹂ときに︑ ﹁
事業支配力が過度 に集中すること

一四三

︒現在 この規定 の運用基準が作成されている段
となる﹂とし て禁止されることとな った ︵
改正後 の第九条第五項︶
反トラスト法における市場力の研究 ︵
四 ｅ完︶

法政研究二巻二号 ︵一九九七年︶

一四四

階 であるが︑今や持株会社規制 は︑事実上︑市場 における競争制限な いし競争阻害 の予防規定 に変質したと い って
も過言 ではな いだろう︒
持株会社と独占禁止法﹂ の諸論文を参照︒
経済法学会年報第 一七号 の特集 ﹁

︱ 二四頁を参照︒
七号 ︵一九九六年︶ 一頁︑ 一 一

企業集中規制 としての株式保有規制１総論︱持株会社解禁問題を中心 に︱﹂経済法学会年報第 一
特 に︑本間重紀 ﹁
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