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マーケティングと公共政策＊

－流通経路の系列化と大企業の市場支配に関して－

伊波美智子
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結論

はじめに

市場とは，広義には消費者，企業（生産者および流通業者），政府というそれ

ぞれ立場を異にする３者の利害が衝突するところであり，狭義には企業間の競争

の場をさす。マーケティングとはこの市場における企業の戦略行動であり，公共

政策は消費者福祉の理念のもとに市場における企業間の公正な競争をはかるもの

である。

企業のマーケティング行動は経済理論における分析の対象であり，公共政策の

対象となる。このマーケティングと公共政策の分野はまさに法津学，経済学，お

よび経営学からのインターディシプリナリーなアプローチが必要とされる。とこ

ろが，マクロ的観点から審判決例の実証分析を対象とする法津学と価格理論や経

済政策理論を中心とする経済学との結合による展開はみられるものの，これに経

営学の視点をとりいれようとする試みはＥ・Ｔ・Gretherなどまだ少数であり，今

＊本稿は昭和53年度文部省科学研究費補助による研究の一部である。
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後の発展が期待される分野である。本稿はこの方向に研究をすすめていくこと

を志向しつつ，拙論ながら経営学（マーケティング），経済学，法律学という

三分野において，「流通経路の系列化」という個別企業のマーケティング行動が

市場支配力との関連においてどのように認織されているか，ということを検討す

る。

1．マーケティング研究における流通経路系列化とその市場支配戦略と

しての意義

現代マーケティング研究における方法論については多くの学説があるが，第２次

大戦後アメリカで発展したマーケティング論は，戦前からの伝統的な社会経済的

アプローチに対して，個別企業の経営政策的アプローチを強く打ち出すもので，

マネジリアル・マーケティングあるいはマーケティング・マネジメントと呼ばれ

展開されてきたものである。このマネジリアル・アプローチは，成熟した大衆消費

社会，別の視点からいえば独占資本主義社会を背景とする寡占的市場において，

製造から販売まで行なう全国的規模をもつ大企業，とりわけ消費財産業における

個別企業の市場開発努力についての研究であるといえる。本稿においてはこのマ

ーケティング観点に立つ個別企業を想定し，「企業」という場合にはとくにこと

わらない限りとの概念を用いることにする。

流通経路の問題は企業にとって市場開発のための重要な戦略要素の一つであり，

市場競争において自己の市場地位を維持・強化する有効な競争手段の一つである。

たとえば，Ｅ､J・McCarthyは，マーケティング戦略をしてマーケット・ターゲッ

トとマーケティング・ミックスの２つの側面をもつものと規定し，目標市場（消

費者）の回りにマーケティング・ミックスの４つのＰを展開するものとしてい

るgこの4つのPのうち,消費者に到達する手段としてのP,ace戦略がすなわち
流通経路の問題である。マッカーシー教授もいうようにこれは他の戦略要素と不

可分の関係にある。

つまり，流通経路戦略は企業のマーケティング戦略の一環として展開されるの
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であり，他の戦略要素と補完しあって市場支配力に効果を及ぼすのである。しか

しながら他の要素と著しく異なる点は，他の３つの要素（製品戦略，プロモーシ

ョン戦略，価格戦略）がその管理の側面からいって内部志向的であるのに対し，

流通経路戦略は外部志向的，すなわち他の独立企業をあえてその管理下・組織下

にとりこもうとする点にある。

流通経路戦略は組織化の程度ないし市場支配力の程度により次のように分類さ

れる（図１参照）。直接販売とは，企業内に販売部門を設けたり，販売専門の別

図１流通経路戦略の分類

１直接販売

2．間接販完

Ⅲ系列化|驍二裂繍騨騨的専売制〕
（２）非系列化（開放的チャネル政策）

会社を設立したりすることにより，既存の流通業者を通さずに企業が直接消費者

に販売する政策である。管理ないし流通過程の操作・統制という面からすれば直

接販売が望ましい。間接販売とは，自社製品の販売に流通業者が介在する方法で

ある。これらの流通業者が企業によって組織化されているか否かにより，系列化

政策と非系列化政策に分類される。系列化政策には完全系列化（専属的チャネル

政策,排他的専売制）と不完全系列化（選択的チャネル政策）がある。完全系列

化とは，他企業の製品を一切取り扱わないことを条件として自社製品の専売権を

特定の販売業者に与えるものである。不完全系列化は完全系列化ほど強く他企業と

の取引関係を拘束するものではなく，したがって取引を希望する販売業者に対し

ては一応製品を供給するが，とくに協力的な販売業者に対しては差別的優遇措置

を講ずるというものである。本稿においてとりあげる流通経路の系列化とは上記

の完全系列化および不完全系列化の両者を含むものであり，以下とくにことわり

のない限り｢系列化｣とよぶ②非系列化(開放的ﾁｬﾈﾙ政策)は,生産者の市
－１５７－
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場支配力が弱いなど系列化を考えない場合に採用され，最寄品や産業用消耗品な

どの市場においてみられる。

流通経路の系列化戦略は，市場競争一水平的および垂直的一の激化によっ

て企業が利益をあげる機会が少なくなる状況において垂直的衝突を回避し企業間

競争において有利な基盤を形成しようとするものである。これを市場支配力との

関連において分析するのに２つの立場がある。ひとつは企業の経営政策的視点か

ら市場支配力，いいかえれば競争力を強化するためのマーケティング戦略の一環

として系列化戦略を位置づけるものである。もうひとつの立場はよりマクロ的な

視点から社会経済史的にとらえるものである。

前者は販売業者を企業の計画的管理の下におこうとするものであり，マーケテ

ィング・チャネルの組織化，あるいは単にチャネルの組織化戦略とよばれる。

Ｗ・Lazerはチャネルをして企業の延長であるとし，相互依存的なビジネス体を含

む超組織（supraorganization）の形成と全体システムの管理の必要性を述べて

いる．彼に代表されるように｡アメリカにおけるﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ.ﾁｬﾈﾙの理
論研究家の多くは，マーケティング・チャネルをして「弁別しうる明確な行動パ

ターンを持つ操作ｼｽﾃﾑ(anoperatingsystem)｣であると認識している察
ＲＣｏｘの「共同組織体（cooperativeentity)」，Ｅ､J・McCarthyの「チャネル・

キャプテン（chamelcaptain）」，Ｂ､Ｃ・ＭｃＣｏｍｍｏｎやＧ・Ｆｉｓｋの「チャネル

管理者（channeladministrator）」，ＷＲ・Davidsonの「チャネル支配者

（channelcommonder）」などは以上の見解に立つものである。このようにマ

ネジリアノレ・アプローチにおいては，企業をマーケティング・チャネルの組織ピ

ラミッドの頂点におくが，このことは当然市場競争に衝撃を与える。すなわち，

衝突と協調の問題であるP衝突があるかぎりにおいて市場支配は不完全ないし自
由競争市場的であり，協調が達成された時市場は独占的となる。現実において完

全な協調を得ることは「拮抗力」の存在やその他の要因のため困難であるが，可

能なかぎりにおいてそれを実現するためにマーケティング努力がなされ，またそ

の成果として－部の市場においては独占的市場が形成されているのである。

－１５８－
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一方後者は，大企業の流通経路系列化戦略による市場支配力の強化をして流通

チャネル支配権の商業資本から独占産業資本への移行であるとして，より本質的

な面からとらえる。これは森下不二也教授によって体系化された現代マーケティ

ング批判論の立場に立つものであり，市場支配権は流通支配権によってもたらさ

れるものであるから，それをめぐる葛とうは歴史的必然性をもつものであるとみ

る。つまり，「マーケティングは，その展開の当初から，それまで商人によって

主導され媒介されてきた商品流通の過程にいかに自らの権限・命令のシステムを

組み入れるかという，特殊の戦略的組織化要求をその課題の一つとしてもちつづ

けてきた」⑥のである。この視点からすれば，その力関係において独占産業資本
は商業資本より優位に立つものであり，したがって，独占産業資本（企業）はそ

の流通経路戦略として商業資本（流通業者）を排除するかあるいは系列下におく

という選択をする（図１，ｐ､157参照)。

独占産業資本による商業資本の排除（直接販売）は市場支配力の垂直的拡大を

もたらし利潤機会の増加あるいは費用節約の効果を期待されるものである。しか

し，一般に考えられているように，垂直的統合は必ずしもこの目的のために行な

われるのではない。費用節約効果はむしろ副次的なものであり，その第一義的な

目的は市場支配力の拡大による独占力の強化にある。つまり独占産業資本にとっ

て商業資本の排除は，費用不経済を生ずる場合においてさえ賢明な戦略となるこ

とがあるPこれは森下教授の指摘する｢商業資本排除の必要条件｣として,商品
流通の価値的束縛の激化があるからである。ここにおいて独占価格決定力をもつ

独占産業資本がその費用不経済を買手に転稼しうるとすれば，流通費用増大の転

稼の可否が｢商業資本排除の十分条件｣をなすものとされるＰ
商業資本の系列化は，一方では商業企業の経済計算単位としての独立性を前提

としながら｡他方ではその活動面での独立性を制約する②すなわち，「流通系列
化とは，産業独占が特定の商業資本との間にいわば垂直的な協定を結ぶことによ

って，その商業資本をして専属の販売代理人として自己の流通経路の一環に組み

こもうとする」⑩ものである。それは，産業資本家にとって商業資本の排除が困

－１５９－
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難であるから商業資本の系列化に一歩後退するといった消極的な性格のものでは

なく，系列下の企業を市場危険の緩衝帯として利用しつつなお差別的有利性をも

つ市場支配力の強化・拡大をめざすところの「商業資本の排除よりもヨリ高次の．

戦略的価値｣を追求するものである要

このようにして寡占市場において市場支配力をもつ大企業は，McCarthyのい

う４Ｐのマーケティング・ミックスを駆使して消費者の需要創造をはかり，市場

においてきわめて優越的な地位を掌握してしまったのである。すなわち，製品計

画により製品差別化をはかり，大量の広告宣伝および販売促進を動員してブラン

ドの浸透をおこなう一方，流通経路の系列化戦略をもって自ら流通過程に介入す

ることにより，価格競争を回避し独占価格による独占的利潤の追求を容易なもの

にすることができる。これこそ大企業が市場支配力を強化・拡大する目的であり，

流通経路系列化戦略は流通チャネル組織化戦略としてマーケティング戦略のなか

に重要な位置を占めるわけである。

脚注：① ４PsasfOurmajoringredientsofamarketingmix:product，place，

promotion，price．

Ｅ､J・MCGlrthy，BtZS”Ｍ２ｿ１Ｍ伽g(４妨虹.），RichardＰ､Irwin，Inc，

１１１．，１９７１，ｐｐ、４４～４６．

系列化には，販売業者の系列化をさす前向的系列化と，原材料を供給する企

業の系列化をさす後向的系列化とがある。

Ｗ、レイザー（箸）片岡一郎（監訳），「現代のマーケティング１」，ｎ

３０８

Ｂ・ＣＭＣＣｏｍｍｏｎａｎｄＲ，Littleによる。風呂勉，「マーケティングチャ

ネル行動論」千倉書房，昭４８，ｐ・１５４．

江尻弘，「流通チャネルの支配」日本実業出版社，昭和４７．

風呂勉「前掲書」，ｐ・９５

同上，ｐ、１３９．ＦＥ,Clark＆ＣＰ・Clark，および』.Ｓ・Ｂａin．

②

③

④

⑤
⑥
⑦

－１６０－



マーケティングと公共政策（伊波美智子）

③同上，ｐｐ５１２８～１４０．

⑨森下不二也（監)，「マーケティング経済論(下)」，第８章経路政策(石原

武政），ミネルヴァ書房，１９７３，m１５０～１５１．

⑩鈴木武，「国家独占支配体制のもとでの流通機構と商業機能」，鈴木・田村

（編）「現代流通論の論理と展開」，有斐閣，昭４９，ｐＬ１９５．

⑪風呂勉，「前掲書」ｐＨ１４２～１４４．

2．経済｡理論における大企業の市場支配力と流通経路系列化の認

識

市場競争について経済理論においては，一般に古典経済学派的完全競争をその

理想とする。しかしながらこれはあくまで理想であって，少なくとも現代の経済

実態に妥当するものとはいえない。しかし古典的完全競争理論の信奉者にとって

それは現実を理想に近づける努力を求めるための「金科玉条」としてなお光をは

なっている。その対極にあるものが独占擁護論であり，今日の資本主義社会の発

展の原動力を独占的大企業の革新力に求めようとする。両者の中間に立つものと

して，より現実的な市場経済分析の理論を追求するのが有効競争論の立場である。

古典的完全競争理論においては，いうまでもなく市場支配力の存在は全く認め

られない。

寡占市場体制および独占的大企業を擁護する理論として，Ｊ・AShumpetefの

「創造的破壊による動態的資本主義論」と，Ｊ・KGabraithの「拮抗力理論」が

ある。しかしながら，Ｊ、Ａ・シュムペーターは代替品競争，潜在競争等を過大評

価するあまり市場支配力問題をあまりに軽視するきらいがある。流通戦略に関し

ていえば，このような販売制限，取引制限等の制限的・規制的戦略こそが，新企

業を起したり，不況下の効果的救済手段となるし，旧式化した産業が「秩序ある

退却」をなすうえでも大きな効果をもつものであるとして，その意義を十分評価

する9一方,J､K・Galbraithは市場支配力については十分考慮しながらも,拮抗
力理論自体になお多くの問題があるとされる。彼は消費財市場における拮抗力の

－１６１－
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例としてＡ＆ｐやシアーズーローバックのような大規模小売業者の存在をあげる。

しかし，寡占力の強い大企業と交渉する場合は必ずしも成功しているとはいえず；

むしろ小規模生産者や消費者に対しては強大な支配力をもって独占的利潤をあげ

る存在となるかもしれない。

また，拮抗力はインフレーションのもとではまったく働かない，と彼自身認め

ており,せっかくの拮抗力理論の致命的な弱点となっているｐ

有効競争論は，Ｅ・Ｓ・Ｍasｏｎを経てJ､Ｓ・Ｂａin,ＲＣａｖｅｓによって体系化された

「産業組織論」をその正統的な流れとする。それは，独占と競争についての抽象

的な経済理論の研究と，反トラスト問題を軸に数多く展開ざれ蓄積されてきた現

実的な実証研究とを結合した応用経済学の_分野である．有効競争論者に共通す
る認識は，「市場構造が『完全競争』でなくても，競争が『有効』であれば，

『市場成果』は良好となる」というものであるが，独占政策にかかわる態度には

硬軟の程度がある。伝統的にはＥ、Ｓ・メイソンの｢二分法」－（市場）構造規準

と(市場)成果規準一がとられてき醤市場構造規準は,市場構造の諸条件に着目
して強大な市場支配力を排除しようとする厳格な立場をとるものであり，市場成

果規準は，産業や企業の市場成果のいかんによって反独占政策上の当否を判定し

ようとする弾力的な立場をとるものである。

この方法はＪ・SBainやR・Cavesによってさらに「三分法」－市場構造規準，

市場行動規準，市場成果規準一へと発展した。これらの規準を反独占政策に適

用する場合の原則は以下の通りであるＰ
市場構造規準：

（１）集中度があまり高くないこと。

（２）市場参入が容易なこと。

（３）極端な製品差別化がないこと。

市場行動規準：

（１）価格について共謀がないこと。

（２）製品について共謀がないこと。
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(3)競争者への「強圧政策」がないこと。

市場成果規準：

（１）製品や生産過程のために絶えず圧力があること。

（２）コストの大幅な切り下げに応じて価格が引き下げられること。

（３）産業の内部にある企業の多くが，「適正規模」にあること。

（４）販売費の総費用に占める比率が不当に高くないこと。

（５）慢性的な過剰能力がないこと。

以上の規準において，本稿の課題である市場支配力と流通経路の系列化に関し

ては，市場構造規準における参入障壁，および市場行動規準における競争者への

強圧政策が問題になる。また結果的には，市場成果規準における企業の適正規

模，および販売費の総費用に占める比率などもかかわってこよう。

流通経路系列化の経済効果について有効競争論者は，市場支配力との関連でそ

れが参入障壁を形成したり高めたりする結果，市場を独占的なものにするという

ことを問題にする。Ｊ・SBainは，製造業者による流通施設の統合などは，現実

には非経済的ではないけれども何らかの費用節約という点からは正当化されない

ものが多い，としてむしろ経済性以外の優位性一たとえば，新しい競争者を排

除する力の増大一を導き出す時に使われるとしているPそしてこの目的を達成
するためにゆきつくところは，「既存のまたは潜在的競争相手にとって有利な条

件ではもはや利用できるものが残されなくなるまで｣統合がすすめられるP
RCavesは，「前向きの垂直的統合」から生ずる参入障壁として，「新入企業

の資本費用の増大による絶対費用障壁や，小売販路の支配が製品差別化をさらに

助長するという製品差別化障壁」をあげ，石油産業や自動車産業の例をあげてい

るＰ
産業組織論が市場における競争と独占の問題について産業的なアプローチをと

るのに対して，個別企業のマーケティング行動の立場からＥ・Ｔ・Gretherが展開

する市場構造分析論がある。彼は「十分な販売量を有する大企業が排他的ディー
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ラーないしは排他的な地域的取り決めをおこなうことは，それ自体，大体におい

て非合法なことなのである」としながらも，個個の法的措置はそれぞれの特殊な

事情を分析・評価し現実の競争への影響を考慮したうえでなされるべきであると

しているＦＤ
このように有効競争論者は大企業の市場支配力をその中心課題としてとりあげ

るが，本稿において市場支配力との関連でとりあげる流通経路系列化の問題は，

マーケティング論においてはチャネルの組織化戦略として主要な地位を与えられ

ているものの，産業組織論においてはさほどの位置を占めているとはいえない。

これは産業組織論がアメリカ経済を対象とした実証分析を基礎にしており，たと

え－部とはいえ産業資本に対して商業資本がガノレブレイスのいう「拮抗力」とし

て認められるからであり，第２次大戦後急速に発展した日本経済とはその構

造を異にしているからである。すなわちマーケティング理論上はともかく，実態

としてより流通経路の組織化・系列化がすすんでいるのはアメリカよりむしろ曰

本であるといえる。これはきわめて日本的な産業構造に由来するものであり，源

をたどれば明治以来の曰本の産業政策に原因するものである。戦前戦後を通して

曰本の経済政策は「和魂洋才」をもってする「殖産工業」をその－大目標とする

ものであり，曰本の資本主義はそのスタートからして寡占的であった。産業資本，

なかんずく選別された大企業を育成し二重構造を温存する一方商業資本に対して

は無関心であった結果，両者の成長にアンバランスが生じ，その質的経済力に大

きな格差がついたのである。したがって，戦後出現した日本の大衆消費社会にお

いて消費者の需要に応える能力において両者には格段の差があった･そこで寡占
企業間の激烈な競争に打ち勝つために流通経路戦略に着目した産業資本は自らチ

ャネルの組織化にのり出し，無力な弱小商業資本をたやすくその系列下・支配下

におさめてしまったのである。

篠原教授が指摘するように，「企業系列のしくみは根深く張りめぐらされた日

本の体質的構造｣⑪であり，すでに後向的な系列化による垂直的な市場支配を行
なっている大企業にとって前向的系列化は，いわば当然のなりゆきともいえる。
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ここにおいて大企業はその垂直的市場支配力を完ぺきなものにし，寡占企業間の

水平的競争に専念することができるのである。

脚却：① 小西唯雄，「反独占政策と有効競争（増補版）」，有斐閣，昭５０，第１章

ｐＰＬ１２～７９．

同上，第３章，ｐｎ５７～７９．

Ｊ．Ｓ・ベイン，宮沢健一（監訳），「産業組織論（下）」，丸善，昭５２，

，７３４．

小西唯雄，「前掲書」ロ１５１．

同上，、１５４．

Ｊ．Ｓ・ベイン，「前掲書」ロ４１３およびｐＬ１８５・

同上，ＰＬ３８８．

Ｒ・ケイヴズ，小西唯雄（訳），「産業組織論」，東洋経済新報社，昭４３，

，８０．

Ｅ・Ｔ・グレザー，「マーケティングと公共政策」，Ｅ、Ｊ、ケリー＆Ｗ、レイ

ザー（編），片岡一郎他２（共訳）「マネジリアル・マーケティング（上)」

丸善，昭４４，ｌｇＬ６６・

佐藤肇，「日本の流通機構」，有斐閣，昭４９，，１４１．

篠原三代平，「産業構造論」，筑摩書房，１９７６，ｐＬ３３５．

②
③

④
⑤
⑥
⑦
③

⑨

⑩
⑪

3．独占禁止法における流通経路の系列化

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法津）は昭和22年に

制定され，その後主要なもので昭和24年，２８年，５２年の３回にわたって改正を経

てきた。独占禁止法の目的は，第１条に述べられているように，一般消費者の利

益の確保とともに国民経済の民主的で健全な発達を究極目的とし，そのために公

正かつ自由な競争を促進することにある。すなわち，その社会経済的意義は,｢現

実の経済における独占化の諸契機を除去し，資本主義体制に絶えず自由な競争の
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場を与えることによって，その老化を防ぎ，経済秩序の均衡ある維持をはかろう

とするもの」①である。この目的を達成するために，独占禁止法は,(1)私的独占，
(2坏当な取引制限，およひ１３)不公正な取引方法を禁止して事業支配力の過度の集

中を防止する。

流通過程における企業の組織化努力を独占禁止法との関連でみると，直接販売

（商業資本の排除）が「私的独占」の形成に相当するものであり，合併による前

方垂直的統合がこれにあたる。第２の禁止形態である「不当な取引制限」は，他

の事業者と共同して行なう競争制限行為であるから（２条６項）事業者が単独で

行なう流通経路の系列化は該当しない。そこで，第３の「不公正な取引方法の禁

止」において，本稿で論じる流通経路系列化の問題がとりあげられることになる。

「不公正な取引方法の禁止」は私的独占禁止法を支える三本めの柱であるが（第

1条第9条)，同時にそれは前二者に対して補完的地位にある宴市場支配力と
の関係でいえば，「不公正な取引方法」とは「公正な競争を阻害するおそれがあ

るもの」であり，前記の「私的独占」や「不当な取引制限」が市場における競争阻

害状態という，いわば競争行為の結果に対するものであるのに比べ，現実的には

不公正な取引方法が私的独占の手段としてしばしば用いられることから，そのよ

うな結果を未然に防ぐという意味あいをもっている。なお，ここでいう公正な競

争とは，倫理的・商業道徳的なものではなく，競争のメカニズムが正常に機能し

ている状態であるか否かということであるから，「不当な」とか「不当に」とい

う言葉も同様に解釈する必要があり，これこそが，企業の行為が違法なものであ

るかどうかを判断するきめてとされるのである。また，市場支配力との関連でい

えば，正常な企業努力によって市場支配的地位を得た事業者に対しては，その支

配力を行使しない限り,私的独占禁止規定を適用できない．
「不公正な取引方法」は，具体的には下記の行為類型を禁止する（２条９項１

号～６号）

（１）差別的取扱い

（２）不当対価による取引
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（３）顧客の奪取

（４）事業活動の不当拘束

（５）取引上の地位の不当利用

（６）競争事業者に対する事業活動の妨害行為

流通経路系列化が独占禁止法において「不公正な取引方法」として論じられる

場合，上記４号の「事業活動の不当な拘束」にもとずいて排他的約款取引と拘束

条件付取引が問題になるのがふつうである。しかしながら，流通経路の系列化に

おいては，排他約款や拘束条件はその形式的な面にすぎず，市場支配力との関連

からいえば，２条９項における上記のすべての行為を含むものである。しかし，

上記(2)は価格戦略に関するもの，（3)はプロモーションに関するもの，（6)は競争事

業者に対する妨害行為であるから，本稿においては割愛する。したがって，流通

経路の系列化については，上記のうち，(1)，(4)，(5)の各号が，市場支配力との関

係で検討される。

「不公正な取引方法」は公正取引委員会によって指定されている。この方法は

昭和28年の改正によって導入されたもので，それ以前は，「不公正な取引方法」

は「不公正な競争方法」（旧２条６項）として具体的な違法行為を列挙し，補完

的に「公共の利益に反する手段」を追加指定する権限を公正取引委員会に与えて

いた。しかしながら，違法行為を具体的に列挙することは方法的に弾力性を欠く

ので，昭和28年の改正は，公正な競争を阻害するおそれのある行為をほぼ網羅す

る大枠を法律で定めた。公正取引委員会はこの枠内において，ないしはこの基準

にもとずいて，実態に即応して弾力的に対応しようとするものであり，抽象的な

定義規定をもとに判審決例をつみ重ねていくという欧米法の体系をとるものであ

る。しかしながら，すべての競争行為を網羅することは不可能であるので，補完

条項を廃止したことには問題が残るのである９｢不公正な取引方法｣として公正
取引委員会が指定する行為には，第２条９項の規定にもとずいて，あらゆる業種

に一般的に適用される一般指定と，特定の業種にだけ適用される特殊指定がある。

一般指定は，(1)不当な取引拒絶，(2)不当な取引条件の差別的取扱い，(3)事業者団
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体等による差別的取扱い，(4)不当な差別対価，(5)不当廉売と不当高価格購入，（６）

不当な顧客誘引と取引強制，(7)不当な排他条件付取引，(8)不当な拘束条件付取引，

(9段員選任の干渉，Ⅲ取引上の優越した地位の不当利用，（11)競争事業者に対する

不当な取引妨害，（12)競争会社の内部撹乱行為を不公正な取引方法を定めている。

これらのうち，流通経路の系列化と関連して取りあげられるのは，(1)，(2)，(7)，

(8)，ＵＯＩの各号である。

一般指定の１号と２号は，第２条９項１号の「差別的取扱い」に関するもので

あり，本稿においては，単独事業者による「不当な取引拒絶」と「取引条件等の

差別的取扱い」が問題となる。

一般指定１号は，「ある事業者から不当に物資，資金その他の経済上の利益の

供給をうけず，もしくはその他の経済上の利益の供給をうけず，もしくはその供

給をうけることを制限し，またはある事業者に対し不当に物資，資金その他の経

済上の利益を供給せず，もしくはその供給を制限すること」と定めている。不当

な取引拒絶，あるいはボイコットとよばれる行為が禁止されているわけであるが，

取引先選択の自由がある以上，取引条件についての意見の不一致による取引の拒

絶は不当とは認められない。但し，独占禁止法上違法な目的を実現するための手

段として取引拒絶が用いられた場合，および独占地位にある事業者が独占力を乱

用したり，独占の形成または強化のために取引拒絶の手段を用いたりする場合に

は本号適用となるＰ

一般指定２号は，「ある事業者に対し，正当な理由がないのに，取引の条件ま

たは実施について，著しく有利な取扱をし，または著しく不利な取扱をすること」

を不公正な取引方法としている。取引条件等の差別的取扱のうち価格については

別に一般指定４号で規定されているので，ここでは価格を除く取引条件または実

施に限られることになる。企業が自己の競争手段として，また取引先の販売力を

強化するための援助策としていかなる取引条件ないし販売促進的マーケティング

方法を用いるかということは本来自由であり，またそれゆえにこそ種々の革新が

登場し競争が促進されるのである。これは価格競争以外の手段による競争の形態

し
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であって，公正な競争を阻害するおそれがないかぎり本号には該当しない。「正

当な理由がないのに」というのは，差別を設けることに取引上の合理的な根拠が

ない，という質的判断による不当性を意味する。しかしそれのみで違法となるわ

けではなく，さらに「著しく有利な取扱をし，又は著しく不利な取扱をすること」

が公正な競争を阻害するおそれのある場合に原則として違法となるP取引条件等
の差別的取扱いがどの程度で「著しい」とされるかという点については，取引通

念上認められない程度の差別をいうのであって，量的な判断による不当性を意味

しているＰ
マーケティング・チャネルの組織化（狭義には流通経路の系列化）が計画的な

ものであり，他の独立した事業者を自己の組織下に組み入れ安定した取引関係を

志向するものである以上，必然的に相手方の事業活動を拘束することになる。第

２条９項４号は「相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもって取引すること

を禁じており，これにもとずいて，一般指定の７号で「不当な排他約款付取引」

が，また８号で「不当な拘束条件付取引」が掲げられている。

一般指定７号は，「相手方が，正当な理由がないのに，自己の競争者に物資，

資金その他の経済上の利益を供給しないこと，または相手方が，正当な理由がな

いのに，自己の競争者から物資，資金その他の経済上の利益の供給を受けないこ

とを条件として，当該相手方と取引すること」と定め，不当な排他条件付取引を

禁じている。排他条件付取引とは，取引の相手方に対し自己とのみ取引すること，

逆にいえば,競争業者とは取引しないことを条件として取引することであり｡(1)
排他的受入契約，（2腓他的供給契約，(3)相互排他約款付取引の３種がある。流通

経路の系列化と市場支配との関連で問題となるのは，(2)の典型的な例である排他

的特約店契約・専売店契約であって，他の生産者の競争品を取り扱ってはならな

いという排他的取引条件（exclusivedealingagrecments）を付帯するものであ

る。これは，競争業者に対して利用しうる流通経路を奪うものであり，前節で論

じた参入障壁を形成するものである。また，系列下の小売販売店に対しては，本

来小売店は多くの商品を取り揃え，それをもって消費者へのサービスいいかえれ
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ば競争手段としたいという本質的な傾向をもつものであるから，排他的取引条件

はこの営業の自主性を阻害するものである。

専売店契約は，(1)従来の併売店・合売店を自己の専売店にする場合と，（2断規

店を自己の専売店として育成する場合があるが，（1)は競争者を市場から排除する

可能性があり，（2)は競争者の新規参入を困難にする効果をもつため違法となる場

合がある②企業の立場からみて,垂直的統合政策や系列化政策は費用節約という
よりむしろ市場支配の手段としてとられるということは先の１，２節でみた通り

であるが，その違法性については，法的解釈の意見が分かれる。今村教授の「原

則適法説」は，排他約款を単純に相手方にとって不当な拘束と考えず，発展のた

めの取引上の長所が認められるため，契約自体を批難することはできないとする

ものであるpまた正田教授は｢原則違法説｣をとり,排他約款は市場における優
越的地位および取引面における優越的地位を前提として販売系列の確保をはかる

ものであるから公正な競争に影響を与えるとするものである察公正取引委員会の
審判決は，従来前者の立場に立つものであり，取引の相手方を容易に求めること

ができるならば，あるいはブランド間競争が活発に行なわれているならば公正な

競争を妨げるものではない,としているＰしかしながら賓占化が進行している
業界ほど，すなわちメーカー対流通業者の力関係においてメーカーの力が圧倒的

に優越している業界ほど系列化が一般的に行なわれている現状をみるならば，商

品の特殊性にもとずく流通過程の構成上系列化が必要である場合（たとえば，新

聞，自動車，ガソリンなど）を例外としても，系列化による私的独占，ないし大

企業の支配力の乱用を厳しく監視していく必要がある。

一般指定８号は，「正当な理由がないのに，相手方とこれに物資，資金その他

の経済上の利益を供給する者との取引，もしくは相手方とこれから物資，資金そ

の他の経済上の利益の供給を受ける者との取引または相手方とその競争者との関

係を拘束する条件をつけて，当該相手方と取引すること」と定めている。これは

(1)相手方と供給者の取引，(2)相手方とその競争者との関係を拘束するものであり，

さらにその行為者（行為主体）が供給者であるか，需要者であるかにより，次の
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６つの類型に分かれる。（図２参照）

図２－股指定８号に該当する拘束条件付取引の類型

行為者が供給者行為者が需要者

(１） (Ⅱ）

■>□(指定の８前段）

（ (Ⅳ）

(指定の８中段）

（

（

(指定の８後段）

（注）■は，拘束条件を付する行為者シ◎はその取引の相手方，×は拘束が付さ

れる取引等の場所を示す。

出典：植木邦之，「チャネル決定と独禁法』，久保村他６名(編）「マーケティン

グと独占禁止法」，日本生産性本部，昭和４５，ｐ、１８１。

前向的チャネルの拘束，すなわち流通経路系列化として，ここでとくに注目さ

れるのがuV)，すなわち事業者が商品の供給者に対しその供給先との関係について

不当な拘束を付する場合である。拘束の対象となる取引条件としては，(1)地域，

(2)取引の相手方，(3)価格等がある。販売地域についての拘束，いわゆるテリトリ

ー制は,一般には違法とすべき理由はない．ともいわれるが,独占的ないし市場
支配的大企業が競争者を封ずるために，地域的な価格差別を行なったりする手段

として利用される場合があるので，やはり競争阻害効果をもつものといえる。取

引の相手方の拘束については，まさに系列化の問題であり，再販売価格維持を確

保するための-店一帳合制は原則として違法とされるP価格等の拘束については，
価格戦略の問題であるからここではふれない。
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最後に，「取引上の地位の不当利用」を禁ずる２条９項５号にもとずく一般指

定１０号の取引上の優越した地位の不当利用」を検討する。一般指定10号は，「自

己の取引上の地位が相手方に対して優越していることを利用して，正常な商慣習

に照して相手方に不当に不利益な条件で取引すること」を禁じており，市場支配

的地位にある企業の流通系列化は形式はさておき，実質的にはこの見地から論ぜ

られるべき性質のものである。すなわち，一般指定の１，２，７，８の各号およ

び10号ともに事業者の行為，産業組織論に照らしていえば「市場行動」を規制す

るものであるが，本号においてはじめて「市場構造規準」ともいえる概念が登場

しているからである。しかし，この点については意見が分かれるものである。こ

れは「支配」の概念が異なるところからくるものであり(1)直接的支配行為の概念

(2)市場支配力としての支配概念，および(3)間接的支配も支配概念に含まれるとす

る立場である。以下，丹宗教授の分類に従って各説を概略する。（1)は２条９項の

「支配」概念は，直接的「支配」に限られるべきもので，間接的「支配」は含ま

れないと解する説である（今村説）。したがって，一般指定10号の規定もその他

の各号に対しては,異質的な性格のものである．とする｡しかし，「本説は理論
的には明快であるが，『私的独占』行為として，市場支配（状態）を惹き起す大

企業のｒ支配行為』は，寡占市場構造の形成と関連して，……，本説は狭きに失

するといえる」⑰という批難もあるが，今村教授は市場支配概念を全面的に否認
するわけではなく，「不公正な取引方法の禁止とは拘りのない，別個の規制とし

て定むくきものであったろう」⑬としている。前節に照らしていえば，「市場行
動規準」の立場をとるものといえる。(2)は間接的「支配」のみならず，市場支配

（一定の競争分野における競争の実質的制限）という場合のそれも２条９項の

「支配」概念に含まれるとする見解である（正田説）。本説においては，行為す

なわち「市場行為」としての「支配」とその結果としての市場支配状態，すなわ

ち「市場構造」の両概念の区別が明瞭ではないが，大企業の市場支配力に対して

より厳しい立場をとる「市場構造規準」に立つものといえよう。したがって,｢独
●●

禁法にいう『私的独占』禁止の目的が，単なる『支配』行為の禁止のみでなく，
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犀支配』行為によって惹き起こされる市場支配（状態）の反競争的性格の除去に

あることを，正当に把えている説として評価される」⑲ものである。(3)は審判決
例からみる公正取引委員会の立場で，前２者の中間的なもので，プライス・リー

ダーシップを通しての他の事業者の事業活動も「支配」概念になるとするもので

ある蜜
以上，流通経路の系列化について独占禁止法の観点から検討してきたが，従来，

販売経路の系列化は価格問題，とくに再販価格維持が問題になるほかは，むしろ

系列化による利点が大きいとして，看過されてきたむきがある。一般にいわれて

いる系列化の利点としては，費用節約，乱売による販売店の経営不安定の回避，

アフターサービスの充実などがいわれている。しかし，前節においてもみたよう

に，寡占市場における系列化は，これらをかくれみのに，むしろ市場への新規参

入者に対する参入障壁の形成，また，流通業者を自己の意思に従わせることによ

って，ガルブレイスが賞讃した大手メーカーに対する大手流通業者による拮抗力

の育成を阻むものである。また，流通経路の系列化によって，企業は単に商品販

売から利潤を得るのみでなく，サンプルや店舗設備等を強制的に購入させること

（抱き合わせ販売）からも利潤をあげているという側面，つまり市場支配力の乱

用については無視すべきではないと考える。

脚注：①白髭武，「現代日本の流通問題」白桃書房，昭４９，ｐ２５０．

②今村成和，「独占禁止法（新版）」，有斐閣，昭５３，ＰＬ８９．

③丹宗昭信・厚谷護児（編），「独占禁止法の基礎」，青林書院新社，昭52,

ｐＬ１１８．

④同上，ｐｌ６３、

今村，前掲書，ｐ９３．

⑤同上，ｐｎ１０５～１０６．

⑥同上，、１１６．

⑦丹宗（編），前掲書，PL169．
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③植木邦之，『チャネル決定と独禁法』，久保村他６名（編），「マーケティ

ングと独占禁止法」，日本生産性本部，昭和４５，，１７９．

⑨丹宗（編），前掲書，ＰＬ１８２．

⑩今村，前掲書，、135,IDL１３７．

⑪正田彬，「独占禁止法研究Ｉ」，同文館，昭和５１，ｐＬ１８５．

⑫丹宗（編），前掲書，PPL１８３～184.

⑬今村，前掲書，pL144．

⑭同上，Ｒ１４４．

⑮丹宗昭信，「独占および寡占市場構造規制の法理」，北海道大学図書刊行会，

１９７６，ｐｐＬ５８～６６．

⑯今村，前掲書，、１５２．

⑰丹宗，前掲書，ＰＬ６５．

⑬今村，前掲書，ｐＬ１４８鉾

⑲丹宗，前掲書，ＰＬ６６．

⑳同上，口６０，，６６．

結論

大企業による流通経路の系列化戦略の目的とするところは，マーケティング論

および産業組織論においてそれぞれ全く異なった視点から分析されているにもか

かわらずはからずもその結論は一致することをみた。

すなわち，マーケティング研究においては，個別企業の経営政策たるマーケテ

ィング戦略の一環として市場支配力の強化・拡大をめざすものであることが明ら

かにされた。一方の産業組織論は法適用の理論的根拠を経済学に求め，古典的完

全競争理論にかわるより現実的な寡占市場における審決規準を確立しようとする

ものである。ここにおいて大企業の行なう流通経路の系列化戦略は，参入障壁を

形成するとともに，垂直的取引関係において独占的市場支配力を行使するもので

あること，およびその反面なんら費用節約的経済効果をもたらすものではないこ
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とが認識された。つまり，それは寡占市場における企業の市場支配力を強化する

ための競争手段であることが確認されたのである。

以上の分析をもとにして日本における独占禁止政策を明文化する「私的独占禁

止法」を検討する時，それは古典的完全競争理論にもとずいて単に企業(事業者）

の行動を規制するのみで，現実の市場構造の実態や寡占企業の行動を規制すると

いう面では十分な認識がなされていないように思える。正田教授や丹宗教授が正

しく指摘するように，寡占市場における企業競争を市場構造の面からどのように

規制していくかということが今後の独占禁止法適用上の大きな課題である。
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