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方法は、独禁法の三本柱といわれる違反類型
ですので、今日の講義ではこれらを中心に説
明します。
　前述の三本柱を大きい視点で見た場合、①
不当な取引制限は、競争停止のうち「水平的
共同行為による競争停止」に、②私的独占は、
「水平的共同行為以外の競争停止行為」および
「他者排除的」に、③不公正な取引方法は、
「水平的共同行為以外の競争停止行為」、「他者
排除」、「搾取」および「不正手段」にそれぞ
れ分類されます（ 図表1 ）。
　ここで、競争停止とは、競争関係にある者
同士が、手を組んで競争をやめてしまうとい
うことをいいます。他者排除とは、競争者を
市場から追い出すことで、競争をなくしてし
まうことです。搾取とは、立場の強いものが
立場の弱い取引先や顧客から利益を奪うこと
です。それから、不正手段とは、競争手段と
して不正な行為をすることであり、優良誤認
や不当表示などを指します。

不当な取引制限2
　不当な取引制限とは、「他の事業者と共同し
て」、「相互にその事業活動を拘束し、または
遂行することにより」、「一定の取引分野にお
ける競争を実質的に制限すること」です。こ
れは水平的共同行為による競争停止の類型で
す。典型例は、価格協定、いわゆるカルテル
や入札談合などです。
（1）「他の事業者と共同して」とは
　カルテルの例として有名な東芝ケミカル事
件（東京高判平成7年9月25日）をご紹介しま
す。これは、紙基材フェノール樹脂銅張積層

Ⅰ はじめに
̶独禁法とは

　独禁法は、正式名称を「私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律」といい、1条
に規定された目的を要約すると、競争の機能
を妨げる行為、つまり反競争性のある行為を
禁止しようとする法律ということになります。
なぜ競争が保護されなければならないかとい
うと、競争があるからこそ新しい商品やサー
ビスが生まれてきて、新しい商品やサービス
が生まれるからこそ、社会が発展していくか
らです。

Ⅱ 独禁法の違反類型

分類1
　独禁法上の違反類型は、大別して、①「不
当な取引制限」（2条6項、3条）、②「私的独
占」（2条5項、3条）、③「不公正な取引方法」
（2条9項、6条）、④「事業者団体規制」、⑤
「企業結合規制」の5つです。特に、①不当な
取引制限、②私的独占および③不公正な取引
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版の製造販売をしている東芝ケミカルの担当
者が、同業7社の担当者と数回にわたって、基
材の販売価格の下落防止、価格の引き上げ等
について情報交換や意見交換を行ったという
事案です。具体的には、日立化成工業、松下
電工、住友ベークライトという大手3社が、東
芝ケミカルを含む5社に対し値上げを要請し、
これら5社が特に反対の意思表示をせず、その
後、大手3社を含む全8社が、需要者に対して
商品の値上げを通知したものです。
　典型的なカルテルの事案ですが、東芝ケミ
カルは、「他の事業者と共同して」という要件
を争いました。「他の事業者と共同して」とは
「意思の連絡」がある場合を言うと解釈されて
いるところ、東芝ケミカルは、その8社が互い
に商品の価格引き上げに関する行動について
認識していたけれども、それだけであって、
認容まではしていないと。つまり協調的な価
格引き上げに関して、意思を有していたこと
を認める証拠はないと争ったわけです。これ
に対して、東京高裁は、「意思の連絡とは、複
数事業者間で相互に同内容、または同種の対
価の引き上げを実施することを認識ないし予
測し、これと歩調をそろえる意思があること
を意味し、一方の対価引き上げを他方が単に
認識、認容するのみでは足りないが、事業者

間相互で拘束し合うことを明示して合意する
ことまでは必要でなく、相互に他の事業者の
対価の引き上げ行為を認識して、暗黙のうち
に認容することで足りると解するのが相当」
であると判示しました。黙示による意思の連
絡を認めた事案であり、かなり緩やかに意思
の連絡が認められることが明らかになった裁
判例です。
（2）「競争の実質的制限」とは
　「一定の取引分野における競争を実質的に制
限する」という要件（競争の実質的制限）の
意味については、東宝新東宝事件（東京高判
昭和28年12月7日）の判例が先例となってお
り、「競争自体が減少して、特定の事業者また
は事業者集団がその意思で、ある程度自由に
価格、品質、数量、その他各般の条件を左右
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」と理解されていま
す。これをまとめると、「市場支配的状態の形
成、維持、強化」と表現できます。

私的独占3
　私的独占とは、「他の事業者の事業活動を排
除し」、「または支配することにより」、「一定
の取引分野における競争を実質的に制限する
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こと」です。また私的独占は、条文上、「支配
型私的独占」と「排除型私的独占」に分かれ
ます。前述の「競争の実質的制限」がここで
も要件になっており、「市場支配的状態の形
成、維持、強化」がなければ、私的独占は成
立しません。
（1）支配型私的独占
　支配型私的独占にいう「支配」とは、他の
事業者の意思決定が行為者の意思に従って行
われることをいいます。事案としては、パラ
マウントベッド事件（平成10年3月31日勧告審
決）があります。これは、東京都が行った医
療用ベッドの発注に関する入札において、製
造販売を行うパラマウントベッド社の行った
行為が私的独占とされた例です。パラマウン
トベッド社は、入札に参加する販売業者につ
いて、あらかじめ、落札予定者と落札予定価
格を決めた上で、落札予定者と入札参加者に
対して価格を指示して入札させており、この
ような行為について、支配していると認定さ
れました。ただし、この事件ではほかにも問
題となった行為があり、「排除」も認定されて
いるので純粋な支配型私的独占ではないこと
に注意してください。
（2）排除型私的独占
　排除型私的独占にいう「排除」とは、排除
効果の生じる行為をいいます。排除効果が生
じる行為が全て排除にあたるわけではなく、
例えば、優秀な商品を販売して結果として市
場を寡占状態、独占状態にした場合は私的独
占ではありません。独禁法上は、本来の実力
ではないところで排除効果をもたらすことが
問題視されるわけです。また、「排除効果」と
は、ある市場において他の事業者の事業活動
が困難になることや、新規参入者の新規参入
が困難になることを言います。
　「排除」には、取引拒絶系と略奪廉売系（排
除される側が対抗できないような安値を設定
する場合）の2類型があります。
　この排除型私的独占については、公取委から
「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」
というガイドライン（http://www.jftc.go.jp/
dk/guideline/unyoukijun/haijyogata.html）

が出ています。
①取引拒絶系の排除型私的独占
　この類型に該当する例としてNTT東日本
FTTHサービス事件（東京高判平成21年5月29
日）があります。
　NTT東日本は、光ファイバー通信サービス
の提供基盤となる光ファイバーの保有量にお
いても、戸建て住宅向けの光ファイバー通信
サービスの開通件数においても、東日本地区
のほぼ全域において極めて大きなシェアを持
っていました。そのため、光ファイバー設備
を保有しない事業者にとって、戸建て住宅向
け光ファイバー通信サービス市場においてサ
ービスを提供するには、NTT東日本の保有す
る光ファイバー設備に接続しなければいけな
いという状況にありました。このような状況
において、NTT東日本は、自ら光ファイバー
の通信サービスを提供するにあたって、他の
電気通信事業者がNTT東日本に支払う接続料
金を下回るユーザー料金を設定したんですね。
このため、新規事業者がユーザーを獲得する
ためには、NTT東日本に接続料金を支払いな
がら、NTT東日本のユーザー料金に対抗する
ユーザー料金を設定しなければならず、逆ざ
やが生じてしまい、結局、戸建て住宅向け光
ファイバー通信サービス事業に参入すること
は事実上著しく困難になったという事案です。
このようなNTT東日本の行為について、新規
の事業活動を排除するものとして、排除型私
的独占が認定されました。
　ここに、排除効果が生じているかどうかは、
他社が代替的な競争手段を持っているかどう
かという視点で判断されます。他社が代替的
な競争手段を持っていれば、その代替的な競
争手段を用いて市場に残れるわけですから、
排除効果はないということになります。今の
事例では、新規事業者はNTT東日本の光ファ
イバー設備を使う以外にサービスを提供でき
ないので、代替的な競争手段を持っていると
は言えないわけです。
　また、取引拒絶系に分類されるものとして、
抱き合わせ販売というのもあります。従たる
商品役務を購入しなければ主たる商品役務を
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販売しないということで、取引拒絶と同じに
なるというものです。
　私的独占の類型ではありませんが、抱き合
わせ販売の例として、東芝エレベーターテク
ノス事件（大阪高判平成5年7月30日）を挙げ
ます。東芝の子会社である東芝エレベーター
テクノスは、主に東芝製エレベーターの保守
点検兼業務を営むとともに、東芝製エレベー
ターの部品を一手に販売していました。原告
となったA社は、東芝製エレベーターを設置
するビルを所有し、独立系の保守業者B社との
間で保守点検契約を締結していました。ある
時、A社所有の東芝製エレベーターを修理す
ることになり、部品の交換が必要になったた
め、A社が東芝エレベーターテクノスに対し
て部品を注文したところ、東芝エレベーター
テクノスは、部品のみの販売はしない、部品
の取替え、修理、調達工事を一緒に注文して
ほしいと回答したんですね。しかも、仮に一
括して修理を依頼したとしても部品の納期は3
か月先という話でした。A社にしてみれば、3
か月間エレベーターが壊れたままという状況
に置かれるわけです。この事案は、不公正な
取引方法のうちの抱き合わせ販売に該当する
と認定されていますが、行為類型としては私
的独占と重なります。
②略奪廉売系の排除型私的独占
　この類型に該当する例として有線ブロード
ネットワークス事件（公取委勧告審決平成16
年10月13日）があります。この事件は、当時
業界シェアナンバーワンの有線ブロードネッ
トワークスが業界2位のキャンシステムの顧客
を奪う目的でいろいろなキャンペーンを打っ
たという事案です。例えば、キャンシステム
のサービスと顧客層が重複する部分について、
キャンシステムの顧客に限って聴取料を6か月
間無料にして、さらに6か月経過後の月額聴取
料も値下げするといった具合です。キャンシ
ステムの顧客以外にも同じように価格を下げ
ていたのであれば、結論は変わっていたのか
もしれませんが、このときはキャンシステム
の顧客を奪う目的が認定されて、私的独占が
認定されています。

　略奪廉売系の排除型私的独占において、い
かなる場合に排除効果が生じるのかについて
は基準がなく、個別判断といわれています。
競争者がどの程度苦しい状況にあるか、行為
者の事業の規模や態様、廉売された商品役務
の数量、廉売の期間、広告宣伝の状況、商品
役務の特性、行為者の意図等、いろいろな要
素を総合的に考慮することになります。とは
いえ、1つ基準があって、廉売対象商品を供給
しなければ発生しない費用以下での販売、つ
まりコスト割れ販売をすると、排除効果が判
断されやすいといわれています。

不公正な取引方法4
　次に不公正な取引方法に入ります。2条9項
です。2条9項の1号から5号は、特に、課徴金
の対象となる行為を定めており、6号は課徴金
の対象とならない行為を定めています。6号が
一般条項的な規定であり、「公取委が指定する
もの」には、全ての業種に適用される「一般
指定」と特定の業種のみに適用される「特殊
指定」があります。ここでは「一般指定」の
み説明します。
　不公正な取引方法について理解する上では、
最初に2条9項の条文構造というものを理解す
るのがよいと思います。同条項が非常に長く
て複雑な構造になったのは平成21年改正の時
です。改正以前は、不公正な取引方法は、現
行法でいう2条9項6号イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ
だけであり、これを受けて一般指定が定めら
れていました。独禁法上の条文自体はシンプ
ルだったわけです。ところが、法改正に伴い、
不公正な取引方法の一部について、それまで
課せられていなかった課徴金が課せられるよ
うになりました。そこで、公取委の定める一
般指定で課徴金の違反要件を定めるのではな
く、法律で違反要件を定めるために、それま
で一般指定とされていたものの一部を法律に
格上げしました。それが、現行法の2条9項の1
号から5号というわけです。
　6号のイは、不当にほかの事業者を差別的に
取り扱うことを定めた規定です。これが法律
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に格上げされたのが2条9項の1号、2号です。
それ以外は一般指定の1項から5項で具体的に
規定されています。同様に、不当な対価を定
めた6号のロが法律に格上げされたのが2条の9
項3号です。それ以外は一般指定6項、7項で具
体的に規定されています。6号のハは一般指定
の8項から10項です。6号のニは、2条9項4号が
法律に格上げ、それ以外は一般指定の11項と
12項です。6号のホは、独禁法2条9項5号と一
般指定の13項とに分かれました。6号のヘは、
一般指定の14項と15項に定められています。
　各論に入る前に「公正競争阻害性」につい
てお話しします。2条9項6号に「公正な競争を
阻害するおそれがあるもの」とありますが、
これが公正競争阻害性です。競争停止型の不
公正な取引方法では、「競争の実質的制限」と
同じように考えて、「市場支配状態の形成、維
持、強化」と同義とされます。他方、他社排
除型の不公正な取引方法では、「競争の実質的
制限」よりも緩やかに考えて、「市場支配状態
の形成、維持、強化」までは不要で、他社に
対する排除効果が生じれば足りるとされてい
ます。
（1） 差別的取扱い（2条9項6号イ）の

グループ
　同じグループの2条9項1号は、イで、「ある
事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係
る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制
限すること」を禁じ、ロで、「他の事業者に、
ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供
給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内
容を制限させること」を禁じています。これ
は共同取引拒絶と呼ばれる違反行為です。
　具体例として、ロックマン事件（公取委勧
告審決平成12年10月31日）があります。事案
は、下水道管の設置工事などで使われるロッ
クマン工法を用いるにあたり専用の機械が必
要だったという事情の下で、勧告を受けた17
社の建設会社とその専用機械の国内販売のほ
とんど全てを占めているワキタという会社が
新規にロックマン工法を用いて工事をしよう
とする業者を排除していたというものです。
具体的には、既に専用機械を持っている業者

以外の建設業者からその機械の購入希望があ
った場合には、その都度、その17社とワキタ
とで協議をすることとし、その専用機械の購
入に反対する業者がいる場合には、ワキタは
購入を希望している業者に対して専用機械を
販売しないことを取り決め、また、その17社
がロックマン工法協会施工部会というものを
つくって、その会員になってない非会員には、
その専用機械を販売、貸与しないと取り決め
るなどしました。
　次に、差別的取扱いのうち、一般指定1項は
購入拒絶を、一般指定2項はその他の取引拒絶
を定めています。例えば、単独の場合の取引
拒絶や、競争関係にない複数社の共同による
取引拒絶などが一般指定2項に該当します。
　2条9項2号は、「不当に、地域又は相手方に
より差別的な対価をもつて、商品又は役務を
継続して供給することであつて、他の事業者
の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」
と規定しています。一般指定3項は、2条9項2
号以外の差別的対価を定めています。2条9項2
号との違いは、主に、「継続して供給する」と
いう点であり、具体的には、購入面での差別
的対価や、継続しない差別対価などがここで
規制されることになります。
　一般指定4項は、価格に限定せずに、取引条件
一般について差別がある場合を定めています。
　一般指定5項は、事業者団体における差別的
取り扱いを定めています。
（2）不当な対価（2条9項6号ロ）のグループ
　2条9項6号ロには「不当な対価をもって取引
すること」とあります。同じグループの2条9
項3号には「正当な理由がないのに、商品又は
役務をその供給に要する費用を著しく下回る
対価で継続して供給することであつて、他の
事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあ
るもの」とあります。
　事案としては、マルエツ＝ハローマート事
件（公取委勧告審決昭和57年5月28日）があり
ます。近接しているマルエツとハローマート
というスーパーが牛乳の販売に当たって値下
げ合戦を繰り広げたという事案です。通常価
格1リットル178円の牛乳について両社が交互
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べての費用を合計したものであり、通常の製
造業では、製造原価に販売費及び一般管理費
を加えたもの、通常の販売業では、仕入原価
に販売費用及び一般管理費を加えたものであ
る」とされています。
　一般指定7項は不当高価購入ですが、事例が
なく、重要度は低いでしょう。
（3） 不当な顧客誘引（2条9項6号ハ）の

グループ
　一般指定8項には「自己の供給する商品又は
役務の内容又は取引条件その他これらの取引
に関する事項について、実際のもの又は競争
者に係るものよりも著しく優良又は有利であ
ると顧客に誤認させることにより、競争者の
顧客を自己と取引するように不当に誘引する
こと」とあります。不当表示規制ですね。
　一般指定9項には「正常な商慣習に照らして
不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と
取引するように誘引すること」とあります。
これは不当景品類の規制です。
　一般指定10項は、抱き合わせ販売の典型的
な条文であり、「相手方に対し、不当に、商品
又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を
自己又は自己の指定する事業者から購入させ、
その他自己又は自己の指定する事業者と取引
させるように強制すること」とあります。前
述の東芝エレベーターテクノス事件は、一般
指定10項に該当するとされた事案です。抱き
合わせ販売には、他者排除型の抱き合わせ販
売の例のほかに、不用品を抱き合わせる例も
あります。
（4） 事業活動の不当拘束（2条9項6号ニ）の

グループ
　このグループは、取引関係が垂直的な関係
にある場合の相手方を拘束するものなので、
垂直的拘束といわれています。これにより、
他者排除や競争停止がもたらされます。
　他者排除型として、一般指定11項が挙げら
れます。条文は、「不当に相手方が競争者と取
引しないことを条件として当該相手方と取引
し」と定めています。古い一般指定の下にお
ける事件ですが、東洋精米機製作所事件（東
京高判昭和59年2月17日）があります。これ

に価格を下げ、公取委の調査が始まったころ
には、ハローマートは1本目が100円、2本目か
ら150円という仕入れ原価を下回る価格で販売
していました。この値下げ合戦により、近隣
の牛乳専売店の事業活動を困難にするおそれ
があるということで、当時の一般指定で定め
ていた不当廉売にあたるとされた事案です。
　不当廉売で問題となるのは「その供給に要
する費用を著しく下回る対価」という文言で
す。前述の略奪廉売系の排除型私的独占でも出
てきましたが、これは、廉売対象商品を供給
しなければ発生しない費用を下回る対価をい
います。公取委の「不当廉売に関する独占禁止
法上の考え方」というガイドライン（http://
www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/
futorenbai.html）によれば、「供給に要する費
用には、廉売対象商品を供給しなければ発生
しない費用（以下「可変的性質を持つ費用」
という。）とそれ以外の費用とがある。可変的
性質を持つ費用でさえ回収できないような低
い価格を設定すれば、廉売対象商品の供給が
増大するにつれ損失が拡大する。したがって、
可変的性質を持つ費用を下回る価格は、「供
給に要する費用を著しく下回る対価」である
と推定される」とされています。「可変的性質
を持つ費用」とは、製造原価、仕入れ原価や、
運送費、倉庫費などです。
　また、一般指定6項は、2条9項3号以外の不
当廉売を定めています。条文では、「法第2条
第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商
品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者
の事業活動を困難にさせるおそれがある」と
なっています。2条9項3号では「その供給に要
する費用を著しく下回る対価」ですが、一般
指定6項では「低い対価」です。3号とは「継
続して」という文言がないという点も異なり
ます。一般指定6項は、可変的性質を持つ費用
を下回らない廉売や、継続しない廉売を対象
としています。
　この「低い対価」の意味は、総販売原価を
下回る対価といわれています。「不当廉売に関
する独占禁止法上の考え方」によれば、「総販
売原価とは、廉売対象商品の供給に要するす
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は、東洋精米機製作所という精米機などの食
料加工機の製造業者が、その販売業者との間
で交わした特約店契約が問題になった事例で
す。東洋精米機は、販売業者を通じて機械を
小売業者に供給していたんですけれども、ま
ず、その特約店となった販売業者に対し、東
洋精米機と競合する他社製品を取り扱わない
ことを約束させ、さらに、この契約を担保す
るために約束手形を預けさせました。
　競争停止型として、2条9項4号が挙げられま
す。条文には、「自己の供給する商品を購入す
る相手方に、正当な理由がないのに、次のい
ずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商
品を供給すること」とあり、イとして「相手
方に対しその販売する当該商品の販売価格を
定めてこれを維持させることその他相手方の
当該商品の販売価格の自由な決定を拘束する
こと」と規定されています。再販売価格の拘
束といわれるもので、競争をする上で最も重
要な要素である価格を直に拘束するため、古
くから原則違法と言われてきた類型です。こ
ちらが典型例なのでロは割愛します。
　一般指定12項は、一般指定11項、2条9項4号
のいずれにも該当しないような拘束条件付き
取引の受け皿規定です。
（5） 優越的地位の濫用（2条9項6号ホ）の

グループ
　2条9項5号には、「自己の取引上の地位が相
手方に優越していることを利用して、正常な
商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該
当する行為をすること」として、イからハが
定められています。下請法が、優越的地位の
濫用規制の特別法的な役割を果たしています。
　優越的地位の濫用については、公取委によ
る「優越的地位の濫用に関する独占禁止法
上の考え方」（http://www.jftc.go.jp/hourei.
fi les/yuuetsutekichii.pdf）があります。これ
によれば、「取引の一方の当事者（甲）が他方
の当事者（乙）に対し、取引上の地位が優越
しているというためには、市場支配的な地位
又はそれに準ずる絶対的に優越した地位であ
る必要はなく、取引の相手方との関係で相対
的に優越した地位であれば足りると解される。

甲が取引先である乙に対して優越した地位に
あるとは、乙にとって甲との取引の継続が困
難になることが事業経営上大きな支障を来す
ため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等
を行っても、乙がこれを受け入れざるを得な
いような場合である」とされています。また、
「正常な商慣習に照らして不当に」という要件
については、「優越的地位の濫用の有無が、公
正な競争秩序の維持、促進の観点から個別の
事案ごとに判断されることを示すもの」であ
って、「「正常な商慣習」とは、公正な競争秩
序の維持、促進の立場から是認されるものを
いう。したがって、現に存在する商慣習に合
致しているからといって、直ちにその行為が
正当化されることにはならない」とされてい
ます。
①2条9項5号のイについて
　5号のイには、「継続して取引する相手方に
対して、当該取引に係る商品又は役務以外の
商品又は役務を購入させること」とあります。
その物品を購入しなければ取引を打ち切りま
すよ、取引数量を削減しますよということで、
今後の取引に影響すると受け取られるような
要請を行い、相手方が欲しくないものを買わ
せるという場合が想定例です。
②2条9項5号のロについて
　5号のロには、「継続して取引する相手方に
対して、自己のために金銭、役務その他の経
済上の利益を提供させること」とあります。
取引の相手方の商品又は役務の販売促進に直
接寄与しない催事や売り場の改装、広告・決
算対策等のために協賛金を要請し、負担させ
ることや、自己の利益にしかならないような
業務を行うために取引の相手方の従業員を派
遣させることなどがこれにあたります。
③2条9項5号のハについて
　5号のハには、「取引の相手方からの取引に
係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取
引に係る商品を受領した後当該商品を当該取
引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対
して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはそ
の額を減じ、その他取引の相手方に不利益と
なるように取引の条件を設定し、若しくは変
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更し、又は取引を実施すること」とあります。
　想定例としては、取引の相手方であるYが、
発注に基づいて商品を製造し、Xに対してその
商品を納入しようとしたところ、Xが売れ行き
の不振や売り場の改装や棚替えに伴って、そ
の商品は不要だよとして受領を拒否する行為
や、あらかじめ定められた検査基準を恣意的
に厳しくして、発注内容と異なることや、瑕
疵があることを理由に商品の受領を拒絶する
行為などが挙げられます。

Ⅲ 独禁法違反の結果について
（エンフォースメント）

　独禁法違反の結果として、排除措置命令
（いわゆる是正措置）および課徴金納付命令、
ならびに、私的独占や不当な取引制限のうち
国民の社会経済に与える影響が大きいものに
関しては刑罰を受ける可能性があります。
　重要なのは、民事の損害賠償請求等です。
被害者側である中小企業から、取引拒絶され
て困っているとか、返品を要求されて困って
いるといった相談を受けた場合、下請法も使
いますが、独禁法に違反する行為をされたこ
とで損害が生じたとして争うことや、契約条
項が独禁法に違反するため無効だとして争う
こともあり得ます。民事の差止請求（独禁法
24条）もありますが、不公正な取引方法の場
合にのみ認められるものであり、最近ようや
く認容例が出てきたものの、正直、ハードル
は高いです。

Ⅳ 課徴金減免制度
（リーニエンシー）

　平成21年改正で、リーニエンシーという制
度が導入されました。これは、不当な取引制
限、カルテルや談合の例について、違反者が
公取委の調査に協力して情報提供した場合に、
当該違反者の課徴金を免除または減額する制
度です。調査開始日より前にリーニエンシー
の申請をした場合、1番手（最初に情報提供し
た人）は全額免除、2番手は50％の減額、3番

手から5番手の3社は30％の減額です。調査開
始日以後の減免申請の場合、枠が残っていれ
ば3社まで一律30％の減額です。
　自社が談合らしきことをしているなどとい
う相談を受けたら、まずはリーニエンシーを
検討する必要があります。取締役が独禁法違
反の行為があることを知っていたのにリーニ
エンシーを使わなかったことが善管注意義務
違反ではないかとして株主代表訴訟になった
住友電工の例がありますので、弁護士も注意
が必要です。
　また、例えば談合案件などでは、同じよう
な状況にある会社がまとめて法律相談に来る
ことがあり得ます。その場合、リーニエンシ
ーができたために、利益相反の問題が前面的
に出てきます。早い者勝ちで課徴金が減免さ
れますから、何社か同時に相談に来た場合、
どの会社がリーニエンシーを使うべきだとは
言えず、受任できないこともあり得ます。
　カルテル事案などでは課徴金の額がかなり
大きいため、リーニエンシーによる課徴金の
減免の利益は非常に大きいです。ですから、
特に不当な取引制限の事案で、独禁法違反が
疑われる企業から相談があった場合、必ずリ
ーニエンシーの利用を検討するようにしてく
ださい。 

※ 文中記載の公取委のガイドラインは
こちらに掲載されています。
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/
index.html
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