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た経緯を簡単にご紹介させていただきます。
もともと厚生労働省の村木元局長の無罪事
件などをきっかけとして、新しい刑訴法制度

3 垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準

が議論されることになりました。平成26年7月

4 選択的流通

9日開催の法制審議会「新時代の刑事司法制度

5 再販売価格維持行為規制における「正当な理由」

特別部会」における要綱で、初めて司法取引
が指摘されることになりました。これを「日
本版司法取引」と呼ぶこともありますが、こ
れを受けて、平成26年9月18日付け法制審議会
の法務大臣に対する答申の中で司法取引の概
要が紹介され、今後必要と考えられる法整備
の1つとして司法取引が取り上げられておりま
す。
これを受け、平成27年3月13日、第189回国
会に司法取引を含む刑事訴訟法の改正案が提
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出されたわけです。しかし、今回の国会では

されたのがアメリカの司法取引ですので、参

衆議院通過後、参議院で見送りとなり、未成

考までにその概略についてもご説明させてい

立となっている状況です。

ただきます。

ただ、もともと、法制審議会の答申という

（1）自己負罪型

ものが専門家などの議論を踏まえた上での答

まずアメリカの司法取引は大きく分けて自

申となっておりますので、今後も答申に沿っ

己負罪型と呼ばれるものと捜査協力型と呼ば

た方向で議論がなされるのではないかと考え

れるものの2つに分けられております。自己負

られております。そこで以下、改正案を前提

罪型の司法取引というのは、被告人の有罪答

にこの説明をさせていただきます＊1。

弁、被告人自身が有罪と認める答弁と引き替
えに検察官が訴追の免除とか訴追の縮小、撤

2 日本版司法取引の概要

回、求刑の引き下げなどの譲歩を行うという
制度になります。

日本版司法取引の内容としましては、
「検察

アメリカでは有罪答弁と量刑を決める量刑

官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告

手続というものが分かれておりますが、訴追

人が、特定犯罪に係る他人の犯罪事実につい

免除以外の場合には有罪答弁がなされると量

て得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽

刑手続に進むということになります。

重及び情状その他の事情を考慮して、必要と

（2）捜査協力型

認めるときは、被疑者又は被告人との間で、

一方で捜査協力型というのは、他人の犯罪

被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件につ

事実の捜査や訴追に協力することによって、

いて一又は二以上の同号に掲げる行為をし、

検察官が訴追免除、訴追の縮小、撤回、求刑

かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件

の引き下げなどの譲歩を行う制度ということ

について一又は二以上の第二号に掲げる行為

になります。

をすることを内容とする合意をすることがで
きる」とされております。

アメリカの場合はかなり裁判数も多いので、
全ての訴訟についていちいち裁判手続を行う

要約しますと、被疑者または被告人が他人

と訴訟コストがかなりかかってしまうという

の犯罪事実について協力をする代わりに、刑

ことで、自己負罪型というのは主に訴訟コス

の減免や訴追の軽減という利益を得るという

トの全体的な削減というのが大きな背景にあ

ことになります。この合意をするには、弁護

ります。

人の同意がなければならないというように規
定されております＊2。

捜査協力型というのは、もう少し真実の発
見をメインの目的としたものになっておりま

ポイントは、日本版司法取引というものが全

す。ただ、アメリカでは実際にこの自己負罪

ての犯罪ではなくて、法の定める特定の犯罪

型と捜査協力型というのはたびたび併用され

のみを対象としているということです。また、

ております。アメリカでは7 〜 8割の刑事事件

あくまで「他人の犯罪」についての合意であ

が司法取引で終了するといわれておりますが、

って、自分の犯罪について何か言ったからと

そういった状況ですので検察官も司法取引を

いって、それを司法取引の材料にすることは

行うことを見越して、幅広に起訴する場合と

できないというような規定になっております。

いうのもよくあります。
ここで幅広にと言いますのは、例えば、1つ

3 ［参考］米国司法取引
この日本版司法取引を導入する際に参考と

の行為が複数の犯罪に該当する場合に、該当
し得る全ての犯罪で起訴しておいて、後に有
罪の答弁を得ることと引き替えにいくつか小

＊1 なお、本講演後の2016年5月24日に刑事訴訟法の一部を改正する法律が成立しているが、本講演は成立前の改正案をベースになされていることに留意されたい。
＊2 なお、改正法ではさらに被疑者、被告人が犯した犯罪と協力する犯罪の「関連性の程度」も考慮されることとなった。
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さい訴因については撤回を行うというような

などについて被疑者・被告人が説明をするな

実務の処理がなされていたりします。

どが行われております。その他の必要な協力

（3）日本版 ̶ 捜査協力型のみの導入

ということで幅広にすることによって、この

今回、日本版の司法取引というものでは自
己負罪型の司法取引は冤罪のおそれがあるな
どの理由によって導入が見送られており、捜
査協力型のみ導入予定となっております。た

ようなことも行われるようになる可能性があ
るのではないかと思われます。
（2）検察官による行為
（刑訴法改正案350条の2第1項2号）

だ、同じ刑訴法の改正案で刑事免責という制

被疑者・被告人がそのような行為を行った

度が規定されておりまして、これとの併用に

場合に検察官はどのようなメリットを被疑

よって自己負罪型と同じような運用がなされ

者、被告人に提供するかという点についてで

るのではないかという考えもあります。

すが、①公訴を提起しない、②公訴を取り消
す、③特定の訴因または罰条により公訴を提

4 日本版司法取引の具体的内容
（1）被疑者又は被告人による行為

因もしくは罰条の追加もしくは撤回、または、
特定の訴因もしくは罰条への変更を請求する、

（刑訴法改正案350条の2第1項第1号）

⑤刑訴法293条1項の意見陳述において、被告

日本版司法取引の内容ですが、日本版司法

人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述する、

取引でまず被疑者または被告人はどのような

⑥即決裁判の手続の申し立てをする、⑦略式

行為をすることによって司法取引の対象にな

命令の請求をするなどですが、具体的にはよ

るか、です。

り軽い犯罪で起訴したり、より軽い罪に訴因

大きく分けて3つありまして、①取調べ、検

変更したり、通常よりも軽い求刑をするとい

察官、警察官の取調べに際して他人の犯罪事

った取扱いが考えられております。これまで

実を明らかにするため、真実の供述をするこ

はこのような見返りの引き替えに被疑者、被

と、②証人尋問、他人の刑事事件の証人とし

告人が自白した場合は、任意性がないという

て尋問を受ける場合において、真実の供述を

ことで証拠能力が否定される場合などがあり

する、③その他の協力、検察官、警察官によ

ました。しかし、今回の日本版司法取引は、

る証拠の収集に関し、証拠の提出、その他の

この正当性を司法取引という枠組み内で認め

必要な協力をすること、という内容になって

ることになります。

おります。
③につきましては、もともと法制審議会の

44

起し、または、これを維持する、④特定の訴

（3）特定犯罪
（刑訴法改正案350条の2第2項）

試案では証拠物の提出をすることとなってお

先ほど、司法取引の対象が全ての犯罪では

りました。ただ、実際の改正案では証拠の提

なく、特定の犯罪に限定されると申し上げま

出、その他の必要な協力ということになって

したが、どのような犯罪を対象とするかとい

おりますので、要件としては若干広がった形

うと、独禁法に関連するもののみ抜粋します

になります。

と、刑法犯では強制執行妨害罪、談合罪、そ

ここで想定されているのは、例えば、アメ

れに関連する文書偽造罪や贈収賄、この強制

リカですと司法取引の一環として引き当たり

執行妨害罪や談合罪などを本犯とする証拠隠

の立会い、
「引き当たり」というのは、証拠の

滅罪などが挙げられます。

隠匿場所などに被疑者・被告人が自ら案内す

また、独禁法の罪とか金商法違反、あるい

ることですが、そういった引き当たりの立会

は、その他の財政経済関係犯罪として政令で

いとか、あるいは、被疑者・被告人に防犯カ

定めるものということで、この政令で定める

メラの映像を見てもらって関係者を特定させ

ものとして具体的に想定されているのは、不

るとか、押収済みの書類、例えば、会計帳簿

正競争防止法上の外国人公務員贈賄罪などが
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想定されているのではないかといわれていま

過程でいずれにしても公になるということが

す。独禁法との関連では刑事責任を問われるカ

想定されております。

ルテルなどがこの対象ということになります。

オ

（4）合意及び協議の手続
（刑訴法改正案350条の3 〜 5）
続いて、司法取引をするために検察官と被

検察官と司法警察員との協力
続いて、検察官と警察官との協力というこ

とが刑訴法改正案の中で触れられております。
具体的には、検察官は警察官による送致事件、

疑者、被告人はどのようなことをするかとい

または、警察官が現に捜査していると認める

うことですが、

事件について、司法取引に関する協議を行お

ア

うとするときは、あらかじめ警察官と協議し

弁護人の同意
まず、前提として弁護人が同意するという

なければならないということです。警察官が

ことが必要ですので、被疑者、被告人に弁護

捜査を進めているにもかかわらず、検察官が

人がいるということが前提となっております。

勝手に司法取引をしてしまって、警察官の捜

イ

査の妨げになることがないようにという配慮

連署書面により合意の内容を明らかにする
その上で合意は検察官、被疑者、被告人お

よび弁護人が連署した署名によって、その内

がなされております。
ここで独禁法との関係で問題となるのは、

容を明らかにして行うということで、この書

独禁法でも公取委による同じような調査手続

面については合意内容書面と呼ばれることも

がありますが、そういった公取委による手続

あります。

との関係について、刑訴法改正案では特に規

ウ

定されておりません。この実務上の取扱いに

三者協議が原則
また、合意をするための必要な協議は検察

官と被疑者、被告人および弁護人との間で行

ついては後で述べる告発方針との関係が問題
になるかと思います。

うものとするということで、原則として3者で
の協議が予定されています。ただし、被疑者、
被告人および弁護人に異議がないときは協議

5 日本版司法取引制度の論点

の一部を被疑者、被告人または弁護人のいず

この日本版司法取引制度についてはいくつ

れか一方のみとの間で行うことができるとい

か論点になり得る点がありますが、ただ、い

うことになっております。

ずれにしても司法取引という制度自体がまだ

ですので、実務上、導入されたときには弁

実務上、煮詰まっておりませんので、結論が

護人だけで検察官と協議するのか、あるいは、

ないものが多いという点をあらかじめご承知

被疑者、被告人が希望した場合には本人も入

おきいただければと思います。

れるなどの取扱いになるかと思います。
エ

協議における黙秘権の告知
この協議において、検察官は被疑者、被告

（1）「他人」に「共犯者」を含むか
初めに司法取引は自分の犯罪ではなく、他
人の犯罪について事実を明らかにするという

人に対し他人の犯罪事実を明らかにするため

ことが前提となっていると申し上げました。

の供述を求めることができるということで、

この他人というのに共犯者を含むかというの

黙秘権告知の規定が準用されておりますので

が1つ論点になるところかと思います。

黙秘権が告知されるということが前提となっ
ております。

これについて若干参考になるものとして、
刑法上の証拠隠滅罪が他人の刑事事件の証拠

先ほど合意については合意内容書面が作ら

を隠滅したものというものを対象としており

れるとお話ししましたけれども、この刑訴法

ますので、証拠隠滅罪における他人の刑事事

の改正案では検察官が合意内容書面の取調べ

件というのはどのような解釈がなされている

を請求しなければならないこととされていま

かということです。この解釈については争い

す。したがって、司法取引の事実は、訴訟の

がありまして、他人に共犯者を含むとする学
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説や含まないとする学説、あるいは、主な目

れども、ただ、一方で司法取引を行うという

的の有無で分けるという学説などがあります。

ことは検察官などの捜査機関にとってもメリ

ただ、翻って司法取引について考えてみる

ットがあることが前提です。なので、立入検

と、もともと司法取引は複数の関係者が犯罪

査を行って、事実上、物証を押収した後にも

に関与していることを想定して、このような

こういった司法取引を利用するメリットが捜

場合に真実の発見に資するという目的で考え

査機関側にあるかというところは若干問題と

られた制度です。したがって、無関係の他人

なるかと思います。

の犯罪だけではなくて、被疑者、被告人自ら

ただ、そうはいってもその押収済みの物証

が関与した犯罪であっても、その共犯者に対

から直ちに犯罪行為が立証できる場合もあれ

する訴追に協力することは他人の犯罪に協力

ば、押収済みの物証からその構成要件に該当

したことになるというふうに考えるのが趣旨

する事実が一義的には立証できない場合、物

からして合理的なのではないかと思われます。

証を補強する供述なり、証言を得るために検

（2）企業と役職員が互いに「他人」となるか
そうすると、同じ組織に属する役職間では
互いに他人になるわけですが、企業と役職員
が互いに他人になるかというのはまた論点に
なるところかと思います。
これは前提として、被疑者、被告人に法人

えられるかと思います。
（4）リーニエンシーと日本版司法取引
独禁法との関係で言いますと、リーニエン
シーと日本版司法取引との関係というのが問
題となるところかと思います。

が含まれるかというところで、法人の犯罪能

前例としてご存じの方も多いかと思います

力というところにも関連するわけですけれど

が、カルテルなどの独禁法違反の行為につき

も、通説判例は、法人の犯罪能力自体は認め

ましては行政処分と刑事罰の双方が規定され

ないとするものの、個人の犯罪に伴い法人の

ております。その中で刑事罰については、公

過失を推定するといった見解がとられており

取委による告発が訴訟条件とされておりまし

ます。

て、悪質な事案についてのみ刑事告発がされ

少なくともこの司法取引の刑訴法改正案に

るということになっております。

ついては、明示的には法人は除外されており

一方で独禁法では司法取引ではありません

ませんので、趣旨に鑑みても法人が含まれる

が、「リーニエンシー」と呼ばれる課徴金減免

という解釈が合理的なのではないかと思われ

申請制度があり、報告順位に応じて課徴金の

ます。

減免を受けられることになっております。

法人が含まれるとすると、企業が社内調査

現在、リーニエンシーの第1順位の事業者に

などを行って得られた企業の役職員個人の犯

ついては告発方針で公取委から刑事告発され

罪関与に関する証拠を提出することによって、

ず、検察官はその訴追裁量権の行使にあたり、

企業自身が訴追の免除などの減免措置を受け

専属告発権限を有する公正取引委員会があえ

得るということになります。

て刑事告発を行わなかったという事実を十分

（3）日本版司法取引の利用時期

考慮することになっております。

日本版司法取引の利用の時期ということも

結局、第1順位の事業者については刑事告発

問題となり得るところかと思います。こちら

しないことになります。訴追については検察

については、条文上は必要と認めるときはそ

官の裁量がありますが、公正取引委員会が刑

の制度を利用することができるとなっており

事告発をしなかったという事実を十分考慮す

ますので、条文上は制限がないということに

るということで、実務上、刑事事件としても

なります。

訴追されない扱いがなされております。第2順

独禁法との関連などで言いますと、立入検
査後も条文上は可能と考えられるわけですけ

46

察官が司法取引を必要とするということも考

位、第3順位の事業者については、総合考慮す
るというような取扱いになっております。
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もともとリーニエンシーが第1順位の事業者

うことが今後、問題となり得るところかと思

については、司法取引を申し出なくても刑事

います。どういうことかといいますと、「企業

事件としては立件されないということになり

が役職員に対し司法取引に応じないよう指示

ますので、特段、影響がないところかと思い

することができるか」ということが問題にな

ます。

り得るところです。

ただ、一方で、第2順位、第3順位の事業者

これについては、役職員の私的領域への過

については、厳密に言えば、刑事事件の対象

度の介入であって、使用者の指揮命令権の範

となる可能性もあるわけですので、リーニエ

囲を逸脱していると考えられるという見解も

ンシーの申請とともに司法取引を申し出るべ

あります。また、あらかじめ労働契約などで

きか、あるいは、申し出た場合、どのように

合意することができるかというと、それも公

処理されることになるのかというところが今

序良俗に反するのではないかというような見

後、問題となり得るところかと思います。

方もあるかと思います。

1つの考え方としましては、告発方針の中で

ただ、企業としては、その役職員に対しい

そのような当該事業者、第1順位の事業者と

きなり司法取引をすると言って当局に駆け込

同様に評価すべき事情ということで考えると

まれるよりは、その企業に最初に報告してほ

いう方向もあるかと思います。また、一方で、

しいというようなニーズもあるかと思います。

実務上、刑事事件となる独禁法違反事案は非

ですから、会社に自主的に報告した者は社内

常に少ないこともありますので、あえてリー

処分を減免するというような社内リーニエン

ニエンシー申請とともに司法取引も申し出る

シーというのがあり得るわけです。

べきかは若干問題となり得るかと思います。
（5）企業・役職員の弁護人選任

そういった社内リーニエンシーの要件とし
て、捜査当局への申告に先だって社内通報制

続いて、企業・役職員間での弁護人選任と

度などにより自白した場合には、情状により

いうのが問題になり得るところかと思います。

懲戒処分を減免するというような規定を設け

先ほど申し上げましたように、同じ組織の役

ることはできるのではないかということが今

職員間とか企業・役職員の間で相互に他人の

後、問題となるところかと思います。なお、

犯罪ということで、この司法取引が使えるの

アメリカでは最後に申し上げた、捜査当局へ

かというところは論点になり得るところです。

の申告に先だって社内で報告した場合には懲

しかし、仮に司法取引の対象になるとすると、

戒処分を減免するということは問題なく行わ

企業と役職員、あるいは、役職員間で利害対

れているところです。

立がより生じやすくなるかと思います。

以上、議論が煮詰まっていないところはあ

現状、このような場合、弁護人は分けるこ

りますが、日本版の司法取引の概要と問題と

とが多いかと思いますし、アメリカなどでも

なり得る論点ということで、ざっとご説明さ

実務上、そのように運用されていることが多

せていただきました。

いかと思います。今後、例えば、司法取引を
行うということになりますと、司法取引の中
で事実上、カーブアウト、すなわち会社との
司法取引の中では除外された役職員と企業と
の間では特に利害対立が生じることになりま
す。そのような場合は特に企業と役職員の間
で弁護人を分けるという流れになっていくの
ではないかと思われます。
（6）社内リーニエンシーとの関係
最後に、社内リーニエンシーとの関係とい
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Ⅱ

業務提携をめぐる独占
禁止法上の検討の新展開

（1）検討の枠組み
ア

ハードコア・カルテル
最初に検討の枠組みということですけれど

花本 浩一郎（60期）

も、競争者間といいますと問題になりますの

●Koichiro Hanamoto

はカルテルということです。特に価格カルテ

当会会員、TMI総合法律事務所
〈略歴〉
2007年 弁護士登録
2011〜2014年 公正取引委員会審査局
勤務
2016年 当会経済法研究会 幹事

ル、数量制限カルテル、取引先制限カルテル、
入札談合等は原則違法ということで厳しい制
裁があります。伝統的な分類ですと、ハード
コア・カルテルというような呼ばれ方をして
いるものです。
ハードコア・カルテルとは、そもそも競争

1 業務提携とは

制限の目的しかないものとされています。客
観的に反競争効果が明白で、それを補うよう

今日は、「業務提携をめぐる独占禁止法上の

な競争促進効果もない、正当化事由もないこ

検討の新展開」ということでお話をさせてい

とが明らかということで、伝統的、歴史的に

ただきたいと思います。業務提携の新展開と

価格カルテル等のこういったカルテルは原則

いうことですけれども、従来からあります業

違法ということになっています。

務提携についてご説明した上で、最近、新し

イ

く見られるものについても言及をさせていた
だきたいと思っております。
■ 独禁法典にはない言葉

非ハードコア・カルテル
これに対して、今日お話ししたい業務提携

は競争促進効果もあるということです。
例えば、①共同研究開発、②共同生産、③

「業務提携」ですけれども、もともと法典に

共同販売、④共同購入ですけれども、これら

もないあいまいな言葉ですが、1つの使われ方

は、コストを削減する効果があります。それ

としては、企業結合まではいかない企業間の

から、共同開発でいきますとお互いが持って

共同行為というような意味で使われているか

いる技術を持ち寄ってよりよいものを作って

と思います。そういう意味で考えますと、競

いく相互補完や、1社ではちょっとリスク、あ

争者間で行われることもありますし、あるい

るいは、コストが高すぎてとてもできないと

は、川上と川下、少し例を出させていただき

いうようなものを共同してやることでリスク

ますと、東レがユニクロ用の繊維を共同で開

を分散しつつ、新しいものを作っていく、そ

発して供給するといった川上・川下の関係と

ういう競争促進効果があります。

いうのもあると思います。

そうするとそれを全部禁止するというのは

また、ビックカメラとユニクロが「ビック

おかしな話ですが、競争者間ですので競争阻

ロ」というのを作っていまして、ポイントの

害効果もあるだろうということで、その競争

共通利用など、いろいろな取り組みをしてお

促進効果と阻害効果を衡量していくというの

り、そういう形の異業種の提携もあります。

が判断の枠組みということになります。ただ、
これだけでは実際に相談を受けたときに、じ

2 競争者間の業務提携

48

ゃあ、どう衡量するのだということになって、
そこが悩ましいところではあります。ガイド

独禁法上一番問題になりやすい競争者間の

ライン等、あるいは、相談事例等で業務提携

業務提携について取り上げたいと思います。

ごとにある程度類型化されているのかなと思

不当な取引制限との関係からどうなるのかと

いますので、その類型ごとに見ていきたいと

いう点をお話ししたいと思います。

思います。
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（2）共同研究開発

慮すると十分に競争促進的な研究開発だろう

□ 競争促進効果

といえても、その中でいろいろ余計な制約を

まず、共同研究開発ですが、共同研究開発
ガイドラインがありますので、実務的にはこ

してしまうとそれはそれで独禁法上、問題に
なるということです。

れに即して検討すればよいと思われます。ガ

例えば、ほかのテーマの研究開発をやって

イドラインの中にも指摘がありますが、共同

はいけませんとか、出てきた成果について、

研究開発というのは競争促進効果があります。

それを利用してさらに開発することをお互い

コストを軽減したり、リスクを分散したりす

に縛ってしまうとか、成果に基づいた製品の

ることです。あるいは、1社でやっていれば3

販売地域とか数量、そういうものを制限して

年かかるものをみんなでやって1年で開発する

しまうということです。こういうことは共同

とか、相互補完といった競争促進効果はある

研究開発をする上で不要な制限になりますの

といわれています。

で、こういうことをしていくとそれはそれで

□ 判断の考慮要素

問題になってくるというのがだいたいの枠組

ただ、競争者間ですのでどこまでいけば阻
害効果が上回ってくるのかと、そういうこと
を検討する上で4つポイントがあるとされてい
ます。
1つ目が①参加者の数とか市場シェアです。

みということになります。
相談事例を見てみます（ 図表1 ）。まず1つ
目の事例です。
こちらは問題ないという判断がされた事例
になります。これは建築資材Xについて、その

ガイドラインではセーフハーバーということ

部品の共同開発です。①の参加企業者の市場

で、参加者の合算シェアが20%以下の場合は

シェアは、3社で合算して30%ぐらいです。②

通常競争に問題は生じないだろうということ

の共通化される費用ですが、これはこの研究

が書かれています。

開発を一緒にやっても資材Xの生産費用全体に

2つ目に②研究の性格ということで、これは

占める割合は10%程度でした。そういう意味

基礎研究、応用研究、開発研究という例が挙

では、資材Xの生産費用の90%については各社

げられております。開発研究に行くほど製品

自由に決定しますということですので、全体

市場の競争への影響がより直接的に出てきま

への影響は少ないことを意味しています。

すので、独禁法上はより慎重な検討が必要に
なってくるということになります。
3つ目が③共同化の必要性ということで、こ
れは先ほど申しましたように、1社でやること
の負担が重すぎるというような場合、例えば、
環境問題への対応という場合には、共同研究
の必要性というのは高くなってきます。
4つ目は④期間、範囲ということで、これは
製品全体について一緒にやるとか、あるその
中のパーツについて共同研究するのかという
ような話とか、1年間限定でやるのかといった
要素を考慮して判断していくということにな
ります。
□ 共同研究開発の実施に伴う取り決め
もう1つ、ガイドラインに書いてあるのは共
同研究開発の実施に伴う取り決めということ
です。これは、今申し上げた①から④等を考

③が目的です。これは環境とか防犯等に配
慮した製品へのニーズに対応する、生産コス
図表1 建設資材メーカー3社による共同研究開発
相談事例
H16-6

事

案

判

建築資材Xの部品の共同
開発
①参加者はA社(15%）、B
社(10%)、C社(5%)
②共通化される費用の建
築資材Xの生産費用全
体に占める割合は10%
③目的は、環境・防犯等に
配慮した製品へのニー
ズに対応、生産コスト低
減
④3社が販売する建築資材
X全体において、本件共
同研究開発の対象とな
る部品が利用される製
品の割合は5%程度であ
り、研究開発期間も1年

断

①20%を超えるので、競争
に影響を及ぼす可能性
あり
②3社の自由な価格決定を
困難にするとは認めにく
い
③合理的な必要性あり

④必要以上に広範囲とは
認めにくい
直ちに問 題となるもの
ではない。
ただし、共同開発を契機
として、3社がXの生産、
販売に関して競争回避
的行動をとることがない
よう注意が必要
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トも下げるということで競争促進的な面があ

図表2 機械メーカー間のブランドの統合

ります。それから、④の対象・期間ですけれ

相談事例
H17-8

ども、この共同研究開発は対象の部品が利用
される製品は全体の5%ぐらいで、ほかの95%
は各社がおのおの自由に生産販売しますとい
う状況でした。それから、開発期間も1年とい
う限定があるというものでした。
判断のところにありますように、市場のシ
ェアから見ると20%を超えているのでセーフ
ハーバーは超えているということです。けれ

事

案

機械Xの規格甲につい
て、A社、B社はAブラン
ド、Bブランドとしてそれ
ぞれ異なるメーカーに
技術供与
規格甲の機械Xのシェア
は、Aブランドが30%、B
ブランドが20%、Cブラ
ンド、Dブランドがある
A社及びB社は、技術力
の向上及びシェア拡大
を目的とした既存技術
の統廃合による共通ブ
ランドの確立を検討

判

断

機械Xの技術取引における競
争
両社が共に国内で複数の
機械メーカーに技術供与
→ 技術供与に係る競争が
回避され技術取引におけ
る競争減殺のおそれ
規格甲の製品における競争
競合技術の統廃合により
製品差別化が妨げられ、両
社間の競争が回避される
おそれ。また、合算シェア
50%なので、製品取引にお
ける競争減殺のおそれ

ども、②生産費用全体の10%ということで、そ
れであれば3社がXという資材の価格を決めて

これは①のシェアという意味では、A社とB

いくにあたって、それによってXという資材の

社で50%に達してしまいます。それから、ブ

価格が共通化してしまうという、そういうよ

ランドを統廃合すると4社が3社になってしま

うなことは出てこない、自由な決定を困難に

うということでかなり競争へのインパクトは

するとは認めにくいという判断がされていま

大きそうだなということになります。

す。
③の目的については、合理的な必要性、競

ということは、製品に付けるブランドを共通

争促進効果がありますとされています。④の

化しようということですので、製品の販売の

期間や範囲ですが、これは必要以上に広範囲

競争に与える影響が大きい開発・研究と言え

とは認められてないということで、結論とし

るのではないかと思います。

て、直ちに問題となるものではないという判
断が下されています。

③の目的ですが、技術力の向上もあるので
すが、シェア拡大というのは競争促進とは言

もっとも、ただし書きがあり、これは共同

えないだろうと思います。基本的にはおのお

開発を契機として、3社がXの生産、販売に関

のが切磋琢磨してシェアを拡大するものです

して競争回避的行動をとることがないように

ので、競争促進とは言えないだろうと思いま

注意が必要であるとあります。先ほど、共同

す。

研究開発の実施に伴う取り決めという話をさ

④の期間や範囲ですが、既存技術の統廃合

せていただきましたけれども、共同開発に不

ということで、なくしてしまって新しくする

要な拘束をかけてはいけないということを念

ということで広範な協力関係であるといえま

のためにこの相談事例でも述べているという

すし、また、特に期間等も記載がありません

ことになります。

から、そういう意味でも広いものに及ぶと言

これは競合他社間ですので、不要な制限を

えます。

するとそこが競争制限につながってくるとい

共同研究開発の場合、市場を見るときに技

うことで注意喚起がされていると考えられま

術の取引市場と製品の取引市場の両方を見る

す。

場合があるということになります。本件では

次に、
もう1つの共同開発の事例ですけれども、

まず技術の取引市場というところで、今までA

これは問題があるとされた事例です（ 図表2 ）。

社、B社がそれぞれ技術供与をしていました。

これは機械Xの甲という規格があったのです

当然、AとBの技術は競争関係にあったのです

が、それが従来は4社、すなわちA社、B社、C

が、統廃合してしまうと競争がなくなります。

社、D社と4つのブランドがあったところで、

4社が3社になるということで競争減殺のおそ

A社・B社がブランドを統廃合して共通ブラン

れがあります。

ドをつくるという検討をしたものになります。

50

②の研究の性格ですが、ブランドの統廃合

規格甲の製品市場に関しても、統廃合され
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ることで、シェアが50%になってしまい、4社

ういうところも企業結合のときの議論と非常

が3社になってしまうことで競争減殺のおそれ

によく似ているということが言えます。
これからご紹介する共同生産の2つの事例は

があるとの判断がなされました。前記①から
④に照らすと問題があると考えられます。

対照的な判断をした事例として面白いです。
たまたま同じ年の事例ということになります。

（3）共同生産
次に共同生産ですが、これについてはその

相互にOEM供給ということで、相手の作った

ものずばりのガイドラインはありませんが、

ものに自社のラベルを付けて販売するという

過去の相談事例等を見ますとポイントが2つあ

ことを相互にやる場合になります（ 図表3 ）。

りまして、1つ目は当事者の市場シェアです。

上の事例は仮にA社、B社としますと両社の

合算シェアが高い者同士が共同生産をやると

合算シェアが50%弱と結構高いのですが、ほか

ほかの事業者による牽制が弱まってしまうだ

に有力な事業者もいたという事例です。次に、

ろうということがあります。

費用共通化の点ですが、相互に供給を受ける

2つ目は費用共通化の程度で、これは共同生

数量というのは自社販売数量の数パーセント

産することで両社の製品の費用がどれぐらい

から10%で、全体の中で数パーセントから10%

共通化してしまうかということです。例えば、

をライバルから物を引いてくるという関係に

製品の中に占める生産コストの割合が非常に

ありました。

高いものだと、生産のところで共通化してし

これに対して下の事例は、建設資材メーカ

まうと製品価格もそんなに差を付ける余地が

ーの相互OEMですが、まず合算シェアが両社

なくなってしまうということになります。そ

で90%になってしまいます。次に、費用共通

の2つがポイントであろうと思います。

化の点ですが、相互に供給を受ける数量は自

もっとも、そもそも競争者間の業務提携で

社販売数量の30%から40%とありまして、この

シェアを見たり、破綻企業の救済を考慮した

事例はA社、B社で言いますと、A社というの

りするのは、企業結合のときの判断要素と実

は関東を拠点にしている会社、B社は関西を拠

はよく似ていると思います。企業結合で出て

点にしている会社です。

きている考え方があちらこちらに散見されま
す。

B社は関西中心に販売していますが、A社が
関西のお客さんに売るときに関東から持って

共同生産でも、後で事例を見ますけれども、

くるとコストがかかるということで、B社から

X、Y2社がいて、Yが生産を割に合わないの

供給を受けて、それをA社の製品として売っ

でやめようかなというときに、Yが生産をやめ

ていくということです。そうすることにより

て、Xから供給を受けて販売を続けますという

関西で売られているものはほとんどがB社生産

ことについて、Yというのは完全にいなくなっ

のものになってしまいました。

てしまって、Xだけの市場になるよりは、Yが

また、その生産コストが製品販売価格のう

Xから物を買ってでも販売する方がまだ競争は

ち相当部分を占めていました。そうすると、

残るという意味で認めた事例があります。そ

関西地区では結局、ほとんどのお客さんはB

図表3 相互的OEM供給
事
食品原材料メーカーの
相互OEM
（相談事例H13-7）
建設資材メーカーの
相互OEM
(相談事例H13-8)

案

判

断

①シェア合計50%弱、
しかしほかに有力な事業者複数
②相互に供給を受ける数量は自社販売数量の数%〜10%
③販売は独自
④受託は生産能力範囲内

問題なし

①シェア合計90%
②相互に供給を受ける数量は自社販売数量の30%〜40%、
製品の販売価格のうち製造コストが相当の部分を占める
③販売は独自
④受託は生産能力範囲内

問題となる
相互供給地域において両社の製造コストが共通化され、
また、
製品の販売価格のうち製造コストが相当の部分を占める →
シェア90%を踏まえると2社の販売価格が同一水準になりや
すい
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講演録：キャッチアップ！独禁法〜近時のトピックスを中心に
社の作ったものを買うという状況になります。

図表4 化学品メーカーからの全量OEM供給

しかも、お互い生産コストは同じなので、価

相談事例
H26-7

格を変えようにもその余地が非常に狭まって
しまうし、相手の販売価格もだいたい想像が
つきます。
そういう状況で下の事例は独禁法上問題が

事

案

①シェア合計90%、輸入品
10%で今後拡大
②X社が撤退しY社から全
量供給を受ける
③販売は独自

判

断

競争を実質的に制限する
ものではなく、問題となる
ものではない

参考：企業結合GL第4の2
（8）
経営状況

あるとされました。相互供給地域において両
社の製造コストが共通化されてしまい、また、

（ 図表4 ）、これもシェアが90%でしたが、X

製品の販売価格のうち製造コストが相当な部

社が儲からないので撤退しようと思っている

分を占めます。これに加えて、シェア90%と

というところで、Y社から全量供給を受けます

いうことも考えますと、なかなかほかの会社

という事例です。販売は独自ということで、一

からの牽制力というのは働かないということ

応X社、Y社ブランドというのは残ってやりま

で問題ありという判断がされました。

すという場合に、X社がいなくなってしまうよ

ということで、共同生産については、シェ

りはましということで問題となるものではな

アと、それから、コストに占める割合を見て

いという判断がされている事例です。企業結

いくということになります。

合のガイドラインに出てくる考え方と似てい

もう1つが、先ほど冒頭で申し上げた事例で

52

るということになります。（次号へつづく）
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