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独占禁止法の概要と公正取引委員会に 
おける調査手続

公正取引委員会事務総局　審査局課徴金減免管理官

下　津　秀　幸

　皆様、こんにちは。先程、ご紹介に預かりました公正取引委員会で課徴金減免管理官というポス

トについております下津と言います。

　今日はこのような機会を頂きまして、神例先生はじめ、関係者の方々、それからご出席頂いた方々

に感謝しております。本当に有り難うございます。

　二つの意味で感謝しております。一つは私が勤めております公正取引委員会ですが、競争政策を

担当している訳なんですけれども、公正取引委員会にはその競争の意義をどんどん広報していく、

それによって競争環境を整備するという仕事がございまして、それに力を入れております。その競

争環境の整備という観点から、こういう形で公正取引委員会以外の方々と意見交換する機会という

のは非常に貴重でございまして、こういう機会を頂いたことに感謝したいと言うのが一つでござい

ます。それからもう一つはですね、先程、ご紹介頂きましたけれども、岡山大学は私の母校でござ

いまして、ほんとに久しぶりに岡山大学に帰ってきたと言いますか、訪問させて頂いたわけでござ

います。

　私は経済学部を1997年の９月に卒業させて頂きました。大学３年生の時に恐らく今もやってるん

じゃないかと思ってるんですけど、当時の経済学部とイギリスのエディンバラ大学が交換留学生の

制度を持っておりまして、その制度を使わせて頂いて、１年ほどイギリスのエディンバラ大学に行

かせて頂いた関係で９月の卒業ということになっております。いずれにしましても、ほんとに母校

に久しぶりに帰って来る機会を頂いたと言うことに感謝したいということでございます。実は、今

日、早めに岡山大学に着いたものですので、色々歩き回っておりました。私、サッカー部に入って

おりましたので、サッカー部のグラウンドとか部室の前とかうろうろしたりですね、当時は、学裏

なんて呼ばれてたんですけれども、今もそうかもしれませんけれども、ぼくはその学裏に住んでた

んですけども、自分が住んでたマンションにふらっと行ってみたりしました。もう僕が住んでいた

マンションは、姿、形が大分変わってしまっていたんですけれども、うろうろしていました。すご

く変わったなと思う部分もあれば、全然変わってないところがあったりしてですね、ほんとに懐か

しい思いで心がいっぱいになりました。余談ですが、実は、明日が後期試験なんだと思うんですけ

れども、私がこうぶらぶら歩いていてですね、学部の位置とか変わってないかなと思いながら構内

マップを見ていたところですね、恐らくその受験のお手伝いをされている学生さんだと思うんです
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けれども、寄って来てですね、「後期の受験生の方ですか？」と声をかけてくれたんです。一瞬「あ

っ、ぼくもまだまだ若くみられるんだな。」と思ったんですけども、すぐにですね、ぼくはもう40過

ぎてるんですけれども、ほんとにこれは喜んでもいいのだろうかと、年相応に見られていないのか

なとちょっと考えたりしましたけれども、そこはもう余計な事を考えずに素直に喜ぼうということ

にいたしました。いずれにしましても何かほんとにいい思いをさせて頂いてるなと言う気がしてます。

　すみません。ここで私が自分の思い出にばかり浸っていても仕方がないと思いますので、今日の

本題に入りたいと思います。

　今日はお手元にスライド資料の写しを配布させていただいておりますけれども、独占禁止法の概要

と公正取引委員会における調査手続ということで、120分ほど皆さんとお時間を共有させて頂きます。

　120分と申しましたけれども、実際に私が話しをするのはですね、90分とかもしかしたらもっと短

いかもしれません。その後、皆さんと率直な意見交換と言いますか、質疑応答をさせて頂ければと

思っております。勿論、途中でですね、ちょっと言っている事がわからんと言うような事があれば

随時、話しを遮って頂いてご質問して頂いて構いませんのでどうか120分ほど宜しくお付き合い頂け

ればと思っております。

　スライドの１となっているところでございますが、こちらが今日、お話しをさせて頂きたいと思

っている事でございます。先ず、独禁法の概要という風に書かせて頂いております。これは恐らく

もうご出席して頂いてる方々に対しては、釈迦に説法と言う形になってしまって、もしかしたら、

すでに先生方が知っている事を私がたんたんと述べるような事になったら大変申し訳ないなと思っ

てはいるんですけれども、簡単にキーワードを説明させて頂きたいなと思っているところでござい

ます。説明と言いましても、参考書に書いてあるようなことを私が読み上げても何も面白くないな

と思っておりますので、基本的な判例ですね、公正取引委員会がよって立っているだろうと思って

頂いて構わないと思われる判例をご紹介させて頂ければと思っております。その方が今日のご出席

者の方々のお役に立つかなと思いましたので、そのような判例を紹介しつつ、また岡山に関係して

いる事件なんかも紹介させて頂きながら、説明をさせて頂ければなと思っております。二つ目は調

査手続でございまして、独占禁止法はカルテルとか談合とかを禁止している訳ですけれども、そう

いうものをどのような手続きで実際に調査をしているのかということをお話ししたいなと思ってお

ります。そして最後に新しい枠組み、制度の見直しの議論ということでございまして、実はすでに

ですね、今後、独占禁止法の調査手続に組み込まれることが決まっているものがあります。いつ施

行になるのかが全然わかっていない状況なんですけれども、確約制度と呼ばれたりしているもので

ございます。それがどういうものなのかということをご紹介させて頂ければなと思っております。

それから今、公正取引委員会が主催しております有識者の会合に独占禁止法研究会というのがござ
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いまして、そこで主に課徴金制度についての見直しの議論がなされているんですけれども、その研

究会での議論、これは今後、法改正に繋がる可能性のある議論でございますので、そちらの方もご

紹介させて頂こうと思っております。

　独禁法の分野、特に事件調査につきましては、従来はですね公正取引委員会とその調査の対象と

なっている事業者が対立しながらですね、実態を解明していくというイメージだったんですけれど

も、それが私、だんだん変わってきてるかなと思っています。つまりは、公正取引委員会と事業者

さんがある意味協力しながら実態を解明していった方が効率的なんじゃないか、そっちの方がいい

んじゃないかというような議論もございまして、実際にちょっとそっちの方に流れが行っているの

かなという印象を持っております。ですので、今もそうなんですけれども、独禁法、特に事件調査

の中で弁護士さんが非常に重要な役割を果たしている訳ですけれども、恐らく今後ですね、制度も

どんどん変わっていきますが、独禁法違反事件調査の中で弁護士さんが果たす役割と言うのが、ま

すます大きくなっていくだろうというように考えております。最後の調査手続、それから新しい枠

組み、制度の見直しの議論のところで、何でそのように私が思うのかというようなところもお話を

させて頂ければなと思っております。

　先ずは独占禁止法の概要という事でございます。これはほんとはどうしようかなと思ったんです

けれども、タイトルに「独占禁止法の概要」と入っておりまして、これについては私の方からお願

いして入れて貰った事もあってですね、一通りご説明をさせて頂こうと思ってます。すでにご存知

の先生方がいればですね、恐らくちょっと眠くなっちゃうかもしれませんけれども、ちょっと頑張

って頂きたいなと思っております。

　スライドの２ページでございますけれども、独占禁止法の概要でございます。独占禁止法、これ

は読まれたことがある方はもうご存知だと思いますけれども、市場における公正かつ自由な競争を

促進することを目的としている法律でございまして、もっと端的に言ってしまえば、市場における

競争原理を発揮させるんだという法律でございます。どういう風に発揮させるかと言うと、市場に

おける競争原理が機能しなくなるようにさせる事業者の行為や事業者団体の行為を禁止する事によ

って市場における競争原理を機能させようというものでございます。独占禁止法の対象は、原則事

業者ということでございます。

　こちらスライドの２でございますけれども、４つの行為類型を記載しておりますが、これらが市

場における競争原理を機能しなくなるようにさせる事業者の行為でございまして、こういう行為は

してはいけませんということが、独占禁止法に規定されている訳でございます。私的独占、不当な
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取引制限、不公正な取引方法、これらは市場における競争を実質的に制限する若しくは、公正な競

争を阻害するおそれがあるということで、独占禁止法で禁止をされております。

　最後に４番目で企業結合とございますけれども、これはその企業の合併でございますとか株式取

得でございますとか、基本的には企業の構造的な結びつきが強まる行為、これを企業結合と呼んで

いる訳でございますけれども、競争を実質的に制限することとなる企業結合も禁止されているとい

う訳でございます。

　今日、お話をさせて頂きますのは、基本的には、この１～３、私的独占、不当な取引制限、不公

正な取引方法、この３つでございます。後ほどお話させて頂く、調査手続も基本的にはこの私的独

占、不当な取引制限、不公正な取引方法、これらに対応したものということでございます。

　

　はい。スライドの３枚目でございまして、先ずは私的独占と言われているものでございます。

　こちらのスライド３枚目に書かせて頂いておりますのは、独占禁止法の中にあります私的独占の

定義規定の抜粋ということでございます。私的独占とはということでございまして、要は事業者が

他の事業者の事業活動を排除したり、支配する、そのようなことをする事によって、一定の取引分

野における競争を実質的に制限する、そういう行為を私的独占として禁止しているということでご

ざいます。いくつかキーワードがございます。「事業者」ですとか、「排除」とか、「支配する」等々

でございますけれども、これらキーワードをとりあげまして、簡単にご説明をさせて頂ければと思

っております。

　スライド４枚目でございますが、事業者ということでございますが、ここの一番上のポツに引用

させて頂いておりますのは、日本食品㈱による損害賠償請求上告事件と言うものでございまして、

平成元年12月14日に出た最高裁判決でございます。これは、その東京都内でですね、と蓄場、家畜

をさばくところですけれども、その屠蓄場を経営しております日本食品㈱、これ民間の会社なんで

すけれども、そこが東京都も同じように自分のところでと畜場を経営してるんですけれども、その

都の屠蓄場のと蓄料金って言うのは非常に安いと。安すぎるんじゃないか、不当廉売なんじゃない

かと。それで我々、損害を被ってるんじゃないかということで、この日本食品㈱と言うところが損

害賠償請求訴訟を起したというものでございます。で、ここで都が経営するその屠蓄場がそもそも

独占禁止法上の事業者と言えるのかどうかというところが一つ争点になったようでございまして、

裁判所はこう判断しております。つまりは、事業者とは事業を行う者をいうと。ここでいう事業と

は何らかの経済的利益の給付に対応して反対給付を反復継続して受ける経済活動を指して、その主

体の法的性格は問うところではないんだということをいっております。つまり、都であっても事業
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者とされる場合があるということでございます。次に私的独占の定義の中に排除と言うのがござい

ます。排除にあたるかどうかと言う点についてでございますが、こちら NTT 東日本による審決取

消請求事件の最高裁判決を抜粋しているところでございます。確か平成14年くらいからでございま

すけれども、FTTH サービスっていう、これはブロードバンドサービスの一つらしいんですけれど

も、そのサービスを NTT 東日本が提供していると。当然、他の競争事業者も同じようにサービス

を提供したいんだけれども、そのサービスを提供する為には、NTT 東の光ファイバーに接続しない

といけないと。で、NTT 東はその自分の FTTH サービスの価格を接続料金より安くしちゃった訳

ですね。そうすると新規参入事業者は、NTT 東に支払う接続料金よりも高い価格を付けないといけ

ないわけなので、FTTH サービス市場に入って来れないと。で、そう言う価格付けについて、公正

取引委員会が問題じゃないかということで取り上げたんですけれども、訴訟になりまして、最高裁

までいってしまったという件でございます。最高裁の判決でございますけれども、こう言っており

ます。記載の通りでございますが、他の事業者の事業活動を排除する行為に該当するか否かと言う

のは、自らの市場支配力の形成、維持ないし強化と言う観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱

するような人為性を有するものであり、他の管理事業者の本件市場への参入を著しく困難にするな

どの効果を有するものといえるかどうかで判断すると。で、これ以降、人為性と言う言葉が排除を

説明する判決の中でよく使われるようになるんですけれども、じゃあ人為性って何だということに

なるんですが、私なりに解釈しますと、この人為性と言うのは、要は市場原理によらずに、という

ことかなと思っております。市場原理によって排除されると言うのは、まさに競争そのものじゃな

いかということでございますので、そのような排除は全く問題ないんだけれども、そうじゃない排

除については、問題になり得て、その一つの判断基準が人為性と言うキーワードなんだろうという

風に考えております。

　それからまた、排除にあたるか否かという判断で、最近のものでございますが、スライドの５枚

目でございますけれども、こちらイーライセンスによる審決取消等請求事件の最高裁判決でござい

ます。これは、よくジャスラック事件って言われている事件でございます。ジャスラック、ご案内

の通り音楽著作権の著作権使用料等を徴収している団体でございまして、利用者の方々と所謂、包

括契約と言うものを結んでいます。利用者の方々が、お金を払えばジャスラックの楽曲は使いたい

放題だということになるんですけれども、そうなると新規の著作権管理事業者がなかなか参入出来

なくて、実際にそういう状況が続いておった訳でございます。公正取引委員会はこの点を問題視い

たしました。こちらご存知の人はもう知っているとは思いますけれども、少し経緯を簡単に説明し

ますと、公正取引委員会が最初にその違反行為を認定してですね、排除措置命令を出したんですけ

れども、その後、審判がおこされまして、それで審決となるんですけれども、その審決の内容は要

は違反行為はなかったという内容なんですね。そうしましたら、イーライセンスと言うところ、こ
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れ同じように音楽著作権の管理事業者で、ジャスラックの競争事業者なんですけれども、そのイー

ライセンスがその審決の取消訴訟を提起したと言うものでございまして、最高裁まで行きまして、

最高裁の方でもう一回審議し直せということで公正取引委員会に戻って来て、審判が再開されてい

るということで、今も続いてると思いますけれども、そういう結構、紆余曲折した事件でございま

す。この判決も排除にあたるか否かと言うものを正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性と

言う言葉を用いて説明をしています。で、最高裁が言ったのは、そう言う意味での排除があったと

言えるのかどうなのか等々についてもう一回調べなおせと、こういう風にして、公正取引委員会に

戻したと言うことでございます。

　スライド５ページの下の方でございますが、私的独占の定義と言うところの支配するの意義につ

いてでございます。ここに書かせて頂いたのは、その野田醤油㈱事件と言いまして、これはほんと

に古い判例なんですけれども、野田醤油というキッコーマンというお醤油を作っていたところなん

ですが、当時、そのキッコーマンというお醤油がすごく有名で他の競争事業者がキッコーマンより

も高い価格をつけちゃうともう売れなくなっちゃう、逆に低い価格をつけちゃうと品質が悪いんじ

ゃないかと言われて、結局、売れなくなっちゃう。なので、他の競争事業者はキッコーマンと同じ

価格を付けざるを得ない、そう言う状況にあった。

　そう言う状況の中で、この野田醤油と言う会社が、所謂、小売価格について再販売価格を指示し

たという事件です。自分のところの再販売価格を指示する事によって、他の競争事業者の小売価格

を事実上決定するという形で他の競争事業者の事業を支配したという風に公正取引委員会は認定を

した訳でございます。その東京高裁でございますけれども、支配するの意義につきまして、原則と

してなんらかの意味において他の事業者に制約を加えその事業活動における自由なる決定を奪うこ

とをいうと判示しているということでございます。

　はい。次にスライドの６枚目でございます。こちらはですね、一定の取引分野という概念につい

てでございます。私的独占それからすぐ後に出てきます不当な取引制限という違反行為にもあるん

ですけれども、それらに該当するかどうかという要件に一定の取引分野における競争を実質的に制

限することという要件があります。

　その一定の取引分野とは何かっていうそういう話でございます。いくつか判例を記載しておりま

す。一番上のポツでございます。旭砿末資料㈾による審決取消請求事件の東京高裁判決ということ

でございます。一定の取引分野とは何だということを端的に説明しております。特定の行為によっ

て競争の実質的制限がもたらされる範囲だという風に言っております。そして、二つ目のポツなん

ですけれども、その特定の行為によって、競争の実質的制限がもたらされるといった場合のその競

争には、それは、すでに現れている競争だけじゃなくて、潜在的な競争も含まれるんだよというこ
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とを判示しております。最後、一番下でございますけれども、広い市場と同時にその市場内におい

て細分化された市場を一定の取引分野として画定する事が可能ということでございまして、これは、

つまりはどういうことかと言うと、一定の取引分野というのは重層的に画定する事も可能なんです

よということを判示している訳でございます。

　ちなみに、こちら今日の本題ではないんですけれども、ご参考なんですがスライドの７にですね、

企業結合規制に関する条文を並べております。

　ご覧になって頂ければわかりますけれども、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、例えば、株式取得をやってはいけない、一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることとなる役員兼任はやってはいけない、合併はいけない等々と規定されておりまして、企業結

合規制の中でも一定の取引分野というのがでてまいります。企業結合規制の場合は、「こととなる」

という言葉が付いております。企業結合審査は事前審査なので、「こととなる」と付いている訳です

けれども、何れにせよ企業結合規制の条文の中でも一定の取引分野という言葉が使われておる訳で

ございます。で、企業結合規制における一定の取引分野、これ公正取引委員会が画定する訳ですけ

れども、どういう風に画定するかと言うと、問題となっている商品なり役務と言うのがある訳です

けれども、その需要の代替性とか、供給の代替性を基本的には勘案してですね、それで市場を画定

していくという考えでやる訳でございます。私的独占とかカルテルの一定の取引分野は、その行為

によって競争の実質的制限が起こる範囲を一定の取引分野とするわけですけれども、他方、企業結

合規制における一定の取引分野は、そうじゃなくて需要の代替性、供給の代替性で画定するんだと

いう風に公正取引委員会は言っているわけでございます。

　実際にそういう風に一定の取引分野を画定しているわけですけれども、同じ法律の中で同じ文言

が使われているにも関わらず、画定の仕方が違うがために最終的な一定の取引分野の範囲が違うっ

て言うのは、やっぱりおかしいんじゃないかということで、問題になった事件がありますので、ご

参考までにご紹介をさせて頂ければなと思っております。

　スライドは１枚とばして頂きましてですね、スライドの９でございます。サムスン云々事件と書

いてますけれども、これはもう今ではほとんどなくなったと思いますけれども、ブラウン管のテレ

ビ、後ろがこう出っぱってるテレビですね。ブラウン管テレビのブラウン管について、カルテルを

やってたということを公正取引委員会が認定した事件でございます。ここでカルテルをやっていた

事業者さん、原告ですが、原告はどういうことを言ったかと言うと、一定の取引分野と言う概念は、

不当な取引制限と企業結合審査の両方で使われていると。不当な取引制限と競争を実質的に制限す

ることとなる企業結合で異なるのは、その問題となる競争制限の時点、今の競争制限なのか、将来

の競争制限なのかということです。企業結合規制は将来なんですけれども、その競争制限を問題視
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する時点が異なっているだけなので、最終的に認定される一定の取引分野というのは、原則として、

不当な取引制限と企業結合審査とで同一のものだと。で、この事件において、需要の代替性、供給

の代替性って言うのを考えて、一定の取引分野を画定すると、東南アジアと言う市場が取れるはず

だと。で、東南アジアの市場を取ったら、日本における競争の実質的制限はないんじゃないかって

いうのが原告の主張なんですけれども、その争点に対して裁判所が下した判断と言うのが、このス

ライドの９でございます。色々文字ばかり並べて大変恐縮なんですけれども、要は何を言っている

かと言いますと、カルテルや談合って言うのは、すでにその競争の実質的制限をもたらす特定の行

為、カルテルとか談合とかですけれども、そう言うものがまさに目の前にある訳でございまして、

その特定の行為がもたらす実質的制限の範囲と言うものを端的に画定すればいいんだけれども、企

業結合自体は、違法でも何でもないわけですね。企業結合すること自体、悪いことでも何でもない

訳です。で、公正取引委員会が審査している時点で、企業結合自体がまだ起こってない状態でござ

いますので、企業結合審査と言うのは、仮にその企業結合が起こったらどうなるかと言うのをある

意味予測して、審査をするものなので、需要の代替性とか供給の代替性とかを考えて画定してるん

だと。両者の画定の仕方や最終的な一定の取引分野の範囲が違ってても、何も問題ではないでしょ

うということを言っている訳でございます。ちなみに、今日のテーマではございませんのでスライ

ド８をちょっととばしてしまったんですけれども、これは企業結合審査手続を記載したものでござ

います。実は私、今の課徴金減免管理官というポストにつく前はですね、上席企業結合調査官と言

うポストについてまして、企業結合審査も二年ほどやらして頂きましたので、もしですね、企業結

合についてご質問等々あればですね、お答え出来る範囲で、お答えさせて頂こうと思いますので、

最後にご質問をして頂ければなと言う風に考えてございます。

　では、スライドは10枚目でございます。競争の実質的制限の概念についての話でございます。そ

の、これまでずっと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事を何回も私、繰り返

しておった訳ですけれども、そもそも競争の実質的制限というのは何なんだということを説明した

判決でございます。

　東宝㈱他１名に対する審決取消訴訟事件の東京高裁の判決ということでございまして、これは東

宝と言う会社、皆さんご存知だとは思いますけれども、東宝がその子会社に新東宝と言うのがあっ

たんですけれども、その新東宝と言う子会社との間で、その新東宝が作成する映画の配給は全部自

分のところでやらせなさいと言う契約、排他的な契約を締結したという事件でございまして、排他

的な供給契約を公正取引委員会は不当な取引制限だということで問題としたものでございます。

　この判決でございますけれども、ここに記載の通りでございまして、競争の実質的制限とはとい

うことで、競争自体が減少して、特定の事業者、それから事業者集団がその意思である程度自由に

価格とか数量とかの条件を左右する、そうする事によって、市場を支配する事が出来る、そういう
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形態が既に現れているか又は、少なくとも現れようとしている、そう言う現れようとする程度に至

っている状態を言うんだという風に判示しております。これはほんとに古い判決で、昭和28年のも

のなんですけれども、判決文の記載の仕方が多分上手なんだと思います。今でも生きておりまして

ですね、我々も競争の実質的制限を説明する資料なんかを作る時によくこの昭和28年の判決を引用

したりしておりまして、いつまでこの昭和28年の判決を引用するのかなと言う気もしてるんですけ

れども、ずっと60年、70年近く経つ今でも生きているそう言う判例でございます。新しい判決です

と、その下に先程の NTT 東の事件の最高裁の判決の抜粋を付けておりますけれども、それなんか

は市場支配力の形成、維持、強化と言う言葉を使って説明をしておりますけれども、最初に申し上

げました東宝事件の判決がやっぱりベースになっておると考えている訳でございます。

　この私的独占について、具体的にどういう事件があるのかと言うとですね、スライドの11それか

ら12でございます。スライドの11でインテル事件ということですけれども、平成17年の４月に公正

取引委員会が措置をとった事件でございます。日本インテル、インテルの日本法人なんですけれど

も、その日本インテルがパソコンの CPU、中央情報処理装置なんですけれども、当時インテルは

CPU のシェアが89％、大体９割ぐらいございました。そのような中で日本インテルが国内のパソコ

ンメーカーに対して、左側の四角にあるような事を言う訳です。お宅のパソコンのインテル製の

CPU の割合を100％とするか、若しくは自分とこのインテルの CPU の割合を90％以上として、他の

競争事業者のものを10％以下に抑えるとかですね、生産数量の比較的多い複数商品群これはシリー

ズものの商品群のことなんですけれども、その複数商品群のパソコンに競争事業者の CPU を採用

しない、この何れかをやって貰えれば、リベートとか割戻金とかのメリットを与えますよと、こう

いうことをやる訳でございます。で、そうすると国内のパソコンメーカーは、そう言う割戻金とか

リベートとか欲しいということもあったんだと思いますけれども、日本インテルのいうことを聞く

訳ですね。結果として競争事業者のシェアと言うものがだいぶ落ちちゃった訳でございます。

　右上に書きましたけれども、インテルの競争事業者のシェア、そのインテルが排除行為をする前

は24％ぐらいだったんですけれども、11％ぐらいまで落ちちゃったということでございます。この

日本インテルが言ったこの①②③の何れかを条件として、リベートを提供しますよと言う行為、そ

の行為を公正取引委員会は排除行為ということで認定をして、これは私的独占だとして処分をした

ものでございます。これ、条件を％で表しているところに非常に競争事業者を排除してやるんだと

言う意図が私なんかはみてとれるかなと感じております。勿論、独占禁止法の私的独占を認定する

のにその当事会社の意図と言うのは必要ないんですけれども、非常にインテルが競争事業者をその

当時、排除したかったんだなと言うのがこの％で条件を示しているところに表われているなと個人

的にはそういう気がした事件でございました。それからインテルの事件は排除型私的独占とか言わ
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れている事件なんですけれども、もう一つの型の支配型私的独占でございますが、実は直近にござ

いましてですね、スライドの12番でございまして、福井県経済農業組合連合会が関係人になった事

件でございます。平成27年の１月16日に公正取引委員会が排除措置命令等々をしたという事件でご

ざいます。これどういう事件かと言いますと、福井県内の農業協同組合が施主となっている事業で

福井県が補助金を交付しているものがございます。どういう事業かというと特定の穀物について、

乾燥させたり、複数の異なる穀物を調整したり、その穀物を貯蔵したりする施設の製造請負工事と

かなんです。この福井県経済連合会はその施主代行者という立場でこの事業に関わってきます。で、

その事業のその入札業務等々を福井県経済連合会がやるんですけれども、入札に参加する人に対し

て、お宅はいくらで入れなさいと、落札する人はこの人ですよと言うのを指示してですね、その通

りに入札に参加する事業者にさせちゃうという行為をやっていたということでございまして、その

福井県経済連合会が入札に参加する施工業者を実質上支配しているという認定をしたものでござい

ます。

　支配の事件ってそんなにないんですけれども、こう言う形で支配型の私的独占についても公正取

引委員会が取り締まっているということでございます。

　スライドは13ページでございます。不当な取引制限ということでございます。最初に示した４本

柱の二つ目でございます。スライドの13に記載させて頂いておりますのは、独占禁止法の中の不当

な取引制限の定義でございます。不当な取引制限というのは、事業者が他の事業者と共同して、相

互に事業活動を拘束し、又は遂行することによって私的独占のところでも出てきましたけれども、

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定義をされております。で、不当な取引制

限という言葉が出てきますけれども、要は、カルテルとか入札談合の事でございます。

　その定義の中に出てきているその他の事業者と共同してと言うのが、どういう意味なのかという

のを述べたのが、スライドの14でございます。東芝ケミカル他８社が紙基材フェノール樹脂銅張積

層板というんですけれども、それについて価格カルテルをやっていたという事件でございます。そ

こでは、共同してと言う為には、事業者間に意思の連絡があったということが必要で、その意思の

連絡と言うのは、複数事業者間で相互に同内容若しくは同種の対価の引き上げを実施することを認

識ないし予測して、これと歩調をそろえる意思があることを意味するんだと。で、それには明示の

意思の連絡だけじゃなくて、黙示の意思の連絡も含まれるんだと言っております。

　そして、この最後の一番最後の下線部分ですね。これは個人的にはですね、結構画期的な判決だ

なあと言う風に個人的には思ったんですけれども、この東京高裁、こういう風に言うんですね、特

定の事業者が他の事業者との間で対価引上げ行為に関する情報交換をして、同一又はこれに準ずる

行動に出たような場合には、右行動、そのような行動が他の事業者の行動と無関係に、取引市場に

おける対価の競争に耐え得るとの独自の判断によって行われたことを示す特段の事情が認められな
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い限り、これらの事業者の間に、協調的行動をとることを期待し合う関係があって、その意思の連

絡があるものと推認されるのもやむを得ないというべきであると言う訳です。

　つまりは、何か事業者の間で話し合いが行われていて、そこでは価格の事について話し合われて

いる。で、その話し合いの結果どうなったかと言うのはちょっとよくわからない。分からないんだ

けれども、価格についての話し合いがあって、その話し合いの後、価格の動きを見たら、みんな同

じように価格を引き上げてると言うような事があると、単独で事業者がそれぞれ意思決定をしたん

だということがわかるような特段の事情がなければ、事業者の間に意思の連絡があったとみなされ

る、みなさざるを得ない、ということを言う訳ですね。私がその画期的だなと思ったのは、なかな

かカルテルの立証って難しいんです。なんかこう何月何日に何々やりましょうって言うみんなの合

意文書みたいなのがあれば、非常に楽なんですけれども、今そう言う文書を残している人は少ない

でしょう。私の知ってる学者さんが言うには、カルテルなんて言うのは、目配せ一つで出来るんだ

と。そういう目配せ一つでいくら上げるんだとか次おまえが取るんだというのは、わかっちゃうん

だというわけですね。だから、なかなかカルテルの立証って言うのは、難しい訳でございますけれ

ども、もし何か事業者が集って、価格について話しをして、合意したかどうかはわからないんです

けれども、その後に同じように価格を引き上げてたと、でその二つを公正取引委員会が認定出来れ

ば、これは合意があったんじゃないかということが基本的には言えるっていうのは、これはすごく

画期的だなという風に思ったというところでございます。

　これ時々、耳にするんですけれども、その仕事をしてると弁護士さんは勿論ですけれども、事業

者の方々ともお話しをする機会があるんですけれども、その事業者の方の中にはですね、あなたの

言う通り価格について事業者、他の競争事業者と情報交換しましたよと。でも、何にも決めてない

んですよ。単に情報交換しただけですと。それの何が問題なんですかと。それを真顔でですね、ほ

んとに純粋に何にも問題ないと思ってる訳ですね。是非ですね今日のご出席者の中には、組織内弁

護士さんが多いということを聞いておりますので、是非その会社さんなり、組織に戻られた時には

ですね、そう言うその価格を交換する事自体リスクのある危険な、公取に問題視されるリスクがあ

る行為なんだよと言うのをですね、是非言って頂きたいなという風に思っております。何かアメリ

カなんかではですね、事業者の会合なんかで、普通にお酒だけ飲んでるのであればまだいいんです

けれども、価格の話しが出たら、もうその場の席を立ちなさいと言うような指導をしているような

ところもあると言うやに聞いた事もありますけれども、何れにせよその価格なり競争上有意な、普

通だったら人に言わない秘密情報を交換してる事自体がほんとにリスクのある行為なんだよって言

うのは、是非ですね組織の方々、会社の方々に伝えて頂ければなと思っているところでございます。

独禁法違反になり得る行為ということでございます。

　スライドの15でございますが、こちらはですね、相互に事業活動を拘束し、又は遂行すると言う
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のはどういうことかを示した判例でございます。こちら白菜とか大根とかカブとかの交配種の種に

ついて、価格カルテルをやっていたという事件でございますけれども、事業活動を拘束し、と言う

のは自由であるべき各事業者の事業活動を相互に制約することという風に言っております。入札談

合とか価格カルテルなんかで拘束されている事業活動は本来会社が自由に決める事が出来る価格を

付ける等々ということでございますので、事業活動は拘束されているということになります。

　スライドの16でございますが、最近の談合、カルテル事件等の例と書いてますが、ここにあげた

二つは入札談合の例でございます。北陸新幹線消融雪備工事、雪を溶かす設備を作る工事があるら

しいんですけれども、そこで談合がされていたという事件です。後、（２）はこれは舗装工事です

ね。震災関連の舗装工事の入札について談合がされていた事件でございまして、それぞれここに排

除措置命令とか課徴金の額とか書いてますけれども、これどちらもですね、これ後で調査手続きの

ところで話しますけれども、刑事告発もされている事件でございます。

　岡山の事件ってないかなと思って、色々探したんですけれども、その判決とか審決とかのデータ

ベースがあるんですけれども、そこで岡山とこう検索してもですね、そんなに出てこないんですが、

でもいくつかございましてスライドの17とかを見てみますと、これはカルテル事件なんですけれど

も、平成21年なんですけれども、岡山市所在の私立中学校の修学旅行を取り扱う旅行業者５社がで

すね、要は中学校の修学旅行のバス代金とか宿泊費とか企画料金とか添乗員費用の基準とかってい

うのを合意しちゃったという事件なんですが、これが平成21年にございました。

　公正取引委員会はこの行為は市立中学校の旅行に関する旅行業務の市場の競争を実質的に制限し

ているということで、排除措置命令を出したものでございます。

　スライドの18はですね、最初に４本柱の三本目に不公正な取引方法というのがございましたけれ

ども、その不公正な取引方法について記載をさせて頂いております。

　不公正な取引方法は独占禁止法の中にも定義規定が置かれてますけれども、それとは別に公正取

引委員会の告示でも行為類型が定められておりまして、全部で15の行為類型があります。このスラ

イドの18にそれらをまとめさせていただいておりますけれども、共同の取引拒絶ですとか差別対価

ですとか、冒頭出てきましたけれども不当廉売とか、そう言う行為類型で公正な競争を阻害するお

それがあるものという風に通常説明されてるものでございます。で、こういう不公正な取引はやっ

てはいけないという風に独禁法でなっているわけでございます。でスライドの19なんかでは、不公

正な取引方法の中で比較的よく出る、話題になるものでございますけれども、再販売価格の拘束で

すとか、優越的地位の濫用ですとか、この二つについて少し説明をしているというものでございま

す。
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　優越的地位の濫用行為につきましては、立場の弱い事業者を守ると言う側面もございまして、よ

く話題になるものでございます。こちらも岡山県に関係してるものって何かないかなと見てみまし

たところ、いくつかございました。スライドの20でございますが、これも比較的新しいものでござ

いまして、平成27年の２月に排除措置命令が出されたものなんですけれども、岡山県北生コンクリ

ート協同組合と言うところに対して、その協同組合が行った行為について、これは競争事業者の取

引妨害だということで公正取引委員会が排除措置命令を行ったと言うのがございます。

　どういうことを言ったかといいますと、岡山県北生コンクリート協同組合というところがあって、

そこは勿論、取引先と生コンについて取引をしてるんですけれども、何をやったかと言うと端的に

言うと非組合員と取引するなということを取引先事業者に言った訳ですね。非組合員と取引をした

場合には、現金による定価販売にしますと言うような事を、つまりは取引条件を悪くしますよ、と

いうことを口頭それから文書でも通知をしてた、という事件です。そういう行為は非組合員とその

取引事業者、生コンを使う建設業者ですけれども、非組合員とその建設業者との間の取引を妨害し

ているものだということで公正取引委員会が排除措置命令を行ったというものでございます。

　それからスライドの21なんかはですね、これは優越的地位の濫用事件です。まだ、これは確か審

判が続いていると思うんですが、山陽マルナカっていう、岡山に本店があるのかなと思ったんです

けれども、スーパーマーケットがございます。その山陽マルナカに対して、優越的地位を濫用した

ということで、公正取引委員会が排除措置命令を行ったものでござます。どう言う行為について優

越的地位の濫用を認定して排除措置命令をしたかと言いますと、いくつかこのオレンジ色のところ

で書いてございますけれども、例えば右上なんかで言いますと、新規開店、新しくお店を開いた時

にこう商品を並べる訳ですけれども、そこのその並べると言う作業に納入業者の従業員を使っちゃ

ったと。使って、そのために通常必要な費用を負担しないというような事をやったとかですね。ま

た、協賛金出させるとか、クリスマス関連商品と言うのをスーパーなんか出すんですけれども、そ

れをこう納入業者に買わせたとかですね、そういうものです。

　左側にいくと不当な返品ですとか、納入価格を不当に減額させたというような事を認定をして、

こういう行為は優越的地位の濫用だということで、これ少し前なんですが、平成23年の６月に公正

取引委員会が排除措置を行ったという事件がございました。

　これまで私が話した事のほとんどはもうすでに皆さんご理解されてる事だったと思います。少し

話しを変えまして、スライドの22ページ以降でございますけれども、調査手続の話しでございます。

独占禁止法違反事件、先程の私的独占であったり、不当な取引制限であったり、不公正な取引方法、

それに関する事件の審査手続ということでございます。22ページ、その審査手続の概略と言います

か、全体像と言うものを一つの絵にしてみたものでございます。
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　審査手続は大きく分けまして、実態解明のプロセスとその事実認定を踏まえた行政処分とその確

定までのプロセスということで、二つに分かれます。

　実は、このプロセスのほとんどにおいて、弁護士さんが関与する場面と言うのがございます。

　実態解明のプロセスとしましては、端緒という事件のきっかけとなる情報を入手するプロセスと

その端緒を受けて、事件を開始して、立入検査をしたり、供述調査を取ったりして、事実を解明す

るプロセスという風に更に分かれます。

　ちなみに端緒のすぐ右の矢印のところに行政調査、犯則調査と言う風に上下二つの四角がござい

ますけれども、犯則調査と言うものは刑事手続でございます。

　事業者に刑事罰を科す事を目的として行う調査でございまして、裁判所から令状を取ってですね、

公正取引委員会が臨検等々を行っているというそういう調査でございます。上の行政調査、実は今

日お話しさせて頂く調査手続というのは、その行政調査を念頭においてお話しをさせて頂きますけ

れども、この行政調査と言うのは、その裁判所の令状が必要な調査ではございません。行政調査は、

我々に協力して貰えないとその時には罰則がかかりますよということで行う調査でございまして、

所謂、その間接強制と言われているものでございます。で、調査の結果、これは違反事実が存在し

ているとなった場合には、行政調査の場合は最終的には排除措置命令ということを目指す訳ですけ

れども、いきなり排除措置命令とか課徴金納付命令という行政処分が出される訳ではなくてですね、

その処分の前にですね、関係する事業者さんからの意見を聞くというプロセスが入ります。意見を

聞いた上で、やっぱり違反だということになると初めて排除措置命令とか課徴金納付命令といった

処分が下されるということになります。

　で、処分がされた後は勿論でございますけれども、その処分について争う道も開けていると言う

訳でございます。で、犯則調査の場合は、調査の結果、刑事罰に相当する事実があるということで

あれば、検事総長に公正取引委員会は告発をするというプロセスを取る事になります。

　ちなみに公正取引委員会はどういう事件を刑事告発するかと言うと、告発方針と言うのを示して

おりまして少し抽象的なんですけれども、一つは国民生活に広範囲な影響を及ぼすと考えられる悪

質重大な事件、談合とかカルテルが多いんですけれども、そういう事件。それでもう一つは行政手

続、行政調査で行政処分をやるんですけれども、何回行政処分をやっても繰り返しやっちゃうとか、

行政処分によっては、独禁法の目的が達成出来ないと考えられるような事案については、積極的に

刑事処分を求めて、告発を行うという方針でございまして、そういう事案に該当すると思われる相

当の理由がある時に犯則調査を開始するとこういうことになっております。

　繰り返しますが、今日は基本的には行政調査を念頭においてお話しをさせて頂きます。先ずは調

査の開始、端緒についてでございますけれども、事件の端緒となる情報源でございますが、一番左

の四角にございますけれども四つございます。職権探知、申告、課徴金減免制度、中小企業庁の請

求と四つ記載をさせて頂いております。職権探知、これは公正取引委員会自らが新聞とか雑誌とか、
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また、事件調査以外の市場調査なんかの他の業務から得られる情報等々から独禁法違反行為を見つ

けるというものでございます。それから一般からの報告、これは申告ということでございますが、

外部から公正取引委員会にあそこの会社は独禁法違反をしてるんじゃないかと言う情報が寄せられ

ると言うものでございまして、それを申告といっております。

　それから三つ目が課徴金減免制度、リニエンシー制度と言われたりしますけれども、課徴金減免

制度に基づく申請これが三つ目でございます。最後に中小企業庁の請求とございます。

　中小企業庁設置法の中にですね、中小事業者が不当な取引制限とか不公正な取引方法で事業が阻

害されてるという情報を中小企業庁が入手したら、それを公正取引委員会に報告して、適当な措置

をとる事を求める事が出来ると言う規定があるんですけれども、その規定に基づく請求ということ

でございます。数はあまり多くないと思っております。この四つの中で数が多くて、非常に活用さ

れてるものとしては、申告それから課徴金減免制度、この二つでございますので、この二つについ

て説明をさせて頂ければと思いますが、スライドは23番目でございます。申告でございますけれど

も、独占禁止法の違反事実があると思う時は誰でも公正取引委員会にその事実を報告して、適当な

措置を取る事を求める事が出来ます。これは独禁法の中に規定がございます。実際、沢山の申告が

寄せられております。平成27年度なんかは6,331件の申告が寄せられております。で、公正取引委員

会はこの寄せられたこの六千いくらの申告を一つ一つ検討してですね、処理方針と言うのを決めて

いると言う状況でございます。それから課徴金減免制度、これはそのすぐ後でご説明いたしますけ

れども、独禁法違反行為が認定されますと一定の違反行為に対してその課徴金という経済的な不利

益がかかる訳です。

　で、かかるんですけれども自分の違反行為を自ら公正取引委員会に自主的に報告した場合は、そ

の課徴金っていう経済的な不利益を一定の条件の下でございますけれども、免除若しくは減額しま

すよと言う制度でございます。年度によって、申請件数というものに増減はあるんですけれども、

大体ならしてみますと年間100件前後の申請が出されている、そういう状況でございます。実は、

私、この課徴金減免管理官となっておりますけれども、何をやってるかと言いますとこの年間100い

くら寄せられる課徴金減免申請を受け付けて、補足調査等々をさせて頂いてるという訳でございます。

　スライドは24でございます。申告でございますが、申告についていくつかポイントをまとめてお

ります。どんな手段でも構いませんと。手紙でも電話なんかでも構いませんということでございま

す。誰からでも受け付けますということです。匿名でも大丈夫と言うような制度になってます。

　で申告は勿論、東京の本局でも受け付けておりますけれども、中国地方でも受け付けておりまし

て、岡山なんかですと公正取引委員会の中国支所と言うのがあるんですが、そこの第一審査課と言

うところが申告を受け付けています。それから申告者、申告内容、これは勿論ですけれどもそれら
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が外部に出るということはございません。こう言う申告が年間六千件ほどきているということでご

ざいます。次に課徴金減免制度というものについて、ご説明をさせて頂ければと思います。繰り返

しですけれども課徴金減免制度、これはカルテルとか入札談合の発見、解明を容易にする為に違反

事業者が公正取引委員会に対して、自らの違反行為にかかる事実の報告とか資料提出を行うと一定

の要件の下で課徴金を免除若しくは減額するという制度でございまして、これは平成17年に独占禁

止法が改正されて導入されて、平成18年の１月から施行されているものでございます。すでに10年

ちょっとの運用実績があると言うことでございます。

　スライドの25にいくつかの絵を書かして頂いておりますけれども、公正取引委員会の調査開始前

にですね、最初に公正取引委員会に自主的に違反行為を報告してきた事業者に対しては、課徴金は

取りませんと。課徴金は免除します。二番目に申請してきた事業者は、課徴金を半額にしますと。

三番目から五番目までは、課徴金を30％減額にしますと言うようにしております。で、調査開始し

た後の申請者、立入検査した後の申請者に対しては、一律30％減額しますということにしておりま

す。ただ課徴金の免除とか減額を受けられる事業者の数と言うのは、最大で５社と決まっておりま

して、例えばすでに立入検査前に５社申請者がいれば、立入検査をした後の申請は、申請自体はし

て頂いて構わないんですけれども、最終的にじゃあ減額なり免除なりが認められるかと言うとそこ

は順番の繰り上がりとかがなければ枠外ということで認められないということになります。それか

ら調査開始前の三番目より後の申請者、それから調査開始後の申請者には公正取引委員会に情報を

出すと言うだけではなくてですね、公正取引委員会が把握していない事実を報告しなければならな

いという新規性の要件というものがかかってきます。ですので、基本的には早く情報を持って来た

人が大きなメリットを得られるような制度になってございます。その他、一番下のかっこで書いて

ますけれども、同一企業内の会社さんであれば、共同で一つの申請をして頂く事も可能となってま

す。同一の企業グループと申しましたけれども、親子会社、兄弟会社、孫会社も含めてですけれど

も、そう言う同一企業グループで違反行為をやっていたのであれば、みんなまとめて一つの申請を

する事が出来るということでございます。

　実際にですね、どう言う形で課徴金減免制度と言うものが運用されているのかと言うのをまとめ

たものが、スライドの26でございます。

　スライドの26はですね、公正取引委員会の調査開始日前の場合、立入検査を行う前に違反行為を

公正取引委員会に自主的に報告して頂く場合の手続きの流れを書いたものでございます。一番左に

違反行為を発見という風に書いてございます。これは大体社内調査等々を弁護士さんなり会社の法

務部なりが中心になってやって頂く訳でございますけれども、社内調査等々でその会社さん、クラ

イアントである会社さんに独占禁止法違反行為というものがあったということですと、そこから次
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は申請しようかという話しに恐らくなるんだと思うんですが、その前に事前相談と言う四角がござ

います。この事前相談ということなんですけれども、公正取引委員会に申請する前に公正取引委員

会に電話をしてですね、色々相談する事が出来ます。例えば、申請する為の様式があるんですけれ

ども、その記載の仕方でありますとか、更にはこの会社が行っている行為と言うのが、課徴金減免

申請制度の対象になるのかどうか。もっと言ってしまえば、実はこれが一番多いんですけれども、

今申請したら、自分は何番目ですかと言う質問もすることができます。そういう質問をしたいとい

うニーズが実際にある訳ですけれども、この事前相談は勿論、事業者さんは事前相談をしないと申

請出来ないと言う訳でもなくて、別に公正取引委員会も事前相談と言うのをやらないといけないと

いう訳ではないんですけれども、我々も課徴金減免制度をどんどん使って欲しいという思いもある

ものですので、そういう事前相談がくればですね、積極的に対応しているということでございます。

で、実際、今申請したら何番ですかと聞かれたら、仮の順番ということになるんですけれども、我々

も答えるようにしてます。

　ただ、事前相談は本当に課徴金減免制度を利用しようと真剣に考えている事業者さんの為にやっ

てるものですので、単なる情報収集とかですね、ほんとにするかどうかもわからないような段階の

人に対してはですね、そこは申し訳ないんですけど我々も答えない。例えば、記者さんが聞いてき

ても、我々が答える事はありません。事前相談の時に順番を教える事はあると言うのは承知して頂

ければなと思いますが、順番を教える為には我々も話しを聞かないといけないですね。どう言う状

況なんですかとか。どのような商品について受注調整をやってたんですかとか。受注調整のメンバ

ーは誰ですかとか。聞かないとなかなか順番を答える事が出来ない訳ですので、色々聞くようには

します。そして、頂いた情報の範囲の中で考えると今申請してもらえれば何番ですとかそう言う回

答をしてございます。何れにせよ事前相談と言うのを受け付けているということでございます。

　この事前相談ですが、私の肌感覚で誠に恐縮なんですけれども、事前相談せずに直接申請する事

業者さんよりも一度事前相談をしてですね、今申請したら何番かと確認した後に FAX を送って来

る事業者さんの方が多いように感じております。で、実際に申請するってなりますと、様式第一号

と言う様式があるんですけれども、その様式を公正取引委員会に FAX して頂くということになり

ます。これ実は、FAX じゃないと駄目ですよとしているわけですが、時代遅れなんじゃないかと、

何でメールじゃ駄目なんだという意見があるようです。ただ、課徴金減免制度は、申請の順番によ

って、一位は免除、二位は何とかとなっているわけでございまして、順番が非常に重要なんですね。

なので同着とかですね、持参してもいいよと言った場合にその持参して対応している間に FAX が

届いたらどっちが一番なんだと言う問題を回避したいということがありまして、様式一号は FAX

で出してくださいという風にしております。で、様式一号を頂きますと、その後、様式二号という
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詳しい内容の報告を一定期間の間にして頂く事になります。全ての報告なり、資料の提出なりを受

けた場合には、公正取引委員会が全て頂きましたよと言う通知を出さして頂くということになりま

す。最終的な課徴金減額等は、課徴金納付命令の段階で確定するという事になります。申請の段階

で確定というわけではないのですが、この一連のプロセスをやって頂ければですね、基本的には課

徴金の減免を受ける椅子は確保出来るということになります。

　スライドの27でございますが、こちらは調査開始後、公正取引委員会が立入検査を行った後の手

続きでございまして、調査開始前の場合と比較して、大きく違いますのは、調査開始後の申請は、

申請できる期間というのが決まっております。立入検査日後、20営業日以内、もっと正確に言いま

すと、立入検査日から起算して21日目までに申請をして頂き、またその21日目までに必要な資料等々

を提出して頂く必要があるということでございます。

　こちらにも事前相談というのがありますけれども、事前に公正取引委員会にまだ枠は空いている

かという確認をした後に申請している事業者が多いように思います。

　ちなみにこの事後の事前相談、例えば、事後、基本的には三つ枠がある訳ですけれども、事前相

談の時に常連のといいますか、分かっている弁護士さんは、枠があるかないかと言う質問をされま

す。我々は枠があれば空いてますよ、とか、空いてなければ、ないですよ、という回答をするんで

すけれども、たまに今、事後で、何番目ですか、と言う質問をされる事があります。そういう質問

には実は答えてないんです。事後については、順番は答えずに、枠の有無だけを答えるというよう

にしております。何れにしましても、決まった様式を公正取引委員会に FAX して頂いて、また違

反行為の詳細を一定の期間内にご報告頂いて、納付命令の段階で課徴金減免が確定すると言うのは、

事前の申請の場合と同じでございます。

　どれぐらい利用されているのか等々をまとめたのが、スライドの28、29でございます。平成18年

の１月から施行されておりますけれども、施行後、平成27年度までの数字でございますけれども、

全部で合わせてみますと、938件の申請がなされている状況でございます。この内、年度単位で数字

をとることができます平成18年度から平成27年度までの申請件数を用いて、単純平均をとってみま

すと、年平均91件の課徴金減免申請があると言う状況でございます。

　平成17年度にこの課徴金減免制度を導入する時にはですね、この課徴金減免制度、所謂、談合グ

ループにしてみれば一人裏切って公正取引委員会に行くみたいな制度でございますので、そんな裏

切りを奨励するような制度は、和を尊う日本社会には根付かないと言うような意見もあったやに聞

いておりますけれども、実際、蓋を開けてみるとこれしっかりと活用されておりまして、しっかり

と日本社会に定着してるんじゃないかなという感じを受けております。

　スライドの29にいきますと、こちらがその課徴金減免制度の対象となっている違反行為のカルテ
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ルとか談合の事件数の推移です。そして、公正取引委員会が摘発したカルテルとか談合の事件数の

内、課徴金減免制度が活用された事件数も示しています。

　18年度から27年度まで合計しますと、136件のカルテルとか談合の事件があった訳ですけれども、

その内109件、大体80％の事件で課徴金減免制度が活用されているということになります。この課徴

金減免制度を導入した趣旨の一つが、秘密裏に行われてる談合とかカルテルの摘発を容易にするん

だと、そう言う情報を集めるんだ、ということだったんですけれども、非常にその目的に沿った形

で運用がされてるのかなと言う気がしてございます。

　スライドの30と31でございます。課徴金減免制度の適用事業者の公表についてという風に書いて

ます。これ公正取引委員会のウェブサイトを見て頂ければ分かるのですが、すでにご覧になられた

ことがあるかもしれませんけれども、事件が終わった後にですね、課徴金減免制度、課徴金の減免

を受けた事業者と言うのを、一覧の表にして公表しております。スライドの30はですね、従来の運

用という風にかっことして書いてますけれども、従来は課徴金減免を受けた事業者がその公表を希

望する時だけ、公正取引委員会はホームページに載せていたんです。カルテルとか談合で公正取引

委員会から措置命令をされますと、地方公共団体とか発注者の人から指名停止を受ける事もありま

す。あるんですけれども、これは各地方公共団体によって違うんですけれども、課徴金減免申請を

してると、その指名停止の期間が半分になったりですね。多少負けて貰えるという事もありますの

で、大抵の人は公表を希望する訳です。ただ、現時点ではですね、このスライドの31なんですけれ

ども、もう一律に公表すると、希望するとかしないとか関係なく、もう一律に公表すると言うよう

にしております。

　これどうしてかということなんですけれども、最初、課徴金減免制度を導入した時って言うのは、

その違反事実をある意味、自首と言いますか、自分で言って来た人に対して、その行政処分をある

程度負けてあげるという制度が日本になかったものでございます。で、また先程も言いましたけれ

ども、こんな制度は日本なんかでは使われないというような意見もあったようででございますので、

公正取引委員会としてはなるべくその課徴金減免制度が使われなくなるような要因は取り除きたか

ったというのがありました。課徴金減免制度をしたら事件が終わった後に全部公表されるっていう

運用をしてしまうと、もしかしたら公表されるのを嫌がって、課徴金減免申請自体をしないように

なるんじゃないかというのを当時の人達は考えたようでございまして、なので希望する人だけ公表

するようにしようというようにして、それを10年ぐらいやってきた訳でございます。けれども、10

年を振替ってみますと、もう減免制度も積極的に活用されておりまして、もう結構日本社会に根付

いてるんじゃないかということもありまして、また法運用の透明性ということから言えば、そう言

うのはきちんと公表した方がいいだろうと、それがむしろ原則じゃないかということもございまし

て、現時点ではですね、昨年の６月１日以後の申請につきましては、その公表を希望するしないに
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関わらず、課徴金の減免を受けた事業者さんについては、公正取引委員会のウェブサイトで公表す

るというような運用にしております。

　スライドは32なんですけれども、運用面でのキーワードということで、社内調査の徹底と課徴金

減免管理官と申請者とのコミュニケーションとこの二つを記載をさせて頂いております。一つ目は

社内調査の徹底ということでございますけれども、この課徴金減免制度、これを活用して頂く為に

は、これ当たり前ですけど、先ずは申請事業者さん自らが自らの違反行為を発見して頂く必要があ

る訳ですけれども、実は申請事業者さんが自らの違反行為を発見する事がだんだん難しくなってき

てるんじゃないかなと言うのを結構感じております。実際、我々、減免申請を受けて、弁護士さん

が会社の職員から聞き取って頂いたものを陳述書という形で頂く訳でございますけれども、その陳

述書なんか拝見させて頂いてもですね、もしかしたら、この人、会社の上司の人に本当の事を言い

にくいのかなと、だからあんまり話してなくて、お茶を濁してるのかなと思われるような陳述書も、

私が勝手に感じているだけかもしれませんけれども、そう思う時がございます。そう言う場合には

例えば、会社の方が席をはずして、代理人の先生方が二人で話しを聞くですとか、会社の方が話し

を聞くにしても一人の方だけで聞くんじゃなくて、複数の人が何回かに分けて話しを聞くといった

そう言う工夫が必要になるだろうと考えております。それからその陳述書という形で頂く訳ですけ

れども、その陳述書って言うのはどうしてもその職員の方の記憶に頼るところが出て来ます。

　どうしてもその記憶がない、若しくは、記憶があやふやだったりする部分と言うのがございます。

で、これ結構起こるんですけれども、実は、そう言うところが我々がもっと知りたい、もっと具体

的に教えて欲しいというような部分だったりする訳です。そういう場合にはですね、例えば、その

記憶が曖昧ですますというのではなくて、例えば、その職員が当時使っていたメモ帳ですとか、予

定表とか、そういうものをこうひっくり返してみて頂いてですね、何とかその職員の記憶をこう喚

起するような、そういう努力と言いますか、工夫が必要になってくるんだろうと言う風に考えてお

ります。この点は、組織の中でご活躍されてる弁護士さんに拠っているところが結構あります。恐

らくその弁護士さんが中心になって社内調査をやるんだと思うんですけれども、そのもしかしたら、

本当はもっと大きい違反行為なんだけれども、矮小化して言ってるんじゃないかなと思われたらで

すね、ちょっと聞き方を工夫するとかですね、記憶がないって言ってるんですけれども、本当にな

いのかなというのをちょっと疑ってみて頂いてですね、疑うと言うとちょっと言葉が悪いんですけ

れども、社内調査をやって頂ければなと思っています。そう言う徹底したその社内調査をやって頂

くというのは、その課徴金減免制度を今後も引き続き円滑に運用していくキーワードになるんだろ

うという風に思っております。で、この時にその社内調査をする際に考えて頂きたいなと思ってお

りますのは、例えば、一つのカルテルとか談合とかの情報があった時にですね、それを報告して頂

く、それをこう徹底的に調査して頂いて、公正取引委員会に報告して頂くと言うのは是非やって頂



組織内弁護士研修講義録

－29－

ければと思うんですけれども、更にプラスしてですね、本当にそれだけなのかなと言うのは、常に

考えて頂いた方がいい気がいつもしてます。我々も課徴金減免申請を受けるんですけれども、一部

の地域だったり、一部の商品だったりについて報告を受けるときがありますけれども、他にはやっ

てないんだろうかというのはやっぱりすぐに頭をよぎる訳でございます。一つ違反行為が見つかっ

た場合にはですね、関連する他の商品、若しくはもっと上の人も関わってるんじゃないかなとかで

すね、そう言う発想でですね社内調査をして頂ければなと思っております。二つ目として、その課

徴金減免管理官と申請者とのコミュニケーションということでございます。課徴金減免申請、これ

事業者さんに行って頂くものなんですけれども、その手続きの中で先程のフロー図だとこう矢印の

方向にさーっと手続が流れている感じにしか見えないんですけれども、実は、あの流れていく間に

もですね、公正取引委員会と申請事業者さんとの間で、何回もこうコミュニケーションをとる事が

あります。もっと具体的に言ってしまえば、この課徴金減免管理官である私とか、その私の下にい

る人達とコミュニケーションを何回もとって頂くということがあります。で、この課徴金減免制度

でございますけれども、その限られた時間内に事業者の方には資料等を用意して頂く必要がある訳

でございます。他方、我々、公正取引委員会もここを知りたいと言うポイントがある訳でございま

す。勿論、その事業者さんが調査できる方法とか範囲にも現実的な限界がある訳ですので、これら

をこうお互い理解しながらですね、効率的に調査をする為には、両者間のコミュニケーションと言

うのが非常に大事になってくるんだろうという風に、私なんかまさに現場にいて思う訳でございま

す。で、この二つはですね、最後の方にまたお話しさせて頂きますけれども、課徴金減免制度これ

見直した方がいいんじゃないかという議論がされております。で、そういう議論がされてるんです

けれども、この徹底した社内調査でありますとか、公正取引委員会と事業者さんとのコミュニケー

ションが大事なんだと言う、この二点はですね、恐らくどう言う風に制度が変わったとしても、こ

の二点が重要なのは変わらないだろうという風に思ってる次第でございます。

　スライドの33でございます。ここからはですね、その端緒で得た情報で審査を立件する訳ですけ

れども、どう言う風にこう我々が実態解明をしていくかということについてお話をさせていただけ

ればと思います。スライドの33は立入検査について書いたものでございます。立入検査、皆さんの

中にご経験された人がいるかどうかわかりませんけれども、その違反行為をしている疑いのある事

業者さんのところに公正取引委員会の人が行ってですね、書類なり電子データなりを見せて頂く、

必要なものは持って帰らせて頂くということをさせて頂いております。立入検査、勿論やらない事

件もあるんですけれども通常は、立入検査で事件が始まると思って頂ければと思います。

　立入検査の目的は証拠物を全部持ってくるということなんですけれども、それだけで当然事実が

認定される訳ではございませんで、スライドの34なんですけれども、事情聴取と言うのをやったり
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します。その違反行為を関与していただろう職員の人に公正取引委員会に来ていただいて、話しを

聞かせて貰えませんかということで、色々話しを聞く訳でございます。ここで絵の中で噴出しのよ

うに、部長会と言うのは、誰々で、何々さんとこう言う話しをしてましたと素直に言ってくれれば

いいんですけれども、私も事情聴取は経験した事はありますけれども、これはなかなか難しいんで

すが、事情聴取で得た証拠なんかも加えながらですね、実態解明をしていくということでございま

す。事情聴取、どれくらい行われているかということなんですけれども、スライドの35でございま

すが、これは古いデータで、21年度、22年度、23年度の数字なんですけれども、例えば供述聴取の

回数なんかで言うと平均ですと、2.9回とか3.1回とか2.8回とか、何か最多で42回とか、42回も呼ば

れた人がいるのかとちょっと驚いてしまったんですけれども、ただ、平均すると２回から３回ぐら

い呼ばれているようです。平均すると総時間的には14時間から16時間ぐらいの時間で供述調査が行

われている。２番で、１回当たりのどれぐらいの時間で事情聴取が行われているのか、それから休

憩時間をきちんと公正取引委員会は取らせているのかということでまとめてみますと、大体平均聴

取時間は４時間から５時間、休憩も１回ぐらいというデータが出てきている状況でございます。こ

の後で、最後の方で見直しの方向性ということでお話しをさせて頂きますけれども、基本的には、

供述聴取、何回も呼ばれると事業者さんの負担になるという意見が結構強うございまして、今、そ

の独占禁止法研究会と言うところで議論されている一つの見直しの効果として、期待されてるもの

としては、この供述聴取の回数が減るんじゃないかと言うようなことも議論をされているところで

ございます。いずれにしても、立入検査とか事情聴取とかをさせて頂いて、事実を認定していく、

そして、その事実がやっぱり違反だということになると、事前手続きを経て、排除措置命令という

ことになります。

　排除措置命令と言うのは、スライドの36でございますけれども、そこで例えばということで主文

ということで書いてますけれども、違反行為やめなさい、とか、すでに止めてるものであったら違

反行為を止めてることを確認しなさいとか、繰り返しやってはいけませんとか、コンプラちゃんと

整理しなさいとか、そういう命令が下る事になります。

　排除措置命令、どれぐらいの件数、行われているのかスライド37にまとめておりますので、ここ

は数字を見て頂ければと思います。数字だけみるとだんだん減ってきておりますが、こういう状況

でございます。

　それからスライドの38でございますが、課徴金納付命令の事についても書いています。一定の違

反行為、スライドの38の表に出ている不当な取引制限ですとか、私的独占ですとか、一部の不公正

な取引方法、こういうものに対しては課徴金がかかります。不公正な取引方法については、不当廉

売とか差別対価等は２回目やった時にかかるというような制度になっております。課徴金の算定率
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というものもこのスライド38の表にまとめているところでございます。

　不当な取引制限なんかで言いますと例えば繰り返しやっていた場合は、1.5倍になりますとか、カ

ルテルで主導的な役割を果たしていたら課徴金の算定率ここ10％と書いてるんですけど、それが 

15％になりますとか。繰り返しやって且つ、主導な主導的な立場、主導的な役割を担っていれば２

倍になりますよとかですね、そういう細かな規定もありますけれども基本的には不当な取引制限に

ついては10％かかるということでございます。また、私的独占の支配型であれば10％の課徴金算定

率がかかると言うような状況でございます。１事件当たりの過去の最高額とか、１社当たりの過去

の最高額、ご参考までに書いておりますけれども、結構な金額が場合によってはかかって来るとい

うことでございます。

　課徴金命令の推移につきましても、スライドの39でまとめております。大体、昨年度ですと大体

85億円ぐらいの課徴金の納付を命じているという状況でございます。

　スライドの40、41それから42でございますけれども、これはその不服申し立て手続をちょっと書

いたものでございます。スライドの40は新旧制度の比較なんて書いてますけれども、その新旧って

何なんだということなんですが、これは平成25年にですね独占禁止法を改正しまして、それまでは

その審判と言う手続があったんですけれども、それを平成25年になくしました。その審判があった

時の制度が旧手続で、なくなった後の制度が現行手続という風になってます。平成25年に審判とい

うのをなくしたんですけれども、その時にはその審判官と言われている人と公正取引委員会と事業

者、その三角形で審判をやるんですけれども、審判官と言う人も、形式的には公正取引委員会の職

員なんですね。で、審査官も公正取引委員会の職員。その時は裁く者と裁かれる者が同じ穴のむじ

なと狸じゃないかと言うような批判もございまして、そういうこう客観的な外観上の手続の不公平

さをなくすと言う意味もあって審判をなくしたということでございます。で、審判をなくしてしま

いますと、その行政処分、排除措置命令というのが公正取引委員会の最終的な判断という風になり

ます。旧手続では、一回、公正取引委員会が処分をやったって、その後審判と言うのをされて、審

判が終わると審決と言うのが出るんですけれども、その審決と言うところで公正取引委員会が最終

的な判断をすると言う立て付けだったんですが、審判がなくなるともう排除措置命令を出す段階で

公正取引委員会が最終的な判断をするということですので、その行政処分を出す前の手続きをちょ

っと充実させる必要があるんじゃないかということで、旧手続には事前説明というものだったのが、

現行では意見聴取手続という風に変わっております。

　旧手続は事前説明、これは審査官が説明すると言う話しだったんですけれども、今は説明を事業

者の方が聞くだけじゃなくてですね、むしろ事業者さんの意見を聞こうと言う手続きに変わってお

ります。その意見聴取手続を主催する人として意見聴取官と言うのが公正取引委員会の中におりま
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す。どう言う人達かと言いますと、スライドの41でございますけれども、当然ですけれども、事件

調査に関与していない人が意見聴取官と言う風になりまして、審査官と事業者の方々から意見をそ

れぞれ聞くと、そして、その内容を公正取引委員会に報告するという職務を担当しております。

　スライドの42ですけれども意見聴取官の位置付けと言うところで、どういう役割をやってるのか、

どういう位置付けなのかと言うのをまとめてございます。

　争点について、その判断するとかをせずにですね、あくまで当事者のご主張、そしてその主張に

対する審査官の回答と言うものを整理して、公正取引委員会に報告するというそういう役割の人で

ございます。位置付けとか証拠の閲覧、謄写とか記載しておりますけれども、読んで頂ければわか

るかなと思っております。

　スライドの43以降でございますが、こちらが新しい枠組み、若しくは見直しの議論でございます。

スライドの43、44でございますけれども、確約制度と言うのをまとめてございます。皆さんご存知

の通り、TPP 協定と言うのがこの2015年の10月だったと思いますけれども、大筋、まとまりまし

て、それを受けて国内法を整理しないといけないという風になった訳でございます。その TPP 協

定、全部で30章ぐらい章立てされておりまして、その中の16章というのが競争政策に関する章でご

ざいます。で、その16章にはどういうことが定められてるのかと言いますと、スライドの43でまと

めたようなものが規定されている訳でございまして、ほとんどのものがですね、当時の独占禁止法

で担保出来ているものなんですけれども、下線を引きました、合意により事件を解決する制度の導

入と言うのはもう TPP に書かれておりまして、で、それを担保する制度が当時の独禁法にはないと

いうことでございました。なので、それをちゃんと担保、手当てしないといかん、ということで、

導入したのがスライドの44でございますけれども、確約手続と言われているものでございます。こ

れはどういうものかということなんですけれども、端的に申し上げると事件の終わり方の選択肢を

一つ増やしたという事だろうと思っております。従来と言いますか、今現在でございますと、公正

取引委員会、一旦事件の調査を始めますと、違反事実を認定して、行政処分をするのか、違反の恐

れありとして警告をするのか、違反に繋がる恐れがあるとして注意をするのか、若しくはその違反

事実はなかったということでもう調査をやめちゃうのか、大体その４つぐらいしかなかった訳でご

ざいます。基本的には違反行為を公正取引委員会が認定するかどうかだったんですけれども、そう

じゃない制度、要はもうまさに TPP に書かれている通りなんですけれども、公正取引委員会とその

関係している事業者との間の合意によって、事件を終わらすような手続きを導入しようということ

でございます。で、フロー図をスライドの44に書いておりますけれども、公正取引委員会が調査を

開始して、その後、この確約手続を適用するのが適切ではないかと公正取引委員会が判断するとで

すね、独占禁止法の規定に違反する疑いはこういうことなんですよと、相手の事業者に通知する訳
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でございます。

　で、その通知を受けて、60日以内にですね、その事業者がこういう措置を取りますというのを公

正取引委員会に申し出ていただく、そして、公正取引委員会がそういう措置を取って頂けるのであ

れば、独占禁止法の規定に違反する疑いのある行為というのはなくなりますね、であれば、その事

業者が自ら、取るべき措置、自主的に公正取引委員会に申し出たその措置がきちんと履行されると

いう条件で、もうその事件については終了と、つまり、排除措置命令も課徴金納付命令も出さずに

終了するということでございます。命令を出さないとはどういうことかと言うと、違反の認定をし

ないということですね。違反の認定をせずに事件を終わらすということです。勿論ですけれども、

その措置を取りますと言ってたにも関わらず、全く措置をとらないということになりますと、それ

はまた通常の手続きに戻ってですね、普通に公正取引委員会が調査をしてですね、排除措置命令と

か課徴金の命令を出すということになりますけれども、そういうことがない限りですね、公正取引

委員会と事業者との間で、こう言う措置を事業者の方が取る事で独禁法違反の疑いを解消する事で

事件を終わらすという、そういう手続きを導入したと言うものでございます。で、実際にもう法律

改正は終わっておりまして、いつ施行になるかと言いますと、TPP 協定が発効する日に施行をされ

るということになっておるんですけれども、皆さんご存知の通り、いつ発効されるのかわかんない

ような状況になっています。なので、今、いつこの確約制度って言うのが始まりますよ、って言う

のが言えないような状況でございます。この確約手続でございますけれども、いくつか留意点がご

ざいまして、およそあらゆる違反行為に対して、適用されるものではないと言うことなんですね。

具体的に言ってしまいますと、カルテル、談合にこの確約手続が使われる事はないと思います。そ

れから確約手続に移行出来る期間なんですけれども、これは調査開始からこの意見聴取手続を開始

するまでの間ですね、その間に公正取引委員会は移管する事が出来るということです。で、自ら取

るべき措置の申請期限、それはもう言いましたけれども、公正取引委員会のその独禁法の規定に違

反する疑いの伝達を受けてから60日以内、こういうことでございます。こう言う制度がもうすでに

まだ施行されてないんですけれども、独禁法の中には入っているんです。

　恐らくですね、この制度が出るとですね、ほんとに弁護士さんと言いますか、その代理人の方、

その企業の中のその法務の方の役割が、非常にキーになって来るんだろうという風に考えてます。

つまりは、どういう措置を自主的に取れば、独禁法違反の疑いが晴れるんだろかと言うところを恐

らく考えて頂くことになると思うんですね。なので、そう言う意味もありまして、恐らくこの制度

が始まると弁護士の先生方、代理人の先生方の役割って言うのは非常に大きくなってくるだろうと

いう風に考えているところです。では実際にどう言う措置だったら公正取引委員会が認めるんです

かって言うのが気になると思うんですけれども、それは勿論、ケースバイケースということになる

んですけれども、恐らくですね、参考にして頂いた方がいいなと思っておりますのは、公正取引委

員会が排除措置命令を出すとそこに主文と書いてますね。そこに公正取引委員会自身があなたこう
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いうことをやりなさいというのをそこに書いている訳でございますので、そういう過去の類似の事

件の措置命令の主文なんかは恐らく参考になるだろうと言う風に考えております。

　45～48ページまでがですね、今後の話しでございます。課徴金制度の見直しが今、議論されてい

るということを申し上げましたけれども、その話しでございます。45ページにはですね、課徴金、

こう言う風に計算するんですよって言う計算式を書いてます。

　課徴金の額イコール、その問題となっている商品とか役務の売上額に算定率、基本は10％ですけ

れども10％を掛けて、もし課徴金減免制度が適用されるんであれば、その分減免されるというよう

な一つのフォーミュラーと言いますか式があるんです。実はこの式全て法律にがちがちに書かれて

いるんですね。もう公正取引委員会が柔軟に対応するっていうことは、なかなか出来ない。実はそ

の今、見直しの議論がされているんですけれども、その背景にあるのは、この課徴金の算定の仕方、

課徴金制度って言うのが、色んな経緯があってこうなってるんですけれども、あまりに法律でもう

こと細かに書かれすぎててですね、制度疲労を起してるんじゃないかと言う問題意識です。その問

題意識を基にではどうすればいいんですか、というのを独占禁止法研究会というところで議論して

いるということでございます。

　スライドの46なんかはですね、見直しということでどう言うところが問題になっているのかと言

うところをちょっと私のほうで三つにまとめたものでございます。一番上の○は申し上げた通り課

徴金の算定方式って言うのは、常にがちがちに決まっていて、なかなか柔軟な対応が公正取引委員

会は取れてないんじゃないですかという点です。

　その例として、スライドの47、48に書いてますけれども、要はこの二つの例で言いたかったのは、

違反行為者なのに課徴金を取れない、そう言う場合があるということなんです。アメリカとか EU

とかは柔軟に対応できるので、違反行為者に何らかの制裁なり罰金なりを科すということが出来る

んですけれども、日本の場合は、そういうことが出来ない。もうその課徴金の計算方式に当てはま

らない人、例えば、その違反行為の実行行為としての売上額に何％を掛けるということなんですけ

れども、その売上額が０円の人には、課徴金は取れないということが起こってくる訳ですけれども、

それでほんとにいいのかということなんです。もっと柔軟に公正取引委員会がそういう売り上げが

ないような違反行為者なんだけれども、現行制度における課徴金算定の基礎となるような売り上げ

がないような人にも柔軟に課徴金を課せるようにした方がいいんじゃないかという議論がされてお

ります。それから二つ目の○でございますが、事業者の方々がその当局、公正取引委員会の調査に

協力するインセンティブがないんじゃないかということでございます。で、そういうインセンティ

ブをもっと引き出すような制度設計にした方がいいんじゃないかということです。これはどういう
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ことかと言いますと、今、課徴金減免制度、説明させて頂きましたけれども、これもきちんと法律

で固まってますね。最初に公取委に来た人は100％、二番目は50％、三番目以降は30％です。その要

件も基本的には公正取引委員会に自らの違反行為についての資料なり情報を出すということだけで

ございまして、出した後はですね、もうそれ以上積極的に公正取引委員会に協力しようというイン

センティブが事業者さんにないんじゃないかという問題意識です。今後はその対立型じゃなくて、

事業者と協力しながら事実解明をすると、もっとこう事業者が公正取引委員会の実態解明の調査に

協力するような、協力しようと思うような制度設計にした方がいいんじゃないかという問題意識の

下、では、どうすればいいんだと言う議論が今もなされてます。一つ今、考えられているのが例え

ば今もう二番目は50％、三番目は30％減額って決まってるんですけれども、そこに一定の幅を設け

てですね、その調査協力の度合いに応じて、その一定の幅から公正取引委員会が減額率を選ぶと言

うようにすればいいんじゃないかと、調査協力をいっぱいしてくれた人には高い減額率を、あんま

り調査協力をしない人には低い減額率をというように公正取引委員会が選べるようにすれば、その

ある程度、今よりかは事業者さんの調査協力インセンティブというのを引き出す事が出来るんじゃ

ないかというような事が議論されてるところでございます。これはまだ研究会で議論されている段

階でございますので、そういう法改正がなされますよということは申し上げることは出来ないんで

すけれども、そう言う議論がなされているところでございます。三番目の○は、グローバル化が進

展する中で、その競争の国際的収斂って言うのは大切なんだけれども、日本のその独禁法って言う

のは、そのインターナショナルな国際的なスタンダードからちょっと離れてるんじゃないですかと。

その課徴金、がちがちに決まってるとかですね、もっと柔軟に対応できる EU なんかみたいに裁量

で、もっと柔軟に対応できる制度にした方がいいんじゃないかと言うような議論が今、なされてお

ります。その制度の他に、その独占禁止法研究会で議論されておりますのは、新しい制度を導入す

ると公正取引委員会の実態解明能力っていうのは、上がるだろうと。公正取引委員会の実態解明機

能が上がるんだけれども、事業者側の権利保護が足りてないんじゃないかということで、例えばで

ございますけれども、弁護士依頼者間秘匿特権を認めるべきじゃないかとか、そういう議論も実際

に独占禁止法研究会の場でなされています。

　その新しい手続保障って言うテーマで議論されてる訳ですけれども、大きく分けますと四点ほど

議論されておりまして、一つはその弁護士依頼者間秘匿特権でございます。二つ目が供述聴取、先

程の供述聴取ですね。供述聴取への弁護士さんの立会いを認めるべきじゃないかという議論。それ

から、三つ目が供述聴取を録音、録画させるべきじゃないかという議論。で最後は供述聴取のメモ

取り、これを認めるべきじゃないかという議論です。

　これらについてはどういう結論になるのかって言うのは、私には全くわからないんです。そうい

う手続保障を認めた場合にその公取委の実態解明機能がこう低下するようであると、ほんとは摘発

できたカルテルも摘発出来なくなってしまう、そうすると一般消費者の方々が迷惑を被るじゃない
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かと、その公取の実態解明機能を維持しつつ、そのバランスを取りながらその手続保障って言うの

を考えるべきじゃないかっていうのが基本スタンスで議論がされてるようでございますけれども、

私も時々この独占禁止法研究会っていうのを毎回じゃないんですけれども、傍聴させて頂く訳でご

ざいますけれども、弁護士依頼者間秘匿特権なんかは、結構激しく議論がされているような状況で

ございます。

　独占禁止法なり、制度と言うのが結構変わりつつある時期でございますけれども、冒頭言いまし

たけれども、変わっていく方向にある、恐らくこうなるんじゃないかって言う議論を聞いています

と、冒頭申し上げた通りなんですけれども、独禁法の分野、若しくはその違反調査手続の分野での

弁護士さんの役割って言うのがですね、非常に重要になってくる気がしています。きちんとその弁

護士さんが中心になって事業者さんを代表して、公正取引委員会と色々と折衝して頂くにあたって

ですね、例えばその確約なんかでもきちんとした確約、こういう措置を取りますというきちんとし

たものが出て来るかどうかって言うのは恐らく弁護士さんにかかっているんじゃないかなとぼくは

個人的に思ってるんですけれども、今後恐らく今日お越し頂いている、先生方に対する期待と言い

ますか、その役割っていうのはその特に競争法の分野では、一段と増すだろうという風に考えてお

ります。

　ちょっと長くなってしまって、ほんとに恐縮なんですけれどもその時に今日お話しさせて頂いた

事が、少しでも役に立てば幸いだなと思っているところでございます。すみません、ちょっと早口

になったり、すでに先生方がご存知だろうと思うような事もお話しさせて頂きましたけれども、私

の話しは以上とこういうことにさせて頂ければと思います。ご質問等々あればですね、もう時間の

許す限りお受けしたいなと思っておりますので、ここはちょっとわからんとかそういうことがあれ

ば遠慮なく、私もお答えできない事はお答え出来ませんと答えますので、何かあればご質問等々し

て頂ければなと思っております。




