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〔論 説〕

独占禁止法の展開
―国際標準の競争法に

村 上 政 博

Ⅰ はじめに

1 時系列での動き
拙著『独占禁止法の新たな地平―国際標準の競争法制へ』（弘文堂、
2019 年 2 月）（以下、村上・独占禁止法の新たな地平という）により、国
際標準の競争法の基本体系と合致した、新基本体系がほぼ確立した（図表
1、2 参照）。本稿では、独占禁止法を専攻する者以外の者に対して、現在
ほぼ確立した独占禁止法の基本体系をできる限りわかりやすく解説するこ
とを目的とする。
独占禁止法は、1947 年制定で、2017 年で制定後 70 年、2027 年で制定
後 80 年間の歴史を有する。
いわゆる旧基本体系は 1980 年代前半に成立した。旧基本体系は、戦後
の日本経済の実態を反映したものであるが、不公正な取引方法の禁止を中
核とする、今日ではガラパゴス島の競争法といわれても仕方がないような
日本独自の体系である。
現在新基本体系が成立したといえるようになっている。国際標準の独占
禁止法の基本体系は、私的独占の禁止による単独行為規制、不当な取引制
限の禁止による共同行為規制、企業結合規制、不公正な取引方法の禁止の
うち優越的地位の濫用の禁止と不正競争行為の禁止による日本固有の規制
から成る。
新基本体系を確立する作業が 1980 年代前半から現時点まで続くことに
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なった。
これまで、旧基本体系の下で、独占禁止法を学んだ者は、旧基本体系か
ら新基本体系への移行過程において、旧基本体系を見直す一環として、法
改正、判例変更、法運用の変更を解説せざるを得なかった。
新基本体系確立の結果、ようやく時系列にて「現時点でみて」という観
点から独占禁止法の歴史・発展を包括的に振り返って解説することができ
るようになった。

2 競争法の特色―判例法によるルール形成
独占禁止法、競争法の大きな役割が国際的共通事業活動ルールとなるこ
とである。そのことを考えると、米国反トラスト法、ＥＵ競争法を始めと
する世界の競争法と異なる、行為類型ごとの 2段階のルール、二つのルー
ルを形成できるはずもない。また政策的にもそのようなルールを採用すべ
きでもない。
独占禁止法という学問には大きな特色がある。独占禁止法は事業活動を
法律で規律する。
第 1に、多種多様な事業活動を法でコントロールすることは困難な作業
であり、禁止規定は抽象的な概念を用いて構築せざるを得ない。
第 2に、独占禁止法・競争法では、行為類型ごとのルールは判例法で示
される。独占禁止法では、判審決の集積が進んだ結果、判例法として行為
類型ごとにルールを執筆できるようになったという意味で、2007 年ごろ
に判例法が成立した。これがもっとも大きな出来事であった。
拙著『独占禁止法』（弘文堂）についても、『独占禁止法（第 3版）』（弘
文堂、2010 年）以降改訂版の刊行が現在の第 8版まで続くことになった。
2007 年以降、一層の判例の集積が進み行為類型ごとのルールが精緻なも
のとなってきている。このことは、特に、単独行為規制と共同行為規制か
ら成る事後規制に当てはまる。
幸いなことに、3条の私的独占の禁止と不当な取引制限の禁止は、米国
反トラスト法の半世紀の施行体験を踏まえた国際的にも優れた事後規制の
禁止規定である。
解釈論として、行為類型ごとの単一ルールを確立し、国際標準の競争法
の基本体系と合致した基本体系の確立が緊急の課題であった。自由競争減
殺型の不公正な取引方法の禁止は、独占禁止法の二重規制構造からそれを
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適用することが誤りとは言えないが、本質的に不要であり、将来的に廃止
すべきものとなる。

Ⅱ 国際標準の基本体系の確立―旧基本体系から新基本体系へ

1 旧基本体系
旧基本体系は、不当な取引制限における事業者は同質的取引関係また取
引段階を同一にする者に限定されるという新聞販路協定事件東京高裁判決
（1953 年 3 月 9 日）および競争の実質的制限は「特定の事業者又は事業者
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形態（状態）」を
いうとした東宝・新東宝事件東京高裁判決（1953 年 12 月 7 日）を基礎と
したものである。
新聞販路協定事件東京高裁判決は、不当な取引制限の相互拘束に該当す
る行為をカルテルにほぼ限定した。
東宝・新東宝事件東京高裁判決は、一定の取引分野における競争の実質
的制限について「市場を支配することができる状態」という高い水準の違
法性基準と解し、不当な取引制限、私的独占、企業結合規制の対象行為を
大幅に狭めた。すなわち、不当な取引制限の禁止は競争業者の大部分が参
加するカルテルを禁止することにし、私的独占の禁止は、市場占有率 70
ないし 80％程度を有する事業者による、市場支配の状態をもたらす独占
的な経済力の濫用行為を禁止し、企業結合規制は私的独占の発生を未然に
防止するものとした。そこで、私的独占の禁止と企業結合規制はまとめて
独占および集中の規制と位置づけられた。
不公正な取引方法は、①原始一般指定の禁止行為でカルテル以外の主要
な単独行為および共同行為をその対象としている、②公正競争阻害性につ
いて「ある程度において公正な自由競争を妨げるものと認められるに場合
で足りる」という低水準の違法性レベルであるとしたことから、その他の
単独行為、共同行為（共同の取引拒絶、垂直的制限）を規制することに
なった。
この場合、独占禁止法の 3本柱は、共同行為の規制（不当な取引制限の
禁止－カルテルの禁止）、独占および集中の規制（私的独占の禁止および
企業結合規制）、不公正な取引方法の禁止による規制となる。
法運用では、不当な取引制限の禁止によるカルテル規制、不公正な取引
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方法の禁止による単独行為、垂直的制限、優越的地位の濫用等への規制が
中心となる。
そのため、公正競争阻害性を実質要件とする不公正な取引方法の禁止

（下請法および景表法による規制を含む）が、競争の実質的制限を要件と
する私的独占・不当な取引制限の禁止と並ぶ 2本柱の一つとまで評価され
るという不公正な取引方法の全盛期を迎えた。
さらに、その当時、不公正な取引方法の禁止については、不正競争法と
同様に、単一違反行為に該当する行為を細分化して禁止行為に該当すると
し、その細分化した行為のみを排除措置でやめさせるという不正競争法的
な運用がなされた。
不公正な取引方法をはじめて体系化した旧一般指定（1982 年改定）は、
不公正な取引方法について、自由競争減殺型の禁止行為、不公正な競争手
段型の禁止行為（不正競争行為）、自由競争基盤侵害型の禁止行為（優越
的地位の濫用）に分類した１。また、自由競争減殺型の禁止行為について
はその当時の世界の競争法の違反行為を参考にして規定された。これによ
り行為類型ごとの二つのルール、二段階のルールという二重規制構造がそ
の当時確立した。
かくして、1980 年代前半に、不公正な取引方法の禁止（下請法および
景表法による規制を含む）、集中規制（私的独占および企業結合を含むー
独寡占規制）、カルテル規制（不当な取引制限の禁止）からなる、日本独
自の独占禁止法の基本体系が確立した。
学説史的には、旧基本体系については、今村成和教授により提唱され
て、根岸哲・舟田正之両教授に引き継がれた。
今村成和『新版独占禁止法』（有斐閣・1978）（以下、今村・独占禁止法
という）は、独占禁止法の 3本柱は、私的独占、不当な取引制限および不
公正な取引方法の禁止であるとし（同書 163 頁）、「私的独占の禁止とその
系列」に私的独占の禁止の補完規定として企業結合の制限を含み、「不当
な取引制限の禁止とその系列」はカルテルとボイコットを規制対象とする

１ 1982 年一般指定の改訂は、今村成和、正田彬教授の不公正な取引方法を巡る
論争について今村説優位のもとに実質的に決着をつけた。ただし、今村説の
自由競争減殺型、不公正な競争手段型のほかに、自由競争基盤侵害型の優越
的地位の濫用を含めて正田説を取り込んだ。
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とし、「不公正な取引方法の禁止とその系列」は自由競争を困難ならしめ
るような場合と取引方法自体が非難に値する場合を規制するとしている。
根岸哲・舟田正之『独占禁止法概説（第 5 版）』（有斐閣・2015）（以下、
根岸＆舟田・独占禁止法概説という）は、三本柱について「独占および集
中の規制」、「共同行為の規制」、「不公正な取引方法の規制」であるとして
いる。「独占および集中の規制」は、私的独占の禁止、企業結合規制、独
占的状態の規制を含む。共同行為規制は不当な取引制限の禁止によるカル
テル、さらには共同の取引拒絶を含むとしている。不公正な取引方法の規
制は、1982 年一般指定改定における 3分類法をそのまま採用する。また、
同書は、課徴金制度が、不当利得の剥奪をベースにするものであるとして
いる（同書 320 頁）。

2 新基本体系
国際標準の独占禁止法の基本体系は、私的独占の禁止による単独行為規
制、不当な取引制限の禁止による共同行為規制、企業結合規制、不公正な
取引方法の禁止のうち優越的地位の濫用の禁止と不正競争行為の禁止によ
る日本固有の規制から成る（図表 1、図表 2参照）。
今日では、新聞販路協定事件東京高裁判決を覆し、不当な取引制限の対
象行為を垂直的制限をも含む共同行為全般に拡大した目隠しシール事件東
京高裁判決（1993 年 12 月 14 日判タ 840 号 81 頁）、東宝・新東宝事件東
京高裁判決を覆し、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること
とは「当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうこと」をいうとした
多摩地区入札談合事件最高裁判決（2012 年 2 月 20 日民集 66 巻 2 号 796
頁）が基本先例である。
目隠しシール入札談合事件東京高裁判決は、不当な取引制限が、水平的
制限のみならず垂直的制限を規制対象とすることを明らかにした。さら
に、同判決は、相互拘束について、法文上の例示である契約および協定
（合意）をさらに狭める要件として機能させてきたことを否定して、相互
拘束について合意以上の広い概念であることを明らかにした。
不当な取引制限の禁止が、独立した複数事業者による共同行為を規律す
る基本禁止規定である。不当な取引制限の相互拘束に該当する行為は、カ
ルテル、共同の取引拒絶、業務提携、垂直的価格制限、垂直的非価格制限
という行為類型に分類される。
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図表 1

競争法の体系
事後規制 共同行為規制

水平的制限規制

単独行為規制
排他的取引、低価格設定、単独の取引拒絶、一連の行為等

シャーマン法２条

TFEU１０２条

私的独占の禁止・不公正な取引方法（自由競争減殺型）の禁止

事前規制

シャーマン法1条

TFEU１０１条1項

不当な取引制限の禁止・不公正な取引方法（自由競争減殺型）の禁止

カルテル、共同の取引拒絶、業務提携

垂直的価格制限、垂直的非価格制限

垂直的制限規制

クレイトン法７条
企業結合に関するＥＵ理事会規則
独禁法第４章の禁止規定

企業結合（合併、株式・資産取得）規制

各国固有の規制
不正競争行為の禁止（発展途上国）、行政独占の禁止（旧社会主義国）、財閥規
制（韓国）、ロビンソン・パットマン法（米国）、経済的従属関係の濫用の禁止（独国、
仏国）
不公正な取引方法（自由競争基盤侵害型・不公正な競争手段型）の禁止

1

図表 2

独占禁止法の体系

事後規制 共同行為規制

水平的制限規制

単独行為規制
排他的取引、低価格設定、単独の取引拒絶、一連の行為等

私的独占の禁止・不公正な取引方法（自由競争減殺型）の禁止

事前規制

不当な取引制限の禁止・不公正な取引方法（自由競争減殺型）の禁止

カルテル、共同の取引拒絶、業務提携

垂直的価格制限、垂直的非価格制限

垂直的制限規制

独禁法第４章の禁止規定

企業結合（合併、株式・資産取得）規制

日本固有の規制
不公正な取引方法（自由競争基盤侵害型・不公正な競争手段型）の禁止

優越的地位の濫用と不正競争行為の禁止

2
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私的独占の禁止が、単一の事業者による単独行為を規律する基本禁止規
定である。排除型私的独占の排除行為に該当する行為は、排他的取引、抱
き合わせ、略奪的価格設定、差別的価格設定、単独の取引拒絶、一連の行
為、非定型行為という行為類型に分類される。
私的独占と不当な取引制限の実体要件である「一定の取引分野における
競争を実質的制限すること」とは、「当該取引に係る市場が有する競争機
能を損なうこと」をいう。
不公正な取引方法は前記行為類型に対応する形式要件と公正競争阻害性
を意味する実質要件から成る。ただし、自由競争減殺型の不公正な取引方
法の形式要件についてはあるべき行為類型と比較してのずれ、排他性のな
いことなど欠陥が多い。
不公正な取引方法の実質要件である「正当な理由なく」「不当に」とい
う公正競争阻害性は、自由競争減殺型、不公正な競争手段型（不正競争行
為についての実質要件）、自由競争基盤侵害型（優越的地位の濫用につい
ての実質要件）に 3分類される。
自由競争減殺型の不公正な取引方法の公正競争阻害性は「一定の取引分
野における競争を実質的制限すること」と同じものである。その結果、判
例法として行為類型ごとの単一ルールが形成される。
不公正な競争手段型（不正競争行為についての実質要件）、自由競争基
盤侵害型（優越的地位の濫用についての実質要件）の不公正な取引方法の
禁止が日本固有の規制に分類される。
不公正な競争手段型の不公正な取引方法の禁止については、今村成和教
授以来、（同教授による米国反トラスト法が不正競争行為を規制対象にし
ているという認識は誤りであるが）その法的性格が不正競争法違反と同等
なものであると位置づけることで異論もなかった。
優越的地位の濫用の禁止（下請法による規制を含む）は、市場における
力（市場支配力）や市場支配的地位を要件とする単独行為規制とは異な
る、二当事者間の取引上の地位の格差（優劣）または取引相手方の意思の
抑圧を要件とする日本固有の規制である。ＥＵ競争法やドイツ、フランス
など加盟国競争法の展開からも、国際的にも一番近似した規制は、理論上
ドイツ、フランスの経済的従属関係の濫用の禁止である。
また、現在、競争法一般と同様に、違反行為の認定と競争状態を回復す
るための排除措置命令内容の考案は分けて判断される。
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事後規制については上限まで課すことができるという方式の行政制裁金
制度により実効性を確保するのが大陸法系の競争法である。そこで、課徴
金制度を制裁金制度と位置づけたうえ、私的独占の禁止と不当な取引制限
の禁止に対して上限方式の行政制裁金制度を導入し、自由競争減殺型の不
公正な取引方法の禁止を廃止すると国際標準の競争法制となる（図表 1、
2参照）。

3 国際ルールとしての行為類型ごとの単一ルール
1980 年代以降、米国反トラスト法とＥＵ競争法が二大競争法という地
位を占めてきた。
反トラスト法での事後規制にかかる実体規定は、シャーマン法 1条（取
引を制限する契約等の禁止）、シャーマン法 2 条（独占化行為等の禁止）、
クレイトン法 2条、3 条、連邦取引委員会法 5条（不公正な競争方法の禁
止）である。
米国反トラスト法は、米国司法省と連邦取引委員会という二つの競争当
局を有する。司法省はシャーマン法とクレイトン法の執行権限を有し、連
邦取引委員会が連邦取引委員会法 5 条とクレイトン法の執行権限を有す
る。司法省と連邦取引員会は 1980 年代以降共通のガイドラインを作成・
公表しており、意図的に行為類型ごとの単一ルールを形成しようとしてい
る。
ＥＵ競争法の事後規制に係る実体規定は、ＴＦＥＵ 101 条（競争制限的
目的または効果を有する協定等の禁止）とＴＦＥＵ 102 条（市場支配的地
位の濫用の禁止）であって、欧州委員会が単一の競争当局であり、自動的
に行為類型ごとの単一ルールの確定を保障する法制となっている。事後規
制については、共同行為を規制する単一禁止規定と単独行為を規制する単
一禁止規定から成る競争法制が今日では国際標準的な競争法制となってい
る。
中国競争法等アジアの競争法でも、事後規制について、基本的に共同行
為を規制する単一禁止規定と単独行為を規制する単一禁止規定から成る競
争法制を採用している。
このように国際的な動向からしても、独占禁止法でも、事後規制の判例
法として行為類型ごとの単一ルールしか形成できないことは明白である。
すなわち、一定の取引分野における競争の実質的制限は自由競争減殺型の
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不公正な取引方法の公正競争阻害性よりも高い違法性水準のものであると
して、行為類型ごとに二段階または二つのルールを形成しようとすること
は致命的な誤りである。
さらに、現行判審決を分析しても、行為類型ごとに単一ルールしか形成
できないことが明らかになっている。
法制的にも、公正取引委員会という単一競争当局の下で、シャーマン法
1 条を継受した不当な取引制限の禁止（3 条後段）とシャーマン法 2 条を
継受した私的独占の禁止（3条前段）で必要十分なのであって、もともと
不公正な競争方法の禁止（原始 19 条）、さらにはそれを受け継いだ自由競
争減殺型の不公正な取引方法の禁止は不要な禁止規定である。

Ⅲ 新基本体系への移行

1 企業結合規制
旧基本体系で、企業結合規制は、独占・寡占規制、構造規制として、単
独行為規制と一体して分類されてきた。最大の体系上の変更点は、企業結
合規制について、事前規制としての単独行為規制・共同行為規制から切り
離したことである。
企業結合規制は、2009 年改正で、最後まで事後届出制が採用されてい
た株式取得に事前届出制が導入された。同時に、企業結合全般の事前届出
基準について国際標準の売上高基準を採用した。2011 年に、企業結合審
査手続について、日本特有の事前相談制を廃止して届出後審査制を採用し
た。
これにより、企業結合規制は、事後規制である単独行為規制・共同行為
規制とは異なる事前規制として位置づけられて、単独行為規制・共同行為
規制から切り離された。このように、基本体系上、企業結合規制を私的独
占の禁止による単独行為規制から完全に切り離した意義が大きい。
判例法上も、ブラウン管国際カルテル事件を通じて、企業結合規制にお
ける「一定の取引分野」の画定方法、「競争を実質的に制限することとな
ること」の判断基準も、事後規制の場合と異なるものであることが確立し
ている。

2 単独行為規制
排除型私的独占の排除行為は、排他的取引、抱き合わせ、略奪的価格設
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定、差別的価格設定、単独の取引拒絶、一連の行為、非定型行為と行為類
型に分類される。
「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」の公表（2009 年）は、
公取委の公権解釈で、排除行為について、単独行為の行為類型を導入し、
私的独占の禁止について（構造規制とは異なる）行為規制であることを明
らかにした。
排除行為は「他の事業者の事業活動を排除する（効果を有する）行為」
をいう。判例法上未だ残っている「自らの市場支配力の形成、維持ないし
強化とい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」は不要な要件である。これが、現行判例法に合致した妥当な
解釈である。
2条 5 項と 2 条 6 項の「一定の取引分野における競争を実質的に制限す
ること」については原始独占禁止法制定以来基本的に同一の概念であると
解されてきており、「当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうこと」
は 2条 5項にも当てはまる。
独占禁止法 3条のもっともすぐれた点は、私的独占と不当な取引制限に

「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」という共通の実
質要件を採用したことである。
もっとも、「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
いう実質要件はそれ自体優れた文言である。自由競争減殺型の不公正な取
引方法の実質要件と共通の要件としての「当該取引に係る市場が有する競
争機能を損なうこと」には大きな価値があるが、自由競争減殺型の不公正
な取引方法の廃止後は、「一定の取引分野における競争を実質的に制限す
ること」という文理のままの実質要件にしても問題はない。
一定の取引分野における競争を実質的に制限することは、画定した「一
定の取引分野」において、そこでの行為者の市場占有率・市場支配力、具
体的な競争制限効果、正当化事由、目的等の判断要素を総合して充足する
か否かを判断する。
同一の「一定の取引分野」を画定し、そこでの行為者の市場占有率・市
場支配力、具体的な競争制限効果、正当化事由、目的等の同一の判断要素
を総合して違反になるか否かを判断するのであって、一定の取引分野にお
ける競争の実質的制限と自由競争減殺型の公正競争阻害性で結論が異なる
はずもない。
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単独行為規制における行為類型ごとの単一ルールは、今後排除型私的独
占に該当しないという先例がいくつか出てくると自然に決着がつく。排除
型私的独占に該当しないとした行為について、自由競争減殺型の不公正な
取引方法に該当するとして違法になることは想定しがたい。
すなわち、今後限界事例が係争されて、いくつか排除型私的独占に該当
しないとされる行為が出現すると、その行為について不公正な取引方法に
該当するかを問えば簡単に答えが出てくる。いわば判審決分析によって決
着がつく。
日本音楽著作権協会事件最高裁判決（2015 年）は日本音楽著作権協会
による音楽著作権の包括利用許諾・徴収方式が実質的に排除行為に該当す
るとして「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」を充足
するかについて審理を尽くすことを求めて審判に同事件を差し戻した。同
事件で排除型私的独占に該当するかが争われた行政事件と自由競争減殺型
の不公正な取引方法に該当するかが争われた民事事件が併存した。日本音
楽著作権協会事件の行為は最終的に「一定の取引分野における競争を実質
的に制限すること」を充足せずに排除型私的独占に該当しないとされる初
めての行為であり、その場合同一関連市場を画定し同一判断要素を総合判
断して結論を導くのであってその行為が自由競争減殺型の不公正な取引方
法に該当しないことも明白である。
排除型私的独占について、「一定の取引分野における競争を実質的に制
限すること」は「当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうこと」で
あることでほぼ決着済みである。単独行為については、かねてから行為類
型ごとの単一ルールに係る主戦場と評価されてきたことから、議論も進ん
でおり、行為類型の単一ルールという最終結果も明白になっている。

3 共同行為規制
不当な取引制限については、相互拘束および「一定の取引分野における
競争を実質的に制限すること」ともすでに妥当な解釈が確立している。
目隠しシール入札談合事件東京高裁判決（1993 年）は、不当な取引制
限が、水平的制限のみならず垂直的制限を規制対象とすることを明らかに
した。さらに、同判決は、相互拘束について、例示である契約および協定
（合意）をさらに狭める要件として機能させてきたことを否定して、相互
拘束について合意以上の広い概念であることを明らかにした。
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その結果、相互行為には、当然に、実効性確保手段を含む合意内容すべ
てが含まれる。
相互拘束について、合意（意思の合致）のほかに、合意にまで至らない
共同行為を規制対象とする実体法上の概念である意思の連絡を生み出し
た。それまでは、独占禁止法には、共同行為規制のために、反トラスト法
上の結合（combination）、ＥＵ競争法上の協調行為（concerted practice）
に対応する概念がなかった。これまで、意思の連絡に該当するとされた共
同行為は、元詰種子協会事件東京高裁判決（2008 年）、多摩地区入札談合
事件最高裁判決（2012 年）、着うた事件東京高裁判決（2010 年）の 3行為
である。
多摩地区入札談合事件最高裁判決（2012 年）は、2条 6項の「一定の取
引分野における競争を実質的に制限すること」とは、「当該取引に係る市
場が有する競争機能を損なうこと」をいうとした。
不当な取引制限の相互拘束とは、複数の独立事業者間の取決めをいう。
相互拘束は、カルテル、共同の取引拒絶、業務提携、垂直的価格制限、垂
直的非価格制限という行為類型に分類される。
それらの行為類型について、不当な取引制限の禁止を適用する方が、簡
明に事件処理でき、かつ、行為類型ごとに単一ルールを定めた判例法を形
成できる。
2018 年から、業務提携、共同の取引拒絶、垂直的価格制限、垂直的非
価格制限について、不当な取引制限の相互拘束に該当するとして不当な取
引制限の禁止を適用するほうが、行為類型ごとの適切なルールが形成で
き、かつ簡明に事件処理できる旨解説している。村上・独占禁止法の新た
な地平、78 頁－109 頁参照。
共同の取引拒絶については、不公正な取引方法の共同の取引拒絶に該当
するとして事件処理するよりも、不当な取引制限に該当するとして事件処
理する方が、簡明に現行判例法上のルールが構築できることが明らかに
なっている。
垂直的制限についても、不公正な取引方法の再販売価格の拘束と拘束条
件付取引に該当するとして事件処理するよりも、不当な取引制限に該当す
るとして事件処理する方が、法適用が簡明で、垂直的価格制限は原則違
法、垂直的非価格制限は原則合法というルールが構築できる。
垂直的制限規制については、垂直的価格制限と垂直的非価格制限とに分
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けて、垂直的価格制限は原則違法と垂直的非価格制限は原則合法という
ルールを確立することが目標となる。それも、（再販売価格の拘束に該当
するとした）垂直的価格制限の実効性確保手段について独立して拘束条件
付取引に該当するという法適用をやめることですべてが解決する。公取委
も今日ではそのような法適用をしなくなっていることも事実である。垂直
的制限規制のルールが確立すると事業者の行為について行為類型ごとの単
一ルールが完全に確立する。その結果、自由競争減殺型の不公正な取引方
法が不要であることが明白になる。

4 日本固有の規制―不公正な取引方法の禁止
次いで、2017 年までに、優越的地位の濫用の禁止（下請法による規制
を含む）と不正競争手段型の不公正な取引方法の禁止を日本固有の規制と
位置付けることが完了した。
不正競争手段型の不公正な取引方法の禁止については、今村成和教授以
来、（同教授による米国反トラスト法が不正競争行為を規制対象にしてい
るという認識は誤りであるが）その法的性格が不正競争法と同等なもので
あると位置づけることで異論もなかった。
優越的地位の濫用の禁止は、市場における力（市場支配力や独占力）や
市場支配的地位を要件とする単独行為規制とは異なる、二当事者間の取引
上の地位の格差（優劣）または取引相手方の意思の抑圧を要件とする日本
固有の規制である。
今日では、私人間訴訟において優越的地位の濫用を巡る判例法から市場
における競争制限効果を規制理念とする単独行為規制・共同行為規制とは
異なる規制であることが明らかになっている。ＥＵ競争法やドイツ、フラ
ンスなど加盟国競争法の展開からも、国際的にも一番近似した規制は、理
論上ドイツ、フランスの経済的従属関係の濫用の禁止である。
特に、優越的地位の濫用に該当するかが争われた民事事件を分析する
と、二当事者間の取引上の地位の優劣または取引相手方の意思の抑圧を要
件とする日本固有の規制であることは明白である２。

２ 村上政博監修『独占禁止法と損害賠償・差止請求』（中央経済社、2018）参
照。
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Ⅳ 不公正な取引方法の理論上の脆弱性

1 理論上の脆弱性の意味
事後規制における行為類型概念が確立するについて、自由競争減殺型の
禁止行為の形式要件の脆弱性はますます明らかになる。
競争法の世界では、事後規制において、行為類型ごとに禁止行為を規定
してその集合体としての競争法制を構築することは昔から検討されてき
た。
しかし、そのような競争法制には致命的な欠陥があることがすでに判明
しており、今日ではそのような競争法制は制定されない。
不公正な取引方法の禁止は、行為類型ごとに禁止行為を規定することを
指向した法制であって、行為類型ごとに禁止行為を規定する競争法制と同
様な欠陥を有する。

2 事後規制における実質要件としての「おそれ」
自由競争減殺型の禁止行為の実質要件として、公正な競争を阻害するお
それの「おそれ」は、競争ルールの実体要件としては相当でない。この欠
陥は、1980 年代からの判例法の展開により、今日では、自由競争減殺型
の禁止行為の公正競争阻害性については、一定の取引分野における競争の
実質的制限と同一のものと解されている。すなわち、この点は解釈論で解
決されている。

3 競争法制としての欠陥
不公正な取引方法の禁止について、特に 1982 年の一般指定の改訂は、
行為類型ごとに禁止行為を規定する競争法制を志向した。
そのような競争法制を採用する場合、単一行為類型に係る二つの禁止行
為を規定することは、行為類型ごとに禁止行為を規定するという原則に反
するもので、根本的な過ちである。ところが、現行不公正な取引方法は、
不当廉売（2 条 9 項 3 号または一般指定 6 項）と差別対価（2 条 9 項 2 号
および一般指定 3項）について単一行為類型について二つの禁止行為を規
定しており、この誤りを犯している。要するにいずれか一方は不要であ
る。
事後規制について、行為類型ごとに禁止行為を規定する競争法制につい
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て、今日では行為類型ごとに過不足なく禁止行為を規定することは不可能
であると評価されている。したがって、現行の各禁止行為の形式要件とあ
るべき行為類型とのずれ、乖離が存在する。
現行の不公正な取引方法の禁止行為について、あるべき行為類型に該当
する行為と比較して、広すぎる禁止行為、狭すぎる禁止行為、あるいは行
為類型に当たらない禁止行為が規定されている。現行禁止行為について
も、再販売価格の拘束と排他条件付取引は対象行為が狭すぎ、拘束条件付
取引とその他の取引拒絶は対象行為が広すぎ、競争者に対する取引妨害は
行為類型に値しない禁止行為である。
次いで、禁止行為間に排他性がないことから、単一違反行為が複数の禁
止行為に該当するという重複適用は避けがたい。特に、競争者に対する取
引妨害、拘束条件付取引、その他の取引拒絶についてはこの問題が生じ
る。差止請求訴訟においては、単一違反行為についていくつもの不公正な
取引方法の禁止行為に該当する旨主張されて、すでに重複適用の問題が顕
在化している。

4 不正競争法的運用の悪影響
1980 年代まで、自由競争減殺型を含めて不公正な取引方法全体につい
て不正競争法的に運用してきた。
不公正な取引方法の不正競争法的運用とは、単一の違反行為を過度に細
分化したうえ、その細分化した行為が禁止行為に該当すると認定して、当
該行為を排除措置命令で禁止するという法適用である。さらには、その細
分化した行為を不公正な取引方法の禁止行為に該当するとし、そこからそ
の禁止行為に関するルールを導こうとした。換言するに、本来の行為類型
とは別の行為類型のルールを導こうとしている。これが、行為類型ごとの
ルールを歪める原因となった。
競争法では、当該行為が違反行為に該当するかという違反の認定と、違
反を認定した後に競争状態を回復させるために適切な排除措置命令を考案
することは別物であって、両者を分けて考える。
今日、単独行為については、一連の行為が排除行為に該当し排除型私的
独占に該当するとした北海道新聞社（函館新聞社）事件同意審決（2000
年 2 月 28 日）以降、全国農業協同組合連合会事件勧告審決（1990 年）、
神奈川県生コンクリート協同組合事件勧告審決（1990 年）の行為にみら



独占禁止法の展開

90-38

れた、単一行為を過度に細分化して各々が禁止行為のいずれかに該当する
という（パズルを解くような）法適用は見られなくなっている。ただし、
さすがにパズルを解くようにと批判される、単一違反行為に対していくつ
もの禁止行為に該当するとした法適用から不公正な取引方法の個別禁止行
為のルールを導こうとすることはなされない。
水平的制限のうち、カルテルについて、東洋リノリューム事件勧告審決
ではその実効性確保手段を独立して差別対価に該当するとした。共同の取
引拒絶についても、ロックマン工法事件勧告審決で、本来不要であるにも
かかわらず、一部の行為を取り出してその行為をその他の取引拒絶に該当
するという法適用が行われている。さすがに、最近では、そのような不正
競争法的な法適用はなされていない。
他方、垂直的制限については、単一垂直的価格制限について、その実効
性確保手段や実施行為を独立して不公正な取引方法の個別禁止行為に該当
すると認定して、当該行為を排除措置で禁止するとともに、不公正な取引
方法の個別禁止行為のルールを形成したことの悪影響が残っている。
今日不正競争法的運用の悪影響が目立つのが垂直的価格制限についての
法適用であり、垂直的非価格制限について歪めたルールが形成される原因
となっている。単一垂直的価格制限について再販売価格の拘束に該当する
とし、その実効性確保手段や実施行為を拘束条件付取引等に該当するとい
う不正競争法的運用をやめると、それによって垂直的非価格制限のルール
を歪めるという弊害もなくなる。
しかも、垂直的価格制限に該当する単一行為について、自由競争減殺型
の再販売価格の拘束と拘束条件付取引を同時に適用することは、今日的な
考え方に従うと、自由競争減殺型の禁止行為についてはそれぞれの行為に
ついて関連市場を画定してそこでの競争減殺効果を問題とする必要があ
り、根本的な誤りである。

5 時代錯誤的な禁止行為の残存
不公正な取引方法については、経済環境の変化に応じて禁止行為を迅速
に変更していくために、告示による指定方式を採用した。しかし、60 年
間実質的な改訂が行われてこなかったため、時代錯誤的な禁止行為が残っ
ている。
時代錯誤的な禁止行為は、事業者団体における差別取扱い等（一般指定
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5 項）、取引の相手方の役員選任への不当干渉（一般指定 13 項）である。
不当高価購入（一般指定 7 項）、競争会社に対する内部干渉（一般指定
15 項）は、1953 年以来一度も適用したことのない禁止規定である。それ
らの行為について問題事例が生じたとしても私的独占の禁止により処理で
きる。

6 立法政策論としての日本固有の規制への純化－抜本的な見直しを
実体法の課題は、不公正の取引方法について、自由競争減殺型の不公正
な取引方法を廃止して、日本固有の規制として純化することである。
具体的には、法定禁止行為としては課徴金の対象行為にするため優越的
地位の濫用の禁止を規定し、指定禁止行為として、競争者に対する取引妨
害、不当廉売、抱き合わせ販売等、ぎまん的顧客誘引、不当な顧客誘引
（顧客誘引は、対消費者取引を除き、企業間取引に限定する）を規定す
る。
不公正な取引方法の禁止については、不要となった不公正な取引方法を
廃止して、優越的地位の濫用の禁止（下請法による規制を含む）と不正競
争行為（不公正な競争手段型の不公正な取引方法）の禁止から成る日本固
有の規制として純化することである。日本固有の規制として残る不公正な
取引方法は、優越的地位の濫用（2 条 9 項 5 号）、競争者に対する取引妨
害（一般指定 14 項）、抱き合わせ販売等（一般指定 10 項）、不当廉売（2
条 9項 3号または一般指定 6項）、ぎまん的顧客誘引（一般指定 8項）、不
当な利益による顧客誘引（一般指定 9項）である。

Ⅴ 周辺領域

1 周辺領域と新基本体系の下でのルール
旧基本体系から新基本体系への移行にあわせて、基本体系との関係で
は、いわば周辺領域に位置づけられる知的財産権の行使との調整、域外適
用、適用除外、事業者団体の行為についても国際標準のルールに合致させ
ることが課題となる。
国際標準の競争法基本体系に合致した基本体系の確立が最優先課題であ
るが、基本体系と周辺領域とはある程度相互に関連性を有する。
周辺領域について、以下の解釈論および立法政策論が受け入れられる
と、完全に国際標準の競争法と国際標準の競争法制が確立する。
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2 知的財産権の行使との調整
無体財産権（以下、無体財産権については知的財産権という）の行使行
為の適用除外を定める独占禁止法 21 条は、知的財産権の行使行為が関係
する事件において、当該知的財産権制度の趣旨、関係規定の内容を十分に
考慮することを求める規定であると解される。この 21 条が存在しなくて
も、知的財産権の行使と独占禁止法との調整においては、当該知的財産権
制度の趣旨、関係規定の内容が考慮要素となると解される。そのため、21
条がなくとも知的財産の行使行為に関するルール、判例法に変わりない。
知的財産権の行使に関する行為は、単独行為や共同行為についての規制
のほか、企業結合規制による知的財産権（技術）の過度な集積の防止、優
越的地位の濫用の禁止によるライセンス契約上の制限条項についての規
制、不正競争行為の禁止による無効な特許権の行使行為の禁止など、独占
禁止法上のすべての規制と関連する。
そこで、知的財産権の行使が絡む行為にかかる規制は、独占禁止法の基
本体系に合わせて、単独行為・共同行為に係る事後規制、事前規制である
企業結合規制、日本固有の規制に大別される。知的財産権の行使との調整
ルールについて、（実体法の最後に基本体系と分けて）独立した 1 章が設
けられる。
また、日本音楽著作権協会事件、マイクロソフト（非係争条項）事件な
どのように、限界事例においては、一定の取引分野における競争を実質的
に制限することを充足するかに際して、当該知的財産の行使に関する正当
化事由が重要判断要素となり、当該行為に係る知的財産権制度の趣旨や関
係規定の解釈、具体的な権利侵害の有無等が重大な判断要素となる。した
がって、限界的な事例が増えるにつれて、知的財産権制度の趣旨や関係規
定の解釈などの先行する争点（前提事項）の最終判断に占める比重が高ま
る。そのような事例を解説するためにも、知的財産権の行使との調整につ
いては、独立した領域として認識されている。
公取委は、過去に国際的ライセンス契約の事後届出を受けて問題のある
契約条項についてライセンシーである日本事業者にライセンサーである外
国事業者と交渉の上修正するように行政指導を行った。この独占禁止法 6
条による国際的契約届出制に基づく国際的契約審査という過去のライセン
ス契約規制（1968 年から 1997 年まで）が現行知的財産ガイドラインに悪
影響を及ぼしている。今後は、この点を改訂した国際標準の知的財産ガイ
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ドラインを作成する必要がある。

3 域外適用
（1）6条による規制
国際取引に関する規制では、今村・独占禁止法（同書 185 頁）、根岸＆
舟田・独占禁止法概説（同書 150 頁以下）とも、独占禁止法 6条による規
制のみを解説している。
6条は、不当な取引制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容
とする国際的協定・契約を締結することを禁止しているが、「不当な取引
制限または不公正な取引方法に該当する事項を内容とする」は今日基本体
系からみて意味不明な概念である。6条は、今日ではその歴史的役割を終
えた規定であって、適用されることもなくなっている。
（2）立法管轄権としての効果主義の優位
1980 年代から競争法上のルールについて調和（ハーモナイゼーション）
が進み、競争法が国際的な共通事業活動ルールとなってきた。それに伴
い、各国競争法の競争ルールについて立法管轄権として効果主義に基づく
域外適用を認めて、さらに二国間協力協定により競争当局間協力を促進す
ることが国際協調主義とも合致して相当と考えられるようになった。
独占禁止法についても、米国反トラスト法やＥＵ競争法と同様に、国外
における行為について、競争ルールに当たる事後規制および企業結合規制
について自国市場に「効果」を及ぼす場合に規制できるとする管轄権原則
としての効果主義を採用する学説が明白に有力になった。
（3）独占禁止法の域外適用
独占禁止法の域外適用については、ブラウン管国際カルテル事件最高裁
判決（2017 年 12 月 12 日民集 71 巻 10 号 1958 頁。）によって決着がつい
た。この点で、域外適用については予想外に早く妥当な解釈が確立した。
最高裁は、域外適用の対象を排除措置命令と課徴金納付命令に限定し、
域外適用するために「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」
ことという要件を充足することで足りるとし効果主義等の立法管轄権が不
要であるとした。
域外適用される実体規定については、「一定の取引分野における競争を
実質的に制限する」というすぐれた効果要件の存在を論拠としているので
あって、「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」を要件とす
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る私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止、「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」を要件とする第 4章関係の禁止規定に
限定される。
これにより、立法管轄権としての効果主義を適用するよりももっと簡明
な形で、独占禁止法の実体ルールの域外適用について立法管轄権としての
効果主義を適用する場合と同等のルールを確立した。
この最高裁判決により、独占禁止法の排除措置命令にかかる域外適用に
ついて国際標準的な枠組みが完成して、あとは課徴金納付命令にかかる課
徴金額の算定基礎に関する問題が残るだけである。課徴金の法的性格を行
政上の制裁または行政制裁金と位置付けると、完全に制裁金の算定基礎に
関して自国国内での売上額に限定するなど国際標準のルールに従って課徴
金額を算定し課徴金納付を命じることができる。村上・独占禁止法の新た
な地平、第 6章ブラウン管国際カルテル事件と域外適用参照。

4 適用除外
一定の組合への適用除外については比較法的にも第 1次産業における協
同組合の行為への適用除外の在り方が主戦場となる。第 1次産業において
は、伝統的に村落共同体で共同作業が行われており、各国競争法もそれを
許容する規定を設けている。さもないと、事業者である農業従事者等の行
う共同購買、共同出荷、共同販売はカルテル規制の対象となる（おそれが
ある）。
したがって、独占禁止法 22 条柱書の趣旨は、協同組合形態により単一
事業体として共同経済事業を行うことを許容する（共同経済事業許容説）
ところにある。
現行農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針（農協ガイドライ
ン）で「単独では大企業に伍して競争することが困難な農業者が、相互扶
助を目的とした協同組合を組織して、市場において有効な競争単位として
競争すること」とし、適用除外の論拠を大企業である取引先事業者に対し
て農業者等が集団で対抗して公平な取引条件を獲得することに求めるとい
う対抗力説を採用している。しかし、農業協同組合による問題となる行為
については、農業協同組合の方が相手方事業者よりも強い交渉力を有して
おり説得力を有さない。
また、共同経済事業に伴う行為を超える（上回る）協同組合の行為につ
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いては、適用除外の対象とならず、通常の事業者と同様に、独占禁止法上
の禁止規定が適用される。その結果、取引先に対して競争相手であるいわ
ゆる商系の販売業者との取引を禁止する行為については排他条件付取引に
該当する場合、取引先に対して（競争相手に該当しない）自己の組合員に
直接取引することを禁止する行為については拘束条件付取引に該当する場
合に不公正な取引方法の禁止（19 条）に違反するとされている。
協同組合による共同販売、共同出荷、共同購入その他の共同経済事業と
それに伴う行為は 22 条により独占禁止法の適用除外を受ける。適用除外
を認める立法趣旨が共同経済事業を許容することであることから、協同組
合が組合員に対して共同販売、共同出荷、共同購入その他の共同経済事業
に参加することを義務付けることは原則として独占禁止法の適用除外を受
ける。協同組合（の執行部）と組合員との間の関係（力関係）やその実態
については、協同組合ごとに区々である。協同組合が組合員に個々の共同
経済事業への参加を義務付けるか、または、組合員が任意で参加できるも
のとするかは原則として各協同組合の自治に委ねられるものと考えられ
る。
協同組合による利用強制の是非については、最終的には、個別協同組合
法の規定内容との調整によって決まる。
その結果、協同組合による利用強制に関する特別の規制が存在しない中
小企業協同組合法等の下で、中小企業協同組合等による利用強制について
は、一般原則どおり適用除外を受けて許容される。他方、農業協同組合に
よる利用強制については、農業協同組合法 10 条の 2 に「組合は、前条の
事業を行うに当たっては、組合員に対しその利用を強制してはならない」
と規定されているため（2015 年改正）、優越的地位の濫用に該当して独占
禁止法上許されない。

5 事業者団体の行為
（1）規制の位置づけ
競争法の国際比較の観点では、競争法制として、独占禁止法は事業者団
体の活動に対する禁止行為は過度に細かく規定されている。独占禁止法の
初期の執行において事業者団体の行為への規制（8条による規制）の占め
る比重がきわめて高かった。
現行 8条には、戦時中に事業者団体が各業界における統制団体として大
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きな権限・力を有した事情と、戦争直後に制定された事業者団体法の内容
を 1953 年に独占禁止法に組み込んだという経緯が反映されている。
今日では、事業者団体の活動は、統制団体としての機能はなくなり、監
督官庁と業界とのパイプ役としての役割等の活動実態も減少してきてい
る。このため、独占禁止法の執行に占める 8条による規制の比重は大きく
減少している。
競争法の基本体系は、事業者の行為に対するものとして構成される。そ
の点で、8条は事業者団体が主導する行為に限定して適用することが相当
である。元詰種子協会事件東京高裁判決（2008 年 4 月 4 日）以降、価格
協定については、自己の商品の販売価格の決定は個々の事業者によるもっ
とも重要な意思決定であり、事業者の行為として不当な取引制限に該当す
るとされている。元詰種子協会事件判決は、事業者団体の場を借りて行わ
れた価格協定についても事業者の行為に対する禁止規定を優先適用すると
した。この点は、販売数量・生産数量制限、市場分割、入札談合などにも
当てはまる。
事業者団体の活動を規制する禁止規定は、「事業者としての共通の利益
を増進することを目的とする」という事業者団体の定義規定からも、3条
後段による事業者間の水平的制限規制を補完するものである。すなわち、
事業者団体の行為に対する規制は、事業者の行為に対する基本体系のうち
水平的制限規制を補完する規制である。
商品の販売価格の決定は事業者による意思決定である。事業者団体の販
売価格にかかる決定（決議）と構成事業者への指示行為が構成事業者間の
価格協定と当然に同視されるものとはいえず、実態からも、事業者団体の
販売価格にかかる決定およびその指示が構成事業者間の販売価格に関する
合意と同視されることは極めてまれな事例になる。
その結果、3 条後段、8 条、現行課徴金制度という現行法制のもとで、
価格協定、数量制限協定、市場分割協定というハードコア・カルテルにつ
いて、価格等の決定は事業者の基本的意思決定であり事業者間の共同行為
として 3条後段を適用するという法適用が一般的になる。

（2）不要な実体規定としての 8条 2号、8条 3号、8条 5号
8 条各号のうち、8 条 5 号（不公正な取引方法の勧奨）は「させるよう
にする」という規定内容に問題がある。すなわち、不公正な取引方法に該
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当する行為を行うよう相手方事業者に働きかけることを禁止しており、働
きかけられた事業者が不公正な取引方法に該当する行為を実施することを
要件としていない。これは、自由競争減殺型の不公正な取引方法は一定の
取引分野を画定し、そこでの競争制限効果の発生を要件とするという今日
的な考え方と合致しない。したがって、8 条 5 号は適用されることのな
い、不要な禁止規定である。
8 条 2 号（国際的協定・契約の締結）は、6 条自体が歴史的役割を終え
て不要な規定であるため、6 条を受けた 8 条 2 号も不要な禁止規定であ
る。
8 条 3 号（事業者の数の制限）については、「一定の事業分野」は「一
定の取引分野」よりも狭い範囲の分野を画定すると解されている。しか
し、「一定の取引分野」は問題となる行為に即して柔軟に解釈できる概念
であり、事業者団体による参入制限行為について事業者による参入制限行
為に対する「一定の取引分野」と区別して、それと異なる「一定の事業分
野」概念を設ける必要はない。そのため、8条 3 号も不要な禁止規定であ
る。
このように、現行 8 条の解釈論でも、8 条 2 号、8 条 3 号、8 条 5 号は
すでに不要な規定である。

（3）事業者団体の行為にかかる行為類型ごとの単一ルール
問題は、8条 1 号（競争の実質的に制限する行為）と 8条 4 号（構成事
業者に対する活動・機能制限）の関係である。
8条 1 号は、事業者団体の行為についての基本禁止行為を規定する中核
的規定である。実質要件は、私的独占および不当な取引制限と同一の「一
定の取引分野において競争を実質的に制限すること」、すなわち、「当該取
引に係る市場が有する競争機能を損なうこと」である。この実質要件を充
足するかについては、当該事業者団体の当該市場における地位（構成事業
者の合計市場占有率）、具体的な競争制限効果、正当化事由、行為の目的
等を総合判断して決定される。
形式要件は、「事業者団体の決定により」と規定すべきところ、それを
欠いており、そのことは法の欠陥である。しかし、事業者団体による違反
行為の行為類型を自由に解釈で設定できるために特段弊害はない。事業者
団体の行為について、判例法は十分に形成されていないが、行為類型とし
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ては、カルテル、カルテル関与行為、共同の取引拒絶、加入拒絶・除名、
自主基準の作成・実施、情報交換活動に分類される。
他方、8 条 4 号は「構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること」
と規定するが、関連市場における競争制限効果を実質要件とせず、事業者
団体の決議は当然に「構成事業者の機能又は活動の制限」を伴うことにな
るのであって、該当行為が違法か否かをすべて「不当に」にかからせるも
のであって欠点のある禁止規定である。
もともと 8条 1号の競争の実質的制限と 8条 4号の構成事業者に対する
活動・機能制限は、私的独占と不当な取引制限の一定の取引分野において
競争を実質的に制限することと不公正な取引方法の公正競争阻害性との関
係とパラレルに解釈されてきた。
今村・独占禁止法は、「4 号について、事業者団体の活動は、多かれ少
なかれ、『構成事業者の機能又は活動』を『制限』することになろう。
従って、『不当』性の有無が本号適用の決め手となるが、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場合には 1号が適用されるか
ら、そのほかとくに本条を設ける必要がない。従って、ここにいう『不
当』は、不公正な取引方法とパラレルに考えて、『公正な競争を阻害する
おそれ』のある行為を指すものと解すべきであり、一定の取引分野におけ
る競争の実質的制限にいたらない場合が、その対象となる。」としている
（同書 179 頁）。
この点から、8条 4 号が併存する理由は、私的独占・不当な取引制限と
自由競争減殺型の不公正な取引方法の関係と同様に、二段階の二重規制構
造を採用したと解したためである。
今日では、一定の取引分野における競争を実質的に制限することは当該
取引にかかる市場が有する競争機能を損なうことをいうことから、基本体
系と同じ発想に従い、行為類型ごとの単一ルールという考え方に合わせ
て、8条 1号と 8条 4号はいずれを適用しても同じ結論になる。
事業者団体の行為について、行為類型としては、カルテル、カルテル関
与行為、共同の取引拒絶、加入拒絶・除名、自主基準の作成・実施、情報
交換活動等に分類される。実質要件は、事業者の行為と同様に、一定の取
引分野における競争を実質的に制限すること、すなわち、当該取引にかか
る市場が有する競争機能を損なうことを充足することである。このように
考えると、8条 1 号および・または 8条 4 号により、カルテル、カルテル
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関与行為、共同の取引拒絶、加入拒絶・除名、自主基準の作成・実施、情
報交換活動などという事業者団体の行為にかかる行為類型ごとに単一の
ルールが形成される。
体系上は、8条 4 号が存在する限り 8条 4 号を適用することが誤りであ
るとまではいえないが、3 条後段との整合性を確保するため、（課徴金対
象行為を除き）「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」
すなわち「当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうこと」という基
本用語を用いている 8条 1号を適用することが相当である。ただし、現行
課徴金制度が存続する限り、形式的に課徴金を義務的に賦課しなればなら
ない価格協定等について課徴金を課さないで処理するために 8条 4号を残
しておく必要がある。
立法政策的には、事後規制における 3条違反行為と自由競争減殺型の不
公正な取引方法との関係とパラレルに考えて、8 条 4 号を廃止して 8 条 1
号に一本化することが相当である。

Ⅵ まとめ

解釈論として、行為類型ごとの単一ルールが確立すると（理論上はすで
に確立していると評価される）、「国際標準の競争法」が完全に確立する。
立法政策論としては（法改正により）、事業者の行為について不公正な
取引方法の自由競争減類型の禁止行為を廃止して不公正な取引方法を日本
固有の規制に純化し、事業者団体の行為について単一禁止行為に変更する
と、独占禁止法は「国際標準の競争法制」となる。




