
はしがき

は　し　が　き
本書は、初めて独占禁止法を学ぼうとする人を想定し基礎的な知識をまと
めたものである。
独占禁止法の基本書には、数多くの優れたものがあるが、高度な内容をも
つものが多い。もともと、独占禁止法は、経済学、あるいは米国・EUの競
争法と関わりが深く、基本書であってもこれらの精緻な議論を前提にしてい
ることが理由の １つと考えられる。このため、独占禁止法は、その道の専門
家でなければ使いこなせないというイメージが強く、敬遠されがちである。
しかし、本来、独占禁止法は、取引に関する事項を規定したものであり、事
業活動の基本事項を対象とするものである。しかも、事業者の多くは規制の
対象となる。
そこで、本書は、独占禁止法をわかりやすく、使いやすく、という観点か
ら、エッセンスとなる知識をまとめ、簡単にいえば、「基本書を読む前に読
む本」とすることとした。
本書の基礎となったのは、すでに ８年になろうとしている関西学院大学法
科大学院のリーガルトピックスという経済法の入門講座の講義資料である。
法科大学院の講義資料であるから、もとの資料には判例・審決が多数引用さ
れているが、読みやすいものとするため、本書では、判例・審決は概略を示
すだけにして、末尾に「判例・審決索引」として出典を記載した。
独占禁止法は、実体法、手続法、組織法からなる。実体法については、条
文を基礎として理論的、実務的に重要な事項を取り上げた。手続法について
は、行政手続、刑事手続等の手続と独占禁止法との関係について説明した。
また、独占禁止法の手続については、法改正が続き、わかりにくい部分もあ
るので、各手続について説明し、審決、取消訴訟判決についてもその見方を
説明した。組織法については、概略を述べるにとどめた。
また、独占禁止法は、他の法律、たとえば、会社法、行政事件訴訟法、民
事訴訟法、刑事訴訟法、特許法、著作権法などのさまざまな国内法、あるい
は国際法などと関連することも多く、それぞれ関連する箇所で指摘した。
さらに、独占禁止法を論じるにあたり、よく目にする、あるいはよく耳に
する語彙のうち、知っていると理解が深まるといったものについては、別枠
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はしがき

で「用語詳解」として説明した。
そして、独占禁止法の基本的な事項を理解した後、興味をもってより高度
な知識を得るためものとして、引用されることが多い基本書を「参考文献」
であげている。いずれも、本書を著すにおいて基礎としたものである。
本書は、企画から完成まで ２年近い時間を費やすことになり、ご迷惑をか
けたが、手間取っている間に、いくつかの重要な判決・審決が出されたこと
は救いであった。
また、本書を著すにあたり、さまざまな議論の機会を通じてご協力いただ
いた方々には心より感謝している。
最後になったが、本書の出版にあたり、企画から完成まで、いろいろとア
ドバイスをいただくとともに、お力添えくださった田口社長に心より御礼申
し上げる。また、編集・校正にあたっては、都郷英博氏には言葉で表せない
ほどお世話になった。校正のたびに、業務の繁忙と重なり、なかなか出来上
がらない原稿を忍耐強く待ち続けてくださったこと、重なる修正に快く対応
してくださったことに深く感謝申し上げる。

　　平成２８年 5 月
� 酒 井　紀 子　　

なお、本書は著者の個人的な研究の成果であって、意見にわたる部分をは
じめとし本書に関する一切の責任は著者にあり、所属する組織とは関係がな
いことをあらかじめお断りする。
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第２章

行為規制⑴
――不当な取引制限

ポ イ ン ト
☞　不当な取引制限に該当する行為にはどのようなものがあるか。
☞　共同行為の違法性はどこにあるのか。



第２章　行為規制⑴――不当な取引制限

Ⅰ　概　要
不当な取引制限は、競争を制限する共同の違反行為である。独占禁止法 2

条 6 項は、「契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事
業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、
製品、設備若しくは取引の相手方を制限する」行為を規制する。典型的なも
のとしては、競争関係にある事業者間で価格等の取引条件を制限する協定、
合意等（まとめて「合意」という）がある。

1 　趣　旨
競争するためには、少なくとも、競争関係にある 2 事業者が存在すること

が必要である。 2 の事業者が存在すれば、お互いに牽制し合って、品質がよ
く価格が安い商品を販売することで、顧客を獲得しようとして競争すること
になる。

しかし、形式的には、 2 以上の事業者が存在する場合でも、これらの事業
者が、価格を同じにする、あるいは、生産する数量を限定するなど、競争を
制限する合意をすれば、実質的には、 2 以上の事業者が存在しないことと同
様の状況となり、競争が制限されることになる。たとえば、同じ商品につい
て同じ価格で販売するといった合意、あるいは、入札において受注する事業
者を決めて他の入札参加者は協力するという合意をすることは、事実上競争
者が存在しなくなることになり、競争を制限することになる。

2 　価格カルテル・数量カルテル・入札談合
それでは、競争を制限するという合意にはどのようなものがあるか。独占

禁止法 2 条 6 項は、対価、数量、技術、製品、設備、もしくは、取引の相手
方を合意の対象として例示している。これらは、いずれも取引条件か、それ
に関連するものであり、競争の手段であるから、いずれかについて合意する
ことは競争を制限することになる。

第 1 章でみたように、競争は良質廉価なものを提供することを前提とする。
合理的な考えとしては、同じものを買う場合には、買い手は価格が安いほう
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Ⅰ　概　要

を選択することになるから、安い価格をつけたほうが売れ、高い価格をつけ
たほうは売れないことになる。そうすると、高い価格をつけたほうは、より
価格を下げることになる。こうして、価格競争が行われる。他方、価格によ
る競争には参加せず、より質の高いものを提供する場合もある。高品質の商
品を提供することで競争する場合である。この場合、どの程度、質が上がれ
ば、買い手は高品質の商品であると受け取るかが重要となる。少し質が上がっ
た程度では、高品質の商品と受け取らないから、より安いほうを購入するこ
とになり、結局、価格による競争となる。しかし、一般的な商品よりも質が
高く高品質の商品であると受け取られることになると、異なる品質の商品と
して、価格競争の対象にはならないことになる。

また、より価格の安いものを提供する方法として、生産数量を増やすこと
が考えられる。売り手（生産者）からみると、生産、あるいは取引する商品
の数量を増やすことで価格を下げることが可能となる。生産、あるいは取引
する商品の数量を増やすことは、生産、あるいは取引にかかるコストを抑え
ることにつながる。これに対し、数量を減らせば価格を引き上げることが可
能となる。数量を減らせば、限られた商品について、その商品を必要とする
者の間で奪い合うことになるから、価格は上昇することになる。買い手から
みると、数量が増えて、価格が下がれば、そのときに購入すればよく、数量
が減って、価格が上がったときには購入を控えることになる。

取引が行われる場合には、取引の対象となる商品の価格と数量を決めるこ
とが必要となる。これは、売り手と買い手との間で決めることであり、交渉
により決まるのが一般的である。しかし、不当な取引制限に該当する行為は、
これらの取引の条件を売り手と買い手の間ではなく、売り手同士あるいは買
い手同士で決めるものである。それによって、取引条件は同一あるいは同じ
ようなものになり競争が制限されることになる。

このような取引条件を制限する行為の代表的なものとして、価格カルテル、
数量カルテル、入札談合といったものがある。

⑴　価格カルテル
価格カルテルは、複数の事業者による価格を制限する合意である。複数の

事業者が価格を決めることで、価格による競争を制限するものである。価格
は、取引条件のうちでも、最も有効で重要な競争手段であるから、価格につ
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第２章　行為規制⑴――不当な取引制限

いての制限は、それだけで競争を制限することになる。わかりやすいケース
は、同種の商品を同じ価格で販売することを合意する場合である。また、同
じ額の引上げを合意する場合である。価格、あるいは引上げ額が一致する場
合だけでなく、一定の範囲で価格を決定するとか、引き上げるという場合も
ある。さらに最低価格、最高価格を決めるといった場合も含まれる。基準を
決めて、それに基づいて各自の価格を決定する場合もある。価格カルテルに
は、価格を維持する場合も含まれる。価格が下がる傾向にある場合には、価
格を下げないようにする合意が行われることもある。このような価格につい
ての合意は、競争を制限する以外の目的はないので、原則として、合意自体
が競争を制限することになる。

⑵　数量カルテル
数量カルテルは、複数の事業者による生産数量や出荷数量を制限する合意

である。数量を制限する合意は、市場における商品の数量を制限することに
なり、それによって価格をコントロールすることができる。直接数量につい
て合意するものではないが、生産量や出荷量のシェアについて合意をするこ
とで、生産量や出荷量を制限する場合もある。さらに、生産設備の稼働率の
制限、あるいは生産設備の廃棄について合意することで、生産量や出荷量を
制限する場合もある。いずれも、生産数量、出荷量を制限することは、商品
の需給をコントロールするものである。つまり、需要と供給のバランスは売
り手と買い手の間の取引における交渉により図られるが、これを売り手、あ
るいは、買い手の間の合意によって、取引される数量をコントロールするこ
とになる。価格カルテルと同様、原則として、その合意は、競争を制限する
ことになる。

⑶　入札談合
入札談合は、競争入札において、入札に参加する事業者が受注する者を決

め、その者が自らの入札価格を決め、他者はそれに協力する合意である。
個別の入札ごとに受注する者を決めるという合意もあれば、複数の入札が

行われる場合に、受注する者を決める方法について決めるという合意もある。
たとえば、順番によって受注する者を決める、地域ごとに受注する者を決め
る、それまでの受注額によって受注する者を決めるといったものがある。入
札談合において個別の入札において具体的に受注する者を決めるための一連
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Ⅰ　概　要

の行為は、受注調整といわれたりする。
入札制度は、入札参加者が、自由に自ら受注しようと価格を決めて入札す

ることで、価格競争をさせ、原則として価格が最も低い者が落札できるとい
う制度である。にもかかわらず、入札参加者の間で、受注する者を決めるこ
とは、このような制度自体を否定するものである。さらに、その者が落札し
たい価格で落札できることになるから、価格を制限することにもなる。した
がって、入札談合の合意は、取引相手と取引価格をコントロールする合意と
いうことができる。

用 詳語 解  7

入札談合の基本合意と個別合意

入札談合は、包括的な受注調整の方法についての合意（基本合意）と、具
体的な入札ごとに基本合意に基づいて、受注予定者を決定する合意（個別合意）
という２段階の構造をもつ場合が多い。

一般的に、入札談合における違反行為は、基本合意の成立であるとされる
ので、不当な取引制限を認定する場合において、すべての個別合意を主張立
証することは必要でないとされる。もちろん、ある程度の数の個別合意が認
定できれば、基本合意の成立、あるいはその実効性があること、さらには一
定の取引分野における競争の実質的制限が認定できるから、その意味では、
個別合意について全く認定しないということではない。しかし、基本合意が
認定できれば、原則として、一定の取引分野における競争を実質的に制限す
るということが推認できるから、違反行為の認定としては、基本合意の認定
で足りることになる。

しかしながら、排除措置命令とともに課徴金納付命令についても争われた
場合には、課徴金算定のため各事業者の売上額を認定しなければならず、そ
の場合、基本合意の対象となる商品・役務に該当するかどうかを判断しなけ
ればならない。課徴金の対象となる売上額は、各業者が受注した個別の入札
物件の売上額の合計であるので、結局は、個別の入札物件が、対象となる商品・
役務であること、つまり、競争制限効果の発生を認定しなければならないこ
とになる。そうすると、課徴金納付命令について、すべての個別物件につい
て争われた場合には、結局、すべての個別の入札物件について、競争制限効
果について認定が必要となる。
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第２章　行為規制⑴――不当な取引制限

ただし、個別の入札物件ごとに具体的制限効果について証拠による立証が
必要とされるわけではなく、基本合意から推認することもできる。

用 詳語 解  8

入札制度

入札談合は、公的機関（たとえば、国、地方公共団体等）が行う入札において、
入札に参加する者の間で受注する者を決めるものである。

一般的な入札についてみれば、発注者が、調達しようとする物品等について、
入札を行い、価格を競わせることで最も低い価格で入札した者が受注できる
という制度である。会計法が詳細な手続を規定している。

国、地方公共団体等が商品・役務を調達する方法は、一般競争入札、指名
競争入札、随意契約、または競り売りの方法によらなければならないとされ
ている（会計法 29 条の 3・29 条の 5、地方自治法 234 条 1 項）。

入札は、競争参加者が文書（入札書）等で価格等について意思表示をさせ
る制度であり、競り売りは、競争参加者が口頭で申し出をさせる制度である。

入札制度は、入札参加者に競わせることで最も低い価格の者から購入でき
ることにメリットがある。入札に先立ち、商品・役務について仕様を明らか
にしたうえで、その仕様を満たす商品・役務の提供を受けることができるこ
とを前提とする。仕様は、満たさなければならない事項を示すものであり、
たとえば、商品であれば、その形状、機能等によって示され、役務であれば、
その役務により完成する目的物を示すこともあるが、目的物自体を特定せず
に、目的とする機能を示すこともある。簡単にいえば、商品であれば、OS と
して Windows 8 を含むノートパソコン、役務であれば、△△建築方式の○○
市図書館の建設工事、○○道路のほ装工事などである。

入札制度が採用されるのは、対価が税金によって支払われることにある。
私企業が取引する場合には、その企業が、どのような事業をどのように行う
かは、自由に決めることができる。これに対して、国、地方公共団体が取引
する場合には、その対価は、国民、住民から徴収した税金が元になるので、
その利益に反することはできないことになる。国民は納税義務を負うのであ
り、その利用は、国民、住民のためになるものであることが必要とされるの
は当然である。

入札による場合、原則として、一般競争入札によるとされており、例外的
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Ⅰ　概　要

に他の方法によるとされている。
一般競争入札とは、一定の客観的条件以外には参加資格がない入札制度で

ある。最近では、一般競争入札の方法として、総合評価落札方式という入札
形式が採用されている。そこでは、入札価格と企業、技術者、技術提案など
の評価点によって落札者が決まることになる。

指名競争入札とは、発注者側が指名した者のみが参加できる入札制度であ
る。契約の性質、または目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入
札の競争に付する必要がない場合、競争に付することが不利と認められる場
合に行われる入札制度である。

地方公共団体の入札では、指名競争入札に付されることが多かったが、入
札参加者が事前に明らかになることから、入札談合が行われやすく、最近は、
一般競争入札に付されるようになっている。

随意契約とは、契約の性質、または目的が競争を許さない場合、緊急の必
要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認め
られる場合には、特定の相手方との間で締結することができる契約である。

用 詳語 解  9

官製談合

官製談合とは、入札談合について、発注者である国、地方公共団体などの
職員等が関与して行われる場合である。たとえば、国、もしくは、地方公共
団体の発注の責任者、あるいは、発注業務の担当者等が関与して行われる。

入札談合においては、入札参加者だけでなく、発注者である国や地方公共
団体の職員等が関与して行われることがあり、入札参加者だけを規制するの
では実効性がないことが問題となったが、独占禁止法では発注者を規制する
ことが難しいことから、別に法律を制定したものである。

官製談合防止法といわれることが多いが、正式名称は「入札談合等関与行
為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関
する法律」である。

規制内容として、発注者に対する改善措置命令、当該行為を行った職員に
対する損害賠償請求、談合をそそのかす等の行為を行った職員に対する罰則
がある。

具体的には、改善措置命令として、調査の実施、必要な措置を講ずること
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（官製談合防止法 3 条）、調査結果の公表（同）、当該行為を行った職員に対す
る損害賠償請求（同 4 条）、懲戒事由の調査（同 5 条）がある。罰則としては、
職員が談合をそそのかすこと、入札に関する秘密を教示すること等により入
札の公正を害した場合（同 8 条）に、5 年以下の懲役、または 250 万円以下の
罰金が科される。

用 詳語 解  10

私人（私企業）による見積合せと受注調整

私人（私企業）間の取引について、見積合せという方法がとられることが
ある。つまり、ある企業が、ある商品等の供給を受けるにあたり、複数の事
業者から見積りを提出させて、最も低い価格を提出した事業者と契約すると
いうものである。最も低い価格を提出した事業者を契約の相手として選択す
ることになることから、入札と類似する。

見積合せの場合にも、受注調整が行われることがある。すわなち、私企業
が供給を受けるにあたり、複数の事業者に見積りを提出させる場合、つまり、
見積合せが行われる場合、見積りの提出を求められた事業者らが、受注調整
を行い、誰が受注するかを決定するものである。見積りの提出を求められた
事業者の間で、受注する者（受注予定者）を決定し、見積価格を調整するこ
とにより、受注することができるようにするものである。ただ、実際の取引
では、供給を受けようとする事業者は、取引の相手が決まった後も、交渉して、
価格を引き下げようとするから、受注予定者に決まったからといって、必ず
しもその希望する価格で受注できるとは限らない。入札の場合には、入札価
格で契約できるのが原則であることとは異なる。

Ⅱ　行為要件――共同して相互に拘束する
独占禁止法 2 条 6 項は、行為要件として「他の事業者と共同して相互に拘

束する」と規定する。「共同して」と「相互に拘束する」に分かれる。合意、
意思の連絡、といった主観的な「共同」とその内容に沿った行為を行うこと
を相互に保証することである「拘束」である。
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