
 

 

以下は、泉水文雄『経済法入門』（有斐閣、2018 年）のうち、令和元年独禁法改正に対応す

る部分である 143―154頁について、教材として使用するための素材である。いずれ差し替

え部分として公表を予定しているが、新学期に改正法で授業を行うものに対応するために、

教材として公開するものである。 

 

1-2 課徴金納付命令 

 

課徴金制度は、昭和 52 年に導入され、平成 17 年と 21 年の改正で大きく拡張され、複雑

になった。令和元年改正により課徴金算定基礎、課徴金減免制度が大きく改正され、課徴金

の調査協力減算制度が新設された。【入門】143―154 頁は以下のレジュメに差し替える（該

当箇所の原稿は後日（年内には）配布予定）。 

 

1-2-1 不当な取引制限の課徴金制度、課徴金減免制度（リニエンシー制度）、調査協力減算

制度 

7 条の 2 から 7 条の 7 は読み通しておくこと（最終的には、どこに何があるかだいたいわ

かり、設問 2 以下について条文を探して何とか答えられるようになればよい）。 

 7 条の 2 

「事業者が、不当な取引制限又は・・・であつて、商品若しく商品若しくは役務の対価に係

るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手

方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは」「第

一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第四号に掲げる

額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない」（7 条

の 2 第 1 号） 

「一 当該違反行為（商品又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号におい

て同じ。）に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等

が供給した当該商品又は役務（当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給した

もの及び当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に

供給したものを除く。）並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非

違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務（当該供

給子会社等（違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。）が他

の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社

等から供給を受けたものを除く。）の政令で定める方法により算定した、当該違反行為

に係る実行期間における売上額」 

「二 当該違反行為（商品又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号に

おいて同じ。）に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反購入子会

社等が供給を受けた当該商品又は役務（当該事業者から当該特定非違反購入子会社等



 

 

が供給を受けたもの及び当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の

購入子会社等から供給を受けたものを除く。）並びに当該一定の取引分野において当該

事業者及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受け

た当該商品又は役務（当該購入子会社等（違反購入子会社等又は特定非違反購入子会社

等である場合に限る。）が他の者から供給を受けて当該事業者又は当該特定非違反購入

子会社等に供給したものを除く。）の政令で定める方法により算定した、当該違反行為

に係る実行期間における購入額」 

「三 当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該

商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及

びその完全子会社等（当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。）が

行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額」 

「四 当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者（当該事業者の供給子会社等並び

に当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。）に供給しないこと又

は他の者（当該事業者の購入子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその

購入子会社等を除く。）から当該商品若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数

料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭そ

の他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額」 

 

課徴金対象行為 

 「対価に係るもの」は、（    ）（    ） 

「供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することに

よりその対価に影響することとなるもの」のうち、「供給量若しくは購入量・・・対価

に影響するもの」は（     ）（    ）、「市場占有率・・・対価に影響するも

の」は（     ）、「取引の相手方・・・対価に影響するもの」は（     ） 

（ヒント）価格カルテル、シェア協定（市場占有率カルテル）、購入カルテル（買

手カルテル）、共同の取引拒絶、私的独占、入札談合、数量（生産量、販売量な

ど）制限カルテル、取引先制限協定 

 

→（参考）購入カルテルの場合、カルテルの市場支配力が強ければ強いほど課徴

金は（高額 or 低額）になる。しかし、課徴金を課さない制度よりはそうであ

っても課した方がよい。→平成 17 年改正で対象であることを条文に明記（イ

後段） 

 

「実行期間」* 

「『実行期間』とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした

事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日（当該事業者に対し当該



 

 

違反行為について・・・第四十七条第一項第一号、第三号、第四号・・・に掲げる処分が

最初に行われた日（当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当

該違反行為について事前通知を受けた日）の十年前の日前であるときは、同日）から当該

違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう」（2 条の２第 13 項）。 

  →課徴金の対象期間は、「実行期間」であり、立入検査を行った日から遡って（   ）

年前から違反行為が終了するまでの期間 

     *現行法では、違反行為の終了時点から遡って 3 年間。 

 

課徴金額 

  ①から④の合計額 

 課徴金額→原則は違反対象の商品役務の①売上額、②購入額の（  ）％ 

  さらに、③密接関連業務*の対価の（  ）％ 

    *新設。たとえば、指名されなかった事業者が下請け業者となったときの売上額

（【CB】108 シール談合事件の Y4） 

   さらに④手数料、金銭その他の財産上の利益*の（  ）％ 

    *新設。典型的には、談合金（売上額をプールして受注協力者に分配など。【百選】

17（福井県経済連事件の経済連が得た金銭）） 

 

中小企業の場合* 

 100 分の 4（10％ではなく 4％）（7 条の 2 第 2 項） 

 ただし、会社グループに中小企業でないものが入っていれば 10％となる（かっこ書き）。 

 *現行法の業種別課徴金制度は廃止された。 

 

売上額等の推計 

 「課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じ

なかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告

又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができ

ない期間における第一項各号に掲げる額を、・・・他の事業者から入手した資料その他

の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の

納付を命ずることができる」（7 条の 2 第 3 項）。 

 

課徴金の加算（7 条の 3） 

課徴金減免制度（7 条の 4） 

調査協力減算制度（7 条の 5） 

課徴金減免制度の欠格事由（7 条の 6） 

罰金額との調整（7 条の 7） 



 

 

 

 

 

 

 

 

【入門】144頁 Figure14の改訂 

 

別紙 

 



 

 

 7条の 4、7条の 5 

☓で表現すると 

 前   1位           0    （--） 

     2位                    0.8 （最小 0.4） 

     3～５位                0.9 （最小 0.5） 

     6位以下                0.95（最小 0.55） 

後   最大３社                0.9 （最小 0.7） 

     上記以外                0.95（最小 0.75） 

 

 

（設問 1*）②事件の基本合意に参加したＡ社の課徴金は、通常、いくらになるか（計算方

法は何か）。 

 

（設問 1-2**）A 社は違反対象行為について売上額はなく、A 社は、A 社の完全子会社であ

る A’社に入札に応札するよう指示し、A’社は A 社から情報提供を受けた価格で落札し

た。公取委は、A 社、A’社のいずれに課徴金を課すのか。 

 

（設問 1-3**）本件の入札談合は 12 年前から続いていたとし、A 社は税法上の帳簿保存期

間である 7 年間帳簿を保存しており、それ以前の A 社の売上額は不明である場合はどう

なるか。 

 

（設問 2**）Ａ社は本件談合のいわば首謀者であり、だれが落札するかを長年指示し、違反

行為をやめないように強制していた者である場合にはどうなるか。 

 

（設問 3**）Ａ社に対する課徴金が加算されるのはどのような場合か。 

 

（設問 4**）②事件の基本合意に参加した B 社が刑事告発を免れるとすれば、どうすれば

よかったか。その場合、B 社は告発起訴不可分の原則（刑訴 238 条 2 項）により起訴され

る心配はないのか。B 社の課徴金はどうなるか。 

 

（設問 5**）(1) ②の入札談合事件で入札談合を行った C 社は、公取委の立入検査がなされ

る前に甲社が公取委に入札談合をしていると最初に報告したことを知った。課徴金の

減額を受けるには何をすればよいか（公取委に連絡するとすればどのような手段によ

るか）。C 社がその方法をとった後でさらに減額を受ける方法はあるか。それはどうす

のか。それらの場合、それぞれいくら減額されるか。 

(2) D 社は、公取委の立入検査がなされたことを知り、課徴金の減額を受けたいと考えて



 

 

いる。何をすることができるか。その方法をとった後でさらに減額を受ける方法はあ

るか。それはどうすのか。それらの場合、それぞれいくら減額されるか。 

(3) C，D 社が 5 年前に別の価格カルテル事件により課徴金納付命令を受けている場合に

(2)(3)はどうなるか。 

(4)C 社（あるいは D 社）が、上記措置を自らがとったことを報道発表したらどうなるか。 

 

（設問 5-1**）これらの減免制度はどのような立法目的から作られたのだろうか。 

 

（設問 6**）甲社は、上記の報告と資料提出をする際に、資本関係を持たない丙社と共同で

報告した場合、甲社、丙社の課徴金はどうなるのか。甲社は子会社乙と共同して報告を行

ったとすると、甲社、乙社の課徴金はどうなるか。 

 

（設問 7**）E 社は、刑事告発され、2 億円の罰金が科され刑が確定したとする。同社は課

徴金を減額してもらえるか。 

 

（設問 8**）(1) ②事件で基本合意に同意し談合に参加した F 社は、実行期間外には落札し

たが、実行期間内においては個別調整には参加したものの落札はしなかった（調整行為

へのお礼（談合金）として 100 万円をもらった）、Ｅ社に課徴金は課されるか。 

(2) F 社は刑事罰は科されるか。 

(3) F 社は民法 709 条による損害賠償請求を受けるか。 

 

 

ゲンメン君 

  


