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一一一一    はじめにはじめにはじめにはじめに 
 昭和２５年に制定された司法書士法も半世紀を
経た。現在、司法書士業務を初めとする業務独占
分野（専門職業）については、政府の規制改革委
員会において、「規制緩和推進３か年計画（再改
定）」（２０００年３月３１日）、「規制改革におけ
る論点」（同年７月２６日）、「規制改革委員会見
解」（同年１２月１２日）1という形で、抜本的な
見直しが検討されている。これらの中では、司法
書士法の制定当時にはあまり考えられなかったと
思われる、司法書士業務への独禁法の適用がクロ
ーズアップされている。ただしこれは、司法書士
のみならず、弁護士、土地家屋調査士、行政書士、
税理士、公認会計士などおよびそれらの団体へ独
禁法がどのように適用されるかというより広範な
問題である。これらの職業は業法で法定された資
格者により構成され、法律により業務独占が認め
られた、いわゆる自由業・専門職業(profession)で
あること、これらの業法はいずれも昭和２５年前
後に制定され法の内容もきわめてよく似ているこ
と、さらに本稿で取り扱う問題の多くがこれらの
業法に法的根拠をもつ自主規制であり、これらの
業法の微妙な解釈が関わる点でも共通している。 
したがって本稿で述べる多くは司法書士のみな

らず専門職業１般に共通するものである2。本稿で
は当面特に重要と考えられ、独禁法の執行機関で
ある公正取引委員会（以下、公取委）も関心を示
している3司法書士会の報酬、広告規制・倫理基準

                                                   
1３か年計画では、特に「業務独占資格等を中心と
する資格制度の見直し」自由と正義５１巻７号号
１３３頁以下、論点では、「資格制度」に詳しい記
述 が あ る 。
http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku-suishin/なお、本
稿で引用する文献で出所のないものは、原則とし
て省庁等のホームページに掲載されている。 
2 筆者は本稿のテーマについて次の論稿を公表し
ている。泉水文雄「専門職業（自由業）団体と独
占禁止法」ジュリスト１０２５号３２頁（１９９
３）。あわせて３照いただければ幸いである。 
3 本稿に関する公取委の資料として、事業者団体
問題研究会報告書『事業者団体の活動と独禁法上
の諸問題』（公取委事務局経済部団体課編『事業者
団体の活動と独占禁止法』所収９３－１０２頁（１
９９３年））、公取委事務局『専門職業（司法書士・
行政書士）の広告規制等に関する実態調査報告書』
（１９９８年９月１８日）、公取委『専門職業に対

を中心に検討する。 
なお、前述の規制緩和推進３か年計画（再改定）
では本稿の議論の前提である諸規制の見直しが提
言されているが、以下は現行法に基づく。 
 
二二二二    司法書士（会）と事業者（団体）司法書士（会）と事業者（団体）司法書士（会）と事業者（団体）司法書士（会）と事業者（団体） 
 独禁法の適用を受けるのは原則として事業者、
事業者団体である。そこで司法書士は事業者であ
るのかがまず問題になる。仮に司法書士が事業者
でなければ、司法書士会、日本司法書士会連合会
（以下、日司連）も事業者団体ではなく、独禁法
は適用されないからである。独禁法は、事業者を
「商業、工業、金融業その他の事業を行う者をい
う」（２条１項）とするので、解釈上は、司法書士
業務が「その他の事業」にあたるかという問題で
ある。専門職業が事業はどうかについては、かつ
ては個人の能力が評価される活動であり、商業等
の企業的性格をもたないことから、これを否定す
る見解も有力であった。しかし、２条１項にいう
「事業」とは何らかの経済的利益の供給に対応し
反対給付を反復継続して受ける経済活動を指し4、
営利目的は必要ないこと、１９７０年代後半から
医師会等による料金協定・開業制限の競争制限が
問題になり5、同時期に米国、ＥＣ諸国でも専門職
業への独禁法の適用が活発になったことから、専
門職業にも独禁法が適用されるという見解が支配
的である。獣医師を事業者、市獣医師会を事業者
団体とする下級審判決もある6。公取委も、１９７
６年に社団法人日本建築家協会に対して勧告をし
て以来、この立場で独禁法の運用を行っている7。 

                                                                                  
する競争政策上の取り組み（独禁懇資料）』（１９
９８年１０月１３日）。また、本稿のテーマを公取
委職員が論じたものに、岩下生知「専門職業と競
争政策」公正取引５８５号３５頁（１９９９）。 
4 最判平成元・１２・１４民集４３巻１２号２０
７８頁（都営芝浦屠畜場事件）。 
5 公取委審判審決昭和５４・９・１９審決集２６
巻２５頁（日本建築家協会事件）、公取委勧告審決
昭和５５・６・１９審決集２７巻３９頁（千葉市
医師会事件）など。 
6 市から受託を受けた狂犬病の予防接種を市獣医
師会の開業者部会所属獣医師に限定したことが８
条１項４号違反とならないとした、福岡高判平
２・８・２９審決集３７巻２２２頁、福岡地小倉
支判平元・３・７判時１３２７号８１頁、岡山地
判平４・１・２８審決集３９巻７９７頁。また、
歯科医師会への除名が８条１項３号、４号に違反
しないとした徳島地判平４・２・２７審決集３８
巻３２９頁。 
7 公取委が法的措置をとったのは約１０件であり、



 事業者団体とは、事業者としての共通の利益を
増進することを主たる目的とする２以上の事業者
の結合体または連合体である（２条２項）。司法書
士が事業者であるとすれば、事業者の結合体であ
る都道府県ごとの司法書士会（全国単位司法書士
会）は事業者団体、これら団体の連合体である地
区司法書士会連合会、その連合体である日司連も
事業者団体となる（２条２項）。 
なお、各司法書士会、日司連は司法書士法の法

定団体であり、地区司法書士会は法定団体でない
が、独禁法は法定団体かどうかで差を設けていな
い。ただし、右の定義を満たしても、資本または
構成事業者の出資を有し、営利を目的として事業
を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事
業を営んでいる者は、事業者であって、事業者団
体ではない（同条同項但書）8。 

                                                                                  
建築家協会のほかは医師会、歯科医師会の事案で
ある。しかし、公表された警告事件が約１０件あ
り、その中に後述の日本土地家屋調査士会連合会
事件（１９９７年１０月９日）がある。また公取
委が毎年公表する『事業者団体の活動に関する主
要相談事例』（以下、主要相談事例）では、土地家
屋調査士、行政書士、社会保険労務士、測量士の
団体からの相談についてそれらへ独禁法が適用さ
れることを前提に回答がなされている。前掲注３
の文献も同様である。なお、最近の調査では、
OECD 加盟国のほとんどすべてで、独禁法が専門
職業に例外なく適用されている。 
8 たとえば株式会社は２条２項本文の事業者団体
の要件を満たしてしまうが、株式会社自体が事業
者であってこれを事業者団体とする理由はない。
そこで、このような団体を事業者団体の定義から
排除したのである。では、事業は行っているが、
それは営利でない場合はどうか。たとえば公共嘱
託登記司法書士協会（司法書士法１７条の６）は
事業者団体なのか、事業者なのか。この点で興味
深いのは、徳島県公共嘱託登記土地家屋調査士協
会（以下、公嘱調査士協会）に対する公取委の警
告（２０００年６月２８日）である。 
本件では徳島市から特命随意契約により独占的

に委託を受け自己の社員である土地家屋調査士に
再委託していた公共嘱託登記業務に関し、同市が
競争入札を実施したのに際し、入札３加登録の受
付を行ったことに対し、引き続き自己が独占的に
委託を受けること等を目的として、自らが入札３
加資格登録を行い、自己の社員である土地家屋調
査士に対しては入札３加資格登録をさせないよう
している事実が認められたとして、独禁法１９条
（１般指定１３項、拘束条件付取引）に違反する
おそれがあるとして警告がなされている。 

                                                                                  
本件では、独禁法１９条のほかに、８条１項４
号、５号の適用が考えられるが、警告書はなぜか
１９条しかあげていない。これは公嘱調査士協会
が２条２項但書を満たし事業者だからであろうか。
たしかに、公嘱調査士協会は、公益法人として、
官庁、公署等から不動産の表示に関する登記に必
要な調査、測量、その登記等の嘱託等を行い（土
地家屋調査士法１７条の６）、その限りでは公嘱調
査士協会は事業者であるといえよう。しかし公職
調査士協会は事業者団体ではないのか。２条２項
但書は、出資を有し、営利を目的とし、現に営利
を営んでいる団体（営利団体）を事業者団体の定
義から除去するが、営利とはいえない事業を行っ
ている団体については、事業者であるとともに、
事業者団体でもある、とするのが但書の素直な解
釈であろう（このような２条２項の立法に実質的
な理由があるかどうかはやや疑わしい。１９４９
年に制定された事業者団体法が１９５３年に独禁
法８条に編入されていく立法の過程でこのような
規定ができたようである（今村成和『独占禁止法
（新版）』４０頁、岩本省吾編『事業者団体の活動
に関する新・独禁法ガイドライン』３６－３７頁
（１９９６）３照。今村・前掲は、営利団体に８
条を適用しない理由は立法経緯以外にはないと考
えるようである）。公嘱調査士協会は民法３４条の
公益法人であり、民法３４条はこれを「営利を目
的とせざるもの」に限定する。公嘱調査士協会の
右行為は定款所定の目的たる行為であり、それが
営利行為であるとすれば公嘱調査士協会が公益法
人として設立されたことと矛盾する。公嘱調査士
協会の右行為が営利でないとすれば、公嘱調査士
協会は事業者であるとともに、事業者団体として
８条の規制をも受けることになり、構成員に対し
て競争入札への３加を制限する等を行えば、８条
の適用が問題になるであろう。したがって、右警
告が８条に触れなかったのは、２条２項但書が理
由ではなく、１９条で足りた（法的効果に差がな
かった）ということではなかろうか。 
なお、この問題は「競争の実質的制限」がもた
らされる場合、課徴金等の点で深刻になる。警告
書からはこの点は不明であるが、たとえば競争入
札は順調に行われているなどしてそこまでの競争
制限は生じていないなどの何らかの事情があった
のかもしれない。 
 また、公取委は、社団法人岐阜県不動産鑑定士
協会に対する警告（２００１年３月１日）におい
て、岐阜県不動産鑑定士協会（以下、鑑定士協会）
が、岐阜県内の市町村が発注する平成１２年後の
固定資産評価替えに価格標準宅地の鑑定評価業務
について、１括して「鑑定評価に関する業務委託



 独禁法は、おおきく、①私的独占（３条前段、
２条５項）、②不当な取引制限（３条後段、２条６
項）、③企業結合（９条ないし１８条）、④不公正
な取引方法（１９条、２条９項）を規制している。
本稿のテーマでは②がとくに重要である。独禁法
は不当な取引制限をしてはならないとし（３条）、
不当な取引制限を、事業者が他の事業者と共同し
て対価の決定、維持、引き上げなど「相互にその
事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公
共の利益に反して、１定の取引分野における競争
を実質的に制限すること」とする（２条６項）。こ
こで禁止される典型例は、価格カルテル（料金協
定など）、入札談合、数量制限協定などである。事
業者団体の場で料金協定、入札談合などが行われ
れば、事業者団体による「競争の実質的制限」と
して禁止される（８条１項１号）。さらに事業者団
体が「１定の事業分野における現在又は将来の事
業者の数を制限すること」（同条同項３号）、構成
事業者の「機能又は活動を不当に制限すること」
（同条同項３号）も禁止されている。３号は、た
とえば事業者団体に加入しなければ事業活動を行
うことが事実上困難な状況において、事業者団体
への入会を制限しまたは除名を行うなどである9。
４号は、事業者団体の活動は何らかの形で構成事
業者の機能・活動を制限するから許される行為の
外延がわかりにくいが、先例によれば、①価格制
限ではあるが構成事業者のシェアが低く８条１項
１号にあたるとはいえない場合など10、②商品・

                                                                                  
契約」を締結することとし、会員が市町村と個別
に契約することを認めず、市町村に働きかけるな
どして、会員が市町村と個別に契約できないよう
にさせていた疑いがある行為が認められたとして、
独禁法８条１項４号の規定に違反するおそれがあ
るとして警告し、社団法人不動産鑑定士協会に対
し指導を徹底するよう要請し、公取委は協会が会
員不動産鑑定士等と市町村との間で個別契約を締
結することを妨げることのないよう注視していく
としている。 
本件では、鑑定士協会自身が行っている点で徳

島県公嘱調査士協会の事案とはやや異なるが、専
門家団体が自治体と独占的に契約するために、
個々の会員が個別に自治体の入札に３加し個別に
契約を締結することを妨げたという点でよく似て
いる。本件も適用条文は８条１項４号で警告であ
ったが、今後は競争への影響の程度や行為の悪質
さによっては８条１項１号が適用され、あるいは
警告にとどまらず勧告がなされる危険があること
に注意すべきであろう。 
9 たとえば千葉市医師会事件（前掲）。 
10 日本建築家協会事件（前掲）（１級建築士事務

役務の種類・品質・規格、営業の種類・内容・方
法等の制限で「競争の実質的制限」には至らない
ものなどがこれにあたる。広告制限は本号の問題
である。公取委は、これらの規定の運用指針を具
体的に述べた「事業者団体の活動に関する独占禁
止法上の指針」（以下、ガイドライン）を公表して
いる11。 
 ３条および８条１項１号違反に対しては、公取
委が排除措置（７条、８条の２）を課すとともに、
商品・役務の対価に係るもの、または実質的に商
品・役務の供給量を制限することにより対価に影
響があるものであれば売上高の原則６％の課徴金
（３年間に限る）が課される（７条の２、８条の
３。なお、事業者団体では構成事業者に課される）。
刑罰も用意され（８９条１項、３年以下の懲役ま
たは５００万円以下の罰金）、民事訴訟の対象でも
ある12。これに対し、８条１項３号、４号該当行
為には課徴金は課されず、刑罰も軽い（８９条１
項２号、２年以下の懲役または３００万円以下の
罰金）13。 
  
三三三三    報酬額基準、付随報酬表と独禁法報酬額基準、付随報酬表と独禁法報酬額基準、付随報酬表と独禁法報酬額基準、付随報酬表と独禁法 
 通常の団体が報酬額等を決定したり、報酬規定、
報酬基準等を作成すれば、原則として独禁法８条
１項１号または４号に違反する。これらは価格カ
ルテルであり、事業者間の自由な競争を制限し、
需要家（消費者）は高い対価を払わさせられ、社
会的な非効率が発生するからである。そこでガイ
ドラインも、「最低価格の決定、値上率等の決定、
標準価格等の決定、共通の価格算定方式の決定」
等の価格制限行為、および「価格制限行為への協
力の要請、強要等」を「原則として違反となる」
（黒条項）としている（ガイドライン１）。これら
の先例は多く、専門職業団体でも日本建築家協会
による報酬基準の作成、医師会等による診療報酬
の決定が独禁法違反とされている14。 

                                                                                  
所で約３．１％のシェア）。 
11 公取委担当者によるガイドラインの解説とし
て岩本編・前掲書。 
12 独禁法は民法の不法行為責任とは別に無過失
損害賠償責任制度をおく（２５条、ただし、２６
条）。２５条の対象は事業者だけで事業者団体は対
象となっていなかったが、２０００年改正で事業
者団体も無過失損害賠償責任の対象となった（改
正独禁法２５条１項）。 
13 ただし、過去に刑罰が科されたのは、３条後段
および８条１項１号違反行為だけである。 
14 警告にとして、愛媛県獣医師会温泉支部（１９
９７年５月８日）、桜井地区医師会（１９９８年５
月２４日）、浜北医師会（１９９８年１２月）。な



 それでは司法書士会が作成している報酬額基準
は独禁法に違反するのか。司法書士法１５条は、
司法書士会の会則に同条６号に規定する「司法書
士の報酬に関する規定」を記載しなければならな
いとし、司法書士会の報酬額基準はこの規定に基
づいて作成されている。そこで、司法書士法に基
づいて作成された報酬額基準が独禁法に違反する
のか、という問題になる。司法書士会の報酬額基
準はこのような法的な根拠があるという点で、通
常の団体、および専門職業団体であっても日本建
築家協会、医師会等と異なる。なお、司法書士法
１５条６号に似た規定は、弁護士会（法３３条２
項８号）、土地家屋調査士会（土地家屋調査士法１
５条４号）、税理士会（税理士法旧１４条１項）、
日本公認会計士会協会（公認会計士法４４条１０
号）、弁理士会（弁理士法旧１４条１号）、社会保
険労務士会（社会保険労務士会法２５条の７第１
項５号の３・２５条の１５第１４号）等にもあり、
この問題はこれらの団体に共通している。 
 この問題については、司法書士法が報酬に関す
る規定を会則に記載することを命じ、その会則は
法務大臣の認可を受けており（司法書士法１５条
の２）、会員は会則の遵守義務を負っている（同法
１５条の６）にも関わらず、こうして作成された
報酬額基準が独禁法に違反したり、報酬額基準は
独禁法違反ではないにせよ報酬額基準の遵守を求
めることが独禁法に違反するというのはおかしい
という解釈がありうる。１般論としてはもっとも
ではあるが15、より具体的に、①司法書士法の右

                                                                                  
お、社会保険対象の医療については医療法に基づ
き厚生省が診療報酬表を作成・公表しており、司
法書士等とは別の法的根拠で事実上診療報酬が一
律となっている。しかし保険の対象外の自由診療
（インフルエンザの予防接種など）について診療
報酬表はなく、これらの医療サービスについて医
師会等で標準報酬等を定めれば独禁法違反となる。 
15 やや似た問題として、道路運送法で収受が義務
付けられ、運輸大臣の認可を受けた貸切バスの運
賃（幅運賃）について、市場の実態が認可運賃を
大幅に下回る状況において、貸切バス事業者の団
体が認可運賃の下限まで共同して料金を引き上げ
る行為が独禁法８条１項１号、４号に違反しない
かが争点となった事件がある（公取委審判審決平
成７・７・１０審決集４２巻３頁、大阪バス協会
事件）。 
本件の公取委審判審決は、①「特段の事情がな

い限り」競争の実質的制限にあたらない、しかし
②実勢価格による取引、競争が継続して平穏公然
と行われ、かつ主務官庁による法律的に効果のあ
る措置が相当長期間にわたり講じられてなく、そ

規定の内容および②その立法理由を検討する必要
があろう。 
①については、会則で定めるべき報酬等の立法
の形式には大きく３形態がある。(a)報酬の基準・
標準（弁護士会、土地家屋調査士会、日本公認会
計士会協会、全国社会保険労務士会連合会）、(b)
報酬（司法、社会保険労務士会、弁理士会（旧法））、
③報酬の最高限度額（税理士会）である。このう
ち(c)については、②の立法理由は過大な報酬を請
求されないという消費者等の需要者の利益を確保
するものであると推測でき、最低額や基準額を定
めることをまで認めるものではないであろう。そ
うであるとすれば、最低額や基準額の設定は原則
に戻って独禁法違反であり、最高限度額について
も、それが相当であって、良質のサービスを提供
することを制限しないような運用がされる限りで
独禁法上の問題はないが、最高限度額が市場価格
や相当な価格より高ければ法の趣旨を超えて報酬
を高額に維持する行為であり、独禁法上の問題が
生じることになるのではないか。(a)については、
法の文言上基準・標準の作成を求めるだけであり、
基準・標準であるにもかかわらずそれを強制する
ことは認めないであろう。実質的にも、(b)からは、
過大な請求をされないという需要家の利益が第１
に考えられているのであろう16。少なくとも立法
当初、１定の報酬を保証することで良質なサービ
スの提供を確保するという目的があった可能性も
あるが、仮にそうだとしても前記の需要家の利益
のバランスから基準・標準という文言にしたと考
えられ、個々の司法書士の判断で基準・標準を下
回る報酬を請求することまで禁じるものと解する
のは困難である。そうであるとすれば、基準・標
準であるにもかかわらず強制すれば、それはもは
や基準・標準ではなく、独禁法の原則に戻り、違
法となるのではなかろうか。 
以上に対し、(b)は解釈の幅がやや広そうにも見

える。１方では、報酬に関する規定であれば最高
限度額、基準・標準を超えて設定できると読む余

                                                                                  
れに合理的理由が認められる等の場合は「特段の
事情」があるとしたが、この事件では特段の事情
はないとし、協定運賃が幅運賃の下限を上回って
いた部分だけを８条１項４号違反としている。 
しかし、審決は、道路運送法は幅運賃を下回る
運賃の収受を禁止していること、禁止には刑罰の
担保がついていることを前提としており、司法書
士法とは異なる。 
16 業法等で、事務所の見やすい場所に報酬額表等
を掲示すべき旨規定する例が見られるが（たとえ
ば行政書士法１０条の２第１項）、これらもかかる
趣旨であろう。 



地もあり、他方では、報酬に関する規定とは不当
に高額の報酬をとってはならないといった１般的
な規則を置くことを命じるにすぎず、基準・標準
を求めるものではないとも読めるからである。し
かし、②立法理由から見て、たとえば社会保険労
務士会が(b)、その連合会は(a)である理由は見いだ
しにくいし、種々の専門職業間でとくに理由があ
って(a)(b)を書き分けたとは考えにくい。そうであ
るとすれば、(b)も(a)と同様に解するのが合理的で
あるように思われる1718。なお、規制緩和推進３か

                                                   
17 さらには、司法書士会は(b)に属するが、日司連
については会則に報酬等を書くべき規定がない。
これを根拠に、１般の団体と同様、日司連による
報酬額基準の作成は独禁法違反となるであろうか。
本文であげた各種専門家団体の連合会については
かかる規定をおくものと日司連と同様におかない
ものがあるが、その区別も合理的な説明は困難で
あり、連合会については規定がなくても同様の行
為ができると解すべきであろう。 
18 さらに、司法書士法の要請が報酬基準・標準の
作成だとして、その書き方が問題になる。たとえ
ば最低額や確定額だけを記載することが許される
だろうか。司法書士報酬額基準は、かつては確定
額で書かれていたが、現在は大部分は上下を定め
た幅料金で、１部の書類の作成、相談、日当・旅
費のみが確定額となっている。仮に最低額を設定
すればその目的は報酬水準の維持以外には考えら
れず、独禁法上問題となるおそれが強いであろう。
のみならず、報酬が基準・標準にすぎないという
ことを徹底すれば、（最低額に限らず）確定額を書
くことも問題であり、原価計算の方法や業界の過
去の報酬のアンケート結果を最高・最低・平均別
や分布状況のとりまとめにとどめるべきだとの解
釈もあり得るが（事業者団体報告書、岩下・前掲
４１頁注１０も３照）、最低額ではなく、最高額を
定め、または上下の幅を定めることは、幅を超え
ることを含めてあくまでも基準であることを明確
にしており、かつ、その水準が高すぎる等実質的
に報酬を高止まりにさせる効果をもつものである
場合を除き、許されるのではないかと考えられる。
また、そうでなければ、税理士会だけ報酬の最高
限度額を記載できる理由が説明困難でもある。 
なお、筆者は、「競争政策の観点からは金額以外
の方法によることがより好ましい」と述べたこと
があり（泉水・前掲３４頁）、また戦後すぐにでき
たこれらの法律の規定は現在の社会の実体と乖離
しており、規制緩和推進３か年計画（再改定）お
よび規制改革論点も指摘するように、立法的な見
直しが必要であると考えるが（かかる方向での行
政書士法、弁理士法の改正について、注１９）、現

年計画において、右業法の報酬規定の在り方の見
直しが図られ、同様の規定をもつ行政書士法、弁
理士会法が改正されている19。 

                                                                                  
行の司法書士法等の解釈からは、最低額は別とし
て、金額で書くことだけで独禁法に違反するとま
ではいえないと考える。 
なお、現行の弁護士法のもとで、弁護士報酬規
定の作成自体が独禁法に違反するとするものに、
３宅伸吾『弁護士カルテル』９９頁（１９９５）、
週刊エコノミスト２０００年２月２９日号４９頁
（西田研志弁護士）がある。しかし前述の通り、
現行法上は報酬規定の作成自体が違法とはいえな
いと思われるが、弁護士会では司法書士と異なり、
最低限（「１時間ごとに１万円以上」等）の記載な
ども見られ、いくつかの個別規定は問題がありそ
うである。なお、たとえば弁護士報酬規定、司法
書士報酬額基準に定められた基準報酬が実際にか
かる費用と連動していない等の問題は本稿の問題
とは別に検討すべきである。 
19 規制緩和推進３か年計画（改定）を受けて、１
９９９年改正により行政書士会・連合会について
は行政書士の受ける報酬が会則の記載事項から削
除され（行政書士法１６条旧５号・１８条の２第
４号の削除）、行政書士会・連合会は、依頼者の選
択および行政書士の業務の利便に資するため、行
政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、
統計を作成し、これを公表するよう努めなければ
ならないという規定が新たに置かれた（同法１０
条の２第２項）。「業務独占資格等を中心とする資
格制度の見直し」においては、「報酬規定のあり方
見直し」として「法令により報酬規定を会規則記
載事項としている各資格について、その報酬規定
のあり方について検討を深める」とし、これを受
け弁理士会についても２０００年改正により報酬
規定が会則の記載事項から削除されている（改正
弁理士法５７条）。 
 さらに、「規制緩和に関する論点公開」（２００
０年７月２６日、規制改革委員会）においては、
「報酬規定の在り方見直し」「広告規制の在り方
見直し」が取り上げられている。「報酬規定の在り
方見直し」では、個々の資格者の原価計算の要素
を考慮せず１律の基準額を示すのは適切でなく、
資格者団体は基準額の代わりに報酬決定の要素の
みを示すべき、行政書士・弁理士にならい、報酬
決定を会則記載事項としないこととすべきなど述
べられ、これについて各種の意見が詳しく紹介さ
れている。「広告規制の在り方見直し」では、弁護
士の広告規制が原則禁止から原則自由に改正され
たことを評価し、司法書士等の広告規制の自由化
への検討状況を注視するとされている。 



 公取委も現在、基本的にこの立場によっている
と考えられる。公取委がいつ頃からこのように解
するようになったかはっきりしないが、遅くとも
１９９３年20以降、公取委は、これらの業法の存
在により報酬基準等への独禁法の適用が全面的に
排除されるものではないとの立場で法を運用して
いる。１９９３年、公取委事務局に設けられた事
業者団体問題研究会の報告書21は、「専門職業の
報酬として法定されている趣旨は勘案する必要は
あるものの、独占禁止法上問題のない形で限定的
に運用されるべきである」とした。事業者団体問
題研究会報告書は通常の団体の独禁法上の問題を
も広範に取り上げ、これをもとに１９９５年のガ
イドラインができたが、ガイドラインは専門職業
団体の自主規制にはなぜか１切言及していない。
しかしながら、公取委の主要相談事例において、
社会保険労務士会（１９９３年）、行政書士会（１
９９２年）について、報酬に関する規定を報酬額
の最低額を定めること、および会の報酬基準額を
会員自らの報酬と申し合わせることを、独禁法上
問題になると回答している。したがって、公取委
の研究会報告書や相談事例から公取委の右の立場
を推測できるが、法的措置はもちろん警告・注意
もなく、ガイドラインにも入っていない状態であ
った。 
 ところが、１９９７年以降、公取委はこの問題
を積極的に取り上げるようになった。 
第１に、１９９７年１０月９日、公取委は日本

土地家屋調査士会連合会に対して、「土地家屋調
査士法１５条の２に基づき法務大臣の認可を受け
て『報酬の基準に関する規定』として定めている
土地家屋調査士報酬額表の報酬額を確定額として
運用するよう傘下の土地家屋調査士会を通じて土
地家屋調査士を指導している疑いがあると認めら
れた」として、この行為は独禁法１条１項１号に
違反するおそれがあるとし、今後このような行為
を行わないよう警告した。土地家屋調査士法は「報
酬の基準」とし、「報酬に関する規定」とする司法
書士法とやや異なる点はあるが、ほぼ同じ問題に
ついて公取委が初めて出した警告である。 
第２に、公取委は、『専門職業（司法書士・行政

書士）の広告規制等に関する実態調査報告書』（１
９９８年９月１８日、以下、専門職業報告書）を

                                                   
20 なお、１９７２年には、行政書士の団体からの、
会則に定められた最高報酬額で事業を行うことを
定め、違反者に制裁を課すことが独禁法に違反し
ないかとの相談について、独禁法上問題になると
している（公取委事務局経済部団体課編・前掲書
２４２頁）。 
21 なお、筆者もこの研究会の会員であった。 

公表し、その中で、司法書士、行政書士の広告・
宣伝活動規制および報酬規制をとりあげ、後者に
ついては、司法書士の報酬規定および報酬額基準
は、司法書士が収受する「報酬の基準であり、あ
くまでも個々の司法書士…が報酬額を決める際の
目安として用いられるべき性質のもの」だとし、
報酬規定および報酬額基準が法務大臣の認可事項
とされているが、「これはあくまで各司法書士会
…の会則に記載すべき事項の１つとして位置づけ
られるものであり、定額または１定の幅の額によ
る収受が義務付けられている通常の認可料金とは
その性格をことにすると考えられることから、仮
にこれを確定額として運用するような場合には、
独占禁止法の適用が妨げられるものではない。し
たがって、基準として用いられるべき報酬規定又
は基準報酬額について、各司法書士会…がそれぞ
れの会員に対して確定額として運用するよう指導
したり、日司連（日本司法書士会連合会）…が確
定額として運用するよう各司法書士会…を通じて
指導している場合には、かかる行為は独占禁止法
違反（第８条第１項第１号）となるものである。」
としている。さらに報告書は、司法書士について、
日司連の会則基準および各司法書士会の会則で嘱
託を誘致する目的による報酬の減額が禁じられて
いること、ほとんどの司法書士が報酬規定に沿っ
た報酬を収受していると伺えることから、報酬規
定の運用は会員が実際に収受すべき報酬だと受け
止められ、またそのように機能しているおそれが
あるとし、平成１０年、日司連は報酬規定があく
までも基準であることを明確にする趣旨から、報
酬規定の表題等を改め、嘱託を誘致する目的によ
る報酬の減額を禁じている条項の削除等、会則基
準の改正を実施した、とする。なお、１９９８年
７月、司法書士報酬規定は司法書士報酬額基準に
改定されている。また、嘱託を誘致する目的によ
る報酬の減額の禁止規定も削除されている。 
 以上は、司法書士法２条による独占業務の関す
る報酬額基準の独禁法上の問題であった。２条業
務に付随して行われる戸籍謄本・抄本等の取り寄
せ、登記の立ち会い等の事務作業（以下、付随業
務）は、司法書士の独占業務ではない。そこで、
付随業務の報酬表がどう扱われるかが問題になる。
専門職業報告書は、これについて、認可報酬額以
外の報酬等について、１部の司法書士会は、認可
報酬額のほか、付随報酬表、件別基準額報酬表等
を作成し、会員に配布している事例が見られたと
し、付随報酬表、件別基準額報酬表等に関し、独
禁法上の評価を行うにあたっては、事業者団体が、
標準価格、目標価格等、構成事業者の価格設定の
基準となるものを決定することは、原則として独
禁法違反となる（ガイドライン１―(1)（前掲））



との考え方に基づくべきであるとし、日司連に対
し、上記の行為は独禁法上問題があることを指摘
し、今後価格に関する情報交換活動を行う場合に
は、独禁法の枠内で適切に行うよう要請したとし
ている。 
 付随報酬については、論理的には、司法書士法
１５条５号は独占業務のみならず付随業務につい
ても報酬額基準を作成しうると規定しているとい
う解釈と、司法書士法１５条等の１連の規定は２
条業務に関するものと読むのが素直であり、司法
書士法は付随報酬について報酬規定の作成を求め
ていない、したがって独禁法の原則に戻り、通常
の団体と同様、付随報酬表の作成は独禁法上問題
となるという解釈とがあり得る。微妙な問題では
あるが、付随報酬表、件別基準報酬額表等は法務
大臣等の認可を受けていないこと、これらに記載
された報酬の具体的な額も会則に記載され認可を
受けた認可報酬額とは異なること、これらの額は
認可報酬額と関係ないわけではないが認可報酬額
からは自動的にはでて来ない額が記載されている
こと、および前述の①②の実質論から見て、司法
書士法１５条５号が付随報酬表まで定めるよう命
じているというのは無理があるように思われる。 
 そこで、付随報酬表は基準・標準であっても独
禁法に違反するとすれば、報酬に関して何が許さ
れるのであろうか。ガイドラインからは２つの方
法が考えられる。 
 第１は、原価計算の１般的な方法として積算資
料を作ることである。ガイドラインは「平均原価、
統１的なマークアップ率等、又は所用資材等の標
準的な数量、作業量及び単科を示す方法により、
原価計算又は経営の指導を行うこと」「独禁法違
反となるおそれがある」とするが、「原価計算や積
算についての標準的な項目を掲げた１般的な指導
又は教育を行うこと」を「原則として違反となら
ないもの」としている（１０－１、１０－２）。た
だし、「事業者間に価格や積算金額についての共
通の目的を与えることのないものに限る」として
いるので注意が必要である。また、司法書士では
あまり考えられないと思われるが、専門職業の種
類によっては、団体で指導・教育を行う際に使用
する資料に記載する作業工程等の中に過剰なサー
ビスや不必要に高額な材料等を組み込むことによ
って報酬を高くする効果をもたらすような行為も
問題とされるであろう。 
 第２は、価格に関する情報を需要者等のために
収集・提供することである。ガイドラインは、「重
要な競争手段に具体的に関係する内容の情報活
動」を原則として独禁法違反とするが（９－１）、
「需要者、構成事業者等に対して過去の価格に関
する情報を提供するため、構成事業者から価格に

係る過去の事実に関する情報を任意に収集し、客
観的に統計処理し、価格の高低の分布や動向を正
しく示し、かつ、個々の構成事業者の価格を明示
することなく、概括的に、需要者を含めて提供す
ること」は「原則として違反とならないもの」と
する（９－５）。ただし、「事業者間に現在又は将
来の価格についての共通の目安を与えるようなこ
とのないものに限る」としている。第２の方法が、
価格の目安を与えると評価されないためには、過
去の料金の分布等を示すことがいかに需要者にと
って利益になるかを示さねばならないであろうし、
その場合でも、過去の報酬のアンケートを最高、
最低、平均等に分布状況を示すといった方法にな
るのであろう22。 
 ところで、先に述べたとおり、行政書士法・弁
理士法の改正の結果、行政書士会、弁理士会では、
司法書士会と異なり、たとえそれが「標準」や「目
安」であっても、標準報酬額表等を作成すること
それ自体が独禁法上問題になることになったが、
２０００年１０月２９日、公取委は埼玉県行政書
士会の類似行為に対して警告を出した。本件では、
①埼玉県行政書士会が「標準報酬額表」を作成し、
改正行政書士法施行日（２０００年４月１日）ま
での間、会員事務所に掲示させることを決定し、
②平成１１年１１月の理事会で標準報酬額表に記
載する業務の種類・報酬額を決定し、平成１２年
３月１３日ころ標準報酬額表を会員に配布し、こ
の標準報酬額により会員に収受させていた疑いあ
る行為が認められたとして、独禁法８条１項１号
違反のおそれがあるとし、今後同様の行為を行わ
ないよう警告されている。 
①の標準報酬額表の決定・交付、事務所への掲
示は改正行政書士法の施行までの間とされている
が、②では前年の１１月に決定されたにもかかわ
らず改正法施行の直前である本年３月１３日にな
って会員に交付されており、また実際４月１日の
施行後もこの「標準報酬額表」が会員の事務所に
掲示され続けるなど事実上標準報酬の役割を果た
していたようであり、このための本件の警告が出

                                                   
22 １９９９年度主要相談事例の１０（獣医師会の
診療料金に関するアンケート調査）を３照。なお、
行政書士法１０条の２第２項はこのアプローチに
近いものである。ただし、ガイドラインは要件を
厳格に規定している点に注意。過去の報酬額を会
員から強制的に収集したり、現在または将来の報
酬額を収集する行為は、カルテル破り(cheating)の
探知手段、共謀の手段とされかねず独禁法上きわ
めて微妙な問題である。理論的には、L. Phlips, 
Competition Policy: A Game theoretic Perspective 
(1994)３照。 



されたと思われる。 
①が警告対象に加えられたのも、事務所への掲

示期間は４月１日までの間とされてはいたが、そ
れ以後も事実上標準報酬として使用されていたこ
とが原因と推測される。またさらに、行政書士法
の改正前においても、本件の標準報酬額表は、会
則に記載され認可を受けた認可報酬額とは異なる
ものであり、認可報酬額と関係ないわけではない
が認可報酬額からは必ずしも自動的には出てこな
い額が記載されていたようである。認可報酬額か
らは自動的には出てこない額を標準報酬額とすれ
ば独禁法上の問題がつねに起こるというわけでは
なかろうが、独禁法上問題になる場合はありうる
（本稿の三三三三参照）。本件警告ではこの点も問題なっ
たのかもしれない。 
 いずれにせよ、行政書士会が現在同様の行為を行
えば、行政指導である警告にとどまらず、勧告を
受け、課徴金を課される危険があろう。また、行
政書士会と異なり、司法書士会のように、報酬を
会則に記載すべき規定があり、標準報酬額等につ
き法務大臣の認可を受けている団体であっても、
認可報酬額から自動的にでてこないような事項が
標準報酬額等の中に含まれている場合、場合によ
っては独禁法上の問題が生じうることに注意すべ
きであろう。 
  
四四四四    報酬をめぐる他の問題報酬をめぐる他の問題報酬をめぐる他の問題報酬をめぐる他の問題 
 報酬額基準の上下幅も基準にすぎないとすれば、
個々の司法書士が実際に受け取る報酬が、この上
限を上回り、または下限を下回ること自体は会則
違反にならないことになる。しかし、たとえば相
手方の無知に乗じて不当に高額の報酬を請求する
行為などは、品位を損ない会則違反を問われるこ
とはあり得よう。しかし逆に、下限を下回る報酬
を取得することは、それ自体が需要家へ不利益を
もたらすものではなく、また、次に見るように、
それが不当廉売として独禁法に違反するというこ
とはあまり考えられない。ただし、業務の遂行に
手抜きし需要家に損害が生じるような場合には、
報酬とは別の観点から、会則違反が問われること
はあり得よう。 
 独禁法は不当廉売を規制するが（１９条、２条
９項）、要件は、①「正当な理由がないのに、商品
又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る
対価で継続して供給し」「他の事業者の事業活動
を困難にさせるおそれがある」（１般指定６号前
段）、または、②「その他不当に商品又は役務を低
い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難に
させるおそれがある」場合（同後段）である。１
般に使われるのは  ①であるが、そこでは、「正
当な理由がない」のほか、(a)「供給に要する費用

を著しく下回る対価で」、(b)「継続して供給し」、
(c)「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれ
がある」ことが必要である。(a)の原価は平均総費
用とするのが多数説であるが、司法書士の役務に
おける原価とは何かが問題になり、かつその原価
を「著しく」下回らねばならない。 
たとえば、弁護士が特定類型の事件たとえば個
人破産事件に特化し集中的に事件処理すれば、１
件あたりの原価は１般の弁護士より安くなるが、
その安くなった分報酬を引き下げることは不当廉
売ではない。さらに、司法書士等の提供する役務
は目に見えないものであり、小売業者のような仕
入額、製造業者の原料費等の明確な原価が示しに
くい。司法書士等では、第１にこの要件をいかに
クリアーするかが問題になろう23。そして行政指
導（警告、注意）を別にすれば独禁法違反とされ
た不当廉売事件は過去にわずか３件24しかない。
注意・警告事件も、酒の安売り店、ガソリンスタ
ンド、家電の小売業といった原価の計算が比較的
容易な業界であり、後はせいぜい公共工事の受注
程度である25。不当廉売にあたる行為はあるとし
ても極めて稀ではなかろうか。少なくとも報酬基
準の下限を下回っただけで不当廉売となることは
ない。 
 ただし、２０００年改正で不公正な取引方法（１
９条、２条９項）について私人の差止請求権が創
設され、私人が不当廉売している競争業者に廉売

                                                   
23 原価についての少数説には、可変費用もしくは
限界費用説、または回避可能費用説等があり、米
国およびＥＣ競争法は可変費用基準をとり（米国
ではさらに埋め合わせテストが加わる）、最近は回
避可能費用を用いる試みもある。これらの費用概
念では不当廉売の成立範囲は１般にさらに狭くな
る。また、今後弁護士、司法書士、税理士等が集
まった法律総合事務所が設立されるならば、総合
的な法律サービスの中の原価を算定するという難
しい問題がでてくる。 
24 東京高決昭和５０・４・３０高民集２８巻２号
１７４頁（中部読売新聞事件）、公取委勧告審決昭
和５７・５・２８審決集２９巻１３頁（マルエツ、
ハローマート事件）、名古屋地判平成１１・２・１
０審決集４５巻４７５頁（名古屋生コンクリート
協同組合事件）。 
25 公取委「規制緩和後の市場における不公正な取
引方法に対する取組の状況」（２０００年５月２
９日）。不当廉売の要件については、公取委「酒類
の流通における不当廉売，差別対価等への対応に
ついて」（２０００年１１月２４日）があるが、前
述の通り、専門職業には直接適用できるものでは
ない。 



をやめさせるよう裁判所に提訴できるようになっ
た（改正２４条）。これまでの判決の中には、不当
廉売の成立を公取委よりは簡単に認めるものも見
られ、昨年の名古屋生コンクリート協同組合事件
名古屋地裁判決は、不当廉売の成立を認めている。
この判決がいかなる証拠から不当廉売の成立を認
めたのかはっきりしないが26、今後改正２４条に
よる不当廉売の申立てが増えることが予想される
27。 
 
五五五五    広告制限、その他広告制限、その他広告制限、その他広告制限、その他 
 過度の広告制限は独禁法８条１項４号に違反す
る。ガイドラインは、表示・広告について、「その
内容、媒体、回数等を限定する等、消費者の正し
い商品選択に資する情報の提供に制限を加えるよ
うな自主規制等を行うこと」を違反となるおそれ
がある行為（灰色条項）としている（８－２）。最
近、医師会、薬剤師会の広告制限が法的措置や警
告を受ける例が増えている28。しかし、司法書士
については、司法書士法は常に品位を保持して業
務を行うよう求め（１条の２）、「品位の保持に関
する規定」を会則に記載するよう求め（１５条４
号）、司法書士法施行細則は、不当な手段による嘱
託誘致の禁止を規定し（１２条）、司法書士法の会
則・諸規制はこれらに基づくという点で通常の団
体や医師会等とは異なる。しかし、広告制限につ
いても、報酬と同様、品位保持を理由とすればい
かなる自主規制もなしうるわけではなく、法の趣
旨を越えて競争制限をもたらす自主規制は、原則
に戻って、独禁法８条１項１号、４号に違反する
ことになる29。従来厳格な広告制限をおいていた

                                                   
26 ①の(a)を緩やかに認定したとの見解や（高橋岩
和・ジュリスト１１７２号１２２頁、若林亜里砂・
平成１１年度重要判例解説２４４頁）、原価を下回
ったとの認定なく②の不当廉売の成立を認めたと
いう見解（藤田稔・ＮＢＬ６７３号１９頁）もあ
る。 
27 もっとも、不当廉売で請求原因をどこまで具体
的に書けば請求が特定されたことになるかなど、
実務上克服すべき問題が少なくない。 
28 公取委勧告審決平１１・１・２５審決集４５巻
１８５頁（浜北市医師会に対する件、広告媒体を
新聞、雑誌、チラシに限定、自己の医療機関から
１キロ以内、１０カ所に限定等）。警告に、長野県
薬剤師会（医薬品の価格等の広告表示をしない）、
４日市薬剤師会（廉・乱売等の広告宣伝をしない）
（いずれも１９９８年２月２５日）、玉島歯科医師
会（２０００年３月２２日看板を医院敷地内に限
定、看板以外の広告は新規開業時のみ）。 
29 実態調査報告書３照。 

弁護士会では、このような考え方をも背景に、弁
護士広告の制限を大幅に緩和した「弁護士及び外
国特別会員の業務広告に関する運用指針」（２０
００年５月８日）30を出している。 
 公取委は、すでに事業者団体報告書において、
専門職業団体の広告制限について、「広告媒体、広
告回数、報酬、経歴、業績等を含む広告事項の制
限を行うことは、法の目的を超え、１般的に競争
手段を制限するのみならず、情報量の不足により
需要者の利益を害するものであり、独占禁止法上
問題となるおそれがある」としていた。そして、
報酬額基準と同様、実態調査報告書において、司
法書士会の拘束制限の独禁法上の問題点を具体的
に指摘し、改善を求めている。 
すなわち、「広範な自主規制権限を与えられた
司法書士会…が、品位の保持を根拠に、各司法書
士会…が行う広告・宣伝活動の内容に対して１定
の制限を設けることは否定されるものではないが、
このような団体であっても、事業者である会員の
事業活動を過度に制限するよな場合には、独占禁
止法上の問題を生ずるおそれがあり、現在１部の
司法書士会…により行われている広告規制のよう
に、広告媒体、回数、記載項目等にわたって１律
に厳格な規制を課すことは、品位の保持という目
的から行き過ぎであると考えられる。特に広告が、
消費者にとってサービスを選択する上での重要な
情報であり、かつ、司法書士は国民の権利の保全
に寄与することが…第１の使命であることにかん
がみれば、このような行き過ぎた広告規制は、早
急に見直しの上、速やかに改善されるべきである」
としている。さらに、新聞への広告掲載を禁止し
たり、電話帳へ掲載する広告の大きさを数センチ
メートル以内に限定する、使用できる色を３色以
内とする、あるいは指名及び連絡先以外の事項に
ついては記載してはならないとするなどの規制は、
品位の保持という目的により正当化されるとは考
えられない過度な規制であり、独禁法違反となる
おそれがあるなどとし、「現在１部の司法書士会
において定められている広告・宣伝活動を過度に
制限する自主規制については、それぞれ廃止する
か、又は品位の保持という目的上最小限のものと
し、かつ競争政策上問題のないものに改めるべき
旨を」「傘下司法書士会に周知する要請を行った」
としている。 
 もっとも、右の広告制限はともかく、そして虚
偽または顧客をミスリードする広告が制限される
べきは当然としても、専門職業において品位保持

                                                   
30 自由と正義５１巻７号１２５頁、日弁連広告問
題ワーキンググループ編『弁護士広告』（２０００
年）。 



の観点からどこまでの広告制限が許されるかは、
１般的に述べることは困難であり、今後個別具体
的に見て行くしかないであろう。この関係で興味
深い判決が米国で最近でたが、これは最後の述べ
る。 
                                 
六六六六    おわりにおわりにおわりにおわりに 
 司法書士を初めとする専門職業では広範な自主
規制が行われている。欧米でも専門職業の質や倫
理性の確保のためには失格制度および自主規制が
伝統的にとられてきた。しかし日本だけでなく、
欧米においても競争ルールの導入が進んでいる。 
 ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）では、１９８５
年に「競争政策と専門職業」に関する報告書を公
表し、３入規制、広告宣伝規制、価格規制につい
て規制や運用がサービスの質の確保という本来の
目的を越えて競争制限的になっていないか、規制
の枠組みを再検討するよう提言している。また、
ＯＥＣＤは１９９７年には、「規制制度改革に関
する報告書」を閣僚理事会に報告し、役務の質の
確保には免許制を含む何らかの規制は必要である
としつつ、規制の利益と規制のコストとを比較衡
量し規制を見直すべきだとし、不当に３入を妨げ、
価格を固定するものや価格・役務について真実で
欺瞞性のない広告を禁止するものについては撤廃
または緩和すべきであるなどとしている31。本稿
で述べた方向は世界的な潮流といわざるを得ない
であろう。 
 もっとも、先の規制の利益と規制のコストとの
バランスは難しい問題であるが、１９９９年、米
国の連邦最高裁判所はこの点に係る興味深い判決
を出している。最後にこの判決を紹介したい。
California Dental Association v. U.S, 526 U.S. 756 
(1999) は、カリフォルニア州の歯科医の３分の２
が加盟する協会であり、協会は虚偽またはミスリ
ーディングな広告を禁じるカリフォルニア州法を
根拠に、倫理規範を作り、勧告意見、ガイドライ
ン等において、①「１番安い」等の言葉は広告に
使ってはならず、「安い報酬」などの広告は報酬の
比較等により証明できるデータを提供する義務を
課すなど報酬額の引下げに関する広告を制限し、
定率割引(cross-the-board discounts)の広告は事実上
禁止され、②提供する歯科医療サービスの質に関
する１切の広告を禁じた。 
連邦取引委員会（以下、FTC）は、①はー行為

の外観から直ちに違法とし競争への影響、正当化
事由の個別の判断をしないー当然違法 (per se 
illegal)類型で FTC法５条違反、②はー反競争効果

                                                   
31 邦語文献として、「専門職業に関する競争政策
上の取組」。 

の蓋然性が高い行為類型について、内容に簡単に
目を通し１応の正当性が認められれば合理の原則
へ、認められなければ直ちに違法とするー簡略化
された合理の原則またはクイック・ルックの類型
にあたり、シャーマン法１条および FTC法５条違
反だとした。しかし、連邦控訴裁判所は①も当然
違法の類型ではないが簡略化された合理の原則の
類型にあたるとし、結論的に①②を違法とする
FTCの決定を支持した。 
ところが連邦最高裁は、専門職業サービス市場
では事業者と顧客との間に情報の非対称性があり、
顧客はサービスの質を見分けることが難しく（サ
ービス消費後も、提供されただービスの室が顧客
には判断できないという意味で、経済学上「信用
財(credible good)」）といわれる）、ミスリーディン
グなまたは無関係の広告から顧客を保護するため
広告制限は伝統的な価格カルテル等と異なる扱い
を必要とするとし、本件広告制限は当然違法にも
クイック・ルックまたは簡略化された合理の原則
にもあたらないとして、差し戻したのである。も
っとも、連邦最高裁は、本件広告制限をー競争へ
の影響、正当化事由などを個別に検討するー合理
の原則の類型と捉えるのではなく、クイック・ル
ック等と合理の原則の中間的なものと見ており、
また本件広告制限の競争制限効果、競争促進効果
についてより詳細な事実認定を求めたもので、本
件広告制限が違法か適法かの最終判断はなされて
いない。 
そして、２０００年９月５日に最戻審である連
邦控訴裁判所（第９巡回区裁判所）の判決があり、
判決は、FTC が新たな証拠を提出することを認め
ず、FTC は合理の原則のもとで本件広告規制が反
トラスト法違反であることを示す証拠を提出でき
なかったとして、ＦＴＣの決定を棄却した(224 F. 
3d 942)。本件の広告規制は適法であることが確定
した。 
本件が専門職業の広告規制や自主規制・倫理綱
領の評価についてどこまで１般化できるかは見解
が分かれるが、専門職業団体においては、専門職
業サービスの性格（信用財、または消費しなけれ
ば財の品質がわからない経験財(experience good)）、
および専門職業家と顧客との情報の非対称性から、
虚偽または顧客をミスリードする恐れのある広告
に対しては１定の制限が許される余地があること
を示したとはいえよう。 

 
＊本稿は、拙稿「司法書士と独禁法（１）（２）・
完」市民と法第５号、第６号（２０００年、民事
法研究会）を加筆修正したものである。 


