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新規参入阻止行為と独禁法新規参入阻止行為と独禁法

参入阻止行為が独禁法に違反するとされた審決・判決はき参入阻止行為が独禁法に違反するとされた審決・判決はき
わめて多いわめて多い

大きく、①共同ボイコットによる参入阻止、②単独行為による大きく、①共同ボイコットによる参入阻止、②単独行為による
参入阻止に分かれる参入阻止に分かれる

これらの行為は、有力な競争者を排除することにより、競争これらの行為は、有力な競争者を排除することにより、競争
者が被害を受ける者が被害を受ける

競争が制限されると、のみならず、競争が制限されると、のみならず、商品・サービスの価格・数商品・サービスの価格・数
量が少なくなる、商品等の品質が悪くなる、商品等の多様性量が少なくなる、商品等の品質が悪くなる、商品等の多様性
が減る、技術革新が遅れるなど、消費者に不利益をもたらすが減る、技術革新が遅れるなど、消費者に不利益をもたらす

①②について、独禁法はたくさんの規定を用意している、そ①②について、独禁法はたくさんの規定を用意している、そ
れらには要件・効果に違いがあるれらには要件・効果に違いがある

①これらすべてをここで論じることは無理①これらすべてをここで論じることは無理
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独禁法の規制：４つの柱独禁法の規制：４つの柱

私的独占の禁止私的独占の禁止
競争者の排除による私的独占競争者の排除による私的独占

不当な取引制限の禁止不当な取引制限の禁止
カルテル、入札談合、事業者団体の行為（事業者の数の制限、機能・活カルテル、入札談合、事業者団体の行為（事業者の数の制限、機能・活

動の制限）動の制限）
共同ボイコット（事業者、事業者団体）共同ボイコット（事業者、事業者団体）

企業結合の規制企業結合の規制

不公正な取引方法の禁止不公正な取引方法の禁止
共同ボイコット、単独の取引拒絶、差別対価、不当廉売、不当な顧客誘共同ボイコット、単独の取引拒絶、差別対価、不当廉売、不当な顧客誘 引、抱引、抱
き合わせ販売、き合わせ販売、 拘束・排他条件付取引、再販、優越的地位の濫用、競争者に対拘束・排他条件付取引、再販、優越的地位の濫用、競争者に対
する取引妨害する取引妨害

差止請求が可能（２４条）：郵政公社・ローソンの提携へのヤマトの提訴差止請求が可能（２４条）：郵政公社・ローソンの提携へのヤマトの提訴
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共同ボイコットによる参入阻止（１）共同ボイコットによる参入阻止（１）

共同ボイコット共同ボイコット

A1 A2 A3A1 A2 A3
B1B1以下の依頼を受け以下の依頼を受けA1A1
以下が以下がXXとの取引拒絶＝との取引拒絶＝

参入阻止参入阻止

B1 B2 B3 B4 B5  B1 B2 B3 B4 B5  ←←XX
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共同ボイコットによる参入阻止（２）共同ボイコットによる参入阻止（２）

パチンコ特許プール事件勧告審決（Ｈ９）パチンコ特許プール事件勧告審決（Ｈ９）

パチンコ機メーカー１０社が（株）特許運営連パチンコ機メーカー１０社が（株）特許運営連
盟を設立し、特許等をプール。他の１０社を加盟を設立し、特許等をプール。他の１０社を加
えた２０社のみにライセンスをし、新規参入をえた２０社のみにライセンスをし、新規参入を
阻止。長年２０社のみがパチンコ機を製造。阻止。長年２０社のみがパチンコ機を製造。

公取委は、私的独占に当たるとした。公取委は、私的独占に当たるとした。
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共同ボイコットによる参入阻止（３）共同ボイコットによる参入阻止（３）

日本遊技銃協同組合（エアガン）事件東京地判（Ｈ日本遊技銃協同組合（エアガン）事件東京地判（Ｈ
９）９）

同組合が、エアーソフトガンの威力・弾丸の重量につ同組合が、エアーソフトガンの威力・弾丸の重量につ
いて自主規制。これを守らないアウトライセンサイいて自主規制。これを守らないアウトライセンサイ
ダーに対し小売店に要請し取り扱いを中止させた。ダーに対し小売店に要請し取り扱いを中止させた。

判決は、①自主基準の（一応の）合理性、②内容の判決は、①自主基準の（一応の）合理性、②内容の
合理性は認めたが、③実施方法の相当性に欠ける合理性は認めたが、③実施方法の相当性に欠ける
（著しく危険といえない、組合員に守ってない者がい（著しく危険といえない、組合員に守ってない者がい
るが放置していた）として、違法とし、損害賠償請求るが放置していた）として、違法とし、損害賠償請求
を認容した。を認容した。
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単独行為による参入阻止（１）単独行為による参入阻止（１）

様々な方法があるが・・・様々な方法があるが・・・
メーカーメーカー Y       XY       X

XXの市場閉鎖、コスト引の市場閉鎖、コスト引

上げ上げ
流通業者流通業者 A1 A2 A3A1 A2 A3

有力事業者有力事業者YYが、相当数の取引が、相当数の取引
相手（Ａ）に対して、相手（Ａ）に対して、XXとの取引をとの取引を
拒絶。拒絶。XXは他の流通網を使えないは他の流通網を使えない

消費者消費者 ので市場から閉め出される。ので市場から閉め出される。
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単独行為による参入阻止（２）単独行為による参入阻止（２）

もう一つの例・・・もう一つの例・・・

ＹＹ ←← Ｘ（新規参入）Ｘ（新規参入）
廉売廉売 YYの廉売に対抗できないの廉売に対抗できない

ＡＡ

新規参入が起こった場合に限って、Ｙが不当廉売を新規参入が起こった場合に限って、Ｙが不当廉売を
行い、Ｘの参入を阻止する。行い、Ｘの参入を阻止する。
複雑になると、後述のドイツポスト事件や、航空三社複雑になると、後述のドイツポスト事件や、航空三社
による新規参入航空会社（スカイマークなど）へのによる新規参入航空会社（スカイマークなど）への
低価格設定の件（公取委の行政指導）低価格設定の件（公取委の行政指導）
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単独行為による参入阻止（３）単独行為による参入阻止（３）

北海道新聞社事件同意審決（Ｈ１２）北海道新聞社事件同意審決（Ｈ１２）

道新社が、函館地域への函館新聞社の新規道新社が、函館地域への函館新聞社の新規
参入を阻止するため、①新聞題字対策（函館参入を阻止するため、①新聞題字対策（函館
新聞など９件の商標を出願）、②通信社対策新聞など９件の商標を出願）、②通信社対策
（時事・共同通信に記事を配信しないよう要（時事・共同通信に記事を配信しないよう要
請）、③広告集稿対策（広告を割り引き）、④請）、③広告集稿対策（広告を割り引き）、④
テレビコマーシャル対策（放送し込みの拒否テレビコマーシャル対策（放送し込みの拒否
を要請）。公取委は、私的独占に当たるとした。を要請）。公取委は、私的独占に当たるとした。
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単独行為による参入阻止（４）単独行為による参入阻止（４）

有線ブロードネットワーク事件同意審決（Ｈ１６）有線ブロードネットワーク事件同意審決（Ｈ１６）

有線等２社はキャンシステムの顧客に限って切替契有線等２社はキャンシステムの顧客に限って切替契
約の条件として３，６７５円を下回る月額聴取料また約の条件として３，６７５円を下回る月額聴取料また
は３か月を超える月額聴取料の無料期間を提示すは３か月を超える月額聴取料の無料期間を提示す
るキャンペーン等を実施することにより、集中的にるキャンペーン等を実施することにより、集中的に
キャンシステムの顧客を奪取。公取委は、この行為キャンシステムの顧客を奪取。公取委は、この行為
によって２社は、通謀して、我が国における業務店によって２社は、通謀して、我が国における業務店
向け音楽放送の取引分野における競争を実質的に向け音楽放送の取引分野における競争を実質的に
制限していたとし、私的独占に当たるとした。制限していたとし、私的独占に当たるとした。



2005/10/25 11

私的独占の禁止事件私的独占の禁止事件

競争者を排除することによる、競争の実質的制限競争者を排除することによる、競争の実質的制限
（市場支配力を形成、維持、強化すること）を禁止（市場支配力を形成、維持、強化すること）を禁止

例として・・・例として・・・

パチンコ機特許プール事件勧告審決（前出）パチンコ機特許プール事件勧告審決（前出）

NTTNTT東日本の東日本のADSLADSL警告事件（コロケーションの遅警告事件（コロケーションの遅

延など）・光ファイバー審判事件（マージンスクイズ）延など）・光ファイバー審判事件（マージンスクイズ）
などなど

有線ブロードネットワーク事件同意審決（前出）有線ブロードネットワーク事件同意審決（前出）
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不当な取引制限の事件不当な取引制限の事件

共同ボイコットによる、競争の実質的制限を禁止（事共同ボイコットによる、競争の実質的制限を禁止（事
業者の行為、事業者団体の行為いずれも対象）業者の行為、事業者団体の行為いずれも対象）

たとえば、日本遊技銃協同組合（エアガン）事件（前たとえば、日本遊技銃協同組合（エアガン）事件（前
出）出）

事業者団体の数の制限事業者団体の数の制限

→医師会等による新規加入に対する制限（多数の審→医師会等による新規加入に対する制限（多数の審
決）、ボクシング協会事件和解（東京地裁）決）、ボクシング協会事件和解（東京地裁）
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不公正な取引方法の事件不公正な取引方法の事件
共同ボイコット（一般指定１項）共同ボイコット（一般指定１項）
競争を実質的に制限すれば不当な取引制限になる競争を実質的に制限すれば不当な取引制限になる
が、そこまで至らないが、「公正な競争を阻害するおが、そこまで至らないが、「公正な競争を阻害するお
それがある」場合それがある」場合
仙台港輸入木材協会事件勧告審決（Ｈ３）仙台港輸入木材協会事件勧告審決（Ｈ３）
ロックマン工法事件勧告審決（Ｈ１２）ロックマン工法事件勧告審決（Ｈ１２）
そのほか、差別対価・差別的条件（一般指定３・４そのほか、差別対価・差別的条件（一般指定３・４
項）、競争者の取引妨害（同１５項）項）、競争者の取引妨害（同１５項）
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共同ボイコットによる参入阻止共同ボイコットによる参入阻止
非ハードコア・カルテル非ハードコア・カルテルとは？とは？

ボイコットがあからさまに競争者を排除するもので、ボイコットがあからさまに競争者を排除するもので、
参入阻止以外に合理的な目的がないならば、原則参入阻止以外に合理的な目的がないならば、原則
違法であるのは異論がない違法であるのは異論がない
しかし、実際に共同行為により参入阻止がなされるしかし、実際に共同行為により参入阻止がなされる
場合、競争促進などの何らかの合理的理由があっ場合、競争促進などの何らかの合理的理由があっ
たり、少なくともそういう名目を置くのが普通。たり、少なくともそういう名目を置くのが普通。
たとえば、安全（エアガン事件）、環境保護（共同リたとえば、安全（エアガン事件）、環境保護（共同リ
サイクル）、戦力を均衡し試合を魅力的にする（プロサイクル）、戦力を均衡し試合を魅力的にする（プロ
野球のドラフト制度、移籍制限、参入資格制限）野球のドラフト制度、移籍制限、参入資格制限）
その場合、どういう分析方法になるのだろうかその場合、どういう分析方法になるのだろうか
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非ハードコア・カルテル非ハードコア・カルテルの例の例

（１）（１）DVDDVDの次世代技術の開発のための共同プの次世代技術の開発のための共同プ
ロジェクトロジェクト

（２）（２）JAL/JASJAL/JAS統合前の航空３社が大阪・羽田間統合前の航空３社が大阪・羽田間
のシャトル便を共同で運行するのシャトル便を共同で運行する

（３）家電メーカー同士でインターネット上のホー（３）家電メーカー同士でインターネット上のホー
ムページを開いて共通する部品の調達につムページを開いて共通する部品の調達につ
いて共同で調達する（いて共同で調達する（B2BB2B））

（４）弁護士会で懲罰規定を作り依頼者に法外（４）弁護士会で懲罰規定を作り依頼者に法外
な報酬を請求した会員弁護士を懲戒処分な報酬を請求した会員弁護士を懲戒処分
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DVDDVDの共同の共同開発開発プロジェクトプロジェクト

技術開発が早くなり、技術が標準化（技術開発が早くなり、技術が標準化（DVDDVDは、は、
ビデオのようにビデオのようにVHSVHS、ベータと異なり、メー、ベータと異なり、メー

カーが違っても互換性を保つことができる）さカーが違っても互換性を保つことができる）さ
れる。れる。→消費者の利益になる。→消費者の利益になる。

しかし、しかし、別の優れた技術や規格が使えなくな別の優れた技術や規格が使えなくな
り、技術革新も遅れるかもしれない。り、技術革新も遅れるかもしれない。 →消費→消費

者の不利益となる。者の不利益となる。
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共同運行共同運行シャトル便シャトル便

チケットレスになったり、乗客が遅れても他社チケットレスになったり、乗客が遅れても他社
の便に乗れるようになったり、運行時間を各の便に乗れるようになったり、運行時間を各
社で調整することでたとえば３０分ごとに利用社で調整することでたとえば３０分ごとに利用
できるようになり、顧客の利便が増す。できるようになり、顧客の利便が増す。→消→消
費者の利益になる。費者の利益になる。

しかし、チケットの代金が高くなったり、便数しかし、チケットの代金が高くなったり、便数
の調整がされて便数が減るかもしれない。の調整がされて便数が減るかもしれない。 →→
消費者の不利益となる。消費者の不利益となる。
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共同調達（共同調達（B2BB2B））

部品を安く調達でき（大量に調達でき規模の部品を安く調達でき（大量に調達でき規模の
経済が生じ、かつ世界中の未知の部品メー経済が生じ、かつ世界中の未知の部品メー
カーから調達でき安くなる） 終製品の価格カーから調達でき安くなる） 終製品の価格
が安くなる。が安くなる。→消費者の利益になる。→消費者の利益になる。

完成品の価格が調整され高くなったり、購入完成品の価格が調整され高くなったり、購入
量が減り、 終製品が高くなるかもしれない。量が減り、 終製品が高くなるかもしれない。
部品供給者は買いたたかれるかもしれない部品供給者は買いたたかれるかもしれない
（購買力の濫用）。（購買力の濫用）。 →消費者の不利益となる。→消費者の不利益となる。
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非ハードコア・カルテルの分析方法非ハードコア・カルテルの分析方法

日本のみならず、欧米でも基本的に次の方法による（エアガ日本のみならず、欧米でも基本的に次の方法による（エアガ
ン判決もこのアプローチ）ン判決もこのアプローチ）

①共同行為によって①共同行為によって市場支配力が形成、維持、強化される市場支配力が形成、維持、強化される（反（反
競争的）競争的）かどうかかどうか→→YesYesなら②へなら②へ

②②その共同行為の目的が競争促進的その共同行為の目的が競争促進的（合理的）かどうか（合理的）かどうか（独禁（独禁
法１条の法１条の直接目的である直接目的である自由競争秩序の維持、または究極自由競争秩序の維持、または究極
目的）であるか目的）であるか→→YesYesなら③へなら③へ

③競争促進効果③競争促進効果がが反競争効果反競争効果を上回るかどうかをを上回るかどうかを比較衡量比較衡量すす
るる

その際、競争促進的目的その際、競争促進的目的を達成する「よりを達成する「より競争競争制限的でな制限的でな
い方法」がい方法」があるならばそのような行為によらねばならないあるならばそのような行為によらねばならない
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プロ野球を例にとると・・・（１）プロ野球を例にとると・・・（１）

球団間の競争は、企業間球団間の競争は、企業間のの競争とは異なる。競争とは異なる。複数の球団が複数の球団が
協力しなければ野球という興業は成立しない。協力しなければ野球という興業は成立しない。

観客・視聴者にプロ野球観客・視聴者にプロ野球にに興味を持たせ興味を持たせるにはるには、球団間に、球団間に
おいて戦力が均衡し、試合結果の不確実性が確保されるこおいて戦力が均衡し、試合結果の不確実性が確保されるこ
とが必要とが必要であである。戦力均衡と結果の不確実性の確保はスる。戦力均衡と結果の不確実性の確保はス
ポーツポーツ興業興業という競争の場を確保するための基盤である。という競争の場を確保するための基盤である。

圧倒的に強い球団と弱い球団が圧倒的に強い球団と弱い球団が明らか明らかになっていて、試合になっていて、試合
結果が事前にわかるのであれば、結果が事前にわかるのであれば、（（巨人や阪神の一部の巨人や阪神の一部の
ファンはともかくファンはともかく））、合理的で理性的なプロ野球ファンであれ、合理的で理性的なプロ野球ファンであれ
ば日本のプロ野球に興味を失い、大リーグ、別のスポーツ、ば日本のプロ野球に興味を失い、大リーグ、別のスポーツ、
さらに別の娯楽に移動するであろう。さらに別の娯楽に移動するであろう。
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プロ野球を例にとると・・・（２）プロ野球を例にとると・・・（２）

したがって、したがって、日本プロ野球日本プロ野球機構機構が作成する選手獲得や選手の移動のが作成する選手獲得や選手の移動の
ルールは、球団間の競争を確保するための基盤なのであり、日本プロ野ルールは、球団間の競争を確保するための基盤なのであり、日本プロ野
球球機構機構は戦力均衡と結果の不確実性を確保するための共同行為（ジョイは戦力均衡と結果の不確実性を確保するための共同行為（ジョイ
ントベンチャー）でもある。 近の欧米の競争法においては、競争を確保ントベンチャー）でもある。 近の欧米の競争法においては、競争を確保
する目的を達成のために共同行為を行って合理的な制限を課すことはする目的を達成のために共同行為を行って合理的な制限を課すことは
許されると理解されている。許されると理解されている。
他方、球団間の競争が活発でなくなると、①他方、球団間の競争が活発でなくなると、①球場球場の入場料が高くなり観の入場料が高くなり観
戦しにくくなったり、戦しにくくなったり、テレビテレビ放映権料が高くなって放送回数が減る、②試合放映権料が高くなって放送回数が減る、②試合
回数が減ったり試合がおもしろくなくなる、③ファンへのサービスが悪く回数が減ったり試合がおもしろくなくなる、③ファンへのサービスが悪く
なったりするかもしれない。なったりするかもしれない。
ここにおいて議論すべき問題の本質が明らかになった。現行のドラフト制ここにおいて議論すべき問題の本質が明らかになった。現行のドラフト制
度度、、移籍制限移籍制限、参入制限、参入制限は、プロ野球という競争を確保するためには、プロ野球という競争を確保するために不可不可
欠である欠である戦力均衡・結果の不確実性を確保する戦力均衡・結果の不確実性を確保するという目的を達成するという目的を達成するうう
えで、はたして合理的えで、はたして合理的なものなのか、より競争制限的でない代替的な方なものなのか、より競争制限的でない代替的な方
法が果たしてない法が果たしてないのか、である。のか、である。
（泉水「凌霜」３５１号（２００２年１１月）を一部修正）（泉水「凌霜」３５１号（２００２年１１月）を一部修正）
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加入料問題の公取委国会答弁加入料問題の公取委国会答弁

○山木政府参考人○山木政府参考人 お答えいたします。お答えいたします。
まず前提でございますけれども、プロ野球といいますものは、御案内のようにまず前提でございますけれども、プロ野球といいますものは、御案内のように一球団だけ一球団だけ

では興行できませんので、複数の球団があって興行として成立するでは興行できませんので、複数の球団があって興行として成立するわけでございますので、わけでございますので、
関係の事業者でありますとか事業者団体がさまざまな取り決めをするということが当然ある関係の事業者でありますとか事業者団体がさまざまな取り決めをするということが当然ある
わけでございまして、それ自体が独占禁止法上問題となるということはないということでござわけでございまして、それ自体が独占禁止法上問題となるということはないということでござ
います。います。
それから、御指摘の加盟料、加入料につきましては、制定されました経緯が、球団経営者それから、御指摘の加盟料、加入料につきましては、制定されました経緯が、球団経営者

としてふさわしくない者が入ってほしくない、それから短期的にころころ経営者がかわるといとしてふさわしくない者が入ってほしくない、それから短期的にころころ経営者がかわるとい
うことは防止したいということから、こういう規定が設けられたというふうに聞いておるわけでうことは防止したいということから、こういう規定が設けられたというふうに聞いておるわけで
ございます。ございます。
なお、野球協約上は、加入または買収に際しましては、オーナー会議等の承認が必要だなお、野球協約上は、加入または買収に際しましては、オーナー会議等の承認が必要だ

という規定がある上に、さらに六十億または三十億という加入料を徴収することにされておという規定がある上に、さらに六十億または三十億という加入料を徴収することにされてお
ります。ります。
これについては、先ほど申し上げましたこれについては、先ほど申し上げました加入料の目的、加入料を取ると申しますか制定の加入料の目的、加入料を取ると申しますか制定の

目的と、それからその手段となっております六十億、三十億ということが、その目的に照らし目的と、それからその手段となっております六十億、三十億ということが、その目的に照らし
て合理的かどうかということについて、やはり関係事業者ないしは団体の方でさらに検討をて合理的かどうかということについて、やはり関係事業者ないしは団体の方でさらに検討を
加えられてしかるべきではないか加えられてしかるべきではないかというふうに思っておるところでございます。というふうに思っておるところでございます。
なお、独占禁止法との関係では、これは全くの一般論でございますけれども、新規参入をなお、独占禁止法との関係では、これは全くの一般論でございますけれども、新規参入を

不当に排除するということにつきましては、やはり私どもとしても関心を持たざるを得ない事不当に排除するということにつきましては、やはり私どもとしても関心を持たざるを得ない事
柄だと考えておるところでございます。柄だと考えておるところでございます。
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加入料問題の公取委・上杉事務局長加入料問題の公取委・上杉事務局長
コメントコメント

事務総長定例会見記録事務総長定例会見記録((平成平成16 16 年９月年９月) ) （事務総長）（事務総長）

・・・プロ野球の組織に加入するに当たっていろいろな条件・・・プロ野球の組織に加入するに当たっていろいろな条件
があるとお聞きしておりますので，これらがプロ野球の興行があるとお聞きしておりますので，これらがプロ野球の興行
を行う上で十分に必要な条件であるのならば，を行う上で十分に必要な条件であるのならば，機構側から十機構側から十
分国民が納得できるような合理的な理由があるということが分国民が納得できるような合理的な理由があるということが
示される必要があるのではないか示される必要があるのではないかと思います。私どもとしてと思います。私どもとして
は，皆が納得できるような根拠があって要件を設定しているは，皆が納得できるような根拠があって要件を設定している
ならば，そういった要件に基づいて参加できないということにならば，そういった要件に基づいて参加できないということに
ついては独占禁止法上問題がないと言えるわけです。ですついては独占禁止法上問題がないと言えるわけです。です
ので，いろいろ言われているように６０億円というのはどうかので，いろいろ言われているように６０億円というのはどうか
とか，それを分配する方式というのはどうかということについとか，それを分配する方式というのはどうかということについ
て，機構側から十分分かりやすい説明が行われる必要があて，機構側から十分分かりやすい説明が行われる必要があ
るのではないかと考えております。るのではないかと考えております。
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希少資源の割り当てと参入阻止希少資源の割り当てと参入阻止

電波の割り当て・・・電波の割り当て・・・
飛行場の発着枠、カウンターの割り当て→新規参入航空会飛行場の発着枠、カウンターの割り当て→新規参入航空会
社を狙い撃ちにした値下げ社を狙い撃ちにした値下げ
航空三社による新規航空会社への同調的な値下げの件。公航空三社による新規航空会社への同調的な値下げの件。公
取委の独占寡占規制報告書の提案（立法化は断念）。→独取委の独占寡占規制報告書の提案（立法化は断念）。→独
禁法による規制は可能だが、要件上の限界等があり、独禁禁法による規制は可能だが、要件上の限界等があり、独禁
法だけでは解決できない問題。法だけでは解決できない問題。
民営化後の光ファイバー等に開放義務を課すべきかについ民営化後の光ファイバー等に開放義務を課すべきかについ
ては議論がある。しかし、この問題は光ファイバー等とは異ては議論がある。しかし、この問題は光ファイバー等とは異
なる。なる。
電波や飛行場の施設は割り当てを受けた者が金を出して作電波や飛行場の施設は割り当てを受けた者が金を出して作
り出したものではない。第一は割り当て政策の問題である。り出したものではない。第一は割り当て政策の問題である。
政府（総務省、国土交通省など）による割り当てのルールが政府（総務省、国土交通省など）による割り当てのルールが
公正であることが決定的に重要である。公正であることが決定的に重要である。
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公益事業に隣接する競争分野での公益事業に隣接する競争分野での
単独行為による参入阻止単独行為による参入阻止

ドイツポスト事件欧州委員会決定（２００１年）ドイツポスト事件欧州委員会決定（２００１年）

ドイツポストが小口荷物宅配分野へ低価格で参入。ドイツポストが小口荷物宅配分野へ低価格で参入。
米国系宅配業者が排除され、ドイツポストがドイツ米国系宅配業者が排除され、ドイツポストがドイツ
小口宅配市場を独占。小口宅配市場を独占。

欧州委員会の決定は、市場支配的地位の濫用に当欧州委員会の決定は、市場支配的地位の濫用に当
たる不当廉売だとした。宅配市場の料金が回避可たる不当廉売だとした。宅配市場の料金が回避可
能費用（宅配事業をしなければ節約できた費用）を能費用（宅配事業をしなければ節約できた費用）を
下回るので違法だとした。その際に、ユニバーサル下回るので違法だとした。その際に、ユニバーサル
サービス提供のための郵便の集配所・人員などのサービス提供のための郵便の集配所・人員などの
（共通）固定費用の一部を費用に加えて計算した。（共通）固定費用の一部を費用に加えて計算した。


	新規参入障壁と�消費者の利益 
	新規参入阻止行為と独禁法
	独禁法の規制：４つの柱
	共同ボイコットによる参入阻止（１）
	共同ボイコットによる参入阻止（２）
	共同ボイコットによる参入阻止（３）
	単独行為による参入阻止（１）
	単独行為による参入阻止（２）
	単独行為による参入阻止（３）
	単独行為による参入阻止（４）
	私的独占の禁止事件
	不当な取引制限の事件
	不公正な取引方法の事件
	共同ボイコットによる参入阻止�非ハードコア・カルテルとは？
	非ハードコア・カルテルの例
	DVDの共同開発プロジェクト�
	共同運行シャトル便
	共同調達（B2B）
	非ハードコア・カルテルの分析方法
	プロ野球を例にとると・・・（１）
	プロ野球を例にとると・・・（２）
	加入料問題の公取委国会答弁
	加入料問題の公取委・上杉事務局長コメント
	希少資源の割り当てと参入阻止
	公益事業に隣接する競争分野での�単独行為による参入阻止

