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Ⅰ 日本の競争法と課徴金制度 
１ 日本の競争法 
 日本の競 争法（独占 禁止法 Anti-
monopoly Law）は、カルテルや入札談合を

「不当な取引制限」として規制する。独禁法

は、「事業者が、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等相互にその事

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、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いう」

（2 条 6 項）と定義している。 
 価格カルテル（価格協定）、数量制限カル

テル、市場シェアカルテル、市場分割カルテ

ル、入札談合などは、事業者が、他の事業者

と「共同して」、「相互にその事業活動を拘束

し」、それにより、原則として、「公共の利益

に反して、一定の取引分野における競争を

実質的に制限する」と解されている。なお、

                                                   
1最判平成 24・2・20 民集 66 巻 2 号 796
頁（多摩談合（新井組）事件）、最判平成

22・12・17 民集 64 巻 2067 頁（NTT 東

「一定の取引分野」は市場 (relevant 
market)」、「競争を実質的に制限する」は、

市場支配力(market power)を形成、維持ま

たは強化することと解されている 1。 
 独禁法は、そのほか、私的独占（2 条 5 項）、

不公正な取引方法（2 条 9 項）を禁止して

いる。2 条 5 項は、「事業者が、単独に、又

は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、そ

の他いかなる方法をもつてするかを問わず、

他の事業者の事業活動を排除し、又は支配

することにより、公共の利益に反して、一定

の取引分野における競争を実質的に制限す

ることをいう」とし、2 条 9 項は法定の不

公正な取引方法を 4 種類列挙し（共同の供

給拒絶、差別対価、不当廉売、再販売価格維

持制度、優越的地位の濫用）、そのほか公正

取引委員会が指定できるとしている。公正

取引委員会は、告示 2において 14 の行為を

指定している。 
 
２ 課徴金制度 
 独禁法は、不当な取引制限に対して課徴

金を課す制度を設けている（7 条の 2）。事

業者が、「不当な取引制限・・・をしたとき

は、公正取引委員会は、・・・当該事業者に

対し、当該行為の実行としての事業活動を

行つた日から当該行為の実行としての事業

活動がなくなる日までの期間（当該期間が

三年を超えるときは、当該行為の実行とし

ての事業活動がなくなる日からさかのぼつ

て三年間とする・・・）における当該商品又

は役務の政令で定める方法により算定した

売上額（当該行為が商品又は役務の供給を

受けることに係るものである場合は、当該

商品又は役務の政令で定める方法により算

定した購入額）に百分の十・・・を乗じて得

た額に相当する額の課徴金を国庫に納付す

日本事件）。 
2 不公正な取引方法（1977 年）。 
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ることを命じなければならない」とする。 
不当な取引制限に対する課徴金は、違反

対象行為の売上額の原則として 10％であ

る。ただし、小売業は 3％、卸売業は 2％で

あり、また中小企業では原則 4％、卸売業

1％、小売業 1.2％である（7条の 2第 5項）。

課徴金の賦課期間は最長 3 年であり、不当

な取引制限が 3 年を超える場合には違反対

象行為終了時から遡って 3 年間となる（7条

の 2 第 1 項）。日本の課徴金制度は義務的・

非裁量的であり、課徴金額の計算方法も単

純であり、控除すべき売上げ額等は法律・政

令で決まっているという特徴を持つ。 
なお、課徴金減免制度(leniency program)

による減免（7 条の 2 第 10 から 12 項）、10
年以内での繰り返し（7 条の 2 第 7 項、9
項）、主導的事業者への増額（7 条の 2 第 8
項、9 項）制度がある。 
 2006 年と 2009 年の独禁法改正により私

的独占も課徴金の対象とされた。排除によ

る私的独占（排除型私的独占）はすべてが、

支配による私的独占（支配型私的独占）はそ

の一部が課徴金対象行為である。売上額の

6％、売上額の 10％である。 
 2009 年の独禁法改正により不公正な取

引方法のうちの法定の不公正な取引方法

（共同の供給拒絶、差別対価、不当廉売、再

販売価格維持制度、優越的地位の濫用）が課

徴金対象行為となった。優越的地位の濫用

に対しては現在６件の課徴金事件が提起さ

れ、いずれも審判で争われた。共同の供給拒

絶、差別対価、不当廉売、再販売価格維持制

                                                   
3 ドイツ競争制限禁止法、米国 FTIAI（後

述）、中国反壟断法、韓国法等。 
4 東京高判 2001・11・30 審決集 48 巻

493 頁（機械保険カルテル事件）、公取委

排除措置命令 2008・2・20 審決集 54 巻

512 頁（マリンホース国際市場分割事

件）。 
5 公取委勧告審決 1998・9・3 審決集 45
巻 148 頁（ノーディオン事件）。 

度については、10 年内に違反行為を繰り返

した場合に、課徴金が課される（20 条の

2~20 条の 5）。優越的地位の濫用以外の不

公正な取引方法に課徴金が課された例はこ

れまでない。 
 なお、TPP において日本政府は独禁法に

確約制度（commitment、公正取引委員会と

事業者の間で、違反行為を認定することな

く、是正措置等の約束をすることで審査を

終了する方法）を導入することとなってお

り、確約制度が成立すれば、私的独占や優越

的地位の濫用の事件の多くが、課徴金が課

されることなく、確約により終了すること

が予想される。 
 
３ 域外適用に関する独禁法の規定と先例 
 諸外国の競争法には、競争法の中に効果

理論を採用することを明示する国 3が見ら

れる。しかし、日本の独禁法には、域外適用

に関する明示の規定はなく、独禁法の解釈

問題となる。しかし、外国に所在する事業者

が行った不当な取引制限 4、私的独占 5、不

公正な取引方法 6に独禁法を適用した例は

ある。それらには、行為の一部が日本で行わ

れ属地主義で説明できるのもの 7、属地主義

では説明が難しいもの（効果主義や客観的

属地主義では説明ができるもの）があるが 8、

域外適用ができることには現在は異論がな

い。外国所在の会社間の企業結合を審査し

た事例はきわめて多い。なお、公正取引委員

会が域外適用について、属地主義、効果主

義、客観的属地主義等のうちいずれを採用

6 公取委審判審決 2008・9・16 審決集 55
卷 380 頁（マイクロソフト非係争条項事

件）。 
7 前掲の事件の多くがこれに当たる。 
8 企業結合事件に多い。たとえば、BHP
ビリトン・リオ・ティント生産ジョイント

ベンチャー設立事例（公取委「2000 年度

主要な相談事例」1）。 
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するか述べたことはない。 
 
４ 外国で販売された商品の売上額に課徴

金を課せるか 
外国に所在する事業者が行った不当な取

引制限（価格カルテル）について、当該事業

者の当該商品の「日本で販売した商品の売

上額」に課徴金を課した例 9はある。 
問題は、「外国で販売された（日本では販

売されていない）商品の売上額」が課徴金の

対象になるのかである。 
これは、「当該商品又は役務の政令で定め

る方法により算定した売上額」の要件の解

釈問題であるが、この文言には、外国で販売

された商品の売上額に課徴金を課せるか否

かに関する情報はなく、「政令」10にもこの

ような情報はない。 
判例では、「当該商品」とは「違反行為で

ある相互拘束の対象である商品、すなわち、

違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商

品であって、違反行為である相互拘束を受

けたものをいう」とされる 11。しかし、こ

の判例にも、この問題を解決する手がかり

となる情報はない。 
このような中で、マリンホース事件とブ

ラウン管テレビ事件が起こった。 
 
４ マリンホース事件の経験 

マリンホース国際市場分割事件の公取委

排除措置命令（2008・2・20、前掲）では、

英国、フランス、イタリア、米国所在の事業

者が不当な取引制限に違反したとして排除

措置命令が出された。しかし、これは市場分

                                                   
9 前掲・東京高判 2001・11・30（機械保

険カルテル事件）。なお、私的独占等は当

時は課徴金の対象外の行為であった。 
10 私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律施行令 5 条から 8 条。 
11 東京高判 2010 年・11・26 審決集 57 巻

第 2 分冊 194 頁（出光興産事件）。 
12 日本所在の事業者は 2 社いたが、他の 1

割カルテルであり、公正取引委員会は、「特

定マリンホースのうち我が国に所在するマ

リンホースの需要者が発注するものの取引

分野」を市場とし、「我が国に所在するマリ

ンホースの需要者が発注」したマリンホー

スは、日本所在の供給者（日本企業）のみが

販売していたために、日本所在の事業者 1
社 12に対してのみ 238 万円の課徴金を課し

た。 
マリンホース事件に関する公正取引委員

会の事件処理に対しては、欧州委員会のよ

うに、市場分割協定においては、世界におけ

る市場シェアを国内における市場シェアに

擬制して外国でのみ販売する事業者に対し

ても課徴金を課すべきだという批判や、外

国事業者が課徴金が課されず、公正取引委

員会の調査への見返りもないことから、外

国事業者が公正取引委員会の調査に協力し

なくなることに懸念 13も示された。他方、

日本国内に売上額のない外国所在の事業者

に課徴金を課すことは、現行法の解釈とし

ては無理だという反対説が主張された。 
次のブラウン管カルテル事件は、このマ

リンホース事件をめぐる経験をも参考にし

て、公正取引委員会の審査官が審査を行い、

外国所在の事業者に課徴金を課したと想像

される。 
 
Ⅱ ブラウン管カルテル事件審決 

社は調査開始前に一番で減免申請をしたた

めに、課徴金納付命令を免れた（7 条の 2
第 10 項）。 
13 河合弘造「独占禁止法の海外企業・外

国人への執行の課題」西村利郎先生追悼論

文集『グローバリゼーションの中の日本

法』（2008）468 頁等。 
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１ 事実の概要 
 我が国（日本）ブラウン管テレビ製造販売

業者（オリオン電機（X1）、三洋電機（X2）、
シャープ（X3）、日本ビクター（X4）、船井

電機（X5）。以下、「5 社」という）は，我が

国に本店を置き，東南アジア地域に製造子

会社，関連会社または製造委託先会社を有

して，ブラウン管テレビの製造販売業を営

んでいた。 
我が国ブラウン管テレビ製造販売業社は、

それぞれ、ＭＴ映像ディスプレイ（A1）、サ

ムスンＳＤＩ（B1）、中華映管（C1）、ＬＧ

フィリップス・ディスプレイズ（D1）、タイ

ＣＲＴ（E）ほかのテレビ用ブラウン管製造

販売業者の中から一または複数の事業者を

選定し、当該事業者との間で、現地製造子会

社等が購入するテレビ用ブラウン管の仕様

のほか、おおむね１年ごとの購入予定数量

の大枠やおおむね四半期ごとの購入価格及

び購入数量について交渉していた（「本件交

渉等」）。 
 現地製造子会社等は、本件交渉等を経た

後、主に A2、A3、A4、サムスンＳＤＩマ

レーシア（B2）、中華映管マレーシア（C2）、
D1、ＬＰディスプレイズ・インドネシア

(D2)、E からテレビ用ブラウン管を購入し

ていた。 
A1、A2、B1 から D2 は、本件ブラウン

管の現地製造子会社等（x1 以下）向け販売

価格の安定を図るため、日本国外において、

本件ブラウン管の営業担当者による会合を

継続的に開催し、おおむね四半期ごとに次

の四半期における本件ブラウン管の現地製

造子会社等向け販売価格の各社が遵守すべ

き最低目標価格等を設定する旨合意した

（「本件合意」）。A3、A4 はその後本件合意

に加わった。 
公正取引委員会は、排除措置命令を行う

とともに、A2、A3、A4、B1、D1、D2 に対

して、課徴金納付を命じた。C は課徴金減

免制度を利用し、課徴金を免れたと考えら

れる。A2、B1、B2 の 4 社はこれらの取消

しを求めて審判請求をした。 
 
２ 審決概要 
（１）独禁法 3 条後段の適用の可否 
「本件合意が、A１らと外国事業者によっ

て、日本国外において形成された上、本件合

意の対象となったテレビ用ブラウン管（本

件ブラウン管）の直接の購入者である現地

製造子会社等も日本国外に所在することか

ら、このような場合にも独占禁止法第３条

後段を適用することができるか否かが争点

となっている。」 
「事業者が日本国外において独占禁止法

第２条第６項に該当する行為に及んだ場合

であっても、少なくとも、一定の取引分野に

おける競争が我が国に所在する需要者をめ

ぐって行われるものであり、かつ、当該行為

により一定の取引分野における競争が実質

的に制限された場合には、同法第３条後段

が適用されると解するのが相当である。」 
「『一定の取引分野』は、原則として、違

反行為者のした共同行為が対象としている

取引及びそれにより影響を受ける範囲を検

討して画定すれば足りる・・・。 
本件合意は、・・・最低目標価格等を設定

する旨の合意であり、１１社のした共同行

為が対象としている取引は、本件ブラウン

管の販売に関する取引であり、それにより

影響を受ける範囲も同取引であるから、本
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件ブラウン管の販売分野が一定の取引分野

である」 
「(ｱ)・・・我が国ブラウン管テレビ製造販

売業者は、・・・自社グループが行うブラウ

ン管テレビに係る事業を統括するなどして

いた・・・ 
(ｲ) 我が国ブラウン管テレビ製造販売業者

は，・・・４社との間で交渉し，本件ブラウ

ン管の購入先及び本件ブラウン管の購入価

格，購入数量等の重要な取引条件を決定し

た上で，現地製造子会社等に対して・・・購

入を指示して，本件ブラウン管を購入させ

ていた・・・直接に本件ブラウン管を購入し、

商品の供給を受けていたのが現地製造子会

社等であるとしても、我が国ブラウン管テ

レビ製造販売業者の果たしていた上記役割

に照らせば、我が国ブラウン管テレビ製造

販売業者と現地製造子会社等は一体不可分

となって本件ブラウン管を購入してい

た・・・ 
(ｳ) 本件合意が４社が我が国ブラウン管テ

レビ製造販売業者との交渉の際に提示すべ

き本件ブラウン管の現地製造子会社等向け

販売価格の最低目標価格等を設定するもの

であることも併せて考えれば・・・１１社は、

そのグループごとに、競い合う関係にあっ

た・・・ 
(ｴ) ・・・我が国ブラウン管テレビ製造販売

業者は本件ブラウン管の需要者に該当する

ものであり、本件ブラウン管の販売分野に

おける競争は、主として我が国に所在する

需要者をめぐって行われるものであった。 
・・・５年間における現地製造子会社等の

本件ブラウン管の総購入額のうち、Y2 ほか

７社からの購入額の合計の割合は、約８３．

５パーセントとその大部分を占めていたこ

と、・・・１１社は本件合意に基づき設定さ

                                                   
14 ３は、泉水文雄「テレビ用ブラウン管

国際カルテル事件」NBL1062 号 61 頁

（2015）のうち、域外適用の可否および課

れた最低目標価格等を踏まえて、我が国ブ

ラウン管テレビ製造販売業者との間で、本

件ブラウン管の価格交渉をしていたこと等

に照らせば、本件合意により、本件ブラウン

管の価格をある程度自由に左右することが

できる状態をもたらしたといえる・・・」 
（２）本件ブラウン管の売上額が「当該商品

の売上額」に該当し、課徴金の計算の基礎と

なるか否か 
「『当該商品』とは、違反行為である相互拘

束の対象である商品、すなわち、違反行為の

対象商品の範ちゅうに属する商品であって、

違反行為である相互拘束を受けたものをい

うと解される・・・。 
本件ブラウン管が本件違反行為の対象商

品の範ちゅうに属する商品であって、違反

行為である相互拘束を受けたものであるこ

とは明らかである。したがって、本件ブラウ

ン管は「当該商品」に当たるから、独占禁止

法施行令第５条に基づき算定された本件ブ

ラウン管の売上額が課徴金の計算の基礎と

なる」 
 

３ ブラウン管カルテル事件審決の検討 14 
 審決の結論および理由付けには反対する。 
（１）問題の所在 
本件は、価格カルテルの合意が外国で行

われ、カルテル対象商品の購入者も外国に

所在し、さらに、カルテル対象商品もそれを

組み込んだ完成品（ブラウン管テレビ）のほ

とんどは外国でのみ流通し、わが国にはほ

とんども輸入されなかったと考えられる事

案において、それが不当な取引制限に該当

し、外国所在の事業者が購入した商品の売

上額を課徴金の対象とすることを肯定した

ものである。諸外国の競争法において、この

ような事案に、制裁金や刑罰を科す例はほ

徴金の算定方法に関する部分を要約したも

のである。 
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ぼなく、審決が注目されていた。 
（２）3 条後段の適用の可否 
（a）本審決の立場 
 本件では域外適用の可否が問題になる。 

A2 らは、域外適用には「日本と違反行為

との間に『十分な連関性』または『密接な関

連性』」の存在が必要と主張した。 
審査官は、「一定の取引分野」には日本が

含まれており、本件合意により、「一定の取

引分野における競争を実質的に制限する」

という不当な取引制限の要件の一部が日本

国内で発生していることから、独禁法 3 条

後段が適用できると主張した。いずれも、2
条 6 項の要件の問題とし、域外適用をとく

に意識しない立場である。 
これに対し、審決の示す基準は、①一定の

取引分野における競争が我が国に所在する

需要者をめぐって行われるものか、および

②当該行為により一定の取引分野における

競争が実質的に制限されたか、の 2 つをみ

たせば、独占禁止法が適用できるとする。 
審決は、2 条 6 項の要件の問題とするた

めに、域外適用に係る効果理論、その基準

（たとえば、米国外国取引反トラスト法改

善法（FTAIA）の採用する実質的、直接的、

予見可能な効果）等に言及していない。2 条

6 項、3 条後段の要件をみたし、わが国の自

由競争経済秩序（1 条）を侵害すれば、わが

国独禁法が適用されるとする。審決は域外

適用をとくに意識しない立場をとっている

のである。 
一方、「少なくとも」とする等からも、審

決はそれ以外の場合に 3 条後段が適用され

る可能性を排除するとまではいえない。た

                                                   
15 泉水文雄「国際的な独占禁止法事件に

おける最近の課題」法政策研究会編『法政

策学の試み第 14 集』18－19 頁（2013）
において検討したことがある。もっとも、

この場合には「我が国を含む一定の取引分

野」における売上額がなく「当該商品」の

売上額がなく、課徴金は課せない。これに

とえば、部品について「一定の取引分野にお

ける競争の実質的制限」が外国でのみ発生

し、その部品を組み込んだ完成品がわが国

に輸入されるような場合が考えられる（Ⅴ

にいうカテゴリー２）。この場合は、2 条 6
項該当性のみをみる審決の基準では 3 条後

段は適用されないことになるが、域外適用

される可能性は残る 15。審決は本件をこの

ような事例と構成しなかったため、この問

題には触れなかった。 
（b）審決の基準のあてはめ（①(1)）一定の

取引分野 
審決の基準は、①（一定の取引分野におけ

る競争が我が国に所在する需要者をめぐっ

て行われるものか）については、(1) 一定の

取引分野、(2) 競争が我が国に所在する需要

者をめぐって行われるかを判断している。 
審決は、「本件ブラウン管の販売分野が一

定の取引分野であると認められる」とする。

審決にいう「本件ブラウン管の販売分野」と

は、供給者は 11 社（我が国ブラウン管テレ

ビ製造販売業者 5 社に供給している者）、需

要者は我が国ブラウン管テレビ製造販売業

者 5 社とされている。 
審決は、「本件合意」、商品市場を「本件ブ

ラウン管」、需要者を「現地製造子会社等」

と、定義によって限定ないし切り取り、その

うえで、「『一定の取引分野』は、原則として、

違反行為者のした共同行為が対象としてい

る取引及びそれにより影響を受ける範囲を

検討して画定すれば足りる」とする。本審決

で画定された一定の取引分野は、競争や競

争制限が行われている場として「市場」とは

異なるもの、少なくとも実際の「市場」より

対し、Ⅲの東京高裁判決による課徴金の理

解では、「我が国を含まない一定の取引分

野」の売上額も「当該商品」の売上額にな

りえて課徴金が課せるのかもしれない。東

京高裁判決に近い立場をとる越知保見・審

決研究ジュリスト 1488 号 113-114 頁

（2016）はこの旨を明示する。 
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狭いものとなっていると考えられる 16。 
なお、土田和博・本審決批評・公正取引

778 号 64 頁も、「厳密な市場画定は不要と

筆者は考えるが、それにしても本件の事実

関係は明らかでない部分が少なくなく、審

決要旨２（a）のような市場画定でよいかど

うか即断できかねるようにも思われる」と

し、欧州委員会暫定決定を参考に、11 社以

外に競争関係にある競争者がいたのではな

いかとする。 
（c）審決の基準のあてはめ（①(2)）競争が

我が国に所在する需要者をめぐって行われ

るか 
次に、「我が国ブラウン管テレビ製造販売

業者」がこの需要者に該当するかが争点に

なった。 
Y2 らは、需要者とは実際に商品の供給を

受ける者をいうと解すべきと主張したが、

審決は斥けた。 
審決は、我が国ブラウン管テレビ製造販

売業者が、商品の購入先を選定し、商品の価

格や数量等の重要な取引条件について交渉

し、決定している主体であることから、本件

ブラウン管の需要者であるとする。 
審決は、①購入先を選定、価格、数量等の

重要な取引条件の交渉、決定、②「統括」、

「一体不可分」の両面から我が国ブラウン

管テレビ製造業者を需要者と理解するよう

である。 
もっとも、何をもって「一体不可分」とい

うのかは審決からも明らかとはいえない。

たとえば現地子会社等を完全子会社や

50％以上の議決権を保有するものもあるが、

出資をしていない場合にも、グループ企業

と位置付け、自社の従業員を会社代表者等

として派遣している事実から「一体不可分」

                                                   
16 泉水・前掲では、この点を詳述した

が、本稿では省略した。 
17 「このことは、たとえ商品の供給を受

ける元の製造子会社等もまた需要者に該当

とするものもある。 
なお、現地製造子会社等も「需要者」か否

かは、審決は曖昧である 17。 
独禁法の適用範囲について、このような

基準を用いることにはとくに疑問がある。

（e）において、項を改めて述べる。 
（d）審決の基準のあてはめ（③）競争の実

質的制限 
審決は、現地製造子会社等の総購入額の

うち、Y2 ほか７社からの購入額の合計の割

合が約８３．５％であること、１１社は本件

合意に基づき設定された最低目標価格等を

踏まえて価格交渉をしていたこと等に照ら

せば、競争を実質的に制限したとする 18。 
（e）審決の基準への疑問 
（i）疑問 
我が国所在の事業者が、①購入先の選定、

価格、数量等の重要な取引条件の交渉、決

定、あるいは②現地製造子会社等の「統括」

とそれらと「一体不可分」の関係がある事実

があれば、一定の取引分野における競争が

わが国所在の需要者をめぐって行われてい

るとでき、さらに、わが国が一定の取引分野

に含まれるといえるのか。さらに、仮にそう

いえたとしても現地製造子会社等が購入し

た商品が課徴金の対象となるのか問題にな

る。課徴金対象行為をあまりに拡大するこ

とになり、かつ比較法的に異例であり、わが

国の一定の取引分野への「具体的な競争制

限効果」などが必要ではないか。 
（ii）仮設例１ 
日本所在の A が、イタリアのシエナのホ

テルをメールで予約した。価格交渉、内容の

決定は A がホテルと直接に行った。高いと

思ったがシエナの他のホテルもすべて高い

のでやむなく契約した。旅行で現地に赴い

し得るとして変わるものではない」（審決

41 頁）。 
18 泉水・前掲では、この点にも疑問を提

示したが、本稿では省略した。 
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たところ、シエナのすべてのホテル 11 軒は

価格カルテルを行っており、A の契約料金

が高額であることが判明した。A は、現地

で料金を支払った。A 同様の契約を行った

日本人は過去3年間に少なくとも5名いる。

A は日本の公取委に報告した。公取委は日

本の独禁法を適用し、課徴金を課しうるか。 
（iii）仮設例２ 
（仮設例１の）ホテルをイタリア所在の

部品αの供給者、A を日本所在のメーカー

で、交渉等はこのメーカーが行い、A がイ

タリア現地子会社（または、出資はないが、

代表取締役等を派遣している会社）に指示

して部品を購入させ、現地子会社等は完成

品を組み立てて完成品を EU でのみ販売し

ている。イタリアを台湾、EU をアジア諸国

としてもよい。 
（iv）審決の基準のあてはめ 
 審決の基準を上記のように捉えるならば、

仮設例１、２のいずれも、①②のいずれもみ

たし、3 条後段が適用され、課徴金が課され

ると考えられる。 
なお、仮設例 1 について、金払いのよい

日本人のみをターゲットに価格カルテルを

した場合や、さらにホテル従業員が来日し

旅行会社等に勧誘すれば、適用できるとい

う考え方はありうる。しかし、審決は、その

ような限定を加えていない。ただし、「(ｳ) 本
件合意が４社が我が国ブラウン管テレビ製

造販売業者との交渉の際に提示すべき本件

ブラウン管の現地製造子会社等向け販売価

格の最低目標価格等を設定するものである

ことも併せて考えれば」において、考慮事由

の 1 つとしているという理解はありうる。 
もっとも、公取委が不当な取引制限が成

                                                   
19 たとえば、排除措置命令・課徴金納付

命令 2012・1・19 審決集 58 巻第 1 分冊

258 頁、364 頁（ワイヤーハーネス事件）

等。 
20 もっとも、この点は課徴金納付命令か

らは確認できず、審判が開始されていない

立していると判断し、排除措置命令を出す

ならば、課徴金納付命令を出すことおよび

その金額について公取委に裁量はないが（7
条の 2 第 1 項）、排除措置命令を出すか否か

に係る裁量はある。仮設例 1、2 では、公取

委は裁量権を行使し、法的措置をとらない

ことにより、現実的な対応や国際礼譲の考

慮等ができるかもしれない。 
しかし、そうであれば、公取委が排除措置

命令および課徴金納付命令を出した一連の

自動車部品カルテル 19においてはどうか。

日本所在の自動車メーカーは、米国で販売

する自動車の大部分を米国所在の現地子会

社により現地生産していると考えられる。

審決の基準によるならば、日本所在の自動

車メーカーが米国で現地生産し米国で販売

する自動車向けの部品の売上額に対しても

課徴金納付命令を出さざるを得なかったと

思われるが（日本に所在する本社が、①交渉

等し、②日本所在の自動車メーカーと米国

所在の現地子会社とは「統括」、「一体不可

分」の関係にあると考えられる）、審査官は

この売上額を課徴金の対象としなかったと

考えられ 20、本審決の基準は採用されてい

ないと考えられ、本審決と矛盾する。 
本審決には小田切委員の意見があり、本

件ではブラウン管テレビが販売された東南

アジアの競争当局は法的措置をとっていな

いので、課徴金・制裁金等の二重不可の問題

はないとする。しかし、後に米国において罰

金が課されたならば返金するのか。また、課

徴金納付命令が確定したあとに罰金が科さ

れると課徴金を減額するのであろうか。し

かし、それは日本の課徴金制度は諸外国と

異なり、義務的・非裁量型課徴金制度 21で

ので、詳細は不明ではある。 
21 公正取引委員会は、裁量型課徴金制度

の導入について検討する独占禁止法研究会

を月 1－2 回の頻度で開催することを公表

している（公正取引委員会 2016 年 2 月 10
日報道発表）。 
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あることから、できないであろう。また、そ

のようなことができれば、裁量のない課徴

金といいながら審査官は大きな裁量を持つ

ことになり、事業者を不安定な立場に置く

ことになる。 
 土田・前掲・公正取引 778 号 59 頁も、国

際法上、例外的な場合を除き疑義のある管

轄権原理とされる受動的属人主義の系譜に

連なると指摘し、「このように需要者（被害

者）の経済的一体性を強調して競争法の国

際的適用を肯定したケースを寡聞にして知

らない。国際法上疑義のある原理や論理は

避けるのが賢明であろう」と批判する。 
（v）行為地？ 
 属地主義により、行為地法を適用したと

いう考え方もありうる。しかし、価格カルテ

ルでは、通常、価格に係る会合・合意をした

場所が行為地とされる。この意味での行為

地は日本ではない。価格カルテルで決まっ

た価格による契約締結に向けた交渉の相手

方（契約の相手方ではない）の一方は日本に

所在する。それはせいぜいカルテルの実施

にすぎない。私的独占や不公正な取引方法

の単独行為では、交渉、取引先との契約の場

所が行為地となろうが、それは単独行為で

あり、行為地で排他条件等の独禁法違反行

為がなされ、また公正競争阻害性が通常そ

こで生じる。これに対し、共同行為であるカ

ルテルの本質は価格協定等の合意であり、

その合意をもって通常、不当な取引制限が

成立する（合意時説 22）。かつ、日本所在の

本社が、交渉、条件を決めているといって

も、日本で会合が開かれていない。実施が、

電話、メール、ファクスのやりとり（交渉）

でよいのであれば、（５）（イ）（ウ）に掲げ

た仮設例をさらに超えて、世界中で取引さ

                                                   
22 最判 1984・2・24 刑集 38 巻 4 号 1287
頁。 
23 7 条の 2 および施行規則が制定された当

時、外国事業者が外国でのみ行ったカルテ

ル等に課徴金を課す場合をとくに検討した

れている多くの日本企業の取引が日本の独

禁法の対象になってしまう。 
（４）課徴金の対象となる「当該商品」の売

上額 
（a）審決の立場 

審決は、「当該商品」について、Ⅱ３のよ

うに述べ、東京高判 2010・1・26 審決集 57
巻第 2 分冊 194 頁（出光興産事件）を先例

としてあげる。そして、上記規定（7 条の 2
第 1 項、独禁法施行令 5 条、6 条）からは、

「外国における取引・・・であるからといっ

て、・・・課徴金の計算の基礎となり得ない

と解することはできない」、「競争制限効果

が及んだ商品が日本国内において引き渡さ

れた場合の売上額に限るといった要件が課

されているものと解することもできない」

とする。 
（b）先例は本当にあるのか？ 
しかし、出光興産事件は、外国事業者とわ

が国所在の需要者との取引にかかる事例で

はない。7 条の 2および独禁法施行規則も、

わが国事業者間の取引を前提としており 23、

このような事例は想定していない。本件の

ような、立法者が想定しなかった事例に明

示の規定や先例がないのは当然であって、

そのような場合には一定の行為に対し例外

的に別の基準を適用したり、解釈により限

定することは合理的であるだけでなく、な

されるべきである。審決が、きわめて形式的

に、このような解釈を斥け、7 条の 2 の射

程を実質的に拡大したことは理解しがたい。

独禁法が保護するのは、わが国における自

由競争経済秩序である。そのために、独禁法

の保護法益の観点から、たとえ具体的な競

争制限効果が 24及んだ商品が日本国内にお

いて引き渡された場合の売上額に限るとす

形跡はない。 
24 最判 2012・2・20 民集 66 巻 2 号 796
頁は、入札談合についてであるが「当該商

品」に「具体的な競争制限効果」を要件と

する。筆者は、基本合意により通常競争の
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るのは、合理的であり、以下で見るように、

比較法上も適切である。わが国への引き渡

しの基準としては、諸外国ではインボイス

の宛先を基準とする例が多い。たとえばイ

ンボイスの宛先が日本国内である場合に、

独禁法上保護される「競争」（1 条）が制限

され、または少なくとも「当該商品」の要件

が原則として満たされるという解釈は合理

的であろう。 
 
Ⅲ ブラウン管カルテル事件審決取消訴訟

東京高裁判決 
１ 本判決の位置づけ 
 東京高裁は、2016 年 1 月 29 日、B1 が提

起した審決取消訴訟について判決 25を出し

た。判決は、原審決を維持したが、法律構成

を大きく変更した。 
なお、ブラウン管カルテル事件審決取消

訴訟はもう 2 件提起されており、東京高裁

の別の合議体において審理中である。 
 
２ 事実の概要 
 本件は、B1 が提起した審決取消訴訟であ

る。判決が示す事実の概要は、審決と同じで

ある。 
 
３ 判決の概要 

判決は、「本件合意は、正に本件ブラウン

管の購入先及び本件ブラウン管の購入価格、

購入数量等の重要な取引条件について実質

的決定をする我が国ブラウン管テレビ製造

販売業者を対象にするものであり、本件合

意に基づいて、我が国に所在する我が国ブ

ラウン管テレビ製造販売業者との間で行わ

れる本件交渉等における自由競争を制限す

るという実行行為が行われたのであるから、

                                                   
実質的制限が生じる入札談合にこの要件を

読み込むことには疑問を持つが、本件のよ

うな我が国の自由競争秩序侵害の有無が問

題になる事案では１条の目的規定から適切

これに対して我が国の独占禁止法を適用す

ることができることは明らか」とする。 
判決はまず、①「本件合意は、正に本件ブ

ラウン管の購入先及び本件ブラウン管の購

入価格、購入数量等の重要な取引条件につ

いて実質的決定をする我が国ブラウン管テ

レビ製造販売業者を対象にするもの」とす

る。審決が本件合意を「現地子会社等向け販

売価格の各社が遵守すべき最低価格等を設

定する旨合意した」とするのに対し、本件合

意の対象を、現地子会社等でなく、ブラウン

管テレビ製造会社であると変更している。  
判決は、そのうえで、②本件合意に基づい

て、我が国に所在する我が国ブラウン管テ

レビ製造販売業者との間で行われる本件交

渉等における自由競争を制限するという実

行行為が行われた」から、「我が国の独占禁

止法を適用することができる」とする。 
これについては、①は、審決では、このよ

うに認定できないために、現地子会社等と

ブラウン管製造会社は一体不可分、事業統

括だとか、交渉、決定、指示をしているから

需要者だと苦心したと考えられるが、この

問題を事実認定で解決している。②につい

ては、我が国ブラウン管テレビ製造販売業

者との間で行われる本件交渉等を本件行為

の「実行行為」とし、その自由競争を制限す

る実行行為には独禁法が適用できるとする。 
また、複数の競争法の重複適用は考慮さ

れないとする。 
課徴金については、審決と同様に判断し、

二重負荷や国際礼譲を考慮して控除の例外

を設けることは、「立法論としてはともかく、

現行法の解釈として採用することができな

い」としている。 
 

と解する。 
25 
http://snk.jftc.go.jp/JDS/data/pdf/H28012
9H27G09000037_/160129.pdf 



11 
 

４ 判決をどう評価するか 
 A２、B2 が提起した他の審決取消訴訟の

判決はまだでておらず、この東京高裁判決

の考え方が東京高裁や最高裁において今後

維持されるかは不明である。なお、審決取消

訴訟が提起された 3 件は裁判官が一部重な

っており、その場合類似した判決が出され

ることが多い。 
しかし、本判決の法律構成などは驚きを

持って迎えられ 26、現在実務家や研究者に

よる検討が行われている。 
判決は、EUにおいて実施行為理論がとら

れており、この理論でも同じ結論になると

指 摘 す る 27 。 実 施 行 為 理 論

は、”implementation doctrine”を意味する

と考えられる 28。 
①は事実認定の問題であるが、このよう

な認定ができれば、日本の独禁法を適用で

きる余地は大きくなる。 
もっとも、EU のウッドパルプ判決 29が

いうように、カルテル対象商品が、地理的な

意味での域内の購入者に直接に販売する場

合を実施と呼んでおり（域内の購入者に販

売する者は子会社、代理人、支店かどうかを

問わないとする）30、契約の締結も、商品の

引き渡しも、代金の収受、完成品の引渡しも

国外でのみ行われ、考えられるとすれば利

益（損失）の一部の移転のみ国内の事業者に

生じた場合に「実施」を認める例は確認でき

なかった。また、「交渉」を手がかりに実施

を認める例も確認できなかった。本判決が、

EU でも同じ結論になるのかは疑問ではあ

る。 

                                                   
26 報道として、”Ruling in Japan CRT 
cartel case draws criticism – analysis”  
PaRR Alert, February 3, 2016. 
27 判決文 63 頁。 
28 審決の批評にも EU の実施行為理論に

よるべきとの主張があり（越知保見・審決

研究ジュリスト 1488 号 111 頁（2016））、
判決はこの見解を採用した可能性が高い。 

 
５ 判決からの帰結 
 判決からは、①カルテルの合意が、日本所

在の製造販売業者を対象にするもの（実質

的に決定するものを含む）であること、②本

件交渉等の合意の「実行行為」が日本所在の

製造販売業者との間で行われていれば、日

本の独禁法が適用されることになる。 
 また、複数の競争法の重複適用や国際礼

譲は考慮されない。 
 課徴金は、違反行為の対象商品の範ちゅ

うに属する商品であって、違反行為である

相互拘束を受けたものであり、日本で供給

されたものであれ、外国で供給されたもの

であれ問わないとなる。 
 
６ 仮設例１と２ 
 仮設例１については、シエナのホテルの

価格カルテルが、日本の旅行者や日本の旅

行代理店を「対象」にしていれば、インター

ネットで交渉して予約しても、日本の独禁

法が適用され、ホテル料金が課徴金の対象

となろう。 
 当該カルテルが、インターネット予約を

するものをあまり想定していなかったり、

日本人がシエナのホテルに宿泊することは

稀であれば、日本所在の需要者を「対象」と

しているとはいえず、日本の独禁法は適用

されず、課徴金も課されないであろう。 
 当該カルテルが、世界中の行者や旅行代

理店すべてを「対象」にしている場合にどう

かは明らかでない。意図され(intended)、ま

たはターゲットになった(targeted)顧客に

29 A. Ahistrom Oy v. Commission [1988] 
ECR 5193.paras.11-22. 
30 Bellamy & Child, European Union 
Law of Competition at 59-60 (7th ed. 
2013); Whish & Valley, Competition Law 
495-496 (7th ed. 2012); Jones & Safrin, 
EU Competition Law 1275-1277 (5th ed. 
2011). 
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日本の需要者も含まれていれば、日本の独

禁法が適用されるのかもしれない。 
 その際、イタリアや EU の競争法が適用

されるかどうかは、公正取引委員会の判断

では考慮される可能性があるが、イタリア

や EU の競争法が適用事業者からの抗弁に

はならない。 
 仮設例２も同様となろう。 
 
Ⅳ 我が国所在の事業者によるカルテルー

コンデンサーカルテル事件 
１ 報道 
（１）台湾公平交易委員会 
 台湾公平交易委員会のプレスリリース 31

および報道によれば 32、コンデンサーカル

テルについて、台湾の公平交易委員会は、

2015 年 12 月 9 日、スマートフォンなどに

使う電子部品のコンデンサーについて、日

系企業を中心に 10 社が価格カルテルを結

んでいたとして、総額 57 億 9660 万台湾ド

ル（約 220 億円）の課徴金を科した。台湾

でのカルテルに対する課徴金としては過去

最高額とされ、アルミ電解コンデンサーで

は日本ケミコン（香港と台湾法人を含む計

３社）、ルビコン、エルナー、三洋電機（香

港）、ニチコン（香港）の７社に総額 45 億

2290 万台湾ドルを科す。タンタル電解コン

デンサーではＮＥＣトーキン、松尾電機、米

ビシェイポリテックの３社への課徴金は総

額 12 億 7370 万台湾ドルである。同委員会

によると当該企業はアルミ電解コンデンサ

ーについて少なくとも 2005～14 年初めに

価格や数量、顧客への対応方法などの情報

を交換。タンタル電解コンデンサーでも同

様の行為をしていた。コンデンサーはパソ

コンや家電などにも幅広く使われ日本企業

のシェアが高いという。また、平交易委員会

                                                   
31 
http://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc
/docDetail.aspx?uid=179&docid=14365 
32 日本経済新聞 2015 年 9 月 12 日ウェブ

のプレスリリースによれば、EU、米国、日

本、韓国、シンガポール、中国等で調査中と

いう。 
（２）日本の公正取引委員会 
報道によれば 33、日本の公正取引委員会

も、日本ケミコン（東京都）、ニチコン（京

都市）、ルビコン（長野県）、ＮＥＣトーキン

（宮城県）、松尾電機（大阪府）の 5 社に対

し、不当な取引制限で計約 70 億円の課徴金

納付命令を出す方針を固めた。公取委は２

４日までに処分案を通知し始めたという。

二つのコンデンサーの国内生産額（2013 年）

は約 1300 億円で、5 社が大部分を占める。

また、二つのコンデンサーは日本メーカー

の生産額が世界シェアの 3～4 割を占め、米

司法省は今年９月、ＮＥＣトーキンがコン

デンサーの価格調整に関与したとして、

1380 万ドル（約 17 億円）の罰金支払いに

合意したと発表しているという。 
 
２ 公正取引委員会の課徴金額の計算方法

の推測 
 ２つのコンデンサーの日本における生産

額が年間約 1300 億円とすれば、その全額が

課徴金の対象とすれば、360 億円（=1300 億

円*0.1*3）となる。70 億円はその約 20％で

ある。5 社が日本国外で生産した生産額は

不明であり、正確な計算はできないが、いず

れにせよ、課徴金の対象となる 5 社が生産

した生産額の 20％以下であることは確実

である。そうであるとすれば、(1)日本で直

接に日本所在の需要者に物理的に引き渡さ

れたコンデンサーの売上額が課徴金の対象

となり、(2)日本所在のコンデンサー生産者

が台湾等の現地子会社等へ販売したコンデ

ンサー、(3)台湾等に所在するコンデンサー

生産者が現地子会社等へ販売したコンデン

サイト版

http://www.nikkei.com/article/DGXLASD
Z09I2O_Z01C15A2TI1000/ 
33 朝日新聞 2015 年 12 月 24 日夕刊。 
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サーについては、公正取引委員会は課徴金

の計算から除いている可能性が高い。 
 もっとも、台湾、その他の日本国外で販売

されたコンデンサーがすべて課徴金の対象

でないのか、およびブラウン管カルテル事

件審決が示した基準からも対象外となるの

かは検討を要する。 
 
３ ブラウン管カルテル事件審決と判決が

示した基準のあてはめ 
 まず、審決からも判決からも、「日本所在

の需要者（完成品メーカー等）」と無関係で

ある需要者（台湾、EU、米国等の需要者）

が購入する商品は課徴金の対象とならない

ことに注意したい。あくまで、「日本所在の

需要者」の「現地子会社等」が購入する商品

の売上額に限定される。もっとも、日本企業

にかぎらず、企業は、世界中に工場を持ち、

現地工場で原材料の調達をし完成品生産を

し、世界中で販売している。世界で販売され

ている「日本製品」のかなりの部分が、「日

本所在の需要者」の「現地子会社等」が購入

する商品といえそうである。 
そこで、コンデンサーの需要者に日本に

所在する需要者の台湾等に所在する子会社

または製造委託先が存在すると仮定しよう。

さらに、日本に所在する需要者は、5 社また

は 10 社と価格等の条件を交渉し、その条件

に従って購入するように台湾等に所在する

子会社または製造委託先に指示したとしよ

う。ブラウン管カルテル事件審決が示した

基準（一体性、交渉・指示）からは、日本に

所在する需要者や現地子会社等も「我が国

所在する需要者」となる。その結果、(1) 日
本で直接に日本所在の需要者に物理的に引

き渡されたコンデンサーの売上額だけでな

く、(2)日本所在のコンデンサー生産者が台

湾等の現地子会社等へ販売した売上額、お

よび(3)台湾等に所在するコンデンサー生産

者（日本ケミコンの香港と台湾法人）、ルビ

コン、エルナー、三洋電機（香港）、ニチコ

ン（香港）などが現地子会社等へ販売したコ

ンデンサーの売上額も課徴金の対象になる

と考えられる。 
 判決からは、①日本所在の需要者（完成品

メーカー等）がカルテルの「対象」となって

おり、かつ②日本所在の需要者がその現地

子会社等が購入するコンデンサーについて、

価格等の取引条件を「交渉等」を行っていれ

ば、(2)(3)についても課徴金の対象になると

考えられる。 
 集中購買の拠点が日本である場合で、日

本所在の需要者（完成品メーカー等）が価格

等の取引条件を「交渉等」していればよいと

なると、世界中に工場等を持つ企業が、その

集中購買地を日本においている場合、本判

決の基準でも、世界においてかなり広く課

徴金対象の売上額がありそうである。 
 
４ 国際礼譲 
 審決も判決も、課徴金を課した場合は、国

際礼譲は考慮されないとする。 
しかし、実際には、公正取引委員会は、国

際礼譲を考慮すると推測される。ブラウン

管カルテル事件審決の小田切委員の意見は、

本件において、ブラウン管が販売され実際

に需要者や消費者に被害が発生した東南ア

ジアの諸国の競争当局に対しては競争法に

より法的措置をとるか否かを確認し、法的

措置をとらない旨の返答を得てから、課徴

金納付命令を出したことが示唆されている。 
 そうであるとすれば、コンデンサーカル

テル事件において、台湾等の競争当局が法

的措置をとり、またはとるために調査中で

あるという事実は、公正取引委員会は尊重

するのではないかと推測される。 
 もっとも、日本の独占禁止法は、公正取引

委員会に課徴金納付命令を出すことを義務

付けており（7 条の 2 第 1 項）、かつ課徴金

の計算方法は単純化されており、国際礼譲

を考慮することは独占禁止法および政令の

文言からはできそうにない。 
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公正取引委員会はこの問題をどう対処す

るのか。 
 
５ 公正取引委員会の実際の算定方法の推

測 
 ４の問題については、公正取引委員会は、

本件のカルテルを、もっぱら日本で販売さ

れるコンデンサーの需要者向けのカルテル

と構成し（カルテルの一部を切り取り）、日

本で直接に日本所在の需要者に物理的に引

き渡されたコンデンサーのみを課徴金の対

象にするのではないかと推測される。 
 
Ⅴ EU、米国競争法 
 日本の上記の問題は、EU、米国の判例等

を対比して論じられている。 
 筆者の見解は、ブラウン管カルテル事件

の公正取引委員会の課徴金の課し方は、EU、

米国等と大きく異なり、国際的に問題であ

ることを指摘している。 
 また、公正取引委員会の審決は、次に述べ

る米国第 3 巡回区裁判所のモトローラ判決

を意識している。 
東京高裁判決は、判決において判決の結

論は EU でも同じだと明言しており、EU
の”implementation doctrine”を参考にした

と考えられる。 
以下、EU、米国競争法のこの問題に関す

る判決等を筆者なりにまとめてみた。 
（i）欧米 
 EU 競争法において、売上額に制裁金が課

されるのは、EEA（欧州経済領域）内にカ

ルテル対象商品は、直接または間接的に（完

成品を含む）、物理的に物として入ってきた

もの（インボイスの宛先を基準とすること

                                                   
34 欧米については、泉水文雄「外国でな

されたカルテルに対する競争法の適用範

囲」根岸哲先生古稀祝賀『競争法の理論と

課題―独占禁止法・知的財産法の最前線』

167 頁（2013）、日本法の解釈について

は、同・前掲 3 頁以下。 

が多い）に限られる。米国でも、売上額が罰

金の対象となるのはこのようにケースにほ

ぼ限られる。この点は、別の機会に検討し

た 34。 
EU では、LCD パネルカルテル事件 35に

おいて、(i)違反行為者による EEA の顧客へ

の部品の直接販売、(ii)違反行為者による

EEA の顧客への完成品の直接販売、(iii)違
反行為者が EEA 外の顧客へ販売し、顧客が

EEA 外で加工し EEA へ販売について、

(i)(ii)を対象とし、(iii)も含みうるが、(i)(ii)
により十分な抑止力があるとして(iii)には

制裁金を課さなかった。また、EEA への引

渡しを基準としている。 
米国では、Minn-Chem、 Inc. v. Agrium、 

Inc. 683 F.3d 845 (7th Cir. 2012)は、「直接

効果」について、「合理的に近接的な因果関

係」を意味する、「直接的」とは「離れすぎ

ていない(not too remote)」とう意味だとし

た。 
米国のカルテルに係る刑事事件の罰金の

算定方法は、ほとんどが司法取引で行われ

るために明らかでないが、LCD パネルカル

テル事件に係る United States v. AU 
Optronics 事件では、裁判で争われたために、

罰金の算定方法が証拠として提出されてい

る。控訴裁判所に提出された司法省の意

見 36では、ノートブック等に組み込まれた

パネルのうちで、米国で販売されまたは米

国に引き渡された(delivered)ものとされる。

また、部品のインボイスの宛先は米国事業

者であるが、完成品が外国に出荷されるも

のは除いている。 
（i）米国のモトローラ判決 37 

LCD パ ネ ル 国 際 カ ル テ ル に 係 る

35 Commission Decision of 8.12.2010, 
Case COMP/39.309—LCD-Liquid Crystal 
Displays), paras. 380-381, 392-403. 
36 United States' Sentencing 
Memorandum (September 11, 2012). 
37 Motorola Mobility LLC, v. AU 
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Motorola 事件について、第７巡回区裁判所

（ポズナー判事）は、①米国のモトローラ社

に対して直接販売されたもの（カテゴリー

1）、②モトローラ外国子会社に対して販売

された液晶パネルで子会社が当該パネルを

組み込んだ完成品を米国所在のモトローラ

社に引渡したもの（カテゴリー2）、③モト

ローラ外国子会社に対して販売された液晶

パネルで子会社が当該パネルを組み込んだ

完成品を米国外で販売したもの（カテゴリ

ー3）にわけ、カテゴリー2 について、Minn-
Chem 判決の採用した基準によりつつ、本

件では FTAIA の”give rise to the claim”の
要件をみたさないとした。 

なお、平山・前掲 7 頁は、本判決が一体

性を否定したことを指摘する。平山・前掲

も、この点を本審決の一体性に関する議論

と比較するものではないと考えられるが、

念のために述べれば、判決は、本件に相当す

るカテゴリー3 については反トラスト法の

適用はありえないとしている。本判決が一

体性を論じるのは、カテゴリー2（完成品を

米国親会社が輸入している）において生じ

た”give rise to”の要件に該当するかの問題

および間接購入者の原告適格(standing)を
否定する連邦反トラスト法上の Illinois 
Brick 法理 38との関係であり、かつ一体性

を強調する主張を斥けた 39。 
民事訴訟において、カテゴリー3 に損害

賠償が認められた例はない。EUでは制裁金

についてもカテゴリー3 はもちろんカテゴ

                                                   
Optronics Corp., et al., 746 F.3d 842 (7th 
Cir. 2014) (amended Jan. 12.2015). 
38 llinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 
720 (1977). 
39藤井康次郎＝沼田知之「米国反トラスト

法の国際適用範囲をめぐる民事訴訟の動

向」NBL79 頁、86 頁（2015）も、本審決

を、モトローラ判決と構造の似た事案で、

間接購入者と直接購入者の一体性を強調し

て日本独禁法を適用範囲と認めたものとす

るが、モトローラ判決はこの一体性を強調

リー2 に科されたものもない。カテゴリー3
は、米国では司法省による自動車部品カル

テルへの罰金でごく一部ある可能性がある

が、仮にあってもごく例外的である。なお、

モトローラ事件のポズナー判決は、民事に

限定し、司法省が刑罰を課す場合は別とし、

適用の可能性は残してはいる。 
 
 

する議論は採用せず、海外子会社の独自性

を強調する点で異なると指摘し、また小田

切意見書の(v)の本件では不利益処分の重複

がなく多数意見に賛成する旨の指摘につい

て、外国でエンフォースメントが不十分で

あって外国で損害賠償が得られない場合で

あっても、それが原告が外国子会社を設立

し、外国で部品を購入し最終製品を製造す

ると選択した結果にすぎないとした判決と

距離がある旨を指摘する。 


	（ii）仮設例１
	（iii）仮設例２
	（iv）審決の基準のあてはめ
	（a）審決の立場
	（b）先例は本当にあるのか？

