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根岸教授と独禁法を語る会 第 2 回 
2011 年 3 月 9 日(水) 16：00－18：00 きっかわ法律事務所(富国生命ビル 15 階) 
講演者：根岸哲（きっかわ法律事務所） 
司 会：村田恭介（きっかわ法律事務所） 
参加者：6 名 
 
不安のスタート 
まだそんな履歴書を書くような人間ではありませんが、前回は生い立ちから研究者になる

までについてお話をさせて頂きましたので、今日は重ならないようにその後の話をしよう

と思います。老人の自慢話に亘る部分はどうぞご海容の程をお願いします。 
 
1965 年に大学を卒業し、67 年に司法修習を終え助手になったのですが、その後 68 年に八

幡製鉄と富士製鉄の合併、現在の新日鉄ですが合併事件が生じました1。この合併に対する

その当時の世の中の反応というのは、「ヘ―ン、独禁法なんてあるの。」「（独禁法など）ひ

ねりつぶしたら簡単や。」とか「公取委もなくなるかもしれん。」というものでした。経済

法の研究者としてスタートした際に Miscellaneous の法だから、ひょっとして私にも出来

るかもしれない、しかし将来はわからないということで非常に不安でした。 
 
経済法は経済統制法2ということで戦前にもあり、我妻先生も経済法をやっていらっしゃっ

たのですが、戦後になりますとほとんどの方が元の鞘に戻ってしまい、経済法に残った人

はほとんどいないわけです。また当時は、むしろ他の分野の人々が経済法もやることが多

かったのです。 
 
私見ですが、日本の経済法において 2 人の重要な先生がいたと思います。一人は今村成和

先生(1913 年 7 月 20 日～96 年 10 月 13 日)です。今村先生は、三菱商事に勤めていました

が、戦後東大の助手となり，田中二郎先生のところで行政法を研究され、その後公取委に

入り調査課長を務めてから北大の先生になった方です。35 歳ごろから研究者としての遅い

スタートを切った方ですが、公取委にいたことが独禁法研究で多いに役に立ったのだと思

います。今村先生の業績3はすごいもので、「事業者団体法4」という著書があり、また有斐

閣の法律学全集に「独占禁止法5」という著書があります。われわれは皆これで勉強をした

ものです。今村先生は行政法で一流の学者でした。その先生が経済法もやっているので経

                                                  
1 本事件は 1968 年 4 月 17 日合併意向報道から 1969 年 11 月 30 日同意審決まで、1 年半以

上にわたり是非が論じられた。合併期日は 1970 年 3 月 31 日。 
2 重要産業統制法 1931 年、国家総動員法 1938 年 
3 遠藤博也「今村成和教授の経歴と業績」北大法学論集 29 巻 3-4 号 1977 年 3 月 31 日刊 
4 「事業者団体法の解説」海口書店 1948 年刊、「条解事業者団体法」弘文堂 1948 年刊 
5 有斐閣 1961 年刊 
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済法も悪くはないのではないかと思いました6。 
 
もう一人は、京大の龍田節先生(1933 年 9 月 6 日～)です。龍田先生は卒業後、たまたま私

も後で参りましたカリフォルニア州立大学バークレー分校に留学され、証券法、会社法、

そして反トラスト法も学ばれた。そして独禁法は重要な法律だと考え、京大に戻り、独禁

法と証券法を隔年で授業をされたと思います7。商法で一流の先生が経済法を重要だといっ

ていることで、私は大いに安心しました。 
 
このお二人のように他の分野で一流の先生が経済法を研究していらっしゃることで大いに

勇気づけられたのです。従ってこの二人が私にとっての恩人ということになります。 
 
競争法の拡がり 
経済法は諸法雑法の一つで、偏狭の法ですから、私は、経済法だけをやっているとどうし

ても視野が狭くなるし、また他の法分野との関係においてもまずいと考えました。経済法

という領域をみんなに認めてもらう為に、他の法分野からみてもそれなりのことをやって

いるなと思われるようにすることが大切だと考えました。また独禁法は一般法であり、あ

らゆる分野に適用されるので、耳学問でもいいから産業の実態を知らなければならないと

も考えました。 
 
私はある時期から知的財産法と独禁法は仲間であると考えました。技術革新のイノベーシ

ョン競争を促すことでは同じでその手段が違うだけであるということです。今ではどこの

国でもそういうことを言っていますし、日本でもそう言っていますが、私は、前から独自

で考え、そう言っておりました。そのきっかけは、公取委の作った「技術ライセンスのガ

イドライン」8です。もともと外資法があったころは技術導入の事前認可制をとっていたの

ですが、ＯＥＣＤ加盟9により資本自由化が進み技術導入の事前チェックができなくなった。

しかし事後チェックであれば構わないということで外資法の認可基準と殆ど同じものを独

禁法に入れチェックすることにした10。簡単に言えば欧米企業は優越的地位にあり日本企業

は劣った地位にある、だから無理難題を言ったら優越的地位の濫用だというものでした。

特許法の枠組みを越えたら直ちに優越的地位の濫用というもので、これは私の言葉で言え

ば「途上国型ガイドライン」でした。しかし日本企業の技術力もどんどん上がってきた状

況をみて公取委もこれを変えようと考えたのか 1986 年 10 月に「技術取引等研究会」を開

                                                  
6 根岸哲「今村成和先生の独禁法の業績」公正取引 556 号、公正取引協会 1997 年 2 月刊 
7 同志社法学 第 335 号(61 巻 2 号) 龍田節教授の略年譜と主要著作目録 
8 1989 年 2 月 15 日「特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法の規制に

関する運用基準」 
9 正式加盟 1964 年 4 月 28 日 
10 1968 年 5 月 24 日「国際的技術導入契約に関する認定基準」 
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催し、私はこの座長を務めました。つまりこの研究会を通じて「途上国型ガイドライン」

を「先進国型」に変えようとしたのでしょう。現在の知的財産ガイドライン11は、この「先

進国型」を少しずつブラッシュアップしてきたものです。 
 
さてこの研究会は、私にとって非常に苦痛でした。帝人の御船昭さんと東芝の則近憲祐さ

んが参加されていまして、このお二人は実務も理論も欧米のこともムチャクチャに詳しい。

座長の私は毎回「あいつこんなこと知ってるかネ。」と試されているようで、常に緊張して

おりましたし、鍛えられました。幸いその後、仲良くして頂きましたので、見限られなか

ったということでしょうか。又その後、商事法務から「技術取引契約の実務｣12という本が

出ましたが、そこで座談会をやりまして、そのときも非常に苦痛でした。出席者の方々は

実務に詳しく、司会の私は実務を何も知らないという状況で、論点を割り出し整理するこ

とが困難でした。公取委の上杉さん、それから御船さんも入りあと三菱重工や三菱化学の

方もいたと思います。自分も参加したので、あの本はよくできていたというのですが、と

にかくようやく切り抜けたという感じです。しかしその後は知的財産法の端のほうで常に

勉強することになりました。放送大学で知的財産法を講義することもしましたし、学部で

知的財産法を教えたこともあります。もちろんそれで論文を書くようなことにはなりませ

んが、知的財産法に強い関心をもっています。私の考えでは、特許法における競争秩序と

いうものがある。特許法が技術の競争環境というものを形作っている訳です。つまり特許

要件、新規性、進歩性、これも競争と関係があり、その期間を 20 年とするとかが競争と深

い関係があるわけで、そうしたことに関心をもっています。 
 
それから民法です。法学部では「民法できないとネー。」とか「民法は基本ですネー。」と

誰でもいいますが、独禁法は民事法と関係が深いのでそっちの方の理解もある程度なけれ

ばならない。例えば独禁法違反は損害賠償請求が出来ますけど、民法の不法行為とどこが

違うのか、独禁法違反の契約は無効か有効かとか、民法の方々と議論をし、インターフェ

イスを考えました。私が民法との繋がりについて強く感じるようになったきっかけは、東

芝エレベータ事件13という民事事件です。独立系保守業者の代理人から意見書を頼まれ、大

阪高裁で証人尋問も受けました。エレベータというのはご承知の通り、エレベータ本体は

安いが20～30年使用されるので部品とアフターサービスで利益を上げるというビジネスモ

デルです。そしてビル所有者やビル管理者はアフターサービスが高いということで独立系

業者に保守を頼むわけです。しかし、独立系業者は、故障が起きたとき部品を調達するこ

とができないので東芝に部品を頼むことになる。「部品供給して下さい。」というと「何で

そんなもの供給せなアカンネン。」ということになる。そして「保守サービスも一緒ならば

                                                  
11 2007 年 9 月 28 日「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」2010 年 1 月 1 日改正 
12 1990 年 商事法務研究会刊  
13 1993 年 7 月 30 日大阪高裁 平成 2 年(ネ）第 1660 号 
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部品供給しましょか。」というある種の抱き合わせにより事件になりました。私は、抱き合

わせ販売と競争者に対する取引妨害の両方にあたるという意見書を書きましたが、その時

に、独禁法だけではこれはなかなか難しいのではないかと思いました。なぜ独立系は部品

を調達できないのか、それは技術がないからだ。東芝の方は技術革新をしてその部品を作

っているのに何故競争者にそれを供給する義務があるのか、競争者を教育する義務はある

のか、といった独禁法の根幹にかかわる問題がありました。普通そのような義務はありま

せん。抱き合わせは形式から言うことは出来るでしょうが、もし東芝が抱き合わせをせず、

部品を供給しないというだけであれば独禁法違反は難しいかもしれないということです。 
 
それで契約法上エレベータの売主は買主に対して部品供給の義務があるのではないか、耐

久性のある、安全性に関するものであり、単にエレベータを売ったら終わりというのでは

なく、売買契約に付随して信義則上、部品供給の義務があるのではないか、こうした議論

が認められたらこの事件は勝てると思いました。神戸大学同僚の民法の先生になんとか書

いて下さいとお願いしたところ、ドイツではそういう理論はあるが日本では難しいとのこ

とでした。でもなんとか書いてくれました。今でも民法上そうした義務があるかはわかり

ませんが、裁判所はそれをザックリ認めてくれました。しかし更に困難な点は、エレベー

タの買主はゼネコンですし、部品を供給しているのは東芝の子会社です。エレベータの売

主と部品の売主は違う、また買主もゼネコンと現在のビルの所有者で違います。そんな関

係において部品供給義務なんか認めるだろうかという不安がありました。厳密に言えばな

かなか難しいと思います。けれども独禁法の問題だということで認められたのだと思いま

す。つまり民法と独禁法とは関係があると考えた訳ですが、その後もどんどんその考えが

膨らんで民法における競争秩序ということを言い出し、勢いに任せて論文も書きました14。

法曹時報からいきなり電話かかってきて何か書いてくれという、ただし締切も迫っていた

ため「エイヤー」ということで上下 2 つに分けて書きました。 
 
それから研究者としては十分やっていませんが、消費者法を法科大学院でも教えているし、

学部でも教えていました。消費者法と独禁法とがどのくらい関係があるかはっきりしませ

んが広い意味では独禁法も「一般消費者の利益」と書いてありますから消費者法です。ア

メリカ独禁法は消費者法といえるかもしれません。バークレーに留学していた 1970 年に消

費者法のゼミに出ておりましたらクーリングオフということを聞きました。「ヘー何の理由

もなく契約解除できるなんて、なんでそんな法理が出てくるネン。」とびっくりしました。

留学をしたらその成果を問われますので、これをその成果の１つにしまして、いち早くク

ーリングオフ制度を紹介しました。従って今でも根岸の先駆的業績ということになってお

ります。その後何もやっておりませんけど一番乗りということでしょうか。其の頃は熟慮

期間制度という言葉を使っていました。そういうこともあったためか神戸市とか兵庫県と

                                                  
14 「民法と独占禁止法（上・下）」 法曹時報 46 巻 1 号 2 号 1994 年 
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か消費者行政に熱心な行政機関ですが、私もそこに巻き込まれまして既に 40 年ぐらいやっ

ています。今でも消費者法に関心があるということです。 
 
私の考えでは、独禁法だけやっていてはその研究が狭くなるし他からみるとガラパゴスと

いうことになるので、それはマズイと思います。「たいした重要な分野じゃないのに変な議

論しているね。」と言われたら見向きもされなくなる。他の立派な分野から見て「それなり

のことをやっていますね。」とみられることが大事と思っているので、あなた達と私たちと

は関係あるのですと、私のほうからすり寄って行くのです。向こうから来るなといわれて

も行くのです。従ってそれなりの仲間作りが出来ていると思っております。 
 
まあ経済法は偏狭の分野だから実験ができるのですね。2006 年 1 月から施行されたリニエ

ンシー制度15なんかは、ある意味では実験ですよね。こんなもの皆ビックリしたと思います。

或いは独禁法という変な法律分野だから認めタロー、ということだと思います。刑法全体

ならとても認めるはずはない。しかしそれなりに動いている。だから他の分野の人もエッ

と思った。 
 
それから 1993 年に法人と個人の罰金刑の上限の連動を切り離した16。これは独禁法が初め

てですよ。法人重科は独禁法が先鞭をつけた。われわれ刑法の素人は、「なんで一緒やネン。」

と思っていましたけど、刑法の人が「そんなものは一緒にきまっとる。」と言えば、「ああ

そうですか。」と引き下がらざるを得ない。刑法は立派な法律ですから。しかし独禁法が先

鞭をつけると「それは当然や。」と刑法の人もいうようになった。こちらとしては「あれは

何ヤンヤッタンダロ。」ということであります。 
 
あるいは 2001 年から施行された差止請求権17がありますよね。民法の人たちは「絶対にお

かしい、反対。」とずっと言っておりましたが、私は「なぜ不正競争防止法に入っているの

に独禁法にないんですか、あっちも経済的利益じゃないんですか？」という。すると「差

止め請求権は不法行為のとき限られていて、かつ人格権とか、支配権がないと・・単に経

済的利益の侵害で、差止請求権はおかしい。」という。「でも不正競争防止法にあるじゃな

いですか。どこが違うんですか？｣と聞く。私の考えは、簡単に言えば、「不正競争防止法

も競争法でしょ。勿論違いはあるが仲間でしょ。」ということです。 
 
独禁法は一般法ですから競争ルールの基本を定めていることは確かです。でも他の法律に

も競争秩序を定めているものがあり、それを総合的に見ないと競争ルール全体のことは判

                                                  
15 平成 17 年 4 月 27 日法律 35 号 
16 平成 4 年 12 月 16 日法律 107 号 
17 平成 12 年 5 月 19 日法律 76 号 



 

 6

らないと私は思います。最近で言えば電気通信事業法とか電気事業法とかです。事業法で

競争促進をやっているんです。だからこれらも仲間になってきた。事業法による競争促進、

独禁法による競争促進これがまさに相互補完ということだと思います。通商法も実は競争

法です。通商法のあり方によって日本市場の競争に大きな影響を与える訳ですから。たと

えばダンピングと不当廉売とはどういう関係にあるかと考えることも重要なテーマとなり

ます。ということで私は他の分野も考えながら理論を組み立てることを努めて参りました。 
 
産業の実態を知る 
視野を広め研究の奥行きを広げるというためには、法律を見ているだけではだめ、審決判

決を読んでいてもだめということで、実際に産業界から話をきくこと、役所に行くことも

大事だと考えるようになりました。 
 
今でも御用学者という言葉がありますよね。そもそも学者というものは反権力であるベシ、

批判的であるベシということで刷り込まれていた時代が長かったし、私も刷り込まれてい

て、それがだんだんなくなって行く世代であったと思います。私は簡単に言えば御用学者

であったと思いますが、私の考えでは、御用がなくなったら学者ではないと考えまして、

御用があるところにはどこでも行く、しかし利益相反にだけはならぬよう注意しました。

また御用学者と揶揄されることに対して、私としてはどこに行っても同じことを言うよう

に努めました。公取委でいろいろな研究会をやりましたが、そこに行っている人が経済産

業省や昔の郵政省など他の役所に行くことは、とんでもないことだと思われていました。

私はそれを意識していましたが、敢えて行こうと思いました。公取委だけに行っていると

情報が偏ります。やはり違うところに行くことが大事だと思いました。有難いことに経済

産業省もある意味で競争官庁になったわけです。独禁法も公取委ではなく経産省の方がう

まく動かせると考えているのではないかとも思われます。特に電力とかガスに競争が入り

ました。それまでは独占事業だったから競争ということにあまり関心がなかったので、そ

ういうことを専門とする人を呼んだ。そして私は、電力適正取引のガイドライン18を作った

ときに参加しました。そのおかげで電力の競争のことがある程度判りました。はじめは、

どうして九州電力の電力がトヨタ自動車に行って中部電力と競争できるのかがまったく判

りませんでした。電力の質は同じという前提で、九州電力が中国に電力を注入すると、中

部電力からトヨタに同時同量で電力が流れるとこういう仕組みですが、参加しなければ全

くわかりませんでした。ガスも同様ですね、ただしガスは全国レベルではないですが。そ

れから電気通信の分野でも古株でやっています。電気通信も年々技術革新がありまして、

当初、ADSL19とか DSＬとか何のことか全く判らなかった。FTTH20も行っていないと判り

                                                  
18 1999 年 12 月 15 日 公取委及び通産省「適正な電力取引についての指針」 
19 Asymmetric Digital Subscriber Line 
20 Fiber To The Home 
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ませんでした。この分野はどんどん技術革新しているので面白いのですね。実際の競争ル

ールを垣間見ることができる。自分の研究の視野、幅を拡げ、奥行きをつけるために私に

とっては非常にありがたい機会です。 
 
公取委の研究会については、弁護士になったこともあり利益相反の可能性も考えられるの

で今はもう参加していません。反権力を貫けといわれていた時代から役所に行って御用に

なっている訳ですが、いくらなんでも根本的に反対であれば向こうも呼んでくれない。し

かし私は独禁法も大事、電気通信事業法も大事だからといって役所の言うことを鵜呑みに

してバックアップしているわけではありません。それだと役所からも信用されないと思い

ます。研究者なんだからお先棒担ぐだけでは情けないと思います。 
 
若干の事件 
（１） 大阪バス協会事件21  
私は、性癖でしょうか、群れるということが好きではありません。これまでに四面楚歌に

なったことが結構あります。これからお話しする大阪バス協会事件もそうした事件の１つ

で、かつ公取委から一定期間ペケを喰らった事件です。 
 
大阪バス協会事件というのは事業者団体による貸切バス運賃のカルテル事件です。貸切バ

スというのはその当時道路運送法では幅運賃認可制でした。例えば 8000 円超はダメ 4000
円未満もダメ、8000 円から 4000 円であれば自由という運賃認可でした。貸切バス業界の

取引先は誰かというとＪＴＢとか日本旅行で強いわけです。だから下限の認可運賃をもら

えないわけですね。2000 円ぐらいしかもらえない。そこで「なんとか 3000 円にしたいネ

エ。」とか、「3500 円にしたいネエ。」というカルテルをやった。これは独禁法違反かという

問題ですが、公取委は摘発した。私は「こんなもん独禁法違反でないでしょ。」と考え、事

件が審判になったとき大阪バス協会の代理人の方から意見書を頼まれ、独禁法違反ではな

いという意見書を書きました。 
 
つまり私は御用学者と言われていた訳ですが、役所の言うことが全部正しい訳はないと思

っていたので、これはチャンスだと考えました。この事件を逃したらこのようなチャンス

はないかもしれないとも考えました。「アイツは公取側だ。」と皆に思われていました。皆

さん色づけしたりレッテル貼りするのが好きですよね。「アイツは公取派だ。それが経産省

に行っている。コウモリだ。」私は、そうしたレッテル貼りが大嫌いだったのです。公取委

も大事、独禁法も大事ですが、言っていることが全て正しいなどと誰も言っておりません。

でも「アイツは何とか研究会で公取委に行ってるネ。」といわれていました。大阪バス協会

                                                  
21 1995 年 7 月 10 日審判審決 平成 3 年(判)第 1 号 審決集 42 巻 P.3 
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事件の代理人の方もそう思っていたのか会うといつも私に公取委の批判をしていました。

私は「公取委ではないといっているのに、あなたは私の論文読んでるの。」というのですが

相手にしてくれませんでした。従って何とか苦労して意見書を書くことになったのです。

ですから代理人の方はびっくりしたようです。公取委もびっくりしたようで、いわば飼い

犬に手をかまれたような感じで、「今まで神戸くんだりから呼んでやっているのに何をしよ

んねん。」ということだと思います。それまで 5－6 年、審決総評というのを 3 月ごろ公取

委でやっておったのですが、ある時それが終わって「なんか大阪バス協会事件で意見を出

しとる奴がいるようだな。」「それは私です。」ということで翌年から審決総評22は無しにな

りました。まあ意見書を書いたことで、研究者として是々非々でやっている姿勢を示すこ

とは出来たと思います。 
 
事件としてはどうなったかというと、なかなか難しいのですが、私の考えでは、事業法上

下限を下回る運賃は禁止されていて、かつ刑罰なのですから、こんなものは独禁法違反で

はない、そんなことは常識に反しているでしょうというものでした。しかし私の常識は世

間の常識とは全く反しておりまして、経済法の方々も私の意見とは全く異なりました。 
 
公取委も国家権力の一翼を担っている、その権力行使については悪をなすこともあるので、

しっかり検討しなければならないというのが私の考えでした。また独禁法は経済憲法など

といわれ他の法律とは違うという人もいるが、それは比喩であって、道路運送法も独禁法

も同じレベルの法律であり、そうである限り基本的には矛盾しないように合理的、整合的

に解釈すべきで、あっちで刑罰こっちで違反ということではおかしい。ある人は「悪法も

法か」ということを論文で書きました。悪法というのは道路運送法で、それを支持してい

る根岸は・・ということでしたから「これはえらいこっちゃ」と思いました。 
 
私は、バスとかタクシーとかの競争の枠組みは道路運送法で決まっている。大雑把に言え

ば道路運送法は特別法で独禁法は一般法だから、異なる場合は特別法が優先するというこ

とです。何とか認可運賃まで上げたいということで独禁法違反になった。いわば遵法カル

テルです。こんなものを違反にして課徴金どう取るの。取れないでしょう。だから私は、

道路運送法の認可枠外での運賃競争を禁止しているのですから独禁法上保護に値しない競

争であり、よって独禁法違反にはならないという意見書を書いたのです。 
 
この事件で、裁判官から出向している審判官の方が悩まれたようです。これは審判制度と

も関連しますが、裁判官ならば良心と法だけに縛られるのですが23、審判官は行政官ですか

                                                  
22 昭和 53 年度から平成 2 年度までの審決総評は「公正取引」357、362、379、384、406、
408、411、439、454、463、480、491 の各号に掲載。 
23 憲法 76 条 3 項 
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ら、行政機関の意向を無視できないのです24。そのとき審判制度において、ひっくり返すこ

との難しさを学びました。本事件の審決案は、結論的には、私の理屈ではないのですが、

被審人に好意的なものでした25。 
 
（２） セブンイレブン事件26 
比較的最近のセブンイレブンの見切り販売の事件ですが、コレに関しても袋叩きにあって

います。「えー、オマエ弁護士になって日和ったのか。ダメじゃないか学者の魂を売って。」

こうした批判を受けています。私の考えに賛成をする人はおりませんね。弁当等のデイリ

ー商品を見切り販売する、つまり販売期限が近づいたら加盟店が値引きして売ってしまう

ことを本部が制限した、これが優越的地位の濫用だという事件です。これには再販売価格

の拘束が違法だ、従って加盟店は自由に価格決定が出来るという前提がある訳です。確か

に契約上そうなっています。もし本部が価格拘束すると独禁法違反になってしまう。しか

し私はそもそも再販売価格の拘束を当然違法とすることがおかしいと考えております。育

児用粉ミルクの最高裁判決27が再販売価格の拘束は当然違法としており、公取委もそういう

扱いをしています。それを本部が加盟店の見切り販売の機会を奪うのですから優越的地位

の濫用ということになります。しかし私は優越的地位の濫用ではないと考えています。ま

ずフランチャイズのガイドライン28があります。ガイドラインにおけるフランチャイズに対

する基本的評価は、中小・零細企業であるパパママストアを集めて商売を成り立たせるも

ので競争的であるというものです。じゃフランチャイズシステムとは何ですかというと、

商標とか店舗作りとかある程度統一的な経営を行うわけです。しかし見切り販売をバラバ

ラにやったら統一的経営は出来ない。バラバラにやるとフランチャイズの競争力が落ちる

のではないか。 
 
根本的問題は、再販売価格の拘束が当然違法かどうかという問題がある。私は最高裁判決

が誤っていると考えています。いわゆる横のカルテル、競争者同士の不当な取引制限につ

いて、日本では競争の実質的制限になるか否かがポイントであり、いわば合理の原則で判

断しています。米国では価格カルテルは当然違法でありマーケットを画定する必要はあり

ませんが、しかし日本では横のカルテルは合理の原則によります。それにもかかわらず何

故縦のカルテルは当然違法なのでしょうか。同じ縦の拘束でも地域制限とか客先制限など

は当然違法ではありません。従って縦の価格カルテルだけが当然違法というのは理論的に

                                                  
24 国家公務員法 98 条 1 項 
25 根岸哲「貸切バス運賃カルテルと独占禁止法－大阪バス協会審決の検討－」公正取引 541
号、公正取引協会 1995 年 11 月刊 
26 2009 年 6 月 22 日 排除措置命令 平成 21 年(措)第 8 号 
27 1975 年 7 月 11 日 最高裁判決 昭和 46 年(行ツ)83 号 (明治商事事件) 
28 2002 年 4 月 24 日「フランチャイズ･システムに関する独占禁止法上の考え方」 
改正 2010 年 1 月 1 日 
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おかしいと思います。弁当はスーパーも持ち帰り弁当店もありブランド間競争の激しい市

場ですから、再販売価格を拘束しても競争に悪影響を与えるとは思われません。但し、公

取委の運用も最高裁判決もありますので、私がなんと言おうと、再販売価格の拘束は違法

と考えておくべきでしょう。 
 
さてフランチャイズシステムにおいては、価格も統一して行うべきでしょうし、見切り販

売は経営判断でしょうからそれをフランチャイジーに任せることは問題だと思います。私

はさらに火に油を注ぐようなこともやっています。それは私もそのメンバーになって研究

会をやっており、それをＮＢＬに 5 回シリーズで書くことになりました29。 
 
（３） マイクロソフト事件30 
マイクロソフトはライセンスをするときに、ライセンシーは沢山いて、ライセンシーも関

連ソフト等の開発をしているので「もしライセンシーが Windows 関連特許ノウハウを取得

しても互いに争わない」という非係争条項(ＮＡＰ条項)をいれることが独禁法違反に問われ

ました。拘束条件付取引です。これに関してマイクロソフトのほうから意見書を頼まれま

して、それが正義の味方の公取委に対抗するためのものでしたから、「世界に冠たる独占企

業に加担するとは何たることだ」ということになるのです。公取委が問題にしたのはこの 
ＮＡＰ条項があることでライセンシーの研究開発意欲が損なわれ、マイクロソフトの技術

的地位を強化されるというものです。知的財産ガイドラインにもありますね31。あれはこの

事件が起こる前からあったかも知れません。このＮＡＰ条項で本当にライセンシーの研究

開発意欲がなくなるのかという問題があります。仮になくなるとしても、Windows という

プラットホームが安定的に使用されるためにＮＡＰ条項は必要じゃないのかという問題も

ある。そういうことについて十分検討する必要があると思いました。公取委は「マイクロ

ソフトのような企業がＮＡＰ条項なんか設けて。悪いに決まっているだろう」ということ

でした。結局、「いかんに決まってるやろ。」という判断になりました。 
 
私の考えでは、確かに拘束条件付でありますが、公正競争阻害性がなければなりません。

NAP 条項でどんな風に技術開発が遅れるなど評価しなければなりません。立証のない机上

の空論ではないかと思いました。しかし公正競争阻害性は「公正競争を阻害するおそれが

ある」の「おそれ」だけで良いのです。従って公取委は「おそれ」に助けられたという評

釈もありました。国際的にＮＡＰ条項を問題にしたのは日本だけで、後で述べる独禁法の

国際スタンダード論をいう人は、なぜこの事件を問題にしないのかと思いました。 

                                                  
29 「コンビニエンス・フランチャイズ・システムをめぐる法律問題に関する研究会報告書

（1）」ＮＢＬ 948 号 2011 年 3 月 1 日刊 
30 2008 年 9 月 16 日審判審決 平成 16 年(判)第 13 号 
31 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」第 4、５(6)非係争義務 
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なお、「公取委が根岸意見及び白石意見の指摘を軽々しく扱ったことは、遺憾である」とい

う例外的な評釈32もありましたが、全くの四面楚歌でした。 
 
国際的スタンダード論 
国際的スタンダード論も群れており、申し訳ないが、自分の頭で考えていないのではない

かと思います。私が敢えて批判しているのかもしれないが、コレだけ世の中が国際的にな

れば、ある程度のスタンダードがあるのは判るのですが、全部アメリカでないからダメだ

とか、ヨーロッパでないからダメだというのは間違っていると思います。国際スタンダー

ド論を言っている人は欧米がスタンダードといいます。しかし米国反トラスト法とＥＵ競

争法とは違いがあることはご案内の通りで、その溝は相当深いと思います。もちろんどこ

の国でも談合はダメ、価格カルテルはイカンということは共通していて、これは発展途上

国でもイカンことになっています。しかし当然違法で刑務所へ放り込むのは行き過ぎだと

思います。敢えて言えば、日本のほうが先進的だと思っています。 
 
欧米競争法が違うことはマイクロソフトとかインテルの事件をみればあきらかです。米国

では問題にしていませんが、欧州ではマイクロソフトが Windows のインターオペラビリテ

ィの情報を正確に十分開示しないことを市場支配的地位の濫用であり、情報を開示しろと

命じています。知的財産のライセンス命令です。こうした命令を競争法で言うということ

はすごいねーと思います。インテルのケースは、リベート事件ですが、欧州でも日本でも

問題となりました。しかし米国ではリベート自体は問題にしていません。リベートはある

意味で価格競争です。価格競争は促進されるべきものですから、不当廉売なり略奪的価格

設定ということであれば問題ですがそうでなければ問題ではないということです。

GE-HONEYWELL のケースも米国ではセーフ、欧州ではアウト。米国では基本的には水平

的合併しか取り上げていないのですが、欧州は垂直的合併も混合敵合併も場合により取り

上げます。このように事件を上げればキリがありませんが、欧米は相当違う。これは、私

の勝手な考えですが、独禁法の目的と関わりがあって、効率ですか厚生ですかという経済

学と関係するところです。米国はある時期から効率一辺倒ですよね。米国反トラスト法は

効率性が唯一の目的ですから経済分析をつかいます。米国反トラスト法は 1 条あったらい

いのです。「競争を制限し、経済効率を害する行為は違法である。」これ 1 条です。法三章

といいますが、1 条でいい。米国では条文の違いなど意味がない。シャーマン法、クレイト

ン法、FTC 法みな一緒です。反競争的で経済効率を害すれば違法、経済分析を使うのです

から。 
 
ある先生が独禁法は経済学であると言いました。私はちょっと違うのではないかと思いま

                                                  
32 経済法判例･審決百選 P.196-197、有斐閣刊 2010 年 4 月 
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す。法律の先生がそんなことを言うかねということです。経済分析は、確かに判断の客観

性を確保する上では重要で、無いよりもあった方が良い。しかし万能ではない。ある種の

仮説です。そして経済分析も変わります。考え方がハーバード学派からシカゴ学派、そし

てポストシカゴ学派へ、現在は混沌としているという。基準が変わるというか進化してい

るというか絶対的なものではない。日本でも経済分析の考え方を導入しています。しかし

経済分析がすべてで条文はどうでもよいという考えはちょっとと思います。米国スタンダ

ードが国際スタンダードという人は、経済分析だけをやるのでしょうか。 
 
最近ではスタンダードが欧州に変わったという人もいる。確かに新しく競争法を作った国

は EU 競争法を真似しています。中国をはじめアジアの競争法がかなりモデルにしていま

す。しかし、法律制度、そして競争法もそれぞれの国や地域の所産であり、文化、歴史、

価値観、マーケットの大小、産業構造などによる影響を受けます。経路依存性もある訳で、

ある程度多様であることは必然だと思います。 
 
公正取引 1 月号のトップ記事は「公正取引委員会の将来像―畏敬される存在となるための

具体的提言」というえらいまた大仰な題がついています。私は意地悪なので、あれを読ん

で、公取委がビシビシ執行して課徴金もべらぼうに高くして刑罰もどんどん厳しくやれば

畏敬されるのかと思いました。何故米国や欧州で畏敬されているのかと言えば、そりゃ厳

しいからです。企業だって常にウオッチして行かなければなりません。弁護士もそれでい

つも仕事しています。だから畏敬される。簡単に言えばそういうことです。そうしたら、「皆

さんは、米国のように価格カルテルは当然違法で 1 年も２年も刑務所に送られることを望

んでいるの」、「EU みたいに高額な制裁金を課されることを望んでいるの」と私は思います。

私は望んでいません。「まあこれくらいでいいんじゃないの。」と思います。カルテルや談

合というのは、ある種本能的なものではないか、常に競争しているのでどっかで休みたい

のと違いますか。それが蔓延すると困るのでダメというべきですが、でも刑務所へ送り込

むようなそんなものかということです。 
 
先ほど合理の原則 rule of reason と言いました。カルテルについては日本がもっとも遅れて

いると言われています。つい最近までカナダも rule of reason だったのですがついに当然違

法に変わったそうです。価格カルテルや談合で当然違法を採用していないのは日本だけと

いうことです。これは素晴らしいねと私は思います。何故かと言えば、米国もずっと per se 
illegal の適用が多かったけれど段々rule of reason になってきた。そして残っているのが競

争者間の談合、カルテルですね。私が米国留学から帰ってからの最初の論文は、学会で報

告したんですけで「独禁法運用における経済学利用の効用と限界」というすごいタイトル

の論文ですが、そこで効用と限界を全部やってしまったんでそれ以上はする必要ない。簡

単にいえば「効用はあるが限界もある。法律なんだから。」という論文です。コレに関して
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北大の稗貫先生が、鈴村興太郎、八代尚宏各氏との座談会で「根岸というのが 30～40 年前

にコレを書いていて、基本的枠組みはコレですね・・。」と発言されていまして33、「あんた

はいいこと言うね。」と思いました。 
 
さて何故 per se illegal になっているかと言えば、これは訴訟経済なんですね。執行経済で

す。価格カルテルは反競争的効果のあることが多いが、ひょっとして競争促進効果がある

場合もあるわけです。だから本来は rule of reason ですべてやるべきなんです。つまり

effects based approach です。一方 forms based approach もあります。これは per se illegal
です。 
 
一般的には effects based approach で、マーケットを画定してやらなければいけない。でも

そんなことをやっていたら悪いカルテルがすり抜けていってしまうのではないか。ほとん

ど悪いのではないの。良いカルテルもあるかもしれないが、そんなこといちいちチェック

することはない。最近 false positive 擬陽性とか false negative 擬陰性とか言いますが、

要は過剰規制か過少規制かと言うことがあります。では価格カルテル、談合を合理原則で

判断する日本は過少規制なのか。欧米も実際取り上げているものをみれば大きなシェアの

高いものしか取り上げてないではないか。結局は同じではないかということです。 
 
ただ規制する側から見れば per se illegal はやりやすい。米国はカルテルをバラバラと摘発

できる。米国ではマリンホース事件などもまだ終わってないと思います。日本ではまとま

って問題にする。そして一件落着にする。 
 
国際スタンダード論は、横のものを縦にする癖が抜けていないからではないのか、と思い

ます。昔日本の研究者は皆そうだったのです。アメリカはこうです。ドイツはこうです。

イギリスはこうです。では日本はどうですか。「さあー。」ということで比較法はとても進

んでいました。しかし、日本の実態に即した研究は少なくない。助手論文は、「デワの海」

といわれており、米国デワ、英国デワ・・つまり外国デワはどうかを詳細に書く、そして

最後に日本法への示唆ということでチョロチョロと書いて更に研究を進めて行きたいと書

く。しかし実際にはその後何もやっていない。これはまさに横のものを縦にするというこ

とで、ムダと言う人もいる。これだけではさびしい。 
 
何か欧米のことは素晴らしいという思いがあるようだ。私もイギリスに行ったとき、小さ

いころから紳士淑女の国と思って行ったのですが、ムチャクチャ悪い奴がいる。考えてみ

れば当たりまえですが。空港に降りたらパチパチと写真をとってお前金をだせという、び

                                                  
33 「競争政策における法と経済の現状と展望」公正取引 716 号 公正取引協会刊 2010 年

6 月 
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っくりしました。 
 
次に国際スタンダード論は、なんとなく新興国を蔑視している。私もアジアの留学生を受

け入れましたが、もう 20 年前韓国の留学生がいまして、日本のガイドラインが変わると 1
週間もたたないうちに韓国公取委のガイドラインが変わったので、「先生、日韓比較は出来

ません。同じや。」といわれたことがあります。「ガイドラインは同じでも実態は違うでし

ょう。」と言いましたが、そういう時代でありました。しかし今は相当違う。日本が真似を

しなければならないものが一杯ある。独禁法でも公取委の運用でも一杯あります。アジア

の時代になっている。いつまでも欧米スタンダードをいっているが、日本企業もアジアに

投資をし、売上げを伸ばしているか、活発な経済活動をやっているところがスタンダード

になる。アジアはアジアなりのルールが、独禁法が出来つつあるのではないかと思います。 
 
で私は積極的に勧めることに賛成していませんが、優越的地位の濫用はアジアのルールで

すね。台湾でも韓国でもこれを重宝していると思います。この間国際シンポジウムがあっ

て台湾34の人が「優越的地位の濫用で取締りをビシビシやっていますが、これは独禁法なん

でしょうかね。」と申し訳なさそうにおっしゃっていたので、「いや台湾の独自性というも

のがあるんですよね。生物多様性条約があるでしょ。独禁法も多様性がなくなったら終わ

りですよ。」と言って一生懸命慰めました。競争法のルールは共通の部分もあるが違う部分

もある。知的財産でも TRIP 協定があってミニマムスタンダードはありますが、競争法のル

ールは知財よりも国の国民性、歴史、価値観を反映したものであると思います。だから私

は国際的スタンダードについてはあまり賛成しない。 
 
公正取引 715 号の[記者の目]に読売新聞の吉野さんという方が「国際基準の実態正視を」と

いう記事を書いていらっしゃいます。基本的論調は私の考えに近いです。国際的スタンダ

ードというならば実体法も手続法も一緒に国際的スタンダードといって欲しいのです。つ

まみ食いは困ります。米国であれば 3 倍賠償、陪審員制度、FBI のおとり捜査、盗聴、刑

務所行きですよ。こんなんで本当にスタンダードですか。一つだけ取り上げてスタンダー

ドというのはおかしいし、不十分でないかと思います。 
 
5 年ぐらい前、神戸大学で COE というのをとらないと大学の沽券に関わるといってまなじ

を決してとりましたが、私も恥ずかしながら拠点リーダーになってヒヤリングを受けぼろ

くそに言われて青くなったり赤くなったりし、なんとかもらいました。そして国際シンポ

ジウムをやりまして35、韓国や中国その他アジアからも参加され、「アジアンスタンダード

をつくろう。」と盛り上がりました。「もちろん私が生きているうちはだめでしょうな。」と

                                                  
34 公正取引協会 2010 年 5 月刊  
35 http://www.cdams.kobe-u.ac.jp/archive/20041023.htm 



 

 15

いうことで結んだのです。アジアンスタンダードが出来るかどうかわかりませんが、そん

な 50 年も要することなくもっと短期急速にアジアが成長するので、そのルールを我々も研

究検討しないといけませんし、企業活動もできないと思います。ルールは一面をみるだけ

ではなくトータルで見ないといけないわけで、制度とは全体像であると思っています。 
 
まったくの言いたい放題でしたがこれで終わりとさせて頂きます。ご異論も沢山あると思

いますのでどうぞお聞かせください。 
                                   以上 
 
 


