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 Ⅰ　はじめに 

 　我が国では、現行の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（以下「独占禁止法」といい、単に条数（条名）を示すときは、独占禁
止法におけるそれを指すものとする。）において、カルテル、入札談合
等のやり得を防止するために、不当利得と擬制する一定の水準を超える
原則一律一定率の水準の課徴金を公正取引委員会（以下「公取委」とい
う。）が課すこととしている。課徴金の法的性格については、「一定のカ
ルテルによる経済的利得を国が徴収し、違反行為者がそれを保持しない
ようにすることによって、社会的公正を確保するとともに、違反行為の
抑止を図り、カルテル禁止規定の実効性を確保するために執られる行政
上の措置であって、カルテルの反社会性ないし反道徳性に着目しこれに
対する制裁として科される刑事罰とはその趣旨、目的、手続等を異にす
るもの」1）  であって、ゆえに、罰金との併科が可能であるとの考え方が
基本的には維持されてきた。そして、平成17年独占禁止法改正以降も、
この基本的性格の変わることのない範囲内で、不当な取引制限等による

1） 東京高判平成5年5月21日高刑集46巻2号108頁、公正取引委員会審決集40
巻731頁。
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経済的利得の水準を超える水準の金銭を徴収することにより、当該禁止
規定の実効性の一層の確保を図ろうとするものであるとされてきた。 
 　これに対し、不当な取引制限等による経済的利得の一定率の徴収とい
う考え方を離れて、課徴金制度に裁量性2）  を入れて、違反行為の重大性、
悪質性に応じて個別に金額を設定する、いわゆる裁量型課徴金（行政制
裁金）制度を導入することが議論されている。また、法人に対しては罰
金を廃止して公取委による課徴金制度に一本化する（又は制裁を科すと
きは一方しか選べない選択制とする）ことが主張されている3）  。こうし
た裁量型課徴金制度の導入は、法人に対する罰則を廃止することに伴う
問題等、制度上検討すべき点があるほか、そもそも悪質性、重大性を勘
案して裁量型課徴金を算定すること自体、算定作業を膨大にするととも
に行政制裁金額についての争いを無用に拡大するのではないか等、制度
運用面において実務上懸念が示されている。減額方向での裁量性の場合
は、企業はそれを活用するインセンティブがはたらくが、加算方向での
裁量性の場合には、企業は加算事由非該当を主張するため、裁量性は減
額の方向では有効に機能するが、加算の方向では有効に機能しないと主

2） ここで裁量とは何かについて一言しておく。裁量は幅広い概念であるが、現在
の行政法の理論では、裁量を要件裁量と効果裁量に大別して論じることが一般的
である。要件裁量は、「行政行為の根拠となる要件の充足について行政庁が最終
的認定権をもつ場合があり、かかる行為が裁量行為である、というものである」
塩野宏『行政法Ⅰ』（有斐閣・第五版・2009年）126頁。すなわち、要件裁量は、
処分の根拠となるに足る事実であるかどうかの評価に当たる部分についての裁量
の問題である。要件裁量については、いわゆる不確定概念（規範的概念）を法令
が用いている場合に問題となり、独占禁止法では、「一定の取引分野」であると
か「競争を実質的制限する」といった要件が不確定概念である（ただし、不確定
概念の全てが要件裁量であるとは考えられていないことに注意せよ）。なお当然
のことながら、公取委に一定の裁量が許されているとしても、それには裁量統制
がかかる（行政事件訴訟法30条参照）。効果裁量は、「行政行為をするかしないか、
するとしてどの処分をするかの点」に裁量の所在を求める考え方である（塩野・
同頁）。以下では、効果裁量に焦点を合わせている。すなわち、課徴金納付命令
を行うかどうか、課徴金を賦課するとしてどのように課するか、といった効果裁
量に関わるものとして、裁量型課徴金制度を検討する。

3） 例えば、㈳日本経済団体連合会（以下「日本経団連」という。）経済法規委員
会による「「独占禁止法基本問題」に関するコメント―望ましい抜本改正の方向
性―」（2006年8月1日）では、「独占禁止法違反行為に対する制裁については、
法人に対する独占禁止法上の課徴金に一本化（法人・個人に対する独占禁止法上
の刑事罰は廃止）するか、少なくとも法人については刑事罰を廃止し、制裁を課
徴金に一本化することを検討すべきである」と提言している。日本経団連ホーム
ページ〈http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2006/057.pdf〉参照【2012年
12月閲覧】。
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張されることもある。 
 　内閣府に設置されていた「独占禁止法基本問題懇談会」4）  においては、
現行の課徴金制度を見直し、いわゆる行政制裁金を導入することが検討
されていた。我が国においては、これまで秩序罰たる過料を除き、行政
庁による「制裁」を明確に肯定した立法例は存在しないため、行政庁が
制裁を課すことが法制上可能かどうかこれまで明らかにされていないき
らいがあった。しかし、諸外国においては、行政制裁は広く浸透してお
り、我が国においてのみ法制上導入が不可能であるという判断について
積極的な理由を見出すこともまたできないように思われる。現に、現行
課徴金制度は、明確に不当利得擬制額を上回る金員の納付を命じること
とし、累犯加算、主導的役割加算、早期離脱減算を設けて課徴金減免制
度を伴っている。このことから、不当な取引制限等に対してサンクショ
ンを課して、違反抑止を図る目的で設けられたものであり、その法的性
格は行政上の制裁であるとする見方も存在している5）  。また、現行課徴
金制度についてはさまざまな問題点が指摘され6）  、制度が実効性を持つ
ためには裁量性が不可欠であると主張されている。裁量型課徴金を導入
するメリットは、要するに、義務的課徴金賦課に関する硬直性を排除し、
事件の重大性・悪質性や再発防止の必要性の大きさを事件ごとに個別に
考慮して当該違反行為の抑止に相応しい課徴金を賦課する柔軟性を確保
することにある。仮にそうだとしても、現段階でそもそも義務的課徴金
賦課に関する硬直性によるデメリットがどれだけ生じているのかについ
ては入念な検証が必要である。具体的には、平成21年改正独占禁止法
施行後の3年間において、優越的地位の濫用については、後に見るよう
に、3件の課徴金納付命令が出されている一方で、私的独占については
皆無であることに対して、両者間の執行上のバランスが損われていると
する見方もある。確かにそのような外観を呈してはいるが、それが、排

4） 平成17年7月1日　内閣官房長官決定。本懇談会は、最終的に平成19年6月に
内閣官房長官に報告書を提出して終了した。

5） 村上政博「課徴金額の算定実務と裁量型課徴金の創設」判例タイムズ1350号
35頁（2011年）は、「平成17年改正以降の課徴金は、……（中略）……制裁と
しての性格をもつ行政上の制裁である」と位置づける。

6） この点については、例えば、栗田誠「平成21年改正独占禁止法における課徴
金制度の問題点～課徴金対象行為類型の拡大を中心に～」千葉大学法学論集第
26巻第1・2号314頁（2011年）を参照。
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除型私的独占に対する課徴金制度の導入に起因するものなのか、単にそ
の間たまたま私的独占として問擬する事件が存在しなかったことによる
ものなのか、因果関係は必ずしも明確ではない。 
 　翻って、諸外国の状況に鑑みると、不当な取引制限等に対する制裁金
の決定は、世界的に見ても中心的な議題となっている。とりわけ活発な
議論があるのは、抑止効果を達成するために必要な制裁金の適正水準に
ついてである。これは、カルテルや入札談合を規制する国・地域の数が
増加し、その結果として、適用すべき制裁金をどのように決めるのが最
適かという問題がクローズアップされたことによる。その際には、制裁
金の基本的考え方や目的は何かが議論となっている7）  。いわゆるハード
コア・カルテルに対する制裁金制度は通常複数の目的を追求しており
（抑止8）  及び超過利得の剥奪）、それら目的は必ずしも互いに矛盾するも
のではないことから9）  、制裁金決定の透明性の確保の論点とあいまって、
問題を複雑にしている。 
 　いうまでもなく、裁量型課徴金制度のあり方10）  を検討する際には、そ
のメリットを強調するだけではなく、デメリットもあわせて考えておく
必要がある。本稿では、このような見地に鑑み、まずは予備的作業とし
て、Ⅱ．で平成21年改正後の現行課徴金制度について詳細に紹介と検
討を行い、その運用状況についても紹介する。Ⅲ．で、EUにおける行
政制裁金制度を概観する。我が国で行政制裁金制度導入を主張する論者

7） この点につき、国際競争ネットワーク（ICN）カルテル作業部会サブグループ
1―一般的枠組　「カルテルに対する制裁金に関する報告書」第7回 ICN年次総会
報告書（京都　2008年4月）参照。www.internationalcompetitionnetwork.org【平
成24年12月1日閲覧】。

8） 抑止には、対象者の将来の同様の違反行為の抑止（特別抑止）もあれば、他の
潜在的違反者の反競争的行為の形成、関与を思い止まらせること（一般抑止）も
ある。

9） 例えば、韓国における「独占規制及び公正取引に関する法律（公正取引法）」
上の課徴金は、行政上の義務の履行を確保するために課される行政上の制裁手段
を意味するものであり、「行政制裁」及び「不当利得の剥奪」の両方の性格を併
せ持つとされている。韓国では、課徴金を課すか否か、また課徴金額を決定する
にあたり韓国公取委が裁量を持つのは行政制裁としての性格を反映したものであ
り、その一方で、韓国公取委が具体的な課徴金額を決定する際に「違反行為の内
容と違反程度、期間及び回数、違反行為によって取得した利益の規模」（韓国公
正取引法55条3の第1項）を考慮するのは「不当利得の剥奪」としての性格を反
映している。

10） 本稿に関わる論点については、佐伯仁志『制裁論』（有斐閣、2009年）の特に
第1章、第2章、第4章をあわせて参照。
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の多くは、EU型の制度を志向しているからである。このため、EUの
制度がどのような内実を伴っているかを概観することにしたい。Ⅳ．で
裁量型課徴金制度導入に向けた各案について、その問題点等の検討を行
う。Ⅴ．で結びに代える。 

 Ⅱ　平成17年及び平成21年法改正後の課徴金制度 

 1．独占禁止法上の課徴金制度 

 （1）概要 
 　独占禁止法上の課徴金納付命令は、カルテル、入札談合、私的独占及
び一定の不公正な取引方法といった独占禁止法違反行為の防止という行
政目的を達成するために、行政庁が違反事業者等に対して、金銭的不利
益を課すという行政上の措置として設けられているものである。 
 　課徴金の対象となる行為は、カルテル・入札談合、私的独占及び一定
の不公正な取引方法であり、これらの行為があった場合に、事業者又は
事業者団体の構成事業者に対し課徴金の納付を命じることとされている
（7条の2第1項、2項、4項及び5項、8条の3、20条の2、20条の3、20
条の4、20条の5、20条の6）。 
 　また、課徴金の額は、違反行為の実行期間（事業者が当該違反行為の
実行としての事業活動を行った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。当該期間が3年を超えるときは、当該事
業活動がなくなる日からさかのぼって3年間）における対象商品又は役
務の売上額又は購入額に、カルテル・入札談合及び支配型私的独占の場
合は原則10％（小売業については3％、卸売業については2％）、排除型
私的独占の場合は原則6％（小売業については2％、卸売業については
1％）、差別対価・不当廉売等の場合は原則3％（小売業については2％、
卸売業については1％）をそれぞれ乗じた額から、優越的地位の濫用の
場合は前記期間における当該行為の相手方との間における売上額又は購
入額に1％を乗じた額から、1万円未満の端数を切り捨てた額である。
カルテル・入札談合及び支配型私的独占について中小事業者に該当する
場合、同様の売上額に乗じる額は原則4％（小売業については1.2％、
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卸売業については1％）となる。なお、7条の2第1項と異なり、4項の
排除型私的独占には「実行期間」という概念が用いられていない。これ
は次の趣旨に基づく。すなわち、排除型私的独占に対する課徴金制度は、
競争の実質的制限という法益侵害を効果的に抑止する観点から導入され
たことに鑑み、違反行為による競争の実質的制限が及ぶ期間を算定期間
とすることで、違反行為期間と算定期間が対応したものとなるように制
度設計されたためである。これに対して、不当な取引制限においては、
課徴金の算定期間として「実行期間」という概念を用いているのは、カ
ルテル等は合意時に成立するものの、課徴金の対象となる実行期間はカ
ルテル等の内容が現実に実行されている期間を算定対象とするためであ
る。そして、この場合の実行期間はカルテルの行われた期間とは必ずし
も一致しない。しかし、排除型私的独占の場合は、基本的には単独行為
が想定され、そのような場合には、カルテル等のように合意とその実施
のための具体的行為を分けてとらえる必要性は必ずしもない。 
 　違反行為を繰り返した場合、又は違反行為において主導的な役割を果
たした場合には基準の算定率に50％加算して計算した額、早期に違反
行為をとりやめた場合には基準の算定率から20％軽減して計算した額、
違反行為を繰り返し、かつ違反行為において主導的な役割を果たした場
合には、基準の算定率を2倍にして計算した額がそれぞれ課徴金額とな
る11）  。これらは基本的には不当な取引制限を念頭に置いた規定である。
なお、このように算定された額が100万円に満たない場合には、納付を
命じることができないとされている。 
 　課徴金納付命令の手続は、カルテルなどの違反行為の実行期間中にお
ける対象商品・役務の売上高又は購入額を確定するなどの課徴金額の算
定を行い、その後、課徴金納付対象事業者に対し納付命令の前に、公取
委に対して、あらかじめ意見を述べ、あるいは、証拠を提出する機会を
与えるために、納付を命ずる課徴金の額、その計算の基礎、課徴金に

11） 具体的には、公取委の調査開始日からさかのぼって10年以内に不当な取引制
限、私的独占について課徴金納付命令を受けたことがある（確定しているものに
限る。）事業者に対しては、5割加算した率が、また、事業者が違反行為の実行
としての事業活動を始めてから2年以内、かつ、公取委の調査開始日の1か月前
の日までに、違反行為を止めていた場合には2割軽減した率が、それぞれ適用さ
れることとなる。
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係る違反行為などの内容を記載した納付命令の事前通知を行う（50条6
項）。これらの事前手続を行った後、課徴金納付対象事業者に対し、こ
れらの記載内容とともに納期限を記載した納付命令書により課徴金納付
命令を行う（50条1項、2項）。この納付命令に不服がある場合には、
納付命令書の謄本の送達があった日から60日以内に審判を請求するこ
とができる（50条4項）。審判請求がなされずに60日を経過すれば、当
該納付命令は行政処分として確定する（50条5項）。納期限までに課徴
金が納付されない場合には、審判手続中であっても、課徴金に係る延滞
金が生ずることとなる。また、受命者の任意により課徴金が審決より先
に納付された場合において、審決で納付命令が取り消されたときは、還
付すべき金額に一定割合を乗じて計算した金額を加算して還付される。 

 （2）まとめの表 
 　上記をまとめたのが、次掲の表である。 

〈表〉現行法における課徴金制度の概要

課徴金算定率
課徴金
減免申請製造業等 小売業 卸売業

繰り返
し違反
（5割増）

主導的
事業者
（5割増）

早期離脱
（2割減）

不当な取引制限
（入札談合・
価格カルテル等）

10％
（4％）

3％
（1.2％）

2％
（1％） ○ ○ ○ ○

支配型私的独占 10％ 3％ 2％ ○ × × ×

排除型私的独占 6％ 2％ 1％ ○ × × ×

不当廉売、差別対
価等の4類型 3％ 2％ 1％ × × × ×

優越的地位の濫用 1％ × × × ×

（注1） 「繰り返し違反」かつ「主導的事業者」に該当する場合の課徴金算定率は10割増となる。
（注2） 「繰り返し違反」又は「主導的事業者」に該当する場合には早期離脱による軽減は認

められない。
（　）内は中小企業の場合の算定率
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 （2）課徴金の法的性格 
 ○1 行政上の制裁論 

 　先に見たように、平成17年改正以降の課徴金は、制裁としての性格
をもつ行政上の制裁であるとする見方がある。そのような見方は妥当か。
まずそれを検討してみたい12）  。 
　課徴金制度の法的性格は、カルテル・入札談合等の違反行為防止とい
う行政目的を達成するために行政庁が違反事業者等に対して金銭的不利
益を課すというものであると説明されてきた13）  、これは制定当初から不
変である14）  。制定当初の課徴金制度が不当利得擬制額の剥奪に基軸を置

12） 平成17年改正に関する立案担当者による解説として、諏訪園貞明編『平成17
年改正独占禁止法―新しい課徴金制度と審判・犯則調査制度の逐条解説』（商事
法務・2007年）参照。

13） 最判平成17年9月13日民集59巻7号1950頁〔機械保険事件〕では、次のよう
に判示されている。すなわち、「 独禁法の定める課徴金の制度は、……カルテル
の摘発に伴う不利益を増大させてその経済的誘因を小さくし、カルテルの予防効
果を強化することを目的として、既存の刑事罰の定め（独禁法89条）やカルテ
ルによる損害を回復するための損害賠償制度（独禁法25条）に加えて設けられ
たものであり、カルテル禁止の実効性確保のための行政上の措置として機動的に
発動できるようにしたものである。 また、課徴金の額の算定方式は、実行期間の
カルテル対象商品又は役務の売上額に一定率を乗ずる方式を採っているが、これ
は、課徴金制度が行政上の措置であるため、算定基準も明確なものであることが
望ましく、また、制度の積極的かつ効率的な運営により抑止効果を確保するため
には算定が容易であることが必要であるからであって、個々の事案ごとに経済的
利益を算定することは適切ではないとして、そのような算定方式が採用され、維
持されているものと解される。そうすると、 課徴金の額はカルテルによって実際
に得られた不当な利得の額と一致しなければならないものではないというべきで
ある。 ……そうすると、上告人が、被上告人らが本件実行期間中に収受した営業
保険料の合計額を売上額とし、これに所定の割合を乗じて得られた額の課徴金の
納付を被上告人らに命じた本件審決は、適法である」（傍線引用者）。また、多摩
地区入札談合事件最高裁判決（民集59巻7号1950頁）では、課徴金の法的性格
について、「法の定める課徴金の制度は、不当な取引制限等の摘発に伴う不利益
を増大させてその経済的誘因を小さくし、不当な取引制限等の予防効果を強化す
ることを目的として、刑事罰の定め（法89条）や損害賠償制度（法25条）に加
えて設けられたものである」としている。なお、本件は平成17年以前の課徴金
を対象にしたものであり、平成17年以降の課徴金を対象にした事件が最高裁ま
でに係属されていたら、このような説明にはなったかどうかは、留保が必要かも
しれない。

14） 昭和50年6月3日の衆議院商工委員会における植木光教総務長官（当時）の答
弁はそのことを物語っている。「今回新設をいたします課徴金でございますが、
これは違法カルテル全体を対象とするものでございます。違法カルテルが多発い
たしまして、累犯も多いという現状にかんがみまして、禁止規定の実効性を確保
するための行政上の措置といたしまして、違法カルテルによって得られました経
済上の利得についてその納付を命ずるものでございます。すなわち、課徴金の目
的でございますけれども、禁止規定の実効性を確保することでありまして、その
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いたのは、課徴金制度のモデルが国民生活安定緊急措置法 11条 1項の
課徴金制度をモデルにしたからであって15）  、それは、沿革的な理由から
やむを得ないところがある16）  。課徴金は刑事罰としての制裁ではないと
いう意味においては、今日でもこれはまったく変わらない17）  。そもそも、
平成 3年改正による課徴金算定率引上げ以降も違反行為は減少しておら
ず、違反行為を繰り返す事業者が後を絶たないことなど、不当利得相当
額を徴収するという平成 17年改正前までの制度では、違反行為抑止の
観点からは不十分なことは明らかであった。そこで、不当利得と擬制さ
れる水準を超えて、金銭を徴収する仕組みとすることとし、違反行為抑
止という行政目的に照らして合理的に必要と考えられる水準を超えない
範囲内で課徴金の算定率を引き上げることとされたのである。この点に
おいて、平成 17年の法改正により不当利得と擬制される18）  額以上の金

法律的な性格は行政上の措置でございます。また、算定の基本的な考え方は、違
法カルテルにより得られた経済上の利得を納付させようとするものであります。」
衆議院会議録第75回国会商工委員会第20号。

15） この経緯については、拙稿「課徴金の立法史（一）」名古屋大学法政論集228
号1頁（2008年）。

16） 同法11条1項にいう「特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販
売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるとき」であっても、
当該販売方法自体は違法ではなく、あくまで、当該超過販売価格で示される不当
な利得を剥奪するのが立法趣旨であった。

17） 過去の国会答弁で繰り返し確認されている（例えば、平成16年11月4日　第
161回国会（衆）本会議　鈴木康友（民））（平成16年11月17日　第161回国会（衆）
経済産業委　近藤洋介（民））（平成16年11月19日　第161回国会（衆）経済産
業委　高木陽介（公））（平成16年11月19日　第161回国会（衆）経済産業委　
渡辺周（民））（平成16年12月1日　第161回国会（衆）経済産業委　吉田　治（民））。

18） この点について、東京高裁平成9年6月6日判決〔シール談合事件〕では次の
ように判示されている。「独占禁止法が課徴金によって剥奪しようとする不当な
経済的利得とは、あくまでカルテルが行われた結果、その経済効果によってカル
テルに参加した事業者に帰属する不当な利得を指すものであり、しかも、 同法は、
現実には、法政策的観点から、あるいは法技術的制約等を考慮し、具体的なカル
テル行為による現実の経済的利得そのものとは一応切り離し、一律かつ画一的に
算定する売上額に一定の比率を乗ずる方法により算出された金額を、いわば観念
的に、右の剥奪すべき経済的利得と擬制しているのである 」（傍線引用者）。なお、
高裁判決のなかには、課徴金納付を命ずる前提として不当な利得を認定する必要
がないとしたものもある。すなわち、公取委による不当利得の認定の欠如の点に
ついて、「課徴金制度は具体的なカルテル行為による現実の経済的利益とは切り
離し、一律かつ画一的に算定された金額を、いわば観念的に剥奪すべき経済的利
益の額として擬制したものであり、実際に得られた不正な利得の額と一致しなけ
ればならないものではないから、被告が原告に対して課徴金納付を命ずる前提と
して、原告に本件違反行為がある場合となかった場合とを比べ、本件違反行為に
より原告がどれだけの経済的利益があったかを認定する必要はないものというべ
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銭を徴収するということは、行政上の制裁としての機能を強めたといえ
なくもない。もっとも、制裁と呼ぶか否かは結局のところ制裁という語
の定義の問題であって、仮に、制裁を国家が義務違反者から強制的に金
銭的不利益を課すという意味に広く捉えるならば、平成 17年以前から
既に課徴金は制裁であるともいえるし、他方で、違反行為の反社会性・
反道徳性に着目し応報の観点を重視する刑事制裁という意味では、従
来から制裁ではなく、平成 17年改正後も制裁ではない。また、EUの
行政制裁金19）  のように刑事罰に一部代替する機能を有する意味において
も、現行課徴金制度は制裁ではない。ことほど左様に、制裁の意味ない
し機能を奈辺に求めるかによって、制裁と言えなくもないし、逆もまた
しかりである。課徴金制度の法的性格として言えることは、それが、カ
ルテル・入札談合等の違反行為抑止という行政目的を達成するために行
政庁が違反事業者等に対して金銭的不利益を課す行政上の義務履行確保
制度であり20）  、課徴金納付命令という行政処分が刑事罰を代替すること
はあり得ないと思われる。もちろん、現行の課徴金が制裁的機能ないし
効果を有することは疑いないが、これは事実上の

4 4 4 4

機能ないし効果として
であって、課徴金に付与された法的な性格とは区別して考える必要があ
ると思われる。

 ○2 基本算定率が10％とされた根拠 
 　ところで、課徴金の基本算定率を10％とする根拠は過去の国会答弁
で次のように説明されている21）  。すなわち、これまでカルテル・入札談

きである」と判示している。東京高判平成18年2月24日審決集52巻744頁。
19） EUにおいて行政制裁金が採用されている根拠の一つは、刑事制裁が加盟国の
主権に存すると考えられていることに基づく。

20） 平成17年以前までの課徴金制度の法的性格において、カルテルの経済的利得
と擬制される程度の金額の徴収であることが強調されていたのは、本文で述べた
沿革的理由のほか、憲法上の二重処罰の禁止規定との関係で、刑事罰に類似する
制裁としての性格を有するものではないという趣旨を強調するためであって、課
徴金の法的性格を単なるカルテルの経済的利得の剥奪としての位置付けに限定さ
せることを意図したものではないことに注意する必要がある。

21） これは、政府答弁でも現在まで一貫している。平成16年11月17日第161回国
会衆議院経済産業委員会における塩川鉄也議員（共産党）に対する竹島一彦委員
長（当時）の答弁を参照。衆議院会議録第161回国会経済産業委員会第7号。同
じく平成16年12月1日第161回国会衆議院経済産業委員会における吉田治議員
（民主党）に対する竹島委員長の答弁を参照。衆議院会議録第161回国会経済産
業委員会第11号。
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合等の違反行為があとを絶たなかったことから公取委において過去の違
反事例について実証的に不当利得を推計したところ、売上高の8％を超
えるとみられるものが9割以上であったことから、不当利得は少なくと
も8％程度存在すると考えられた。違反行為の特質を踏まえると、不当
利得相当額を徴収するだけではその抑止は不十分であり、不当利得相当
額を超えて金銭を徴収する必要性がある。 
 　他方、不当な利得に上乗せした額の金銭的不利益を徴収する措置が採
られている他法令をみると、重加算税や健康保険法等の加算金において
従来から40％増しとすることが定着している。このことに鑑みると、
課徴金の算定率を売上高の8％の不当利得の40％増しを基準として、
11％又は12％とすることも選択肢として考えられた。 
 　しかしながら、平成17年改正では課徴金算定率は謙抑的に10％とす
ることが適当であるとされた。独占禁止法においては、平成17年改正
において不当利得に相当する額を超えて徴収する点で初めての制度で
あること、平成3年の独占禁止法改正に際しても、売上高に乗ずる率を
1.5～2％から6％に引き上げる改正を行っていること等を考慮したため
とみられる。 

 （3）罰金と課徴金の調整について：独占禁止法51条 
 　独占禁止法51条において罰金と課徴金額の調整規定を置いているこ
とから、両者の法的性格の異同が問題となる。前述のように、現行の課
徴金制度は、カルテル等の違反行為防止という行政目的を達成するた
め、行政上の措置として不当利得と擬制される額を超える金銭的不利益
を課すものである。これは、違反行為の反社会性・反道徳性に着目して
科される刑事罰とは、趣旨・目的・性格が異なっている。また、その水
準についても不当利得と擬制される額の3割程度の割増しであり、現行
の課徴金の水準では違反行為の抑止効果が十分ではなかったことを考え
ると、行政目的に照らして合理的な水準の範囲内で課徴金の水準を引き
上げるにとどまるものであり、刑罰的色彩を帯びるものではない。この
ことから、平成17年改正の課徴金の引上げによっても、基本的には憲
法上の問題が生じることはないとされた22）  。 

22） 平成16年11月19日第161回国会衆議院経済産業委員会における奥田建議員
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 　他方、罰金と課徴金はいずれも国が強制的に課す金銭的不利益であり、
違反行為を抑止するという機能面で共通する部分があるのは確かであ
る。課徴金は、平成17年改正により、不当利得と擬制される額を超え
て金銭を徴収する制度となったため、両者が併科される場合、罰金によ
り果たされている役割を勘案して、この共通する部分についての調整を
行い必要な減額を行うことが「政策的に」適当であると判断された23）  。
これが現行独占禁止法51条である24）  。課徴金は、違反行為の反社会性・
反道徳性に着目して科される刑事罰とは、趣旨・目的・性格が異なって
いるのであるから、二分の一調整が法理論的に要求されるわけではな
い。もっとも、罰金も課徴金も違反行為を抑止するという機能面で共通
する部分があることも事実であり、両者を併科する場合、罰金額の二分
の一に相当する金額を課徴金から控除する規定を設けることが、政策的
に適当であるとすぎないのであって、比例（罪刑均衡）原則に反しない
限り、両者の調整が不可欠というわけではない25）  。比例原則、すなわち、
一つの違反行為に対して国から課（科）される不利益の総体が当該違反
行為の抑止の観点から必要以上に過重なものとなってはならないという
要請が憲法上要求されるとすれば、少なくとも51条に規定される二分
の一程度の調整を行えば、この考え方との関係についても憲法上の問題
が生ずることはなかろうとされたに過ぎないのであって26）  、二分の一調

（民主党）の質問に対する竹島委員長の答弁参照。衆議院会議録第161回国会経
済産業委員会第7号。なお、法人税法上の追徴税と刑罰との関係については最大
判昭和33年4月30日民集12巻6号938頁を参照。

23） 前掲・諏訪園21頁参照。
24） 他法令の関係でみると、なぜ重加算税には二分の一調整がなくて課徴金にはあ
るのかという疑問が時に出される。この点については、第一に、重加算税は税の
一種であり、税として合理的なものであれば金銭的不利益を課すからといって罰
金との調整を図るべき性格のものではないこと、第二に、課徴金は、不当利得と
擬制される金額及びこれを超える金額の全体が違反行為を抑止するために課され
るものであるのに対して、重加算税は、脱税額（不正な利得の額）の4割（無申
告の場合）の部分のみであること、第三に、重加算税の基礎となる脱税額は会計
上明確なものであるが、課徴金における不当利得相当額は一定の擬制を行ったも
のであることといった相違が重加算税と課徴金にはあり、両者は一律には論じ得
ないというのが、一応の説明である。しかし、このような説明はいささか迂遠で
あることは否めず、51条はあくまで政策的に設けられたことで説明がつくよう
に思われる。

25） 佐伯・前掲131頁参照。
26） 調整範囲がなぜ二分の一かと問われれば、それは結局擬制と答えるしかないと
思われる。罰金は違反行為の反社会性・反道徳性に着目し、違反行為に対する応
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整を行わなければ、憲法上の問題が生じるとしているわけではない。 
 　その一方で、課徴金と罰金を併科した場合に、不利益の総体の程度に
よっては、いかなる場合も比例原則の問題が生じ得ないとまで言い切る
こともできないであろう27）  。ただし、当該不利益の総体がどの程度であ
れば問題が生ずるのかについては、二分の一調整が所詮一つの擬制に過
ぎないことから、一律に示し得るものではない。51条は、罰金と課徴
金が併科される場合には、罰金額の二分の一に相当する金額を課徴金額
から控除すれば、比例原則に照らしても問題が生ずることはないことを
擬制的に示すのみであって、どのような場合であれば比例原則の問題が
生じ得るのかについて、確立した学説・判決があるわけでもない。あく
まで一般論としては、憲法39条の二重処罰の問題28）  とは、課徴金の水
準が行政目的に照らして必要な水準を超える場合、課徴金は事実上刑罰
的な色彩を帯びることになり、そのような制裁性の強い行政上の措置と
刑事罰を併科することは、憲法39条の規定に抵触する可能性があると
抽象的に言えるだけである。 
 　上記のように、51条はあくまで政策的規定であるから、51条のよう
な調整規定を置かずに、一つの違反行為には罰金か課徴金のどちらかし
か課されない制度（いわゆる「振分け方式」）をとることも考え方とし
てはありうるし、不当な取引制限罪に没収規定を設ければ、振分け方式
は立法論としては不可能ではない。しかし、ともに政策論としてみた場
合に、振分け方式には問題が多い。なんとなれば、独占禁止法違反の罪
の罰金の上限額は5億円であるため、振分け方式では、不当利得が仮に
5億円を超えるときは経済的にはやり得となってしまい、刑事告発した
悪質・重大事案の方が金銭的不利益がかえって小さくなってしまうおそ

報の観点から、違反行為者に対して道義的非難を加えることを本旨としているが、
罰金のうちどの部分が応報でどの部分が抑止かはそもそも示し得ず、簡明さを優
先して、罰金額の二分の一に相当する額の調整が必要な抑止的機能の部分と擬制
して課徴金額から控除することが政策的に最も適当であると判断されたに過ぎな
い。

27） 塩野・前掲書は、「二重処罰の問題は当該不利益が実質的にも刑罰に当たる程
度のものであるかどうかいう観点からも考慮する必要があろう」（同書245頁）
とする。

28） 二重処罰に関する判例として、最大判昭和33年4月30日民集12巻6号938頁、
前掲東京高判平成5年5月21日高刑集46巻2号108頁、最判平成10年10月13日
判時1662号83頁。
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れがある29）  。この点は、振分け方式に前記・没収規定を導入すれば解決
するとも思われるが、仮に、没収の対象を不当な取引制限等の対象商品
役務の売上高全部とした場合、売上高の一割に相当する課徴金額をはる
かに上回る財産が没収の対象とされることもあり得、それは違反事業者
にとって酷である。また不当な取引制限罪の既遂時について「合意時説」
（判例・通説）をとれば、商品・役務を供給すること自体は何ら犯罪行
為ではないことから、犯罪行為によって得られた財産として没収の対象
ではないという考え方もあり得よう。なんとなれば、カルテルは合意の
時点で既遂に達するも、当該「合意」自体からは財産を得ていないので
あって、実際に違反行為者が財産を得るのは、当該合意に基づき、商品・
役務を供給することにより対価を得た時だからである。現実には振分け
方式は難しいであろう30）  。 

 2．平成21年改正による課徴金制度の変容 

 　平成21年改正による課徴金制度について紹介する。課徴金制度にか
かる主な改正事項は、以下のとおりである31）  。 
 　第一に、課徴金の適用対象の見直しを行い、現行法で課徴金の対象と
されているカルテル・入札談合等や支配型私的独占（市場における有力
な事業者が株式取得や役員派遣等の手段により他の事業者の事業活動を
支配することにより競争を実質的に制限する行為）に加えて、排除型私
的独占（他の事業者の事業活動の継続や新規参入を困難にさせ競争を実

29） 平成16年11月17日第161回国会衆議院経済産業委員会における平井卓也議員
（自民党）及び平成16年11月24日第161回国会衆議院経済産業委員会における
塩川鉄也議員（共産党）に対する竹島委員長答弁を参照。

30） 金融商品取引法においても課徴金制度が導入されているが、同法では、課徴金
と没収の間での調整規定を設けており、振分け方式としていない。すなわち、風
説の流布・偽計（金融商品取引法173条1項）、相場操縦行為・違法な安定操作
取引（同174条1項、174条の2第1項、174条の3第1項）及びインサイダー取引（同
175条1項・2項）に対する課徴金納付命令を決定する場合に、同一事件につい
て被審人に対して必要的没収・追徴（同198条の2）の確定裁判があるときは、
課徴金額から当該没収・追徴の合計額（「没収等相当額」）を控除した額が課徴金
額とされている（同185条の7第15項）。

31） 平成21年改正に関する立案担当者による解説として、藤井宣明・稲熊克紀編
著『逐条解説平成21年改正独占禁止法―課徴金制度の拡充と企業結合規制の見
直し等の解説』（商事法務・2009年）参照。
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質的に制限する行為）とともに、不公正な取引方法のうち共同の取引拒
絶（複数の事業者が共同で特定の事業者との取引を拒絶する行為）、不
当廉売（不当に低い価格で販売することにより他の事業者の事業活動を
困難にさせるおそれがある行為）や後に見る優越的地位の濫用等の5つ
の行為類型を課徴金の対象とした。 
 　第二に、カルテル・入札談合等において、主導的役割を果たした事業
者に対する課徴金を、50％割り増す制度を導入した。 
 　第三に、排除措置命令・課徴金納付命令に係る除斥期間を、これまで
の3年から5年に延長した。 
 　第四に、カルテルや入札談合等の罪に対する懲役刑を3年以下から5
年以下に引き上げた。 

 3． 排除型私的独占に対する課徴金制度の導入（7条の2第
4項）32）   

 　排除型私的独占に課徴金を導入した理由は以下のように理解されてい
る。すなわち、排除型私的独占は、課徴金の対象となっている違反行為
と同様に競争を実質的に制限する行為であり、競争秩序に与える影響は
カルテル・入札談合等と変わるものではない。また、排除型私的独占に
対して、一度警告を受けた後に類似の市場において勧告を受けた事業者
も存在していることから、抑止の必要性は高い。加えて、独占禁止法基
本問題懇談会報告書においては、排除型私的独占を課徴金の対象とする
ことが適当であるとされていた。以上のように、排除措置命令のみでは
違反抑止に十分とはいえないこと等から、排除型私的独占についても新
たに課徴金の納付を命ずる対象とすることが必要であるとされた33）  。課
徴金の算定基礎となる売上額に行為の悪質性・重大性が関係づけられて
いるとは必ずしもいえず、新規参入の排除行為は、重大な排除型私的独
占であるにもかかわらず、既存事業者の全売上額に対して課徴金を課す
根拠は見あたらないといった問題がある。これまで課徴金を課された私
的独占事例は存在しないが、現実の算定についても多くの難問が想定さ

32） 川濵昇「排除型私的独占に係る課徴金」ジュリスト1385号（2009年）16頁参照。
33） 藤井・稲熊編・前掲書11頁参照。
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れる。過去の私的独占事件を例にひいて列記すれば、例えば、以下の点
である。 
 　 ○1  東洋製罐事件34）  において、東洋製罐は、被支配事業者に対する売上

額はほとんど存在しないところ、北海製罐と製缶機械の製造・使用
に係る特許と機密技術に係る専用実施契約を締結していたが、この
許諾料は7条の2第2項前段かっこ書き35）  の対象役務となるのか？ 

 　 ○2  日本医療食協会事件36）  において、日本医療食協会及び日清医療食品
による製造業者及び販売業者の支配が7条の2第2項2号にいう「対
価に係るもの」及び供給量を制限することにより「対価に影響する
こととなるもの」といえるか。また、協会に医療用食品の売上げは
ないものの、協会は、厚生大臣（当時）から指定機関として指定を
受け、医療用食品の販売業者から検定料を徴収して、医療用食品の
栄養成分値等の認定を行う収益事業を営んでいる。この検定料は、
7条の2第2項前段かっこ書きの対象役務となるのか。 

 　 ○3  ぱちんこ機特許プール事件37）  において、㈱遊技機特許連盟は、ぱち
んこ機の製造に関する特許権等を取得し、対価を得て10社に実施
許諾するとともに、10社が所有する特許権等について、委託を受
けて管理行為を行っていた。前者の自己所有特許権等のライセンス
料は、7条の2第4項後段括弧書き38）  の対象役務となるのか。 

 　 ○4  日本音楽著作権協会事件39）  において、JASRACの営む著作権管理業
務とは、「音楽著作権の管理の委託を受け、音楽著作物の利用者に
対し、著作権を管理する音楽著作物の利用を許諾し、その利用に伴
い当該利用者から使用料を徴収し、管理手数料を控除して著作者及

34） 公取委勧告審決昭和47年9月18日審決集19巻87頁。
35） 同項は、「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務（ 当該被支
配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する
ために必要な商品又は役務を含む。） 及び当該一定の取引分野において当該事業
者が供給した当該商品又は役務（当該被支配事業者に供給したものを除く。）」と
ある（傍線引用者）。

36） 公取委勧告審決平成8年5月8日審決集43巻209頁。
37） 公取委勧告審決平成10年3月31日審決集44巻238頁。
38） 同項は「当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者
に当該事業者が供給した当該商品又は役務 （当該一定の取引分野において当該商
品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要
な役務を含む。） 」（傍線引用者）と規定している。

39） 公取委排除措置命令平成21年2月27日（平成21年（措）第2号）。
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び音楽出版者に分配する業務」とされているが、本件における売上
額を管理楽曲の利用許諾料とするか、管理手数料とするのか。 

 　上記は一例であるが、その他、排除型私的独占に対する課徴金制度の
具体的問題点については、Ⅳで述べる他、既存の文献に譲りたい40）  。 

4 ．不公正な取引方法に対する課徴金制度の導入 

 （1）序説 
 　これまで不公正な取引方法一般に刑事罰や課徴金が導入されていな
かったのは、第一に、不当な取引制限等と比べて法益侵害の程度が小さ
いこと（違反行為の成立には公正競争を阻害する「おそれ」で足りるこ
と）、第二に、公取委の告示でその対象が定まるような行為に課徴金を
課すということが適当なのかということ（要件明確性の問題）、第三に、
算定方式を合理的に設定することができるのか、といった論点について
議論が十分でなくコンセンサスを得ていなかったからである。 

 ○1 独占禁止法基本問題懇談会 
 　独占禁止法基本問題懇談会の報告書では、不公正な取引方法を課徴金
の対象とすることは不適当であるという立場と、不公正な取引方法に相
当する行為を課徴金の対象とすることができないわけではないという立
場に分かれ、後者の立場からは、競争の実質的制限に至らなくても市場
における競争上の弊害を実際に生じさせる行為がある、必要に応じて告
示による指定制度を見直せば課徴金の対象とできないわけではない、過
去の事案のデータから、違反行為による収益、同行為により増加した売
上高を推計して、これを基に、違反抑止のために適切な算定率を設定す
ることが考えられる、との見解が示された。さらに平成21年改正では、
報告書において特に言及のあった優越的地位の濫用についても課徴金の
対象とすることとされた。 

40） 栗田・前掲281頁以下参照。過去の私的事件における課徴金の算定シミュレー
ションについては、泉水文雄・土佐和生・宮井雅明・林秀弥『リーガルクエスト
経済法』（有斐閣、2010年）288頁参照。
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 ○2 不公正な取引方法4類型に対する課徴金 
 　また、優越的地位の濫用の他、不公正な取引方法の中にも、排除措置
命令だけでは「やり得」となっており、課徴金制度を導入する必要があ
るとの強い要請がなされている類型が存在した。そこで、不公正な取引
方法のうち、共同の取引拒絶（一般指定旧1項）、差別対価（同旧3項）、
不当廉売（同旧6項前段）、再販売価格の拘束（同旧12項）について、
過剰規制の弊害が生じないよう、同種の行為を繰り返し行った場合に限
定して課徴金を命ずる制度を導入することとされた。 

 （2）2条9項による法定化 
 　不公正な取引方法の実体規定は、これまでは独占禁止法2条9項に基
づき、一般指定によって定義されていた。このような指定制度を維持し
たままで課徴金を導入すると、公取委が自ら違法行為を創設的に定義し
つつ、その定義された行為を行った事業者に対して課徴金が賦課される
という制度となるが、事業者側における予測可能性の観点からは、その
ような制度は必ずしも適当ではないと考えられた。そこで、不公正な取
引方法に対する課徴金制度については、旧一般指定における関係規定を
踏襲し、課徴金の対象となる違反行為の実体規定を法定化することとさ
れたものである。 
 　不当廉売等の4類型に対して課徴金を導入した理由は、不公正な取引
方法の中でも原則として違法とされるもの、又は抑止力を強化すべきと
の要請が非常に強かったものを課徴金の対象とするという考え方から、
不当廉売（の一部）、共同の取引拒絶及び再販売価格の拘束を新たに課
徴金対象とすることとし、不当廉売と行為態様が類似する差別対価も対
象とされた41）  。 

 （3）優越的地位の濫用 
 ○1 概説 

 　独占禁止法2条9項5号に掲げるイからハに該当する行為を継続して
行う事業者が課徴金の対象となる。いわゆる押付け販売はイに該当し、
不当な協賛金の収受や取引先の従業員等の不当使用がロに該当する。ハ

41） 藤井・稲熊編・前掲書15頁参照。
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に掲げる行為には様々なものが含まれ得るが、典型的な行為としては、
受領拒否、代金の支払遅延、不当な値引き等の行為が挙げられる42）  。なお、
現行一般指定第13項（旧一般指定14項5号）に掲げる行為（取引の相
手方である会社に対し、当該会社の役員の選任についてあらかじめ自己
の指示に従わせること等）は、独占禁止法第2条9項第5号中には含ま
れず、したがって課徴金の対象とはならない。 

 ○2 算定率の根拠 
 　課徴金算定の基礎は、違反行為の相手方との間における違反行為期間
中の取引額であり、これに1％を乗じた額に相当する額の課徴金の納付
が命じられることとなる。なぜ優越的地位の濫用についてのみ、取引
額と不当に得たと擬制される利益額比率を算定率の根拠としているのか
（不当廉売等の4類型については違反行為の実行期間における対象商品
又は役務の売上額が算定率の基礎となっている）。 
 　この点について、優越的地位の濫用とは、自らの取引の相手方との間
の取引額の多寡に応じて生じる取引上の地位の格差、すなわち相対的優
越を背景に、取引上劣位にある相手方に濫用行為を行うものであり、こ
の点で不当な利得が商品等の販売によって生じるカルテル等他の違反行
為とは異なる。優越的地位の濫用における不当な利得は、取引の相手方
との間の取引額の多寡と関係している、ないし一定の比例関係にある、
と考えられることから、優越的地位の濫用に対する課徴金の算定式とし
ては、取引額に一定の算定率を乗じて得られる不当な収益と擬制される
額を納付すべき課徴金の額とすることが適当であるとされた。このよう
に、違反事業者が不当に収受したと擬制した利得額にとして、違反行為
の相手方との間における取引額（売上額又は購入額）と取引額に乗じる
一定の算定率を用いて算定されることとなった。 

42） なお、大規模小売特殊指定や物流特殊指定に該当する行為も独占禁止法2条9
項5号に該当するのかという点については、「大規模小売業者」や「特定荷主」
が特殊指定に規定する行為を行った場合には、それが「自己の取引上の地位が相
手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に」「継続し
て取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提
供させること」などの2条9項5号の要件に該当し、かつ、当該行為が継続して
行われるなど20条の6の要件にも該当する場合には、課徴金納付命令の対象と
なる。
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 ○3課徴金算定の対象となる売上額（又は購入額） 
 　20条の6において課徴金算定の対象となる売上額（又は購入額）とは、
違反行為の相手方に対する売上額（又は購入額）全体を指すのか、それ
とも当該相手方に対する違反行為に関連する売上額（又は購入額）に限
定されるのか（例えば、違反行為が行われた地域や部門との間の売上額
（又は購入額）に限定されるのか）という問題がある。すなわち、濫用
行為の直接の対象となっている取引のみが算定対象となるのか、取引の
すべてが算定対象となるのか、という問題である。 
 　この点について課徴金の算定基礎となる違反行為の相手方との売上
額・購入額は、違反行為によってアフェクトされた部分、すなわち、違
反行為が行われた店舗、地域、部門の売上に絞って課すのではなく、当
該相手方との間の全売上額・購入額とすることとされた。というのも、
優越的地位の濫用は、濫用行為の相手方との間の取引額の総体として生
じる相対的優越を背景として行われるものであり、また、当該相手方も、
自らの取引額の総体に照らして不利益を受け入れざるを得ない状況と
なっているからである。また、算定率の水準についても、全売上額・購
入額を算定基礎とすることを前提に設定されている。ただし、同一の相
手方との間の売上額・購入額であっても、明らかに当該違反行為とは関
係なく、濫用行為の背景となる取引上の相対的優越の源泉になっている
とは認められないものについては、課徴金の算定基礎から除外されるこ
ととなり、それは、違反行為の実態に即して、ケース・バイ・ケースで
判断されるようである。しかし、濫用行為の直接の対象となっている取
引の認定自体必ずしも容易でなく、ケース・バイ・ケースといっても、
その判断枠組みがガイドラインといったかたちで公取委からは示されて
いない。また逆に、例えば協賛金の総額等、不当利得額が明確な場合で
あれば、その「実額」を課徴金として徴収すべきではないかとも考えら
れる43）  。 
 　そもそも、現行課徴金制度では、不当な利得を少なくとも8％と考え、
それを1.25倍した10％を算定率としていたのに対して、なぜ優越的地

43） ただこの場合、協賛金においても、子細にみると、収受した金銭を原資として
行われる販売促進活動の効果の一部は相手方取引先にも還元されることもある。
この場合、必ずしもすべてが不当な利得額であるということはできないという問
題がある。
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位の濫用に対する算定率については1.25倍しなかったのかという疑問
がある。すなわち前述のように、現行課徴金制度では、違反行為が後を
絶たない状況を踏まえると、不当利得相当額（8％）を徴収するだけで
はその抑止は不十分であり、不当利得相当額を超えて金銭を徴収する必
要性があったことから、1.25倍した算定率（10％）が採用されたもので
ある。しかるに、優越的地位の濫用については、今般、新たに課徴金制
度が導入されたものであることに鑑み、課徴金の水準を不当利得相当額
以上に加重することまでは要しないと考えられた。優越的地位の濫用に
課徴金を導入するのであれば、不当な取引制限と同様に、不当利得相当
額を超えて金銭を徴収する必要性がなかったか。なぜ両者で考え方を分
けたのかそもそも疑問が残る。 
 　その他、優越的地位の濫用に対する課徴金制度の具体的諸問題につい
ては、これも既存の文献に譲る44）  。 

 ○4 運用 
 　これまでに優越的地位の濫用事件に関し課徴金の納付を命じた事件と
しては、株式会社山陽マルナカに対する件45）  （課徴金額2億2216万円）
及び日本トイザらス株式会社に対する件46）  （課徴金額3億6908万円）、株
式会社エディオンに対する件がある（課徴金額40億4796万円）47）  。 

44） この点については、さしあたり、「〈座談会〉課徴金導入後の私的独占・不公正
な取引方法」L＆T46号4頁以下（2010年）のほか、ジュリスト1442号（2012年）
の特集（優越的地位の濫用とは？―その現状と対策）の各論文を参照。

45） 平成23年6月22日排除措置命令・課徴金納付命令。 ○1 違反行為期間は、平成
19年5月19日から平成22年5月18日までの3年間。 ○2 違反行為期間のうち改正
法の施行日である平成22年1月1日以後における（山陽マルナカの当該取引の相
手方165社それぞれとの間における購入額は、222億1605万4358円。算定期間5ヶ
月強。 ○3 独占禁止法第20条の6の規定により、前記222億1605万4358円に100
分の1を乗じて得た額から1万円未満の端数を切り捨てた上で算定された額は、
2億2216万円。

46） 平成23年12月13日排除措置命令・課徴金納付命令。 ○1違反行為期間は、平成
21年1月6日から平成23年1月31日までの約2年間。 ○2違反行為期間のうち改正
法の施行日である平成22年1月1日以後における日本トイザらスの相手方61社
それぞれとの間における購入額は、369億866万5689円。算定期間1年1ヶ月。

○3 独占禁止法第20条の6の規定により、前記369億866万5689円に100分の1を
乗じて得た額から、端数切り捨ての上算出し、3億6908万円。

47） 平成24年2月16日排除措置命令・課徴金納付命令。 ○1 違反行為期間は、遅く
とも平成20年9月6日から平成22年11月29日までの約2年2ヶ月強。 ○2 違反行
為期間のうち改正法の施行日である平成22年1月1日以後における相手方127名
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 Ⅲ　EU競争法における行政制裁金制度 

 1．はじめに 

 　EU型行政制裁金導入論は、カルテルによる経済的利得の一定率の徴
収という考え方を離れて、違反行為の重大性、悪質性に応じて個別に金
額を設定するいわゆる行政制裁金を導入するとともに、法人に対しては
罰金を廃止して公取委による行政制裁金に一本化する（又は制裁を科す
ときは一方しか選べない選択制とする）ことを主張している。しかしな
がら、こうした行政制裁金の導入は、法人に対する罰則を廃止すること
の問題、選択制を採った場合の罰金の上限額と行政制裁金の上限とのバ
ランスの問題など制度上検討すべき点があるほか、そもそも悪質性、重
大性を勘案して行政制裁金を算定すること自体、算定作業を膨大にする
とともに行政制裁金額についての争いを無用に拡大するのではないかと
の実務上検討すべき点がある。 
 　以下では、実際に欧州で取り入れられている行政制裁金がどのような
性格を有しているかについて、欧州委員会の実務に照らして検討し我が
国における議論の一助とする48）  。 

 2．制裁金の算定 

 　EUのカルテルへの対処の方針は、巨額の行政制裁金を科すというも
のである。理事会規則1/2003号施行後、各国内でのカルテルへの対処
について、強化の動きが促進されてきている。同時に、個人に対する刑
事責任がEUの内外でより広まってきているように見受けられる。いく
つかのEU加盟国は最近米国シャーマン法にならい刑事の反カルテル法
を導入したり開発を検討したりしている。例えば、英国の2002年企業
法では、カルテルへの参加に対しては、上限5年の禁固刑を科し得る刑

それぞれとの間における購入額は、4047億9678万3282円。算定期間は約11ヶ月。

○3 独占禁止法第20条の6の規定により、前記4047億9678万3282円に100分の1
を乗じて得た額から、端数を切り捨ての上算出し、40億4796万円。

48） 土田和博「行政制裁金制度」日本経済法学会年報26号（有斐閣、2005年）65
頁をあわせて参照。
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事上の責任を問えることになった。このような傾向は英国に限られるも
のではなく、例えばオランダでは、カルテルを始めとした競争法違反に
関して指示を出した個人、あるいは事実上主導的役割を果たした個人に
制裁金を課すことができる。スイスでは、個人が意図的に和解、法的に
強制力のある競争当局・上訴機関の決定に従わなかった場合に、当該個
人に金銭的制裁が課され得る。フランスでは、違反において「不正に個
人的かつ決定的な役割」を果たした個人が責任に問われ、裁判所によっ
て制裁金を課される49）  。 
 　101条及び102条違反に対する制裁金の額について、1/2003号規則23
条2項は、直前の事業年度の売上高の10％までと定めており、欧州委員
会は、この範囲内において制裁金額を設定する裁量が認められている。
というのも、一定率の行政制裁金とすると、中小企業を大企業よりも重
く罰してしまうおそれがあり、その一方、アドホックに額を決める場合
には、透明性が失われるという問題がある。不確実性を減らすために、
欧州委員会は1998年に行政制裁金についてのガイドラインを定め（2006
年改正）50）  、また、2002年のリーニエンシー告示でカルテル案件におけ
る行政制裁金の減免について定めている。というのも裁量は、首尾一貫
した、非差別的な方針に基づいたものでなければならないからである。
2006年制裁金ガイドラインによる制裁金額の算定手順は、「A　基本額
の算定」→「B　基本額の調整」となっており、具体的にはおおむね以下
のとおり行われている51）  。 
 　まず、基本額の算定であるが、これは、「違反行為に係る売上高
（a）」×「違反行為の重大性に基づく係数（30％以下）」×「違反行為の継続
年数」＋「エントリーフィー（（a）の15％～25％）」によって算定される。 

 ○1 違反行為に係る売上高 
 　違反行為が行われたEU域内の市場における当該事業者の違反行為期

49） 以上につき、前掲・ICN「カルテルに対する制裁金に関する報告書」4.2節参照。
50） ガイドラインはあくまでガイドライン（運用指針）であり、それぞれ事件にお
ける個々の事情が慎重に検討される必要があることを念頭におく必要がある。

51） なお、1998年制裁金ガイドラインからの主な変更点としては、以下の3点が挙
げられる。 ○1基本額の基礎となる金額（違反行為に係る売上高）の算定方法の変更、

○2エントリーフィーの導入、 ○3繰返しの違反事業者に対する制裁の強化、である。
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間の最終時点での直近事業年度の関連売上高 

 ○2 違反行為の重大性 
 　違反行為の性質等により、事件ごとに評価される。違反行為の性質に
ついて、市場への実際の影響及び関連する地理的市場の範囲を考慮して、
当該事案の重大性（gravity）を三つのカテゴリーに分けており、それぞ
れ基本額が定められており、これが算定の第一段階となる。すなわち、
「軽微な（minor）違反」の場合とは、取引制限（通常は垂直的取引制限
の性格を有する）ではあるが、市場への影響が限られており、共同体市
場の主要な部分であるが比較的限定された部分にのみ効果をもつものと
される。行政制裁金の上限は「関連する売上」の10％である。次に「重
大な違反」の場合とは、上述したものと同じタイプの垂直的取引制限で
あるが、市場に対してより広範な影響を及ぼし、共同体市場の広い範囲
で効果を持つ、より反競争的な制限が考えられる。その他、支配的地位
の濫用（支配的事業者により競争者を市場から排除するために行われる
取引拒絶、差別的取扱い、忠誠リベートなど）も考えられる。行政制裁
金の上限は「関連する売上」の20％である。さらに、「非常に重大な違
反」の場合とは、一般には、例えば価格カルテルや市場分割のようなハー
ドコア・カルテル行為である。行政制裁金は「関連する売上」の15－
30％である（水平的価格カルテル、市場分割及び生産数量制限に対し
ては、通常30％が適用される。）。 

 ○3違反行為の継続年数 
 　制裁金ガイドラインによれば、違反行為の継続期間により、行政制裁
金の加算を行っている。具体的には、 
 　― 短期間の違反行為（一般的には1年未満）：6か月未満の場合は0.5

年として計算する。 
 　― 中期間の違反行為（一般的には1年から5年）：6か月以上1年未満

の場合は1年として計算し、50％まで引上げられる。 
 　―長期間の違反行為（一般的には5年超）10％×年数まで引上げられる。 
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 ○4 エントリーフィー 
 　抑止効果を高めるため、特に、水平的価格カルテル、市場分割及び生
産数量制限の場合に加算される（その他の行為の場合においても、エン
トリーフィーを加算することは可能である）。 

 　基本額を算定した後は、第二に、「B　基本額の調整」に進む。これ
は違反事業者が特定の要件を満たす場合に、前記Aで算定された基本額
を増減させる。 

 ○1 基本額を増額させる要件（aggravating circumstances） 
 　欧州委員会又は加盟国競争当局による当該事業者の違反行為の認定後
も、同一又は類似の行為を継続又は反復している場合、過去の違反行為
1件ごとに最大100％の増額が行われる。 
 　制裁金ガイドラインでは以下の要因が加算要素とされる。 
　 ―同一事業者による同じ類型の違反の繰り返しである場合。 
　 ― 欧州委員会が調査を実行する際の欧州委員会への協力拒否や欧州委

への妨害の試みがある場合。 
　 ―違反行為の首謀者や扇動者である場合。 
　 ―違反行為を強制するための他の事業者に対する報復措置がある場合。 
 　― 違反行為の結果として不当に生み出された収益の額を見積もること

が客観的に可能である時、その額を越えるように行政制裁金を引き
上げる必要性がある場合。 

 　―その他 

 ○2 基本額を減額させる要件（attenuating circumstances） 
 　制裁金ガイドラインでは以下の要素が減算要素とされる。 
　 ―違反の際、専ら受身の役割、あるいは、主導者に従う役割である場合。 
　 ―違反となる協定、行為について実際には不履行であった場合。 
　 ― 欧州委員会の審査開始後、違反行為をすぐに終了させたという証拠

が示された場合（ただしカルテルを除く。） 
 　― 違反行為への参加が限定的であり、実際には競争的な行動を採って

いた等の証拠が示された場合 
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 　― 違反行為が過失により行われたものであるという証拠が示された場
合 

　 ― カルテル事件における行政制裁金免除及び減額に関する告示（リニ
エンシー告示）の範囲外において効果的な協力を行った場合 

 　― 反競争的行動が公的機関や法律により、了承又は奨励されたもので
あった場合 

 　―その他52）   

 ○3特別に増額させる要件 
　 ― 違反事業者が得た不当利得額を推計できる場合には、当該不当利得

額以上に増額される。 
 　― 違反事業者の総売上高が、違反行為が行われた市場での売上高に比

べて特に大きい場合にも特別に増額される。 

 ○4 上限 
 　制裁金の上限は、理事会規則（1/2003）に基づき、違反事業者の直近
事業年度における全世界での売上高の10％となっており、これを超え
ることはない。このように、EUの行政制裁金は、全世界での売上に基
づき上限が決定されるため、たとえ欧州における売上が少ないとしても
全世界での売上が高ければ上限が一気に高くなりうる。欧州以外の売上
を考慮して高い行政制裁金を課すことは、当該違反行為が国際カルテル
である場合、欧州以外でも行政制裁金が課されるのであれば、それは二
重処罰と同様の問題が惹起されるのではないかとの疑念がある。 

52） コンプライアンスプログラムの構築は減算要素とされるかどうかについて問題
となるが、結論的にいうと必要的減額要因とはならない。この理由としては、例
えば、コンプライアンスプログラムを違反行為の後に有効なものを策定しても、
そのことは過去に行われた違反行為に何ら影響を与えるものではなく、また、コ
ンプライアンスプログラムが効果的なものであれば、そもそも違反行為が行われ
る余地はないはずだからである。逆に、違反行為の後にコンプライアンスプログ
ラムを構築したが、その後で違反行為が行われた事例において、加算要素として
用いられた例がある。
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 3．論点 

 （1）刑事罰との関係について 
 　EUが刑事罰を導入していない理由としては、いうまでもなくEUは
国ではないことから、主権と密接に関係する刑事罰と租税については、
EUとして制度を設け運用することは不可能であり、刑事罰に代わるも
のとして、EU設立当初の加盟国の中に存在した行政制裁金を導入した
経緯がある。EU競争法における行政制裁金と刑事罰との関係について
は、理事会規則2003/1号23条5項で、「行政制裁金は、刑事法の性質
を有してはならない」と明記されている。このため、制度としては、
行政制裁金は刑事罰としての罰金とはその性質は異なるものとされて
いる53）  。しかしながら、欧州人権裁判所（the European Court of Human 
Rights）は、 ○1 国内法上の違反行為類型、 ○2 違反行為の性格、 ○3 関
係する自然人が科され得る罰則の性格及び程度が「刑事罰（criminal 
charge）」に分類されるかどうかの基準となるとのÖztürk判決（1984年
欧州人権裁判所）54）  の結論を元に、加盟国（フランス）により課された
行政制裁金は罰金に相当するとした（Sociéte Sténuit事件決定（1992
年）55）  ）。 
 　また、罰金では、スティグマ効果を考慮することが重要となる。個人
の自由刑におけるスティグマ効果は絶大であるのに対して、行政的制裁
のスティグマ効果は、刑事制裁に比べると弱い。行政制裁金の総額が非
常に高ければ、違反行為の抑止にはなるかもしれないが、本質的に刑事
罰のスティグマとは異なる。また、企業にとっては罰金でも行政制裁金
でも財産上の不利益という意味では同じだが、法人に対するものであっ
ても、罰金はスティグマ効果を有する。これは、一本化方式の検討に当
たって考慮する必要がある。 

53） また、企業に科せられた罰金と行政制裁金とでは税務上の扱いも異なる点が実
務上は重要な点である。

54） Öztürk v.  The Federal Republic of Germany, Application No. 8544/79, Judgement 
of 21 February 1984．

55） Eur.  Court H. R., Stenuit judgment of 27 February 1992, Series A, no. 232 ― A．フ
ランス経済省により行政制裁金を課された企業側が、行政制裁金は司法府により
課されたものではないから、これは欧州人権条約条約6条第1パラ（公正な審理
を受ける権利）違反するものであると主張し、欧州人権裁判所はこれを認めた。
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 （2）防禦権について 
 　制裁金額が欧州委員会の裁量で決められること自体については、そも
そもおかしいとする意見はあまりみられず、その後公正に争える余地が
確保されていれば問題ないとする意見が多いように見受けられる。EU
では、手持証拠の開示について、欧州委員会が保有している事件関係ファ
イルへの適切な時期におけるアクセス権が被審人には認められ、原則と
して全てのファイルにアクセスできる56）  など、被審人の防禦権が一定程
度保障されている。 
 　欧州委員会では、上記のように、行政制裁金は刑事罰の性格を有する
ものではないとの理事会規則での規定があるが、実際には、刑罰的な制
裁の機能を果たしてきているということから、刑事手続において保障さ
れている各種の権利が、欧州委員会の行政調査においても保障されるべ
きかどうかについて議論がなされている。今後、仮に欧州並みに行政制
裁金を導入し、又は現行の課徴金の水準を引き上げる場合には、現在欧
州で行われている議論と同様の権利保障を調査対象企業側に認めなけれ
ばならないということが議論の俎上に上ることは十分に念頭に置く必要
がある。 
 　競争法執行の過程での企業の防禦権については、これまで欧州裁判所
での判例によって規定されてきているが、欧州司法裁判所は、1979年
のホフマン・ラ・ロッシュ事件判決57）  において、行政制裁金の手続が行
政手続であるとしても、共同体法の基本原理は尊重されるべきだとされ
ている。また、は、Hüls事件58）  において、理事会規則第17条により科
される制裁は、欧州人権裁判所により定義された要件59）  を満たすもので

56） 行政制裁金を課された企業側の防禦権は、理事会規則1/2003号27条と、委員
会規則773/2004号（2004年4月7日施行）に定められている。

57） Judgment of the Court of 13 February 1979.  Hoffmann-La Roche & Co. AG v 
Commission of the European Communities.  Case 85/76

58） Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 July 1999. -Hüls AG v Commission 
of the European Communities.

59） 欧州人権裁判所は、欧州人権・自由保障条約（the European Convention for the 
protection of Human rights and fundamental freedoms.）6条（刑事手続における被
告人の権利）の枠組みの中で、以下の条件を満たす場合には、刑事の概念が行政
手続にも適用されるとしている。

  ○1  違反行為が一般法によって定義され、一部の市民ではなくすべての市民に適用
され得るものであること 

  ○2  規則を遵守しなかった場合に制裁に結びついていること 
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あり、そうした制裁を科すための競争法上の手続は、条約の意味する刑
事罰とみなし得るとした。ただし、条約で規定される人権保障がすべて
競争法上の手続に該当するのではなく、ケース・バイ・ケースでそうし
た注意が払われるものであるとしている。問題となる被審人の防禦権を
挙げれば以下の通りである。 

 ○1 自己負罪拒否特権 
 　普通裁判所は、2001年のMannesmann判決60）  において、自己負罪拒否
特権について、欧州委員会が企業に対し強制権限により競争法違反に関
し直接認定に関わる回答（answers that would involve a direct admission 
of an infringement of competition rules）の提供を強要しようとし、企業
がこれを提供する場合にのみ認められるとした61）  。 
 　他方で、理事会規則2003年第1号では、「欧州委員会の決定に従うと
き、事業者は違反行為に関与していたことを認めることを強制されえな
いが、いかなる場合でも事実関係の質問への回答や文書の提出は強要さ
れる。この情報が違反行為の存在について、事業者やその他の企業にとっ
て不利になるかもしれない場合であってもそうである。」としている。
これは、判例とも整合的なものである。 
 　米国における自己負罪拒否特権と比較すると、上記のようにEUでは
企業にも一定程度の自己負罪拒否特権が認められるのに対して、米国に
おいては、自己負罪拒否特権は個人に対して認められているものであ
り、企業は主張できないとされている62）  。また、米国では自己負罪拒否
特権は専ら刑事訴追を招く供述の拒否に限定されているが、EUでは、
欧州委員会の調査及び手続は、刑事の性質を持つものではないが、適用

  ○3  制裁が金銭的損害の賠償を意図したものではなく、本質的に、繰り返し違反行
為が行われることを防止するための罰として意図されていること 

  ○4 制裁が厳しいものであること 
60） Seamless Steel Tubes-Mannesmann, CFI Feb. 20, 2001, 2001 ECR 11 ― 729.
61） 例えば、ある特定期日にカルテル会合があったと判断される場合に、欧州委員
会が当該期日の会議録をすべて出すようにとの内容の情報請求を出しても、企業
はこれに対し自己負罪拒否特権を理由に拒否できない。このように同判決は、自
己負罪拒否特権は、競争事案の手続に適用されるとしても、無制限な黙秘権とな
るものではなく、企業の防禦権を保障するために必要な程度を超えない限りで、
かつ、共同体における競争ルールの確保という作業の達成の不当な障碍とならな
い限りで認められるとした。

62） Wilson v.  United States, 221, U. S. 361 (1911).
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される。自己負罪拒否特権については、米国及び我が国では刑事公判の
基本原理であり、公判手続において一切の供述義務はなく、質問に答え
ない自由がある。つまり、自己負罪拒否権と言っても実質的には黙秘権
であり、質問の内容を問わず、答えたくなければ答えなくてよい権利で
ある）。米国も同様で、シャーマン法による刑事訴追が行われる場合に
は、被告人に黙秘権が認められる。それが公判外にも一部波及し、行政
手続においても自己負罪的供述についてだけは証言を拒めることになっ
ている。ただしそれは、行政手続においては証言拒絶権が認められない
ことが原則で、ただ、刑事の自己負罪拒否権の趣旨を尊重して、例外的
に自己負罪的供述についてのみ証言拒絶が認められる、ということであ
る。上述の欧州委員会の自己負罪拒否特権の話もこの限度である。要す
るに、自己負罪拒否特権とは、本来、刑事公判を規律する基本原理であ
り、かつそれは黙秘権であって、すなわち、公判の最初から最後まで、
被告人は一切の事実解明に対する協力義務はなく、それは専ら検察官の
責任であり、そのため一切の供述を拒否できる、ということが肝要であ
る。なお、刑事手続については公判以前の捜査段階でも現在では被疑者
に対しては黙秘権が保障されており、取調べに対し供述を拒むこと（供
述するか、黙秘するかの自由）が認められている。我が国の行政手続で
「自己負罪拒否権」の議論をする場合、その後にある訴訟（行政処分取
消訴訟）の段階では、証人、本人を問わず、刑事公判のような黙秘権は
認められていない。したがって、原則として法廷において供述義務があ
り、ただ、例外的に自己負罪的供述についてのみ証言拒絶ができる、と
いうことになる。そうすると、行政の調査段階で黙秘権を認めても裁判
に行けば供述させられるということで、果たして何の意味があるのか、
ということが問題になり得る。この点刑事であれば、公判段階で十分な
黙秘権が認められていることから、捜査段階での黙秘権も十分意味があ
る。我が国の行政手続で「自己負罪拒否権」の議論をする場合、これら
の点についても留意する必要があろう。 

 ○2 弁護士秘匿特権 
 　EUの秘匿特権の対象文書の範囲については、判例法による。また、
EUの秘匿特権の成立要件は、 ○1 欧州で登録している弁護士と依頼者と
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のコミュニケーションであること、 ○2法的助言であること、 ○3外部弁護
士であることである。秘匿特権が認められる要件は厳格である。秘匿特
権に関する先例は、AM＆S事件（1982年）63）  である。欧州司法裁判所
は、同判決において、EU競争法旧施行規則（1962年理事会規則第17号）
による行政手続における文書だけでなく、当該手続に関係のある手続開
始前の文書も弁護士秘匿特権の保護の対象に含まれることを明確にして
いる。わが国で裁量的課徴金が刑事制裁としての性質をもつとされた場
合には、自己負罪拒否権や弁護士秘匿特権にとどまらず、憲法33条か
ら39条の規律を受けることになる。その中には、伝聞法則、自白法則、
無罪推定、公平な裁判を受ける権利があり、基本的には、対審構造の弾
劾主義手続における公判審理を経て制裁を科すかどうかを決めることに
なる。これに対して、欧州委員会の手続はこのような手続を予定してお
らず、糾問的なヒアリング手続しかない。このことから、欧州の議論が
そのまま当てはまるかどうかについては慎重に検討すべきであろう。 

 （3）小括 
 　競争法違反に対する制裁賦課については、まず、刑事手続は立証水準
が高いため、それだけでは違反とすべきものが違反とされないおそれが
あり、制裁としては不十分である。そもそも、刑罰は本質的に応報が中
心であるため、制裁の強化といってもそれには限度がある。したがっ
て、何らかの補完的な制裁が必要である。他方で、行政制裁金は刑事罰
とは異なるものであるが、欧州人権保障条約の刑事手続における手続保
障が一部適用されている点にも留意する必要がある。第二に、裁量によ
る行政制裁金額の決定については、透明性の確保は必要であるが、司法
審査が適切に機能していれば、行政制裁金の水準について一定の裁量が
あってもそれ自体は問題ないとの見方が一般的であるように見受けられ
る。また、刑事罰と併存する場合の行政制裁金の在り方や両者の関係に
ついても整理が必要になる。確かに、競争法分野においてはそのような
制度を有する国はみられない。EUでは、加盟国レベルでは行政制裁金

63） Case 155/79, AM & S Eur.  Ltd. v. Comm’n, 1982 E. C. R. 1575. もう一つの重
要な先例として、Case C ― 550/07 P, Akzo Nobel (September 14, 2010) (affirming 
Joined Cases T ― 125/03 and T ― 253/03, Akzo Nobel Chemicals, Ltd. v. Comm’n (Sept. 
17, 2007)).
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（EU）は刑事罰（各加盟国）と併存しているし、米国でも、米国証券取
引分野においては同様の体系を有している64）  。 

 Ⅳ　各案の検討65）   

 　ここでは、裁量型課徴金制度について、現在提案されている各案の提
案の検討を行う。裁量型課徴金を導入するメリットは、要するに、課徴
金賦課に関する硬直性を排除し、事件の悪質性や再発防止の必要性の大
きさを事件ごとに考慮して当該違反事件に相応しい課徴金を賦課する柔
軟性を確保することにあるが、注意しなればならないのは、裁量型課徴
金の導入によるデメリットを軽視して、導入によるメリットをことさら
強調することで、裁量型課徴金の導入を迫るアンバランスな態度は避け
なければならない。ここでは、あくまで中立的に各案のメリット・デメ
リットを紹介する。 

 1．【第1案】　現行制度の維持 

 　現行制度の維持に問題があると考える論者（筆者を含む）によって主
張される問題点は、概ね以下の通りである。 
 〔主張されている問題点〕 
 ○1 　事案ごと、事業者ごとの個別具体的な事情に応じた賦課ができな

い66）  。 

64） 証券法制の制裁金は、1984年インサイダー取引制裁法（Insider Trading 
Sanction Act of 1984）と1988年インサイダー取引及び証券詐欺執行法（Insider 
Trading and Securities Fraud Enforcement Act of 1988）により、インサイダー取
引について導入され、1990年証券執行救済・低株改革法（Securities Enforcement 
Remedies and Penny Stock Reform Act of 1990）により拡大され、インサイダー
取引にとどまらず、証券諸法違反全般に関する包括的な制裁金制度が導入されて
いる。

65） 村上政博「課徴金額の算定実務と裁量型課徴金の創設」判例タイムズ1350号
34頁以下（以下、「村上「裁量型課徴金」」として引用する」及び同「事業者団
体の活動への規制―8条のあり方」判例タイムズ1337号38頁以下（以下、「村上「事
業者団体」として引用する」をそれぞれ参照。なお、裁量型課徴金制度に賛成す
る論者として、後掲の文献の他、上杉・前掲書243頁を参照（「課徴金制度をよ
り実効あらしめるためには、一定限度での裁量性を導入するしかない」という。

66） 例えば、栗田・前掲291頁。
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 ○2　行政上の制裁の性格・趣旨に反する。確定金額算定方式の義務的課
徴金算定方法のもとで、違反行為の重大度、さらには悪質性、故
意・過失と課徴金額が対応するものになるという保障はない。排除
型私的独占や優越的地位の濫用においては現行算定方式のもとで当
該行為の重大性、違法性と課徴金額を常に対応させることは無理で
ある67）  。 

 ○3　特に違法性判断が容易ではない行為類型については、競争行動の萎
縮を招き、過大執行となるおそれがあると同時に、制裁的サンクショ
ンの賦課が適切ではないと判断される場合には違反の認定自体を断
念し、排除措置を命ずることができないこととなり、過小執行とな
るおそれがある68）、69）  。 

 ○4 　事業者団体に対する課徴金について、事業者団体による違反行為に
対して、違反行為主体でなく構成事業者に課徴金納付を命じるとい
う法律構成は、違反主体に対して責任を問うという原則に反するも
ので制裁金制度の本質に反する70）  。現行課徴金制度のもとでは、事
業者に対して3条後段違反で排除措置、課徴金納付を命じるときに、
事業者団体に対して8条1号に違反するとして事業者団体に排除措
置を命じ、構成事業者に対して課徴金納付を命じることは、同じ事
業者の同一実施行為について二重に課徴金納付を命じることになっ
てしまい、現実には許されない71）  。 

67） 村上「裁量型課徴金」44頁。
68） 栗田・前掲272頁。「ハードコア・カルテルと比べて違反行為としての定形性・
明確性に乏しく、違反かどうかの判断が容易ではなく、事案ごとに大きく異なる
排除型私的独占について、違反対象商品の違反行為期間における売上額に一定率
を乗じて計算するという機械的な仕組みが有効に機能するとは考え難い。また、
私的独占規制の対象になりそうな企業（シェアの高い企業）が競争的行動を過度
に自制することによる過大執行や、課徴金の賦課に直結することを考慮した公正
取引委員会の慎重な法執行による過小執行のおそれが懸念される」。同「国際的
脈絡における日本の独占禁止法―日米構造問題協議以降の発展の功罪―」北海道
大学新世代法政策学研究17号239頁以下（2012年）。

69） 同様の指摘として、村上「裁量型課徴金」44頁（「当該行為の重大度、違法度
と課徴金額が対応しないことがあることから、公取委の執行、すなわち法適用、
法運用を歪めることになる。相当でない課徴金額を課すことを避けるために、正
式事件として取り上げるのを控え、警告にとどめることなどが生じる。そのため、
判例法の形成が阻害されることになる」）。

70） 村上「裁量型課徴金」44頁。
71） 村上「事業者団体」48頁。
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 ○5　二重処罰の点についても、罰金は、過去の違反行為に対する道義的
非難を加えることを本旨としており、違反行為防止という行政目的
を達成するために金銭的不利益を課すという課徴金とは法的性格が
異なり、両者を併科（課）することは基本的には問題がなく、裁量
型課徴金を導入する上で、二重処罰の問題はクリアされている72）  。 

 ○6 　単独行為である排除型私的独占がすべて基本算定率6％の課徴金対
象行為であるのに対して、支配型私的独占はその一部のみが算定
率10％の課徴金対象行為とされているのは、整合性がとれていな
い73）  。 

 ○7 　課徴金額の計算といった義務的賦課のための仕組みを法定する必要
があることから、技術的に賦課できない場合（違反行為主体に「売
上額」がない場合等）や実質的に公平を欠く場合が不可避的に生じ
る74）  。 

 ○8 　不公正な取引方法については、対象行為類型が限定されていること
から、実質的に同様の弊害を有する行為が対象にならないという不
公平が生じ得る75）  。 

 ○9 　不当な取引制限や支配型私的独占においても行為態様の限定は不要
であり、対象を広げるべきではないか。外形上、対価、供給量等を
制限することに該当しない不当な取引制限及び支配型私的独占とし
ては、共同研究開発、規格統一といったものが想定される。これら
の類型については、実際に独占禁止法違反となるものは近年見当た
らないことから、現時点において積極的に課徴金の対象とすべきで
あるとの必要性は認められないともいえる。しかし、共同研究開発
カルテルや規格統一、また他の事業者を支配することにより他の事
業者にこれらの行為を行わせることは、競争圧力にさらされず、本
来当該商品役務の提供・改善に要するはずであった費用を削減する
ことができるものである。これらの場合においても、競争を実質的
に制限する以上、上記必要性の理由は必ずしも説得的ではない。 

 ○10　不当な取引制限については、平成17年改正の際、過去の事件にお
72） 村上「裁量型課徴金」45頁。
73） 村上「裁量型課徴金」45頁。
74） 栗田・前掲註（6）291頁。
75） 栗田・前掲註（6）291頁。

217



　研究ノート　〈211〉

ける違反事業者の不当利得の推計を行い、そのうち約9割の事件で
売上高の8％の不当利得があるとされたことを踏まえて、抑止の観
点からそれを超える10％の基本算定率を設定したものである。一
方、不当廉売等、平成21年の改正において課徴金の対象とするこ
ととしている違反4類型については、違反行為を行う事業者は、少
なくとも自社の販売する商品の平均的な利益率を確保することを期
待して違反行為を行っていると考えられることから、過去の事案に
おける違反事業者単位の売上高営業利益率の平均値から算定率を設
定することとされた。しかし、会社全体の売上高営業利益率は、違
反行為による不当利得に比して少ないものとなっている可能性が高
い。 

 ○11　 ○10に関連して、違反4類型において算定率を設定する際に用いた過
去の事件における違反事業者の営業利益率には、中小企業の営業利
益率も多く含まれていることから、別途中小企業軽減率を設けるこ
とは適当ではないとされた。他方、算定率を設定する際に用いた過
去の事件における違反事業者の営業利益率には中小企業の営業利益
率も多く含まれているのであれば、大企業への抑止力としては不十
分ではないかとも考えられる。 

 ○12　優越的地位の濫用の規制において、協賛金等については、課徴金で
はなく、被害者に返還させるべきではないか。優越的地位の濫用の
被害者に対して、被害を受けた分の金銭を返還させるという制度の
ほうが、違反行為者に金銭的不利益を課して違反行為を抑止すると
同時に、被害者の救済にも資するという点で優れているのではない
か。 

 2． 【第2案】　規制類型・行為類型ごとの現行の課徴金額
を上限額とする課徴金制度に改正する。8条の3（事業
者団体に対する課徴金）は廃止する。 

 　これは、裁量性を導入するためのもっとも簡便な方策であり、事業者
団体に対する課徴金（8条の3）を廃止したうえで、不当な取引制限、
支配型私的独占、排除型私的独占、不公正な取引方法について滅額の
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方向で裁量権を公取委に付与するものである。次の第3案との違いは、
算定率の違いである。すなわち、第3案は、「行為類型にかかわらず」
20％を上限とするのに対して、第2案は、「行為類型に応じて」現行の
課徴金算定率が上限（例えば、不当な取引制限の場合は、再度＋主導で
20％が上限、排除型私的独占（6％）の場合は、再度加算（5割増し）で9％
が上限）とするものである。 
 　裁量型課徴金制度といっても、実際に導入するとハードルは高いとこ
ろ、実現可能性からいって、この2案が一番高いのではないかという評
価が可能である。というのも、現行制度を上限にして課徴金納付を「命
じなければならない。」という条文の文言を、「命じることができる。」
と書き換えることで足りるからである。例えばカルテルの場合は今の上
限で売上算定率20％、排除型私的独占は6％、優越的地位の濫用は今の
算定方式、それを上限にして裁量で変更することができる（減らすのみ）
という裁量型課徴金の方が実現可能性を考えると一番可能性があるかも
しれない。 

 〔問題点〕 
 ○1 　現行制度からの減額の方向での裁量性の付与は、抑止力の点から問

題ではないか。すなわち、平成3年改正による課徴金算定率引上げ
以降も違反行為は減少しておらず、違反行為を繰り返す事業者が跡
を絶たないことなど、不当利得相当額を徴収するという現行制度で
は、違反行為防止の観点からは不十分であると考えられることから、
現行制度は、不当利得と擬制される水準を超えて、金銭を徴収する
仕組みとすることとし、違反行為防止という行政目的に照らして合
理的に必要と考えられる水準を超えない範囲内で課徴金の算定率を
引き上げることとしたものである。この一連の改正経緯に逆行する
のではないか。第2案は上下を変えずに裁量性とすることで執行を
弱くする方向であると思われるが、国際的な流れと逆行するのでは
ないか。 

 ○2　上限方式の裁量型課徴金制度を導入するには、公取委は、違反行為
ごとに基本的な課徴金額算定方式を定めて公表し、それに従って運
用することが必要ではないか（逆にそれさえ行えば、課徴金額算
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定の実務はそれほど変わらないともいえるので、大きな問題ではな
い）76）  。 

 ○3　行為類型間で齟齬が出る恐れはないか。すなわち、現行課徴金制度
では、違反行為が後を絶たない状況を踏まえると、不当利得相当額
（8％）を徴収するだけではその抑止は不十分であり、不当利得相当
額を超えて金銭を徴収する必要性があったことから、1．25倍した
算定率（10％）を採用したものである。他方、優越的地位の濫用
等不公正な取引方法五類型については、平成21年改正において新
たに課徴金制度を導入したものであることにかんがみ、課徴金の水
準を不当利得相当額以上に加重することまでは要しないと考えて、
制度設計されている。これを前提にすると、減額というかたちのみ
での裁量性の付与は行政制裁という性格からは必ずしも適切でない
のではないか。 

 3． 【第3案】　現行の枠組みを残したまま、対象商品の販
売価格・購入価格の20％を上限金額とする裁量型課徴
金を創設する77）  。 

 　これは、裁量の加算（上限）金額については、平成21年改正後の上
限である、違反事業者の関連商品に関する売上高の20％（累犯及び主
導的役割により加重されたもの）にし、そのうえで、課徴金の基準賦課
水準は現行水準を維持し、例えば、排除型私的独占は基準算定率6％と
し、優越的地位の濫用行為は算定率1％とするものである。 

 〔評価〕 
 ○1 　平成21年改正によって、カルテルについては上限算定率20％に引
き上げられ、排除型私的独占について基準算定率6％、優越的地位

76） 村上政博「独占禁止法基本問題懇談会で残された課題」国際商事法務35巻12
号（2007年）881頁参照。

77） 第3案そのものではないが、EU方式はとらずに、違反行為の重大性を考慮した、
可変的だが定型的な算定規準とする方式の裁量型課徴金の具体案を示すものとし
て、岸井大太郎「独占禁止法における課徴金（違反金）制度のあり方」法政法科
大学院紀要3巻1号82頁以下（2007年）を参照。
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の濫用行為について算定率1％の課徴金の対象行為にされたところ
であるため、直ちにその実質的な制裁水準を引き上げることは難し
いところ、現時点では、現行課徴金制度の基本的枠組みを残したま
ま、上限金額については違反対象商品の売上額の20％とすること
は、必ずしも実現不可能ではないのではないか78）  。 

 ○2　現行の課徴金を「行政上の制裁」であると明確に位置づけることか
可能となるのではないか。 

 ○3　諸外国においては、裁量型行政制裁制度は広く浸透しており、我が
国においては法制上導入が不可能であるという判断について積極的
な理由を見出すこともできないのではないか。 

 ○4 　平成21年改正により、排除型私的独占、優越的地位の濫用を初め
て現行課徴金の対象違反行為とした。とくに、排除型私的独占には
さまざまな行為が含まれ、それらが当不当について、見極めが容易
でないことも多い。一律に算定率を乗じて算定された課徴金額が、
常に適正といえるかどうか疑問があるため、排除型私的独占につい
ての適正な法執行のためには、裁量性の導入が必要ではないか79）  。 

 ○5　カルテル規制についても、カルテル実施者すべてについて課徴金を
課す義務はなくなることから、（追随者に課徴金を命じず）首謀者
についてのみ課徴金を課すことによって効率的に事件処理できるよ
うになるのではないか80）  。 

78） 岸井大太郎「平成17年独禁法改正の評価と、2年後の見直しに向けた課題」（独
占禁止法基本問題懇談会第五回資料）では、「課徴金の実体面での一層の強化を
図る場合には、（1）重大性に加えて悪質性を広く考慮する、狭義の裁量型課徴金
の導入（EU方式）というアプローチのほかに、（2）違反行為の重大性を考慮した、
可変的だが定型的な算定規準を設定するというアプローチもある」とし、「後者
の（2）においても、課徴金の裁量性として念頭に置かれていた内容のかなりの
部分は考慮することが可能であり、これと今回の改正で犯則調査権限が導入され
た刑事罰とを組み合わせれば、（1）と同等の抑止効果を発揮させることができる」
としている。その上で「今後の見直しに当たっては、（2）のアプローチを基本に
して、実体面の強化を図っていくべきではないかと考える」としている。また、
「その場合、刑事罰との区別及び機動性・迅速性の確保の要請と抵触しない範囲
で、例えば、算定基準に部分的に狭義の裁量性を持たせるとか、あるいは、悪質
性として掲げられていた要素の一部を、重大性や抑止効果の観点から再評価して
組み込むなど、（1）の方式を部分的に取り入れた“ハイブリッド型”のアプロー
チをとることも可能だと考える」としている。

79） 村上「裁量型課徴金」45頁。
80） 村上「裁量型課徴金」45頁。
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 ○6 　透明性の確保については、ガイドライン等で手当をすれば問題ない
のではないか。EUの例を見ても、前述のように、課徴金額が欧州
委員会の裁量で決められること自体については、そもそもおかしい
とする意見はあまりみられない。その後公正に争える余地が確保さ
れていれば問題ないとの考え方であり、裁量で金額が不当に高く
定められているという争い方はせず、手続がおかしい、request for 
informationで申し出ていない事実が認定されている、不当に差別
的に自分の社だけ高い、最初の割り振り（重大な違反かどうか）が
おかしいなどという争い方がされている。この点、わが国の行政裁
量の考え方では、裁量に対する司法審査では、裁量権の行使は原則
として違法の問題を生じないが、逸脱・濫用がある場合にのみ違法
とされる、との解釈が定着しているが、ガイドライン等で裁量基準
を定めると、訴訟における裁量審査では、まず、その基準自体の合
理性が審理され、さらに、その適用の合理性が審理されるというこ
とに留意しなければならない。その適用の仕方にばらつきがある
と、平等原則違反、比例原則違反が問題とされる。そのため、実際
には、自ら定めた裁量基準に相当程度拘束されることになる。 

 ○7 　現行制度の20％を上限とするため、二重処罰の問題も生じにくい
のではないか。 

 ○8 　現行法では、排除型私的独占については、独寡占市場における市場
占有率上位企業の営業利益率6％を元に不当利得を推定して算定率
が設定されており、行政制裁金の考え方と矛盾する。第3案は事案
に応じて柔軟に課徴金額の算定が可能であり、行政制裁金の理念に
合致するのではないか。 

 〔問題点〕 
 ○1 　裁量型課徴金の導入によって、たとえ上限額は決まっていたとして

も、課徴金額（課されることになる具体的な金額）についての予測
可能性がなくなるのではないか。とりわけ、不公正な取引方法のよ
うなこれまで課徴金の対象となっていなかった行為類型にまで、公
取委の裁量で課徴金を課すことができるとすると、公取委が、およ
そすべての独占禁止法違反の行為を課徴金対象とすることもできて
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しまうことになり、事業経営に与える影響を予測することが難しく
なってしまうのではないか。 

 ○2　公取委が課徴金についての裁量権を持つことにより、当該裁量権を
利用した事件調査（供述の誘導等）が行われる可能性も完全には否
定できないのではないか。 

 ○3　裁量型課徴金制度がいったん導入されると、将来的には上限額の制
限のない裁量型課徴金制度さえ導入されてしまうこともありえ、企
業経営上のリスクとなるのではないか。 

 ○4 　運用面における過小抑止の問題が、今以上にいっそう生じるおそれ
があることに留意しなければならないのではないか。 

 ○5　この案をとったとしても、不当な取引制限については、現行制度と
あまり差異はないのではないか。逆に、繰り返し違反（5割増）や
主導的事業者（5割増）がない4類型や優越的地位の濫用について
は現行制度と比べて影響が大きいのではないか。 

 4． 【第4案】　現行制度を廃止し、EU競争法の例に倣い、
対象事業者の年間売上高の10％を上限金額とする行政
制裁金81）  を新たに創設する82）  。 

 〔問題点等〕 

81） 前述のように、EU機能条約101条及び102条違反に対する制裁金の額につい
て、1/2003号規則23条2項は、直前の事業年度の売上高の10％までと定めており、
欧州委員会は、この範囲内において制裁金額を設定する裁量が認められている。

82） 行政制裁金について、具体的提言を行っているのが土田和博教授である。土田
教授によれば、次のような案が一考に値するのではないかという。前掲・土田78頁。

  （1）法律上、総売上高等を基準に上限を設けた上、その枠内で公取委は、以下の
ように算定された行政制裁金を事業者または事業者団体に課すことができること
とする。 

  ○1  原則として、違反行為が行われた期間または5年程度のいずれか短い期間にお
いて、違反行為が行われた地理的範囲における違反行為の対象商品・サービス
の売上額の10％を基本額とする）。入札談合に専ら協力してきた事業者のよう
に違反行為による売上がない場合は、当該事業者の総売上額、規模等を考慮し
て、当該違反行為による売上がある事業者の基本額を参考として公取委におい
て決定するものとする。 

  ○2  これに違反の重大性に応じて0.5ないし2.5程度の係数を乗じる。（再販を除く
不公正な取引方法、不当な取引制限のうち非ハードコア・カルテル及び8条1
項2（再販を除く不公正な取引方法を内容とする国際的協定・契約）3、4、5
号は係数0.5ないし1、私的独占、再販及び8条1項1、2号（再販及び不当な
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 ○1 　課徴金をEU並に高額となる制度を導入するためには、適正手続な
らびに裁量統制の観点から手続を整備・充実することが不可欠とな
る83）  。 

 ○2　我が国においては、改正法案における課徴金の水準は、不当利得（を
擬制した一定の水準）を3割ないし4割程度超える程度にとどまる
ものであり、その程度にとどまる限りにおいて制裁そのものである
ということにはならず、罰金とはその目的・趣旨等が異なるものと
捉えられている。しかし、今後、仮に欧州並みに行政制裁金を導入
し、又は現行の課徴金の水準を引き上げる場合には、現在欧州で行
われている議論と同様の人権保障を調査対象企業側に認めなければ
ならない。 

 ○3　EUの制裁金制度が導入された経緯に留意する必要がある。いうま
でもなくEUは国ではないことから、主権と密接に関係する刑事罰
と租税については、EUとして制度を設け運用することは不可能と
考えられているためであり、刑事罰に代わるものとして、EU設立
当初の加盟国の中に存在した行政制裁金を導入した経緯がある。法
人への刑事罰を存置したままでEU型の制裁金制度を導入すること
は二重処罰の点からも疑義が生じるのではないか。 

 ○4 　EUでは、欧州司法裁判所は、Hüls事件等において、理事会規則第
17条により科される制裁は、欧州人権裁判所により定義された要
件を満たすものであり、そうした制裁を科すための競争法上の手続

取引制限を内容とする国際的協定・契約）は係数1ないし2、不当な取引制限
のうちハードコア・カルテルは係数2ないし2.5をそれぞれ乗じる）。 

  ○3  さらに個別事業者の加重事由（繰返し違反、首謀者、調査妨害、取締役・上級
管理職の関与、報復措置など）、軽減事由（調査協力、自主的離脱、被害者へ
の補償、専ら受動的役割など）を考慮して最終的な制裁金額を決定する。これ
らの事由が存在する場合、どの程度増減額するかをガイドラインで明示するこ
とが必要である）。 

  ○4  その算定の結果えられた制裁金額が違反行為による利得を下回ることが証拠上
明らかな場合、総売上高等を基準とした上限の枠内で利得を上回る額となるよ
う制裁金額を変更することができることとする。 

 ○5  同一事件の刑事判決において罰金刑が確定した場合、当該罰金の半分を課徴金
額から控除し、または納付命令を変更し、取消さなければならない旨の規定（7
条の2第14項、51条1項、2項）及びカルテル事件に係るリーニエンシー制度（7
条の2第7項ないし第13項）は、行政制裁金制度に変更する場合にも維持する。

83） 岸井大太郎「独占禁止法における課徴金制度の展開と構造」刑事法ジャーナル
25巻30頁（2010年）35頁。
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きは、条約の意味する刑事罰とみなし得るとしており、条約で規定
される人権保障（自己負罪拒否特権、弁護士秘匿特権、聴聞手続の
独立性）がすべてではないにしても競争法上の手続にも妥当する。
そのような手続保障が希薄な我が国では第4案は時期尚早ではない
か。 

 Ⅴ　結びに代えて 

 　過去、経済界を中心に、裁量型課徴金制度導入論、就中、「上限（最高額）
が規定され、その範囲で、行為の悪質性、重大性に応じて裁量によって
制裁額が決定される法制を採用するのが当然である」といった意見が主
張された84）  。いまでもそうした意見は有力である。しかし、経済界から
は同時に懸念も予想されるところである。すなわち、第一に、裁量型課
徴金の導入によって、たとえ上限額は決まっていたとしても、具体的な
課徴金額についての予測可能性がなくなり、事業経営に与える影響を予
測することが難しくなってしまうとか、第二に、公取委が課徴金につい
ての裁量権を持つことにより、当該裁量権を利用した事件調査（供述の
誘導等）が行われる可能性も完全には否定できないといった懸念である。
後者の点は、裁量型課徴金制度の導入のためには、公取委の法執行への
信頼がいかに重要であるかを物語っている。裁量型課徴金制度の導入を
考えるためには、平成21年の独占禁止法改正の運用結果を検証せねば
ならないが、施行後3年余りに過ぎず、まだ事例も乏しい。検証に堪え
るには時期尚早の感が否めない。そこで、本稿では、裁量型課徴金制度
の導入に伴うメリットとデメリットの比較考量し、検討の材料を提供し
ようと試みた。その意味で、本稿は、裁量型課徴金制度導入に当たって
問題となるであろう諸論点を検討したにすぎない。Ⅳでの検討では、実
現可能性からいって、【第2案】が一番高いのではないかと思われる（と
りわけ、排除型私的独占と不公正な取引方法についてはこのような改正
が必要であると考える）。先に述べたように、さしあたり、現行制度を

84） ㈳日本経済団体連合会「「独占禁止法改正（案）の概要」に対する日本経団
連意見」Ⅲ各論1課徴金の算定率（5）（2004年4月15日）同団体ホームページ
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/030gaiyo.pdf【平成24年12月1日
閲覧】。
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上限にして課徴金納付を「命じなければならない。」という条文の文言
を「命じることができる。」と書き換えることで実現できるかもしれな
いからである。もちろんそのためには、制度の目的をどこに置くか、刑
事罰の関係をどう整理するか、透明性をどう確保するか、算定の基礎額
を何に置くか、算定方法・期間をどのように設定するか、加減算要因を
どのように設定するか、課される課徴金額の上限 /下限をどこに設定す
るか、既存の課徴金減免制度とどのように調和させるか、等、検討すべ
き課題は山ほどある。いずれにせよ、裁量型課徴金制度の実際の導入へ
のハードルは依然として高い。 
 　最後に、民事的な救済制度との関係である。競争法で典型的に問題と
なる、拡散的利益（損害を観念することは可能であるものの、その個別
的な帰属を観念することが困難な利益）や社会的損失（市場競争の機能
不全によって社会的に厚生損失が発生しているものの、損害を観念でき
ない類型）の実現・回復については、一義的には、排除措置命令や課徴
金納付命令といった行政処分に委ねることが適当であり、特別の立法に
よらない限り85）  、民事訴訟が当該行政処分を代替することはできないと
考えるべきである。本稿で検討した裁量型課徴金制度は、民事・刑事・
行政上の手続をどのように組み合わせて、競争秩序の維持を考えていく
かという独占禁止法の根源的なテーマを考える上でもきわめて重要な課
題である。 

 【追記】 
 　本稿は、㈳日本経済団体連合会21世紀政策研究所における研究「独
禁法のあるべき制度改正に向けて」（研究主幹・村上政博一橋大学大学
院国際企業戦略研究科教授）における研究報告を元にしている。当日有
益なコメントを下さった参加各位に記して謝意を表する。また、本稿の
草稿に対し、栗田誠（千葉大学）、萩原浩太（弁護士）、中出孝典（富山
大学）、原田大樹（九州大学）の各氏より、有益なコメントを賜った。
あわせて感謝申し上げる。もちろん、本稿にあり得べき誤り等は筆者の
みに帰せられるものである。 

85） 集団的消費者被害回復訴訟制度案で議論されているのはまさにこの側面である。
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【附記】
　本稿は、 科学研究費補助金・基盤研究（Ａ）「公正取引市場の実現を
目的とする消費者の集団的利益救済・予防システムの総合的構築」（研
究代表者：千葉恵美子・名古屋大学教授、課題番号：22243007）の助
成に基づく研究成果の一部である。
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