
はじめに

（ 国際競争ネットワーク））の第 回年次総会が

年 月 日から 日の間、国立国際会館（京都市）で開催された。参加者は世界の国、地

域 超の競争当局関係者、弁護士、学者、企業関係者、国際機関の代表者等、約 名で

あった。

年次総会主催当局は、昨年のロシア、一昨年の南アフリカ以来特別プログラムとしてのト

ピックを提案することになっており、前回のモスクワでの年次総会後、日本の公正取引委員

会は事業者間における 優越的地位の濫用 （

）を検討するためのタスクフォースの設置を提案し、総会でのパネルディスカッション

が行われ、パネリスト、メンバー当局や （ ）などの間で活

発な議論がかわされたのである ）。

近年、世界各国において大規模小売業者が納入業者に対し、取引上の優越的地位を利用し

て不当に不利な取引条件を押し付けるなど、自身の経済力を利用した濫用行為が多発してお

り、これに対して競争法を適用する事例が増加している。

競争法・政策のうちのカルテル、そして合併審査についてはいずれの国もほぼ共通して対

応しているが、 に対しては規制自体の有無を含め多様であるとされている。

すでに、 市場支配的地位（ ）の濫用 規制は、ドイツ （競争制限

禁止法））及び 競争法で定着し、今日ではアジア諸国にも規制の考え方と方法が採用さ

れている。 は日本においては、すでに百貨店と納入業者の間の取引などが濫用規制

の対象 ）とされ、その後、 年ぶりの 年 月 日に 大規模小売業者による納入業者

との取引における特定の不公正な取引方法 （以下、 大規模小売業告示 という。）の指定

が施行され、大規模小売業のバイイング・パワー（購買力）濫用の規制が強化されたところ
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である。

本稿では、 の統制プログラム での議論の内容を素材として、世界各国・

地域の状況を参考に、大規模小売業告示が、今後、競争法の内包として重要な機能を果たし

ていくことを明らかにしたい。

．各国・地域の の現状と問題点

年次総会における特別プログラムに関する報告書によると規制のあり様は以下の

の 類型に分類される ）。

． （優越的地位濫用規制に特化した規定があると報告した

国）

． （それについて規定がないと報告した国）

． （それについて特化した規定はないが、一般

的規定によって対処可能だと報告した国）

． （競争とは無関係な規定によって対処可能だと報

告した国）

上記の に該当する国のパネリストは はフランスと日本、 は米国、 はインドネ

シアとロシア、 はニュージーランドであった。 規制に関するタスクフォースは、

事前に 加盟各競争当局に質問状を発送し、各国の 規制の状況について回答を得

た ）。

会議は、まずモデレーターから 規制は競争政策と矛盾するか否かとなどの問題提

起発言がなされ、タスクフォースが用意した仮想事例 件が挙げられこれらに対するコメン

トを含むパネリストの発言があった。

件の仮想事例は、日本のディスカウント小売事業者であるドンキホーテ事件 ）と三井

住友銀行事件をたたき台としたものである。

本稿では、ドンキホーテ審決のみについてとりあげる。ドンキホーテを小売業者 とす

る。

小売業者 が納入業者に与えた不利益が問題とされたが、 は特定の商品に関して第 位

の販売額で小売市場シェアは ％、資産も従業員も大規模である。他方、納入業者は、 と

長期取引契約を交わしており に対する販売額は自己の全販売額の過半を占めており、 へ

の納入は経営上信用を高める目的もある。さらに資本金も小額で従業員も少ない。そのよう

な納入業者に対し は、契約に根拠のない従業員の派遣や協賛金の提供などを求めたという

事例である。以下は各国の発言の要旨である ）。

）日本の考え方についての説明

日本のパネリストは、白石忠志氏（東京大学教授）であった。以下はその内容である。
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日本の基準に照らせば、（中略）競争法上の規制を受ける（日本の実例をもとに仮想事例

を作ったのだから当たり前ではある）。日本では、 優越的地位 とは、取引相手方が被疑濫

用者と取引できないことが取引相手方にとって打撃となるような場合の被疑濫用者の地位を

指す、とする解釈が定着している。（中略）契約時に取引相手方が計算できなかった負担を

負わせる場合には 濫用 と認められやすいので、小売業者仮想事例はそれにあたる。（中

略） 優越的地位（ ） と 市場支配的地位（

） の違いは何か。（中略） 市場支配的地位 は市場シェアが大きくなければ満たさな

いが、 優越的地位 は市場シェアが大きくなくとも満たす場合がある、と公取委は答える

であろう。（中略）濫用により被害を受けるものがいればその者が属する市場での競争が歪

み、濫用により利益を受ける者がいればその者が属する市場での競争が歪むので、自由競争

の基盤を確保するために優越的地位濫用を規制するのである、と公取委は説明するであろ

う。 さらに白石氏は、 上記のように 優越的地位 の解釈として公取委自身も取引必要性

基準を採用している以上、被疑濫用者と取引せざるを得ない取引相手方から出発して市場を

画定すれば狭い市場が成立するわけであるから、 優越的地位 なるものは実は 市場支配

的地位 と何ら異なるものではない。したがって、日本の優越的地位濫用規制は、たとえば

での市場支配的地位濫用規制の一部だとされる搾取的濫用規制と連続性を持つものだ

という。

）フランスのパネリスト （フランス ）の発言

小売業者仮想事例は、 の市場シェアが小さい。（中略）法規制があり得るとすれば、

商取引法や労働法による規制であろう。（中略）競争法に優越的地位濫用規制の条文が存在

するという事実それ自体によって、強い立場にある事業者への牽制効果はあると考えてい

る。（中略）被害者が濫用者をなかなか訴えない、というのも、日本と同じである。

）ロシアのパネリスト （ロシア連邦反独占庁）の発言内容の要約

ロシアにも仮想事例に近い実例が出現しており親近感をおぼえる。

）インドネシアのパネリスト （インドネシア 委員長）の発言

インドネシアにも日本と同様のような違反要件の考え方があり、仮想事例も競争法上問

題とされるべきである。最近、大統領令によって競争法上の考え方が補強されているとい

う。それはカルフール事件が要因である ）。

）ニュージーランドのパネリスト （ニュージーランド商務委員会）の

発言

競争法では規制されないであろう事例である。理由の つは、支配的地位認定には市場

シェアが ％超であること、次に参入障壁の存在を要し、さらに、支配的地位にある者が競

争に悪影響を与えたことが違反要件として必要であるからである。

）米国のパネリスト （米国 委員長）の発言（ 氏の個人的



意見としての内容）

まず、ドンキホーテの事例は契約不履行として契約法で対応すべきである。仮想事例は

悪い行為であることは万人が認めるであろう。しかし、競争法の問題とすることは別であ

る。法制度全体として考えた場合においても規制は慎重であるべきである。そのために、取

り上げるべき事例を選別する仕組みの整備や明確な基準の定立による予測可能性が企業側に

与えられることが必要である。それらは簡単ではないので、代替手段を考えることも重要で

ある。

以上、パネリストの発言を整理した。その後、さらにフロアからの発言が多数あり、白石

氏によると、それらは 、 、 経済的正義 な

どの考え方であった。そして、議論と法・制度を接続するために多くの人々の理解が深めら

れた特別プログラムであったという。

．日本における 規制の歴史と現状

）原始独禁法（不公正な競争方法）から（不公正な取引方法）への改正、一般指定の改定

などを経て 大規模小売業告示 へ

年 月 日に公布された独禁法は、 年、 年の 回にわたる緩和的改正が行われ

た。そのうち、 年の改正では不公正な競争方法の禁止は不公正な取引方法の禁止に改正さ

れ、一般指定が告示され規制の拡大・強化が図られた ）。その後、百貨店業による納入業

者への返品、事後値引き、買いたたき、押し付け販売や派遣店員の強要などが多発したため

百貨店業における特定の不公正な取引方法（ 年公正取引委員会告示第 号。以下、 百

貨店業告示 という。）が告示された。その後、一般指定の指定内容の不明確さを是正する

ため、 年に全面改訂され優越的地位の濫用行為に関し違法性の可能性を示した ）。 年に

は不当な返品に関する独禁法の考え方（返品ガイドライン）を公表し違法性の基準を明らか

にした ）。

その後、流通業において競争秩序の問題が本格的にとりあげられるようになったのは、百

貨店以外の大規模小売業としてスーパーマーケットが台頭し始めた 年代からであった。そ

して競争政策上の課題として具体化されたのは、 年 月から 年 月迄行われた 日米構

造協議 （ ）の結果であるといえる。 年 月、公取委は の報告を受けて日本市場の

閉鎖性や不透明性の原因の つとしていわれている日本的取引慣行について 流通・取引慣

行ガイドライン を公表し、国内外の諸団体などの意見聴取を経て、同年 月に 流通・取

引慣行に関する独占禁止法上の指針 を発表した。さらに公取委は企業に対し、ガイドライ

ンに沿った独禁法遵守マニュアルの作成をよびかけた。（これはアメリカでは既に コンプ

ライアンス・プログラム の名称で普及している。）

小売業者のバイイング・パワー問題については、すでに百貨店特殊指定、独禁法一般指定

第 項があり、そしてこれに関して流通・取引慣行ガイドラインに言及されている。しか

し、 年代以降、百貨店はもとより、不況による大規模小売業のスーパーマーケットやコン
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ビニエンスストア、専門量販店、ホームセンターなどのバイイング・パワーによる納入業者

に対する優越的地位の濫用事例が増加し、百貨店特殊指定と実態との乖離をきたしているこ

とが顕著になった。そこで公取委は 年と 年に 大規模小売業者と納入業者との取引に

関する実態調査 を行い、その結果を得てさらに 年 月に書面調査を実施した ）。

そして 年 月、大規模小売業者による納入業者に対する優越的地位の濫用行為を効果的

に規制する観点から、独禁法第 条第 項の規定に基づき、 大規模小売業告示 の指定を

行う旨を公表した ）。その後、同年 月、 大規模小売業告示 を施行した。本告示は大規

模小売業者の外形的基準を明確化した点が特徴的である。

）優越的地位の濫用規制の意義

優越的地位の濫用は、独禁法第 条 項 号の 自己の取引上の地位を不当に利用して相

手方と取引きすること に基づき、不公正な取引方法の一般指定の 項に指定された行為で

ある。そして大規模小売業による優越的地位の濫用規制を強化するための特殊指定として

大規模小売業告示 がある。その他特殊指定には 新聞業における特殊指定 （ 年）、ま

た下請取引分野に対しては 下請代金支払遅延等防止法 （ 年）があり、取引上の地位の

不当利用が規制されている。ここでは、 項の位置づけに限定し、論を進める。

まず、 公正な競争秩序 を自由な競争 ）、競争手段の公正、自由競争基盤の確保の 点

から捉えることにより、優越的地位の濫用については 取引主体が取引の諾否および取引条

件について自由かつ自主的に判断することによって取引が行われるという、自由な競争の基

盤を侵害する点 に公正競争阻害性を求めるという立場をとる。この説は、 独占禁止法研

究会報告 を支持しつつ、 当事者の自主性が抑制されて著しく不公正な取引が横行してい

るところでは公正かつ自由な競争秩序は成り立たない 、そして、 濫用行為を排除すること

によって不当に不利益な条件の押しつけはできなくなり、その限りで取引の相手方に自主性

を回復させることになり、各当事者の自主的な取引の成立を可能にする自由競争基盤の確保

にある程度寄与することは疑いない と規制の必要性を明らかにしている。

なお、その他多数の説があるが、それらの間の論争は規制規定の存在を前提として、いず

れも規制の必要性を否定するものではない。

）大規模小売業告示の公表までの経緯とその内容

まず、本告示原案の公表後開催された公聴会及び意見募集で出された意見を整理し、本告

示にどのような影響を与えたかについて検討する。なお、公聴会は、小売業者団体、納入業

者団体、学識経験者等 名の公述人が公述し、意見募集は 名が意見を提出した ）。

総 論

百貨店業告示を廃止し、大規模小売業告示を指定することについては、各公述人は基

本的には賛成であるとの意見であり、意見募集の意見にも反対はなかった。賛成理由と

しては、 大規模小売業の多様化した業態等への対応 や 納入取引の実態に即した新

たなルール 、 仕入れ交渉力 を踏まえた 売上高規模要件を追加したことの適切 性

が挙げられている。他方、過剰規制の弊害を懸念した慎重かつ適切な運用を求める意見



もあった。

納入業者の定義

イ 納入業者 の定義

【原案】

前事業年度における売上高、当該大規模小売業者との取引の額等に照らして

【意見】

大手企業である納入業者は適用対象外になるとの誤解を与えかねないので削除

すべき

量的概念の文言だけを例示すると、取引上の地位を規定する要因についての解

釈論上紛議を招くおそれがあるので修正すべき

【公取委の考え方】

．売上高、取引額の例示は、客観的例示であり、売上高が小さな中小納入業者は告

示上の納入業者に該当する可能性が高い。

．売上高が大きな納入業者であっても、売上依存度が高い場合など、告示上の納入

業者に該当し得ること。

しかしながら、誤解を避けるために、原案の 前事業年度のおける売上高、当該

大規模小売業者との取引の額等に照らして の規定については削除することになっ

た。

ロ 納入業者との 合意

【原案】

告示の第 項（不当な返品）及び第 項（納入業者の従業員等の不当使用等）で

は、禁止行為の例外的理由を定める際に納入業者の合意を要件としている。

【意見】

合意の事情、背景、経緯などを十分に検証し、納入業者が泣き寝入りすること

のないよう（後略）、 大規模小売業者があらかじめ合意している形式のみを整え

ようとし（後略） 不当使用が続くのではないかと懸念される。

【公取委の考え方】

本告示で用いられている 合意 とは、当事者の実質的な意思が合致するという

ことであって、納入業者との十分な協議の上に納入業者が納得した上で合意すると

いう趣旨であり、（後略）
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ハ 納入業者の従業員等の不当使用等

【原案】

告示第 項では、納入業者の従業員等を派遣させて使用することを原則禁止とし

つつ、例外的に 同意 、 合意 がある場合はこれを許容する。

【意見】

例外的に許容される つの場合のケースについて、より要件を厳格にするなど

して、（中略）できる限り例外の範囲を狭くすべきでないか。

【公取委の考え方】

この問題は実態調査等においても納入業者からの指摘が強い。しかし、納入業者

自身も新商品の宣伝など販売促進につながることも事実であるので、取引の実態を

踏まえつつ、例外を設けることとしたものである。

上記イ、ロ、ハ以外に公述人及び意見募集の意見では、各規定の解釈やより具体的な

解釈の提示を求める指摘があった。これらに対し公取委は、 意見等を参考にしつつ、

本告示の考え方や具体的な事例を内容とする運用基準を早急に作成することとした。そ

の後、同年 月 日、 大規模小売業特殊指摘運用基準 （公取委事務総長通達第 号）

が出された ）。

これらの意見からも明らかなように、納入業者の意見は過去 回の実態調査で公取委

が把握している内容であり、本告示の運用基準による規定の解釈や具体的事例を示すこ

とにより、取引の透明性と違反行為の未然防止が後進するといえよう ）。

．日本の大規模小売業に関する 規制の現状

近年における日本の大規模小売業の 規制の現状を整理し、規制のあり方について

の課題を析出する。

大規模小売業告示 のもつ特徴の第 は、 行為を一般指定 項によって規制が

可能であるが、それでは公取委は取引上の優越的地位や公正競争阻害性などについて個別立

証を行わねばならない ）。百貨店指定（旧）は事業者をあらかじめ特定して（百貨店）違法

行為を類型化してきた。しかし、小売業の構造変化の結果、百貨店は売上高による相対的地

位を低下させスーパーマーケットを始めとする大規模小売量販店が台頭し、多様な業態や取

引形態が進展した。

これらに対応するため、 年公取委は 百貨店 を 大規模小売業 に、 百貨店業者

を 大規模小売業者 とする、本指定の改定を準備したが不首尾に終わった ）。その間、

条、一般指定 項及びガイドラインが適用され、そしてさらに 年を経てようやく、 年、

適用対象と指定の行為類型の新しい規定が告示されたことは前述の通りである ）。



そこでこの間の百貨店業指定及び大規模小売業指定の違反事例の一覧を掲げ、その特徴と

課題を分析する。

表 ．事件一覧の第 件目、 ニシムタによる独占禁止法違反事例について、その論点を

大規模小売業告示の規定に即して析出する。

まず本件は、 年 月 日に施行された 大規模小売業告示 で法的措置を採用した事

件であり第 件目の株式会社バローに対する件（ 年（措）第 号）に次いで第 件目で

ある。同時に、不当な返品及び不当な値引きについて大規模小売業告示で法的措置を採用し

た最初の事件でもある。
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表 ．大規模小売業の優越的地位の濫用事件一覧（ 年以降）

措置年月日 関係人 行為類型 関係法条

排除勧告

（ 審決）

ポスフール

（スーパーマーケット）

納入価格の事後値引き 独禁法 条

（百貨店業告示 項）

排除勧告

（ 審決）

山陽マルナカ

（スーパーマーケット）

納入価格の事後値引

き、返品、従業員等の

派遣要請

独禁法 条

（百貨店業告示 項、

項、及び 項）

押し付け販売、従業員

等の派遣要請

独禁法 条

（一般指定 項）

排除勧告

（ 審決）

ミスターマックス

（ディスカウントストア）
協賛金等の負担の要請

独禁法 条

（一般指定 項）

返品、従業員等の派遣

要請

独禁法 条

（百貨店業告示 項及

び 項）

排除勧告

（ 審決）

コーナン商事

（ホームセンター）

協賛金等の負担の要請 独禁法 条

（一般指定 項）

従業員の派遣要請 独禁法 条

（百貨店業告示 項）

排除勧告

（ 審決）

ユニー

（スーパーマーケット）

低価格納入要請 独禁法 法

（百貨店業告示 項）

従業員等の派遣要請 独禁法 法

（百貨店業告示 項及

び一般指定 項）

排除勧告

同意審決

ドンキホーテ

（ディスカウントストア）

従業員等の派遣要請 独禁法 法

（百貨店業告示 項及

び一般指定 項）

協賛金等の負担の要請 独禁法 法

（一般指定 項）

排除勧告

審決

フジ

（スーパーマーケット）

納入価格の値引き 独禁法 条

（百貨店業告示 項）

従業員等の派遣要請 独禁法 条

（百貨店業告示 項）



本件の概要

イ．関係人の概要

ニシムタは本店を鹿児島市に置き住関連品を中心とする商品小売業（九州南部、 店

舗）であり売上高は 年 月 年 月に約 億円で九州南部最大手である。

大規模小売業告示

措置年月日 関係人 行為類型 関係法条

排除措置命令

バロー

（食料品スーパーマーケッ

ト及びホームセンター）

押し付け販売 独禁法 条

（大規模小売業告示

項（大規模小売業告示

の施行日前においては

一般指定 項）

従業員等の派遣要請 独禁法 条

（大規模小売業告示

項（大規模小売業告示

の施行日前においては

百貨店法 項）

経済上の利益の収受 独禁法 条

（大規模小売業告示

項（大規模小売業告示

の施行日前においては

一般指定 項）

同上 同上

同上 同上

押し付け販売等 独禁法 条

（一般指定 項）

排除措置命令

ニシムタ 不当な返品 独禁法 条

大規模小売業告示 項

不当な値引き 独禁法 条

大規模小売業告示 項

不当な返品 独禁法 条

大規模小売業告示 項

不当な値引き 独禁法 条

大規模小売業告示 項

従業員等の派遣要請 独禁法 条

大規模小売業告示 項

（出所）公正取引委員会（ ） 大規模小売業者との取引に関する納入業者に対する実態調査報

告書 を加筆・修正・追加作成。
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ロ．納入業者との取引上の関係

ニシムタと継続的取引関係にある納入業者は約 社である。納入業者の多くがニシ

ムタを重要な取引先と考えており同社との納入取引継続を強く希望している状況にある。

そのため、取引上の地位としては納入業者はニシムタに対して劣っているといえる。その

ような状況のもとで、ニシムタは事前に納入価格等の条件を決定し買い取り仕入れを行っ

ている。

）具体的違反行為

）商品回転率の低い在庫商品の不当な返品及び値引き

ニシムタは、在庫高の目標設置を行い、これを達成するため商品回転率の低い在庫

商品のうち割引販売を行わない商品の全部または一部を返品している。また、割引販

売を行った商品について、割引販売に伴う利益の減少に対処するために必要とする額

を当該商品の納入価格から値引きさせている。

）自社店舗の改装等に際する不当な値引き及び返品

ニシムタは、自社の店舗の改装等に際し、当該店舗の在庫商品を処分するために割

引販売を行った商品について割引販売に伴う利益の減少に対処するため当該商品の納

入価格から値引きさせている。また、改装時等の在庫商品の割引販売後に売れ残った

商品について、納入業者に対し当該商品の全部又は一部を返品している。

）自社の業務のための不当な従業員等の派遣

ニシムタは、自社の店舗の改装等に際し、自社の業務のための陳列、補充等の作業

を行わせるために、納入業者の従業員を派遣させている。

）法令の適用及び排除措置

）法令の適用

まず、本件の事実により、ニシムタは大規模小売業告示の備考第 項に規定する

大規模小売業 に該当することから、その取引上の地位が自己に対して劣っている

納入業者に対して行われた ）、 ）、 ）の行為は、告示の第 項、第 項、第 項

に該当し、いずれも独禁法第 条の規定に違反する。

）法令の適用による排除措置

ニシムタは ）の ）、 ）、 ）の 行為を取りやめなければならない。このこと

は、取締役会において決議しなければならない。さらにニシムタは、排除措置及び今

後 ）の ）、 ）、 ）と同様の行為を行わないことを納入業者に通知し、同時に自

社の従業員に周知徹底しなければならない。そして ）の ）、 ）、 ）の行為と同

様の行為を今後行ってはならない。加えてニシムタは、今後、次の事項を行うために

必要な措置を講じなければならない。即ち、納入業者との取引に関係する独禁法の厳

守についての行動方針の作成と役員及び仕入担当者に対する納入業者の取引に関係す
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る独禁法についての定期的な研修及び法務担当者による定期的な監査である。

このように、ニシムタは、優越的地位の濫用行為を行ったとして法的措置を受けた諸事例

の中の大規模小売業者のうちで売上高が最も少なかったにも拘らず ）、違反行為規模はそれ

らを上回ると判断された。小売業態の多様化による業態実態を考慮し、複数業態の事業者を

その他スーパー業態 ではなく、 住関連品を中心とした商品の小売業者 と認定したも

のと思料される。この点において、今後ニシムタに類似した業態の新たな認定による実態に

即した公取委の対応が進展し、 規制の実効性が高まることが期待しうる法令適用例

であると言える。

おわりに

京都総会特別プログラムの提案テーマである に関する日本の報告者の白石

忠志氏は、 若干の感想 として今後の論点を示唆している。少し長いが世界の に関

する潮流を考える際に有効となると考え引用する。

優越的地位濫用規制は特殊であるという日本国内等の雰囲気に引きずられすぎて、外国

に多く見られる搾取的濫用規制との連続性を十分に議論できなかったと思われる。たとえ

ば、 年に白石が講義のために訪問したスイスは、独占的高価格による搾取的濫用の大き

な規制事例を生み出したばかりであるのに、今回の質問状に対しては、 タスクフォースが

いうような優越的地位の濫用規制はおこっていない とのゼロ回答であった。 でも搾取

的濫用をめぐる議論が以前より盛んとなっており、 （ 委員会委員 筆者追記）も

搾取的濫用を規制する可能性を残すべきであると強調する論文を書いているのであるが、そ

のような議論との接続は今回の会議で見られなかった。

それではなぜそのようなぶれが生じたのであろうか。白石氏は、 日本での議論は主に図

の や ばかりを念頭に置いている、ということであろう。（中略） などで論ぜられて

いる搾取的濫用規制は、主に図の を念頭に置いているものと思われる。（中略）しかし、

日本の優越的地位濫用規制が にも適用可能であることは、公取委のガイドラインや事例

（三井住友銀行判決を含む）から窺われるところである。外国における の議論とも接続

し、賛成・反対を問わず議論の仲間を広く世界に増やしたうえで現在の日本の状況を再評価

するという切り口も、前面に押し出さればなおよかったのではないかと思われる ）。 と述べ、

しかしともあれ、議論の萌芽は生まれ、以前よりも多くの人々の理解が深まった。このよ

うな特別プログラムを企画した人々に対し、あらためて感謝し敬意を表したい ）。 と結ん

でいる。

本稿は での に関する議論を視野に入れ、日本の大規模小売業による 事

件を分析することにより 大規模小売業告示 が市場における公正な取引の確保に関し重要

な役割を果たしている事が解明された。経済法学、経済学の重要な立論や議論にほとんど言

及していない点は今後の大きな課題であるが、独禁法の立法目的である一般消費者の利益の



確保のため、競争政策と消費者政策への視点から論究を進めたい。

（追記）

年 月 日、公正取引委員会は、翌日の閣議に付議する独禁法改正法案を 上で公

開した。

そのなかで、優越的地位の濫用に関しては、これまで一般指定という告示の形式であった

ものを、法律に直接的に規定したこと（改正法案第 条 項 号）、次いで、当該違法行為

を継続してするものに限り一定率の課徴金を賦課する規定を定めたこと（改正法案第 条の

）が特徴的であるといえる。

公正取引委員会による優越的地位の濫用に対する強い規制姿勢の現われであるとする理解

も可能であるかもしれないが、法運用上、要件論をはじめ、そもそも何故当該行為を独禁法

により規制しなければならないのかという そもそも論 の議論が再度求められる可能性が

ある。
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（図 ）市場画定の考え方

（出所） 公正取引 、 年 月、 ページ。

注
） は、米国司法長官の諮問会議として 年に設置された国際競争法政策諮問会議（

）の報告書（ 年提出）の勧告により 年に設立さ
れた。国際的トラスト執行のみに関する新たなネットワークの設立を目的としている。
日本の公正取引委員会は創立以来運営委員会メンバーに選出され、第 回 年次総会の主催当局であ
る。
）

）高橋岩和 優越的地位の濫用と独禁法 日本経済法学会年報 第 巻， 年 月 日、 、同 優
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越的地位の濫用と競争法 公正取引 、 年 月 日、
） 百貨店業における特定の不公正な取引方法 （ 年 月 日、公正取引委員会告示 号、百貨店告示
という。）や 下請代金支払遅延等防止法 （ 年 月 日法令第 号、下請法という。）を指す。
） （ ）、
（ ）
）前掲書 ） （表 参照）

表
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）ドンキホーテ の審決文の英文訳（概要）は以下の通りである。前掲 ） 引用。

）白石忠志 優越的地位濫用規制をめぐる 京都総会プログラム 公正取引 、 年 月
日、
）同上論文（注 ）によれば、 年 月時点、インドネシアには 規制の明文がないため、納入業者
に対しカルフールに最恵待遇を与えるように要求した事例に対し、カルフールの競争業者の不利益に着目
した論理構成が採られた。（納入業者がカルフールに最恵待遇を与えるのでカルフールの競争者が不利益
を受けるとの論理構成）しかし、当局の職員らの実際の問題意識はカルフールが納入業者に与えられた不
利益それ自体（価格設定を含む自由な事業活動を束縛した）に向けられていたという感触を白石氏は抱い
たとのことである。この件については既にインドネシア競争当局である事業競争監視委員会（ ）
が、 年 月の日本の大規模小売業告示に関するセミナー（公取委から粕渕氏が講師として出席）の支
援を得て立法作業を開始した経緯がある。
）山部俊文 不公正な取引方法 経済法講座第 巻 三省堂、 年、
）優越的地位の濫用規制に対する経済学からの議論として、三輪芳朗 日本の取引慣行 有斐閣、
年、 。伊藤元重 加賀見一彰 企業間取引と優越的地位の濫用 三輪芳朗ほか 会社法の経済学
東京大学出版会、 年、 などがある。
） 返品ガイドライン の公表後、 年に 流通・取引慣行ガイドライン にあらためて不当返品の違法
性の基準を明示した。（第 部 流通分野における取引に関する独占禁止法上の指針の第 の小売業者に
よる優越的地位の濫用行為を参照。）
）公正取引委員会事務総局 大規模小売業者と納入業者との取引に関する実態調査報告書 （ 年
月）。調査対象行為類型は、返品、商品納入後の値引き要請、買取仕入れから委託仕入れ方式への変更要
請、特売、創業祭における低価格納入の要請、プライベート・ブランド商品の受領拒否、従業員等の派遣
要請、不当な要請を断ったことによる不利益な取扱い、商品やサービスの購入要請、協賛金等の負担要
請、物流センターの設置等に伴う費用の負担要請、多頻度小口配送の要請、その他である。
）粕渕功 大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法の告示について
公正取引 、 年 月 日、 以下。

）向田直範 優越的地位の濫用 経済法講義 第 巻 三省堂、 年、
） （公正取引委員会 ）参照。
）納入業者の定義に関し、取引先とすることの重要性として例示された大規模小売業者の市場における地
位についての 市場については、取引実態に応じて、地域レベルでみるほか、全国レベルでみることもあ
る。 と（注）が付されている。
）経済学の観点からもホールドアップ問題の解消という点で指示説も有効になりつつある。
）独禁法 条 の公正な競争を阻害するおそれ（公正競争阻害性）と の五の自己の取引上の地位（優位
性）を指す。
）公取委は、 年百貨店業告示の適用範囲について （同指定備考）の基準に該当する限り、当該大規模
小売業に適用されるものである と報告書に公表した。 年には、百貨店の出店規制法である百貨店法
（ 年制定、いわゆる第二次百貨店法）が廃止され、大規模小売店法が施行されたことと軌を一にするも
のといえよう。
）告示第 項（不当な経済上の利益の収受等）の には、物流センター等の流通業務センター等の流通業
務用の施設の使用料、小口多頻度配送、 システムの使用料、資料作成、データ処理等の作業などにつ
いて納入業者に負担させる内容が詳細に例示されている。
）表中の 社のうち、 年度売上高ランキング（日経流通新聞社調査）は、ユニー が 位、他の 社は
位から 位であるが、他方、 ニシムタは 位である。
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来生 新 経済活動と法 放送大学出版会、 年。

後藤 晃・鈴林興太郎編著 日本の競争政策 東京大学出版会、 年。

正田 彬 全訂 独占禁止法 日本評論者、 年。

正田 彬編著 アメリカ 独占禁止法と国際比較 三省堂、 年。

実方謙二 独占禁止法（第 版） 有斐閣、 年。

白石忠志 取引上の地位の不当利用 規制と 市場 概念 法学 巻 号。

白石忠志 独禁法（第 版） 有斐閣、 年。

杉浦市郎 優越的地位の濫用規定 の射程距離（ ・完） 号。

三輪芳朗・神田秀樹・柳川範之 会社法の経済学 有斐閣、 年。

三輪芳朗 日本の取引慣行 有斐閣、 年。

向田直樹 優越的地位の濫用 日本経済法学会編 経済法講座 第 巻 独禁法の理論と展開

三省堂、 年。

村上政博 優越的地位の濫用 公正取引 、 年 月 日。

山部俊文 独占禁止法 年 不公正な取引方法 日本経済法学会編 独占禁止法 年 日本経済

法学会年報第 号、有斐閣、 年。

）白石忠志 前掲 注 ）、 、
）同上。




