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第1  はじめに  

近年、日本企業は、海外に拠点を置いてグローバルにビジネスを行うことに加

え、海外拠点の有無に拘わらず、国内外向けに商品又は役務を提供することによっ

てグローバルにビジネスを展開することが益々増えている。それに伴い、日本企業

が、海外の法令や手続にも留意する必要性が以前に増して重要となっている。 

競争法は、強行法規であり、企業の意思に拘わらず適用され得る法令である。競

争への影響や一定程度の接点がある場合などには、当該企業が意図せずとも、当該

国・地域の競争法が適用され得ることから、日本企業は、競争法違反の疑いを根拠

としてアメリカ合衆国（以下、「米国」という）や欧州連合（以下、「EU」とい

う）などの海外当局から調査を受け、また海外において訴訟を提起されることがあ

る。 

企業としては、まずは競争法違反を生じさせないための事前のコンプライアンス

を行うことが重要であるが、それに加えて、万一競争法違反又はその疑いのある事

実が判明した場合に迅速かつ適切な対応をとるための準備をしておくことも、その

後のリスクを最小限に留めるために極めて重要である。下記の図表のとおり、実

際、米国や EU 競争当局の調査を受け、厳しい制裁を科せられた日本企業が少なく

ないことからも、日本企業であっても、米国や EU の競争法違反手続を習得し、対

応策を準備しておくことの重要性が伺われる。 

競争法違反又はその疑いのある事実が判明した場合には、初動対応がその後のリ

スクを最小限に留めるために極めて重要であるところ、現実にそのような事態とな

った場合は緊急時であり、企業がその時点になって初めて手続の流れを習得し、対

応策を準備することは、必ずしも現実的ではない。そこで、そのような緊急時に備

え、平時から準備しておくことが有益である。 

とりわけ事前に初動対応を準備しておく重要性の高い場面は、事前の予告なしに

当局の立入調査が行われる場合である。ハードコアカルテル事案は、米国及び EU

において競争当局の立入調査が行われる可能性が高いことから、本報告書では、主

にハードコアカルテル事案を想定して、日本企業が事前に習得しておくことが有益

と考えられる制度、手続及び対応策を紹介する。なお、本報告書で紹介する対応策

は、実務上、一般的に有益と思われる対応について記載したものである。個々の事
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案における適切な対応は状況によって多種多様であることから、実際に対応すべき

場面では、当該事案にとって最大限利益となる対応をとるために、適宜、専門家に

相談されたい。 

 

【図表】米国反トラスト法違反による高額な罰金：日本企業上位 5 社1 

 対象商品・役務 対象事業者 罰金額 

（百万米ドル） 

1 自動車部品（2012 年度） 矢崎総業 470 

2 自動車用防振ゴム製品（2014 年度） ブリジストン 425 

3 自動車用ワイヤーハーネス等（2012 年度） 古河電工 200 

4 自動車用ワイヤーハーネス等（2012 年度） 日立オートモーティブ

システムズ 

195 

5 自動車用ワイヤーハーネス等（2012 年度） 三菱電機 190 

 

【図表】EU 競争法違反による高額な制裁金：日本企業上位 5 社2 

 
対象商品・役務 対象事業者 罰金額 

（百万ユーロ） 

1 TV 用ブラウン管（2012 年度） パナソニック 250 

2 自動車用ベアリング（2014 年度） NTN 201 

3 ファスナー・取付金具（2007 年度） YKK 150 

4 ゲーム機・ゲームソフト（2002 年度） 任天堂 149 

5 自動車海上輸送（2018 年度） 日本郵船 141 

 

 

                                                 
1 反トラスト局公表資料（https://www.justice.gov/atr/sherman-act-violations-yielding-

corporate-fine-10-million-or-more）を基に作成。 
2 制裁金額は決定当初額。公正取引委員会の「日米欧における競争法違反事件の処理

状況等」（2018年 3月末現在）を参考に作成。 
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【図表】 日米欧の法人への制裁金額等（単位：百万円）3 

 

【図表】日米欧の 1 事業者当たりの制裁金額等の平均額（単位：百万円）4 

 

                                                 
3 公正取引委員会編「公正取引委員会の最近の活動状況」（2015 年、2018 年、2019

年）を参考に作成。 

 
4 公正取引委員会編「公正取引委員会の最近の活動状況」（2015 年、2018 年、2019

年）を参考に作成。 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

日本 米国 EU

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

日本 米国 EU



 

4 

【図表】1 事案に対する制裁金が高額なカルテル事案上位 10 社5 

 

【図表】1 事業者に対する制裁金が高額なカルテル事案上位 10 社6 

 

 

 

 

                                                 
5 欧州委員会の公表資料（http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf）

を基に図表を作成した。 
6 欧州委員会の公表資料（http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf）

を基に図表を作成した。 



 

5 

第2  日本企業に米国・EU 競争法が適用され得る場面 

1. はじめに 

 日本企業が、米国やEUに子会社や関連会社（以下、「関連会社等」という）を設

立し、当該関連会社等を通じて米国やEUで事業を行う場合に、当該関連会社等の行

為が米国やEUの競争法の適用を受け得ることは容易に予想できる。ところが、その

ような典型的な事案に加えて、一見、米国やEUの競争法の適用が予想しづらい事案

においても、米国や EU の競争法が適用される場合がある。 

 本報告書で述べるとおり、米国及びEUにおいては、多くの事案が当局との協議に

よって解決しているが、その際、当該国・地域の競争法が適用されることが前提と

される。競争当局から疑いをかけられた企業の中には、米国やEUの競争法の射程範

囲外となり得ると考える場合であっても、裁判所等で積極的に争う場合の手間及び

費用等の負担を総合的に考慮し、競争当局との協議による解決を選択することがあ

り、そのような判断を行う企業は少なくないものと推測される。別の見方をすると、

厳密に検討されれば米国又は EU の競争法が適用されない余地のある事案において

も、日本企業が、米国又はEUの競争当局から疑いをかけられ、調査の対象となり得

るリスクがある。そのような場合であっても、疑いをかけられた以上、当該日本企

業は、適切な対応をとる必要がある。 

以下、米国及びEUについて、それぞれの競争法が日本企業に適用され得る場面を

紹介する。 

2. 米国反トラスト法が日本企業に適用され得る場面 

米国の反トラスト法を執行するにあたり、米国司法省反トラスト局（以下、「司

法省反トラスト局」又は「反トラスト局」という）は、同法の適用及び当局の執行

によって、米国の商取引及び消費者に対する損害又はそのおそれを是正することが

できる程度に、疑われる違反行為と米国との間に十分な接点があるかを検討する。

実務上、外国で行われる行為については、それが米国に対する「直接的、実質的で
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合理的に予測できる影響」がある場合に、反トラスト法が適用されると理解されて

いる7。 

 反トラスト局は、史上最大規模とも言われる一連の自動車部品カルテルを摘発し

たが、その中には多数の日本企業が含まれていた。当初、反トラスト局の捜査の対

象は、自動車用ワイヤーハーネスのみであったが、その後、オルタネータ、スター

ター、エアフローメーター、バルブ・タイミング装置、燃料噴射装置部品など様々

な自動車部品に広がった。以下は、反トラスト局が、2011 年度以降 5,000 万米ドル

超の罰金を科した自動車部品カルテル事案として、2018 年度実行予算8で公表してい

るものである。これを見ると、多数の日本企業が自動車部品カルテルで捜査及び訴

追の対象となったことが分かる。 

【図表】5000 万米ドル超の罰金が科せられた自動車部品カルテル9 

事業者名 対象製品 制裁の内容 

矢崎総業（株） ワイヤーハーネス及び関連

製品、インスツルメント・

パネル・クラスタ、フュー

エル・センダ 

法人に対する罰金 4 億 7,000 万米ドル 

役職員 6 人に対する禁錮刑（14 月から 2

年） 

（株）ブリジストン 防振ゴム部品 法人に対する罰金 4 億 2,500 万米ドル 

役職員 1 人に対する禁錮刑（18 月） 

古河電工（株） ワイヤーハーネス及び関連

製品 

法人に対する罰金 2 億米ドル 

役職員 3人に対する禁錮刑（1年 1日から 18

月） 

                                                 
7 司法省及び連邦取引委員会「国際執行及び協力に関する反トラストガイドライン」

（Antitrust Guidelines for International Enforcement and Cooperation, 2017 年 1 月 13 日）

（ https://www.justice.gov/atr/internationalguidelines/download）。以下、「米国域外適

用ガイドライン」という）16 頁以下参照。 
8 反トラスト局「議会提出 2018 年度実行予算」（Congressional Submission FY2018 

Performance Budget）（https://www.justice.gov/file/968751/download）37 頁～39 頁 
9反トラスト局「議会提出 2018 年度実行予算」38 頁～39 頁に記載されたリストを基

に作成。 
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事業者名 対象製品 制裁の内容 

日立オートモティブシ

ステム（株） 

スターターモーター、オル

タネータ等、ショックアブ

ソーバー 

法人に対する罰金 1億 9,500万米ドル（スタ

ーターモーター、オルタネータ等）及び

5,548 万米ドル（ショックアブソーバー） 

役職員 1 人に対する禁錮刑（15 月） 

三菱電機（株） スターターモーター、オル

タネータ、イグニッション

コイル 

法人に対する罰金 1 億 9,000 万米ドル 

（株）ミツバ ウィンドシールドワイパー

システム等 

法人に対する罰金 1 億 3,500 万米ドル 

役職員 1 人に対する禁錮刑（13 月） 

西川ゴム（株） 自動車用シール製品 法人に対する罰金 1 億 3,000 万米ドル 

TOYO TIRE（株）10 防振ゴム及び等速ジョイン

ト用ブーツ 

法人に対する罰金 1 億 2,000 万米ドル 

役職員 1 人に対する禁錮刑（1 年 1 日） 

（株）ジェイテクト ベアリング、ステアリング

アセンブリ 

法人に対する罰金 1 億 300 万米ドル 

（株）デンソー 電子制御ユニット、ヒータ

ーコントロールパネル 

法人に対する罰金 7,800 万米ドル 

役職員 6名に対する禁錮刑（1年 1月から 16

月） 

タカタ（株） シートベルト 法人に対する罰金 7,130 万米ドル 

役職員 4 名に対する禁錮刑（14 月から 19

月） 

日本精工（株） ベアリング 法人に対する罰金 6,820 万米ドル 

コーニングインターナ

ショナル（株） 

セラミック基板 法人に対する罰金 6,650 万米ドル 

                                                 
10 2019 年 1 月付で、社名が TOYO TIRE（株）に変更された

（https://www.toyotires.co.jp/press/2018/180329.html）。 
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事業者名 対象製品 制裁の内容 

KYB（株）11 ショックアブソーバー 法人に対する罰金 6,200 万米ドル 

ロバート・ボッシュ

GmbH 

スパークプラグ、標準オキ

シジェンセンサ、スタータ

ーモーター 

法人に対する罰金 5,780 万米ドル 

（株）小糸製作所 自動車用照明器具、高輝度

放電安定器 

法人に対する罰金 5,660 万米ドル 

日本特殊陶業（株） スパークプラグ、オキシジ

ェン及び空燃比センサ 

法人に対する罰金 5,200 万米ドル 

 

3. EU競争法が日本企業に適用され得る場面 

EU 競争法がどのような場合に EU 域外で行われた行為に対して適用され得るかは、

個別の事案に対する判断によって蓄積されており、明確な規定や基準はないものの、

EU 域内に効果が生じる場合には適用され得ると考えられている。すなわち、行為自

体が EU域外で行われた場合であっても、EU域内に効果が生じる場合であれば、EU

競争法が適用され得る。日本企業としては、たとえば同業他社との接触やカルテル

の合意を EU 域外（日本など）で行った場合であっても、EU 競争法が適用され得る

ことに留意する必要がある。また、後述（第 4 の 2(2)「制裁金ガイドライン」）す

るとおり、国際カルテル事案では、EU 域外の売上高を制裁金の算定根拠とされる場

合もある。さらに、EU 競争法のもとでは親会社が子会社の行為に対して責任を負い

得ることから、日本企業（親会社）が、自身がEU競争法に違反する行為をしていな

い場合であっても、子会社の違反行為にかかる責任を負う場合があることにも、留

意する必要がある（後述第 4 の 2(3)）。 

                                                 
11 2015 年 10 月付で、社名が KYB（株）に変更された

（http://www.kyb.co.jp/company/history.html）。 
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以下、EU 又は欧州経済領域（EEA）12域外で行われた行為に EU 競争法が適用さ

れた主要な事案を紹介する。 

 合意が EEA 域外で行われた場合であっても、合意の実行又は協調行為が EEA

域内で行われていれば EU 競争法が適用されること 

いわゆるウッドパルプ事案13において、欧州司法裁判所は、反競争的な合意

が締結された場所が EEA 域外であっても、かかる合意の実行又は協調行為が

EEA 域内でなされた場合には、EU 競争法が適用される旨判示した。 

 EEA 域内に直接的及び実質的な影響を及ぼすことが予見可能な場合には、

EEA 域外で行われた市場支配的地位濫用に対し EU 法を適用できること 

本件は、EEA 域内に直接的及び実質的な影響を及ぼすことが予見可能な場合

には、欧州委員会が EEA 域外で行われた市場支配的地位濫用に対し EU 競争法

を適用できるとした初めての欧州司法裁判所判決である。 

2009 年 5 月 13 日、欧州委員会は、インテルが 2002 年 10 月から 2007 年 12 月

までの間、x86 中央処理装置（CPU） の市場において市場支配的地位を濫用し

たとして、当時の最高額である 10 億 6,000 万ユーロの制裁金を課した。インテ

ルは、（ほぼ）全ての x86 CPU を同社から購入することを条件に 4 大パソコン

メーカー（デル、ヒューレット・パッカード、NEC 及びレノボ）に対しリベー

トを供与し、また同社の唯一の競争事業者であるアドバンスト・マイクロ・デ

バイス・インク（AMD）製のCPU搭載製品の販売を延期させるために、パソコ

ンメーカーらに対し金銭を提供していた。 

インテルがレノボと供給取引の合意をしたのは中国で、同取引は主に中国市

場向けのノート型パソコンに組み込まれるチップに関するものであった。しか

し、少量ではあるもののレノボが欧州・中東・アフリカ地域と分類する地域に

                                                 
12 EEA には、EU 加盟国に加え、アイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェー

が含まれる。 
13 C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 and C-125/85 to C-129/85, 

EU:C:1993:120 
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仕向けられた取引があった。欧州委員会は、EEA に仕向けられた取引量に拘わ

らず、EEA 域内に多額の売上を有していた他のサプライヤーとの関係と同様に、

インテルとレノボとの取引に関してEU競争法を適用できると判断し、欧州司法

裁判所も同判断を支持した14。 

 カルテル対象製品が最終製品に組み込まれて EEA 内で販売される場合、制裁

金の算定にあたり「直接取引」と扱われ得ること 

イノラックスは、カルテルの対象となった LCD パネルの一部をアジアの子会

社に販売し、同子会社が同 LCD パネルをテレビないしパソコンに組み込み、

EEA 域内の顧客に販売した。欧州委員会は、制裁金を算定するにあたり、イノ

ラックスが LCDパネルを直接 EEA域内で販売した売上のみならず、子会社がテ

レビ及びパソコンに組み込んで EEA域内の第三者に販売した価格のうち LCDパ

ネルの価格に相当する売上をもその根拠とした。  2015 年 7 月 9 日、欧州司法裁

判所は、イノラックス事案において、カルテル対象製品が最終製品に組み込ま

れて EEA 内で販売される取引であっても、制裁金算定にあたりカルテル対象製

品の「直接取引」と扱われる場合がある旨判示した15。 

 EEA への納入を予定する取引の交渉が EEA 外で行われた場合に、かかる取引

の売上高を制裁金の算定根拠とされ得ること 

                                                 
14 C-413/14 P Intel Corporation Inc v Commission (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0413&from=EN)。欧州司法裁判所 2017 年 9

月 6 日付プレスリリース（https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-

09/cp170090en.pdf）。 
15 C-231/14 P InnoLux Corporation v Commission 

(http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0231&lang1=en&type=TXT&ancre=)。

欧州司法裁判所 2015 年 7 月 9 日付プレスリリース

（https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150079en.pdf）。 
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2017年 3月、欧州司法裁判所は、いわゆるサムソン SDI事案16において、取引

の交渉が EEA 外で行われたものであっても、EEA 内への納入を予定する取引で

あれば、かかる取引の売上を制裁金算定根拠にできるとの判断を下した17。  

 

第3  米国におけるハードコアカルテル事案の手続と実務対応 

1. 総論 

米国の競争法は、一般的に「反トラスト法」（antitrust law）と呼ばれているが、

単一の法律ではなく、複数の法律の総称である。反トラスト法には、主にシャーマ

ン法、クレイトン法及び連邦取引委員会法（以下、「FTC 法」という）が含まれる。

価格カルテルや入札談合などのいわゆるハードコアカルテルは、シャーマン法第 1

条により規制されている18。 

以上は連邦法であるが、これに加えて、多くの州が独自の反トラスト法（以下、

「反トラスト州法」という）を制定している。多くの反トラスト州法は、連邦法と

しての反トラスト法と類似しており、また日本企業が関係する反トラスト法の問題

は連邦法が適用される場面であることが多いので、本報告書では、特に断りのない

限り、連邦法としての反トラスト法について述べる。 

一般的な手続の流れとしては、反トラスト局がハードコアカルテルの疑惑を察知

した場合、刑事調査を開始する。違反行為を申告するリニエンシー申請が捜査の端

緒となることが多い。反トラスト局は、捜査の結果に応じて、違反行為を行ったと

考える企業及び個人（以下、「被疑事業者等」という）を起訴する。反トラスト局

                                                 
16 欧州委員会 2012 年 12 月 5 日付決定 COMP/39.437「テレビ及びコンピューターの

モニター管」 
17 C-615/15P Samsung SDI Co. Ltd and Samsung SDI (Malaysia) Bhd v Commission 

(http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0615&lang1=en&type=TXT&ancre=)、

欧州裁判所 2017 年 3 月 9 日付プレスリリース

（https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170026en.pdf） 
18 公正取引委員会のウェブサイトに掲載されている「世界の競争法」「米国」の説

明は参考になる。

（https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/u/america.html）。 
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が被疑事業者等との間で起訴前又は起訴後に司法取引の合意をすることによって解

決する事案が多い。反トラスト局が刑事調査を開始したハードコアカルテル案件は、

ほぼ全てと言って過言でない程度の多くの事案において、それによって損害を被っ

たとする私人により、クラスアクションと呼ばれる集団訴訟の形態による民事損害

賠償請求訴訟（いわゆる「フォローオン」訴訟）が提起される。反トラスト局の刑

事調査が先行しない事案においてもクラスアクション（いわゆる「スタンドアロー

ン」訴訟）が提起されることはある。クラスアクションにおいても、事実審理を行

うトライアルまで進むことは稀であり、原告と被告との和解により解決する事案が

ほとんどである。 

本報告書においては、以下、初動対応の重要性の観点から日本企業にとってより

重要と考えられる反トラスト局の刑事手続について、重点を置いた説明をする。 
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【図表】米国におけるハードコアカルテル事案の手続の一例19 

 

 

                                                 
19 司法省の手続にかかる平均的な期間の統計は見当たらなかった。大陪審による起

訴が行われる前に司法取引の合意がなされる案件が多いことから、手続にかかる平

均的な期間を出すことが難しいものと思われる。あくまでも一例ではあるが、立入

調査から起訴までに約 2 年、起訴からトライアルまでに約 1 年半かかった事案があ

る。 
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2. ハードコアカルテルの規制及び執行機関 

(1) 執行機関 

日本では、公正取引委員会が独占禁止法の唯一の執行行政機関として位置付けら

れているが、米国では、連邦レベルでは、司法省の一部である反トラスト局及び連

邦取引委員会という 2 つの機関が反トラスト法の執行行政機関として位置付けられ

ている。ハードコアカルテルを規制するシャーマン法については、反トラスト局の

みが執行権限を有している。連邦取引委員会は、刑事訴追すべきハードコアカルテ

ルの違反事実を察知した場合には、同事案を反トラスト局に送付する20。 

さらに、州司法長官も、ハードコアカルテルにより州民が被った損害について、

損害賠償請求をする権限を有している。 

① 司法省反トラスト局（Department of Justice, Antitrust Division） 

司法省の一部である反トラスト局は、シャーマン法又はクレイトン法に違反

する疑いのある事実があると考える場合には、自ら調査し、連邦地裁に起訴

（刑事）21又は提訴（民事）することができる。同局は、ハードコアカルテル

事案を刑事訴追する方針をとっている22。 

司法省のもとには、連邦捜査局（FBI）があり、反トラスト局は、調査を行

う際に FBI の職員を用いることができる。司法省の組織図及び反トラスト局の

組織図は、司法省のウェブサイト23を参照されたい。 

② 連邦取引委員会（Federal Trade Commission）24 

                                                 
20米国司法省反トラスト局「反トラスト局マニュアル（第 5 版）」（ANTITRUST 

DIVISION MANUAL (5th edition)）（https://www.justice.gov/atr/file/761166/download）

（以下、「反トラスト局マニュアル」という）VII-7 頁 
21 大陪審による起訴の場合には、正確には、司法省反トラスト局は起訴の提案を行

う。 
22反トラスト局マニュアル III-12 頁 
23 司法省の組織図（https://www.justice.gov/agencies/chart）、反トラスト局の組織図

（https://www.justice.gov/atr/organizational-chart） 
24 FTC のウェブサイト（https://www.ftc.gov/） 
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連邦取引委員会（以下、「FTC」という）は、FTC 法又はクレイトン法に違

反する事実があると考える場合には、自ら調査し、審判手続を経て、又は相手

方が同意する場合には審判手続を経ることなく審決により排除措置命令を命じ

ることができる。また必要に応じて、違反行為の差止命令等を求める訴訟を提

起することができる。 

FTC は、大統領の指揮権から独立した、いわゆる独立行政委員会である。日

本の公正取引委員会は、FTC にならって作られたものである。FTC は、委員長

を含む 5 名の委員により構成され、そのもとに競争局（Bureau of Competition）、

消費者保護局（Bureau of Consumer Protection）、経済局（Bureau of Economics）、

総局長室（Office of the Executive Director）、法律顧問室（Office of the General 

Counsel）及び地方事務所等が置かれている。FTC の競争局が、FTC の権限の範

囲内で、競争法の執行を行う。FTC の組織図は、FTC のウェブサイト25を参照

されたい。 

上述のとおり、ハードコアカルテルはシャーマン法第 1 条により規制されて

おり、FTC は執行権限を有さない。もっとも、ある違反事実をハードコアカル

テルと構成するか、それ以外の違反行為類型と構成するかについて解釈の余地

がある場合があり、その場合に FTC がハードコアカルテル以外の違反行為類型

として執行を行う場合がある。FTC の執行手続については後述（第 5 の 1(2)）

を参照されたい。 

③ 州司法長官（Attorney General） 

各州の司法長官（Attorney General）は、各州の反トラスト州法を執行する権

限に加え、連邦法である反トラスト法違反によって州民が被害を受けた場合に

は、クレイトン法第 4C 条に基づき、州の名において被告に対し管轄権を有す

る連邦地裁に対し、実損額の三倍額を請求する損害賠償請求訴訟を提起するこ

とができる。後述の民事訴訟に関する説明（第 3 の 6）も参照されたい。 

                                                 
25 FTC の組織図（https://www.justice.gov/atr/organizational-chart） 
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なお、後述（第 3 の 6）するとおり、米国では、執行行政機関による訴追に

加え、私人が企業に対し損害賠償請求を行う私訴が活発である。反トラスト法

により禁止される事項（ハードコアカルテルなど）により損害を受けた者は、

その受けた損害の三倍額及び妥当な弁護士費用を含む訴訟費用の賠償を求める

ことができること、また「クラスアクション」と呼ばれる集団訴訟が比較的容

易に提起されることから、私訴を提起された企業は莫大な金額の損害賠償請求

をされるリスクがある。 

(2) ハードコアカルテルの規制 

上述のとおり、ハードコアカルテルは、シャーマン法第 1 条により禁止されてい

る。シャーマン法第 1 条は、以下のとおり規定している。 

シャーマン法第 1条 

州間又は外国との取引又は通商を制限する全ての契約、トラストその他の

形態による結合又は共謀は、禁止される。 

 

ハードコアカルテル事案に対する刑事罰による制裁は、次のとおりである。 

 個人に対する 100万ドル以下の罰金若しくは 10年以下の禁錮刑又はその

併科 

 法人に対する 1 億ドル以下の罰金 

なお、罰金額については、違反行為による総利得額の 2 倍又は被害を与えた総損

失額の 2 倍まで引き上げられる場合がある26。 

米国では、実際に、反トラスト法違反により実刑が科される事案がある。以下は、

反トラスト法違反により実刑の対象となった個人の平均収監月数の表である。 

  

                                                 
26 刑事罰金改善法（Criminal Fine Improvements Act）18 U.S.C.§3571(d) 
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【図表】反トラスト法違反により実刑の対象となった個人の平均収監月数27 

 

量刑マニュアル 

 実務上、罰金額の計算は、米国量刑委員会（United States Sentencing Commission ）

が公表している量刑マニュアル（Guidelines Manual）28を参考にして行われる。量刑

マニュアルは、2年に 1度改定される。量刑マニュアルは、反トラスト法違反を含む、

様々な刑事法違反にかかる量刑の考え方を示すものである。 

違反事業者に対する罰金は、次にとおりに算定される。まず被疑事業者の責めに

帰すべき取引量（volume of commerce attributable to the defendant。「VOC」と略され

ることもある。以下、単に「取引量」という）を確定する。取引量とは、カルテル

によって影響を受けた売上高である。次に、取引量に、犯罪類型により決まる一定

割合（ハードコアカルテルの場合は 20%29）を乗じることにより、基礎罰金額（base 

fine）を確定する。さらに、基礎罰金額に有責性スコア（culpability score）により決

まる乗数（multiplier）を乗じ、罰金額の範囲を決定する。有責性スコアは、基礎点

                                                 
27 公正取引委員会編「公正取引委員会の最近の活動状況」（2015 年、2018 年、2019

年）を参考に作成。 
28 2019 年 3 月現在有効な量刑マニュアルは 2018 年度版
(https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelines-manual/2018/GLMFull.pdf) 
29 量刑マニュアル第 8 章 C2.4(b)及び第 2 章 R.1.1(d)(1) 
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（ハードコアカルテルを行った企業の場合は、5 点30）に様々な増減要素が考慮され、

決められる。たとえば、被告企業が 1,000超の役職員を有しており、幹部が共謀に参

加した場合には 4 点加点される。これに対し、被告会社が違反行為に対する責任を

認めた場合には 1 点減点される。有責性スコアが確定すると、それに該当する最低

及び最高の乗数が決まる。最後に、以上の方法で計算された罰金額の範囲内で、実

際に科される罰金額が決定される。 

なお、後述（第 3 の 5(3)）する司法取引が行われる場合には、実務上、反トラス

ト局と被告会社の間で合意が見込める大凡の罰金額を決めてから、その他の条件や

罰金の算定根拠について検討することも珍しくない。 

【図表】 乗数31 

 

罰金額の計算方法を数式にすると、次のとおりになる。 

【図表】罰金額の計算式 

 

 

                                                 
30 量刑マニュアル第 8 章 C2.5(a) 
31量刑マニュアル第 8 章 C2.6 の表を参考に作成。 

有責性スコア 最低乗数 最高乗数

10以上 2.00 4.00

9 1.80 3.60

8 1.60 3.20

7 1.40 2.80

6 1.20 2.40

5 1.00 2.00

4 0.80 1.60

3 0.60 1.20

2 0.40 0.80

1 0.20 0.40

0以下 0.05 0.20

基礎罰金額〔取引量×犯罪類型別の一定割合（20%）〕×有責性スコアにより

定められる乗数（最低及び最大）＝罰金額（最低及び最大） 
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3.  米国司法省による刑事調査の流れ 

(1) はじめに 

 日本では、ハードコアカルテルを含む独占禁止法違反事案に対しては、通常、公

正取引委員会の行政手続により執行されるが、米国では、ハードコアカルテル事案

に対しては、前述のとおり、反トラスト局の刑事訴追が行われる。日本と米国では、

実体法上のカルテル規制に関してコンプライアンスの観点から留意すべき事項にそ

れほど大差はないが、行政と刑事手続との違いや、証拠隠滅等の制裁についての当

局の姿勢の違いなどから、日本企業が米国の手続において特に留意すべき事項があ

る。 

 本章では、米国におけるハードコアカルテルの刑事調査の手続の流れを説明する

とともに、各手続において、日本企業が特に留意すべき点について述べる。 

(2) 調査の端緒 

米国も日本同様、当局は、リニエンシーを端緒に調査を開始することが多い。

さらに、米国では、後述（第 3 の 5(2)）するとおり、アムネスティ・プラスやペ

ナルティ・プラスの制度があることから、ある事件のリニエンシーを契機として

芋づる式に事件が発覚する傾向が顕著である。たとえば、1995 年から 2010 年ま

での期間においては、反トラスト法違反を理由に法人に対して罰金が科せられた

事案の 9 割以上はリニエンシーがなされた事案であった32。また、2014 年 9 月当

時反トラスト局長であったビル・ベアー氏によれば、同局が捜査を開始する事案

の 3 分の 2 は、リニエンシーにより発覚した事案である33。 

                                                 
32 司法省反トラスト局刑事執行部長スコット・ハモンド「有効なリニエンシー制度

の基盤」2004 年 11 月 22 日～23 日（https://www.justice.gov/atr/speech/cornerstones-

effective-leniency-program）、米国法曹協会「反トラスト法動向（第 8 版）第 2 巻

（ANTITRUST LAW DEVELOPMENTS (EIGHTH) Volume II）」（以下、「反トラス

ト法動向第 2 巻」という）973 頁 
33 司法省反トラスト局長ビル・ベアー「米国における公的及び私的執行」2014 年 2

月 11 日（https://www.justice.gov/atr/file/517741/download）2 頁～3 頁、反トラスト法

動向第 2 巻 973 頁 



 

20 

その他、反トラスト局による独自の調査、被害者等からの苦情申立て、米国の

他の政府機関からの情報、海外当局からの情報及び民事訴訟等を契機に調査が開

始されることもある34。 

(3) 立入調査 

日本では、公正取引委員会が被疑事業者に対して調査を開始する際、立入検査を

行うことが一般的であるが、米国では、反トラスト局が被疑事業者に対して調査を

開始する際、立入調査をすることなく大陪審が発布するサピーナ35と呼ばれる証拠

提出命令のみが発布されることのほうが一般的である。もっとも、近年は、立入調

査が行われる事案が増えてきている36。立入調査が行われた場合、初動対応の如何

によっては企業の損害が拡大するおそれがあるので、日本企業としては、万一その

ような事態に陥った際には、迅速に適切な対応がとれるよう、司法省による立入調

査の手続を事前に把握し、対応策を準備しておくべきである。 

司法省 FBI捜査官による立入調査 

 反トラスト局は、犯罪が行われたと信じるに相当な理由がある場合には、裁判所

に対し、捜索差押令状の発布を請求する37。捜索差押令状の雛型は、米国連邦裁判

所のウェブサイト38を参照されたい。 

通常、反トラスト局と同じく司法省の管轄下にある FBI の捜査官が捜索令状を執

行して立入調査を行う。反トラスト局の担当官が立入調査の現場に立ち会うことは

なく、何か問題があった時に現場からの電話を受けて対応することとなっている。

後日、立入調査の適法性が争われた場合に反トラスト局の担当官が証人として呼ば

                                                 
34米国法曹協会「反トラスト大陪審捜査ハンドブック第 3 版」（Handbook on 

Antitrust Grand Jury Investigations, Third Edition）（以下、「大陪審捜査ハンドブッ

ク」という）3 頁～8 頁 
35 正式名称は subpoena duces tecum である。 
36大陪審捜査ハンドブック 30 頁～31 頁 
37反トラスト局マニュアル III-90 頁 
38 https://www.uscourts.gov/sites/default/files/ao093.pdf 
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れるリスクを避けるためである。なお、反トラスト局のパラリーガル（アシスタン

ト）が立入調査に同行することはある39。 

立入調査は、通常、日中の朝 6 時から夜 10 時までの間の時間帯に行われることと

なっている40。捜索令状の発布は公表され、推奨はされていないものの当局が事前

にメディアに通知することもあり得る41。 

立入調査の開始時に企業がすべきこと 

 立入調査は企業に対する事前の予告なしに行われるものであることから、企業は、

平時に、立入調査を受けることとなった際に対応する担当者（以下、「調査対応担

当者」という）を決めておき、立入調査時には調査対応担当者が中心となって適切

な対応ができるように備えておくべきである。社内に弁護士（以下、「社内弁護士」

という）がいる場合には、一般的には社内弁護士が調査対応担当者となることが適

切と考えられる。立入調査はいつ行われるか予測できないことから、調査対応担当

者の候補者を複数名決めておき、そのうちの誰かが直ちに対応できるようにしてお

くことが好ましい。 

企業は、立入調査を受けた場合、可及的速やかに司法省の手続に詳しい社外の弁

護士に連絡をし、指示を仰ぐべきである。立入調査は突然行われるものであるため、

現実的には難しいものの、可能な限り、司法省の手続に詳しい社外弁護士に立入調

査に同席してもらうことが望ましい。立入調査は弁護士の同席がなくとも進められ

るが、直ちに弁護士が立入調査の現場に到着することが分かっているのであれば、

一度は、捜査官に対し、弁護士が到着するまでの間、調査の開始を待って欲しい旨、

申し出てみる価値はある。 

 捜索差押の対象である企業又は個人は、捜索差押令状の写しを受け取る権利を有

している42。捜索差押令状には、対象場所及び対象物件（文書等）、有効期限（発

布後 14 日以内）等が記載されている。調査対応担当者は、捜査官から同令状の写し

                                                 
39 大陪審捜査ハンドブック 34 頁 
40 反トラスト局マニュアル III-91 頁 
41 大陪審捜査ハンドブック 34 頁 
42 連邦刑事手続規則第 41 条 (d) 
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を渡されていない場合にはそれを求め、捜索差押の対象場所及び対象物件が、同令

状により許可された限度で行われているかを確認すべきである。捜査官が、同令状

により許可されている範囲を超えて捜索差押を行うことについて、企業に対し同意

を求めてくる場合があるが、それに同意する必要はない43。 

差押及び差押目録 

捜索差押を行う捜査官は、文書等を差し押さえる場合、少なくとも他の捜査官 1

人及び当該文書等の所有者又は管理者の同席のもとで、差押目録を作成し、その内

容を確認しなければならない。仮にそのうちの 1 人が欠ける場合には、信用できる

者を 1 人、立ち会わせなければならない44。企業としては、捜査官の作成する差押目

録の内容の正確性を確認するとともに、可能な限り具体的な記載がなされることを

求めるべきである。また、企業が独自に差押目録を作成することも有益である45。 

  電磁的情報が差押えの対象となる場合、司法省は、パソコン等のハードウェアを

そのまま押収することもできるが、通常は、データのコピーを押収することが多い

46。その場合には、差押目録には、電磁的情報が保存されていた媒体を特定すれば

足りるとされている47。 

 捜査官が立入調査時にハードコピー文書の原本を押収することがあるが、被疑事

業者は、かかる文書がないと日常業務に支障を来す場合には、捜査官の了解を得て、

写しをとっておくべきである。押収後も、被疑事業者は、反トラスト局の担当者に

対し、閲覧謄写を求めることはでき、通常は閲覧謄写が認められる48が、必ずしも

認められるわけではない。 

                                                 
43 大陪審捜査ハンドブック 34 頁～36 頁 
44 連邦刑事手続規則第 41 条(f) (1) (B) 
45 大陪審捜査ハンドブック 34 頁～36 頁 
46 司法省「刑事調査におけるコンピューターの捜索差押及び電磁的証拠の取得」

（Searching and Seizing Computers and Obtaining Electronic Evidence in Criminal 

Investigations (https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-

ccips/legacy/2015/01/14/ssmanual2009.pdf)）（以下、「刑事調査における電磁的証拠

の取得等」という）72 頁 
47 連邦刑事手続規則第 41 条(f) (1) (B) 
48 大陪審捜査ハンドブック 37 頁 
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秘匿特権の対象と考える文書が押収される場合 

 詳細は後述（第 3の 4）するとおり、米国では、弁護士依頼者間秘匿特権（以下、

特に断りのない限り、単に「秘匿特権」49という）が認められている。すなわち弁

護士及び依頼者間の通信は秘匿特権として保護されており、企業は、それを司法省

に対しても提出する必要はない。企業としては、立入調査が行われた際に直ちに秘

匿特権の対象文書を特定できるよう、可能な限り、同文書を他の文書とは区別して

保管することや、同文書のリストを作成しておくことなどが好ましい。 

 そこで、調査対応担当者は、捜査官が秘匿特権の対象となる（又はなり得る）文

書を押収しようとする場合には、秘匿特権を主張し、押収をしないよう申し出るべ

きである。捜査官が、その場で、かかる文書が秘匿特権の対象であることに同意す

る場合は、かかる文書を押収することはない。もっとも、立入調査の現場で、捜査

官が直ちにその判断をすることは現実的には難しく、その場合には、かかる文書は

押収される。 

被疑事業者が秘匿特権の対象である旨主張するハードコピー文書が押収された場

合には、反トラスト局は、本案の捜査に関与しない職員により構成する「フィルタ

ー・チーム」又は「テイント・チーム」と呼ばれるチームを結成し、同チームによ

って、かかる文書が秘匿特権の対象か否かを判断する。同チームは、被疑事業者が

秘匿特権の対象である旨主張する文書について、特権の対象と考える場合には、当

該文書を被疑事業者に返還する。これに対し、同チームが特権の対象ではないと考

え、被疑事業者がその結論に同意しない場合には、裁判所の判断に委ねられる50。 

 なお、反トラスト局は、秘匿特権の対象が含まれ得る電子データを押収する場合

には、裁判所に対し捜索差押令状を請求する際に、秘匿特権対象文書を選別する方

法を提案しなければならない。秘匿特権対象文書を選別するのは第三者でなければ

                                                 
49 後述（第 4 の 6 など）するとおり、EU においても依頼者及び弁護士間の通信の秘

密を秘匿する特権として、リーガル・プロフェッショナル・プリビレッジ（Legal 

Professional Privilege）が認められている。米国と EU の制度の違いはあるが、依頼者

及び弁護士間の通信の秘密を秘匿する特権という限度では共通するため、本報告書

では、特に断りのない限り、いずれも「秘匿特権」という。 
50 大陪審捜査ハンドブック 35 頁 
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ならないが、捜索差押令状を発布する裁判所により、指定される方法は様々である。

一般的には、次の 3 つの方法が考えられる51。 

① 捜索差押令状を発布する裁判所が非公開の場で検討する。 

② 担当裁判官により、中立的な第三者から指名された「スペシャル・マス

ター」が検討する。 

③ 司法省の検察官等のうち当該捜査に関わらない者らがメンバーとなる

「フィルター・チーム」又は「テイント・チーム」が検討する。 

通常、コンピューターには莫大なデータが含まれていることから、捜索差押令状

を発布する裁判所が検討する方法（上記①の方法）が用いられることは稀である。

訴追側（反トラスト局）は上記③の方法を好む傾向にあり、裁判所が認める場合に

は上記③の方法が用いられる。上記②の方法が用いられる場合には、スペシャル・

マスターによる検討に数年かかることもある52。 

任意の事情聴取 

 捜索令状の執行時などに、FBI 捜査官が、立入調査に立ち会っている被疑事業者

の従業員などに任意で事情聴取をすることがある。役職員等は、礼節をもって FBI

の捜査官に接すべきではあるが、あくまでも任意の事情聴取であるので、これに応

じる義務はない。特に英語が母国語でない者が FBI 捜査官から英語で質問を受ける

と、質問の内容を正確に理解できず、また不正確ないし不十分な回答を行ってしま

うリスクが高い。FBI 捜査官は、回答を拒否されることを想定しているようであり、

それによって企業が不利な扱いを受けることはない53。 

他方、一定の質問（たとえば、捜索差押令状の対象となる文書の保存場所）につ

いては、役職員等が回答したほうが、効率的に捜索差押が行われ、企業にとっても

メリットとなる場合がある。実際に、どのような質問に答えるべきで、どのような

                                                 
51 刑事調査における電磁的証拠の取得等 110 頁 
52 刑事調査における電磁的証拠の取得等 110 頁 
53 捜査ハンドブック 36 頁 
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質問に答えるべきではないかを事前に明確にして全役職員に徹底することは極めて

困難である。そこで、実務上は、ビジネスに必要不可欠ではない役職員は、立入調

査が行われた直後に帰宅させることも、不要な混乱を避ける方法の一つとして推奨

される54。 

押収品目録の写し及びサピーナの交付 

 捜査官は、捜索終了後、捜索対象者に対し、差押物件の受領証を交付する55。ま

た、通常、捜査官は、被疑事業者に対し、捜索令状の対象となった文書及び大陪審

が必要とするその他の文書の提出を命じるサピーナを交付する。このサピーナによ

って、被疑事業者は、立入調査当時に捜索場所に存在しなかった文書、及び同所に

存在したが捜査官が差押をしなかった文書の提出を命じることができる56。 

関係者の海外渡航について 

 反トラスト局は、被疑者や証人となり得る非米国人について、米国国土安全保障

省（United States Department of Homeland Security）に対し、国境での監視（boarder 

watch）を要請することがある。国境での監視となっている被疑事業者の役職員が米

国に渡航する場合、同役職員が、米国政府職員からインタビューをされ、又はサピ

ーナを送達されるリスクがある。かかるサピーナを受領することによって、将来、

証言の義務が生じるリスクもある57。 

 また、被疑事業者に対して民事訴訟を提起することを検討している者が、何らか

の方法で被疑事業者の役職員が米国に入国することを察知した場合、当該被疑事業

者の役職員に対し訴状を直接交付することにより送達を試みる場合がある。仮に当

該役職員に訴状を受領する権限がない場合であっても、被疑事業者は、一度、訴状

を受領してしまうと、訴状の受領権限などを争う手間暇がかかることになる。 

                                                 
54 大陪審捜査ハンドブック 36 頁 
55 連邦刑事手続規則第 41 条(f) (1) (C) 
56 反トラスト局マニュアル III-92 頁 
57 反トラスト局マニュアル VII-32 頁、反トラスト捜査ハンドブック 21 頁 
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 さらに、被疑事業者の役職員のうち起訴された者（以下、「被告人」）について

は、米国当局が国際刑事警察機構（インターポール）に対して、レッド・ノーティ

スと呼ばれる通知に掲載するよう請求することがある。反トラスト局の担当者が、

弁護士に対し、被告人をレッド・ノーティスに搭載した旨伝えることもある。レッ

ド・ノーティスに搭載されても、必ずしもインターポールのウェブサイト上、かか

る被告人の名前等が掲載されるわけではないので、同サイトに掲載されていないか

らといって、レッド・ノーティスのリストに掲載されていないというわけではない

58。レッド・ノーティスに搭載されると、それを要請した米国のみならず、インタ

ーポールの多くの加盟国において、犯罪人引渡しのための身柄拘束がなされるリス

クがある。 

 このようなリスクを避ける最善の方法は、被疑事業者の全ての役職員が海外渡航

を避けることである。もっとも、現実的には全ての役職員に対し海外渡航を制限す

ることは難しい場合もあり、また個々の役職員によって海外渡航によるリスクの程

度も異なる。反トラスト局の捜査や民事訴訟の状況も、刻々と変化し、それによっ

て役職員の海外渡航によるリスクも異なる。そこで、企業としては、実際の事案で

は、専門家に相談し、状況に合わせた役職員の海外渡航の制限を判断すべきである。 

(4) サピーナ及び文書保持義務 

司法省反トラスト局の調査は、被疑事業者に対してサピーナと呼ばれる文書提出

命令によって開始されることが一般的であるが、立入調査が行われる場合にも、通

常、被疑事業者に対し、サピーナが交付される。実務上、企業がサピーナを受領し

た場合には、その弁護士が、司法省反トラスト局の担当者に連絡をし、提出すべき

文書の明確化や限定、また回答期限の交渉を行うことが一般的である。 

                                                 
58 インターポールのレッド・ノーティスに搭載された者の一部は、ウェブサイト

上、公開されている（https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-

Notices）。 
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サピーナの送達方法 

立入調査が行われる場合には立入調査時に、FBI 捜査官が被疑事業者に対してサ

ピーナを手渡しする方法により送達することが一般的である。 

立入調査が行われない場合、FBI捜査官や連邦政府執行官（US Marshal）が名宛人

の事業所に持参する方法によって送達されることが一般的である。サピーナが米国

外に送達されることは原則としてないので、日本に所在する日本企業の本社にサピ

ーナが送達されることはない。日本企業に対するサピーナは、米国に所在する日本

企業の関連会社等に送達されるかたちで行われる。 

サピーナの形式及び内容 

サピーナは、フォーマット化された裁判所の書式（本体）59とともに、別紙及び

カバーレターが添付されている。 

サピーナ本体は、1頁程度の簡素なもので、頭書に管轄裁判所名が記載され、その

下に「SUBPOENA TO TESTIFY BEFORE A GRAND JURY」と記載されている。一見

して裁判所の文書であることが分かる。その他、名宛人、資料を持参すべき場所と

日時、司法省反トラスト局の担当者及びその連絡先などが記載されている。 

一定程度の被疑事実は、カバーレターに記載されている。カバーレターには、そ

の他、大陪審による捜査が進行中であること、サピーナの対象となる文書の所在地

による提出義務の違い（次に述べる「日本所在の親会社等の所有する文書に対する

サピーナの効果」を参照されたい）、サピーナ受領により生じる文書保存義務にか

かる注意事項（たとえば、電子データを保存するバックアップテープの自動上書き

を直ちに停止することなど）などが記載されている。 

別紙には、冒頭に「SCHEDULE OF DOCUMENTS」と記載され、その下に、サピ

ーナに対応する文書を改ざん若しくは隠滅し、又は提出を拒む場合には司法妨害等

の制裁の対象となり得ること、及びサピーナを受領した日から文書保存義務が生じ

                                                 
59 サピーナの書式は、米国連邦裁判所のウェブサイトから入手可能である

（https://www.uscourts.gov/sites/default/files/ao110.pdf）。 
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ることが記載されていることが一般的である。サピーナが要求する文書の対象期間

及び提出を求められる文書や情報は、別紙に記載されている。提出を求められる文

書や情報は、通常、極めて広範なものとなっている。たとえば、以下の文書又は情

報が求められることがある。一見、被疑事実との関連性が薄いと思われるものも含

まれているが、このような文書の提出が求められることは珍しくない。 

サピーナで求められる文書・情報の一例 

被疑事業者、その親会社及び関連会社、並びにそれらの組織図 

対象製品にかかる事業経営、入札、価格決定又は営業に関する責任者の名前及び連絡先 

被疑事業者の対象製品にかかる売上（製品別、顧客別など） 

対象製品にかかる見積依頼、見積書、取引契約書、価格表 

同業他社とのコミュニケーション 

被疑事業者の競争法コンプライアンス方針 

被疑事業者の事業計画、税務申告書、決算書 

被疑事業者の文書管理方針及び手続 

 

日本所在の親会社等の所有する文書に対するサピーナの効果 

ところで、前述のとおり、サピーナは日本本社に送達されることはないが、米国

所在の関連会社等に対して送達された場合、カバーレターなどで、サピーナの「名

宛人」（Addressee）には、所在国を限定することなく、その親会社、子会社及び関

連会社等を含む旨の規定がなされることがあり、日本に所在する日本本社も「名宛

人」に含まれ得ることがある。この場合、通常、米国外で保存されている文書につ

いては、文書提出義務はないものと考えられている。実務上、サピーナのカバーレ

ター等にも、サピーナで提出を求める文書のうち米国外に所在するものについては、

別途書面による通知がない限り、強制的に提出を求めるものではない旨、注意書き

を加える取り扱いがなされている。もっとも、サピーナの対象となる文書は、米国

外に所在するものであってもそれを破棄すれば司法妨害となるので、注意が必要で

ある。 
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サピーナと秘匿特権 

企業が、サピーナに対応して司法省反トラスト局に対し文書を提出する場合、文

書の内容が同サピーナの射程範囲内（Responsive）であるとしても、当該文書が秘匿

特権の対象と考える場合には提出する必要はない。その際、同局から、秘匿特権と

考える文書のリスト（プリビレッジ・ログ）の作成を求められることが一般的であ

る60。たとえば、サピーナの別紙に、秘匿特権を主張する場合には以下の事項を含

むプリビレッジ・ログを作成するように記載されることがある。 

① 作成者 

② 名宛人 

③ 受領者（写しがある場合には写しの受領者を含む） 

④ 日付 

⑤ 頁数 

⑥ 概要 

⑦ 添付資料の有無 

⑧ （仮に秘匿特権が存在しなければ）サピーナで求められているどの事項に該

当するのかの特定 

⑨ 秘匿特権対象文書と主張する文書又はその内容（その一部を含む）を開示さ

れた人の特定 

⑩ 文書の提出を差し控える理由（たとえば、秘匿特権）及びその主張を示す事

情 

⑪ その他参考になる事情 

 

なお、秘匿特権を主張する文書の量が膨大な場合には、文書の分類ごとに特定す

る方法が認められることもある61。どの程度詳細なプリビレッジ・ログが必要とな

るかについても、適宜、反トラスト局の担当官との交渉を試みることが有益である。 

文書保存通知 

 実務上、企業は、当局の調査が開始されたことを知ってから直ちに、同調査にか

かる被疑事実に関連すると思われる役職員らに対し、文書保存通知（リティゲーシ

ョン・ホールド（litigation hold）やリティゲーション・ノーティス（litigation notice）

などと呼ばれる）を行い、電子データを含む関連する文書等を現状のまま保管する

とともに、関連するものであれば今後作成ないし受領する文書等も破棄等を行わな

                                                 
60 大陪審捜査ハンドブック 52 頁～53 頁 
61 大陪審捜査ハンドブック 53 頁 
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いよう、通知を行う。注意しなければならないのは、対象となる文書は、破棄や隠

匿をしてはならないことはもちろんのこと、改変してもならないことである。たと

えば、日常業務の中で、自動的にアップデートや破棄するプログラム（たとえば、

一定期間経過後にメールを削除するプログラムなど）を用いている場合には、直ち

にそれを停止する必要がある。 

 実務上は、可及的に速やかに e ディスカバリーベンダーなどと呼ばれる、米国等

のディスカバリー（証拠開示）手続に応じたデータの収集及び管理等を行う専門ベ

ンダーに依頼し、とりわけ電子データについては、同ベンダーに、主に関連する電

子データの保管状況等を記録してもらい、同データを収集し、必要に応じて同デー

タをベンダーのプラットフォーム上に載せることが有益である。秘匿特権の観点か

らも、弁護士を通じて専門ベンダーとコミュニケーションをとることが望ましい。 

 調査初期の時点では、企業は、被疑事実の具体的な内容を把握できておらず、ま

た役職員の誰が被疑事実に関与した可能性があるのかを正確に把握できていないこ

とが通常である。後々、証拠隠滅等の疑いを持たれることを避けるためには、企業

は、文書保存通知を行う際には、なるべく幅広く対象者を選択すべきである。 

 企業が、文書保存通知の対象となる文書を効率的に収集及び保管することを可能

とするためには、平時から、電子データ及びハードコピーともに整理整頓し、対象

となる文書（及び対象となり得る文書）を容易に特定できるようにしておくことが

重要である。また、文書管理規定などで、業務上不要となった文書は一定期間の後

に削除することを規定するなどの方法も考えられる（なお、文書保存義務が発生し

た後は、仮に文書保存管理規定によるものであっても、対象となる文書の削除等は

禁止される）。 

(5) 証拠隠滅等に対する制裁 

 日本企業が特に留意すべき事項の一つとして、意図的か否かに拘わらず、証拠隠

滅に該当する行為、又はそれを疑われる行為をしないことである。サピーナ受領後

はもちろんのこと、その前であってもサピーナの受領が予想される状況において、

サピーナに対応する文書又は情報を改変、隠滅若しくは隠匿をした場合には、法廷
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侮辱罪62又は司法妨害罪の対象となり得る。さらに、仮にサピーナに対応する文書

又は情報でなくとも、関連する文書を隠滅した場合には、司法妨害となり得る63。 

司法省反トラスト局による調査が開始されると、被疑事業者には文書保存義務が

生じ、同調査に関連する文書（電磁的媒体を含む）を全て現状のまま保存しなけれ

ばならず、その後に作成する文書であっても同調査に関連するものであれば全て保

存し続けなければならない64。 

文書保存義務が適切に行われず、万一証拠が隠滅され、それが発覚した場合、司

法妨害罪として、法人に対しては50万米ドル以下の罰金、役職員に対しては20年以

下の禁錮や罰金が科せられ得る65。米国では実際に司法妨害罪で禁錮刑が科される

ことは珍しくない。日本では、証拠隠滅罪で立件される件数は格段に少なく、実刑

に処せられることはほとんどないことから、日本企業やその従業員が、米国でのリ

スクを理解せずに、あまり深く考えずに、又は不用意に証拠を隠滅した事案も過去

にはみられる。 

以下、実際に、日本企業及びその幹部が、ハードコアカルテル事案に関連して証

拠隠滅等を行ったことをもって司法妨害罪についても訴追された事案を紹介する。 

 

司法妨害の事案66 

① カルテル及び司法妨害罪で日本企業が罰金を科され、幹部が起訴された事案 

                                                 
62 法廷侮辱罪には、刑事及び民事手続があるが、民事手続で訴追されることが多い

（大陪審捜査ハンドブック 246 頁）。 
63 大陪審捜査ハンドブック 39 頁～40 頁、246 頁～256 頁 
64 大陪審捜査ハンドブック 39 頁～40 頁 
65 18 U.S.C. § 3571 
66 司法妨害罪の事案は多数あるが、史上最大とも言われる司法省による自動車部品

カルテル捜査で多くの日本企業が対象となった。ここでは司法省反トラスト局が

2015 年に発表した「反トラスト局最新情報 2015 年春版」の「2015 年自動車部品捜

査」（https://www.justice.gov/atr/division-update/2015/auto-parts-investigation-2015）に

掲載されている司法妨害を列挙した。なお、「反トラスト局最新情報」は年 1 回公

表されているが、「自動車部品捜査」が掲載されているのは 2015 年春版が最新のも

のである。同年以降も自動車部品カルテル関連で司法妨害が行われた事案があるこ

とに留意されたい。たとえば 2017 年 2 月 2 日、司法妨害及び司法妨害未遂で、日本

人幹部が禁錮 14 月及び罰金 7,400 米ドルを科された

（https://www.justice.gov/opa/pr/auto-parts-industry-executive-pleads-guilty-obstruction-

justice）。 
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自動車用ヒーターコントロールパネルのカルテル事案 

 2012年10月30日、司法省は、株式会社東海理化（以下、「東海理化」とい

う）が、自動車用ヒーターコントロールパネルの販売にかかる価格カルテル

に加え、司法妨害罪に該当する行為を認め、1,770万米ドルの罰金を支払う内

容を含む司法取引に合意したと発表した67。東海理化では、FBIが同社の米国

子会社の立入調査を行ったことを知った後、同社の幹部が従業員に対し、米

国その他の場所に存在する競争法違反の証拠となり得る電子データ及びハー

ドコピー文書を隠滅するよう指示をした。その結果隠滅された電子データ及

びハードコピー文書の一部については、復元することが不可能なものとなっ

た。なお、同社は、自動車用ヒーターコントロールパネルの販売で価格カル

テルに関与した疑いで捜査を受けていた。 

 2014年5月22日、同社の日本人幹部が、故意かつ不正に、他の幹部に対し、米

国その他の地域における競争法違反の証拠が含まれ得る文書（電子データを

含む）を隠滅するよう説得し、及び説得を試みたとの疑いで、米国連邦地域

裁判所（ミシガン東地区）で起訴された68。 

 

ウインドシード等のカルテル事案 

 2013年9月26日、株式会社ミツバ（以下、「ミツバ」という）は、ウィンドシ

ールド等の価格カルテル等に加え、司法妨害罪に該当する行為を認め、1億

3,500万米ドルの罰金を支払う内容を含む司法取引に合意し、同年11月6日に有

罪の答弁を行った。同社の幹部Aは、カルテルの共謀者の事業所に反トラスト

法違反で立入調査がなされていることを知った後、部下らに対し、米国及び

日本においてミツバ及び同米国子会社の保有する、違反行為に関連する文書

及び電子データを隠匿及び隠滅するよう指示した。その後、幹部B及び幹部C

も同立入調査の事実を知った後、部下その他の役職員に対し、日本にある文

                                                 
67 司法省 2012 年 10 月 30 日付プレスリリース(https://www.justice.gov/opa/pr/japanese-

automobile-parts-manufacturer-agrees-plead-guilty-price-fixing-and-obstruction)。司法取引

の合意は、司法省反トラスト局のウェブサイトに掲載されている

（https://www.justice.gov/atr/case-document/plea-agreement-405）。 
68 司法省ウェブサイト（https://www.justice.gov/atr/case/us-v-hitoshi-hirano） 
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書及び電子データを隠匿及び隠滅するよう指示した69。 

 2015年2月5日、ウィンドシールド等の価格カルテルの疑いで捜査を受けてい

たミツバの日本人幹部2人が、同カルテルに関連して、故意かつ不正に、他の

役職員に対し、米国その他の地域における競争法違反の証拠を含み得る文書

の隠滅及び電子データを消去するよう説得し、及び説得を試みたとの司法妨

害罪の疑いで起訴された70。なお、上述のとおり、ミツバは、2013年11月6日

付でカルテル及び司法妨害について有罪の答弁を行った。 

 

② カルテル及び司法妨害罪で日本企業の幹部が実刑を受けた事案 

ヒーターコントロールパネルのカルテル事案 

 2014年2月20日、株式会社デンソー（以下、「デンソー」という）の元幹部

は、司法省によるヒーターコントロールパネルにかかるカルテルの疑いによ

る捜査を妨害した事実を認め、1年1月の実刑を含む内容の司法取引の合意を

した。同元幹部は、FBIがデンソーの米国子会社の立入調査を行ったことを

知り、2010年2月及び3月に大量の電子メール及び電子データを隠滅した。隠

滅した電子メール及び電子データには、トヨタのアバロン車向けヒーターコ

ントロールパネルにかかる見積依頼について、デンソーと同業他社との接触

に関するものが含まれていた。 

 なお、デンソーは、2012年3月、ヒーターコントロールパネル及び電子制

御ユニットの価格カルテルを行ったとして有罪の答弁を行い、7,800万米ド

ルの罰金を科された。 

 

③ 日本企業の幹部が司法妨害罪で起訴された事案 

スターターモーター等のカルテル事案 

 2014年9月18日、スターターモーター、オルタネータ及びイグニッションコイ

ルの価格カルテルの疑いで捜査を受けていた三菱電機の幹部2人が、同カルテ

ルに関連して、故意に文書を隠滅し、他人に対して隠滅するよう説得し、及

                                                 
69 司法省ウェブサイト（https://www.justice.gov/atr/case-document/plea-agreement-264） 
70 反トラスト局ウェブサイト（https://www.justice.gov/atr/case/us-v-hiroyuki-komiya-

and-hirofumi-nakayama） 
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び説得を試みたとの司法妨害罪の疑いで、起訴された。そのうちの1人は、さ

らに故意かつ不正に、幹部らに対し、米国その他の地域における競争法違反

の証拠を含み得る文書の隠滅及び電子データを消去するよう説得し、及び説

得を試みたとの司法妨害罪の疑いで起訴された71。 

 

(6) 当局による事情聴取及び供述報告書の作成 

司法省反トラスト局等の職員が、関係者の事情聴取を行い、供述報告書を作成

することがある。かかる事情聴取には、事前の予告なしに行われるものと、事前

に弁護士等に通知をして行われるものがある。 

いずれの場合も、日本の手続とは異なり、かかる事情聴取の際に弁護士が立ち

会うことが認められている。また、日本では当局が作成した供述録取書に供述者

が署名捺印をする方法がとられるのが一般的であるが、米国では、供述者の署名

押印を求めることなく、当局の職員による報告書とすることが一般的である。 

 

 事前の通知なしに行われる事情聴取 

反トラスト局等の職員が、捜査のターゲットとする可能性や証人として召喚す

る可能性のある者に対し、事前の予告なく、それらの者の自宅等に現れ、任意の

事情聴取を行うことがある。このような事情聴取は、「ドロップ・イン・インタ

ビュー」と呼ばれている72。 

被疑事業者に対する立入調査が行われる前に、司法省の職員が、被疑事業者の

役職員等の自宅等を訪れ、ドロップ・イン・インタビューを行い、情報の収集を

試みることもある。 

 

 事前に弁護士等に通知をして行われる事情聴取 

                                                 
71 司法省 2014 年 9 月 18 日付プレスリリース 

(https://www.justice.gov/opa/pr/seven-mitsubishi-electric-corp-and-hitachi-automotive-

supply-ltd-executives-indicted-role) 
72 大陪審捜査ハンドブック 66 頁～67 頁 
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司法省反トラスト局は、事情聴取の対象者に弁護士がついている場合には、弁

護士を通じて対象者に連絡をとるべきとされている。したがって、反トラスト局

の担当官は、被疑事業者に弁護士がついている場合には被疑事業者の弁護士、又

は事情聴取の対象者に弁護士がついている場合には同対象者の弁護士を通じて、

事情聴取の依頼をしてくる。 

事情聴取に弁護士が同席できることは前述のとおりである。事情聴取の対象者

の母国語が英語でない場合、通訳をつけることが好ましい。 

 

(7) 起訴前に行う反トラスト局とのやり取り（司法取引の交渉を含む）73 

被疑事業者は、弁護士を通じて、反トラスト局の担当者と、適宜、電話、対面

又は電子メールなどで連絡をとり、同担当者から、反トラスト局の考えている被

疑事実、被疑事実に関与したとされる役職員、把握している証拠、及び執行方針

などを聞き出すことを試みるべきである。 

反トラスト局は、一定程度捜査が進んだ段階で、被疑事実のキーパーソンと考

える役職員を特定し、企業側弁護士に伝えることが一般的である。その際、司法

省が企業側弁護士に対し、一定のキーパーソンについては企業との利益相反があ

ることを理由に、独自の弁護士（以下、「個人弁護士」という）をつけるよう示

唆することがある74。 

また、反トラスト局は、適宜、企業側弁護士に対し、司法取引の交渉を行う意

図があるかどうかの打診を行うことが一般的である。司法取引の交渉及び合意に

ついては、後述（第 3 の 5(3)）を参照されたい。起訴前に司法取引の合意がなさ

れることが見込まれる場合には、企業側（被疑事業者）は、大陪審による正式な

起訴（indictment）を受ける権利を放棄し、簡略化された方法による起訴

                                                 
73 司法取引の詳細な内容は後述（第 3 の 5(3)）する。 
74 キーパーソンの個人弁護士の費用を企業が負担する（立替払いを含む）ことが一

般的であり、それが利益相反に抵触しないか問題となり得るものの、実務上、必ず

しも問題となるものではないとされている（大陪審捜査ハンドブック 115 頁～116

頁）。 
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（information）を受け、司法取引の合意をすることが一般的である75。なお、実務

の対応を行うのは反トラスト局の担当官であるが、被疑事業者が司法取引の合意

をする相手は、米国政府である。 

被疑事業者としては、同時点で司法取引の合意をすることが合理的でないと考

える場合には、弁護士を通じて、反トラスト局の担当官に対し、起訴すべきでな

い旨のプレゼンテーションを行うなど、積極的な防御を行うことが有益である。

反トラスト局は、捜査の最終段階において、被疑事業者の弁護士に対し、被疑事

業者側の見解を表明する機会を与えることが一般的である76。 

 

(8) 起訴 

後述する「刑事裁判の手続」（第 3 の 3 (10)）を参照されたい。 

 

(9) 起訴後に行う反トラスト局とのやり取り（司法取引の交渉を含む）77 

起訴後にも、被疑事業者の弁護士は、反トラスト局の担当者とやり取りをし、

手続が進んで事実審理（以下、「トライアル」という）を行う場合の争点を絞る

ことができるよう、交渉を行うことができる。 

また、反トラスト局は、起訴後も、被疑事業者の弁護士に対し、適宜、司法取

引の交渉を行う余地があるかの打診をしてくることが一般的である。多くの事案

では、トライアルまで進まずに、司法取引の合意により終了する事案が多い。事

案にもよるが、トライアルに進む前に司法取引により解決する主な理由は、陪審

裁判による結果を予測することは極めて困難であり、また陪審裁判に対応するた

めの弁護士費用その他の諸費用が莫大なものとなるからと言われている。起訴

                                                 
75 ABA「Criminal Antitrust Litigation Handbook」（Second Edition、2006 年）（以下、

「反トラスト訴訟ハンドブック」という）1 頁 
76 反トラスト局マニュアル III-111 頁 
77 ここでは、対象事業者が司法省反トラスト局との司法取引の合意を行い、有罪の

答弁を行い、第一審の刑事訴訟手続が終了する場合を想定した手続の流れ及び実務

上の対応策を説明する。司法取引の詳細な内容は、後述（第 3 の 5(3)）する。 
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後、直ちに司法取引を行うか、トライアルを目前にしたタイミングで司法取引を

行うかについては、事案次第であり、米国弁護士の交渉力にもかかっている。 

 

(10) 刑事裁判の手続 

 刑事裁判の手続は、起訴の手続から始まる。検察官が起訴する権限を有する

日本とは異なり、米国では、次に述べるとおり、一般市民で構成される大陪審が

起訴する権限を有している78。 

 刑事裁判の手続は、主に①トライアル前、②事実審理を行うトライアル、③

判決に分けられる。実務上、多くの事案は、トライアル前の段階（①）で、司法

取引の合意により解決している。その理由として、一般的に、陪審員による事実

認定の結論（すなわち、無罪又は有罪）（②及び③）を予想することが困難であ

ること、並びにトライアルの準備及び対応（②）にかかる費用が莫大なものとな

ることから、司法省（検察官）及び被告会社双方にとって、トライアル前に司法

取引の合意をするメリットがあるからと言われている。 

 

大陪審による起訴 

大陪審は、一般人から選出された複数の陪審員（連邦裁判所の場合には、16 名

から 23 名）により構成される。大陪審は、検察官が起訴を提案する事案において

被疑事業者が違反行為を行ったという「相当な理由」（probable cause）があるか

及びトライアルで審理されるべきかを検討し、最低 12 名の陪審員がそれにかかる

十分な証拠があると考える場合には起訴を行う79。なお、大陪審は、検察官の提

案どおりに起訴することが多い。 

                                                 
78 なお、前述したとおり、対象者が大陪審による起訴を受ける権利を放棄する場合

には、大陪審による起訴（indictment）ではなく、検察官による起訴（information）

が行われる。 
79 連邦裁判所のウェブサイトに掲載されている陪審に関する説明

（https://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service）及び司法省のウェブサイトに掲

載されている陪審に関する説明（https://www.justice.gov/usao/justice-101/charging）も

参照されたい。 
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大陪審では、関係者（被告会社の役職員、共謀者の役職員、第三者など）の証

人尋問が行われることが一般的である。大陪審は非公開で行われ、証人尋問の際

にも、弁護士の立会いは認められていない。 

大陪審による起訴が行われた場合、起訴状は対象者に対して送達される。日本

企業が起訴される場合、日本と米国とは、刑事に関する共助に関する日本国とア

メリカ合衆国との間の条約（いわゆる「日米刑事共助条約」）80を締結してお

り、起訴状は同条約に従って送達されるべきである。もっとも、起訴状が発布さ

れるまでの間に、既に被疑事業者の弁護士と反トラスト局の担当官とのやり取り

が行われているのであれば、被疑事業者及びその役職員等が不安定な立場にある

ことをなるべく早く解消するためには、実務上、米国の弁護士が被疑事業者の代

理として起訴状の送達を受けることが合理的である場合がある81。 

起訴状には、被告会社の名前及び共謀者（なお、共謀者の名前が特定されると

は限らない）、違反行為及び期間、裁判所の管轄などが記載される82。 

 

トライアル前 

被告会社がトライアル前に対応すべきこととして、①トライアルで防御活動を

行うための情報収集及び戦略の立案（以下、「情報収集等」という）、②トライ

アル前に行う申立て、及び③トライアル実施のためのロジスティックがある。 

① 情報収集等について 

 

被告会社は、弁護士を通じて、手元にある文書等を検討し、また自社の役職員

等のインタビューをすることに加え、ディスカバリー等を活用することによっ

て、トライアルでの戦略を立てるための情報を収集することが可能である。米国

                                                 
80 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_3.html 
81 なお、日本に在住する被疑事業者の役職員が起訴される場合には、実務上、同役

職員は任意に起訴状の送達を受けないことが多い。 
82 反トラスト訴訟ハンドブック 7 頁 
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の刑事裁判手続では、民事裁判手続のものほど広範なものではないが、一定程度

のディスカバリーが認められており、適宜、活用すべきである83。 

たとえば、司法省は、被告会社の要求がある場合、一定の被告会社の役職員の

事情聴取の内容を記載した書面を開示する必要がある（連邦刑事訴訟規則第 16 条

(a)(1)(C)）。なお、連邦規則第 16 条が規定するディスカバリーは、政府機関側

（司法省など）のみならず被告会社側にもディスカバリーの義務を課すものであ

るが、同条の本質的な目的は被告側の弁護人が十分に弁護をするための機会を与

えるものと理解されている84。 

また、司法省は、その保有する、無罪を証明する証拠及び弾劾証拠のうち「重

要な」ものを全て被告会社に対し開示しなければならないとの原則がある。この

原則は、最高裁判例（Brady v. Maryland） の原告名をとって、ブレーディー原則

とも呼ばれる。無罪を証明する証拠として、又は弾劾証拠として「重要な」もの

か否かは、かかる証拠が開示されていれば、結論が異なるであろうといえる合理

的な可能性によって判断される。「重要な」ものかどうかの判断は、一次的には

反トラスト局の担当官が行うので、必ずしも当初から、被告会社側がブレーディ

ー原則に該当すると考える証拠が開示されるとは限らない。被告会社としては、

弁護士を通じて、適宜、複数回にわたり、反トラスト局の担当官に対して開示を

求めることが有益である場合がある85。 

さらに、被告会社は、第三者が被告会社にとって有益な情報を保有すると考え

る場合には、裁判所に対し、当該第三者に対する証拠開示命令（サピーナ）を行

うよう求める方法によって、情報を収集することも考えられる。このサピーナ

は、連邦刑事規則第 17 条(c)に規定されていることから、17(c)サピーナとも呼ば

れる。 

                                                 
83 反トラスト法動向第 2 巻 998 頁～1005 頁、反トラスト訴訟ハンドブック 117 頁～

162 頁 
84 反トラスト訴訟ハンドブック 117 頁 
85 反トラスト法動向第 2 巻 998 頁～1001 頁 
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② トライアル前の申立て 

 トライアル前の段階において、被告会社は、裁判所に対し、トライアルを行

わずに判断できる事項について、申立てを行うことができる。たとえば、米国の

裁判所には日本企業である被告会社に対する管轄権がないことを主張する申立て

をすることも考えられる。 

なお、トライアル前でなければ申立てを行うことができない事項（たとえば、

管轄違い、差別的及び報復的な起訴、大陪審手続の瑕疵）もあるので、注意が必

要である。 

③ トライアル実施のためのロジスティック 

裁判所、検察官及び被告会社の弁護士は、トライアルを行う日程について合意

をし、それに合わせてトライアルの準備を行う。トライアルまでのロジスティッ

クは、原則として、当事者（検察官と被告会社の弁護士）主導で行う。たとえ

ば、通訳の有無、通訳候補者の選定、トライアルで証人に提示する書証の特定、

証人候補者の特定などについて、それを行う時期の合意を含めて、当事者が主導

的に行う。 

被告会社が日本企業である場合や、証人予定者の母国語が英語以外の場合に

は、通訳を付けたほうがよい。実際に通訳する者と通訳の正確性を確認する者

（チェック・インタープレター）の 2 名を付けることが好ましい。 

なお、トライアルの日程は、一度確定しても、裁判所の都合等で延期になるこ

とも稀ではない。関係者が多数いる場合、それらの者全ての都合を考慮せざるを

得ず、延期後の日程が 1 年後になることもあり得る。 

 

トライアル 

 

トライアルは、事実審理を行う手続である。ハードコアカルテル事案は重罪に

分類されるので、被告会社は、憲法上、陪審による審理を受ける権利を有してい

る。陪審は、一般市民から選ばれた陪審員（6 名から 12 名）により構成される。
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なお、被告会社は、陪審による審理を受ける権利を放棄し、職業裁判官による事

実審理を求めることもできる。一般論としては、疑われている被告会社にとっ

て、合理的な疑いを抱かない程度に有罪であることを陪審員（6 名～12 名）全員

が合意しない限り有罪とならない陪審のほうが、1 人によって決められる職業裁

判官による審理よりも有利と言われる。もっとも、事案によっては86後者のほう

がより有利と考えられる場合もあり得る。 

まず、検察官が冒頭陳述を行い、次に被告会社の弁護士が冒頭陳述を行う。そ

の後、裁判官が、陪審説示（jury instructions）を行う。陪審説示の内容は、事前

に、反トラスト局と被告人（会社）側弁護士で議論をして合意し、裁判所が承認

をしたものである。法律家ではない一般市民の陪審員が事実認定を行うために

は、判断の枠組みを示すことが必要であり、かつその内容次第で結論に影響があ

り得る、極めて重要な問題である。 

陪審裁判は、直接主義が徹底されており、陪審員は、主に証人尋問の結果を基

に、事実を認定する。証人（予定者）に英語を母国語としない者が含まれる場合

には、通訳の手配が必要となる。特にキーワードについてはどのように通訳する

かは極めて重要であり、企業側及び反トラスト局で訳語について議論をし、それ

でも合意ができない場合には、原語（たとえば日本語）のまま用いることもあり

得る。証人には、事実を証言する事実証人と、経済分析等の専門的な知識・経験

に基づいて証言する専門家証人がいる。陪審裁判は、通常、連日で行われ87、事

案にもよるが、通訳を付ける陪審裁判では、数週間から数か月程度かかることも

ある。たとえば、自動車部品カルテルで唯一トライアルが行われた東海興業の事

案では、2019 年 11 月 6 日から 11 月 29 日まで（うち公判期日は 13 日）かかっ

た。同事案は、被告会社側は証人尋問を請求しなかった事案であり、仮に被告会

社側も証人尋問を請求する事案であれば、それよりも長くかかることが予想され

る。 

                                                 
86 たとえば、時効の成否が主な争点となる場合には、職業裁判官による審理のほう

が被告人（会社）にとって有利となり得る場合に該当するものと思われる。 
87 週 5 日ではなく、週 4 日などで行われることが多いようである。 
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証人尋問後、まずは検察官としての反トラスト局、その後被告人（会社）側弁

護士が、最終弁論を行う。その後、裁判所が、判決を行う。 

 

4. 秘匿特権 

(1) 弁護士依頼者間秘匿特権（Attorney-Client Privilege）88 

前述（第 3 の 3(4)）のとおり、米国では、被疑事業者は、刑事手続において、

サピーナに対応して広範囲な文書の提出義務を負い、また後述（第 3 の 6）する

民事手続においてもディスカバリーに対応して広範囲な文書の提出義務を負う。

秘匿特権は、かかる提出義務に該当し得る内容を含むものであっても、弁護士及

び依頼者間のコミュニケーションであれば、一定の条件のもと、開示する必要が

ないという依頼者の特権である。かかる特権により、企業（依頼者）は、将来第

三者に開示せざるを得なくなるリスクを恐れずに、弁護士に対し、包み隠さず事

実を話すことができ、それによって弁護士から適切な助言を得ることが可能とな

る。企業のコンプライアンスを促進するとも言われている。 

 

秘匿特権の主張が認められるためには、①コミュニケーションであること、②

特権対象者間（弁護士と依頼者間など）でなされるものであること、③秘密であ

ること及び④法的助言を求める目的であることの 4 つの要件を充足する必要があ

る89。さらに、秘匿特権の保護の対象となるコミュニケーションであっても、か

かる特権が放棄されてしまうと特権による保護は失われてしまう。そこで、⑤秘

匿特権が放棄されていないことも必要である90。 

① コミュニケーションであること 

 

                                                 
88 日本では、米国と異なり、広範囲な文書提出義務が課されるディスカバリー（証

拠開示）の制度がないため、民事手続では、秘匿特権が存在せずとも問題が顕在化

することは考えにくい。もっとも、公正取引委員会等の当局による調査において

は、米国等では秘匿特権の対象となり得る文書も押収物件の対象となり得、実際に

押収された事案もある。 
89 ABA「The Attorney-Client Privilege and the Work-Product Doctrine Volume I」(Sixth 

Edition)（以下、「秘匿特権とワークプロダクト第 1 巻」という）85 頁 
90 秘匿特権とワークプロダクト第 1 巻 508 頁以下 
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秘匿特権として保護される「コミュニケーション」は文書に加え、口頭のも

のも含まれる。 

 

② 特権対象者との間でなされるものであること 

 

秘匿特権として保護されるコミュニケーションは、主に依頼者及び依頼者の

弁護士である91。 

企業が依頼した弁護士は、法律上は、個々の役職員の弁護士ではないが、秘

匿特権との関係では、一定の要件のもとで、企業の弁護士と同役職員とのコミ

ュニケーションであっても秘匿特権により保護されると解釈されている92。企

業の弁護士が、役職員のインタビューをする際には、かかるインタビューの内

容を適切に秘匿特権の対象とするために、実務上、インタビューの冒頭で、

「アップジョン警告」93と呼ばれる注意喚起を行うことが重要である。具体的

には、同弁護士は、企業の弁護士であり同役職員の弁護士ではないこと、（現

時点では顕在化していない場合であっても）同企業と同役職員との間で利益相

反が生じる可能性があること、同役職員には独自に弁護士に依頼する権利があ

ること、同弁護士と同役職員との間のインタビューの内容は秘匿特権により保

護されること、秘匿特権の放棄を避けるためにインタビューの内容は第三者

（同僚を含む）に漏らすべきでないこと、及び今後、同企業の判断として秘匿

特権を放棄することがあり得ることなどを説明する94。 

 

③ 秘密であること95 

 

秘匿特権で保護されるためには、コミュニケーションが行われた時に秘密で

あることに加え、それが秘密として扱われ続けることが想定されている必要が

ある。 

 

                                                 
91 なお、依頼者の意思伝達者又は弁護士の意思伝達者や弁護士の補助者とのコミュ

ニケーションも、秘匿特権の対象となり得る。 
92 秘匿特権とワークプロダクト第 1 巻 185 頁以下 
93 アップジョン（Upjohn）は、アップジョン事件（Upjohn Co. v. United States, 449 

U.S. 303 (1981)の原告（企業）の名前から来ている。 
94 秘匿特権とワークプロダクト第 1 巻 167 頁以下 
95 秘匿特権とワークプロダクト第 1 巻 305 頁以下 
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④ 法的助言を求める目的であること 

 

依頼者と弁護士とのコミュニケーションのうち、法的助言を求める目的でな

された場合に秘匿特権の対象となる。これに対し、ビジネス上の助言を求める

目的でなされた場合には秘匿特権の対象とならない。なお、法的助言を求める

目的とそれ以外の目的（ビジネス上の助言を求める目的など）が併存する場合

には、主要な目的が法的助言を求めるものであれば、秘匿特権の対象となる。 

 

⑤ 秘匿特権が放棄されていないこと 

秘匿特権は、それが一度放棄されると消滅することに注意が必要である。典

型的には、第三者に対して開示された場合に、秘匿特権が放棄されたものとさ

れる。通常、権利の放棄は、権利保有者によって行われるものであるが、秘匿

特権の場合には、当該秘匿特権の権利者でない者によっても同秘匿特権が放棄

されることがあるので留意が必要である。 

企業としては、不注意で秘匿特権を放棄してしまうことを避けるために、秘

匿特権の対象と考える文書等は、それに接することができる役職員を必要最小

限度に限定し、その取扱い方法について周知徹底すべきである。 

 

(2) その他の秘匿特権（Joint Defense Privilege など） 

秘匿特権とは、一定の情報や文書を相手方や裁判所を含む第三者に開示しな

くてよい権利であり、上述の弁護士依頼者間秘匿特権のほか、会計士と依頼者

との関係、医師と患者との関係、配偶者間の関係などで秘匿特権が認められ

る。 

カルテル事案の対応として重要なものとしては、弁護士依頼者間秘匿特権に

加え、共同弁護士間秘匿特権（joint-defense privilege）がある。共同弁護士間秘

匿特権は、弁護士依頼者間秘匿特権が、当該依頼者及び弁護士間のみならず、

当該依頼者の弁護士と共同弁護士間秘匿特権の合意を締結した弁護士（以下、

「共同被疑者等の弁護士」）にも及ぶというものである。 

 



 

45 

5. リニエンシー及び司法取引 

リニエンシー（leniency）とは、企業又は個人が、司法省反トラスト局に対し、最

初にカルテルにかかる違反行為を申告し、かつ同局の調査に全面的に協力するなど

の条件を充足した場合に、刑事訴追を免れる制度である 。アムネスティ（amnesty）

と呼ばれることもある。 

日本でも、課徴金減免ないしリニエンシーと呼ばれる類似の制度があり、公正取

引委員会の調査開始前かつ 1 番目の申告であれば、課徴金が免除され、調査開始前

であれば最大 4 社、調査開始後であれば最大 3 社の課徴金の減額が認められる96。こ

れに対し、米国の制度では、1番目の申告者のみがリニエンシーと呼ばれる制度によ

り保護される。 

リニエンシーに加えて、米国では、1番目の申告者となれない場合であっても、企

業が司法省反トラスト局との間で、一定の違反行為を認めることによって刑罰の減

軽について合意をするという、司法取引の制度がある。本章では、刑罰の減免の効

果を有するリニエンシー及び司法取引について述べる。 

(1) リニエンシー（アムネスティ） 

 自社がカルテルを行った、又は行っている疑いが発覚した場合には、速やかに社

内調査を行い、リニエンシーを申請するかを検討する必要がある。もっとも、リニ

エンシーは違反行為を認めることが前提となっており、当局の調査に対する全面的

かつ継続的な協力の負担やクラスアクションによる民事の損害賠償請求訴訟等への

影響を考慮すると、単にカルテルの疑いが生じている段階で、様々な影響を慎重に

分析せずに、直ちにリニエンシーを申請することが必ずしも企業にとって得策では

ないこともあり得る。 

また、後述（第 3 の 5(2)）するとおり、司法省はペナルティ・プラスと呼ばれる

方針をとっており、複数のカルテルに関与していた企業が一部のカルテルのみにつ

                                                 
96 なお、平成 31 年 3 月 12 日、独占禁止法の改正案が閣議決定され、調査協力減算

制度の導入など課徴金減免制度も改正の動きがある

（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/mar/190312.html）。 
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いて申告する場合には、申告しなかったカルテルにかかる罰金が重くなるリスクも

ある。さらに、国際的なカルテルとされる可能性のある違反行為の疑いが発覚した

場合には、他の法域におけるリニエンシー申請の可否も同時に検討する必要があり、

極めて専門的な判断が求められる。まずは、カルテルの疑いが発覚した場合には、

今後の対応について、可及的速やかに弁護士に相談すべきである。 

 米国には、法人が申告者となる「法人用リニエンシー」97と個人が申告者となる

「個人用リニエンシー」98があるが、本書では、実務上より重要と考えられる法人

用リニエンシーに焦点を置き、以下、リニエンシーの種類、要件、効果及び手続の

流れを説明する。 

リニエンシーの種類（タイプ） 

 法人用リニエンシーには、「タイプ A リニエンシー」と「タイプ B リニエンシー」

がある。タイプ A リニエンシーは、司法省反トラスト局が当該カルテルにかかる情

報を入手していない段階で申告が行われるもので、タイプ B リニエンシーは、同局

がかかる情報を入手した後の段階で申告が行われるものである99。タイプ A とタイ

プ Bのリニエンシーでは、要件及び効果が異なる。 

リニエンシーの要件100 

タイプ A リニエンシーは、以下の要件を充足した場合に認められる。 

① 申告時に、司法省反トラスト局が、申告対象である違反行為について情報を

入手していないこと 

                                                 
97 司法省「法人用リニエンシー方針」

（https://www.justice.gov/atr/file/810281/download） 
98 司法省「個人用リニエンシー方針」（https://www.justice.gov/atr/individual-leniency-

policy） 
99 司法省「Frequently Asked Questions About the Antitrust Division’s Leniency Program 

and Model Leniency Letters」 (https://www.justice.gov/atr/page/file/926521/download)（以

下、「リニエンシーFAQs」という）質問 3 
100 法人用リニエンシー方針第 A 条及び第 B 条、リニエンシーFAQs 質問 3 
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② 申告者が、カルテルの疑い発覚後、カルテルへの参加を止めるために迅速か

つ効果的な行動をとったこと 

③ 申告者が、カルテル違反行為について把握していることを正直に全て司法省

反トラスト局に報告し、かつ調査のあらゆる段階において、同局に全面的に

協力し続けること 

④ 違反行為の申告が、個別の役職員による申告ではなく、法人としての申告で

あること 

⑤ 可能な場合には、申告者が被害者に対して賠償すること 

⑥ 申告者は、他社に対し違反行為を強要しておらず、またカルテルの主導者又

は提案者ではないこと101 

タイプ Bリニエンシーは、以下の要件を充足した場合に認められる。 

① 申告者が、1 番目に申告する法人であり、申告対象となる違反行為について

リニエンシーをする資格があること 

② 申告時に、司法省反トラスト局が、同法人に対する刑事訴追を維持するだけ

の証拠を持っていないこと 

③ 申告者が、カルテルの疑い発覚後、カルテルへの参加を止めるために迅速か

つ効果的な行動をとったこと 

④ 申告者が、カルテル違反行為について把握していることを正直に全て司法省

反トラスト局に報告し、調査を促進するために、全面的に協力し続けること 

                                                 
101 「主導者」又は「提案者」について、原語（英語）では、単数の「a」ではなく

「the」が用いられている。その理由は、申請者が明らかに唯一の「主導者」又は

「提案者」である場合に限り、リニエンシー申請を行う資格がないとの意味であ

る。たとえば、5 社によるカルテルにおいて、2 社が主導者である場合には、かかる

主導者 2 社を含む 5 社全てが、（他の条件を充足する場合には）リニエンシー申請

をする資格を有する（リニエンシーFAQs 質問 15） 
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⑤ 違反行為の申告が、個別の役職員による申告ではなく、法人としての申告で

あること 

⑥ 可能な場合には、申告者が被害者に対して賠償すること 

⑦ 司法省反トラスト局が、違反行為の性質、申告者の違反行為における役割及

び申告者の申告に来た時を考慮したうえで、申告者にリニエンシーを授与す

ることが他の違反者との関係で不公正ではないと判断すること 

リニエンシーの法的効果 

タイプ A リニエンシーの場合には、申告者（法人）は、一定の条件を充足した場

合には必ず刑事免責され、また当該法人の役職員も刑事訴追されない。これに対し、

タイプ B リニエンシーでは、申告者（法人）のカルテルにおける役割等を考慮のう

え、司法省反トラスト局の裁量によって刑事免責され、また当該法人の役職員も必

ずしも刑事免責されない102。 

リニエンシーの申請手続 

(ア)  マーカー制度 

社内でカルテルの疑いが発覚した後、リニエンシーを申請すべきかを検討してい

るうちに、1番で申請する順位を他社にとられてしまう可能性がある。米国では、仮

の順位を確保するマーカー制度と呼ばれる制度がある。企業としては、正式なリニ

エンシー申請を行う前に、マーカー制度を活用することを検討することが有益であ

る。 

マーカーを申請する場合には、反トラスト局の刑事執行担当次長（Deputy 

Assistant Attorney General for Criminal Enforcement）又は刑事執行担当課長（Director of 

Criminal Enforcement）に対し、電話をする103。後日、民事訴訟でディスカバリーの

対象となり得ることを避けるために、書面でのやり取りは避けたほうがよい。 

                                                 
102 法人用リニエンシー方針第 C 条 
103 リニエンシーFAQs 質問 1 
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 マーカーを取得するためには、①カルテル行為に参加したことを示唆する情報又

は証拠を発見したことを報告すること、②発見した違反行為の一般的な性質を開示

すること、③司法省反トラスト局が、リニエンシーの利用が可能か（つまり、他に

申請者がいないか）を確認できる程度に、産業又は商品役務を特定すること、及び

④申請者の名前を明らかにすることが必要である104。マーカーの付与は、実務上、

ゆるやかに認められており、たとえばマーカーを取得すべきかを検討中の場合には、

申請者の弁護士が、申請者の名前を明かさずして、同局に対し①ないし③の情報を

提供し、2～3 日間、マーカーを確保しておくことが可能な場合もある105。また、業

界のみの特定でも、同局がリニエンシーの利用が可能と判断できる場合には、具体

的な商品役務を特定せずともマーカーが付与されることもあり得る。もっとも、多

くの場合、反トラスト局がリニエンシーの利用可能性及びマーカーを認める射程範

囲を検討するために、商品若しくは役務、カルテルに参加した他社、又はカルテル

による影響を受けた顧客の特定が必要となる106。 

 マーカー制度は、申請者がリニエンシー申請をするか否かについて社内調査をす

るための猶予の期間を与えられるものであるところ、マーカーが付与される期間

（以下、「マーカー付与期間」という）は、社内で調査すべき役職員の所在地及び

人数、検討すべき文書の分量及び所在地、及び司法省反トラスト局が既に調査を開

始しているかどうかによる。通常、司法省反トラスト局が未だ当該違反行為の調査

をしていない事案であれば 30 日間付与され、その後も、申請者が誠実に社内調査を

継続していれば延長が認められ得る107。これに対し、同局の調査が進んでいる場合

には、それほど延長が認められないか、全く延長が認められない場合もある。 

(イ)  条件付リニエンシー通知 

 反トラスト局は、マーカー付与期間中に、当該申請者のリニエンシー資格要件の

充足を認める場合、当該申請者が全面的かつ継続的な協力義務を行うことを条件に、

条件付リニエンシー通知を行う。同通知の雛型は、同局のウェブサイト

                                                 
104 リニエンシーFAQs 質問 2 
105 リニエンシーFAQs 質問 2 の脚注 6 
106 リニエンシーFAQs 質問 2 
107 リニエンシーFAQs 質問 2 
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（https://www.justice.gov/atr/page/file/1112911/download）から入手可能である。条件

付きリニエンシー通知を受けるためには、申請者は、反トラスト法違反を自認する

必要がある108。 

次に述べるとおり、リニエンシーは、それが確定的に授与されるためには、司法

省反トラスト局への全面的かつ継続的な協力が必要である。かかる協力義務は、同

局が他の共謀者の調査及び訴追が完了するまで継続する109。 

(ウ)   確定的なリニエンシー付与 

 申請者が、①条件付きリニエンシー通知の第 1 条に記載される「リニエンシーが

付与される資格」があることを示し、②同通知の第 2 条に記載される協力を提供し

た場合には、司法省反トラスト局は、同申請者に対し、書面にて、確定的にリニエ

ンシーを付与する旨の通知を行う。通常、全ての共謀者に対する刑事手続が終了し

てから行われる110。 

協力義務と秘匿特権について 

 当局は、協力義務の一環としても、リニエンシー申請者に対し、秘匿特権又はワ

ークプロダクト原則で保護される通信又は文書の提出を求めることはなく、それら

の権利が放棄されるものではない。当局は、リニエンシー申請者が、秘匿特権又は

ワークプロダクト原則で保護される通信又は文書を提出しなかったことを理由とし

て、確定的なリニエンシーを付与しないとすることはない。このことは、反トラス

ト局が公表している企業用条件付リニエンシー通知の雛型（冒頭部分、第 2 条及び

第 4 条）111並びにリニエンシーFAQs 質問 17112にも記載されている。 

                                                 
108 リニエンシーFAQs 質問 5 
109 リニエンシーFAQs 質問 26 
110 リニエンシーFAQs 質問 28 
111 企業用条件的リニエンシー通知の雛型

（https://www.justice.gov/atr/page/file/1112911/download） 
112 https://www.justice.gov/atr/page/file/926521/download 



 

51 

(2) アムネスティ・プラスとペナルティ・プラス 

企業が米国でリニエンシーを申請する際には、米国には、アムネスティ・プラ

ス及びペナルティ・プラスの制度があることも留意する必要がある。アムネステ

ィ・プラスは、リニエンシー・プラスとも呼ばれる。このような制度があるた

め、米国では、いったんカルテルが摘発されると、芋づる式にカルテルが摘発さ

れる現象が生じる傾向にある。 

以下に述べるとおり、リニエンシー申請を行う企業としては、実務上、とりわ

けペナルティ・プラスに留意する必要がある。 

 

アムネスティ・プラス 

 

アムネスティ・プラスとは、被疑事業者が、あるカルテル事案ではリニエンシ

ーにより免責されない場合であっても、当局に対し、別のカルテル事案を申告す

ることによって、リニエンシーの適用を受けない当初のカルテル事案についても

罰金額の減額等の恩恵を享受し得る制度である。具体的には、別のカルテル事案

についてリニエンシーの要件を充足する場合には被疑事業者は罰金を免除され、

かつ違反行為を認めて調査に全面的かつ継続的に協力する現職の役職員も免責さ

れ得る。さらに反トラスト局は、リニエンシーにより免責されないカルテル事案

を求刑するに際し、同事案のみならず別のカルテル事案における捜査協力をも考

慮して罰金額を計算し得ることから、被疑事業者は、同事案のみについて捜査協

力する場合に比べて軽い罰金額の求刑を期待できる113。 

 

ペナルティ・プラス 

 

ペナルティ・プラスとは、あるカルテル事案の調査を受け、違反行為を認めた

被疑事業者が、未だ当局に発覚していない他のカルテル事案（以下、「追加カル

テル事案」）にも関与している場合、当局に対し、追加カルテル事案の違反事実

                                                 
113 リニエンシーFAQs 質問 8 及び 9 
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を申告しないと、追加カルテル事案の量刑上不利に扱われる制度である。具体的

には、同被疑事業者は、当初のカルテル事案の有罪の答弁を行うまでの間に、追

加カルテル事案の違反事実についても申告する必要がある。 

どの程度量刑上不利に扱われるかは、被疑事業者が、追加カルテル事案を申告

しなかった（できなかった）理由による。たとえば被疑事業者が社内調査を行っ

たものの追加カルテル事案を見落としていたが、反トラスト局から追加カルテル

事案を指摘された後、違反行為を認めて司法取引に応じ、同局の捜査に協力する

場合に、同局は、かかる協力を追加カルテルにかかる量刑を軽減する要素として

考慮し得る。他方、被疑事業者が実質的な社内調査を行わなかった場合や、追加

のカルテル事案に気づいていたにも拘わらず同局に申告しなかった場合には、よ

り重い求刑がなされる。同局は、量刑ガイドラインにおける最大の量刑、さらに

は量刑ガイドラインで計算される量刑よりも重い量刑を求めることもある114。 

あるカルテル事案についてリニエンシー申請を検討する企業としては、他のカ

ルテル事案の可能性についても徹底的な社内調査を行い、リニエンシー申請をす

るのであれば全てのカルテル事案について申告をする必要があることに留意され

たい。 

(3) 司法取引 

 前述のとおり、米国のリニエンシーは、最初に申告を行った者のみが免責される

制度であるが、企業は、リニエンシーを付与されることができなくても、司法取引

によって刑罰の減軽を得ることが可能である。司法取引は、いわば刑事手続におい

て当局と行う和解であり、トライアル（陪審裁判など）による膨大な手間と費用等

を回避するためにも、多くの案件が司法取引によって解決されている。 

 司法取引は、起訴前又は起訴後の、いずれでも行うことが可能である。どの段階

で司法取引の交渉を開始するかは事案次第である。一般論としては、司法省反トラ

スト局の主張する被疑事実の内容及びそれを立証する証拠の状況等、提案される司

法取引の内容（自認すべき違反事実、罰金額、司法取引によって保護される役職員

                                                 
114 リニエンシーFAQs 質問 10 
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の範囲など）、担当捜査官とのやり取り等を勘案のうえ、引き続き争うこととその

時点で司法取引をすることのどちらのほうが企業にとって有利となるかを判断する

こととなる。極めて専門的な判断であり、また当局との巧みな交渉が必須であるの

で、同分野での経験豊富な弁護士に相談することが極めて重要である。 

 通常、司法省反トラスト局との司法取引の交渉は、まずは口頭で行われる。両当

事者間で、被疑事業者が自認すべき違反事実、罰金額及び司法取引によって保護さ

れる役職員の範囲115などの基本的な事項についてある程度合意ができる見込みがで

きた時点で、当局が企業に対し、答弁合意書（plea agreement）のドラフトを提供し、

両当事者間で、さらに具体的な内容について検討し、合意する。 

 答弁合意書には、典型的には、以下の事項が含まれる。 

1. 被告会社の権利（弁護士による弁護を受ける権利、（非米国企業の場合）

米国の裁判所による管轄権の不存在を争う権利、合理的な疑いを超える

証明がなされない限り無罪とされる陪審裁判を受ける権利など） 

2. 被告会社が有罪の答弁し、一定の権利を放棄することに合意すること

（たとえば、日本企業が、米国の裁判所による管轄権の不存在を争う権

利を放棄すること） 

3. 有罪の根拠となる事実 

4. 違反行為の要件 

5. 法定刑 

6. 量刑ガイドライン（量刑ガイドラインに従った本件における量刑の計算

を含む） 

7. 反トラスト局及び被告人・会社の合意する具体的な量刑 

8. 被告会社による反トラスト局の捜査に関する協力義務（通常、当該カル

テル事案の共犯者にかかる捜査及び訴追が全て完了するまでの協力義務

を含む） 

9. 反トラスト局による合意（たとえば、被告会社による全面的及び継続的

な協力義務等を条件に、反トラスト局が、一定の被告会社の関連会社又

は役職員に対して訴追をせず、又は既に起訴をした場合には、今後、起

訴を取り下げる旨の申立てを行うことの合意） 

10. 被告会社が、本件答弁合意書を締結するにあたり、弁護士による弁護を

受け、正確に内容を理解したこと 

11. 被告会社は自発的に本件答弁合意書を締結したこと 

                                                 
115 企業が行う司法取引による保護の対象となる役職員（すなわち、「カーブ・イ

ン」された役職員）は、訴追免除される。これに対し、同司法取引の保護の対象外

とされる役職員（すなわち、「カーブ・アウト」された役職員）は、訴追免除の対

象とならない。 
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12. 答弁合意書の違反に対する制裁 

13. 本件答弁合意書の完全性（たとえば、被告会社が会社として本件答弁合

意書を締結することを証するために、答弁合意書を締結することを決定

した取締役会議事録を添付することなど） 

 

なお、答弁合意書のサンプルは、司法省反トラスト局のウェブサイトから入手可

能である（https://www.justice.gov/atr/file/889021/download）。 

 反トラスト局との答弁合意書の合意後の手続 

被疑事業者及び反トラスト局が答弁合意書を締結後、反トラスト局は裁判所に対

し、答弁合意書の承認を求める申立てを行う。裁判所は、通常、その裁判所の管轄

地にある保護観察局（ probation office）に対し、判決前の調査（ presentence 

investigation）を行い、判決前報告書（presentencing report）を作成するよう、指示す

る。裁判所は、判決前報告書を受領後、判決期日を設定する。判決期日には、被疑

事業者の弁護士に加え、被疑事業者の代表者も出廷する必要がある。通常、裁判所

は、答弁合意書の内容を基に判決を行う。 

6. クラスアクション（集団訴訟）を含む民事訴訟 

米国でカルテルが摘発されると、ほぼ確実と言われるほどの確率で、当該カル

テルによって損害を受けたと主張する者らによって民事訴訟が提起される。かか

る民事訴訟は、通常、クラスアクション（集団訴訟）として提訴されることが多

い。反トラスト法違反によって損害を受けた者は、実損害額の三倍を請求するこ

とが認められていること116、カルテルによる損害賠償義務は共謀者間の連帯責任

117であることから、損害賠償請求を受けた企業は、多大な損害賠償責任を負うリ

スクがある。 

もっとも、本書では、違反行為の疑いが発覚した後の初動対応に重みをおくも

のであることから、その観点からは緊急性の低いクラスアクションについては、

その概要のみについて説明する。  

                                                 
116 クレイトン法第 4 条（15 U.S.C.§15） 
117 なお、リニエンシーを付与された者は三倍額賠償責任の例外 
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【図表】クラスアクションの手続の流れの一例 

 

 
 

 

(1) クラスアクションの制度 

米国法のもとでは、反トラスト法違反によって損害を受けた者は、実損害額の

三倍を請求することが認められており118、クラスアクションでも、実損害額の三

倍を請求されることが一般的である。 

クラスアクションとは、一定の利害を共通にする「クラス」に所属すると主張

する者が、同クラスの利益を代表して提訴する民事訴訟の形態である。クラスア

クションの特色は、訴訟手続に関与していない者であっても、同クラスに所属す

る者に訴訟の結果が帰属することである。「クラス」は原告側及び被告側で形成

                                                 
118 クレイトン法第 4 条（15 U.S.C.§15） 
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することが可能であるが、損害を被ったと主張する原告側で「クラス」が形成さ

れることが一般的である。 

原告側は、クラスアクションを活用することによって、規模の経済による利益

を享受し、勝訴ないし勝訴的和解をした場合に、高額な損害賠償金を得ることが

できる。一般的に、クラスアクションを提起する原告は、訴訟提起に際して費用

がかからず、損害賠償金を得られた場合に、そこから弁護士費用等の費用が捻出

される。訴訟提起の時点で、原告は、原告クラスに帰属する者を具体的に明示す 

る必要はなく、また請求額を明示する必要もない。 

このような事情から、米国ではクラスアクションが極めて活発に提訴されてい

る。過去には、なぜ被告とされたのか見当もつかないクラスアクションに巻き込

まれた日本企業もあるが、そうであっても、適切に対応しなければならない。 

 

(2) クラスアクションの手続の流れ 

クラスアクションの一般的な手続の流れは、原告による訴訟提起の後、被告側

が訴え却下等の申立てを行う。日本企業が被告となる場合には、人的管轄権に欠

けることを根拠に訴え却下の申立てをすることが考えられる。また、被告は、原

告団が「クラス」としての要件を充足していないことを理由に、訴え却下の申立

てをすることが考えられる。米国では、広範な証拠開示（ディスカバリー）の制

度があるが、原告団が「クラス」として認められるか、すなわちクラスアクショ

ンとして当該訴訟が成り立つかの審理に先立ち、一定限度のディスカバリーが行

われる。裁判所がクラスアクションとして訴訟を係属させることを承認した場

合、原告団クラスに帰属するメンバーに、通知が行われる。この通知は、原告団

クラスに帰属すると考えられるメンバーに対し、当該訴訟の結果を享受するか、

それとも独自に訴訟を行うかを選択する機会を与えるものである。当該原告団ク

ラスに帰属するメンバーは、特に何もしない限り、当該訴訟の結果に拘束される

ことになる。 

その後、ディスカバリーの手続、トライアルによる事実審理、及び判決が行わ

れる。なお、いずれの段階でも、和解をすることは可能である。 
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実務上、多くのクラスアクションは、早期の段階で、和解によって解決してい

る。当事者のみの話し合いでは和解が見込めない事案では、裁判官が、調停

（mediation）において調停官（mediator）を交えて和解の協議を行うよう、指示す

ることがある。ディスカバリーの手続をする前の段階で、和解をすることも珍し

くない。ディスカバリーやトライアルにかかる莫大な費用を考えると、被告とし

ては、トライアルで白黒つけるよりも、早期に原告側と和解することのほうが経

済的にも負担が軽くすむとの判断が働いていると考えられる。和解条項にも、明

確に、被告としては違法行為があったことを認めるものではなく、早期の解決を

図るために和解する旨記載されることがある。被告は、同一又は関連する事実に

ついて、他の原告団から既に提訴されており、また将来、提訴されるリスクがあ

るので、和解をするにあたり違法行為を自認するものではないことを明示するこ

とは、実務上、重要である。 

当事者間で合意した和解は、その後、裁判所の承認を経て、確定的なものとな

る。 

第4  欧州におけるハードコアカルテル事案の手続と実務対応 

1. 総論 

欧州連合（EU）の競争法は、「欧州連合の機能に関する条約」（Treaty on the 

Functioning of European Union）（以下、「EU 機能条約」という）及び関連法規の総

称である。2009 年 12 月 1 日に発行したリスボン条約により「欧州共同体設立条約」

（Treaties establishing the European Community）（以下、「旧 EC 条約」という）は、

EU機能条約に改められた。リスボン条約第 5条の規定により、旧 EC条約第 81条及

び第 82条が、（後述する）EU機能条約第 101条及び第 102条にそれぞれ変更された

が、条文番号のみの変更であり、内容に変更はない119。 

EU 競争法の執行は、日本の公正取引委員会の手続と同様、行政手続である。公正

取引委員会には犯則調査（刑事手続）を行う権限があるが、欧州委員会による執行

                                                 
119 公正取引委員会のウェブサイトに掲載されている「世界の競争法」「EU」の説明

は参考になる（https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/e/eu.html）。 
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は行政手続のみである。欧州には、EU の競争法に加え、各加盟国の競争法もあるが、

実務上、日本企業にとってより重要なのはEUの競争法と考えられるので、特に断り

のない限り、EU の競争法に関する手続及び対応策を述べる。 

【図表】欧州委員会による行政調査及び決定にかかる手続の流れの一例 
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2. ハードコアカルテルの規制及び執行機関 

(1) 執行機関 

欧州委員会（European Commission）に加え、各加盟国の競争当局120も、EU 競争

法を執行する権限を有している121。欧州委員会と加盟国の競争当局は、欧州競争

ネットワーク（European Competition Network）122を通じて、競争政策及び執行に

ついて統一性を図っている。また、欧州委員会がある事件について調査開始決定

を行うと、加盟国の当局は同事件について執行する権限を失う123。そこで、本報

告書では、日本企業の観点から実務上、より重要と考えられる欧州委員会による

執行について説明をする。 

欧州委員会の委員は、各加盟国から 1 名ずつ選出されるのが実務となっており、

現在、委員長を含む 28 名の委員で構成されている。委員の任期は 5 年であり、再

任が可能である。委員のうち、1人が競争政策を担当する委員である。欧州委員会

における意思決定は、委員の過半数の賛成による124。 

欧州委員会において競争法の実務を行う担当部局は Directorate-General for 

Competition （「DG コンプ」（DG COMP）との略称が一般的に用いられている。

以下、「競争総局」という）である125。競争総局は、欧州委員会の総局の一つと

して、委員の指揮監督下において、競争政策を検討し、また違反行為の調査を行

                                                 
120 現在、加盟国は 28 国であり、各加盟国に競争当局がある

（http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html）。 
121 各加盟国の競争当局は、EU 競争法及び各国の競争法を執行する権限を有してい

る。 
122 http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html 
123 「旧 EC 条約第 81 条及び第 82 条に定める競争規程の執行にかかる 2002 年 12 月

16 日付け 2003 年第 1 号理事会規則」（Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 

December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 

and 82 of the Treaty）（https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN）（以下、「2003 年審査手

続規則」という）第 11 条第 6 項 
124 欧州委員会のウェブサイト（https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-

2019_en） 
125 欧州委員会のウェブサイトに掲載されている競争当局についての説明も参照され

たい（http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm）。 
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う。競争総局が行った調査の結果は欧州委員会に伝えられ、欧州委員会はその内

容を検討する。 

(2) ハードコアカルテルの規制 

法令及び告示等 

ハードコアカルテルは、EU 機能条約第 101 条により規制される。同条の規定は、

以下を参照されたい126。 

EU機能条約第 101条 

加盟国間の取引に影響を与えるおそれがあり、かつ域内市場の競争の機能を妨害し、

制限し、若しくは歪曲する目的を有し、又はかかる結果をもたらす事業者間の全ての

協定、事業者団体の全ての決定及び全ての共同行為であって、特に次の各号の一に該

当する事項を内容とするものは、域内市場と両立しないものとし、禁止する。 

a 直接又は間接に、購入価格若しくは販売価格又はその他の取引条件を決定すること 

b 生産、販売、技術開発又は投資を制限し又は統制すること 

C  市場又は供給源を割り当てること 

d 取引の相手方に対し、同等の取引について異なる条件を付し、当該相手方を競争上

不利な立場に置くこと 

e 契約の性質上又は商慣習上、契約の対象とは関連のない追加的な義務を相手方が受

諾することを契約締結の条件とすること 
 

 

欧州委員会が 2013 年 1 月に公表した EU 競争法にかかるカルテル法令集（EU 

Competition Law Cartel Legislation）には、カルテル規制にかかる主要な法令や告示な

どが掲載されており127、実務上、参考になる。それ以外の法令や告示についても、

                                                 
126 公正取引委員会のウェブサイト「世界の競争法」「EU」

（https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/e/eu.html）参照 
127 http://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/cartel_compilation_en.pdf 
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欧州委員会のウェブサイト128で閲覧可能である。カルテル法令集に含まれていない

もののうち、特に参考になると思われるものを以下に列挙する。 

① Antitrust Manual of Procedures, Internal DG Competition working documents on 

procedures for the application of Articles 101 and 102 TFEU (March 2012)129 （以

下、「EU 反トラストマニュアル」という） 

② Explanatory note on Commission inspections pursuant to Article 20(4) of Council 

Regulation No 1/2003 (Revised on September 11, 2015)（以下、「立入調査説明

書」という）130 

 

EU の法令には、条約（Treaty）、指令（Directive）、規則（Regulation）（理事会

規則（Council Regulation）及び委員会規則（Commission Regulation）を含む）及び決

定（Decision）がある。これらに加えて、欧州委員会は、様々な委員会告示（Notice）

を出している。委員会告示は、法的拘束力を有するものではないが、欧州委員会の

実務や考え方を示すものであり、実務上、参考になる。 

「事業者（undertaking）」の概念 

 

EU 競争法の違反行為の主体がアンダーテイキング（undertaking）であることは、

日本や米国の競争法とは異なる点である。 

アンダーテイキングとは、経済的活動を行う主体と解されており、その単位は

法人格とは一致するとは限らない。個別の事案において、経済的単位を構成する者

かの観点から判断される。 

ハードコアカルテルに対する制裁 

ハードコアカルテルに対する制裁は、次のとおりである。 

 欧州委員会による排除措置命令（2003 年審査手続規則第 7 条第 1 項） 

 欧州委員会による制裁金賦課命令（同第 23 条第 2 項） 

                                                 
128 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html 
129 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_3_2012_en.pdf 
130 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf 
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 制裁金の対象となる事業者の売上は、違反行為をした事業者のみでは

なく、当該事業者が属する企業結合集団全体の前年度の売上総額 10%

となり得ることから、制裁金が莫大なものとなり得る。具体的な計算

方法については、次に述べる「制裁金ガイドライン」の記述を参照さ

れたい。 

 履行強制金 

 欧州委員会は，禁止決定等を受けた事業者又は事業者団体が当該決定

に従わない場合，1 日当たり，直前の事業年度における 1 日の売上高

の平均の 5%を超えない範囲の履行強制金を課すことができる（同規

則第 24 条 1 項）。 

制裁金ガイドライン 

 制裁金の算定は、2003 年審査手続規則第 23 条(2)(a)に基づく制裁金賦課の方法

に関するガイドライン（Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to 

Article 23(2) (a) of Regulation No. 1/2003 (2006/C 210/02)。以下、「制裁金ガイドラ

イン」という）が参考にされている。次に述べるとおり、①まず基礎額を算定し、

②それに増減要素を考慮して基礎額を調整して計算した額を基に、③欧州委員会

が実際の制裁金額を決定する。 

① 基礎額の算定131 

 基礎額は、売上高に一定の割合及び違反行為期間を乗じ、それにエント

リーフィーを加算した額である。 

売上額は、原則として、EEA 内における売上高であるが、国際カルテル

などの場合には EEA 外の売上高も考慮される場合がある132。 

売上高に乗じる一定の割合は、原則として 30%を上回らない限度で、違

反行為の性質、違反行為に関連する全ての事業者の合算シェア、違反行為

                                                 
131 制裁金ガイドライン第 12 条～第 26 条 
132 制裁金ガイドライン第 18 条 
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の地理的範囲、違反行為が実行されたか否かなどの要素を考慮して欧州委

員会が決定する133。ハードコアカルテルは、通常、30%又はそれに近い割合

とされる134。 

制裁金の算定根拠とする違反行為期間は、日本と異なり、上限はない。 

エントリーフィーとは、特に違法性の高いハードコアカルテル等を防止

する趣旨で、当該事業者が違反行為に関与していた期間に拘わらず、欧州

委員会が事業者に課すものである。エントリーフィーは、売上高の 15%～

25%の範囲内で、違反行為の性質、違反行為に関連する全ての事業者の合算

シェア、違反行為の地理的範囲、違反行為が実行されたか否かなどの要素

を考慮して欧州委員会が決定する135。 

② 基礎額の調整 

 欧州委員会は、基礎額を確定した後、制裁金を増額及び減額する要素を考

慮し、基礎額を調整する。増額要素は制裁金ガイドライン第 28 条、第 30 条

及び第 31 条、減額要素は制裁金ガイドライン第 29 条に記載されている。 

増額要素： 

 欧州委員会又は加盟国競争当局が EU 機能条約第 101 条又は第 102

条に違反していることを認定した後に、同一又は類似の違反行為

を継続し、又は繰り返した場合 

 欧州委員会への協力拒否又は調査妨害 

 違反行為において主導的役割又は先導的役割を果たしていた場合 

 違反行為抑止の観点からの増額要素（違反行為に関連する製品又

は役務の売上高に比して総売上高が極めて大きい場合、違反行為

                                                 
133 制裁金ガイドライン第 22 条 
134 制裁金ガイドライン第 23 条 
135 制裁金ガイドライン第 25 条 
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により得られた利益を計算することが可能な場合でその額を考慮

して制裁金を増額すべき場合） 

減額要素： 

 違反行為への関与が実質的に限定的であったこと、及び違反行為

の当事者であった期間、競争的な行為をすることによって違反行

為の実行を回避していたことを示す証拠を提出した場合。当該事

業者が他の事業者よりも違反行為に参加していた期間が短かった

ことのみでは、本減額要素には該当しない（なお、同要素は、既

に基礎額を算定する際に考慮されている）。 

 事業者が、リニエンシー以外において、法的義務を有しないにも

拘わらず、欧州委員会に対し、効果的な協力をした場合136 

 違反行為が、公的機関により承認又は奨励されたものであった場

合 

 なお、その他、制裁金ガイドライン第 29 条には、減額要素として、事業者

が、欧州委員会の介入後、直ちに違反行為を終了したことを示す証拠を提出

した場合が挙げられているが、これはカルテルには適用されない旨、明確に

記載されている。また、事業者が過失により違反行為がなされたことを示す

証拠を提供した場合には減額要素となるが、このような状況はハードコアカ

ルテルの場合には考えにくい。 

③ 実際の制裁金額の決定 

上記の計算を基に、欧州委員会が実際の制裁金額を決定する。なお、欧州

委員会は、事案の性質や抑止力の観点から、上記の計算結果から離れた制裁

金額を決定することも可能である137。また、欧州委員会は、一定の事案にお

                                                 
136 違反事業者が法的義務を有する欧州委員会の調査に積極的に協力する義務の射程

範囲は広いので、本減額要素が適用される場面は限定的である。 
137 制裁金ガイドライン第 37 条 
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いて、象徴的な制裁金額を課すこともできる。その場合には、欧州委員会は、

象徴的な制裁金額を課すことの正当化理由を決定書に記載する138。 

【図表】制裁金の計算に関する表139 

 

(3) 親会社による子会社の行為に対する責任 

EU 競争法のもとでは、親会社が子会社に対して「決定的な影響力」（decisive 

influence）を行使する場合には、子会社の行為に対して責任を負う場合がある

140。実務上、親会社が、子会社の 100%又は 100%に近い割合の株式を保有する場

合には、「決定的な影響力」の行使があったものと推認される141。かかる親会社

は、子会社が独自に行った行為である旨を反証することも理論上不可能ではない

                                                 
138 制裁金ガイドライン第 36 条 
139 欧州委員会の公表文書

（http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/factsheet_fines_en.pdf）を基に作成。 
140 欧州委員会「水平的合意に対する EU 機能条約第 101 条の適用に関するガイドラ

イン」（Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of 

the European Union to horizontal co-operation agreements）（https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN; Case 

48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. v Commission, ECLI:EU:C:1972:70, para. 134, 

Case C-97/08, Akzo Nobel and Others v Commission, para. 58 
141 Case C-97/08, Akzo Nobel and Others v Commission, paras. 60-61 
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が、実務上は、ほぼ不可能と考えてよい142。親会社が、子会社の 100%近い株式は

保有していないものの過半数の株式を保有している場合には、欧州委員会は、親

会社の子会社に対する「決定的な影響力」の行使があったことを具体的に示す必

要がある。たとえば、定款の規定や、親会社と子会社が共通する商標を用いてい

ること、親会社及び子会社間の役員等の兼任などが、「決定的な影響力」の行使

があったことの要素となり得る。 

さらに、ある会社（A 社）が別の会社（B社）の過半数に満たない株式を保有

する場合であっても、A 社が B社に対する「決定的な影響力」を行使していたと

される場合には、EU 競争法上、A 社は、B 社の違反行為について、責任を負う場

合がある。この場合、A 社は、「決定的な影響力」の行使がなかったことを反証

することも可能であるが、実務上、反証が難しい場合がある143。 

日本企業としては、とりわけ EU 域内で事業を行う子会社を保有する場合、か

かる子会社が、競争法に違反する行為をせず、またそれを疑われる行為をしない

よう留意する必要がある。たとえば、定期的に、競争法コンプライアンスの研修

を行うことは有益と考えられる。また、過半数に満たない株式を保有する場合で

あっても、当該株式発行会社の違反行為について責任を負う場合があり得ること

から、企業としては、当該株式取得するにあたり、競争法コンプライアンスの観

点から当該株式発行会社のデユーディリジェンスを行うとともに、当該株式取得

後も、競争法コンプライアンスの観点から適切な監査を行うなどの対応をすべき

である。 

 

 

 

 

                                                 
142 Case T-419/14, The Goldman Sachs Group v Commission; Case C-90/09P, General 

Quimica et al v Commission; Case C-97/08, Akzo Nobel and Others v Commission. 
143 Case T-132/07, Fuji Electric v Commission, paras. 186-204; Case C -180/16 P Toshiba v 

Commission. 



 

67 

3. 欧州委員会による行政調査 

(1) はじめに 

欧州委員会の調査は日本と同様、行政調査であるが、対象事業者には調査に積

極的に協力する義務があり非協力の場合には制裁の対象となること、立入調査の

現場で封印が行われることがあり、万一封印が破壊されると制裁の対象となるこ

となど、日本とは異なる事項も少なくない。欧州委員会の制裁金は、実際に違反

行為を行った企業のみならず、その企業が属するグループ全体の世界における売

上高を算定根拠とされ得るため、莫大な金額となり得る（前述した第 1「はじめ

に」の図表を参照されたい）。 

本章では、EU におけるハードコアカルテルの行政調査の手続の流れを説明する

とともに、各手続において、日本企業が特に留意すべき点についても述べる。 

(2) 調査の端緒144 

日本や米国同様、EU でも、違反行為者が当局に対して違反行為を申告するリニ

エンシーによって、当局が調査を開始する事案が多い。それ以外には、第三者に

よる苦情申立てを端緒に、欧州委員会が調査を開始することがある。欧州委員会

は、「EC 条約 81 条及び 82 条における欧州委員会の苦情申立ての扱いについての

委員会告示」145を公表し、それに基づいて運用している。また、欧州委員会が、

セクター・インクアイリー（sector inquiry）と呼ばれる一定の取引分野における一

般的な実態調査によって違反行為の疑いを発見し、調査を開始することがある

                                                 
144 欧州委員会「EU 機能条約第 101 条及び第 102 条いかかる手続に関するベストプ

ラクティスのための告示（Commission notice on best practices for the conduct of 

proceedings concerning Article 101 and 102 TFEU (2011/C 308/06)）（以下、「ベストプ

ラクティス告示」という）第 2 章 
145 https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0065:0077:EN:PDF 
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146。最近、欧州委員会は、内部告発手続を導入したが、これも欧州委員会の調査

の端緒の一つである147。 

さらに、日本及び EU は、「反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧

州共同体との間の協定」148を締結しており、一定の条件のもとで、反競争的行為

に関する情報を提供し合うことができ、それが調査の端緒となることもあり得

る。 

(3) 立入調査 

欧州委員会は、ハードコアカルテルなどの EU 競争法に違反する疑いのある行

為があると考える場合には、被疑事業者に対する事前の予告なく、立入調査を行

うことができる。立入調査には、欧州委員会の決定により行われる強制力を伴う

立入調査（2003 年審査手続規則第 20 条第 4 項）、及び係官に対する権限の委任に

より行われる立入調査（同条第 3 項）がある。通常、前者（強制力を伴う立入調

査）により行われることから、本報告書では、特に断りのない限り、強制力を伴

う立入調査について説明する。なお、欧州委員会は、ハードコアカルテル事案に

ついては積極的に立入調査を行う傾向にあると言われている。 

立入調査は、欧州委員会の決定により行うことが可能であり、裁判所の許可状

（令状）は不要である。欧州委員会の決定には、調査の対象及び目的、開始日、

調査に関して対象者に課される可能性のある制裁（2003 年審査手続規則第 23 条

及び第 24 条）、当該決定について欧州裁判所に取消請求ができる旨が記載される

（同規則第 20 条第 4 項）。 

欧州委員会は、立入調査の手続について、「2003 年審査手続規則第 20 条 4 項に

よる調査に関する委員会説明書」（Explanatory note on Commission inspections 

                                                 
146 http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/ 
147 欧州委員会プレスリリース（2017 年 3 月 16 日）http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-591_en.htm 
148 https://www.jftc.go.jp/kokusai/kokusaikyoutei/nitieckyoutei.html 
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pursuant to Article 20 (4) of Council Regulation No 1/2003）（以下、「立入調査説明

書」という）149を公表している。同説明書は、実務上、参考になる。 

立入調査の開始 

立入調査は、欧州委員会の職員等が、事前の予告なしに被疑事業者の事業所

等に現れ、開始される。立入調査は、通常、被疑事業者の事業所が対象とされ

るが、EU 機能条約に違反する行為に関する文書が保管されていることについて

の合理的な疑惑が存在する場合には、一定の条件のもと、欧州委員会は、役職

員の自宅等の立入調査を行うこともある150。 

欧州委員会が立入調査を行う場合、同委員会の調査官に加え、関連する加盟

国の競争当局の職員が同行することが多い。欧州委員会から調査をする権限を

付与された職員等（以下、「調査官」という）は、立入調査を開始する際に、

①欧州委員会の権限に関する委任状151、②立入調査決定の説明書、③決定書の

写し152、及び身分証明書を示す。また、実務上、欧州委員会の調査官は、被疑

事業者に対し、被疑事実と調査の目的、調査の性質、調査妨害は制裁金の対象

となり得ること、及び弁護士の立会いが認められることなどを説明している

153。 

立入調査の開始時に企業がすべきこと 

 繰り返し述べているとおり、企業にとって、当局による調査が開始された場

合、初動対応が極めて重要である。米国の章（第 3の 3(3)）で前述したとおり、

立入調査は、企業に対する事前の予告なく行われるものであることから、企業

は、平時に、万が一立入調査を受けた際に対応する担当者（「調査対応担当

者」）を事前に決めておくこと、及び当局が立入調査に来た場合に、最初に対

                                                 
149 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/explanatory_note.pdf 
150 2003 年審査手続規則第 21 条 
151 委任状の雛型は、欧州委員会のウェブサイトで公開されている

（http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/inspection_authorisation.pdf）。 
152 立入調査説明書第 3 条 
153 立入調査説明書第 2 条 
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応することとなる者（たとえば、受付担当）から調査対応担当者等に対する連

絡の手順を決めておくことが極めて重要である。また、立入調査が開始された

事実を社内で周知させ、適切な役職員に欧州委員会の調査に協力させるととも

に、不用意にでも調査を妨害させることのないように注意が必要である。その

ためにも、事前に、立入調査が開始された事実を社内で周知する手順について

も定めておくべきである。 

立入調査には、可能な限り、欧州委員会の調査手続に詳しい社外弁護士に、

同席してもらうことが望ましい。立入調査は弁護士の同席がなくとも進められ

るが、直ちに弁護士が立入調査の現場に到着することが分かっているのであれ

ば、一度は、調査官に対し、弁護士が到着するまでの間、調査を開始するのを

待って欲しい旨、申し出てみる価値はある。欧州委員会の立入調査説明書に

も、弁護士の立会いは立入調査の開始要件ではないものの、多少であれば調査

の開始を遅らせることがあることが記載されている154。 

証拠隠滅は、極めて厳格な制裁の対象となることから、証拠隠滅とされる行

為のみならず、それを疑われる行為をしないよう、企業は、日ごろから社内に

周知すべきであり、また立入調査が開始された後、改めて社内に周知徹底すべ

きである。 

  立入調査における欧州委員会の権限 

欧州委員会の調査官は、立入調査において、次の行為をする権限を有してい

る155。なお、日本の公正取引委員会の手続と異なり、欧州委員会の調査官は、

文書等の押収権限はない。 

欧州委員会の立入調査時の権限 

1. 事業者又は事業者団体の施設、土地、輸送手段への立入 

2. 事業に関係する帳簿その他の記録の検査 

                                                 
154 立入調査説明書第 6 条 
155 2003 年審査手続規則第 20 条第 2 項 立入調査説明書第 4 条  
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3. 本件調査の対象及び目的に直接的又は間接的に関連する、上記帳簿又

は記録の写し又は抜粋の入手 

4. 本件調査に必要な期間及び限度で、事業所等及び帳簿その他の記録の

封印 

5. 本件調査の対象及び目的に関係する事実又は文書について、当該事業

者又は事業者団体の役職員に説明を求め、その回答を記録に残すこと 

  

欧州委員会のウェブサイトに、上記 4 の封印のイメージが掲載されているの

で、参考にされたい（http://ec.europa.eu/competition/antitrust/seal.jpg）。 

上述のとおり、欧州委員会の調査官は、立入調査時に、決定書記載の調査の

目的に関連する文書等の閲覧をすることができる。これを企業の側からみる

と、決定書記載の調査の目的に関連しない文書等であれば、欧州委員会の調査

官に閲覧させる必要はない。もっとも、通常、立入調査の目的は広範に設定さ

れていることが多いこと、万一調査妨害と認定された場合には前年度の売上高

1%以下の制裁金が課されるリスクがある156ことから、実務上、被疑事業者が調

査目的との関連性がない可能性があると考えたとしても、欧州委員会の調査官

による閲覧を止めることのリスクのほうが高いといえる。 

電子データも、立入調査の対象であり、たとえば、IT 環境（サーバー、デス

クトップ・コンピューター、ラップトップ・コンピューター、タブレット、携

帯電話及びスマートフォンなど）並びにあらゆる保存媒体（たとえば、CD-

ROM、DVD、USB、内蔵型ハードディスク、バックアップテープ及びクラウ

ド・サーバーなど）も調査の対象となる。立入調査の対象場所にある場合、個

人所有のデバイスやメディアであっても、業務に用いられたものであれば、調

査の対象となる157。欧州委員会は、通常、IT 専門家も調査チームのメンバーに

入れており、フォレンジック IT ソフトウェア及びハードウェア（以下、「フォ

レンジック IT ツール」という）を用いて調査を行う。フォレンジック IT ツー

                                                 
156 2003 年審査手続規則第 23 条 
157 立入調査説明書第 10 条 
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ルによって、欧州委員会は、被疑事業者のシステム及びデータの状態を変更す

ることなく、データをコピーし、検索し、及び回復させることができる158。 

 被疑事業者は、調査に完全かつ積極的に協力する義務がある。たとえば、調

査官が、被疑事業者に対し、適切な役職員を指名し、同役職員に被疑事業者の

組織や IT 環境についての説明を求める場合があり、被疑事業者はかかる要求に

応じる義務がある。また、調査官が被疑事業者に対し、一時的に個人の電子メ

ールアカウントを停止させること、一時的にパソコンをネットワークから外す

こと、パソコンからハードドライブを除去して再インストールすること、調査

官に管理者レベルのアクセス権限を与えることなどの具体的な対応を求めるこ

とがあり、被疑事業者はかかる要求に応じる義務がある。かかる対応がされる

間、被疑事業者は、役職員が調査の支障となることをしないよう社内に周知す

る義務がある159。 

弁護士依頼者間秘匿特権 

後述（第 4 の 6）するとおり、EU では、リーガル・プロフェッショナル・プ

リビレッジ（legal professional privilege）と呼ばれる秘匿特権が認められている

160。米国における秘匿特権と同様に、依頼者及び弁護士（ただし、米国と異な

り、社内弁護士は含まれない）との間のコミュニケーションを第三者に開示す

る必要がないという依頼者の権利である。 

 立入調査の現場での特定 

企業の調査対応担当者等は、上述のとおり、欧州委員会の調査官が行う調査

の内容を確認し、仮に欧州委員会の職員が秘匿特権の対象と考える文書等を調

査しようとするのであれば、秘匿特権を主張すべきである。その際、調査対応

担当者は、なぜ秘匿特権の対象と考えるのかをなるべく具体的に述べるべきで

ある161。多くの場合、立入調査中に、調査官が、文書の体裁、頭書及び題名等

                                                 
158 立入調査説明書第 10 条 
159 立入調査説明書第 11 条 
160 ベストプラクティス第 2.7 章参照 
161 ベストプラクティス第 52 条 
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をざっと見るだけで、被疑事業者の主張する秘匿特権により保護されるものか

を判断することができる。さらに被疑事業者は、適切な根拠を示す場合には、

調査官が同文書にざっと目を通すことすら拒むことも可能である。 

立入調査の現場で、調査官は、被疑事業者が(i) 当該文書が秘匿特権により保

護されるとの主張の具体的な根拠を示さず、(ii) 単に判例法に基づけば当該文書

は秘匿特権より保護されるべきとの主張をし、又は (iii) 明らかに誤った事実に

基づいた主張をする場合には、直ちに当該文書を閲覧及び謄写をすることがで

きる。 

そうでない場合には、調査官は、文書の内容を閲覧せずに、かかる文書の謄

写を封筒に入れ封をし、欧州委員会に持ち帰る162。対象文書が電子データの場

合には、被疑者が秘匿特権を主張するデータを他のデータとは区別して USBな

どの媒体に保存し、同媒体を封筒に入れて封をし、欧州委員会に持ち帰る。対

象文書である電子データの量が少ない場合には、同データをプリントアウトし

たものを封筒に入れて封をし、欧州委員会に持ち帰ることもある。 

 調査官が欧州委員会に持ち帰った後の対応 

調査官が欧州委員会に持ち帰った文書について、競争総局と被疑事業者との

間で秘匿特権の対象か否かで合意に至らない場合には、欧州委員会に所属する

聴聞官（hearing officer）が、秘匿特権の該当性を判断する。 

被疑事業者は、聴聞官に対し、当該文書の内容の閲覧を認め、及びその他の

参考資料を提供し、判断を仰ぐことも可能である。 

他方、被疑事業者が聴聞官に対し当該文書の内容の閲覧を認めない場合に

は、聴聞官は、競争総局の担当局長と被疑事業者に対し、聴聞官の予備的見解

を示し、適宜、双方が合意に至るために適切な対応をとる163。双方が合意に至

らない場合には、聴聞官は、欧州委員会の担当委員に対し、秘匿特権を主張さ

                                                 
162 ベストプラクティス第 54 条 
163 ベストプラクティス第 55 条 
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れる文書の内容を明らかにすることなく、聴聞官の考える提案及びその根拠を

説明する。かかる提案及び根拠を記載した書面の写しは、被疑事業者にも渡さ

れる。同時点に至っても被疑事業者が納得しない場合には、欧州委員会が検討

し、必要に応じて、被疑事業者の主張を却下する決定を行う164。 

秘匿特権を主張する被疑事業者が、その主張の根拠となる具体的な理由を示

した場合には、欧州委員会は、かかる被疑事業者の主張を却下し、その後かか

る被疑事業者が欧州司法裁判所165に上訴して判断を仰ぐまでの間、当該文書の

内容を見ることはしない（なお、前述した被疑事業者が聴聞官に対し、文書の

内容を開示し、その判断を仰いだ場合を除く）166。 

なお、秘匿特権の主張が明らかに根拠に欠け、手続を遅延させるために行わ

れたものとされる場合には、前年度の売上高 1%を上限とする制裁金の対象とな

り得る（2003 年審査手続規則第 23 条第 1 項）167。秘匿特権の主張をする合理的

な根拠であるかは専門的な判断が必要となるものであり、企業としては、日頃

から、EU 法に詳しい専門家に相談するとともに、可能な限り、EU 競争法に詳

しい弁護士に立入調査に同席してもらうべきである。 

立入調査時の役職員等に対する質問 

調査官が、立入調査時に、一定の役職員のインタビューを試みる場合があり

（2003 年審査手続規則第 20 条第 2 項(e)）、インタビューを求められた役職員

は、自己負罪拒否特権に反しない限り、回答する必要がある。自己負罪拒否特権

とは、違反行為を行っていたことを自ら認めることを強制されない権利をいう

168。インタビューには、社内弁護士又は社外弁護士が同席することが認められて

いるので、インタビューを求められた役職員は、調査官に対し、弁護士の同席を

求めるべきである。EU 競争法上、個人には自己負罪拒否特権が認められていると

                                                 
164 ベストプラクティス第 56 条 
165 欧州司法裁判所に上訴される前に、まずは一般裁判所で判断される。 
166 ベストプラクティス第 57 条 
167 ベストプラクティス第 58 条 
168 EU 反トラストマニュアル第 6 章第 5 項参照 
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ころ、仮に同特権により守られるべき内容を含む質問がなされた場合に、弁護士

が、同役職員が回答することを止めることができる。 

これに加えて、欧州委員会は、2003 年審査手続規則第 19 条に基づき、任意の

インタビューを行い、供述調書を作成することができる169。インタビューを行う

調査官は、インタビューを行う前に、供述者に対し、インタビューを行う法的根

拠、インタビューは任意に行われるものであること、及び弁護士と相談する権利

があることを説明する170。また調査官は、インタビューの目的と内容を記録する

ことも説明する。実務上、このような説明は書面で行われ、供述者は説明を理解

したことの確認として署名を求められる。調査官が作成した供述調書の内容の正

確性を担保するため、インタビュー後、供述者に写しが提供される171。 

立入調査中に企業がすべき対応 

前述のとおり、被疑事業者は、欧州委員会の調査に積極的に協力する義務が

ある。被疑事業者は、役職員等が不用意にも欧州委員会の調査を妨害すること

のないよう、役職員等に周知すべきである。そのために、たとえば、立入調査

に来た調査官に、バッジ等を配布し、着用してもらうよう依頼することによっ

て、役職員が協力を求められている相手が調査官であることを容易に判別でき

るようにする方法も、実務上、有益と考えられる。 

企業の調査対応担当者は、立入調査中、調査官が閲覧ないし謄写した文書等

を確認し、適宜、記録をとるべきである。 

立入調査の完了等 

調査完了時に、被疑事業者は、調査官が複写した文書等（電子データを含

む）の複写及びかかる文書等の一覧表を提供される。一覧表には、調査官及び

被疑事業者双方が署名をする。被疑事業者の調査担当者は、署名する前に、調

査官から提供された複写した文書等が一覧表に整合しているかを確認する。 

                                                 
169 ベストプラクティス第 2.5.6 章 
170 ベストプラクティス第 48 条 
171 2004 年審査手続規則第 3 条 
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調査官は、秘匿特権に関する議論、封印の有無、調査の対象、調査中の質疑

応答などを記録した立入調査に関する議事録を作成し、その写しを被疑事業者

に提供する。調査担当者は、内容を確認のうえ、かかる議事録に署名する。弁

護士が同席している場合には、弁護士にも議事録の内容を確認してもらうこと

が好ましい。被疑事業者は、議事録への署名を拒絶することはできないが、一

定の事項（たとえば、秘匿特権の主張など）を議事録に追記することを求める

ことができる。その場で被疑事業者が調査官と議事録の内容で合意ができない

場合には、合意できない事項を明確化していく。  

欧州委員会は原則として最長 72 時間現場を封印することができる172。欧州委

員会は、1 日で立入調査が完了しない場合には、その日の終わりに立入場所の

封印を行う。万一、封印を破ってしまった場合には、それが不注意によるもの

であっても制裁の対象になるので注意が必要である。調査妨害に対する制裁は

後述（(4) 調査妨害に対する制裁）を参照されたい。 

立入調査完了後にすべきこと 

立入調査完了後、被疑事業者は、立入調査の内容を弁護士に報告して、今後

の対応について相談すべきである。立入調査に弁護士が同席した場合であって

も、その日のうちに、今後の対応について弁護士と相談すべきである。 

立入調査が翌日に持ち越される場合であっても、その日の立入調査が終了し

た日の夜、弁護士に同日の立入調査の内容を報告し、今後の対応について弁護

士と相談すべきである。 

(4) 調査妨害に対する制裁 

 調査妨害に関する規定 

EU では、被疑事業者は欧州委員会の調査に協力する義務がある。たとえば、欧

州委員会の調査官から特定の文書の提供を求められたにも拘わらず、それを提供

                                                 
172 2003 年審査手続規則前文第 25 条 
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せずに協力義務を果たさない場合には、調査妨害に該当するとして、前年度の売

上額の 1%を超えない制裁金が課される可能性がある173。 

2003 年審査手続規則第 23 条第 1 項に定める立入調査妨害の対象となる行為は、

次のとおりである。 

 2003 年審査規則第 20 条に基づく審査中に、不完全な形で、要求された帳簿

その他の記録を提出すること、又は第 20 条 4 項による決定で命じられた調

査に従うことを拒むこと（同 23 条第 1 項 (c)号） 

 同第 20 条第 2 項 (e)号による質問に対し、 

o 誤った回答、又は不正確な回答をすること 

o 欧州委員会に求められた期限内に、不正確、不完全又は誤解を招く回答

を訂正しないこと 

o 第 20 条第 4 項による決定で命じられた調査の対象及び目的に関係する

事実について、完全な回答をせず、またはそれを拒むこと（同項第(d)

号） 

 調査官等が第 20 条第 2 項(d)号に従い封印したものを破棄すること（同項第

(e)号） 

 

調査妨害で制裁金が賦課された事例 

 立入調査時の封印破棄174 

欧州委員会は、2006 年 5 月に行った立入調査時の封印が破棄されたことを理

由に、E. ON Energie AG に対し、2003 年審査手続規則第 23 条第 1 項(e)に基づき、

3,800 万ユーロの制裁金を課した。 

本件では、立入調査は連日行われたが、欧州委員会の調査官は、初日の立入

調査の終了後、立入調査で収集した文書を保管した部屋に封印をした。封印は、

プラスチックのフィルムで出来たものであり、それを一度外すと、「無効」

（VOID）の文字が浮き上がるようにできている。ところが、調査官が翌日戻っ

                                                 
1732003 年審査手続規則第 23 条 
174 欧州委員会の 2008 年 1 月 30 日付プレスリリース（Press Release IP/08/108） 
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てきたところ、封印に「無効」の文字が浮き上がっており、また封印の周りに

糊が見つかるなど、誰かが、一度外した封印を貼りなおそうとした形跡もみら

れた。なお、欧州委員会は、封印した部屋に保管した文書のリストを作成して

いなかったため、文書が持ち出されたか否かを確認することはできなかった。 

 電子データの提供等に関する非協力175 

欧州委員会は、2012 年 3 月、チェコのエネルギー業者 2 社に対し、2009 年

11月 24日から 26日にかけて行われた立入調査の妨害があったとして、250万

ユーロの制裁金を課した。 

欧州委員会の調査官は、同 24 日、被疑事業者のキーパーソンの電子メール

アカウントを特定し、その内容の破棄を防ぐため、調査の期間中、当該電子

メールアカウントへのアクセスを停止することを要求していた。調査官は、

当該電子メールアカウントに調査官以外の者がアクセスできないよう新しい

パスワードを設定し、調査官が閲覧している間、誰も当該電子メールアカウ

ントの内容を変更できないようにしていた。ところが、翌日（25 日）、前日

（24 日）の間にパスワードが変更され、当該電子メールアカウントの保有者

がアクセスできるように設定が変更されていた。調査の 3 日目（26 日）、被

疑事業者の役職員が、同社の IT 担当に対し、前日（25 日）の間に、ブロック

されている電子メールアカウントに送付される予定の全ての電子メールを当

該電子メールカウントではなく、コンピューター・サーバーに迂回させるよ

う、指示していたことが発覚した。その結果、当該電子メールアカウントに

送付されるべき電子メールについて、調査官が閲覧できなかった。 

 回答拒否及び文書破棄により制裁金 30%増額176 

欧州委員会は、2007 年 11 月 20 日、ソニー、富士フィルム及び日立マクセ

ルによる業務用ビデオテープのカルテルについて合計 7,480万ユーロの制裁金

                                                 
175 欧州委員会の 2012 年 3 月 28 日付プレスリリース（Press Release IP/12/319） 
176 欧州委員会 2017 年 11 月 20 日付プレスリリース（http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-07-1725_en.htm?locale=en） 
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を課した事案において、ソニーに対して、立入調査中の調査妨害を理由に

30%増額した制裁金（4,720 万ユーロ）を課した。2002 年 5 月に EU 所在の子

会社において行われた立入調査中、ソニーの役職員で欧州委員会の調査官の

質問への回答を拒否した者及び文書をシュレッダーにかけた者がいた。 

 誤解を生じさせる情報を提供177 

欧州委員会は、2006年 9月 20日、30社による銅製部品のカルテルについて

合計 3億 1,476万ユーロの制裁金を課した事案において、アドバンスト・フリ

ュイド・コネクターに対して、1,808 万ユーロの制裁金を課した。同制裁金は、

同社が欧州委員会の調査開始後にも違反行為を継続していたとして制裁金を

60%増額され、及び欧州委員会に対し誤解を生じさせる情報を提供したとし

て 50%増額されたものである。 

(5) 情報請求178 

情報請求は、欧州委員会が情報収集する重要な手段の一つである。かかる情報

請求は、Request for Information の頭文字をとって、RFIと呼ばれている。 

欧州委員会は、RFIを用いて、被疑事業者に対し、違反行為に関連する情報を

請求することができる179。かかる違反行為との関連性については、欧州委員会に

幅広い裁量が認められている。RFIでは、通常、被疑事業者に対する情報の提供

と質問への回答を求める。RFIには、任意に請求をするもの180と間接強制による

もの181がある。前者か後者かは、RFIに明記されている。 

立入調査によって調査が開始された事件においても、欧州委員会は RFIを行う

ことが多い。 

                                                 
177 欧州委員会 2006 年 9 月 20 日付プレスリリース（http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-06-1222_en.htm?locale=en） 
178 2003 年審査手続規則第 18 条、ベストプラクティス第 2.5 章 
179 2003 年審査手続規則第 18 条 
180 2003 年審査手続規則第 18 条第 2 項 
181 2003 年審査手続規則第 18 条第 3 項 
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企業は、欧州委員会から RFIを受領したら、直ちに弁護士に相談すべきであ

る。前述のとおり、EU では、コミュニケーションを秘匿特権の保護の対象とする

ためには EU 域内の資格を持つ社外弁護士とのコミュニケーションである必要が

ある。そのため、早期の段階で、EU 域内の資格を持つ社外弁護士をコミュニケー

ションに含めることが重要となる場合がある182。 

RFIに対する回答の提出期限は、通常 2 週間とされるが、延長が可能である。

提出の範囲や方法等についても、欧州委員会との交渉が可能である183。企業側と

しては、RFIを受領した後、内容を確認のうえ、欧州委員会に連絡をし、提出期

限、提出の範囲や方法について交渉すべきである。 

 

間接強制を伴う RFIに対して被疑事業者が非協力である場合、制裁金の増額理

由となり得る。また、被疑事業者が、虚偽若しくは不完全な情報の提供、又は期

限内に情報を提供しなかった場合には、前年度の売上高 1%を超えない額の制裁金

が課され得る184。 

(6) 事情聴取及び供述録取 

 欧州委員会は、被疑事業者の役職員等に対し、任意の事情聴取を求めることがで

きる。欧州委員会は、事情聴取の冒頭に、事情聴取の法的根拠、目的、回答が任意

である旨、記録化する意図があることを伝えなければならない185。事情聴取は、電

話又は電子的方法によって行うことも可能である。事情聴取時の供述の録取は、録

音の方法によって行うこともある。任意の事情聴取の要請を拒否することは、制裁

                                                 
182 EU 域内の資格を有する弁護士が含まれていれば、直ちに秘匿特権の対象となる

わけではなく、一定の要件を充足する必要があることは当然のことであるが、仮に

他の要件を充足していたとしても、EU 域内の資格を有する弁護士が含まれていなけ

れば秘匿特権の対象となり得ない。 
183 ベストプラクティス第 32 条 
184 2003 年審査手続規則第 23 条 
185 2003 年審査手続規則第 19 条、2004 年審査手続規則第 3 条 
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金の対象とはならない。また、事情聴取を受ける者が、特定の質問に回答するか否

かも自由である186。 

 事情聴取に弁護士が同席することは認められている。企業としては、役職員等の

事情聴取を求められた場合には、弁護士の同席を検討すべきである。 

(7) 欧州委員会との意見交換 

 欧州委員会は、手続の様々な段階で、被疑事業者側とディスカッションをする機

会を提供しており、その一環として、ステート・オブ・プレイ・ミーティング

（State of Play Meeting）（以下、「進捗会議」という）の機会を提供している。進捗

会議は、通常、欧州委員会において開催されるが、電話会議やビデオ会議の方法で

行うこともある187。進捗会議は、任意のものであるが、一般的には、企業側は進捗

会議に参加し、欧州委員会による調査の進捗状況を把握することが有益である。 

 進捗会議は、典型的には、調査が開始された直後、調査がある程度進んだ段階、

及び異議告知書に対する答弁書を提出後又は口頭審理が行われた後の段階などで行

われる。 

4. 和解手続 

(1) 和解手続の制度 

和解手続とは、被疑事業者が一定の違反行為を認めることと引き換えに、欧州

委員会が制裁金を 10%減額し、早期に事件を終了する手続である。和解手続を開

始するか、及び一度始めた和解手続を中止するかは、欧州委員会の裁量に任され

ている。被疑事業者は、和解手続に参加するか否かの自由がある。一度参加した

和解手続から脱退することも可能である。 

欧州委員会の「カルテル事案における 2003 年審査手続規則第 7 条及び第 12 条

による決定にかかる和解手続に委員会告示」（Commission Notice on the conduct of 

                                                 
186 ベストプラクティス第 2.5.6 章 
187 ベストプラクティス第 2.9 章 
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settlement procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Article 7 and 

Article 12 of Council Regulation (EC) No 1/2003 in cartel cases）（以下、「和解告

示」という）は、和解手続の理解をするうえで参考になる188。 

ハードコアカルテル事案では複数の事業者が調査の対象となるが、一部の被疑

事業者は和解手続に参加し、残りの被疑事業者は和解手続に参加しないことがあ

る。このような手続は「ハイブリット」和解事件と呼ばれることがある。 

和解手続は、後述するリニエンシー申請者も対象となり得る。 

 

 

【図表】和解手続の流れの一例 

      

                                                 
188 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0702(01)&from=EN 
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(2) 和解手続の流れ 

和解手続の開始及び協議 

欧州委員会は、和解手続を利用することが妥当と考える場合には、被疑事業者

に対し、2 週間以上の期間の回答期限を設け、その期間内に、和解手続に参加す

る意思があるかを問い合わせる189。和解手続を行うことができるのは、欧州委員

会が異議告知書を送付する前である190。 

被疑事業者が、和解手続に応じる旨の回答をした後、欧州委員会との和解に向

けての協議が開始される。なお、被疑事業者が和解手続に応じることによっては

被疑事実を認めたことにはならない191。欧州委員会との協議は、複数回行われる

ことが一般的である。 

和解案の提示 

 

欧州委員会が、異議告知の対象の範囲及び制裁金の大凡の金額について被疑事

業者との間で共通の理解を持ち、和解手続によって手続が簡素化されることによ

る利益が達成される見込みがあると判断する場合、当該被疑事業者に対し、15 営

業日を下らない範囲で期限を設定し、和解案の提示を求める。なお、同期限は、

被疑事業者の要望がある場合、延長がされ得る192。 

和解案には、被疑事業者が①違反行為に対する法的責任を明確に認めること、

②欧州委員会から課せられ得る制裁金の上限を理解し、受諾すること、③欧州委

員会から異議について十分に告知及び聴聞の機会を与えられたこと、④欧州委員

会の記録開示及び口頭審理を求めないこと、並びに⑤異議告知書及び欧州委員会

の決定を EU の公用語で受領することが記載される193。  

                                                 
189 和解告示第 11 条 
190 和解告示第 9 条 
191 和解告示第 11 条 
192 和解告示第 17 条 
193 和解告示第 20 条 
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【図表】和解案に含まれる事項194 

 

和解案に含まれる事項 

 違反行為に対する法的責任を明確に認めること 

 欧州委員会から課せられ得る制裁金の上限を理解し、受諾すること 

 欧州委員会から異議について十分に告知及び聴聞の機会を与えられたこと 

 欧州委員会の記録開示及び口頭審理を求めないこと 

 EUの公用語で受領すること 

 

 

欧州委員会による異議告知書（簡略版）195 

 

欧州委員会は、和解案を提出した被疑事業者に対しても、異議告知書を送付す

る196。もっとも、和解手続において送付される異議告知書は、通常手続において

送付されるものよりも簡略化されたものである。 

被疑事業者は、少なくとも 2 週間の期限を与えられ、異議告知書の内容を認め

ることを求められる197。 

欧州委員会による和解決定 

 

被疑事業者が異議告知書の内容を認めた後、欧州委員会は、諮問委員会と相談

のうえ、口頭審理を開催することなく、和解決定を行う198。 

前述のとおり、和解が成立すると、被疑事業者は、制裁金 10%の減額を得ること

ができる。リニエンシーにより制裁金減免がなされる被疑事業者であっても、さら

に和解成立による 10%の減額の効果を享受できる199。 

                                                 
194 和解告示第 20 条 
195 和解告示第 2.4 章 
196 和解告示第 23 条 
197 和解告示第 26 条 
198 和解告示第 28 条 
199 和解告示第 1 条、第 33 条 
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5. 欧州委員会による決定手続 

(1) はじめに 

本項では、欧州委員会が、排除措置命令及び制裁金賦課命令等に関する決定を

する手続について説明する。欧州委員会は、かかる決定を行うにあたり聴聞手続

（以下、「事前聴聞手続」という）を行わなければならない200。 

事前聴聞手続は、異議告知書の送達により開始する。異議告知書の名宛人は、

異議告知書の受領後、委員会記録の閲覧謄写をすることが権利として認められて

いる。異議告知書の名宛人は、異議告知書に対する反論（答弁書）を提出し、ま

た口頭審理を求めることができる。欧州委員会は、かかる答弁書、及び口頭審理

が開催された場合には口頭審理の結果を考慮のうえ、排除措置命令及び制裁金賦

課命令等の決定を行う。 

なお、多くの事案において、ここで述べる通常手続ではなく、前述した和解手

続による簡易迅速な解決が図られている。 

 以下、欧州委員会による決定手続について説明する。 

 

 

  

                                                 
200 2003 年審査手続規則第 27 条 1 項 
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【図表】欧州委員会の決定手続の流れの一例 

 

 
 

 

 

(2) 欧州委員会による異議告知書の送達 

欧州委員会は、調査の結果、被疑事業者に対して排除措置命令又は制裁金賦課

命令等を課すことが相当と考える場合には、事前聴聞手続の一環として、被疑事

業者に対し、異議告知書を送達する。異議告知書の目的は、名宛人である被疑事

業者に対し、防御するに必要な情報を提供することである201。 

異議告知書には、欧州委員会が認定しようとする被疑事実、証拠及び法令の適

用が記載されていなければならない。異議告知書に記載される被疑事実は、最終

的な決定と完全に一致している必要まではないが、欧州委員会が最終的な決定を

                                                 
201 2004 年審査手続規則第 10 条、ベストプラクティス第 82 条 
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行うに必要な全ての主要な事実は記載されていなければならない。また、異議告

知書は、名宛人が被疑事実を理解し、防御できる程度に明確でなければならず、

欧州委員会は、保有する情報のうち名宛人が防御するに必要な情報を全て提供し

なければならない。異議告知書には、答弁書の提出期限及び口頭審理の予定期日

も記載されている202。答弁書の提出期限は後述(4)を参照されたい。 

 

(3) 委員会記録の閲覧謄写 

異議告知書の名宛人には、異議告知書の送達を受けた後、委員会記録を閲覧謄

写する権利が認められている203。委員会記録には、欧州委員会が調査において当

該名宛人との関係で収集した全ての文書が含まれている。異議告知書の名宛人

は、第三者の営業秘密その他の秘密文書、及び欧州委員会や加盟国競争当局の内

部文書を除き、委員会記録を閲覧謄写することができる。欧州委員会は、異議告

知書の名宛人に開示しない資料を、違反事実を認定する証拠として用いることは

できない。異議告知書の名宛人が委員会記録を閲覧謄写できる機会は、通常、1

回である204。 

なお、カルテル事案の場合、異議告知書の名宛人であっても、他の共謀者の異

議告知書又はそれに対する回答（答弁書）を閲覧することは、通常、認められな

い。 

実務上、欧州委員会は、閲覧謄写対象の委員会記録を、電子データで DVD 等

に記録し、異議告知書の名宛人に提供しているが、ハードコピー文書で提供する

                                                 
202 ベストプラクティス第 84 条、EU 反トラストマニュアル第 11 章、Case 45/69, 

Boehringer Mannheim v Commission, paras. 9-10; Case 60/81, IBM v Commission, para. 18; 

Case 107/82, AEG v Commission; and Cases C-89/85 Ahlstrom Osakeytio v Commission, 

para. 63 
203 2003 年審査手続規則第 27 条第 2 項、2004 年審査手続規則第 15 条第 1 項 
204 旧 EU 条約第 81 条及び第 82 条、並びに EEA 合意及び理事会規則第 53 条、54 条

及び 57 条による委員会記録に関する委員会告示 

（Commission Notice on the rules for access to the Commission file in cases pursuant to 

Articles 81 and 82 of the EC Treaty, Articles 53, 54 and 57 of the EEA Agreement and 

Council Regulation (EC) No 139/2004）（https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC1222(03)&from=EN）（以下、「閲覧謄写

告示」という）第 27 条 
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こともある205。リニエンシー申請にかかる事業者としての陳述書（コーポレー

ト・ステートメント）については、欧州委員会は、建物内における閲覧を認める

運用を行っている。 

 

(4) 対象事業者による答弁書の提出 

異議告知書の名宛人は、異議告知書に対する反論を記載した答弁書を提出する

ことができる。答弁書の提出期限は、異議告知書に記載されており、最低 4 週間

は確保される。事案の複雑性などを考慮のうえ、2 か月ないし 3 か月程度に延長

されることもある206。 

異議告知書の名宛人は、答弁書を提出する義務はないが、実務上、ほとんどの

名宛人が答弁書を提出している。一般的には、答弁書を提出して反論することが

有益である。なお、異議告知書の名宛人が答弁書を提出しない場合であっても、

後日、欧州委員会の決定を争うことは妨げられない。 

答弁書には、異議告知書に対する反論を記載し、その反論の根拠とする証拠を

添付する。いずれも原本としてのハードコピー及び電子ファイルを欧州委員会に

提出する必要がある。なお、電子ファイルを提出しない場合には、ハードコピー

を 28 部提出する必要がある207。 

 

(5) 欧州委員会との協議 

前述のとおり、欧州委員会との進捗会議は様々な段階で行われるが、異議告知

書の名宛人が答弁書を提出後に行われることも多い208。 

 

                                                 
205 閲覧謄写告示第 44 条 
206 ベストプラクティス第 100 条、EU 反トラストマニュアル第 11 章 
207 2004 年審査手続規則第 10 条第 3 項 
208 ベストプラクティス第 64 条 
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(6) 口頭審理 

異議告知書の名宛人は、口頭審理を求めることができる。口頭審理は、必ず開

催されるものではなく、異議告知書の名宛人が求めた場合のみ、開催される209。

口頭審理における全ての発言は録音される210。 

口頭審理は、欧州委員会の職員ではあるものの調査担当チームから独立した立

場にある聴聞主宰官が主宰する。口頭審理には、聴聞主宰官及び異議告知書の名

宛人のほか、欧州委員会の調査担当チーム、欧州委員会の法律顧問及び欧州委員

会の官房のメンバー（members of the Commissioner’s Cabinet）が参加する。これに

加えて、通常、欧州委員会の競争総局の担当局長及び各加盟国競争当局の担当官

も参加する。苦情を申し立てた者その他の利害関係人（加盟国競争当局を含む）

は、口頭審理への参加及び口頭審理で発言することを求めることができる。口頭

審理は、非公開で行われる211。 

聴聞主宰官が口頭審理の手続を開始する。まず、欧州委員会の担当チームが、

事実及び主要な争点の要約を述べる。次に、異議告知書の名宛人である被疑事業

者が反論を行う。利害関係人が主張を行う場合には、被疑事業者の反論の後に行

う。 

その後、聴聞主宰官は、出席者に対し、質問する機会を与える。口頭審理の期

日において質問に対する回答ができない場合には、聴聞主宰官は、期限を設定

し、口頭審理後に書面で回答することを認めることがある。かかる書面による回

答は、原則として、出席者全員に配布される212。 

最後に、聴聞主宰官は、被疑事業者に対し、最終陳述を行う機会を与える。 

 

                                                 
209 2004 年審査手続規則第 12 条第 1 項 
210 2004 年審査手続規則第 14 条 
211 2004 年審査手続規則第 14 条、聴聞主宰官手続決定第 10 条 
212 聴聞主宰官手続決定第 12 条第 3 項 
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(7) 欧州委員会との協議 

前述のとおり、様々な段階で欧州委員会との協議（State of Play meeting）が行わ

れるが、口頭審理が開催された場合には、欧州委員会は口頭審理後、協議の機会

を提案する213。 

 

(8) 聴聞主宰官による中間報告書及び最終報告書の作成 

聴聞主宰官は、口頭審理後、中間報告書及び最終報告書を作成する。 

中間報告書 

 

中間報告書には、口頭審理の結果及び手続の遵守にかかる聴聞主宰官の報告が

記載される。手続の遵守にかかる事項には、委員会記録の閲覧謄写、異議告知書

に対する答弁書の提出期限、聴聞を受ける権利の確保、口頭審理において適切な

対応がとられたかを含む。 

実務上、聴聞主宰官は、中間報告書を欧州委員会の委員に提出する前に欧州委

員会の調査担当チームに共有し、必要に応じて調査担当チームがコメントする。 

中間報告書は、欧州委員会に提出されるとともに、その写しが欧州委員会の競

争総局、その他の担当局長、及び欧州委員会の法律顧問に提供される214。中間報

告書は、被疑事業者には開示されない。 

 

最終報告書 

聴聞主宰官は、諮問委員会（Advisory Committee on Restrictive Practice and 

Dominant Position）に提出される決定書原案を基に、最終報告書を作成する。最終

報告書には、被疑事業者が手続上の権利を有効に行使できたか、及び決定書原案

において認定されている被疑事実は被疑事業者が防御の機会を与えられた被疑事

実の範囲内かについて記載される。 

                                                 
213 ベストプラクティス第 65 条 
214 聴聞主宰官手続決定第 14 条 
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最終報告書は、被疑事業者に開示される。最終報告書は、諮問委員会、欧州委

員会、競争総局、及びその他の欧州委員会の局長に提出され、加盟国競争当局と

も共有される215。 

最終報告書は、欧州委員会の最終決定と併せて公表されるとともに、欧州連合

官報（Official Journal of the European Journal）及び競争総局のウェブサイトに掲載

される216。 

 

(9) 諮問委員会による最終報告書及び決定書原案の検討 

欧州委員会は、決定を行う前に、諮問委員会の意見を聞かなければならない

217。諮問委員会は、個別の事案を検討するに際して、各加盟国競争当局の代表者

により構成される218。 

欧州委員会が、諮問委員会を招集し、欧州委員会の委員長が諮問委員会の議長

を務める。諮問委員会の協議は、招集通知、並びに協議事項の概要、最も重要な

記録及び決定書原案の送付後、14 日以降に行われる。諮問委員会の協議は、複数

回に分けて行われることがある（たとえば、第 1 回目の協議では、違反事実の認

定及び被疑事業者の責任について検討し、第 2 回目の協議では、制裁金の賦課に

ついて検討するなど）。諮問委員会の協議は、口頭で協議を行う方法のほか、加

盟国の異議がなければ、書面により協議を行う方法でも可能である219。 

諮問委員会は、協議を行った後、欧州委員会に対し、欧州委員会の決定書原案

について書面で意見を提出する。諮問委員会の意見には欧州委員会に対する法的

拘束力はないが、欧州委員会は、諮問委員会の意見を最大限尊重する義務を負

い、諮問委員会の意見を考慮した事項を諮問委員会に報告しなければならない。

諮問委員会の書面による意見は、欧州委員会の決定書原案に添付される。諮問委

                                                 
215 聴聞主宰官手続決定第 16 条、第 17 条 
216 聴聞主宰官手続決定第 17 条 
217 2003 年審査手続規則第 14 条第 1 項 
218 2003 年審査手続規則第 14 条 2 項 
219EU 反トラストマニュアル第 14 章第 11 条 
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員会が意見の公表を推奨する場合には、欧州委員会は、企業秘密の保護に関する

事業者の正当な利益を考慮したうえで、公表する220。 

諮問委員会の意見には欧州委員会に対する法的拘束力がないことから、実務上

は、諮問委員会の関与は形式的なものであることが多い。諮問委員会の協議に必

要な定足数は決まっておらず、過去には、出席者が 3 か国の加盟国の代表者のみ

だったこともある。もっとも、手続上、諮問委員会の協議を経なければならず、

仮に諮問委員会の協議を経ずに欧州委員会の決定が行われると、かかる決定は無

効となり得る。 

 

(10) 欧州委員会による決定（排除措置命令、制裁金賦課命令、履行強制金

支払命令など） 

欧州委員会は、事業者が EU 競争法違反の行為をしたと考える場合、当該事業

者に対する違反行為の停止を命ずる、排除措置命令を行う決定をすることができ

る221。かかる決定には、名宛人に加え、通常、制裁金の賦課についても記載され

る。排除措置命令の形式は、定型化したものはない。決定書は、事案によっては

膨大な量になるものもあり、中には 800 頁以上の決定書222もある。 

欧州委員会は、異議告知書に記載した内容又は異議告知書の送達以降に被疑事

業者に提供した内容以外の主張を決定書で認定してはならない。また、新たな証

拠を追加してはならない223。決定書の名宛人である被疑事業者に、防御の権利が

保証される必要があるからである。もっとも、決定書が、異議告知書と全く同一

である必要まではない。 

 

                                                 
220 2003 年審査手続規則第 14 条 
221 2003 年審査手続規則第 7 条 
222 Case AT.39612, Perindopril (Servier). This covered Article 101 and 102 alleged 

infringements. 
223 Case T-2/89, Petrofina v Commission, para.39 
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6. 弁護士依頼者間秘匿特権（Legal Professional Privilege）224 

米国におけるアトーニー・クライアント・プリビレッジ（ attorney-client 

privilege）と呼ばれる弁護士依頼者間秘匿特権に類似する制度として、EU では、

リーガル・プロフェショナル・プリビレッジ（legal professional privilege）（前述

（第 3 の 4）したとおり、以下、単に「秘匿特権」という）と呼ばれる制度があ

る。米国の制度との重要な違いは、コミュニケーションの相手である弁護士が欧

州経済領域（EEA）内の法曹資格を有する弁護士である必要があること、及び企

業内弁護士は対象とならないことである。すなわち、EU で秘匿特権として保護

されるためには、最低限、EEA 内の法曹資格を有する社外弁護士とのコミュニケ

ーションである必要がある。 

7. リニエンシー 

欧州委員会の手続においても、被疑事業者が違反行為を申告することによって、

一定の条件のもと、制裁金が減免されるリニエンシーの制度がある。リニエンシ

ー制度は、当局の立場からみると、調査の端緒の重要な役割を果たしている。欧

州委員会は、カルテル案件における制裁金の減免にかかる委員会告示

（Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases225）

（以下、「制裁金減免告示」という）において、リニエンシー制度の運用につい

ての具体的な考え方を示している。 

リニエンシーには、制裁金を全額免除される場合と減額される場合がある。 

制裁金免除 

リニエンシー申請者が、制裁金の全額免除を受けるためには、以下のいずれか

の要件を充足し、かつカルテルの内容等を明らかにした事業者としての陳述（コ

ーポレート・ステートメント）及び証拠を提出する必要がある。さらに、①②の

                                                 
224 ベストプラクティス第 2.7 章参照 
225 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC1208(04)&from=EN 
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いずれの場合であっても、欧州委員会の調査に全面的かつ継続的に協力すること

226、及び申請後直ちに違反行為を取りやめることが必要である227。 

① 欧州委員会が当該カルテルにかかる調査を開始していない事案において、

リニエンシー申請者が、当該カルテルに関する立入調査の実施を可能にす

ると欧州委員会が考える情報及び証拠を最初に提出する場合又は 

② 欧州委員会が当該カルテルに関して機能条約第 101条違反を発見するのに十

分な証拠を有しておらず、当該カルテルに関してリニエンシー申請告示第 8

条第(a)号によるリニエンシーの条件的免除を認められた事業者が存在しな

い場合に、当該カルテルに関する機能条約第 101条違反の発見を可能にする

と欧州委員会において判断する情報及び証拠を最初に提出する場合 

欧州委員会の調査への全面的かつ継続的な協力として、具体的には、保有して

いる情報及び資料を全て提供すること、欧州委員会の質問に迅速に回答し、要求

された資料を提出すること、役職員に対する事情聴取に応じること、新たに知っ

た違反行為に関する事実に関する情報を提供すること、リニエンシー申請をした

ことや提供した事実を第三者に漏洩しないことが求められる（制裁金減免告示第

12 条(a)）。 

制裁金減額 

 リニエンシー申請者は、制裁金の全額免除が認められない場合であっても、欧

州委員会が保有する証拠に重要な付加価値を与える証拠を提供する場合には、制

裁金の減額が認められ得る228。重要な付加価値を与える証拠とは、欧州委員会が

調査対象としているカルテルの立証を容易にする情報及び証拠をいう229。さらに

リニエンシー申請者は、欧州員会の調査に全面的に協力する必要がある。 

                                                 
226 制裁金減免告示第 12 条(a) 
227 制裁金減免告示第 12 条(b)。なお、欧州委員会が、調査に影響を及ぼすことを避

けるために違反行為を直ちに止めるべきでないと考えることがあり、その場合には

違反行為を直ちにやめる必要はない（前同条）。 
228 制裁金減免告示第 24 条 
229 制裁金減免告示第 25 条 
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 リニエンシーにより得ることができる減額幅は、第 1 順位は 30%から 50%、第

2 順位は 20％から 30%、第 3 順位以降は 20%以内である。かかる減額幅の範囲内

で、欧州委員会が、提供された情報がもたらす付加価値、要件を充足する情報を

提供した時期等を勘案して、調査手続の最終段階で決定する230。 

リニエンシーの申請手続 

 欧州委員会のリニエンシー手続においては、仮の順位を取得するマーカー制度

がある231。最も、日本の制度とは異なり、欧州委員会の手続でマーカー制度があ

るのは免除申請のみである。制裁金の全額免除を求めるリニエンシー申請者は、

欧州委員会が指定する期間内に証拠を追完することを条件とし、仮順位の申請を

することができる。仮順位の申請をした場合に、欧州委員会の指定する期間内に

追加の証拠を提出すると、仮順位の申請時に全ての証拠を提出したものとして扱

われる232。 

 欧州委員会は、リニエンシー申請に必要な情報及び証拠が提供されたと認める

場合には、他の要件が充足されることを条件とする条件付き免除決定を行い、申

請者に伝える233。欧州委員会は、免除の要件を充足しないと判断した場合には、

その旨を書面にて申請者に伝える。申請者は、申請を取り下げるか、又は制裁金

の減額申請として取り扱うよう欧州委員会に対して求めることができる234。欧州

委員会は、申請者が申請を取り下げた場合であっても、通常の調査によって情報

収集することを妨げられない235ので、企業としては、一度リニエンシー申請をし

て証拠等を提供した後、それを取り下げることについては極めて慎重な判断が必

要となる。 

 上述のとおり、制裁金の全額免除を求める申請と異なり、制裁金の減額を求め

る申請には、マーカー制度はない。欧州委員会は、申請者から提供された情報及

                                                 
230 制裁金減免告示第 26 条、第 30 条 
231 制裁金減免告示第 14 条 
232 制裁金減免告示第 15 条 
233 制裁金減免告示第 18 条 
234 制裁金減免告示第 20 条 
235 制裁金減免告示第 20 条 
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び証拠が、提供時において欧州委員会が保有する証拠に重大な付加価値を与える

との一次的な結論に達し、その後も申請者が要件を充足している場合には、遅く

とも異議告知書を送付する際には、書面で、減額率の範囲を明示して、減額の意

向を申請者に伝える236。欧州委員会は、申請者が減額の要件を充足しないと考え

る場合にも、遅くとも異議告知書を送付する前には申請者にその旨伝える237。欧

州委員会は、調査の最終段階で、減額率を決定する238。 

実務上の留意点 

上述のとおり、企業は、リニエンシーが認められれば制裁金を免除又は減額さ

れる恩恵を受けることができ、また欧州委員会の手続が早期に終了するメリット

もある。他方、日本のリニエンシー手続とは異なり、積極的かつ継続的に調査に

協力する義務があり、企業にとっての負担が大きい。さらに、リニエンシー申請

者は、違反行為を自認することが前提となっていることから、かかる違反行為を

根拠とする損害賠償請求が提訴されるリスクが高まるとともに、提訴される時期

が早まるリスクも高くなる。 

どのような場合にリニエンシーをすべきかは、事案次第であり、極めて専門的

な判断が必要となる。とりわけ日本企業に EU 競争法違反の疑いが生じる場合に

は、EU 競争法以外の競争法違反の疑いも同時に生じている場合が少なくないも

のと考えられることから、そのような疑いが生じた場合には、早期に、競争法案

件に経験豊富な専門家に相談すべきである。 

                                                 
236 制裁金減免告示第 29 条 
237 制裁金減免告示第 29 条 
238 制裁金減免告示第 30 条 
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8. 一般裁判所への提訴 

一般裁判所（General Court）は、EU の第一審裁判所である。一般裁判所は、加

盟国の裁判官により構成されている。各加盟国から最低 1 名の裁判官が参加し、

2018 年 10 月 8 日現在、45 名の裁判官により構成されている239。 

欧州委員会の決定の名宛人は、同決定に不服がある場合、一般裁判所に提訴す

ることが可能である240。一般裁判所は、欧州委員会の決定の破棄を求める訴え

（EU機能条約第 263条）並びに制裁金及び履行強制金の賦課決定の破棄を求める

訴え（同第 261 条）などについて、管轄権を有する241。なお、加盟国も提訴する

権利はあるが、実際に加盟国が提訴することは稀である。 

一般裁判所に提訴をすることができる期間は、欧州委員会の決定が官報に掲載

された日又は名宛人が決定を受領した日から 2か月と 10日以内242である。カルテ

ル事案では、名宛人は、官報に掲載される前に決定を受領することが一般的であ

ることから、決定の内容に不服がある場合には、決定を受領してから 2 か月と 10

日以内に一般裁判所に提訴する必要がある。 

欧州委員会の決定は、一般裁判所への提訴により、効力が停止するものではな

い。決定において制裁金の賦課が命じられた場合には、名宛人は、一般裁判所へ

の提訴に拘わらず、制裁金を支払わなければならない。もっとも、欧州委員会は、

名宛人が一般裁判所で敗訴した場合には延滞利息を支払うこと及び銀行保証を提

供することを条件に、制裁金の支払いの留保を認めることもある。 

なお、欧州司法裁判所（Court of Justice of the European Union）が発表している

2017 年の統計によると、一般裁判所における裁判手続にかかった期間は平均 16.3

                                                 
239 一般裁判所のウェブサイト

（https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/en/#compos）を参照されたい。 
240 EU 機能条約第 256 条 
241 EU 機能条約第 263 条など 
242 EU 機能条約第 263 条約によれば提訴期限は 2 か月であるが、一般裁判所が所在

するルクセンブルグへの郵便事情を考慮し、同期限が 10 日間延長されている（一般

裁判所手続規則第 60 条）。 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/en/#compos
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月であった243。この統計の対象となった裁判手続は、競争法以外の事案を含むも

のであり、競争法の事案（カルテルを含む）では、この平均期間よりも長くかか

っているものが多いものと思われる。 

9. 欧州司法裁判所への上訴 

欧州司法裁判所は、28 名の裁判官と 11 名の裁判所補佐官によって構成されて

いる。 

一般裁判所の判決に不服のある名宛人は、欧州司法裁判所に対し、法令違反を

理由として上訴することができる。上訴理由は、一般裁判所の権限違反、手続違

反、EU 機能条約その他の法令違反、及び権限濫用に関する法令上の問題点のみ

に限定されている244。 

上訴期間は、一般裁判所の判決受領日から 2 か月と 10 日以内である245。 

なお、欧州裁判所が発表している 2017 年の統計によると、欧州司法裁判所に

おける裁判手続にかかった期間は平均 15.7 月であった246。前述同様、この統計

の対象となった裁判手続は、競争法以外の事案を含むものであり、競争法の事

案では、この平均期間よりも長くかかっているものが多いものと思われる。 

 

                                                 
243 欧州裁判所 2018 年 3 月 23 日付プレスリリース

（https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180036en.pdf） 
244 EU 機能条約第 256 条第 1 項、欧州裁判所規程第 58 条 
245 欧州裁判所規程第 56 条によれば提訴期限は 2 か月であるが、欧州司法裁判所が

所在するルクセンブルグへの郵便事情を考慮し、同期限が 10 日間延長されている

（2012 年 9 月 25 日統合版欧州司法裁判所手続続規則第 51 条

（https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/rp_en.pdf））。 
246 欧州裁判所 2018 年 3 月 23 日付プレスリリース

（https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-03/cp180036en.pdf） 
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第5 ハードコアカルテル事案以外の米国反トラスト法及び欧州競争法違反にかか

る主要な手続と実務対応 

1. 米国 

(1) 米国反トラスト法の執行行政機関（ハードコアカルテル以外） 

前述したとおり、米国の連邦レベルで、反トラスト法を執行する行政機関は、

司法省反トラスト局以外に、連邦取引委員会がある。連邦取引委員会は、反トラ

スト法違反を刑事訴追する権限はないが、クレイトン法又は連邦取引委員会法違

反に対し、民事及び行政上の請求をする権限がある。 

 

(2) 米国連邦取引委員会における手続 

 連邦取引委員会が、反トラスト法違反の疑いがあると考える場合には、調査を行

い、審査手続を経て、排除措置命令等の命令を出すことができる。また、連邦取引

委員会は、被疑事業者が違反事実を認める場合には、同意命令（consent order）によ

り事件を解決することも可能である。さらに、連邦取引委員会は、必要に応じて、

違反行為の差止命令等を求める訴訟を提起することができる。 

 以下、連邦取引委員会の調査手続、同意命令並びに審判及び審決について、概要

を説明する。 

調査手続 

 連邦取引委員会は、任意の方法による調査に加え、①サピーナによる文書提出

命令等247、②民事審査請求（Civil Investigation Demand。略して「CID」と呼ばれ

ている）による文書提出命令等248などの強制を伴う方法により調査を行うことが

できる。 

 なお、連邦取引委員会は、司法省と異なり、立入調査をする権限はない。 

                                                 
247 連邦取引委員会法第 9 条 
248 連邦取引委員会法第 20 条 
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同意命令 

同意命令は、当局と違反事業者が合意により事件を解決する手法の一つである。

審判手続の開始の前後を問わず、違反事業者が違反行為を認める場合には、連邦

取引委員会は、違反事業者との合意により、事件を終了させることができる。多

くの事案は、審判手続開始前の同意命令により、終了している。 

連邦取引委員会は、違反事業者との間で合意した内容を基に同意命令案を作成

し、通常 30 日間、パブリックコメントに付し、その後、委員会の議決を経て、同

意命令を出す。 

審判及び審決 

前述のとおり、多くの案件が審判手続開始前に同意命令により解決するが、そ

うでない場合には、審判手続に移行する。その場合、連邦取引委員会は、審判開

始決定書を被疑事業者に送付し、審判手続を開始する。 

審判手続は、行政手続ではあるが、裁判に類似する対審構造を採る手続である。

連邦取引委員会の審査官が原告側、被疑事業者が被告側、連邦取引委員会とは異

なる機関である人事管理局（Office of Personnel Management）に所属し一定の独立

性と身分保障を有する行政法裁判官（Administrative Law Judge）が裁判官類似の立

場で審判を主宰する。 

審判手続終結後、行政法判事は、審決案を作成する。被疑事業者が決定案に対

して異議申立てを行う場合には、委員会は、再審査のうえ、審決を出す。なお、

被疑事業者は、審決に不服がある場合には、連邦控訴裁判所に審決取消訴訟を提

起することができる。 

2. EU 

(1) EU競争法違反の執行行政機関（ハードコアカルテル以外） 

前述したとおり、EU 競争法の執行行政機関は、欧州委員会と各加盟国競争当局

であり、ハードコアカルテル以外の違反事案についても同様である。欧州委員会
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は、ハードコアカルテルについては、他の違反事案よりも厳しく制裁する傾向に

あるものの、基本的な手続及び実務上の留意点は、ハードコアカルテルについて

述べた内容がハードコアカルテル以外の違反事案についても該当する。 

ここでは、ハードコアカルテルには適用のない確約手続について、概要を説明

する。 

(2) 確約手続 

確約手続（Commitment Procedure）は、当局と被疑事業者が合意により事件を解

決する手法の一つである。日本でも 2018 年 12 月に公正取引委員会の手続に確約

手続が導入されたが、日本の確約手続は EU の確約手続に習ったものとされてい

る。確約手続は、ハードコアカルテルには適用されず、また制裁金を課すべき事

案にも適用されない。欧州委員会の 2004 年 9 月 17 日付プレスリリースにおい

て、欧州委員会が確約手続の対象とする事案等について説明しており、参考にな

る249。 

欧州委員会は、違反行為の排除を求めることを意図する場合であって、被疑事

業者が欧州委員会の示す懸念を解消する条件に同意する場合には、確約合意を成

立させることができる250。確約は、違反行為の自認又は認定を含むものではな

い。 

欧州委員会が被疑事業者との確約合意に基づき確約決定をする場合には、事案

の概要、及び確約合意又は提案された措置の主要な内容を公表し、1 か月を超え

ない限度の期間、利害を有する第三者に意見を述べる機会を与えなければならな

い251。なお、かかる第三者により述べられた意見を反映させるか、及びどの程度

反映させるかについては、欧州委員会に裁量がある。 

                                                 
249 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-217_en.htm?locale=en 
250 2003 年審査手続規則第 9 条 
251 2003 年審査手続規則第 27 条第 4 項 
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欧州委員会は、確約決定後、確約合意をした事業者が確約を遵守しない場合に

は、当該事業者の直近事業年度の総売上高 10%以下の額の制裁金を課すことがで

き、また確約を履行するまで履行強制金を課すことも可能である252。 

 

第6 まとめ  

本報告書で述べてきたとおり、日本企業が、米国や EU の競争法の手続を理解

し、万一違反行為又はその疑いのある行為が判明した場合には、迅速かつ適切な

対応をとることが重要である。 

とりわけ、競争当局から立入調査を受けることとなった場合には、初動対応が

極めて重要であり、そのような緊急時に迅速かつ適切な対応をするためには、事

前に対応策を取り決めておくことが必要不可欠である。たとえば、米国及び EU

の競争当局は調査妨害に対して厳しい姿勢でおり、万一役職員が調査妨害又はそ

れが疑われる行為をした場合には、企業は、競争法違反の被疑事実のみならず、

調査妨害の被疑事実についても対応せざるを得なくなるうえ、競争法違反に対す

る制裁に加えて調査妨害に対する制裁をも科され得る。役職員が事の重大性を十

分に理解せずに迂闊な対応をとることがないよう、企業としての危機管理を徹底

しておかなければならない。 

また、判明した違反行為又はその疑いのある行為が複数の国・地域に影響し得

るものである場合、企業がかかる状況のもとで最適と考えられる対応をとるため

には、適用のあり得る国・地域の競争法及びその手続を総合的に考慮することが

必要不可欠である。たとえば、企業がリニエンシー申請をする場合、申告する違

反行為に適用され得る国・地域の競争法への影響も十分に検討したうえで、当該

競争当局にリニエンシー申請をすることが企業にとって最大の利益となるものか

を判断すべきである。 

                                                 
252 2003 年審査手続規則第 23 条第 2 項(c)、同第 24 条第 1 項(c) 
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現実の事案は多種多様であり、現実の事案において適切な対応をとるためには

専門的な判断が必要不可欠となるが、企業が適切な専門家に相談をできるように

するためにも、平時から、手続の流れを習得し、対応策を準備しておくことが有

益である。 

以 上 


