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（要約） 
 

私的独占における排除概念の再構成―行為者の意図に焦点をあてて― 

   宍戸 聖 

 

第１ はじめに 

  独占禁止法（以下、「独禁法」）2 条 5 項は「事業者が、単独に…他の事業者の事業活動

を排除し…公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」

を私的独占と定義している。この排除には、独禁法の他の規定に違反することが明白であ

るようなその不当性が自明な行為のみならず、一見すると正常な競争行動であるように思

われるが場合によっては独禁法上望ましくない効果を市場にもたらすような、不当性の評

価が難しい行為も含まれる。 

  良質廉価な製品・役務の提供等の形で自らの効率性の達成を通じて行われる積極的な競

争行動は、不当な排除と同様に競争者を排除する効果を持つ。そのため、単なる事業活動

の自由の発露との区別が必要となるような競争者排除型行為の規制においては、正当な競

争の結果としての排除と独禁法上不当とすべき排除の識別が重要な課題となる（以下、こ

の識別を単に「排除の識別」という）。 

  最高裁は、行為が独禁法 2 条 5 項における排除に該当するためには「自らの市場支配力

の形成、維持ないし強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為

性を有する」ことが必要であると述べている。最高裁の述べる「正常な競争手段」とは、

価格・品質に基づく競争手段、すなわち、能率競争を意味すると考えられている。つまり、

能率競争に適う行為の結果として競争者が排除されたとしても、上記の定義における人為

性は無いといえる。 

  例えば、明らかに不利益な取引条件を相手方に認めさせ、顧客等の意思決定を人為的に

抑圧し、競争者を排除するような排他条件付取引型の行為は、効率性の発揮とはおよそ言

えず、能率競争に適うものではないことが明白であり、行為自体に人為性があるものと言

える。 

  しかし、単独の取引拒絶や廉売等の事業者の事業活動の自由の発露と外形上の重複がみ

られるような行為の場合には、効率的な事業活動でないことを理由に直ちに行為が独禁法

上非難されることはなく、排除効果を有する行為であったとしても、そのことが直ちに行

為の人為性を示唆するわけではない。そのため、これらの行為に関しては、何らかの基準

によって正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性の有無を判断する必要が生じる。 

  日本の学説は、排除の効果を持つ行為すべてを排除型私的独占とするのは妥当ではない

という上記の問題意識をもとに、「人為的な反競争行為」や「人為的な排除」、「競争制限

的な行為」、「効率性によらない排除」等の表現で排除概念の限定を試みてきた。もっとも、

これらの表現はそれ自体が法的な基準として機能するわけではないため、人為性の有無の

判断にも対応可能な形で法的な基準に落とし込む必要がある。  

  排除の識別の問題は、シャーマン法 2 条事例の蓄積を通じて米国において特に活発に議

論されてきた。もともと、米国では能率競争概念を基礎に不当な排除の識別が試みられて

きた。しかし、これらの概念は上で紹介した排除概念の限定を試みる日本の学説と同じく、

裁判所が用いることのできる法的な基準とはなり得ない。  

  そのため、現在では、行為の経済合理性の有無に着目する基準や、行為者と同等に効率

的な競争者をも排除するような行為であるかどうかという点に着目する基準など、何かし

らの観点から行為の不当性を評価する基準が提案され、これらの基準を基礎に、想定され



る排除行為の類型ごとに排除の識別基準を見出す試みがなされてきている。  

  ところが、このような説明には理論的な課題が存在する。この課題はまさに第 3 章及び

第 4 章で詳細な検討を試みているものであるが、端的に述べれば、①厚生基準を実際に裁

判所が採用することが困難であることに鑑みて経済合理性基準を採用するとして、経済合

理性基準を利用するためには何かしらのベンチマークが必要となること、そして、②同等

効率性基準は理論的に行為の正当不当を識別するものではないため、理論上は同等効率性

基準によっては不当性を識別できない領域があること、の 2 点があげられる。 

  例えば、単独の支配的事業者による高価格設定行為を通じた擬制的取引拒絶の不当性を

評価する際には、係る価格設定が実質的に不当な取引拒絶とまで言えるものかどうかを過

去の取引に関する情報や他の競争者との間で並行して行われている取引に関する情報な

どをベンチマークとして評価を行わざるをえない。  

  また、平均可変費用（AVC）ないしは平均回避可能費用（AAC）以上・平均総費用（ATC）

未満の価格領域に位置づけられる廉売行為については、同等効率性基準のみに依拠して不

当性を推認することができないため、価格が ATC を下回っているという事実に加え、何

らかの追加的な要因によって経済合理性の観点からみた不当性を示す必要がある。さらに

言えば、ATC 以上の価格領域に位置づけられる廉売行為については、同等効率性基準が不

当性の理論的根拠とはなり得ないため、経済合理性の観点から不当といえる余地がある。 

  このように、排除型私的独占の規制においては、これまで提唱されてきた包括的な基準

では、適切な排除の識別が困難な領域が存在している。  

  本論文では、行為者の意図に着目して、この領域における排除の識別の在り方を検討す

る。 

  排除の識別を巡る議論の歴史を遡ると、行為者の意図ないしは目的が重要とされてきた

ことがわかる。しかしながら、行為者の悪意や害意は競争法上望ましい活発な競争の意図

と重複する場合が多く、前者と後者の識別は難しい。また、行為者が競争法に反するよう

な意図のもとに行為を行ったという事実は、直ちに当該行為が市場に反競争効果をもたら

すということを示すわけではない。そのため、現在の米国では、行為者の意図を考慮しな

いことが望ましく、排除行為の類型ごとに、自らの効率性に基づく行為であるか、行為が

反競争的な利益の獲得以外の観点からみて経済合理性を有するかといった複数の視点の

いずれかあるいはそれらの組み合わせによって、客観的に排除の識別を行うことが望まし

いと考える立場が有力である。 

  日本の学説においてもこの立場が有力である。また、EU でも、欧州委員会による排除

濫用に関するガイダンスなどから明らかなように、行為の効果に着目した違法性評価を重

視し、行為者の主観的意図に関する証拠は重視しない立場が有力である。  

  ところが、日米欧ともに、一部の判例には、行為者の意図を重要な考慮要素として違法

性の評価が行われたと読めるものがある。その典型例は EU の不当廉売規制である。欧州

司法裁判所は一部の類型の不当廉売について、行為者の反競争的な意図の存在が要件であ

ると明示している。米国の下級審の中にも同様の枠組でこの類型の廉売行為の不当性を判

断する裁判所があり、また、類似の判断は日本の一部の不当廉売事例のなかでもみられる。 

 また、とくに日本および米国の一部の取引拒絶型行為が問題とされた事例には、意図を要

件としているわけではないが、行為の不当性を認定するにあたって行為者の意図を重要な

考慮要素としていたとみられるものがある。これらの事例では行為の経済合理性に着目し

た基準に依拠して行為の不当性を識別する枠組が示されたと評価できるが、この枠組は結

局のところ行為の客観的人為性を推認するためのものであり、理論上は客観的事実に基づ

いて行為者の意図を評価する（米国の学説では客観的意図と呼ばれる）枠組であると整理

できる。 



  本論文では、このような学説と判例の乖離を踏まえ、学説上は排除の識別において望ま

しくないと考えられているはずの行為者の意図が、一部の行為類型の不当性の評価におい

て実際に裁判所によって考慮要素ないしは要件として用いられたことの理論的な背景を

検討した。そして、この検討を通じてこれまでに提案されてきた排除の識別基準の課題を

明らかにし、それらの課題との関わりにおいて行為者の意図という要素が排除の識別にお

いてどのような役割を持っているのかを論じた。  

第２ 検討のための予備的作業 

 第 2 章では、①日米欧の支配的事業者による単独の競争者排除型行為に対する規制の概観、②比

較法検討の意義の確認、③排除の識別について、従来提案されてきた理論の整理、そして、④本論文

が排除の識別のあり方を論じるうえで着目する行為者の意図について、その概念の整理を行った。 

  ①②日本では排除型私的独占の事例数は少ない。他方で米国や欧州では日本の私的独占

に相当する規定の運用が日本と比較して活発にみられ、不当な排除を識別するための基準

を確立する必要性が高かったということもあり、排除の識別の問題は米国や欧州において

活発に議論されてきたようにみられる。この議論の蓄積は日本の排除の識別の議論の基礎

となっている。例えば、欧米で排除の識別を論じるにあたって用いられてきた利潤犠牲基

準や同等効率性基準といった各基準は、今では、日本でも単独行為の反競争効果を考える

うえでの理論的な基礎とされている。また、近年最高裁が示した排除の定義のうち、とく

に「人為性」に関わる文言の解釈は上記各基準と密接に関わることになる。  

  さらにいえば、本論文で具体的な検討を予定している単独の取引拒絶を通じた排除と不

当廉売を通じた排除のいずれの論点についても、米国及び欧州の判例と議論の展開を踏ま

えた示唆を得ることが有用といえる。単独の取引拒絶や不当廉売のような原則合法型の行

為についてはとくに排除の識別が困難となる領域が存在しているところ、係る領域におけ

る評価枠組みに関して各法域で相違があり、その相違を踏まえることで係る領域における

排除の識別を立体的に論じることができるからである。 

  以上のような事情から、本論文では、とくに、「自らの市場支配力の形成、維持ないし

強化という観点からみて正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性」に着目する日本

の最高裁の枠組の解釈について、米国及び EU で排除の識別のための基準として提案され

ている経済合理性基準や同等効率性基準との理論上の関わりを中心に考察する。 

  ③日本の学説では、排除の効果をもつ行為すべてを排除型私的独占とするのは妥当では

ないという先述の問題意識をもとに、「人為的な反競争行為」等の表現で排除概念の限定

が試みられてきたが、これらの表現はそれ自体が法的な基準として利用可能なものではな

いため、法的な基準の確立が必要とされてきた。このような事情から、現在では、主に米

国での議論を出発点として、利潤犠牲基準、同等効率性基準、RRC 等の考え方を軸に、想

定される排除行為の類型ごとに排除の識別基準を見出す試みがなされてきている。これら

の概念は効率性によらない排除かどうかの識別を通じて行為の不当性を評価する枠組み

と整理できる。 

  ④本論文においては、意図という語を故意、目的、動機、認識等の様々な主観的要素の概念を内

包する広義の意味で用い、また、必要に応じて意図を「主観的意図」と「客観的意図」に分類する。

これは認定証拠の種類に応じた分類である。また、本論文が検討の対象とする意図は、単独事業者に

よる競争者排除型の行為を通じた市場支配力の形成・維持・強化に伴われる行為者の意図であり、複

数事業者間で共有される行為の遂行に向けた意図や、シャーマン法 2 条下での独占化の企図の認定

に必要とされる「特定意図」などは検討の対象に含まない。 

第３ 単独事業者による直接の取引拒絶  

第3章では、まず、米国の議論を参照し、日本でもしばしばみられる、排他条件付取引と実質的に



同様の効果を持つタイプの単独かつ直接の取引拒絶は、行為自体に「人為性」が内在しているものと

いえる点において、競争者からのアクセス要請を拒絶するような場合とは異なるということを確認

した。 

  そして、後者のタイプの単独かつ直接の取引拒絶行為に関して、日米欧では、いずれの法領域にお

いても、米国で提案されてきた利潤犠牲基準と類似のコンセプトに基づく違法性評価が行われてい

ることを確認した。そのうえで、利潤犠牲基準ないしは経済的有意味性基準自体は、第 2章で行った

学説の整理からも明らかなように、行為が反競争的な目的に向けて行われたものかどうかを客観的

な事実から推認しようとする類のものあり、この意味で、これらの基準は客観的意図を評価するため

の基準であることを論じた。 

  米国では、Aspen 判決以前の判例法においては、行為の意図・目的が競争法上不当であ

るかどうかに着目して取引拒絶行為の不当性に関する評価が行われてきた。しかし、行為

の目的に着目することで、活発な競争の目的と不当な目的の識別といった困難も伴われる。

この点、Aspen 判決は、利潤犠牲に関する証拠を重視した評価を行うことで、従来の枠組

みにみられた行為の意図・目的の評価に伴われる懸念に対処しようとしたものともいえる。 

  Trinko 判決では、取引相手の選択は企業に認められる権利であるとしたうえで、Aspen

判決はその例外に該当するとした。Aspen 判決が例外にあたる理由として、Trinko 判決

は、被疑事業者が原告に対して小売価格でのリフト券の販売を拒絶したという事実を強調

している。 

  取引拒絶規制における利潤犠牲基準の適用に関して、学説は賛否両論に分かれている。

しかし、重要なのは、利潤犠牲に関する証拠は取引拒絶行為の違法性の評価における十分

条件でもなければ必要条件でもないということである。利潤犠牲に係る事実は、あくまで

も、行為が反競争的な利益を観念しない限りは利益にならないものであることを示す証拠

の一つに過ぎない。したがって、結局、利潤犠牲に関する証拠は、行為が反競争的な利益

の獲得を目的として行われたという事実を示す証拠であると整理でき、米国法の枠組みは、

初期の判例法から一貫して行為の意図・目的に着目するものであり、Aspen 判決以降の判

断枠組みは利潤犠牲基準を基礎に意図・目的の認定をより洗練されたものへと定式化した

ものといえる。 

  利潤犠牲基準と経済的有意味性基準いずれの立場をとったとしても、経済合理性に着目

する基準に依拠する限り、その理論的な基礎は Bork や Ordover & Willig による「略奪」

の定義にある。略奪の定義はいずれも、行為による競争者の排除を通じた独占利潤の獲得

といういわば反競争的な利益を観念しない限り、そのような行為を行うことが行為者にと

っておよそ利益にならないような行為を略奪と定義するものであった。つまり、利潤犠牲

基準ないしは経済的有意味性基準は、行為が反競争的な利益の獲得のみを目的としている

こと、ないしは、行為に伴われる種々の目的の中でも係る利益の獲得が主たる目的である

ということを、主観的な意図・目的の考慮に伴われる困難を回避するため、客観的に示そ

うと試みるものと整理できるということである。  

  ところで、EU 法の枠組みは一見すると米国法の枠組みとは全く異なるものであるが、

行為の目的を考慮要素に含めた評価を行っているという点では共通しているといえる。

EU 法のもとでの取引拒絶行為の評価枠組みは、①当該拒絶が。隣接市場において特定の

活動を行うために必要不可欠な製品または役務に関連する、②当該拒絶が、その隣接市場

における有効な競争を全て排除するような類のものである、③当該拒絶が、潜在的な消費

者需要があるような新製品の出現を妨げるといった事実が立証された場合には、当該拒絶

が客観的に正当化されない限り、例外的に支配的地位の濫用に該当するというものであっ

た。このうち、②は行為が競争の除去を通じて人為的に競争を歪曲するかどうかを評価す



るという点で、行為の手段としての不当性、さらに言えば、そのような手段を採用すると

いう意味で目的の不当性を考慮する枠組みであると整理できる。また、③は、本来競争の

結果としてもたらされるはずの消費者利益およびイノベーションが競争の排除を通じて

阻害されることを問題としており、これも②と同様の意味で行為の目的の不当性を考慮す

る枠組みと整理することもできる。客観的正当化の枠組みは上記②および③に関する比較

衡量の枠組みであるから、上記②、③、そして客観的正当化に関する枠組みという一連の

評価枠組みは、行為が反競争的な利益の獲得を目的として行われたかどうかを考慮要素に

含めているものといえ、この点で米国の枠組みと共通点があるといえる。  

  日本法の枠組みは、独禁法上不当な目的に向けて行われた取引拒絶を不当とするもので

ある。独禁法 2 条 5 項の適用においては、行為が「市場支配力の形成、維持、強化という

観点から見て正常な競争手段を逸脱するような人為性を有する」かどうかの判断のなかで、

取引拒絶行為が不当な目的に向けて行われたかどうかの評価が行われる。このように、日

本法の枠組みは、競争法上不当な目的に向けて行われた取引拒絶を不当視するという点で、

米国法および EU 法の枠組みと共通しているといえる。  

  いずれにせよ、排除を通じた利益を観念しなければおよそ合理的とは言えないような戦

略を採用する動機の存在は、問題の行為がどのような性格の戦略のもとに行われたもので

あるかを検討するための重要な証拠の一つであり、特に、単独の事業者が直接かつ一方的

に取引を拒絶する場合のような、排除の識別が特に困難となるような場面においてはこの

ような証拠がとりわけ有用重要になるということである。  

  上記のとおり、取引拒絶行為の評価において行為の意図・目的は重要な意味を持つ。  

  しかし、取引拒絶規制の文脈においては、経済合理性基準の観点から行為の目的が不当

といえるために、何らかのベンチマークが必要になる。例えば、米国では、取引拒絶行為

の目的が競争法上不当なものかどうかを判断するために、過去に拒絶した取引と同様の内

容の取引を行っていたという事実、ないしは、現在他の取引相手と拒絶した取引と同様の

内容の取引を行っているという事実、あるいは、業法で定められている取引条件などが考

慮されてきた。このように、取引義務や過去取引、併存取引などの情報があれば、それら

の取引で提示されていた取引条件を参考に、行為が経済合理性を欠くものであることが説

明可能となる。 

  ところで、拒絶された取引が既存取引であったか新規取引であったか、そして、取引相

手によって差別が行われていたかどうかといった情報は、単独の取引拒絶の不当性を理論

的に識別するための要素ではない。これらは裁判所にとって執行可能な範囲で取引拒絶を

識別するためのベンチマークに過ぎない。しばしば、取引拒絶の不当性を論じるうえで既

存取引や新規取引といった取引形態の区別を重要とする向きも見られるが、これらの取引

形態の区別はあくまでも法執行上の利便性に鑑みて重要なのである。  

  もちろん、過去に拒絶した取引と同様の内容の取引を行っていた、ないしは、現在拒絶

した取引と同様の内容の取引を他者と行っているというような事情がなかったとしても、

行われた取引拒絶が不当である場合があることは理論上否定されない。しかしながら、そ

のような場合に取引拒絶の不当性を識別できるようなスタンダードを裁判所が執行可能

な基準として設計することは現実的に難しく、その結果として上述のベンチマークが取引

拒絶の不当性を判断するうえでの重要な考慮要素となっていると説明できる。  

  しかし、これらベンチマークの利用にも課題はある。例えば、市場支配力の維持に向け

て取引拒絶が行われた場合のように、裁判所が行為なかりせば設定されていたであろう取

引条件を仮定する必要が生じる場合、ベンチマークとなる取引条件を正確に導き出すこと

はできない。また、直接かつ一方的に新規取引を拒絶するような場合で、ベンチマークと

なるような事実が一切ない場合、裁判所にとって係る取引拒絶の不当性を判断することは



およそ不可能だろう。 

  ベンチマークが利用できない場面において、どのように行為の客観的意図を評価するか

という点で取引拒絶規制における経済合理性基準の適用には課題があるといえる。  

第４ 不当廉売 

  同等効率性基準に依拠すれば、上記価格領域を超える領域（ATC 以上：以下、「費用以

上価格」）の価格戦略は独禁法上問題とされ得ないことになるが、理論的には、費用を一

切下回らない価格領域における経済的有意味性を欠くような不当廉売戦略というものも

存在しうる。 

  そのため、本論文は、同等効率性基準に依拠する価格費用基準（この文脈では ATC 基

準）をあくまでも上述したような中長期的な不当廉売戦略（AVC 或いは AAC 以上・ATC

未満：以下、「中間価格」）をスクリーニングするための一つの考慮要素として捉え、同等

に効率的な競争者を排除しない価格戦略に関しては全て合法と推定する日本の不当廉売

ガイドライン等の立場は論理的な裏付けを持たないものとして批判する。  

  しかしながら、このような立場をとる場合、同等効率性基準によるセーフハーバーを用

いることのできない価格領域への介入を避けられなくなるため、係る価格領域における低

価格設定行動の不当性識別が課題となる。 

  第一に、中間価格については、同等効率性基準に基づいて違法性を推定することは有用

なスクリーニングとして機能するものの、価格費用基準のみに依拠してその不当性を明ら

かにすることが不可能であり、何らかの追加的な要素を考慮することで戦略の態様を識別

する必要がある。係る識別においては廉売の期間や市場の状況等の種々の要素の考慮が必

要となる。しかし、例えば、廉売の期間を価格費用基準における費用概念の決定プロセス

に含めるような立場をとる場合、現実に廉売行為が完了するまで費用の算定が困難である

ことなどの弊害もみられ、結局のところ、意思決定の段階において戦略の識別を行うこと

が望ましいといえる。そのため、現状としては、意思決定時の行為者の意図や市場の閉鎖

状態、競争の活発度など日本のガイドラインや EU のガイダンスペーパーで列挙されてい

る要素を総合的に考慮することが望ましい。この点に関して、中長期的な排除戦略の識別

という観点から、上記の要素のうち、とくに、経済的有意味性の有無を識別するという意

味で行為者の意図の考慮が重要になることを説明した。  

  第二に、費用以上の低価格設定については、同等効率性基準に依拠して合法性を推定す

ることは可能であるが、既に述べた理由から合法性を断定することは理論上不可能である

ため、問題の行為が経済合理性を欠くことの立証をもって、排除型私的独占として違法と

認定される余地があるものと考える。この点について、本論文では、とくに、①行為主体

の市場における地位、②市場の構造及び市場競争の状態、③戦略の態様の 3 点に着目して

検討を行った。 

  費用基準に依拠できない以上、①及び②に関しては入り口の評価としてとくに重要であ

り、この段階である程度市場閉鎖効果の高そうな場面をスクリーニングすることが望まし

い。そのうえで問題になるのは、戦略の態様が利潤最大化行動から人為的に逸脱するよう

なものであったかどうかの識別である。結局、この識別においても、第一の検討で扱った

価格領域と同様に行為者の意図を考慮することが、客観的人為性の識別及び埋め合わせ可

能性の示唆のおいずれの観点からも重要となる。また、さらに、この領域においては行為

の経済合理性の有無を確認するために価格設定の差別性を考慮することも重要となる。他

の市場における高い水準の価格を参考にして利潤最大化価格の指標を推定出来るため、差

別対価の標的となった市場における価格が著しくこれを下回っているような極端な場面

であれば、比較的容易に戦略の不当性を識別出来るだろう。ただし、価格設定の差別性は

第 3 章で検討した取引拒絶の不当性評価におけるベンチマークと同様の役割を担うもの



に過ぎず  、問題なのは差別的な価格設定が不当に行われたかどうかであることには注意

が必要である。 

  なお、有線ブロードネットワークス事件に関する検討では、排除型私的独占としての不

当廉売が問題とされる場面では、条文解釈上、価格が費用を下回ることは必要条件ではな

く、費用以上の価格設定が排除型私的独占に該当すると解釈することは可能であるという

ことも論じた。不公正な取引方法を規制する際とは異なり、消極過誤への懸念が増大する

ことなどからも、費用以上の価格設定を通じた排除戦略が私的独占規制の対象に含まれる

ものと解釈することが可能であるといえる。 

  なお、不当廉売規制の文脈では主観的意図と客観的意図の区別を特に行っていない。こ

れは、評判効果理論のような、廉売行為の悪影響の発生を説明する経済学上の理論によれ

ば、行為者の意図（それが主観であれ客観であれ）が他のプレイヤーに伝達されることに

よってはじめて廉売が企業にとって合理的な戦略となりうるというストーリーも存在す

るため、主観的意図に関する証拠が競争の実質的制限の評価における埋め合わせの蓋然性

に関する分析のための重要な考慮要素となる余地もあるからである。  

第５ 排除の識別における行為者の意図の役割――日本法への示唆 

  単独事業者による直接かつ一方的な取引拒絶と中間価格および費用以上価格の廉売に共通する

理論的な規制根拠は、「客観的な事実に照らして反競争的な利益の獲得を目的としているとしか考え

られない」行為であるという点に見出せる。このことは、最高裁によって「人為性」について述べた

文言の中で定式化されている。この「自らの市場支配力の形成、維持ないし強化という観点からみ

て正常な競争手段の範囲を逸脱するような人為性」について、中間価格ないしは費用以上価格での

廉売、あるいは、単独かつ直接の一方的な取引拒絶などの行為が問題となる状況で評価を行うため

には、差別性等の各種ベンチマークによる行為者の客観的意図の評価が重要な意味を持つことにな

るというのが本論文の検討を通じて得た主たる結論である。 




