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Ⅰ は じ め に

2005 年４月 20 日、第 19 次の独占禁止

法の改正案が成立し、同月 27日から公布さ

れるに至った（2006 年１月４日より施行。

以下、「2005 年改正法」という。）。2005 年

改正法では、課徴金金額の増額やリニエン

シーが導入され、カルテルに対する取締りが

強化された１。

カルテルに対する取締り強化という改正の

目的に照らすと、公正取引委員会のカルテル

や談合を摘発するための調査活動も活発化し

ていくことが容易に想定される２。調査活動

活発化の傾向は、犯則調査手続の導入や審査

規則の改正からも伺い知ることができる。こ

のような観点からは、従前にも増して、公正

取引委員会の調査手続とは一体どのようなも

のか、何が問題となり得るのか、どのような

準備活動が必要か概略を理解しておく必要性

が高いといえる。

社内に独占禁止法違反の行為が発生した場

合のワーストシナリオは、独占禁止法違反の

事実が発生したことを企業が認識するに至っ

たのが公正取引委員会の調査手続、とりわけ

立入調査が実施された時点で、しかも、立入

調査を含めたその後の手続についてどのよう

に対応すべきか、全く準備ができていなかっ

たケースである。公正取引委員会の調査活動

の概要を理解しておくことは、公正取引委員

会の調査活動に対する準備をしておくという

意味で、ワーストシナリオが発生することを

防ぐことができるものである。

また、公正取引委員会の調査活動の概要を

理解しておくことの必要性は、企業における

コンプライアンス、とりわけ独占禁止法を遵

守するという意味でのコンプライアンスを実

現することが必ずしも容易ではないという実

情からも裏付けられる。すなわち、企業にお

けるコンプライアンス維持の観点からは、効

果的なコンプライアンスプログラムを策定し

てこれを実践し、全ての従業員にコンプライ

アンスの重要性を理解させ、独占禁止法に違

反する行為に従事することがないような状態

を達成・維持することが最も望ましいことで

あることはいうまでもない３。しかし、現実

の企業活動を前提にすると完璧にコンプライ

アンスを実現することは必ずしも容易ではな

い。営業活動に従事する従業員にとっては成

果を上げることが目的であり、独占禁止法を
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遵守することは、少なくとも営業活動に従事

する従業員の短期的な目的に反する結果とな

ることがあるからである。独占禁止法に違反

することにより企業が被るダメージを営業担

当の従業員に理解させることが困難を伴うこ

とであることは当職の経験からも裏付けられ

る事実である。したがって、企業における危

機管理の観点からは、コンプライアンスが実

現されずに独占禁止法違反の行為が社内で発

生し、公正取引委員会の調査対象になった場

合に、どのように対応すべきか、対応を整理

しておく価値が高いのである。

完璧なコンプライアンスの実現は目標では

あるが、目標を達成するまでは、コンプライ

アンスが実現されないことから発生する問題

にどのように対処してリスクを最小限にとど

めるのか対応を準備しておく必要がある。独

占禁止法違反に限らないが、社内に法令違反

の行為が発生した場合に効果的に対応するた

めには、初期対応が重要であり、効果的な初

期対応をするためには、初期対応において何

をすべきか事前に理解をして準備をしてお

くことが鉄則であることを想起すべきであ

る４。

そこで、本稿では、企業における危機管理

の観点から、社内に独占禁止法違反の行為が

発生した場合に公正取引委員会の審査手続に

どのように対応するのかという論点について

分析をするための基礎的な知識について整理

をする。

Ⅱ 審 査 手 続

１．審査手続の概要

(1)　定義

公正取引委員会の審査手続とは、独占禁止

法違反行為が行われた疑いがあると公正取引

委員会が思料した場合に、同委員会により行

われる調査活動や違反行為があると認められ

る場合にとられる摘発・立件、排除措置命令

や課徴金納付命令の発令や刑事告発等の措置

といった一連の手続の総称である。

(2)　行政調査

公正取引委員会による行政調査は、強制調

査と任意調査に分けられる。

強制調査については、事件関係人又は参考

人に対する立入検査、文書提出命令、報告書

提出命令、出頭命令、審尋及び鑑定人に対す

る鑑定命令などが定められている（独禁法

47条１項各号）。強制調査に従わなかったり、

妨害した場合には、刑事罰の対象となる（独

禁法 94条各号、94条の２）。

2005 年改正法以前も、行政調査としての

立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したものは

検査妨害罪として６月以下の懲役又は 20万

円以下の罰金に処せられることになっていた

が、2005 年改正法では、１年以下の懲役又

は 300 万円以下の罰金と重罰化された（独

禁法 94条４号）。また、従来 20万円以下の

罰金の対象にのみなり得るとされていた公正

取引委員会の行政調査にかかる出頭命令、報

告命令、提出命令又は陳述を求める審尋に対

してこれを拒否したり、虚偽の陳述をしたり、

あるいは鑑定命令を拒否したり、虚偽の鑑定

をした場合の事件調査の処分に係る違反罪の

罰則も重罰化され、検査妨害罪と同様に１年

以下の懲役又は 300 万円以下の罰金に処す

ることとされた（独禁法 94条１号～３号）。

また、任意調査は、罰則による間接強制と

いう強制力の伴わない調査方法であり、具体

的には文書についての任意提出や、任意供述

などの手段が挙げられる（公正取引委員会の

審査に関する規則 10条、17 条等）。実際の

文書提出や供述取得などは、任意調査の方法
４	 拙著『リニエンシーの実務―競争法の荒波から企業を守れ―』（レクシスネクシス・ジャパン、2006）169 ～ 182 頁等。
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によることも少なくない。

行政調査が終了すると、審査官は、その結

果について速やかに公正取引委員会に報告し

なければならない（公正取引委員会の審査に

関する規則23条１項）。審査報告では、端緒、

審査過程、事実の概要、関係法条、及び審査

官の意見について明らかにしなければならな

い（同条２項）。公正取引委員会では審査報

告を基にして審議し、事件処理が決定され、

事件ごとに調査の要旨を記載した調書が作成

される（独禁法 48条）。

調査活動の結果、独占禁止法違反の事実が

認められれば、対象事業者に対して意見を述

べ、証拠を提出する機会を与えたうえで、排

除措置命令や課徴金納付命令を発令する。独

占禁止法違反の事実が認められなければ不問

に付すことになる。2005 年改正法により、

排除措置命令と同時に課徴金納付命令も発令

することができるようになり、その課徴金納

付命令は、従前と異なり、対象事業者がこれ

を不服として審判請求を行ったとしても失効

せず、納期限以降延滞金が発生することと

なった。

(3)　犯則調査

犯則調査は、2005 年改正法により導入さ

れるに至った手続で（独占禁止法 101 条～

118 条）、独占禁止法違反事件にかかる刑事

告発を念頭に実施されるものであり、行政調

査とは異なり、臨検、捜索又は差押え等の具

体的手段について、裁判官による司法審査を

経たうえで直接強制によりその執行が担保さ

れる。また、文書の提出や供述の聴取につい

て、相手方からの協力が得られる場合には、

これらの処分が任意調査により実施されるこ

ともあり得る。

犯則調査が終了した後、審査遂行をするよ

う公正取引委員会から指定を受けた委員会職

員は犯則調査の結果を公正取引委員会に報告

しなければならない（独禁法 115 条）。報告

においては、端緒、捜査の経過、事実の概要、

関係法条、及び犯則調査事件職員の意見を明

らかにしなければならない（公正取引委員会

の犯則調査に関する規則５条各号）。犯則調

査結果の報告を受けた公正取引委員会は、犯

則の心証を得た場合には検事総長に告発しな

ければならない（独禁法 74 条１項）。検事

総長に対して告発を行った場合には、犯則調

査において留置又は差し押さえられたものが

あるときは、検察庁にこれらを引き継がねば

ならず（独禁法 116 条１項）、引き継がれた

留置物件又は差押物件は、刑事訴訟法の規定

により押収されたものとみなされる（同条３

項）。

２．行政調査各論

(1)　立入検査

①　立入検査の実施

立入検査の実施に際しては、概ね１箇所に

つき数名の審査官が担当となり、あらかじめ

決められた期日に、関係箇所に一斉に検査が

行われる。通常、担当審査官は、まず、対象

場所の責任者に身分証を示し（独占禁止法

47 条３項）、立入検査を実施する旨を告げ、

同意を求めたうえで、検査への協力を要請す

る。その後、審査官において、関係箇所を検

査して事件を調査するうえで必要と認められ

る関係書類を集めてこれを精査し、提出命令

の対象となる書類を絞り込む。提出命令の発

令に際しては、対象となる物件について逐一

目録に記載し、それを添付した提出命令書を

立入検査の現場で責任者に交付する形で送達

を実施し、物件の提出を命ずる。このように

立入検査では、検査のみならず、必要な物件

の留置という２つの異なる手続が同時並行で

実施されるため、検査対象は広範囲に及び、

留置物件が多数にわたるときなどは早朝に開

始された立入検査の終了が深夜になることも
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少なくない。

②　立入検査の対象場所

独占禁止法 47条１項４号は、立入検査の

対象場所として、｢事件関係人の営業所その

ほか必要な場所｣ とのみ記載されており、対

象場所の選択について公正取引委員会の広範

な裁量を認めている。よって、検査対象とな

る物件が存在する可能性が存在する限り、立

入検査の対象になる可能性が存在することに

なる。これまでに対象になった場所としては、

典型的な例としては、事務所、倉庫、工場、

社用車、貸金庫、子会社や系列会社の建物や

施設、役員や従業員の自宅等である。会社内

では、営業関係部署のほか、経理部、法務部、

人事部、役員室、社長室について検査の対象

となった例が報告されている５。また、自宅

の机、押入れ、寝室も検査対象となった例が

報告されている６。

③　立入検査の対象

対象物について、条文上は、特段の制限は

ない。このように、独占禁止法は立入検査の

対象物件の選択について、公正取引委員会の

裁量を広く認めているので、調査の対象とな

る事件に関係する限り、広範な物件・資料が

検査の対象になり得る。これまでに検査の対

象になった典型例としては、会計帳簿や営業

日報、取引関係書類、スケジュール表、個人

のメモや走り書き、パソコン内の電子メール

やバックアップディスクなどが挙げられる。

(2)　提出命令・留置

対象は、帳簿書類等その他の物件である

（独禁法 47条１項４号）。留置の対象となっ

た証拠物件については、後日、閲覧謄写する

権利が被疑事業者に与えられることになった

（公正取引委員会の審査に関する規則18条）。

ただし、閲覧謄写の時期については、公正取

引委員会の広範な裁量が認められている（同

条２項）うえ、審査に支障をきたすとの理由

で開示が広範に制限される可能性があり（同

条１項ただし書）、開示が原則として認めら

れないという運用を示唆する見解も存在す

る７。

(3)　報告命令

報告命令の対象について条文上は特段の

制限はない（独禁法 47条１項１号）。なお、

従前の運用によると、報告命令の対象とされ

てきた情報は、留置書類だけでは不足する、

あるいは成立が不足している取引関係に関す

る客観的情報（取引先・出荷量・売上額等）

である。

(4)　事情聴取

通常、関係人からの事情聴取は、立入検査

により留置された物件・資料を分析精査した

後に実施される。立入検査から事情聴取まで

の時期はケース・バイ・ケースである。かか

る事情聴取は、独占禁止法 47条１項１号に

基づく行政調査の一貫であるから黙秘権の告

知もされないし、その保障もされていない。

刑事訴訟法に基づく取調べに対する規制も適

用がない。公正取引委員会の事情聴取につい

ては、これまで、審査官の見解の押付けや脅

迫的言辞を用いるといった、時代錯誤的な事

情聴取方法が用いられた例も報告されている

ので、実務上、留意が必要である。なお、事

５	 上田雄介 ｢企業の視点から見た独占禁止法の審査・審判｣ 法律のひろば 58巻 12 号 50 頁（2005）、志田至朗 ｢公正取引

委員会の立入検査の実務｣ ＮＢＬ588 号 37頁（1996）。
６	 上田・前掲注 (5)。
７	 徳力徹也 ｢独占禁止法の改正に伴う審査関連規則の概要について｣ 公正取引 661 号７頁（2005）は、「提出命令の対象に

なった物件のすべてが開示されれば、関係人がお互いに当該物件の写しを持ち合って会合を開き、いわゆる口裏合わせ等

を行うなどして、その後の審査活動の適正・真実究明を妨げるおそれがある」と述べ、そもそも部分開示が原則であるか

のように述べる。
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情聴取中に作成した備忘録のメモが提出命令

の対象となった事案もあるので、実務上、事

情聴取の内容の把握は対象者の記憶に頼らざ

るを得ない部分が少なくない８。

カルテルや入札談合事案では、事業者間の

合意という主観的要素が重要な構成要素であ

り、それゆえ関係者の供述は非常に重要であ

る。ところが、このような重要性にも関わら

ず 2005 年改正法では代理人の事情聴取への

立会いといった供述の任意性を担保するため

の手段は導入されなかった。供述人の増減変

更権（公正取引委員会の審査に関する規則

13条２項、11条１項。同項は「供述人が増

減変更の申立てをしたときは、その供述を調

書に記載しなければならない。」と規定して

いる。）や場合によっては署名・押印の拒否

（公正取引委員会の審査に関する規則 13 条

２項、11 条４項）といった既存の手段を活

用し、審査官の見解の押付けや脅迫的言辞と

いった取調方法の結果としての供述が調書に

残ることがないよう工夫をする必要がある。

３．犯則調査各論

犯則調査は、任意調査と強制調査に分類さ

れ、このうち任意調査としては、犯則嫌疑者

若しくは参考人に対する出頭要請・質問、犯

罪嫌疑者等の所持品等の検査、犯罪嫌疑者の

任意提出物の領置が認められている（独禁法

101 条）。

他方、強制調査としては、裁判官の許可状

による臨検、捜索、及び差押えが認められて

いる（独禁法 102 条１項）。許可状による臨

検、捜索又は差押えは、許可状に夜間執行を

許す記載がない限り、日の出から日没まで

の昼間に限り行い得る（独禁法 104 条１項）

が、日没前に開始すれば、必要があると認め

られる場合には、その後も継続できる（同条

２項）。公正取引委員会の指定職員は、臨検、

捜索又は差押えをするときは、処分を受ける

ものに許可状を示さなければならず（独禁法

105 条）、公正取引委員会の指定職員たる身

分証明書を携帯し、関係者の請求に応じてこ

れを提示しなければならない（独禁法 106

条）。当該指定職員は、臨検、捜索又は差押

えのために必要があるときは、領置物件又は

差押物件も含め、開錠、開封その他必要な処

分をすることができる（独禁法 107 条１項）

し、犯則調査権限に基づく質問、検査、領置、

臨検又は差押えをする間は、何人に対しても

許可なくその場所に出入りすることを禁止で

きる（独禁法 108 条）。また、捜索等に際し

て、必要があるときは、警察官の援助を求め

ることができる（独禁法 110 条）。臨検、捜

索又は差押えを人の住居又は人の看守する邸

宅もしくは建造物そのほかの場所において行

うときは、その所有者、管理者ないしそれら

の者の代表者、代理人その他それらの者に代

わるべきものであるか、それらの者の使用人

もしくは同居の親族である成年者を立ち合わ

せなければならず（独禁法 109 条１項）、そ

れらの者を立ち合わせることができないとき

は、その隣人で成年者又はその地の警察官も

しくは地方公共団体の職員を立ち合わせなけ

ればならない（同条２項）。女子の身体につ

き捜索をするときは、急速を要する場合を除

き、成年女子を立ち合わせなければならない

（同条３項）。

Ⅲ 実務的対応についての留意点

１．行政調査

(1)　立入検査

①　立入検査対応総論

立入検査における対応で重要なのは冷静な

対応であり、このような対応を可能にするの
８	 公取委決定平 15・10・24審決集 50巻 551 頁。
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は事前準備である。それでは、どのような準

備をしておけばよいのか。以下にポイントを

掲げる。

第１に、立入検査が実施された場合にコン

タクトを取るべき人物のリストを作成すると

ともに、審査官が到着した際に取るべき行動

（コンタクトパーソンに速やかに連絡し、審

査官を会議室に案内するなど）を決めておく

必要がある。会社事務所など、検査対象物件

の多くが存在する場所については、誰が審査

官の対応にあたり、誰が審査官からの質問に

回答するのか決めておくことが望ましい。

第２に、審査官の質問に対しては、聞かれ

たことだけを回答すること、求められていな

い情報を提供しないこと、従業員同士で非公

式な会話をしないこと、文書を廃棄しないこ

とを徹底させる必要がある。文書を廃棄して

しまった場合には、検査妨害罪（独禁法94条）

に該当する可能性もあり、また、処分決定に

おいて、事業者側に不利な認定がなされる可

能性があるので要注意である。

②　被疑事実の要旨の告知

立入検査の際には、審査官は、被疑事実の

要旨、より具体的には、事件名、法の規定に

違反する被疑事実の要旨、及び関係法条を記

載した文書を関係者に交付する（公正取引委

員会の審査に関する規則 20 条）。従前、被

疑事実の告知は、読上げにより実施されてい

たが、文書により実施されることになったも

のである９。

被疑事実の要旨の告知は課徴金減額申請と

の関係でも重要である。すなわち、調査開始

後に課徴金の減額を申請する場合には、公正

取引委員会による調査開始後、20日以内（土

日等、公正取引委員会の閉庁日を除く。）に、

カルテルについての事実を報告し、また資料

を提出する必要があり、しかも課徴金の減額

申請のためには、独占禁止法 47条１項各号

又は 102 条１項に定める処分その他によっ

て公正取引委員会が既に把握している事実以

外の事実やかかる事実に関する資料を提出す

る必要がある。事業者が保管している資料で

あっても、上記の各処分によって公正取引委

員会が提出を求めたものについては、課徴金

減額を受けるための資料に該当しない。した

がって、立入検査時に交付される被疑事実の

要旨を前提として、課徴金の減額申請ができ

るのか、どのような資料を提出するのかを

20 日以内に決定する必要がある。なお、営

業担当者等の証言を整理して、カルテルの合

意に至る経緯、合意内容、実施状況の詳細を

説明する報告資料を作成してこれを提出した

場合、かかる資料は、公正取引委員会の立入

検査等の処分によって直ちに把握されている

とはいえないので課徴金減額の要件を満たし

得るが、このような報告資料を 20日以内と

いう時間的制約の中で完成させなければなら

ないことを考えると、被疑事実の要旨の分析

の綿密な検討が早急に必要になることはいう

までもない。被疑事実の要旨の綿密な分析を

前提に、課徴金減額を申請するのであれば、

早急に報告書の準備を進めるべきである。

(2)　提出資料の閲覧謄写

先述のとおり、提出命令により留置された

被疑事業者の証拠資料については、閲覧及び

謄写する権利が保障されている（公正取引

委員会の審査に関する規則 18条）。ただし、

閲覧謄写の時期については、公正取引委員会

の広範な裁量が認められている（同条２項）

うえ、審査に支障をきたすとの理由で開示が

広範に制限される可能性があり（同条１項た

だし書）、開示が原則として認められないと

いう運用を示唆する見解すらある。そのため、

かかる閲覧謄写権は審査段階における防御あ
９	 2005 年 10 月６日「公正取引委員会規則の原案に対して寄せられた意見と公正取引委員会の考え方」10頁。
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るいは意見申述のための資料収集方法として

機能しない可能性がある。このような可能性

が存在することを前提とすると、立入検査後

に提出命令が発令された段階で重要書類を選

別してこれを謄写するという対応策も検討さ

れるべきである。

(3)　証拠説明等

排除措置命令案の送達を受けた被疑事業者

は、排除措置命令の内容並びに認定事実及び

法令の適用について説明を受けることができ

るとされているほか、認定事実の基礎となっ

た必要証拠についても説明を受けることが可

能である（公正取引委員会の審査に関する規

則 25 条）。かかる説明は、希望する事業者

に対してのみ実施される。なお、謄写権限は

保障されていないので、重要部分については

これを移記する必要がある。

(4)　意見申述の機会の利用

排除措置命令前の通知を受けたものは、公

正取引委員会に対して、意見を申述し、また

証拠を提出する機会が保障されている（独禁

法 49 条３項）。ただし、排除措置命令案が

作成され被疑事業者に通知された段階では、

担当審査官及び審査局ともに相当程度の嫌疑

を抱いており、公正取引委員会も申述及び証

拠に対して、担当審査官や審査局の分析を前

提にして接することになるため、意見申述に

より公正取引委員会が意見を変える可能性は

それほど高くない 10。しかも、手続は１回的

なものであり、裁判所における弁論手続のよ

うに複数回の手続が予定されているわけでも

ない。したがって、意見申述においてどの程

度手持ちの事実と証拠を開示するのかについ

ても、意見申述を通じて、公正取引委員会が

意見を変える可能性が高くないという現実を

前提に検討すべきであり、審判手続において

効果的な防御を実現するためにどの程度の事

実と証拠を開示するのがよいのかという観点

から検討すべきである。

また、意見申述の期限については、通知を

受けてから原則２週間とされている 11。合理

的な理由がある場合には、期限を延長するこ

ともできる（公正取引委員会の審査に関する

規則 24条２項）。

２．犯則調査

犯則調査では、被疑事実の要旨の告知を正

面から認めた条文は存在しない。もっとも、

独占禁止法 105 条によると、臨検、捜索又

は差押えの許可状が処分を受けるものに対し

て示されるとされている。裁判所が発する許

可状には、犯罪嫌疑者の氏名及び犯則の事実

が明らかであるときは許可状に記載されなけ

ればならないとされている（独禁法 102 条

４項後段）ので、裁判所の許可状が示された

際には、被疑事実を把握するようにすべきで

ある。

また、犯則調査の場合には、差し押さえら

れた資料の閲覧及び謄写もできないし、公正

取引委員会の処分について告知を受ける権利

も保障されておらず、さらには、意見申述の

機会も保障されていない。

Ⅳ 結 語

以上、本稿では、企業における危機管理の

観点から、社内に独占禁止法違反の行為が発

生した場合、公正取引委員会の審査手続にど

のように対応するのかという論点について分

析をするための基礎的な知識について整理を

した。公正取引委員会の審査手続が開始され

た場合にも、本稿で整理した基礎的な知識に

ついて理解があると、有効な防御をするため

10	鈴木恭蔵「審判手続等の見直し」ジュリスト 1294 号 35 頁（2005）。
11	前掲注 (9)13 頁。
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には各手続段階で何をしておくべきか分析を

しやすくなるものと思われる。コンプライア

ンスプログラム策定作業の一環として公正取

引委員会の審査手続における対応方法を検討

する過程で本稿の整理が参考になれば幸甚で

ある。
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