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事実の概要

　１　Ｙ（被審人・山陽マルナカ）は、岡山県、大
阪府、兵庫県及び広島県の区域に、「マルナカ」
と称する店舗を出店し、食品、日用雑貨品、衣料
品等の小売業を営む事業者である。Ｙは、納入業
者 165 社に対し、以下 (1) ～ (5) の金銭及び労務
の提供等をさせていた。
　(1)　納入業者による従業員等の派遣
　165 社のうち 146 社は、平成 19 年 1 月から平
成 22 年 5 月までの間にＹが実施した新規開店、
全面改装、棚替え、Ｙの営業店舗における協賛セー
ル、朝市等に際し、Ｙの要請を受けて、自社の
従業員等を当該店舗に派遣し、商品の移動（倉庫
等から売場への移動、売場から他の売場や倉庫等へ
の移動及び商品棚間の商品の移動等）、商品の陳列、
商品の補充、接客等の作業を行った。
　(2)　納入業者による金銭の提供
　165 社のうち 131 社は、下記ア～エにつき、Ｙ
の要請を受けて、金銭を提供した。
　ア　Ｙは、新規開店の際、納入業者に対し、金
銭の提供を要請しており、提供された金員を、当
該店舗におけるオープンセール期間中、消費者が
店舗を見つけるための目印になるアドバルーンの
費用及び消費者に配布する粗品等の費用に当てて
いた。
　イ　Ｙは、平成 19 年から平成 22 年までの間、
毎年 1回、岡山県内の小学生以下の児童を招待
して、マルナカ杯こども将棋大会を開催し、納入
業者に対し、同大会のパンフレットに掲載される
広告枠の販売という名目で、金銭の提供を要請し
ており、提供された金員を将棋大会の必要経費に
当てていた。

　ウ　Ｙは、平成 18 年以前から、毎年 1回、マ
ルナカ杯オープンレディーステニストーナメント
を開催しており、納入業者に対し、テニス大会の
パンフレットに掲載される広告枠の販売という名
目で、金銭の提供を要請しており、提供された金
員をテニス大会の必要経費に当てていた。
　エ　Ｙは、岡山県立美術館で平成 19 年・20 年
に開催された 2つの美術展に、主催者の要請を
受けて協賛した。Ｙは、これら美術展の開催に際
し、納入業者に対し、新聞で各美術展を紹介する
紙面の下の広告枠の販売という名目で、金銭の提
供を要請しており、提供された金員を、当選者に
美術展のチケットを無料で配布する懸賞のための
チケットの購入費用に当てていた。
　(3)　買取取引で仕入れた商品の返品
　Ｙは、買取取引で仕入れた食品課商品について、
製造業者が定める賞味期限の1か月前等をもって
自社独自の販売期限と定めており、Ｙの定めた販
売期限を経過した商品を同商品の納入業者に返品
することとしていた。Ｙは、165 社のうち 10 社
に対し、取引に係る商品を受領した後、平成 21
年 10 月 11 日頃から平成 22 年 5月 2日頃までの
間に、Ｙの定めた販売期限を経過した商品を当該
取引の相手方に引き取らせていた。
　(4)　割引販売をした際の納入業者に対する買
掛債務の減額
　165 社のうち 23 社は、平成 21 年 3 月頃から
平成 22 年 5 月 18 日までの間に、下記ア・イに
より、Ｙの納入業者に対する買掛債務の額を減じ
ていた。
　ア　Ｙは、食品課商品について、季節商品の販
売時期の終了及び売行き不振等による商品の入替
えを行う際に、通常価格の半額での割引販売（半
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額処分）を行っており、半額処分を行った場合に
は、当該食品課商品の納入業者に対する買掛債務
から当該食品課商品の仕入価格の半額を減額して
いた。
　イ　Ｙは、全面改装のために行われる一時的な
閉店に先立ち、在庫商品の割引販売（売り尽くし
セール）を行っていた。Ｙは、食品課商品又は日
配品課商品を売り尽くしセールの対象とした場合
には、割引した額の総額等を基に計算した金額を
「拡販協力金」として、対象となった商品の納入
業者に対する買掛債務から減じていた。
　(5)　納入業者によるクリスマス関連商品の購
入
　165 社のうち 17 社は、平成 21 年 12 月に、Ｙ
の要請を受けて、Ｙの販売するクリスマスケーキ
等のクリスマス関連商品を購入した。
　２　公取委は、以上 (1) ～ (5) の行為につき、
独禁法 2条 9項 5号（及び旧一般指定 14 項）に該
当し、19 条に違反するものとした。そして、本
件違反行為期間は平成 19 年 5 月 19 日から平成
22 年 5 月 18 日までの 3年間であり、独禁法 20
条の 6 により、本件違反行為のうち改正法の施
行日である平成 22 年 1 月 1 日以後に係るものに
ついて、納入業者 165社それぞれからの購入額（合
計 222 億 1,605 万 4,358 円）を前提に算出された課
徴金 2億 2,216 万円の納付が命じられた１）。

審決の要旨

　１　優越的地位の認定の考慮要素
　「独占禁止法第 2条第 9項第 5号イないしハが
規定する……『不利益行為』……を甲が行い、乙
がこれを受け入れている事実が認められる場合、
これを受け入れるに至った経緯や態様によって
は、それ自体、甲が乙にとって著しく不利益な要
請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得な
いような場合にあったことをうかがわせる重要な
要素となり得るものというべきである。なぜなら、
取引関係にある当事者間の取引を巡る具体的な経
緯や態様には、当事者間の相対的な力関係が如実
に反映されるからである。
　したがって、甲が乙に対して優越した地位にあ
るといえるか否かについては、①乙の甲に対する
取引依存度、②甲の市場における地位、③乙にとっ
ての取引先変更の可能性、④その他甲と取引する

ことの必要性、重要性を示す具体的事実のほか、
乙が甲による不利益行為を受け入れている事実が
認められる場合、これを受け入れるに至った経緯
や態様等を総合的に考慮して、乙にとって甲との
取引の継続が困難になることが事業経営上大きな
支障を来すため、甲が乙にとって著しく不利益な
要請等を行っても、乙がこれを受け入れざるを得
ないような場合であるかを判断するのが相当であ
る。
　そして、甲が乙に対して優越的な地位にあると
認められる場合には、甲が乙に不利益行為を行え
ば、通常は、甲は自己の取引上の地位が乙に対し
て優越していることを利用してこれを行ったもの
と認められ（ガイドライン第 2の 3）、このよう
な場合、乙は自由かつ自主的な判断に基づいて不
利益行為を受け入れたとはいえず、甲は正常な商
慣習に照らして不当に独占禁止法第 2条第 9 項
第 5 号所定の行為を行っていたものと認めるの
が相当である。」
　２　本件における優越的地位の認定
　(1)　Ｙの市場における地位
　「Ｙの年間総売上高は、平成 20 年 3 月期から
平成 22 年 3 月期までの各年度において、いずれ
も 1,200 億円台で推移しており、岡山県の区域に
本店を置く各種商品小売業に係る事業者の中で第
1位であった。
　また、Ｙは、岡山県内の食品スーパーの中で、
平成 19 年度から平成 21 年度までの各年度にお
ける食品販売高のシェアの 19 パーセント前後を
占める最大手の事業者であり、平成 20 年におけ
る同県の区域内の売場面積及び店舗数も、同県に
店舗を有する小売業者のうち第 1位で、年間売
上高、シェア、売場面積及び店舗数のいずれにお
いても第 2位の事業者を大きく上回っていた。
　さらに、……平成 19 年から平成 22 年頃にか
けて、Ｙは、年に 2店舗程度のペースで新規店
舗を開設するなど、事業を急速に拡大する勢いを
見せており、消費者に人気のある小売業者であっ
たことが認められる。
　これらの事実によれば、Ｙは、岡山県の区域内
において食料品等の小売業を営む事業者として有
力な地位にあったと認められる。
　そうすると、岡山県を営業区域とする食料品等
の製造業者及び卸売業者は、Ｙと継続的に取引を
行うことで、Ｙを通じて、同県の区域内の消費者
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に幅広く自社の取扱商品を供給することができ、
同区域内において多額かつ安定した売上高を見込
むことができることになるから、一般的にいえば、
Ｙと取引することの必要性及び重要性は高いと評
価することができる。」
　(2)　Ｙと 165 社の関係
　165 社中 127 社については、前記 (1) の事実に
加え、下記（ア）～（エ）のよう事実をとりわけ
考慮すべきであり、Ｙの優越的地位が認定される。
　（ア）32 社については、32 社のＹに対する取
引依存度が大きいこと等の事実。
　（イ）28 社については、28 社の取引先に対す
る取引依存度におけるＹの順位が高いこと等の事
実。
　（ウ）51 社については、51 社においてＹとの
取引を主に担当している営業拠点（岡山県を営業
区域とする支社、支店、営業所、事業所等のほか、
総合スーパーや食品スーパーを所管する営業部門）
のＹに対する取引依存度が大きいこと、あるいは、
同営業拠点の取引先に対する取引依存度における
Ｙの順位が高いこと等の事実。
　（エ）16 社については、資本金額、年間総売上
高、掲記の各証拠から認められる従業員数などに
照らして 16 社の事業規模が極めて小さいと認め
られること等の事実。
　以上の「（ア）ないし（エ）記載の 127 社にとっ
ては、審査官の主張する違反行為期間中、Ｙとの
取引の継続が困難となることが事業経営上大きな
支障を来すため、Ｙが 127 社にとって著しく不
利益な要請等を行っても、これを受け入れざるを
得ないような場合にあったものというのが相当で
あり、Ｙの取引上の地位が 127 社に対して優越
していたことが認められる」。
　他方、残りの 38 社については、前記（ア）な
いし（エ）と同等の状況にあるとは認められず、「Ｙ
の取引上の地位が優越していたことを認めるに足
りる証拠はない」。
　３　法令の適用
　「Ｙの本件審判請求は、本件排除措置命令につ
いて、165 社に対する行為に係る措置を 127 社に
対する行為に係る措置に変更を求める限度で理由
があり、また、本件課徴金納付命令について、1
億 7,839 万円を超えて納付を命じた部分の取消し
を求める限度で理由があり、その余はいずれも理
由がない。」

解説

　一　課徴金の対象
　本件審決は、課徴金について 4,377 万円分を取
り消した。
　2 条 9 項 5 号に該当する行為については、20
条の 6 により課徴金の納付を命じられる。課徴
金の額は、「当該行為の相手方」との間における
売上額の1％である２）。「当該行為の相手方」とは、
違反行為者が、①優越的地位にあり、②それを利
用して濫用行為を行った相手方である。
　公取委による課徴金納付命令は、納入業者 165
社を「当該行為の相手方」としていたが、本件審
決は、127 社のみを「当該行為の相手方」である
と認め、残りの 38 社を除外する判断を下した。
このため、課徴金の一部が取り消された。しかし、
Ｙは、127 社に対しては、①優越的地位にあり、
②その地位を濫用して不利益を与えた、と認定さ
れている。

　二　優越的地位の認定
　１　判断手法の変更
　優越的地位の考え方について、本件審決は、ガ
イドライン３）に沿った考え方を示し、取引の継
続が困難になることが事業経営上大きな支障を来
すため、著しく不利益な要請等を行っても、これ
を受け入れざるを得ないような場合であるか、を
判断することとしている。そして、その判断要素
として、取引依存度、市場における地位、取引先
変更の可能性、その他取引することの必要性・重
要性、その他の事情が列挙されている。
　日本トイザらス事件審決４）では、2条 9項 5号
イ～ハ列挙の行為を「濫用行為」と呼び、「甲が
濫用行為を行い、乙がこれを受け入れている事実
が認められる場合、これは、乙が当該濫用行為を
受け入れることについて特段の事情がない限り、
乙にとって甲との取引が必要かつ重要であること
を推認させるとともに、『甲が乙にとって著しく不
利益な要請等を行っても、乙がこれを受け入れざ
るを得ないような場合』にあったことの現実化と
して評価できるものというべき」と述べられてい
た。2条 9項 5号イ～ハの行為があれば、特段の
事情がない限り優越的地位を推認させる、という
判断手法については、疑問点・問題点が指摘され
ていた。例えば、循環論法であるという指摘、優



4 新・判例解説Watch4

新・判例解説 Watch ◆ 経済法 No.64

越的地位と濫用行為を別個の独立した要件として
見るべきとする指摘、従来の審決やガイドライン
の考え方と異なるという指摘、優越的地位の要件
を形骸化するものであるとの指摘などがあった５）。
　本件審決は、2条 9項 5号イ～ハ列挙の行為を
「不利益行為」と呼び、これを相手方が受け入れ
ている事実が認められる場合、これを受け入れる
に至った経緯や態様によっては、それ自体、著し
く不利益な要請等を行っても、これを受け入れざ
るを得ないような場合にあったことをうかがわせ
る重要な要素となり得るものというべきである、
との評価手法を示している。2条 9項 5号イ～ハ
の行為は、相手方にとって不利益であるが、必ず
しも濫用ではなく合理的な場合があり、それを受
け入れている事実は優越的地位を推認させるもの
ではない、という基本的な認識の変更がなされて
いる。推認という手法をとらないため、優越的地
位の認定の後で、「不利益行為」の認定がなされ
ている。
　２　本件における判断基準
　前出審決の要旨２では、(1) に示されたＹの地
位と、(2) の（ア）～（ウ）に示された取引依存
度またはその順位を重要な事実として、優越的地
位を認定している。具体的な数値規準は明らかに
されていないが、別紙に示された数値からは、取
引依存度が概ね 10％以上、または、取引依存度
の順位が概ね 10 位以内である場合に、優越的地
位が認定されたのではないかと推測される。（エ）
の資本金額等については、公表された審決では数
値が削除されており、不明である。
　取引依存度の順位を規準とする（イ）について
は、取引依存度が 1％未満であっても、その順位
が 10 位以内である納入業者が含まれている。ま
た、全体の取引依存度は 0.2％程度であっても、
営業拠点における取引依存度が 2％強で、その順
位が 10 位以内の納入業者が（ウ）には含まれて
いる。規準とすべき具体的な数値については、議
論の余地がある。また、営業拠点ごとの取引依存
度で判断すべきかについても、事例により、ある
いは、相手方により、異なる扱いがなされる可能
性がある６）。
　前出審決の要旨１で示された判断要素、③取引
先変更の可能性、④取引することの必要性・重要
性については、公取委が相手方である納入業者に
対して行ったアンケートの回答の要約が別紙に示

されている。
　大規模小売業については、特殊指定として、い
わゆる大規模小売業告示（平成 17 年 5 月 13 日公
取委告示第 11 号）が指定されている。しかし、平
成 21 年独禁法改正により課徴金制度が導入され
て以降、公取委は 2条 9 項 5 号の適用を選択し
ている。

　三　不利益行為と公正競争阻害性の認定
　本件審決は、前出事実の概要１の (1) ～ (4) に
ついては「売主にとって通常は何ら合理性のない
ことであり、そのような行為は、原則として不利
益行為に当たる」、(5) については「通常は相手方
にとって何ら合理性のないことである」との前提
を示し、いずれも特段の事情が認められず「不利
益行為」に該当するとした。
　そして、前出審決の要旨１で述べられているよ
うに、本件は、優越的地位の認定と、不利益行為
の認定により、自由かつ自主的な判断に基づいて
不利益行為を受け入れたとはいえず、「正常な商
慣習に照らして不当に」行われたものと認定され
ている。
　昭和 57 年改正以来、「不当に」と規定される
行為類型は、行為要件を充足しても原則として公
正競争阻害性が生じない類型である、と説明され
てきた７）。本件審決の公正競争阻害性の認定の手
法が、この説明と整合するか、については議論の
余地がある。
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