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事実の概要

　１　はじめに
　本件は、航空燃料販売業者である原告マイナミ
空港サービス（株）（Ｍ）が、取引先需要者に対
して、八尾空港における航空燃料の販売事業に参
入してきたエス・ジー・シー佐賀航空（株）（Ｓ）
から給油を受けた場合には自社は給油を継続でき
ない旨等通知する等によりＳを排除したとされた
排除型私的独占事案に係る、被告排除措置命令及
び課徴金納付命令の取消請求事件である。

　２　関係事業者
　Ｍは、八尾空港を含む 11 の空港等において、
国内石油元売会社から仕入れた航空燃料を販売し
ている。これらの空港等の一部では、Ｍが唯一の
給油会社であった。Ｍは、平成 28 年 11 月 1 日
前は八尾空港における唯一の給油会社であり、Ｓ
が同空港での航空燃料の販売を開始した同日以降
も供給量ベースで 8割を超えるシェアを維持し
ていた。また、Ｍは、Ｍが給油業務を行っていな
いものを含む多数の空港等でも、取引先需要者が、
Ｍとの給油契約に基づき、Ｍの業務委託先の給油
会社から、当該空港等において原告との取引口座
で給油を受けられる仕組み（MNW）を構築して
いる。
　Ｓは、平成 24 年 7 月から、国外の石油精製業
者から輸入した航空ガソリンの販売事業を開始
し、平成 28 年 11 月 1 日以降、八尾空港におい

ても航空燃料の販売を開始した。八尾空港におけ
る給油会社は、実質的にＭ及びＳの 2社である。
　航空燃料は、航空機のエンジンの種類に応じ
て、ジェット燃料又は航空ガソリンが用いられて
いる。それぞれの燃料には、規格が存在し、同油
種・同規格の航空燃料について、異なる給油会社
のものを混合することを規制する公的ルールはな
く、実際にも、航空機の燃料タンク内では、異な
る給油会社から給油を受けた同一規格の航空燃料
の混合が生じている。

　３　Ｍの行為
　Ｍは、平成 27 年 6 月、Ｓが八尾空港での航空
燃料の販売開始を希望している旨の情報に接した
後、同空港の管理者にして構内営業についての承
認権者である大阪航空局長に対し、Ｓに対して承
認を行わないよう、意見書の提出等の働きかけ等
を行ったが、大阪航空局長は八尾空港におけるＳ
の航空燃料販売の営業を承認し、Ｓは、平成 28
年 11 月 1 日から八尾空港における同事業を開始
した。
　Ｍは、これを受けて、八尾空港における取引先
需要者らに対し、以下の通知等を行った（以下ま
とめて、「本件通知行為等」）。
　①平成 28 年 12 月 7 日付文書により、八尾空
港における航空燃料の需要の約 8割を占める八
尾空港協議会（協議会）会員 11 名に対し、国内
石油元売会社から航空燃料を調達していないＳか
ら航空燃料の販売を受けた場合には、双方の燃料
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の混合に伴う事故時の責任の所在が不明確になる
ため、Ｍ及びMNWを通じた給油の継続には応じ
られない旨を通知（12月 7日通知）。
　②協議会会員である大阪市消防局が、ＭとＳを
対象とする指名比較見積の結果Ｓを契約先とした
ことを受け、同局に対し、平成 29 年 2 月 10 日
付文書により、前記①同様の理由から八尾空港及
びＭが給油を行っている 10 の空港等において、
Ｓが給油した航空機の燃料タンク内に残燃料があ
る場合には給油に応じない旨を通知（2月 10 日通
知）。
　③ 12 月 7 日通知を簡素化した平成 29 年 3 月
15 日付文書に 12 月 7 日通知及び 2月 10 日通知
を併せて、協議会会員を含むＭの取引先需要者
261 名に対して、前記①、②同様の理由により、
Ｓから航空燃料の給油を受けた場合、それ以降Ｍ
は給油継続を行わない旨通知（3月 15 日通知）。
　④大阪航空局長は、Ｍに対して、3月 15 日通
知の背景等について調査を行うとともに、翌年度
からの承認に、合理的理由なき役務提供の拒否
や他の構内営業者の営業行為の阻害が認められた
場合には承認を取り消す旨の条件を付し、その旨
を通知した。Ｍは、Ｓから航空燃料の給油を受け
た需要者に対して、給油に際して、ＳとＭの航空
燃料の混合に起因する航空機事故が発生した場合
にＭに責任の負担を求めない旨確認する免責文書
への署名を求め（免責文書対応）、これに応じない
需要者に対しては、機体に残るＳの残燃料を抜き
取った後に給油を行う（抜油対応）こととした。
　Ｍは、その後、令和 2年 3月、Ｓが平成 30 年
6月からジェット燃料を専ら国内石油元売会社か
ら仕入れて販売していることを把握し、令和 2
年 3月 25 日付文書により、取引先需要者に対し
て、航空燃料中ジェット燃料については、Ｓから
供給を受けている場合であっても、免責文書対応
や抜油対応がなくとも給油に応じる旨、航空ガソ
リンについては、本件通知行為等に係る対応を変
えない旨通知した（3月 25 日通知）。その後、Ｍは、
本件排除措置命令に基づき、本件通知行為等を取
りやめる旨を決議し、同年 8月 20 日付文書によ
り、その旨を通知し、同通知は、同月 28 日まで
に各宛先に到達した。

判決の要旨

　１　争点
　本件訴訟の争点は、①本件通知行為等の排除行
為該当性、②本件通知行為等が「一定の取引分野
における競争を実質的に制限」したか、③違反行
為期間の終期、④本件排除措置命令の主文の特定
性及び理由記載の適否、⑤被告による排除措置命
令書に記載のない主張追加の有無及び適否であっ
た。裁判所は、いずれの争点についても、Ｍの主
張を斥けた。
　紙幅の都合により、以下、争点 1及び 2 に係
る判示のみ紹介し、コメントする。

　２　争点 1（排除行為該当性）
　Ｍは、本件通知行為等は、品質が確保されてい
ない蓋然性がある航空燃料と自社の燃料の混合に
より事故が発生した場合に自社に生じ得る民事・
刑事の責任負担や風評被害等の危険を回避するた
めの事業活動上の合理性があり「人為性」を有し
ない旨、また、Ｍの八尾空港における販売量に基
づく市場シェア、MNWの存在等によっては、競
争者の事業活動を困難にさせる排除効果を認定す
ることはできない、現に、Ｍの排除措置履行後に
もＳと取引を開始した需要者がいなかったことか
らも排除効果が認められないと主張した。
　判決は、NTT 東日本事件及び JASRAQ 事件の最
高裁判決を援用して、「本件通知行為等が排除行
為に該当するか否かは、本件通知行為等が、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
人為性を有するものであり、競争者であるＳの本
件市場での活動を著しく困難にするなどの効果を
有するものといえるか否か」によるとし、その判
断に当たっては、「本件市場の状況、原告及び佐
賀航空の本件市場における地位及び競争条件の差
異、本件通知行為等の態様や継続期間、原告の意
図・目的等の諸要素を総合的に考慮」すべきと
した。本件では、ＭとＳの市場シェア及び供給
能力の差異、八尾空港以外の空港においてＭ又は
MNWを利用して給油を受けなければ事業上の支
障が生じる者が多数いたこと等から、Ｍは八尾空
港において需要者にとって避けることができない
取引相手であり、Ｓと比べ競争上の優位性を有し
ていたと認定した。そして、前記①は、取引先需
要者に対してＳとＭの二者択一を迫るものであっ
たとし、これが通知以降3年以上続いていたこと、
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その意図がＳを八尾空港における航空燃料の販売
事業からの排除にあったことから、人為性の面か
らもＳの事業活動困難性の面からも、排除行為に
当たるとした。②及び③についても、それぞれ、
①の効果が続く中でＳを排除する目的で行われた
ものであり、①による排除効果を強化するもので
あるとして、排除行為に当たるとした。④につい
ても、①ないし③が撤回されないまま、これら行
為による給油の拒否の代わりに行われたものであ
り、その排除効果を維持することでＳの事業活動
を著しく困難にする効果を有するとし、また、競
争者との取引の存在を理由として不利益措置を講
じるものであって競争行為とはいえないとして、
①ないし③同様、排除行為に当たるとした。さら
に、本件通知行為等は、それぞれに排除行為に
当たるとともに、Ｓを排除する共通の目的の下、
12 月 7 日通知による排除効果を強化する効果を
有していたことから、一つの目的の下で行われた
一連・一体の行為として排除行為に該当するとし
た。
　排除効果を認定する上で、本件行為がなければ
需要者がＳと取引したであろうことや、行為終了
後に需要者がＳと取引を開始した事実は不要であ
るとした。

　３　争点 2（一定の取引分野における競争の
　　　実質的制限）
　一定の取引分野について、Ｍは、対象商品の需
要の代替性に鑑み、ジェット燃料と航空ガソリン
を分けて画定すべきと主張した。判決は、問題と
なる排除行為により影響を受ける範囲を踏まえて
画定すべきとして、本件通知行為等は、Ｍが八尾
空港における給油事業からＳを排除する目的の
下、ジェット燃料と航空ガソリンとを区別せず、
同一の機会に同一の方法によって行われ、市場に
おける原告の地位もジェット燃料と航空ガソリ
ンとで共通していることから、本件排除行為は、
ジェット燃料と航空ガソリンとを一体不可分のも
のとして行われたものであって、Ｍの排除行為に
より影響を受ける範囲は、八尾空港における機上
渡し給油による航空燃料の販売に係る取引である
として、当該取引分野を「一定の取引分野」とし
て画定した。
　競争の実質的制限について、Ｍは、①本件通知
行為等はＳに対する排除効果を持たないので、市

場支配力の形成・維持・強化が生じない、②Ｓは
十分な供給能力と関連会社である大口需要者が八
尾空港にいることから、Ｍに対して十分な牽制力
を持つ、③Ｍの行為は、Ｓが供給する航空燃料と
の混合により自社に生じる危難を回避するために
採った、社会通念上合理的な防御的行動であるか
ら、正当性がある、④Ｓのシェアが平成 29 年、
30 年において 2割を下回っていたのは、Ｓが顧
客の信頼を獲得できなかったこと等が原因であ
り、本件通知行為等との間に相当因果関係がない、
として、競争の実質的制限は成立していないと主
張した。
　判決は、①、②、④については、排除行為該当
性において論じたとおりこれを斥けた。また、③
についても、本件通知行為等の目的が競争政策の
観点から是認し得るもので、かつ、本件通知行為
等が当該目的を達成するために相当なものであれ
ば、形式的に私的独占の要件に該当する行為で
あっても、「競争を実質的に制限する」に当たら
ない場合があり得る、との考え方を示した上で、
本件通知行為等については、Ｍが、Ｓが国内石油
元売業者から航空燃料を調達することを妨害しよ
うとしたこと、本件通知行為等を行っていた時点
でＳの航空燃料の品質ないし品質管理に問題があ
ることの具体的な情報を有していなかったこと、
免責対応は需要者の代表者等ではなく、免責につ
いて何らの権限もない現場の航空機パイロットや
整備士に求めていたこと等の事実から、事故発生
による危難の回避は口実でしかないとして、正当
性を否定し、同主張も斥けて、競争の実質的制限
を認定した。なお、「公共の利益に反して」の要
件については、争点とはなっていないが、判決は、
上記理由から、本件通知行為等にＭの主張する正
当化事由が認められないことから、本件通知行為
等が同要件を満たすことは明らかである旨述べて
いる。

判例の解説

　基本的に、記載を割愛したものを含め、各争点
について、判旨は妥当と考える。

　一　排除行為該当性
　独禁法第 2条第 5 項に規定する「排除」の考
え方に係る判示は、従来の判例に沿ったものであ
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る。行為の評価も、本件通知行為等の人為性、排
除効果のいずれについても適当と考えられる。人
為性の評価に当たり、判旨は、Ｓを排除する「目的」
に繰り返し言及しているが、Ｓの八尾空港への参
入を阻止するための働きかけにおいてＭが用いた
理由が、当初の過当競争による共倒れから、混油
による事故時の責任が負えないことに転化したこ
と、Ｓが国内元売会社から供給を受けることを妨
害したこと、免責対応の態様等の客観的事実に基
づいて認定しており、過度に主観に依拠した認定
とはいえない。また、これらの事実を踏まえれば、
本件通知行為等が、Ｍの主張するような事業上合
理性を有する行為とは到底いえないであろう。
　本件通知行為等を構成する 4つの行為（前記事
実の概要３の①から④）の関係についても、12 月
9日通知が人為性及び排除効果を有する行為であ
り、その後の各通知行為等は、12 月 9 日通知と
共通の、Ｓを八尾空港における給油業務から排除
する目的のために、それぞれの時期における状況
（大阪市消防局によるＳとの契約、大阪空港局長によ
る調査等）に応じて、12 月 9日通知による排除効
果を強化又は維持するものであり、一連・一体の
排除行為を形成するとした判断も首肯し得る。

　二　一定の取引分野における競争の実質的制限
　１　一定の取引分野
　Ｍの主張を斥け、ジェット燃料と航空ガソリ
ンを単一の商品範囲とする市場画定をしたこと
は、妥当と考える。争点とはならなかったが、3
月 15 日通知が、八尾空港を利用していないと思
われる取引先需要者にも行われていることから、
他空港における航空燃料の給油業務を含めた市場
を画定できるのではないかという問題がある（後
掲文献①）。この点については、3月 15 日通知が、
12 月 7 日通知以降の一連・一体の行為の一部と
して、12 月 7 日通知の排除効果を補強する行為
として行われたとみられることからも、また、一
連・一体の行為の主たる対象需要者である八尾空
港における給油業務の需要者にとっては、同空港
で給油業務を行っていない事業者は代替的供給者
となり得ないと考えられることからも、八尾空港
における給油業務を商品範囲とする市場画定をし
たことは妥当と考える。

　２　競争の実質的制限

　市場支配力の形成・維持・強化の発生について
の判決の認定、実際にＳの退出がもたらされる必
要がないとの判断についても、妥当と考える。
　正当化事由の位置づけについては、疑問がある。
Ｍは、これを自己の危難を避けるための合理的行
動として、人為性の否定と併せて、競争の実質的
制限を否定する理由として主張した。これに対し
て、判決は、独禁法第 1条の目的規定を引いた、
不当な取引制限における公共の利益に係る判断を
援用して原告主張を斥けた。しかし、この判断は、
問題となる行為が、違法行為の構成要件たる競争
の実質的制限が充足されていることを前提に、違
法性が阻却されるか否かの基準として示されたも
のである。これを援用して競争の実質的制限の成
立を基礎づけることは、公取委の排除型私的独占
ガイドラインも行っているが、「競争の実質的制
限」要件と「公共の利益に反して」の関係につい
ての一般的な考え方とは整合しないのではないか
と考える。
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