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１．問題の所在

• 「労働者は事業者ではない」，「労働関係は独禁法
上の取引関係でなく独禁法の適用はない」［，
「ケースバイケースで考えればよい」］という従来説
への異論登場（？）ー＞ 労働組合（以下「組合」）
の組織及び行動を委縮させる可能性があり再定
位必要

• そもそも、なぜ，どこまで，従来の考えが妥当する
のかを明らかにする理論的な必要性あり

• 「労働者」像のゆらぎ及び労働法における「労働
者」概念の広がりを受けて，具体的な法的問題が
生じつつあり整理する必要性
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問題の所在 具体的な問題
・コンビニのオーナー店長が組合を組織して団体行動を行う
こと（例えば，ロイヤルティの率について目標を設定してフラ
ンチャイズ本店と交渉を行った上で，一定の額で妥結し労働
協約（以下「協約」）を締結すること）は，独禁法3条後段ない
し8条1号に抵触しないか

・「一人親方」の保護は労働法及び独禁法上，いかに行うか

・芸能事務所が所属芸能人との間で行う抑圧的内容の契約
（例えば，内容を問わず事務所の指示に従って仕事を請けな
ければならない，20年間は事務所を辞めることを許さない等
の内容）には独禁法による保護は及ばないか

・研究機関が所属する研究者に対して兼職・独立を禁じるこ
とは独禁法上も問題とならないのか

［ー＞報告者の回答は本資料末尾］
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[独禁法のドメイン]
昔からある問題

• 一人親方 ・コンビニ店長

• ジャーナリスト ・楽団員等音楽家

• 芸能人 ・スポーツ選手

• 勤務医 ・非常勤講師

• プログラマー ・家庭教師

• 「ノキ弁」（法律事務所の一部分を借りて弁護士業務を行い
事務所から給与の支給を受けない弁護士）

• 家事労働者

• タクシー協組の指示で役務提供を行うタクシー事業者

• 同様に農家
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近年「労働者」像のゆらぎ

• プラットフォームを通じて役務を提供する場合のプラッ
トフォーム事業者と役務提供者［クラウド・ワーカー］の
関係は？（雇用契約か？）

• 雇用契約の下で労務を提供するものの，提供をする
にあたり場所・時間・方法について拘束を受けない場
合（裁量性）が拡大する方向

• 副業を行う者増大，許される場合も増加

• ライフワークバランスの達成，女性・高齢者の活躍の
場を確保等の上で働き方の柔軟化は必須となりつつ
もある

• いわゆる「正社員」（会社で，固定された勤務時間中，
具体的指示に従い労務提供，兼業は禁止）の縮小
（・・・実際に，あるいは，そのような認識の広まり）
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状況のまとめ
• 「事業者」「労働者」の境界が曖昧化

• 曖昧化しているのは使用者側が脱法行為ないし偽装をしようとしているため，というわけでは

必ずしもない（①スポーツ選手の場合等，本来的に従来の正社員に適さないものがある。②柔

軟な働き方が可能になることは肯定的に評価しうる。③プラットフォームを通じた役務提供者と

これを受ける者のマッチングなど，技術革新の結果生じた効率的な形態を含む。）

• 労働法側の対応の遅れ，特に「第三類型」（ジャーナリスト・スポーツ選手・フリーランス），さら

には近年みられるクラウド・ワーカーに対応した法の発展がまだない

• これらのことから，かねてから存在はしていた独禁法の射程及び「グレーゾーン」役務提供者

の独禁法による保護にかかる諸問題を検討することが喫緊の課題となっている
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２．準備として

• 従来，独禁法の射程はどのように考えられてきた
のか

• 労働法と独禁法の関係はどのように考えられてき
たのか：「二分説」（市場一般は独禁法が規律，た
だし労働市場は労働法が規律・独禁法適用なし）

• その背景には，どのような配慮があったのか

• 労働法上の「労働者」の意義の確認

• 役務提供を行う様々な主体が法的にどのような位
置づけをされてきたかの確認
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独禁法の適用範囲 法令

• 「事業者」またはその結合体等に対して，一定の行
為を行うことを禁止（3条，19条，8条等）

• 行為の客体が「事業者」である場合又は「事業活
動」を行っている場合に規定が適用される（排除・
支配行為（2条5項），2条9項1号，同3号（困難化），
一般指定1-7項，同12項，同14項等）

• 事業者と「事業者の利益のためにする行為を行う
役員、従業員」は「事業者」でない（ただし法2条1
項後段に規定する場合を除く）

• 全体として影響を受ける「取引」の存在が適用の
前提（詳細略）

9（2018年2月18日 和久井）



適用範囲 判例

［独禁法］

事業・事業者の意義

「独占禁止法2条1項・・・［にいう］事業［と］はなんら
かの経済的利益の供給に対応し反対給付を反覆継
続して受ける経済活動を指し，その主体の法的性
格は問うところではない」 （都営と畜場事件 判平
成元年12月14日民集43巻12号2078頁）
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適用範囲 実務

〇「事業者」として独禁法違反行為の主体となることが認められた事例 （例）

・医師 観音寺市三豊郡医師会事件・東京高判平成13年2月16日判時1740号13頁

・弁護士 東京弁護士会綱紀委員会事件東京地判平成13年7月12日判時1776号108頁

・建築家 日本建築家協会事件審判審決昭和54年9月19日審決集26巻25頁

・理容師 石川県理容同業組合事件勧告審決平成12年4月26日審決集47巻259頁

・水先人 東京湾水先区水先人会事件・排除措置命令平成27年4月15日

〇この他「事業者」として独禁法違反行為の主体となることを明らかにしてい
る文献等

・農家 公取委「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」第2部第1・2

・（プロ競技選手 公取委相談事例（平成23年度）事例3）

〇その他参考 公取委「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」１(２）

「加盟者は法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟者間の取引関係につ

いては独占禁止法が適用される」
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労働分野での独禁法の適用は？

• 独禁法の「事業」の解釈（都営と畜場事件 判平
成元年12月14日（前記）からすれば，労働者／労
働関係にも独禁法の適用はありそうである

； 「労務を提供し，賃金を反復継続して得る経済
活動を行っている」ため―なお，自然人であることは
事業者性を否定する理由とならない。

• しかし，従来，そのような解釈・運用はされてこな
かった
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適用範囲外 公取委の見解
第８４回国会参議院法務委員会（第３号昭和53年3月2日）公取委（政府委員・戸
田嘉徳）答弁 「雇用契約、これは御承知のように当事者の一方が使用者に対し
てその使用者の労務に服するということを約しまして、使用者の方がこれに対し
て給料等の報酬を支払う、こういうことを約する契約でございます。その契約の内
容は、まあいわば一定の賃金を得まして一定の雇用条件のもとで労務を供給す
ると、こういう契約でございます。さらに申しますと、この契約は、非独立的な従属
的な状態の時間的に束縛をされた労務を提供すると、かような契約でございます。
かような雇用契約は、いわゆる独禁法に申しますところの「取引」には含まれな
い、かように解されてきております。」

「プロ野球選手契約でございますが、この性格につきましては必ずしも一定した
解釈が確立していないようでございますが、私どもといたしましては、これはきわ
めて雇用契約に類似した契約である、したがいましてこれは独禁法上問題としが
たいものと、かように考えて従来運用をいたしてきております。」

事務総長会見記録（平成24年3月28日） 「野球選手の契約関係については，労働
契約的な面があることなど踏まえますと，独占禁止法に直ちに違反するものとの
認識は持っていない。」「独占禁止法は，いわゆる事業者の取引を規制する法律
で」あるところ，球団と選手の関係は「そのようなものとは異なる雇用契約的な面
が強いのではないかということで従来から考えてきている。」
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適用範囲外 学説[1]
「人が自分の勤労を提供することは，事業ではない」

（橋本龍伍『独占禁止法と我が国民経済』（1947）等）

「労働者は独禁法の「事業者」ではない。」

「雇用契約は独禁法が適用される「取引」ではない。」

（以下，［労働分野に独禁法が適用されないとする説を］

便宜上「二分説」という。）

-> 評価： このような解釈をとる場合には，労働者の共同行為・組
合活動に独禁法が適用され，この結果として組合活動を委縮させ
るという懸念はない。他方で，特に「雇用関係には独禁法の適用
なし」とする説は，労働者（的）な者に対する抑圧的行為等に独禁
法の規律が及ばなくなる点で問題がある。
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適用範囲外 学説[2]
【近年みられる説】

「労働者も事業者であり独禁法の適用を受けるが，

－ 効果要件を満たさないため／正当化事由があるため／法令
上認められた行為を行っているため－

違反にならない（にすぎないのであって，ケースバイケースで判
断すべきである）。」等

→ 評価： 労働者の組合活動への萎縮効果があるのでは？とり
わけ，独禁法上の公正競争阻害性等いわゆる効果に関する要件
は予め充足するかどうかを判断することが困難であり，予測不可
能，違法になるリスクがあるという認識が組合側で生じる可能性
がある。また，使用者側がこのような状況を利用して訴訟等を提
起して抑制効果を生じさせる可能性がありうると思われる。
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

なぜ「二分説」だったのか － 再考
・米国・反トラスト法が労組（unionist）抑圧に使われたという経験も受けつつ，

労働分野で独禁法を適用することに対して次の懸念があったのではないか。

・より具体的に次の懸念があったのではないか。

①労働三権（団結権，団体交渉権，争議権）と衝突，

②団体交渉・労働協約制度と衝突，③労働組合の活動を委縮させる，

④使用者団体制度と矛盾，⑤集団的労働条件決定制度と矛盾，

⑥労働者は個別的労働関係法による保護があり独禁法上の保護不要

◎⑥は妥当でない；労働法による保護で十分でないことがある。そもそも独禁法と労
働法とでは保護法益，したがって分析視角等―が異なる。

◎①～⑤はいわば集団的労働条件設定制度と独禁法が相いれず，独禁法を適用す
ると集団的労働条件設定制度の機能障害や組合活動を委縮させかねないというもの。
労組法上の労働者概念の拡大（後述）を踏まえれば，「労組法上保護される行為ないし
正当な行為は独禁法違反ではない」とすれば対応可能（さらに実質的検討は次頁以下）
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

〇集団的労働条件決定制度と競争（詳細は各論で再論）

前頁①‐⑤について，たしかに，以下のように，集団的労働条件決定制度と競争政策とは，

一定の緊張関係にありそうである

①労働者間の労務提供条件をめぐる競争が回避される

②労務提供の対価等を左右する力が生じることがある

③使用者間の人材獲得競争が回避される

④使用者において労務提供を受ける際の対価等を左右する力

（買手市場支配力）が形成されることがありうる

⑤労務を用いて提供する商品・役務にかかる競争が緩和される

ことがありうる（競争回避・協調型効果）

⑥使用者集団との間で賃金が高い水準に決定され，当該集団構成員に当該賃金が
適用された場合，構成員のうち労働集約性の高い事業者が競争上不利になることが
ありうる（競争排除型効果）
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮
〇集団的労働条件決定制度と競争（つづき）

しかし，改めて考えると・・・

①→憲法・労組法で想定済み；労働者の地位向上のために労務提供条件をめぐる競争を
回避し団体行動を許すのが団体交渉・協約制度。

②→労働組合・団体交渉制度はまさにこの効果を狙ったもの。

③→使用者団体は殆ど存在しない。離脱は法的にいつでも可能であり，労働組合と異な

り経済的・社会的に団体行動をとるべき必要性も通常ない。集団的労働条件決定制度それ
自体から使用者側の人材獲得競争が行われなくなることは通常なく，あるとしてもその程度
は実際には低い。

④→③に同じ。加えて，買手カルテルから逸脱する要因はあるはずであり，逸脱を妨げる
要因は法的にも経済的・社会的にも通常は無い。

⑤→労賃は原材料費の一部を構成するにすぎない上に，企業別労組が多く，ユニオン・
産別労組の影響力も限定的な日本では，薄弱。

⑥→⑤に同じ。加えて，使用者団体を離脱すれば排除効果は及ばなくなる。

・・・これらからすれば，規範的にはもちろん，事実上も，競争政策と

集団的労働条件決定制度が緊張関係に立つことは多くない
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮

〇集団的労働条件決定制度と競争（つづき）

さらに・・・・

・労働分野における独禁法の適用（ないし競争政策のあり方）を考察するときに，集団的労働条件決定

制度と競争政策の緊張関係をまず想定する（―そして，ともすればこれ以外のことを考慮しない）のは，

独禁法（競争政策）についての一定の理解を前提としている―具体的には独禁法といえば，カルテル・談

合等の競争者間の共同行為を一律に規制するものという見方にたっている可能性がある

・このような規制が独禁法上重要であることは確かだが，独禁法・競争政策はそれにとどまらない機能を

もっている

・なかでも，日本の独禁法は，優越的地位の濫用（自由競争基盤の侵害）規制，能率競争侵害に関する

規制，取引の相手方に対する拘束を規制する規定を中心とする取引の公正さを確保する規制が独禁法

に存在しており，これらがカルテル等の規制と一体となって公正かつ自由な競争を促進することを目指

すものであるところに特徴がある

・不当な拘束，排除，濫用行為を排除し，取引の公正さを確保し，国民経済の民主的な発展を目指すと

いう側面では，独禁法は労働法制と共通する側面を有している
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[検討]二分説の背景にあった実質的考慮
［まとめと考察］

たしかに労使間の集団的労働条件決定システムと競争とは相い
れないところがありそうである。このシステムが反競争効果を生じ
させることは理論的にはありうる。

もっとも，理論的に可能性があるというだけであって，現在のとこ
ろは，実際にそのような効果が発生する蓋然性は高くない。

（スポーツ等，事業分野によっては，使用者側の組織率が高い上に集団的
決定制度からの逸脱が事実上不可能であって，労務を利用した商品・役務
市場での悪影響が生じやすいことがある可能性はあるかもしれないが，この
場合には特別法を制定すること等により立法的に解決すべき。）

他方で，労働組合法等により法的に保護されている行為があり
それが独禁法の保護する自由競争原理と相いれないことがあるこ
とは，一律に独禁法の適用を否定すべき理由にはならない。むし
ろ適切な場面では独禁法の適用が労働者の保護の観点からも必
要になることがありうる。
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労働法上の「労働者」

• 集団的労働関係法（労組法等）と個別的労働関係
法とで異なる解釈・基準

• 個別的労働関係法でも法律により適用範囲，解釈
等が異なることがある

• おおむね，集団的労働関係法上の労働者の方が
広く労働者性を承認される傾向にある
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労働法上の「労働者」
労組法上の労働者

＊詳細は別紙［ 高裁判決］参照，［ここでは］便宜上

厚労省「労使関係法研究会報告書」（平成23・7・25）

「基本的判断要素： ①事業組織への組み入れ，②契約内容の一方的・
定型的決定，③報酬の労務対価性」

「補充的判断要素： ④業務の依頼に応ずべき関係，⑤広い意味での指
揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」

「消極的判断要素： ⑥顕著な事業者性」

注目されるポイント：事業者性が顕著でなければ，労組上，
事業者ではあっても労働者でもありうる。実際の例として特
にINAX・ビクターサービスエンジニアリング 判等。
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役務提供を行う主体
他の法令における類型化の例

• 民法 「雇用，請負，委任及び寄託が役務提供型契約の典型」
［コメント・雇用は役務提供の一種］

• 消費者契約法 「「事業」とは、「一定の目的をもってなされる同
種の行為の反復継続的遂行」であるが、営利の要素は必要でな
く」、「また、公益・非公益を問わず」，「さらには「自由職業（専門
的職業）」の概念も含まれるものと考えられる。」「なお、労働契
約（雇用主に対して、従業員が労務の提供に服することを約す
る契約）に基づく労働は、自己の危険と計算によらず他人の指
揮命令に服するものであり、自己の危険と計算とにおいて独立
的に行われるものである「事業」という概念には当たらないと考
えられる（第48条参照）。」消費者庁・逐条解説（平成29年2月）
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（続）

• 税法

「事業所得」の意義について，「事業所得又は給与所得のいずれかに分類すべき
もの」かについては，「判断の一応の基準として、両者を次のように区別するのが
相当である。すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営ま
れ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客
観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契
約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対
価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給
与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ない
し断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるか
どうかか重視されなければならない。」 判昭和56年4月24日民集35巻3号672
頁

消費税において課税対象となる事業者が「事業」として行う財貨・サービスの提供
について，この「事業」とは、「同種の行為を反復、継続かつ独立して遂行するこ
と」をいう（消費税法第2条第1項第8号、第4条、消費税法基本通達5-1-1）
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（続）

所得税法「人的役務の提供」

(例） 「俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与そ
の他人的役務の提供に対する報酬」 [-＞給与等と「人的役務の提供に
対する対価」は別という見方をしていることになる]

これについて「国税庁」ＨＰ上の解説によれば―

国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に
係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会
計士等の自由職業者又は科学技術、経営管理等の専門的知識や技
能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。

（https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm）

注）基本通達等も上記説明に整合するように書かれている

さらに参考）税大論集https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/04/36/hajimeni.htm
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準備的検討のまとめ
• 従来からの独禁法通説・実務は二分説（但し， 判等はまだない）

• 労働法（とりわけ労組法上の労働者性に関する判例法理上），事業者

でもあり労働者である者が存在(出現）

• このような者の行う団体行動（共同行為）を独禁法上いかに評価する

かの検討が独禁法にとっての課題

• 二分説の背景にあったとみられる実質的考慮は現在なお妥当する。

もっとも①必ずしも的を得ていない考慮も含まれている上に，②労組法

上の労働者概念拡大を踏まえれば労働三権ないし組合活動を委縮さ

せることなく議論をさらに展開させることが可能とみられる

• 他の法令における役務提供者諸類型の「事業者」概念は概ね独禁法

の規定及び解釈にそう（法2条1項後段を含む）。ただ，税法上の「人的

役務の提供」概念はいわばグレーゾーンに対応しているとみることがで

き興味深い
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再定位の試み
―労働分野における独禁法の適用について―
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労働と独禁法・試論

◎憲法・労組法上の権利を過度に制限せず，

組合の活動を委縮させないという配慮は必要。

なお，この要請から法的確実性・予測可能性を

確保できるような独禁法の解釈・運用が求められる。

（理由）

１）一定の役務提供者と役務提供を受ける者との関係については，競争
への影響も考慮した上で，憲法及び労働組合法により特別な法秩序
（ルール）が形成されていると考えられるのであり，独禁法上もそれを尊
重すべきであること

２）労働組合の社会的・経済的機能

３）憲法は独禁法の上位規範

（含意）「独禁法適用の有無をケースバイケースで判断」，「競争への影
響次第では組合活動にも独禁法が適用されうる」といった解釈・運用は
不適切，採用すべきでない
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労働と独禁法・試論
◎ しかし，この要請は二分論―すなわち「雇用関係／人の
労務の提供は独禁法が適用される取引でない」，「労働関
係に独禁法は適用なし」という解釈―によらずとも達成可
能

◎「二分論」によるならば，いわゆる「グレーゾーン」役務提
供者・労働者等に対する独禁法上の保護が及ばなくなりか
ねない

◎個別的労働関係法により保護されない又は保護があるか
どうかが不明な役務提供者が存在し，かつ，これらの者に
対する地位濫用行為や不公正な行為があることを考えると，
独禁法上の救済の可能性を予め封じることなく，また規制
の空白を作らないように独禁法を解釈・運用することが現
状では重要
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労働分野における
独禁法の適用範囲―試論―

次のように解することが適切と考えられる：

「雇用関係（契約）という形式（契約類型）をとるか否
か，人の労務の提供にあたるか否かにかかわらず，
独禁法が適用される。」

「ただし，労働組合法上，保護される行為には，団
体行動権保護の趣旨・目的を逸脱する行為である
ことが明白であるといった例外的な場合を除いて，
独禁法は，適用されない。」

（＊ 労働組合を構成する者の使用者に対する取引
上の地位の強弱を問わない。）
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適用範囲・試論
＊上記の考え方にたって，「独禁法の適用範囲外」とされる行為が独禁法違反になるのは，いうまでもな

く，独禁法上の要件を満たす場合に限られる。

「使用者団体の行為については，労組法を遵守し団体交渉制度の趣旨・目的達成のために必要な行為

には，原則として，独禁法は適用されない。」

（注記）

― 適用を除外されるためには，労組法に規定された使用者団体としての形式・実質をもつ必要あり。

― 使用者団体による一方的な労働条件の決定行為は適用除外が及ばないとみるべき；労組法上，

使用者団体に許されているのは交渉と協約締結であり，一定の条件を一方的に決定し実施することでは

ない。使用者団体が，たとえば一方的に賃金の上限を設定する行為は，労組法の趣旨にも反すると考え

られ，独禁法の適用を除外すべきでない。
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補足的説明

「労働組合」とは

①労組法に基づく救済制度―不当労働行為に対する救済制度―については，労働組合は，労組法５条
の要件を満たすことが必要，しかし，

②労組法上の労働組合は労組法２条に規定があり，労組法５条の規定は専ら不当労働行為救済制度を
利用する上での条件であると解される。いいかえれば，労働法５条の要件を満たさなくても，労働組合と
してその活動は労組法上の保護を受ける。

なお，理論的には，労組法上の組合であり，同法に規定のある行為でなくても，憲法上の労働基本権の
行使として保護を受ける行為が存在しうる。

［次頁以下では，ありうる論点とそれに対する応答］
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論点（団体・共同行為関係）

Ｑ「労働者が役務提供を停止して，事業者が苦境に陥る場合にも独禁法の適用
はないのか」

Ａ「ない」 （理由）労務の提供停止は，争議行為の一種である（参考・労働関係
調整法）。

注）労働関係調整法「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係
の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務
の正常な運営を阻害するものをいふ。」

争議行為が行われにくくなれば組合の交渉力は顕著に低下して労働三権を無
効化しかねない。必要な場合には独禁法抵触のおそれなく行うことができる状
況を保障することが労働三権保障上，必須。

ちなみに，労組法では，争議行為には刑法を適用しない旨規定するとともに民
事免責を定めている（１条２項・８条）。また，憲法２８条（団体行動権）が争議権
を保障する。
[参考] 労働組合法１条２項「刑法第三十五条 の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目
的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労
働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」

労働関係の調整等のためのルールとして労働関係調整法が存在しており，争
議行為に対しても法的規律が及んでいる。しかも，日本では組合活動の影響力
が減り，争議行為自体が少なく，あっても事業者を苦境に陥れるようなものでは
く，独禁法を適用する必要性は乏しい。

ただし，背後に他の事業者の働きかけがあリ争議行為が専ら当該事業者の利
益のために実施されているなど，争議行為が趣旨・目的を逸脱することが明ら
かな場合は上記の例外的な場合として独禁法の適用があると解釈できる。
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論点
Ｑ「スター選手」「売れっ子芸能人」等による団体行動等には独禁法を適用すべき
ではないか」

Ａ「すべきでない」(理由）スター選手性（より一般的には，使用者に対する労働者
の交渉力が強いこと）をどのように判断するのか。基準の設定と運用次第では，
予測可能性・法的安定性が失われ，組合活動を委縮させる。労組法上の保護が
及ぶかについては，組合員の有力性は一切問われていない。組合員に使用者に
対して有力な者が含まれていなくなれば，組合の交渉力は顕著に低下すると考
えられ，有力な労働者は組合活動に参加できないとか，その状況次第で独禁法
の適用があるとかいった解釈を行うことが妥当とはおよそ考えられない。労働者
個々人の使用者に対する交渉力の如何にかかわらず，労働者として共通する利
益を確保するために連帯して使用者に対峙するのが団体交渉制度の理念である
と考えられるところ，有力な労働者を外すといった見方はこれに整合しない。さら
に，スター選手等であっても，自己の身体を専らの基礎として生計を立てていると
いう点で法人事業者に対しては経済的地位が劣る傾向にあることにおいては，
他の労働者と変わりがない。なお芸能・スポーツ分野の特殊性を考慮する必要
があるのであれば，特別法を制定することによるべきである。
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論点
Ｑ「事業者に対してはカルテルを禁じるのに，労働者側には
共同行為を安易に認めるのはバランスを欠くのではない
か。」

Ａ「欠かない。」

（理由）団体交渉と価格カルテルの安易な同一視（誤解）によ
るものではないか。

労組法上の団体交渉制度及び労組法とそれを通じて可能
になる共同行為の範囲と，独禁法上ハードコアカルテルとさ
れる価格カルテルや共同の取引拒絶（ボイコット）等は，内容
も機能も，かなり違う。

さらに，憲法及び労働法上，団結権が保障されていること
から法的位置づけが両者では異なり，さらに社会的経済的
影響も異なる。
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論点

Ｑ 「労組法上の労働者性が認められない独禁法上の事業
者には独禁法の適用がある」というのは，優越的地位の濫
用が蔓延する経済的状況に照らして適用範囲が広すぎる。
労働者性が認められない「顕著な事業者性」を有する者で
あっても，小規模事業者が自己の経済的地位を強化するた
めに行う共同行為については独禁法の適用を除外すべきで
はないか。

Ａ 「このような場合については，市場効果や公共の利益に
関する要件を満たさず独禁法違反とならない場合があると考
えられる。また，法22条の制度を利用することも考えられ
る。」

（［団体交渉に対する独禁法適用除外制度（参考・オーストラ
リア［競争法］・［団交］適用除外制度）の導入が考えられるか。
現在検討中，来年度本格研究予定。］）
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論点
Q「日本では，労組法上の使用者団体にはあたらない使用者の団

体や協議体（経営者協会等）という労組法上，団体交渉・協約の

相手方となることが法定されてはいないものとの間で団体交渉等

が行われているという実態がある。労組法上の使用者団体に限り

独禁法を適用しないとすることは実態にあわないのではないか。

適用除外を認める範囲を拡張すべきではないか。」

A「独禁法の適用除外を認めるからには，その範囲は法律に即し

慎重に限定すべきである。なお，使用者団体性がない者による協

約締結であるために適用除外されない場合に，常に独禁法違法と

判断されるわけではなく，独禁法上の要件を満たさず結局合法と

なる場合もありうることに注意すべきである。」
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論点
Q「労組法上適法な協約においては，賃金等労働条件のみならず，労働

条件改善等のために使用者が提供する商品・役務の価格についても取

り決めが行われることがある。このような協約を締結しても，組合・使用

者に独禁法上の責任は問われないのか。」

A「原則として問われることはないと考えられる。」

（理由）責任を問う根拠となる規定が存在しない（使用者と従業員の間の

取り決めを違法とする規定は独禁法に存在しない。）使用者単独ではなく，

複数使用者と並行して交渉する場合や使用者間で共同して料金をあげ

ることを協約の内容とする場合は，別の議論がありうるが，この場合でも

組合が独禁法違反に問われることはない（事業者性を欠くため。商品・役

務の対価は義務的団交事項ではなく，応じるかどうかは使用者に裁量が

あることから組合には責任はないため。）（現在のところこのような例は多

くはなく議論の実益はなさそうではある。）
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論点

Q「合同労組（ユニオン）や産別組合が日本でも多くなれば，

協約で定められる賃金等が使用者が提供する商品・役務の
価格に与える影響は大きくなり，費用の共通化を通じて商
品・役務市場における競争を減少させるおそれがあるが，そ
れでもなお協約締結行為には独禁法を適用しないのか。（ち
なみに，同一労働同一賃金が定着すると，企業を超えて組
合を結成する例が増えてくる可能性がある。）」

A「適用しない。」

（理由等）現行労組法は，企業別組合を前提としたものでは
なく，上記解釈もそれを前提としたものではない。競争阻害
の弊害が顕著になるのであれば，法改正を行って対応すべ
きである。
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論点（個別的労働関係・単独行為関係）

Ｑ 「グレーゾーンに属するが個別的労働関係法の適用があ
り，これにより規律される事項とみられるものについては，労
働法と独禁法の両方が適用されたり，（実際には適用されな
いが）適用される可能性があると考えられたりする場合が生
じることになるのではないか。これにより混乱が生じないか。
さらには，例えば「労働基準法や労働契約法上は適法だが
独禁法には反する」という場合が生じることになり問題があ
るのではないか。」

Ａ「問題ないといってよい。一定の事項について複数の法律
が適用されたり，その可能性があると考えられることは，珍し
いことではない。保護法益が異なる以上，異なる結論が出る
ことは当然ありうる。」

40（2018年2月18日 和久井）



論点
Ｑ「特定の人的役務提供者に対して，当該提供者から役務

提供を受ける者が行う拘束その他の行為が競争に悪影響を

もたらすことがあるのか。行為の広がりがなく，独禁法違反

にならないのではないか。」

Ａ「19条，とりわけ能率競争秩序侵害（競争手段の不公正さ）

及び自由競争基盤の侵害の観点からの公正競争阻害性を

生じさせる場合は，稀ではないと考えられる。行為の広がり

もないとはいえないし，そもそも行為の広がりは公取委の事

件選択基準に過ぎないとみるべきである。」（なお，私見では

間接競争侵害も不要。）

41（2018年2月18日 和久井）



論点
Ｑ「公取委がこれらの行為を全て規制できるのか。公取委の
行政資源をこれらに割くことが適切か。」

Ａ「できないかもしれない／適切ではないかもしれないが，前
頁までの解釈に影響は与えない。」

（理由）公取委の行政資源をいかに使うかの判断は，独禁法
の適用範囲及び違法性の判断とは別。

いうまでもなく，独禁法は公取委だけが執行するわけでは
なく民事執行も考慮して解釈を行うべき。［民事救済の途を
不用意にとざすような解釈をすべきでない。なお，民事執行
は活発でなく，民事救済制度は機能していないのであり，今
後，法改正を行うなどして使いやすくする工夫が必要。］

42（2018年2月18日 和久井）



論点

Q 「雇用関係に近い関係を独禁法で規律するのは，独禁法

の本来の趣旨・目的から大きく離れており，適切ではないの
ではないか。」

A 「適切でない，ということはない。」

（理由）独禁法上の要件を満たす限りは公正競争阻害性な
いし競争の実質的制限があるのであり，これを規制すること
は独禁法の趣旨目的を逸脱しない。「人」に対する抑圧的・
濫用行為が蔓延しないようにすることは，「事業活動を盛ん
にし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費
者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な
発達を促進することを目的とする」という独禁法の機能及び
究極目的にも合致する。

43（2018年2月18日 和久井）



論点
Q 「独禁法及び下請法に基づいて，中小事業者を保護する

規制はすでに行われてきている。それと同様にすればよい

のであり，別途，論じる必要はないのではないか。」

A 「原則的にはそのように考えられるが，後述するように，

個人として役務提供をする場合には，小企業の場合と比較し

ても，買手が市場支配力・優越的地位を有しやすく，交渉力

格差・情報格差があることが多い一方で，個人の選択の自

由を侵害するという側面を有するという点で若干の違いはあ

る。兼業禁止など，個人ならではの契約条項もみられ，そこ

にも一定の相違がある。」

44（2018年2月18日 和久井）



論点

Q「退職後の競業避止義務は，雇用契約において，従業員と

しての人に対して課せられている。それでも，独禁法は適用
されるか。」

A「されうる。第一に，当該従業員と他の事業者との取引が妨
げられているのであり，一般指定14項の適用が考えられる。

さらに，競業避止義務によって，義務を課せられている者が
事業者としての事業活動を行うことができないのであれば，
事業活動の拘束があるのであり，雇用契約中での規定であ
るか，従業員として義務を課されたものであったかどうかなど
は問わず，独禁法の適用がありうる（ただし，義務賦課の経
緯は公正競争阻害性の有無を判断する上での考慮事由に
はなる。）。」

45（2018年2月18日 和久井）



論点
Q「雇用契約において兼業禁止等を行うのは，従業員として
の人に対しての拘束であるから，事業者を拘束しているとも，
事業活動の拘束があるとも評価されないと思われる。この場
合にも，独禁法が適用されることがありうるか。」

A「ありうる。特定の事業者との間で雇用契約を締結すれば，
その者の（潜在的）事業者性ないし事業者として事業を行う
可能性が常に失われるわけではないのであり，兼業禁止等
により事業者として活動することができなくなっているのであ
れば，事業者の事業活動を拘束しているとみられ，独禁法を
適用することがありうる。」

46（2018年2月18日 和久井）



各論・試論
労務・人的役務の提供を受ける行為等の
独禁法による規律

47（2018年2月18日 和久井）



各論
[問題の設定]

個人として役務（形式的に「労務」に分類されるものを含む。）の提
供を行う者（以下，「役務提供者」という。）又は提供を受ける者（以
下，「発注者」ないし「役務提供を受ける者」という。）（なお，発注者
は労働法上の使用者であることもある。）が，役務提供取引に関し
て行う行為（共同行為を含む。）について検討する。

＊なお，物品売買契約であっても，仕様等を特定し非市販品等を
製造委託等する等，業務遂行上特定の購入者による指揮命令
の程度が強い場合は，以下の考え方はほぼ妥当する場合が多
いと考えられる。

＊＊役務提供者の単独行為は省略（独禁法違反になる場合はあ
りうるが稀であると考えられるため）。

48（2018年2月18日 和久井）



各論： 役務提供契約と独禁法
現在までの独禁法等適用・検討等の状況

○独禁法
「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の指針」

対象は事業者間の役務の委託取引。なお，「役務の委託取引」とは役務提供の

委託取引及び情報成果物作成の委託取引からなり、これら役務の委託取引に

おける取引対象を総称する場合には、単に「役務」という。」（指針注2）

〇下請法
事業者間／製造委託・修理委託・情報成果物作成委託及び役務提供委託

〇実態調査等（いずれも事業者間）

ブライダルの取引に関する実態調査（平成29年3月），葬儀の取引に関する実態調査（同），

テレビ番組制作の取引に関する実態調査（平成27年7月），アニメーション産業に関する実

態調査（平成21年1月），ソフトウェア業における委託取引に関する実態調査（平成5年）等

49（2018年2月18日 和久井）



留意事項 個人として役務を提供する者と受ける者
との関係を独禁法規律する上で踏まえるべき事項
• 買手市場支配力が成立しやすく，買手側が取引上，優越する地位に立ちやす

い（比較的。常にではない。） （理由）供給の代替性を欠くことが多い―いいか
えれば，役務提供者が供給先を変更することが難しい―ことから。

（さらに具体的には，①人的資本の専門性・特殊性から供給先が限定され，②人の移動を伴うことから地
理的範囲も狭くなりやすく，③情報上の制約から，発注者を探索することも容易ではないことから）

• 役務提供者と発注者間には交渉力格差，情報上の格差があることが多い。妨
害・排除・抑圧的行為に対しては，迂回・抵抗の手段をもたないことも多い。

• 役務提供者に対する抑圧性・妨害性の強い行為は，不可逆的な影響（インパ
クト）を当該役務提供者に与えて，アクターの存続可能性そのものを回復可能
な形で脅かすことが多い。

• 個人としての役務提供者に対して行われる発注者の行為は，職業選択の自由
及び強制労働の禁止という憲法上保護される自由を（も）制約する場合が比較
的多い。独禁法も憲法を頂点とする法秩序の一部を構成していることを考慮す
れば，独禁法の適用・解釈，なかでも公正競争阻害性の解釈にあたっては，憲
法上保障される権利を考慮すべきである。

50（2018年2月18日 和久井）



各論： 役務提供者による共同行為

〇価格等の重要な取引条件を競争者間で取り決める行為

・前記のとおり，役務提供者が労働組合法上，労働者性を有する場合
には，同法上保護される団体交渉，協約締結等の行為は独禁法違反と
はならない

・上記以外の行為については，原則違法（通常通り）

・なお，交渉力格差に対応するための独禁法上の制度として共同組合
の行為に対する適用除外制度がある（法２２条）。もっとも，さらに団体交
渉に対する独禁法の適用除外制度の研究調査が課題と考えられる。

＊これ以外にも役務提供者の共同行為，さらに単独行為が問題になるこ
とはありうるが，特に単独行為については競争への悪影響をもつとは考
えにくい上に，人材・労働分野固有の問題は考えられないため省略する。

51（2018年2月18日 和久井）



各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為

水平的合意（競争者間の取決め）

〇役務提供を受ける者として競争関係に立つ事業者間にお
ける役務提供の対価にかかる取決めであって効率性改善等
の正当な目的をもたないもの

（例：使用者間の賃金抑制の合意）

・適用法条 ２条６項／３条

・人為的に買手間の競争を回避することにより

買手市場支配力（＊）を形成，維持，強化する

行為であり原則として３条後段に反するとみるべき

＊市場支配力とは，競争が活発であれば実現した取引条件に比べて自己に
有利な取引条件を設定する力のことであり，買手市場支配力の場合には典
型的には供給者に対して支払う対価を下げる（買い叩く）力という形をとる。

52（2018年2月18日 和久井）



各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為

水平的合意（競争者間の取決め）

〇役務提供を受ける者として競争関係に立つ事業者間における役務提供の対価にか

かる取決めであって，効率性改善，競争性向上等の目的をもつもの

（例：スポーツ・チーム間で行われる戦力均衡を目的とした

プレイヤーに支払う年俸 高額の取決め，

人材育成を目的とした業界での料金 低額の取決め）

・使用者団体・労組間の協約による場合には適用除外

・適用法条 ２条６項／３条

・ケースバイケースで判断，１条も考慮

・具体的には次の事項を考慮すべき：

市場における当事者の地位，その他競争の状況，競争促進効果の内容・程度，

目的を達成するために他に代替的な手段がないか，

不当に差別的な内容となっていないか，

手続―とくに役務提供者等ステークホルダーとの間で十分な協議を行ったか―
・ 高額取決めの方が買手市場支配力形成効果をもちやすい

53（2018年2月18日 和久井）



（つづき）競争への影響の分析

１）市場画定

主として供給の代替性，必要に応じて需要の代替性を考慮して，

役務の範囲及び地理的範囲について画定する。

（供給の代替性： 他の者に役務を提供できないか，

需要の代替性： 現在役務提供を受けていない者が新たに提供を受ける

ことはないか）

＊人材に関しては，役務範囲についてはノウハウ・熟練等が必要であること， 地理的範

囲については転居費用・家族関係等のために代替が容易でなく，また，各地域の地理・文

化等に知悉していることが役務提供上必要であることがあることに注意を要する。

２）市場支配力の形成等の効果（競争の実質的制限効果）：

合意参加者の合計シェア，商品差別化の程度等を考慮して判断

54（2018年2月18日 和久井）



［参考事例］事業者団体の活動に関する主要相談事例」（平成14年3月)事例６２

「ホームヘルパーの賃金の標準額の策定」

相談の要旨

「（1) 介護保険制度の導入に伴い，在宅介護サービスが有望な市場であると見込み，異業種からの参入が

活発に行われると考えられ，また，訪問介護を行う者（以下「ホームヘルパー」という。）の数も増加すると予

想される。しかし，ホームヘルパーが増加したとしても，質の悪い者が増加すれば，十分なサービスを提供す

ることができず，業界の信用を損なうことになるので，業界としては能力水準の高いホームヘルパーを確保す

ることにより，十分なサービスを提供する必要があるものと考えている。実際，ホームヘルパーでも実務能力

がある人が求められており，3級のホームヘルパーよりも，より実務能力のある1級，2級のホームヘルパーの

需要が高い。

（2） 優秀なホームヘルパーを確保していくためには，十分な給与が保障され，職業としての選択肢になるこ

とが必要である。なお，在宅介護サービスについては，料金の約7割を人件費が占めている。

（3） ホームヘルパーに対する給与保障に十分な水準を示すため，会員がホームヘルパーに支払う賃金に

ついて，団体で標準的な賃金を定めることは，独占禁止法上問題ないか。」

回答の要旨 「団体が，会員がホームヘルパーに支払う賃金についての標準額を定めることは，ホームヘル

パーの賃金を決めることにより，ほぼ在宅介護サービスの料金が決まるような状況にあるため，独占禁止法

上問題となる。」

◎コメント：適用除外されるべき場合でない。他方で，目的が品質確保及び一般消費者の利益確保にあると

みることができ，原則違法（ハードコアカルテル）といえる場合にもあたらない。もっとも，目的達成のためには

下限額をすればよいはずであり，標準額を設定すれば，上限として働くこともありうるのであり，目的・手段間

の整合性を欠く。

55（2018年2月18日 和久井）



各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

〇転籍・移籍をさせない協定・引抜き防止協定
・適用法条 ２条６項／３条

一般指定１項１号／１９条

・取引先制限協定の一種である。

買手間の競争を直接的に消滅させる行為であり競争を制限する

効果を通常持つことから，通常は３条後段に反するとみるべき

・投資促進・ノウハウ保護等，効率性改善・競争促進等の目的・効果を

もつとは考えにくい。これらの目的は，発注者が取引先（役務提供者）に

対して合理的な範囲・期間において秘密保持義務，競業避止義務を

課せば達成できるはず

56（2018年2月18日 和久井）



各論： 役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

〇引抜き防止協定等の実効性確保のための共同行為

（例） 引抜き防止協定の違反者ないし協定非参加者に対する制裁として，

この者に対し取引を拒絶したり，この者が製造等した商品・役務等を

排除する行為等を含む。

・引抜き防止協定と一体として3条後段違反とすることも，

実効性確保行為を別途違法とすることもありうる

・適用法条は行為の態様及び効果次第

（2条5・6項／3条，2条9項1号イ，一般指定1項1号等／19条等）

・引抜き防止協定等が独禁法違反なら当然，実効性確保行為も違法

（むしろ，実効性確保行為は追加的に反競争効果を生じさせ，

悪性がより高いこともある）と考えられる

・「競合他社から引抜きをしない」ことが慣行であり協定が存在しなくても，

当該慣行ないしその実効性を確保する行為が独禁法に反することが

あるとみるべき

57（2018年2月18日 和久井）



〇引抜き制限・防止協定等の実効性確保行為（つづき）

［参考］松竹株式会社ほか５名に対する件（昭和38年3月20日不問決定）

「松竹株式会社，東宝株式会社，大映株式会社，東映株式会社，株式会社新東

宝および日活株式会社の６社（以下「６社」という。）は，」６社中５社は昭和２８年

９月に，日活株式会社は昭和３２年７月に，「５社以外の映画製作業者が５社と雇

傭または出演契約をした芸術家または技術家を出演させて製作した映画を５社

の系統上映館に配給しない旨の条項を含む協定を行った」。「この協定にもとづ

き，６社は，独立映画株式会社が東映株式会社と雇傭契約をしていた芸術家を

出演させて製作した映画を，同年７月下旬，６社の系統館に配給することを拒否

した。」「以上の事実によれば，６社は，それぞれ，６社以外の製作業者が６社と

契約している芸術家または技術家を使用して製作した映画を，不当に６社の系統

館に配給しないことにしているものであって，法第 19 条（一般指定の１［現法2条
9項1号イ］該当）に違反する疑いがあった。」（条項削除のため不問。）

◎コメント： 他の映画制作会社と雇用又は出演契約をした芸術家・技術者を出

演しない旨の引抜き防止の意思連絡があったことは明らか。映画配給にかかる

本件協定はその実効性確保手段といえる。独立映画会社制作映画の配給拒否

は非参加者を排除して実効性を強めるもの。
58（2018年2月18日 和久井）



各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
水平的合意（競争者間の取決め）

〇役務提供者に求める資格・基準等の共同設定行為

・適用法条 ２条６項・３条，８条１・３・４・５号

一般指定１項１号・１９条

・取引先制限カルテル，内容・品質制限の

取決めとしての側面をもつ

・原材料等，投入要素の規格，内容，品質等に

かかる自主基準の設定に類似する
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考え方

・ 一定の競争制限効果をもつが，独禁法の目的（自由競争経済秩序維持・
一般消費者の利益確保等）に照らして正当な目的・効果をもつ場合も多い

・ 一律に違法とすることは適切ではなくケースバイケースで判断すべき

・ 基本的には自主基準を設定し遵守させる行為について判断する場合と同
様に判断することができる

（参考１）このような「基準設定の目的が，競争政策の観点から見て是認しう
るものであり，かつ，基準の内容及び実施方法が右自主基準の設定目的を
達成するために合理的なものである」かどうかで判断（デジコン電子（株）によ
る損害賠償等請求事件東京地方裁所判決平成9年4月9日判時1629号70頁）

（参考２）事業者団体ガイドライン「自主規制」等に関して、その競争阻害性の
有無については、

(1) 競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか

(2) 事業者間で不当に差別的なものではないかの判断基準に照らし、

(3) 社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範
囲内のものかの要素を勘案しつつ、判断される。
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各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
（単独行為）役務提供者に対する拘束行為

〇競業避止義務の賦課

（職務専念義務，専属義務， 「他の仕事を受けない」約束等，

競業を行わせない内容をもつ拘束行為について同じ）

・適用法条

２条５項・３条前段

（一般的に）法２条９項５号ハ，一般指定１１項・１４項／１９条

（役務提供者に事業者性がある場合）

一般指定２項・１２項／１９条

＊不当に高額な対価を支払って役務を買い占める場合には一般指定7項も

・投資促進，ノウハウ保護等の競争促進効果をもつことがあるものの；

― 範囲・期間等が過度に広範にわたることがある

― これらの理由が名目に過ぎないことがある
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（つづき）

競争の実質的制限・自由競争減殺の生じ方
１－１）人材をめぐる競争を抑圧回避し賃上げを抑制

－競争避止義務だけではこのような効果は生じにくそうでなはあるが

並行実施されたり，引抜き防止協定と一体として行われたりすると，

このような効果が生じるおそれは強くなると考えられる。

（＊なお並行実施された場合に自由競争減殺が生じやすくなることは次頁以下同様）

１－２）ライバルが当該役務提供者から必要な役務提供を受けることを

困難とする（つまり，投入要素にアクセスすることを困難とする）ことで

当該ライバルを排除し，人材を用いて提供される商品・役務市場に

おける競争を実質的に制限又は自由競争を減殺

（２条５項，一般指定２項・１１項・１２項・１４項等）

＊このような効果が実際に生じるかどうかは市場における競争の状況等次第，

投資促進・ノウハウ保護等を通じた競争促進効果があるのであればそれも考慮

して競争の実質的制限ないし自由競争減殺の効果があるかどうかを判断する

＊＊上記「１－２」の場合については，代償措置の有無・妥当性は考慮しない

（理由：悪影響は第三者の排除，第三者に等を通じて及ぶため。）
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（つづき）

能率競争・自由競争基盤の侵害の観点から

２）このような義務の賦課は，行為者と競争関係に立つ事業者が役務提
供者と取引（雇用を含む。）を行うことを妨害する効果をもちうる。この場
合，能率競争の観点から正当な理由なくこのような拘束を行う場合には，
憲法上保障された職業選択の自由を理由なく制限するもの（場合によっ
ては，憲法上の強制労働の禁止に反するもの）として競争手段として不
公正であり公正競争阻害性をもつ（一般指定１４項）

３）正当な理由なくこのような義務を課された役務提供者が，これにより
有利な取引を条件を提示する事業者に対して役務（労務を含む。）を提
供することが出来なくなる場合には，取引上有利な地位を利用して，一
方的に不利な取引条件を設定するものとして自由競争基盤を侵害する
（２条９項５号ロ）

４）取引の過程で，役務提供を行うに伴い競業避止義務が課されること
になることについて欺まん的な行為がある場合には，能率競争を侵害
（一般指定１４項，同８項）

＊上記２・３の行為については代償措置は考慮要因となり得る
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各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
複合型行為（拘束＋水平的合意）

〇役務提供者に対して競業避止義務を課した上で役務提供

を受ける側で引抜きを行わないことを取り決めている場合

・適用法条については引抜き防止及び競業避止義務の

スライドを参照

・考え方（競争への悪影響・競争促進効果等）も同様

ただし，競業避止義務の実効性が高まり，悪影響が

生じやすくなったり強くなったりすることに注意
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［参考事例 ］公取委相談事例（平成23年度）事例3
「プロ選手が参加するトーナメント戦等の競技会を開催する事業者による取引妨害」

（相談の要旨）

「（1） X社は，競技Aのプロ選手が参加するトーナメント戦等の競技会を開催する事業者である。

Y社及びZ社は，同じく競技Aのプロ選手が参加するトーナメント戦等の競技会を開催する事業者
であるが，X社とY社及びZ社では参加するプロ選手が異なる（以下X社，Y社及びZ社を「3社」とい
う。）。

現在，我が国で競技Aのプロ選手が参加する競技会を開催しているのは3社のみである。

（2） 3社は，それぞれ，自社のプロテストに合格し競技Aのプロ選手登録をした者（以下「登録プロ
選手」という。）が参加する競技会を開催している。

X社は，Y社及びZ社に比してより多くの登録プロ選手を有し，その中には人気及び実力のある者
も多い。X社は，登録プロ選手のうち自社の競技会への参加を希望する者に対し，参加料を徴収
した上で競技会に参加させているが，X社は，登録プロ選手を自らで育成しているものではなく，
登録プロ選手と雇用契約を締結し年俸等の給与を支払っているものでもない。

なお，現状，3社は，自社の登録プロ選手が競争業者の競技会に参加することについて特段制
限を課していない。

（3） 近，3社以外の新規事業者が新たに競技Aのプロ選手が参加する競技会を開催するとの
噂が出てきた。そこで，X社は，自社の登録プロ選手に対し，X社の競争業者が開催する競技会に
は一切参加させないよう制限を課すことを検討している。

（4） X社によれば，上記制限の目的は，自社の登録プロ選手が競争業者が開催する競技会に参
加すると，観客が目当てのプロ選手を観戦することができないという事態が生じ，これにより観客
の期待を裏切ってしまうことを避けるためであるとのことである。」
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（つづき）

［検討の結果］

「（1） 本件は，市場における有力な事業者であるX社が，自社の登録プロ選手に対し，競
争業者が開催する競技会への参加を制限するものである。また，X社と登録プロ選手との

間に雇用契約と極めて類似した契約関係が存在するといった事情はなく，登録プロ選手の
事業者性を否定すべき理由はないと考えられる。 したがって，本件においては，X社から
の要請が，競争者に対する取引妨害（不公正な取引方法第14項，独占禁止法第19条）に
該当するか否かという観点で検討する。

（2） X社が，自社の登録プロ選手に対し，X社の競争業者が開催する競技会には一切参加
させないよう制限を課すことは ア X社の登録プロ選手が，競争業者が開催する競技会に

参加すると，観客が目当てのプロ選手を観戦することができないという事態が生じ，これに
より観客の期待を裏切ってしまうことを避けるためという制限の理由は，合理的とはいえず，
新規事業者の排除等不当な目的を有する疑いは否定できないこと

イ 事業者が自ら育成したプロ選手の活動について競争業者の開催する競技会への参加
を制限するような場合と異なり，本件制限に合理性が認められる余地があるとはいい難い
こと

ウ 新規事業者が競技会を成功させるには，人気及び実力のあるプロ選手に参加してもら
うことが不可欠であると考えられるところ，X社がこのような制限を課すことは新規事業者の
事業活動を困難にさせるおそれがあることから，独占禁止法上問題となるおそれがある。」

◎コメント 結論賛成，検討（１）プロ選手の事業者性に関する言及は不要。
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各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
（単独行為）役務提供者に対する拘束行為

〇成果物の利用制限，その他成果物の帰属を一方的に決定する行為等

・適用法条

２条５項・３条前段

（一般的に）法２条９項５号ハ，一般指定１４項／１９条

（役務提供者に事業者性がある場合）

一般指定２項・１２項／１９条

・投資促進，ノウハウ保護等の競争促進効果をもつことがあるものの；

― 範囲・期間等が過度に広範にわたることがある

― 対価が十分に払われていないことがある

― これらの理由が名目に過ぎないことがある

・競争の実質的制限及び公正競争阻害性の生じ方及び判断については

競業避止義務の賦課とほぼ同様。

ただし，この種の行為については，成果物を創出するインセンティブをそぐ効果をもつ

ことに注意。また，知財ガイドラインのグラントバックに関する指針が参考となる。
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各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
契約締結過程での行為，その他一方的行為

〇契約条件を明らかにしない

・適用法条 ２条９項５号ハ（取引実施）／１９条

一般指定８項／１９条

〇契約書を作成しない

・適用法条 ２条９項５号ハ／１９条
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各論： 発注者/役務提供を受ける者の行為
契約締結過程での行為，その他一方的行為

〇契約条件の中途での不利益変更

・適用法条 ２条９項５号ハ（取引実施）／１９条

・判断基準

１）予測可能な不利益を与えないか

２）内容が過度に不利益ではないか

〇その他，優越的地位濫用行為（２条９項５号）の典型行為

利用・購入強制（イ），協賛金等金銭提供要請（ロ），

「ただ働き」要請（同），支払遅延・減額・受領拒絶・

返品・「やり直し」要請（ハ），買い叩き（ハ）

・判断基準 従来の判断基準・方法に準じる。

ただし優越的地位が生じやすいこと及び

濫用が行われやすいことを考慮する。

69（2018年2月18日 和久井）



具体例への応用①
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「コンビニのオーナー店長が組合を組織して団体
行動を行うこと（例えば，ロイヤルティの率について
目標を設定してフランチャイズ本店と交渉を行った
上で，一定の額で妥結し労働協約（以下「協約」）を
締結すること）は，独禁法3条後段ないし8条1号に抵
触しないか」

A「オーナー店長が労組法上の労働者であり，ロイ
ヤルティ率が労働条件といえる限りは，労組法上の
保護がある適法な行為であり，独禁法の適用なし。
抵触しない。」
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具体例への応用②
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「一人親方」の保護は独禁法上，いかに行うか」

A「独禁法上の優越的地位濫用規制等を活用してよ
り活発に行うべき。行為・影響次第では，一般指定
14項等の適用もありうる。原則として独禁法上の事
業者であり，影響によっては，法2条9項1号，一般指
定2項，同12項等の適用もありうる。なお，実際に独
禁法上の保護を及ぼすためには，民事救済制度を
使いやすくすることも課題。さらに，一人親方が労組
上の労働者であり，組合活動を行っても独禁法違反
にならないことを明らかにすることによっても，経済
的社会的地位の向上を図ることが可能。」
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具体例への応用③
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「芸能事務所が所属芸能人との間で行う抑圧的内容の契
約には独禁法による保護は及ばないか」

A「及ぶ。第一に，優越的地位濫用による保護が考えられる。
転籍・移籍禁止は，競合芸能事務所と当該芸能人との間の
取引妨害するものであり一般指定14項に該当しうる。独立禁
止については，芸能人は特定の事務所により事業者性を失
うわけではないことを考慮すれば，潜在的事業者の事業活
動を拘束するものとして，影響次第では，一般指定12項等の
適用もありうる。なお，雇用契約において定められていても，
独禁法が適用される。ただし，投資促進・競争促進の観点か
ら，合理的な範囲で，公正競争阻害性がないと判断されるこ
とはありうるし，優越的地位濫用については代償措置が考慮
されうる。」

72（2018年2月18日 和久井）



具体例への応用④
「スライド３」諸問題への回答・試論

Q「研究機関が所属する研究者に対して兼職・独立を禁じる
ことは独禁法上も問題とならないのか」

A［問題③と同様］「なりうる。第一に，優越的地位濫用による
保護が考えられる。兼職禁止は，当該研究者を雇用しようと
する事業者と当該研究者との間の取引を妨害するものであ
り一般指定14項に該当しうる。独立禁止については，研究者
が特定の研究者に所属することにより事業者性を失うわけ
ではないことを考慮すれば，潜在的事業者の事業活動を拘
束するものとして，影響次第では，一般指定12項等の適用も
ありうる。なお，兼職・独立禁止条項が雇用契約上の定めで
あっても独禁法が適用される。その他，③に準する。」
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具体例への応用⑤ 発展問題

Q「研究機関が，［a］特定の研究者に対して独立を禁じた上
で，［b］他の研究機関との間で当該拘束に反して独立しよう
とする者から役務提供を受けないことを取り決めることは，
独禁法違反となるか」

A「なりうる。兼職・独立制限（上記a）については前記④のと
おり。さらに，上記ｂについては，一般指定1項1号に該当し
19条違反にも違反しうるし，競争の実質的制限効果をもてば
3条にも違反しうる（2条5項・2条6項）。なお，独立禁止につい
ては雇用契約中で規定されていても，独禁法上の判断に影
響はない。また，行為ｂについては，競争促進効果があると
考え難い（ノウハウ保護・投資促進等による競争促進効果の
ためには研究機関・研究者間での契約等で十分であり，研
究機関間の共同行為が必要とは考えられない。）。
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具体例への応用⑥ 発展問題

Q「上記⑥の事例で，研究機関が独立する研究者について，
事実と異なる悪評を流布する等の行為は，独禁法上，いか
に評価されるか」

A「一般指定14項に該当し19条に反する（能率競争侵害）。影
響が顕著であれば，自由競争減殺があるとも考え得る。さら
に，排除と一定の取引分野における競争を実質的に制限す
る効果を生じさせれば，3条にも反する（2条5項違反）。なお，
このような行為については，競争促進効果はなく，能率競争
に反しないといえる理由はなく，独禁法の目的（1条）上も正
当と評価されない。」
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法の実現のために
公取委・競争政策研究センター「人材と競争政策に関する検討会」
報告書公表を受けて
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公取委・競争政策研究センター「人材と競争政策に
関する検討会」報告書
【意義】

• 労働分野及び人的役務提供（なかでも労働者性
が明確でない「グレーゾーン」労働者），とりわけフ
リーランス，芸能，スポーツ等の分野において独
禁法の適用が可能であることを示した

• 従来，適用されるかどうかが明らかでなかった労
働分野における使用者間の共同行為（とりわけ引
抜防止協定，賃金抑制カルテル等）に独禁法上の
規律が及ぶことが明確になった

• 人的役務提供者及び被用者に対する抑圧的・制
限的行為が一定範囲で独禁法により規律されるこ
とが明らかとなった
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公取委・競争政策研究センター「人材と競争政策に
関する検討会」報告書
【意義】

• フリーランサー，一人親方等の零細自営業者を独
禁法上，とくに優越的地位濫用行為の禁止規定を
用いて保護する方向性が明らかになった

• 芸能，スポーツ等，従来，独禁法が規律してこな
かった分野にも同法の適用があることが確認され
た

• 組合の行為については「原則として独禁法上の問
題とはならない」との解釈が示された
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公取委・競争政策研究センター「人材と競争政策に
関する検討会」報告書【今後の課題】

• 組合の行為について，例外的に独禁法上の問題となりうることが示唆され，か
つそれがいかなる場合であるのかが明らかにされていない

（→憲法上保障された権利であること，財政基盤の脆弱性等から組合に対する

萎縮効果は大きくなる傾向があること，組合活動の社会的・経済的機能に鑑みて，
「例外」的に独禁法の適用があるのは，組合が使用者に支配されていたり，組合
活動が専ら使用者の意向を行われていたりするというように労組法上の保護も
及ばない場合に限ることが明らかにされることが課題）

• 「労働法制により規律されている分野については，原則として独禁法上の問題
とはならない」旨の記載がされた（ただし，各論では労使関係でも適用があるこ
とは明らかな記述となってはいる）

（→労働基準法・労働契約法上の労働者性が明らかな者であっても，潜在的事業

者性を失うわけではなく，競業避止義務，成果物の帰属の一方的決定等が事業
者としての個人の活動を制限することもあること，及び，グレーゾーン労働者の存
在を考慮すると，このような記載は行うことなく，重畳適用の可能性を認めておき，
終的には適用関係は裁判所に判断させるという方向もありえたか）

（2018年2月18日 和久井） 79



公取委・競争政策研究センター「人材と競争政策に
関する検討会」報告書【今後の課題】

• 「職業選択の自由を不当に侵害し，又は，強制労働の禁止に

反すれば，あるべき競争秩序に反しており，能率競争秩序侵

害にあたる」という考え方は明示的には採用されなかった

（→今後の課題）

• 法遵守を促すためにいかなる措置が講じられるべきかについ

ては今後の課題とされた

（→次スライド以下で検討）
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実現手段
・公取委ガイドライン，マニュアル，ハンドブック・パンフレット等の作成

報告書の記載はなお抽象的であり，これに照らしてコンプライアンス・指導を行うことは困難

優越的地位濫用及び下請取引については分かりやすく具体的なパンフレット等が存在する

（例）公取委「各種パンフレット」＜http://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html＞
同様のものを作成し周知することは比較的容易にできるはず

「個人として役務を提供する者」が典型的優越的地位濫用行為に直面するようで

あることからすれば，これらの周知活動は喫緊の課題であるとともに，意義が大きい

・厚労省「在宅ワーカーのためのハンドブック」（現在改訂中）

同ハンドブックでは「求められる行為」といった表現が用いられているが挙げられている行為は

優越的地位濫用行為にあたりうる行為であることが明らかなものが含まれている

その種の行為については，その旨を記載し，あわせて公取委もこのハンドブックの活用を

促すべき

・建設業における優越的地位濫用規制を強化

一人親方等との取引慣行の適正化を推進，国土交通省と適宜連携
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実現手段

・「下請け駆け込み寺」は，「下請・フリーランスかけこみ寺」に呼称変更し，フリーランスの問題も扱うように

促す（経済産業省と連携）

・経済産業省・中小企業庁と連携，請負型人的労務提供者に対する濫用行為に対する規制・指導を強化

・弁護士会と連携，周知・相談体制の強化

・労働組合に対して周知（＊労組法上の労働者性が広いこともあり本来，組合は労基法による保護を受け

ないグレーゾーン労働者の保護につながる活動をする主体として機能するポテンシャルを有すると考えられ

る）

・都道府県「労働相談」業務と連携，この種の問題への理解を深めて救済につなげる

・団体訴訟制度導入ほか民事救済制度を充実化

・下請法改正（適用範囲拡大），又は，フリーランスに対応した法律制定

・一般指定８項改正（ぎまん的行為を一般的に規制できるような文言に）

・独禁法を厳正に執行

・厚労省に対して「グレーゾーン」労働者・自営業者の保護に向け施策を講じることを呼びかけ

□
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