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Ⅰ.  はじめに 

 

2019 年 6 月に公布された独占禁止法改正法（以下「改正法」といいます。）が、2020

年 12 月 25 日に施行されます。 

改正法は、課徴金制度を抜本的に変更するものであり、なかでも違反が課徴金に直結

するカルテル・談合（不当な取引制限）については、課徴金減免制度の大規模な改正に

加え、新たに弁護士・事業者間秘密通信保護制度が導入されるなど、実務に大きな影響

をもたらすものとなっています1。企業にとって、違反の予防が重要であることはもち

ろんですが、万一の場合に、新しい課徴金減免制度や弁護士・事業者間秘密通信保護制

度を活用できるようにしておくことも重要です。そのためには、平時からの備えとして、

改正法下での制度・手続を十分把握し、有事の際に適時・適切に対応できるよう体制を

整備しておくことが重要です。 

そこで以下では、改正法の柱である、課徴金算定方法の見直し、新しい課徴金減免制

度、弁護士・事業者間秘密通信保護制度について、概要と実務上の留意点をご紹介いた

します2。 

 
1 その他、改正法の施行に当たって見直しが行われたこととして、（カルテル・談合の調査に限らず）課

徴金減免申請者の従業員等が公取委による供述聴取を受けた際に、聴取終了後にその場で供述内容に関

するメモをとることができることが明確化されたこと等があります。 

2 改正法及び改正法下の各制度に関する情報は、公取委 HP 上の特設サイトにまとめられており、現在

も資料が拡充されていますので、併せてご参照ください。 
公取委ウェブサイト（https://www.jftc.go.jp/dk/kaisei/r1kaisei/index.html#abc） 
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Ⅱ.  課徴金算定方法の見直し 

 

改正法では、経済環境の変化に対応して適切な課徴金を課し、違反行為をより効果的

に抑止できるようにするためという趣旨で、課徴金の算定方法の見直しが行われました。 

現行の課徴金制度の下では、不当な取引制限に対する課徴金の基本的な算定方法は、

下記表 1 のとおりであったところ、今回の改正では、算定期間の延長・算定基礎の追加・

算定率の見直し等が盛り込まれ、算定基礎額の拡大が図られています。これらの主要な

変更点の全体像については、下記表 2 をご覧ください。 

 

（表 1） 現行の基本的な課徴金の算定方法（不当な取引制限に対するもの） 

 

 

 

 

 

（表 2） 課徴金算定方法の改正の主要な変更点 

算定基礎 算定率 

算定期

間の延

長等 

 調査開始日から遡って 10 年までの売上高を算定基礎

に 

（現行は違反行為終了日から遡って 3 年まで。施行日

前の違反行為については引き続き 3 年まで） 

 除斥期間（公取委が処分を行うことのできる期間）を

違反行為終了時から 7 年に延長（現行は 5 年） 

 売上額が不明な場合における、算定基礎の推計規定を

整備 

⇒算定対象期間の拡大により、課徴金額は高額化する可

能性 

中小企業 

算定率 

対象を実質的な

中小企業に限定 

業種別 

算定率 

廃止 

⇒卸売業・小売

業は課徴金額

が高額化 

算定基

礎の追

加 

以下のものを対象に追加 

 対象商品・役務を供給しないことの見返りとして受け

た利益 

 対象商品・役務に密接に関連する業務によって生じた

対価 

 違反事業者から指示や情報を受けた一定のグループ企

業の売上額 

⇒従来「売上額なし」として課徴金が課されなかったケ

ースについても課徴金が課される可能性 

軽減算定

率 

早期離脱に対す

る軽減算定率の

廃止 

＝ 課徴金の額 × 

対象商品・役務の売上額 

（算定期間：最長 3 年） 

一定率 

（基本 10％） 

算定基礎 算定率 
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事業承

継子会

社への

課徴金 

調査開始日前に違反事業を承継した子会社等への 

課徴金の賦課 

（現行は調査開始日以降の承継のみ）  

割増算定

率 

主導的役割の類

型の追加 

繰返し違反の適

用対象の整理 

 

全体として、課徴金がより高額になりやすい制度変更がなされており、課徴金のリス

クについては今後一層の注意が必要であるといえます。 

 

Ⅲ.  調査協力減算制度等の導入 

 

1．新しい課徴金制度 

 

（1） 調査協力減算制度の導入の背景 

現行の課徴金減免制度は、2006 年 1 月に導入されて以降、2019 年度までの 14 年

間での課徴金減免申請件数は 1,310 件に上り、2019 年度で見ると課徴金納付命令の

対象となった 9 件のカルテル・談合事件の全てにおいて課徴金減免申請が行われて

いるなど、導入以降一貫して活用されている制度です。一方で、現行制度に対して

は、課徴金減免申請を行った事業者が、申請後に最低限の協力しか行わなくても一

律の減免が受けられる点を改善すべきとの問題意識がありました。そこで、改正法

では、公取委の調査に事業者が協力するインセンティブを高めることにより、効率

的・効果的な事件の真相の解明や違反行為の排除・抑止を図るため、課徴金減免申

請の順位に応じた減免率に加え、事業者の協力が事件の真相の解明に資する程度に

応じた減算率を適用する制度（調査協力減算制度）が導入されることになりました。

新制度は、2020 年 12 月 25 日以降に課徴金減免申請を行った事業者に対して適用さ

れます3。 

 

（2） 適用される減免率・減算率 

新たな制度の下での課徴金減免率及び調査協力の減算率は、以下のとおりです。 

 

（表 3）新しい課徴金減免制度（課徴金減免率） 

調査

開始 
申請順位 課徴金減免制度  調査協力減算制度  適用される減免

率 

前 

1 位 全額免除    全額免除 

2 位 
（現行 50％→）

20％ 
 最大 40％  最大 60％ 

 
3 なお、現行法下における申請者は、改正法施行後に、先の申請を撤回した上で、同一の内容の課徴金

減免申請を行うことで、新制度の適用を受けることは可能ですが、その場合、撤回した先の申請に基づ

く申請順位を維持できない可能性があることには留意が必要です。 
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3-5 位 
（現行 30％→）

10％ 
  最大 50％ 

6 位以下 （現行なし→）5％ ＋ ＝ 最大 45％ 

後 

最大 3 社 

（調査開始日前を

含め最大 5 社まで） 

（現行 30％→）

10％ 
 

最大 20％ 
 最大 30％ 

上記以下 （現行なし→）5％   最大 25％ 

 調査開始日前の第 1 位の申請者は、全額免除で変更なし 

 申請事業者数の上限は撤廃 

 

（3） 課徴金減免制度の申請方法の変更 

課徴金の減免申請の方法は、現行法では FAX によるとされていましたが、改正法

では電子メールでの申請書類提出に変更され、FAX での申請は受け付けられなくな

ります。 

減免申請の順位は、公取委のサーバに電子メールが記録された順番で決まること

になります。申請書類を複数のメールに分割して送ったり、パスワードをつけた上

で別のメールでパスワードの情報を送ったりした場合には、その全ての電子メール

が公取委のサーバに記録された時点で提出があったものとみなされることに注意が

必要です。 

何らかのトラブルにより公取委に電子メールが届かなかった場合には、減免申請

を行ったことにならないため、申請の電子メールを送信した際には、送信後すぐに

課徴金減免管理官に対して受信の有無を電話で問い合わせることが推奨されていま

す。また、開庁時間内にあらかじめ管理官に相談していた場合には、開庁時間外で

も電子メールの受信確認を行うとされています。 

 

（4） 課徴金減免・調査協力減算の手続 

改正法下の課徴金減免・調査協力減算の手続の流れは、以下のとおりです。 

 

 協議の申し出は、課徴金減免申請を受けた旨の公取委からの通知（5 項通知）の受領か

ら 10 開庁日以内に行うこととされており、当該期限の延長はされないため、要注意 

 協議の申し出ができるのは、課徴金減免申請を行い 5 項通知を受け取った者のみ 
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合意の時期や協議の期間については、法令規則や公取委のガイドラインにおける

記載はありませんが、公取委は、パブコメへの回答において、効率的な事案の真相

の解明のため、協議の開始や合意はできるだけ早期に行うことが適当と述べていま

す。 

協議においては、事業者が行う予定の協力内容を公取委に対して説明することに

なりますが、その中には、「公取委からの追加報告等の求めに応じること」を必ず盛

り込まなければならないとされています。そして、それを協力内容として盛り込み

さえすれば、通常、公取委は報告事業者と合意をするという方針が明らかにされて

います。 

協議後の合意は、①その時点で特定の減算率を適用する合意を行う場合と、②合

意後の協力も減算率の決定に反映するために、合意時点では適用の可能性がある減

算率の上限と下限だけを合意する場合がありますが、通常は②の方が事業者にとっ

て有益であるため、こちらの方法によるとされています。その場合、協力の履行の

期限は、公取委と事業者とがコミュニケーションをとり、個別事情に配慮して決定

するとされています。 

なお、合意が成立しなかった場合、公取委が上記協議において事業者が行った報

告・説明に関する文書等を証拠として用いることは禁じられています（改正法 7 条

の 5 第 7 項）。 

 

（5） 減算率の決定における評価 

減算率の決定における考慮要素としては、①具体的かつ詳細であるか、②「事件

の真相の解明に資する事項」について網羅的か、③当該事業者が提出した資料によ

る裏付けがあるか、の 3 つが挙げられています。このうち、②「事案の解明に資す

る事項」としては、規則において、より具体的に、以下の事項が定められています。 

 

違反行為

に係る 

事項 

違反行為の対象となった商品又は役

務 
 課徴金

に係る

事項 

課徴金額の算定の基礎となる額 

違反行為の態様  課徴金額の算定率 

違反行為の参加者   

違反行為の時期  ※これら 8 項目それぞれに該当し得る事実

の具体例は、公取委ガイドライン「調査協

力減算制度の運用方針」の別紙を参照 

違反行為の実施状況  

その他違反行為に係る事項  

 

また、減算率は、上記の考慮要素①ないし③を満たした個数に応じて、下記表の

ように定められています。 

 

調査開始日前 調査開始日以降 事件の真相の解明に資する程度 

40％ 20％ 高い（全ての要素を満たす） 
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20％ 10％ 中程度である（二つの要素を満たす） 

10％ 5％ 低い（一つの要素を満たす） 

 

減算率の評価に関し、公取委は、パブリックコメントへの回答において、以下の

点を明らかにしています。 

 課徴金減免申請時に把握し得る限りで報告等を行った結果、調査協力減算制度

における報告等が相対的に少なくなってしまっても、減算率の評価は、課徴金

減免制度・調査協力減算制度の両方を通じて事業者が行った報告等の内容全体

を踏まえて行われるため、減算率が低くなることはない。 

 考慮要素のうち、②の「網羅的」とは、事件の真相の解明に資する事項として

挙げられた 8 つの事項が全て報告されていることを意味するのではなく、事業

者が把握し得る限りで十分な内容の報告等がされていれば、「網羅的」と評価さ

れる。 

 他の事業者が既に報告している内容と重複していたり、公取委が既に把握して

いる事実であっても、「事件の真相の解明に資する」ものとして評価される。 

 他の事業者の報告内容等との食い違いや意図的でない間違いがあったことが発

見されても、そのことで直ちに考慮要素を満たさなくなったり、欠格事由に該

当するわけではない。そのような事態になった場合は、公取委と事業者との間

でコミュニケーションを行いながら、その差異を解消していくことになる。 

 事業者が従業員等の円滑な事情聴取に貢献した場合、報告等事業者が報告等を

行った態度・経緯自体は考慮要素とされないものの、事業者が、従業員等が任

意の供述聴取に応じるよう促し、その供述した内容を別途公取委に報告した場

合には、その内容は真相の解明に資する事項として評価され得る。 

 

2．実務上の留意点と事前の備え 

 

（1） 違反発見時・立入検査時の対応の注意点 

課徴金減免制度・調査協力減算制度を利用するにあたってはタイミングが非常に

重要であり、事実の把握及び減免申請をするか否かの判断を迅速に行う必要があり

ます。そのため、違反発見時・立入検査時には、関係者へのヒアリングや可能な範

囲での社内資料のレビューを直ちに行い、違反事実の有無・範囲や、想定される課

徴金額の規模、期待できる減免の規模等を迅速に把握する必要があります。 

また、会社として協力可能な範囲や協力に要する時間の見込みを早い段階で把握

しておき、公取委とスムーズに合意できるよう準備をしておくのがポイントです。 

 

（2） 公取委との合意や協力の履行に関する注意点 

ア 公取委との早い段階での合意 

前述のとおり、調査協力減算制度では早期の合意が推奨されていること、また、「公
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取委からの追加報告等の求めに応じること」を協力内容として盛り込めば、通常は

合意に至るに十分であるとされていることからすると、一般的には、公取委とは早

い段階で合意をすることになると想定されます。もっとも、協力には履行期限が定

められるため、公取委との協議に先立ち、どのような協力がいつまでに可能である

かを慎重に検討しておくことが望まれます。 

 

イ 公取委との密接なコミュニケーション 

公取委との間で減算率の上限・下限の合意をした場合には、正式には課徴金納付

命令（案）の通知時に評価後の減算率がわかることになりますが、その時点での不

意打ちとならないよう、調査期間を通じて公取委と密接にコミュニケーションをと

り、報告・協力が不十分であると考えられている点がないかを確認し、不十分な点

がなくなるように努めることが重要です。 

 

ウ 社内での適切な指揮 

課徴金減免制度・調査協力減算制度を利用する場合は、協力の履行が円滑かつ十

分に行われるよう、経営層から従業員等に対してメッセージを送る等、社内で適切

な指揮を行うことが重要です。また、公取委の調査に協力する従業員等は、その供

述内容等によって不利益な取扱いを受けることにならないかを懸念することが想定

されるところ、後述する社内リニエンシー制度等によってケアをすることも有用で

す。 

 

（3） 平時における備え 

改正法施行に備え、あらかじめ行っておくことが推奨される準備としては、以下

のようなものがあります。 

ア マニュアル等の整備・改定 

違反発見時・立入検査時に必要な対応（証拠保全、内部調査、弁護士との通信の

保護に係る対応等）の全体像を整理し、対応をあらかじめ決めておくことが重要で

す。 

 

イ 社内リニエンシー制度・内部通報制度の整備 

課徴金減免制度・調査協力減算制度の利用には従業員等の協力が不可欠であると

ころ、協力が円滑かつ十分に得られるよう、公取委は、社内リニエンシー制度（独

占禁止法行為に関与した従業員等が自主的に違反事実について報告等を行った場合、

最終的な社内処分等において一定の考慮をする制度）や内部通報制度を整備し、そ

の内容を明確に周知しておくことを推奨しています。 

 

ウ 文書の保管期間・保管方法の見直し 

課徴金額の算定に必要な売上額が提出できない場合には、課徴金額の算定におい
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て不利益を被る可能性があります。また、課徴金対象期間の全体にわたって証拠を

提出できれば、調査協力減算制度において高い減算率を確保しやすくなるため、有

事の際に適切に証拠となる文書を提出できるよう、保管期間や保管方法の見直しを

しておくことも考えられます。 

 

Ⅳ.  弁護士・事業者間秘密通信保護制度 

 

1．弁護士・事業者間秘密通信保護制度の概要 

 

改正法の施行とタイミングを合わせ、弁護士・事業者間秘密通信保護制度（以下「本

制度」といいます。）が導入されます。本制度は、本法改正により導入された新たな

課徴金減免制度をより機能させる趣旨で導入されたものであり、課徴金減免に関する

相談に係る弁護士の法的意見については審査官がその内容にアクセスしないように

することで、その秘密を実質的に保護し、適正手続を確保するものです。 

もっとも、本制度は、不当な取引制限にかかる行政手続に関してのみ適用され、対

象となる物件は、不当な取引制限にかかる法的意見について、事業者と弁護士との間

で秘密に行われた通信の内容を記録したものであり、一定の要件を充たすことが確認

されたものに限られます。また、本制度の濫用を防ぐために判別手続と呼ばれる手続

が用意されています。これは、判別官と呼ばれる公取委の職員が、事業者から対象物

件としての取扱い（以下「本取扱い」といいます。）の求めがあったものについて、

上記要件を満たすかどうかの判断を行うものです。 

本制度は、法律上の制度ではなく、審査規則 23 条の 2 及び 23 条の 3 並びに「事

業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容が記録されている物件の取扱い指

針」（以下「取扱指針」といいます。）に基づき運用がなされることになります。本制

度の詳細については公取委のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.jftc.go.jp/dk/seido/hanbetsu/index.html 

https://www.jftc.go.jp/dk/kaisei/r1kaisei/index.html#abc 
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判別手続のフロー図（公取委ウェブサイトより引用） 

 

 

2．取扱指針のポイント 

 

（1） 対象物件 

本制度は、「特定通信の内容を記録した物件」を対象とします。具体的には、不当

な取引制限にかかる独禁法に関する法的意見について、事業者が弁護士に対して秘

密に行った相談又はこれに対して弁護士が秘密に行った回答（このような相談及び

回答を特定通信といいます。）を記録した物件で、かつ当該事業者又は当該事業者か

ら相談を受けた弁護士が、特定通信が行われた日以降に作成若しくは取得した文書

等又はそれらを一の集合物にまとめたものが該当します。 

 

（2） 適切な保管 

本取扱いを受けるためには、適切に保管されていたことも要件となります。具体

的には、物件の表面その他の見やすい箇所に特定通信の内容を記録したものである

旨の表示がされており、特定の保管場所においてその他の物件を保管していた場所

と外観上区分がされて保管され、その内容を知る者の範囲が事業者を代表して弁護

士に相談する職責にある者又はその職責にあった者等に制限されていることが必要
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です。 

 

（3） 申出書及び概要文書の提出等 

本取扱いを求めるには、物件の提出命令を受けるに際し、審査官に対し、本制度

を利用する旨の申出書を提出する必要があります。また、提出命令を受けた日から

原則として 2 週間以内に、特定通信ごとに標題、作成又は取得の日、特定通信をし

た者の氏名等、特定通信を共有した者の氏名等、保管場所、概要を記載した概要文

書を作成し提出する必要があります。 

 

3．弁護士・事業者間秘密通信保護制度に関する基本的対応 

 

本制度の利用にあたっては、対象物件の適切な保管が要求されるため、平時から本

制度についての対応が必要となります。平時における対応の例としては下表の事項が

挙げられます。 

 

平時における対応の例 

対応事項 対応内容 

対象物件/データの

取扱いに関するルー

ルの策定及び実施 

 文書管理規程等において本取扱いの対象となる文書や電子データに

関する規定を追加し、対象物件の表示、保管場所、保管方法、共有対

象者に関しても厳格なルールを定める。 

 弁護士との相談専用の電子メールアカウントを開設する。 

 本取扱いの対象となる文書や電子データの管理帳簿やデータベース

を作成する。 

立入検査マニュアル

の新規策定又は改定 

 立入検査マニュアルに、次表「立入検査時の対応」に記載されている

事項等を記載する。 

 

また、実際に公取委から立入検査を受けるに際しても、本制度の利用をするには下

表のような対応をすることが重要です。 

 

立入検査時の対応 

対応事項 対応内容 

審査官とのコミ

ュニケーション 

 対象物件の存在及び保管場所を早期に現場責任者となる審査官に連絡す

る。 

 適切な保管の要件を満たす保管がなされていることを審査官に説明す

る。 

 審査官から適切な保管に関して疑義が提起された場合であっても、申出

書を提出して対象物件として取り扱うよう求める。 

 公取委の対応に精通した弁護士を早期に臨場させる。 

概要文書の迅速

な作成 

 概要文書作成の作業工数を直ちに把握し、対応体制を早期に構築の上、

早期に作成を開始する（平時から対象物件/データに関する管理帳簿を作

成している場合には、それを利用する。）。 

 



 

 
 
 

ANTITRUST/COMPETITION NEWSLETTER 

当事務所は、本書において法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士又は税理士にご相談頂きますようお

願い申し上げます。 

© 2020 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

11 
 

4．弁護士・事業者間秘密通信保護制度に関する対応の留意点 

 

（1） 対象物件の範囲に関する留意点 

ア 法的意見の対象事項による区別 

対象物件となる法的意見は不当な取引制限に関するものに限られ、それ以外の事

項に関する法的意見は対象物件に該当しないとされています（取扱指針第 4 2 (2)イ

（ウ））。本制度の利用にあたっては、不当な取引制限に関する通信は、他の事項に

関する通信と一緒にせず分離してやり取りをし、通信内容も区別して保管する必要

があります。 

 

イ 法的意見と事実に関する記載の混在 

法的意見と事実に関する記載が混在するような文書の場合、対象物件への該当性

は、事実に関する記載と法的意見に関する記載の割合といった形式的なことのみに

よって判断するのではなく、全体として課徴金減免対象被疑行為に関する法的意見

にかかる文書といえるかどうかによって判断するとされています。 

したがって、本制度の対象となる事案についてヒアリング議事録等を作成するに

際しては、上記判断基準も意識した対応を行う必要があります。 

 

ウ 本制度の対象となる「弁護士」 

ここでいう弁護士とは、事業者から独立して法律事務を行っている者に限られ、

原則として組織内弁護士は含まれないものとされています。もっとも、組織内弁護

士であっても、事業者の指揮命令監督下になく事業者から独立して業務を行ってい

るといい得る場合には、ここでいう弁護士に当たります。 

したがって、本取扱いを求めるには、外部の弁護士に相談するか、組織内弁護士

であっても独立性を担保するような措置（組織内弁護士が、カルテルに関する内部

通報を契機として、法令順守のために中立の立場で社内監査を行うべき旨の業務命

令書を受け取り、社外監査役の直下に配置され、その他の業務から離れされること

等）を取ることが必要となります。 

 

（2） 適切な保管に関する留意点 

ア 対象物件の表示 

特定通信の内容を記録したものである旨の表示は「公取委規則特定通信」「公取審

査規則第 23 条の 2 第 1 項該当」が原則であり、「秘匿特権」、「弁護士相談」、「厳秘」、

「privileged」、「confidential」、「attorney-client privilege」との表示では不十分である

とされています。また、英訳や電子データにおけるファイル名、電子メールにおけ

る件名での表示も必須とされています。 

このように、対象物件の表示については厳格に判断される可能性が高いため、取

扱指針に則った原則通りの表示を新たに付す対応を社内で徹底する必要があり、制
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度導入時に取扱いルールを厳格に周知する必要があります。 

 

イ 対象物件の保管場所・保管方法 

対象物件の保管場所・保管方法としては、法務部門が管理する書架における保管

が原則であり、事業部門ではなく法務部門（法務部門がない場合は、総務部門等の、

弁護士に相談することを事務として取り扱う部署）で保管・管理することが求めら

れています。但し、他の文書と多少混在して保管されていたとしても、外形上区別

して保管されていたと判断される余地があるほか、物理的に離れた倉庫等における

管理等でも構わないとされています。 

したがって、他の物件と外形上区別されていれば、多少柔軟な取扱いは認められ

得るものの、対象物件について、少なくとも事業部門以外の部門（基本的には法務、

総務部門）において管理する必要があります。 

 

ウ 本制度の運用開始前に作成した文書・データ 

上記ア・イで示したような対象物件の表示や保管は、本制度の運用開始前に作成

した文書・データについて本取扱いを求める場合でも必要となります。 

 

エ 対象物件の内容を知る者の範囲 

内容を知る者の範囲については、事業者を代表して弁護士に相談する職責にある

者（法務部門役員等）に限られます。もっとも、事業部門の営業担当者等も、事業

者が弁護士に相談する際に同席し、具体的な内容等を補足説明する場合には、含ま

れる可能性があります。また、法務部以外の管理部門（例えばコンプライアンス部

等）又は事業部の従業員を含めて組成された社内調査のための特別チーム、課徴金

減免申請のための取締役会報告に関わるメンバーも当該範囲に含まれる余地があり

ます。 

このように、知るべき者の範囲については事実関係の調査及び検討との関係で合

理的に必要性が認められれば一定程度柔軟に解釈される余地はあるものと思われま

す。もっとも、概要文書作成にかかる負担を考慮すると、文書やデータの共有を図

る人数は可能な限り限定する必要があります。 

 

（3） 国際事案における対応 

ア 外国弁護士との情報共有 

外国弁護士との情報共有について、事業者と弁護士との間の通信の内容を外国弁

護士等と共有することのみにより、一律に本取扱いの要件を欠くことにはなりませ

ん。新たな課徴金減免制度をより機能させることにしする観点から当該共有を行う

必要性が認められ、通信の内容の秘密を保持する措置が取られていれば、対象物件

となる余地があります（取扱指針第 2 4 (2)）。 

したがって、対象物件について外国弁護士等を cc に入れるなどして共有する際に
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は、通信内容を共有する必要性や秘密保持の措置が確保できているかといった点に

ついて留意する必要があります。 

 

イ 外国競争法に関する法的意見 

また、外国競争法への対応にあたって外国弁護士と相談した際の係る外国競争法

に関する法的意見は、本取扱いの対象になる通信ではありませんが、そもそも提出

命令の対象自体から外されるため、留置されないことになります。したがって、外

国競争法に関する法的意見については適切な保管自体も必ずしも必要とされないと

いうことにもなり得ますが、審査官において、こうした法的意見について提出命令

の対象にしないという判断を行う際の便宜のために、こうした法的意見についても、

他の文書やデータと区別して保管することが望ましいと考えられます。一方で、外

国競争法への対応に係る外国競争法に関する法的意見であっても、当該物件に事件

に関連する一次資料や事実調査資料が含まれているなど事件調査に必要であると認

められる場合は提出命令の対象とされています（取扱指針第 2 4 (1)）。 

このように、国際事案対応に際し外国弁護士に法的意見を求める通信は、事件に

関連する一次資料や事実調査資料が含まれていない限りは、そもそも提出命令の対

象外として取り扱われることになります。もっとも、提出命令の対象外とすべき物

件であることを速やかに審査官に理解してもらうためには、上記のような通信につ

いても、他の文書・データと区別して保管することが重要です。 

 

Ⅴ.  おわりに 

 

本法改正により、課徴金の算定方法の変更及び調査協力減算制度の導入が行われるこ

とで、不当な取引制限にかかる違反被疑事件において企業がとるべき行動は大きく変わ

ることになります。また、弁護士・事業者間秘密通信保護制度が導入されることに伴い、

不当な取引制限にかかる違反事件への対応が迫られる事態に至った場合に備え、企業と

しては、平時より態勢の整備を行う必要が生じることになります。これらの対応には専

門的な知見が必要である一方、対応を誤った際に企業が蒙る損害は甚大であることから、

企業としては、必要に応じて本法改正の内容に詳しい専門家と共働の上で対応を進めて

いくことが重要です。 
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文献情報 

 論文    「Doing Business in Asia Pacific - Japan Chapter」 

著者     梅津 英明、田中 浩之、高宮 雄介、御代田 有恒 

 

 論文    「〔会社法務〕デジタルプラットフォームに対する透明化法・独禁

法による規律の要点」 

掲載誌 企業会計 Vol.72 No.9 

著者     高宮 雄介 

 

 論文    「米国の新たな垂直型企業結合ガイドラインの概要と実務への影響」 

掲載誌 商事法務ポータル SH3247 

著者     高宮 雄介 

 

 論文    「Global Legal Insights - Merger Control 2020 - Japan Chapter」 

掲載誌 Global Legal Insights - Merger Control 2020 Ninth Edition 

著者     藤田 知也、末正 拓 

 

NEWS 

 Who's Who Legal: Thought Leaders にて高い評価を得ました  

Who's Who Legal: Thought Leaders において、当事務所の 3 名の弁護士が

Thought Leader に選ばれました。Competition 分野からは、伊藤 憲二 弁護士、

宇都宮 秀樹 弁護士が選出されています。 

 

 Who's Who Legal: Thought Leaders Global Elite – Competition 2020 にて高い評

価を得ました  

Who's Who Legal: Thought Leaders Global Elite – Competition 2020 において、

当事務所の伊藤 憲二 弁護士が Thought Leader に選ばれました。 

 

 asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて高い評価を得ました  

asialaw Profiles による"asialaw Leading Lawyers 2021"にて、当事務所の弁護士

35 名が高い評価を得ました（日本オフィス 29 名、バンコクオフィス 6 名）。

Competition & Antitrust 分野からは、伊藤 憲二 弁護士が選出されています。 

 

 asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて高い評価を得ました  

asialaw Profiles による"asialaw Profiles 2021"にて、当事務所は"Recommended 

firms"として紹介され、Competition/Antitrust を含む 13 の分野で高い評価を得ま

した。また、当事務所のバンコクオフィス（Chandler MHM Limited）およびヤン

ゴンオフィスも"Recommended firms"として紹介され、各分野で高い評価を得て
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おります。 

 

 Who's Who Legal: Japan 2020 の各分野別ランキングにて高い評価を得ました 

Law Business Research が発行する Who's Who Legal: Japan 2020 の各分野別ラ

ンキングにて、当事務所の弁護士 21 名が National Leader として選ばれました。

Competition 分野では、伊藤 憲二 弁護士、宇都宮 秀樹 弁護士、眞鍋 佳奈 弁

護士、高宮 雄介 弁護士が選出されています。 

 

 Who’s Who Legal: Global 2020 の各分野別ランキングにて高い評価を得ました 

Law Business Research が年間を通して発行する Who's Who Legal 2020 のグロ

ーバル版において、当事務所の 18 名の弁護士が Global Leader に選ばれました。

Competition 分野では、伊藤 憲二 弁護士、宇都宮 秀樹 弁護士、眞鍋 佳奈 弁

護士が選出されています。 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


