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独禁法特例法で解禁された乗合バスの共同経営の動向について 
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Ⅱ. 本特例法の概要 

Ⅲ. バス事業者間で検討されている施策の概要 

Ⅳ. おわりに 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ.  はじめに 

 

2020年 11月 27 日、「地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基

盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律の特例に関する法律」（令和 2 年法律第 32 号。以下「本特例法」といいます。）

が施行され、乗合バス事業者の間の共同経営に関する協定につき独禁法のカルテル規制

が適用除外とされました。 

報道によれば、今般、熊本市及び岡山市のバス事業者が、2021 年中に共同経営を開

始することを目指す方針とのことです1。 

このような取組みは、MaaS（Mobility as a Service）の実現を直接の目的とするもの

ではありませんが、効率的な交通ネットワークの形成は、利便性の高い MaaS の実現に

資すると考えられることから、本号では、本特例法における乗合バスの共同経営に関す

る規定の概要及びバス事業者間で検討されている共同経営の概要について取り上げま

す。 

 

Ⅱ.  本特例法の概要 

 

本特例法は、①特定地域基盤企業等（乗合バス事業者及び地域銀行又はそれらの親会

社）が、主務大臣の認可を受けて行う合併等2、並びに②乗合バス事業者等の公共交通事

業者3が、国土交通大臣の認可を受けて行う交通ネットワークの共同経営4について、独

 
1 例えば、下記のような報道がされております。 

https://this.kiji.is/719114600640741376?c=113147194022725109 
2 本特例法 3条 1項。 
3 公共交通事業者は特例法 2 条 4号に定義されており、一定の鉄道事業者、一般旅客定期航路事業者等

も含まれます。 
4 本特例法 9条 2項。 
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禁法の適用除外を定めるものです。 

乗合バス事業者や地域銀行は、国民生活や経済活動の基盤となるサービスを提供して

おり、他の事業者による代替が困難である一方で、一部の事業者では、人口減少等によ

り持続的にサービスを提供することが困難な状況が生じています。しかし、このような

事業者が将来にわたって基盤的サービスの提供を維持するために、合併等や共同経営を

実施して経営力の強化等を図ることは、独禁法に抵触するおそれがあるため5、従来は、

これらの施策を実施することは容易ではありませんでした。 

本特例法は、乗合バス事業者及び地域銀行による企業結合や共同行為を、独禁法の適

用除外としたうえで、これらを主務大臣の認可にかからせ6、独禁法執行機関である公正

取引委員会とのコミュニケーションもとりつつ事業者を監督する7というスキームを採

用しており、今後は、乗合バス事業者及び地域銀行が、企業結合や共同行為を機動的・

柔軟に行うことができるようになるものと考えられます。 

なお、本特例法は施行日から 10年以内に廃止するものとされています8。 

 

1.  本特例法の対象になる乗合バスの共同経営によるサービス内容 

 

本特例法により独禁法の適用除外の対象になる乗合バス事業者の共同経営による

サービス内容は以下のとおりです9。 

 

① ネットワーク内の路線・運行系統について、利用者が一定の条件の範囲内で地

域公共交通を利用することができる運賃・料金の設定 

（定額制乗り放題運賃、通し運賃、ゾーン運賃等） 

② ネットワーク内の路線・運行系統の共同・分担運行 

（競合路線の見直し、路線の共同運行、「ハブ・アンド・スポーク型」のネッ

トワーク再編等） 

③ ネットワーク内の路線・運行系統の運行回数・運行時刻の設定 

（等間隔運行、パターンダイヤ等） 

④ その他①ないし③と類似する施策 

 

 

 

 
5 競争事業者同士である乗合バス事業者間で、運行路線やダイヤの調整、運賃の引上げのための協議を

行うことは独禁法のカルテル規制に抵触するおそれがあります。 
6 合併等に関して、本特例法 5条 1項。共同行為に関して、本特例法 9条 1項。 
7 主務大臣は、認可に際し公正取引委員会に協議し、不公正な取引方法を用いるものでないこと等の確

認を受けなければならないこと、事後的に適合命令の発出や認可の取消しができること、また、公正取

引委員会から適合命令発出の請求ができることが規定されています。合併等に関して、本特例法 5 条 2

項、3項、8条 1項、3項。共同行為に関して、本特例法 11条 2項、3項、15条 1項、2項、5項。 
8 本特例法附則 2条。 
9 本特例法 9条 1項 1号ないし 4号。また、「独占禁止法特例法の共同経営計画等の作成の手引き 第 1

版」（https://www.mlit.go.jp/common/001374687.pdf）（以下「本手引き」といいます。）及び内閣官房作

成の資料（https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200303_1/01.pdf）もご参照ください。 

https://www.mlit.go.jp/common/001374687.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200303_1/01.pdf
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2.  乗合バスの共同経営を行うための要件 

 

共同経営の認可を受けようとする乗合バス事業者は、共同経営計画を作成し、地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律の法定協議会の意見を聴いたうえで、共同経

営計画を国土交通大臣に提出します10。当該計画には、①計画区域、②運賃プールに

関する事項及び③収益性・人員数・車両数等の改善目標等を記載することとされてい

ます。 

認可基準としては、①収支が不均衡な一般乗合旅客自動車運送事業者が提供する運

送サービスに係る路線が存すること11、②共同経営により改善が見込まれるとともに、

改善により当該路線の存する計画区域内において運送サービスの提供の維持が図ら

れること、③利用者に不当な不利益を生ずるおそれがあると認められないこと12等が

挙げられており13、国土交通大臣は認可に際し、公正取引委員会に協議するとともに

14、公正取引委員会から協定の内容等が不公正な取引方法を用いるものでないこと等

の確認を受けなければならない15こととされています。 

 

3.  独占禁止法特例法の共同経営計画等の手引き 

 

本特例法に関するガイドラインとして、国土交通省は「独占禁止法特例法の共同経

営計画等の作成の手引き 第 1 版」（本手引き）を公表しました。本手引きには、具

体的な認可基準や共同経営計画の記載事項や添付書類、共同経営計画の作成にあたっ

て考慮すべき事項等が詳細に記載されています。 

例えば、共同経営計画には、共同経営を行うことで収益性や人員数・車両数の効率

が向上する見込みについて記載する必要があります16。本手引きは、これを受けて、

共同経営を行った場合と行わなかった場合とで、収支や必要となる人員数・車両数が

どう変わるかのシミュレーションを行い、改善効果を確認する必要があること、及び

具体的なシミュレーションの実施方法の例なども示しています。 

MaaS との関係では、MaaS による移動サービスとして運賃プールを活用したサブ

スクリプション（定額運賃）等を導入する場合の考え方として、収入の分配に際して、

 
10 本特例法 10条 1項・3項。 
11 当該区域内の乗合バス事業を路線ごとの収支で見た場合、赤字の路線が最低一路線あることと解され

ていますが、他方で、当該赤字路線における赤字の額に対して計画区域全体における収支の黒字の額が

著しく過大である場合には、本特例法 11 条 1 項 5 号の「必要な限度を超えない範囲内のものであるこ

と」との基準に抵触するおそれがあると解されています（本手引き 33頁）。 
12 「不当な不利益」とは、本手引き 38頁によれば、「共同経営の実施による競争状況の変化を直接の原

因とする不当な基盤的サービスの価格の上昇やサービスの質の悪化のこと」をいい、典型的な場合とし

て、「基盤的サービスの提供を継続するために必要な範囲を超えて運行回数が著しく減少する」ような場

合が挙げられています。その他、利用状況等を考慮することなくバスの運行本数若しくは停留所の数を

減らす、バスの車両を不当に小型化してしまうといったことも「不当な不利益」に該当することが指摘

されています。 
13 本特例法 11条 1項 1号ないし 5号。 
14 本特例法 11条 2項。 
15 本特例法 11条 3項。 
16 本特例法 10条 1項 5号イ 
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複数の事業者に対し、乗車実績に応じて分配を行った場合に、需要が高い時間帯・地

域に路線が集中してしまうなど、一部の事業者の事業収支が悪化してシステムからの

撤退を余儀なくされ、かえって利用者の利便性が低下してしまう可能性があるといっ

た課題が示されており、この課題への対応として、乗車実績のみの分配によらない柔

軟な運賃プール制の導入を前提として、需要の低い時間帯・路線の運行についても適

切に運賃収入の分配を行うことで、最適な路線網の再構築を行うことが必要となると

しています17。 

 

 

（出典）独占禁止法特例法の共同経営計画等の作成の手引き 第 1 版 29頁 

 

Ⅲ.  バス事業者間で検討されている施策の概要 

 

熊本市では、九州産交バス・産交バス・熊本電鉄バス・熊本バス及び熊本都市バス

の 5 社により、2020 年 4 月から共同経営準備室が設置されています。熊本市公共交

通協議会の資料によると、2021 年 4 月 1 日の実施を目指して、上記バス事業者同士

が競合する市内 4区間について、①競合する事業者間で重複路線の見直しを行い、需

要と供給のバランスの取れた運行本数を確保（最適化）すること、②だんご状態や前

後便の間隔が長いダイヤの調整による待ち時間の平準化を行い利用者の利便性の維

持・向上を図る共同経営計画を策定しています18。共同経営準備室作成の「熊本地域

乗合バス事業共同経営計画〈第 1版〉（案）」と題する資料19によれば、これらの取組

 
17 本手引き 29頁 
18 詳細につきましては、下記資料をご参照ください。 
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2432&sub_id=38&flid=229745 
19 https://jmpo.kumamoto-toshibus.co.jp/infomation/aboutdraft/#No2about 

https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2432&sub_id=38&flid=229745
https://jmpo.kumamoto-toshibus.co.jp/infomation/aboutdraft/#No2about
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みにより、収益改善やサービス維持に必要な運転士・車両の数が改善し運行の効率性

が向上することが、現状と共同経営を行った場合と比較するシミュレーションととも

に示されています。このようなシミュレーションは、Ⅱの 3で紹介した本手引きの内

容に沿うものといえます。 

また、岡山市でも、岡山市地域公共交通網形成協議会において、熊本と同様、路線

バス事業者間で、路線バスの路線の再編や運行ダイヤの調整等が検討されています20。 

 

Ⅳ.  おわりに 

 

本特例法に基づき複数の乗合バス事業者等の間でバス路線の再編や柔軟なダイヤ

調整等が行われることで、効率的な交通ネットワークが形成され、利用者の利便性が

向上すると考えられます。 

従来から運転士不足、利用者減少、収支悪化に悩まされていた地方公共交通は、コ

ロナ禍により大変厳しい状況にさらされていますが、地域公共交通網を維持していく

ためにも、今後、本特例法を活用し、効率的なサービスを持続的に提供していく事例

が積み重なっていくことが期待されます。 

 

  

 
20 詳細につきましては、下記資料をご参照ください。 
https://www.city.okayama.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000025/25469/shiryou1.pdf 

https://www.city.okayama.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000025/25469/shiryou1.pdf
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セミナー 

➢ セミナー  『自動運転・MaaS ビジネスの法務」出版記念セミナー（基礎編）』 

視聴期間  2020年 12月 18日（金）～2021年 9月 30日（木） 

講師    戸嶋 浩二、林 浩美、岡田 淳、佐藤 典仁、秋田 顕精、真下 敬太 

主催    森・濱田松本法律事務所 

※セミナーの詳細及び動画視聴をご希望の方は、こちらのページへお進みくださ

い 

 

NEWS 

➢ パートナー及びカウンセル就任のお知らせ 

本年 1月 1 日付にて、下記の 10名の弁護士がパートナーに就任いたしまし 

た。 

 

【パートナー】 

岸 寛樹、佐藤 典仁、片桐 大、木山 二郎、西尾 賢司、石橋 誠之、今仲 翔、 

小林 雄介、白川 佳、松田 悠希 

 

また、同日付で 7名の弁護士がカウンセルに就任いたしました。 

 

【カウンセル】 

倉持 喜史、天野 園子、増田 雅史、宮岡 邦生、繁多 行成、細川 怜嗣、田 

中 亜樹 

 

今後ともクライアントの皆様により良いリーガル・サービスを提供するため、 

日々研鑽に努めて参ります。引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願いい 

たします。 

 

➢ 新人弁護士（35名）が入所しました 

  

➢ 新型コロナウイルス感染症への対応について（2021 年 1月 14日更新） 

世界的な新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当事務所では下記の対応を 

実施しております。 

 

■在宅勤務について 

11都府県における緊急事態宣言の再発出を受けて、当事務所の国内オフィス 

（高松オフィスを除く）では緊急事態宣言に沿う形で在宅勤務の比率を上げ、 

出勤者を減らす等の対応をとることとしております。当事務所のその他の 

オフィスでも出勤者を減らす等の対応をとっております。 

https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/maas2012/?a=LaJ529iG
https://www2.mhmjapan.com/ss/detail/maas2012/?a=LaJ529iG
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国内外全ての弁護士等は在宅でセキュリティが確保された形で業務を継続 

できる体制を整えており、今後もクライアントの皆様へのサービスを切れ目 

なく継続してまいります。 

このような状況のため、お電話はつながらない可能性もございますので、担 

当者の連絡先をご存知の方は、直接電子メール等でご連絡をいただきますよ 

うお願い申し上げます。 

また、郵便・FAX 等につきましては迅速に確認できない場合がございます。 

予めご了承いただき、お急ぎの場合には直接担当者までお問い合わせをいた 

だきますようお願い申し上げます。 

 

■当事務所主催のセミナーについて 

当面の間、当事務所主催のセミナーに関しては、会場での開催を中止又は延 

期いたします。但し、ウェビナー・オンデマンド配信等によるセミナーの開 

催は継続してまいりますので、今後のご案内をご確認いただければ幸いです。 

なお、中止又は延期となりました場合は、当該セミナーのウェブサイトにそ 

の旨を記載するとともに、お申し込みいただいた方に順次メールにてご連絡 

を差し上げます。既に中止・延期が決定しているセミナーについては、下記 

までお問い合わせください。 

 

■非対面会議への移行について 

クライアント等の皆様との会議につきましても、引き続き当面の間、対面で 

の会議は原則として行わず、ウェブ会議や電話会議等の非対面形式での実施とす

ることとしております。 

 

皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜ります 

ようお願い申し上げます。 

  

（セミナーに関するお問合せ先） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

E-mail: mhm_seminar@mhm-global.com 

 

 

（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 

mailto:mhm_seminar@mhm-global.com

