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昭和二十二年法律 第五十四 号（ 私的独 占の 禁止及 び公 正取 引の確 保に 関する法律 ）（昭 和二 十二年 法律 第五十四号）

（略）

○

第 二条
（ 略）

こ の法 律に おいて 「不 公正 な取引 方法」と は、次 の各号 のい ずれ かに該 当する行 為をい う。

②～⑧
⑨

正当 な理由 が な いのに、競 争者 と共同 して 、次 のいず れか に該当 する 行為をすること 。

ある 事業 者に 対し、 供給を拒絶 し、 又は 供給に 係る 商品 若しく は役 務の数量 若しくは 内容を制 限すること 。

一
イ

他 の事 業者に 、あ る事業 者に 対する供給を拒 絶させ 、又は供 給に係る商 品若し くは 役務 の数量 若し くは内 容を 制限 させること 。

不当に 、地 域又は 相手 方に より差 別的 な対価をも つて 、商品 又は 役務を 継続して 供給するこ とであ つて 、他 の 事業 者の 事業活 動を 困難に さ

ロ
二

正当 な理由が な いのに、商品又は役 務を その供 給に 要する 費用 を著し く下 回る 対価で 継続して供 給するこ とであ つて 、他 の 事業 者の事 業活

せる おそ れがあ るも の
三
動を困 難にさせる おそ れがあ るも の

継 続し て取引 する 相手 方に対 して 、自己 のた めに 金銭、役務 その他 の経 済上 の 利益を提 供させ るこ と。

以外 の商品又は役 務を購 入させるこ と。

継続して取引 する相 手方（ 新た に継 続して取引 しようとする相 手方を 含む 。ロに おい て同じ 。）に対 して、 当該取引に 係る 商品 又は役 務

自己の取引 上 の地位が 相手 方に優 越し ていること を 利用して 、正 常な商慣 習に 照らして 不当に、次 のい ずれ かに該 当する行為 を するこ と。

方をし て当該事業 者の 当該 商品の 販売 価格の自由 な決 定を拘 束させるこ と。

相 手方の 販売 する 当該商 品を 購入する事 業者 の当該 商品 の販売 価格を定め て相 手方をして 当該 事業者 にこ れを 維持させることそ の他 相手

る こ と。

相手 方に対 しそ の販売 する 当該 商品の 販売 価格を 定め てこ れを維 持させるこ とそ の他 相手方 の当該商品 の販売価格 の自由 な 決定を 拘束 す

四 自 己の 供給 する商 品を 購入する相 手方に、正 当な 理由が ない のに 、次の いず れかに 掲げ る拘束 の条 件を 付けて 、当該商品 を供 給すること 。
イ

ロ

五
イ

ロ
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ハ

取引 の相手 方か ら の取 引に 係る商 品の 受領を拒み 、取 引の相 手方から 取引に 係る 商品を 受領した 後当該 商品 を 当該取引 の相 手方に 引き 取

らせ 、取 引の 相手方に対 して取 引の対価 の支払 を遅らせ 、 若し くは その額を減じ 、そ の他 取引 の相手 方に 不利益となるように取 引の条件を
設 定し 、若し くは 変更し 、又は取引 を実 施すること 。

六 前 各号 に掲げ るも のの ほか、 次の いずれ かに 該当する行 為であつて 、公 正な競 争を 阻害 する お それ がある もの のう ち、公 正取 引委員 会が 指

ホ

ニ

ハ

ロ

イ

自己 又は 自己が 株主 若し くは役 員である会 社と 国内に おい て競 争関係にあ る他 の事業 者と その取 引の 相手 方との取引 を不当に 妨害し 、又

自己 の取引 上 の地位を不当に利用して 相手 方と取 引 するこ と。

相手方 の事 業活動を不 当に 拘束する条 件をも つて取引 するこ と。

不 当に 競争者 の顧 客を自 己と 取引 するよ うに 誘引し 、又は強制 すること 。

不当 な対 価を もつて取引 するこ と。

不当に他 の事業 者を 差別的に取 り扱うこと 。

定するもの

ヘ

は 当該 事業者が会 社である場 合に おいて 、そ の会 社の株 主若しくは 役 員をそ の会社 の不 利益と なる 行為を する ように、不 当に 誘引し 、唆 し

第三 条

事 業者は 、不 当な取引制 限又は不公 正な取引 方法に 該当 する事 項を 内容と する 国際 的協定 又は 国際的 契約をし ては なら な い。

事業 者は、私的 独占又は不 当な取引制 限を しては なら ない 。

、若し くは 強制 するこ と。

第六条

第三 条又は 前条 の規定に違 反する 行為があ るとき は、 公正取 引委 員会 は、第 八章 第二節 に規 定する手続に従 い、事 業者 に対 し、当該行 為

公 正取 引委員 会は 、第三 条又は前 条の規 定に 違反する行 為が 既に なくな つている場 合に お いて も、特に必要が あると 認めると きは、 第八 章第

の 差止め 、事 業の一部の 譲渡 その他これら の 規定に 違反 する行 為を 排除 するた めに 必要な 措置 を命 ずるこ とが できる 。

第七 条

②

二節 に規定 する 手続に 従い 、次に掲げ る者 に対し 、当該行 為が既 に なくなつ ている旨 の周知 措置 その他 当該 行為が 排除 され たこと を確保 する た
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一

当該行為をし た事業 者が 法人 である 場合 に おい て、 当該法 人が 合併 により消 滅した ときに おけ る合併 後存 続し 、又は 合併 により設立 された

当該 行為をした 事業 者

めに 必要な 措置 を命 ずるこ とが できる 。た だし 、当該 行為が なく なつ た日から 五 年を 経過し たと きは 、こ の限り でない 。

二

三

当該 行為を した 事業 者から 当該 行為に 係る 事業 の全部 又は 一部を 譲り 受け た事業 者

当該行 為を した事 業者が 法 人であ る場 合に お いて 、当該法人から 分割に より 当該 行為に 係る 事業の 全部 又は 一部を 承継した法 人

法人

四

事業 者が 、不当 な取 引制限 又は 不当 な取引 制限 に該 当する 事項を内容とする国際 的協 定若しくは 国際 的契約で次 の各号 のい ずれ かに

商品 又は 役務の 対価に係る もの

供 給量 又は購 入量

一

イ
市場占 有率

商 品又は 役務 につい て次 のい ずれか を実 質的に 制限 することに より その対 価に 影響 するこ とと なるも の

ロ
取引 の相 手方

前項 の規 定は 、事業 者が 、私的 独占（他 の事業 者の 事業活 動を 支配 するこ とに よるも のに 限る。 ）で 、当該他 の 事業 者（ 以 下こ の項に おい て

ハ

二

けれ ばなら ない 。た だし、 その 額が 百万円未 満 である とき は、 その納 付を 命ずること ができ ない 。

の十（ 小売 業に ついては 百 分の三 、卸 売 業につい ては 百分の 二と する 。）を 乗じ て得た 額に 相当 する 額 の課 徴金を 国庫 に納付 すること を命じ な

（ 当該 行為が 商品 又は 役務の 供給を受け るこ とに 係るも のである場 合は 、当該商品 又は 役務の 政令 で定 める方 法に より算 定し た購入 額）に百 分

なくなる 日か ら さか のぼ つて 三年間 とする。以 下「 実行期間」 とい う。）に おける 当該商 品又は役務 の政令で 定める 方法により算定 した売 上 額

行つ た日から 当該行 為の実 行と して の事業活動が なく なる 日ま での期 間（ 当該期 間が 三年を超えると きは、 当該 行為 の実行とし ての事 業活 動が

該当 するも のを したと きは 、公正取引 委員 会は、 第八 章第 二節に 規定 する手 続に 従い 、当該 事業 者に対 し、 当該行 為の 実行として の事 業活動を

第 七条 の二

②

「被支 配事 業者」 とい う。 ）が 供 給する商品 又は 役務に つい て、 次の各号 の いずれ かに 該当 するも のを した場 合に 準用 する。こ の場合に おい て

、前 項中「 当該 商品又は役 務の 政令で 定める方法によ り算 定した売上 額（ 当該行 為が 商品又は役 務の供 給を 受けること に係るもの であ る場合 は
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、当該商品 又は 役務 の政令 で定 める方 法に より算定し た購 入額）」と ある のは「 当該 事業者が被 支配 事業者 に供 給した 当該 商品 又は役 務（ 当該

被支 配事 業者が 当該 行為 に係る 一定 の取 引 分野に お いて当該商 品又は役務 を供 給する ために必要な商 品又は役務 を含 む。 ）及び 当該 一定の取引

分 野に おいて 当該 事業者が 供 給し た当該 商品 又は役 務（ 当該被 支配 事業 者に供 給し たも のを除 く。 ）の政令で 定める方法によ り算定 した売上 額

」と、 「（ 小売業につ いては 百分 の三 、卸売 業に ついては 百 分の 二とする。 ）」と ある のは 「（ 当該事 業者が 小売 業を 営む場 合は 百分の 三、卸

その 対価に 係る もの

売業を営む場合 は 百分 の二とする。）」と 読み替 える ものとする 。
一

供 給量

次の いず れか を実質 的に 制限するこ とに よりそ の対 価に影 響するこ ととなるも の
イ
市場占 有率

二

ロ

（略）

取引 の相手 方

③

事 業者が 、私 的独占（他 の事 業者の 事業活動を排除 することに よる ものに限り 、第 二項の 規定に該当 する ものを除く 。）をした とき は、 公正

ハ

④

取引委 員会 は、 第八章 第二節に規 定する手 続に従 い、 当該事 業者 に対 し、当該行 為をし た日から 当該行 為が なくなる日 までの期間 （ 当該期間 が

三年を超えると きは 、当該 行為が なくなる 日か ら さか のぼ つて 三年間 とする。第 二十 七項に おい て「違反行 為期 間」と いう。）に おけ る、 当該

行為 に係る一 定の取 引 分 野に お いて 当該 事業者が 供 給し た商品 又は 役務（ 当該 一定の取引 分野に おい て商 品又は 役務 を供 給する 他 の 事業者 に供

給した ものを 除く 。）及 び当該一 定の取 引 分 野に お いて 当該 商品又は役 務を供 給する他 の事業 者に 当該事 業者が 供 給した 当該 商品又は役 務（ 当

該一定 の取 引 分野に お いて 当該商 品又は役務 を供 給する 当該他 の 事業者が 当該商 品又は 役務 を供給 する ために 必要 な商 品又は 役務 を含む 。） の

政令 で定める方 法に より算 定し た売上 額に 百分 の六（ 当該 事業者が小売業を営む場合 は 百分 の二 、卸売 業を 営む場合は 百分 の一と する 。）を乗

じて 得た 額に 相当する額 の課徴 金を 国庫 に納付 することを 命じ なけれ ばなら な い。た だし 、その 額が 百万 円未 満 であ るとき は、 その 納付を 命ず

⑤

第一項 の規 定によ り課 徴金 の納付を命 ずる場 合に おい て、当該事 業者が 、当該違反 行為 に係る事件につ いて第 四十 七条 第一項第四号に掲げる

（ 略）

ることが でき ない 。

⑥
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⑦

⑧

処 分 又は第 百二 条第 一項に 規定 する処 分が 最初に行わ れた 日（ 以 下こ の条 に おい て「調査開 始日」と いう。 ）の一月前 の日（ 当該処 分が行われ

なか つた とき は、当該事 業者が 当該 違反 行為に つい て第五十条 第六 項に お いて 読み替 えて 準用 する第 四十 九条第 五項 の規 定による通 知（ 次 項、

第 十項及び第 二十 条の二から 第二 十条の 五ま でに お いて 「事前 通知」と いう。 ）を 受け た日の一月 前の日 ）ま でに 当該違 反行 為をや めた 者（ 当

該違反 行為 に係る 実行期間 が二年未 満 である 場合 に限る 。） であ るとき は、 第一項 中「 百分 の十」 とあ るのは 「百 分の 八」と 、「 百分の 三」 と

ある のは「 百分 の二・ 四」 と、 「百分 の二」とあ るのは「 百分の一・ 六」と 、前 項中 「百分 の四」とあ るのは「 百分の 三・ 二」と 、「 百分 の一

・二」と あるのは「 百分 の一」 と、 「百分 の一 」と あるのは「 百分の 〇・ 八」 とする 。た だし、 当該 事業 者が、 次項から第九 項まで の規定 の適
用 を受け る者 であ るとき は、こ の限 りで ない 。

第 一項（ 第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する 場合を 含む 。以 下こ の 項、 第十九 項、 第二十 二項及び 第二十 三項に おい て同じ。 ）又は 第四 項の

規定により課徴 金の納 付を 命ずる 場合 に お いて、 当該 事業 者が 次 の各号のい ずれ かに 該当する者 である とき は、第 一項 中「 百分の 十」 とある の

は「 百分 の十五」と 、「百 分の 三」 とある のは 「百分 の四 ・五」と、 「百 分の二」と ある のは「 百分 の三」 と、 第四 項中「 百分 の六」 とあ るの

は 「百分 の九 」と、 「百 分の 二」と ある のは「 百分 の三」と、 「百 分の一 」と ある のは「 百分 の一・ 五」 と、 第五項 中「 百分の 四」 とある のは

「 百分 の六」 と、 「百 分の一 ・二」とあ るのは「 百分の一・ 八」と 、「 百分 の一」 とあ るのは 「百 分の一・五」と する。 ただし、当該事 業者が

調査開始日から さかのぼ り十年 以内に 、第 一項若しく は第 四項の 規定による 命令 を受け たこ とが ある者（ 当該命令 が 確定し ている 場合 に限

、第九 項の 規定 の適用 を受ける者 であ ると きは、こ の限りで ない 。
一

る 。次号 において同じ。 ）又は 第十 八項 若しく は第 二十 一項の 規定による 通知 若し くは第 五十 一条第 二項 の規定による審 決を受けたことが あ
る者

二 第 四十 七条第 一項第四号に掲げる 処 分又は第 百二 条第一 項に 規定する処 分が 行われ なか つた場 合に おいて 、当該事 業者が 当該 違反行 為に つ

いて 事前通 知を 受け た日か ら さかのぼ り十 年以 内に、 第一 項若し くは 第四 項の規 定に よる命 令を 受け たこと があ る者又は第 十八項 若し くは 第
二十 一項 の規 定による通 知若し くは 第五十一条 第二 項の規 定に よる 審決を 受け たこと があ る者

第一 項の 規定により課徴 金の納 付を 命ずる場合 に お いて、 当該 事業 者が 次 の各号のい ずれ かに該 当する者 である とき は、同 項中 「百 分の十」

と ある のは 「百分 の十 五」 と、「 百分 の三」 とあ るのは 「百 分の 四・五」と 、「百 分の 二」 とある のは 「百分 の三」と、 第五 項中 「百分 の四」

とあ るのは 「百 分の六」と 、「 百分の一・ 二」と ある のは 「百分 の一 ・八」 と、 「百 分の一 」と あるのは「 百分の一・ 五」 とする 。た だし、 当
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⑨

単独で又は共同 して 、当該 違反 行為をすること を企て 、か つ、他 の事 業者 に対し 当該 違反 行為を すること又はや めな いこと を要 求し、 依頼

該事 業者が 、次 項の 規定の 適用 を受け る者 であ るとき は、こ の限 りで ない 。
一
し 、又は唆すこと により 、当該違 反行為をさせ 、又はや めさせ なか つた 者

二 単 独で 又は共 同し て、他 の事 業者 の求めに応じて、 継続的に 他 の事 業者 に対し 当該 違反 行為に 係る 商品若しく は役 務に係る対 価、供 給量 、
購入量 、市 場占 有率 又は取 引の 相手方につ いて指 定し た者

他 の 事業 者に 対し当該違 反行為 を するこ と又は やめ ないこ とを 要求 し、依頼し 、又は 唆すこと 。

前二号に掲げる 者の ほか、 単独で又は 共同 して 、次の いず れかに 該当 する 行為であつ て、当該違 反行 為を容 易に すべき 重要 なも のをし た者
イ

他 の事 業者に 対し 当該違 反行 為に 係る商 品又は役務 に係る対 価、供 給量 、購入量 、市場 占有率 、取 引の相 手方 その他 当該 違反 行為の 実行

三

ロ

として の事 業活 動につ いて 指定するこ と（ 専ら自 己の取引 につい て指 定すること を除く 。） 。

第一 項の規 定に より課 徴金 の納 付を命 ずる 場合に おい て、 当該事 業者が、第 七項各号 のいず れか 及び前 項各号 の いずれ かに 該当する者 である

と きは、 第一 項中「 百分 の十」とあ るのは「百 分の 二十」と、 「百 分の三」と ある のは「 百分 の六」 と、 「百 分の二」と あるのは「 百分の 四」

と 、第 五項中 「百 分の 四」と ある のは「 百分 の八」と、 「百 分の一 ・二」と あるのは「 百分の 二・ 四」 と、「 百分 の一」 とあ るのは 「百 分の 二
」と す る 。

（ 略）

罰 金額 の二 分の一 に相 当する金額を超 えないとき 、又は 当該 控除 後の額が 百万円未 満である ときは 、こ の限り でな い。

除 した額を課 徴金 の額と する ものとする 。た だし、 第一 項、第 四項から 第九 項まで 、第十 一項 若し くは第 十二 項の規 定に より計算し た額が 当該

一項 、第 四項から第九 項まで、 第十 一項 又は第 十二 項の規 定に より計算し た額に代え て、 その額から 当該罰 金額 の二 分の一 に相 当する金額を 控

公正取 引委 員会 は、第 一項 又は第 四項 の場 合に お いて 、同一 事件につい て、 当該 事業者 に対 し、罰 金の刑に 処 する 確定 裁判が ある とき は、第

規則で 定めるとき までに） 、これ と併せて当該事 業者 に対し 、文 書をも つて その旨を通 知するものとする。

に つい て当該 事業 者以外 の事 業者 に対し 第一 項の規 定に よる 命令を する 際に（ 同項 の規 定による命 令をし ない場合 にあつ ては 、公正取引 委員会

公正取引 委員会 は、 第十項 の規 定に より課 徴金 の納付を命じ な いこと とし たとき は、 同項 の規定に該 当する 事業 者がし た違 反行 為に係る事 件

⑩～ ⑰ （ 略）
⑱

⑲

⑳
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公正取引 委員会 は、前項の 規定により課徴 金の 納付を 命じ ない場 合に は、罰 金の刑に 処せら れた 事業 者に対 し、 当該事 業者がし た第一 項、 第

二項 又は 第四 項に規 定する違反 行為 に係る事件につ いて当該事 業者 以外 の 事業 者に対 し第 一項（第二 項に おいて 読み 替え て準用 する 場合を 含む 。

） 又は 第四項 の規 定による命 令を する際に（ これら の規 定による命 令を しない場合 にあ つては 、公 正取引 委員 会規則で定 める ときま でに ）、こ

（略）

れと併せて 文書を もつ てそ の旨を 通知 するも のと する。
・

・

（略）

定による命 令を受けた他 の特定事 業承 継子会 社等と連帯 して」と する。

令 を受け た他 の特 定事業 承継 子会 社等と 連帯 して」 と、 第二十 二項 中「 受けた 者は 」とあ るのは「 受けた特定 事業承 継子会社等は、これら の規

他 の特定 事業 承継子会社 等と連帯し て」 と、第 四項 中「当該事 業者に 対し 」と あるのは「特定事 業承 継子会社等に対 し、こ の項 の規 定による命

する 特定事 業承 継子会社等をい う。以 下同じ。 ）に対 し、こ の項（ 次 項に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む 。）の 規定による 命令 を受けた

、第一 項（ 第二項に お いて 読み替 えて 準用 する場 合を 含む。 ）中 「当該 事業 者に 対し」 とあ るのは 「特 定事業 承継 子会 社等（ 第二 十五項に規 定

定 事業 承継子会社 等が 受けた 命令 等とみ なし て、前 各項 の規 定を適用 する。こ の場 合に おいて 、当該特定 事業 承継 子会社 等が 二以上 ある ときは

受け 、又は 分割によ り当該事業 の全 部若しくは 一部を承 継した 子会 社等（ 以下 「特定 事業 承継 子会社 等」 という。）がし た違反 行為 及び当該特

、か つ、合 併以外 の 事由に より消 滅したと きは 、当該 法人がし た違反 行為 及び当該法 人が 受けた 命令 等は、 当該 事業の 全部 若し くは一 部を 譲り

行為に 係る 事件につい ての調査開 始日 以後に おい てそ の一又は二 以上 の子会 社等に対し て分割によ り当該違 反行為 に係る事業 の全 部を 承継させ

開 始日 以後に おい てそ の一又は二 以上 の 子会 社等に対し て当該違反 行為 に係る事業 の全 部を 譲渡し 、又は 当該 法人（会社に限 る。）が 当該違 反

第 一項、 第二 項又は 第四 項に 規定する違 反行為 をし た事 業者が 法人 である 場合 に お いて、 当該 法人が 当該 違反 行為に 係る 事件に つい ての調査

び次 項の 規定を 適用 する。

、又は合併 によ り設立 され た法人がし た違 反行為 及び 当該 合併後存続し、又は合 併に より設 立された法 人が 受けた 命令 等と み なし て、前各項及

第 二十 一項 の規定による通知 並び に第五十一 条第 二項の 規定による審決（ 以 下こ の 項及 び次 項に お いて 「命令 等」 という。）は、 合併後存続し

し た違反 行為 並び に 当該 法人が 受け た第 一項（第二 項に おいて 読み 替え て準用 する 場合を 含む 。） 及び第 四項 の規定による命令 、第 十八 項及び

第一 項、 第二 項又は 第四 項に規 定する違反 行為をし た事業 者が 法人である 場合 に おい て、 当該法 人が 合併 により消 滅したと きは 、当該法人が

23
○
27
○
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21
○
22
○
24
○
25
○
26
○

第八 条
一

事業 者団体 は 、 次の各号 の いずれ かに 該当 する行 為を しては なら ない 。
一 定の取 引 分 野に おける 競争 を実質 的に 制限するこ と。

三

構成 事業者（事 業者 団体の構成 員であ る事 業者 をいう。以 下同じ 。） の機 能又は 活動を不当に制 限すること 。

一定の 事業 分野に おけ る現 在又は 将 来 の事業 者の 数を 制限するこ と。

二 第 六条 に規定 する 国際 的協定 又は 国際的 契約をすること 。

四
事業 者に 不公 正な取 引方 法に該 当する行 為をさせる ように すること 。

前 条の規 定に 違反する行 為が あると きは 、公 正取引 委員 会は、 第八 章第二節に 規定 する手 続に 従い、 事業 者団 体に対 し、 当該行 為の

五

第八条 の二

②

公 正取引 委員 会は 、事業 者団 体に対 し、 第一 項又は 前項に おい て準用 する第七 条第 二項に 規定 する措置を 命ずる場合 に お いて、特に 必要 があ

第七 条第 二項の 規定は、前条の 規定に違反 する 行為 に準用 する 。

差止 め、 当該団 体の解散そ の他 当該 行為の 排除 に必要 な措置を 命ずること ができ る。

③

ると認 める とき は、第 八章 第二節 に規 定する手続に従 い、当該団 体の役 員若しく は管理 人又はその構成 事業 者（事 業者 の利益 のた めに する行 為

を行 う役 員 、従 業員 、代理 人そ の他 の者が 構成 事業者 であ る場 合には 、当該事業 者を 含む。 第二 十六 条第一 項及 び第五十九 条第 二項に おい て同

第七 条の 二第 一項、 第三 項、第 五項 、第 六項（ ただし書を 除く 。）、 第十 項か ら第十 八項まで（ 第十 三項第二号 及び 第三号 を除 く。

じ。 ）に 対し ても、 第一 項又は 前項に お いて準用 する第 七条第 二項に規定 する 措置を 確保 する ために 必要 な措置 を命 ずることが でき る。

第八条 の三

）、 第二十 二項 、第 二十三 項及 び第二 十七 項の 規定は 、第 八条第 一号 （ 不 当な取 引制 限に相 当する行為をする場 合に限 る。 ）又は 第二号（ 不当

な取 引制 限に 該当する事 項を内 容と する 国際的 協定 又は国 際的 契約を する 場合 に限る 。） の規定に違 反する行為が行われた場合 に準用 する 。こ

の場合に おい て、 第七条 の二 第一 項中「 事業 者が」 とあ るのは 「事 業者 団体が 」と 、「当該事 業者 に対し 」と あるのは「 当該事 業者 団体 の構成

事 業者（事 業者の 利益 のた めにする行 為を行 う役 員、従 業員 、代 理人そ の他 の者が 構成 事業 者であ る場 合には 、当該事業 者を 含む 。以下こ の条

に お いて「特定 事業者」と いう。）に 対し 」と、 同条 第五 項中「 当該 事業者」と ある のは「 当該特定事 業者」と、 同条 第六 項本文 中「 当該事 業
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者」 とある のは 「当該特定 事業 者」と 、「をや めた者（ 当該違反 行為」と あるのは「 の実行とし ての 事業活 動を やめた 者（ 当該 違反行 為の 実行

とし ての 事業活動」 と、 同条第 十項 中「 納付す べき 事業者」と ある のは「 納付 すべき 特定 事業 者」と 、「 当該事 業者」と あるのは「 当該特 定事

業 者」 と、「 当該 違反行 為を した 事業者」と あるのは「 当該違 反行 為を した事 業者 団体 の特定 事業 者」と 、「をし ていた」と あるのは「 の実行

として の事 業活動をし てい た」と 、同 条第十 一項 中「当該事 業者」とあ るのは「当該特 定事 業者」 と、 「又は 第五 項か ら第九 項ま で」と ある の

は「 、第五 項又は第六 項」 と、 「当該 違反 行為を した 事業 者」と ある のは「 当該 違反 行為を した 事業者 団体 の特 定事業 者」 と、「をし てい た」

とあ るのは「の 実行とし ての事 業活 動をし てい た」 と、同 条第 十二項 中「 当該 違反行 為を した事 業者」と あるのは「 当該違 反行 為を した事 業者

団 体の特 定事 業者」と、 「又は第五 項か ら第九 項ま で」 とある のは 「、 第五項 又は 第六項」と 、「をして いた」とあ るのは「の 実行とし ての事

業活動をし ていた」と 、同条 第十 三項各号列 記以外の部 分中 「第 一項に 規定 する違 反行 為を した事 業者」とあ るのは「次条第 一号 （ 不当 な取 引

制限 に相当 する 行為を する 場合に 限る 。） 又は第 二号 （ 不 当な取 引制 限に該 当する事 項を内 容と する国 際的 協定又は国 際的 契約を する 場合に 限

る。 ）の 規定に 違反 する行 為を した 事業者 団体 の特定 事業 者」 と、「 二以上 の事 業者」と あるのは「 二以上 の特 定事 業者」 と、 「第一 号に 該当

し 、かつ 、第 二号又は第 三号 のいず れか に該当 する 」と あるのは「 第一号 に該 当する」と 、「 行つた 事業 者」 とある のは 「行つ た特 定事業 者」

と 、「一の事 業者」と あるのは「一の特 定事 業者」と、 同項第一号 中「 二以上の事 業者」とあ るのは「 二以上 の特 定事業 者」 と、「 事業 者の」

とある のは 「特 定事業 者の」と、 「当該事 業者」 とあ るのは 「当該特 定事業 者」 と、同 条第 十五項及び 第十 六項中 「事 業者」 とあ るのは「特 定

事業 者」と 、同 条第 十七項 中「 行つ た事業 者」 とある のは 「行 つた特 定事 業者」 と、 「当該 事業 者（ 当該事 業者」とあ るのは「 当該特 定事 業者

（ 当該特 定事 業者」 と、 「、当該事 業者」とあ るのは「 、当該特定 事業者」と 、「及 び当該事 業者」 とあ るのは 「及 び当該特定 事業 者」と 、「

他 の事 業者」 とあ るのは 「他 の特 定事業 者」 と、「一以上 の 事業者」と あるのは「一以上 の特 定事 業者」 と、 「当該事業 者が した」 とあ るのは

「当該 事業 者団体がし た」 と、「 対し（ 当該 事業 者」 とある のは 「対し（ 当該特 定事業 者」 と、「 以外 の事業 者」 とあ るのは 「以外 の特 定事 業

者」 と、「 第一 項に 規定する違 反行為をする」 とある のは 「当該 違反 行為 の実行とし ての事 業活 動を行 う」 と、 「をや める 」とあ るのは「 の実

行と して の事 業活動をや める」 と、 同条 第十八 項中 「事業 者」 とある のは 「特 定事業 者」 と、「した 違反 行為」 とあ るのは 「行 つた 同項第 一号

の 規定に よる 報告」と、 同条 第二 十二項 中「 第一項 又は 第四項」と ある のは「 第一 項」と 、「 第一 項、第 四項から第九 項まで」 とあ るのは「同

項 、第 五項 、第六 項」 と、 「、第 十二 項又は 第十 九 項」 とあ るのは「又は第 十二項」と 、同 条第二 十三 項中「 第四 項から 第九 項ま で」と ある の

は「 第五項 、第 六項」 と、 「、 第十二 項又は第十 九 項」と あるのは「 又は第 十二 項」 と、同 条第 二十七 項中 「実行期間 （第 四項に 規定 する違 反
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行為 につい ては 、違 反行為期間 ）」と ある のは 「実行期間 」と読み替 える ものと する 。

独占 的状態があ るとき は、 公正取引委 員会 は、第 八章 第二節に規 定する手 続に従 い、 事業者 に対 し、事 業の一部 の譲渡 その他 当該 商

他 の国 内の会 社の 株式（ 社員 の持 分を含 む。 以下 同じ。 ）を 所有するこ とによ り事 業支 配力が 過度 に集中 すること となる 会社は、こ れを

（略）

なる と認 められ る場 合及 び当該 商品 又は役 務に つい て競争 を回 復する に足 りる と認められ る他 の 措置 が講 ぜられ る場 合は、こ の限り でない 。

品若しくは 役務 の供給に要 する 費用 の 著し い上 昇をも たら す程度 に事 業の規 模が 縮小 し、経 理が 不健全に な り、 又は国 際競 争力 の維持が困 難に

品又は 役務 につい て競 争を 回復させる ために 必要 な措置 を命 ずることが でき る。た だし 、当該措置 によ り、当該事 業者 につき 、そ の供給 する 商

第 八条 の四

②

第九条
設立しては なら ない 。

会社（外 国会社を含 む。 以下同じ。 ）は、他 の国内 の会社 の株 式を取 得し 、又は所有 することに より国内に おい て事 業支配 力が 過度に 集中 す

（ 略）

②

③～⑦

会社は、他 の会 社の株 式を 取 得し、又は所 有すること によ り、一 定の取引 分 野に おけ る競争 を実 質的に 制限 するこ とと なる 場合に は、 当

ること となる 会社とな つては なら ない。

第十 条

該 株式を取 得し、 又は所 有し ては なら ず 、及 び不公 正な取引 方法に より他 の会 社の 株式を取 得し、 又は所 有し ては なら な い。
（ 略）

公正取引 委員 会は、 第十 七条の 二第 一項 の規定によ り当該届出 に係る株式 の取 得に関 し必要な措置を 命じ ようと する 場合に は、前項 本文に 規

、公 正取 引委 員会は 、そ の必要 があ ると 認める 場合 には、 当該期間 を短縮 することが でき る。

第二項 の規 定に よる届 出を 行つた 会社は、届出受 理の 日から 三十 日を経過 するま では、 当該届出に 係る 株式 の取 得をし ては なら な い。 ただし

②～⑦
⑧

⑨

定 する 三十 日の期 間又は同 項ただし書 の規定によ り短縮 され た期 間（公 正取 引委員 会が 株式取 得会 社に 対して それ ぞれの期間 内に 公正取 引委 員

会規則で定 める とこ ろによ り必要な報 告、 情報又は資 料の提出（ 以下こ の項に お いて 「報告 等」 という。）を求め た場 合に おいては、前項の届
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出受 理の 日から 百二 十日を 経過 した日 とす べて の報告 等を 受理し た日から 九十日 を経過した 日と のい ずれか 遅い 日まで の期 間） 内に、 株式取 得

（略）

会社に対 し、 第四十 九条 第五項 の規 定に よる通 知を しなけ れば なら ない。 ただし、次に掲げる 場合は 、こ の限り でな い。
一 ・二
⑩ （ 略）

銀行 業又は保 険業を 営む 会社は 、他 の国 内の会 社の 議決権 をそ の総 株主の 議決権の百 分の 五（ 保険業を営 む会社にあ つては 、百 分の 十。

三

二

一

投資事業 有限 責任 組合の有限 責任 組合員（ 以 下こ の号に おいて 「有 限責任 組合 員」 という。）とな り、組合財 産とし て株 式を取 得し 、又は

金銭 又は 有価証 券の 信託 に係る 信託 財産と して 株式を取 得し、 又は所 有するこ とによ り議 決権を 取 得し、 又は保 有する場合

他 の国内の 会社が自己 の株 式の取 得を 行つ たこと によ り、 その総 株主 の議決権に 占める所有 する 株式に 係る 議決権の割 合が 増加し た場 合

担保権 の行 使又は 代物弁済の 受領によ り株式を取 得し 、又は 所有 するこ とに より 議決権 を取 得し、 又は 保有する場 合

民 法第六 百六 十七条 第一 項に 規定する 組合契約で会 社に 対する 投資 事業を 営むこと を 約するも のによ つて 成立 する 組合（ 一人又は数 人の組

前 各号 に掲げ る場 合の ほか、他 の国内の 会社 の事業活動を拘 束する おそ れが な い場 合と して公 正取 引委員 会規則で定 める 場合

前項第 一号 から第 三号 まで 及び第 六号 の場合（同 項第 三号 の場合 にあつ ては 、当該 議決権を 取 得し 、又は保有 する 者以外 の委 託者 又は受 益者

六

合 及び当該議 決権 を有するこ とと なつた 日か ら前号 の政令で 定める 期間 を超え て当該議決権を 保有 する場 合を 除く。

員が 議決権を 行使するこ とができる 場合 、議決権の 行使に つい て非 業務執 行組合員が 業務 の執行を委任 された者 に指図を行 うこ とが できる 場

」と いう。 ）と なり 、組合 財産として 株式を取 得し、 又は 所有するこ とに より議 決権 を取 得し、 又は 保有する場 合。た だし 、非業務執 行組合

合員に その 業務の 執行を委任して いる ものに 限る 。） の組合 員（ 業務の 執行を委任 され た者 を除く 。以 下こ の号に おい て「非 業務 執行組合員

五

令 で定める期 間を超 えて 当該議 決権 を保 有する 場合 を除 く。

いて 有限 責任 組合員が投資 事業 有限 責任 組合の無限責任 組合員に指図 を行 うこと ができる 場合及 び当該議決権を 有すること とな つた日から 政

所有するこ とに より議 決権 を取 得し、 又は 保有する場 合。た だし 、有 限責任 組合 員が 議 決権 を行 使すること ができ る場 合、議 決権 の行 使につ

四

めるとこ ろによりあら かじ め 公正取引委 員会 の認 可を受けた場合 及び次 の各号のい ずれかに 該当する場 合は、こ の限りで ない 。

次 項に お いて 同じ 。）を 超え て有するこ とと なる場 合に は、そ の議 決権 を取 得 し、 又は保 有し ては なら な い。 ただし 、公 正取引 委員 会規則で定

第十 一条

②
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が 議 決権を 行使 する ことが でき る場合 及び 議決権の行 使に ついて 当該 委託 者又は 受益者が 受 託者 に指図を行 うこ とがで きる 場合 を除く 。）に お

いて 、他 の国 内の会 社の 議決権 をそ の総 株主の 議決権の百 分の 五を 超えて 有すること とな つた 日から 一年を超え て当該議 決権を 保有 しようとす

る とき は、公 正取 引委員 会規則で 定める とこ ろによ り、あらか じ め 公正取引委 員会 の認 可を受けなければ なら ない 。こ の場合 に おけ る公 正取引

委員会 の認 可は、 同項第三号 の場 合を 除き、 銀行 業又は 保険 業を 営む会 社が 当該議 決権 を速 やかに 処 分 するこ とを 条件としなけれ ばなら ない 。
③・ ④ （ 略）

会 社の役 員又は従 業員（ 継続して 会社の 業務 に従事 する 者であつて 、役 員以外 の者 をいう。以 下こ の条に おい て同じ 。）は、他 の会 社

会 社は 、不 公正な取引 方法に より 、自 己と国 内に おい て競争 関係にある 他 の 会社に 対し 、自 己の役 員が その会 社の役 員 若しく は従 業員の地位

の役 員 の地 位を兼ねることに より一定の取引 分野に おけ る競 争を 実質的に制 限すること となる場合 には 、当該役 員 の地位を兼ねては なら ない 。

第 十三条

②

会 社以外 の 者は、 会社 の株式を取 得し 、又は 所有 するこ とに より一定の取引 分野に おけ る競争 を実 質的に制限 することと なる 場合 には

を兼ね、 又は自 己の 従業員がそ の会 社の役 員の地位を 兼ね るこ とを認 める べきこ とを 強制 しては なら ない。

第 十四条

、当該 株式を取 得し、 又は 所有し ては なら ず、及 び不 公正な取引 方法により会社 の株式を取 得し、 又は 所有 しては なら ない。

会 社は、 次の 各号 の いず れか に該当 する 場合に は、 合併 をしては なら ない 。

当該合併 によ つて一 定の取引 分野に おけ る競争 を実 質的に制限 することと なる 場合

第十 五条
一

当該合 併が不 公正 な取 引方法によるもの であ る場 合

会 社は、 次の 各号 の いず れか に該当 する 場合に は、共同 新設分割（ 会社が 他 の 会社と 共同 して する新 設分割をい う。 以下 同じ。 ）

二
②・ ③ （ 略）

第 十五条 の二

当該共 同新 設分割 又は 当該吸収 分割に よつて 一定 の取 引 分野に おける競 争を 実質 的に制 限すること となる場合

を し、 又は 吸収 分割を しては なら ない 。
一
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二
②～ ④

当該共 同新 設分割又は 当該吸収 分割が 不公 正な取 引方 法によるも のである場 合
（略）

第十五条の 三 会 社は 、次の 各号 のい ずれか に該 当する 場合 には 、共同 株式 移転（ 会社が他 の会社と共 同して する 株式 移転を いう。以下 同じ 。）

当該 共同株 式移転に よつて 一定 の取引 分野に おける競 争を 実質的に制 限すること となる場合

をし ては なら な い。
一
当該 共同 株式 移転が 不公 正な取 引方 法に よるも のである場 合

会社は、 次に掲げる 行為をすること により 、一 定の取引 分 野に おける 競争 を実 質的に 制限 するこ とと なる 場合に は、 当該行 為を しては

（略）

二
② ・③

第十 六条

他 の会社 の事 業の 全部又は 重要部分 の譲 受け

なら ず、 及び 不公正 な取 引方 法によ り次に掲げ る行 為を しては なら ない。
一

三

他 の 会社 の事業 の全 部又は 重要 部分につい ての 経営 の受任

他 の会 社の 事業 の全部 又は 重要 部分の 賃借

二 他 の会 社の 事業上 の固 定資産 の全 部又は 重要 部分 の譲受け

四

他 の会社と事 業上 の 損益 全部を共通 にする契約 の締 結

何ら の名 義を 以てするか を問わ ず、 第九 条から 前条 までの 規定による禁止 又は 制限を 免れ る行 為をし ては なら な い。

（ 略）

五
②・③

第十 七条

第 十七 条の 二 第 十条 第一項 、第 十一 条第一 項、 第十五条第 一項 、第十 五条 の二第 一項 、第十 五条 の三 第一項 、第 十六条 第一 項又は前条 の規 定に

違反 する行 為が あると きは 、公 正取引 委員 会は、 第八 章第 二節に 規定 する手 続に 従い 、事業 者に 対し、 株式 の全部 又は 一部 の処 分 、事 業の一 部
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②

の譲渡 その他こ れら の規定に違 反する 行為を排 除する ために必要 な措置を 命ずること ができ る。

第九 条第 一項若しく は第二 項、 第十三 条、 第十 四条又は前 条の 規定に 違反 する行 為が ある ときは 、公 正取引 委員 会は、 第八 章第 二節に 規定 す

る 手続に従い 、当該違反 行為 者に 対し、 株式 の全部 又は 一部の処 分 、会 社の役 員の 辞任 その他 これら の規 定に 違反 する行 為を 排除するた めに必

事業 者は 、不 公正な取引 方法を 用い ては なら な い。

要な措置を 命ずること ができる。

第十 九条

前 条の 規定に違反 する 行為が ある とき は、公 正取 引委 員会は 、第 八章第 二節 に規定 する 手続に従い 、事 業者に 対し 、当該行為 の差 止め

事 業者 が 、次 の各号 のい ずれ かに 該当する者 であつ て、 第十 九条の 規定に違反 する 行為（ 第二 条第九 項第 一号 に該当 する ものに限

第七 条第二 項の 規定は 、前 条の 規定に 違反 する行 為に 準用 する。

、契 約条項 の削 除その他 当該行為 を排 除するために必要な 措置を 命ずること ができる 。

第 二十 条

②

第 二十 条の二

る。）をし たと きは、 公正取引委 員会 は、 第八章 第二節に規 定する手 続に従 い、 当該事 業者 に対 し、当該行 為をし た日から 当該行 為が なくなる

日ま での期間（ 当該期間が 三年を超 えると きは 、当該 行為が なくなる 日か ら さか のぼ つて三 年間 とする。）に おける、 当該 行為 に おい て当該事

業者がそ の供 給を拒 絶し 、又は その 供給に係る 商品 若し くは役 務の 数量 若しく は内容を制 限し た事業 者の 競争者 に対 し供 給した 同号 イに規 定す

る 商品 又は役 務と 同一の商品 又は 役務（ 同号 ロに規 定する違 反行為 にあ つては 、当該事 業者が 同号 ロに規 定する他 の事業 者（ 以下こ の条 に おい

て「拒 絶事 業者」 とい う。 ）に対 し供 給した 同号 ロに 規定する商 品又は 役務 と同 一の商 品又は役務 （ 当該拒絶 事業 者が 当該同 一の商品又は役 務

を供 給する ために必要な商 品又は役務 を含 む。 ）、拒 絶事 業者が その 供給を拒絶 し、 又はそ の供 給に係る商 品若しくは 役務 の数量 若し くは 内容

を制 限し た事 業者の 競争 者に対 し当該事 業者が 供給した当該同 一の商品又は役 務及び 拒絶 事業者が 当該事 業者に 対し 供給し た当該同 一の商 品又

は 役務） の政令で 定める 方法によ り算定 した売上 額に百 分の三（ 当該事 業者が 小売 業を営 む場 合は 百分の 二、卸売業を営 む場 合は 百 分の一とす

る 。）を乗 じて得 た額に相 当する 額の 課徴金を国 庫に納 付するこ とを命じ なければ なら ない 。ただし、 当該事 業者が 当該 行為 に係る行為 につ い

て第 七条の 二第 一項（ 同条 第二 項及び 第八 条の三に お いて 読み替 えて 準用 する場 合を 含む。 次条 から第 二十 条の五までに お いて同じ。 ）若し く
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は第 七条 の二第 四項 の規定による命令 （ 当該命 令が 確 定し ている 場合 に限 る。第 二十 条の四及び 第二 十条の 五に おいて 同じ 。） 、第七 条の 二第

十八 項若しく は第二 十一 項の規 定に よる 通知若 しく は第五十一 条第 二項の 規定 に よる 審決を 受けたと き、 又はこ の条 の規 定による課 徴金の 額が

第四十 七条 第一項第四号に掲げる 処 分が行わ れなかつ た場合 に お いて、 当該 事業 者が 当該違 反行為 につ いて事 前通 知を 受けた 日か ら さか の

決が 確 定し ている 場合 に限る 。次号に おいて 同じ 。）

る 審決（原処 分の 全部を 取 り消 す場 合に おけ る第二 条第九 項第 一号 に係るものに限 る。次号に おい て同じ 。）を受け たこ とが ある者（ 当該審

の条 の規 定に よる命 令を 受けたこと がある 者（ 当該 命令が 確定 している場 合に 限る。 次号 に おい て同じ。 ）又は 第六 十六条 第四 項の 規定に よ

」と いう。 ）か ら さかのぼ り十 年以内に、前条 の規定による命令 （第 二条第九 項第一 号に係るも のに 限る。 次号 に おい て同じ。） 若し くは こ

当該行 為に係る事 件に ついて 第四十七条 第一 項第四号に 掲げ る処 分が最 初に行われ た日（ 次条 から 第二十 条の 五ま でに お いて 「調査開始 日

百万円未 満である ときは 、そ の納 付を命 ずることが でき ない。
一

二

ぼ り十年 以内に 、前 条の 規定に よる 命令若 しく はこ の条の 規定による 命令 を受けたこ とが ある者 又は 第六十 六条 第四 項の規 定に よる審 決を 受
け たこと があ る者

第二十 条の 三 事 業者 が、 次の各号 の いず れかに 該当 する者 であ つて、 第十 九条 の規定に違 反する 行為（第 二条第九 項 第二号 に該 当するものに限

る。 ）を したと きは 、公正取引 委員 会は、 第八 章第二節に 規定 する手 続に 従い、 当該 事業者 に対 し、 当該行 為を した日から 当該 行為が なく なる

日ま での期間 （ 当該期間 が三年を超 える ときは 、当該行 為が なくなる日か ら さかのぼ つて 三年間とする。 ）に おける 、当該行為 に お いて当該事

業 者が 供給し た同号に規 定する商 品又は 役務 の政令 で定 める 方法に より算定し た売 上 額に百分 の三（ 当該 事業 者が 小売業を営 む場合 は 百 分の二

、卸売 業を 営む場 合は 百分 の一と する 。）を 乗じ て得 た額に 相当 する額 の課 徴金を国庫 に納 付すること を命じ なけ れば なら な い。 ただし 、当該

事業 者が 当該行 為に 係る行 為に ついて 第七 条の 二第一 項若しくは 第四 項若しくは 次条 の規定による命令 （ 当該命 令が 確 定し ている 場合 に限 る。

）、 第七 条の 二第十 八項 若しく は第 二十 一項の 規定による 通知 若し くは第 五十 一条第 二項 の規定による審 決を受けた とき、 又はこ の条の規 定に

調 査開 始日か ら さかのぼ り十 年以内に、 第二 十条の 規定による命令 （第 二条第九項第二号に係るも のに限 る。 次号に おい て同じ。） 若し く

よる課徴 金の 額が 百万円未 満 であ るとき は、 その納 付を 命ずること ができ ない 。
一

はこ の条の 規定 に よる 命令 を 受けたこ とが ある 者（ 当該命 令が 確定し ている 場合 に限 る。次号に おいて 同じ 。） 又は第 六十 六条第 四項 の規定
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二

による審 決（原 処 分 の全部を取 り消 す場合 に おける第 二条 第九 項第二号に 係るも のに 限る。 次号 に お いて同じ。 ）を受けたこと がある 者（ 当
該 審決が 確定 している場 合に限 る。 次号 に おい て同じ。）

第 四十七 条第 一項第 四号 に掲げる処 分が 行われ なか つた場 合に おい て、当該事 業者が 当該 違反 行為に つい て事 前通知を受けた日から さかの

ぼ り十 年以 内に、 第二 十条 の規定による命令 若し くは こ の条 の規 定による命 令を受けたこと がある 者又は第 六十六 条第 四項の 規定による 審決

事 業者が 、次 の各号 のい ずれ かに該 当する者であつ て、 第十九 条の 規定に 違反 する行 為（ 第二 条第九 項第 三号に 該当 する ものに 限

を受けたこ とが ある 者

第 二十条 の四

る 。）をし たとき は、 公正取 引委 員会 は、第 八章 第二節 に規 定する手続に従 い、当該事 業者 に対し 、当該行為をし た日か ら 当該行 為が なくなる

日ま での期 間（ 当該期 間が 三年を 超えると きは、 当該 行為が なく なる 日から さか のぼ つて三 年間 とする 。）に おけ る、 当該 行為に おい て当該 事

業者が 供 給した 同号 に規定 する 商品 又は役 務の 政令で 定める方 法によ り算 定した売上 額に 百分の 三（ 当該事 業者が小売業を 営む場合は 百分 の二

、卸売業を営 む場合 は 百 分の一とする。 ）を乗 じて 得た 額に相 当する額の 課徴 金を 国庫に 納付 するこ とを 命じ なけれ ばなら ない 。た だし、 当該

事 業者が 当該 行為 に係る行為 につ いて第 七条 の二 第一項 若し くは第 四項 の規 定による命 令、同 条第 十八 項若し くは 第二十 一項 の規定による通 知

若しくは第 五十 一条第 二項 の規定による審 決を受けた とき、 又はこ の条の規 定に よる課 徴金 の額が 百万 円未 満であ ると きは、 その 納付を命ずる

第四十七 条第一 項第 四号に 掲げ る処 分が行われ なかつ た場 合に お いて 、当該事業 者が 当該違 反行 為に ついて 事前 通知を 受け た日から さかの

該審 決が 確 定し ている場合 に限 る。次号に おい て同じ 。）

による 審決（原処 分の 全部を取 り消 す場合に おけ る第 二条第九 項第三号 に係るも のに限 る。 次号に おい て同じ。）を受けたこ とが ある 者（ 当

は こ の条の規 定に よる命 令を 受け たこと があ る者（ 当該 命令 が 確定 して いる 場合に 限る 。次号 に お いて同じ。 ）又は第六 十六 条第四 項の 規定

調査開始 日から さか のぼ り十年 以内に、第 二十 条の 規定に よる 命令（ 第二 条第九 項第 三号 に係る ものに限る 。次号に おいて 同じ 。）若しく

こと ができ ない 。
一

二

ぼ り十年 以内に、 第二十 条の 規定による 命令 若しく はこ の条 の規定による命令 を受けたこ とが ある 者又は 第六 十六条 第四 項の 規定に よる 審決
を 受け たこ とがあ る者
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第二 十条の 五

事業 者が、 次の 各号 の いず れか に該当 する 者であ つて 、第 十九条 の規 定に違 反する行 為（第 二条 第九 項第四号に該 当するも のに限

る。 ）を した ときは 、公 正取引 委員 会は 、第八 章第 二節に 規定 する 手続に 従い 、当該 事業 者に 対し、 当該 行為を した 日か ら 当該 行為が なく なる

日 まで の期間 （ 当該期間 が三 年を 超える とき は、当該行 為が なくなる日から さかのぼつ て三年間と する。 ）に おけ る、当該行 為に お いて 当該事

業者が 供給した同号に 規定 する商 品の 政令で 定める方法によ り算 定した売上 額に百 分の 三（ 当該事 業者が小売 業を 営む場合は 百分 の二、卸売 業

を営 む場合 は 百 分の一 とする。 ）を乗 じて 得た額に相 当する額の 課徴 金を国 庫に 納付 するこ とを 命じ なけれ ばなら ない 。た だし、 当該 事業 者が

当該 行為 に係る 行為 につ いて第 七条 の二第 一項 若し くは第 四項 の規定による命 令、同 条第 十八項 若し くは 第二十 一項 の規定による通 知若し くは

第 五十一 条第 二項 の規定による審決を受けた とき、 又はこ の条 の規 定に よる課 徴金 の額が 百万 円未 満であ ると きは、 その 納付を命ずるこ とがで

調査開 始日から さかのぼ り十 年以 内に 、第二 十条 の規 定による命 令（第 二条 第九 項第四号に 係るも のに 限る。 次号 に お いて同じ。 ）若し く

き ない 。
一

はこ の条 の規定による命 令を受けたことが ある 者（ 当該命 令が 確定し ている場 合に限 る。 次号に おい て同じ。） 又は 第六十 六条 第四項 の規定

に よる審 決（ 原処 分の全 部を 取 り消 す場 合に おける 第二 条第九 項第 四号に 係る ものに限る 。次号に お いて 同じ 。）を 受け たこと があ る者（ 当
該 審決が 確定 して いる 場合に 限る 。次号 に お いて 同じ。 ）

二 第 四十 七条 第一項第四号に掲げる 処 分が行わ れなか つた場合 に お いて、 当該 事業者 が 当該違反 行為 につ いて事 前通 知を 受けた 日か ら さか の

ぼ り十年 以内に 、第 二十条 の規 定に よる命 令若しくは こ の条の 規定に よる 命令を 受け たこ とがあ る者 又は第 六十 六条第 四項 の規 定による審 決
を 受けたこと がある 者

第二十 条の 六 事 業者が、 第十九 条の 規定に 違反 する 行為（ 第二 条第九 項第 五号に 該当 する ものであつ て、継 続し てするものに限 る。）をし たと

きは 、公正取引 委員 会は、 第八 章第二節に 規定 する手 続に 従い、 当該 事業 者に対 し、 当該行 為を した日から 当該 行為が なく なる日 まで の期 間（

当該期間 が三 年を超 える ときは 、当該行 為が なくなる日か ら さかのぼ つて 三年間とする。 ）に おける 、当該行為 の相 手方と の間 に おける政令で

定 める方 法に より算定し た売 上 額（ 当該 行為が商品 又は 役務の 供給を受ける相 手方に対するも のである場 合は 当該行 為の 相手方 との間に おける

政令で 定める方法によ り算 定した 購入 額とし 、当該行為 の相 手方が複数ある 場合は 当該 行為 のそれ ぞれ の相手 方と の間に おけ る政令で定 める 方

法に より算 定し た売上 額又は購 入額の 合計 額とする。 ）に 百分の一を 乗じて 得た 額に 相当する額 の課徴 金を 国庫に 納付 することを 命じ なけれ ば
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第 七条の 二第 二十二 項か ら第 二十五 項ま で及び 第二 十七 項の規 定は 、第 二十条 の二から前 条ま でに規 定する違 反行為が行われた場

なら ない。 ただし、 その額が 百万円未 満である ときは 、そ の納付を命 ずることが でき ない。

第 二十 条の七

合に準用 する。こ の場 合に おいて 、第 七条の 二第 二十二 項中 「第 一項又は第 四項」 とあ るのは「第 二十 条の二から 第二 十条の 六ま で」と 、「 第

一項 、第四 項か ら第九 項ま で、 第十一 項、 第十二 項又は第 十九 項」と あるのは「これら」と 、同 条第二 十三 項中 「第一 項、 第四項から 第九 項ま

で、 第十 一項、 第十 二項 又は第 十九 項」と ある のは 「第二 十条 の二か ら第 二十 条の六 まで」と、 同条 第二 十四項 中「 第一項 、第 二項 又は第 四項

」 とある のは 「第 二十条 の二から第 二十 条の 六まで」と 、「並 びに 当該 法人が 受け た第一 項（ 第二 項に お いて 読み替 えて 準用 する場 合を 含む。

） 及び 第四 項の規 定に よる命 令、 第十八 項及 び第 二十一 項の 規定による 通知 並びに 第五十一 条第二 項の 規定に よる 審決（ 以下こ の 項及び 次項に

おい て「命 令等」とい う。 ）は、 合併 後存 続し、 又は 合併 により設立 された 法人がし た違反 行為 及び当該合 併後存 続し 、又は合併 によ り設立 さ

れた 法人が 受け た命 令等」 とあ るのは「は 、合 併後存 続し 、又は合併 によ り設立 され た法 人がし た違 反行為」と 、「前各項及び 次項」 とあ るの

は 「第二 十条 の七に おい て読み替え て準用 する 前二 項及 び次項 並び に第二 十条 の二から第 二十 条の六 まで」と 、同条 第二 十五項 中「 第一項 、第

二 項又は第四 項」 とあ るのは 「第 二十条 の二から 第二十 条の 六まで」と 、「違反行 為及 び当該 法人が 受けた命 令等」とあ り、 及び「違反 行為 及

び当該特定 事業 承継子会社 等が 受けた 命令 等」と ある のは「違反 行為」と、 「前 各項」 とあ るのは 「第 二十 条の七 に お いて読み替 えて 準用 する

前三 項及び 第二 十条 の二か ら第 二十 条の六 まで」と、 「第 一項（第二 項に おいて 読み 替えて 準用 する 場合を 含む 。）中 「当該」 とある のは 「第

二十 条の 二か ら第二 十条 の六ま での 規定 中「、 当該 」と 、「特 定事 業承継 子会 社等（ 第二 十五 項に規 定する特定 事業 承継 子会社 等を いう。 以下

同じ。 ）に対 し、こ の項（ 次 項に おいて 読み 替えて 準用 する 場合を 含む 。）の 規定による命令 を受けた他 の特 定事 業承継 子会 社等と 連帯 して」

と、第 四項 中「当該事 業者 に対し 」と あるのは「特定 事業承 継子会社等に対 し、こ の項 の規 定による命 令を受けた他 の特定事 業承 継子会 社等と

連帯 して」 とあ るのは「、特定 事業承 継子会社 等に対 し、こ の条 の規 定に よる命 令を 受けた他 の特定事 業承 継子会社等と連帯して」と 、「 第二

十二 項」 とあ るのは 「第 二十条 の七 に お いて読み替 えて準用 する第二 十二 項」 と、「 受け た特定 事業 承継 子会社 等」 とある のは 「受けた特 定事

業 承継子会社 等（ 第二十 条の 七に おいて 読み 替えて 準用 する第 二十 五項に規定 する 特定事 業承 継子会社等をい う。以 下こ の項に おい て同じ。）

」 と、 同条 第二十 七項 中「 実行期 間（ 第四項に規 定する 違反 行為 につい ては 、違反 行為期間 ）の終了し た日」 とあ るのは 「当該行 為が なくな つ
た日」と読み替 えるも のと する 。
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第二 十 二 条

こ の法 律の 規定は 、次 の各号 に掲げる 要件を 備え 、か つ、法 律の 規定に 基づ いて 設立された 組合（ 組合 の連合 会を 含む 。）の 行為 に

は 、こ れを適用し ない。 ただし、 不公正 な取 引方法を用 いる場 合又は一 定の取 引 分 野に おける 競争 を実質 的に 制限 するこ とに より不 当に 対価を

二

一

各組合員が平 等の議 決権 を有するこ と。

任意に設立 され 、か つ、組合員が任意に加 入し 、又は 脱退 するこ とが でき ること 。

小規模 の事 業者又は消 費者 の相互 扶助 を 目的 とするこ と。

引き上 げることと なる 場合 は、こ の限 りでな い。

三

組合員に対し て利 益分配 を行 う場合 には 、そ の限度 が 法令又は定款に定 められ ているこ と。

第 八条 第五号 又は 第十 九条の 規定 に違反 する 行為 に よつ てそ の利益を 侵 害され、又は侵 害され る お それ がある 者は 、これ によ り著し

四

第二 十 四 条

い 損害を 生じ 、又は 生ずる お それが ある ときは 、そ の利 益を侵 害する事業 者若しく は事業 者団 体又は 侵害 する おそれ があ る事業 者若しくは 事業
者 団体 に対し 、そ の侵 害の停 止又は予防 を請 求すること ができる。

第 三条 、第六 条又は第 十九条 の規 定に違 反する行為をし た事 業者（ 第六 条の規 定に 違反 する行 為を した事 業者 にあつ ては 、当該国際

事 業者 及び事 業者 団体 は、故 意又は過 失が なかつ たこと を証 明して 、前 項に規 定する責任を免 れることが でき ない 。

を した 事業者 団体 は、被 害者 に対 し、損 害賠 償の責 めに 任ずる。

的協 定又は国 際的契 約に おいて 、不 当な取引制 限を し、 又は不 公正 な取引 方法を自ら 用い た事 業者に 限る 。）及 び第 八条 の規定に違 反する 行為

第二 十五条

②

前条の 規定による 損害 賠償の 請求 権は 、第四十九 条第一 項に 規定 する排 除措置命令 （ 排 除措置命令 が されなか つた場合 にあつ ては 、

前項の 請求 権は、 同項 の排 除措置 命令 若しく は納 付命 令又は 審決が 確定 した 日から 三年を経過した とき は、時効に よつ て消 滅 する 。

又は第 六十 六条第 四項 の審 決が 確 定し た後で なけ れば、 裁判 上こ れを主 張すること ができ な い。

第 五十条 第一 項に 規定する納 付命 令（第 八条 第一号 又は 第二号 の規 定に 違反する行 為をし た事 業者 団体の構成 事業者 に対 するも のを 除く 。））

第二 十六 条

②
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公正取 引委 員会は 、委 員長及 び二 人以上 の委 員の出席 が なけ れば 、議事を開 き、 議決するこ とができ な い。

公 正取引 委員 会の議 事は 、出席 者の過半 数を 以 て、これを 決する。 可否同 数のとき は、委 員長 の決するとこ ろに よる 。

第三 十 四 条
②

委員長が故 障のあ る場 合の 第一項 の規 定の適用に つい ては、前条 第二項に規 定する委員 長を 代理する者 は、 委員長とみ なす。

③ （ 略）
④

（ 略）

（略）

②

事務総 長は 、事務 総局 の局務 （第 五十 六条第 一項 の規 定によ り、 公正取 引委 員会が 審判 官を 指定し て行わせること とし た事務 を除 く。）を統

第 三十五条

③
理する。
（略）

審 判 手続（審 決を 除く。 ）の 全部又は一 部を 行わせ るた め、事務総 局に 審判 官を置 く。

④ ～⑥
⑦

審判 官は、 事務 総局の 職員 のう ち、審 判 手 続を行 うに ついて 必要 な法 律及び 経済に関 する知識経 験を有 し、かつ、 公正 な判断 をするこ とがで

⑧ 審 判 官 の定数は、 政令 で定める。
⑨

公正取引 委員会 は、 その職務を 行うために 必要 がある とき は、公務所 、特 別の法令に より設 立された 法人、 事業 者若し くは 事業 者の団

（略）

きる と認 めら れる者 につ いて、 公正取引 委員会が定 める 。
⑩ ・⑪

第四十条

公正取引 委員会 は、 その 職務を 行うために 必要 があ るとき は、 公務所 、特 別の法令に より設立された 法人、学校 、事 業者、 事業 者の

体又はこ れら の職員に対 し、出 頭を 命じ 、又は 必要 な報告 、情報若し くは 資料 の提出 を求 めるこ とが でき る。

第 四十 一条

団体 、学識 経験ある者 その他 の 者に対 し、 必要な調査を嘱 託すること ができ る。
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第四十 五条

第四 十二 条

何人も、こ の法 律の 規定に違反 する 事実が ある と思 料する とき は、公 正取 引委 員会に 対し 、その 事実を報 告し、 適当 な措置 をと るべ

公正取 引委 員会は 、そ の職務 を行 うた めに必要が ある ときは 、公 聴会を 開い て一 般の意 見を 求めること ができ る。

前項に規定 する 報告があつ たと きは、 公正取引 委員会 は、 事件に つい て必要な調 査を しなけ れば なら ない。

きこ とを求 めることが でき る。
②

第一 項の 規定による 報告が、公 正取 引委 員会規則で 定める とこ ろに より、 書面 で具体 的な 事実を 摘示 して された場合 に おい て、 当該 報告に 係

公正取引委 員会 は、こ の法 律の 規定に 違反 する事 実又は 独占的状 態に 該当する事 実が あると 思料 すると きは 、職権をも つて 適当な 措置 をとる

しなければ なら ない。

る 事件につ いて、 適当 な措置 をと り、又は措置を とら な いこ とと したと きは 、公正取引 委員 会は、速や かに、 その旨を 当該報 告を した者 に通 知

③

④
こ とができる 。

一

鑑定 人に 出頭を 命じ て鑑定 させ るこ と。

事件関 係人 又は 参考人に出 頭を 命じて 審尋 し、又はこ れら の者か ら意 見若し くは 報告を 徴するこ と。

公正取引 委員 会は、 事件につ いて必要な調査を する ため、 次に 掲げ る処 分をすること ができる 。

二

帳 簿書類 その他 の物 件の所持 者に対 し、 当該物 件の提出 を命じ 、又は提出 物件を 留 めて置 くこ と。

第四十 七条

三

四 事 件関 係人の 営業所そ の他 必要な場所に 立ち 入り 、業務 及び 財産の状況 、帳 簿書類 その他 の物 件を 検査するこ と。

公正取 引委 員会が相当と認 めると きは 、政令で定 める とこ ろによ り、公 正取 引委 員会の 職員を審査 官に 指定 し、前 項の処 分を させ るこ とがで

前項 の規 定に より職 員に 立入検 査を させ る場合 に お いては 、こ れに 身 分を 示す証明書を 携帯 させ 、関 係者 に提示 させ なけれ ばなら な い。

②

③

第 一項 の規定による処 分 の権 限は 、犯罪捜査 のために認 めら れたも のと 解釈し ては なら な い。

きる 。

④
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第四十八条

公 正取 引委員 会は 、事件につ いて 必要な調査をした とき は、 その要 旨を 調書に 記載 し、かつ、特に 前条第 一項に規定 する 処 分があつ

第七 条第 一項若しく は第 二項（ 第八 条の二 第二 項及 び第二 十条 第二項に お いて 準用 する場 合を含 む。 ）、 第八条 の二 第一項 若し くは

たと きは 、処 分をし た年月日及 びそ の結 果を明らか にして おか なけ ればなら な い。

第四十 九条

第三 項、第 十七 条の二 又は 第二 十条第 一項 の規定による命 令（ 以 下「 排除措置命 令」 という。）は、文 書に よつ てこれ を行 い、排 除措置命 令書

には 、違 反行為を排 除し 、又は 違反 行為が 排除 され たこと を確保 する ために必要な措置並 びに公 正取 引委 員会の 認定 した事 実及 びこ れに対 する

排 除措置 命令 は、 その名あて 人に排 除措置命 令書の謄本を送 達すること によつ て、 その効 力を 生ずる。

法令の適用を 示し 、委員 長及 び第六 十九 条第 一項の 規定による 合議に出 席した 委員がこれ に記 名押 印しなけれ ばなら ない 。
②

公 正取 引委 員会は 、排 除措置 命令 をし ようと する とき は、当該排 除措置 命令 の名あ て人となるべき 者に 対し、あら かじ め、意 見を 述べ、 及び

予 定され る排 除措置 命令 の内 容

公正取 引委 員会 に対し 、前 二号に 掲げ る事 項につ いて 、意見 を述 べ、 及び証拠を 提出するこ とができる 旨並 びにそ の期 限

排除 措置 命令に 不服がある 者は 、公正取引 委員 会規則 で定 めるとこ ろによ り、排 除措置命令 書の謄本 の送達があ つた日から 六十 日以内（ 天 災

前項に 規定 する期 間内に同 項の規 定に よる請 求が なか つたと きは 、排除 措置 命令は 、確 定する。

に 、公 正取 引委員 会に 対し 、当該 排除 措置命 令に ついて 、審 判を 請求するこ とができる 。

そ の他こ の期 間内に審判 を請 求し なかつ たこ とにつ いて やむを 得な い理由があ ると きは、 その 理由 がやん だ日 の翌日から 起算し て一 週間 以内）

三

二 公 正取 引委員 会の 認定 した事 実及 びこれ に対 する 法令の 適用

一

ができる 期限 までに 相当 な期間 を お いて 、排除 措置 命令 の名あ て人となる べき 者に対 し、 次に 掲げる 事項を書面によ り通 知しなけれ ばなら ない 。

公正取 引委 員会 は、第 三項 の規 定による意 見を述 べ、 及び証拠を 提出 する機会を 付与すると きは 、その 意見 を述べ 、及 び証拠 を提 出すること

任 すること ができる。

は 公正取引委 員会 の承 認を得 た適 当な者 に限 る。 第五十 二条 第一項 、第 五十 七条、 第五十九条 、第 六十 条及び 第六 十三条 に お いて同じ。 ）を 選

排除 措置 命令の 名あ て人となる べき 者は、前項 の規 定によ り意 見を述 べ、 又は 証拠を 提出 するに 当た つては 、代 理人（弁護 士、弁護士 法人 又

証拠 を提 出する 機会 を付与しなけれ ばなら ない 。

③

④

⑤

⑥

⑦
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第五十条

第 七条の 二第 一項（ 同条 第二項及び 第八 条の三に お いて 読み替 えて 準用 する場 合を 含む。 ）若しくは 第四 項又は 第二 十条 の二か ら第 二

十 条の 六まで の規 定による命 令（ 以下「 納付命令」 とい う。）は、文書によつ てこ れを 行い、 課徴 金納付命令 書に は、納 付す べき課 徴金 の額及

びその 計算 の基礎 、課 徴金に係る 違反 行為並 びに 納期限 を記 載し 、委員 長及 び第六 十九 条第 一項の 規定による 合議に出 席した 委員がこれ に記 名

③

②

納 付命令 に不 服が ある者 は、 公正取 引委 員会 規則で 定めるとこ ろに より 、課徴 金納 付命令 書の謄本 の送達があ つた日から 六十 日以内（ 天 災そ

第一 項の 課徴 金の納期限 は、課 徴金 納付命令書 の謄 本を発 する 日か ら 三月 を経過した 日と する。

納付命令は 、そ の名あて人に課 徴金納 付命 令書 の謄本を送 達すること によ つて、 その効力を 生ずる。

押印しなけ れば なら な い。

④

の他 こ の期 間内に審判 を請求しなかつ たこ とにつ いて やむを得な い理由があ ると きは 、その 理由 がやん だ日 の翌日から 起算 して一 週間 以内）に

⑤

前 条第三 項か ら第 五項ま での 規定は 、納 付命 令につ いて 準用 する。こ の場合に おい て、同 項第 一号 中 「予 定される排 除措置命令 の内 容」 とあ

前項に規 定する 期間 内に 同項の 規定による 請求が なかつた とき は、納 付命 令は 、確定 する 。

、公 正取 引委員 会に 対し、 当該 納付命令に つい て、審 判を 請求 するこ とが できる 。

⑥

るのは 「納 付を 命じ よ うと する課 徴金 の額」と、 同項第二号 中「 公正取引委 員会 の認定 した 事実及 びこ れに 対する 法令 の適用 」と ある のは「 課
徴金 の計算 の基 礎及 びその 課徴 金に 係る違 反行 為」と 読み 替えるものとする。

第七 条の二 第一 項（ 同条第 二項に おい て読み替 えて準用 する場合 を含 む。 次項及 び第 三項に おい て同じ 。） 又は 第四項 の規 定によ り

前 項た だし書 の場 合に お いては、 公正取 引委 員会は 、審 決で 、当該 第七 条の二 第一 項又は 第四 項の 規定に よる 納付命 令を 取 り消 さなけれ ばな

更 後の額が 百万円未 満と なる とき は、こ の限 りでな い。

た額に変更し なけれ ばなら ない 。た だし 、当該 納付命令に 係る 課徴金 の額が 当該罰 金 額の 二分の一に 相当 する金 額を 超えな いと き、 又は 当該変

取引 委員会 は、審決 で、当該納 付命令 に係る課 徴金の 額を 、その 額か ら 当該裁判 に お いて命じら れた罰 金額 の二 分の一 に相 当する 金額を 控除し

公正取 引委 員会が 納付命令 を行つ た後 、同一 事件につ いて、 当該 納付命 令を 受け た者に 対し 、罰 金 の刑 に処 する確 定裁判があ つた ときは 、公 正

第 五十 一条

②
ら な い。
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③

④

第一項 本文 の場 合に お いて 、当該 第七 条の 二第一 項又は第四 項の 規定による 納付命令に 係る 審判 手続が 終了 してい ないときは 、公 正取 引委員

会は 、第 一項 本文の 規定にかか わら ず、 当該同 条第 一項又は第 四項 の規定による納付命令 に係る審判 の請 求に対 する 審決に おい て、 当該同 条第

一 項又は第四 項の 規定に よる 納付命令に 係る 課徴金 の額を 当該 審判 手続を経て 決定 され た額か ら第 一項本文に 規定 する罰 金額 の二分 の一 に相当
する金 額を 控除し た額に変更 する ものとする 。

公正取 引委 員会は 、前 三項 の場合 に お いて、 変更 又は 取消し 前の 納付命 令に 基づ き既に 納付 された 金額（第 七十条 の九 第三項に規 定する 延滞

第四十九 条第六 項又は第五十条 第四 項の規 定に よる 審判 の 請求（ 以下 「審 判 請求」と いう。）を する 者は、 次に 掲げ る事項を記 載し

金を 除く 。）で 、還 付す べきも のが あると きは 、遅滞 なく 、金 銭で還 付し なけ ればなら な い。

第 五十 二条

二

一

審 判 請求 の趣旨及 び理由

審判 請求に係る 命令

審判 請求を する 者及び その 代理 人の氏 名又は名称 及び 住所 又は居 所

た請 求書を 公正取引委 員会 に提出 しなけれ ばなら ない 。

三

② 前 項第 三号に 規定 する 趣旨は 、命 令の取消し 又は 変更を 求める範囲 を明らか にする ように記載 する ものとし、 同号 に規定 する 理由 に おい ては

、排 除措置 命令 又は 納付命 令（ 第五 項、第 五十 八条、 第五十九 条第一 項、 第六十 六条 第三項及び 第四 項並び に第 七十条 の八に お いて「原処 分」

とい う。 ）に 対する 主張（ 排除 措置 命令 にあつ ては その原因と なる 事実に 対する主張 、納 付命 令にあ つては課徴 金の 計算 の基礎に対 する主 張）
が 明ら かにされて いなけ れば なら ない。

③ 審 判 請 求があ つた場合 に おい ては 、公正取引 委員 会は、 第六 十六条 第一 項の規 定に 該当 する場 合を 除き、 遅滞 なく 、当該 審判 請求に 係る 命令

審判 請求は、当該審 判 請求に係る命令 につ いて の最終 の審 判 の期 日ま では 、いつ でも 、書面によ り取 り下げ るこ とができる 。

につ いて審 判 手 続を 開始し なけ ればなら な い。
④

第五十五条第 三項の 規定により審判 手続が開始 され た後、前項 の取 下げが あつ たとき は、原処 分は、 確定 する。

独占的状 態が ある と認める場 合（第 八条 の四 第一項ただし書に 規定 する場 合を 除く 。第六 十七 条第一 項に おい て同じ 。）に おい て、

⑤

第五十三条
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②

事件を審判 手続に付 するこ とが 公共の 利益に適 合する と認 めると きは 、公 正取引 委員 会は、 当該 事件につい て審 判 手続を開 始すること ができる。

公正取引 委員会 は、前項の 規定により審判 手続を開始 しよ うと すると きは 、当該 事業 者の 営む事 業に 係る主務大臣に協 議し なけ ればなら な い。

公正取引 委員会 は、 排除 措置命 令に 係る審 判 請 求が あつた場合 に おい て必要と 認める とき は、当該排 除措置命令 の全 部又は 一部 の執

前項 の規定 によ り執 行を停 止し た場合 に お いて 、当該 執行 の停止によ り市 場に おける 競争の 確保 が困 難となる お それが ある とき そ の他 必要 が

行を 停止するこ とができる 。

第五十 四条

②

あ ると認 める とき は、公 正取 引委員 会は 、当該執行 の停 止を取 り消 すも のとする。

公 正取引 委員 会は、 第五十二条第三 項の 規定により審判 手続を 開始 すると きは 、審 判 請求をし た者に 対し 、そ の旨を 記載 した審 判開

第五十三 条第一 項の 規定による 審判 開始決 定は 、文 書によ つてこれを 行い 、審 判開始 決定 書には 、事 件の要 旨及 び第 八条の 四第 一項に 規定 す

始通 知書を送付しなければ なら ない 。

第五十 五条

②

る 措置 の名あ て人 の氏 名又は 名称 を記載 し、かつ 、委員 長及 び決定 の議 決に 参加し た委 員がこ れに 記名押印し なけ ればなら な い。

③ 審 判 手 続は、 第一 項の審判 請 求を した 者に審 判開 始通知 書を 送付し 、又は前 項の名あて 人に審 判開 始決 定書の謄本を送達 すること により 、開

第一 項の審判 請 求を した者 又は 第二 項の名あて 人（ 以 下「被審 人」と いう。）に は、審判 の期日 に出 頭すべき旨 を命じ なけ れば なら な い。

始す る。
④

審 判 の期 日は 、審判 開始 通知 書を発 した 日又は 審判 開始 決定書 の謄 本を発 した 日か ら 三十 日後に、こ れを 定めなけれ ばなら ない 。た だし、被

公正取引委 員会 は、審 判 手 続を 開始し た後 、事件 ごと に審 判 官を 指定 し、公 正取 引委員 会規則で 定める とこ ろによ り、 第四十一条 の

第二項に規 定する審判 開始 決定書 の謄 本の 送達を 受け た者は 、こ れに対 する 答弁 書を遅滞 なく公正取引 委員 会に提 出し なけれ ばなら な い。

審人の 同意を得た とき は、こ の限 りで ない。

⑤

⑥

第 五十六 条

規 定に よる 調査の嘱託 及び 第四十 七条 第一項各号 に掲げ る処 分の ほか、 その 後の審 判 手 続（ 審決を 除く 。次項 、第 六十三 条及 び第 六十四条に お

いて 同じ。 ）の 全部又は一 部を 行わせ るこ とができる 。た だし、 当該 事件に つい て審 査官の 職務 を行つ たこ とのあ る者 その他 当該 事件 の審査に
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②

関与したこ とのある 者につ いては、指 定するこ とができ な い。

前項 の規 定によ り指 定され た審 判 官（ 複数 の者が指定 され た場 合にあ つては、そ のう ち指 名され た一 人の者 ）は 、公正取引 委員 会規則 で定 め

公 正取引 委員 会又は審判 官は 、被審 人又はそ の代理 人が 、正当 な理由が なく、審判 の期日 に出 頭し ないと きに おいて も、審判を 行う

る とこ ろによ り、 同項の 規定に基づき公 正取 引委員 会が 行わせ るこ とと した審 判 手 続に 係る事務を 指揮するも のと する。

第五十七条
こ と が で きる 。

第四十七 条第二 項の 規定に より 指定 された 審査 官は 、審判 に 立 ち会い 、原 処 分の原因 となる事実 及び 法令の 適用 並び に原処 分が 相当

審査 官は 、前項 の場 合に おいて 、原 処 分の原因 となる事実 及び 法令の 適用 （ 当該審判 が第 八条の 四第 一項に 係る 事件につい ての審判である 場

拠 の 申出 その他 必要 な行為 を するこ とがで きる 。

であ ること （ 当該審判 が第 八条の 四第 一項に係る 事件につ いての審判 である 場合 にあ つては 、独占的状 態に 該当する事 実）につい て主 張し、 証

第 五十 八条

②

合 にあ つては 、独占的状態に 該当 する事 実）につ いて変更（ 公正取 引委 員会 規則で 定める範囲 のも のに 限る。 ）の 必要が ある と認めると きは 、
これを 主張 することが でき る。た だし 、被 審人の 利益を害するこ とと なる場 合は 、こ の限り でない 。

被審人 又は その代 理人は、審判に 際し て、公 正取 引委 員会が 当該 事件に つい てし た原処 分又は第八 条の 四第一 項の 規定により命じ よ

納付命令 に係る審判 手続に おい て、被審 人（第 八条 第一号 又は 第二号 の規 定に 違反する行 為をし た事 業者 団体の構成 事業者 を除 く。 以下こ の

に質問 するこ とができる 。

査し 、若し くは 調査を嘱託 することを 求め 、又は公正取引 委員会が出 頭を 命じた 参考 人若し くは 鑑定人を審 尋し 、若し くは 調査を 嘱託 され た者

命じ 、 帳簿 書類 そ の他 の物 件の所 持者 に対し 当該 物件 の提出 を命じ 、必要な場所 に 立ち 入つ て業務 及び 財産の状況 、帳 簿書類 その他 の物 件を 検

うとする措置 が不 当であ る理由を 述べ、かつ 、これ を 立証する資料を提 出し、 公正取引 委員会 に対 し、必要な 参考 人を審 尋し 、鑑定 人に 鑑定を

第五十九 条

②

項に お いて 同じ。 ）又はそ の代理 人は 、次の 各号 のいず れか に該 当する 場合 には、 当該 納付命令に 係る 違反行 為（ 第三号 の場 合に あつては、 当
該認 定に係る部 分に限 る。 ）の 不存在 を主 張すること ができ ない 。
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一

第四十 九条 第七 項の規 定に より納 付命 令に 係る違 反行 為につ いて の排 除措置 命令 （ 当該 納付 命令 を受け た者 と同一 の者 に対 するも のに 限る。

被 審人又はそ の代理 人が 納付命令に 係る 違反行 為に ついて の排 除措置命令 につ いて 、審判 請求を取 り 下げ たと き。

）が 確定 した とき。
二

納 付命 令に係る違 反行 為につ いて の排除 措置 命令に 係る 審決に おい て、 当該違 反行 為の 全部又は一 部が認 定された とき。

公正取引 委員 会又は 審判 官は、審査 官又は被審 人若しくは その 代理 人から 申出 のあつ た証拠を 採用し ないときは 、そ の理由 を示 さなけ

三

第六 十条
れ ばなら ない 。

審 判は、これ を公開 しなけれ ばなら ない 。た だし、 事業 者の事 業上 の秘密を保 つた め必要 があ ると認 める とき 、又は 公益上 必要 があ

審判 に お いては 、公 正取 引委員 会規則で定 める とこ ろによ り、調書を 作成 しなければ なら ない。

ると 認めるとき は、これを 公開 しな いこと ができる。

第六十 一条

②

刑事 訴訟 法（ 昭和二 十三 年法 律第百 三十 一号） 第百 四十三 条か ら第 百四十 七条 まで、 第百 四十 九条、 第百 五十四条か ら第 百五十 六条

前 項の場 合に おいて 、「 裁判 所」と ある のは「 公正取引 委員会 又は 審判 官」と 、「 証人」 とあ るのは 「参 考人」 と、 「尋問」と ある のは「審

続に つい て、これを 準用 する。

まで 、第百 六十 五条 及び第 百六 十六 条の規 定は 、公正取引 委員 会又は 審判 官が、審判 に際し て、 参考 人を審 尋し 、又は 鑑定 人に 鑑定を 命ずる手

第六十 二条

②

公正取 引委 員会は 、第 五十六 条第 一項 の規定によ り審判 官に 審判 手続の 全部 又は一 部を 行わ せた場 合に おいて 、被 審人 又はそ の代 理

尋」と 、「被告人」と ある のは「被審 人」と それ ぞれ 読み替 える ものと する 。

第六 十 三 条

人 の申出 があ ると きは、これら の 者が直 接公 正取引 委員 会に対 し陳 述する機会 を 与 えなけ れば なら ない。 ただし、第 五十 二条第 三項 の規 定によ

り 納付命令 に係る 審判 手続が開始 され た場合 に お いて、 当該 納付命令に 係る 違反行 為に つい ての排 除措置命令 に係る審決に お いて 当該違 反行 為
が認 定され ているとき は、こ の限りで ない 。
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第六十 五条

第六 十 四 条

公正取引 委員会 は、 第八 条の四 第一 項に係る事 件に ついて 第五十三条 第一 項の 規定に より審判開 始決 定を した後 、被 審人が 、審 判開

公正取 引委 員会又は審 判 官は 、適 当と 認める とき は、 職権で 、審 判 手続を併 合し 、又は 分離 するこ とが できる 。

始決 定書記 載の 事実及 び法 律の 適用を 認め て、公 正取 引委 員会に 対し 、その 後の審判 手続を 経な いで審 決を 受け る旨を 文書をもつ て申 し出 て、

かつ 、独占的状 態に 係る 商品又は役 務につ いて 競争 を回復 させ るために自らと るべき 具体 的措置 に関 する 計画書を提 出した場合 に お いて、 適当

②

審 判 請求が理由が あると きは 、公正取引 委員 会は、審判 手続を 経た 後、審決で 、原 処 分の 全部 又は一 部を 取 り消し、 又は これを 変更 する 。

審判 請求が理由 が な いと きは、 公正取引委 員会 は、審判 手 続を 経た後 、審 決で 、当該 審判 請求を 棄却 する。

審 判 請求が 法定の期 間経過 後にされ たも のであると きそ の他 不 適法である とき は、 公正取 引委 員会は 、審 決で 、当該 審判 請求を 却下

と 認めた とき は、 その後 の審 判 手続を経 ない で当該 計画 書記載 の具 体的 措置と 同趣旨 の審 決を することが でき る。

第六十 六条

③

公 正取 引委員 会は 、前 項の規 定に より原処 分 の全 部又は 一部を取 り消 す場合 に おい て、 当該原 処 分 の時 までに 第三 条、第 六条 、第 八条、 第九

する 。

④

条第 一項若しく は第 二項、 第十 条第 一項、 第十 一条第 一項 、第 十三条 、第 十四条 、第 十五条 第一 項、 第十五条の 二第一 項、 第十 五条の 三第 一項

、第 十六 条第 一項、 第十 七条又は第 十九 条の規 定に 違反 する行 為が あ り、かつ 、当該 原処 分の 時に お いて既に 当該行 為が なくな つて いると 認め
る とき は、審 決で 、その旨を 明ら かにし なけ ればなら な い。

公 正取 引委員 会は 、審判 手続を経 た後、 独占 的状態があ ると認 める 場合 には、審決 で、被 審人に対 し、第 八条 の四第 一項に規 定する

公正取引 委員 会は、審判 手続を 経た 後、審判開 始決 定の時 までに 独占的状 態に 該当する事 実が なかつ たと 認める 場合 、審判 開始 決定 の時ま で

措置 を命じ なければ なら ない。

第六 十七条

②

に 独占 的状 態に該 当する事 実があ り、かつ、既に 独占的状態に該 当する 事実が なく なつ ていると認 める 場合又は 独占的状 態に 該当 する事 実が あ

つて 第八条 の四 第一項ただし書に該当 する と認める場 合に は、審 決で 、その旨を 明ら かにし なけ ればなら な い。
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第六 十 八 条

第六十 六条 第二項から 第四項まで 及び 前条の 規定による審決に お いては 、被 審人が争わ ない 事実及 び公 知の事 実を 除き 、審判 手続に

お いて取 り調 べた 証拠に よつ て事 実を認 定し なけれ ばなら ない 。

第三 十四条 第一 項、 第二項及び 第四項 の規 定は 、前項 の合 議にこ れを 準用 する。

排 除措置 命令 、納 付命令 及び 審決は 、委 員長及び委 員の 合議に よら なけ ればなら な い。

②

第八 条の 四第 一項の 措置 を命ずる審 決を するに は、 前項に おい て準用 する 第三 十四条 第二 項の規 定に かか わら ず 、三 人以上 の意 見が 一致し な

第六 十九条

③

審 決は 、文書によ つてこ れを 行い 、審決 書に は、公 正取 引委 員会の 認定 した事 実及 びこれ に対 する 法令の 適用 並びに 納付命令 に係

公正取引 委員会 の合 議は 、これ を公開しな い。

け れば なら ない。

第七 十条

第 七十 条の二

②

審決は、被審人 その他 その 名あ て人に審決 書の謄本を 送達 することに よつ て、そ の効 力を 生ずる 。

審決書には 、少 数意見 を付記すること ができる。

る第六 十六 条第 三項の審決にあつ ては 、課 徴金の 計算 の基礎を示 し、 委員長及び 合議に 出席 した委 員が これ に署名押印しなけ れば なら ない。

③

第 八条の 四第 一項の 措置 を命 ずる審 決は 、確定 しなけれ ば執行 することが でき ない 。

公正取引委 員会 は、必要が ある と認めると きは、 職権 で、審 決の 結果 につい て関 係のあ る第 三者 を 当事 者と して審 判 手 続に 参加さ

④

第七 十条の 三

せること ができる。 ただし、あ らか じ め被審人 及び 当該第 三者 を審尋 しなけれ ばなら ない 。

第 七十 条の 四 関 係のある公務所 又は 公共的 な団 体は、 公益上 必要があ ると 認める とき は、公 正取 引委 員会の 承認 を得て 、当事者 として 審判 手続
に参 加すること ができ る。
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第七 十条 の五

公 正取 引委員 会が 排除 措置命 令を したと きは 、被 審人は 、裁判所の 定める保 証金又は有 価証券（社 債、 株式等 の振 替に関 する 法律

関係 のあ る公務 所又は公共 的な団体 は、公共の 利益を保護 する ため、 公正取引 委員会 に対 して意 見を 述べること ができる。

前項 の規 定に よる裁判は 、非訟 事件 手続 法（平 成二 十三年 法律 第五十一号 ）に より、これ を行う。

でそ の執 行を免 れること ができ る。

第二 百七十 八条 第一項に規 定する振替 債を 含む。 次条 第一 項及び 第七 十条の 十四に お いて同じ。 ）を供 託し て、 当該排 除措置命令 が 確 定するま

第七十 条の 六

②

被審人が、前条第 一項 の規 定によ り供 託を した場 合に おいて 、当該排除 措置 命令 が 確定 した ときは 、裁判所 は、公 正取 引委員 会の

公 正取 引委 員会は 、排 除措置命令 （第 四十九 条第 七項又は第 五十 二条第 五項 の規定によ り確 定した ものに限る 。） 又は 第六十 六条

前条 第二 項の規 定は 、前 項の規 定に よる裁判に 、こ れを準用 する。

申立てに より、 供託 に係る 保証 金又は有価 証券 の全部 又は 一部を没取 することが でき る。

第七十 条の 七

②

第七十 条の 八

第一 項から 第三 項ま での審 決（ 原処 分の全 部を 取 り消 す審 決を 除く。 ）若しくは 第六 十五条 若し くは 第六十 七条 第一項 の規 定に よる審 決を した

後に おい ても 、特に 必要 がある とき は、 第四十 七条 の規 定によ り、これら の命 令又は 審決に お いて命じ 、 又は維 持し た措置が講 じら れているか
ど うか を確か める ために 必要 な処 分をし 、又はその 職員をし て処 分をさせるこ とが でき る。

公正取引委 員会 は、課 徴金をそ の納期 限ま でに納 付し ない者があ ると きは、督促 状によ り期 限を 指定し てそ の納付を督促し なけれ

前項 の規 定に かかわ ら ず 、納付命令 につ いて審 判 請 求が された とき （第六 十六 条第一 項の 規定に より 当該 審判 請 求が 却下された場合 を除く 。

ばなら な い。

第七 十条の九

②

次 項に おい て同じ 。）は、 公正取 引委 員会は 、当該審判 請求に対 する審 決を した後 、同 条第 三項の 規定により 当該 納付命 令の 全部を取 り消 す場

合を 除き、速や かに督促状 によ り期限 を指 定して 当該 納付命令に 係る 課徴金 及び 次項 の規定による延滞 金が あると きは その 延滞 金 の納 付を督促
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③

しなければ なら ない 。ただし、 当該納 付命 令に ついて の審 判 請求に対 する 審決書 の謄 本が送 達された 日までに 当該課徴 金及 び延滞 金の 全部が納
付された とき は、こ の限 りでな い。

公 正取引 委員 会は、 課徴 金をそ の納期限 までに 納付しない 者が ある ときは 、納期限 の翌日から その納 付の 日まで の日 数に 応じ 、 当該 課徴金 の

額につき 年十四・ 五パーセ ントの 割合（ 当該 課徴 金に係る納 付命 令につ いて 審判 請 求が され たとき は、 当該審 判 請 求に 対する 審決 書の謄 本の 送

達の 日までは 年七・二 五パーセ ントを 超え ない範囲内に お いて政令で 定める 割合 ）で 計算し た延滞 金を 徴収 することが でき る。た だし 、延滞 金

前項 の規 定に より計算し た延滞 金の 額に 百円未 満の 端数が ある とき は、そ の端 数は、 切り捨てる 。

の額が千 円未 満 であ ると きは、こ の限りで ない 。
④

公 正取引 委員 会は 、第一 項又は第二 項の 規定による 督促 を受けた者がそ の指定 する 期限ま でに その 納付す べき 金額を 納付しな いとき は、国税

前項 の規定による徴収 金の 先取 特権の 順位は、国 税及 び地 方税に 次ぐ ものと し、 その 時効に つい ては、国税 の例による 。

滞 納処 分の 例に より、これ を 徴収 する こと ができ る。

⑤

⑥

公 正取 引委員 会は 、第七 条の 二第 二十五 項（ 第二十 条の 七に おいて 読み 替えて 準用 する場 合を 含む 。）の 規定により 第七 条の 二第

前 条第 三項た だし 書及び 第四 項の 規定は 、前 項の規 定に より 加算 する金 額につ いて 準用 する。

に 年七・ 二五 パー セントを超 えな い範囲 内に おいて 政令 で定める割 合を 乗じて 計算 した金 額を その還付す べき 金額に 加算 しなけ れば なら ない。

額を 還付 する 場合に は 当該金額 の納 付が あつた 日の翌日か ら 、 それぞ れそ の還 付のた めの支払決 定を した 日まで の期 間の日 数に 応じ 、その 金額

公正取 引委 員会 は、第 一項 の金額を還 付する場合 には 当該金 額の 納付が あつ た日 の翌日から 起算し て一 月を 経過 する日 の翌日から 、前 項の金

付され た金 額で、還付 すべきものがあ るとき は、 遅滞 なく、 金銭 で還付しなけれ ばなら ない 。

公 正取引 委員 会は、 第六 十六 条第三 項の 規定に より 納付命令の 全部 又は一 部を 取 り消した場合 に おい て、取消し 前の 納付命令に 基づ き既に 納

項に 規定 する 場合を 除く 。）は 、遅滞 なく、金 銭で還付しなけ れば なら な い。

付を 命じた場合 に お いて、これら の 規定に よる 納付命 令に 基づ き既に 納付 された 金額 で、還 付す べき ものが ある とき（ 第五十一 条第四 項又は 次

一項（ 同条 第二 項に お いて 読み替 えて 準用 する場 合を 含む。 ）若 しく は第四 項又は第二 十条 の二か ら 第 二十 条の六 まで の規定による課 徴金の 納

第 七十 条の十

②

③

④
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公 正取引 委員 会は、 第十 一条 第一項 又は 第二項 の認 可の 申請が あつ た場合 に お いて 、当該 申請を理由 が な いと認 める とき は、審

第 四十五条第 二項の 規定は、前 項の 認可 の申請があ つた場 合に 、こ れを準用 する。

決でこれ を却 下しなけれ ばなら ない 。

第七 十条の 十一

②

公正取引 委員 会は、 第十 一条第 一項 又は 第二項 の認 可をし た場 合に おいて 、そ の認可 の要 件である事 実が 消 滅し 、又は変更 した

公 正取引 委員 会は 、経済 事情 の変化 その他 の 事由に より 、排 除措置 命令 又は第 六十 五条若しく は第 六十七 条第 一項の 規定による審決を維 持す

続を開始 すること ができ る。

と認 める ときは 、審 判 手 続を経 て、審決でこれ を取 り消し 、又は変更 すること ができ る。こ の場 合に おい て、公 正取 引委員 会は 、職権で審 判 手

第七 十条の 十二

②

るこ とが不 適当である と認 めると きは 、審 決でこ れを 取 り消し、 又は 変更 するこ とが できる 。た だし、被審 人の利 益を 害すること となる場合 は
、こ の限 りでな い。

裁判 所は、 緊急 の必要 があ ると 認める とき は、公 正取 引委 員会の 申立てによ り、 第三条 、第 六条 、第八 条、 第九条 第一 項若しく

第 七十条 の六 第二項 の規 定は 、前項 の規 定による裁判に 、これ を準用 する 。

一時 停止 すべきこと を命じ 、又はそ の命 令を取 り消 し、 若しく は変更 すること ができ る。

項、 第十七 条又は第 十九条 の規 定に 違反する疑 いのあ る行 為を している者 に対し 、当該行為 、議 決権 の行使 若し くは会 社の役 員 の業務 の執 行を

は第二 項、 第十 条第一 項、 第十一 条第 一項 、第十 三条 、第十 四条 、第 十五条 第一 項、第 十五条の二 第一 項、 第十五条の 三第一 項、 第十 六条第 一

第 七十 条の十 三

②

前 条第一 項の 規定に よる 裁判 につい ては 、裁判 所の 定める 保証 金又は有価 証券を供託 して 、そ の執行を免かれること ができる。

利害関係人は、 公正取引委 員会 に対し 、審 判 手 続が開 始された後 、事 件記録 の閲覧若しくは 謄写 又は排 除措置命 令書、 課徴 金納

第七 十条 の七の 規定は、前 項の 規定に よる 供託 に係る 保証 金又は 有価 証券 の没取 にこ れを準用 する。

第七 十条の 十四
②

第 七十 条の 十五

付命 令書、審判 開始決 定書 若し くは審 決書 の謄本 若し くは 抄本の交 付を求めるこ とが できる 。こ の場合 に お いて、 公正取引 委員会 は、 第三者 の
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利益を害する お それ がある と認 めると きそ の他 正当な 理由 がある とき でなければ 、事 件記録 の閲覧又は謄写を拒 むこと ができ な い。

公正取引 委員会 は、前項の 規定により謄写をさせる場 合に おい て、謄 写し た事件記録 の使用 目的を制 限し、 その他適当と認 める 条件を 付する

送達 すべき書類は、こ の 法律に 規定 する ものの ほか 、公正取引 委員 会規則 で定 める。

②

第七 十条の 十六

書類 の 送達につい ては 、民 事訴訟 法（ 平成八 年法 律第 百九号 ）第九十九 条、 第百一 条、 第百 三条、 第百 五条、 第百 六条 、第百 八

こ とが できる 。

第 七十条 の十 七

条 及び 第百九条の 規定を準用 する 。こ の場合 に お いて、 同法第九 十九条 第一 項中「 執行 官」 とある のは 「公正取引 委員会 の職 員」 と、同 法第 百

公 正取 引委 員会は 、次に掲げ る場 合に は、公 示送 達をするこ とが できる 。

八条 中「裁判 長」とあ り、 及び同 法第 百九 条中「 裁判 所」 とある のは 「公正取引 委員 会」と 読み 替える ものとする 。

第 七十条 の十 八
（略）

（ 略）

一 ～三
②～④

行 政手 続等に おけ る情報通信 の技 術の利用に 関 する 法律（平 成十四 年法 律第 百五十 一号 ）第二 条第 七号に 規定 する 処 分通 知等 で

公正取引 委員 会の職 員が 前項に 規定 する 処 分通 知等に関 する事務を 電子情報処 理組織を使用して 行つ たと きは、 第七 十条の 十七 に お いて読み

ない 。

る表 示をし ないとき は、電 子情報処理 組織（同 項に規 定する電子情報 処理 組織を いう。以下こ の条に お いて 同じ 。）を 使用 して行 うこ とが でき

技術の 利用 に関 する 法 律第 四条第 一項 の規定にか かわ ら ず、 当該 処 分通 知等 の相 手方が 送達を受け る旨 の公正取引 委員 会規則 で定 める方 式に よ

あ つて 、こ の 法律 又は公 正取 引委 員会規則の 規定に より 書類 の送達によ り行うこと とし ている ものについ ては 、行 政手続 等に おける 情報 通信の

第七 十条 の十 九

②

替 えて 準用 する民 事訴 訟法第百九 条の 規定に よる 送達に 関 する事 項を記 載し た書面 の作 成及 び提出 に代 えて、 当該 事項を 電子情報 処理組 織を 使

用し て公正取引 委員会 の使用に 係る電 子計算 機（ 入出 力 装置を含 む。 ）に 備 えら れた ファイ ルに 記録し なけ ればなら な い。
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第七 十条 の二 十 こ の法 律に定 める ものを 除く ほか 、公正取引 委員 会の調 査及 び審判 に関 する 手続そ の他 事件の処理 並びに 第七 十条 の六第 一項及

公 正取 引委 員会が する 排除措置命 令、 納付命 令及 び第七 十条 の十 一第一 項に 規定する認 可の 申請に 係る 処 分並 びにこ の節 の規

び 第七 十条の 十四 第一項 の供 託に 関し必要な 事項は 、政令で定 める 。

第七 十条の 二十 一

定に よる 審決そ の他 の処 分（第 四十 七条第 二項 の規 定によ つて 審査官が する処 分及び 第五十六条 第一 項の 規定に よつ て審判 官が する 処 分を 含む 。
）につい ては 、行 政手続 法（ 平成五 年法 律第 八十八号） 第二章 及び 第三 章の規 定は 、適用 しな い。

第七十 条の 二十 二 公 正取 引委員 会が した 排除措置命 令及 び納付命令 並びにこ の節の規 定に よる 審決そ の他 の処 分（第 四十 七条第 二項 の規定によ

つて 審査 官がし た処 分及び 第五十六 条第一 項の 規定に よつ て審 判 官が した処 分を 含む 。）につい ては 、行政 不服 審査 法（昭 和三 十七年 法律 第百

公正取引 委員 会は、 第五十三 条第一 項の 規定に より審判 手 続を 開始 しようとするとき は、 公聴 会を開 いて 一般の 意見 を求 めなけ れば

六 十号）による不服 申立てを するこ とが でき な い。

第七十 三条
なら ない。

公 正取 引委員 会は 、前 項に定 める ものの ほか 、こ の法律 の規 定に違 反する犯罪があ ると 思料すると きは、 検事 総長に告発 しなければ なら ない 。

公正取引委 員会 は、 第十二 章に 規定する手 続に よる調 査に より犯 則の心証 を得た とき は、検 事総 長に告発し なけ ればなら な い。

②

前二項 の規 定に よる告発に 係る事 件に つい て公訴 を提 起しな い処 分をし たと きは 、検事 総長は、遅滞 なく、 法務大臣を 経由し て、 その旨及び

第 七十 四条

③

第四十七 条第一 項第 一号 若しく は第 二号若しく は第 二項又は第 五十六 条第 一項の 規定によ り出頭 又は 鑑定を 命ぜられ た参考 人又は鑑

その 理由 を、文書を もつ て内閣 総理 大臣 に報告 しなければ なら ない。

第 七十 五条

定人は、政令で 定める とこ ろに より、 旅費 及び手 当を 請求 するこ とが できる 。
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第七 十六 条

公正取 引委 員会は 、そ の内部 規律 、事 件の処 理手 続及 び届出 、認 可又は 承認 の申 請その他 の 事項に 関 する必要 な手 続に ついて 規則 を

定 めることが でき る。

② 前 項の 規定に より 事件の処理 手続につい て規則を定 める に 当たつては、被審人が自 己の 主張を 陳述 し、及 び立証するため の機会が十 分に 確保

公正取引委 員会 の審決 の取 消し の訴えは、審決が その効力 を 生じ た日から 三 十日（第八 条の 四第 一項の 措置 を命ずる審 決に ついては

され ること 等当該手続 の適 正の 確保が 図ら れるよ う留意し なけれ ばなら ない 。

第 七十七 条
、 三月 ）以 内に提 起し なけれ ばなら ない 。

公正取引 委員会 の審 決に係る行 政事 件訴訟 法（ 昭和三 十七 年法 律第百 三十 九号） 第三 条第一 項に 規定 する抗 告訴 訟につ いては、 公正

審判 請求を することが でき る事 項に関 する 訴えは 、審 決に 対する もの でなけ れば 、提 起すること ができ ない 。

② 前 項の期間 は、不 変期 間とする。
③

第 七十 八条

訴えの提起があつ たと きは 、裁判 所は 、遅滞 なく 公正取引委 員会 に対し 、当該事 件の記 録（ 事件関 係人 、参考 人又は鑑 定人の審尋 調

取引委 員会 を被 告とする。

第七 十九 条

書 及び 審判調 書そ の他 裁判上 証拠 となる べき 一切のものを含 む。） の送 付を求 めなけれ ばなら ない 。

第七 十七 条第一 項に 規定する訴 訟に ついては、 公正取 引委 員会の 認定 した 事実は 、こ れを 立証する実 質的な証拠 がある とき には 、裁判

当事者は 、裁判所 に対し 、当該事件に関 係のある新 しい 証拠 の 申出 をすること ができる。 ただし、公 正取 引委 員会が 認定 した事 実に

前項に規 定する実質 的な証拠 の有無 は、 裁判所 がこ れを判 断 するも のとする。

所を 拘束 する 。

第八 十条

②

第八 十一条
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一

公 正取引 委員 会の審 判に 際し て当該 証拠 を提出 することが でき ず、かつ、これ を提 出でき なか つたこ とに つい て重大 な過 失が なかつ た場合

公正取引 委員会が、 正当な 理由 が なくて、 当該 証拠を 採用 しなかつた場合

関 する証拠 の申 出は 、次の 各号 の一に 該当 することを 理由 とする もの であ ること を要 する。

二

裁判所 は、 第一項ただし書に規定 する 証拠 の 申出 に理由があ り、 当該証拠を 取 り調べる 必要 がある と認 める ときは 、公 正取引 委員 会に対 し、

② 前 項た だし書に規 定する 証拠 の申 出につ いては、当事者 に お いて、 同項各号 の一に 該当 する事 実を 明らか にし なけ ればなら な い。
③

当該 事件を差し 戻し 、当該証拠 を取 り調べた上 適当 な措置 をと るべき こと を命じ なけ れば なら な い。

審決の 基礎となつ た事 実を 立証する実 質的な証拠 が な い場合

裁判 所は 、公正取引 委員会 の審 決が 、次の 各号 のい ずれか に該 当する 場合 には、これ を取 り消 すこと ができ る。

一
審決が 憲法 その他 の法令に 違反 する場 合

公正取引 委員会 は、審決（第六 十六 条の規 定に よる ものに 限る 。）の取消 しの判 決が 確定 したと きは 、判 決 の趣旨に 従い、 改め て審判 請求に

二

第 八十 二条

②

裁判所 は、公 正取 引委 員会の審決（第六 十七 条及び 第七 十条 の十二 第一 項の規 定に よる ものに 限る 。）を 取 り消 すべき場 合に おいて

対 する 審決を しなけれ ばなら ない 。

第八 十三条

第二 十四条の規 定に よる侵 害の 停止 又は予 防に 関 する 訴えが提起 され たと きは、 裁判 所は、被告 の申 立てに より 、決定 で、 相当

、さらに 審判 をさせ る必要があ ると 認めるとき は、 その 理由を 示し て事件を公 正取引 委員 会に 差し戻 すこ とができる 。

（略）

裁判 所は、 第二 十四条の規 定に よる侵 害の 停止 又は予 防に 関 する 訴えが提起 され たと きは、 その旨を公 正取 引委 員会に 通知 する

の担保を 立てる べき ことを 原告に命ずるこ とが できる 。

第八十 三条 の二

②

第 八十 三条 の三
ものとする 。
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②・ ③ （ 略）

裁判所 は、 第二十 四条 の規 定による侵 害の停 止又は予 防に関 する 訴訟に おい ては 、当事 者の 申立てによ り、 当事者 に対 し、当該

前三 項の 規定は 、第 二十 四条の 規定による 侵害 の停 止又は 予防 に関 する訴 訟に おける 当該 侵害行 為に ついて 立証 する ため必要な 検証の 目的 の

除く 。） 、使用 人そ の他 の 従業 者を いう。 次条 第一項に お いて 同じ。 ）、訴訟代 理人 又は 補佐人に対 し、当該書類を 開示するこ とができる 。

とが 必要である と認めると きは、 当事 者等（ 当事 者（ 法人 である 場合 にあつ ては 、そ の代表 者） 又は 当事者 の代理 人（ 訴訟 代理人 及び 補佐人を

裁判所は 、前 項の場合に おい て、第 一項ただし書に 規定 する 正当な 理由 がある かど うかに つい て前 項後段 の書類を開 示し てそ の意見 を聴 くこ

ることが でき る。こ の場 合に おいては、 何人も、そ の提 示され た書類 の開示を 求めること ができ な い。

裁判 所は、前項ただし書に 規定 する正 当な 理由 がある かど うかの判断 をするため 必要 がある と認 める ときは 、書類 の所 持者 にその提示をさせ

な理由があ ると きは、こ の限り でない 。

侵害行 為に ついて 立証 する ため必要な 書類 の提出 を命ずるこ とが できる 。た だし、 その 書類 の所持 者に おいて その提出 を拒むこと につい て正 当

第 八十 三条の 四

②

③

④

裁判所は 、第 二十 四条の 規定による 侵害 の停止 又は 予防 に関 する訴 訟に お いて 、そ の当事 者が 保有する営 業秘密（ 不 正競 争防止

提 示に ついて 準用 する 。

第八 十三条 の五

法（ 平成 五年 法律第 四十 七号） 第二 条第 六項に 規定 する 営業秘 密を いう。 以下 同じ。 ）に つい て、次に掲げる事由 の いず れにも 該当 するこ とに

つき 疎明があ つた場合に は、 当事 者の申 立てにより 、決 定で 、当事 者等 、訴訟 代理 人又は補佐 人に 対し、 当該 営業秘密を 当該 訴訟の 追行 の目的

以外 の 目的 で使用 し、 又は 当該営 業秘 密に係るこ の項 の規定による命令 を受けた 者以外 の者に開示 してはなら ない旨を 命ずること ができ る。 た

だし 、その 申立ての 時までに 当事者等 、訴 訟代 理人又は補 佐人が 第一 号に 規定する準 備書面 の閲読又は 同号 に規 定する 証拠 の取調 べ若しく は開

既に 提出 され 、若し くは 提出 される べき 準備書 面に 当事者 の保 有する営業秘密が記載 され 、又は既に 取 り調べら れ、 若しく は取 り調 べられ

示以外 の 方法により 当該 営業秘 密を 取 得し、又は保 有して いた場合は 、こ の限 りでな い。
一

前号 の 営業秘密が 当該 訴訟 の追行 の目 的以外 の目 的で 使用 され、 又は 当該営 業秘 密が開 示されるこ とに より、 当該 営業秘密に 基づ く当事 者

る べき 証拠 （前条 第三 項の 規定に より開示された 書類 を含む 。） の内容に 当事者の保有 する 営業秘 密が 含まれ るこ と。
二
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②
一

の事 業活 動に支 障を 生ずる おそ れがあ り、これ を防止 する ため当該営 業秘 密の使用又は開示を制 限する必要 があ ること 。

前項 の規 定による命 令（ 以 下「秘密保 持命 令」 という。） の申 立ては 、次に掲げ る事 項を 記載し た書 面でし なけ ればなら な い。
秘 密保 持命令 を受け るべき者

二 秘 密保 持命令 の対 象と なるべき営 業秘密を特 定する に足 りる 事実

秘密保 持命 令が 発せ られた場合 には、 その 決定 書を秘 密保 持命令 を受けた 者に送 達し なけれ ばなら な い。

前項各号に 掲げる 事由 に該 当する 事実

③

秘密保 持命令 は、秘 密保 持命令 を受けた 者に対 する 決定書 の送 達が された 時か ら 、効 力を 生ずる 。

三

④

秘 密保 持命令 の申 立てを 却下 した裁判に 対し ては、即時 抗告をすること ができ る。

秘 密保 持 命令 の申 立てを した 者又は 秘密保 持 命令を 受け た者は 、訴 訟記 録の存 する 裁判所 （訴 訟記 録の存 する 裁判所 が な い場合

⑤

第八 十三 条の六

に あつては、秘密保 持命 令を 発した 裁判 所）に 対し 、前 条第一 項に 規定する要 件を 欠くこ と又はこれ を欠 くに 至つたこと を理由 とし て、秘 密保
持命令 の取消 しの 申立てをするこ とができる 。

④

③

裁判所は 、秘 密保 持命令 を取 り消 す 裁判 をした場合 に お いて、秘密保 持命 令の取消 しの申 立てをした 者又は相手 方以外に 当該秘 密保 持命令 が

秘密保 持命令を 取 り消 す裁判は 、確 定しなけれ ばその効力 を 生じ ない 。

秘密保 持命 令の取消し の申 立てについ ての 裁判に 対し ては、即時 抗告をすること ができ る。

② 秘 密保 持命令 の取 消し の申立てに つい ての裁判が あつた場合 には、 その 決定 書をそ の申 立てを した 者及 び相手 方に 送達し なけ れば なら な い。

⑤

発せら れた 訴訟に おい て当該営業秘密 に係る 秘密保 持 命令を 受け ている 者が ある ときは 、そ の者に 対し 、直ちに、秘密保 持命 令を 取 り消 す裁判

秘密保 持命 令が発 せら れた 訴訟（ すべ ての秘 密保 持命 令が取 り消 された 訴訟を除く 。）に係る訴訟記録につき 、民 事訴 訟法第九

をし た旨を 通知しなければ なら ない。

第 八十三 条の 七

十 二条 第一 項の決 定が あつ た場合 に お いて、 当事 者から 同項に規 定する 秘密 記載部 分の 閲覧 等の請 求が あ り、かつ 、その 請求 の手 続を行 つた 者

が 当該訴訟に お いて秘 密保 持命 令を受けて いない 者である ときは 、裁判所書記官は、 同項の 申立てをし た当事者（ その 請求をした 者を 除く。 第
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②

③

三項に おい て同じ。 ）に対 し、 その請 求後 直ちに、そ の請 求があ つた旨を 通知し なけ ればなら な い。

前項 の場 合に お いて 、裁判 所書記官は 、同 項の 請求が あつ た日から 二週間 を経過 する 日ま での間 （ そ の請求 の手 続を行 つた 者に 対する 秘密保

持 命令 の申立てが その日 まで にされた場 合に あつては、 その申 立てにつ いての 裁判 が 確 定する まで の間） 、そ の請 求の手 続を 行つた 者に 同項の
秘密記 載部 分の閲覧等をさせては なら ない。

前二項 の規 定は、 第一 項の 請求を した 者に同 項の秘密 記載部 分の 閲覧等をさせることに つい て民事 訴訟 法第九十二 条第 一項の 申立てをし た当
事者 のす べての 同意があ るとき は、 適用し ない 。

第二 十五条の規 定に よる損 害賠 償に 関 する 訴えが提 起され たと きは、 裁判 所は、 公正取引 委員会 に対 し、同 条に 規定 する違 反行 為に

第二 十四条 の規 定による侵 害の 停止又は予 防に関 する 訴えについ て、 民事訴 訟法第四条 及び 第五条の規 定に より次 の各号に 掲げ

前項 の規定は、 第二十 五条 の規 定による損 害賠償 の請 求が 、相殺 のた めに裁判上 主張 された場合 に、こ れを 準用 する。

よつ て生じ た損 害の額につ いて、 意見 を求 めるこ とが でき る。

第 八十 四条

②

第 八十 四条の 二

る裁判 所が 管轄 権を有 する 場合に は、 それ ぞれ当該各号に定 める 裁判 所にも 、そ の訴えを提 起すること ができる。

東京高 等裁判所 の管轄 区域 内に 所在 する地 方裁判 所（ 東京 地方裁判所 を除く 。） 、大阪 地方 裁判 所、名 古屋 地方裁判所 、広 島地方 裁判 所、

三

二

広島高 等裁判所 の管轄 区域 内に所 在 する地 方裁判 所（ 広島地 方裁判所 を除く 。）

東京 地方 裁判所 又は 広島 地方裁判所

名 古屋 高等裁判所 の管 轄区域 内に 所在 する地 方裁判所（ 名古屋地方 裁判 所を 除く。 ）

大阪高等 裁判 所の管 轄区 域内に所在 する 地方裁判所 （ 大阪地方 裁判 所を除 く。 ）

東京地方 裁判 所又は福岡 地方 裁判所

一

四

福岡 高等 裁判所 の管 轄区域 内に 所在 する地 方裁判所（ 福岡 地方裁判所 を除 く。）

東京地 方裁判所又は仙 台地方 裁判 所

東京 地方 裁判所

五

仙台 高等 裁判 所の管 轄区 域内に所在 する 地方裁判所 （仙台地方 裁判 所を除 く。 ）

東京 地方裁判所 又は札 幌地 方裁判 所

福岡地方 裁判 所、仙 台地 方裁判 所、 札幌地方裁判所 又は 高松地 方裁判所

六

札 幌高 等裁判 所の管轄 区域内に所 在 する 地方 裁判所 （ 札 幌地 方裁判 所を 除く。 ）

東京 地方 裁判所 又は 高松地 方裁判所

東京地 方裁判所又は大阪地 方裁判 所

七

高松高 等裁判所の管轄 区域 内に所 在 する地方 裁判 所（ 高松地 方裁判所を 除く 。）

東京地 方裁判所又は名 古屋 地方裁判所

八
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②

（ 略）

第 八十 四条の 四

前条に 規定 する罪に係る事 件につ いて 、刑事 訴訟 法第 二条の 規定によ り第八 十四条の二 第一 項各号 に掲げる 裁判所 が管 轄権を 有

する場 合に は、そ れぞ れ当該各号 に定 める裁判所 も、そ の事 件を 管轄するこ とができる 。

次 の各号 の いずれ かに 該当する訴 訟に ついては、 第一審 の裁判権 は、東京高 等裁判 所に 属する。

公正取引 委員 会の審 決に 係る行 政事 件訴 訟法第 三条 第一項に規 定する抗告訴訟（同条 第五 項か ら第七 項ま でに規 定する訴訟を除 く。 ）

第八 十 五 条
一
第 二十 五条の 規定による 損害 賠償に 係る 訴訟

第 七十 条の六 第一 項、 第七十 条の 七第一 項（ 第七 十条の 十四 第二項に お いて 準用 する場 合を含 む。 ）、 第七十 条の 十三第 一項 、第九

二

第八 十 六 条

十 七条及 び第九十八 条に 規定 する事 件は 、東京 高等 裁判 所の専 属管 轄とする。

東京 高等 裁判 所に、 第八 十五条に掲げる 訴訟事 件及 び前条 に掲げる 事件のみを 取 り扱 う裁判 官 の合議体を 設ける 。

公正取引委 員会 の審 決に係る行 政事件訴訟 法第 三条第 一項に規定 する 抗告訴訟に つい ては、国の 利害に 関係 のあ る訴訟につ いての 法

前項の 合議体の 裁判 官 の員 数は 、これ を 五 人とする。

第八十 七条
②

第 八十 八条

次 の各号 のい ずれか に該 当する ものは、 二年以 下の 懲役 又は三 百万 円以下 の罰 金に処 する 。

務大臣 の権 限等に 関 する 法 律（昭 和二 十二年 法律 第百九十四号） 第六条 の規 定は 、適用 しな い。

第九 十条
（略）

排 除措置命令 又は 第六 十五条 若し くは第 六十 七条第 一項 の審 決が 確 定し た後に おい てこ れに従わ な いもの

一 ・二
三
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第九 十二条

第 八十 九条か ら第九十一 条ま での 罪を犯 した 者には 、情状に より、 懲役 及び罰 金を 併科 するこ とが できる 。

第六十 二条 に おい て読み替 えて準用 する刑事 訴訟 法第 百五十 四条 又は 第百六 十六 条の規 定に より宣 誓し た参 考人又は鑑 定人が 虚

前項の 罪を 犯した 者が 、審 判 手続 終了 前であ つて 、か つ、犯 罪の発覚する前 に自 白した とき は、そ の刑 を減 軽又は 免除 するこ とが できる 。

偽の陳 述又は鑑定をし たと きは、 三月 以上十 年以 下の懲役に 処 する。

第九十 二条の 二

②

次の 各号 の いず れかに 該当 する 者は、一年 以下の 懲役 又は 三百万 円以 下の罰 金に 処 する 。

第 四十 七条第 一項第一号 若し くは第 二項 又は 第五十 六条 第一 項の規 定に よる事 件関 係人 又は参 考人に対する処 分に違 反し て出 頭せず 、陳 述

第 九十 四 条
一

第四十七条 第一 項第二号若しく は第二 項又は第五十六 条第 一項の 規定による 鑑定 人に 対する 処 分に違反 して 出頭せず、 鑑定をせず 、又は虚

をせ ず、若しく は虚偽 の陳 述を し、又は報 告をせ ず、 若し くは虚 偽の報告を した 者
二

第 四十七 条第 一項第三号 若し くは第 二項 又は 第五十 六条 第一項 の規 定に よる 物 件の所持者 に対 する 処 分に 違反 して物 件を 提出し ない 者

偽 の鑑定をし た者
三

四 第 四十 七条 第一項第四号若し くは 第二 項又は 第五十六条 第一 項の 規定に よる 検査を 拒み 、妨げ 、又は忌 避した 者

次 の各号 のい ずれ かに 該当する者 は、二 十万 円以 下の罰 金に 処 する 。

第 四十条 の規 定による処 分に 違反し て出 頭せず 、報 告、 情報若しく は資料を提 出せ ず、又は虚 偽の報 告、 情報 若しく は資 料を提 出し た者

第九 十四条の 二
一

二 第 六十 二条に おい て読み替え て準用 する 刑事 訴訟 法第百 五十 四条又は第 百六 十六条 の規 定による参 考人又は鑑 定人に対する命 令に違 反し て

法人 の代表 者又は 法人 若し くは 人の代 理人 、使用 人そ の他 の従業 者が 、その 法人 又は人 の業務又は財産に関 して、 次の 各号 に掲げ る

宣誓をしな い者

第 九十 五 条

第八十 九条

五億 円以 下の罰 金刑

規 定の違反 行為を した とき は、行 為者 を罰 するほか、そ の法 人又は人に 対し ても、 当該 各号 に定める罰 金刑を 科する。
一

- 41 -

②

③

④

⑤

⑥

二

三

三 億円 以下の罰 金刑

第九十 条第 三号 （第七 条第 一項又は第 八条 の二第 一項 若しく は第 三項 の規定による命令 （第 三条 又は第 八条 第一号 の規 定に 違反する行 為の
差 止めを 命ずる部分に限 る。）に違 反し た場合 を除 く。）

各本 条の

第九十条 第一 号、第 二号 若し くは第 三号 （第七 条第 一項又は第 八条 の二第 一項 若し くは第 三項 の規定による命 令（第 三条 又は第 八条 第一号

の規定に違 反する 行為 の差 止めを 命ずる部分に限 る。 ）に違 反し た場合 に限 る。） 、第九十 一条、 第九 十一 条の二 又は 第九十 四条
罰 金刑

法人 でない団体 の代表者、管理 人、代 理人 、使用 人そ の他 の従業 者が その団体の 業務 又は財 産に 関し て、次 の各号に掲げる 規定の違反 行為を
し たとき は、 行為 者を罰 する ほか、 その団体 に対し ても 、当該 各号 に定 める罰 金刑 を科する。
第 八十 九条

五億 円以下 の罰 金刑

一

第九十 条第 三号（ 第七 条第一 項又は第 八条の 二第 一項 若しく は第 三項の 規定による命令 （第 三条又は第 八条第 一号 の規 定に違 反する行為 の
三 億円以 下の罰 金刑

各本条 の罰 金刑

第九 十条 第一号 、第 二号 若しく は第 三号（ 第七 条第 一項又は第 八条の 二第 一項 若しく は第 三項の 規定による命令 （第 三条又は第 八条第 一号

差止 めを 命ずる 部分に限 る。）に違 反した場合 を除く 。）

二

三

の 規定に違反 する 行為 の差止 めを 命ずる 部分に限 る。）に違 反した場合 に限 る。） 、又は第九 十四条

法 人の 代表者 又は 法人 若しく は人 の代 理人、 使用 人その他 の 従業者が、 その 法人又は人 の業務 に関 し、前条第 一項 の違反 行為をし たとき は、

その 行為者 を罰 する ほか、 その 法人に対し て三 億円以 下の罰 金刑を、 その 人に対 して 同項の罰 金刑を 科する 。

第一 項又は第二 項の 規定に より 第八 十九条 の違 反行為 につき 法 人若し くは 人又は 団体 に罰 金刑を 科する場合 に おける時効 の期間 は、同 条の 罪
に つい ての時効 の期間に よる 。

第 二項 の場合 に お いては、代表者 又は管 理人が、 その訴 訟行 為につきそ の団体 を代表 するほか 、法 人を被 告人 又は 被疑者 とする場合 の訴 訟行
為に 関 する 刑事 訴訟 法の規 定を 準用 する。

第八 十九 条第 一項第 一号 、第九 十条 第一 号若し くは 第三号 又は 第九十 一条 の違 反があ つた場合に おい ては 、その違反 の計画 を知

第三 項の 規定に より前条第 一項 の違反 行為 につき 法人 又は 人に罰 金刑 を科 する場 合に おける 時効 の期 間は 、 同項 の罪に つい ての 時効 の期間 に
よ る。

第九 十五条 の二
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り、 その防 止に 必要 な措置 を講 ぜず、 又は その違反行 為を 知り、 その 是正に必要 な措置を講 じ なかつ た当該 法人（第九 十条 第一 号又は 第三号の

違反があ つた場合に おけ る 当該 法人 で事 業者団 体に 該当するも のを 除く。 ）の 代表者 に対 して も、各 本条 の罰 金刑を 科する。

第八 十九条 第一 項第 二号又は第九十条 の違 反が あつた場合 に おい ては 、そ の違反 の計画を知 り、 その 防止に 必要 な措置 を講 ぜず

前 項の規 定は 、同 項に掲げる 事業者 団体 の理 事その他 の役 員 若しく は管 理人又はそ の構成 事業 者が 法人そ の他 の団体 であ る場 合に お いては、

れ 各本条 の罰 金刑 を科する。

業者 の利 益のた めに する 行為を 行う役 員、 従業 員、 代理人 その他 の者が構 成事 業者である 場合に は、 当該 事業者 を含 む。）に対 して も、そ れぞ

、又はその違反 行為を 知り 、そ の是正に必要な措置を 講じ なかつ た当該事業 者団 体の 理事そ の他 の役 員 若し くは 管理人 又は その構 成事 業者（事

第九十 五条 の三

②

排除措置命 令に 違反し たも のは、 五十 万円 以下の過 料に処 する。 ただし、そ の行 為につき刑 を科するべきと きは、こ の限りで ない 。

当該 団体の 理事 その他 の役 員又は 管理 人に 、これ を適用 する。

第九十七 条

第七 十条 の十 三第一 項の 規定による 裁判 に違反 した ものは 、三 十万 円以下 の過 料に処 する 。

委 員会職 員は 、犯則 事件を調 査する ため 必要が ある とき は、公 正取 引委員 会の所在 地を管 轄する地方 裁判 所又は 簡易 裁判 所の裁判 官が

第九十 八条

第百 二条

（ 略）

則

（平 成十七 年法 律第三 十五号）

あ らか じ め発 する 許可状 によ り、 臨検、捜索 又は差押えをすること ができる。
②～⑤

附

新 法第七 条の 二第一 項（ 新法 第八条 の三に おい て読 み替 えて準用 する場合 を含 む。） 又は 第二 項に規 定する違反 行為（旧 法第七 条の 二第

（ 課徴金に関 する 経過措置）
第 四条

一項（旧法第八 条の三に お いて 読み替 えて 準用 する場 合を 含む。 ）に 規定するも のを 除く。 ）であ って 施行 日前に 既に なく なって いる ものに つ
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２

いては、課 徴金 の納 付を命 ずることが でき ない 。

新法第七 条の二 第一 項（新 法第 八条の 三に おい て読み 替え て準用 する 場合 を含む 。） 又は 第二項に規 定する 違反 行為（ 旧法第七 条の二 第一 項

（ 旧法第八条 の三に おい て読み替 えて準用 する場合 を含 む。）に規 定するものに限 る。 ）であ って 施行日 前に 既に なくな って いるも のに ついて

新法第 五十 条第六 項に おい て読み 替え て準用 する 新法第 四十 九条 第五項 の規 定による通 知を する場 合に おける 課徴 金の 額の計算（ 新法第 七条 の

二第 八項及 び第九 項の 規定による減額を除 く。）につ いては、な お従前の例による。こ の場 合に おける 新法第七 条の二 第一 項ただし書 の規 定の
適用 につ いては 、同 項た だし書 中「 百万円」と ある のは、 「五十万円」と する 。

前条 第一 項に 規定する違 反行為 につ いて 私的独占の 禁止 及び公 正取 引の確保に 関 する 法律 の一 部を改 正する 法律（平 成二 十一年 法律 第五

第二 項の場合に おけ る新独占禁 止法第 七条 の二 第十九 項本文及び 第五十一 条第一 項本文の規 定の 適用 につい ては 、これら の 規定 中「そ の額」

期間 と平成 十八 年一 月四日から 当該行 為の 実行として の事 業活動が なくなる日ま での期間と を合算した期間 （ 当該合算 した期間」 とする。

いては 、同 項本文 中「 当該 行為の 実行として の事 業活 動が なくなる日ま での期間 （ 当該期間 」とあ るのは、「平成 十八 年一月 四日 の前日 まで の

前 項の場 合に おける 新独占禁 止法第 七条 の二第 一項（新 独占禁 止法第八条 の三に お いて読み替 えて準用 する場合 を含 む。 ）の規 定の 適用に つ

日前 に係るも のにつ いて の課徴 金の 額の 計算（ 売上 額に 乗ずる 率に 限る。 ）に ついては、 なお 従前の 例に よる。

る通 知をする場 合に おいて 当該 違反 行為が 平成 十八年一月 四日 前に開 始され、同 日以 後に なくな った ものである ときは 、当該違 反行為 のう ち同

前 条第 二項に 規定 する 違反行 為に つい て新独占禁 止法第 五十 条第六 項に おい て読み 替え て準用 する 新独占禁止 法第 四十九 条第 五項 の規定によ

命 ずることが でき ない 。

成 十八年一月 四日前 に開 始され、同 日以 後に なくな った ものである ときは 、当該違 反行為 のう ち同日 前に 係る ものに つい ては、 課徴 金の納 付を

とい う。 ）第五十条 第六項に お いて 読み替 えて 準用 する新 独占 禁止法 第四十九条 第五 項の 規定に よる 通知を する 場合 に おい て当該違反 行為が平

十一 号）に よる 改正後 の私 的独占 の禁 止及 び公正取引 の確保に関 する 法律（ 以下こ の条並び に附 則第七 条及 び第八 条に おい て「新 独占 禁止法」

第 五条

２

３

４

と あるのは「 その 額中当該違 反行 為のう ち平 成十八 年一 月四日 以後に係るものに対 応する 部分 の金 額」と 、「 控除し た額」とあ るのは「 控除し

た 額（ 当該 対応する部 分の 金額が 当該罰 金額 の二 分の一 を下 回る 場合に は、 零円）と当該違 反行為 のう ち同日 前に 係るも のに 対応 する部 分の 金
額と の合計 額」 とする 。
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５

６

第二項 の場 合に おける 新独占禁止 法第 七条 の二第 十九 項ただし書 の規 定の適用に ついては、 同項ただし 書中 「第一 項、 第四項から 第九 項まで

、第 十一 項若しくは 第十 二項の 規定によ り計算 した 額が 当該罰 金額 の二分 の一 に相当 する 金額を超え ないとき、 又は 当該 控除後 の額」とあ るの

は 、「私的独占の 禁止及 び公 正取 引の確保に 関 する 法律 の一部を改 正する 法律（平 成十 七年法 律第 三十五号）附則 第五条 第四 項の規 定に より読
み替え て適用 され るこ の項 本文に 規定 する合 計額」とする。

第二項 の場 合に おける 新独占禁止 法第 五十一 条第 一項ただし 書の 規定の 適用 につ いては 、同 項ただし書 中「 当該納 付命 令に係る課 徴金の 額が

当該罰 金 額の二 分の 一に 相当する金 額を超 えな いと き、又は 当該変更 後の 額」 とある のは 、「私 的独 占の 禁止及 び公 正取引 の確保に 関 する 法律

の一部を 改正 する 法律（ 平成 十七年 法律 第三 十五号 ）附 則第五条第 四項 の規定によ り読み 替え て適用 され るこ の項本文に 規定する合 計額」とす
る。

（審 決及 び納付命令 に関する経過措置）

（ 略）

（略）

２

旧 法第 四十八 条第 四項 、第五十三 条の 三又は 第五十四条 第一 項若し くは 第二 項の規 定に よる審 決（ 旧法第八条 の四 第一項に規 定する措置 を命

第 七条

３

ずる ものを 除く 。）が 確定 した場合 に おい て、 当該審 決を 受け た者が 平成 十八年一月 四日以 後に おい てこれ に従わ ないとき は、 当該審 決を 新独

占禁 止法 の規 定によ り確 定した 排除 措置 命令と み なして 、新独占禁 止法第九十 条第三号、 第九 十二条 、第九十五条第 一項第二号 及び 第三号 （新

独占禁 止法第九十 条第三号に 係る 部分に 限る 。）、 第二 項第 二号及 び第 三号（ 新独占禁 止法第九十 条第三号に 係る 部分に 限る 。）並 びに 第五項

旧法第四十 八条 第四項 、第 五十三 条の 三又は第五十四条第一 項若しく は第二 項の 規定に よる 審決（旧法第八 条の四 第一 項に 規定する措置

、第九 十五条の二 並び に第九十五条の 三の規 定を 適用 する。

第八 条

を 命ずる ものを除 く。）を受けた 者が平 成十 八年一 月四日以後に お いてこれに 違反 していると きは 、当該 審決を新独占禁 止法の 規定による排除
措置命 令と み なし て、新独占禁止 法第九十七 条の 規定を 適用 する 。
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附

則 （ 平成 二十 一年法 律第 五十一 号）

こ の 法律は、公 布の 日から 起算 して 一年を 超え ない範囲内に お いて政令で 定める日（ 以下 「施行 日」 という。）から 施行する。 ただし 、

（施 行期 日）
第 一条

第八条 の改 正規定 、第 八条 の二第 一項及び第 二項 の改正 規定 、第 八条の 三の 改正規 定（ 「第 八条第 一項第一号 」を 「第 八条第 一号 」に改 める 部

分に 限る。 ）、 第二十 四条 、第 二十五条第 一項及 び第 二十 六条第 一項 の改正 規定 、第 四十三 条の 次に一 条を 加える改正 規定 、第五十九 条第 二項

の改 正規 定（ 「 第八 条第 一項第 一号 」を「 第八 条第 一号」 に改 める部 分に 限る 。）、 第六 十六条 第四 項の 改正規 定（ 「第八 条第 一項」を「 第八

条 」に改 める 部分に限る 。） 、第七 十条 の十 三第一 項の 改正規 定（ 「第 八条第 一項」を「 第八 条」 に改める部 分に限 る。 ）、第 七十 条の 十五に

後段を 加える改正 規定 、同条 に一 項を加 える 改正 規定、 第八 十四条第一 項の 改正規 定、 第八 十九条 第一 項第二号 の 改正規 定、 第九 十条の 改正 規

定、 第九十 一条 の二の 改正 規定（ 同条 第一 号を削る部 分に 限る。 ）、 第九十 三条 の改 正規定 並び に第九 十五条の改 正規 定（ 同条第 一項第三号 中

「（ 第三号を除 く。 ）」を 削る 部分 、同条 第二 項第三号 中 「、 第九十 一条 第四号 若し くは 第五号 （第 四号に 係る 部分に限る 。） 、第九 十一 条の

二 第一号 」を 削る部 分（ 第九 十一条 の二 第一号 に係る部 分を除 く。 ）及び 第九 十五条第三 項中 「前項」を 「第 二項」 に改 め、同 条第 二項の 次に

二 項を 加える 部分を除 く。） 並び に附則 第九 条、 第十四条、 第十六 条か ら第 十九条 まで 及び第 二十 条第 一項の 規定 、附則 第二 十一条 中農 業協 同

組合法（昭 和二 十二年 法律 第百三 十二号） 第七十 二条 の八の 二及 び第 七十三 条の 二十四 の改 正規定 並び に附 則第二 十三 条及び 第二 十四条の規 定

こ の 法律 の施行 の際 その 行為が なく なった 日か ら 三 年を経過し ている 違反 行為 につい ては 、改正 後の私的独占の 禁止 及び公 正取 引の確保

は、 公布の 日か ら 起算して 一月 を経過した 日か ら施行 する 。

第 三条

に関 する 法 律（ 以 下「新独占禁止 法」 という。） 第七 条第二 項（ 新独占 禁止 法第 八条の 二第 二項及 び第 二十条 第二 項に おいて 準用 する場 合を 含

む。 以下こ の条 に お いて同じ。 ）の規 定に かか わら ず 、新 独占禁 止法第七 条第二 項に 規定する措置を命 ずること ができ ない 。

こ の法律 の施 行の際 その 実行期間（ 旧独占禁止 法第 七条 の二第 一項（同条 第二 項及び 旧独占禁 止法第 八条 の三に おい て読み替え て準用 す

（ 課徴金に関 する 経過措置）
第 四条

る場 合を含 む。 ）に規 定する実 行期間 をい う。） の終了し た日か ら 三 年を経過し ている旧独占禁 止法第 七条 の二第 一項 若し くは第 二項 又は第 八
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新独占禁 止法第 七条 の二第 四項 又は 第二十 条の 二から 第二 十条 の六ま でに 規定 する違 反行 為につ いてこれら の規 定に よる課 徴金 の納付を

条の 三に規 定する違 反行為 につ いては 、新 独占 禁止法第七 条の二 第二 十七 項の規 定に かかわ ら ず 、課 徴金の 納付を命ずるこ とが でき な い。

第 五条

命ずる 場合 に おい て、 当該 違反行 為が 施行日 前に 開始され、 施行 日以後に なくなったも のであると きは 、当該 違反 行為 のうち 施行 日前に 係る も
のに ついては、 課徴金 の納 付を 命ずること ができ ない 。

新独占禁 止法第 七条 の二第 一項 の規 定によ り課 徴金の 納付を命 ずる場 合に おいて 、当該事業 者が 同条 第八項各号 に規定 する 行為 に相当 す

新 独占 禁止法第七 条の 二第二 十五 項（新 独占 禁止 法第二 十条 の七に おい て読み 替え て準用 する 場合 を含む 。以 下こ の項に おい て同じ 。） の規

い。

会社に限 る。 ）が施 行日 前に合 併に より消 滅し た場 合に おける 合併 後存続し、 又は合 併に より設立された 会社以外 の 法人につい ては 、適用 しな

法人に限る 。）が施 行日前 に合 併に より消 滅し た場合 に おける 合併後存続し、又は合 併によ り設 立された法 人及 び当該 違反 行為をした 事業 者（

新 独占 禁止法第七 条の 二第二 十四 項の 規定は 、旧 独占禁 止法第七条 の二 第一 項若し くは 第二項に規 定する違反 行為をした 事業 者（ 会社以外 の

い ては 、同項及び 同条 第九 項 の規 定を適用し ない 。

為をした場合（施行 日以 後に した場 合に 限る。 ）に おけ る 当該 行為 に係る 違反 行為 のうち 施行 日前に 係る ものについ ての 課徴金 の額 の計算 につ

新独占禁止 法第 七条の 二第 一項 の規定によ り課徴 金の 納付を命ずる場 合に お いて 、当該事業 者が 同条第 八項各号 に規定 する 行為に 該当 する行

同項及び同 条第九 項の 規定を適用 しな い。

る 行為 をし 、かつ 、施 行日前 に既 に 当該 行為が なくなっ ている場 合に おける 当該行 為に 係る 違反行 為に ついて の課 徴金の 額の 計算 につい ては 、

第 六条

２

３

４

定は 、施行 日以 後に 新独占 禁止 法第七 条の 二第 一項、 第二 項若し くは 第四 項又は 第二 十条の 二か ら第二 十条 の六 までに 規定 する違 反行 為に 係る

事件につ いて 新独占 禁止 法第四十七 条第 一項第 四号 に掲げ る処 分又は 新独占禁 止法第 百二 条第一 項に 規定 する処 分が 行われ た場 合（ 当該処 分が

行われなか ったと きは、 当該 違反 行為に つい て新独占禁 止法第 五十 条第 六項に おい て読み 替え て準用 する 新独占禁止 法第 四十九 条第 五項 の規定

に よる 通知（ 以下 「事 前通 知」と いう。）が 行わ れた場 合）に おける新 独占 禁止法第七 条の 二第二 十五 項に規 定する特定 事業 承継 子会社 等に つ
いて 適用 する。
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（審 決及 び納 付命令 に関 する経過措置）

新独占禁 止法第 七条 の二第 一項（同 条第二 項に おいて 読み 替え て準用 する 場合 を含む 。以 下こ の 項に おいて 同じ 。） 又は第 四項 の規定に

新 独占禁 止法第七 条の二 第七 項及び 第九 項の 規定は 、同 条第四 項の 規定により課徴 金の納 付を 命ずる 場合 に お いて、 当該 事業者が、 当該 違反

令 又は審 決を 新独占 禁止 法第 七条の 二第 一項の 規定による命令 であ って確 定し ているものとみ なして 、同 条第 七項及 び第九 項の 規定を適用 する 。

年一 月改 正前独占禁 止法第 五十 四条 の二第 一項 の規定による審 決を受けたことが ある とき （ 当該 審決が 確定 して いる 場合に 限る 。）は 、当該命

の開 始を請 求すること なく平成十 八年一月 改正前 独占 禁止 法第四十八 条の二 第五 項に 規定する期 間を経過し ている 場合 に限 る。） 又は 平成十 八

下 「平 成十 八年一 月改 正前独占禁 止法」 とい う。 ）第七 条の 二第 一項の 規定による 命令 を受けたこ とが あると き（ 当該命 令に つい ての審 判 手 続

の 確保に 関 する 法 律の一 部を 改正する 法 律（ 平成十 七年 法律第 三十 五号 ）による改 正前の私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保に 関 する 法 律（ 以

が行われ なか ったと きは 、当該 事業 者が 当該違 反行 為につ いて 事前通 知を 受け た日か ら さかのぼ り十 年以 内）に 、私 的独占 の禁 止及 び公正取引

第四十七条 第一 項第四号に 掲げ る処 分 又は 新独占 禁止 法第 百二条 第一 項に規 定する処 分が最 初に 行われ た日から さかのぼ り十年以 内（ 当該 処 分

より課 徴金 の納付を命 ずる 場合に おい て、当該事 業者が 、同 条第 一項、 第二 項又は 第四 項に 規定する違 反行為 に係る事 件につ いて 新独占 禁止 法

第 七条

２

行為に 係る 事件につい て新 独占禁 止法第四十七条 第一 項第四号に 掲げ る処 分 又は 新独占 禁止 法第百 二条 第一 項に規 定する処 分が最 初に 行われ た

日か ら さか のぼ り十 年以内（ 当該処 分が行われ なか ったと きは 、当該 事業 者が 当該違 反行為 につ いて 事前通 知を 受けた 日か ら さかのぼ り十 年以

内）に、旧独占禁止 法第 七条の 二第 六項第一号 に規 定する命令 、通 知若し くは 審決又は同 項第 二号に 規定 する命 令、通知 若しく は審 決を受けた
こ とが ある者 であ る場合 に おける 当該課 徴金 の額の 計算 につ いても 、適用 する 。

新独占禁止 法第 二十条 の二 の規定 の適用に ついては、 当該事 業者が、 同条に 規定 する違 反行 為に 係る事 件に ついて 新独占禁 止法第 四十 七

（審 決及び 排除 措置 命令に 関 する経過 措置 ）
第八 条

条 第一項第四号に 掲げる 処 分が最 初に行われ た日か ら さかのぼ り十 年以 内（ 当該処 分が行われ なか ったと きは 、当該 事業 者が 当該違 反行 為につ

い て事 前通 知を受けた 日か ら さか のぼ り十年 以内 ）に、平成 十八 年一月 改正前独占 禁止 法第 十九条 の規 定に違 反する行為（新 独占 禁止法第二 条

第九 項第一 号に 規定する行 為に 相当するも のに限 る。 ）に ついて平成 十八年一月 改正前独占 禁止 法第四十八 条第四 項、 第五十三条 の三 若しく は
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２

３

第五十四条 の規 定に よる審 決を 受けたこと があ るとき （ 当該審決が 確 定し ている 場合 に限る 。） 又は 旧独占 禁止 法第十 九条 の規 定に違 反する行

為（ 新独占禁 止法第 二条 第九 項第一 号に 規定する行 為に相 当するも のに限 る。 ）につ いて 旧独占禁止 法第 二十条 の規 定に よる命 令を 受けたこと

が ある とき（ 当該 命令が 確定 して いる場 合に 限る。 ）若しくは 旧独占禁 止法第 六十 六条 第四項 の規 定による審 決（ 原処 分 の全 部を取 り消 す場合

のものに限 る。）を受けたことが ある とき（ 当該 審決が 確定 して いる場 合に 限る。 ）は 、当該審決 又は 命令を 新独占禁 止法第 二十 条の二 の規 定
による命令 であ って確 定し ているものとみ なす。

新独占禁止 法第 二十 条の三 の規 定の適用に つい ては、 当該 事業者が、 同条 に規定 する 違反行 為に 係る 事件に つい て新独占禁 止法第 四十 七条 第

一 項第四号に 掲げ る処 分が最 初に行われ た日から さかのぼ り十 年以 内（ 当該処 分が 行われ なか った ときは 、当該事業 者が 当該違 反行 為に ついて

事 前通 知を 受けた 日か ら さか のぼ り十年 以内 ）に 、平成 十八 年一 月改正前独占禁止 法第 十九 条の規 定に 違反する行 為（新 独占 禁止 法第二 条第九

項第 二号に 規定 する行 為に 相当するも のに 限る。 ）に つい て平成 十八 年一月 改正前独占禁止 法第 四十八 条第 四項、 第五十三 条の三 若し くは第 五

十四条の 規定に よる 審決を 受け たこ とがあ ると き（ 当該審 決が 確定し ている場合 に限 る。 ）又は 旧独占禁止 法第 十九 条の規 定に 違反する行 為（

新 独占禁 止法第二条 第九 項第 二号に 規定 する行 為に 相当 するも のに 限る。 ）に つい て旧独占禁 止法第 二十 条の 規定に よる 命令を 受け たこと があ

る とき （ 当該 命令 が 確 定して いる 場合に 限る 。） 若しく は旧 独占禁 止法第六 十六条 第四 項の規 定に よる 審決（ 原処 分の全 部を 取 り消 す場 合のも

のに限 る。 ）を 受けたこと がある とき （ 当該審決が 確 定して いる 場合 に限る 。）は、当該審 決又は 命令 を新 独占禁 止法第二十 条の 三の 規定に よ
る命 令であ って 確定 しているも のと み なす。

新独占禁 止法第 二十 条の四 の規 定の 適用に つい ては、 当該 事業 者が、 同条 に規定 する 違反 行為に 係る 事件に つい て新独占禁 止法第四十 七条 第

一 項第 四号に 掲げ る処 分が最 初に 行われ た日から さかのぼ り十年以 内（ 当該処 分が 行わ れなか った ときは 、当該事 業者が 当該 違反行 為に ついて

事前通 知を 受けた 日か ら さかのぼ り十 年以内 ）に 、平 成十八 年一 月改正前独占禁 止法第 十九 条の規 定に 違反する行 為（ 新独占 禁止 法第二 条第九

項第 三号に 規定 する 行為に 相当 するも のに 限る 。）に つい て平成 十八 年一 月改正前独占禁止 法第 四十八 条第 四項 、第五十三 条の三 若し くは 第五

十四条の 規定による 審決を受け たこ とが あると き（ 当該審 決が 確定し ている場 合に限 る。 ）又は 旧独占禁 止法第 十九 条の規 定に 違反 する行 為（

新 独占禁 止法第二 条第九 項第 三号 に規定 する 行為に 相当 するも のに 限る 。）に つい て旧独占禁 止法第二十 条の 規定に よる 命令を 受け たこ とがあ

る とき （ 当該命令 が 確 定し ている 場合 に限る 。） 若しく は旧 独占 禁止法第六 十六条 第四 項の 規定に よる 審決（ 原処 分の全 部を 取 り消 す場 合のも

のに 限る。 ）を 受けたこと があ るとき （ 当該審決が 確 定し ている 場合 に限る 。）は、 当該審 決又は命令 を新 独占禁 止法第二 十条の 四の 規定に よ
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４

る命 令であ って 確定 しているも のとみ なす。

新独占禁 止法第 二十 条の五 の規 定の適用に つい ては、 当該 事業 者が、 同条 に規定 する 違反 行為に 係る 事件に つい て新独占禁 止法第四十 七条 第

一 項第 四号に 掲げ る処 分が最 初に 行われ た日から さかのぼ り十 年以 内（ 当該処 分が 行わ れなか った ときは 、当該事 業者が 当該 違反行 為に ついて

事前通 知を 受けた 日か ら さかのぼ り十 年以内 ）に 、平成 十八 年一 月改正前独占禁止 法第 十九 条の規 定に 違反する行 為（ 新独占 禁止 法第二 条第九

項第 四号に 規定 する行 為に 相当 するも のに 限る。 ）に つい て平成 十八 年一月 改正前独占禁止 法第 四十八 条第 四項 、第五十三 条の三 若し くは 第五

十四条の 規定に よる 審決を受け たこ とがあ ると き（ 当該審 決が 確定し ている場 合に限 る。 ）又は 旧独占禁 止法第 十九 条の規 定に 違反 する行 為（

新 独占禁 止法第二 条第九 項第 四号に 規定 する 行為に 相当 するも のに 限る 。）に つい て旧独占禁 止法第二十 条の 規定に よる 命令を 受け たこ とがあ

る とき （ 当該命令 が 確 定して いる 場合に 限る 。） 若しく は旧 独占 禁止法第六 十六条 第四 項の 規定に よる 審決（ 原処 分の全 部を 取 り消 す場 合のも

のに 限る。 ）を 受けたこと がある とき （ 当該審決が 確 定し ている 場合 に限る 。）は、 当該審 決又は命令 を新 独占禁 止法第二 十条の 五の 規定に よ
る命 令であ って 確定 しているも のと み なす。

新独占 禁止 法第 八十三 条の 四か ら第八 十三 条の七 まで の規定は、 施行 日以後に提 起され た訴 えに ついて 適用 し、施 行日 前に 提起された

（ 文書提出命 令の特則 につい ての 経過措置）
第十五条
訴えについ ては 、な お従前 の例による。

（ 求意 見制度 につ いての 経過 措置 ）
（ 略）

新独占 禁止 法第 八十四条第 二項に おい て準用 する 同条 第一項 の規 定は、附則 第一 条ただし書に規定 する 規定 の施行 の日 以後に 提起 され た訴え

第十六 条
２

に お いて 相殺 のために裁判上 主 張された 私的独 占の 禁止及 び公 正取引 の確保に 関 する 法律 第二十 五条 の規 定による損 害賠償 の請 求に ついて 適用

し 、同日 前に 提起 された 訴えに お いて相 殺の ために 裁判 上 主張 され た同 条の規 定に よる損 害賠 償の 請求に つい ては、 なお 従前の 例に よる 。

- 50 -

○

法令の 規定によ り担保 若し くは保 証と して 、又は 公職 選挙 法（昭 和二 十五年 法律 第百号 ）の 規定に より 、第 二条第 一項第一号 か

社 債、株 式等の 振替 に関す る法律（平 成十三年法律 第 七十五号）

第 二百七十八 条

ら第十号ま で及び 第十 一号 に掲げ るも ので振 替機関が 取 り扱 うも の（ 以 下こ の条 に おい て「 振替債」と いう。 ）の 供託 をしよ うと する者 は、 主

務 省令で定 める とこ ろ によ り、 供託所 （ 供 託法（明治 三十 二年法 律第 十五号）第 一条 に 規定 する 供託所 をい う。 以下こ の条 に おい て同じ。 ）に

供託 書を 提出し 、か つ、 当該振 替債につい て振 替口 座簿の 供託 所の口 座の 第六 十九条 第二 項第一 号 イ（第 百十三 条、 第百十 五条 、第 百十七 条、

第 百十八 条、 第百 二十条 、第 百二十 一条 、第 百二十 二条 、第百 二十 四条 及び第 百二 十七条 に お いて 準用 する場 合を含 む。 ）又は 第九 十二 条第二

項第一 号に 規定する保 有欄に 増額 又は 増加の記載 又は記 録を する ために 第七 十条第 一項（第 百十三 条、 第百十 五条 、第百十七 条、 第百十 八条 、

第百 二十条 、第 百二十 一条 、第 百二十 二条 、第百 二十 四条 及び第 百二 十七条 に お いて 準用 する場 合を含 む。 ）又は 第九 十五条第一 項の 振替の 申
請を しなければ なら ない 。
（略）

行政 手続等にお ける 情報通 信の 技術の 利用 に関す る法律（ 平成十四年 法律 第百五 十一号）

２ ～５

○

こ の法律に お いて 、次の 各号 に掲げ る用 語の 意義は 、当該各号 に定 める とこ ろによる。

（ 定義 ）
第二条

処 分通知 等 処 分（ 行政庁 の処 分そ の他 公 権力 の行使に 当 たる行 為を いう 。）の通知 その他 の法令の 規定に 基づ き行 政機関 等が 行う通 知（

一～ 六 （ 略）
七

（ 略）

不特定 の者に 対し て行うもの 及び 裁判 手 続等に おい て行 うも のを除 く。 ）をい う。
八～十
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行政 機関 等は、処 分通知等 のう ち当該処 分通知 等に関 する 他 の 法令の 規定によ り書面 等に より行 うこ ととし ているも のにつ いては、当該

（ 電 子情報処 理組織による処 分通知 等）
第 四条

法令の 規定にかか わら ず、 主務 省令で 定める とこ ろによ り、 電子情報処 理組 織（ 行 政機関等 の使用 に係る電子 計算 機と 処 分通 知等を受け る者 の

使用 に係る 電子 計算 機とを 電気 通信回線で 接続し た電 子情報処理 組織をいう。）を使用して 行うことが でき る。
（ 略）

民 事 訴訟法 （平 成八年 法律 第百九 号）

２～ ４

○

次に 掲げ る事由 につき 疎明 があ った場合に は、 裁判所 は、 当該 当事者 の申 立てに より 、決定 で、 当該 訴訟記 録中 当該秘 密が 記載 され

（ 秘密保 護の ための 閲覧 等の制限）
第九十 二条

、又は 記録 され た部分 の閲覧若し くは 謄写 、その 正本 、謄本 若し くは 抄本の交 付 又はそ の複 製（ 以 下「秘密 記載部 分の 閲覧等」と いう。）の 請

訴訟記録 中に 当事者 の私 生活に つい ての重 大な秘密が記載 され 、又は 記録 されて おり 、か つ、第 三者が秘密 記載 部分 の閲覧 等を 行うこ とに

求を することが でき る者を 当事 者に 限るこ とが できる 。
一

よ り、 その当事者が社 会生活 を営 むのに 著し い支 障を 生 ずる おそれ があ ること 。

二 訴 訟記 録中に 当事 者が 保有する営 業秘密（ 不 正競 争防止 法第 二条第 六項に規 定する 営業秘密を いう。第百 三十 二条 の二第 一項第三号及び 第

（略）

二項に おい て同じ。 ）が記 載され、又は記 録されているこ と。
２～ ５

（送達 実施 機関）
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送 達は 、特別 の定 めがあ る場 合を 除き、郵便 又は執 行官によ ってする。

郵便による送達にあ っては 、郵 便の業務に 従事 する者 を送 達を する者 とする。

第九 十九条
２

送達は、特 別の 定めがある 場合 を除き 、送 達を 受ける べき 者に送 達す べき 書類を 交 付してする。

（交 付 送達 の原則 ）
第 百 一条

（ 送達場 所）

送 達は 、送 達を受ける べき者 の住所、居所、 営業所又は事務 所（ 以下こ の節 に おい て「 住所 等」と いう。）に おい てする。た だし 、法

前項に定める場 所が知 れな いと き、又はそ の場所 に お いて 送達を する のに支 障が ある ときは 、送 達は、 送達を受けるべき者が雇用 、委任 その

定代 理人に 対する送達は、 本人の 営業所又は事務 所に おい てもするこ とができる 。

第 百三 条

２

他 の法律上 の 行為に 基づ き就 業する 他 人 の住所 等（ 以下 「就業場所 」とい う。 ）に おいて することが でき る。 送達を 受け るべき 者（ 次条第 一項
に 規定 する者 を除 く。 ）が就 業場 所に お いて 送達を受け る旨 の申述をし たと きも、 同様とする 。

前 二条の 規定にかか わら ず、 送達を 受け るべき 者で 日本国内に 住所 等を有 すること が明ら かで ないも の（ 前条第 一項前段 の規定による

（出 会送達 ）
第百 五条

届 出を した者 を除 く。）に対 する 送達は 、そ の者に 出会 った場所に おい てすること ができる。 日本国内に 住所 等を 有すること が明ら か な者又は
同項前 段の 規定に よる 届出 をした 者が 送達を 受け るこ とを拒 まな いとき も、 同様とする 。

就 業場 所以外 の送 達をす べき 場所 に おい て送 達を受ける べき 者に出 会わ ないと きは 、使用 人そ の他 の従業 者又は同居 者であ っ て、書類

（補 充送 達及 び差置 送達 ）
第 百六条

の 受領につ いて相 当のわき まえのある ものに 書類 を交 付 すること ができ る。郵便の 業務 に従 事する 者が 日本郵 便株 式会社 の営 業所 に おい て書類
を交 付すべきと きも、 同様とする。
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２

３

就業場 所（ 第百 四条第 一項前段の 規定による届出 に係る場所 が就 業場 所であ る場 合を含 む。 ）に おいて 送達を受け るべき者に 出会わ な い場合

に お いて 、第 百三条 第二 項の他 人又はそ の法定 代理 人若し くは 使用 人その他 の 従業者 であ って 、書類 の受 領につ いて 相当 のわき まえ のある もの
が 書類 の交 付を 受けるこ とを 拒ま ないと きは 、これら の 者に書類を 交 付 するこ とが でき る。

送 達を 受ける べき 者又は 第一 項前 段の規 定に より書類 の交 付を受け るべき者が 正当 な理由 なくこれ を受け るこ とを 拒んだとき は、送 達を すべ
き場 所に書類を 差し置 くこ とが できる 。

（ 外国に おけ る送 達）

第 百八 条 外 国に おい てすべき送 達は、 裁判 長が その国 の管 轄官庁又は その国に駐在 する日本 の大 使、 公使若しく は 領事に嘱 託し てする 。
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（送 達報 告書）

送 達をし た者 は、 書面を 作成 し、送 達に 関 する事項を記 載して 、こ れを 裁判所 に提 出しなけれ ばなら ない 。

不正 競争 防止法 （平 成五年 法律 第四十 七号）

第 百九条

○

（ 略）

（ 定義 ）
第二条

こ の 法律に おい て「 営業秘 密」 とは、秘密 とし て管理 され ている 生産 方法 、販売 方法 その他 の事 業活 動に有 用 な技術上 又は 営業上 の情報であ

２～ ５ （ 略）
６

（ 略）

っ て、 公然と 知ら れてい ない ものをいう。
７～
10

○ 行 政手 続法（ 平成五年法律 第八 十八 号）

（審 査基準 ）

行政 庁は 、審 査基準を定 めるに 当た っては、許 認可 等の性 質に 照ら してできる 限り具 体的 なものとし なけ ればなら な い。

行政庁 は、審査 基準を 定めるものとする。

２

行 政庁は、行 政上 特別の支障があ るとき を除 き、法令に より 申請の提出 先とされて いる機関の 事務 所に おける 備付け その他 の 適当な方法によ

第五条

３
り審 査基準を公にして おか なけ ればなら な い。

行政 庁は 、申 請がそ の事務所に 到達 してから 当該申 請に対 する 処 分をする までに通常 要す べき標 準的 な期 間（ 法令に より当該行 政庁 と異

（ 標準処 理期 間）
第 六条

なる機関が 当該 申請の提出 先とされて いる 場合は 、併せて、 当該 申請が 当該 提出 先とされて いる機関の 事務 所に到 達し てから 当該 行政 庁の事務

所に 到達 するま でに 通常要 すべき標 準的な期間 ）を定 める よう 努める とと もに、これ を定め たと きは 、これら の 当該申 請の提出 先とされて いる
機関の事務所 に おけ る 備 付け その他 の適 当な方 法に より 公にし ておか なけ れば なら な い。

行 政庁 は、 申請が その 事務所 に到 達し たとき は遅滞 なく 当該 申請の審査を開 始しなけれ ばなら ず、かつ 、申請 書の記載事 項に 不備が ない

（申請に対 する 審査、 応答 ）
第七 条

こと 、申 請書に必要 な書類が 添 付されて いるこ と、 申請を することが でき る期 間内に され たもの であ るこ とその他 の 法令に 定められ た申請 の形

式上 の要件に 適合 しない 申請につ いては 、速 やかに 、申 請をし た者（ 以 下「申 請者」とい う。 ）に 対し相 当の期間を 定め て当該申請 の補 正を求
め、又は 当該申請によ り求 められ た許 認可等を拒 否しなけれ ばなら ない 。
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（ 理由 の提示 ）

行政 庁は 、申請によ り求められ た許 認可等を拒 否する 処 分をする場合は、 申請者に対 し、 同時に 、当該処 分 の理由を 示さなけれ ばなら な

前項 本文 に規 定する 処 分を書面 ですると きは、 同項 の理由 は、 書面により 示さ なけれ ばなら ない 。

きにこれ を示せ ば足 りる 。

って 、当該 申請がこれらに 適合 しないこと が申請 書の記載 又は 添 付書類 その他 の 申請 の内容から 明らか であ ると きは、 申請者の求 めが あ ったと

い。た だし 、法令 に定 めら れた許 認可 等の要 件又は公に され た審 査基準が数量的指標そ の他 の客観 的指標によ り明 確に 定めら れて いる場 合であ

第 八条

２

（情報 の提 供）

行政庁 は、 申請者 の求 めに 応じ 、 当該 申請に 係る 審査 の進行状況 及び当該申 請に 対する 処 分 の時期 の見 通し を示す よう 努めなけれ ばなら

行 政庁は 、申 請を しようとする者又は申 請者 の求めに応じ 、申 請書 の記 載及び 添付 書類に 関 する事項 その他 の 申請に 必要 な情報 の提 供に 努め

な い。

第九 条

２
なけれ ばなら な い。

行政 庁は 、申請に対 する 処 分であ っ て、申 請者 以外 の者の 利害を考慮 すべきこ とが 当該法令に お いて 許認可 等の要件とされ ているものを

（ 公 聴会 の開 催 等）
第 十条

行う場 合に は、必要に 応じ 、公聴 会の開催 そ の他 の適 当な方 法に より当該申 請者 以外 の 者の 意見を 聴く 機会を 設け るよ う努め なけ ればなら な い。

（複 数の 行政 庁が関 与する処 分 ）

行 政庁 は、申 請の処理を する に 当たり、他 の 行政庁 に お いて 同一の 申請者から され た関連 する 申請が審査 中であるこ とを もっ て自ら す

一の申 請又は同一 の申 請者から された 相互に 関連 する 複数の 申請に対する処 分につ いて 複数 の行政 庁が 関与する場 合に おいては、 当該複 数の

べき許 認可 等をするか どうかにつ いて の審査 又は 判断を 殊更 に遅 延させ るよ うなこ とを しては なら ない 。

第 十一条

２
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行政 庁は、 必要 に応じ 、相 互に 連絡を とり 、当該申請者か ら の説明の 聴取 を共同 して 行う等によ り審 査の促 進に 努める ものとする。

（ 処 分 の基準 ）
行政庁 は、処 分基 準を 定め 、かつ 、こ れを公にし ておくよう 努め なけれ ばなら な い。

行政庁 は、処 分基 準を 定めるに 当たっ ては、 不利 益処 分の性 質に 照らし てできる 限り具 体的 なものとし なけ ればなら な い。

第十二 条
２

（ 不利益処 分をし ようと する 場合の 手続 ）

行 政庁 は、 不利益処 分をしよ うと する 場合に は、 次の 各号 の 区分に従い 、こ の章の 定めるとこ ろに より 、当該 不利 益処 分の名あて 人と

許認 可等を取 り消 す 不利 益処 分をし ようと する とき 。

聴聞

イ

イに規定 する もの のほか 、名あて人 の資 格又は地位を直 接には く奪 する 不利益処 分をしよ うと する とき。

次の いずれ かに 該当すると き

ロ

名あて 人が 法人である 場合に おけ るそ の役 員 の解任を命 ずる 不利 益処 分 、名あて人 の業務に 従事する者 の解任 を命 ずる不 利益処 分 又は名
あて 人の会 員である 者の除 名を 命ずる不利 益処 分をし ようとする とき 。

弁 明の 機会の 付与

イか らハ までに 掲げ る場合 以外 の場 合であ って 行政 庁が相 当と 認める とき 。
前 号 イか らニ までの いず れに も該当しな いとき

一

法令 上 必要とされる 資格が なか ったこと又は失われる に至 ったこ とが 判明 した場 合に 必ずするこ とと されて いる 不利益処 分であ って、 その

公益上 、緊 急に 不利益処 分をする 必要 があ るため 、前 項に規 定する意 見陳述 のた めの手 続を 執るこ とが でき ないと き。

次 の各号 のい ずれ かに 該当すると きは、前項 の規 定は、 適用 しない 。

二

ニ

ハ

一

なる べき者 につ いて、 当該 各号に 定める意 見陳述 のた めの 手続を 執ら なけれ ばなら な い。

第 十三 条

２

二

施設若しくは設備 の設置、維持若しくは管理 又は 物の製造、 販売 その他 の取 扱いについ て遵 守すべき事 項が 法令に おい て技術 的な 基準を も

直 接証 明されたも のを しよ うとすると き。

資 格の不存在 又は 喪 失の 事実が裁判所の判 決 書又は 決定 書、一定の 職に 就いたこと を証する 当該任 命権者 の書類 その他 の 客観 的な資 料に より

三

- 57 -

って 明確にされ ている場合 に お いて、 専ら 当該 基準が 充足 されて いな いこ とを理由と して当該基 準に 従うべきこ とを命 ずる 不利 益処 分であ っ

納 付すべき金 銭の額を確 定し 、一定 の額 の金銭 の納 付を命じ 、 又は 金銭の 給付 決定 の取消 しそ の他 の 金銭 の給 付を制 限する不利 益処 分をし

て その不充足 の事実が 計 測、実 験そ の他 客観的 な認 定方法によ って 確認された ものを しよ うと すると き。
四

当該不 利益処 分の性 質上 、 それに よっ て課される 義務 の内容が著 しく軽 微なもの である ため 名あて 人と なる べき者 の意 見をあ らか じ め 聴く

ようと する とき。
五
こと を要 しな いものとし て政令 で定 める処 分を しよ うとすると き。

（ 不利 益処 分の理由 の提示）

行政 庁は、 不利 益処 分をする場 合には 、そ の名あて人に対 し、同 時に 、当該 不利 益処 分の理由を 示さなけれ ばなら ない 。た だし、 当該

不 利益処 分を 書面 でするとき は、前二 項の理由は 、書面によ り示さ なけ れば なら な い。

が ある ときを 除き 、処 分後相 当の期間内に、 同項 の理由 を示 さなけ れば なら ない。

行政 庁は 、前項ただし書 の場合 に お いては 、当該名あて人 の所 在が判 明し なく なった とき その他 処 分 後に お いて 理由 を示すこと が困難 な事 情

理由 を示 さない で処 分をす べき 差し 迫った 必要 がある 場合 は、こ の限 りで ない。

第十四条

２

３

（ 聴聞 の 通知 の方式 ）

行 政庁 は、聴聞を 行うに 当た っては、聴聞を 行う べき期 日ま でに相 当な期間 を おい て、 不利益処 分 の名あ て人となるべき 者に 対し、 次

三

二

一

聴聞に 関 する 事務 を所 掌する 組織 の名称 及び 所在地

聴聞 の期 日及 び場所

不利 益処 分の原 因と なる事 実

予定される 不利 益処 分 の内 容及び 根拠 となる 法令 の条 項

前項の 書面に おい ては 、次に掲げ る事 項を教 示し なけ ればなら な い。

四

に掲げ る事 項を書 面に より通知し なけ ればなら な い。

第 十五条

２
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３

一

聴聞 の期日 に出 頭して 意見 を述べ 、及 び証拠書類 又は 証拠 物（ 以 下「 証拠書類等」とい う。 ）を 提出し 、又は聴聞 の期 日へ の出頭に代 えて

聴聞が終 結する時ま での間、 当該不 利益処 分の原因 となる 事実を証 する資 料の 閲覧 を求めるこ とができること 。

陳 述書及 び証拠書類 等を 提出するこ とが できること 。
二

行 政庁 は、不 利益処 分の 名あ て人となる べき 者の所 在が 判明 しない場合 に おい ては 、第 一項の 規定による 通知を、 その者 の氏 名、同 項第 三号

及び 第四号 に掲げる事 項並 びに 当該行 政庁が同項各号 に掲げる事 項を 記載し た書 面を いつで もそ の者に 交 付 する 旨を 当該行 政庁の 事務 所の 掲示

場に 掲示 するこ とに よっ て行うこと ができ る。こ の場合に おい ては、 掲示を始 めた日から 二週間 を経過し たとき に、 当該通 知が その 者に到 達し
た ものと み な す。

前条 第一 項の通 知を 受け た者（ 同条 第三項 後段 の規 定によ り当該通知が到 達し たものとみ なされ る者 を含 む。以 下「 当事者」と いう。

（ 代 理人）
第十 六条

３

２

代理人がそ の資 格を失 った とき は、当該代 理人を 選任 した当事者 は、 書面で その旨を行 政庁 に届 け出なけれ ばなら ない 。

代 理人 の資格は、 書面 で証明 しなけれ ばなら ない 。

代 理人は 、各 自、 当事者 のた めに、 聴聞 に関 する一 切の 行為を すること ができ る。

）は、代 理人を選任 すること ができ る。

４

第十九 条の 規定により 聴聞 を主宰 する 者（ 以下「 主宰 者」と いう。）は 、必要が あると 認めるとき は、 当事 者以外 の者 であって当該不

（ 参加 人）
第十七 条

利益処 分の 根拠 となる 法令 に 照らし当該不 利益処 分に つき 利害関 係を 有するものと認 められ る者（同条 第二 項第 六号に おい て「関 係人」と いう。

２

前 条第 二項か ら第 四項ま での 規定は、前 項の 代理人につ いて 準用 する。こ の場 合に おいて 、同 条第 二項及 び第 四項中 「当事者」とあ るのは、

前項 の規 定に より当該聴聞に関 する 手続に参加 する 者（ 以 下「 参加 人」と いう。）は 、代 理人を 選任 することが でき る。

）に 対し 、当該聴聞 に関 する手 続に 参加 するこ とを 求め、 又は 当該聴聞に 関 する手続に参 加すること を許 可すること ができ る。

３

「参 加人」 と読み替えるも のと する。

- 59 -

当事者 及び当該不 利益処 分が され た場合 に自 己の利 益を 害されるこ とと なる 参加人（ 以 下こ の条及 び第二 十四条第 三項に おい て「当事

（文 書等 の閲覧）
第 十八 条

者等」 とい う。）は、 聴聞 の通知があ った時から 聴聞が 終結 する 時まで の間 、行政 庁に 対し 、当該 事案 につい てし た調 査の結 果に 係る調 書そ の

他 の 当該不 利益処 分の原因 となる事実を証 する資 料の 閲覧 を求めるこ とができる 。こ の場合 に お いて、 行政 庁は 、第三 者の 利益を 害する お それ

２

行 政庁は 、前 二項 の閲覧 につ いて日 時及 び場 所を指 定するこ とができる 。

前項 の規 定は 、当事 者等が聴聞 の期 日に おける 審理 の進行に応じて 必要と なった資料 の閲覧を更 に求 めることを 妨げ ない。

があ ると きその他 正 当な 理由が ある ときで なけ れば 、その 閲覧 を拒むこと ができ ない 。

３

（ 聴聞 の 主宰）
聴聞は、 行政 庁が 指名する職 員その他 政令で 定める 者が 主宰する。

三

二

一

前 三号に 規定 する者 であ ったことのある 者

第一 号に 規定する者 の代理 人又は 次条第三 項に 規定 する補 佐人

前号に 規定 する 者の配 偶者 、四親等内 の親 族又は 同居 の親 族

当該聴聞 の 当事者 又は 参加人

次 の各号 のい ずれ かに該 当する者は 、聴聞を 主宰するこ とができ な い。

第 十九条
２

四

参加人 以外 の関 係人

五 第 一号 に規定 する 者の 後見人 、後見監督 人、保 佐 人、保 佐監 督人、補助 人又は補助 監督 人
六

主宰者 は、 最初の 聴聞 の期 日の冒 頭に おいて 、行 政庁 の職員に、 予定される 不利益処 分 の内 容及び 根拠 となる 法令 の条 項並び にそ の原

（ 聴聞 の期日 に おける審 理の 方式 ）
第 二十 条

因と なる事 実を 聴聞 の期日 に出 頭した 者に 対し説明させ なければ なら ない。
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当事者 又は 参加 人は、 聴聞 の期日 に出 頭し て、意 見を 述べ、 及び 証拠 書類等を提 出し、 並び に主 宰者の許可を得て 行政 庁の職 員に 対し 質問を

前 項の場 合に おいて 、当事者又は参 加人は、主 宰者 の許可を得 て、補佐人とと もに 出頭するこ とができる 。

２

３

主 宰者 は、聴聞 の期日に おい て必要があ ると 認める とき は、 当事者 若し くは参 加人に対 し質問 を発 し、意 見の陳述 若しく は証拠書類 等の提出

発するこ とが できる 。

４

５

聴聞 の期 日に おける 審理は、行 政庁が公開 すること を相当と認 める ときを 除き 、公開 しな い。

主宰 者は、 当事 者又は参加 人の一部が 出頭しな いとき であ っても 、聴聞 の期日に おけ る審理を行 うこ とができる 。

を促 し、又は行 政庁の 職員に対 し説明 を求 めるこ とが でき る。

６

（陳 述書等 の提 出）

当事者 又は参 加人は、 聴聞 の期日 への出 頭に 代え て、主 宰者 に対し 、聴聞 の期日ま でに 陳述書 及び 証拠 書類等を提 出すること ができ

主 宰者は 、聴聞 の期日に 出頭した者 に対 し、 その求 めに 応じて 、前 項の陳述書 及び 証拠書類等を示すこと ができる。

る。

第二 十一 条

２

（ 続 行期日 の指 定）

主宰者 は、 聴聞 の期日 に おける審 理の 結果、 なお 聴聞 を 続行 する 必要が ある と認 めると きは 、さら に新 たな期 日を 定めること ができ

第十 五条 第三項 の規 定は、前項 本文の場合 に お いて、 当事 者又は 参加 人の所在が 判明 しない とき に おける通 知の 方法に つい て準用 する 。こ の

聴聞 の期日 に出 頭し た当事 者及 び参加 人に 対し ては、 当該 聴聞 の期日 に お いてこ れを 告知すれば 足りる 。

前 項の場合に おい ては 、当事 者及 び参加 人に 対し 、あら かじ め、次 回の 聴聞 の期日 及び場所を 書面により通知しなければ なら ない。 ただし、

る。

第二 十 二 条

２

３

場 合に お いて 、同 条第三 項中 「不 利益処 分の 名あて 人と なるべき者」と あるのは「 当事者 又は 参加 人」と 、「 掲示を 始め た日か ら 二週間 を経過

し たと き」 とある のは 「掲 示を始 めた 日から 二週 間を経過し たと き（同 一の 当事者 又は 参加 人に対 する 二回目 以降 の通知にあ っては、掲 示を 始
めた 日の翌 日）」と読み替 える ものと する 。
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（ 当事者 の不出頭等 の場 合に おける 聴聞 の終結 ）

主宰 者は、 当事 者の全 部若しく は一部が正 当な理由 なく聴聞 の期 日に 出頭せず、かつ 、第二 十一 条第一 項に 規定 する陳 述書 若しく は

主宰 者は、 前項に規 定する 場合 のほか 、当 事者 の全部 又は 一部が 聴聞 の期 日に出 頭せ ず、か つ、 第二 十一条 第一 項に規 定する陳述 書又は証拠

証拠 書類等を提 出する 機会 を与 えるこ となく、聴聞を 終結 するこ とが できる 。

証拠書類等を提出 しな い場 合、又は参 加人の 全部 若しく は一 部が 聴聞 の期日 に出頭しな い場 合には 、こ れら の 者に 対し 改めて 意見 を述べ 、及 び

第 二十 三条

２

書類等を 提出 しな い場合 に お いて、これら の 者の聴聞 の期日へ の出 頭が 相当期 間引 き 続き 見込 めな いとき は、これら の者 に対し 、期 限を 定めて

陳 述書 及び 証拠書類等 の提出 を求 め、当該期 限が 到来し たと きに 聴聞を 終結 するこ とと することが でき る。

（聴聞調 書及び報告 書）

主宰者 は、 聴聞 の審理 の経過を記 載し た調 書を作 成し 、当該 調書に お いて、 不利 益処 分 の原 因となる事 実に 対する 当事 者及び 参加 人

当事者 又は参 加人は、 第一項 の調 書及び 前項 の報 告書の 閲覧 を求めるこ とができる 。

告 書を 作成し 、第 一項の調書とと もに行 政庁 に提出 しなけれ ばなら ない 。

主宰 者は 、聴聞 の終 結後速 やか に、 不利益処 分 の原因 となる事 実に対 する 当事者 等の 主張に理由 があ るかど うか につい ての 意見 を記載 した報

なけ ればなら な い。

前 項の調書は 、聴聞 の期日に おけ る審 理が行われ た場合 には 各期日 ごと に、 当該審 理が 行われ なか った場合に は聴聞 の終 結後速や かに作 成し

の陳述 の要旨 を明らか にして おか なけれ ばなら な い。

第 二十四条

２

３

４

行政 庁は、 聴聞 の終結 後に 生じ た事情 にか んがみ 必要 があ ると認 める ときは 、主 宰者に 対し 、前 条第三 項の 規定に より提出 された報

（ 聴聞 の再開 ）
第 二十五条

告 書を 返戻 して聴聞 の再開 を命ずるこ とができる 。第二 十二 条第 二項本文及 び第三 項の 規定は、こ の場 合につ いて 準用 する。
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行政庁 は、 不利益処 分 の決定をすると きは、 第二 十四条第一 項の調書の 内容 及び 同条第 三項 の報告 書に 記載された 主宰 者の意 見を 十

（聴聞を経 てされる 不利益処 分 の決定 ）
第二 十六 条
分に参 酌してこれ をしなけれ ばなら ない 。

（ 不 服申 立 て の 制限 ）

行 政庁 又は 主宰者がこ の節の 規定に基づいて した処 分に つい ては 、行政 不服 審査法（昭 和三 十七年 法律 第百六 十号 ）による不 服申 立

聴聞を経 てされた 不利益処 分につい ては 、当事者及 び参 加人は、行 政不 服審査 法に よる 異 議申 立てをすること ができ ない 。た だし、 第十 五条

て を すること ができ ない 。

第二 十七 条

２

第三 項後段 の規 定によ り当該通知が到 達し たものとみ なされる結 果 当事者の地位を取 得した 者であ って 同項に規定 する 同条 第一項第三号（第 二

十二 条第 三項に おい て準用 する 場合 を含む 。）に掲げ る聴聞 の期日の いず れにも 出頭しなか った 者に ついては、こ の限りで ない 。

（ 役 員 等の解任等を命 ずる不 利益処 分を しよ うと する場 合の 聴聞等 の特 例）

第十 三条 第一 項第一 号ハ に該 当する 不利 益処 分に係る聴聞 に お いて 第十五条第 一項の通知があ った場 合に おけるこ の節の 規定の 適用

前 項の不 利益処 分の うち 名あ て人である 法人の役 員 又は 名あて 人の 業務に 従事 する 者（ 以 下こ の項に おい て「役 員等」と いう。 ）の解任を 命

こと とされて いる者 に限 る。）は、 同項 の通知を受けた 者とみ なす。

につ いては 、名あて 人であ る 法 人の役 員、 名あ て人の 業務 に従 事する 者又は名あ て人 の会員 であ る者（ 当該 処 分に おい て解任し 又は除 名す べき

第二十 八条

２

ずるも のに 係る聴聞が 行わ れた場 合に おいては、 当該 処 分に その 名あて 人が 従わ ないこ とを 理由と して 法令の 規定によ りされ る 当該役 員 等を 解

任 する不利 益処 分に ついては、 第十三 条第 一項 の規定にか かわら ず、 行政 庁は、 当該役 員等につ いて聴聞を 行うことを 要し ない。

（ 弁明の 機会 の付 与の方 式）

弁明 は、 行政庁が口 頭で するこ とを 認めた とき を除 き、弁 明を 記載し た書 面（ 以 下「弁明 書」と いう。）を 提出 して するも のと する 。

弁明を する ときは 、証拠書類等を 提出 するこ とが でき る。

第 二十 九条
２
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行 政庁 は 、弁 明書 の提出 期限 （口 頭に よる弁 明の機 会の 付与を行う場合 には 、その 日時 ）までに相 当な期 間を おい て、不 利益処 分の 名

（弁 明の 機会 の付与 の通 知の方 式）
第 三十 条

二

一

弁明 書の提出 先及び提出期限（ 口 頭による弁明 の機会の付 与を 行う場合に は、 その旨 並び に出 頭すべき日 時及び場所 ）

不利 益処 分 の原 因と なる事 実

予定される 不利益処 分 の内 容及び 根拠 となる 法令 の条 項

あて人となるべき 者に 対し 、次に 掲げ る事項を書 面によ り通 知し なけれ ばなら ない 。

三

（聴聞に関 する 手続の 準用 ）

第 十五条第三 項及 び第 十六条 の規 定は、弁明 の機会の付 与に ついて 準用 する 。こ の場合 に おい て、 第十 五条第 三項 中「第 一項」とあ

行 政 事件 訴訟 法（昭 和三 十七年 法律 第百 三十九 号）

、 「同 条第三 項後段」 とある のは 「第三 十一 条に おいて 準用 する第 十五条第 三項後段」 と読み 替えるも のとする。

る のは「 第三 十条」 と、 「同 項第三号及 び第四号」 とあ るのは 「同 条第三号」 と、 第十六 条第 一項中 「前 条第 一項」 とあ るのは 「第 三十条 」と

第三 十一 条

○

（ 抗告 訴 訟 ）
第三 条 こ の法 律に おいて 「抗 告訴訟」と は、 行政庁 の公 権力 の 行使に関 する不 服の訴訟を いう。
（略）

こ の法律に お いて「 不作 為の違 法確 認の訴え」 とは 、行政 庁が 法令 に基づ く申 請に対 し、 相当 の期間 内に 何らか の処 分又は裁決をす べきであ

２～ ４
５

るにか かわ ら ず、これ をし ないこ とに ついて の違 法の確 認を 求める訴訟をい う。
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６

７

○

こ の法 律に おい て「義 務付けの訴 え」 とは 、次に 掲げ る場合 に お いて 、行政 庁が その処 分又は裁 決をす べき 旨を命 ずることを 求める訴 訟をい

一

行 政庁 に対し 一定 の処 分又は 裁決を求める旨 の法令 に基づく 申請又は審 査請求が された場合に おい て、当該行 政庁がその処 分 又は裁 決を す

行 政庁が 一定 の処 分をす べき である にか かわら ずこ れが されな いと き（ 次号に 掲げ る場合 を除 く。） 。

う。

二
べき である にか かわ ら ずこ れが されな いと き。

こ の 法律に おい て「 差止め の訴 え」と は、 行政 庁が一 定の処 分又は裁 決を すべき でな いにか かわ ら ずこれが され ようと して いる場 合に おい て
、 行政庁がそ の処 分又は 裁決をしては なら な い旨を 命ずること を求 める 訴訟を いう。

裁判 所の土地 管轄は 、犯 罪地又は被 告人 の住所 、居 所若し くは 現在 地による。

刑事 訴訟 法（昭 和二 十三年 法律 第百 三十一 号）

第 二条

② 国 外に 在る 日本船 舶内 で犯し た罪につ いては 、前 項に規 定する地の外、 その 船舶の 船籍 の所在 地又は犯 罪後そ の船 舶の寄 泊し た地 による 。

裁判所は 、こ の法 律に特 別の 定のあ る場 合を 除いては、 何人で も証 人と してこ れを 尋問 するこ とが できる 。

国外 に在る 日本航空 機 内で 犯し た罪に つい ては、 第一 項に規 定する地 の外、 犯罪 後その航空 機の着陸（ 着水を含む 。）した 地による。

第 百四十三条

公務 員又は 公務 員であ つた 者が 知り得 た事 実につ いて 、本人 又は 当該 公務所 から 職務上 の秘 密に 関 する もの であること を申 し立て

③

第百 四十四条

たと きは 、当該監督 官庁 の承諾 が なけれ ば証人とし てこれ を尋問 すること はでき ない 。但 し、当該監 督官庁は、国の 重大な 利益を害 する場 合を
除 いては、承諾を 拒むこ とが でき ない。
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第百 四十五条

左に 掲げる 者が 前条の 申立をし たとき は、 第一号 に掲げる 者につ いてはその 院、 第二号に掲げる 者につ いては内閣 の承諾が なけれ

衆 議院若しく は参議 院の 議員 又はそ の職に在つ た者

ば、 証人とし てこれ を尋問 すること はでき ない 。
一
二 内 閣総 理大臣 その他 の国務大臣又はその 職に 在つた 者

前項の場合 に おい て、衆議 院、参 議院 又は内 閣は 、国 の重大 な利 益を害 する 場合 を除い ては 、承諾 を拒 むこ とができ な い。

何 人も、自己 が刑事 訴追 を受け、又は有 罪判 決を受ける 虞のあ る証 言を拒 むこ とができる 。

②

第 百四十 六条

自己 の配偶 者、 三親等 内の 血族 若しく は二 親等内 の姻 族又は自己 とこ れら の 親族関係があつ た者

何人も 、左に掲げ る者が刑 事訴追 を受け、 又は有 罪判 決を受ける 虞のあ る証 言を 拒むこ とが できる 。

一
自己 の後見人、 後見監督 人又は 保 佐 人

第百四十七 条

二
自 己を 後見人 、後見監督 人又は保 佐 人と する 者

医師 、歯科 医師 、助 産師、 看護 師、弁 護士（外国 法事務弁 護士を 含む 。）、弁理 士、 公証人 、宗 教の職に在 る者又はこ れら の職に

三

第百 四十九 条

在つ た者 は、 業務上 委託 を受け たた め知 り得た 事実 で他 人の秘 密に 関 する ものについ ては 、証 言を拒 むこ とができる 。但 し、本 人が 承諾し た場

合 、証 言の拒 絶が 被告人 のた めのみにする権 利の濫 用と 認められる 場合（被告 人が 本人 である 場合 を除く 。） その他 裁判 所の 規則で 定める事由

証人には 、こ の 法律に特別 の定 のあ る場合 を除 いて、 宣誓をさせ なけ れば なら な い。

がある 場合 は、こ の限 りで ない。

第百 五十 四条

宣 誓の 趣旨を 理解 することが でき ない者 は、 宣誓をさせ ない で、こ れを 尋問し なけ れば なら な い。

前項に 掲げ る者が 宣誓をし たとき でも 、その 供述は、 証言と して の効力 を 妨げられ ない 。

第 百五 十 五 条
②
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第百 五十 六条

証人には 、その 実験した事 実に より推測し た事 項を 供述させることが でき る。

前 項の供 述は 、鑑定に属 するも ので も、 証言と して の効力 を 妨げら れない 。

裁判所 は、学識 経験のある 者に鑑 定を 命ずること ができる。

②

第百 六十五条

鑑 定人に は、 宣誓を させ なけ ればなら な い。

国の 利害 に関係 のあ る訴訟 につ いて の法務大臣の権限等に 関する法律 （昭和二十二年法律 第百九十四号）

第 百六十 六条

○

前条 第一 項の訴訟に つい ては、 行政 庁は 、法務 大臣 の指揮を受ける ものと する 。

法務大臣は 、前条 第一 項の訴 訟に つい て、必要が あると 認めるとき は、所部 の職員 でそ の指定 する もの 若しく は訴 訟代理 人に 選任 する弁 護士

第 六条
②

にそ の訴 訟を行わせ 、又は 同項 若し くは同 条第 三項の 規定によ り行政 庁の 指定し 、若しくは 選任 した 者を解任 すること ができる 。

中小 企業 庁 設置 法（昭 和二 十三年 法律 第八 十三号）

（略）

○

第四 条
（略）

公 正取 引委員 会は 、中小 企業 等協 同組合が私 的独占 の禁 止及 び公正取引 の確保 に関 する 法律（ 昭和 二十二 年法 律第 五十四号） 第二十 二条 各号

２ ～７
８
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の要 件を 備える 組合 でないと認 める場 合又は 中 小企業 等協 同組合 の組合員が実質 的に 小規模 の事 業者 でないと認 める場 合に おい て、同 法第 四十

９

輸出入取 引法 （昭和二十 七年法律 第二百九 十九 号）

（ 略）

九条 第五 項の 規定に よる 通知を した とき は、そ の旨 を 中小 企業 庁に 通知し なけ ればなら な い。

○

（ 私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保 に関する法 律の適用除外）

私 的独占 の禁 止及 び公正取引 の確保 に関 する 法律（ 昭和 二十二 年法 律第五十四号） の規定は、 第五条 第一 項の 規定に よる 届出を して

一

次条第 六項 の規定による公示があ つた 後一月 を経過した とき 。（ 同条第 四項 又は第 五項 の規定による請 求に応じ 、 経済産 業大臣が 第五条 第

不 公正な取引 方法を用いると き、又は事 業者 に不公 正な取引方 法に 該当 する行 為を させる ようにするとき 。

（ 略）

を 除く。 ）

二項 又は 第六条（こ れら の 各規 定を 第十一 条第 三項に おい て準用 する 場合 を含む 。以 下こ の章に おい て同じ 。） の規定による処 分をし た場 合

二

だし、次に掲げる場 合は 、こ の限り でな い。

締結 した 協定又は第 十一 条第二 項の 規定に よる 届出 をして 定め た組合 員の遵守す べき 事項及びこ れら に基づ いて する 行為に は、 適用し ない 。た

第三 十三条

２

（略）

（ 略）

２

公 正取引 委員 会は、前条 第一項第一 号に 該当すると 認める 場合 に お いて、私的 独占の 禁止 及び 公正取 引の 確保に 関 する 法 律第四十九 条第五 項

第三 十四条

３

の規定による通知をし ようとする とき は、あ らか じ め、 経済 産業 大臣に 協議しなけ れば なら ない。
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水産業 協同 組合法 （昭 和二 十三年 法律 第二百 四十二号）

４～ ６ （ 略）

○

（ 法 定脱 退 ）

組合員 たる資 格の喪 失

組合 員は、 次の 事由に よつ て脱退 する 。

一
死亡又は解 散

第 二十七 条

二
除名
（略）

三
２ ・３

組合員は 、第九十 六条第 二項で準用 する 第二十 七条 第一 項各号 に掲げる事由に よる ほか、 次条 から第九十 五条 の五ま での 規定に

（ 公正取引 委員 会の排 除措置命令 による脱退）
第九 十五条の二

前条 の場 合につ いては、私 的独占禁 止法第 四十 条から 第四十二条 まで 、第 四十五条、 第四十 七条 から 第四十 九条 まで 、第五十二

よる公正取引 委員会 の確 定し た排除 措置 命令に よつ て脱退 する 。

第九十 五条 の四

条、 第五十 五条 第一 項及び 第三 項から 第五 項ま で、第 五十 六条か ら第 五十 八条ま で、 第五十 九条 第一項 、第 六十 条から 第六 十四条 まで 、第 六十

六条 、第 六十 八条、 第六 十九条 第一 項及 び第二 項、 第七十 条、 第七十 条の 二第 一項か ら第 三項ま で、 第七 十条の 三か ら第七 十条 の五まで、 第七

十 条の 八、第 七十 条の十 二第 二項 、第七 十条 の十五から 第七十 条の 十七 まで、 第七 十条の 十九 から 第七十 条の 二十二 まで 、第 七十五条か ら第八
十二条 まで 並びに 第八 十八 条の規 定を 準用 する。
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（ 東 京 高 等裁 判 所 の 管 轄 権 ）

前条の 規定による 公正取引 委員会 の審 決に係る訴 訟に ついては、 第一 審の裁判権 は、東京高 等裁判 所に 属する。

前 項に 掲げる 訴訟 事件は 、私 的独占禁止 法第 八十七 条第 一項 の規定によ り東京 高等 裁判 所に設 けら れた裁判 官 の合 議体が 取 り扱うも のと する 。

第九十 五条の 五
２

（ 準 用 規 定）
（略）

第九十四条か ら前 条までに規 定する もの のほか、第 十九 条第 三項か ら第 五項ま で、 第十九 条の 二、 第二十 条、 第二十 一条 第一 項本文 及び 第二

第 九 十六 条
２

項か ら第七 項ま で、第 二十 二条か ら第 二十 五条ま で、 第二 十六条 第一 項及び 第四 項並 びに第 二十 七条か ら第 三十一 条の 二ま での規 定は 、組合 の

（略）

組合 員に ついて 準用 する。
３ ～５

第九十 五条 の四に おい て準用 する 私的 独占禁 止法第六十 二条 に お いて読み替 えて準用 する刑 事訴訟 法（ 昭和二十三 年法 律第百 三十

前 項の罪を犯 した者が、審判 手続終了前 であつ て、かつ 、犯罪 の発 覚する 前に 自白したと きは 、その刑を 軽減し 、又は免 除すること ができ る。

処 する。

一号 ）第百 五十 四条 又は第 百六 十六 条の規 定に より宣 誓し た参 考人又は鑑 定人が 虚偽 の陳述 又は 鑑定をした とき は、三 月以上十 年以下 の懲役に

第百三 十二 条

２

次の 各号 の いず れかに 該当 する 者は、一年 以下の 懲役 又は三 百万 円以 下の罰 金に 処 する 。

第九 十五条の四に お いて準用 する私 的独占 禁止 法第四十七 条第一 項第 一号 若しく は第 二項又は第 五十 六条第 一項 の規定による事 件関係 人又

第百 三十三 条
一

第九十 五条の 四に おい て準用 する 私的独占禁 止法第 四十 七条 第一項第二号若し くは 第二 項又は 第五十六条 第一 項の規 定に よる 鑑定人に対 す

は 参考人に対 する 処 分に 違反 して 出頭せ ず、陳述を せず 、若しくは 虚偽 の陳述をし 、又は 報告をせ ず、若しく は虚偽 の報 告を した者
二

る処 分に違 反し て出頭せず 、鑑 定をせ ず、 又は虚 偽の 鑑定をした 者
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三

第九十 五条 の四に おい て準用 する 私的 独占 禁止法第四十七条 第一 項第 三号若しく は第二 項又は第 五十六 条第 一項の 規定による 物件 の所 持者

第九十五条の 四に お いて 準用 する私 的独占禁止 法第 四十七 条第 一項第四号 若し くは 第二項 又は 第五十 六条 第一 項の規 定に よる検 査を 拒み、

に 対する 処 分に違反 して 物件を 提出 しな い者
四
妨げ、 又は 忌避し た者

次の 各号 のいず れか に該当 する 者は 、二十 万円 以下の罰 金に処 する。

第九 十五条の 四に お いて 準用 する私 的独占禁止 法第 四十条 の規 定に よる処 分に 違反し て出 頭せ ず、報 告、 情報若しく は資料を提 出せ ず、又

第九十 五条 の四に おい て準用 する 私的 独占禁 止法第六 十二条 に お いて読み替 えて 準用 する刑 事訴訟 法第 百五十 四条 又は 第百六 十六 条の規 定

中小企 業等 協同 組合法 （昭 和二十四年 法律 第百八 十一号）

による参 考人又は鑑 定人に対する命 令に違 反し て宣誓をし ない 者

二

は 虚偽 の報 告、情報若しくは 資料を提 出した 者

一

第百 三十 四条

○

組合員は、次 の事由に よつて 脱退 する。

（ 法定脱退）
第 十九 条
（ 略）

第百七 条か ら 第 百九条 まで の規定 による公 正取引 委員 会の確 定し た排 除措置 命令

一～三
四
（略）
（略）

五
２ ・３
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公 正取引 委員 会は、 組合（事業協同 小組合を除 く。 ）の 組合員 たる 事業者 でそ の常 時使用 する 従業員 の数が 百人を超 える ものが 実質 的

（ 排 除措置 ）
第百七条

に 小規 模の事 業者 でないと認 める ときは 、こ の法律 の目 的を達 成するた めに、 次条 に規 定する 手続に従い 、そ の事 業者を 組合から 脱退させるこ

前条 の場 合に ついては、私的独占禁 止法第四十 条か ら第四十二 条ま で（ 公 正取 引委員 会の権限 ）、第 四十 五条、 第四十七条 から 第四十

とができる 。

第百 八条

九 条まで 、第 五十 二条、 第五十五条 第一 項及 び第三 項か ら第五 項ま で、 第五十 六条 から第 五十 八条 まで、 第五十九条 第一 項、第 六十 条か ら第六

十 四条 まで 、第六 十六 条、第 六十 八条、 第六 十九 条第一 項及 び第 二項、 第七 十条、 第七 十条 の二第 一項から第 三項まで、 第七 十条 の三か ら第 七

十条 の五ま で、 第七十 条の 八、第 七十 条の 十二第 二項 、第 七十条 の十 五から 第七 十条 の十七 まで 、第七 十条 の十九 から 第七 十条の 二十 二まで（

事実 の報 告、事 件の調査、 排除 措置 命令、審判 、審決 その他事 件処理 の手 続）、 第七 十五条、第 七十 六条（ 雑則 ）、 第七十 七条 から第 八十 二条
ま で並び に第 八十八 条（ 訴訟 ）の規 定を 準用 する。

（ 東京 高等 裁判 所の管 轄権 ）

前条 の規 定による公 正取 引委員 会の審決に 係る 訴訟に つい ては 、第一 審の 裁判権 は、 東京 高等裁判所 に属する。

削除

前項に掲げる訴 訟事 件は、私的 独占 禁止法第八 十七条 第一 項の 規定に より 東京高 等裁判所 に設けられ た裁判 官の 合議体が取 り扱 うものとする。

第百九条
２

第百十 条

第百八 条に おいて 準用 する私 的独占禁 止法第 六十 二条に おい て読み替え て準用 する 刑事 訴訟 法（昭 和二 十三年 法律 第百 三十一 号） 第

前 項の 罪を犯 した 者が、審判 手続 終了前 であ つて、かつ 、犯 罪の発 覚する前に 自白したと きは 、そ の刑を 軽減 し、又は免 除すること ができる 。

百 五十四条又は第 百六十 六条 の規 定によ り宣 誓した 参考 人又は 鑑定 人が 虚偽の陳述 又は鑑 定を した ときは 、三 月以上 十年 以下の 懲役 に処 する。

第 百 十六 条

２
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次 の各号 のい ずれ かに該 当する者 は、一 年以 下の懲役 又は三 百万円 以下 の罰 金に処 する 。

第百 八条 に おい て準用 する 私的 独占 禁止法第四十七条 第一 項第 一号若しく は第二 項又は第 五十六 条第 一項の 規定による事件関係 人又は 参考

第百十七条
一

人に対 する処 分に 違反し て出 頭せ ず、陳 述を せず、 若し くは 虚偽の陳述をし、 又は 報告をせず 、若しくは 虚偽 の報 告をし た者

二 第 百八 条に お いて 準用 する私 的独 占禁止 法第 四十七 条第 一項 第二号 若し くは第 二項 又は 第五十 六条 第一項 の規 定に よる鑑 定人に対する処 分

第百 八条に おい て準用 する 私的 独占禁 止法第四十七条 第一 項第三号若しく は第二 項又は第五十六 条第 一項の 規定による 物件 の所 持者に 対す

に違 反して 出頭せず 、鑑定をせ ず、又は虚 偽の鑑 定を した 者
三

第 百八 条に お いて 準用 する私 的独占 禁止 法第 四十七 条第 一項第四号 若し くは第 二項 又は 第五十 六条 第一項 の規 定による検 査を 拒み、 妨げ 、

る 処 分に 違反 して 物件を 提出 しない 者
四
又は 忌避し た者

次の各号 の いず れかに 該当 する者 は、 二十 万円以 下の罰 金に 処 する。

第 百八条 に お いて 準用 する私 的独占 禁止 法第 四十条 の規 定による処 分に 違反し て出 頭せず 、報 告、 情報若 しく は資料を提 出せず 、又は虚 偽
の報告 、情報若しくは 資料を提出 した 者

第百八 条に おい て準用 する 私的 独占禁 止法第六十 二条 に お いて読み替 えて準用 する刑事 訴訟 法第 百五十 四条 又は第 百六 十六 条の規 定に よる

不当景品類及び 不当 表示 防止法 （昭和三十 七年法律 第百三十四号）

参 考人又は鑑 定人に 対する命令 に違 反し て宣誓をし ない 者

二

一

第 百十八 条

○

（ 略）

（ 協定 又は規 約）
第十一 条
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昭 和二 十二年 法律 第五十四号 （私的独占の禁止 及び 公正取 引の 確保 に関す る法律）（ 昭和二十二 年法律 第五 十四 号）

は、第 一項 の認定を受けた 協定又は規 約及びこれらに基づい てする事業 者又は事業 者団 体の 行為に は、 適用し ない 。

十 条第 二項に おい て準用 する 場合 を含む 。） 、第八 条の 二第一 項及 び第 三項、 第二 十条 第一項 、第 七十条 の十 三第 一項並 びに 第七十 四条 の規定

私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保に 関 する 法 律（昭 和二 十二 年法律 第五十四号 ）第 七条 第一項及び 第二項（同 法第八 条の 二第 二項及 び第 二

２～ ４ （ 略）
５

○

［ 私的 独占 の禁止 及び 公正取 引の 確保 に関 する 法 律の一 部を 改正 する 法 律（ 平成十 七年 法律 第三十 五号 ）の施 行前 ］

第七 条の 二 事 業者が、 不当な取引 制限又は不 当な取 引制 限に 該当する事 項を内 容と する 国際的 協定 若しく は国 際的 契約で 、商 品若し くは 役務 の

対 価に係るも の又は 実質 的に 商品若しく は役 務の供 給量 を制限 することに より その 対価に 影響がある ものをし たとき は、 公正取 引委 員会は 、第

八 章第 二節に 規定 する 手続に 従い 、事業 者に 対し 、当該 行為 の実行とし ての 事業活 動を 行つた 日か ら 当該行為 の実 行とし ての 事業活 動が なく な

る日ま での期間 （ 当該期間 が三年を超 える ときは 、当該行為 の実 行と しての 事業活動が なく なる日から さか のぼつ て三 年間と する 。以 下「実 行

期間 」と いう。 ）に おける 当該 商品 又は役 務の 政令で 定める方 法によ り算 定した売上 額に百 分の 六（ 小売業につ いては 百分 の二 、卸売 業に つい

ては 百分 の一 とする 。）を乗 じて得 た額に相当 する 額の 課徴金を国 庫に納 付すること を命じ なければ なら ない。 ただし、 その額が 五十万円未 満

独占的状態がある とき は、公 正取 引委 員会は 、第 八章第 二節 に規 定する 手続に従い 、事 業者 に対し 、事 業の一 部の 譲渡 その他 当該 商

（ 略）

である ときは 、そ の納 付を命 ずることが でき ない。
②～⑥

第八 条 の 四

品 又は 役務に つい て競争 を回 復させるた めに 必要な 措置 を命ずるこ とが できる 。た だし、 当該 措置 により 、当該事業 者に つき 、その 供給 する商

品若し くは 役務の 供給に要 する費用 の 著しい上 昇をもたら す 程度 に事業 の規 模が縮 小し 、経 理が不 健全に なり 、又は国 際競争 力 の維持が 困難に
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②

なる と認められ る場 合及び 当該 商品又は役 務に ついて 競争 を回復 する に足 りると 認められる 他 の 措置 が講ぜられ る場合 は、こ の限りで ない 。

事業者 は、 不公正 な取 引方 法を用 いては なら ない 。

（略）

第十九 条

公 正取 引委 員会は 、第 三条、 第六 条、 第八条 、第九条第 一項 、第 二項、 第五 項若し くは 第六 項、第 十条 、第十 一条 第一項 、第 十三 条

公正取引委 員会 は、第 三条 、第 六条、 第八 条第一 項又は第 十九条 の規 定に違 反する行 為が既 に なくなつ ていると 認める 場合 に おい て、特に必

）に 対し、 適当 な措置 をと るべき こと を勧 告すること ができる。

当該違 反行 為をし ているもの（ 当該違反 行為が第 八条に 係る もの である とき は、当該事 業者 団体の役 員 及び管 理人 並びに その構成 事業者 を含 む。

、 第十四条、 第十 五条第 一項 、第十 五条 の二 第一項 、第 十六条 第一 項、 第十七 条又は第十 九条 の規 定に違 反する行為があ ると認 める 場合 には、

第 四 十八 条

②

要 がある と認 めると きは 、当該違反 行為を行つ たも の（ 当該違 反行 為が第 八条 第一 項に係るも のであ ると きは 、当該 事業 者団体 の役 員及び 管理
人 並び にその構成 事業 者を含 む。 ）に対 し、 適当 な措置 をと るべき こと を勧 告すること ができ る。

第一項 又は 第二 項の規 定に よる 勧告を 受け たものが 当該勧告を応諾し たとき は、 公正取 引委 員会 は、審 判 手 続を経 ない で当該 勧告と同 趣旨 の

③ （ 略）
④

（略）

審決をするこ とができる 。

第四十 八条 の二

（ 略）

正取引委 員会 に対 し、当該事 件に ついて 、審 判 手続 の開 始を請 求するこ とができる 。

納付命令 に不服があ るものは、 公正取 引委 員会 規則で 定めるとこ ろに より 、課徴 金納 付命令 書の謄本 の送達があ つた日から 三十 日以内に、 公

②～ ④ （ 略）
⑤

⑥
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第五十三条 の三

公 正取引 委員 会は、審判 開始 決定を した 後、被 審人が、審判開 始決 定書記 載の 事実 及び法 律の 適用を 認め て、公 正取 引委 員会に

対し 、そ の後 の審判 手続を経な いで 審決を受け る旨 を文書をも つて 申し出 て、かつ、 当該 違反 行為を 排除 し、若しく は 当該違反 行為が排除 され

たこと を確保 し、 又は 独占的状態に係る 商品 若しく は役 務につ いて 競争 を回復 させ るた めに自らと るべき 具体 的措置に関 する 計画書を提 出した

場合に おい て、適 当と 認め たとき は、 その後 の審 判 手続を経 ない で当該 計画 書記載 の具 体的 措置と 同趣旨 の審 決を することが でき る。

公 正取 引委 員会は 、審 判 手続を経 た後 、第三 条、 第六条 、第 八条 、第九 条第 一項、 第二 項、 第五項 若し くは第 六項 、第十 条、 第十 一

公 正取 引委員 会は 、審 判 手続を経 た後 、審判 開始 決定の 時ま でに第 一項に規 定する 行為 又は 独占的状態に該当 する 事実が なか つた と認める場

用 する 場合を 含む 。）に規定 する 措置を 命じ なけ ればなら な い。

合 に おい て、特に必要が ある と認めると きは、審決をも つて、被審 人に対 し、 第七 条第二 項（ 第八条 の二 第二 項及び 第二 十条第 二項に おい て準

公正取引委 員会 は、審 判 手 続を 経た後 、第 三条、 第六 条、 第八条 第一 項又は 第十 九条 の規定に違 反する 行為が既 に なく なつ ている と認 める場

第十 七条の 二若しくは 第二 十条第 一項 又は 第八条 の四 第一 項に規 定する措置 を命じ なければ なら ない。

あ ると 認める場合 又は 独占的状態がある と認 める 場合に は、審決をもつ て、被審人に対 し、 第七条 第一 項、第 八条 の二第 一項 若し くは第 三項 、

条 第一項 、第 十三 条、第 十四条、第 十五条第 一項、 第十 五条の 二第 一項 、第十 六条 第一項 、第 十七 条若し くは 第十九 条の 規定に 違反 する 行為が

第五十四条

②

③

合、審判開 始決 定の 時までに同 項に 規定する行 為又は 独占 的状 態に該 当する事実があ り、か つ、既に 当該行 為若しくは 独占 的状 態に該 当する事

実が なく なつ ている と認 める場 合（ 前項 の規定によ り審 決をする場 合を除 く。 ）又は 独占 的状 態に該 当する事実があ つて 第八条 の四 第一項ただ

公 正取引 委員 会は、審判 手続を経た 後、 第七条 の二 第一項（第 八条 の三に おい て準用 する 場合 を含む 。）に規定 する 事実がある

し 書に 該当すると 認める 場合 には 、審決をも つて、 その旨を 明らか にし なけれ ばなら な い。

（略）

と認 める とき は、審 決を もつて 、被 審人に対し 、当該違反 行為 に係る 課徴 金を 国庫に 納付 するこ とを 命じ なけれ ばなら ない 。

第五十四条 の二

②
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○

昭和二十二年法律 第五十四 号（ 私的独 占の 禁止及 び公 正取 引の確 保に 関する法律 ）（昭 和二 十二年 法律 第五十四号）

［私 的独占の 禁止及 び公 正取引 の確保に 関 する 法律 の一部を改 正する 法律（平 成二十 一年 法律 第五十 一号 ）の施 行前 ］

事業 者が 、不当 な取 引制 限又は 不当 な取 引制限 に該 当する 事項を内容とする国 際的協 定若しくは 国際 的契 約で次 の各号 のい ずれ かに

商品 又は 役務の 対価に係るもの

供 給量 又は 購入量

一

イ
市場 占有率

商 品又は 役務 につ いて次 のい ずれか を実 質的に制限 することに より その 対価に 影響 するこ とと なる もの

ロ
取引 の相 手方

前 項の規 定は 、事業 者が 、私 的独占（他 の事業 者の 事業活動を 支配 するこ とに よる ものに 限る 。）で 、当該他 の事業 者（ 以下こ の項に お いて

ハ

二

けれ ばなら ない 。た だし 、その 額が 百万円未 満 であ るとき は、 その納 付を 命ずること ができ ない 。

の十（ 小売 業に ついては 百 分の 三、卸 売 業につい ては 百分 の二と する 。）を 乗じ て得 た額に 相当 する 額 の課 徴金を 国庫 に納 付すること を命じ な

（ 当該 行為が商品 又は 役務の 供給を受けるこ とに 係るも のである 場合は 、当該商品 又は 役務 の政令 で定 める方 法に より算 定し た購 入額）に百 分

なくなる 日か ら さかのぼ つて 三年間 とする。 以下「 実行期間」 とい う。 ）に おける 当該商 品又は役 務の政令で 定める 方法により算定 した売上 額

行つ た日から 当該行 為の 実行と して の事業活動が なくなる 日ま での期 間（ 当該期間が 三年を超えると きは 、当該 行為 の実行とし ての 事業活 動が

該当 するも のを したと きは 、公 正取引 委員 会は 、第八 章第 二節に 規定 する 手続に 従い 、当該 事業 者に対 し、 当該 行為の 実行として の事 業活 動を

第七条 の二

②

「被支 配事 業者」とい う。 ）が 供 給する商品 又は 役務 につい て、 次の各号 の いず れかに 該当 するも のを した場 合に 準用 する。こ の場合 に おい て

、前 項中「 当該 商品 又は役 務の 政令で 定める方 法によ り算 定した売上 額（ 当該行 為が 商品又は役 務の供 給を 受け ること に係るもの であ る場 合は

、当該商 品又は役務 の政令で定 める 方法により算定 した購 入額 ）」と ある のは 「当該 事業 者が被 支配 事業 者に供 給し た当該 商品 又は 役務（ 当該

被 支配 事業者が 当該行為 に係る一 定の取 引 分 野に お いて 当該商 品又は役 務を供 給するために必要な商品又は役 務を含 む。 ）及 び当該 一定 の取引

分野に おい て当該 事業 者が 供給し た当該商品 又は 役務（ 当該 被支 配事業 者に 供給し たも のを 除く。 ）の 政令で 定める方 法によ り算 定した売上 額
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」と 、「（ 小売 業に ついては 百 分の三 、卸 売業につい ては 百分の 二と する 。）」 とあ るのは 「（ 当該 事業者が小売業を 営む場合 は 百分 の三 、卸
売業を営 む場 合は 百 分の 二とする。 ）」 と読み 替えるものとする。
そ の対価に係るもの

供給量

一

イ
市場 占有 率

次 のい ずれか を実 質的に制限 することに より その対 価に 影響 するこ とと なるも の

ロ
取引 の相 手方

二

ハ
（略）

第 一項 の規 定によ り課 徴金の 納付を命 ずる場 合に おい て、当該事 業者が 、当該違反 行為 に係る事件につ いて第 四十 七条 第一項第四号に掲げる

③ ・④
⑤
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処 分 又は 第百二 条第 一項に 規定 する 処 分が 最初に行わ れた 日（ 以下こ の条 に おい て「調査開始日」と いう。 ）の一月 前の日（ 当該処 分が行われ

なかつた とき は、当該事 業者が 当該 違反 行為に つい て第 五十条 第六 項に お いて 読み 替えて 準用 する第 四十 九条 第五項 の規 定による通 知（ 次 項及

び 第七 項に お いて 「事 前通知」と いう。 ）を 受け た日の一月 前の日 ）ま でに 当該違 反行 為をや めた 者（ 次項に 該当 する場 合を 除き、 当該 違反 行

為に係る実 行期 間が二 年未 満であ る場 合に 限る。 ）であると きは 、第 一項中 「百 分の十」と あるのは「 百分 の八」 と、 「百分 の三」と あるのは

「百 分の二 ・四」と 、「百 分の 二」 とある のは 「百分 の一 ・六」と、前項 中「百 分の 四」と ある のは 「百分 の三 ・二」 と、 「百 分の一 ・二」と

（略）

ある のは 「百 分の一 」と 、「百 分の一」 とある のは 「百 分の〇 ・八」とする。
⑥ ～⑳

実行期 間の 終了し た日から 三年を 経過 したと きは 、公 正取引 委員 会は、 当該 違反 行為に 係る 課徴金 の納 付を 命ずること ができ ない 。

第七条 の二 第一項 、第 三項か ら第 五項まで、 第七 項から 第十 三項まで、 第十 七項、 第十 八項及び第 二十 一項の 規定は、 第八条 第一 項

「事 業者団 体が 」と、 「当該事 業者に 対し 」とあ るのは「 当該事 業者 団体の構成 事業 者（事 業者 の利益 のた めにする行 為を 行う役 員、 従業員 、

契 約を する 場合に 限る 。） の規定 に違 反する 行為が行わ れた場合 に 準用 する 。こ の場合 に お いて、 第七 条の二 第一 項中「 事業 者が 」とあ るのは

第 一号（ 不当 な取 引制限 に相 当する行為をする場合 に限 る。） 又は 第二号（ 不 当な取引制 限に 該当 する事 項を 内容と する 国際的 協定 又は 国際的

第八 条 の 三

21
○

代理 人その他 の 者が 構成事 業者 である 場合 には 、当該 事業 者を含 む。 以下こ の条 に お いて「特定 事業 者」と いう。）に 対し 」と 、同条 第四 項中

「当該事 業者」とあ るのは「当該特 定事 業者」 と、 同条第 五項 中「 当該事 業者」とあ るのは「 当該特 定事 業者」 と、 「を やめた 者（ 次項に 該当

する場 合を除 き、 当該違 反行 為」 とある のは 「の実 行と しての 事業活動をやめ た者（ 当該違反 行為 の実行とし ての 事業活 動」 と、同 条第 七項中

「納付 すべき事業 者」 とあ るのは 「納 付すべき特 定事業 者」 と、 「当該 事業 者」と ある のは 「当該特定 事業者」と 、「 当該違 反行 為をし た事 業

者」 とある のは 「当該 違反 行為をした 事業 者団体 の特 定事 業者」 と、 「をし てい た」 とある のは 「の実 行と して の事業活動をして いた」と 、同

条第 八項 中「当該事 業者」とあ るのは「当該特 定事 業者」 と、 「又は 第四 項か ら第六 項ま で」と ある のは 「、第 四項 又は第 五項」と 、「当該違

反 行為を した 事業 者」と ある のは「 当該 違反 行為を した 事業者 団体 の特 定事業 者」 と、「をし てい た」と ある のは「 の実 行とし ての 事業活動を

し てい た」 と、同 条第九 項中 「当該違反 行為をし た事業 者」 とあ るのは 「当該違反 行為をし た事業 者団 体の特 定事 業者」 と、 「又は第四 項か ら

第六 項まで」と あるのは「 、第四 項又は第 五項」 と、 「を してい た」 とある のは 「の 実行と して の事業活動をして いた」と 、同条 第十 項及び 第

十一 項中 「事業 者」 とある のは 「特 定事業 者」 と、同 条第 十二 項中「 行つ た事業 者」 とあ るのは 「行 つた特 定事 業者」と、 「当該事業 者が 行つ

た」とあ るのは「当該特 定事 業者が 行つ た」と 、「 、当該事業 者」 とある のは 「、 当該特 定事 業者」 と、 「当該事業 者が した」 とあ るのは 「当

該 事業 者団体がし た」 と、「他 の 事業者」と ある のは「他 の特定事 業者」と 、「第 一項に規定 する 違反 行為を する 」とあ るのは「当該違 反行 為

の実行とし ての 事業活 動を 行う」 と、 「を やめる 」と あるのは「 の実 行とし ての 事業活 動を やめる 」と 、同 条第十 三項 中「事 業者」と あるのは

「特 定事業 者」 と、 「した 違反 行為」とあ るのは「行 つた 同項第一号 の規 定による報 告」と 、同 条第 十七項及び 第十八 項中 「第 四項か ら第 六項

事業者 は、 不公 正な取 引方 法を用 いては なら ない 。

まで 、第 八項 、第九 項又は第十 四項」と あるのは「 第四 項、第 五項 、第八 項又は第九 項」 と読み替えるも のとする。

第十九 条

前 条の規 定に 違反する行 為があ ると きは 、公正取引 委員会 は、 第八 章第二節に 規定する手 続に 従い、 当該 行為の 差止 め、契約条 項の 削

第 七条 第二項 の規 定は、前条 の規 定に違 反する行為 に準用 する。

除 その他 当該 行為を排除 する ために必要 な措置を命 ずることが でき る。

第二 十条

②
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第六 十六条

（ 略）

（略）

公 正取引 委員 会は、前項 の規定によ り原 処 分の 全部 又は一 部を 取 り消 す場 合に おい て、当該原 処 分の 時ま でに第 三条 、第 六条、 第八 条第一 項

②・ ③
④

、第九 条第 一項若しく は第 二項、 第十 条第一 項、 第十一 条第 一項 、第十 三条 、第十 四条 、第 十五条 第一 項、第 十五条の 二第一 項、 第十六 条第 一

項、 第十七 条又は第十 九条 の規 定に違 反する行為があ り、かつ、 当該 原処 分 の時に お いて既 に 当該行為が なくな つていると 認める とき は、審決
で、 その旨を明らか にし なけれ ばなら ない 。
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