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「独占禁止法審査手続に関する指針」（案）に対する意見書 
 

２０１５年（平成２７年）７月２４日 
日本弁護士連合会 

 
独占禁止法審査手続に関する指針（案）（以下「本指針（案）」という。）は，以下

に述べるように重大な問題を含んでいる。 
 １ ２０１３年（平成２５年）改正法附則第１６条は，「事件関係人が十分な防御

を行うことを確保する観点から検討を行い，公布後１年を目途に結論を得て，

必要があれば所要の措置を講ずるものとする」と規定し，衆議院経済産業委員

会の２０１３年１１月２０日付け附帯決議で，「事業者側の十分な防御権の行使

を可能とするため，諸外国の事例を参考としつつ，代理人の立会いや供述調書

の写しの交付等の実施について，我が国における刑事手続や他の行政手続との

整合性を確保しつつ前向きに検討する」とされた。本指針（案）は，これらを

踏まえて作成された指針であるにもかかわらず，事件関係人が十分な防御を行

うことを確保する観点から検討を行ったものはいえず，また代理人の立会いや

供述調書の写しの交付等の実施について，我が国における刑事手続や他の行政

手続との整合性を確保しつつ前向きに検討するという内容ともなっておらず，

むしろその趣旨に反する内容となっている。 

 ２ 内閣府「独占禁止法審査手続についての懇談会」（以下「懇談会」という。）

では，当連合会が２０１４年７月１７日付け「独占禁止法審査手続に関する論

点整理」に対する意見書（以下「意見書」という。）で求めてきた弁護士の供

述調書時の立会い，録音・録画などの可視化，調書の写しの交付，供述時のメ

モ取りの必要性は認め，しかしながら将来の検討課題とされたが，本指針（案）

では全て明示的に否定した内容となっている。このように，本指針（案）は懇

談会の意見にも反する内容が記載されている。 

 ３ 懇談会では，証券等監視委員会から「証券検査に関する基本指針」（証券取

引等監視委員会 ２０１５年４月）が紹介され，当該基本指針を参考に指針を

作成することが討議された。しかし，本指針（案）は上記基本指針に比較し，

内容の明確性・詳細性に欠けている点で問題が大きい。 
 ４ 欧州委員会及び米国司法省の海外の同種マニュアルと比較しても，本指針（案）

は具体性に欠けており，適切な内容となっていない。 
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また，本指針（案）の個別の内容については，以下に述べるような修正をすべき

である。 
 

第１ 「第１ 総論」について 

 １ 「適正な手続の遵守」は，本来行政手続において最も尊重されるべき本則で

あるところ，本指針（案）はその点への配慮が欠けている。また，被疑事業者

の防御という観点からの検討を求めていた２０１３年（平成２５年）改正法附

則第１６条及び２０１３年１１月２０日付け衆議院経済産業委員会附帯決議に

鑑み，防御権の保障という観点も総論部分に記載すべきである。 

 すなわち，まず本指針（案）の総論の１において，「公正取引委員会は，独

占禁止法を執行するに際して，適正な手続に基づき執行し，事件関係人が十分

な防御を行うことを確保して調査を行う」旨が明記されるべきである。また，

同３(3)において，独占禁止法違反被疑事件の調査に携わる職員の心構えに関す

る適正な手続の遵守の内容として，当該事件関係人が十分な防御を行うことを

確保することを心がけるべき旨が明記されるべきである。 

 ２ 公正取引委員会による事件調査手続としては，行政調査手続のほか，犯則調

査手続がある。この犯則調査手続は審査手続の一環として実施されるものであ

るから，同手続についての指針も併せて設けられるべきである。 

 この点，まず本指針（案）の総論の１の第３段落において，注３を削除する

とともに，「公正取引委員会の独占禁止法違反被疑事件の調査手続には，行政

調査手続の他，犯則調査手続（刑事処分を求めて告発を行うための調査手続）

も定められている」旨が併せて言及されるべきである。 

 

第２ 「第２ 審査手続」について 

 １ 「立入検査」について 

 (1) 間接強制との関係 
① 本指針（案）が対象とする行政調査手続は，排除命令等の行政処分を行

うための調査手続であり，強制力の態様による分類としては，間接強制に

よる手続である。 
間接強制の意味について，最高裁（昭和４８年７月１０日決定 刑集２

７巻７号１２０５頁）は，次のように述べている。 
すなわち，「前記規定（旧所得税法第２３４条第１項）に基づく質問検査

に対して相手方はこれを受忍すべき義務を一般的に負い，その履行を間接
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的心理的に強制されているものであって，ただ，相手方においてあえて質

問検査を受忍しない場合には，それ以上直接的物理的に右義務の履行を強

制し得ないという関係を称して一般に，『任意調査』と表現されている。」。 
したがって，独占禁止法第４７条に基づく行政調査が罰則によって間接

強制されているといっても，違反被疑事業者等の意思を無視して，実力を

行使して検査することができるわけではない。行政調査は相手方の任意の

協力の下に実施すべきである（原田尚彦『行政法要論』全訂６版２４７頁）。

立入検査についても，相手方が正当な理由なく立入検査を拒む場合には，

当該行為について事後に裁判所の判断により罰則が適用されることがある

としても，審査官等が有形力を行使して立入検査を行うことが許されるわ

けではない。 
このような理解を前提にすると，本指針（案）の内容は確立した判例の

基準を正確に反映するものでなければならず，間接強制の意味について，

誤解を招いたり，あるいは曖昧であったりする表現はできる限り避けなけ

ればならない。 
② 本指針（案）「第２ １(1) 根拠・法的性格」について 

立入検査その他の処分について，本指針（案）は「相手方がこれを拒否

した場合に直接的物理的に実力を行使し得るものではないが，相手方に調

査応諾の行政上の義務を課し，その履行が罰則（独占禁止法第９４条）に

よって担保されている」と記述し，立入調査が間接強制による手続である

ことは一応説明している。しかしながら，「行政上の義務を課し，その履行

が罰則により担保されている」との記述からは，正当な理由があれば立入

検査を拒み得る場合があることは読み取りにくい。 
むしろ，端的に，「立入検査その他の処分は，違反被疑事業者の任意の協

力を得て行うべきものであるが，正当な理由なく検査その他の処分を拒否

したときは，罰則（独占禁止法第９４条）が科される場合がある。」と記載

にすべきである。 
③ 本指針（案）「第２ １(5) 立入検査における弁護士の立会い」について 

ア 「弁護士が到着するまで立入検査の開始を待つ必要はない」と記載さ

れているが，誤解を招く表現であり相当でない。なぜなら，違反被疑事

業者が，弁護士の立会いを求めて立入検査の開始を拒んだ場合には，間

接強制の下では，それ以上の強制はできないからである。 
このような記載内容は不要であり，削除すべきである。 
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イ また，立入検査においては，違反被疑事業者に対し，できるだけ検査

日時を事前に告知するのが相当であるが，証拠保全等の理由によってそ

れが困難な場合であっても，弁護士の立会いに関しては，違反被疑事業

者からの申入れがあるときは，弁護士が検査場所に到着するのに必要な

相当程度の時間は検査の開始を待つという運用がなされるべきである。 
(2) 立入検査手続の適正について 

①  憲法第３１条の定める法定の手続の保障は，直接的には刑事手続に関す

るものであるが，行政手続については，刑事手続ではないとの理由のみで，

その全てが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当で

ない（最大判平成４年７月１日判決 民集４６巻５号４３７頁）。 
判例のこのような立場からは，行政調査においても適正な手続の保障に

努めなければならない。 
② 本指針（案）「第２ １(2) 立入検査時の手続・説明事項」について 

ア 前段は，「行政調査の根拠条文（独占禁止法第４７条），事件名，被疑

事実の要旨，関係法条等を記載した告知書（平成１７年公正取引委員会

規則第５）を交付し，検査の円滑な実施に協力を求めるとともに，検査

に応じない場合には罰則（独占禁止法第９４条）が適用されることがあ

る旨を説明する。」としている。 
しかし，告知書交付の際には，告知書記載の事項を説明するだけでな

く，手続の適正さを確保するために，検査への協力依頼のみならず，具

体的な検査の内容，検査実施の手順，必要な提出資料の一覧等について

説明事項を客観化して整理し，それに基づいて説明すべきである。 
イ また，審査官及び調査に携わる職員のために，現に業務を行っている

場所で原資料の提出を求める場合の注意事項，検査先の業務等に支障が

生じないようにするための配慮事項，双方向の対話を重視した検査の実

施の重要性等についても，本指針（案）の内容として整理し，適正な手

続に従った運用がなされるように配慮すべきである（「証券検査に関す

る基本指針」証券取引等監視委員会 ２０１５年４月）。 
ウ 立入検査に際しては，違反被疑事業者に対する検査日時の事前告知は，

証拠保全等の理由により認められないとしても，違反被疑事業者の特性，

検査の効率性，検査先の負担軽減等を総合的に考慮し，必要に応じて事

前に告知する場合があることを明記すべきである。 
(3) 立入検査の必要性等の判断の客観性について 
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① 立入検査の必要性及び相当の限度の判断は，審査官や調査に携わる職員

が主観的又は恣意的であってはならず，判断調査目的，調査すべき事項，

相手方の事業の形態等具体的事情との関係で，合理的根拠に基づく客観的

な必要性があり，かつ，相当な限度で調査が実施されなければならない。 
この点，上記最高裁決定（昭和４８年７月１０日）では，「質問検査の

範囲，程度，時期，場所等実定法上特段の定めのない実施の細目について

は，質問検査の必要があり，かつ，これと相手方の私的利益との衡量にお

いて社会通念上相当な限度にとどまる限り，権限ある税務職員の合理的な

選択に委ねられている」として主観的・恣意的運用を許さないとしている。 
したがって，独占禁止法第４７条に基づく行政調査権限の行使において

も，同様に，合理的な根拠に基づく客観的必要性と，調査範囲における相

当な限度の要件を充たすものでなければならない。 
② 本指針（案）「第２ １(3) 立入検査の対象範囲」について 

ア 立入検査の必要性の客観化の観点からは，「立入検査は・・・審査官

が事件調査に必要であると合理的に判断した場所に対して行うもので

あり・・・事件調査に必要であると合理的に判断した場合には立入検査

の対象となる」としている。 
ただ，必要性の合理的判断に関しては，より正確に「合理的な根拠に

基づく，客観的なものでなければならないこと」を明確にし，また，立

入検査の対象範囲についても，違反被疑事業者等の私的利益との衡量に

おいて「社会通念上相当な限度にとどまるものであること」を明確にす

べきである。 
イ 立入検査の対象場所として，法務部門が挙げられているが，法務部門

には，弁護士が業務上作成した文書や違反被疑事業者との法的助言に関

する通信記録等が存在することが考えられるから，立入検査は慎重にな

され，かつ，その範囲も社会通念上相当な限度でなされなければならな

いことを明記すべきである。 
③ 本指針（案）「第２ １(4) 物件の提出及び留置に係る手続」につい    
 て 

ア 「違反被疑事実の立証に資する情報が含まれていることが疑われてい

るため，事件調査に必要であると合理的に判断した場合」の記載につい

ても上記②と同様の指摘をなしておく。 
特に，従業員の所有物のように，個人情報保護及びプライバシーの権
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利を保護すべき要請の高いものについては，その運用は慎重なものでな

ければならないことを明記すべきである。 
イ 提出物件（留置物）の閲覧・謄写については，立入検査日の翌日以降

に，立入検査の円滑な実施に支障がない範囲で，日程調整を行った上で

認められるということであるが，運用上は違反被疑事業者に閲覧・謄写

が許されることをあらかじめ告知するように記載すべきである。 

２ 「供述聴取」について 

(1) 本指針（案）「第２ ２(2) 供述聴取時の手続・説明事項」について 
アの任意の供述聴取については，供述聴取者の任意性を確保するためには，

供述聴取の法的性格及び任意の供述聴取に同意しない場合の手続の流れを正

しく理解した上で，供述聴取に同意することが必要であることから，供述聴

取の冒頭において，任意の供述聴取と審尋との相違について適切に説明すべ

きである。 
イの審尋については，罰則の対象となるのは，正当な理由がなく陳述を拒

み又は虚偽の陳述をした場合であることを明確に記載すべきである。 
ウについては，供述聴取者が自己の供述によって，懲戒等の不利益取扱い

や報復行為等を受けないようにするための措置が確実にとられるようにすべ

きである（例えば，供述聴取者が審査官に対して，懲戒等の不利益取扱いや

報復行為等が行われるおそれを述べた場合には，その旨記録にとどめ，公正

取引委員会に報告する等）。 
(2) 本指針（案）「第２ ２(3) 供述聴取における留意事項」について 

イについては，懇談会報告書に示唆されているように，違反被疑事件の実

態解明の妨げになる懸念がない場合には，供述聴取時の弁護士を含む第三者

の立会い，供述聴取過程の録音・録画は認められるべきである。 
(3) 本指針（案）「第２ ２(4) 聴取時間・休憩時間」について 

懇談会報告書にも記載されているように，供述聴取者には，あらかじめ聴

取時間の目安が伝えられるべきである（犯罪捜査規範第１６８条第３項参照）。

また，聴取対象者には，休憩時間の前に休憩時間には行動の制約がないこと

も説明すべきである。 
(4) 本指針（案）「第２ ２(5) 調書の作成・署名押印の際の手続」について 

まず審尋調書については，関係法規（独占禁止法及び公正取引委員会審査

規則）において作成の手続が定められているのであって，本指針（案）にお

いてもその点が明示されなければならない。この点，審査官等は， 事件関係
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人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合，その要旨を調書に記載し，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とされ，そ

の場合，審尋の「結果」とは審尋において行われた発言をいい，具体的には

審査官等と供述人の間でなされた質疑応答の内容であるから，その一問一答

の形式による記載が必要である（独占禁止法第４８条参照）。また，特に上記

(1)のような罰則が置かれていることからしても，陳述を拒む理由やその虚偽

性が，調書の記載から明確に確認されうるよう，一問一答の形式をもって正

確にその結果が記載される必要がある。 
任意の供述聴取の場合も，その作成手続については，関係法規（公正取引

委員会審査規則）において審尋調書に関する事項が準用される旨が規定され

ているのであり，その点を踏まえつつ，必ずしも一問一答の形式によるもの

ではないとしても聴取対象者の供述に基づいて正確に作成されるべきことが

明記される必要がある。 
 
第３ その他 

１ 公正取引委員会は，本指針（案）の策定・公表に併せて事業者等向けに「独

占禁止法違反被疑事件の行政調査手続の概要について」を公表するとしている。

この点，総論にも述べているとおり，犯則調査手続についても事業者向けの指

針を公表すべきである。また，事業者は公正取引委員会の審査手続について理

解がないことが通常であるので，本指針（案）においては，特に以下の点に留

意が必要である。  
(1) 改正法に準拠した手続の概略を図解等で示し，行政調査・犯則調査の流れ

を示すこと。 
(2) 公正取引委員会の調査には，原則として刑事責任を伴わない行政調査と刑

事責任の追及を目的とした犯則調査があることを明記すること。 
(3) 行政調査における間接強制と犯則調査における直接強制との違いを明記す

ること。 
２ 本指針（案）は，苦情申立ての対象を「本指針（案）『第２ ２ 供述聴取』

に反する審査官等の言動等があったとする場合」に限定しているが，対象をそ

れらに限るべきではない。本指針（案）も指摘しているように，各調査手続に

おいて任意による調査が行われる場合もあるとされている（本指針（案）「第２ 

１ 立入検査(1)根拠・法的性格（第３段落）」等参照）ことからすれば，任意

の供述聴取だけを苦情申立ての対象とする合理的な理由はない。また，苦情申
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立てをなしうる場合を上記に限定する合理的理由も見当たらない。 
 


