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1．はじめに
　近時、談合や価格拘束等、独占禁止法（以
下「独禁法」）違反についてのニュースが
新聞やテレビを賑わしています。
　スポーツに関連する独禁法関連のニュー
スでは、スポーツメーカーのアディダスが、
トレーニングシューズを、一定の価格やそ
れ以上で販売するようにさせていたため、
2012年3月2日に、公正取引委員会が排除
措置命令を行い、同様の行為を行わないこ
とを取締役会で決議すること、その措置を、
取引先卸売業者および取引先小売業者に通
知するとともに、一般消費者に周知し、かつ
自社の従業員に周知徹底すること、卸売業
者および小売業者との取引に関する独占禁
止法の遵守についての行動指針の改定、同
シューズの営業業務に従事する従業員に対
する定期的な研修および法務担当者による
定期的な監査等を命じられたというニュー
スがありました（「アディダス事件」）。
　また、プロ野球では、読売巨人軍が、球
界で申し合わせた新人契約金の最高標準額
を超過する金額を支払っていたという報道
があった際、そもそも新人契約金の金額に
上限を設けることは、独禁法違反ではない
か、ということも議論されていました。
　このように「独禁法」は、さまざまな
ケースで問題となり得ますが、そもそもな
ぜ上記のような行為が独禁法違反とされる
のか、他にどのようなことが問題となって
いるのか、について検討していきたいと思
います。

2．独占禁止法の目的
　独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競
争を促進し、事業者が自主的な判断で自由

に活動できるようにすることです。市場メ
カニズムが正しく機能していれば、事業者
は、自らの創意工夫によって、より安くて
優れた商品を提供して売上高を伸ばそうと
しますし、消費者は、ニーズに合った商品
を選択することができ、事業者間の競争に
よって、消費者の利益が確保されることに
なります（公正取引委員会ウェブサイトよ
り）。要するに、消費者が、よりよいものを、
より安い価格で、より多く購入することが
できるようになるように、公正かつ自由な
競争を維持することが、独禁法の目的です。

3．独禁法違反の事件の処理
　独禁法違反事件があった場合、これを処
理するためになされるものとして、まず、
公正取引委員会が違法行為を差し止める排
除措置があります。具体的にどのように措
置がなされるかは、場合によって変わって
くるため、ここに網羅して記載することは
できませんが、ご参考までに例を挙げさせ
ていただきますと、以下で検討する「不当
な取引制限」の場合は、協定の破棄、その
旨の周知徹底、これらに関する公正取引委
員会への報告、監査、関係者への通知等が
あり得ます。また、｢不公正な取引方法｣
の場合は、不公正な取引行為の禁止、契約・
規定等の破棄、削除、改訂、その周知徹底
や行動指針の作成等があり得ます。
　排除措置の他に、これに関与した事業者
が、「課徴金」として、一定額の金額を国に
納入しなければならない場合があります。
　その他、刑事罰として懲役または罰金が
科せられ、また民事事件として損害賠償金
を支払わなければならない場合がありま
す。

4．不当な取引制限
　スポーツとの関係で独禁法違反とされや
すい行為は、独禁法で言う「不当な取引制
限」および「不公正な取引方法」です。
　不当な取引制限とは、①事業者が、他の
事業者と共同して、②対価を決定し、維持
し、若しくは引き上げ、または数量、技術、
製品、設備若しくは取引の相手方を制限す
る等、相互にその事業活動を拘束し、また
は遂行することにより、③公共の利益に反
して、一定の取引分野における競争を実質
的に制限することです。事業者団体による
一定の取引分野における競争の実質的制限
をもたらす行為も「不当な取引制限」に含
まれます。さらに、事業者団体規制に関し
て公正取引委員会が作成した「事業者団体
の活動に関する独占禁止法上の指針」によ
れば、団体に加入しなければ事業活動を行
うことが困難な状況において、不当に、団
体への事業者の加入を制限し、または団体
から事業者を除名することも「不当な取引
制限」に含まれ、独禁法に違反するとされ
ています。
　現在まで、スポーツに関連して独禁法の
「不当な取引制限」について論じられてい
るのは、プロ野球が多いので、以下、プロ
野球を中心にどのようなことが問題になっ
ているのかについて検討していきます。同
様の問題点はどのスポーツリーグももち得
るので、同様に考えることが可能な場合が
多いと思われます。
　プロ野球で独占禁止法上の問題点が指摘
されている制度に、
①選手が他の球団に移籍することや移籍に
向けて活動することを制限する保留制
度
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②球団が選択会議で交渉権を獲得しない限
り、当該選手との選手契約を締結する
ことはできないとしているドラフト制
度
③各球団が相談して新人選手の契約金の上
限を設けること
④新たな球団が参入する場合に、オーナー
会議の承認や比較的高額と判断され得
る加盟金の支払いが必要とされている
こと
などがあります。
　まず、前提として、プロ野球球団は、上
記の独禁法上の「事業者」に該当し、日本
プロ野球組織は、上記の独占禁止法上の「事
業者団体」に該当するため、独禁法上の規
制の適用を受けます。
　最初に、上記のうち、①保留制度、②ド
ラフト制度および、③新人選手の契約金に
上限を設定することについて検討します。
　保留制度およびドラフト制度は、①事業
者（プロ野球球団）が、他の事業者（プロ
野球球団）と共同して、②選手と球団との
自由な交渉という事業活動を拘束すること
により、③競争を実質的に制限していると
言えます。また、各球団が相談して新人選
手の契約金に上限を設けることも、①事業
者（プロ野球球団）が、他の事業者（プロ
野球球団）と共同して、②新人選手の契約
金の上限を決定し、③競争を実質的に制限
していると言えます。また、日本プロ野球
組織が、保留制度、ドラフト制度、契約金
の上限を採用することにより競争の実質的
制限をもたらす行為をしていると言えるた
め、「不当な取引制限」に該当し、独禁法
に違反しているのではないかが問題となり
得ます。
　これらについて、公正取引委員会は、保
留制度、ドラフト制度および新人選手の契
約金に上限を設けることは、独禁法に直ち
に違反するものとの認識は有していないと
いう見解を示したことがあります。理由と
しては、球団と選手との契約はきわめて雇
用契約に類似したものと考えられるとこ
ろ、雇用契約やそれに準ずるもの、関連す

るものについては独占禁止法の適用が外れ
るからだということです。新人選手の契約
金に上限をつける問題については、平成24
年 3月28日の、公正取引委員会事務総長
定例会見でも同様の見解を示しています。
　また、公正取引委員会の見解には含まれ
ていませんでしたが、これらの制度のよう
な競争制限的な行為が独禁法に違反すると
言えるためには、反競争性があるだけでは
足りず、「正当化理由がない」と言える場
合に初めて独禁法違反になると考えられる
ため、プロ野球のこれらの制度は、正当化
理由があることを根拠に、これらの制度が、
独禁法に違反しないということも考えられ
ます。
　すなわち、保留制度、ドラフト制度およ
び新人選手の契約金の上限は、たとえ上記
制度は雇用契約やそれに準ずるものではな
い、または事実上競争を制限するもので
あったとしても、プロ野球という事業が、
戦力の拮抗したチームが複数存在すること
でより見ごたえのあるゲームが行われ、ま
た円滑なリーグ運営のためにお互いに協力
する必要がある場面が多いために、保留制
度、ドラフト制度および新人選手の契約金
の金額の上限が設けられたという事情が考
慮され、これらの制度は、正当化事由があ
るため、上記制度が独禁法に違反しないと
いう結論になり得るのです。
　なお、プロ野球ではありませんが、プロバ
スケットボールのbjリーグでは、各チーム
会社においては、契約選手のシーズン通算
のサラリー合計が、リーグ会社で決定する
金額を超えてはならないとされています。
これについても、①事業者が、他の事業者
と共同して、②選手の給与の金額の上限を
決定し、③競争を実質的に制限していると
言えるため、「不当な取引制限」に該当する
のではないかということが問題になり得ま
すが、上記保留制度等と同様の理由、すなわ
ち、雇用契約に類似したものと考えられる
ため、独禁法からの適用からはずれ、また、
より見ごたえのあるゲームを行うため等正
当化事由があるため、現段階では独禁法に

は違反しないとされていると思われます。
　次に④新たなる球団の参入の制限につい
て検討します。
　上記の通り、不当に団体への加入を制限
することは独禁法に違反するとされていま
すが、社会通念上合理性のない高額過ぎる
入会金や負担金を徴収することや、団体の
加入について、事業の地域、分野等につい
て特に直接的な競合関係にある構成事業者
の了承、推薦等を得ることを条件とするこ
とは、この不当な加入制限に当たるおそれ
が強い行為とされています。そこで、オー
ナー会議の承認や比較的高額と判断され得
る加盟金の支払いが必要とされていること
による新たなる球団の参入の制限は、「一
定の取引分野における競争を実質的に制限
すること」に該当し、不当な取引制限とさ
れて、独禁法に違反することにならないか
が問題とされています。これについては、
事業者団体が、その設立目的や事業内容等
に照らして合理的な内容の加入資格要件や
除名事由を設定すること、また、社会通念
上合理的な金額の入会金を徴収すること
は、それ自体としては、独占禁止法上問題
となるものではないとされていますので、
プロ野球への参入の要件が独禁法違反とさ
れないためには、オーナー会議の承認が合
理的な基準でなされ、また、加盟金の金額
が合理的である必要があることになりま
す。これも別のスポーツリーグへの新規参
入においても同様の結論が出る場合が多い
と思われます。

5．不公正な取引方法
　次に、同じスポーツと言っても別の分野
の「スポーツブランド」について、独禁法
が問題になる場合を考えてみます。その場
合に問題になり得るのが、スポーツブラン
ドに限らず、一般的に流通で問題になり得
る「不公正な取引方法」になります。自由
競争秩序に悪影響を与えるおそれのある取
引行為を、タイプ別にピックアップして、
独禁法違反として禁止されています。具体
的な例としては、以下のものが含まれます
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（下記は例としてわかりやすく書きました
ので、いくつかの要件を省略してあります。
下記に該当したからといって直ちに違法と
なるとは限らないこと、また下記以外にも
ありうることをご了承下さい）。
①同業者が結託して、皆で特定の業者と取
引をしないようにすること

②独禁法上違法な行為の実効を確保するた
めの取引拒絶

③不当に、地域または相手方により差別的
な対価をもって、商品または役務を供
給し、またはこれらを受けること

④取引条件や事業者団体における差別的に
取り扱うこと

⑤不当に商品または役務を低い対価で供給
し、または高い対価で購入すること

⑥自己の供給する商品または役務の内容ま
たは取引条件その他これらの取引に関
する事項について、実際のものまたは
競争者に係るものよりも著しく優良ま
たは有利であると顧客に誤認させるこ
とにより、競争者の顧客を自己と取引
するように不当に誘引すること

⑦正常な商慣習に照らして不当な利益を

もって、競争者の顧客を自己と取引す
るように誘引すること
⑧抱き合わせ販売
⑨不当に、相手方が競争者と取引しない
ことを条件として当該相手方と取引し、
競争者の取引の機会を減少させるおそ
れがあること
⑩相手方とその取引の相手方との取引そ
の他相手方の事業活動を不当に拘束す
る条件をつけて、当該相手方と取引を
すること。例えば商品を販売している
業者が、これを購入した業者に対して、
その商品の販売価格を定める等、価格
の自由な決定を拘束すること
⑪取引の相手方の役員選任への不当干渉
⑫競争者に対する取引妨害
⑬競争会社に対する内部干渉
　それぞれが、具体的にどのような行為を
言うのかについての説明については、紙面
の関係もありますので省略させていただき
ますが、アディダス事件で問題になったの
は、上記⑩の拘束条件付取引に含まれる再
販売価格の拘束です。再販売価格の拘束に
は、たとえば、商品の売主（メーカー）が、

■『詳解　スポーツ基本法』
　2011（平成 23）年 6月、「スポーツ基本法」
が制定された。それに合わせ、「スポーツ基本法」
に関する最初の解説書が、日本スポーツ法学会
の編集・執筆によって出版された。
　スポーツ基本法が制定されたことは知ってい
ても、具体的にどのように関わってくるのかま
で、まだ理解できていないという方も多いので
はないだろうか。
　本書は、単に逐条解説を掲載しているのでは
なく、制定までの経緯や基本理念を述べたうえ
で、スポーツ分野とスポーツに関わる主体ごと
に章立てがなされている。したがって、スポー
ツ関係団体や関係者が、このスポーツ基本法と
どのように向き合い、そして活用していけばい
いのかなど、具体的かつわかりやすく解説され
ている。スポーツ関係者には必読の一冊。
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買主（卸売業者）に対して、そのものの販
売する価格（卸売店が小売店に販売する価
格）を拘束する場合と、商品のもともとの
売主（メーカー）が、買主からさらに商品
を購入した業者（小売業者）に対して、そ
のものの（消費者に対する）販売価格を
拘束する場合があります。再販売価格の拘
束が原則独禁法に違反するとされているの
は、再販売価格の拘束が行われることによ
り、価格競争が行われなくなり、消費者に
販売される金額が高額に維持される可能性
があるというのが主な理由です。なお、い
わゆる「希望小売価格」は、それだけで販
売業者を拘束するものでなければ、独禁法
に違反するものとはされません。
　アディダスは、トレーニングシューズを、
一定の価格やそれ以上で販売するようにさ
せていたため、再販価格の拘束にあたると
され、排除措置命令が出されたのです。

6．まとめ
　今回は、スポーツとの係わりで考慮する
必要が出てくることもあるため、独禁法と
いう、一般の方にはもしかしたらあまりな
じみのない法律についても取り上げさせて
いただきました。
　本稿で例としてあげさせていただいた上
記プロ野球やbjリーグ以外でも、プロス
ポーツにおけるチーム間の力の差をなく
し、また各チームの経営を安定させるため
に、上記プロ野球と同様のことを各チーム
で協力して行ったり、経営の安定のために
行われると、上記プロ野球と同様の問題が
起こり、独禁法に違反すると判断される可
能性はないとは言えませんので、常に独禁
法も念頭において、制度を設計していく必
要がありますので、ご注意下さい。


