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判例批評

高　瀬　雅　男

６　課題の再設定

　2018年３月26日、阿寒農協は臨時総会を開き、組合員に課す賦課金のう

ち、昨年６月に決定した販売割賦課金を廃止し、新年度から組合員割の一部を

引上げることとし、「正組合員の農家（１戸あたり年間１万円）と、法人（１

法人あたり同２万円）について、それぞれ同７万円に引き上げる」ことを決定

した１。この決定は予め公取委の了解を得ていたようであり、本件は「一件落

阿寒農業協同組合に対する注意について（２完）
（公正取引委員会　平成29（2017）年10月６日）
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着」したかのように見える。しかし注意（行政指導）とはいえ農協の共同販売

事業（内部行為）に対して課徴金（独禁法20条の６、義務的課徴金）２と連動

する優越的地位の濫用（２条９項５号）が適用されるおそれのある先例が生ま

れた影響は少なくない。

　評者は前回拙稿３において、本件注意４が従来の学説や優越的地位ＧＬと異

なる法運用を行っているところから疑問点を提示したが、営農指導事業の性質

や販売割賦課金の性質から本件注意の疑問点を検討することができなかった。

そこで今回はこれらの性質を明らかにしたうえで、本件注意の疑問点を提示し

たい。

７　販売割賦課金の性質

7.1　営農指導事業の性質

　販売割賦課金（以下「販売割」という）は「信用事業及び共済事業の利益に

よる営農指導事業の赤字の補填を解消」（注意第1の2（1）ｲ（ｱ））するために設

けられたものである。それでは営農指導事業とはどのような事業なのであろう

２　課徴金の額は「当該行為をした日から当該行為がなくなるまでの期間」（最長

３年）における「当該行為の相手方」との間における「売上高」または「購入

額」の１％に相当する額である。なお「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・・・売上額または購入額の合計

額」の１％に相当する額となる。課徴金の額が100万円未満のときは免除（裾切

り）。

３　高瀬雅男「阿寒農業協同組合に対する注意について（公正取引委員会　平成

29（2017）年10月６日）」行政社会論集30巻４号97-106頁（2018）。

４　公取委ＨＰ ttps://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/oct/171006_

files/171006_happyoubun. pdf
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か、その性質を検討しよう。

　農協法10条１項１号は営農指導事業を「組合員のためにする農業の経営及

び技術向上に関する指導」と定義している。この条文を読むと、営農指導員が

農家に出向き、経営や技術の指導をする（狭義の営農指導）ようにイメージし

がちであるが、実際の営農指導事業はもっと範囲が広い。営農指導事業の内容

は、組合員の営農形態（畜産・酪農、米、野菜、果実、花卉など）、地域性

（平地、中山間地域など）、気候（温暖地、寒冷地など）などにより異なり、農

協によって千差万別である。

　たとえばふくしま未来農協の営農指導事業を概観しよう５。ふくしま未来農

協は「農業生産の拡大・農業所得の増大・地域営農の活性化に向けた取り組み

を目指し、『魅力ます農業』の実現に向け関係機関団体と連携した提案と事業

施策の具現化をすすめ」ることを事業方針として、つぎのような重点課題を設

定している。

　①　農業生産基盤の確保・拡充（将来を見据えた産地形成）

　②　営農指導体制、担い手育成強化

　③　行政と連携した農地流動化、耕作放棄地、有害獣対策の実施

　④　地域農業振興計画の実践

　⑤　安全・安心対策の実施

　⑥　担い手育成給付金、農業支援事業の活用による所得向上対策

　⑦　原発被災地の営農再開支援と震災からの完全復興対策の実施

５　ふくしま未来農業協同組合『第２回通常総代会資料』80頁（2017年５月30

日）。なお同農協は2016年３月１日に福島県の県北４農協が合併してできた大規

模広域農協（組合員94,760人［うち正組合員47,005人］）である。
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　以上のようにふくしま未来農協の営農指導事業は、農協や組合員に対して各

種営農サービスを提供する事業であり、これらの事業は営農指導員や一般職員

によって担われている。

　営農指導事業には組合員に対してサービスを提供し、対価・報酬を得られる

事業は少なく、重要な割には収支相償わず、慢性的に赤字である。ふくしま未

来農協の2016年度部門別損益計算書を見ると、営農指導事業は事業総利益△

202,770千円、事業利益△796,053千円、経常利益△787,689千円、税引前当

期利益△765,092千円の赤字である６。

　それでは阿寒農協はどのような営農指導事業を行っているのであろうか。そ

れを直接示す資料がないので、【資料４】から推察しよう。営農指導事業の②

支出は、営農改善指導費、教育情報費、生活改善費、営農指導雑支出、補助事

業費に分かれている。これに対する①収入は、賦課金（組合員割［正組合員１

万円、団体６千円］）、実費収入（農協事業など）、受託指導収入（中山間地事

務手数料）、事業補助金（再エネ事業、ＥＴ判別など）に分かれている。賦課

金には組合員割（正組合員１万円、団体６千円）があることが分かる。これら

から正組合員の大部分を占める酪農家を主な対象とする各種営農サービスが行

われていると推察される。この段階の収支は16,993千円の黒字であるが、事

業管理費を差し引いた事業利益は、△85,239千円の赤字となる（【資料５】）。

６　ふくしま未来農協・前掲注５）75頁。
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【資料４】　阿寒農協の営農指導事業の収支
７
 

費　目　（千円） 2016年実績 2017年計画 備　　考

①　収　入　合　計 73,777 85,622

　　賦 課 金 小　 計 3,130 34,821

組合員割 3,130 1,660 正組合員１万円、団体６千円

戸 数 割 1,410 個人１万円、法人２万円

販 売 割 31,751

　　実 費 収 入 3,679 1,791 農協事業など

　　受託指導収入 40,667 34,722 中山間地事務手数料

　　事業補助金 26,301 14,288 再エネ事業、ＥＴ判別など

②　支　出　合　計 56,784 38,802

　　営農改善指導費 24,902 18,086

　　教育情報費 3,077 3,100

　　生活改善費 1,247 1,305

　　営農指導雑支出 2,533 2,383

　　補助事業費 25,025 13,928

③　差し引き（①－②） 16,993 46,820

　以上のように営農指導事業の性質は、農協によって内容が異なるが、農協や

組合員に必要な各種営農サービスを提供する事業であり、収支相償うことが困

難な事業である。

７　坂下明彦「これからの協同組合の話をしよう　第20回　番外編」ニューカン

トリー 2017年12月号86頁。表を一部修正した。https://kyoudoukumiai.files.

wordpress.com/2017/12/20.pdf
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7.2　営農賦課金の性質

　営農指導事業が赤字なのは多くの農協で共通にみられる現象であり、各農協

は赤字分をどう解消するのかで苦慮している。そこで各農協がどのように営農

指導事業の性質を考え、どのように費用負担をしているのか整理しよう。

　第１は営農指導事業を農協の組織、事業、経営にとって共通に必要な基礎事

業と位置づけ、本事業より直接・間接に受益する組合員全員（正組合員、准組

合員）が費用負担するという考え方である８。具体的には部門別損益計算書の

信用、共済、農業関連事業の黒字分で営農指導事業の赤字分を補填する。

　第２は営農指導事業を農業関連事業にとって必要な基礎事業と位置づけ、本

事業により直接・間接に受益する正組合員が費用負担するという考え方であ

る。具体的には農業関連事業の黒字分で営農指導事業の赤字分を補填する。

　第３は営農指導事業を営農にとって必要な基礎事業と位置づけ、本事業によ

り直接・間接に受益する正組合員が費用負担するという考え方である。具体的

には営農指導事業の赤字分を正組合員が賦課金で費用負担する。最も独立採算

制の強い考え方である。

　いずれも営農賦課金の性質を各種営農サービスを提供する営農指導事業によ

り直接・間接に受益する者が費用負担すべき賦課金と考えている。

　それでは阿寒農協は、従来どのようにして営農指導事業の赤字分を補填して

きたのであろうか。2016年度の部門別損益計算書（【資料５】）をみると、営

農指導事業の赤字分を信用、共済、農業関連事業の黒字分で補填していること

が分かる。阿寒農協は上記第１の考え方に立って、営農指導事業を農協の組

織、事業、経営にとって共通に必要な基礎事業と位置づけ、組合員全員で費用

８　増田佳昭『規制改革時代のＪＡ戦略』125頁（家の光協会、2006）。
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負担していると推察される。また阿寒農協は少額であるが組合員割も併用して

おり、これは上記第３の考え方に立って、営農指導事業を営農にとって必要な

基礎事業と位置づけ、本事業により直接・間接に受益する正組合員が費用負担

していると推察される。

【資料５】　阿寒農協の2016年部門別損益計算書
９
 

区　分
（千円）

信用事業 共済事業
農業関連
事業　　

営農指導
事業　　

合　計
2017年

営農指導
事業予算

事 業 収 益 288,098 104,504 3,593,670 73,777 4,060,049 85,622

事 業 費 用 △37,309 7,767 3,334,825 56,784 3,362,067 38,802

事業総利益 325,407 96,737 258,825 16,993 697,982 46,820

事業管理費 235,407 77,161 130,204 102,232 544,908

事 業 利 益 90,096 19,576 128,641 △85,239 153,074

経 常 利 益 111,461 27,249 139,917 △80,886 197,741

税引前当期
利益Ⅰ

110,140 26,838 139,181 △81,244 194,915

営農指導事
業分配賦額

△32,498 △4,062 △44,684 81,244 -

税引前当期
利益Ⅱ

77,642 22,776 94,497 0 194,915

7.3　販売割賦課金

　（１）　販売割賦課金の性質

　阿寒農協は主として上記第１の考え方に立って営農指導事業の赤字分を信

用、共済、農業関連事業の黒字分で解消してきたが、2017年６月以降上記第

９　坂下・前掲注７）85頁。表を一部修正した。
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３の考え方に立って営農指導事業の赤字分を正組合員の営農賦課金で解消する

こととした。

　ところで営農指導事業の費用負担に充てられる営農賦課金にも、（ａ）組合員

割（定額）賦課金（以下「組合員割」という）、（ｂ）販売割、（ｃ）その他の賦

課金があり、それぞれ長所・短所がある。（ａ）組合員割は、営農指導事業によ

り直接・間接に受益する正組合員が一律に（１人当たり〇万円）費用負担する

賦課金であり、簡素で分かりやすいが、高額になると小規模農家には負担感、

不公平感が生じやすい。

　（ｂ）販売割も、系統出荷、系統外出荷を問わず、営農指導事業により直接・

間接に受益する正組合員（販売農家）が費用負担する賦課金であるが、販売

量・額により算定される賦課金であり、手間はかかるが、小規模農家には負担

感、不公平感が少ないと考えられる。

　阿寒農協がどのような理由で販売割を選択したのか不明であるが10、組合員

割であれ、販売割であれ、各種営農サービスを提供する営農指導事業により直

接・間接に受益する正組合員が費用負担すべき賦課金であることには変わりな

い。

　重要なことは、組合員割であれ、販売割であれ、営農賦課金（営農指導事

業）は阿寒農協と組合員との間の生乳取引（共同販売事業）に設定された取引

条件ではないということである。【資料６】にみられるように、営農賦課金は

系統出荷、系統外出荷を問わず、営農指導事業により直接・間接に受益する正

組合員が営農指導事業の費用負担する賦課金（営農指導事業の収入）であり、

10　坂下教授は営農指導部門の赤字を部門別配分することは信用・共済部門におい

ては准組合員（6183人）に対し営農費の負担を掛けることになるので、営農指

導部門の独立採算化はその是正の意味を持っているという。また酪農地帯を中

心に販売制による賦課金徴収方式を採る農協は、阿寒農協を含め15あるという。

坂下・前掲注７）85-86頁。
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生乳取引に設定される取引条件とは関係ない。

　（２）　販売手数料の引下げ

　販売割を導入し、正組合員（販売農家）が費用負担すると、従来、赤字補填

のために使われていた信用、共済、農業関連事業の黒字分が不要になる。そこ

で阿寒農協は「信用事業及び共済事業から営農指導事業への補填に相当する金

額を組合員から賦課金として徴収し、当該徴収に相当する額を販売手数料から

減額する」（注意第1の2（1）ｲ（ｱ））ことによって正組合員の負担を増やさない

ようにしたという。

　信用、共済、農業関連事業の不要黒字分をどのように負担の増える正組合員

の負担軽減のために還元するかについては、さまざまな方法が考えられるが、

販売割の負担増分を販売手数料の減額により相殺する方法は、販売手数料の負

担者と負担基準が共通する販売割の負担者（正組合員［販売農家］）に還元する

方法として合理性があると考えられる。

　（３）　販売割賦課金の決定手続

　阿寒農協は販売割の導入及びと販売手数料の引下げ案を決定し、組合員懇談

【資料６】営農指導事業と営農賦課金の関係

組　　合　　員

①農畜産物

②販売手数料

③販売代金

①資材

②購入代金

①預金

②利息

①掛金

②給付

①営農サービス

②営農賦課金

①　②　↑

↓　↓　↑

↓　↓　③

↑　　②

↑　　↓

①　　↓

①　　↑

↓　　↑

↓　　②

①　　↑

↓　　↑

↓　　②

↑　　②

↑　　↓

①　　↓

共同販売事業 共同購入事業 信用事業 共済事業 営農指導事業

阿　　寒　　農　　協
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会に提示して組合員の意見を聴取し、６月２日開催の総会に提案し、一部組合

員からの反対意見もあったが、賛成多数で決議した。これは阿寒農協の民主的

な意思決定であり、組合員を拘束するものである。

　1995 年に採択された国際協同組合同盟（International Cooperative 

Alliance）の協同組合原則の第二原則11は組合員による民主的運営を定めてお

り、阿寒農協の総会決定はこれに則ったものである。また第四原則12は組合の

自治・自立を定めており、組合は政府などの干渉を受けないよう細心の注意を

払うよう求められている。営農指導事業の費用負担のために、どのような賦課

金を設けるのかは組合自治の問題であり、政府が濫りに介入すべき問題ではな

い。

　以上のような営農指導事業の性質及び販売割の性質を確認したうえで、販売

割の導入が果たして優越的地位の濫用に該当するのかどうか検討しよう。

11　第二原則「協同組合は、組合員の運営によって支えられた民主的組織です。

組合員は組合の方針の策定や意思決定に積極的に参画し、また、組合員によっ

て選出された代表の人たちは、すべての組合員に対して責任を負います。単位

組合の組合員は一人一票の平等な議決権をもち、他の段階の協同組合もまた民

主的な方法によって組織運営されます」。ＪＣ総研『新　協同組合とは＜再訂

版＞』68頁（2013）。

12　第四原則「協同組合は、自治にもとづく組合員の自助組織であって、組合員

が管理するものです。政府も含めた他の組織と取り決めを行ったり、外部から

の出資を受ける場合があっても、組合員による民主的な管理が確保され、組合

の自立性が維持されることが条件です」。ＪＣ総研・前掲注11）86頁。
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８　検　　　討

8.1　本件違反行為の確認

　改めて本件違反行為を確認しておこう。本件注意によれば、阿寒農協が「生

乳取引について、系統外出荷を開始した組合員１名に対し、系統外出荷した数

量の報告を求め、同年８月出荷分までの賦課金を徴収した」ことが、19条

（（２条９項５号ハ［優越的地位の濫用］の規定の違反につながるおそれがある

とのことである（なお９月から７名が、商系業者への販売を開始した）。

　また優越的地位の濫用とは「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」「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」

（２条９項５号ハ）をいい、優越的地位の利用、濫用行為、公正競争阻害性の

各要件からなる。

8.2　濫用行為

　（１）　要　　件

　「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」（２条９項５号ハ）

　（２）　公取委の認定

　「組合員が、阿寒農協に農畜産物の出荷を行う場合については、賦課金に相

当する販売手数料の引下げが行われたため、新たな負担を生じないものの、阿

寒農協以外への出荷（以下「系統外出荷」という。）を行う場合については、

賦課金が徴収されることによる負担が生じることとなった」（注意第1の2（1）ｲ

（ｳ））。

　「阿寒農協が行った販売割による賦課金の導入及び販売手数料の引下げは、



行政社会論集　第 31 巻　第２号

－　　－130

自らに農畜産物を出荷する組合員の負担は従前と変わらないのに対し、系統外

出荷を行う組合員に対しては、系統外出荷の規模に見合った金銭の支払いを義

務付けるものとなっている」「このような阿寒農協の行為は、系統外出荷を行

う組合員に対し、合理的理由なく不利益を与え」ている（注意第1の2（2）ｱ）。

　（３）　検　　討

（ア）　２つの類型

　学説によれば２条９項５号ハは濫用行為として、（ａ）取引条件を「変更」す

るタイプの類型と（ｂ）取引条件を「設定」するタイプの類型を定めているとい

う13。

　（ａ）「変更」類型は主として当事者間でいったん合意された契約により取引

の相手方に生じた期待を優越的地位事業者が反古にすることによって、取引の

相手方にあらかじめ計算できない不利益を与えることが問題となる類型であ

る。本件販売割の導入は（ａ）「変更」類型には該当しない。

　（ｂ）「設定」類型は主として当事者間の合意内容自体が不合理なものである

ため合理的範囲を超える不利益を与えることが問題となる類型である。阿寒農

協は総会で販売割の導入と販売手数料の引下げを決議し、６月出荷分から実施

したので、（ｂ）「設定」類型に該当するかどうかを、すなわち販売割の導入が

阿寒農協と組合員との生乳取引において組合員に不利益となる取引条件を設定

したかどうかを検討する必要がある。

（イ）　販売割賦課金は生乳取引に設定された取引条件か

　本件注意は販売割を阿寒農協と組合員との生乳取引に設定された取引条件と

13　長澤哲也『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析』22-23頁（商事法務、

2012）。
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考えているようであるが、これには疑問がある。既に検討したように販売割の

性質は、系統出荷、系統外出荷を問わず、各種営農サービスを提供する営農指

導事業により直接・間接に受益する正組合員（販売農家）が費用負担すべき賦

課金である。従って販売割（営農指導事業の収入）は生乳取引（販売手数料は

共同販売事業の収入）に設定された取引条件ではないから、そもそも濫用行為

に該当しないのではなかろうか。

（ウ）　販売割賦課金は合理的理由なく不利益を与えるか

　本件注意は2017年５月出荷分以前と６月出荷分以降を比較し、①系統出荷

＝販売割の導入＋販売手数料の引下げ→「新たな負担なし」とする一方、②系

統外出荷＝販売割の導入→「新たな負担あり」（注意の参考）とし、系統外出

荷における販売割だけが「新たな負担」であるという（これを「同時実施論」

という）。

　しかし販売割は営農指導事業の費用負担のため設けられた賦課金であり、系

統出荷、系統外出荷を問わず、その「性質は同じ」であり、「負担も同じ」で

ある。たとえば本件において組合員１名は６月出荷分から系統外出荷を開始

し、また組合員７名は９月から系統外出荷を開始した。仮に組合員７名が系統

出荷した６～８月出荷分において販売割を負担し、９月出荷分以降の系統外出

荷において販売割を負担したと仮定した場合、組合員７名は系統出荷、系統外

出荷を問わず、営農指導事業の赤字補填のための「同じ性質」「同じ負担」の

販売割を継続して負担したことになる。すると本件注意が系統外出荷における

販売割だけを切り出して、「新たな負担あり」とすることには疑問を感じざる

を得ない。

　なお販売手数料の引下げは、既に述べたように販売割の負担増分を相殺する

ものであり、費用負担のために使われていた信用、共済、農業関連事業の黒字

分が不要になるところから、これを共同販売事業の負担者及び負担基準が共通

する販売割負担者に還元することには合理性があると考えられる。



行政社会論集　第 31 巻　第２号

－　　－132

　要するに２条９項５項ハの要件は「取引の相手方に不利益となるよう取引の

条件を設定」することであるから、系統出荷、系統外出荷を問わず、「同じ性

質」「同じ負担」の販売割の導入が不利益な取引条件の設定に該当するかどう

かを検討すれば足りるのではなかろうか。すると本件注意の同時実施論は、系

統外出荷における販売割だけを切り出して、濫用行為にするためのレトリック

ではなかろうか。

　また本件注意は系統外出荷における販売割の導入が「負担」であり、「金銭

の支払いを義務付ける」ものであり、「合理的理由なく不利益を与え」るとい

う。しかし本件注意は営農指導事業の赤字解消のための販売割の「負担」、「金

銭の支払いの義務付け」がなぜ「合理的理由なく不利益を与え」るのかについ

て説明（立証）していないようである。すなわち公取委は上記（ｂ）「設定」類

型のいう合意内容自体が不合理なものであるため合理的範囲を超える不利益を

与えることを説明（立証）すべきところを説明（立証）しておらず、阿寒農協

の行為が濫用行為に該当するといえるのか疑問である。

　仮に販売割が生乳取引の取引条件であると仮定した場合、既に検討したよう

に販売割は信用及び共済事業の利益による営農販売事業の赤字補填解消のため

に設けられた賦課金であるから、販売割導入の目的は正当である。また販売割

は、系統出荷、系統外出荷を問わず、各種営農サービスを提供する営農指導事

業により直接・間接に受益する正組合員（販売農家）が販売量・額に応じて費

用負担する賦課金であり、営農指導事業の赤字解消に必要な費用負担を超える

負担を正組合員に負担させるものではない（【資料５】によれば税引前当期利

益Ⅱは194,915千円の黒字であり、これ以上黒字にする必要はない）。また販

売割の導入は総会で民主的に決定したものであり、組合員を拘束するものであ

る。販売割に関する合意内容自体は合理的であり、合理的範囲を超える不利益

を正組合員に与えるものではなく、また手段も民主的手続を採り相当であるか

ら、濫用行為に該当しないのではなかろうか。
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（エ）　取引と不利益条件の関係

　ところで２条９項５号ハは「取引の相手方に不利益となるように取引の条件

を設定」することを濫用行為としているから、取引と設定される取引条件は一

体のものある。仮に販売割が阿寒農協と組合員との生乳取引に設定された取引

条件であると仮定すれば、生乳取引と販売割は一体でなければならない。

　優越的地位ＧＬの第４の３（５）「その他取引の相手方に不利益となる取引条

件等」は、「取引の価格の一方的決定」（上記（ｂ）「設定」類型）を例示してい

る。優越的事業者が一方的に著しく低い対価又は著しく高い対価での取引を要

請し、取引の相手方がこれを受け入れざるを得ない場合、不当に不利益を与え

ることになり、優越的地位の濫用として問題になるという。この場合、取引に

不利益となる取引条件が設定されており、取引と取引条件が一体であることが

確認できる。優越的地位ＧＬにあるその他の類型をみても、取引と不利益条件

は一体となっている。

　本件において系統出荷の場合、両者は一体であるが、系統外出荷の場合、阿

寒農協と一部組合員との生乳取引は存在しなくなるが、販売割は存在するか

ら、生乳取引と販売割の一体性は失われることになる。優越的地位ＧＬにおい

て本件のように取引と不利益条件が分離している類型は見当たらない。

　阿寒農協と一部組合員の間には不利益となる取引条件を設定すべき取引が存

在しないのであるから、販売割の導入は濫用行為に該当しないのではなかろう

か。同様に優越的地位も認定できないのではなかろうか。

8.3　優越的地位

　（１）　要　　件

　「自己の取引上の地位が相手方に優越していること」（２条９項５号）

　（２）　公取委の認定

　「組合員は、農畜産物の共同販売事業以外にも、飼料等の共同購買事業、信
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用事業等阿寒農協の事業に依存している場合があり、阿寒農協の地区において

は、他に代わり得る農業協同組合は存在しないことから、阿寒農協が組合員に

対し、取引上優越した地位にあると認められる可能性がある」（注意第1の2（2）

ｱ）。

　（３）　検　　討

　優越的地位ＧＬ第２の１は、優越的地位を「甲が取引先である乙に対して優

越した地位にあるとは、乙にとって甲との取引の継続が困難になることが事業

経営上大きな支障をきたすため、甲が乙にとって著しく不利益な要請等を行っ

ても、乙がこれを受け入れざるを得ないような場合」であると定義している。

そして優越的地位を判断するための考慮要素として、①乙の甲への取引依存

度、②甲の市場における地位、③乙の取引先変更の可能性、④乙の甲との取引

必要性をあげている。

　さて本件注意は阿寒農協と一部組合員との生乳取引において優越的地位の濫

用があるという以上、生乳取引について阿寒農協の優越的地位を認定する必要

があるのではなかろうか。ところが本件注意は生乳取引単独での優越的地位の

認定を回避し、阿寒農協の各種事業への依存性と代替的取引先の不存在から優

越的地位を認定している。ではなぜ公取委は生乳取引における阿寒農協の優越

的地位の認定を回避したのであろうか。公取委は系統外出荷により阿寒農協と

一部組合員との生乳取引が存在しなくなるから、各種事業への依存性から優越

的地位を認定せざるを得なかったのではなかろうか。

　優越的地位ＧＬ第２の２は、優越的地位の具体例として日用雑貨品の納入取

引におけるコンビニ本部と納入業者、融資取引における銀行と事業者、加盟店

取引におけるコンビニ本部と加盟店をあげており、これらは各種事業への依存

性から優越的地位を認定したものではない。優越的地位ＧＬには本件注意のよ

うな類型は見当たらず、公取委は優越的ＧＬから逸脱した法運用をしているの

ではなかろうか。
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　本件注意は各種事業への依存性から優越的地位を認定しているが、依存性が

あるということは取引があるということであるから、これら各種事業における

取引も課徴金の対象取引になる可能性がある。しかしこれでは余りにも課徴金

の対象取引を拡大することになるのではなかろうか。

　また本件注意は阿寒農協の地区内（音別町を除く釧路市）での代替的取引先

の不存在を優越的地位認定の一つの根拠にしているが、地区内に代替的取引先

があるとの指摘もある14。

　さらに優越的地位ＧＬは「乙にとって甲との取引の継続が困難になることが

事業経営上大きな支障を来す」ことを優越的地位認定の前提としているが、一

部組合員は阿寒農協との継続的取引を中止しても事業経営上大きな支障を来さ

ないと判断し、自らの自由な意思で取引先を変更したのであるから、阿寒農協

が一部組合員に対して優越的地位にあるとはいえないのではなかろうか。

8.4　公正競争阻害性

　（１）　要　　件

　「正常な商慣習に照らして不当に」（２条９項５号）

　（２）　公取委の認定

　「阿寒農協の行為は、系統外出荷を行う組合員に対し、合理的理由なく不利

益を与え、公正かつ自由な競争に影響を与えるおそれがある」（注意第1の2（2）

ｱ）。

14　釧路市を含む阿寒農協の地区には金融機関が多数存在し、生産資材の中心で

ある飼料については飼料会社のシェアが高く、代金決済に組合員勘定も利用で

きるという。坂下・前掲注７）85頁。
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　（３）検　　討

　優越的地位ＧＬ第１は、優越的地位の濫用の公正競争阻害性について「当該

取引の相手方の自由かつ自主的な判断による取引を阻害する」（自由競争基盤

の侵害、評者注）とともに、「当該取引の相手方はその競争者との関係におい

て競争上不利となる一方で、行為者はその競争者との関係において競争上有利

になるおそれがあるもの」（間接的競争阻害、評者注）であり、公正競争阻害

性の有無は、問題となる不利益の程度、行為の広がり等を考慮して個別に判断

すると述べている。学説は優越的地位の濫用の公正競争阻害性を自由競争基盤

の侵害ととらえ、間接競争侵害を立法の合理性を根拠づけるための説明理論と

位置づけている15。

　公取委は阿寒農協の行為が「系統外出荷を行う組合員に対し、合理的理由な

く不利益を与え、公正かつ自由な競争に影響を与えるおそれがある」としてい

るが、優越的地位ＧＬのいう「自由かつ自主的な判断による取引の阻害」、す

なわち自由競争基盤の侵害を明確に認定していない。一部組合員は自らの「自

由かつ自主的は判断」により取引先を切り替えたのであるから、阿寒農協の行

為に公正競争阻害性（自由競争基盤の侵害）があるとはいえないのではなかろ

うか。

９　結　　　論

　今回拙稿は営農指導事業の性質及び販売割の性質を分析したうえで、本件注

意の疑問点を検討した。検討を要約すれば、つぎのようになる。

　①全員全量系統出荷は加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（1965年法律

112号）と補給金制度によるものであって、阿寒農協が組合員を拘束したこと

15　根岸哲編『注釈独占禁止法』498頁（有斐閣、2009）。
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によるものではないこと。同法は改正されたが、全員全量系統出荷は2018年

３月31日まで適法に実施できること。

　②販売割は信用、共済事業の利益による営農指導事業の赤字補填を解消する

ために設けられたもので、系統出荷、系統外出荷を問わず正組合員（販売農

家）が費用負担すべき賦課金であること。

　③販売割（営農指導事業の収入）は生乳取引（販売手数料は共同販売事業の

収入）に設定された取引条件ではないから、濫用行為に該当しないこと。仮に

取引条件であるとしても、合意内容自体が合理的であるから、濫用行為に該当

しないこと。

　④したって阿寒農協の行為は独禁法22条但書前段（不公正な取引方法）に

該当せず、内部行為として適用除外されること。

　なお「本件賦課金の導入は、全組合員が意思表明の機会を与えられた総会に

おいて民主的に決定されたものであるところ、農協とその決定に反対する組合

員との関係を一般的な取引関係と同様に捉え、事業者団体が構成員の多数決に

より決定した行為の実施を反対派構成員に対する優越的地位の濫用と認定する

ことについては、疑問が残る」との指摘がある16。

　他方、公取委の法運用には疑問点がある。公取委は当初、本件に対して拘束

条件付取引（一般指定12項）の適用を検討としたようであるが、「拘束する条

件をつけて・・・取引」がネックになって17、断念したようである。

　つぎに公取委は営農指導事業の性質及び販売割の性質を分析することなく、

優越的地位の濫用の適用の適用を試みた。その際に用いられたのが販売割の導

16　大東康雄「農協による組合員からの賦課金徴収等と優越的地位の濫用」ジュ

リスト1515号７頁（2018）。

17　大東・前掲注16）７頁。川浜昇ほか「座談会　最近の独占禁止法違反事件を

めぐって」公正取引815号21頁［山本発言］（2018）。
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入と販売手数料引下げの同時実施論である。しかしなぜ系統外出荷における販

売割だけが「負担」であり、なぜ「合理的理由なく不利益を与え」るのか、明

確な説明がない。

　また公取委の法運用は、優越的地位ＧＬに照らすとつぎのような疑問点があ

る。すなわち①不利益条件（販売割）を設定すべき取引がないのに濫用行為を

認定したこと、②生乳取引単独でなく、各種事業への依存性から優越的地位を

認定したこと、また阿寒農協との継続的取引を中止しても事業経営上大きな支

障を来さないと判断し、自主的に取引先を変更したのに、優越的地位を認定し

たこと、③一部組合員が「自由かつ自主的な判断」により取引先を変更したの

に、公正競争阻害性を認定したことなどである。いずれも優越的地位ＧＬが設

定した枠組みを超えるものであり、逸脱といわざるを得ない。本件注意は事業

者の予測を超えるものであり、先例的価値は乏しい。

　ところで担当官解説は、本件注意を公表した理由について「これまで農協に

よる組合員に対する優越的地位の濫用行為について、公正取引員会による独占

禁止法の運用例や農協ガイドラインの記述も存在しなかったことから、独占禁

止法上の問題点を明らかにし、他の農協への理解にも資するため、同様の行為

が独占禁止法上問題となり得ることを周知することが競争政策上望ましいと判

断」18したと述べている。

　仮に白地部分があるにしても、公取委が正式な法的措置でもない「注意」

（行政指導）を行い、これを「先例」として「公表」し、他の農協に「周知」

することは、「恣意的」な法運用になりかねず、公正な実体ルールの形成にな

らないのではなかろうか。

　それではなぜ公取委は法運用の透明性と事業者の予見性向上のために自ら策

18　谷口道郎ほか「阿寒農業協同組合に対する注意について」公正取引814号78

頁（2018）。
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定したはずの優越的地位ＧＬを逸脱するような法運用をするのであろうか。評

者は審判制度廃止（2013年）により権限縮小された公取委が、安倍内閣の農

協解体政策（2015年農協法改正）19に接近した結果であると推察している20。

「時の政府の政策・意向に左右されない中立的な法運用」21を確保するために保

障された職権行使の独立性（28条）を自ら放棄することが憂慮される。

19　農協改革・農協法改正に関する主要文献。【雑誌】：「特集「農協改革」徹底検

証」農業と経済2015年７・８月合併号55-98頁・青柳斉「農協法第１条の問題

と改正方向」・明田作「農協の組織的性格と独禁法適用除外を考える」・斎藤由

理子「組合員制度を考える」・高田理「農協のガバナンスを考える」・石田正昭

「中央会改革、どう評価すべきか」。「特集　改正農協法」農業と経済2015年11

月号５-50頁・山下富徳「改正農協法のポイントとＪＡグループの自己改革の課

題」・堀越芳昭「問われる協同組合の理念と事業目的」・瀬津孝「農協運営は誰

が担うのか」・増田佳昭「誰のための農協改革か」・坂下明彦「農業所得の増大

に農協は貢献しなければならないのか」・小林泰信「苛政下における中央会・連

合会の進むべき道」。「特集　農協改革を協同組合から問う」にじ（ＪＣ総研）

2016臨時増刊３-111頁・石田正昭「座長解題」・増田佳昭「本来のＪＡ改革の

ために」・明田作「農協法改正の検証と望まれることなど」・多木誠一郎「平成

27年農業協同組合法改正について」・北川太一「総合農協の意義と存立条件を改

めて問う」・小林元「准組合“問題”はどこに向かうか」など。

　　【書籍】：石田信隆『「農協改革」をどう考えるか』家の光協会（2014）。太田

原高昭『農協の大義』（農文協、2014）。農業・農協問題研究所『規制改革会議

の農業・農協攻撃をはねかえす』（2014）。

20　公取委は2016年４月以降、「農業」「電力・ガス」及び「ＩＴ・デジタル関連」

の情報提供窓口を設け、また「農業分野タスクフォース」など各種タスク

フォースを設けている。このような対応に対して「農業」を独禁法執行の優先

分野とする発想に疑問を呈する見解もある。栗田誠「独占禁止法の行政的エン

フォースメント」日本経済法学会年報38号87頁注71）。

21　岸井大太郎ほか『経済法』32頁（有斐閣、８版、2016）。


