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 ２００３年３月、依頼者の皆様に対し、常に最高のサービスとタイムリー
に提供し、皆様の発展に伴って我々の発展することを目指して設立 

 ２００７年６月、日本の法律事務所として初めてモンゴルに進出 

 ２０１２年、所長の原口がモンゴルの外国法弁護士の資格を取得 

 http://www.haraguchi-law.com/ 
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Ⅰ．はじめに 

 ２０１６年６月７日発効 

…経済上の連携に関する日本国とモンゴル国のとの間の
連携に関する協定（日・モンゴルEPA） 

 

日本とモンゴルの競争法がどのように適用されるか 
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Ⅱ．想定事案 
 １．事案（１） 
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環境関連機器 

大阪 東京 

Ａ社 Ｂ社 

日本シェア１位 
世界シェア１位 

日本シェア２位 
世界シェア２位 



Ⅱ．想定事案 
 １．事案（１） 
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環境関連機器 

大阪 東京 

Ａ社 Ｂ社 

Ｍ社 
Ｓ社 



Ⅱ．想定事案 
 １．事案（１） 

環境関連機器 

大阪 東京 

Ａ社 
Ｂ社 

Ｍ社 Ｓ社 

モンゴル 

Ｘ社 Ｙ社 



Ⅱ．想定事案 
 １．事案（１） 

モンゴル及び
東日本 

中国及び
西日本 



Ⅱ．想定事案 
 １．事案（１） 

環境関連機器 

大阪 東京 

Ａ社 
Ｂ社 

Ｍ社 Ｓ社 

モンゴル 

Ｘ社 Ｙ社 



Ⅱ．想定事案 
 １．事案（１） 

大阪 

Ｂ社 Ｓ社 

モンゴル 

Ｙ社 

中国 

Ｙ子会社 

カルテル！？ 



モンゴル：公正競争・消費者保護庁（ＡＦＣＣＰ） 

Ｙ社 

•A社、M社、B社、S社に対して、市場分割カルテルを理
由とする行政制裁を要求 

Ｓ社 

•AFCCPの調査開始以前 

•市場分割カルテルを認め、資料を提出 

Ｍ社 

•AFCCPの調査開始後３０日以内 

•市場分割カルテルの存在を認め、資料を提出 
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調査開始 

カルテル認定 

ＡＦＣＣＰは、Ａ社、Ｂ社、Ｓ社、Ｍ社に対して課徴金の支払いを要求 



モンゴル：公正競争・消費者保護庁（ＡＦＣＣＰ） 

ＡＦＣＣＰによる行政制裁 
 

…..A社、M社、B社、S社に対して、
前年度のA社の製品及びB社の
製品の売上の6％及び市場分割
カルテルによってA社及びB社が
得た利益の全額の支払い 
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ＡＦＣＣＰは主張を認めず、
公正取引委員会へ協力要請 

Ｓ社 

１００％ 

減額主張 

Ｍ社 

５０％ 

減額主張 



Ａ社 

•公取委の調査開始以前 

•市場分割カルテルを認め、事実を報告、資料を提出 

Ｂ社 

•公取委の調査開始以前 

•市場分割カルテルを認め、事実を報告、資料を提出 

Ｍ社 

•公取委の調査開始後１０日以内 

•市場分割カルテルの存在を認め、資料を提出 

Ｓ社 

 

•公取委の調査開始後２０日以内 

•市場分割カルテルの存在を認め、資料を提出 
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日本：公正取引員会（公取委） 

調査開始 

既に明らかに
なっている事実

のみ 



Ⅱ．想定事案 
 ２．事案（２） 

ＲＴＭ社 

ＲＴ社 ＭＳＳ社 
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ABM社 

モンゴル
資源庁 

ＡＢ社 

カナダ オーストラリア 
ＭＳ社 

（日本の商社） 

ＳＳ社（日本） 

ＰＳ社（韓国） 



Ⅱ．想定事案 
 ２．事案（２） 

商社ＭＳ（日本） 

ＭＳＳ（モンゴル） 

資源庁（モンゴル） ＡＢ（オーストラリア） 

ＲＴ（カナダ） 
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ＳＳ社（日本） ＰＳ社（韓国） 

ＡＢＭ（モンゴル） 

ＲＴＭ（モンゴル） 

合弁 

合弁 



ＳＳ社 
•市場分割カルテルに関する調査と行政制裁を要求 

ＭＳ社 

•公取委の調査開始以前 

•市場分割カルテルを認め、事実の報告、資料の提出 
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日本：公正取引委員会（公取委） 

公取委は、ＡＦＣＣＰに対して、協力要請 



ＭＳＳ社 

•ＡＦＣＣＰの調査開始以前 

•市場分割カルテルを認め、事実の報告、資料の提出 

ＭＳ社 

•ＡＦＣＣＰの調査開始後３０日以内 

•市場分割カルテルを認め、事実の報告、資料の提出 
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モンゴル：公正競争・消費者保護庁（ＡＦＣＣＰ） 

調査開始 

ＡＦＣＣＰより、公取委へ資料の提供、報告 

公取委は、各社に対してカルテルの排除と課徴金の支払いを要求 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 １．2010年モンゴル競争法 

 1993年：不正競争禁止法の制定 

…市場シェア50%超の支配的企業の不正競争行為を禁止するものであった
が、執行機関の定めがなかった 

 2000年改正：執行機関の設置、支配的企業の認定は市場シェア3分の1以
上と改訂、企業結合についての事前審査の追加 

 2005年改正：執行機関における審判官の任命権が付与 

          →人事の独立性の向上 

 2008年改正：消費者保護法の運用義務の追加。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 １．2010年モンゴル競争法 

 2010年改正：現行法である「競争法」と名称変更 

…執行機関も「公正競争・消費者保護庁」と名称変更 

…事業者の拡大、支配的企業の企業結合を許可、制裁金の引き上
げ及び減免制度の導入 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 １．2010年モンゴル競争法 

 競争法の構成は以下のとおり： 

 

  第1章  総則（第1条～第5条） 

  第2章 競争制限（第6条～第13条） 

  第3章 公正競争・消費者保護庁の法的地位（第14条～第21条） 

  第4章 違反行為の調査（第22条～第25条） 

  第5章 雑則（第26条～第29条） 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ２．法律の適用範囲 

国に登録した事業者 

…営利若しくは非営利を目的とする法人、団体又は経済活動を行
う個人 

 

国等の行政機関 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ２．法律の適用範囲 

 

モンゴル国外の行為であっても、事業者が本法により禁止されて
いる行為を行い、その活動がモンゴル国内の市場に影響を与える
と認められる場合（第3条第2項） 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ３．執行機関－（１）執行機関の概要 

公正競争・消費者保護庁 

 

…Authority for Fair Competition and Consumer Protection
（AFCCP） 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ３．執行機関－（１）執行機関の概要 

ＡＦＣＣＰ 

国際協力課 行政課 法務監督課 広告調整課 競争政策課 

委員会（委員
長と委員8名） 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ３．執行機関－（１）執行機関の概要 

 

競争法を執行し、国家レベルで競争政策を適用し、事業者及び
消費者の権利及び利益を守る責務を負う 

  （第14条第1項）。 
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 競争環境を整備し、同環境を保護する政策を立案し実行すること。 

 競争法の執行について、事業者及び組織の調査を行い、決定を下し、行政制裁の免除を行うこ
と。 

 調査の過程で明らかになった違法な活動について、権限の範囲が及ばない場合については、権
限のある機関に関係書類を引き渡し、対処を申し入れること。 

 自然独占の地位にある事業者及び支配的地位にある事業者を定め、その監督を行うこと。 

 競争法に違反した国等の行政機関の決定を破棄するよう、関連する上位機関、当局、行政裁判
所に申入れを行うこと。 

 競争環境の創出及び市場実態の調査に必要な、データ、情報、説明等を、事業者、国等の行政
機関から自由かつ即時に得ること。 

 競争環境の創出に関する決定を公表し、周知すること。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ３．執行機関－（２）AFCCPの権限 



 自然独占又は支配的地位にある事業者の一定の行為 

 価格協定や取引制限など競争制限的契約や行為 

 行政機関の行為 

 日本法との比較 

モンゴル法は、違反類型の規定に特徴あり 

 自然独占及び支配的地位を定義し、当該地位にある事業者の行為を規制する。この
中に様々な類型の行為が含まれており、企業結合規制も支配的地位にある事業者へ
の行為規制として位置づけられている。 

 これと別に、競争制限となる契約及び行為規制、さらに行政機関の行為規制が置か
れている。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為 



ある事業者が、単独で又は他の事業者若しくは関連事業者と共同して、
ある製品の製造販売において市場の三分の一以上のシェアを占める
場合は、支配的地位にあると認められる（同条第2項）。 

 

 5条2項に定める場合以外で、他の事業者の市場への参入を抑制する
こと又は市場から退出させることができる事業者は、その製品の範囲、
市場の地理的範囲、市場集中度及び市場支配力次第では、支配的
地位にあると認められる（同条第3項）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（１）自然独占及び支配的地位（第5条） 
 Ｂ 支配的地位 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（３）支配的地位の違法な利用（第7条） 

支配的地位にある事業者は、以下の独占化行為をしてはならない
（第7条第1項）。  

 

第6条第2項（自然独占の地位にある事業者は、第7条第1項に掲
げる行為を行ってはならない）により、自然独占の地位にある事業
者も対象となる。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（４）支配的地位にある事業者による 
   企業結合（第8条） 

 

 

 AFCCPは第8条第1項に規定された申請の内容を審査し、受領した日から30日以
内にその結果を通知することとする。この期間は、必要に応じて30日以内の範囲
で延長することができ、また、AFCCPは追加の情報を提供させることができる（同条
第2項）。 

 AFCCPは、申請内容を審査した結果、競争制限的な状況が生じると考えられる場
合には、申請を却下する（同条第3項）。 

 AFCCPによる却下の決定は、その法人の国への登録の却下事由となる（同条第4
項）。 

 第8条第3項は、その企業結合による国民経済への利益が、競争への悪影響を上
回る場合は、適用されない場合がある（同条第5項）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（４）支配的地位にある事業者による 
   企業結合（第8条） 

 

 

 日本法と異なり、問題解消措置という考え方はない。 

 企業結合審査をした結果、問題がある場合は、企業結合をやめさせるか、
法的懸念を払拭するため、届出会社にとらせる措置 

 最も多いのは、他の供給者が牽制力を持つようにさせる措置 

 工場などを他の供給者に売却する措置が典型 

 出荷基地など、検討対象市場において競争するために不可欠なものを企
業結合後の者が独占的に保有するようになる場合は、それを適切な取引
条件で競争者にも使わせる、という措置がとられることもある。 
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支配的地位にある法人の経営者は、競争関係にある法人を経営
する地位を兼任してはならない。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（５）競争関係にある法人の経営に 
   関わることの禁止（第9条） 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（７）競争制限的な契約及び合意の禁止 
   （第11条） 

 

 

 事業者は、競争制限を目的とする、以下に掲げる内容の契約及び合意を結んではなら
ない（第11条第1項）。 

 価格協定（同項第1号）。 

 販売区域、製品、サービス、売上、商標、種類及び需要者によって、市場を分割するこ
と（同項第2号）。 

 製造、供給、販売、出荷、輸送、市場へのアクセス可能性、投資及び技術革新を制限
すること（同項第3号）。 

 入札又は競売による製品、労務及びサービスの調達に当たり、また、国又は地方の財
産を調達するに当たり、事前に、製品価格又は他の条件若しくは基準について合意す
ること（同項第4号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（７）競争制限的な契約及び合意の禁止 
   （第11条） 

 
 

公共の利益に反する、又は競争制限的な状況をもたらす、以下に掲げ
る内容の契約や合意を事業者間で結んではならない（第11条第2項）。 
経済的又は技術的な正当化理由がないのに、経済的関係を結ぶこ

とを拒むこと（同項第1号）。 
第三者による製品の販売及び購入を制限すること（同項第2号）。 
共同して、競争する上で重要な取引及び合意への参加を拒むこと

（同項第3号）。 
競争者が事業上の利益となる活動のために団体の構成員となること

を妨げること（同項第4号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（７）競争制限的な契約及び合意の禁止 
   （第11条） 

 

 

事業者は、いかなる形でも第1項及び第2項に掲げる契約及び同
意を支持し、これに参加してはならない（第11条第3項）。 

 

第11条第1項若しくは第2項に該当するおそれのある契約や合意
に加入した、又は加入する決定を行った事業者に係る真性の情報
や関係する証拠をAFCCPに提出した事業者は、違反事業者に課
された制裁金総額の5%の金銭的報酬を受け取る（同条第4項）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（７）競争制限的な契約及び合意の禁止 
   （第11条） 

 

 

モンゴル独禁法第3条第2項との関係 

 

事業者の全部または一部がモンゴルの国外に所在する場合… 

 

国際市場分割カルテルの効果がモンゴル市場に影響を与えうる
限り、モンゴル競争法によって規制されうる。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（７）競争制限的な契約及び合意の禁止 
   （第11条） 

 

 

マリンホース事件：自国所在需要者説 

 

我が国の独禁法も、海外において市場分割カルテルが行われた
場合であっても、その効果が日本の市場に影響を与える場合には、
海外の市場分割カルテルに対しても適用されうる。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（７）競争制限的な契約及び合意の禁止 
   （第11条） 

 
 

タンカーと石油備蓄基地施設等との間の送油に用いられるゴム製ホー
スである「マリンホース」について、日英仏伊米の供給者による国際的
な地域分割協定 

マリンホース事件の「国際市場分割」は、「日本需要者には日本供給者
が、英国需要者には英国供給者が、フランス需要者にはフランス供給
者が、イタリア需要者にはイタリア供給者が、それぞれ供給する」といっ
た合意 

公取委はそのような合意のうち、「日本需要者には、日本供給者が供
給し、英仏伊の供給者は供給しない」という部分のみを切り取って日本
の独禁法上の不当な競争制限と評価 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（８）競争制限的行為（第12条） 

 

 競争者とその製品の評判を貶めること及び競争者に損害を与える虚偽、不
実又は歪曲した情報を流布すること（同項第1号）。 

 自らの製品について虚偽又は不実の情報を流布すること、及び事実を歪め、
他者を混乱させること（同項第2号）。 

 競争に負の効果をもたらす広告を行うこと（同項第3号）。 

 他の事業者が使用している商標、ロゴ、名称等を意図的に使用すること。ま
た、製品の名称及びパッケージを模倣すること（同項第4号）。 

 特許権者又は著作者の許可なく、科学、技術、産業及び商業に関する情報
を販売、公表又は頒布すること（同項第5号）。 42 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（８）競争制限的行為（第12条） 

 

 

 人々の生命及び健康並びに環境に害を及ぼす製品並びに品質の欠陥を隠蔽すること
（同項第6号）。 

 自らの製品を販売するに当たり、競争者の製品を購入しないことを要求すること（同項
第7号）。 

 ある製品の販売において、割引又は報酬があるという虚偽の情報を流布すること（同項
第8号）。 

 入札又は競売による製品、労務及びサービスの調達に当たり、また、国又は地方の財産
を調達するに当たり、競争者に圧力をかけ、排除すること（同項第9号）。 

 違法であって、かつ消費者に不法に損害を与える営業方法を用いること（同項第10号）。 
43 



 

 国家機関等の行政機関は、事業活動に関し、法で定められたものを除き、免許及び権利の付与、
登記の保持並びに謝礼及び金銭の受領を行ってはならない（第13条第1項）。 

 国家機関等の行政機関は、法に定められた場合を除き、以下の活動を行ってはならない（同条
第2項）。 

 事業者が、特定の活動、製品の製造若しくは販売を行うことを禁止又は制限すること（同項第1
号）。 

 事業者が、ある地域で販売していた製品を別の地域で販売することを禁止又は制限すること
（同項第2号）。 

 市場における競争を禁止又は制限すること及び競争を市場から排除すること（同項第3号）。 

 市場を販売区域、製品等によって分割すること（同項第5号）。 

 特定の事業者を優遇すること（同項第7号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ４．規制対象となる行為－（９）国家機関等の行政機関による競争 
   制限行為の禁止（第13条） 



 調査官は、主に以下の権限及び義務に基づき調査を行う（第20条第3項）。 

 調査及び検査に必要な、データ、情報、供述、説明、書類等を、関係組織、
職員、地方機関及び事業者から得ること（同項第2号）。 

 行った検査に対する正確性につき、全責任を負うこと（同項第3号）。 

 調査過程で違反の事実及び証拠を探し出すこと。違反調査対象者の身体、
オフィス、工場、倉庫、書類、コンピュータ及び品目を違反の状況を特定す
るために調べること。必要な物品、書類及び品目を押収すること（同項第4
号）。 

 調査を行う間、召喚状によって関係者を召喚すること（同項第7号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ５．法執行手続－（１）調査官の権限と義務 



競争法違反行為に対する調査は、以下に基づいて行われる 

 （第22条第1項）。 

事業者、組織及び市民からの申請及び申立て（同項第1号） 

新聞及びメディアの情報（同項第2号） 

職権探知（同項第3号） 

法で定めるその他の根拠（同項第4号） 
46 

Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ５．法執行手続－（２）違反行為に対する調査の端緒 



調査官は、60日以内に違反行為に対する調査を行う（第23条第1
項）。 

AFCCPの委員長は、第23条第1項に定める期間内に違反行為に対
する調査が終えられない場合、その期間を30日以内の範囲で延
長することができる（同条第2項）。 

調査官は調査終了後、その結果について5営業日以内にAFCCPの
委員長に報告する（同条第4項）。 
 47 

Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ５．法執行手続－（３）違反行為に対する調査 



 違反行為の調査を行った調査官は、以下に示すいずれかの決定を行う（第24条第1項）。 

 違反行為を行ったことが立証された者に、行政制裁を課すこと（同項第1号）。 

 第28条（リーニエンシー）に相当する状況の発生が認められた場合、関係者への行政
制裁を免除すること（同項第2号）。 

 違反行為が犯罪的性質を持つ場合、捜査機関に全ての関係書類を移送すること（同
項第3号）。 

 AFCCPは、調査官が行った決定への不服申立てに係る再調査について、必要があれば、
独立した外部の監査機関から意見及び結論を得ることができる（第24条第2項）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ５．法執行手続－（４）違反行為の認定 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

 

刑事責任の対象とならない競争法違反行為に対し、調査官は以
下の行政制裁を課す（第27条第1項）。  
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

第11条第1項から第3項に違反した事業者については、前年の当
該製品の販売に係る収入の6パーセント以下の制裁金を課し、不
法に得た収入及び品目は没収する（同項第1号）。 

第6条第2項及び第7条第1項に違反した事業者については、前年
の当該製品の販売に係る収入の4パーセント以下の制裁金を課
し、不法に得た収入及び品目は没収する（同項第2号）。 

第12条第1項に違反した事業者については、1,000万トゥグルグ以
下の制裁金を課し、不法に得た収入及び品目は没収する（同項
第3号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

 第6条第1項第1号及び第2号に係る製品価格及び数量の変更につき、AFCCPに報告
せず、その許可を得なかった事業者については、前年の当該違反行為対象製品の販
売に係る収入の3パーセント以下の制裁金を課し、不法に得た収入及び品目は没収す
る（同項第4号）。 

 第8条第1項に規定された法人株式の取得を行いながら、AFCCPに報告を行わなかっ
た事業者については、2,000万トゥグルグ以下の制裁金を課す（同項第5号）。 

 第9条第1項、第13条第1項及び第13条第2項に違反した職員については、最低賃金の
2倍以上5倍以下の額の制裁金を課す（同項第6号）。 

 調査を逃れた事業者については、最低賃金の2倍以上5倍以下の額の制裁金を課す
（同項第7号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

 調査官の要求に従わず、定められた時間内に対応せず、要求に対する対応の報告を
怠った職員については、最低賃金の2倍以上5倍以下の額の制裁金を課す（同項第8
号）。 

 調査を妨げ、調査官の決定及び意見に影響を及ぼそうとした事業者については、最低
賃金の2倍以上4倍以下の額の制裁金を課す（同項第9号）。 

 第26条第1項第2号に違反した者又は文書を損傷、損壊若しくは偽造した者については、
最低賃金の2倍以上5倍以下の額の制裁金を課す（同項第10号）。 

 要求された文書に係る報告を行わなかった者又は一時的にそれらの提供を拒んだ者
については、最低賃金の2倍以上5倍以下の額の制裁金を課す（同項第11号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

 

前年及び当該年の製品の売上げに係る収入を算出できないこと
又は売上げがないことにより、第27条第1項第1号、第2号及び第4

号に係る制裁を課すことができない場合は、各号に定められた事
業者に対し、その純資産の額の5%以下の制裁金を課す（第27条
第2項）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

AFCCPの調査官は、競争法違反行為に対し、行政制裁を課す 

しかし… 

行政制裁の定義規定はなく、第27条に規定された行政制裁の内
容は、制裁金を課す、というものに限定 

 

AFCCPは日本の公正取引委員会のように排除措置を命ずることは
できない  54 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ６．競争法違反者に対する法的責任 

 民法第90条の要件を満たすような行為は無効とされうる 

 不法行為の要件を満たす場合被害者は加害者に対して損害賠償請求も可
能である（最高裁昭和47年11月16日民集26巻9号1573頁）  

 

 

 モンゴルの一般私法（民法上）の要件を満たす限り、国際市場分割カルテ
ルも、モンゴル法上無効であり、裁判所を通じて無効を確認し、損害賠償を
請求し得る（モンゴル民法第56条第1項、第497条）  
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ７．行政制裁の免除－リーニエンシー制度の導入 

 2010年改正：リーニエンシー制度の導入 

 背景：リーニエンシーの制度なくしてカルテルなどの摘発は困難であること、
各国のリーニエンシー制度により国際カルテルの摘発が容易になること等。 

 日本法と比較すれば、制裁金減免基準が明らかにされておらず、制裁金減
免を受けられる事業者数が明らかにされていない。 

 制裁金減免が当局の裁量によるところが大きく、リーニエンシー制度に対す
る信頼性が低い。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ７．行政制裁の免除－リーニエンシー制度の導入 

 第11条第1項及び第2項に係る違反行為を自発的に開示した事業者は、行政制裁の免除を受
けることができる（第28条第1項）。 

 第11条第1項から第3項に規定された違反行為を自発的に開示した事業者は、行政制裁の100
パーセントまでの免除を受けることができ、また、第23条第1項に規定された違反行為に係る審
査の開始後、30日以内に違反行為を認めた事業者は、行政制裁の50パーセントまでの免除を
受けることができる（同条第2項）。 

 第１３条第１項にかかる違反行為を自発的に開示した行政機関の職員に対するリーニエンシー
の制度は存在しない。 

 第28条第1項の適用を受けた違反行為者は、AFCCPに対し、以下の要件を満たす免除申請を
行うものとする（同条第3項）。 
 違反に係る十分な証拠を示すこと（同項第1号）。 
 調査期間中、必要な書類及び資料を提出する義務を受け入れること（同項第2号）。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ７．行政制裁の免除－リーニエンシー制度の導入 

 日本では、行政調査としての立入検査や犯則調査としての臨検、捜索、差押えが最初
に行われた日である調査開始日前の減免申請は、1番目が課徴金の全額免除、2番目
が50％減額、3番目から5番目は30％減額となる。 

 ただし、4番目と5番目の者は、公正取引委員会が把握していない事実に関する報告・
資料提出をするのでなければならない。 

 調査開始日以後は、未だ申請者が5者に満たない場合、公正取引員会が把握していな
い事実に関する報告、資料提出をした減免申請者も、30％の減額を受けることができる
場合がある。 

 順位は、最初の報告書をファクシミリで送信した順序で定める。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ８．日・モンゴルEPAの反競争行為規制－（１）日・モンゴルEPA 

日本が締結する経済連携協定（EPA：Economic Partnership 
Agreement）の多くに「競争章」が設けられている。 

競争章では、経済連携協定によって実現される貿易・投資の自由
化の利益が反競争的行為により損なわれることを防ぐ観点から、
反競争的行為に対して適切な措置を採る旨及び反競争的行為
の規制に関して協力する旨の規定が盛り込まれている。 

日・モンゴルEPAも同様 
59 



Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ８．日・モンゴルEPAの反競争行為規制－（１）日・モンゴルEPA 

 EPAの本体協定第11.1条 

 「各締約国は、自国の法令に従い、自国の市場の効率的な機能
を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、
反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。」 

 

実施取極3章にて協力の具体的内容が規定されている。 
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Ⅲ. モンゴルの競争法と日本の独禁法の異同 
 ８．日・モンゴルEPAの反競争行為規制－（１）日・モンゴルEPA 

 一方の締約国政府の競争当局は、自国の法令に適合する限りにおいて、他方の締約国政府の競争
当局に対し、当該他方の締約国政府の重要な利益に影響を及ぼす可能性があると認める自国政府
の執行活動について通報する（第3章第3条第1項）。 

 一方の締約国政府の競争当局は、自国の法令及び自国政府の重要な利益に適合する限りにおい
て、かつ、自己の合理的に利用可能な資源の範囲内で、他方の締約国政府の競争当局に対しその
執行活動について支援を提供する（第3章第4条）。 

 一方の締約国政府の競争当局は、他方の締約国において行われた反競争的行為が自国政府の重
要な利益に悪影響を及ぼすと信ずる場合には、当該反競争的行為に関する自己の執行活動から生
ずる紛争を回避することの重要性及び当該他方の締約国政府の競争当局が当該反競争的行為に
関してより効果的な執行活動を行うことができる可能性があることに留意して、当該他方の締約国
政府の競争当局に対し、適切な執行活動を開始するよう要請することができる（第3章第7条第1項）。 
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Ⅳ．想定事案の検討 
 １．想定事案（１）の検討 

モンゴル及び
東日本 

中国及び
西日本 



Ⅳ．想定事案の検討 
 １．想定事案（１）の検討－（１）事案（１）の解答 

•減免なし。 •減免なし。 •１００％
減免の
可能性
あり。 

•５０％ 
減免の
可能性
あり。 
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ＡＦＣＣＰによる行政制裁 
前年度のA社及びB社の製品の売上の6％及び市場分割

カルテルによってA社及びB社が得た利益の全額 

Ａ社 Ｂ社 Ｓ社 Ｍ社 

Ａ社及びＢ社に対して 
行政制裁命令を執行できない 

制裁金を 
免除しなくてもよい 



Ⅳ．想定事案の検討 
 １．想定事案（１）の検討－（１）事案（１）の解答 
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AFCCP 公正取引委員会 

日・モンゴルEPA第11章及び 
実施取極第3条・第7条第1項 



Ⅳ．想定事案の検討 
 １．想定事案（１）の検討－（１）事案（１）の解答 

•１００％
減免 
あり。 

•５０％ 
減免  
あり。 

•減免 
なし。 

 

•３０％ 
減免 
あり。 
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公正取引委員会による制裁 
市場分割カルテルの排除措置（独禁法第7条1項） 

課徴金の納付（独禁法第7条の2） 

Ａ社 Ｂ社 Ｓ社 Ｍ社 

Ｓ社の報告した事実は、既に公正取引委
員会が把握している事実のみ 



Ⅳ．想定事案の検討 
 １．想定事案（１）の検討－（１）事案（１）の解答 

ＡＦＣＣＰはＡ社ら対して、行政制裁を課しうる。 

公正取引委員会は排除命令を下したり、課徴金の納付を命じ
えない。 

Ｙ社は、Ａ社らを相手としてモンゴル法上損害賠償を請求し
得る。 
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環境関連機器が５年以上も古い型のものであって 
日本で需要者が全く存在しないものであった場合 自国所在地需要者説 



商社ＭＳ（日本） 

ＭＳＳ（モンゴル） 

資源庁（モンゴル） ＡＢ（オーストラリア） 

ＲＴ（カナダ） 
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ＳＳ社（日本） ＰＳ社（韓国） 

ＡＢＭ（モンゴル） 

ＲＴＭ（モンゴル） 

合弁 

合弁 

Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 
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モンゴル資源庁に対して 
行政制裁命令を執行することができない 

公正取引委員会による制裁 
 

….. RTM社らによる国際的市場分割カルテルは不当な取引制限に該当する。 

     公正取引委員会はRM社らに対して市場分割カルテルの排除措置
及び課徴金の納付を命ずることができる。 

      



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 

•減免
なし。 

•減免
なし。 

•減免 
なし。 

• 命令不可 •１００％ 
減免 
あり。 
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公正取引委員会による制裁 
市場分割カルテルの排除措置（独禁法第7条1項） 

課徴金の納付（独禁法第7条の2） 

ＲＴＭ社 ＡＢＭ社 ＭＳＳ社 モンゴル資源庁 ＭＳ社 

ＲＴＭ社・ＡＢＭ社・ＭＳＳ社に 
対して命令を執行できない 

モンゴル資源庁に対して 
命令を執行できない 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 

70 

公正取引委員会 ＡＦＣＣＰ 

日・モンゴルEPA第11章及び 
実施取極第3条・第7条第1項 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 

•減免
なし。 

•減免
なし。 

•１００％
減免の
可能性
あり。 

•減免
なし。 

 

•５０％ 
減免の
可能性
あり。 
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ＡＦＣＣＰによる行政制裁 
前年度のRTM社らの製品の売上の6％及び市場分割カ

ルテルによってRTM社らが得た利益の全額 

ＲＴＭ社 ＡＢＭ社 ＭＳＳ社 モンゴル資源庁 ＭＳ社 

制裁金を 
免除しなくてもよい 

モンゴル資源開発庁の職員ＭＭＡ
に対する行政執行は免除されない 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 

 RTM社らの国際市場分割カルテルは、モンゴル競争法上の市場分割カ
ルテルには該当せず、AFCCPはRTM社らの市場分割カルテルに対して
行政制裁を課すことはできない。 

 SS社はRTM社に対して、モンゴル国において不法行為に基づく逸失利
益についての損害賠償を請求することができる。 
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購入を制限されるに至った鉄鉱石が、高額過ぎてモンゴルの
需要者が購入することが不可能であった場合 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 

国際市場分割カルテルに参加したものはいずれも日本に支店、子
会社及び営業所を有しておらず、資産も有しない・・・ 

RTM社らの国際市場分割カルテルによってSS社に損害が発生し
た以上、日本の裁判所はモンゴルのRTM社らに対しても国際裁判
管轄を有する。 

73 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 
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日本の判決 

・モンゴルへ送達が困難 
・国家主権の限界 
・日本に資産がない 

・日本とモンゴルの間に
判決の承認執行につい
て相互保証がない 



Ⅳ．想定事案の検討 
 ２．想定事案（２）の検討－（１）事案（２）の解答 

結局日本のSS社は、実際上モンゴルにおいてRTM社らに対して
損害賠償請求訴訟を提起する必要がある。 

 SS社がモンゴルにおいて、RTM社らに対して訴えを提起した場合、

モンゴルの裁判所は日本の民法ではなく、モンゴル民法に基づき
SS社の損害賠償請求権の成否について判断する。 
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Ⅴ.結論 

モンゴルには競争法が存在し、AFCCPという競争当局が存在する。 

しかし、モンゴルの競争法の歴史は浅く、競争法の適用の実績も
少ない。 

一方で、今回の想定事例のように、今後日・モンゴルEPAを通じて、
国際カルテルなどの分野で、AFCCPと公正取引委員会の協力と
いう場面も想定される。 
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Ⅴ.結論 

本稿が会員の理解の一助となれば、望外の幸せである。 

以上を含め、モンゴルの法律や実務は常に流動的である。 

最新情報に基づくモンゴルの独禁法の運用状況その他のモンゴ
ルにおける事業展開については、是非当事務所にご相談ください。 
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ごご清聴ありがとうございました。 
原口総合法律事務所 
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            kharaguchi@haraguchi-law.com 
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