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(1) 司法省、在韓米軍施設での下請業務に係る入札において談合を繰り返し、通信詐欺を

も行ったとして、下請業者幹部らが起訴された旨を発表(2022 年 3 月 17 日) 

２ 企業結合事件 
(1) 連邦取引委員会競争局のニューマン次⻑、ニュージャージー州での病院間統合の阻⽌

を命じた予備的差⽌めの承認をした控訴審判決について、声明を発表(2022 年 3 月 22
日) 

(2) 連邦取引委員会、EnCap によるエネルギー生産者 EP エナジーの買収案について、ユ
タ州での原油事業の売却を条件として承認(2022 年 3 月 25 日) 

 
Ⅱ 欧州競争法(政策) 
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Ⅰ 米国競争法(政策) 
 

本号では、共謀事件 1 件と企業結合事件 2 件を取り上げる。 
１件目は、在韓米軍病院等で行われる下請業務に関し、入札談合を繰り返し、通信詐欺

をも行ったとして、韓国系建設会社の幹部らが起訴された事件である。 
２件目は、東部ニュージャージー州での病院間統合の実行を容認した地裁判決につい

て、第 3 巡回区控訴裁判所が承認をした事件である。病院間の買収合併によりもたらされ
る効果・価値が全米で議論されている中、本判決の言い渡しが注目を浴びていた。本件原
告・連邦取引委員会は、健康保険会社らに対する買収後病院の交渉力が増大し、結果とし
て診療報酬費が引き上げられ、次いで保険契約者らが支払う保険料も引き上げられるよう
になるだろうとの主張を展開した。これに対して、被告・病院らは、本件買収が設備投資
を促すなど、競争促進効果が生じうるとの反論を繰り広げた。 

３件目は、エネルギー専門投資ファンド EnCap によるエネルギー生産者 EP エナジーの
買収計画について、連邦取引委員会が⻄部ユタ州での原油事業の売却を条件として承認を
したものである。本件で二十数年ぶりに石油・ガス生産事業者間の買収合併案が摘発され、
同産業に対する法執行方針の転換が行われた可能性がある。 
 
１ 共謀事件 
(1) 司法省、在韓米軍施設での下請業務に係る入札において談合を繰り返し、通信詐欺を

も行ったとして、下請業者幹部らが起訴された旨を発表(2022 年 3 月 17 日)1 
 
 テキサス州⻄部地区地裁での大陪審は昨日 3 月 16 日、在韓米軍施設での運営維持業務
に関し、取引制限を目的とする共謀また米国政府を騙し取る取決めの実行をしたとして、
韓国人二人を起訴した。 

起訴状によると、共謀期間実施中、ヒュン・キー・シン及びヒュク・ジン・クォンが韓
国系建設会社の重役であり、同社は在韓米軍施設において下請業務を行っていた。クォン
氏は同社の所有者の一人でもあった。遅くとも 2018 年 11 月から、クォン氏及びシン氏
は、他者と共謀して、在韓米軍施設での下請業務に関し、価格カルテル及び受注調整を行
い、米国国防総省を騙し取り、よって同施設で行われる修理維持業務に係る何百万ドルに
も及ぶ請負契約をとったとされている。 

司法省反トラスト局のジョナサン・カンター局⻑は以下のように述べた。 
｢入札談合、価格カルテル及び詐欺は犯罪である。我々は、海外での我々の軍事施設の整

備を害するため違法行為に従事した犯罪者に対し、何もせずそのまま放っておくわけに行
                                                 

1  Press Release, Department of Justice, Contractors Indicted for Rigging Bids on Subcontract Work and 
Defrauding U.S. Military Bases in South Korea, March 17, 2022. 
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かない。｣ 
米国陸軍の犯罪捜査司令部に属する主要調達詐欺ユニットの太平洋フィールドオフィ

スのレイ・パーク・オフィス⻑は以下の声明を発した。 
｢被告らがライバル達と共に受注調整を行い、それにより、米国陸軍を騙し取り、陸軍予

算が使われる修理・施工の請負契約をとった、との嫌疑が被告らにある。米国陸軍の犯罪
捜査司令部に属する特別捜査官らは、陸軍調達過程の健全性を害するような個人を捜査し
責任を取らせることに努めている。｣ 

連邦捜査局(以下｢FBI｣という。)刑事捜査課のルイス・ケサダ課⻑は以下のように発言し
た。 

｢被告らは米軍施設での修理維持業務に関し、価格カルテル及び受注調整を内容とする
共謀を行ったと疑われている。これらの行為は、単に違法であるのみならず、公正取引の
原則にも基本的に反するようなものでもある。起訴状で示されているとおり、FBI と我々
の法施行パートナーらは、他者を騙し込む取決めを捜査することに専念している。たとえ
諸外国ででっち上げられたものであったとしても、そのようにする。｣ 

テキサス州⻄部地区地裁に提出された重罪 7 件の起訴状によると、クォン氏及びシン氏
は、取引制限を目的とする共謀の重罪 1 件、また通信詐欺の重罪 6 件で起訴された。本件
起訴は、在韓米軍施設で行われる運営維持業務に関する価格カルテル及び受注調整に対す
る継続中の捜査の結果として生じた初めての摘発事例である。 

シャーマン法の下、取引制限を目的とする共謀に対し適用される罰則の法定上限は、個
人の場合には、10 年の禁固刑及び 100 万ドル(約 1 億 3000 万円、1 ドル＝130 円)の罰金刑で
ある。通信詐欺の重罪については、20 年の禁固刑及び 25 万ドル(約 3250 万円)の罰金刑の
法定上限が適用される。罰金の上限は、犯罪による利得の 2 倍の金額又は犯罪によって被
害者が被った損失の 2 倍の金額のいずれかの金額が法定上限額を上回る場合には、当該金
額まで引き上げることができる。連邦地裁の判事は米国量刑ガイドラインその他の法定要
因を考慮した後に、量刑の判断を行うことになっている。 

本件起訴は、反トラスト局刑事捜査２課、陸軍の犯罪捜査司令部、及び FBI の審査の結
果によるものであり、審査にはテキサス州⻄部地区の連邦検事室が支援をした。 

2019 年 11 月に司法省は Procurement Collusion Strike Force(調達共謀対策本部；以下
｢PCSF｣という。)を創設した。PCSF は、政府による調達、補助金、資金援助プログラムに
影響を及ぼす反トラスト犯罪と関連詐欺罪を撲滅するための共同法執行取組である。政府
には連邦、州、地方自治体といった各段階のものがある。2020 年秋期、PCSF はグローバ
ル PCSF の創設によってその活動範囲を拡大した。グローバル PCSF は、米国外で行われ
る財政支出を狙っている共謀の抑⽌、探知、捜査また訴追を目的としている。 
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２ 企業結合事件 
(1) 連邦取引委員会競争局のニューマン次⻑、ニュージャージー州での病院間統合の阻⽌

を命じた予備的差⽌めの承認をした控訴審判決について、声明を発表(2022 年 3 月 22
日)2 

 
連邦取引委員会(以下｢FTC｣という。)競争局のジョン・ニューマン次⻑は本日 3 月 22 日、

ニュージャージー州地区地裁が 2021 年 8 月に命じた予備的差⽌めの承認をした第 3 巡回
区控訴裁判所判決について、声明を発表した。同地裁判決では、Hackensack Meridian 
Health(以下｢ハッケンサック｣という。)による Englewood Healthcare Foundation(以下｢エン
グルウッド｣という。)の買収の阻⽌が命じられた。 

ニューマン次⻑の声明は以下のとおりである。 
｢本日の勝訴は FTC の一貫性のある立場を承認した。その立場では、ニュージャージー

州バーゲン地区に居住する患者らとその家族らがこの反競争的買収案の実行により害を受
ける蓋然性があるという姿勢が取られていた。本件買収案が容認されたならば、患者らが
選びうる急性期入院サービスの選択肢が減っていったであろう。そして、この地区での価
格が上昇し利用可能なケアの質が低下していったであろう。｣ 

本件控訴審判決は、まず、本件の｢一応有利な証明｣(a prima facie case)をなすため、FTC
はハーフィンダール・ハーシュマン指数(HHI)の値のみに基づく高度集中市場の存在を立
証することができるとの見解を示した。次に、本件買収の実行が競争の実質的減殺をもた
らすであろうとの一応有利な証明を、病院ら側が覆していない旨を地裁が判示した、と本
件控訴審判決は指摘をした。そして、本件控訴審判決は、この地裁判決には誤りが無いと
の結論に至った。 

2020 年 12 月に FTC は本件の審判開始決定書を提出した。審判開始決定書によると、
本件買収案が実施されれば、ハッケンサックとエングルウッド間の活発な競争が消滅し、
買収後ヘルスケアシステムがニュージャージー州バーゲン地区での６つの急性期病院の内
の 3 病院を支配することになる。行政審判は 2022 年 4 月 22 日に開始される予定である。 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2 Press Release, Federal Trade Commission, Statement of Federal Trade Commission Bureau of Competition 
Deputy Director John M. Newman on Federal Appeals Court Ruling Affirming Preliminary Injunction to Halt 
Merger of New Jersey Hospital Networks, March 22, 2022. 
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(2)  連邦取引委員会、EnCap によるエネルギー生産者 EP エナジーの買収案について、ユ
タ州での原油事業の売却を条件として承認(2022 年 3 月 25 日)3 

 
 連邦取引委員会(以下｢FTC｣という。)は本日 3 月 25 日、エネルギー専門投資ファンド
EnCap Energy Capital Fund XI, L.P.(以下｢EnCap｣という。)によるエネルギー生産者 EP 
Energy Corp.(以下｢EP エナジー｣という。)の買収計画について、EP エナジーのユタ州内事
業・資産の全ての売却を条件として承認をした。当該売却により、FTC の抱いている本件
買収による競争上の懸念が払しょくされるようになる。本件買収により、FTC は、ソルト
レイクシティ地域の精製所らに対し含蝋原油を販売している主要 4 社の内の 2 社との直接
競争が消滅し、よって競争が減殺される蓋然性があるという主張を展開していた。本件買
収総額は 14 億 4500 万ドル(約 1878 億 5000 万円)である。 

FTC 競争局のホリー・ヴェドヴァ局⻑は以下のとおり述べた。 
 ｢当初の計画どおりでは、ソルトレイクシティの精製所らがウインタ盆地原油の購入に
際し、EnCap 単独、又は企業集団の一社として EnCap に対し、より高い金額を支払わざ
るを得ないという蓋然性があった。そして、同精製所らがそれらの費用を消費者らに転嫁
するという蓋然性もあった。｣ 
 本件申立書(complaint)によると、買収案が実行されれば、ウインタ盆地において競争者
間で共謀的行為が行われ、又は協調的行動が取られる蓋然性が高まる。 
 EnCap はテキサス州に本社を構える未公開株式投資ファンドであり、主として石油とガ
ス等のエネルギーの探鉱、生産、輸送、販売促進及び販売に関する幾つかのポートフォリ
オ会社を運営している。EP エナジーもテキサス州に本社を構えており、石油及び天然ガス
生産事業をユタ州ウインタ盆地及びテキサス州のイーグルフォード・シェール層で行って
いる。 
 申立書によれば、EP エナジーと EnCap は、ソルトレイクシティ地域の精製所らに対し
販売されるウインタ盆地の含蝋原油の開発、生産また販売を巡り競争している。Encap は
自社の子会社 XCL Resources Holdings, LLC(以下｢XCL｣という。)を通じてこの競争に挑ん
でいる。同原油は⿊又は⻩⾊である。当初届け出られた本件買収案では、主要生産者らが
4 社から 3 社に減るようになっていた。 
 和解案で定められている諸条件に基づき、EnCap は、ユタ州での EP エナジーの事業・
資産を Crescent Energy Company(以下｢クレセント｣という。)に対し売却しなければならな
い。クレセントは原油と天然ガス生産に経験を有する運営業者であり、ウインタ盆地では
新しい競争者として登場するようになる。 
 ウインタ盆地の含蝋原油は特別な 2 つの性質を有する。第一に、同原油の輸送は困難で

                                                 

3 Press Release, Federal Trade Commission, FTC Requires ENCAP to Sell Off EP Energy Corp.’s Entire Utah 
Oil Business amid Concerns that Deal would Increase Pain at the Pump, March 25, 2022. 



- 5 - 

 

ある。第二に、同原油は輸送用燃料その他の石油製品を生産するのに特に適している。ソ
ルトレイクシティ地域の精製所らは、ウインタ盆地でとれる含蝋原油の有効利用を図るた
め、資金を投入して一定の施設の最適化を進めた。生産者らは、ウインタ盆地での含蝋原
油をソルトレイクシティ地域の精製業者らに対し、他の顧客への販売と比べ、より高額で
販売することができ、現にそうしている。当初届け出られ計画では、本件買収案は含蝋原
油、次いで、消費者が当てにしている精製石油製品の価格上昇をもたらすものであった。 
 EnCap の子会社 XCL は、内部分析及び戦略的プレゼン資料が示すとおり、本件買収に
よって生じうる反競争的効果について認識している。 
 XCL は、EP エナジーの買収により同社の推定市場シェアが 14％から約 40％まで上昇
するであろうと予測した。XCL の役員の一人は、当該買収案が 3500 万ドル(約 45 億 5000
万円)から 7500 万ドル(約 97 億 5000 万円)までのマーケティング・シナジーを生み出しうる
防衛的手段であるとの見解を示した。EnCap の内部資料は主要な競争者数が少ないことを
強調し、ユインタ盆地が往々にして 3 社によって支配されているとの説明を行っている。 
 本件同意命令案によると、EnCap は、本件買収実行後の 10 日以内に本件売却を完了さ
せなければならない。また、EnCap は資産売却に伴う移行支援を提供し、またクレセント
が売却対象事業の従業員を雇い入れようとする場合に、その従業員と締結されている如何
なる競業避⽌義務契約をも行使してはならない。 

また、同意命令案の下、 
・ EnCap は、ウインタ盆地が存在するユタ州７地区内における将来の一定の買収を実

行する前、今後 10 年間にわたり、FTC による事前の承認を受けなければならない。 
・ また、クレセントは、売却対象資産の取得後 3 年間、その資産の全てを如何なる購

入先に対し売却するにしても、FTC からの事前の承認を受けなければならない。そ
の後の 7 年間にわたり、クレセントは、ウインタ盆地での含蝋原油の開発、生産又
は販売に従事している購入先に対し売却対象資産の全てを移転する場合にも、FTC
からの事前の承認を受けなければならない。 

 本件同意命令案に関する更なる詳細、とりわけ、資産の活用維持に関する命令、及び当
事者らの遵守を監視する監視人の指名等については、本件に関する一般意見のための分析
(analysis to aid public comment)に示されている。 
 FTC は、本件申立書を発出し、同意命令案を受け入れてそれをパブリックコメントに付
することを 5−0 で承認した。本件について、FTC は同意命令案のパッケージを官報にお
いて近々公表する。公表文にはコメントの提出方法が記載される。コメントの受付期間は、
当該パッケージが官報に公表された後の 30 日間である。コメントは、受付がなされてか
ら regulations.gov において公表される。 
 
(お問い合わせは、佐藤 潤、慶應義塾大学産業研究所共同研究員・クレド法律事務所提携ニューヨ
ーク州弁護士 jun_sato02@yahoo.co.jp、までお願いします。) 
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Ⅱ 欧州競争法(政策) 
 

本号では、買収事件 2 件を取り上げる。 
1 件目は、Amazon による MGM の買収事件である。両社は映像コンテンツの制作と供

給、映画制作等の事業活動を行っているが、両社の事業の重複は限定的であり競争へ悪影
響が認められないことから、本件買収は無条件で承認された。 

2 件目は、Parker による Meggitt の買収事件である。両社はともに航空機用車輪・ブレ
ーキ市場における主導的事業者であることから、両市場における競争上の懸念が認定され
た。欧州委員会は、Parker が米国に所在する工場の売却を軸とする問題解消措置を実施す
ることを条件に本件買収を承認した。 
 
１ 買収事件 
(1) 欧州委員会、Amazon による MGM の買収を承認(2022 年 3 月 15 日)4 
 

欧州委員会は EU 合併規則の下、Amazon.com Inc(以下｢Amazon｣という。)による MGM 
Holdings(以下｢MGM｣という。)の買収について、欧州経済領域(EEA)市場における競争上の
懸念を惹起するものではないとして承認した。 
 
欧州委員会による調査 

欧州委員会は調査の結果、届出のあった本件取引は、(ⅰ)映像コンテンツの制作と供給、
(ⅱ)TV チャンネルの卸供給、(ⅲ)映像サービスの小売供給、(ⅳ)映画館向けの映画制作と、
映画流通業者への配給ライセンスの供与、(ⅴ)マーケットプレイスサービスの提供の各市場
において、競争を大きく減殺するものではないと認定した。上記各市場は、加盟国ごとに
存在している。 

欧州委員会は、以下の各点について調査を行った。 
・映像コンテンツのバリューチェーンにおける Amazon と MGM の活動の水平的な重

複 
   欧州委員会は、両社間の水平的な重複は限定的であると認定した。両社が主として

活動を行っている映像コンテンツのバリューチェーンは別であり、両社ともに市場占
拠率は低い。 

 ・映像コンテンツのバリューチェーンにおける Amazon と MGM の活動における垂直
的な結びつき 

   欧州委員会は、(ⅰ)MGM の映像コンテンツの制作者・ライセンサーとしての川上の
                                                 

4 Press Release, European commission, Mergers: Commission approves acquisition of MGM by Amazon, 8 
February 2022. 



- 7 - 

 

活動は他の事業者と比べて限定的であること、(ⅱ)MGM のコンテンツは必須のものとはい
えないこと、(ⅲ)幅広い代替的コンテンツが存在することを認定した。Amazon はビデオの
ストリーミング市場において大きな存在感を有しながらも、他の事業者からの強力な競争
圧力に直面している。 
 ・映画館向けの映画制作とライセンスに関する川上市場と、映画館での上映に関する川

下市場における Amazon と MGM の活動の垂直的な結びつき 
 欧州委員会は、MGM の映画が EEA における映画館の収入占める割合は限定的であり、
同社は James Bond のようなヒット作の権利を有しているものの、全体として見ると上位
の映画制作会社とはいえないと認定した。 
 ・MGM のコンテンツと、Amazon の映画小売とマーケットプレイスサービス製品との

間の複合的結びつき 
 欧州委員会は、MGM のコンテンツが Amazon のプライム・ビデオサービスに加えられ
たとしても、マーケットプレイスサービス提供者としての Amazon の地位に大きな影響を
与えることはないと結論づけた。 
 よって欧州委員会は、検討対象となったすべての市場において競争上の懸念を惹起する
ものではないとして、本件を無条件で承認した。 
 
当事会社と製品 
 Amazon は米国を本拠とする多国籍企業であり、小売、エンターテインメント、家電製
品、技術サービスを含む事業を幅広く展開している。同社は、Amazon Studio を通じて
映像コンテンツの(共同)制作を行っており、EEA のほか全世界において消費者に提供され
ている同社のホーム・エンターテインメント｢プライム・ビデオ｣上で、第三者コンテンツ
と合わせて提供している。 
 MGM は米国を本拠とし、EEA のほか全世界において映像コンテンツの製造と流通を行
っている。また MGM は MGM+のほか、Prime Video、Zattoo、Mediaset の小売流通業
者を通じて多くの EEA 諸国において卸チャンネルを提供している。 

なお本件は、2022 年 2 月 8 日に欧州委員会に届出がなされたものである。 
 
(2) 欧州委員会、Parker による Meggitt の買収を条件付承認(2022 年 4 月 11 日)5 
 
 欧州委員会は合併規則の下、Parker による Meggitt の買収計画を承認した。本件承認は、
Parker の申し出た問題解消措置の全面的な遵守を条件とする。 
 

                                                 

5 Press Release, European commission, Mergers: Commission approves Parker’s acquisition of Meggitt, subject 
to conditions, 11 April 2022. 
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欧州委員会による調査 
欧州委員会は両当事者の主導的地位に鑑みて、本件買収計画が特定の航空機用車輪とブ

レーキの設計製造・供給市場に与える影響について調査した。 
市場調査の結果、欧州委員会は当初届出のあった本件取引は、小型汎用航空機、ビジネ

スジェット、⺠生用・軍事用ヘリコプター、軍事用固定翼ドローンの車輪とブレーキの限
定された供給者の数をさらに減少させるおそれがあることを認定した。合併により誕生す
る事業者は、上記市場における最大の供給者としての地位を強め、上記の重要な部品の価
格とイノベーションに影響を与えることが懸念される。上記の類型の航空機向けの車輪と
ブレーキ製造分野における競争者プレゼンスは限定的であり、他の種類のブレーキを提供
できない者が多い。 

他方、欧州委員会は十分な代替的な供給者が本件取引後も活発に事業活動を継続する見
込みであることを理由に、航空機タイヤ用バルブを含む他の航空部品市場については競争
上の懸念を認定しなかった。 
 
提案された問題解消措置 
 欧州委員会の競争上の懸念を解消するため、Parker は航空機用車輪とブレーキ部門全体
の売却を申し出た。本件措置には、同社の米国オハイオ州における工場の売却と、売却を
受けた事業者が合併により誕生する事業者から独立して持続性ある事業を継続できること
を確保するための広範な供給が含まれる。 
  上記措置は、両社間の航空機用車輪とブレーキの設計、製造、供給全般にわたる事業の
重複を完全に取り除くものである。よって上記措置により、競争上の懸念が認定された市
場においても現在の競争水準と、顧客の選択が維持されることになる。よって欧州委員会
は、上記措置により修正された本件取引は、競争上の懸念を惹起するものではないと結論
づけた。欧州委員会の決定は、本件措置の全面的な実施を条件とする。 
 
当事会社と製品 
 Parker は米国に本拠を置き、モーション／制御技術・シス テムの設計、製造、供給、及
び様々な移動、工業、航空市場の精密エンジニアソリューションの供給において世界的に
事業展開を行っている。 
 Meggitt は英国に本拠を置き、航空・防衛市場向けの部品とサブシステムの設計、製造、
供給分野全般のほか、部分的なエネルギーアプリケーションの分野において事業活動を展
開している。 

なお、本件は 2022 年 4 月 11 日に欧州委員会に届出がなされたものである。 
 
(お問い合わせは、多田 英明・東洋大学法学部教授 tada@toyo.jp までお願いします。) 


