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Ⅰ 米国競争法(政策) 

１ 共謀事件 
(1) 司法省、入札談合とそれに関わる贈収賄に関与していたとして、カリフォルニア州運

輸省の元契約管理課⻑が有罪の答弁を⾏った旨を公表(2022 年 4 月 11 日) 

(2) 司法省、入札談合及び米軍隊への詐欺的取決めに関与したとして、フロリダ州の男性
3 名が起訴された旨を発表(2022 年 4 月 12 日) 

２ 企業結合事件 
(1) 連邦取引委員会、ヒクマによるカストファームの買収について、ステロイド注射剤を

巡る潜在的価格競争が維持されるための是正措置の実⾏を条件として承認(2022 年 4
月 19 日) 

 
Ⅱ 欧州競争法(政策) 

１ 買収事件 
(1) 欧州委員会、Phoenix による McKesson の買収計画の一部をフランス競争当局へ送付

するとともにフランス国外部分について承認(2022 年 3 月 30 日) 
２ 市場支配的地位の濫用 
(1) 欧州委員会、Apple Pay に関する慣⾏について Apple に対し異議告知書を送付(2022 年

5 月 2 日) 
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Ⅰ 米国競争法(政策) 
 

本号では、共謀事件 2 件及び企業結合事件 1 件が取り上げる。両共謀事件では、反トラ
スト局の調達共謀対策本部が捜査訴追に関わった。 

１件目は、カリフォルニア州運輸省が指名競争入札の方法により発注する高速道路等の
改修工事案件の入札で、同省元幹部がシャーマン法 1 条に違反する受注調整等に関与して
いたというものである。本件で、同元幹部は受注調整とそれに関わる収賄罪に関与してい
た旨の有罪の答弁を⾏い、カリフォルニア州東部地区地裁より有罪の判決を受けた。 

２件目は、米陸軍が発注する陸軍部隊ロゴ入りリュックサック等の販促品の入札で、男
性 3 名がシャーマン法 1 条に違反する受注調整等を⾏ったとの嫌疑が掛けられているケー
スである。本件で、フロリダ州中部地区地裁での大陪審は、受注調整とそれに関わる詐欺
的取決めに関与していたとして、当該 3 名を起訴した。 

３件目は、多国籍後発薬会社ヒクマによる米系後発薬会社カストファームの買収が条件
付きで承認された事件である。本件で、連邦取引委員会は、皮膚病等の治療に使うステロ
イド注射剤の開発の取りやめや同製剤の潜在的価格競争の消滅を防ぐため、一定の同製剤
関連資産の売却を条件として、本件買収を承認した。 
 
１ 共謀事件 
(1) 司法省、入札談合とそれに関わる贈収賄に関与していたとして、カリフォルニア州運

輸省の元契約管理課⻑が有罪の答弁を行った旨を公表(2022 年 4 月 11 日)1 
 
 司法省は 4 月 11 日、カリフォルニア州運輸省契約管理課の元課⻑が、同省の改修契約
案件に関して入札談合とそれに関わる贈収賄の取決めに関与していたという起訴内容に対
し、有罪の答弁を⾏った旨を公表した。 

カリフォルニア州東部地区地裁に本日提出された有罪答弁協定書によると、チュン・フ
ー“Keith”ヨング及び彼の共謀者らは、遅くとも 2015 年初頭から早くとも 2019 年までの
間、共謀して、カリフォルニア州運輸省発注の契約案件の競争入札過程を妨害し、それに
より、ヨング氏の共謀者らによって支配されている会社らが落札できるようにし、本件契
約を獲得できるようにした。ヨングはまた、同省で働いていた時に賄賂を受け取ったとの
嫌疑もかけられている。同省は、連邦予算のかなりの配分を受け取っているカリフォルニ
ア州当局である。ヨングは、現金、ワイン、家具及び家の修築サースという形で賄賂を受
け取った。ヨングが受け取った現金及び便益の価値は 80 万ドル(約 10 億 4000 万円、1 ドル

                                                 

1 Press Release, Department of Justice, Former Caltrans Contract Manager Pleads Guilty to Bid Rigging and 
Bribery, April 11, 2022. 
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＝130 円)以上である。ヨングは有罪答弁を⾏い、それに加え、不当利得を吹き出すこと、
継続中の捜査に協力することに同意した。 
 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。 
 ｢本日の有罪答弁は、カリフォルニア州運輸省での入札談合及び賄賂に関する継続中の
捜査から生じた初のものである。インフラ投資及び雇用法に基づく 1 兆 2000 億ドル(約
156 兆円)に及ぶ政府予算、及び米国での運輸インフラの重要性に鑑み、競争入札過程を阻
害するような入札談合取決めを根絶することが反トラスト局及びその調達共謀対策本部の
パートナーらの最優先事項である。｣ 

ヨング氏は 8 月 22 日に、地裁のキンバーリー・ミューラー判事によって刑の宣告を受
ける予定である。入札談合については、ヨング氏は最高法定刑である禁固 10 年及び罰金
100 万ドル(約 1 億 3000 万円)の適用を受ける。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 倍の金額まで引き上げることができる。実際
の量刑は、あらゆる法定要因及び米国量刑ガイドラインが考慮された後に、裁判所によっ
て決定されるようになる。 

本件有罪答弁は、反トラスト局サンフランシスコ事務所、カリフォルニア州東部地区の
連邦検事室、及び FBI サンフランシスコ事務所が⾏っている共同捜査の結果として生じた
初のものである。共同捜査は司法省の Procurement Collusion Strike Force(調達共謀対策本
部；以下｢PCSF｣という。)の活動の一環として⾏われた。 

2019 年 11 月に司法省は PCSF を創設した。PCSF は、政府による調達や助成金、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の撲滅の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を抑止、探知、捜査また訴追することを目的
としている。 
 

(2) 司法省、入札談合及び米軍隊への詐欺的取決めに関与したとして、フロリダ州の男性
3 名が起訴された旨を発表(2022 年 4 月 12 日)2  

 
 フロリダ州中部地区での大陪審は本日 4 月 12 日、米国陸軍が特別注文により調達する
販促品に係る入札において談合をしていたとして、フロリダ州の男性 3 名を起訴した。同
3 名のうちの 2 名については、米国陸軍を騙し取ったとしても起訴されている。本件の起
訴状は本日公開された。当該 2 名は本日早朝に逮捕され、3 名全員は本日午後に裁判所に
初出廷した。 

                                                 

2 Press Release, Department of Justice, Three Florida Men Indicted for Rigging Bids and Defrauding the U.S. 
Military, April 12, 2022. 
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裁判資料によると、ローレンス・オブライアン、ブルース・ラロッシュ及びトマス・デ
ーリーは、共謀して、彼らの会社間の競争を排除し、受注予定者を決定し、同社が受注で
きるようにした。この取決めを実施するため、被告らは、入札テンプレイトを相互に交換
したり、軍隊の顧客に対して入札書を互いの代わりに提出したりした。 

司法省反トラスト局ジョナサン・カンター局⻑は以下の声明を出した。 
｢軍隊を標的とする入札談合及び詐欺的取決めは容認されない。市場競争及びアメリカ

の納税者への侮辱である。政府一体の取組の観点から、反トラスト局は我々の法執⾏パー
トナーら及び調達共謀対策本部と密接に協力し、納税者が収めた税金を共謀及び詐欺から
守り続けることにしている。｣ 

アメリカ合衆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・フィールドオフ
ィスのマイケル・クーラン・オフィス⻑は以下の声明を発した。 

｢この起訴は、自分有利にシステムを操ろうとする者から入札及び契約過程を守るとの
我々の決意を示す更なる事例である。犯罪捜査司令部及び我々の法執⾏パートナーらは、
入札及び契約過程の健全性を守ることに努めている。｣ 
 アメリカ合衆国空軍ボーリング空軍基地に拠点を置く特別捜査局調達詐欺室のポール・
ワッチスムッス室⻑は以下のように述べた。 
 ｢入札談合は、被害者無き犯罪ではない。納税者から競争による恩恵を奪い取っている。
特別捜査局は、反トラスト局と我々の法執⾏パートナーらと共に、政府調達過程への信頼
と自信を弱めるような慣⾏に従事している企業と個人に責任を取らせることに努めてい
る。｣ 
 また、起訴状は、ラロッシュ氏が米国政府から利益を騙し取るための共謀にも参加した
と訴えている。起訴状によると、ラロッシュ氏は実体のない幽霊会社を幾つも設立し、彼
自身又は彼の共謀者らがこれらの幽霊会社から偽の入札書を提出した。これらの入札書か
らはこれらの会社らが双方に競争し合っているかのように見えた。その理由は、とりわけ、
共犯者達が全ての入札書を作成し、幽霊会社らがラロッシュ氏により所有・支配されてい
たにもかかわらず、各入札書に異なる販売担当者、価格、商品説明が明記されていたから
である。追加的に、起訴状によると、オブライアン氏も自社の幽霊会社を使って共謀に参
加していた。 
 3 名全員にはシャーマン反トラスト法に違反したとの嫌疑が掛けられている。シャーマ
ン法違反に対しては、10 年の禁固刑及び 100 万ドル(約 1 億 3000 万円)の罰金刑の法定上限
が適用される。ラロッシュ氏とオブライアン氏は、米国を騙し取る共謀にも参加したとの
嫌疑が掛けられている。その罪に対する法定上限は 5 年の禁固刑及び 25 万ドル(約 3250
万円)の罰金刑である。 
 反トラスト局刑事捜査 1 課が本件を訴追しており、捜査には米国陸軍犯罪捜査司令部及
び海軍特別捜査局の支援があった。 
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 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、政府による調達や助成金、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の撲滅の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を抑止、探知、捜査また訴追することを目的としている。 
 
２ 企業結合事件 
(1) 連邦取引委員会、ヒクマによるカストファームの買収について、ステロイド注射剤を

巡る潜在的価格競争が維持されるための是正措置の実行を条件として承認(2022 年 4
月 19 日)3  

 
連邦取引委員会(以下｢FTC｣という。)は 4 月 19 日、Hikma Pharmaceuticals PLC(以下｢ヒ

クマ｣という。)による Custopharm, Inc.(以下｢カストファーム｣という。)の買収計画について、
副腎皮質ステロイド薬であるトリアムシノロン・アセトニド(triamcinolone acetonide、以下
｢ TA ｣ という。) 関連の資産の売却を条件として承認した。売却先は Long Grove 
Pharmaceuticals, LLC(以下｢Long Grove｣という。)であり、買収総額は 3 億 7500 万ドル(約
487 億 5000 万円)である。本件同意命令案は、ヒクマが同社の開発パイプラインにある TA
剤の開発を取り止めたり、延期したりする如何なる動機をも取り除き、それにより、TA 後
発品市場での競争を維持しようとしている。 

歴史的に、ジェネリック薬会社の追加的参入により、患者らはより低い薬価による恩恵
を受けてきた。さらに、同意命令案によれば、Long Grove は今後同社によって保持される
ようになる TA 関連資産の経済的価値を維持するという必要があり、ヒクマは TA 関連の
買収を将来的に実⾏する場合には、FTC の承認を受けるという必要もある。 

FTC 競争局ホリー・ヴェドヴァ局⻑は以下のとおり述べた。 
｢ヒクマによるカストファームの TA 事業の買収案は、皮膚病、アレルギー、炎症の治療

に TA を使用する患者らに対しかなりの不利益をもたらしうるものであった。現在、3 社
しかこの医薬品を販売していない。連邦食品医薬品局がカストファームの TA 剤の販売を
最近承認したところ、ヒクマは現在 TA 注射剤を開発している。FTC が訴えたおかげで、
ヒクマは同社の TA 剤を市場に出すというインセンティブを持ち続けられるようになった。
これは消費者利益に適うものである。｣ 

ヒクマは多国籍製薬会社であり、同社の米国本社はニュージャージー州バークレーハイ
ツに置かれている。同社はブランド薬品、及びジェネリック注射剤を含むジェネリック薬

                                                 

3  Press Release, Federal Trade Commission, Federal Trade Commission Preserves Competition for 
Development and Marketing of Steroid Injectable Drug, April 19, 2022. 
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品を製造している。カストファームは主にジェネリック注射剤を開発しており、下請製造
業者にそれらの製造を委託している。 
FTC によると、是正措置無しでは、ヒクマは独自で開発している TA 注射剤の開発を中止
する蓋然性があり、その結果、TA 市場での競争促進が生じない蓋然性があった。 
 ジェネリック薬会社の存在とその数によって医薬品価格が決まる。また、ジェネリック
薬の数が増加するにつれ、医薬品価格が低下する傾向がある。 

提案された同意命令案によれば、Water Street Healthcare 及びその子会社 Long Grove
はカストファームから譲り受けることになる TA 関連資産を正式命令発出後 4 年間にわた
り活用・維持するという必要がある。Long Grove は特殊医薬品の開発会社であり、複雑な
ジェネリック薬に特化している。本件に関する一般意見のための分析で説明されていると
おり、同意命令案の諸条件に基づき、FTC は、本命令への当事会社の順守を報告させるた
めの監視人を任命することができる。 
 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米国ニュ
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 1 件と市場支配的地位の濫用に対する異議告知書送付を取り上げる。 
1 件目は、Phoenix による McKesson の買収事件である。本件買収では、EEA(欧州経済

領域)諸国の医薬品卸流通市場における競争制限のおそれが問題となったが、欧州委員会は
フランス市場以外について競争上の懸念はないとして承認した。他方、フランス市場につ
いては、EU 合併規則に規定される要請を受けてフランス競争当局が本件買収について審
査を⾏うこととなった。 

2 件目は、Apple が同社のモバイル端末に搭載されている非接触型決済の標準技術への
サードパーティ開発者のアクセスを制限していることについて、欧州委員会が市場支配的
地位の濫用のおそれがあるとして Apple に異議告知書を送付したものである。 
 
１ 買収事件 
(1) 欧州委員会、Phoenix による McKesson の買収計画の一部をフランス競争当局へ送

付するとともにフランス国外部分について承認(2022 年 3 月 30 日)4  
 
 欧州委員会はフランス競争当局の要請に基づき、Phoenix による McKesson の買収計画
の一部を同当局へ送付した。一方欧州委員会は、本件買収はフランス市場を除く EEA(欧州
経済領域)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、EU 合併規則の下、
無条件で承認した。 
 Phoenix は 2022 年 2 月 9 日、McKesson の多数の投資先会社、ドイツにおける疾病ケア
事業、その他欧州に所在する資産の買収について届出を⾏った。フランス競争当局は 2 月
22 日、自国の医薬品の卸流通市場について競争上の懸念を有しているとして、欧州委員会
に対して本件買収案の同国に関する部分の送付を要請した。同当局は、かつて類似の事例
を処理した知見と経験を有するため、自国における競争の影響を評価するのに相応しいと
主張した。 

EU 合併規則 9 条 2 項(a)の規定の下、欧州委員会は加盟国の要請を受けて、届出のあっ
た取引が当該加盟国の国内市場における競争に重大な影響を与えるものであり、かつ当該
市場が独立した市場と認める場合には、当該取引を加盟国競争当局へ送付することができ
る。 

 
欧州委員会による調査 

欧州委員会が収集した証拠によると、届出のあった買収計画はフランスの卸医薬品流通
                                                 

4 Press Release, European commission, Mergers: Commission partially refers acquisition of a part of McKesson 
by Phoenix to France’s competition authority and clears proposed merger outside France, 30 March 2022. 
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市場において重大な競争上の影響を与えるおそれがあることが確認された。同市場では、
McKesson と Phoenix の両社それぞれが現状では第 1 位と第 5 位の事業者となっている。
よって欧州委員会は、本件買収の一部をフランス競争当局へ送付し、国内競争法に基づい
た同当局の審査に委ねることとした。 

同時に欧州委員会は、EU 合併規則の下、本件買収の残余の部分について承認した。欧
州委員会は、本件買収が市場における競争に影響を与えるおそれがあるイタリアにおける
医薬品の卸売と小売流通市場について詳細な調査を⾏った。その結果欧州委員会は、両当
事者の市場占拠率と、本件取引による市場占拠率上昇が限定的であることから、フランス
を除いた市場において本件買収は競争上の懸念を惹起するものではないと結論づけた。よ
って欧州委員会は、通常の合併手続にしたがってフランス国外については本件買収を承認
した。 

 
当事会社と製品 
 Phoenix はドイツに本拠を置き、ドイツを中心に他の欧州諸国において総合ヘルスケア
供給者として活動している Phoenix Pharma SE により管理されている。Phoenix の核とな
る事業は、欧州 14 か国における医薬品の卸売・小売販売である。 
 McKesson はドイツに本拠に置く医薬品卸・小売企業として、欧州 12 か国のヘルスケア
部門において、ロジスティックスとサービスを提供している。同社は米国に本拠を置く
McKesson Corporation により管理されている McKesson Europe Holdings GMbH & Co の
一部である。 
 
２ 市場支配的地位の濫用 
(1) 欧州委員会、Apple Pay に関する慣行について Apple に対し異議告知書を送付(2022

年 5 月 2 日)5 
 
 欧州委員会は Apple に対し、同社が iOS 端末上でのモバイルウォレット市場において支
配的地位を濫用していたとの初期の見解を通知した。同社は、店舗に置かれているモバイ
ル端末に搭載されている非接触型決済の標準技術(Near-Field Communication (NFC)又は“tap 
and go”)へのアクセスを制限することにより iOS のモバイルウォレット市場における競争
を制限していた。 
 欧州委員会は本決定により、Apple が自社の Apple Pay の利益を図るべく、モバイルウ
ォレットの開発者が自己のデバイス上にある必要なハードウェアとソフトウェア(NFC イ
ンプット)へアクセスすることを妨げていたことを認定した。 

                                                 

5 Press Release, European commission, Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Apple over 
practices regarding Apple Pay, 2 May 2022. 
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モバイル決済技術に対するAppleのアクセス制限に関する異議告知書 

Apple Pay は、iPhones と iPad に搭載されている同社独自のモバイルウォレットソリュ
ーションであり、実店舗とオンライン上でのモバイル決済が可能となっている。同社の
iPhones、iPad とソフトウェアは「閉鎖エコシステム」となっている。同社は、モバイル
ウォレット開発者のアクセスを含む、当該エコシステムにおける利用者のあらゆる履歴を
管理している。 

現段階で欧州委員会は、Apple はスマートモバイルデバイス市場において強大な市場支
配的地位を有していると考えている。 

Apple Pay が iOS 上で必要な NFC input へアクセスできる唯一のモバイルウォレットソ
リューションとなっている中で、同社はモバイルウォレットのサードパーティ開発者に
NFC input を利用することを認めていない。NFC の“tap and go”技術は、店舗に設置され
ている Apple のモバイル決済端末に搭載されており、携帯電話と店舗の支払端末の間の交
信を可能とする。NFC は、店舗におけるほとんど全ての支払端末で利用されており、他の
技術よりもシームレス、かつ安全な支払方法として、欧州では広く受け入れられている。 

欧州委員会の初期の見解は、Apple は自己の OS である iOS 上のモバイルウォレット市
場において有している市場支配的地位を利用して Apple Pay の NFC 技術へのアクセスを
制限することで競争を制限しているというものである。このことは競争者を排除する効果
を有し、同時に iPhone に搭載されるモバイルウォレットの技術革新と消費者の選択肢を
制限するものである。上記⾏為が認定された場合、本件⾏為は市場支配的地位の濫用を禁
止する EU 運営条約 102 条に違反するものである。 

なお、異議告知書の送付は調査の結果に予断を与えるものではない。 
 
(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。) 


