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総括と示唆

今回の Impactful	Economic	Analysis では、公正取引委員
会（公取委）により公表された令和 2年度における主要な企
業結合事例 10 件と、その他令和 3 年中に公表された企業
結合事例 2 件について、それぞれのポイントをまとめた。下
表はポイントを類型ごとにまとめたものである。

まず、一つ目の点として、今回まとめた事例においては、製
品差別化がされていない「同質財」が想定されるケースが
多い印象である。おそらくその影響もあって、合算シェアが
60% 以上となるような国内でシェアがかなり高まる水平型統
合でも、無条件でクリアランスとなるケースが見られた。同
質財のケースでは、製品差別化されているケースとは異なり、
特に当事会社間の競争関係が注目されることなく（同質財な
ので、需要者は特に当事会社からの供給に拘らない）、競争
事業者の供給余力や、隣接市場からの競争圧力、輸入圧力、
需要者からの競争圧力が認められやすいといえそうである。

他方、二つ目の点として、水平型企業結合と比較して競争上
の問題が少ないと考えられてきた垂直・混合型企業結合でも、
シェアがかなり高まる場合には、問題解消措置を求められる
リスクがある。当事会社は油断せず、例えば競争者排除の
誘因が生じないことや、二重マージン化が解消されることな
どの主張を、説得力のある分析・証拠とともに準備する必要
がある。

表:令和2年度企業結合事例から読み取れる審査対応の示唆

三つ目に、以前からの傾向として、国際事案で、公取委だけ
でなく海外競争当局による審査が並行して進んでいる場合、
海外競争当局に審査を主導されると、公取委においても厳
しい問題解消措置が求められるリスクが高まる。今後、日本
企業が公取委だけでなく海外でも競争当局による審査を受
ける事案は増えることが考えられるところ、審査を公取委に
主導させる戦略を含め、日本側が一層のコントロールを持ち
案件を進める方法を模索すべきとも考えられる。

最後に、世界中で、デジタルプラットフォームに対する規制
が強化されており、日本も例外ではないところ、プラット
フォームが関与する企業結合事案に対する公取委の関心は
高い。特に、公取委が審査の主導権を取りやすい国内のプ
ラットフォーム同士の統合については、対公取委の対応策
を事前に十分に練っておく必要がありそうである。プラット
フォームのビジネスモデルの新規性や複雑性に鑑み、統合が
競争を減殺しないことを、経済分析なども用いつつ、わかり
やすく説得力をもって公取委に説明していくことの重要性が、
当該分野については特に際立つといえる。

ポイント 該当事例 示唆
① 製品差別化がされていない「同質財」が

想定されるケースが多い
事例1、事例2、事例5、
事例7、事例8、GW-シル
トロニック

•	 当事会社側には有利に働きやすい

•	 	特に需要減退・市場縮小が見られる場合には
有利

② 国内でシェアがかなり高まる（e.g.合算シ
ェア60%以上）水平型統合でもクリアラ
ンスの可能性はある

事例2 •	 隣接や輸入圧力が評価される可能性がある

•	 市場画定に執着しすぎない

③ 国内でシェアがかなり高まる場合（e.g.合
算シェア60%以上）、垂直・混合であって
も注意は必要

事例4 •	 	二重マージン化の解消など、説得力のある主張
を公取委にぶつける必要

④ 国際事案で海外競争当局に主導されると
厳しい問題解消措置が求められるリスク
が高まる

事例3、事例6 •	 	審査を公取委に主導させる戦略を含め、日本側
による一層のコントロールを模索すべき

⑤ （特に国内の）プラットフォーム同士の統
合は要注意

事例10、事例6、セールス
フォース-スラック

•	 経済分析も含め、周到な準備が必要
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：	三井製糖株式会社、大日本明治製糖株式会社

事案

	▷ 	三井製糖が、大日本明治製糖の株式に係る議決権の
全部を取得すること（本件行為）を計画

	▷ 	複数の重複分野・取引関係について検討したもののう
ち、競争に与える影響が比較的大きいと考えられた分
蜜糖（加工糖以外）の製造販売業の水平型企業結合
について詳述

	▷ 当事会社の市場シェア
	» 三井製糖：約 25%（第 1位）
	» 大日本明治製糖：約 10%（第 3 位）

	▷ 	本件行為と同時に、三菱商事株式会社が三井製糖の
株式に係る議決権の２０％を超えて取得することも計
画

	▷ 	三井製糖と既に結合関係が形成されている三井物産
株式会社と大日本明治製糖と既に結合関係が形成さ
れている三菱商事株式会社との間で三井製糖を通じ
た間接的な結合関係が生じ得るという観点からも本
件行為と併せて検討を行った

	▷ 	本件行為と同時並行で日本甜菜製糖株式会社と当事
会社との間で資本業務提携も計画

	▷ 三菱商事は塩水港精糖株式会社の筆頭株主

隣接市場からの競争圧力の認定

	▷ 	分蜜糖（加工糖以外）の主な需要者である食品・菓
子、飲料メーカー等は、製造原価の低減等を目的と
して幅広い範囲の製品において、分蜜糖（加工糖以外）
よりも安価である異性化糖、加糖調製品等をその代
替品として積極的に用いており、低価格を理由に分
蜜糖（加工糖以外）から異性化糖、加糖調製品等へ
の切替えが行われている

	▷ 	実際に、国内の分蜜糖（加工糖以外）の消費量は長
期的に減少傾向にある一方、異性化糖の消費量及び

企業結合規制	第 7 章	1(4)

隣接市場からの競争圧力を認めた事例
三井製糖㈱による大日本明治製糖㈱の株式取得
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 1

加糖調製品の輸入量は増加傾向にある

	▷ 	一部の需要者は、分蜜糖（加工糖以外）が値上がり
した場合には、分蜜糖（加工糖以外）から異性化糖、
加糖調製品等への切替えを積極的に行うとしている

ポイント

	▷ 	隣接市場からの競争圧力：需要の代替性や供給の代
替性の観点から、分蜜糖（加工糖以外）で市場画定
したものの、異性化糖、加糖調整品等の砂糖以外の
甘味料が代替品として用いられているとして、隣接市
場からの競争圧力を認めた

	▷ 	間接的な結合関係：三菱商事と三井物産との間の間
接的な結合関係が具体的にどのように検討されたか
は明らかではないが、当該間接的な結合関係を前提
としても、砂糖以外の甘味料からの隣接市場からの
競争圧力の存在を考慮すると、問題なしと判断され
たものと思われる

先例・ガイドライン

	✓ 	平成 23 年度事例 2（新日本製鐵 - 住友金属工業、
鋼矢板）

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 4 の2(4)）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：昭和産業株式会社、サンエイ糖化株式会社

事案

	▷ 	昭和産業が、サンエイ糖化の株式に係る議決権の
50%を超えて取得すること（本件行為）を計画

	▷ 	複数の重複分野・取引関係について検討したもののう
ち、当事会社の市場シェアがいずれも高く、競争に与
える影響が比較的大きいと考えられた「含水結晶ぶど
う糖」及び「無水結晶ぶどう糖」の製造販売業の水
平型企業結合について詳述

	▷ 当事会社の市場シェア（含水結晶ぶどう糖）
	» サンエイ糖化：約 30%（第 1位）
	» 昭和産業：約 20%（第 3 位）
	» 輸入：約 15%

	▷ 当事会社の市場シェア（無水結晶ぶどう糖）
	» サンエイ糖化：約 50%（第 1位）
	» 昭和産業：約 10%（第 3 位）
	» 輸入：約 15%

	▷ 	サンエイ糖化は本件統合前まで三井物産の連結子会
社

隣接市場からの競争圧力の認定

	▷ 	主に中国、ドイツ及び韓国から、複数の海外メーカー
の製品が輸入されており、総じて増加傾向にある

	▷ 	需要者の中には、国内品から輸入品に切り替えた経
験を有する者、輸入品への切替えを具体的に検討し
ている者、国内品についての価格交渉の際に輸入品
への切替えを示唆したことのある者が存在する

企業結合規制	第 7 章	1(4)

輸入からの競争圧力を認めた事例
昭和産業㈱によるサンエイ糖化㈱の株式取得
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 2

	▷ 	関税を考慮しても輸入品には一定の価格競争力があ
る（国内流通価格は輸入品の方が国内品よりもおお
むね安い）

	▷ 	関税を考慮しても輸入品には一定の価格競争力があ
る（国内流通価格は輸入品の方が国内品よりもおお
むね安い）

	▷ 国内品と輸入品とは品質面において代替性がある

	▷ 	中国を中心として世界的には結晶ぶどう糖の供給余
力が相当程度ある

ポイント

	▷ 	輸入からの競争圧力：現状、15%ほどのシェアしか
ない輸入からの競争圧力を、需要者の認識等に基づ
いて認めた

	▷ 	輸入圧力の評価に価格分析等の経済分析が検討さ
れて然るべきだが言及はない

	▷ 	経済分析が用いられた文脈：競争事業者の供給余力
の評価においてGUPPI が用いられたようであるが（脚
注 4）、GUPPI は商品差別化された財の分析におい
て用いられるため、本件で適切かは疑問

先例・ガイドライン

	✓ 平成 28 年度事例 3（石油元売統合、主燃油）

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 4 の2(2)）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：	DIC 株式会社、BASFカラー & エフェクトジャ
パン株式会社

事案

	▷ 	DIC が、BASFカラー & エフェクトジャパン（BCE）の
株式に係る議決権の全部を取得すること（本件行為）
を計画

	▷ 	公取委は欧州委員会及び米国連邦取引委員会との間
で情報交換を行いつつ審査を行った

	▷ 地理的範囲：世界

	▷ 商品範囲：
	» 	5 つの顔料（うち自動車用塗料等に用いられる 3
つの顔料が詳述されている）サンエイ糖化：約
30%（第 1位）

	▷ 水平型企業結合

	▷ 当事会社の市場シェア（P.R.179）
	» BCE：約 25%（第 1位）
	» DIC：約 20%（第 4位）

	▷ 	当事会社の市場シェア（P.V.29）
	» DIC：約 30%（第 3 位）
	» BCE：0-5%（第 4位）

	▷ 当事会社の市場シェア（P.R.202）
	» BCE：約 15%（第 3 位）
	» DIC：約 5%（第 4位）

	▷ 問題解消措置として事業譲渡が求められた

市場画定における経済分析の実施

	▷ 	市場画定において次の観点で異なる市場が画定され
るか検討が行われ、需要・供給それぞれの代替性に
関する定性的な評価からはそれぞれ異なる市場が画
定されると判断された
	» 有機顔料と無機顔料

企業結合規制	第 7 章	1(4)

問題解消措置として事業譲渡が求められた国際事案
DIC ㈱によるBASFカラー & エフェクトジャパン㈱の株式取得
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 3

	» 異なる化学構造
	» 同一化学構造における異なるカラーインデックス
	» BCE：約 15%（第 3 位）

	▷ 	当事会社の、日本の需要者向けの販売実績データに
基づき、販売価格に関して価格分析（価格相関分析、
定常分析等）が行われ、その分析内容や結果が従前
よりも詳細に公表された

	» 	価格相関分析：分析の対象とする二つの商品の価
格について相関係数を求め、両者に高い相関関
係が観測される場合、市場の一体性が強いと判
断する分析手法

	» 	定常分析：分析の対象とする二つの商品の価格比
を用いて，両商品の価格比の定常性の有無（ある
商品の価格が一時的に他方の商品からかい離した
としても、長期的には同一の価格水準に収れんす
るという関係がみられるか否か）を確認し、定常
性が存在する場合、市場の一体性が強いと判断
する分析手法

	» 	価格分析の結果からも、上記の観点それぞれで異
なる市場が画定されると判断された

ポイント 1

	▷ 	公取委による本格的な競争分析が行われる前に事業
譲渡が提案された

	» 	上記 3 顔料について問題解消措置がとられ、DIC
のほぼ全ての 3 顔料の製造販売事業が譲渡され
ることとなった

	» 	本件措置完了までの間、譲渡対象事業の独立性
を監視する監視受託者や 6か月以内に譲渡先と
の契約締結に至らなかった場合に譲渡先を指定
する事業処分受託者が置かれることとなった

	▷ 	以上の措置は、第 2 次審査開始後、当事会社から申
出があり、これを受けて公取委は審査を進めたとさ
れており、公取委ではなく海外競争当局との折衝に
おいて申出が行われたと推測される

	▷ 	仮に、競争当局の間で、公取委が審査をリードして
いれば、問題解消措置を求められることすらなかっ
たかもしれない（例えば、上記の昭和産業 -サンエイ
糖化のシェア状況と比較）
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	» 	各国競争当局は各国の需要者への影響を主に考
慮するとはいえ、本件では世界市場が画定されて
おり、基本的には、国ごとの状況の違いが判断に
影響を及ぼさないはずである

	» 	今後、独禁法・競争法が問題となる国際的な統
合事案に日本企業が取り組む機会は増加すると考
えられるところ、日本側（本社、日本におけるカウ
ンセル）が、公取委をうまく使いながら戦略的に
海外競争当局対応をリードすることも求められる

ポイント 2

	▷ 	経済分析については、従前通り、定性的分析を裏付
けるものとして位置づけられているようであり、また
分析手法に関しても目新しさはない

	▷ 	他方、実施あるいは検討された経済分析の手法や結
果について従前よりも格段に詳細に説明がされてい
る点は目を引く

先例・ガイドライン

	✓ 平成 28 年度事例 3（石油元売統合、主燃油）

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 2の2(2)、第 7）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：富士フイルム株式会社、株式会社日立製作所

事案

	▷ 	富士フイルムが、日立製作所から分割される画像診
断事業及びヘルスケアＩＴ事業の一部を承継した株
式会社富士フイルムヘルスケアの株式に係る議決権の
全部を取得すること（本件行為）を計画

	▷ 	複数の重複分野・取引関係について検討したもののう
ち、競争に与える影響が比較的大きいと考えられた超
音波内視鏡及び超音波観測装置について詳述

	▷ 商品範囲：
	» 超音波内視鏡
	» 据置型超音波観測装置

	▷ 混合型企業結合
	» 	需要者は超音波内視鏡と据置型超音波観測装置
を組み合わせて使用

	▷ 当事会社の市場シェア（超音波内視鏡）
	» 	当事会社：0%（ただし本件行為後、富士フイルム
による新規参入が想定される）
	» A 社：100%

	▷ 当事会社の市場シェア（据置型超音波観測装置）
	» 日立製作所：100%

超音波内視鏡市場における排除の懸念

	▷ 	据置型超音波観測装置を製造販売しているのは日立
製作所のみであることから、当事会社は市場閉鎖を
行う能力がある

	▷ 	本件行為後、富士フイルムが、据置型超音波観測装
置と超音波内視鏡との接続性に関し、競争事業者で
あるＡ社の超音波内視鏡を、富士フイルムグループの
超音波内視鏡よりも新製品の開発等において不利に
扱う、又は、本件行為後の富士フイルムが需要者に
提供するアフターサービス等の各種サービスについ
て、富士フイルムグループの需要者に対するものに比

企業結合規制	第 7 章	1(5)、(7)

新規参入者による市場閉鎖が懸念された事例
富士フイルム㈱による㈱日立製作所の画像診断事業及びヘルスケア IT 事業の統合
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 4

してＡ社の需要者に対するものを不利にするなど、Ａ
社を競争上不利な立場に置き、排除するおそれがあ
る

	▷ 	本件行為により、富士フイルムは、Ａ社の製品開発、
営業情報等の競争上の秘密情報を入手し、当該情報
を自己に有利に用いることにより、Ａ社が競争上不
利な立場におかれ、超音波内視鏡市場における市場
の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性が考えられ
る

問題解消措置

	▷ 	日立製作所が製造販売する据置型超音波観測装置
とＡ社の超音波内視鏡との接続性の確保等を継続す
るとともに、不当に差別的に取り扱わない

	▷ 	Ａ社の競争上の秘密情報へのアクセスが可能な者を
定め、アクセス権限のない者によるアクセスを制限す
るためのパスワードを設定するなどの措置を講じる

	▷ 	また、当該秘密情報に接する者は、一定期間、富士
フイルムグループの超音波内視鏡事業に関与させな
い、等

	▷ 	当事会社は、前記の遵守状況について、本件行為日
から３年間、１年に１度、公取委に対して報告する

ポイント

	▷ 	本件は、水平型と異なり、効率性改善効果も期待さ
れる混合型企業結合であり、かつ、当事会社による
独占市場への新規参入の側面もあるにも関わらず、
問題解消措置が求められた

富士フイルム
グループ

日立製作所
グループ

A社

本件行為

需要者
（医療機関等）

据置型超音波観測装置

接続性の
確保

超音波内視鏡

据置型超音波観測装置の取引
超音波内視鏡の取引 ＊潜在的な取引を含む
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	▷ 	本件行為前は超音波内視鏡市場、据置型超音波観
測装置市場ともに独占市場であり、いわゆる二重マー
ジン化の問題が生じていた可能性があるところ、本
件行為後は当該問題が解消・緩和され、競争促進的
であった可能性がある

先例・ガイドライン

	✓ 	平成 29 年度事例 4	（ブロードコム・リミテッド -ブロ
ケード・コミュニケーションズ）

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 6の2(1)、第 7）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：	アナログ・デバイセズ・インク（ADI）、マキシム・
インテグレーテッド・プロダクツ・インク

事案

	▷ 	ADI が、マキシムの株式に係る議決権の全部を取得
すること（本件行為）を計画

	▷ 	複数の重複分野・取引関係について検討したものの
うち、競争に与える影響が比較的大きいと考えられ
た汎用アナログ ICについて詳述

	▷ 商品範囲：
	» 	シグナルコンバージョンほか 4つの分類の汎用ア
ナログ IC

*	 	汎用アナログ IC は機能が異なり、従って需
要の代替性の観点からは 6つの分類に分け
られるが、汎用アナログ ICの商品間で供給
の代替性が認められることと、供給者の顔
ぶれの観点から、4つの分類に画定された

	» 	そのうちセーフハーバーに該当しないシグナルコン
バージョンについてさらに検討が行われた

	▷ 地理的範囲：世界

	▷ 当事会社の市場シェア（シグナルコンバージョン）
	» ADI：約 40%（第 1位）
	» マキシム：約 5%（第 3位）

新規参入・競争事業者からの競争圧力

	▷ 	半導体製品の需要が高まっていることに伴い、Ｄ社
（シェア 35%、第 2 位）を含め、多数の事業者がシ
グナルコンバージョンの製造販売業への技術投資を
活発に行っているため、今後、当事会社と競争事業
者間の価格競争が活発化していくことが見込まれる

	▷ 	シグナルコンバージョンは、技術面や制度面におけ
る参入障壁がないことに加え、上記のとおり、現在
も多数の事業者による技術投資が活発であることに
鑑みれば、今後、多数の事業者がシグナルコンバー

企業結合規制	第 7 章	1(4)

新規参入による競争圧力が認められた事例
アナログ・デバイセズ・インクによるマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ・インクの株式取得
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 5

ジョンの製造販売業に参入することが見込まれる

ポイント

	▷ 	本件では、水平型で、本件行為後には当事会社及び
D 社以外は小さいシェアの競争事業者しかいない状
況となるが、競争事業者に加え、潜在的な新規参入
者による技術投資が活発であることから、そうした
事業者からの競争圧力が認められるとされた

	▷ 	足下の状況では競争事業者が少なかったとしても、
競争事業者が活発に投資していることや、具体的な
参入可能性が評価され、問題なしとされた事例であ
る

	▷ 	なお、同事案について欧州委員会は、新規参入圧力
は評価しなかったが、シェアが小さい事業者も十分
競争力を有しているとし、無条件クリアランスとした
（Case	M.9926	-	ADI	/	MAXIM）

先例・ガイドライン

	✓ 	平成 22 年度事例 8（JX日鉱日石エネルギー -三井丸
紅液化ガス、ブタン）

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 4 の2(3)）
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条文

独禁法第 10 条及び第 15 条

関係事業者

当事会社：	グーグル・エルエルシー（Google）、フィットビッ
ト・インク（Fitbit）

事案

	▷ 	Google と Fitbit が、① Google が新たに子会社を
設立し、②当該子会社を消滅会社、Fitbit を存続会
社として合併した後、③②の対価としてGoogle が
Fitbit の株式に係る議決権の全部を取得することを
計画（本件行為）

	▷ 	本件行為は届出要件を満たさないが、本件行為は
Google グループが Fitbit グループを実質的に買収す
るものであり、本件行為に係る対価の総額が 400 億
円を超えると見込まれ、かつ、本件行為が国内の需
要者に影響を与えると見込まれたことから、公取委
は本件行為に対する企業結合審査を行うこととし、
当事会社グループに説明を求めた

	▷ 	本件行為により競争上の懸念が生じ得る企業結合の
形態として、当事会社グループが取引関係等に立つ
以下の４形態について検討を行った

	» 	垂直型企業結合①：腕時計型ウェアラブル端末用
OS 提供事業（Google グループの事業）及び腕時
計型ウェアラブル端末製造販売業（Fitbit グルー
プの事業）

	» 	垂直型企業結合②：スマートフォン用 OS 提供事
業（Google グループの事業）及び腕時計型ウェ
アラブル端末製造販売業（Fitbit グループの事業）

	» 	垂直型企業結合③：健康関連データベース提供
事業（当事会社グループの事業）及び健康関連ア
プリ提供事業（当事会社グループの事業）

	» 	混合型企業結合①：健康関連データベース提供
事業（当事会社グループの事業）及びデジタル広
告関連事業（Google グループの事業 )

	▷ 	うち垂直型企業結合①を除く事業分野に問題解消措
置が採られた

企業結合規制	第 7 章	1(5)、(6)、(7)

日本市場において世界共通の問題解消措置が採られた事例
グーグル・エルエルシー及びフィットビット・インクの統合
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 6

	» 	本件行為実行日から10 年間、公正取引委員会に
対して、半年に一度、独立した第三者（監視受託者）
が措置の遵守状況を監視した結果を当委員会に
報告

	▷ 商品範囲：
	» 腕時計型ウェアラブル端末
	» 腕時計型ウェアラブル端末用 OS
	» スマートフォン用 OS（Android	OS について検討）
	» 腕時計型ウェアラブル端末用健康関連アプリ
	» スマートフォン用健康関連アプリ
	» 健康関連データベース提供事業
	» デジタル広告関連事業

	▷ 	当事会社の市場シェア（腕時計型ウェアラブル端末
製造販売業）
	» Fitbit：約 10%

	▷ その他の事業分野の市場シェアは不明

競争分析・問題解消措置

	▷ 	垂直型企業結合①：問題なし

	» 	川上市場（腕時計型ウェアラブル端末用 OS 市場）
に競争事業者が存在し、Fitbit 以外の時計型ウェ
アラブル端末が腕時計型ウェアラブル端末用 OS
の調達先を失うことはないことから、川下市場（腕
時計型ウェアラブル端末市場）における閉鎖性・
排他性の問題は生じない

	» 	現在、Fitbit グループは自社以外から腕時計型ウェ
アブル端末用 OS の提供を受けておらず、川上市
場（腕時計型ウェアラブル端末用 OS 市場）にお
ける閉鎖性・排他性の問題は生じない

Fitbit
グループ

他の腕時計型ウェア
ラブル端末メーカー

本件行為

消費者

腕時計型ウェアラブル端末用
OS提供事業（川上市場）

腕時計型ウェアラブル端末用OSの取引
腕時計型ウェアラブル端末の取引

提供拒否等
（投入物閉鎖）
の可能性

Google
グループ

腕時計型ウェアラブル端末
製造販売業（川下市場）
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	▷ 垂直型企業結合②：条件付きクリアランス

	» 	Android	API を通じ、他の腕時計型ウェアラブル
端末メーカーをFitbit グループと差別的に取り扱
う可能性

*	 	腕時計型ウェアラブル端末メーカーからの懸
念が示された

	» 	垂直計算と呼ばれる経済分析が当事会社から提
出されたが、公取委は、現時点では相互接続性
を低下させるインセンティブがないことを示す根
拠として採用するべきではないと判断

*	 	相互接続性を低下させるインセンティブが生
じないことを示す iPhone 等への切替えの割
合の閾値が非常に小さいことを主張したが、
現実の切替え割合が閾値を上回ることまで
示さなかった

*	 	相互接続性の低下による利益が過小評価さ
れている可能性が高く、したがって、相互接
続性を低下させるインセンティブが生じない
という結果が誤って導き出されている可能性
がある

*	 	分析において日本のデータを用いておらず、
相互接続性の低下による利益が過小評価さ
れている可能性がある

	» 問題解消措置

*	 	次の事項について、腕時計型ウェアラブル端
末メーカーに対し、本件行為実行日から10
年間継続

•	 	一定の Android	API（コア相互運用性
API）を、アクセス料無料で、AOSPの一
環として提供するその他全ての Android	
API に適用されるものと同一のライセン
ス条件により、当事会社グループと非差
別的に提供。また、当事会社グループと
比較して、Android	API の機能を低下す
ることなく提供

•	 	他の Android スマートフォン用アプリ開
発者に対し、Android スマートフォン用ア
プリでの利用を目的として一般に提供する
Android	APIの機能について、腕時計型ウェ
アラブル端末メーカーによるアクセスを留
保、拒否又は遅延することにより、腕時計
型ウェアラブル端末メーカーを差別しない

	▷ 垂直型企業結合③：条件付きクリアランス

	» 	Web	API を通じ、他の健康関連アプリ提供者を当
事会社と差別的に取り扱う可能性

*	 	Fitbit	Web	API の利用者であるアプリ提供者
から、アクセスの有料化等、現在と異なる条
件で Fitbit	Web	API を利用することになるおそ
れがあるとの懸念が示された

	» 問題解消措置

*	 	当事会社グループが提供するWeb	API を通じ
た Google グループ以外の健康関連アプリ提
供者に対する一定の健康関連データ（サポート
対象測定身体データ）の提供を、需要者であ
る一般消費者の同意を条件とし、問題解消措
置に示した規約に基づき、無料で、本件行為
実行日から10 年間維持

Google Fitbit
アプリ

他の健康関連
アプリ提供者

本件行為

消 費 者

健康関連データベース
提供事業（川上市場）

健康関連データの取引（Web API 経由）
スマートフォン用健康関連アプリの取引

Google Fit
プラットフォーム

スマートフォン用
健康関連アプリ提供事業

（川下市場）

Fitbit
プラットフォーム

Google グループ

Web API 経由
提供拒否等

（投入物閉鎖）
の可能性

Fitbit
モバイルアプリ

Fitbit グループ

Google Fitbit
アプリ

他の健康関連
アプリ提供者

本件行為

消 費 者

健康関連データベース
提供事業（川上市場）

健康関連データの取引（Web API 経由）
腕時計型ウェアラブル端末用健康関連アプリの取引

Google Fit
プラットフォーム

腕時計型ウェアラブル端末用
健康関連アプリ提供事業

（川下市場）

Fitbit
プラットフォーム

Google グループ

Web API 経由 提供拒否等
（投入物閉鎖）

の可能性

Fitbit
グループ

他の腕時計型ウェア
ラブル端末メーカー

本件行為

消 費 者

スマートフォン用 OS
提供事業（川上市場）

据置型超音波観測装置の取引
超音波内視鏡の取引

提供拒否等
（投入物閉鎖）

の可能性

Google グループ
（Android OS）

腕時計型ウェアラブル端末
製造販売業（川下市場）

Android API 経由

川下市場が腕時計型ウェアラブル端末用健康関連アプリの場合

川下市場がスマートフォン用健康関連アプリの場合
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	▷ 混合型企業結合①：条件付きクリアランス

	» 	Google グループが、自身が保有する健康関連デー
タ及び Fitbit グループから提供を受ける健康関連
データをデジタル広告関連事業に使用した場合、デ
ジタル広告配信時のターゲティングの精度の向上を
通じ、現在も有力であるGoogle グループのデジタ
ル広告関連事業における地位が更に強化され、市
場の閉鎖性・排他性の問題が生じる可能性

	» 	Google グループは、本件行為後、Fitbit の健康関
連データをGoogle のデジタル広告関連事業に使用
することは、同グループが事業を行う上で採り得る
選択肢ではないと主張

	» 	しかし、公取委はプライバシーポリシーの変更及び
個人情報保護法に基づいた対応を行えば、Google
グループが自身の保有する健康関連データをデジタ
ル広告関連事業に使用することも可能とした

	» 問題解消措置

*	 	次の事項について、本件行為実行日から10 年
間継続

•	 	一定の健康関連データ（測定身体データ及
び健康・フィットネス活動位置データ）を
Google グループのデジタル広告関連事業
において使用しない

•	 	上記の健康関連データについて、Google
グループ内の他のデータセットからの分離
を維持する

ポイント

	▷ 	公取委公表文（27 頁（うち競争分析は 12頁））は欧州
委員会公表文（254頁）の要約版のようなもの

	» 	公取委は、欧州や豪州等の競争当局と情報交換を
行いつつ審査を行った

	» 	欧州委員会は、公取委公表文よりも幅広い懸念に
ついて検討したが、問題解消措置の内容は同様

	▷ 	公取委が混合型企業結合①として整理した懸念につい

Google Fitbit
アプリ

他のデジタル広告
関連事業者

本件行為

広 告 主 ・ 媒 体 社

健康関連データベース
提供事業（川上市場）

健康関連データの利用
デジタル広告関連事業の取引

Google Fit
プラットフォーム

腕時計型ウェアラブル端末用
健康関連アプリ提供事業

（川下市場）

Fitbit
プラットフォーム

Google グループ

データ利用
の可能性

て、欧州委員会は水平型企業結合（既にデジタル広告
関連事業において、Google が支配的な地位にあると
ころ、本件統合で Fitbit のデータが統合されることで、
さらにGoogle の地位が強化され、既存・潜在的な競
争事業者が排除される）と整理した上で、当該懸念を
重視した様子

	▷ 	豪州については、提示された問題解消措置が不十分と
されたが、当事会社は統合を実施したため、非公開の
正式審査に移行した（現在も審査は進行中と思われる）

先例・ガイドライン

	✓ 	令和 2 年度事例 3（DIC-BASFカラー & エフェクトジャ
パン）

	✓ 	企業結合審査ガイドライン（第 5 の1 及び 2、第 6 の
1 及び 2、第 7）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：	いすゞ自動車株式会社、UDトラックス株式会
社

事案

	▷ 	いすゞが、UD の株式に係る議決権の全部を取得す
ること（本件行為）を計画

	▷ 	複数の重複分野・取引関係について検討したものの
うち、競争に与える影響が比較的大きいと考えられ
た大型トラック及び中型トラックの製造販売業につい
て詳述

商品範囲の画定

	▷ 	大型トラック及び中型トラックとの間で供給の代替
性が認められるとしたものの、慎重に審査を行う観
点からそれぞれを別の商品範囲として画定

	▷ 	大型トラックとトラクタの間で供給の代替性が認め
られるとし、需要の代替性は限定的であるものの、
大型トラックとトラクタを併せた「大型トラック」で
商品範囲を画定

	▷ 当事会社の市場シェア（大型トラック）
	» いすゞ：約 25%（第 2 位）
	» UD：　約 15%（第 4位）

	▷ 当事会社の市場シェア（中型トラック）
	» いすゞ：約 45%（第 1位）
	» UD：　0-5%（第 4位）

大型トラック・中型トラックは同質財であること

	▷ 	公取委は、大型トラック・中型トラックは同質財（商
品の品質や特徴により差別化されていない財）であ
ると認定

	» 	デザイン性や車両コンセプトが、需要者が選択を
行う際の大きな考慮要素となっている乗用車とは
異なり、大型トラック・中型トラックともに、デザ
イン性が選択に影響する度合いは小さい

企業結合規制	第 7 章	1(4)

同質財に関して需要者からの競争圧力が認められた事例
いすゞ自動車㈱によるUDトラックス㈱の株式取得
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 7

	» 	積載能力や取り回し性、燃費等も重要な要素で
はあるが、既に一定の技術水準に達しているトラッ
クメーカー間において、この点で大きな差別化を
図ることは難しい

競争事業者の供給余力・需要者からの競争圧力

	▷ 	大型トラック・中型トラックが同質財であるとの認定
に基づき、競争事業者の供給余力が検討され、現状、
生産能力に余力があること、将来、需要減少により
余力が拡大すること、を認定

	▷ 	需要者の価格に対する要求は高く、需要者のほとん
どが見積り合わせ等を行うことにより、需要者から
強い値下げ圧力がかかっていると認められる

ポイント

	▷ 	乗用車のような消費財（一般消費者が自らの消費の
ために購入する財）は、差別化されているという前
提で分析されることが多いが、本件で検討された大
型トラック・中型トラックは差別化がされていない同
質財であると認定された

	▷ 	これにより、競争事業者の供給余力及び需要者から
の競争圧力に着目した競争分析が行われることにな
り、結果、問題なしと判断された

	▷ 	2000 年 の Volvo-Scania（Case	No	COMP/M.1672）
で欧州委員会は、大型トラック等について、差別化
された財を前提とした経済分析を行うなどし、統合
を禁止した

	» 	欧州委員会は、大型トラック等の財やアフター
サービスの品質に関して競争が行われているとし、
商品の差別化の程度に関して公取委とは対照的な
認定をしたようである

先例・ガイドライン

	✓ 	平成 23 年度事例 2（新日本製鐵 - 住友金属工業、
鋼矢板）

	✓ 	企業結合審査ガイドライン（第 4 の1(1)ア、第 4 の
2(5)）
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条文

独禁法第 10 条及び第 15 条の2

関係事業者

当事会社：	今治造船株式会社、ジャパンマリンユナイテッ
ド株式会社（JMU）

事案

	▷ 	今治造船及びJMUが、今治造船によるJMUの株式
の議決権の 30% の取得並びに LNG 運搬船を除く商
船及び海洋浮体構造物の設計及び販売に係る事業に
係る共同出資会社の設立（本件行為）を計画

	▷ 	上記共同出資会社の株式に係る議決権の 51% を今
治造船が取得し 49%をJMUが取得

	▷ 	複数の重複分野について検討したもののうち、競争
に与える影響が比較的大きいと考えられた商船の製
造販売業について詳述

商品範囲

	▷ 	需要の代替性・供給の代替性の観点から、船種・船
型ごとに異なる商品範囲が画定される

	▷ 	さらにコンテナ船のうちネオパナマックスについて
は、供給の代替性について慎重に検討する観点から
小型のネオパナマックスと大型のネオパナマックスの
2つに分類する

	▷ 	本件行為が競争に与える影響が比較的大きいと考え
られた「コンテナ船（大型のネオパナマックス）」に
ついて検討する

	▷ 当事会社の市場シェア（大型のネオパナマックス）
	» 今治造船：約 15%（第 2 位）
	» JMU：約 15%（第 3 位）

大型のネオパナマックスは同質財であること

	▷ 	上記の事例 7と異なり明示的な議論はなされていな
いが、公取委は、大型ネオパナマックスを同質財と
考えているようである

	» 	後述するように、競争分析において事業者の供給
能力に着目した

企業結合規制	第 7 章	1(4)

同質財に関して競争事業者からの競争圧力が認められた事例
今治造船㈱及びジャパンマリンユナイテッド㈱による商船の設計及び販売に係る共同出資会社の設立等
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 8

	» 	需要者からの圧力の検討において、事例 7と同様
に、同質財の価格競争の側面を重視している

競争事業者の供給余力・需要者からの競争圧力

	▷ 	リーマンショック以降、造船業界は供給能力が過剰
な状態にあり、競争事業者が十分な供給余力を有し
ている

	▷ 	コンテナ船の取引は 1 回に複数隻を発注するロット
発注が一般的であるところ、造船所の稼働率を高め
るために受注のインセンティブは高い

	▷ 	需要者の価格に対する要求は高く、需要者のほとん
どが見積り合わせ等を行うことにより、需要者から
強い値下げ圧力がかかっていると認められる

ポイント

	▷ 	対象商品が同質財とされることにより、競争事業者
の供給余力及び需要者からの競争圧力に着目した競
争分析が行われることになり、結果、問題なしと判
断された

	» 	船種により差別化されていると判断される場合も
ある（例えば欧州委員会によるDSME-HHIH の審
査（Case	No	COMP/M.9343）では、LNG 船につ
いて、対応できるスペックや納期などの品質面で、
造船会社間で差異があるとされている

	▷ 	造船業界では好況期と不況期のサイクルがあること
が知られているが、供給余力の有無の判断を行う際
に、足下の不況期だけを見て公取委は供給余力を判
断したように読める

	▷ 	需要者アンケートにおいて、懸念があるとした需要
者がいなかったことが指摘されている

先例・ガイドライン

	✓ 	平成 23 年度事例 2（新日本製鐵 - 住友金属工業、
鋼矢板）

	✓ 	企業結合審査ガイドライン（第 4 の1(1)ア、第 4 の
2(5)）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：	株式会社福井銀行、株式会社福邦銀行

事案

	▷ 	第一地銀の福井銀行が第二地銀の福邦銀行の議決
権の 50%を超えて取得することを計画

	▷ 	複数の重複分野について検討したもののうち、大企
業・中堅企業向け貸出し及び中小企業向け貸出しに
ついて詳述

地理的範囲

	▷ 	大企業・中堅企業向け貸出し：金融機関の営業活動
の範囲の観点から「福井県」で画定

	▷ 	中小企業向け貸出し：金融機関の営業活動の範囲の
観点から7つの経済圏ごとに画定

	▷ 当事会社の市場シェア（大企業・中堅企業向け貸出し）
	» 福井銀行：約 35%（第 1位）
	» 福邦銀行：0-5%

	▷ 	当事会社の市場シェア（中小企業向け貸出し・若狭
地区）
	» 福井銀行：約 30%（第 2 位）
	» 福邦銀行：約 20%（第 3 位）

	▷ 	当事会社の市場シェア（中小企業向け貸出し・その
他の経済圏）
	» 福井銀行：約 25%-35%
	» 福邦銀行：約 5%-15%

特例法との関係

	▷ 	主務大臣の認可を受けて行う地銀同士の合併等を独
禁法適用除外とする特例法が令和 2年 5月公布、同
年11 月施行

	▷ 	当事会社は、令和 2年 6月に自主的に公取委に相談、
令和 3 年 1 月14日に公表

企業結合規制	第 7 章	1(4)

独禁法適用除外の特例法によらず公取委審査でクリアランスを受けた地銀統合の事例
㈱福井銀行による㈱福邦銀行の株式取得
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 9

	▷ 令和 3 年 5月17日に企業結合の届出

	▷ 令和 3 年 6月16日に企業結合審査の結果が公表

ポイント 1

	▷ 	タイミングの面では当事会社には特例法を使う選択
肢もあったと考えられる

	▷ 	公表前に事前相談を行い、公取委の感触のサウン
ディングを行った上で、公表、特例法を使わないとい
う判断をしたものと推測される

ポイント 2

	▷ 	特例法制定のきっかけとなった長崎における地銀統
合や、新潟における地銀統合に係る審査と異なり、
本件では需要者へのアンケート調査が行われていな
い

	▷ 	おそらくそのために、地理的範囲の画定において、
需要者にとっての代替性（需要者の買い回る範囲）
の観点ではなく、供給者（金融機関）の営業活動の
範囲の観点から分析が行われている

	▷ 	また、競争事業者の供給余力の分析において、資金
面に加え、体制面での供給余力の検討がなされ、競
争事業者が当事会社の貸出先需要者に営業をかける
のに十分な人員を有しているかが分析されたことも新
しい

	» 	この点も、供給者の観点からの分析といえ、興味
深い

先例・ガイドライン

	✓ 	平成29年度事例12（第四銀行-北越銀行（新潟地銀））

	✓ 	平成 30 年度事例 10（ふくおか FG- 十八銀行（長崎
地銀））

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 2の 3(1)ア）



17令和2年度企業結合事例のポイント

条文

独禁法第 10 条及び第 15 条

関係事業者

当事会社：	Z ホールディングス株式会社（ZHD）、LINE 株
式会社、ほか

事案

	▷ 	当事会社グループが株式取得等によっってZHD及び
LINEの経営統合を計画

	▷ 	複数の重複分野について検討したもののうち、「ニュー
ス配信事業」、「広告関連事業」及び「コード決済事業」
について詳述

	▷ 	うち「コード決済事業」については、本件行為後 3
年間、データの利活用に関する事項などを定期的に
公取委に報告することや加盟店に対する排他的な取
引条件を撤廃するという問題解消措置が求められた

市場画定囲

	▷ 	需要・供給の代替性の観点から、「無料ニュース配信
事業」、「非検索連動型広告事業」、「特定デジタル広
告仲介事業」、「コード決済事業」が画定された

	▷ 	いずれの取引分野についても、事業者が、複数の異
なる需要者に同時に直面するという二面市場の特性
が考慮されている

	» 	二面市場の特性が競争分析において考慮される
のは、多面的な間接ネットワーク効果が働く場合
である

	» 	間接ネットワーク効果とは、複数の異なる需要者
に同時に直面しているとき、一方の需要が上がる
ことがもう一方の需要の増加につながり、それが
正のスパイラル効果となって相乗的に需要が増大
する効果を指す

	▷ 	当事会社の市場シェア（無料ニュース配信事業、非
検索連動型広告事業、特定デジタル広告仲介事業）：
不明であるためサーフハーバーは該当しないとされた

	▷ 	当事会社の市場シェア（コード決済事業、令和 2 年
1 月時点）

企業結合規制	第 7 章	1(4)

改定企業結合ガイドラインの下での初めてのプラットフォーム統合審査事例
Zホールディングス㈱及び LINE ㈱の経営統合
公取委「令和 2 年度における主要な企業結合事例について」事例 10

	» ZHD：約 55%（第 1位）
	» LINE：約 5%（第 5 位）

	▷ 	当事会社の市場シェア（コード決済事業、平成 31年
4月時点）
	» ZHD：約 50%（第 1位）
	» LINE：約 25%（第 2 位）

競争分析

	▷ 	無料ニュース配信事業、非検索連動型広告事業、特
定デジタル広告仲介事業のいずれについても、有力
な事業者が存在することを理由として問題なしとされ
た

	▷ 	コード決済事業については、「消費者側のコード決済
事業の取引分野において当事会社グループが市場支
配力を得て，消費者側からの間接ネットワーク効果
を通じて，加盟店側において加盟店手数料の引上げ
が可能となる」ことが懸念された

	» 	コード決済事業に関しては、①当事会社のプレゼ
ンスが大きくなること、②排他的な取引条件が課
された状況の下では競争事業者からの競争圧力
の低下が懸念されること、③クレジットカードな
ど隣接市場からの競争圧力は強くないこと、④需
要者のマルチホーミングは限定的で、特定のコー
ド決済へのロックイン効果があり、需要者からの
競争圧力は強くないこと、などから、懸念が示さ
れた

ポイント

	▷ 	デジタルプラットフォームが関係する企業結合の考え
方を反映させた改定企業結合ガイドライン（令和元
年 12 月 17日）の下で初めて審査結果が公表された
事案である

	▷ 	ガイドラインに則り競争制限のメカニズム（セオリー
オブハーム）が検討されている

	» 	無料ニュース配信事業、非検索連動型広告事業、
特定デジタル広告仲介事業については、本件行為
によって、広告主・広告代理店又は媒体社といっ
た事業者に対して値上げが行われることが懸念さ
れている

	» 	当事会社のプレゼンスや競争事業者の供給余力、
間接ネットワーク効果の存在が特に言及されて
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いることからすると、ガイドラインで示されている、
同質財の統合に係るセオリーオブハームと同様の懸
念が検討されたようである

	» 	当事会社が有するデータに関する競争上の評価が
行われていることはデジタルプラットフォームに関す
る審査の特徴である

	▷ 	他方、その検討内容が適切かどうかは疑問なしとしな
い

	» 	コード決済事業に関して、間接ネットワーク効果が
働くことを前提に（実証はされていない）、当事会社
のプレゼンスが大きくなることによる懸念が検討さ
れている一方、需要者の厚生増大の効果は触れられ
ていない

	» 	需要者のマルチホーミングの程度については、消費
者が代替的な決済手段を選択することの容易さに
関する要素であり、需要者側で当事会社が市場支
配力を有することになるか否かの重要な考慮要素と
考えられるが、公取委がこれを重視した様子はない

	» 	公取委は、当事会社のコード決済サービスのユー
ザーについて、クレジットカード以外の他のキャッ
シュレス決済サービスを併用する割合が 3 割程度で
あるとして、マルチホーミングの程度は高くないとし
たが、消費者に対する市場支配力を考えるのであれ
ば、決済手段の選択肢に含まれるクレジットカード
や現金も含めて考えるべきではなかったか

先例・ガイドライン

	✓ 	令和元年度事例 8（エムスリー -日本アルトマーク）

	✓ 平成 26 年度事例 8（KADOKAWA-ドワンゴ）

	✓ 	企業結合審査ガイドライン（第 2の1、第 4 の 2(1) キ、
第 4 の2(5)）
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条文

独禁法第 10 条及び第 15 条

関係事業者

当事会社：	セールスフォース・ドットコム・インク、スラック・
テクノロジーズ・インク

事案

	▷ 	株式取得及び合併によってセールスフォース社及びス
ラック社の統合（本件行為）を計画

	▷ 	当事会社グループの提供する商品・役務のうち、CRM
ソフトウェアとビジネスチャットサービスについて、混
合型企業結合に対する審査の観点（統合のためのAPI
の提供拒否等，組合せ供給，秘密情報の交換等）か
ら審査が行われた

市場画定

	▷ 	CRMソフトウェア：種類別（営業向け、カスタマーサー
ビス向け、マーケティング向け、Eコマース向けの4種）
及び実装方法（オンプレミス型、SaaS 型の2 種）の
計 8つで画定

	▷ 	ビジネスチャットサービス：機能面から、消費者向け
コミュニケーションサービス、Eメール及び企業向け
音声通話・ビデオ会議サービスとは異なるビジネス
チャットサービスで画定

	▷ 当事会社の市場シェア（CRMソフトウェア）
	» セールスフォース：約 35% ～75%（第 1位）

	▷ 当事会社の市場シェア（ビジネスチャットサービス）
	» スラック：約 15%（第 2 位）

	▷ 	ただし、ビジネスチャットサービスに係る市場シェア
の正確な数値の把握は困難で、両市場はいずれもイ
ノベーションが活発であり今後一層の成長・変容が
見込まれることから、混合型企業結合のセーフハー
バー基準に該当しないとされた

競争分析

	▷ 	市場閉鎖を行う能力とインセンティブの観点から検
討

企業結合規制	第 7 章	1(5) 及び (6)

デジタル市場への公取委の高い関心が示された事例
セールスフォース・ドットコム・インク及びスラック・テクノロジーズ・インクの統合
令和 3 年 7月1日審査結果の公表

	▷ 市場閉鎖を行う能力はないと判断

	» 	市場シェア約 10% 以上の有力な競争事業者や、
隣接市場（オンプレミス型ソフトウェア）からの
競争圧力を認めた

*	 	Win/Loss データ	（一般に「営業担当者等に
よって入力された、個別の営業案件ごとの、
顧客名、金額、競合先企業名、受注／失注
等の営業の結果等が記載されたデータ」）を
用いた経済分析を当事会社が提出し、参考
にされた

	» 	また、CRMソフトウェアとビジネスチャットサービ
スを統合することの重要性が今のところ低い、API
遮断等が行われてもその影響が及ぶ範囲は狭く、
また、需要者が自ら統合を行うことができる

	▷ 	市場閉鎖を行うインセンティブについても認められな
い

	» 可能な限り多くの第三者アプリ等との統合を可能
にすることにより高い利便性を実現できること（「Best	
of	Breed」と呼ばれる）がセールスフォースの事業の
中心的な価値の一つであると需要者に認識されてお
り、同社の事業の根幹である

	» 	「Best	of	Breed」の理念について需要者に疑念
を生じさせ、それまで多くの第三者アプリ等の統
合を可能にすることにより享受してきた間接ネット
ワーク効果を失うことにもなりかねないため、API
遮断等及びスラックの組合せ供給を行うことには
事業継続上及びレピュテーション上多大なリスク
がある

	▷ 競争事業者の秘密情報が共有される可能性はない

	» 	CRMソフトウェアとビジネスチャットサービスを統
合するに当たっては API を開放すれば足り、その
過程で競争上の重要な秘密情報の交換が行われ
ることは通常考え難い

	▷ 	収集・保存されたデータを利用することで当事会社
グループが競争上優位な立場に立つ等の弊害が生じ
るとは考え難い

	» 	機微性の高い内容を含む「顧客データ」と呼ばれ
るデータを利用するためには、契約上又は利用規
約上、需要者の同意や指示が必要とされている
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	» 	また、当該データは暗号化やアクセス制限等、恣意
的な利用ができないように一定の措置が施されてい
る

	» 	収集・保存されたデータを組み合わせて使用するこ
とによって、事業上大きな価値が生まれるとして現
時点において具体的に想定されるものもない

ポイント

	▷ 	分析から読み取れる懸念の程度に比して詳細な説明が
なされており、公取委のデジタル市場への関心の高さ
が感じられる

	» 	同じく無条件クリアランスを出した豪州当局の公表
文の簡潔さとも対照的である（彼我の市場の状況の
差異が影響した可能性はある）

	▷ 	市場閉鎖の能力はないと判断されたにもかかわらず、
念のためインセンティブについても検討された点も一
つの特徴である

先例・ガイドライン

	✓ 令和元年度事例 9（エムスリー -日本アルトマーク）

	✓ 企業結合審査ガイドライン（第 6の1 及び 2）
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条文

独禁法第 10 条

関係事業者

当事会社：	グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハー（GW）、
シルトロニック・アーゲー

事案

	▷ 	GW がシルトロニックの議決権の 50% を超えて取得
することを計画

	▷ 	当事会社グループが競合する各取引分野のうち、競
争に与える影響が大きいと考えられた５つの取引分野
について重点的な審査を行った

市場画定

	▷ 	地理的範囲は世界（供給者の供給範囲及び需要者の
買い回り範囲の分析に加え、経済分析（エルジンガ・
ホガーティ・テスト）が行われた）

	▷ 当事会社の市場シェア（取引分野①）
	» GW：約 25%（第 1位）
	» シルトロニック：約 5%（第 5 位）

	▷ 当事会社の市場シェア（取引分野②）
	» GW：約 25%（第 1位）
	» シルトロニック：約 15%（第 4位）

企業結合規制	第 7 章	1(4)

同質財の水平型企業結合について統合による値上げ誘因に関する経済分析が用いられた事例
グローバルウェーハズ・ゲーエムベーハーによるシルトロニック・アーゲーの株式取得
令和 3 年 11 月 26日審査結果の公表

	▷ 当事会社の市場シェア（取引分野③）
	» GW：約 15%（第 4位）
	» シルトロニック：約 15%（第 5 位）

	▷ 当事会社の市場シェア（取引分野④）
	» シルトロニック：約 15%（第 3 位）
	» GW：約 10%（第 5 位）

	▷ 当事会社の市場シェア（取引分野⑤）
	» シルトロニック：約 50%（第 1位）
	» GW：約 5%（第 4位）

競争分析における経済分析の活用

	▷ 	公取委は、上記のいずれの取引分野についても、複
数の有力な競争事業者がおり、供給余力が全くない
という状況にはなく、生産能力拡大のための投資を
行っているとした

	▷ さらに、参入圧力や需要者からの競争圧力も認めた

	▷ 	そ の 上 で、CMCR（Compensating	Marginal	Cost	
Reduction）と呼ばれる、統合による値上げ誘因の
程度を定量的に評価する経済分析を実施した

	» 	差別化された財に関する同様の分析は GUPPI
（Gross	Upward	Pricing	Pressure	Index）と呼ば
れ、いくつかの先例があるが、同質財に関して値
上げ誘因についての経済分析が行われたことが公
表された初めて事例である

	» 	この結果、取引分野②、③及び⑤については、
CMCRの値の大きさから、競争上の問題が生じる
可能性はあると評価できるものの、本分析のみを
もってその可能性が強く示唆されるとまでいえる
ものではなく、他の判断要素と併せて問題なしと
評価した

ポイント

	▷ 	市場価格が存在する場合、同質財の場合でも、値上
げ誘因の有無に関する経済分析が行われる可能性が
ある

	» 	本件では、事業者間で同質財の数量競争が行わ
れ、市場価格が一意的に決まる「同質財クールノー
競争」が想定されており、CMCR が適用された

単結晶シリコン
の製造方法

口径 加工方法 取引分野

CZ法 150mm以下 ノンポリッシュド ⑥

ポリッシュド ⑦

エピタキシャル ⑧

200mm ポリッシュド ①

エピタキシャル ②

300m ポリッシュド ③

エピタキシャル ④

FZ法 150mm以下 ノンポリッシュド ⑨

ポリッシュド ⑩

200mm ポリッシュド ⑤
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	» 	同質財の水平型統合については同年度でもいすゞ
-UDトラックスや今治造船 -JMUなどがあるがいず
れも値上げ誘因の経済分析は行われていない

	» 	いすゞ-UDトラックス等のケースでは相見積もりが
取られることが多く、同質財クールノー競争が想定
できず、したがってCMCR も適用できない

	» 	ただし、相見積もりを想定した経済分析（Win-Loss
データを使った分析（上述のセールスフォース-スラッ
クの事例を参照）等）が行われる可能性はある

先例・ガイドライン

	✓ 	平成 27年度事例 9（ファミリーマート - ユニー）

	✓ 平成 30 年度事例 7（USEN- キャンシステム）

	✓ 	企業結合審査ガイドライン（第 4 の1、第 4 の 2(1) 及
び (3)）
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