
JAPANESE COMPETITION POLICY 2 credits（Fall）

日本の競争政策 2 単位（秋学期）
Introduction to Antimonopoly Law and its enforcement
（独占禁止法及びその運用に関する基礎知識）

Lecturer YAMADA, HIROSHI
講師 山田 弘

Course Description：

This course aims to give outline of the Japanese Anti-monopoly Act 
which serves a basic rule for business operation in Japan, with reference, 
as needed, to those of US and EU.
（本科目は、日本で事業活動を行う上での基本ルールを定めた独占禁

止法について概観するものである。必要に応じて、アメリカ及びEU
の競争法についても触れる予定である。）

Textbooks：

No textbook is used in this course. Lecturer gives lecture following slides 
which are prepared by the lecturer. The slides are distributed to the 
participants at the beginning of each session and are also available at the 
intranet of keio.jp afterward. 
（教科書は用いない。講義は、講師が用意するスライドに沿って進め

られる。このスライドについては、講義の冒頭に参加者に配布され、

また、後日、keio.jp のイントラネット上でも閲覧可能となる。）

Reference Books：

Not in particular.
（特になし）

Course Plan：
1 History of competition law and policy in Japan [1930– 1990]

（競争法及び競争政策の歴史[1930年代～1990年代]）
2 History of competition law and policy in Japan [1990-]

（競争法及び競争政策の歴史[1990年代～]）
3 Basic principle of Anti-monopoly Act and Fair Trade Commission

（独占禁止法の基本概念及び公正取引委員会）

4 Private monopolization (1) [statutory interpretation]
（私的独占[解釈]）

5 Private monopolization (2) [case study]
（私的独占[事例研究]）

6 Unreasonable restraint of trade (1) [statutory interpretation]
（不当な取引制限[解釈]）

7 Unreasonable restraint of trade (2) [case study]
（不当な取引制限[事例研究]）

8 Unfair trade practices (1) [statutory interpretation]
（不公正な取引方法[解釈]） 

9 Unfair trade practices (2) [case study]
（不公正な取引方法[事例研究]） 

10 Regulation on enterprises combination (1) [statutory interpretation]
（企業結合規制[解釈]）

11 Regulation on enterprises combination (2) [analytical framework]
（企業結合規制[分析上の枠組み]）

12 Regulation on enterprises combination (3) [case study]
（企業結合規制[事例研究]）

13 Enforcement [procedure, remedies and sanction]
（執行[手続]）

14 Course summary and review 
（総括と振り返り）

Other Speech by guest speaker may be held by the end of the term [To be 
considered]
（学期中にゲストスピーカーによる講演が行われる可能性があ

る[未定]）
Lecturer's Comments to Students：

Not in particular.
（特になし）

Method of Evaluation：

1. Examination is not scheduled.
2. Participants may be required to submit a brief report at the end of the 
lecture for evaluation of the degree of understanding.
3. Attendance of participation will also be taken into account at evaluation.

（試験は予定していない。講義中に、理解度を測るための小レポート

の提出を求められることがある。評価に当たっては、出席の状況も

考慮される。）

Questions/Comments：

Possible to contact the lecturer by e-mail [zwr03120@keio.jp]
（電子メールを通じて講師とコンタクトをとることは可能である。ア

ドレスは、zwr03120@keio.jpである。）
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