
 

        2012年11月9日（金） 

10:00 – 18:30 セミナー,  18:30 － レセプション 

   東商ホール 

    会場住所：東京都千代田区丸の内3-2-2  

  アクセス：東京駅より徒歩10分、有楽町駅より徒歩5分、地下鉄二重橋駅より徒歩2分 

プログラムプログラムプログラムプログラム    

アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応 

―現状と展望― 

～企業結合規制とカルテル規制を中心に～ 

内田内田内田内田    晴康晴康晴康晴康（森・濱田松本法律事務所）IPBA 競争法委員会(CLC) 委員長、競争法フォーラム(JCLF) 会長 

10:00 – 10:10  開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶 

10:10 – 11:10   第１部：日本における独禁法執行の強化の歴史と展望第１部：日本における独禁法執行の強化の歴史と展望第１部：日本における独禁法執行の強化の歴史と展望第１部：日本における独禁法執行の強化の歴史と展望 

９月末に任期満了となる竹島委員長に、在任１０年を振り返り、その間に大きく進展した独禁法の執行力の強化

や国際問題への対応力の強化に向けた取組みにつき、当時の状況や困難性、理念などを交えて報告していた

だく。南部審議官には、この１０年間のアジア太平洋諸国との協力強化に向けた取組み状況を報告していただ

く。その後、モデレータとスピーカーとの間で質疑応答を行う。 

スピーカー:  

竹島竹島竹島竹島    一彦一彦一彦一彦    公正取引委員会委員長 

     「公正取引委員会委員長時代の10年間を振り返って」 

南部南部南部南部    利之利之利之利之    公正取引委員会事務総局官房審議官 

  「アジア太平洋諸国との協力関係強化に向けた公正取引委員会の取組」 

 

モデレーター: 

Steve Harris (Baker & MacKenzie, アメリカ）IPBA CLC 副委員長 

11:20 – 12:50   第２部：アジア太平洋地域における独禁法執行強化の動向第２部：アジア太平洋地域における独禁法執行強化の動向第２部：アジア太平洋地域における独禁法執行強化の動向第２部：アジア太平洋地域における独禁法執行強化の動向 

アジア太平洋地域における最新の独禁法執行強化の動向を、各国の当局担当者及び弁護士が、ラウン

ドテーブル方式で報告。特に、独禁法当局の執行に関する最近の傾向、各国の特色、竹島委員長在任

１０年の公取が、各国の当局に及ぼした影響や、公取の協力関係等について議論する。 

スピーカー:  

Byung-il Kim (Kim & Chan, 韓国）韓国公正取引委員会 元副委員長 

Janet Hui (Jun He Law Offices, 中国） 

Bruce Lloyd (Clayton Utz, オーストラリア） 

Kala Anandarajah (Rajah & Tann LLP, シンガポール） 

TBD (インド競争法当局のオフィサーの予定） 

 

モデレーター: 

矢吹矢吹矢吹矢吹    公敏公敏公敏公敏 (矢吹法律事務所）JCLF 事務局長 

江崎江崎江崎江崎    滋恒滋恒滋恒滋恒 （アンダーソン・毛利・友常法律事務所）IPBA CLC 副委員長 

 

12:50 – 13:50  ランチ（於：東商スカイルーム）ランチ（於：東商スカイルーム）ランチ（於：東商スカイルーム）ランチ（於：東商スカイルーム） 

 競争法フォーラム(JCLF)・環太平洋法曹協会(IPBA) 

 共催カンファレンス 



アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応 

 競争法フォーラム(JCLF)・環太平洋法曹協会(IPBA) 

13:50 – 14:50   第３部：アジア・太平洋地域で事業を行う上での競争法対応の留意点第３部：アジア・太平洋地域で事業を行う上での競争法対応の留意点第３部：アジア・太平洋地域で事業を行う上での競争法対応の留意点第３部：アジア・太平洋地域で事業を行う上での競争法対応の留意点 

アジア・太平洋地域で事業を展開する企業の2名の法務担当者が、同地域で事業を行うにあたって、各

国の競争規制にどのように対応しているか、M&Aや事業提携の遂行、カルテル規制等に違反しないた

めのコンプライアンスの観点から種々の取組みを紹介し、併せて競争法弁護士や競争当局への意見・

要望を述べる。 

スピーカー:  

古本古本古本古本    省三省三省三省三（新日本製鐵株式會社法規担当部長）注：本年10月1日に合併し、社名変更の予定                          

Laurence Bates（Japan General Counsel, 日本GE 株式会社） 

 

モデレーター: 

Shawn Neylan（Stikeman Elliott LLP, カナダ）IPBA CLC 副委員長 

JCLF 代表 (TBD) 

14:50 – 15:10  コーヒーブレーク 

15:10 – 16:40   第４部：アジア太平洋地域でのカルテル規制とコンプライアンスの留意点第４部：アジア太平洋地域でのカルテル規制とコンプライアンスの留意点第４部：アジア太平洋地域でのカルテル規制とコンプライアンスの留意点第４部：アジア太平洋地域でのカルテル規制とコンプライアンスの留意点 

欧米当局による国際カルテルの重点的な摘発及び参加企業への峻烈な制裁は既に多くの日本企業に知

られて久しいが、近年はアジアの企業活動の比率が飛躍的に上昇しているため、アジア諸国のカルテ

ル規制及びその予防法務への関心も強くなってきている。 

そこで、本プログラムでは、中国、インド、韓国及びオーストラリアにおいてカルテルの予防法務に

携われている各国の弁護士を招聘して、各国のカルテル規制内容（リニエンシー制度を含む）及び予

防対策の実際について講演を頂く予定である。 

スピーカー:  

Dave Poddar (Allen & Overy, オーストラリア） 

Ren Yong（中国） 

Hoil Yoon (Yoon & Yang, 韓国）Asia Competition Association 会長 

Vaishali Sharma (Khaitan & Co., インド） 

 

モデレーター: TBD 

参加登録参加登録参加登録参加登録 

 

9月月月月20日までの早期申込日までの早期申込日までの早期申込日までの早期申込 (セミナー セミナー セミナー セミナー + レセプションレセプションレセプションレセプション) ¥18,000   

通常申込(セミナー + レセプション) :       ¥20,000  

研究者、学生 (セミナー + レセプション) :     ¥10,000 

レセプションのみ :                                          ¥10,000 

 

参加申込書を競争法フォーラム事務局（矢吹法律事務所内）までお送り下さい。 

 

宛先：Fax (03-3437-3680) or E-mail (conf@jclf.jp) 

新日鉄と住金の合併のケースなどを参考にして簡単事例を策定して、それに関連する問題について各

国のスピーカーに話してもらうことを考えている。 

スピーカー:  

Susan Ning (King & Wood Mallesons, 中国） 

Youngjin Jung (Kim & Chang, 韓国） 

Nisha Kaur Uberoi    (Amarchand & Mangaldas, インド） 

川合川合川合川合    弘造弘造弘造弘造 （西村あさひ法律事務所） 

 

モデレーター: TBD 

16:50 – 18:20   第５部：第５部：第５部：第５部：M&Aと独禁法のクリアランスと独禁法のクリアランスと独禁法のクリアランスと独禁法のクリアランス 

18:20 – 18:30  総括 

18:30 –             レセプション（於：東商スカイルーム）レセプション（於：東商スカイルーム）レセプション（於：東商スカイルーム）レセプション（於：東商スカイルーム） 



JCLF (Japan Competition Law Forum) & IPBA (Inter-Pacific Bar Association) 

共催カンファレンス 

アジア・太平洋地域における独禁法執行の強化と対応 

2012年11月9日（金） 

東商ホール 

参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書 

 早期申込（セミナー+レセプション）9月20日申込〆切    18,000円 

 通常申込（セミナー+レセプション）          20,000円 

 研究者、学生（セミナー+レセプション）          10,000円 

 レセプションのみ          10,000円  

1 ) 申込（いずれか申込（いずれか申込（いずれか申込（いずれか1つを選択）つを選択）つを選択）つを選択）        

2 ) 参加者参加者参加者参加者    

Mr.  Mrs.  Ms.  Dr.  Other                    

  

姓:                                                                                      名:                                                                       

   

（英語表記）Last name:                                                           First name: 

 

事務所・会社名： 

 

事務所・会社住所：                                                                                                                                                        

 

 

                                                                            

電話：                                        Fax:  

 

E-mail:                                                                                                                                                              

 

申込日:  

3 ) 参加費は銀行振り込みにて、10月月月月31日（水）までに日（水）までに日（水）までに日（水）までにお支払いください。 

銀行振り込み手数料は参加者にてご負担願います。銀行振り込み手数料は参加者にてご負担願います。銀行振り込み手数料は参加者にてご負担願います。銀行振り込み手数料は参加者にてご負担願います。振込名は参加者名でお願いいたします。振込名は参加者名でお願いいたします。振込名は参加者名でお願いいたします。振込名は参加者名でお願いいたします。 

事務所名、会社名等でお振込いただく場合は競争法フォーラム事務局までご連絡ください。 

振込先: 

三井住友銀行 霞が関支店 

普通預金 口座番号：6665225 

口座名義：競争法フォーラム 

＊参加者ご都合によるキャンセルの場合、参加費の返金はいたしません。参加者の変更をご希望の

場合は上記事務局までご連絡ください。 

本申込書を競争法フォーラム事務局（矢吹法律事務所内）までご提出下さい。本申込書を競争法フォーラム事務局（矢吹法律事務所内）までご提出下さい。本申込書を競争法フォーラム事務局（矢吹法律事務所内）までご提出下さい。本申込書を競争法フォーラム事務局（矢吹法律事務所内）までご提出下さい。    

Fax: 03-3437-3680     E-mail: conf@jclf.jp     

お申込はお申込はお申込はお申込は10月月月月26日（金）までにお願いいたします。日（金）までにお願いいたします。日（金）までにお願いいたします。日（金）までにお願いいたします。 


