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New Guidance on Gun Jumping 
DOJ Antitrust Division Settlement Clarifies the Risks 
of Pre-Closing Coordination, while Simultaneously 
Expanding the Reach of the Division’s 
Disgorgement Remedy 

ガン・ジャンピングに関する指針 
米司法省反トラスト局における決定により、不正利得返還請

求による救済の適用拡大と同時にクロージング前の協調行

為のリスクが明らかに 

By David L. Meyer 執筆者：デイビッド・マイヤー 

 

 

Just five weeks after the Antitrust Division of the U.S. 
Department of Justice announced that Flakeboard 
America had abandoned its plan to acquire a medium-
density fiberboard (MDF) mill and two particleboard mills 
from SierraPine in the face of the Division’s competitive 
concerns, the Division has settled separate gun-jumping 
and Section 1 claims against the same parties relating to 
their conduct during the course of the Division’s review 
of the transaction.[1]   

 

 

米司法省反トラスト局は、同局の合併取引審査期間中に米

Flakeboard 社と米 SierraPine 社が行なった行為に関し、

別途両社に対して行われた｢ガン・ジャンピング（gun-
jumping）｣（クリアランス前に実質的に企業結合を実施する

こと、日本語で｢フライング｣の意味）及びシャーマン法第 1
条の違反行為に係る提訴についての決定を行った。これ

は、米司法省反トラスト局の競争法上の懸念を受けて

Flakeboard 社が、SierraPine 社からの中密度繊維板

（MDF）製造所 1 箇所及びパーティクルボード製造所 2 箇所

の買収計画の断念を発表してから 1 カ月あまり経ってから

のことであった
[1]
。 

This enforcement action is a reminder that parties to 
mergers and acquisitions – whether or not reportable 
under the Hart-Scott-Rodino Act (“HSR Act”) regime – 
need to exercise care both in structuring the terms of the 
transaction agreement that affect conduct prior to deal 
closing, and in their interactions with one another before 
the deal is closed or abandoned.  The Division’s 
settlement, however, provides some useful guidance on 
when deal terms and party interactions will (and will not) 
raise red flags, while simultaneously raising the specter 
of more frequent demands for disgorgement when lines 
are crossed. 

この決定が執行されることにより、M&A の当事者は、ハー

ト・スコット・ロディノ法（「HSR 法」）上の届出義務の有無に

かかわらず、クロージング前の行為に影響を与える合併契

約条件の規定及び当該合併取引のクロージング又は断念

までの相互のやりとりのいずれについても、今後慎重を期す

必要があるといえるだろう。しかしながら、反トラスト局の決

定を見ると、違法な場合に不正利得返還請求が更に頻繁に

適用される不安はあるものの、取引条件や当事者間のやり

とりが問題になる（又はならない）場合に関し、いくつか有用

な指針が示されている。 
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KEY TAKE AWAYS 主な注目点 

• When parties are competitors, agreements to 
implement desired plant closings and other 
business restructuring steps before the 
underlying transaction is closed run the risk of 
being treated as per se unlawful under Section 1 
of the Sherman Act. 

• 両当事者が競争者である場合、基本合併取引前の

工場閉鎖その他の事業再編の実施合意は、シャー

マン法第 1 条に基づき当然違法（per se unlawful）
とみなされるリスクがある。 

• While a deal is undergoing antitrust review 
under the HSR Act, coordination around 
competitive actions runs a high risk of being 
treated as unlawful gun jumping; the DOJ’s 
consent decree here, however, makes clear that 
many customary covenants regarding pre-
closing activities will not run that risk. 

• 合併取引は HSR 法に基づき反トラスト審査の対象

となるが、競争的行為に関わる協調行為は、違法

なガン・ジャンピングとみなされるリスクが高い。た

だし、本件における司法省の同意判決によれば、ク

ロージング前の行為に関する慣習的な合意の多く

にはそのようなリスクはないことが明らかである。 

• The Division’s demand for the disgorgement of 
over a million dollars in profits earned by the 
buyer as a result of the parties’ alleged 
agreement to shift customers to the buyer prior 
to closing implies that the Division may seek 
disgorgement more often – perhaps whenever 
injunctive relief is unlikely to be effective in 
restoring the competitive status quo ante, and 
not solely when private damages claims are 
unavailable.    

• クロージング前に買収者へ顧客を移転するという両

当事者間の合意によって買収者が得た 100 万ドル

以上の利益に対し、反トラスト局が不正利得返還請

求を行なったことは、同局が、以前の競争状態を回

復するために差止救済が有効でないと思われる場

合には、より頻繁に（私法上の損害賠償請求が不

可能な場合のみならずとも）、不正利得返還請求を

行うことを示唆している。 

THE FACTS 事実関係 

In January 2014, SierraPine reached an agreement to 
sell one MDF mill and two particleboard mills to 
Flakeboard, which operated competing MDF and 
particleboard mills.  The transaction required notification 
under the HSR Act.  Flakeboard planned to close one of 
SierraPine’s two particleboard mills – located in 
Springfield, Oregon – but wanted the mill’s closing to 
occur before it took ownership of the SierraPine assets.  
The transaction agreement therefore specified that 
SierraPine would close the mill before closing but after 
the expiration of the HSR waiting period.   

2014 年 1 月、SierraPine 社は、MDF 製造所 1 箇所及びパ

ーティクルボード製造所 2 箇所を、Flakeboard 社に売却す

ることに同意した。Flaleboard 社も、MDF とパーティクルボ

ードの製造所を運営していたため、SierraPine 社とは競合

関係にあった。したがって、この取引には HSR 法上届出が

必要であった。Flakeboard 社は、SierraPine 社の 2 つのパ

ーティクルボード製造所のうちの 1 つ（オレゴン州スプリング

フィールドの工場）の閉鎖を予定しており、SierraPine 社の

資産の所有権の取得前に、かかる閉鎖を実施することを希

望していた。合併取引契約には、HSR 法上の待機期間が

満了してからクロージングが行われるまでの間に

SierraPine 社が当該製造所を閉鎖することが定められてい

た。 

That plan changed within days of the deal’s 
announcement, however, when SierraPine determined 
that a labor issue at the Springfield mill would require 
either keeping the mill open or announcing its closure 
before the HSR waiting period would expire.  SierraPine 
consulted Flakeboard, and the parties (allegedly) 
reached an understanding that (a) SierraPine would 

しかしながら、かかる合併取引の発表から数日で事情が変

わることとなった。スプリングフィールドの製造所で労働問題

が生じたため、SierraPine 社は、当該製造所を閉鎖しない

でおく、あるいは HSR 法上の待機期間の満了前に当該製

造所の閉鎖を発表しなければならないと判断した。

SierraPine 社は Flakeboard 社と協議し、その結果、両社

は、(a) SierraPine 社が（HSR 法上の待機期間中に）速や
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announce the closure of the mill promptly (during the 
HSR waiting period) and proceed to close the mill within 
weeks of that announcement; and (b) even before that 
announcement the parties would begin to cooperate in 
securing a transition of Springfield mill customers to 
Flakeboard’s competing particleboard mill in Albany, 
Oregon. 

かに製造所の閉鎖を発表し、その発表から数週間以内に製

造所を閉鎖し、そして、 (b)SierraPine 社は、閉鎖の発表前

であってもスプリングフィールドの製造所の顧客をオレゴン

州オールバニにある Flakeboard 社の競合するパーティク

ルボードの製造所に確実に移転できるよう協力を開始する、

という合意をした（とされている）。 

Meanwhile, the Division’s antitrust review of the overall 
transaction proceeded apace.  An HSR notification was 
filed on January 22, and the Division issued a Second 
Request seeking additional information (likely focused 
on issues raised by the parties’ competing MDF 
operations).  The parties complied with the Second 
Request on July 28, and the HSR waiting period 
accordingly expired on August 27.  The Division 
continued to have concerns about the impact of the deal 
for the production of MDF sold to West Coast 
customers, and the parties ended up abandoning their 
deal on September 30, 2014.[2]  The deal’s death came 
more than six months after SierraPine had completed 
the shut-down of the Springfield mill, and after 
SierraPine and Flakeboard had already undertaken to 
transition that mill’s customers to Flakeboard.  The 
Division’s Section 1 and gun-jumping complaint followed 
five weeks after the deal had been abandoned.   

その間、反トラスト局による反トラスト法上の総合的な取引

審査は迅速に進められた。HSR 法上の届出は 1 月 22 日

に行われ、反トラスト局から、資料の第 2 次請求（両当事者

の競合する MDF 製造所の運営により生じる問題が焦点で

あったと思われる）が行われた。7 月 28 日、資料の第 2 次

請求に従って両当事者が情報を提出し、8 月 27 日に HSR
法上の待機期間が満了した。西海岸の顧客に販売される

MDF の生産に対する当該合併取引の影響に関し、反トラス

ト局の懸念が払拭されることはなく、結局 2014 年 9 月 30
日両当事者は当該合併取引を断念することとなった

[2]
。この

とき既に、SierraPine 社はスプリングフィールドのパーティク

ルボード製造所の閉鎖を完了し、SierraPine 社と

Flakeboard 社が当該製造所の顧客を Flakeboard 社への

移転することを約束してから 6 カ月以上が経過していた。そ

して、反トラスト局は、当該合併取引の断念から 1 カ月あま

りでシャーマン法第 1 条及びガン・ジャンピングを根拠として

提訴を行なった。 

THE DIVISION’S COMPLAINT AND CONSENT 
DECREE 

反トラスト局の訴状及び同意判決 

The Division viewed SierraPine and Flakeboard’s 
conduct as illegal for two independent reasons.  First, it 
violated Section 1 of the Sherman Act, because 
SierraPine and Flakeboard remained competitors until 
the transaction closed, and their agreement to shut 
down SierraPine’s mill and move its customers to 
Flakeboard therefore was viewed as a per se unlawful 
output reduction and customer allocation. The Division 
regarded these steps as not being reasonably 
necessary to carry out their asset purchase agreement 
or any other lawful collaboration, since they were 
undertaken “without any assurance that their transaction 
would be consummated.”[3] 

反トラスト局は、SierraPine 社と Flakeboard 社の行為を二

つの理由により違法であるとみなした。一つ目の理由とし

て、合併取引完了までは SierraPine 社と Flakeboard 社は

競争者であるため当該行為はシャーマン法第 1 条に違反す

るものであり、それゆえ、SierraPine 社が、パーティクルボ

ード製造所の 1 つを閉鎖し、その顧客を Flakeboard 社に

移転するという合意は当然違法な操業短縮・顧客割当であ

るという点が指摘された。反トラスト局は、これらの措置は

｢両社間の合併取引完了の保証なく｣講じられたものである

から、資産譲渡契約の実行に合理的に必要な措置その他

合法的な連携とはいえないとした
[3]
。 

Second, the conduct was illegal gun-jumping under the 
HSR Act (Clayton Act, Section 7A) because, before the 
waiting period expired, Flakeboard exercised operational 
control of SierraPine’s business when it coordinated with 
SierraPine on the closing of the Springfield mill and the 

二つ目の理由として、待機期間満了前に Flakeboard 社

が、スプリングフィールドの製造所の閉鎖及び Flakeboard
社への顧客の移転を目的とした SierraPine 社との協調行

為において同社の事業支配権を行使したため、この行為は

HSR 法（クレイトン法第７A 条）に基づく違法なガン・ジャンピ
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move of customers to Flakeboard.   ングに該当することが指摘された。 

The parties resolved the Division’s claims via a consent 
decree that requires each of them to pay $1.9 million 
each in HSR penalties; imposes behavioral injunctions 
designed to prohibit inappropriate coordination in future 
transactions, whether or not HSR-reportable; and 
requires Flakeboard to disgorge $1.15 million in profits it 
earned during the six months leading up to the 
settlement from the customers that were illegally shifted 
to Flakeboard’s mill.[4]  The Division did not require that 
the SierraPine mill be reopened – the Division viewed 
doing so as impractical  and the consent decree also 
did nothing to prevent Flakeboard from retaining (and 
continuing to earn profits from) all of its newly-obtained 
customers.  

両当事者は反トラスト局からの請求を同意判決により解決し

た。その内容は、各社に HSR 法上の罰金 190 万ドルを科

し、（HSR 法上の報告義務の有無を問わず）今後の取引に

おける不適切な協調行為を禁じた行為差止命令を下すと共

に、Flakeboard 社に対しては、決定までの 6 カ月間に、違

法な顧客の移転によって得た 115 万ドルの不正利得を返還

するよう求めるものであった
[4]
。他方、反トラスト局は

SierraPine 社に対し閉鎖した製造所の再開を求めず（同局

はこれを非現実的であると考えたのである）、同意判決は、

Flakeboard 社が新規獲得した顧客をすべて留保すること

（そして当該顧客から引き続き利益を得ること）を妨げるもの

ではなかった。 

THE IMPLICATIONS Flakeboard・SierraPine 事件が意味するもの 

Flakeboard/SierraPine is yet another in a long line of 
reminders that the antitrust agencies will be on the 
lookout for inappropriate coordination that takes place 
during the HSR merger review process.  The Division’s 
action in this case is particularly noteworthy for at least 
three reasons: 

先例とされる様々な事件の中で、Flakeboard・SierraPine
事件も、HSR 法上の審査期間中に行われる不適切な協調

行為が、反トラスト法関係機関の監視対象であることを思い

起こさせる事件の一つといえる。とりわけ本件における反ト

ラスト局の措置は少なくとも三つの理由から注目すべきであ

る。 

Section 1 Risks. First, the action underscores that 
when the buyer and seller are competitors, the Division 
will continue to view the parties as capable of engaging 
in per se unlawful horizontal agreements, 
notwithstanding the pendency of the transaction.  This 
risk can arise in any deal, including when no HSR 
notification is required.  Just as parties to a deal cannot 
fix prices with one another before the deal closes, so 
they may not agree to reduce capacity or output, or to 
allocate customers, at least unless and until the 
transaction has progressed to the point where those 
steps are part and parcel of carrying out the parties’ 
underlying transaction.   

シャーマン法第 1 条違反に関するリスク  第一に、このよう

な措置が講じられたことで、買収者と対象会社が競争関係

にある場合、合併取引完了前であっても、両当事者は当然

違法な水平的合意を行う可能性があるとの認識を、反トラス

ト局が有していることが明確になったといえる。HSR 法上の

届出が不要な場合も含め、あらゆる取引においてこのような

リスクが存在するのである。クロージング前に当事者間で価

格協定を行うことが認められないのと同様、少なくとも合併

基本取引が当事者間の基本取引の実施過程の一部に組み

込まれる段階に至るまでは、生産能力や生産量の縮小又は

顧客割当に関する合意を当事者間で行うことはできない。 

Two factors likely strengthened the Division’s resolve to 
view the mill closing and customer shift as insufficiently 
tethered to the underlying asset sale to avoid per se 
condemnation:  (a) the fact that it took place so many 
months before the deal could have closed, given the 
pendency of the Division’s Second Request 
investigation; and (b) the uncertainty whether it would 
close at all, given the deal’s substantive antitrust 
concerns, as driven home by the deal’s ultimate 
abandonment.   

反トラスト局は、製造所の閉鎖及び顧客の移転と、合併取引

の元となる資産譲渡との間の関連性は不十分であると判断

し、製造所の閉鎖及び顧客の移転が当然違法であるとの認

定を回避するには至らなかった。そして、反トラスト局の判断

を裏付ける更なる根拠として、 (a)反トラスト局の第 2 次請求

資料の審査がまだ完了していないことを考えれば、製造所

の閉鎖及び顧客の移転が、当該合併取引の完了予定時期

の何カ月も前に行われていた、また、(b)その実質的な反トラ

スト法上の懸念に照らせば、合併取引が実際に断念された

ことからも明らかなように、当該取引がクロージングに至る
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か否か確実ではなかった、という二つの要因が考えられる。 

On the other hand, the Division’s analysis does not 
preclude parties from undertaking needed restructuring 
or rationalization of their business during the pendency 
of merger review.  Had SierraPine made a purely 
unilateral decision to close its Springfield mill – 
exercising flexibility it had negotiated up-front in the 
transaction agreement – that step should not have 
raised Section 1 concerns.  Likewise, if parties agree as 
part of their transaction that certain steps will take place, 
there should normally be flexibility to have such steps 
taken by one party prior to closing, as evidenced by the 
Division’s apparent lack of concern about the transaction 
agreement’s stipulation that SierraPine would close its 
mill in the interval between HSR expiration and the 
deal’s consummation.[5]  Though the Division’s ability to 
assess whether the planned mill closure would be 
anticompetitive as part of its review of the overall 
transaction surely influenced the Division’s 
perspective,[6] pre-closing steps that appear 
disconnected from an overall deal will face high risks 
even if the Division is otherwise informed of them.  The 
degree of risk will depend entirely on the facts, 
especially the scope of the underlying agreement and 
the relationship between the deal rationale and the 
nature of the agreed pre-closing conduct.      

その一方で、反トラスト局が監視を行っているからといって、

合併審査期間中に両当事者がその事業を適宜再編又は合

理化することが禁じらるというわけではない。SierraPine 社

が、スプリングフィールドの製造所を閉鎖することを完全に

一方的に決定したのであれば（すなわち、取引契約において

最初から柔軟に協議していれば）、シャーマン法第 1 条違反

行為に関する懸念は生じなかったはずである。また、当事者

間で合併取引の一環として一定の措置を取ることに合意し

た場合、通常、クロージング前に一当事者が柔軟に当該措

置を講じるということは可能なはずである。これは、合併取

引契約中の、SierraPine 社が HSR 法上の待機期間の満

了後、合併取引完了（クロージング）までの間に製造所を閉

鎖するという定めについては、反トラスト局が懸念を示さな

かったと思われる事実によって裏付けられる
[5]
。合併取引全

体の審査をするにあたって、製造所の閉鎖をどのように評価

するのか、つまり、閉鎖が反競争的か否かという点が、反ト

ラスト局の見解に重要な影響を与えるのは確実だが
[6]
、合

併取引全体とは一見関係がないようなクロージング前の措

置を実施する場合は、たとえ反トラスト局にその旨通知して

いたとしても、高いリスクが伴う。リスクの大きさは、専ら事実

関係、特に基本合意の範囲のほか、取引の論理的根拠と合

意されたクロージング前の行為との間の関係によって決定さ

れる。 

HSR Gun-Jumping Risks.  Second, 
Flakeboard/SierraPine provides some further clarity as 
to the lines the Division will draw in assessing whether 
pre-closing coordination rises to the level of 
impermissible gun-jumping.  Section 7A, of course, 
applies whether or not the parties are competitors, and 
precludes the buyer from exercising beneficial 
ownership or control of the seller’s business prior to the 
expiration of the statutory waiting period.  The Division’s 
consent decree carves out for the parties several safe 
harbors for customary deal terms and due diligence 
processes, and those same categories of conduct 
should generally pose little risk for other transaction 
parties. Among the categories of permissible conduct:[7] 

HSR 法上のガン・ジャンピングのリスク  第二に、

Flakeboard・SierraPine 事件により、反トラスト局がクロー

ジング前の協調行為について、許されないガン・ジャンピン

グといえるか否か評価する際の判断基準が一層明確になっ

た。当然のことながら、当事者が競争者であるか否かの判

断には第 7A 条が適用され、同条により、法定の待機期間

満了前に買収者が対象会社の事業の実質所有権又は支配

権を行使することは禁じられている。そして、反トラスト局の

同意判決に基づき、慣習的な取引条件及びデューディリジェ

ンス手続に関するいくつかのセーフ・ハーバーについて適用

が免除された結果、競争者に該当しない取引当事者が、同

種の行為を行っても通常ほとんどリスクは生じないはずであ

る。容認される行為の例として次のようなものが挙げられる
[7]
。 

• Due diligence disclosures “reasonably related to 
a party’s understanding of future earnings and 
prospects” undertaken pursuant to an 
appropriate non-disclosure agreement that, inter 
alia, prohibits access to competitively sensitive 
information by employees who are “directly 

• 秘密保持契約に基づき行われる｢将来の利益及び

見通しに関する当事者の理解に合理的な関係を有

する｣デューディリジェンスにおける開示
[8]
（秘密保

持契約には、競合製品の｢マーケティング、価格決

定又は販売に関して直接責任を負う｣従業員にによ

る競争上慎重に扱うべき情報へのアクセスの禁止
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responsible for the marketing, pricing, or sales” 
of competing products;[8] 

などを定めた適切な条項が含まれている必要があ

る） 

• Covenants requiring the seller’s business to be 
operated in the ordinary course of business; 

• 対象会社の事業を通常の業務範囲において行うこ

とを義務付ける誓約 

• Covenants requiring the seller to avoid conduct 
that would cause a material adverse change in 
the transaction value; and 

• 取引価額に重大な悪影響を及ぼす行為を回避する

ことを対象会社に義務付ける誓約 

• Entry into buyer-seller agreements that would be 
lawful in the absence of the planned acquisition.  

• 予定される買収が行われなければ合法的である買

収者・対象会社間の契約の締結 

Pre-closing coordination of competitive conduct, by 
contrast, will almost always fall on the other side of the 
legal line.  In this light, the Division’s conclusion that 
Flakeboard jumped the gun when it insisted that the 
Springfield mill be shut down prior to the expiration of 
the waiting period, and its demand for cooperation in 
shifting the mill’s customers to Flakeboard’s Albany mill, 
should not be seen as controversial.  Decisions about 
capacity reductions, output levels, and marketing 
activities are very likely to be regarded as “ordinary 
course” conduct even when they might be material to 
the seller’s business and the value of the assets being 
acquired.[9] 

これに対し、競合製品に関するクロージング前の協調行為

はほとんどすべて違法である。この点、待機期間満了前の

スプリングフィールドの製造所の閉鎖を求めた Flakeboard
社の行為、及び製造所の顧客の Flakeboard 社のオールバ

ニの製造所への移転にあたっての Flakeboard 社からの協

力要請がガン･ジャンピングに該当する、とした反トラスト局

の結論に対して異論はないであろう。生産能力の縮小、生

産水準及びマーケティング活動に関する判断は、対象会社

の事業や取得対象資産の価値に対し重要な意味を有する

可能性がある場合でも｢通常の業務範囲｣とみなされる可能

性が極めて高い
[9]
。 

Disgorgement.  Finally, the Division’s settlement here 
marks an expansion of the circumstances under which 
the Division will demand disgorgement.  The Division 
pioneered use of that remedial tool in the 2006 Keyspan 
case.  There, the Division emphasized that it would not 
routinely seek disgorgement, but would do so when 
other remedies were ineffective.  That was the case in 
Keyspan because the unlawful conduct had ceased and 
the filed-rate doctrine likely would have precluded 
injured consumers from recovering damages.[10]  Only 
the first of these factors was arguably present in 
Flakeboard/SierraPine; the plant was closed and the 
customers shifted, and the Division did not view a 
restoration of the status quo ante via injunctive relief as 
practical.  But the Division did not make any public 
statement suggesting that private damages relief would 
be unavailable here, as the Division perceived it to be in 
Keyspan.[11]  It is possible that the Division reached a 
somewhat different conclusion – that private claims 
would be unlikely given that the closing of the Springfield 
particleboard plant did not actually harm competition.  
The Division did not view the underlying transaction as 
anticompetitive with respect to particleboard, and likely 

不正利得の返還  最後に、本件における反トラスト局の決

定は、同局による不正利得の返還請求の適用範囲の拡大

を示している。反トラスト局は、2006 年の Keyspan 事件に

おいて、救済措置として不正利得返還請求の適用を開始し

た。当該事件において反トラスト局は、常に不正利得の返還

を求めるわけではないが、他の救済措置では効果が上がら

ない場合はこれを求めるという点を強調した。違法行為は既

に中止されていて、認可料金理論（filed-rate doctrine）に基

づき、被害を受けた顧客が損害回復を行うことは困難であっ

たと思われるため、Keyspan 事件では不正利得の返還請

求が行われた
[10]

。議論の余地はあるものの、Flakeboard・
SierraPine 事件にも当てはまる要素は一つのみである。す

なわち、製造所の閉鎖と顧客の移転が既に実施されていた

ため、反トラスト局は、差止救済による以前の状態の回復は

非現実的であると考えたのである。しかしながら反トラスト局

は、本件では、Keyspan 事件での同局が示したような、私法

上の損害賠償による救済は利用不可能であることを示す声

明を公表しなかった
[11]

。このことから、本件における反トラス

ト局の結論が Keyspan 事件とは若干異なっていた可能性

がある。すなわち、スプリングフィールドのパーティクルボー

ド製造所の閉鎖により実際に競争が制限されたわけではな

いことを考えれば、私法上の損害賠償請求が行われる可能

性は高くないと結論付けたのかもしれない。反トラスト局は、
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saw continued competition in that market (despite the 
illegal closing and customer shift) as disciplining 
Flakebaord’s conduct vis-à-vis its newly acquired 
customers.[12]  Unfortunately, though, if the only 
predicate for disgorgement is the absence of ongoing 
conduct to enjoin – without any special circumstances 
precluding private damages claims – we might expect to 
see the Division seeking this remedy with increasing 
frequency.   

パーティクルボードに関する基本取引を反競争的とはみなし

ておらず（違法な製造所閉鎖と顧客の移転が行われても）、

当該市場で競争を継続させることこそが、新規獲得した顧客

に対して Flakebaord に規律に従った行為を行わせることに

なると判断した可能性が高い
[12]

。とはいえ、残念ながら、不

正利得の返還請求の基準が、（私法上の損害賠償請求が

妨げられる特別な状況の存在が基準とならない結果）禁じる

べき継続的な行為の不存在という基準のみであるならば、

反トラスト局は、今後より多く、本救済方法を用いることにな

るだろう。 

For more information, please contact: コンタクト 

David L. Meyer 
Washington D.C. 
+1 (202) 887 1519 
dmeyer@mofo.com 
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Washington D.C. 
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FOOTNOTES 脚注 
[1]  See Division Press Release (Nov. 7, 2014), available 
at 
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/30
9786.pdf; see also Complaint, U.S. v. Flakeboard 
America Ltd., Case No. 3:14-cv-4949 (N.D. Cal filed 
Nov.7, 2014), available at 
http://www.justice.gov/atr/cases/f309700/309788.pdf, 
and Proposed Final Judgment (N.D. Cal. filed Nov. 7, 
2014), available at 
http://www.justice.gov/atr/cases/f309700/309796.pdf. 

[1]  米司法省トラスト局プレスリリース (Division Press 
Release) (Nov. 7, 2014) 
(http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/3
09786.pdf; にて閲覧可能)を参照。また、訴状 (Complaint) 
U.S. v. Flakeboard America Ltd., Case No. 3:14-cv-4949 
(N.D. Cal filed Nov.7, 2014) 
(http://www.justice.gov/atr/cases/f309700/309788.pdf; に
て閲覧可能) 及び同意判決案 (Proposed Final Judgment) 
(N.D. Cal. filed Nov. 7, 2014) 
(http://www.justice.gov/atr/cases/f309700/309796.pdf; に
て閲覧可能) も参照。 

[2]  See Division Press Release (Oct. 1, 2014), available 
at 
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/30
9005.pdf.   

[2]  米司法省トラスト局プレスリリース (Division Press 
Release) (Oct. 1, 2014) 
(http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/3
09005.pdf; にて閲覧可能) を参照。 

[3]  Competitive Impact Statement (N.D. Cal filed Nov. 7, 
2014) (“CIS”), p. 7, 
http://www.justice.gov/atr/cases/f309700/309790.pdf. 

[3]  競争上の影響に関する意見 (Competitive Impact 
Statement) (N.D. Cal filed Nov. 7, 2014) (｢CIS｣) p. 7
（http://www.justice.gov/atr/cases/f309700/309790.pdf）。 

[4]  The HSR penalties were a compromise of the 
statutory maximum penalty of $3.568 million for the 223 
days (at $16,000/day) between the time the parties 
began to coordinate regarding the closure of the 
Springfield mill and the expiration of the HSR waiting 
period.  See CIS, pp. 13-14.   

[4]  HSR 法上の罰金は、スプリングフィールドの製造所の閉

鎖について当事者間で協調行為が開始された時期と HSR
法上の待機期間の満了までの間の 223 日間 (1 日当たり

16,000 ドル) に対する 356 万 8,000 ドルを法定上限額とす

るの罰金による決定であった。CIS, pp. 13-14 を参照。 

[5]  The Division’s CIS stated explicitly that “an 
agreement to close a production facility before a 
transaction is consummated may be permissible under 
certain circumstances.”  CIS, p. 12. 

[5]  反トラスト局の CIS では、｢取引完了前の製造施設の閉

鎖に関する合意は、一定の状況において認められる。｣と明

示されている (CIS, p. 12) 。 
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[6]  As one illustration, the Division’s Consent Decree 
prohibits Flakeboard and SierraPine from entering into 
agreements involving facility closings prior to 
consummation absent the Division’s prior approval.  See 
Proposed Final Judgment, Para VII.A.4; CIS, p. 12. 

[6]  一例として、反トラスト局の同意判決は、同局の事前承認

を得られない限り、Flakeboard と SierraPine が、取引完了

前に施設の閉鎖に関する契約を締結することを禁じている。

同意判決案 (Proposed Final Judgment) Para VII.A.4、
CIS, p. 12 参照。 

[7]  Proposed Final Judgment, § VIII. [7]  同意判決案 (Proposed Final Judgment), § VIII。 

[8]  Id., § VIII(C).  This carve-out does not represent an 
exhaustive list of the types of information sharing that 
can be undertaken without meaningful gun-jumping risk.  
For example, pre-closing activities related to the 
planning of post-closing integration and merger 
implementation are generally permissible so long as 
they are structured appropriately.   

[8]  前掲, § VIII(C)。この除外リストは、重要なガン・ジャンピ

ングのリスクを伴わずに行うことが可能な情報交換の類型を

全て網羅するものではない。例えば、クロージング後の経営

統合・合併の実施の計画に関連するクロージング前の行為

は、その建付けが適切である限り通常許容される。 

[9]  As the Division’s enforcement action in Smithfield 
shows, the buyer’s right of approval over large, multi-
year contracts can trigger gun-jumping concerns 
because, even though material, they are entered into in 
the ordinary course.  See Morrison & Foerster client 
alert, “DOJ Alleges HSR Gun-Jumping When Seller 
Submits Multi-Year Procurement Contracts for Buyer’s 
Approval” by David Meyer (Jan. 21, 2010), available at 
http://www.mofo.com/resources/publications/2010/01/doj
-alleges-hsr-gun_jumping-when-seller-submits-__. 

[9]  Smithfield 事件における反トラスト局の執行手続が示す

ように、複数年に及ぶ大規模契約に関する買収者の承認権

は、重要であるとはいえ通常の業務範囲において締結され

ていることを理由にガン・ジャンピングの疑いを問われる可

能性がある。当事務所のクライアント・アラート｢DOJ 
Alleges HSR Gun-Jumping When Seller Submits Multi-
Year Procurement Contracts for Buyer’s Approval｣ (執筆

者 David Meyer) (Jan. 21, 2010) 
(http://www.mofo.com/resources/publications/2010/01/d
oj-alleges-hsr-gun_jumping-when-seller-submits-__; に
て閲覧可能) を参照。 

[10]  See Plaintiff United States' Response to Public 
Comments, U.S. v. Keyspan Corp., Civ. Action No: 1:10-
cv-01415-WHP (S.D.N.Y. filed June 11, 2010), p. 15 
(“[A]bsent disgorgement, KeySpan likely would retain all 
the benefits of its anticompetitive conduct because the 
filed rate doctrine creates significant obstacles to the 
collection of damages.”), available at 
http://www.justice.gov/atr/cases/f259700/259704.pdf.  In 
fact, the Division’s view turned out to be correct.  Simon 
v. Keyspan Corp., 694 F.3d 196 (2d Cir. 2012) (holding 
private damages claims barred by filed rate doctrine).   

[10]  パブリックコメントに対する原告米国政府の回答書 U.S. 
v. Keyspan Corp., Civ. Action No: 1:10-cv-01415-WHP 
(S.D.N.Y. filed June 11, 2010), p. 15 (｢認可料金理論に基

づき損害額の回復には大きな障害が存在するため、不正利

得の返還請求を行わなければ、KeySpan は、反競争行為

から得た全ての利益を留保する可能性が高い ([A]bsent 
disgorgement, KeySpan likely would retain all the 
benefits of its anticompetitive conduct because the filed 
rate doctrine creates significant obstacles to the 
collection of damages.｣) 
(http://www.justice.gov/atr/cases/f259700/259704.pdf; に
て閲覧可能) を参照。実際、反トラスト局の見解は的確であ

ることが判明した。Simon v. Keyspan Corp., 694 F.3d 196 
(2d Cir. 2012) (認可料金理論により私法上の損害賠償請

求は禁じられた)。 

[11]  See CIS, pp. 10-11. [11]  CIS pp. 10-11 を参照。 

[12]  The Division explained that it had expressed 
concerns about the impact of the deal in the MDF 
market, not the particleboard market.  See Division 
Press Release (Oct. 1, 2014), available at 
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/30

[12]  反トラスト局によれば、同局が懸念を表明したのは、

MDF 市場の取引であって、パーティクルボード市場の取引

ではないとのことであった。米司法省トラスト局プレスリリー

ス (Division Press Release) (Oct. 1, 2014) 
(http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/3
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9005.pdf. 09005.pdf; にて閲覧可能) を参照。 
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モリソン・フォースターについて 

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事

務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、

Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業

等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に
過去 11 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働

きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げていま

す。モリソン･フォースターの弁護士はクライアントのために

最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務

所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮していま

す。詳しくは、当事務所のウェブサイト（www.mofo.com）を

ご覧ください。 

Because of the generality of this update, the information 
provided herein may not be applicable in all situations 
and should not be acted upon without specific legal 
advice based on particular situations. Prior results do 
not guarantee a similar outcome. 

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事

案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体

的な法的アドバイスを提供するものでもありません。 

 
9 

http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/309005.pdf
http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2014/309005.pdf
http://www.mofo.com/
http://www.mofo.com/

