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はじめに
もし、あなたが勤務する会社が経営不振に陥

り、公的資金注入等の方法によって経営再建を目
指すことになったら、あなたはどんな支援条件を
望むだろうか？　逆に、ライバル企業が経営破綻
して公的支援で存続することになったら、その条
件はどうあるべきだとお考えになるだろうか？

企業を公的支援によって再建させる仕組みは多
くの国に存在しており、近年に限っても日本なら
JAL の事例がすぐに思い浮かぶし、米国なら
2009 年に経営破綻した GM やクライスラーなどの
建て直しが記憶に新しい。EU でもフランス政府
が自国の大手自動車メーカー・プジョーに「テコ
入れ」を図るといった事態が昨年発生している。

自由主義経済の下では企業間競争は重要だが、
競争のみを優先して「破綻した企業はつぶれるに
任せる」というわけにはいかない “事情” がある
のは、どこの国も同様である。そこで、多少は競
争環境が歪

ゆが

むことを承知の上で「本来であればつ
ぶれていた企業を公的支援によって再生させる」
ための手段を設けているわけであり、この基本的
な考え方に関して日米欧の間に大きな差はないが、
具体的な手法には差がある。

これまでであれば、破綻企業の公的支援手法に
国ごとに違いがあっても問題になることは少な
かったが、これからは違う。いまや日本は EU と
EPA（経済連携協定）交渉を、米国などとは TPP

（環太平洋戦略的経済連携協定）交渉を進める立場

企業への公的支援に見る
“フェア・コンペティション哲学” の国際間断層
—日米欧同時 FTA交渉で加速するグローバル・ルールメイキングの行方—

Point
❶� �経営危機に陥った企業を公的支援によって再建させる仕組みは日・米・EU ともに存在し、過去に

事例も多い。だがその手法には違いがあり、そこにはフェア・コンペティション＝公正な競争の原
則に対する考え方や地域事情の差が反映されている。

❷� �わが国は EU と EPA 交渉を、米国等と TPP 交渉を進めているが、こういった経済連携協定では
関税引き下げだけではなく、各種基準や法規制等のルール調和が重要になる。日米欧三極間の
FTA 交渉で決められたルールは、事実上のグローバル・ルールという側面を持つことになる。

❸� �FTA によってマーケット共有化とルール共通化を進める上では「公的支援ルールの差」も一つの
争点になり得る。FTA 交渉でこういった個々の争点をどう解決し、グローバル・ルールづくりを
どう進めるかが、今後のわが国経済の成長にも影響を与える。
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にあり、さらに米国と EU も大西洋をはさんだ
TTIP（環大西洋貿易投資パートナーシップ）交渉
スタートで合意している。FTA 交渉は単なる関税
の引き下げ交渉にとどまらず、公正な貿易活動と
国家間経済連携のためのルールメイキングという
側面を持っており、そこでは破綻企業を公的支援
で再生させるための「ルールづくり」も問題にな
り得るのである。本稿では、企業に対する公的支
援ルールの日米欧比較を通して、今後の「グロー
バル・ルールメイキング」のあり方を考えてみたい。

なお、国際間経済貿易協定では EPA、FTA、
EIA など複数の略称が用いられることが多く、
さらに TTP、TTIP、RCEP などの独自呼称も
あるため、便宜上、本稿では以下すべて FTA（自
由貿易協定）で統一する。

日米欧それぞれが “両面作戦”
まず現在の日米欧三極の経済連携交渉状況を再

整理してみよう。わが国と EU の間では昨年 11
月下旬に FTA 交渉スタートが決定し、今年 4 月
に第 1 回交渉が行われた。一方、米国を初めとし
た環太平洋諸国 FTA 交渉には 7 月の会合から日
本が加わる運びとなっている。日本は、いわば
EU・米国それぞれを相手に同時並行で “両面作戦”
を進める形となったのである。

しかしこれは日本だけの事情ではない。前述の
ように米国と EU も FTA 交渉開始で合意してお
り、これが本格的にスタートすれば、日米欧三極

が同時両面作戦で交渉が進行するという、これま
でにない状況が生まれることになる（図表 1）。

先に述べたように、現在の FTA 交渉における
焦点は関税引き下げ問題よりもむしろ法制度や基
準等を交渉当事者の間で調和させることに移って
おり、日・EU の EPA 交渉でも EU 側がわが国に
対して「非関税障壁の撤廃」を強く求めているの
はご承知の通りである。当然、そこでは製品規格
や安全認証といった各種基準はもちろん、知財や
貿易活動に関するルール、競争政策に至るまで幅
広い基準や制度が論議の対象となる。

相互の経済ルールの共通化が FTA の重要な側
面であり、日米欧の三極が同時にこれを進めると
いうことは、実質的にそれが事実上の「グローバ
ル・ルール」になる可能性が高い。企業への公的
支援ルールに関して三極の間に違いが大きければ
調和・共通化する必要がある。では、一体どの程
度の違いがあるのか？

“競争の歪
ゆが

み” を補償する措置とは？
冒頭にも触れたように、“つぶすわけにはいかな

い” 企業、「トゥービッグ、トゥーフェイル（つぶ
すには大きすぎる）」といえる企業が経営危機に
陥った場合、公的支援によって経営再建の道筋を
つけなければならないという事情があるのは日米
欧とも同じようなものである。つぶすわけにはい
かないのであるから、その支援策の根底にある考
え方もありていにいえば「まず救済ありき」といっ
た政治的判断になりがちであるが、一応は国ごと
のルールやガイドラインが存在している。

次頁の図表 2 に示すように、公的支援の法的根
拠は日米欧でそれぞれ異なっているが、支援内容
は必要最小限に抑え、支援の引き換えに受益企業
に対しては保有資産売却や人員削減等々、大幅な
事業の合理化・スリム化を求めるといった手法は
三者に共通している。

ただ、EU だけにあって、日本や米国にみられな

図表 1　日米欧三極の FTA 交渉の状況

TPP交渉
2013年7月会合より

日本参加 

日本

三極が同時に
FTA両面交渉

EPA交渉
2013年4月より
実質交渉開始 

EU米国

TTIP交渉
2013年2月　交渉開始に
向け内部手続きスタート 

出所：各種資料・報道等をもとに筆者作成

企業への公的支援に見る “フェア・コンペティション哲学” の国際間断層



経営センサー　2013.7・8
2222

い要素として「競争歪
わい

曲
きょく

に対する補償的な措置」
というものがある。あまり耳慣れない言葉である
が、この「競争歪曲に対する補償的な措置」とは
何なのか？

図表 2　 日米欧三極の企業救済の基本的枠組みと 
傾向の比較

日本

EU

米国

●基本はEU機能条約第107条であり、さらに細かい
救済ルールとして欧州委員会通達「R&Rガイドライ
ン」、別途航空産業向けガイドライン等がある。

●原則は「特定企業への補助禁止」だが複数の例外
事項があり、過去の企業救済は全て法律的に例外
扱い。また、救済補助は「一度きりで最後」というの
が原則であり、受益企業には資産の譲渡、組織再編
等の努力の他、競争歪曲に対する補償的な措置も求
められる。

●法的枠組みは連邦破産法第11条、俗にいう「チャプ
ター11」。

●原則禁止、例外として救済するEUと異なり、地域経
済や雇用への影響等を勘案して政府が事案ごとに
救済可否を個別判断。受益企業は人員や設備、さら
に商品ラインナップの削減などの事業スリム化を求
められるが、その後の事業制約につながるような補
償的措置は求められない。

●法的枠組みは会社更生法、金融機関であれば預金
保険法など。

●産業再生機構による増資や債権買収、さらに金融機
関の債権放棄など、複数の手法を組み合わせ。受益
企業に事業スリム化や合理化を課す点は共通。EU
的な「競争歪曲に対する補償的措置」という考え方
はこれまでなかったが、JAL救済に際して初めてこの
問題が論議の対象に。

出所：国土交通省航空局資料等をもとに筆者作成

経営破綻に瀕
ひん

した企業を A 社としよう。A 社は
いわば「市場競争における敗者」であり、A 社が
つぶれれば、ライバル企業 B 社・C 社等には A 社
ユーザーを一気に自社のものにするチャンスが到
来する。競争という原則のもとでは当然の成り行
きであり、ここで A 社を公的支援によって再生さ
せれば、確かに競争環境は本来の姿から “歪曲”
されることになる。

歪曲をなくそうと思えば A 社をつぶすしかない
が、それでは公的支援の意味がない。そこで救済
する A 社に何らかの制約条件を課し、B 社・C 社
等に対して “埋め合わせ” をする。「補償的措置」
とはこの “埋め合わせ” にあたるものといえる。

競合する企業に対して、どのような “埋め合わ
せ” をするかについては、航空会社の事例がわか
りやすい。世界には航空会社の破綻例が少なから

ずあり、EU でも航空会社に関しては図表 2 に示し
たように、R&R ガイドラインとは別に「航空会社
救済に関するガイドライン」を別途設け、補償的
措置のあり方を示している（ただし、適用はケー
ス・バイ・ケース）。1997 年アリタリア航空、
2009 年オーストリア航空という二つの公的支援事
例から、主な補償的措置、すなわち “埋め合わせ”
の内容を整理すると、図表 3 のようになる。

図表 3　 アリタリア・オーストリア両航空支援時の
「補償的措置」

アリタリア航空支援：1997年に欧州委員会が公的支援を承認決定
【主な支援内容】イタリア政府による2兆7,500万リラの資本注入、他
【主な補償的措置】
①座席数の制限：1994年に25,422席だった事業規模を23,384席に
削減し、その後2000年まで26,350席を上限とする。これは、その
間に他の航空会社が年平均6％ペースで成長するという前提に立
ち、それを上回らない成長率が設定されている。

②機体数の制限：機体数も1994年保有数が157機だったものを97 
年に143機に削減。

③競争者より低廉な運賃を提供する（プライスリーダーになる）ことの
禁止

オーストリア航空支援：2009年に欧州委員会が公的支援を承認決定
【主な支援内容】政府全額出資持ち株会社による2億ユーロの融資、他
【主な補償的措置】
①2008年1月時点の供給量を、2010年末までに15%削減。
②その後、2015年末もしくは収支均衡に達するまでのいずれか早い
時点までにEU内航空会社の供給増加率の平均を上限とする。（→
ただし、競合航空会社はさらなる供給量削減を主張し、欧州委員会
が供給削減量の上乗せ等を決定）

③プライスリーダーになることを禁止する等の議論はなし

出所：�国土交通省「諸外国における公的支援と競争政策の調査報告｣等
をもとに筆者作成

ここにみるように、EU においては航空会社を救
済する場合、機体数や座席数（供給量）の具体的
上限を定め、さらに競合他社を下回る廉売を許さ
ないといった規定が盛り込まれている。アリタリ
ア航空やオーストリア航空がつぶれれば、自社の
乗客数が大きく伸びるはずだった競合エアライン
にとって、救済企業の事業拡大速度を抑え、自分
たちより低い割引運賃を設けないように制限する
ことは確かに “埋め合わせ” にはなろう。

ただ、あなたが競合エアラインの立場であれば
「その程度では甘い」と思いたくなる方も多いはず
で、実際、オーストリア航空のように「もっと削
れ」と要求される事態も発生している。

しかし、逆にあなたが救済される企業の社員
だったらどうか？　リストラで経営体質を改善し

産業技術
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つつ、儲かる事業は積極的に推し進め、V 字回復
を果たして少しでも早く公的融資などを返済した
いと考えるはずであり、供給数の削減や上限設定
などは自社 V 字回復に向けた努力を阻害する制限
事項でしかないと思うであろう。

実際、オーストリア航空も「供給量は 2006 〜
2008 年にかけて自主的に削減しているのだから、
これ以上削減することは逆に再建の妨げになる」
と主張したが、結局、図表 3 でみたような補償的
措置を飲まされる形になった。

このように、EU でみられる補償的措置という問
題は、その立場によって利害が真っ向から対立す
るのが避けられず、破綻企業の救済に際して常に
論議の的になる問題なのである。補償的措置とし
てどんな内容を、どの程度の重さで受益企業に求
めるかという点に関しては EU 内にも「万人が納
得する落としどころ」などはなく、目安としての
ガイドラインは存在しても、結局は個別案件ごと
に政治的な駆け引きで決められているというのが
実情なのである。誰もが納得する基準など作れな
いから、最後は「政治決着」でケリをつけるしか
ない問題なのだともいえよう。

では日本や米国はどうか？　わが国の JAL 救済
で、機体数や座席数が数年にわたって制限される
といった話は聞かないし、ダイエー救済に際して
他のライバル量販店より安い価格で売ってはいけ
ないなどという条件も存在しなかった。

米国で GM やクライスラーに公的資金を注入し
た時も、“フォードに対する埋め合わせ” に関する
議論はなかったし、チャプター 11 が適用された
航空会社救済でも席数や機体数に制限は設けられ
ていない。

このように、日本や米国では公的支援対象と
なった企業に経営スリム化やリストラは要求して
も「競合企業への埋め合わせ」を要求することは
なく、補償的措置を求めるのは EU 独特の考え方
であることがわかる。

経営破綻企業の救済は確かに市場の競争を歪曲

するが、その歪曲の “補正” に関して日米と EU
との間に存在する大きな違い。これは公正な競
争＝フェア・コンペティションに対する哲学の違
いとも考えられる。競争原則という重要な問題の
“基本哲学” にこれだけ差異があれば、三極間の
ルール調和が図られる FTA 交渉の場で問題にな
る可能性は十分にあるはずである。

　
錯
さく

綜
そう

する利害から生まれた妥協の産物
先般、筆者はベルギーのブリュッセルに出張

し、EU 競争法の専門家に話を聞く機会があった。
さっそく「補償的措置」についても質問してみたが、
返ってきた答えは意外かつシンプルなものであっ
た。EU が企業救済に際して “埋め合わせ” 規定
を設けている理由、それはズバリ「他の加盟国政
府が文句をいうから」に他ならないのである。
「単一市場の形成」が大目標であり、マーケット

のボーダレス化が進む EU では競争もまたボーダ
レス化する。アリタリア航空やプジョーの経営不
振は他国の競合エアライン、競合自動車メーカー
にとってそれぞれ事業拡大の好機ということにな
る。その不振企業に当該国政府が公的支援を実施
するとなれば、他国の競合企業は「支援条件が甘
いのはけしからん」と考え、その思いを他国政府
が代弁するというわけである。

そもそも「競争歪曲に対する補償」という考え
方を盛り込んでいるのは EU という国家連合体だ
けであり、個々の加盟国レベルで補償的措置を国
内法に盛り込んでいる国はないという。つまり、
EU も個々の加盟国レベルでは日本や米国と同様、
救済企業に補償的措置を要求するようなことはな
いのだが、他国の企業救済に対しては自国企業の
利害を代表して文句を言い合うという構造がある
ため、補償的措置という “埋め合わせ” が必要に
なるというわけである。多国家共同体だからこそ
の特殊な規定といえよう。

　
ちなみに、EU の企業救済では他の加盟国政府が

クレームをつけることはあっても、他国のライバ

企業への公的支援に見る “フェア・コンペティション哲学” の国際間断層
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ル企業自身が直接声をあげることは少ない。アリ
タリア航空の救済に際して（たとえば）ドイツ政
府やフランス政府は文句をつけるが、ルフトハン
ザやエールフランスが直接クレームをつけること
はないという。なぜか？

ライバル企業にすれば「破綻した競争相手を甘
い条件で救済するのは競争歪曲であり、不公平だ」
と強く主張したいが、一方で「いずれ自分たちが
経営不振に陥ったときは救済してもらいたい」と
いう思いもある。そうなった時のことを考えると、
自分たちは表に出ず、“ライバル叩き” は自国政府
にやってもらおうというわけである。

こうなると、EU の企業救済に「補償的措置」と
いう条項が存在している理由は公正な競争に対す
る “哲学の差” などという高

こう

邁
まい

なものではなく、
加盟国同士の利己的利害が錯綜する EU だからこ
その、一種の妥協の産物と言っても間違いにはな
るまい。

今や日本も米国も EU を相手に FTA 交渉を進
めようという立場である。そこには「グローバル・
ルールの策定」という側面があること、その中で
破綻企業の公的支援ルールも話し合われる可能性
があることはすでに述べた通りである。しかし、
こうして考えていくと、少なくとも企業の公的支
援に関する「EU ルール」は多国家共同体である
がゆえの “特殊ルール” であって、日本や米国に、
ましてや “グローバル・ルール” として定着させ
るのは無理があるのではないかとも思える。

日本でも “EU型ルール” 導入検討の動き
しかし、話はここで終わらない。実はわが国で

も公的支援によって生じた「競争の歪曲」を是正
するために、受益企業に対して何らかの補償的措
置を導入すべきではないかという論議がなされて
いるのである。

きっかけは JAL に対する公的支援である。JAL
は 2010 年 1 月に企業再生支援機構に支援申込を
行い、裁判所が更生手続き開始を決定したが、経

営合理化と路線削減などのスリム化がスピーディ
に進行し、2 年後の 2012 年 9 月には東証一部に再
上場、2013 年 3 月期決算では営業利益が 1,952 億
円という、文字通りの V 字回復を果たしている。
ライバルの ANA（全日空）も同期決算で過去最高
の営業利益 1,038 億円を達成したが、公的支援を
うけた JAL はその倍近い営業利益を得たことにな
る。

ANA にすればこの結果に釈然としない気持ちが
残るのも無理はない。本来であればつぶれていた
ライバル会社が公的支援をうけ、自助努力で頑
張っている自分たちより圧倒的に多い営業利益を
達成していれば「公正な競争ではない」と思いた
くなるであろう。

JAL 再生が民主党政権下で実施されたことも
あって、この問題は当時の与党・民主党と野党・
自民党との間の政治問題に発展した。これは「破
綻企業救済」という産業政策と、「公正な競争」と
いう原則との間で不可避的に生じる軋

あつ

轢
れき

をどう扱
うかの議論ともいえる。

JAL の再上場を控えた 2012 年 8 月の国土交通
委員会の議事録には下記のような発言が記録され
ているが、これを読むと、この段階ではっきりと

「EU 型ルールの導入」が議論の焦点になっている
ことがわかる。

塩崎委員「（前略）航空だけじゃないんです。
国からの支援というものを民間企業に出すとき
のルール。市場をゆがめるから原則禁止ですよ
ね。だけれども、例外的に認めようというスタ
イルがヨーロッパスタイル。これを議員立法で
やろうというふうに思うんだけれども、どう思
うかということです（後略）」

第180回国会　国土交通委員会第14号（2012.8.7）会議録より引用

この後、2012 年 11 月には国土交通省は「公的
支援に関する競争政策検討小委員会」という検討
会を発足させているが、この検討会の設置は「（前
略）日本航空の再生に当たって公的支援と競争環

産業技術
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境について各方面から指摘を受けており、EU にお
ける公的支援ガイドラインを参考に日本において
も同様のガイドラインを策定すべきという指摘（後
略）」があることを踏まえたものであることが明確
に記されている。

日本や米国で企業に公的資金を注入する際、こ
れまでは主に「納税者の納得を得る」ことが重視
されていたが、この検討会では EU 型ルール、す
なわち「競合相手の納得を得る」ことも重視した
公的支援を検討しようというわけである。わが国
の企業救済のあり方を転換させる動きといえる。

日本が EU と同じような公的支援ルールを取り
入れるとどうなるか？　国内競合レベルで考える
と、これはいささか皮肉な結果につながる可能性
をはらむ。図表 2 で見たように、EU では企業に対
する公的支援は「一度きりで最後」が原則である。
JAL はすでに一度支援を受けているので、この原
則に照らせば JAL への支援は二度とあり得ない。
すると新ルールが適用される可能性があるのは
ANA など、他の航空会社ということになる。しか
も、その際に機体数や席数の制限といった補償的
措置を要求する競合企業の立場にあるのが JAL と
なると、なんだか妙な話である。

問題は国内の競合関係を考えているだけでは済
まない。日・米・EU の三極の FTA 交渉が将来締
結され、共通経済ルールの下でマーケットの共有
化が進めば、ある国による破綻企業の救済は、そ
の国だけではなく FTA 相手国の競合企業にも大
きな影響を与えることになる。

日本の航空会社が破綻すれば、日本に乗り入れ
ている米国や EU の航空会社にとっては大チャン
スとなるし、米国の自動車メーカーがつぶれれば、
日本や EU の自動車メーカーにとっては北米シェ
ア拡大の好機である。このような「競争のグロー
バル化」という状況は現在でもすでに発生してい

るが、FTA はその流れに拍車をかけることになる。
企業の公的支援に際し、EU で「他の加盟国政府

からのクレーム」があったのと同じように、今後
は日本の公的支援に対して「経済連携相手国から
のクレーム」がつくことが十分あり得る。FTA に
よってマーケットの共有化、ルールの共通化が進
めば当然予想されることで、この時に「公正な競
争」の原則がグローバル・ルールとしてどう決め
られているかが重要なキーになる。

三極間の FTA 交渉が進行する今日、わが国と
しては国内だけではなく、経済連携相手国政府の
思惑はもちろん、自国企業と相手国企業の競合状
況等も考慮しながら、公的支援ルールを策定して
いくことが必要になるのである。

おわりに
国が違えば産業政策や法体系に違いがあるのは

当然であり、「公正な競争とは何か？」という捉え
方にも違いがある。FTA 交渉とは、いわば国ごと
のスタンダードやルールの違いを踏まえつつ、両
国が受け入れ可能な共通ルール、言い換えれば“落
としどころ” を模索する作業といえる。そして、
EU や米国との間で決められた共通ルールの内容
こそが、わが国の今後の競争力や成長にも影響を
与える重要な因子となる。締結しさえすれば万々
歳というものではない。

日米欧という三極間の FTA 交渉の中で、公的
支援に関してどんな共通ルールが策定されるかを
今の段階で予想するのは難しい。ただ、仮にわが
国が「EU 型」の公的支援ガイドラインを導入す
れば、それはわが国だけにとどまらず、日米欧三
極間のルールメイキング作業自体にも影響を与え
ずにはおかない。そのためにも、企業間の競争意
識や与野党間の政治的対抗心といったレベルを超
え、十分な議論と検討がなされるべき問題である
ことは間違いないのである。

企業への公的支援に見る “フェア・コンペティション哲学” の国際間断層




