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下請代金支払遅延等防止法の推移

厚　谷　襄　児

目　　次
はじめに
第１章　下請法の目的及び制定の背景
第２章　下請法における中核概念
第３章　親事業者と下請事業者の区分基準
第４章　親事業者の遵守事項
第５章　親事業者に対する規制
第６章　公的規制（１）─報告及び検査
第７章　公的規制（２）─勧告
第８章　公的規制（３）─公表・罰則
第９章　下請法と独占禁止法との関係
むすび
〇参考文献

はじめに

　下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」）は、昭和31（1956）年に制定され、

当時、条数12条の小さな法律である。制定以来10回にわたって改正され1、２ケ

1 下請法（昭和31年法律第120号）は、制定後10回に亘り改正されている。このなかには、
例えば商法の改正に伴い下請法も改正されたものもある。
　本稿では、昭和31年制定法を「31年制定法」、「31年法」といい、昭和期の改正は、「昭
和〇〇年改正法」、「〇〇年改正法」、「〇〇年改正」といい、平成期の改正は、「平成
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条が加えられた。それらの改正は、適用範囲の拡大ないし規制の強化に繋がる

ものである。

　下請法は、親事業者の遵守事項を定め（４条）、それを遵守しなかった親事

業者に対する勧告・公表2を規制手法とし、それに至るまでの過程を定めた特

色ある法律である。

　本稿は、31年制定法からその後の度重なる改正に沿って論点を摘示しつつ、

下請法の推移を概観しようとするものである。

第１章　下請法の目的及び制定の背景

第１　下請法の目的

１　下請法は、その目的を「この法律は、下請代金の支払遅延等を防止するこ

とによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、

下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発達に寄与することを

目的とする」と定める（１条）。

　　この目的規定には、下請法の規制の対象、規制の成果である固有の目的及

び究極の目的が定められており、制定当初から変わっていない。

〇〇年改正法」、「平成〇〇年法」、「平成〇〇年改正」という。
　昭和37年５月15日法律第135号（第１次改正）
　昭和38年７月20日法律第157号（第２次改正）
　昭和40年６月10日法律第125号（第３次改正）
　昭和48年10月15日法律第115号（第４次改正）
　平成11年12月３日法律第146号（第５次改正）
　平成12年11月27日法律第126号（第６次改正）
　平成15年６月18日法律第87号（第７次改正）
　平成17年４月27日法律第35号（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の
一部を改正する法律─19条）
　平成17年７月26日法律第87号（会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
172条）
　平成21年６月10日法律第51号（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の
一部を改正する法律─25条）
2 「公表」に係る規定（７条３項）は、平成15年改正で削られた。
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２　下請法は、親事業者の下請事業者に対する「取引」、つまり「下請取引」3

に係る多様な問題のうち、「下請代金の支払遅延等を防止する」ことにより、

「下請取引を公正ならしめ」併せて「下請事業者の利益を保護」するという

規制の成果がすなわち固有の目的である。この目的を達成するため、わが国

の経済社会において常態化している親事業者の下請事業者に対する取引の公

正でないことを正常化しようとするものである。

　　「親事業者の下請事業者に対する取引」とは、下請法特有の概念である「製

造委託」（２条１項）、「修理委託」（２項）である。さらに、平成15年改正に

より、規制対象として、「情報成果物作成委託」（３項）と「役務提供委託」

（４項）が加わった。これらは、サービス業の下請取引である。

　　これらの下請取引を「公正ならしめ」併せて「下請事業者の利益を保護」

することが「国民経済の健全な発達に寄与」という究極の目的の達成に寄与

するのである。究極の目的は、独占禁止法と同じである。

第２　下請法制定の背景

１　わが国の産業構造は、製造業についてみるなら、完成品メーカーの製造過

程は、部品等を自ら製造（内製）するより、中小の部品メーカーに製造を委

託（外製）する割合が高いという特色があり、これが製造工程における「二

重構造」といわれた。賃金構造も、二重構造を反映していた。この産業構造

を背景に完成品メーカーは、部品等を製造する中小メーカーに対し、取引交

渉力が勝っていた。昭和25年中頃、部品等を発注する完成品メーカーによる

代金の支払いが遅延し、その上、長期手形による支払いが問題視された。朝

鮮戦争の影響でいったん鎮静化したが、昭和26年６月に休戦となると、発注

の減少、単価の引き下げ、代金支払の遅延がわが国の経済・社会問題とされ、

独占禁止法により規制できないかが問われた。

２　独禁止法による規制の困難

　　昭和28年の独占禁止法改正において、不公正な取引方法の規制の一として、

「取引上の優越した地位の濫用行為」（２条７項５号、現２条９項５号）が定

められ、それに基づき一般指定告示10（昭和28年告示第11号）が指定された。

3 下請法９条に、「親事業者の下請事業者に対する製造委託又は修理委託に関する取引
（以下単に「取引」という。）・・」という条文があり、この「取引」を「下請取引」と
いうこととする。
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この規定が下請問題処理の法的根拠として具体化されたのである4。

　　公正取引委員会は、独占禁止法による下請取引問題に対処するために、「下

請代金の不当な支払遅延に関する認定基準」（昭和29年３月）を公表し、具

体的な規制基準を明らかにした。これにより下請取引の規制を始めたが、そ

れには難点があることが認識された。その一は、下請事業者からの申告を期

待できないこと、その二は、下請代金等の契約がはっきりしていないことが

多いので、不当値引き等を有効に規制できないこと、その三は、独占禁止法

の手続が複雑で時間が掛かることから、適切な規制が期待できないものとさ

れた5。そこで、独占禁止法の不公正な取引方法の考え方を背景にした独立の

立法が下請法である。

３　下請法の制定

　　下請法の制定について、当時の横田正俊公取委委員長は、次のように提案

理由を述べている6。

　　「下請代金の支払い遅延など親事業者の不公正な行為は、わが国の経済に

おいて重要な役割を担っている中小事業者の事業経営を圧迫することにな

り、ひいては我が国経済の健全な発達を阻害することになります。従って、

下請事業者の利益を保護するためには、下請代金の支払い遅延などの防止に

ついて、さらに積極的な措置を講ずる必要があると考えられるのであります。」

　　下請法による親事業者の行為に対する措置は、行政機関である公正取引委

員会（下請法の制定当時は、準司法的権限を有していた。）の行政措置によ

るものであり、その行政措置が親事業者と下請事業者との取引の公正をもた

らし、それが下請事業者の利益を保護し、そのことが「国民経済の健全な発

達に寄与する」とするものである7。

４　親事業者と下請事業者との間の法的関係

（１）31年法の下では、下請法における「親事業者の下請事業者に対する取引」

（１条）は、「製造委託又は修理委託に関する取引」である（９条）から、

親事業者と下請事業者との関係は「取引」、つまり経済的価値の交換である。

4 公正取引委員会編・独占禁止政策20年史（昭43）170頁
5 前掲（注４）543頁　小川政府委員の発言（昭和31年３月20日衆議院商工委員会）
6 前掲（注４）542頁　下請法案提案理由（昭和31年３月20日衆議院商工委員会）
7 下請法と独占禁止法との関係については、第９章で触れる。
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これを「下請取引」ないし「下請取引関係」ということとする8。製造委託・

修理委託は、長期に亘るものが多い。「継続的下請関係」といえよう。

　　　製造委託・修理委託は、事実行為であるが、その前提として、親事業者

と下請事業者との間に民法・契約法に基づく契約が締結されており、それ

は、多くの場合、「請負」あるいは「製作物供給契約」である。前者は、

民法上の有名契約であり、後者は無名契約である。「請負」（民632条）及

び「製作物供給契約」は、有償・双務・諾成契約である。その親事業者と

下請事業者との契約を「下請契約」9ということとする。また、「下請契約」

は長期に亘るものが多い。それを「継続的下請契約」という10。

8 岡田外司博・下請法の検討（日本経済法学会年報27号）34頁（有斐閣、2006）。岡田
教授は、この論文において、下請取引とは、「相対的に大規模な事業者（親事業者）が、
自己の企業内で製造又は提供が可能な部品等や役務について、コストを削減し、需要
の変動に伴うリスクを避ける等の動機に基づき、小規模な事業者（下請事業者）に、
当該部品等の製造又は当該役務の提供を継続的に委託する取引である」という。この
定義は、実質的な定義の提示である。
9 下請法の規制の対象となる製造委託・修理委託は、親事業者による下請事業者に対
する取引であるが、その前提となっている下請契約は、下請法の適用がないのである
から、その当事者は、発注事業者と受注事業者というべきであるが、便宜上親事業者
又は下請事業者という。
10 親事業者と下請事業者との間の契約については、川越憲治編著・下請取引の法務（商
事法務・2004）169頁以下、平井宣雄・いわゆる継続的契約に関する一考察─「『市場
と組織』の法理論」の観点から─（日本民法学の形成と課題［下］星野英一先生古希
祝賀記念）（有斐閣1996）697頁以下
　平井博士は、下請契約とは、「『ある事業者が他の事業者に対して自己の製造販売す
る商品・その原材料・部品・半製品等につき、特定の仕様を指定してそれらの製造を
委託又は請け負わせる契約』である。この契約は、原材料と金型の工具や機械等の支給・
工業所有権やノウハウの実施許諾・設計図の支給および管理・秘密保持義務・競業避
止義務等に関する契約とあわせて締結されるのが通常である」という（704頁）。
　平井博士は、継続的契約は、「取引特殊性」があり、当事者は「封じ込められる」

（lock-in）し、機会主義的行動にでるし、中間組織であるという。下請型契約もそのよ
うな性格を有し、中間組織型契約であるという。また、「『下請型』という名は、かつ
ての「日本経済の二重構造」を想起させ、必ずしも適当ではないかもしれない。むしろ、

『メーカー＝サプライヤー型』の方が、中立的な用語と思われるが、とりあえず伝統的
用語法に従っておく」という（注（14）、（714頁）。下請法は、その二重構造からの流
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　　　下請契約は、親事業者と下請事業者とが対等の立場で締結し、そこに債

権・債務関係が成立し、その下請事業者は部品等の製造という債務を負担

し、親事業者は、代金支払いの義務を負うという、契約当事者双方が債権・

債務を負という水平的な関係が想定されている。しかし、現実の下請契約

は、親事業者が下請事業者との取引交渉力等において勝っているので、親

事業者が取引上の有利さを利用して下請事業者に対し、自ら負担している

下請代金の支払遅延等を行うのである。この現象を契約問題として捉える

なら、民事訴訟をはじめとする民事紛争の解決手続によって解決すべきも

のであろう。

　　　しかし、親事業者と下請事業者が相対する水平的契約関係が現実には垂

直的な関係に転形しており、親事業者の下請代金の支払遅延といったこと

により取引上の格差が表面化し、それを是正するために民事紛争手続に

よっては解決困難な事情が認識されてきた。

　　　親事業者と下請事業者との継続的下請契約は、多くの場合長期に亘り、

しかも基本契約と個別契約と分けられ、その内容は製造委託・修理委託そ

れ自体のもののほか、それに付随する、例えば、保管、運送といった事項

など種々のものが織り込まれる。その上、31年法制定当時、きちんとした

契約書が作成されず口頭のものが多く、基本契約事項と個別契約事項の区

別がつかないものがあったであろうし、文書によるものであっても両者が

入り混じっていたであろう。

（２）下請事業者は、親事業者による代金不払いに対しては、債務不履行とし

て訴訟を提起し、たとえ勝訴となり、損害賠償を得たとしても、その結末

は、下請契約の解消ということになるであろう。このような事態は、次に

摘示するように、親事業者にとっても下請事業者にとっても望ましくない

帰結である。

　　　親事業者の立場から、下請取引関係が解消されることが望ましくない理

由として、次のことがあげられよう。

　　①　下請事業者が親事業者の製品についての特別の技術を習得していて、

その下請事業者に代わる者がいない。

　　②　その下請事業者に下請代金を支払って下請取引を継続したい。

出する問題を捉えた法律であるといえよう。
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　　③　製品の受注があり、部品の製造を下請に出さざるを得ない。

　　�　下請事業者の立場から、下請取引関係が解消されることが望ましくない

理由

　　①�　親事業者からの受注が大半を占めているので、契約を解消したら、新

しい取引先の見出すことが困難である。

　　②�　その親事業者からの受注に対応して、新規投資をしたが、それを活用

する機会がなくなり、しかも支払いができなくなるおそれがある。

　　③�　その親事業者から代金を支払ってもらえれば下請取引を継続している

ことが望ましい。

５　このようにみてくるなら、親事業者と下請事業者との下請契約上の問題は、

親事業者に債務不履行という民事上の責任があっても下請契約を解消するの

ではなく、下請契約を継続しつつ、発生した下請代金支払遅延等の解決に当

たることが望まれるのである。しかも、このような下請代金支払遅延等の問

題は、特定の親事業者と下請事業者との間だけのことではなく、全国的に親

事業者と下請事業者との間で発生していたのである。そうであるから、行政

介入が求められ、その法的手段として別途の法律による規制が望まれたとい

えよう。

第２章　下請法における中核概念

第１　31年法における中核概念の定義

１　31年法は、目的規定（１条）に次いで親事業者による下請事業者に対する

具体的取引形態である「製造委託」（２条１項）、「修理委託」（２項）、規制

の主体である「親事業者」（３項）、保護の対象である「下請事業者」（４項）

及び「下請代金」（５項）という中核となる５つの概念を定義している。

　　これらの定義規定により用語の意味が明らかにされるばかりでなく、下請

法の適用範囲が画定される。下請法の適用範囲は、事業者による「製造委託」・

「修理委託」という行為の内容と事業者の範囲が限定された「親事業者」・「下

請事業者」という主体によって定まる。

　　下請法は、親事業者による下請事業者に対する「製造委託」・「修理委託」11

11 平成15年改正により、親事業者の下請事業者に対する取引として、新たに「情報成
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に係る「下請代金の支払遅延等」（１条、４条）の行為を規制する法律である。

２　「製造委託」及び「修理委託」

（１）下請法は、先ず、「製造委託」（２条１項）及び「修理委託」（２項）の

定義規定をおいている。

　　　「製造委託」とは、「事業者が業として行う販売若しくは業として請け負

う製造（加工を含む。以下同じ。）の目的物たる物品若しくはその半製品

部品、附属品若しくは原材料又は業として行う物品の修理に必要な部品若

しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し

又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品又はその半製品、

部品、附属品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託することをいう」

（２条１項）。

　　　「修理委託」とは、「事業者が業として請け負う物品の修理の行為を他の

事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行

う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう」（２

条２項）。

（２）「製造委託」及び「修理委託」は、その主体が「事業者」であり、事業

者が他の事業者に対する行為である。「製造委託」・「修理委託」は、それ

を行う事業者が「業」として他の事業者に「委託」する行為である。「業」

として行うというのは、「事業者がある行為を反復継続的に行っており、

社会通念上、事業の遂行とみることができる場合」である12。また、「製造

委託」・「修理委託」は、事業者が他の事業者に、物品等の製造・修理を委

託することであるから、事業者の単独の行為13である。

果物作成委託」（２条３項）及び「役務提供委託」（４項）の定義が定められた。これ
らを併せて「製造委託等」という（２条５項）。
12 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準（全部改正平成15年12月11日公正取引
委員会事務総長通達、改正平成28年12月14日公正取引委員会事務総長通達15号）。以下

「運用基準」という。
13 札幌高等裁判所平成31年３月７日判決（LEX ／ DB25562791）は、「RB 米取引は製
造委託契約によるものというべきである。したがって、同取引には下請法が適用され、
下請事業者である原告は同法によって保護される」と判示している。この判示が、「製
造委託契約」に下請法が適用されるというのであるなら疑問である。なお、本判決の
評釈には、柏木祐介・ジュリスト1534号６頁、平山賢太郎・公正取引829号71頁、長尾
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（３）下請法に「製造委託」・「修理委託」という新しい法概念を持ち込んだの

は、親事業者と下請事業者との間には、既に法的に契約関係という民法・

契約法上の関係があり、そこに下請代金の支払に係る紛争が生じたとして

も行政機関がその契約問題に直接介入することは、不適切であるとの認識

があり、そこで、行政機関が下請関係に介入するために、「製造委託」・「修

理委託」という法概念を創出し、その意義を明らかにするため、その定義

を規定したものと思われる。

３　「親事業者」及び「下請事業者」

（１）「製造委託」・「修理委託」の主体である「事業者」のうち、下請法によ

り規制されるのは、「親事業者」である。「親事業者」とは、「資本の額又

は出資の総額が１千万円をこえる法人たる事業者・・であって、個人又は

資本の額若しくは出資の総額が１千万円以下の法人たる事業者に対し製造

委託又は修理委託をするもの」である（２条３項、現７項）14。

　　　親事業者から「製造委託」・「修理委託」を受けるのが「下請事業者」で

ある。「下請事業者」とは、「個人又は資本の額若しくは出資の総額が

１千万円以下の法人たる事業者であって、親事業者から製造委託又は修理

委託を受けるもの」である（２条４項、現８項）。

（２）「親事業者」と「下請事業者」は、資本金額により一律に区分されており、

「親事業者」は、資本金額が1000万円超であり、「下請事業者」は、資本金

額が1000万円以下である。このような定め方をしたのは、下請法の適用範

囲を明確にすることにより、法的安定性、規制の明確性を確保しようとし

たものといえる15。

　　　下請事業者について従業員数を加味して定義すべきであるという見解も

あり得る。しかし、従業員数は容易に変化するので法的安定性の見地、ま

愛女・ジュリスト1544号247頁がある。
14 「資本の額」という用語は、「会社法の施行に伴う関係法整備等に関する法律」（平成
17年法律第87号）172条により「資本金の額」と改められた。本稿では、旧来の条文の
引用では条文どおり「資本の額」と表現し、文章では「資本金額」という。また、旧
来の「資本の額又は出資総額」又は「資本金の額又は出資総額」を文章では「資本金額」
という。
15 親事業者と下請事業者との区分については、「第３章　親事業者と下請事業者との区
分」（13頁以下）で述べる。



下請代金支払遅延等防止法の推移

北法71（4・194）826

た、資本金額に併せて従業員数を加えると親事業者の範囲が狭まることと

なるから、それを避けたのであろう。

（３）親事業者・下請事業者は「事業者」であり、独占禁止法における「事業

者の定義（２条１項）と同じであると解し、「商業、工業、金融業その他

の事業を行う者」である。

　　　このように、親事業者・下請事業者の範囲が画定された上で、親事業者

が下請事業者に対する取引が「製造委託」・「修理委託」という枠内に当て

はまるものであるか否かの判断が求められ、それらの枠内の取引が下請法

の適用を受けるのである。

４　「下請代金」

　　　「下請代金」は、親事業者が製造委託・修理委託をした場合に下請事業

者の給付に対し支払うべき代金である（２条５項、現10項）。

　　　下請代金は、下請事業者が委託を受けて製造なり修理を終えた「給付」

を親事業者が受領して支払われるべき金銭である。「給付の受領」という

事実がメルクマールとなっている。

５　下請法は、「製造委託」及び「修理委託」の定義により行為に対する適用

範囲を、「親事業者」及び「下請事業者」の定義により同法の主体に適用範

囲を明確に画定している。そこで親事業者による下請事業者に対す製造委託・

修理委託において生ずる下請代金の支払遅延等の防止という同法の目的に応

えようとするものである。

第２　平成15年改正法による規制対象の拡大

１　平成15年改正において、新たに規制対象として、「情報成果物作成委託」（２

条３項）と「役務提供委託」（４項）が加えられ、その定義規定が定められた。

この改正は、平成14年12月12日総合規制改革会議の「規制改革の推進に関す

る第２次答申」における、「経済のソフト化・サービス化という環境変化を

踏まえれば役務の委託取引についても取引の公正化のための有効な枠組みを

確立する必要性が高まりつつ」あり、「下請法の対象を一定の役務取引に拡大」

すべきであるとの提言などを背景としている。そこで、役務の委託取引とい

う広範囲に亘るもののうち、「情報成果物作成委託」及び「役務提供委託」

という二つの役務の提供が法定された。

　　さらに、製造委託の定義（２条１項）に「金型」の製造委託が加えられた。

事業者が金型の製造を発注しても、金型自体を販売するのでなければ、下請
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法の「製造委託」に該当しなかったが、受注者としての立場にある金型製造

業者としては、実体的には、下請事業者と同じであるといえるので、平成15

年改正において、金型の製造を製造委託に加えた。

２　「情報成果物作成委託」

（１）「情報成果物作成委託」とは、「事業者が業として行う提供若しくは業と

して請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他

の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業

として行う場合その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者

に委託することをいう」（２条３項）。

　　　作成委託の対象である「情報成果物」という用語自体なじみがなく不確

定で多様なものが含まれ、その全部を下請法の対象とすることができない

ので、下請法の規制対象となる「情報成果物」を次のように定義している

（２条６項）。

　　　「この法律で『情報成果物』とは、次に掲げるものをいう。

　　　１�　プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得るこ

とができるように組み合わされたものをいう。）

　　　２�　映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される

もの

　　　３�　文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩と

の結合により構成されるもの

　　　４�　前３号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるも

の」

　　　「情報成果物」自体は、技術的、社会的に新たに生じるものがあり得る

流動的概念であるので、その範囲を拡大できるように政令で定めることと

した16。現在、その政令は制定されていない。

（２）「情報成果物作成委託」するのは、「事業者」であり、その事業者が①「業

として行う提供」の目的及び②「業として請け負う作成の目的」たる情報

16 「情報成果物」の追加（２条６項４号）は政令事項であるが、独占禁止法の不公正な
取引方法（２条９項６号）及び再販売価格維持契約の対象商品（23条１項）については、
公正取引委員会の指定事項であることに比すると、公正取引委員会と内閣との関係の
変化が窺われる。



下請代金支払遅延等防止法の推移

北法71（4・196）828

成果物の全部又は一部を他の事業者に委託すること、並びに③「その使用

する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為

の全部又は一部を他の事業者に委託することである。「情報成果物の作成

の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」とは、情報成果物の

うち、情報成果物それ自体の作成、又は情報成果物を構成することとなる

情報成果物の作成を作成することを委託することである（運用基準第２・

３）17。情報成果物の作成行為を委託する事業者は、情報成果物作成事業者

でなく他の業種の事業者ということもあり得る。

３　「役務提供委託」

　　「役務提供委託」の定義について、次のとおり定める（２条４項）。

　　「この法律で『役務提供委託』とは、事業者が業として行う提供の目的た

る役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること（建設業（建

設業法（昭和24年法律第100号）第２条第２項に規定する建設業をいう。以

17 情報成果物及び情報成果物を構成することとなる情報成果物の例として次のものが
ある（運用基準第２・３）。

情報成果物 構成することとなる情報成果物

ゲームソフト

プログラム
映像データ
ＢＧＭ等の音響データ
シナリオ
キャラクターデザイン

放送番組

コーナー番組
番組のタイトルＣＧ
ＢＧＭ等の音響データ
脚本
オリジナルテーマ曲の楽譜

アニメーション

セル画
背景美術等
ＢＧＭ等の音響データ
脚本
絵コンテ
キャラクターデザイン
オリジナルテーマ曲
設計図
ポスターのデザイン
商品、容器のデザイン
コンサルティングレポート
雑誌広告
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下この項において同じ。）を営む者が業として請け負う建設工事（同条第１

項に規定する建設工事をいう。）の全部又は一部を他の建設業を営む者に請

け負わせることを除く。）をいう。」

　　「役務提供委託」は、「事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の

行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること」であり、建設工事におけ

る役務提供委託が除かれる18。

　　役務提供委託は、事業者が「役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業

者に委託すること」であるから、受託する下請事業者は、委託事業者と同様

の役務を提供する同業者ということになる。

４　「金型の製造委託」

　　機械製造の事業者が、その製造に使用する金型を自ら製造するとともにそ

の一部を他の事業者に製造を委託する場合、下請法が適用される。兼ねては

そうであった。ところが、事情が変わり、機械製造の事業者が金型を自ら製

造しないで他の金型製造業者に製造を発注するなら、下請法の適用がない。

金型は機械製造の部品と同様に使用されるものであり、しかも、それを他の

機械製造に使用することができないことに照らすなら、それに適合した法的

扱いをすべきであろうということで下請法の「製造委託」の定義に「『金型

の製造を』他の事業者に委託すること」が織り込まれた。

18 「役務提供委託」における建設業との関係について
　「役務提供委託」の定義規定（２条４項）において、「（建設業（建設業法（・・）第
２条第２項に規定する建設業をいう・・）を営む者が業として請け負う建設工事（同
条第１項に規定する建設工事をいう。）の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負
わせることを除く。）」と定めている。適用除外されるのは、建設業者が建設業法２条
１項に規定する建設工事の全部・一部を他の建設業者に請け負わせる場合である。建
設業法２条１項の建設工事は「別表第の上欄に掲げるもの」である。そこで、例えば「ガ
ラス工事」とあり、それについてみるなら、①建設工事において「ガラス枠」をはめ
る工事は、下請法の適用除外となるが。②建設業者が「ガラス枠」を製造していて、
その一部のガラス枠を製造業者に製造委託をするなら、下請法が適用され、③建設業
者がガラス枠を製造していない場合に、ガラス枠の製造業者への製造委託は、下請法
の適用はない。
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第３章　親事業者と下請事業者の区分基準

第１　下請法は、「下請代金の支払遅延等の防止することによって、親事業者

の下請事業者に対する取引を公正ならしめる」ことを固有の目的としている

ので、「親事業者」及び「下請事業者」の範囲の画定如何は、下請法の運用

の在り方を左右する。親事業者と下請事業者との区分は「資本金額」を基準

としている。これにより下請法により規制される主体の範囲を明確に画定し

ている。「個人」は常に「下請事業者」である。

１　31年法においては、資本金額１千万円を基準に区分した。

（１）「親事業者」の範囲は、資本金額１千万円超の法人事業者であって、個

人又は資本金額１千万円以下の法人事業者に対し製造委託又は修理委託す

るものである。

（２）「下請事業者」の範囲は、個人又は資本金額が１千万円以下の法人事業

者であって、親事業者から製造委託又は修理委託を受けるものである。

２　経済が発展し企業規模が拡大するに伴い下請事業者の資本金額が増大す

る。下請事業者の立場にある事業者の資本金額が１千万円超になると、その

事業者は、「下請事業者」としての利益の保護を受けられなくなるから、親

事業者から代金の支払遅延等を余儀なくされるという現象がみられた。そこ

で、昭和38年以降数回下請法の適用範囲を拡大する改正が行われた。

３　38年改正において、親事業者及び下請事業者の区分基準が次のように改め

られた。

（１）「親事業者」の範囲は二つに分けられた（２条３項）

　　①�　資本金額５千万円超の法人事業者が個人又は資本金額５千万円以下の

法人事業者に対し製造委託又は修理委託をするもの

　　②�　資本の額又は出資の総額が１千万円超５千万円以下の法人事業者で

あって、個人又は資本金額が１千万円以下の法人事業者に対し製造委託

又は修理委託をするもの

（２）「下請事業者」の範囲は、親事業者の範囲に対応して二つに分けて定め

られた（２条４項）

　　①�　個人又は資本金額が５千万円以下の法人事業者であって、上記（１）

①の親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの

　　②�　個人又は資本金額が１千万円以下の法人事業者であって、上記（１）
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②の親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの（２条４項）

（３）38年改正における親事業者の範囲は、二つに区分され、その一は資本金

額５千万円超の法人事業者であって、個人又は資本金額５千万円以下の法

人事業者へ製造委託・修理委託をするものである（２条３項１号）。

　　　親事業者がこれのみであるなら、資本金額１千万円超・５千万円以下の

法人事業者が、個人又は資本金額１千万円以下の法人事業者へ製造委託・

修理委託をする場合には、下請法の適用がないことになる。これでは、そ

れまで下請事業者として保護の対象とされてきた個人又は資本金額１千万

円以下の法人事業者の事業者の利益を侵すことになる。

　　　そこで、資本金額１千万円超・５千万円以下の法人事業者が個人又は資

本金額１千万円以下の法人事業者へ製造委託・修理委託する場合、その法

人事業者を「親事業者」とし、個人又は資本金額が１千万円以下の法人事

業者は、「下請事業者」として、これまでと同じように下請法を適用する

こととした。この定めが上記（１）②の親事業者であり、（２）②の下請

事業者である。「区分の細分化」である。このようにみると、資本金額

１千万円以下の下請事業者は「原下請事業者」といえよう。このようなこ

とは、資本金額のみにより区分して、その額が高くなると避けられないこ

とである。

　　　上記のことは、下請法は、独占禁止法の優越した地位の濫用の考え方を

背景にしているが、法の適用は優越した地位の濫用そのものではなく、下

請法は相対的な独自性を有しているといえよう。

４　昭和38年に中小企業基本法（以下「基本法」）が制定され、その後の改正

により、「第２章中小企業の経営基盤の強化」の一である「取引の適正化」

において、「国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の

支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるもの

とする」（20条）と定められた。

　　下請法は、一方では独占禁止法の優越した地位の濫用規制の考え方を受け

継ぎ、他方では下請事業者は実態的には中小企業からなるものであることか

ら、概念としては下請事業者と中小企業とでは異なるが、政策的には中小企

業と実質的に同様の扱いがされているといえよう。

　　親事業者・下請事業者の範囲の画定において、基本法が下請法と係わる。

　　基本法の中小企業の概念は、資本の額と従業員数によっている（２条）が、
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下請法は資本金額のみを基準とし、その額を基本法に従って下請事業者の範

囲を定め、それに合せて親事業者の範囲を定めるようになった。このことは、

下請法が実質的に中小企業政策の一環を担っているといえよう。

５　親事業者及び下請事業者の区分は、昭和38年改正の後、昭和48年及び平成

11年の改正において、親事業者及び下請事業者の区分基準の資本金額が引き

上げられた。いずれも基本法の中小企業の範囲を定める「資本の額」（２条

１項）の引上げに倣って下請事業者の資本金額が引き上げられ、親事業者の

範囲を定める資本金額が引き上げられたものである。

（１）48年改正

　　①　「親事業者」（２条３項）。

（ア）資本金額１億円超の法人事業者であって、個人又は資本金額が１億

円以下の法人事業者に対し製造委託・修理委託をするもの

（イ）資本金額・出資総額が１千万円超１億円以下の法人事業者であって

個人又は資本金額が１千万円以下の法人事業者に対し製造委託・修理

委託するもの

　　②　「下請事業者」（２条４項）

（ア）個人又は資本金額が１億円以下の法人事業者であって、上記①（ア）

に規定する親事業者から製造委託・修理委託を受けるもの

（イ）個人又は資本金額が１千万円以下の法人事業者であって、上記①（イ）

に規定する親事業者から製造委託・修理委託を受けるもの

（２）平成11年改正

　　①　「親事業者」（２条３項）

（ア）資本金額が３億円超の法人事業者であって、個人又は資本金額が

３億円以下の法人事業者に対し製造委託・修理委託をするもの

（イ）資本金額額が１千万円超３億円以下の法人事業者であって個人又は

資本金額１千万円以下の法人事業者に対し製造委託・修理委託をする

もの

　　②　「下請事業者」（２条４項）

（ア）個人又は資本金額が３億円以下の法人事業者であって、上記①（ア）

に規定する親事業者から製造委託・修理委託を受けるもの

（イ）個人又は資本金額が１千万円以下の法人事業者であって、上記①（イ）

に規定する親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの
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６　48年及び平成11年のいずれの改正においても、当時の経済成長に合わせて

下請事業者の資本金額が拡大することにより、下請法が適用されなくなり、

その利益を享受できなくなることを回避しようというものである。したがっ

て、区分基準が昭和48年には、下請事業者１億円以下、親事業者１億円超に、

平成11年には下請事業者３億円以下、親事業者３億円超に改正された。そし

て、いずれの改正においても、資本金額１千万円以下の下請事業者は、資本

金額１千万円超の親事業者からの製造委託・修理委託については、下請法が

適用されるという「原下請事業者」の立場は維持されている。

第２　親事業者と下請事業者の区分基準の追加

１　平成15年改正において、新たに規制対象として「情報成果物作成委託」及

び「役務提供委託」が加えられた。これに伴い、親事業者と下請事業者との

区分基準が改正され、複雑となった。

　　先ず用語であるが、「製造委託等」というのは、製造委託、修理委託、情

報成果物作成委託及び役務提供委託をいう（２条５項）。

　　親事業者と下請事業者との区分を、製造委託・修理委託と新たな「情報成

果物作成委託・役務提供委託とに分けて説明する。

２　製造委託及び修理委託

（１）親事業者（２条７項）

　　①　資本金額３億円超の法人事業者が個人又は資本金額３億円以下の法人

事業者に対し製造委託・修理委託をするもの（１号）

　　②　資本金額が１千万円超３億円以下の法人事業者であって、個人又は資

本金額１千万円以下の法人事業者に対し製造委託・修理委託をするもの

（２号）

（２）下請事業者（２条８項）

　　①　個人又は資本金額が３億円以下の法人事業者であって、資本金額が

３億円超の法人事業者から製造委託・修理委託を受けるもの（１号）

　　②　個人又は資本金額１千万円以下の法人事業者であって、資本金額が

１千万円超３億円以下の法人事業者から製造委託・修理委託を受けるも

の（２号）

３　情報成果物作成委託及び役務提供委託

　親事業者及び下請事業者は資本金額によって三分される。

（１）情報成果物のプログラム並びに役務の運送、物品の倉庫における保管及
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び情報処理の４業種

　　①　親事業者は、上記２・（１）（２条７項）の親事業者の範囲と同じ19。

　　②　下請事業者は上記２・（２）（２条８項）の下請事業者の範囲と同じ。

（２）４業種以外の業種－１

　　①　資本金額５千万円超の法人事業者であって、個人又は資本金額が

５千万円以下の法人事業者に対し４業種以外の情報成果物作成委託又は

役務提供委託をする親事業者

　　②　個人又は資本金額が５千万円以下の法人事業者であって、４業種以外

の情報成果物委託又は役務提供委託を受ける下請事業者

（３）４業種以外の業種─２

　　①　資本金額１千万円超５千万円以下の法人事業者であって、個人又は資

本金額１千万円以下の法人事業者に対し４業種以外の情報成果物作成委

託又は務提供委託をする親事業者

　　②　個人又は資本金額が１千万以下の法人事業者であって、資本金額

１千万円超５千万円以下の法人事業者から４業者以外の情報成果物又は

役務提供委託を受ける下請事業者

４　親事業者及び下請事業者の区分基準のまとめ

（１）製造委託及び修理委託の親事業者及び下請事業者の区分基準は、平成11

年改正以来変わっていない。

（２）情報成果物のプログラム並びに役務の運送、物品の倉庫における保管及

び情報処理の４業種の親事業者及び下請事業者の区分基準は、製造委託及

び修理委託と同じである。

（３）情報成果物のプログラム並びに役務の運送、物品の倉庫における保管及

び情報処理の４業種以外の情報成果物委託及び役務提供委託の親事業者及

び下請事業者の区分基準は二分される。

　　①　５千万円超の親事業者と個人又は５千万円以下の下請事業者

　　②　１千万円超の親事業者と個人又は１千万円以下の下請事業者

19 「（政令で定める情報成果物作成委託及び役務提供委託にあっては、それぞれ政令で
定める情報成果物作成及び役務に係るものに限る。）」（２条７項）。「下請代金支払遅延
等防止法施行令（［平成13年１月４日政令第５号、改正平成15年10月３日政令第452号］
１条）
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　　５千万円以下の下請事業者を創設したのは、４業種以外の情報成果物作成・

役務提供にあっては、比較的資本金額の低い親事業者と下請事業者との委託

関係が多いからであろう。また、「原下請事業者」の地位は維持された。

５　平成15年改正において、「下請代金」の定義規定で役務提供委託には「給付」

という概念に当てはまるものがないので、「役務の提供」に対する代金とした。

第３　トンネル会社の規制

１　40年改正において、いわゆるトンネル会社の規制が定められた（２条５項、

現２条９項）。トンネル会社規制は、親事業者が下請事業者に対し製造委託・

修理委託するに当たり、親事業者がその組織上支配下にある会社を通じて製

造委託・修理委託をすることにより、下請法の適用を回避しようとするのを

規制するものである20。トンネル会社を利用した脱法的行為の規制である。

親事業者と下請事業者とを資本金額のみにより区分することは、規制の明確

性が確保されるが、逆にトンネル会社のように資本金額による区分だけで親

事業者の範囲から逃れるなら、トンネル会社の下請事業者に対する製造委託・

修理委託は、下請法の適用の網を避けることができる。トンネル会社規制は

それを阻止するためのものである。

２　トンネル会社規制に関与するのは、親事業者、トンネル会社及び下請事業

者である。それぞれの関係をみてみる。

（１）親事業者を「甲」という。甲は、「資本金の額又は出資の総額が１千万

円を超える法人たる事業者」である。

（２）トンネル会社を「乙」という。乙は、親事業者から「役員の任免、業務

の執行又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託又は

修理委託を受ける法人たる事業者」、すなわち「親事業者の子会社」である。

（３）「再委託を受ける事業者」を「丙」という。丙は、下請事業者である。

　　①　甲が丙に製造委託をするなら、下請法の適用がある。それを回避する

ために、甲は、その子会社である乙に製造委託をする。

　　②　乙は、甲が乙にした製造委託と同内容の製造委託を丙にする。乙と丙

との間には、下請法の適用がない。甲は乙を通じて丙に対する製造委託

20 辻吉彦著・生駒賢治改訂・詳解下請代金支払遅延等防止法（改訂版）31頁（公正取
引協会・平12）によると、トンネル会社問題の発端は、親事業者の一部に、自社の購
買部門を別会社にして、この法律の適用を免れようとすることであったという。
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は、下請法の適用を回避できる。そこで、乙を親事業者と見做して、乙

と丙との間に下請法を適用するというのが、トンネル会社問題である。

　　③　乙を親事業者と見做すためには、二つの要件がある。

（ア）甲は資本金額１千万円超の親事業者であること

（イ）乙は甲の「役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、

かつ、その事業者から製造委託又は修理委託を受ける法人たる事業

者」、つまり「子会社」であること

　　　　乙を親事業者と丙を下請事業者とみなすことにより、乙に下請法を適

用するということである。

３　平成15年法の下では、「（第７項第１号又は第２号に該当する者がそれぞれ

前項第１号又は第２号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第７項

第３号又は第４号に該当する者がそれぞれ前項第３号又は第４号に該当する

者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。）」と定め

る。

　　括弧書きは、乙が親事業者の立場で製造委託等をするなら、トンネル会社

規制の条項でなく下請法を直に適用するというのである。

第４章　親事業者の遵守事項

第１　規制の仕組み

　　下請法の規制は、下請取引における親事業者の下請代金の支払遅延等を規

制することにより下請事業者の利益を保護しようというものである（１条）。

　　下請法の規制の仕組みは、親事業者に対する規制と公的規制に分けられる。

親事業者に対する規制は、親事業者が自らなすべき３つの措置、即ち「書面

の交付」（３条）、「遵守事項」の遵守（４条）及び「書類の作成・保存」（５

条）である。これらは、親事業者が下請事業者に対し製造委託等をした場合

に、遵守事項を遵守させ、そのために、書面の交付及び書類の作成・保存を

義務づけるのである。

　　公的規制は、下請法の施行行政機関である公正取引委員会がその執行のた

めの権限行使の仕組み（これには中小企業庁長官などが含まれるものもあ

る。）であり、公正取引委員会等の行政調査（９条）、勧告（７条）のほか中

小企業庁長官の措置請求（６条）がある。
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　　本章では、親事業者に対する規制の仕組みのうち親事業者の遵守事項につ

いて述べ、第５章において親事業者の「書面の交付」及び「書類の作成・保

存」について、第６章において「公的規制の仕組み」について述べる。

第２　31年法における親事業者の遵守事項

１　親事業者の遵守事項とは、親事業者が下請事業者に対し製造委託又は修理

委託をした場合に、「してはならない行為」であり、親事業者が問われるのは、

遵守事項、つまり「してはならない行為」の「不遵守」行為である。次の４

項目を定める（４条、現４条１項）。

（１）下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領

を拒むこと（受領拒否）。

（２）下請事業者の給付を受領した後、下請代金を遅滞なく支払わないこと（支

払遅延）。

（３）下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること

（代金減額）。

（４）下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領し

た後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること（返品）。

２　上記の遵守事項４項目の特色として、次の点を摘示する。

（１）親事業者が問われるのは、下請事業者による「給付」を巡る下請代金の

支払遅延等である。「給付」は、下請事業者が製造委託・修理委託を受け

た仕事を終え、その成果を親事業者に提供することである。それに対し、

下請代金が支払われる。「下請代金」は、「下請事業者の給付に対し支払う

べき代金」であるから、「給付」に係るものである。遵守事項をみると、

下請代金の支払遅延（２号）はもちろんのこと、下請代金の減額（３号）

は下請代金の一部の遅延である。また、給付の受領拒否（１号）及び給付

に係る物の引取（４号）は、「給付」を巡るものである。

（２）下請事業者は、親事業者が、「給付の受領」により、製造委託・修理委

託が完結し、その時点において、下請取引の負担から解放される（但し、

１，３、及び４号は、「責めに帰すべき理由がない」場合。）。

（３）親事業者は、下請事業者の「給付の受領」以後、下請代金の支払遅延（２

号）のほかに「下請事業者の責めに帰すべき理由がない」のに、給付の受

領拒否（１号）、下請代金の減額（３号）又は給付の引取（４号）が遵守

事項の不遵守行為として問われる。下請法の規制の狙いがここにあり、「下
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請代金支払遅延『等』」といわれる所以である。

（４）親事業者による遵守事項の不遵守行為が問われる実質をみると、下請代

金の支払遅延は、下請事業者の給付を受領したにもかかわらず、下請代金

を支払わないことである。下請代金の減額は、親事業者による製造委託・

修理委託をした際に交付した書面に記載した下請代金の額の一部の支払わ

ないことである。また、「給付」の受領拒否及び返品も間接的な下請代金

の支払の回避である。このように、31年法の遵守事項は親事業者の「給付」

に係る行為が問われるのであり、その実質はいずれも下請代金の支払いの

回避の問題である21。

　　　親事業者と下請事業者との下請取引の前提には下請契約が締結されてい

る。下請契約によるなら、下請代金の額及び支払時期は自由に定めること

ができる。他方、下請法は、下請契約の内容を、親事業者による製造委託・

修理委託という単独行為の枠組みで捉え、下請事業者の「給付」を巡って

の親事業者の受領の拒否、下請代金の支払遅延等という実質的には下請代

金の不払いを問うているのである。

３　31年法に定められている遵守事項４事項は、親事業者が下請事業者に対し

製造委託・修理委託をするなら当然遵守しなければならないものである。こ

れを「遵守事項第１類」ということとする。

第３　親事業者の遵守事項の追加

１　37年改正において、親事業者の遵守事項として、親事業者による買い叩き

（４条５号、現４条２項５号）、購入強制（６号）及び報復行為（７号）が加

えられた。40年改正において、４条２項の規定が加えられ、有償原材料等の

対価の早期決済（４条２項１号）、割引困難な手形の交付（２号）が定めら

21 下請代金の支払いを手形の交付によることについて、「下請代金の支払手段について」
（平成28年12月14日）（中小企業庁長官と公正取引委員会事務総長名）において、「親事
業者による下請代金の支払について、①下請代金の支払は、できる限り現金によるも
のとすること、②手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引
料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下
請代金の額を親事業者と下請事業者で十分に協議して決定すること、③下請代金の支
払に係る手形サイトについては、繊維業90日、その他の業種120日以内とすることは当
然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること」
としている。



資　　　料

北法71（4・207）839

れた。さらに平成15年改正において、新たな規制対象として「情報成果物作

成委託」（２条３項）及び「役務提供委託」（４項）が加えられ、それに対応

して、新たな親事業者の遵守事項として、経済上の利益の提供の強制（４条

２項３号）及び給付の内容の変更・やり直し（４号）の規定がおかれ、今日

に至っている。次にこれらの加えられた親事業者の遵守事項についてみてみ

る。

２　37年法における親事業者の遵守事項の追加

（１）37年法において親事業者の遵守事項（４条１項）として、親事業者によ

る買い叩き（５号）、購入強制（６号）及び報復行為（７号）が定められた。

　　①　下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払

われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること（買い叩

き）。

　　②　下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要があ

る場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制し

て購入させること（購入強制）。

　　③　親事業者が給付の受領拒否（４条１号）若しくは下請代金の支払遅延

（２号）に掲げる行為をしている場合若しくは下請代金の減額（３号）か

ら前号（給付の返還、［４号］、買い叩き［５号］、購入強制［６号］）まで

に掲げる行為をした場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁

長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、

取引を停止し、その他不利益な取り扱いをすること（報復行為）。

（２）上記３つの新遵守事項は、既に定められている４事項（４条１～４号）

と性格を異にする。４条１号ないし４号の遵守事項は、親事業者が下請事

業者に対し、特定の製造委託・修理委託をし、下請事業者がその仕事を終

え、親事業者による下請事業者の「給付の受領」を基点とする下請代金の

支払遅延、減額ないし給付の受領の拒否・返品という間接的下請代金支払

の回避である。

　　　新たな遵守事項のうち、不当な買い叩き（５号）及び購入強制（６号）

は、親事業者が下請事業者に対し製造委託・修理委託をするという下請取

引関係はあるが、特定の製造委託・修理委託の下請事業者による「給付」

とは係りがない。

　　①　不当な買い叩きは、親事業者が製造委託・修理委託をするまでに不当
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に低い下請代金の額を定めることであるから、不遵守行為をなす時点が

守事項第１類の不遵守行為と異なる。

　　②　購入強制（６号）を求める品目には、特定の製造委託・修理委託との

係わりある物と係りのない物がある。係りのある物については、「給付

の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な

理由がある場合」には、購入を求めることができるが、それ以外の物の

購入を求めることが不遵守とされる。また、係りのない物については、

全てが不遵守行為とされる。親事業者は、物の購入を強制しているとい

う認識がないこともあり得る。

　　③　報復行為（７号）は、親事業者による遵守事項の不遵守行為を正そう

とする下請事業者の行為に対する親事業者の行為を問うものである。報

復行為は、下請事業者に対し「取引の数量を減じ、取引を停止し、その

他不利益な取り扱いをすること」である。報復行為の内容は、下請事業

者の事業活動それ自体を左右するものである。

（３）不当な買い叩き（５号）における「通常支払われる対価に比し著しく低

い下請代金の額を不当に定めること」は、下請代金の「額」そのものと「そ

の額」の定め方（例えば「額」の決定過程）の「不当」性が問われる。ま

た、買い叩きは、親事業者が特定の製造委託・修理委託をする以前の価格

決定の交渉過程おける下請代金の決定の仕方が問われるのであり、親事業

者の取引交渉力の優位性の発現といえよう。

（４）親事業者による下請事業者に対する物の強制購入（６号）においては、

不確定概念である「正当な理由」がある場合が除かれる。その例示として

「下請事業者の給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要があ

る場合」が挙げられているように、「正当な理由」は、下請事業者の「給付」

の内容に係わる場合に限定されよう。「正当な理由」なく親事業者が下請

事業者に対し、物の購入を強制できるのは、優位な取引交渉力の行使であ

る。

（５）下請事業者に対する報復行為（７号）は、下請事業者が親事業者による

遵守事項の不遵守の事実を公正取引委員会・中小企業庁長官に伝えたこと

に対する報復である。その具体的内容は、取引の減量、停止、その他不利

益な取り扱いであるから幅広い。親事業者による報復行為が問われること

により、下請事業者からの親事業者の不遵守行為の申告が期待された。親
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事業者が下請事業者に対し報復行為ができるのは、取引交渉力の優位さの

表れであるといえよう。

（６）新たに遵守事項とされた買い叩き、購入強制及び報復行為を「遵守事項

第２類」ということとする。

３　40年改正における親事業者の遵守事項の追加

（１）40年改正において、新たな遵守事項が「項」を改めて４条２項に「親事

業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号に掲げる行

為をすることによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない」と

次の２項目が定められた。

　　①　「自己に対する給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料（以下「原

材料等」という。）を自己から購入させた場合に、下請事業者の責に帰す

べき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支

払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対

価の全額若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しく

は一部を支払わせること」（１号）（有償原材料等の対価の早期決済）。

　　②　「下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融

機関（預金又は貯金の受入及び資金の融通を業とする者をいう。）による

割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること」（２

号）（割引困難な手形の交付）。

（２）新たな規定の柱書に「次の各号に掲げる行為をすることによって、下請

事業者の利益を不当に害してはならない」と定められた。

　　　遵守事項第１類（４条１号～４号）の規定は、遵守事項の不遵守行為自

体を規制している。遵守事項第２類（４条５～７号）もそうである。

　　　他方、40年改正において新たに定めた遵守事項（４条２項）の規定には

行為の影響が加味され、その評価基準として、不確定概念である「不当に」

という文言が織り込まれた。「不当に」は、「下請事業者の利益」、つまり

下請法の目的に係るものである。不確定概念の該当性の判断は、公正取引

委員会によらざるを得ないことである。

（３）「有償原材料等の対価の早期決済」が不遵守行為であるというのは、次

のとおりである。

　　　下請事業者が親事業者から原材料を有償支給された場合に、その原材料

の代金を支払わなければならない。その支払時期が支給された原材料を使
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用した給付を親事業者が受領する時点より、早期であるなら、下請事業者

は、下請代金が支払われるより事前に原材料の代金を支払うということと

なり、下請事業者にとっては不利益を負わされる。そこで、下請事業者の

不利益を避けるため、「当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支

払期日より早い時期に、次のことを禁止した。

　　①　支払うべき下請代金額から当該原材料等の対価の全部又は一部を控除

すること。

　　②　当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。

　　　　上記①において、親事業者が禁止されているのは、支払うべき下請代

金額から当該原材料等の対価の全部又は一部を「控除」することである。

　　　　金額でみると、原材料等の代金額＜下請代金額である。

　　　　そこで、親事業者の立場からすると、原材料等の代金額と下請代金額

を民法上「相殺」（民505）の意思表示をして、それぞれの請求額を同額

消滅させることができる。これにより、親事業者が支払うべき原材料等

の代金額相当額の下請代金額が消滅し、その残額の支払いということに

なる。

　　　　親事業者が下請代金の額から原材料等の下請代金額を「控除」すると

いうのは、原材料等の代金額を全額支払い、その中から原材料等の代金

額を「控除」するのである。下請事業者の受け取る金額は同じであるが、

この規制には、親事業者は、下請事業者に対し、下請代金を全額支払わ

なければならないという考え方が横たわっているといえる22。下請事業

者の立場からみると、製品の下請代金の受け取りより原材料費を先払い

となる不利益を阻止する規定である。

（４）割引困難な手形による支払いを遵守事項とした。下請法の下では、手形

の交付は、下請代金の支払いと認められるが、割引困難な手形は、下請代

金の支払いとはいえないということは先に触れた23。下請事業者に与える

影響は、下請代金の支払遅延と同じであるから、それを遵守事項とした。

　　　下請代金の支払について、下請代金の支払期日までに一般の金融機関（預

金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者）による割引を受けるこ

22 労働基準法24条の賃金全額支払原則の考え方に通じるものがある。
23 前掲（注21）
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とが困難であると認められる手形であってはならない。

　　　割引困難な手形であるか否かは、親事業者あるいは下請事業者それぞれ

の事情によるので、個別に判断しなければならない。

（５）「有償原材料等の対価の早期決済」における「対価の早期決済」及び「割

引困難な手形による支払」における割引「困難な」手形による支払いが下

請事業者に不利益をもたらすが、いずれも製造委託・修理委託における下

請代金の支払いに係るものである。これらについては、４条２項の規定の

柱書に、「次の各号に掲げる行為をすることによって、下請事業者の利益

を不当に害してはならない」と定めている。このような不確定要件を判断

するには、親事業者の自主的な判断を期待できず、それを本法の施行機関

である公正取引委員会に委ねざるを得ない。

（６）40年改正で遵守事項として挿入された「有償原材料等の対価の早期決済」

及び「割引困難な手形の交付」は、いずれも「下請事業者の利益を不当に

害してはならない」を判断要件として定めていることから、「遵守事項第

３類」ということとする。

４　平成15年改正における親事業者の遵守事項の追加

（１）平成15年改正において、親事業者による下請事業者に対する取引に係る

定義規定として「情報成果物作成委託」〔２条３項〕及び「役務提供委託」

（２条４項）が加えられ、さらに、遵守事項として、「経済上の利益の提供」

（４条２項３号）及び「給付の変更・やり直し」（４号）が加えられた。

　　　３号�「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」

（経済上の利益の提供）

　　　４号�「下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付

の内容を変更させ、または下請事業者の給付を受領した後に（役務

提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をし

た後に）給付をやり直させること」（変更・やり直し）。

（２）経済的利益の提供（４条２項３号）は、製造委託等の下請代金とは係わ

りなく、協力金、協賛金などの名目により金銭の支払いを求めることである。

　　　そのようなことは、経済社会において広く行われているが、親事業者が

下請事業者に対し、協力金、協賛金などの支払いを求めるのは、親事業者

の取引優位性の活用である。下請代金の減額（４条１項３号）との区別は、

先ず「給付」と係わりの有無であり、「給付」と係わりない場合に、本号
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が問われる24。また、４条本文の柱書に定められている「不当」か否かを

判断するのであるが、これは公正取引委員会に委ねざるを得ない。

（３）「変更・やり直し」（４条２項４号）のうち、「変更」は、「下請事業者の

給付の内容を変更させ」ることであり、親事業者が「給付」を受領する前

のことである。「やり直し」は、「下請事業者の給付を受領した後」のこと

である。判断時点は、親事業者が給付を受領する以前であるなら、下請事

業者が給付をなし終えていても「変更」である。いずれも、下請事業者と

しては、改めて「給付」するコストが増大する。そのコスト増大額を「下

請事業者の責めに帰すべき理由がないのに」負担させることが不遵守行為

とされる。「下請事業者の責めに帰すべき理由」があるなら、やり直しが

許容される。事業者の都合によるなら、「不当に下請事業者の利益を害する」

に当たるであろう。

　　　「役務提供委託」について、４条１項括弧書に「（役務提供委託をした場

合にあっては、第１号及び第４号を除く。）」と定められたのは、「役務提供」

には「給付」という概念がないからであり、４条１項６号の「購入強制」

には「自己の指定する・・役務を強制して利用させること」が加えられた。

また、４条２項の柱書に「次の各号（役務提供委託をした場合にあっては、

第１号を除く。）」と定められた。これらは、２条10項の「給付」を「役務

の提供」との読み替えが適用されたものである。

（４）遵守事項の分類からは「経済的利益の強制」は「遵守事項第３類」とい

えよう、また、「給付の変更・やり直し」は、給付の内容自体を改めさす

のであり、他にない類型であるので「遵守事項第４類」とする。

第４　下請代金の支払遅延の規制に係る改正

１　31年法の親事業者の遵守事項にあって最も重要なのは、下請代金の支払遅

延（４条２号）の規制である。下請法の施行後、同法の執行に照らし、下請

代金支払遅延の規制に係る改正がなされた。その一は、37年改正の親事業者

による下請代金の支払期日の法定（２条の２）であり、これとの係りで37年

24 伊東章二外２名・下請の法律実務（三協法規出版㈱、平23）142頁本号は、「下請代
金の減額ではなく、下請事業者が親事業者から直接協賛金の提供を求められ支払った
場合は、その規制に該当しないが、親事業者からの要請であれば断りにくい場合も多く、
結果として下請代金の減額と同様の効果をもたらすことになる。」
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改正において下請代金の支払遅延に対する遅延利息の支払義務が法定（４条

の２）された。その二は、40年改正の給付の受領と検収との関係の明確化（２

条の２）であり、その三は、40年改正における遅延利息不払いに対する勧告

規定の新設（７条１項）である。なお、37年改正において、下請代金の支払

期日が設定されたことに伴い下請代金に支払遅延となる時点の改正（４条２

号）がなされた。いずれの改正も下請代金の支払い規制の強化である。

２　下請代金の支払期日の法定

（１）37年改正法は、新たに「下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者

の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限

り短い期間内において、定められなければならない」という規定を定めた

（２条の２）。

　　　下請代金の支払期日が法定されたことに伴い二つの課題が派生した。そ

の一は、支払期日を定めなかったときの扱い及びその二は60日より遅い日

を定めたときの扱いである。これに対処して２条の２第２項に新たに「み

なし規定」をおいた。前者については、「下請代金の支払期日が定められ

なかったときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、」また後者

については、「親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60

日を経過した日の前日が」下請代金の支払期日と定められたものとみなす

という規定である。

（２）下請代金の支払期日の規定を併せると、次のようになる。

　　　給付を受領した日から起算して

　　①　支払期日を定めた場合

　　　ａ）支払期日を60日以内、かつ、できる限り短い期間内

　　　ｂ）支払期日を60日超に定めた場合、60日を経過した日の前日

　　②　支払期日を定めていない場合　給付の受領の日

（３）支払期日の法定の意義

　　①　31年法の下では、下請代金支払時点は、給付の受領を基準に「遅滞なく」

と定めた。「遅滞なく」というのは、「親事業者にそれだけの支払能力が

なければ、不当な支払遅延とはいえない」25という親事業者の事情を加

25 公正取引委員会事務局編・「下請代金支払遅延等防止法」解説（公正取引協会、昭
31）23頁
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味していた。下請代金の支払期日を法定して明確にしたことにより、下

請事業者の利益に適う運用が期待されるのである。

　　②　親事業者による下請代金の支払いについての４条２号の規定の仕方が

「遅滞なく」と抽象的であるため、下請代金の支払いが事実上遅れがち

となる。そこで法定期限を定めることにより、親事業者に対する規制の

「明確性」を新たにした。よって、下請代金の支払い遅延に決着をつけ

たといえよう。

　　③　下請代金の支払期限の法定は、契約自由の原則からみると画期的規定

である。さらに、２条の２第２項のみなし規定及び４条２項の遅延利息

の規定は、規定の漏れを埋めるという意味で「穴埋め規定」といえよう。

　　これらの規定を併せて下請代金の「支払期日」の一括規定とみることがで

きる。

３　下請代金の支払遅延の明確化

　　下請代金の支払いについては、上記の改正前は、「下請代金をその支払期

日の経過後なお支払わないこと」（４条２号）と定められていた。下請代金

の支払期日の法定に伴い、この規定は、「下請事業者の給付を受領した後、

下請代金を遅滞なく支払わないこと」と改めた。

４　給付の受領と検収との関係の明確化

　　40年改正において、２条の２第１項の規定の「下請代金の支払期日は、」

の次に「親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを

問わず」という文言が挿入された。37年改正において、「下請代金の支払期日」

について、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内

と法定された。ところが、実際の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付

を事実上支配した日からの起算するのではなく、親事業者による給付の検査

が終わった日から起算する。このため、下請代金の支払期日が給付の受領の

日からの起算との間に齟齬が生じることとなる。そこで、上記の文言を定め、

検査の完了は、下請代金の支払期日とは関係がないことを明確にした。この

改正も「穴埋め規定」の挿入といえよう。

５　下請代金の不払いに対する�遅延利息規定の新設

（１）37年改正において、親事業者が下請代金を支払期日までに支払わなかっ

たとき、遅延利息の支払いを義務づける規定（４条の２）をおいた。親事

業者が下請代金を支払期日までに支払わなかったときは、下請事業者に対
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し、「下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から

支払をする日までの期間について、その日数に応じ」て遅延利息を支払わ

なければならないとした。

　　　その遅延利息の利率は、遅延利息に係る公正取引委員会規則（昭和37年

５月15日第１号）において、遅延利息を日歩４銭と定めた（昭和45年５月

８日改正年14･6パーセント）と定められた。

　　　親事業者が下請事業者に対し、下請代金をその支払期日までに支払わな

いなら、それ以降は民法上の履行遅滞と同様であるので、遅延利息を支払

うべきである。その遅延利息の支払は親事業者の意向に委ねられた。これ

は、遵守事項の遵守が親事業者の自主的履行に期待されたのと同じである

といえよう。

（２）40年改正において、勧告の対象として「第４条の２の規定による遅延利

息を支払い」と定めた。これは、37年改正において遅延利息についての規

定が定められた当時、親事業者は下請代金の支払遅滞の利息を自発的に支

払うものとして、勧告規定（７条）の適用を明記しなかった。しかし、現

実には親事業者が自発的に遅延利息を支払うという気運が生じなかった。

そこで、40年改正において、遅延利息の不払いに対し「勧告するものとす

る」とし、遅延利息の支払いも親事業者の自発的支払いから、公正取引委

員会の主導によることになった。

第５章　親事業者に対する規制

　下請法における親事業者に対する規制として、既に述べたように遵守事項（４

条）のほか書面の交付（３条）及び書類の作成・保存（５条）が定められている。

下請法制定前には、発注事業者と受注事業者間の契約の内容が明確でないこと

が多く、その場合、不利益を被るのが受注事業者であった。そのことが本法の

制定理由の一である。そこで、親事業者の下請事業者に対する製造委託・修理

委託の内容を明確にすることにより、遵守事項を逸脱しないようにしたものと

いえる。

第１　親事業者の書面の交付

１　31年法は、書面の交付について、「親事業者は、下請事業者に対し製造委

託又は修理委託をした場合は、直ちに、下請事業者の給付の内容及び下請代
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金の額を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない」（３条）と

定めた。

　　31年法の親事業者の遵守事項は、いずれも下請事業者の「給付」を巡る親

事業者による下請代金の支払遅延、下請代金の減額、あるいはその受領の拒

否・返品に係るものであるから、交付書面（「３条書面」ともいう。）の記載

事項は、それに対応して給付の内容と下請代金の額が法定された。給付の内

容及び下請代金の額を明確に記載することにより、親事業者と下請事業者と

の間の下請取引の内容の理解を共有することとなり、そのことが下請問題解

決の基本的要因である。さらに、親事業者は、自ら記載した書面の記載事項

に自己拘束される。また、書面の記載事項は、書類の作成・保存義務（５条）

あるいは公正取引委員会による調査（９条１項）に対応するための原資料で

ある。

２　37年改正において、新たに下請事業者への交付書面の記載事項として、「支

払期日」が定められた。これは、代金の支払期日が「親事業者が下請事業者

の給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限

り短い期間内において、定めなければならない」（２条の２，１項）と定めら

れたことに対応したものであり、下請代金の支払遅延を防止するに有効な手

段となるものである。

３　40年改正において、下請事業者への交付書面の記載事項が「公正取引委員

会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払

期日及び支払方法その他の事項」と定められた。記載事項が法定されている

「下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法」につい

ては、公正取引委員会規則でその記載方法を定め、「その他の記載事項」に

ついては「公正取引委員会規則」で記載事項及び記載方法を定めることとな

る。

　　この改正以前には、交付書面の記載事項が法定されており、新たに記載事

項を増やすごとに法律改正をしなければならなかった。それを避け、公正取

引委員会規則を経済取引の実情に即応して改正し、下請事業者の保護により

適切に対応できるようにするためといえよう26。

４　平成12年に「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法

26 長谷川・植木・事例解説下請代金支払遅延等防止法（競争問題研究所、昭53）33頁
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律の整備に関する法律」（平成12年11月27日第126号）が制定され、この法律

で下請法３条２項の規定が次のように追加された。

　　「親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるとこ

ろにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ

て公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合

において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。」

　　この規定より、親事業者は、書面交付に代えて電磁的方法により書面の記

載事項を提供できることとなった。そのための要件は、①親事業者は、政令

で定めるところにより、下請事業者の承諾を得ること、②交付書面の記載事

項を電子的方法で提供することができることである。法的効果は、「当該親

事業者は、当該書面を交付したものとみなす」ことである。

　　これは、情報通信技術の発達が親事業者と下請事業者との間の交付書面の

在り方を変えたものである。なお、政令は「下請代金を支払遅延等防止法施

行令第２条」であり、公正取引委員会規則は、「下請代金支払遅延等防止法

第３条の書面の記載事項等に関する規則第２条」である。

５　平成15年の改正により、法３条１項但書が追加された。この改正は、情報

成果物作成委託が下請法の対象とされたことに対応するものである。

　　親事業者が下請事業者に対し、製造委託等をした場合に、「公正取引委員

会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払

期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなけれ

ばならない」（３条１項本文）のであるが、但書において、①「これらの事

項のうちその内容が定められていないことにつき正当な理由があるものにつ

いては」、②その記載を要しないものとし」、③「この場合には、親事業者は、

当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業

者に交付しなければならない」とした。

　　この改正は、「ソフトウエア開発や放送番組制作等情報成果物作成委託取

引では、作業着手時に明確に給付内容を確定することが困難であるため、委

託を行った時点では、３条規則の記載事項とされている給付内容をはじめ下

請代金の額や支払期日などが確定できない場合がある」27ことによる。

27 粕渕功・杉山幸成編著・下請法の実務（第３版）（公正取引協会、平22）77頁
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第２　書類の作成及び保存義務

１　親事業者の義務として、「親事業者は、下請事業者に対し製造委託又は修

理委託をした場合は、公正取引委員会規則の定めるところにより、下請事業

者の給付、給付の受領、下請代金の支払その他の事項について記載した書類

を作成し、これを保存しなければならない」と定めた。

　　この親事業者の義務は、親事業者と下請事業者との間の下請取引の内容を

記録させることにより、①親事業者に発注について計画性をもたしめ、併せ

て下請取引の内容を自覚せしめ、②親事業者としての利益を確保するととも

に下請取引の公正化に寄与し、③下請法の施行行政機関（公正取引委員会、

中小企業庁の調査（９条）を機動的に実施できることを狙いとしている28。

　　その規則は、「下請代金支払遅延等防止法第５条の規定による書類の作成

及び保存に関する規則」（公正取引委員会規則第３号、昭和31年６月２日）

であり、記載事項９事項が定められた。

２　平成12年改正は、「電磁的記録」の採用に対応したものであり、「電磁的記

録」は、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるもの」である。

３　平成15年改正は、情報成果物作成委託及び役務提供委託が規制の対象に加

えられたことに対応したものであり、それらを含め「製造委託等」をした場

合の書類の記載事項として、「・・給付の受領（役務提供委託をした場合にあっ

ては、下請事業者した役務を提供する行為の実施）」と括弧書きが加えられた。

これは、「役務提供委託」に「給付の受領」ということがないからである。

４　作成・保存される書類の記載事項は、公正取引委員会に対する報告あるい

は立入検査の際の基本的資料となる。

第６章　公的規制（１）－報告及び検査

　31年法の制定当時の公的規制は、報告・検査（９条）→勧告（７条１、２項）

→公表（７条３項）の順に進行し、その間に、中小企業庁長官による措置請求（６

28 公正取引委員会事務局編・改正下請法の解説（（社）中小企業調査協会・昭37）125
頁
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条）が定められている。規制の仕組みは、規制手法が勧告・公表であり、報告・

検査は、規制手法を実施するための情報の収集である。

第１　報告及び検査

１　31年法は、公正取引委員会が親事業者の遵守事項の不遵守に対する規制手

法である勧告（９条１・２項）及び公表（３項）をするために情報を収集し

なければならず、そのために報告・検査に係る規定（９条１項）を定めてい

る29。

　　報告・検査、つまり調査の規定は、調査を求める主体、目的、対象及び方

法（９条）を定めるとともに調査の拒否等への罰則（11条）を定める。

　　調査30の主体は、公正取引委員会（９条１項）、中小企業庁長官（２項）

および親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣（３項）であ

る。

　　調査の目的については、上記調査の主体に沿って法定されている。

　　調査をする要件は、公正取引委員会については、「親事業者の下請事業者

に対する製造委託又は修理委託に関する取引（以下単に「取引」という。）

を公正ならしめるため必要があると認めるとき」であり（１項）、中小企業

庁長官については「下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認め

るとき」であり（２項）、そして親事業者又は下請事業者の営む事業を所管

する主務大臣については「中小企業庁長官の第６条の規定による調査に協力

するため特に必要があると認めるとき」である（３項）。

　　条文では、公正取引委員会、中小企業庁長官及び主務大臣とでは、調査の

目的に広狭があるが、調査の手法は条文上違いがなく、目的に対応して調査

の範囲が異なるのであろう。

２　下請法９条１項は、公正取引委員会は、「親事業者若しくは下請事業者に

29 下請法６条に定める中小企業庁長官の「調査」は、９条２項の「報告」及び「検査」
を含む用語である。本稿においてもそれに倣いを「報告」及び「検査」を合わせて「調
査」ということがある。
30 行政調査についての近時の論稿としては、曽和俊文・行政法の法的統制（行政法研
究双書［38］（弘文堂、2019）、野村武司・行政による情報の収集、保管、利用等─行
政による情報管理の法（磯部・小早川・芝池編・行政法の新構想Ⅱ［行政作用・行政
手続・行政情報法］315頁以下（有斐閣・2008）、村上裕章・スタンダード行政法・法
学教室474号66頁（2020）
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対しその取引に関する報告をさせ」又は「その職員に親事業者若しくは下請

事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せる」ことができると定めている。この規定は、公正取引委員会の調査を「報

告」と「立入検査」に区別している。

　　報告は、情報収集を狙いとしている。下請法の制定の契機となったのは、

受注事業者が発注事業者による不当な行為に対し、公正取引委員会に申し出

をしないという事情があったからである。そこで、公正取引委員会などの調

査により親事業者だけでなく下請事業者からも情報を収集するという、広い

調査権限を定めている。

　　報告は、親事業者及び下請事業者を対象とした書面調査である31。その性

格は、予備的調査であり、この段階では、未だ親事業者の遵守事項の不遵守

の事実は不明であり、その端緒を見出そうとするものである。親事業者は自

己に不利な事実を報告しなければならないこともある。

　　立入検査の対象は、報告の結果遵守事項の不遵守を疑われる親事業者であ

り、その方法は親事業者の事務所等への立ち入り、帳簿書類等の検査である。

身分証明書を携帯しなければならない（９条４項）。

　　いずれの調査にも、違反に対し、３万円以下の罰金に処するという罰則規

定（11条）がおかれている。

　　野村武司教授は、行政調査を「相手方の応答を予定する行政調査」と「相

手方の受忍を伴う行政調査」に分ける32。この分類によるなら「親事業者若

しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ」るのは前者、「その

職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳

簿書類その他の物件を検査させる」のは後者ということになる。

　　調査に対し、「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避」するなら、３万円（平成15年改正で50万円）以下の罰

31 鈴木満・下請法実務講座第16回「下請法第９条に基づく調査」・公正取引640号62頁
によると、公正取引委員会が下請事業者を対象に書面調査を始めたのは、昭和48年以
降であるという。横田直和・下請法実務講座第12回「調査・勧告など」・公正取引733
号76頁によると、下請事業者に対する書面調査は、下請法９条の権限行使のものでなく、
任意に協力を依頼するものであるという。
32 野村武司・前掲（注29）328頁



資　　　料

北法71（4・221）853

金に処せられる（11条）。

３　中小企業庁長官の請求

　　下請法６条は、中小企業庁長官は、親事業者による遵守事項の不遵守行為

を調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、「この

法律の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること」という措置請求

権限を定めている。

　　中小企業庁長官は、措置請求に先立ち、「親事業者が第４条第１号若しく

は第２号に掲げる行為をしているかどうか又は同条第３号若しくは第４号に

掲げる行為をしたかどうかを調査」できる権限を定めている。この場合の調

査において、下請法９条２項に規定する権限を行使できる。

　　調査の結果、「その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、

この法律に従い適当な措置を採ることを求める」のである。「適当な措置」

は勧告である。したがって、勧告は、公正取引委員会に一元化されており、

これは親事業者に対する二重の勧告の防止、下請法の解釈、執行の統一の観

点からであろう。

　　中小企業庁設置法１条は、「中小企業の育成発展のための諸条件を確立す

ることを任務とする」と定め、３条７項に「中小企業が他の事業者の不当な

取引制限若しくは不公正な取引方法によりその事業を阻害されているかどう

か（略）を調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措

置を求めることができる」と定めている。行政庁間の協力の規定であり、下

請法の運用における公正取引委員会と中小企業庁との協力の法的根拠である。

第７章　公的規制（２）─勧告

第１　勧告の意義

１　親事業者による遵守事項の不遵守行為に対する規制手法は、勧告（７条）

である。親事業者に対してのみ勧告する。勧告は、法定行政指導である。

　　31年法は、遵守事項について「親事業者は、下請事業者に対し製造委託又

は修理委託をした場合は、次の各号に掲げる行為をしてはならない」と定め

（４条）、「公正取引委員会は、親事業者が「第４条第１号又は第２号に掲げ

る行為をしていると認めるときは」（７条１項）又は「第４条第３号又は第

４号に掲げる行為をしたと認めるときは」（２項）、その親事業者に対し、「勧
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告をすることができる」と定める。公正取引委員会が勧告をするか否かは、

その裁量である。このことは、下請法の運用の柔軟性を示すものであった。

　　勧告の内容は、遵守事項の給付の受領拒否（４条１号）及び下請代金の支

払遅延（２号）について、「行為をしていると認めるときは」と不遵守行為

が現在形であり、勧告の内容は、前者には「すみやかにその下請事業者の給

付を受領」することであり、後者には「すみやかに・・その下請代金を支払

うべきこと」である。また、下請代金の減額（３号）及び給付の返品（４号）

の「行為をしたと認めるときは」と不遵守行為が過去形であり、勧告の内容

は、前者には「すみやかにその減じた額を支払」うことであり、後者には、

「その下請事業者の給付に係る物を再び引き取るべきこと」である。不遵守

行為の状況の違いに対応した下請取引の「正常化措置」である33。「違反」と

いう文言を使用していない34。

２　下請法の規制手法が勧告であることの理由は、次のように思料する。

（１）親事業者による遵守事項の不遵守行為は、製造委託・修理委託という事

業者間の下請取引上のトラブルに係ることであり、実質的には、製造委託・

修理委託の前提となっている契約関係にも係ることである。それに行政機

関である公正取引委員会が介入するのであるから、その介入は、勧告とい

う行政指導に止まらざるを得ない。

（２）勧告の下請事業者に対する正常化措置は、独占禁止法の不公正な取引方

法に対する排除措置では命ずることができない35ので、下請法における規

33 勧告の内容を「原状回復措置」であるというものがある（粕渕・杉山・前掲（注
26）186頁、鈴木満・［改訂版］新下請法マニュアル（商事法務、2009）222頁）。しかし、
勧告の内容として、「原状回復措置」とはいえないものもある（例えば、報復行為（４
条１項７号）。そこで、本稿では、勧告の内容を「正常化措置」ということとする。
34 独占禁止法の不公正な取引方法（19条）の禁止規定では、「事業者は、不公正な取引
方法を用いてはならない」と定め、20条前条の規定に「違反する行為があるときは事
業者に対し、当該行為の差し止め・・その他当該行為を排除するために必要な措置を
命ずることができる」と規定している。事業者の特定の行為を不公正な取引方法に該
当し「違反」であると法的評価をした上で行政処分である排除措置命令を出す。
35 鈴木　満・前掲（注33）222頁　下請法が制定された昭和31年当時の独占禁止法の不
公正な取引方法の違反に対する排除措置は、「事業者に対し、当該行為の差止め、契約
条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置」（20条）であるから、下請法
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制手法として、勧告に止めたのであろう。

（３）親事業者による遵守事項の不遵守行為を勧告という行政指導に止めて下

請業者との間の下請取引が継続することが望ましいと思料したのであろう。

３　31年法の下での親事業者の遵守事項の不遵守行為であるなら、それに対す

る「勧告」が裁量的であり、その内容が金銭的正常化措置ないしは給付の受

領・返品であるから親事業者による不遵守行為の自発的解消でも不都合はな

い。そのことは、下請事業者にとっても有益である。また、勧告を受ける事

前に親事業者の自発的不遵守の状態を解消するなら、勧告の要がなく、また、

そのことが望まれたともいえよう36。

第２　勧告の対象の拡大及び内容の拡張

１　37年改正において、親事業者の遵守事項として、新たに買い叩き（４条５

号）、購買強制（６号）及び報復行為（７号）が規定された。これに伴いそ

れぞれの不遵守行為に対する勧告の内容が定められた。

　　報復行為については、「行為をしていると認めるとき」に「その不利益な

取扱いをやめるべきこと」を、買い叩き及び購買強制については、「行為を

したと認めるとき」に、前者については「その下請代金の額を引き上げ」る

こと、後者については、「その購入させた物を引き取るべきこと」を勧告す

るというものであり、正常化措置がそれぞれ具体的に定められた。

２　40年改正において、遵守事項として原材料の有償支給（４条２項１号）及

び割引困難な手形の交付（２号）が加えられた。これに対応して、勧告につ

いて、新たに７条３項を起こし、「公正取引委員会は、第４条第２項各号の

一に該当する事実があると認めるときは、その親事業者に対し、すみやかに

その下請事業者の利益を保護するために必要な措置をとるべきことを勧告す

るものとする」と定めた。

　　「下請事業者の利益を保護するために必要な措置」という定めは、二つの

のような原状回復措置を命ずることができなかった。
36 前掲（注３）543頁　下請法の提案理由の補足説明において、勧告について、「勧告
という行政措置によって親事業者にみずから反省する機会を与え、その行為を改める
ため、みずから積極的な努力をなすべきことを促し、問題を迅速かつ円滑に解決しよ
うとするものであります」としている。また、伊東ほか２名・前掲（注24）10頁は、「勧
告制度が採られたのは、親事業者に対し自主的に違反状態の改善に努力する機会を与
えて、事案の迅速かつ円滑に処理できるようにしたものである」という。
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不遵守行為について一括しており、31年法及び37年法の正常化措置の定め方

と異なる。このような定め方をしたのは、40年改正で定められた４条２項の

柱書で「次の各号に掲げる行為をすることによって、下請事業者の利益を不

当に害してはならない」と定めたことに対応して、勧告の内容は「下請事業

者の利益を保護するために必要な措置」となったのであろう。これは、下請

法の目的に沿ったものである。

　　親事業者による行為それ自体が即不遵守行為ではなく、その行為により下

請事業者の利益を不当に害するときというように、行為の影響を加味して不

遵守行為と認められるのである。ここには「不当に」という不確定概念が織

り込まれている。そこで、親事業者が自らの行為を不遵守であるか否かと判

断することが難しく、下請法の執行機関である公正取引委員会が「不当性」

を評価しなければならない。

　　また、勧告の内容は、「・・必要な措置」と抽象的となっている。具体的

には「事態を改善させるために妥当かつ十分な措置を広く含むが、例えば、

４条２項１号の違反行為については有償支給原材料等の代金として早期に決

済することにより、支払わなかった下請代金を速やかに支払わせること、同

項２号の違反行為の場合は、その行為によって下請事業者が負担した過大な

額の割引料を補てんさせ、又は手形の交付を止めさせ、現金で支払わせるこ

となどである」という37。行為の差止めではなく、作為を命ずるのである。

　　親事業者による遅延利息の不払（７条１項）について、40年改正において、

「公正取引委員会は、・・第４条の２の規定による遅延利息を支払いを勧告す

るものとする」と定めた。親事業者の遅延利息の支払いについては、その自

発的行為に委ねるのみであった。しかし、親事業者は、実際に遅延利息を支

払わなかったのであろう。遅延利息の不払いに対しても、勧告の対象とした

のである。

第３　平成15年改正における勧告事項の拡大

１　平成15年改正において、新たな規制対象として「情報成果物作成委託」（２

条３項）及び「役務提供委託」（２条４項）が加えられ、それに伴い遵守事

項として新たに「経済上の利益の提供」（４条２項３号）及び「給付の変更等」

（４号）が定められた。新たに加えられた遵守事項の不遵守行為に対する勧

37 長谷川・植木前掲（注26）85頁
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告の内容は、40年改正の勧告の内容と同じである。

２　従来から勧告の対象であった４条１項の不遵守行為に対する勧告の内容と

して、７条１項及び２項の規定に「その他必要な措置をとるべきこと」が加

えられた。「その他必要な措置をとるべきこと」の内容として、下請法遵守

体制の整備、一定の不作為、親事業者からの一定期間下請取引に係る報告が

挙げられている38。

　　これは、不遵守行為の再発防止措置であり、独占禁止法違反の排除措置命

令の内容とほぼ同様である。下請法の勧告は、行政指導であるが、実質は行

政処分に近づいている。39,40

　　なお、７条３項の規定は、40年改正において「速やかにその下請事業者の

利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」と定

められており、この規定の内容には、新たな７条１項に定める「その他必要

な措置をとるべきこと」の内容に含まれると解し、特段の改正をしなかった

のであろう41。

第４　裁量的勧告から必要的勧告へ

　40年改正において、勧告について、「勧告するものとする」と必要事項とした。

改正前には、「勧告することができる」と裁量事項であった。31年法の遵守事

項の４事項は、いずれも下請代金の支払いに係ることであるから、親事業者が

38 粕淵・杉山前掲（注27）187頁
39 粕淵・杉山前掲（注27）186頁は、「これにより、従来は、親事業者における下請法
遵守体制の整備といった違反行為の再発防止措置等までは勧告することができず、ま
た、親事業者が勧告までに改善措置を講じた場合には勧告することができなかったが、
法改正後は、違反状況が改善された後であっても再発防止措置等を勧告可能となった」
という。
40 不公正な取引方法の再発防止の排除措置の規定は、独占禁止法20条２項において準
用する７条２項の規定である。この規定は既往の違反行為に対し、「特に必要があると
認めるときは、‥当該行為が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除
されたことを確保するために必要な措置」を命ずるものである。下請法は、この規定
に倣ったものであるが、再発防止を勧告の要件が緩くなっている。下請法の措置が「勧
告」という行政指導であるということによるものであろう。
41 平成21年度正取引委員会年次報告（公正取引協会版）196頁には、㈱マルハニチロ食
品による下請代金減額（４条１項３号）及び不当な利益の提供要請の禁止（２項３号）
事案において、後者についても再発防止策を講じる旨を勧告している。
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自発的に下請代金を支払うなら、不遵守は解消するので、それを期待して、勧

告を裁量事項としたものといえる。しかし、現実には、親事業者による不遵守

の自発的是正が事実上期待できないことが明らかになってきた。

　さらに、新たな遵守事項が加えられ、その遵守事項の不遵守の要件をみると、

４条１項５号の「買い叩き」に「不当に」という不確定概念が、また４条２項の

柱書の「下請事業者の利益を不当に害してはならない」という不確定要因が挿

入された。親事業者は自己の行為がこれらの遵守事項に沿っているかどうかど

うかを自ら判断できないので、それを下請法の執行機関である公正取引委員会

に委ねざるを得ない。そうであるなら、公正取引委員会が裁量により勧告する

ことは不適切であるということで、勧告を必要事項としたものといえる。

　なお、公正取引委員会は、近時、自発的措置の取扱いについての方針を公表

した42。また、勧告に至らない事案については「指導」という措置をしている43。

第５　勧告の法的性格

１　下請法における「勧告」は、行政指導であるといわれる。事務局解説では、

「勧告の制度が設けられことは本法の特色の一つであり、下請取引の公正化

を図るため下請取引の特殊性に着眼して創設されたこの制度は、わが国でも

あまり例を見ない」44とするが、勧告の法的性格については触れていない。

行政指導が法的に論議されるようになったのは、その後のことである。

42 公正取引委員会は、下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて
（平20・12・17公正取引委員会）を公表した。
　40年改正により、勧告が必要的措置となった。自発的措置は、勧告に至らず、公表
が回避されるので親事業者にとってはメリットであろう。
　公正取引委員会は、自発的申出について、次のように５項目の要件を挙げている。
　「親事業者の自発的な改善措置が下請事業者の受けた不利益を早期回復するなら、下
請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はない
ものとした。
　今後、当該事案と同様な申出が親事業者からなされ、かつ、以下のような事由が認
められた場合には、親事業者の法令遵守を促す観点から、同様の取扱いをすることに
する」。
43 「指導」は、勧告まで至らない行政指導である。粕淵・杉山前掲（注27）184頁によ
ると「勧告を行うか指導により是正するかは、違反行為の内容、当該行為が下請事業
者に及ぼす影響親事業者に過去の下請法違反歴等を勘案して判断される」という。
44 事務局編前掲（注27）206頁
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　　31年法では「公正取引委員会は、前２項の規定による勧告をした場合にお

いて親事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することがで

きる」（７条３項）と定めた。このような規定がおかれたのは、下請法の制

定当初から親事業者に対する勧告に従わないことがあると想定されたからで

あろう。

　　事案が「公表」へ移行するなら、その「公表」により事案の処理は完結す

ることになる。勧告の法的性格が「行政指導」であるので、被勧告者がそれ

に従わない場合があり得るが、勧告に従わないことにより公表に移行した事

案はなかった。

２　「勧告」が行政指導の一形態であるなら、行政手続法との関係が問われる。

下請法には、行政手続法「第４章行政指導」の規定の適用除外規定がないか

ら、「勧告」について行政手続法第４章の規定が適用される。行政指導につ

いて、行政手続法２条６号は、「行政指導」とは「行政機関がその任務又は

所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の

作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当

しないものをいう」と定義する。この規定によるなら、下請法の「勧告」は、

行政手続法上の「行政指導」に該当し、「処分に該当しないもの」という45。

　　下請法の勧告は、規制的行政指導と理解される。規制的行政指導は、相手

方の行為・活動を規制することを目的とする。

　　行政手続法32条によるなら、①行政指導にあっては、行政指導に携わる者

は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならな

いこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実

現されるものであることに留意しなければならない（１項）及び②　行政指

導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、

不利益な取扱いをしてはならない（２項）、と定めている。下請法の「勧告」

と行政手続法32条２項の規定との係りついては、次の第６において述べる。

第６　勧告への不服従

１　親事業者による遵守事項の不遵守行為は、「勧告に従ったときに限り」、不

公正な取引方法に係る手続規定が適用除外（８条）となる。それでは、勧告

45 小早川光郎・青柳馨・論点体系判例行政法１（第一法規・平成29）297頁〔川合敏樹
執筆〕
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に従わなかった場合には、どうなるのか。

　　平成15年改正以前において、「公正取引委員会は、‥勧告をした場合にお

いて親事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表するものとす

る」という規定（７条３項、40年改正で同条４項）があった。平成15年改正

で、この規定が削られた。そこで、平成15年改正前後の公表の扱いについて

みることとする。

２　親事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができると

いう規定があった当時は、この規定の下では「公表」に移行すれば、それで

事は足り、事案は完結する。

　　平成15年改正において、親事業者が勧告に従わなかった場合の「公表」規

定は削られた。そこで、「勧告」に従わない場合どうするのかという問題が

浮上した。これについて、公正取引委員会は、「事業者が公正取引委員会の

勧告に従わない場合には、独占禁止法に基づく排除措置命令や課徴金納付命

令が行われることがある」46としている。

　　この考え方の論拠は、平成15年改正以前には、下請法は、「勧告に従った

ときに限り」独占禁止法の手続規定が適用除外となるので、その反対解釈と

して、勧告に従わなかったときには、適用除外とはならず、親事業者は不公

正な取引方法の一である取引上の優越した地位の濫用（２条９項５号）に該

当するものとして、独占禁止法の手続により排除除措置命令及び課徴金納付

命令を出すことができるというのであろう。

３　親事業者が勧告に従わない場合に、取引上の優越した地位の濫用に当たる

として、独占禁止法の手続に則り処理することには、次のような問題がある。

（１）下請代金の支払遅延などに適合した措置を独占禁止法の排除措置命令に

より命ずることができるのか。下請法が定められた理由の一は、下請取引

の事案を独占禁止法の不公正な取引方法違反とするのが不適切であるから

であり、それを独占禁止法で処理するというのは論理が一貫していないの

ではないか。

（２）勧告で事案の処理は完結しており、勧告時における事情が変わっていな

いのに事案を勧告に従わないといって独占禁止法違反で処理するというの

46 下請取引適正化推進講習会テキスト（令和元年）88頁
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は、一事不再理の原則の適用がないにしても、適切な処理といえるか47。

（３）現行の勧告のときの「公表」は、「公表」規定があったときの「公表」

と事実として同一視できるのではないか。

　上記の諸点からみるなら、勧告に不服従の事案を独占禁止法違反として処理

することは法的に難しいのではないか。また、行政手続法32条２項の規定に照

らして、下請法の勧告に不服従した場合に、独占禁止法の排除措置命令の手続

に移行することが適切かということが論議されよう。

第８章　公的規制（３）－公表・罰則

第１　公表規定の性格と変容

１　31年法は、公表について、「公正取引委員会は、前２項の規定による勧告

をした場合において、親事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を

公表することができる」（７条３項）と定める。法定公表である。

　　この公表規定は、次のようなものであった。

　①　公表するのは、「親事業者がその勧告に従わないとき」である。

　②　「公表することができる」というので裁量的である。

　③　「親事業者がその勧告に従わないとき」というのは、「・・要するに、勧

告の応諾を拒んだ場合と、勧告を応諾した後、公正取引委員会の適当と認

めた一定期間中に勧告した事項を実現することについて誠意がなかったと

いう二つの場合をいうことになるであろう」という48。

　④　公表は、制裁的性格を有する。「‥本法のような場合においては問題の

性格上、会社の経理、ひいては会社全体の社会的信用にかかわる問題でも

あるので、一種の社会的制裁としてきわめて有効な措置であると考えられ

る」49。

47 小早川光郎・行政法講義下（初版第６刷）（弘文堂、平成21）29頁は、行政法上の一
事不再理の原則にとは、「行政機関がある案件をいったん処理し終えた後に、何らかの
事情により、当該案件又はそこに含まれていた問題につき、同じ機関又は別の機関に
おいてその見直しを行うべではないという原則である」、そして「立法で明定されてい
る場合（例、海難審判法７条）以外は、必ずしも明らかでない」という。
48 事務局編�前掲（注25）117頁
49 長谷川・植木�前掲（注26）86頁。
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　　公表規定が定められていた当時勧告に従わないということがなかったの

で、この規定による公表の事例はない。

２　40年改正において、公表規定（７条４項）50が改正され、「公正取引委員会は、

前３項の規定による勧告をした場合において親事業者がその勧告に従わな

かったときは、その旨を公表するものとする」となった。勧告に係る公表が

裁量事項から必要事項となったのである。この改正は、勧告が裁量から必要

に改められたことに対応する。しかし、勧告に従わないということが事実上

ないので、公表が必要事項になっても事実上変わらない。

第２　公表規定の除去と事実上の公表

１　平成15年改正において、「公表」の根拠規定（７条４項）が削られた。そ

の理由は、次のようである。

　　「『公表』の規定があるので、『公表』できるのは、勧告を受けた親事業者

がその勧告に従わなかったときであり、それに限定される。したがって、勧

告を受けてそれに従っているなら、勧告を受けた事実が公表されないので、

親事業者は、その事実を秘匿する。そこで、勧告に従ったときにも、勧告を

したという事実を公表し、遵守事項の不遵守の抑止効果を高めようというと

いうものである」51。

２　平成15年改正後、公正取引委員会は、親事業者に対し、「勧告した場合は

原則として事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等を公表することとして

いる」（「現行公表」という。）のである52。

　　平成15年改正以前の公表は、法的根拠を有し、親事業者が勧告に不服従の

場合であり、「一種の社会的制裁」、すなわち制裁機能を有するものと理解さ

れていた53。他方、その公表規定が定められているので、勧告の時点では公

表ができないと公正取引委員会は判断していたのであろう。そこで、公表規

定が削られたので、逆に勧告の時点で遵守事項の遵守、不遵守を問わず公表

できるというのであろう。

50 「公表」の規定は、31年法では「７条３項」であったが、40年改正において「７条４
項」となった。
51 横田直和・公正取引733号78頁
52 下請取引テキスト前掲（注45）88頁
53 事務局編前掲（注25）113頁



資　　　料

北法71（4・231）863

　　当然にこの考え方のようにはならない。公表規定が削られたことは、公表

するか否かが白紙となったということである。公表するとしても根拠規定な

しの事実上の公表である。現行公表は、法定公表とは性格が異なる。

　　その公表する理由について、「下請法に関する公正取引委員会の法運用の

透明性を高めるとともに、どのような行為が下請法違反とな�るのかを明ら

かにすることで、事業者の予見可能性を高めて下請法違反の未然防止に資す

ることとなるとの理由によるものである」54という。

３　公正取引委員会は、平成15年改正以前において、「公正取引委員会年次報

告（公正取引協会版）」に下請法の勧告の概要を掲載している。この扱いは

公表といえる。公正取引委員会年次報告（平成16年版・公正取引協会）には

平成15年度の下請法の勧告事例（275頁）として、勧告を受けた親事業者を「電

気機械部品等の製造を下請事業者に委託しているＡ社」と記載するほか、違

反事実の概要、勧告の概要を掲載している。これは法的根拠のない事実上の

「公表」であり、親事業者の名義を明示していないので、これは、情報提供

機能の公表として、法的根拠を要しないというのであろう。この公表の趣旨

は、上記の粕渕・杉山の解説と同趣旨といえよう。そこで、上記の公表と現

行公表とではどのような違いがあるのかが問われる。

第３　現行公表の在り方

１　現行公表は、平成15年改正以前の事実上の公表とでは、法的根拠を欠くこ

とは同様であるが、勧告を受けた親事業者名を掲載していることが異なる55。

この違いは法的には大きく異なる。氏名の公表は「行政上の制裁」と位置づ

けられるからである56。

54 粕淵・杉山前掲（注27）187頁
55 平成17年版�公正取引委員会年次報告（公正取引協会）には、公表規定が削られた平
成16年度の勧告事例〔301頁〕が掲載されており、そこでは「輸送用機械器具製造業」
の「〇〇㈱」と親事業者名が明記されている。平成15年改正後では勧告を受けた親事
業者名が明記されているほかは、従前の記載と変わっていない。
56 村上裕章・スタンダート行政法（法学教室473号（2020年）76頁）は、「行政上の制裁」
として「氏名等の公表」を摘示する。
「公表」に親事業者名が明記されることは、そのこと自体が制裁機能を果たすだけで
なく、「公表」されたその親事業者名と「違反行為の概要、勧告の概要」が一体として
制裁機能を果たしているものと理解する。
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　　平成15年改正以前の勧告事例の年次報告の掲載による公表は、法的根拠の

欠く事実上の、しかも情報提供機能のものである。これに対し、現行公表も

法的根拠のない事実上のものであるが、その性格は制裁機能のものである。

そこで、制裁的機能を有する公表には法的根拠を要するのでないかという問

題が提起される。

２　公表が行政法学の観点から論議されたことがある57が、近時一層注目され

ている。公表を情報提供機能と制裁的機能に分けるのは学説にも容れられ、

制裁的機能を有する公表には、法的根拠を要するというのが大勢であるとい

われる58。この考え方によるなら、公正取引委員会が下請法の勧告をし、そ

の内容を公表するには、その法的根拠を定めるべきであるということになろ

う。なお、公表については、Ｏ－157集団中毒公表事件東京高裁判決があ

る59。

３　この問題は、下請法の運用において、勧告に従わない場合に法的根拠なく

公表することと行政手続法32条２項の規定とが関連してくる。

　　行政手続法32条２項は「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に

従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と定め

る。このように、法的根拠なしに行政指導に従わない相手方の氏名等の公表

が、上記32条２項に違反するのでないかというのである。

　　有力学説もまた行政指導への不服従に対し法的根拠なく制裁目的の公表は

許されないという60。

57 早い時期における公表については、雄川一郎ほか・行政強制─行政権の実力行使の
法理と実態（ジュリスト増刊、1977）105頁以下
58 藤田宙靖・［新版］行政法総論上302頁（青林書院、2020）は、「今日では、学説上、
少なくとも『制裁的公表』については法律の根拠が必要であるという考え方がほぼ支
配的であるということができよう」という。
　天本哲史・行政による制裁的公表の法理論（日本評論社、2019）69頁
59 東京高裁判決平成15・5・21　判時1835号77頁）。
　この判決については、村上裕章・ジュリスト1258号（2003）118頁、土井翼・法学教
室468号（2019）10頁、仲野武志・行政上の公表論（法執行システムと行政訴訟─高木
先生退職記念論文集［弘文堂、2020］）89頁）参照。
60 塩野宏・行政法Ⅰ［６版］（有斐閣、2015）334頁）「行政指導に対する不服従の事実
の公表は、・・それが制裁目的としてなされることは、許されない。」、宇賀克也・行政



資　　　料

北法71（4・233）865

４　現在の公正取引委員会による親事業者に対する勧告の際の公表は、法的根

拠なく、制裁機能を有するものであろう。勧告の制裁機能に着眼するなら、

法的根拠の有無を問わず行政指導としては同様であり、一方に法的根拠を要

し、他方には不要という差異を合理的に説明することはできないであろう。

そうであるなら下請法７条の規定による勧告について、公正取引委員会によ

る親事業者名、違反事実の概要、勧告の概要の公表は、法的根拠を要するも

のと思料する。

　　立法論として、消費税転嫁特措法６条２項の規定のように「公正取引委員

会は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表するものとする」

という趣旨の規定を定めるべきであろう61。

第５　勧告・公表の「処分性」

１　平成15年改正において、親事業者の遵守事項の不遵守行為に対する「勧告」

があり、その上、根拠規定なく事実上「公表」することができるとの理解の

下で「公表」されている。勧告は行政指導であるから、「処分性」を欠き、

司法救済を受けられないという考え方が大勢であろう。勧告と公表を一体あ

るいは関連性からみて、処分性が認められないかが論議される。有力な行政

法学の学説は次のようにいう。

　　「私人は、自己を対象とした公表の違法性を、果たして、またどのような

方法によって争うことができるか、という問題がある。公表は、近時では、

‥勧告という、それ自体、本来単なる行政指導としての性格を持つに止まる

行為と結合して用いられる場合が多いのであって、このような場合一層切実

な意味を持ってくることになる」との観点62から、「抗告訴訟と行政指導」

について、「学説上においても、とりわけ不服従者に対する公表等の不利益

的な措置が結合されている行政指導に対しては、たとえこの不利益が法的効

果を伴う不利益ではなくても、取消訴訟の提起が認められる、と明確に説く

手続法の解説［第４次改訂版］（学陽書房、2005）148 ～９頁「公表を制裁目的のもの
と理解すると、たしかに、行政手続法32条２項の精神に違反することになろう。・・（制
裁目的の公表となると、法律や条例の根拠なしに行うことはできないと考えられる。）」
61 白石忠志・多田敏明編著論点体系独占禁止法（第一法規、平26）703頁（村田恭介執
筆）は、「消費税転嫁特措法６条２項のように『勧告をしたときは、その旨を公表する』
と定めればすむ話である」という。
62 藤田宙靖・行政法総論上（青林書院、2020）302頁
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ものがある。」として、次の論説を挙げる63。

　　「問題となるのは、行政指導の実効性が不服従の公表の制度又は事前に警

告された抑制的措置によって担保されている場合であるが、この場合には、

相手方は抗告訴訟による救済を必要とするから、その対象になると解すべき

であろう」64。

　　下請法の公表は、法的根拠に欠けるが、司法救済という観点から公表の立

法措置が望まれるのではないか。

２　行政指導について「処分性」を認めた最高裁判決がある65。この判決の理

解は多様であるが、この最高裁判決の法理を参考に下請法の警告・公表の処

分性を認めることが可能か否かを検討することが今後の課題である。実務上

は、訴訟が提起されなければ不明である。

第６　罰則

　31年における罰則規定は、書面の作成、保存（５条）について、その違反行

為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者（10条）、及び報告・

検査に対し「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし」又は検査妨害した者、い

ずれも３万円以下の罰金に処するというものである（11条）。

　罰則規定は、①書面の不交付には罰則がない。②書面の不作成・不保存（５条）

は親事業者のみが対象である。③不報告・検査は、親事業者・下請事業者も対

象である。

　その後40年改正により、「第３条の規定による書面を交付しなかったとき」

が加えられた。書面不交付に対する罰則の新設は、「・・従来は、必ずしもこ

の義務を履行していない親事業者もあり、これに対しては、公正取引委員会は、

行政指導で是正させていた。しかし、行政指導では不徹底な面もあるので、親

事業者の第５条の規定による書類の作成、保存義務に対する旧10条の罰則に合

せて、罰則を新設することになったもの」という66。

63 藤田　前掲（注62）375頁
64 山内一夫・行政指導（弘文堂・昭和52年第２刷）157頁
65 最高裁２小判平成17・7・15民集59巻６号1661頁
　大久保規子・病院開設中止勧告事件・論究ジュリスト３号94頁、亘理格・北村喜宣
編著・重要判例とともに読み解く個別行政法（2013、有斐閣）425頁（前田雅子執筆）
など
66 川合克倭　公正取引177号33頁
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　罰則は、書面を不交付及び記載事項の不記載に課せられる。不記載は、不交

付と実質的には同じであるからである。平成12年に罰則規定が改正され、書面

の作成、保存義務に「電磁的記録」が加えられた。

　平成15年改正において、いずれの罪に対しても罰金額が50万円以下と引上げ

られた。これまで、罰則が科された事例はない。

第９章　下請法と独占禁止法との関係

第１　下請法と独占禁止法との法的関係

　下請法と独占禁止法とは、多面的である。先ず、下請法と独占禁止法との関

係について、下請法は、独占禁止法の「補完法」あるいは「特別法」であるとい

われる。

　公正取引委員会は、「下請事業者の利益を確保するためには、独占禁止法の

違反処理手続とは別の簡易な手続が必要であるとの考えから、下請代金支払遅

延等防止法（・・）が、昭和31年に独占禁止法の補完法として制定された67」と

いうように、もっぱら手続の観点から「補完法」と位置づけている。他方、独

占禁止法の実体規定の観点からも論じられることが多い68。「補完法」であると

いうのは、他の法律では適用できない規定・事実に対し適用できるようにする

ということであり、両者の間に特段法的関連があるのではない。

　下請法が独占禁止法の「特別法」であるともいわれる69。「特別法」は一般法に

優先するというのであるから、ある事案には先ず下請法を適用すべきであると

いうことになる。下請法の制定は、独占禁止法では下請関係を巡る問題を適切

に規制できないと判断したからであり、そこからは、法適用の後、先という関

係はないのでないか。

　下請法は、独占禁止法の優越した地位の濫用規制の考え方を採り入れている

が、法的には、両法はそれぞれ独立した法律である。目的規定をみても、独占

禁止法の目的は一般消費者の利益を確保することであり、下請法は下請事業者

67 事務局編前掲（注25）１頁
68 伊東ほか２名前掲（注24）５頁、多田敏明・下請法（舟田・土田編著・独占禁止法
とフェアコノミー（日本評論社2017）160頁
69 粕渕・杉山　前掲（注27）３頁
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の利益の保護であるから、それぞれの法理があるものと理解する。

第２　独占禁止法の適用除外規定

１　下請法８条は、同法と独占禁止法の適用除外についての規定である。31年

制定法は、次のように定めていた。

　　「公正取引委員会が前条第１項又は第２項の規定による勧告をした場合に

おいて、親事業者がその勧告に従ったときは、親事業者のその勧告に係る行

為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（・・）第

48条、第49条、第53条の３及び第54条の規定は適用しない。」

　　この適用除外規定について、「この第８条によれば、勧告の対象となった

行為が同時に独占禁止法に違反することとなる場合であっても、同法の手続

によって更に重複的に責任は問われないことになっているのである」と説明

された70。下請取引には独占禁止法が適用されないことの確認であろう。

　　この規定は、40年改正において次のように改められた。

　　「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（・・）第48条、第49条、

第53条の３及び第54条の規定は、公正取引委員会が前条第１項から第３項ま

での規定により勧告した場合において、親事業者がその勧告に従ったときに

限り、親事業者のその勧告に係る行為については、適用しない。」

　　この規定は、独占禁止法の適用除外規定であるから、条文の始めに適用除

外される条項を定め、次いで適用除外される場合、適用除外の対象を明示す

るように改めたものであろう。文面が大きく改められたが、内容は特段変わ

りなく、改正の狙いは、「独禁法との関係をより明確にするため、規定を整

備するもの」である71という。

２　その後、平成17年改正において、独占禁止法の審判手続の廃止に伴い条文

が整理され、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（・・）第

20条の規定」と改められ、平成21年改正において不公正な取引方法への課徴

金の賦課に伴う改正があったのでそれに対応して、「第20条の規定」を「第

20条及び第20条の６の規定」と改められた。不公正な取引方法の手続規定の

適用除外であることが明らかになった。

３　下請法８条の規定により適用除外となる対象は、個別事案である。その事

70 事務局編　前掲（注25）118頁
71 長谷川・植木前掲（注26）31頁
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案の主体である親事業者に対し、勧告に従うなら手続規定を適用しないとい

う。

第３　勧告以前の時点で親事業者を不公正な取引方法に該当するとして独占禁

止法の手続により処理できるか。

１　31年法の事務局編の解説では、次のようにいう。

　　「公正取引委員会は、第４条各号に規定する親事業者の行為が、『取引上の

地位を不当に利用して』おり、私的独占禁止法にも違反していると認めると

きは、必要に応じ、例えば、その行為が極めて悪質であり、同法による制裁

を加えるべきであると思料するとき、あるいは、勧告等の措置をもってして

は充分な効果が期待されないと認めるような場合は、本法の勧告等の措置を

経ることなく、直ちに私的独占禁止法の手続をとることができるのであ

る」72。

　　いずれの法律によっても処理でき選択的であるという考え方は、「元来、

親事業者が４条各項各号の行為を行うことは、独占禁止法に規定する『不公

正な取引方法』を用いる場合に該当するものであり、その違反者に対しては、

同法に基づく審決によって排除措置を命ずることもできる・・」73という。

２　この考え方には次の点から疑問である。

（１）下請法が制定されたのは、事案を不公正な取引方法として処理するのが

不適切であるというのであるから、制定後も不公正な取引方法による処理

の不適切さは変わらない。

（２）下請法は、遵守事項を守らない親事業者の行為について、規制手法は「勧

告」は行政指導であり、「公表」が制裁的機能を有する。�不公正な取引方

法の優越した地位の濫用に対しては、排除措置命令という行政処分を出す

ほか、課徴金を課す。制裁の重さの違いからみて大きな差があり、これを

埋めるだけの合理的理由があるか疑問である。

（３）下請法の勧告の対象の全ての事案が選択的であるとはいえない。例えば、

親事業者の資本金額３億円超で、下請事業者の資本金額２億９千万円とす

るなら、下請法で処理できるが、親事業者を優越した地位の濫用行為とし

て違法とはいえないのでないか。

72 事務局編　前掲（注25）119頁
73 長谷川・植木前掲（注26）84頁
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（４）これまで、全て下請法により処理してきている。下請法で処理すること

が慣行となっているのでないのか。そのような状況の下で、ある事案を不

公正な取引方法として処理するということを合理的に理由づけることがで

きるか。違法な事件処理となるのでないか。

　　　さらに、次のようにいえる。

　　　下請法制定以来60有余年経過したが、その間、下請法によって処理でき

る事案を独占禁止法によって処理したというものはない。それにもかかわ

らず、ある不遵守事案を独禁止法の優越的地位の濫用行為に該当し、不公

正な取引方法であるとして排除措置命令と課徴金納付命令を出すことは、

法律の執行の差別的取扱いであり、憲法14条法の下の平等に反するという

主張に直面するであろう74。この主張に堪え得ることができるかが問われ

る。

　　　公正取引委員会は、実務上は、「独占禁止法第２条第９項第５号と下請

法の双方が適用可能な場合には、通常、下請法を適用することとなります」

と答えている75。したがって、実際には、選択的運用はなされないであろう。

むすび

１　これまで、下請法による規制を時系列によってその推移をみてきた。31年

制定法の特色として、次のようにいえよう。

（１）①５つの中核概念を定義することにより、下請法の適用領域を定め、②

「親事業者」と「下請事業者」を資本金額のみによって区分し、③規制基

準に「不当に」、「正当な理由なく」というような不確定概念を採らず、④

規則事項が書類の作成・保存規定にあるのみで、規制を法定して完結して

いる。

　　このような規制の仕方は「明確性」といえよう。

（２）目的規定の親事業者による「下請代金の支払遅延等」の「防止」を規制

74 芦部信喜・憲法学Ⅲ人権各論（１）［増補版］（有斐閣2000）16頁
　中村睦男ほか・憲法Ⅰ第３版（有斐閣、平13）264頁
75 「『�優越した地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方』（原案）に対する意見の概
要とこれに対する考え方」６頁
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の対象とし、親事業者の遵守事項の不遵守行為に対し、勧告としているの

は、親事業者が遵守事項を守らない事態が生じても、それを正した上で下

請取引の継続が望まれるからである。これを「継続性」といえよう。

（３）「勧告」が裁量的規制であり、公正取引委員会の柔軟な法運用がのぞまれ、

また、勧告前に、親事業者が自発的に不遵守を是正も法運用の柔軟性を示

すものといえよう。これを「柔軟性」といえよう。

２　下請法の改正と現状の特色

　　下請法は、その目的規定及び31年制定法を基底におき、親事業者と下請事

業者との間の下請代金の支払等の紛争（トラブル）を勧告（行政指導）によっ

て解決しようとすることは、制度としては基本的に変わっていないが、時勢

に応じて度重なる改正を行われ、それは一貫して規制強化の歩みであった。

（１）明確性の観点からは、下請代金の支払遅延（４条１項２号）の規定は、

支払期日の法定（37年改正）に合わせて規制基準が明確になったといえる。

他方、遵守事項は制定時の第１類から、逐次第２類、第３類、第４類と拡

大、遵守事項の規定に不確定概念が導入され、明確性は後退した。

（２）継続性の観点からは遵守事項が拡大し、その不遵守行為に対する措置の

内容が詳細になったが、勧告として特段変わっていない。

（３）「柔軟性」の観点からは、規制手法である勧告が必要的となり、親事業

者の自発的是正が後退し、また、勧告の内容に再発防止が組み入れられ、

勧告の際に公表されるようになり、公正取引委員会の主導的規制に移行し

ている。

３　勧告の内容が独占禁止法違反の行政処分と実質的に変わらないものとな

り、それが公表される。公表は、制裁的なものである。とするなら、勧告と

公表と併せてそこに処分性を認められるかが論点となろう。
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