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1  はじめに

2  ガイドライン解説

1   見積条件の提示（建設業法第20条第3項）

2 書面による契約締結

3 不当に低い発注金額（建設業法第19条の3）

犬塚 浩 （45期）
●Hiroshi Inuzuka
当会会員、住宅紛争審査会運営委員会 副委員長

〈略歴〉
1993年4月  弁護士登録
2008年4月～2009年3月  住宅紛争審査会運営委

員会 委員長
2012年4月～2013年3月 副会長
2014年6月～現在  日弁連住宅紛争審査会

運営委員会 副委員長
2015年4月～2017年3月  住宅紛争審査会運営委

員会 委員長
2017年4月～   住宅紛争審査会運営委

員会 副委員長

森下 寿光 （61期）
●Toshimitsu Morishita
当会会員、住宅紛争審査会運営委員会 委員

〈略歴〉
２００８年　 弁護士登録

日本橋フォーラム綜合法律事務所
入所

２０１５年　 第二東京弁護士会
住宅紛争審査会
紛争処理委員

２０１６年　 首都大学東京 法科大学院
非常勤講師

川端 啓之 （62期）
●Hiroyuki Kawabata
当会会員、
住宅紛争審査会運営委員会 副委員長

〈略歴〉
2009年  弁護士登録
2015年  第二東京弁護士会 住宅紛争

審査会 紛争処理委員
2017年4月～  住宅紛争審査会運営委員会 

副委員長

稲垣 司 （67期）
●Tsukasa Inagaki
当会会員、住宅紛争審査会運営委員会 委員

〈略歴〉
2014年　 弁護士登録

永盛 雅子 （67期）
●Masako Nagamori
当会会員、
住宅紛争審査会運営委員会 副委員長

〈略歴〉
1984年  株式会社リクルート入社
1986年  株式会社リクルートコスモス

入社
2015年  弁護士登録

株式会社ザイマックス入社
2017年4月～  住宅紛争審査会運営委員会 

副委員長

磯部 まな （67期）
●Mana Isobe
当会会員、住宅紛争審査会運営委員会 委員

〈略歴〉
2015年　 弁護士登録
2015年　 三菱重工業株式会社勤務

D13400_02-10.indd   2 17/05/09   14:43



NIBEN Frontier●2017年6月号 3

2 ガイドライン解説

指値発注（建設業法第19条第1項、
第19条の3、第20条第3項）4

犬 塚 　続きまして、「4指値発注」の部分を
お願いします。
1 ガイドラインの行為事例
森 下 　続けて森下の方からご説明させてい
ただきます。
　ガイドライン冒頭に、【建設業法上違反とな
るおそれがある行為事例】として「①発注者
が、自らの予算額のみを基準として、受注者
と協議を行うことなく、一方的に請負代金の
額を決定し、その額で請負契約を締結した場
合」「②発注者が、合理的根拠がないにもかか
わらず、受注者の見積額を著しく下回る額で
請負代金の額を一方的に決定し、その額で請
負契約を締結した場合」「③発注者が複数の建
設業者から提出された見積金額のうち最も低
い額を一方的に請負代金の額として決定し、
当該見積の提出者以外の者とその額で請負契
約を締結した場合」が、【建設業法上違反とな
る行為事例】として、「④発注者と受注者の間
で請負代金の額に関する合意が得られていな
い段階で、受注者に工事に着手させ、工事の
施工途中又は工事終了後に発注者が受注者と
の協議に応じることなく請負代金の額を一方
的に決定し、その額で請負契約を締結した場
合」「⑤発注者が、受注者が見積りを行うため
の期間を設けることなく、自らの予算額を受
注者に提示し、請負契約締結の判断をその場
で行わせ、その額で請負契約を締結した場合」
が挙げられています。これらは指値発注する
ことにより生じる問題です。
　ガイドラインでは、「指値発注とは、発注者
が受注者との請負契約を交わす際、受注者と
十分な協議をせず、又は受注者との協議に応
じることなく、発注者が一方的に決めた請負
代金の額を受注者に提示（指値）し、その額
で受注者に契約を締結させることをいう」と
しています。

2 抵触する条文（ガイドライン20ページ）
　指値発注は建設業法上のいろいろな条項に
抵触するおそれがあります。
　まず、指値というのが請負代金の協議が全
くないことになるため、前編で述べた「発注
者の地位の不当利用」にあたるということで
建設業法第19条の3違反になってしまうという
ことです。冒頭の行為事例は全部指値でやっ
ておりますので、全てのケースでこの第19条
の3違反のおそれがあります。
　また、指値をして、受注者に請負契約を締
結するか否かを判断する見積りの熟慮期間を
与えないことになるので、前編で述べた見積
熟慮期間の確保を図る建設業法の第20条第3項
に抵触するおそれがあります。
　したがって、ガイドラインの行為事例⑤は、
発注者が見積期間を全く設けずに指値をさせ
て、その場で判断させて請負契約を締結して
いるということで、建設業法第20条の3に明白
に違反します。
　さらに、指値で発注者と受注者間の合意が
得られず、契約書の作成がない段階で発注者
が受注者に対して工事の施工を強要したと。
その後に、請負代金額を発注者の指値によっ
て一方的に指定するとなると、着工前に契約
書を作成しなければならないとする建設業法
第19条第1項に違反します。ガイドラインの行
為事例で見ますと、④ですね。こちらは請負
代金額という請負契約書の法定記載事項とさ
れるものが定まらないことから、契約書作成
未了であるにもかかわらず、強要して工事に
着手させているということです。なので、こ
ちらは建設業法第19条第1項に明確に違反して
しまうということです。

不当な使用資材等の購入強制
（建設業法第19条の4）5

犬 塚 　次にいきたいと思います。「5不当な
使用資材等の購入強制」をお願いします。
1 ガイドラインの行為事例
磯 部 　使用資材について、受注者に対して
発注者が指定するのはよくあることだと思う
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んですけれども、ガイドラインではこの指定
が受注者にとって不当となる場合について注
意喚起しております。ガイドラインが示して
いる行為事例は、【建設業法上違反となるおそ
れがある行為事例】となっています。
　行為事例①として、「請負契約の締結後に、
発注者が受注者に対して、工事に使用する資
材又は機械器具等を指定し、あるいはその購
入先を指定した結果、受注者が予定していた
購入価格より高い価格で資材等を購入するこ
ととなった場合」が挙げられています。
　行為事例②として、「請負契約の締結後、当
該契約に基づかないで発注者が指定した資材
等を購入させたことにより、受注者が既に購
入していた資材等を返却せざるを得なくなり
金銭面及び信用面における損害を受け、その
結果、従来から継続的取引関係にあった販売
店との取引関係が悪化した場合」が挙げられ
ています。
2 建設業法第19条の4の趣旨
　適用され得る建設業法の規定は第19条の4で
す。発注者は請負契約の締結後、自己の取引
上の地位を不当に利用して、注文した建設工
事に使用する資材もしくは機械器具、または
これらの購入先を指定し、これらを受注者に
購入させてその利益を害してはならないと規
定されています。
　次に、法律上の趣旨です。発注者の地位に
ついて、建設工事の発注者は継続的に多量の
工事を注文することが多く、経済的に優越し
た地位にあるために、請負契約を締結した後
においても、その地位を不当に利用して、建
設工事に使用する資材、機械器具を指定して、
またはその購入先を指定して受注者に購入さ
せるおそれがあるというような注文時の地位
に着目しております。
　受注者の損害については、既に使用資材、
機械器具を購入している受注者にとっては、
新たに指定されることによって、その分損害
をある程度与えられます。あとは、まだ購入
していない場合であっても、指定によって購
入先が限定されて、商取引上において不利な
立場に立たされるおそれがあったり、あるい

は既に継続的取引関係にある購入先がある場
合には、本当は通常よりも安い価格で資材等
を購入することができるのだと期待して契約
関係に入った場合に、その利益を不当に害す
ることになってしまいます。その結果として、
受注者の経営の安定を脅かし、ひいては建設
工事の適正な施工を妨げる結果となるという
ことが、この建設業法第19条の4の趣旨です。
3 要件
　ガイドラインは、建設業法第19条の4で禁止
される「不当な使用資材等の購入強制」につ
いて、「①請負契約の締結後に、②発注者が、
自己の取引上の地位を不当に利用して、③受
注者に使用資材若しくは機械器具又はこれら
の購入先を指定し、これらを受注者に購入さ
せて、④その利益を害すること」としていま
す。（①～④の合番は編集担当者が記載したも
の）
　まず①について、規制の対象は、「請負契約
の締結後における行為」に限定されています。
これは、請負契約の締結前であれば、発注者
の指定にしたがって、その分適正な見積りを
行って、見積りの中にお金を乗せることがで
きると。それによって、適正な請負代金で契
約を締結することができるため、除外されて
おります。
　次に、「②自己の取引上の地位の不当利用」
ですけれども、ガイドラインは、不当利用に
ついて、「取引上優越的な地位にある発注者
が、受注者の選定権等を背景に、受注者を経
済的に不当に圧迫するような取引等を強いる
ことをいう」としています。この要件ですけ
れども、具体的な事案に応じて判断されてい
ます。例えば取引関係の力関係にあるもので
すとか、受注者の意思に基づくものであれば、
もちろんこれにあたらないだろうという基準
があります。
　例外としては、契約した請負契約の内容か
ら、一定の品質の資材等を当然必要とするこ
とが明らかな場合にもかかわらず、受注者が
これより品質の劣った資材を使用している場
合等には、たとえ発注者が指定を行ったとし
ても第19条の4違反にはならないとされていま
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す。
　次に、「③資材等又はこれらの購入先の指
定」とは、具体的に商品名や販売会社を指定
して裁量の余地を与えないような指定の仕方
です。例えば、○○会社の△△型というふう
に指定する場合が挙げられます。
　最後に「④受注者の利益を害する」という
要件ですけれども、これは金銭面だけではな
くて、信用面において損害を与えることも含
まれます。例えば、予定していた契約締結段
階で、ここから買おうというふうに受注者が
予定していた資材の購入価格よりも高い価格
で購入せざるを得なかった場合ですとか、締
結後に指定されたことにより、もともと買っ
ていた資材を返却しなければいけなくなって、
信用面、もちろん金銭面にも損害があって、
その結果、もともと購入していた購入先から
信用を失って、取引関係がその後極度に悪化
した場合が挙げられます。これらの留意点と
しては、資材等の指定を行う必要がある場合
には、発注者としては見積条件にあらかじめ
資材の内容を含めて、これを受注者にちゃん
と理解してもらった上で価格に反映するとい
うことが挙げられます。
4 違反の効果
　「不当な使用資材等の購入強制」の違反の効
果ですけれども、建設業法上の違反の効果と
しては、発注者に対する勧告があります。発
注者に対する勧告については、第19条の5に規
定がありまして、「建設業者と請負契約を締結
した発注者が違反した場合には、当該建設業
者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知
事は、当該発注者に対して必要な勧告をする
ことができる」とあります。
　この発注者ですけれども、独禁法第2条第1
項の規定による事業者が除かれていますので、
勧告の対象は国または地方公共団体等の公的
発注機関に限定されます。勧告しかないとい
うことですけれども、公的発注機関であるた
め、勧告のみでも効果が期待できるとされて
おります。
　あとは、第19条の4違反の場合には、独禁法
第19条の規定に違反しているときには、公正

取引委員会に対して適切な処置を取ることを
求めることができるという措置要求の規定が
あって、そのほかは独禁法の一般的な規定に
よると思われます。

やり直し工事（建設業法第19条
第2項、第19条の3）6

犬 塚 　続きまして、「6やり直し工事」をお
願いします。
1 ガイドラインの行為事例
磯 部 　ガイドラインの行為事例としては、
【建設業法上違反となるおそれがある行為事
例】として、「発注者が、受注者の責めに帰す
べき事由がないにもかかわらず、やり直し工
事を行わせ、必要な変更契約を締結せずにそ
の費用を一方的に受注者に負担させた場合」
が記載されております。
　やり直し工事について、建設業法上に直接
の規定はないのですが、関係規定としては、
第19条の5の「契約の内容の変更について」と
第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」の
2つが該当する可能性がある規定として挙げら
れています。
　このように建設業法上に直接の条文がない
けれども、あえてガイドラインで取り上げら
れた趣旨は、やり直し工事にかかる費用を不
当に受注者に負担させた場合には、受注者を
経済的に不当に圧迫することになって、受注
者の責めに帰すべき理由がある場合を除いて
は、当該やり直し工事に必要な費用は発注者
が負担する必要があるという趣旨によるもの
です。
2 やり直し工事の注意点や責任分配
　ガイドラインがやり直し工事について注意
すべき点を4つ挙げていますので、ご説明しま
す。
　まず1つ目ですけれども、やり直し工事を受
注者に依頼する場合には、一方的に費用を負
担させることはなく、帰責事由や費用負担に
ついて発注者と受注者間で十分協議すること
が必要とガイドラインでは言っております。
　2つ目として、受注者の責めに帰さないやり
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直し工事を依頼する場合は、工事の施工途中
や施工後において、発注者が受注者に対して
やり直し工事を依頼する場合は、速やかに受
注者と十分協議した上で契約の変更を行う必
要があるとされています。発注者がこのよう
な契約の変更を行わず、やり直し工事を受注
者に施工させた場合には、建設業法の第19条
第2項に違反するとされています。
　受注者の責めに帰さない事由について、民
法上は、施工中は仕事の完成前ですので、請
負契約の目的たる建築物が完成前に天災等で
滅失した場合には、受注者は報酬請求権を失
うとされているとおり、受注者の負担となる
のが原則です。危険負担については、仕事の
完成後、滅失した場合には、もちろんこれも
受注者が販売拒否を受ける権利は有しないと
されています。
　一方で、民間の建設工事標準請負契約約款
については、不可抗力による損害の欄で、第
21条第2号、この損害について発注者、受注者
および管理者が協議して重大なものと認め、
かつ受注者が善良な管理者としての義務を果
たしたと認められるものは発注者がこれを負
担するとされています。
　先ほど述べたとおり、民法上は原則として、
不可抗力の場合は、そのやり直しの費用とい
うのは受注者負担ではあるんですけれども、
約款ではこのような重大なものと認められた
場合には発注者負担というふうに修正がされ
ておりますし、また、建設業法上も過去に受
注者が責めに帰さないやり直し工事を依頼す
る場合には、契約の変更を義務付けることに
よって受注者保護を図っていると考えられま
す。
　次に3つ目として、やり直し工事の費用を受
注者に法的に負担させる場合にも注意が必要
です。請負代金の額が当初契約工事およびや
り直し工事を施工するために、通常必要と認
められる原価に満たない金額となるとき、つ
まり不当に低い発注金額であるという場合に
は、受注者と発注金額の間の取引依存度によ
っては、建設業法第19条の3の不当に低い請負
代金の禁止に違反するおそれもありますので、

ご注意いただきたいと思います。
　最後に4つ目として、受注者の責めに帰すべ
き事由がある場合については、例えば施工内
容が契約書面に明示された内容と異なる場合
ですとか、施工に瑕疵がある場合が挙げられ
ますが、これはもちろん受注者の費用負担と
されています。
　一方で、発注者の責めに帰すべき事由があ
るとされる場合ですけれども、1つ目に、例え
ば受注者から施工内容等を明確にするよう求
めがあったにもかかわらず、発注者が正当な
理由なく明確にせず、受注者に継続して作業
を行わせたことにより施工が発注者の意図と
異なることとなった場合ですとか、発注者の
指示あるいは了承した施工内容に基づき施工
した場合において、工事の内容が契約内容と
異なる場合には、受注者の負担する理由がな
いので、発注者の負担となります。
　これらの違反の効果ですけれども、第19条
第2項と第19条の3について、いずれも前述の
とおりです。
3 やり直し工事とは何か
犬 塚 　はい、ありがとうございました。や
り直し工事は何をもってやり直し工事という
のか、どちらに責任があるのかというのは常
に問題となるケースだと思います。コミュニ
ケーションの悪さが原因で、工事が進んでい
くうちにそんなことは頼んでいないという話
になってきて、もう1回やり直せという話にな
ることは、工事の現場では間々あることでご
ざいます。
磯 部 　やり直し工事がどういうものなのか
具体的になかなかイメージしづらいというの
はこのチームでも議論したところで、追加変
更工事とやり直し工事とは明確に違うもので
あるということがガイドラインの中では定め
られています。
　では、やり直し工事とはどういうものなの
かということなんですけど、元請け業者と下
請け業者との間では日常、頻繁によくある話
です。工事は順々にできていくものなので、
下にある設備の配管があって、その上に仕上
げ工事を施すというような感じで工事がその
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部分について完成しているような場合で、例
えば設備工事、配管工事に不具合があること
が検査したら分かったと。
　そうすると、その設備工事をやり直すため
には上の仕上げ工事の部分を1回壊して、設備
配管をやり直して元に戻さないといけない。
このときに、要は上の仕上げ工事になる部分
というのは結局やり直し工事になるわけです。
元請け・下請け間のやり直しというのはすご
くイメージしやすいところです。他方、発注
者・受注者間のやり直し工事は、天災以外に
は具体的にはイメージしにくいところではあ
るんですが、例えば、発注者が工事を複数に
分けて受注者に発注しているような場合が挙
げられます。
　例えば、建物はA社にお願いする、外構工
事、植栽工事はB社に発注というような場合
ですと、要は受注者、元請けと元請けになる
わけですが、そこで何か建物と植栽工事の取
り合い部分で、植栽工事をやり直さなくちゃ
いけないようなことがあって、建物の方も例
えば一部直さなくてはいけないというような
場合には、このどちらの工事がやり直し工事
にあたるのだろうと。受注者に責任がないに
もかかわらず、別の工事業者がやった工事に
不備があったりしたせいで、こちらの工事も、
変更や追加ではないんだけれども、やり直さ
なきゃいけなくなるというようなことがガイ
ドラインで規定されているやり直し工事なの
かなと思っています。

支払（建設業法第24条の5）7
犬 塚 　続いて「7支払」の方にいきたいと
思います。よろしくお願いします。
1 ガイドラインの行為事例
川 端 　この支払の部分ですが、まずガイド
ラインの内容として、【望ましくない行為事
例】の適示がなされております。なぜ「望ま
しくない」という表現になっているかという
ところは後でご説明します。行為としては2つ
挙げられています。
　①として、「請負契約に基づく工事目的物が
完成し、引渡し終了後、発注者が受注者に対
し、速やかに請負代金を支払わない場合」。そ
れから②として、「発注者が、手形期間の長い
手形により請負代金の支払を行った場合」で
す。いずれの事例も発注者が受注者による建
設業法第24条の5違反の行為を誘発するおそれ
があり、望ましくないとされています。
2 建設業法第24条の5とガイドラインの関係
　 図表1 をご覧ください。発注者、受注者、
下請負人がいまして、発注者・受注者間にお
けるガイドラインというのはこの縦の関係を
述べているものです。
　他方、建設業法第24条の5は、横の関係、受
注者と下請負人の関係を規定しています。
　建設業法第24条の5の対象となる下請け契約
は、特定建設業者が注文者となった下請け契
約で、下請け契約における契約が、特定建設
業者または資本金額が政令で定める金額以上
の法人である者を除くとされておりまして、
この図にあるとおり、受注者が特定建設業者、

建設業法第24条の5とガイドラインの関係図表1

講演録：建設業法令遵守ガイドラインの概要

発注者

←発注者・受注者間におけるガイドライン

↑
建設業法第24条の5

受注者 下請負人

特定建設業者 資本金4,000万円未満の一般建設業者
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それから下請負人が資本金4,000万円未満の一
般建設業者である場合に、建設業法第24条が
適用されます。
　下請け契約の定義は、建設工事を他の者か
ら請け負った建設業を営む者と他の建設業を
営む者との間で当該建設工事の全部または一
部について締結される請負契約をいうとされ
ています。政令で定める金額は、建設業法施
行令第7条の2で4,000万円とされています。
　冒頭の行為事例で「望ましくない」という
表現になっているのは、建設業法違反となる
のは受注者であって、その受注者が違反をし
ないために発注者に対して適切な支払いをし
てくださいということを規定しているのがこ
のガイドラインであるためです。
3 ガイドラインの内容
（1）請負代金支払時の留意事項
　発注者から受注者への請負代金支払時の留
意事項が2つあります。
　1つ目は、本来は工事目的物の引渡しと請負
代金の支払は同時履行の関係に立つというこ
とで、発注者から受注者への支払いは元請け、
下請け間の支払いに大きな影響を及ぼすこと
から、少なくとも引き渡し終了後、できるだ
け速やかに適正な支払いを行うように定める
ことが求められるとあります。
　2つ目として、特に長期工事の場合等、民間
工事標準請負契約約款の規定に沿って前払金
制度あるいは部分払制度を活用するなど、迅
速かつ適正な支払を行うことが望ましいとさ
れています。
（2）  目的物の引渡しを受けた場合には、でき

るだけ速やかに支払を行うこと
　受注者から下請負人への支払についての留
意点は3つです。
　1つ目として、建設業法第24条の5において、
受注者は、下請負人が引渡の申出を行った日
から起算して50日以内に支払うと規定されて
いる点です。
　2つ目として、建設業法第24条の5の規定は、
発注者から受注者に工事代金の支払いがある
か否かにかかわらず適用される点です。発注
者の支払期日によっては建設業法に定めた元

請下請間の支払に実質的な影響を与えかねな
いことから、発注者は、これらの元請下請間
の下請代金の支払に関する規定も考慮し、で
きるだけ速やかに支払を行うことが望ましい
とされています。
　3つ目として、国が発注する公共工事におい
ては、政府契約の支払遅延防止等に関する法
律に、検査、支払の時期が規定されていまし
て、国以外の公共発注者においても、迅速な
支払の確保に努めるべきとされています。
（3）長期手形を交付しない
　建設業法第24条の5第3項で、これも元請と
下請間のことですが、一般の金融機関による
割引を受けることが困難であると認められる
手形として、例えば、手形期間が120日超の長
期手形を交付してはならないとされています。
発注者から受注者への支払方法は、元請下請
間の支払に実質的な影響を与えかねないこと
から、発注者もこの長期手形を交付すること
がないようにすることが望ましいとされてお
ります。
4 補足
（1）  ガイドラインと建設業法第24条の5の規定

の差異
　ガイドラインでは、（3）のところで長期手
形とされておりますが、建設業法第24条の5第
3項では、一般の金融機関による割引が困難で
あると認められる手形とされておりますので、
期間だけで判断されるわけではないというこ
とをご留意いただければと思います。
（2）  建設業法第24条の5第3項の「割引を受ける

ことが困難であると認められる手形」の
意義

　これは、そのときの金融情勢、金融慣行、
振出に至る元請け人の信用度の事情、手形の
支払期間などが総合的に勘案されて判断され
ると言われています。
　この点、「建設業の下請取引に関する不公正
な取引方法の認定基準」という公正取引委員
会からの通達の別紙では、手形の判断方法と
しては、「割引を受けられるか否かは、振出人
の信用、割引依頼人の信用、手形期間、割引
依頼人の割引枠等により判断することになろ
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う」とされています。
（3）下請け代金の支払期日と手形満期日の関係
　ガイドラインでは、基本的には長期手形は
120日を超えるようなものが長期手形とされて
います。他方、下請け代金の支払期日は先ほ
ど建設業法第24条の5で見たとおり、50日以内
です。この手形の満期日が支払期日を超えて
いてもよいのかという話ですが、支払期日ま
でに一般の金融機関で割引を受けることが困
難でない限り、建設業法違反とはならないと
解されているようです。
（4）建設業法違反第24条の5違反の効果
　建設業法違反第24条の5第4項に定めがあり
まして、これも元請と下請間の規定ですが、
50日経過した日から当該下請代金の支払をす
るまでの期間について14.6%の遅延利息を支払
う義務が生じます。
　支払期日が50日以内に定める場合で、それ
を超えてしまった場合は、50日経過するまで
は年6分、もしくは約定利率になります。50日
経過した場合は、年率14.6%になります。

関係法令8
8-1 独占禁止法との関係について

犬 塚 　最後に独占禁止法との関係について、
お願いします。
1 はじめに
稲 垣 　この部分は建設業法とは少し外れて
しまいますが、ガイドライン8-1は独占禁止法
との関係について触れておりますので、ここ
では独占禁止法がどのような内容であるかと
いうことについて確認させていただきたいと
思います。
　ここで問題となる事柄というのは、発注者、
受注者問わず対象となることに注意が必要で
す。これまでご説明があった建設業法という
のはおおむね受注者側の問題でございました
が、これから説明する事柄というのは発注者
側も規制の対象となります。
　では、具体的に内容を見ていきたいと思い
ます。まず、条文の立て付けについて確認し
ます。

　独占禁止法の正式名称は、「私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律」という長
い名称の法律ですが、その第19条に、不公正
な取引方法を用いてはならないという規定が
あります。そして、不公正な取引方法が何か
という定義については、条項の第2条9号に規
定が置かれております。
　そこでは不公正な取引方法が様々な類型に
分けて整理されています。今回ガイドライン
との関係で問題となるのは、第2条第9項5号に
規定されている、いわゆる「優越的地位の濫
用」という行為です。そもそもなぜその優越
的地位の濫用行為というものが規制されてい
るのかという点を軽くご説明いたします。
2 優越的地位の濫用とは
　優越的地位の濫用は、自由競争の基盤を侵
害するおそれのある行為であることから規制
されてきたというふうに解されています。
（1）規制の趣旨
　規制の趣旨は2点あります。1つ目は、相手
方の自主的な判断を阻害するおそれがあると
いう点、もう1点は、競争関係における自然な
均衡を崩してしまうという点です。
（2）違法要件
　では、どのような場合に優越的地位の濫用
にあたるのか。その要件は3点です。
　優越的地位にある者がした行為であるとい
うことが1点目、正常な商慣習に対して不当で
あるということが2点目、濫用行為であるとい
うことが3点目です。
（3）各要件の検討
① 優越的地位とは
　優越的地位とは、甲と乙があるとして、乙
にとって甲との取引の継続が困難になること
が事業経営上大きな支障を来すため、甲が乙
にとって著しく不利益な要請等を行っても、
乙が受け入れざるを得ない場合をいいます。
　具体的には、ⅰ）乙の甲に対する取引依存
度、ⅱ）甲の市場における地位、ⅲ）乙にと
っての取引先変更の可能性、ⅳ）その他甲と
取引することの必要性を示す具体的事実を総
合的に判断して、優越的地位にあるかどうか
ということを検討することになります。この
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中でもⅰ）取引依存度とⅱ）市場における地
位の2点がわりと重要視される傾向にあると思
います。
② 正常な商慣習に照らして不当
　この要件は、基本的には後述する濫用行為
の該当性と判断が重複するため、要件として
独自に判断されるということはありません。
　ただ、注意を要するのは、ここでの正常な
商慣習というのは、競争秩序に維持促進とい
う観点から是正されるかどうかという意味で
正常性を判断するものでありまして、現に今、
その商慣習があるということから、直ちにそ
の行為が正当化されるわけではないというこ
とは誤解のないようにしていただければと思
います。
③ 濫用行為
　第2条第9項5号に濫用行為の類型が挙げられ
ています。
　具体的にどういう行為が濫用行為にあたる
のかということにつきましては、極めて総合
的な判断が要求されますので、かなりいろい
ろな事情を踏まえて検討する必要があります。
　ただし、行為類型として「不利益な取引条
件の設定等」というバスケット条項のような
ものがあります。したがって、基本的には先
ほどご説明しました規制の趣旨に照らして不
当だと思われるような取引あるいは取引条件
というのは基本的には濫用行為にあたる可能
性があるというふうな認識でいていただけれ
ばと思います。
3 違反の効果
　次に、違反した場合の効果としては、公正
取引委員会から受ける措置がどういうものな
のかという点と取引の相手方との関係でどの
ような影響があるのかという点の2点が問題に
なります。
　まず、公正取引委員会が行える措置として
は大きく3つあります。1つ目は、排除措置命
令、すなわち行為をやめさせる、あるいは防
止するための措置を取れというような命令を
公正取引委員会が出すということです。2つ目
は、課徴金納付命令。すなわち違反したこと
を理由にお金を払えという命令を出すことで

す。3つ目は、緊急停止命令の申立てです。こ
れはあまり使われないようですけれども、公
正取引委員会が事業者に行為を一時的に停止
させるために、裁判所に申立てを行うという
手続です。
　相手方との関係では、差止請求と損害賠償
請求を受ける可能性があります。これらのペ
ナルティーがあるために、違反には注意しな
ければいけないということになるかと思いま
す。
4 本ガイドラインとの関係性
　本ガイドラインにおいて注意を促している
行為は、独禁法上の濫用行為に該当すると評
価される可能性は十分にあると言えます。
　冒頭に申し上げましたとおり、独禁法上の
規制の対象者は優越的地位を有する者であっ
て、発注者、受注者を問いません。したがっ
て、独占禁止法との関係では発注者側もガイ
ドラインの内容を十分にご理解いただく必要
があると思います。
　付言すると、ガイドラインと独禁法は守備
範囲が少し違うということには注意が必要で
あると思います。例えば、本ガイドラインで
不当に低い発注金額が禁止されていますけれ
ども、独禁法上は取引対価の一方的決定は駄
目だというふうな形で規定されておりまして、
発注金額が低いか高いかというのは特に問わ
れておりません。また、支払い遅延は、発注
者側の問題なので建設業法上は問題とならな
いというお話がありましたけれども、独禁法
上は当然問題となります。
　とはいえ、私が公正取引委員会に確認した
限りでは、今のところ、建設業界についてで
すけれども、発注者と受注者の関係で優越的
地位の濫用を理由として処分された者はない
という見解をいただいておりますので、処分
事例というものはないということになります。
8-1は以上です。
犬 塚 　ありがとうございました。 
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