
 
  

 

  

 

平成３０年度 

製造基盤技術実態等調査事業 
（素形材産業における取引条件改善調査） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月 

 

一般財団法人素形材センター 

 
 

 



 
 

2 
 

目 次 

 

                                                                        Page

１．平成 30 年度製造基盤技術実態等調査事業（素形材産業における取引改善調査）実施概要  3  

１．１ 調査事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

１．２ 調査事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 

１．３ 調査事業の実施体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

１．４ 調査事業の実施経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

 

２．素形材産業取引適正化に関するアンケート調査の集計及び分析・・・・・・・8 

２．１ アンケート調査の集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

２．２ アンケート調査票の集計結果の分析等・・・・・・・・・・・・・・・ 48 

 

３．素形材業界団体の適正取引推進活動の支援・・・・・・・・・・・・・・・ 56 

３．１ 素形材適正取引推進委員会の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 

３．２ 素形材適正取引推進委員会での討議内容・・・・・・・・・・・・・・ 57 

 

４．ガイドライン改訂の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60 

４．１ 素形材産業取引ガイドライン検討委員会の開催・・・・・・・・・・・ 60 

４．２ 素形材産業取引ガイドライン改訂案の検討・・・・・・・・・・・・・ 63 

 

「素形材企業を取り巻く取引環境」 

別添１ 素形材産業取引ガイドライン改訂案（参考含む） 

  



 
 

3 
 

１．平成 30 年度製造基盤技術実態等調査事業(素形材産業における取引改善調

査)実施概要   

 

１．１ 調査事業の目的 

我が国の素形材産業は、ものづくりの基盤を支える重要な産業群であるが、その大 

部分が中小企業であり、取引上の立場も弱い。従来は、取引先（親事業者）との長期

的な取引慣行に基づく系列取引が一般的 であったが、国内需要の減少と取引先企業

のグローバル調達が進展する中で、系列取引は徐々に崩れ、 取引先企業と素形材企

業との取引上の問題が顕在化するようになった。一方で、これら企業の取引先の中 

心となる大企業は、経営層やコンプライアンス部門は適正取引の知見や関心はあるも

のの、素形材企業と 取引を行う調達部門等においては、下請法などの法的知識を十

分持ち合わせていない場合が多い。 

 

従って、中小企業の多い素形材企業と取引先企業との適正な取引を確保し、我が国 

素形材企業の健全 な発展と競争力の強化を目指すため、素形材産業における適正取

引等の推進のためのガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を策定し、素形

材企業及び取引先企業において普及・啓発することは、双方にとって メリットが大

きいことから、毎年取引状況を継続的にフォローアップし、ガイドラインの実効性を

確保してきた。 経済産業省は、世耕プランにおける賃上げに向けた「メリハリの効

いた取組」の一環で、下請取引対策の 抜本的強化を進めるため、下請法・運用基準

改正等と併せ、業種毎の取組の浸透・定着を図る方針を打ち 出し、これに応じる形

で業界団体等によって自主行動計画が策定された。この自主行動計画において、ガイ

ドライン等の普及に向けた活動を進めることや、自主行動計画の定期的なフォローア

ップ及びＰＤＣＡの実 行のため、ガイドラインのフォローアップのための調査や会

合等を積極的に活用、連携するとされている。 

 

本事業では、素形材企業を対象とした、フォローアップ調査の集計及び結果分析を 

行う。また、その分析 結果をガイドラインに反映させ、その内容が素形材産業業種毎 

のそれぞれの取組として、浸透・定着するための検討を行うこととする。 
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１．２ 調査事業の内容 

（１）素形材産業取引適正化に関するアンケート調査の集計及び分析 

素形材産業の取引適正化に関して、経済産業省（素形材産業室）が実施したフォロー

アップのためのアンケート調査票の集計及び分析を行った。 

 

①  アンケート調査票の集計 

素形材産業取引適正化に関して、経済産業省（素形材産業室）が「素形材産業の自主

行動計画」を策定した 8 工業会（日本金型工業会、日本金属熱処理工業会、日本金属

プレス工業協会、日本ダイカスト協会、日本鍛造協会、日本鋳造協会、日本鋳鍛鋼会、

日本粉末冶金工業会）の素形材産業関連企業に対し実施したフォローアップのための

アンケート調査票について、受注側及び発注側の種類別の全体集計及び業界 8 団体別

の集計を行った。 

作業は、調査票の回答シート（エクセル）の集計を中心に行ったが、工業会によって

は、ＦＡＸ送受信による連絡、印刷物による送付・回収など、中小企業団体特有の事情

にも配慮した対応が必要であることから、回答状況に応じ、回答票をエクセルに直接

入力するなどのきめ細かい対応を行った。 

 

②  調査票の集計結果の分析 

調査結果の分析に当たっては、昨年度実施した「１．合理的な価格決定、２．型管理

の適正化、３．下請代金支払の適正化の３重点事項を中心とした全体での進捗状況に

ついての分析」との比較に加え、今回は「階層構造（下請構造）」の中に解決すべき課

題が存在している可能性を踏まえた、発注側と受注側での認識の「差異」に注目した

分析を行った。 

 

（２）素形材業界団体の適正取引推進活動の支援 

フォローアップアンケート調査結果を関連業界にフィードバックし、業界団体毎の

取組状況の分析や課題等の検討を依頼した。 

また、幅広い意見を集約し、わかりやすくとりまとめ、素形材産業団体、その会員企

業に推進方策を徹底することが必要であるため、素形材産業８団体（鋳造、ダイカス

ト、鋳鍛鋼、鍛造、金属プレス、粉末冶金、金属熱処理、金型）の代表で構成する「素

形材適正取引推進会議」（第 2 回より「素形材適正取引推進委員会」に改称）を設置、

素形材産業各団体のフォローアップアンケート調査の分析結果等を基に、諸課題や対

応を整理し、ガイドライン改訂に繋がる意見のとりまとめを行った。 

さらに、フォローアップアンケート調査の分析結果等をもとに、工業会が独自に分

析、課題の抽出を行い、今後の自主的な行動計画の検討を行うなど PDCA 活動にも役立

てた。 

また、この調査結果については、別途国等で行う「自動車取引ガイドライン」等、素

形材ユーザーの取引ガイドラインのフォローアップとしても活用できるよう、関係者

と調整したほか、既設の自動車部品業界との懇談会において、相互のガイドラインへ
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の理解を深めるとともに、課題等の情報共有や意見交換等を行い、業界全体の連携活

動を支援した。 

 

 

（３）ガイドライン改訂の検討 

今回のアンケート調査結果及び素形材産業界の意見や提案から、提起すべき取引上

の課題や問題点などを取りまとめてガイドラインに反映させるため、「素形材産業取引

ガイドライン検討委員会」を設置し、書面審議を含む 3 回の会合を実施、改訂案を検

討した。「素形材産業取引ガイドライン検討委員会」は、これまで国に置かれていた「素

形材産業取引ガイドライン策定委員会」と同じメンバー（構成は、学識経験者、素形材

産業の主要８団体（日本金型工業会、日本金属熱処理工業会、日本金属プレス工業協

会、日本ダイカスト協会、日本鍛造協会、日本鋳造協会、日本鋳鍛鋼会、日本粉末冶金

工業会の代表等）で構成した。 

 

 

１．３ 調査事業の実施体制 

本事業の実施体制は以下のとおり。 
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＜素形材産業取引ガイドライン検討委員会＞ 

素形材産業取引ガイドラインの改訂案を作成するため、素形材センター内に、学識経

験者及び業界関係者で構成される「素形材産業取引ガイドライン検討委員会（以下「ガ

イドライン検討委員会」という。）」を設置し、検討を行った。ガイドライン検討委員会

の委員は次のとおりである。 

 

委員長 細田  孝一  神奈川大学法学部教授 

委 員 天野   肇  （一社）日本鋳鍛鋼会会長 

板谷  憲次  （一財）素形材センター副会長・専務理事 

伊藤  光男  （一社）日本鋳造協会会長 

井上  洋一  日本粉末冶金工業会会長 

尾関  明人  （一社）日本自動車部品工業会業務部部長 

川合  弘造  西村あさひ法律事務所 弁護士  

小出   悟  （一社）日本金型工業会会長 

杉本   潤  （一社）日本ダイカスト協会会長 

関矢  裕一  （一社）電子情報技術産業協会電子部品部長 

高木  龍一  （一社）日本金属プレス工業協会会長 

高橋  信行  （一社）日本自動車工業会業務統括部長 

田中  一彦  （一社）日本工作機械工業会業務国際部長 

馬場  敏幸  法政大学経済学部教授  

原   敏城  日本金属熱処理工業会会長 

港   徹雄  青山学院大学名誉教授 

八木  議廣  （一社）日本鍛造協会会長       

（敬称略、１７名） 

 

  なお、ガイドライン検討委員会は、検討作業の効率化のため、毎年経済産業省で開催

されていた素形材産業取引ガイドラインの改訂について審議する「素形材産業取引ガイ

ドラインの見直しに係る素形材産業取引ガイドライン策定委員会」のメンバーにお願い

している。 

 

＜素形材産業適正取引推進会議（2 回目より、「素形材産業適正取引推進委員会」に改称）＞ 

ガイドラインを活用した適正取引の推進活動を後押しするため、素形材産業適正取引

推進会議（2 回目より、「素形材産業適正取引推進委員会」に改称）を設置し、素形材

関係団体のフォローアップアンケート調査の分析結果を基に、ガイドラインに掲げられ

た項目について自主的な取組へと実践させていくための諸課題や対応等について、ガイ

ドライン改訂に繋がる意見のとりまとめを行った。 

素形材産業適正取引推進委員会の委員は次のとおりである。 
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２．素形材産業取引適正化に関するアンケート調査の集計及び分析 

 

２．１ アンケート調査の集計 

素形材産業の取引適正化に関して、経済産業省（素形材産業室）が実施したアンケー

ト調査の集計を行った。 

 

（１）アンケート実施までの経緯 

① 平成 28 年 9 月に公表された「未来志向型の取引慣行に向けて」（世耕プラン）に

おいて、「価格決定方法の適正化」、「コスト負担の適正化」及び「支払条件の改善」

が重点課題とされ、同年 12 月には関係法令の基準改正が行われ、平成 29 年 3 月に

取引適正化のガイドラインが大幅に改訂された。その後、平成 30 年 5 月（ 終改訂）

が行われた。 

② 各産業界は「自主行動計画」を策定し、素形材業界においても平成 29 年 3 月に同

計画を策定、さらに平成 30 年 6 月に改訂を行った。 

③ 各業界団体（素形材センターを含む。）は、業界団体の会員等に適正取引の改善取

組みの説明会や情報提供を行い普及に努めている。 

 

 

（２）アンケート調査の趣旨 

 素形材企業を対象とした、①アンケート調査の集計及び結果分析を行い、②その分

析結果を素形材ガイドラインに反映させ、その内容が③素形材産業業種毎のそれぞれ

の取組として、浸透・定着するための調査検討を行い、素形材企業の取引改善を促進

し、素形材産業の健全な発展に資することを目的としている。 

 

 

（３）アンケート調査の実施概要 

■調査対象：素形材産業の自主行動計画を策定した 8 工業会               

  「日本金型工業会、日本金属熱処理工業会、日本金属プレス工業協会、   

  日本ダイカスト協会、日本鍛造協会、日本鋳造協会、日本鋳鍛鋼会、   

  日本粉末冶金工業会」の会員が対象 

■アンケート調査の実施期間：平成 30 年 10 月 

■アンケート内容：素形材産業の適正取引に係るフォローアップ事項 

     受注者用（全 29 問）、発注者用（全 32 問） 

 Ⅰ.基礎情報：取引の位置、納入先、資本金、従業員数、売上高等に関する質問 

 Ⅱ.三重点課題に対する取組状況に関する質問 

  ・合理的な価格決定（プロセス、結果、取引条件） 

  ・型管理の適正化（プロセス、結果、取引条件、補給品の取組状況等） 

  ・下請代金支払の適正化（プロセス、結果、取引条件、ガイドラインの遵守状況 

等） 
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    Ⅲ.取引先支援活動、教育、人材育成、普及啓発活動に関する質問 

 

 

（４）アンケート調査票の集計結果 

 

■素形材関係工業会等 8 団体が会員企業に調査依頼、依頼先 1834 社 

■平成 30 年度アンケートの回答は、受注者側 686 社、発注者側 161 社 

■全体の回収率は、37.4％（昨年度は 39％） 

 

図２．１ アンケート調査票の回収結果 

 

平成 30 年度のアンケート回答数は、平成 29 年度より受注・発注とも増加したが、回

収率は全体では 37.4％と低下した。業種別では、以下のとおり。金型、ダイカスト、鍛

造、粉末冶金では回収率は上昇したが、熱処理、プレス、鋳造では回収率が低下してい

る。特に、鋳造の低下率が大きくなっている。 

昨年度のアンケート依頼先 1761 社に対し、今回は 1834 社と 70 社増加させており、増

加させた業界の回答率が低下している。 

 

表２．１ アンケート調査の依頼数、回収率 

 金 型  熱 処 理  プ レ ス  ダ イ カ ス ト 鍛 造  鋳 造  鋳 鍛 鋼  粉 末 冶 金  

依 頼 数  410 183 275 197 143 550 44 32 

受 注 回 答  189 77 95 89 49 122 41 24 

回 答 率  46.1％  42.1％  34.5％  45.2％  34.3％  22.2％  93.2％  75.0％  

昨 年 回 答  42.4％  45.8％  39.1％  34.4％  30.7％  30.1％  93.3％  69.4％  

発 注 回 答  21 0 38 40 20 17 15 10 
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Ⅰ．基礎情報 

アンケート回答企業は、受注側では、二次下請け（53%）、自動車向け 50％以上

（51%）、資本金 1000 万円超 5000 万円以下（42%）、従業員 20 人超 50 人以下（25%）、売上

高 1 億円～10 億円（43%）が も多く、発注側では、一次下請け（45%）、自動車向け 50％

以上（62%）、従業員 100 人超 300 人以下（29%）、売上高 10 億円～100 億円（48%）が も

多い。素形材業種では、発注側は一次下請企業が多く、受注側は二次下請企業が中心とな

っている。 

図２．２ アンケート回答企業の基礎情報 
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②  合理的な価格決定（結果、取引条件） 

比較的反映できた項目としては、原材料の価格変動が「概ね反映できた」との回答

が、受注者側が約 40％（前年度 31％）、発注者側が約 37％（前年度 35％）を占め、

改善傾向にある。 

低賃金や人手不足を理由とした労務費の変動については、「あまり反映できなか

った」とする回答が、受注者側 63％、発注者側が約 31％、また、その他労務費の変

動についても、同様に受注者側 63％、発注者側が約 33％を占めるなど、労務費全般

について、受注側と発注側の認識差があり、特に受注側が、反映ができていないとし

ている。 

エネルギーコストで「あまり反映ができなかった」とする回答が、電気料金につい

ては、受注者側が約 62％、発注者側が約 40％、また、燃料費については、受注者側

が約 65％、発注者側が約 33％を占めており、特に受注者側が反映できていない状況

にある。 

取引対価の決定に当たって、円滑な協議を行うための課題について、受注者側は、

「発注側企業の理解」とする回答が も多く約 75％を占め、次いで、「発注側企業の

調達担当者の知識向上」との回答が約 53％を占めており、あまり進展がみられない状

況となっている。 

 一方、発注者側の回答では、「受注者側の理解」とする回答が約 50％、「双方が納

得できる根拠のとり方」とする回答が約 52％あるなど、円滑な協議を行うための課題

として双方の認識に隔たりがあり、発注者・受注者双方の協議が不十分な状況にあ

る。 

 

図２．４ 合理的な価格決定（結果、取引条件）の状況 
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③  型管理の適正化（プロセス） 

「必要な費用の負担」について、 受注者側回答は「実施済」または「実施中」との

回答答が約 56％（前年比約 20％増）、また、「保管義務期間」については、約 55％（前

年比約 16％増）あり、改善傾向にある。 

その他の項目の「型の返却や廃棄の基準」は前年比約 12％増加、「一括生産・買取制

度」は前年比約 13％増加、「再生産時の運用ルール」は前年比約 15％増加し、改善して

いるが、何れの項目とも依然として「未実施」との回答は 5 割前後を占めており全体的

に進捗が遅れている。 

対して発注者側の回答は「必要な費用の負担」について、 「実施済」または「実施

中」との回答が約 64％（前年比約 4％増）、また、「保管義務期間」については、約 61％

（前年比約 5％増）を占めるなど、その他の項目を含めた整備状況の進捗度について受

注者側の認識と差がある。 

発注側のルールやマニュアル整備が「実施中」または「未実施」とする主な理由につ

いて、「取引先のルール・マニュアルの改善」が 76％、次いで「具体的な手法がわから

ない」との回答が約 30％と多い。 

 

図２．５ 型管理の適正化（プロセス）の状況 
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④  型管理の適正化（結果、取引条件） 

受注側は新規調査項目となる。 

一斉点検について、「実施済」または「実施中」との回答が、発注者側が約 58％、受注

者側が約 53％と 5 割を超えている。 

取引先への廃番確認（受注者側）及び廃番通知（発注者側）について、「実施済」また

は「実施中」との回答が、受注者側が約 75％、発注者側が約 69％と 7 割前後を占めてい

る。 

昨年度の型の廃棄数（受注者側）又は部品廃番数（発注者側）について、前年度と比較

して「変化なし」との回答が受注者側は約 54％、発注者側が約 64％を占めており、改善

が進んでいない。 

型管理のマニュアル策定について、「実施済」との回答が発注者側が約 41％、受注者側

が約 10％と特に受注者側の対応が遅れている。 

取引先との型管理に関する協議や相談について、「未実施済」との回答が発注者側が約

41％、受注者側が約 48％と何れも取組みが遅れている。 

引き続き保管が必要な型について必要な管理費用や保管義務期間等の合意状況には、

「合意できた取引先はない」との回答が も多く、受注者側は約 52％、発注者側は 51％

と何れも取組みが遅れている。 

 

図２．６ 型管理の適正化（結果、取引条件）の状況 
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⑤  下請代金支払の適正化（プロセス） 

 

   下請代金支払いにつき、現金払い、割引料負担の勘案及び手形サイトの短縮に向け

た方針や計画が発注企業側で策定されているかについて、「実施済」または「実施

中」の回答が、受注者側及び発注者側ともに約 74％を占め、改善傾向にある。 

 

図２．７ 下請代金支払の適正化（プロセス）の状況 

 

⑥  下請代金支払の適正化（結果、取引条件） 

下請代金を手形等で支払われている割合について、受注者側の回答では、「5 割以上

が手形払い」との回答が も多く 28％、「すべて現金払い」は約 13％を占め、発注者側

の回答は、「すべて現金払い」との回答が も多く約 39％、「5 割以上が手形払い」が

29％を占めている。 

下請代金の手形等支払いの場合、サイトが 90 日を超えるケースは、受注者側回答が

約 66％、発注者側が約 65％を占めている。 

下請代金が現金化されない理由について、発注者側及び受注者側ともに、「発注事業

者が取引先から現金払いで支払ってもらっていないため」との回答が多く、発注者側が

52％、受注者側が約 39％を占めている。 

 

図２．８ 下請代金支払の適正化（結果、取引条件）の状況 
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⑦  素形材産業取引ガイドライン等の遵守 

三重点項目以外でガイドライン上、問題視され易い行為を行わないことが徹底されてい

るかについて、「実施済」または「実施中」との回答は、受注者側が約 74％、発注者側が

約 82％を占めている。 

問題視され易い行為で徹底されていない項目（複数回答）について、受注者側回答で

「発注内容の変更に伴う負担」とする回答が約 49％（前年約 45％）と多い。次いで、「配

送費用の負担」との回答が約 45％（前年約 40％）と多く、前年度より増加しており、改

善が進んでいない。 

 

図２．９ 素形材産業取引ガイドライン等の遵守の状況 
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Ⅲ．取引先支援活動、教育・人材育成、普及啓発活動の推進 

 

①  取引先支援活動の推進 

取引先と生産性向上に向けて取り組んでいること（複数回答）で、受注者側及び発注者

側ともに「取引先との面談機会の確保」と「取引先の事業所・工場への訪問」とする回答

が多い。傾向としては、前年度と同様な回答傾向で、発注者側の「取引先との面談機会の

確保」についての回答が約 68％（前年 58％）と取組みが増加している。 

 

図２．１０ 取引先支援活動の推進の状況 

 

②  教育・人材育成の推進 

関係法令や指針、自主行動計画の内容について、社内の周知、浸透・徹底している

かの回答については、受注者側と発注者側ともに「役員・経営責任者」については比

較的高く、その他各部門の推進状況は前年度と同様な傾向にあった。 

連結会社に対するコンプライアンスの点検項目に適正取引が含まれるかの質問につ

いて、発注者側の回答が「該当なし」は 46％、「実施済」は 35％を占めている。 

 

図２．１１ 教育・人材育成の推進の状況 
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③  普及啓発活動の推進 

   サプライチェーン全体の取引適正の推進のため直接の取引先を通じて、その先の取

引先にも働きかけを実施しているかの質問については、受注者側及び発注者側とも

「未実施」が 53％を占めている。 

 

図２．１２ 普及啓発活動の推進の状況 
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Ⅳ．アンケートの「その他の意見」及びベストプラクティス 

 

   アンケートの回答の「その他の意見」及び「ベストプラクティス」には、発注側、

受注側双方からガイドラインに追記するに十分な内容を備えたものを含め、幅広い多

くの意見及び提案があった。ここでは、記述された方々に敬意を表し、原文のまま記

載する。 

 

①  価格低減要請（課題・問題）に関する「その他の意見」 

【受注側コメント】 

○到底企業努力では受け入れられない値引要求が延々と続いている。（受けたら赤字） 

○内製でのコストを引き合いに出され、有り得ないチャージで計算されたコストを提示

され値下げ要請を受けた。 

○発注側の予算ありきのため、見積後に「予算が決まってるからこの価格で」と強要さ

れた。 

○原料費、人件費などあらゆるものが上昇しているため、値上げのお願いを出したが、

逆に値下げ交渉をされた。値上げと値下げで相殺ということで価格はそのままになっ

た。 

○原料費・人件費上昇しているため、原材料値上がり分のみ値上交渉を行ったが、根拠

のない半分だけ値上の資料を作成するよう依頼された。 

○値上げのお願いを出したが、さらにその先（川上）の会社がＮＧを出したため、値上

げ不可になった。 

○名目としては合理化の協力とし、それで得られた利益を折半というが、実態は合理的

な理由の説明がないコストダウンと同じ。 

○競争入札において海外メーカーと競わされるため、実質的には常に過度なコスト削減

要求を受けている。 

○客先のマーケット低迷/売価低迷による、価格協力依頼、発注増に伴う原価低減要請、

スポット的に特別値引き要請等 

○数年前までは一律 10％などの C/D 要請があったが、ここ 2 年位は”言ってはいけな

い”と客側が認識し言われてない。 

○親会社の組織の一部であるため特になし・当初の単価設定が極端に低いため原価低減

が不可能と発注側が認識している。 

○原価低減要請があっても認めない。今後の取引にも影響はない。 

○価格 UP 改定を受け入れてくれたと思いきや、半年後には転注された。予告なし

で・・・ 
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○漠然と○%の原価低減を要請される(目標があることは言われる)が、近年は対応してい

ない。 

○原価低減の要請は受けているが、VA 提案などを行い対応している。 

○数量確保、後継の仕事の約束がされないまま原価低減の答えを出さなければならな

い。 

○合い見積もりをするとどうしても価格が下がっていく。 

○コスト低減要求ないが、値上げに前向きな対応がない。 

○前値比較・客先予算との乖離から原材料等のコスト上昇分が十分反映されない客先も

ある。 

○材料が値上がりしているので外注費を削減したい。 

 

②  合理的な価格決定（結果・取引条件）に関する「その他の意見」 

●労務費で「実施中」や「未実施」の主な理由について 

【発注側コメント】 

○当社へ発注している企業がコストアップに応じないため。 

○労務費向上分の根拠がはっきりしていないため。 

○見積をとってから発注しているため。 

○案件により事情が異なるため。 

○当社の外注先からの要請がないため。 

○取引先から申請があれば対応している。 

○具体的な要請がないため。 

○取引先から要請が無い。 

○要請がまだありません。 

○労務費の上昇に伴う取引対価の見直し要請は無いため。 

 

●取引対価の決定に当たって、より円滑な協議を行うための課題について 

【受注側コメント】 

○机上計算だけではなく、実際の現場を理解した上での価格決定。数字では表現できな

い部分。 

○一次下請けや二次下請けの担当者、窓口の方が理解不足で話し合いにならない。 

○調達担当者ではなく設計者との直接協議 

○合い見積もりになると結局客先の希望の価格以下で勝負しなければいけなくなってし

まう。 

○相見積で金額が決まるため、これらの取り組みの意味がない。 
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○見積の有償化 

○毎回、受注時に価格交渉するだけで、総括的な価格交渉はしていない。 

○一般論として、交渉する気概を経営者が持つことが必要だと思っています。 

○日本国内に金型産業を存続させることについての、自動車をはじめとする顧客産業界

の理解と協力が必須と考えます。 

○日本のものづくりをどう考えるかという発注企業側の思想 

○受注側それぞれに合ったルールの策定 

○下請け側が値上げのお願いをした場合時間制限を付けさらに拒否できないような仕組

みが欲しい。 

○サーチャージ制度などを無償公共システムで検討できる仕組みがあると良い。 

○資本金 3 億円以下の企業は、下請け法と無関係である事を主張されるので、法整備の

見直しが必要。 

【発注側コメント】 

○Tire1（自動車メーカ含む）の理解 

○ 終メーカーへの転嫁（Tier1 負けなければならない仕組み） 

○当社が受注側となる客先が値上げに応じない、転注されてしまうため。 

○双方かつ顧客先が納得できるやり方 

○都度見積 

○２次下請けの私どもから３次下請けへの値引き要請は行っていない。（実質そんな事す

ると潰しかねないのでしていない）値上げ要請は都度協議している。 

○当社が受注側になったときの得意先からの値上げ。 

 

③  型管理の適正化（プロセス）に関する「その他の意見」 

●型保管及び旧型補給供給に関して、ルールやマニュアルの整備が「実施中」や「未実

施」の主な理由について 

【発注側コメント】 

（対応状況） 

○現役の金型及び旧型は、取引先が保管する必要がなくなった時点で、必ず引き取りを

行っている。 

○量産終了部品点数が多く、型、部品引き取り計画を立てて実施している。 

○型管理の必要がある取引先が少なく、保有する型も５個以下の為、何かあっても都度

解決している。 

○取引先企業（受注側）とその都度協議し決定している。 

○保管料などの確認で支払意思表示しているが、請求ないため実現していない 。 
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（対応困難な場合その理由） 

○1 次企業が動いていない中で先行して，私たち２次企業が負担する事は困難です。 

○他社検討中のため。 

○仕入先毎に契約が異なる部分があり、一概にマニュアル化出来ていない。 

○全体の必要事項を把握する必要があるため。 

○型の種類によって管理方法が異なるため。 

○案件により事情が異なる。 

○ルール設定に苦慮 

○顧客反映が困難なため。 

○運用を開始したばかりのため。 

○対象範囲が少ないため、個別協議で十分 

○型供与の例が少なく、システム化はされていない。 

○生産が減って補給品扱いになると、仕事を返されるケースが多く、そもそも少ない。 

 

④  型管理の適正化（結果、取引条件）に関する「その他の意見」 

●より円滑に型の増加抑制及び削減を進めるための課題について 

【受注側コメント】 

○国より完成品メーカーへ強制的にルールを義務化する。 

○発注側企業に対して経済産業省が定期監査を実施いただく。 

○発注側のスタンスの問題で，遅々として進まない。また認識も進んでいない。 

○日本国内に金型産業を存続させることについての、自動車をはじめとする顧客産業界

の理解と協力が必須と考えます。 

○自動車メーカ(Tire1)の保管期間見直し。廃棄通知の運用 

○発注者側に有利なルールを策定させない。（基本、発注者側は支払いたくないのであり

得ないルールを押し付けてくる。） 

○自動車業界は判りませんが中量産の建機・農機メーカーが模型保管ルール締結に非協

力的 

○選任者が不在の為、多業務を優先し、優先順位が上がらない。 

【発注者側コメント】 

○完成車メーカーの理解や推進 

○発注側(自動車メーカー)の実効的なルールやマニュアルの策定、運用の徹底。 

○Tier1 に対する下請け法の適用がないと、全ての負担が Tier1 となってしまう。 

○弊社顧客（1 次下請け）からの廃却許可 

○自動車メーカ(Tire1)の保管期間見直し。廃棄通知の運用 
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○弊社が受注側となる取引先様の改善が進まないため。 

○弊社が受注側となる取引先がルールを決めてくれない。 

○１次企業がまず動いてくれないと動けません。 

○顧客の円滑対応、単価反映 

○製造物デザイン集約（共有化）。しかし永年、当社は多品種少量生産を旨としておりこ

れが課題である。 

○補給品扱いになると、仕事を返されるケースが多く、そもそも少ない。 

○発注先企業から製品が打切りとなった金型は、社内へ引き取って自社で保管してい

る。 

 

⑤  下請代金支払の適正化に関する「その他の意見」 

●取引先（発注事業者）からの下請代金の支払いについて、現金払いに移行されない理

由について 

【受注側コメント】 

○特に古くからの零細企業では手形発行が慣例のようになっている。 

○昔からの取引慣行が続いており、現金払いとする話し合いの場が持たれていない。 

○取引先の支払い条件が決まっていて、変更することが困難である。 

○発注者側担当者の認識不足 

○影響が大きいため、調整に時間がかかっているようです。 

○現金支払いをすべきであるとの意識が低いことや個社の資金管理状況により不実行で

ある。 

○発注事業者側で素材入手後、完成出荷までの製作期間が長いためと考えられる。 

○輸出によるタイムラグがあるためと思われる。 

○仕入、製造から売掛金が現金化されるまでのタイムラグがあるため。 

○現金化の場合 支払時期早期化する分の金利引きの要求があり条件が合わない。 

○直近カーメーカーは現金化されたが、Tear2 まで現金化が進んでいない。 

○大手企業の認識が薄いものと考える。自動車業界は現金に変わったが、その他業界は

意識がない。 

○現金支払いについてすべての業界に浸透していない。油圧機器業界等 

○内部留保に回している。 

○自己の企業グループのファイナンス会社で割引させ、手数料収入を獲得するため。 

○メーカーから TLA 現金払いとなっているがその先が不透明 

○ファクタリング等の制度を使うとことが発注者のメリットになるため。 

○金型費の支払にそもそも現金支払の概念がないところが多い。 
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○発注先事業者の先の発注先から金型代金を分割又は製品織り込みで支払われているた

め。 

○顧客が金型費用を自社の資産としてカウントしないようにするため、２４ヶ月支払い

となっている。 

○発注側の子会社にあたるためではないか。 

○コストダウンのネタにされる。 

○上場企業の子会社との取り引きとなっているため。 

○一次以降の企業に指導が足りないのではないでしょうか。 

○法的拘束力が無いため。 

○中小企業間の支払いでは下請法適用とならないため。 

○資本金 3 億円以下の企業は、下請け法と無関係である事を主張されるので、法整備の

見直しが必要 

 

●下請代金の支払いが「現金払い」「割引料負担の勘案」「手形サイトの短縮」に向けた

方針や計画が「実施中」や「未実施」の主な理由について 

【受注側コメント】 

（対応状況） 

○特に要請がない。 

○発注先企業からの問題提起の動きが無く、現状維持の状態。 

○基本現金払いとしている（大口のみ電子債権）。 

○既に現金支払いを行っているため、方針や計画を策定する必要が無い。 

（対応困難な場合その理由） 

○自動車ボディ用プレス金型は受注から納品まで１年近くを要するため、完成車メーカ

ーが中間払いをしてくれないと、当社の下請先への支払条件改善が困難です。 .....  

○関連会社で支払方法が統一されているため。 

○自動車業界は現金化されたが、他業界では未だに手形、自動車関係の部品を発注して

いる３次企業には現金化を完了。他業界の部品を発注している３次企業には手形とし

ている。 

○現状の条件に満足している仕入れ先が多々あるため。 

○段階的に実施しているため。 

○手形のサイトを短くする事について検討中。 

○手形サイトを１２５日から１２０日にしたが、その先へ進めていない。 

○全体の必要事項を把握する必要があるため。 

○型供与の例が少なく、システム化はされていない。 
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●取引先（下請事業者以外）への代金の支払いについて、現金払いに移行できない（し

ない）理由について 

【受注側コメント】 

（対応状況） 

○発注先企業からの問題提起の動きが無く、現状維持の状態 

○一定額以下の支払いは現金で支払いを行っている。 

（対応困難な場合その理由） 

○過去の慣行 

○手形払いが一般的なため。 

○業界に足並みを揃えています。 

○関連会社で支払方法が統一されているため。 

○取引先が自社に対し現金払いでなく、又、大企業の支払いでは法律的な縛りが無いた

め、支払サイドのみ現金払いとすることは、即ちキャッシュフローの要求に直結す

る。法律違反になるなら別だが、財務体質の悪化に対しては保守的とならざる得な

い。 

○キャッシュフローの観点より。 

○自動車ボディ用プレス金型は受注から納品まで１年近くを要するため、完成車メーカ

ーが中間払いをしてくれないと、当社の下請先への支払条件改善が困難です。 

○仕入や購入後の製品の現金化にタイムラグがあるため。 

○支払いと売掛金の入金のバランスを取り運用しているため。 

○借入金が増加しているため。 

○取引先（客先）からの請求は売上との相殺処理を実施 

○手形から現金への変更は社内で協議中 

○個別協議により決定しているため。 

 

⑥  自動車産業及び素形材産業の適正取引ガイドラインの遵守に関する取組み状況等 

【受注側コメント】 

●本ガイドラインによって取引状況がよくなった事例、本ガイドライン以外でも取引状

況がよくなった事例、取引先の購買部門だけでなく技術部門との密なコミュニケーシ

ョンとその結果の価格への反映など、発注企業との適正取引に効果的な対策・取組み

等の例 

＜価格決定＞ 

○ガイドラインの存在・内容を、主力得意先が意識していることがあり検収の遅延など
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はほぼ解消されている。また一部ではあるが見積もり数量と、発注時のロットが異な

る場合においても都度見積もりを取り交わしたうえで進めている。 

○ガイドラインの設定後取引先購買部門の価格交渉に関する対応が改善された。 

○見積価格に運送費を数回分を別枠で出している。 

○無理な原価低減要請は減った。取引額の半数が新たに現金取引となった。担当者の一

部は、「優越的地位の乱用」が無くなった。 

 

＜型管理＞ 

○今後も改善が必要と考えるが品番削減を積極的に実施いただけるようになってきた。 

○以前より金型廃却や保管等について、話を聞いてもらえる様になった。 

○一部の取引先から金型保管・廃棄調査が実施され、廃棄手続き、パーツ部品に対する

金型保管料の支払いが行われた。 

○一部の顧客から、支払い条件の現金化や金型保管費の負担申し出が有りました。 

○取引ガイドラインを提示して自動車部品メーカーに金型費の一括払いを要求して承認

された。 

○量産途中で追加工程が発生した場合の費用負担化がされるようになった。 

○価格改定や模型の返却や保管料などの交渉に使用して効果がありました。 

○ 近、型図だけは提示要求が無くなった。 

○型の保管費用、老朽化または長期未使用の型の返却や廃棄に関して相談しやすくなっ

た。 

○量産打ち切り後の補給品用金型保管費用の負担について、交渉をして頂ける機運が高

まった。以前は相談にも乗ってくれなかった。 

＜支払代金＞ 

○ガイドラインによって、支払条件については、現金化、短期化が進んでいる。 

○資本金で 3 億以上の親事業者からの支払いが現金化、又は現金比率があがった会社が

ある。金型廃却、保管費用について、進行には時間がかかるが理解はしていただける

様になった。 

○ガイドラインにより、自動車関係で一部、現金＋手形から現金への移行が実施され

た。金型に対する交渉等も以前よりやり易くなりました。 

○自動車会社からの支払いは、２，３社を除いてほぼすべて現金化されました。政府の

取り組みのおかげと感謝しています。自動車部品大手も追従してくれました。現在、

農機業界がいまだ手形なので、交渉中です。 

○代金の支払いにおいて手形の割合が減り、現金での回収が増えた。また、取引先の子

会社を通してのファクタリングがなくなったり、振込手数料の負担も減少した。 
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○大手上場鉄鋼会社は、ほとんど浸透し、現金払いに移行されている。 

○上場企業の客先は、全て現金払いに変更となった。 

○一部顧客にて説明会及びアンケート等実施され、現状把握と改善に努め、顧客社内に

おかれても浸透されつつあると思われる。 

○５か月の手形はなくなった。 

○サイトが短くなった 

○一部で発注時の代金一部支払いを実施 

○本年 2 月より 100％現金化になりました。（製品売上分） 

○下請法に該当する取引に関しては手形サイトが改善されてきた。 

＜全般、その他＞ 

○資本金 3 億円以上の一部の企業（複数企業ある内の 1 社のみ）では、下請法が社内で

徹底されており、直近では見積り図面記載の単重に大きな差異があり、確認した所購

買の責任者より謝罪並びに社内関係者（購買以外も）に徹底させている文書を確認し

ました。 

○事例ではございませんが、完成車メーカーにおいて、購買部門と技術部門の連携を高

めていただければ、取引適正化の改善に繋がってくるのではないかと思います。多く

のプロジェクトで双方部門の意見が食い違い、下請事業者が振り回されることが発生

しています。 

○良くなったとは言えないが、ガイドラインを意識している感じはある。 

○原価低減率の提示が行われなくなった。 自主的に現金払いに移行する大手メーカー

が増えた。 

○コストダウンに関しては、自社営業と顧客購買との折衝だけではなく、客先の製造部

長や製造の方と自社単価決定者や製造者での技術打合せを行った結果、図面記載以外

の事を理解することが出来てＶＡ提案可能となった。 

○取引先の技術部門より、原価低減アイテム（熱処理サイクル短縮）の立案と工程変更

実現に向けての支援 

＜対応が困難な状況＞ 

○原材料、燃料費等高騰時の価格転嫁については、概ね相談に乗っていただけるように

なってきているが、昨今の人件費の上昇分の単価への転嫁は、認められるケースは殆

ど無い。 

○各部門担当者に権限は無く、上司にも権限が無く、事業本部長（取締役）などの方針

によって取組が形成されている為、下請業者の声は届きにくい。効果的な取組があれ

ば教えてほしい。 

○こちらから、経産省が取り組んでいるガイドラインの存在を強くアピールした場合の
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み、改善の兆しがみられる。ただ、個々の案件についての対応であって、全体として

は変わらない。後に、合法的な報復（他社へ転注、新規見積りに参加させない、等）

は、起こるかもしれない。 

○価格に関する議論は調達部門以外では出ない、出せない。 

○お金の支払いは基本現金になりました。（月末締め、翌月末払い） 金型の費用は量産

金型を受注してから半年後に初品、量産スタートまで 1 年かかり、量産スタートのタ

イミングから 24 ヶ月均等で分割支払いがスタートします。 

○ガイドラインの徹底をしていただいたことで現金支払い、型の保管費等目を見張る変

化が確認できた部分もありますが、金型費回収に関しては俗に言う検収の概念があま

りにも下請法とかけ離れている感があります。そもそも論として意識改革の必要性を

感じます。 

○原価低減活動においては、取引先の技術者と一緒に取り組みを行い、その結果より原

価低減として活動している。ただし、それはほんの一部の会社だけである。 

○具体的な事例になるほど、取引先の担当者まで、下請法は浸透していない。一部理解

を示してくれる担当者もいるが、ほとんど『下請法を持ち出して、脅しをかけてく

る』という意識レベル。まだまだ進んでいない。 

○材料は一定数量を購入しなければならないが、発注数量がそれに満たない場合があ

る。購入数量を発注数量で換算して見積を提出するが見直しを迫られる。 

○型修理の責任問題を型使用者側が認めなく量産納期延滞罰則金をちらつかせられて無

償で型を修理させられた。後に原因は型使用者側にあったがお金がないといって型修

理費の 1/4 しか支払ってもらえなかった。 

○客先より自動車取引ガイドラインを盾にされると少量ロットにて受注している中小企

業に不利な内容で話をされる時がある。 

○取引ガイドラインを提示して、交渉しても受注先からの要請であり、対応できなけれ

ば、他社へ転注され仕事がなくなるので少しでも協力を依頼される。発注先の購買部

門を筆頭にガイドラインを理解してもらいたい。 

 

⑦  取引先支援活動、教育・人材育成、普及啓発活動の推進に関する「その他の意見」 

【受注側コメント】 

●取引先と、生産性向上に向けて取り組んでいること 

○生産設備の貸与 

○品質要求項目の見直しの定期会合 

○不定期な取引先の工場への訪問はある品質に於ける工場監査にて品質向上の支援を受

けている。 
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○協力会活動を通じた，改善・安全活動などだが強制されるのもつらい。 

○協力会組織での活動があり。 

○安全衛生活動 

○開発支援 

○生産動向説明会等での説明がほとんど。 

○当社の製品（ボディ用プレス金型）は、自動車のデザインを具現化する製品であり、

自動車のデザインに左右されるため、継続的な生産性向上には馴染みません。できる

ことならば、金属パネルをプレスして成形することに馴染まないようなデザインは避

けていただきたいですが、下請事業者が言えるようなことではありません。 

○客先との生産性向上活動 

○取引先様の技能研修に参加 

○非定期的な取引先の事業所・工場への訪問 

○親会社の組織の一部であるため親会社が実施 

○協力会による改善活動および改善表彰制度 

○新規品立上げに関する、取引先との技術交流を密に行っているケースもある。 

 

⑧  型管理のベストプラクティス等 

●サプライチェーン全体での取引適正化及び付加価値向上に関する取組み 

旧型補給部品への移行前 

【受注側コメント】 

〇在庫数量の連絡、再見積書の提出 

〇生産期間（ライフ）と生産寿命の相互確認 

〇預かり金型については、定期的に取引先に確認を取っている。 

〇鉄材・副資材等、市況変動を 3～6 ヶ月の平均で見直し、単価に反映している。 

【発注側コメント】 

○顧客からの補給品移行情報を基に補給品設定の無いものは取引先に金型製廃を展開し

ている。 

○量産中に発生する補修部品の把握をして、打ち切り後の保養数量の予測に役立てる。

（自動車補修部品） 

○生産期間と生産寿命の相互確認を行っている。 

○取引先に対して、内示情報を提供している。 

旧型補給部品への移行時 

【受注側コメント】 

〇金型保管費用を取引先へ提示し、承認された価格の見直しを承認された。 
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〇一部のお客様において単価削除し、都度生産ごとに見積提示した上で単価の合意を実

施している。 

〇再見積書のロット数量が守られているかの監視 

〇ショット数が規定ショットを超えたものに関して、新型の立上げの遅れが発注先の起

因によるものなら、製品単価の単価アップを要求することはあります。（製品の外観が

厳しいものに関しては、バリトリ工数が増えるため。） 

〇支給型をトライして客先検査に提出確認を得る。 

〇補給全期間の数量の一括生産、買い取り。金型の引上げ、廃棄 

〇補給品設定後の適正価格の設定 

〇生産終了金型の取扱いについて取引先と都度確認している。 

〇EOP 後は、生産の Vol・ﾛｯﾄ等を勘案し、適切な単価に変更している。 

【発注側コメント】 

○一般市販品なら 終生産情報を入手した場合は顧客に対して、情報を流し、 終Ｌｏ

ｔ手配を依頼し、調達行為を進めます。 

○発注ロットの見直し、材料支給条件の見直しなどを行い不要在庫縮減を図っている。 

○パーツ保証全期間の補給数を想定頂き、一括生産、納入後、金型を引き上げてもらっ

た。 

○顧客からの補給品打ち切り情報を基に金型製廃も取引先に展開している 

○金型の回収。補給部品は数年分をまとめて打ち、買い上げ。 

○在庫品の買い上げ。 

○量産価格発注から、都度見積り発注への切替えを客先に申し入れし、承認された（一

部、活動は継続中） 

○補用品移行後の価格検討 

旧型補給部品への移行後の仕組み、運用 

【受注側コメント】 

1)打切り､一括生産､再生産 

〇適正な生産管理・運用がなされているかどうか確認（社内） 

〇受注時数量に基づいて見積もり提出し話し合う。 

〇取引先より永年計画が発行され、それに従い廃却申請実施 

〇補給全期間の数量の一括生産、買い取り。金型の引上げ、廃棄 

〇補給品設定後の製品必要数及び型保管期間の再確認の実施。顧客による確実な書面回

答 

〇未発注期間が 5 年程度になったときに保管費用を自社で計算し客先に費用負担を求め

た。 
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〇定期的に客先に型返却もしくは型廃棄のお伺いを立て、回答内容に沿った処置をして

いる。 

〇引き合い時に見積書雛形として、補給部品の定義（１年間注文ナシは補給部品扱い）

と取り扱い（価格取決め、在庫処分）の条件提示を行う。 

 （これを業界団結して行えれば、効果が期待できるのでは？） 

〇打切り：定期的に旧型模型の廃却申請を行い、適切に廃却している。 

〇打ち切り・再生産部品の型を一部のメーカではメーカー預かりとし、必要に応じて返

送の上生産対応している。 

〇補給部品になった金型は、型保管場所もないため、客先へ一次返却し、注文が入れば

金型を送っていただき、その都度見積りで生産・請求している。 

〇3 年間発注がない場合は自動的に型廃却通知を発行してもらっている。 

 

2)改善 

〇価格の見直しについて、都度申し入れ・協議とすることを取引先から認められた。 

〇図面に不適合な個所は型改造する改造費は見積もる。 

〇客先が金型を引き取った。保管費用は支払われなかった。 

〇返却・廃棄数＜新型起工の状態が続き、徐々に管理数が増えているので、改善できて

いない。 

〇イニシャルコストだけではなくランニングコストを顧慮した金型の提案 

〇他社事例として「長期間使用がない型については、廃棄時に３Ｄスキャンで型データ

を残す。必要となれば３Ｄデータを元に有料で型製作」とする。 

〇客先旧型品の部品統一化取組により廃番・模型廃却を実施している。 

〇取引先懇談会を開催し、適正取引に関する情報を伝達した。 

〇１年間以上受注のない製品は単価失効させ、従来単価では受注出来ないようにしてい

る。 

〇見積の段階で期限、管理費などについての取り決めを記載できるようになった。法的

に規制されるようになり相手方の理解も深まったと思う。 

【発注側コメント】 

○再生産時には再見積を実施 

○打切り部品については、部品毎で引き取り計画を立案し取引先と協議の上、計画的に

引取を実施している。再生産時は取引先より見積を入手し、単価を協議の上決定して

発注している。 

○客先からの打切り情報を社内システムで処理することにより、下請け会社の打切り可

能部品を抽出し、展開 
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○パーツ保証全期間の補給数を想定頂き、一括生産、納入後、金型を引き上げてもらっ

た。 

○補給品設定後の製品必要数及び金型保管期間の再確認 

○補給部品の生涯需要数を考慮し一括生産と買い上げの調整を実施 

○再生産は数量があれば金型再貸出 

○再生産時には再見積を実施 

○下請け会社から当社への納入品番だけではなく、構成部品の打ち切り可否も抽出出来

るシステムを検討中 

 

⑨  付加価値向上のベストプラクティス 

【受注側コメント】 

〇ｸﾞﾙｰﾌﾟ内で各委員会や勉強会があり改善活動を行っている。 

〇品質での定例会を開催しています。 

〇限度緩和、金型変更による不良削減、工程変更等による原価低減 

〇生産性向上、品質改善のため、発注先から生産設備の貸与を受ける。 

〇VE 活動会議の定期実施 

〇ジャストインタイムの考え方を基本とした、仕掛品や工程、機械レイアウトなどの無

駄の削減活動による生産性向上活動を実施 

〇プレス金型の改造によって行程数を省き試作品を提出して客先にて評価してもらう、

また材料の節約製品の展開寸法変え素材(定尺)一枚の取り数多くする。 

〇弊社内で原価低減活動体制を構築した上で、取引先と取組ﾃｰﾏ毎（材料、生産性向上、

仕様変更等）に目標を共有した上で、専任ﾁｰﾑに分かれて活動（1 回/月以上）を実施 

〇取引先と協働にて、生産性向上、品質改善、物流改善活動を行っている。 

〇稀な事例ではあるが、（弊社が試作専門のこともあるが）納期短縮などのため購買を通

さず設計者直で受注をすることがあるが、担当者が技術的なことも理解してくれ、生

産性も向上し、納期も短縮できる方法であると考えている。 

〇生産ラインにおける作業改善を取引会社様と一緒に作業者も入って協議し改善を進め

ている。成果については同業他社も参加する会で発表会と共に表彰制度もあり、作業

者にやりがいのある改善活動が行われている。我社においても生産性向上で成果が得

られています。 

〇生産性向上の為のプロセス、メソッドの変更 

〇客先品質部門の定期的な訪問指導があり。 

〇品質限度見本の設定による品質規格の緩和（不適合品の救済）及び材料歩留まり向上

による原価低減活動 
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〇節目にて、生産部品を並べての原低案件の発掘会を実施し 2 週に 1 回の進捗確認会の

実施、定期的に話をする場を設けて、案件を進めている。材料の規格変更（特に入手

困難）、設計形状の変更（コストダウンのため） 等々は、申し上げます。 

〇設備投資を伴う原価低減は客先から拒否される。自社の判断において採算がとれそう

な物件は、自社独自で設備投資を行っている。客先へは通常のコストダウン程度の回

答はするが、残りは資金回収に当てている。１、夜間、休日などの無人運転工作機械

導入、２、付加価値の低い部品を海外からの輸入、不定期ではあるが、相互に行き来

して技術交流会の様なものを開いている。 

〇取引先主催のサプライヤー協力会において事前ヒアリング結果に基づく、各社持合わ

せ課題を全体協議し、意見集約ののち新たな取り決めに見直していく。 

〇当方にて JA 提案を作成し納入先と協議（納入先にとって原価低減、当方にとって利益

向上を計る） 

〇金型の組図設計後にユーザーと打ち合わせをして金型製作に取り掛かっている。 

〇現場改善活動を重点に行っています。  

〇取引先負担による試作金型等の製作材料価格高騰の影響を自動車メーカー一括購買に

よる価格低下効果を出すべく移行中ですが、購買部門は前向きであっても、生産技術

部門は自部署の材料手配業務が増えるため購買部門に提案した下請け業者に対し不快

感をあらわに出される環境があり、簡単にはことが進まない現状があります。 

〇顧客の活動の中に、取引き先アクションプランの設定が有り、半年ごとに監視・改善

を継続している。 

〇取引先との DR（デザインレビュー）による原価低減案の提案 

〇開発、設計段階で取引先とレイアウト打ち合わせを行い、品質、仕様の改善内容を提

案している。 

〇製品形状や型割や部品図など金型メーカーとしての提言。金型高寿命化を目的とした

材質や表面処理の提案 

〇設計者が定期的に客先へ訪問してコストダウンにつながる打合せを行っている。 

〇鋼材購入価格の 適化、材質変更による費用低減、見える化によるＭＣ稼働時間向

上、喰い込み不良対策など。 

〇部品の共通化 

〇VEVA 提案 

〇旧タイプ製品の海外移転化と、新製品への移行拡大 

〇特に生産性向上、品質改善、現場改善に対しては、主要顧客によりご指導を頂いてお

り、テーマによっては当社改善に無償で入り込んで頂き効果を出しているケースあ

り。 
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〇仕様変更に際し、設計段階で加工工程の意見を出し、コスト削減に協力した。 

〇現地（当社）VE 検討会などは実施されています。 以前の却下（NG）案件なども再提

案などしています。 

〇相互に人材交流・技術研修等を行い、生産性向上、品質改善活動実施中 

〇素材加工代の低減。客先からの安価なスクラップ材支給スキーム 

〇品質・生産性向上の為、製品形状等の変更を行う場合は客先と協議効果を試算の上実

施する。また、単価へは効果が 50：50(客先：当社)になる様に反映する。 

〇原価低減について、取りしろ削減による重量低減活動、不良低減のため限度見本採用

活動など。 

〇受注検討段階での、製作技術提案 

〇切削代の削減及び加工レスによる鋳物重量の削減。巣及び打痕の許容限度の広げて歩

留りの向上 

〇得意先とその協力会メンバーによる生産性、品質向上活動。ＶＡ提案活動 

〇IA/ТF16949 取得による新規見積段階からの DR０会議開催による製品実現性の検討を

実施し、特にリソースについての問題点を洗い出し、技術面での問題点、設計変更提

案を積極的にすることで量産時のコスト検証と原価低減・生産性検討を確実にするこ

とで競合・価格決定に対し優位に進めている。 

〇カーメーカー主導の原価低減活動を通じて。その他、原価構成の依拠を共有化する活

動を行っている。 

〇外観検査工程の限度の見直しによる不良率低減活動 

〇コストアップの要因となっている過剰品質を解消するために、情報意見交換を行い、

受け入れ検査基準の見直しに柔軟に対応している。 

〇新製品の設計時に形状等の仕様打合せ等を行い、造りやすい図面に反映してもらって

いる。 

〇機械試験用テストピースを客先と協議し縮小試験片にして鍛造形状のニアネット化を

実現した。 

〇熱処理サイクル短縮に向け、条件変更案への相談と実験推進に伴う製品特性の評価・

判断をタイムリーに行ってもらえた。 

〇価格訂正を検討する際に適正支給量の安定化や省力化の推進を提起し、見合った単価

にて取引を継続している。工数が増加した場合には価格訂正を申し入れてもなかなか

応じてもらえない。 

〇仕様書内容の緩和。工程省略。付加価値増強投資による生産性向上 

〇炉在時間 24Hr である焼なまし工程を、客先と協議し熱処理条件見直し提案を行った。

結果炉材時間が 40%短縮され客先は、ｺｽﾄﾀﾞｳﾝが実現し、弊社は生産性が向上した事
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で、お互い winwin を実現。（2018 年 7 月） 

〇熱処理の生産合理性には処理温度が寄与する面が大きい。すなわち同一温度で大量に

処理を行う、または連続的に処理を行うことが合理性の向上につながる。そのため、

顧客には可能な限り、同一温度で行えるように生産管理（弊社に発注する製品の順番

に熱処理を温度も考慮していただくこと）をお願いしている。 

〇付加価値向上として一部後工程（研磨、メッキ）までを受注 

〇物流の効率化、生産性向上のための 適ロット化 

〇定期的な技術打合せ等による品質・工程改善の取り組み。両社納得の上で価格反映を

検討 

【発注側コメント】 

○定期的に生産性、品質・現場改善の要員を派遣している。 

○取引先とは定期的な監査を行い、場合により原価低減に資する提案を行う。 

○全社での不良削減活動に、主要取引先も参加してもらい月次で進捗報告をいただき当

社への要望を聴取・問題点を共有している。 

○必要な場合は、外注加工先と協働して加工方法の検討を行なっており、また、特殊加

工の場合には、当社が使用している工具を無償で貸し出す場合もあります。 

○開発、設計段階で取引先とレイアウト打ち合わせを行い、品質、仕様の改善内容を提

案している。 

○取引先からの生産性に対する提案は必ず、設計部門に報告をして、採用出来るか検討

を実施している。 

○仕入先会議を年 2 回開催し、主要仕入先と調達情報、品質情報を共有している。 

○特に品質については、工程監査時に種々ｱﾄﾞﾊﾞｲｽしている。 

○品質改善･･当社 品質関連部署の協力の下、現地にて工程確認を行い、当社指摘項目の

改善を実施 

○発注側との開発活動中に、取引先より改善に関するＶＡ，ＶＥ提案等を図面・仕様反

映する活動 

○耐火物メーカと協業で耐火物の高耐用化による延命を進めている。①築炉回数を低

減、②使用済み耐火物を減らすことで産業廃棄物の低減させてコストダウンをはかる

ことを目的としている。 

○弊社仕入先は機械加工会社が多く、仕入先と協業し加工前素材形状をニアネットに変

更することで加工代を削減し生産性改善を行っている。 

 

⑩  働き方改革の推進に関するベストプラクティス等 

●親事業者は、自らの取引に起因して、下請事業者が過度な残業や休日出勤などの長時
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間労働、これらに伴う手当の未払いなど、労働基準関連法令に違反するような事のな

いよう、十分に配慮すること。やむを得ず、短納期は追加の発注、急な仕様変更など

を行う場合には、下請事業者が支払う事となる残業代当の増大コストに見合った適正

な価格の見直しを行うこと等 

【受注側コメント】 

〇親事業者が半期に一度、外注業者（下請け）を集め、生産計画を細かく周知すること

により、我々下請け業者の過度な残業の抑制や生産スケジュールを組みやすくなる等

の効果が出ている。 

〇取引業者には過度の生産依頼をしていない。月間の数量が平準化出来るよう配慮して

いる。 

〇労働基準関連法令に違反しないようにお願いしている。 

〇残業及び休出については組合と連携を取り組合チェックにより実行されている。 

〇仕事量を少しでも多く確保したいため、全員で残業時間を振り分けて実施する。 

〇親事業者の設備故障により、代替え生産を要望されるが、自社の現場状況に合わせた

生産にしている。 

〇営業が定期的に客先に訪問して打合せを行っている。 

〇納期の分散 

〇人員の応援派遣 

〇協定以上の生産に対応するため、暫定的に別の仕入先へお願いする費用に関して、適

正に価格見直しに応じて頂いている。 

〇発注先企業の理解が有れば、標準リードタイムからの短縮度合いに合わせた価格割り

増し⇒下請けへの還元も可能と思う。 

〇発注する際に納期と価格の取り決めを行い、追加等が発生支援した場合は納期と価格

の見直しを協議している。 

〇生産 vol 増による、生産ｺｽﾄの上昇（人件費・工程の外注化等）分を見積り、単価に反

映している。 

〇客先の都合による、特急対応の場合、休日出勤対応の費用を負担してもらう。 

〇計画を大幅に上回る発注に対して休出対応したが、人件費、設備稼働費などの追加費

を請求した。 

〇決められた納期に沿って受注品を熱処理していますが、発注先の都合で特急扱い等に

なった場合に特別料金を加算させていただくことが稀にある。 

〇短納期対応の場合の単価の値上げ。 
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【発注側コメント】 

○特急依頼をしなければならない場合は、通常以外の特急輸送費用を当社が負担するな

ど、下請事業者での製作以外の時間削減に協力するなどしております。 

○当社の土曜日稼動に必要な部品手配は前日の金曜日に入荷するように発注。また１週

間前には土曜必要分の発注を行うことで、平日５日間で生産負荷を均等に出来るよう

下請け会社に配慮 

○製品納期の調整を協議すること。生産の平準化 

○急な仕様変更に対しては、協議の上、適正価格の見直しを実施 

○発注する際に納期と価格の取り決めを行い、追加等が発生た場合は納期と価格の見直

し協議している。 

○個数に重点重視して、小ロット単価等を検討している。 

○販売価額への転嫁等 

○短納期になりそうな時は、事前に無理のないスケジュールを確認 

 

Ⅴ．取引条件の改善を進める上での課題や、業界団体や政府への対応の要望等 

【受注側コメント】 

①  取引条件の改善を進める上での課題 

●価格決定適正化について 

〇一律的なコストダウン要請は合理的理由と言えるのでしょうか？利益率が 5%に満たな

いのに、一律的に 5%のコストダウン要請は非常に苦しいです。 

〇30 年以上、単価について見直しして頂けないものも多数ある為（現在交渉中）働き方

改革推進するまではまだまだ時間がかかる。 

〇親会社の市況判断にて価格改定のルールを策定されている。（下請け企業の購入価格で

の価格変動が認められない。） 

〇物価上昇による値上がり分は、自社も同じ苦労をしているという理由から話を聞くと

いう態度もありません。取引条件の改善をしない会社は、名前を公表し摘発しない限

り良くなりません。鋼材も手に入りにくく苦労しています。 

〇親業者は部品とコスト（価格）しか見ないので、話にならない。原低をしない代わり

にいっさいの価格転嫁を認めないというテイアンが数社あった。 

〇一部の外資系自動車部品メーカーは価格変更を認めない。 

〇メーカーの賃金ＵＰは可能でも現状のままでは到底型業界は不可能である。北米中小

企業の時間給に比べると日本の中小企業の賃金はかなり低い。型費削減を長年依頼さ

れてきたが限界にきており社員の不満も高まるであろうと感じる。仕入の材料費Ｕ

Ｐ、光熱費等の固定費ＵＰでありながら型費は削減を虐げられている。 
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〇客先の調達担当者からは「費用は発生ベース」「協議の上で決定」といったガイドライ

ンを意識した言葉が出るが、実際の値決め段階では、「今後の発注」や「競争力」など

を口実に無理な単価を要求される。 

〇当初受けた金型納期を大幅に短縮され、残業や休日出勤で対応したにも関わらず、費

用面の増額を許して頂けなかった。 

〇自動車会社に対する、鋳造副資材、電気料料金変動に対する部品価格変動 

〇原材料費変動が大きく、価格への反映が困難である。労務費を価格転嫁するためにど

うすればよいか分からない。加工保証費という名目にて上記記載例のような赤伝請求

が来た場合対処できない→鋳造工場の減少なってきた。 

〇親会社の取引先（鉄道業界）に今後安定供給に関する問題（数十年変わっていないコ

スト・製造方法等）を理解して頂きたい。 

〇下請け会社同士で部品の単価を競走で引下げてしまっているのが、現実であり安定し

ないのが残念です。 

●型管理適正化について 

〇金型預りについては保管料をいただきたいと思っています。 

〇製造開始から１０年以上経過し、型が老朽化している製品で、型を更新してもらえず

不良率が上がり負担が大きいものがある。 

〇実質量産は終わっているのに、わずかながら生産があるということでなかなかパーツ

品単価に変更してもらえない。大幅な減少の定義が無いため、逆にそれを悪用され量

産単価のままになってしまっている。 

〇補用金型保管費用未払いなど、動きは逆行している。 

〇型完成日のみ決定して内容が決まらない期間分の型完成日の延長を認めてほしい。 

〇自動車業界は改善されているが、電気電子機器業界はまだまだ改善されていない。特

に多数の金型を保有しているメーカは金型保管費用や廃棄の要望が通らない。 

〇金型等の処理は以前より我々の不満な案件でした。我社においても取引会社様の理解

を得た処置を望みますが「我社は金型はいつまでも保管します」を営業利点として打

ち出す会社の様な抜け駆けも慎む推進をお願いします。 

〇金型保管などは親事業者からの働きかけを行っていただきたい。 

●代金支払の適正化 

〇2 次下請は、1 次の上（車ヒットメーカー）の厳しい検収条件によってどんどん検収が

遅れる。 

〇弊社は、金型入荷検収で翌月払いであるが、客先によっては製品合格後もしくは量産

開始後検収支払い（手形もあり）なので、書品納入時検収翌月支払いに変更が希望で

す。 
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〇受け取り手形サイトの短縮 長 90 日にする   

〇型代金の支払い方法について、従来から何一つ変わっておらず、分割払いのままであ

る。 

〇金型、検査治具、溶接治具等の支払いを量産開始後 24 ヶ月で支払い頂くのは資金繰り

が苦しい。 

〇大手自動車メーカーから大手部品メーカーへの検収・支払条件を見通し、「受注→型完

成→から、半年、1 年度支払いが行われない」ような状況は改善出来ないものか。 

●働き方改革の推進について 

〇自動車業界では新型開発における試作の製品評価をシュミレーションを使いたちあげ

期間を短縮したとよく言われるが、製造現場では実際に新部品を使用する段階で不具

合が判り、特急で製品を変更する事がよくあり短縮の協力が増加して来ているように

思います。 

〇働き方改革を推進する為、急な発注増に対する時間外費用の請求を親事業者は理解と

納得をしていない。 

〇休日出勤を強制するような納期指示は、まだ日常的にあります。 

〇客先側の設計開発等の仕事の進行が遅れる→しわ寄せが金型製作期間の短縮要請の形

になっているように思われる。 

〇上位の会社が、生産に時間がかかるということを理解していないような発注や見積も

り依頼をする。その納品・見積もり提出締切に合わせるため、下請けが長時間労働を

強いられている。 

〇現状、残念ながら金曜日に入荷した製品納期を月曜日に設定されるｹｰｽが多く、土日出

勤で対応せざるを得ない。熱処理で納期調整（遅れ挽回）を行う事が慣例化されてい

る事が現状である。お互い生産を下支えする上で受け入れるしかないのが現状 

〇週末休暇時でのメンテナンス業務の削減を切に訴えたい（業界として取り組むべき

か） 

〇納期・コストの面で 36 協定を含めて残業時間を 40 時間以内にするのが、難しい。 

〇見積もり後、受注までのスパンが長く 受注後の納期が短いので残業をせざるを得な

い。 

〇製造ラインの人員の時間外労働の基準については、明確に訴求する必要がある。（すれ

ば理解を示す） 

〇ヒエラルキーの頂点に君臨する完成車メーカーが、資本関係のない下請事業者の働き

方改革推進に対してご理解をいただけるという意識を持つこと自体が下請事業者にと

っては難しく、また、下請事業者側から完成車メーカーへ提議を行なうことは、現実

的には困難であると考えます。 
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〇改造工事等につき、休日実施を求められるが、試運転は月曜の親事業者社員の出勤を

待ってからでないとできない、完了できない、という事態が見受けられます。せめて

親事業者も立ち会うべきではないか。また、工場内の安全パトロール等を下請のみに

担当させるのはいかがなものか。 

〇結局はお客様ありきがビジネスの基本なので、お客様が欲しい時に欲しい物を届ける

ためには多少の無理をせざるを得ない。使用者と従業員が同じ方向を向くための指針

が無いまま働き方改革だけ先走りしては、経営が成り立たないのではないか？ 

〇仕事量は親会社の発注次第で、当方でコントロールが出来ない。 

〇親事業者は、事業が好調な時は過度な増産を行うが、下請けの生産能力を考慮するこ

とはほとんど無い。顧客満足度を維持するには短期的には社員に無理を言うしか方法

がありません。働き方改革は、机上の議論が多すぎると思う。 

〇生産増の計画が有り、残業規制や、人手不足の中で、納期対応が難しい。 

〇過度な残業時間を低減するためには新たに人材を確保するが、その労務費の上昇を価

格に反映しなければ、経営がますます厳しくなる。しかし、自動車部品関連のお客様

は全く交渉に応じて頂けない。 

〇全般的に客先大手は内示や計画提示が年々遅くなる傾向や要求納期が第１や第３四半

期に集中する傾向があり、山積み対応のため残業増加要因となる。 

○製品納期の調整を協議すること。 

〇生産数の平準化 

〇フォーキャストの提出と正確性 

〇取引先から納期情報を都度入手して、下請けに無理のかからないような発注方法を心

がけている。 

○発注量の増減を可能な限り、速やかに連絡をいただかないと多数の取引先を抱え仕事

の予定組に支障をきたす。 

〇顧客からの精度の高い長期注文情報の展開を定期的に展開いただく事で、自社の事業

計画にて無理の無い操業体制の構築ができる。 

〇働き方改革を推進するためには、仕掛在庫の見直しが必要と思われる。 

〇親事業者からはカンバンでの納入になっているが、自社での生産はまとめての生産に

して効率をあげ、無駄な時間を排除して残業を減らしている。 

〇零細企業は親企業からもらう単価によって働き方が大きく変わってくる。 

〇納期や単価を上げれば働き方改革は推進できると思うがそれでは日本の競争力が弱く

ならないか心配 

〇自社内でこなすべき作業がはみ出すため下請け業者に発注することで働き方改革にあ

わせている部分がある。 
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〇親事業者のｽﾏｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ化には下請業者も含めていくことが必要であり、今後は親事業

の発注が事前にわかるようになる等で、生産管理の効率が良くなり、ムダが減ること

で、作業効率が向上すると期待している。 

●その他全般について 

〇直接接触している方には理解してもらっているが、その先の組織の中に情報が伝わら

ない 

〇親事業者となるﾒｰｶｰや１次ｻﾌﾟﾗｲﾔが率先することで下請事業者の状況の一部は改善出

来ると考える。 

〇資本金をたてに、取引改善が進まないが客先はその更なる親事業者に申し出を行わな

い事も、不思議である。やはり、自身が設備含め購入する際は、現金決済なのである

事と、働き方改革のしわ寄せは、中小零細に圧し掛かってくる感じが払拭できない。 

〇まず、発注企業の意識変革が無い事には、仕事をもらっている立場からは、仕事がも

らえなくなるリスクを考えて何も言えない。 

〇人材流出が止まらない中、残業規制等により従来より低賃金を残業で穴埋めしていた

人材の流出が更に進んでおり「もの作り」に大きな危機を感じている。親会社より納

期厳守を要求され派遣社員の採用等、業績も悪化し非常に厳しい状況 

〇現金化/個人保証では 金融機関がガン。地方金融機関では経営層を外部からに 入れ

替えるくらいでないと金融機関じたいの存続も危ういのでは 

〇在庫は下請け業者に任せるのではなく自社でも多少の在庫を持って頂き生産性均衡化

に努めて頂きたい。 

②  業界団体や政府への要望 

●強制的な制度やルールの策定化について 

〇法令、税制、人件費、燃料等外部環境変化によるコスト変動をオートマチックに転嫁

出来る仕組み・法整備をお願いしたい。 

〇国が 1 次メーカーを強制的にルールを決めさせるしかない。 

〇中小企業支援法の部分をある程度，大手企業に強制する必要があるのではないでしょ

うか？ 

〇下請法で、大企業・中小企業の枠を外してほしい。支払い方法に規模の大小は無いと

思う。 

〇当社の製品は競争入札による個別受注・個別製作品のため、現在の仕組みの中で巨大

な完成車メーカーと契約条件を交渉して取引条件を改善していくことは甚だ困難で

す。この点から、業界団体及び政府による完成車メーカーへの一層のご指導と法制化

の検討をお願いいたします。 

〇大企業に分類される企業においては、下請け企業に対して現金支払いを制度化してほ
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しい。 

〇いくら業界・政府が指標やガイドラインを定めても、それらを嵩にかけ過ぎて交渉し

てしまうと、発注側が調達コストの割高感を感じてしまい、海外調達・海外生産に拍

車をかけてしまう恐れがある。なので、国内調達・国内生産をしている企業に対し、

優遇税制を設ける等して、国内で調達・生産するメリットを創出すれば、発注側も受

注側もウィンウィンになるのでは。 

〇素形材製品製造のための購入材料等は翌月払いが多い。上位企業の素形材製品購入に

ついて消費税負担を軽減する代わりに支払い条件を翌月払いに法制化するなど。 

〇下請け事業者の経営の安定化を図るためにも、支払いの現金化を義務付ける必要があ

ります。 

〇金型保管費や補給品価格については、交渉による合意が困難なので、価格の決め方に

ついて業界団体や政府が基本的なルールを作って頂き、ある一定のレベルのところま

では親事業者、下請事業者が交渉の労力無しに決まる仕組みが欲しい。 

〇発注を見込んで生産の枠どりをしていたにも関わらず、開発遅れ等で発注が遅れ受注

できないまま、生産スケジュールに穴が開いた時の損失を補償する仕組みについて検

討頂きたい。 

〇熱処理会社の取引はその大半が 3 次下請以下であり、下請法の対象とならないことが

多く、ガイドラインの効果は、一部の取引に限定される。資本金を基準として対象、

非対象を決定していることが、現実とはアンマッチであると感じる。 

〇レアメタル等資源の価格上昇に伴う副資材の値上げや電力料金、賃金の上昇傾向を理

由とした価格改定には大方の取引先は理解を示して頂いている。しかし、一部大手企

業は回答が大幅に遅れたり、要求から大きく乖離した回答で下請法違反のケースがあ

る。会社全体の体質なのか、調達担当者のコンプライアンス意識の欠如によるもの

か、いずれにせよ法令違反の場合は会社名を公表して欲しい。 

●指導徹底について 

〇支払い条件の改善（現金払い、手形サイトの短縮など）を求めるが、大手メーカーと

Ｔｉｅｒ1 間の改善が進まないため応じて頂けない。まずは大手メーカーに政府より改

善の指導をして頂きたい。 

〇取引適正化ガイドラインの適用範囲を、下請法適用会社に限らず業界全体の取引に対

して徹底する働きかけ。 

〇実効的なルール、マニュアルの策定を急ぐこと。原価低減要求への対応。労務費（国

の 低賃金・人手不足対応）、原材料、電気料金、燃料費、為替など、企業努力だけで

は対応しきれない要因に対する対応策については、早急に整備をすすめて頂きたい。 

〇下請け法の順守キャンペーンは定期的にやってほしい。 
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〇終了期限の見えない補修部品供給義務や量産時と大差ない価格設定などの慣例が部品

メーカーの負担となっているので、 上流の自動車メーカーの意識改革が進むようご

指導お願いいたします。 

〇現行、客先からの内示（生産計画～３か月）による生産準備（材料購入、工程準備

等）は受注者の自己責任とされる。生産計画のある程度の変動はやむを得ないが、変

動幅に基準を設け、基準外の変動があった場合は発注先も責任分担する取引慣行の定

着をお願いしたい。 

〇政府各団体様が大手発注業者様へのヒアリング実施頻度を増やしてほしいです。政府

が監視しているという実感があれば大手発注企業様も真剣に取り組んでくれると考え

ます。 

〇労務費上昇分の価格転嫁への親会社の対応が悪い。政府からの強力なプッシュをお願

いします。支払条件に関して、２次下請けは１次下請けが親事業者から受けている条

件（１部現金化）とは相違して 100％手形が大半であり、割引額の補てんもない。少な

くとも１次下請けが親事業者と取り交わしている支払条件と同じとなる提案をお願い

します。 

〇労働者不足による人件費高騰を適正に価格反映にまでは至っていないので、適正に処

置して頂ける様働きかけをお願いしたい。（結局、競争力を問われる為満足な価格反映

は出来ていない） 

〇自動車産業、素形材産業だけでなく、多くの産業界に取引ガイドラインを浸透させ、

発注側に徹底させていただきたい。親事業者（大企業）から一次受辺りまでは、残業

に対する配慮があるかも知れないが、それ以下への配慮はほぼない。少なくともグル

ープの下請けに対しては、配慮を徹底するように指導してもらいたい。 

〇工業会として型メーカー全体のコスト相場を型使用メーカーへもっと訴求すべき（さ

もなくば、いつまで経っても理解されない・・）見積競争を強いられている環境で、

どうやって、上記のような取引環境を構築していったらよいでしょうか。 

●その他支援や対応について 

〇鋼材のひっ迫状況がひどく、分納や納期遅延等による生産効率の大幅な悪化がある

が、取引先は納期への対応を求めるだけでコスト増には対応して頂けない。カーメー

カーも鋼材メーカーも大企業であり、間に挟まれた我々素形材企業が残業、休出など

により納期対応せざるを得ず、どこもコスト増は負担しようとしない。こういった点

についての対応をお願いしたい。 

〇現在の製造業の状況を良く理解して頂きたい。（人財不足・後継者不足による廃業の深

刻化） 

〇人件費アップ分の製品価格への反映・鋳造会社の地位向上（待遇改善）と魅力向上に
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よる人材確保・政府＆顧客による鋳造（特に３K 業種・素形材関連企業）の擁護と支援

等・外国人研修生・労働者の受入への補助と支援と条件緩和 

〇大手の企業でありながら、担当窓口が今までと変わらぬ対応で、世耕プランについて

の周知がいまだにできていない。 

〇政府は実態を知らなさすぎる。家内企業がいかに多いか、又発注者側に恐れおののい

ているか。分かっていない。 

〇手形決済を無くし、全て現金決済にする。 世の中から、手形取引を無くす。手形取

引は、小企業において負担でしかない（管理、手数料、割引料等） 

〇自社以外外注を含め休日、残業の基準がきびしくなり、納期対応が非常に厳しくなる

のが見えています。もう少し中小の立場になって考えて頂きたい。（政治に） 

〇企業規模の大、小を下請けという概念でなくパートナーとして受け止め今後の変化の

時代をチームジャパンと考えられる意識統一を推し進めていただきたい。 

〇業界により環境は大きく異なる。メッシュを細かくし、それぞれに応じた施策を検討

しなければ、埋もれる業種もあると考える。 

〇業界として型保管（特に木型）の指針を取り纏めて頂き、定期的に親事業者へ働きか

けを行わないと理解を得られません。取引先によっては保管料はなく、木型があるか

ら発注するので長期保管を希望といったメーカーもあります。 

〇気軽に相談できる窓口を拡大頂きたい。 

〇大手上場会社は、適正取引について周知されている。問題は、２次下請け、３次下請

けとの取引 

〇支払いサイトの見直し、手形発行の金額設定（５０万以上など） 

〇来年 10 月施行予定の軽減税率についての複雑な仕組みについては、どうしても納得で

きません。 

〇この調査内容は大量受注や車業界の調査内容で 当社には該当しない回答できない項

目が多々ありました。 

 

【発注側コメント】 

○自動車ボディ用プレス金型は受注から納品まで１年近くを要するため、完成車メーカ

ーが中間払いをしてくれないと当社の下請先への支払条件改善が困難です。製作期間

が長期に亘る取引（例えば 3 か月以上）については、発注者である完成車メーカーに

中間払いを課すなどを、法制化していただけると助かります。 

○完成品メーカーへ強制的にルール策定をさせないと、その下請けが動けるはずがな

い。 

○現行法では Tier1 サプライヤーに全ての負担がかかるが、大元のメーカーは特に制約
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を受けない、また下請け業者も下請法を過大解釈して範囲を超えることを言ってくる

場合がある。 

○終了期限の見えない補修部品供給義務や量産時と大差ない価格設定などの慣例が部品

メーカーの負担となっているので、 上流の自動車メーカーの意識改革が進むようご

指導お願いいたします。 

○鋼材のひっ迫状況がひどく、分納や納期遅延等による生産効率の大幅な悪化がある

が、取引先は納期への対応を求めるだけでコスト増には対応して頂けない。カーメー

カーも鋼材メーカーも大企業であり、間に挟まれた我々素形材企業が残業、休出など

により納期対応せざるを得ず、どこもコスト増は負担しようとしない。こういった点

についての対応をお願いしたい。 

○顧客における金型保管の緩和（期間が長い）、保管費用対応の円滑化 

○金型は頂けるのではなく、終わったら引き取るのが理想的と思われる。 

○ガイドラインに対する実施状況を含めた情報を開示及び講習会の開催 

○親事業者となるメーカーや１次サプライヤーが率先することで下請事業者の状況の一

部は改善出来ると考える。 

 

 

 

以上がアンケート回答票 847 通（発注側 161 社、受注側 686 社）の集計結果である

が、素形材業界の全事業所数約 1 万事業所（素形材産業 5400、金型 3700、金属熱処理

500）と比べ、桁違いにｎ数が小さいことは否定しようがないが、産業政策に期待を寄

せている多くの素形材企業を代表している声と捉えて問題はないと思料する。 
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２．２ アンケート調査票の集計結果の分析等 

 

（１）素形材業界における回収率の評価 

平成 28 年 9 月の“世耕プラン”の公表、同年 12 月の関係法令の基準等改正（下請

法運用基準、下請基準、手形通達）により、取引適正化に向けた政府の取組に対する素

形材企業の期待も大きくなってきたことから、素形材企業を対象としたガイドライン

のアンケート調査への参加企業が増大しているが、素形材センターを中心に素形材主

要団体が回収率向上のため、会員企業に対し、きめ細かい回収指導を実施したことに

よると思われる。 

平成 30 年度のアンケート調査票回収数は受注側 686 社（前年 682 社）、発注側 161

社（同 125 社）で、平成 29 年度より受注、発注とも増加した。回収率は全体では 37.4％

であったが、業種別では、鋳鍛鋼 93％、粉末冶金 75％と大企業性の高い業種ほど、回

収率が高いという結果となった。いずれの業界も正会員、中小企業組合会員に幅広い

アンケートを実施したが、回収率が４割を超えたのは、前記２業界に加え、金型、ダイ

カスト、金属熱処理の５業界で、鍛造及び金属プレスは 34％台、鋳造は 22％台という

結果であった。アンケート依頼先を増加したにもかかわらず、回答数に大きな差異が

ないのは、こうした工業会を基点に行う調査に対する協力企業が固定化されているこ

とによると思われる。 

アンケート調査票は中小企業にも記入しやすいようにマークシートへのチェックを

するだけの内容であり、決して大きな負担になるような内容でないことを勘案すると、

取引適正化への熱意の差異も影響している。また、前節の集計結果に現れているよう

に、取引先企業で取組がなかなか進まないことから回答を逡巡していることが理由か

も知れない。今後、素形材産業の取引適正化の現状を把握するうえで、アンケート調

査の回収率を高めることが求められる。素形材産業の主要業種とされる、鋳造、鍛造、

金属プレスの３業種の工業会は、回収率が低い状況にあり、会員企業等への更なる取

組みの周知活動と協力を期待したい。 

 

 

（２）３重点事項に対する素形材企業の取組の状況 

前節の結果に記述しているように、一部においては取引適正化の動きに進展が見ら

れるものの、平成 28 年 9 月の“世耕プラン”の公表、同年 12 月の関係法令の基準等

改正（下請法運用基準、下請基準、手形通達）から２年近くとなっても、依然として、

十分に浸透していないと推察される。 

 

   ３重点事項等について、アンケート調査で得られた結果は、 

  ①【合理的な価格決定】については、 

・発注者側からの原価低減要請の方法が望ましくない事例を行わないように徹底さ

れているかについては、改善傾向にあるものの、依然として、平成 29 年 12 月以

降も原価低減要請は 3 分の 2 の企業が受けている状況で改善が必要である。 
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・労務費の上昇と取引対価の見直しについては、十分な協議が行われていない（協

議がしにくい）状況が続いており、改善が必要である。 

・価格変動の取引対価への反映については、比較的反映できた項目は原材料費のみ

であり、労務費、電気料金や燃料費のエネルギーコスト、為替による景気変動、い

ずれも反映できたとは言えない。取引対価の決定に当たって、円滑な協議を行う

ための課題では、「発注側企業の理解」、「発注側企業の調達担当者の知識向上」と

する回答が多く、十分な協議を行う環境が出来ていない結果となっている。 

 

②【型管理の適正化】については、 

・型保管及び旧型補給品供給に関するルールやマニュアルの整備について、「型の返

却や廃棄の基準」、「必要な費用の負担」、「保管義務期間」、「一括生産・買取制度」

及び「再生産時の運用ルール」のいずれもが改善傾向にあるが、依然として、５割

前後が「未実施」となっており、改善が必要である。 

・「未来志向型・型管理アクションプラン」についても、「一斉点検」、「取引先への廃

番確認」、「型管理マニュアルの策定」等、未実施の企業が５割以上となっており、

更なる普及のための対策が必要である。 

・補給用部品の型管理の適正化や改善の取組が実施できたかについても、あまりで

きなかったとする企業が受注側では 5 割以上、例えば取引先の保管費用の負担で

は 7 割を超える企業が出来なかったとしている。 

・より円滑に型の増加抑制及び削減を進めるための課題では、発注者側がルール・

マニュアルの策定及びこれらの浸透、徹底としているのに対し、受注側では「発

注側企業の理解」が６割を超えており、取組姿勢に違いが見られており、改善が

必要である。 

 

③【下請代金支払の適正化】については、 

・下請代金支払いにつき、現金払い、割引料負担の勘案及び手形サイトの短縮に向

けた方針や計画の策定では、７４％の発注企業側で策定されているとなってお

り、改善傾向にある。 

・しかしながら、結果では、全て現金払いは１割強、２８％の企業が５割以上を手

形払いとしている。また、手形の割引料は受注企業が負担している割合が依然と

して６６％あり、サイトも 90 日を超えるケースが７割近くと問題が多い。 

 

（３）取引上の地位の違いによる取組の状況 

（２）では、素形材企業全体について下請取引適正化の取組の状況を見たが、取引

上の立場の違いとして発注側と受注側の双方で認識に隔たりがあることが、判明して

いる。すなわち、発注側の立場としては取組を進めているつもりであっても、受注側

では取組が進まないと認識されているケースが多く存在していることが推察できる。
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存在していることは、否定できない事実である。 

 

 

（４）その他の取引適正化に関する取組の状況 

３重点項目以外でガイドラインに掲げられている問題視されやすい行為を行わない

ことが徹底されているかについては、受注者側で約 74％、発注者側で約 82％の企業

が、「実施済」または「実施中」としている。 

 

徹底されていない項目としては、昨年度に引き続き、「発注内容の変更に伴う負

担」、「配送費用の負担」が多くなっている。また、この二つも含め、多くの項目で昨

年度より割合が増加しており、改善が進んでいないことを示しており、景気の拡大局

面で、受注量の増加から、ガイドラインに目をつぶるという傾向があるのではないか

と推察される。一方で、消費税の転嫁や書面交付義務については、一定の進展が見ら

れている。発注先企業も、これだけ取引適正化の施策強化の中で、口頭での発注等は

控える傾向にあるものと推察される。 

 

「発注内容の変更に伴う負担」については、継続的な取引であることやモデルチェ

ンジ後の新規受注のためとして、素形材企業側から積極的に契約改訂の交渉をしない

ケースも多いと見受けられる。ガイドラインのベストプラクティスを参考にするな

ど、毅然とした対応が必要である。また、「配送費用の負担」については、従前から

問題の多い点であり、既述の「労務費の上昇への対応」と併せて、素形材業界全体で

重点的に取り組む必要がある。 

 

（２）の取引上の地位の違いによる取組の差異では、「取引先が取引ガイドライン

遵守を徹底しているか」との問いに対し、Tier1 企業で未実施と答えた割合 16％であ

ったが、Tier2 以下の企業は、26％が未実施と回答しており、Tier1 の１／４の企業

が、ガイドラインを遵守していないと回答している。Tier1 企業には素形材企業も多

く含まれていると思われるが、本アンケート回答企業はガイドライン遵守を自主行動

計画で定めた工業会のメンバー企業でもあり、ガイドライン遵守が必ずしも徹底され

ていない。 

 

 

以上から、素形材産業が抱える取引適正化に関する今後の課題等を以下のように整

理した。 
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●ガイドラインを活用した適正取引推進のための課題等 

   （アンケート結果による、素形材産業における取引適正化の状況） 

 

  ①[合理的な価格決定]については、改善傾向にはあるが、労務費を始め、燃料費、 

電気料金、原材料費等の変動があまり反映できていない。一部には、Tier1 に 

おいて反映が止められている状況も見られる。また、労務費は重点的に改善 

を進めることが重要。 

  ②[型管理の適正化]については、型管理アクションプランの取組が不十分。一斉 

点検の実施、保管期間を過ぎた型の廃棄・返却、取引先の保管費用の負担等が 

できていない。特に、Tier2 以下の企業の取組が遅れている。 

  ③[下請代金支払の適正化]については、依然として、改善が遅れている。現金払 

いの比率は少なく、手形払いが圧倒的に多い。また、手形割引料を受注者が負担、 

サイトが 90 日以上 120 日以内のケースが も多く非常に長い。 

  ④全体として、組立⇒Tier1⇒Tier2 の順に、取引適正化の進捗に遅れが見られる。 

  ⑤「発注内容の変更に伴う負担」、「配送費用の負担」など、問題のあるケースが 

依然として残っている。 

 

 

 この結果は、素形材産業の主要ユーザーである自動車産業、自動車部品産業の代表

的な企業の動きに見られる成果に比べて、Tier２、Tier３企業の多い中小素形材業界

までその恩恵が行き渡っていないことを意味している。政府により期待されたサプラ

イチェーン全体の取引適正化の動きは未だ不十分である。 

これらの課題を解決するためには、「発注側企業の理解」が不可欠であることは従前

とおりであるが、素形材企業側から発注側企業の理解を得るための働きかけも必要で

ある。特に発注側企業が Tier1 企業である場合は、さらに上位の発注側企業の取組状

況についても注意する必要がある。 

 

また、素形材業界自身にも課題がある。需要が旺盛な時期に、単価交渉は受注の妨

げになるとの意識が窺われ、素形材業界全体で取引適正化を推進しようとの意欲が低

下しているように感じる。特に、労務費上昇への対応は、仕事量の増加を背景に苦慮

している企業が多いが、あらゆる業種で労働者不足の実態から、価格交渉の場に持ち

出せない現実がある。 
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３．素形材業界団体の適正取引推進活動の支援 

  

３．１ 素形材適正取引推進委員会の開催 

アンケート調査の集計結果を素形材産業室に納品後、関係業界にフィードバックを行

い、業界団体毎の取組の浸透状況の分析と課題等の抽出及び今後の取組みについて検討

を依頼した。 

また、その分析や検討結果を積極的に情報共有し、意見交換を行い今後の取組みに活

かすため、関連業界が連携できる場として、素形材関連８団体の代表で構成される「素

形材適正取引推進会議（第 2 回より素形材適正取引推進委員会と改称）」を設置した。同

委員会では、各工業会の適正取引の推進について検討する委員会等と緊密に連携し、ガ

イドラインを活用した適正取引の推進活動を後押しするため、素形材関係団体のアンケ

ート調査の分析結果を基に、ガイドラインに掲げられた項目について、自主的な取組へ

と実践させていくための諸課題や対応等について、ガイドライン改訂に繋がる意見のと

りまとめを行った。 

 

「素形材適正取引推進委員会」の開催経緯は以下のとおり。 

 

◇第１回 素形材適正取引推進会議 

・日 時  平成３０年１１月２２日（木）１０：００～１２：００ 

・場 所  機械振興会館３階 素形材センター会議室 

東京都港区芝公園３－５－８ 

・出席委員 板谷委員長ほか 委員 １１名 

・議 事 （１）素形材産業取引ガイドラインのフォローアップについて 

     （２）その他 

 

第１回委員会では、平成30年度素形材産業における取引条件改善調査の実施につい

ての説明の後に、本委員会の趣旨について委員より承認を得た。その後フォローアッ

プアンケート調査の集計及び分析について議論が行われた。 

 

◇第２回 素形材適正取引推進委員会 

・日 時  平成３１年３月８日（木）１５：００～１６：００ 

・場 所  機械振興会館６階 ６Ｄ－３号室 

東京都港区芝公園３－５－８ 

・出席委員 板谷委員長ほか 委員 １０名 

・議 事 （１）ガイドラインの活用方法等について 

・ガイドライン改訂委員の意見 

・業界団体としての対応策の検討 

・国に対する要望等 

     （２）その他 
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第２回委員会では、各工業会の適正取引の推進について検討する委員会等にて議論

されたガイドラインの活用方法、改定委員の意見について、業界団体としての対応策

の検討を行った。 

 

 

３．２ 素形材適正取引推進委員会での討議内容 

（１）アンケート調査の集計結果を踏まえた今後の対応 

３重点事項及びその他の項目も含めて、全体では、（未実施）➡（実施中）➡（実施

済）へと、各項目の実施について、次回アンケートを実施するまでに、結果がゴールに

近づくようステップアップを図ることを目指すこととする。 

 

【合理的な価格決定】を徹底するためには、「発注側企業の理解」を得ることが重要

であり、自社の営業担当全員が、社内研修、外部研修・セミナーへの積極的参加によ

り、ガイドラインの理解を深めるとともに、発注側企業への理解を求めていくものと

する。更にその上位発注側企業への働きかけや交渉を進めて頂くよう求めていくもの

とする。 

 

【型管理の適正化】を徹底するため、それぞれの業界で型管理アクションプランを

着実に実行することを会員各社に呼びかける。また、発注側企業からの型の廃棄情報

等を受注側企業は確実に受け取り、アクションプランに沿って対応するよう努める。

また、型の管理の適正化のマニュアルをサプライチェーンの各企業間で共有できるよ

う、関係者間で協力して、トライアル、マニュアル化、ルール化を進める。さらに、保

管が必要になった型については、費用負担のあり方について、発注側企業と協議する。 

 

【下請代金支払の適正化】を進めるため、発注側企業と受注側企業は双方から、現

金払いの希望、手形払いのサイトの短縮について話し合いを行い確認する。なお、近

年普及しつつある“ファクタリング”については、現金払いではないことに留意する

ことが必要である。 

 

   その他、ガイドラインの一層の浸透、定着により、多くの素形材企業がガイドライ

ンの掲載されているベストプラクティス等を手懸りとして、発注側企業の理解を獲得

し、取引適正化の動きが浸透すること目指すこととする。 

 

 

（２）ガイドラインを活用した取引適正化の推進 

   素形材業界において、昨今の取引適正化に向けた政府の動きは歓迎しているもの

の、全般的に改善傾向が認められるが、その歩みは遅々としている感が強い。これを

加速するためには、ただ「発注側企業の理解」と復唱するだけでなく少し踏み込んだ

対策も必要と考える。以下に、議論のあった発注側企業への対応、受注側企業として
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の対応策を整理する。  

 

  （発注側企業への対応）  

例えば、ゼロ金利時代で大企業では現・預金が積みあがっている状況を考えると「現

金支払い比率」も大幅に改善されて然るべきであるにも拘わらず、その改善は緩慢で

ある。なぜ、改善されないのかに関して一次サプライヤーでも元請支払いが依然とし

て手形支払いであることを理由にあげている。結局のところ、日本企業の購買担当責

任者は米国の purchasing manager のような専門職でなく、数年の任期で交代するた

め、自分の任期内で少しでも取引条件が不利になるような変更はしたくなく、任期中

の業績評価を高めるためにコストダウンにのみ関心を持っているためと考えられる。

また、契約交渉中の内容の申し継ぎもなされず交替する事例もあり、一から再交渉す

るばかりでなく、ガイドラインについて説明する事態も生起している。これまでのよ

うに購買担当者を対象としたアプローチでは限界があるように思われる。  

このため、委員から以下の提案があった。  

・取引慣行を抜本的に改善するためには経営者レベルの関与が必要であり、例えば、

経済団体（経団連、経済同友会）を通じて元請け企業経営者に「基盤産業維持のため

に取引慣行の改革」が必要なことを認識してもらうことが必要。  

  ➡経済産業省から主要需要業界団体あてに文書の発信について依頼する。  

・需要家業界（特に自動車以外の主要需要業界である建機・産業機械・重電・造船）と

の連携強化、交流による素形材ガイドラインの周知徹底を図る。  

  ➡「素形材業界と自動車部品工業会との懇談会」のような意見交換の場の設定  

・ガイドラインは政府の定めた指針ではあるが、下請法、独禁法、下請振興法等の法

律違反となることを需要家業界に広く普及・徹底する。  

・より強力な方策としては、下請法・独禁法違反を積極的に立件して、元請企業のコ

ンプライアンス意識を高めること。例えば、建設業界の談合や大手小売業の優越的

地位濫用案件を積極的に立件したことで、こうした問題が大幅に改善されている。  

・例えば、熱処理業界では、発注企業から契約後に工法変更を要求され追加的費用が

発生しても請求できない状態が 1950 年代から続いているとの報告があったが、こ

うした場合、業界全体で追加的費用を請求することとし、もし、それに発注者が応

じなければ、下請法第 4 条 2 項第 4 号に抵触するとして立件し、「一罰百戒」効果を

狙うことも必要であろう。  

 

（受注側素形材企業の対応）  

・受注側の素形材業界においても、依然としてガイドラインを理解していない企業も

多く存在すること着目する必要がある。このため、文字のみではなくイラストなど

を多用したガイドライン簡易版（ハンドブック）を作成し、活用度を高め、実効性を

増す方策を検討する必要がある。  

   ➡２年前に作成した簡易版が有効であり、活用する。  

・ガイドラインに記載されているベストプラクティスを有している企業による成功例
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を事例公表するセミナー・シンポジウムの開催。（例：いかにして費用を獲得したか）  

    ➡セミナー、シンポジウムの開催は有効であるが、コストがかかる。参加費を徴

収しない開催を検討する。  

・ビデオ版を作成し、YouTube などの媒体でいつでも視聴できるようにすると、受注

者側のみならず発注者への浸透も図れる。  

・素形材の団体毎の勉強会は既に多く計画実施されている。異業種間交流を行う

ことで、新たな気づきがあるのではないか。素形材団体間で交流的な勉強会を開

催する。 
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４．ガイドライン改訂の検討 

 

４．１ 素形材産業取引ガイドライン検討委員会の開催 

アンケート調査結果及び素形材産業界の意見や提案をガイドラインに反映させるため、

昨年度に続き、素形材センターに「素形材産業取引ガイドライン検討委員会」を設置し、

改訂案の検討を実施した。 

「素形材産業取引ガイドライン検討委員会」は、これまで国に置かれていた「素形材

産業取引ガイドライン策定委員会」と同じメンバー（構成は、学識経験者、素形材産業の

主要８団体（日本金型工業会、日本金属熱処理工業会、日本金属プレス工業協会、日本ダ

イカスト協会、日本鍛造協会、日本鋳造協会、日本鋳鍛鋼会、日本粉末冶金工業会）の代

表で構成し、提起すべき取引上の課題や問題点などを取りまとめるための調査検討を行

った。 

 

（１）素形材産業取引ガイドライン検討委員会の開催経緯 

  ◇第１回素形材産業取引ガイドライン検討委員会 

・日 時 平成３１年２月１日（金）１４：００～１６：００ 

・場 所 機械振興会館 ６階 ６階 ６Ｄ－４号室 

・出席委員 細田委員長ほか 委員１０名、委員代理５名 

・議 事 （１）委員会の開催について 

（２）素形材産業の取引適正化に向けた取組状況について 

（３）素形材産業取引ガイドライン改訂に関する意見交換 

        ・ガイドラインのフォローアップ結果について 

        ・ガイドラインの改訂の方向について 

     （４）その他 

 

◇第２回素形材産業取引ガイドライン検討委員会 

・日 時 平成３１年２月２１日（木）１４：００～１６：００ 

・場 所 機械振興会館 ６階 ６－６５号室 

      東京都港区芝公園３－５－８ 

・出席委員 細田委員長ほか、委員５名、委員代理３名 

・議 事 （１）素形材産業取引ガイドライン改訂案に関する意見交換 

・ガイドラインの改訂に関する委員意見について 

・ガイドラインの改訂案（一部修文・追加案）について 

（２）その他 

 

◇第３回素形材産業取引ガイドライン検討委員会 

・日 時 平成３１年３月１３日（水）（書面開催） 

・議 事 素形材産業取引ガイドラインの改訂について 
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（２）素形材産業取引ガイドライン検討委員会での検討 

第１回委員会では、素形材産業の適正取引に係るフォローアップ調査結果を説明し

たのち、８工業会から、「素形材８分野の適正取引に係るフォローアップ調査結果」

の説明が行われ課題や意見が出された。その後、「素形材産業取引ガイドライン改訂

に係る方向性・構成（案）」について説明があった。質疑応答後に、次回の委員会に

おいて改定案を検討するため、事務局にて各委員の具体的な修正意見を事前に確認の

上、整理することとなった。 

第２回委員会では整理された修正意見をもとにした審議を行ったが未了、積み残し

となった項目については、その後の調整を経て、第３回委員会（書面審議）で承認さ

れた。 

 

 

（３）ガイドライン改訂の方向 

第１回委員会で議論された、ガイドライン改訂の方向は、次のとおりである。 

 

Ⅰ．ガイドラインの改訂に当たって、以下の４項目を中心に検討を進める。 

 

１．サプライチェーン全体での更なる「取引適正化」に向けて、下請中小企業の 

取引改善のため、下請中小企業振興法第３条第１項に基づく「振興基準」につ 

いて、望ましくない取引慣行の是正や、「働き方改革」への対応を踏まえた所用 

の改正が行われた（平成30年12月28日）。これに関する「目指すべき取引方法」 

等の追加。 

⇒例①働き方改革の推進を阻害する取引慣行 

 例②ＢＣＰの策定等 

 例③金型代金の支払い 

 例④大企業間取引の支払条件 等 

２．その他、社会経済、取引環境の変化等に伴い、新たに議論が必要な取引事例等 

の追加。 

⇒追加項目の検討 

３．既にガイドラインで取り上げられているものの、依然として取引が改善されな 

い事例として、フォローアップ結果により得られた内容の追加。 

⇒ベストプラクティスの充実をはじめとして、より実行性の高いものとなるよ 

う検討 

４．他のガイドラインとの関係 

⇒一昨年度、自動車産業取引ガイドラインに沿った変更としたが、他のユーザー

業界のガイドラインとも比較し、サプライヤー側のガイドラインとして、多様

なユーザーとの取引関係を包括したものであるか検討 
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Ⅱ．ガイドラインの構成については、以下の２項目を中心に検討を進める。 

 

１．全体の構成（以下）については現行通りでよいか。平成２９年３月改訂におい

て、自動車ガイドラインとの整合性はついたが、近過ぎるとの意見もある。 

２．平成２９年３月改訂において、以下の取引慣行ごとに、①実例、②法的問題点・

留意点、③ベストプラクティス と整理している。 

１．補給品の価格設定 

２．型保管費用の負担 

３．分割納品、運送費用の負担 

４．原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）等のコスト増の転嫁 

５．発注者の予定単価・価格による一方的な契約単価・価格の要求 

６．企業努力の適正評価（コミュニケーションギャップの解消） 

７．不利な契約条件の押し付け 

８．見積時の予定単価による発注及び発注内容の変更に伴う負担 

９．発注時の数量と納品数量の食い違い 

１０．受領拒否 

１１．検収遅延（その他支払条件について） 

１２．有償支給材の早期決裁及び在庫保管 

１３．図面・ノウハウの流出 

１４．消費税の転嫁 

１５．書面交付義務 

１６．トンネル会社を使った下請法逃れ 

⇒素形材企業関係者にとってわかりやすい、実用的なガイドラインとなっている

が、ユーザー業界はどうか。 

従前の通りを前提として議論を進め、Ⅰの検討結果によって、項目の統廃合、

順の変更等を検討する。 

 

 

  



 
 

63 
 

４．２ 素形材産業取引ガイドライン改訂案の検討 

第１回ガイドライン検討委員会で決定した改訂の方針に沿って、第２回ガイドライン

検討委員会、第３回ガイドライン検討委員会での検討の結果、修正・追記等と委員から

提案されたものの検討の結果採用されなかった主な意見は以下のとおり。 

 

（１）「はじめに 素形材産業取引ガイドラインについて」 

→段落中に以下の文章を追記する。 

こうした背景のもと、「素形材産業取引ガイドライン」は、平成 29 年 3 月には、「未

来志向型の取引慣行に向けて」に沿って全面的な改訂を行い、その後のフォローア

ップの結果を踏まえ、平成 30 年 5 月に一部改訂を行っている。 

 

 

（２）「第２章 取引事例に係る主な意見と関連法規等に関する留意点及び目指すべき取引  

方法」 

  ①全体に係る共通の指摘 

  →「（１）取引事例に係る主な意見」を「（１）事業者からの指摘事例」に変更する。 

   （理由）新しい項目名称がその内容に相応しい。 

 

→本文中の「・・・問題となる。」、「・・・問題となるおそれがある。」を「・・・違反   

となる。」、「・・・違反となるおそれがある。」に修正する。 

 （理由）下請法の運用基準に記載されている内容であり、“違反”と明記すべき。 

  ←基準に記載されてはいるが、違反適用は、色々な要素を総合的に判断するため

直截に“違反”とすることは適当でないことから修正しない。 

 

②項目名の変更に係る指摘 

→「２．型保管費用の負担」を「２．型保管・廃棄・返却費用の負担」に変更する。 

 （理由）“廃棄”、“返却”の明確化。 

 

→「４．原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）等のコスト増の転嫁」

を、「４．原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）、運送費、労務費等

のコスト増の転嫁」に変更する。 

   （理由）重要な“運送費”、“労務費”の明確化 

 

③「４．原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）、運送費、労務費等の

コスト増の転嫁」に係る指摘 

→「（１）事業者からの指摘事例」に、以下の事例を追加する。 

⑤ 労務費上昇分の価格転嫁が認められない例 

・人手不足等の影響により労務費が上昇しているため、労務費が上昇している

状況のデータを示して、発注側に労務費上昇分の価格転嫁をお願いしている
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が、認められない。 

 

→「（３）目指すべき取引方法」に、以下の２項目を追加する。 

○ 運送費用高騰の転嫁と法令遵守について、事前に取り決めた契約内容以外のド   

ライバーによる付帯作業（例：契約時の「車上受け、車上渡し」以外の積み下ろ

しなどの作業をさせること）を禁止とすること。また、付帯作業が発生する場合

には、追加の費用を負担すること。 

〇 労務費の上昇があった場合の取引価格の見直し要請に対し、十分に協議が行わ 

れていること。特に、人手不足や 低賃金の引上げがあれば、その影響が加味さ

れていること。 

 

→「（４）具体的なベストプラクティス」に、以下の事例を追加する。 

④ 労務費上昇分の価格転嫁が認められた例 

・発注者に対して、これまでの労務費上昇や将来における労務費上昇を加味した

価格転嫁についての資料を示すとともに、安定的な鋳物の供給のためにはユー

ザー企業の協力が必要であり、お互いのメリットになる旨説明し、価格転嫁が

認められた。 

・発注者に対して、素形材産業取引ガイドライン、世耕プラン重点課題を説明し、

過去 10 年間の労務費の推移表と当地の 低賃金の推移表に加えて外注先の中

子メーカー等の労務費上昇分を加算した資料を作成の上提示・交渉し、価格転

嫁が認められた。 

 

④「５．発注者の予算単価・価格による一方的な契約単価・価格の要求」に係る指摘 

→「（１）事業者からの指摘事例」の「① 一方的な要求」の文中 

「・金型の内製部門を持っている発注者は、それぞれ自社で金型を製作する場合の

コストを基準に発注するので、一方的な値引き要求はしないケースが多い。その

一方、内製部門を持っていない発注者は、購買担当者が安さだけを追求して、一

方的な値引き要求をするケースがある。」を、 

「・金型の内製部門を持っている発注者の中には、自社で金型製作するには製作不

可能な低コストとわかりながらも、その金額になるよう一方的な値引きを要求し

てくる。また、内製部門を持たない発注者の中には、技術を知らない購買担当者

が製造コストを無視した一方的な値引きを要求してくる。」に修正する。 

 

→「（１）事業者からの指摘事例」の「④ その他」の文中 

「・当初の発注内容には無かった遠方の発注者への金型納品に掛かる運送費及び発

注者の要請による金型設置の際の立ち会いのために派遣する人件費、出張経費を

支払ってくれない。」を、 

「・金型納品に必要な運送費、あるいは発注者の要請による金型設置の立ち会いで

発生する人件費、出張経費を発注者が認めない。」に修正する。 
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→「（２）関連法規等に関する留意点」に、以下を追加する。 

⑥ 受注者に対して発注者が自己のために無償で仕事させることについて 

金型の運送費を認めなかったり、発注者の都合で発生した追加の人件費・出

張費を支払わない場合は、発注者が受注者に対して自己のために金銭、役務そ

の他の経済上の利益を提供させて、受注者の利益を不当に害していることとし

て、下請法上の「不当な経済上の利益の提供要請」に該当するおそれがあるの

で注意が必要である（下請法第４条第２項第３号）。 

 

→「（４）具体的なベストプラクティス」の「④ その他」の文中 

「・発送費用の決定に際しては、見積りの前提条件として発着地・発送頻度を明示

して見積りを取得し、その内容を精査し、合意の上で費用を決定しており、遠方

の発注者の工場で金型の立会いを要求される場合、人件費、出張旅費（旅費、宿泊

費）は、発注者が負担する。」を、 

「・金型の運送費用は、受注側の自社運搬、運送業者依頼にかかわらず実費額を発

注者が支払ってくれる。また、発注者側の要請あるいは必要を認めた場所での立

会いで発生する人件費・出張費用（交通費・宿泊費）を発注者側が負担してくれて

いる。」に修正する。 

 

⑤「６．企業努力の適正評価（技術開発成果等を反映した価格形成）」に係る指摘 

→「（１）事業者からの指摘事例」の「② コストのみで判断される例」の文中 

「・発注者が、イニシャルコストを抑えるために低廉な海外製の金型を発注したも

のの、製品要求に耐えられず日本の金型では考えられない程度の修繕が必要とな

った。場合によっては、発注者がイニシャルコストにしか注目しない結果として、

トータルコストが割高になるケースも考え得る。」を、 

「・コスト削減 優先の会社方針により海外の金型メーカーに発注したが、納期大

遅延、要求精度がでていない、量産初期段階での金型壊れ、 終調整には応じな

い等から、日本の金型メーカーに急遽修理を依頼、結果、トータルコストでは割

高になるとともに、部品の納期遅れで顧客の信用を失ってしまった。」に修正する。 

 

⑥「７．不利な契約条件の押し付け」に係る指摘 

→「（１）事業者からの指摘事例」に、以下の事例を追加する。 

・発注者側の一方的な事情による無理な短納期発注や急な仕様の変更があり、人

手不足や長時間労働削減に起因する納期遅れ等に対し、ペナルティが課される

ことがあるため、少ない従業員にやむなく長時間労働をお願いしているが、従

業員の残業手当等は製品価格に反映されない。 

・発注者自らの人手不足や長時間労働削減による検収体制不備に起因した受領拒

否や支払遅延がある。 
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→「（３）目指すべき取引方法」に以下を追加する。 

〇 発注者側の取引に起因する、受注事業者の労使協定の限度を超える時間外労

働や休日労働などによる長時間労働、これらに伴う割増賃金の未払いなど、労

働基準関連法令に違反するようなことのないよう、発注者と受注者で十分な協

議を行うこと。 

〇 発注者側が、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う

場合には、受注事業者が支払うこととなる残業代等の増大コストを発注者が負

担するように協議すること。 

〇 大企業等発注者側による働き方改革の受注者へのしわ寄せなどの影響も懸念    

される中、発注者は、受注者の人員、業務量の状況を可能な限り把握すること

に努め、受注者の働き方改革を阻害し、不利益となるような取引や要請は行わ

ないものとする。 

○ 自然現象による災害等への備えや天災等が発生した場合には、発注事業者か

ら受注事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないように十分留意が

必要であり、受注事業者として、以下の留意が必要である。 

・発注者と受注者は、自然災害による災害等（以下「天災等」という。）の緊急事

態の発生に伴い、サプライチェーンが寸断されることのないよう、連携して事

業継続計画（ＢＣＰ：自然災害等の発生後の早期復旧に向けた取組等を定めた

計画）の策定や事業継続マネジメント（ＢＣＭ：ＢＣＰ等の実効性を高めるた

めの平常時からのマネジメント活動）の実施に努めるものとする。 

・天災等、発注者、受注者双方の責めに帰すことができないものにより、被害が

生じた場合には、受注事業者は、その事実の発生後、速やかに発注事業者に通

知するよう努めるもとする。 

 

⑦「８．見積時の予定単価による発注及び発注内容の変更に伴う負担」に係る指摘  

→「（１）事業者からの指摘事例」の 

「② 受注後に図面変更や出図の遅延が生じた場合に価格と納期が変更できない例」   

を 

「② 受注後の発注者都合による出図遅延であっても価格と納期の変更が認められ  

ない例」に修正する。 

 

→「（１）事業者からの指摘事例」の「② 受注後の発注者都合による出図遅延であ

っても価格と納期の変更が認められない例」の文中 

「・金型の加工着手に必要な出図が遅れた結果、1 ヶ月以上の空白期間が発生。し  

かしながら、納期は変わらないため、外注費や人件費が増加するがコスト増加

分の価格転嫁は認められない。」を、 

「・金型の製造着手に必要な出図が発注者都合で 1 ケ月遅れたが、発注者が納期

を変えてくれないので、外注費や人件費（休日出勤・残業）が増加した。しか

し、そのコスト増加分の価格転嫁は認められなかった。また、正式発注前であ
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るが発注者が発注予定時期を示し受注受入体制確保（機械を空けての待機状態）

を要求してきたので、生産スケジュールを調整して待っていたが、数ヶ月遅れ

の発注だったり、中には発注自体が無くなることが有り、結果、待っていた期

間の分は損失となる。」に修正する。 

 

→「（２）関連法規等に関する留意点」に以下の記述を追加する。 

発注者の都合により受注者が外注費・人件費（休日出勤・残業手当）が増加した   

にもかかわらず、その増加分を発注者が支払わない。あるいは発注者からの要請

により受注者に受注受入体制（機械を空けての待機状態）を確保させながら発注

が遅れたり中止した場合に、受注者の損失を補填しない場合は、発注者が受注者

に対して自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させて、受注者の

利益を不当に害していることとして、下請法上の「不当な経済上の利益の提供要

請」に該当する恐れがあるので注意が必要である（下請法第４条第２項第３号）。 

 

⑧「９．発注時の数量と納品数量の食い違い」に係る指摘 

→「（３）目指すべき取引方法」の文中、 

「〇 市場環境の変化に伴う生産計画の変更等により、当初予定数量に満たない数

量で発注を中断せざるを得なくなった場合には、受注者が生産準備に必要とした

設備投資や原材料調達コスト、資金調達コスト等の費用負担について、発注者・

受注者にて十分に協議し、受注者の負担とならないよう発注者の負担を決定する

こと。」を、 

「〇 市場環境の変化に伴う生産計画の変更等により、当初予定数量に満たない発

注量の減少や生産期間の延長により、当初予定の発注を中断せざるを得なくなっ

た場合には、受注者が生産準備に必要とした生産・加工設備や冶具等の設備投資

や原材料調達コスト、資金調達コスト等の費用負担について、支払い方法を含め

発注者・受注者にて十分に協議し、受注者の負担とならないよう発注者の負担を

決定すること。」に修正する。 

 

⑨「１１．検収遅延（その他支払条件について）」に係る指摘 

→「（１）事業者からの指摘事例」の「① 検収中のまま長期間支払がなされない例」

の文中、 

「・設計変更が確定しなければ検収が上がらず支払が発生しない。金型引渡し後 2 年  

間支払が無いケースもある。 

・金型納品後、検収名目で数千、数万の試し打ちが行われているが、それでも検

収が終了していないとして、発注者が金型代金を支払ってくれない。」を削除し、 

「・実質、発注された金型は完成しているのに、当該金型で生産される部品と干渉

する他部品の設計変更が確定していないことを理由に検収を上げてくれずに、

金型引渡し後 2 年間も支払が無いケースもある。 

・金型納品後、検収名目で数千ショット、数万ショットの成形を行いながら、そ
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れでも検収が終了していないとして、発注者が金型代金を支払ってくれない。 

・発注者の成形機に金型をセットしているにもかかわらず、検収が終わっていな

い金型は未完成なので納品したことにならないといった言い分で、数千ショッ

ト、数万ショットと成形を実施しながらも検収中として納品とは認めてくれな

い。」を追加する。 

 

→「（３）目指すべき取引方法」に以下を追加する。 

○ 型・治具の代金について、発注者は、受注者に型・治具の製造を委託し、受領 

する場合は、受領した日から起算して 60 日以内に全額を支払うものとする。型・   

治具が他に納入されず、受注者のもとに留まる場合には、受注者と十分な協議

を行った上で、型・治具の代金、その支払方法等を決定すること。また、専ら発

注者に納品する製品の製造だけのために使用される型・治具の代金について受

注者が一括支払いを要望した場合は、可能な限り速やかに支払うよう努めるこ

と。 

 

→「（４）具体的なベストプラクティス」の「① 早期に検収、支払をしている例」の

文中、 

「・金型の納品日を支払期限として金型代金の支払を受けている。」を削除し、 

 「・発注者は、契約時と 初の試し打ち時の２回に分けて受注者に金型代金を支払

っている。」を追加する。 

 

→「（４）具体的なベストプラクティス」の「② 支払条件の変更を交渉し改善された

例」の文中 

「・発注者と交渉したところ、金型の設計終了時に代金の 3 割、組立完了時あるい

はサンプル納品時に 5 割、金型納入時に 2 割を支払ってもらっている。」を 

「・発注者と交渉したところ、契約時と 初の試し打ち時の２回に分けて金型代金

を支払ってくれるようになった。」に修正する。 

 

⑩「１３．図面・ノウハウの流出」に係る指摘 

→「（１）事業者からの指摘事例」の「① 図面・ノウハウの無償提供を要請される例」

の文中、 

「・金型納品後に、発注書面の給付内容に金型図面の提供の項目が無いにもかかわ

らず、発注者から金型図面の無償提供の要求があった。 

・発注者に三次元データまで含めた図面の無償提供を求められたり、その図面を

もとに同じものを作られたりすることもあり、大きな問題である。」を、 

「・発注者から金型図面・加工データの無償提供の要求があった。 

・発注者から三次元データまで含めた図面の無償提供を求められ、その図面をも

とに海外の金型メーカーに発注され、金型図面・加工データの海外流出だけで

なく金型の仕事も流出してしまった。」に修正する。 
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→「（１）事業者からの指摘事例」の「② 図面・ノウハウが転用されてしまう例」の

文中、 

「・発注者が金型見積りとしていろいろな受注者から金型構造図を集め、 も見積

りが安い受注者へ別の受注者の図面を使って発注することがある。図面を転用

された受注者には何も支払われない。」を、 

「・発注者からの金型見積もり依頼により金型構造図（金型構想図）も提出させら

れた結果、提出者に発注は無く、その金型構造図面を複数の同業他社に開示し

ての金型見積もりを行われてしまった。」に修正する。 

 

→「（３）目指すべき取引方法」に以下を追記する。 

○ 型返却の場合は図面だけではなく、型そのものに素形材メーカーによるノウハ

ウが入っている。返却することでノウハウの流出につながることから、返却の場

合はノウハウ流出が起こらないよう需要家発注者に求めること。 

 

→「（４）具体的なベストプラクティス」の「① 適当な対価を収受している例」の文  

 中 

「・これまで曖昧だった図面、CAD/CAM データの費用を、明確に型費に織り込むこと  

としている。 

・金型図面は金型事業者それぞれのノウハウのつまった企業秘密であり、本来売

買される性格のものではないが、どうしてもと要求された場合には、金型製作

費とは別に金型図面代金として、金型製作費以上の対価を収受している。」を、 

「・金型図面・加工データは、金型製造業者自身が独自のノウハウによって自らが

金型設計・加工データを作成している。本来、金型を製造するために必要な知

的財産なので発注者が必要とするものではなく、当然売買される性格のもので

はない。しかし、発注者からどうしてもと要求された場合には売買する場合も

ある。その場合は金型製作費とは別に金型図面代金・加工データ代金として別

途支払ってもらうとともに、その価格は知的財産として金型製作費と同等かそ

れ以上の金額を支払ってくれる。」に修正する。 

 

 

（３）「第４章 本ガイドラインの今後の展開」 

→「・経済産業省は、本ガイドラインの広報・周知を行うため、本ガイドラインをホー

ムページに掲載するとともに、印刷物として配布する。また、本ガイドラインに

関する説明会等を全国で開催する。また、「自動車産業適正取引ガイドライン」

等、他の取引ガイドラインとの連携を図る。」を、 

「・経済産業省は、本ガイドラインの広報・周知を行うため、本ガイドラインをホー

ムページに掲載する。また、本ガイドラインに関する説明会等を全国で開催する。

また、「自動車産業適正取引ガイドライン」等、他の取引ガイドラインとの連携
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を図る。」に修正する。 

 

→「・経済産業省は、本ガイドラインの改定に併せて、平成２９年度に、本ガイドライ    

ンに関する説明会等を全国で開催し、本ガイドラインの印刷物の配布、ホームペ

ージへの掲載を行うなど広報・周知を行った。今後も、引き続き、「自動車産業適

正取引ガイドライン」等、他の取引ガイドラインとの連携を図りつつ周知・徹底

に努める。」を削除する。 

 

 

（４）「参考２－４ 下請中小企業振興法及び振興基準について」 

→「（３）振興基準について」の文中 

「 振興基準は、昭和 46 年 3 月 12 日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化

等を踏まえ、昭和 61 年、平成 3 年、平成 15 年及び平成 25 年に改正されている。

平成 28 年 12 月 14 日には、「未来志向型の取引慣行に向けて(平成 28 年 9 月 15 日

公表)」に基づき、取引先の生産性向上への協力、労務費上昇分に対する考慮、サ

プライチェーン全体での取引適正化など、親事業者と下請事業者の望ましい取引

慣行を追記するなど、所要の改正が行われている。」を、 

「 振興基準は、昭和 46 年 3 月 12 日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化

等を踏まえ、昭和 61 年、平成 3 年、平成 15 年及び平成 25 年に改正されている。

平成 28 年 12 月 14 日には、「未来志向型の取引慣行に向けて(平成 28 年 9 月 15 日

公表)」に基づき、取引先の生産性向上への協力、労務費上昇分に対する考慮、サ

プライチェーン全体での取引適正化など、親事業者と下請事業者の望ましい取引

慣行を追記するなど、所要の改正が行われた。さらに、平成 30 年 12 月には、取

引適正化のフォローアップ調査結果等を踏まえ、新たな課題に対応するため、契

約条件の明確化と書面交付、大企業間の取引における支払方法、下請事業者が製

造した型代金の支払方法、働き方改革の実現を阻害するような取引慣行の改善、

事業承継や天災等への対応について追記するなど、所要の改正が行われている。

本ガイドラインは振興基準に則して運用していく。」に修正する。 

 

 

以上の検討結果を踏まえ、その修正を加えた素形材産業取引ガイドライン改訂案（別

添）を作成した。 

以上 
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引を確保し、我が国素形材企業の健全な発展と競争力の強化を目指すため、素形材業界の代

表、ユーザー業界（自動車業界、自動車部品業界、産業機械業界、電機機器業界）の代表、

有識者等の審議を経て、経済産業省（事務局：製造産業局素形材産業室）が策定した指針で

ある。 
 現在、「素形材産業取引ガイドライン」以外にも、「自動車産業適正取引ガイドライン」、

「産業機械・航空機等における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」など、18 業

種のガイドラインが策定されている。 

 
 我が国の素形材産業は、ものづくりの基盤を支える重要な産業群であるが、その大部分が

中小企業であり、取引上の立場も弱い。従来は、取引先（親事業者）との長期的な取引慣行

に基づく系列取引が一般的であったが、国内需要の減少と取引先企業のグローバル調達が進

展する中で、系列取引は徐々に崩れ、取引先企業と素形材企業との取引上の問題が顕在化す

るようになった。長期継続的な取引慣行に慣れ親しんだ素形材企業においても適正な取引の

確保について関心を持たざるを得なくなりつつある。 
他方で、取引先も大企業である場合が多く、経営層やコンプライアンス部門は適正な取引に

関する知見や関心を有するものの、素形材企業と取引を行う調達部門等においては、本ガイ

ドラインは勿論のこと、下請法や独占禁止法などの法的知識を十分持ち合わせていない場合

が多い。 

 
素形材企業及び取引先企業においては、適正な取引を追求することが双方にとってメリッ

トを有することをまず認識すべきである。適正な取引が確保されることは、資源の 適配分

を実現し、強靱なサプライチェーンを長期的・安定的に構築することにつながり、ひいては

我が国ものづくり産業の競争力強化に資するのである。素形材産業取引ガイドラインは、公

正な取引の実現により、公正な競争が行われる環境を整えるとともに、素形材企業及び取引

先企業の競争力の強化につなげることを目標としている。 

 
 本ガイドラインが、適正な取引確保に向けた共通の基盤となるために、素形材企業関係者

が本ガイドラインの内容をしっかり理解するとともに、その取引先企業が購買担当者向けに

独自に作成する「外注（購買）取引マニュアル」等に本ガイドラインの趣旨が積極的に反映

されることを期待したい。 
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以下である事業者等（特定供給事業者）から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業

者等（特定事業者）となり、発注者の企業規模に制限が無い。中小企業を中心に、消費税の

価格への転嫁について懸念が示されていることから、これらの中小企業等が消費税を価格に

転嫁しやすい環境の整備を図っている。 
…詳細は P98 参考２－３参照 

 
（下請振興法） 

下請振興法は、親事業者の協力のもとに、下請事業者自らが、その事業を運営し、かつ、

その能力を も有効に発揮することができるよう体質を根本的に改善し、下請性を脱して独

立性のある企業に育つことを目的としている。したがって、同じく下請事業者を対象にした

下請法が指導・規制法規であるのに対し、下請振興法は下請中小企業の支援法としての性格

を有する法律である。 
なお、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準

として下請振興法第 3 条の規定に基づき、経済産業省告示として振興基準が定められてい

る。 
…詳細は P100 参考２－４参照 
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（２）関連法規等に関する留意点 

① 補給品価格の適正な設定について 

補給品支給は量産時と違い規模のメリットが効かないことから、一般的には量産時の

原価よりも大幅に高くなることが多いため、補給品価格については、量産時の価格とは

別途、製品ごとの工程、工数等の相違にかんがみ、発注者と受注者にて十分に協議を行

った上で決定をすることが重要である。 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、補給品取引において、発注者が受注者に対

し、一方的に量産時と同じ対価（この対価は少量の補給品を製作する場合の通常の対価

を大幅に下回るものである）で、少量の補給品の発注をすることは下請法上の「買いた

たき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 5 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

② 補給品発注時の書面交付について 

補給品支給は、量産時の発注から継続的に、必ずしも書面にて取決めがなされずに発

注がされることが多いが、下請法の適用対象となる取引である場合、発注者は受注者に

対して、発注後直ちに給付内容等を記載した書面（下請法第 3 条）を交付しなければな

らず、これを怠ると、下請法上問題となる。また、下請法の適用対象とならない取引で

あっても、書面交付の重要性について双方が認識をし、書面交付を行うことが重要であ

る。 

 

（３）目指すべき取引方法 

○ 補給品の支給について、量産開始前の当初の契約時点で、以下の項目についてあらか

じめ合意し、明確に定めておくこと。 

・補給品の供給要否及び要否の見直しについての協議に関する事項 

‣ 補給品への切替えに関する協議開始の時期（例：①モデルチェンジとの連動、②月

産数量が○個以下になったタイミング、③年数 等が想定される） 
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‣ 判断責任者及び申請窓口 

‣ 補給品の供給要否の見直しの頻度  等 

・補給品の価格決定方法に関する事項 

 量産時に補給品の価格又は価格決定方法を決めること。その際、量産時と比べて製

造原価が上昇する要因については具体的に特定しておくこと。また、こうした要因を

あらかじめ勘案し、製品ごとの工程、工数等の相違を踏まえた自動スライド制とする

ことも一案。 

 

○ 補給品に関して製造委託契約を結ぶ場合には、原材料費及び型製造費など量産時とは

異なる条件を加味しながら、発注者と受注者が十分に協議を行い、合理的な製造単価を

設定すること。 

 

○ 発注者が複数の 終製品に用いる部品の共通化を進めること等に伴い、量産品と補給

品の区別が難しく、製品単価の見直しの協議が行われない場合があることも想定される

が、見積りにおける納入見込み数と発注数量が乖離する際には、見積時の条件変化によ

る価格の見直しを進めること。（後掲「９．発注時の数量と納品数量の食い違い」を参

照。） 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 量産期間及び供給年限を区切って対応する例 

・モデルチェンジなどで量産が終了すると、発注システムが自動的に新たな見積依頼書

を受注者に送信する仕組みにすることで、人為的な意思判断が影響しないようにして、

量産部品と補給品を同一価格で取引することを無くしている。 

・生産期間（ライフ）と生産寿命について相互に確認を実施している。 

・自動車の量産終了後の金型とその補給品について、3 年たって発注がないものは話し

合いながら打ち切っている。 

・３年以上発注がなかったものに対し手配が出る場合、予め型の使用可否を確認し、製

品単価見積依頼を行っている。 
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・自動車の補給品について、当初生産から一定年数を超えたものについては、当初価格

の○倍で補給品を供給する契約を発注者と締結している。 

 

② 適切な価格を設定するため、交渉等を行う例 

・受注の都度、見積りを行い、適正な単価設定交渉を行っている。 

・発注数量により、補給品と量産品の区分けをしている。過去の発注数量を分析した上

で、例えば 500 個以下／月の発注品については、自社において補給品として取り扱う

こととし、発注者と交渉、適正な補給品単価に改定している。 

・受注するロットの大小によって、製造に係る費用は異なるため、この費用負担を適正

に反映したロットごとの単価をあらかじめ合意しておき、実際の受注時にはその単価

に従い価格設定をしている。 

・型保管費用、工数等を踏まえた適正な補給品価格設定根拠を整理し、それを踏まえ、

発注者と補給品に関する交渉を行ったところ、適正な補給品単価へ改定を行うことが

できた。 

 

③ 補給品供給のための製造ライン維持等に係るコスト負担の軽減を図る例 

・生産数量が少なくなった生産ラインを維持する際、受託先の生産効率が悪化しないよ

う、自動車メーカーが受託先に対して補給品の必要性が薄れているものを提示し、そ

れを踏まえて補給品の支給打切りを決定している。 

 

④ 旧型補給部品への移行の仕組みをつくり運用している例 

・補給部品移行後、一定期間を過ぎたものは、発注者・受注者協議の上、製品の一括生

産保管に切り替え、金型は廃却している。 

・補給品の 終生産月から３年経過して注文がない場合は、お客様に廃図されていない

かを確認し、廃図されていた時点で金型廃却申請を手配依頼している。 

・補給品設定後の製品必要数及び型保管期間を再確認し、顧客には確実な書面での回答

をお願いしている。 
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（２）関連法規等に関する留意点 

鋳造、鍛造、金属プレス等に必要となる金型、木型、その他の型（以下「型」という。）

の所有者は、発注者である場合と受注者である場合の二通りであるが、いずれにしても、

量産後の補給品の支給等に備えて発注者が受注者に対し、型の保管を要請することがあ

る。 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、発注者が受注者に対して、長期間にわたり

使用されない型を無償で保管させ、また、当初想定していない保管に伴うメンテナンス

等を発注者の一方的な都合で行わせることは、下請法上の「不当な経済上の利益の提供

要請」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 2 項第 3 号）。 

 

（想定例） 

親事業者は、自動車用部品の製造を委託している下請事業者に対し、自社が所有す

る金型、木型等の型・治具を貸与しているところ、当該自動車用部品の製造を大量に

発注する時期を終えた後、当該部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で

金型、木型等の型・治具を保管させた【運用基準 第４ 親事業者の禁止行為 ７－５ 
型・治具の無償保管要請】。 

 

また、発注者が、自己の一方的な都合で自己の大量の型保管を受注者に無償で求めた

ため、受注者が量産終了から一定期間が経過した型について廃棄の申請を行ったにもか

かわらず、発注者が「自社だけで判断することは困難」などの理由で長期にわたり明確

な返答を行わず、実質的に受注者に無償で型を保管することを求め続けることは、下請

法上の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たり、問題となる。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

また、消費税の引上げのタイミングで、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わ

りに、発注者の型の保管やメンテナンスを受注者が無償で行うことを要請することは、

消費税転嫁対策特別措置法上の「利益提供の要請」に当たり、問題となる（消費税転嫁

対策特別措置法第 3 条第 2 号後段）（再掲）。 
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（３）目指すべき取引方法 

○ 量産終了後の補給品支給のための型保管は、受注者にとっては管理コスト等の面で大

きな負担となっている。前述の補給品同様、型の保管についても、量産開始前の当初の

契約時点で、以下の項目についてあらかじめ合意し、明確に定めておくこと（困難な場

合には、生産着手後であっても都度協議ができるようにする。）。 

・所有権の帰属 

・型を用いて製造する製品の生産数量や生産予定期間（いわゆる「量産期間」） 

・保管費用に関する考え方（別途支払、一括支払 等） 

・保管義務が生じる期間（例：①量産終了後、○年、②○ショットに達した場合、③月

産数量が○個以下になってから○年、④法定耐用年数経過後から○年 等／保管義務

の解除要件） 

・保管義務期間を超えた後の型の扱い（返却又は廃棄（廃棄の場合は廃棄費用負担者の

取決め）することが原則。受注者に引き続き保管を求める場合は、保管期間に要する

費用（保管費、メンテナンス費等）に関する十分な協議を行うこと。） 

・保管義務期間内であっても一定期間発注がない場合の対応 

・再度型を製造する必要が生じた場合の費用負担 

・試作型（追加発注分を含む）である場合にはその保管期間や保管費用の負担 

・型の扱いに関する責任者、申請等の窓口 

 

〇 取引が多段階にわたる場合、サプライチェーンの川上に位置する受注者が直接の取引

先である発注者に型の引取り又は破棄を要請しても、当該発注者はさらにその先のサプ

ライチェーンの川下に位置する発注者から当該製品の製造終了の見通しに関する情報

を得られないと、要請に応えて現状を変更することは一般に困難であることから、川下

に位置する発注者ほど、型保管の必要性について十分な情報提供及び考慮をすること。 

 

〇 量産期間の後、補給品や補修用の部品の支給等のために型保管を受託事業者に求める

場合には、受託事業者と十分に協議した上で、双方合意の上で、次の事項について定め

るのが望ましい。 
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・受託事業者の型の保管を求める場合の保管費用の負担 

・型保管義務が生じる期間 

・型保管の期間中又は期間終了後の型の返却又は廃棄についての基準や申請方法（責任

者、窓口、その他手続き等） 

・型保管の期間中に、生産に要する型のメンテナンスや改修・改造が発生した場合の費

用負担 

・再度型を製造する必要が生じた場合の費用負担 

 

〇 現に保管されている補給品供給用の型については、受注者と発注者双方の協力の下で、

型の所有権の所在、廃棄等の申請の方法（責任者、窓口等）を明確にすること。また、

発注者は受注者に対して引き続き型を保管させる場合には、型の保管に係る費用である

ことを明確にした上で、発注者は受注者に当該費用を支払うこと。 

 

〇 発注者は、型の返却及び廃棄について受注者より申し出があった場合には、誠意を持

って迅速に対応すること。 

 

〇 関連する業界団体においては、独占禁止法上の問題が生じないよう留意しつつ、既述

の項目を網羅した標準的な契約モデルを作成すること。また、廃棄等の申請がなされた

場合の回答について、関連する業界団体において、サプライチェーン上の位置づけも考

慮した適正な回答期間を取り決めることが望ましい。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 保管料を収受している例 

・一般社団法人日本鋳造協会が作成をした「鋳物用貸与模型の取り扱いに関する覚書」

を締結。自社にて型リストを作成し、一定年数使用されていない型を抽出して返却及

び廃棄を要請。引き続き保管を依頼された場合に保管費用の支払を交渉。保管費用に

ついてはメンテナンス費を始め、土地建物の固定資産税や原価償却費を勘案して坪単

位で設定している。型保管費用支払の交渉の中で、型の返却及び廃棄につながり大き



 

15 
 

な負担減となっている。 

・一般社団法人日本鋳造協会が作成した「鋳物用貸与模型の取り扱いに関する覚書」を

基に、自社用にアレンジした文書を用意して交渉に臨んだ。発注者別に売上高に占め

る木型類の発生率（受注高）の一覧表を作成し、型保管の非効率性、保管料の必要性

を示し、発注者から型保管料を収受している。 

・金型の所有権は全て発注者にあり、量産終了後に金型保管に関する書面契約を結び発

注者が受注者に保管費用を支払い、受注者が金型を一定期間（２年間）保管している。

契約期間終了後は、原則金型は廃棄するが、発注者が受注者に要請した場合には、再

契約を行い同様に発注者負担で受注者が金型を保管している。 

・木型の廃棄は、産業廃棄物として道路や山奥に廃棄すると発注者まで遡って責任が問

われるので法令違反リスクがあることを説明したところ、廃棄費用の支払が了承され

るようになった。 

・受注者と型の保管費用に関する覚書を取り交わし、運用を行っている。 

 

② 型の廃棄・返却を行っている例 

・半年に一度、1 年間使用していない金型は除却申請を行い、承認を得て発注者から除

却費用を受領して除却している。 

・型別の生産状況リスト（過去 3～5 年間）を作成・管理し、発注者と型保管について

定期的に交渉し、廃棄又は返却している。 

・使用実績について、発注管理プログラムを用いて把握しており、契約当初から 3 年間

使用実績の無い型については、返却もしくは廃棄するという取扱いを定めている。型

廃棄等に関する交渉は、社長自ら発注者と交渉し、発注者には判断権限がある部長ク

ラス等に対応してもらうことにしている。 

・貸与金型のリストを年一回受注者に送り、未使用金型の引き取り、廃却を行っている。

こうした定期的な確認に加え、個別製品ごとにより柔軟な対応も行えるよう、量産中

止時に取引先と協議して対応を決定している。 

 

③ 川上から川下まで一貫した廃棄基準で運用している例 

・金型廃棄にあたり、サプライチェーンの川上に位置する受託事業者（素形材メーカー



 

16 
 

等）は、川下の自動車メーカーの廃棄許可が下りるまで廃棄できない（川中の部品メ

ーカーも自動車メーカーの許可がなければ廃棄を指示できない）。このため、あらか

じめ廃棄時期を明確化する観点から、自動車メーカーと部品メーカー及び部品メーカ

ーと素形材メーカー等との間での売買基本契約書等の契約当初より型保管期限、破棄

等の条項を記載して取引を行っている。 

 

（５）未来志向型・型管理の適正化に向けたアクションプラン 

    経済産業省・中小企業庁では、平成 29 年 1 月より「型管理（保管・廃棄等）にお

ける未来志向型の取引慣行に関する研究会（座長：神奈川大学法学部 細田孝一教授）

を計 6 回開催し、平成 29 年 7 月に「未来に向けた「型管理・三つの行動」～減らす、

見直す、仕組みを作る～（型管理の適正化に向けたアクションプラン）をとりまとめ

て公表している。 

    同アクションプランでは、以下の３つの基本方針のもと、型の廃棄、保管料支払い、

マニュアル整備等について、事業者が型の管理の適正化を強化していくための具体的

な取組内容を取りまとめており、詳細は経済産業省のサイトに掲載されている同アク

ションプランを参照されたい。 

   ⅰ．不要な「型」は廃棄する。【「減らす」＝管理対象の削減】 

   ⅱ．引き続き保管が必要な「型」については、必要な管理費用（保管費用等）の支払

いや保管義務期間等について、協議・合意の下、取決めを行う。【「見直す」＝管理

対象の管理の適正化】 

   ⅲ．型管理について、社内においてルール（マニュアル化等）を明文化し、運用のあ

り方を今一度見直す。【「仕組みを作る」＝管理の自立化】 
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ず、製品及び型等を受領した日から 60 日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払

期日を定めなければならず、その定めた支払期日に下請代金を支払わないと下請法上の

「下請代金の支払遅延の禁止」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 2 号）。 

発注者が分割納品を行わせる場合、給付の受領はその都度発生するので、代金はそれ

ぞれの納品日から起算して 60 日以内のできる限り短い期間内に定めなければならない

支払期日に支払わなければならない。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、正当な理由がないのに、契約期日に

対価を支払わない場合等は、「優越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題とな

るおそれがある。 

 

② 分割納品時の部品・製品の保管負担 

発注者の都合により、一括で部品が入荷されるが、納品を分割で要求された結果、

終納品までの未納品分について保管を求められる場合がある。 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、発注者は受注者に対して、長期間にわたり

納入される見込みのない部品又は製品を無償で保管させ、受注者の利益を不当に害する

ことは、下請法上の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たり、問題となる（下請法

第 4 条第 2 項第 3 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

③ 分割納品時の運賃負担 

発注者の都合により、従来は一回で納入させていた製品を、複数回に分けて納品させ

るため、受注者にとって製品の運賃負担が増す場合がある。 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、このように取引条件が変更されたにもかか

わらず、発注者が一方的に通常支払われる対価より著しく低い、従来と同様の対価で納

入させることは、下請法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1
項第 5 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 
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④ 荷主の立場からの適正取引 

近年、長時間労働・低賃金という労働環境からドライバー不足が深刻化しているが、

適正な運賃水準が確保されなければ物流を担う人材の確保が困難となるほか、安全にも

支障が及びかねないことから、素形材産業としても自らの産業の発展や社会的責務の観

点から適正取引を推進していくことが一層求められている。  

また、荷主として運送業者等に委託を行う取引については独占禁止法の物流特殊指定

が適用される場合があるとともに、貨物自動車運送事業法においても、過積載や過労運

転など同法違反行為が主として荷主の行為に起因して発生した場合には、荷主に対して

再発防止措置を勧告する場合がある。また、荷待ち時間の削減等については、着荷主の

立場からの協力も必要となる場合がある。  

こうしたことから、素形材産業においても、「トラック運送業における下請・荷主適

正取引推進ガイドライン」に記されているとおり、荷主の立場から問題となる行為に関

して、関係法規等に留意しながら、適正取引に向けて取組を進めていくことが望ましい。  

 

＜参考資料一覧：国土交通省ホームページで公開＞  

・トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン：問題となり得る行為と望まし 

 い取引事例 

・トラック運送業における書面化推進ガイドライン：契約書の記載事項や様式例等  

・荷主勧告制度について  

・運送契約時コンプライアンスチェックシート：契約時のチェックシート例 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 発注者は分割納品を求める場合、運賃負担について、コスト計算等に基づいて、発注

者と受注者が十分な協議を行って決定すること。また、代金は、受領の都度検収を行い、

支払うこと。 

 

〇 委託代金に含まれる製品の運送経費について、1 回の発送量や運搬形態などの条件を
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加味しながら発注者・受注者が十分に協議を行い、合理的な経費を設定すること。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 分割納品時に代金を収受している例 

・発注者から納入日をベースに納品ごとに検収をしてもらい、その都度代金の支払を受

けている。また、発注者からの要請により、発注者の外注加工先へ直送した場合には、

発注者との確実な連絡（納品書を FAX 送付等）で漏れを防止し、同様に納品ごとに

代金の支払を受けている。 

 

② 費用負担を明確にした例 

・発注者の生産計画に合わせ、分割納品を請求され、未納品分を自社が預かる場合には、

その分別途発注者から保管費用を収受している。また、長期滞留品は型番、数量を報

告し、決算月を目途に納品できるよう協議している。 

・発注者が、納入場所、配送方法を変更した場合には、運賃について改めて見積書を提

出し、協議を行い、その運送費を含めた単価を決定している。 

・発注者と十分に協議を行い、小口納品に伴い発生する費用については、発注者・受注

者双方合意の上、発注者が負担することとした。 

 

③ 輸送方法の見直しを行い、効率化を図った例 

・受注者同士で話合いを行い、発注者の了解を得て、共同輸送の仕組を構築して、運送

コストを引き下げている。 
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るまでに半年程度のタイムラグがあった。この期間のコスト増分は受注者で負担した。 

・価格転嫁は認められても、実際に転嫁されるのに 1 年を超える場合もある。 

 

⑤ 労務費上昇分の価格転嫁が認められない例 

・人手不足等の影響により労務費が上昇しているため、労務費が上昇している状況のデ

ータを示して、発注側に労務費上昇分の価格転嫁をお願いしているが、認められない。 

 

⑥ その他の費用の価格の転嫁が認められない例 

・環境対策に要する費用が、廃棄物処理規制の強化により上昇傾向にあるが、これにつ

いての取引価格への価格転嫁は発注者の理解が得られない。 

（２）関連法規等に関する留意点 

① 原材料価格・エネルギー価格等のコスト増加分の取引価格への転嫁 

原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）等の値上がりや、環境保護等

のための規制の強化に伴い、合理的な経営努力を超えてコスト増が生じることがある。 

下請法の適用対象となる取引において、こうした事情によるコスト増にもかかわらず、

発注者が一方的に通常支払われる対価より著しく低い対価である従来の対価での納入

を要求することは、下請法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第

1 項第 5 号）。例えば、電気料金の値上がりによるコスト増が明らかであり、受注者か

ら製品単価への影響に関する説明がなされたにもかかわらず、「自らの納入先が転嫁を

認めない」、「前例がない」、「他社からはそのような相談がない」、「一社認めると他も認

めなければならない」又は「定期コストダウンと相殺する」ことを理由とするなど十分

な協議を経ずに、発注者が一方的に通常支払われる対価より著しく低い対価で取引価格

の決定を行った場合、下請法上の「買いたたき」に当たり、問題となる。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

また、消費税率の引上げに際して、A 電力管内にある工場の電力料金が高騰している

状況において、受注者は従来のままの製品単価では対応できないとして、電力料金の増

加分を製品価格に反映するよう発注者に求めたにもかかわらず、発注者は、発注者の本
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社所在地のある B 電力会社では電力料金を上げていないことを理由として、電力料金

の上昇分を認めず、合理的な理由なく、通常支払われる対価と比べて低い対価に設定し

た場合、消費税転嫁対策特別措置法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（消費税

転嫁対策特別措置法第 3 条第 1 号）。 

 

② 原材料に関する市況と支給材価格との差額 

大手のセットメーカーの支給材価格は、集中購買によって行われるなどの事情により、

市況の動きと必ずしも連動しないことがある。受注者が集中購買でなく自社で調達する

場合、材料費に関するコスト増加分について市況に基づいて製品価格への転嫁を求めた

にもかかわらず、発注者が支給材価格（集中購買価格）と同じ動きにすることを求め、

通常支払われる対価より著しく低い対価を一方的に決定することは、下請法上の「買い

たたき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 5 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

また、消費税の引上げのタイミングで、市況価格と支給材価格の差額により、受注者

が調達した原材料価格がコストに反映されず、合理的な理由なく（大量発注によりコス

ト低減につながるなどの客観的理由）、発注者が通常支払われる対価に比して低い価格

で定めた場合は、仮に当事者間で価格について合意をしていた場合でも、消費税転嫁対

策特別措置法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（消費税転嫁対策特別措置法第

3 条第 1 号後段）。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）等の値上がりや、環境保護等

のための規制の強化に伴うコスト増は、それが経営努力の範囲内で対応可能なものであ

るかについて、受注者・発注者双方で十分に協議すること。 

 

〇 経営努力の範囲を超えるものについては、明確な根拠に基づいて、発注者・受注者が

十分に協議を行い、合理的な取引価格を設定すること。 
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〇 コスト変動が生じたにもかかわらず価格の見直しが不当に遅れる場合には、受注者に

一方的に負担が生じるなど様々な問題が生じる可能性があるため、価格決定に際しては

価格の見直し時期についても十分に協議し、コスト変動を速やかに価格に反映すること。 

 

〇 取引価格の設定に際し、国際的な価格指標がある原材料などについては、コスト変動

を折り込んだ価格の算定方式である価格スライド制、サーチャージ制などの手法につい

ても協議し、可能な限り、発注者・受注者であらかじめ合意しておくこと。 

 

○ 運送費用高騰の転嫁と法令遵守について、事前に取り決めた契約内容以外のドライバ

ーによる付帯作業（例：契約時の「車上受け、車上渡し」以外の積み下ろしなどの作業

をさせること）を禁止とすること。また、付帯作業が発生する場合には、追加の費用を

負担すること。 

 

〇 労務費の上昇があった場合の取引価格の見直し要請に対し、十分に協議が行われてい

ること。特に、人手不足や 低賃金の引上げがあれば、その影響が加味されていること。 

 

なお、原材料価格、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）等の値上がりによるコス

ト増については十分な協議が行われていない場合が多いとの声が根強い。しかし、エネル

ギー価格についてはエネルギー多消費型産業を中心として大きな負担となっている。発注

者と受注者はサプライチェーン内で一部の企業に負担のしわ寄せが生じることのないよ

う、適正な価格転嫁に向けた十分な協議を行うべきである。電気料金の値上がりについて

は、電気料金を本体価格とそれ以外（再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額

等）とに分けた取扱いが行われることがあるが、電気料金は全体の合計金額がコストとな

っているため、電気料金全体の増加を踏まえて価格設定を行う必要がある。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① エネルギー価格を転嫁した例 

・キログラム当たり単価における電気料金値上げの影響を書面にて示し、エネルギー価

格の転嫁を要請し、転嫁することができている。 
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・発注者への交渉の結果、エネルギー価格（電気・ガス等の燃料費）等の転嫁が不可で

あるとの回答を口頭にて受けたが、文書での回答を再度発注者に依頼した結果、価格

転嫁が認められた。 

・再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額等も含めた実質的なエネルギーコ

スト負担について、電力会社の協力の下でデータを提示し、これを基に価格を設定し

た。 

 

② 価格スライド制の導入により原材料価格を転嫁する例 

・製品単価に影響を及ぼす原材料価格については、価格推移表等を活用して、発注者に

説明したところ、価格スライド制が導入され、原材料価格が高騰した場合には製品単

価へ反映される方式に変更が行われた。 

・原材料価格について事前の情報共有により定めた一定の基準で製品単価に転嫁され

るシステム（サーチャージ制）を導入し、変動の激しい原材料価格が自動的に製品単

価へ反映されるようにしている。 

・海外発注者との取引では原材料の価格スライド制を採用しており、LME（ロンドン

金属市場）価格にプラスアルファした価格が基準として定められている。 

・発注者と協議した結果、地金の溶解費用に係わる重油等の副資材のコスト変動につい

て、価格スライド制を導入した。 

 

③ 合理的な根拠を示した交渉により原材料価格の転嫁が認められた例 

・部品価格の値決めの際、何の材料をどれくらい使っているか、という「材料情報」を

登録するシステムをつくり、原材料価格の変動があった場合は、重量に変動幅を掛け

るなどして、客観性のあるデータに基づいて打ち合わせをしている。 

・発注者に応分の価格転嫁を認めてもらっているが、この前提として普段から自社の原

価改善努力をアピールすることを欠かしていない。 

・発注者との価格交渉時に、経済産業省が策定した素形材産業取引ガイドライン、一般

社団法人日本鋳造協会が作成した取引適正要請文、原材料等価格推移表の 3 点セッ

トで交渉したところ、原材料価格高騰分の価格転嫁が認められた。 
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④ 労務費上昇分の価格転嫁が認められた例 

・発注者に対して、これまでの労務費上昇や将来における労務費上昇を加味した価格転

嫁についての資料を示すとともに、安定的な鋳物の供給のためにはユーザー企業の協

力が必要であり、お互いのメリットになる旨説明し、価格転嫁が認められた。 

・発注者に対して、素形材産業取引ガイドライン、世耕プラン重点課題を説明し、過去

10 年間の労務費の推移表と当地の 低賃金の推移表に加えて外注先の中子メーカー

等の労務費上昇分を加算した資料を作成の上提示・交渉し、価格転嫁が認められた。 
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③ 要求水準の違う海外製品と比較される例 

・製品に対する要求水準が異なるにもかかわらず、発注者の社内で統一単価が決まって

いるため、中国と日本で同じ単価を求められる。 

・見積書作成の際、発注者から、そもそも仕様が異なる中国等の海外製金型の価格や発

注者が独自に算定した価格を引き合いに、値引きが要求される。 

 

④ その他 

・リーマン・ショック時には「非常事態なので協力を」と言われたが、その後、発注者

は大幅な利益確保ができたにもかかわらずリーマン前の取引状況に戻さない。 

・金型納品に必要な運送費、あるいは発注者の要請による金型設置の立ち会いで発生す

る人件費、出張経費を発注者が認めない。 

・一律のコストダウン要請は無いが、発注者の期末等に合わせて、受注者が努力したコ

スト削減分を協力金等の名目で納めるよう要請された。 

 

（２）関連法規等に関する留意点 

① 一方的な価格決定・原価低減の要求について 

発注者が、受注者と十分な協議を経ず自社の予算単価・価格のみを基準として、受注

者にその単価・価格での納入を要求することがある。 

原価低減活動は、委託事業者、受託事業者双方が継続的な競争力を確保するために行

うものである。原価低減活動の結果の取引対価への反映に当たっては、親事業者と下請

事業者の双方が協力し、現場の生産性改善などに取り組み、その結果、生じるコスト削

減効果を基に、寄与度を踏まえて取引対価に反映するなど、合理性の確保に努める必要

がある。 

下請法の適用対象となる取引を行う場合に、発注者の予算単価のみを基準として、一

方的に通常支払われる対価より低い対価で取引価格を定めることは、下請法上の「買い

たたき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 5 号）。 
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このため、例えば、以下の取引事例などは下請法上、問題となる。 

・発注者が自らの事情（例えば、当該発注者の更に上の親会社との関係で一定比率の低

減を求められている）のみをもって受注者に対価の引下げを要求し、十分な協議を経

ずに一方的に価格を定めること 

・品質的に異なる海外製品と価格面だけを比較し、発注者が十分な協議を経ずに海外製

品の水準で一方的に価格を定めること 

・発注者が国際競争力強化のためのコストダウンとして、十分な協議を経ずに、複数部

品について一律に一定比率引き下げ、通常支払われる対価を大幅に下回る価格を定め

ること 

・親事業者は、部品の製造等を下請事業者に委託しているところ、単価改定の要請に応

じない下請事業者に対し、「出精値引き」と称して、下請代金の額を減額した。 

・委託事業者は、客観的な経済合理性や十分な協議手続きを受託事業者と行わないまま、

文書や記録を残さずに口頭で原価低減の削減幅を示唆したうえで、発注継続の前提を

示唆して見積書の提出を求めたり、受託事業者側の努力によるコスト削減効果や寄与

度を踏まえず一方的に取引単価へ反映した。 

 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

② 発注後の一方的な取引価格の減額について 

下請法の適用対象となる取引を行う場合、発注後に受注者に責任が無いのに発注者が

予算単価・価格に基づき一方的に取引価格を減額することは、下請法上の「減額」に当

たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 3 号）。これに限らず、取引価格を減額はし

ないが、協力金等の名目で実質的に取引価格の減額をさせる場合も指摘されているが、

下請法では、受注者に責任が無いのに、発注時に定められた金額から減じて支払うこと

を禁止している。下請法上の発注後の減額は、減額の名目、方法、金額の多少を問わず、

また、受注者との合意の有無は問わない。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 
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③ 一時的な事情2による減額後の価格据え置きについて 

リーマン・ショックのような不況時や大幅な為替変動時に協力依頼と称して大幅な値

引き要請を行うことがある。下請法の適用対象となる取引を行う場合、受注者が、一時

的な対応であるとの約束で発注者からの減額要請を受け入れた後、景気等の状況が回復

し受注者が協議を求めたにもかかわらず、十分な協議なく一方的に価格を据え置くこと

は、下請法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 5 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

④ 発注内容に含まれない追加費用について 

取引においては、当初の発注時点では想定できなかった費用が追加で発生することが

ある。下請法の適用対象となる取引を行う場合、受注者に責任がないのに、費用を負担

せずに、内容変更、やり直しをさせ、受注者の利益を不当に害することは、下請法上の

「不当な給付内容の変更」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 2 項第 4 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

⑤ 消費税率引上げ時の価格引下げ要求について 

消費税転嫁対策特別措置法の適用対象となる取引において、対価の額を通常支払われ

る対価に比して低く定めることにより消費税の転嫁を拒むことは、消費税転嫁対策特別

措置法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（消費税転嫁対策特別措置法第 3 条第

1 号）(P.48 参照)。 

 

⑥ 受注者に対して発注者が自己のために無償で仕事させることにつて 

金型の運送費を認めなかったり、発注者の都合で発生した追加の人件費・出張費を支

払わない場合は、発注者が受注者に対して自己のために金銭、役務その他の経済上の利

益を提供させて、受注者の利益を不当に害していることとして、下請法上の「不当な経

済上の利益の提供要請」に該当するおそれがあるので注意が必要である（下請法第４条

                                            
2 一時的な事情によるものであってもその取引が「買いたたき」の要件に該当するものであれば問題となることには留意

すること。 
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第２項第３号）。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 製品の対価については、品質や返品の対応などの条件を加味しながら発注者・受注者

が十分に協議を行い、合理的な水準に設定すること。 

 

〇 このとき、２．（２）①（P.27）に記載の原材料価格やエネルギー価格等の増加など外

的要因によるコスト増で経営努力の範囲を超えるものについても、明確な根拠に基づい

て、発注者・受注者が十分に協議を行い、合理的な取引価格を設定すること。 

 

〇 従前の取引条件を変更し、製品単価を見直す場合においても合理的な製品単価の設定

が必要であり、この中で受注者が独自に行った生産性改善、省エネ対策など、受注者の

みの努力によるコスト削減効果については、受注者に帰属するとの考えを基本とするこ

と。ただし、このような考え方を基本とした上で、原材料価格等の変動、為替変動など

の外的要因の変化や発注者の取組により客観的にコスト削減効果が生じたなどの要素

が適切に加味されて、自由な価格交渉の結果として製品単価の設定が行われることは排

除されるものではない。 

 

（合理的な製品単価設定の想定例）  

・発注者が課題を投げかけ、受注者とともに当該課題の解決に取り組み、具体的な貢献

を行って、受注者に客観的にコスト削減効果が生じ、当事者間の自由な価格交渉の結

果として発注者の寄与度に応じて当該コスト削減効果を対価に反映させた。  

・発注者において為替変動等の外的要因によって、自社の取引条件の改善が生じた際に、

受注者の競争力の強化や長期的な成長を意図して、当該取引条件の改善効果を適切に

還元する形で価格に反映した。  

 

（合理的ではない製品単価設定の想定例）  

・発注者は受注者に原価低減目標のみを提示し、コスト削減を求めたものの、具体的な
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貢献を行わずに、受注者の努力によってコスト削減効果が生じたにもかかわらず、発

注者は、そのコスト削減効果を自社に還元する形で価格に反映するように求めた。 

 

〇 発注企業において、社内の技術担当及び調達担当の連携を密にし、予算付けの根拠と

なる見積書が予定する仕様や発注量を真に反映したものであることを確認した上で、社

内の予算承認を得るなど、合理的な製品単価設定に向けた仕組みを構築するとともに、

発注者・受注者が十分な協議を行い、合理的な取引価格を設定すること。 

 

〇 十分な協議の結果として、一定期間後に元の取引条件に戻すことを前提に受注者が一

時的に価格引下げに応じた場合、この前提は明確に書面に記載するとともに、発注者は

適切なタイミングで取引条件を元に戻すこと。 

 

〇 発注者の都合により生じた追加費用については、対応の方法等について発注者・受注

者が協議をした上で、原則として発注者が負担をすること。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 製造原価の変動の根拠となるデータを提示し、改善交渉を展開している例 

・製造コストがアップしていることをデータで示し、製造原価に基づき、発注者と協議

の上、契約単価を設定している。 

・契約条件が変更になった場合、契約条件の変更による製造原価の変化と改善すべき価

格水準を提示し、価格に反映してもらっている。 

・原価低減要請を行っているが、要請している数字の内訳（根拠）を必ず示して、受注

企業の協力を求めている。 

 

② 発注者と一緒に改善に取り組み、原価低減を実施した例 

・発注者に対して一緒に原価低減に向けた改善に取り組むことを提案したところ認め

られた。さらに、共同の取組を通じて得られた工夫から原価低減が可能となったので、
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そこで得られた利益は、シェアすることしている。 

・VA/VE 提案等のコスト削減への取組の自助努力を取引先へアピールしたことによっ

て、理由なき値下げを回避することができた。Win-Win のお互いが納得する対応を

している。 

・コストダウン要請があった際、熱源・生産工程改善などの自助努力とともに、受注量

の増加がコストダウンに寄与すると試算し、発注者に発注量の引上げを要請した。ま

た、コストダウン幅が大きいと新規の設備投資が抑制されるなど、事業の継続に影響

が出ることを発注者に十分説明した結果、無理のない合理的な価格低減を実現した。 

・取引先と共同で行った生産性改善や原価低減活動で得られた原資をお互いでシュア

し、設備投資や賃上げにも振り向けることができた。 

・素形材加工がやりやすい形状の提案を行っている。 

・取引先メーカーと一緒に改善項目の洗い出しを行い、改善アイテムを決定し改善を共

同で進め、それによる効果を折半し、原価低減に繋げている。 

・図面等で指定されている過剰品質について、発注者側の設計、生産技術、品質管理等

の関係部署と打合せを行い、図面変更等を実施、過剰検査の削減によるコストダウン

分の寄与度を考え、原価低減の定期的な打合せを実施している。 

・品質限度見本の設定による品質規格の緩和（不適合品の救済）及び材料歩留まり向上

により原価低減活動を実施している。 

 

③ 根拠のない値引き要請をなくすため、価格改定要請の定期的な実施の取り止めや、 

社内方針の徹底を行う例 

・根拠の無い値下げではなく、コストの中味や課題を明確にし、課題解決を図ることで、

受注者と Win-Win の関係を構築するため、定期的な価格改定要請を廃止した。 

・受注者に対する原価低減要請は基本的にやらない。「理屈のない原価低減はしない」

という社内方針にしている。 

 

④ その他 

・金型の運送費用は、受注側の自社運搬、運送業者依頼にかかわらず実費額を発注者が
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支払ってくれる。また、発注者側の要請あるいは必要を認めた場所での立会いで発生

する人件費・出張費用（交通費・宿泊費）を発注者側が負担してくれている。 
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・価格交渉においてコスト削減のみを求められることがあるが、技術力や企業努力等に

ついても交渉条件として明示的に取り扱って欲しい。 

 

③ 改善提案をしても認められない例 

・時間短縮、省エネ等が期待できるため、受注者が工程の見直しを提案しても、工程変

更を極端に嫌う発注者の場合、十分な検討も無く従来の工程を求められ、効率化が進

まない。 

 

（２）関連法規等に関する留意点 

① 研究開発の成果に対する正当な評価 

「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」（平成 18 年法律第 33 号）

の第 10 条は、「研究開発の取扱いに係る取引慣行の改善」を国の施策として推進するこ

ととしている。素形材産業における取引は、同法の考え方を踏まえた、研究開発の成果

に対し正当な評価を与えるような取引であることが必要である。 

具体的には、鋳造品や鍛造品の取引において、取引価格を重量に応じて決定する「重

量取引」がなされることがあるが、重量取引は、企業の研究開発意欲を阻害する可能性

がある。これは、取引価格が重量によって決定されると、例えば、強度を維持しつつ製

品軽量化の工夫を行うと取引価格が下がってしまうことや、後工程での加工を不要にす

るために複雑形状の鋳造品を開発しても、重量が同一の場合、単純形状の鋳造品と取引

価格が変わらないことになるためである。企業の研究開発の成果を正当に評価し、研究

開発意欲を阻害しない取引慣行を形成することが必要である。 

 

② 追加的な品質改良等を踏まえた適正な対価の設定 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、追加的な改良依頼等の発注内容に対応

するため、受注者の品質改良等に伴う費用が増加したにもかかわらず、十分な協議を行

わず、一方的に通常支払われる対価より著しく低い対価で取引価格を決定することは、

下請法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 5 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 
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（３）目指すべき取引方法 

〇 重量取引については研究開発の成果を適切に反映できない可能性があるため、特段の

合理的な理由が無い限り、重量取引制度を見直すこと。 

 

〇 受注者は発注者のニーズに応じて製品の軽量化を図ったり、また複雑形状に対応する

などの新技術の開発・応用を行った場合、必要な工数・コストの変動、技術的難易度等

を発注者にコミュニケーションギャップが生じないよう懇切に説明し、発注者・受注者

が協議の上、必要な工数・コストの変動や技術的難易度を踏まえた上で取引価格を設定

すること。 

 

〇 受注者からの改善提案に対して、発注者は従来の生産方法についての見直しを含めて

十分な協議に応じること。また、こうした改善によって得られた成果はその貢献度に応

じて対価に反映すること。 

 

○ 発注者側の調達部門と技術部門との間に要求品質水準等でコミュニケーションギャ

ップが存在することから、技術と価格の両面から 適な発注先を選択することが困難な

事例が見られる。例えば、調達部門がイニシャルコスト 優先で発注先を決定した結果、

修理費等が増高しトータルコストが高くついた事例も見られる。発注に際しては、調達

部門と技術部門とが十分に協議し、価格・技術両面で 適な発注先を選択する努力が求

められる。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 技術的難易度等を勘案し、適切な単価を設定した例 

・自社の営業部員に熱処理技能検定を取得した技術営業ができる人員を配備し、重量取

引単価では見合わない技術的に高度なもの、トラブルが発生しそうなものについては、

いったん見積りした価格ではなく、上乗せした価格で見積りを出し直せるような体制

をとっている。その上で、発注者と十分な話し合いを行って、再見積りが承認される

ケースがある。 
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・工数、技術的難易度を理解してもらうため、見積段階での説明を詳細に実施し、必要

な工数、ノウハウ等を踏まえ、適切な単価を設定している。 

・発注者と形状に応じた価格交渉をしており、高度な技術を要求される製品にチャレン

ジできる体制がとれている。 

・VA（Value Analysis：価値分析）／VE（Value Engineering：価値工学）提案により、

得られた利益を発注者と折半し、重量取引のデメリットを改善した。 

・高付加価値製品と低付加価値製品の製造・加工ラインを明確に分離することにより、

生産性を差別化し、重量取引ではなく、生産性を考慮した価格設定を行うこととした。 

・鋳物企業が適切な原価を把握し、発注者の理解を得られる原価計算を提示できるよう

にするために、一般社団法人日本鋳造協会が作成した原価計算ソフトを用いて、発注

者と交渉した結果、合理的な価格に改定できた。 

 

② コミュニケーションギャップの解消に向けた取組例 

・発生した費用を購買担当者が十分理解できるよう、わかりやすい資料を作成し、説明、

協議を行った。これを基に、購買担当者が発注企業内で受注者の状況を明確に説明で

き、受注者への正当な対価の支払につなげることができた。 

・工場見学、各種打合せ、会議の際に十分に PR して、発注者に実態を理解してもらえ

るようにしている。その結果、合理的な工数を反映することが可能になった。 

・発注側企業の協力会において、安全、品質向上、生産性向上の改善活動を行い、定期

的に意見交換をしたり、VA／VE 提案を取引先と協議したり、お互いにメリットがあ

るよう納得の上で進めているところがある。 
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しかし、下請法の適用対象となる取引を行う場合、例えば、発注者が支給した部品・

原材料の不具合、発注者が行った設計の不備等、発注者に責任があるにもかかわらず、

終ユーザーからクレームがあった際、発注者が費用の全額を負担することなく、受注

者に 終ユーザーに対する損害賠償を含むクレーム対応を無償で行わせることは、下請

法上の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 2 項

第 3 号）。 

 

（想定例） 

下請事業者が納品した製品の一部に内部欠陥（巣など）があった場合、加工業者であ

る発注者が加工を施して内部欠陥を発見した場合、発注者が多額の加工費を下請事業者

に請求することは、下請法上の「不当な経済上の利益の提供要請」に当たり、問題とな

る（下請法第４条第２項第３号）。 

 

このほか、不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれがある典型的な行為類型

としては、次のものがある。 

 

（行為類型） 

・購買、外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に 金銭、労

働力等の提供を要請すること。 

・下請事業者ごとに目標を定めて金銭、労働力等の提供を要請すること。 

・下請事業者に対して、要請に応じなければ不利益な扱いをする旨示唆して金銭、労働

力等の提供を要請すること。 

・下請事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず、又はその表明がなくと

も明らかに提供する意思がないと認められるにもかかわらず、重ねて金銭、労働力等

の提供を要請すること。 

 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

こうした法令上問題となる取引条件の設定は、基本契約の中で設定されていることも
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少なくないが、基本契約においても負担や責務が不当に一方に偏るような内容となるこ

とが無いよう留意が必要である。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 受注者においては、取引開始時に取り交わす取引基本契約書は、一度契約を締結する

と、その後に変更することが困難であるから、関連する業界団体が作成している契約書

の基本フォーマット等を参考にして、条文や各項目について、十分な検討を行い、責務

が受注者のみに偏っているなどの不合理で自社に不利な部分が無いかどうか事前に確

認をすること。 

 

〇 補償に関しては、あらかじめ発注者・受注者双方の責任分担の基準を明確にしておく

こと。また、補償を巡る問題が生じた場合には、双方が明確な根拠を持ち寄り、十分な

協議を行うこと。 

 
〇 発注者側の取引に起因する、受注事業者の労使協定の限度を超える時間外労働や休日

労働などによる長時間労働、これらに伴う割増賃金の未払いなど、労働基準関連法令に

違反するようなことのないよう、発注者と受注者で十分な協議を行うこと。 

 

〇 発注者側が、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には、

受注事業者が支払うこととなる残業代等の増大コストを発注者が負担するように協議

すること。 

〇 大企業発注者側による働き方改革の受注者へのしわ寄せなどの影響も懸念される中、

発注者は、受注者の人員、業務量の状況を可能な限り把握することに努め、受注者の働

き方改革を阻害し、不利益となるような取引や要請は行わないものとする。 

○ 自然現象による災害等への備えや天災等が発生した場合には、発注者から受注者に取

引上、一方的な負担を押し付けることがないように十分留意が必要であり、受注者とし

て、以下の留意が必要である。 

・発注者と受注者は、自然災害による災害等（以下「天災等」という。）の緊急事態の発

生に伴い、サプライチェーンが寸断されることのないよう、連携して事業継続計画（Ｂ

ＣＰ：自然災害等の発生後の早期復旧に向けた取組等を定めた計画）の策定や事業継続

マネジメント（ＢＣＭ：ＢＣＰ等の実効性を高めるための平常時からのマネジメント活
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動）の実施に努めるものとする。 

・天災等、発注者、受注者双方の責めに帰すことができないものにより、被害が生じた場

合には、受注者は、その事実の発生後、速やかに発注者に通知するよう努めるもとする。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 補償に対する責任を明確にしている例 

・補償の責任分担の取決めに関しては、基本契約に明記することとしており、十分な協

議を行うこととしているが、補償についてのガイドラインを社内で作成し、書面であ

らかじめ提示して、責任分担を協議している。 

・不良品が不可避的に発生し、切削してみないと加工の成否が分からないような物につ

いては、発注者に原価計算積上げの時点で不良率を加味してもらい、不良率の設定は

何パーセントか、そのうちの素材不良は何パーセントかを受注者側で確認し、その範

囲の不良発生費用と材料は還元してもらっている。 

・不具合発生時にはまず原因追求、再発防止を確実に行い、取引先と協議している。ま

た、あらかじめお互いに納得できる取引基本契約を交わしている。 

・受注者は、加工補償の取決め（鋳物素材不良が加工後に判明した場合、そこまでの加

工費負担をどうするか）が大切であるとの認識を持ち、見積段階にて加工費を確認し、

どこまでの責任を負うかなどの打ち合わせをするようにした。 

・鋳物の特性を理解してもらうことにより、製品難易度により補償免責不良率を事前に

決め（見積り時に個別に提示）、補償対象は加工後組付けた再生不可能部品も含めた

ものとし、金額の上限は鋳物素材費とする。これを鋳造協会の鋳物商品取引基本契約

書を拠り所として顧客と交渉、決定後覚書にし、基本取引条件に反映した。 

 

② 基本取引条件の適正化に取り組んでいる例 

・取引基本契約書は発注者の様式を使わざるを得ないが、随時覚書の締結を交渉するこ

とで、自社にとって不利な項目を少しでも減らす努力をしている。 

・基本契約時に入れ込むことができなかった自社にとって不利な条件を解消する条文

を、個別に発注を受ける都度交渉し、改善している。 
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③ 見積条件の明確化による適正化に取り組んでいる例 

・外観品質などにおいて、新たなクオリティーが求められるケースについては、見積り

条件を明記し、内容変更を要求された場合はその都度必ず単価に反映した見積りを提

出するようにした。 
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（２）関連法規等に関する留意点 

発注者が、一定の数量を生産することを前提として受注者に製品対価の見積りをさせ

ながら、実際には見積時よりも少ない発注量であるにもかかわらず、一方的に見積時の

対価で発注を行うことがある。しかし、大量生産を前提とした見積時の予定対価は、少

量生産する場合の通常の対価を大幅に下回るのが通常である。 

また、発注者が一定の期間で生産することを前提として受注者に製品対価の見積りを

させながら、納期を変えないまま発注者の出図が遅延すること等により、実際の生産期

間が短縮し、これによりコスト増が生じたにもかかわらず、一方的に見積り時の対価で

発注を行うことがある。 

下請法の適用対象となる取引において、このように、発注者が一方的に、通常支払わ

れる対価より著しく低い対価である見積時の予定対価に基づいて取引価格を決定し、実

際には見積時よりも少ない量や短い生産期間で発注することは、下請法上の「買いたた

き」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 5 号）。 

発注者の都合により受注者が外注費・人件費（休日出勤・残業手当）が増加したにも

かかわらず、その増加分を発注者が支払わない。あるいは発注者からの要請により受注

者に受注受入体制（機械を空けての待機状態）を確保させながら発注が遅れたり中止し

た場合に、受注者の損失を補填しない場合は、発注者が受注者に対して自己のために金

銭、役務その他の経済上の利益を提供させて、受注者の利益を不当に害していることと

して、下請法上の「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する恐れがあるので注意が

必要である（下請法第４条第２項第３号）。 

 

（想定例） 

・短納期発注を行う場合に、下請事業者に発生する費用増を考慮せずに通常の対価より

低い下請代金の額を定めると、買いたたきに該当するおそれがある【運用基準 第４ 
親事業者の禁止行為 ５－７ 短納期発注による買いたたき】。 

 

また、発注者が、自己の都合で発注内容を変更したにもかかわらず、当該発注内容の

変更のために受注者に発生した費用を全額負担しない場合には、下請法上の「不当な給

付内容の変更」に当たり、問題となる（下請法第４条第２項第４号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的
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地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

また、下請法の適用対象となる取引において、発注者が一方的に設計・仕様や検査基

準を変更し、受注者の責めに帰すべき理由がないのに、その変更に伴って納期遅れや不

良品が生じたことを受注者の責任であるとして、発注者が代金を減額した場合、下請法

上の「減額」に当たり、問題となる（第４条第１項第３号）。 

このため、例えば、発注者が、作業の途中で当初指示した設計・仕様の変更を申し入

れ、受注者は当初の納期に間に合わないことを説明したが、発注者は一方的に設計・仕

様を変更し、受注者はこの変更に対応しようとしたが納期に間に合わず、発注者が納期

遅れを理由として代金を減額した場合や、受注者が、指示された基準を満たして加工部

品を納入したにもかかわらず、発注者は、当該部品を組み付けた 終製品の検査におい

て見つかった不良品の原因が受注者の行った当該部品の加工にあったとして、代金を減

額した場合には、問題となる。 

 

（その他の想定例） 

・親事業者は、自動車等の部品の製造委託に関し、単価引下げの合意前に発注した部品

について引下げ後の単価を遡って適用することにより、引下げ前の単価を適用した額

と引下げ後の単価を適用した額との差額に相当する額を差し引いて下請代金を減額

して支払った。 

・親事業者からの原材料等の支給の遅れ又は無理な納期指定によって生じた納期遅れ

等を下請事業者の責任によるものとして下請代金の額を減額して支払った。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 見積りにおける納入見込み数が発注時に大幅に減少したり、納期が大幅に短縮するな

ど、取引価格が変動する状況が発生した場合は、発注者と受注者が十分に協議を行い、

合理的な取引価格を再設定すること。 

 

〇 発注者の都合により設計・仕様の変更が生じた場合には、仕掛品の作成費用をはじめ、

材料費、人件費等の受注者に発生した費用を発注者が全額負担することはもとより、追

加の作業の内容や必要な期間を勘案し、適切な納期を確保すること。 
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〇 委託事業者は、受託事業者から労務費の上昇に伴う取引対価の見直しの要請があった

場合には、協議に応じることが望ましい。特に人手不足や 低賃金（家内労働法（昭和

45 年法律第 60 号）に規定する 低工賃を含む。）の引上げに伴う労務費の上昇など、

外的要因により受託事業者の労務費の上昇があった場合には、その影響を加味して委託

事業者及び受託事業者が十分に協議した上で取引対価を決定することが望ましい。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① ロットごとに単価を定めている例 

・発注数量を 3 段階に分けて見積り、実際発注があった時点でその近似値単価を採用し

てもらっている。 

 

② 発注数量の変動時には再見積りが必要な旨を見積書で明記している例 

・見積書に発注数量、ロット数を明確にしておき、大幅に減少する場合は、再見積りを

行う旨を 初の見積書に記載している。 

 

③ 設計変更に伴う負担を適正に支払っている例 

・受注者が納期の延長なしで設計変更に対応してくれたため、そのための残業費、休日

出勤手当、外注費特急料金等の費用を増額して支払った。 
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② 当初予定数量に満たない場合の再見積り拒否 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、受注者に見積りをさせた段階より発注

数量が減少したにもかかわらず、下請代金の額の見直しをせず、当初の見積価格を下請

代金の額として定めることは、下請法上の「買いたたき」に当たり、問題となる（下請

法第 4 条第 1 項第 5 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

③ 急激な生産増加に対応するためのコスト増 

下請法の適用対象となる取引において、発注者の急激な生産増加に対応するために行

った型や治具等の専用設備や外注費用のコスト増加について、その価格の引上げを認め

ず、一方的に従来通りの価格により発注することは、下請法上の「買いたたき」に当た

り、問題となる（下請法第 4 条第 2 項第 4 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 市場環境の変化に伴う生産計画の変更等により、当初予定数量に満たない発注量の減

少や生産期間の延長により、当初予定の発注を中断せざるを得なくなった場合には、受

注者が生産準備に必要とした生産・加工設備や冶具等の設備投資や原材料調達コスト、

資金調達コスト等の費用負担について、支払い方法を含め発注者・受注者にて十分に協

議し、受注者の負担とならないよう発注者の負担を決定すること。 

 

〇 製品単価を定める際には、その前提である見積りにおける納入見込み数を明確にし、

この見込み数に対し一定以上の変動があった場合には製品単価を再設定することをあ

らかじめ取り決めること。 

 

〇 急激な生産増加に対応するため、発注者と受注者が協議の上導入すると決定した専用
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設備（当該製品の生産のためだけに製造・購入されるような型や治具等）に要する費用

に関しては、受注者の負担が速やかに解消されるよう、製品対価に上乗せする支払形態

ではなく、一括で支払うようにすること。なお、その金額については、発注者と受注者

で十分に協議し、決定すること。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

・発注数が減少され、翌月以降の見通しが立たない場合は、発注者から減少した個数分

を買い上げてもらっている。 

・急激な生産増を行うに当たっては、生産計画、注文確定前に受注者の対応の可否、対

応に要する費用の有無とその概略金額を調査の上、生産増加を実施するか否か判断し

ている。追加費用が生じる場合には受注者と十分な協議の上、合理的な金額を支払っ

ている。 

・量産品の見積書に見積価格の前提となる発注数量を明確にしておき、実際の発注数量

が当初の±○％以上変動した場合は、再見積を行う旨を 初の見積書に記載し合意し

ている。 

 

 





 

52 
 

・発注者の担当者の事務的ミスにより発注した品物があったが、書面による発注が行わ

れていることを先方に提示した上で、品物を引き取ってもらった。 
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例えば、親事業者は、自動車部品の製造を下請事業者に委託していたところ、毎月 25
日納品締切、翌々月の５日支払の支払制度を採っているため、下請事業者の給付を受領

してから 60 日を超えて下請代金を支払っている支払遅延となっていることがある。こ

の場合、発注者が「毎月末日検収締切、翌月末日支払」等の検収締切制度を採っており、

検収に相当日数を要したため、納品の受領日から 60 日までに下請代金を支払えないと、

下請法上の「下請代金の支払遅延の禁止」該当する点に留意する必要がある【運用基準

運用基準 第４ 親事業者の禁止行為 ２－３ 支払制度に起因する支払遅延】。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、正当な理由がないのに、契約期日に

対価を支払わない場合等は、「優越的地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題とな

るおそれがある。 

 

② 受注者にやり直しを求める場合 

検収の結果、無償で受注者にやり直しを求める場合においては、納品されたものが 3
条書面に記載された給付の内容（仕様等）を満たさず、その原因が受注者の責めに帰す

べきものであることが必要である。 

下請法の適用対象となる取引を行う場合には、3 条書面に記載された給付の内容が明

確でない場合に、必要な追加費用を発注者が負担することなくやり直しをさせ受注者の

利益を不当に害する場合には、下請法上の「不当なやり直し」に当たり、問題となる（下

請法第 4 条第 2 項第 4 号）。 

さらに、発注者が、必要な追加費用を負担することなく、給付の受領以前に発注内容

の変更（設計変更等）を行った場合も「不当なやり直し」に当たり、問題となる（下請

法第 4 条第 2 項第 4 号）。 

また、下請法で認められているやり直し又は給付内容の変更について、受注者の責め

に帰すべき理由がある場合であって、かつ、通常の検査で直ちに発見できない瑕疵があ

るときには、原則として 1 年以内に限ってやり直しさせることが認められている（下請

法に関する運用規準第 4 の 8）が、１年を超えた後に発注者が費用の全額を負担するこ

となくやり直しさせると下請法上、問題となる。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 
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③ 長期の手形交付 

下請法又は下請振興法の適用対象となる取引を行う場合には、下請代金の支払は現金

によることが原則である。加えて、下請振興法の振興基準では、少なくとも賃金に相当

する分については、全額現金で支払うこととされている。一方、手形による支払も認め

られているが、著しく長いサイトの手形など、割引困難な手形の交付は、受注者の資金

繰りに多大な悪影響を与えるため、下請法 4 条 2 項 2 号により禁止されている。平成

28 年 12 月に発出された「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・公正取引委員会事務総長）では、手形サイトは 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 日以内とするようにと定め

られているので留意が必要である。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

（３）目指すべき取引方法 

手形取引にあたっては、委託事業者・受託事業者の資金調達コストや手形管理コスト

を勘定し、長期サイトの手形による支払を用いないことが望ましい。一般的に言えば、

企業規模の大きな委託事業者の方が資金調達コストは低く、受託事業者のそれは高いた

め、受託事業者が手形割引の形で資金調達を行うよりも、委託事業者が短期手形又は現

金で支払う方が全体として資金調達コストが低減する。また、手形の現金化にかかる割

引料等のコスト負担を減らすことによってし、その分、研究開発、設備投資、労務費等

に振り分けられる資金が多くなるため、これらの支払方法の改善をサプライチェーン全

体で取り組むことは、我が国製造業の競争力向上や付加価値向上に繋がるものである。 

 

〇 発注者は発注時に、仕様と検収基準とを明確にすることとし、変動時には受注者と十

分に協議をすること。 

 

〇 受注者が必要に応じて、迅速にやり直し等を行えるよう、発注者は、あらかじめ検収

に必要な期間を明確に定め、その期間内に検収を終了させるようにすること。 

 

〇 手形取引に当たっては、発注者・受注者の資金調達コストや手形管理コストを勘案し、



 

56 
 

手形サイトの条件を適切に設定すること。 

〇 金型業界においては、いまだに検収後の支払（現金又は手形）という取引慣行が一般

的であるが、発注者は、受注者から要請があった場合には、金型製造の進捗状況に応じ

て前払金を支払うこと。 

○ 型・治具の代金について、発注者は、受注者に型・治具の製造を委託し、受領する場

合は、受領した日から起算して 60 日以内に全額を支払うものとする。型・治具が他に

納入されず、受注者のもとに留まる場合には、受注者と十分な協議を行った上で、型・

治具の代金、その支払方法等を決定すること。また、専ら発注者に納品する製品の製造

だけのために使用される型・治具の代金について受注者が一括支払いを要望した場合は、

可能な限り速やかに支払うよう努めること。 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 早期に検収、支払をしている例 

・発注者が、予算枠の都合で、一括での支払ができないと主張していたので、納品後 60
日以内の契約書に記載された支払期日までに下請代金を支払わないと下請法違反と

なる可能性がある点について紹介、十分に交渉を行ったところ、支払が行われるよう

になった。 

・下請法で定める入金起点は「検収日」ではなく、「納品日」であることを説明し、検

収に関係なく納品後 60 日以内に支払を受けている。 

・素形材産業取引ガイドラインの検収遅延のページと、発注者が負うべきペナルティを

計算したものを説明し、発注者の理解を得ることができ、改善がなされている。 

・発注者は、契約時と 初の試し打ち時の２回に分けて受注者に金型代金を支払ってい

る。 

・納品時に検収期日を確定させて、それまでに検収が終了しなかった場合には顧客責任

として代金の支払を受けている。 

・取引条件を明確にして、設計変更があった時点で、原契約の型の検収を上げてもらう

ようにしている。 
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② 支払条件の変更を交渉し改善された例 

・発注者と交渉を行い、半額以上を現金による支払、残金の手形サイトは 90～100 日

に支払条件を変更した。その結果、以前は手形の割合が売上の 40%台であったが、現

在は 20%を切ることとなり、経営状況が改善した。 

・発注者と交渉したところ、契約時と 初の試し打ち時の２回に分けて金型代金を支払

ってくれるようになった。 

・海外では、日系現地法人であっても、型代金を契約時に 3 分の 1、第 1 次トライアル

時に 3 分の 1、納品時に 3 分の 1、現金にて受領している。 

 





 

59 
 

（３）目指すべき取引方法 

〇 実質的には加工費分しか代金が生じないような取引においては、有償での材料支給を

行うことに合理性があるのかについて、発注者及び受注者は十分に検討・協議すること。 

 

〇 有償での材料支給を行う場合にあっては、有償支給材の決済について、製品の納入代

金よりも先に有償支給材の代金決済がされることのないよう、発注者は、加工後の製品

の納入代金から、その有償支給材の代金を控除した額を支払うこと。 

 

〇 有償支給取引を行う場合には、受注者が在庫を多く抱えると、受注者の負担が増える

ばかりでなく、発注者への納入品の品質低下にもつながる可能性があるため、受注者の

在庫量が過剰とならないよう双方で在庫の適正管理を行うこと。その上で、やむを得ず

在庫が積み上がってしまう事態に備えて、在庫管理費用についてあらかじめ取り決めて

おくこと。 

 

〇 また、受注者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、在庫が一定期間を経過し

た場合には、発注者は当該在庫を一括して買い戻す、又は、当事者間の協議によって適

切な補償を行うこと。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 支給材の有償での買取りを廃止した例 

・熱処理する製品を有償で買い取り、熱処理加工した後に発注者に再び売却するという

制度を止め、熱処理加工に掛かった加工費分のみを発注者から受領する方法に変更し

た。 

② 未使用材について相殺されないルールを導入した例 

・発注者から受注者への製品代金の支払時に、製品製造に使用した分のみの有償支給材

の対価を差し引く相殺・控除方式を導入し、未使用材については、相殺されないルー

ルにした。 
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（２）関連法規等に関する留意点 

① 図面・ノウハウの提供要請 

図面・ノウハウの流出それ自体は下請法により規制されるものではない。ただし、下

請法の適用対象となる取引を行う場合には、部品・型の製造委託を行った際に、発注書

面上の給付の内容に型の図面や製造ノウハウ、特許権等の知的財産権が含まれていない

にもかかわらず、部品・型の納入に併せて当該図面や製造ノウハウ、特許権等の知的財

産権を無償で提供するよう要請した場合には、下請法上の「不当な経済上の利益の提供

要請の禁止」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 2 項第 3 号）。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

② 金型図面等の流出防止 

金型図面の流出に関しては、経済産業省より「金型図面や金型加工データの意図せざ

る流出の防止に関する指針」（平成 14・07・12 製局第 4 号）（http://www.meti. 

go.jp/policy/mono_info_service/mono/sokeizai/downloadfiles/020712kanagatazumen.
pdf）を発出しており、一定の改善は見られるものの、依然として意図せざる金型図面

の流出が存在する。金型メーカー及び発注者は、本指針を十分に認識し、再度自社の行

動が指針に合致しているかを確認することが求められる。 

その他にも、熱処理業界においては、ヒートチャートや工程管理表の発注者からの流

出が発生している。これらについても、金型図面同様に重要なノウハウであり、下請法

の適用対象となる取引を行う場合には、正当な理由が無いのに発注者に対し、発注内容

に含まれていないヒートチャート等を無償で提供させることは、下請法上の「不当な経

済上の利益の提供要請の禁止」（下請法第 4 条第 2 項第 3 号）に当たり、問題となる。 

なお、下請法の適用を受けない取引においても、同様の行為を行った場合、「優越的

地位の濫用」に当たり、独占禁止法上の問題となるおそれがある。 

 

③ 消費税率の引上げ時に、図面・ノウハウの提供の要請 

消費税転嫁対策特別措置法の適用対象となる取引において、特定供給事業者による消

費税の転嫁に応じることと引換えに、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を

提供させると、同法上の「利益提供の要請」に該当し、問題となる（消費税転嫁対策特
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別措置法第 3 条第 2 号後段）。 

このため、例えば以下の事例は、消費税転嫁対策特別措置法上、問題となる。 

・消費税率の引上げに際して、発注者は、消費税率引上げ分を支払価格に上乗せするこ

とを受け入れる代わりに、受注者に対して、通常支払われる対価と比べて低い対価で

金型の設計図面を提供するよう要請した。（後掲「１４．消費税の転嫁」を参照。） 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 素形材企業においては、不正競争防止法による保護も有効であり、「営業秘密管理指

針」（平成 15 年 1 月 30 日・平成 27 年 1 月 28 日 終改訂、経済産業省）

（http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf）に示

された要件を満たすよう、素形材企業においてはノウハウ等を十分に管理すること。 

 

〇 自社の技術やノウハウを保護することは非常に重要な問題であり、その管理のための

取組の徹底を図ること。具体的には、取引先との機密保持契約の締結、転用に関して承

諾を得るべきことを盛り込んだ基本契約等の締結、範囲や期限を明確化した上での従業

員・退職者の守秘義務の徹底などが望まれる。 

 

〇 発注者は、図面やノウハウを提供させたいという場合には、別途対価を支払って買い

取るか、又はあらかじめ発注内容に図面やノウハウの提供を含むことを明らかにし、適

切な対価を受注者との十分な協議の上で設定すること。 

 

〇 図面等の移転や特許出願等が想定される場合には、契約（下請法の「3 条書面」も含

む。）において可能な限りその条件を明確化すること。 

 

○ 型返却の場合は図面だけではなく、型そのものに素形材メーカーによるノウハウが入

っている。返却することでノウハウの流出につながることから、返却の場合はノウハウ

流出が起こらないよう発注者に求めること。 

 



 

63 
 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 適正な対価を収受している例 

・金型図面・加工データは、金型製造業者自身が独自のノウハウによって自らが金型設

計・加工データを作成している。本来、金型を製造するために必要な知的財産なので

発注者が必要とするものではなく、当然売買される性格のものではない。しかし、発

注者からどうしてもと要求された場合には売買する場合もある。その場合は金型製作

費とは別に金型図面代金・加工データ代金として別途支払ってもらうとともに、その

価格は知的財産として金型製作費と同等かそれ以上の金額を支払ってくれる。 

 

② 無断転用を防ぐための手立てを講じた例 

・図面を出す際には、データの無断使用を防ぐために、発注者から印を図面にスタンプ

してもらうようにし、データの場合にはその都度サインをもらっている。 

・図面流出に備え、タイムスタンプ3で保護している。 

 

③ 図面等の無断使用を禁止した基本契約を結んだ例 

・技術資料及び情報の無断使用を禁ずる条項を含んだ基本契約書を取り交わしている。 

・第三者への開示が必要になった場合、発注者から「開示可否判定依頼書」が発行され、

了解をした物以外は開示しないとのルールが徹底されている。 

 

④ 知的財産の扱いが適正である例 

・以前は発注者からの要請で図面を提出していたが、経済産業省の指針を理由に図面の

提出を断っている。 

                                            
3 第三者機関により電子データに対して正確な日時情報を付与し、その時点での電子データの存在証明と非改ざん証明を

行う仕組。 
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法令の適用可能性がある。 

○特定事業者：特定供給事業者から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者 

○特定供給事業者：資本金等の額が 3 億円以下である事業者 

（※2）合理的な理由 

「減額」にならない合理的な理由としては、例えば次のような場合が該当する 

a. 商品に瑕疵がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者の責めに帰すべ

き理由により、相当と認められる金額の範囲内で対価の額を減じる場合 

b. 一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合には、受注者（特定供給事業

者）が発注者（特定事業者）に対して、発注増加分によるコスト削減効果を反映し

たリベートを支払う旨の取決めが従来から存在し、当該取決めに基づいて、取り決

められた対価の額から事後的にリベート分の額を減じる場合 

「買いたたき」にならない合理的な理由としては、例えば次のような場合が該当する。 

a. 原材料価格等が客観的に見て下落しており、当事者間の自由な価格交渉の結果、

当該原材料価格等の下落を対価に反映させる場合 

b. 特定事業者からの大量発注、特定事業者と特定供給事業者による商品の共同配送、

原材料の共同購入等により、特定供給事業者にも客観的にコスト削減効果が生じて

おり、当事者間の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる

場合 

c. 消費税転嫁対策特別措置法の施行日前から、既に当事者間の自由な価格交渉の結

果、原材料の市況を客観的に反映させる方法で対価を定めている場合 

なお、「自由な価格交渉の結果」とは、当事者の実質的な意思が合致していること

であって、特定供給事業者との十分な協議の上に、当該特定供給事業者が納得して合

意しているという趣旨である。 

（※3）通常支払われる対価 

通常支払われる対価とは、通常、特定事業者と特定供給事業者との間で取引してい

る商品又は役務の消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額をい

う。なお、消費税転嫁対策特別措置法において、「通常支払われる対価」というとき

は、本定義を指す。 

（出典：「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法
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上の考え方」） 

 

② 商品購入、役務利用又は利益提供の要請 

受注者からの商品供給に関して、発注者は、受注者による消費税の転嫁に応じること

と引換えに、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と、消費税転

嫁対策特別措置法上の「利益提供の要請」に当たり、問題となる（消費税転嫁対策特別

措置法第 3 条第 2 号後段）。 

このため、例えば以下の事例は、消費税転嫁対策特別措置法上、問題となる。 

・発注者が消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる代わりに、発注者の金型の保管やメ

ンテナンスを受注者が無償で行うことを要請した。 

・消費税率の引上げに際して、発注者は、消費税率引上げ分を支払価格に上乗せするこ

とを受け入れる代わりに、受注者に対して、通常支払われる対価と比べて低い対価で

金型の設計図面を提供するよう要請した。 

 

③ 本体価格での交渉の拒否 

受注者が、価格交渉において外税方式（本体価格）の使用を申し出た場合に発注者が

これを拒むことは消費税転嫁対策特別措置法上、「本体価格での交渉の拒否」に当たり、

問題となる（消費税転嫁対策特別措置法第 3 条第 3 号）。 

内税方式の様式の使用を求めることにより、受注者が外税方式での価格交渉を行うこ

とを困難にさせる場合も同様に、消費税転嫁対策特別措置法上、問題となる。 

このため、例えば以下の事例は、消費税転嫁対策特別措置法上、問題となる。 

・発注者は、受注者が本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等を提出したため、

受注者に対して、本体価格に消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提

出させた。 

・受注者が本体価格（外税方式）での見積書を提出したところ、海外製品との価格比較

のためとして、総額（内税方式）のみを記載した見積書を再度提出させた。 
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④ 報復行為 

消費税の転嫁拒否等の行為や、公正取引委員会等に転嫁拒否の実態を訴えたことに対

する報復行為（取引数量の削減、取引停止、その他不利益な取扱い）を行うことは消費

税転嫁対策特別措置法上の「報復行為」に当たり、問題となる（消費税転嫁対策特別措

置法第 3 条第 4 号）。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 外税方式での交渉・取引の徹底を図り、実質的な増税負担の転嫁拒否の防止を徹底す

ること。 

増税分のコストダウン要請につながらないよう、発注者は取引交渉価格から消費税を

除外し、税抜きでの価格の見積り、交渉を徹底することが望ましい。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

① 税抜き価格での交渉を徹底している例 

税抜き価格での交渉を徹底するため、受注者からの部品や素材の提示も含め、すべて

税抜きとしている。 

 

② 電算システム化して税抜き価格での交渉を徹底している例 

会計システム上、取引価格を税抜きで電算処理するようにしており、受注者との価格

交渉においては、消費税率引上げの影響を受けない仕組みとしている。 
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（２）関連法規等に関する留意点 

下請法の適用対象となる取引において、発注者は受注者に対し製造委託等をした場合

には、直ちにその内容を記載した書面（以下「3 条書面」という。）を受注者に交付しな

ければ、下請法第 3 条第 1 項違反となる。 

3 条書面には、以下の事項を記載しなければならない。 

①親事業者（発注者）及び下請事業者（受注者）の名称 

②製造委託等をした日 

③下請事業者の給付の内容（製品の仕様、数量等） 

④下請事業者の給付を受領する期日（複数回にわたって納入する場合には、それぞれに

ついて） 

⑤下請事業者の給付を受領する場所 

⑥下請事業者の給付の内容について検査（検収）をする場合は、その検査（検収）を完

了する期日 

⑦下請代金の額（算定方法による記載も可） 

⑧下請代金の支払期日 

⑨手形を交付する場合は、その手形の金額（支払比率でも可）と手形の満期 

⑩一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請

代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日 

⑪電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日 

⑫原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、

決済方法 

取引上の問題はそもそもの発注内容が不明確であるために起きる場合が多いことか

ら、発注者及び受注者は書面交付の重要性について再度認識し、発注者においては上記

の①～⑪について具体的に分かりやすく記述した書面を受注者に交付することが重要

である。また、受注者においても、発注者に対し、書面を交付するよう求めることが必

要である。 
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また、下請法の適用対象とならない取引であっても、書面交付の重要性について双方

が認識をし、書面交付を行うことが重要である。 

さらに、発注者が受注者に対して、自己の指定する固有の情報システムでの取引や専

用帳票の買取りや使用を強要することは、下請法上の「自己の指定する物や役務を強制

して利用させる行為」に当たり、問題となる（下請法第 4 条第 1 項第 6 号）。 

 

（３）目指すべき取引方法 

〇 各業界標準や取引慣行の特性を踏まえた定型のフォーマットを活用し、書面に記載す

べき項目や内容の標準化を図ること。 

 

〇 業界標準に準拠していない固有の EDI や専用端末の導入は、多数の発注者との取引

を行う素形材企業の負担を増加させることになるため、合理性を欠く過度な導入は行わ

ないこと。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

・ISO9001 の導入については発注者の要請により認証取得したものの、適正取引に向

けた取組には活用が不十分だったが、ISO 規定に即して発注者に書面を交付するよう

依頼したところ、改善がなされた。 

（解説） ISO9001 の 7.2.2 では「組織は、製品に関する要求事項をレビューすること」が求められ

ており、通常製品に関する顧客からの要求は、仕様書や契約書という書面にて示されることが一般的

である。7.2.2 では、顧客から必ず書面で要求内容を示してもらうこととしていないが、規格の文章に

は「顧客がその要求内容を書面で示さない場合には、組織は顧客要求事項を受諾する前に確認するこ

と」と記述されている。このことから、ISO9001 の認証取得組織の多くが、顧客に書面での要求内容

の提示を求めており、組織内の規定でもそのように定めている。認証機関は、組織自らが文書・記録

（書面）の作成又は維持することを定めていれば、それが満たされているかどうか確認し、それが満

たされていなければ、認証機関は組織に対して「不適合」を指摘する。この指摘で即、認証取り消し

になるわけではないが、指摘を受ければ、組織は修正と是正を実施しなければならず、これを怠れば、

認証取り消しになる。 

・自社の受発注システムの見直し・改善を行い、受発注時の書面交付をシステム化した。 
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・発注書の発行・送信システムの運用徹底により、発注書面不交付を撲滅した。 
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（３）目指すべき取引方法 

〇 トンネル会社経由の取引が下請法の規制対象であることを十分認識し、法令、取引ガ

イドライン等を十分に理解して本章各項目の目指すべき取引方法を実践するなど適切

な対応を行うこと。 

 

（４）具体的なベストプラクティス 

・親会社が発注主体であることが分かっていたため、事前に親会社の担当者、子会社の

担当者を交え、価格等の取引条件について協議した上で、発注者である子会社と取引

条件を書面化・契約を行った。 
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取引に関する苦情及び相談窓口を国内本社に設置するなど、海外子会社の取引実態等に関す

る情報の収集に努め、寄せられた苦情や相談に対しては、国内本社も解決に向け真摯に対応

する必要がある。 

第二に、海外子会社内でのモニタリングである。現地化が進むことで、経理や調達業務を

現地従業員のみで行っている場合も多い。国内本社や日本からの出向社員は適正取引の意識

が高くても、現地従業員に伝わらず、知らない間に不公正な取引が行われているということ

が無いよう、現地のコンプライアンス責任者等は、海外子会社内の取引実態をモニタリング

する体制を整備し、適正取引の徹底に努めなければならない。 

（実際の事例） 

  海外子会社の日本人経営者は適正取引を心掛けていたが、取引先から入金の遅れを指摘

されて調べてみたところ、購買部門の現地スタッフが支払を遅らせていたことが分かった。

現地スタッフは、現地の商慣習に則って「会社のため」と思って支払を引き延ばしていた

という。これを受け、同社では現地スタッフへの下請法の周知徹底と再教育を行った。 

 

また、新興国では賄賂が「必要悪」と認識され商慣行として幅を利かせているところも少

なくないが、我が国は、1997 年に策定された「国際商取引における外国公務員に対する贈

賄の防止に関する条約」に署名しており、公務員への贈賄は摘発対象となる。現在、外国公

務員贈賄罪に対しては、5 年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金（又はこれらの併科）、法

人重課として 3 億円以下の罰金が科せられるとともに、我が国国民の国外犯も処罰される。

こうした国際条約の理念も踏まえながら、海外における民間同士の取引における賄賂につい

ても、倫理的な観点は勿論のこと、適正取引の推進という観点からも毅然とした対応が求め

られる。 

（実際の事例） 

  現地の取引先である日系企業は、コンプライアンスの徹底から、今後一切の贈答品や賄

賂の類いは受け付けないと通告してきたが、現地の購買担当者の大半はローカルの人材で、

会社の方針とは関係なく露骨にサプライヤーにリベートなどを要求してくる。日本の法令

遵守を現地スタッフに徹底させることの難しさを痛感した。 

（実際の事例） 

  ある日系企業がコストダウンに取り組んでいるものの、まったくコストが削減されない

ため調査を行ったところ、購買担当者がサプライヤーからコストダウン分をリベートとし

て着服していることが発覚した。 
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＜コラム＞ カルテル規制に関する注意点 

独占禁止法では、事業者や業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者

が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する

行為を「カルテル」として禁止している。 

企業や事業者団体が独占禁止法違反として摘発された場合、公正取引委員会より排除措

置命令や課徴金納付命令が課されるほか、悪質な事案については、刑事罰が科されることも

ある。カルテル違反は大企業ばかりのものではない。 近では、中小企業がカルテル禁止違

反として摘発される事例も出てきている。 

また、自動車部品などを中心に、我が国企業を対象とした国際カルテルの摘発も相次いで

いる。海外進出を行っている中小企業は、特に欧米など国・地域によっては厳格なカルテル

規制が行われていることも念頭におき、コンプライアンスに向けて慎重な対応を行うことが

求められる。 

 

＜コラム＞ 日系と外資系との取引慣行の違い 

我が国では「一方的な原価低減率の提示」という取引慣行が問題視されているが、欧米企

業との取引でも原価低減要請が無い訳ではない。欧米企業との取引では、一見、原価低減要

請を受けていないように見えるが、実際は契約書の中で、「毎年○％コストダウンを行う」

「初年度は○％、次年度は○％コストダウンを行う」といった具合に、あらかじめ原価低減

率自体が取り決められていることが多いとされる。そのため、契約締結時に、外資に有利な

厳しい条件を示されハードな交渉となるが、いったん交渉が妥結すれば、以降は契約どおり

に粛々と取引が遂行される。契約書に書かれた条件を超えて無理なコストダウンを要請され

ることはない。ただし、不測の事態等により契約が履行できないような場合も、契約遵守を

求めるドライなところがある。その点、日系企業は半年ごとや１年ごとなど定期的に、都度

の景況などを加味して原価低減を求めてくる一方で、不測の事態等に対しては柔軟に対応し

てくれることも多いという。また、発注者と受注者（サプライヤー）が一体となって原価低

減に取り組み、いわゆる「カイゼン」が進む面もあると言われ、日系の取引慣行、欧米の取

引慣行は受注者（サプライヤー）にとってどちらが有利かは一概に言えず、一長一短のとこ

ろがある。 
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○素形材業界として、全体的に素形材産業取引ガイドライン及び自主行動計画の取組みを

推進し、「未実施」を「実施中」に若しくは「実施中」を「実施済」となるよう、ゴール

に向けてステップアップを図る。 

 

○「合理的な価格決定」を徹底するため、「発注側企業の理解」を得ることが重要であり、

社内の営業担当全員が、社内研修、外部研修・セミナーへの積極的参加により、ガイド

ラインの理解を深めるとともに、発注側企業の理解を求めていく。さらに、その上位発

注側企業への働きかけや交渉を進めて頂くよう求めていく。 

 

○「型管理の適正化」を徹底するため、型管理アクションプランを着実に実行するため、

以下の取組みを進める。 

⇒発注側企業からの型の廃棄情報等を受注側企業は確実に受け取り、アクションプラン

に沿って対応できる形にしていく。 

⇒型の管理の適正化のマニュアルをサプライチェーンの各企業間で共有できるよう、関

係者間で協力して、トライアル、マニュアル化、ルール化を進める。 

⇒保管が必要になった型については、費用負担のあり方を相談して取り決める。その際

には、下請法、下請振興法、取引ガイドライン、自主行動計画を遵守した取組を進め

ることが重要である。 

 

○「下請代金支払の適正化」を進めるため、発注側企業と受注側企業は双方から、現金払

いの希望、手形払いのサイトの短縮について話し合いを行い確認する。 

⇒下請法、下請振興法、取引ガイドライン、自主行動計画を遵守した取組を進めること

が重要である。 

 

○素形材産業取引ガイドライン及び自主行動計画を進めるための継続的なＰＤＣＡサイ

クルを確立していくことが必要である。取引先企業の協力を得て、素形材産業取引の適

正化を進めることにより、生産性の向上と付加価値の向上を図る有効な手段となる。そ

のためには、企業間での現場改善のための協業作業といった取組みを進めることにより、

多くのベストプラクティスを産み出し、好循環を形成することが重要である。 

 

今後も、適正取引状況の定期的な実態把握やフォローアップを継続的に実施し、必要に

応じてガイドラインの改訂を行うなど実効性のある取組みを推進していく必要がある。 
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（３）下請代金支払の適正化について 

① 下請代金の手形等支払いの割合について、「すべて現金払い」との回答が、受注者側

は約１３％、発注者側は約３９％あり、前年と比較してやや改善傾向にあるが依然とし

て手形払いが多く改善が必要 

② 手形支払いのサイトが９０日を超えるケースは、受注者側回答が約６６％、発注者側

が約６５％を占めており、サイトの短縮化の改善が必要 

（４）その他重点課題について 

① 問題視され易い行為で徹底されていない項目について、受注者側回答で「発注内容の

変更に伴う負担」とする回答が約４９％（前年約４５％）と も多く、前年度よりも回

答数が増加しており、改善が進んでいない。 

② 同様に、受注者側の「配送費用の負担」との回答が多く、約４５％（前年約４０％）

と前年度より回答数が増加しており、改善が進んでいない。 

 

次に、各重点課題について概説したい。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

【平成 30年度アンケート調査実施】 

■調査対象：素形材産業の自主行動計画を策定した８工業会           

  「日本金型工業会、日本金属熱処理工業会、日本金属プレス工業協会、   

  日本ダイカスト協会、日本鍛造協会、日本鋳造協会、日本鋳鍛鋼会、   

  日本粉末冶金工業会」の会員が対象 

■アンケート調査の実施期間：平成 30年 10月 
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・発注者の市場における地位（市場シェアの大きさ、市場順位等） 

・受注者にとっての取引先変更の可能性（他の事業者との取引開始・拡大の可能性、発注

者との取引に関連して行った投資等） 

・その他発注者と取引することの必要性を示す具体的事実（発注者との取引額、発注者の

今後の成長可能性、取引の対象となる商品又は役務を取り扱うことの重要性、発注者と

取引することによる受注者の信用の確保、両者の事業規模の相違等） 

 

「②正常な商慣習に照らして不当」とは 

この要件は、優越的地位の濫用の有無が、公正な競争秩序の維持・促進の観点から個別の

事案ごとに判断されることを示している。ここでの「正常な商慣習」とは、公正な競争秩序

の維持・促進の立場から是認されるものをいい、現に存在する商慣習に合致しているからと

いって、直ちにその行為が正当化されることにはならない。 

 

「③優越的地位の濫用になり得る行為類型」とは 

以下の行為に該当する場合をいう。なお、括弧内は、「優越的地位の濫用に関する独占禁

止法上の考え方」（平成 22 年 11 月 30 日、公正取引委員会）の記載番号を示す。 

〇 購入・利用強制（第 4の 1） 

・取引に係る商品または役務以外の商品等の購入の要請をする際、受注者が、事業遂行

上必要としない商品等の購入の要請を、今後の取引に与える影響を懸念して受け入れ

ざるを得ない場合。 

〇 協賛金等の負担の要請（第 4の 2（1）） 

・金銭の負担を要求する際、受注者にあらかじめ計算できない不利益を与えることとな

る場合や受注者が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超

えた負担となり、当該相手方に不利益を与えることとなる場合。 

〇 従業員等の派遣の要請（第 4の 2（2）） 

・従業員等の派遣を要請する際、受注者にあらかじめ計算できない不利益を与えること

となる場合や受注者が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲

を超えた負担となり、当該相手方に不利益を与えることとなる場合。 
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〇 その他経済上の利益の提供の要請（第 4の 2（3）） 

・協賛金等や従業員派遣等以外の経済上の利益の無償提供を要請する際、正当な理由の

ない要請であって、受注者が、今後の取引に与える影響を懸念してそれを受け入れざ

るを得ない場合。 

・例えば、設計図面を提供することが発注内容に含まれていないにもかかわらず、取引

の相手方に対し、設計図面を無償で提供させることなどが該当。 

〇 受領拒否（第 4の 3（1）） 

・購入契約した商品の全部又は一部の受領を拒む際、正当な理由のない受領拒否であっ

て、受注者が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場

合。 

・例えば、取引の相手方が発注に基づき商品を納入しようとしたところ、売行き不振等

に伴い当該商品が不要になったことを理由に、当該商品の受領を拒否することなどが

該当。 

〇 返品（第 4の 3（2）） 

・受領した商品を返品する際、受注者にあらかじめ計算できない不利益を与えることと

なる場合又は正当な理由のない返品であって、相手方が、今後の取引に与える影響等

を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合。 

〇 支払遅延（第 4の 3（3）） 

・契約で定めた支払期日に対価を支払わない際、正当な理由のない支払遅延であって、

受注者が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合。 

・例えば、社内の支払手続の遅延などを理由として、自己の一方的な都合により、契約

で定めた支払期日に対価を支払わないことなどが該当。 

〇 減額（第 4の 3（4）） 

・契約で定めた対価を減額する際、正当な理由のない減額であって、受注者が、今後の

取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合。 

・例えば、商品又は役務の提供を受けた後にもかかわらず、業績悪化、予算不足、顧客

からのキャンセルなど自己の一方的な都合により、契約で定めた対価の減額を行うこ

となどが該当。 
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〇 取引の対価の一方的決定（第 4の 3（5）ア） 

・一方的に著しく低い（もしくは高い）対価での取引を要請する際、受注者が、今後の

取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合。 

・例えば、多量の発注を前提として取引の相手方から提示された単価を、少量しか発注

しない場合の単価として一方的に定めることなどが該当。 

〇 やり直しの要請（第 4の 3（5）イ） 

・受領後の商品又は役務のやり直しを要請する際、正当な理由のないやり直しであって、

受注者が、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合。 

・例えば、あらかじめ定められた検査基準をわざと厳しくして、発注内容と異なること

又は瑕疵があることを理由にやり直しをさせることなどが該当。 

〇 その他（第 4の 3（5）ウ） 

・以上の行為類型に該当しない場合であっても、取引上の地位が優越している事業者が、

一方的に、取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合に、当該

取引の相手方に正当な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるときは、優

越的地位の濫用に該当する。 

・例えば、受注者に対し、新たな機械設備の導入を指示し、当該機械設備の導入後の発

注を確約し、受注者が当該機械設備の導入等の取引の実現に向けた行動を採っている

のを黙認していたにもかかわらず、自己の一方的な都合により、発注数量を著しく減

少する又は発注を取り消した場合などが該当。 

 

 なお、取引上の地位が優越しているかどうかは、前記①で挙げた具体的事実を総合的に考

慮して判断するので、大企業と中小企業との取引だけでなく、大企業同士、中小企業同士の

取引においても、取引の一方の当事者が他方の当事者に対し、取引上の地位が優越している

と認められる場合がある。中小企業同士であっても、他の事業者に製品の製造等を委託して

いる事業者が、受託している事業者に対し、取引上の地位が優越していると認められる場合

があることに留意する必要がある。 

このため、現在行っている取引が、優越的地位の濫用に該当しないかを自ら点検していく

ことが必要である。 
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 優越的地位の濫用行為を行った場合に、公正取引委員会が事業者に対して行う措置は次の

とおり。 

 

〇 排除措置命令（独占禁止法第 20 条） 

・排除措置命令とは、違反行為をした者に対して、違反行為を速やかに排除するよう命

ずる行政処分をいう。 

 

〇 課徴金納付命令（独占禁止法第 20 条の 6） 

・課徴金とは、カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため、

行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益のことをいう。優越的地位の濫用行

為が行われた場合は、違反行為をした者に対して、違反行為に係る期間（3 年を上限

とします。）における違反行為の相手方との取引額に算定率（1％）を掛けた額の課徴

金が課される。なお、課徴金算定額が 100 万円未満の時は納付を命じられない。 
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（４つの義務） 

① 書面の交付義務（第 3条） 

・発注内容に関する具体的な必要記載事項をすべて記載した書面を交付する義務 

② 書類作成・保存義務（第 5条） 

・製造委託を始めとする下請取引が完了した場合、給付内容、下請代金の額などの、取

引に関する記録を書類として作成し、2 年間保存する義務 

③ 下請代金の支払期日を定める義務（第 2条の 2） 

・納入された物品の受領後 60 日以内で、かつ、できる限り短い期間に支払期日を事前

に定める義務 

④ 遅延利息の支払義務（第 4条の 2） 

・物品等を受領した日から起算して 60 日を経過した日から実際に支払をする日までの

期間について、遅延利息を支払う義務 

 

（11 の禁止行為） 

① 受領拒否の禁止（第 4条第 1項第 1号） 

・下請事業者に責任が無いのに、発注した物品等の受領を拒否すること 

② 下請代金の支払遅延の禁止（第 4条第 1項第 2号） 

・発注した物品等の受領日から 60 日以内で定められている支払期日までに下請代金を

支払わないこと 

③ 下請代金の減額の禁止（第 4条第 1項第 3号） 

・下請事業者に責任が無いのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額すること 

④ 返品の禁止（第 4条第 1項第 4号） 

・下請事業者に責任が無いのに、発注した物品等を受領後に返品すること 

⑤ 買いたたきの禁止（第 4条第 1項第 5号） 

・発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代金を不当に定
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めること 

⑥ 物の購入強制・役務の利用強制の禁止（第 4条第 1項第 6号） 

・下請事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由が無いのに、親事

業者が指定する物（製品、原材料等）、役務（保険、リース等）を強制して購入、利

用させること 

⑦ 報復措置の禁止（第 4条第 1項第 7号） 

・親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、その下 

請事業者に対して取引数量の削減・取引停止など、不利益な扱いをすること 

⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止（第 4条第 2項第 1号） 

・親事業者が有償支給する原材料等で、下請事業者が物品の製造等を行っている場合、

その原材料等が用いられた物品の下請代金の支払期日より早く、原材料等の対価を支

払わせること 

⑨ 割引困難な手形の交付の禁止（第 4条第 2項第 2号） 

・下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫など、一般の金融機関で割引を受けるこ

とが困難な手形（長期の手形（繊維業は 90 日超、その他は 120 日超））を交付する

こと 

⑩ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止（第 4条第 2項第 3号） 

・親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に

提供させること 

⑪ 不当なやり直し等の禁止（第 4条第 2項第 4号） 

・下請事業者に責任がないのに、親事業者が費用を負担することなく、給付内容の変更

ややり直しをさせること 

 

 親事業者が下請法に違反した場合には、公正取引委員会から、違反行為を取り止めるよう

勧告がされる。勧告される内容は、違反行為の取止めのほか、下請事業者の被った不利益を

原状回復すること、再発防止措置を採ることなどであり、勧告された場合は、企業名、違反

事実の概要などが公表される。なお、勧告に至らない事案であっても、親事業者に対し改善

を強く求める指導を行い、下請法の遵守が促される。 
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 また、親事業者が、発注書面を交付する義務、取引記録に関する書類の作成・保存義務等

を守らなかった場合には、 高 50 万円の罰金が科せられる。 

 企業の法令遵守が強く叫ばれる中、下請法の内容を正しく理解し、公正な取引を行うこと

は非常に重要である。 

  

（出所）公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法ガイドブック 知るほどなるほど下請法」 
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じており、これらの行為を行った場合は公正取引委員会等による指導・助言、勧告・公表

等の措置の対象となる。また、事業者又は事業者団体が行う転嫁カルテル及び表示カルテ

ルについて独占禁止法の適用除外制度が設けられている（公正取引委員会への事前届出

制）。 
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（３）振興基準について 

 振興基準は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的

な基準として下請中小企業振興法第 3 条の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が

定められている。 

また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じ

て下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられている。 

振興基準は、昭和 46 年 3 月 12 日に策定・公表され、その後の経済情勢の変化等を踏ま

え、昭和 61 年、平成 3 年、平成 15 年及び平成 25 年に改正されている。平成 28 年 12 月

14 日には、「未来志向型の取引慣行に向けて(平成 28 年 9 月 15 日公表)」に基づき、取引先

の生産性向上への協力、労務費上昇分に対する考慮、サプライチェーン全体での取引適正化

など、親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行を追記するなど、所要の改正が行われた。

さらに、平成３０年１２月には、取引適正化のフォローアップ調査結果等を踏まえ、新たな

課題に対応するため、契約条件の明確化と書面交付、大企業間の取引における支払方法、下

請事業者が製造した型代金の支払方法、働き方改革の実現を阻害するような取引慣行の改善、

事業承継や天災等への対応について追記するなど、所要の改正が行われている。本ガイドラ

インは振興基準に則して運用していく。 

【振興基準の項目立て】 

前文 

第1 下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役

務の品質の改善に関する事項 

第 2 親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項 

第 3 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項 

第 4 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項 

第 5 下請事業者の連携の推進に関する事項 

第 6 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項 

第 7 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項 

第 8 その他下請中小企業の振興のため必要な事項 
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