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1 はじめに

昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本
を含め世界中の国や地域において、社会生活や経済

のいずれとの関係においても、当事者のどちらの主
張が正しいかを突き詰めるという姿勢が最善とは限
らず、考えられる合理的な対応について誠実かつ柔
軟に協議を行うことが望ましい。

活動に多大な影響を生じている。日本では、感染症

ただし、具体的な問題が生じた場合に、当該問題

の拡大に伴い、2020 年 2 月末頃から政府や都道府

の原因が本当に新型コロナウイルス感染症の拡大な

県知事等により不要不急の外出の自粛や学校の休校

のか（実は別の事情から生じた問題ではないのか）と

等の各種要請がなされ、同年 4 月 7 日には新型イン

いう点は、個別の事案ごとに注意して確認する必要

「特措法」とい
フルエンザ等対策特別措置法（以下、

がある。

「緊急事
う）に基づくいわゆる緊急事態宣言（以下、
態宣言」という）が発令されるに至った。

本稿は、このような事態がメーカー取引に及ぼし
うるいくつかの代表的な法律問題について検討を行
うものである。
なお、メーカー取引といっても、対象製品によっ
て今回の事態の影響は大きく異なりうるし、同種製

「下請法」
また、下請代金支払遅延等防止法（以下、
という）の適用対象となる取引については特別な考

慮が必要となることがあるため、必要に応じて各項
目で言及している。
3 納期遅延

⑴ 問題の所在

品を巡る取引であっても、取引慣行や契約内容を含

メーカーは、通常、契約上定められた納期までに

む個別の事実関係により問題の所在は異なることが

製品を納入する契約上の義務を負っている。しか

考えられる。本稿は、特定の業種、製品を念頭に置

し、新型コロナウイルス感染症の影響により製造工

くものではなく、メーカー取引一般において問題と

程に遅れが生じ、納期を遵守できない可能性が考え

なることが考えられる法律問題を取り上げるもので

られる。このような場合、メーカーにおいて納品先

あるが、具体的な法律問題への対応にあたっては、

に対し、納期遅延による債務不履行責任を負うかど

個別の事実関係を踏まえた検討が必要である点はご

うかが問題となる。

留意頂きたい。

⑵ 民法や契約の規定

また、新型コロナウイルス感染症を巡る状況は

民法では、納期に遅れた納品はいわゆる履行遅滞

日々変化している。本稿は、執筆時点（2020 年 4 月

（民法 412 条 1 項） であり、債務者（ここではメー

23 日）までに得られた情報を前提とするものであ

カー）は、債務の本旨に従った履行をしなかったも

る。

のとして、損害賠償責任を負う（同法 415 条 1 項）。

2 全般的な留意点

ただし、履行遅滞が「契約その他の債務の発生原因
及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰

個別の問題については3以降で法的観点からの

することができない事由」によるときは1、損害賠

検討を行うが、本件のような非常時の対応において

償責任を負わないこととされている（同項ただし書

は、法的分析は念頭に置きつつも、納品先、調達先

き）
。
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また、天変地異のような外的要因による債務不履

ア 従業員の感染による工程遅れ

行の免責については、契約上、
「不可抗力」といっ

従業員が新型コロナウイルスに感染したことが発

た表題の条項で具体的な規定が置かれていることも

覚した場合、当該従業員の入院が必要となる他、関

珍しくない。発生した履行遅滞が契約で免責対象と

係箇所の消毒や、他の従業員の自宅待機等の感染拡

して具体的に明記されていればそれによることにな

大防止措置が必要となることが多い。この点、メー

「疫
るであろうし（ただし、不可抗力事由に「感染症」

カーとして従業員の感染発生を 100%防止すること

病」等と書いてあれば何でも免責となるわけではなく、

は不可能であろうし、感染が発覚した場合に感染拡

後述するような個別具体的な検討は必要である）
、前述

大防止措置を取ることも社会通念上必要な措置であ

した通り、
「債務者の責めに帰することができない

ると考えられることから、このような原因でやむを

事由」であるか否かの判断は、契約および取引上の

得ず工程に遅れが生じたのであれば、これが「債務

社会通念に照らして判断されるため、このような事

者の責めに帰することができない事由である」とい

由についての契約の定めを確認することは重要であ

う主張はそれなりに説得力を有すると思われる2。
もっとも、従業員の感染が発覚したとしても、そ

る。
⑶ 感染症拡大の影響と債務者の責めに帰するこ
とができない事由の該当性

れが製品の納期に影響するほど操業に影響を及ぼす
かどうかは具体的事情によるものであり、合理的な

そこで、本件のように、納期遅延が今般の新型コ

対応を行えば納期遅延は避けられたといえる状況で

ロナウイルス感染症拡大の影響による場合、それが

あれば、免責が認められない可能性も考えられる。

「債務者の責めに帰することができない事由」であ

イ 調達の遅れ等による工程遅れ

るか（「不可抗力」に該当するか、という形で問題提起

メーカーが製品を製造するにあたっては、原材料

されることも多い。両者は異なる概念であるが、本稿と

や部品等の調達や、下請先による作業の実施等が不

の関係では実質的な違いが顕在化する場面はあまりない

可欠であることが多いが、新型コロナウイルス感染

ように思われる）ということが問題となるが、これ

症拡大の影響で、調達先からの原材料等の納品や、

は事案ごとに個別に検討する必要がある。

下請先による作業の実施に遅れが生じることが考え

すなわち、新型コロナウイルス感染症の拡大自体

られる。

が債務者の責めに帰することができない事由である

個別の契約の規定にもよるが、通常、完成品メー

ことは明らかであり、それにより生じた異常事態に

カーは、調達先や下請先の納期遅延等を理由とし

起因する納期遅延は債務者の責めに帰することがで

て、自社の顧客である納品先に対する納期遅延の免

きないと評価できることが多いと思われる。しか

責を主張することはできないことが一般的であろう

し、新型感染症の拡大は過去に例のない事象ではな

（そのため、特定の調達先からの仕入れが滞るリスクに

く（緊急事態宣言の根拠法である新型インフルエンザ等

備え、複数の調達先を確保しておくといった対応は、

対策特別措置法は、その名の通り 2009 年に新型インフ

メーカーとして異例なものではない）
。しかし、今回

ルエンザの感染拡大が生じたことを契機として制定され

の新型コロナウイルス感染症の拡大のように世界的

た法律である）
、メーカーとして合理的な措置を取っ

に異常な状況が生じている中では、調達取引につい

ていれば納期遅延は生じなかったといえるような場

て事前にいかなる合理的措置を講じたとしても納期

合には、納期遅延が「債務者の責めに帰することが

に間に合わせることは不可能であったということは

できない事由」ではないと評価される可能性も考え

十分考えられる。そのような状況であれば、調達取

られる。

引に困難が生じたことをもって、
「債務者の責めに

そこで、新型コロナウイルス感染症の拡大から具
体的にどのような問題が生じたことによって遅延が

帰することができない事由である」と認められる可
能性も相応にあるのではないかと思われる3。

生じたのか、それは事前の対策により合理的に対応

ウ 国や地方自治体の要請による工程遅れ

できたのかといった点を個別に検証することが必要

仮に、法令等に基づき、国や地方自治体が工場の

であると思われる（事案によっては、そもそも問題発

操業停止を命じたとすれば、それにより生じた工程

生の原因が新型コロナウイルス感染症の拡大なのかとい

遅れは債務者の責めに帰することができない事由で

う点も問題となりうる）
。以下、典型例として考えら

あると認められる可能性が高いと思われる（ただ

れる項目をいくつか検討する。

し、工場は、特措法 45 条に基づき都道府県知事が使用
制限や使用停止を要請、指示することができる施設には
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挙げられておらず（特措法 45 条 2 項・3 項、同施行令

は納期通りに製品を納入しようとしたものの、新型

11 条 1 項）
、特措法 24 条 9 項に基づく都道府県知事の

コロナウイルス感染症拡大の影響により、納品先の

休業要請においても、工場は、社会生活を維持する上で

受け入れ態勢に問題が生じ、製品を受領してもらえ

必要な施設であるとして、一般に対象外とされているよ

ないという場面も考えられる（たとえば、新型コロ

うである）
。

ナウイルス感染症の拡大防止のために納品先が出勤者の

他方、仮に、法令等に基づかない国や地方自治体

数を抑制したことで検品体制に遅れが生じている場合

からの「自粛要請」等が出された場合に、それに応

や、他の部品メーカーでの感染者発覚等による納品遅れ

じて工場の操業を停止した結果生じた工程遅れにつ

により完成品メーカーにおける工程全体に遅れが生じて

いては、そのような要請に応じるかどうかという点

いるような場合が考えられる）
。この場合、メーカー

で債務者（メーカー）側の判断が入ることから、債

としては後日納品するまでの間の保管コスト等につ

務者の責めに帰することができない事由であると言

いて、納品先に請求することができるかという問題

い切れるかは議論の余地が残る。しかし、新型コロ

が生じうる。

ナウイルス感染症の拡大防止を目的とした公的機関

また、逆の立場で、完成品メーカーが、調達先で

（タイミングや
からの要請という事情を踏まえれば、

ある部品メーカーに対し、同じような理由で納期に

態様にもよると思われるが）そのような自粛要請に応

は製品を受領できないとして納期の延期を申し入れ

じたためにやむを得ず発生した遅滞について債務者

た場合に、部品メーカーから保管費用等の請求を受

の責めに帰することができない事由によるものであ

ける可能性があるが、完成品メーカーにおいてこれ

ると評価できる余地はあるのではないだろうか。

に応じる義務があるかという形で問題が生じること

⑷ 下請法が適用される場合の留意点
自社が部品メーカーである場合、（資本金等の要件

も考えられる。
⑵ 民法の原則

に該当すれば）納品先である完成品メーカーとの取

債権者が債務の履行を受けることを拒み、また

引について下請法が適用されることがある。下請法

は、これを受けることができない場合（いわゆる受

が適用される取引であっても、下請事業者の責めに

領遅滞）
、これによって増加した債務履行の費用は

帰することのできない事由による納期遅延について

債権者が負担することとされている（民法 413 条 2

下請事業者が債務不履行責任を負わないという点

項）。また、受領遅滞に基づく債権者の責任につい

に、民法の原則と違いはない。

て、判例は債務不履行とは別の責任であると解して

もっとも、下請法が適用される下請事業者には比
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おり（最二判昭和 40・12・3 民集 19 巻 9 号 2090 頁）、

較的小規模な事業者が多いと思われ、新型コロナウ

その発生に債権者の帰責事由は不要であると解され

イルス感染症拡大の影響があってもなお納期遅延を

ている（筒井＝村松編著・前掲注⑴ 73 頁）。

避けることができたかという事実認定の問題におい

したがって、契約で別途の取り決めがないのであ

て、避けることはできなかった（すなわち、下請事

れば、メーカーが納期に製品を納入しようとしたに

業者の責めに帰することのできない事由によるもので

もかかわらず、納品先の受け入れ態勢が整っていな

あった）
と認定される可能性は高くなると思われる。

いことで後日改めて納品することとなった場合、

4 納品先による受領遅滞・調達先に対する

納期延期要請

メーカーとしては、本来の納期以降の保管費用等の
増加費用について納品先に請求できることとなる。

⑴ 問題の所在

そして、前述したように、受領遅滞に基づく費用負

前述した納期遅延の例とは逆に、メーカーとして

担請求は納品先（債権者）の帰責事由の存在を要件

1 なお、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」という部分は、2020 年 4 月 1 日に施行された改正民法（以下、「改正
民法」という）で追加されたものであるが、これは、帰責事由についての判断の枠組みを明確化したものに過ぎず、実務上の変更はないと解
（商事法務、2018）75 頁）。
されている（筒井健夫＝村松秀樹編著『一問一答 民法（債権関係）改正』
2 特定の約款についてのものであるが、建設工事標準請負契約約款の解釈について、国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の影響による資
機材等の調達困難や感染者の発生等については、受発注者の故意または過失により施工できなくなる場合を除き、同約款における「不可抗力」
に該当するものと考えられるとの解釈を示している（令和 2 年 3 月 19 日付国土交通省土地・建設産業局建設業課長事務連絡「施工中の工事に
おける新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応等の解釈等について」
）
。
3 前述した建設工事標準請負契約約款の解釈を巡る国土交通省の見解では、新型コロナウイルス感染症の拡大による資機材等の調達困難も、受
発注者の故意または過失により施工できなくなる場合を除き、同約款における「不可抗力」に該当するとされている。
4 改正民法で新たに制定された条項であるが、改正前の判例および一般的な解釈を反映したものであり（筒井＝村松編著・前掲注⑴ 73 頁）
、改
正の前後で実質的な違いはないと解される。
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としないため、納品先としては、これが新型コロナ

減した場合や、原材料調達の状況の変化にかかわら

ウイルス感染症拡大によって生じたことを理由とし

ず従前と同じ条件での納品を求められた場合に、

て（それが不可抗力に該当するか否かにかかわらず）

メーカーとしてどのような対応が考えられるかとい

請求を拒めないこととなる（受け入れ態勢が整ってい

う点が問題となる。

なかった完成品メーカーの例でいえば、完成品メーカー

⑵ 発注量の減少

は追加保管費用等の請求を拒めないこととなる）
。

⑶ 下請法が適用される場合の留意点
下請法が適用される場合、下請事業者が納期に製

コロナウイルス感染症の拡大による需要減少等によ

品を納入しようとしたにもかかわらず、親事業者

り、発注量を急減させることが考えられる。しか

（納品先）においてこれを受領しないことは、下請

し、契約で具体的発注義務が定められているような

事業者の責めに帰すべき理由による場合を除き、下

場合は別として、通常、納品先は同規模での継続的

請法が禁止する受領拒否に該当する（下請法 4 条 1

な発注を行う法的義務を負うものではない。した

項 1 号）
。

がって、発注義務を定めた契約がない場合、納品先

この場合、親事業者側の責めに帰すべき事由の有

（発注量の変
からの発注量が急減したからといって、

無は問題とならないため、新型コロナウイルス感染

動により単価が変わることはありうるとしても、
）従前

症の拡大に起因して親事業者側で受領ができないと

と同程度の数量の発注を行うよう法的請求を行うこ

しても、それが不可抗力に該当するか否かにかかわ

とは困難である。

らず下請法違反となる。したがって、自社が親事業

とはいえ、急激な発注量の減少は、メーカーとし

者である場合、受け入れ態勢が整っていない等の理

ての生産体制に影響することも考えられるし、メー

由で下請事業者である調達先からの納品を拒むこと

カーの規模や当該取引の重要性などによっては、

により下請法違反とならないよう、注意が必要であ

メーカーの経営に重大な影響が生じることも考えら

る。

れる。そのような状況が生じるおそれがある場合、

もっとも、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

メーカーとしては納品先に対し事情を説明し、可能

によっては、親事業者としても客観的にみて納期に

な限り合理的な対応を行うよう協議を求めることが

製品を受領することが不可能であるという状況も考

考えられる。

の上、合理的な範囲で納期を延ばすといった対応を

イ 下請法が適用される場合
親事業者は、下請法上の義務として下請事業者に

とり、その旨の記録を残しておけば、（下請法違反の

対し一定量の発注を継続する義務を負うものではな

えられる。このような場合、下請事業者と十分協議

状態が解消されるとまではいえないとしても、
）そのよ

い。したがって、需要の減少等を受けて親事業者が

うな事情は、個別の事案における下請法違反の認定

下請事業者に対する発注量を減少させること自体は

において考慮されるものと思われる（令和 2 年 2 月

下請法違反の問題を生じさせるものではない。

14 日付経済産業大臣要請文書「新型コロナウイルス感

しかし、下請事業者は経営基盤の弱い小規模の事

染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関す

業者であることが多く、親事業者からの発注量が急

る配慮について」
（20200213 中第 7 号）
（以下、
「経産省

減すると、事業の継続に重大な問題が生じるおそれ

要請文書」という）の添付参考資料の「問 4」に対する

も考えられる。また、下請事業者の事業継続が困難

回答参照）
。

となると、親事業者自身の将来の円滑な調達取引の

5 継続的な発注を巡る問題

⑴ 問題の所在
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、製品の
需要に大きな変動が生じている例は多いと思われ

実現に影響を及ぼすおそれも考えられる。また、大
量発注を前提として単価が定められていた場合に、
発注量の急減後も同じ単価を適用する場合、下請法
が禁止する買いたたき（下請法 4 条 1 項 5 号）に該
当するおそれも考えられる。

る。また、感染拡大防止のために各国で国境を越え

したがって、親事業者として、下請事業者に対す

た人や物の移動が制限されることにより、原材料の

る発注量を大きく減少させようとするような場合

調達や完成品の輸出等が大きく影響を受けている製

は、下請事業者と誠実な協議を行い、合理的な対応

品は少なくない。

を検討することが望ましい。なお、経産省要請文書

そのような状況を受け、納品先からの発注量が急
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では、親事業者に対する要請として、下請事業者が
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事業活動を維持し、または今後再開させる場合に、

約条件を合意する必要がある。

できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先

なお、経産省要請文書では、新型コロナウイルス

的に発注を行うよう配慮することが求められてい

感染症に伴って、通常支払われる対価より低い対価

る。

による下請代金の設定や、適正なコスト負担を伴わ

⑶ 同じ条件での発注継続

ア 法的分析
納品先からの発注が継続される場合において、新

型コロナウイルス感染症拡大による原材料費の高騰
等により製造原価が増加したり、調達取引に要する

ない短納期発注や部品の調達業務の委託など、負担
を押し付けることのないよう十分留意することが親
事業者に求められている。
6 事務処理の遅れによる支払遅延

時間の増加等により通常より長い工期が必要となっ

⑴ 問題の所在と留意点

ているにもかかわらず、納品先から従前と同じ条件

従業員に新型コロナウイルス感染が発覚した場合

での発注がなされることも考えられる。

の他、感染症拡大防止対策として会社に出勤する従

しかし、契約で定められているような場合を除

業員数が少なくなることで、さまざまな事務処理に

き、メーカーは、新たな発注について、従前と同じ

通常よりも多くの時間を要する状況が生じることも

価格や納期でこれを承諾する義務を負うものではな

考えられる。

い。したがって、メーカーとしては、原材料費の高

このような事情により、契約で定められた支払日

騰や調達取引に要する時間の増加等の事情を説明

までに納品された製品の代金支払いができない場

し、実態を反映した適切な価格や納期での発注を求

合、代金債務の支払いを遅滞した債務者は、民法

めることが合理的対応といえる。

上、法定利率（約定利率がこれを上回る場合はその率）

イ 将来の発注に係る単価の合意がある場合
なお、契約で一定期間の購入単価を合意している

該損害賠償義務については、不可抗力による免責を

場合、製造原価が変わっても、基本的には当該購入

主張できないため（同条 3 項）、支払遅延の原因が

単価による発注が行われることが原則である。しか

新型コロナウイルス感染症の拡大によるものであっ

し、この種の契約条項においては、著しい価格変動

たとしても、これを免れることはできない。

による損害賠償の義務を負う（民法 419 条 1 項）。当

の場合は見直しがなされる旨の規定が入っている例

現実に支払遅延が生じてしまった場合、それがこ

が珍しくない。新型コロナウイルス感染症拡大の影

のような状況に基づくやむを得ない事情によるので

響はそのような見直しの対象となる可能性があるた

あれば、その旨を取引先に説明し、理解を得ること

め、個別の契約の規定と、個別の取引における新型

で、実質的な紛争の発生を避けるよう努力すべきと

コロナウイルス感染症拡大の具体的影響を踏まえ、

思われるが、いずれにしても、新型コロナウイルス

場合によっては合意単価の見直しの交渉を申し入れ

感染症の拡大が原因であれば支払遅延をしてもよい

ることも考えられる。

ということではない旨は留意する必要がある。

ウ 下請法が適用される場合

⑵ 下請法が適用される場合

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で製造原価

なお、下請法が適用される場合には特に注意が必

が高騰しているにもかかわらず、親事業者が従前と

要である。下請法上、親事業者は、下請代金の支払

同様の単価を適用することは、下請法が定める買い

期日までに代金の支払いを行う義務を負っており、

たたきの禁止に違反するおそれが高い（下請法 4 条

支払期日の経過後なおこれを支払わない場合は下請

1 項 5 号）
。同様に、従前より長い工期が必要となっ

法違反となる（下請法 4 条 1 項 2 号）。一定の場合に

ているにもかかわらず、単価を変えずに従前と同じ

法定の遅延利息の定めもある（同法 4 条の 2）。これ

納期で納入させることは、実質的に増加費用の負担

らの規定の適用について、親事業者の帰責性の有無

なく通常より短納期の履行を求めるものであり、買

は問題とならず、また、下請事業者の同意があって

いたたきの禁止に違反するおそれが高い。

も下請法違反の問題は解消されない。

したがって、そのような事情が存在する場合、親

したがって、下請法が適用される取引について

事業者としては、下請事業者と発注条件について誠

は、支払期日を徒過することのないよう、特に注意

実に協議を行い、買いたたきに該当しない適切な契

する必要がある。

17

