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今回からは, 業務委託契約について解説します。今回は業務委託契約の意味, 法的性質, 関
連法規制等の総論について解説します。 
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(各箇所をクリックすると該当箇所にジャンプします)
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Q3: 委任・準委任・請負の相違は? 実際の契約との関係は?

Q4: 業務委託は下請法の対象?

Q5: 労働者派遣法との関係は?

Q6: 個人データの取扱いの委託の場合は?

 

  

Q1: 業務委託契約とは?

A1: 「業務委託契約」という言葉は, 実務上広く使われていますが, 法律上, 「業務委託契約」
という契約類型はありません。しかし, 一般的には, 「業務委託契約」は, 当事者の一方
(委託者)が相手方(受託者)に対し一定の業務を委託し, 委託者がこれに対し報酬(委託料)を
支払うことを内容とする契約全般を示す言葉として使われています。 
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Q2: 業務委託契約の法的性質は?

Q2：一般的には, 委任, 準委任または請負のいずれかに該当します。 

【解　説】

(委任, 準委任および請負の成立要件)

(1)委任：当事者の一方(委任者)が法律行為をすること(例：契約の代理締結)を相手方(受任
者)に委託し, 相手方がこれを承諾することにより成立(643)

(2)準委任：当事者の一方(委託者)が法律行為でない事務(事実行為)をすることを相手方(受
託者)に委託し, 相手方がこれを承諾することにより成立(656, 643)

(3)請負：当事者の一方(注文者)がある仕事を完成することを約し, 相手方(請負人)がその仕事
の結果に対してその報酬を支払うことを約することにより成立



— なお, 以下, 委任者, 委託者, 注文者を「委託者」と, 受任者, 受託者, 請負人を「受託者」
と, 委任法律行為, 委託事務, 請負の仕事(の完成)を「委託業務」と, それぞれ共通して呼称す
る場合があります。

「業務委託契約」は, 当事者の一方(委託者)が相手方(受託者)に対し一定の業務を委託し,
委託者がこれに対し報酬(委託料)を支払うことを内容とする契約ですから, 一般的には, 委
任, 準委任または請負のいずれかに該当します。 
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Q3: 委任・準委任・請負の相違は? 実際の契約との関係は?

Q3：民法等における相違は下表の通りです。(括弧内数字は印紙税以外は民法の条文番号) 

 

項　目

 

委任・準委任

 

請　　　負

   

契約の成立

  

委任：当事者の一方が法律行為をする
ことを相手方に委託し, 相手方がこれ
を承諾すること(643)

準委任：当事者の一方が法律行為でな
い事務をすることを相手方に委託し,
相手方がこれを承諾すること(656)

  

当事者の一方がある仕事
を完成することを約し,
相手方がその仕事の結
果に対してその報酬を
支払うことを約すること
(632)

  

受託者の基本
的債務

  

委託の本旨に従い委託業務を善良な管
理者の注意をもって処理すること
(644)

  

仕事を完成すること
(632)

  

報酬の支払対
象

  

委託業務の履行(648(2))。但し, 委託
業務履行により得られる成果に対し報酬
を支払うことを約した場合(いわゆる
「成果報酬型」)は成果の引渡し(648
の2(1))

  

仕事の結果(632)

  

報酬の支払時
期

  

原則：委託業務履行後。但し, (i)期
間により報酬を定めたときは期間経過
後(648(2), 624(2)), (ii)成果報酬型の
場合は成果引渡しと同時(648の2(1))

  

仕事の目的物の引渡し
と同時。但し物の引渡し
を要しないときは仕事終
了後(633(1), 624(1))

  

再委託

  

受託者は, 委託者の許諾を得たとき,
又はやむを得ない事由があるときでなけ
れば, 復受託者(再委託先)を選任するこ
とができない(644の2(1))。

  

請負人は自由に再委託
できると解されている。



  

委託業務の履
行が不十分な
場合の責任

  

債務不履行責任(412条～422条の2)。
(期間的制限)時効消滅(権利行使でき
ることを知った時から5年, 権利行使で
きる時から10年)(166)のみ。

  

契約不適合責任(債務不
履行責任の特則)。(期間
的制限)注文者が不適合
を知った時から1年以内
の通知(559：売買の規定
の準用, 636, 637)＋時
効消滅(166)

  

任意解除

  

委託者・受託者とも, いつでも任意解
除可能(但し一定の場合相手方の損害賠
償要)(651)。

  

注文者は, 請負人が仕
事を完成しない間はい
つでも任意解除可能(但
し相手方の損害賠償要)
(641)。

  

中途終了時の
受託者の報酬

請求権

  

・委託者に帰責事由ある場合：報酬全額
の請求可(536(2))

・以下の場合, 既履行の割合に応じて報
酬請求可(648(3))。

(a)受託者の帰責事由によりまたは双方
に帰責事由なく履行できなくなった場合

(b)委託が履行の中途で終了した場合

  

・注文者に帰責事由ある
場合：報酬全額の請求可
(536(2))

・以下の場合, 既履行の
結果の可分部分の給付に
より注文者が利益を受け
る場合その利益割合に応
じ報酬請求可(634)

(a)請負人の帰責事由に
よりまたは双方に帰責事
由なく仕事を完成できな
くなった場合

(b)請負が仕事完成前に
任意解除された場合

  

委託業務の例

(＊)

  

(委任)契約締結行為の代理

(準委任)弁護士による契約書案作成,
医師による治療行為, コンサルティン
グ・顧問業務(助言・知見の提供・提案
等), 調査, 分析, 研究, データ入力・
計算その他情報処理代行, コールセンタ
ー業務代行, 教育・研修代行

  

物品の製造, ソフトウェ
ア開発, 企画書・提案
書・調査報告書または後
述Q4の下請法上の「情報
成果物」の作成・納入,
修理, 警備, 清掃, 運送



(成果報酬型)弁護士の勝訴判決成功報
酬, 不動産売買の仲介(媒介)人の成約報
酬

  

印紙税

  

委任のみまたは準委任のみの契約書は原
則として不課税文書(印紙税法課税物件
表になし)。但し売買委託基本契約は第7
号文書[１]で課税文書

  

請負契約書は課税文書
(印紙税法課税物件表第2
号文書)。但し請負基本
契約は第7号文書

【実際の契約との関係】

上記(*)に挙げた各業務の委任・準委任・請負の分類は一応のものであり, 実際には以下の
ような場合があります。

(a)準委任, 請負のいずれか不明な場合(例：ソフトウェアの保守サポートサービス -単なる操
作サポート・電話対応のみなら準委任, 不具合修正まで含めば請負か?)

(b)同一契約に準委任業務(例：コンサルティング)と請負業務(提案書作成・納入)(各業務別
料金)が含まれる場合

(c)実態はほぼ同様の業務であるが, 当事者間の合意により, 準委任にも請負にも構成でき
る場合。(例)JEITA「ソフトウェア開発モデル契約の解説 【2020年4月1日施行 改正民法対応
版】」50頁～66頁では, ソフトウェアの外部設計作成業務について準委任および請負, それぞれ
で構成する場合の条項が提示されています。

また, 契約が委任, 準委任, 請負のいずれかに分類できるとしても, 報酬, 再委託その他の
事項については, 契約の当事者は, 法令の制限内において, 民法上の定めにかかわりなく,
契約の内容を自由に決定することができます(民法521(2))。また, 民法の規定には, 迅速な
処理が要請される企業取引に合わない定めもあります(例：請負の注文者は, 上表の通り, 不
適合を知った時から1年以内に通知すれば最大請負終了後10年間請負人の不適合責任追及可能)。

従って, 実際に契約を作成するに当たっては, 必ずしも民法の規定にこだわらず, 当事者が
意図している取引に合う契約内容とすることが重要です。

なお, 以下のような契約は, それぞれ, 検討を要する特有の事項・契約条項があるので, 業務
委託契約書としてよりは別個独立した契約書の類型として検討した方が適切でしょう。

・物品の製造委託契約。— 売買または売買と請負の混合契約(製作物供給契約)として構成可能
(例えば, 前回Q2の 「購買基本契約」)

・ソフトウェア開発請負契約 
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Q4: 業務委託は下請法の対象?

A4: 下請法は, 以下のいずれかの【取引の類型】に該当しかつ両当事者が以下の【親事業者
と下請事業者の関係】にある場合に適用され, その場合, 親事業者は以下の【親事業者の義
務・禁止事項】を遵守しなければなりません。なお, 以下は簡略した記述なので, 正確・詳細に
は「下請取引適正化推進講習会テキスト」を参照して下さい。 

【取引の類型】

(1)物品の製造の委託(2(1))

(類型1)自社が顧客に販売する物品(販売用物品)等の製造の委託

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
https://home.jeita.or.jp/upload_file/20190416165841_IrRVTQ3y0s.pdf
https://www.corporate-legal.jp/matomes/4751#_Toc101367249
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/shitauketextbook.pdf


(類型2)自社が顧客から製造を請け負う物品(受注生産用物品)等の製造の委託

(類型3)自社が顧客から請負う物品の修理(修理サービス)または自社使用物品の修理を自社でし
ている場合におけるその物品(自社使用自社修理物品)の修理に必要な部品等の製造の委託

(類型4)自社で使用・消費する物品を自社で製造している場合におけるその物品(自社使用自社製
造物品)等の製造の委託

(2)物品の修理の委託(2(2))

(類型1)自社が顧客から請け負う物品の修理(修理サービス)の委託

(類型2)自社使用物品の修理を自社でしている場合におけるその物品(自社使用自社修理物品)の
修理の委託

(3)情報成果物の作成の委託(2(3))

(*)「情報成果物」(2(6))＝(コンピュータ)プログラム／映画，放送番組その他影像・音声コ
ンテンツ／設計図，ポスターのデザイン，商品・容器のデザイン，コンサルティングレポー
ト，雑誌広告等の文字・図形・記号・色彩結合物

(類型1)自社が顧客に販売または提供する情報成果物(販売・提供用情報成果物)の作成の委託

(類型2)自社が顧客から作成を請け負う情報成果物(受注作成用情報成果物)の作成の委託

(類型3)自社で使用する情報成果物を自社で作成している場合におけるその情報成果物(自社使用
自社作成情報成果物)の作成の委託

(4)役務提供の委託(2(4))

(*)「役務」：サービス全般。(例)運送，物品の倉庫における保管, 受託計算等の情報処理, ビ
ルメンテナンス，梱包作業, ビルの清掃, 商品の店頭配布, 警備業務, ソフトウェアの顧客サ
ポートサービス

(類型)顧客に提供する役務の提供の委託。

  

【親事業者と下請事業者の関係】親事業者が左欄でかつ下請事業者がその右欄の関係(2(7),
(8))

(a)物品の製造委託／物品の修理委託／プログラム作成に係る情報成果物作成委託／運送，
物品の倉庫における保管および情報処理に係る役務提供委託 

  

親事業者

  

下請事業者

  

資本金3億円超の法人事業者

  

資本金3億円以下の法人事業者(又は個
人事業者)

  

資本金1千万円超3億円以下の法人事業
者

  

資本金1千万円以下の法人事業者(又は
個人事業者)

(b)情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)／役務提供委託(運送，物品の倉庫におけ
る保管及び情報処理を除く) 



 

親事業者

 

下請事業者

  

資本金5千万円超の法人事業者

   

資本金5千万以下の法人事業者(又は個
人事業者)

 

  

資本金1千万円超5千万円以下の法人事
業者

   

資本金1千万円以下の法人事業者(又は
個人事業者)

 

  

【親事業者の義務・禁止事項】(項目のみ)

(親事業者の義務)取引条件等を記載した書面の交付義務(第3条)／支払期日を定める義務(給
付受領日から60日(または2か月)以内)(第2条の2) ／書類の作成･保存義務(第5条)／遅延利息
の支払義務(第4条の2)

(親事業者の禁止事項)(第4条)受領拒否／下請代金の支払遅延／下請代金減額／返品／買いた
たき／購入･利用強制／報復措置／有償支給原材料等の対価の早期決済／割引困難な手形交付
／不当な経済上の利益の提供要請／不当な給付内容の変更・やり直し

  

【独禁法による優越的地位濫用規制】

独占禁止法(以下「独禁法」という)は, 事業者が自己の取引上の地位が相手方に優越している
ことを利用して, 正常な商慣習に照らして不当に, 次のいずれかに該当する行為をすること(優
越的地位の濫用)を「不公正な取引方法」の一つとして禁止しています(2(9)五, 19)。

—  継続取引の相手方に対する取引外の商品・役務の購入強制または経済利益提供強制／取引の
相手方の商品の受領拒否・受領後の引取り強制・対価の支払遅延・減額強制その他不利益取引
条件強制等

これに関連し, 公取委は, 「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独禁法上の
指針」(最終改正：平成29年6月16日)(以下「指針」という)を公表し, 下請法上の役務提供の委
託取引と情報成果物作成の委託取引に該当する取引を「役務の委託取引」と総称し, 同取引
に関し, どのような行為が優越的地位の濫用に該当し得るかを明らかにしています。

指針では, 優越的地位の解釈の他, 以下の各事項に関し, 優越的地位にある委託者が受託者に対
しどのような行為をした場合に優越的地位の濫用の問題が生じ得るかを解説しています。

—  代金支払遅延／代金減額要請／著しく低い対価での取引の要請／役務のやり直しの要請／協賛
金等の負担の要請／商品等の購入要請／情報成果物に係る権利等の一方的取扱い

従って, 役務提供の委託または情報成果物作成の委託に係る業務委託契約の作成・運用に当
たっては上記指針の内容を考慮する必要があります。

また, 物品の運送または保管の業務委託については, 以下の告示により, 取引上優越的地位に
ある「特定荷主」がこれに劣位する「特定物流事業者」に対して行う, 一定の代金不払いその他
の行為を「不公正な取引方法」として指定していますので, 関係する務委託契約の作成・運用に
当たっては以下の告示の内容を考慮する必要があります。

「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平成十六年三
月八日公正取引委員会告示第一号)」 

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/tokuteiunsou.html
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Q5: 労働者派遣法との関係は?

A5：業務委託契約の中にも労働者派遣法の適用を受けるものがあり得, その場合は同法に従
い派遣事業の許可取得その他の義務を遵守する必要があります。 

【解　説】

業務委託契約に基づき, 受託者がその雇用する労働者を委託者の事業所内に常駐させる等し
て委託業務を実施させる場合，受託者の雇用労働者の労働力を委託者が利用する点で, 労働
者派遣法上の「労働者派遣」, すなわち, 「自己[派遣元：受託者]の雇用する労働者を, 当
該雇用関係の下に, かつ, 他人[派遣先：委託者]の指揮命令を受けて, 当該他人のために労
働に従事させること」に類似します。

「労働者派遣」に該当する場合，派遣元(委託者)は, 厚生労働大臣からの派遣事業許可の事前取
得(5(1)), 派遣期間の制限(40条の2)その他の義務を負い, 派遣先(委託者)も, 派遣先責任者の選
任(41)その他の義務を負います。

実態は労働者派遣であるのにこれら義務・制約を免れるため, 請負契約や業務委託契約を締
結し偽装することは, 一般に「偽装請負」と呼ばれ取締りの対象となっています。

【業務委託と労働者派遣の区別の基準】この区分については, 実務上, ｢労働者派遣事業と請負
により行われる事業との区分に関する基準｣(昭和61年労働省告示37号)(疑義応答集を含めこちら
の厚労省サイトから入手できる)が基準とされています。その要旨は, 以下の①②の要件を充足
する場合は請負契約であり, それ以外の場合は労働者派遣法が適用されるとするものです(従
って, 同法上の許可取得等の義務を遵守していなければ処罰の対象)。

①受託者が, 労働者への業務遂行指示, 業務評価, 勤怠管理, 服務規律指示, 配置等[要するに
指揮命令]を自ら行い, 労働者の労働力を自ら直接利用すること。

②受託者が, 業務遂行資金を自己責任で調達し, 法律上の事業主の全責任を負い, 機械・設
備・資材等を自己責任で調達し, 自己の企画・専門的技術・経験に基づき業務を処理することに
より, 委託業務を自己の業務として委託者から独立して処理すること。 
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Q6: 個人データの取扱いの委託の場合は?

A6：委託者は, 個人データの取扱いの委託(例：顧客情報入力業務の委託, 従業員給与計算業務委
託)を含む業務委託契約に, 個人データの安全管理措置, 委託先における個人データの取扱
状況を委託元が把握するための措置(報告, 監査等)等に関する規定を盛り込むか, 別途, 独
立した個人データの取扱いに関する契約を締結すべきでしょう。 

【解　説】

個人情報保護法上, 「個人情報取扱事業者[委託者]は, 個人データの取扱いの全部又は一部を委
託する場合は, その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう, 委託を受けた者
[受託者]に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」(25)とされています。「個人デ
ータの保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」によれば, 委託者は, 「委託契約に
は, 当該個人データの取扱いに関する, 必要かつ適切な安全管理措置として, 委託元, 委託先
双方が同意した内容とともに, 委託先における委託された個人データの取扱状況を委託元が
合理的に把握することを盛り込むことが望ましい」とされていますので, 業務委託契約にこれ
らのことを盛り込むべきでしょう。

 

今回はここまでです。 
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360AC0000000088
https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a3-4-4


「QAで学ぶ契約書作成・審査の基礎」シリーズ：過去の回

 

[２]

【注】                                   

[１] 【第7号文書】印紙税法課税物件表第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)には,
「売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書, 下請基本契約書などのように, 営業者間におい
て, 売買, 売買の委託, 運送, 運送取扱いまたは請負に関する複数取引を継続的に行うため,
その取引に共通する基本的な取引条件のうち, 目的物の種類, 取扱数量, 単価, 対価の支払
方法, 債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契
約書」が含まれる(国税庁サイト)

[２]
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