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要約要約要約要約    

本稿の目的は、アニメ制作における不公平な取引実態の背景に発注書面等の不発行があること

を示し、公正取引委員会に対し監査機関による発注書面等への認証マーク付与を提言することで

ある。 

近年、日本のアニメーション（以下、アニメ）作品は、宮崎駿監督作品の『千と千尋の神隠し』

がベルリン国際映画祭金熊賞、加藤久仁生監督作品の『つみきのいえ』が米国アカデミー賞短編

アニメーション賞をそれぞれ獲得するなど、国際的に高い評価を受けている。また、日本のアニ

メは｢ジャパニメーション｣として世界に知られ、韓国政府の調べでは全世界で放映されるテレビ

アニメ番組の約 60％が日本作品であると推計されるほど、世界中で日本のアニメが放送されて

いる。それに加え、日本のアニメ市場は近年大きな拡大を見せており、国内での有望性も注目さ

れている。 

その一方で、日本アニメ産業は様々な問題点を抱えている。今回私たちが注目したのは、アニ

メ制作における不公平な取引実態である。アニメ制作における取引では、元請企業が下請企業に

対して契約面や権利面で不利益を押し付けていると指摘されている。この現状を放置すれば、収

益性の悪化を誘発し、現在でも厳しいといわれるアニメーターの労働環境がさらに悪化するな

ど、下請のアニメ制作会社を中心に大きな悪影響を及ぼし、アニメ産業全体が衰退してしまう可

能性がある。 

そこで、アニメ制作における取引関係について詳しくみてみると、取引関係で上位に位置する

テレビ局・広告代理店から下位に位置する元請アニメ制作会社・下請アニメ制作会社へ制作を委

託する階層的分業構造をとっていることが分かった。また、この階層的分業構造をテレビ局など

から元請制作会社への委託である元請受注と元請制作会社から下請制作会社への再発注である

下請受注に分けて考えると、元請受注では製作委員会方式という新しい受注方式の普及によっ

て、不公平な取引実態がある程度改善しつつあるが、下請受注ではあまり大きな変化が見られな

かった。そこで、本稿ではアニメ取引における不公平な取引実態の背景を、下請受注に注目して

公正取引委員会（2009a）のアンケート調査のデータを中心に分析した。 

まず、下請受注における不公平な取引実態の現状を分析すると、下請受注においては制作費に

関する不利益と発注後の取引過程での不利益が特に顕在化していることが判明した。そこで、顕

在化している二つの不利益それぞれについて、発生の背景を分析した。 

分析の結果、二つの不利益のどちらとも背景として発注書面等が発行されていないことがある

と判明した。下請取引において発注書面等を発行しないことは明らかに下請法違反である。それ

にもかかわらず、発注書面等があまり発行されていないのには、取引において不確定要素が多い

などアニメ産業特有の背景があるが、発注書面等の不発行が不確定要素を増加させるといった悪

循環が発生しており、結果として下請制作会社が費用面での不利益を受けている。 

したがって、本稿ではアニメ制作における不公平な取引実態を是正するためには、まず発注書

面等の発行を徹底する必要があると分析した。しかしながら、ただ各制作会社の自由な意思に任

せておくと今まで通り、いつまでたっても発注書面等が発行されない可能性がある。よって、発

注書面等の発行を徹底させるような公的機関による支援策が必要であると考えた。 

政策提言として監査機関による発注書面等への認証マーク付与を提示する。監査機関が親事業

者の発行する発注書面等をチェックし、問題ない内容であれば認証マークを発行する。認証マー
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クをあまり発行されていない親事業者に対しては公正取引委員会・中小企業庁が調査を行うよう

にする。発注書面等の交付の徹底と下請法違反事項への認識を高めることで、親事業者が適切な

内容の発注書面等を発行することを目的とする。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

  

要約で示した内容を本稿では以下のように示す。 

 まず第 1 章では、本稿の問題意識としてアニメ制作における不公平な取引実態に注目して、

下請受注における不公正な取引実態の背景の分析を研究課題として提示する。 

次に、第 2 章第 1 節で日本におけるアニメ産業の成長について紹介し、第 2 節ではアニメ制

作における取引実態を概説し、第 3 節では下請受注における不公平な取引実態の現状を示す。 

そして、第 3 章第 1 節で不公平な取引実態の背景がそれぞれ発注書面等の不発行にあること

を示し、第 2 節でアニメ産業において発注書面等が発行されない理由について考察する。それ

をふまえて、第 3 節では公的機関による支援の必要性について指摘する。 

最後に、第 4 章では、第 1 節で望ましい公的機関による支援の形として、発注書面等の発行

の徹底による取引関係の可視化と監査機関による取引関係のチェックの必要性を示し、第 2 節

で監査機関による発注書面等への認証マーク付与を提言する。そして、最後の第 3 節で今後の

課題について指摘する。 
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第第第第1111章章章章    問題意識問題意識問題意識問題意識と研究と研究と研究と研究課題課題課題課題    

 

(1) テーマ設定の背景 

 

近年、日本のアニメ作品は、国際的に高い評価を受けている。また、日本のアニメは｢ジャパ

ニメーション｣として世界に知られ、世界各国で日本のアニメが放送されている。それに加え、

日本国内のアニメ市場は近年大きな拡大を見せており、国内での有望性も注目されている。 

その一方で、アニメ産業は近年様々な問題点を抱えている。その中でも今回我々はアニメ制作
１１１１過程における不公平な取引実態に注目した。この問題は、公正取引委員会が 2009 年 1 月に発

表した「アニメーション産業に関する実態調査報告書」が各種新聞に取り上げられる２２２２など、近

年クローズアップされつつある。 

この報告書では、元請制作会社が下請制作会社にアニメの制作を委託する際に、十分な協議な

く低い制作費を押し付けたり、発注の取り消しに対して不当な費用負担を強いたりするといった

不公平な取引の実態が指摘されている。 

 このような不公平な取引実態を温存しておくことは、アニメ制作に携わる企業に対して以下の

ような不利益を与える可能性がある。 

①下請制作会社に対して 

 不公平な取引実態の存続は、下請制作会社に不当な費用負担や低い収入を押し付けることで、

経営状態の悪化をもたらす。経営状態悪化の大きな影響の一つとして、アニメーターの労働環境

の悪化が考えられる。実際に、20 代のアニメーターの平均年収が約 110 万円３３３３しかないという

調査結果が発表されるなど、アニメーターは厳しい労働環境に置かれている。したがって、これ

以上労働環境が悪化すれば、アニメ産業から有能な人材が流出したり新人アニメーターが入って

こないことによる慢性的なアニメーター不足が発生したりする危険性がある４４４４。 

②元請制作会社に対して 

 短期的に見れば、発注する元請制作会社は下請制作会社に対して有利な取引を押し付けている

のだから、不公平な取引実態を維持することにメリットがある。しかしながら、先に述べたよう

に下請企業の経営状態の悪化は有能なアニメーター不足をもたらす危険性がある。また、アニメ

ーターの雇用形態は基本的にフリーライター中心であり、作品によって様々な制作会社から受注

を受けることがあるという。したがって、慢性的なアニメーター不足は、元請企業に対しても有

能な人材確保ができなくなり、技術力が低下するというデメリットをもたらす可能性がある。 

 

                                                      
１１１１ アニメ産業では一般的に作品を作る為の実作業を「制作」、作品の企画、資金調達、出資、制作、宣伝、

興行全般を「製作」と使い分けている。以下、本稿でも同様の使い分けを行う。 
２２２２ 2009 年 1 月 24 日 日本経済新聞、読売新聞、産経新聞 朝刊 
３３３３ 2009 年 5 月 30 日 asahi.com「２０代アニメーター、平均年収は１１０万円 協会調査」 

http://www.asahi.com/showbiz/manga/TKY200905300101.html（2009.11.2 確認） 
４４４４ 実際に石坂（2006）では、現在のアニメーターの厳しい労働環境により、すでに慢性的なアニメーター

不足が発生していると指摘している。 
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 よって、アニメ制作における不公平な取引実態を是正することにより、アニメーターを減少さ

せる要因を少なくすることができ、アニメ産業全体にメリットがあるのではないか、と我々は考

えた。 

そこで、アニメ制作における取引構造を元請受注と下請受注という二つの視点からみると、前

者については、1990 年代後半以降の製作委員会方式という新しい製作方式の普及により、不公

平な取引実態についてある程度改善しつつあることが分かった。その一方、後者については製作

委員会方式普及の影響を受けておらず、不公平な取引実態がそのまま温存されていると考えられ

る。したがって、アニメ制作における不公平な取引実態は、下請受注に顕在化しているのではな

いかと推定した。 

 

(2) 問題意識の整理 

 

以上のことから、我々の問題意識を整理すると以下のようになる。 

 

問題意識：アニメ制作における不公平な取引実態の背景には何があ
るのか？ 
 

以上の問題意識について分析するために、本稿ではアニメ制作における階層的取引の中でも特

に下請受注に注目して、公正取引委員会（2009a）のアンケート結果を中心に不公平な取引実態

の背景を分析する。 
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第第第第2222章章章章    アニメ制作のアニメ制作のアニメ制作のアニメ制作の取引実態取引実態取引実態取引実態    

 

本章では、アニメ制作における不公平な取引実態の背景を分析する前に、日本におけるア

ニメ産業の現状とアニメ制作における取引実態について概説する。 

第第第第1111節節節節    日本における日本における日本における日本におけるアニメアニメアニメアニメ産業の成長産業の成長産業の成長産業の成長    
 

本節では、日本におけるアニメ産業の成長について、国内・国外の両方から指摘する。 

 

(1) 海外での日本アニメ人気 
 

先にも述べたように、日本のアニメ産業は、近年国際的に大きな注目を集めている。2002 年

のベルリン国際映画祭では宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』が最高賞の金熊賞を受賞し、2009

年には加藤久仁夫監督の『つみきのいえ』が米国アカデミー賞短編アニメーション賞を受賞した

のも記憶に新しい。このように、日本のアニメは国際的に評価され、東京・秋葉原や大阪・日本

橋がいわゆる「オタクの街」としてアニメやゲームなどのサブカルチャーを中心に栄え、外国人

観光客も訪れるような場所になった。 

さらに、テレビ用アニメは世界各国で人気が高く、韓国政府の発表によると全世界で放映さ

れているテレビアニメの 60％が日本製だといわれている。その人気が分かる実例を挙げよう。

たとえば、フランスでは日本のサブカルチャーを中心とした博覧会「Japan Expo」を 2000 年

から開催しており、2009 年度の来客人数は 16 万人を超えたと推計されている（主催者発表）。

また、アメリカで放映されている子供向けアニメ 450 本（2007 年 12 月～2008 年 11 月）のう

ち 99 本が海外作品であるが、そのうち 55 本が日本製アニメであり、日本以外の国の合計を上

回っている１１１１。日本のアニメ番組の輸出額も近年増加しており、2005 年には約 27 億円だった輸

出総額が 2007 年には約 58 億円となった２２２２。 

 

 

(2) 国内市場の拡大 
 

国内においてもアニメ産業の市場規模３３３３は大きな拡大を見せている。メディア総研の資料によ

ると、2008 年のアニメ市場規模は 2,129 億円であり、毎年集計の始まった 1996 年の 1,588 億

円と比べると約 1.34 倍に増加している。アニメ製作の主力であるアニメのテレビでの放映本数

                                                      
１１１１日本動画協会（2009） 
２２２２総務省（2009）「情報通信白書平成 21 年度版」および 

情報通信審議会（2008）「デジタル・コンテンツの流通の促進及びコンテンツ競争力強化のための法制

度の在り方」 
３３３３ ここでいう市場規模とは、製作費・映像ソフトの売り上げ・配信収入の合計である。 
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は、1990 年代年平均 100 本前後であったが、2000 年ごろから急増し始め、2006 年のピークか

らは低下しつつあるものの、2008 年も新規タイトルだけで 137 作品が放映された。既存タイト

ルも含めるとここ 8 年で 2 倍以上に伸びたことになる。アニメ DVD の売上も 2005 年から激増

しており、2007 年は約 890 億円に達し、急増前の 2004 年の約 607 億円から 3 年で約 1.5 倍と

なった。Blu-ray 市場では、アニメ作品が 2008 年度下半期のジャンル別金額構成比で約 52%に

達し、洋画をしのぎジャンル別トップに立った。Blu-ray 市場は、数量前年比 294%増、金額前

年比 326%増を達成し、2007 年の約 4 倍となる 70 億円にまで拡大、2009 年末には 400 億円に

達するという見方もあり、高い成長性が見込まれている市場で、アニメは大きな存在感を示して

いる。 

 

図 1「日本アニメ産業の市場規模」 

 
資料出所 メディア開発綜研（2009）「アニメ市場は 2年連続の前年比減」より筆者作成 

 

図 2 「アニメ DVD 売上金額の推移」 

 
資料出所 日本動画協会（2009）「日本のアニメーション産業の歩みと国際比較」より作成 

 

第第第第2222節節節節    アニメ制作における階層的取引の構造アニメ制作における階層的取引の構造アニメ制作における階層的取引の構造アニメ制作における階層的取引の構造    
 

本節では、公正取引委員会（2009a）のデータからアニメ制作における取引実態を概説する。 

 

(1) アニメ作品の制作工程 
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アニメ産業における取引構造に迫る前に、簡単にアニメ作品の制作工程について説明してお

く。アニメ作品の制作工程は、プリプロダクション（企画書をもとに、脚本・設定・絵コンテな

どアニメ制作に必要な材料を作り、制作フローを確定する作業）、プロダクション（絵を描いた

り、色を塗ったりという中核的な作業）、ポストプロダクション（編集や音響などの後工程の作

業）の 3 つに分かれている。 
アニメ制作における特徴として、それぞれの制作会社が同じ会社から受注しているわけではな

く、テレビ局や製作委員会（後述）から直接受託するほか、他の制作会社からその全部又は一部

を再受託することが挙げられる。また、各制作会社が担当する工程は様々であり、全ての工程を

扱っている制作会社もあれば、一つの工程に特化している制作会社も存在する。そこで、本稿で

はテレビ局などから直接受託する制作会社を「元請制作会社」、再受託する制作会社を「下請制

作会社」、後者のうち、特定の工程のみ受け持つ下請制作会社を「専門スタジオ」と呼ぶことと

する。 

 

 

 

 

図 3 「アニメ作品の制作工程の概略図」 

 
資料出所 公正取引委員会（2009a）「アニメーション産業に関する実態調査報告書（上）」より

引用 

  

(2) 従来方式１１１１と製作委員会方式 

 

次に、アニメ制作における取引構造の概要について説明する。そこで、まずアニメ製作におけ

るお金のフローや著作権の所在などを整理するために、一般的なテレビアニメ製作方式である

「従来方式」と「製作委員会方式」の 2 つを紹介する。 

 

 

 

                                                      
１１１１ この方式について、具体的な名称が決まっているわけではないが、製作委員会方式との対比から、本稿

では「従来方式」と呼ぶこととする。 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 11 

・従来方式 

 

図 4 「従来方式の一例」 

 
資料出所 公正取引委員会（2009a）より引用 

 図 4 は、テレビアニメが誕生したころから一般的に用いられている従来方式の一例である。

この方式は、スポンサーからの広告費を、広告代理店を経由してテレビ局が受け取り、制作会社

はテレビ局からのアニメ作品の制作委託という形態で受注し、アニメを制作する方式である。従

来方式はお金のフローが直線的なのが特徴である。また、二次利用の権利許諾を行う権利管理窓

口は制作会社が行う場合と、発注者であるテレビ局や広告代理店が行う場合があるが、テレビ局

や広告代理店が行うことが多い。 

この従来方式には次のような問題点がある。まず 1 点目は、アニメ制作会社の権利がどこに

帰属するのかという問題である。この製作方式では、テレビ局が制作会社へ制作を依頼する形と

なっていることで、テレビ局が強い権限を持っている。それゆえ、権利管理窓口はテレビ局や広

告代理店であることが多くなり、制作会社の著作権が必ずしも確保されていない。2 点目は、ス

ポンサーのみが資金を提供するため、スポンサーのリスクが大きくなりがちなことである。この

2 点を解決するため、1990 年代後半から新たな製作方式が導入され、一般的になった。これが、

次に紹介する「製作委員会方式」である。 

・製作委員会方式 

図 4 「製作委員会方式の一例」 

 
資料出所 公正取引委員会（2009a）より引用 
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図 5 は製作委員会方式１１１１の一例である。この製作方式は、テレビ局・DVD 販売会社・スポン

サー・広告代理店・元請製作会社などの各利害関係者が共同で出資して製作委員会を結成する。

アニメ制作会社は製作委員会から受け取る制作費でアニメを制作し、テレビ局は製作委員会から

アニメの放映権を買い取る形で放送を行う。 

この製作方式には、従来方式にはない利点が 3 つ存在する。まず、製作委員会は権利管理窓

口として制作されるアニメの著作権を保有しており、権利料収入は委員会内での出資額に応じて

分配されるのが一般的だという点だ。これにより、従来方式では著作権を手に入れられなかった

制作会社であっても、製作委員会に出資すれば権利料が配分されるようになった。次に、製作委

員会に共同で出資することで、1 社あたりの出資リスクが大きく低減された。さらに、元請制作

会社は、製作委員会に出資すれば制作費の決定などに関与できるようになり、取引条件の交渉が

やりやすくなったと考えられる。製作委員会方式は、制作会社にとって、従来方式よりもメリッ

トの大きい方法であるといえよう。 

 製作委員会方式の普及状況を見てみると、過去 3 年間に「元請の立場で受託したことがある」

と回答した制作会社のうち、「製作委員会方式で受託したことがある」と回答した制作会社は

79.7％に達している２２２２。この事実から、製作委員会方式はかなり普及しつつあることと考えられ

る。 

 

(3) アニメ制作における階層的取引構造 

 

これまで従来方式と製作委員会方式という 2 つの制作方式を紹介した。ここで制作会社間の

取引の部分に注目すると、次のような構造が見えてくる。それは、アニメ制作において上位のテ

レビ局や広告代理店、または製作委員会が元請制作会社に制作を委託し、その元請制作会社が中

小の下請制作会社にアニメ制作の一部または全部を委託するという階層的な分業構造をとって

いることである。それでは、制作会社に対するアンケートに寄せられた回答から、アニメ産業の

階層構造について詳しく見てみよう３３３３。 

 

図 6 「アニメ制作における階層的取引構造の模式図」 

 
筆者作成 

 

                                                      
１１１１ 劇場アニメ製作においては、こちらの製作方式が一般的である。 
２２２２ 公正取引委員会（2009a）p.13 
３３３３ 以下、元請制作会社がテレビ局や広告代理店（または製作委員会）から制作を受託する取引を「元請受

注」、下請制作会社が元請制作会社からアニメ制作の一部または全部を受託する取引を「下請受注」と
呼ぶこととする。 
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まず、各階層での制作会社数の構成はどうなっているのだろうか。アンケート調査をみると、

元請受注のみ行っている制作会社の割合は 28.9％、下請受注のみ行っている制作会社の割合は

39.5％、元請受注・下請受注の両方を行っている制作会社の割合は 31.6％であった。また、下

請受注を行っている制作会社のうち、「さらに下請制作会社に再委託している」と回答した制作

会社の割合は 48.1％であった。 

特に注目したのは、下請受注・元請受注の両方を行う制作会社が多いことと、下請受注した制

作会社がさらに別の制作会社に再委託していることである１１１１。この点について、制作会社は、ア

ニメ産業では、元請・一次下請・二次下請と転々と再委託が行われていくものの、元請の階層・

一次下請の階層・二次下請の階層と完全に階層が分化しているのではなく、その時々のキャパシ

ティの過不足によって、立場が入れ替わると述べている。 

また、各階層における担当工程についてみてみると、元請受注を経験している制作会社と元請

受注の経験のない下請受注のみの制作会社の工程との間には差異があり、プリプロダクションの

工程を扱っている制作会社は、元請の立場にある場合が比較的多いのに対し、これらの工程を扱

わない制作会社が元請の立場に立つことは稀であった。 

このことから、この階層的取引構造では、キャパシティの過不足によって元請・下請の立場が

入れ替わる一方、プリプロダクションの工程を持っていない制作会社や特定の工程に特化した専

門スタジオは下請の立場に固定化されていると考えられる。 

 

(4) 事業規模の観点での特徴 

 専ら元請の立場で受託する制作会社と専ら下請の立場で受託する制作会社の事業規模を比較

すると、専ら下請の立場で受託する制作会社の方が資本金額は少ない一方、従業員数はそれほど

変わらないという結果が出た。 

 

図 7 「資本金及び従業員数の関係と取引上の立場（専ら元請の立場で受託するケース N=33）」 

資本金 

従業員数 

1000 万円以下 1000 万円超 

5000 万円以下 

5000 万円超 

 

計 

10 人以下 9（27.3%） 3（9.1%） 1（3.0%） 13（39.4%） 

10 人超 100 人以下 4（12.1%） 5（15.2%） 9（27.3%） 18（54.6%） 

100 人超 0（0%） 0（0%） 2（6.1%） 2（6.1%） 

計 13（39.4%） 8（24.3%） 12（36.4%） 33（100%） 

 

図 8 「資本金及び従業員数の関係と取引上の立場（専ら下請の立場で受託するケース N=44）」 

資本金 

従業員数 

1000 万円以下 1000 万円超 

5000 万円以下 

5000 万円超 

 

計 

10 人以下 13（29.5%） 1（2.3%） 0（0%） 14（31.8%） 

10 人超 100 人以下 27（61.4%） 3（6.8%） 0（0%） 30（68.2%） 

100 人超 0（0%） 0（0%） 0（0%） 0（0%） 

計 40（90.9%） 4（9.1%） 0（0%） 44（100%） 

資料出所 それぞれ公正取引委員会（2009a）より作成 

 

(5) 元請受注と下請受注の差異 

次に、階層的構造を元請受注と下請受注の二項目に分けて、受注方法の特徴や変化について紹

介する。 

 

 

                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2009a）p.11,12 
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･元請受注 

元請受注では、先ほど紹介したように従来方式と製作委員会方式の二種類の製作方式で発注さ

れた作品を受注している。二つの製作方式で発注された作品からの受注に共通した特徴として、

それぞれの発注元事業者数について注目すると、発注元事業者数が少ない制作会社が多く見受け

られた。このことから、少数の製作委員会やテレビ局などに取引の多くを集中している制作会社

が多いことがうかがえる１１１１。これは、各アニメ作品の製作委員会や数の比較的少ないテレビ局か

らの受注が多いことが背景にあると考えられる。 

元請受注で一番注目したいのは、製作委員会方式普及による影響である。従来方式の受注と製

作委員会方式の受注を比較してみると、十分な協議が行われず低い制作費を押し付けられた経験

ややり直しを受けた経験など多くの不公平な取引実態の指標について、その多くで製作委員会方

式の受託の方が不公平な取引を押し付けられることが少なかった。このことから、元請受注にお

いては、製作委員会方式の普及によって不公平な取引実態は、ある程度改善されつつあると考え

られる。 

 

･下請受注 

他の制作会社から下請受注している制作会社は、過去 3 年間に取引した発注元制作会社の数

と、アニメ作品の受託総額に占める下請受注による受託金額の割合について、少数の発注元制作

会社に取引の多くを依存している下請制作会社の比率が多いことが明らかになった。その一方で

元請の視点からみると、自社が受託したアニメ作品制作の全部又は一部を下請制作会社に再委託

している制作会社が、過去 3 年間に取引した再委託先制作会社の数は、平均 13.8 ヶ所となった。

このうち、長期的・継続的な取引関係にある下請制作会社数は平均 10.1 ヶ所となり、長期的・

継続的な取引先に対して再委託する傾向が強いことが窺える。このことから、公正取引委員会

（2009a）では下請制作会社は比較的少数の発注元制作会社から長期的・継続的に受注する傾向

が強いと指摘している。 

 また、元請受注では製作委員会方式の普及が不公平な取引実態に大きな影響を与えていたが、

下請受注では発注先の制作会社が製作委員会方式で受注したとしても受注方法に変化がないの

で、下請受注の実態に大きな影響は与えていないのであろう。 

 

第第第第3333節節節節    下請受注における不公平な取引実態下請受注における不公平な取引実態下請受注における不公平な取引実態下請受注における不公平な取引実態    
 

ここではまず、アニメ制作における元請制作会社から下請制作会社に対する不公平な取引実態

に関して、公正取引委員会（2009a）をもとに、制作費の押し付け、不当な発注の取り消し・変

更、権利上の不利益の三点から紹介する。その後、下請受注において発注書面や契約書等（以下

「発注書面等」とする）の発行があまり行われていないという実態を指摘する。 

 

(1) 不十分な制作費でのアニメ制作を押し付けられる…制作費に関する不利益 

 

公正取引委員会（2009a）によると、制作会社に対するアンケートで、制作費の決定方法につ

いて尋ねたところ、「十分協議することなく著しく低い制作費を押し付けられた」とする回答が

下請受注において、46.5％となった。元請制作会社の受注方式である製作委員会方式での受託と

従来方式の受託では、それぞれ 32.8%、44.7%であることから、やや高い水準である。 

                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2009a）p.13,14 
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従来方式での受託と下請受注では「十分協議することなく著しく低い制作費を押し付けられ

た」と回答した割合があまり変わらず、元請受注と下請受注ではあまり差がないように見える。

しかし、元請受注では製作委員会方式が普及しつつあることと併せて考えると、製作委員会方式

での受託と下請受注では「十分協議することなく著しく低い制作費を押し付けられた」と回答し

た割合にかなり差があることから、元請受注全体と下請受注を比較した場合に下請受注の方が制

作費の押し付けという問題がより顕在化していると考えられる。 

 

図 9 「十分に協議することなく著しく低い制作費を押し付けられた経験」 

 
回答内容の詳細 

①従来よりも制作に費用がかかる作品であったため、制作費の値上げを求めたにもかかわらず、このような費用増を考

慮することなく、従来と同じ制作費を押し付けられ、又は従来よりも低い制作費を押し付けられた 

②納期が著しく短く、納期に間に合わせるためには費用増が避けられないため、制作費の値上げを求めたが、このよう

な費用増を考慮することなく、従来と同じ制作費を押し付けられ、又は従来よりも低い制作費を押し付けられた 

③合理的な理由なく、他の制作会社と比べて差別的に低い制作費を押し付けられた 

④その他十分に協議することなく著しく低い制作費を押し付けられた 

⑤上記４つに該当するような事例はない 

資料出所 公正取引委員会（2009a）より作成 

 

また、支払われる制作費に対する満足度という観点から見ても、「やや不満である」「不満であ

る」と回答した企業の割合は、製作委員会方式での受託と従来方式の受託では、それぞれ 20.6%、

52.5%であったが、下請受注では 60.1％と満足度が低くなっている。 
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図 10 「支払われる制作費に対する満足度」 

11.8%

6.3%

5.0%

26.5%

8.3%

7.5%

10.0%

8.2%

30.2%

26.3%

32.5%

34.7%

28.4%

33.8%

35.0%

14.3%

21.3%

26.3%

17.5%

16.3%

全体平均 N=169

下請受注 N=80

従来方式 N=40

製作委員会方式 N=49

満足 やや満足 ふつう やや不満 不満

 
資料出所 公正取引委員会（2009a）より作成 

 

このことから、下請受注では、元請受注と比べて、元請制作会社から不十分な制作費を押し付

けられることがより多く、また、支払われる制作費に対する満足度も低くなっていることが明ら

かになった。 

 

(2) 発注の取り消し、発注内容の変更、やり直し…発注後の取引過程での不利益 

公正取引委員会（2009a）によると、制作会社に対するアンケートで、発注取り消し・発注内

容の変更・やり直しの有無について尋ねたところ、制作会社への再受託において「発注取り消し

あり」、「発注内容の変更あり」、「やり直しあり」と回答した割合は、それぞれ 27.5%、28.8%、

32.9%であった。これらを全体平均の 18.3%、27.2%、32.4%と比較すると、それぞれ多くなっ

ていることがわかる。 

取引の階層ごとに回答傾向を比較したところ、特に発注取消しに関して製作委員会方式や従来

方式の受託よりも制作会社からの再受託のほうが顕著に多くなっている。 

 

 

図 11「発注取り消しを受けた経験の有無」 

18.3%

27.5%

12.8%

8.0%

81.7%

72.5%

87.2%

92.0%

全体平均

N=169

下請受注

N=80

従来方式の受

託 N=39

製作委員会方

式の受託…

発注取り消しあり 発注取り消しなし
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図 12 「発注内容の変更を受けた経験の有無」 

27.2%

28.8%

34.2%

19.6%

72.8%

71.3%

65.8%

80.4%

全体平均

N=169

下請受注

N=80

従来方式の受

託 N=38

製作委員会方

式の受託…

発注内容の変更あり 発注内容の変更なし

 
 
図 13 「やり直しを受けた経験の有無」 

 
資料出所 それぞれ公正取引委員会（2009a）より作成 

 

このデータをみると、発注の取り消し以外の 2 項目では、従来方式の方が制作会社からの再

受託よりも不利益を被るという回答がやや多くなっている。しかしながら、現在元請の約 80%

が製作委員会方式での受注を何かしらの形で行っており１１１１、元請受注では製作委員会方式の普及

により、ある程度発注後の取引過程での不利益は改善されつつあることがここからも確認でき

る。 

また、発注の取り消し・発注内容の変更・やり直しについて責任の所在と費用負担の関係を分

析すると、発注者にも責任があるにもかかわらず受託制作会社が費用負担をしていたケースの合

計２２２２は、発注の取り消し、発注内容の変更、やり直しのそれぞれにおいて、22 件、46 件、47 件

であった。一方、受託制作会社にも責任があるにもかかわらず発注者が費用負担をしていたケー

                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2009a）p.13 
２２２２ ①責任の所在は発注者にあるのに費用負担は受託制作会社、②責任の所在は発注者にあるのに費用負担

は両者、①責任の所在は両者にあるのに費用負担は受託制作会社の三つのケースの合計。 
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スの合計１１１１は、それぞれ、4 件、7 件、6 件であった。このことから、受託制作会社は発注の取り

消し・発注内容の変更・やり直しについて発注者にも責任があるにもかかわらず費用負担を迫ら

れることが多くなっていることがわかる。 

 

図 14 「発注取消しにおける責任の所在と費用負担の関係」 

 責任の所在 

受託制作会社 発注者 両者 

 
費用負担 

受託制作会社 7 13 5 

発注者 2 12 1 

両者 1 4 2 

 

図 15 「発注内容の変更における責任の所在と費用負担の関係」 

 責任の所在 

受託制作会社 発注者 両者 

 
費用負担 

受託制作会社 22 25 11 

発注者 5 15 1 

両者 1 10 7 

 

図 16 「やり直しにおける責任の所在と費用負担の関係」 

 責任の所在 

受託制作会社 発注者 両者 

 
費用負担 

受託制作会社 35 24 16 

発注者 2 14 2 

両者 2 7 9 

資料出所 それぞれ公正取引委員会（2009a）より作成 

 

 上の表で、色つき部分は、発注者にも責任があるにもかかわらず受託制作会社が費用負担

をしていたケースである。これより、下請受注において発注取消し・発注内容の変更・やり直

しが平均よりも多く行われ、それぞれの事態について発生した費用については、たとえ発注者側

にも責任があったとしても受託した側が費用負担を迫られることが多いということがわかった。 

 

(3) 著作権を持っておらず、二次利用収入を受け取れない…権利上の不利益 

 

一般の著作物と同じく、制作されたアニメにも著作権が発生する。では、アニメ制作の過程で

はどこに著作権が帰属するのであろうか。 

著作権は原則として自由に譲渡でき、その帰属の実態についても、製作委員会やテレビ局と元

請制作会社との取引においては、著作権法上の規定の解釈に委ねるのではなく、取引条件として

規定されることがほとんどである。公正取引委員会（2009a）での制作会社に対するアンケート

で、アニメ制作の受託に関し、著作権の帰属先はどのようになるか尋ねたところ、受託制作会社

が専有・共有問わず著作権を有している割合は、制作会社からの再受託において 3.7％と非常に

低い値であった。このように、制作会社からの再受託では、受託制作会社が著作権を有しない場

合がほとんどであり、元請受注でさえ権利の帰属先が発注者であると回答した制作会社の割合

は、製作委員会方式での受注で 76.5%、従来方式の受注で 53.7%と、受託制作会社に権利が残

                                                      
１１１１ ①責任の所在は受託制作会社にあるのに費用負担は発注者、②責任の所在は受託制作会社にあるのに費

用負担は両者、①責任の所在は両者にあるのに費用負担は発注者の三つのケースの合計。 
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らない場合が多い結果となった。この結果を反映してか、二次利用収益配分に関して制作会社か

らの再受託の場合、93.8%が配分を受けていないと回答している。 

 一見すると、下請制作会社は、権利に関しても不公平な取引実態を押し付けられているように

見える。しかしながら、著作権の帰属についての満足度という項目では、「不満なし」が 70.1%

に及んでいる。これは、一体どういうことだろうか。 

 そこで、著作権の帰属に対する満足度の高さの背景を、著作権の帰属に関する交渉状況と満足

度の関係をクロス集計したものから見てみる。まず、著作権の帰属に関する交渉状況について、

制作会社からの再受託では「全く交渉していない」が 54.3%、「あまり交渉していない」が 32.1%

と二項目が大多数を占めている。そこで著作権の帰属に関する交渉状況と満足度の関係をみてみ

ると、「あまり交渉していない」では 60.0%、「全く交渉していない」では 72.9%が「本来当社

に著作権が生じないことは当然であり、不満はない」もしくは「本来当社に著作権は生じるはず

だが、著作権の対価は制作費や二次利用収益の配分に反映されているので不満はない」と回答し

ている。この結果から、多くの下請制作会社では自らに著作権が発生しないことは当然であると

考え、二次利用収益配分や著作権の帰属に関して満足していると推定できる。 

もちろん、「あまり交渉していない」では 36.7%、「全く交渉していない」では 25.0%が「本

来当社に著作権は生じるべきであり、十分な対価を得ることなく権利を持っていかれる、又は二

次利用収益を持っていかれることに不満がある」と回答しており、著作権の帰属や二次利用収益

の配分に不満を持っている下請制作会社もある程度存在するのではないかと考えられる。しか

し、本稿では当事者の大多数が満足していることから、権利上の不利益について、下請受注にお

いてはあまり大きな問題とされていないものと判断する。 

 

図 17 「著作権の帰属に関する交渉状況」 
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図 18 「著作権の帰属に関する交渉状況と満足度の関係」 

 
回答内容 

①本来当社に著作権は生じるはずだが、著作権の対価は制作費や二次利用収益の配分に反映されているので不満はない 

②本来当社に著作権が生じないことは当然であり、不満はない 

③本来当社に著作権は生じるべきであり、十分な対価を得ることなく権利を持っていかれる、又は二次利用収益を持っ

ていかれることに不満がある 

④その他 

資料出所 それぞれ公正取引委員会（2009a）より作成 

 

 

(4) 発注書面等発行の不徹底 

 

下請代金支払遅延等防止法（以下、下請法）第 3 条では、「親事業者１１１１は、下請事業者に対し

製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付

の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付

しなければならない」と定めている。しかし、制作会社に対するアンケートでは、下請受注に関

して発注書面等を受領しているかどうかという質問に対し、「必ず受領している」と回答した割

合は 17.1％にとどまった。製作委員会方式の受託や、従来方式の受託で、同様の回答をした割

合がそれぞれ 88.2％、68.3％となっていることを考えると、明らかに割合が低くなっている。

また、「受領しないことが多い」、「受領していない」との回答が 45.1%になるなど、下請受注で

は発注書面等の交付状況があまり良くないという実態が明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ ここでの「親事業者」は、元請制作会社や製作委員会など発注元のことを言う。 
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図 19 「発注書面等の受領状況」 

 
資料出所 公正取引委員会（2009a）より作成 

 

比較対象として、下請企業全体での発注書面の不発行の割合を紹介する。公正取引委員会が

2007 年度に実施した書面調査によると、下請事業者と取引があると回答した親事業者のうち、

すべての下請取引において一切発注書面を交付していない疑いのある親事業者の比率は、製造委

託等では 1.0％、役務委託等の分野では 1.1％であり１１１１、アニメ取引の下請受注における発注書面

等の不交付率が非常に高いことがうかがえる。 

 以上のことから、下請受注における発注書面等の発行率は他産業の下請取引と比べても非常に

低くなっていることがうかがえる。 

                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2008b）p.3 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 22

第第第第3333章章章章    不公正な取引の背景不公正な取引の背景不公正な取引の背景不公正な取引の背景に関すに関すに関すに関す

る分析る分析る分析る分析    

 

本章では、第 2 章で概説した現状を踏まえ、低い制作費・発注後の取引過程における不利益

の背景には、アニメ制作では発注書面等があまり発行されない現状があるものと分析する。それ

をふまえ、公的機関による支援の必要性について指摘する。 

第第第第1111節節節節    低低低低制作費制作費制作費制作費と発注後の取引過程における不と発注後の取引過程における不と発注後の取引過程における不と発注後の取引過程における不

利益の背景利益の背景利益の背景利益の背景    
 

前章から、下請受注における主要な問題点として、低い制作費を押し付けられるといった制作

費に関する不利益や、発注の取り消しなど、発注後の取引過程での不利益の二つが確認された。

そこで、制作費に関する不利益と発注から納品までの過程での不利益に関して、それぞれの背景

を考察する。 

 

(1) 制作費に関する不利益の背景 

 

日本アニメ産業では階層的な取引関係が形成されていることは先に述べた。一方、公正取引委

員会(2009a)によると、この取引関係、とりわけ、元請制作会社と下請制作会社の関係に不満の

声が多く挙がっていることが分かる。 

では、制作費に不満があるなら、なぜ下請制作会社は取引を打ち切ったり取り消したりしない

のか。また、それができないのであれば、取引相手を「乗り換える」ことに支障が発生している

のだろうか。ここでは、アニメ産業における取引関係がなぜ固定的になっているのかについて費

用面から考えてみたい。 

それでは、企業間の取引においてはどのような費用が発生するだろうか。山岸(1998)    １１１１をもと

に考えてみよう。 

まず、山岸は、コロックの研究２２２２に見られる生ゴムと米の取引の比較の例を挙げ、生ゴムの取

引に見られる特定生産者と特定仲買人の間の何世代にもわたるコミットメント関係を見出して

いる。このコミットメント関係とは、「現在の相手との関係を続ける」ことであり、取引に関し

ての社会的な不確実性、たとえば、取引相手が粗悪品を売ってくる可能性などの存在が大きい社

                                                      
１１１１ 山岸俊男(1998) p.76-88 
２２２２ 山岸(1998) p.76-88 より。なお、これは Kollock(1994)The emergence of exchange structures: An 

experimental study of uncertainty , commitment, and trust. American Journal of 
Sociology,100,p313-345 からの孫引きである。 
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会では、特定の相手とだけ付き合う「仲間づきあい」の原理が最も賢い行動原理であると述べて

いる。そのことは、同時に取引費用（取引コスト）を低減化することにもつながる。 

しかし、取引関係を継続することは、機会費用（機会コスト）を発生させるとも述べている。

なぜなら、そのことは、別の取引相手に乗り換えることによって得られるはずの利益を諦めるこ

とになるからである。それゆえ、経済主体間で取引関係を継続するか否かは、取引によって生じ

る費用と機会費用との大小比較によって決定されると考えられる。 

これをアニメ産業の下請受注（元請制作会社と下請制作会社の取引関係）に適用してみよう。

もし、取引関係によってどちらかが不利な状況に陥った場合、双方とも取引関係を変更する可能

性がある。ところが、アニメ産業において、元請制作会社と下請制作会社の間の取引で重視され

る事項を調べると、以下のような傾向があることが分かった１１１１。 

 
� アニメ制作を外注する場合に、発注者が重視するのは「昔からの付き合い」・「作品の質」・

「要求への柔軟な対応」・「納期厳守」の 4 点である。 
� 「昔からの付き合い」が重視されるのは、発注者にとって、当該企業の業務のやり方や

納入の仕方、作品の質の程度がわかり安心できるからである。 
� 元請制作会社が外注において重視するのは「どんな要求にも柔軟に対応」することであ

る。アニメ制作においては、作品の急な仕様変更や作品のリテイクといった小回りの利

く対応が求められているからである。 

 

以上のようなことから、アニメ産業、とりわけ、元請制作会社と下請制作会社の間では、お互

いの内情をよく知った付き合いが好まれているものと推測される。これは、山岸(1998)の記述に

従えば社会的な不確実性が大きい状態であり、これまでの取引を継続したほうが、新しい取引相

手への乗り換えによって得られる利益よりも多くのメリットがあると制作会社が考えていると

推察できる。そのため、下請制作会社にとっては、取引関係を変更したくても難しい状況にある

というのが現状のようだ。実際に第 2 章で示したように、下請受注では長期的・継続的取引傾

向が強いことからも、取引関係を変更したくても難しい現状がうかがえる。しかしながら、この

ような取引関係自体は企業同士の自由な取引の結果であり、この視点から制作費に関する不利益

を受ける実態を解消することは難しい。 

 

 では、もし下請制作会社が容易に取引関係を変えられないのならば、下請制作会社が低い制作

費を押し付けられた際、第 3 者に助けを求められる環境にあればどうだろうか。 

下請取引において十分な協議を行わず低い制作費を押し付ける行為は、下請法第 4 条第 5 項

で禁止されている「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる

対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定める２２２２」行為、つまり「買いたたき」行為に当た

る可能性が高い。このことから、公正取引委員会が元請制作会社に対して改善するよう行政指導

を行えるのではないだろうか。実際に公正取引委員会はアニメ産業における取引実態の多くが下

請法や独占禁止法に抵触する可能性があると指摘しており、状況によっては公正取引委員会によ

る勧告・警告処分が出される可能性がある。 

 具体的に、十分に協議することなく著しく低い制作費を押し付けられる実態について、公正取

引委員会の見解を詳しく見てみると、「受託制作会社の制作費に対する不満は多いが、制作費の

決定に関して優越的地位の濫用や下請法上の問題となるかどうかは、受託制作会社と十分な協議

が行われたかどうか等の対価の決定方法等にポイントが置かれて総合的に判断される３３３３」という

認識を示している。 

                                                      
１１１１ 中小企業基盤整備機構経営支援情報センター(2007)  p.68-82 
２２２２ 下請法の条文は公正取引委員会ホームページ http://www.jftc.go.jp/ (2009.11.3 確認)より。 
３３３３ 公正取引委員会（2009）p.49 より引用 
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ここで問題となるのは、いかにして公正取引委員会が「受託制作会社と十分な協議が行われた

かどうか」を判断するのか、そして、どのような証拠があれば実際に行政処分に踏み切れるのか

である。 

まず、公正取引委員会が下請法違反事例にどのように処理するのかを紹介する。 

 

図 20 「公正取引委員会における下請法違反事例処理のしくみ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所 公正取引委員会（2008a）『「下請取引適正化推進月間」及び「下請事業者支援特別対

策」の実施について』より作成 

 

 公正取引委員会が下請法違反被疑行為を発見するために用いる主要な手段は、親事業者や下請

事業者への定期書面調査・下請事業者からの申告である。そのほかにも、関係各機関（厚生労働

省など）からの通知を用いたり、過去複数回正当な理由なく書面調査に回答しない親事業者の事

業所に赴き、書面調査への回答を求めるとともに、下請法違反被疑事実の有無を調査する特別実

地調査を行ったりしている。これらの調査からより詳しい調査が必要だと判断された企業につい

ては立ち入り調査（親事業者に保存が義務付けられている取引記録の調査など）が行われる場合

もある。 

  このような調査によって証拠を集めたうえで、公正取引委員会が勧告（と同時に会社名の公

表も含めた勧告内容の公表）を行い、下請法で定めている違反行為についての原状回復を請求す

ることになる。また、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警告を

行い、下請法の遵守を促している。また、勧告や警告を受けた企業は改善報告書の提出を求めら

れる１１１１。したがって、公正取引委員会がアニメ産業における下請法違反被疑行為を認識できる可

能性は高いと考えられる。 

 

しかし、公正取引委員会が下請法や独占禁止法違反被疑行為について行政指導を行うのには、

多くの証拠、特に直接証拠（この場合は発注書面等）が必要となる。発注者は公正取引委員会に

                                                      
１１１１ 以上の部分は公正取引委員会（2008a）、同（2008c）を参考にした。 

親事業者に対する

調査（定期書面調

査） 

下請事業者に対す

る調査（定期書面

調査） 

下請事業者等からの

申し立て 

親事業者に対する

調査・検査 

勧告 警告 
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よる行政上の処分に対して不服があれば訴訟を起こすことが可能であり、公正取引委員会は十分

な直接証拠に基づかなければ容易に行政処分を下せないからである。 

もちろん、発注書面等が発行されていなくても、特に法律上書面によることを要件としていな

い限りは、口頭による契約でも拘束力が発生する。しかし、発注書面等の直接証拠がない場合に

契約内容について争いが生じた場合、立証上の困難が生じる。口頭による契約内容を主張する者

に立証責任があるからである。もちろん、発注書面等がなくとも合意内容を立証できる限りは、

裁判における勝訴の可能性はあるが、その為には少なくとも交渉経過を日報などの形で記録して

おくなど日頃からの準備をしておかないとかなり立証が難しくなる１１１１という。 

先述したようにアニメ制作取引では発注書面等の発行率が非常に低く２２２２、書面として十分に協

議することなく著しく低い制作費を押し付けられたという直接証拠が残っていない。したがっ

て、多くの不公平な取引において、不利益な実態があったことを立証できないので、公正取引委

員会が告発や行政指導に踏み切れなかった可能性がある。このことが、アニメ産業で不公平な取

引慣行が温存されてきた背景の一つとして考えられる。 

 

(2) 発注後の取引過程での不利益の背景 

 公正取引委員会（2009a）では、発注後の取引過程での不利益の背景として、これらの実態と

発注書面等の交付状況の関係性について分析を行っている。 

こちらによると、不利益を与えうる発注の取り消し、発注内容の変更、やり直しの全てにお

いて、発注書面等の受領が確実になされていないほうが下請制作会社は不利益を受けやすくなる
３３３３と報告している。 

 

 

図 21 「不利益を与え得る発注取消しと発注書面等の受領との関係」 
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１１１１ 「e 総務.com 専門家相談」http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=1055 (2009.11.3 確認)より。 
２２２２ 先にも述べたとおり、発注書の交付を怠ることは下請法第 3 条違反となり、50 万円以下の罰金を科され

る。したがって、立ち入り調査が行われれば、発注書の不交付で行政処分をうける可能性はある。しか
しながら、それはあくまで「発注書面等の不交付」が違反なのであり、「買いたたき」行為により処罰
されるわけではない。 

３３３３ 公正取引委員会（2009）では、これらすべてに関して有意性検定を行い、統計的に有意であると分析し
ている。 
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図 22 「不利益を与え得る発注内容の変更と発注書面等の受領との関係」 
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図 23 「不利益を与え得るやり直しと発注書面等の受領との関係」 
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資料出所 それぞれ公正取引委員会（2009a）より作成 

 

 これらのデータから考えられることとして、発注書面等を受領しないことで契約条件があいま

いになることにより受託制作会社に不当な不利益が生じたり、発注者が受託制作会社に対して、

取引条件を定めないまま発注し、事後的に不当な不利益を与えるような取引条件を押し付けられ

たりした可能性がある１１１１。 

もちろん、データにあるように必ずしも発注書面等の発行の徹底により、発注後の取引過程で

の不利益を受けずに済むわけではなく、発注書面等をきちんと受領していても、不利益を受ける

ケースも挙げられており、発注後の取引過程での不利益にはその他の背景も考えられよう。しか

し、発注書面等の受領を徹底することで、少なくとも契約条件があいまいだという課題を解消で

きるので、発注後の取引過程での不利益を解消していく第一歩になるはずだ。 

第第第第2222節節節節    発注書面等が発行されない理由発注書面等が発行されない理由発注書面等が発行されない理由発注書面等が発行されない理由    
  

以上の不公平な取引実態の背景を項目ごとに考察すると、ともに発注書面等が発行されていな

いことが背景にあると判明した。先にも述べたように、発注書面等を発行しないことは明確に下

請法違反である。それにもかかわらず、なぜアニメ制作取引において発注書面が発行されないの

であろうか。公正取引委員会（2009a）では制作会社に対するヒアリングから以下の指摘が得ら

れる。 

                                                      
１１１１ 実際に、公正取引委員会が行った制作会社へのヒアリングにおいても「発注元制作会社から明確な理由

もなく発注取消しをされ、これまでかかった費用の補償もなかったが、発注書面等がないため、発注元
制作会社にその費用を求めることもできなかった」という回答があった。 
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発注者側からの指摘 

・ 発注内容を特定しにくいため、事前に発注条件や支払条件などを書面にすることが難しいた

め、下請事業者への発注は口頭で行っている。 

・ 危ない所とは最初から付き合わない。専ら信頼が置けるところとのみ取引をするため、契約

書は必要ではない。 

受注者側からの指摘 

・ スケジュールは、作画やシナリオの遅れなどの外的要因の影響を受けるので、契約書に納期

が明記されたりすると、かえって困ってしまう。 

・ 他社の例では、契約書を取り交わしてしまったがために、期限後に納品したらペナルティを

科せられて減額されたことがあったそうだ。遅延した原因は発注者側にあったのだが、主張が受

け入れられなかったらしい。契約書の交付には、むしろ、不都合な面が多いように思う。 

資料出所 公正取引委員会（2009a）より引用 

 

以上から発注書面を発行しない理由をまとめると、①発注内容の不特定やスケジュールの遅れ

などの不確定要素が多い、②信頼関係を重視することによる煩わしさの改善、③発注書面等を根

拠に発注者が失敗した責任を下請に押し付ける、という三点が考えられる。 

このうち、①について、増田弘道（2007）では以下のように述べている。 

 

「よく言われることだが、アニメの制作スタッフはギリギリまで粘るので有名である。彼らはデ

ッドラインまでクオリティを求め続けるため、制作スケジュールがしばしば遅れることがある。

もちろん、粘るから必ずしもいいものが出来上がるというものでもないだろうが、結局日本のア

ニメ産業は、このような作品至上主義の現場人材に恵まれてきたのである。」 

資料出所 増田弘道（2007）『アニメビジネスがわかる』p.153 より引用 

 

この内容からは、クオリティの上昇のためならスケジュールの遅れもいとわないというアニメ

産業の実態がみえてくる。実際に、中小企業基盤整備機構経営支援情報センター(2007)によると

制作のタイムスケジュール管理について、スケジュールに遅れることがあると回答した会社は元

請制作企業では 66.6%、下請制作会社に至っては 73.1%に達しており、スケジュール遅れが常

態化している会社も、元請制作企業で 23.8%、下請制作会社で 33.9%１１１１と、業界全体でスケジュ

ール遅れが蔓延している実態がうかがえる。スケジュール遅れの理由については「クオリティに

妥協したくない」という回答のほかにも「元々のタイムスケジュールがタイト」という回答が多

く見受けられ、業界構造としてスケジュール遅れが発生しやすいと考えられる。 

さらに、中小企業基盤整備機構経営支援情報センター(2007)では、元請制作会社が外注におい

て重視する項目の三番目に「どんな要求にも柔軟に対応」することがあげられている。このこと

は、外注企業決定において、発注内容の変更を下請制作会社が受容してくれるかどうかが重視さ

れることを示している。 

また、アニメ制作における変更という視点で見ても、多くのアニメーターへのインタビューで

監督の意向などにより、作品内容を変更したことを述べている。以下にその一部を紹介する。 

 

・アニメーション監督大地丙太郎氏の発言（岡田斗司夫・山本弘両氏との鼎談で） 

（自身が監督したアニメ、「こどものおもちゃ」第一回について）「僕はね、できが悪くて気に入

らなかったんですよ。で、音の設計が駄目でね、監督みずから納品拒否して一部やり直したんだ

けど、やっぱ付け焼刃なんで。『ホントはイヤですけど』って納めたんですよ。で、放映が終わ

ったら、プロデューサーから『おもしろかったー！』って電話があって（笑）」 

                                                      
１１１１ 中小企業基盤整備機構経営支援情報センター(2007)  p.79 
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資料出所 岡田斗司夫・山本弘・小牧雅伸・大槻ケンヂ・柿沼秀樹・大地丙太郎（2001）『空前

絶後のオタク座談会 ヨイコ』p.248 より引用 

 

アニメーター小田部羊一氏の発言 

（自身が作画監督として参加したアニメ「龍の子太郎」について）「浦山さん（筆者注・浦山桐郎

監督のこと）は当初助手に書かせたシナリオを提示したので、周囲の反応が悪かったんです。す

ると、自分で書き直したシナリオを数日で仕上げて出してきた。それが導入部からまるで違って

いて、みんなを唸らせました。」 

資料出所 叶精二（2004）『日本のアニメーションを築いた人々』p.76 より引用 

 

以上から、アニメ制作の特性として突然の演出の変更やクオリティを求めるためにスケジュー

ルが遅れがちになるなどの不確定要素が多いことが類推でき、下請制作会社がこのような現状を

容認していることが、発注書面等を発行しない背景の一つにあると考える。しかし、発注書面等

を発行しないことがこのような変更やスケジュールの遅れを頻発させ、それが発注書面等の発行

を妨げるという悪循環が発生していると考えられ、結果として下請制作会社は費用面での不利益

を被っているという実態がある。したがって、下請制作会社が被る不利益を改善するためにも、

発注書面等の発行を徹底することが必要であると考える。 

 また、②についても、契約が明確化しないことが取引において信頼関係を重視せざるを得ない

一因であると考えられるので、発注書面等を発行しない根拠にはなりえない。 

 ③の意見についても、発注書面等の発行による不利益というよりは、発注書面等の内容や契約

の履行に関する問題であると考えられるので、発注書面等を発行しない根拠にはなりえないだろ

う。しかしながら、今後発注書面等の発行を徹底する過程において必ず問題になると思われるの

で、一定の留意は必要である。 

 以上のことから、アニメ産業において発注書面等が発行されないのにはアニメ産業特有の理由

があるものと考えられるものの、それらを考慮したとしても発注書面等の発行を徹底する必要が

あると考えられる。 

第第第第3333節節節節    公的機関等に公的機関等に公的機関等に公的機関等による支援の必要性よる支援の必要性よる支援の必要性よる支援の必要性    
 

以上の分析を踏まえると、アニメ取引における下請受注の不公平な取引実態の背景には 2 つ

の項目どちらとも発注書面等が発行されていないことがあると判明した。発注書面等を発行しな

いことは下請法違反である。それにもかかわらず、発注書面等が発行されない理由にはアニメ業

界特有の不確定要素の多さがあるが、発注書面等の不発行が不確定要素を増加させ、不確定要素

の増加が発注書面等の発行を妨げるといった悪循環が発生し、下請制作会社は不当な不利益を被

る以上、発注書面等を発行するべきだと考えた。 

もちろん、発注書面等発行は、各企業が取引の過程で常に徹底してもらうことが一番望ましい。

しかしながら、アニメ産業の従事者は作品至上主義的な職人気質を持つ人が多く、発注書面等の

発行は二の次にされてしまう可能性がある。また、制作会社へのアンケートでは仮に発注書面等

が発行されたとしても、不利な発注書面等を押し付けられるといった可能性を指摘する意見もあ

る１１１１。したがって、何らかの強制力を持った公的機関が発注書面等の発行と適正な発注書面等の

発行のための監視を行う必要があると考えられる。 

                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2009a）p.18 参照 
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第第第第4444章章章章    政策提言政策提言政策提言政策提言    

本章では、不当な取引に対して現状で行われている政策を整理し、第 3 章で分析した結果を

踏まえて①下請代金支払遅延等防止法第三条（書面の交付）の厳格な適応、②公正取引委員会・

中小企業庁の、親事業者が行う下請法違反行為に対する認識を高める（下請法の徹底）、この二

つを手段として、親事業者が適切な内容の発注書面等を発行することを目的とした政策提言を行

う。 

そこで、我々は監査機関が発注書面等をチェックし、内容に問題のない発注書面等への認証マ

ークの付与を提言する。 

第第第第1111節節節節    望ましい支援の方向望ましい支援の方向望ましい支援の方向望ましい支援の方向    
 

まず初めに、実際に望ましい公的機関による支援の形を法律面から考えてみる。 

 ここでは、独占禁止法と下請代金支払遅延等防止法（下請法）について詳しく見てみる。特に、

公的機関の設立が可能であるかどうか、発注書面等の発行、公的機関が取ることのできる措置と

いう点に注目する。 

  

私的独占および公正取引の確保に関する法律（以下、独占禁止法） 

第 41 条「公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令に

より設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者その他の者に対し、

必要な調査を嘱託することができる。」 

第 45 条「何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に

対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

２２２２ 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査を

しなければならない。 

３３３３ 第１項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体

的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をと

り、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該

報告をした常に通知しなければならない。 

４４４４ 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実が

あると思料するときは、職権を持つ手適当な措置をとることができる。」 

 

下請法 

第 3 条「親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員

会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び

支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただ

し、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものに

ついては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文ＩＳＦＪ政策フォーラム２００９発表論文    12121212thththth    ––––    13131313thththth    Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009Dec. 2009    

 30

容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければな

らない。 
２２２２親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、

当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定

めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書

面を交付したものとみなす。」 

第 6 条「中小企業庁長官は、親事業者が第 4 条第 1 項第 1 号、第 2 号若しくは第 7 号に掲げる

行為をしているかどうか若しくは同項第 3 号から第 6 号までに掲げる行為をしたかどう

か又は親事業者について同条第 2 項各号の一に該当する事実があるかどうかを調査し、

その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措

置をとるべきことを求めることができる。」 

第 9 条「公正取引委員会は、親事業者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引（以下単

に「取引」という。）を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業者若しく

は下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若しくは下請

事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

２２２２中小企業庁長官は、下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、

親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業

者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。」 

資料出所 それぞれ公正取引委員会ホームページより引用 

 

これらの条文は以下のように解釈できる。 

 

・独占禁止法第 41 条・45 条より…親事業者・下請事業者に対する監査機関の設立は可能である、

と考えることができる。その機関が公正取引委員会に報告することにより、公正取引委員会が親

事業者の調査が出来ることも明らかにされている。 

・下請法第 6 条・第 9 条 2 項より…中小企業庁も公正取引委員会と同様の調査が出来ると解釈

する。しかし調査を実行する場合、取引時における「具体的な事実」として一般的な発注書面等

が必要であることから下請法第 3 条（書面の交付）の厳格適用が求められる。 

 

公正取引委員会が不公正な取引実態の発生を認識する主要な方法は分析のところで述べたと

おり、親事業者・下請事業者への定期書面調査、下請事業者からの申告である。しかし、今まで

述べたようにアニメ産業では発注書面等が発行されない場合が多いなど、その実態には大きな問

題がある。そのため、書面調査や下請け事業者からの申告だけでは現状の改善には不十分であり、

①発注書面等の発行の徹底による取引関係の可視化 ②監査機関による取引のチェックが必要

となると考える。この二つを実施することで、書面が発行されていないために起こるトラブルや

下請事業者が一方的に不利益を被るような取引は減少するものと期待できる。 

第第第第2222節節節節    監査機関による監査機関による監査機関による監査機関による発注書面等発注書面等発注書面等発注書面等への認への認への認への認証マ証マ証マ証マ

ーク付与の提言ーク付与の提言ーク付与の提言ーク付与の提言    
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(1) 下請法の運用状況と不十分な内容の指摘 

 現在、政府で行っている下請事業者特別支援策は以下の通りである１１１１。 

①特別実地検査 

②「草の根下請懇談会」の新規開催 

③「下請保護情報ネットワーク」の設立 

④重点的な業種調査 

⑤トップマネジメント・ヒアリング 

 

このうち、①、④、⑤については、現在のところ、アニメ産業での実施事例が見当たらないた

め、ここでは②と③に着目する。 

②の「草の根下請懇談会」は、公正取引委員会が下請事業者を対象として開く、下請法につい

ての説明会である。地方都市で開かれ、下請事業者の下請法への理解を広めることを目的として

いる。 

③の「下請保護情報ネットワーク」とは、2008 年 12 月から開始され、厚生労働省、経済産

業省、公正取引委員会が主体となって制定された、下請法第 4 条をより適応させるための通報

制度である。厚生労働省内の組織として臨検監督部を設置し、「労働基準法第 24 条違反等の労

働基準関係法違反が認められた場合」は臨検監督が中小企業に対して調査を行う。 

政府の下請法違反行為対策として行われているものは、②のように違反行為の告発を推進する

ための啓蒙活動のようなもの、または③のように政府組織が積極的に違反行為を見つけようとす

る策である。③の場合、「違反行為が認められた場合」に調査するというものであり、その調査

方法は書面調査やヒアリング調査といった、違反行為を認識するのに時間がかかってしまうもの

であるという問題点がある。加えて、違反行為を事前に防止する策はあまり見られない。そのた

め、我々は政府がより積極的に下請法の運用に携わり、さらに違反行為が発生してから政府が認

識するまでの時間を短縮でき、且つ違反行為の防止効果を持つような策を考えていく。 

 

図 24 「厚生労働省と公正取引委員会・経済産業省との通報制度について」 

 
                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2009b）「平成２０年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」 
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資料出所 公正取引委員会（2008）「厚生労働省と公正取引委員会及び経済産業省との「下請

保護情報ネットワーク」の創設について」から引用 

 

政策提言：監査機関の設立 
 

 アニメ制作時に発行される発注書面等をチェックすることを主な業務とした公的な監査機関

を設立する。下請法に関わる問題なので、所属は公正取引委員会・中小企業庁の下部組織として

設置する、若しくは公正取引委員会・中小企業庁から認められた民間団体などが適切である、と

考えた。 

監査機関の主な役割は以下の 5 点である。 
① 発注書面等のチェック･･･親事業者が下請事業者に制作委託を行う時に発行される発注書面

等をチェックする。 

 
② 認証マーク発行･･･チェックした発注書面等に問題が無ければ「認証マーク」をその発注書

面等に発行する。 

 
③ 公正取引委員会への報告･･･法律上何か問題のあるような取引を発見した場合、監査機関は

公正取引委員会・中小企業庁に報告する。 

 
④ モデル発注書面等の普及･･･親事業者が記入しやすくかつ監査機関がチェックしやすいよう            

なモデル発注書面等をアニメ産業内に普及させる。具体的には、チェック時にモデル発注書

面等には記入しやすいというメリットがあることを説明し使用を促進する。また、不備があ

る発注書面等を提出してきた親事業者には今後モデル発注書面等の使用を指示する。 

 
⑤ チェックした発注書面等の管理･･･認証マークが発行された発注書面等の基づいた契約にお

いて何かトラブルがあった場合に備える。また、統一的な統計データが無く、不透明な日本

アニメ産業界内の情報収集という側面も持つ。 

 

図 25 「政策提言概要図」 
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(2) この制度における親事業者と下請事業者について 

 

親事業者は発注書面等のチェックを受けるが、受けるかどうかは任意のものとする。発注書面

等のチェックを法律などで義務付けることは難しいと考えたためである。しかし、認証マークを

あまり発行されていない企業に対しては、公正取引委員会や中小企業庁からの調査が入るように

なる。調査されることに時間を割きたくない等の真っ当な理由で調査されたくないのならば、親

事業者は発行機関に発注書面等を提出しチェックを受ければ良いので、将来的には多くの親事業

者が発注書面等のチェックを受けることが期待できる。そのため、監査機関がチェックする発注

書面等の量が膨大な数になることが懸念されるが、モデル発注書面等を作成するときに監査機関

がチェックしやすいような形式にすることで改善できる。また、取引の円滑さを保つために、親

事業者は同じ内容の発注書面等を監査機関と下請事業者へ同時に出すことが出来る。しかし、ア

ニメ制作では演出や設定などの仕様変更のために、製品の納期や制作費の変更といった契約内容

の変更が起こる可能性がある。その時の対応として、親事業者は①確定できない項目を発注書面

等に正当な理由を添えて記入することが出来る。金額の場合、具体的な算定方法を記載しても良

い。②決定し次第、補充書面を直ちに発行する。親事業者はこのどちらかを行わなければならな

い。この時の監査機関の役割であるが、①の場合は記載できない理由をチェックし、②の場合で

は補充書面のチェックを行う。監査機関に提出した発注書面等とは違う内容の発注書面等を下請

事業者に出した場合は文書偽造に当てはまるものとし、罰則規定を設ける。 

 下請事業者は、発注書面等が内容どおりに履行されたかを監査機関に報告する。罰則等は設け

ないものの、報告は義務化が望ましい。現在、下請事業者は公正取引委員会に直接告発できる仕

組みになっているが、この場合親事業者がどの下請事業者が告発したかわかってしまうために、

告発後の取引関係に影響が出てしまう可能性がある。しかし報告の義務を課すことによって、認

証マークを受けた契約内容の取引で、発注書面等に書かれていない不当な行為を押し付けられる

などの下請法に違反する行為を下請事業者がされた時に、報告の義務を理由に下請事業者は監査

機関に告発できるようになる。そのため、告発後の取引関係に影響を及ぼす可能性がより少なく

なり下請事業者の保護につながる、と考えた。 

 

(3) マーク発行の意義 

 

発注書面等をチェックすることで、内容に問題のある発注書面等を減少させることができる。

また、監査機関や公正取引委員会は、認証マーク所有数の少ない親事業者が発注書面等の不発行

または不当な取引を行った可能性を考えられるようになる。そのような親事業者に対して調査を

行うことによって、公正取引委員会・中小企業庁は下請法違反行為を今まで以上に認識できるよ

うになる。その結果、親事業者は適切な内容の発注書面等を発行するようになる、と期待できる。 

 

(4) 外部へのアピール 

 

 今までの説明だと、認証マークは各事業者や監査機関といった取引時における利害関係者にの

み関係するものであり、下請法違反行為の発見といった意味合いが強いものであった。しかし、

認証マークを多く発行されている親事業者は問題ない取引を行っている優良な企業であると判

断できるので、外部にアピールする手段を設けたい。具体的には、アニメ制作において、全ての

番組制作取引で問題ない内容の発注書面等が発行された場合は番組放映時に認証マークを表示

することが出来る、といった方法である。 
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 以上が私たちの提言する政策であるが、最後に今後の課題として以下の 2 点を提示する。 

 まず 1 点目は、発注書面等のチェック量の多さである。アニメ制作では元請制作会社が多く

の下請に発注することが一般的であるため、発注書面等の量がかなり多くなる。よって、全ての

発注書面等をチェックするとなると、膨大な手間がかかることになってしまい、監査機関が成り

立たない可能性がある。そこで、今後の課題として実際に監査機関を運営する場合に、チェック

部分の限定やチェックシステムの効率化など省力化の方策について検討する必要がある。 

 もう 1 点は、監査機関を設立することによる経済的効果があまり大きくない可能性があると

いうことである。監査機関の設立により、アニメ制作における不公平な取引実態がある程度是正

されると考えられる。不公正な取引実態の是正は、アニメ産業自身の成長による経済的効果や他

産業への波及効果をもたらす。 

しかし、監査機関の設置という政策は、発注書面等のチェックに膨大な費用と人員がかかる割

に、対象であるアニメ産業の規模はあまり大きくない。したがって、政策実施に投入した金額に

見合うだけの経済的効果が得られず、税金の無駄遣いになってしまう可能性がある。 

そこで、監査機関設立という政策の他産業への応用可能性について考えてみる。たとえば、テ

レビアニメ制作業を含むテレビ番組制作業ではテレビアニメ制作業と同様に発注書面等の交付

率が低く、不公平な取引実態があると指摘されている１１１１。ここからテレビ番組制作業全体でもア

ニメ産業と同じように監査機関の設立により、不公平な取引実態が是正される可能性がある。し

たがって、調査機関の適用範囲の拡大や今後の拡大に備えたノウハウの蓄積という視点からみる

と、長期的には投入した金額に見合う経済的効果が期待できるのではないかと考えられる。ただ

し、具体的な費用と経済的効果との比較について本稿ではできなかったので、今後の課題とした

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
１１１１ 公正取引委員会（2004）「テレビ番組制作業における下請取引実態と改正下請法の内容」 
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