
  システム開発に関わる法令 

 

～トンデモ“ＩＴ契約”に騙されるな～
  （弁護士 上山 浩 著 日経コンピュータ編） 

    

   で気づく 「もめやすいポイント」 

 
 

ＩＴ勉強宴会 2014年5月 テーマ  

ビジネスブレイン太田昭和  川端悦子  



 
目次 

自己紹介 

 なぜ、今 “トンデモＩＴ契約” が本になるのか 

参考書籍＆著者紹介 

基本契約と個別契約  

請負契約と準委任契約 

損害賠償（期間・限度額） 

著作権 

契約交渉について 

 ＩＴ法務スキルの重要性 「トンデモ判決」事例 

おわりに 

 



自己紹介 
 事務職として採用された会社がたまたまＩＴ企業で現在２社目。 

 言語経験：最初に扱った言語は、MARK-Ⅳ、Ⅴ   

      （…MARK-Ⅴは当時の日本で技術者５人という超マイナー言語） 

  汎用機でPL/1、COBOL、CAN-AID(カタカナ表記の言語）…        

  オープン系では、UNIFACE、MBB（自社独自言語）… 

 業務経験：人事系１１年、会計系９年、その他７年 

 資格(業務系)：社会保険労務士、簿記2級、第一種安全衛生管理者 

 資格(ＩＴ系)：情処AP,DB,PM、オラクルマスターGOLDなど 

 

 現在は、営業 兼 PMとして介護業務システム導入を支援中 

 

＜モットー＞やらずに後悔よりは、とにかくやってみる。 

 

＜今、注力していること＞ 女子大生になる（!?） 

～グロービス経営大学院の単科生として通学中、来春入学予定～ 
 

 

 

 



なぜ、今 “トンデモＩＴ契約” が本になるのか  

 かつては、発注者も開発経験があり何か問題発生すれば、 

 「いっしょに泥をかぶる」という覚悟がありました。 

  

 昨今の自社では作らない風潮で発注側にほとんど開発経験がなくなり、 

 「モノを買う感覚での発注」 になってきています。 

 

  非常に、危機感を感じています。 

 

  Amazon書評でも下記のように書かれています。 

 

  ＩＢＭ－スルガ銀行訴訟やみずほ誤発注訴訟など我々技術者から見
るとソフトの事がまるでわかっていないような判決が出ています。 

  せめて我々はこの本を読んで、訴訟になる事を防ぎましょう。 

 



参考書籍＆著者のご紹介 

今までのIT関連の法律書と全く違って、説得力があります。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130514/476848/ 

今までの法律書は現場のＳＥ部長からみると建前ばかりが先行していて、 

実務に使えるものはほとんどありませんでした。ところがこの本は違います。 

調べると、富士通（9年）→野村総研（8.5年）と技術者の経験を得られてか 

司法試験に合格されて弁護士になったという異色の経歴でした。 

              （Amazon書評より） 
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基本契約と個別契約 ＜細切れ契約＞  

 

 

 

（事例１）細切れ契約で、本番直後なのに損害賠償を請求できない 
 
システムが稼働した直後に起きた障害でも、期限切れで損害賠償を請求
できない可能性がある事例です。ユーザ側の立場に立った本書では「契
約は細切れにしない」の章で詳しく述べられています 
 
 ●損害賠償請求の期限に関連する契約条項の例 

トンデモ“IT契約”に騙されるな より 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130514/476848/?SS=imgview&FD=55062768&ST=system


基本契約と個別契約 ＜通産省の答申＞  

ＩＴ業界で多段階契約が広く利用されるようになったきっかけのひとつ 
通産省の答申「緊急提言 ソフトウェア新時代」での下記見解がしめさ
れたことが挙げられます。 

「ソフトウェア開発の初期段階におけ
るユーザニーズの明確化、全体費用の
正確な見積が困難であることなどを考
えると、一括契約がベンダーおよび
ユーザーの双方にとってリスクの大き
い契約形態であることは事実である」 
「基本設計までの上流工程とそれ以降
の工程について契約を分けることは、
ベンダーおよびユーザーの双方にとっ
て有益である」 



請負契約と準委任契約   

情報システム・モデル取引・契約書）〈第一版〉 （経済産業省） より 

  準委任契約 請負契約 

負担する義務の内容 善管注意義務 
（民法644条、656条） 

仕事完成義務（民法632条） 

報酬請求できる条件 ベンダ企業の責めに帰すべき事由が
なければ、報酬を請求できる。 

原則として仕事が完成していなけ
れば報酬を請求できない。 

 



＜細分化の例＞  

トンデモ“IT契約”に騙されるな より 
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多段階契約はＩＴ業界の常識となりましたが、必要以上に契約を
細分化する事例もあり、「とんでも契約本」ではユーザー目線で
「細切れ契約」に警鐘を鳴らすこととなったのです。 



損害賠償（期間・限度額）  

 

 

（事例２）損害賠償請求が「スズメの涙」 
 
 この事例は、システム障害で多大な損害を被っても、以下のような契
約になっていて、ごくわずかしか損害賠償を請求できなくなるような契
約の事例です。受注側としては要件定義での設計責任への賠償は設計
フェーズの契約金額を上限としたいというリスクヘッジされています。 
 
●損害賠償額の上限に関連する契約条項の例 
 

トンデモ“IT契約”に騙されるな より 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20130514/476848/?SS=imgview&FD=55986289&ST=system


著作権  

著作権法では、特に定めがない場合は開発プログラムの著作権はベン
ダに帰属します。しかしそれでは問題があり、経産省モデルでは３案
を提示しています。 

情報システム・モデル取引・契約書）〈第一版〉 （経済産業省） より 

案 汎用的な利用が可能なプログラム 左記以外 

Ａ案 ベンダー ベンダー 

Ｂ案 ベンダー ユーザー 

Ｃ案 ベンサー 共有 

著作権問題といえば、その売買の利権に関するものと想像しがちです。
私もこの本を読むまでは「完成したソフトを他へ販売するときに問題に
なるもの」と理解していました。 
 しかし、自社に著作権が帰属していないリスクは「保守フェーズでＩ
Ｔベンダーにロックインされてしまう」危険があり、ユーザーへはＡ案
はさけるべきで、Ｂ案Ｃ案にも大きな落とし穴があるとして、 
著者は８章で詳細に述べられています。 



契約交渉について  

Ｑ１）契約締結までに時間がかかりそう。契約前にプロジェクトをス
タートさせてもよいか？ 

Ａ１）ＮＧ。見切り発車は紛争のもと。 

契約交渉でプロジェクトを遅らせないようにするには、 

①計画段階で契約交渉の優先順位を上げる 

②難航する部分はＲＰＦに記載しベンダー選定条件に入れる 

 

Ｑ２）紛争が起きる確率は小さいので、契約書作成に労力を費やすよ
り、設計・開発作業に注力したほうがよいのではないか？ 

Ａ２）契約書は、紛争時の裁判所の判断基準という意味だけでなく、
プロジェクトを円滑に進めるためのルールブックとしての役割が大
きい。当初計画からさまざまな変更が生じた時に競技の判断材料に
なる。最初にルールを作っておかないとなかなか結論はでない。 

契約交渉についてのユーザからのＱＡを抜粋でご紹介します。 



ＩＴ法務スキルの重要性 「トンデモ判決」事例  

「なぜシステム開発は必ずモメるの」 の著者ブログ 笑って終わりたいIT開発。紛争から学ぶプロジェクト成功のコツ  より 

http://blogs.itmedia.co.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/02/24/9.gif
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ＩＴ法務スキルの重要性 「トンデモ判決」事例  

「なぜシステム開発は必ずモメるの」 の著者ブログ 笑って終わりたいIT開発。紛争から学ぶプロジェクト成功のコツ より  

つまり、簡単に言えば、ほぼユーザ側の主張にそった判決が出ています。
契約上も開発方式から見ても、要件の変更は当然に発生するものであり、ま
た、ユーザの情報提供不足についても、ベンダがその方法や工数を見積も
らなければ、素人であるユーザには出来なかった。リーダの離脱も、ベンダ
社内の労務管理の問題であるとしています。 

システム開発において、要件が追加変更されることのコントロールやユーザ
が情報提供してくれないことへの対応は、ITプロジェクトの専門家であるベ
ンダがうまくやらないと駄目という内容です。 

http://blogs.itmedia.co.jp/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2014/02/24/10.gif


ＩＴ法務スキルの重要性 「トンデモ判決」事例  

前述のような「ＩＴベンダーに厳しい判決」を目の当たりにして、
ＩＴベンダー側は訴訟に備えうる契約を締結するためにＩＴ法務へ
の対応に厳格にとりくむようになりました。（余談ですが、そのこ
とで契約締結までに随分時間を要するようになりました） 

リスクプランニング 
（リスク対応の工夫） 

パフォーマンスプランニング 
（履行円滑化の工夫） 

考慮されていない契約書 

紛争時に非常に不理になる危険性がある 

しかし、訴訟リスクに備えるだけではＰＪは上手くいかない 

善管責任を超えて 
プロジェクト管理の専門家責任を求められている 



おわりに  
 メイン参考書籍として取り上げた「トンデモ契約本」は、ＳＥ経験のある弁護士の方が 

ユーザを守る目線で「契約書」作成で注意するポイントとして書かれています。 

 しかし、受発注それぞれの立場で、自分サイドが不利にならないように「契約書」の書き
方には気をつけましょうという視点で受け止めるのではなく、 

「もめやすいポイント」に気づくきっかけとして読まれることをお勧めします。 

 

  そして、事前に十分「にぎっておく（コンテンジェンシープラン作成）」ことが肝要です。 

  

  システム構築の肝は「人」です。契約で縛ろうが、どんなに大きな会社であうが、 

  信頼関係が築けない人がＳＥでは上手くいきません。 

 

   とはいっても、万一の担保のために契約書は大変重要です。 

 

   日本では訴訟になってしまうとお互い負けです。事前に争いを防ぐためにも契約書は大
変重要です。プロジェクトが始まる前にお互いの主張をぶつけ合う事でプロジェクトが上手
くスタートするのです。 

                       （Amazon書評より） 

 

 

 


