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QA で学ぶ契約書作成・審査の基礎第 38 回ソフトウェア開発委託契約：著作権 

 

第 34 回からソフトウェア開発委託契約について具体的な条項を提示した上解説しています。1 今回は、以下目次の

Q21 の著作権に関する規定例を提示しその内容を解説します。 

【目  次】 

Q1：本契約で対象とするソフトウェア開発委託 

Q2：契約名称・前文 

Q3：目的及び個別契約 (以上第 34 回) 

Q4：定 義 

Q5：仕様確定支援業務(準委任業務)の個別契約例 

Q6：仕様確定支援業務の実施 

Q7：仕様確定支援業務に係る業務終了報告書の提出・確認 

Q8：仕様確定支援業務に係る委託料及び費用負担 

Q9：仕様の確定 (以上第 35 回) 

Q10：開発請負業務(請負業務)の個別契約例 

Q11：開発請負業務の実施 

Q12：本件ソフトウェアその他納入物の納入・検収 

Q13：開発請負業務に係る委託料及び費用負担 

Q14：契約不適合責任 

Q15：仕様の変更 (以上第 36 回) 

Q16：再委託 

Q17：業務責任者及び業務従事者 

Q18：協 議 

Q19：納入物等の所有権及び危険負担 

Q20：納入物等の特許権等 (以上第 37 回) 

Q21：納入物等の著作権 (以上今回第 38 回) 

Q22：知的財産権の侵害に対する責任 

Q23：個人情報の取扱い 

Q24：秘密保持並びに資料等の利用目的及び返還 

Q25：解除及び期限の利益喪失 

Q26：反社会的勢力の排除 

Q27：損害賠償 

Q28：その他一般条項 

Q29：契約書末尾 

本稿の PDF はこちらから 

 

Q21：納入物等の著作権 

A21：以下に 3 つの規定例を示します。なお、以下、契約規定例中に、強調又は解説の便宜上、下線を引いている箇

所があります。 

【本契約第①案：納入物等に関する著作権は、原則としてベンダ(乙)が保有し、ユーザ(甲)は納入物等について利用・

利用許諾の権利を有する案】 

 

第 17 条 （納入物等の著作権及びその利用） 

1. 納入物等に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、甲又は第三者が従前から保有し

ていた著作権を除き、乙に帰属するものとする。 

2. 甲は、納入物等を自ら利用（複製及び翻案その他改変、並びにその複製、翻案又は改変したものの利用を含

む。以下同じ）し、また、個別契約において本件ソフトウェアを利用する者として特定された第三者にその利用を

許諾できるものとする。乙は、これらの利用について著作者人格権を行使しないものとする。なお、かかる利用

及び利用許諾の権利の対価は、委託料に含まれるものとする。 

3. 乙は、第 1 項によりその著作権が乙に帰属する納入物等を自ら利用し又は第三者にその利用を許諾する場

合、如何なる方法によっても、第 20 条（秘密保持）に違反してはならない。 

https://www.corporate-legal.jp/matomes/5018
https://www.corporate-legal.jp/matomes/5025
https://www.corporate-legal.jp/matomes/5052
https://www.corporate-legal.jp/matomes/5069
https://www.theunilaw2.com/%E8%A4%87%E8%A3%BD-q-a%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E8%8B%B1%E6%96%87%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E-1


【解 説】 

本件ソフトウェアその他納入物等に関する著作権の帰属は、一般的に、ユーザ、ベンダがそれぞれ以下のような主張

をし、ソフトウェア開発委託契約の交渉上争点になることが最も多い事項の一つです。 

【ユーザの一般的主張】 

多くのユーザが、少なくとも最初は、主に以下のような理由で、ユーザへの著作権譲渡を主張します。 

(a) ユーザは、ベンダに対し、ソフトウェア開発の対価を支払う以上、売買目的物の所有権と同様、著作権も譲渡され

るべきである。 

(b) ベンダに著作権が帰属したままでは、ベンダはユーザの資金負担により開発したソフトウェアをユーザの競合企

業にも提供できることになる。 

(c) ソフトウェアからユーザのノウハウや営業秘密が窺い知ることができる場合は、ソフトウェアがベンダからユーザ

の競合企業に提供されることにより、ユーザのノウハウ等が他に（特にユーザの競合他社に）流出するおそれが

ある。 

【ベンダの一般的主張】 

一方、ベンダとしては、ユーザのために開発したソフトウェアが非常に特殊で、その一部でも他に転用できないのであ

れば、著作権をそのユーザに譲渡しても問題はないかもしれません。しかし、通常は、以下のような理由でベンダが著

作権を留保することを主張します。 

a) あるユーザ（以下「ユーザ A」という）のために開発したソフトウェアに汎用性があり、他のユーザへの転用が見込

める場合、ベンダに権利を留保しておけば、実際に他のユーザ（以下「ユーザ B」という）から同様のソフトウェアの

開発を受託したときは、既に開発済みのソフトウェアを転用することにより、コスト削減、納期短縮、品質・信頼性

向上等を達成しながらソフトウェアを開発することができ、ベンダのみならずユーザ B にとっても利益となる。 

このことは、一見、ユーザ A にとって不利と見えるが、ユーザ A は少なくとも先行利益は確保している筈であ

る。また、このような考え方から、可能な限り自社が権利留保することを方針としているベンダであれば、ユーザ A

がユーザ B の立場に立つ可能性がある。 

b) ユーザ B が多数見込めるときは、ベンダは権利を留保すれば、ソフトウェアを製品として提供することもでき、ユ

ーザ一般として見れば低価格で高品質なソフトウェアが利用できる。 

c) ベンダがどのユーザに対しても著作権を譲渡していたのでは、全てのユーザについて常にゼロから開発を行うこ

とになり、開発能力・生産性・ソフトウェア品質はいつまでも向上することがない。ユーザは著作権譲渡を簡単に

受け入れるベンダを好ましいと思うかもしれないが、そのようなベンダは、いつまでも開発能力・生産性・ソフトウェ

ア品質が低いままか、又は、契約を遵守するつもりがない可能性がある。そのようなベンダに開発を委託すること

がユーザの真の利益となるとは思われない。 

上記の主張の対立については、何らかの方法で両者の利益調整を図らなければなりません。また、上記は、権利が

帰属した当事者の相手方当事者はソフトウェアを利用できないことを前提とした議論ですが、相手方当事者に、適切な

範囲でソフトウェアを利用する権利を与えることにより、利益調整は可能です。 

なお、ユーザの主張のうち、(a)については所有権と知的財産権の譲渡を同一視・混同するもので適切でなく（例えば、

本を購入した場合、その所有権は移転するがその著作権まで移転しない）、(c)については、そのような態様によるユー

ザの営業秘密の漏えいも、秘密保持条項に違反することになるので、その旨確認的に規定すればある程度対応可能

です。 

【「モデル契約」の提示する条項案】 

「モデル契約」（経産省・IPA（情報処理推進機構）発行）（45 条）でも、ユーザ、ベンダが各自上記と同様の主張をすると

いう意見を踏まえ、以下の各場合の条項案 3 案を提示しています（p. 17-19）。 

【「モデル契約」A 案】納入物に関する著作権は、原則としてベンダが保有し、ユーザは納入物のうち（コンピュータ）プ

ログラムについて利用・利用許諾の権利を有する案 — なお、この案には、ユーザが納入物のうちプログラム以外のも

の（例：外部設計書、マニュアル）について利用・利用許諾の権利を有する旨の明記がないが、これを明記すべきと思

われる。 

【「モデル契約」B 案】納入物に関する著作権に関しては、原則として「汎用的な利用が可能なプログラム」（以下「汎用

的プログラム」）の著作権はベンダが保有し、ユーザは汎用的プログラム「以外」の著作権を譲渡されるとともに、汎用

的プログラムについては利用・利用許諾の権利を有する案 

【「モデル契約」C 案】納入物に関する著作権に関しては、原則として汎用的プログラムの著作権はベンダが保有し、ユ

ーザは汎用的プログラム「以外」の著作権をベンダと共有し相互に自由利用・利用許諾できる案 — なお、この案に

は、ユーザが汎用的プログラムについて利用・利用許諾の権利を有することの明記はないが、これを明記すべきと思

われる。 

 

【本契約第①案：納入物等に関する著作権は、原則としてベンダが保有し、ユーザは納入物等について利用・利用許

諾の権利を有する案】 

骨子は「モデル契約」【A 案】とほぼ同様です。 

https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20201222.html
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【第 1 項】 原則として著作権は乙(ベンダ)に帰属するものとしています。そうすることは、ソフトウェア開発のコスト削

減、納期短縮、品質・信頼性向上等につながり、結局ユーザ一般の利益にもなり、社会経済上も望ましいと考えるから

です。 

「利用（.....翻案その他改変......を含む。.......）」としているのは、「翻案」は最高裁判決（江差追分事件・平成 13 年 6 月 28

日判決）で「既存の著作物......の表現上の本質的な特徴の同一性を維持つつ......別の著作物を創作する行為」とされて

いるので、翻案を超える大幅改変・改良も含め、ユーザ（甲）が自ら又は乙以外の他のベンダに委託してかかる改変

ができるようにするためです。 

「利用（......その複製、翻案又は改変したものの利用を含む。.......）」としているのは、著作権法 2 条 1 項 11 号に定義さ

れる「二次的著作物」（著作物を翻案することにより創作した著作物）について、同法 28 条で、『二次的著作物の原著

作物の著作者[ここではベンダ]は、当該二次的著作物[ここでは本件ソフトウェアをユーザが翻案等改変したもの]の利

用に関し、......当該二次的著作物の著作者[ここではユーザ]が有するものと同一の種類の権利[例えば複製権・翻案

権]を専有する。』と規定されていることによります。同条によれば、例えば、ユーザが本件ソフトウェアを翻案等改変し

たものを第三者が利用するには、当該改変物（二次的著作物）の著作者であるユーザの許諾の他、原著作物である本

件ソフトウェアの著作者であるベンダの許諾を得なければならないことになります。そこで、本項では、「利用」に本件ソ

フトウェアの改変したものの利用が含まれることを明記し、ユーザは、（改めてベンダの許諾を得ることを要せず）第三

者にその「利用」を許諾できることを明確化としました。 

「著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）」としているのは、著作権法 61 条 2 項で、著作権を譲渡する

契約において法第 27 条（翻訳権、翻案権等）及び法第 28 条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）の権

利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する、と規定さ

れていることとの関係から、これらの権利も含めた著作権が譲渡されることなく乙に帰属することを明確化するためで

す（なお、後記の本契約第②案ではこれらの権利も含めた著作権が譲渡されることを明確化）。 

「甲又は第三者が従前から保有していた著作権」は、それらが納入物等に含まれている場合でも、当然に乙に帰属し

ません。 

【第 2 項】 甲は、乙又は第三者に著作権が帰属する部分を含め、「納入物等」（本件ソフトウェアの他、外部設計書、

マニュアル、仕様の案等を含む）の全部を、甲自ら又は個別契約において本件ソフトウェアを利用する者として特定さ

れた第三者が納入物等を利用するのに必要な範囲で、利用し、また、当該第三者にその利用を許諾できる旨規定し

ています。ユーザとしてはその利用・利用許諾が本来的目的のはずで通常それで十分だからです。 

「個別契約において本件ソフトウェアを利用する者として特定された第三者」とは、例えば、甲（ユーザ）とともに本件ソ

フトウェアを利用する予定の甲の子会社等です。 

「著作者人格権」は、財産的権利である「著作権」（複製権・翻案権等）とは別の権利で、「著作者」（著作物を創作した

者：法 2 条 1 項 2 号）（ソフトウェア開発委託では通常ベンダ）に一身専属的に帰属し他に譲渡できず（法 59 条）、その

内容としては、「公表権」（公表・公表の時期方法決定権）、「氏名表示権」（著作者名表示・実名変名表示決定権）及び

「同一性保持権」（内容・名称を無断改変されない権利）（法第 18 条～20 条）が含まれます。 

上記の通り、乙が甲に許諾する権利には、第三者への利用許諾（その第三者が不特定多数なら公表に該当）及び翻

案その他改変を行う権利が含まれますが、著作者である乙が著作者人格権を行使すると、甲に許諾した権利が制限

される可能性がある 2ので、乙は許諾の範囲内で「著作者人格権を行使しない」ものとしています。 

（「モデル契約」におけるユーザの本件ソフトウェア利用可能範囲）「モデル契約」（A 案・B 案）では、ユーザ（甲）は、

「著作権法第 47 条の 3」（プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等）及び「著作権法第 47 条の 6 第 1 項

第 2 号」（著作権法改正により 2021 年 1 月 1 日以降同第 6 号）に従って、「自ら電子計算機で実行するために必要な

限度で」、本件ソフトウェアを複製及び翻案することができるとされています。 

しかし、この「モデル契約」の条件のもとでは、ユーザ（甲）が、本件ソフトウェアの翻案を超える大幅な改変・改良をす

ることができるのか等が不明なように思われます。また、「モデル契約」は、上記の通り、著作権法の具体的条文を引

用していますが、同法の改正によりその条文内容・条文番号は変わってしまい、後日契約内容の把握に支障をきたし

ます。 

そこで、本契約では、ユーザ（甲）が大幅な改変・改良ができるよう特に制限を付けずに、また、著作権法の条文を引

用せず、「甲は、納入物等を自ら利用（複製及び翻案その他改変、並びにその複製、翻案又は改変したものの利用を

含む。以下同じ）......できる」と規定しています。 

【第 3 項】 乙は、納入物等の利用上如何なる方法によっても、例えば、本件ソフトウェアからユーザの営業秘密が窺

い知ることができる場合はそれを第三者に開示することにより、秘密保持義務に違反してはならないことを確認的に

規定しています。ユーザの営業秘密の漏えいの懸念に対応するためです。 

 

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52267
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52267
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048


【本契約第②案：納入物等に関する著作権は、原則としてユーザに譲渡・保有され、ベンダは納入物等について利用・

利用許諾の権利を有する案】 

 

第 17 条 （納入物等の著作権及びその利用） 

1. 納入物等に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、乙又は第三者が従前から保有し

ていた著作物の著作権を除き、当該個別契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲へ譲渡されたものと

する。なお、かかる著作権譲渡の対価は、委託料に含まれるものとする。 

2. 甲は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物を含め、納入物等を自ら利用（複製及び翻案その他改

変、並びにその複製、翻案又は改変したものの利用を含む。以下同じ）し、また、個別契約において本件ソフト

ウェアを利用する者として特定された第三者にその利用を許諾できるものとする。乙は、これらの利用について

著作者人格権を行使しないものとする。なお、かかる利用及び利用許諾の権利の対価は、委託料に含まれる

ものとする。 

3. 乙は、納入物等を自ら利用（複製及び翻案その他改変並びにその複製、翻案又は改変したものの利用を含

む。以下同じ）し、また、第三者にその利用を許諾できるものとする。 

4. 乙は、前項に定める利用及び利用許諾を行う場合、如何なる方法によっても、第 20 条（秘密保持）に違反して

はならない。 

【解 説】 

【第 1 項】 原則として著作権は甲(ユーザ)に譲渡されるものとしています。 

「納入物等に関する著作権」に関し、ユーザ側から、「本件業務遂行の過程で生じた全ての著作権」等とすることが要

求される場合がありますが、これは以下の理由から適切ではないと思われます。 
(a) ユーザは納入物等を利用できればいいのであるから、納入物等に含まれていない以上、納入物等の開発過程で

作成したが最終的には納入物等に含まれなかったソフトウェア等の著作権をユーザに譲渡する必要性がない。 
(b) 仮にこれを譲渡対象に含めた場合には、ベンダがより良いソフトウェア等を開発しようと試行錯誤するインセンティ

ブを減殺するおそれがある。 
「乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権」は、当該著作物が納入物等に含まれている場合でも、譲渡

されません。第三者の著作権は当然ですが、乙の著作権も、乙がそれを甲からの委託とは無関係に従前から保有し

ていたのにその著作物を本件ソフトウェアに組み込んだだけで甲に取り上げられてしまうのは不合理で、また、もし甲

に取り上げられてしまうなら、乙はいくらよいものでも利用しようとしないからです。 

「委託料が完済されたとき」は、甲の支払能力に特に懸念がなければ検収時又は納入時でも問題ないでしょう。 

「なお、かかる乙から甲への著作権譲渡の対価は、委託料に含まれるものとする」は、公正取引委員会の「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）の「7 情報成果物

に係る権利等の一方的取扱い」に、要旨以下のような記述があり、これを意識したものです。 

（要旨）受託者が作成した情報成果物について、取引上優越した地位にある委託者が、一方的に当該成果物に係る

著作権、特許権等の権利を委託者に譲渡させる場合、その譲渡の対価を別途支払ったり、当該対価を含む形で対価

に係る交渉を行っていると認められる場合を除き、優越的地位の濫用として問題を生じやすい。 

【第 2 項】 甲等は、第 1 項において甲への著作権譲渡対象から除かれている「乙又は第三者が従前から保有してい

た著作物」についても利用権がなければ、本件ソフトウェアを全体としては利用できないので、本項で利用許諾してい

ます。なお、第三者が従前から保有していた著作物について、乙ではなく甲が直接利用権の許諾を受けることとする場

合には、その旨、開発請負業務の個別契約に定めるかまたは別途甲乙合意することになります。 

【第 3 項】 第 1 項により甲に著作権譲渡される部分のプログラム（以下「譲渡プログラム」という）については、そのま

までは、乙はその利用・利用許諾ができないところ、本項により、複製・翻案を含む利用・利用許諾権（以下単に「利用

権」という）が与えられることとなります。 

（甲による乙の利用権拒否）甲（ユーザ）が、乙に利用権を与えることを拒否することがあるかもしれません。しかし、こ

れは、以下の理由から非現実的かつ不合理と思われます。 

(a) 仮に、乙に利用権が与えられない場合、乙は、他のユーザのために譲渡プログラムを利用できる場合であって

も、そもそも譲渡プログラムに依拠しない（全く参照しない）か、又は依拠したとしても開発したソフトウェアが譲渡

済みプログラムに類似しない（複製は勿論、翻案にも該当しない）ようにしなければならない。何故なら、この依拠

性及び類似性の両方があると、乙は、利用権がない以上、甲の譲渡プログラムの著作権を侵害してしまうことに

なるからである。3 

(b) しかし、依拠性を否定するには、他のユーザのためのソフトウェア開発は、譲渡プログラムを作成した者（譲渡プ

ログラムの内容が記憶に残っている可能性がある）以外のエンジニアに行わせ、かつ、そのエンジニアによる譲

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html
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渡プログラム参照を禁止すること等が必要となる。また、依拠したとしても類似性を否定するには、他のユーザの

ために開発するソフトウェアを、譲渡プログラムの翻案の範囲を超える程度にあえて改変する必要がある。 

(c) このようなことは、ソフトウェアエンジニアが同種のソフトウェア開発を繰り返し経験することにより、又は過去に自

ら又は他のエンジニアが開発したソフトウェアを参照・利用することにより、ソフトウェア開発の技術を向上させ、そ

のことにより、ベンダがより高品質・低コストのソフトウェア開発をユーザに提供できるようになることを否定する結

果となる。 

【第 4 項】 前述の本契約第①案第 3 項の趣旨と同趣旨です。 

 

【本契約第③案：納入物等に関する著作権は、原則としてユーザに譲渡・保有され、ベンダは汎用的プログラムについ

て制限付きで利用・利用許諾の権利を有する案】 — 前記の本契約第②案と比べ、第 3 項のみ異なり、他は同じ。 

 

第 17 条 （納入物等の著作権及びその利用） 

1. 納入物等に関する著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む）は、乙又は第三者が従前から保有し

ていた著作物の著作権を除き、当該個別契約に係る委託料が完済されたときに、乙から甲へ譲渡されたものと

する。なお、かかる著作権譲渡の対価は、委託料に含まれるものとする。 

2. 甲は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物を含め、納入物等を自ら利用（複製及び翻案その他改

変、並びにその複製、翻案又は改変したものの利用を含む。以下同じ）し、また、個別契約において本件ソフト

ウェアを利用する者として特定された第三者にその利用を許諾できるものとする。乙は、これらの利用について

著作者人格権を行使しないものとする。なお、かかる利用及び利用許諾の権利の対価は、委託料に含まれる

ものとする。 

3. 乙は、納入物等に含まれる汎用的な利用が可能なプログラム（使用頻度の高い定型的処理を行い他のプログ

ラムの部品として使用されるモジュールレベルのプログラムであって、当該部品レベルを超えるプログラム、本

件ソフトウェアの全体等を含まないものとする）を、他のソフトウェアの部品として自ら利用（複製及び翻案その

他改変、並びにその複製、翻案又は改変したものの利用を含む。以下同じ）し、また、甲に従前から存在し甲特

有かつ未公開のノウハウその他の情報が第三者により確認又は推測されるおそれがある場合を除き、かかる

利用を第三者に許諾できるものとする。 

4. 乙は、前項に基づき許諾された利用及び利用許諾を行う場合、如何なる方法によっても、第 20 条（秘密保持）

に違反してはならない。 

【解 説】 

前記の本契約第②案の第 3 項では、乙に利用及び利用許諾の権利が与えられる対象が「納入物等」（の全部）とされ

ているところ、本案ではその対象を「納入物等に含まれる汎用的な利用が可能なプログラム」（以下「汎用的プログラ

ム）」）に限定し、かつ、その意味及び利用・利用許諾の範囲を限定したものです。他の部分は本契約第②案と同じで

す。 

「汎用的な利用が可能なプログラム」は、「モデル契約」（45 条）の B 案及び C 案に用いられている用語ですが、「モデ

ル契約」ではその定義及び上記のような限定はありません。これには以下のような問題があると思われます。 

(a) 「汎用」の意味は曖昧・非一義的で辞書的によっても異なる説明がある。従って、「汎用的な利用が可能な」の意

味・程度・範囲が客観的に定まらないし、その範囲を開発前に確定することは困難であること。 

(b) 仮に納入時にその範囲を確定しようとしてもユーザがその適切さを判断することは一般的に困難であり、また、事

後的な確定ではその範囲自体が争いの原因になり得ること。 

(c) 「モデル契約」（45 条）の B 案でも C 案でも汎用的プログラムの著作権は乙(ベンダ)が保有し、ユーザは汎用的

プログラム「以外」の著作権を保有・共有する。この場合、「汎用的な利用が可能な」を単に「他に転用できる可能

性があること」と解すれば、本件ソフトウェアのうちそのほとんどが汎用的プログラムに該当し、ベンダはその著作

権を保有し他に自由に転用できる 4。一方、ユーザが著作権を保有・共有する汎用的プログラム「以外」の著作権

はほとんど中身がないことになる。 

そこで、本項では、上記(a)～(c)のような問題を完全には解決できないものの、著作権を原則としてユーザに譲渡する

とともに、①汎用的プログラムを定義し、②それを乙による著作権保有ではなく利用・利用許諾権の対象とし、③その

用途を「他のソフトウェアの部品として利用」に限定し、更に、④乙から第三者へのその利用許諾は、甲の固有・特有

かつ非公開のノウハウ等（本契約第 20 条の「秘密情報」とは異なり必ずしも秘密表示を要しない）が確認・推測される

おそれがない場合に限り可能とする旨規定しました。 

 
今回はここまでです。 
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