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○○○システム 

ソフトウェア開発委託基本契約書 

 

 

○○○○（以下「甲」という）及び○○○○（以下「乙」という）は、甲の○○○システムのコンピュータプログラム（以下

「本件ソフトウェア」という）の開発に関する業務の委託に関し、次の通り契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第 1 章 総 則 

 

第 1 条 （目的及び個別契約） 

1. 本契約は、甲による本件ソフトウェアの仕様の確定に対する乙による支援業務（以下「仕様確定支援業務」という）

及び仕様に基づく本件ソフトウェアの開発請負業務（以下「開発請負業務」という）について、その委託のため、別

途甲乙間で締結される契約（以下「個別契約」という）に適用される契約条件を定めることを目的とする。以下、仕

様確定支援業務及び開発請負業務を総称して「本件業務」という。 

2. 甲が仕様確定支援業務を乙に委託する場合、甲及び乙は、当該業務について以下の事項のうち必要な事項を定

めた書面（電子的なものを含む。以下同じ）を取り交わすことにより個別契約を締結するものとする。 

(1) 当該業務の具体的内容及び範囲並びに範囲外事項 

(2) 実施期間 

(3) 実施場所・実施方法 

(4) 当該業務に関し、甲が行うべき情報・資料・機器・場所等の提供、その他甲が実施又は協力すべき事項 

(5) 委託料及びその支払条件 

(6) その他の仕様確定支援業務遂行上必要な事項 

3. 甲が開発請負業務を乙に委託する場合、甲及び乙は、当該業務について以下の事項のうち必要な事項を定めた

書面を取り交わすことにより個別契約を締結するものとする。 

(1) 本件ソフトウェアの仕様 

(2) 本件ソフトウェアその他納入物の明細、納入場所、納入方法及び納入期限 

(3) 開発請負業務に関し、甲が行うべき情報・資料・機器・場所等の提供、当該業務の進捗状況・内容等に関す

る確認及び乙との協議、その他甲が実施又は協力すべき事項 

(4) 委託料及びその支払条件 

(5) その他の開発請負業務遂行上必要な事項 

4. 本契約のうち、第 1 章（総則）及び第 4 章（共通条項）の規定は仕様確定支援業務及び開発請負業務に適用さ

れ、第 2 章（仕様確定支援業務）の規定は仕様確定支援業務に、第 3 章（開発請負業務）の規定は開発請負業

務に、それぞれ適用されるものとする。 

5. 個別契約に本契約と異なる条件を定めた場合は、当該個別契約の条件を優先して適用するものとする。 

 

第 2 条 （定義） 

本契約において、以下の各用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

(1) 「要件定義書」とは、本件ソフトウェアの機能要件（甲の要求を満足するために、ソフトウェアが実現しなけれ

ばならない機能に係る要件。システム機能及びデータにより定義される）及び非機能要件（機能要件以外の

全ての要素に係る要件。業務内容及びソフトウェアの機能と直接的な関連性を有さない本件ソフトウェアの

動作環境・条件、品質要件、技術要件、移行要件、運用要件、セキュリティ要件及び付帯作業等から成り、そ

れぞれに対する目標値及び具体的事項により定義される）をとりまとめた文書を意味する。 

(2) 「外部設計書」とは、要件定義書に基づき本件ソフトウェアの画面、帳票等のユーザインターフェース、他シス

テムとの通信やデータ入出力等のインターフェース等、本件ソフトウェアの入出力全般に関する仕様を定め

た設計書を意味する。 

(3) 「仕様」とは、要件定義書（又は要件定義書の要素の全部及び外部設計書の要素の一部若しくは全部を含

むもの）であって、それに基づき、乙が、本件ソフトウェアの開発並びに開発費用、請負金額、開発期間、納

期等の見積もり及び予想が相当程度可能となるものであって、仕様確定支援業務においては同業務の結果

甲が確定するもの、開発請負業務においては甲乙合意の上個別契約において記載し特定するものを意味す

る。 

(4) 「納入物」とは、開発請負業務において乙が開発し甲に納入すべき本件ソフトウェア（コンピュータプログラ

ム）及びこれに関連するドキュメント、データベースその他のものを意味する。 



(5) 「納入物等」とは、納入物及び仕様確定支援業務において乙が作成し甲に納入する仕様の案その他のもの

を意味する。 

 

第 2 章 仕様確定支援業務 

 

第 3 条 （仕様確定支援業務の実施） 

1. 本契約及び個別契約に従い、乙は、仕様確定支援業務として、甲のシステム化の方向性、システム化計画、その

他本件ソフトウェアに係る甲のニーズ、要望、課題、予算その他必要な情報を聴取・収集した上、システム開発に

関する専門的な知識及び経験に基づき、甲による本件ソフトウェアの仕様の確定が円滑かつ適切に行われるよう、

善良な管理者の注意をもって調査、分析、整理、提案、助言等を行うものとする。 

2. 甲は、仕様確定支援業務に関し、甲内部での必要な調整を行った上で、前項に規定する情報を乙に適時かつ適

切に提供し、また、個別契約に規定する甲が実施又は協力すべき事項及びその都度乙が要求し合理的に必要と

認められる甲による実施又は協力事項を行うものとする。 

3. 甲は、仕様確定支援業務において、仕様の一部又は全部の案の作成を乙に委託できるものとするが、その案の

承認及び全ての仕様の最終確定は甲の責任において行うものとする。 

 

第 4 条 （業務終了報告書の提出及びその確認） 

1. 乙は、仕様確定支援業務について、業務の終了に関する報告書（以下「業務終了報告書」という）を、個別契約に

規定する報告対象期間、記載内容、提出期限等の条件に従い、甲に提出するものとする。 

2. 甲は、業務終了報告書の受領後 1 週間（但し、個別契約に別段の期間を定めた場合にはその期間）（以下「業務

終了確認期間」という）以内に、当該報告書の内容の確認（以下「業務終了確認」という）を行うものとする。 

3. 甲は、業務終了確認期間内に、業務終了確認をした場合にはその旨、業務終了報告書の内容に異議がある場

合にはその旨及びその具体的理由を、乙に書面で通知するものとする。 

4. 乙は、前項の異議の通知を受けた場合には、直ちにその内容を確認するものとする。当該異議に理由がある場

合、乙は、業務終了報告書の訂正、再提出その他必要な措置をとるものとする。 

5. 甲が、第 3 項に従い、業務終了確認及び異議、いずれの通知もしなかった場合には、業務終了確認期間満了時

に業務終了確認がなされたものとする。 

 

第 5 条 （仕様確定支援業務に係る委託料及び費用負担） 

1. 甲は、個別契約に定める仕様確定支援業務の委託料及びその消費税額を、個別契約に定める支払期限等の支

払条件に従い、乙が事前に甲に書面で通知する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。 

2. 甲は、委託料の他甲が負担すべきものとして個別契約で合意した費用又は別途甲乙書面で合意した費用を、当

該合意に従い負担するものとする。 

3. 前二項に定める委託料及び費用を除き、乙は、仕様確定支援業務の遂行に要する全ての費用を負担するものと

する。 

 

第 6 条 （仕様の確定） 

1. 仕様は、甲の委託により乙が作成した仕様案を甲が最終の仕様として書面で承認したとき、又は甲が乙に対し、

最終の仕様として特定したものを書面で通知したときに確定したものとする。 

2. 仕様確定支援業務は、前項の通知があった時に全て終了したものとする。 

 

第 3 章 開発請負業務 

 

第 7 条 （開発請負業務の実施） 

1. 本契約及び個別契約に従い、乙は、本件ソフトウェアの開発請負業務を、個別契約で特定された仕様に基づき行

うものとする。 

2. 甲は、開発請負業務に関し、甲が実施又は協力すべき事項として個別契約に定められた事項及びかかる事項と

してその都度乙が要求し必要かつ合理的と認められる事項を行うものとする。 

 

第 8 条 （本件ソフトウェアその他納入物の納入・検収） 

1. 個別契約に定める条件に従い、乙は、本件ソフトウェアその他納入物を甲に納入し、甲はこれを受領するものとす

る。乙は、個別契約に定める期限まで納入物を納入することができない事由が生じた場合、その旨直ちに甲に通

知し、その対応について甲と協議するものとする。 
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2. 甲は、納入物の受領後 2 週間（但し、個別契約に別段の期間を定めた場合にはその期間）（以下「受入検査期

間」という）以内に、納入物が個別契約に定める仕様に適合するか否か（以下、適合することを「契約適合」、適合

しないことを「契約不適合」という）の検査（以下「受入検査」という）を行うものとする。 

3. 前項の場合において、事前に甲及び乙が書面で合意した受入検査の基準・仕様があるときは、甲は当該基準・仕

様に従い受入検査を行うものとする。 

4. 甲は、受入検査において契約適合を確認した場合にはその旨、受入検査において契約不適合を発見した場合に

はその旨並びにその具体的内容及び理由を、受入検査期間内に乙に書面で通知するものとし、乙は、契約不適

合の通知を受けた場合には直ちにその内容を確認するものとする。 

5. 乙は、前項に従い通知された契約不適合が存在する場合、速やかに、これを是正するために必要な納入物の修

補を行った上でその終了を甲に通知するものとする。当該修補後の納入物については前各項を準用する。 

6. 甲は、受入検査において契約不適合が確認された納入物であっても、甲乙書面で合意した場合には、契約不適

合の程度に応じ委託料を減額し納入物を受入れることができるものとする。 

7. 前各項に従い、甲が契約適合を確認した旨を乙に通知した場合には当該通知の時点で、甲が受入検査期間が

経過するまでに契約適合・契約不適合いずれの通知も行わなかった場合にはその経過時点で、甲及び乙が前項

の合意をした場合にはその時点で、当該納入物について受入検査が終了したものとする（以下、これを「検収」と

いう）。 

8. 納入物の媒体等の種類及び数量の検査及びその後の対応については、第 2 項から前項までの規定に定める仕

様適合の検査及び対応とともに、これら規定を準用して行うものとする。甲は、検収後は、当該種類又は数量が

個別契約に適合しないことを理由としてその是正その他の措置を請求できない。 

 

第 9 条 （開発請負業務に係る委託料及び費用負担） 

1. 甲は、個別契約に定める開発請負業務の委託料及びその消費税額を、個別契約に定める支払期限等の支払条

件に従い、乙が事前に甲に書面で通知する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。 

2. 甲は、個別契約又は別途甲乙書面において合意し委託料の他甲が負担すべきものとされた費用を、当該合意に

従い負担するものとする。 

3. 前二項に定める委託料及び費用を除き、乙は、開発請負業務の遂行に要する全ての費用を負担するものとす

る。 

 

第 10 条 （契約不適合責任） 

1. 検収された納入物に契約不適合がある場合、甲は、乙に対し、その旨並びに契約不適合の具体的内容及び理由

を書面で通知した上納入物の修補を請求することができるものとし、乙は、当該契約不適合がある場合、速やか

に、これを是正するために必要かつ適切な方法により納入物を修補するものとする。 

2. 前項にかかわらず、乙は、書面で甲の承諾を得た上、前項の修補に代えて、当該契約不適合の回避又は軽減の

ための措置、委託料の減額又は一部返還その他の措置（以下これらの措置を総称して「代替措置」という）を講じ

ることができるものとする。甲は、合理的理由なく、当該承諾を拒否してはならない。 

3. 乙が第 1 項に従った修補を行うこと及び前項に従った代替措置を講じることが、いずれも、本契約及び個別契約

並びに取引上の社会通念に照らして不能である場合、甲は乙に対し当該修補及び代替措置を請求することがで

きない。但し、甲が本契約に従い損害賠償の請求並びに本契約及び個別契約の解除をすることを妨げない。 

4. 甲が第 1 項に規定する通知を当該納入物の検収後 1 年以内にしない場合、甲は、契約不適合を理由として、納

入物の修補及び代替措置の請求、損害賠償の請求並びに本契約及び個別契約の解除をすることができない。 

5. 納入物の契約不適合が、甲の提供したものの性質若しくは甲の与えた指図（但し、乙がそのもの又はその指図が

不適当であることを知りながら告げなかった場合を除く）その他甲の責めに帰すべき事由によるものである場合、

甲は、当該納入物の修補及び代替措置の請求、損害賠償の請求並びに本契約及び個別契約の解除をすること

ができない。 

6. 納入物の契約不適合が本契約及び個別契約並びに取引上の社会通念に照らして軽微(以下「軽微」という)である

場合、又は乙が第 1 項に従った修補を行い又は第 2 項に従った代替措置を講じた結果当該契約不適合が是正

され又は軽微となった場合、甲は、本契約及び個別契約の解除をすることができない。但し、甲が本契約に従い

損害賠償の請求をすることを妨げない。 

 

第 11 条 （仕様の変更） 



1. 甲及び乙は、乙による本件ソフトウェアの開発中、仕様の内容の変更（以下「仕様変更」という）が必要と認める場

合、仕様変更の内容、理由、必要性等を明記した書面を相手方に提出し仕様変更の提案をすることができる。 

2. 甲及び乙は、前項の提案があった後速やかに、仕様変更の内容、理由、必要性、適否、仕様変更に伴い必要と

なる本契約又は個別契約の条件（納入期限、委託料等）の変更等について誠実に検討及び協議するものとする。 

3. 甲及び乙は、前項の検討及び協議の結果、仕様変更をしようとする場合には、最終的な仕様変更の内容及び当

該仕様変更に伴う本契約又は個別契約の条件の変更について、書面により合意するものとし、当該合意により仕

様変更が確定したものとする。 

4. 甲は、甲が第 1 項の提案をした後 3 か月（又は別途甲乙書面で合意した期間）を経過してもなお甲の提案する仕

様変更について前項の合意が成立しない場合、開発請負業務の未了部分について個別契約を解約することがで

きる。但し、この場合、甲は、当該解約時点までに乙が遂行した開発請負業務の委託料及びその消費税額を支

払うとともに、解約により乙が出捐すべきこととなる費用その他乙に生じた損害を賠償しなければならない。 

 

第 4 章 共通条項 

 

第 12 条 （再委託） 

1. 乙は、本条に従い事前に甲が承諾した場合に限り、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託することができ

るものとする。 

2. 乙は、本件業務の一部又は全部を第三者に再委託しようとする場合、事前に、甲に対し、その旨、再委託対象業

務、当該第三者の名称、住所、事業内容、再委託の理由その他再委託に関する情報を記した書面を提出し甲の

承諾を申請するものとする。 

3. 甲は、前項の書面（以下「再委託申請書」という）受領後 2 週間以内に、当該再委託を承諾するか否かを書面で

乙に通知するものとする。 

4. 甲が再委託申請書に対しこれを承諾する旨を乙に書面で通知した場合には当該通知の時点で、甲が前項の期

間が経過するまでに諾否いずれの通知も書面でしなかった場合にはその経過時点で、当該再委託が再委託申請

書記載内容の通り甲により承諾されたものとする。 

5. 前各項は、既に個別契約に記載され甲が承諾している再委託に関しては適用しない。 

6. 乙は、再委託先との間で、事前に、再委託対象業務に関し、乙が本契約に基づき負う義務と同等の義務を再委

託先に課す再委託契約を締結するとともに、再委託先がかかる義務を遵守するよう、再委託先に対する必要かつ

適切な監督を行うものとする。 

7. 乙は、再委託先による再委託対象業務の履行について、自ら当該業務を遂行した場合と同様の責任を負うものと

する。 

 

第 13 条 （業務責任者及び業務従事者） 

1. 甲及び乙は、本契約又は個別契約の変更又は解除を除き、本件業務遂行上必要な重要事項に関し、各自の内

部調整及び意思決定並びに相手方に対する請求・同意その他の意思表示を行う権限及び責任を有する者(以下

「業務責任者」という)を選任し、各個別契約締結後速やかに相手方に書面で通知するものとする。 

2. 乙は、その業務責任者の指揮命令のもとで本件業務に従事する乙の従業員（以下「業務従事者」という）を、本件

業務を遂行する十分な知識経験・スキルを有する者の中から選定するものとする。 

3. 乙は、労働法規その他関係法令に基づき業務責任者及び業務従事者（以下「業務責任者等」という）に対する雇

用主としての一切の義務を負うものとし、業務責任者等に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛

生管理等に関する一切の指揮命令を行わなければならない。 

4. 乙は、本件業務遂行上、業務責任者等が甲の事務所等に立ち入る場合には、甲の防犯、秩序維持等に関する

諸規則を当該業務責任者等に遵守させなければならない。 

5. 甲及び乙は、各自の業務責任者を変更する場合には、事前に相手方に通知しその同意を書面で得なければなら

ない。相手方は、合理的理由なく、当該変更を拒否してはならない。 

 

第 14 条 （協議） 

甲及び乙は、本件業務、又は本件業務に関し甲が実施若しくは協力すべき事項の進捗・実施状況、問題点等に

関連し、相手方から確認、協議等を求められた場合、会議、回答その他の方法（電子的手段を含む）により、これ

に誠実に応じるものとし、その結果両者が同意し決定した事項については、これを甲及び乙の業務責任者が承認

した書面で記録し保存するものとする。 

 

第 15 条 （納入物等の所有権及び危険負担） 
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納入物等の所有権、及び納入物等の滅失、毀損等の危険負担は、検収の時（但し、納入物以外のものは甲への

納入の時）に乙から甲へ移転したものとする。 

 

第 16 条 （納入物等の特許権等） 

1. 本件業務遂行の過程で生じ納入物等に実施又は適用された発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下総称

して「発明等」という）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、

著作権は除く）、ノウハウ等に関する権利（以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称し

て「特許権等」という）は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。 

2. 甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許権等については、甲乙共有（持分は貢献度に応じて定める）とす

る。この場合、甲及び乙は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払い

なしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を許諾することができるものとする。【ユーザの立場から本項全

体を削除する案も考えられる】 

3. 乙は、本件ソフトウェアに関し乙が保有する特許権等について、甲に対し、甲及び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本件ソフトウェアを利用するのに必要な範囲で、当該特許権等の通

常実施権を許諾したものとする。なお、かかる許諾の対価は、委託料に含まれるものとする。 

4. 甲及び乙は、第 2 項又は前項に基づき相手方と共有し又は相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、

必要となる特許権等の取得又は承継の手続（職務発明規程の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続

等を含む）を履践するものとする。 

 

【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】 

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。

以下本条において同じ）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。 

 

【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。【下線部分は「納入物等の検収の時（但

し、納入物以外のものは甲への納入の時）」等でも可】 

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。以下本条において同じ）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。 

 

【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】 

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。【下線部は「検収の時（但し、納入物以外

のものは甲への納入の時）」等でも可】 

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。以下本条において同じ）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

ムの部品として利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。 

 

第 18 条 （知的財産権の侵害に対する責任） 

1. 納入物等が第三者の日本国内における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密に関する権利

その他知的財産権(以下総称して「知的財産権」という)を侵害するとして、第三者が甲に対し使用差止、損害賠償

等の請求(訴訟を含む。以下「侵害請求」という)をした場合には、乙は、その費用負担で侵害請求に対して防御

し、また、当該第三者に対し最終的に認められた損害賠償金又は和解金額を支払うものとする。但し、この防御

及び支払は、甲が遅滞なく乙に侵害請求につき通知すること、甲が必要かつ合理的範囲内の情報と援助を乙に

提供すること、並びに甲が当該防御及び和解について実質的な参加の機会及び全ての実質的決定権限を乙に

与えることを条件とする。 

2. 乙は、侵害請求に関し必要と判断した場合には、乙の費用負担で、甲のために、納入物等の継続使用権を確保

するか、又は、侵害回避のため納入物等を修補するものとする。但し、これらの措置が合理的に見てとり得ない場

合、乙は、納入物等と交換に、当該納入物等に係る個別契約に定める委託料の額から減価償却費相当額を差し

引いた金額を甲に償還するものとする。【下線部は「と同額」でも可】 

3. 乙は、以下のいずれかに起因する侵害請求については何らの責任も負わないものとする。 

(1) 納入物等と他の製品との組み合せ(但し、乙が納入物等とともに供給した他の製品との組み合わせ、及び乙

が行った他の製品との組み合わせを除く) 

(2) 納入物等に関し、甲の提供したものの性質若しくは甲の与えた指図（但し、乙がそのもの又は指図が不適当

であることを知りながら告げなかった場合を除く）その他甲の責めに帰すべき事由 

4. 侵害請求に関し、第 1 項に基づき乙が負担することとなる費用その他の損害以外に甲に生じた損害については、

第 23 条（損害賠償）の規定によるものとする。 

 

【ユーザが防御・解決を行い、ベンダがその費用等を負担する場合の規定例】 

第 18 条 （知的財産権の侵害に対する責任） 

1. 納入物等が第三者の日本国内における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密に関する権利

その他知的財産権(以下総称して「知的財産権」という)を侵害するとして、第三者が甲に対し使用差止、損害賠償

等の請求(訴訟を含む。以下「侵害請求」という)をし、かつ、当該第三者に対し最終的に損害賠償金又は和解金

額の支払いが認められた場合には、乙は、第 23 条（損害賠償）に定める金額を限度として、甲が負担した当該損

害賠償金又は和解金額、当該納入物等の継続使用権確保費用、及びその他甲が侵害請求に関し負担した費用

（弁護士費用を含む）であって合理的範囲内のものを賠償するものとする。但し、この損害賠償は、甲が遅滞なく

乙に侵害請求につき通知すること、甲が当該侵害請求についての防御及び和解に関し乙に十分な意見提出及び

協力の機会を与えること、並びにそのために甲が必要かつ合理的範囲内の情報を乙に提供することを条件とす

る。 

2. 乙は、侵害請求に関し必要と判断した場合には、乙の費用負担で、甲のために、納入物等の継続使用権を確保

し、若しくは侵害回避のため納入物等を修正し、又は甲が書面で承諾した場合には納入物等と交換に、当該納入

物等に係る個別契約に定める委託料の額から減価償却費相当額を差し引いた金額を甲に償還することができる

ものとする。【下線部は「と同額」でも可】 

3. 乙は、以下のいずれかに起因する侵害請求については何らの責任も負わないものとする。 
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(1) 納入物等と他の製品との組み合せ(但し、乙が納入物等とともに供給した他の製品との組み合わせ、及び乙

が行った他の製品との組み合わせを除く) 

(2) 納入物等に関し、甲の提供したものの性質若しくは甲の与えた指図（但し、乙がそのもの又は指図が不適当

であることを知りながら告げなかった場合を除く）その他甲の責めに帰すべき事由 

 

第 19 条 （個人情報の取扱い） 

1. 乙は、本件業務遂行上甲から開示または提供された個人情報を取扱う場合、当該個人情報の漏えい、滅失又は

毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。この場合において、当該

安全管理措置、及び乙における個人情報の取扱状況を甲が把握するための措置等に関して甲乙間に契約書そ

の他書面による合意があるときは、乙は、当該合意に従い個人情報を取扱わなければならない。 

2. 乙は、本件業務遂行上甲から開示または提供された個人情報を取扱う場合、当該個人情報について、第 12 条

（再委託）に従い事前に甲が承諾しない限り、その取扱いを第三者に委託してはならない。 

 

第 20 条 （秘密保持並びに資料等の利用目的及び返還） 

1. 甲及び乙は、本契約及び個別契約の存在及び内容、並びに本契約及び個別契約の履行上知り得た相手方の技

術上又は営業上その他業務上の情報（以下「秘密情報」という）を、相手方の事前同意がない限り、本契約及び

個別契約の履行のためにのみ使用し、かつ、第三者に開示又は漏洩しないものとする。但し、次の各号のいずれ

かに該当する情報は秘密情報に該当しないものとする。 

(1) それを知った時点で、既に適法に知得していたか若しくは公知となっていた情報、又はその後、自己の責め

によらず公知となった情報 

(2) 相手方の秘密情報によらず独自に開発又は作成した情報 

(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

2. 前項に定める義務は、書面で別段の合意をした場合を除き、各秘密情報を知った時から 3 年間存続するものとす

る。 

3. 甲及び乙は、相手方に、秘密情報を、書面その他の有体物を提供することにより開示する場合には、当該有体物

の上に秘密情報である旨を表示するものとし、口頭、その他有体物の提供以外の形態で開示する場合には、開

示前又は開示の際に適切な方法で当該情報が秘密情報である旨を相手方に明示するものとする。 

4. 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報の使用目的を達成した場合、秘密情報の使用の必要性が失わ

れた場合、又は相手方からの要求があった場合には、速やかに当該秘密情報を含む資料、物品等、及びそれら

の複製物について、相手方の指示に従いその返還、削除・消去その他の措置をとるものとする。 

5. 乙は、個人情報及び秘密情報以外のものであって本件業務に関連し甲から提供された資料、物品、場所等を、甲

の書面による事前同意がない限り、本契約及び個別契約の履行並びにその提供目的のためにのみ利用するも

のとする。前項の規定は、当該資料、物品、場所等に準用する。 

 

第 21 条 （解除及び期限の利益喪失） 

1. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、何ら催告をすることなく、直ちに本契約又は個別契約の全

部又は一部を解除できるものとする。 

(1) 本契約又は個別契約に違反し、かつ、当該違反状態が相手方からの通知後 30 日以内に是正されない場合

（但し、第 10 条第 6 項に規定する場合を除く） 

(2) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合 

(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合、支払停止があった場合又は支払不能状態となった場合 

(4) 差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合 

(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合 

(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合 

(7) 解散の決議があった場合。 

(8) その他信用状態が著しく悪化し又は本契約又は個別契約を継続し難い事由が発生した場合。 

2. 甲又は乙は、自己が前項各号の一に該当した場合、相手方からの通知催告がなくても当然かつ直ちに相手方に

対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに相手方に弁済しなければならない。 

 

第 22 条 （反社会的勢力の排除） 

1. 甲及び乙は、相手方に対し、自己、自己の役員その他自己の経営に実質的に関与している者又は代理人が、現

在及び将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し確約する。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企

業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢



力」という）であること  

(2) 反社会的勢力が実質的に経営を支配し又はこれに関与していること 

(3) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を

利用していること 

(4) 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し又は関与し

ていること 

(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ本契約又は個別契約を締結するものであること 

(6) 前各号の他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること 

2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して脅迫的な言動を行い又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 甲及び乙は、相手方が本条第 1 項又は前項に違反した場合には、何ら催告をすることなく、直ちに本契約及び個

別契約を解除できるものとする。 

4. 甲及び乙は、前項により本契約及び個別契約を解除した場合、これにより相手方又は第三者に生じた損害につ

いて何らの責任も負わないものとする。 

 

第 23 条 （損害賠償） 

1. 甲及び乙は、本契約及び個別契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を蒙った場合、相手

方に対して、その損害の賠償を請求することができるものとする。但し、この請求は、債務不履行（契約不適合責

任を含む）、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、その損害の賠償を請求する原因となった個別契約に

係る業務終了確認日又は納入物の検収日から 1 年間が経過した後は行うことができないものとする。 

2. 前項により甲又は乙が損害賠償義務を負う場合、賠償すべき損害は、前項に定める請求原因を問わず、自己の

責めに帰すべき事由によって通常生ずべき損害に限り、かつ、当該損害賠償の累計総額は、当該損害発生の原

因となった個別契約の委託料総額を限度とする。甲及び乙は、如何なる場合も、特別の事情によって生じた損害

及び逸失利益については、責任を負わないものとする。【ユーザの立場からの変更案：下線部を「本契約に基づき

締結された全ての個別契約の委託料合計額」に変更】 

3. 前項は、甲又は乙の故意又は重大な過失により生じた損害については適用しないものとする。 

 

第 24 条 （一般条項） 

1. 甲及び乙は、各国の輸出管理又は経済・貿易制裁若しくは制限に関連するものを含め（但し、これに限らない）、

適用ある各国の法令又は行政機関若しくは司法機関の命令を遵守しなければならない。 

2. 甲及び乙は、自己が合理的に管理できない事由により生じた義務の履行遅延と不履行については、その責を免

れるものとする。 

3. 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約及び個別契約に基づく権利又は義務を他に譲渡

し又は担保に供してはならないものとする。 

4. 本契約及び個別契約は、本契約及び個別契約で規定する事項に関する甲乙間の合意の全てを規定したものと

し、両者の書面による合意のない限り、他のいかなる契約条件にも優先するものとする。 

5. 甲乙間に本契約又は個別契約の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって

協議し解決に努めるものとする。 

6. 本契約及び個別契約に関する甲乙間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするも

のとする。【下線部は「大阪地方裁判所」等でも可】 

 

以上の通り甲乙合意し本契約を締結する。 

 

     ○○年○○月○○日 

 

 

甲：東京都ＸＸ区ＸＸ Ｘ丁目Ｘ番地Ｘ 

 

 

__________株式会社 
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代表取締役社長（又は「○○○○事業本部長」等他の役職名） ＸＸ ＸＸ 

 

 

  

乙：東京都ＹＹ区ＹＹ Ｙ丁目Ｙ番地Ｙ 

 

 

__________株式会社 

 

 

代表取締役社長（又は「○○○○事業本部長」等他の役職名） ＸＸ ＸＸ 

  



 

○○○システムソフトウェア開発委託基本契約書に基づく 

仕様確定支援業務に関する個別契約書 

 

 

○○○○（以下「甲」という）及び○○○○（以下「乙」という）は、甲乙間で○○年○○月○○日付け締結した「○○○

システムソフトウェア開発委託基本契約書」（以下「基本契約」という）に基づき、甲から乙への本件ソフトウェアの仕様

確定支援業務（「本件業務」）の委託（準委任）に関する個別契約（以下「本個別契約」という）を次の通り締結する。な

お、本個別契約で用いる用語の意味は基本契約と同じとする。 

 

1. 本件業務の内容及び範囲：[本件業務の内容・範囲について疑義が生じないよう具体的かつ明確に記載すること] 

(1) （例）「甲による本件ソフトウェアの仕様の確定に対する支援業務（調査、分析、整理、提案、助言等）」 

(2) （例）「甲の指定する、仕様の一部又は全部の案の作成代行（但し、仕様の最終確定は甲の責任とする）」 

(3) ...... 

■本件業務の範囲外の事項：[特に疑義が生じ易い事項等に関し記載すること]  

 

2. 本件業務の実施条件 

(1) 本件業務の実施期間及び当該期間中における作業日時・作業項目、並びに当該実施期間の延長その他の

変更について定める場合にはその手続：（例）「本件業務は、別紙 1「実施スケジュール表」に定める実施期

間、実施日時、作業項目その他の条件に従い実施する。但し、当該実施期間満了日の 1 週間前までに甲が

乙にその旨書面で通知した場合には、甲乙書面で合意した実施期間、作業日時・作業項目、委託料その他

の条件で延長するものとし、以後も同様とする。」 

(2) 本件業務の実施場所・実施方法：（例 1）「別紙 1「実施スケジュール表」に定める通りとする。」. （例 2）「甲の

事務所での支援、関係者出席会議での支援、ビデオ会議による支援、電子メール交換による支援等のうち、

甲が随時指定する。」 

(3) 本件業務に関し、甲が行うべき情報・資料・機器・場所等の提供、その他甲が実施又は協力すべき事項： 

（例 1）「甲は、本個別契約締結日後 5 営業日以内に、乙に対し、甲のシステム化の方向性、システム化計

画、その他本件ソフトウェアに係る甲のニーズ、要望、課題、予算等に関し甲が作成済みで乙に提出すること

が適切と判断する資料[又は具体的資料名を列記]を貸与するものとする。」 

(例 2)「甲は、甲施設内に乙の執務場所を設け、乙による本件業務実施期間中、これを必要な事務機器とと

もに無償で乙に提供するものとする。その詳細条件は別途甲乙協議の上書面で合意する。」 

(4) 上記の他、本件業務の実施条件がある場合にはその条件：...... 

 

3. 業務終了報告書の報告対象期間、記載内容、提出期限等: 

（例）「乙は、毎月の 1 日から末日までに実施された本件業務について、実施日時・場所、作業項目及び本件業務

実施時間数を記載した業務終了報告書を作成し、これを、当該月の翌月 5 日までに甲に提出するものとする。」 

 

4. 委託料及びその支払期限等の支払条件、並びに委託料の他甲が負担すべき費用及びその負担方法： 

(1) 委託料及びその支払期限等の支払条件：(例)「委託料は、1 名のシステムエンジニアによる本件業務実施 1

時間当たり○○円（消費税を除く）を単位とし、これに実際の実施時間数を乗じたものとする。甲は、前月に

実施された本件業務の委託料を計算し、業務終了確認月の翌月末日までに当該委託料及びその消費税額

を支払うものとする。」 

(2) 委託料の他甲が負担すべき費用及びその負担方法：[かかる費用がある場合は､その内容､負担、乙への支

払い等の条件を記載すること]（例）「乙が甲の要請に基づき東京 23 区以外の場所で本件業務を実施する場

合、甲は、乙がそのために要した交通費及び宿泊料の実費（但し、宿泊料は 1 名 1 泊当たり最大〇円を上

限とする）を、乙の請求に応じ支払うものとする。」 

 

5. 再委託 [既に甲が承諾している再委託がある場合に必要事項記入] 

乙は、以下の業務を以下の再委託先に再委託できるものとする。 

(1) 再委託対象業務の内容：...... 

(2) 再委託先：...... 

 

6. その他の本件業務遂行上必要な事項： 

(1) ...... 

(2) ...... 
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以上の通り甲乙合意し本個別契約を締結する。 

      ○○年○○月○○日 

 

 

 

甲：東京都ＸＸ区ＸＸ Ｘ丁目Ｘ番地Ｘ 

 

 

__________株式会社 

 

 

代表取締役社長（又は「○○○○事業本部長」等他の役職名） ＸＸ ＸＸ 

 

 

  

乙：東京都ＹＹ区ＹＹ Ｙ丁目Ｙ番地Ｙ 

 

 

__________株式会社 

 

 

代表取締役社長（又は「○○○○事業本部長」等他の役職名） ＸＸ ＸＸ 

 

  



 

○○○システムソフトウェア開発委託基本契約書に基づく 

ソフトウェア開発請負業務に関する個別契約書 

 

○○○○（以下「甲」という）及び○○○○（以下「乙」という）は、甲乙間で○○年○○月○○日付け締結した「○○○

システムソフトウェア開発委託基本契約書」（以下「基本契約」という）に基づき、甲から乙への本件ソフトウェアの開発

請負業務（以下「本件業務」という）の委託に関する個別契約（以下「本個別契約」という）を次の通り締結する。なお、

本個別契約で用いる用語の意味は基本契約と同じとする。 

 

1. 本件ソフトウェアの仕様：[名称・日付・番号・バージョン等により具体的に特定すること、又は「添付の通り」と記載

し仕様書そのものを本個別契約に添付してもよい] 

 

2. 本件業務において、乙が開発し甲に納入すべき本件ソフトウェア（コンピュータプログラム）、及びこれに関連する

ドキュメント、データベースその他のもの（「納入物」）の明細： 

（例） 

(1) 本件ソフトウェアのオブジェクトコード及びソースコード：各 CD-ROM 2 部 

(2) 外部設計書：印刷部数１部及び CD-ROM 1 部 

(3) システム運用マニュアル：印刷部数１部及び CD-ROM 1 部 

(4) ユーザ利用マニュアル：印刷部数１部及び CD-ROM 1 部 

(5) ...... 

 

3. 本件ソフトウェアその他納入物の納入場所(又はダウンロード、送信、クラウド上に構築された本件ソフトウェアへ

のアクセス情報提供等による納入方法)及び納入期限： 

（例 1）「乙は、上記納入物全てを、甲の○○○○事業所に○○年○○月○○日までに納入する。」 

（例 2）「乙は、上記納入物全ての電子データを甲が Web サイト上からダウンロードするために必要な情報を、○

○年○○月○○日までに甲に提供するものとし、当該情報の提供により納入物の納入が完了したものとする。」 

 

4. 本件業務に関し、甲が行うべき情報・資料・機器・場所等の提供、本件業務の進捗状況・内容等に関する確認及

び乙との協議、その他甲が実施又は協力すべき事項 

（例） 

(1) （例）（要件定義書レベルのもののみを仕様とした場合）甲は、乙が仕様に基づき作成する本件ソフトウェアの

画面、帳票等のユーザインターフェースについて、乙から求められた場合、甲の意向・評価を速やかに乙に

提供するものとする。 

(2) （例）甲は、本件ソフトウェアを構成する一部として組み入れられる予定の○○○○ソフトウェア（又はクラウド

サービス）を利用する権利を甲の費用負担で取得し乙に対し本件業務遂行実施期間中無償で利用させるも

のとする。 

(3) （例）甲は、乙が本件ソフトウェアを開発するために必要な、以下のハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、

場所等の作業環境（開発環境）を甲の費用負担で用意し乙に対し本件業務遂行実施期間中無償で提供する

ものとする。 

...... 

 

5. 委託料及びその支払期限等の支払条件、並びに委託料の他甲が負担すべき費用及びその負担方法： 

(1) 委託料及びその支払期限等の支払条件： 

(例 1)「委託料は○○円（消費税を除く）とする。甲は、全ての納入物の検収が行われた月の翌月末日までに

当該委託料及びその消費税額を支払うものとする。」  

（例 2）「委託料は、以下の通り分割払いする。 ......」 

(2) 委託料の他甲が負担すべき費用及びその負担方法：[かかる費用がある場合は､その内容､負担、乙への支

払い等の条件を記載すること]  

1) 上記 4 において甲の負担とされている費用 

2) ...... 

 

6. 再委託 [既に甲が承諾している再委託がある場合に必要事項記入] 

乙は、以下の業務を以下の再委託先に再委託できるものとする。 

(1) 再委託対象業務の内容：...... 

(2) 再委託先：...... 
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7. 納入物の第三者による利用：[甲が、納入物を第三者に利用させる場合には以下の事項を範囲を記載] 

(1) 対象納入物：（例）「本件ソフトウェアのオブジェクトコード、システム運用マニュアル及びユーザ利用マニュア

ル」 

(2) 第三者（又はその範囲）：（例）「甲の子会社である以下の会社：株式会社○○○○、××××株式会

社、......」 

 

8. その他の開発請負業務遂行上必要な事項： 

(1) ...... 

(2) ...... 

 

 

以上の通り甲乙合意し本個別契約を締結する。 

      ○○年○○月○○日 

 

 

 

甲：東京都ＸＸ区ＸＸ Ｘ丁目Ｘ番地Ｘ 

 

 

__________株式会社 

 

 

代表取締役社長（又は「○○○○事業本部長」等他の役職名） ＸＸ ＸＸ 

 

 

  

乙：東京都ＹＹ区ＹＹ Ｙ丁目Ｙ番地Ｙ 

 

 

__________株式会社 

 

 

代表取締役社長（又は「○○○○事業本部長」等他の役職名） ＸＸ ＸＸ 

 

 


