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プロマネにとっての
契約リスクマネジメント

システム企画研修株式会社 プリンシパル・コンサルタント

大谷正夫

１．プロジェクトと契約

プロジェクトは、規模が大きくなるにつれ

多くの社内部署が絡み、各種専門家が動員さ

れる流動的な組織運営が行われるのが通常で

すが、同時に、対外的にも多くのステークホ

ルダといわれる利害関係者が絡んできます。

そして、ステークホルダ・マネジメントの観

点から、ステークホルダの満足を確保するた

めのプロジェクト運営をしていくことが求め

られます。

その中でも、受注者の立場から見ると、顧

客、ソフト開発参画パートナ、機材やパッケ

ージソフト提供パートナ等との関係は特に重
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要であり、これらの間には契約が交わされ、

権利･義務関係が明らかにされ、契約が実行さ

れ、プロジェクトが進行します。プロマネに

は、これらの契約遂行が無駄な費用の発生な

く円滑に進み、関係者に満足を与える状況を

作り出す責任が負わされます。そのために、

これら契約に係るリスク軽減に神経を払い、

プロジェクトマネジメント手法を駆使しての

管理が要求されます。

契約というと直ぐ、これは法務部署か営業

部署の仕事と決めつけてしまう傾向がありま

す。特に技術者にはこの傾向が強いと思いま

す。しかしながら、我々人間社会は約束事、

すなわち法律や契約のネットワーク上に成り

立っています。その認識が希薄なのですが、

もっとこれらに関心を持つことが必要です。

契約は口頭だけでも成立しますが、内容が

複雑な場合や、法人など契約行為に係る人が

複数・多岐にわたるときには、約束事を正確

に継承するために文章にするのが普通です。

契約書は、法的紛争時にこちらが不利にな

らないように細心の注意をもって作成し、交

渉すべきと言われますが、一方でプロジェク

トに係る契約においては、契約行為の手順や

方法についても重要事項は規定し、契約当事

者が共通の認識の下で契約行為が円滑に進む

ように記述されます。特に企業文化が異なる

企業間の契約や外国企業との契約においては、

契約行為の手順、方法、書類の記述内容まで

も詳細に規定しないと、契約書の中の表現だ

けでは互いに認識が異なり、解釈で揉めたり、

紛争になったりしかねないので、それなりの

注意深い対応が要求されます。もちろん、詳

細にわたって契約書に記述できない、あるい

は、しなくても良いものについては要点のみ
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記述し、契約発効後、適時に詳細事項につい

て契約当事者で合意すれば済むものもありま

す。

このように見てくると、「契約書とは、当

事者間の約束事やその遂行手順に誤解を引き

起こさないように明確に記述し、契約行為を

円滑に遂行し、契約当事者が満足できる状態

で完了させることができるもの」ということ

が必要です。契約紛争を未然に防ぎ、遂行上

の不満を生じさせないことが重要であり、法

的紛争の勝敗に力点を置くべきではない、と

いうことです。

システム開発プロジェクトは、各種調査な

どでも、その半数以上は納期遅延か予算超過

といわれています。このような状況に対して、

関係者の間ではシステム開発プロジェクトの

難しさや技術進歩の速さを取り上げて、納期

遅延や予算超過は仕方がないという諦めに近

い見方があります。

しかし、システムがまだ企業の自動化のツ

ールとして脇役だったころならいざ知らず、

現在のように企業の競争力の根幹を支え、な

おかつシステム開発の失敗が企業の命取りに

なりかねないような状況では、システム開発

プロジェクトの失敗は仕方がないという甘え

は許されません。

そのために、システム開発のプロジェクト

マネジメント力を強化しようという試みや、

スキルの向上を目指したプロジェクトマネジ

メント教育、それを制度化する資格の充実な

どが図られています。プロジェクトの基本的

な管理運営方法をプロジェクトマネジャ以下

のプロジェクトメンバに習得させることによ

って、プロジェクトの成功率を高めようとい

う意図です。
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モデル契約書の準備

契約書も、白紙状態から原稿を作るのでは

時間もかかるし、重要事項の脱落も起こしや

すくリスクを増すので、慣れていない人に安

心して任せることはできません。いくつかの

モデル契約書が公表されています。これらを

参考に、あるいは自社の過去の実績例もベー

スに、いくつかのモデル契約書をパタ－ン別

に社内データベース化し、誰でもいつでも自

分が今遭遇している案件に近いパタ－ンのモ

デル契約書をダウンロードし、必要な修正を

加え、速やかに契約書の原稿が作れるような

体制づくりが望まれます。このような体制が

できれば、経験の少ない人でも大きな誤りや

大事な条項の脱落なしの契約書を作ることが

でき、リスクの軽減もできることになります。

教育効果も期待できます。

見積りと契約

契約書を作るにあたって留意する点はい

くつかありますが、特に大きな点を指摘して

おきたいと思います。

契約書の各条項の記述内容は見積り時点

から始まる、ということを意識してください。

見積書を提出するときから契約書の条項やそ

の内容を意識し、見積仕様書の形で記述する

ということです。どのような成果をねらって、

見積りをどのような条件で行って、その代金

がこうなった、納期はこうなるということを

明らかにすることは、見積書の最低の記述条

件だと思います。これをしないで簡単な契約

書で契約を決めてしまうと、契約条件が変わ

ったと後から思っても、その根拠が不明で、

相手に説明しても受け入れてもらえず、契約

代金、納期、あるいは品質にリスクが残るこ

とになります。いくら発注側の仕様が不明確
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だといっても、見積りを出す以上何らかの条

件で見積りをしているはずですから、その根

拠を可能なかぎり文章化し、見積仕様書とし

て明示しておくという常識の定着が必要だと

思います。

望ましくは、見積仕様書をベースに契約ネ

ゴを行い、必要な語句修正や文書の追加・削

除をして、見積仕様書の『見積』の文字を『契

約』に置き換えることで契約仕様書が仕上が

るようなことができれば最も望ましいという

ことです。

個別契約条項と基本契約条項

契約書の構成には二つの大きな柱があり

ます。

一つ目の柱は、『個別契約条項』と言うべ

きものです。これはプロジェクトに係る固有

の事項で、たとえば契約の目的、契約用語の

定義、プロジェクトの内容・機能、発注側・

受注側の役割分担、納入成果物、発注者側の

提供物、品質･性能、大日程、保証条項、その

他プロジェクト固有の技術的事項などです。

これらは主にプロジェクトに係る技術者によ

り起案、文章化されるべき事項であり、この

辺の契約常識と能力をつけた技術者の育成が

重要だと思います。法務部門あるいは営業部

門の人もあまり立ち入ることができない専門

分野のことですので、担当する技術者の能力

に依存してでき栄えが決まります。現状では

この能力を有する技術者が少ないことがプロ
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ジェクトマネジメント能力の欠如と大いに関

係していると思います。プロジェクト業務に

係る技術者、特にプロマネ候補者には、この

ような個別契約条項に関する知識･能力が不

可欠であるという認識で育成しないと、良い

プロジェクト運営能力やプロジェクトリスク

軽減の向上はできないと思います。

二つ目の柱は、『基本契約条項』と言われ

るものです。どんな契約にも通常出てくる基

本条項で、通常は営業部門が起案、折衝を担

当する分野です。たとえば、対価、支払条件、

資料･情報の取扱、承認、所有権移転、著作権、

特許権、秘密情報、瑕疵担保責任、権利義務

譲渡、契約解除、損害賠償、納期遅延、仕様

変更、法令変更、不可抗力、紛争解決などで

す。この二つの柱がバランスよくできた契約

書が望ましいわけです。

契約のあり方の見直し

現在、業界でよく言われていることは、契

約書のあり方をもっとしっかりさせようとい

うことです。特に最近は、『内部統制』とい

う考え方から、契約をきちんと管理すること

が企業経営のリスク軽減の重要な要件になっ

ています。ところが現状は、かなり惨めな状

況ではないでしょうか。特に、『個別契約条

項』に関する記述が不十分な状況が多いと言

われています。この部分の記述が不十分な契

約では、プロジェクトのリスクは非常に高く

なります。

一番の原因は、プロジェクトを行う目的、

具体的には業務要件が明確に詰められていな

い状況でプロジェクトが走り出すということ

です。最近のソフト開発などは、単なる事務

処理効率化をねらったシステム化ではなく、

グループ企業経営全体効率化、あるいは新ビ
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ジネスモデル構築など新規事業戦略に沿った

企画をねらったものが多く、それだけに、プ

ロジェクトの企画段階に時間とそれに適した

人材を投入してプロジェクトの目的を明確に

描き出すことが必要になってきています。

このような企画は、委託者主導で外部のプ

ロも動員して『委任契約』で進めるべきでし

ょう。企画段階を手抜きし、『請負契約』で

走り出してから考え直していくという従来か

らの手法は、改善する必要があります。この

ような発想の転換がないと、いつまでも『ど

たばた開発』にならざるを得ず、プロジェク

トリスクの軽減はできないし、契約当事者双

方の満足感は得られないと思います。

２．法律は契約紛争を解決するか？

契約書に不備があって不幸にも契約紛争

が起こり、裁判などの法的手段で紛争の解決

を図ろうとする場合、日本の法律はどの程度

役立つのでしょうか。このことや現に実行し

ているプロジェクトの契約書の条項がどうな

っているのかをよく認識し、プロジェクトを

遂行していくことは、日常、社外のプロジェ

クト関係者と折衝する場面で必要なことです。

この認識が不十分なため、契約遂行途上で

相手側から仕様変更などを要求され、それを

担当者レベルで安易に受け入れてしまい、後

で想定外の事態になって契約当事者間で大き

なトラブルや損害を引き起こした例も報告さ

れています。契約的なものの見方・考え方が

できていれば避けられたことが起こってしま

ったという事例です。

8

2008.1 MIND-REPORT No.80

民法は不備な契約を助けてくれない

契約に関する法律は、日本国内では民法に

規定があります。しかし、これらは典型契約

と言われるもので、強制法とは異なり、当事

者間に別段の取り決めがない契約の紛争解決

において考慮される条項がかなり限定的に記

述されています。

たとえばソフト開発に多い『請負契約』に

ついて、民法では全部で１１の条項がありま

す。『請負契約の定義』に１条、『請負契約

の対価支払い時期』に１条、『契約解除』に

５条、『瑕疵担保』に４条で、合計１１条の

規定しかありません。

これらの条項を読んでみると、ソフト開発

業務には非常に不都合で適用し難いものが多

いのです。この法律が古い時代に制定された

ので、ソフト開発が考慮されていないことに

起因しています。したがって、当事者間の契

約において約定条項（当事者間の合意条項）

がない場合にその部分で法的紛争が起こると、

その解決は難しいことが想定されます。

『契約内容決定自由の原則』に基づき、契

約時に細心の注意を払って、約定条項を適切

に契約書で文章化しておくことが重要です。

すなわち、約定条項が法定条項に優先すると

いう認識が重要で、これを踏まえて契約条項

の文章化の重要性を認識しておかねばなりま

せん。ソフト開発では、弁護士も裁判官も業

務内容や手順、技術内容等をよく理解できな

い人々も少なくありません。契約条項の不明

解な記述による解釈の違いや記述がないため

に揉め事が起こった場合、正当な判断を得ら

れないことも十分予想されます。

法律は、契約の不備を補ってくれず、紛争

も解決してくれないと肝に銘じておくべきで

す。したがって、誤解や解釈の違いが起きな
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い契約書の作成と表現を行い、契約当事者が

認識を共有し、円滑に契約遂行ができるよう

な契約書の作成をすべきです。

契約を補う業務実施要領

しかしながら、細心の注意を払って締結し

たと思った契約書でも、契約実行段階で完璧

と感じられるものはないと考えたほうが良い

と思います。

契約書は基本的に当事者間のネゴの結果

作成されたものであり、当然そこには妥協点

も存在しています。想定外のこともあります。

また、どんなに注意しても、仔細なことまで

すべてを記述することはできないし、また、

する必要もないことがあるからです。契約発

効後に当事者間で前広に合意していけばよい

事項も少なくありません。

たとえば、進捗会議の開催要領や運営要領、

進捗度の測定方法、承認要領、検査要領、検

収要領などです。進捗度測定方法が進捗支払

い額と連動する場合には契約書の中で記述し

なければならないことが多く、また、支払い

と連動していないので契約発効後当事者間で

決めればよいという場合もあり得ます。この

ような場合は、契約ネゴ時に契約書の記述を

どうするかを折衝し、合意すればよいと思い

ます。
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３．契約リスクをどう排除するか？

契約書には完璧なものはないと前節で述

べましたが、これに対処するにはどうすれば

よいのでしょうか。

契約書がかなり内容的に貧弱で、不備が多

いことは現状では結構あると思います。この

ような場合には、そのリスクを軽減する契約

リスクマネジメントの考え方、方法が重要に

なってきます。有効な手法はあります。紙数

の関係でここでは詳細に記述することはでき

ませんが、その方法は、大きく二つに分けら

れます。

文書化の励行

（図表２－１「契約リスクの軽減」参照）

一つは、従来から言われていることですが、

打ち合わせ議事録の作成･交付、書類送付状の

確実な実施、電話･メール等の確認書交付など

の励行です。

さらに、契約書に記述がなく明らかに契約

実行のために相手と前もって打ち合わせし、

合意しておくべき事項について業務処理要領

書（たとえば進捗会議要領書、承認要領書、

検査要領書、検収要領書等）などを書類化し、

前広に合意を取り付けておくことです。

これらの書類を迅速に、大事な点を脱落さ

せないように作成するためには、社内のパタ

ーン化されたモデル業務要領書（手順書）が

データベースで登録され、誰でも速やかにダ

ウンロードし、必要な修正を行えば直ぐ相手

に交付できる仕組みが社内に構築されている
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図表２－１ 契約リスクの軽減

ことが必要になります。各プロジェクトでゼ

ロから作っていては時間もかかるし、大事な

点の脱落懸念も起こります。慣れた人でない

と作成できないということで、特定の人に負

荷が偏重し、若い人の教育機会を失うことに

もなります。

契約リスク管理表

（図表２－２「契約リスクの管理表」参照）

二つ目の手法は、筆者が過去のプロジェク

ト経験から編み出した方法です。今自分が相

対しているプロジェクトの契約書の各条項と

モデル契約書の各条項との対比をすることが

基本になります。モデル契約書は、自社にそ

のようなものがあればそれを用いてもよいし、

なければ公表された外部のモデル契約書を利

用してもよいと思います。

モデル契約書の各条項に対し、

 自分が今相対しているプロジェクトの契約書

では何か記述がされているか。

 記述がされているなら、それでリスクが存在

しないか。

 もし記述が不十分ならどんなリスクが起こる

懸念があるか。

 そのリスクを回避するためにどのような対応

をすべきであるか。

契約リスクマネジメントの進め方

• 二本の柱：

１）従来からの業務遂行手法の確実な実行。

• 各種確認書類の確実な送達

• 各種業務処理要領書の発行と合意

• 前提：確認書類・要領書類の標準化の推進

２）筆者提案のリスク管理手法の実施

• 管理手法の社内定着･実施

• 前提：モデル契約書のＤＢ化と実施トレーニング
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 もし書類化したらよいと思われるものがある

なら、どのような名前の書類か。

 いつごろまでに作るべきか。

等々について、プロマネがプロジェクト実施

計画書を作成するときに『契約リスクマネジ

メント計画書』として作成し、プロジェクト

メンバとこの情報を共有し、契約リスクに対

応していくという手法です。慣れたプロマネ

であれば１日で十分仕上げることができます。

プロジェクト遂行時にこの計画書に従って対

応し、実績も記録していくことにより、最終

的には実績記録もでき、他のプロジェクトへ

の参考資料ともなり得るものです。

ここで重要なことは、モデル契約書の各条

項に関し、その記述が不十分だとどのような

リスクが起こるのかを知っていることがキー

ポイントだということです。そのことの学習

と体得が不可欠で、ここのトレーニングが必

要となります。少なくともモデル契約書の各

条項の持つ意味やその背景について、契約的

なものの見方や考え方の体得と繰り返し経験

が必要であるということになります。

このようなことを行っていくことにより、

完璧でない契約書のリスク管理もかなり効果

的に実現できることは間違いありません。

図表２－２ 契約リスクの管理表
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契約リスクの管理表（実績用）

契約条項 ①実際に起こっ
たトラブル

②採用した対策 ③教訓
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４．プロマネ育成の早道は？

プロジェクトの効率的運用を目指して努

力しているにもかかわらず、プロジェクトマ

ネジメントシステムが構築途上で、企業全体

でまだうまく機能していない会社もあると思

います。また、事業規模が大きくないし、取

り扱うプロジェクトも大型のものは少なく、

ＰＭＢＯＫで提唱しているような本格的なプ

ロジェクトマネジメントシステムの導入には

あまりメリットが認められないという企業も

あるかもしれません。

しかしながらこのような企業にとっても、

プロジェクト事業を展開している以上、プロ

ジェクトマネジメント手法の考え方の必要性

は、程度の差こそあれ存在し、ゼロではあり

ません。組織構造や運営をどうするか、ある

いはどのような仕組み構築をしていくかは企

業組織の課題として今後も取り組んでいくべ

きですが、同時に良いプロマネを目指したい、

早く育成したいという課題も身近に存在して

います。しかし、何から学んだらよいのか目

標が定まらず、困ることが多いものです。

筆者自身も昔そのような経験があり、あま

りにもプロジェクトマネジメントの世界の奥

深さに辟易し、さらに社内の仕組み構築も不

十分で、いくら学習してもその成果が実感で

きないという時期がありました。その後数多

くの海外プロジェクトを経験し、契約書起案

や折衝などの経験を積むにつれて多数の海外

契約書の心に触れることができ、契約書は何

も難しいことではない、文化や価値観の違う

人々の間の約束事を明解にし、プロジェクト

を円滑に遂行するためのツールとして有効で

あると気づきました。むしろ契約書がきちん

としていないと、不明な箇所をそのつど相手
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と協議し、合意して遂行せざるを得なくなり、

手間がかかるうえに契約も円滑に進まないと

いうことに気づきました。このことから、プ

ロジェクトマネジメント手法をマスタする手

段の第一歩は、契約の勉強であると痛切に感

じたのです。

ＪＩＳＡのモデル契約書もＰＭＢＯＫも

基本は同じ

公表されているＪＩＳＡ（日本情報産業協

会）モデル契約書や他のモデル契約書の各条

項とＰＭＢＯＫの知識体系を対比してみると、

契約書の各条項と

ＰＭＢＯＫの各知識体系の間には驚くほ

どバランスの取れた相関性があることを実証

できました。これは当然なことと言えます。

プロジェクトマネジメント手法は、対外関

係、つまり契約で結ばれたステークホルダや

社内関係部署、プロジェクトチーム内および

その他のステークホルダとの関係をうまく処

理し、プロジェクトを成功に結びつけること

をねらったものです。契約で結ばれた関係者

間のバイブルである契約書の各条項は、これ

ら関係者間のプロジェクトマネジメントをう

まく処理し、プロジェクトリスクを少しでも

軽減しようとする点では同じ趣旨に基づいて

いる、ということです。

契約に関する知識、経験が豊富になれば、

プロジェクトマネジメント手法の半分以上を

占める知識体系になじみ深くなります。後は、

それらの基本知識の練磨と経験を積み上げ、

契約に直接関係ない知識体系を体得し、さら

に先見性、判断力、決断力などを身につけて

いけば、優れたプロマネに成長していくと思

います。

また、プロマネを目指さなくてもプロジェ
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クト業務にかかわる人は、外部のステークホ

ルダと接触することが多いので、契約的なも

のの見方、考え方を持ってプロジェクト業務

に対応していかないと、契約上の問題を引き

起こす可能性があり、揉め事や契約紛争の火

種になりかねません。契約に関する常識や知

識を養うことは、プロジェクト参画者にとっ

てもプロジェクトリスクの軽減の観点から不

可欠な条件と確信しております。

最後に、契約紛争への対応方法を図表２－

３にまとめました。この基本の実行に忠実に

取り組んでください。¶

図表２－３ 契約紛争の防止
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4.4 契約紛争の防止（まとめ）

• 契約紛争を起こさないためには、

＊契約条件、合意の前提を明確に、文書化！

＊契約遂行中の打ち合わせ事項、連絡事項の文書
化！

＊契約書に記述なくても、揉めそうなことは前広に

文書化し、相互に確認！（各種業務処理要領書
等）

＊人が代わっても、経緯が分かるように！

＊文章は、明瞭に、明解に！

＊使用言語の定義は厳密に！
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4.5 契約紛争への対応（まとめ）

• 揉め事は小さいうちに消し止める努力を

• 相手の言い分もよく聞いて、独善的判断をしない。

• 法律や契約書の条文を過信しない。

• 問題解決には正面から当たれ。回避はこじらせる。

• 法的紛争解決（裁判･仲裁）は、最後の手段。

– 法的に勝てても、得るものは少ない。それよりも紛争を引き
起こさない、深刻化させないこと、が重要。
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