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IT 法務リスク管理と技術士の役割
IT Legal Risk Management and the Role of the Professional Engineer
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大規模な IT システムやインターネット・システムにより，国民の利便性が向上する一方，IT システムのト
ラブルや違法行為により，損害賠償や犯罪被害などの負の影響が多大となっている。そこで技術者の視点か
ら，IT 法務リスクの現状を調査・分析し，システム開発上の IT 法務リスク管理と，それに対する技術士の役
割について考察した。
A large scale of IT systems and internet systems have given the profit for the people. At the same
time, these systems have given the damage for the people, such as the compensation or the loss,
because of the system troubles or illegal activities. I have researched these legal risks from the
viewpoint of engineers. I discuss about the IT legal risk management for developing systems and the
role of the professional engineer for the risk management.
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1

はじめに

2.2

IT 法務リスクの事例

（1）大規模システムの事例

IT システムが大規模化し，インターネットの

2005 年 12 月，証券取引システムで株の誤発

普及が進むにつれ，システム障害などによる法的

注があり，ある証券会社が約 400 億円を損失し

トラブルや違法行為が増加傾向にある。

たという報道があった。証券会社が株数と売り単

そこで技術者の視点から，ITシステム開発におけ

価を逆に入力し，その変更処理に手間取ったため

る法務上のリスク（法務リスク）と，そのリスク管

である。この損失の責任は，システムの開発運営

理について動向調査を開始した。その調査の過程

者（ベンダ）
，証券取引所（ユーザ）のいずれが

で，システム開発に従事する技術者も法務リスク管

負うべきかが争点となった。一方，証券会社は，

理に一定の役割を果たすべきであると考えた。

システムの不具合であるとして証券取引所を告訴

本論文では，調査結果を基に考察した内容を報

した。

告し，さらに技術士に何ができるかを提案する。

表 1 は，最近の大規模 IT システム障害事例で

なお，e- コマースやコンテンツ・ビジネスにお

ある 1）。このようにシステムが複雑，大規模にな

いて，犯罪目的の違法行為が多発しているが，本

ると障害の社会的影響が大きく，またシステムの

論文では，これらを除いて考察する。

利害関係者が多くなり，それに伴い責任分担も重

2

IT 法務リスクの動向

2.1

定義

法務とは，司法または広く法律関係の業務であ

表1

最近の大規模 IT システムの障害事例

障害例

2.IP 電話不通

例えば損害賠償費用や訴訟費用，法務対策による

3.新聞制作シス

システムの開発と運用に関わる法務リスクであ
る。



社会的影響

証券会社の損失
1.証券取引シス
2005 年 12 月
テムで誤発注
は約 400 億円

る。法務リスクとは法務に関わるリスクであり，
機会損失などが含まれる。IT 法務リスクとは IT

発生年月

テム障害
4.自動改札ダウ
ン

2007 年 5 月

最大318万回線
不通

2007 年 9 月

夕刊・朝刊を縮
小版で発行

2007 年 10 月

乗客260万人に
影響
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要な課題となってきた。

いずれも半数程度が増加していると回答したこと
が報告されている 4）。実際，法務部門の IT 関連

（2）取引・契約上の事例
どのような規模のシステムでも，最近，システ

を強化している企業が増えている 4）。

ム開発や運用を巡り，ユーザとベンダや運用業者

4

IT 法務リスク管理

の間で法的トラブルが発生している。

4.1

IT 技術者が知っておくべき法律

例えば，システム開発における納期遅れとカスタ

従来，法務リスク管理は，企業の法務部門や顧

マイズ費用の増加で，ユーザがベンダを民事告訴し

問弁護士が担当していたが，技術の進歩が激しい

たが，ベンダが作成した仕様書のみで契約書がない

今，IT システムの開発に従事する技術者，すなわ

まま開発した等の理由で敗訴した例がある 2）。

ちプロジェクトマネジャー（PM）やシステムエ

3

IT 法務リスクの背景

ンジニア（SE）も相応の役割を分担すべきだと

3.1

ビジネス環境の変化

考えられる。
IT 関連企業・団体が関係すると考えられる法

ビジネスのグローバル化，欧米キャッチアップ

律の数は，現在 150 以上あるとされる 7）。その

時代の終焉，技術の進歩と多様化により，バブル

中で，IT 技術者（PM/SE）が知っておくべき法

経済崩壊を契機に，規制緩和の要求が活発化して

律は表 2 のようになると考える 4）～ 6）。

きた。

表2

1．取引・契約分野

そのため，国際競争の激化と同時に，海外の商
習慣が，否応なく入り込み，訴訟に巻き込まれる
ケースが増えている。
3.2

法化社会について

規制緩和の一環として，従来の行政主導による
事前規制型社会から，司法による事後制裁・救済
型社会へと重心の移動が起こっている。これは司
法の強化であり，法化社会 ＊ 1 と呼ばれる 3）。法
科大学院新設による司法試験合格者の大幅な増加
は，法化社会への移行を示している。
2006 年の会社法改正により，規制緩和とし
て，企業の運営形態，管理の自由度が増す一方，
内部統制が強化されている。

IT 技術者が知っておくべき法律

○民法 ○商法 ○金融商品取引法
○特定商取引法（特定商取引に関する法律）
2．知的財産分野
○特許法
○商標法

○著作権法

○不正競争防止法

3．労務・会社分野
○労働基準法 ○労働者派遣法 ○独占禁止法
○会社法 ○下請代金支払遅延等防止法
4．セキュリティ分野
○不正アクセス禁止法 ○個人情報保護法
○電子署名法 ○電子文書法（ｅ－文書法）

4.2

事例による考察

（1）モデル取引・契約書
IT 法務リスクのうち紛争・訴訟リスクに対し
ては，ベンダとユーザの間の契約が重要である。

3.3

法務部門の現状

契約書は，民法で位置づけられており，公序良俗

IT 関連企業の法務部門からアンケートを採っ

の制約などを除いて，他の法律文より優先的に適

た結果，IT リスクのうち「開発失敗時の紛争・訴

用されるので，紛争時には重要な役割を果たす。

訟リスク」，「障害発生時の紛争・訴訟リスク」
，

最近のシステムの障害発生による影響が大き

「委託先からの個人情報漏洩リスク」，「委託先か

いことを受けて，経済産業省より「情報システ

らの機密情報漏洩リスク」の各リスクについて，

ム・モデル取引・契約書（受託開発（一部企画含

＊ 1：最 大限規制緩和をなし，必要最小限の規制以外は自
由として，トラブルが起これば憲法と法律により解
決する社会 3）

む）
，保守運用）< 第一版 >」という報告書が平
成 19 年 4 月にリリースされた 8）。
従来のモデル取引・契約書は，ベンダの立場で
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提案されたものが多いが，この報告書は，ベンダ

とがある。その場合，著作権法に従って，両者で

とユーザ双方の立場で提案している。これは，こ

十分話し合い，契約書に明記する必要がある。

の報告書を作成した研究会のメンバーに IT 関連
の紛争に関与した弁護士や弁理士が多数参加して
いることで分かる。以下，この報告書を簡単に説
明する。

4.3

紛争の解決手段

万一紛争が生じた場合，まず当事者間で和解交
渉を行う。解決しない場合，日本知的財産仲裁セ

図 1 のように工程の進捗に応じて，必要なド

ンターなどの ADR（裁判外紛争処理機関）
，さら

キュメント群を含め，きめ細かくベンダとユーザ

には裁判へと進む。ADR には調停や仲裁などが

の役割分担を明確にしている。これは複数段階契

あり，裁判に比べ，迅速で費用も比較的軽く済む

約方式と呼ばれ，最大 6 箇所の契約のタイミン

ので，いきなり裁判に入るより，ADR の利用が

グ例と受発注形態（準委任型か請負型）の関係を

推奨されている。

示している。このうち請負型は，契約した作業の

著作権などの知的財産権に関する裁判について

成果物に対して報酬を得ることである（民法第

は，その専門性と経済的重要性から，東京に知的

632 条）。また準委任型は，依頼した業務の人

財産高等裁判所が 2005 年に設置されている。

件費として報酬を得ることである（民法第 656
条，第 643 条）。IT 法務リスクの軽減には，ユー
ザの協力が必須であり，準委任型契約の工程で
は，とくにユーザの協力が必要である。
この複数段階契約方式は，システムの信頼性
向上とともに開発業務の可視化に有効である。し
かし実際にはプロジェクトの規模や社会的影響度
と，投資額など当事者間の都合により，適切な契
約方法を選択することが望ましい。

4.4

IT 法務リスク管理の要件

事後制裁・救済型社会（法化社会）では，技術
者の自律性が問われ，自己責任が重要となる。以
下，IT 法務リスク管理の要件をまとめる。
• ベンダ，ユーザそれぞれの役割を認識したリス
ク軽減ないしは紛争予防が最重要である。
• 技術者にとって，法律文は抽象的な表現や独特
の言い回しがあるので，具体的な判例を含めて
検討したリスク軽減策が重要である。
• 企業・団体内の法務部門と IT 部門が協力して
法務リスク管理を進める必要がある。
• 万一紛争が発生した場合，交渉相手とは WinWin の関係が必要である。
• プロジェクトマネジャーのコンプライアンスが
重要である。とくにベンダ企業では偽装請負防
止などの労務管理と個人情報流失防止などのセ
キュリティー管理が必要とされる（表2参照）
。
なお IT 法務リスク管理には，課題もある。例
えば，法務リスク管理のリスクファイナンスとし

図1

開発工程における取引関係

8）

（2）著作権の帰属と譲渡
ITシステムにおけるプログラムの著作権は，そ
れを制作したベンダに帰属する。しかしユーザに

て，複数段階契約方式などで精緻・正確となった
リスク認識に対応した保険商品の開発が要望され
ている。

とっては，著作権がベンダに帰属すれば，ノウハ

5

技術士の役割

ウなどの企業秘密が第三者に漏れる恐れがあり，

5.1

主な技術士の役割

ベンダからユーザへ著作権の譲渡が要望されるこ

10

図 2 は日常業務，トラブル発生，ADR・裁判
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の各段階に対する IT システムの開発当事者の役
割と，それに対応した技術士の役割を示したもの
である。

6

おわりに

行政の規制緩和が進む一方，法律による規制強
化が進んでいる。しかも IT における技術の進歩
とビジネス環境の変化により，IT 分野でも法律の
新規制定・改正が頻発しており，コンプライアン
ス，倫理あるいは BCP（事業継続計画）の視点か
図2

法務リスクに関する技術士の役割

（1）コンサルティング業務

ら見ても IT 法務リスク管理は重要である。
また IT 法務リスクの拡大は，システムを開発す

① システム開発ベンダ向け

る技術者の士気に少なからず影響を与えている。

IT技術者は技術至上主義になりがちであるので，

そのためにも，IT 法務リスク管理は重要である。

法律を知らないことによる法務リスクの拡大を防止
するためのコンサルティングが重要である。

以上のように，IT 社会のさらなる進展のために
は，IT システムの品質・安全性向上に加え，万一

② システム開発ユーザ向け

のための IT 法務リスク管理が，必要不可欠であ

ITの普及により，システム開発の経験や取引の

ると考える。

経験が少ないユーザが増加している。これらのユ
－ザに対して，ITの知識が乏しいことを踏まえた法
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リスク管理ノウハウ集を作成する。さらに PM，
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