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1 はじめに

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延
の終息時期が全く見通せない。
2020 年 4 月 7 日、同年 5 月 6 日までの期間限定で、
新型インフルエンザ等対策特別措置法 32 条 1 項の

検討すべき実務上の課題とその対処方針について検
討するものである。
今、関係者が心がけるべきは、
「コロナ」前の計
画・合意・体制の墨守ではない。その時々の状況に
応じ、随時、何度でも、現実的な方向への軌道修正
（一定以上の水準で業務の継続に努めることを
を重ね、

規定に基づく緊急事態宣言が発出された。しかし、

含め）関係者の損害を最小限に留める途を模索する

今後の社会状況次第では、期間は延長されるかもし

ことである。法務担当者は、業務の委託者・受託者

れない。また、緊急事態宣言が解除されても、その

といった立場の違いを超えて、このことに留意し、

後再流行が起これば、再度緊急事態宣言が発出され

関係者間の協議・軌道修正が円滑に進むようにサ

る可能性もある。有効な治療法やワクチンが存在し

ポートすることが期待される。

ない以上、数か月から年単位に亘る長期持久戦も想
定すべき状況にある。
そのため、各社は、BCPや従業員の安全配慮と

2 システム開発業務の特徴

⑴ 継続的な業務が多い

いった観点から、テレワーク（在宅勤務）等業務遂

システム開発業務については、一般に、数か月か

行方法の見直しを急速に進めている。しかし、未だ

ら、長いもので数年間に亘って作業を継続する必要

に出勤を継続せざるを得ない人が多い。また、顧客

がある2。典型的なウォーターフォール型（開発工程

から受託等している業務を継続できるか、いかにし

を明確に区切って各フェーズを順次実行して開発する

て継続するか、悩みは尽きない。業務の性質上テレ

型）の開発工程は、①要求分析・要件定義、②基本

ワーク（在宅勤務）が困難な建設産業において、緊

設計（外部設計）、③詳細設計（内部設計）・プログ

急事態宣言の対象地域・期間における工事中止・現

ラミング、④テストと、何段階もの工程が必要だか

場閉所を前提に関係者と協議する旨公表する事例も

らである。

出てきている1。この悩みは、セキュリティや情報

今後、新型コロナウイルス感染症の蔓延が続いた

共有の観点から現場での作業を重んじてきた情報

場合には、テレワーク（在宅勤務）等を最大限活用

サービス産業の取引においても同様である。

したとしても、当初の開発計画を遵守することが難

本稿は、紙幅の都合上、主としてシステムの開発

しくなってくる可能性がある。

に関する業務委託等の取引関係（準委任・請負・労
働者派遣等）を念頭に、今後の社会状況を踏まえて
1 西松建設の 2020 年 4 月 8 日付「新型コロナウイルス緊急事態宣言を受けた当社の対応について」
〈https://www.nishimatsu.co.jp/news/news.
php?no=Mzc2〉。清水建設の 2020 年 4 月 13 日付「新型コロナウイルス感染拡大を受けた当社の対応について」
〈https://www.shimz.co.jp/
information/others/20200413.html〉。
2 情報処理推進機構社会基盤センター監修『ソフトウェア開発データ白書 2018-2019』
（情報処理推進機構、2018）62 頁参照。
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⑵ 現
 場でしか作業できない業務が多い
（少なく
ともこれまでは多かった）

けベンダ（SI）も、ユーザ企業から常に一定量の業
務を受注できる保証がないため、自社で雇用する担

システム開発業務は、現場（ユーザ企業のオフィ

当者は一定数に留め、下請けベンダへの再委託等に

ス等）で行われることが多かった。システムの仕様

よって自社のキャパシティを超える業務に対応をし

に関する合意内容（機能・性能、その環境及び制約条

てきた。

件等）の多くが抽象的で目に見えず、あらかじめ将

こういった産業構造があるため、例えば、ユーザ

来の課題を想定し、その対処方法をすべて書面に記

企業が元請けベンダ（SI）に対してしたアクショ

載して当事者間の関係を規律することが極めて困難

ン・要請・権利主張は、経済的に、元請けベンダ

だからである。そのため、従前は、関係者が一堂に

（SI）が下請けベンダに対するアクション・要請・

会してコミュニケーションを重ね、日々新たに発生
する課題に臨機応変に対応し、意思決定を重ねてい
3

く実務が日本におけるスタンダードとなってきた 。

権利主張として波及し易い構造になっている。
したがって、今後新型コロナウイルス感染症の蔓
延が続き、例えばユーザ企業が元請けベンダ（SI）

しかし、今後新型コロナウイルス感染症の蔓延が

に委託する業務を一方的に縮小したり、委託料の支

続いた場合には、従前現場で行ってきたコミュニ

払を拒絶又は留保したりした場合には、元請けベン

ケーションが長い期間できなくなる結果として、認

ダ（SI）以下の事業者に、その負担要請等の悪影響

識の齟齬や課題の発見・解決が遅れるリスクが高ま

が波及していく可能性がある。

る。

3 新型コロナウイルス感染症の蔓延期に生じ得

る実務上の課題と考えられる対処方法

⑶ 業界の多重下請構造
今回の問題について考える上で、いわゆる「多重
下請構造」を形成してきたという産業構造の問題も

⑴ 総 論
情報サービス産業における取引では、業務内容や
仕事の完成責任の有無、業務提供方法に応じて業務

無視できない。

委託契約（準委任・請負）や労働者派遣契約が締結
されている。そこで、以下では、新型コロナウイル

ユーザ企業
受託開発

納品

ス感染症の蔓延期に各社が対処すべき次のような課
仕様提示

元請けベンダ（SI）

題について検討する。
【課題 1】テレワーク（在宅勤務）で業務を継続で
きるか？
【課題 2】当初計画通りに業務を進められない見

下請けベンダ
下請けベンダ

下請けベンダ

受託開発型の多重下請構造
（経済産業省商務情報政策局情報処理振興課／情報経済課「情
報サービス・ソフトウェアに係る技術に関する施策評価用資
4
料」
（平成 26 年 2 月 3 日）4 頁から抜粋 ）

なった場合、取引関係の処理をどうす
るか？
【課題 4】今後実際に納期遅延等が生じてしまっ
た場合、どう対応すればよいか？
⑵ 各 論
ア 【課題 1】テレワーク
（在宅勤務）
で業務を継
続できるか？

この「多重下請構造」形成の背景には、日本の厳

受託者（派遣元）は、テレワーク（在宅勤務）に

格な労働法上の解雇規制と、労働市場の流動性が低

切り替えて受託業務（労働者派遣）を継続できない

いことが挙げられる。ユーザ企業が、一定期間限定

か、委託者（派遣先）と、継続的に協議すべきであ

で必要となる開発要員を一時的に雇用し、目的達成

る。それが、受託者（派遣元）として、従業員の安

後に雇用関係を解消するといった経営手法は採り得

全配慮のために当面の間期待されることである。

ない。その部分を埋めるため、ユーザ企業は、業務

もっとも、業務委託の場合、情報セキュリティ等

委託や労働者派遣によって短期的な業務の増大に対

の観点から、業務の履行場所を限定する合意をして

応してきた。

いることがある。また、労働者派遣契約の場合、派

また、その短期的なニーズの受け皿となった元請
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込みの場合、どう対応すればよいか？
【課題 3】プロジェクトを中止・中断することに

NBL No.1169（2020.5.1）

遣就業の場所が法定の契約事項とされていて5、通
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常、派遣社員が自宅で就業することは許容されてい

また、テレワーク（在宅勤務）につき基本合意で

ない。したがって、これらの契約の関係者がテレ

きた場合には、ユーザ企業のテレワーク（在宅勤

ワーク（在宅勤務）をするためには、こういった契

務）に関する情報セキュリティポリシーの遵守を基

約上の制約を取り除くための合意が必要である。

本として、実務上誓約困難な事項についての微修正

法務面では、次のようなステップで、当事者間で

を施した覚書の締結又は誓約書の差入れ等を条件と

調整を進め、合意形成に向けたサポートをしていく

して、テレワーク（在宅勤務）につきユーザ企業の

6

必要があろう 。
① 契約条項の確認：
 在継続中の契約（業務委託契約、労働者派
・ 現
遣契約）上、テレワーク（在宅勤務）が許

容されているか確認する。
委託者

② （①の確認の結果許容されていない場合）
（派遣先）との協議：

承諾を得ることとすれば、合意形成がし易い。
イ 【課題 2】 当初計画通りに業務を進められな
い見込みの場合、
どう対応すればよいか？
今後とも新型コロナウイルス感染症の蔓延が続く
場合、当初計画していた通りには業務を進められな
いことも想定される。
テレワーク（在宅勤務）に切り替えることができ

・ 受
 託者（派遣元）は、委託者（派遣先）と

た業務については、一堂に会してする業務よりも労

の間で、テレワーク（在宅勤務）での業務

力が増え、効率的に作業が進まない可能性がある

の継続・拡大の可否について協議する。

し、一堂に会していれば発見できた可能性がある課

 託者（派遣先）は、テレワーク（在宅勤
・ 委

題が抽出できないままプロジェクトが進行する可能

務）につき直ちに承諾できない業務がある

性も高まる。他方、テレワーク（在宅勤務）が難し

場合には、可能な限り、承諾できない理由

く、現場作業を継続した場合には現場の担当者が複

や承諾可能との判断に必要な条件を提示で

数感染し、濃厚接触者となったチーム全体が自宅待

きるように努める。

機になって、現場作業が全体的に停止するといった

③ 変更契約の内容協議：

可能性もある。

 ②を踏まえ、テレワーク（在宅勤務）に
・ ①

このように、どのような体制を構築しても大きな

つき承諾する旨及びその条件等について合

リスクを内包しながら業務を継続しなければならな

意形成を図る。

い状況が続くことが見込まれる。

なお、営業担当者間の営業交渉については、詳細

したがって、この状況下では、ベンダかユーザ企

な議事録が残される開発過程の議事とは異なり、公

業か、発注者か受注者か、元請けか下請けかといっ

式の議事録は作成されず、口頭での交渉に留めるこ

た立場の違いにかかわらず、全関係者が、ⅰ「コロ

とも多い。しかし、在宅勤務の可否・範囲について

ナ」前のプロジェクト運営体制と新型コロナウイル

の営業交渉は、阿吽の呼吸ではなく、電子メールを

ス感染症の蔓延期に現実的に継続可能なプロジェク

含む書面により証跡を残す形で交渉した方が望まし

ト運営体制のギャップについての認識を共有すると

い。そうした方が、委託者（派遣先）の方針として

ともに、ⅱ①引き続きプロジェクトを継続できそう

テレワーク（在宅勤務）不可という回答であった場

か、②一旦プロジェクトを中止・中断すべきか等に

合にも従業員に対する説明責任を果たせるし、従業

ついて誠実に協議し、当座の方針に関する意思決定

員の安全確保のため実務上可能な限り努力したこと

しておくことが望ましい。

がエビデンスとして残るし、条件付承諾の場合には

万が一、この意思決定に向けて十分な現状分析と

（セキュリティ上の要件をクリアするためのハードウェ

関係者間の意思統一に向けた対話が進んでないプロ

アの調達等）条件成就に向けた対応につき社内調整

ジェクトがある場合には、要注意である。この場合

がし易くなるからである。

には、ベンダ（複数のベンダが関与しているプロジェ

3 司法研修所編『民事訴訟における事実認定－契約分野別研究
（製作及び開発に関する契約）－』（法曹会、2007）115 頁。
4 みずほ情報総研株式会社『平成 28 年度取引条件改善事業（情報サービス・ソフトウェア産業における下請取引等に関する実態調査）調査報告
書』
（平成 29 年 3 月）5 頁以下も参照。
5 労働者派遣法 26 条 1 項 2 号。
6 現状、押印手続を担当する社員の出社が制限されている会社が増えている。したがって、例えば、調整が必要になっている取引を所管してい
る担当役員間で、両社の担当者間の電子メールでの合意により実務上の対応を開始することを包括的に合意した上で、個別に電子メールでの
合意を重ねて実務上の対応を開始し、（書面による合意が必要な契約であれば）電子メールによる合意成立日を効力発生日とする覚書を後日締
結するといった運用上の工夫も検討して然るべきである。
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クトにおいては、プロジェクト・マネジメント・オフィ

者からの（窮鼠猫をかむような）反発を誘発し、本

ス（PMO）としての役割を担っているアドバイザー等）

来早期に合理的な解決が可能な事案まで紛争化して

において、関係者が現状分析を進め、プロジェクト

しまうからである。

運営体制や計画を見直す必要がないか等の検討・判
断ができるように促すことが期待されよう。

理論的に成り立ち得る請求権の主張には拘泥せず、

また、この検討過程においては、ベンダは、ユー

（契約上明確な合意事項がない場合には）民法及び下請

ザ企業に対し、ⅰ引き続き問題なく対応可能な事

法等の考え方を踏まえて早期合意を目指すのがよ

項、ⅱ担当者間の打合せ機会の減少や会議体の運営

い。

方針の変更等に伴って本来上流工程で洗い出すべき

具体的には、委託者が、①既に履行済みの作業の

課題が潜在したままとなるリスクが平時よりも高ま

出来高（工数）に相当する委託料と、②中途解約に

ること、ⅲ計画未達やコスト増となり得るリスク要

より業務が中止となった期間に対応する委託料のう

因などを明示し、将来発生し得るサプライズの軽減

ち、受託者が再委託先・下請けベンダ等に支払うべ

に努めるべきである。他方、ユーザ企業は、⒳当初

き委託料（実費）の支払を基礎として、③その他プ

予算・納期を厳守できないのはけしからんといった

ロジェクト固有の事情8 を加味した条件での合意を

糾問的な議論に終始したり、⒴計画変更には応じる

目指すことが考えられる。

が、変更後の計画未達にはペナルティを科す、など

委任の場合、受任者は、委任が受任者の責めに帰

といった実務上合意が困難な事項の誓約を求めたり

することができない事由によって履行の中途で終了

しないよう、相応の配慮をするべきである。

したときは、既にした履行の割合9 に応じて報酬請

ウ 【課題 3】プロジェクトを中止・中断すること
になった場合、
取引関係の処理をどうするか？
ⅰ 基本的な考え方

求権を有する（民法 648 条 3 項）。また、委任事務を
処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、
受任者は、委任者に対する損害賠償請求権を有する

関係者間で協議をした結果、ユーザ企業との間

（同法 650 条 3 項）
。したがって、これらの条項に基

で、プロジェクトを中止・中断する方向に舵を切ら

づき、上記①②の請求権が発生し得る。また、請負

ざるを得ないケースもあり得る。この場合、ユーザ

の場合も、請負人の仕事の出来高に応じた割合的な

企業と元請けベンダ（SI） 間や、元請けベンダ

報酬請求権は認められ得るし10、注文者が民法 641

（SI）と下請けベンダ間の取引関係を如何に処理す

条に基づく解除権を行使する場合には、請負人の損

べきか。
この局面においては、法律上7 及び契約上採用し

害（履行利益）を賠償する必要があるとも解されて
おり11、①②の損害賠償請求権が発生し得る。

得る解釈のうち、業務の受託者が不当に損失・損害

下請法上禁止されている不当な給付内容の変更

を被ることがないような解釈をベースに利害調整を

（同法 4 条 2 項 4 号）に関する議論からも、上記①②

行うのが合理的である。具体的には、下請代金支払

はプロジェクトの中止・中断時の精算合意の水準と

遅延等防止法（「下請法」）が適用される取引か否か

して合理的であると考えられる。なぜなら、親事業

（契約上別段の合意がある場合を除き）
にかかわらず、

者は、発注取消をするような場合に、下請事業者が

下請法上禁止されている不当な給付内容の変更（同

当初の発注内容を基に給付を行うために実際に要し

法 4 条 2 項 4 号）に抵触しないと解されるような条

た費用や発注取消により新たに生じた費用（不用品

件を念頭に利害調整を行うことが考えられる。

の処分費用等）を全額負担することにより、下請事

なぜなら、下請法は、類型的に親事業者の意向に

業者の利益を不当に害さなければ、発注取消を行っ

従わざるを得ない弱い立場にある下請事業者が不当

ても下請法上違法とならないと解されているからで

に不利益を被らないように配慮したルールであるた

ある12。

め、同法の規制を遵守していると判断できる水準の

なお、①につき、理論的には、元請けベンダ

合意であれば、それは合理的な水準の合意であると

（SI）
（下請けベンダ）は、発注者としてのユーザ企

判断し易いからである。
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ただし、精算・補償等を求める相手方当事者は、

業（元請けベンダ（SI））に対し、危険負担の法理に

ⅱ 準委任・請負

基づき、より高額な費用の支払を求めることも考え

準委任・請負の契約の中途解約については、まず

られる。テレワーク（在宅勤務）の継続によって業

は合意による解約又は契約変更を目指すべきであ

務を継続できるにもかかわらず、発注者の責めに帰

る。一方的な中途解約等の意思表示は、相手方当事

すべき事由によって債務を履行することができなく

NBL No.1169（2020.5.1）
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なったなどとして、民法 536 条 2 項前段に基づき、

働者派遣契約を中途解約する場合において、派遣労

約定委託料の全額の請求をするというロジックであ

働者の新たな就業機会の確保を図ることができない

る。しかし、この状況で、（休業手当等の支払義務の

ときは、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴

ような労働法上の保護が必要な場面は別として）誰の

い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労

責めに帰すべきかを議論しても、早期に合意できる

働者を休業させること等を余儀なくされたことによ

可能性は低い。また、この法律構成の場合、自己の

り生じた損害の賠償を行わなければならない15。

債務を免れたことによって得た利益を償還しなけれ

何をもって「派遣先の責めに帰すべき事由」があ

ばならず（同項後段）、精算方法が煩瑣となる。し

ると解すべきかが問題となるが、基本的には、労働

たがって、①については、履行済みの作業を見積時

者に対する休業手当の支払義務を生じさせる「使用

の基準等に基づき金銭評価して精算するのが合理的

者の責めに帰すべき事由」に準じて解釈するのが合

である。

理的であろう。

）
また、②につき、ユーザ企業（元請けベンダ（SI）

この点、厚生労働省は、

（下請けベンダ）に対し、極
は、元請けベンダ（SI）

① 新型コロナウイルスに感染しており、都道府

力支払を抑制することを期待して然るべきであろ

県知事が行う就業制限により労働者が休業する

う。しかし、このような危機的状況下で既存契約の

場合は、一般的には「使用者の責めに帰すべき

中途解約を希望するのであれば、②の支払を抑制す

事由による休業」に該当しないと考えられ、休

る方向での交渉を促す対応は極力差し控えた方が合

業手当を支払う必要はない

13

意がし易い 。なぜなら、元請けベンダ（SI）と下

② 不可抗力による休業の場合は、使用者の責め

請けベンダとの取引には下請法が適用される可能性

に帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払義

があるところ、元請けベンダ（SI）は、親事業者と

務はないが、緊急事態宣言や要請・指示を受け

して、不当な給付内容の変更（同法 4 条 2 項 4 号）が

て事業を休止する場合でも、使用者として休業

できないからである。実際、経済産業大臣は、新型

を回避するための具体的努力を最大限尽くして

コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業

いると言える必要がある。具体的な努力を尽く

者に対し、発注の取消、又は数量、仕様等の変更を

したと言えるか否かは、例えば、

行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損

・ 自
 宅勤務などの方法により労働者を業務に

失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払

従事させることが可能な場合において、こ

14

を行うなど最大限の配慮を行うことを要請している 。
ⅲ 労働者派遣

れを十分に検討しているか
・ 労
 働者に他に就かせることができる業務が

労働者派遣法上、派遣元と派遣先との間で合意す
る派遣料金に関する規制はなく、休業時のコスト負
担については、派遣元・派遣先間の労働者派遣契約
に基づき処理される。
もっとも、派遣先の責めに帰すべき事由により労

あるにもかかわらず休業させていないか
 といった事情から判断される
という考え方を示している16。
したがって、ユーザ企業が、テレワーク（在宅勤
務）の導入等の体制変更をしてまでプロジェクト継

7 2020 年 4 月 1 日に民法の一部を改正する法律（債権法改正）が施行された。締結日が 2020 年 3 月末日以前の契約（個別契約）には旧法が適
用されるが、2020 年 4 月 1 日以降の契約（個別契約）には新法が適用される（附則 34 条 1 項）。村松秀樹ほか「債権法改正に関する経過措置
の解説（9・完）
」本誌 1165 号（2020）23～24 頁参照。
8 受託者の責めに帰すべき事由により契約不適合が生じている成果物がある場合における損害賠償請求権との相殺調整等が考えられる。
9 それまでの作業の出来高を算定する必要がある。ただ、見積交渉の段階で、発生が見込まれる工数と単価等についての協議をしているような
ケースでは、中断時までに費やした工数にその単価を乗じた額をもって精算するのが合理的であろう。
10 民法 634 条参照。なお、旧民法下でも同趣旨の判断をした裁判例として、札幌地判昭和 51・2・26 判タ 342 号 309 頁など参照。
11 栗田哲男『現代民法研究⑴請負契約』（信山社、1997）173 頁。
12 鎌田明編著『下請法の実務〔第 4 版〕』（公正取引協会、2017）182～183 頁参照。
13 このことは、締結済みの契約の契約期間満了後の更新を法的に義務付けるものではない。ただし、継続的な契約関係の解消には、別途、やむ
を得ない事由又は相応の合理性が求められる可能性がある（清水建成＝相澤麻美「企業間における継続的契約の解消に関する裁判例と判断枠
組み」判タ 1406 号（2014）29 頁等参照）。
14 経済産業大臣「新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する一層の配慮について」
（令和 2 年 3 月
10 日付 20200306 中第 1 号）4 項参照。
15 派遣先が講ずべき措置に関する指針第 2・6 ⑷参照。
16 厚生労働省ホームページ〈https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html〉参照。
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続はしないと判断した結果、労働者派遣契約の中途

向けた対話の機会を設けて、新型コロナウイルス感

解約をすることになった場合には、テレワーク（在

染症の蔓延による影響等、プロジェクト推進上の課

宅勤務）等の体制変更を選択しないというユーザ企

題を整理し、現状を前提としたプロジェクト遂行方

業の判断にどの程度合理性があるか等を踏まえ、当

針につき提案するなどリスクの回避・軽減に向けた

該派遣労働者に係る派遣期間に支払うべき賃金ない

努力をしていたにもかかわらず、リスクが顕在化し

し休業手当の負担について協議をすることになろ

たといった説明ができるようにしておく必要があろ

う。

う。

エ 【課題 4】今後実際に納期遅延等が生じてし
まった場合、
どう対応すべきか？

4 おわりに

次に、当面プロジェクトを継続したとして、今後

今後、当面の間、新型コロナウイルス感染症の蔓

実際に納期遅延が生じるなど、受託者としての元請

延という前例のない危機的状況下での生活・業務継

けベンダ（SI）や下請けベンダが履行遅滞に陥って

続を余儀なくされる可能性が高い。システム開発プ

しまった場合には、どのように対応すべきであろう

ロジェクトにおいても、
「これまで同様」の対応を

か。

関係者に求め続けることはできないし、すべきでも

この点、民法上、債務不履行が契約その他の債務

ない。

の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者

中長期的には、これまで同様のビジネスモデルで

の責めに帰することができない事由によるものであ

の業務委託を無条件で継続することは難しいのかも

るときは、損害賠償責任を負わない（同法 415 条 1

しれない。そのことを前提にシステム開発・導入の

項）
。

方法論やプロジェクト運営の方法論自体を見直した

また、システム開発プロジェクトを規律する契約
上、当事者が損害賠償責任を負うためには「責めに
帰すべき事由」が要件とされていることも多い17。

り、場合によってはビジネスモデル自体を見直すこ
とも検討すべきであろう。
しかし、今、考えなければならないのは、向こう

「重大な疾病、その他の不可抗力」による履行遅滞

数か月間の取引関係の中で、一部の関係当事者のみ

又は履行不能については、いずれの当事者も責任を

が経済的に劇的な損失を被らないようにすることで

負わないといった条項が設けられていることもあ

ある。対面での協議が難しくなっている今だからこ

る18。実際、新型コロナウイルス感染症の蔓延に起

そ、関係者がそのことを忘れずに対話を継続するこ

因して、当初計画通りに業務を遂行できなくなった

とが重要である。

場合にまで、受託者の「責めに帰すべき事由」があ
ると解するのは極めて酷である。
もっとも、上記のような条項がない契約もある。

そのための協議・調整を促進するためにも、ベン
ダは、元請けベンダ（SI）であれ、下請けベンダで
あれ、無理を承知でプロジェクトを突き進めるので

また、そもそもその履行遅滞又は履行不能が新型コ

はなく、現状を前提に、最善を尽くしても約束でき

ロナウイルス感染症の蔓延に起因するものであると

ないものはできないと上申する勇気を持つことが必

いう、因果関係についても当事者間で争いになり得

要である。他方、ユーザ企業も、日々刻々と変わり

る。

得る現状を前提に、何度でも、割り切って軌道修正

したがって、ベンダとしては、実務的には、上記
イで述べたような現状分析と関係者間の意思統一に

をするための判断を下す勇気を持つことが必要であ
る。

17 例えば、情報サービス産業協会の「JISAソフトウェア開発委託基本モデル契約書 2020」（2019 年）、情報処理推進機構＝経済産業省の「～情報
システム・モデル取引・契約書～
（受託開発（一部企画を含む）
、保守運用）
〈民法改正を踏まえた、第一版の見直し整理反映版〉
」
（2019 年 12 月）
。
18 「JISAソフトウェア開発委託基本モデル契約書 2020」53 条の 2 参照。
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