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実際には、データ提供者グループを構成する者とデータ利用者グル

ープを構成する者が重複すること（前記図 7 では、X1 と Y1 が、X2 と

Y2 が、X3 と Y3 がそれぞれ同一主体であること）が多いと考えられる

が、両者が完全に一致する事例だけでなく、両者が完全には一致せず

に、データを提供するだけの者または利用するだけの者がいる事例も

考えられる。たとえば、プラットフォームが収集した一次データを加

工・分析した二次データを、データ提供者グループ以外の第三者にも

利用させる場合は、データ提供者ではない者がデータ利用者となり、

両者が一致しないことになる 127。このようにデータを提供するだけの

者または利用するだけの者がいる場合も、本章では、プラットフォー

ム型として扱うものとする。 

プラットフォームは、提供データを集約・保管した上で、提供デー

タをそのまま一次データとしてまたは一定の加工・分析を加えた二次

データとしてデータ利用者に提供すること、さらには提供データの加

工・分析結果に基づいて利用サービスを開発または創出し、提供する

ことが期待されている（後記第 6-2-⑴参照）。 

このようなデータの集約から利用サービスの提供まで全てをプラッ

トフォーム事業者が単独で行う必要はなく、プラットフォーム事業者

以外の第三者がその全部または一部を行うことも考えられる。このよ

うな第三者としては、プラットフォームまたはデータ利用者から委託

を受けて、データの加工・分析を行う者（図 8 の A・B）または利用サ

ービス等のサービス開発を行う者（図 8の C）のほか、プラットフォー

ムから利用データの提供を受けて、加工・分析またはソリューション

その他の利用サービスの開発を行った上で、それらをデータ利用者に

提供する者（図 8の D・E）も考えられる（図 8参照）128。 

                         
127 なお、プラットフォームが、天気情報、地形情報等のデータを提供する第三者ベンダ（後

記図 8の甲）から当該情報を取得する場合や、官公庁（後記図 8の乙）から官データ（国、

地方公共団体または独立行政法人が事務または事業の遂行にあたって、管理、利用または

提供しているデータ）の提供を受けて利用する場合等も、このような第三者ベンダや官公

庁はプラットフォームを通じてデータを利用することは通常想定されていないため、プラ

ットフォームを通じてデータを提供する者とデータを利用する者が一致しないことになる。

もっとも、このような第三者ベンダや官公庁は、他のデータ提供者とは異なる条件でプラ

ットフォームにデータを提供する場合が通常であると思われるため、本ガイドライン（デ

ータ編）では、「データ提供者」の定義には含めないこととする。 
128 このような第三者（データの加工・分析業者および利用サービス開発業者。図 8の A～E）

とプラットフォーム事業者との契約条件は、データ利用者とプラットフォーム事業者との

契約条件とは異なるものになることが多いと思われる。 

たとえば、当該第三者が、プラットフォームから提供データの加工・分析または利用サ

ービスの開発等の委託を受ける場合は、当該第三者（図 8 の A・C）はプラットフォームの

ために当該受託業務を行うため、データ利用者とは利用データの利用目的等が大きく異な

る。また、プラットフォームとデータ利用者の間に入り、プラットフォームから提供デー

タの提供を受けて、加工・分析または利用サービスの開発等を行った上で、その結果をデ

ータ利用者その他の第三者に提供する者（図 8 の D・E）とプラットフォームとの関係は、

プラットフォームを通じて自らのために利用データを利用するという点でデータ利用者と

プラットフォームとの関係と類似の側面もある。もっとも、必要とするデータの性質・量、

利用目的・利用方法等の利用範囲が、利用データ・利用サービスを最終的に利用するデー

タ利用者とは異なる可能性があるため、かかる違いに応じてプラットフォーム事業者との

契約関係も異なる取扱いをする必要がある場合が多いと考えられる。 
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プラットフォームを通じて新たな利用サービスの開発やビジネス機

会の創出を目指すという観点からは、このようにデータ提供者および

データ利用者以外の事業者を積極的にプラットフォーム事業に参加さ

せたり、さらには他のプラットフォームと連携する等 129、プラットフ

ォームを中心としたネットワーク（エコシステム）を構築・拡大して

いくことも考えられる。 

 

 
図 8：プラットフォーム型（第三者が加工・分析等を行う場合） 

 

 クラウドサービス型との違い 

プラットフォーム型と似ているものとして、特定のデータ提供者が

提供したデータまたはその加工・分析結果を、当該データ提供者（ま

たはそのグループ会社）のみが利用し、当該データ提供者以外の参加

者がデータ利用者として共用しない取組みも考えられる（以下の図 9

参照）。 

                         
129 他のプラットフォームとの連携については、後記第 6-3-⑷-②参照。 
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図 9：クラウドサービス型 

 

このような取組みは、当該データ提供者の企業グループ内で当該デ

ータまたはその加工・分析結果の共用がなされる場合（たとえば、前

記図 9の Z1が企業単体ではなく企業グループの場合）には、本ガイド

ライン（データ編）の対象とするプラットフォームと類似の性質を有

するものの、既存の企業グループの枠を超えた情報の共用・活用は行

われておらず、むしろクラウドサービス事業者がネットワーク経由で

各顧客事業者に対してアプリケーションサービスを提供する従来のク

ラウドサービスと類似の性質を有するものと考えられる。 

クラウドサービス事業者において、各顧客事業者のデータを適切に

分別管理する体制が取られている限り、当該クラウドサービス事業者

と各顧客事業者（Z1～Z3）との 1 対 1 のデータ提供型の取引が束にな

っているものと考えることが可能である。したがって、前記第 4「デー

タ提供型」契約において検討した事項の多くが当てはまると考えられ

るため、基本的に本ガイドライン（データ編）においてはプラットフ

ォーム型としては扱わないこととする 130。 

 

 データ流通市場型との違い 

自らのデータを第三者に提供することで対価を得たいと考える事業

者と、第三者のデータを利用したいと考える事業者をマッチングさせ

るための、データ流通市場型（またはマーケットプレイス型）といわ

れるプラットフォームも考えられる。この類型は、データを提供する

者とデータを利用する者が一致しないことが通常で、データの共用が

主たる目的となっていない点でプラットフォーム型と異なっており、

データ提供者とプラットフォーム、プラットフォームとデータ利用者

との取引それぞれが、1対 1または 1対 nのデータ提供型の取引が束に

なっているものと考えることが可能である。したがって、本ガイドラ

                         
130 ただし、各顧客事業者から提供を受けたデータを、直接的には当該顧客事業者以外の第

三者に利用させることは想定していないとしても、当該データを基にクラウドサービス事

業者のサービスを改善する場合や、当該データを基に開発したサービスを第三者に提供す

る場合には、間接的にデータやデータの加工・分析結果を当該顧客事業者以外の第三者に

利用させているとも考えられ、その限りでは本章においてプラットフォーム型に関して指

摘する事項が当てはまると考えられる。 
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イン（データ編）においては基本的にプラットフォーム型としては扱

わないこととする。 

 

 データの共同利用（相互利用許諾）型との違い 

複数の事業者間でデータを共用する取組みとしては、前記第 4-1-⑵-

③の「データ提供型」契約の類型における、データの共同利用（相互

利用許諾）型も存在するが、データの共同利用型は、プラットフォー

ム事業者に相当する者が存在せず、データが事業者間で直接やりとり

されることが想定されている点で、プラットフォーム型の構造と異な

る。したがって、プラットフォーム型においては、データ提供者とデ

ータ利用者との間には直接の契約関係が生じないのが通常であるが、

共同利用型においては、各事業者間でそれぞれ直接の契約関係が生ず

るという違いが生じる（後記第 6-1-⑶参照）。 

二者間または数社間のデータを共用する場合であれば、データの共

同利用型を採用することも考えられるが、一定数以上の事業者間でデ

ータを共用する場合には、プラットフォーム型を採用する方が、利用

データや利用サービスの範囲や参加者の設定等に関して、より柔軟で

多様な設計が可能となる場合が多いと考えられる。 

 

 当事者間の法律関係 

前記図 7 のとおり、プラットフォーム型においては、プラットフォー

ムを中心に、データ提供者とデータ利用者が存在するため、契約関係と

しては、各データ提供者とプラットフォーム事業者間の契約関係と、各

データ利用者とプラットフォーム事業者間の契約関係がそれぞれ存在し、

各データ提供者と各データ利用者間にも、また、各データ提供者間もし

くは各データ利用者間にも直接の契約関係が生じないのが通常であると

考えられる 131。 

したがって、たとえば、データ利用者がプラットフォーム事業者との

間の契約（利用規約の形式を取ることが多い）に違反した場合、当該契

約違反を追及できるのは、直接的にはプラットフォーム事業者のみであ

り、データ提供者その他の参加者は、プラットフォーム事業者に対して

当該契約違反の追及を事実上求める以外には、別途合意しない限り、責

任追及の手段を有しない。よって、プラットフォームの果たす役割が大

きく、プラットフォーム事業者には、中立性・信頼性（後記第 6-3-⑸-

①参照）や、参加者が契約内容を遵守しているかをモニタリングするこ

と（後記第 6-4-⑷参照）が求められることがある。 

 

 データの提供・利用等の仕組み 

 データの提供・収集 

データ提供者がプラットフォームにデータを提供する方法には様々

なものが考えられる。（ⅰ）データ提供者が保有するデータを、生デ

ータのまま、または生データに一定の加工・分析を加えた加工データ

として提供する場合のほか、（ⅱ）製造設備や自動車等に取り付けた

                         
131 なお、前記図 8 のとおり、第三者にデータの加工・分析またはソリューションその他の

利用サービスの開発を委託する場合は、当該第三者との関係は委託関係となる。 
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センサ等のデータ収集機器を通じてリアルタイムにプラットフォーム

にデータが収集される場合も考えられる。データの提供・収集の場面

に着目すると、（ⅰ）の場合は前記第 4「データ提供型」契約の場合と、

また、（ⅱ）の場合は前記第 5「データ創出型」契約の場合と同一また

は類似の関係にあり、それぞれの箇所で検討した事項が基本的に当て

はまると考えられる。もっとも、プラットフォーム型ではデータが提

供・収集された後の利用範囲等が異なるため、プラットフォーム型特

有の観点から留意すべき事項も存在する（後記第 6-2「プラットフォー

ム型における主たる検討事項」および第 6-3「プラットフォーム型にお

ける主な法的論点」参照）。 

なお、プラットフォームが収集するデータは、データ提供者から提

供を受けるものに限られず、データを提供する第三者ベンダから当該

情報を取得する場合や、官公庁から官データの提供を受ける場合等も

考えられる 132。 

 

 データの保管・加工・分析 

各データ提供者からデータの提供を受けたプラットフォームは、提

供データを集約・保管し、利用しやすいように加工・分析または整理

することが想定される。たとえば、データのフォーマットを統一する

ことや、個人情報その他のパーソナルデータ 133が付随的に含まれる場

合にはこれを削除するもしくは個人情報保護法に基づく匿名加工情報

を作成すること、統計情報を作成すること、またはデータ提供者を識

別できなくするように一般化すること等が考えられる。 

さらに、データの価値を最大化するためには、一定の分析を行う必

要があることが多く、特に近年では、AI（人工知能）を利用した分析

技術の実用化が進んでいる 134。 

 

 データの共用・活用 

プラットフォームにより提供される利用データをデータ利用者が共

用・活用する方法も様々なものが考えられる。たとえば、API135を通じ

て直接プラットフォームのデータベースから利用データを閲覧・取得

等する方法のほか、特定のアプリケーションを通じてデータの分析結

果をデータ利用者が利用できるようにする方法等が考えられる。また、

データの活用の一つの形態として、プラットフォーム事業者が、プラ

ットフォームに蓄積された提供データや、プラットフォームにおいて

加工・分析されたデータを第三者に提供することも考えられる 136。 

                         
132 官データの利用に関しては、「世界最先端 IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計

画」（平成 29年 5月 30日閣議決定、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pd

f/20170530/siryou1.pdf）において、重点施策の一つとして、「民間ニーズに即したオー

プンデータ推進」が掲げられており、現在、具体的な検討が進められている。 
133 パーソナルデータについては、前記第 3-1-⑶-②参照。 
134 AI 技術を利用する過程で創出される各データや成果物の権利関係や利用条件について

は、本ガイドライン（AI編）第 5-3-⑷参照。 
135 API（Application Programming Interface）とは、プログラムがその機能を他のプログ

ラムから利用できるようにするためのインターフェイスのことをいう。 
136 プラットフォーム事業者と第三者との間のデータの提供に関する契約における留意点に

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/siryou1.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/siryou1.pdf
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さらに、利用データとともに、または利用データの代わりに、利用

サービスをデータ利用者に提供したり、新しいビジネス機会を創出す

るような仕組みも考えられる。近年、製造業のサービス化の必要性が

認識されているが、プラットフォームは、データの共用・活用のため

の基盤としてだけでなく、製造業のサービス化を達成するための仕組

みとしても機能し得るといえる。 

 

２ プラットフォーム型における主たる検討事項 

プラットフォーム型は、「データ提供型」や「データ創出型」と異なる

特徴として主に以下の特徴を有しており、プラットフォーム型の採用を検

討する際には、このような特徴を認識しておくことが有益であると考えら

れる 137。 

 プラットフォームが存在し、複数の事業者のデータがプラットフォ

ームに集約される 

 データ提供者が提供したデータが第三者に提供・共用されることが

想定されている 

 一つの事業者がデータ提供者とデータ利用者の両方の立場で関与す

ることがある 

 プラットフォームにおいて、提供データと利用データの内容、範囲

等を柔軟に調整またはコントロールすることが可能である 

 複数のデータ提供者およびデータ利用者やそれ以外の参加者も含

め、多数かつ多様な者が関与する可能性がある 

 

プラットフォーム型は、プラットフォームが利用される目的、関連する

事業分野、参加者の範囲、提供データの内容・範囲、利用データの利用範

囲等によってその内容は大きく異なり得るため、個別の事情に応じてテイ

ラーメイドで仕組みを検討する必要があるが、以下、プラットフォーム型

を採用する際に、通常検討する必要があると思われる主たる事項について

述べる 138。 

 

 データ活用の目的・方法 

まず、データ活用の目的が、プラットフォーム型に適したものか否か

を検討する必要がある。データを活用する方法には様々なものがあるが、

その中でも特に異なる企業グループに属する複数の事業者間でデータを

共用することを検討する場合、プラットフォーム型を採用することが考

えられる。 

プラットフォームを利用して複数の事業者間でデータを共用する目的

                                                                        

 
ついては、データ提供型に関する前記第 4参照。 
137 前記第 6-1-⑷-①のとおり、特にデータの提供・収集の場面に着目すると、データ提供型

やデータ創出型と同一または類似の性質を有する側面もあるため、各類型における検討事

項がプラットフォーム型においても参考になるものが多く存在する。データ提供型および

データ創出型に特有の検討事項については、それぞれ前記第 4および第 5参照。 
138 なお、これら全ての事項について、プラットフォーム事業立ち上げ当初から確定してい

る必要はない。また、一度決定した事項であっても、プラットフォーム事業を進めていく

上で変更の必要性が生じる事項もあると思われる。 
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としては、たとえば、複数事業者の工場の製造設備等から取得した各種

設備、機器の稼働データ等に基づいた分析結果を共用し、各事業者の工

場の稼働率を向上させる目的や、メーカ、物流業者、小売業者等のサプ

ライチェーン全体でデータを共用し、在庫・輸送ネットワーク全体の効

率化を図る目的（ユースケース 2 参照）等、データの共用やデータの分

析結果の共同利用を通じて既存のビジネスプロセスの効率化等を図る目

的が考えられる。 

また、それらにとどまらず、データの分析結果に基づいて、今まで存

在しなかった新たなソリューションその他のサービスを開発または創出

し、イノベーションを促進することが、我が国が第 4 次産業革命を勝ち

残る戦略として重要であると考えられている。 

前記の目的を達成するために、企業や系列の既存の枠を超えて複数の

事業者がデータを共用・活用することの必要性が認識されており 139、プ

ラットフォーム型は、このように既存の枠を超えてデータを共用・活用

することにより、既存のビジネスプロセスの効率化等を図り、さらには

イノベーションを促進する目的でのデータの活用に適した類型であると

いえる。 

なお、プラットフォーム型では多数の参加者が関与するため、参加者

間で共通認識を形成するためにも、また、プラットフォーム事業への積

極的な参加を促すためにも、プラットフォーム事業の目的をできるだけ

明確に設定し、必要に応じて利用規約等において明示しておくことが有

益である。特に、後記第 6-2-⑻-①のとおり、データ提供者にデータの提

供を促す観点からは、データ提供者がデータを提供する意義・メリット 140

が説明できるまたはこれらと矛盾しない目的とすることが望ましい。 

 

 データ提供者の数・参加者の範囲 

 データ提供者の数 

前記第 6-2-⑴のとおり、プラットフォーム型を採用する目的は複数

の事業者間でデータを共用・活用することにあるが、プラットフォー

ム型を採用するには、プラットフォーム事業者の選定やプラットフォ

ームを運営するルールの策定の必要があり、また、プラットフォーム

の運営コスト等もかかるため、データの共用・活用を行う当事者が少

数にとどまるのであれば、一般的には、プラットフォームを利用しな

い前記第 4-1-⑵-③のデータの共同利用型（相互利用許諾）の方が適切

な場合が多いと考えられる。他方、データの共用・活用を行う当事者

が多数である場合（当初の参加者は数社程度であっても、将来的には

多数の事業者間でデータの共用を行うことを予定している場合を含む）

には、プラットフォーム型を採用することが考えらえる。 

データ提供者の範囲をどのように設定するかは、プラットフォーム

を利用したデータの共用・活用の目的によるところが大きい。より多

くのデータを集めるという観点からは、データ提供者の範囲はできる

だけ広い方が望ましいと考えられるが、本ガイドライン（データ編）

                         
139 前掲注 123 参照。 
140 経済上または事業上の意義・メリットだけでなく、企業の CSR 活動や国家の安全保障等

に資するという公共の利益の達成等を、データを提供する意義・メリットとすることも考

えられる。 
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が対象にするプラットフォーム型の場合、データ提供者は通常データ

利用者となることが多く、後記第 6-2-⑶のとおり参加者の数が増える

と利害関係の調整の必要性が高まるため、このような点にも配慮しつ

つ、目的達成のために必要なデータ提供者の範囲を検討することが重

要である。 

 

 参加者の範囲（プラットフォームをどこまで開放するか） 

データ提供者やデータ利用者としてプラットフォームに参加する要

件を厳しく設定して（たとえば、新たな参加にはプラットフォームま

たは既存の参加者の承諾が必要とする等）、プラットフォームの参加

者を特定の事業者に限定するプラットフォームのほか、プラットフォ

ームに参加することを希望する第三者には、利用規約に定める条件を

満たす限り広く参加を認めるプラットフォームも考えられる（後者の

プラットフォームを「オープン型プラットフォーム」と呼ぶこともあ

る）。さらに、オープン型プラットフォームの中には、データ提供者

側もデータ利用者側もオープンにするものだけでなく、データ提供者

側とデータ利用者側のいずれか一方のみをオープンにするものがある。

たとえば、提供データに基づいて汎用性の高い利用データ・利用サー

ビスが創出できる場合には、データ利用者側のみをオープンにするこ

とも考えられる。このように、プラットフォームを利用して、データ

の利用に関して柔軟な設計が可能であるという点も、プラットフォー

ム型の特徴の一つといえる。 

データの共用・活用を通じてイノベーションを促進するという観点

からは、オープン型プラットフォームの方が望ましい場合もあるが、

プラットフォーム型を導入する目的や、対象となるデータの性質・内

容によってはオープン型を採用することが難しいまたは適切ではない

場合も考えられる。まずは参加者を特定の事業者に限定したうえで、

段階的にオープン型プラットフォームに移行していくことも考えられ

る。 

 

 データ提供者とデータ利用者間の利害関係の調整 

プラットフォーム型では多数の参加者が関与するため、参加者間の利

害を調整することが必要となる。特に、データ提供者とデータ利用者の

利害関係は大きく異なり得るため、留意が必要である。すなわち、デー

タが各事業者における事業活動において重要な資産であることから、デ

ータ提供者は、データに第三者へのアクセスを認めること自体に慎重と

なる傾向があり、また、認める場合もその範囲（提供データの範囲、提

供先の範囲、利用目的の範囲等）を限定的なものにとどめたいと考える

傾向がある。他方、プラットフォームを通じて利用データまたは利用サ

ービスを利用するデータ利用者としては、できるだけ多くの提供データ

がプラットフォームに提供され、利用データに制限なくアクセスするこ

とを希望する傾向にある 141。 

                         
141 これは、データ提供者がデータ利用者の地位を兼ねる場合でも同様であり、自社のデー

タをプラットフォームに提供することについては慎重になる一方、プラットフォームに提

供された他社のデータにはできる限りアクセスしたいという傾向を示すと指摘されている。 
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このようなデータ提供者とデータ利用者との間の構造的な利害関係の

違いを調整するためには、対象となる提供データの種類・範囲（後記第

6-2-⑷参照）やデータの利用範囲（後記第 6-2-⑸参照）等を適切に設定

しつつ、提供データに関する利用範囲と利用データ・利用サービスに関

する利用範囲とが相互に関連するように設計する必要がある（後記第

6-3-⑵）。また、データ提供者とデータ利用者の間に入るプラットフォ

ーム事業者の選定（後記第 6-2-⑹参照）も重要となる。 

なお、データ提供者とデータ利用者間の利害関係の調整にあたっては、

プラットフォーム型においては、多くの場合データ提供者はデータ利用

者の地位を兼ねることが多いことから、自社のデータの共用・活用を他

の参加者に認めることは、自らが他社のデータを共用・活用できる可能

性を高めることにつながり、ひいては参加者全体の利益になることも忘

れてはならない。 

 

 対象となる提供データの種類および範囲 

 データの性質 

プラットフォーム型を検討する場合、対象となる提供データの種類

および範囲を適切に選択することが重要である。そのための視点の一

つとして、たとえば、他の事業者（特に、自社の競合事業者）に開示

すると自社の競争力を削ぐ可能性があるデータと、他の事業者に開示

しても自社の競争力には直接には影響がないまたは影響が小さいデー

タを切り分けた上で、まずは後者のデータを優先的に提供データとす

ることが考えらえる（後記第 6-3-⑶-①参照）142。これは、前記第 6-2-⑶

のとおり自らのデータをプラットフォームを通じて第三者に開示する

ことに慎重となる傾向があるデータ提供者の心理的抵抗を低減する観

点からも、また、競合事業者間でデータが共用される場合に、独占禁

止法上の問題が生じる懸念（後記第 6-3-⑷-①参照）を低減する観点か

らも有用である。 

どの種類のデータが他の事業者に開示しても自社の競争力には直接

には影響がないまたは影響が小さいデータに属するかは、必ずしも一

義的に定まるものではなく、当該データを利用する他の事業者の属性、

当該データが利用される方法（生データのまま利用されるか、加工・

分析した上で利用されるか等）、各事業者または業界における戦略的

な意思決定により定まる場合も多いと考えられる。 

また、他の事業者（特に、自社の競合事業者）に開示すると自社の

競争力を削ぐ可能性があるデータであっても、プラットフォームを利

用して共用・活用することが考えられる。たとえば、ある業界内の他

の競合事業者に開示された場合には自社の競争力を削ぐ可能性がある

データであっても、当該データのデータ利用者をまったく異なる業界

                         
142 以上とは異なる視点として、「競争領域」と「協調領域」を区別した上で、協調領域に

関しては複数の事業者・官公庁間で積極的にデータを共用することを促す考え方がある。

協調領域としては、防犯や交通整理のためのカメラ画像データ、自動走行のための地図デ

ータ、防災のための衛星データ等が考えられるが、競争領域と協調領域のいずれに該当す

るかは一義的に定まるものではなく、データの利用目的の公益性、国際競争力確保の必要

性、データ共用の有益性・効率性、データ価値、データ共用による事業への影響等を総合

考慮して判断されることが多いのではないかと考えられる。 
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の事業者に限定することや、当該データそのものではなくデータ提供

者が特定できないよう一般化するための加工・分析を加えたデータの

みを利用データに設定することにより、プラットフォームを通じて複

数の事業者間で共用・活用することが可能になる場合もあると考えら

れる 143。 

 

 オープン・クローズの視点 

データ提供者が保有するデータの中には、それ自体が営業秘密・ノ

ウハウとしての価値をもつものや、事業上高い価値を有するものも存

在するため、自社内のデータのうち、どのデータを提供データとして

プラットフォームに提供し、どのデータを意識的に自社内にとどめて

おくかというオープン・クローズの観点からの検討が重要である（後

記第 6-3-⑶-①参照）。 

なお、データの共用・活用を通じて既存のビジネスプロセスの効率

化等を図り、ひいては新たなソリューションの創出等のイノベーショ

ンを促進するというプラットフォーム型の目的からは、データの提供

が過度に控えられるのは望ましくなく、前記第 6-2-⑷-①（データの性

質）の視点も踏まえた上で、オープンにするデータとクローズにする

データの適切なバランスが図られることが期待される。 

 

 不要なデータを対象としない 

プラットフォームの価値を高める観点からは、一般論としては、で

きるだけ多くの種類および量のデータがデータ提供者から提供される

ことが望ましい。もっとも、不必要に収集するとプラットフォーム運

営上の管理コストの増大やデータ利用の制約につながるおそれがある

データも存在する。たとえば、提供データの中に付随的に個人情報や

プライバシー権に関連する情報が含まれる場合には、当該情報につい

ては個人情報保護法その他の関連法令に基づく規制を遵守する必要が

生じることを踏まえ、その取扱いについて慎重に検討する必要がある

（後記第 6-3-⑶-⑥参照）。 

このような観点から、データの性質や価値を踏まえて、プラットフ

ォームが収集する提供データから明示的に除外すべきデータがないか

を検討することも重要である。 

 

 データの利用範囲 

プラットフォームがデータ提供者から収集する提供データを、プラッ

トフォーム事業者、データ利用者その他の参加者がどのような範囲で利

用できるかは、合意なく当然に定まるものではなく、データ提供者とプ

ラットフォーム事業者との間の契約において規定しておく必要がある

（データ・オーナーシップの議論については前記第 3-1-⑵参照）。この

ようなデータの利用範囲を検討する際には、「誰が（データ利用者の範

囲）」、「どのデータを（利用データの種類・範囲）」、「どのような

                         
143 もっとも、他の事業者（特に、自社の競合事業者）に開示すると自社の競争力を削ぐ可

能性があるデータをプラットフォームに集約する場合は、提供データがデータ提供者の競

合事業者に開示されることがないよう、システム上および利用規約上、十分な措置を講じ

る必要があると考えられる。 
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目的で（データの利用目的）」、「どのように（データの利用方法）」

利用できるかという視点で検討することになる。 

なお、プラットフォーム事業者による提供データの利用、またはデー

タ利用者による利用データ・利用サービスの利用により生じる派生デー

タ等の成果物の権利関係については、後記第 6-3-⑶-③参照。 

 

 データ利用者の範囲 

どの範囲の者にデータの利用を認めるのか、すなわちデータ利用者

の範囲を検討する必要がある。通常のプラットフォームでは、データ

提供者がデータ利用者となる場合が多いと思われるが、それ以外の者

にデータの利用を認める必要があるか、検討する必要がある。また、

利用データ・利用サービスの種類毎に異なるデータ利用者の範囲を設

定することも考えられる。 

 

 利用データの種類・範囲 

プラットフォーム型を採用すれば、提供データと利用データの種

類・範囲を一致させないことも可能であり、データ提供者に対しては、

プラットフォームにできるだけ多くの提供データを提供することを求

めた上で、データ利用者に対しては、提供データの性質・内容や、デ

ータ利用者の属性等によって、各データ利用者が利用できるデータの

種類・範囲を柔軟かつきめ細やかに設定することで、データ提供者と

データ利用者との間の利害関係の調整を行うことが可能となる。 

 

 データの利用目的・利用方法 

プラットフォーム事業者がどのような目的・方法で提供データを利

用できるか、また、データ利用者がどのような目的・方法で利用デー

タ・利用サービスを利用できるかをどの程度具体的に特定するかは、

プラットフォームの利用目的等によっても異なると考えられる。前記

のとおりデータ提供者は自らのデータをプラットフォームを通じて第

三者に開示することには慎重となる傾向があることに鑑みると、提供

データおよび利用データ・利用サービスの各利用目的・利用方法を明

確に定めることでデータ提供者に安心感を与え、データ提供を促進す

ることにつながる可能性もある（データの利用目的を利用規約に定め

る際の留意点については、後記第 6-3-⑵参照）。 

 

 プラットフォーム事業者の選定 

できるだけ多くの参加者が安心して関与できる体制を整えるという観

点から、また、前記第 6-2-⑶「データ提供者とデータ利用者の利害関係

の調整」で述べたデータ提供者とデータ利用者の利害関係の調整の必要

性からも、プラットフォーム事業者の中立性が確保されていることが望

ましい場合も考えられる（特に、オープン型プラットフォームの場合は

その傾向が強いと考えられる。）。 

中立性の確保が要請される場合は、参加者のうちの一者が単独でプラ

ットフォームを運営するよりも、①参加者以外の第三者がプラットフォ

ームの運営者となる方法や、②参加者の全員または一部が共同でプラッ

トフォーム事業者となる方法が考えられる。②の方法としては、共同で
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合弁会社（ジョイントベンチャー）や組合、一般社団法人を設立する方

法等が考えられる（後記第 6-3-⑸参照）。 

なお、いずれの方法の場合も、中立性確保の観点や、プラットフォー

ム型を採用する目的等に鑑み、プラットフォーム事業者としては利益を

上げることを積極的には目指さない場合もあると考えられるが、プラッ

トフォームの適切な運営にはシステム対応のための費用を含め、相応の

人的リソースや費用が必要となるため、プラットフォームの安定的な運

営を維持するための収入を確保する仕組みが必要となる場合も多いと考

えられる。 

 

 利用規約の要否 

プラットフォーム型においては、多数の参加者が関与することが想定

されるため、データ提供者またはデータ利用者とプラットフォーム事業

者との契約条件を個別に交渉して決定するのは時間・コストの面から現

実的ではなく、また、参加者によって条件が大きく異なることは運用上

も問題を生じさせる可能性がある。したがって、統一的に適用される契

約条件を規定した利用規約をあらかじめ準備しておき、同じ立場の参加

者には原則として同じ利用規約が適用されるようにすることが考えられ

る（利用規約の主要条項に関しては、後記第 6-4参照）。 

 

 プラットフォームの活用を促すための仕組み 

 データの提供を促すための仕組み 

プラットフォーム型は、複数の事業者が多くのデータをプラットフ

ォームに集約するための仕組みであり、どれだけ多くのデータを集め

られるかが当該プラットフォームの価値・競争力に直結することにな

る。特に、データを有効活用するという観点からは、データの提供時

点では想定されていなかった方法または用途でデータが利用される可

能性もあるため、できるだけ多くの種類および量のデータがプラット

フォームに提供されることが望ましい。また、多くのデータを集めた

プラットフォームがその利用価値を高め、さらに多くの参加者からデ

ータを集められるようになるという効果（いわゆる「ネットワーク効

果」）も期待できる。 

もっとも、データの種類・内容によっては、データが各事業者にお

ける事業活動において重要な資産である場合も多く、前記のとおりデ

ータ提供者としては、データ（特に、生データまたはそれに近いデー

タ）に第三者へのアクセスを認めることに慎重となり、また、第三者

へのアクセスを認めるとしても利用範囲を限定したいと考える傾向が

ある。したがって、できるだけ多くのデータを提供させ、提供データ

をできるだけ多様な方法・用途で共用・活用できるようインセンティ

ブを与えられるかが、プラットフォーム事業の成功のカギを握るとい

える。たとえば、多くのデータを提供することによって、より有利な

条件で利用データまたは利用サービスの提供を受けられるようにする

等の工夫も考えられる 144。 

                         
144 データの提供に対するインセンティブを与える目的で、データの提供に対して金銭的な

対価を提供することも考えられる。もっとも、プラットフォーム型で収集するデータは、
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また、プラットフォーム型においては、データ提供者から見ると提

供データが自社の枠を超えた外部で保管されることになるため、デー

タ提供者は、セキュリティ上の問題（外部からの不正アクセスやデー

タの漏えい等）に関して懸念を有する場合が多い。したがって、デー

タ提供を促すという観点からも、このような懸念をできるだけ払拭す

るための仕組みを講じることが望ましい（後記第 6-3-⑸-②参照）。こ

のようなセキュリティ上の問題に関しては、まずは可能な限りシステ

ム上または技術面において対応することになると思われるが、それに

は一定の限界がある。そこで、技術的またはコスト的にシステム上十

分に対応できない部分を補完するために、プラットフォームの利用規

約等でデータの利用範囲を明確にしたり、プラットフォーム事業者に

データの安全管理に関する義務を課すこと等が考えられる（後記第

6-3-⑸-②および第 6-4-⑸-①-a参照）。 

 

 データの共用・活用を促すための仕組み 

プラットフォームにデータを集約しても、そのデータが有効に共

用・活用されなければ、プラットフォーム型が本来意図していた目的

を十分に達成することはできない。また、前記のとおり、提供データ

の共用を越えて、提供データの加工・分析結果に基づいて新たな利用

サービスの開発やビジネス機会等の創出をすることが積極的に行われ

ることが期待されている。 

そこで、データの共用・活用を促すための仕組みとして、このよう

な提供データの加工・分析結果に基づいて新たな利用サービスの開発

やビジネス機会等の創出をすることの全部または一部をプラットフォ

ーム事業者以外の第三者に委ねることで、当該第三者の知見や技術を

活してデータの活用を促すことが考えらえる。 

当該第三者に協力を求めるか否かにかかわらず、利用データや利用

サービスをデータ利用者が利用し、適切な対価が徴収・分配されるこ

とにより、プラットフォーム事業者や当該第三者にデータを活用する

ことについての適切なインセンティブが付与されることも重要である。 

 

 プラットフォーム間の競争・国際化の視点 

プラットフォーム型が採用される事例が増えれば、同一または類似の

分野のデータを扱うプラットフォーム間での競争が生じる可能性がある。

どれだけ多くのデータを集められるかが当該プラットフォームの価値・

競争力に直結することになるので、前記第 6-2-⑻-①のネットワーク効果

の観点も踏まえると、プラットフォームとしては、できるだけ多くの参

加者を集めることが生き残りのためには必要となる。また、提供データ

の統一的な規格を設定し、プラットフォームに集約したデータの取扱い

や活用を容易にすることで、プラットフォームの利用価値を高めること

も考えられる。 

また、データの流通は容易に国をまたがって行うことが可能であるた

                                                                        

 
それ自体は経済的または事業上の価値が高くないものも含まれるため、適正な価格を設定

することが困難な場合も多いと思われる。 
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め、このようなプラットフォーム間の競争も、国内市場内にとどまるも

のではなく、国をまたいで生じる傾向がある。したがって、海外の動向 145

を継続的にモニタリングするほか、分野によってプラットフォームの参

加者に積極的に海外事業者を含めることを検討することが望ましい場合

もあると考えられる 146。 

 

３ プラットフォーム型における主な法的論点 

 利用規約の要否・種類について 

 利用規約が採用される背景 

プラットフォーム型において参加者を規律する契約としては、個別

契約ではなく利用規約が用いられることが多い。その主たる理由は、

プラットフォームを中心とする n:1:n という構造ゆえ、複数の契約関

係が成立することとなり、前記第 6-2-⑺のとおり、一つずつの契約関

係に相違点を設けると、プラットフォーム事業者において多数のデー

タ提供者およびデータ利用者と個々に契約条件を交渉して決定するの

に時間やコストがかかり、また、契約管理のコスト 147もかかるため、

利用規約を用いて画一的で効率的な対応をしたいという動機付けが生

ずることが挙げられる 148。 

また、データ提供者およびデータ利用者においても、個別契約によ

りプラットフォームが構築されていると、他のデータ提供者およびデ

ータ利用者とプラットフォーム事業者間の個別契約の内容を知り得る

手段がないものの、画一的な契約内容の利用規約が採用されていれば、

他のデータ提供者またはデータ利用者と比べて不利な条件設定がされ

ていないという安心感が得られるため、利用規約に基づく契約関係が

構築されているプラットフォームに参加しやすくなるというメリット

も考えられる 149。加えて、他のデータ提供者またはデータ利用者が利

用規約違反その他のトラブルを起こしたときに、当該行為が利用規約

のどの条項に反する行為なのかが分かれば、前記第 6-1-⑶記載のとお

り、プラットフォーム事業者に対して、当該違反者に対する利用規約

に基づく責任追及を求めやすい 150。 

                         
145 たとえば、IoT 推進コンソーシアム等による「新たなデータ流通取引に関する検討事例

集 Ver1.0」（http://www.soumu.go.jp/main_content/000471623.pdf）86 頁以下に、パー

ソナルデータやオープンデータに関するプラットフォームの海外動向が紹介されている。 
146 海外事業者からデータを収集する際の留意点については、前記第 4-2-⑸参照。 
147 契約管理のコストとは、たとえば、データの利用目的を記載している条番号が異なると、

契約ごとに、何条に何が書いてあるかを探す必要が生ずる手間や、利用料の支払期限がデ

ータ利用者ごとに異なっていると、毎日のように利用料の入金確認をしなければならない、

といった手間のことをいう。 
148 他方、プラットフォームの目的や参加者の属性によっては、参加者毎に異なる契約条件

を定める必要がある場合も考えられる（特に、プラットフォームの参加者を特定の事業者

に限定するプラットフォームの場合）。このような場合に、プラットフォーム事業者が個々

のデータ提供者ごと、またはデータ利用者ごとに個別契約を締結することもあり得る。ま

た、利用規約に上乗せをする形で、プラットフォーム事業者が一定のデータ提供者やデー

タ利用者等との間で特約を締結することもあり得る。 
149 なお、利用規約を採用する場合でも、一部の参加者との間で、特約が設けられることも

ありうる。 
150 データ利用者の債務不履行責任を追及することをプラットフォーム事業者に対して請求

http://www.soumu.go.jp/main_content/000471623.pdf
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そこで、本項では、プラットフォーム型において、用いられること

が多いであろう利用規約を前提として、プラットフォーム型の仕組み

を作る上で、法律上、留意すべき点を挙げる。 

 

 データ提供者との利用規約とデータ利用者との利用規約 151  

プラットフォーム型において必要となる利用規約としては、少なく

ともデータ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約と、データ

利用者・プラットフォーム事業者間の利用規約が存在する 152。 

この二つの利用規約を、それぞれ別個独立したものとして作成する

か、一体のものとして作成するかについては、個別の事情に応じた判

断となる。一般論としては、データ提供者とデータ利用者が完全に一

致する場合においては別個独立したものとして作成する必要はないと

思われるものの、データ提供者とデータ利用者が一致しない場合にお

いてはいずれもあり得る 153。 

 

 データの利用範囲を利用規約に記載する意義について 

前記第 3-1 記載のとおり、データは物権の客体となり得ず、複数の者

の間においてデータを争いなく利用するためには、データの利用権限 154

に関する合意の形成（債権債務関係の構築）が必要となるところ、プラ

ットフォーム型においては、利用規約にデータの利用範囲を記載して合

意することにより、データの共用・活用に関する債権債務関係を構築す

ることが一般的であると考えられる。 

そして、プラットフォーム型の利用規約において「利用範囲」を定め

る必要がある場面として、少なくとも以下の二つが考えられる。 

                                                                        

 
できる権利まで規定する利用規約もあれば、そのような権利までは規定しない利用規約も

あり得る。 

 いずれの場合であっても、データ提供者とデータ利用者との間に直接の契約関係が生じ

ない以上、データ提供者およびデータ利用者は、プラットフォーム事業者に対して、単な

る場を提供している者というよりも、データ提供者およびデータ利用者を規律する者とし

て、プラットフォーム事業者が積極的に参加者間の関係を規律することや紛争解決に携わ

ることを期待することになると考えられる。 
151 なお、平成 32年 4月 1日から施行される改正民法において、「定型約款」に関する規定

が新設されることとなる（新 548 条の 2）。プラットフォームが採用する利用約款が「定型

約款」に該当するか否かは個別の判断が必要となるが、仮に該当する場合には、改正民法

の施行後、内容変更の有効性の判断や、不当条項規制等に関して、新しいルールが適用さ

れることになるため、留意が必要である。 
152 その他の参加者（プラットフォームが提供する利用データを利用して加工・分析を行う

事業者（前記図 8の A・D）や、利用サービスを開発する事業者（前記図 8の C・E）等）と

プラットフォーム事業者との契約についても、個別契約ではなく規約を採用する場合も考

えられる。 
153 なお、仮に、データ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約と、データ利用者・

プラットフォーム事業者間の利用規約とが別々に書き分けられていたときには、データ提

供者／データ利用者は、自己が締結するものではなくても、データ利用者／データ提供者

とプラットフォーム事業者との利用規約の内容を確認しようとする動機が働くといえる。 
154 前掲注 25のとおり、データへのアクセス権、利用権、保有・管理に係る権利、複製を求

める権利、販売・権利付与に対する対価請求権、消去・開示・訂正等・利用停止の請求等

の契約上の権利を自由に行使できる権限のことを意味する。 
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一つは、①データ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約に規

定される、提供データを、プラットフォーム事業者またはその他の参加

者（プラットフォームが提供する利用データを利用して加工・分析を行

う事業者や、利用サービスを開発する事業者等）が、いつ、どのような

目的で、どのような態様・方法で利用できるのかということを定める利

用範囲であり、もう一つは、②データ利用者・プラットフォーム事業者

間の利用規約に規定される、利用データまたは利用サービスについて、

データ利用者が、いつ、どのような目的で、どのような態様・方法で利

用できるのかということを定める利用範囲である。 

 

 データ提供者・プラットフォーム事業者間の利用範囲について 

プラットフォーム事業者およびデータ利用者は、データを広く共

用・活用したいという動機が働くものであるから、提供データについ

て、できるだけ広範または抽象的な利用範囲としたいという要望をも

つ傾向にあるといえる。 

他方、データ提供者は、提供データがどのように共用・活用される

のかということへの関心が高く、後記第 6-3-⑶-①記載のとおり、デー

タ利用者を限定したい場合もあるため、提供データについて、できる

だけ具体的または限定的な利用範囲としたいという要望をもつ傾向に

あるといえる。すなわち、利用範囲は、データ提供者に対して、プラ

ットフォームに提供する提供データがどのようなデータ利用者または

その他の参加者にどのように共用・活用されるかという予測可能性を

与え、ひいては、データを提供するか否かの動機づけを与えるといえ

る。 

このように、データ提供者とプラットフォーム事業者（ひいてはデ

ータ利用者）との間には、提供データの利用範囲の具体性について、

相反する要請が存在し得るため、提供データの利用範囲を利用規約に

おいて定めるときは、利用範囲の記載内容（具体性）について十分な

検討を行うことが、将来の紛争を予防する観点から望ましい 155。 

なお、このように、データ提供者・プラットフォーム事業者間の利

用規約では、プラットフォーム事業者またはプラットフォーム事業者

から委託を受けた第三者（協力先）が、提供データを利用することが

できる利用範囲（当該第三者の有無・範囲、提供データの範囲、利用

目的、利用態様・利用方法）を定める規定を置くことになる。このと

き、当該規定において、プラットフォーム事業者が提供データに基づ

いた利用データ・利用サービスを提供できる範囲を定めることにより、

さらにデータ利用者の利用範囲も制限する場合もあろう。 

 

 

                         
155 なお、データ提供者がプラットフォーム事業者に対して提供データを提供する場面だけ

を見ると、「データ提供型」（前記第 4）の利用許諾の場合と類似の関係にあるが、プラッ

トフォーム型においては、提供データがプラットフォーム事業者により、利用データまた

は利用サービスとして、データ利用者またはその他の参加者に共用または提供されること

が当然の前提となっているため、たとえば「プラットフォーム事業者の事業に必要な範囲

内で利用できる」という定め方をする場合、データ提供型の利用許諾よりも利用範囲が広

く解釈される可能性がある。 
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 データ利用者・プラットフォーム事業者間の利用範囲について 

データ利用者・プラットフォーム事業者間の利用規約における利用

データないし利用サービスの利用目的は、データ利用者に対して、ど

のような範囲で利用データまたは利用サービスを共用・活用すること

が許されるのかという判断基準を与える。 

プラットフォーム事業者は、データ提供者との利用規約で定めた利

用範囲に違反または抵触しない範囲内で、利用データ・利用サービス

の利用範囲を定める必要がある点に留意が必要である。その意味では、

データ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約と、データ利用

者・プラットフォーム事業者間の利用規約を別々に定める場合であっ

ても、それぞれに定めるデータの利用範囲は関連しているといえる。 

なお、データ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約、デー

タ利用者・プラットフォーム事業者間の利用規約のいずれの場合も、

プラットフォーム型においては、データの目的外の利用を禁止し、義

務違反に対しては損害賠償その他の制裁を規定することが一般的であ

ることから、プラットフォーム事業者またはデータ利用者の行為を律

し、または利用規約違反行為を認定する判断にも、「利用範囲」が用

いられることがあり得る 156。そのため、プラットフォーム事業者また

はデータ利用者にとって予見可能性（何が許されているのか、何が禁

止されているのか）が担保される程度に具体的な利用範囲であること

が、将来の紛争予防に資するといえる。 

 

 プラットフォームにおいて取り扱われるデータやサービスの種類等 

 データの性質について 

前記第 1-2 のとおり、業種を超えた複数のデータの組み合わせはオ

ープンイノベーションをもたらすものと期待されており、データの付

加価値を高め競争力を強化するためには、利活用するデータの対象や

種類を広げ、多様な組み合わせで利活用することが重要である。 

もっとも、プラットフォーム型の場合、データ提供者とデータ利用

者が完全に一致する場合だけでなく、両者が完全には一致せずにデー

タを提供するだけの者または利用するだけの者がいる場合のいずれの

場合においても、データ提供者の競合事業者がデータ利用者として含

まれ得ることがあり、そのような場合、データ提供者としては、デー

タを提供することに消極的になることも多い。 

そこで、たとえば、プラットフォーム事業の目的を設定するにあた

って、参加者に競合事業者が含まれる場合であってもプラットフォー

ムを利用することについて共通のメリットを享受できるようにし、プ

ラットフォームにより多くのデータを集めることを目指すことが考え

られる（ユースケース 2参照）。 

他方、他の事業者（特に、自社の競合事業者）に開示すると自社の

競争力を削ぐ可能性があるデータと、他の事業者に開示しても自社の

競争力には直接には影響がないまたは影響が小さいデータを切り分け

                         
156 たとえば、利用規約において禁止行為を列挙する場合、「その他、第…条に定める利用

範囲を逸脱する行為」といった包括的な禁止条項（いわゆるバスケットクローズ）を設け

ることが考えられる。 



第６ 「データ共用型（プラットフォーム型）」契約 

85 

た上で、まずは後者のデータを優先的に提供データとすることや、前

者のデータについては、データ提供者の事業に損害その他の悪影響が

生じないように、データ利用者の範囲に一定の制約をかけることや特

定の方法で加工・分析することを課すことが考えられる。 

この点、プラットフォーム型のメリットとしては、他の事業者（特

に、自社の競合事業者）に開示すると自社の競争力を削ぐ可能性があ

るデータであっても、事業領域の切り分けを行うことで、領域毎のデ

ータの共用・活用の管理ができることが挙げられる。たとえば、領域

ａにおいては制約をかけてもなお他社に共用・活用されることを回避

すべきであるものの、領域ｂや領域ｃにおいては当該データについて

の「競合事業者」が観念し得ないと評価できる場合 157には、当該デー

タをプラットフォームに提供し、プラットフォーム事業者との間で当

該データの利用先について制限をかけることを合意することにより、

プラットフォーム事業者が提供先（利用先）を選別して、領域ａに属

するデータ利用者には当該データまたはこれを用いた利用サービスを

提供しない一方で、領域ｂや領域ｃに属するデータ利用者には当該デ

ータまたはこれを用いた利用サービスを提供するという、領域毎のデ

ータの共用・活用の管理ができる。 

このように、領域を分けてデータの共用・活用を行う場合には、デ

ータの種類に応じた共用・活用の制約条件について、データ提供者・

プラットフォーム事業者間の利用規約で定めておく必要がある。 

 

 利用データ・利用サービスの種類について 

プラットフォーム事業者が提供するものとしては、データの形式を

取るもの（利用データ）と、サービスの形式を取るもの（利用サービ

ス）が考えられる。利用データの提供態様としては、①提供データを

そのまま利用データとして提供する場合、②提供データをプラットフ

ォーム事業者またはプラットフォーム事業者が委託した第三者が加工

したデータまたは分析した結果（データ）をプラットフォーム事業者

が提供する場合が考えられる。また、利用サービスとしては、③提供

データをプラットフォーム事業者またはプラットフォーム事業者が委

託した第三者が利用して、分析結果に基づくサービス、アプリケーシ

ョン、ソリューションまたはビジネス機会をプラットフォーム事業者

がデータ利用者に提供する場合等が考えられる。 

                         
157 もちろん、競合事業者が観念し得ないだけではなく、領域ｂまたはｃのみに属するデー

タ利用者がプラットフォームを介して提供を受けたデータを領域ａに属する者に対して再

提供しないといった条件が担保される必要もあると考えられる（いわゆる転売先の制限）。

この場合、プラットフォーム事業者としては、データ利用者との間で、プラットフォーム

を介して提供を受けた当該データを領域ａに属する者に提供しない旨の合意を得る必要が

生ずるものの、他方で、独占禁止法違反（非価格制限行為）とならないよう留意する必要

も生ずる。 
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図 10：利用データ・利用サービスの種類 

 

データの幅広い共用・活用を目指すプラットフォーム型においては、

できるだけ提供データを提供してもらいたいという要請が働く一方で、

プラットフォームがデータ利用者との間のフィルターとなって、提供

データの共用・活用態様に制限をかけるときもあるため、提供データ

がどのような形でプラットフォームから出ていくかおよびプラットフ

ォームにおいてどのような形で保管されるのかについて、前記①～③

の観点から整理して利用規約に明記し、プラットフォーム事業者・デ

ータ提供者間において、提供データそのものの開示・提供を受けて利

用する者の範囲、提供データの利用目的、利用態様・方法、提供デー

タおよび利用データ・利用サービスの保管態様、ならびにデータ利用

者の範囲といった事項について合意することが、将来の紛争予防の観

点から望ましい。 

プラットフォーム事業者・データ利用者間においても、プラットフ

ォーム事業者から提供を受けられるものは、提供データそのものなの

か、加工データ、分析結果のデータなのか、分析結果に基づくサービ

ス、アプリケーション、ソリューションもしくはビジネス機会なのか、

またはこれらの一部もしくは全部なのかについて利用規約に明記して

合意することが、将来の紛争予防の観点から望ましい。提供データの

種類ごとに、または時期に応じて、プラットフォーム事業者からデー

タ利用者が提供を受けられるものが異なるのであれば、種類・時期ご

とにデータ利用者が提供を受けられるものを整理して利用規約に明記

し合意することになる。 
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 派生データ等成果物について 

a プラットフォーム型における成果物 158について 

「データ提供型」では、提供したデータをデータ受領者側が活用

することにより生じる派生データの利用権限その他の成果物の取扱

いについて、データ提供者とデータ受領者の間で取り決める必要が

あったが、プラットフォーム型においては、プラットフォームによ

る提供データの加工・分析またはその結果に基づくサービスの開発

により生じる成果物（利用データ・利用サービス）がデータ利用者

によって利用されることが予定されているため、このような成果物

の利用権限をどのように取り決めるかは、利用データ・利用サービ

スの利用範囲をどのように定めるかという形で問題となる 159。 

なお、プラットフォーム事業者が派生データ、派生サービス 160を

データ利用者以外の者に展開していく場合には、利用範囲にその旨

を明記し、将来の紛争を避けるように努めることが望ましい。 

 

b プラットフォーム事業者が創出する知的財産権等について 

プラットフォーム事業者が成果物（利用データ・利用サービス）

を創出するにあたり生じた知的財産権および知的財産の取扱いにつ

いては、利用データ・利用サービスの利用範囲を定めても、それに

より一義的に定まるものではないため、別途規定を設けるかを検討

する必要がある。 

利用規約において、成果物（利用データ・利用サービス）を創出

するにあたり生じた知的財産権等について取り決める場合は、①プ

ラットフォーム事業者のみに帰属すると定める場合、②全データ提

供者に帰属する（全データ提供者で共有）と定める場合、③プラッ

トフォーム事業者および全データ提供者に帰属する（プラットフォ

ーム事業者および全データ提供者で共有）と定めることが考えられ

る。 

この点、②、③いずれの場合であっても、プラットフォーム事業

者が知的財産権等のライセンス（必要に応じてサブライセンスを含

む）を利用規約において一律に得ておけば、プラットフォーム事業

者が利用データおよび利用サービスをデータ利用者に提供するにあ

たり、知的財産権侵害によるプラットフォーム事業の中断や終了と

いった問題は生じないといえる。 

 

c データ利用者において生じる成果物について 

データ利用者がプラットフォームから提供を受けた利用データ、

利用サービスを共用・活用することにより生じる成果物（知的財産

権等を含む）の取扱いは、利用データ・利用サービスの利用範囲を

                         
158 成果物と「物」と記載しているが、有体物に限る趣旨ではなく、無体物も含んだ用語と

して用いる。 
159 これは、データ提供者が、データ利用者としての地位も兼ねることが多いプラットフォ

ーム型の特徴とも関連する。 
160 派生サービスとは、提供データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生

じたサービスのことをいう。当該サービスの内容の一部または全部として、派生データの

利活用を含む場合もあれば、含まない場合もある。 
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定めたとしても一義的に定まるものではないため、別途規定を設け

るかを検討する必要がある。 

なお、データ利用者に帰属すべき知的財産権等についてプラット

フォーム事業者が非独占的なライセンスを受けることは原則として

問題ない一方で、無対価で譲渡を受けることや、独占的なライセン

スを受けることをデータ利用者・プラットフォーム事業者間の利用

規約に定める場合は、独占禁止法上の問題を生じうる可能性がある

ため、注意が必要である。 

 

d プラットフォーム事業者またはその委託を受けた第三者（協力先）

が AI 技術を用いた解析を行った場合の成果物の取扱いについて 

たとえば、プラットフォーム事業者が AI技術を利用したデータ解

析事業者に提供データを提供してデータ解析を依頼する場合等、提

供データの AI解析に関して生じた成果物（学習用データセット、学

習済みモデル等）の取扱いについては、AI編を参照されたい。 

 

 利益の分配について 

プラットフォームが創出する成果物から得られる利益の分配につい

て、データ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約に定めるこ

とも考えられる。 

もっとも、プラットフォーム型においては、データ提供者がデータ

利用者としての地位も併有することが多く、そのような場合にはデー

タ提供者はデータ利用者として成果物を利用することにより一定の利

益を得ていると整理し、それ以上データ提供者としては利益分配を求

めない構造のプラットフォーム型とすることもあり得る。 

また、たとえば、データ利用者がプラットフォームを通じて提供を

受けたデータを分析会社に提供してデータ分析を依頼し、得られたデ

ータ分析結果に基づいて、データ利用者が業務を効率化したときの利

益の分配等、多数の参加者が関与するプラットフォーム型においては、

当該利益への提供データの貢献の程度（寄与度）や当該利益を分配す

べき者の範囲を算定し難い場合も多いことからすると、利益分配を定

めない方が適切な場合も多いと考えられる。 

 

 営業秘密・ノウハウが含まれるデータについて 

提供データに営業秘密が含まれる場合があり得るため、データ提供

者としては、どのデータを提供データとしてプラットフォームに提供

し、どのデータを意識的に自社内にとどめておくかという観点からの

検討が重要となる。 

また、営業秘密が含まれるものであっても、提供データとしてプラ

ットフォームに提供した上で、データ利用者をグループ分けし、プラ

ットフォーム事業者がグループに応じて提供データの共用・活用をコ

ントロールする旨の規定を利用規約の利用範囲の条項に定めることも

考えられる。たとえば、どのデータ利用者であれば営業秘密が含まれ

る提供データをそのまま共用・活用させてよいのか、どのデータ利用

者については当該提供データを一切、共用・活用させないのか、どの

データ利用者についてはある一定の加工をすれば当該提供データを共
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用・活用させてよいのか等、提供データの制約条件についてデータ提

供者・プラットフォーム事業者間において利用規約をもって合意し、

プラットフォームにおいて、当該制約条件に沿った提供データのコン

トロールをすることとなる。 

なお、営業秘密が含まれる提供データがプラットフォームに提供さ

れ、当該提供データがプラットフォーム事業者を通じて利用データま

たは利用サービスとしてデータ利用者に提供され得る状態に置かれる

ことで、不正競争防止法上の「営業秘密」としての要件のうち、特に、

「秘密管理性」または「非公知性」を欠くことになる場合も考えられ

るため、かかる観点からも、当該提供データをプラットフォームに提

供することの可否や、提供する場合には当該提供データの制約条件を

検討する必要がある場合もある。 

 

 個人情報が含まれるデータについて 

前記第 6-1 のとおり、プラットフォーム型においては、事業グルー

プを越えた複数の事業者に提供データを共用・活用させることで新た

な価値を生み出すことが期待されるため、利用範囲をできるだけ広く

規定する場合もある。一方、利用範囲を広く規定することは、個人情

報保護法 15条等で個人情報取扱事業者が求められる利用目的の特定や

同法 23条の第三者提供に関する本人の同意取得を満たすことが難しい

可能性がある。このため、プラットフォームを通じた情報提供を行お

うとする場合には、利用目的や第三者提供の範囲をあらかじめ十分に

特定できないため、法令を遵守する観点から、提供データとして個人

情報がプラットフォームに収集されない体制を取ることが望ましい場

合もある 161。 

そこで、個人情報を含む提供データを扱う場合には、あらかじめデ

ータ提供者の元で匿名加工情報（個人情報保護法 2 条 9 項）または統

計情報その他の非個人情報とした上で、プラットフォームを通じて流

通させることが考えられる 162。この場合、提供データが個人情報では

なく非個人情報であることについて、データ提供者に一定の責任を負

わせることも考えられる 163。 

                         
161 データ提供者において、事前に利用規約に記載された利用範囲をもって個人情報取得の

利用目的をできる限り特定し、多くの個人（本人）から当該プラットフォームにおける個

人情報の第三者提供についても同意を得て個人情報を収集し、プラットフォームに提供す

る場合もあり得る。一方、いったん取得し収集済みの個人情報をプラットフォームに提供

するに際して、利用目的の範囲内の利用または同意の範囲内の第三者提供等であると整理

できない場合には、改めて本人から同意等を取得しなければならない。 
162 提供データに匿名加工情報が含まれ得る場合には、プラットフォーム事業者は、データ

利用者に対して法令に基づいて当該情報が匿名加工情報であることを示すとともに識別行

為の禁止を求めることが必要である。 
163 たとえば、データ提供者に、（ⅰ）提供データに個人情報が含まれないことを表明保証

させる、（ⅱ）提供データに個人情報が含まれる場合には、個人情報にかかる本人からプ

ラットフォームにおける個人情報の第三者提供等について同意を取得したことを表明保証

させる、（ⅲ）提供データが匿名加工情報または統計情報であることを表明保証させる、

といった対応が考えられる。 

 なお、表明保証（Representations and Warranties を略して、「レプワラ」と呼ばれる

こともある）条項とは、ある時点の事実関係が真実であることを表明させ、その事実関係
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 知的財産権の対象となるデータについて 

知的財産権の対象となるデータとしては、 

（ i ） 営業秘密に係る権利（前記⑤参照） 

（ ii ） 著作権（たとえば、提供データが、創作性のある画像や動画

の場合 164、データベースの著作物の場合、キャラクターフィ

ギュア等の 3Dデータの場合） 

（ iii ）意匠権（たとえば、提供データが意匠登録された家具の 3Dデ

ータの場合） 

（ iv ） 特許権（たとえば、提供データが特許権（プログラム等の特

許権）を取得したプログラム等の場合） 

（ v ） 回路配置利用権（たとえば、提供データが半導体集積回路の

回路配置に関する法律にいう回路配置を記載した図面または

写真の場合） 

が考えられる 165。 

そこで、提供データに知的財産権の対象となるデータが含まれる場

合には、プラットフォーム事業者による加工、分析行為またはデータ

利用者によるデータの共用・活用行為が知的財産権侵害とならないよ

う留意し、対処しなければならない。 

もっとも、前記（ⅱ）～（ⅴ）については、知的財産権の対象とな

るデータを利用するからといって、直ちに、知的財産権侵害が成立す

ると懸念するのではなく、どのような行為を行うのかまたは行うこと

が予測されるのかについて具体的に分析し、行為態様に応じて侵害行

為が成立するか否かを詳細に検討し対応することが必要となる 166 167

（なお、営業秘密（前記（ⅰ））については、前記第 6-3-⑶-⑤参照）。 

 

 参加者の範囲 

 データ提供者がデータ利用者の地位を併有することについて 

前記（図 7）のとおり、全部または一部のデータ提供者がデータ利用

                                                                        

 
が相違していた場合に損害賠償責任を負わせる条項をいう。 
164 なお、産業データのうち、設計図面は、創作性が認められ難く、著作物に当たらない場

合が多いと解されているが、他方で、秘密情報として扱われている場合も多く、データが

どのような知的財産権の対象となり得るのかという点について多面的な検討が必要である。 
165 知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会次世代知財システム検討委員会、「次世代知

財システム検討委員会報告書～デジタル・ネットワーク化に対応する次世代知財システム

構築に向けて～」、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyok

a_kikaku/2016/jisedai_tizai/hokokusho.pdf、（平成 28年 4月）31頁～34頁 
166 たとえば、意匠登録された家具の 3D データを 3Dプリンタに入力し家具を製造する行為

の場合には、意匠権侵害が成立し得るが、意匠登録された家具の 3Dデータを用いてパソコ

ン上でどのような家具なのかをシミュレートする行為については、有体物が生成されてい

ないため、「物品」の「製造」とはいい難く、意匠権侵害は成立しないと考えられる。 
167 著作権法違反が問題となる場合、創作性（著作権法 2条 1項 1号）が争点となることが

多く、裁判所において創作性が認められない（著作物ではないと判断される）こともある。

このように、裁判所で判断されるまで、「著作物」に該当するか否か判然としない場合で

あっても、著作権法は各種の権利制限行為を規定しているため、仮に著作物に該当すると

しても権利制限行為としてデータを利用することができないか、という観点から検討する

こととなる。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/hokokusho.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/hokokusho.pdf
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者という地位も併有するため、プラットフォームを介してデータを共

用・活用することで、他の参加者と直接、連絡をせずとも、商品の価

格や生産数量等を取り決めることができてしまうと、カルテル規制に

該当するおそれが生じ得る 168。 

 

また、データを提供しているから他の提供データを利用できるとい

う対価関係を観念し得ない者がデータ利用者として登場する場合には、

データ提供者ではないデータ利用者のための条項を利用規約に規定す

ることとなる。すなわち、データ提供者でもあるデータ利用者は、プ

ラットフォーム事業者との間でデータ提供義務を負うと解されるもの

の、データ提供者ではないデータ利用者については、プラットフォー

ム事業者との間でどのような義務を負う契約関係とするのか（利用料

支払義務以外の義務を負う契約関係とするのか）について検討する必

要がある。 

 

 オープン型プラットフォームについて 

オープン型プラットフォームの場合、オープン型であるということ

を利用規約に明記し、提供データをデータ提供者ではないデータ利用

者が広く共用・活用し得ることについて、データ提供者・プラットフ

ォーム事業者間の利用規約の利用範囲の規定に明記しておくことが、

将来の紛争予防のために望ましい。 

 

なお、前記第 6-1-⑵-①記載のとおり、オープン型プラットフォーム

の発展形ともいえるものとして、データ利用者として他のプラットフ

ォーム事業者が登場する場合もある 169。この場合も、少なくとも利用

規約の作成時点で他のプラットフォーム事業者がデータ利用者となる

ことが想定されているときは、その点について利用規約に明記し、将

来の紛争予防に努めることが望ましい。 

 

                         
168 事業者相互で直接、連絡をせずとも、拠点（ハブ）を介して商品の価格や生産数量等の

取り決めに関して「意思の連絡」が行われることでカルテル規制に該当する類型について、

ハブアンドスポーク型と呼ぶ場合がある。 

なお、「意思の連絡」が認められるために、事業者相互で拘束し合うことを明示して合意

する必要まではないと判断されたものとして、東芝ケミカル事件（東京高判平成 7年 9月 2

5日、判タ 906号 136 頁）参照。 
169 データ流通プラットフォーム間の連携のために最低限共通化することが必要な事項は、

①データカタログの整備、および②カタログ用 APIの整備とされる（IoT推進コンソーシア

ム・総務省・経済産業省、「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本

的事項」、http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002-1.pdf、（20

17年 4月））。 

①データカタログの整備とは、データ利用側（ママ）が複数のデータ流通プラットフォー

ムに対して、同一の検索ワード・方法でデータを検索・発見することが可能となるよう、

データの所在、種類、名称等、提供しているデータに関する情報（メタデータ）を集約し

たデータカタログの整備することであり、②カタログ用 API の整備とは、データカタログ

に対し、メタデータの検索を行うことを可能とするカタログ用 API の整備をすることであ

る。 

http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002-1.pdf
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 プラットフォーム事業者が提供データの加工・分析等について第三

者に委託等する場合について 

前記図 8 のとおり、プラットフォーム事業者が提供データの保管に

ついて第三者のサーバやクラウドを借りる場合や、提供データの加

工・分析等を第三者に委託をする場合、第三者が提供データを利用し

てアプリケーションやサービスをデータ利用者に直接提供する場合等、

プラットフォーム事業者が、提供データの取扱いにおいて第三者と協

力することも多い（このような第三者を本章では、「協力先」という）。 

協力先がいる場合、提供データを外部（協力先）に提供したり、協

力先において加工・分析等をしたりすることについて利用範囲に明記

し、将来の紛争予防に努めることが望ましい。 

なお、どのような第三者を協力先とするかについては、技術の進歩

やコストダウン等の観点から、将来にわたって詳細に予測することが

困難である場合が多く、利用規約上、協力先について、ある程度、抽

象的、包括的な記載をすることになる場合も多いと考えられる（すな

わち、プラットフォーム事業者としては、協力先が提供データを利用

することについて一定の包括的な定めを利用規約に明記することによ

り、データ提供者から協力先選択の裁量を得ておくこととなる）。こ

のような場合、協力先の範囲を画する条件等を記載し、データ提供者

における協力先の範囲に関する予測可能性を持たせることで、将来の

紛争の防止につながり得る。 

また、協力先がプラットフォーム事業者・当該協力先間の契約に違

反して提供データを利用する等して、データ提供者またはデータ利用

者に損害を生じさせた場合に、プラットフォーム事業者が一次的な責

任をもつのか否か（プラットフォーム事業者が当該協力先に代わって

損害を賠償するのか否か）について、利用規約に明記し、データ提供

者／データ利用者に対してプラットフォーム事業者が負う責任の範囲

を明らかにすることが望ましい。 

 

 誰がプラットフォーム事業者になるか 

 中立性および信頼性について 

プラットフォーム事業者に誰がなるかについては、誰が担うのがよ

り良いのかという事業上の観点に加えて、中立性および信頼性の観点

も求められる場合がある。 

前記第 6-3-⑴記載のとおり、利用規約の内容に基づいてプラットフ

ォーム事業者がデータ提供者およびデータ利用者の権利義務や責任を

規律する者としての責任を負う場合には、データ提供者またはデータ

提供者ではないデータ利用者のうちの一社がプラットフォーム事業者

になるというよりも、データ提供者、データ利用者とは資本関係や事

業関係のない第三者がプラットフォーム事業者となる、または、デー

タ提供者およびデータ利用者間もしくは参加者間でジョイントベンチ

ャー（合弁企業）や組合、一般社団法人を設立するほうが中立性を確

保し、信頼を得やすい場合も多い 170。 

                         
170 プラットフォームが紛争に巻き込まれないように法人格をもたない形式を取ることを要

望する場合があり得るが、法人格がない社団であっても、民事訴訟の被告となり得る（民
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もっとも、合弁会社（ジョイントベンチャー）171や組合、一般社団法

人を設立する形式を採用するからといって、直ちに、中立性が確保さ

れるものではない。たとえば、データ提供者およびデータ利用者、ま

たは、参加者の出資により、合弁会社として株式会社を設立しようと

する場合、出資の割合（どの参加者が株式をどれくらいもつのか、議

決権のない株式や配当の異なる株式等種類株式を設けるのか等）や、

合弁会社を運営する取締役をどの参加者から何名出すのか、合弁会社

の運営にかかる経費の負担割合をどうするのか等、参加者間で検討し

て合意すべき事項は多くある 172（ユースケース 2参照）。 

 

 安全性（サイバーセキュリティ）について 

プラットフォーム事業者は、前記のとおり、多種多様の提供データ

を取り扱うため、一定程度のサイバーセキュリティ対策を行うことが

要求され、提供データ、利用データおよび利用サービスの安全管理に

関する義務を負うと解される。 

プラットフォーム事業者として一般的に期待される／通常実施され

るサイバーセキュリティの措置 173を実施していない場合には、セキュ

リティインシデントが生じた場合にプラットフォーム事業者が責任を

負うものと解される。他方、完璧なサイバーセキュリティ対策は存在

し得ないといえるため、一定の範囲のセキュリティインシデントにつ

いては免責とすることを検討する必要もある 174（ユースケース 1参照）。 

 

 「革新的データ産業活用計画の認定制度」の創設（参考） 

事業者によるデータの集約・活用や連携を支援するため、平成 30年

5 月に成立した生産性向上特別措置法においては以下の措置等が予定

されている。 

 

a 認定制度の創設と税制上の優遇措置等を通じた支援の創設 

データを収集し、産業活動において活用しようとするプラットフ

ォーム事業者は、セキュリティ確保等の一定の要件を充たすことを

条件に、データの産業活用事業に係る計画（革新的データ産業活用

計画）について主務大臣の認定を受けることができ、当該認定を受

けた場合には税制上の優遇措置等を受けられるものとする（当該プ

                                                                        

 
事訴訟法 29 条）。 
171 合弁会社の会社形態としては、株式会社や合同会社等があり得る。 
172 データのプラットフォームの構築ではない従前の事業における合弁会社の設立において

も、このような事項の交渉が進まず、合弁会社の設立に至らなかったり、合弁会社の運営

がうまくいかなくなったりすることがあるのと同様に、データのプラットフォーム事業に

おいても出資割合等の交渉に時間がかかることが予想されるため、従前の事業における合

弁会社の設立や運営において得た経験等を活かすことが期待される。 
173 プラットフォーム事業において、クラウドサービスを利用して事業を実施する場合は、

情報管理策等に関する ISO/IEC27017 やクラウドサービス上の個人情報保護に関する ISO/I

EC27018 などの規格の認証取得などによる対策等の措置が期待される。 
174 この点、免責／非免責のセキュリティインシデントの範囲を文言として明確化すること

は困難ともいえるため、重過失の場合は非免責といったような抽象的な規定を利用規約に

設けることも考えられる。 
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ラットフォーム事業者等にインセンティブを付与する）。 

 

b 個人情報保護とデータの安全管理のための専門的な政府機関等の

協力 

主務大臣は、上記計画の認定にあたって、（ⅰ）必要に応じて個

人情報保護委員会への協議を行い、個人情報保護法の遵守状況を確

認し、消費者の不安や懸念の抑止を図り、（ⅱ）独立行政法人情報

処理推進機構等への協力依頼を可能とすることによって、データの

安全確保を図る。 

 

c データ提供要請制度による支援 

上記計画認定を受けたプラットフォーム事業者等は、他の事業者

における活用のためにデータの整理、提供等を行う場合には、主務

大臣によるセキュリティ確認を得て、公共機関等が保有するデータ

の提供を求めることができる。 

 

４ 利用規約における主要事項 

 提供データまたは利用データ・利用サービスの利用を許諾する範囲（利

用範囲） 

前記第 6-3-⑵記載のとおり、①データ提供者・プラットフォーム事業

者間の利用規約においては、提供データの利用範囲を規定し、②データ

利用者・プラットフォーム事業者間の利用規約においては、プラットフ

ォームが提供する利用データまたは利用サービスの利用範囲を規定する

ことになると考えられる。 

このようにして、提供データまたは利用データもしくは利用サービス

について利用を許諾する範囲を画することとなる。 

また、前記第 6-3-⑶-③のとおり、データ提供者・プラットフォーム事

業者間の利用範囲の定めにより、成果物である利用データ、利用サービ

スの取扱いも定まることとなる。 

 

利用範囲は、①どの提供データについて、②誰が（データ利用者の属

性、範囲や条件、プラットフォーム事業者の協力先等その他の参加者の

範囲や条件等）、③いつ（期間）、④どこで（たとえば、国外サーバに

提供データを記録しないで欲しいといったことが考えられる）、⑤どの

ような目的で、⑥どのような態様・方法で共用・活用するため、という

要素の全部または一部を組み合わせる形で規定されることが多い。 

 

特に、前記第 6-3-⑷-③記載のとおり、プラットフォーム事業者が協力

先と協力する可能性がある場合には、どのような協力先 175とどのような

協力 176を行い得るのかについて、利用範囲の条項において明確化するこ

とが望ましい。 

また、前記第 6-3-⑶-①記載のとおり、提供データの種類や領域等に応

                         
175 個社名を記載する場合もあれば、協力先の属性や条件を記載する場合、プラットフォー

ム事業者の判断に委ねる場合等がある。 
176 たとえば、「●●分析法に基づいたデータ分析を行い得る」等具体的に定める場合もあれ

ば、「第●条に定める利用範囲内で」等広範に記載する場合もある。 



第６ 「データ共用型（プラットフォーム型）」契約 

95 

じてデータ利用者を調整する旨の規定等を、利用範囲の条項に置く場合

もある。 

ほかにも、たとえば、広く提供データの共用・活用を認めるプラット

フォームの場合には、「データ利用者は、利用データについて、自己も

しくは第三者をして加工もしくは分析し、第三者に対して利用許諾もし

くは譲渡し、または第三者との間で共同利用をすることができる」とい

ったように包括的な利用範囲の条項を規定し、当該条項をデータ利用

者・プラットフォーム事業者間の利用規約およびデータ提供者・プラッ

トフォーム事業者間の利用規約に定める場合もある。 

 

さらには、明らかに他の事業者に開示しても自社の競争力には直接に

は影響がないまたは影響が小さいデータを提供データとする場合等には、

提供データの共用・活用についてプラットフォーム事業者に一任するよ

うな包括的な利用範囲を規定することもある。 

 

このように、利用範囲を具体的に規定する場合も、包括的に規定する

場合も、いずれの場合においても、利用範囲が、データ提供者・プラッ

トフォーム事業者間およびデータ利用者・プラットフォーム事業者間の

権利義務や責任関係を画するものとなるため、データ提供者およびデー

タ利用者において予測可能性を担保し得る内容とすることが求められる。 

 

 提供データに関するデータ提供者の責任（保証／非保証） 

 責任を規定する場合／しない場合 

提供データに関して、データ提供者がどのような責任を負うのか、

または負わないのかについて利用規約に規定することが考えられる。

前記第 4-2-⑵記載のとおり、データの量、内容、粒度、形式等につい

て非保証とする旨を規定する場合もある。 

他方、後記②のとおり、一定の場合には、データ提供者に提供デー

タに関する責任を負わせる場合もある。 

このように、データ提供者に提供データに関する責任を負わせたり、

負わせなかったり、または責任の一部を負わせたりする場合があると

ころ、客観的にいずれが好ましいというものではなく、どのように責

任関係を設計すれば、必要な数、属性のデータ提供者を確保しつつプ

ラットフォームを持続的に運営できるかという事業上の観点を踏まえ

て、データ提供者の責任範囲を設計することとなる。 

 

なお、データ提供者がデータの正確性について責任を負わない旨の

免責条項を利用規約に規定することは、プラットフォーム型において

もあり得るものの、産業データについては、たとえば、時間軸がずれ

ていた、単位変換を誤った、検査をクリアするためにデータが改竄ま

たは捏造されていたといった事態が生ずると、複数の参加者がプラッ

トフォームを通じて当該データを利用することで、予期せぬ損害が生

じる可能性もある。データの正確性について保証を求める場合でも、

「正確性」にどのような意味を持たせるのかについては、利用規約に

おいて詳細に内容を規定した上で、誰が責任をもつのかまたは誰も責

任をもたないのかについて明記することが望ましい。 
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 違法または不正な手段で得られたデータではないこと 

a 包括的な場合 

提供データが違法または不正な手段で得られたデータではないこ

とについてデータ提供者に責任を負わせるために、どのような法令

なのかということについて詳細に記載せず、包括的にその旨を表明

保証させる場合もあれば、逆に、データ提供者が一切当該責任を負

わない旨を規定する場合もある。 

 

b 具体的な法令について言及する場合 

たとえば、提供データが営業秘密に該当するときは、データ提供

者が当該営業秘密の真の保有者であることを表明保証させたり、営

業秘密が複数の者によって保有されている場合には他の保有者から

プラットフォームにおいて共用・活用することについて同意を得た

こともしくは委任を受けたことを表明保証させる条項を規定するこ

ととなる。 

また、第三者が保有する営業秘密であるときには、当該第三者か

らプラットフォームにおいて共用・活用することについて同意を得

たことまたは委任を受けたことを表明保証させる条項を規定するこ

ととなる。 

 

その他知的財産権の対象となるデータの場合についても、前記第

6-3-⑶-⑦記載のとおり、そもそも、（ⅰ）当該データをプラットフ

ォームに提供する行為が侵害行為となり得るのか、また（ⅱ）プラ

ットフォームを通じた共用・活用行為が侵害行為となり得るのかに

ついて詳細に検討した上、もし、侵害行為が成立し得る場合には、

データ提供者から、（ア）当該データをプラットフォームに提供す

る行為について当該知的財産権の権利者から同意を得たこと、およ

び（イ）当該データをプラットフォームを通じて共用・活用する行

為について当該知的財産権の権利者から同意を得たことを表明保証

させる条項を規定することとなる。 

 

なお、（ⅰ）に該当しないことが明らかである場合に、データ提

供者に、提供データをプラットフォームに提供することが第三者の

知的財産権を侵害しないことを表明保証させる場合も見受けられる

が、法律上の効果は見出し難い反面、データ提供者に対する萎縮効

果という事実上の効果を与えてしまう。 

 

また、たとえば、提供データに個人情報が含まれる場合には、プ

ラットフォームにおいて共用・活用することについて本人の同意を

得たことをデータ提供者に表明保証させる場合もあれば、提供デー

タが非個人情報であることをデータ提供者に表明保証させる場合も

ある（脚注 163参照）。 
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 派生データ等成果物の権利関係 

 定義条項の必要性 

まず、何をもって「派生データ」または「成果物」と定義づけるの

かについての明確な条項が必要となるところ、前記第 6-3-⑶-③のとお

り、プラットフォーム型においては、成果物のうち派生データおよび

派生サービスについては、プラットフォーム事業者がデータ利用者に

提供することにつき、利用範囲の条項をもって同意を得られていると

整理できる。 

そこで、別途、派生データ、派生サービスの定義を置かずに、利用

データ、利用サービスが成果物であるという関係性について、確認的

に記載する場合もある。もちろん、派生データ、派生サービスの定義

条項を置く場合もある。 

いずれにしろ、参加者間において定義に齟齬が生じないよう、また、

派生データ、派生サービスが利用データ、利用サービスに相当するこ

とについての共通認識が持てるよう、留意すべきである。 

 

 知的財産権等の取扱いについて 

前記のとおり、（ⅰ）プラットフォーム事業者が派生データ、派生

サービスを創出するにあたり生じた知的財産権等と、（ⅱ）データ利

用者が利用データ、利用サービスを共用・活用するにおいて生じた知

的財産権等とに分けて整理することに留意すべきである。 

なお、その他の参加者、たとえば、協力先における提供データの分

析行為により生じた知的財産権等については、一義的には、 プラット

フォーム事業者・協力先において取扱いを定めるものであるものの、

プラットフォーム事業者・協力先における取扱いをデータ提供者／デ

ータ利用者・プラットフォーム事業者間の利用規約において確認的に

規定する場合もある。 

 

 データ利用者において生じたその他の成果物について 

たとえば、データの共用・活用を促進するため、データ利用者によ

る利用データまたは利用サービスの利用行為により生じた成果物は全

てデータ利用者が保有するものである旨を規定する場合もあれば、デ

ータ提供者にデータ提供を促すため、データ利用者が利用データを共

用・活用した結果生じたアプリケーションやサービスについては、デ

ータ提供者に利用させる機会を設けなければならない旨の規定を置く

場合もある。 

 

 成果物に関する利益の分配について 

利益の分配については、（ⅰ）プラットフォーム事業者が派生デー

タ、派生サービスの提供により得る利益、（ⅱ）プラットフォーム事

業者が派生データ、派生サービスを創出するにあたり生じた知的財産

権等の実施により得る利益、（ⅲ）データ利用者において利用データ、

利用サービスを共用・活用するにあたり生じた成果物（知的財産権等

またはアプリケーション等）の利用により得る利益、のように種類を

分けて整理する必要がある。その上で、（ⅰ）ないし（ⅲ）について、

利益分配をどのような設計とするかについては、プラットフォームご
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とに異なる。 

前記第 6-3-⑶-④記載のとおり、当該利益への提供データの貢献の程

度（寄与度）や当該利益を分配すべき者の範囲を算定し難いことを踏

まえて、利益分配をしない場合もある。 

また、データ提供者の参加を促すために、「利益」を算定し難いと

しても、（ⅲ）の場合について、データ利用者がデータを共用・活用

した結果生じたアプリケーションやサービスを当該データ提供者に第

三者よりも低額で利用させる機会を設けなければならない旨を規定す

る等して、できるだけ利益分配に近い設計とする場合もある。 

 

 監査および苦情・紛争処理 

プラットフォームの事業運営に対する信頼性を維持するために、デー

タ提供者およびデータ利用者が利用規約に基づいたデータ提供行為また

は利用データ、利用サービスの利用行為を行っているかについて確認す

べく、プラットフォーム事業者がデータ提供者およびデータ利用者に対

して定期的または不定期に書面による報告を求めたり、または、一定の

書面の開示を求めたり、場合によっては、プラットフォーム事業者によ

るデータ提供者またはデータ利用者への実地監査権を利用規約に規定す

る場合もある 177。 

また逆に、データ提供者またはデータ利用者がプラットフォーム事業

者に対する監査権を有する旨を規定する場合もある。 

実地監査についても、データ契約以外の契約における実地監査のよう

に、どれくらいの予告期間を設けるのか、また、プラットフォーム事業

者がデータ提供者またはデータ利用者である法人の敷地内に立ち入るの

か、イベントログを閲覧するのか、サーバにアクセスするのか等、様々

な態様があり得る。 

 

また、プラットフォームの運営に対する信頼性を維持する観点として、

データ提供者およびデータ利用者のための苦情申出先や、データ提供者

およびデータ利用者間で紛争が生じた場合の解決手順等をあらかじめ利

用規約に規定する場合もある。 

なお、第三者による苦情申出（たとえば、自社に関するデータが同意

なく第三者によりプラットフォームに提供されており、直ちに提供を止

めて欲しい等）に関する対応方針をあらかじめ利用規約に規定する場合

もある。 

 

 

                         
177 技術的に可能であれば、監査という古典的な方法を取るのではなく、提供データの追跡

結果（トレース結果）をプラットフォーム事業者がデータ提供者に開示して、自社が提供

したデータが利用目的に沿って共用・活用されているかについて情報提供する場合もあり

得る。 

もっとも、技術的な追跡により共用・活用結果をデータ提供者に情報提供する場合、自

社が某データないしこれに基づく利用サービスを共用・活用したことを当該データのデー

タ提供者に知られたくないというデータ利用者の要請とバランスを取ることが求められる

であろう。 
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 プラットフォーム事業者の義務・責任（責任限定） 

 プラットフォーム事業者の義務 

a 提供データ、利用データおよび利用サービスの保管におけるサイ

バーセキュリティに関する義務 

プラットフォーム事業者は、提供データを収集・保管する立場に

あるため、大量に収集する提供データの内容や質を網羅的に確認す

る義務 178を負うことは難しい面があるものの、大量また多様な提供

データを収集し、保管する事業を行っている以上、一定程度のサイ

バーセキュリティ対策を行うことが要求され、提供データ、利用デ

ータおよび利用サービスの安全管理に関する義務を負わせるのが適

切な場合も多いと考えられる。 

あわせて、前記第 6-3-⑸-②記載のとおり、完全なサイバーセキュ

リティ対策を求めることはできないため、サイバーセキュリティ対

策について一定の範囲で責任を限定する旨を利用規約に規定する場

合もある。 

 

b 保管義務、消去義務 

プラットフォーム事業者について提供データ等の保管義務（一定

期間保管する義務）または消去義務（一定の条件により消去する義

務）を規定する場合もある。 

たとえば、データ利用者は、ある利用データについて過去どれく

らいの期間分保管されていて、利用できるのか（どれくらいの期間

分の利用データの提供を受けられるのか）といったことについて関

心を有することが想定されるため、利用データについてどれくらい

の期間保管するかを義務付ける場合がある。また、データ提供者は、

提供した提供データについてどのような場合に消去されるか関心を

有することが想定されるため、どのような条件のときにプラットフ

ォーム事業者が提供データを消去するのかを義務付ける場合がある。 

 

c プラットフォームへのアクセス等に関する義務 

プラットフォームは、何時でもアクセスできること、すなわち、

何時でも提供データを提供することができ、何時でも利用データま

たは利用サービスの提供を受けられることが要請される。 

他方で、通信障害や天変地異、プラットフォーム事業者または協

力先従業員のストライキ、裁判所や行政庁による業務停止命令等の

不可抗力によって、このような提供義務等を果たせないこともある

ため、どのような場合にプラットフォーム事業者が利用データまた

は利用サービスの提供義務等を免れるかについての責任の限定につ

いても利用規約に定めておくことが望ましい。 

 

d 秘密保持義務 

提供データが営業秘密に該当しない場合であっても、たとえば、

データ事業者が当該プラットフォームにデータを提供していること

                         
178 たとえば、提供データが第三者の権利を侵害していないことを調査した上で利用データ

として提供する義務などをいう。 
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や、データ利用者が当該プラットフォームを通じてデータの共用・

活用を行っていることを口外しないで欲しいといった要請があり得

るため、秘密保持義務を利用規約に規定する場合がある。 

また、利用規約の内容が、データ提供者およびデータ利用者以外

の者に開示されることを望まない場合は、プラットフォーム事業者

がデータ提供者およびデータ利用者に対して利用規約の内容に関し

て秘密保持義務を課す場合もある 179。 

提供データが営業秘密に該当する場合については、プラットフォ

ーム事業者が提供データを秘密として管理する義務のみならず、プ

ラットフォーム事業者がデータ利用者に対して秘密保持義務を課し

て提供データを開示・提供する義務も課す旨を利用規約に規定する

こととなる（第 6-3-⑶-⑤参照）。 

 

e 情報開示義務 

一般的に、信用を得る・増やすためには情報開示が効果的といわ

れることから、プラットフォーム事業者としては、プラットフォー

ムにおけるデータの共用・活用の状況やサイバーセキュリティ対策

の実施状況等を定期的にデータ提供者およびデータ利用者（加えて、

データ提供者またはデータ利用者となることを希望する者）に開示

することも考えられる。 

 

f 独占禁止法の遵守 

プラットフォームを運営するにあたっては、データ提供者の範囲

や取り扱うデータの性質によっては、参加者の選定や参加者との契

約内容および運用に関して、私的独占、不当な取引制限、不公正な

取引方法（優越的地位の濫用、拘束条件付取引、排他条件付取引等）

等の独占禁止法違反とならないよう、留意が必要である。利用規約

に、プラットフォーム事業者は独占禁止法を遵守するといった抽象

的な規定を置く必要があるとはいえないが、そのような規定の有無

に関わらず、独占禁止法は公法として遵守が求められる。 

独占禁止法上の規制の詳細は前掲注 33「データと競争政策に関す

る検討会報告書」を参照されたい。 

 

 プラットフォーム事業者の責任（責任限定） 

a データ提供者に対する提供データの取扱いに関する責任 

プラットフォーム事業者としては、（ⅰ）データ提供者と利用規

約をもって合意した利用範囲の中で利用データ、利用サービスを創

出する責任、および（ⅱ）データ提供者と利用規約をもって合意し

た利用範囲の中で提供データの種類に応じて一定の範囲のデータ利

用者に利用データ、利用サービスを提供する義務を負うと解される

から、提供データの取扱いについてこのような責任を負う旨をデー

                         
179 利用規約の内容について秘密保持義務をデータ提供者またはデータ利用者に課す場合、

プラットフォーム事業者の行為が独占禁止法違反に当たる可能性があるときに、利用規約

の内容を開示して競争当局や規制当局に相談や通報をすることも制約されてしまうかのよ

うな印象や萎縮効果をデータ提供者またはデータ利用者に与え得るため、留意が必要であ

る。 
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タ提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約において規定する

場合もある 180。 

この点、プラットフォーム事業者が提供データの取扱いについて

何ら責任を負わないとすると、データを提供しようとする者が現れ

ることが期待できない一方で、全てについて責任を負うことも費用

の観点から難しいため、一定の範囲に責任を限定する規定をデータ

提供者・プラットフォーム事業者間の利用規約に置く場合が多いも

のといえる。 

また、個人情報が含まれる提供データの場合には、プラットフォ

ーム事業者は、安全管理措置を講じなければならない（個人情報保

護法 20条）。 

 

b 共用・活用行為に関する責任 

前記第 6-3-⑴-①記載のとおり、他のデータ提供者またはデータ利

用者が利用規約に違反した場合に当該者への責任を追及し得るよう、

利用規約違反時に損害賠償その他の制裁を発動することをプラット

フォーム事業者に対して請求できる権利がある旨（データ利用者の

債務不履行責任を追及することをプラットフォーム事業者に対して

請求できる旨等）を利用規約に定める場合がある。 

 

なお、そのような旨が利用規約に定められない場合であっても、

プラットフォーム事業者が、プラットフォーム事業者・データ利用

者間の利用規約違反を問わないこと（不作為）が、プラットフォー

ム事業者・データ提供者間における債務不履行を構成すると解釈す

ることができる場合もある。 

 

また、第三者からデータ利用者に対して、プラットフォームを通

じて取得したデータの利用停止の請求がなされた場合に、プラット

フォーム事業者が一定の責任を負う旨または何らの責任を負わない

旨を規定する場合もある。 

 

c プラットフォーム事業者の責任限定 

プラットフォーム事業者の責任を限定しようとする場合、プラッ

トフォーム事業者が負う損害賠償額の上限規定を定めることがある。 

もっとも、後記第 6-4-⑹記載のとおり、利用料を徴収しているデ

                         
180 プラットフォーム事業者が提供データの取扱いについて責任を負う場面としては、たと

えば、合意した利用範囲に反して自己の提供データが共用・活用されているとして、デー

タ提供者がプラットフォーム事業者に対して当該提供データの共用・活用停止を求めた場

合に、プラットフォーム事業者として対応をする場面が想定される。後記第 6-4-⑻の脱退・

終了時における提供データや成果物の取扱い同様、このような場合においても、当該提供

データの共用・活用をどのように停止するのか、すなわちデータ利用者に当該提供データ

の消去を求めるのか、加えて当該提供データから生じた成果物の破棄を求めるのかといっ

た事項や、プラットフォーム事業者自身が当該提供データを加工・分析してデータ利用者

に提供しているデータやアプリケーション、サービスの提供についても終了とすべきか、

また、そもそもどのような手続きを踏んで利用範囲違反を認定するのかといった事項につ

いて、あらかじめ利用規約に定めておくことが望ましい。 
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ータ利用者との間では、利用料を基にした損害賠償額の算定式をあ

らかじめ規定することができるが、データ提供者との間では、料金

を徴収して提供データの提供を受ける場合は想定し難く、どのよう

な算定式により損害賠償額を一定額に限定する旨を規定するかにつ

いて検討を要する。 

 

 データ提供者・データ利用者の義務・責任（責任限定） 

 データ提供者およびデータ利用者の義務 

データ提供者に対して、提供データを一定期間提供することや、一

定量提供する義務を課したり、データ利用者に対して、利用データを

第三者に提供することを禁止する義務を課したりする場合がある。 

その他、データ提供者およびデータ利用者の双方に対して、プラッ

トフォームに不正アクセスを行わない、プラットフォーム事業者のプ

ラットフォーム運営を妨害しない等の禁止行為を規定する場合もある。 

また、データ提供者に対して、個人情報が含まれる提供データの場

合にプラットフォームを通じた共同利用や第三者提供について法令に

基づく必要な措置をとる義務を課す旨を規定したり、個人情報から匿

名加工情報を作成した場合は識別行為を禁止する等、法律上求められ

る義務を規定する場合もある。 

 

 データ提供者およびデータ利用者の責任（責任限定） 

たとえば、営業秘密を含むデータが提供される場合に、データ提供

者に対して、第三者の営業秘密を侵害していないことについて責任を

負わせたり、提供データが画像データである場合に、データ提供者に

対して、第三者の著作権を侵害していないことについての責任を負わ

せない（責任限定）といった規定があり得る。 

特に、データ提供者に対する責任については、正確性、完全性、有

効性および安全性について責任を負わせたり、逆に責任を限定するた

め非保証とする旨を規定したりする場合がある。 

また、責任限定については、前記第 6-4-⑸-②-b 記載のとおり、損

害賠償額を一定額に限定する旨を規定する場合もある。この点、デー

タ利用者については、利用料を支払って利用データないし利用サービ

スの提供を受けている場合が多いと考えられるため、あらかじめ利用

料に基づいて損害賠償額を算定し利用規約に記載し得るが、データ提

供者については、料金を支払って提供データを提供する場合は別とし

て、どのような算定式により損害賠償額を一定額に限定する旨を規定

するかについて検討を要する。 

 

 利用規約違反時の制裁措置 

プラットフォームの運営に対する信頼性を維持するために、データ提

供者、データ利用者またはプラットフォーム事業者が利用規約に違反し

たときの制裁措置を規定する場合もある 181。 

                         
181 プラットフォーム事業者としては、制裁措置を発動するにあたって、独占禁止法違反と

ならないよう留意する必要がある（前掲注 33「データと競争政策に関する検討会報告書」

の「2 収集されたデータへのアクセスに関する行為」参照）。 
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利用規約違反時の制裁措置を規定する場合には、その前提として、利

用規約違反行為をどのようにして認定するかについての手続規定を置く

ことも考えられる。 

 

 脱退時・終了時における提供データや成果物の取扱い 

 脱退・終了の影響が及ぶ範囲 

データ提供者またはデータ利用者がプラットフォーム事業から脱退

した場合、当該者が提供したデータまたは共用・活用した結果生じた

成果物等をどのように扱うかという問題が生じ得る。すなわち、プラ

ットフォーム事業者が当該提供データを加工・分析してデータ利用者

に提供しているデータやアプリケーション、サービスの提供について

も、またデータ利用者が当該提供データを共用・活用することについ

ても終了とすべきかという問題である。 

 

仮に、脱退時や終了時に提供データの共用・活用について遡及的無

効 182とする設計を採用してしまうと、すでに提供データを共用・活用

しているデータ利用者およびその他参加者の取引の安全が害されるこ

とが懸念される。 

このため、たとえば、データ提供者がプラットフォームから脱退し

た場合であっても、当該提供データをデータ利用者が共用・活用して

得た成果物等には何ら影響を及ぼさない旨を規定しておくことも考え

られる。 

 

脱退時・終了時と同時または直ちに、当該データ提供者の提供デー

タの共用・活用を停止する場合もあれば、一定期間経過後に共用・活

用を停止とする場合もある。 

 

また、遡及的無効または将来的無効のいずれを採用する場合であっ

ても、プラットフォーム事業者等における提供データ等の消去義務 183

を定める場合がある。このとき、終了事由（契約期間満了、合意解約

またはプラットフォーム事業者による解除等）により、消去義務の生

ずる時期や範囲を異なる取扱いとする場合もある。 

 

 データの返還請求について 

プラットフォーム事業からの脱退時や終了時に、データ提供者がプ

ラットフォーム事業者に対して提供データの全部または一部の返還を

求める可能性が考えられる。 

                         
182 遡及的無効とは、契約締結当初に遡って効力を失わせることをいい、将来的無効とは、

ある時点から将来に向かって契約の効力を失わせることをいう。遡及的無効の場合は、契

約締結時から遡及的無効とすることとなった時点までの間において、契約関係に基づいて

生じたあらゆる権利・義務関係を契約締結時どおりに元に戻す必要が生ずる。 
183 プラットフォーム事業者等が負う提供データの消去義務も、提供データを提供したこと

により当然に生ずるものではないため、消去請求権が認められるときは、その旨、利用規

約に記載することが望ましい。また、消去義務を負う者の範囲についても明確化すること

が望ましい。なお、プラットフォーム事業者等のサーバの中身を点検することによって消

去を確認することは通常困難であるから、消去したことの証明書を提出させる場合もある。 
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