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第１ 総論 
本ガイドライン（データ編）は、いわゆるデータ契約（データの利用、

加工、譲渡その他取扱いに関する契約）が不完備契約（契約締結後に生じ

うる事態を網羅していない契約のこと）になりやすいことに鑑み、合理的

な契約交渉・締結を促進するとともに、その取引費用 1を削減し、データ契

約の普及を図る等の観点から契約で定めておくべき事項を示したものであ

る。基本的な考え方は、以下のとおりである。 

 

１ 目的 

データ契約は、いまだ一般的に広く締結されているものではなく、契約

実務の集積がないことから、今後契約が締結された場合に様々な問題を招

きやすい特性をもつ。本ガイドライン（データ編）は、かかる特性をもつ

一方、その標準的なひな形が確立されていないデータ契約について、幾つ

かの類型毎に主な課題や論点を提示しつつ、広く国民が利用しやすい契約

条項例や条項作成時の考慮要素等を示すことで、その取引費用を削減し、

データ契約の普及を図り、ひいてはデータの有効活用を促進することを目

的としている。 

データ契約に関連して、経済産業省等は、これまで既に 2 本のガイドラ

インを公表している。第一に、平成 27 年 10 月に公表した「データに関す

る取引の推進を目的とした契約ガイドライン」2において、データに係る権

利者が当事者間において明らかであることを前提に、当該権利者がデータ

を提供するための条件やポイント等を提示した。第二に、平成 29年 5月に

公表した「データの利用権限に関する契約ガイドライン ver1.0」3において、

データの利用権限が誰にあるかという点に関する協議の在り方や、契約で

利用権限を取り決めるための考え方を提示した。 

もっとも、前記の 2 本のガイドラインは、元々あらゆるデータ契約の契

約類型や契約条項を網羅的に提示する趣旨で作成されたものではないし、

近時の AIや IoT技術の急速な進展からも明らかなように、膨大なデータの

収集・処理・分析を可能とする技術革新を背景として、データ契約を取り

巻く環境は日々大きく進化していることから、データ契約の実務やそれを

規律すべきガイドラインも、そのように激変する環境への対応を迫られて

いる。たとえば、いわゆるデータ・オーナーシップをめぐる問題や、契約

当事者が新たにデータを創出する（加工や統合する）場合の派生データ 4の

取扱いをどのように考えるべきかという問題のほか、新たに増加している

契約類型として、既存の企業や系列の枠を超えたプラットフォームを利用

してデータを共用し、活用する事例（後記第 6 の【データ共用型（プラッ

トフォーム型）】）が増加している状況にどのように対応すべきかという

                         
1 取引費用とは、「適切な諸価格がいくらであるかを発見する費用」や、「個々の契約を交

渉し、結ぶ費用」等からなり、市場取引の費用とも称される。より具体的に言えば、契約

にいたる交渉、契約の作成、契約が遵守されているかの監視等の費用を含む（松野裕「市

場と制度の理論・序説-コースの理論から学ぶべきこと」財政学研究 22 号（1997 年 10 月）

75頁を参照）。 
2 http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004-1.pdf 
3 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003-1.pdf 
4 本ガイドライン（データ編）において、派生データとは、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データをいう。 

http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003-1.pdf
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問題等が、代表的な例である。また、従前のガイドラインの利用者からは、

データ流通を当然の前提とすることへの疑問のほか、具体的な事案（ユー

スケース等）にどのように応用すればよいのかをより分かり易く説明して

ほしい、個人情報の取扱いやクロス・ボーダー取引（国境を越えて行われ

る取引）における注意点も知りたい、といった意見が寄せられていた。 

そこで、本ガイドライン（データ編）は、かかる実情を踏まえ、契約段

階ではその価値がはっきりしないことが多いデータの流通や利用を対象と

する契約について、具体的な事案に基づく専門家の議論を踏まえたうえで

データ契約の各当事者の立場を検討し、一般的に契約で定めておくべき事

項を改めて類型別に整理した上で列挙するとともに、その契約条項例や条

項作成時の考慮要素等を提供するものである。 

 

２ データ流通・利活用の重要性と課題 

近時、取引現場における IT化の促進等に伴い、取引に関連するデータ量

は爆発的に増加している。データの中には、他のデータと合わせることで

付加価値が生じるものもあり、とりわけ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いる。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。 

 

 データの利用促進 

データは、単に保有するだけでは大きな価値がない。多くの場合、デ

ータそれ自体に価値があるのではなく、データの加工・分析等を行い、

データを事業活動に利用する方法を開発することで初めて価値が創出さ

れることになる。したがって、契約交渉を行う際にも、データを利用す

る方法（能力）を有する当事者に権限を与え、そのような当事者による

利用を促進し、データの利用によって得られる収益を当事者間で分配す

るという考え方が望ましいことになる。 

また、ある種類のデータについては、一定以上の量のデータが集めら

れることで、初めて十分な価値が創出される。たとえば、自動車のリア

ルタイムの走行データは、多数の自動車のデータを集めることで、渋滞

分析等にも利用することができるようになり、個別の自動車のデータを

分析したのでは創出できない価値を生み出すことができる。同様に、工

作機器の稼働状況を収集したデータ等でも、多数の機器のデータを集積

することで、機器の動作に関して統計的に意味のある分析ができるよう

になる。このような場合には、一般的には、多数のデータを収集し利用

することのできる当事者に、当該データを利用する権限が付与されるの

が望ましい。 

このようなデータの利用権限の配分と対応して、そのようにして発生

した利益が当事者間で適切に分配されることも重要になる。データの収

集、データの加工・分析、利用方法の開発等を行うためには、センサや

サーバ等のハードウェアへの投資のほか、データアナリスト等に対する

人的投資も必要となる。このような投資に対する当事者のインセンティ

ブを確保し、投資を行った当事者に適切な利益（リターン）が認められ

ることが望ましい。 
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 データの流出や不正利用に伴う損害発生への懸念 

他方で、データの流通と利活用には一定のリスクがある。たとえば、

データ流出や不正利用に伴って、営業秘密やノウハウ 5が社外に流出する

場合や、プライバシー権が侵害されるおそれがある。一般論で言えばデ

ータは容易に複製することができ、また、適切な管理体制がなければ不

正アクセスにより外部に流出され得るものであることから、データに自

社の営業秘密・ノウハウ等が含まれている場合、データを提供する事業

者が、データの提供によってこれらの営業秘密やノウハウが社外に流出

してしまうという不安をもつこともある。また、当事者の産業上の競争

力が減殺されるだけでなく、データに個人情報が含まれる場合にはプラ

イバシー権等の個人の権利が侵害されることがある 6。 

個々のケースにおいてデータの流通と利活用を検討するに際しては、

そのようなリスクへの懸念についても十分な目配りをする視点が欠かせ

ない。その際には、適切な契約上・技術上の措置を採ることによってリ

スクを最小化できることもあるため、契約当事者は、そのような各種手

段を理解しておくことで、リスクと便益を正しく評価し、合理的なデー

タ契約を締結できるようにすることが望ましい。営業秘密やノウハウ等

の流出や不正利用を防ぐための方法については、第 3で後述する。 

 

３ 契約の複雑化・高度化とガイドラインの意義 

データ契約という新たな類型において、取り決めるべき内容が一層複雑

化、高度化してきている中で、当事者がデータ流通と利活用について低コ

ストで合理的な取引関係を構築することができれば、独占禁止法や不正競

争防止法等の法適用と相まって、契約当事者としてはもちろん、ひいては

国としての競争力が高まることも期待される。 

他方で、契約自由の原則 7に鑑み、契約の相手方の選択、契約内容の決定、

契約の方式等についてはあくまでも当事者の意思に委ねられる。したがっ

て、本ガイドライン（データ編）は、あくまでも契約で定めておくべき事

項等を示すにとどまり、契約の自由を制約するものではないことは当然で

                         
5 「営業秘密」と「ノウハウ」とを分けて記載する趣旨は、ノウハウとして、有用性がある

と考えて一定の秘密管理を行う等していても、必ずしも、裁判において不正競争防止法に

おける「営業秘密」と認められるものばかりではないため、「営業秘密」の要件を満たさ

ない可能性のある情報も含める趣旨で「ノウハウ」と用いているものである。他方で、秘

密管理性、有用性、非公知性を満たすノウハウは、「営業秘密」に該当する（経済産業省

知的財産政策室、「逐条解説不正競争防止法～平成 27年度改正版～」、http://www.meti.

go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf、（平成 28 年 5 月）7 頁および

74頁）。 
6 なお、対象のデータに、個人情報保護法の個人情報が含まれる場合には、データの取扱い

は、通知または公表された利用目的の達成に必要な範囲を超えるものであってはならず（個

人情報保護法 16 条 1項）、個人データの第三者への提供についても、委託先への提供、合

併その他の事由による事業の承継または共同利用等の場合等を除き、本人の同意を要する

とするのが原則である（個人情報保護法 23 条 1 項、5 項）。また、個人情報保護法の個人

情報に該当しない場合でも、データの性質や利用態様によっては、個人のプライバシー権

を侵害すると判断されることもあり得る。データの利用権限の設定は、このような法令に

基づく利用制限にも対応する必要がある。 
7 契約自由の原則とは、公の秩序や強行法規に反しない限り、契約の内容は当事者が自由に

決められるものであるという原則をいう。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/full.pdf
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ある。 

具体的には、様々な取引においてデータ契約が一般的に普及することを

目的として、データの流通、利用、共用等のための事業者間における契約

で定めておくべき事項等の紹介、ユースケースの紹介等を行う。 

契約の高度化のためには、データの利用権限を契約で自由に定められる、

という原則に改めて立ち返る必要がある。本来、データは無体物であり所

有権の対象ではなく、データの利用権限は契約により当事者の間で自由に

定めることができるものであるから、本ガイドライン（データ編）を参考

としつつ、データの創出や利活用に対する寄与度等を考慮し、当事者で協

議して柔軟に利用条件を取り決め、利用権限等の具体的な内容を定めて、

取引の実状に応じて契約を高度化させていくことが望ましい。 

 

４ イノベーションの促進 

本ガイドライン（データ編）は、データをオープンにせずに個別の企業

の努力によってデータを利活用する従来型のイノベーションのみならず、

オープンイノベーションの可能性をさらに広げることによりデータ流通と

利活用をしたい当事者を支援し、これまで見出されていなかった新しい価

値が利用されることを目指すものである。 

多様な立場に配慮したデータ契約の考え方や契約条項例等を用意するこ

とにより、データ利用の促進を図り、オープンイノベーションを促進する

ことも、本ガイドライン（データ編）の一つの目的である。 

 

５ 国際協調の意義 

近年、クロス・ボーダー取引がより一般化しつつあることから、グロー

バルな場面でも通用するデータ流通と利活用に関する契約について検討す

ることが望ましい。加えて、クロス・ボーダー取引においては、データの

越境という問題も生じ得る。 

また、近年の動きとして、The Linux Foundationが、2017年 10月 23日、

Community Data License Agreement（CDLA）を公表した 8。CDLAは、データ

をオープン化する際のライセンスの条件を定めるものであり、GNU GPL等の

オープン・ソース・ソフトウェア・ライセンスのデータ版であるというこ

とができる。データの取扱いを検討する際には、前記のとおり、利用促進

とデータの流出や不正利用の防止という両方の側面からの考慮が必要とな

るが、CDLA は、オープン化されたデータの利用促進を後押しするものにな

ると考えられる。本ガイドライン（データ編）は、主として商業上の取引

を念頭におき、データのオープン化を前提とするものではないが、適切な

契約実務のあり方について検討していく際には、このような国際的な動向

も踏まえる必要がある。 

本ガイドライン（データ編）はかかる視点をも考慮して取り纏めたもの

である。 

 

６ データ契約に関連する政府における取組み 

データ契約に関連する政府における取組みとして、以下のものがある。 

 

                         
8 https://cdla.io/ 

https://cdla.io/
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 契約に関するガイドライン等 

 データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン-データ

駆動型イノベーションの創出に向けて- 

担当部局等：経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

公表日：平成 27年 10月 30日 

http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004.

html 

 

 データの利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0 

担当部局等：IoT推進コンソーシアム 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

公表日：平成 29年 5月 30日 

http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.

html 

 

 委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライ

ン 

担当部局等：経済産業省 産業技術環境局 

公表日：平成 29年 12月 27日 

http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.

html 

 

 データの利用に関する契約ガイドライン産業保安版 

担当部局等：経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 高圧ガ

ス保安室 

公表日：平成 30年 4月 26日 

http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180426003/20180426003.

html 

 

 農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会 

担当部局等：農林水産省 食料産業局 知的財産課 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/180315.html 

 

 関連ガイドライン等 

 IoT セキュリティガイドライン ver1.0 

担当部局等：IoT推進コンソーシアム 

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキ

ュリティ対策室 

経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ

課 

公表日：平成 28年 7月 5日 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000428393.pdf 

http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002.

html 

 

 

http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004.html
http://www.meti.go.jp/press/2015/10/20151006004/20151006004.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/12/20171227001/20171227001.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180426003/20180426003.html
http://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180426003/20180426003.html
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/chizai/180315.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000428393.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/07/20160705002/20160705002.html
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 カメラ画像利活用ガイドブック ver2.0 

担当部局等：IoT推進コンソーシアム 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政

第二課 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

公表日：平成 30年 3月 30日 

http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330005/20180330005-

1.pdf 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000040.h

tml 

 

 IoT セキュリティ総合対策 

担当部局等：総務省 情報流通行政局 サイバーセキュリティ課 

公表日：平成 29年 10月 3日 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000126.

html 

 

 関連政策等 

 「Connected Industries」東京イニシアティブ 2017 

http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-

1.pdf 

 

 未来投資会議構造改革徹底推進会合「第４次産業革命」会合 

担当部局等：内閣官房 日本経済再生本部 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikai

gi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/index.html 

 

 データ流通環境整備検討会 

担当部局等：内閣官房 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

（IT総合戦略本部） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryut

suseibi/kentokai.html 

 AI、IoT 時代におけるデータ活用ワーキンググループおいて、平

成 29年 2月「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググルー

プ 中間取りまとめ(案)」を作成 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_r

yutsuseibi/detakatsuyo_wg_dai9/gijisidai.html 

 

 次世代知財システム検討委員会 

担当部局等：内閣官房 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 

 平成 29 年 3 月「新たな情報財検討委員会 報告書 －データ・人

工知能（AI）の利活用促進による産業競争力強化の基盤となる知

財システムの構築に向けて－」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensh

o_hyoka_kikaku/2017/johozai/houkokusho.pdf 

 

http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330005/20180330005-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180330005/20180330005-1.pdf
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000040.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000040.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000126.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000126.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171002012/20171002012-1.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/kentokai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/kentokai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_dai9/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/detakatsuyo_wg_dai9/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/houkokusho.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2017/johozai/houkokusho.pdf
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 新たな情報財検討委員会 

担当部局等：内閣官房 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 

 平成 28 年 4 月「新たな情報財検討委員会 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/kensh

o_hyoka_kikaku/2016/jisedai_tizai/hokokusho.pdf  

 

 知財のビジネス価値評価検討タスクフォース 

担当部局等：内閣官房 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_h

yoka_kikaku/2018/katihyoka_tf/dai1/gijisidai.html 

 

 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://cio.go.jp/data-basis 

 

 データと競争政策に関する検討会 

担当部局等：公正取引委員会 競争政策研究センター 

 平成 29 年 6 月 6 日「データと競争政策に関する検討会 報告書」

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170606_

1.html 

 

 総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT政策委員会 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports

/joho_tsusin/iot/old.html 

 

 総務省 情報通信審議会 情報通信政策部会 IoT新時代の未来づ

くり検討委員会 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports

/joho_tsusin/iot/index.html 

 

 経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 情報経済小委

員会 分散戦略ワーキンググループ 

 平成 28年 11月「中間とりまとめ」 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20161129001.

html 

 

 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・

活用に関する小委員会 

 平成 29 年 5 月「第四次産業革命を視野に入れた不正競争防止法

に関する検討 中間取りまとめ」 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170509001.

html 

 

 

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
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/katihyoka_tf/dai1/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2018/katihyoka_tf/dai1/gijisidai.html
https://cio.go.jp/data-basis
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170606_1.html
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170606_1.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/old.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/old.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/iot/index.html
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20161129001.html
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20161129001.html
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170509001.html
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170509001.html
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 経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委

員会 

 平成 30年 1月「データ利活用促進に向けた検討 中間報告」 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180124001.

html 

 

 情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 

担当部局等：総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000233.

html 

http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171106003/20171106003.

html 

 

 データポータビリティに関する調査・検討会 

担当部局等：経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

総務省 情報流通行政局 情報通信政策課 

http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171120003/20171120003.

html 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000237

.html 

 

 調査研究等 

 新たなデータ流通取引に関する検討事例集 ver1.0 

担当部局等：IoT推進コンソーシアム 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政

第二課 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

公表日：平成 29年 3月 10日 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000013.h

tml 

http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170310002/20170310002.

html 

 

 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 

担当部局等：IoT推進コンソーシアム 

総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政

第二課 

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 

公表日：平成 29年 4月 28日 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000483319.pdf 

http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002.

html 

 

 安心・安全なデータ流通・利活用に関する調査研究 

 株式会社三菱総合研究所による調査研究の請負報告書 

http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180124001.html
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180124001.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000233.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000233.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171106003/20171106003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171106003/20171106003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171120003/20171120003.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/11/20171120003/20171120003.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000237.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000237.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000013.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban18_01000013.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170310002/20170310002.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170310002/20170310002.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000483319.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002.html
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002.html
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http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h29_02_ho

ukoku.pdf 

 

 平成 29年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業

（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査） 

 三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社による報告書 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000892.pdf 

 

 平成 29 年度産業経済研究委託事業 海外におけるデータ保護制度に

関する調査研究 

 三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社による調査報告書 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000807.pdf 

 

 IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業／製造分野における

IoT の社会実装推進に向けた検討 

担当部局等：国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構 

 データの利用権限に関する契約ガイドライン調査を実施 

 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h29_02_houkoku.pdf
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h29_02_houkoku.pdf
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000892.pdf
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000807.pdf
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第２ ガイドラインの対象・構成・活用 
以下では、想定読者を定め、データ流通と利活用に係る主な契約類型と

して、【データ提供型】、【データ創出型】、【データ共用型（プラット

フォーム型）】の 3 つを示すとともに、交渉の在り方・交渉力について説

明する。 

 

１ 想定読者 

本ガイドライン（データ編）の読者としては、契約に関係する全ての者

（事業者の契約担当者のみならず、その事業部門、経営層、データの流通

や利活用に関連するシステム開発者等を含む。）を幅広く想定している。 

なぜなら、データ契約が経営全体に及ぼし得る潜在的な影響や、データ

契約によってデータ流通と利活用を可能にするシステム開発にも影響が生

じ得ること等も踏まえると、契約締結に携わる者以外にも、契約に関係す

る全ての者を幅広く想定読者として、本ガイドライン（データ編）で提示

した問題意識を理解していただくことが望ましいからである。 

 

２ 契約類型と本ガイドライン（データ編）の全体構成 

 契約類型 

本ガイドライン（データ編）では、①一方当事者が既存データを保持 9

しているという事実状態が明確であるか否か、②複数当事者が関与して

従前存在しなかったデータが新たに創出されるか否か、そして③プラッ

トフォームを利用したデータの共用か否かという観点からデータ契約を

整理し、①【データ提供型】、②【データ創出型】、③【データ共用型

（プラットフォーム型）】という 3つの類型を設定することにした。 

第 1 の類型である【データ提供型】（一方当事者から他方当事者への

データの提供）とは、取引の対象となるデータを一方当事者（データ提

供者）のみが保持しているという事実状態について契約当事者間で争い

がない場合において、データ提供者から他方当事者に対して当該データ

を提供する際に、当該データに関する他方当事者の利用権限 10その他デー

タ提供条件等を取り決めるための契約である。 

第 2 の類型である【データ創出型】（複数当事者が関与して創出され

るデータの取扱い）とは、複数当事者が関与することにより、従前存在

しなかったデータが新たに創出されるという場面において、データの創

出に関与した当事者間で、データの利用権限について取り決めるための

契約である。 

第 3 の類型である【データ共用型】（プラットフォームを利用したデ

ータの共用）とは、複数の事業者がデータをプラットフォームに提供し、

プラットフォームが当該データを集約・保管、加工または分析し、複数

の事業者がプラットフォームを通じて当該データを共用するための契約

である。 

 

                         
9 ここでいう「保持」とは、データに対して適法にアクセスできる事実状態を指す用語とし

て便宜上用いている。 
10 利用権限の意義については、第 4-1-⑴を参照。 
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 本ガイドライン（データ編）の全体構成 

本ガイドライン（データ編）の全体構成は、以下のとおりである。 

まず、第 3 では、データ契約を検討するにあたっての前提となる法的

な基礎知識として、データの法的性質、データ流出や不正利用を防止す

る各種手段、適正な対価・利益の分配について、一般的な観点から説明

する。 

次に、第 4 から第 6 では、先に挙げた【データ提供型】、【データ創

出型】、【データ共用型（プラットフォーム型）】という各契約類型に

ついて、順次、構造、主な法的論点、適切な契約の取決め方法等を説明

する。さらに、第 7では、このうち【データ提供型】と【データ創出型】

に関して主な契約条項例を示す 11。 

また、別添 1 では産業分野別のデータ利活用事例を紹介し、別添 2 で

は作業部会において検討対象となったユースケース毎にデータ契約の在

り方をめぐる論点につき説明する。 

 

３ 交渉の場面における本ガイドライン（データ編）の活用 

本項では、データ契約の手続面に焦点をおき、契約締結前の段階におい

て当事者間の協議により契約を締結する場面での本ガイドライン（データ

編）の活用について説明する。 

データ契約の交渉の在り方について法的な定めはないことから、契約当

事者それぞれが自由な方法で交渉を行うことができる。 

ただし、一定の注意点がある 12。 

まず、当事者が相手方に対して取引上の依存関係等（優越的地位 13）があ

り、相手方の要求を受け入れざるを得ないような場合である。そのような

場合に、契約の申込みに対して、相手方が、データの利用権限等を含む契

約の取決めに関する協議に一切応じず、取決めの条件として過大な負担を

求める等、当事者が不当に不利益を強いられる場合は、競争法上の問題が

別途生じ得る 14。 

                         
11 なお、【データ共用型（プラットフォーム型）】に関しては、プラットフォームの目的

や関係者の範囲等の個別事情によって定めるべき契約条項の内容が大きく異なりうるため、

第 7において契約条項例を示すことはせず、第 6-4において主要な検討事項を示している。 
12 本項（第 2-3）については、前掲「データの利用権限に関する契約ガイドライン Ver1.0」

7頁に依拠して記載した。 
13 公正取引委員会の「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」によれば、取引

先が当事者に対して優越した地位にあるとは、当事者にとって相手方との取引の継続が困

難になることが事業経営上大きな支障をきたすため、取引先が当事者にとって著しく不利

益な要請等を行っても、当事者がこれを受け入れざるを得ないような場合であり、この判

断に当たっては，取引先への取引依存度、取引先の市場における地位、当事者にとっての

取引先変更の可能性、その他取引先と取引することの必要性を示す具体的事実を総合的に

考慮するとされている。 
14 この問題を直接扱ったものではないが、公正取引委員会の指針によれば、情報成果物の

役務の委託取引において、取引上優越した地位にある委託者が、受託者に対し、当該成果

物が自己との委託取引の過程で得られたことまたは自己の費用負担により作成されたこと

を理由として、一方的に、これらの受託者の権利を自己に譲渡させたり、当該成果物等を

役務の委託取引の趣旨に反しない範囲で他の目的のために利用することを制限する場合等

には、不当に不利益を受託者に与えることとなりやすく、優越的地位の濫用として問題を

生じやすいとされる（公正取引委員会、「役務の委託取引における優越的地位の濫用に関

する独占禁止法の指針」、http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihi

http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html
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また、契約実務等に精通する人材を擁する大企業がベンチャー企業を含

む中小企業とこうした取決めを行うにあたっては、双方の十分な理解に基

づいて可能な限り対等な交渉に努めることが望まれる。特に、当事者が相

手方に対して優越的地位に立っている場合には、取引の力関係を背景に不

当な取決めを強制し、結果として、相手方が不当に不利益を甘受せざるを

得ないときも同様に競争法の問題が生じ得るため留意を要する 15。 

次に、データ契約については、知的財産権の帰属の問題とは異なり、契

約実務では必ずしも定着しておらず、手探りの部分も多い 16。取引に関連す

るデータについて、契約当事者ができる限り把握するところから始める必

要があり、もし把握しないままで契約を締結すると、契約当事者の一方だ

けがデータを流通させまたは利活用して利益を享受する可能性がある。 

このように、データ契約については、契約の当事者が、取引に関連する

データの有無、種類、価値等について十分な知識を有さず、そのような知

識不足を背景として、一方的に不利な条件で契約が締結されてしまうこと

もあり得る。本ガイドライン（データ編）は、そのようなデータ契約に関

する知識格差を補うものとして活用されることも予定している。 

４ AI編との関係 

データ利用の中には、AI 技術を利用したソフトウェアの開発・利用の場

面が含まれ得ることから、本ガイドライン（データ編）は AI編の一部につ

いても参考となる。具体的にいえば、AI 技術を利用したソフトウェアの開

発前期におけるデータの取得と加工の過程や、AI 技術を利用したソフトウ

ェアの学習に利用される学習用データセットや学習済みモデルに含まれる

学習済みパラメータの取扱いの前提として、本ガイドライン（データ編）

における派生データ等に関する一般的な取扱いの議論が参考になるだろう。 

他方で、学習済みモデルの開発契約または AI技術の利用契約におけるそ

の他の論点については、本ガイドライン（AI編）を参照されたい。 

ki.html、（平成 23 年 6月 23日改正））。このような場合に、成果物等に係る権利の譲渡

または二次利用の制限に対する対価を別途支払ったり、当該対価を含む形で対価に係る交

渉を行っていると認められるときには、問題とならないが、他方で、対価が不当に低い場

合や成果物等に係る権利の譲渡等を事実上強制する場合等、受託者に対して不当に不利益

を与える場合には、優越的地位の濫用として問題となるとされる。 
15 たとえば、①システム開発委託契約において、優越的な地位にあるメーカ（委託者）が

中小企業のシステム開発事業者（受託者）に対して、今後の継続的発注等の可能性を暗示

しながら、システム開発において創出された一切のデータ（アルゴリズム等を含む）に係

る利用権限を委託者に専属的に認めるよう強制し、受託者側は取引継続を期待し、もしく

は継続的取引の中止等をおそれて委託者の要求をのまざるを得ないといった事例、②金型

製作供給契約において、優越的な地位にあるメーカ（委託者）が中小企業である金型メー

カに対して、金型製作において創出されたデータ（図面等のデータ等を含む）に係る利用

権限を委託者に認めてデータを提供するよう強制し、受託者側は取引の力関係を背景にこ

れに応じざるを得なかった事例等が想定される。
16 本ガイドライン（データ編）においては、「知的財産権」および「知的財産」の各用語

について、知的財産基本法（平成 14年法律第 122号）の定義に従って記載している。

http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/itakutorihiki.html
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第３ データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識 
以下では、本ガイドライン（データ編）を検討するにあたっての法的な

基礎知識として、データの法的性質、データ流出や不正利用を防止する各

種手段および適正な対価・利益の分配について説明する。 

 

１ データの法的性質および分類等 

 総論 

データは無体物であり、民法上、所有権や占有権、用益物権、担保物

権の対象とはならないため、所有権や占有権の概念に基づいてデータに

係る権利の有無を定めることはできない（民法 206条、同法 85条参照）。

そして、知的財産権として保護される場合や、不正競争防止法上の営業

秘密として法的に保護される場合は、後記第 3-2-⑵で述べるように限定

的であることから、データの保護は原則として利害関係者間の契約を通

じて図られることになる。 

データの保護に関する知的財産権等としては、著作権、特許権、営業

秘密があるものの、以下の理由から必ずしもデータの保護のために十分

に機能するわけではない。 

著作権の保護の対象となる著作物は、思想または感情を創作的に表現

したものとされており（著作権法 2 条 1 項 1 号）、センサやカメラ等の

機器により、機械的に創出されるデータや、スマートフォン等のユーザ

の使用履歴等のデータの集合に創作性を認めるのは困難な場合が多いと

思われる 17。また、データベースであってその情報の選択または体系的な

構成によって創作性を有するものは、データベースの著作物となるとさ

れているものの（同法 12条の 2第 1項）、データに対してクレンジング
18や加工・分析といった処理を施すことによって、データベースの著作物

であると認められる場合は必ずしも多くはないと考えられる。 

また、特許権の保護の対象となる発明は、自然法則を利用した技術的

思想の創作のうち高度のものであり、データが特許権の保護の対象とな

る場合は限定的であると考えられる 19。 

他方、データが、製造業における生産方法に関するノウハウやセンサ

メーカのデータクレンジングのノウハウ、サービス開発業者におけるデ

ータをサービスに活用するノウハウ等データ創出やデータの流通・利活

用に携わる者のノウハウが化体されたものであり 20、①秘密管理性、②有

用性、③非公知性の要件を満たす場合には、不正競争防止法上の営業秘

                         
17 著作物性が認められるか否かは個別のケースごとに判断される必要がある。たとえば、

ウェブアプリのユーザがスマートフォンで風景等を撮影し、当該アプリを経由してインタ

ーネット上に写真の画像データをアップロードしたという場合、当該画像データには著作

物性が認められ得る。 
18 データのクレンジングとは、表記ゆれの補正等によってデータの整合性や質を高めるこ

とをいう。 
19 たとえば、データが特許法 2 条 4 項にいう「プログラム等」であって、特許権を付与さ

れるための他の要件も満たすときは、特許権の対象となる。 
20 たとえば、データが加工機器の時系列に沿った三次元座標である場合、当該データを見

れば、加工機器がどのような軌跡を描いて動いたのかということが分かるため、加工機器

の動かし方という情報を秘密として管理しているときには、当該データは営業秘密に該当

し得る。 
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密として、法的保護の対象になり得る。しかしながら、取引によって一

定の流通を予定されているデータについては、営業秘密として必ずしも

保護されるわけではない（一定の流通を予定しているデータの保護につ

いては、後記第 3-2-⑵（「限定提供データ」に関する不正競争防止法の

改正）参照）。 

データの保護に関する知的財産権等の概要について整理すると、下表

のとおりである。 

 

権利の種別 権利の性格 
データの保護についての

利用の可否 

著作権 

思想または感情を創作的に表現し

たものであって、文芸、学術または

音楽の範囲に属するものであるこ

とが必要（著作権法 2条 1項 1号）。 

機械的に創出されるデー

タに創作性が認められる

場合は限定的。 

特許権 21 

自然法則を利用した技術的思想の

創作のうち高度のもので、産業上利

用ができるものについて、特許権の

設定登録がされることで発生する。

新規性および進歩性が認められな

いものについては特許査定を受け

ることができない（特許法 2条 1項、

29条 1項、66条 1項）。 

データの加工・分析方法

は別として、データ自体

が自然法則を利用した技

術的思想の創作のうち高

度のものであると認めら

れる場合は限定的。 

営業秘密 

①秘密管理性、②有用性、③非公知

性の要件を満たすものを営業秘密

といい、不正の手段により営業秘密

を取得する行為等の法定の類型の

行為（不正競争）がなされた場合に、

差止請求および損害賠償請求また

は刑事罰が認められる（不正競争防

止法 2条 6項、同条 1項 4号ないし

10号、3条、4条、21条、22条）。 

左記①から③の要件を満

たす場合には、法的保護

が認められる。 

 

 データ・オーナーシップ 

データ契約の議論に際して、「データ・オーナーシップ」という言葉

が用いられることがある。これには現在のところ法的な定義がなく 22、必

ずしも「データに対する所有権を観念できる」という意味で用いられて

いるわけではない。むしろ、データが知的財産権等により直接保護され

るような場合は別として、一般には、データに適法にアクセスし、その

利用をコントロールできる事実上の地位、または契約によってデータの

                         
21 特許権と類似の仕組みを採用している無体財産権として、実用新案権（実用新案法）、

回路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関する法律）および育成者権（種苗法）が

ある。 
22 欧州においても、データ・オーナーシップがあいまいで、各国によって異なる概念であ

るという指摘がある。See, e.g., Osborne Clarke LLP, Legal study on ownership and a

ccess to data, A study prepared for the European Commission DG Communications Ne

tworks, Content & Technology, 2016, pp.6-7. 
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利用権限を取り決めた場合にはそのような債権的な地位 23を指して、「デ

ータ・オーナーシップ」と呼称することが多いものと考えられる。 

前記⑴のとおり、データは所有権、占有権、用益物権および担保物権

の対象とはならないため、著作権等の知的財産権が発生する場合は別と

して、わが国の現行法上、データに所有権その他の物権的な権利を観念

することはできない。契約実務上、あるデータについて一方の契約当事

者に「データ・オーナーシップ」を帰属させるといわれる場合があるが、

当該契約当事者に所有権等の物権的な権利 24があると考えるのは困難で

あり、このような表現は、当該契約当事者が他の当事者に対して、デー

タの利用権限を主張することができる債権的な地位を有していることを

指すものと考えられる 25。 

データ・オーナーシップを上記のように理解して、その考え方を具体

的に応用してみると、たとえば、後記第 5 の【データ創出型】の契約締

結の場面では、データの創出に対する一方当事者の寄与度が大きく、か

つ、当該データが当該当事者の事業に密接に関連するものである場合に

は、当該当事者が、他の当事者に対して、当該データに関する利用権限

を主張できるという債権的な地位を契約で定めることに合理性が認めら

れる場合があるといえる。もっとも、当事者がデータ創出に果たした寄

与度やデータと当事者の事業との関連性を評価する方法は、産業分野や

データの種類等により大きく異なり得るものであり、現時点において、

どちらの当事者がデータに関する債権的地位（データ・オーナーシップ）

をもつべきであるという一律の基準を見出すことは困難である。データ

創出に対する寄与度や機器所有権等は、後記第 5 のとおり、データの利

用権限の考慮要素として評価されるべきものであり、個別の利用権限ご

とに、データの利用促進とデータを秘匿する必要性の観点から各考慮要

素を評価し、データの利用権限の調整を図ることが望ましい。 

 

 データの分類方法 

データ契約を締結する際には、取り扱うデータの分類に留意する必要

がある。以下では、現時点の事例から特に重要と考えられる①構造化デ

ータ／非構造化データ、②パーソナルデータ（個人情報を含む）／非パ

ーソナルデータを取り上げて説明する 26。 

                         
23 債権的な地位とは、契約に基づいて生ずる法的な権利・義務を内容とする地位をいう。 
24 物権的な権利とは、排他的な権利のことをいい、たとえば、排他的に独占するために契

約がない場合であっても、第三者に対して、返還請求や明渡請求をすることができる権利

を内容とする。 
25 なお、我が国では、データ・オーナーシップの権利の内容について、たとえば、データ

ベースの著作権、営業秘密保護に係る権利、個人情報保護法に基づく権利等の法律上の権

利、並びに、データに対するアクセス権、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・利用停止の請求権等の

契約上の権利等を包含する概念であると整理されることもある（経済産業省商務情報政策

局、「オープンなデータ流通構造に向けた環境整備」、http://www.meti.go.jp/committee

/sankoushin/shojo/johokeizai/bunsan_senryaku_wg/pdf/007_02_00.pdf、（平成 28 年 8

月 29日）59頁）。 
26 ここであげたもの以外にも、自由なアクセスを前提とするか否かに着目し、オープン化

されたデータとオープン化されることを予定しない工業データ等に分類する等、様々な分

類方法が考えられる。 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/bunsan_senryaku_wg/pdf/007_02_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/bunsan_senryaku_wg/pdf/007_02_00.pdf
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 構造化データ／非構造化データ 

構造化データと非構造化データは、どちらもビッグデータの中の分

類である 27。ビッグデータは、一般的には「デジタル化の更なる進展や

ネットワークの高度化、またスマートフォンやセンサ等 IoT 関連機器

の小型化・低コスト化による IoT の進展により、スマートフォン等を

通じた位置情報や行動履歴、インターネットやテレビでの視聴・消費

行動等に関する情報、また小型化したセンサ等から得られる膨大なデ

ータ」28とされ、構造化データは、その中の関係データベース 29等に適

合する構造化されたデータをいい、たとえば、顧客データや売上デー

タ等がこれに当たる。 

他方、非構造化データは、さらに広い範囲のデータを含む。たとえ

ば、電話・ラジオ放送等の音声データ、テレビ放送等の映像データ、

新聞・雑誌等の活字データ等の以前から生成・流通していたものに加

えて、ブログや SNS 等のソーシャルメディアに書き込まれる文字デー

タ、インターネット上の映像配信サービスで流通している映像データ、

電子書籍として配信される活字データ、GPSから送信されるデータ、IC

カードや RFID30等の各種センサで検知され送信されるデータ等、最近急

速に生成・流通が増加しているデータが含まれる。 

 

 パーソナルデータ／非パーソナルデータ 

「パーソナルデータ」という言葉には現行法上の定義はないものの、

「個人の属性情報、移動・行動・購買履歴、ウェアラブル機器から収

集された個人情報を含」み、「特定の個人を識別できないように加工

された人流情報、商品情報等も含まれる」とされる。そのため、パー

ソナルデータには「個人情報に加え、個人情報との境界が曖昧なもの

を含む、個人と関係性が見出される広範囲の情報」が含まれ得る 31。 

このように、パーソナルデータの中には個人情報も含まれるもので

あり、その場合、法令に基づき適切に取り扱う必要があるものである。 

なお、平成 29年 5月に施行された改正個人情報保護法において、デ

ータの利用促進の観点から導入された、「匿名加工情報」の制度が広

く利用される可能性がある。匿名加工情報とは、個人情報保護法 2条 9

項で定義されており、特定の個人を識別することができないように個

人情報を加工して、その個人情報を復元することができないようにし

                         
27 構造化データと非構造化データについては、総務省、「平成 25 年版 情報通信白書」、

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h25.html、（2013 年）143-144 頁

を参照のこと。 
28 総務省、「平成 29 年版 情報通信白書」、http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/w

hitepaper/h29.html、（2017 年）53頁 
29 データベースの構造の 1 つで、関係モデルに基づいて設計・開発されるデータベースの

ことをいう。SQL 等のデータベース言語により、データの結合や抽出等を行うことができる。 
30 Radio Frequency Identificationの略称で、商品等に非接触型の「ICタグ（微小な無線

IC チップの一種）」を埋め込んで、商品等の情報を記録しておき、アンテナ通過時の無線

通信によるデータ交信によって商品等の確認を自動識別する技術のことをいう（総務省北

陸総合通信局、http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/about%20rfid.html） 
31 総務省・前掲注 28・53-54 頁 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h25.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/about%20rfid.html
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たものをいう 32。匿名加工情報は、個人に関する情報ではあることから

「パーソナルデータ」ではあるものの、個人情報保護法で定義されて

いる「個人情報」ではなく、個人情報の取扱いよりも緩やかな規制の

下、自由な流通・利活用を促進することを可能としている。 

 

 データ利用と競争政策 

現在、データの集積と利用は、それ自体としては競争促進的な行為で

あり、競争政策上は望ましい行為であって、独占禁止法上も問題となる

ことは原則としてない、と考えられている 33。データの収集、集積、利用

は、事業者間の創意工夫により競争を活発にし、イノベーションを生み

出す効果を有するものであることから、データの収集、集積および利用

の過程における競争をより促すべく、競争上の障壁を取り除くことが望

ましいとされる。 

もっとも、懸念がまったくないわけではない。一般論として、競争者

を排除しようとする行為といった不当な行為や合併をはじめとする企業

結合によって、データが特定の事業者に集積される一方で、それ以外の

事業者にとっては入手が困難となる結果として、当該データが効率化等

の上で重要な地位を占める商品・役務（以下、単に「商品」という。）

の市場における競争が制限されることとなったりする場合、または、競

争の観点から不当な手段を用いてデータが利活用される結果、たとえば、

商品の市場等データに関連する市場において競争が制限されることとな

ったりする場合には、独占禁止法による規制によって、競争を維持し、

回復させる必要が生じることになる、と考えられている。 

データの収集については、不当な手段でデータ収集が行われたり 34、デ

ータ収集が競争者間の協調行為を促進したりする等、競争に悪影響を与

える場合には、独占禁止法上問題となり得る。また、データの共同収集

については、共同収集するデータにより競争関係にある他の参加者が今

後販売する商品の内容、価格、数量を相互に把握することが可能となり、

これにより競争者間における協調的行為の促進を生じさせる場合には、

独占禁止法第 3条（不当な取引制限）の問題になり得る 35。さらに、デー

タを重要な投入財として利用する商品の市場において、競争関係にある

事業者の大部分が、各参加事業者が単独でも行い得るにもかかわらず、

                         
32 匿名加工情報の詳細については、第 4-2-⑹-③参照。 

また、匿名加工情報の作成にあたっては、個人情報保護委員会、「個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）」、https://www.ppc.go.jp/files/p

df/guidelines04.pdf、（平成 28 年 11 月（平成 29 年 3 月一部改正）））、および「『個

人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案

が発生した場合等の対応について』に関するＱ＆Ａ」、https://www.ppc.go.jp/files/pdf

/kojouhouQA.pdf、（平成 29年 2月 16日）を参照されたい。このほか、個人情報保護委員

会事務局、「匿名加工情報 パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立

に向けて」、https://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office.pdf、（平成 28 年 2 月）

も参考になる。 
33 第 3-1-⑷については、公正取引委員会競争政策研究センター、「データと競争政策に関

する検討会報告書」、http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170606data0

1.pdf、（平成 29年 6月 6日）に依拠して記載した。 
34 データ創出における場合として、後記第 5-2-⒁参照。 
35 データ共用型における検討については、後記第 6-3-⑷-①参照。 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines04.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines04.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojouhouQA.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojouhouQA.pdf
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office.pdf
http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170606data01.pdf
http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170606data01.pdf
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データを共同で収集するとともに、参加者それぞれにおけるデータ収集

を制限し、これによって、当該商品の市場における競争を実質的に制限

する場合には、独占禁止法上問題となり得ると考えられる。 

データへの集積や活用については、たとえば、データの提供とその解

析等他のサービスを抱き合わせで販売するといった行為や、自らとのみ

データの取引をすることを義務付けたり、または、AI 技術等の要素技術

を有償または無償で提供する条件として、当該提供者以外の者（産業デ

ータにかかる機器の所有者を含む）によるデータの収集や利用を制約し

たりする等によりデータを不当に利用することを可能としたりするよう

な行為について、公正競争阻害性が認められる場合には､拘束条件付取引、

排他条件付取引等として、独占禁止法上問題となり得ると考えられてい

る。 

なお、データの大量集積や利用に関係する行為等に対しては、事業者

が国内に所在するか、または、海外に所在するかにかかわらず、その影

響が我が国の市場に及ぶ限りにおいて、独占禁止法の適用対象となるこ

とに留意が必要である。 

 

２ データ流出や不正利用を防止する各種手段 

提供データに自社の営業秘密やノウハウ等が含まれている場合、データ

の提供によってデータに対するコントロールを喪失することに伴い、これ

らの営業秘密やノウハウが社外に流出してしまう、ないし、不正利用され

得るという懸念をもつ関係者は多い 36。そのような懸念から、データの提供

について二の足を踏む事業者もいる。そこで、後記⑴から⑸では、データ

の流出や不正利用を防止する各種手段として、契約、不正競争防止法、民

法上の不法行為による保護、不正アクセス禁止法、不正利用等を防止する

技術について例示する。このような各種手段を理解しておくことで、適宜

必要な手段を講じてデータの流出や不正利用を防ぎながらデータの流通・

利用が可能となりうる。 

その説明にあたっては､前述のように、データの保護は原則として利害関

係者間の契約を通じて図られることになるため､契約による保護から説明

し､その後に､法律に基づく保護等について説明する。 

 

 契約による保護 

まず、提供データに含まれる営業秘密、ノウハウの流出を防ぐために

は、データ受領者に対して秘密保持義務を課すことが重要である。提供

データに含まれる営業秘密、ノウハウを保護するために厳しい秘密保持

義務を課すためには、たとえば、提供データにアクセスできるデータ受

領者の役員および従業員を制限したうえで、当該役員および従業員に秘

密保持に関する誓約書を提出させることをデータ受領者に契約上義務付

ける方法がある。 

また、たとえば、高セキュリティのサーバに保管することや、他のデ

ータとの分別管理を義務付ける等、提供データの保管方法・管理方法に

                         
36 さらにいえば、提供データに営業秘密やノウハウが一見含まれていないように見えるケ

ースであっても、他のデータと組み合わせることで営業秘密やノウハウが推測されるケー

スもあるとの指摘もある。 



第３ データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識 

 

19 

ついて具体的に契約で定める方法も有効である。さらに、提供データの

管理状況についてデータ提供者がデータ受領者に対して報告や立入検査

を求めることができる旨の規定を設け、その報告の結果または立入検査

の結果、データ受領者の提供データの管理状況に問題があれば、データ

提供者は提供データの管理方法の是正等を求めることができる旨を規定

する方法もある。 

その他、営業秘密、ノウハウが流出したことに伴ってデータ提供者に

生じた損害額の算定が困難であることを踏まえ、営業秘密、ノウハウが

データ受領者から流出した際の損害賠償額の予定を定めておくことも考

えられる。ただし、損害賠償額の予定は、その金額が小さければ契約の

拘束力をかえって弱めることもあるため（契約違反を犯して予定された

損害額の賠償をしても、営業秘密、ノウハウを流出させたことで得られ

るメリットのほうが大きければ損害賠償額の予定条項は営業秘密、ノウ

ハウの流出を防止する手段としての意義が乏しくなる）、その点も踏ま

えた適切な金額を設定する必要があると考えられる。 

 

 不正競争防止法による保護 

不正競争防止法 2 条 6 項の「営業秘密」として法的に保護されるため

には、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の 3 つの要件を充たす必要

があり、提供データがこの 3 つの要件を充足すれば「営業秘密」として

不正競争防止法における保護が受けられる。 

もっとも、IoT、AI等の情報技術の革新が進展し、企業の競争力がデー

タやその活用に移りつつあることから、データを安心・安全に利活用で

きる事業環境を整備する必要があり、そのための法制度の検討を行った。 

そのような背景を踏まえ、現在、ID・パスワード等の管理を施した上

で提供されるデータの不正取得・使用等を新たに「不正競争」行為に位

置付け、これに対する差止請求等の民事上の救済措置を設ける内容の不

正競争防止法等の一部を改正する法律が平成 30年 5月に成立した。改正

後の不正競争防止法について、以下、「改正不正競争防止法」と表記す

ることとする。 

 
図 1：改正不正競争防止法の概要 
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この改正不正競争防止法で保護対象となるデータは、「限定提供デー

タ」とし、「業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により

相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報（秘密と

して管理されているものを除く。）」をいう（改正不正競争防止法 2条 7

項）。 

この「限定提供データ」は、産業構造審議会知的財産分科会「不正競

争防止小委員会」において、「ビッグデータを念頭に、保護客体は、以

下の要件に該当する電子データの集合物の全部又は一部のデータであっ

て、有用なものとすべきである。」とされたことを受けて定義されたも

のである。 

なお、不正競争防止小委員会では、新たな規律の対象となるデータの

要件および不正競争行為について、以下のとおりとされている 37。 

 

＜保護客体となるデータの要件＞ 

  以下の要件に該当するデータを保護対象とすべきであるとされた。 

（ⅰ）技術的管理性 

データを取得しようとする者が、データ提供者との契約で想定される

者以外の第三者による使用・提供を制限する旨の管理意思を明確に認識

できる、特定の者に限定して提供するための適切な電磁的アクセス制御

手段（ID・パスワード管理、専用回線の使用、データ暗号化、スクラン

ブル化等）により管理されているデータであること。 

（ⅱ）限定的な外部提供性 

   秘密として管理され、保有者内での利用又は例外的に秘密保持契約を

結んだ限定的な者に開示される「営業秘密」とは異なり、データ提供者

が、外部の者からの求めに応じて、特定の者に対し選択的に提供するこ

とを予定しているデータであること。 

（ⅲ）有用性 

   違法又は公序良俗に反する内容のデータを保護客体から除外した上で、

集合することにより商業的価値が認められること。 

 

＜データに対する不正競争行為＞ 

以下の行為を「不正競争行為」とし、救済措置を設けるべきであると

された。 

① 不正取得類型 

 権原のない外部者が、管理侵害行為によって、データを取得する行

為、またはその取得したデータを使用、もしくは第三者に提供する

行為（改正不正競争防止法 2条 1項 11号） 

   ※「管理侵害行為」とは、データ提供者の管理を害する行為（不正ア

クセス、建造物侵入等）、又は、データ提供者に技術的管理を外さ

せて提供させる詐欺等に相当する行為（詐欺・暴行・強迫）をいう。 

 

                         
37 産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会における検討の中で、不正競争防

止法改正案の考え方について明確化すべきとされた論点を検討するため、「不正競争防止

に関するガイドライン素案策定 WG」が設置され、検討が進められている。 
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② 著しい信義則違反類型 

 第三者提供禁止の条件で、データ提供者から取得したデータを、不

正の利益を得る目的または提供者に損害を加える目的（図利加害目

的）を持って、横領･背任に相当すると評価される行為態様（委託契

約等に基づく当事者間の高度な信頼関係を裏切る態様）で使用する

行為、または図利加害目的で第三者に提供する行為（改正不正競争

防止法 2条 1項 14号） 

 

③ 転得類型 

 取得するデータについて不正行為が介在したことを知っている者が、

当該不正行為に係るデータを取得する行為、またはその取得したデ

ータを使用、もしくは第三者に提供する行為（改正不正競争防止法 2

条 1項 12号、15号） 

 

 取得時に不正行為が介在したことを知らずに取得した者が、その後、

不正行為の介在を知った（悪意に転じた）場合、悪意に転じた後に、

当該データを第三者に提供する行為（改正不正競争防止法 2 条 1 項

13号、16号） 

 ※ただし、転得者が悪意に転じる前の取引で定められた権原の範囲内

での提供は、適用除外とする。 

 

これらの行為を「不正競争行為」とし、差止請求（不正競争防止法 3

条）、損害賠償請求（不正競争防止法 4条）、損害賠償額の推定規定（不

正競争防止法 5 条）等の民事上の救済が受けられるようにすることとさ

れた。 

 

 民法上の不法行為による保護 

一定の投資と労力を投じた価値のあるデータをデッドコピーするよう

な行為は、著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業上

の利益を侵害する行為といえ、民法 709 条の不法行為が成立することが

あり得る 38。 

もっとも、最高裁第一小法廷平成 23 年 12 月 8 日判決・判例時報 2142

号 79頁（北朝鮮映画事件）は、著作権法 6条各号所定の著作物に該当し

ない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による

利益とは異なる法的に保護された利益を侵害する等の特段の事情がない

限り、不法行為を構成しないと判示しており、この判例の論理に従えば、

データベースの著作物ではないデータベースをデッドコピーしたとして

も、不法行為が成立しない場合もあることに注意が必要である。 

 

 不正アクセス禁止法による保護 

第三者が不正ログインやセキュリティ・ホールを攻撃することによっ

て、データを取得した場合、不正アクセス行為が刑事罰の対象になる（不

正アクセス禁止法 2条 4項各号､3条､11条）。 

 

                         
38 東京地裁平成 13年 5月 25日中間判決･判例時報 1774 号 132頁（翼システム事件） 
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 不正利用等を防止する技術 

提供データの不正利用や不正流出を防止する方法として、提供データ

の暗号化、アクセス制限、電子透かし技術を用いたデータの出所等を明

らかにする方法、ブロックチェーン技術等がある。 

また、データ受領者の手許から提供データの流出を防止するビジネス

モデルとして、データ提供者の工場内にデータ受領者の分析システムが

入ったサーバを設置して、そのサーバ内で稼働データ等の分析を行い、

データ提供者に分析結果を提供する方法がある。このような、データ提

供者内でデータの提供と分析が完了する（データをデータ提供者の工場

内から外部に基本的には出していない）といった方法もある 39。 

 

３ 適正な対価・利益の分配 

 総論 

データ契約における適正な対価設定（対価・利益の分配のあり方）は、

ケース・バイ・ケースであり、個別具体的な事案ごとに検討される必要

があることから、一義的に取り纏めることは適切ではない 40。 

データ流通と利活用に価値を見出すか否か、いかなる程度の価値を見

出すかも契約自由の原則の範疇であるところ、本ガイドライン（データ

編）はあくまで対等な当事者間における対価・利益の分配の一般的な考

え方の例を実務上の参考として示すにとどまる。 

一般論として、データ契約における対価・利益の分配に影響を及ぼす

考慮要素としては、データの種類、データの利用範囲（地理的制限を含

む 41）、データが生み出す価値、派生データの利用権限、創出された知的

財産権等の権利関係、損害が発生した場合の責任分担、ライセンスフィ

ーやロイヤルティの設定、データ創出や管理に要する費用分担等がある 42。 

データの価値が算定できない場合、データ契約の交渉や最終合意が難

しくなることも当然考えられる。そこで、データ契約において適正な対

価または利益の分配を検証するための手法として、「データを利用した

価値の試験的検証」と「イニシャル・ロイヤルティ＋ランニング・ロイ

ヤルティ」を例示しておく。 

 

                         
39 ただし、このビジネスモデルにおいて、データ受領者は、データ提供者のサーバにアク

セスする権限を有していることもありうるので、データ提供者外へのデータの流出を完全

に防ぐことができるわけではない。 
40 知的財産権の価値評価には様々な手法が存在しており、知的財産戦略本部検証・評価・

企画委員会知財のビジネス価値評価検討タスクフォースにおいて、産業構造の変化に即し

た経営・知的財産戦略や、「データ」を含む知的財産全般について、事業に紐づけられた

ビジネス上の価値評価や知財戦略の在り方が検討され，「知財のビジネス価値評価検討タ

スクフォース報告書〜経営をデザインする〜」が公表されている（https://www.kantei.go.

jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/houkokusho.pdf、（平

成 30年 5月））。 
41 データ・ローカライゼーションおよび越境移転規制については、後記第 4-2-⑸参照。 
42 なお、データは媒体の存在を前提とするが、データそれ自体が大きな価値をもつ可能性

を有することから、データの利用関係やデータ利用に係る適正な利益の配分が、データの

保存されている媒体に関する権利関係に従って判断されなければならない、とするのは必

ずしも適切ではない。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/houkokusho.pdf%E3%80%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B45
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/houkokusho.pdf%E3%80%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B45
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/torimatome/houkokusho.pdf%E3%80%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B45
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 データ契約における適正な対価または利益の分配のあり方 

 データを利用した価値の試験的検証 

データを利用したビジネスを行う際に、どれほどの価値を生み出す

か明らかではないため、小規模にデータを利用したビジネスを試験的

に実施して、その結果からデータの価値を検証するという手法がある。

たとえば、コンビニエンス・ストアを例に取ると、ビッグデータを利

用した商品陳列方法の変更を、一定地域の一部の店舗で試験的に導入

し、その方法による売上げの増加を検証して、その検証に基づいて売

上げの増加に見合った対価でデータの提供を受け、そのデータに基づ

く新たな陳列方法を全店舗で導入するというものである。 

このような手法は、リスクと効果の適切な分配のための有用な材料

にできる可能性がある。すなわち、この手法により、そのデータを活

用した際の効果（売上げの上昇等）を把握することができ、その効果

に応じた提供データの対価の算定が可能になることもある。 

 

 イニシャル・ロイヤルティ＋ランニング・ロイヤルティ 

これは知的財産権等のライセンス契約においてよく用いられる方法

であるが、契約締結時にイニシャル・ロイヤルティ（一定の金額）を

支払い、その後、データの利用に伴って利益が生じた場合に、その利

益の一定割合をランニング・ロイヤルティ（契約期間中に支払われる

利益等に応じた金員）として支払う方法である。この方法もリスクと

効果を適切に分配するための一つの手法といえる。 

なお、データは日々生じるものであり、日々アップデートしていく

ことにこそデータの価値があることもある。そのようなデータの場合

は、データの継続的な提供を条件にしてランニング・ロイヤルティを

支払うという合意を締結することも考えられる。 
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第４ 「データ提供型」契約（一方当事者から他方当事者へのデー

タの提供） 
１ 構造 

 データ提供型契約の意義 

本ガイドライン（データ編）において、「データ提供型」契約とは、

取引の対象となるデータを一方当事者（データ提供者）のみが保持 43して

いるという事実状態について契約当事者間で争いがない場合において、

データ提供者から他方当事者に対して当該データを提供する際に、当該

データに関する他方当事者の利用権限その他データ提供条件等を取り決

めるための契約である。 

たとえば、ある製品の製造業者が顧客から要求された寸法精度や強度

を充たす製品を開発する際に自ら様々なテストを実施し、そのテストか

ら得られたデータを用いれば製品開発の工数を大幅に減らすことができ

る場合に、そのデータを第三者に販売したり、利用許諾したりする場合

の取引をいう。 

 

ここでいうデータの「利用権限」とは、データの利用権、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・利用停止の請求権等の契約に基づいて発生する権

利を自由に行使できる権限のことを意味する。 

 

なお、本ガイドライン（データ編）の本章における用語の意味は以下

のとおりとする 44。 

 

データ提供者 データ提供型契約において、データを提供する当事者 

データ受領者 データ提供型契約において、データを受領する当事者 

提供データ データ提供型契約において、データ提供者からデータ受

領者に対して提供されるデータ 

派生データ 提供データを加工、分析、編集、統合等することによっ

て新たに生じたデータ 

 

 データ提供型契約の類型 

データ提供型契約については､以下のように、データの譲渡､データの

ライセンス（利用許諾）､データの共同利用（相互利用許諾）の 3 つの類

型として整理することができる 45。 

 

 

                         
43 保持という用語の趣旨については脚注 9を参照。 
44 必ずしも、これに限られるものではなく、契約において当事者が自由に用語の意味を定

めてよいのはもちろんのことである。 
45 本ガイドライン（データ編）では、契約締結後にデータ提供者が提供データに関する一

切の利用権限を失い、提供データを利用しない義務を負う類型を「譲渡」と整理し、デー

タ提供者が提供データの利用権限をあくまで一定の範囲でライセンシーに与える類型を

「ライセンス（利用許諾）」と整理している。「データの譲渡」類型が利用されているケ

ースはそれほど多くないとは思われるが、両類型はこの点についての違いがあるため、本

ガイドライン（データ編）では別の類型として整理している。 
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 譲渡 

a データの譲渡とは 

前記第 3 のとおり、データは無体物であり民法上の所有権の対象

にはならないため、データの所有権を移転させるという意味でのデ

ータの譲渡は観念できない。そのため、データの譲渡とは、一般的

に、データの利用をコントロールできる地位を含む当該データに関

する一切の権限を譲受人に移転させ、譲渡人は当該データに関する

一切の権限を失う趣旨であると考えられる。 

譲渡の対象となるデータについてデータベースの著作権その他の

知的財産権が成立している場合には、データにかかる知的財産権が

データ提供者に残ることを避けるために、データベースに登録され

た各個別のデータの利用をコントロールできる地位のみならず、デ

ータにかかる知的財産権についても譲渡することが必要になる。 

 

b データの譲渡の態様 

データの譲渡の態様としては、たとえば、以下のような方法があ

る。 

 データを記録した記録媒体を引き渡し、譲渡人は当該データ

を消去する方法 

 データを譲受人の記録媒体に複製し、譲渡人は当該データを

消去する方法 

 第三者のサーバにあるデータに対するアクセス権を譲受人に

付与し、譲渡人は当該データのアクセス権を失う方法（また

は譲渡人が当該データの管理に係る第三者との契約上の地位

を譲受人に移転させる方法） 

 

 ライセンス（利用許諾） 

a データのライセンス（利用許諾）とは 

データのライセンス（利用許諾）においては、データ提供者が保

持 46するデータの利用権限を一定の範囲でライセンシーに与えるが、

ライセンサーは提供データに関する全ての利用権限を失うものでは

ない。 

データの場合、民法上の所有権が観念できず、データの譲渡とデ

ータのライセンス（利用許諾）の境界があいまいとなり、たとえば

データ受領者が契約で定めていない提供データの利用方法も可能に

なるのかが不明確になるため、契約においてデータのライセンス（利

用許諾）の類型を採用する場合、提供データの「利用許諾」である

ことを規定するのみならず、「契約で明示したものを除き、提供デ

ータに関する何らの権限をデータ受領者に移転しない」ことを注意

的に規定しておくことが望ましい。 

また、データのライセンス（利用許諾）において、当該ライセン

シー以外の第三者に対して重ねて提供データのライセンスをする権

利を留保しておくのか（非独占）、それとも、当該ライセンシーに

独占的に当該データを利用させるのか（独占）も契約で定めておく

                         
46 保持の意義については脚注 9参照。 
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ことが望ましい。 

 

b データのライセンス（利用許諾）の態様 

データのライセンス（利用許諾）の態様としては、たとえば以下

のような方法がある。 

 ライセンサーのサーバにあるデータの利用権限（アクセス権

限を含む）を契約によってライセンシーに与えつつ、ライセ

ンサーも当該データの利用権限（アクセス権限を含む）を失

わず、かつ、契約終了時にライセンシーに対して当該データ

の消去義務を負わせ、さらに当該データに対するアクセス権

限を停止する方法 

 

 共同利用（相互利用許諾） 

a データの共同利用（相互利用許諾）とは 

データの共同利用（相互利用許諾）とは、契約当事者が二者（た

とえば，甲と乙）の場合であれば、甲が保持 47するデータについて契

約によってその利用権限の全部または一部を乙に与え、他方、乙が

保持するデータについて契約によってその利用権限の全部または一

部を甲に与えることをいう 48。データの共同利用（相互利用許諾）は、

契約当事者が三者以上の場合でも同様である。 

このデータの共同利用（相互利用許諾）の類型では、甲乙がそれ

ぞれのデータを相手方が利用することを認めるものであり、相手方

において甲乙それぞれのデータのコンタミネーション 49が生じる可

能性が高まるため、契約において、データの分別管理を規定したり、

データにアクセスできる従業員を限定したりすること等を通じて、

秘密保持義務の内容をより高度化しておくことが望ましい。 

 

b データの共同利用（相互利用許諾）の態様 

データの共同利用（相互利用許諾）の態様としては、たとえば以

下のような方法がある。 

 甲乙それぞれのサーバにあるデータに対する利用権限（アク

セス権限を含む）を契約によって相手方に与えつつ、自身も

当該データに対する利用権限（アクセス権限を含む）を失わ

ず、かつ、契約終了時に相手方に対して当該データの消去義

務を負わせ、さらに当該データに対するアクセス権限を停止

する方法 

 

                         
47 保持という用語の趣旨については脚注 9参照。 
48 後記第 5 の【データ創出型】との違いは、一方当事者が既存データを保持しているとい

う事実状態が明確であるか否かにある。 
49 甲が利用権限をもつデータと、乙が利用権限をもつデータが、たとえば、乙の管理の下

で混在してしまい、どちらが利用権限をもつデータなのか分からなくなってしまうこと等

をいう。 
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図 2：「データ提供型」契約の類型 

 

 主体の個別性 

データ提供型取引は 1：1 で行われる場合もあれば、1：n で行われるこ

ともある。ただし、データ提供型契約の類型次第で以下のように整理す

ることができる。 

 

データ提供型契約の類型 1：1 1：n 

譲渡 ○ 

☓ 

 

∵データ提供者が別の

第三者にデータを譲渡

すれば､最初のデータ受

領者との間の契約に違

反することになる。 

ライセンス（利用許諾） ○ 

○ 

（独占ライセンスの場

合は☓） 

共同利用（相互利用許諾） ○ ○ 

 

２ データ提供型契約における主な法的な論点 

 提供データを活用した派生データ等の利用権限の有無 

 提供データから生じる派生データ等 

データ提供者から提供された提供データ（元データ）をデータ受領

者が加工・分析・編集・統合等すること等を通じて活用することによ
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って、様々な成果物が生じる可能性がある。その成果物としては、 

 提供データを加工・分析・編集・統合等したことによって得ら

れる派生データ 

 提供データを加工・分析・編集・統合等したことによって創出

された知的財産権 

 提供データに基づいて生成された学習済みパラメータ（ただし、

学習済みパラメータの取扱いについては、本編ではなく AI編を

参照されたい。） 

等が考えられる。 

 

データの譲渡の場合、提供データに関する一切の権限がデータ受領

者に移転しているため、提供データから生じた派生データ等の成果物

についてもデータ受領者が利用できることになる。 

他方、データのライセンス（利用許諾）とデータの共同利用（相互

利用許諾）においては、派生データ等の成果物の利用権限の有無が一

義的に定まらないため、後記②および③において検討する。 

 

 派生データ等の利用権限の有無等 

a 派生データ 

データ提供者から提供された提供データが何の整理もされていな

い生のデータであることもあり、そのデータを加工・分析・編集・

統合等することによって、新たな知見・価値を伴うデータになるこ

ともあり得る。このような派生データの利用権限がデータ提供者に

もあるのか、それともデータ受領者のみにあるのかは一義的には定

まらない 50。 

一般論でいえば、派生データの利用権限に関する明確な合意がな

ければ、提供データ（元データ）の性質、提供データ（元データ）

を取得・収集する際の出費・労力、営業秘密性、提供データ（元デ

ータ）の加工・分析・編集・統合等の程度・費用、提供データ（元

データ）の全部または一部が復元可能なものとして派生データに含

まれているか等を考慮して、派生データの利用権限がデータ受領者

のみにあるのか、それとも、派生データの利用権限がデータ提供者

にもあるのかを合理的に解釈していくことになると思われる。 

ただし、一口に派生データといっても様々な種類のものがあり、

契約当事者間で認識を共通にする必要もあり、契約において派生デ

ータの利用権限の有無が不明確なままでは、将来における紛争の火

種になり得るので、契約書において派生データを定義したうえで、

派生データの利用権限の有無について明らかにしておくことが望ま

しい。 

なお、派生データとして、いわゆる統計情報が生み出されること

もある。「統計情報」とは、複数人の情報から共通要素に係る項目

                         
50 派生データは、データ受領者がデータ提供型契約の契約目的の範囲内で加工・分析・編

集・統合等をすることによって初めて生じたデータであり、データ受領者の行為（加工・

分析・編集・統合等）なくしては生じ得ないデータであるから、当事者間で別途合意がな

い限り、少なくともデータ受領者は当該派生データを利用できると解するのが合理的であ

る場合が多いと思われる。 
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を抽出して同じ分類ごとに得られるデータをいうが 51、統計情報の利

用権限についても一義的に明らかにならないことが多く、契約でそ

の利用権限の有無を定めておくことが望ましい 52。 

 

b 知的財産権 

データ受領者が提供データを加工・分析・編集・統合等する過程

で、データ受領者が著作権、特許権等の知的財産権を提供データに

基づいて生み出すことも考えられる。この生み出された知的財産権

の帰属を当事者で変更するのであれば､後日紛争とならないように

提供データから生じた知的財産権の帰属についても契約の中で明確

に定めておくことが望ましい。 

 

c 派生データ等 53の利用 

派生データの利用権限がデータ受領者にあると合理的に解釈でき

る場合や提供データを加工・分析・編集・統合等したことによって

創出された知的財産権がデータ受領者に帰属する場合には、当該派

生データ等の利用をデータ提供者に対しても認めるか否かについて

もトラブルが起きやすいといえ、契約において、派生データ等をデ

ータ提供者が利用することを許諾するのか、許諾する場合のデータ

提供者の利用権限の範囲およびその利用の際の対価の有無等を定め

ておくことが望ましい。 

なお、データ提供者がデータ受領者に対して、データ受領者が利

用権限をもつ派生データや提供データの分析等によって創出された

データ受領者に帰属する知的財産権の譲渡義務を課したり、独占的

利用許諾の義務を課したりした場合、独占禁止法における不公正な

取引方法に該当する可能性があるため、注意が必要である。 

 

 派生データ等から得られた利益の分配 

データ提供者としては、提供データがあったからこそ派生データや

知的財産権が生じたといえることから、派生データの利用権限がデー

タ提供者にもあることや、創出された知的財産権がデータ提供者に帰

属することを主張したり、利用権限や知的財産権の利用許諾・移転を

データ受領者に対して要請したりすることがあり得る。 

このような場合、派生データの利用権限や創出された知的財産権を

共有としたりすることも考えられる 54。 

                         
51 個人情報保護委員会・前掲注 32「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

（匿名加工情報編）」4頁 
52 なお、統計情報は、集団の傾向または性質等を数量的に把握するものであるため、特定

の個人との対応関係が排斥されている限りにおいて、個人情報保護法における「個人に関

する情報」に該当しない（個人情報保護委員会・前掲注 32「個人情報の保護に関する法律

についてのガイドライン（匿名加工情報編）」4頁参照）。 
53 派生データ等とは、派生データと、提供データを加工・分析・編集・統合等したことに

よって創出された知的財産権のことをいう。 
54 派生データもデータであり、民法上の所有権の対象とはならないので、ここでいう「共

有」というのは、データ提供者とデータ受領者の双方が派生データについての利用権限を

有することを意味する。もっとも、双方が派生データについての利用権限を有するといっ

ても、その利用権限の範囲が不明確であるので、「共有」と定めるだけでは不十分であり、
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ただし、特許権を共有にした場合、当該特許権の譲渡や実施許諾に

他の共有者の同意が必要であるし（特許法 73 条 1 項､同条 3 項）、著

作権が共有の場合も、当該著作権の譲渡には他の共有者の同意が必要

であり（著作権法 65条 1項）、さらに、自ら著作権を行使することす

ら共有者全員の同意が必要になる等（著作権法 65条 2項）、知的財産

権の共有ではその後の知的財産権の行使に制約があり、これと異なる

取扱いをするためには別途契約で明確に合意しておく必要があるので

注意が必要である。 

他方、共有とする方式をとらずに、派生データの利用権限や知的財

産権をデータ受領者に残したままで、それらの利用によって生じた利

益の一部をデータ提供者に分配するという方法もあり得る。具体的に

は、たとえば、派生データを用いて行った事業によってデータ受領者

が得た売上げの一定割合をデータ提供者に支払う方法がある。 

 

 提供データが期待されたものではなかった場合の責任（提供データの

品質） 

データ提供型契約において、提供データが不正確である、不完全であ

る、有効ではない（契約目的への適合性がない）、提供データがウイル

スに感染しており安全ではない、第三者の知的財産権を侵害していると

いったように、提供データの品質に問題があり、データ受領者が契約の

目的を達成できず、データ提供者に対して提供データの品質について法

的責任を追及するということがあり得る。 

ここでいうデータの正確性とは、時間軸がずれている、単位変換を誤

っている、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る

というような事実と異なるデータが含まれていないことを意味し、デー

タの完全性とは、データが全て揃っていて欠損や不整合がないことを意

味する。また、データの有効性とは、計画された通りの結果が達成でき

るだけの内容をデータが伴っていることをいう。 

 

データ提供型契約が有償契約である場合、データの品質について問題

があれば民法上の瑕疵担保責任（契約不適合責任）の適用があると考え

られる。もっとも、提供データの品質についての問題といっても様々な

内容があるため、提供データの正確性、完全性、有効性、安全性、第三

者の知的財産権の非侵害等について、どの範囲でデータ提供者が責任を

負うのか契約で明確にしておくことが望ましい（たとえば、表明保証条

項を用いることが考えられる）。 

データ提供者がこのような提供データの品質について一切保証しない

旨の規定を契約書で定めた場合、原則としてその規定は有効であると考

えられるが、データ提供者の故意または重大な過失により提供データの

品質に問題があった場合には、データ提供者が提供データの品質につい

て責任を負う場合があると考えられる（民法 572条類推適用 55）56。 

                                                                        

 
契約においてその利用権限の範囲を明確に定めることが望ましい。 
55 建物を建築するために土地の売買契約を締結したところ、当該土地に地中埋設物（本件

地中埋設物）が存在するのは「隠れた瑕疵」にあたり、「買主の本物件の利用を阻害する

地中障害の存在が判明した場合、これを取り除くための費用は買主の負担とする。」旨の
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なお、提供データの正確性、完全性、有効性、安全性等について、た

とえば、「データ提供者は、可能な限り、提供データが正確かつ完全で

あり、契約目的の関係で有効であり安全であるように努める義務を負う。」

としてデータ提供者の努力義務とする方法もあり得る。ただし、データ

の正確性・完全性・有効性・安全性について努力義務とした場合であっ

ても、データ提供者がデータの正確性・完全性・有効性・安全性につい

て何らの努力もしていないような事実があれば、努力義務違反として債

務不履行責任を負う可能性はあるということに留意すべきである。 

 

 提供データを利用したことに起因して生じた損害についての負担 

データ受領者が提供データを利用している際に、第三者から当該デー

タに関する知的財産権の侵害を理由に損害賠償請求がなされるなど、提

供データの利用に関連して、データ受領者と第三者との間で法的な紛争

が生じるようなケースがあり得る。 

この場合、その第三者との法的紛争を解決するために必要になった費

用や賠償金は、提供データに起因して生じた費用・賠償金である以上、

データ提供者が負担すべきという考え方と、データ提供者は提供データ

の品質について保証していないことを前提にして提供データに起因して

生じた費用・賠償金はデータ受領者が負担すべきという考え方のいずれ

の考え方も成り立つと思われる。 

そこで、契約において、提供データの利用に関連して第三者との間で

法的な紛争が生じそれによって必要になった費用や賠償金をどちらが負

担するのかを規定しておくことが望ましい。もっとも、契約で定められ

た利用範囲を超えてデータ受領者が提供データを利用した場合にまで

（つまり、契約に違反する態様で提供データを利用した場合にまで）、

データ提供者が提供データに起因して生じた費用・賠償金を負担する義

務はないと考えられる。そのため、データ提供者がかかる義務を負担す

る場合、契約において「契約で定められた態様での利用に限る」といっ

た限定を付したほうがよいと思われる。 

また、データ提供者に当該負担を負わせる場合において、データ提供

者の責任の範囲を限定するために、データ提供者がデータ受領者から受

け取った対価の金額をデータ提供者が責任を負う上限と規定する方法も

ある。 

 

 提供データの目的外利用 

データ提供型契約において目的外利用禁止条項が規定されることによ

り、一定の範囲でデータの利用が制限される場合も多いように思われる。 

                                                                        

 
特約条項（本件免責条項）が本件地中埋設物に適用があるとしても売主に本件地中埋設物

の存在について悪意ないしこれと同視すべき重大な過失がある場合には民法 572 条の趣旨

から信義則上免責の効力を主張できず同条を類推適用して同法 570 条に基づく責任を売主

は負うと判断した裁判例（東京地裁平成 15年 5月 16日判決・判時 1849号 59頁）参照 
56 提供データの品質について誰がどのような責任を負うのか、あるいは負わないのかは､当

該分野の類型､提供データの性質・種類などによって変わりうるものであるため、当該契約

における諸事情を勘案してその責任の有無・範囲・内容について柔軟に契約で規定すべき

であり、本ガイドライン（データ編）ではその１つの案を示したものにすぎない。 


	データ編表紙
	データ編目次
	第１ 総論
	１ 目的
	２ データ流通・利活用の重要性と課題
	(1) データの利用促進
	(2) データの流出や不正利用に伴う損害発生への懸念

	３ 契約の複雑化・高度化とガイドラインの意義
	４ イノベーションの促進
	５ 国際協調の意義
	６ データ契約に関連する政府における取組み
	(1) 契約に関するガイドライン等
	① データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン-データ駆動型イノベーションの創出に向けて-
	② データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0
	③ 委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン
	④ データの利用に関する契約ガイドライン産業保安版
	⑤ 農業分野におけるデータ契約ガイドライン検討会

	(2) 関連ガイドライン等
	① IoTセキュリティガイドラインver1.0
	② カメラ画像利活用ガイドブックver2.0
	③ IoTセキュリティ総合対策

	(3) 関連政策等
	① 「Connected Industries」東京イニシアティブ2017
	② 未来投資会議構造改革徹底推進会合「第４次産業革命」会合
	③ データ流通環境整備検討会
	④ 次世代知財システム検討委員会
	⑤ 新たな情報財検討委員会
	⑥ 知財のビジネス価値評価検討タスクフォース
	⑦ 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
	⑧ データと競争政策に関する検討会
	⑨ 総務省　情報通信審議会　情報通信政策部会　IoT政策委員会
	⑩ 総務省　情報通信審議会　情報通信政策部会　IoT新時代の未来づくり検討委員会
	⑪ 経済産業省　産業構造審議会　商務流通情報分科会　情報経済小委員会 分散戦略ワーキンググループ
	⑫ 経済産業省　産業構造審議会　知的財産分科会　営業秘密の保護・活用に関する小委員会
	⑬ 経済産業省　産業構造審議会　知的財産分科会　不正競争防止小委員会
	⑭ 情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会
	⑮ データポータビリティに関する調査・検討会

	(4) 調査研究等
	① 新たなデータ流通取引に関する検討事例集ver1.0
	② 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
	③ 安心・安全なデータ流通・利活用に関する調査研究
	④ 平成29年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業（デジタル貿易に関連する規制等に係る調査）
	⑤ 平成29年度産業経済研究委託事業 海外におけるデータ保護制度に関する調査研究
	⑥ IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／製造分野におけるIoTの社会実装推進に向けた検討



	第２ ガイドラインの対象・構成・活用
	１ 想定読者
	２ 契約類型と本ガイドライン（データ編）の全体構成
	(1) 契約類型
	(2) 本ガイドライン（データ編）の全体構成

	３ 交渉の場面における本ガイドライン（データ編）の活用
	４ AI編との関係

	第３ データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識
	１ データの法的性質および分類等
	(1) 総論
	(2) データ・オーナーシップ
	(3) データの分類方法
	① 構造化データ／非構造化データ
	② パーソナルデータ／非パーソナルデータ

	(4) データ利用と競争政策

	２ データ流出や不正利用を防止する各種手段
	(1) 契約による保護
	(2) 不正競争防止法による保護
	(3) 民法上の不法行為による保護
	(4) 不正アクセス禁止法による保護
	(5) 不正利用等を防止する技術

	３ 適正な対価・利益の分配
	(1) 総論
	(2) データ契約における適正な対価または利益の分配のあり方
	① データを利用した価値の試験的検証
	② イニシャル・ロイヤルティ＋ランニング・ロイヤルティ



	第４ 「データ提供型」契約（一方当事者から他方当事者へのデータの提供）
	１ 構造
	(1) データ提供型契約の意義
	(2) データ提供型契約の類型
	① 譲渡
	a データの譲渡とは
	b データの譲渡の態様

	② ライセンス（利用許諾）
	a データのライセンス（利用許諾）とは
	b データのライセンス（利用許諾）の態様

	③ 共同利用（相互利用許諾）
	a データの共同利用（相互利用許諾）とは
	b データの共同利用（相互利用許諾）の態様


	(3) 主体の個別性

	２ データ提供型契約における主な法的な論点
	(1) 提供データを活用した派生データ等の利用権限の有無
	① 提供データから生じる派生データ等
	② 派生データ等の利用権限の有無等
	a 派生データ
	b 知的財産権
	c 派生データ等52F の利用

	③ 派生データ等から得られた利益の分配

	(2) 提供データが期待されたものではなかった場合の責任（提供データの品質）
	(3) 提供データを利用したことに起因して生じた損害についての負担
	(4) 提供データの目的外利用





