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この点、前記第 3-1 記載のとおり、データは所有権の客体とはなり

得ないため、所有権に基づいて返還請求権が当然に生じるのとは異な

り、データの返還請求権は当然には生じないと考えられるので、必要

であれば利用規約において、データ提供者またはプラットフォーム事

業者にデータの返還請求権を認めるか否かについて定めておく必要が

ある。 

 

 データポータビリティについて 

データポータビリティとは、主としてパーソナルデータについて、

当該本人がプラットフォームに対して、提供したデータを他のプラッ

トフォームにおいても利用できるフォーマットで返還することを請求

したり、他のプラットフォームに直接、自己が提供したデータを移転

するよう請求したりする権利のことをいう 184。今後、パーソナルデー

タ以外の産業データについても、同様の権利が主張される可能性が考

えられるため、特にデータ提供者の中に海外の事業者が含まれる場合

は、注意が必要である 185。 

たとえば、プラットフォーム利用終了時に、データ提供者が、プラ

ットフォーム事業者に対して、自社の提供データを他のプラットフォ

ームにおいても利用できるフォーマットで返還するよう請求したり、

他のプラットフォームに直接自社の提供データを移転するよう請求し

たりする可能性があり得る。 

そこで、技術的な観点からの対応可能性について検討することもさ

ることながら、規約上も、このような返還・移転請求に対応する旨の

文言を規定するのか、または、対応しない旨の規定を設けるのかを検

討をすることが必要となる場合も考えられる。 

                         
184 EU 一般データ保護規則（GDPR）20 条 1項がデータポータビリティの権利を定めており、

同項は、「データ主体は、データ管理者に提供したパーソナルデータを、構造化された、

通常用いられる機械判読可能な形式で受け取る権利を有し、また、当該データを、妨害さ

れることなくデータ管理者から他のデータ管理者に移転する権利を有する」と規定する（未

来投資会議構造改革徹底推進会合「第四次産業革命」会合、「説明資料（データ利活用ビ

ジネスの本格展開）」、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshika

igi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/siryou4.pdf、（2018 年 11月））。 

なお、「データ管理者（controller）」とは、「単独または共同で個人データの処理の目

的と手段を決定する」者をいう（日本貿易振興機構（ジェトロ）ブリュッセル事務所海外

調査部欧州ロシア CIS 課、「「EU 一般データ保護規則（GDPR）に関わる実務ハンドブック

（入門編）」」、https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/dcfcebc8265a8943/2

0160084.pdf、（2016 年 11 月））。 
185 欧州委員会では、「非個人データの EU域内自由流通のための枠組」規則案が公表されて

いる（European Commission - Press release, ‘State of the Union 2017: A framework f
or the free flow of non-personal data in the EU’, 2017.9.19., http://europa.eu/ra
pid/press-release_IP-17-3190_en.htm および European Commission, ‘Proposal for a RE
GULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the fr

ee flow of non-personal data in the European Union’, 2017.9.13., http://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF参照）。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/siryou4.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/revolution/dai1/siryou4.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/dcfcebc8265a8943/20160084.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/dcfcebc8265a8943/20160084.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3190_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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第７ 主な契約条項例 
１ データ提供型契約のモデル契約書案 

 

●●株式会社（以下「甲」という）および●●株式会社（以下「乙」という）

は、甲から乙への●●データの提供に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」

という）を締結する。 

 

第１条 （定義） 

本契約において、次に掲げる語は次の定義による。 

① 「提供データ」とは、本契約に基づき、甲が乙に対し提供する、甲が利用

権限を有するデータであって、別紙に詳細を定めるものをいう。ただし、提

供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まない。 

② 「本目的」とは、乙が、●●することをいう。 

③ 「派生データ」とは、乙が、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をいう。 

 

＜ポイント＞ 

・ 「提供データ」を定義する。 

・ 提供データの対象、項目、件数等の提供データの詳細の特定が必要である。

提供データの詳細等は別紙を用いて特定する。 

・ 契約目的（データを提供する目的）を特定する。 

・ 「派生データ」等解釈に幅のある概念を定義する。 

 

＜解説＞ 

１ データ提供契約において、取引の対象となる提供データの対象、項目、件

数等の提供データの詳細を明確に契約で定めることが重要である。取引の対

象となる提供データの詳細が明確に定められていなければ、データ受領者は

想定していたデータとは異なるデータの提供しか受けられず、提供データを

利用したビジネスを実現できず、契約目的（データの提供を受ける目的）を

達成できないことがあり得る。また、取引の対象となる提供データの詳細が

明確に定められていないと、データ受領者が負う秘密保持義務の範囲や、よ

り慎重な提供データの管理を求められる範囲が不明確となってしまう。その

ため、取引の対象となる提供データの内容等を明確に契約で定める必要があ

る。 

２ 取引の対象となる提供データの詳細を契約書で定める際には、その提供デ

ータがどのような内容のものであるかが契約当事者双方にとって明確でなけ

ればならないので、たとえば、データの対象（提供データの概要）、データ

の項目、量、粒度、更新頻度等を定めておくことが推奨される。 

 本条項例では、提供データに個人情報を含まないとしているが、個人情報

が含まれる場合は、少なくとも以下のような規定を設けることが望ましい。 

 

１ 甲は、本目的の遂行に際して、個人情報の保護に関する法律（以下「個情

法」という）に定める個人情報または匿名加工情報（以下「個人情報等」と

いう）を含んだ提供データを乙に提供する場合には、事前にその旨を明示す

る。 

２ 本目的の遂行に際して、甲が個人情報等を含んだ提供データを乙に提供す
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る場合には、その生成、取得および提供等について、個情法に定められてい

る手続を履践していることを保証するものとする。 

３ 乙は、第１項にしたがって提供データが提供される場合には、個情法を遵

守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。 

 

第２条 （提供データの提供方法） 

甲は、本契約の期間中、乙に対して提供データを、別紙に定める提供方法で

提供する。ただし、甲は、データ提供の●日前までに乙に通知することで別紙

の仕様および提供方法を変更することができる。 

 

＜ポイント＞ 

・ 提供データの提供形式（紙、電子ファイル、電子ファイルのときはファイル

形式） 

・ 提供データの提供手段（電子メールで送付、サーバからのダウンロード、サ

ーバへのアクセス権の付与、記録媒体にデータを記録させて返送） 

・ 提供データの提供頻度 

 

＜解説＞ 

１ スムーズかつ安定的なデータの提供のために、あらかじめ提供データの提

供方法について合意し、その合意されたデータの提供方法に基づいて提供デ

ータが提供されることが望ましい。そのためには、たとえば、提供データの

提供形式（紙、電子ファイル、電子ファイルのときはファイル形式）、提供

データの提供手段（電子メールで送付、サーバからのダウンロード、サーバ

へのアクセス権の付与、記録媒体にデータを記録させて返送）等を定めてお

くことが推奨される。また、継続的にデータが提供されるような場合は、提

供データの提供頻度（「毎月」、「●ヶ月に 1 回」等）についてもあらかじ

め合意をしておくことが望ましい。 

２ 事情の変動に伴って提供データの提供方法（提供形式、提供手段、提供頻

度）を変更する必要が生じることもあり得るので、データ提供者からデータ

受領者に対する事前の通知を発することで提供データの提供方法の変更が認

められるようにしておくことも考えられる。 

 

第３条 （提供データの利用許諾） 

１ 甲は、乙に対して、提供データを本契約の有効期間中、本目的の範囲内で

のみ利用することを許諾する。 

２ 乙は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データについて開示、

内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および提供の停止を行うこ

とのできる権限を有しない。 

３ 乙は、甲の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供デ

ータを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを

第三者（乙が法人である場合、その子会社、関連会社も第三者に含まれる）

に開示、提供、漏えいしてはならない。 

４ 提供データに関する知的財産権（データベースの著作物に関する権利を含

むが、これに限らない）は、甲に帰属する。ただし、提供データのうち、第

三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。 
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＜ポイント＞ 

・ データ提供型契約の類型（利用許諾、譲渡、共同利用）を定める。 

・ 第三者提供等の禁止 

・ 目的外利用の禁止 

・ 提供データの本目的以外の目的での加工、分析、編集、統合等の禁止 

・ 提供データに関する知的財産権の帰属 

 

＜解説＞ 

１ 提供データの提供にあたっては、データ提供型契約の類型を明らかにする

必要がある。上記の条項例は、提供データの利用許諾の場合である。データ

提供型契約の類型が①提供データの譲渡の場合、②提供データの共同利用（相

互利用許諾）の場合の条項例については下記に示した。なお、①提供データ

の譲渡の場合、データ提供者は、提供データの利用をコントロールできる地

位を含む提供データに関する一切の権限を失うことになり、提供データのデ

ータ受領者の利用態様について制限を設けることができないことになるの

で、目的外利用禁止や第三者提供禁止を規定していない。 

２ 提供データの利用許諾の場合において、データ受領者が提供データを独占

的に利用したいという要請があるときは、本条第 1 項において「独占的に利

用することを許諾する」と規定することができる。この場合、データ提供者

自身による提供データの利用も禁止するか否かを明記しておくことが望まし

い。 

３ 本条第 3 項において、提供データの目的外利用禁止を規定している。目的

外利用禁止を定めることで、データ提供者の意に反する提供データの利用を

防止することができる。なお、「開示、提供、漏えい」が禁止される「第三

者」の範囲については、子会社・関連会社等が含まれるか否かを契約上明確

化しておくことが望ましい。 

４ 改正不正競争防止法が施行された場合、「限定提供データ」に該当すれば

当該データの不正取得・使用等に対して、損害賠償請求、差止請求、損害賠

償額の推定規定等の民事上の救済が受けられる。この「限定提供データ」に

あたるためには、「限定的な外部提供性」の要件を充足する必要があり、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

データであることが必要となる。この「限定的な外部提供性」を確保し、「限

定提供データ」に係る著しい信義則違反類型（第 3-2-(2)の＜データによる不

正競争行為＞②）等の不正競争行為について救済を受けるためには、データ

提供契約の中で第三者提供を禁止する条項を入れておくことが望ましい。 

５ 提供データが、データベースの著作権、営業秘密、意匠権といった知的財

産権の対象となることがあり得るが、本条第 4 項では、提供データの利用許

諾に伴い、知的財産権の帰属が変更されないことを確認している。 

 

【①提供データの譲渡の場合】 

甲は、乙に対して、提供データに関する一切の権限（著作権法 27条および同

法 28条の権利を含むがこれに限られない）を譲渡する。 

 

【②提供データの共同利用（相互利用許諾）の場合】 
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１ 甲は、乙に対して、甲が保持するデータ（以下「甲データ」という）を本

契約の有効期間中、本目的の範囲内でのみ利用することを許諾し、乙は、甲

に対して、乙が保持するデータ（以下「乙データ」という）を本契約の有効

期間中、本目的の範囲内でのみ利用することを許諾する。 

２ 甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、相手方が利用

権限を有するデータを第三者に開示、提供、漏えいし、本目的以外の目的で

利用してはならない。 

 

第４条 （対価・支払条件）（※従量課金の場合） 

１ 乙は、提供データの利用許諾に対する対価として、甲に対し、別紙の１単

位あたり月額●円を支払うものとする。 

２ 甲は、毎月月末に乙が利用している単位数を集計し、その単位数に応じた

利用許諾の対価を翌月●日までに乙に書面（電磁的方法を含む。以下同じ）

で通知する。 

３ 乙は、本契約期間中、第 1 項に定める金額に消費税額および地方消費税額

を加算した金額を、前項の通知を受領した日が属する月の末日までに甲が指

定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。なお、振込手

数料は乙の負担とする。 

 

＜ポイント＞ 

・ 提供データの対価の金額あるいはその算定方法 

・ 提供データの対価の支払方法 

 

＜解説＞ 

１ データ提供の対価の金額あるいはその算定方法として、①従量課金の場合、

②固定料金の場合、③売上げの配分の場合が代表例として挙げられる。 

２ 上記で条項例を示した①従量課金の場合、対価算定の基礎となる単位を契

約で定めておくことが望ましい。とりわけ、継続的にデータが提供されるこ

とが予定されている契約の場合、単位数に応じて提供データの対価を決める

方式が簡便である。単位数としては、データの数量、データの容量、アカウ

ント数、ソフトウェアのライセンスの数、APIのコール数等がある。従量課金

の場合、データ受領者からすると対価算出の根拠となる数値が不明確になる

ため、上記の条項例では、第 2 項においてデータ受領者が利用している単位

数をデータ提供者が書面で通知することで対価算出の根拠が明確になるよう

にしている。 

３ ②固定料金の場合の条項例は下記のとおりであるが、毎月一定額を支払う

ような場合は、月の途中で契約を締結する場合があり、対価の日割り計算に

関する規定を入れることもあり得る。 

４ ③売上げの配分の場合は、データ受領者がデータを利用して行った事業に

よって得られた売上げに応じて、データ提供者に支払う提供データの対価が

変動する場合である。この場合、まずは、提供データの対価の算定の基礎と

なる「事業」の範囲を明確にする必要がある。次に、提供データの対価の算

定の客観性を担保する必要があるため、対価の支払いの際に、算定の根拠資

料の提出をデータ受領者に要請することがある。そして、データ提供者側で

当該根拠資料の内容に疑義が生じた場合にデータ受領者に対する当該根拠資

料の閲覧・検査ができるようにしておくことも重要である。 
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【固定料金の場合】 

１ 乙は、提供データの利用許諾に対する対価として、毎月月末までに月額●

円を甲が指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。な

お、振込手数料は乙の負担とする。 

２ 前項の提供データの利用許諾に対する対価の計算は、月の初日から末日ま

でを 1 月分として計算し、乙による提供データの利用可能な期間が月の一部

であった場合、対価は利用した期間の日割り計算によるものとする。 

 

【売上の配分の場合】 

１ 乙は、本契約の有効期間中、各計算期間（4月 1日～翌年 3月 31日とする。）

における●●によって生じた売上金額その他甲の指定する事項に関する報告

書を作成し、当該計算期間終了後 15日以内に甲に対して提出しなければなら

ない。 

２ 乙は、●●によって生じた売上金額の●％を、提供データの利用許諾に対

する対価として、第 1 項に定めた報告書を提出した日の翌月末日までに、甲

が指定する銀行口座に振込送金の方法によって支払うものとする。なお、振

込手数料は乙の負担とする。 

３ 乙は、第 1 項にいう報告書に記載する事項に関しては適正な帳簿を備える

ものとし、これを本契約の有効期間中、保存・保管するものとする。甲また

はその代理人は必要に応じて当該帳簿を閲覧および検査することができる。 

４ 甲は、前項における帳簿の閲覧および検査により知り得た乙の機密事項を

第三者に開示・漏えいしてはならない。また、甲は、帳簿の閲覧および検査

により知り得た乙の機密事項を前項以外のいかなる目的・用途にも利用して

はならない。 

 

＜解説＞ 

「●●によって生じた売上金額」は外延が明確になるようにケースに応じて

規定することが必要である。その際には、提供データを利用したサービスによ

って生じた売上金額のみに限り、派生データを利用したサービスによって生じ

た売上金額を含めないか、派生データを利用したサービスによって生じた売上

金額も含めるか、ここでいう「サービス」の内容・範囲をどのように特定する

のかといった視点が必要になる。 

 

第５条 （提供データの非保証） 

１ 甲は、提供データが、適法かつ適切な方法によって取得されたものである

ことを表明し、保証する。 

２ 甲は、提供データの正確性、完全性、安全性、有効性（本目的への適合性）、

提供データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを保証しな

い。 

 

＜ポイント＞ 

・ 提供データに関する第三者の権利の非侵害の保証／非保証 

・ 提供データの正確性・完全性についての保証／非保証 

・ 提供データの安全性（提供データがウイルスに感染していないか等）につい

ての保証／非保証 



第７ 主な契約条項例 

110 

・ 提供データの有効性（本目的への適合性）についての保証／非保証 

・ 提供データに関する第三者の知的財産権等の非侵害の保証／非保証 

 

＜解説＞ 

１ ポイントで示した提供データの品質はトラブルになりやすいため、データ

の品質について、データ提供者が保証するのか、保証しないのかを明確に契

約書で定めることが望ましい。 

２ 提供データが適法かつ適切な方法により取得されたことをデータ提供者が

表明保証する契約条項例を示しているが、この表明保証を「甲の知る限り」

と限定することも可能である。 

３ 提供データの正確性、完全性、有効性等について、データ提供者の努力義

務として定めることもあり得るが、努力義務だからといって債務不履行責任

が発生しないわけではなく、提供データの正確性、完全性、有効性等に疑義

が生じている中で漫然と提供したように、これらの提供データの品質を高め

るための努力をしなかったような場合は債務不履行責任が生じ得るので注意

が必要である。上記の契約条項例では、提供データの品質について保証責任

を負わない内容になっているが、提供データの性質・内容、契約目的、契約

当事者の関係等を考慮して提供データの品質の全部または一部についてデー

タ提供者が保証責任を負うこともあり得る。 

 なお、上記のモデル契約書案では、提供データの安全性についてデータ提

供者が保証しない内容としているが、提供データの安全性が保証されないと

データ受領者のシステム等に直接的な損害が発生しうる可能性があるため、

提供データの安全性について、データ提供者が保証することが適切な場合が

多いと考えられる。 

４ 提供データの正確性、完全性、安全性、有効性等について、データ提供者

が保証しないことを契約で定めた場合であっても、原則として当該規定は有

効であると考えられるが､データ提供者が損害を加えることを目的として、故

意または重大な過失により品質に問題があるデータを提供した場合にまで、

データ提供者が責任を免れることはできない場合があると考えられるため、

その点を但書で規定することも検討に値する。 

５ なお、データ提供者がデータの品質に関する事項の全部または一部を表明

保証する場合、保証責任の範囲（データ提供者が損害賠償義務を負う範囲）

を一定金額（たとえば、データ受領者から受け取った対価）を上限とする規

定を設ける場合もある。このような規定は原則として有効であると考えられ

るが、データ提供者が提供データの品質に問題があることにつき悪意または

重過失の場合、データ提供者の保証責任の範囲を限定する規定は無効となり、

データ提供者は、提供データの品質の問題と相当因果関係のあるデータ受領

者に生じた損害について賠償責任を負う場合があることには注意が必要であ

る。 

 

第６条 （責任の制限等） 

１ 甲は、乙による提供データの利用に関連する、または提供データの乙の利

用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の

乙による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費用（合理的な弁護

士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含む

がこれに限らない）に関し責任を負わない。 
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２ 乙は、提供データの利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレ

ームまたは請求（以下「紛争等」という）が生じた場合には、直ちに甲に対

して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任および費用負担におい

て、当該紛争等を解決する。甲は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するも

のとする。 

３ 乙は、前項に定める紛争等に起因または関連して甲が損害、損失または費

用（合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という）を被った場合（た

だし、当該紛争等が甲の帰責事由に基づく場合を除く）、甲に対して、当該

損害等を補償する。 

 

＜ポイント＞ 

・ 提供データに関連して生じた紛争等の対応責任 

 

＜解説＞ 

１ 本条第 1項および第 2項において、乙による提供データの利用に関連する、

または提供データの乙の利用に基づき生じた発明、考案、創作、営業秘密等

に関する知的財産権の乙による利用に関連する紛争等について、原則として

データ受領者の費用と責任で解決することを規定している。また、第 3 項に

おいて提供データに起因または関連して生じた紛争においてデータ提供者に

損害が生じた場合、データ受領者がデータ提供者の損害を補償する義務を規

定している。 

２ 別の規定方法としては、提供データの利用に関連して生じた紛争等につい

て、本契約に違反しない態様の利用の場合はデータ提供者が責任を負うとい

う方法である。この規定方法の具体的内容は下記のとおりである。なお、こ

の下記の条項の第 1 項に関して、データ提供者が損害賠償等の責任を負う範

囲を、第 3条に基づき受け取った対価を上限とすることもできる。 

 

【対応責任をデータ提供者が原則負う場合】 

１ 乙による提供データの利用（本契約に違反しない態様での利用に限る）に

起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求（以下「紛争

等」という）が生じた場合、甲の費用と責任で解決するものとする。また、

当該紛争等に起因または関連して乙が損害、損失または費用（合理的な弁護

士費用を含み、以下「損害等」という）を被った場合、甲は損害等を負担す

るものとする。 

２ 前項の定めにかかわらず、乙は、本契約に違反する態様での提供データの

利用に起因もしくは関連して生じた紛争等について、乙の費用と責任で解決

するものとする。また、当該紛争等に起因または関連して甲に損害等が発生

した場合、乙は当該損害等を負担するものとする。 

 

第７条 （利用状況） 

１ 甲は、乙に対し、乙による提供データの利用が本契約の条件に適合してい

る否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができる。 

２ 甲は、合理的な基準により、前項に基づく報告が提供データの利用状況を

検証するのに十分ではないと判断した場合、●営業日前に書面による事前通

知をすることを条件に、1年に 1回を限度として、乙の営業所において、乙に

よる提供データの利用状況の監査を実施することができるものとする。この
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場合、甲は、乙の情報セキュリティに関する規程その他の乙が別途定める社

内規程を遵守するものとする。 

３ 前項による監査の結果、乙が本契約に違反して提供データを利用していた

ことが発覚した場合、乙は甲に対し監査に要した費用および提供データの利

用に係る追加の対価を支払うものとする。 

 

＜ポイント＞ 

・ 提供データの利用条件の遵守についての報告および監査 

 

＜解説＞ 

１ データ受領者による提供データの漏えいや目的外利用のおそれ等がある場

合に、データ提供者が速やかにデータ受領者の提供データの利用状況を確認

することができるようにしておかなければならない。 

２ その手段として、上記の条項例では、データ提供者がデータ受領者に対し

て利用状況の報告を求めることができるとし、さらに、その報告では提供デ

ータの利用状況を検証できないとデータ提供者が合理的に判断した場合に

は、データ受領者の提供データの利用状況を監査することができるとしてい

る。そして、監査の結果、データ受領者による本契約違反が発覚した場合に

は、データ受領者に監査費用や追加の対価の支払いを義務付けている。 

３ データ提供者がデータ受領者の提供データの利用状況について監査を実施

する中で、データ利用者の営業秘密がデータ提供者に知られるリスクもある。

そのため、データ提供者およびデータ受領者と秘密保持義務を締結した中立

な第三者により、データ受領者の提供データの利用状況についての監査を実

施することが適切な場合もありうる。 

 

第８条 （提供データの管理） 

１ 乙は、提供データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもっ

て管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の営業秘密

と同等以上の管理措置を講ずるものとする。 

２ 甲は、提供データの管理状況について、乙に対していつでも書面による報

告を求めることができる。この場合において、提供データの漏えいまたは喪

失のおそれがあると甲が判断した場合、甲は、乙に対して提供データの管理

方法・保管方法の是正を求めることができる。 

３ 前項の報告または是正の要求がなされた場合、乙は速やかにこれに応じな

ければならない。 

 

＜ポイント＞ 

・ データ受領者の提供データの区分管理と善管注意義務 

・ 提供データの管理状況についての報告要求および提供データの管理方法の

是正要求 

 

＜解説＞ 

１ データ提供者から受領した提供データと、データ受領者自身が保有してい

た情報とのコンタミネーションを防ぐ必要があるため、受領した提供データ

と他の情報とを区別して管理・保管することをデータ受領者に義務づけてい

る。なお、改正不正競争防止法の「限定提供データ」に該当するためには、
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秘密として管理されていないことが要件となるため、「限定提供データ」と

して提供する場合は、「乙は、提供データを他の情報と明確に区別して善良

な管理者の注意をもって管理・保管するものとする。」との記載が想定され

る。 

２ データ受領者による提供データの管理が契約に沿って適切に行われている

かどうかをデータ提供者は外部から知ることはできないため、本条第 2 項に

おいて、データ提供者が、データ受領者に対して、提供データの管理状況に

ついて書面で報告を求めることができると規定している。そして、データ受

領者による提供データの管理状況からして提供データの漏えいまたは喪失の

おそれがあるとデータ提供者が判断した際にはデータの管理方法等の是正を

求めることができることを規定している。 

３ 第 10条では秘密表示のある秘密情報について秘密保持義務の内容を規定し

ているが、第 10条の「秘密情報」から「提供データ」は除外されており、「提

供データ」については本条において秘密表示の有無を問わず、データ受領者

が適切に管理する義務を負うことになる。 

４ 本契約では、提供データをデータ受領者が第三者に開示または利用させる

ことを想定していないが（第 3 条第 3 項も参照）、仮に、提供データをデー

タ受領者が第三者（許容開示先）に開示または利用することを認める場合、

データ受領者は、本契約に基づいてデータ受領者が負う義務と同等の義務を

当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者に

おいてその義務の違反があった場合には、データ受領者による義務の違反と

して、データ提供者に対して直接責任を負うといった規定を設けることが考

えられる。 

５ データ受領者が本条のデータ管理義務や、本契約第 3 条第 3 項などに違反

したことによって、提供データに含まれるデータ提供者のノウハウ等が流出

等してしまった場合、データ提供者はデータ受領者に対して契約違反に基づ

く損害賠償請求をすることができる。もっとも、ノウハウ等が流出したこと

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場合もあるため、

損害賠償額の予定を契約書に規定しておくことが検討に値する。この予定さ

れる損害賠償額は、提供データの重要度・規模などを勘案してデータ提供者

が管理義務違反等を犯さないための抑止力となる合理的な金額を両当事者の

合意に基づき定めることになる。ただし、損害賠償額の予定を契約で規定し

た場合（「違約金」との表現を用いても、賠償額の予定と推定される（民法

420条 3項））、損害賠償がその予定額に限定されない旨の合意であることを

立証しない限り、予定額を超えた損害額を請求することはできないと解され

ている。そのため、損害賠償額の予定あるいは違約金を契約で規定する場合

には、実際の損害額が予定額を超えた場合には、その超えた部分についても

請求できることを規定しておく場合もある。 

 

【参考：違約金に関する条項例】 

提供データの漏えい、喪失、第三者提供、目的外利用等本契約に違反する乙

の提供データの利用により、甲に損害が生じた場合、乙は甲に対して違約金と

して●円を支払う義務を負う。ただし、甲に生じた損害が上記違約金額を上回

る場合には、甲は実際に生じた損害額を立証することで乙に対し当該損害額の

賠償を請求することができる。 
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第９条 （損害軽減義務） 

１ 乙は、提供データの漏えい、喪失、第三者提供、目的外利用等本契約に違

反する提供データの利用（以下、「提供データの漏えい等」という）を発見

した場合、直ちに甲にその旨を通知しなければならない。 

２ 乙の故意または過失により、提供データの漏えい等が生じた場合、乙は、

自己の費用と責任において、提供データの漏えい等の事実の有無を確認し、

提供データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発

防止策について検討しその内容を甲に報告しなければならない。 

 

＜ポイント＞ 

・ データ受領者が提供データの漏えい等を発見した際の通知義務 

・ 提供データの漏えい等が生じた場合のデータ受領者の再発防止策等の検

討・報告義務 

 

＜解説＞ 

提供データの漏えい、喪失、第三者提供、目的外利用等の本契約に違反する

データの利用が生じた場合、速やかに適切な対応をしなければ被害は拡大して

いく可能性があり、データ提供者もデータ漏えい等の状況を速やかに把握する

必要がある。そこで、本条第１項において、データ漏えい等をデータ受領者が

発見した際に、直ちにデータ提供者に通知する義務を定め、本条第 2 項におい

て、データ受領者の費用と責任において、原因調査、再発防止策について検討

し、その内容をデータ提供者に報告する義務を定めた。 

 

第１０条 （秘密保持義務） 

１ 甲および乙は、本契約を通じて知り得た、相手方が開示にあたり、書面・

口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した

情報（以下「秘密情報」という。ただし、提供データは本条における「秘密

情報」には含まれない）を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事

前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に

基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただ

し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請

求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として

開示することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情

報にあたらないものとする。 

① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 

② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報 

③ 開示の時点で公知の情報 

④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

⑤ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された

情報 

３ 被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第 1 項に基

づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守

秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示す

ることができる。 

４ 本条に基づく義務は、本契約が終了した後も●年間存続する。 
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＜ポイント＞ 

・ 秘密情報の定義 

・ 秘密保持義務の内容とその例外 

・ 秘密保持義務が契約終了後も存続すること 

 

＜解説＞ 

本条第１項では、書面に限らず、口頭等によって提供された情報も、秘密情

報であることが表明される限りは「秘密情報」としているが、秘密情報の範囲

を明確にするために「書面に秘密であることが表示されたもの」とする場合も

ある。逆に、秘密情報であることを積極的に表明しなくても、広く秘密情報の

定義に含める場合もある。 

なお、提供データについては、第 3 条第 3 項において、データ受領者の第三

者に対する開示、提供が禁止され、第 8 条第 1 項において、データ受領者が、

提供データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意をもって管理・保

管すること等が定められているため、提供データについては、本条第 1 項にお

ける秘密表示の有無にかかわらず、データ受領者は適切に管理しなければなら

ない義務を負うことになる 1。 

 

第１１条 （派生データ等の取扱い） 

＜データ提供者が、派生データの利用権限および提供データに基づいて生じた

知的財産権を有さない場合＞【案 1】 

１ 派生データに関しては、当事者間で別途合意した場合を除き、乙のみが一

切の利用権限を有する。 

２ 提供データの乙の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等

に関する知的財産権は、乙に帰属する。 

 

＜データ受領者だけでなく、データ提供者も、派生データの利用権限および提

供データに基づいて生じた知的財産権の利用権限を有する場合＞【案 2】 

１ 派生データに関して、乙がその利用権限を有し、乙は、甲に対して、●●

の範囲において［●●の目的の範囲において］派生データを無償［有償］で

利用することを許諾する。 

２ 提供データの乙の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等

に関する知的財産権は、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対し、当該知的

財産権について無償［有償］の実施許諾をする。 

３ 派生データ、および前項の提供データの乙の利用に基づき生じた発明等に

関する知的財産権の、乙から甲に対する利用許諾の条件の詳細については、

甲および乙の間において別途協議の上決定する。 

４ 乙が、派生データを利用して行った事業またはサービスによって売上げを

得たときには、乙が得た売上金額の●％を甲に対して支払う。その支払条件

については甲および乙の間において別途協議の上決定する。 

                         
1 優越的地位にある事業者が課す秘密保持義務が取引の相手方に不当に不利益を与えるも

のである場合には、独占禁止法上問題となり得る（公正取引委員会競争政策研究センター、

「人材と競争政策に関する検討会報告書」、http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/ind

ex.files/180215jinzai01.pdf、（平成 30年 2月 15日））。 

http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/180215jinzai01.pdf%E3%80%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B42%E6%9C%8815
http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/180215jinzai01.pdf%E3%80%81%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B42%E6%9C%8815
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＜派生データの利用権限の有無および提供データに基づいて生じた知的財産権

の帰属を協議で定める場合＞【案 3】 

派生データの利用権限の有無、ならびに提供データの乙の利用に基づいて生

じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の帰属については、

甲および乙の間において別途協議の上、決定するものとする。 

 

＜ポイント＞ 

・ 派生データの利用権限の有無 

・ 提供データのデータ受領者の利用に基づいて生じた知的財産権の帰属 

・ 提供データのデータ受領者の利用に基づいて生じた知的財産権についての、

データ提供者の利用権限 

・ 派生データのデータ受領者の利用に基づいて生じた知的財産権を利用して

得られた利益の分配 

 

＜解説＞ 

１ 派生データの利用権限の有無・配分、提供データのデータ受領者の利用に

基づいて生じた知的財産権の帰属は法律上当然には定まらなかったり、一義

的に明確とはならないこともあるので、契約においてその点を明らかにして

おくことが望ましい。 

２ 派生データについて、【案 1】は、データ提供者に派生データの利用を認め

ない案である。次に、【案 2】は、データ提供者に派生データの利用を非独占

的に許諾する案である。なお、データ提供者が派生データに関する一切の権

利（著作権法 27 条および同法 28 条の権利を含むがこれに限られない）の譲

渡を受ける場合や、派生データについて独占的に利用許諾を受ける場合は、

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ので注意が必

要である。【案 3】は、派生データの利用権限の有無について、契約書では明

示せずに別途協議で定めることにしている。 

３ 提供データのデータ受領者の利用に基づいて生じた知的財産権の、データ

提供者の利用権限についても、派生データに関して述べたことがあてはまる。 

４ 派生データの利用権限がデータ受領者にある場合、データ受領者は派生デ

ータを自由に利用することができることになるため、データ受領者が派生デ

ータを利用する行為は、提供データについて課されている目的外利用禁止に

反しないことになり得る。そのため、データ提供者が派生データの自由な利

用を禁止したい場合、契約で派生データの利用について制限を設ける必要が

ある。 

５ 【案 2】の第 4項では、派生データを利用してデータ受領者が行った事業あ

るいはサービスによって売上を得たときにその売上げの一定割合をデータ提

供者に分配することを規定している。このような規定を設けることで、デー

タ提供者がデータを提供するメリットが経済的にもより明確になり、データ

取引の流通に資する側面もある。 

 

第１２条 （有効期間） 

本契約の有効期間は、契約締結日から●年間とする。ただし、契約の有効期

間満了の●ヶ月前までに甲または乙から書面による契約終了の申し出がないと

きは、本契約と同一の条件でさらに●年間継続するものとし、以後も同様とす
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る。 

 

第１３条 （不可抗力免責） 

本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、停

電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または

緊急メンテナンス、法令の制定改廃その他甲および乙の責に帰すことができな

い事由よる本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、

甲および乙は責任を負わない。 

 

＜ポイント＞ 

・ 停電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止ま

たは緊急メンテナンスも不可抗力として定める。 

 

＜解説＞ 

IT 系のサービスに影響を与え得る停電、通信設備の事故、クラウドサービス

等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス等も不可抗力として定

めておくことが望ましい。ただし、これに限られるものではなく、クラウドサ

ービス等の外部サービスの種類に応じて柔軟に不可抗力事由を規定すべきであ

る。 

 

第１４条 （解除） 

（省略） 

 

第１５条 （契約終了後の措置） 

１ 乙は、本契約の終了後、理由の如何を問わず、提供データを利用してはな

らず、甲が別途指示する方法で、速やかに受領済みの提供データ（複製物を

含む）を全て廃棄または消去しなければならない。 

２ 甲は、乙に対し、データが全て廃棄または消去されたことを証する書面の

提出を求めることができる。 

 

＜ポイント＞ 

・ 契約終了後の提供データの廃棄・消去 

・ 提供データの廃棄・消去証明書の提出 

 

＜解説＞ 

提供データ自体が廃棄・消去されたことをデータ提供者が外部から確認する

ことは困難であるため、データ受領者に対して提供データを消去したことを証

明する書類の提出を求めることができることを規定している。 

 

第１６条 （反社会的勢力の排除） 

（省略） 

 

第１７条 （残存条項） 

本契約終了後も、第 3 条第 2 項および 3 項（受領者の義務）、第 6 条（責任

の制限等）、第 10 条（秘密保持義務）、第 11 条（派生データ等の取扱い）、

第 14条（解除）、第 15条（契約終了後の措置）、第 16条（反社会的勢力の排
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除）、本条（残存条項）、第 18 条（権利義務の譲渡の禁止）、第 20 条（準拠

法）、第 21条（紛争解決）は有効に存続する。 

 

第１８条 （権利義務の譲渡禁止） 

（省略） 

 

第１９条 （完全合意） 

（省略） 

 

第２０条 （準拠法） 

（省略） 

 

第２１条 （紛争解決） 

（省略） 
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別 紙 

 

１ 提供データの詳細 

⑴対象 

・・・に関する・・・のデータ 

⑵項目 

 

⑶件数・単位 

提供データは、●件を１単位とする。 

⑷データの更新頻度 

甲は１年に数回の頻度でデータの更新を実施 

⑸その他 

 

 

２ 提供データの提供方法 

甲は、本契約の有効期間中、（ファイル形式）の電子ファイルを甲のサー

バにアップロードし、乙が適宜当該サーバから当該電子ファイルをダウンロ

ードする方法により提供する。 
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２ データ創出型契約のモデル契約書案 

 

●●株式会社（以下「甲」という）および●●株式会社（以下「乙」という）

は、甲および乙が共同して行う事業において創出、取得または収集されるデー

タに関して、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。 

 

第１条 （定義） 

本契約において、次に掲げる用語は次の定義による。 

① 「本件事業」とは、甲および乙の間で行われる●●をいう。 

② 「対象データ」とは、本件事業に基づいて、創出、取得または収集された

データをいう。 

③ 「加工等」とは、対象データを、加工、分析、編集、統合等することをい

い、「派生データ」とは、そのような「加工等」がなされたデータをいう。 

 

＜ポイント＞ 

・ 本条は契約における用語の定義を定めるものである。 

 

＜解説＞ 

１ データには明瞭な外縁がないため、対象データの範囲を明確に定めること

は一般的に容易ではない。必要に応じて、サンプルデータ等を分かりやすい形

式で掲載する等して、可能な限り「対象データ」の範囲を特定することが望ま

しい。たとえば、対象データを収集する「センサ等」および当該センサ等を設

置する「機器等」について別途定義を定め、当該センサ等が当該機器等から取

得したデータを対象データとする等と定める方法を取ることが考えられる。 

２ 本条項例では、データの性質によって「対象データ」の範囲を限定するこ

とはしていないが、個人情報等の一部データについては、「対象データ」の定

義から除外し、異なる規律のもとに置くことも可能である。 

 

第２条 （データの利用権限の配分） 

１ 対象データに対する利用権限の内容は、別紙 A において対象データの種類

ごとにそれぞれ定める。 

 

【案 1】 

２ 対象データのうち、別紙 A に定めがないものについては、当該対象データ

の利用、開示、譲渡（利用許諾を含む）および処分を含む当該対象データに

係る一切の利用権限は、【甲 or乙】が有する。 

 

【案 2】 

２ 対象データのうち、別紙 A に定めがないものについては、両当事者間で別

途合意をした上で、当該対象データの利用権限を定めるものとする。 

 

３ 甲および乙は、前項および別紙 A により、各当事者に認められた利用権限

の範囲を超えて、対象データを利用、開示、譲渡（利用許諾を含む）および

処分をすることはできない。 

 

 



第７ 主な契約条項例 

121 

別紙 A 対象データに対する利用権限（第 2条関係） 

 データ名 データ項目 対象期間 甲の利用権限 乙の利用権限 

1 ●● 【機器名、セ

ンサ名等、デ

ータを特定

するに足り

る情報】 

【2018/●

/●～

2019/●/

●】の期間

に取得さ

れたもの 

【利用目的】 

【第三者提供（譲

渡または利用許

諾）の可否】 

【加工等の可否】 

【利用目的】 

【第三者提供（譲

渡または利用許

諾）の可否】 

【加工等の可否】 

 

＜ポイント＞ 

・ 対象データに対する利用権限を定める条項である。 

・ 個別のデータごとに、機器名やセンサ名およびデータの取得期間等を記載す

ることで、データを特定する。その上で、各データについて、データの取得

時期、利用目的、第三者提供の可否および加工等の可否の各点について、甲

および乙の利用権限を定める。 

 

＜解説＞ 

１ 利用権限の定め方については、甲のみが利用権限を有するデータ（甲利用

データ）、乙のみが利用権限を有するデータ（乙利用データ）、甲および乙が

利用権限を有するデータ（甲乙利用データ）等と分類して、各類型ごとに同一

の利用権限を設定するという方法も考えられるが、本条項例では、個別のデー

タごとに利用権限を設定するという方法を採用している。甲のみが利用権限を

有する場合には、「乙の利用権限」の欄には、「利用権限なし」等と記載する。 

２ リアルタイムに継続して発生するデータについては、データが取得される

対象期間を明らかにする。終期を定めない場合には、契約終了時点まで等と定

めることが考えられる。 

３ 利用目的は、対象データの利用範囲を画するものであり、データの秘密性

を確保できるものである必要があるが、他方で、過度に利用目的を狭めること

で、データを利用する事業を阻害するものとならないようにしなければならな

い。具体的には、「本件事業における乙の甲に対するサービスの提供」「乙に

おける新規製品の開発」等と規定することが考えられる。 

４ データは加工または分析等により初めて価値が創造されることも多いから、

新しい分析手法の開発や使用を制限しないことには合理性があるといえる。こ

のため、本条項例では加工の方法について制限を設けていないが、当事者の予

期しない態様での利用を防ぐために、特定の方法での加工のみを認めるという

定め方もあり得るところである。 

また、個人情報について匿名加工情報としたり、統計化をしたりする場合や、

産業データについて営業秘密等を推認できないように加工する場合等におい

て、あらかじめ当事者間で具体的な加工方法について合意をしておくことは合

理的といえる。 

５ 第三者への提供についても、端的に「可能」とのみ定めて、利用権限を与

えられた当事者に対象データを第三者に提供する場合の契約条件を一任する

こともできるが、提供の条件（対価、利用目的の制限、競合事業者への提供の

禁止等）をあらかじめ当事者間で定めておくことも可能であるし、相手方の同

意を得たときのみ、第三者に提供をすることができると定めることも可能であ

る。 



第７ 主な契約条項例 

122 

もっとも、乙が消費者や取引先等の多数の者からデータを収集し、データを

集合させたものを第三者に提供するというような場合には、消費者等から個別

に同意を得るのは困難であるため、乙の判断のみで、提供の条件を定めること

ができるとすることも合理的であるといえる。ただし、そのような場合でも、

消費者等の個人情報およびプライバシー権ならびに取引先の営業秘密に対す

る配慮は必要であり、提供先の第三者に対して利用制限を課すことや、提供前

に統計処理を行うこと等の一定の条件を定めておくことが望ましい。 

６ 別紙 A で利用権限が定められていないデータについては、第 2 項によって

利用権限が定められる。案 1は、一方当事者のいずれかが利用権限を有すると

いうものであり、いずれか一方の当事者が、包括的な利用権限を有することに

なる。案 2は、当事者間で別途合意をした上で利用権限を定めるというもので

あり、当事者間で具体的な利用方法等を踏まえた協議を行い、個別のデータ項

目ごとに利用権限を定めていくことになる。 

７ 本条項例では、対象データに関する知的財産権について明示的な規定を置

いていないが、利用権限の定めのほかに、知的財産権についても、①甲に帰属

する、②乙に帰属する、③甲および乙の共有とする、といった規定を置くこと

も考えられる。この場合、当事者は、対象データに関して有する知的財産権に

基づいて、相手方が対象データまたは派生データに対して有する利用権限を制

約することができない旨の定めを置くことも考えられる。また、権利関係の複

雑化や相手方の法的地位が不安定になることを防ぐために、知的財産権を保有

する当事者に対して、第三者に対して当該知的財産権を譲渡してはならないと

の条件を課すことも考えられる。 

 

第３条 （データの加工等および派生データの利用権限） 

【案 1】 

１ 前条に定める対象データの利用権限に基づき行われた加工等により得られ

た派生データに対する利用権限は、加工等の対象となった対象データに対す

る利用権限に準じる。 

 

【案 2】 

１ 前条に定める対象データの利用権限に基づき行われた加工等により得られ

た派生データに対する利用権限は、別紙 B において対象データの種類ごとに

それぞれ定める。ただし、派生データのうち、別紙 B に特段の定めがないも

のについては、両当事者間で別途合意をした上で、当該派生データの利用権

限を定めるものとする。 

 

２ 甲および乙は、前項および別紙 B により、各当事者に認められた利用権限

の範囲を超えて、派生データを利用、開示、譲渡（利用許諾を含む）および

処分をすることはできない。 
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別紙 B 派生データの利用権限（第 3条関係） 

 データ名 元データ 対象期間 甲の利用権限 乙の利用権限 

1 ●● 

【例：●

●の平均

値、分散、

標準偏差

／●●と

▲▲の相

関係数】 

●●／●●お

よび▲▲ 

【別紙 A を引

用する等して

特定する】 

 

●●の【2018/

●/●～2019/

●/●】の期間

に取得された

もの 

【利用目的】 

【第三者提供

（譲渡または

利用許諾）の可

否】 

【加工等の可

否】 

【利用目的】 

【第三者提供

（譲渡または

利用許諾）の可

否】 

【加工等の可

否】 

 

＜ポイント＞ 

・ 各当事者が、対象データを加工等したことにより得られた派生データに対す

る利用権限について定める条項である。 

 

＜解説＞ 

１ どのような派生データが創出され、どのような経済的価値が生じるのかは、

契約の締結時点において予測できないことも少なくないと思われる。そこで、

案 1として、加工等の対象となった対象データの利用権限に準じるという方法

を記載したほか、案 2として、すでに創出が想定されている派生データについ

ては対象データと同様の方法で利用権限を定めた上で、それ以外の派生データ

については、当事者間の別途の合意により利用権限を定めるという方法を記載

した。 

２ 派生データの第三者提供についても、どのような条件とするのかが明確で

ない場合が少なくないと思われるので、「別途当事者が合意で定めるところに

よる」等と定めておくことも考えられる。 

３ 本条項例でも、派生データに関する知的財産権について明示的な規定を置

いていないが、利用権限の定めのほかに、知的財産権についても、①甲に帰属

する、②乙に帰属する、③甲および乙の共有とする、といった規定を置くこと

が考えられる。この場合、当事者は、派生データに関して有する知的財産権に

基づいて、相手方が対象データまたは派生データに対して有する利用権限を制

約することができない旨の定めを置くことも考えられる。また、権利関係の複

雑化や相手方の法的地位が不安定になることを防ぐために、知的財産権を保有

する当事者に対して、第三者に対して当該知的財産権を譲渡してはならないと

の条件を課すことも考えられる。 

 

第４条 （対象データおよび派生データの非保証） 

１ 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本契約に基づき相手方が利用権限

を有するデータ（以下「相手方データ」という）の正確性、完全性、安全性、

有効性（各利用目的への適合性）および第三者の知的財産権その他の権利を

侵害しないことを保証しない。 

２ 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、相手方データが必ず創出されるこ

とを保証するものではない。 
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第５条 （個人情報の取扱い） 

１ 甲および乙は、対象データに、個人情報の保護に関する法律（以下「個情

法」という）に定める個人情報または匿名加工情報（以下「個人情報等」と

いう）が含まれる場合には、別紙 C に定める区分に従い、相手方に対して、

事前にその旨を明示する。 

２ 甲および乙は、別紙 C に定める区分に従い、対象データの生成、取得、お

よび提供等について、個情法に定められている手続を履践していることを保

証するものとする。 

３ 甲および乙は、第 1 項に従って対象データが提供される場合には、個情法

を遵守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。 

 

別紙 C 個人情報の手続履践に関する担当（第 5条関係） 

 データ名 
第 5条第 1項に基づき明示および 

同条第 2項に基づく保証をする当事者 

1 甲の従業員に関する個人情報 甲 

2 乙の顧客に関する個人情報 乙 

 

＜ポイント＞ 

・ 対象データおよび派生データについての保証／非保証を定める条項である。 

・ 対象データが継続的に創出されることについての保証／非保証を定めるも

のである。 

・ 対象データに個人情報が含まれる場合には、相手方に対して、第三者提供に

ついての本人の同意の取得等個人情報保護法に定められている手続が履践

されていることを保証すること等を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

１ データに関する保証の有無を定める条項であるが、データ創出の場面では、

データの利用権限は、相手方から利用許諾を受けて取得するものではなく、当

事者の合意に基づいて取得され、当事者間の合意の範囲で自由にデータを利用

することができる権利であるため、データの利用等により損害が生じ、あるい

は第三者の権利（知的財産権、プライバシー権、名誉権等）を侵害して損害を

与えたときの責任は、原則としてそれぞれが負うものとしている。ただし、当

事者が正確性等を有していないことを知りまたは重大な過失により知らなか

った場合には、保証責任を限定する規定は無効となることがある。この点を、

条項として明記することも考えられる。 

 なお、第 4条第 1項では、相手方データの安全性について保証しない内容と

しているが、相手方データの安全性が保証されないとシステム等に直接的な損

害が発生しうる可能性があるため、相手方データの安全性について保証するこ

とが適切な場合が多いと考えられる。 

２ もっとも、対象データに個人情報その他の個人に関する情報が含まれてい

る場合には、第 5条に定めるような保証責任を負わせることが望ましい。当該

保証条項により、対象データの収集を主として担当する当事者（たとえば、一

方当事者の従業員のデータを対象データとする場合、当該従業員の使用者であ

る当事者）によって、個人情報保護法により必要とされる手続（利用目的の通

知または公表、第三者提供についての同意の取得、確認記録義務の履行等）が

履践されなかった場合には、当該当事者は、相手方に対して契約上の責任を負
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うこととなる。 

３ データは必ずしも継続的に創出されるものではないが、他方で、データの

利用を前提としている場合には、継続的な創出についても保証／非保証を定め

ておくことが望ましい。工作機械の稼働データ等では、当該工作機械を利用し

て生産する製品の受注状況等により、稼働データが創出されないこともあり得

るが、そのような場合に工作機械の使用者側に責任を負わせることは妥当では

ないとして、非保証を原則としている。もっとも、このような場合でも、セン

サを故意に外したり、重過失によりセンサの不具合を放置したりした場合等に

は、保証責任を限定する規定は無効となることがあり、この点を、条項として

明記することも考えられる。 

 

第６条 （利用権限の配分に対する対価） 

 甲および乙は、第 2 条および第 3 条により、相手方に対象データおよび派生

データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、譲渡費用、利用許

諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しない。 

 

第７条 （収益の分配） 

 前条にかかわらず、乙が、第 2 条または第 3 条に基づき、対象データまたは

派生データを第三者に提供し、当該第三者より対価を得た場合には、乙は、甲

に対して、【データの譲渡代金または利用許諾に対する対価】の分配として、

【譲渡代金またはライセンス報酬の】●％を支払う。 

 

第８条 （分担金の支払い） 

 甲は、乙に対して、【データ保管費用】の分担金として、甲および乙が別途

協議の上定める金員を支払う。 

 

＜ポイント＞ 

・ データの第三者提供等から得られる収益およびデータの保管等に関する費

用について、分配の方法を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

１ データを当事者のみで利用する場合に限らず、第三者に対して提供をする

ことで収益を得ることがある。そのような場合に、当事者間で収益および費用

をどのように分配するかを定める必要がある。 

２ 本条項例では、収益の分配方法として、対象データまたは派生データを第

三者に提供したときに得た対価を分配するモデルを記載したが、乙が創出した

データを用いた分析モデル（売上予測モデルや事故発生率予測モデル等）を作

成し、当該分析モデルを、ASPサービス等の方法で第三者に提供するという収

益モデルもあり得る。そのような場合には、当該分析モデルから得た収益の一

定割合を甲に分配するといった方法を取ることが考えられる。また、乙が、収

益モデルのリスクおよびリターンを引き受けるものとして、甲に対して、売上

高等によらずに固定料金を支払うという方法を取ることもあり得る。 

３ 甲が、創出された対象データについて乙に利用権限を認めることを条件に、

乙が甲に対して、当該対象データに基づき作成した成果物（コンサルティン

グ・サービスを含む）を提供するということも考えられる。そのような場合に

は、甲が、金銭の代わりにそのようなメリットを受けるものであることを定め
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る。 

 

第９条 （第三者の権利により利用が制限される場合の処理） 

甲および乙は、相手方データに、第三者の知的財産権の対象となるデータが

含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速

やかに相手方と協議の上、協力して当該第三者の許諾を得ることまたは当該デ

ータを除去する措置を講じること等により一方当事者が利用権限を行使できる

よう努める。 

 

＜ポイント＞ 

・ 第三者の権利が付着していること等により、データの利用が制約される場合

の条項である。 

 

＜解説＞ 

１ 相手方データに第三者の知的財産権が含まれているときなどには、当該デ

ータを利用するにあたって必要な許諾や同意等が得られていない場合等に、デ

ータの利用が制限されることがあり得る。本条項例では、かかる問題に対する

対処を努力義務として定めるものとした。 

２ なお、本条の対象となるものとして、具体的には、以下のような場合が考

えられる。 

・第三者の権利の対象となるデータが含まれる場合 

パターン A データの創出に、契約当事者以外の第三者が関与する場合 

パターン B 機材の提供に、契約当事者以外の第三者が関与する場合 

パターン C 分析アルゴリズムが、契約当事者以外の第三者によって提供さ

れている場合 

 

第１０条 （データの管理） 

１ 甲および乙は、相手方データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の

注意をもって管理・保管しなければならず、適切な管理手段を用いて、自己の

営業秘密と同等以上の管理措置を講ずるものとする。 

２ 甲および乙は、相手方データの管理状況について、相手方当事者に対して

いつでも書面（電磁的方法を含む。以下同じ）による報告を求めることができ

る。この場合において、相手方データの漏えいまたは喪失のおそれがあると判

断した場合、甲および乙は、相手方当事者に対して相手方データの管理方法・

保管方法の是正を求めることができる。 

３ 前項の報告または是正の要求がなされた場合、要求を受けた相手方当事者

は速やかにこれに応じなければならない。 

４ 甲および乙は、第 2 条または第 3 条に基づき、相手方データを第三者に提

供する場合には、当該第三者と秘密保持契約を締結する等して、当該第三者に

対して、本条により自己が負うのと同様の義務を負わせなければならない。 
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第１１条 （秘密保持義務） 

１ 甲および乙は、本契約を通じて知り得た、相手方が開示にあたり、書面・

口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情

報（以下「秘密情報」という。ただし、相手方データは本条における「秘密情

報」には含まれない。）を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前

の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づ

く権利の行使または義務の履行以外の目的で使用してはならない。ただし、法

令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じ

る限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示するこ

とができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情

報にあたらないものとする。 

① 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 

② 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報 

③ 開示の時点で公知の情報 

④ 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 

⑤ 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情

報 

３ 被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第 1 項に基

づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘

義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示するこ

とができる。 

４ 本条に基づく義務は、本契約が終了した後も●年間存続する。 

 

＜ポイント＞ 

・ 相手方データについて安全管理措置を講じる義務および秘密保持義務を定

める条項である。 

 

＜解説＞ 

１ 相手方データについて安全管理義務を講じる義務および秘密保持義務を定

めるものであり、自己にのみ利用権限があるデータについては、それぞれの責

任で管理を行うことを前提としている。なお、第 11 条の秘密保持義務の対象

となる「秘密情報」から「相手方データ」は除外されており、各当事者は、第

10 条の定めるところにより、秘密表示の有無を問わず「相手方データ」につ

いて適切に管理する義務を負うことになる。また、第 11 条で定める秘密保持

義務の存続期間の定めにかかわらず、当事者が相手方データを保持する間、各

当事者の相手方データに対する管理義務は存続することとなる（第 16 条第 2

項参照）。 

２ 第 11条第 1項では、書面に限らず、口頭等によって提供された情報も、秘

密情報であることが表明される限りは「秘密情報」としているが、秘密情報の

範囲を明確にするために「書面に秘密であることが表示されたもの」とする場

合もある。逆に、秘密情報であることを積極的に表明しなくても、広く秘密情

報の定義に含める場合もある。 

３ 安全管理措置については、データの性質やリスク等に応じた適切な水準の

措置を講ずることが求められる。特に、データに個人情報を含み得る場合には、

個人情報保護法等に従った安全管理に配慮が必要であり、個人情報保護委員会
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のガイドライン等を遵守することが必要である。 

４ 第三者にデータを提供する際には、当該第三者に対して、自己が負うのと

同様の義務を負わせるのが合理的である。 

５ 甲または乙が本条のデータ管理義務や、第 2 条第 3 項および第 3 条第 2 項

などに違反したことによって、相手方データが流出等してしまった場合、当該

流出等をされた当事者は、流出等をした当事者に対して、契約違反に基づく損

害賠償請求をすることができる。もっとも、データの流出等に伴って当事者に

生じた損害額の算定が困難であることがあるため、損害賠償額の予定を契約書

に規定しておくことが検討に値する。条項を定める際の留意点および具体的な

条項例については、データ提供型契約のモデル契約書案の第 8 条の解説第 5

項を参照のこと。 

６ なお、改正不正競争防止法の「限定提供データ」に該当するためには、当

該データが秘密として管理されていないことが要件となるため、相手方データ

を「限定提供データ」として取り扱う場合には、第 10 条第 1 項において「甲

および乙は、相手方データを他の情報と明確に区別して善良な管理者の注意を

もって管理・保管するものとする。」と記載し、第 10 条第 4 項において「当

該第三者と秘密保持契約を締結する等して、」の部分を削除することが想定さ

れる。 

 

第１２条 （対象データの範囲の変更） 

１ 甲および乙は、本契約締結時にはその創出、取得または収集を想定し得な

かった新たなデータを創出、取得または収集することができることを知り、そ

のデータの利活用を求めるときは、相手方に対してその旨通知し、対象データ

の範囲を変更することを求めることができる。 

２ 甲および乙は、前項により通知を受けたときは、甲および乙の間で対象デ

ータの範囲の変更が必要であるか否かを別途協議の上、必要があると決定した

ときは甲および乙が合意した手続に従って、対象データの範囲の変更および当

該対象データに対する利用権限の配分を決定する。 

 

＜ポイント＞ 

・ 自らが利用権限を有する対象データの範囲を変更する際の手続を定める条

項である。 

 

＜解説＞ 

本条項例では、対象データを「本件事業に基づいて、創出、取得または収集さ

れたデータ」と定め、具体的な対象データの特定の方法として、「センサ等」

や「機器等」の定義を設け、当該センサ等が当該機器等から取得したデータを

対象データとする方法を例示している（第 1 条参照）。実際の取引では、セン

サの性能向上等の理由により、契約締結時点では想定し得ないデータが創出、

取得または収集される可能性は十分にあり得る。そのため、この場合に当該デ

ータを利用権限の対象とするための追加手続を規定しておく必要がある。本条

項例では、対象データの範囲を変更し、当該対象データに対する利用権限の配

分を決定するためには、当事者の合意を要すると定めている。 

 

第１３条 （有効期間） 

本契約の有効期間は、契約締結日から●年間とする。ただし、契約の有効期
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間満了の●ヶ月前までに甲または乙から書面による契約終了の申し出がないと

きは、本契約と同一の条件でさらに●年間継続するものとし、以後も同様とす

る。 

 

第１４条 （不可抗力免責） 

本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、停

電、通信設備の事故・クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または

緊急メンテナンス、法令の制定改廃その他甲および乙の責に帰すことができな

い事由よる本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、

甲および乙は責任を負わない。 

 

＜ポイント＞ 

・ 停電、通信設備の事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止ま

たは緊急メンテナンスも不可抗力として定める。 

 

＜解説＞ 

IT 系のサービスに影響を与え得る停電、通信設備の事故・サービス提供の停

止または緊急メンテナンス等も不可抗力として定めておくことが望ましい。た

だし、これに限られるものではなく、クラウドサービス等の外部サービスの種

類に応じて柔軟に不可抗力事由を規定すべきである。 

 

第１５条 （解除） 

（省略） 

 

第１６条 （契約終了時のデータの取扱い） 

１ 甲および乙は、本契約が終了したときは、別紙 D において契約終了時にお

けるデータの廃棄または消去が明記されたものについて、別途甲および乙で

定める手続に従い、速やかに廃棄または消去する。 

２ 甲および乙は、前項により廃棄または消去をする義務を負うデータ以外の

対象データおよび派生データの利用権限を有し、第 2条、第 3条、第 10条第

1項および同条第 4項にしたがった利用をしなければならない。 

 

別紙 D 契約終了時に廃棄または消去されるデータ（第 16条関係） 

（省略） 

 

＜ポイント＞ 

・ 契約終了後にデータの廃棄または消去を要する場合には、データの廃棄また

は消去等のルールを定めておく。必要に応じて廃棄または消去の証拠化も定

める。 

 

＜解説＞ 

契約終了後においても、それまでに当事者が利用権限を有するデータについて

はそれぞれが任意に利用し続け、自らの意思により処分できると定めることも

可能である。もっとも、データによっては、契約期間中のみの利用に限定して

も必ずしも不合理ではないものもある（機器の保守運用に関するデータ等）。

本条項例では、このような場合を想定して、契約終了時に廃棄または消去を要
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するデータを別紙で特定し、当該データについてのみ廃棄または消去を求める

としている。 

なお、本条項案では、廃棄または消去すべきデータを列挙し、それ以外の対象

データおよび派生データについては、本契約の終了後も契約当事者は利用権限

を有するとしているが、廃棄または消去すべきデータの列挙が困難である場合

には、逆に、契約終了後も契約当事者が利用権限を有するデータを列挙するこ

ととし、それ以外の対象データおよび派生データについては、本契約終了後に

廃棄または消去すると定めることも考えられる。 

 

第１７条 （反社会的勢力の排除） 

（省略） 

 

第１８条 （残存条項） 

 本契約終了後も、第 9条（第三者の権利により利用が制限される場合の処理）、

第 11条（秘密保持義務）、第 15条（解除）、第 16条（契約終了時のデータの

取扱い）、第 17 条（反社会的勢力の排除）、本条（残存条項）、第 19 条（権

利義務の譲渡禁止）、第 21 条（準拠法）、第 22 条（紛争解決）は有効に存続

する。 

 

第１９条 （権利義務の譲渡禁止） 

（省略） 

 

第２０条 （完全合意） 

（省略） 

 

第２１条 （準拠法） 

（省略） 

 

第２２条 （紛争解決） 

（省略） 
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別添１ 

―産業分野別のデータ利活用事例― 
 

 

 

本章では、各分野での考え方について事例紹介の形で示す。経済産業省では、

“Connected Industries”の実現が推進されている。“Connected Industries”

とは、様々なつながりにより新たな付加価値が創出される産業社会のことであ

る。そこでは、デジタル化が進展する中、我が国の強みである高い「技術力」

や高度な「現場力」を活かした、ソリューション志向の新たな産業社会の構築

が目指されている 1。経済産業省では、「Connected Industries」において、5

つの重点取組分野を定めていることから、本章では当該分野ごとに事例を紹介

する。 

 

第１ 自動走行・モビリティ・物流 
自動走行・モビリティ・物流の分野では、地図データをはじめとする様々な

データが共有されている。複数のデータが共有されて初めて利益をもたらす新

しいデータを創出し得ることから、データ創出や収集の段階におけるデータの

利用権限の取決めが問題になりやすい。また、提供されるデータの正確性の保

証、走行や運航データにおける個人情報やプライバシーの取扱いなどが問題と

なりうる。 

 

１ 自動走行・モビリティ 

Connected Car 

「Connected Car」による新たなビジネス・サービス 

 

【概要】 

クルマが、5G 等のモバイルネットワークの高速・大容量化、ビッグデー

タ、AI 技術と繋がり、新しいサービスがどんどん増えていくものと期待さ

れている。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2018年度開始予定 

 

【データの中身】 

・ 位置情報、ダイナミックマップ 

・ 急ブレーキ多発場所情報 

・ 速度情報、 

・ エンジン情報 

・ センサー情報 

・ 制御系情報 

・ 走行距離情報 

・ ドライブレコーダー情報 

・ SNS発信、会話情報 

                         
1 http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html
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・ AI学習情報 

・ 運転診断情報 

・ 故障車診断情報など 

 

 
（総務省 Connected Car社会の実現に向けた研究会、「Connected Car社会

の実現に向けて（概要）」、http://www.soumu.go.jp/main_content/000

501373.pdf、（平成 29年 7月 13日）6頁） 

 

【政府での議論】 

・ 前掲・総務省 Connected Car社会の実現に向けた研究会「Connected 

Car社会の実現に向けて（概要）」 

 

高精度 3次元地図 

高精度 3次元地図共通基盤データの利用 

 

【概要】 

全国自動車専用道路に関するダイナミックマップ協調領域および高精度

3次元地図共通基盤データの生成、維持および提供が開始される予定である。 

ダイナミックマップ基盤企画株式会社は、自動走行・安全運転支援シス

テムに必要な高精度 3 次元地図の協調領域における整備や実証、運営に向

けた検討を行う企画会社として、2016 年 6 月、電機・地図・測量会社と自

動車会社の共同出資により設立された。 

2017年 6月 13日、同社は事業継続における体制強化のために株式会社産

業革新機構、三菱電機株式会社、株式会社ゼンリン、株式会社パスコ、ア

イサンテクノロジー株式会社、インクリメント・ピー株式会社、株式会社

トヨタマップマスターの 7 社の引き受けによる第三者割当増資を実施し、

事業会社化に伴って社名を「ダイナミックマップ基盤株式会社（DMP：

Dynamic Map Platform）」に変更して新たにスタートすることとなった。 

DMP は、今後、事業会社として、2018 年度までの完了に向け、国内高速

道路・自動車専用道全線の高精度 3次元地図基盤データの整備に着手する。

また、DMPは、基盤データの効率的な維持・メンテナンスに向けて、道路管

理者や民間物流会社との連携も強化し、将来的には、国内一般道や海外の

道路も事業対象とすることも計画している。具体的な役割分担については、

http://www.soumu.go.jp/main_content/000501373.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000501373.pdf


別添１ ―産業分野別のデータ利活用事例― 

- 3 - 

高精度 3 次元地図協調領域の整備・維持更新は DMP が一元的に担い、各地

図会社が独自の競争領域（店舗や駐車場情報等）を付加し、高精度 3 次元

地図共通基盤データは自動車メーカーほかへ供給されることになっている。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2018年度開始予定 

 

【データの中身】 

・ 動的情報としての周辺車両、歩行者、信号情報など 

・ 准動的情報としての事故情報、渋滞情報、狭域気象情報など 

・ 准静的情報としての交通気象情報、道路工事情報、広域気象情報など 

・ 静的情報としての 3次元高精度地図 

 

【政府での議論】 

・ 内閣官房 IT総合戦略室、「自動運転の実現に向けたデータ基盤整備

の方向（案）（『自動運転データ戦略』）」、https://www.kantei.

go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_da

i3/siryou4.pdf、（2017年 3月 9日） 

 

２ 物流 

【概要】 

トラックドライバー人手不足や、多重下請け構造等の既存商慣習による

低生産性（低賃金、長時間労働、貨物の多品種小ロット化に伴う積載率の

低下）という課題解決のために、トラックシェアリングの推進、荷主も含

めたデータ連携による輸送最適化、再配達の削減・ルート効率化、ロボテ

ィクス活用によるラストワンマイルの省人化が検討されている。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

未定（なお、隊列走行等については、2017 年度中に新東名高速道路で公

道実証を開始し、2020年に後続無人での隊列走行を実現し、早ければ 2022

年に高速道路でのトラック隊列走行を事業化することが目指されている） 

 

【データの中身】 

・ 車両登録データ（事業者名、車両番号、保有台数、車体スペック等） 

・ 車両動態データ（位置データ(GPS)、走行速度、発着地点（車両）等） 

・ 貨物積載データ（積載率、荷姿、重さ、発着地点(貨物)、商品データ

等） 

 

【政府での議論】 

・ 経済産業省産業構造審議会新産業構造部会事務局、「『新産業構造ビ

ジョン』一人ひとりの、世界の課題を解決する日本の未来」、http:

//www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/

017_05_00.pdf、（平成 29年 5月 30日）59頁 

 

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_dai3/siryou4.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_dai3/siryou4.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/detakatsuyokiban/dorokotsu_dai3/siryou4.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/017_05_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/017_05_00.pdf
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shin_sangyoukouzou/pdf/017_05_00.pdf
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３ その他 

衛星データ利用促進プラットフォーム 2 

【概要】 

地球観測衛星データの公的利用、民間利用等を促進・拡大するため、一

般的な共通フォーマット等により、様々な利用者が、異なる衛星データを

ワンストップで統合的に検索・閲覧したり、各種データ処理を行ったりす

ることが容易に可能となる基盤の整備が進められている。 

民間事業者による付加価値ビジネスの振興や多種多様なデータの融合・

分析による新たなソリューションの創出等に資するものと期待されている。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

未定 

 

【データの中身】 

・ 複数衛星の衛星データ、ベクターデータ、数値データ（地上観測デー

タ、同化計算データを含む） 

・ 具体的には、石油備蓄量データ、標高データ、降水予測データ、道路

などの劣化データ、魚群行動と給餌の量とタイミングに関するデータ

など 

 

【政府での議論】 

・ 「衛星データ利用促進プラットフォームに関する決定」、「新成長戦

略 ～『元気な日本』復活のシナリオ～」（平成 22年 6月 18日閣議

決定）73頁、https://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/si

nseichou01.pdf 

 

高精度測位技術の応用 

【概要】 

高精度測位技術の応用において、準天頂衛星システムが用いられている。 

同システムは、地上インフラ未整備地域や洋上でも精密測位が利用可能

なため、その特性を活かして農機自動走行、津波監視ブイ、鉱業機械自動

化、洋上プラットフォーム建設・変位監視、車両自動走行・スマートチャ

ージング、数値天気予報などへの応用が期待されている。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

未定 

 

【データの中身】 

・ 公共施設、駅、地下街などの公共的な空間における三次元空間データ

など 

・ 屋内測位環境の整備を前提とするヒトやモノの位置データなど 

 

【政府での議論】 

・ 前掲「新成長戦略 ～『元気な日本』復活のシナリオ～」73頁 

                         
2 https://satpf.jp/spf_atl/ 

https://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf
https://satpf.jp/spf_atl/
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第２ 製造・ものづくり 
製造・ものづくりの分野は、自動走行・モビリティ・物流の分野と同様、様々

なデータが共有されるものの、必ずしも個人情報に直結するデータが扱われる

わけではない点に特徴がある。もっとも、チャットなどのコミュニケーション

データなどが含まれる場合には、留意が必要である。 

センサーから取得したデータの利用権限の取決めおよび工場の営業秘密が含

まれるデータの取り扱いなどが問題となりうる。 

 

１ 建設生産プロセス全体をつなぐ新プラットフォーム「LANDLOG」 

【概要】 

コマツ、株式会社 NTT ドコモ、SAPジャパン株式会社、株式会社オプティ

ムは建設業務における生産プロセスに関与する、土・機械・材料などのあ

らゆる「モノ」をつなぐ新プラットフォーム「LANDLOG（以下、ランドログ）」

を 2017年 10月に建設事業者向けに提供開始することを目指し、4社共同で

企画・運用することについて 2017年 7月 19日に合意した。 

現在、コマツが建設現場向けに展開するソリューション事業「スマート

コンストラクション」で運用しているプラットフォーム「KomConnect」は、

施工現場毎の建設生産プロセス全体の情報を収集し蓄積、解析する機能を

もつ層と、プラットフォームに蓄積されたデータを活用して生産性向上及

び現場の安全に寄与するアプリケーションを提供する機能をもつ層の 2 層

で構成されている。このうち、情報の収集・蓄積・解析の機能については、

4社で企画・運用するランドログにより、施工会社などの要望に応じて様々

なアプリケーションプロバイダーにデータを提供する。 

従来の KomConnectは建設機械による施工プロセスを中心に構築されたプ

ラットフォームであるのに対し、ランドログは建設生産プロセス全体を包

含する新しいプラットフォームである。 

今後、コマツは、KomConnect の一部の機能を発展的にランドログに委譲

し、ソリューションアプリケーションを提供するプロバイダーの 1 社とし

て建設現場の課題解決に集中して取り組む予定となっている。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2017 年 12 月 14 日、ランドログ上において、アプリケーション開発プロ

バイダー向け API の第 1 弾として、「ID 管理」や「課金管理」、「データ

管理」「デバイス管理」など、あらゆる建設アプリケーションの基礎とな

る機能から提供が開始された。 

2018年 4月からは、「LANDLOG Partner」の提供が始まる予定である。パ

ートナー企業に対して、「LANDLOG Partner Portal」へのアクセス、トレ

ーニングや各種イベントの案内、LANDLOG の HP へのロゴ掲載・パートナー

ロゴの使用許諾を含むマーケティングサポート、「LANDLOG Platform」に

ついての技術サポート、日々ドローン・日々カメラ等 Edge関連デバイスの

貸し出し、ワーキンググループへの参加、価格面での優遇などのメリット

が提供される予定である。 

 

【データの中身】 

・ 日々地形データ/動線解析データ 



別添１ ―産業分野別のデータ利活用事例― 

- 6 - 

・ 車両移動軌跡データ/積込土量データ 

・ 位置などを含む計算データ 

・ 建機稼働データ 

・ 作業実績データ 

 

【政府などでの議論】 

・ 国土交通省大臣官房技術調査課、「建設現場における生産性向上の取

組～i-Construction～」、http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_0000

28.html、（平成 29年 3月 16日） 

・ 2015年 5月にロボット革命イニシアティブ協議会の設置（平成 27年

2月 10日の日本経済再生本部決定）3 

・ 2016年 10月 5日、日本の IoTユースケースを地図上にプロットして

情報を共有する「IoT ユースケースマップ」のβ版が公開。β版では、

2015年と 2016年のものづくり白書（閣議決定白書）の掲載事例をベ

ースに抽出したユースケースが含まれる。2017年には正式版が公開

された 4。 

 

２ 製造プラットフォームの連携・データ共有基盤 

【概要】 

「つながる工場」実現に向け取り組みを進めるインダストリアルバリュ

ーチェーンイニシアチブ（IVI）5と、米国のグローバル企業を中心に設立

され産業用インターネットの社会実装に取り組むインダストリアルインタ

ーネットコンソーシアム（IIC）6は、2017年 4月 26日、ハノーバーメッセ

2017において、ユースケースの共有など（ユースケースの共有、IIoTのア

ーキテクチャに関する情報の共有、製造業における IIoTベストプラクティ

スの確立と共有、共同テストベッドの実施に向けた協業など）を中心に連

携を進めることで覚書（MOU）を結んだ。 

IICは、米国の AT＆T、シスコ、GE、インテル、IBMの 5社が設立した IoT

の産業実装を目的とした団体である。設立は 2014年 3月で、多くの企業が

参加している。2015年 11月 17日時点で 220社以上が参加している。 

日本からは、日立製作所、東芝、三菱電機、富士電機、富士通、NEC、富

士フイルム、トヨタ自動車（米国法人）、ルネサス、リコーなどが参加。

インダストリー4.0の中核企業である SAPやシーメンス、ロバート・ボッシ

ュ、KUKAなども参加している。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2017年 4月 

 

【データの中身】 

・ ユースケースの共有 

                         
3 ロボット革命イニシアティブ協議会、https://www.jmfrri.gr.jp/ 
4 前掲注エラー! ブックマークが定義されていません。・ロボット革命イニシアティブ協議

会 IoT ユースケースマップ、https://www.jmfrri.gr.jp/iot/429.html 
5 一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ、

https://iv-i.org/wp/ja/about-us/whatsivi/ 
6 インダストリアル・インターネット・コンソーシアム、http://www.iiconsortium.org/ 

http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000028.html
http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000028.html
https://www.jmfrri.gr.jp/
https://www.jmfrri.gr.jp/iot/429.html
https://iv-i.org/wp/ja/about-us/whatsivi/
http://www.iiconsortium.org/
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・ IIoTのアーキテクチャに関するデータ 

・ 製造業における IIoTベストプラクティスに関するデータ 

 

【政府での議論】 

・ 総務省情報通信審議会など 

・ 西岡靖之「ディープデータ保護によるイノベーション促進の可能性」

公正取引委員会第 3回データと競争政策に関する検討会資料 3（2017

年 3月 31日）9頁（ビックデータ＆ディープデータ）、http://www.

jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170331data03.pdf 

 

３ ファッションデザイナーと繊維産地との連携促進に資する ITプラットフ

ォーム 

【概要】 

経済産業省は、2017年 3月に ITプラットフォームを活用して「服づくり

4.0」プロジェクトを実施した。デザイン性に優れたハイファッション系デ

ザイナーと品質性に優れた繊維関連企業の連携を促進させるため、IT サー

ビス事業者とファッションデザイナーに、既存の ITプラットフォームを活

用してコレクション作品を製作してもらったのが、本プロジェクトである。 

日本の繊維・ファッション産業のサプライチェーンは、欧米に比べると

非常に複雑であることから、川上・川中の繊維企業と川下のファッション

デザイナーが直接連携した上で、よりデザイン性が高く、より高品質なフ

ァッション製品を、スピーディーかつスムーズに製作することが難しい状

態にある。 

本プロジェクトでは、デザイナーによるデザインの指定、パターン製作、

生地等の選定、試作品製作、修正指示、本生産等の一連のプロセスを追跡

調査することで、服づくりのプロセスにおける ITプラットフォームの活用

の有効性と課題の検証が行われた。 

 

 
（株式会社ローランド・ベルガー、「経済産業省ファッションデザイナーと

繊維産地との連携促進に資する ITプラットフォームの有効性に係る実証事

業（詳細版）」、http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000288.pdf、

http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170331data03.pdf
http://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index.files/170331data03.pdf
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000288.pdf
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（2017年 3月 31日）24頁 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2017 年 3 月 20 日から開催された「Amazon Fashion Week TOKYO」のメイ

ン会場である渋谷ヒカリエにおいて、発表・展示が行われた。 

 

【データの中身】 

・ 複数人でのコミュニケーションデータ 

・ サンプル製品の写真や仕様書などのデータ 

・ デザインのステータスに関するデータ 

・ 工場の稼働データなど 

 

【政府での議論】 

・ 経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課ファッション政策

室、「服づくり 4.0プロジェクト」、http://www.meti.go.jp/polic

y/mono_info_service/mono/creative/fashion/fuku-zukuri4_0.html

（平成 29年 2月 22日） 

 

第３ バイオ・素材 
バイオ・素材分野の大きな特徴として、長いサプライチェーンの最上位に位

置する点や、機能性素材で高い技術開発力を有する点などが挙げられる。企業

等が保有する未活用技術データや製品データを、異業種やベンチャーを含め広

く共有することにより、新事業領域の創出や素材開発力の強化が期待される。 

これらのデータ共有にあたっては、本文「データ共用型（プラットフォーム）」

に記載の事項について検討していく必要がある。 

 

１ 生物データプラットフォーム 

【概要】 

今後、生物機能デザインのための AI解析技術と生物データプラットフォ

ームが構築される予定となっている。生物機能情報のビッグデータ化に向

け、公的機関等が保有する生物資源の機能情報（ゲノム情報など）のデー

タ化を進めるとともに、AI 解析技術の利用に伴い、企業等が保有する生物

データが協調領域としてビッグデータに取り込まれる仕組みを整備してい

く方針となっている。 

生物資源の機能情報の中には、ゲノム配列や遺伝子発現情報、生成物質

（たんぱく質、酵素、代謝産物など）、表現型情報（高温耐性、培養条件

など）が含まれる。 

具体的な官民の役割分担についていえば、政府では、クローズド情報と

オープン情報から構成されるゲノム配列遺伝子発現情報などの「生物デー

タプラットフォーム」を構築する。ユーザーや産業界では、データベース

と AI技術等を活用し、狙った機能を発現するための遺伝子配列の解析・設

計の実現や、遺伝子配列の設計・合成・機能確認を自動化するファウンド

リを確立していくことも重要である。 

 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/fashion/fuku-zukuri4_0.html
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/creative/fashion/fuku-zukuri4_0.html
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（経済産業省、「第 2 回「 Connected Industries」大臣懇談会」、

http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170706004/20170706004.html 、

（平成 29年 7月 6日）9頁） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2018年 6月 

 

・ 【データの種類】 

・ 生物資源の機能データ（ゲノム配列、遺伝子発現データ、生成物質デ

ータ（たんぱく質、酵素、代謝物質など）） 

・ 生物資源の基礎データ（分類情報、表現型、培養条件、関連文献など） 

・ 生物資源の（企業保有等の）未公開株データ 

 

【政府での議論】 

・ 前掲「第 2回「Connected Industries」大臣懇談会」 

 

２ 死蔵された技術情報や実用化が進まない開発データ等の利用 

【概要】 

医薬品については、米国において化合物に関連する特許を取得した製薬

会社が、別な研究者や研究機関に一定条件下で改めて別な医薬品としての

開発を認め、当該研究開発について一定の公的な資金で支援する試み

（ Discovering New Therapeutic Uses for Existing Molecules (New 

Therapeutic Uses) program）がある。 

各製薬メーカーが契約書のテンプレートを用意し、事前に公開の上で新

しい研究の提案を募集する形式である。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2012年 5月に合意し、実際のプロジェクトは 2013年から開始された。 

 

【データの中身】 

・ 医薬品の特許データ 

・ その他の研究データ 

 

【政府での議論】 

http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170706004/20170706004.html
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