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機密性○情報 ○○限りⅠ．基本的な考え方

１

本ガイドラインの検討に当たっては、以下の１～３の考
え方を基本とする。

1. データの利用に関する契約一般に幅広く適用され得る
経産省ガイドライン（データ編）を踏まえ、農業分野
の特殊性の有無について分析し、本ガイドラインに盛
り込むべき事項を検討する。

2. 農業分野の特殊性が認められる事項については、契約
を締結するに当たって留意すべき事項等を検討し、必
要な内容は契約のひな形に盛り込む。

3. 農業関係者の理解が得られやすいよう、ガイドライン
においては農業現場の具体例等を盛り込む。
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機密性○情報 ○○限り

複数の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
て取り決める契約をいう。
例えば、農機メーカーＡ社が、農業者に収量センサー

搭載のトラクタをリースし、当該トラクタから収量に関
するデータが創出された場合、同データはA社がリースし
たトラクターをBが使用することによって”創出”されるも
のである。

Ⅱ．農業分野におけるデータ契約の分類について

２

①データ提供型
データ提供者のみが保持するデータを、別の者に提供する際

に取り決める契約をいう。
例えば、農業経営に参入したベンダーＡ社が、自社農場に設

置した自社センサーから発生する土壌データを蓄積し、当該
データを別のメーカーＢ社に有償譲渡する事例が該当する。

②データ創出型

契約

データ提供土壌データ

Ａ社 Ｂ社

契約農業者
B1、B2、
B3・・

Ａ社
農機メーカー

収量データ

取得

統計データ

販売

統計デー
タの販売
先

プラットフォームを利用したデータの共用を目的と
する類型の契約をいう。
農業分野では、平成31年４月に本格稼働する農業

データ連携基盤がデータプラットフォームに該当する
が、ここでは、官公庁の提供したデータや、参加企業
が任意で提供したデータが共用されることになる。

③データ共用型

農業データ連携基盤
気象・農地・生育予測・統計・・・

ベンダーＡ 農機メーカーＢ

取得 取得

民間企業Ｃ
提供

官公庁Ｄ
提供

・・・

・・・
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Ⅲ．農業分野におけるデータ契約全般に共通するポイント

○ 契約類型にかかわらず、農業分野におけるデータ契約全般に係る特徴を押さえる必要。
○ 具体的には、①地域協議会など法人格を有しない主体の構成員でデータが共有されている
実態や、②本ガイドラインの想定利用者を踏まえた配慮を行う必要。

３

１．法人格を有しない協議会等におけるデータ契約

農業分野の特徴 農業データＧＬ案のポイント
○ 企業中心の工業分野と異なり、農業の
現場では、農協の生産部会や地域協議会
など法人格を有しない主体の構成員で
データが共有されている場合が多い。

○ 法人格を持たない農協の生産部会や法人格
を有しない地域協議会等（以下「協議会
等」）が契約当事者になるケースであっても、
経済産業省「AI・データの利用に関する契約
ガイドライン（データ編）」（以下「経産省
ＧＬ」）は適用可能であり、法人である場合
との明らかな違いは認められない。

○ その上で、契約当事者は、「自然人（個
人）」か「法人」しかなれず、法人格を有し
ない協議会等が契約が行おうとする際の留意
点について、農業分野のデータ契約ガイドラ
イン（以下「農業データＧＬ」）に整理。

個人 地域 農協の部会等
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４

２．ガイドラインの想定利用者を踏まえた配慮

農業分野の特徴 農業データＧＬ案のポイント
○ 農業データＧＬの想定利用者は、農業者
や農業団体（以下「農業関係者」）であり、
従来データ契約に馴染みがない者が相当程
度の割合を占める。

○ 経産省ＧＬではあまり説明されていない
が、農業データＧＬの想定利用者にとって
有益と考えられる事項（例えば、一般条項
（※）等）について説明を加え、また具体
的な条文例を提供。

○ また、平易な表現であったり具体例を入
れるなど、分かりやすさに配慮した表記に
留意。

（※）本資料では、一般条項とは、①契約の有効期間を定める「有効期間」、②契約終了後（契
約解除後）にも効力を生じる条項を規定する「存続条項」、③どの国の法律が適用される
かを定める「準拠法」などを指すものとする。



経産省ＧＬ 農業データＧＬ案
第１条 （定義）
第２条 （提供データの提供方法）
第３条 （提供データの共同利用許諾）
第４条 （対価・支払条件）
第５条 （提供データの非保証）
第６条 （責任の制限等）
第７条 （利用状況）
第８条 （提供データの管理）
第９条 （損害軽減義務）
第１０条 （秘密保持義務）
第１１条 （派生データ等の取扱い）
第１２条 （有効期間）
第１３条 （不可抗力免責）
第１４条 （解除）
第１５条 （契約終了後の措置）
第１６条 （反社会的勢力の排除）
－（相当する条項なし）
第１７条 （残存条項）
第１８条 （権利義務の譲渡禁止）
第１９条 （完全合意）
第２０条 （準拠法）
第２１条 （紛争解決）

第１条（定義）
第２条（提供データ等の提供方法）
第３条（提供データ等の利用許諾）
第４条（対価・支払条件）
第５条 （提供データ等に関する保証および非保証）
第６条 （責任の制限等）
第７条 （利用状況の報告および監査）
第８条 （提供データ等の管理）
第９条 （データ漏えい等の場合の対応及び責任）
第１０条 （秘密保持義務）
第１１条（派生データ等の取扱）
第１２条（有効期間）
第１３条（不可抗力免責）
第１４条（契約の解除）
－（第１４条（契約の解除）で相当条項を規定）
－（第１４条（契約の解除）で相当条項を規定）
第１５条（通知）
第１６条（存続条項）
第１７条（契約の地位の譲渡）
第１８条（完全条項）
第１９条（準拠法）
第２０条（紛争解決）

農業の特殊性等を踏まえ、農業データＧＬ独自の規定とした赤字下線条項を次頁以降で解説。

Ⅳ．データ提供型契約 構成

５



１．提供データ等の利用許諾または譲渡（第３条関係）

背景または農業分野の特殊性
○ 農業分野では、自らのノウハウの流出を懸念してデータ流通に慎重な農業者が多い中、ノウハウ流出に
抑止力が働き、農業関係者が安心して自らのデータを提供できるような契約雛形にする必要。

○ 一方で、「提供データ等」を加工等によって新たに生じる「派生データ」までも同様の権利を認めてし
まうと、派生データ作成のために資本や労力を投下するベンダーに不利益を与えるおそれ。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
第３条（提供データの利用許諾）
１～４ （略）
（右記に相当する規定なし）

（右記に相当する規定なし）

（右記に相当する規定なし）

第３条（提供データ等の利用許諾）
１～４ （略）
５ データ提供者は、本条第１項に基づく許諾をした後であっても、何らの理由なく
して、いつでも、データ受領者に対して提供データ等の削除、消去または利用停
止を求めることができる。但し、この規定は、データ提供者がデータ受領者に対し
て提供データ等を有償で許諾した場合には適用がない。

６ 前項にもとづき、データ提供者がデータ受領者に対して提供データ等の削除ま
たは消去を求めた場合には、データ受領者に対し、削除または消去の対象と
なった提供データ等が削除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。

７ データ提供者は、本契約で別段の定めがある場合を除き、データ受領者に対し
て、派生データおよび派生データ内の提供データ等の削除または利用停止を求
めることはできない。これは本契約が解除された場合でも同様とする。

農業データＧＬ条文案のポイント
○ データ提供者のみに提供データ等の利用権限が帰属する前提に、データ提供者に、いつでもその意思に
より提供データ等の利用停止を求めることができる旨を規定。

○ 一方で、派生データの経済的価値を確保する観点から、派生データの利用停止等はできない旨を規定。
６



２．提供データ等に関する保証及び非保証（第５条関係）

背景または農業分野の特殊性
○ 農業は、自然環境の影響を受けやすく、自然災害等により営農に支障が生じ、データを継続的に創出で
きなくなるおそれがあるとともに、屋外等の厳しい環境下にセンサーが設置・稼働されるため、センサー
の故障等によってデータ不良が生じるおそれがあるなど、データの瑕疵が発生しやすい。

○ 農業関係者等に、これらの保証やデータに関する瑕疵担保責任を課すことは、データ提供に対する萎縮
的効果を生じさせてしまうおそれ。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
第５条 （提供データの非保証）
１ （略）
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。

第５条 （提供データ等に関する保証および非保証）
１～２ （略）
３ データ提供者は、提供データ等の正確性、完全性、安全性（提供データ等がウ
イルスに感染していないことを含む。）、有効性（本目的への適合性を満たしてい
ることを含む。）、提供データ等が第三者の知的財産権および／またはその他の
権利を侵害しないこと、提供データ等が本契約期間中継続してデータ受領者に
提供されることをいずれも保証しない。また、データ提供者は、本契約において
明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わ
ず、提供データ等について一切の保証をしない。

４ （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ データ提供者には、適法かつ適切な方法によって取得された旨だけを約束させ、経産省ＧＬで規定され
る提供データ等の正確性、完全性、安全性、有効性（目的への適合性）、第三者の知財権侵害の非該当性
に加え、提供データ等が契約期間中継続して提供されることのいずれも保証しない旨を規定。

○ データ受領者から、黙示的な保証違反を主張された場合に対抗・排斥できるよう、明示的であるか黙示
的であるかを問わず、提供データ等について一切の保証をしない旨を明文化。

７



３．提供データ等の管理（第８条関係）
背景または農業分野の特殊性

○ 経産省ＧＬのモデル条項では、派生データの利用権限をデータ受領者のみが有する前提が置かれているため、
データ受領者が「善良な管理者の注意」をもって管理する対象は提供データのみ。

○ しかし、農業データに関する限りは、多くの農業関係者等に安心してデータを提供してもらう必要があると
ともに、原則として、データ提供者にも派生データの利用権限を有する方が望ましいと考えられる。

○ また、「善良な管理者の注意」との表現は法律用語であり、農業関係者には理解しづらい可能性。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
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 （略）

第８条 （提供データ等の管理）
１ データ受領者は、提供データ等および派生データを他の情報ま
たはデータと明確に区別し、我が国において一般にデータ保管の
ために用いられるシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュ
リティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意
をもって管理・保管しなければならない。

２ データ提供者は、提供データ等および派生データの管理状況に
ついて、データ受領者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、提供データ等または派生データの
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場合、
データ提供者は、データ受領者に対して提供データ等および派生
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 （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ 農業データＧＬでは、派生データの利用権限をデータ提供者も有することを前提に（第11条関係で詳述）、
提供データ等のみならず、派生データもデータ受領者に「善良な管理者の注意をもって管理・保管」させる
旨を規定。

○ 分かりやすい表現とするため、「我が国において一般にデータ保管のために用いられるシステムで通常利
用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えるなど」と具体的に例示。 ８



４．データ漏えい等の場合の対応及び責任（第９条関係）

背景または農業分野の特殊性

○ 経産省GLのモデル条項では、天災地変等のデータ受領者の責に帰すことができない事由による履行遅
滞・履行不能については、不可抗力免責の規定が設けられている。（第13条）

○ 当該条項は、データ受領者が適切な管理を行っていない場合まで免責される趣旨ではないものの、当該
趣旨の明確化により、農業関係者がより安心感をもってデータ提供を行える可能性。

経産省ＧＬ
条文 農業データＧＬ条文案

第９条 （損害軽減
義務）

１～２ （略）

（右記に相当する
規定なし）

第９条 （データ漏えい等の場合の対応及び責任）
１～５ （略）
６ データ提供者は、データ受領者が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、
設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、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
急メインテナンス、その他データ受領者のコントロールの及ばない事象により提供データ等または派生データが喪失また
は毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三
者に損害が発生した場合であっても、データ受領者に対していかなる損害賠償をも請求しないものとする。ただし、本条
項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理するデータ受領者が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合理的に
疑われる提供データ等および／または派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシス
テムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバック・アップ体制を備えていたこと（なお、データ受領者が、自
らが管理するシステムの全部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた
場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。）を立証した場合に限り、適用されるものとする。

７ （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ 不可抗力免責事由の適用について、（データ受領者が通信設備等を適切に管理するなどの対応を行って
いない場合も安易に免責されるものではなく、）データ受領者が適切な管理を行っていたことを立証した
場合に限る旨を明確化。

○ 同規定については、創出型データ契約においても同様に適用。（創出型契約第12条第８項）
９



５．派生データの取扱（第11条関係）
背景または農業分野の特殊性

○ 経産省ＧＬでは、データに対する寄与度や機器所有権等を参考にして、データの利用権限を誰が有するか
を決める方針を整理。具体的には、「データ受領者のみが一切の利用権限を有する。」と規定した上で、契
約によってデータ受領者の利用権限をどこまで制限するのか等を決める案を提案。

○ 一方で、データ提供者である農業関係者等は一般的に自身が創出に関わるデータの取扱に対して非常にセ
ンシティブであり、利用権限が奪われたように見える条文である場合にはデータ創出自体に躊躇する事態が
懸念され、結果的に、農業関係者等からスムーズかつ大量の農業データの集約が困難になるおそれ。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
第１１条 （派生データ等の取扱い）
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 （略）

第１１条（派生データ等の取扱）
１ データ提供者およびデータ受領者は、本目的のために自ら派生データ
を利用することができる。この利用の中には、本目的のために、派生データ
を加工等することが含まれる。

２～３ （略）
４ 提供データ等または派生データの利用に基づき生じた知的財産権
（データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない。以下
本条において同じ。）は、本契約で別段の規定がある場合および当事者間
で別途合意をした場合を除き、データ提供者とデータ受領者の共有とする。
この場合において、当該知的財産権の創出に出願作業が必要な場合に
は、データ提供者とデータ受領者が共同で当該出願作業を行うか、相手
方当事者の同意を得て、一方当事者が単独で行うものとする。

５～10 （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ 派生データに対する知見の寄与度による利用権限の有無・割合を決定するという観点と、データ提供者で
ある農業関係者等の意識や懸念を考慮し、農業関係者等の提供データ等に対する懸念をできる限り排除でき
るという観点から、データ提供者とデータ受領者は、本目的のために派生データを利用することができる旨
を規定。
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経産省ＧＬ 農業データＧＬ案
第１条 （定義）
－（相当する条項なし）
第２条（データの利用権限の配分）
第３条（データの加工等及び派生データの利用権限）
第４条（対象データ及び派生データの非保証）
第５条（個人情報の取扱）
第６条（利用権限の配分に対する対価）
第７条（収益の分配）
第８条（分担金の支払い）
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）
－（相当する条項なし）
－（相当する条項なし）
第１０条（データの管理）
第１１条（秘密保持義務）
－（相当する条項なし）
－（相当する条項なし）
第１２条（対象データの範囲の変更）
第１３条（有効期限）
第１４条（不可抗力免責）
第１５条（解除）
第１６条（契約終了時のデータの取扱）
第１７条（反社会的勢力の排除）
第１８条（残存条項）
第１９条 （権利義務の譲渡禁止）
－（相当する条項なし）
第２０条（完全合意）
第２１条（準拠法）
第２２条（紛争解決）

第１条（定義）
第２条（当初データ等の取得）
第３条（当初データ等の利用権限等）
第４条（派生データの利用権限等）
第５条 （当初データ等及び派生データの非保証）
－（第２条（当初データ等の取得））で相当条項を規定
第６条 （利用権限の配分に対する対価）
第７条 （収益の分配）
第８条 （分担金の支払い）
－（第13条（データの漏えい等の場合の対応及び責任）で相当条項を規定）
第９条 （報告等）
第１０条（利用状況の報告及び監査）
第１１条（相手方受領データの管理）
第１２条（秘密保持義務）
第１３条（データの漏えい等の場合の対応及び責任）
第１４条（責任の制限等）
第１５条（当初データ等の範囲の変更）
第１６条（有効期間）
第１７条（不可抗力免責）
第１８条（契約の解除）
－（第１８条（契約の解除）で相当条項を規定）
－（第１８条（契約の解除）で相当条項を規定）
第１９条（存続条項）
第２０条（契約の地位の譲渡）
第２１条（通知）
第２２条（完全条項）
第２３条（準拠法）
第２４条（紛争解決）

Ⅴ．データ創出型契約 構成
農業の特殊性等を踏まえ、農業データＧＬ独自の規定とした赤字下線条項を次頁以降で解説。
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１．当初データ等の取得（第２条関係）

背景または農業分野の特殊性
○ 農業分野では、ICTに精通していない等の理由により、データ提供者が、取得されるデータに個人情報が
含まれているかを含め、どのようなデータがどのような方法により取得されデータ受領者に送信されてい
るかを真に把握することは困難なことが多く、当初データ等の取得方法が事前に分からなければ、安易に
データ取得に協力することができない可能性。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
（右記に相当する規定なし） 第２条（当初データ等の取得）

１ データ受領者は、別紙３（※省略）に記載の手法、その他データ提供者との間で
合意した方法により、当初データ等を取得するものとし、偽りその他不正の手段に
より当初データ等を取得してはならない。
２ データ受領者は、個人情報等を含んだ当初データ等をデータ提供者から取得
する場合および個人情報等を含んだ派生データをデータ提供者に対して提供す
る場合には、その旨および取得または提供する個人情報の項目について、予め
データ提供者に通知する。なおデータ受領者は、データ提供者から取得した個人
情報等を含んだ当初データ等については個人情報保護法を遵守をし、かつ個人
情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
３～４ （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ 取得する当初データ等のデータ項目と取得方法を契約書で特定するとともに、データ受領者がデータ提
供者に開示していない方法や不正な手段で当初データ等を取得等ができない旨を規定。

○ データ受領者の個人情報保護法の遵守義務を明確化。
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２．当初データ等の利用権限等（第３条関係）
背景または農業分野の特殊性

○ 経産省ＧＬでは、データ創出における当事者間の寄与度等に基づき利用権限を配分することを基本とす
る旨を規定。

○ 農業分野では、熟練農業者等が自らの知識や経験等に基づき、特定の農作業や農産物等に関して選択、
取得等したデータが含まれることが多い一方、データ受領者においても取得計画立案等を準備したりデー
タ取得に当たり自身の知見を提供する等の貢献を行っている実態。

○ 当初データ等はデータ受領者のデータベースで保管されると想定されるが、当該ＤＢでは当初データ等
以外のデータを併せて保管し、その中には、データ受領者の営業秘密が含まれていることもある。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
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（※省略）
において対象データの種類ごとにそれぞれ定める。

３ （略）

第３条（当初データ等の利用権限等）
１ 当初データ等の利用権限に関するデータ提供者およびデータ受領者
の利用権限は、別紙４（※省略）に定めるとおりとする。

２ データ提供者が、当初データ等の利用を望む場合には、別途両当事
者で定める申込書式に必要事項を記入の上、データ受領者に申請をす
るものとする。データ受領者は、その利用が利用権限を逸脱しているな
ど特段の事情がない限り、データ提供者に対して、申請された当初デー
タ等を提供しなければならない。但し、データ提供者に対する当初デー
タ等の提供に費用を要する場合には、データ受領者は別途定める手数
料をデータ提供者に請求することができる。

３～５ （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ 当初データ等について、特段の事情がない限り、データ提供者も利用権限を有することを前提にした上
で、具体的な利用権限を別紙により詳細に規定するという方法を規定。

○ データ提供者に対する当初データ等へのアクセス権を認めないものの、データ提供者が当初データ等の
利用を望む場合にデータ受領者に申請する手続を設けることにより、データ提供者が当初データ等を入手
できる方法を規定。（同規定については、派生データにおいても同様に適用。（第４条第２項））

（案１） （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、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。

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。
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３．派生データの利用権限等（第４条関係）

背景または農業分野の特殊性
○ 経産省ＧＬでは、派生データに対する利用権限の配分に当たって、当事者間の寄与度や労力、専門知識、
リスク等を考慮することとしており、農業データＧＬの検討に当たっても基本的に変わりない。

○ その上で、経産省ＧＬでは、契約締結時にはどのような派生データが創出されるか等を予測できないこ
とから、派生データの利用権限を加工等の対象となった当初データ等の利用権限に準じるという案を提案
（第３条第１項の案１）。

経産省ＧＬ条文 農業データＧＬ条文案
第３条 （データの加工等および派生データの利用権限）

２ （略）

第４条（派生データの利用権限等）
１ 本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をし
た場合を除き、派生データに関するデータ提供者とデータ受領者の
利用権限は、別紙５（※省略）に定めるとおりとする。

２～４ （略）
５ 派生データの作成または利用に基づき生じた知的財産権（データ
ベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない。以下本
条において同じ。）は、本契約で別段の規定がある場合および当事
者間で別途合意をした場合を除き、データ提供者とデータ受領者の
共有とする。この場合において、当該知的財産権の創出に出願作
業が必要な場合には、データ提供者とデータ受領者が共同で当該
出願作業を行うか、相手方当事者の同意を得て、一方当事者が単
独で行うものとする。

６～７ （略）

農業データＧＬ条文案のポイント
○ 派生データと当初データ等で利用権限を同じとする考え方は理解しやすく、また、派生データの生成に
当たりデータ受領者によって当初データ等に加えられる付加価値により当初データ等に対するデータ提供
者の利用権限がなくなるわけではないと考えられるため、データ受領者に加え、データ提供者も派生デー
タを利用できる旨を規定。

（案１） （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、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。

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（※省略） 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。
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Ⅵ．ユースケース①（営農指導のために学習支援ソフトを利用）
概要

① ICTベンダーA社は、熟練した栽培技術と摘果すべき果実の目利きが重要とされている温
州みかんの栽培についての学習コンテンツを、農業者Bの協力を得て制作。

② 制作したコンテンツをデータ配信用のコンテンツとして、我が国の温州みかんの有力な
生産地であるC県の農業試験場とデータ利用契約を締結。ICTベンダーA社からは、利用ラ
イセンスとしてIDとパスワードを付与。

③ C県農業試験場では、農業普及指導員にIDとパスワードを付与し、温州みかん畑の実地
で、生産活動を行っている地域の若手農業者向けの技術指導の一環として、映像を用いた
摘果指導を実施。

契約にあたっての留意事項
○ 学習コンテンツを制作する場合のICTベンダーA社と農業者Bの契約条件（著作権、映像
提供の対価や販売時のインセンティブ等）を双方で合意しておく必要。

○ ICTベンダーA社とC県農業試験場の間では利用契約を結んでいる。一方、実際に農場で
コンテンツを利用するのは、主に地域の若手農業者。契約者と利用者が異なる場合の利用
条件を契約条項にて、明確化しておく必要。

農業者Ｂ ICTベンダーA

摘果作業の画
像データ提供

契約（データ創出型）

取材

コンテンツ配信

契約（データ提供型）

利用契約（ID、PW付与）Ｃ県農業試験場

Ｃ県普及指導員
営農指導

地域の若手農業者
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Ⅵ．ユースケース②（営農管理データを第三者に販売）
概要

① ICTベンダーA社は営農管理サービスを農業者（B1、B2、B3・・）に提供。
② 農業者（B1、B2、B3・・）は、営農管理システムにより、圃場毎に、作付情報・作業
情報（作業日誌）・農薬や肥料の使用状況・収量データ等を入力し、データは営農管理シ
ステムのサーバに格納。

③ 農業者（B1、B2、B3・・）は、営農管理システムにより、営農計画の策定時、過年度
の栽培実績データを参照したり、作業記録を確認可能。

④ ICTベンダーA社は、農業者から収集した栽培データを、個人情報を匿名化する形で、作
物ごとに統計処理し、その加工データをC農協に販売。

契約にあたっての留意事項
○ ICTベンダーA社のサービス利用により、農業者（B1、B2、B3・・）の営農に関する
データはA社サーバに蓄積。この蓄積されたデータを加工して利用する二次利用について
の利用権について、双方で事前に合意することが望ましい。

○ 農業者（B1、B2、B3・・）の懸念する点として、蓄積されたデータの個人情報を秘匿
化しても、圃場の場所が特定されるのではないか、また、栽培記録の情報そのものがその
作物の栽培ノウハウとなっているため、競合が想定される農業者や産地へのデータ販売に
ついて、難色を示す可能性。

農業者Ｂ1・・

ICTベンダーA

営農情報入力

契約（データ創出型）

加工

契約（データ提供型）

利用契約
（ID、PW付与）

Ｃ農協
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（参考）今後の予定

○ 本検討会は全４回程度実施することを想定。
○ 農業データ保護・利活用推進事業の作業結果を踏まえつつ、ガイドラインに盛り込む事項等
について検討。

○ 本年中を目途に農業分野のデータ契約ガイドラインを策定。

検
討
会

農
業
デ
ー
タ
事
業

趣旨説明
現状の把握

現状のデータ契約
の実態の整理
ガイドラインに盛
り込む事項の検討

提供型・創出型
ガイドライン案
の議論

共用型
ガイドライン案
の議論

・農業法人、ICTベンダー等へのヒアリング等により事例を把握
・事例から農業分野特有の課題を抽出し、類型分けした上で対応の方向性を検討
・類型毎の契約書についても検討

３月29日 7月13日 ９月20日 10月10日（予定）

【第１回】 【第２回】 【第３回】 【第４回】
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
・
公
表

年内

※ 適宜、関係機関・弁護士等による会合を開催（非公開）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
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