
© 2019 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc.

2019年１２月１９日
株式会社NTTデータ経営研究所

農業分野におけるAIの利用に関する契約ガイドライン検討会
（第３回）
事務局資料

資料３－１



© 2018 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc. 2

(1)第２回検討会のふりかえり
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第２回検討会における委員の主な発言と対応方向

第2回検討会での委員の主なご発言 左記を踏まえた対応方向（案）

 水耕栽培や、畜産分野に対する農業者の状況を把握す

べき。

 事前に判明している諸課題等があれば、ヒアリングを行う

段階で農業者の意見を収集しておいたほうがよい。

 農業者に対する追加的なヒアリング先として、水耕、畜産、
果樹などの農業者を加えて対応

 ヒアリング項目に、これまでのヒアリング等から抽出された課
題などについても加えて実施。

 「想定読者」では、農業者を前面に出した表現とすべきで
ある。ガイドラインの挿入図においても、農業者を中心に据
えた図とするべきである。

 開発段階ではなく利用段階が中心になるようガイドライン
の構成（順番）を変えたほうがよい。

 各種データについて、事業者の利用範囲、第三者開示・
提供について契約時に予めユーザと合意する必要がある
旨をガイドラインに記載すべきである。

 農業関係者を中心として、農業者からみての「利用場面」
と、農業関係者から取得したデータ・ノウハウ等の第三者
提供場面、AIモデル開発における委託者・受託者関係の
場面などに分けて再整理

 農業関係者における法律関係を中心に捉えて、整理

 AIの特性上、サービスの完全性を保証できないことを農業
者に理解いただくこともガイドラインの一つの価値である。

 データは組み合わせ方等、使い方によって価値が大きく変
わり、提供する農業者が判断した価値に応じて、利用に
関する許諾内容を決めるしかない。

 データ提供にあたって第三者提供などを許諾することに関
する価値やリスクを類型別整理やユースケースを示した上
で明記する方針し、ガイドラインを参考にしながらデータの
取扱い方針を農業者に選択してもらう方針とすべきである。

 農業関係者が提供したデータやノウハウの許諾を行うため
の判断基準を示す内容を、ガイドラインに示す。

 ノウハウに関するパターンなどを整理し、ガイドラインに示す。
 農業関係者にAIの特性を理解したもらったうえで、利用

サービスの選択を促すための記述を示す。
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第２回検討会における委員の主な発言と対応方向

第2回検討会での委員の主なご発言 左記を踏まえた対応方向（案）

 農業者が持つ技術・ノウハウを評価や販売できる仕組み

を示すことが極めて重要である。

 ノウハウ流出を防ぐためには、営業秘密、限定提供データ、

相対契約の3つの手法のいずれかをとるしかないと認識し

ている。ガイドラインを通じて農業者に自身のノウハウ等を

守る手法を認知してもらうことは一つの価値である。

 農業関係者が関連する知的財産関係を示し、これに必
要な対応などを示す。

 データやノウハウ提供の見返りとなるような条件（最恵条
件の設定、報酬等）についての記述を示す。

 当事者間で合意すべき事項等を示したチェックリストの作
成が必要であると考える。

 農業分野における研究開発では、関係者として委託元・
研究開発者・農業者の三者がいるケースが多いため、関
係を類型化するなど整理したうえで、経産省ガイドライン
を参考にしながら合意すべき事項等それぞれを検討する
ことが必要である。

 農業関係者を中心として、農業者からみての「利用場
面」と、農業関係者から取得したデータ・ノウハウ等の第
三者提供場面、AIモデル開発における委託者・受託者
関係の場面などに分けて再整理

 AIモデルの研究開発関係に関する制において、農業分
野における当事者間の整理をおこない、特徴、留意点を
示す。

 農業関係者とベンダーとの利用関係おいて、データの利
用範囲、第三社提供等に関する項目を示す。

 ガイドラインや契約雛形に加えて、合意事項等をまとめた
一枚絵資料を作成したほうがよいのではないか。

 責任・保証に関してガイドラインで言及する必要がある。
 ガイドラインに準拠しているサービスに対する、国から補助

等の対応があれば、ガイドラインの普及へと繋がる

 ご意見を踏まえて、対応を検討する。
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【参考】第２回検討会で各委員から頂戴した主なご意見

第２回検討会では各委員から、ガイドラインのスコープや普及方策等についてご意見をいただいた

水耕栽培は他農法よりも比較的再現性が高い農法である。水耕栽培の農業者に対してヒアリングを行うと、また違った見解を得られるかもし

れない。

畜産分野に対してのアプローチも検討いただきたい。

 ガイドラインで具体的に諸課題等が示されて初めて認識する農業者が出てくることが予想される。事前に判明している諸課題等があれば、今後

のヒアリングを行う段階で農業者の意見を収集しておいたほうがよい。

農業者からの意見聴取

 「農業分野」の定義・スコープを示す必要がある。

 「想定読者」では、農業者を前面に出した表現とすべきである。ガイドラインの挿入図においても、農業者を中心に据えた図とするべきである。

開発段階ではなく利用段階が中心になるようガイドラインの構成（順番）を変えたほうがよい。

各種データについて、事業者の利用範囲、第三者開示・提供について契約時に予めユーザと合意する必要がある旨をガイドラインに記載すべき

である。

ガイドラインの構成に関するご意見

 AIの特性上、サービスの完全性を保証できないことを農業者に理解いただくこともガイドラインの一つの価値である。

 データは組み合わせ方等、使い方によって価値が大きく変わるが、その価値はデータの作成者によっても大きく異なる。従って農業に関するデー

タそのものの分類は有意義ではなく、提供する農業者が判断した価値に応じて、利用に関する許諾内容を決めるしかない。

 データ提供にあたって第三者提供などを許諾することに関する価値やリスクを類型別整理やユースケースを示した上で明記する方針を示す

などしかとれないのではないか。そのうえで、ガイドラインを参考にしながらデータの取扱い方針を農業者に選択してもらう方針とすべきである。

ガイドラインの構成に関するご意見
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【参考】第２回検討会で各委員から頂戴した主なご意見

農業者はサービス利用者であることと同時にデータの提供者でもあるといった視点を持つことが重要

農業者が持つ技術・ノウハウを評価や販売できる仕組みを示すことが極めて重要である。

 ノウハウ流出を防ぐためには、営業秘密、限定提供データ、相対契約の3つの手法のいずれかをとるしかないと認識している。ガイドラインを通

じて農業者に自身のノウハウ等を守る手法を認知してもらうことは一つの価値である。

 データの提供者には最恵条件を与えるとの方策も示せるとよいのではないか。

保護すべき農業者の権利・利益について

 データの分類について情報を出す時点で明確になっているような手当が必要

当事者間で合意すべき事項等を示したチェックリストの作成が必要であると考える。ケースバイケースであるため、一概に指針を示すことはふさ

わしくない。

 チェックリストの作成にあたっては、経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン（AI編）（以降、「経産省ガイドライン」）」の

P.31で整理された内容を参考にするとよいのではないか。 データの提供者には最恵条件を与えるとの方策も示せるとよいのではないか。

農業分野における研究開発では、関係者として委託元・研究開発者・農業者の三者がいるケースが多いため、関係を類型化するなど整

理したうえで、経産省ガイドラインを参考にしながら合意すべき事項等それぞれを検討することが必要である。

研究・開発場面における契約内容について

利用場面における契約内容について

 ガイドラインや契約雛形に加えて、合意事項等をまとめた一枚絵資料を作成したほうがよいのではないか。事業者が農業者に対して、一枚絵

資料を元にして合意事項等を説明するユースケースを想定している。

責任・保証に関してガイドラインで言及する必要がある。

 ガイドラインに準拠しているサービスに対して国から補助がおりたり、何らかの保証制度が設けられていたりするのであれば、ガイドラインの普

及へと繋がる

その他
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(２)事業者・農業者ヒアリング等について
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ヒアリング結果の概要（農業者）

分野 事業者名

水稲・畑作
A農園

B農園

施設園芸

C農園

D農園

E農園

果樹 F農園

畜産
G農園

H農園

第2回検討会以降、農業法人協会様から紹介いただいた方に対してヒアリングを実施した。
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農業者ヒアリング結果の概要

 今回ヒアリングした農業者においては、現在サービス利用において入力しているデータについて、利用関係に関するベン

ダーにおける取扱いにおける権利意識は必ずしも高くはなかった。

 理由としては、作物・作付けの特性上、秘密とする必要性が低い、あるいは単なる環境データ（気温、湿度

等）や緯度経度情報などについては、保護すべき対象となりにくい、などの理由に基づく。

 農作地の違いによる生育の差があることが、自身の農作業に係るデータの汎用可能性が低く、あまり役に立つ情

報ではない（そのまま真似をしても意味がない）と認識していることもデータの取扱いにオープンであることの一因。

 アプリケーションの利用において必要となるデータの設定については、設定自体に農業者の経験が必要であること

は認識されている。

 個人情報や各農業者の経営に直結する情報に関しては、ベンダー側に目的の範囲内での利用を求める。

 経営作目（土地利用型作物と施設園芸）やデータの種類（例えば、熟練農業者の栽培技術に関するデータと、環

境データや作業記録データといった単なるファクトデータ）の違いによって、農業者のノウハウの保護のあり方が異なる可

能性が示唆された。

 ノウハウの中には、地域の人材育成・若手営農者支援の観点から共有できるような、比較的一般性の高いもの

と、熟練農業者が経験を踏まえて行う調整（さじ加減）等に関するノウハウのように、個々の農業者において秘

密性が高いものが含まれる。

 スマート農業技術の研究開発にあたってはベンダ側が植物学的な理論や栽培技術など、農業に関する知見をより深く
持つことが重要であるとのご意見をいただいた。

農業者ヒアリング結果の概要（全体）
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農業者ヒアリング結果の概要

 水稲などに関するデータは、環境の個別性が強い（汎用性が低い）ことに加えて、個々の農作物に対する厳密な

品質管理が販売価格へと直結し辛い土地利用型作物であるため、データの保護に関する意識はさほど強くない。

 作物に関わるデータよりも、従業員の労働管理やコストの可視化など経営管理に寄与するデータに対して、利活用を

行う意識が高い。

 スマート農業の導入または研究開発への協力にあたっては、マネタイズやビジネスモデルの検討を行うなど、

経営体としての意識を強く持たれていた。

農業者ヒアリング結果の概要（水稲・畑作）

 施設園芸の農業者は、環境データそのものに対しては価値を見出していない。環境データを解釈・分析して環境制御

の設定値や堆肥方法など、栽培方針の意思決定部分にノウハウがあるとのご意見を伺った。

 そのため、環境データを提供すること自体について抵抗感は持たれていないが、環境制御の設定値など栽培方

針に係るデータと合わさった状態で外部に提供されることに関しては、AI等を用いた高度な分析によってノウハウ

要素が流出されてしまうのではないかとの懸念も見られた。

 その一方で、レベニューシェアや再掲条件など自身にも還元されるようなスキームであれば、環境データと栽培方

針に係るデータを合わせて提供することも考えうるなど、自身が持つデータの利活用に関して消極的な姿勢は見

られなかった。

農業者ヒアリング結果の概要（施設園芸）
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農業者ヒアリング結果の概要

 ノウハウの提供に関して、抵抗感を持つ農業者と持たない農業者は両極端に分かれる傾向にある。

農業者ヒアリング結果の概要（果樹）

 酪農においては、生産物の全量売却が可能であるため、同業者間での競争が起こりにくい。そのため、酪農全体の底

上げに寄与するようなサービスの創出に関して協力的な風潮があるのではないかと思われる。

 畜産分野の中でも、酪農が最も生育工程における分岐要素が大量かつ工程が複雑であるため、養鶏養豚、肥育牛

と比べてスマート化されるのは先の話となると思われる。

 これまでの属人化されたノウハウよりも、ベンダが作り上げた一般化されたノウハウのほうが優れているとの意見を多く聞く。

事業継続性を鑑みると平準化された技術で安定的に製品を供給することに焦点を当てるべきと考える。平準化された

知識が農業者にいきわたることが望ましい。

農業者ヒアリング結果の概要（畜産）
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ヒアリング結果の概要（農業者）

農業者名

経営概要

利用しているシステム

及びデータ

契約状況 モデル生成に投入したデータ、成果物に対する意向

• A農園

• 水稲、

• 野菜、麦、

• 大豆、果樹

【経営管理システム】

• 圃場データ、コスト関

係

【農機管理システム】

• エンジンへの負荷率、

トラクターの走行履

歴、燃料使用履歴

【経営管理システム】

• 開発支援に関しては、NDAによる

対応のほか、データの利用に関し

ては個別協議。

• サービス利用については通常の利

用規約による

【農機管理システム】

• サービス利用規約の範囲。特に取

得されるデータについては意識して

いない。

• 水稲などに関するデータは、環境の個別性が強いので、他に流出したとしても、

汎用性が低いのではないか。その意味では、特に強く保護したいという意向は

ない。

• 業務用米等を多く扱うなど、特別な秀逸品を生産している訳ではない土地利

用型農業を行っているところでは、農業データに基づいて厳格に個々の農作物

の品質管理することが価格に反映しにくいため、農業データの利用はコスト見

合いの部分が生じる。

• 試験場などの成果が海外に流出することに対しては、開発が国費で行われて

いるのであるから、国で管理して、ノウハウ流出を防ぐべきではないか。

• 経営管理システムの導入によって、コストの見える化、過去の栽培状況の振り

返りが可能となりPDCAを回せるようになったこと、社員１人１人に数値での

目標設定が可能となったこと、社内で共通認識が持ちやすくなったこと等、導

入メリットを多数実感。

• 農業者側の姿勢としては、まずは栽培技術に関する基本を習得した上でのス

マート農業と考えている。スマート農業を使う側が適切に目的設定できていな

いとスマート農業の効果が上がらない。

• B農園

• 水稲

【圃場管理ソフトウェア】

• 圃場データ

• 農作業従事記録

【圃場管理ソフトウェア】

• サービス開発時にパートナー参画

• サービス市場撤退後もB農園では

継続利用

【その他研究開発事業】

• 必ずNDAを結ぶ方針

• 研究開発段階と製品化段階

（成果物が出てくる段階）の段

階ごとに契約を分けている

• 提供したデータを元に新たな商品･

サービスを開発する場合は別の契

約を結んでいる

• データの帰属の決定権限は農業者であるとの基本方針でNDAを結んでいる。

• ベンダによるデータの利用に関して、利用可能な期間を設けている。

• 提供するデータに関してベンダ側から品質を求められたことはない。

• 産地間競争については、育種と同様に研究資金等お金の出所の大半は国で

あることから、あまり考慮していない。

• 農業分野におけるサービスは、データの所有者を農業者にした上で、いかに利

用権をベンダ等に付与するか。そしてどのようにマネタイズしていくか。最終的に

は農業者に還元されるビジネスモデルになければならないと考えている。

• 農業者がデータを提供しない限りサービスにも反映されないため、農業者への

フィードバックは重要であろう。ベンダが農業者に対して直接金銭を渡すことは

現実的ではないため、他の方法を模索する必要がある。
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ヒアリング結果の概要（農業者）

農業者名

経営概要

利用しているシステム

及びデータ

契約状況 モデル生成に投入したデータ、成果物に対する意向

• C農園

• パプリカ（施設園

芸）

【環境制御システム】

• 施設環境情報（室

温、湿度、その他）

• 基本的にはサービス利用段階で、

ベンダーへのデータの提供はない。

• 保守などのサポート時は、データは

取得されているようであるが、特に

明示的な取り決めは行っていない。

• サービスベンダとデータの取扱に関する契約等は結んでいない。サービスを通じ

て生成されるデータは、クラウドによりサービスベンダに共有されるわけではなく、

当社のパソコンのみに保存されるためデータの流出等はないと考えている。

• システムも導入するだけでは足りず、具体的な設定データや日々の気象に応じ

た対応などについて、農業者のノウハウがある。

• 設定等については地域によって気候等の条件に差があることや、同じ地域でも

全く同じ気候ということはないことから、特段ノウハウとして考えておらず知的財

産という意識はなかったが、膨大な数の設定等を集積したデータは確かに何か

の役に立つ可能性はあるかもしれない。

• 設定データの提供については、提供先との付き合い次第だが、全く面識のない

相手に渡そうとは思わない。もしベンダーが利用するのであればレベニューシェア

など何らかの還元をすべきではないか。

• D農園

• 施設園芸

【共同研究開発または

独自のシステム開発

（栽培管理技術や収

穫量予測、自動収穫ロ

ボット）】

• 作物の生育状態

（光合成量、色づ

き）

• 圃場データ

【共同研究開発または独自のシステム

開発（栽培管理技術や収穫量予測、

自動収穫ロボット）】

• 自社弁護士と相談したうえでケー

ス・バイ・ケースで対応

• 費用負担や使用場所、施設内へ

の入退室の管理や機密情報の取

扱いに関して取り決めている

• 案件の各要素に関する貢献度合

いについて関係者間で定期的に合

意形成している

• ノウハウを切り分けることは難しい。例えば堆肥方法やIPM（総合的病害虫

管理）、従業員の労務管理などが総合的に合わさってノウハウといえる。

• AIは自社開発ではなく、ベンチャー企業や学術機関（大学）と共同研究に

より開発している。

• データの数値そのものではなくその解釈が価値を生み出すと考えている。環境

制御のための設定値自体は価値がないが、バックグラウンドにあるメタデータが

組み合わされるとAIを用いて解釈内容について解析される可能性がある。

• 農業者と開発者が対等な立場で、互いにメリットがある状態でなければ契約と

して成立しない。

• AIやIoTなど先進技術は、あくまでも生産性をあげるための手段である。それら

技術を利用することが目的にならないよう心がけている。

• 農業（栽培技術など）に知見を持つ開発者が少ないことが課題であると感じ

ている。開発者自身が農業に関する知見を持たない限り、農業者のアドバイ

ス通りにしかシステムを構築することしかできない。



© 2019 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc. 14

ヒアリング結果の概要（農業者）
農業者名

経営概要

利用しているシステム

及びデータ

契約状況 モデル生成に投入したデータ、成果物に対する意向

• E農園

• トマト等施設園

芸

【統合環境制御システ

ム】

• 環境情報（地上部、

地下部）

【収量予測システム】

• 果実画像データ

（動画から静止画

に変換）

【統合環境制御システム】

【収量予測システム】

• 開発コンセプトや必要なデータ項

目など情報提供を行った。データ

作成やアノテーションは開発ベンダ

側で実施している。

• データの取り扱いは現在は紳士協

定程度のものである

• 環境情報から栽培方針等意思決定を行うに至る過程については保護したい

と考えている。施設内の環境制御に関する設定値に関しては外部の人に知ら

れることに対して抵抗感はないが、環境情報と合わさってしまうと意思決定部

分まで解析されてしまうため、注意を払っている。売値や販売戦略などのデータ

については流出に細心の注意を払っている。

• 農業者が持つデータそのものはノウハウではない。データから見出した法則がノ

ウハウであると考えており、その権利はノウハウを見出した人にあると考える。

• 収量予測システムに関して、品種が変わると再度データ収集が必要となる。学

習用データの自動生成は実用段階にない。

• 国内企業は、ソフトウェアで採用しているインターフェースの規格や方式等を非

公表とし、利用者が他社の製品と組み合わせる等を困難にするケースがある

• 学習済みモデルの権利を農業者と共用することに関して、ベンダは抵抗感を示

すのではないかと思われる。

• 製品の精度を上げるためには、高品質のデータが必要である。そのため、高品

質なデータを提供できる農業者には高い需要が生まれ、ベンダは積極的にアラ

イアンスを求めるなど、データの収集に関しても市場原理が働くだろう。

• F農園

• ワイン用ブドウ

※スマート農業実証プロ

ジェクト実施事項内訳

【栽培管理アプリケー

ション】

【作業支援ロボット】

【簡易気象計・土壌セ

ンサー】

【点液灌水】

【根圏制御栽培】

【収穫量予測システム】

• 画像データ

【生育シュミレーション】

【スマート農業実証プロジェクト】

• 自社以外にシンクタンクやシステム

インテグレータとコンソーシアムを組

んでいる

• 近年ワイン業界を取り巻く環境として、生食用ブドウと比べて収益性が悪いこと

による生産者減少や、栽培着手から製品に至るまで数年間の期間を要するこ

とにも関わらず需要・供給の見通しが困難である状況であるため、AIの活用を

含めスマート農業技術の導入を進めている。

• 農業者と関わってきた経験からいうと、ノウハウの提供に関して抵抗感がある人

とない人とは両極端に分かれる印象である。

• それぞれの栽培場所（ほ場）に最適化されたノウハウと普遍的なノウハウとの

区別がつけられていない。同じ地域の農業者をとっても最適化されたノウハウの

内容が異なることも多い。

• 遺伝子組み換え食品やドローンのように報道が先行することで、漠然とした抵

抗感が世間に生じることもあるが、AIについても同様の傾向が一部でみられる。

現時点（普及段階）のうちにガイドラインが策定されることで漠然とした世間

の抵抗感を払しょくする役割を担うことに期待している。
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ヒアリング結果の概要（農業者）

農業者名

経営概要

利用しているシステム

及びデータ

契約状況 モデル生成に投入したデータ、成果物に対する意向

• G農場

• 酪農

【搾乳ロボット】

• 給餌量

【搾乳ロボット】

• 完成品を導入しているため研究開

発にあたってノウハウ提供は行って

いない

• 給餌量のデータは搾乳ロボットベンダ（国外）にバックアップとして送信されて

いる。送信されたデータがどのように利活用されているかは特に把握していない。

ベンダからはデータを基にした改善提案が四半期に1回程度ある。

• データに価値があるとの認識は特に持っていない。株式公開も検討しているた

め、生産量といった経営データに関しても公表することに関する抵抗感はない。

• 酪農においては、生産物の全量売却が可能であるため、同業者間での競争

が起こりにくい。そのため、酪農全体の底上げに寄与するようなサービスの創出

に関して協力的な風潮があるのではないかと思われる。

• これまでの属人化されたノウハウよりも、ベンダが作り上げた一般化されたノウハ

ウのほうが優れているとの意見を多く聞く。事業継続性を鑑みると平準化され

た技術で安定的に製品を供給することに焦点を当てるべきと考える。平準化さ

れた知識が農業者にいきわたることが望ましい。

• H農場

• 酪農

【生産管理システム】

• 繁殖、成長、健康に

関する情報

（300項目ほど）

• 出荷情報

【生育状態判別システ

ム】

• 各個体の画像データ

• 過去の生産履歴

【生産管理システム】

• クラウド型顧客管理システム上で

酪農の生産管理に適したシステム

を開発ベンダと協力して設計開発

• 開発したシステムを将来的には大

学等と連携して更なる改善を図る

ことを開発時にベンダに事前共有

• 開発に協力した分、サービス利用

料の値引きなど再恵条件を得てい

る

【生育状態判別システム】

• 農業大学と共同研究開発をおこ

なっている。農業大学は主にデータ

の分析やプログラミングを担当

• プログラムの知的財産はベンダにあるが、ノウハウは自身にあると考えている。仮

にベンダが許可なく製品の横展開をしたとしても家畜の生育に関する専門的な

知識がなければ横展開先での実装は困難であろう。

• 地方の開発ベンダであると特に顕著であるが、開発担当者が離職してしまうと

システム改修ですらままならない事態に陥るため、見越した契約関係を結ぶこ

とが重要と考える。

• 畜産分野の中でも、酪農が最も生育工程における分岐要素が大量かつ工程

が複雑であるため、養鶏養豚、肥育牛と比べてスマート化されるのは先の話と

なるだろう。酪農分野でのスマート農業ソリューション開発は不確定要素が多

いため契約等で厳密に縛ると開発が進まない傾向にある。

• 搾乳ロボットを使用するにあたってデータが国外ベンダへと流出している現状を

危惧している。
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（３）農業分野におけるＡＩに関する契約
ガイドライン（案）の報告



© 2019 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc. 17

１．ガイドライン策定の方針

第1回検討会のご意見等を踏まえ、ガイドラインの策定方針として、以下のものを想定する。

【利用場面】
• AI技術を利用した製品・サービスの研究・開発場面（国の補助金等を活用し国研・公設試や大学等における農業

AIの研究開発場面などを想定）
• AI技術を利用した製品・サービスの利用場面（今後の農業AIサービスの利用段階を想定。一般的なAIサービスの

利用契約を念頭に置きつつ、農業の実態に即した留意点を踏まえたものとする。）

【想定読者】
• 農業分野でのAI技術を利用した製品・サービスの研究・開発者。特に国の研究プロジェクトの採択事業者をはじめと

する関係者（受託契約管理団体）
• AI技術を利用した製品・サービスの利用にかかわる民間事業者（ベンダーやメーカー等）とユーザー（農業関係

者）
• 上記に関連する法律実務家

【対象とするAI】
• 農業分野のデータに対して機械学習等によりモデル化（データを活用した統計的な解析モデル含む）を行うための

ＡＩを想定。

【想定する当事者関係】
• モデル研究・開発に必要な農業分野のデータを提供する農業者等（農協、農業試験場等含む）、モデル開発ベン

ダー・研究者、モデル実装ベンダー（製品化、システム化を行うベンダー）などの関係を想定する。
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２．農業分野におけるＡＩの開発・利用に関する契約ガイドライン（全体）

農業分野におけるＡＩの開発・利用に関する契約ガイドライン構成案

第１ 総論
○ ＧＬの目的やポイント、対象を解説する。
○ ＡＩに関する用語や基本的概念、関係法令や各種ＧＬを解説する。
第２ 農業ＡＩの研究・開発・開利用に関する基本的事項

○ 農業分野におけるＡＩ関連の製品・サービスの開発プロセスについての特殊性を示す。農業分野において一
般的に想定される、ＡＩ関連の製品・サービスの研究・開発や利用の実態を解説する。

○ 併せて、ＡＩの研究・開発に関わる者（契約当事者）を整理する。
第３ 農業ＡＩに関する契約上の留意事項
○ （農業分野に限らない）一般的なＡＩに関する製品・サービスの開発・利用に際しての、関係者間における

取決め事項を解説する。
○ その上で、農業分野特有のものとして考慮すべき事項を解説する。
○ 農業分野特有のものとして考慮すべき事項として、農業者への配慮なども記述する。
第４ 第4. 農業分野におけるAIに関するモデル契約におけるポイント
○ ＡＩの研究・開発の実装化場面におけるモデル契約書
○ ＡＩ関連の製品・サービスの利用場面における利用契約の留意事項
○ ＡＩの研究開発等において得られた成果等の第三者提供契約の留意事項
をそれぞれ解説する。

（参考）農業分野でのＡＩの利用状況等
○ モデル契約書ひな型
○ 関係ガイドラインの紹介
○ 農業分野におけるＡＩ関連の製品・サービス事例を紹介する。

【記述概要】

本ガイドラインの構成案を以下に示す。

4章構成とし、第4章にモデル契約書について示す。



© 2019 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc. 19

２．農業分野におけるＡＩの開発・利用に関する契約ガイドライン（全体）

農業分野におけるＡＩの開発・利用に関する契約ガイドライン構成案

第１ 総論
○ ＧＬの目的やポイント、対象を解説する。
○ ＡＩに関する用語や基本的概念、関係法令や各種ＧＬを解説する。
第２ 農業ＡＩの研究・開発・開利用に関する基本的事項

○ 農業分野におけるＡＩ関連の製品・サービスの開発プロセスについての特殊性を示す。農業分野において一
般的に想定される、ＡＩ関連の製品・サービスの研究・開発や利用の実態を解説する。

○ 併せて、ＡＩの研究・開発に関わる者（契約当事者）を整理する。
第３ 農業ＡＩに関する契約上の留意事項
○ （農業分野に限らない）一般的なＡＩに関する製品・サービスの開発・利用に際しての、関係者間における

取決め事項を解説する。
○ その上で、農業分野特有のものとして考慮すべき事項を解説する。
○ 農業分野特有のものとして考慮すべき事項として、農業者への配慮なども記述する。
第４ モデル契約書
○ ＡＩの研究・開発の実装化場面におけるモデル契約書
○ ＡＩ関連の製品・サービスの利用場面におけるモデル契約留意事項
をそれぞれ解説する。

（参考）農業分野でのＡＩの利用状況等
○ 農業分野におけるＡＩ関連の製品・サービス事例を紹介する。
○ 農業分野において、今後ＡＩの利用が期待される分野を紹介する。

【記述概要】

本ガイドラインの構成案を以下に示す。

4章構成とし、第4章にモデル契約書について示す。
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3．各項目の構成案①（総論）

第１ 総論
１．本ガイドラインの目的

（1） 農業分野におけるAI利用と農業関係者の関わり

農業分野におけるAI技術の利活用と農業関係者の関わり

例:  国内企業
国内他産地
海外企業・産地等

メーカー・ベンダー
（共同研究機関）

農業関係者

学習用
プログラム

研究機関

機械学習

学習済みモデル
（AIプログラム）

学習用に加工

利用
農業データ（生データ）

学習用データセット

行政機関

補助金等

実装
例:
自動収穫ロボット
作業支援システム

第三者提供

【記述概要】

・スマート農業においては、AIの利用性は親和性が高い

・AIを利用した製品・サービスとの関係での農業関係者のかかわりは、

 AIを利用した製品・サービスを実現するための研究開発に対する協力者としての側面

 AIを利用した製品・サービスの利用者としての側面

の二つの側面を有している。
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3．各項目の構成案①（総論）

（2）農業分野におけるAI利用の意義

• 現在利用が進められているAIについては、機械学習モデルと

呼ばれる、大量のデータの分析を基に、一定の法則性をモデ

ルの形で導き出し、これに基づいて新たに発生する事象等を

予測し、人間の判断等の支援や作業の自動化等を行うものが

中心に議論されている。

• 農業分野では、病害虫被害診断とこれを踏まえた防除支援、

施設栽培等における環境管理支援や、農作業の自動化支援

（水・肥料の投与等）、収穫作業の自動化（ロボット等）、

農業技術習得支援などの用途での研究開発や、製品サービス

提供が進められているところである

実用化段階にある農業AIサービス等の一例
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3．各項目の構成案①（総論）

（３）本ガイドラインの目的

【記述概要】

• AIの研究開発の目的で農業関係者が提供するデータについて、提供者が提供している内容や趣旨、目的等について

理解していないと、意図しないノウハウの流出等、不測の事態が生じうる。

• 農業分野においても、データやノウハウの提供に際して適切な契約を行うことが重要。これにより、農業関係者の

利益を保護しつつ、農業分野のAIを促進するために農業関係者からの幅広い貢献を得ることができる。

• 本ガイドラインではこれらの観点から、農業関係者のAIを利用した製品・サービスの利用や研究開発における取り

決めや、提供したデータやノウハウに関する第三者提供に関する取り決め、研究開発関係者間での取決めなどにつ

いての留意点や考慮要素、ツール等を提供することを目的とする

農業関係者との関係での本ガイドラインの目的

学習済
モデルA

学習済
モデルA

学習済
モデルB

学習済
モデルA

学術研究目的だと
思ったら商用であった

国内のみでの利用目的だと
思ったら海外でも使われた

事前に聞いていたモデル以外の開発
にもデータやノウハウが使われた

農業関係者等
AIモデルの
研究開発者 開発された

AIモデル

データやノウハウの
提供

製品やサービスに利用
するAIモデルの開発

データ・
ノウハウ等

AIモデル
開発

そんなつもりでデータやノウハウ
を出したのではないのに…

このような事態にならないために、本ガイドラインで
データやノウハウ提供に必要な確認事項や契約のひな型を示す
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3．各項目の構成案①（総論）

（4）本ガイドラインと「AI・データの利用に関する契約ガイドライン（AI編）」、「農業分野におけるデータ契約ガイドラ
イン」との関係

【記述概要】

• 農業分野のAIモデルの研究開発では、農業関係者はモデルの研究開発契約の当事者とならないケースが多く、第三

者の立場でデータやノウハウの提供を行うことが多い。またモデルの研究開発の委託者も国や地方公共団体など、

一般企業ではない者となることが多い。本ガイドラインでは、経済産業省ガイドラインをベースに、上記の特殊性

を加味した考慮を行い、ひな型などの変更を行う。

• AIモデルの研究開発においては、AIモデルに不可欠なパラメータ―等の生成やAIモデルに組み込まれるプログラム

の製造なども含まれる。農業分野データ契約ガイドラインでは、「派生データ」、著作物等などの形で整理されて

いるものの、AIモデルの作成における特殊性を鑑みたものではない。また提供されるデータにはノウハウが潜在的

に含まれていることが考えられるが、その有用性等の判断が困難であることから、提供者に不測の損害が生じたり、

過度にリスクを恐れて、データ等の提供を躊躇したりするなどが生じてしまう。

• 本ガイドラインでは、農業データ契約ガイドラインをベースに、AIの研究開発目的の特殊性や、農業関係者のノウ

ハウの提供に関係する部分の対応について、留意事項を示すほか、ひな型などの変更を行う。

AI・データ契約ガイドライン
（経済産業省（平成30年6月））

• 想定読者：契約に関する全ての契約に関
係する全ての者

農業分野におけるAIに関する
契約ガイドライン
（農林水産省）

デ
ー
タ

A
I

分野

他分野

契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象

農業分野におけるデータ契約ガイドライン
（農林水産省（平成30年12月））

想定読者：契約に関する全ての契約に関係する全ての者

農業関係者 等

農業分野

本ガイドライン
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3．各項目の構成案①（総論）

（2） 本ガイドラインの読み方

AIを利用した製品・サービスを
利用したい農業関係者等

・「第4. ３．農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面にお

けるモデル契約」に利用にあたって契約上留意すべき点の概要を示しており、

契約時の確認のポイントを確認いただきたい。

・また製品・サービスのサービス約款の内容を判断するに際しての、農業関係者

の方が提供するノウハウの重要性などを「第3. 4. 農業分野におけるAIを利

用した製品・サービスに関して農業関係者により提供されるデータ・ノウハウ

等」に示しているので、必要に応じて参照いただきたい。

AIを利用した製品・サービスの
研究開発に協力する
農業関係者(熟練農)
・農業普及指導員等

・「第4. 2.農業分野におけるAIを利用した製品・サービスにおける研究開

発場面におけるモデル契約」のうち、

（1）研究開発場面において農業関係者が締結するデータ・ノウハウの提供
に係る契約」

にデータやノウハウ等の提供にあたって契約上留意すべき点の概要を示して

いる。契約上のポイントを確認いただきたい。

・データ・ノウハウ等の提供に関する契約のひな型は

「５．第1（1）データ・ノウハウ等提供契約」に示している。データ等の提

供形態に応じて、参照されたい。

・具体的な契約の取決めをする際に、農業関係者の方が提供するノウハウの

重要性などを

「第3 4. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関して農業関

係者により提供されるデータ・ノウハウ等」

に示している内容を確認いただきたい。

農業関係者・農業普及指導員における本ガイドラインの参照のポイント

【記述概要】

• 本ガイドラインは、農業分野においてAIを利用した製品・サービスに係る農業関係者に全編を通じて、理解してい

ただくことが望ましい。

• 時間の関係で、まずは必要な個所のみ閲読し、そのうえで全体を理解していただくということも想定される。そこ

で、利用者ごとに、特に参照いただきたい部分について示した。
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

第２ 農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項

１．農業分野におけるＡＩ関連の製品・サービスに関連する知的財産関係

【記述概要】

• 農業関係者等からは、AIモデル開発に必要なデータ（利用の場合には、入力・送信などによる）やノウハウから提

供される。提供するデータは、農業関係者における管理方法に応じて、営業秘密などとして法律上の保護を受ける

こともある。

• 研究開発機関では、受領したデータを基に、学習用データセットを作成し、さらにこれを学習させて、AIモデルの

生成を行う。その際に、派生データ（学習用データセット、学習用のハイパー・パラメータ、学習済みパラメー

タ）や著作権（学習用プログラム、推論プログラム）、特許権などの創出を行う。

• 研究開発機関が生成したモデルを実装して、製品・サービス提供者は、農業関係者等に対してサービス提供を行い、

これらを活用してさらにAIモデルの品質向上や新たなモデルの開発等を行う。

• また製品・サービス提供者や研究開発機関は、第三者に受領したデータを提供したり、製品・サービス提供を行う

などを行うこともある。
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（３）農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス利用におけるデータ等の流れと
知的財産関係

製品・サービス事業者

農業関係者
（農業従事者・農業団体）

第三者

データ
画像データ： 著作権

生育データ
環境データ
農作業データ
生産量データ

・組み合わせにより農業
者のノウハウのモデル化
可能

・単体でもモデル開発の
基礎資料としての価値

研究開発関連（研究開発機関等※1）

研究開発用に提供

生データ

生データ

学習用
データ
セット

学習済モデル

・営業秘密
・限定提供
データ
となりうる

加工 分析・生成

学習済
モデル

製品・
ソフトウェア

入力データ

製品・サービス提供

学習用データセット：営業秘密、限定提
供データになりうる

学習用データセット作成の寄与
クレンジング：主に製品サービス事業者
教師データ提供：一般的に農業者、

指導員等）
データ選定：主に製品サービス事業者

学習済モデル：特許権となりうる

学習済モデルの構成
推論プログラム：著作権
学習済パラメータ：営業秘密と

なりうる
特徴量：農業関係者のノウハウ
に関連

推論プログラム

学習済
パラメータ

研究開発協力契約

製品・サービス
利用契約

研究開発協力契約
を踏まえて提供※2

製品・サービス利用
契約を踏まえて提供

入力データ製品・サービス利用
のために入力・送信

商
用
に
転
用

製品・サービス利
用契約に基づき、
追加学習や他製品
開発等に利用可能

※1 実際には、研究開発期間等と製品・サービス事業者が
同一主体となる場合もある。

※2 研究開発が第三者の
資金提供により行われた場合
には、その者との契約内容も
併せて加味される。

データ

学習用データ
セット

学習済モデル

データ

学習済モデル

製品・
ソフトウェア

企業
他産地農業者等
研究試験機関等
行政機関等

海外企業等
海外農業者等

国内

海外

※いずれにも該当しない場合には
提供先との契約により保護

農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス利用におけるデータ等の流れと知的財産関係
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

場面 知的財産の種類 概要

研究開発場面

生データ

• 農業関係者から提供されることが想定される。
• 農業分野データ契約ガイドラインにおけるデータ提供型、もしくはデータ創出型の契約における提供データ、当初デー
タ等が想定される。

• 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。

教師データ

• 生データに対して、機械学習が可能となるよう、一定の判断情報などを付したデータ。アノテーションがなされたもので
ある。

• 農業分野での研究開発では、熟練農や農業普及指導員、研究開発機関等のノウハウや研究成果等が反映され
る。

• 農業分野データ契約ガイドラインにおけるデータ提供型、もしくはデータ創出型の契約における派生データに該当する。

学習用データセット

• 生データを機械学習用の学習プログラムで、学習できるように調整したデータ。教師データに対して調整する場合もあ
る。

• データ自体の選定や正規化、クレンジングなどの加工が行われる。
• 農業分野データ契約ガイドラインにおけるデータ提供型、もしくはデータ創出型の契約における派生データに該当する。

学習用プログラム
• 学習用データセットを学習するためのプログラム
• AIモデル研究開発者による著作物

ハイパー・パラメータ
• 学習用データセットを効率的に学習させるために用いるパラメータセット（データ）
• 学習用データセットから生成されるが、主に学習用プログラムの利用のために用いられる。

推論プログラム
• 学習済みモデルを構成するプログラムで、新たな値を入れた際に、学習結果を踏まえて、演算結果を出力する。
• AIモデル研究開発者による著作物

学習済みパラメータ
• 学習用データセットの学習結果から得られた、推論に必要なパラメータセット（データ）
• 学習において得られた特徴点に関するデータ等が含まれる。
• 農業分野データ契約ガイドラインにおけるデータ提供型、もしくはデータ創出型の契約における派生データに該当する。

利用場面 入力データ
• サービス利用に際して、利用者により入力されるデータ
• 利用者において秘密として管理されるものも含まれうる。

農業分野におけるAIを利用した製品・サービスをめぐる知的財産
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

2.農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約の目的

【記述概要】

• 農業分野の製品・サービスに実装するAIモデルの研究開発では、施策の実現目的から資金提供を国や地方公共団体

が行ったり、データやノウハウを熟練農や農業指導員等が提供したりするケースが多くみられる。農業関係者がAI

技術を利用した製品・サービスの研究開発に対して協力を行う契約場面

• 国や地方公共団体が資金提供を行う契約の場合には、契約目的の設定を行う際に、知的財産の保護の観点と活用の観点の両

面からのバランスを見て設定を行うことが求められる（下表）。

資金提供主体 契約の目的 契約内容における具体的な対応

国 国際的な競争力強化を図る場合 • 成果物・派生データの利用目的の制限
• 提供地域の制限

成果のオープン化を推進する場合 • 基盤利用の開放
• 提供された知的財産に対する非保証
• 広範な利用権限の承認（国内）
• 二次成果物の権利等の帰属

地方公共団体 地域間の競争の強化とする場合 • 成果物・派生データの利用目的の制限
• 地域外提供の制限

地域内での成果をオープン化する場合 • 提供された知的財産に対する非保証
• 広範な利用権限の承認（地域内）
• 差別化された利用条件・権限の設定（地域外）
• 二次成果物の権利等の帰属

地域のノウハウの伝承とする場合 • 域内だけの伝承とするか、域外も含めた伝承とするかにより異
なる。
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約における当事者

【記述概要】
• 本ガイドラインで示す契約における当事者としては、農業関係者等、AIモデル研究開発委託者、AIモデル研究開発者、第三者など
を想定している。

当事者 概要

農業関係者、農
業普及指導員

• AI技術を活用した製品・サービスの研究開発に対するデータ等提供者、あるいはAI技術を活用した製品・サービ
スの利用に関する製品・サービス利用者として位置づけられる。

• Aデータ提供では、熟練農や農業普及指導員からの生データの提供、モデル開発に必要な農作業等に関連する
ノウハウの提供などが内容となっており、それらの利用目的、利用範囲等、報酬等、第三者提供に関する同意と
範囲、などが契約内容となる。

• 製品・サービスの利用では、サービス提供目的や内容のほか、サービスを利用するのに提供したデータの取扱い
（利用、管理、第三者提供等）についてが、契約内容となる。

AIモデル研究開
発委託者

• AIモデル研究開発委託者は、農業分野におけるAI技術を活用した製品・サービスの研究開発を委託する者を
想定する。

• 我が国では農業分野では、国・地方公共団体などが研究開発委託者となり、研究開発を受託する者に対して、
AIモデルの研究開発や、これを実装した製品・サービスの開発などを委託するケースが多い。

• そのほか、農業従事者（農業団体）が研究開発委託者となる場合等がある。

AIモデル研究開
発者

• AIモデル研究者は、研究開発委託者からAI技術を活用した製品・サービスの研究開発等を受託する者をいう。
• 国・地方公共団体が研究開発委託者の場合には、受託契約管理団体の下で、製品・サービス提供者と研究開
発機関（AIモデル等開発者）が、AI技術を活用した製品・サービスの研究開発を行うことが多い。

• そのほか、製品・サービス提供者が受託者となり、 AI技術を活用した製品・サービスの研究開発を行うなどもある
（例えばAIモデルの研究開発は研究開発機関、成果物であるモデルの実装は製品・サービス提供者など）

第三者 • 第三者は、製品・サービスの研究開発に際して得られた成果物等の提供を受ける第三者を指す。
• 提供されるものは、研究開発に用いた生データ、学習用データセット、学習済モデルのほか、サービス利用において
用いられる入力データや、製品・サービスの提供なども含まれる。

• 第三者提供の対象となる成果物等には、研究開発等において提供された農業関係者におけるノウハウや、これに
つながるデータなどが含まれることから、農業関係者の不測の損害等を回避するための事前の措置が求められる。
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関連する契約における当事者関係

農業関係者
（農業従事者・農業団体）

研究開発委託者
（国・企業等）

研究試験機関等
（大学・公設試験機関・企業等）

（AIモデル等開発者）

民間事業者
（メーカー・サービスベンダー）

（製品・サービス提供者）

公的機関
（受託契約管理団体）

受託者
（内部構成は契約内容等により異なる）

研究開発委託契約

研究開発委託契約
（再委託）

研究開発委託契約

研
究
開
発
委
託
契
約

研
究
開
発
委
託

契
約

データ・ノウハウ提供契約
※ 委託者を構成する主体のいずれかと

取り決めるケースもある

農業団体

農業従事者協
力
依
頼

※個別契約型

※多段契約型

農業関係者
（農業従事者・農業団体）

製品売買契約

サービス利用契約
（製品提供と一体的に
行われるケースもある）

農業団体

農業従事者協
力
依
頼

研究試験機関等
（大学・公設試験機関・企業等）

（AIモデル等開発者）

民間事業者
（メーカー・サービスベンダー）

（製品・サービス提供者）

公的機関
（受託契約管理団体）

受託者
（内部構成は契約内容等により異なる）

研究開発委託契約
（再委託）

研究開発委託契約

研
究
開
発
委
託
契
約

研
究
開
発
委
託
契
約

製品・サービス提供
協力契約

※個別契約型

※多段契約型

研究開発段階における契約関係

製品・サービスの利用段階における契約関係

第三者提供段階における契約関係

研究開発委託者
（国・企業等）

第三者

研究試験機関等
（大学・公設試験機関・企業等）

（AIモデル等開発者）

民間事業者
（メーカー・サービスベンダー）

（製品・サービス提供者）

公的機関
（受託契約管理団体）

受託者
（内部構成は契約内容等により異なる）

研究開発委託契約

データ等提供契約（研究開発・サービス提供により取得したデータの提供）

研究開発委託契約
（再委託）

研究開発委託契約

研
究
開
発
委
託
契
約

研
究
開
発
委
託

契
約

製品売買契約

サービス提供契約
（製品提供と一体的に
行われるケースもある）

製品・サービス提供
協力契約

データ利用同意の撤回条項
（データ等提供契約・製品・サービス利用契約）

※個別契約型

※多段契約型

企業
他産地農業者等
研究試験機関等
行政機関等

海外企業等
海外農業関係者

国内

海外

農業関係者
（農業従事者・農業団体）

農業団体

農業従事者協
力
依
頼
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

４．農業分野におけるＡＩ関連の製品・サービスの研究・開発プロセスについて

【記述概要】
• 経済産業省ガイドラインでは、開発段階の前に、アセスメント段階とPoC段階を設けて、開発段階に入る前に、モ
デル構築の可能性や、学習済みモデルの生成可能性を検討する「探索的段階型」の開発プロセスが提唱されている。
（下図参照）

• 農業分野の場合、例えば国などによる事業では、AIモデルの研究開発やその実装を目的とするものが多く、アセス
メントやPoCなどの段階を目的とした事業は少なく、事前審査の段階でモデル開発の可能性についても審査される
ことが多い

• 本ガイドラインでは、経済産業省ガイドラインで示される各ひな型のうち、「ソフトウェア開発契約書」を基に、
農業分野の特殊性を考慮して、研究開発における委託関係の契約書のひな型として示す。

目的
一定量のデータを用い
て学習済みモデルの生
成可能性を検証する

学習用データセットを用
いてユーザが希望する
精度の学習済みモデル
が生成できるかを検証
する

学習済みモデルを生成
する

開発したモデルにより、
サービス提供を行う。

ベンダが納品した学習
済みモデルについて、
追加の学習用データ
セットを使って学習をす
る

想定される成
果物

レポート等
・レポート
・学習済みモデル
（パイロット版）等

学習済みモデル等 なし（サービスの提供に
伴うレポート）

再利用モデル等

締結する
契約

秘密保持契約書等 導入検証契約書 等 ソフトウェア開発契約書 サービス利用契約書 場合による

①アセスメント ②ＰoＣ ③開発 ④サービス提供 ⑤追加学習

AIモデルの研究開発プロセス例
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

第3. 農業分野におけるＡＩを利用した製品・サービスに関する契約上の留意事項
1. AIを利用した一般的な製品・サービスに関する契約における特徴と留意点

AI技術の特性を当事者が理解し
ていないこと

AI技術を利用したソフトウェアの権
利関係・責任関係等の法律関係

が不明確であること

ユーザがベンダに提供するデータに
高い経済的価値や秘密性がある

場合があること

AI技術を利用したソフトウェアの開
発・利用に関する契約プラクティス

が確立していないこと

 AI技術やその特性について、共通の理解と認識が形成されていないために、当事者の

意見の食い違いや誤解が生じ、トラブルが発生しやすい。

 AI技術の特性が理解されていない結果、成果物の性能保証等をめぐって、ユーザと

ベンダとの間で決着がつかないおそれがある。

 AI技術を利用したソフトウェアに関する権利関係や責任関係について、法律によって

明確にされていない部分が多い。

法的関係が法律によって明確に示されていない場合、当事者の予測可能性が担保さ

れていないため、交渉がまとまらないおそれがある。

ユーザが提供するデータは、競争力の源泉となる経済的価値や秘密性があるデータで

ある場合もある。

ベンダは、たとえば、学習済みモデルに含まれる学習済みパラメータから生データを読み

取ることは一般的に困難であり、モデルの転用活用等を進めたい傾向にある。

 AI技術を利用したソフトウェアの有する特性、データ・ノウハウの価値、相手方の立場に

ついて十分に理解されないままに契約交渉が行われていることも少なくない。

両当事者に契約のためのプラクティスがないままでは、実務的な調整を行うことが困難で

あり、円滑なAI技術の開発・利用が阻害されてしまう。

問題の所在 具体的な内容

【記述概要】
• AIモデルの研究開発のうち、機械学習モデルの開発は一般的なICTサービスや製品とは異なる開発上の特徴を有し
ていることから、大きく4つの問題点を挙げることができる（下図参照）。

• さらに、AIモデルの研究開発の特徴として、以下の点が挙げられる。
 学習済みモデルの内容・性能等が契約締結時に不明瞭な場合が多いこと

 事前の性能保証が性質上困難であること
 事後的な検証等が困難であること
 探索的なアプローチが望ましいこと

 学習済みモデルの内容・性能等が学習用データセットによって左右されること
 ノウハウの重要性が特に高いこと
 生成物に更なる再利用の需要が存在すること

AIを利用したモデル研究開発・サービス提供に係る契約上の問題の所在
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

2. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスにおける契約関係

【記述概要】
• 本ガイドラインが想定する農業分野のAIモデルの利用では、下記の4つの契約を想定している。

 農業関係者等が研究開発に際して行うデータ提供するに関する契約（農業関係者等－AIモデル研究開発の主
体間）

 農業関係者がAIを利用する製品・サービスの利用に関する契約（農業関係者ー製品・サービス提供者）
 AIを利用した研究開発を行う際の、研究開発に関する委託に関する契約（AIモデル研究開発委託者ーAIモデ
ル研究開発者間）

 AI研究開発の主体から、第三者に対するデータ等の提供に関する契約（AIモデル研究開発の主体－第三者
間）

• 上記の契約は、経済産業省ガイドラインや農業分野データ契約ガイドラインでも示されている類型であることから、
それらとの整合性を取る観点から、本ガイドラインにおいても踏襲できるところは踏襲し、農業分野における特殊
性や、AIモデルの研究開発の特殊性などから変更が必要な部分については、その内容を示すことを想定する。

農業関係者
（農業従事者・農業団体）

研究開発委託者（国・企業等）
（AIモデル研究開発委託者）

第三者

研究試験機関等
（大学・公設試験機関・企業等）

（AIモデル研究開発者）

民間事業者
（製品・サービス提供者）

（AIモデル研究開発委託者）

公的機関
（受託契約管理団体）

受託者
（内部構成は契約内容等により異なる）

研究委託契約
開発委託契約

データ等提供契約（研究開発・サービス提供により取得したデータの提供）

農業分野のAIの研究開発及び製品・サービス
利用に関連する契約関係（概要）

研究委託契約
（再委託）

開発委託契約

開
発
委
託
契
約 研

究
委
託
契
約

データ等提供契約
※ 委託者を構成する主体のいずれかと

取り決めるケースもある

製品売買契約

サービス提供契約
（製品提供と一体的に
行われるケースもある）

製品・サービス提供
協力契約

データ利用同意の撤回

農業団体

農業関係者協
力
依
頼

※個別契約型

※多段契約型

企業
他産地農業関係者等

試験機関等
行政機関等

海外企業等
海外農関係等

国内

海外

農業分野データ契約ガイドライン（データ提供型）が基本的に該当

農業分野データ契約ガイドライン（データ提供
型・データ創出型）が基本的に該当

経
済
産
業
省
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
基
本
的
に
該
当

経済産業省ガイドラインが
基本的に該当

各契約関係と参照すべき契約ガイドラインの関係
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3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの研究開発場面における契約の当事者に関する留意点

２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

研究開発
委託者

類型の特徴 類型における特徴・考慮要素

国 国が、農業支援等の目的により、AI
製品・サービスの研究開発委託を行う

・国策としての農業支援等の産業振興目的の施策に基づいて、成果物の権利関係や利用関係に
関する制限等を定める。

・競争力の向上を実現する観点から、成果物等の利用先の制限や、ノウハウの国外への流出防止
に資する対応を行うことがある。

・国の資金を投入する関係で日本版バイドール法への対応などが生じることがある。
・公的機関 等が受託管理機関として位置づけられ、内部的な契約内容を管理することがある

地方公共
団体等

地方公共団体等が、地域農業支援
等の目的により、AI製品・サービスの
研究開発委託を行う

・地域の産業振興等の施策目的や、地域における農業技術の継承などの目的に基づいた成果物の
権利関係や利用関係に関する制限等を定める。

・地域間競争力の向上を実現する観点から、地域外への成果物等の利用先の制限や、ノウハウの
流出防止に資する対応を行うことがある。

・農業普及員が有する地域における農業生産のノウハウの活用促進を図る目的で、開発委託がな
されることがある。

・公的機関等が受託管理機関として位置づけられ、内部的な契約内容を管理することがある

農業関係
者

農業関係者が、自らの利用目的等の
ためにAI製品・サービスの研究開発委
託を行う

・委託者との契約の中で、農業関係者との研究開発協力関係を定める
・受託者関係は基本的には経済産業省ガイドラインを踏襲
・成果物の権利関係や利用関係が農業関係者の内部関係に基づき決定される
・委託者が法人格を有しない場合の考慮が必要

企業等 一般企業・団体が、農業分野での
サービス提供目的でAI製品・サービス
の研究開発委託を行う

・委託者との関係及び受託者の内部関係は基本的には経済産業省ガイドラインを踏襲

なし AI製品・サービス提供者が自ら、AI製
品・サービスの研究開発を行う

・受託者関係は基本的には経済産業省ガイドラインを踏襲

【記述概要】
• 農業分野におけるAIモデルの研究開発では、国や地方公共団体がAIモデル研究開発委託者となるケースが多い。こ
の場合、公的資金の投入目的が施策の実現にあることから、研究開発に関する契約においても、その目的に応じた
考慮が求められる。この点が、農業分野におけるAIモデルの研究開発の特殊性の一つとして挙げられる。
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

4.農業分野におけるAIを利用した製品・サービスに関して農業関係者により提供されるデータ・ノウハウ等

【記述概要】
• 農業関係者等が保有するノウハウについては、暗黙知レベルのものと形式知レベルのものがある。
• 農業関係者等が提供するデータには、形式知を裏付けるもののほか、潜在的に暗黙知が含まれるものがある
• AIモデルの研究開発においては、提供するノウハウの有用性や価値なども考慮要素として検討する必要があるが、その判断のための
一つの基準として、形式知については流通性などを考慮することが挙げられる。（下表参照）

ノウハウの例 特徴等

形式知

マニュアル等で市販流通しているもの
(ex. 一般書籍として販売されている栽培マニュアル)

・ノウハウとしての希少性は小さい

・汎用性は高いものが多い

特定の範囲（地域・団体）でのみで流通する情報
（ex. 地域内での特定の作物に関する栽培方法など
の専門的なマニュアル）

・流通が限定されていることから、ノウハウとしては希少性が比較的

高いものが多い

・特定の範囲を対象とするものであるが、汎用性については高いもの

と低いものが含まれる。

・データ化されているものについては、管理方法によっては「限定提供

データ」としての保護を受けることができる。

個々の農業関係者のみで管理される生産方法等に関
する情報
（ex. 特定の作物の収量を向上させるための創意工
夫）

・農業関係者内でのみ活用されるもの。公開することで希少性が大

きく下がる可能性がある。

・汎用性については高いものと低いものが含まれる。

・要件を満たすことで営業秘密としての保護を受けうることもある

暗黙知

経験的な知見に基づく情報
(ex.一定の経験を経て修得される技能)

・形式知化されない限り、広範に流通しにくい。

・汎用性については高いものと低いものが含まれる。

・暗黙知のままでは営業秘密として保護することは難しい。

地域等において口伝される情報
（ex.地域の気候等の特質に応じた栽培上の留意点、
対応方法）

・各地域（地域や部会）で共有されているものや一子相伝的なも

のが含まれる。

・形式知化されない限り、広範に流通しにくい。

・汎用性については低いものが多い。

・暗黙知のままでは営業秘密として保護することは難しい。

各契約関係と参照すべき契約ガイドラインの関係
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

【記述概要】
• ノウハウの提供に際しては、形式知の場合には、提供するデータの内容や利用方法、管理方法などを提供先と確認することで、提供

する農業関係者におけるノウハウ提供のリスクは低減できるものと考えられる。そこで、データおよびノウハウを提供する場合には、下表

の内容について、提供先から提示してもらい、その内容を確認したうえで判断することが求められる。

• 暗黙知の場合には、AIモデルの形になって、初めて具体的なノウハウが示され、リスク判断が可能になることから、事前にすべてを取決

めることは難しい。そこで、最低限、提供したデータのほか、派生データ等に関する情報全般について、当事者間での守秘義務の対象

とすることで、不測の損害を被るリスクを減少させることにつながることが期待される。

事前 情報
提供の場面

事前に提供されるべき情報の内容 事前に確認すべき理由

提供先での
ノウハウの利
用

利用目的（特に提供先の自己利用目
的）

• 利用目的が明確でないと、提供したノウハウが、農業関係者等が想定した範囲を超えて、提供先で利用さ

れることになり、農業関係者が許諾した趣旨と反した利用が行わる可能性がある。

• 農業関係者等がノウハウ提供の対価を受けている場合には、相応の対価が得られない可能性がある

提供データの利用方法（組み合わせ
等）

• 提供データの利用方法によっては、提供を予定した以外のノウハウが流出することがある。

• 特に農業関係者の認識にないノウハウが分析結果により判明し、提供時の趣旨に反する利用がされる場合

がある。

利用期間 • 利用期間を定めない場合には、ノウハウの提供に伴うリスクが無期限に発生することになり、受容したリスク が

生じることがある。

成果物の利用期間 • 成果物（学習済みモデル等）の利用期間を定めないと、農業関係者が事後に他の事業者等にノウハウを

提供する場合に、競業避止など関係で制約がかかる恐れがある。

提供先での
ノウハウの管
理

管理方法（安全管理措置、監査等） • 提供したノウハウの管理方法が不明確であると、セキュリティ面からのリスクを事前に把握できないほか、秘

密 としての管理を農業関係者が行っていても、秘密性などの管理が担保できない可能性が生じる。

利用後の対応（削除及び削除証明） • 提供先における利用後の削除等が把握できないと、契約 期間以降にノウハウの流出が生じるリスクが生じる。

ノウハウの第
三者提供

提供先及び提供先での利用目的 • 提供先及び提供先での利用目的が明確でないと、農業関係者は競合に対してノウハウを提供するリスクが

生じる。

提供形態（データ、パラメータ等の提供、

製品・サービス提供等）

• 提供形態等が明確でないと、想定外のノウハウの活用がなされたり、競合となるリスクの判断を誤ったりする可

能性が生じる

提供するノウハウの範囲・レベル（提供

時のノウハウの抽象化等）

• 提供するノウハウの範囲や、ノウハウの抽象度（汎用レベルの範囲であれば可など）が把握できないと、想定

外のノウハウ流出が生じる可能性が生じる。

ノウハウの提供において農業関係者に事前に提供すべき情報の例
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２．各項目の構成案②（農業ＡＩの研究・開発、利用に関する基本的事項）

5.個人情報等の対応
【記述概要】
• 農業関係者のうち、個人の農業従事者における営農情報等は、個人情報として扱う必要が生じるものもある。AIモデルの開発に際

して用いられる学習用データセット等においても、個人情報が含まれている場合には、これに準じて取り扱うことが求められる。

• 個人情報の利用に際しては、個人情報の情報主体からの同意が必要であるが、明示的に同意を得ることが望ましい。

• 学習済みパラメータについては、それ自体には個人情報が含まれているケースは少なく、生データを再現することが困難である場合が

多いが、個人の農業関係者においては、提供した個人情報がAIモデルの中で残っているのではないか、との疑念を持つこともあるため、

十分な同意を得るための説明が求められる。

• なおデータ提供などに際して、契約上、個人情報が含まれていないことを相手方に示す場合には、いわゆる表明保証責任が生じる可

能性があるため、留意する必要がある。また提供するデータ等に個人情報が含まれる場合には、提供する個人情報が、個人情報保

護法などの規定に従った取扱いがなされたものであることを示すことで、受領者側において、円滑に利用できることが可能となる。
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

第４ 第4.AIを利用した研究開発に関するモデル契約におけるポイント
１モデル契約書の提示方針

② タームシートの添付

【記述概要】

• モデル契約書の提示については、以下の方針で行う。

• 研究開発場面では、農業関係者とAIモデルの研究開発主体との間での契約と、AIモデルの研究開発を行う主体内部でのAIモデル

研究開発委託者とAIモデル研究開発者との契約が想定される。

 農業関係者とAIモデルの研究開発主体との間での契約については、基本的には農業分野データ契約ガイドラインにおけるデー

タ提供型またはデータ創出型の契約のひな型が該当すると考えられる。そこでAIモデル開発における違いなどを踏まえた個所の

み提示する。

 AIモデル研究開発委託者とAIモデル研究開発者との契約関係は、基本的には経済産業省ガイドラインが該当すると考えられ

る。但し農業分野、及び、国や行政機関等が委託者となる場合の特殊性を、全体的に考慮する必要があるため、この観点か

らの変更と解説を行う。

• サービスの利用場面では、農業関係者と製品・サービス提供者との間の契約が想定されるが、製品やサービスの内容は多様であり、契

約のひな型として示すことは難しい。そこで、AIモデルを利用した製品・サービスの特殊性から考慮すべき点を整理して示す。

• 第三者提供については、製品・サービス提供者又はAIモデル研究開発者と第三者の間でのデータ等の提供契約になる。そこで基本的

には農業分野データ契約ガイドラインにおけるデータ提供型またはデータ創出型の契約のひな型が該当すると考えられる。但しAIモデル

に関連する派生データにおける特殊性を鑑みて、提供における留意点を示すこととする。

• 第三者提供先については、競争力強化の観点から国内外（の特定地域）の第三者への提供に制限する場合には、本ガイドラインで

示す各契約類型において、その旨を留意点として示した。
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

【記述概要】

• タームシートは、契約の目的や契約概要、当事者間で提供したデータやノウハウの概要やその利用期間、成果として得られた知的財

産とその帰属や利用関係、秘密保持に関する内容などを一覧できるように示すものである。

データ・ノウハウ提供契約（データ提供型契約）のタームシートの例

項目 記載内容
契約の目的
契約当事者
本契約で関係する他の契約 本契約により提供するデータの利用や第三者提供に関して関連する他契約があれば記載

（契約当事者も併せて記載）
提供するデータの概要
提供対象となるデータ 主な項目

期間 ○年〇月〇日～○年〇月〇日
提供方法
営業秘密管理の有無

提供データの利用等 利用目的
利用期間 ○年〇月〇日～○年〇月〇日
利用形態 無加工 仮名化利用 匿名加工利用

その他（ ）

第三者提供 有 無 ある場合には提供先または範囲

データ提供先の所在地 データ利用先が利用する所在地を記載
提供先における管理方法の概要

想定される派生データ、生成される知的財産に関する
事項（派生データ、知的財産ごとに記載）

内容
利用目的
利用関係
帰属関係

提供データにより開発が予定されるAIモデルの概要

データから得られることが想定されるノウハウの内容

データ提供に伴う対価等 想定する対価、あるいは事業化した際の利用条件を記述

秘密保持の期間 ○年〇月〇日～○年〇月〇日
契約終了後の削除等 有 無
その他特記事項
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

2. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契約
（1）研究開発場面において農業関係者が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約

【記述概要】
• 研究開発における農業関係者が締結するデータ提供型／データ創出型契約において、農業分野データ契約ガイドラインから変更し
た契約項目を示す。

農業分野データ契約ガイドライン
の条項から変更した条項

変更の趣旨 変更内容

第１条（定義）

提供データ等にノウハウについて明
示

「データ提供者がデータ受領者に対して提供するデータ提供者が利用権限を有する
情報（ノウハウほか）」と示した

著作物にプログラムを含む旨を明
示

（以下解説において記述）
AIモデルの研究開発では、成果物として学習済みモデルの作成が行われる。学習済
みモデルには、学習済みパラメータと推論プログラムなどが含まれる。このうち学習済み
パラメータについては、「派生データ」として位置づけることができるものの、推論プログラ
ムについては、著作物としての処理が求められる。本ガイドラインではこの点を明示して、
適切な対応を示すために、「本件成果著作物」とした

第３条（提供データ等の利用
許諾）

国の事業等で提供先を国内の第
三者に限定する際の規定例を提
示

（通常の第三者制限に関する条項に加えて）
「なお開示、提供等先となる第三者については、本研究開発における政策的な目
的などの観点から、●●地域内での利活用を行える第三者に限定する。」

第８条 （提供データ等管理）

秘密としての管理性が認められる
ことを求める

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（かつ、提供データ等に営業秘密が含まれている場合には、営業秘密と
しての保護のための要件を満たす水準の）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。

損害賠償の予定を明示（農業分
野データ契約ガイドラインでオプショ
ンであったものを標準にした）

提供データ等の漏えい、消失、データ提供者の許諾を得ない第三者提供、目的外
利用等、本契約に違反するデータ受領者の提供データ等の利用により、データ提供
者に損害が生じた場合、データ受領者はデータ提供者に対して違約金として●円を
支払う義務を負う。ただし、データ提供者に生じた損害が上記違約金額を上回る場
合には、データ提供者は実際に生じた損害額を立証することでデータ受領者に対し
当該損害額の賠償を請求することができる。

第１１条（派生データ等の取
扱）

プログラムについての共有の範囲を
限定する（学習用プログラム等を
共有対象から外す）

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（著作権につい
ては、本件成果著作物を対象とする）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。
※運用上、本件成果著作物から学習用プログラムは外す。また学習用プログラム
等で既存
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

カテゴリ 契約内容として確認する項目等
有無（〇を
つける）

項目としてな
い場合の代
替的対応

チェックの観点

契約の目的 データ提供の目的
契約の目的があいまいであると、各条項が詳細に定められていない場合に、不測のトラブル
が生じることがある（例：提供データの目的外利用、無断商用利用等）

各種定義
データ名、項目名、加工、派生データ、著作物、
ノウハウ

契約対象なる用語を明確にすることで、解釈による不一致が生じないようにする（例えばノ
ウハウの範囲など）

提供したデータ

提供データ名（ファイル名、データベース名等で
特定できれば特定）

提供データの内容を明らかにすることで、契約の対象となるデータの範囲等を明らかにする。
データの範囲（項目、粒度、量（件数ほか）
データの期間
データの提供方法（ファイル、自動送信等（自
動送信の場合には送信元の機器も含める）

データ提供（創出）者が提供に際して行う義務などを明らかにする。提供頻度
創出型の場合には創出・取得・収集方法
データの保証・非保証・免責

データの利用条件

利用目的、加工の有無、条件

提供したデータの利用目的、加工の有無、条件などを明らかにすることで、提供者の意に反
した利用方法を防ぐ。
提供データの利用の仕方により、農業関係者のノウハウが分析される可能性がある（データ
の組み合わせや分析方法等）がため、利用目的との関係で、利用方法やノウハウとの関係
を確認することも求められる。

第三者提供の可否、範囲、手続（提供や創出
するデータ、ノウハウ、派生データ、およびこれらよ
り生じる知的財産ごとに示す）

データ提供者が意図しない第三者への提供を防止する

利用に関する独占・非独占
（提供や創出するデータ、ノウハウ、派生データ、
およびこれらより生じる知的財産ごとに示す）

提供（創出）されたデータや派生データ、ノウハウが、提供により相手方に独占的にする権
利が移転するか（提供者が使えなくなるか）、提供後も利用できるかなどを示す。

利用期間
（特に契約期間との関係を確認）

提供データがいつまで利用されるのか（契約期間内か、一定期間内か、無期限か）などを
明確にする。これにより、提供データの保護や、データ提供者が別の提供先にデータ提供す
るなどの関係を明らかにすることができる。

利用する地域 データ提供者が意図しない地域での利用を防止する

利用方法（利用環境ほか）
AIモデル研究開発者がデータを利用するための環境（任意か、データ提供者が管理する
サーバ上のみだけか等）

派生データ、成果物等の提供者へのフィードバッ
ク

データ提供者に対する派生データとのフィードバックや利用権限の設定があるか

利用に関する対価の有無と内容、決定方法等 データ提供者に対する報酬の設定や、サービス等利用の最恵条件設定等があるか。

知的財産権の帰属と人格権の不行使等
プログラムや特許権等の知的財産権の帰属や、著作権等の人格権の不行使があるか（成
果物の変更の可否などが関係する）

本契約に関連する契約の有無及びその関係
（データ提供等に係る契約の前提となる契約や、
データ提供等を受けて行う研究開発契約の有
無、および本契約と関連する利用条件等の事
項の有無）

データ提供契約の契約目的の背景にある契約（例えば国からの委託契約に基づく等）や、
成果物の第三者提供契約の有無を明らかにすることで、本契約で定めた契約内容との整
合性を確保すべき契約の範囲を明らかにする。

農業関係者が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約のチェックリストの例（1/2）
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

カテゴリ 契約内容として確認する項目等 有無（〇
をつける）

項目としてない
場合の代替的
対応

チェックの観点

データの管理方
法

管理基準・注意義務の内容 提供（創出）データや派生データの管理内容や前提となる善管注意義務のレベルを明確に
することで、管理責任の重さを明らかにする。

営業秘密等に関する管理方法 提供データ等が提供者側で営業秘密として取り扱っている場合に、提供先での営業秘密の
管理方法を確認する。

個人情報の範囲、取扱い、管理方法 対象とする個人情報の範囲（特にIoTデータ）を明確にするほか、内部的な取扱い（生
データのまま使うか、特定性を削除して使うか等）や管理方法などについて明らかにすることで、
法律上の対応状況のほか、リスクを把握する。

データの管理方法 データの管理方法（主にセキュリティ）を確認する。
管理状況の報告（内容、方法、頻度） 管理状況に関するデータ提供者への報告の有無やその方法(web上、メール、他)、頻度(月

次、年次など)を明らかにする。
管理の是正等 データの管理方法に問題が生じた場合の、是正方法・方針などを示す。
契約終了後のデータ削除対象、方法・報
告等

契約終了とのデータ削除(削除する場合)の対象や削除方法、削除したことについてのデータ
提供者への報告方法（削除証明書をつけるか否かなど）を明らかにする。

契約上の一般
的事項

秘密保持義務 秘密の定義内容や、範囲を明らかにしたうえで、当事者間の秘密保持の対象や期間（契約
終了後含む）について確認できるようにする。

損害賠償関係 データ漏洩等が生じた場合の損害賠償責任の範囲・基準（注意義務の内容）、損害賠償
の予定、損害賠償額の上限の有無などを確認する。

免責 損害賠償責任などに対する免責条項（不可抗力ほか）
契約の有効期間 契約の有効期間について確認する（提供データの相手方の利用範囲に関係する）

解除 契約の解除事由の確認（相手方に契約に反する利用があった場合に解除できるかどうかに
関係する）

存続条項 契約終了後に存続する条項（第三者が保有する知的財産による紛争対応など）

譲渡禁止 契約上の地位の譲渡などについて、事前の書面による合意がない場合には認めない等を明ら
かにすることで、相手方が変更するリスクを防止する。

準拠法 一般的には日本法による
管轄裁判所等 一般的には日本国内の裁判所（地方裁判所）

農業関係者が締結するデータ・ノウハウの提供に係る契約のチェックリストの例（2/2）
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

2. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契約
（２）研究開発場面においてAIモデル研究開発主体間で締結する契約

【記述概要】
• 研究開発場面においてAIモデル研究開発主体間で締結する契約において、経済産業省ガイドラインから変更した契約項目を示す。

全体
変更の趣旨 変更内容

委託契約の対象

農業分野においては、PoCに該当す

る部分などを公設試験機関に委ねる

等、開発ではなく研究を伴うことが多

い。

• 農業分野においては、PoCに該当する部分などを公設試験機関に委ねる等、

開発ではなく研究を伴うことが多い。

• そのため、本ガイドラインで示す委託契約の対象としては、「AIモデルの研究開

発」を想定し、用語についてもこれを用いる。

AIモデル研究開発委託者が受

託契約管理団体等の場合

受託契約管理団体（例：国立研

究開発法人、独立行政法人）が

AIモデル研究開発委託者となる場

合には、AIモデル研究開発委託者

である受託契約委託管理団体にお

ける手続や規程等を踏まえて内容を

定めることが求められる。

・委託料およびその支払時期・方法（研究開発モデル契約ひな型第4条関係）

・研究開発に際しての体制等（研究開発モデル契約ひな型第8条第3項関係）

・再委託手続（研究開発モデル契約ひな型第９条関係）

・契約の変更手続き（研究開発モデル契約ひな型第10条関係）

・研究開発業務の完了の手続き（研究開発モデル契約ひな型第11条関係）

・秘密情報の取扱いにおける手続き（研究開発モデル契約ひな型第14条関

係）

・解除権の行使（研究開発モデル契約ひな型第25条関係）
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

2. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスにおける研究開発場面におけるモデル契約
（２）研究開発場面においてAIモデル研究開発主体間で締結する契約

【記述概要】
• 研究開発場面においてAIモデル研究開発主体間で締結する契約において、経済産業省ガイドラインから変更した契約項目を示す。

農業分野データ契約ガイドライン
の条項から変更した条項

変更の趣旨 変更内容

第７条（ベンダの義務）

善管注意義務の内容（AI分野
に関する専門知識の裏付けについ
て明示）

本AIモデル研究開発者は、情報処理技術に関する業界の一般的な専門知識、お
よびAIに関連する学会等における一般的な専門知識に基づき、善良な管理者の
注意をもって、本件業務を行う義務を負う。

契約の目的が達せられない場合の
手続き（合理的な範囲での説明
責任を明示）

本AIモデル研究開発者は、本件成果物について完成義務を負わず、本件成果物
等が本AIモデル研究開発委託者の業務課題の解決、業績の改善・向上その他の
成果や特定の結果等を保証しない。但し本AIモデル研究開発委託者における業
務課題解決等、本契約の目的が達せられない場合には、本AIモデル研究開発委
託者からの求めに応じて、本AIモデル研究開発者は、合理的な範囲での説明を
行い、本AIモデル研究開発委託者からの同意を得ることとする。

第９条（再委託）
再委託承諾原則の変更（国の
事業などを想定して、拒否要件を
緩和）

「なお、本AIモデル研究開発委託者が上記の承諾を拒否するには、合理的な理由
を要するものとする。」を削除

第１５条（個人情報の取り扱
い）

国・独立行政法人等の場合につ
いて別規定（対象となる法律が
異なるため）

本AIモデル研究開発委託者は、本開発の遂行に際して、個人情報の保護に関する
法律および独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（本条に
おいて、以下「法」という。）に定める個人情報または匿名加工情報（以下、総称し
て「個人情報等」という。）を含んだデータを本AIモデル研究開発者に提供する場合
には、事前にその旨を明示する。

第１６条（本件成果物等の著
作権）

農業関係者との共有ケースを追加
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

農業分野データ契約ガイドラインの
条項から変更した条項

変更の趣旨 変更内容

第１６条（本件成果物等の著
作権）

農業関係者との共有ケースを追加

【C２案】本AIモデル研究開発委託者・本AIモデル研究開発者、農業関係者との共有
とする場合
１ 本件成果物および本開発遂行に伴い生じた知的財産（以下「本件成果物等」と
いう。）に関する著作権（著作権法第27条および第28条の権利を含む。）は、本AI
モデル研究開発委託者の本AIモデル研究開発者に対する委託料の支払いが完了した
時点で、本AIモデル研究開発委託者、本AIモデル研究開発者または第三者が従前か
ら保有していた著作物の著作権を除き、本AIモデル研究開発者、本AIモデル研究開発
委託者、別紙「研究開発業務内容の詳細」に示す「ノウハウ提供者」との共有（持分均
等）とする。なお、本AIモデル研究開発者から本AIモデル研究開発委託者、ノウハウ提
供者への著作権移転の対価は、委託料に含まれるものとする。
２ 前項の場合、本AIモデル研究開発委託者および本AIモデル研究開発者は、共有
にかかる著作権につき、本契約に別に定めるところに従い、前項の共有にかかる著作権
の行使についての法律上必要とされる共有者の合意を、あらかじめこの契約により与えら
れるものとし、相手方の同意なしに、かつ、相手方に対する対価の支払いの義務を負うこ
となく、自ら利用することができるものとする。
３ 本AIモデル研究開発委託者、本AIモデル研究開発者、およびノウハウ提供者は、
他の共有者の同意を得なければ、第1項所定の著作権の共有持分を処分することはで
きないものとする。
４ 本AIモデル研究開発委託者、本AIモデル研究開発者および農業関係者は、本契
約に従った本件成果物等の利用について、他の当事者および正当に権利を取得または
承継した第三者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

著作権の譲渡先の限定
本件成果物および本開発遂行に伴い生じた知的財産（以下「本件成果物等」とい
う。）に関する著作権については、別紙「研究開発業務内容の詳細」に示す「知的財産
の譲渡・利用許諾先の範囲」に定める内容でのみ、譲渡、あるいは利用許諾を行う。

第１７条（本件成果物等の特
許権等）

第三者（農業関係者）の貢献が
ある場合の共有規定の追加

２ 本AIモデル研究開発委託者および本AIモデル研究開発者および別紙「研究開発
業務内容の詳細」に示す「ノウハウ提供者」が共同で創出した本件成果物等に関する
特許権等については、本AIモデル研究開発委託者、本AIモデル研究開発者、および
「ノウハウ提供者」との共有（持分は貢献度に応じて定める。）とする。この場合、本AI
モデル研究開発委託者、本AIモデル研究開発者、および「ノウハウ提供者」は、共有に
かかる特許権等につき、本契約に定めるところに従い、それぞれ相手方の同意なしに、か
つ、相手方に対する対価の支払いの義務を負うことなく、自ら実施することができるものと
する。

日本版バイドール法の適用ケースを
追加

４ 本件成果物が産業技術力強化法第17条の適用対象となる場合には、同条に定
める手続きを行ったうえで、特許権等の帰属を決定するものとする。

特許権の譲渡先の限定 著作権における譲渡先限定と同様の規定
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

農業分野データ契約ガイドライン
の条項から変更した条項

変更の趣旨 変更内容

第２１条（知的財産権侵害の
責任）

AIモデル研究開発者の非保証
ケースの変更（農業関係者からノ
ウハウ等の提供を受け場合に生じ
る当該農業関係者が提供したノウ
ハウの侵害については、非保証、の
範囲から外す）

本AIモデル研究開発者は本AIモデル研究開発委託者に対して、本件成果物等の
使用等が第三者の知的財産権（ただし、著作権およびAIモデル研究開発者が直
接、第三者から知的財産の提供を受けた場合を除く）を侵害しない旨の保証を行
わない。

第２２条（損害賠償）
損害賠償の上限に関する変更
（農業関係者に対する損害賠償
との整合性を取るため）

２ 本AIモデル研究開発者が本AIモデル研究開発委託者に対して負担する損害
賠償は、知的財産権の侵害は除き、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当
利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約の委託料を限度とす
る。
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

3.農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面におけるモデル契約

【記述概要】
• 製品・サービス利用における農業関係者が締結する製品・サービス利用規約等における契約項目について示した。
• 下記に主なチェック項目を示す。

カテゴリ 契約内容として確認する項目等 項目としてない場合の代替的対応

契約の目的 データ提供の目的 • 契約の目的があいまいであると、各条項が詳細に定められていない場合に、不
測のトラブルが生じることがある（例：提供データの目的外利用）

各種定義 データ名、項目名、加工、派生データ、著
作物、ノウハウ

• 契約対象なる用語を明確にすることで、解釈による不一致が生じないようにする
（例えばノウハウの範囲など）

提供したデータ 利用データ名 • 提供データの内容を明らかにすることで、契約の対象となるデータの範囲等を明
らかにする。

利用データの範囲（項目等） • 利用者において明示されないデータについても示す

データの期間 • 提供データの内容を明らかにすることで、契約の対象となるデータの範囲等を明
らかにする。データの提供方法（自動送信の有無ほ

か）

提供頻度（利用都度、ほか）

データの利用条件 利用目的、加工の有無、条件
（特に自己利用目的や追加学習の有無
等を確認）

• 提供したデータの利用目的、加工の有無、条件などを明らかにすることで、提
供者の意に反した利用方法を防ぐ。

• 提供データの利用の仕方により、農業関係者のノウハウが分析される可能性が
ある（データの組み合わせや分析方法等）がため、利用目的との関係で、利
用方法やノウハウとの関係を確認することも求められる。

第三者提供の可否、範囲、手続（提供
や創出するデータ、ノウハウ、派生データ、お
よびこれらより生じる知的財産ごとに示す）

データ提供者が意図しない第三者への提供を防止する

利用に関する独占・非独占
（提供や創出するデータ、ノウハウ、派生
データ、およびこれらより生じる知的財産ごと
に示す）

• 提供（創出）されたデータや派生データ、ノウハウが、提供により相手方に独
占的にする権利が移転するか（提供者が使えなくなるか）、提供後も利用で
きるかなどを示す。

利用期間
（特に契約期間との関係を確認）

• 提供（創出）されたデータや派生データ、ノウハウが、提供により相手方に独
占的にする権利が移転するか（提供者が使えなくなるか）、提供後も利用で
きるかなどを示す。
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

3. 農業分野におけるAIを利用した製品・サービスの利用場面におけるモデル契約

カテゴリ 契約内容として確認する項目等 項目としてない場合の代替的対応

データの利用条件 利用する地域 • 提供データがいつまで利用されるのか（契約期間内か、一定期間内か、無期
限か）などを明確にする。これにより、提供データの保護や、データ提供者が別
の提供先にデータ提供するなどの関係を明らかにすることができる。

派生データ、成果物等の提供者への
フィードバック

• 特に追加学習の目的とその利用方法などについての確認を行う

利用に関する対価の有無と内容、決定
方法等

• データ提供者に対する報酬の設定や、サービス等利用の最恵条件設定等が
あるか。

知的財産権の帰属と人格権の不行使
等

• プログラムや特許権等の知的財産権の帰属や、著作権等の人格権の不行使
があるか（成果物の変更の可否などが関係する）

データの管理方法 管理基準・注意義務の内容 • 提供（創出）データや派生データの管理内容や前提となる善管注意義務の
レベルを明確にすることで、管理責任の重さを明らかにする。

営業秘密等に関する管理方法 • 提供データ等が提供者側で営業秘密として取り扱っている場合に、提供先で
の営業秘密の管理方法を確認する。

個人情報の範囲、取扱い、管理方法 • 対象とする個人情報の範囲（特にIoTデータ）を明確にするほか、内部的な
取扱い（生データのまま使うか、特定性を削除して使うか等）や管理方法な
どについて明らかにすることで、法律上の対応状況のほか、リスクを把握する。

データの管理方法 • データの管理方法（主にセキュリティ）を確認する。

管理状況の報告等 • 管理状況に関するデータ提供者への報告の有無やその方法(web上、メール、
他)、頻度(月次、年次など)を明らかにする。

データの管理方法に問題が生じた場合
の、是正方法・方針などを示す。

• データの管理方法に問題が生じた場合の、是正方法・方針などを示す。

契約終了とのデータ削除(削除する場
合)の対象や削除方法、削除したことに
ついてのデータ提供者への報告方法
（削除証明書をつけるか否かなど）を
明らかにする。

• 契約終了とのデータ削除(削除する場合)の対象や削除方法、削除したことに
ついてのデータ提供者への報告方法（削除証明書をつけるか否かなど）を明
らかにする。
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

4.農業関係者が提供したデータ等の第三者提供のモデル契約

【記述概要】
• 農業関係者が提供したデータ等の第三者提供のモデル契約における契約項目について示した。
• 下記に主なチェック項目を示す。

カテゴリ 契約内容として確認する項目等 項目としてない場合の代替的対応

契約の目的 提供の目的 • 契約の目的があいまいであると、各条項が詳細に定められていない場合に、不測の
トラブルが生じることがある（例：提供モデルの目的外利用）

各種定義 データ名、項目名、加工、派生データ、著作
物、ノウハウ

• 契約対象なる用語を明確にすることで、解釈による不一致が生じないようにする
（例えばノウハウの範囲など）

提供対象となるデータ、
知的財産

提供するデータ、知的財産、権名 • 提供データやノウハウ、知的財産権の内容を明らかにすることで、契約の対象となる
ものの範囲等を明らかにする。

提供対象となるデータ、知的財産権の範囲
（項目等）

• データの項目名や派生データ、提供する知的財産の構成についても示す

提供データの期間 • データの提供形態等を明らかにすることで、契約の対象となるデータの範囲等を明ら
かにする。データの提供方法（自動送信の有無ほか）

提供頻度（利用都度、ほか）

提供先の範囲 提供先の定義 • 提供先として、直接の提供先のみが対象であるのか、親会社・子会社など資本関
係がある者も対象となるのか等、提供先の範囲について明らかにする。

• なお必要に応じて、提供する対象（データ、ノウハウ、知的財産権）に応じて定義
する。

再提供の可否 • 提供先である第三者からさらに第三者へ提供あるいは開示することの可否や条件
などを明らかにする。（例えば、第三者からの提供は不可、統計化したものについて
は開示可能等）

提供先における利用
条件

利用目的、加工の有無、条件
（特に自己利用目的や追加学習の有無等
を確認）

• 提供したデータや知的財産権の利用目的、加工の有無、条件などを明らかにする
ことで、提供者の意に反した利用方法を防ぐ。

• 提供したデータ等の利用の仕方により、農業関係者のノウハウが分析される可能性
がある（データの組み合わせや分析方法等）がため、利用目的との関係で、利用
方法やノウハウとの関係を確認することも求められる。

利用に関する独占・非独占
（提供や創出するデータ、ノウハウ、派生デー
タ、およびこれらより生じる知的財産ごとに示
す）

• 提供（創出）されたデータや派生データ、ノウハウが、提供により相手方に独占的
にする権利が移転するか（提供者が使えなくなるか）、提供後も利用できるかなど
を示す。

利用期間
（特に契約期間との関係を確認）

• 提供（創出）されたデータや派生データ、ノウハウが、提供により相手方に独占的
にする権利が移転するか（提供者が使えなくなるか）、提供後も利用できる
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

4. 農業関係者が提供したデータ等の第三者提供のモデル契約

カテゴリ 契約内容として確認する項目等 項目としてない場合の代替的対応

契約の目的 利用する地域 • 契約の目的があいまいであると、各条項が詳細に定められていない場合に、不測の
トラブルが生じることがある（例：提供モデルの目的外利用）

各種定義 派生データ、成果物等の提供者へのフィード
バック

• 契約対象なる用語を明確にすることで、解釈による不一致が生じないようにする
（例えばノウハウの範囲など）

提供対象となるデータ、
知的財産

利用に関する対価の有無と内容、決定方法
等

• 提供データやノウハウ、知的財産権の内容を明らかにすることで、契約の対象となる
ものの範囲等を明らかにする。

知的財産権の帰属と人格権の不行使等 • データの項目名や派生データ、提供する知的財産の構成についても示す

競業避止義務規定 • データの提供形態等を明らかにすることで、契約の対象となるデータの範囲等を明ら
かにする。

提供先における管理
方法

管理基準・注意義務の内容 • 提供（創出）データや派生データ、知的財産の管理内容や前提となる善管注意
義務のレベルを明確にすることで、管理責任の重さを明らかにする。

営業秘密等に関する管理方法 • 提供内容が提供者側で営業秘密として取り扱っている場合に、提供先での営業
秘密の管理方法を確認する。

個人情報の範囲、取扱い、管理方法 • 対象とする個人情報の範囲（特にIoTデータ）を明確にするほか、内部的な取扱
い（生データのまま使うか、特定性を削除して使うか等）や管理方法などについて
明らかにすることで、法律上の対応状況のほか、リスクを把握する。

データ等の管理方法 • データ等の管理方法（主にセキュリティ）を確認する。

管理状況の報告等 • 管理状況に関するデータ提供者への報告の有無やその方法(web上、メール、他)、
頻度(月次、年次など)を明らかにする。

管理の是正等 • 提供したデータ等の管理方法に問題が生じた場合の、是正方法・方針などを示す。

契約終了後のデータ削除対象、方法・報告
等

• 契約終了とのデータ等の削除(削除する場合)の対象や削除方法、削除したことに
ついての提供者への報告方法（削除証明書をつけるか否かなど）を明らかにする。
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２．各項目の構成案④（モデル契約書のポイント）

第5. （参考）モデル契約ひな型・関連ガイドライン等

【記述概要】
• 本ガイドラインで解説をした契約形態のうち、

• データ・ノウハウ提供契約
• AIモデル研究開発委託契約

についてのひな型を掲載した。

・本ガイドラインに関連する政府が公表するガイドラインについて示した。

・AIを活用した農業分野の製品・サービスの例について示した。
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（４）本日ご議論いただきたいこと



© 2019 NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTING, Inc. 53

本日ご議論いただきたいこと

１．ガイドラインの構成について

前回の検討会で、ガイドラインの構成について、利用場面を最初にするのがよいのではないかという意

見をいただいたが、事務局で整理した結果、利用場面については読者として想定される農業関係者が

多いものの、説明の流れで見ると、研究開発場面から示す方が、農業分野のAIの当事者関係が明らか

になる等の理由で、前回案を踏襲した。なお、「１．４本ガイドラインの読み方」において、AIモデルを組

み込んだ製品・サービスを利用する農業関係者が参照すべきポイントを明示した。

これらを踏まえてご意見をいただきたい。

２．モデル契約ひな型について

モデル契約ひな型については、前回の案では、農業分野データ契約ガイドライン、経済産業省ガイドラ

インとの差分のみを示すこととしたが、読者の読みやすさから、できるだけ他のガイドラインの参照を押さえ

る方針で、「５．」にまとめて載せることとした（その結果、全体としてページは増えている）。

このような構成についてご意見をいただきたい。

３．その他

その他、ガイドライン案についてご意見をいただきたい。
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