
機密性○情報 ○○限り

農業分野におけるデータ契約ガイドライン
に盛り込むべき事項（案）

平成30年７月13日
農林水産省食料産業局知的財産課

資料２



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。



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

⇒ 農業分野では多くが本類型に該当すると想定され、次頁以降、本類型を前提とする。

・・・

・・・



Ⅲ．データ創出型契約における主要な契約事項

○ 農業分野におけるデータ契約の多くの事例は、データ創出型に該当すると想定。
○ 経済産業省が策定した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン（データ編）」（平
成30年６月15日公表）の基本的な考え方を踏まえつつ、農業分野の特殊性を十分に考慮し、
データ創出型契約に係る主な論点を以下のとおり整理。

３

１．対象データの範囲について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項
○ 契約で定めるべき事項

契約で対象にするデータの範囲を合意し、
契約書で明記しておくことが必要。
例えば、センサー情報に関するデータに

ついて、●●の機器から▲～▲の期間に創
出されるデータが契約対象であることを明
確にする。

○ 留意事項等
創出されるデータの全てを列挙し、明確

な利用権限を定めることが難しい場合に備
え、当事者間の協議により利用権限を定め
る旨のバスケット条項を設けることも有益。

○ 農業分野においても、データの範囲を、
当事者間で明確にし、契約で規定しておく
べきことは同様。

○ ガイドラインの読者（特に農業者）がイ
メージしやすいよう、どのようなデータを
契約の対象とすることが想定されるか（ど
のようなデータに価値があるものと想定さ
れるか）具体的に例示するなど、農業者に
理解しやすいガイドラインとなるよう配慮
が必要。



４

２．データの粒度（個人情報の取扱を含む）について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項
○ 契約で定めるべき事項

ノウハウが流出する可能性を低減するため、
創出されるデータの粒度を粗くすることを検
討することも考えられる。
例えば、数値で表示されるデータについて

は、表示桁数を減らして数値の精度を下げる
ことなどが想定される。
また、対象データが個人に関するものであ

る場合、一部の情報をあえて収集しないこと
で、個人情報に該当することを避けることを
検討する必要がある（対象データが個人情報
に該当すれば、第三者に当該データを提供す
るためには原則として本人の同意を要する等
の個人情報保護法の規制が適用される）。
例えば、車両の走行データについてであれ

ば、出発時と到着時からそれぞれ一定の時間
については位置情報を削除することが考えら
れる。

○ 留意事項等
データの加工等は、データの有用性にも影

響し得るものであり、データの利用の観点と
データ保護の観点を踏まえたバランスの良い
検討が求められるところ。

○ データの粒度
農業分野においても、データの粒度を

当事者間で明確にし、契約で規定してお
くべきことは同様。
例えば、農業分野においては、作物の

生育状況に関する画像データの画素数を
下げることなどが想定される。

○ 個人情報の取扱
農業分野においても、個人情報が含ま

れうるデータは数多く存在し（土地の所
有者情報と結びついたデータなど）、ま
た、農業者の中には個人情報の流出を懸
念する声もあることから、農業の具体例
も交えて、分かりやすく解説する必要。



５

３．データの利用目的について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
データの利用目的を定めることにより、

対象データの利用権限の範囲を明確にす
る必要。
例えば、機器のメンテナンスの目的に

のみ機器の稼働データを利用することを
明確することなどが想定される。

○ 留意事項等
利用目的の設定は、データ創出に関す

るビジネスモデル全体に関わるものであ
り、利用促進と秘匿の必要性の両面から
評価することが望ましい。

○ 利用目的を明確にしておくべきことは、
農業分野においても同様。

○ 農業分野におけるデータの利用目的につ
いて、営農管理や生産の効率化といった目的
のほか、農協や地方公共団体が契約当事者と
なる場合には、新規就農者等の育成、産地全
体の技術力の底上げ、営農指導力の強化等も
想定され、収益性を念頭に置く株式会社間の
契約とは異なる配慮が必要になる可能性があ
る。



経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
① データは、加工等によって既存のデー
タから大きな価値を引き出すことができ
る可能性もあるため、対象となるデータ
の加工等の可否及びその方法を契約で定
めることが考えられる。

② 生データの利用権限とは別に、加工等
により創出される派生データに関する利
用権限及び知的財産権についても当事者
間で明確に合意しておく必要がある。

○ 留意事項等
経産省ガイドラインでは、派生データ

を、「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」と定義。
派生データに対する利用権限を設定す

る際には、分析の対象となる生データの
創出に対する各当事者の寄与度、データ
の加工等にかかる労力及び専門知識の重
要性、派生データの利用により当事者が
受けるリスク等が考慮要素となる。

○ 農業分野においても派生データの活用に係
る取組が行われており、例えば、気象データ、
土壌データ、糖度データ等のデータ単体が持
つ価値が、統合・分析によって高まる場合が
あり得る（例えば、糖度の高い生産を行うた
めの生産管理に応用可能）。

○ 経産省ガイドラインでは、派生データの帰
属を決定する際の考慮要素として、生データ
創出への寄与度等を考慮するとされているが、
農業分野においても、データ創出に複数の者
が関与することが想定されることから、本ガ
イドラインにおいても具体例を交えて解説す
る必要。

６

４．派生データの利用権限について

測定器A 測定器B

測定器C

個々の測定器から得られるデータを統合・分析したデータ
→生産性向上、品質管理などにも活用し得る
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機密性○情報 ○○限り５．第三者への利用許諾等の制限について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
対象データ及び派生データの第三者への

譲渡もしくは利用許諾または第三者との共
同利用（利用許諾等）の可否及び範囲等に
ついて定めておく必要がある。
例えば、競合事業者へのデータの譲渡の

みを禁止したり、提供の対価等を求めるこ
とが考えられる。

○ 留意事項等
基本的な考え方は、第三者にデータを利

用させることによって当事者が得られる利
益と、第三者がデータを利用することに
よって生じる当事者の不利益を比較衡量す
るというもの。

○ 農業分野においてもデータの利用許諾等が
今後広がっていくものと想定され、どのよう
な第三者にデータの利用許諾等をすることが
あり得るのか、どのような範囲で利用許諾等
をするのが合理的かを検討する必要。
特に、農業分野においては、法人格を持た

ない生産部会等の組織との間でデータの利用
許諾等をすることも想定されることから、そ
のような主体をスコープに入れて検討する必
要がある。
また、営業秘密が第三者に漏示することの

ないよう、秘密として管理すべきデータは何
かを明確にするなど慎重な配慮が必要。

○ 海外の第三者との間で利用許諾等を行う場
合には、外国の諸法令の規制を受ける場合が
あり得るため、各国の法令を事前に検証した
上で慎重に対応することが重要。

７



６．データ内容及び継続的創出の保証／非保証について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
データには誤り等の瑕疵が生じ得る

場合があり、またデータが継続的に創
出されない可能性もあることから、
データの正確性やデータが継続的に創
出されることについて、当事者間で、
保証をすること、または、保証をしな
いことについて定めておく必要がある。

○ 留意事項等
データに個人情報が含まれる場合に

は、個人情報保護法を遵守し必要とさ
れる手続が履践されていることを保証
することなども検討する必要。

○ 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。また、屋外
等の厳しい環境下に設置されることが多いセン
サーの故障も起こりやすいこと、センサーデー
タはセンサーの設置場所等によって変わるなど
安定的でないこと等、相対的にデータの瑕疵が
発生し易いと想定される。

○ 営農支援ソフトで扱う作業記録データは、農
業者が日々手入力で行われることが多いため、
入力ミスによるデータ間違い・欠損等が生じる
おそれがある。

○ データ内容やデータの継続的創出への保証に
ついて、上記のような農業の特殊性を踏まえた
検討が必要。

８

自然環境の影響を受けやすく、セン
サーの故障やデータ不良のおそれ

手入力のため入力ミスによる
データ間違い・欠損のおそれ
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機密性○情報 ○○限り７．収益・費用の分配について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項
○ 契約で定めるべき事項

対象データを第三者提供すること等によ
り収益を得る場合について、収益の分配を
当事者間で明確にし、契約において合意し
ておくことが必要。
例えば、収益の分配方法として、収益の

一定割合を分配する方法、売上高によらず
に固定料金を支払う方法、センサー機器の
リース料と相殺させるなどを取り決めるこ
と考えられる。
また、コスト増加が懸念される項目につ

いては、予め当事者間で協議の上、合意内
容を契約上明確にしておくことが、紛争発
生防止の観点から望ましい。

○ 留意事項
全ての懸念事項を事前に洗い出すことは

できないため、事業が一定程度発展した時
点で合意内容を見直すことを予め予定して
おく、または相手方当事者に申し入れるこ
とができる旨を定めておく等の対応も有効。

○ 収益の分配に当たっては、データ創出への関
係者の寄与度等を考慮することが重要。
例えば、農業協同組合の事業として、複数の

農業者が共同してデータを創出する際には、収益
の分配に当たりどのように寄与度を考慮するか否
か等を事前に合意しておくことが考えられる。

○ 収益が複数の契約段階を経て発生する場合
（農業者ＡがセンサーＢを使用して創出された
データを、ベンダーＣが加工して販売した段階で
収益が発生する場合等）には、農業者に必要な収
益の分配が受けられるようにすべき。

○ 自然災害等によりデータの内容が大きく変動
するおそれがあること等は、収益等を合意する際
に考慮する必要がある。

９

高品質栽培のカギとなる
ノウハウ・データを提供圃場の温度データを提供

創出されるデータ
には、複数の者の
寄与が認められる
場合があり、収益
の分配に当たり考
慮する必要。
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８．管理方法、セキュリティについて

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
契約当事者間において、具体的なデータ

の保存先や管理方法等を定めることを検討
する必要がある。
また、データが流出してしまった場合の

責任関係のあり方を定めておくことも考え
られる（損害賠償額の予定など）。

○ 留意事項等
データの管理を第三者に委託する場合に

は、適切な管理方法が担保できるような契
約を委託先と締結する必要。特に、責任関
係のあり方に関し、委託先においてデータ
流出等の問題が発生した場合、どちらの当
事者が責任を負うかを明確にしておく必要。

○ 農業分野においても、データの管理方法、
セキュリティー等についての規定を設けて
おくべきことは同様。
ただし、農業分野においては、法人格を

持たない生産部会や協議会等の組織がデー
タを管理する場合もあり、データの管理方
法のあり方やデータ流出の際の責任関係等
について検討する必要。
本ガイドラインにおいても、具体的な

ユースケースを踏まえ、事例の類型に応じ
て上記事項について検討することが必要。

○ 海外のサーバー等において保管する場合
には、データ保管先の外国の諸法令の規制
を受けることになるので、各国の法令を事
前に検証した上で慎重に対応することが重
要。
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９．準拠法・裁判管轄（紛争解決手段）について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
① 準拠法について

契約において日本法を準拠法とする合意を
しておくことが望ましい。
これにより、海外企業との取引で紛争が生

じた場合であっても、紛争解決に適用される
ルールとして日本法を選択することができる。

② 管轄について
日本の裁判所で裁判を行うことを可能とす

るため、日本の裁判所を専属的合意管轄とし
ておくことが考えられる。

○ 留意事項等
準拠法については、選択する紛争解決手段次

第では、当事者間の合意による準拠法の選択が
無効とされたり、制限されたりすることがある。
海外企業との間で紛争が生じた場合、紛争解

決手段として、裁判ではなく仲裁を選択するこ
とも検討に値する。

○ 基本的な考え方は農業分野も同様。
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１０．その他の必要事項について

経産省GLにおける基本的な考え方 農業データ契約GLで考慮すべき事項

○ 契約で定めるべき事項
① 利用期間、地域

データを利用できる期間、国・地域を定める
ことも検討する必要がある。

② 契約終了時の扱い
利用期間が終了した後に、派生データを含め

て、削除または返還を要するかを規定しておく
ことが考えられる。
当事者間において、契約終了後も有効に存続

させた方が良いと考える条項がある場合には、
残存条項として規定することが望ましい。

○ 留意事項等
消費者と事業者との間で締結される消費者契約

については、消費者契約法（消費者の利益を害す
る契約は無効とされる場合がある。）を中心とし
た消費者保護法制にも留意する必要がある。

○ 基本的な考え方は農業分野も同様。
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Ⅳ．データ共用型契約に関する検討の方向性

○ データプラットフォーム「農業データ連携基盤」（WAGRI）が平成31年４月から本格稼
働を予定。

○ このため、WAGRIを想定して、データ共用型契約に関する基本的な考え方や契約条項例
をガイドラインに盛り込むことが必要。

○ 検討に当たっては、官公庁からデータが提供されること、データ連携基盤で取り扱われる
データを元に有償サービスが提供されること等といったWAGRIの特徴を踏まえた上で、①
WAGRIとデータ提供者、②WAGRIとデータ利用者のそれぞれの契約条項例を中心に、検討
を行う（データ利用者によるデータの二次的利用等をガイドラインの対象とするか否かも含
めて検討）。

○ WAGRI加入企業同士でデータの譲渡等をする場合も想定され、そのような場合は、
WAGRIの規約で一般的に規定するのか、２社間の契約で規定するのか整理が必要。

○ WAGRIを通じて提供される有償サービスによって利益が生まれた場合、利益の分配をど
のように分配するのか整理が必要。
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