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データ編の概要① 

【データ編の目的】 
契約段階ではその価値がはっきりしないことが多いデータの流通や利用を対象とする契約について、各契約当事者の立場を検討、一般的に契約
で定めておくべき事項を改めて類型別に整理した上で列挙するとともに、その契約条項例や条項作成時の考慮要素を提示。 

【4つの基本的視点】 
 ○データ流通・利活用の重要性と課題 ○契約の高度化の意義 ○イノベーションの促進 ○国際協調の意義 

【想定する読者・契約類型】 
・全ての企業において契約に関わる者を想定、平易な表現に努めつつ、
先端的、専門的な内容も掲載。 
・契約類型として、分かりやすく、提供、創出、共用の3類型に整理。 

【データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識】 
・「データ・オーナーシップ」の意義を再考。本ガイドラインでは、データ
の利用権限を主張しうる債権的な地位として法的性格を整理。 
・データ流出や不正利用を防止する各種法的手段を網羅的に紹介。 
 
 

「データ提供型」契約 「データ創出型」契約 「データ共用型」契約 

構造 (1)意義 
・データ提供者から他方当事者に対してデー
タを提供する際に、他方当事者の利用権
限その他提供条件等を取り決める契約 

(2)法的性質 
 データの譲渡、ライセンス、共同利用 
(3)主体の個別性 

(1)対象範囲 
・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
権限について合意する必要のある場合の契約 

(2)課題 
・権限の調整ルールや利用方法が不明確 
・個人情報やプライバシー権に要配慮 

(1)意義 
・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 

(2) 複雑化する当事者間の法律関係 
(3)データのフロー・利用の仕組みの分析 
  データ提供／収集、データの保管・加工・分析、
データの共用・活用 

主な
法的
論点
等 

・派生データ等の利用権限の有無 
・提供データの品質問題 
・提供データに起因する損害の負担 
・提供データの目的外利用 
・クロス・ボーダー取引における留意点 
・個人情報等を含む場合の留意点 等 
・データ流通阻害原因とその対処法 

・当事者間で設定すべき利用条件 
・対象データの範囲・粒度 
・分析・加工および派生データの利用権限 
・保証／非保証、収益分配、コスト・損失負担 
・管理方法、セキュリティ等との関係 
・消費者との契約の場合の留意点  等 

・主たる検討事項（データ活用の目的・方法、PF事
業者選定、PF活用を促す仕組み等） 
・利用規約の要否・種類 
・データ利用範囲を利用規約に記載する意義 
・データの種類、参加者の範囲 
・誰がプラットフォーム事業者か 等 

適切な取決め方法 適切な取決め方法 利用規約における主要事項 

契約類型別にその構造・法的性質や課題、法的論点とその考え方、適切な取決め方法を網羅的に整理 

モデル契約書案① データ提供型契約  モデル契約書案② データ創出型契約 

別添２ ユースケース集 （作業部会において検討した全5ケース）につい
て構成員の法的見解と併せて完全収載） ８ 

別添１ 産業分野の事例紹介 
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データ編の概要② 

デ
ー
タ
利
用
に
係
る
契
約
類
型 

 

 

取引対象となるデータを一方当事者（データ提供者）のみが保持しているという事実状態が明
確である場合の契約 

利用場面としては、データの譲渡、ライセンス（利用許諾）、共同利用（相互利用許諾）など 
 「データに関する取引の推進を目的とした契約ガイドライン」（H27.10）で想定されている契約
類型を対象、多数当事者が関与する場合やクロスボーダー取引などについても整理 

「データ提供型」契約（一方当事者から他方当事者へのデータ提供） 

「データ創出型」契約（複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い） 

複数当事者が関与することによりデータが新たに創出される場面において、データ創出に関与し
た当事者間で、データの利用権限について取り決めるための契約 

 データ創出に係る権限、利用方法が明確でないデータの利用関係における契約が対象 
 「データの利用権限の契約ガイドラインver1.0」（H29.5）で想定されている契約類型を対象
とし、当事者間のデータ利用関係以外にも、第三者への提供といった横展開も想定する 

複数の事業者がデータをプラットフォームに提供し、プラットフォームが当該データを集約・保管、加
工または分析し、複数の事業者がプラットフォームを通じて当該データを共用するための契約 

業界等におけるデータの共同利用、利害関係を有する関係者、行政など公的な主体も巻き込
んだ利用形態など、さまざまデータの共同利用関係が対象 

契約ガイドラインとして新たに整理する類型であり、多数当事者間のデータ利用のための規約の
在り方等がポイント 

「データ共用型（プラットフォーム型）」契約（プラットフォームを利用したデータの共用） 

「データ創出型」契約の例 

「データ共用型（プラットフォーム型）」の例（基本構造） 

 「データ提供型契約」の法的性質 

９ 
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第１ 総論 
 １ 目的 
 ２ データ流通・利活用の重要性と課題 
 ３ 契約の高度化の意義 
 ４ イノベーションの促進 
 ５ 国際協調の意義 

「第１ 総論」の概要 

• 「１ 目的」では、「契約段階ではその価値がはっきりしないことが多いデータの流通や利用を対象とする契約について、具体的な事

案に基づく専門家の議論をふまえたうえでデータ契約の各当事者の立場を検討し、一般的に契約で定めておくべき事項を改めて

類型別に整理した上で列挙するとともに、その契約条項例や条項作成時の考慮要素を提供」することを、本ガイドライン（データ

編）の目的としている。 

  － 従前のガイドラインでは取り扱われなかった点（例：派生データの取扱い、【データ共用型（プラットフォーム型）】）  

  － 従前のガイドラインに対し寄せられた意見（例：ユースケースの充実、クロス・ボーダー、個人情報） 

• 「２ データ流通・利活用の重要性と課題」では、データ流通による価値創出のメリットと、流出・不正利用リスクの双方に目配り

をすることの重要性を示し、適切な契約上・技術上の措置を採ることでリスクを最小化した上で、正しいリスクと便益の評価に基づ

き、合理的なデータ契約を締結することの意義を示している。 

• 「３ 契約の高度化の意義」では、各事業者自身が、契約自由の原則を活かし、本ガイドライン（データ編）を参考としつつ、

データの創出に対する寄与度等を考慮し、当事者で協議して柔軟に利用権限などの具体的な内容を定めることで、取引の実状

に応じて契約の高度化を図る必要性について示している。 

• 「４ イノベーションの促進」では、従来型のイノベーションを尊重しつつも、多様な立場に配慮したデータ契約の考え方や契約条

項例等を用意することにより、データ利用の促進を図り、オープンイノベーションの可能性を広げることも、本ガイドライン（データ

編）の一目的としていることを示している。 

• 「５ 国際協調の意義」では、本ガイドライン（データ編）において、グローバルな場面でも通用するデータ流通と利活用に関する

契約について検討を行うことの重要性を示し、国際的な新潮流（オープンデータ等）にも言及している。 

データ編の構成・内容① 

10 
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「第２ ガイドラインの対象」の概要 
・データ利用に係る契約類型として、【データ提供型】、【データ創出型】、【データ共用型】、の3類型で検討することを示した上で、 
「１ 想定読者」、 「２ 契約類型と本ガイドラインの全体構成」、「３ 交渉の在り方・交渉力」、「４ AI編との関係」などにつ
いての説明を行っている。 

・「１ 想定読者」では、想定読者については、契約締結に携わる者以外に、経営層や関連システムを開発する者等、幅広く設
定する旨を示す。 

・「２ 契約類型と本ガイドラインの全体構成」では、上述のように、データ編で整理した契約類型について説明するとともに、デー
タ編の構成について示している。 

  【データ提供型】：一方当事者から他方当事者にデータを提供する場面 
  【データ創出型】：複数当事者が関与することで、従前存在しなかったデータが新たに創出される場面 
  【データ共用型】：複数事業者がデータをプラットフォームに提供し、プラットフォームがデータを加工、分析等し、複数事業者が 
             プラットフォームを通じて当該データを共用する場面 
  このうち、【データ提供型】と【データ創出型】については、主なモデル契約条項例も示している。 
・「３ 交渉の在り方・交渉力」では、契約締結前の段階において当事者間の協議により契約を締結するにあたっての交渉の在り
方・交渉力について説明しつつ、競争法上の問題意識についても言及している。 

・「４ AI編との関係」では、データ編で示すデータ利用について、AI編におけるデータ開発・利用においても参考となる旨を示して
いる。 

   －例）派生データの取扱いの議論は、AI開発における学習済みモデル等の検討に際しても参考となる 

第２ ガイドラインの対象 
 １ 想定読者 
 ２ 契約類型と本ガイドライン（データ編）の全体構成 
 ３ 交渉の在り方・交渉力 
 ４ AI編との関係 

データ編の構成・内容② 

11 
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第３ データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識 
 １ データの法的性質 
 ２ データ流出や不正利用を防止する各種手段 
 ３ 適正な対価／利益の分配 

「第３ データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識」の概要 

• 「１ データの法的性質」では、無体物たるデータの法的性質、とりわけ知的財産権との関係や、「データ・オーナーシップ」をめ

ぐる議論にも言及した上で、データに所有権その他の排他的な権利を観念することは原則としてできないのであり、あくまで契約

において債権的な観点からデータの利用権限の調整を図ることが望ましいことを説明している。また、データの分類（（非）構

造化データ、（非）パーソナルデータ）や、データ利用においての競争政策との関わりについて説明している。 

• 「２ データ流出や不正利用を防止する各種手段」では、(1)契約による保護、(2)不正競争防止法（改正案を含む）、

(3)民法上の不法行為による保護、(4) 不正アクセス禁止法による保護などの法的な対応による保護のほか、(5) 不正利用

等を防止する技術を活用した保護などの方法について説明し、適切な契約上・技術上の措置を採ることでリスクを最小化する

ことの意義を示している。 

• 「３適正な対価／利益の分配」では、データ契約における対価/利益の分配に影響を及ぼす考慮要素として、データの種類、

データの利用権限、データの利用範囲（地理的制限を含む）、データが生み出す価値、派生データの利用権限、創出された

知的財産権の権利関係、損害が発生した場合の責任分担、ライセンスフィーやロイヤリティの設定、データ創出や管理に要す

る費用分担がある旨を示した上で、契約自由の原則を前提としつつも、データ契約における適正な対価または利益の分配のあ

り方についての検討を行っている。なお、データの価値の試験的な検証方法についても言及している。 

データ編の構成・内容③ 

12 
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第4 「データ提供型」契約（一方当事者から他方当事者へのデータの提供） 
 １ 構造 
 ２ データ提供型契約における主な法的な論点 
 ３ データ流通を阻害する原因とその対処法 
 ４ 適切なデータ提供型契約の取決め方法 

「第４ 「データ提供型」契約（一方当事者から他方当事者へのデータの提供）」の概要 

• 取引対象となるデータを一方当事者（データ提供者）のみが保持しているという事実状態が明確である場合の契約類型を想

定して、その対応について説明している。 

• 「１ 構造」では、(1)データ提供型契約の意義、(2)データ提供型契約の法的性質（下図参照）、 (3)主体の個別性

（1:1, 1:N）などの整理を行っている。 

• 「２ データ提供型契約における主な法的な論点」では、(1)提供データを活用した派生データ等の利用権限の有無、(2)提

供データが期待されたものではなかった場合の責任（提供データの品質） (3) 提供データを利用したことに起因して生じた損害

についての負担、(4)提供データの目的外利用、(5)クロス・ボーダー取引における留意点（データ・ローカライゼーション等）、

(6)個人情報等を含む場合の留意点などについて、それぞれ検討し、説明している。 

• 「３ データ流通を阻害する原因とその対処法」では、(1) 提供データの利活用がノウハウの流出につながるとの懸念とその対処

法、(2)データの価値算定の困難性などの、データ流通阻害要因となるものについての対処法等の説明を行っている。 

• 「4 適切なデータ提供型契約の取決め方法」では、具体的に契約で定めるべき条項における内容について整理している。 

データ編の構成・内容④ 

13 
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第5 「データ創出型」契約（複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い） 
 １ 構造 
 ２ データ創出型契約における主な法的論点 
 ３ 適切なデータ創出型契約の取決め方法 

「第5 「データ創出型」契約（複数当事者が関与して創出されるデータの取扱い）」の概要 

• 複数当事者の関与により、従前存在しなかったデータが新たに創出されるという場面において、データの創出に関与した当事者

間で、データの利用権限について合意する必要のある場合の契約類型を想定して、その対応について説明している。 

• 「１ 構造」では、具体的ケースを踏まえたデータ創出のパターンを挙げた上で、データ創出型契約における課題について検討し

ている。 

  － ケース１：工作機械に設置したセンサーから取得した稼働データの事例 

  － ケース２：ウェアラブル端末から取得したバイタルデータの事例 

  － ケース３：施設、車両に設置した環境センサーから取得した気象データの事例 

• 「２ データ創出型契約における主な法的論点」では、本類型で取り決めるべき内容について整理している。すなわち、(1)当

事者間で設定すべき利用条件、(2)対象データの範囲・粒度、(3)利用目的、利用範囲の設定、(4)分析・加工および派生

データの利用権限、(5)第三者利用等の制限、(6)データ内容および継続的創出の保証／非保証、(7)収益分配、(8) コス

ト・損失負担、(9)管理方法、セキュリティ、(10)利用期間、地域、(11) 契約終了時の扱い、(12)準拠法・裁判管轄、

(13)消費者との契約の場合の留意点、(14)独占禁止法・下請法などの項目を挙げて、随所で具体的なケース毎の問題意

識にも言及しつつ、説明している。 

• 「３ 適切なデータ創出型契約の取決め方法」では、具体的に契約で定めるべき条項における内容について整理している。 

データ編の構成・内容⑤ 

14 
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第6 「データ共用型（プラットフォーム型）」契約（プラットフォームを利用したデータの共用） 
 １ 構造 
 ２ プラットフォーム型における主たる検討事項 
 ３ プラットフォーム型における主な法的論点 
 ４ 利用規約における主要事項 

「第6 「データ共用型（プラットフォーム型）」契約（プラットフォームを利用したデータの共用）」の概要 

• 企業や系列の既存の枠を超えて、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想定して、その対応につ

いて説明している。 

• 「１ 構造」では、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における要素や、構造としていくつかのパター

ンを示した上で、当事者間の法律関係や、データのフロー・利用の仕組み等についての説明をしている。 

• 「２ プラットフォーム型における主たる検討事項」では、本類型で取り決めるべき内容について整理している。すなわち、(1)

データ活用の目的・方法、(2)データ提供者の数・参加者の範囲（プラットフォームの開放の程度）、(3)データ提供者とデータ

利用者間の利害関係の調整、(4)対象となる提供データの種類および範囲（競争力への影響度合い、オープン・クローズ、不

要なデータを対象としない）、(5)データの利用範囲（利用者、データの範囲、利用目的）、(6)プラットフォーム事業者の選

定（中立性・信頼性の確保）、(7)利用規約の要否、(8)プラットフォームの活用を促すための仕組み、(9)プラットフォーム間

の競争・国際化の視点などの項目を挙げて、説明している。 

• 「３ プラットフォーム型における主な法的論点」では、(1)利用規約の要否・種類、(2)データの利用範囲を利用規約に記

載する意義、(3)データの種類、(4)参加者の範囲、(5)誰がプラットフォーム事業者になるか、などに関する法的な論点の検討

を行っている。 

• 「４ 利用規約における主要事項」では、具体的に利用規約で定めるべき条項における内容について説明している。 

データ編の構成・内容⑥ 

15 


