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第7 主な契約条項例  
 １ データ提供型 
 ２ データ創出型  

「第7 主な契約条項例」の概要 

•  本ガイドライン(データ編）で述べた考え方などを踏まえて、「データ提供型」及び「データ創出型」の契約類型について、それぞれの契約に

おける条項例として示した。 

• 条項例では雛形となる条項のほか、各条項におけるポイントや解説を併せて示すことにより、利用者が適宜、雛形となる条項をカスタマイズ

できる内容としている。 

別添１ 産業分野の事例紹介  
 １ 自動走行・モビリティ・物流 
 ２ 製造・ものづくり 
 ３ 素材・バイオ 
 ４ インフラ・プラント保安 
 ５ スマートライフ 
 ６ その他（農業等） 
 
別添２ 作業部会で取り上げたユースケースの紹介  

データ編の構成・内容⑦ 
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AI編の概要① 
【目的】 
AI ソフトウェアの特性を踏まえた上で、開発・利用契約を作成するにあたっての考慮要素、当事者の適切なインセンティブ形成の方法、トラブル予防方法等についての
基本的考え方を提示。当事者が納得する合理的な契約を締結するための情報を示し、契約プラクティスを形成する一助とする。 

問題の所在 解決方法 

①AI ソフトウェアの特性を当事者が理解できていないこと ・開発のプロセスを従来型のプロセスからAI技術の特性を考慮したプロセスに変更する 

②AI ソフトウェアについての権利関係・責任関係などの法律関係が
不明確であること 

・契約によって当事者間の権利関係や責任関係を定める 
・権利の帰属について定めるだけではなく、成果物やデータに対する利用条件をきめ細やかに
設定していくことで、当事者の目的を達成するための柔軟な枠組みを提示 

③ユーザが、経済的価値や秘密性があるデータをベンダに提供する
必要がある場合があること 

・当事者の状況や提供するデータの性質を反映した条件を設定することによって、ユーザの
データの取り扱いに対するニーズとベンダの成果物の利活用についてのニーズの調和を図る 

④AI 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 

･本ガイドラインで、適切なインセンティブを形成する方法やトラブルを予防する方法の基本的
考え方やモデル契約の条項を提供 

AI開発における問題の所在 

【AI開発における基本的な考え方】 

AIソフトウェアの開発・利用を巡る契約の現状、契約検討に向けた視点、当事者間で問題が生じうる事項、契約内容の決定、独禁法の問題 

【対象】 
契約当事者：大企業から中小企業までのすべ
ての企業 
対象ソフトウェア：事業やオペレーションに関する
一定の目的を実現するためのAI技術を利用した
ソフトウェア 

【AI技術の解説】 
・基本的概念（AI、AI技術、機械学習）の説明等 
・本ガイドラインが想定するAI技術の実用化の過程  学習段階（学習用データセット生成段階、学習済みモデルの生成段階）、利用段階 
 
 
●AI技術の特性 

・ノウハウの重要性が高いこと 
・生成物について再利用の需要が存在すること 

・学習・推論の結果、生成される学習済みモデルの性質・効果が契約締結時に
不明瞭な場合が多いこと 
・学習済みモデルの性質・効果が学習用データセットによって左右されること 

学習済みモデルの開発契約におけるポイント 

学習済みモデルの開発類型：学習済みモデルのみ開発する類型、学
習済みモデルを含んだシステムを開発する類型、学習済みモデルの開
発の再受託を受ける類型 

開発方式：ソフトウェア開発方式（ウォータフォール型/非ウォータフォー
ル型）、学習済みモデル開発に適した開発・契約方式 

契約における考慮要素：契約の法的性質、契約における交渉のポイ
ントと留意点 

学習済みモデルの利用契約におけるポイント 

学習済みモデルの利用サービス類型：ベンダが学習済モデルを提供し、
ユーザが利用するサービス、ベンダが学習用プログラムを提供し、ユーザ
が利用するサービス方式等 

サービスの提供方式：クラウドサービス型／オンプレミス型／その他 
契約の形式：クラウドサービス契約／ソフトウェアライセンス契約等 
契約における考慮要素：学習済みモデルのカスタマイズ、入力データ、
再利用モデル、AI生成物 

国際的取引の視点 

適用法の確定・紛争解決手段の選択 
 AI技術を利用したソフトウェア開発・利用で問題となりうる事項：データ作成段階（著作物を含む場合、パーソナルデータを含む場合、表明保証条項の
活用）、学習済みモデルの開発段階（権利帰属、リバースエンジニアリングの禁止）、学習済みモデルの利用段階（外為法・技術輸出入規制） 
 

モデル契約書案と解説  探索的段階型開発を想定したそれぞれの段階における契約（秘密保持契約書、導入検証契約書、ソフトウェア開発契約書）  

別添ユースケース集  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 

学習済みモデル開発 モデル開発契約において定めるべき条項 

目的 
定義 
業務内容 
委託料及びその支払時期・方法 
作業期間 
協力と各自の作業分担 
ベンダの義務 
責任者の選任及び連絡協議会 
再委託 
本契約の変更 

業務終了の確認 
ユーザがベンダに提供するデータ等 
ユーザ提供データ等の利用・管理 
秘密情報の取扱い 
個人情報の取り扱い 
本件成果物等の著作権 
本件成果物等の特許権等 
本件成果物等の利用条件 

知的財産権侵害の責任 
損害賠償 
ＯＳＳの利用 
権利義務譲渡の禁止 
解除 
存続条項 
管轄裁判所 
協議 
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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

きるかどうかを検証する 

学習済みモデルを開発する 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 

成果物 レポート等 レポート等 学習済みモデル等 再利用モデル等 

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等 

【AI編における全体的なポイント】 
①AI技術の特性のポイントを詳しく解説 
②AI技術の特性を考慮した、「探索的段階型」の開発手法と、その開発手法に沿ったモデル契約を提示（下図） 
③契約における権利関係や責任関係についての交渉のポイントと留意点を紹介し、権利関係については、利用条件を
きめ細やかに設定することでユーザとベンダの利害調整を図る枠組みを提示 

【モデル契約の想定】 
①契約当事者：大企業から中小企業までの全ての企業 
②対象ソフトウェア：事業やオペレーションに関する一定の目的を実現するためのAI技術を利用したソフトウェア 

AI編の概要② 

【本モデル契約のポイント】 
①探索的段階型の開発手法に沿った契約書（秘密保持契約書、導入検証業務委託契約書、ソフトウェア開発契
約書）を提示した。 

②ユーザが提供するデータの保護と利活用を図るため、データの取扱いに関する規定を充実させた。 
③成果物等の取扱いについて、利用条件をきめ細やかに設定することでユーザとベンダの利益調整を図る規定を提示
した。 

④ベンダは成果物の完成義務や性能の保証を行わない案を提示した。 
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第1 総論 
 １ 目的 
 ２ 問題の所在と解決方法 
 ３ 対象 
 ４ 全体構成 
 ５ 本ガイドライン（データ編）との関係 

「第1 総論」の概要 

・本章では、本ガイドラインにおけるAI編の目的、AIの開発関係をめぐる問題の所在・解決方法、AI編において対象となる読み

手・開発対象などを示すほか、AI編の構成及びデータ編との関係についても示す。 

・AI編における目的としては、「AI技術を利用したソフトウェアについて、その特性を踏まえた上で、開発・利用契約を作成するにあ

たっての考慮要素、当事者が適切なインセンティブを形成する方法、トラブルを予防する方法等についての基本的考え方を提

示することによって、当事者の双方が納得する合理的な契約を締結するための情報を提供し、契約プラクティスを形成する一助

となることで、AI技術の開発・利用を促進する」ことを目的としている。 

・「２ 問題の所在と解決方法」では、以下のケースについて、トラブルが生じやすい問題の所在として整理している。①AI技術の

特性を当事者が理解していないこと、②AI技術を利用したソフトウェアについての権利関係・責任関係等の法律関係が不明確

であること、③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、④AI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。これらについての問題の所在を明らかにするとともにその解決

方法の方向について示している。 

・本編では、事業者を限定せずに読み手として想定し、AI技術を利用したソフトウェアを対象している。 

・データ編との関係では、データの提供・利用に関する法的問題や利害調整の方法については、データ編が正面から取り上げて、

詳細な検討を行っている。AI編では、AI技術を利用したソフトウェアの開発との関係で発生するデータ(学習用データセット、学

習済パラメータ等含む)の利用などについて、特に焦点を当てて記述している。 

AI編の構成・内容① 
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第２ AI技術の解説 
 １ 基本的概念の説明 
 ２ 本ガイドライン（ＡＩ編）が対象とする機械学習 
 ３ 本ガイドライン（ＡＩ編）が想定する実用化の過程 
 ４  AI 技術の特性  

「第２ AI技術の解説論」の概要 
・「第２ AI技術の解説」では、AIに関する基本的な概念を説明した上で、本ガイドラインが対象とする機械学習の位置づけなどを
示し、AI技術を利用したソフトウェアの開発過程について整理する。その上で、AI技術に根ざしたAI技術を利用したソフトウェア開
発における特徴を示している。 

・「１ 基本的概念の説明」では基本的概念（AI、AI技術、機械学習（教師あり学習、教師なし学習、ディープラーニング）)な
どの概念を整理している。 

・「2 本ガイドライン（ＡＩ編）が対象とする機械学習」では、 AI技術を利用したソフトウェア開発の性質や、AI編における機械
学習の位置づけについて示している。 

・「３ 本ガイドライン（ＡＩ編）が想定する実用化の過程」では、下図に示す生データから学習済モデルの生成過程を示した上
で、学習過程及び利用過程における要素、関与者について整理している。 

・「４  AI 技術の特性」では、AI技術の特徴として、①学習済みモデルの性質等が契約締結時に不明瞭な場合が多いこと、②そ
の性質等が学習用データセットに依存すること、③その生成に際してノウハウの重要性が高いこと、および④各種生成物について
再利用の需要が存在すること、などについて整理した上で、学習済みモデルの特性を理解することの重要性についての説明を行っ
ている。 

生データから学習済モデルが生成される過程  

AI編の構成・内容② 
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第３ 基本的な考え方 
 １ AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用をめぐる契約の現状 
 ２ 契約の検討に向けた視点 
 ３ 当事者間の問題が生じうる事項 
 ４ 契約内容の決定 
 ５ 独占禁止法上の問題 

「第３ 基本的な考え方」の概要 

• 「第３ 基本的な考え方」では、「AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用をめぐる契約の現状」、「契約の検討に向けた視

点」、「当事者間の紛争が生じうる事項」、「契約内容の決定」、「独占禁止法上の問題」など、契約成立に向けての基本的な

考え方や留意点等について整理している。 

• 「1 AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用をめぐる契約の現状」では、当事者の利害が対立することが発生することや、事

業上の優越関係や技術的な知識の格差等を背景一方的な契約条項が押しつけられる状況が発生しうることを示した上で、学

習済みモデルの特性と法律上のルールの内容を理解することで、合理的な条項に合意することができる場合もあるとする。 

• 「２ 契約の検討に向けた視点」では、各契約当事者の立場や考え方の違いや、 知的財産に関する整理などを行い、契約締

結の前提となる状況等の説明を行っている。 

• 「３ 当事者間の問題が生じうる事項」では、AI技術を利用したソフトウェアの開発または利用に関して、当事者間で問題とな

る、または交渉が難航するケースについて、示している。 

• 「４ 契約内容の決定」では、権利帰属・利用条件の設定、 責任の分配についてのあり方について示している。「権利帰属・利

用条件の設定」では、知的財産権としての対象の有無に応じた対応、取決めに際しての考慮要素について示している。「責任

分配」では、学習済モデルの開発や学習済モデルの利用において、発生しやすい問題点や事前の対応方策などを整理している。 

• 「５ 独占禁止法上の問題」では、AI技術を利用したソフトウェアに関する契約に際しての、優越的地位の濫用、排他的条件

付取引や拘束条件付取引等、下請法などに観点からの留意点について整理している。 

AI編の構成・内容③ 
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第４ 学習済みモデルの開発契約 
 １ 学習済みモデルの開発とは 
 ２ 開発方式 
 ３ 契約における考慮要素 

「第４ 学習済みモデルの開発契約」の概要 

• 「第４ 学習済みモデルの開発契約」では、「１ 学習済みモデルの開発とは」、「２ 開発方式」、「３ 契約における考慮要

素」、「４ 具体例による解説」の説明から構成されており、AI技術を利用したソフトウェアの開発における考慮事項、ポイントなど

を、AI技術の特殊性を踏まえて示している。 

• 「１ 学習済みモデルの開発とは」では、学習済モデルの開発の類型を整理している（図１） 

• 「２ 開発方式」では、AI技術を利用したソフトウェア開発について、その特徴を踏まえて、多段階型の方式を採用することが、両

当事者のリスクを軽減する観点から妥当である旨を示している（図２）。 

• 「３ 契約における考慮要素」では、AI技術を利用したソフトウェア開発に適した契約の法的性質、開発において取り扱うデータ・

プログラム等（生データ、学習用データセット、学習用プログラム、学習済モデル、学習済パラメータ、推論プログラム、ノウハウ）に

即した契約交渉上のポイント・留意点を示している。 

図2 学習済モデル開発に適した開発方式 図1 学習済モデルの開発類型 

AI編の構成・内容④ 
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第5 AI技術の利用契約 
 １ AI技術の利用とは 
 ２ 学習済みモデルの利用サービス 
 ３ 契約における考慮要素 

「第5 学習済みモデルのサービス利用契約」の概要 

• 「第5 学習済みモデルのサービス利用契約」では、「１ AI技術の利用とは」、「２ 学習済みモデルの利用サービス」、「３ 契約にお

ける考慮要素」の説明から構成されており、AI技術を用いたサービスの類型や考慮事項などを示している。 

• 「１ AI技術の利用とは」では、AI技術を利用したサービス利用の多様性について説明した上で、例として学習済モデルをサービスに供

する場合と、学習用プログラムをサービスに供する場合について示し、本項では学習済みモデルをサービスに供しているケースを想定して

説明することとしている。 

• 「２ 学習済みモデルの利用サービスの概要」では、1.で整理した類型のうち、学習済みモデルのサービス利用についての概要、利用方

式･利用形態、契約形式について説明している。 

• 「３ 契約における考慮要素」では、学習済みモデルの利用サービスの考慮要素（カスタマイズされた学習済モデル、入力データ、再利

用モデル、AI生成物、に関する権利関係、結果に対する責任範囲）などについて整理している。 

AI編の構成・内容⑤ 
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