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1: AI・データ契約ガイドライン
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ビッグデータを取り巻く社会的環境の変化

 第四次産業革命の下、IoTやAI な
どの情報技術の革新が目覚ましく
進展

 企業の競争力の源泉は、「デー
タ」、その「分析方法」、これら
を活用した「ビジネスモデル」へ
移り変わりつつある

 様々なつながりにより新たな付加
価値が創出される産業社会
（Connected Industries） が到来

 「オープン＆クローズ戦略」（技
術・データを秘匿管理するのか、
権利化・公開し、ひいては標準化
を目指すのか）の重要性

 政府は、データの利活用を促進す
るための政策を矢継ぎ早に打ち出
している
– 不正競争防止法の改正
– 契約ガイドラインの策定

 各企業としては、「知財」「標
準」に「データ」を加えた三次元
的な複合戦略が必要に

データが競争力の源泉に 重要性を増すデータ法務戦略

出典: 不正競争防止法等の一部を改正する法律案（不正競争防止法、工業標準化法、特許法等）の概要（経済産業省、2018年2月）
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データは、知的財産法により保護されるか

損害賠償請求権＋差止請求権あり
従来は、損害賠償請求権のみ
（民法不法行為に基づく）

価値あるデータであっても、
① 特許法、著作権法の対象とはならないことが多い
② 不正競争防止法の「営業秘密」にも該当しないことが多い

秘密として管理される
非公知な情報

他者との共有を前提に
一定の条件下で
利用可能な情報

創作性が認められる
情報

例: 設計図、顧客名簿 例: 自動走行用地図データ、POSシステ
ムで収集した製品毎の売上げデータ

例: 高機能化学物質の組成情
報写真・音楽データ

【営業秘密】
（秘匿）

【特許権・著作権】
（特許は公開）

【価値あるデータ】
（一定範囲の共有）

不正競争防止法は、平成30年改正により、悪性の高いデータの不正
取得・使用等に対して、新たに一定の救済措置を導入した。

出典: 不正競争防止法等の一部を改正する法律案（不正競争防止法、工業標準化法、特許法等）の概要（経済産業省、2018年2月）
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データの利活用と、適切な契約実務の重要性

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の公表（2018年6月15日）

企業の枠を超えたデータ利活用には、適切な契約締結を通じたデータ利用権限の明確化が重要

新たな
ガイドライン策定

データの利用権限に関する
契約ガイドライン

ver.1.0（平成29年5月）

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

（平成27年10月）

「データ創出型」契約

「データ提供型」契約

「データ共用型」契約
（「プラットフォーム型」契約）

データ編

A I 編

契約類型別に
データの取扱い
に関する法的
論点や契約で
の取決め方等に
ついて整理

A I開発に係る
各種契約にお
けるA I 技術や
データに関す
る権利関係・
責任関係の
考え方を整理

「A I開発」契約

「 A I利用」契約
データの取得・
利用の基本的
考え方や契約
については
データ編を
参照

新たな契約
類型の追加

ガイドラインの
一本化

ver1.0からの
拡充

従来 新ガイドライン
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（参考①）AI・データ契約ガイドライン〔データ編〕の概要①

「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

【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

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）別添１ 産業分野の事例紹介

出典: NTT Data  第3回検討会事務局報告資料



7

（参考②）AI・データ契約ガイドライン〔データ編〕の概要②

出典: NTT Data  第3回検討会事務局報告資料

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） 「データ提供型契約」の法的性質

• 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

「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）
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契約ガイドラインの活用イメージ（データプラットフォームを例に）

プラットフォームを介して、複数企業間でデータ取引を行うケース

データ提供者
（メーカー等）

データ利用者
（AIベンチャー等）

データ提供者

データ提供者

データ利用者

データ利用者

データ
PF

利用規約 利用規約

データ提供 データ提供

① 事業者選定に当たっての留意事項（中立性の確保、安定的
な運営のための収入確保、セキュリティや透明性確保等の
義務・責務、等）を提示

② 公取委とも協議の上、独禁法で問題となり得ると考えられ
る要素を整理（価格情報の共有、一方的なデータの提供規
約等）

③データの性質や種類（秘匿性、提供頻度等）に応じて、利
用範囲や制約条件を取り決める方法を複数パターン提示

④ プラットフォーム型の特徴を踏まえ、個々の事業者間での
契約ではなく、参加者全員に適用される統一的な利用規約
を設けて全体を規律する考え方を提示

① データ取引を仲介するプラットフォー
ムの管理・運営は誰が担うべきか？

② 競合他社で同じプラットフォームを
利用すると、独占禁止法に抵触しな
いか？

③ データの提供先や利用目的を限定した
いが、どのようにすればいいか

④ 複数の事業者間で大小様々なデータの
やり取りが行われるのに、どのような
契約や規約で管理すればいいのか？

企業が抱える懸念 本GLによる解決方針
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2: データ・ローカライゼーション規制の潮流
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拡大する越境データ流通と、諸外国の規制

出典: Mckinsey Global Institute DIGITAL GLOBALIZATION: THE NEW ERA OF GLOBAL FLOWS

拡大する越境データ流通

 企業活動のグローバル化と、データ流通の爆発的な成長
 ヒト・モノ・カネの流通から、データの流通へ

2005 2014

45x
Larger

NA: 北米
EU: 欧州
AS: アジア
ME: 中東
AF: アフリカ
OC: オセアニア
LA: 南米

黒色点線:
50Gbps未満
黒色実線: 
50Gbps-100Gbps
緑色実線（細）: 
100-500Gbps
青色実線（細）: 
500-1,000Gbps
緑色実線（太）:
1,000Gbps-5,000Gbps
青色実線（太）:
5,000Gbps -20,000Gbps
オレンジ実線（太）: 
20,000Gbps以上

諸外国における、越境データ流通規制の動き → 様々な動機・背景に基づく規制

プライバシー保護 自国内の産業保護 安全保障の確保 法執行／犯罪捜査
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出典: 総務省「安心・安全なデータ流通・利活用に関する調査研究」（平成29年）

様々な意味で用いられることに注意が必要

グローバル・データコンプライアンスに際して着眼すべき視点
 パーソナルデータか、産業データか？
 例外として認められる要件は？ → データ主体の同意、国指定、体制整備、許認可

データの移転そのものを制限するもの1 自国内での収集したデータ等の保管
（国内サーバ設置等）

2

例：欧州における一般データ保護規則（GDPR）
主に、パーソナルデータを規制対象としており、自国
民のプライバシー保護等を目的としている。

主に、自国内の産業振興や安全保障の確保等を目的と
している。当該国で収集したデータ（パーソナルデー
タ以外も含むことがある）等を保管する必要がある。

データ・ローカライゼーション
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小 大保護・規制の強さ

基
本
戦
略

米国 欧州日本（現在） 中国

原則自由※ 原則自由※ 個別規制
（金融、医療等）

広範な国家機密は
域外流通不可

原則自由 原則自由 原則自由 原則制限

産業
データ

個人
データ

• 原則自由
※ 安保関連は保護

• 第三国における
体制等整備を要求
（個人情報保護法）

• CBPRも採用
※ 安保関連は保護

• 第三国における
体制等整備を要求
（GDPR: 国に対する
十分性認定もあり）

※ 安保関連は保護

• 重要情報インフラ
運営者に対し、
域外流通禁止
（サイバー空間におけ
る中国の主権との考え
方）

域
外
流
通

原則自由 原則自由 原則自由

自主規制
（ただし、連邦取引委員

会法第5条に基づき、
各企業が公表するプライ
バシーポリシー違反を
行った場合、FTCより

罰せられる。）

一般的な保護
（個人情報保護法）

一般的な保護に加え
「データポータビリ
ティ権」「忘れられ
る権利」等、個人に
「基本的権利」を

保障

包括的な個人情報保
護法は存在せず

域
内
流
通

産業
データ

個人
データ

原則自由

原則自由※ 原則自由※ 原則自由※ 原則自由※

※産業データの利活用権限については契約で規定、別途営業秘密については法律で保護

出典: 新産業構造ビジョン（経済産業省）

データ・ローカライゼーション（日・米・欧・中の比較）
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越境データ流通を促進するための、各国間での対話

二国間の対話の概要

欧州 米国

日本

GDPRが
2018年5月に施行

プライバシーシールドに
基づく認定手続

改正個人情報保護法が
2017年5月に全面施行

プライバシーシールド
（個別取決め）

個人情報保護委員会と欧州委員会の間での
対話をふまえ、年内には十分性認定手続が
完了する見込み。
個人情報保護委員会による補完的ルール：
2018年9月7日付「個人情報の保護に関す
る法律に係るEU域内から十分性認定によ
り移転を受けた個人データの取扱いに関す
る補完的ルール」

定期的な会合を続けていくこと及び緊密に
連携することの重要性について認識を共有。

自国のステークホルダーと共に、APEC越
境プライバシールール（CBPR）システム
に関する周知活動及び、APEC加盟エコノ
ミーに対する参加促進を協力して行ってい
くことで一致。
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越境データ流通を促進するための、各国間での対話

越境データ移転の促進に向けた国際的取組みの例

① データフリーフローの原則:
電子的手段による情報の越境移転の自由の確保

② ローカライゼーション要求の禁止:
自国の領域において事業を遂行するための条件として、自国の領域内
でコンピュータ関連設備を設置・利用することを要求することを禁止

③ ソース・コードの移転・アクセス要求の禁止:
他の締約国の者が所有するソフトウェア等を自国で輸入・頒布・販
売・利用する際の条件として、当該ソフトウェアのソース・コードの
移転又はソース・コードへのアクセスを要求することを禁止

TPP
3原則

日米欧三極貿易大臣会合共同声明（2018年9月）
【デジタル貿易と電子商取引についての声明】
三閣僚はデジタル保護主義の拡大に係る懸念を共有するとともに、デジタル
貿易とデジタル経済の成長を促進するための協力と、データ・セキュリティ
の促進を通じたビジネス環境の向上を図ることで合意した。
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