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営業秘密保護推進研究会 第12回オープンセミナー

データの利用契約における営業秘密と
限定提供データの取扱の比較
－ユースケースに基づく解説－



本日のテーマ

•データの利活用によるデジタル経済の進化

•データを保護する仕組み

•AI・データの利用に関する契約ガイドライン

•ガイドラインで紹介されているユースケース
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データの利活用によるデジタル経済の進化
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データの利活用によるデジタル経済の進化
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• ICTの進化によるデジタル経済の進化
- デジタル経済においては、データが価値創出の源泉となるとともに、ICT が経済活動
の根本となるコスト構造を変革。新たなコスト構造に適したビジネスモデルを構築し
た ICT企業があらゆる産業に進出し、従来のビジネスモデルを成り立たなくさせる「
デジタル・ディスラプション」を引き起こし、一方、あらゆる産業の伝統的なプレイ
ヤーは、ICTを事業のコアと位置付け、ICTと一体化することでビジネスモデル自体
を変革する「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」が必要となっている。

（出典）総務省「令和元年版情報通信白書」



データの利活用によるデジタル経済の進化

•データが価値創出の源泉
- ICT（Information and Communications Technology：情報通信技術）の進化
- インターネット利用の増大とIoT（Internet of Things：モノのインターネット）
の普及による、Big Data（ビッグデータ）の生成、収集、蓄積

- ビッグデータのAI（Artificial Intelligence：人工知能）による分析結果を活用し、
リアル空間とサイハー゙空間において新たな価値創造

- データ主導（data-driven）によるイノベーションの創出
- デジタルツイン（Digital Twin）
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このような世界では、データは「21世紀の石油」とも言われるように、その利活用が
国のあり方とその発展に大きな影響を与えることとなる。ただし、データを多く集め
ること自体には必ずしも価値はなく、そこから取り出される様々な意味や知見にこそ
価値がある。さらに、AIの分析精度向上や様々な領域での活用により新たな価値を生
み出すためには、データの量だけではなく、その種類・質が重要であり、多種類（多
分野、多サービス）の高品質（高精度、高精細）なデータを大量にもっていることが
競争力を左右するだけではなく、イノベーションの源泉にもなる。
そのようになると、市場での優位性の基準が、データへと移転する、つまり、現実世
界とサイバー空間の主従関係が逆転することとなるとも考えられる。

（出典）総務省「平成30年版情報通信白書」



データを保護する仕組み
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データの法的保護

•データに経済的価値があるとして、それは法的に保護される（べき）ものか？

•データを「所有する」、データが「帰属する」、データのオーナーシップ（ownership）
を有するとはどういうことか？

•データを「売買する」、「利用させる」とは？

•データは民法上、所有権、占有権その他物権の対象になるか？

•データは知的財産権の対象になるか？
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民法第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
民法第175条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することがで
きない。

知的財産基本法第2条第1項 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、…及び営業
秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
知的財産基本法第2条第2項 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、
育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権
利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。



データの法的保護

•知的財産法（特許法・著作権法）による保護
- 著作権者は、著作権法上の支分権を保有。（自分以外の）第三者に対する差止請求可
能、財産権としての権利譲渡や利用許諾も可能

- データ自体の「著作物性」（著作権法2条1項1号）
 写真/動画や音声データ vs 単なる統計データや事実、 自動収集/作成データの著作物性の問題

- データベースの著作物（著作権法１2条の２第1項）としての保護の可能性
 「情報の選択」・「体系的な構成」に創作性があるか？

•不正競争防止法による保護
- （自分以外の）第三者に対する差止請求、損害賠償請求は可能。権利譲渡等は？
- 「営業秘密」（①秘密管理性、②有用性、③非公知性）
- 「限定提供データ」の創設（2019年7月1日施行）
（参考）不正アクセス禁止法
（参考）一般不法行為による保護（北朝鮮映画事件 （最判平成23年12月8日））

•契約による保護
- （契約相手方以外の）第三者に対する差止請求、損害賠償請求は？権利譲渡等は？
- 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」（2018年6月15日公表）

•技術的手段（アーキテクチャー）による保護
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不競法による「限定提供データ」の保護の創設（2019年7月1日施行）

（出典）経済産業省作成資料を元に作成
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•第四次産業革命を背景に、データの共用・利活用の重要性（多種多様なデータがつなが
ることにより生まれる新たな付加価値）が認識されるようになった。しかし、データは
複製・提供が容易であり、不正な流通が生ずると被害は急速かつ広範囲に拡大するおそ
れがある。

•価値のあるデータであっても､無体物であり民法上の所有権・占有権の対象にはならない
ため、①著作権・特許権等の知的財産権の対象とはならない場合、又は、②他者との共
用を前提とし「営業秘密」には該当しない場合、その不正流通を差し止めることは困難
であった。



「営業秘密」と「限定提供データ」との比較
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（出典）経済産業省作成資料を元に作成



データの不正使用等に対する主な法制度

（出典）経済産業省作成資料を元に作成
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AI・データの利用に関する契約ガイドライン
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AI・データの利用に関する契約ガイドライン（データ編）

【データ編】
第１ 総論
第２ ガイドラインの対象・構成・活用
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
第４ 「データ提供型」契約
第５ 「データ創出型」契約
第６ 「データ共用型（プラットフォーム型）」

契約
第７ 主な契約条項例（データ提供型とデータ創

出型）

別添１ 産業分野のデータ利活用事例
別添２ 作業部会で取り上げたユースケースの紹

介

【AI編】
第１ 総論
第２ AI技術の解説
第３ 基本的な考え方
第４ AI技術を利用したソフトウェアの開発契約
第５ AI技術の利用契約
第６ 国際的取引の視点
第７ 本モデル契約について
第８ 総括

別添 作業部会で取り上げたユースケースの紹介
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• AI・データの利用に関する契約ガイドライン（経済産業省）
- 2018年6月15日公表（2019年12月9日Ver1.1公表）
- 【データ編】(約180頁)と【AI編】(約170頁)の2部構成
- 企業・業界団体等も大きな関心を寄せている（155個の意見に対するパブコメ回答）
- ガイドラインであり法的拘束力を有するものではない。しかし…



AI・データの利用に関する契約ガイドライン（データ編）

なぜガイドラインが必要と考えられたか？
•問題意識①

- いわゆるデータ契約（データの利用、加工、譲渡その他取扱いに関する契約）は不完
備契約（契約締結後に生じうる事態を網羅していない契約のこと）になりやすい
 守秘義務契約のみが締結される場合や、そもそも契約が締結されない場合も多い
 合理的な契約交渉・締結を促進するとともに、その取引費用を削減し、データ契約
の普及を図る等の観点から、ガイドラインにおいてデータ契約で定めておくべき事
項を示しておくことにメリットがある
→2015年と2017年にデータに関する契約ガイドラインは既に公表されていたが…

•問題意識②
- AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関して、権利関係をどのように処理す
ればよいのか、開発・利用に伴って発生し得る責任を誰が負うのかといった法律問題
は新しい問題であり、法律が整備されていないため不明確な点も多い
 現在、主に機械学習を利用したAI技術が実用化段階に入り、今後、AI技術が社会に
広く普及していくことが想定される

 しかし、AI技術の特性などに関する理解が不十分
 ガイドラインにおいてAI技術を利用したソフトウェアに開発・利用契約を作成する
にあたっての考慮要素、トラブルを予防する方法等についての基本的な考え方を示
しておくことにメリットがある
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AI・データの利用に関する契約ガイドライン（データ編）

（出典）経済産業省作成資料
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AI・データの利用に関する契約ガイドライン（データ編）

ガイドラインの対象・構成・活用
•対象

- 契約に関係する全ての者（事業者の契約担当者のみならず、その事業部門、経営層、データの
流通や利活用に関連するシステム開発者等を含む。）を幅広く想定

•構成
- 契約類型を３つに整理し、それぞれ、構造・法的性質、課題、法的論点、適切な取決め方法、
モデル契約書案等を整理
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（出典）経済産業省作成資料•活用における実務上の留意点
- 競争法上の問題
- 知識格差の問題



「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）
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• 3つの類型：①ライセンス(利用許諾)、②譲渡、③相互利用

•実務上の留意点
- 利用目的を明確に定める（目的外利用の禁止と統計化）
- 守秘義務との違い・関係
- 提供データの品質保証（瑕疵担保責任と 表明保証、免責条項の有効性）
- 派生データ等の利用権限
- 個人情報を含む場合（「匿名化した情報」と「匿名加工情報」 と「統計情報」）
- クロス・ボーダー取引における留意点（各国の（パーソナル）データ保護規制、特に
データローカライゼーション・越境移転規制）

•取引の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
状態に契約当事者間で争いがない場合

（出典）ガイドラインから抜粋



「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）
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•複数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
する場合

•工作機械の製造業者Aは、顧客（B1、B2・・）の工場に納入した工作機械にセンサを設
置し、センサから取得した工作機械の稼働データを分析することを計画している。

•稼働データは、そのデータを取得した工作機械を使用している顧客に対して、工作機械
の利用に関するアドバイスや保守等のアフターサービスを行う際に利用される。

•さらに、Aは、顧客の各工場にて取得したデータを分析し、生産性を向上させる使用方
法をベスト・プラクティスとして他の顧客に提供することを検討している。

•また、Aは、そのようなデータの分析結果を自社の工作機械製品の活用のために利用す
ることも検討しているほか、将来的には、稼働データを統計化した情報を第三者に販売
することも構想している

（出典）ガイドラインから抜粋



「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）

19

•実務上の留意点
- データの創出に複数当事者が関与する（「データ提供型」との違い①）
 当事者間で対象データ毎に利用権限・利用条件（利用目的、内容・継続的創出の保
証/非保証、第三者提供の制限など）を具体的かつ明確に定めておく必要性が高い

- 継続的なリアルタイム・データのやり取り（「データ提供型」との違い②）
 データの分析結果の「横展開」の必要性と他の当事者への「還元」方法

- IoT機器を設置してデータを取得（「データ提供型」との違い③）
 IoT機器メーカーとの権利関係、IoT機器に起因する責任問題
 パーソナルデータが含まれる可能性が高い（データの粒度の設定）



「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）

•本ガイドラインが対象とするプラットフォーム型
- 異なる企業グループに属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または活用するもの
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•実務上の留意点：本ガイドラインが直接扱っていないプラットフォーム
- 「マッチング型」（オンラインマーケットプレイス）、「メディア型」（SNS）等の

B to CまたはC to C取引におけるプラットフォーム
 これらのオンライン・プラットフォーム上で創出されるデータも対象外

- PDS (Personal Data Store)、情報銀行 (情報利用信用銀行)、テータ取引市場

（出典）ガイドラインから抜粋



「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）

•他の類型（「データ提供型」と「データ創出型」）との違い・関係

•利用規約を作成する際の実務上の留意点
- 特徴①：事業者間でデータを「共用」する（利用者が提供者でもある場合）
 利害関係の調整、データ提供のインセンティブの提供
 オープン・クローズ、競争法上の問題
 不正競争防止法の「営業秘密」、「限定提供データ」

- 特徴②： PFが介在する2段階構造
 データの利用範囲（利用者、データの範囲、利用目的）のきめ細やかな設定
 PF事業者の責任範囲

- 利用規約をグローバル化するタイミング

（参考）生産性向上特別措置法（2018年6月6日施行）
１ プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設
２ データの共有・連携のためのIoT投資の減税（コネクテッド・インダストリーズ税制）・公的デ

ータ提供要請制度
３ 中小企業の生産性向上のための設備投資の促進
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データの利活用に関する契約を締結する際のポイント（主に不競法の観点から）

•オープン・クローズの視点
- 自社内のデータの棚卸し（法令上、契約上の制約の有無）
- データの粒度
 プラットフォームの活用余地

•相手方の情報管理体制のチェック

•契約上何を定めるか
- 不競法上の保護を受けるための工夫
 対象データの範囲、利用目的、第三者提供の禁止（第三者提供できる範囲の特定）
 各要件の充足、 「図利加害目的」「限定提供データの管理に係る任務」に影響
 営業秘密とその他のデータの区別？

 管理・モニタリング（報告・監査）
- 不競法上の責任を負わないための工夫
 表明保証（←→データ提供へのインセンティブ、責任限定）
 不正な経緯を事後的に知った（又は重過失により知らない）場合

 不正取得発覚後の（使用・）開示の中止（特にプラットフォームの場合）
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データの利活用に関する契約を締結する際のポイント（主に不競法の観点から）

第3条（提供データの利用許諾）
１ 甲は、乙に対して、提供データを本契約の有効期間中、本目的の範囲内でのみ利用する
ことを許諾する。
２ 略
３ 乙は、甲の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で提供データを加工、
分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを第三者（乙が法人である場
合、その子会社、関連会社も第三者に含まれる）に開示、提供、漏えいしてはならない。
４ 提供データに関する知的財産権（データベースの著作物に関する権利を含むが、これに
限らない）は、甲に帰属する。ただし、提供データのうち、第三者に知的財産権が帰属す
るものはこの限りではない。

10条（秘密保持）
１ 甲および乙は、本契約を通じて知り得た、相手方が開示にあたり、書面・ 口頭・その
他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報（以下「秘密情報」
という。ただし、提供データは本条における「秘密情報」には含まれない）を、厳に秘密
として保持し、相手方の書面による事 前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、ま
た、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはなら
ない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求
に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することが
できる。
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ガイドラインで紹介されているユースケース
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ユースケース① 船舶IoTデータ情報連携プラットフォーム
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•サービスの概要
- 相談者において構想されているものは、海上を航行する船舶にデータ収集のための機
器を設置し、そのような機器を介して取得されたデータをプラットフォームに集約す
ることで、当該データの取得・保管・提供プロセスをオープンプラットフォーム化す
るというものである。このような仕組みにより、データの利活用を図り、各関係者の
サービスレベルを向上させることが目指されている。



ユースケース② 物流情報プラットフォーム
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•構想中のサービスの概要
- 相談者（X社、生活用品の製造業者）は、プラスチック製のパレットにRFタグ（電波
を用いて非接触でデータの読み書きができるもの）等の個体識別子を貼付したうえで、
製造業者、運送業者、倉庫業者、卸売業者および小売業者を参加者として、パレット
情報（どのパレットがどこにあるかという情報）を含む物流情報を共用することで、
伝票によるパレット管理を廃止すると同時に、それぞれの参加者がメリットを得られ
る仕組み（プラットフォーム）を構想中である。



ユースケース③ リース会社におけるリース機器からのデータ活用
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•構想中のサービスの概要
- X社（自動車リース業者）は、ユーザの安全運転をサポートし、歩行者などを巻き込
む事故を減少させるためのサービスとして、カメラと車載器を融合したドライブ・レ
コーダを開発し、これをリース自動車に設置するサービスを行っている。



ユースケース④ 工作機械メーカが、国内および海外に設置された出荷先の
工作機械から稼働データを収集し、活用する事例
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•構想中のサービスの概要
- X社は今後、各製造業者のデータを統合して、各種解析用のデータベース（下図では

X社DB）を構築したいと考えている。当該解析用データベースを用いて、工作機械の
最適利用に関する分析を行ったり、工作機械の故障の予兆分析を行うための学習済モ
デルを生成し、これを新規顧客である製造業者へのコンサルティングに活用したり、
さらには当該学習済みモデル自体を第三者へ提供することも計画したいと考えている。



ユースケース⑤ 自動車分野におけるデータ活用
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•サービスの概要（一部修正）
- X社（自動車メーカー）は、自社の製造する自動車車両（コネクティッドカー）に、
センサおよび車載通信機を搭載して、販売店を経由して、Y（顧客）に販売する。

- X社は、Yとの間で、テレマティクスサービス利用契約を締結する。この際、Yの契約
者情報および車両情報またはナビゲーション装置情報が、YからX社に提供される。

- 契約対象のコネクティッドカーが搭載された自動車が走行した場合、自動的にセンサ
が取得した交通情報、車両操作情報、車両挙動情報その他のデータが、車載通信機を
経由して、X社が管理するサーバに送信される。このサービスによって蓄積された情
報を、X社は、テレマティクスサービスに活用する。

- 収集したデータをテレマティクスサービスに活用するにあたっては、顧客Yにデータ
を提供する場合のみならず、X社自身が活用する場合や、保険会社等が提供する個別
車両向けサービスのために所有者の同意のもと第三者提供する場合や、Yを特定でき
ないよう統計処理等をしたうえで、第三者に提供する場合もある。

- コネクティッドカーの購入者であるYと、コネクティッドカーが搭載された自動車の
運転者は一致しない可能性がある。



ご清聴ありがとうございました。
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長島・大野・常松法律事務所
パートナー弁護士 殿村 桂司（Email：keiji_tonomura@noandt.com）

M&A・知財関連取引を中心に、企業法務全般に関するアドバイスを提供している。TMT
（technology, media and telecoms）業界の案件にも幅広い経験を有しており、TMT
業界における買収、合弁その他の戦略的提携のほか、シェアリング・エコノミー、
Fintech、IoT、AIなどテクノロジーの発展が生み出す新しい事業分野の案件も数多く取
り扱っている。
経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」検討会作業部会構成員。著
書に『日米欧 個人情報保護・データプロテクションの国際実務』（共著）（2017年・
商事法務）等。
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