データ共用型（プラットフォーム型）契約モデル規約
に関する報告書
第１

はじめに
経済産業省が平成 30 年 6 月に公開した「AI・データの利用に関する契約ガイドラ

イン（データ編）」（以下「データ編」という。）では、データ共用型（プラットフォ
ーム型）契約について、想定され得る諸々の論点を解説した。しかし、データ提供型
及びデータ創出型の契約類型と異なり、データ共用型（プラットフォーム型）の契約
類型ではモデル契約条項を掲載していなかった。実務上、プラットフォームの構成は、
特定の事業目的を前提とした個別具体的な検討を要するため、データ編の公開時点に
おいて、一般化が容易ではなかったからである。
しかし、データの事業上の重要性が認識されつつある現在、単一の事業者では収集
困難な種類又は量のデータを収集可能とするデータプラットフォームの利活用への期
待は益々高まっており、今後、その重要性が一層増すことが想定される。
そこで、作業部会有志 4 名により、「クローズ型プラットフォーム」（後述）の利
用に関するモデル利用規約案（別紙参照。以下「本モデル規約」という。）を検討し
た。本報告書は、その結果を報告するものである。
第２

想定するプラットフォーム
本報告書では、複数の企業が、自らがアクセス可能なデータを、特定の目的のため

に、他の企業に対し、プラットフォームを介して提供する場面を想定している。プラ
ットフォームは、各参加者から管理を委託された事業者（以下「PF 事業者」という。）
により運営される。このような、データ共有の取組を本報告書では、以下「本取組」
という。
第３
１

プラットフォームの構成
クローズ型プラットフォームの採用
本報告書では、プラットフォームの類型として、次の 2 つを想定している。これら

の違いは相対的であるものの 1、クローズ型プラットフォームでは、既存参加者の積極
的な承諾が必要な点において、第三者の参加のハードルは、より高い。


「クローズ型プラットフォーム」： プラットフォームへの参加の可否を、最
終的には、既存の参加者の全て又は一部の者の積極的な承諾に委ねるプラッ

1

利用規約を既存の参加者が作成する場合には、実質的には、その条件を満たす限りにおいて、新た

な参加者の参加を認める包括的な承諾があるといえる。そのため、既存参加者の承諾の有無による
区別は、便宜的説明にすぎず、論理的に厳密な区分ではない。

i

トフォーム


「オープン型プラットフォーム」： 利用規約に定める条件を満たす限り、第
三者の参加を広く認めるもの 2、すなわち、PF 事業者にプラットフォームへ
の参加の可否の最終的な判断権を委ねるプラットフォーム

以上を前提とした上で、本モデル規約は、「クローズ型プラットフォーム」を指向
している。具体的には、新規の参加者を受け入れるか否かの判断権は一次的には PF 事
業者が有するものの、全主要参加者が合意により定めた基準又は手続がある場合には、
当該手続又は基準が PF 事業者の判断に優先するとした（第 4 条第 4 項） 3。
これは、仮に、オープン型プラットフォームを採用する場合、既存の参加者と利害
が反する第三者であっても、プラットフォームの参加者になり得るため、既存の参加
者が自らの事業上の機微情報を含むデータの提供に難色を示す可能性があるからであ
る。他方、一定の信頼関係又は契約関係に基づき、特定少数の参加者が、小規模のク
ローズ型プラットフォームを構成する場合には、相対的にではあるものの、より重要
なデータを提供しやすいと思われる。
また、将来的にオープン型プラットフォームを志向する場合、まずは、本モデル規
約が想定するクローズ型プラットフォームを用いて実証実験を行い、実用可能性の検
証後に移行することも考えられる。
２

契約方式
本モデル規約は、プラットフォームの利用に関して、全参加者と PF 事業者が、①利

用規約（本モデル規約）により、②全体として 1 つの利用契約（本契約）を締結する
スキームを採用した。
①利用規約を用いたのは、統一的な契約内容を全ての参加者に及ぼすことにより、
契約締結の管理コストを抑え、かつ、参加者間の公平を維持するためである。この点、
特定少数の参加者を想定するプラットフォームであれば、あえて、利用規約を用いず
とも、単一の契約書（共同事業契約書や、組合契約書等）を用いた契約締結も可能で
はある。もっとも、仮に将来、オープン型プラットフォームへの移行を検討する場合
等、不特定多数の参加者を想定する場合には、単一の契約書の締結による処理が煩雑
となる場面も想定される。そして、事業化の目途がついた後の段階では、各当事者の
利害関係が対立し、利用規約の作成が難しい状況も想定されるため、初期段階からの
利用規約の利用にも、一定の合理性はあると考えられる。
②全体で 1 つの契約を締結する建て付けとしたのは、データの利用条件に違反する
2
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モデル規約第 4 条第 4 項を削除する場合、又は何ら基準及び手続が合意されない場合には、オー

プン型プラットフォームの利用規約として、利用可能である。

ii

利用について、データを提供した参加者から他の参加者に対し、直接の責任追及を可
能にするためである。この点、データ編が想定するように、各参加者が、PF 事業者と
の間で、データの提供又は利用に関して、個別に契約を締結するスキームも考えられ
る 4。しかし、契約に違反するデータの利用について、そのデータを提供した参加者が
他の参加者に対し、間接的にしか責任追及できない場合には、データ提供へのインセ
ンティブが削がれるおそれがある。また、PF 事業者は、データを提供した参加者から、
他の参加者の違反行為について、責任追及を受けるおそれもあり、同事業者のプラッ
トフォーム参加へのインセンティブ設計も容易ではない。そこで、本モデル規約では、
プラットフォームの全参加者及び PF 事業者間で単一の契約を成立させることにした。
なお、直接の責任追及を可能にする構成としては、例えば、データを提供する者と
データの提供を受ける者が、データの開示及び利用に関して、個別に契約し、PF 事業
者は、あくまでも、データの開示及び利用を媒介するスキームも考えられる（いわゆ
るデータ取引市場型）。しかし、このスキームでは、データの利用条件が取引毎に定
められる事態も想定され、プラットフォームにおける統一的な利用条件の設定その他
の管理が難しい場合が想定されるため、本モデル規約では採用していない。
３

プラットフォームの組成及び終了
本モデル規約は、参加者を、主要参加者と、それ以外の参加者の 2 種類に分けてい

る。主要参加者は、プラットフォームの組成及び終了について決定権を有するが、そ
れ以外の場面では、一般参加者と同様の権限のみを有する 5。
具体的には、前述のとおり、新規の参加者の加入には、主要参加者が最終的な決定
権を有している（第 4 条第 4 項）。また、本モデル規約は、一定の限度で PF 事業者
の裁量による変更を許容しているものの、重要な変更には全主要参加者の書面による
同意を必要としている（第 35 条）。なお、何が重要であるかは、プラットフォームの
組成目的等によるため、本モデル規約本文では特定していないものの、必要に応じて
別紙等による明記が望ましい。また、変更については、全主要参加者の同意ではなく、
例えば、その人数の 3/4 の同意等の要件を定めるのも一案である。
主要参加者を含む参加者は、その裁量によりプラットフォームから自由に脱退可能
であるが（第 37 条）、主要参加者の数が一定数を下回る場合には、プラットフォーム
の組成目的が事実上終了したと評価することが合理的と考えられるため、本取組を自
動的に終了することにしている（第 39 条）。
第４
１

インセンティブ設計
参加者

4
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5

もっとも、プラットフォームに新たな参加者が生じる場面が、極めて限定的である場合には、主要

参加者とそれ以外の参加者の区分の撤廃も検討に値すると思われる。

iii

本モデル規約では、プラットフォームに提供されるデータの利用対価を特に定めて
いない。これは、データの価値算定が一般的に困難であることを踏まえて、データ提
供の対価として、他の参加者のデータを利用可能な地位の取得を想定しているためで
ある。
もっとも、このスキームの下では、他の参加者から、十分な種類又は量のデータが
プラットフォームに提供されなければ、各参加者のデータ提供へのインセンティブが
削がれてしまうし、プラットフォームへデータを提供した参加者と、データを提供し
ない参加者との間の不公平感の醸成にもつながる。
そこで、予め参加者間で合意された条件（「PF 参加条件」）に従い、データが提供
されない場合には、違反者によるプラットフォームへのアクセスを制限する権限を PF
事業者に付している（第 17 条第 2 項）。PF 参加条件の内容は、プラットフォームの
組成目的を踏まえて定める必要があるが、例えば、各参加者に対し、プラットフォー
ムの利用前及びその利用継続中の一定周期においてのデータを提供する義務を課すこ
とにより、プラットフォームへのフリーライドへの懸念を一定程度軽減できると思わ
れる。
なお、想定する事業形態によっては、プラットフォームを組成し、各参加者から幅
広くデータを集めるのではなく、主要参加者が予め一定量のデータの集積を終えた状
況で、当該データに関連するデータを更に集めるためにプラットフォームを組成する
ケースも考えられる 6。この場合には、プラットフォームの利用開始時に、主要参加者
に対し、データ提供義務を課すものの、他の参加者には、そのような義務を課さない
との対応もあり得るだろう。
２

PF 事業者
本モデル規約では、PF 事業者の主たる役割として、データの管理等のみを想定する

ため、インセンティブとして、各参加者による PF 事業者へのプラットフォームの利
用料の支払いを想定している。もっとも、加工等のより積極的な役割を果たす場合に
は、金銭以外にも、一定の範囲でデータを利用可能にする等、想定するビジネススキ
ームに応じ、適切なインセンティブの設定が重要である。
なお、前述のとおり、本モデル規約は、主要参加者又は参加者数が一定数を下回る
場合には、本取組が当然終了するとしているが（第 39 条）、参加者のプラットフォー
ム組成目的のみならず、PF 事業者が得る利益、すなわち、PF 事業者がスキームに参
加するインセンティブの観点も踏まえて、プラットフォームの終了基準を定めること
が望ましい。

6

例えば、最終製品メーカが部品メーカ各社に対し、最終製品に関するデータを幅広く開示するこ

とで、部品メーカ各社に対し、その利用を促進させ、フィードバックの共有を求める場合が考えら
れる。
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第５

本プラットフォームで想定するデータ
本モデル規約で想定するデータは、①PF データ及び②提供データ並びに③派生デー

タの 3 種類である。
１

PF データ及び提供データ
①PF データは「各参加者が、本契約に基づき、他の参加者に提供するために、PF 事

業者に対し、開示したデータ」（第 2 条）を指し、②提供データは、PF データのうち、
データを提供する参加者自ら PF 事業者に開示したデータを指す(第 2 条）。
本モデル規約では、PF データの利用には、データ利用条件が設定され、参加者はこ
れを遵守する義務を負う。しかし、データを提供する参加者は、本取組への参加によ
り、自らが開示したデータについて、自由な利用が制約されることを、一般的には望
まないと思われる。そのため、データの利用範囲、管理及び削除等、データを提供す
る参加者による使用及び利用の制限が一般的に不適当と思われる場面では、本契約の
適用を除外した（第 11 条）。
また、本モデル規約では、PF データと提供データを区別しているため、いずれの参
加者が PF データを提供したかが重要になる。そこで、PF 事業者は、本プラットフォ
ーム内のデータがどの参加者に由来するかを区別し、かつ記録する義務を負う（第 13
条第 1 項）。
加えて、本モデル規約は、PF データについて、その利用条件（「データ利用条件」）
に従う限りにおいて、本プラットフォームの内外において、自由利用可能としている
（第 12 条第 1 項では利用場所の限定はない。）。ただし、参加者以外の第三者への開
示を可能とすると、データの提供に対する萎縮効果が生じ得るため、原則として禁止
している（第 12 条第 1 項第 3 号） 7。
PF データを提供した参加者が脱退した場合、当該 PF データをプラットフォームか
ら削除しなければならないとすれば、それを既に利用した、又は利用中の他の参加者
が不利益を被るおそれがある。安定的なデータ利用ができなければ、プラットフォー
ムの利用自体が忌避されかねないため、データを提供する参加者が脱退した場合であ
っても、他の参加者は、当該データを継続利用可能とした（第 14 条第 2 項）。
もっとも、他方で、本取組から脱退した参加者に継続利用を認める必要は乏しいた
め、その脱退時には PF データの削除義務を課している（第 14 条第 3 項）
２

派生データ
③派生データは、PF データに対し、その同一性が失われる程度、すなわち、「技術

7

もっとも、プラットフォーム外での利用を可能にすると、流出リスクの発生は避けがたいため、そ

のような事態を懸念するのであれば、プラットフォーム外での利用を禁止するスキームも考えられ
る。
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的に復元困難な加工等」8をしたデータを指すものとした（第 2 条）。この点、如何な
る場合に「技術的に復元困難」といえるかは、当事者間の合意内容や、参加者及び PF
事業者が置かれた業界の技術常識に左右される可能性が高く、PF データと、派生デー
タとの間に一義的な境界を設けることは事実上困難と思われる。仮に、PF データと、
これに加工等を施したデータの同一性に疑義が生じる可能性があるならば、一定の加
工方法等が予め想定可能な場合には、当該方法を用いた加工等に対象を限定すること
や、派生データを当事者の合意により事後的に特定することも考えられる。
また、データを提供した参加者が脱退した後であっても、提供データを元に創出さ
れた派生データの他の参加者による利用は原則として妨げられない（第 16 条第 3 項）。
提供データと同様に、これを事後的に利用不可能とすると、プラットフォームの利便
性が大きく損なわれる可能性があるためである。ただし、PF データのデータ利用条件
に反した場合には、それにより創出された派生データを継続して利用させる合理性は
認めがたいため、本契約又はデータ利用条件に違反して派生データを創出した参加者
は、その削除義務を負う（第 16 条第 2 項）。これにより、各参加者に対し、債務不履
行への負のインセンティブを与えている。
なお、派生データに関する知的財産権は、各参加者が単独で創出した場合には、当
該参加者に帰属させ、他方、PF 事業者が関与した場合にはその帰属の取扱いを協議に
委ねている（第 15 条）。また、本モデル規約では、派生データに関する知的財産権の
みを明示的に規律しており、データの形式をとらない知的財産に関する知的財産権の
帰属は、その法律上の原則に委ねている。

8

同一性の判断基準として絶対ではない点に留意が必要である。加工等により創出されるデータの

性質や、後述するように加工方法による特定等、種々の基準が考えられる。
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別紙
AI・データの利用に関する契約ガイドライン
モデル規約（データ共用型）
第 1 章 定義等
目的
本規約は、○○○（以下「PF 事業者」という）と本取組（次条で定義する。）の全
ての参加者（次条で定義する。）との間の契約関係を定める。

定義
本規約では、次の各用語は、次の各意味を有する。
用語
本契約

意味
本規約に基づき PF 事業者と、全参加者との間で成立する、本
プラットフォームの使用及び利用に関する契約

本取組

［参加者による●のためのデータ共有の取組］

本存続期間

第 36 条（本取組の存続期間）に規定する本取組の存続期間

本プラットフォーム

PF 事業者が本取組のために管理するサーバー上の領域

参加者

本取組の参加者

主要参加者

別紙 1（主要参加者）で特定される本取組の参加者

アクセス情報

各参加者が本プラットフォームにアクセスする際の認証に用
いる ID、パスワードその他の情報

データ

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の方法で創出され
る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。）に記録された情報

1

用語
PF データ

意味
各参加者が、本契約に基づき、他の参加者に提供するために、
PF 事業者に対し、開示したデータ。ただし、各参加者又は PF
事業者について、開示を受けた時点で自らが保有していたデー
タと同一のデータを除く。

提供データ

PF データのうち、ある参加者について、自らが、PF 事業者に
対し、開示したデータ。ただし、その開示時点で、既に他の参加
者により適法かつ正当な権限の下、取得され、かつ、PF 事業者
に対し開示されている PF データは含まない。

派生データ

PF データに対し技術的に復元困難な加工等が施されたデータ
（PF データと同一性が認められないものとみなす。）

加工等

改変、追加、削除、組合せ、分析、編集及び統合等

データ利用条件

別紙 2（データ利用条件）で特定される、あるデータを本プラッ
トフォームの内外で利用する際の条件

データ保証条件

別紙 3（データ保証条件）で特定される、あるデータを本プラッ
トフォームに開示する際の保証条件

PF 参加条件

別紙 4（PF 参加条件）で特定される、全主要参加者［又はその
委託を受けた PF 事業者］の書面による合意で定める本取組に
参加し、かつ、その参加を継続するための条件

知的財産

発明、考案、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み
出されるもの（発見又は解明がされた自然の法則又は現象であ
って、産業上の利用可能性があるものを含む。）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

知的財産権

特許権、実用新案権、意匠権、著作権（著作権法 27 条及び 28
条の権利を含む。）その他の知的財産に関して法令により定め
られた権利（特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意
匠登録を受ける権利その他知的財産権の設定を受ける権利を含
む。）
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用語
免責事由

意味
次の各号のいずれかに該当する事由
(1) 天災（地震、台風、津波等を含む。）
(2) 戦争
(3) 暴動、内乱、テロリズム
(4) 疫病、伝染病の流行
(5) 停電
(6) 法令の制定・改廃
(7) その他いずれの当事者の責めに帰すことができない事由

PF 事業者設備

本契約に基づき、PF 事業者が、本プラットフォームを提供する
ためのコンピュータ、電気通信設備その他のハードウェア及び
ソフトウェア（第三者から借受け、又は第三者から利用のため
の提供を受けているものを含む。）

参加者設備

本契約に基づき、参加者が、本プラットフォームを利用するた
めのコンピュータ、電気通信設備その他のハードウェア及びソ
フトウェア（第三者から借受け、又は第三者から利用のための
提供を受けているものを含む。）

反社会的勢力

暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過し
ない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者

法令

法律、政令、規則、基準及びガイドライン

＜解説＞
１

本取組の参加者が、本契約に基づき、他の参加者に提供するために、PF 事業者に対し
開示したデータを「PF データ」と定義し、PF データのうち、ある参加者について、自
らが開示したデータを、特に「提供データ」と定義している。
PF データは、予め設定されたデータ利用条件の範囲内でのみ使用及び利用できるのに
対し（第 12 条）、提供データには、そのような利用条件の制限はなく、データを提供し
た参加者自身は、本プラットフォームにデータを提供した後も、自由に利用を継続でき
るとした（第 11 条）。
なお、各参加者が既にアクセス可能なデータが、本プラットフォームを通じて開示さ
れた場合に、データ利用条件に拘束されることは適当でないため、PF データの定義から

除外している。
また、既に、本プラットフォームで開示されているデータ（PF データ）と同一のデー
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タが開示された場合に、後に同一データを開示する参加者に対する利用条件の適用を免
れさせることは適切ではないため、提供データの定義から除外している。
２

本モデル規約では、本プラットフォームに対して参加するインセンティブを付与する
ため、PF データに対し、同一性を失わせる程度の加工がされたデータについては、その
元になった PF データの利用条件を及ぼさず、原則として、その創出者の自由な使用及
び利用に委ねることが適切との考えを採用している。
そこで、「派生データ」を「PF データに対し技術的に復元困難な加工等が施されたデ

ータ」と定義し、PF データと派生データとの間には、同一性が認められないものとみな
す旨を定めた。これは、「技術的に復元困難な加工等」により生じた派生データは、PF
データに容易に復元できない以上、契約解釈上、PF データとの同一性が認められず、別
個の利用条件を及ぼすことが適当と考えたためである。
もっとも、この定義を採用するときであっても、如何なる場合に「技術的に復元困難」
といえるかは、当事者間の合意内容や、参加者及び PF 事業者が置かれた業界の技術常
識に左右される可能性が高く、PF データと、派生データとの間に一義的な境界を設ける
ことは事実上困難と思われる。そこで、もしも、一定の加工方法等が予め想定可能であ
れば、当該方法を用いた加工等に対象を限定することや、派生データを当事者の合意に
より事後的に特定することも考えられる。
契約関係
1

本規約及びその別紙は、本契約の内容を構成する。本規約と別紙の規定に抵触又は
矛盾があるときには、別紙の内容が優先する。

2

本規約の他の条項で「本規約」又は「本契約」というとき、別紙及びその内容を含
む。
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第 2 章 本取組への参加
参加の申込み
PF 事業者は、本存続期間中、本規約の規定に従う限り、全参加者を代理して、既存
の参加者以外の第三者を本取組に参加させることができる。
本取組への参加を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、PF 事業者に対し、
その別途指定する方法により、本取組への参加を申し込む。
次の各号のいずれかに該当するとき又は第 1 号から第 5 号のいずれかに該当するお
それがあるとき、PF 事業者は、当該申込者による第 2 項の申込みを承諾しないこと
ができる。
当該申込者から申告のあった事項の全部又は一部が事実に反するとき
当該申込者が、重要な事実について申告しないとき
当該申込者が、過去に、本プラットフォームの利用に関して、契約に違反した
者であるとき
当該申込者が反社会的勢力に該当する者又は関与する者であるとき
当該申込者による本プラットフォームの利用が他の参加者の共同の利益に反す
るとき
前各号に掲げる事由のほか、当該申込者による本プラットフォームの利用承認
が適当でないと PF 事業者が判断するとき。
第 3 項の規定にかかわらず、全主要参加者が、書面による合意により、第 1 項の申
込みに関する基準又は手続を定めているとき、PF 事業者は、当該基準又は手続に従
い、第２項の申込みを承諾するか否かを判断する。
PF 事業者は、第 2 項の申込みの受領日から●営業日以内に、前 2 項に基づき、当該
申込みを承諾するか否かを当該申込者に対し、通知する。
第 5 項の規定にかかわらず、同項の期間内に PF 事業者が、申込者に対し、その申
込みの承諾の有無を通知しないとき、第２項の申込みは承諾されなかったものとみ
なす。
PF 事業者が、申込者に対し、第２項の申込みを承諾する旨の通知を発信した時をも
って、当該申込者は、本取組の参加者となり、かつ、本契約の成立時からその当事
者であったとみなす。ただし、当該申込者の本契約上の権利及び義務は、その参加
の日から発生する。
＜解説＞
１

プラットフォームには、これへの参加の可否を、最終的には、既存の参加者の全て又
は一部の積極的な承諾に委ねる「クローズ型プラットフォーム」と、利用規約に定める
条件を満たす限り広く参加を認める「オープン型プラットフォーム」があり得る（デー
タ編 75 頁）。

２

本モデル規約は、クローズ型を前提としたものであり、プラットフォームへの参加に
5

際して、PF 事業者が本モデル規約所定の審査をした場合であっても、全主要参加者が書
面により合意した基準又は手続があるならば、これらを、PF 事業者の判断に優先させて
いる。
３

なお、本モデル規約では、新たな参加者が本取組に参加した場合であっても、契約の
同一性を維持するために、PF 事業者に既存の参加者全員を代理して、第三者との間で契
約を締結する権限を付与した。
申請事項の変更
第 4 条（参加の申込み）第 2 項の申請事項に変更があるとき、各参加者は、PF 事業
者に対し、直ちにその変更内容を通知する。
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第 3 章 提供データの開示
データ利用条件の設定
本存続期間中に、データ利用条件が設定されていない新たなデータを本プラットフ
ォームで取り扱うとき、別紙 2（データ利用条件）で定める手続により、そのデータ
利用条件を定める。
前項の手続によりデータ利用条件が設定されないとき、各参加者は、前項の PF デ
ータを制約なく使用及び利用できるものとみなす。
データ利用条件は、別紙 2（データ利用条件）で定める手続により、変更できる。た
だし、既に開示された PF データの取扱いは、それを利用する参加者全員の書面に
よる同意があるときを除いて、変更前のデータ利用条件による。
＜解説＞
１

本モデル規約では、本プラットフォームの運用開始に先立ち、PF データに適用される

統一的な利用条件（「データ利用条件」）が設定されていることを前提に、他の参加者
は、当該データ利用条件の範囲でのみ、PF データを利用できるとした（第 12 条）。
２

本取組の開始後に、本取組の開始時点で利用が想定されていなかったデータには、デ
ータ利用条件が設定されていない場合も想定される。そのため、その際のデータ利用条
件の設定手続の別紙による特定を求めている。

３

データ利用条件の変更の手続も同様に別紙で特定することにした。ただし、既に開示
された PF データについては、事後的に利用条件が変更されて、従前の取扱いや今後の
利用が制限されないように、既に利用している参加者全員の書面による同意がない限り
は、変更前のデータ利用条件を存続させると定めた。
データの開示
各参加者は、本規約その他 PF 事業者が定める手続及びデータ形式並びに PF 参加
条件に従い、他の参加者及び PF 事業者に対し、PF 参加条件で指定されたデータを
開示する。
本契約に基づき、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）
の個人情報及び匿名加工情報を含んだデータを、他の参加者に開示し、又は開示を
受けるとき、各参加者は、次の各義務を負う。
PF 事業者に対し、事前にその旨及び開示するこれら情報の項目を明示する。
個人情報保護法を遵守し（個人情報保護法上必要な本人からの同意の取得を含
む。）、これら情報の管理に必要な措置を講ずる。
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＜解説＞
本モデル規約では、PF データを、産業データ（非個人情報）に限定していない。ただ
し、個人データを取り扱う場合には、個人情報保護法等の関連法令の遵守が必要である。
各参加者が、個人情報保護法に違反したデータを開示又は使用若しくは利用する場合、
個人情報保護法違反のみならず、本契約違反を構成する。
提供データの保証
各参加者は、提供データについて、他の参加者及び PF 事業者に対し、本取組参加
時及び本取組参加中、次の各号の全てを保証する。
適法かつ正当な権限をもって取得され、かつ開示されること
改竄していないこと
法令に違反する内容を含まないこと
公序良俗に反する内容を含まないこと
第 7 条（データの開示）に従い開示されること
第 9 条（提供データの知的財産権・権利不行使）第 1 項の使用及び利用を許諾
する権限を有すること
そのデータ保証条件を充足すること
各参加者は、その提供データについて、他の参加者及び PF 事業者に対し、前項に
規定する事項を除いて一切保証しない。
＜解説＞
１

本モデル規約が想定するスキームの下では、PF データを提供した参加者は、他の参加

者及び PF 事業者に対し、提供データについて保証をする場合がある。
２

データ編では、データの品質、そして保証の対象として、正確性、完全性等を論じて
いたものの（データ編 30 頁）、如何なる事項が保証の対象となるべきかは、当事者間で

データが如何なる性質等を備えるものとして、具体的に合意したかに左右される。その
ため、一般的抽象的に正確性や完全性等を議論するのではなく、より具体的に、データ
の性質等を議論する枠組みとして「データ保証条件」を設けた。
３

なお、データについて一切保証をしない場合には、第 8 条第 1 項は削除する必要があ

る。
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提供データの知的財産権・権利不行使
各参加者は、知的財産の対象である提供データについて、次の各号に掲げる者に対
し、次の各号の範囲で、非独占的に、日本国内における当該データの使用及び利用
を許諾する。
他の参加者 そのデータ利用条件に従った使用及び利用に必要な限り
PF 事業者

本プラットフォームの運営又はそのデータ利用条件に従った使用

及び利用に必要な限り
各参加者は、本取組が継続する限り、自らが本取組を脱退後も、PF 事業者及び他の
参加者に対し、提供データの使用及び利用について、人格権（著作者人格権を含む。）
を行使しない。
全参加者及び PF 事業者は、前 2 項のときを除き、本取組への参加によって、各参
加者が、他の参加者及び PF 事業者に対し、その提供データに関する知的財産権を
譲渡又は移転せず、かつ、知的財産の利用を許諾しないことを確認する。
提供データの利用確保
各参加者及び PF 事業者は、PF データについて、第 8 条（提供データの保証）第 1
項の保証の違反又はそのおそれを知ったとき、次の各号に掲げる者に対し、直ちに
該当する事項全ての具体的な内容を、通知する。
自ら以外の参加者
PF 事業者（PF 事業者が通知者であるときを除く）
各参加者は、提供データについて、データ利用条件に従った使用若しくは利用が制
限される又はそのおそれがあるとき、第 8 条（提供データの保証）第 1 項の保証の
範囲内で、第三者の許諾を取得し、又は、利用が制限され得る一部を除外する等の
措置をとり、他の参加者及び PF 事業者が当該データを制限なく利用できるよう最
大限努める。
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第 4 章 PF データの利用
適用除外
第 12 条（PF データの利用条件）から第 14 条（PF データの削除）の規定は、各参
加者について、その提供データの取扱いには適用されない。ただし、そのデータ利
用条件に別段の定めがあるときはこの限りではない。
＜解説＞
１

本取組への参加により、自らが開示したデータについて、自由な利用が制約されるこ
とを、一般的には、望まないと思われる。そのため、データの利用範囲、管理及び削除
等、データを提供する参加者による使用及び利用の制限が一般的に不適当と思われる場
面では、第 12 条から第 14 条の規定の適用を除外した。

２

もっとも、特定の場合には、データを提供する参加者であっても、そのデータ利用が
制限されるスキームを採用することも当然に可能である。そのため、データ利用条件に
定めを置くことにより、第 12 条から第 14 条の規定の適用を受けることも可能とした。
PF データの利用条件
各参加者及び PF 事業者は、PF データについて、次の各号のいずれかに該当する行
為をしない。
当該データを、そのデータ利用条件の範囲外で、自ら使用又は利用すること
当該データを、そのデータ利用条件の範囲外で、自ら以外の参加者に使用又は
利用させること
当該データを、そのデータ利用条件の範囲外で、第三者（自ら以外の参加者を
除く）に対し、開示若しくは漏洩し、又は使用若しくは利用させること
第 34 条（損害賠償の制限）の規定にかかわらず、PF 事業者は、前項の違反によっ
て、各参加者が被った全ての損害を賠償する。
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PF データの管理
各参加者及び PF 事業者は、自ら以外の参加者から開示を受けた各 PF データを他
のデータと明確に区別して、秘密として、管理及び保管する。
PF 事業者の求めがあるとき、各参加者は、PF 事業者に対し、自らが管理する PF デ
ータの管理状況を通知する。
PF 事業者が、ある参加者に対し、PF データの漏洩のおそれを具体的に示した上で、
その管理方法の是正を求めたとき、当該参加者はその指示に従い、その管理方法を
改める。
前項の要求を受けた参加者が、当該 PF データの管理方法を適切に是正しなかった
とき、管理方法が適切に是正されるまでの期間、PF 事業者は、第 24 条（本プラッ
トフォームの提供停止）の手続に従い、当該参加者による本プラットフォームの利
用を停止できる。
PF データの削除
PF データの開示又は使用若しくは利用が、本契約、そのデータ利用条件若しくは法
令に違反する又はそのおそれがあると PF 事業者が合理的に判断したとき、PF 事業
者は、次の各号の全てを満たす場合、当該データの本プラットフォームからの削除、
各参加者の管理下にある当該データの削除要請、その他適切な措置を講じることが
できる。
法令に違反しない範囲で、全参加者に対し、事前に通知すること
法令に違反しない範囲で、当該データを事後的に復元可能とするための措置を
とること
ある参加者が本取組から脱退したとき、他の参加者及び PF 事業者は、当該参加者
が提供した PF データの削除義務を負わない。
各参加者は、本取組の脱退後、PF データを使用及び利用できず、直ちに自らの管理
下にある PF データを削除し、これを記録した媒体を破棄する。ただし、そのデー
タ利用条件に別段の定めがあるときはこの限りではない。
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第 5 章 派生データの取扱い
派生データの知的財産権・権利不行使
派生データの知的財産権の帰属は、次の各号のとおり決する。
ある参加者が、単独で創出した派生データの知的財産権は、当該参加者に帰属
する。
PF 事業者が、単独で創出した派生データの知的財産権の取扱いは全主要参加者
[及び PF 事業者]の協議により決する。
ある参加者と PF 事業者が、共同で創出した派生データの知的財産権の取扱い
は、当該参加者を除く全主要参加者、[PF 事業者]及び当該参加者の協議により
決する。
各参加者は、その提供データを用いて、他の参加者又は PF 事業者が生成した派生
データその他知的財産の使用及び利用について、知的財産権及び人格権（著作者人
格権を含む。）を行使しない。ただし、当該提供データの使用又は利用が本契約又
はそのデータ利用条件に違反するときはこの限りではない。
＜解説＞
本項は、PF データを用いて創出された知的財産のうち、データの形式をとるものを対
象として、その知的財産権の帰属について規律する。したがって、それ以外の形式をと
る知的財産については、法令による原則に従うため、必要に応じ、知的財産権の帰属条
項を設ける必要がある。

12

派生データの利用
本契約又は PF データのデータ利用条件に違反して、創出された派生データは、次
の各号のとおり取り扱う。
当該派生データを創出した参加者又は PF 事業者は、その創出に用いた PF デ
ータを開示した参加者に対し、速やかに開示する。
当該派生データを創出した参加者又は PF 事業者は、当該派生データを、PF デ
ータを開示した参加者以外の第三者に開示又は漏洩してはならず、また、使用
及び利用しない。
当該派生データを創出した参加者又は PF 事業者は、自らの管理下にある当該
派生データを、第 1 号の開示後、直ちに削除する。
本契約及び PF データのデータ利用条件に違反せず、創出された派生データは、次
の各号のとおり取り扱う。
当該派生データを創出した参加者又は PF 事業者は、自ら以外の者に対し開示
する義務を負わない。
当該派生データを創出した参加者又は PF 事業者は、当該派生データを、自由
に開示又は使用若しくは利用できる。
本契約及び PF データのデータ利用条件に従い、派生データを創出した参加者又は
PF 事業者は、その創出に用いた PF データを開示した参加者が本取組を脱退したと
きであっても、当該派生データの削除義務を負わない。
＜解説＞
１

本規約では、各参加者に対し、本取組への参加のインセンティブを与えるため、PF デ
ータを、自己の設備にダウンロード等することにより、本プラットフォーム外に持ち出
し可能にし、かつ、PF データを用いて創出された派生データは、第三者に対する開示義
務を負わず、自由に開示又は使用若しくは利用できると定めた（第 16 条第 2 項第 1 号

及び第 2 号）。
また、派生データを創出した当事者は、その創出に用いた PF データを開示した参加
者が本取組を脱退した場合であっても、当該派生データの削除義務を負わず、使用又は
利用を継続できると定め（第 16 条第 3 項）、派生データを創出した参加者及びその正当
な取得者に対し、不測の不利益が発生しないように配慮した。
２

他方で、派生データが、元となる PF データのデータ利用条件に違反して創出された
場合にまで、これを創出した参加者による自由な開示又は使用若しくは利用を認める理
由はない。そこで、PF データのデータ利用条件に違反して加工データが創出されたとき、
違反参加者に対し、PF データを開示した参加者への派生データの開示義務を課した上、
当該データの使用及び利用並びに開示を禁止し、
削除を要求している（第 16 条第 1 項）
。
元となった PF データの開示当事者の利益を確保し、その余の参加者に対し、データ利
用条件に違反した派生データの創出に関する負のインセンティブを付与するためである。
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第 6 章 参加者の義務
データ開示
各参加者は、PF 事業者に対し、PF 参加条件に従い、PF データの開示その他義務を
履行する。
ある参加者が前項に違反したとき、当該違反状態が是正されるまでの期間、PF 事業
者は、第 24 条（本プラットフォームの提供停止）の手続に従い、当該参加者による
本プラットフォームの利用を停止できる。
＜解説＞
本プラットフォームを組成し維持していくためには、各参加者に対し、データを提供
するインセンティブを与え、フリーライドを防止する仕組みを作る必要がある。本条は、
そのために、PF データの開示等の義務を違反した当事者に対し、PF 事業者が、違反が
是正されるまでの期間、当該参加者の本プラットフォームへのアクセスを制限できると
定めた。
利用料
各参加者は、PF 事業者に対し、別紙 5（利用料）に定める条件により、本プラット
フォームの利用の対価（以下「利用料」という。）を支払う。
PF 事業者は、全主要参加者の書面による同意がある場合、各参加者への事前通知に
より、利用料を改定できる。
各参加者は、利用料の支払いを遅延したとき、PF 事業者に対し、年 14.6%の遅延損
害金を支払う。
PF 事業者は、各参加者に対し、一度支払われた利用料を返金する義務を負わない。
参加者設備
各参加者は、本プラットフォームの利用にあたり、自己の費用と責任により、各参
加者設備について、次の各号の対応をとる。
PF 事業者が定める条件で、設定及び維持する。
電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して本プラットフォームに接続す
る。
各参加者設備に不具合があるとき、PF 事業者は、各参加者に対し、本プラットフォ
ームの提供義務を負わない。
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第 7 章 アクセス管理
PF 事業者によるアクセス管理
PF 事業者は、ある参加者に付与したアクセス情報について、次の各号の義務を負
う。
他の参加者又は第三者に開示又は漏洩しない。
パスワードの設定、暗号化又はアクセス制限等、その秘密性を保持するための
合理的な措置を講じる。
漏洩又はそのおそれが生じたときには、当該参加者に対し、その旨を、直ちに
通知する。
PF 事業者は、各参加者に割り当てられた本プラットフォームの各領域に、本プラッ
トフォームの運営に必要な範囲を超えて、自らアクセスせず、また、第三者をアク
セスさせない。
参加者によるアクセス管理
各参加者は、自らのアクセス情報について、次の各号の義務を負う。
他の参加者又は第三者に開示又は漏洩しない。
パスワードの設定、暗号化又はアクセス制限等、その秘密性を保持するための
合理的な措置を講じる。
漏洩又はそのおそれが生じたときには、PF 事業者に対し、その旨を、直ちに通
知する。
各参加者は、他の参加者のアクセス情報について、次の各号の行為をしない。
取得
使用及び利用
自ら以外の参加者及び第三者への開示又は漏洩
各参加者は、本プラットフォームについて、PF 事業者が正当な権限を付与した領域
以外にアクセスしてはならない。
アクセス情報の利用責任
ある参加者に付与されたアクセス情報を認証に用いた本プラットフォームへのアク
セスがあったとき、当該アクセスは、当該参加者により行われたとみなし、当該参
加者は、他の参加者及び PF 事業者に対し、これにより生じた損害の全てを賠償す
る。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
PF 事業者が第 20 条（PF 事業者によるアクセス管理）の規定に違反した結果、
当該参加者以外の者が当該アクセスをしたとき
他の参加者が第 21 条（参加者によるアクセス管理）の規定に違反した結果、当
該参加者以外の者が当該アクセスをしたとき
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第 8 章 本プラットフォームの運営
本プラットフォームの管理・運営
PF 事業者は、本存続期間中、法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって本プラッ
トフォームを運営する。
本プラットフォームの提供停止
PF 事業者は、ある参加者について、次の各号のいずれかに該当するとき、当該参加
者に対する本プラットフォームの提供を必要な期間又は本規約に規定された期間、
停止できる。
第 13 条（PF データの管理）第 4 項に該当するとき
第 17 条（データ開示）第 2 項に該当するとき
第 38 条（参加者の除名等）第 2 項に該当するとき
PF 事業者は、次の各号のいずれかに該当するとき、全参加者に対する本プラットフ
ォームの提供を必要な期間又は本規約に規定された期間、停止できる。
定期又は必要に応じた保守作業
[●]
その他客観的合理的にやむを得ないとき
前 2 項の規定に従い、PF 事業者が、本プラットフォームの提供を停止するとき、PF
事業者は、全参加者に対し、法令に違反しない限り、次の各号の義務を負う。
その停止前に通知できるとき、全参加者に対し、その停止について、停止前に
可及的速やかに通知する。
その停止前に通知できないとき（法令により通知が禁止される場合を含む。）、
全参加者に対し、その停止について、停止後、直ちに通知する。
本プラットフォームの不具合等
本プラットフォームの不具合（PF 事業者設備の不具合を含む。）を知ったとき、各
参加者は、PF 事業者に対し、速やかにその事実を通知する。
PF 事業者設備の不具合を知ったとき、PF 事業者は、次の各号の義務を負う。
各参加者に対し、その旨を、速やかに通知する。
PF 事業者設備を、可及的速やかに修理又は復旧する。
PF 事業者は、その借り受けた電気通信回線の障害があるとき、当該電気通信回線を
提供する電気通信事業者に対し、修理又は復旧を指示する。
本プラットフォームの保証
PF 事業者は、各参加者に対し、本プラットフォームが、同種同等のプラットフォー
ムで利用されるのと同種同等のセキュリティの具備を保証する。
PF 事業者は、各参加者に対し、別紙 6（SLA）に記載の事項を除いて、本プラット
フォームの運営に関して、明示又は黙示の別を問わず、何ら保証しない。
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本プラットフォームの利用に関する知的財産権
本プラットフォームの利用許諾は、その利用に必要な範囲を越えて、PF 事業者又は
PF 事業者に利用許諾している者の知的財産の利用許諾を意味しない。
委託
PF 事業者は、その裁量により、本取組のための本プラットフォームの提供に必要な
業務の全部又は一部を、第三者（以下「再委託先」という。）に対し、委託できる。
前項の委託をするとき、PF 事業者は、次の各号の義務を負う。
各参加者に対し、再委託先の情報を通知又は公表する。
再委託先に対し、当該委託業務の遂行について本規約に定める PF 事業者の義
務と同等の義務を負わせる。
PF データに個人情報が含まれる場合、個人情報保護法上必要な手続を履践す
る。
＜解説＞
１

PF 事業者が提供する業務として、PF データの管理、提供等のほかに、データの解析
若しくは加工又はサービスの提供等があり得る。このような業務は高度の専門性を要す
るため、PF 事業者が外部の業者に対し、その全部又は一部の業務委託を希望する場合が
想定される。本条では、このような業務委託の必要性を認め、PF 事業者がその裁量によ
り再委託先を選任し、かつ、利用可能と定めた。

２

もっとも、参加者の与り知らないところで、PF データが流通することを避け、かつ、

その十分な保護を図るために、PF 事業者に対し、①再委託先の情報を通知又は公表する
義務及び②再委託先に対し、秘密保持等の義務について PF 事業者と同等の義務を、そ
れぞれ負わせると定めた。また、③個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法の遵
守も求めている。
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第 9 章 その他義務
参加者の禁止行為
各参加者は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそ
れのある行為をしない。
法令に違反すること
公序良俗に反すること
PF 事業者、他の参加者又は第三者の権利利益を侵害すること
本プラットフォームを構成するソフトウェアについて、次の各行為
(a) 不正アクセス、クラッキング、その他同ソフトウェアの使用又は利用に支
障を与えること
(b) 解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得すること
(c) その全部又は一部を他のソフトウェアに組み込むこと
(d) 不正なデータ又は命令を入力すること
本プラットフォームの利用について、次の各行為
(a) PF 事業者が定める利用条件を遵守しないこと
(b) PF 事業者が定めるセキュリティ条件を遵守しないこと
(c) その他 PF 事業者による本プラットフォームの円滑な提供を妨げること
その他前各号に準ずる行為
PF 事業者の禁止行為
PF 事業者は、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそ
れのある行為をしない。
法令に違反すること
公序良俗に反すること
他の参加者又は第三者の権利利益を侵害すること
その他前各号に準ずる行為
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秘密保持義務
「秘密情報」とは、本取組に関連する技術情報又は営業情報のうち、次の各号のい
ずれかに該当する情報（ただし、PF データ及び派生データを除く。）をいう。以下、
ある情報を開示する参加者又は PF 事業者を「開示者」といい、当該情報を受領す
る参加者又は PF 事業者を「受領者」という。
開示者が、受領者に対し、書面又は有形の手段により開示した情報のうち、秘
密情報である旨を明示した情報
開示者が、受領者に対し、口頭その他無形の手段により開示した情報又は前号
の表示が困難な情報のうち、その開示後●日以内に開示内容の概要を書面化し
て秘密情報である旨を通知した情報
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあた
らない。
開示の時点で既に受領者が保有していた情報
秘密情報によらず受領者が独自に生成した情報
開示の時点で公知の情報
開示後に受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに開示された情報
開示者から開示された情報が第 1 項第 2 号に該当するとき、受領者は、開示後●日
が経過する日又は開示者が受領者に対し秘密情報として取り扱わない旨を通知した
日のいずれか早い日までは、当該情報を秘密情報と同様に取り扱う。ただし、当該
情報が、第 2 項各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。
受領者は、秘密情報の全部又は一部について、秘密として管理し、開示者の書面に
よる同意があるときを除いて、次の各号の義務を負う。
第三者に開示又は漏洩しない。
本契約上の権利の行使又は義務の履行以外の目的に利用及び利用しない。
前項の規定にかかわらず、各参加者又は PF 事業者は、次の各号のいずれかに該当
する者に対し、秘密情報を開示できる。このとき、各参加者又は PF 事業者は、当該
第三者に対し、前項の秘密保持義務及び目的外利用禁止義務を遵守させ、その義務
違反について、自ら責任を負う。
各参加者又は PF 事業者について、本目的のために秘密情報を知る必要がある
受領者の役員及び従業員
各参加者又は PF 事業者について、本目的のために秘密情報を知る必要がある
弁護士、会計士、税理士、その他法令上の守秘義務を負う外部専門家
PF 事業者について、その受託業務遂行のために秘密情報を知る必要がある第
28 条（委託）の再委託先
第 4 項の規定にかかわらず、法令上の強制力を伴う開示要求が公的機関よりなされ
たとき、各参加者又は PF 事業者は、当該機関に対し、当該要求への対応に必要な
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限りで、秘密情報を開示できる。このとき、受領者は、法令に違反しない限り、次
の各号の義務を負う。
公的機関に開示する旨を開示前に通知できるとき、開示者に対し、開示前に、
可及的速やかに、通知する。この場合、開示者が公的機関への異議等を申立て
る際には、開示者の費用負担の下、最大限協力する。
公的機関に開示する旨を開示前に通知できないとき、開示者に対し、開示後、
直ちに通知する。
受領者は、秘密情報を、次の各号に従い、管理する。
秘密情報を他の情報と区別して管理する。
開示者から提供を受けた秘密情報が記録された媒体（複製物を含む。）につい
て、施錠等、秘密性を保持するための物理的にアクセス困難な合理的な措置を
講じる。
自らの管理下にある秘密情報について、パスワードの設定、暗号化、アクセス
制限等、その秘密性を保持するための合理的な措置を講じる。
秘密情報の漏洩又はそのおそれが生じたときには、開示者に対し、その旨を、
直ちに通知する。
本取組の脱退時又は開示者が要求するとき、受領者は、本規約に別段の定めがない
限り又は法令に違反しない限り、次の各号の義務を負う。このとき、開示者は受領
者に対し、次の各号の事項の履践を証明する文書の提出を求めることができる。
開示者の指定に従い、秘密情報が記録された開示者から提供を受けた媒体（複
製物を含む。）の返還又は破棄
自らの管理下にある秘密情報の削除（ただし、通常のデータバックアップの一
環として保管している秘密情報の電磁的複製で削除が実務的に困難なときを除
く。）
本条の義務は、各参加者が、本取組を脱退する場合であっても、本取組が終了する
まで及びその終了後●年間存続する。

＜解説＞
１

本取組に際して、PF 事業者及び参加者のいずれも互いの守秘性の高い情報に接する可
能性がある。そのため、秘密保持条項を設けた。

２

その内容は、一般的な秘密保持条項と大きく異ならないものの、PF データ及び派生デ
ータの取扱いは、データ利用条件その他本規約の他の条項により規律するため、これら
データを秘密情報の定義から除外してある。
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第 10 章

責任・損害賠償の制限等

第三者との間の紛争
本条において「紛争」とは、本取組に起因又は関連する見解の対立若しくは相違、
請求又は訴訟その他法的手続のうち、第三者と、次の各号のいずれか又は両方の者
との間に生じたものを意味する。
各参加者（単独及び複数である場合を含む。）
PF 事業者
紛争等が生じたとき、当該紛争等の当事者である参加者及び PF 事業者は、連帯し
て、次の各号の義務を負う。
全参加者及び PF 事業者に対し、当該紛争等について、速やかに通知する。
当該紛争等の解決に合理的な範囲で協力する。
ある参加者が、提供データについて、第 8 条（提供データの保証）第 1 項の保証を
し、かつ、紛争等が当該保証に起因又は関連するとき、当該参加者は、自己の責任
及び費用負担により、当該紛争等を解決し、その他の参加者及び PF 事業者に対し、
迷惑をかけない。ただし、当該紛争等が、次の各号のいずれかの者の本契約の違反
により生じたときはこの限りではなく、その対象者は、当該参加者がその対応に要
した費用（合理的な弁護士費用を含む。）を負担する。
他の参加者
PF 事業者（第 34 条（損害賠償の制限）は適用されない。）
PF 事業者は、本プラットフォームの使用又は利用に起因又は関連する紛争等を、自
己の責任及び費用負担により、解決し、各参加者に迷惑をかけない。ただし、当該
紛争等が、ある参加者による本契約の違反又は故意若しくは過失により生じたとき
はこの限りではなく、当該参加者は、PF 事業者がその対応に要した費用（合理的な
弁護士費用を含む。）その他損害金等を負担する。
免責事由
各参加者及び PF 事業者は、免責事由による本契約上の義務の全部又は一部の不履
行について責任を負わない。
次の各号のいずれかに起因又は関連する損害について、PF 事業者は、各参加者に対
し、責任を負わない。
第 5 条（申請事項の変更）の規定に従った通知の欠如
第 24 条（本プラットフォームの提供停止）の規定に従った本プラットフォーム
の提供停止
第 38 条（参加者の除名）の規定に従った除名
第 39 条（本取組みの終了）の規定に従った本取組みの終了
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損害賠償の制限
本規約に別段の定めがない限り、PF 事業者が、本取組に関して各参加者に対し負う
責任の範囲は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を
問わず、PF 事業者の本契約の違反が直接の原因で各参加者に発生した通常損害に限
定される。次の各号の損害について、PF 事業者は、各参加者に対し、責任を負わな
い。
PF 事業者の責めに帰すことができない事由のみから生じた損害
PF 事業者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
逸失利益
前項における「PF 事業者の責めに帰すことができない事由」は、次の各号の事由を
含むが、これらに限られない。
免責事由
参加者設備の障害
PF 事業者設備までの通信設備の事故
法令に基づくメンテナンス
クラウドサービス等の外部サービスの提供停止
インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
善良な管理者の注意をもってしても防御し得ない PF 事業者設備への第三者に
よる不正アクセス若しくはアタック又は通信経路上での傍受
第 21 条（参加者によるアクセス管理）及び第 29 条（参加者の禁止行為）の各
参加者の遵守事項の違反
PF 事業者が、ある参加者に対し、本契約違反について責任を負うとき、その損害賠
償の額は、当該参加者が当該損害等の発生した日から遡って●月間に PF 事業者に
対し支払った本プラットフォームの利用料の額を超えないものとする。
PF 事業者に、損害の発生について、故意又は重大な過失があるとき、前 3 項の規定
は適用しない。
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第 11 章

本取組の変更・存続・終了

本規約の変更
PF 事業者は、変更希望日の●日前までに、全参加者へ通知することにより、同日を
もって、本規約の全部又は一部を変更できる。
前項の規定にかかわらず、別紙 7（重要な変更）で定める本規約の全部又は一部の
重要な変更は、全主要参加者が書面により同意しなければ、効力を有しない。
＜解説＞
本プラットフォームの運営に伴い、利用規約本文又は別紙を変更する必要が想定され
るが、その内容によっては、全主要参加者の書面による同意を得ることが必ずしも適当
でない場合も想定される。そのため、第 1 項で、PF 事業者に対し、利用規約（特に別紙）
の広範な変更権限を与えた。ただし、本プラットフォームの運営に関する重要事項につ
いて、白紙委任をすることは適当でないため、第 2 項で、重要事項については、別紙で
特定を求め、かつ、その変更には、全主要参加者の書面による同意を必要とした。
本取組の存続期間
本契約は、●年●月●日から効力を有する。
本取組の存続期間（以下「本存続期間」という。）は、本契約の効力発生日より●
年間とする。ただし、全主要参加者が書面により合意するとき、本存続期間の満了
日の翌日から●年間を限度として、当該期間を延長でき、以後も同様とする。
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参加者の脱退
各参加者は、PF 事業者に対する脱退希望日の●日前までの通知により、同日をもっ
て、本取組を脱退できる。
各参加者は、次の各号のいずれかに該当するとき、本取組を当然に脱退する。
第三者から差押え、仮差押え、競売、破産、特別清算、民事再生手続若しくは
会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき、又は自ら破産手続、民事再生
手続、特定調停、特別清算若しくは会社更生手続の開始などの申立てをしたと
き
自ら振出し又は引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなるなど支払停止状
態に至ったとき
租税公課を滞納し督促を受け、又は租税債権の保全処分を受けたとき
所轄官庁から営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分など
を受けたとき
解散、事業の廃止、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は合併の決議をし
たとき、又は買収されたとき
第 38 条（参加者の除名等）により除名されたとき
第 39 条（本取組の終了）により本取組が終了したとき
ある参加者が前 2 項の規定により、本取組から脱退したときであっても、他の参加
者及び PF 事業者は、その脱退以前に発生した原因に基づき、当該参加者に対し、
それぞれ、損害賠償を請求できる。
参加者の除名等
ある参加者が、次の各号のいずれかに該当するとき、PF 事業者は、当該参加者を本
取組から除名できる。ただし、主要参加者については、当該主要参加者以外の全主
要参加者の書面による同意を得なければ除名できない。
本契約上の表明保証又は重大な義務に違反したとき
正当な事由なく本取組の運用の妨害その他重大な背信行為を働いたとき
その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
前項各号に該当するとき、当該参加者の違反の程度その他一切の事情を考慮して、
相当と認める期間、PF 事業者は、第 24 条（本プラットフォームの提供停止）の手
続に従い、当該参加者による本プラットフォームの利用を停止できる。ただし、本
規定において別段の定めがある場合を除き、主要参加者の利用を停止するときは、
当該主要参加者以外の全主要参加者の書面による同意を得なければならない。
PF 事業者は、前項に従い、ある参加者を本取組から除名するとき、その旨を当該参
加者に通知する。この場合、参加者は、前項の通知が到達した時点をもって、本取
組から脱退する。
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本取組の終了
本取組は、次の各号のいずれかに該当するとき、当然に終了する。
本存続期間の満了
全主要参加者が書面により本取組の終了を書面により合意したとき
主要参加者の数が●人以下となったとき
PF 事業者は、本取組の継続が困難となるやむを得ない事情が生じ、その終了を希望
するとき、その可否及び時期等を、全主要参加者と協議する。協議の結果、本取組
を終了することに、全主要参加者及び PF 事業者が書面により合意したとき、PF 事
業者は、全参加者に対し、本取組終了希望日の●日前までにその旨を通知する。こ
のとき、本取組は、当該終了希望日に終了する。
本取組終了時の PF 事業者設備の取扱い等、その終了に必要な手続及び役割分担に
ついては、全主要参加者と PF 事業者が協議の上、別途定める。
反社会的勢力の排除
各参加者は、PF 事業者に対し、次の各号の事実が全て真実かつ正確であることを表
明し、保証する。
自らが反社会的勢力に該当しないこと
反社会的勢力が自らの経営を支配していないこと
反社会的勢力が自らの経営に実質的に関与していないこと
自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していないこと
反社会的勢力に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい
ないこと
その他、自らの役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と
社会的に非難されるべき関係を有していないこと
PF 事業者は、全参加者に対し、前項各号の事実が全て真実かつ正確であることを表
明し、保証する。
期限の利益の喪失
本取組が終了したとき、PF 事業者は、他の参加者に対し負担する一切の債務につい
て、期限の利益を当然に喪失し、当該参加者に対し、当該債務を、直ちに弁済する。
ある参加者が本取組を脱退したとき、当該参加者は、他の参加者又は PF 事業者に
対し負担する一切の債務について、期限の利益を当然に喪失し、当該他の参加者及
び PF 事業者に対し負担する一切の債務を、直ちに弁済する。
残存条項
本規約に別段の定めがある条項のほか、本条及び次の各号の規定は、各参加者が本
取組を脱退後も、各参加者と PF 事業者の間で有効に存続する。ただし、個別の条
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項に、期間の定めがあるときは当該期間のみ存続する。
第 8 条（提供データの保証）
第 11 条（適用除外）
第 12 条（PF データの利用条件）第 2 項
第 14 条（PF データの削除）
第 15 条（加工データの知的財産権・権利不行使）
第 16 条（派生データの利用）
第 18 条（利用料）第 4 項
第 26 条（本プラットフォームの保証）
第 27 条（本プラットフォームの利用に関する知的財産権）
第 31 条（秘密保持義務）
第 32 条（第三者との間の紛争等）
第 33 条（免責事由）
第 34 条（損害賠償の制限）
第 37 条（参加者の脱退）第 3 項
第 40 条（反社会的勢力の排除）
第 41 条（期限の利益の喪失）
第 46 条（言語）
第 47 条（準拠法）
第 48 条（紛争解決）

26

第 12 章

一般条項

通知等
本契約に基づく参加者間又は参加者と PF 事業者間の通知、要求又は催告は、次の
各号の全てを満たさなければ、効力を有しない。
通知を送付する当事者から代理権限を付与された者又は本人若しくは代表者の
記名押印がある書面によること
前号の書面が次条各号の方法により、他の参加者又は PF 事業者の通知先に到
達すること
前項の通知は、次の各号に定める時点に他の参加者又は PF 事業者に到達したもの
とみなす。
直接持参：交付の当日
FAX：送付の当日
メール：発信の当日
PF 事業者が指定したオンライン手続：●の時点
3

各参加者又は PF 事業者は、前 2 項の手続の履践により通知先を変更できる。
権利義務の移転
各参加者及び PF 事業者は、本規約に明示の定めがあるときを除き、各参加者又は
PF 事業者（自らが PF 事業者であるときを除く。）が、自らに対し、本契約に関す
る何らの権利も譲渡及び移転せず並びに利用権を許諾しないことを確認する。
譲渡禁止
各参加者及び PF 事業者は、本契約上の地位（参加者としての地位を含む。）及び本
契約によって生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は
その他の処分をしない。
ある参加者が合併又は会社分割を行うとき、当該参加者の参加者としての地位は、
全主要参加者の書面による合意がある場合に限り、承継会社に包括承継される。
言語
本規約は、日本語版を正文とする。本規約の外国語訳が創出されるときであっても、
当該外国語訳と正文との間で意味又は意図に矛盾又は相違があるとき、正文が優先
する。
準拠法
本契約は日本法に準拠し、解釈される。
紛争解決
本契約に起因又は関連する一切の紛争は、●地方裁判所を専属的合意管轄裁判所と
する。
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別紙一覧
別紙 1 主要参加者
別紙 2 データ利用条件
別紙 3 データ保証条件
別紙 4 PF 参加条件
別紙 5 利用料
別紙 6 SLA
別紙 7 重要な変更
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