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第1章

本ガイドブックに関する基本事項

第１章 本ガイドブックに関する基本事項
1

本ガイドブックの背景・課題認識
社会全体での生産性の大幅な向上は、わが国が実現すべき目標の一つである。
2020 年 6 月に統合イノベーション戦略推進会議が決定した「AI 戦略 2019」に
よれば、この目標を実現するための手段として AI 技術の利活用の促進が挙げら
れ、これによる企業の生産性の抜本的改善に期待が寄せられている。
経済産業省では、AI の社会実装、AI による企業の課題解決を進めるため、企
業が保有するデジタルデータ（以下「データ」という。）を用いて課題を解決す
る人材を育成する AI Quest(課題解決型 AI 人材育成事業)に 2019 年度から取り
組んでいる。また、2018 年 6 月には、AI 開発やデータ取引に関連する法的な課
題の解説やそれを基礎とするモデル契約書をまとめた「AI・データの利用に関す
る契約ガイドライン」 1を公表（2019 年 12 月にその改訂版である 1.1 版 2を公
表）し、2020 年 6 月には、データの利活用に際しての課題をより包括的に検討
して整理した「データ利活用の手引き」3「データ利活用のポイント集」4を公表
する等、AI の社会実装を進める基礎となるデータの円滑な取引や利活用の実現
に資する情報の提供に努めてきた。
しかし、AI の社会実装に向けて乗り越えるべき問題は、少なからず残ってい
るのが現状である。企業等が保有するデータがその事業上の課題の解決に活用さ
れ、あるいは課題を解決するため適正な取引条件に基づいて他の企業等に提供さ
れ、AI を始めとするデータを基礎とする技術によって、効果的かつ効率的な社
会運営が行われる状態はいまだ実現されるに至っていない。また、わが国の社会
全体を見渡すと、AI の導入やデータの利活用を進められる、AI やデータサイエ
ンス、実務課題に実践的な知見やスキルを有する人材（以下「AI 人材」という。）
がそもそも不足しているという人的資源上の課題もある。

1

https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html

2

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001.html

3

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/datatebiki.pdf

4

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/datapoint.pdf
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こうした状況を踏まえ、本検討会では、データの利活用を進めるために必要な
人材の育成に関連する企業や大学等の実践、特に企業がその事業活動上の課題と
そこから生じたデータを他の事業者に提供し、その事業者が提供を受けたデータ
を用いて AI 人材 5の育成につなげる取組みに注目し、企業や大学等の実際の事
例や問題意識についてヒアリング調査を行った。こうした取組みには、いわば「教
材」となる企業等の実際のデータと課題の存在がとりわけ重要であるが、データ
を保有する企業等からデータの提供を受けることが必ずしも容易でないという
問題とそれへの対応は、この調査の中心テーマとなった。
さらに、本検討会では、こうしたヒアリング調査の結果を踏まえ、AI 人材の育
成に資する取組みのうち、三者以上の関係者間でのデータの授受を伴うもの（以
下、便宜的に「人材育成事業」という。）を整理し、その際の教材の基礎となる
データの提供と受領、利用に伴う論点の検討を行った。その上で、AI 人材の育成
を支える企業等の取組みを促進するために実務上有用または検討が重要と思わ
れる事項をまとめ、本ガイドブックを策定した。

2

本ガイドブックの趣旨・目的
本ガイドブックは、人材育成事業を検討・実行する際に有用な「型」を提供し、
その結果として企業や大学等、将来の AI 人材とが有機的につながり合い、デー
タの提供と受領、利用が促進されることを通じて、AI 人材の育成、引いては AI
の社会実装を前に進めることを一次的な目標としている。もっとも、本ガイド
ブックの内容は、人材育成という目的のみに限定されず、広く企業等によるデー
タ提供及び利活用に向けて参照することが可能なものを目指している。本ガイド
ブックが提示する「型」は、人材育成事業を検討・実行する場合の考え方のモデ
ルを示すものであり、これを参考にして個別の事案に応じ必要な修正を加えるこ
とが考えられる。
本ガイドブックでは、人材育成事業に関わる企業や大学等の関係者に行ったヒ
アリング調査から浮かび上がってきた実務上の課題をまず整理した上で、データ

5

ここで育成対象となる AI 人材は、大学の教養レベルの授業を受講する学生から、AI

導入・社会実装を担えるレベルの人材まで幅広く含むことを想定している。
2
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を保有する企業等が人材育成事業にそのデータを提供することによるベネ
フィットと（主にデータがその企業等の競合優位性に関わる場合の）コストを分
析し、また、主要なコスト要素であるリスクを管理する際に有用となる考え方を
モデル契約の中で提示している。
人材育成事業に限らず、データを保有する企業等のデータの移転を伴う取組み
が促進されるためには、データを提供する者と提供を受ける者、そしてデータを
利用する者といった各ステークホルダーが経済合理的に意思決定を行った結果、
それぞれが進んでその取組みを求めるような利害調整の枠組が必要である。本ガ
イドブックは、こうした枠組の実装を進める企業や大学等に情報を提供し、その
取組みを支援することを目的とするものであるが、採否は各人の任意に委ねられ
ており、その使用を強制するものではない。

3

本ガイドブックの対象・想定される活用方法
本ガイドブックは、その主たる利用者として、自ら保有するデータを人材育成
事業のために提供する企業等（以下「データ提供者」という。）と、そのデータ
を受領して人材育成事業を運営する企業等(以下「データ利用者」という。その
例としては、民間教材作成事業者、大学関係者が挙げられる。)を想定している。
もっとも、上述した通り、本ガイドブックで取り上げる論点や考え方は、人材
育成事業を目的としないデータの提供及び利活用との関係でも適用できるもの
である。なお、題材としたユースケースは主に中小企業に対するヒアリング調査
（以下「本ヒアリング調査」という。）を基に抽出・作成しているものの、そこ
から得られた課題は中小企業に特有のものではなく、例えば大企業であっても直
面しうる一般的な課題である。
本ガイドブックは、その主たる活用の場面として、データ提供者とデータ利用
者が人材育成事業を進めるに当たり、データの提供の当否や方法を中心とする課
題を検討する場面や、人材育成事業を進めるための合意を両者間で形成していく
場面を想定している。こうした合意については、実務上確立されたものとして実
践される内容があるわけではなく、手探りの部分も多い。また、本ガイドブック
では、本ヒアリング調査の結果から一般性の高い課題を抽出し、それに対する考
3
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え方を提示するというアプローチを取っていることから、そのアプローチの性格
上、実務上発生しうる論点すべてを網羅したものではなく、事例の蓄積とともに
アップデートすべき場合があることには留意が必要である。

4

本ガイドブックの構成
本ガイドブックの全体構成は以下の通りである。
• 第 1 章 本ガイドブックに関する基本事項
-

本ガイドブック策定にいたった背景・課題意識とその目的を説明する。

• 第２章 企業のデータを取り巻く現状と課題
-

人材育成事業に関与する企業、大学等へのヒアリング調査の結果を整理
し、AI 人材の育成との関係でのデータの重要性の高まりと、データの提
供を取り巻く課題を中心に、本ガイドブックの議論の背景を俯瞰する。

• 第３章 人材育成事業に関する枠組の前提と考察
-

第４章の議論の土台として、本ガイドブックで検討する人材育成事業に
関する枠組の前提を確認し、人材育成事業に関与することによるデータ
提供者のベネフィットと（リスクを含む）コストについて考察する。

• 第４章 人材育成事業の枠組に関する解説と手引き
-

第３章の考察等に加え、第２章のヒアリング調査の結果を踏まえ、人材
育成事業の「型」とそれぞれについてのモデル契約を提示し、実務上の
論点やこれについての考え方を提示する。

4
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第２章 企業のデータを取り巻く現状と課題
1

人材育成におけるデータの重要性の高まり
「AI 戦略 2019」では、
「数理・データサイエンス・AI」に関する知識や技能、
新たな社会の在り方や製品・サービスをデザインするために必要な基礎力等をデ
ジタル社会の基礎知識と位置づけ、データサイエンス・AI を理解して各専門分
野で応用できる人材、年間約 25 万人の育成を 2025 年までに実現することを始
め、いくつかの具体的な教育目標を設定している 6。
上記戦略と連動する形で、各省庁が人材育成やそれを通じた社会的インパクト
創出に取り組む中、企業の事業活動から生まれるデータを、主に（統計的）機械
学習の手法を用いて処理し、その企業の内外における課題の解決につなげる実践
を通じた人材育成の重要性に注目した取組みが行われている。
• 経済産業省は、AI の社会実装、AI・データサイエンスを利用した企業等の
課題の解決を進めるため、データを用いて課題を解決する人材を育成する
AI Quest(課題解決型 AI 人材育成事業) 7に取り組んでいる。この取組みは、
企業が抱える課題をよく理解し、必要かつ適切な AI の導入・実装を行うこ
とができる人材の育成には、企業の課題とそれに関連するデータを用いた
実践的な学習が有効であるとの考え方に基づくもので、教材とする目的で
加工・整備したデータとは別に、欠損値等の処理が行われる前のデータを用
いた実践的な教育方法の重要性が指摘されている 8。
• 文部科学省は、数理・データサイエンス・AI は、専門分野を志す学生にと
どまらず、一般の学生が今後の社会で活躍するために必要な基盤となるス

6

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ai_senryaku/pdf/aistratagy2019.pdf

7

参加者が情報交換・協同し、与えられた課題を解決することを学ぶ PBL（Project-

based Learning：プロジェクト型学習）を中心に据えたプログラムであり、AI の利活用
を通じた企業の課題解決方法を参加者に習得させることを目的としている。
8

業として AI を利用する者に向けて、AI の利活用に関して留意すべき事項を整理した

ものに、総務省から 2019 年 8 月に公表された「AI 利活用ガイドライン」がある。これ
は、本ガイドブックの検討に直接的な示唆を与えるものではないが、人材育成事業の設
計に当たって参考になる。
5
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キルであるとして、数理・データサイエンス・AI 教育の全国展開をより一
層加速させるため、新たな協力校と特定分野協力校を募集している。その中
で、あらゆる分野において、数理・データサイエンス・AI を理解し、デー
タの利活用を進めることができる人材が育てるため、特に、特定分野協力校
には、それぞれの専門分野におけるデータの収集と、関連教育の教材の整備
を求めている 9。

2

データに基づく教材作成等、人材育成事業に向けたデータ提供に関する現
状と課題
本ヒアリング調査の実施と方法
本ヒアリング調査は、人材育成事業に関する課題の抽出を目的として、現に人
材育成事業に関連した取組みを行う企業、大学等計 24 団体を対象に実施した。
この企業、大学等には、自らが保有するデータを提供する企業等（データ提供者）
と、そのデータを受領・利用して人材育成事業を運営する企業等（データ利用者）
が含まれている。
本ヒアリング調査では、データ提供者とデータ利用者の双方に対し、人材育成
事業に関与することにより得られる利益・期待（ベネフィット）と、それにより
自ら又は相手方が負うリスクを含む費用・損失（コスト）10について、それぞれ
の考え方や経験、データの提供や受領・利用に関する懸念や疑問等を聴取した。
また、特にデータ提供者へは、製品・商品等の外観情報を内容とする画像データ
（以下、単に「画像データ」という。）と、顧客やサプライヤ等との取引情報を
内容とする取引データ（以下、単に「取引データ」という。）のそれぞれの提供
について、人材育成事業に向けたデータの提供を許容するか否かや、その程度に
ついて聴取した。そこから見えてきた現状と課題は以下の通りである。

9

「AI 戦略 2019」が AI 人材の育成を第一の戦略目標に掲げたのを受けて、数理・デー

タサイエンス教育強化拠点コンソーシアムから 2020 年 4 月に「数理・データサイエン
ス・AI（リテラシーレベル）モデルカリキュラム」が公表されており、AI 人材の育成
を考える上で参考になる。
10

本ガイドブックでは、コストを構成する要素としてリスクを捉えている。
6
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データ提供者へのヒアリングより見えてきたこと
中小企業を含むデータ提供者の中には、画像データと取引データ 11のいずれと
の関係においても、自らが保有するデータを（無条件又は条件付きで）提供して
もよいと考えている者は一定数存在する。一方で、データ提供者の間には、秘匿
すべき情報の外部流出リスクを懸念する指摘が少なくなく、データを提供しても
よいと考える者のうち、一部情報のマスキング等により外部流出リスクをコント
ロールすることができることを提供の条件とする者は多数に上ることがわかっ
た。
① ヒアリング結果まとめ

図１：画像データ・取引データの提供に対するヒアリング結果

11

経済産業省が実施した「令和元年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(中小企業

の AI 活用促進に関する調査事業)」では、中小企業への AI 導入効果が特に大きな領域
を、予知保全、需要予測、経理関連業務効率化、データマーケティング、外観検査の 5
つと特定した。本ヒアリング調査では、特に需要予測、データマーケティング、外観検
査の各領域に注目し、企業等への聴取を行った。
7
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• ヒアリングを実施したうち約 8 割の企業は、マスキング等

の条件さえ十

12

分に満たされればデータを提供しても良いと回答した。
（図１参照）
– 画像データ：画像データは､製品の外観検査を行っている製造業や､取り
扱い商品の検品を行っている卸･小売業において利活用の可能性がある
データの 1 つである。本ヒアリング調査では、製品の一部の画像データ
や、規格品の画像データの場合等、取引先や製品の仕様が判明しないよ
うな加工が行われれば、提供に前向きな企業が 85%を占めていた。
– 取引データ：顧客やサプライヤとの取引データ（顧客名、商品名、価格、
取引日時等を含む）は、ほぼ全業種の企業において利活用の可能性があ
る。本ヒアリング調査では、商品名や、販売価格・原価等の価格情報、顧
客名等の取引先情報が外部に漏れないような加工が行われれば提供に前
向きな企業が、78%を占めていた。
• 人材育成事業に当たってデータ提供者が抱える困難や懸念事項としては、
大きく下記の意見等があった。(図 1 参照)
– 秘匿すべきデータの境界の不明確さ:秘匿すべきデータとそれ以外とが
明確に区別されていないことによる困難がある。データ提供者が自ら保
有するデータのうち、データ提供者が秘匿を望む傾向にあるものに「ノ
ウハウ 13」を含むデータがあるが、そもそも「ノウハウ」を明瞭に定義す
ることは難しく、その該当性を判断することも困難である。そのため、
秘匿すべきデータとそれ以外のデータとが確かな根拠をもって区別され
ないまま、データ提供の可否を決定しなければならない問題が生じてい

12

なお、マスキングその他の加工を行う方法それ自体に課題があり、データの種類に

応じた合理的な加工の方法についてはさらなる調査・検討が必要であるとの指摘があ
る。
13

一般に、ノウハウは多義的に用いられる傾向にある用語であるが、ここでいう「ノ

ウハウ」も、特定の含意（例えば一定の要件を満たす技術情報）をもった用語としてで
はなく、データ提供者が秘匿を望む情報を言い換えるものとして用いられたものと考え
られる。これに類する含意をもって実務上用いられる傾向にある用語として「営業秘
密」があるが、不正競争防止法における「営業秘密」との混同を避ける趣旨で、ここで
は「ノウハウ」の語を用いている。
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る場合がある。例えば製造業においては、製造プロセスや製品外観等の
画像データの一部が流出しただけでも、データ提供者の競合優位性が失
われることが懸念される場合も存在しており、提供できるデータとでき
ないデータの境界線を引くことが難しいという意見が挙げられた。
– 「個人情報」を含むデータの取扱いへの懸念:データ提供者の中には、個
人情報を含むデータの取扱いについて懸念をもつ者がいる。もっとも、
こうした懸念は必ずしも正確な法令の理解に基づくものではなく、漠然
とした不安に過ぎない場合もある。こうした懸念や不安には様々なもの
があるが、データ提供者が保有するデータへの法令等の適用の有無､（法
令等の適用があるとして）そのデータの第三者（データ利用者）への提
供の可否、適法な提供の方法について、自らの知識や理解の不確かさに
不安や懸念を訴える内容が目立った。また、データ提供者やデータ利用
者の認識では、適切な加工を行って、特定の個人を識別できず、かつ復
元することができないようにデータに処理を施したつもりであっても

、

14

そのデータに含まれる情報を匿名加工情報として扱うことに心理的な抵
抗があるという意見も挙げられた 15。

14

なお、匿名加工情報として取り扱うに当たっては、個人情報保護委員会規則に定め

る加工基準に基づいて加工することに加え、公表義務（個人情報保護法第 36 条第 3 項
及び第 4 項並びに第 37 条）等の義務もあることには留意が必要である。
15

個人情報保護委員会は、2020 年 4 月、PPC ビジネスサポートデスクを設置し、事業

者が検討中の新たなビジネスモデルにおける個人情報、匿名加工情報等の適正かつ効果
的な活用に関する相談等を受けている。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/business_support/
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図２：人材育成事業への関与によるベネフィットに関するヒアリング結果

• これに対し、人材育成事業に関与することによりデータ提供者が得るベネ
フィットについては、大きく下記の意見等があった。
– データ提供者のベネフィットとしては、分析結果等の成果の還元、社名
が出ることによる宣伝効果、社会への貢献、人材採用・人材育成の機会
の拡大、データ提供の対価としての金銭の取得の 5 つが挙げられた。
（図
2 参照）
– 特に、データを活用したソリューションに関する知見の発見や共同利用
を含め、人材育成事業を通じて創出される成果物について、データ提供
者の過半数が一定の期待を寄せる一方、データ利用者が成果物の創出に
責任を負わない取組みにおける成果の品質には過度の期待を寄せるべき
ではないとする意見もあった。
– データ提供者には、人材育成事業に関与することで、データの利活用に
積極的な事業者としての評判を獲得するための宣伝効果を期待するとい
う意見も複数見られた。合わせて、必ずしも自らの利益のみではなく、
業界全体の生産性向上に寄与する等、人材育成事業を通じて社会に貢献
できることもベネフィットとして感じるが、そのベネフィットだけでは

10
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人材育成事業に向けたデータ提供の決定を行うには不十分との意見も
あった。
② ヒアリング結果からの考察
• データ提供者の約 8 割は、提供するデータの外部流出リスクを懸念しつつ
も、一部データのマスキング等のリスクコントロールの手段が確保可能な
場合には、自らが保有するデータを人材育成事業に向けて提供することに
前向きな姿勢を示している。そのため、人材育成事業に向けてデータの提供
を促進する上では、リスクコントロール手段の検討が課題となる。
• また、人材育成事業に向け、データ提供者によるデータの提供を促進するた
めには、人材育成事業に関与するデータ提供者の動機が重要であり、この観
点からは、主としてデータの提供に伴うデータ提供者のコストを上回るベ
ネフィットが確保されることが求められる。この点、多くのデータ提供者が、
人材育成事業を通じて創出された成果物に期待を寄せており、人材育成事
業の枠組にこの要素を取り込むことには一定の効果が見込まれる。

データ利用者へのヒアリングにより見えてきたこと
人材育成事業に関連する取組みを行う企業、大学等の関係者に対する本ヒアリ
ング調査の結果、人材育成事業においては、データ提供者の事業活動から生まれ
たデータを用いることにより、その事業が AI 人材の育成を直接の目的とするも
のであるか否かを問わず、より専門性の高い実践的な教育を可能にすることや、
より高度な知見や大きな意欲を有する人材への動機付けやアプローチを可能に
するものであることから、（データ提供者側での）加工の少ないデータを使用す
るニーズがデータ利用者の側にあることがわかった。
① ヒアリング結果まとめ
• 高度人材の育成における実践の重要性：人材育成事業において、事業の目的
やそれを通じた育成の対象は多岐に渡るが、より高度な知見や大きな意欲
を有する人材を対象とするものであるほど、データ提供者の事業活動から
生まれる（未加工の又は最低限の加工を行った）データを用いた実践は、学
11

第2章

企業のデータを取り巻く現状と課題

習の動機付けや教育効果の観点から重要度を増すという意見があった。こ
れに対し、大学 1、２年生程度の者を対象とした、データやこれを用いた技
術のリテラシーを向上させることを目的とした教育の用途では、適切な加
工を行ったデータや整備された公開データを用いることもあるという意見
があった。
• 閉鎖的な枠組の選択によるベネフィットの制約：人材育成事業の中でも、特
に大学等の教育機関により実施されるものについては、教育機関内に閉じ
た個別の取組みとの関係で、特定のデータ提供者からデータの提供を受け
て行われることが一般的である。このような閉鎖的な枠組の下では、人材育
成事業を通じた宣伝効果や AI 人材の採用機会の獲得には自ずと範囲の制約
があり、人材育成事業への関与によるベネフィットとしてデータ利用者か
らデータ提供者へ提示できる内容が限定的になりがちであるという意見が
あった。
② ヒアリングからの考察
データ利用者には、人材育成事業の実施のためにデータ提供者が保有する
データの提供を受けるニーズがあるが、その際の枠組の選択によってはデータ
提供者が人材育成事業に関与するベネフィットを制約することとなり、それが
データ提供者によるデータの提供を抑制しているおそれがある。
言い換えれば、人材育成事業に関与するベネフィットをデータ提供者に与え
る仕組みを事業の枠組に組み込むことで、データ提供者による人材育成事業へ
の関与、引いてはデータの提供を促進できる可能性があり、また、データを提
供する方向性それ自体には前向きな企業が多数を占めていることからすると、
新たなデータ共有の枠組に対する潜在的なニーズが存在すると見ることもで
きる。データ提供者・データ利用者の双方のニーズや動機と整合した人材育成
事業の枠組の整理は、データ提供の促進につながる課題であると考えられる。
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第３章 人材育成事業に関する枠組の検討の前提と考察
1

本ガイドブックで想定する前提

図３：教材作成において想定する前提と議論の焦点

本ガイドブックにおける人材育成事業とは、AI 人材の育成に資する取組みで
あって、（データ提供者とデータ利用者を含む）三者以上の関係者間でのデータ
の授受を伴うものをいうことは既に述べたが、これには、AI 人材の育成を直接
の目的とするものと、AI 人材の育成に間接的に寄与するものとがある。また、
データ利用者の観点からは前者の取組みであっても、データ提供者の観点からは
後者であることもありうる。
人材育成事業に共通するのは、データ提供者が保有するデータの提供を受けた
データ利用者によって（あるいは、データ提供者とデータ利用者によって共同し
て）行われる取組みを通じて AI 人材の実践的な育成の機会が生まれるという構
造である。AI 人材の育成を直接の目的とする人材育成事業では、このデータ、特
に AI の開発の前提として必要な処理を行う前のデータとそれによって解くべき
課題のセットを「教材」と呼ぶことができる。
以下では、次章における検討の前提を定義する。
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• データ提供者とデータ利用者の取引関係には様々なものがあり得るが、次
章では最も基本的な１対１の取引関係を前提とする 16。これには、データの
共有や共用を目的としたコンソーシアムを中心とした集合的な取引関係に
見えるものであっても、実際にはデータ提供者とデータ利用者の間の１対
１の取引関係の束に過ぎない場合の各個の取引関係も該当する。
• データの提供は、国内において行われるもののみを想定し、例えば、国外に
拠点を置く事業者への提供は検討の対象外とする。データ利用者が、国内で
受領したデータを国外に移転して利用する場合も想定しない。
• データ提供者とデータ利用者はいずれも、リスク中立的な取引主体である
ことを想定する。したがって、データ提供者についていえば、企業規模に関
係なく､人材育成事業への関与により得られるベネフィットが（リスクを含
め）コストを上回る場合に、人材育成事業への関与、引いてはデータ利用者
へのデータの提供を行うことに前向きとなり、データ提供者が人材育成事
業に積極的となる理由があることを前提としている｡なお、特にデータ提供
者に想定されるベネフィットとコストについては、次項で詳述する。
• データ利用者としては、主として、人材育成事業を営む事業者や大学等の教
育機関を想定している。
– 事業者が運営する人材育成事業としては、事業課題の解決に役立つ実践
的なスキルを身に付けたい個人や、そのような個人を育成したい企業の
役職員を対象とし、データ提供者のデータと課題に基づいた学習機会を
提供するものを想定している。これには、PBL(Project-based Learning：
プロジェクト型学習)の方法を用い、AI の開発と利用を通じて事業課題
を解決するケースを通じて、実践的なスキルの構築を目指すものも含ま
れる。

16

このほか、単独のデータ提供者と複数のデータ利用者との間の取引、複数のデータ

提供者と単独のデータ利用者との間で取引を行う場合、それぞれ複数のデータ提供者と
データ利用者との間で取引を行う場合があり得る。これらは、例えば、データ共有を目
的としたプラットフォームを組成する場合に採用されることがある。
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– 教育機関が運営する人材育成事業としては、学生や社会人等の学習者を
対象とし、教育活動の一環として、教育者との共同研究や授業中の課題
等を通じ、応用的な技術課題に対応するスキルを習得する機会を提供す
るものを想定している。
– こうした人材育成事業の対象者のレベルや属性は問わず、大学の教養レ
ベルの授業を受講する学生から、データサイエンスや機械学習技術の知
見を持つ者、AI 導入・社会実装を担えるレベルの人材まで含まれる。
• 人材育成事業に向けてデータ提供者が提供するデータは、その実際の課題
の解決につながるものであり、AI を開発するために必要かつ十分なデータ
が確保されていることを前提とする。このデータには、顧客情報等のデータ
提供者にとっての機微に触れるデータ、個人情報保護法の規律が及ぶ個人
情報や匿名加工情報等が含まれないことを想定している。データ提供者が
提供するデータとして想定するものの例としては、製造業を営むデータ提
供者が提供する正常な製品と不良品の外観画像データが挙げられ、製品の
不良品検出に従業員の時間が奪われているというデータ提供者の課題とと
もに、外観検査のプロセスの AI を利用した自動化と省力化という解決に向
けた検討や実践の機会を、人材育成事業の対象者に提供することが考えら
れる。
• 人材育成事業において対象者に提供するのは、あくまで、データ提供者の
データと課題を基に、機械学習の手法やその前提となるデータ処理のスキ
ル、それを用いた実践的な課題解決のアプローチを学ぶための機会である。
そのため、データ利用者は、人材育成事業の対象者にそれ以外の機会、例え
ば、データ提供者の競合事業者に対してデータ提供者の戦略や事業に関す
る機密を知る機会を与えないよう努めることを想定している。

2

データ提供者に想定されるベネフィットとコスト（リスク）
(1) データ提供者に想定されるベネフィット
人材育成事業への関与により、データ提供者に典型的に想定されるベネフィッ
トの例としては以下のものが挙げられる。
15
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• 人材育成事業を通じて創出された成果物の獲得。
-

成果物の例としては、データ提供者の課題を解決するために、そのデー
タを基礎として生成される AI（学習済みモデル）がある。これには、販
管費データを基に在庫管理の最適化を行うものや、工場機械の稼働デー
タを基に故障時期の推定を行うもの等が含まれうる。

-

このほかにも、データ提供者の外部からの視点や、AI・データサイエン
スの知見に基づく視点を活かした新規事業の案や、課題に対する新しい
アプローチの案等を成果物に取り込める場合もある。

• データ提供者が保有していないデータの利活用に関する知見やノウハウ等、
またそれらを基礎とした新たな事業の創出の機会の獲得。
-

データ提供者自身が、データやこれを利用した技術、また事業上の課題
へのこれらの応用について十分な知見やノウハウ、経験を保有していな
い場合、人材育成事業への関与を通じてこれらを獲得する機会を得られ
ることが、データ提供者にとってのベネフィットとなる。

• 先端的な知見を有する AI 人材との接点や採用機会の獲得。
-

例えば、データ提供者のデータと課題を所与とし、コンペティション方
式で優れた課題の解決方法の発見や創出を目指すハッカソン型の人材
育成事業に関与する場合、そうした取組みの共催者として AI 人材から
認知を獲得し、またデータと課題、引いてはデータに基づく課題解決ア
プローチへのデータ提供者の関心を AI 人材に示すことで、新しい採用
の機会を獲得することが考えられる。

• データの提供の対価としての金銭。
-

データの提供に対価が発生するか否かは、データ利用者によるデータの
利用の目的や期間（例えば、人材育成事業以外の目的での利用を許容す
るか否か）、人材育成事業の実施に向けたデータ提供者とデータ利用者
の動機等によるが、対価が発生する場合にはそれもデータ提供者にとっ
てのベネフィットとなる。

• 社名の露出による宣伝効果。
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• 社会的に意義のある取組みへの貢献。
-

ベネフィットとしての価値はデータ提供者の考え方に依存するが、デー
タを用いた AI 人材の育成、業界全体のデータ利活用促進等といった社
会課題の解決への貢献も、データ提供者にとってのベネフィットとなり
うる。

(2)データ提供者に想定されるコスト（リスク）
人材育成事業への関与、特にデータ利用者や人材育成事業の対象者へのデータ
の提供により、データ提供者に典型的に想定される（リスクを含む）コストの例
としては、データの意図しない流出に伴う以下のものが挙げられる 17。
• 競合優位性の毀損による事業機会の喪失。
-

提供されたデータに、データ提供者の競合優位性に影響を与えうる情報
が含まれる場合、データ提供者の意に反して競合事業者にデータが流出
することで、そのデータを源泉とするデータ提供者の競合優位性が損な
われるリスクがある。このリスクが顕在化した場合に、事業機会が失わ
れる可能性があることは、データ提供者にとってのコストとなる。

• データ提供者のレピュテーションの毀損による事業機会の喪失。
-

提供されたデータに、個人情報やデータ提供者の取引情報等が含まれる
場合、データ提供者の意に反して人材育成事業の外にデータが流出する
ことで、事業者としてのレピュテーションやブランドが損なわれるリス
クがある。データ提供者は、このリスクが顕在化した場合に、事業機会
が失われる可能性をコストとして考慮すべき場合がある。

• 第三者に対するデータ提供者の損害賠償責任の発生。
-

提供され、人材育成事業の外に流出したデータに、例えば、データ提供
者の取引情報が含まれ、その流出事故に起因して顧客やサプライヤ等の

17

データの意図しない流出が発生するリスクをコントロールするための方法について

は、経済産業省「データ利活用のポイント集」（36 頁以下）に詳しい解説があり、参考
になる。
17
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取引先に損害を生じさせた場合には、その賠償を行うべき契約上の又は
不法行為による責任がデータ提供者に認められるリスクがある。データ
提供者は、このような法的リスクをコストとして考慮すべき場合がある。

次章では、ヒアリング調査の結果や、以上の検討の前提と考察を踏まえ、典型
的な人材育成事業の枠組を整理し、データの提供にまつわる論点を始めとする人
材育成事業に関する論点やそれに対する考え方を提示する。

18
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第４章 人材育成事業の枠組に関する解説と手引き
1

人材育成事業の基本的な枠組
人材育成事業には様々な枠組が考えられるが、データ提供者が保有するデータを
データ利用者に提供し、人材育成事業のために利用するという取引の構造上、どの
枠組においても、データ提供者からデータ利用者へのデータの提供という要素を欠
くことはできない。言い換えれば、利用の目的に制限を設けず、あるいは人材育成事
業に利用の目的を制限して、データ提供者がデータを提供し、データ利用者がその
対価を支払ってデータの提供を受け、人材育成事業を営むという取引関係が最も基
本的な枠組となる。
このようなデータ提供者とデータ受取側の関係性は、実務上も数多く見られるも
のであり、人材育成事業に言及するものではないものの、上述した経済産業省「AI・
データの利用に関する契約ガイドライン 1.1 版」では、こうした取引関係を前提と
したモデル契約とその解説が示されている。

2

本ガイドブックで解説する枠組
本検討会では、人材育成事業における「教材」としての利用を始めとするデー
タの利用方法やそれに関連する課題、データ提供者とデータ利用者、人材育成事
業の対象者 18のそれぞれの人材育成事業への関与動機、人材育成事業を通じて創
出される成果物の内容やその適切な取扱い、データ提供者によるデータに含まれ
る情報の内容に応じた合理的な開示の条件等、人材育成事業とその利害関係者に
関する論点について検討を行った。
その上で、こうした検討に加えて本ヒアリング調査の結果を踏まえ、人材育成
事業の「型」としての汎用性や有用性、実践の可能性等を考慮し、①ハッカソン
型、②その派生形である有償コンサル型、③共同研究型の三つの枠組を整理した。
また、これらとの相互参照を容易にするため従来のデータ提供型の枠組を再構成
した④データ提供型も提示している。

18

AI 人材の育成を直接の目的とする人材育成事業では、その対象者を「学習者」と呼

ぶことができるであろう。
19
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これらの枠組は、データ提供者とデータ利用者との 1 対 1 の取引関係を基礎
としながらも、人材育成事業を運営するデータ利用者からさらに（データ提供者
の）データの提供を受けて、これを実質的に利用する人材育成事業の対象者であ
る学習者の存在と、それに伴って生じる課題を織り込んでいる点に特徴がある。
なお、これらの枠組は、必ずしも営利を目的としない大学等での取組みにおいて
も利用可能なものと考えられる。
データ提供型を含む四つの人材育成事業の枠組の概要と留意点は、以下のとお
りである。
NDA1

デ ータ提供者への
主なベネフィット
データ提供者の実データ  先端人材との接点の

概 要

ハッカソン型

有償コンサル型
(ハッカソン型の
派生形)

共同研究型

データ提供型
(従来の基本
的な枠組み)

を基に、教材作成者が
ハッカソンを開催し、ハッ
カソン参加者(学習者)が
課題解決に向け成果物
を提出

データ・教材

データ提供側
(企業)

デ ータ受取側
(教材作成者)

増加

 ハッカソン参加という
企業としてのPR
 データから創出された
成果物の還元2

ハッカソン開催に向け、
課題の発掘とその解決
に必要なデータの特定・
加工を教材作成者が
有償で請け負う

 先端人材との接点の

データ提供者と教材
作成者(大学研究室
等)が共同で研究を
行い、成果を共有

 データから創出された

データ提供側とデータ
受取側が1対1の関係
において、データを
譲渡

 データを提供する対価

データ
成果物(上位)

増加

 ハッカソン参加という
企業としてのPR
 データから創出された
成果物の還元2
成果物の還元

 先端人材との接点の
増加
としての一定程度の金
銭等
 データから創出された
成果物の還元2

データ
教 材
 果物(全て)
成

成果物(上位)

データ

データ

研究成果

研究成果

データ

教 材

金銭等

図 4：データ提供型を含む四つの枠組の概要
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学習者

データ
教 材
 果物(全て)
成

データ

1. Non-Disclosure Agreement: 秘密保持契約
2. 必ずしもすぐに製品化が可能なレベルの成果物ではない

• ハッカソン型

データ提供側へのベネフィット
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-

データ提供者から提供されたデータと課題を所与とし、コンペティショ
ン方式で優れた課題の解決方法の発見や創出を目指す人材育成事業
（ハッカソン 19）をデータ利用者が運営する枠組をいう。

-

データ提供者に想定されるベネフィットとして、ハッカソンを通じて創
出された成果物や AI 人材との接点の獲得、ハッカソン共催企業として
の宣伝効果等が考えられるが、参加者の動機やスキル、知見等に成果が
依存するハッカソンの性質上、創出される成果物の内容や品質をコント
ロールすることは難しく、この点と整合する契約の設計が必要となる。

• 有償コンサル型
-

ハッカソンの運営に加え、データ利用者がデータ提供者にコンサルティ
ングを提供し、その課題の発掘支援と解決に必要なデータの特定・加工
等をデータ利用者が有償で請け負う枠組をいう。本ガイドブックでは、
ハッカソン型の派生形として位置づけているが、ハッカソン以外の人材
育成事業にもこの枠組を応用することができる。

-

ハッカソン型について述べたところと同様のことがこの枠組にも当て
はまるほか、ハッカソンに向けたデータの加工をデータ利用者が行うこ
とに伴う問題にも、契約において考慮する必要がある。

• 共同研究型
-

データ提供者の課題の解決を目的としてデータ提供者から提供された
データを利用した成果物の創出について、データ利用者が責任を負い、
その成果の創出に向けた過程を通じて AI 人材の育成を行う人材育成事
業の枠組をいう。本章では、データ利用者である研究者が自ら指導する
学生とともに AI の開発を行う場合を、一例として採り上げている。

-

データ提供者に想定される主なベネフィットとして、データ利用者の開
発の成果物や AI 人材との接点の獲得が考えられる。この枠組を定める

19

ハッカソンとは、一般に、ソフトウェア開発に関連する目的で開催されることが多

いイベントで、予め定めたテーマに沿った成果の創出を目指し、一定の期間を定めて集
中的な作業を行うものをいう。
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契約では、データ利用者以外の者が開発に関与することになることから、
開発の成果と過程における責任の所在と内容を明確に定めることが重
要となる。
• データ提供型
-

本ガイドブックでは、データ提供者がその対価である一定の金銭と引き
換えに、データ利用者に対してデータを提供する枠組をいう。

次項では、まずハッカソン型のモデル契約とそれに伴う論点・考え方を提示し、
これと相互参照しながら、有償コンサル型、共同研究型、データ提供型の各モデ
ル契約とそれに伴う論点・考え方を提示する。

22
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ハッカソン型のモデル契約及びその論点と解説

【想定するケース】
1. 全国でスーパーマーケットを経営する X 社（委託者）は、自社の事業を営む過程で
収集できる大規模なマーケティングデータを活用し、事業上有用な知見を得るため
の方法について社内で検討を始めた。しかし、外部の DX コンサルタント事業者の
支援を受けて課題の整理とデータセットの整理を行ってはみたものの、その後の検
討の進め方に悩みを感じていた。
2. Y 社（運営者）は、コンピュータサイエンス分野の研究者・エンジニアの採用支援
のかたわら、ハッカソンの企画・運営を業として行っていた。Y 社は、マーケティ
ングデータの解析プロセスを内製化するための人材採用の相談を X 社から受ける中
で、X 社が先立って生成したデータセットを活用したハッカソン企画を着想し、X
社にこれを提案した。
3. X 社と Y 社は、X 社が提供するデータセットと事業課題を、Y 社がハッカソン用の
フォーマットに整え、参加者を募集してハッカソンを運営することにし、これに X
社が対価を支払うことに合意した。それぞれの狙いは、以下のところにあった：
(1) X 社の狙い
-

研究者やエンジニアに X 社での就業機会を認知してほしい。

-

X 社のデータや課題に対するアプローチについて新しい着想を得たい。

-

学習済みモデルやその他のハッカソンの成果物に大きな期待はないが、万
が一優れた成果が創出された場合には X 社での活用を検討する余地を残し
たい。

(2) Y 社の狙い
-

優秀な研究者やエンジニアとの接点をもちたい。

-

人材を育成して Y 社の人材支援事業の人材プールの充実につなげたい。

4. X 社は、ハッカソンには様々な参加者の参加が予想されることから、データの無用
な流出を懸念していた。そこで、X 社と Y 社は、秘匿すべきデータを可能な限り
ハッカソン用のデータから除く検討を行った上で、X 社がハッカソンの参加条件に
コントロールを及ぼす余地を確保することにした。Y 社は、このことに異論はない
ものの、参加者の参加動機を考えると、ハッカソンで残した成果については、X 社
と折り合える範囲で、各参加者が公表できる余地を残したいと考えている。

23

第4章

人材育成事業の枠組に関する解説と手引き

委託契約書［ハッカソン型］
〇〇株式会社（以下「委託者」という。）と株式会社●●（以下「運営者」という。）と
は、委託データを用いて運営者が本事業を実施するに当たり、次のとおり本契約を締結
する。
第 1 条（目的）
本契約は、本事業に関し、当事者間の契約関係を定めることにより、その実施の円
滑化を図り、もってその目標を達成することを目的とする。
【解説】
・ 本条において、本契約の目的が次条に定める本事業の実施を円滑化し、もってその
目標を達成することにあることを定めている。
・ ここでいう目標は、次条の「本事業」の定義のなかで「委託データを用いた技術又
は事業に関する知見を創造すること」と定められている。
第 2 条（定義）
本契約において、次の表に掲げる用語の意義は、この表に定めるところによる。
用
本事業

語

意

義

運営者の管理の下で参加者に委託データを利用させることによ
り、委託データを用いた技術又は事業に関する知見を創造するこ
とを目標として行われる事業をいい、第 3 条（本事業の実施）に
その詳細を定めるもの

参加者

運営者の管理の下で本事業に参加する者

データ

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。）に記録される情
報

委託データ

運営者が、本事業の用に供する目的で委託者からの開示を受け、
本契約に従って参加者に利用させるデータをいい、別紙 1 にその
詳細を定めるもの

加工データ

委託データを基に作成され、その復元を困難にする加工等（改変、
追加、削除、分析、組合せ、編集、統合その他の行為をいう。以
下同じ）が行われたデータ
24
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参加条件

運営者が委託データを開示するに当たり参加者と合意すべき内
容をいい、別紙 2 にその詳細を定めるもの

知的財産

以下のいずれかの情報
1. 発明、考案、意匠、著作物その他人の創造的活動により創出
される情報（発見又は解明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。
）
営業秘密その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報

知的財産権

2. 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。以下同じ。）その他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。
）

【解説】
・ 本条では、本契約との関係で重要な用語を整理し、定義している。
・ ハッカソン型の契約に限らず、データの提供を伴う契約においては、当事者間で認
識の齟齬が生まれないよう、対象となるデータ（委託データ）の詳細を明確に定め
ることが重要である。この定義は、委託データに関連して適用される各規定の実効
性にも影響するため、別紙でその範囲を可能な限り特定することが望ましい。
・ 同様に、委託データの利用範囲と関連する事業内容（本事業）の定義も重要である
が、本モデル契約では次条でその詳細を定めている。
・ 加工データの定義は、実務上問題となることが多いものである。加工等によって委
託データとの同一性が失われたことを加工データの要件とすべきだとする考え方も
あるが、同一性を形式的に捉える場合には、委託データは容易に加工データへと変
質してしまい、これらに対する適切な規律の設計が困難となる。他方、同一性の有
無を規範的に捉える場合には、同一性が認められないことは（要件ではなく）評価
の結果だと見ることもできる。いずれにせよ、加工データの定義は、ある程度抽象
的にならざるを得ない面があるが、本モデル契約では、委託データを基礎として生
成するパラメータ（第 7 条解説参照）への特別な規律を主として念頭に置いている
ことからすると、パラメータを射程に収め、かつ、同一性の概念よりも具体的な、
復元の困難性という要件を設けている。
第 3 条（本事業の実施）
1.

運営者は、委託者から委託を受け、本事業の実施に必要な活動（本契約に別途定め
るものを除く。
）を企画し、運営する。なお、本事業の詳細は次のとおりとする。
(1) 企画目標：〇〇［例：委託データを利用した新規な事業課題の解決方法の創出］
25
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(2) 実施期間：〇年〇月〇日 〜 〇年〇月〇日
(3) 実施場所：〇〇［例：別途運営者が選定する外部会場］
(4) 業務内容：以下に掲げる業務を含む。
・

参加者の募集・監督、参加者との参加条件の合意の形成

・

委託データを用いた課題の作成

・

実施場所における会場の企画・運営

・

〇〇

2.

運営者は、本事業の実施上必要な範囲に限り、委託データを利用することができる。

3.

委託者は、運営者に対し、本事業の実施上必要な範囲に限り、参加者に委託データ
を開示することを許諾する。

4.

運営者は、前項の許諾に基づく委託データの開示に当たり、参加者との間で別紙 2
に定める参加条件に合意し、参加者にこれを遵守させなければならない。

【解説】
・ 本モデル契約では、委託者から委託を受けて運営者がハッカソンの企画・運営に責
任を負う一方、開発の成果には一切責任を負わない事業モデルを想定している。
・ 委託データについては、秘密保持義務を定める第 9 条の規律にすべて委ねる方法も
あるが、ハッカソンに向けた利用・開示が当初から予定されていることから、その
利用・開示の範囲やその条件をより簡便に一律に定めるため、第 9 条とは一部異な
る内容を本条に定めている。
・ 参加者によるハッカソンへの参加条件を別紙に定め、委託者・運営者間の合意の内
容に取り込むことで、参加者に対して委託者が一定のコントロールを及ぼすことを
認めている。これにより、委託者と合意した参加条件を参加者と合意することを運
営者の義務としている。
・ なお、競合他社に所属する参加者の参加を防ぎたい場合など、参加者に対するコン
トロールを委託者が強化したい場合には、参加条件について委託者の同意を必要と
するのに加え、参加者の決定を行う前に参加の申込みを行った者を委託者に通知の
上、その参加の可否を委託者に確認するよう運営者に求めるやり方も考えられる。
・ ハッカソンの企画・運営に関する業務は、第 3 条第 1 項第 4 号に列挙することを想
定している。もちろん、運営者の責任の内容を（何が含まれないかを含め）より明
確かつ具体的に定義することは望ましく、別紙に詳細な定めを置くやり方も考えら
れる。
第 4 条（委託データの開示等）
1.

委託者は、運営者に対し、別途合意する方法により委託データを開示する。

2.

運営者は、第 9 条第 2 項の定めに従い、善良な管理者の注意をもって、委託データ
を管理しなければならない。

3.

運営者は、本事業の実施に必要な場合には、委託者に対し、その協力（以下の事項
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を含む。
）を求めるための協議を申し入れることができる。
(1) 委託データに関連する資料の提供
(2) 本事業の下で行われる活動への補助的参加
(3) 〇〇
4.

運営者は、本事業が終了し又は本事業の実施上必要でなくなったときは、記録媒体
に記録された委託データ（加工データに該当しない程度の加工等を施したものを含
む。
）を自ら消去・廃棄し、参加者に消去・廃棄させるものとする。

【解説】
・ 本条は、委託データの提供の方法や、ハッカソンの終了後等の委託データの処理等
について定めるものである。
・ 本モデル契約では、委託データの漏えいリスクを低減するため、ハッカソン終了後
に委託データの消去等を自ら行うことだけでなく、参加者に消去等を行わせること
も運営者に義務付けている。なお、ここでの「委託データ」には、例えば、課題に
用いるため加工データに至らない程度に加工等が行われた委託データが含まれる。
・ ハッカソンの実施に当たっては、委託データに関する補足説明等を委託者から受け
ることが必要な場合がある。本モデル契約では、運営者の求めに応じて補足説明等
を行う責任を委託者に課すことまでは行っていないが、そうする場合には本条第 3
項本文を「……その協力（……）を求めることができ、委託者はこれに協力する」
と改めるやり方がある。
・ 本モデル契約では、委託者から運営者へ、運営者から参加者へと委託データが流通
する方式を基本的に想定しているが、委託者から参加者へと直接委託データを提供
させることも可能である。特に委託データに個人情報が含まれる場合には、法令の
適用関係が無用に複雑化することを避けるためにも、委託者から参加者へと直接委
託データを提供させるやり方は一考に値する。この場合、本条第 1 項の「運営者に
対し」と本条第 2 項をいずれも削除の上、委託者から参加者への委託データの開示
を別途合意するやり方がある。
・ 委託データの管理の方法を、本モデル契約に定める以上に詳細に定めることも考え
られる。その場合は「第 9 条第 2 項の定め」に代えて「別途定める基準」と改めた
上、委託者・運営者間で管理の方法を別途合意するやり方がある。
第 5 条（成果に関する責任等）
1.

運営者は、委託者に対し、本事業を通じて創出された一切の成果（知的財産及び加
工データを含む。
）の有効性、正確性、確実性、安全性、最新性、完全性その他一切
の性質を保証せず、その利用・実施等により委託者及び第三者に損害が生じた場合
であっても、何ら責任を負わないものとする。

2.

委託者は、受託者に対し、委託データを適法に取得し、正当な権原により開示する
ことを保証する。
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【解説】
・ 本条第 1 項では、ハッカソンを通じて創出された成果について、運営者は委託者に
対して一切の責任を負わないことを定めている。
・ 一般に、取引に付随するリスクの分担は、取引の成果やそれによる利益の帰属、取
引に関連する費用の負担等と合わせて考える必要がある。本モデル契約では、運営
者がハッカソンの運営のみに責任を負い、それを通じた成果の創出には責任を負っ
ておらず、また結果として創出された成果の性能・品質を保証することの対価まで
は受けていない場合を想定している。
・ また、本条第 2 項では、運営者が知らずに法的責任を負うリスクを低減するため、
委託データを適法に取得・開示することを委託者に保証させることとしている。
・ ところで、学習済みモデルの品質は、その生成の基礎となったデータに多分に由来
し、引いてはこれが学習済みモデルを組み込んだ最終製品やサービスの性能・品質
にも影響を及ぼす。本条は、委託データの品質を直接的に規制するものではない
が、成果に関する運営者の責任の有無に影響を与える重要な要素として、委託デー
タの品質に関する以下の事情を考慮に入れており、
（学習済みモデルが成果に含まれ
る場合には）委託データの品質に関連する責任の内容を裏側から定めるものである
ともいうことができる。
・ データの品質に関する責任の内容と所在は、データの提供を伴う取引一般において
最も重要な論点の一つである。この点については唯一の正しい考え方があるわけで
はなく、ただ、当事者の動機や利得損失を踏まえ、契約締結に向けた当事者のイン
センティブを損なわない契約の設計を考える必要がある。
・ 提供前の委託データの品質をコントロールできるのは委託者のみであり、成果の利
用による利益も委託者のみに帰属することから、本条第 1 項では、危険責任と報償
責任の考え方に基づいて、ハッカソンを通じて創出された成果の利用・実施等に伴
う損害の責任は、原則として委託者が負うことを定めている。
・ このように定めた場合であっても、故意や重大な過失により運営者が委託者に損害
を生じさせた場合には、第 14 条第 3 項が適用されることになる。なお、本モデル契
約と異なり、運営者にもハッカソンの成果を利用する権利が帰属する前提に立つ場
合には、運営者としては、成果の利用によって自らが被るおそれのある損害の扱い
にも注意を払う必要があり、この場合は、本条第 2 項で「適法に取得し、正当な権
原により開示すること」に加えて、
「改ざんを行っていないこと」を保証の対象とす
るやり方もある。この定めがなかったとしても、故意の改ざんにより運営者に損害
が生じた場合には、第 14 条第 1 項及び第 3 項が適用されると考えられるが、禁止行
為の内容を明確にすることにより、当事者間の無用な紛争の発生を防ぐことがより
容易になるであろう。
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第 6 条（対価及び費用の負担）
1.

委託者は、運営者に対し、本事業の実施の対価を次のとおり支払う。
(1) 金額は〇円（消費税別途）とする。
(2) 委託者は、運営者に対し、〇年〇月〇日までに、前号の金額を運営者が別途指
定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、委託者が負担す
る。

2.

前項に定めるものを除くほか、本契約に基づく義務の履行に要する費用は、各当事
者の負担とする。ただし、委託者の費用において運営者が加工データを作成するこ
と等について、当事者間に別段の合意がある場合は、その限りでない。

【解説】
・ 本モデル契約では、委託者から委託を受けて運営者がハッカソンを企画・運営し、
委託者が運営者にその対価を支払うことで成り立つ事業モデルを想定している。
・ 本条第 2 項では、別途の対価・費用の支払が必要な事由の例として加工データの作
成を挙げ、これに要する費用が本条第 1 項の対価に含まれないことを明確にすると
もに、別段の合意がない限り運営者が加工データの作成義務を負わないことを注意
的に示唆している。
第 7 条（成果物の権利帰属）
1.

運営者は、本事業を通じて参加者が創出した知的財産及びこれに関する知的財産権
を、参加者から譲り受けるものとする。

2.

運営者は、委託者に対し、前項の知的財産権を行使しないものとする。

3.

運営者は、参加者に対し、本事業を通じて参加者が創作した著作物について、委託
者、運営者及び運営者が指定する者に著作者人格権を行使しない旨の義務を課すも
のとする。

4.

運営者は、参加者に対し、前項の著作物（委託者の秘密情報を含む部分を除く。
）の
利用を許諾することができる。

【解説】
・ 本モデル契約が前提とする枠組との関係では、運営者はあくまでハッカソンの運営
のみに責任を負い、自ら加工データを作成することや知的財産を創出することは想
定されていない。知的財産を創出するのは参加者であり、参加者と直接の契約関係
に立つのは運営者であることから、本条第 1 項では、参加者からハッカソンの成果
の提供を受けることを運営者に義務付けている。
・ ハッカソンを通じて創出される知的財産としては、①委託データを基礎として生成
されるパラメータと、これを組み込んで一定の出力作用を得るための（プログラム
著作物である）ソースコードから構成される学習済みモデル、②このパラメータを
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生成するためのソースコード、③与えられた課題に対する考え方や解決のアプロー
チ等を説明する資料の三つを想定している。
・ 本条第 2 項では、参加者が創出した知的財産に関する知的財産権を運営者に帰属さ
せる一方、その知的財産権を行使して委託者の事業を阻害しないことを運営者に義
務付ける考え方を採用している。もっとも、知的財産権の取得や維持に関する利害
は専ら委託者に帰属することを考慮し、運営者から委託者にこの知的財産権の一切
を移転させるべきだとする考え方もありうる。ただ、想定するケースでは、直ちに
事業に応用できる知的財産の創出に委託者が期待を寄せていないことから、本モデ
ル契約ではこの考え方を採用していない。
・ ソースコードに関する権利には、著作者である参加者の著作者人格権が含まれる
が、これは譲渡不能な権利であることから（著作権法第 59 条）
、本条第 3 項では、
著作者人格権を委託者等に対して行使しないことを参加者と合意することを運営者
に義務付けている。
・ ソースコードや説明資料の利用や公表の可否は、参加者によるハッカソンへの参加
動機に強く影響するところである。ハッカソンの成否は参加者にかかっており、数
多くの参加者の参加を促すため、本条第 4 項では、委託者の秘密情報を含まない
ソースコード等の利用を運営者判断で許諾できるものとし、また第 11 条第 1 項で参
加者によるソースコード等の公表を可としている。
・ なお、ハッカソンを通じて創出される知的財産には、例えば、ソースコード（プロ
グラム）が新規なアルゴリズムに基づく場合にはそのアルゴリズムも含まれ、一定
の要件を満たせば、これについて特許法上の発明としての保護を受けることが一応
可能である。想定するケースでは、実際にその種の成果が創出された場合の取扱い
は法律上の原則に従うものとして特段の規定を置いていないが、期待される成果や
参加者との関係を考慮して著作権以外の知的財産権の帰属を定める余地はある。
第 8 条（委託の制限）
1.

運営者は、委託者の書面による事前の承諾がない限り、本事業の全部又は一部の実
施を、第三者に委託してはならない。

2.

前項の定めにもかかわらず、運営者は、第 4 条第 1 項に定める活動（その活動を通
じて委託者の秘密情報を認識することができるものは除く。）の一部を、第三者に再
委託することができる。

【解説】
・ 委託者としては、運営者に対する信頼を前提としてハッカソンの運営を委託し、委
託データを提供するのであるから、第三者への委託には原則として委託者の事前の
承諾を要求している。
・ ただし、ハッカソンの運営に伴い発生する企画や事務等の業務の中には、委託者の
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秘密情報に触れずとも遂行することが可能なものも少なくなく、また、再委託の必
要性が実務上大きいものもある。そのため、本条第 2 項で、こうした業務について
は限定的に、委託者の事前の承諾を得ずに再委託することを可としている。
第 9 条（秘密保持）
1.

本契約において「秘密情報」とは、文書又は口頭の開示、電磁的記録の提供その他
の方法により、一方の当事者（以下「開示者」という。）が本契約に基づき相手方（以
下「受領者」という。）に秘密情報であることを示して開示した一切の情報をいう。
ただし、次の各号に掲げる情報は含まないものとする。
(1) 開示を受けた時に、既に公知であった情報
(2) 開示を受けた時に、受領者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けて以後に、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うこ
となく、かつ、適法に開示を受けた情報
(4) 開示を受けて以後に、受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5) 秘密情報によることなく受領者が独自に作成した情報

2.

前項本文の定めにかかわらず、委託データは委託者を開示者とする秘密情報とする。

3.

受領者は、次の各号に従い、善良な管理者の注意をもって秘密情報を秘密として管
理する。
(1) 秘密情報を他の情報と区別して管理する。
(2) パスワードの設定、暗号化、アクセス制限等、秘密情報の秘密性を保持するた
めの合理的な措置を講じる。
(3) 秘密情報の漏えい又はそのおそれが生じたときは、直ちに開示者に通知する。

4.

受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、秘密情報を第三者に開
示し又は漏えいしてはならない。ただし、開示者の承諾を得て秘密情報を開示する
第三者、秘密情報を知る必要のある自らの役職員及び弁護士、税理士その他法令上
の秘密保持義務を負う外部専門家には、本条に基づき受領者が負うのと同等以上の
義務を課した上で、開示することができる。なお、受領者は、本項に基づき開示を
受けた第三者の義務の履行について一切の責任を負う。

5.

前項の定めにかかわらず、受領者は、公的機関又はこれに準ずる団体から、法令に
基づく秘密情報の開示の命令又は要請を受けた場合には、その目的に照らして必要
最小限の範囲で秘密情報を開示することができる。この場合、開示者に対し、事前
に（緊急を要する場合には、開示後速やかに）その命令又は要請の内容及び開示す
る秘密情報の内容を通知するものとする。

6.

受領者は、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約の目的以外のた
めに秘密情報を使用（複製、加工等を含む。
）してはならない。

7.

受領者は、本事業が終了し又は本事業の実施上必要でなくなったときは、秘密情報
が記録された媒体で、開示者から提供されたもの（複製物を含む。
）については、開
示者の指示に従って返還し又は破棄するものとし、その他の方法により管理する秘
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密情報については、廃棄・消去するものとする。
8.

秘密情報に関し、本契約に別段の定めがある場合には、その定めが本条の各規定に
優先するものとする。

9.

本条の義務は、本事業の終了後〇年間存続する。

【解説】
・ 本条では、標準的な秘密保持条項を採用しつつ、同条第 2 項により、委託データは
委託者の秘密情報として運営者によって管理されるべきものであることを明確にし
ている。
・ 本条との関係でさらに注意しなければならないのは、委託データが秘密情報である
と認められる場合であっても、委託データとの同一性が認められない加工データに
ついては、本条第 1 項の要件を別途満たさない限り、本条の規律が及ばないという
ことである。例えば、秘密情報である委託データを基礎として生成された（学習済
みモデルの）パラメータは加工データに当たることを本モデル契約では想定してい
るが、これに委託データとの同一性を認めることは一般に困難であり、また、委託
者から開示された情報そのものでもないので、これを委託者の秘密情報として扱う
ことには無理がある。そのため、第三者への流出を防ぐべき場合にはそのための手
当てが必要となる。本モデル契約では次条にこの手当てを定めている。
第 10 条（加工データの扱い）
1.

運営者は、参加者を通じて作成した加工データを、委託者の秘密情報に準じるもの
として管理するものとする。

2.

運営者は、委託者の求めがある場合には、委託者に対し、無償で、前項の加工デー
タをその利用を制限することなく開示し、これに付随するプログラムの著作物及び
その著作権を譲り渡した上、別段の合意がない限り、すみやかにこれらを廃棄・消
去するものとする。

3.

本条の義務は、本事業の終了後も有効に存続する。

【解説】
・ 本モデル契約との関係では、本条第 1 項の加工データには、学習済みモデルのパラ
メータ部分が含まれることを想定している。
・ 前条の解説で述べたとおり、委託データを基礎して生成されたパラメータは、委託
者の秘密情報そのものには該当せず、それにもかかわらず運営者にその秘密保持義
務を課すためには、前条とは別途の手当てが必要となる。本条は、その手当てのた
めに設けられたものである。
・ 本条第 1 項が「秘密情報に準じるものとして管理するものとする」と定めるのは、
運用者は、参加者が作成した加工データを委託者の秘密情報に準じて扱わなければ
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ならず、性質上可能な限り、委託者に対して前条の義務を負うことを意味する。
・ 本条第 2 項は、委託者が運営者に支払う第 6 条第 1 項の対価に、運営者が参加者か
ら譲り受けた学習済みモデルを委託者に提供する対価を含む場合を想定としてい
る。仮にこれを含まない場合、例えば、
「委託者は、運営者から前項の加工データの
開示を受け、これを使用する場合は、運営者との間でその使用条件を定めるものと
する。
」と定め、委託者と運営者の間で対価を定めるやり方がある。
・ 本条第 2 項に「別段の合意がない限り」という留保を付けているのは、学習済みモ
デルの保守・運用を運営者やその外注先が請け負う場合があることを一応念頭に置
いたものである。
第 11 条（成果物の公表）
運営者は、本事業を通じて参加者が創作した著作物（委託者の秘密情報に該当する
ものを除く。
）を自ら公表し又は参加者にその名義で公表することを許諾することが
できる。
【解説】
・ ソースコードを創作した参加者は、第 3 条第 4 項に基づく運営者と参加者の間の秘
密の保持に関する合意により、自身が創作したソースコードを公表する権利が制限
されている。しかし、ハッカソンを通じて創出した成果の公表の可否は、参加者に
よるハッカソンの参加動機に大きく影響するため、本条第 1 項により、委託者の秘
密情報に当たるものを除いて参加者が自らの名義で公表することを運営者が許諾で
きることとしている。
第 12 条（契約期間）
本契約は、本契約を締結した日から本事業の実施期間の末日まで有効とする。ただ
し、当事者間に別段の合意がある場合は、その限りでない。
【解説】
・ 本条では、本モデル契約の有効期間と第 3 条第 1 項の定めるハッカソンの実施期間
とが同一であることを定めている。そのため、ハッカソンの実施期間を調整した場
合、本モデル契約の契約期間も同時に調整されることになる。
第 13 条（契約の解除）
1.

各当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除
することができる。
(1) 本契約に違反し、相手方から相当な期間を定めて書面でその是正を催告された
にもかかわらず、その期間内に違反を是正しないとき。
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(2) 監督官庁より営業停止、営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、特別清算、民事再生手続又は会社更生手続開始の申立を受け又は自ら申
し立てたとき。
(5) 解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議を行ったとき。
(6) 他の当事者に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(7) その他前各号の事由に準じる事由があったとき。
2.

本契約が終了した場合であっても、その原因にかかわらず、第 4 条第 4 項、第 9 条
乃至第 11 条、本項、第 14 条、第 15 条、第 18 条乃至第 20 条は、有効に存続する。

第 14 条（損害賠償）
1.

各当事者は、本契約に関し、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた
場合は、その損害を賠償する。

2.

前項に基づき賠償すべき損害の総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因の内
容にかかわらず、第 6 条第 1 項に定める対価の相当額を限度とする。

3.

前項その他本契約の定めにかかわらず、委託者又は運営者が故意又は重大な過失に
より相手方に損害を生じさせた場合は、その一切の損害を賠償する。

【解説】
・ 本条では、本モデル契約上の損害賠償責任について、一般的な内容を定めている。
（故意と実質的に同視できるような重大な過失を除く）過
・ 本条第 2 項と第 3 項では、
失による損害賠償責任について予見可能性を高めるため、本条第 1 項に基づく責任
の上限を定めている。
・ 本条第 3 項のいう「その他本契約の定め」としては、ハッカソンを通じて創出され
た成果に関する運営者の責任を定めた第 5 条第 1 項を念頭に置いている。例えば、
運営者が悪意をもってハッカソンの成果を歪め、委託者に損害を与えたような場合
には、第 5 条第 1 項の定めにかかわらず、運営者にはその一切の損害を賠償する責
任が発生することとなる。
第 15 条（第三者の権利等の非侵害の不保証）
1.

運営者は、委託者に対し、本事業を通じて創出された成果（知的財産及び加工デー
タを含む。
）の利用・実施等が第三者の権利又は利益を侵害するものではないことを
保証しない。

2.

委託者は、前項の成果の自らの利用・実施等により、第三者から権利の主張、不服
申立て、損害賠償請求等を受けたときは、自らの責任においてこれを解決する。

【解説】
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・ 本条は、ハッカソンを通じて創出された成果を委託者が利用・実施等した結果、第
三者の権利・利益を侵害した場合の扱いを定めている。
・ 運営者は、ハッカソンの運営に責任を負うが、そこから参加者の成果の性能や品質
を監視し、保証する責任が直接的に導かれるものではない。本条では、運営者は、
ハッカソンの参加者が創出した成果の利用・実施等が、仮に第三者の権利・利益を
侵害するものであったとしても、運営者がその結果責任を負うものではないことを
明確にしている。
・ もっとも、運営者にそのような責任を負わせることも可能であり、例えば、契約の
主目的を成果の開発に置き、委託者が（ハッカソンの運営の対価等に加えて）運営
者による開発支援の対価・費用を負担するような場合には、委託者に譲り渡すプロ
グラム著作物であるソースコードのレビュー責任を運営者が負い、その限度で第三
者に権利の非侵害を保証するやり方も考えられる。
第 16 条（免責事由）
各当事者は、天災地変、戦争・暴動・テロ行為、停電、通信設備の事故、外部サー
ビスの提供の中断、疫病の流行、法令の制定・改廃その他いずれの当事者の責にも
帰すことができない事由による本契約上の義務の不履行について責任を負わない。
第 17 条（反社会的勢力の排除）
1.

本契約において「反社会的勢力」とは、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律第 2 条第 2 号の定める暴力団をいう。）、暴力団員（暴力団員でなく
なった日から 5 年を経過しない者を含む。）、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、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、及びそ
の他これらに準じる者をいう。

2.

各当事者は、相手方に対し、次の各号に掲げる事由がいずれも真実であることを表
明し、保証する。
(1) 自らが反社会的勢力に該当しないこと
(2) 反社会的勢力に自らの経営を支配され又は実質的な関与を受けていないこと
(3) 反社会的勢力を不当に利用していないこと
(4) 反社会的勢力に資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていないこと
(5) その他、自らの役員又は経営に実質的に関与する者が、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

3.

各当事者は、相手方に対し、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わ
ないことを確約する。
(1) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(3) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手
方の業務を妨害する行為
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(4) その他前各号に準じる行為
4.

各当事者は、相手方が前二項のいずれかに違反したときは、相手方に対し、何らの
責任を負うことなく本契約を含む相手方との契約の全部を直ちに解除することがで
き、これにより生じた損害を相手方に請求することができる。

第 18 条（権利義務の譲渡禁止）
各当事者は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約から生じた権利義
務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は引き受けさせてはならない。
第 19 条（協議）
本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、
信義誠実の原則に従い、協議のうえ解決を図るものとする。
第 20 条（準拠法及び合意管轄）
1.

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

2.

本契約に関する当事者間の一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所
とする。

本契約の締結を証するため、①本書 2 通を作成し、両者記名捺印のうえ各 1 通を保有し
又は②本書のデータに両者電子署名のうえ各自そのデータを原本として管理する。
【解説】
・ 近時、電子署名を用いて契約を締結する方法が普及しつつある。②はその方法に対
応するものである。
2021 年〇月〇日
委託者

東京都……
〇〇株式会社
代表取締役

運営者

△△△

東京都……
株式会社●●
代表取締役
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別紙 1
（略）
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別紙 2
《イベント名》参加同意書
株式会社●● 御中
私は、株式会社●●（以下「運営者」といいます。）が運営する次のイベント（以下「本
イベント」といいます。）への参加にあたり、本イベントの参加者として、下記の事項
について同意します。
イベント：〇〇《イベント名》
開催日時：〇年〇月〇日〇時 〜 〇年〇月〇日〇時
開催場所：〇〇《イベント会場名》
記
1. 本イベントは、参加者が他の参加者と協働し、本イベントのために運営者が提供する
データ（以下「課題データ」といいます。）を利用して、○○すること《ハッカソン
の目標》を目的としています。
2. 参加者は、本イベントを通じ、運営者が提供する課題について、他の参加者と議論し
てその解決の方法を考え、課題データを利用した技術の検討や試作、実装を行い、ま
た、その成果を発表するものとします。ただし、参加者は、他の参加者が発表した成
果の内容を、公表される前に第三者に開示したり、本イベント以外のために利用した
りしてはなりません。
3. 本イベントのために参加者が創出した成果に関する著作権（著作権法第 27 条および
第 28 条の権利その他の権利を含みます。）、特許権、実用新案権、意匠権等の知的
財産権（それらの権利を取得しまたは権利の登録等を出願する権利も含みます。以
下、合わせて「知的財産権」といいます。）その他一切の権利は、運営者に帰属する
ものとします。成果には、次のようなものを含みます。
例：ソースコード、学習済みモデル、発表用資料（文章、図、写真などを含みます。）、
3D データ、モデリングデータ、CG データ、音声、動画
4. 参加者は、本イベントのために課題データを利用することができますが、本イベント
での利用以外の目的で利用することはできませんし、課題データの取扱いについて
運営者から指示がある場合は、それに従わなければなりません。また、本イベント終
了後速やかに、記録媒体に記録した課題データを消去または廃棄するものとします。
課題データから生成した学習済みモデルについても同様です。
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5. 参加者は、ネットワークへの接続が可能な PC を参加者自身で用意して、本イベント
に参加してください。また、参加者は、参加者自身の判断と責任の下で、第三者が提
供するソフトウェアやデータを、本イベントのために利用できます。ただし、利用し
たソフトウェアやデータ、その利用の方法を記録し、本イベントのための発表用資料
に記載してください。なお、第三者のソフトウェアやデータを利用する際、第三者の
知的財産権やその他の権利を侵害してはならないことは当然ですが、万が一第三者
との間で問題が生じた場合は、参加者自身で解決するものとします。
6. 参加者は、①課題データとそれから生成した学習済みモデル（学習済みモデルのパラ
メータを含みます。）、および②運営者が秘密であることを明示して提供した情報を、
秘密を保持するための合理的な措置をとった上で、参加者自身が保有する他の情報
とは明確に区分し、秘密情報として管理しなければなりません。参加者は、他の参加
者以外との間で、秘密情報を共有したり、閲覧させたりしてはならず、万が一秘密情
報に漏えいのおそれが生じたときは、直ちに運営者に通知するものとします。
7. 参加者は、本イベントの終了後、本イベントのために参加者自身が創作したソース
コードや発表用資料を公表できます。ただし、学習済みモデルのパラメータは公表し
たり、他の参加者以外に開示してはなりません。また、公表したい内容の中に、運営
者が提供する課題を解決するためのアルゴリズムやその他の方法に新規な工夫があ
る場合は、公表の時期や方法について運営者の事前の確認をとるものとします。
8. 参加者は、運営者が、本イベントや成果の概要、その過程（参加者の氏名・所属に関
する情報および本イベントにおける参加者個人が特定できる画像を含みます。）を、
広告宣伝、事業報告または研究目的のために、ウェブサイトや SNS、チラシ、パン
フレット等の各種媒体により公表することに同意します。
9. 参加者は、本イベントのために創出した成果の取扱いを十分に理解し、秘匿しておき
たい情報やアイデアを、本イベントのために利用しないことを確認します。
10. 参加者は、本イベントへの参加にあたり、法令や公序良俗に違反せず、また、第三者
の知的財産権その他一切の権利を侵害してはならないものとします。
11. 参加者は、本イベントへの参加により被った損害を参加者自身で解決するものとし、
運営者にその賠償や補償を求めないものとします。ただし、その損害の発生について
運営者に故意か重大な過失がある場合は、運営者に賠償等を求めることができます。
12. 参加者は、本イベント会場内の設備、機械、装置等を利用するに際し、運営者および
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本イベント会場の管理者の規則・指示等に従わなければなりません。万が一、これら
の設備等を紛失し、または損傷させた場合には、参加者自身に過失がないことを証明
できる場合を除いて、その修理・取替費用等を負担しなければなりません。
13. 参加者は、本同意書のいずれかの規定に違反し、運営者に損害を与えた場合は、その
損害を賠償しなければなりません。また、運営者以外の第三者に損害を与えた場合も
同様とし、参加者は、運営者に何ら迷惑や負担をかけず、自らの責任と負担により第
三者とのトラブルを解決するものとします。
以上
2021 年○月○日
【参加者氏名】
※

参加者から提出を受けた個人情報は、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護

法）および運営者のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
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有償コンサル型のモデル契約及びその論点と解説

【想定するケース】
1. 橋梁・トンネル等の構造物の保守管理業務を営む X 社（委託者）は、自社の事業を
営む過程で収集した構造物の外観データや振動データ等を活用し、事業上有用な知
見を得るための方法について社内で検討を始めた。しかし、社内にはデータの解析
を行うために有用な知見や経験はもちろん、その結果を事業に活かすのに必要な知
見も十分でなく、検討に行き詰まりを感じていた。
2. Y 社（運営者）は、データの活用により解決すべき課題の探索から、必要なデータ
の収集、データセットの生成、成果の実装までを幅広く支援していた。Y 社は、構
造物に関するデータを活用して解決すべき（潜在的な）課題の探索とその解決に向
けた相談を X 社から受け、コンサルティングを行う中で、Y 社が支援して生成した
データセットを用いたハッカソンを企画・実施することにした。
3. X 社と Y 社は、X 社が収集したデータを用い、Y 社が課題の設定やデータセットの
生成、ハッカソン用のフォーマットの調整を行い、参加者を募集してハッカソンを
運営することにし、これらに X 社が対価を支払うことに合意した。それぞれの狙い
は、以下のところにあった：
(1) X 社の狙い
-

X 社のデータの利活用の可能性を探りたい。

-

X 社のデータや課題に対するアプローチの可能性について知見を得たい。

-

ハッカソンの成果物を直ちに自社の事業に活用できるとまでは想定してい
ないが、ハッカソンから得た着想を X 社で活用できるようにしたい。

(2) Y 社の狙い
-

優秀な研究者やエンジニアとの接点をもちたい。

-

人材を育成してコンサルティング事業の（将来の）人材プールの充実につ
なげたい。

-

X 社のデータや課題に対するアプローチについて新しい着想を得たい。

4. X 社は、ハッカソンには競合企業のデータサイエンティストを含む様々な参加者の
参加が予想されることから、データの無用な流出を懸念していた。そこで、X 社と
Y 社は、秘匿すべきデータを可能な限りハッカソン用のデータから除く検討を行っ
た上で、X 社がハッカソンの参加条件にコントロールを及ぼす余地を確保すること
にした。Y 社は、このことに異論はないものの、学習用データセットの作成のため
に多くの工数を割ける余力がなく、手を動かす作業の大部分を他の業者に外注した
いと考えている。
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委託契約書［有償コンサル型］
〇〇株式会社（以下「委託者」という。）と株式会社●●（以下「運営者」という。）と
は、委託データを用いて運営者が本事業を実施するに当たり、次のとおり本契約を締結
する。
第 1 条（目的）
（省略）
第 2 条（定義）
本契約において、次の表に掲げる用語の意義は、この表に定めるところによる。
用

語

意

義

本事業

（省略）

参加者

（省略）

データ

（省略）

委託データ

運営者が、本事業の用に供する目的で委託者からの開示を受け、
本契約に従って参加者に利用させるデータをいい、別紙 1 にその
詳細を定めるもの

加工データ

委託データを基に作成され、その復元を困難にする加工等（改変、
追加、削除、分析、組合せ、編集、統合その他の行為をいう。以
下同じ）が行われたデータ

学習用データセット

委託データを要素とするデータであって、学習済みモデルに組み
込むための加工データを生成する基礎となるもの

学習済みモデル

入力されたデータに応じて推論の結果を出力するプログラムで
あって、学習用データセットを基礎として生成された加工データ
が組み込まれたもの

参加条件

（省略）

知的財産

（省略）

知的財産権

（省略）

【解説】
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・ 本条では、ハッカソン型モデル契約と同様に、本契約との関係で重要な用語を整理
し、定義している。なお、本条では、ハッカソン型モデル契約で行った用語の定義
に、学習用データセットと学習済みモデルの二つの用語の定義を追加しているが、
これは主に、学習用データセットの作成義務を負う運営者の責任を記述することの
便宜によるものである。
第 3 条（本事業の実施）
1.

運営者は、委託者から委託を受け、本事業の実施に必要な活動（本契約に別途定め
るものを除く。
）を企画し、運営する。なお、本事業の詳細は次のとおりとする。
(1) 企画目標：〇〇［例：委託データを利用した高精度な〇〇の解析方法の創出］
(2) 実施期間：〇年〇月〇日 〜 〇年〇月〇日
(3) 実施場所：〇〇［例：別途運営者が選定する外部会場］
(4) 業務内容：以下に掲げる業務を含む。

2.

・

参加者の募集・監督、参加者との参加条件の合意の形成

・

委託データを用いた課題の作成

・

実施場所における会場の企画・運営

・

〇〇

運営者は、次の各号に掲げる範囲に限り、委託データを利用することができる。
(1) 課題の作成その他本事業の実施上必要な範囲
(2) 第 6 項第 3 号に定める業務に必要な範囲

3.

委託者は、運営者に対し、本事業の実施上必要な範囲に限り、次の各号に掲げる者
に委託データを開示することを許諾する。
(1) 参加者
(2) 第 6 項第 3 号に定める業務を委託する第三者

4.

運営者は、前項の許諾に基づく委託データの開示に当たり、参加者との間で別紙 2
に定める参加条件に合意し、参加者にこれを遵守させなければならない。

5.

受託者は、第 3 項の許諾に基づく委託データの開示に当たり、委託データを開示す
る第三者（参加者を除く。
）に対し、第 9 条に定める自らの義務と少なくとも同等の
義務を課した上で、委託者に対し、その義務の違反について一切の責任を負わけれ
ばならない。

6.

委託者は、運営者に対し、本事業に関連して、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 課題の発見の支援
(2) 委託データの要件定義の支援
(3) 学習済みモデルの開発に必要な学習用データセットの作成（以下「学習用デー
タセット作成業務」という。）

【解説】
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・ 本条第 6 項は、本モデル契約の下、委託者の課題の発見やその解決に有用なデータ
の特定に関するコンサルティングに加え、学習用データセットの作成までを運営者
が行う責任を負うことを定めている。
・ もっとも、学習用データセットの作成に関する業務の一部は、実務上、運営者の責
任の下で第三者に（再）委託されることは少なくない。本条では、委託データが委
託者の秘密情報に当たることを前提として（ハッカソン型モデル契約第９条第 2 項
参照）
、運営者がその責任の下で第三者に学習用データセットの作成を再委託する実
務に対応するため、第 2 項と第 3 項、第 5 項にそれぞれ必要な追記を行っている。
第 4 条（委託データの開示等）
1.

委託者は、運営者に対し、別途合意する方法により委託データを開示する。

2.

運営者は、第 9 条第 2 項の定めに従い、善良な管理者の注意をもって、委託データ
を管理しなければならない。

3.

運営者は、本事業の実施に必要な場合には、委託者に対し、その協力（以下の事項
を含む。
）を求めるための協議を申し入れることができる。
(1) 委託データに関連する資料の提供
(2) 本事業の下で行われる活動への補助的参加
(3) 〇〇

4.

運営者は、本事業が終了し又は本事業の実施上必要でなくなったときは、記録媒体
に記録された委託データ（加工データに該当しない程度の加工等を施したものを含
む。
）を自ら消去・廃棄し、参加者に消去・廃棄させるものとする。

5.

運営者は、学習用データセット作成業務により作成した学習用データセット（委託
データを除く。
）を、委託者の秘密情報に準じるものとして管理するものとする。

【解説】
・ 学習用データセットは、委託データを要素とするデータであるが、
（本モデル契約第
3 条第 6 項第 3 号の学習用データセット作成業務に基づいて運営者が付加した）委
託データそのものと評価することができないデータ（いわば非委託データ）部分に
ついては、委託データに対する契約上の規律を直ちに推し及ぼすことはできない。
委託データが委託者の秘密情報に当たることを前提として、学習用データセットの
うち非委託データ部分に委託データ部分と同様の規律を及ぼすためには、本条第 5
項のような規定を置くことが考えられる。
第 5 条（成果に関する責任等）
1.

運営者は、委託者に対し、本事業を通じて創出された知的財産（加工データを含む。
）
及び学習用データセット作成業務により作成した学習用データセットの有効性、正
確性、確実性、安全性、最新性、完全性その他一切の性質を保証せず、その利用・
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実施等により委託者及び第三者に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わな
いものとする。
2.

委託者は、受託者に対し、委託データを適法に取得し、正当な権原により開示する
ことを保証する。

【解説】
・ ハッカソン型モデル契約の解説では、運営者がハッカソンの運営のみに責任を負
い、それを通じた成果の創出には責任を負わない状況を想定して、本条第 1 項は、
ハッカソンを通じて創出された成果について、運営者は委託者に対して一切の責任
を負わないことを定めるものであると説明した。また、学習済みモデルの品質は、
その生成の基礎となったデータ、つまり学習用データセットに多分に由来し、引い
てはこれが学習済みモデルを組み込んだ最終製品やサービスの性能・品質に影響を
及ぼすことも同様に説明した。
・ 本条第 1 項では、学習用データセットの要素である（提供前の）委託データの品質
をコントロールできるのは委託者のみであり、成果の利用による利益も委託者のみ
に帰属することから、ハッカソンを通じて（運営者が作成した学習用データセット
を用いて）創出された成果の利用・実施等に伴う損害の責任のみでなく、原則とし
て委託者が負うことを定めている。
・ 第 7 条第 5 項では、運営者が作成した学習用データセットを委託者に無償で開示す
ることを定めている。対価を中心とした取引条件次第ではあるが、学習用データ
セットのうち非委託データ部分の性質に関する運営者の責任については、本条と異
なる結論を採ることも考えられるところである。ただし、その場合であっても、非
委託データ部分の性質について一般的な保証責任を定めることには通常は運営者の
側に抵抗があるであろうし、責任の内容や根拠を具体的に定めていく必要があるで
あろう。なお、こうした責任の内容やリスクの分配を検討するに当たっては、万が
一事故が発生した場合、学習用データセットの非委託データ部分にその原因がある
ことを究明するには相当の困難が伴うであろうことも考慮することが望ましい。
・ いずれの場合であっても、故意や重大な過失により運営者が委託者に損害を生じさ
せた場合には、第 14 条第 3 項（ハッカソン型モデル契約参照）が適用されることに
は留意が必要である。
第 6 条（対価及び費用の負担）
1.

委託者は、運営者に対し、本事業（第 3 条第 6 項に定める業務を含む。）の実施の対
価を次のとおり支払う。
(1) 金額は〇円（消費税別途）とする。
(2) 委託者は、運営者に対し、〇年〇月〇日までに、前号の金額を運営者が別途指
定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、委託者が負担す
る。
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前項に定めるものを除くほか、本契約に基づく義務の履行に要する費用は、各当事
者の負担とする。ただし、委託者の費用において運営者が加工データを作成するこ
と等について、当事者間に別段の合意がある場合は、その限りでない。

【解説】
・ 本モデル契約では、委託者から委託を受けて運営者がハッカソンを企画・運営し、
また必要なコンサルティング等を委託者に対して行い、委託者が運営者にその対価
を支払うことで成り立つ事業モデルを想定している。
・ 本モデル契約では、ハッカソンの企画・運営に関する業務とは別に、コンサルティ
ング等の業務を第 3 条第 6 項に定めていることから、これに対する対価も本条第 1
項の対価に含まれることを確認している。
第 7 条（成果物の権利帰属）
1.

運営者は、本事業を通じて参加者が創出した知的財産及びこれに関する知的財産権
を、参加者から譲り受けるものとする。

2.

運営者は、委託者に対し、前項の知的財産権を行使しないものとする。

3.

運営者は、参加者に対し、本事業を通じて参加者が創作した著作物について、委託
者、運営者及び運営者が指定する者に著作者人格権を行使しない旨の義務を課すも
のとする。

4.

運営者は、参加者に対し、前項の著作物（委託者の秘密情報に該当するものを除く。
）
の利用を許諾することができる。

5.

運営者は、委託者に対し、学習用データセット作成業務により作成した学習用デー
タセットを、その利用を制限することなく無償で開示するものとする。

【解説】
・ 本条第 5 項では、学習用データセットを委託者に無償で利用させることを定めてい
るが、運営者から委託者への学習用データセットの開示の対価が前条第 1 項の対価
に含まれていることをその前提としている。
・ ハッカソンのために学習用データセットを作成することと、作成した学習用データ
セットを委託者に開示する（利用させる）こととは、互いに独立した行為である。
そのため、前者の責任から直ちに後者の責任が導かれるわけではなく、運営者が作
成した学習用データセットの開示を受ける権利を委託者が得るには、そのことを契
約に明示することが必要である。言い換えると、運営者が学習用データセットの委
託者への開示を行わない場合には、本条第 5 項を削除することが考えられる。
・ また、学習用データセットの開示の対価を、前条第 1 項の対価とは別途発生させる
場合には、本条第 5 項を「運営者は、委託者に対し、学習用データセット作成業務
により作成した学習用データセットを、費用、利用の目的その他の条件を別途協議
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のうえ開示するものとする。
」と定めることが考えられる。
第 8 条（委託の制限）
1.

運営者は、委託者の書面による事前の承諾がない限り、本事業の全部又は一部の実
施を、第三者に委託してはならない。

2.

前項の定めにもかかわらず、運営者は、次の各号に掲げるものの実施を、第三者に
再委託することができる。
(1) 第 4 条第 1 項に定める活動（その活動を通じて委託者の秘密情報を認識するこ
とができるものは除く。
）の一部
(2) 学習用データセット作成業務

3.

運営者は、前項に基づき第三者に再委託を行う場合であっても、本契約に基づき委
託者に対して負う一切の責任を免れない。

【解説】
・ 第 3 条第 6 項は、本モデル契約の下、委託者の課題の発見やその解決に有用なデー
タの特定に関するコンサルティングに加え、学習用データセットの作成までを運営
者が行う責任を負うことを定めている。
・ 第 3 条の解説で述べたように、学習用データセットの作成に関する業務の一部は、
実務上、運営者の責任の下で第三者に（再）委託されることは少なくない。本条で
は、このような実務に対応するため、第 2 項と第 3 項にそれぞれ必要な追記を行っ
ている。
第 9 条（秘密保持）
（省略）
第 10 条（加工データの扱い）
（省略）
第 11 条（成果物の公表）
（省略）
第 12 条（契約期間）
（省略）
第 13 条（契約の解除）
1. 各当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除
することができる。
（省略）
2. 本契約が終了した場合であっても、その原因にかかわらず、第 4 条第 4 項及び第 5
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項、第 9 条乃至第 11 条、本項、第 14 条、第 15 条、第 18 条乃至第 20 条は、有効
に存続する。
第 14 条（損害賠償）
（省略）
第 15 条（第三者の権利等の非侵害の不保証）
（省略）
第 16 条（免責事由）
（省略）
第 17 条（反社会的勢力の排除）
（省略）
第 18 条（権利義務の譲渡禁止）
（省略）
第 19 条（協議）
（省略）
第 20 条（準拠法及び合意管轄）
（省略）
（以下省略）
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共同研究型のモデル契約及びその論点と解説

【想定するケース】
1. 広域で多数のスーパーマーケットを営む X 社（委託者）は、自社で収集してきた商
品品目ごとの販売実績や流通情報、天気予報、実際の天候情報などの多様なデータ
を活用し、店舗ごとの在庫や発注量の管理を効率化するための方法について社内で
検討を始めた。その中で、可能ならば外部の専門家の協力を得て、より高度な知見
に基づいてデータの解析を推進する案が出された。
2. Y（受託者）は、機械学習分野の研究者として自ら研究を行い、また学生を指導す
るかたわら、研究の実践・応用に関する知見を広げるため、有償で企業向けの技術
コンサルティングを行っていた。Y は、旧知の X 社の関係者から相談を受けて検討
した末、X 社の要請に応じ、X 社に対する技術コンサルティングと、X 社の大規模
データを利用した学習済みモデルの開発を行うことにした。
3. X 社と Y は、X 社が収集したデータを用い、Y が外部の業者を通じてデータセット
の生成も行い、また自身の下で研究活動に従事している学生とともにデータの解析
と学習済みモデルの開発を進めることにし、これらに X 社が対価を支払うことに合
意した。それぞれの狙いは、以下のところにあった：
(1) X 社の狙い
-

X 社のデータの利活用の可能性を探りたい。

-

外部の専門家の協力を得て、研究開発のスピードを加速させたい。

-

より高度な知見に基づく成果を X 社の事業に活用したい。

(2) Y の狙い
-

学生に実践的な経験を積ませ、応用課題を解く力をつけさせたい。

-

企業との協業を通じ、研究資金を獲得しつつ、論文や研究発表につながる
知見を得たい。

4. X 社は、成果に関する知的財産権を十全な形で得られる限りという条件付きで、Y
の監督と責任の下で Y の学生が開発に関与することには理解を示しつつ、X 社の
データに含まれる日々の販売実績や物流情報などの重要な情報はどのような形でも
外部に流出させることは避けたいと考えている。他方、Y は、成果に関する知的財
産権を、十分な対価と引き換えに X 社に帰属させることに異論はなく、ただ、研究
成果の発表の機会は必ず確保したいと考えている。
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委託契約書［共同研究型］
〇〇株式会社（以下「委託者」という。）と〇〇（以下「受託者」という。）とは、委託
データを用いて受託者が本事業を実施するに当たり、次のとおり本契約を締結する。
第 1 条（目的）
（省略）
第 2 条（定義）
本契約において、次の表に掲げる用語の意義は、この表に定めるところによる。
用

語

本事業

意

義

委託データに基づいてソフトウェア技術を開発すること又はそ
の知見を創発することを目標として行われる事業をいい、第 3 条
（本事業の実施）にその詳細を定めるもの

データ

（省略）

委託データ

受託者が、本事業の用に供する目的で委託者からの開示を受け、
本契約に従って第三者に利用させるデータをいい、別紙にその詳
細を定めるもの

加工データ

委託データを基に作成され、その復元を困難にする加工等（改変、
追加、削除、分析、組合せ、編集、統合その他の行為をいう。以
下同じ）が行われたデータ

学習用データセット

委託データを要素とするデータであって、学習済みモデルに組み
込むための加工データを生成する基礎となるもの

学習済みモデル

入力されたデータに応じて推論の結果を出力するプログラムで
あって、学習用データセットを基礎として生成された加工データ
が組み込まれたもの

知的財産

（省略）

知的財産権

（省略）

第 3 条（本事業の実施）
1.

受託者は、委託者から委託を受け、本事業の実施に必要な活動（本契約に別途定め
るものを除く。
）を遂行する。なお、本事業の詳細は次のとおりとする。
(1) 開発目標：〇〇［例：高精度な〇〇の解析を目的とする学習済みモデル］
50

第4章

人材育成事業の枠組に関する解説と手引き

(2) 開発内容：次条に定める
(3) 実施期間：〇年〇月〇日 〜 〇年〇月〇日
(4) ［実施場所：〇〇［例：甲の事業所内］
］
2.

受託者は、次の各号に掲げる範囲に限り、委託データを利用することができる。
(1) 学習済みモデルの開発その他本事業の実施上必要な範囲
(2) 第 5 項第 3 号に定める業務に必要な範囲

3.

委託者は、受託者に対し、次の各号に掲げる範囲に限り、委託データを開示するこ
とを許諾する。
(1) 第 5 項第 3 号に定める業務を委託する第三者
(2) 第 4 条第 2 項に定める業務を委託する第三者

4.

受託者は、前項の許諾に基づく委託データの開示に当たり、委託データを開示する
第三者に対し、第 11 条に定める自らの義務と少なくとも同等の義務を課した上で、
委託者に対し、その義務の違反について一切の責任を負わければならない。

5.

委託者は、受託者に対し、本事業に関連して、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 課題の発見の支援
(2) 委託データの要件定義の支援
(3) 学習済みモデルの開発に必要な学習用データセットの作成（以下「学習用デー
タセット作成業務」という。）

【解説】
・ 本モデル契約は、学習済みモデルの開発を、受託者から委託された第三者が行うこ
とを想定している。本条第 3 項第 2 号は、学習済みモデルの開発を委託された第三
者に、その開発に必要な委託データへのアクセスを可能にするためのものである。
・ 本条は、運営者が学習用データセットの作成までを行うことを内容とする有償コン
サル型モデル契約の内容を基本的に踏襲している。ただし、本モデル契約では、
ハッカソン型・有償コンサル型の各モデル契約とは異なり、不特定多数の第三者に
よる委託データへの関与は想定されておらず、こうした第三者の関与への懸念に基
づくハッカソン型モデル契約第 3 条第 4 項に相当する規定を置いていない。
・ なお、学習済みモデルの開発に関する受託者の業務については、その内容を次条に
別途定めることを本条第 1 項第 2 号で述べている。
第 4 条（開発の内容）
1.

委託者は、受託者と別途協議のうえ、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 学習済みモデルの要件
(2) 学習済みモデルの評価の方法（評価のためのデータを含む。
）

2.

受託者は、前項第 1 号の要件に従い、学習済みモデルの開発を行う。

3.

受託者は、第 1 項第 2 号の評価の方法に従い、開発した学習済みモデルの評価を行っ
たうえ、本事業の実施期間内に、次の各号に掲げる成果物（以下「本成果物」とい
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う。
）を委託者に納入する。
(1) 学習済みモデル
(2) 評価の結果を報告する書面
4.

学習済みモデルの開発は、次条に定める検査に合格した時に完了したものとする。

【解説】
・ 本条と次条は、学習済みモデルの開発から、それに付随する成果物の納入までの過
程について定めている。成果である学習済みモデルがいかなる要件を満たす必要が
あり、また、その要件を満たすことをどのような方法と基準によって評価すべきで
あるかを十分に協議し、開発に入る前に決定しておくことは、将来の紛争の発生を
予防する上で特に重要であるが、本条第 1 項各号はそのことを踏まえている。
第 5 条（検査）
1.

委託者は、本成果物の納入を受けた日から 14 日以内に、前条第 1 項第 2 号の評価
の方法に従ってその内容を検査し、その合格又は不合格を受託者に通知する。

2.

委託者が前項の通知を行わず、前項の期間が経過したときは、前項の検査に合格し
たものとみなす。委託者が本成果物の受領を拒み、その日から前項の期間が経過し
たときも、同様とする。

3.

受託者は、第 1 項の検査に不合格となったときは、自らの費用により必要な修補を
行ったうえ、委託者との間で別途定める日までに成果物を納入しなければならない。
この場合の検査に関しては、前二項の定めを準用する。

第 6 条（委託データの開示等）
1.

委託者は、受託者に対し、別途合意する方法により委託データを開示する。

2.

委託者は、学習済みモデルの開発上必要なときは、受託者に対し、その求めに応じ
て自らが保有するデータを開示する。なお、このデータは委託データとみなす。

3.

受託者は、第 9 条第 2 項の定めに従い、善良な管理者の注意をもって、委託データ
を管理しなければならない。

4.

受託者は、本事業の実施に必要な場合には、委託者に対し、その協力（以下の事項
を含む。）を求めることができる。
(1) 委託データに関連する資料の提供
(2) 学習用データセットの作成に関する助言の提供
(3) 〇〇

5.

受託者は、本事業が終了し又は本事業の実施上必要でなくなったときは、記録媒体
に記録された委託データ（加工データに該当しない程度の加工等を施したものを含
む。）を自ら消去・廃棄し、これを開示した第三者に消去・廃棄させるものとする。

6.

受託者は、学習用データセット作成業務により作成した学習用データセット（委託
データを除く。
）を、委託者の秘密情報に準じるものとして管理するものとする。
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【解説】
・ 本条第 2 項と第 4 項は、学習済みモデルの開発に向けた委託者の協力義務をそれぞ
れ定めるものである。学習済みモデルの開発の過程では、当初開示された委託デー
タだけでは期待する成果を得られない（あるいは成果を得ることが難しい）ことが
事後に判明することがあり、その場合に委託者の協力を得られることは委託者と受
託者の双方にとって益があるため、委託者の協力義務を定めつつ、それによって開
示されたデータを委託データとみなし、本モデル契約上の取扱いを明示している。
・ 本モデル契約では、第三者からのデータの調達までは委託者が義務を負う協力の内
容に含んでおらず、そのことを本条第 2 項の「自らが保有するデータ」という要件
で表現している。
・ 本条第 6 項については、有償コンサル型モデル契約第 4 条の解説を参照されたい。
第 7 条（成果に関する責任等）
1.

受託者は、委託者に対し、本事業を通じて創出された知的財産（加工データを含む。
）
及び学習用データセット作成業務により作成した学習用データセットの有効性、正
確性、確実性、安全性、最新性、完全性その他一切の性質を保証せず、その利用・
実施等により委託者及び第三者に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わな
いものとする。

2.

委託者は、受託者に対し、委託データを適法に取得し、正当な権原により開示する
ことを保証する。

3.

委託者は、学習用データセットの利用を許諾する場合であっても、受託者に対し、
委託データの有効性、正確性、確実性、安全性、最新性、完全性その他一切の性質
を保証せず、その利用により受託者に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負
わないものとする。

【解説】
・ 本条第 1 項については、有償コンサル型モデル契約第 5 条の解説を参照されたい。
・ 本条第 3 項は、学習用データセットの利用が（研究や教育目的等のために）受託者
に許諾される場合の規定であり、委託者のコントロールが及ばない利用とその結果
について、委託者は一切の責任を負わないことを定めている。ただし、故意又は重
大な過失により受託者に損害を生じさせた場合は、第 16 条第 3 項により委託者は責
任を負うこととなる。
第 8 条（対価及び費用の負担）
1.

委託者は、受託者に対し、本事業（第 3 条第 5 項に定める業務を含む。
）の実施の対
価を次のとおり支払う。
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(1) 金額は〇円（消費税別途）とする。
(2) 委託者は、受託者に対し、〇年〇月〇日までに、前号の金額を受託者が別途指
定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、委託者が負担す
る。
2.

前項に定めるものを除くほか、本契約に基づく義務の履行に要する費用は、各当事
者の負担とする。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、その限りでない。

【解説】
・ 本モデル契約では、委託者から委託を受けて開発した学習済みモデル等の成果を受
託者が納入し、また必要なコンサルティング等を委託者に対して行い、委託者が運
営者にその対価を支払うことで成り立つ事業モデルを想定している。
・ なお、学習済みモデルの開発を受託者が行い、その対価も本条第 1 項の対価に含ま
れる想定から、本条第 2 項では、有償コンサル型モデル契約第 6 条第 2 項の「委託
者の費用において運営者が加工データを作成すること等について」という部分を削
除している。
第 9 条（成果物の権利帰属）
1.

本成果物に関する著作権（受託者又は第三者が本契約の締結前から有するもの及び
本事業以外のために創出した知的財産に関するものを除く。）は、委託者に帰属する。

2.

受託者は、委託者に対し、本成果物の利用に必要な知的財産権のうち受託者に帰属
するものの利用・実施等を許諾する。

3.

受託者は、委託者及び委託者が指定する者に対し、本成果物に関する著作者人格権
を自ら行使し又は第三者をして行使させないないものとする。

4.

運営者は、委託者に対し、学習用データセット作成業務により作成した学習用デー
タセットを、その利用を制限することなく無償で開示するものとする。

【解説】
・ 本条第 1 項は、本条第 4 条第 3 項各号に定める学習済みモデルその他の成果物に関
する著作権を、
（その対価が前条第 1 項の対価に含まれることを前提として）本モデ
ル契約の外で創作されたものを除いて委託者に帰属させることを定めている。な
お、例えば、学習済みモデルの開発の過程で発明が行われることが想定される場合
で、かつ、その発明に関する特許権の対価や、受託者による特許出願への協力に要
する費用が前条の対価に含まれる場合には、著作権に限らず、特許権や特許を受け
る権利も委託者に帰属させることも考えられる。
・ 本条第 2 項は、学習済みモデルのうち、本モデル契約の外で創作されたこと等を理
由に委託者に帰属しないプログラムに関する著作権の利用を委託者に許諾する場面
を主として想定しているが、本成果物について著作権以外の知的財産権、例えば特
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許権が発生する場合には、これも本条第 2 項による利用許諾の対象となる。そのた
め、本成果物に関する著作権以外の知的財産権を委託者に帰属させない本条の建付
けであっても、受託者にその知的財産権が帰属する限りは、委託者による本成果物
の利用は妨げられないこととなる。
・ 本条第 4 項については、有償コンサル型モデル契約第 7 条の解説を参照されたい。
第 10 条（委託の制限）
1.

受託者は、委託者の書面による事前の承諾がない限り、本事業の全部又は一部の実
施を、第三者に委託してはならない。

2.

前項の定めにもかかわらず、受託者は、次に掲げるものの実施を、第三者に再委託
することができる。
(1) 学習用データセット作成業務
(2) 第 4 条第 2 項に定める業務

3.

受託者は、前項に基づき第三者に再委託を行う場合であっても、本契約に基づき委
託者に対して負う一切の責任を免れない。

【解説】
・ 本モデル契約は、学習済みモデルの開発を、受託者から（再）委託された第三者が
行うことを想定しており、本条第 2 項第 2 号はそのことを定めている。なお、本条
第 3 項は、こうした（再）委託があくまで受託者の責任と監督の下で行われるべき
ものであることを示している。
・ 本条については、有償コンサル型モデル契約第 8 条の解説も参照されたい。
第 11 条（秘密保持）
（省略）
第 12 条（加工データの扱い）
1.

受託者は、学習済みモデルに含む加工データを、委託者の秘密情報に準じるものと
して管理するものとする。

2.

受託者は、委託者に対し、無償で、前項の加工データをその利用を制限することな
く開示し、別段の合意がない限り、すみやかにこれらを廃棄・消去するものとする。

3.

本条の義務は、本事業の終了後も有効に存続する。

【解説】
・ 本条については、ハッカソン型モデル契約第 10 条の解説を参照されたい。
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第 13 条（成果物の公表）
受託者は、本事業を通じて創作した著作物（委託者の秘密情報に該当するものを除
く。
）を自ら公表し又は第三者（第 10 条第 2 項第 2 号に定める者に限る。）にその
名義で公表することを許諾することができる。
【解説】
・ 本条は、ハッカソン型モデル契約第 11 条に相当する規定であり、論文や研究発表の
形で受託者が本事業の成果を対外的に公表する場面を想定している。
・ 本モデル契約は、本成果物に関する著作権以外の知的財産権は受託者に帰属する建
前を採っているが、これを委託者に帰属させる場合には、委託者による特許出願の
妨げとならないよう、受託者による公表の時期を委託者と協議のうえ定めることを
定めることが考えられる。
第 14 条（契約期間）
（省略）
第 15 条（契約の解除）
1.

各当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除
することができる。
（省略）

2.

本契約が終了した場合であっても、その原因にかかわらず、第 6 条第 5 項及び第 6
項、第 11 条乃至第 13 条、本項、第 16 条、第 17 条、第 20 条乃至第 22 条は、有効
に存続する。

第 16 条（損害賠償）
1.

各当事者は、本契約に関し、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた
場合は、その損害を賠償する。

2.

前項に基づき賠償すべき損害の総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因の内
容にかかわらず、第 8 条第 1 項に定める対価の相当額を限度とする。

3.

前項その他本契約の定めにかかわらず、委託者又は受託者が故意又は重大な過失に
より相手方に損害を生じさせた場合はその限りでない。

第 17 条（第三者の権利等の非侵害の不保証）
1.

受託者は、委託者に対し、本成果物の利用が第三者の著作権を侵害するものではな
いことを保証する。

2.

前項に定めるものを除くほか、受託者は、委託者に対し、本成果物又は学習用デー
タセットの利用が第三者の権利又は利益を侵害するものではないことを保証しない。

3.

委託者は、本成果物又は学習用データセットの自らの利用により、第三者から権利
の主張、不服申立て、損害賠償請求等を受けたときは、自らの責任においてこれを
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解決する。
【解説】
・ 本条は、開発の成果や学習用データセットを委託者が利用・実施等した結果、第三
者の権利・利益を侵害した場合の扱いを定めている。
・ 本条の論点は多岐にわたり、また本ガイドブックの範囲を超えるものであるため、
経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン−AI 編−」掲載の開発段
階のソフトウェア開発契約書（モデル契約書）第 21 条の解説を参照されたい。
第 18 条（免責事由）
（省略）
第 19 条（反社会的勢力の排除）
（省略）
第 20 条（権利義務の譲渡禁止）
（省略）
第 21 条（協議）
（省略）
第 22 条（準拠法及び合意管轄）
（省略）
（以下省略）
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データ提供型のモデル契約雛形及びその論点と解説

6

参考：データ提供契約書［基本型］
〇〇株式会社（以下「データ提供者」という。
）および株式会社〇〇（以下「データ受領
者」という。） は、委託データを用いて受託者が本事業を実施するに当たり、次のとお
り本契約を締結する。
第 1 条（目的）
（省略）
第 2 条（定義）
本契約において、次の表に掲げる用語の意義は、この表に定めるところによる。
用

語

本事業

意

義

委託データに基づいてソフトウェア技術を開発すること又はそ
の知見を創発することを目標として行われる事業をいい、第 3 条
（本事業の実施）にその詳細を定めるもの

データ

（省略）

委託データ

データ受領者が、本事業の用に供する目的でデータ提供者からの
開示を受けるデータをいい、別紙にその詳細を定めるもの

加工データ

委託データを基に作成され、その復元を困難にする加工等（改変、
追加、削除、分析、組合せ、編集、統合その他の行為をいう。以
下同じ）が行われたデータ

知的財産

（省略）

知的財産権

（省略）

第 3 条（本事業の実施）
1. 本事業の詳細は、次のとおりとする。
(1) 企画目標：〇〇［例：委託データを利用した新規な外観検知手法の開発］
(2) 実施期間：〇年〇月〇日 〜 〇年〇月〇日
2.

データ受領者は、本事業の実施上必要な範囲に限り、委託データを利用することが
できる。

3.

データ受領者は、委託者の書面による事前の承諾がない限り、委託データを第三者
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に開示してはならない。
【解説】
・ 本モデル契約は、データ受領者による委託データの利用を想定する一方、データ提供
者から開示を受けた第三者による利用を想定していない。本条第 3 項は、第 9 条に定
める（データ受領者の）秘密保持義務の当然の帰結であり、データ受領者に注意を促
すための規定に過ぎない。データ受領者としては、委託データへの第三者の関与が契
約締結前より予定されるのであれば、その旨を契約に織り込んでおくことが望まし
い。
第 4 条（委託データの開示等）
（省略）
第 5 条（成果に関する責任等）
（省略）
第 6 条（対価及び費用の負担）
1.

データ受領者は、データ提供者に対し、委託データの開示及び利用許諾の対価を次
のとおり支払う。
(1) 金額は〇円（消費税別途）とする。
(2) データ受領者は、データ提供者に対し、〇年〇月〇日までに、前号の金額をデー
タ提供者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、
データ受領者が負担する。

2.

前項に定めるものを除くほか、本契約に基づく義務の履行に要する費用は、各当事
者の負担とする。

【解説】
・ 本モデル契約は、委託者（データ提供者）から運営者（データ受領者）が対価の支払
いを受ける取引を前提とする他のモデル契約とは異なり、データ受領者が委託データ
の開示と利用の対価を支払い、データ提供者から委託データの開示を受ける取引を前
提としている。
・ 本条第 1 項は、金銭を対価とする取引を念頭に置いているが、金銭以外、例えば、委
託データを基礎とする学習済みモデルや、委託データを利用するための技術的なアイ
デアの提供を、委託データの開示を受ける対価とする取引も考えられる。
第 7 条（成果物の権利帰属）
1.

本事業を通じてデータ受領者が創出した知的財産に関する知的財産権は、データ受
領者に帰属するものとする。
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データ受領者は、データ提供者に対し、前項の知的財産権を行使しないものとする。

【解説】
・ 本モデル契約は、データ受領者がデータ提供者に対価を支払った上で委託データを
自由に利用し、そこから得られた成果に関する知的財産権は、原則として何らの制
約なく受託者にそのまま帰属する取引を前提とし、本条第 1 項はそのことを定めて
いる。
・ 本条第 2 項は、データ提供者としては委託データの開示とその利用をデータ受領者
に認める場合であっても、それによってデータ提供者の事業等の妨げとなることは
避けたいと考えるであろうという想定に基づくものであるが、もちろんこれと異な
る考えを採ることは可能であり、その場合は同項を削除するやり方が考えられる。
・ なお、委託データを基礎とする学習済みモデルのパラメータは、委託データとは同
一性のない（加工）データであり、特に契約上の制約を課されない限り、これを生
成した者が自由に扱うことができると考えられることには留意が必要である。
第 8 条（委託の制限）
データ受領者は、データ提供者の書面による事前の承諾がない限り、本事業（委託
データの開示を伴わないものを除く。
）の全部又は一部の実施を、第三者に委託して
はならない。
第 9 条（秘密保持）
（省略）
第 10 条（加工データの扱い）
データ提供者とデータ受領者は、データ受領者が作成した加工データについて、デー
タ受領者が前条に定める秘密情報の受領者の義務を負わないことを確認する。
【解説】
・ 第 7 条の解説で述べたとおり、委託データとの同一性が認められない加工データに
ついては、特に契約上の制約を課されない限り、これを作成した者が自由に扱うこ
とができると考えられる。データ受領者が作成した加工データについてデータ受領
者が秘密保持義務（第 9 条に定める秘密情報の受領者の義務）を負わないことも、
委託データと加工データに同一性が認められないことの帰結であり、本条は、紛争
を予防するための注意をデータ提供者に促すための確認条項である。
第 11 条（契約期間）
（省略）
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第 12 条（契約の解除）
1. 各当事者は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除
することができる。
（省略）
2. 本契約が終了した場合であっても、その原因にかかわらず、第 4 条第 4 項、第 9 条、
第 10 条、本項、第 13 条、第 16 条乃至第 18 条は、有効に存続する。
第 13 条（損害賠償）
（省略）
第 14 条（免責事由）
（省略）
第 15 条（反社会的勢力の排除）
（省略）
第 16 条（権利義務の譲渡禁止）
（省略）
第 17 条（協議）
（省略）
第 18 条 （準拠法及び合意管轄）
（省略）
（以下省略）

61

