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第�次産業革命とは、18世紀末以降の水力や蒸気機関による工場の機械化

を指す第�次産業革命、20世紀初頭の分業に基づく、電力を用いた大量生産

を指す第�次産業革命、1970年代初頭からの電子工学や情報技術を用いた一

層のオートメーション化を指す第�次産業革命に続く、IoT（Internet of

Things）、ビッグデータ、AI（人工知能）、ロボットなどのコアとなる技術革

新を指すといわれています。IoT やビッグデータの利用によって、さまざま

な情報がデータ化されることになりますが、それらをネットワークでつない

で統合し、解析・利用することで、新たな付加価値が生まれています。また、

AI を利用することにより、コンピュータ自らが学習し、一定の判断を行う

ことも可能となりつつあります。こうした第�次産業革命の進展により、生

産や消費といった経済活動だけでなく、働き方などのライフスタイルも含め

て、経済社会のあり方が大きく変化しようとしているのです。

ここで、たとえば、個人情報を収集してビッグデータを生成し利用しよう

とする際、個人情報保護規制との関係で、どういった場合にどのような態様

で個人の同意を取得する必要があるのか、ビッグデータやAI が生成した付

加価値ある情報は誰に帰属するのか、AI を搭載した自動車が事故をおこし

た場合、メーカーと運転手の責任割合はどうなるのか等といった、これまで

に存在しなかった新たな法律上の論点が生じることになります。

第�次産業革命のメリットを最大限に引き出し、生産性の上昇と国民生活

の豊かさの向上に円滑に役立てるためには、それを支える法的インフラの整

備と、その社会への浸透が欠かせません。かかる視点に立って、ビッグデー

タやAI にかかわる法律実務や特許出願業務に日常的にかかわる弁護士、弁

理士である筆者らが、「第�次産業革命とのかかわりにおいて留意すべき法

律実務とは何か」を議論し、�冊の本にまとめたのが本書です。

第�章『第�次産業革命とは何か』では、第�次産業革命の意味や世界各

国および日本政府の第�次産業革命に対する取組みをわかりやすく解説しま
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した。

第�章『クラウド、IoT、ビッグデータ、AI 等に関する技術動向』では、

クラウド等のそれぞれの技術的意味や社会生活への影響等を、日本および諸

外国における個々の取組みを紹介しつつ、説明を加えました。

第�章『各種法規制と留意事項』では、第�次産業革命に関連する現行の

さまざまな法律について、その概要を解説し、IoT や AI 等にかかわるビジ

ネスを行ううえで留意すべき点を概観しました。具体的には、個人情報保護

法、知的財産権法、不正競争防止法、独占禁止法、製造物責任法、その他

（電気用品安全法、家庭用品品質表示法、電波法、産業標準化法）について解説

しました。

第�章『技術や情報を守るための対策』では、進展する第�次産業革命の

中で技術や情報を守るために、法律や契約上、どのような対策をとりうるか

を整理しました。まず、「�．契約による保護と対策」では、平成30年�月

に公表された経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」

を参照しつつ、特に留意すべき点を解説しました。「�．特許・意匠等の権

利出願による保護と対策」では、IoT、AI 等にかかわる技術やデザイン、

ブランドを特許出願等により保護するための留意点を豊富な実例をあげて解

説しました。「�．著作権法による保護と対策」では、AI による生成物やビ

ッグデータ等が著作権法上保護されるかを整理したうえ、著作権者の許諾を

得ずに著作物の利用を可能とする要件（権利制限規定）に関する平成30年改

正について解説しました。「�．不正競争防止法による保護と対策」では、

ビッグデータ等の営業秘密による保護のほか、平成30年改正により導入され

た「限定提供データ」に関する法規制について説明しました。「�．独占禁

止法による保護と対策」では、ビッグデータに関して独占禁止法上、問題と

なりうる行為などを最新の議論を踏まえて解説しました。「�．その他」で

は、グレーゾーン解消制度やプロジェクト型サンドボックス制度などについ

て解説を加えました。

本書が、第�次産業革命とかかわり合いをもつ方々のお役に少しでも立て
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れば幸いに存じます。

最後に、本書の出版にあたっては、民事法研究会の編集部の皆さまに大変

お世話になりました。ここに深く感謝の意を表します。

令和元年�月

弁護士 服 部 誠

弁理士 中 村 佳 正

弁護士 柴 山 吉 報

弁護士 大 西 ひとみ
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Ⅰ 契約による保護と対策

AI やビッグデータ等の分野においては、それに関する技術や情報がどの

ように法律上保護されるのか、不明瞭な点もあることから、技術や情報を守

るためには、それを開示・利用等するにあたって、関係する当事者と契約を

締結し、権利義務関係を明確にしておくことが非常に重要である。

本章においては、①AI 技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関す

る契約と、②データの取扱いに関する契約について、平成30年�月に公表さ

れた、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」（AI ガ

イドライン・データガイドライン）を参照しつつ、特に留意すべき点について

解説する。

�．AI 技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約

⑴ 契約締結の必要性

AI 技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関しては、権利関係をど

のように処理するか、開発・利用に伴って発生し得る責任を誰が負うのかと

いった法律問題について、現時点では事例の蓄積も十分でなく、不明瞭な点

が多いのが実情である。対象物が第�章で解説した法律による保護を受けな

いと考えられる場合、それが無体物のデータであって所有権を観念すること

もできない場合には、契約によって権利の帰属や利用方法が定められないと

すると、原則としてそれを誰でも自由に利用できることになってしまう。ま

た、たとえばある対象物に関して著作権が発生する場合、当該権利がベンダ

とユーザの共有になることもあり得るが、その場合には、その取扱いについ

て合意がなければ、ベンダもユーザも、相手方の同意がないために原則とし

て当該対象物を利用・提供できないということになってしまうことが考えら

れる
1

。

また、AI 技術を利用したソフトウェアの場合には、ソフトウェアを開発
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するベンダだけが自らの技術やノウハウを使用して成果物ができあがるので

はなく、多くの場合、開発を依頼するユーザが自らの営業秘密等にあたるデ

ータを大量にベンダに提供し、それら双方が寄与することで、AI 技術を利

用したソフトウェアが生み出されるという点に、ひとつ大きな特徴があると

思われる。そして、ベンダとしては、自らの開発したソフトウェアを第三者

にも提供したいと考える一方、ユーザとしては自らの営業秘密等にあたるデ

ータが第三者（特に競合他社）に流出することがないようにしたいと考える

ことから、その利害を調整したうえで、契約において、権利関係や利用方法

等について明確に定め、また適切に秘密保持義務を課すことは、後々のトラ

ブルを防ぐために非常に重要といえる。

以上のことから、ベンダにとってもユーザにとっても、AI 技術を利用し

たソフトウェアの開発・利用に関する契約を締結することが重要になる。

⑵ AI ガイドラインの概要

� AI ガイドラインの対象とするAI 技術

平成30年�月に公表された AI ガイドラインにおいては、AI 技術を利用

したソフトウェアの開発・利用に関する契約について詳細に解説・検討がな

されている。

AI ガイドラインは、機械学習
2

、特にディープラーニング
3

を念頭において

作成されており、「従来型のソフトウェア開発においては、まずソフトウェ
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1 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない

（著作64条�項）。また、共有著作権について、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、そ

の持分を譲渡できず（同法65条�項）、また、その共有者全員の合意によらなければ行使するこ

とができない（同条�項）。

2 あるデータの中から一定の規則を発見し、その規則に基づいて未知のデータに対する推測・予

測等を実現する学習手法の一つ（AI ガイドライン�頁）。

3 機械学習の一手法であるニューラルネット（脳の情報処理を模して開発された機械学習の一手

法）を多層において実行することで、より精度の高い推論をめざした手法である。他の機械学習

と比較しても、学習用に大量のデータが必要となるものの、近年の技術開発（コンピュータの処

理速度の向上（CPU・GPU等）、インターネットによるデータ収集の容易化、クラウドによるリ

ソース利用・データ保存コストの低下等）により、今後さらなる利用が期待されており、近時着

目されている学習方法である（AI ガイドライン10頁）。



アの仕様を詳細に定義し、既に知られた法則や知識を念頭に、実装の工程を

段階的に詳細化していくという演繹的な開発手法が用いられている（以下、

このような演繹的な開発手法を用いるソフトウェア開発を「従来型のソフトウェ

ア開発」という。）。これに対して、機械学習の手法を取り入れたソフトウェ

ア開発においては、実際に観察される事象（データ）を用いた帰納的な開発

手法を用いることから、仕様の定義、実装や評価の方法等に従来型のソフト

ウェア開発とは異なる方法論が用いられる場合がある」と解説されたうえで、

従来のソフトウェア開発と特に異なる開発過程に着目して契約の考え方が提

示されている
4

。

� AI 技術に関連する用語・概念

実際に契約書を作成する際に、AI 技術に関連する用語・概念について明

確にすることは、それが権利帰属や利用条件設定等の対象として規定される

ことからも、非常に重要である。

そこで、まずは、AI ガイドラインにおいて用いられている用語・概念を

概観することとしたい
5

。

� 学習段階

AI 技術を利用したソフトウェアの実用化の過程においては、まず、学習

済みモデルを生成する「学習段階」が想定される。

学習段階では、生データを加工して学習用データセットを生成し、それを

学習用プログラムに入力することで、学習済みモデル（学習済みパラメータ

が組み込まれた推論プログラム）を得ることができる（〔図表11〕参照）。

⒜ 生データ
6

AI ガイドラインにおいて、「生データ」とは、ユーザやベンダ、その他の

事業者や研究機関等により一次的に取得されたデータであって、データベー

スに読み込むことができるよう変換・加工処理されたものをいうとされてい
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4 AI ガイドライン11頁。

5 詳細についてはAI ガイドライン11〜17頁を参照されたい。

6 AI ガイドライン12頁、13頁。



る。生データは、欠測値や外れ値を含む等、そのままでは学習を行うのに適

していないものであることが多い。

⒝ 学習用データセット
7

「学習用データセット」とは、生データに対して、欠測値や外れ値の除去

等の前処理や、ラベル情報（正解データ）等の別個のデータの付加など、変

換・加工処理を施すことによって、対象とする学習の手法による解析を容易

にするために生成された二次的な加工データ（生データとこれに対する付加デ

ータとがいわば一体となったもの）をいう。

⒞ 学習用プログラム
8

「学習用プログラム」とは、学習用データセットの中から一定の規則を見

出し、その規則を表現するモデルを生成するためのアルゴリズムを実行する

プログラムをいう。学習用プログラムは、ベンダがすでに保有している場合

もあれば、それに一定の機能を付加する場合や、ゼロからつくり上げる場合

もある。また、学習用プログラムの開発においては、OSS（オープン・ソー

ス・ソフトウェア）とよばれるソースコードが一般に公開され、著作者によ

り一定の範囲の利用が許諾されたソフトウェアを利用することが多い。

⒟ 学習済みモデル
9

AI ガイドラインにおいては、「学習済みパラメータ」が組み込まれた「推
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7 AI ガイドライン13頁。

8 AI ガイドライン14頁。

〔図表11〕 AI 技術を利用したソフトウェアの実用化の過程①──学習段階

生データ

加工

＝学習済みパラメータが組み込まれた推論プログラム

入力

出力

学習用データセット

学習用プログラム

学習済みモデル
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