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新たな情報財検討委員会（第４回） 

 

日 時：平成 29 年 1 月 20 日(金) 13:00～15:00 

 

場 所：中央合同庁舎４号館 11 階 共用第１特別会議室 

 

出席者： 

【委  員】中村委員長、渡部委員長、竹市様(飯田委員代理)、今枝委員、上野委員、奥

邨委員、喜連川委員、木全委員、清水委員、瀬尾委員、関口委員、戸田委員、

根本委員、林委員、福井委員、別所委員、宮島委員、森委員、柳川委員 

 

【関係機関】内閣官房ＩＴ総合戦略室 山路内閣参事官 

  総務省   情報通信政策課 小笠原課長 

      経済産業省  情報経済課 佐野課長 

       経済産業省 知的財産室 諸永室長 

       特許庁      総務部 仁科企画調整官 

      文化庁   著作物流通推進室 俵室長 

 

【事務局】井内局長、増田次長、永山次長、小野寺参事官、福田参事官、岸本参事官、 

大手参事官補佐、松村参事官補佐 

 

１．開 会 

 

２．データの保護・利活用の在り方について 

 

３．閉 会 
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○渡部委員長 まだお越しになっていない委員の方もおられますが、時間を過ぎています

ので、ただいまから始めさせていただきたいと思います。「新たな情報財検討委員会」第

４回会合ということでございます。本日は、御多忙中のところ御参集いただき、まことに

ありがとうございます。 

 本日の会合からデータ関係の議論をしていくということで、私のほうが進行を務めさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日御出席いただいております委員の方は、お手元にある座席表のとおりでございます

が、本日は飯田委員の代理として、トヨタ自動車株式会社の竹市博美様に御出席いただい

ております。 

 また、関係機関といたしまして、内閣官房、文化庁、総務省、経済産業省及び特許庁か

ら御出席いただいています。 

 なお、事務局の知財事務局ですけれども、１月13日付の異動がございました。それによ

って、磯谷次長の後任として永山次長が着任となり、永山参事官の後任として文化庁より

岸本参事官が着任されておられます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、井内局長より御挨拶いただきたいと思います。 

○井内局長 年始の御多忙の中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 今回からデータに関する議論ということでございますけれども、政府の部内におきまし

ても、さまざまな部局でそれぞれの側面から検討されております。後ほど、それぞれから

説明があるわけでございます。この委員会におきましては、そういったさまざまな検討を、

知財という観点からいわば横串を刺していただいて、日本の競争力のためにどういうアプ

ローチがよいのか。短期、そして中長期の視点も踏まえて包括的な議論をしていただきた

いと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 次に、議論に入るに当たり、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○福田参事官 知財事務局で産業競争力強化の担当をしております参事官の福田でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の配付資料の確認ですけれども、資料の束が置かれているかと思います。議事次

第の表に書いてございますように、資料１から３、事務局の資料でございます。 

 資料４、５、６、７、関係省庁のプレゼンいただく資料でございます。 

 それから、参考資料として１から６までつけさせていただいてございます。 

 過不足等ございましたら、事務局のほうにお申し出いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○渡部委員長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、早速、本日の議論に入ってまいりたいと思います。 

 本日の議論のテーマでございますけれども、前回のAIとも関係いたしますが、「データ

の保護・利活用の在り方」ということでございます。 
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 本日は、データの保護・利活用についての実質的な第１回の会合になりますので、まず、

データ関係の取り組みについて、各省庁で進めている取組をプレゼンテーションしていた

だきたいと思います。 

 その後、事務局のほうからデータ関係における知的財産の在り方について、どのように

考えていくのかということを議論する上でのたたき台をまとめていただいていますので、

そちらの説明をお願いしたいと思います。 

 これらを一通り説明していただいた後に、皆様から御意見をいただくという進め方にさ

せていただければと思います。 

 それでは、早速、各省庁にプレゼンテーションをお願いいたしたいと思います。本日は、

内閣官房、総務省及び経済産業省の４名の方にプレゼンテーションをお願いしております。

説明者の方々におかれましては、時間も限られておりますので、それぞれ10分以内での御

説明をよろしくお願いいたします。 

 それでは、最初、内閣官房IT総合戦略室の山路参事官からプレゼンテーションをお願い

いたします。 

○山路内閣官房IT総合戦略室参事官 内閣官房IT室の山路でございます。よろしくお願い

します。 

 資料４でございます。題名に書かれてありますように「AI、IoT時代におけるデータ活用

WGにおける検討状況」ということで、こちらのWGにつきましては、今回、御出席いただい

ております根本様、林先生、森先生にも御参加いただいているワーキンググループで、現

在、検討中の状況を御報告するというもので、今年度末までに中間的な取りまとめをまと

めるべく、今、論点等の整理を行っているところでございます。そういったところである

ことを御理解いただけると幸いです。 

 まず、資料の３ページ目でございます。ブロードバンドネットワークであるとか、スマ

ートフォン、IoT機器といったものが普及していく。また、AIが進化していくということで、

多様なデータを効率的かつ包括的に収集・共有・分析・活用できるインフラ・技術環境が

実現したと認識しております。 

 ４ページ目でございます。制度的な動きといたしましても、一昨年の個人情報保護法改

正によって、匿名加工情報に関する規定が整備されて、匿名加工されたデータを利活用す

るという環境が整いつつございます。 

 また、昨年12月14日に公布・施行された官民データ活用推進基本法の中で、多様な主体

が個人に関する官民データを個人の関与の下で適正に活用できるようにするための基盤の

整備ということが盛り込まれるなど、データの適正かつ効率的な活用に向けた機運が制度

的にも高まってきていると考えております。 

 ５ページ目でございます。データ流通環境整備の必要性ということで、ワーキンググル

ープにおきましては、データを基本的に３つに分類しておりまして、個人情報を含む、い

わゆるパーソナルデータといったもの、そういったデータを匿名加工したもの、また、個
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人にかかわらないIoTデータといった３つのデータ類型について、それぞれをしっかり流通

させて活用していくことが重要じゃないか。こういったものを流通・活用していくことで、

社会全体にも便益が還元されますし、個人にも便益が還元されると考えております。 

 この図の右側にあるのが、観光とか金融、交通、ヘルスケアといった分野で、個人に直

接もたらされる便益、また社会全体にもたらされる便益と想定されるものを整理しており

ます。 

 ただ、特に個人情報を含むパーソナルデータにつきましては、まだ十分な活用ができて

いないのではないかということで、我々、その辺を重点にして検討を進めております。具

体的な課題というものを６ページ目に整理しております。 

 まず、国民・消費者から見ると、自らのデータが誰に、どのような形で共有・活用され

ているかというのを把握・制御できていないということで、不安を抱えているのではない

か。 

 また、データを活用することで、どういう便益が社会もしくは自分に返ってくるかとい

うことを理解できていないために、活用されることに不安を感じているのではないか。 

 もしくは、データがいろいろな事業者にいろいろな形で互換性がないままに管理・保存

されているために、本人が自分でデータを集めてディープデータとして名寄せして、長期

にわたるデータを活用しようと思っても、そういうことがなかなかできにくい。それがで

きると、安全・安心かつ高度なパーソナライズド・サービスというものができるはずじゃ

ないかということを考えております。 

 下に※印で書いておりますけれども、例えば信頼に足る医師がデータの活用の便益とい

うものをしっかり説明することで、患者がそういったデータを使ってくださいと積極的に

提供を申し出ることもあるのではないかと考えております。 

 右は、事業者側の視点でございます。 

 左側に書いてあるような国民・消費者が抱く漠然とした不安とかレピュテーションリス

クを勘案して、大多数の事業者は、企業や業界を超えたデータの流通・活用というものを

ちゅうちょし、単一事業者でデータを囲い込む状況にあるのではないかと認識しておりま

す。 

 一部事業者は、個人情報を適切に保護しつつ、データの活用に取り組んでいると思いま

すけれども、業者や企業を超えた活用が現在は十分に進展しているとは言い難い状況だと

考えております。 

 多様な事業者が保有するデータの円滑な利活用を実現する上では、データ互換性の確保、

API開放、データポータビリティの実現等が課題になっているという認識でございます。 

 セキュリティは、当然、個人情報にかかわるようなものを扱うということで、現在のい

ろいろなものが接続される社会においては、全体としてしっかりセキュリティを確保する

ことが重要になってきているという認識でございます。 

 ７ページに移りまして、この検討いただいているワーキンググループで目指す方向とい
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うものを、こちらで整理しております。 

 先ほど申し上げた官民データ活用推進基本法でもありましたように、データの活用を推

進するためには、個人の関与のもとでデータを活用する、流通する仕組みが必要じゃない

かということで、技術面・事業面・制度面でこういった課題を挙げて、現在、検討を進め

ております。 

 ８ページ目に移らせていただきます。 

 現状ということでございますけれども、個人の関与のもとで流通・活用する仕組みとし

て、我々、PDS、情報銀行、データ取引市場、次のページ以降で説明しますけれども、そう

いった仕組みが有効ではないかと考えておりますが、そういった取組については、まだ構

想段階だったり、実証段階という形で、まだ本格的な取組は今後じゃないかと認識してお

ります。そういった現状を踏まえますと、現時点で確固としたルールを策定する、拘束力

があるようなルールを定めることは時期尚早ではないかという認識でございます。 

 一方で、今後、ビジネスが発展していって、国民・消費者の理解や信頼を得ていくため

には、横断的かつ基本的な課題であるとか推奨されるルールといったことを示していくこ

とが重要じゃないかと考えていまして、それを受けて、さまざまな実証実験等が行われ、

マルチステークホルダープロセスで検討が進んでいくことで、いろいろな進展が進むと考

えておりまして、そういった進展状況を踏まえて、必要な支援策・制度整備や見直しとい

うことを我々としては検討していくことが必要じゃないかと考えております。 

 ９ページ目以降が、我々が考えているPDS、情報銀行、データ取引市場というものはどう

いうものであるかというのを説明したものでございます。こちらは、現時点において定義

したものでして、今後も柔軟に見直していくことが必要ではないかと考えております。 

 具体的な図を描いておりますので、11ページをごらんください。PDSというものですけれ

ども、上の箱にありますように、個人が自らのデータを蓄積・管理するための仕組みであ

って、第三者への提供に係る制御機能を有するものとしております。形態としては、左に

あるような、個人が自ら保有するスマートフォン等の端末でデータを蓄積・管理する分散

型といったものや、事業者が提供するクラウドサーバー等でデータを蓄積・管理する集中

型があると考えております。 

 例えば、左側にあるような事業者Ａというところと携帯電話の契約をしてあって、そう

いった携帯電話事業者は、個人の位置情報とか、さまざまな行動履歴みたいなものを把握

できることになっておりますが、そういったデータを一旦、個人のもとに返していただく。

パーソナルデータストアに返していただいて、個人がそのデータを右側にあるようなデー

タを使いたいといった事業者に提供して、そこからさまざまな便益を享受するというもの

をイメージしております。 

 10ページでございますが、先ほど申し上げたPDSというものが、本人自らが誰に提供する

か、どう活用するかを判断するのに対して、こちらは情報銀行といった他の主体にそうい

った判断を委ねるというものでございまして、一定の条件、例えばこういう目的のために
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利用する場合であるとか、こういったベネフィットを返してくれるのであれば、自分は他

の事業者に情報を提供していいといったことを、事前に情報銀行に対して示し、その情報

銀行が本人にかわって妥当性を判断した上で、他の事業者にデータを提供する。そのデー

タの提供・活用に関するベネフィット、便益というものは、データを利活用した事業者か

ら本人に還元されるということをイメージしております。 

 12ページ目でございますが、こちらはデータ取引市場のイメージということで、本人も

しくは情報銀行等、もしくは事業者が持っているデータというものを活用したい事業者と

の間で仲介し、売買等を成立させるというものを想定しております。 

 資料、飛びまして、14ページにユースケースということで、ヘルスケアの分野を取り上

げております。先ほど申し上げたように、国民・消費者の皆さんがデータの活用による便

益というものをまだ理解できていない。だから、データの流通・活用が進んでいない面が

あると考えておりまして、データの流通・活用による具体的な便益を示すことが重要であ

るということで、このようなユースケースを我々としてつくっております。 

 例えば、病院、診療所、薬局、保険者等が有している、本人に関する健診情報、診療情

報、投薬・処方情報といったものを、本人が制御するPDSに預けて、それを他の病院に提供

したりすることによって、重複検査・投薬の抑制とか医療費の適正化が実現されると考え

ております。 

 この会議にかかわる論点だけを説明させていただきますけれども、15ページ目の論点２

をごらんください。先ほど申し上げたようなデータの標準化、互換性の確保、APIの公開、

もしくはデータの所有・利用等に関する権利の整理というものが重要じゃないかと考えて

おりまして、現在、ワーキンググループにおきましては、農業分野でデータの標準化を進

めたり、データの利用に関する権利とか義務に関する利用規約といったものを定めており

ます。 

 IT室が関係省庁と連携しながらつくっておりますけれども、そういった標準化であった

り、所有や利用に関する義務や権利といったものを定めた利用規約といったものを参考に、

データの流通・活用を推進していく必要があるのではないかということが、現時点での検

討状況でございます。 

 ということで、駆け足ではございましたけれども、ワーキンググループにおける検討状

況を御紹介させていただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 次に、総務省の小笠原情報通信政策課長からプレゼンテーション、同じように10分以内

でお願いいたします。 
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○小笠原総務省情報通信政策課長 総務省の小笠原と申します。よろしくお願い申し上げ

ます。右肩、資料５、総務省の取組についてでございますが、誠に恐縮でございますが、

本件につきまして、１月27日に情報通信審議会総会が開催されまして、中間答申をその場

で公表することになっております。今なお、それについて審議会の委員の先生方は御議論

中でございますので、本日はその答申において方向性をお示しすることをお願いしており

ます論点について、簡単に御紹介させていただきます。 

 右肩にページが振ってございます。５ページをお開きいただければと思います。ここに、

去年の６月、成長戦略で、言ってみれば私ども総務省審議会に対しての宿題という形でお

示しいただいたと理解しているところ、主にこういった点について27日に答申をいただこ

うとお願いしているわけでございますが、主に２から５について審議をお願いし、御議論

いただいているところでございます。 

 ２．データ利活用促進モデルでございます。今、IT室からも御提示がございました、３

つ丸があるうちの一番下でございますが、データ利活用における個人の関与の仕組み、健

全な取引市場のあり方、個人自らがデータを信頼できる者に託して活用する仕組みについ

て、技術面・制度面から本年度末までにとりまとめます。これについては、総務省もIT室

さんの検討会に参加させていただき、またそこの場での議論で、ここにどういった貢献が

できるか、あるいはどういった考え方が貢献できるかということについて、いろいろと御

指示も賜っております。 

 総務省といたしましても、これに関する実証実験を幾つか行っておりますが、こういっ

た個人が関与して、信頼できるものに託し、個人や社会のために活用する、実際にそうい

った取組を実証実験として進めてみまして、そこから抽出される課題、あるいはそれをど

ういうふうに解決するかということの御意見、こういったことをIT室の検討会のほうに入

力させていただき、本年度末までの結論として、総務省としても貢献していきたいと思っ

ております。 

 ただ、その後もこの御議論が続きますので、情報通信審議会の方でもさらにどういった

ことを継続的に見て、あるいは実証していく必要があるかということについては、提言を

いただくようお願いしているところでございます。 

 それから、前後いたしまして、データ利活用の真ん中の丸のところでございます。今の

個人の関与の仕組み、信頼できる者に託すという制度についてどう考えるかということで

ございますが、そういったことに加えまして、個別にルール整備が必要となるIoTにかかわ

る分野ということがございます。IoT最大の特徴は、様々かつ、今までは想定されていない

機器からも、データを継続的・安定的に収集することが可能になります。収集した以上は、

その情報が利活用できないと意味がないわけですが、そういったことを想定していない現

行のルール・制度が色々とございます。 

 そういったことについて、具体的なデータ利活用プロジェクトを行いまして、そこから

どのようなルールを考えていかなければならないかということ、これについても幾つか分
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野を特定して、御提言あるいは今後の方向性ということをお示しいただけないかというこ

とにしております。 

 それから、その具体的な分野につきましては、すぐ上の１番目の丸でございますが、通

信・放送といった分野に加えまして、農業・医療・都市／住まいといった分野について、

IoTということを進めていったときの具体的なルールの在り方の検討を進めているところ

でございます。 

 それから、３．ネットワーク投資の促進、それから人材育成・資格制度といったところ

でございます。すぐ右の一番上の丸に、固定ネットワークの高度化のためのソフトウエア・

仮想化技術の活用ということが書いてございます。IoTと言われますが、インターネット・

オブ・シングスということで、当然ながらインターネットが安定的・継続的に運用される

ということを、皆さんも当然の前提とされているということでございます。つまり、色々

なシングスがインターネットに接続されたとき、そのネットワークは当然に安定的・継続

的に機能しているであろうといったことを前提としての議論が進んでいるわけでございま

す。 

 ただ、現実に目を転じてみますと、このネットワークといったところも、皆様からのこ

ういった高い期待に応えられるかどうかということについては、考えていかないといけな

いところがございます。というのは、データが流通する場合、今、IoTの中では、数キロバ

イトあるいは数バイトのセンサから発せられるような非常に小さいデータから、それこそ

4K、8K、ギガバイトといった非常に巨大なデータまで、こういったものが同じネットワー

クの中に混在いたしまして、特に企業ユーザーさんからの御要請として、頻繁にネットワ

ークの構成の変化の御要望が強まっております。 

 今、この状態を続けますと、IoTといったことでユーザーさんから期待されている機能を

果たし続けられるかどうか、常に何をつないでも安定的に通信が行えるかどうか。そうい

ったことについては、考えなければいけない事態になっております。しかも、昨今の特徴

として、ハードウエアを変更するということよりは、ハードウエアについても非常に価格

も下がり機能も上がってきておりますので、その上にソフトウエアを乗せて、それによっ

て容量とか経路を整備していくことが求められます。 

 そのためには、今までの人材とは全く異なる知識と技能が必要になります。そういった

人材が通信事業者等々に蓄積されて初めて、IoTで期待されるネットワーク運用・管理もで

きるということになるわけでございますが、そういった人材について、今、必ずしも各事

業者にて十分に蓄積が進んでいるとは言えない状況にございます。そういったことを取り

扱える人材について、これから本格的に育成する道を考えていかなければいけないのでは

ないか、それが上から３つ目ネットワークの運用・管理に求められるスキルの明確化、そ

れから認定の在り方について検討を行うということになっております。 

 当然ながら、その裾野を広げる意味で、初等中等教育におけるプログラミング教育につ

いて、文部科学省さん、経済産業省さん、ともに考えていかなければいけないということ
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ですし、それから総務省固有の話としては、上から２番目の5Gという、DVD並みのデータを

極めて短時間でダウンロードできてしまう、そういったネットワークを２０２０年ごろの

サービスを念頭に、今、準備を進めているところでございます。そういった取組も並行し

て進めていかなければならないということも考えておりますが、そういった項目について

の具体的な取組のアクションプランについても、審議をお願いしておるところでございま

す。 

 最後に、国際展開でございますが、昨年７月、G7の情報通信大臣会合で共同宣言の取り

まとめが行われ、AIに関する倫理上の原則とか、セキュリティ・プライバシーの確保です

とか、幾つか大枠について合意ができているところがございました。そういったところに

つきまして、引き続き、また今年も情報通信大臣会合が開かれる予定でございますので、

そこに向けた準備を進めていきます。また、すぐ下のところに国際標準化等を推進すると

書いてございますが、IoT時代の国際標準化についてです。今までのITUというデジュール、

つまり政府機関がメンバーとなっているような標準機関だけではなくて、まさにインター

ネットの規格を事実上決めていると考えられるIETFとかW3Cといった民間を主体とした団

体に対して、どのように日本の企業のプレゼンスを高めていくか。そういったことについ

ても具体的な道筋をつけていく必要があるのではないかと考えております。 

 駆け足でございますが、こういった論点について、今、検討しているということのとり

あえずの状況の御報告でございます。以上でございます。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、経済産業省佐野情報経済課長からプレゼンテーションをお願いいたします。 

○佐野経済産業省情報経済課長 経済産業省の佐野でございます。弊省では、産業構造審

議会情報経済小委員会の下に、分散戦略ワーキンググループを創設し、そのＷＧの中間取

りまとめを昨年11月に行いました。私からは、中間とりまとめの中身等について御紹介さ

せていただければと思っております。 

 １ページ目を開いていただきますと、分散戦略ＷＧの趣旨が書いてございます。問題意

識としましては、現行の集中型IoTシステムの構造自体が今後変化していくのではないかと

いうことでございます。次の２ページ目を見ていただきますと、データの容量が非常に大

きくなってくることや、リアルタイムレスポンスの問題、セキュリティの問題、プライバ

シーの問題、データ寡占化によるロックインへの懸念が高まってきている、等の課題が中

期的に大きくなってきて、今のIoTシステムは変わらざるを得ないのではないかという見方

に立ってまとめたところでございます。 

 次の３ページ目、そういった状況を一言で申し上げますと、データの所在も含めて分散

型の構造に移行していくのではないかということでございます。中間とりまとめでは、中

期的なビジョンをまとめたところでございまして、詳細は省略させていただきますが、大

きく４つに整理させていただきました。１つは、エッジヘビーコンピューティングやフォ

グコンピューティング等、いろいろ言い方がありますけれども、単一のクラウドに集約す
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るというタイプのものだけではなくて、さまざまなレイヤーでデータが分散されて最適に

処理される仕組みというのが、できてくるのではないかということ。 

 それから、右上のほうでございますけれども、ブロックチェーン技術によって、これも

データの所在が分散型になって、なおかつ信頼性を担保するシステム自体もある種分散型

ということになってくるのではないかということ。 

 それから、本日の御説明の中身ということになりますけれども、左下にございます、パ

ーソナルなデータの領域においては、従来の集中型のデータ流通構造に加え、個人を起点

とした新しいデータ流通構造ができてくるのではないかということで、キーワードとして

パーソナルデータストア（PDS）と記載してございます。 

 それから、右下でございますけれども、シェアリングエコノミーの流れによって、分散

型のリソース活用が拡大していくということ。 

 真ん中にございますけれども、こういうことが相まって、将来のIoTシステムとしては、

分散されたデータがさまざまなところにあって、それが必要に応じて瞬時に協調してデー

タを中心に動いていく世界、これをデータセントリック社会と言っておりますけれども、

こういった構造に移行していくのではないか。こういう構造に移行していくことを見通し

ながら、政策を進めていく必要があるのではないかと考えてございます。 

 本日御紹介するのは、左下の方のハイブリッドなデータ流通システムということでござ

います。 

 5ページをご覧ください。データ流通の現状についてまとめてございます。これは再三説

明があったと思いますけれども、事業者間でデータを融通するような仕組みになかなかな

っていないということをまとめてございます。その原因としてはいろいろございますけれ

ども、プライバシーの問題で萎縮していることや、事業者自身がデータを囲い込む傾向が

ございまして、それをどう解きほぐしていくかというのが大きな課題だと思っております。 

 そういうことで、6ページでございますけれども、これはIT室と総務省さんのほうから既

に説明があったので、詳細な説明は省きますけれども、個人を起点とした新しいデータ流

通構造をつくり直していくことで、閉塞感を打破できるのではないかということでござい

ます。そのためのキーワードとして、データを移しかえることができるという意味でのデ

ータポータビリティ。それから、個人が自ら自分のデータを管理するという意味でPDS。そ

れから、そのPDSのデータを預かって、代理的にエージェントとして処理していく機関とし

ての情報銀行。それから、そういったデータを持ち寄って取引されるデータ流通市場とい

うものが今後の大きな課題と思っておりまして、そのための取組を進めていく必要がある

と思っておりますが、これはIT室さんが先ほど説明されたので、7ページ、8ページの説明

は省略させていただきます。 

 9ページをご覧いただきますと、経済産業省としては、ルール整備と並行し、実際に具体

的なプロジェクトを進めていき、見える化をしていくことが重要だと思っております。そ

の事例として、電子レシートの例がございますけれども、個人からの電子レシートを集約
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し、それをサービスと組み合わせて、個人がコントロールしながら第三者に提供するよう

な取組等を進めております。そのほかの様々な実証プロジェクトの中でも、このPDSの仕組

みを埋め込んでいって、具体的に世の中を動かしていこうと取り組んでいるところでござ

います。 

 10ページをご覧ください。データ流通市場ということでございますが、既にいろいろな

民間事業者、データ流通をやろうとしている、あるいは既にやっている事業者が出てきて

おりまして、こういったデータ流通市場の取組を支援していく予定でございます。 

 例えば、それぞれのデータ流通事業者間を連携するような仕組みが必要でないかと思っ

ておりまして、現在、その連携の仕組みを検討しているところでございます。 

 それから、12ページをご覧いただきますと、データオーナーシップについてというペー

ジがございます。これも分散戦略ワーキングの中で議論したことでございますが、B2B間の

データのやりとりの中で、どのデータについて、誰に利用する権限があるかというのが必

ずしも明確でないという事例がございまして、それをデータオーナーシップと言っている

わけでありますけれども、こういったデータの利活用権限を明確化していくことが必要で

はないかということでございます。 

 13ページを見ていただきますと、いろいろ議論がございましたけれども、基本的には契

約の中でいかに明確化をしていくかということがポイントだと思っております。説明を省

きますが、14ページ、15ページ、16ページ、と色々な論点がございます。18ページに飛ん

でいただきますと、事業者間の契約の中で、いかに公平にデータ創出に対する当事者の寄

与度を勘案しながら、データ利活用権限について公平に取り決められていくべきかだと思

っておりまして、そのために事業者間のデータに関する契約のガイドラインというものを

策定しようということを考えてございます。 

 22ページまで飛んでいただきますと、そういう中で具体的にユースケースが重要だろう

と思っておりまして、例えばということで、この工作機械の稼働データに関するユースケ

ースですとか、次の23ページ、自動車の走行データに関するオーナーシップの問題。 

 それから、24ページのビルシステムのデータに関する問題、いろいろな問題がございま

すけれども、こういったユーケースを明確にしながら、当事者間の契約のガイドライン、

ひな形というものを今後、定めていきたいと思っております。 

 最後に足元の取組ということで、先ほど総務省さんのほうからも紹介があったと思いま

すけれども、データ流通促進ワーキンググループの取組について簡単に紹介させていただ

ければと思います。これは、経産省と総務省が協力しまして、IoT推進コンソーシアムの下

にデータ流通促進ワーキンググループというものを昨年1月に設置しまして、月1のペース

で開催しております。ここでは、個別具体的な相談を受けまして、有識者から、そうした

個別のユースケースに対するアドバイスをしているということでございます。 

 その中で、いろいろなデータに関する相談が寄せられてきておりますけれども、こうい

ったユースケースを積み重ねながら、判例的に今後、取りまとめて公表することで、事業
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者の方々の参考になるようにしたいと思っております。 

 そういった中で、共通の課題に対しても、こういうルール整備が必要だと思っておりま

して、その一つとして、次の27ページになりますけれども、カメラ画像。店舗内とか屋外

に設置したカメラを使って、ディープラーニング等を使って、モーション分析とか動線分

析等をするというビジネスが徐々に出てきておりますけれども、こういったカメラ画像を

産業界が利活用しやすい形にするようにルール整備を行っているところでございます。今、

パブリックコメントを終わりまして、最終の取りまとめで、今月中ぐらいにこのガイドブ

ックを公表するべく調整しているところでございます。 

 こういったことで、中期的な制度整備と、具体的にプロジェクトを動かしていくという

ことと、個別に悩んでいるいろいろなデータの案件について、ユースケースベースで解決

しながら、必要となる共通の課題については、こういった形で官民のルール形成を進めて

いきたいと思います。 

 私からの説明は以上です。 

 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 次に、経済産業省諸永知的財産政策室長からプレゼンテーションをお願いいたします。 

 次に、経済産業省諸永知的財産政策室長からプレゼンテーションをお願いいたします。 

○諸永経済産業省知的財産政策室長 知財室長の諸永でございます。 

 今、各府省のほうから御紹介いただきましたけれども、個人情報をどう匿名加工してい

くか、そして、個人が関わる形でどうデータを流通させていくか、さらに、企業間におい

ても出てくるデータを、どうやって仕組みをつくって流通させるかというお話について、

我々のほうでは、例えば個人情報であれば、匿名加工したデータベースを誰かに渡したと

き、そのデータベースは著作権か、著作物かということや、汗水垂らして企業の方々が作

成したデータベースを流通させたときに、その流通するもの自体は何かで保護されるのか

というところに着目しながら、ルールの検討を行っています。 

 我々は、12月より産業構造審議会の中に「営業秘密の保護・活用に関する小委員会」、

これは過去も営業秘密ということで検討し、第５回までを一昨年までやっていたところ、

第６回を昨年末に開催いたしました。そこでの検討状況などについて、本日、御説明させ

ていただきたいと思います。資料７でございます。 

 １ページ目、目次をつけておりますが、データ利活用を進めていく中で、データベース

自身もしくはデータ等の保護の在り方の検討を、本日、御紹介させていただきますけれど

も、その他、例えば不正競争防止法の中で、暗号化したものを解除していくような無効化

といったところも、保護対象の強化ということで検討しています。 

 あと、これは民事訴訟においてであるのですけれども、営業秘密がとられてしまった後、

その使用に関しては、昨年１月１日から施行された法律で、営業秘密を盗んで物をつくる

というところは、推定を働かせて、それは使ったものとみなすという規定がございます。
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その辺に、例えば分析技術、AIによる分析というところなどは、「その他政令」と言って

いる部分で定めていくことができるかどうかを検討しております。本日は、このデータベ

ースの保護に関して説明させていただきます。 

 ３ページ目、４ページ目をご覧いただければと思いますが、これは先ほど佐野課長から

紹介したように、企業が抱え込んでいるデータをどんどんつなげていくということに関し、

ただ、つなげていく上では、それが外に出たときにどう保護されるのかというところが、

曖昧、もしくは予見可能性がまだまだ低いというところで、どうしても躊躇してしまう、

慎重にならざるを得ないところです。ここに対して、こういう保護がありますよ、という

予見可能性を高めてデータ流通を促進していきたいと思っております。 

 そして、６ページ以降でございますが、様々なユースケース、これは我々のほうで企業

にヒアリングやアンケートなどを行ったりしているところでございますけれども、例えば

６ページ目は、工場に産業機械を納めて、そこでデータがとれていくというところ。青い

矢印が①、②の間でありますけれども、機械を納入して、普通であれば機械の工場のほう

がデータを分析して、自分で効率を上げていく。ただ、納入した工作機械メーカーのほう

がデータなどもとっているということであれば、更なるメンテナンスや、壊れる前にお伺

いしますよとか、使い方はこんなところがいいですよというコンサルがどんどん進んでい

ると伺っています。 

 そして、ここによく誤解があるのですけれども、データの取扱いに関しては、先ほど佐

野課長からも、契約に基づいて企業間においてデータを渡していますという説明があった

ところ、我々も多分そうだとヒアリングでも認識しています。そこは、我々の不正競争防

止法の中の営業秘密というところですと、工場の中のデータも契約に基づいて渡している

ものは、当然、営業秘密で守られますので、青い矢印のところは契約に基づいて営業秘密

をしっかり守ってくださいというところだと認識しています。 

 ただ、いろいろな中小企業の方も含めてお話ししていると、他者に渡すときも営業秘密

なのですねという、我々の普及活動が足りないところもあって、まだまだ認識に至ってい

ないところもございますので、そんなところも含めて、企業において、第三者に渡すとき

も契約をしていれば営業秘密なのですよというところを、１つ目のメッセージとして出し

ているところでございます。 

 ただ、この工場の外のデータの緑の部分で、複数社から集めてきたデータについて、企

業の営業秘密が含まれない形でデータベースにして、センサ提供者のほうがビジネスとし

てデータを提供していく。ここは、先ほどの匿名加工した個人情報ではありませんけれど

も、そういうデータベースをつくった後はどうやって保護されるのか。この辺を新たな問

題として考えています。 

 そして、８ページ目が、同様なケースを鉱山機械や農業機械の事例でございます。10ペ

ージ目の店舗とかビルになってきますと、同意とか契約の主体がふえますよということを

事例で示しております。さらに、12ページ目は大型トラックの事例です。これに関しては、
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国交省の法律において、デジタルでなくてもいいのですけれども、運行情報をとるメータ

ーの設置の義務づけがなされておりますので、むしろそれを活用し、自分の運送会社のト

ラックの運行の「見える化」を、自社のみならず、センサ提供者へ委託することも考えら

れます。 

 その「見える化」しているところにデータがたまってきていますので、たまってきた情

報をビッグデータとして活用し、第三者に提供していくことが既に進んでいます。その情

報が、著作物に該当しないと言われてしまうと、では何かということも今後増えていくと

考えられ、現在議論しているところでございます。 

 そして、14ページ目は自動走行などを念頭に、これは車の例ですけれども、車にどんど

んAIが入っていくということにおいても、多分、車が最初に売られたときに入っているAI

から、車側がデータを取得して、常に新たなデータが入ってくることで、車自身は買い換

えなくても、AIの部分が変わっていく。ソフトウエアのアップデートの時にどんどん進ん

でいくと伺っており、同じことが産業機械とか、スマートフォンなどでも既にそうなって

います。 

 そんなところで、AI自身がソフトウエアアップデートという形でどんどん進化していく

ということの取扱いなども、この契約のとり方、タイミングといったところも複雑になっ

てきます。データも、AIの部分の端末で処理する場合と、データベースの本体のデータセ

ンターまで飛ぶ場合があるというところで、場合分けをしながら進めています。 

 こんな事例をもとに我々は検討を進めているところではあるのですけれども、17ページ

目まで飛んでいただきまして、現行法の整理ではどうなっているかということで、特許法、

著作権法、そして不正競争防止法の営業秘密、そして民法の不法行為を比較しながら進め

ています。これは、特許法、著作権法や営業秘密であれば、民事・刑事がございますけれ

ども、民法は当然民法だけなのですが、民法の部分を見ても損害賠償請求しかありません。

実際の判例などを見ていますと、訴えているタイミングでは、差止請求も行いながらやっ

ているという部分の差があるのかなと、比較しています。 

 そして、18ページ目、19ページ目でございますけれども、現行のデータベースについて

海外と比較しますと、当然、トレードシークレット、不正競争防止法の営業秘密といった

守り方とともに、著作権法であるとかデータベースの保護指令という、データベース権に

近いようなところでやっている国もあります。 

 ここの部分で我々も参考にしているところは、赤字で書いています創作性の必要の有無

は、国によってちょっとずつ違います。例えば韓国だと、データベースに関しては創作性

を要求しない。そして、一番下の保護期間も、著作物の中でも、データベースに関しては、

例えばヨーロッパのデータベースでは15年とか、韓国の著作権法であれば５年と、データ

が新しいうちは価値が高いということで、鮮度も意識している。 

 そんなところで、課題としては、特許法、著作権法、不正競争防止法、民法において、

現行で企業の方々がやりとりされているものの中で、現行法の保護が必ずしも明確でない
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ような部分、でも、その部分が企業における競争力の源泉になっているようなところに対

しての検討を進めています。 

 そして、20ページ目は、ではどうしていこうといったところで検討している項目でござ

います。 

 まず、保護したいと思っているデータ、保護する価値があるようなデータは何なのかと

いうところのニーズなどを引きながら、それは現行法で対応していく。営業秘密をかっち

りと契約で守秘義務をかけるというものなのか、もしくは、確かに第三者に開示している

し、不明確さもありますねというものなのか、まず何を対象とするかの議論から始めまし

て、それに対して、保護であるとかエンフォースメントを含めた措置の検討をしています。 

 そして、それが例えばデータベースのサーバ自身を国内じゃなくて海外に持っていると

いうこともありますので、他国との比較もしております。そして、そのときの検討で、適

用除外とか保護期間を設けるべきかといった検討も進めております。 

 そして、著作権法の並びも見ながら進めていますけれども、22ページ目、23ページ目は、

データが仮にとられたときを考えると、自分のものであるといった、著作権法にある権利

管理情報に準ずるような、トレーサビリティを担保するようなものがデータベースとして

は必要なのか、さらに、それを不正に外すような行為も禁止行為として考えなくてはいけ

ないのか。こんな検討も、技術的なところの調査もしながら進めているところでございま

す。 

 最後に、24ページ目以降は、判例などを見ながら、こういうものは保護対象として難し

いかどうかという検討の材料を示しております。24ページ目の下半分にございますような、

車のデータベースは、著作権では認められなかったけれども、民法不法行為で認められた。

こんなところが我々の念頭に置くところに近いのかなと思います。 

 一方で、26ページ目の最後に書かせていただきましたけれども、北朝鮮映画事件につい

て、知財事務局からこの後の御紹介にもありますけれども、特段の事情が無い限り不法行

為を構成しないとの判例が示されている。この判例以降、民法不法行為で知財関係の訴訟

が起こっていないということがございますので、こんなところを見ながら進めているとこ

ろでございます。 

 最後に、次のページに別紙１と設けておりますけれども、調査実態で、企業2,000社程に

アンケートをお送りし、回答いただいたところを中心に個別にヒアリングなどを行いなが

ら実態把握をしつつ、さらなる検討を進めているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から説明していただければと思います。 

○福田参事官 それでは、事務局のほうから、資料１から３に基づいて御説明さしあげた

いと思います。ちょっと時間も押しておりますので、できるだけ簡潔に申し上げます。 

 資料１については、検討スケジュールと主な議題ということで、大きく変わっておりま
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せんで、特に第８回、念のため予備日を設けさせていただいてございます。 

 資料２に行ってください。資料２につきましては、データに関する、第１回を初めとい

たしまして、これまで御意見いただいた内容について重立ったところをピックアップさせ

ていただいてございます。簡単に御紹介いたします。 

 まず、検討対象につきましては、議論の対象であるデータが何であるのかをはっきりす

べきという話。それから、データのサイズは非常に大きくなってきておりまして、それを

一部切り出して渡すということよりも、許諾して使うという時代になってきているという

利用実態のお話などがございました。 

 それから、検討の方向性に関する主な意見といたしましては、大括りで言えば、我が国

のデータを使って産業力の原点としていくという上で、データをいかに利活用していくか

ということが検討の起点となるでしょう。その上で、国民感情とか社会意識の醸成といっ

たところも含めて、視野に入れて議論すべきということ。それから、総務省さんなどで行

われている議論とも連携していくべきというお話がございました。 

 それから、検討課題に関する主な意見ということで、データについては、先ほど諸永室

長から分析がございましたけれども、現行の法律で守れるのかという話があって、安心感

がないとデータが出せないという声もございます。 

 それから、利活用を促進するために、権利を与えたほうがいいのかどうかということを

議論すべきだというお話がございました。 

 それから、データを持つ企業とAIアルゴリズムを提供する企業が異なっていて、複数の

者が共同研究することになりますけれども、この契約に非常に時間がかかって、なかなか

進まない。営業秘密の秘密管理性などを、今の産業の実態に合わせて検討すべきという御

意見もございました。 

 それから、裏に行っていただきまして、こちらは制度の話というよりも、契約というお

話がこれまで関係省庁からのプレゼンにもございましたけれども、契約による保護につい

て、質の高いデータセットの確保が競争優位性を左右するという状況にあって、データを

取得する段階の寄与度に応じた配分を契約で明記するということが必要ではないか。 

 それから、契約の中においてデータシップの在り方を実現していく、契約の高度化をし

ていくことが必要であって、これを国として支援していくことが必要ではないかという御

意見。 

 最後、真ん中に戻って、競争法の観点というのも必要ではないかという御意見がござい

ました。 

 こうした御意見を踏まえまして、事務局のほうで整理させていただいた紙が資料３でご

ざいます。論点となるところを整理してあります。 

 まず、１．前提でございますけれども、要するに、技術の進展と環境の変化などにより

まして、膨大なデータ、ビッグデータを効率的に収集・共有・分析・活用できるという環

境が実現されつつある。また、官民データ活用推進基本法とか改正個人情報保護法などに
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よりまして、個人情報を含むデータ利活用に関する一定の法的な基盤が整備されつつある

のではないか。 

 このように、データの利活用のための環境が整いつつあるわけございまして、産業競争

力強化に資する新サービスの創出が期待されているところではございますが、データを活

用したビジネスモデルが十分に確立されていないこととか、不正利用された場合の対応に

関する懸念などを背景といたしまして、必ずしも十分な利活用がなされているとは言えな

い状況であるという御指摘をいただいてございます。 

 そこで、本検討委員会におきましては、改正個人情報保護法などの環境整備、あるいは

データ利活用の促進の必要性といったものについては所与のものとした上で、データに関

する知的財産制度上の在り方について検討していただきたいと考えてございます。 

 ２．検討の対象。基本的な考え方といたしましては、データに関して、現行の知的財産

制度上、大きく分けて知的財産として保護されているものと、それ以外のものに分類され

るということでございますけれども、本検討会では、産業競争力強化の観点から、利活用

の促進が期待されているものの、必ずしも保護の範囲が明確でないものについて中心に御

検討いただきたい。 

 その際、データベースの著作物のように、データの集合のさせ方、すなわち情報の選択

とか体系的な構成に着目するのではなくて、データの集合も含め、データそのものの価値

について焦点を当てて検討を行うことにしてはどうかと考えてございます。 

 裏に行っていただきまして、それでは具体的な検討対象は何かということでございます

けれども、著作権、特許権などの既存の知的財産権の保護の対象とされていないデータ及

びその集合であって、IoTセンサ等々を使ってデータを取得していく上で、一定の投資や労

力を投じることが必要な価値のあるデータとするということでいかがかということでござ

います。 

 以下に参考として現行法上の整理を掲げてございます。昨年度の次世代知財システム検

討委員会での議論の経緯を踏まえまして、大きく２分して、データの集合のさせ方に着目

したものと、それ以外のものと分けてございますけれども、先ほど申し上げましたように、

後者のほうに着目して、データそのものの価値に着目したものについて御議論いただき、

その中で、特に裏に行っていただきまして、３ページ目、知的財産基本法の第３のカテゴ

リーとして、知的財産の射程には入っておりますけれども、個別の知的財産法の保護の対

象とはなっておりません、②－２ その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報と

いうのをこの検討会の対象としてはどうかということでございます。 

 こうしたものの法的保護は、現状では一般法によるということになりますけれども、枠

囲みの下のところに書いてございますように、最初のところ、契約法によって保護される

可能性というのは当然あるわけでございますけれども、当然のことながら、契約の内容に

左右されまして、それに加えて、当事者以外に及ぶものではないという限界がございます。 

 そして、２つ目のポツですけれども、不法行為による保護の可能性というのも当然ある
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わけでございますけれども、先ほど諸永室長から若干御紹介がありました、下に書いてご

ざいます３つ目の判例、北朝鮮最高裁判決を受けまして、データが法律上保護される利益

と認められるかどうか、不明確な状況にある。仮にこれが認められたとしても、損害賠償

までになります。 

 裏へ行っていただきまして、４ページ目、③は、営業秘密の理解と同様に、事業活動に

有用とはいえない情報、例えば公序良俗に反する内容の情報などについては、本検討委員

会でも対象外としてはどうかということでございます。 

 ３つ目に、こうした現行の知的財産制度があるわけですけれども、先ほど諸永室長から

御説明があったこととも重なりますけれども、それぞれの課題について、重立ったところ

を挙げさせていただいています。 

 ①、不正競争防止法のもとでの営業秘密に関する論点でございますけれども、共同利用

の場合に十分な秘密保持契約をしていないといったようなケースにおいて、本来であれば

価値があるデータですけれども、適切な秘密管理がなされていないということで、営業秘

密としての保護を受けられない可能性があるという御指摘があります。他方で、逆に営業

秘密としての保護を受けようとして、本来、オープンにして利活用を図るべきと考えられ

るものまでクローズにしようとすると、データが取引されない、データが死蔵されてしま

う可能性があるのではないか。 

 ②不法行為に関する論点といたしましては、一定の投資・労力を投じた価値あるデータ

であったとしても、先ほどの判例などもあって、民法上の不法行為として認められず、保

護が受けられない可能性がございます。仮に保護が受けられたとしても、不法行為と認め

られとたしても、差止請求までは認められないということであります。 

 ③民法に関する論点でございますけれども、契約の高度化といった御議論がありまして、

契約を結んでいくことを進めていくのは当然のことだと思うのですけれども、契約の主体

間の力関係、認識不足あるいは裏付けとなる強制法などもないことによって、十分適切な

契約内容が盛り込めないといった可能性がございます。 

 最後、こうした課題について検討していくに当たっての視点、（２）でございますけれ

ども、データを収集する、データを集約して維持管理していくといったところに投資・労

力を投じることが必要となるわけでございますけれども、この回収手段についてどう考え

るかという観点。 

 あわせて、データというのは、死蔵されていては価値を発揮し得ないわけでございます

ので、利活用されてこそ価値が出て、高めていくことができるわけでございます。これを

利活用を進めていくにはどうしたらいいかということの観点がございます。 

 こうした課題・視点を受けて、事務局のほうで考え得るオプションについて列記させて

いただいてございます。 

 Ⅰ 何らかの権利を付与するアプローチという形で、枠の中に掲げてございます。 

 １つ目、発明です。現行でもデータ構造まで発明の対象となるということでございます
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けれども、この範囲を拡張するというアプローチ。 

 それから、Ｂ、著作物。データベースの著作物について、現行でも範囲となってござい

ますけれども、これを拡張するというアプローチ。 

 Ｃにつきましては、３つありますけれども、先ほどの欧州型のデータベースについては、

欧州においてsui generis right、いわゆる特別の権利というものが設けられているという

ことでございますので、これに倣って、特別の権利を設けるというアプローチがC1。 

 それから、標準品質特許を参考に念頭に置きながら掲げてございますのは、C2、義務付

権利と書いてございますけれども、一定の条件でライセンスを受けようという意思のある

者に対しては、差止請求権を制限するといった権利を与えるというアプローチ。 

 それから、C3といたしましては、報酬請求権と、現在ある文化庁の著作物に関する裁定

制度などをセットいたしまして、差止請求権はないとする一方で、何らかの報酬を得る権

利を与えるということで、最終的にデータの保有者がわからない、あるいはその料率につ

いて問題があったときに、最後に裁定という出口を設けているというアプローチでござい

ます。 

 それから、Ⅱ 行為規制のアプローチ。先ほど不正競争防止法の御説明がございました

けれども、例えば営業秘密のところ以外に、データ不正利用行為といった新しい不正競争

行為類型を設けるというアプローチが２つ目でございます。 

 それから、３番目の民間の取組を支援するアプローチにおきましては、制度的なところ

に手をつけるのではなくて、先ほど総務省さんや経産省さんから御紹介があったような取

組。 

 例えばE1では、情報銀行とかPDSとかデータ取引所というお話がございましたけれども、

そうした枠組みの中での事実上のルールをつくっていくような取組を促していく。 

 それから、E2も先ほどの関係省庁から、利用規約とか契約ガイドラインというお話ござ

いましたけれども、データの契約を結んでいく上での留意点をまとめていくアプローチ。 

 それから、E3につきましては、最初の総務省さんのお話にございましたけれども、物理

的な占有を事実上の排他権と考えて、セキュリティを高めていくような取組を促していく

といった幅のあるアプローチが１から３のようにあるのではないかということで、事務局

のほうからは特に色をつけずに、方向性を示さずに、ぜひ委員の皆様方に御意見を賜りま

して、実態に合わせて検討していきたいと考えてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 では、ただいまから、お示しいただいた論点について、委員の皆様から御意見いただき

たいと思いますけれども、上野委員が早く退席と伺っておりますが、もしよろしければ、

今、御意見をいただけますでしょうか。 

○上野委員 ご配慮いただき大変恐縮です。 

 今の事務局のまとめできれいに問題提起されておりますから、特に私から最初に何か申
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し上げることはないのですけれども、データの保護に関しましては、先ほどもお話ありま

したように、実態として、どれぐらい法的保護のニーズがあるのかということが大変重要

なことかと思っております。とりわけ、現状では、知的財産権法上の保護になっていない

ものであっても、契約によって実務が動いているというお話もよく聞くところでございま

す。 

 もちろん、契約ですと、当事者間においては有効であっても、第三者効が基本的にない

から問題ではないかということや、せっかく有用なデータが取引されずクローズドになっ

てしまうのではないかということ、あるいは、いくら契約は自由だといっても、プラット

フォーマーなどの立場が強いために、結局、妥当な利益分配とか条件設定が保障されない

のではないかといったことが懸念されるところです。しかし、その反面、この会議でも議

論されましたように、国際的な保護という観点からすれば、日本でしか有効でないような

制度をつくるよりも、契約による対応のほうがいいという見方もあるかと思いますし、立

法にはなじまないきめ細やかな条件設定というのも、契約によるからこそ可能だという御

指摘もあるように思います。 

 この会議ではさまざまな形で実務にかかわっていらっしゃる弁護士の先生ですとか、実

際に実務をやっていらっしゃる方々が多数参加していらっしゃいますので、契約で対応す

るということによって、どこまでのことが可能で、どのような意味で不足があり得るのか、

そのあたりの具体的なお話をお聞きできれば有効な議論になるのではないかと思っており

ます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 それでは、各委員から御意見をいただければと思います。 

 では、早速、戸田委員、お願いします。 

○戸田委員 戸田でございます。第４次産業革命に関する審議会等、多くの検討がいろい

ろな省庁で行われており、政府の取組に感謝いたします。日立は、データを利活用した社

会イノベーション事業に幅広く取り組んでおりまして、その活動の一端を御紹介させてい

ただきたいと思います。 

 データを利活用する際にステップが幾つかあると思っています。まず、収集・蓄積され

たデータからデータをクレンジングとか、非構造化されたものを構造化するとか、そうい

う作業を行って抽出の作業を行うのが最初のステップになります。それから、分析・可視

化するための作業を繰り返し行います。それを、モデル化できるものはモデル化して、最

終的にナレッジなどの価値に結びつけていくというプロセスになります。 

 これらのプロセスというか、ステップは、試行錯誤、トライ・アンド・エラーの連続で

ありまして、ストレートにきれいな形で価値の創出まで辿りつくことは滅多にありません。

言い方をかえると、データが有用かどうか、先ほど定義のところにございましたけれども、

価値があるかどうかは、最初はほとんどわからないというケースも非常に多いのです。で
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すから、先ほど政府のお取り組みの中にも紹介がございましたけれども、いわゆる実証条

件、PoC、プルーフ・オブ・コンセプトといったプロセスを取り入れて、段階的に進めてい

るというのが実態でございます。 

 契約に関しても、データから価値を創出するプロセスにおいて、１つの契約で全て事柄

を取り決めるということはまずあり得ないと思います。契約も段階的に結んでいるという

のが実態でございます。まず、NDAを結んで、少しデータをいただいて味見をしてみる。 

 それで、ある程度これで行けそうだということになると、PoC契約とか共同開発契約等を

結ぶことになります。それぞれのエンティティが持っている知財をバックグラウンドIPと

いう形で定義し、共同実験とかPoCで生まれるような知財をフォアグラウンドIPと称して、

そのフォアグラウンドIPの帰属をどうするか、利用権をどうするかということを契約で決

めていくわけです。 

 このような第４次産業革命、IoT、AI時代は、科学技術の進歩が早過ぎて、ルールとか規

則が追いついていかないのではないかと考えます。ですから、先端のプレーヤーがリスク

をとって、試行錯誤とかトライ・アンド・エラーを行いながら取り組んでいるということ

をご理解頂き、先端的な研究開発やビジネスを行っている者を見守って欲しいと思います。 

 逆に言うと、強い規制などがあると、なかなかうまく進めていくことが難しくなります。

事務局ご提案の知的財産の保護手法でいうと、「何らかの権利を付与するアプローチ」と

いうのは、好ましくないのではないかと思います。従いまして、契約等で対処していく「民

間の取組を支援するアプローチ」が好ましいのではないかと思っています。 

 以上でございます。 

 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 ほかの委員の方、いかがでしょうか。では、名札を立てておいていただきますと、御発

言を。 

 そうしたら、まず木全委員。 

○木全委員 三菱電機・木全でございます。 

 私どもも、例えばFA機器のリモートメンテナンスという形でデータを集めるようなこと

もやってございます。工場内のデータの話をさせていただきますと、一律のデータがみん

なあるわけではなくて、例えばどうやったらいい加工ができるか、あるいは早く加工がで

きるかということは、工場サイドのノウハウでございます。場合によっては、それがデー

タの形をしていて存在する場合がございますので、これはまさしく営業秘密でございます

ので、出てこないデータでございます。 

 あと、工場の生産ラインを稼働させるためにいろいろなセンサがついてございますけれ

ども、そのデータ自身は工場主様の特性によって、扱いが結構変わってくると思います。

実力のある方は、それを別にビッグデータに上げてもらわなくても、自分のところの工場

の知見と合わさりさえすれば、十分なメリットが得られるという方もいらっしゃれば、そ
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この手間をいわゆる非競争領域として、協調領域に置くことで自分のところの手間を下げ

る、あるいはコストを下げるということをやりたいというニーズもございます。 

 そこがいろいろ変わりますので、それを一律に何かでかためてしまうというよりも、お

客さんのニーズによって閉じておく、秘密にしておく部分、あるいはここは自分のところ

のコストを下げるために公開して活用する部分というのが変わってきますので、細やかな

契約で対応するというのが実態ではなかろうかと思います。ですから、保護と利活用のバ

ランスというのが非常に重要なのであって、そこは今、契約の高度化ということで対応す

るというのが実態じゃないかと思います。 

 なので、私も先ほどの民間の取組を強化するアプローチというのは、非常に重要ではな

かろうか。そういうところで、いわゆるデータを利用して自社のメリットにもし、社会の

メリットにもしというコンセンサスも得られてくるのではないかと考える次第でございま

す。 

○渡部委員長 ありがとうございます。 

 それでは、竹市さん。 

○竹市様（飯田委員代理） ありがとうございます。トヨタの話をさせていただきたいと

思います。 

 トヨタ自動車も、最近はAI研究所をつくったり、「つながるクルマ」ということで、こ

れからデータを扱っていろいろ事業を考えるということをやってきております。ただ、ま

だ確固たるビジネスモデルというものができているわけでもございませんし、いろいろな

ことを考えていかないといけない。そういう観点でいきますと、データは大事であるとい

うのは間違いないことでありますが、余り最初から強い権利とか、がんじ絡めのような制

度であると、ちょっと動きにくいかなということを考えております。したがいまして、デ

ータの利活用に当たりましては、他の委員の方々もおっしゃっていますけれども、契約を

中心に進めることが、少なくとも当面は重要ではないかなと考えております。 

 ただ、契約でやったときに、万が一、意図せずにデータが流れてしまったときにどうす

るか、救済でございますけれども、この資料にもございますが、契約だけでいきますと損

害賠償だけになる。そうなりますと、ちょっと都合が悪いなと考えておりまして、救済と

しては不正競争防止法の何らかの適用をしていただいて、差し止めということができない

かということを考えております。 

 したがいまして、事務局の御提案のⅠの新しい権利の設定というのはなく、行為規制ア

プローチで、いろいろと工夫いただければなと考えております。１つのアプローチとして

は、営業秘密の保護。資料に車の生データ、特にお客様のところで秘密管理性が疑問符が

ついておりますので今の状況で現行法では、営業秘密を保護できるかどうかというのは非

常に不安なところもございます。この点を事業の実態を見ていただいて、営業秘密として

の保護要件の適用について、適宜見直していただくも検討いただきたいと思います。 

 もしくは、ここにありますけれども、データを不正の意図を持って入手する行為とか、
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受領したデータを第三者に開示する行為を新たな不正行為として追加していただく。 

 もしくは、別の考え方ですけれども、例えば車の中にデータをためていくところがござ

います。そこには、当然プロテクションをかけるわけですけれども、それを破ってデータ

を抽出して第三者に開示していく。このような行為は、不正行為だと。こういう形のアプ

ローチがあるのではないかと考えております。このように、２番目の行為規制アプローチ

ということで、契約で想定できないところを補完していただくというアプローチがトヨタ

はいいかなと思っております。 

 ３番目の民間の取組を支援するアプローチはありがたいことだと思っておりますが、そ

の際に当たりましては、データの利活用の観点に加えまして、収集側のモチベーションの

観点もバランスをとってしていただければと思っております。 

 ありがとうございます。 

○渡部委員長 ありがとうございます。 

 森委員。 

○森委員 済みません、ありがとうございます。 

 先ほどから委員の皆様、新たな権利ということではなく、どちらかといえば契約ベース

でという話がありました。私も利活用ということを考える以上は、当然、排他的要件とい

うことにはならないだろうと思っておるのですけれどもね。 

 この、事務局でおつくりいただきました６ページ目のⅠ、Ⅱ、Ⅲという分類ですが、Ⅰ

が何らかの権利を付与するという括りになっているのですけれども、例えばＣの新たな権

利の創設とありますのは、排他的利用権を新たに創設するということであれば反対だとい

うことでしょうけれども、私もC3の裁定制度ということは申し上げたところでして、そこ

で当然イメージしていたのは、著作権法の裁定利用の話ですので、新たな権利の設定とい

うよりは、利用権の設定、権利制限のほうの話であったわけですので、既にある排他的権

利、知的財産権に対して利用権、権利制限を新しく設ける、利用のほうを進めるというこ

とであれば、これはＣのカテゴリーも認められるのではないかと思います。 

 ですので、新たな権利制限の創設といいますか、新たな利用ルートといいますか、そう

いうことですね。それは、むしろ私としては重要なことではないかと思っていまして、特

に日本の場合は、違法な行為だということになると、たとえそれによって損害賠償請求を

受けても、そこはお金的には織り込んでいるから大丈夫であるとはなかなかいかない。 

 これは、アメリカではそういうことができるかもしれませんけれども、日本の企業とい

うのはグレーゾーンがあることはそもそも難しいので、そういうルールを設定していただ

いて、ここはお金は払わなきゃいけないけれども、適法に使ってよいということは考えて

いただいてよいと思います。現在の著作権法の裁定利用の制度というのは、重いですし、

要件も限られていますので、そこは今日的なものである必要があるのかなと思っておりま

す。 

 同時に、ちょっと思いつきで申しわけないのですけれども、例えばそういう知財周りに
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グレーゾーンというのはあるわけでして、最近、キュレーションメディアが問題になりま

したけれども、テキストのてにをはを、このように変えてみたいなものは論外でして、そ

れはグレーでも何でもないということかと思います。グレーなのは、画像のリンクですね。

リンクと著作権に関しましては、いろいろな議論がありまして、それは著作権の御専門の

先生方にお任せしたいと思いますけれども、ある種のグレーゾーンになっていて、ルール

がはっきりしない。 

 そうすると、使うほうとしては、それはただで使ってやれということになるでしょうし、

使われたほうとしては、腹立たしいけれども、裁判をしたら勝てるかもしれないけれども、

裁判に行くのはコストがかかるということですので、そういったところのルール整備をし

ていただく。プラットフォーマーが使うであろう、さまざまな散在するデータのグレーゾ

ーンについての検討をしていただくということも、こういう新たな利用権の設定みたいな

ことにつながるのではないかと思います。 

 ２番目の行為規制のアプローチにつきまして、不正競争防止法の拡張ということで、私

はこの文脈では、改正個人情報保護法83条の不正データ提供罪の話をいたしました。これ

は営業秘密の拡張でございまして、どういうことかといいますと、秘密管理をしていない

個人情報のデータベースを盗み出したら、それが営業秘密侵害罪じゃないですけれども、

別の犯罪になるとしたルールでして、大変よいルールだと思っています。 

 しかし、それがよいルールなのはどうしてかといいますと、これはやってはいけないと

いうことが、利用するほうに、提供するほうにはっきりわかるから、パーソナルデータと

いう明確な、これはやばそうだというシグナルが出ているから、それはいいルールなわけ

でございまして、そのことなしに、この秘密管理性というものをなしにして、例えば作製

や調達にコストがかかるデータが対象としてしまうと、これは表に公開されていて、事実

上利用できるようになっていても、使っていいのかどうかわからない。場合によったら差

し止められたり、大きな損害賠償請求を受けてしまったりする。そういうことですと、利

活用に萎縮効果があると思いますので、そこのところの要件をきちんと考える必要という

のはあるのかなと思います。 

 以上です。 

 

 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 清水委員、お願いします。 

○清水委員 思ったのですけれども、基本的に大きな会社の人しかいないので、大きな会

社でお客さんの顔がほとんど見えない会社の人たちは、発想がとにかく邪魔するなという

ことです。新しい規制をつくってくれるな、新しい権利をつくってくれるな、面倒くさい

から。別にそれはそれでありなのですけれども、僕、本当はきょう、興味がなかったので

休もうかなと思ったのですけれども、来てよかったなと思ったのが内閣官房さんの14ペー
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ジで、ヘルスケアで個人が自分の個人情報を何かしらの方法で管理して、それを情報銀行

がおつき合いするか、わからないですけれども、普及させて、個人の生活を向上させるよ

うなことをする。 

 もし政府が何もしなかったら、こんな夢のような未来、やってこないですよ。なぜなら

ば、僕、これと同じような図を1999年にエヌ・ティ・ティ・ドコモで見ているのです。ｉ

モードは、それが本当はやりたかったのです。夏野さんは、最初からそれがやりたかった。

けれども、できなかった。なぜできなかったのか。いろいろあったのですけれども、その

中の一つは、個人の情報をそんなふうに活用していいのかという部分があった。ｉコンシ

ェルというサービスがその後できるのですけれども、よほど強い規制とか、よほど強い要

請が国からないと、こんな夢みたいな世界はやってこないですよ。 

 だから、僕、本当はビジネスマンとしては、どう言うべきかわからないし、新しいルー

ルができたら、それはそれで面倒くさいとは思うのですけれども、例えばマッシュアップ

と気楽に書いてあるのですけれども、今、どんどんなくなっていますから。Googleとかは、

すごくカジュアルに自分のAPIをやめたり、そういうことが平気で行われているのです。あ

の人たちは、自分たちがこれから未来をつくるといって始めたGoogleWaveとか、ちょっと

うまくいかなかったら、すぐやめちゃいますから。だから、そういうやつは信用できない

わけです。 

 これを民間に任せると、とんでもないことが起きますよ。だって、mixiという会社があ

って、mixiアプリを始めました。皆さん、覚えているかわかりませんが、mixiアプリが始

まったときに、アプリケーションプロバイダに広告費を払います。要するに、そのアプリ

を使っている間の広告費を何％払います。それに従って事業計画を立てた会社はいっぱい

あるわけですね。 

 ところが、mixiはいざmixiアプリが始まると、広告費の出費が膨大になったので２カ月

でやめますと言ったとか、当初始まるときに、ゲームをつくってくださいとわざわざ頭を

下げて言いに来た。とある会社がブラウザ三国志というゲームをつくって、物すごいヒッ

トした。ヒットしたと思ったら、今度は急にソーシャルグラフが汚れるという宗教的な理

由で、mixiアプリからゲームというジャンルを全部外しちゃったのです。私企業がやると

いうことはそういうことです。私企業が世の中を支配すると、そういうディストピアが待

っているのです。 

 だから、もし本気でこういう世界をつくりたいのだったら、僕は国がかなり主導権を持

ってやらないと、絶対この世界は来ないと思います。大きい会社は、自分たちが主導権を

握りたいから、楽天さんが顧客情報を僕らにお金を幾ら払ったら出してくれるとは全然限

らないじゃないですか。だから、提案の中でも、請求したら、話し合いもしないようなや

つらは何とかしろみたいに書いてあるけれども、こんな控え目なやり方だと全然だめで、

これをやるのだったら本気で誰かが音頭をとって、ある程度強制力をもってやらないと、

残念ながらこんな夢みたいな世界は来ない。民間の主導に任せたら絶対来ないと思ってい
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ます。 

 例えば同じような話を、民間主導のW3Cという話がさっき出ましたけれども、W3Cがやっ

たら、何でもみんな言うことを聞くわけでは全くないわけですよ。例えば、これも10年以

上前ですけれども、W3CがこれからはSPARQLというものをやります。SPARQLというのは、RDF

クエリ言語ですけれども、これを使うと、今、皆さんが考えている人工知能でできそうな

ことが半分ぐらいできるのです。ところが、誰もそれを使っていないわけです。それは当

たり前です。民間でやっているから強制力がないのです。W3Cは誰でも参加できますから、

何の資格も審査も基本的にないですから。 

 W3Cの中でやるのはすごく大事だと思いますし、日本の政府の代表が行くべきだと思って

いるのだけれども、それとは全く別の話で。だって、世界中、どこにもないじゃないです

か。技術的には全然新しくないですから、技術的に全然新しくないことを21世紀、十何年

たって、今、ここで議論して、せっかくこんなに素敵なアイデアがあって、いろいろな関

係各省の人が動いているのに、これは全く意味がなくなると僕は思います。だから、ちょ

っとしゃべったほうがいいかなと。 

 以上です。 

 

 

○渡部委員長 どうもありがとうございます。 

 奥邨委員。 

○奥邨委員 各省庁での取組や各企業の取組を伺いますと、結局、データの利活用を促進

することが経済活動を活発にするために重要なのだけれども、それが進んでいない。何が

足りないのかという点で言えば、個人情報やパーソナルデータの問題は別でやっていると

して、１つには、データを他者に提供したときに、それについて渡した側がコントロール

を失うのではないかという懸念があるわけです。逆に言えば、いま一つは、受け取った生

データをいろいろ努力して使えるものにした人が、それだけ努力したのに、それに対して

コントロールを及ぼせるのかということがはっきりしないという点の２つがあるのではな

いか。 

 さらに言えば、今のところ裸のデータそのものについて、何らかのコントロールを及ぼ

し得る法的な仕組みというものが、結果的には営業秘密という形でしかない。そうすると、

秘密管理性を意識してしまう。結局、人に出すとか渡すということ自体、利活用すること

自体が秘密管理という言葉と矛盾する可能性があるので、躊躇してしまうということなの

かなと思います。 

 そういう流れを前提としますと、例えば秘密管理性を緩和して営業秘密の範囲を広げる

というアプローチは、そもそも伝統的な営業秘密の保護と利用のバランスに大きな影響を

与える。データのことはいいとしても、ほかの営業秘密、本来の営業秘密のバランスはど

うなるのだという検討をしなければいけませんし、さらに言えば、一億総活躍でどんどん



27 

 

いろいろな人が起業して頑張っていこうという中で、営業秘密の範囲のバランスを大きく

変えると、従業員に対する過剰な規制になってしまうかもしれないので、かなり慎重な検

討が必要だろうと思います。 

 それよりは、むしろ根本の部分であって、データをコントロールできるのが誰なのか。

別にそれは１人でなくてもいいわけで、関与者がいろいろいれば、そのいろいろな人たち

がいろいろなレベルで関与できるということを明らかにしていくというのが、大変ではあ

るのだけれども、いわば急がば回れであって、結果的には他者に安心して情報を出せるし、

また受け取った情報を一生懸命加工して使いやすいものにすることについても、評価がさ

れるということになる、そういうビジネスの環境をつくるべきではないかと思います。 

 ただ、私は、コントロールできるのは誰か明らかにする、つまり、法律で明文でコント

ロール権は誰々ですと書くことだけが当然の出口だと申し上げているわけではなくて、例

えばパブリシティ権というのは、別に法律上、規定があるわけではなくて、契約であると

か実務の慣行であるとか裁判例の中で固まってきて、実際にそれでビジネスも大きく動い

ているわけです。 

問題の本質は、誰がデータをコントロールできるのだというところにまずあって、そのた

めにふさわしい仕組みややり方はどうなのだという形で検討していくことが必要であり、

そのためには、現状、どのレベルのニーズがあって、そのニーズに応えるのはどの程度で

とどめておけばいいのかという形で議論を進めていくことが重要だろうと思いました。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 瀬尾委員、どうぞ。 

○瀬尾委員 いろいろ伺っていて、なるほどなといろいろ思うこともありますし、先ほど

清水さんがおっしゃったようなことも思います。 

 ただ、きょう、実はちょっと違うお話を、これは質問になるかもしれませんが、少し伺

わせていただきたいと思います。何かというと、きょうは既存のデータを価値づけをして、

経済的な価値を生むということについての情報財を、どのような制度で維持したらいいか

ということについて、いろいろな御意見をいただいた。また、私も大変勉強させていただ

いたと思っていますけれども、私はしつこいようですけれども、今後、直近の問題として、

AIに直結して、AIというビジネスを生かすためのデータということについて、もう少し加

えていただけたらなという希望があります。 

 基本的に、これまでの企業さんが、例えばたくさんのビッグデータがあって、それをク

リーンアップしたり、セレクトして価値あるデータセットをつくって、それについて価値

づけている。それについて、どう保護するか。非常に重要なことですけれども、実際、AI

を軸に考えたときは、例えばいろいろな研究所の持っている埋もれたデータが山ほどあり

ますね。１回実験で使ったのに、それは今、ある特定の方たちは使えるのかもしれないけ

れども、汎用で使えないようなデータとか。それは、人間にとっては余り意味がないかも
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しれないけれども、AIにとって重要な情報がたくさん埋もれているとしたら、至急、そう

いう情報をほじくり出して使えるようにベースをつくっていくことで進歩するでしょうし。 

 例えば、私は日本の特産品としてAIを進化させるのだとしたら、言ってみればサムライ

AIのようなものを日本の特産品として特徴づけるとすると、どういうデータがそれを特徴

づけるのかとか、そういう部分のデータの掘り起こしは、もしかしたら企業さんの持って

いる特別なデータなのかもしれないし、それはどんなデータかわからないけれども、そう

いう日本的なデータも掘り起こさなきゃいけない。この中では、一番最初にあるように、

いわゆる制度的に保護が不確定であるものについて検討ということで、よりきちんとバッ

クアップして、制度的にデータを保護しましょうという趣旨はわかるのですけれども、既

存の考え方じゃないデータも日本はたくさん持っていると思うのです。 

 そういうことをどうやって掘り起こすかという、保護だけではない、いわゆる利用促進

の施策と、そういう現状についてということを盛り上げて、もっと直接的に日本の企業さ

んたちがAIを、大きな国にかなうのかどうかわかりませんけれども、少なくともがんがん

つくっていけるような仕組みというか、体制というものをバックアップすることも、この

データの保護・利活用の在り方の中で、ちょっとお考えいただいてもいいのではないかと

思いました。 

 既存の各省庁さんの取組というのは、かなり進んでいるし、精緻な部分があって、これ

ははっきり言って、いろいろな方の利害があるから、がんとはなかなか行かないというこ

ともよくわかりますけれども、そう言わず、それで進捗していただいて、そうじゃない、

ここでは新たに日本の武器になるようなデータ政策についての提言を加えていただけたら

なと私は思いました。 

 以上です。 

○渡部委員長 別所委員、お願いします。 

○別所委員 もう既に何人もの方がおっしゃっていますけれども、基本的に現時点で、デ

ータ保護のための何らかの権利付与がデータの利用を促進するという立法事実は上がって

きていないという認識ですので、権利創設については現時点では時期尚早じゃないかと思

っています。 

 一方で、契約スキームを通じていろいろな試みが進んでいるところですので、そこで民

間としては工夫していく時期だと思っていますし、それをささえるだめの何らかの施策を

していただくことについては、むしろいいのではないかと思っています。データ利用につ

いて、いい利用の仕方ということで理解を深めていかなければならないという責任を果た

していくのは、データを使っている民間そのものですので、民間が自覚してやっていくべ

き仕事なのかなと思っているところです。 

 それから、データの保護の在り方として、行為規制的なアプローチについて期待されて

いる声も少しありましたけれども、ここは秘密性要件の緩和というところは、対象となる

データごとにかなり十分に検討していかないと、影響がどう及ぶかわからないので、その
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方向で進みましょうということについては、現時点では積極的には賛成しがたい。もうち

ょっと十分な検討が必要だと考えています。 

 情報の利活用、先ほども言いましたように、民間の仕事だと思っています。国ができる

ことというのは、当然限られていて、制度的な枠組みをつくっていただいたとしても、そ

れをどうやって使うかというのは民間に委ねられているわけで、そこは民間側でやってい

る企業体がいろいろな意味で頑張らざるを得ないかなと思っていますし、頑張らないと、

制度をつくってくれということだけ言っていても、データの利活用は進まないと思ってい

ますので、ユースケースを生み出していくのはこちらの仕事だと思っております。 

 その中で、どうしても制度的にこういうところが支障があるということがもし見つかる

のであれば、それはその時点で個別にこちらのほうから御提案するという形のほうが望ま

しいのかなと思っております。 

 あと、もう一点だけ。森先生と瀬尾さんが投げ込まれたのは、多分新しい視点だと思っ

ていて、ここでの議論は、基本的には現行の知財関連の法律では守られていないものにつ

いて対象にしましょうという整理を、事務局のほうでされたと理解しておりますけれども、

森先生と瀬尾さんがおっしゃったのは、多分、それを超えていて、現行の知財権を何らか

の形で縮小するという形での利用促進はどうかという御提案と。 

 あと、瀬尾さんの御意見は、多分、埋もれているデータを何らかの形で掘り出すための

積極的な施策をという御提案だったと思いますので、もしそういうものをここで積極的に

取り上げていただけるのであれば、加えた論点として挙げていただければと考えておりま

す。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 今枝委員、お願いします。 

○今枝委員 先ほど清水委員のほうから楽天の名前が出ましたので、楽天のほうから発言

させていただきます。 

 楽天、ビッグデータをいっぱい持っておりますので、どのようにそれを利活用するかと

いうのは常々議論しているところでございます。清水委員、おっしゃったとおり、民間に

任せるというのは私も余り賛成しておりませんで、契約を考えますと、契約を支援してい

ただく、これは非常に重要だと思います。ただ、契約の形態を考えますと、今、している

契約はほとんどが利用許諾、使用許諾、実施許諾。すなわち、既存の権利に関する許諾契

約がほとんどになっています。逆に、権利のないものの許諾の契約書は非常に書きにくい

と思っています。 

 ですから、利活用を進める上では、利活用ですから、制限ですとか保護ということより

は、利活用という観点で見ても、利用許諾契約が書きやすい法律として定めていただいて、

強制力を持って、出したくない人にも出してもらう。私などは割とデータを持っているほ

うですので、言いやすいのですけれども、出したくないものを出してもらうという方向で

考えていただいたほうがいいのかなと思います。 
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 その上で、さっきどなたかおっしゃいましたきめ細やかにというのは、契約で決めるべ

きで、きめ細やかなものについて契約で全て決めてしまうと契約違反にしかなりませんか

ら、これは今度は契約違反になったときの対応を逆にしにくい。契約違反でしか言えない。

契約違反になった場合に契約解除になって、それでこの法律で権利侵害になりますという

ことのほうが、利用する者の抑制にもなりますし、逆に利用される側については、新しい

権利の創設かどうかはわかりません。 

 ただ、例えばC3の報酬請求権と裁定制度にプラスして、現行の民間のアプローチ、例え

ば音楽著作権の利活用のJASRACみたいな形かもしれません。ちょっとそこはまだ明確には

わかりませんけれども、それの信託法とか信託業法とかの整備みたいな形で、データベー

スに対してもそういった団体をつくりやすい法律なのか、国そのものがそういう団体をつ

くるのか、利活用を促進するような団体をつくるのかわかりませんけれどもね。いずれに

しても、国のサポートがないと、民間のほうでは確かにどっちの方向に行くかわからない

とは思っております。 

 また、Ⅱの行為規制のアプローチですと、契約書で考えますと、行為規制を契約に書く

のは微妙に書きにくいので、権利の使用許諾等がいいのかなと思いますから、ⅠとⅢの組

み合わせがベストなのではないかと私は考えます。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 林委員。 

○林委員 ありがとうございます。２つございます。 

 事務局の資料３、よくまとめていただいたと思うのですが、５ページの不法行為（民法）

に関する論点のところの整理の仕方ですが、北朝鮮映画事件の判決文のかぎ括弧の引用の

ところを、上の本文のところで整理されている、この整理の仕方が、もしかしたら判決が

言っている以上に不法行為で保護されないというメッセージを伝えてしまうような気もし

ております。 

 判決文の本体のほうは、著作物に該当しないものについて、不法行為を構成するかどう

かというのを、異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情があるかどうか

というところで判断しますということを述べており、その後の判決文のこれに続く部分で

は、本件の２時間ぐらいの映画のうちの２分８秒が時事ニュースの部分で、目的上、正当

な範囲内での利用であるということを述べて、侵害には当たらないという判示をされてい

ますので、もう少し要約の部分を丁寧にすることで、ちょっと行き過ぎたメッセージにな

らないようにと思います。 

 と言いますのは、過去の営業秘密の管理指針につきましても、経産省で管理指針を最初

にまとめたときは、民事上の救済手段が入って以来の判決を100ぐらい精査なさって、その

結果、認められなかった事例を並べたわけですが、実際使われ方としては、そこに掲げら

れていることを全部しないと秘密管理性の要件を満たさないという誤解もあり、もちろん
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訴訟の被告になれば、そういった主張展開をいたしますので、そういうメッセージを与え

てしまった。 

 ということで、これは私の理解ですけれども、今回の管理指針の改定ではそこのところ

を整理して、秘密保持義務を、例えば従業員等にとって何が義務の対象であるかが客観的

に明らかになるような措置を講じていることというのが、秘密管理性の要件であるという

ことを、行政上のガイドラインですけれども、明らかにして、あとベストプラクティスは

ハンドブックのほうで詳しく160ページぐらい述べたという経緯がございます。ですので、

現行法の保護として民法不法行為による保護もあるのだということをもう少し丁寧に言っ

たほうがいいかなと思っております。 

 ２点目ですが、検討例のところでいろいろなオプションを挙げていただいて、大変よく

整理していただいたと思います。Ⅰの新しい権利を創設する場合のC2とC3の違いについて

は、今後の議論の中でさらに詰めていくのかと思います。 

 そして、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのどれで行くかというところは、私も上野先生が冒頭でおっしゃっ

たとおり、産業界のニーズが果たして立法事実としてどのくらいあるかという点の把握が

出発点だと思っておりまして、本日、各産業界の委員から伺ったところでは、当面は民間

の取組を支援するアプローチが適切ではないかという御意見が多かったのではないかと思

います。私もそれに賛同いたします。 

 その点と、もう一つ、清水委員ほかから出ました、国としてのリーダーシップも必要で

はないかという点。これは、権利の付与というアプローチでの国のリーダーシップ以外に

も、国としてのリーダーシップというのはいろいろあり得るのではないかと思います。例

えば、きょうの資料４の14ページでヘルスケアのPHRの案が出されているわけですが、例え

ばAMEDで東大の橋田先生が実証実験されているような、個人を起点としたPHRの管理の在り

方というものも、今、現実に一部の地域で実証実験が始まっております。こういったこと

を国が進めていく。 

 さらに、例えば厚労省が電子レセプトを支払基金と国保に集めているわけですが、その

支払基金に集まっている電子レセプトデータを個人に１回返して、個人起点でそれを利活

用にイエス・ノーを言う形にするとか、そういったところは国がリーダーシップをとって

政策展開していけば、分散管理という一つの例になっていくのではないかと思います。で

すので、新しい権利を創設するという形以外でも、国としてのリーダーシップの示し方は

あるのではないかと思います。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 福井委員、お願いします。 

○福井委員 福井でございます。きょうは、皆さんのお話が余りに勉強になるので、感動

して、このまま聞いて帰ろうかなと思ったのですけれども、少しだけ意見を申し上げさせ

ていただきます。 
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 まず最初に、各省庁さんからいただいた御教示、とても勉強になった中で、１点、議論

の整理をしてもいいかなと思ったところからスタートです。経産省経済産業局さんの分散

戦略ワーキンググループについての御説明がありました。この中の17ページ目に、データ

オーナーシップ。どうやら非パーソナルデータの創出に寄与した者にいかなる権利性を認

めるかという議論かなと思ったのですけれども、このデータオーナーシップというものが、

学説も十分ではなくて、裁判例もない。よって、この議論をこれから進めていかなければ

いけないというおまとめかなと思ったのです。その後、比較的長い記述があるようです。 

 しかし、おっと思われた委員の方もいらっしゃると思うのですけれども、データのオー

ナーシップですね。知的な所有権ですね。それは、知的財産権と昔から呼ばれています。

それについては、長らく膨大な学問の蓄積がありまして、判例の蓄積もあります。議論の

整理が必要だと思うのはここでありまして、つまり、例えば著作権にしても、あるいは広

い意味での知的財産権の含意に含まれる不正競争防止法の中の営業秘密の保護などにして

も、一体どこまでの情報について私的な独占を認めるべきであるのか、自由な利用をさせ

ないべきであるのかは、長らく議論の蓄積があるわけです。そして、それこそが知的財産

権の射程なわけです。 

 非パーソナルデータで創作性のないもの一般については、独占は認めないというのがこ

れまでの到達点であり、よって、契約で守ってください、あるいは一定の秘密管理性など

を条件にして、一定の場合に自由な利用を禁止しますということをこれまで整理してきて

いるわけですね。データオーナーシップという名前で呼ばれることに何の異論もないし、

議論が各省庁で進まれることにも何の異論もありませんが、こういう知財本部などを中心

にした知的財産権の過去の議論の蓄積と、いわば共有を図りながら、それは行われていく

べきだろうと思いました。 

 さて、きょうのテーマの新たな権利の創出か、あるいは不正競の解釈拡張か、あるいは

民間の支援かということについては、きょうの議論の大勢は、確固としたルールはまだつ

くれないであろうから、新たな権利の創出などは実際に難しいのではないかというところ

に集約されてきているように感じました。そして、これは前回まで私自身も申し上げてき

たことであり、大変賛成であります。 

 例えばIT室さんでも、まずは利用契約かなということをおっしゃっている。ここでは第

三者項が課題であるということが言われる。あるいは、契約というのは、裏づけとなるよ

うな強制手段が十分ないのではないかという欠点もあると言われました。あるいは、不正

競争に関しては、営業秘密の秘密管理性の限界があるから、公開ができない、死蔵のおそ

れもあるのではないかということが言われた。 

 強制手段がないと、あるいは不足しているというエンフォースメントの問題は、これは

知的財産権をつくっても必ずつきまといます。新しい権利を創出しようが、エンフォース

メントで世界中で苦労しているのが今の権利者の現状であって、よって、それを実行する

上で苦労があるというのは当たり前のことです。その苦労を乗り越えなきゃいけないとい
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うのは、どのメニューでも多分同じだろうと思います。よって、それだけで規約や利用契

約では不十分だという理由には、ちょっとならないのではないかと思いました。 

 私は、新たな権利や新たな規制の創出というのは、望ましくないというよりは、むしろ

時間的に間に合わなかったり、現実にそういうコンセンサスがとれないがゆえに、無理だ

ろうという気がいたします。無理なことに長い時間をかけても、大変小規模なものがやっ

とでき上がるぐらいのことで終わってしまいかねないので、ここにエネルギーを割くのは、

現時点ではふさわしくないのではないかという気がします。 

 それよりは、民間の支援を中心に行っていくべきだろうと思うわけですが、あわせて、

不正競争防止法に関しての秘密管理性。この解釈はもうちょっと緩やかにしてもいいかな

と思うところです。というのは、これまで秘密管理性の要件はかた過ぎた。だから、裁判

でもなかなか認められないという悩みがあったわけですから、この辺をもうちょっと現実

に即して柔らかくするというのはやってもいいのではないかと思います。 

 しかし、本丸はやはり民間支援であろうと思います。これが時間的にも即時性があり、

また世界的に通用性をもたらせ得る方法だろうと思うからです。同意していないものを拘

束できないということに関しては、例えばそれこそ秘密としてある程度管理しておいて、

規約に同意しない者には見せないという仕組みとか、セキュリティをかけておいて、規約

に同意しない者は見られないという仕組みで、現に世界は動いているわけであり、こうい

うことで、完璧にはならないが、強制力を高めていくということが正解かなと思うわけで

す。 

 その意味では、既に事務局からも提案されているデータの流通市場のインフラの整備で

あります。これは、前回までも各委員から御提案のあったところであり、アーカイブ振興

にかかわって非常に賛成であります。アーカイブの振興というのは、こうしたデータの流

通市場、データの提供インフラという文脈で進められるべきものであり、これこそが新た

な法規制や権利をつくるなどということに比べると、目標を持って早急に政府として進め

ていくべき問題ではないかと思います。また、契約を後押しするためにガイドラインをつ

くるということも重要だなと思います。 

 あわせて、権利処理という問題が常にかかわってきますので、森委員から裁定制度のお

話もあったところでありますけれども、権利処理センターというものの立ち上げというも

のを後押ししていくべきだろうと思います。ここにおいては、複数の委員から、いや、民

間企業に任せ過ぎてはいけないから、国にリーダーシップをというお話がありました。恐

らく事務局の御趣旨は、何も民間に任せ切りにするということでは全くなかったように私

は思いますけれども、いずれにしても、放任しないということには賛成であります。その

意味で言えば、競争法による公正さの確保とかオープン化を推し進めていくといった後押

しはできると思います。 

 最後に１点。この後押しの一環として御提案したいなと思うのは、人材育成という言葉

が、総務省さんから出るであろう中間答申の中でうたわれているやに伺いましたが、これ
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にかかわって１点申し上げます。運用や管理のスキルの明確化という言葉が使われており

ましたが、いつもこの人材育成ということが出てくるときに、知的財産権の知識とか契約

のノウハウについての教育という概念がしばしば抜け落ちるように思うのです。規約や契

約が重要だという話がここでもキーワードとして何度も登場しているのに、日本の大学は、

契約の読み方、交渉の仕方を一切教えていません。一切は言い過ぎですけれども、法学部

でもしばしば教えていません。 

 では、オンザジョブでどこまでやれるか。もちろん、各企業さん、頑張ってやっていら

っしゃるけれども、大変不足しています。こうした契約の読み方あるいは書き方、交渉の

仕方、知的財産権の基本的な知識とともに、この教育は進めるべきだろうと思います。そ

れこそ政府ができる支援ではないかと思うわけです。 

 長くなりました。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 喜連川先生、お願いします。 

○喜連川委員 この会議はみんなしゃべる量が長くて困るのですけれども、大学の立場で

の御発言が必ずしも多くないので、少し申し上げさせていただきますと、コンピュータサ

イエンスにおいて、データというのはすごく大きい存在感です。コンピュータは、外から

距離を置いて見ると２つしかないのです。プログラムとデータしかないのです。というこ

とは、もっと進捗に議論すべき話だという気がします。 

 現在、学問の世界で何が起こっているかというのをちょっと御紹介しますと、同じよう

に長いことしゃべっているじゃないかと怒られるかもしれないですけれども、要するに

我々が今まで最終の知として創出していたものというのは、論文だったのですね。ですけ

れども、論文は、多くのナチュラルサイエンスはどこから出てきているかというと、原則、

オブザベーションしているデータから生まれてきているのですね。そうすると、データを

どう解釈することによって、こういう帰結を出すかというコーザリティとしての論文とい

うものがパブリッシュされてきているというのが今までのコースです。 

 今、コンピュータが発展したことによって、我々は今までパブリッシャブルなエッセン

スとしての知としての論文にフォーカスを当てていたわけですけれども、G7合意で、これ

からはデータにフォーカスしましょうという言い方になってきています。つまり、データ

があると、そのデータを使っていろいろな人が知を生み出す。それぐらいデータというの

は完璧にファーストシチズンになってきているということです。だから、悪いことをしよ

うと思うと小保方さんみたいになってしまうということです。 

 こうなってくると、データというものが非常に重要であるというのは、大学で研究して

いる、企業でも多分そうですけれども、受ける感覚というものが相当違っているのではな

いかと思うのです。例えばカメラで物の写真を撮ったときには、ここには著作権があると

おっしゃるわけですけれども、カメラをIoTにして、iPhoneのカメラで撮ったら一体何の問

題があるのだ。つまり、カメラではなくて、IoTで撮ったら、これは何なのだというと、原
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則ほとんど何も変わらないのではないかという気がします。 

 つまり、センサデバイスと、ここにあるセンシングのピクセルアレイと何が違うのかと

いう根源的なところに来ると、多分何も変わらないのではないかというところがありまし

て、学者はそこに相当大きな違和感があるのではないかという気がします。 

 それで、とりわけきょうの議題の中で、AIとIoT時代という書き方をされておられるので

すけれども、データというのは大昔からありまして、IoTとかAIとか、何の関係もない、重

い存在であります。そういう意味で言うと、もっとデータそのものを我が国がしっかりと

議論する場がないとしたら、これはかなりシェイムであって、真面目に考えていただくと

いうことが非常に重要じゃないかと思う次第であります。ここの事務局のお取りまとめの

中にも、IoTとかセンサによって得るものという定義が書かれていたかと思うのですけれど

も、日本の中にはIoTではないデータというものが山のようにあって、逆にデータ全体の空

間から見ると、IoTでジェネレートされているデータはほんのちょっとでしかないと思いま

す。 

 例えば、先ほどAMEDの話が出ましたけれども、甘利議員が大臣であられたころ、NDBのデ

ータをいかに利活用するかというのを延々とおっしゃられたわけですけれども、あんなも

のはIoTなんか一切使っていません。国土交通省が全国１万点以上の河川のデータをとって

いますけれども、こんなものはIoTなんか一切使っていません。インターネットというのは

ブレイクされるのが決まっていますから、インターネットではないテレメトリーのプロト

コルを使っていますので、こんなものは常識になっている。 

 つまり、何が申し上げたいかというと、AIとIoTはすぐなくなってしまうかもしれない。

ですけれども、データはこれから何百年あるいは何十世紀と必ず残るもので、考えている

視点のタイムスパンが全然違うということを御理解される必要があろうかと思います。 

 ただ、これは今、財産権ということで、かなり煩悩の世界を議論されておられますので、

僕は福井先生の高邁な御高説は、大変いつもわかりやすくていいなと思うのですけれども、

法律というのは何か結構エモーショナルな議論になっているような気がしていまして、理

工系はややアレルギーを感じております。 

 つまり、先ほどいろいろな省庁がこういう実証実験をしましたとおっしゃられているわ

けで、例えば個人情報に関しても、データの利活用に関しても、実験を山のようにやって

おられる話で、過去やってきたものと一体何が違うのかという話は何一つ御説明になられ

ていないわけですね。ですから、先ほど挙げられたメニューの中で、こういうアプローチ

をとったらどうなるかというのを全部ユースケースで宿題としてお投げになられればいい

のではないか。その定量的な結果に基づいて、一体どれをとるかというのを考えれば、一

番定量的にわかるのではないかと思うのですけれどもね。 

 そうじゃなくて、先ほど清水さんがおっしゃられたのはそのとおりで、大企業からする

と、何となく最初から決めちゃうと嫌だから、こういうエモーショナルなデザインで法律

をつくるという時代は、もう終わっているのではないかというのが学者の一個人的な意見
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です。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 それでは、宮島委員。 

○宮島委員 私は、お話を伺っていて、一番問題意識がありますのは、データが死蔵され

ているという感覚が物すごく強い。あと、繰り返し申し上げているかもしれないけれども、

自分の情報がどうなるかわからないということに関して、一般の国民の不安が強いなと思

っています。一方で、それを心配していないところでは、実はデータがどんどん使われて

いるということに気がついていない部分もあると思うのですけれども、そのハードルを下

げるために何をしたらいいかというところがすごく大事だと思っています。 

 その中では、私はこのⅠの権利を付与するアプローチというのは、今までのお話にもあ

ったように、これをやると具体的にどうなるのかということが、私にとってちょっと見え

にくいので、すぐにこれがいいとか悪いとかということを判断できない感じがしておりま

して、民間の取組を支援するアプローチを主題に話したいと思います。 

 まず、E3のセキュリティを高める取組というのは、これは何が何でも、どんな方法でも

とにかく必要だと思います。というのは、不安だというところを少しでもいろいろな方法

で取り除く必要があるわけですけれども、例えば今回、個人情報は相手にしていないと言

っても、もしも中小企業とかデータを一定程度持っている人たちも、知見において個人と

余り変わらない人たちもたくさんいるということを前提にすれば、例えばたかがLINEのス

タンプ１個、とるかどうかで、規約が出てくるスタンプと規約が出てこないスタンプがあ

るわけです。私の周りの知っている範囲では、その規約が出てきた瞬間に閉じる人たちと

いうのがいます。 

 つまり、何かよくわからないけれども、無料でただダウンロードするだけのLINEのスタ

ンプだったらもらうけれども、何か条件設定が来た瞬間に嫌だわと思うという感覚がある

と私は理解していて、例えば２番のデータ契約の留意点をまとめるというのはすごく大事

なのですけれども、これが込み入ったガイドラインだとついていけない層というのが確実

にあると思います。だから、むしろガイドラインをつくるのであれば、できるだけアプロ

ーチしやすい、わかりやすい、小難しくいっぱい積み上げるガイドラインではなくて、で

きるだけ誰にも受け入れやすいという意味での規約におけるガイドラインというものを主

導していく必要があるのではないかと思います。 

 それでも規約が難しいと思う人は世の中には存在しますので、その人たちの信用を高め

るためにE1は必要だと思って、取引市場があると、それはそれなりに一定の安心感はあり

ますし、誰でもちゃんとウオッチしてくれるという安心感はありますので、これは非常に

重要だと思います。 

 だから、まとめると、E1、E2、E3は全部必要だと思うのですけれども、E3はもちろん確

実に必要だと。E2だけでは成立しない。私は、ガイドラインだけでは成立しないと思うの
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で、これは補足する形で必ず必要なのですけれども、それにプラスして、E1を強めること

で、できるだけ死蔵の原因となっているさまざまな要因を取り除いて推進していくという

形はどうかと思います。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございます。 

 根本委員。 

○根本委員 簡単に。 

 検討例の中であればⅢでしょうということで、論点は出たところばかりですけれども、

技術の進歩を法律が追い抜くことはないので、とりあえずこういう形にしていただければ

と思います。 

 それから、オープンイノベーションのやり方を定義しておかなきゃいけないなと思いま

す。どこまでデータを開示して、頭のいい若い人たちにすばらしいビジネスをしていただ

くかという決定的な競争力になる時代になりつつありますから、そういう面でもデータは

外に出ていく傾向が、一部かもしれませんけれども、ありますと、マーケットに委ねても

大丈夫なところがありますというところを申し上げたいと思います。 

 それから、内閣官房さんが出された資料の14ページのヘルスケアの図で、こういうこと

ができたらいいなというのはずっと思っていて、自分でもチャレンジしてきましたけれど

も、過去、死屍累々の世界で、別に技術が悪いわけでもなくて、何が悪いわけでもなくて、

いろいろな関係者が合意できなくて、こういうことができないという時代がずっと続いて、

今もきっと続いているのだろうなと思っています。 

 他方、医療データそのものの流通といいますか、利活用を図ろうという試みが一部、別

の部局でなされていますけれども、それについてもまとまりつつ、案については、現場の

お医者さんから非常に強いクレームが出るような形になりつつあると理解しておりまして、

データの利活用、現場で使えるような形にしていかないといけない。何を申し上げたいか

というと、政府が入ったからといって、いい形になるとは限らないということを申し上げ

たいのですけれども、とにかく利用する方のことも十分考えてやっていただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 清水委員。 

○清水委員 手短に。 

 瀬尾さんがさっきAIが見たほうがいい情報が云々という話をしたときに、根本的に全然

ばらばらの話が混ざっているなと思ったので、つけ加えなのですけれども、ここに集まっ

ている人たちは、学校の先生を除いて会社だけで見ると、大きな会社で、しかも製造業の

方が多くて、楽天は違いますけれどもね。 

 実はそこにあるデータはビッグデータかもしれないけれども、AIにとっていいデータか
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どうか、全然わからないのですね。むしろ重要なのは、それこそ喜連川先生が言ったのと

同じで、別にIoTでも何でもない、カルテとかお薬手帳。お薬手帳をなぜ今、紙で管理する

のだろうと、いつも薬屋に行くときに思うのですけれども、そういうものは非常にばかげ

ているし、全部電子化したい。 

 例えば、自分のSUICAで支払った情報とか、最近、そういうものはマネーフォワードとか

がありますけれども、せっかく内閣府で非常に大きな範囲に対して影響がある会議なので、

どうしてもつけ加えたかったのが、我が国はこうした情報を提出することを義務づけたほ

うがいいです。情報銀行みたいなものに必ず得た情報は預託しなければならないという法

律をつくれば、しかもそれを関係各省が全部やるわけです。業界ごとにお役所に伺わなき

ゃいけない条件が絶対あるはずなので、テレビ局だろうが、医者だろうが、コンビニだろ

うが、全ての業界に対して情報銀行への情報提供を義務づけるという法律をつくっていた

だけると、日立さんとかうちがもうかる。 

 以上です。 

○渡部委員長 今枝さん。 

○今枝委員 議論の中で私の発言にも問題があったかもしれないですけれども、１つだけ

コメントさせていただきます。これはあくまでデータの利活用の話であって、データ保護

の話に重点が置かれてはならないと思っております。ですから、契約書上、契約で何とか

賄えます。問題は契約の違反で担保できます。法律で規定しても同じような問題が起きま

す。それは、おっしゃるとおりです。 

 ですが、データを出す側に対する規制として必要じゃないか。これは、多分、清水委員

もそういった意味でおっしゃっているかと思うのですけれども、データを出す側に対して

は、何らかの出すことによってのメリットがあるか、でなければ出さないことによるデメ

リットがあるかでないと、きれいな情報は出ないし、積極的に出ないと思っているのです。

そのための法律整備が必要じゃないかということで、整理いただいたⅠのＣの新しい法律

の意味があるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○渡部委員長 ありがとうございました。時間が来ておりますので、きょう、随分いろい

ろ御意見いただきましたので、事務局のほうで検討して、関係省庁のほうのフィードバッ

クもとりつつ、次回、どういうふうに進めていくか、検討させていただければと思います。 

 最後に、井内局長から挨拶してもらいます。 

○井内局長 本日も非常に活発な議論をさまざまな観点から、ありがとうございます。ま

た、いろいろ咀嚼して確認もさせていただいて整理したいと思いますが、私の個人的な印

象で申し上げると、思った以上に幅が出たなという気がしております。それぞれのお立場

もあると思いますし、環境もあると思います。例えば大企業と、その他の中小企業とかベ

ンチャー企業とか、多分立場が違うだろうと思いますし、データを出すほう、活用するほ

うによっても違ってくるだろうと思います。 
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 きょうは、国がどこまでやるべきかとか、民間主体でいいのではないか、いろいろ御議

論がありましたけれども、もちろん私どもはこの場では知財を一つの横串として考えてお

りますけれども、国全体・政府全体で考えた場合には、当然、不公正なことがないように

するとか、競争政策との観点から見て問題がないかとか、そういうことも踏まえた上で制

度設計しないといけないと思います。 

 それから、最初、短期・中期と申し上げたのは、今、事業上意味のあるデータという範

囲が広がっているような感じがしておりまして、今までの判例の蓄積とかいろいろな法律

の蓄積で見えていなかったところ、カバーしていなかったところがどんどん意味が出てき

ているので、そこをどうするのだというのがきょうの大きな論点だろうと思っております。

それに対しましては、今すぐ議論は確かに契約かもしれない。ただ、将来を見通したとき

に、今、どういう議論をしておかなきゃいけないという視点も非常に重要だろうと思いま

すし、そういったことも含めて、次回以降、また議論していただきたいと思っております。 

 ちなみに、先週の１月10日にEUのほうでデータの利活用に関するコミュニケーションが

出ておりますけれども、そういった意味で、まさに政府部内の各部局でやっているのと同

じような問題意識で、彼らにはことし、ステークホルダーとコミュニケーションしていく

と言っております。もちろん、方向性が出ているわけじゃないですが、そこも契約だけで

本当にいいのか。もちろん契約が中心なのだけれどもという議論をしようとしていますの

で、そういった動向も見ながら、日本として日本の強みを生かすために何をやればいいか

ということを引き続き議論いただきたいと思っております。 

 次回もよろしくお願いいたします。 

○渡部委員長 ありがとうございました。 

 次回の予定については、事務局からお願いします。 

○福田参事官 次回、第５回の新たな情報財検討委員会につきましては、来月２月３日金

曜日、10時から12時までの予定で開催させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○渡部委員長 本日は、御多忙中のところ、どうもありがとうございました。 

 これで閉会させていただきます。 


