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はじめに 
近年のビッグデータに代表される情報処理可能なデータの飛躍的増大や、コンピュ

ータの計算能力の向上、人工知能の技術革新等、革新的な技術などが登場してい
る。こうしたなか、新産業構造部会では、「新産業構造ビジョン」中間整理が行われ、
第四次産業革命をリードする戦略的取組が提唱された。 
「新産業構造ビジョン」では、デジタル・ネットワーク技術の発展により、AI による創

作物や、センサー等から集積されるデータベースなど、新たな情報材が次々と生み出さ
れ、知的財産制度の対応の重要性が指摘されている。また、デジタル市場で急成長
を遂げたGAFA（Google,Apple,Facebook,Amazon）のようなプラットフォーマー
は、その競争優位が固定され、支配的地位となっている可能性が懸念されている。 
以上のような現状認識・問題意識のもと、「第四次産業革命に向けた横断的制

度研究会」において、産業構造が劇的かつ急速に変革する可能性を踏まえ、競争政
策や知的財産政策などの横断的な制度に関する現状と課題の整理を行い、今後の
対応等について検討を行った。 
 
 
１．急激に進展する第四次産業革命 
 
（１） 新たな付加価値の源泉 ～ データ 
 急速な技術革新により、新たに大量のデータの取得・分析・実行が可能になる
時代が到来しつつある。すなわち、実社会のあらゆる事業・情報がデータ化され、
ネットワークで繋がることにより、自由にやり取り可能になり、こうして集まった大
量のデータをリアルタイムに分析し、新たな価値を生む形での利活用が可能に
なった。さらに、こうした作業を人間自身がやるのではなく、人工知能（AI）が
自ら学習し、人間を越える高度な判断も可能になりつつある。 
 

 こうしたデータの取得・分析・実行サイクルが、（１）情報制約の克服、（２）
物理制約の克服等を可能とし、これとビジネスが結びつくことで、①革新的な製
品・サービスの創出（需要面）、②供給効率性の向上（供給面）の両面
から、あらゆる産業で破壊的なイノベーションを通じた新たな価値が創出される
ことが期待される。新たな付加価値の源泉は、「データ」にあるといっても過言で
はない。 
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 新たに生み出される価値の源泉が「データ」にシフトする中、データとの接点やそ
の利活用を巡って、競争が激化しつつある。欧米では、グローバル企業を中心
に、戦略的取組が急激に進展しており、実際に、製造現場等の「リアルデータ」
の利活用を巡っては、情報産業の強みを活かして「ネットからリアルへ」と進む米
国と、製造業の強みを活かして「リアルからネットへ」と進む欧州がそれぞれグロ
ーバル戦略を展開している。 
 

 第四次産業革命への対応は、いずれの国・地域においても、まだ緒に就いたば
かりであるが、欧米が先行しながら急激に進展している。既に「バーチャルデータ」
を巡るデータ競争「第１幕」では先行する GAFA（Google, Apple, 
Facebook, Amazon）が大規模なプラットフォームを形成しており、大きく水
を空けられている。今後、競争のステージは、これまで大きく発展してきたバーチ
ャルデータの利活用に加えて、「リアルデータ」を巡るデータ競争「第２幕」へと移
行することが想定されるが、リアルデータを大量に生み出す「現場」の力を最大
限活かし、日本の強みと「データ」を結び付け、第四次産業革命をリードする新
たな競争優位を生み出すことが必要である。 
 

 我が国として、第四次産業革命にいち早く対応し、世界をリードするためにも、
データ利活用に取り組みやすい社会的基盤を早急に構築していくことが肝要で
ある。 

 
（２） 第四次産業革命がもたらす競争環境の変化 
 デジタル経済におけるプラットフォーマーの登場により、競争環境に以下のような
変化がもたらされている。 
①インターネット上の二面（または多面）市場においてはネットワーク効果がよ
り強く働くため独占化が進みやすい。 
②デジタル経済におけるプラットフォームでは、以下の点から急速な市場の独占
化が達成されやすい。 

 －輸送コストが通信費のみであり、限界費用が小さい 
 －インターネット上のあらゆる人を消費者とできる 
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 －複製が容易であるため在庫リスクがない（規模の経済が働きやすい） 
③プラットフォームは以下を交渉力の源泉として交渉力が高められている。 
 －マーケット規模が大きい 
 －消費者に提供できる情報を取捨選択できる 
 －消費者の情報（ビッグデータ）を獲得・蓄積し、商品やサービスの改善が
可能 

④新規参入者あるいは中小規模者にとって不利な環境 
 －認知度（検索結果・ランキングに左右される） 
 －決済の仕組み 
 －プラットフォーム間の移動の難しさ（スイッチングコストがかかる） 
 

 また、デジタル経済の特徴としては、変化の早さや変動の大きさが挙げられる。 
 
 

２．本研究会の検討の射程 
 
 第四次産業革命がもたらす変革の波は、我が国の経済・社会の様々な部分
影響を与えうるものであり、我が国としては、こうした変化に機を逸することなく対
応できるよう、横断的なルール・制度整備を進める必要がある。 
 

 本研究会では、当面検討すべき横断的制度事項として、以下の３点を中心
に検討を行った。 
① 競争政策 
② データ利活用・保護 
③ 知的財産 
 

 １．で示したとおり、第四次産業革命においては、いわゆる「デジタル・プラットフ
ォーマー」と呼ばれる大企業の台頭が著しい。こうした中、欧米の競争当局は、
プラットフォーマーに対する審査や正式な調査を開始する例が増加しており、競
争政策の観点から、プラットフォーマーの特性やその行為が競争に与える影響
等についての議論が活発となっている。こうした世界の議論の潮流を踏まえると、
我が国においても、競争政策的側面から、プラットフォーマーによる取引の実態
を調査し、現行法の下での対応の可否や制度的対応の必要性等について議
論をすることが有益であると思われる。 



資料４ 

5 
 

 
 また、「データ」が新たな付加価値の源泉と位置づけられる中、データの利活用
促進は、我が国にとって喫緊の課題である。データの利活用については、これま
でも、特に個人情報やプライバシー保護の観点から議論されてきたところである
が、いまだ十分に進んでいるとは言いがたい。何が利活用の障害となっているの
か、知的財産の在り方なども含めて、今一度ゼロベースで、ルールや制度の在り
方を見直すことが求められる。 
 

 

３．各分野における検討 

（１）第四次産業革命に対応した競争政策 

第四次産業革命が進む中で、更なるイノベーションの促進と経済の活性化を実現
するためには、公正な競争を維持することが不可欠である。しかし、前述のとおり、先
行するプラットフォーマーについては、その競争優位を固定し支配的地位を得ている可
能性があるとの指摘もある。こうした環境下では、市場支配力を背景として競争が排
除されることにより、新たなイノベーションが阻害される可能性がないとは言い切れな
い。 
例えば、当該プラットフォームを利用した新たなサービスやコンテンツを開発するなど、

既存のプラットフォームの上に新たなプラットフォームを構築することも考えられ、現にそう
したイノベーションも起こりつつある。しかし、既存のプラットフォームの運営主体が支配
的地位を占めている場合には、様々な理由を用いてこの種のサービスやコンテンツを閉
め出すことで、新たなプラットフォームの成長を阻害することも可能であると考えられる。 
そこで、まずはプラットフォーマーによる取引の実態を明らかにした上で、現行の法制

度によって対応しうる課題について検討する必要がある。その上で、より一層公正な競
争が保たれるよう、理論的・制度的な検討も含めた取組を続けることが重要である。 
 
課題①プラットフォーマーによる取引の実態と課題 

プラットフォーマーに関する取引について調査した結果、現状、以下のような取
引実態が存在しているという声がある。これらの取引が独占禁止法等の法令に違
反に該当するかは、個別具体的な事案によるものと思われるが、こうした取引が公
正な競争を阻害するか否かを注視する必要がある。 

– ストアを経由しないサービス提供の制限 
– 決済手段に対する拘束 
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– 硬直的な価格体系 
– アプリ間で共通の仮想通貨の禁止 
– 不透明な返金処理 
– 不透明な審査基準とその運用 
– 自らの提供するアプリと競合するアプリの排除 
– 秘密保持契約の締結 

 
【基本的方向性】 

関係府省とも連携し、プラットフォーマーによる取引状況を注視する。なお、「日
本再興戦略 2016」（素案）によれば、独占禁止法に違反する事実が認められ
た場合には、厳正・的確な法執行を行うこととされている。 

 
 
課題②第四次産業革命に対応する新たな制度等の検討の必要性 

第四次産業革命の下では、データの集積が競争力の源泉となるなど、今までの
単なるモノやサービスの競争とは異なる領域での競争が行われている。そのため、こ
うしたデータの集積を競争法上どのように評価するかなど、新たに検討を要する課
題が生じている。 
また、独占禁止法は、公正な競争環境を整備するために有用なツールであるが、

変化の激しいデジタル市場においても公正な競争環境を維持していくには、現に
違法行為を行っている事業者がいればそれを正す一方で、既存の事業者と競い
合えるような事業者が成長できる環境を整えることも重要であると考えられる。 

     
    【基本的方向性】 

公正取引委員会において行われるデジタル市場における経済環境や市場の変
化を踏まえた検証をみつつ、経済産業政策を所管する立場から必要に応じた検
討を行う。 
また、デジタル市場は変化の激しい市場であることを踏まえ、公正な競争環境

を整備し、更なるイノベーションを促進していくためにはどのような政策が必要か、広
く検討する。 
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（２）データ利活用・保護 
 
課題① データ流通の促進（市場作り、相場観の醸成） 
データが付加価値の源泉となる中、各事業主体は自身が収集したデータを囲

い込んで他者に利用させようとはいないため、データの利用は各事業主体に閉じて
しまっている。しかしながら、自己が保有するデータを第三者と共有・共同利用し
合うことで、新たなイノベーションが生まれる可能性は大きいと考えられる。一方で、
データ利活用手法を汎用的な形で特許化されると、当該企業が強い競争力を持
つ可能性がある、との指摘もあった。 
データの持つ価値を最大限に活用するためには、競業他社間や異業種間での

データ共有（水平統合）や、データの収集と分析などの機能分担（垂直分業）
などが一層促進されることが必要である。その実現に向けて、「データ流通市場」の
活性化など、第三者がデータにアクセスし、活用できる環境整備が急務となる。 
また、我が国の社会におけるデータ利活用に対する相場観をうまく醸成していく

こと等を通じて、企業の意識・考え方も変えていく必要がある。研究会では、企業
側の委縮を避けるためにも、データ利活用が進むことで、ユーザーにとっての利点や
利便性が高まることをもっと訴えていくべきではないか、といった指摘があった。また、
データ利活用の推進にあたっては、規制等の直接的なアプローチのみならず、ソフ
トロー的な対応の有用性についても指摘があった。 
データが競業他社に渡ってしまうことを過度に恐れるのではなく、各事業主体が

協調領域と競争領域を整理して、協調領域での企業間のデータの共有・共同利
用を進めていくことが必要となる。 

 
【基本的方向性】 
特に我が国が強いリアルデータの利活用のためには、中期的には、データの出し

手とデータの需要者との間でマッチングがされ、必要な時にデータが流れ、データが
相互に利活用される仕組み(「データ流通市場」)の定着が必要である。 
このためには、データ流通を仲介する事業者の取り組みについて信頼性の高い

ビジネスモデルとするために実証や技術開発面等で積極的に支援することが重要
である。また、データ提供のハードルを下げ、利活用に関する相場観を醸成するた
め、匿名加工制度の利活用の促進に加え、医療等の重要分野についてデータを
一挙に集約する仕組みの構築、提供可能なデータをホワイトリスト化するなどのル
ール整備、データを巡る権限関係の明確化や権利保護、協調領域でのデータ共
有による成功事例の創出、個人情報保護委員会による利活用推進の観点から
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の相談機能充実などを総合的に進めていく必要がある。 
 

【当面の取組】 
– 契約ガイドライン、契約のひな形・モデル条項等の作成 
– データ流通市場形成に向けた先行事例の推進 

 
 

課題② データ流通の円滑化（権利権限関係の整理、データ利活用とプライバシ
ー保護とのバランス等） 
今後利活用が期待されるデータには、個人情報を含むデータ（いわゆるパーソ

ナルデータ）のみならず、企業の工場内の稼働データなど、様々な種類のものが
存在する。データ流通の円滑化のためには、こうしたデータの性質に応じた対応が
求められる。しかし、その前提となる当事者間の権利関係の整理（データ分析の
成果物の帰属等）が不十分で、いまだに他者の権利を侵害しない形でデータ交
換を行うためのプラクティスが根付いていないのが現状である。 
個人データの利活用については、本人同意取得や匿名加工に関するルールが

不明確であることや、個人データ利活用の有用性についての社会的認知が不十
分であること等により、事業者が本格的なビジネス展開を躊躇する傾向にある。研
究会では、個人データの利活用がプライバシー侵害になるかどうかは、「受忍限度」
を超えるかどうかが問題となるところ、ユーザーにとっての利便性や利活用のプロセス
が明確化されれば、日本社会における受忍限度も上がっていくのではないか。分
析・解析技術の向上に伴い、今後は、カメラ画像等のデータ利活用が様々な分
野で進む中で、データの利活用とプライバシー保護との適切なバランスが必要、と
いった指摘もあった。 
なお、個人データに係る検討にあたっては、データ利活用技術の急速な進展に

伴い、欧州を中心に、忘れられる権利、プロファイリングを含む自動処理の原則禁
止、データフリーフロー原則における第三国移転制限などの議論もなされており、
国際的な議論への配慮が必要となる。 
また、事業者が新たなビジネス展開を検討する場合であっても、有用性の高い

データであるにも関わらず収集が十分な規模まで進まず、散在しているケースも存
在する。さらに、事業者や行政機関が大量にデータを保有していても、その所在が
認知されていない等の理由により十分に利活用されず死蔵され、本人による利活
用や第三者提供が進まないケースも存在する。研究会でも、事業者はどこにどの
ようなデータが存在するか実態を把握できていないため、仮に今データのニーズを聞
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かれたとしても、直ちに回答できない、との指摘があった。 
 

【基本的方向性】 
個人データの利活用促進にあたっては、ビジネスにおける利活用促進と個人の

プライバシーの保護についての適切なバランスが図られることが重要である。データ
は誰のものかという議論に関しては、その利活用や保護のためにどのような手当が
必要かについて、具体的な事例に即した対応が必要である。また、本人同意につ
いて、同意取得の手法等の明確化や不特定多数を対象とする場合等の対応策
も必要となる。 
そのため、まずは改正個人情報保護法に基づき、適切な本人同意の取得や

匿名加工に関するルールの明確化及び周知徹底を図り、プライバシーに配慮した
形での個人データの利活用を促すことが重要である。 
また、個人情報の利活用をより一層促進するためには、中長期的には個人の

一定の関与の下で、多様な事業者が有効にデータを活用できるような環境整備
が必要である。例えば、本人の関与下で、個人に関するデータを預かり、一元的
に集約した上で、様々な事業者に対してデータを提供する機関の整備等について
も検討を進める。 

 
企業の工場内のデータ等、個人データを含まないデータについては、利活用促

進の前提として、どこにどのようなデータが存在するのか、それどのような契約によって
提供等されているのか、といった実態を、まず正確に把握することが肝要である。 

 
【当面の取組】 

–  データやデータベースに係る知的財産制度の整理 
–  分析・解析技術等の適正な保護の検討 
– 適正な本人同意取得のためのガイドライン 
– 匿名加工処理のガイドライン策定（業界毎の認定個人情報保護団体にお
ける策定） 

– 本人関与の下での個人データ利用の仕組みの検討 
– 企業間の協調の先行事例の創出、相場観の醸成 
– 企業間のデータに関する契約実態の把握 
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（３）知的財産 
 
課題① 相互利活用を促進する新たな知財システム 

IoT 時代において、一定分野における情報財の独占を法的に可能とする知的
財産制度（例えば特許権等）は、企業戦略上、その重要性を一層増している。
研究会でも、いわゆるプラットフォーマーと呼ばれるアメリカの大企業は、IoT時代に
対応した特許ポートフォリオの充実強化等、それぞれの特許戦略を強化していると
の指摘があった。IoT 時代における知的財産の秘匿化・権利化・標準化の適切
なバランスを不断に見直すとともに、IoT ビジネスの発展につながるルールづくりを目
指す必要がある。 

IoT 時代においては、データが競争力の源泉となるのは論を待たないが、データ
利活用を推進するためには、データを提供する側・収集する側双方にとってメリット
があり、円滑にビジネスが出来る環境整備としての、「ルールづくり」（＝国際標準
化）が求められる。こうした中、欧米の企業は、ネットワーク化を通じて、我が国が
強みを有する製造分野について、製造設備・機器の内部に蓄積されているデータ
の独占を検討し始めており、これに対する何らかの対応が必要である。 
また、デジタル・ネットワーク技術の発展により、AI による創作物や、センサー等

から集積されるデータベースなど、新たな情報財が次々と生み出されている。研究
会でも、AI 等により機械的に生み出されるものが増えれば増えるほど、特許機会
の可能性が高まっているとの指摘があった他、知的財産戦略本部の「次世代知
財システム検討委員会」における著作権の在り方等に関する議論の状況の確認
が行われた。こうした中、現行の知的財産制度も、新たな情報財の出現に対応し
ていくことが重要ではないかとの指摘もあった。 
さらに、こうした企業間が互いに情報を共有して、あたらたなビジネスの創出や競

争力の強化を図っていく中で、技術・ノウハウなど知的財産の協調利用も進めてい
く必要があり、企業同士がつながるための知的財産の協調利用（知財のオープン
化）に向けたルール作り等が重要である。 
こうした新たな情報財の利活用の促進と知的財産の保護について、適切なバ

ランスの取れた柔軟な知的財産制度を構築することが必要である。特に、第四次
産業革命という観点からは、日本企業間の連携をどのように進め、そこからどのよう
にイノベーションを創出するかが極めて重要である。研究会でも、かかる観点から、
データや知的財産に係る制度設計について、「つながる」ために必要な技術・情
報・アルゴリズムの第三者への提供促進が必要ではないか、「オープンファースト」
「オープン・バイ・デザイン」のような考え方が求められるのではないか、との指摘があ
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った。また、知的財産の企業間の協調利用の促進に向けた 
 

【基本的方向性】 
標準化に関し、我が国製造設備・機器の強み（性能）の情報を欧米企業に

一方的に吸い上げられてしまうことのないよう、日本発の「ネットワーク化」のモデル
を構築し、欧米と協調して国際標準化を目指す。 
また、デジタル・ネットワーク技術の発展により、データの利活用が一層多様化し、

既存の知的財産制度の下における権利権限関係が複雑化している。こうした中
で、企業同士が協調領域において相互に知的財産やデータを共有し、イノベーシ
ョンを促進するためには、既存の知的財産の保護と利活用のバランスにも留意した
「つながる」ためのオープンな（排他的ではない）新たなシステムの構築が必要で
ある。具体的には、特定の状況下においては一部の権利行使を制限するなど、権
利行使の在り方等について検討する。 

 
【当面の取組】 
– IoTの国際標準化 
– 日本の強みを活かせる分野でのリアルデータのプラットフォームの構築 
– 企業が連携し、協働してアルゴリズム等の高度化を進めるＯＳＳ（オープン・ソ
ース・システム）の推進 

– つながるための知的財産制度の検討 
– 知的財産の相互利活用の促進策の検討 
– データベース等の新しい情報財に関する知的財産保護の在り方の検討 

 
 

課題② 投資のインセンティブ確保 
データを収集し流通できる形にデータベース化していく工程においては、ビジネス

モデル構築やデータ提供者へのインセンティブ付与、加工・分析技術開発等、
様々なコストが発生するが、収集したデータを第三者に提供するにあたっては、この
コストに見合う利益が得られなければ、そのインセンティブが生じない。また、収集し
たデータベースや開発した技術自体が、簡単にフリーライドされてしまうようであれば、
投資のインセンティブも湧かない。 
しかしながら、今後データ利活用を促進していくためには、それを下支えするデー

タベースや収集されたデータの分析・解析技術の一層の高度化は、必要不可欠
である。このため、これら技術やデータベース等の適切な権利保護を行う必要があ
る。 
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【基本的方向性】 
新たな情報財に対する現行制度の適用関係を踏まえた上で、不正コピー等の

侵害行為への対応といった新たな保護や、技術やデータの協調利用のインセンテ
ィブについて、検討を行うことが必要である。 
例えばデータベースについては、我が国では、創作性が認められれば、著作物と

して著作権法で、秘密管理性等が認められれば、営業秘密として不正競争防止
法で保護される。加えて、当該データベースに対する侵害行為に対する民法（不
法行為）の適用可能性も論じられているところであるが、こうした現行制度を越え
た保護のニーズや必要性がないか、検討することが必要である。 

   
【当面の取組】 
– データやデータベースに係る知的財産制度の整理 
– 分析・解析技術等の適正な保護の検討 
– データベース等の新しい情報財に関する知的財産保護の在り方の検討 

 
 

 

 


