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１．データを巡る技術の動向 
 
２．「第４次産業革命」における新たな付加価値の源泉 
 
３．本日ご議論いただきたい事項 
 
 
 （参考１）  次回ご議論いただきたい事項 
 （参考２）     改正個人情報保護法 
 （参考３、４）欧米の対応 



１．データを巡る技術の動向 

 データ量の増加、処理性能の向上、ＡＩの非連続的進化が急速に進展。 

 「第4次産業革命」の進展にあたっては、これらのコア技術を含め、戦略的な技術開発・
効果的な利用拡大が勝敗を分ける可能性。 
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データ量の増加 処理性能の向上 ＡＩの非連続的進化 

世界のデータ量は２年ごとに
倍増。 

132 

EB 

4400 

EB 

44000 

EB 

0

15000

30000

45000

2005 2013 2020

出所：IDC「The Digital Universe of Opportunities」より経産省
作成 

※EB(エクサバイト) = 1018B 

EB PFLOPS 

ハードウェアの性能は、指数関
数的に進化。 

※PFLOPS＝演算速度の指標 

出所：TOP500.org「TOP500 list」より経産省作成 

ディープラーニング等によりＡＩ
技術が非連続的に発展。 

出所：東京大学・松尾准教授資料を基に経産省作成 

＜世界のデータ量＞ ＜最先端のスパコンの演算速度＞ 
＜ＡＩの技術的発展の見通し＞ 

次元１（今後0～2年） 

次元２（今後3～5年） 

・ 画像・動画の認識 
・ 異常検知・将来予測 

・ 試行行動を伴う異常検知 
・ 仮説生成・高度なｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
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将来予測は、18か月ごとに性能が倍になるものとして算出 

次元３（今後5～
10年） 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回)  3 



２．「第４次産業革命」における新たな付加価値の源泉 

 「第４次産業革命」においては、「データの収集・蓄積とその利用手法・戦略」が付加価値
の新たな源泉として重要となる可能性。 

 具体的には、以下の両面から新たな付加価値の増大につながることが期待される。 

  ① 効率性の飛躍的な向上 

  ② 革新的な新たなサービス・製品の創出（マスカスタマイゼーションによるテイラーメイド製品・サービス 

      の迅速・安価な供給／業種の壁を超えた新たなサービス・製品の提供 等） 

4 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第1回)  

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第3回)  
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３－１．本日ご議論いただきたい事項 

 第4次産業革命において、データは競争力の源泉となると考えられるところ、データの利活用
促進に向けた制度的課題は何か。 

– 各事業主体において、データの集積は一定程度進みつつあるものの、データを収集した個社内で
の利活用にとどまっていないか。 

• 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のではないか。 

• 競業他社間や異業種間でのデータの共有（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、制度・ルール面で妨げられていることはないか。 

– また、公的主体が保有する有益なデータの開放ニーズをどう考えるか。 

①データ利活用 

（第１回データ流通促進WG資料を基に作成） 

環境 

モノ 

・
・ 

ヒト データホルダー 

データ利用者 
データ利用者 
データ利用者 

データ 

データ 

データ 

DB 

DB 

＜収集＞ 

＜分析＞ 

＜提供＞ 

＜匿名加工＞ 

事業者 
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３－２．本日ご議論いただきたい事項 

 データの保護について、どのような対応が求められるか。 

– 一定の要件を満たす場合は、営業秘密や著作物として、データ／データベースが、法的保護の対象とな
る場合あり 

パーソナルデータ 個人情報保護法 ・同意取得の在り方（cf.不特定多数、利用目的） 

・匿名加工の方法・手続 

  （cf. 他の情報との組合せによる識別の可能性） 

民法 ・プライバシー侵害、肖像権侵害（不法行為） 

公共データ 

知的財産 営業秘密／著作物 
・データの一部に営業秘密や著作物が含まれる場

合の取扱い 

その他 契約のひな形、ガイドライン 

② データ保護 

＜参考：データ利活用に影響を与えうる制度・ルールの例＞ 
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（参考１）次回ご議論いただきたい事項（第４回：3月14日） 

 第4次産業革命では、あらゆるモノやコトがデータ化され、インターネットを通じて「つながる」こ
とが想定されるところ。「つながる」時代において、知的財産の相互利活用を促進するため
の、制度的課題は何か。また、オープン＆クローズ戦略のクローズの面において、残された課
題はあるか。 

 人工知能等の利活用により、創作物の容易な創成が可能になりうるところ、どのような課題
が生じうるか。 

① 相互に「つながる」オープンイノベーション時代の知的財産 

 データは簡単に国境を越えるところ、国境を越えた侵害にどう対処するか。 

 データ利活用に係る保護や事業環境のグローバルなイコールフッティングを、いかに実現する
か。 

② グローバルに「つながる」時代の法適用 
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（参考２）改正個人情報保護法 

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律の一部を改正する法律(平成27年９月３日成立・同月９日公布) 

1. 定義の明確化等 個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当） 

要配慮情報（いわゆる機微情報）に関する規定の整備 

取り扱う個人情報が5,000人分以下の小規模取扱事業者を対象化 

2. 適切な規律の下で個

人情報等の有用性を確保 

匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備 

個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備 

3. 個人情報流通の適正

を確保（名簿屋対策

等） 

不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設 

本人同意を得ない第三者提供（オプトアウト提供）の届出、公表等

厳格化 

4. 個人情報の取扱のグ

ローバル化 

国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備 

外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備 

5. 請求権 本人の開示、訂正及び利用停止等の求めは請求権であることを明確

化 

6. 個人情報保護委員会

の新設及びその権限 

個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元

化 

＜改正個人情報保護法の概要＞ 

データホルダー 

 
 
 
 
 
 

      

（個人情報保護委員会資料を基に作成） 

・
・ 

ヒト 

生データ 

生データ 

生データ 

DB 

＜収集＞ 

＜加工委託＞ 

＜匿名加工＞ 

事業者 

生データ 

匿名加工
データ 

DB 
 匿名加工

データ 

＜提供＞ 

個人情報
保護指針 

＜届出＞ 

個人情報保護委員会 
＜指針提供＞ 

ヒト 

ヒト 

認定個人情報保護団体 

＜匿名加工情報＞ 
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（参考３）欧米の対応① 

 米FTCが本年1月公表。昨年9月に開催したワークショップの議論をまとめたもの。 

 企業がビッグデータを取り扱うにあたっては、企業や消費者にもたらすベネフィットを最大化し、そのリスク
を最小化することが重要との考えの下、分析や配慮すべき事項を示した報告書。 

 データの取得だけではなく利活用にもフォーカスするとともに、社会的弱者への配慮の必要性を強調。 

米国FTC Report “BIG DATA - A Tools for Inclusion or Exclusion? - ” 

https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/big-data-tool-
inclusion-or-exclusion-understanding-issues/160106big-data-rpt.pdf 

“We are in the era of big data.” 

• ビッグデータのベネフィットとリスクの分析 
－ ベネフィット：テーラーメードな医療の提供、雇用への平等なアクセス 等 

－ リスク：既存の不平等の固定化、センシティブ情報の漏えい 等 

 
• ビッグデータの利活用にあたり、企業が配慮すべき事項の提示 

－ 適用可能性のある米国法 
①公正信用報告法（民間部門における個人信用情報の提供・利用等を規制） 

②機会均等法（障害や年齢等による差別を禁止） 

③連邦公正取引委員会法（不公正な取引を禁止） 

 
－ ビッグデータの利活用が、低所得者や十分なサービスが受けられない層
に悪影響を与えないための留意点（データセットに偏りは無いか、等） 
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（参考４）欧米の対応② 

 欧州は、1996年に、データベース保護指令を受け特別権（sui generis right）として、著作物性
の認められないデータベースについて保護している。データベースのコンテンツの入手等に実質的な投資
をしたデータベース制作者に、当該データベースのコンテンツの実質的な部分を抽出する行為及び／
又は再利用する行為を禁止する権利を与えている。保護期間はデータベースの作成が完了した日か
ら１５年。 

欧州データベース権（sui generis rightによる保護） 

 英国では、2011年より、消費者が民間企業の持つ自分の個人データに自由にアクセスできるようにし
必要に応じ第三者企業に提供できる仕組み「midata」プロジェクトを官民協働で実施。 

英国「midata」 

出典：産業構造審議会新産業構造部会(第4回)  


