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データコモンズとデータ権利化の基礎



0. AsiaWise Data/DX Practiceの紹介
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0.1 Data/DX Teamが掲げたVision

◆ 外国企業との協働、外国スタートアップへの投資など、企業のDX化も国境を越えて推
進されている

◆ Digital Technologyが人々にもたらす可能性のあるリスクは、従来の規制アドバイス型の
サービス提供では解決できない。クライアントが求めているのは、ビジネスを前に進
めることができるアドバイスである

◆ Digital Technologyとルール策定が交錯する領域の問題を解決することができる専門家の
不足

◆ 様々な専門家の知見を結集して実務をアップデートすることで、クライアントの皆さ
まの企業価値を最大化することを目指すべき

• 人々が幸福となれるようなDigital Technologyの実装

➢ 経済産業省「イノベーションの社会実装を支援するサービス産業に
関する調査報告」においてご紹介頂きました
https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220527009/20220527009.html



© AsiaWise 4

渡邊 満久（わたなべ みつひさ）
AsiaWise Digital Consulting & Advocacy㈱ 取締役
AsiaWise法律事務所パートナー弁護士
Data/DX Team Leader

2008年 京都大学法学部 卒
2011年 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 修了
2013年 都内法律事務所で勤務を開始。村田･若槻法律事務所、PwC弁護士法人を経て
2019年 AsiaWise法律事務所に加入
2021年 AsiaWise Digital Consulting & Advocacy㈱取締役就任
2022年 AsiaWise法律事務所パートナー弁護士就任

弁護士登録後、企業を当事者とする紛争・訴訟に強みを有する国内法律事務所にて5年強、M＆A等の企業法務を主に取
り扱う外資系法律事務所に1年半強勤務し、訴訟・仮差押え・仮処分等の裁判業務、税務紛争、M&A、債権法・会社法・
労働法・消費者関連法等企業法務全般の経験を有する。

近時は、個人データに限らずデータ全般を利用したビジネス･プロジェクトの立ち上げ支援、データプライバシー、デー
タを含む様々な無形資産の権利化といった側面から、日本国内のみならず、東南アジア、インド、中東、ヨーロッパ、
米国を跨ぐ、企業のDXプロジェクトの促進に取り組む。

田中 陽介（たなか ようすけ）
AsiaWise Digital Consulting & Advocacy㈱ 取締役
AsiaWise Group Technology Team Leader

2006年 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程 修了
2006年 外資系家電メーカー知的財産・システム標準本部でIP Counselとして勤務を開始
2010年 シンガポールに移住し、シンガポール国立大学（NUS）知的財産法コースに入学
2011年 NUS知的財産法コースを修了後、シンガポールの特許事務所で勤務を開始
2019年 AsiaWise Groupに加入し、Wadhwa Law Office(インド)に出向
2021年 AsiaWise Digital Consulting & Advocacy㈱取締役就任
2022年 日本に帰国し、AsiaWise Group Technology Team Leaderに就任

企業知財部において、半導体、医療機器、移動通信システム、ディスプレイなどの分野において特許権利化業務に従事。
シンガポールではアカデミックと現場実務の両面から英米法における知的財産保護のアプローチを経験し、情報通信技術
分野の特許調査や権利化をする一方で、新興国におけるテクノロジーの社会実装、デジタルエコノミーの動向を調査。

近時は、東南アジアにおける遠隔管理施設の法的論点整理、APAC地域における電波法対応、遠隔ワイヤレス充電機器に
関する法的論点整理、AI関連のOSSの規約検討、海外のスタートアップと連携する際の候補選定支援等にも取り組む。

※渡邊･田中共著
◆ 「ケース別で実務に切り込む！ クロスボーダーDX法務の勘

所」
ビジネス法務2021年11月号～

◆ 「アジア個人情報保護法対応の着眼点」Business Law Journal 
2020年8月号
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ト」Business Law Journal 2020年10月号
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1.1 データにおける権利
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データ・オーナーシップデータに対する法令上の権利（参考: 日本法）

一方で、データに対する法的権利は、知的財産権法や不正競争防止法による保護を受ける。

産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）：

• 特許権（発明）、実用新案権（考案）、意匠権（デザイン）、商標権（マーク）。

• 但し、データが単独でこれらの保護を受ける法的権利を成立させる余地はほとんどない。

著作権（著作権法）：

• 創作性等が認められ、著作権法が保護する「著作物」として認められれば、保護を受ける
対象となる。但し、創作性のない個々のデータには適用されない。

営業秘密（不正競争防止法）：

• 秘密として管理される非公知なデータ：秘密管理性、有用性、非公知性が必要。

• 単純な不正取得行為を除き、営業秘密に対する侵害行為をもって不正競争防止法上の不正
競争行為に該当すると判断されるために、図利加害目的、悪意や重過失等の主観要件等も
必要。

限定提供データ（不正競争防止法）：

• 反復継続的に特定の者に提供・共有され、電磁的方法により蓄積されるデータ。

• 要件：業としての特定の者への提供、電磁的管理性、相当量、技術又は営業上の情報

• 単純な不正取得行為を除き、データに対する侵害行為をもって不正競争防止法上の不正競
争行為に該当すると判断されるために、主観要件等も必要。

法的定義のない一方、一般的に
は、下記を指すことが多いとされ
る。

• データに適法にアクセスし、
その利用をコントロールでき
る事実上の地位、又は

• 契約によってデータの利用権限
を取り決めた場合の、契約に
基づいて生ずる債権的地位

（経産省「AI・データの利用に関する契
約ガイドライン」16頁）

著作権

限定提供
データ

営業秘密

産業財産権

契約により
発生する債権

事実上の
コントロール

無体物であるデータは、所有権、占有権、その他物権の対象とはならな
い。

（民法85条、206条参照）

「データ権」



著作権
限定提供
データ

営業秘密産業財産権
契約による

債権
事実コン
トロールデータ権

1.2 データ権利化：スタンダードアプローチ

© AsiaWise 8

処理
デ
ー
タ

価値創出権利化権利化可能データ

権利化不可データ

データフロー

秘密管理

利活用

その他企業

企業X

特定企業

限定的共有

権利化や秘密管理をもっ
て、必要な限り、特定の
第三者に共有（公開）。

創出価値の独占

データ権の独占

公的機関

共有・公開なし

処理・利活用に係る特定第三
者以外、一般企業や公的機関
に対する共有（公開）なし。

独占の前提でのデータ利活用（データ権利化アプローチ）、本当にいいのか？

データ権利化：データ利活用に対するスタンダードアプローチ

• 実務上、「独占」を前提とするデータ利活用に取り組む企業が多数派。

• その理由は、データ権の独占 → データ利活用により創出した価値の独占。

• よって、第三者に対する共有・公開は最小限に、マーケットでの流通もさせない。



1.3 データ・コモンズ：新アプローチ
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• 非独占性の前提となる共同保有・共同利用・公開・共有・流通等を想定した利活用アプローチ。

• コモンズにてデータを共同保有して、誰でもアクセス可能なインフラ設計で利活用を実現。

データ・コモンズ
（Data Commons）

コモンズ（Commons）

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

デ
ー
タ

データフロー

… …

企業B

公的機関A 個人A

企業A公的機関B 個人B団体A

社会全体

……

共同利活用

共同保有
共有
公開
流通

＊私益の実現

公共利益

データ・コモンズのフィロソフィー

• データの生成に社会の貢献は不可欠、よって、データの利用
の場面においても、誰かが独占するべきではない。

• データ利用の目的は、私益のための価値創出だけではなく、
イノベーション促進・社会の発展や経済の繁栄等の社会全体
における公共利益の実現も含まれている。

• このため、データをコモンズにて共同保有の上、アクセス権
付与の方法で社会全体に共有・公開・流通させて、自由に利
活用できる仕組みの構築は、データ・コモンズの理想形。



1.4 データ・コモンズ vs. データ権利化
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データ・コモンズ データ権利化

• 公共利益を優先 利益の実現 • 私益を最優先

• データ（権利）の共同保有 所有・保有形態 • データ（権利）の私的保有

• データの公開・共有・非独占利用 取扱い原則 • データの非公開・独占利用

• 第三者の合理利用が可能に 第三者利用 • 第三者利用を最大限に制限

• 法令がコアイシューのみを管理
（i.e. 個人情報、越境移転等）

法令の適用 • 私益保護のために必要な限度で、法
令の適用範囲・対象を拡大

• 新たな法制度・インフラが必要
（i.e. interoperability standards）

導入の前提 • 既存の法制度・インフラの流用があ
る程度可能（i.e. 知的財産権等）

• 技術上の実現可能性 懸念点 • データ・モノポリー、プライバシー

企業レベル

政府レベル

直接的な経済インセンティブが不足

• 私的権利が制限されるため独占利用がより困難に。

• 共有・公開は収益に直結せず、価値創出が不明。

• 一方、充実したオープンデータにアクセス可能。

圧倒的にメリットがデメリットを上回る

• 社会における全般的なデータガバナンスが可能。

• 公共の利益（i.e. イノベーション促進）の実現。

• 但し、非協力的な既得権益者も多数存在。

従来の利活用による価値創出の維持が可能

• データ利活用が収益と直結しやすい。

• 新体制を構築せず、方針変更や調整で対応可能。

• 不公平な地位等により、プライバシー侵害やモ
ノポリー等ESG的なリスクの発生があり得る 。

インフラや国家安全と、経済発展のドライ
バーである私的価値創出とのバランスの決め

• データビジネスによる経済活発化が期待される。

• 一方、ガバナンス上、デジタルインフラや国家安
全に関連するクリティカルリスクに直結。



1.4 データ・コモンズ vs. データ権利化（参考）
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Data
Commons

Data
Rights

データにおける私的権利データにおける公的権利 法令で調整

日本
*中国

*USA

EU法令（法案）

• Data Governance Act （★）

• Data Act（★）

日本法令

• 不正競争防止法

• 特許法、実用新案法、意
匠法、商標法

• デジタル社会形成基本法

データ・コモンズ vs. データ権利化のスケールにおける主要国・地域の政策スタンス（2022年7月現在）

EU
（従来）

EU
（現在）

＊中国及び米国は、いずれも政策上の定論に至っていま
せん。既存の法制度ではデータ権が比較的に充実してい
る一方、政府レベルでも民間レベルでも一定数データ・
コモンズを推進するプレーヤーが存在。

＊グローバル的に、非個人データの管理に既存の知的財
産権制度を活用することが多い。

… …

＊実務上、契約の締結による債権的な保護は最も一般的。



2. EUデータ法令の紹介
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2.1 Data Governance Act (EU)
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Data Governance Act
（未施行法案、「DGA」）

＊EUレベルで既に合意済み、
2023年夏以降、施行される予定

適用対象（第2章）

第三者による利用

非独占原則

EU域内の公的機関（Public Sector Bodies）の保有するデータ（Data） に適用

• 公的機関の保有するデータ（「公的データ」）に適用

• データ（Data）＝個人データ（GDPR4.1条）＋非個人データ（個人データ以外全てのデータ）

• 現時点では、個人データ（GDPR4.1条）、個人や法人が保有する非個人データには適用されない

公的データ利用原則が、非独占性（Non-exclusivity）を確立

• 公的データの独占利用を含むその他公的データの可用性（availability）を制限する行為が禁止

公的データのEU域内第三者による利用（Re-use）が原則可能に

• 但し、特定のデータ・特定の利用行為については、特に定める条件を満たすことが必要

• 知的財産権対象のデータ：知的財産権に関するEU・所在国法令の遵守（政府側）

• 秘密情報に該当するデータ：第三者による利用に関連して秘密情報の漏洩がない（政府側）

• 越境移転（他国にある第三者による利用）：EU認定、又は利用者からDGA上知的財産及び
営業秘密義務に関する義務遵守の保証 + 紛争解決方法としてEUメンバー国での訴訟の同意

• その他の条件・義務は、非差別的、比例的、客観的に正当な限度で、公開をもって設定が可能

￭ IPや営業秘密等の私的権利に配慮しつつ、EU域内第三者による利用が可能に。
￭ 公的データのみに適用されるものの、（将来的に）私的データにも影響？

AW解説

2.1~2.3条
3条

4条

5条

ポイント① 第三者による利用の仕組みの導入
➢データ・コモンズのエッセンス、利用上の非独占原則の確立
➢既存権利の侵害とならない範囲に、第三者による利用が解禁



2.1 Data Governance Act (EU)
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適用対象（第3章） EU域内のデータシェアリングサービス及びメタデータ（Metadata）に適用

• データシェアリング：任意の合意に基づく独自又は共同利用を目的とするデータの提供

• メータデータ：データシェアリングサービスの提供のために個人又は法人より収集するデータ

￭ コモンズインフラであるEU公式データシェアリングサービス仕組みの導入。AW解説

民間シェアリング
サービス

新規参入から既存サービス提供まで、民間データシェアリングサービスを全面的に規制

• EU域外の提供者がEU域内にデータシェアリングサービスを提供する場合、EU域内の法定代理人
への委任、かつEU域内の提供者と同様に、事業開始前及び終了後の法定届出が必要

• 提供者によるサービス提供以外の目的でメタデータの取扱いが禁止

• ユーザーが自由にアクセス、編集、削除、移転できるデータ環境の提供を提供者に義務付け

認定シェアリング
サービス

第三者による利用の実現に、データ利他組織（Data Altruism Organization）を設立

• データ利他組織：EU・所在国の監督を受けて、EU General Interest（現時点不明）に関する目
的達成を前提として、EU・所在国の承認により成立した非営利的な準政府組織

• DGA上の第三者による利用の実現のために、データ透明性、プライバシーや安全保護に関する
EU基準に従い公的データを取扱う、 実質上EUが認定した公的データシェアリングサービス

• EUコモンズにて公開される公的データの保有、共有、管理等の役割を持つと見なされる

第2.4条
第2.7条

第9~10条
第11条

第4章

Data Governance Act
（未施行法案、「DGA」）

＊EUレベルで既に合意済み、
2023年夏以降、施行される予定

ポイント② データシェアリングサービスの全般規律
➢第三者による利用の実現に必要なシェアリングサービスを規律
➢民間運営のシェアリングサービスを制限し、データ利他組織
（Data Altruism Organization）を認定枠組みとして設立



2.2 Data Act (EU)
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適用範囲 適用対象主体は、主に非個人データの取扱いを行う個人（事業者）・法人

• EU域内にあらゆる製品・サービスを提供する者、及び当該製品・サービスのユーザー

• EU域内にデータを開示する者、及び開示される者

• EU域内の消費者にプロセシングサービス（Data Processing Services）を提供する者

非個人データ
共有・利用原則

データ共有義務をB2C・B2Bデータまで浸透し、非個人データの利用原則を契約合意と確定

• データ取扱いのある製品・サービス（i.e IoT家電、クッキー広告等）をEU域内に提供する場合

• ユーザーが製品・サービスを利用することにより生成されるデータ（ユーザーデータ）が、ユーザーに
とって容易にアクセスできる場所におかれる等の仕組みを設計することが必要（構造上不可能な場合、
開示が必要）

• 提供前に、ユーザーデータの種類やアクセス・開示方法等の告知・通知が必要

• ユーザーデータを利用するために、ユーザーとの契約締結による合意が前提（個人データを除く）

第1.2条

第3条
第4条

Data Act
（未施行法案）

＊ 2023年中旬以降
EUレベルで合意予定

ポイント 主に非個人データ（ユーザーデータとプロセシングデータに
該当するもの）の取扱いに関する整理
➢民間事業者の保有する非個人データにも公的データのような共有の義務付け
➢非個人データのデータ主をユーザーと推定、利用原則を契約締結と確定
➢「製品・サービス」に加えて、「プロセシングサービス」概念の導入

プロセシング
サービス

ビジネスが保有する非個人データを「製品・サービス」と「プロセシングサービス」で区分

• EU域内プロセシングサービスを提供する場合（現時点「データプロセシングサービス」定義なし）

• サービスの仕組み上、ユーザーが容易に自らのデータを他のサービスに移転できる設計が必要

• EU域内の第三者提供の際、移転契約の締結、データ稼働保証、期限や費用等の義務遵守が必要

• プロセシングサービスの提供に関連するEU域外からのアクセス又はEU域外への移転が原則禁止、アクセス
を含む非個人データ越境移転には国際条約又は十分性認定（正式名称未定）が必要

第1.2条
第23~27条

▪ データの取得を行う、EU域内への製品・サービス提供のハードルが上がる。
▪ データ利活用のために、ユーザーデータに関する契約の締結が不可欠。

AW解説



ユーザーデータ
（Data Act ）

2.3 テークアウェイ：EUデータ・コモンズの予想
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EUデータ・コモンズの構造（ 予想）

EU域外

Data Altruism組織（民間クラウド排除上）

データフロー

企業

公的機関

個人

団体

DGA上公的データ（IP・営業秘密を除く）

個人データ
（GDPR）

ユーザーデータ
（Data Act ）

分類 利害関係者 保護の法益 利活用の原則・方法 越境移転制限 関連法令

公的データ 社会・政府 公共利益 共同利用：公開・共有 あり DGA

個人データ データ主体 プライバシー 同意取得：告知・通知 あり GDPR

ユーザーデータ 製品・サービスの利用者 私的経済利益 合意：契約の締結 現時点不明 Data Act

プロセシングデータ サービスの利用者 移転可能性 現時点不明 あり Data Act

EU域内

個人データ
（GDPR）

プロセシングデータ
（Data Act）

公的データ
（DGA）

個別同意、及び
EU十分性認定、
又はGDPR上同

等の保護義務の
継承に関する契

約の締結

EU認定（名称
未定）、又は

DGA上知的財産
及び営業秘密義
務に関する義務
の遵守、かつ
EUでの訴訟に

よる紛争解決の
受け入れ

国際条約、又は
EU認定（名称未

定）

越境移転
＊アクセスを含む

EUにおけるデータの分類（ 一部、予想）

プロセシングデータ
（Data Act ）

＊現時点の法令・法案による予想



2.3 テークアウェイ：EUデータ・コモンズの予想
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￭ IPや営業秘密等の私的権利に配慮しつつ、EU域内第三者による利活用が可能に

￭ 公的データのみに適用されるものの、（将来的に）私的データにも影響？

￭ コモンズインフラであるEU公式データシェアリングサービス仕組みの導入

▪ データ吸上げにより、EU域内への製品・サービス提供のハードルが上がる

▪ データ利活用のために、ユーザーデータに関する契約の締結が不可欠

AW解説まとめ
（参考）

★ 企業として注意すべき点：

￭ EUデータ・コモンズは、まず公的データのみで23年以降本格的に施行する。

→ EU域内公的データが公開され、EU主体による利活用は可能に

→ 当面の間は、データシェアリングサービスの提供がかなり厳しく制限される

￭ 非個人データの整理も進んでおり、取扱いに契約締結が必要となる可能性がある。

→ 中期的に、データ取扱いのある製品・サービスの提供が制限される可能性が多い

→ 法令上の利活用原則に基づき、EUにおける中長期的な方針を再検討すべき

￭ データの種類に関係なく、EU域内外のデータ流通には越境移転規制が全面適用。

→ 越境移転を伴うデータ取扱いを行う前のコンプライアンスチェックが重要

DGA

Data Act

Commons

Availability

Accessibility

User Agreement

Keywords

Data Transfer

Compliance



3. 米英日におけるデータコモンズの
動向
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公開手続は手間がかかる
運用が政府機関に委ねられている
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➢ 2009年1月 Transparency and Open Government
• Transparency（透明性）、Participation（国民参加）、Collaboration（政

府間及び官民の連携・協業）の３原則
➢ 2009年5月Open Government Initiative ：アメリカにおけるオープンデー

タの基礎
• DATA.GOV
➢ 2014年5月 U.S. Open Data Action Plan
➢ 2014年12月 Digital Accountability and Transparency Act

3.1 アメリカにおけるデータコモンズ：歴史的変遷

➢ トランプ政権以降、オープンデータ関連の施策は基本的に維持されて
いる

➢ 現在の取り組みの焦点は、いかに連邦政府諸機関のデータを標準化し、
組織横断的に利用可能とするかにある

➢ Freedom of Information Act
• 何人も行政記録の公開を請求できる
• 現在でも運用されている

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10463.pdf



データコモンズ
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3.1 アメリカにおけるデータコモンズ：推進の仕組み

開かれた政府
（Open Government）

透明性
Transparency

国民参加
Participation

官民連携
Collaboration

イノベーションの向上・新ビジネスの創出

民間企業

公開されている
データに付加価値
をつけるためのノ
ウハウが必要

データの正確性、
信頼性、一貫性な
どを確保するため
のノウハウが必要

民間企業の
提案を募集
する賞金

地域のステークホルダーとの連携

新興企業に
よる技術的

な支援



業種・産業分野
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3.1 オープンデータを活用するアメリカ民間企業

➢ アメリカにおける民間企業の取り組みの特徴
• 業種、規模、地域などの面での多様化
• 政府のデータを加工し提供する企業の存在
• 公的部門への新興企業による技術的な支援の実施

データ・技術 ビジネス 金融・投資 地理空間 住宅・不動産 ヘルスケア

事業者向け（B to 
B）が最も多い

設立年数も10年以内
の企業が半数近く

従業員50名以下の
小規模企業

コンサル 教育 環境 メディア 農業 保険

シリコンバレーや
ニューヨークに集中

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10463.pdf
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3.1 アメリカ民間企業の一部の活用事例

サービス名称 企業名 分野 事業概要

BrightScope
BrightScope, Inc 

社
ビジネス

確定拠出型年金プランに関する各種情報
を提供するウェブサービス。連邦政府機
関や業界 組織が公開する関連データを
活用。

iTriage iTriage LLC 社 医療・健康

患者が症状の治療に関して最適な医療機
関を選択できるなと、゙医療サービスの利
用時に適切な意思決定ができる機能をも
つ情報アフリ゚ケーション。医療機関に関
するオープンテー゙ タを活用。

Routesy 個人デベロッパ コミュニティ

San Francisco市近郊のBay Area地域の
主要な公共交通機関の運行状況をリアル
タイムで確認できるアプリケーション。
同市が公開する公共交通機関運行テー゙タ
を活用。

Congress API 
New York Times 

社
政治

New York Timesが主にオープンテー゙タ
をベースに蓄積した独自データベース内
のデータのうち、国会議員や議会に関す
る各種情報を サードパーティに提供す
るためのAPI 

参考： https://www.ipa.go.jp/files/000033718.pdf
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3.1 アメリカ民間企業の課題

オープンデータの周知

取り組みの継続

データ管理体制の整備

人材リソースの確保

マーケティング

スタートアップやベンチャー企業が中心
で、大手の情報サービス事業者などはオー
プンデータによる取り組みは少ない

政権が変わってしまうとその状況は不透明
となるため、取り組みの継続性や持続性な
どについては課題

データの信頼性を確保できない以上、民間
企業にとって確認するための余分な作業が
発生する可能性がある

オープンデータに必要な技術を理解し、デ
ザインし、適切なシステムを構築するため
には、専門性のある人材が必要

オープンデータ活用ビジネスの多くは、取
り扱いデータかニ゙ッチてあ゙るため、サービ
スの価値を浸透させる上で苦労が生しる゙

参考： https://www.ipa.go.jp/files/000033718.pdf
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3.2 イギリスにおけるデータコモンズ

➢ 2010年「スマートロンドン計画」として「イギリスで最初のオープンテー゙タ
都市になる」と表明し、ポータルサイトの「ロンドン・データストア」を開始

➢ 2015年政府において、地方自治体におけるオープンテー゙タの公開ならびに活
用を推進するために、ブリストルやグラスゴー、マンチェスターなと先゙進的
な16の自治体を認定

➢ 2016年「Data for London: A City Data Strategy」に基づき、関係者間での共
有もできるデータ市場を構築することで、データが活用される機会を増やし、
都市の課題解決や経済成長に繋げようという戦略

➢ ロンドン市交通局(TfL:Transportation for London) による活用事例
• ウェフザイトには、データセットを利用するために11,000人の開発者が登録しており、

600以上のアフリ゚か開゙発されている
• ロンドン市民の46%が、TfLのオープンデータを使ったモバイルアプリを利用しており、

TfLは自社での開発に比へ1゙,500万~4,200万ポンドの資金を節約したと推計
• ロンドン経済に最大1億3,000万ホン゚ドの利益をもたらすとともに、1,000人の雇用が創出

良いサーヒズがサードハー゚ティ
により開発されたメリット参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10463.pdf



オープンテー゙タ・インスティテュート(ODI) 
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3.2 イギリスにおけるデータコモンズ：推進の仕組み

イギリス政府

戦略的な助言
の提供

セクターのコ
ミュニティの

構築

政策やカイ゙ダ
ンスの開発

経済的・社会的な利益

民間企業

データ駆動型のス
タートアップの育
成や、データを保
有する大企業とス
タートアップの
オープンイノベー
ションの促進

オープン・バンキン
グなどの国際的活動
に注力

オープンデータの革新的な
活用の推進



業種・産業分野
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3.2 オープンデータを活用するイギリス民間企業

➢ イギリスにおける民間企業の取り組みの特徴
• 業種の面での多様化
• 新興企業はオープンデータを使って市場のギャッ フを゚埋めることに取り組む傾向
• 既存企業はオープンデータを収入の増加や時間・資源の節約に結び付ける傾向
• 最も使われているオープンデータは地理空間・地図情報であるが、多くの企業は

複数のデータセットの組み合わせから付加価値を見出している

情報・通信 科学・技術 企業経営支援 芸術・娯楽 教育 金融

情報・通信分野が全
体の半数以上

コンサル・ソフト
ウェア開発企業が多

い
ロンドン近辺に集中

保険 ヘルスケア 製造 建設 小売 輸送

スタートアップや新
興企業

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10463.pdf
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3.2 イギリス民間企業の一部の活用事例

サービス名称 企業名 分野 事業概要

CityMapper CityMapper社 交通
TfLのオーフン゚テー゙タ等を基に、移動手
段を簡単に比較できるアプリを開発。東
京を含む世界40カ国の都市で利用可能

OpenCorporates OpenCorporates 社 ビジネス
125カ国1億社以上の企業情報のデータ
ベースを構築、企業情報の透明性を高め
ることて、゙企業の行動を監視

GeoLytix GeoLytix社 小売
小売業者等企業の立地の意思決定に役立
つデータセットや分析サービスを提供

Shoothill Shoothill 社 政治
河川の状況のリアルタイムての゙監視、地
図上での可視化や、洪水リスク、洪水発
生の警告などを提供

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10463.pdf
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3.2 イギリスにおけるデータコモンズの課題

➢ midataを例として
➢ midataとは、企業に対し、保有する顧客のデータを可搬と再利用が可能な形

式(電子的な形式など) で還元するよう促すイギリス政府のフロ゚ジェクト

個人

大手による寡占企業

メリット①
個人が自分の行動に
ついての洞察を得る

ことができる

メリット②
個人が製品やサービ
スについてより良い

選択ができる

メリット③
個人が自分の生活を
より効率的に管理で

きる

デメリット①
テー゙タのダウンロー

は手間がかかる

デメリット②
分析した結果を利用
するサーヒズに反映
させるプロセスが煩

雑

デメリット③
不正サイトにデ ータ
を提供するリスクの

存在

消費者に対する理解とサービス
向上によってイノベーショ

ンの促進と経済成長へ

midata

❓

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/11092.pdf
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3.2 イギリス・EUにおける民間企業間のデータコモンズ
➢ Communication on Building a European data economyによると、IoT製品の製造者は

通常、IoT製品からの非個人データや自動的に生成されるデータへのアクセスや再利用
を決定する特権的な立場にあるとされる

➢ EUは、民間企業間のデータコモンズは一つの原則として「IoT製品と、その製品によっ
て生成されるデータに依存する製品およびサービスの公正で競争力のある市場を確保す
るための契約上の合意において尊重されるべき」とし、適切な対応を検討している

事例① Everyone Active：新規顧客
獲得方法として
➢ フィットネスクラスや水泳教室の時間

や場所で身体を動かす機会に関する標
準化されたデータを他社へ公開してい
る

➢ 製品やサービスに関するデータの共有
は、販売やマーケティングにおいてま
すます重要な要素となっており、企業
は市場へのリーチを向上させることが
できる

➢ 他社は、製品やサービスに関する参照
データを使用して検索エンジンや推薦
ツールを作成し、新しい視聴者やコ
ミュニティが関連する製品やサービス
を見つけるのに役立っている

事例② Syngenta ：信頼できる方
法で事業を行っていることを示す
手段として
➢ 潜在的な消費者やパートナーにデー

タをオープンにすることは、企業が
より広いエコシステムにおいて信頼
を築くのに役立っている

➢ サステナビリティの目標に向けた進
捗状況についてさまざまなデータ
セットを公開し、さらに幅広い研究
データを共有して、透明性と信頼性
を高めている

➢ 風評被害を避け、競争上の優位性を
もたらし、隣接するセクターとのつ
ながりを構築し、サプライチェー
ン・パートナーとのよりよい関係を
築くのに役立っている

参考： https://theodi.org/project/the-value-of-data-sharing-in-the-private-sector/#1586850452070-39243495-0d94
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3.3 日本におけるデータコモンズ

➢ 平成23年3月11日東日本大震災以降、政府、地方公共団体や事業者等が保有す
るデータの公開・活用に対する意識が高まった

➢ 「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日)→「新たなオープンデー
タの展開に向けて」(平成27年6月30日)→「オープンデータ 2.0」(平成28年5
月20日)→「官民データ活用推進基本法」（平成28年12月14日）→「オープン
データ基本指針」（令和元年6月7日）→「包括的データ戦略」（令和3年6月
18日）

➢ 「包括的なデータ戦略」における考え方
• 目指すもの：データに対する認識の共有
「信頼と公益性の確保を通じてデータを安心して効率的に使える仕組みを構築するととも
に、世界からも我が国のデータそのものやその生成・流通の在り方に対する信頼を確保し、
世界で我が国のデータを安心して活用でき、また、世界のデータを我が国に安心して預けて
もらえるような社会」
• 行動指針：データ活用原則
• 前提となる業務改革：公共分野に限らず、官民を横断した準公共分野、そして民間分野

を通じて全分野で取り組む必要、特に行政におけるデータ行動原則

参考： https://www.soumu.go.jp/main_content/000756398.pdf



デジタル庁（マイナンバー制度を中心に）
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3.3 日本におけるデータコモンズ：推進の仕組み

日本政府

インフラ

データが繋がることで新たな価値の創出

民間企業 データ流通、デー
タ活用

DFFT：Data Free 
Flow with Trust 
イノベーション、
繁栄、民主主義的
価値を支えるもの

デジタル社会の実現を目指して

データ 連携ツール 利活用環境
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3.3 日本における民間企業間のデータコモンズ

➢ 民間企業間のデータコモンズについて、下記の不安も存在する
• データの生成・収集・加工・蓄積には多数の者が関与しており、これら関与者

の利害・関心へ適切に対応できないのではないか
• いったんテー゙タを提供すると、そのデータかど゙う使われたとしても何らコント

ロールかで゙きないのではないか
• データを提供する先の会社が信頼できるのかという不安感が、データの第三者

提供を躊躇させる要因になっている

政府の検討中のデータ取扱いルールの原則 対応策

提供データについての関係者の利害・関心の表明
提供されるデータについて誰のどのよう
な利害・関心をどのように処理している
かを表明 する措置を講ずる

意図しないテー゙タ流通・利用防止のための仕組みの導入
データサービスPFにおいては、当該PF上
に記録されるデータ提供者の活動記録に
ついても同様の措置を講ずる

データに関するガバナンスの構築
どのようなガバナンス構築をしているの
か表明する

公正なデータ取引の担保
契約項目の明確化・標準化、取引フロ゚セ
スの正当性担保等公正な取引か担゙保され
るよう措置を講ずる

ロックイン防止のための仕組みの導入
データ提供者自身がアクセス可能なAPI
の整備措置を講ずる

参考： https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kousou/2021/dai6/siryou6.pdf
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3.4 アメリカ・イギリス・日本の比較

➢ 国や地方自治体、既存企業等がオーフン゚データのスタートアップと積極的に
連携したり、 支援しようとする動きが、欧米に比へ弱゙い。

➢ 双方のニーズをお互いに理解する機会が不十分
• 継続的・定期的な対話と協業の場としての設定や、優秀なアイデアを事業化に

まで繋げようとするフォローアップの取り組みは少ない
➢ スタートアップや起業家に対する支援体制も不十分
• 政府・大企業ともにスタートアッフの゚育成に力を入れているか、゙どちらかとい

えば、ビジネスに直結するものが対象であり、公共・社会分野の利益に資する
ような活動に対する支援は視野に入れられていない

互いの課題やニーズ
について対話する場
(シカゴ市の事例てば
Chi Hack Night やOpen 
Data City User Group
など)が頻繁かつ継続
的に設けられている

ODIか行゙政・公共機関
とスタートアップの
間ばかりてな゙く、大
企業とスタートアッ
プの間のマッチング

も行っている

アメリカ イギリス

横浜市の共創フロン
トのような窓口が行
政に設置されている

ケースは少ない

日本

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/10463.pdf
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3.4 アメリカ、イギリスより得られる日本への示唆

➢ データを提供する個人にとって、メリットが感じられる仕組みとなっていない
• テー゙タ主体か自゙分のテー゙タの共有や利用についてインセンティブが働く仕組みづくりが

重要
• 必ずしも金銭的なリターンばかりがメリットではないという点に留意する必要がある
• テー゙タの取り扱いが技術的に簡便・容易であること、データを提供するサービス全体

か、゙消費者にとって利便性が高いこと、リスクや苦情に対応する体制が適切に設けられ
ていること

➢ データを利用してサービスを提供する側の企業にとってのインセンティブも重要
• イキリ゙スてば、個人のデータを利活用したビジネスモデルがまだ見えてこないことが、

企業保有データの顧客へのテー゙タの還元、他社との共有の障害となっている
• イギリスは規制産業を対象とし、場合によっては企業規制改革法の適用や免許条件と

いった強制的な手段も用意して、顧客やサードパーティとのデータの共有を促している
• 提供するサービスのハプォーマンスについて、データにより可視化して透明性を高め、

消費者から比較されることで、企業の行動のインセンティフどすることを試みている

➢ 日本にとっては、望ましいデータの流通・活用のあり方を、企業も参加する実証の場で検討していく必
要があると考える

• 例えば、サントボ゙ックスなどの制度を積極的に活用し、企業は公共データ・産業テー゙タなとの゙提供も受
けなから゙、市場のニースや゙ビシネ゙スモテル゙の検証などに取り組むことかで゙きる環境の整備か必゙要と考え
られる

参考： https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/11092.pdf



4. データ共有をめぐる競争法上の問題
——EUの最新動向から
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4.1 競争・データ保護・消費者保護

競争
Competition

データ保護
Data Protection

消費者保護
Consumer 
Protection

三位一体のフレームワーク

データ処理の
透明性の確保

データ
ポータビリティ
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4.2 国家データ戦略とルール策定の必要性

出典：公正取引委員会競争政策研究センター「データ市場
に係る競争政策に関する検討会報告書」（令和3年6月）
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4.3 EU水平協力協定ガイドライン案

◆ 競争者間の共同購入、共同生産、共同販売、情報交換等の事業提携に係る競
争法上の問題点を整理したガイドライン

◆ 本年末までに成案が公表され、来年1月1日には施行される見通し。

競争法上の機微情報 • 価格に関する情報（価格の決め方等も含む）
• 生産能力に関する情報
• 需要への対応状況に関する情報
• 販売に関する情報（販売先や販売量を含む）
• 事業戦略に関する情報（技術革新や将来の市場

見通しも含む）
※ 特に、現在または将来についての情報が機微に

当たる。

機微情報が競争者間で共有された場合、市場の状況次第では、違法な水平
協定（カルテル）とされるおそれがある。

Case AT.39850 —Container Shipping（欧州委員会確約決定2016年7月7日）

公共の場での情報交換でも、協調的な寡占市場の場合には競争法違反となりうる。
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4.3 EU水平協力協定ガイドライン案

情報の加工

誰の情報なのか等、情報を受け取った競争者がが協調的行動をとるに当
たって重要となる個別情報が読み取れないように加工された情報であれ
ば、競争法違反とはなりにくい。

データ共有の手法としては、利活用のしやすさ等に加味し、データの規格化や標
準化が議論され、生データではなく、加工済みのデータが共有されることが増え
てきている。

アルゴリズムの利用

寡占的な市場で商品・サービスの品質競争がない場合に特に問題となる。
アルゴリズムの設計によっては、競争者間に明確なカルテル合意がなくて
も違反となる可能性が高い。

アルゴリズムによって競争者の価格を監視してその変動をリアルタイムに自社の価
格に反映する設計になっていれば、誰も値下げ競争を仕掛けられなくなり、価格
引き上げが容易になる。
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4.3 EU水平協力協定ガイドライン案

◆ 競争者間で直接的に情報交換した場合に限られず、公共の場、市場あるいは第
三者を介して情報が共有された場合でも問題となる。

◆ 一方で、誰もが知っている公知の情報や、もはや有益でない過去の情報、非常
に少ない情報交換頻度といった問題とならない情報共有もあり得る。

◆ データ共有に参加する事業者の選別方法、共有するデータの選別や対価の設
定、共有データへのアクセス権限の付与の仕方等も、競争法の問題を検討する
際に考慮される。

その他の留意事項

講演者：伊永大輔（これなが・だいすけ）

• 日本経済法学会 理事（運営委員兼務）
• デジタル市場競争会議ワーキンググループ（内閣官房）議員
• データ市場に係る競争政策に関する検討会（公取委）委員
• デジタルプラットフォーム透明性・公正性に関するモニタリング会合（経産省）委員

• 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティチュート（KGRI）客員上席所員
• International Competition Network (ICN) Non-Governmental Academic Adviser



5. データコモンズとデータ独占
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5.1 民間企業によるデータの公開の位置づけ

公的機関

データ
を公開

民間企業

データ
を利用

税金で集めた
データを社会の
ために公開する

のは当然 自由に活用
できる公開
データが

あるならば
使えばいい

データを公開する
必要あるのか？？
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5.2 民間企業はどんなときにデータを公開するのか

公開されたデータが営業を促進するとき

協働して営業活動や在庫管理を行うとき

知見を集めてより大きな問題に対処するとき



誰でもデータを
使えるようにする
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5.3 どのようにデータを公開するのか

少数のステークホルダー間
のみで取り扱う

自社のみで
取り扱う

秘匿する

個別ライセンス契約

利用規約
例) CC0 , 非商用

API経由、ファイルのダウン
ロード等によりデータ共有
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事例１：公共交通オープンデータセンターの取り組み

https://www.odpt.org/overview/

民間の鉄道・バス会
社等も各駅の乗降者
数やリアルタイム運
行情報を共通フォー

マットで公開
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事例２：不動産流通標準情報システム（レインズ）

http://www.reins.or.jp/about
/

各不動産会社が共通フォーマットでデータ
を登録することにより、消費者にとって有
用なデータベースを構築することができる
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事例３：リテールAI – 小売店トライアルの取り組み

「AIカメラやPOSなどから得た
データをメーカーさんと共有する
ことで、需要予測はもちろん、新
たな商品開発に活かしてもらいた
い。逆に新商品の情報は、我々小
売に共有してもらいたいと考えて
います。」

https://techplay.jp/column/149
5

「一見、競合も含めたメーカーに
POSデータを公開することは問題
があるように見えますが、その商
品カテゴリーをどのようにプロ
モーションをしたり、売れるよう
にしたりしていくべきなのかを、
メーカーさん同士が話し合う機会
にもなるため、今のところ良い循
環があると思ってます。」

https://www.itmedia.co.jp/enterpris
e/articles/1704/26/news006_2.html
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事例４：ワークマンとベンダーの取り組み

https://it.impress.co.jp/articles/-/17736

ワークマンとベンダーが需要予測データ
を共有ベンダーに納品を任せることによ

り在庫管理の最適化を行っている
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事例５：クラウド分野のシェア争い

https://japan.zdnet.com/article/35156878/

https://www.datacenterknowledge.com/archi
ves/2016/06/07/top-cloud-providers-made-
11b-on-iaas-in-2015-but-its-only-the-beginning

2015年当時クラウド基盤
で圧倒的なシェアを持つ

AWSに対抗するため、多く
の企業がOpenStackに加入
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事例６：サイバー情報共有イニシアティブ

https://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/

各企業がサイバーセキュリティに関する情報を
共有することにより、サイバーセキュリティ上
の脅威に対して迅速に対応することができる



知的財産（特に特許）を地形図のようにマッピングして、研究が盛んな分
野とそれほど盛んでない分野を可視化する手法が知られている

自社の特許、特定の業界の特許、競合の特許で行われるが、保有データに
ついて行うことも可能と考えられる
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保有データの可視化により、見落としていたデータや新たなデータの組み合わせを発見

IPランドスケープ データランドスケープ

https://www.ipwatchdog.com/2016/08/24/iot-
ip-landscape-fitness-wearables/id=72137/

保有データの可視化

見落としていたデータの発見

組み合わせ可能なデータの発見

5.4 データをマッピングすることで整理する

https://www.ipwatchdog.com/2016/08/24/iot-ip-landscape-fitness-wearables/id=72137/
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5.4 データランドスケープの軸をどう設定すべきか

データを分野ごとに分類することはデータの組み合わせ検討
には役立つが、秘匿／公開の判断材料とするには不十分

• 昨日の天気予報を今日もらっても意味がない。タイミングを逃すと無価

値になるデータは多い

軸候補１：陳腐化速度

• 遅かれ早かれ他の人が得られるようなデータは秘匿する意味がないが、

他の人には真似できないデータなら秘匿する価値がある

軸候補２：模倣可能性

• 直接的または間接的に消費者にとって有用なデータは、特に支障がない

限り公開を前提に業界全体の価値創出を考えるとよい

軸候補３：消費者への有用性
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5.4 データランドスケープ例１：データ公開の影響の大小

模倣困難

変化が
遅い

変化が
速い

コカ・
コーラの
レシピ

研究
ノウハウ

特許で
守る研究 オープンソース

ソフトウェア

秘匿

公開

対象となるデータはどこに
位置するのか？変化が速い
と陳腐化も早いので公開し

ても問題になりにくい

遅かれ早かれ
真似される
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5.4 データランドスケープ例２：消費者への有用性

消費者と
関係が薄い

変化が
遅い

変化が
速い

クラウド基盤技術
サイバー情報

小売AI
ベンダー協力

バスデータ
不動産データ

秘匿

公開

コモンズとして取り扱う
か、ステークホルダー間
での共有にとどめるか

消費者に有用
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5.5 まとめ 民間企業はどんなデータを公開／共有すべきか

顧客の利便性を高め、利用者を拡大させるためのデータ

• バスの時刻表や不動産情報は顧客の利便性を高め、満足度を高め、利用者

拡大につながることが期待できる

ステークホルダーと協力して顧客価値提供するデータ

• 小売店がメーカーと協力して、顧客に価値を提供するために互いにデータ

を共有し、局所最適ではなく全体最適を目指す

大きな問題に立ち向かうときに他社と協力するためのデータ

• 業界最大手に対抗するときやセキュリティ対応が必要なとき、他社と協力

して互いにリソースを投下し、基本的に公開ベースで情報共有をする

データが陳腐化する速度や秘匿／公開する意義を考慮した
データランドスケープにより秘匿／公開の判断材料とする



6.まとめ
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6. 本日の振り返り
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1. データコモンズとデータ権利化

•共有というのは無邪気にすればいいものではなくて、権利関係がはっきりしていないとできないという前提

•ただ、権利化の文脈は、今は独占化の文脈と繋がりが強い

•権利化の手法を復習しつつ、権利化と対比して、コモンズの特徴を明らかにしました

2. EUデータ法令の紹介

•Data Governance Actは、公的データからまず着手し、データを共同利用する枠組みを定めるものとして機能していました

•Data Actは、主に、非個人データの利活用について、基礎的なルールを導入するものとして定められていました

3. 米英日におけるデータコモンズ動向

•いずれの国においても、まずは公的（公共）データのオープン化から取組みを始め、その後、民間データのコモンズ化に取り組んでいるように見

受けられました

•いきなりコモンズ化しろといわれても、右も左も分からないまま進めることは不可能ですし、進め方としてはこれが定石なように思われます

4. データ共有をめぐる競争法上の問題—EUの最新動向から

•データコモンズ（共有）を行う場合、必ずといっていいほど今後論点になると予想されるのが競争法上の問題です

•個人データの文脈においても、一部競争法の適用による課題解決が模索されていますが、非個人データ含むデータ全般の共有に関しては、より強

力に競争法上の検討が必要になりそうです

•これについても、EUが先行していますので参考になりました

5. データコモンズとデータ独占

•最後に、では、今後数年かけてデータコモンズへ企業としてどう取り組んでいくのかということについて、試論を展開しました

•Z軸の追加も考えられるところですが、今回はX軸とY軸の二軸でマッピングを行い、データの共有を行うことが、より価値の高いイノベーション

に繋がるのはどの象限であるかを考えてみたところです

•同時に分かったことは、共有といっても共有範囲をある程度コントロールするという視点がやはり必要であるということでした


