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人工知能の栄養はデータ！
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「データは世界の新たな天然資源※」

「新たな天然資源」で作り出され
る有用物とは？



AI

2020年には250億台～500億台の機器がインターネットにつながる

需給関係の革新 ボーダレス

サービスビジネス
を中心とするビジ
ネスモデルの転換

ビックデータと人工知能
へのアクセス

ビジネスエコシステムの変
容と活用（標準知財戦略と
ベンチャーの活用）

第4次産業革命(Society 5.0) におけるIOT（インターネットオブシングス）,BD（ビック
データ）,AI（人工知能）時代の5つの視点 「つながることで何が変わるのか」
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営業秘密としてのデータ
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発送件数 回収件数
有効回収件数
（白紙除く）

有効回収率

郵送回収 ４８０７社 ７７８件 ７７０件 １６．０％

• 調査対象：平成24年の特許出願件数
上位5000社

• 調査期間：2015/2/6～2015/3/16

質問内容

①「会社全体での営業秘密管理と流出の状況」

②「事業上重要な技術ノウハウを特定して管理
や流出の状況」
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技術ノウハウの実態
• 日本の技術ノウハウが、特許よ
りもやや少ないものの、概ね同
程度の量的保有を確認

• 近年形式知化された技術ノウハ
ウは増加傾向にあると推定され
る

• 小規模企業では技術ノウハウの
活用頻度が高い

• 特許と補完関係のある比率も高
いことなどが明らかとなった。

• 営業秘密管理は技術ノウハウの
流出を防止する効果として認め
られる。

• 技術流出の件数については、検
知活動に対して、上に凸の関係
が有意に認められ、検知活動が
十分行われていない場合、流出
が起きていても気がついていな
いことが強く示唆された。
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データの営業秘密としての保護

•対象となるデータが営業
秘密3要件

①秘密管理性

②有用性

③非公知性

を満たす場合

•当事者間で秘密保持契約
を結び営業秘密として保
護することができる
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データ利活用の現状
（メカニズムと戦略）

2016/11/25 IoT,BD,AI時代の知財戦略と人材育成 8



企業において発生するデータの管
理と活用に関する実証研究（RIETI）
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• モデルケースにおける利害関係者のモデル化と
データ利活用フレームワークの検討

• 欧米におけるデータ利活用実態と知財としての取
り扱いに関する調査

• 質問票調査による実態調査と実証分析

• データ知財契約に関する検討



GE
General Electric 

Company

GEは世界でトップクラスの飛
行機リース会社（約1800機
を保有）

供給

リース航空機部門売上は約２兆円 収
益率19% 保守が売上の25％、利益の
50%を占める（）

• 稼働時間課金
• 運行遅延低減
• 燃費向上

データ解析
サービス

第4次産業革命対応のビジネスモデルのなかの契約でデータ知財が
生み出されサービスビジネスに活用して収益につなげる

IoTセンサなどを
装備して供給

保守
サービス
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①データ発生者（個人、法人、自然）

②データ生成のイニシアティブをとる者：自
らの意志で利用を目的とするデータを発生さ
せた者

③データ取得介在者：センサー機器などに
よってデータを発生させることを可能にした
者

④データ管理者：生成したデータを保管・管
理する者

⑥データ解析者（ＡＩなど）

⑦データ解析結果を利用するサービス提供者

⑤データ利用者（データを購入または利用許
諾をうけた者）

⑧データ解析結果を利用したサービスを受け
る者（個人、法人）

■ 利害関係者のフレームワーク
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データ利活用予備調査から

• データ利活用のビジネスエコシステムの把握とそ
れに基づくビジネスモデルの構築が、有効なデー
タ利活用の契機となっている

• データ発生者に対する行き届いたサービスを中心
に構築されたビジネスモデルにおいては、データ
利活用が比較的進みつつある

• そのようなサービスの提供のために、特にデータ
の流れの上下間の連携の模索が盛んにおこなわ
れている

•今後は、データ保有者が主導するフレームワーク
が今後数多く試みられていくことが予想される
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さらなるデータの保護（政策）

2016/11/25 IoT,BD,AI時代の知財戦略と人材育成 13



「データ知財」※
• データそのものは特許権などとしての保護の対象にはならな
いがデータ利用権は契約によって規定できる

• 個人情報、法人情報、自然情報を起源とする

• 個人情報データの利用権は個人にあるものとみなし処理

• その他については、利害関係者が契約の中でデータ利用権
を決定する

• この契約においては、データ利活用促進の観点から、利害
関係者のデータ創出の寄与度、データ利用の価値創造への
貢献などを勘案して、公平で合理的条件でデータ利用権が
規定されることが必要
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1. データ利用権は「データ知財」

2. 「データ知財」は「データ知財契約」で生まれグロー
バルに活用される

※ データーオーナーシップともいう



データの知財保護
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特許としての保護 著作権としての保護 営業秘密としての保護 個人情報としての保護
データ知財・データオーナーシッ
プ（当事者間契約によってアク
セス・利活用を行う権利を規定）

生データ
生データに特許性はないと思わ
れる

生データに著作物性はないもの
と思われる

営業秘密三要件を満たせば保
護可能（大量に時々刻々発生
するビックデータは該当するか）

個人情報が含まれる場合
契約によってデータ知財が生ま
れる（データーオーナーシップを
規定）

学習用データセット
学習用データセットそのものに
特許性はないものと思われる

保護可能性がある（データー
ベース著作物）

営業秘密三要件を満たせば保
護可能

個人情報が含まれる場合
契約によってデータ知財が生ま
れる（データーオーナーシップを
規定）

アルゴリズムによる
学習

コンピュータソフトウエア関連発
明として保護可能性がある

プログラムとして保護可能性が
ある

営業秘密三要件を満たせば保
護可能

ー ー

学習済みモデル
構造を有するデータ等で保護可
能性があるが要検討

保護可能性があるが要検討
営業秘密三要件を満たせば保
護可能

ー
契約によってデータ知財が生ま
れる（データオーナーシップを規
定

サービス

サービス形態による（アプリやシ
ステムを通じたサービスではソ
フトウエア関連発明として保護
可能性がある）

著作物性があるかどうか
営業秘密三要件を満たせば保
護可能

ー ー
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①データ発生者（個人、法人、自然）

②データ生成のイニシアティブをとる者：自
らの意志で利用を目的とするデータを発生さ
せた者

③データ取得介在者：センサー機器などに
よってデータを発生させることを可能にした
者

④データ管理者：生成したデータを保管・管
理する者

⑥データ解析者（ＡＩなど）

⑦データ解析結果を利用するサービス提供者

⑤データ利用者（データを購入または利用許
諾をうけた者）

⑧データ解析結果を利用したサービスを受け
る者（個人、法人）

①生データ

②学習用データセット

③アルゴリズム

④学習済みモデル

⑤サービス



「新知識創造企業」に向けて

2016/11/25 IoT,BD,AI時代の知財戦略と人材育成 17



野中郁次郎 SECI モデル（1996）

■社会化（Socialization）

共体験などによって、暗黙知を
獲得したり伝達する

■表出化（Externalization）

獲得した暗黙知を共有できるよう
に形式知に変換する

■連結化（Combination）

形式知同士を組み合わせ統合し
て新たな形式知を創造する

■内面化（Internalization）

利用可能になった形式知をベー
スに、個人が実践を行ってその
知識を体得する

暗
黙
知

形
式
知

社会化 表出化

内面化 連結化
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IoT,BD,AI時代の「新知識創造企業」

■社会化（Socialization）

「組織を超えた連携」によって、「デー
タ知財」を獲得したり伝達する

■表出化（Externalization）

獲得した「データ知財」を共有できるよ
うに「価値変換モデル」に変換する

■連結化（Combination）

「価値変換モデル」同士を組み合わせ
統合して新たな「価値変換モデル」を
創造する

■内面化（Internalization）

利用可能になった「価値変換モデル」
をベースに、実践を行ってその知識
を組織が体得する

暗
黙
知

形
式
知

社会化 表出化

内面化 連結化
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AI

人の知恵



データ知財政策の必要性

• 人工知能に供されるデータ、あるいは人工知能の成
果物などについての知的財産をどのように保護するの
かを明らかにする（特許、著作権、営業秘密、契約に
よるデータ利活用権および個人情報保護法との関係
を整理、諸外国における制度も調査し戦略策定）

• データに関する契約について標準的なフレームワーク
の整理を行う

• データ知財に関する知識やスキルを備え、グローバル
なビジネスモデルに活用することのできるマネジャー
を育成し、企業の知的財産部門に配置する

• 国プロや産学連携においてもデータ駆動型の研究プ
ロジェクトにおいてはデータ知財マネジメントに取り組
む仕組みを整える
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