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データ利活用のポイント集＆てびきについて

 ポイント集（濃青）は、経営者に対するメッセージや、Q&A形式による実務のポイント
等を記載。

 てびき（白）は、データ利活用の概要を掴みたい方に向けて、ポイント集のエッセンスを
抜粋。

知的財産政策室HPにてダウンロード可能

知りたい項目を
探しやすいように
Q&A形式で掲載。

専門外の人にも
読みやすいよう図解。
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本書作成の背景

 部門責任者や実務者に読んでいただくことを想定し、データ利活用を検討・推進する企
業の一助となることを期待して作成。

平成30年不正競争防止法改正により、他社に提供することを想定したうえで管理している価値あ
るデータ（限定提供データ）に対する不正取得等を不正競争として新たに規定

• 価値あるデータについては、従来の法制では必ずしも十分な法的保護が与えられていなかった。
• 安心してデータを提供し、かつ利用できる環境整備として、データの不正取得等に対する法的措置
の導入を求める声があった。

データの法的な課題

データ利活用の具体的なイメージを示しつつ、データ利活用に際しての留意点を整理し、対
策を紹介することで、データ利活用を志向する企業の不安を少しでも払拭することを意図

本書策定の意図

• 依然として、データを提供する側も使用する側も、課題や懸念を抱えることは少なくない。
• 「他社からの漏えい、コスト負担が懸念される」等といった理由から、データの提供・共有が進んでいな
い企業も多数存在している。



１．経営層の役割
「①データ利活用を行う目的の明確化と方針の提示」と、「②目
的・方針を実行するために必要な環境の支援」が重要と結論。
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本書作成の経緯

データ利活用を志向する企業の一助となるハンドブックの作成を目的として、データ提供者・
使用者等それぞれの視点に立ち、データ利活用に取り組む際の留意点等の整理を行う検
討会※を開催。

■座長
渡部 俊也 東京大学 政策ビジョン研究センター 教授
■委員
井川 甲作 株式会社 LANDLOG 代表取締役
岡村 久道 京都大学大学院 医学研究科 講師、弁護士
近藤 健治 トヨタ自動車株式会社 知的財産本部 主査
齊藤 友紀 株式会社 メルカリ 弁護士
立本 博文 筑波大学 ビジネスサイエンス科学研究科 教授
殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
成松 岳志 アスクル株式会社 ECマーケティングディレクター
西田 亮正 かなめ総合法律事務所 弁護士
西幹 真一郎 株式会社 ゼンリン 法務・知的財産部 部長
前田 三奈 株式会社 日立製作所 知財第三部 部長
森谷 明 株式会社 シップデータセンター 企画・営業部 部長
米岡 励 株式会社 博報堂DYホールディングス グループマネジャー

■オブザーバー
東京大学渡部研究室 平井祐理
独立行政法人 工業所有権情報・研修館 知財活用支援センター
農林水産省 食料産業局 知的財産課
経済産業省 商務情報政策局 サイバーセキュリティ課、情報経済課

（※）独立行政法人情報処理推進機構の委託事業において設置された検討会

２．実務者の役割
「経営者により明確化された目的や方針に基づいて、利活用の
対象となるデータを特定」し、自社に合わせてデータの「提供」、
「取得・保有」、「使用」の行為を検討することが重要と結論。

３．リスクを小さくする方法
Q&A形式でリスク軽減策を提示することにより、実務者が容易に
参照できるようにすることとなった。

４．その他
・データ利活用を推進する新たな組織を設置している事例などを
多く紹介し、企業が参考できるようにすべきという意見が出された。
・冒頭にポイントとなる事項を含むストーリーの掲載、不正競争防
止法の営業秘密や限定提供データの内容を記載する等、なじみ
のない者でも理解できるようにすべきいう意見が出された。

【検討会委員】 【論点】
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データ利活用のポイント集の全体構成

1. 本書の目的・位置付け

2. 経営者が今、しなければならないこと

3. データ（情報資産）の取り扱い

4. データ利活用における社内体制の在り方

5. 懸念事項が顕在化した場合に備えて

6. 参考資料

経営者に求められる役割をメッセージとして発信

 データ利活用を行う目的の明確化と方針の提示

 目的・方針を実行するために必要な環境の支援

【目次】 【特徴】
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データ利活用のポイント集の全体構成

1. 本書の目的・位置付け

2. 経営者が今、しなければならないこと

3. データ（情報資産）の取り扱い

4. データ利活用における社内体制の在り方

5. 懸念事項が顕在化した場合に備えて

6. 参考資料

一覧性を持たせてQ&Aを記載
 提供、取得・保有、使用、PFの場面毎に整理
 契約、システム、法律等の観点から取りまとめ

【目次】 【特徴】

企業へのヒアリングを基にした事例をふんだんに記載
 工場のノウハウをデータ化したことで新たなニーズに対応
 建設事業全体のデータを分析するプラットフォーム
 購買データを提供し、コラボ商品を生むコンソーシアム

etc.
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データ利活用の留意点イメージ

データ提供 データ使用
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Q&Aのチェックシート（一部抜粋）
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データ提供に関するQ&Aの一例

他社にデータを提供しようと考えているが、例えば、競合先への漏えいなど、
データが第三者に漏えいしてしまう場合に備えて、講じておくべき手立てはないか。

Q1

A1 a. 契約で第三者提供の禁止やデータの管理方法の義務付け等を規定

b. システム設計による漏えい防止策を実施

c. データ漏えいが発生した場合に備え、証拠保全を実施

契約において、以下の項目を入れることが考えられる
• 第三者提供の禁止、管理方法、アクセス可能な従業員、監査に関する規定
• 差止請求権、損害賠償請求権、解除権に関する規定
• 契約終了時のデータ廃棄義務、廃棄義務の履践に関する証明についての規定

• 提供先には、クラウドへのアクセス権限は設定するものの、ダウンロード等を制限すること
で、事実上、データ漏えいを困難にすることも考えられる。

• トレーサビリティの確保等を実施
• 契約に基づく、差止請求、損害賠償請求、解除の実施
• 不正競争防止法（営業秘密や限定提供データ）に基づく対応

※ 契約によるリスク軽減策として、AI・データの利用に関する契約ガイドラインから契約の条項案を合わせて紹介

データ提供者
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データ提供に関するQ&Aの一例

他社にデータを提供したいと思うが、提供するデータには、営業秘密や限定提供データ
も含まれている。この場合、どのような点に留意すればよいか。

Q5

A5 a. 秘密保持契約の締結、管理方法の義務づけ等により営業秘密該当性を確保

b. ID・パスワード、暗号化等の措置により限定提供データ該当性を確保

c. 営業秘密及び限定提供データ双方の要件を満たす管理を実施

契約において、以下の項目を入れることが考えられる
• 秘密保持義務、第三者提供禁止、目的外使用禁止の規定
• 管理方法の規定

• 提供行為によって、限定提供性の喪失や、オープンデータ化が生じないよう留意
• ID・パスワード、暗号化等の措置によって、提供者と提供先以外の者が提供

データにアクセスできないようにする措置を講じる

• 営業秘密として管理したいデータに対しても、限定提供データの電磁的管理性の
要件を満たすよう管理

データ提供者
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データ提供に関するQ&Aの一例

提供先から提供するデータの品質の担保を求められたり、事後に当社が提供したデータ
の品質が悪かったとして責任追及を受けるリスクがあるが、何か手立てはないか。

Q6

A6 a. 品質について共通認識を形成し、契約で合意

b. サンプルデータの提供によるリスク軽減策を実施

• 提供先との契約におけるデータの品質について、一定の保証・担保を行うのか、どのよう
な事項を保証・担保するかという点について、共通認識を形成し、契約で合意し、共通
認識の内容を遵守することができれば、事後に責任追及を受けるリスクを軽減可能。

• データの正確性等については、提供者であっても責任をもって保証することが困難なこと
も多く、自社にて保証可能な事項かを十分検討の上、提供先ともよく交渉を行うべき。

• 漠然とした不安から高品質なデータの提供を求められる場合には、サンプルデータを提
供した上で、提供先にサンプルデータを用いて実証を行ってもらうことも考えられる。

• サンプルデータは、実証に過ぎないため、無償で提供しつつ、提供先には品質保証をし
ないことを受け入れてもらうことも考えられる。

データ提供者
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データ提供に関するQ&Aの一例

取得等したデータを他社に継続的に提供するサービスを行っているが、提供するデータ
に不正に取得したデータ（違法に取得された営業秘密や限定提供データ）が含まれ
る可能性がある場合に、どのような点に留意すればよいか。

Q8

A8 a. 取得元に対して第三者の営業秘密・限定提供データを含まないことの保証を要求

b. 提供先との契約においてデータ提供の停止が債務不履行とならないよう合意

• 第三者から不競法違反に問われるリスクを最小化するため、他社からデータ提供を受け
る際の契約においては、取得元が提供データの正当な保有者であることや第三者の権
利を侵害していないことを保障してもらうことが考えられる。

• 第三者の営業秘密や限定提供データが含まれていた場合には、一連のサービス停止に
備え、保証義務違反があった場合の損害賠償請求条項についても規定しておく。

• 不正競争行為に該当すると、一連の自社サービス停止を検討しなければならず、これに
より債務不履行を構成すると、損害賠償義務を負担することになる。そのため、提供
サービスに関する契約に不正行為の介在があることを知った場合には、サービスの提供
を停止することができる旨を規定しておくことが考えられる。

データ取得者データ提供者
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データ提供に関するQ&Aの一例

他社からデータを取得する場合やデータを管理する場合に、どのような点に留意すれば
よいか。

Q12

A12 a. 管理方法の実施可能性を検討した上で契約を締結

b. フォルダやサーバを分離する等、自社データと分離

• データの管理は、取得元との契約をよく確認した上、契約において、求められている管
理方法や管理レベルを遵守することが必要。管理措置を遵守できずにデータの漏えい
等が発生した場合、損害賠償義務等を負うことになりかねない。

• 要求されている管理措置を自社で遵守できるかよく検討の上、契約交渉を行う。

• 取得元から取得したデータが、自社のデータと混ざり合うことで管理が行き届かなくなり、
意図しない情報漏えいにつながる可能性がある。

• 技術的には、フォルダやサーバと分離させ、担当者以外へのアクセスコントロールやコピー
制限が考えられる。

• 物理的には、担当する組織を分けたり、データにアクセス出来るフロアを分けたりすること
で、情報への接触を抑制することが考えられる。

データ取得者
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データ提供に関するQ&Aの一例

自社内には、重要なデータが無いと思われることから、特別な管理をしてこなかった。
データ利活用を始めるにあたり、データ管理の面でどのような点に留意すればよいか。

Q21

A21 a. 営業秘密や限定提供データとしての保護を検討
• 特段価値を持たないと考えられていたデータにも関わらず、昨今のビジネスに活用され大

きな価値を生み出したデータも多く存在する。そのため、将来の利活用可能性や管理コ
ストとのバランスを考慮しつつ、可能な範囲で営業秘密や限定提供データとしての保護
を受けられる管理措置を実施することが望ましい。

• なお、一定程度データを蓄積してから、管理方法を変えることはコスト負担も大きいため
注意されたい。

データ保有者
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付録）知財室インスタグラムのご紹介

知的財産政策室 公式アカウント
『meti_chizai_official』
是非皆さまご覧いただき、
フォローいただけますと幸いです！

1号
周知表示混同惹起

３号
形態模倣商品の提供

４～１０号
営業秘密の侵害

１１～１６号
限定提供データの侵害

20号
誤認惹起表示

知財部員・弁護士
200人以上がフォロー
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ご清聴ありがとうございました。
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