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・ 厚生労働省、「保健医療分野における AI活用推進懇談会報告書」、h

ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanbouk

ouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000169230.pdf、（平成 29年 6月 2

7日） 

・ 米国では、National Center for Advancing Translational Science

s (NCATS), About New Therapeutic Uses, Dec. 14, 2017, https:/

/ncats.nih.gov/ntu/about 

 

３ 素材分野における未活用技術や製品情報の共有プラットフォーム化 

【概要】 

異業種の新規顧客開拓や素材側からの提案力強化のため、各社における

未活用技術や製品情報を共有するプラットフォームの構築を目指す。ベン

チャーなども巻き込み、従来の取引関係を超えたオープンイノベーション

を実現する。 

 

 
（経済産業省素材産業課、「素材産業を巡る政策動向について」、http://ww

w.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/chemistry/downloadfiles

/180516chemical_industry_trend.pdf、（平成 30年 5月）9頁） 

 

（一般社団法人 日本化学工業協会、「Connected Industries 素材分野検討

ワーキンググループ検討報告書」、https://www.nikkakyo.org/news/page/

6881、（2018年 3月）） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2019年 

 

【データの中身】 

・ 企業の未活用技術データ 

・ 企業の製品データ 等 

 

【政府での議論】 
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http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/chemistry/downloadfiles/180516chemical_industry_trend.pdf
https://www.nikkakyo.org/news/page/6881
https://www.nikkakyo.org/news/page/6881


別添１ ―産業分野別のデータ利活用事例― 

- 11 - 

・ 前掲「素材産業を巡る政策動向について」 

 

第４ プラント・インフラ保安 
プラント・インフラ保安の分野では、ステイクホルダーとして主にプラント

オーナー、プラントエンジニアリング、計装メーカーが含まれ、安心・安全の

確保と生産性の向上などの観点からデータ共有が検討されている。 

データ創出の現場となるプラントオーナーの懸念を十二分に踏まえながら、

データ共用のデザインを具体化する必要がある。 

 

１ プラントのデータを活用した産業保安の向上 

【概要】 

石油・化学産業では、多くのプラント施設で老朽化が進み、ベテラン従

業員が引退時期を迎える等、今後、重大事故のリスクが増大するおそれが

あるため、IoT等の活用により自主保安力の向上を図ることが不可欠である。 

そこで、プラントデータを共有・活用して分析モデル等を構築すること

で、更なる自主保安力と生産性の向上を図るため、プラントデータを提供

する事業者とプラントデータを受領する事業者との間の契約ガイドライン

がまとめられている。 

当該ガイドラインでは、産業保安の高度化という公共の目的に資するス

キームを想定した上で、データ提供者に対するデータ提供によるインセン

ティブ付与の規定や、一般化加工等のデータの適切な保護等がポイントと

してまとめられている。 

 
（後掲「データの利用に関する契約ガイドライン産業保安版」7頁） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2018年 4月 

 

【データの中身】 

・ 設備・機器データ（ユーティリティ等） 

・ 運転データ（温度、圧力、原料切替え、機器切替え、運転状況等） 

・ 点検・保全記録データ（腐食現象など経年劣化データを含む） 

・ 運転状況監視データ（監視カメラや動作音等を含む） 

・ 作業計画データ（定期点検の実施内容・規模・時期等） 

・ トラブル等管理記録データ（ヒヤリハット等を含む） 

・ 作業環境データ（排出物成分や気象データ等） など 
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【政府での議論】 

・ 経済産業省・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構・株式会社三菱総合研究所、「データの利用に関する契約ガイドラ

イン産業保安版」、http://www.meti.go.jp/policy/safety_securit

y/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/data_guideline.pdf、

（2018年 4月） 

・ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構・株式会社三

菱総合研究所「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業／産業

保安の高度化に資するプラットフォームや規制等のあるべき姿の検

討」（2017年度） 

 

２ 船舶ビッグデータプラットフォーム 

【概要】 

富士通株式会社は、2016 年に国際船級協会である一般財団法人日本海事

協会の船舶ビッグデータプラットフォームを構築し、同年 4 月から稼働を

開始した。 

本プラットフォームにおいては、運航中の船舶から得られるエンジンな

どの機器の稼働データや気象情報をビッグデータとして収集・蓄積し、船

舶運航や造船などに関わる海事事業者が航海中の船舶データを必要な時に

抽出することができる。これにより、たとえば、運航オペレーターはエン

ジンの稼働データを活用することによる故障予測や、航海データと気象デ

ータを活用することによる省エネ運航の実現が可能になる。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2016年 4月 

 

【データの中身】 

・ 気象情報データ 

・ 航海系記録データ 

・ 機械系センサデータ 

・ 船体モニタリングデータ 

 

【政府での議論】 

・ 前掲「第 2回「Connected Industries」大臣懇談会」9頁 

 

３ 建設現場 IoTプラットフォーム 

【概要】 

株式会社ＮＴＴドコモは、建設現場の工期を遵守しながら働き方改革を

実現するため、ヒト・モノデータ＋AI 分析技術を用いて、建設現場状況を

リアルタイムで共有する「建設現場 IoT プラットフォーム」（以下、建設

IoT－PF）のβ版を 2018年 3月 1日より総合建設会社（以下、ゼネコン)向

けに提供開始する。 

今回提供する建設 IoT－PF のβ版は、実証実験で構築したヒト・モノデ

ータ＋AI 分析技術を用いて、建設現場の工程・品質・安全・原価管理に寄

与するトータルソリューションとしてゼネコン各社に提供し、現場課題の

棚卸から解決に向けた検討を各社と共同で進める。加えて、作業進捗率の

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/data_guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/hipregas/files/data_guideline.pdf
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予測高度化、コミュニケーションログからのノウハウ抽出、音声による入

力操作の省力化、画像による施工品質の判定、機材稼働率の推定、労働時

間着地見込み推定など、「ｃｏｒｅｖｏ®（コレボ）」をはじめとした AI

分析技術の活用で建設 IoT-PFを高度化させ、建設現場全体の最適化による

現場生産性の向上を目指すものである。 

 

 
（株式会社 NTT ドコモ、「「建設現場ＩｏＴプラットフォーム」β版の提供

開始～建設現場における働き方改革を実現～」、https://www.nttdocomo.c

o.jp/binary/pdf/info/news_release/topics/topics_180220_00.pdf、（20

18年 2月 20日）別紙 1） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2018年 3月 1日を予定 

 

【データの中身】 

・ 資機材の位置・動きデータ 

・ 職員/職人の位置・動きデータ 

・ 職員/職人のコミュニケーションログデータ 

・ 職員/職人のバイタルデータなど 

 

【政府での議論】 

・ 前掲「建設現場における生産性向上の取組～i-Construction～」 

 

４ ロボットや 4K画像の解析によるインフラ点検サポート 

【概要】 

インフラの点検・診断においても、ロボットの活用が期待されており、

たとえば、東日本高速道路株式会社では、無人飛行体（UAV）システムを橋

梁点検等に利活用できるよう検討が進められている。 

現在の点検作業においては、高所で検査路のない箇所で近接目視を実施

するために車線規制を設け、橋梁点検車を用いて点検を実施する必要があ

り、高橋脚のコンクリート面や付属物、歩行困難な急斜面部や河川部等の

橋梁点検には困難が伴う。 

UAV を導入することにより、これらの作業を代替することができ、また、

得られた画像を元に打音点検を必要とする箇所を絞り込むことができるよ

うになる。 

このように、UAVの導入によって点検の効率化に繋がると期待されるとと

https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/info/news_release/topics/topics_180220_00.pdf
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/info/news_release/topics/topics_180220_00.pdf
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もに、点検技術者をより高度な判定が必要な箇所へ重点化できるようにな

る。 

ある UAV システムでは、操作用タブレットに飛行ルート、高度、撮影ポ

イント等を入力するのみで操作が可能で、離陸後は、あらかじめ入力した

目標地点まで自立飛行し、必要な動画や静止画像を自動的に撮影すること

ができる。加えて、一度作成した飛行ルートは、保存することも可能なた

め、異なるオペレーターが操縦しても、同様のルートで飛行することがで

きる。 

 

別の分野として、近年、インフラの先進的な点検技術として開発・活用

が進められているもう一つの技術に、非破壊検査技術がある。 

非破壊検査技術とは、赤外線やレーザー、電磁波等を用いて、構造物の

表面や内部の状態を点検・診断する技術であり、こうした技術を活用する

ことで、点検・診断の効率化や質の向上が期待できる。 

たとえば、山口大学と大成建設はそれぞれ、小さなひび割れでも画像で

高精度に識別し、東芝や鹿島は劣化をセンサー技術で監視する新しいシス

テムを開発中である。 

 

また、技術者による点検で把握されるよりも先に、インフラに生じた変

位や異常を常時察知することを可能にするモニタリング技術についても、

開発・普及が進んでいる。たとえば、2012 年 2 月に東京湾に開通した東京

ゲートブリッジでは、維持管理の省力化、ライフサイクルコストの低減、

劣化メカニズムの分析を目的として「橋梁モニタリングシステム」が導入

されている。具体的には、橋の左右の伸縮変位や中心部のひずみ、免震装

置の変位等を測定する多くのセンサーが取り付けられており、センサーが

計測したデータは、システムを通じて、ほぼリアルタイムに監視室にある

パソコンに表示される。また、異常発生時は警報で通知されることになっ

ている。 
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（国土交通省、「インフラ維持管理・更新分野の研究開発やインフラ・デー

タプラットフォームの構築について」内閣府経済財政諮問会議経済・財政

一体改革推進委員会第 7回 国と地方のシステムワーキング・グループ、ht

tp://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/291010/

pdf/shiryou4-2.pdf、（平成 29年 10月 10日）16頁） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

2019年 

 

【データの中身】 

・ 基盤地図情報 

・ 地盤情報データ 

・ 建築物データ 

・ 台帳・工事完成データ（紙） 

・ 電子納品データ 

・ インフラ・ストックデータ 

・ 点検データなど 

 

【政府での議論】 

・ 前掲「インフラ維持管理・更新分野の研究開発やインフラ・データプ

ラットフォームの構築について」 

 

第５ スマートライフ 
スマートライフの分野では、究極的には生活、購買、健康などの個人に関連

するデータが含まれうることから、個人情報の取り扱いが問題となりやすい。

特に医療や介護の場面では、要配慮個人情報が含まれうる点に留意が必要であ

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/291010/pdf/shiryou4-2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/291010/pdf/shiryou4-2.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/reform/wg6/291010/pdf/shiryou4-2.pdf


別添１ ―産業分野別のデータ利活用事例― 

- 16 - 

る。 

 

１ 商品情報多言語化に関する共通インフラ 

【概要】 

訪日外国人観光客が増え、買物消費額の大幅な増加が見込まれる中で、

訪日外国人観光客が、日本でショッピングをする際には、言語の問題（説

明・価格表示）で不満や心配を感じるケースが多い。そこで、買物需要を

一層拡大すべく、商品情報多言語化およびそのための共通インフラ基盤整

備について検討が進められている。 

商品情報多言語化では、商品メーカーからのデータ提供が重要な役割を

果たす。 

まず、商品情報多言語化では、商品分類の表示で、必要最低限の商品情

報の提供が対象となる。また、共通インフラ基盤整備にあたっては、情報

の正確性を維持する見地から、商品メーカーからのデータ提供を起点にす

ることが重要とされている。また、商品コードや商品名などの情報は、企

業規模や業種を問わず共通性のある情報であり、業界データベースなどを

通じて一元的に管理して各社で利用することにより、各社の作業負荷軽減

が期待できる。 

 

 
（製・配・販連携協議会商品情報多言語ワーキンググループ（作成：一般財

団法人流通システム開発センター）、「商品情報多言語化の基本的な考え

方」、http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/shh/tagengo.

pdf、（2016年 7月 15日）11頁） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

未定 

 

【データの中身】 

・ 製品情報データ（メーカー名、商品名など） 

・ 製品画像データ 

・ 商品説明データ 

・ 規格・容量データ 

・ 成分表示やアレルギー情報などのその他データ（競争領域） 

 

【政府での議論】 

・ 前掲「商品情報多言語化の基本的な考え方」 

 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/shh/tagengo.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/shh/tagengo.pdf
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２ 全国医療情報ネットワークおよび健康医療情報プラットフォームの構築 

【概要】 

健康・医療・介護のデータを有機的に連結させた ICT インフラの整備が

計画されている。 

個人の健診・診療に関する情報がバラバラで、個人・患者本位で最適な

健康管理・診療・ケアを提供する基盤が整備されているとは言えない状況

を解消するのが、全国医療情報ネットワークである。同ネットワークでは、

複数の病院、診療所、薬局に独立して保管されている患者基本情報や健診

情報データの共有が想定されており、初診時などに活用される。患者も、

パーソナル・ヘルス・レコード（PHR）を通じて一定のデータにアクセスで

きるようになる。 

また、日本には様々な優れた医療ビッグデータが存在するが、バラバラ

という問題がある。医療ビックデータの民間活用も進んでおらず、ビッグ

データの価値・果実を国民に還元できていない状況を解消するのが、保健

医療データプラットフォームである。研究者・民間・保険者等にとっては、

匿名化されたデータを分析することが可能になる。治療にあたる医師とし

ては、AI 利活用基盤を含む、優れたデータベースと個人単位でデータ連結

し、エビデンスに基づく最善の医療を探求することが可能になる。 

 
（厚生労働省、「データヘルス改革－ICT・AI等を活用した健康・医療・介護

のパラダイムシフトの実現－」、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kei

zaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf、（2017年 4月 14日）8頁） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

未定 

 

【データの中身】 

（精査中のものを例示） 

・ 氏名 

・ 性別 

・ 生年月日 

・ 保険情報 

・ 受診医療機関・薬局情報 

・ 傷病名 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai7/siryou5.pdf
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・ 診療内容 

・ 検査、処方 

・ 入院関連情報 

・ 調剤 

・ 退院時サマリ 

・ 診療情報提供書 

・ 特定健診情報など 

 

【政府での議論】 

・ 厚生労働省、「データヘルス改革に関する平成 30 年度予算案等につ

いて」、http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seis

akutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192275.p

df、（平成 30年 1月）21頁） 

 

第６ その他（農業等） 
その他、農業 ICTサービスや約定照合業務におけるブロックチェーンがある。 

農業については、生産者の権利が守られた形で農業 ICT サービスの普及を実

現という観点が重要となっている。 

 

他方、約定照合業務におけるブロックチェーンについては、各種ルールが標

準化されていない等の理由で約定照会業務が煩雑になっている。バイサイドと

セルサイドの間において、約定データにおける単価計算方式、アロケーション

通知、取引明細（プレコンファメーション）、各種コード、障害対応などの規

格の統一化が全体最適に向けた課題となっている。また、お金の流れをデジタ

ルで完結するための接続を拡大していく際には、適切なセキュリティの確保や

個人情報の保護への対応が重要である。 

 

１ 農業 IT サービス 

【概要】 

和食の国際化とともに、我が国の高品質な農産物は海外でも高い評価を

得ている。一方で、農業者の高齢化に伴う労働力不足や、貿易の自由化に

対応することが重要な課題になっている。 

このような農業の抱える課題を解決し、より高品質な農産物を生産しつ

つ、生産性向上や生産コストの削減に挑戦できる農業を実践する方策とし

て、IoT や AI 等の先端技術を使ったスマート農業が期待されている。スマ

ート農業を実現化するため、データ連携・共有・提供機能を有するデータ

プラットフォーム（農業データ連携基盤）の構築に取り組んでおり、平成

31 年４月からサービスの本格提供の開始を予定している。農業データ連携

基盤によって、官民の様々なデータの統合や分析、活用等、データを駆使

した農業が可能になることで、生産性の向上や戦略的な経営判断を実現で

きるものと期待している。 

一方、我が国の高品質な農産物生産は、農業者の有するノウハウに支え

られており、農業のデータ化には技術流出のリスクが伴う。農業者のノウ

ハウの保護を図りつつ、データの利活用促進を図るためには、データの利

用に際した事前の取決めが重要である。このため、農林水産省では、農業

データ連携基盤を活用したデータの利活用促進のための一つの方策として、

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192275.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192275.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192275.pdf
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農業分野におけるデータ契約に関するガイドラインを策定することとして

いる。 

 

【開始時期（予定を含む）】 

農業データ連携基盤は、平成 31年４月から本格提供を開始予定。 

農業分野におけるデータ契約ガイドラインは、平成 30年度中に策定予定。 

 

【農業データ連携基盤を通じて提供するデータの例】 

・ 気象データ 

・ 地図データ 

・ 農地データ 

・ 土壌データ 

・ センサー取得データ 

・ 統計データ 

など 

 

【政府での議論】 

・ 前掲・農林水産省食料産業局知的財産課「農業分野におけるデータ契

約ガイドライン検討会」 

 

２ 約定照合業務におけるブロックチェーンの適用検討 

【事案】 

株式会社大和証券グループ本社は、日本取引所グループによる「ブロッ

クチェーン／分散型台帳（Distributed Ledger Technology。以下、「DLT」

という。）技術に関する業界連携型の技術検証」の枠組みを活用して、証

券ポストトレード業務におけるブロックチェーン／DLT 技術適用に関する

検討プロジェクトを、金融機関 17社と協同で検討している（以下、大和証

券グループプロジェクトチーム「約定照合業務におけるブロックチェーン

(DLT)適用検討」JPX ワーキングペーパー第 22 号、http://www.jpx.co.jp/

corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-att/JPX_wo

rking_paper_Vol22.pdf、（2018年 1月 18日）参照）。 

この検討は、主に国内株式を対象とした約定照合分野での方式統一を目

指し、DLTの特徴を生かしたアイデアを募り、業務フローの効率化、自動化

範囲の拡大に向けたものである。 

わが国における約定照合業務は、様々なサービスプロバイダによるシス

テムの提供によって自動化が推進されてきた。 

しかしながら、機関投資家（バイサイド）、証券会社（セルサイド）、

信託銀行、サービスプロバイダ等から構成される証券業界全体でさらなる

効率化を進めるためには、各種コードや計算方式等の規格統一がなされて

いないことが障害となっている。 

規格統一にあたっては、各サービスプロバイダシステム同士の互換性が

ないこと、データベースの共有ができないことが主な課題として挙げられ

た。特定の中央機関がシステムを一元的に提供すればこれらの課題は解決

できると考えられるが、中央機関の業務範囲によってマルチアセット対応

やグローバル対応における制約が生まれる可能性も否定できない。 

こうした課題に対し、DLT を適用すれば、業界標準仕様を反映したスマ

http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-att/JPX_working_paper_Vol22.pdf
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-att/JPX_working_paper_Vol22.pdf
http://www.jpx.co.jp/corporate/research-study/working-paper/tvdivq0000008q5y-att/JPX_working_paper_Vol22.pdf
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ートコントラクトをコミッティ主体で開発して、DLT 上に配置し、サービ

スプロバイダ各社の製品をこの仕様に対応させてもらうことで、業界の参

加者構成を変えずに、規格統一を実現できる可能性が指摘されている。 

 

 

「あるべき姿の実現における DLTの活用イメージ」 

 
（前掲「約定照合業務におけるブロックチェーン(DLT)適用検討」11頁の図表

4） 

 

【開始時期（予定を含む）】 

未定 

 

【データの中身】 

・ 手数料テーブルと計算ロジックデータ 

・ 約定データ 

・ トレード情報など 

 

【政府での議論】 

・ 経済産業省、「FinTech ビジョン（FinTech の課題と今後の⽅向性に

関する検討会合 報告）」、http://www.meti.go.jp/press/2017/05/2

0170508001/20170508001-1.pdf、（2017年 5月 8日）18頁 

 

以 上 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170508001/20170508001-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170508001/20170508001-1.pdf
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別添２ 

―作業部会で取り上げたユースケースの紹介― 
 

ユースケース１：船舶 IoT データ情報連携プラットフォームのケース 

 

１ 事案の概要 

 

 サービスの概要 

相談者において構想されているものは、海上を航行する船舶にデータ

収集のための機器を設置し、そのような機器を介して取得されたデータ

をプラットフォームに集約することで、当該データの取得・保管・提供

プロセスをオープンプラットフォーム化するというものである。このよ

うな仕組みにより、データの利活用を図り、各関係者のサービスレベル

を向上させることが目指されている。 

 

 プラットフォームを巡る契約関係等 

本プラットフォームは、以下のステイクホルダーから構成されている。 

① データを提供するプラットフォームユーザー（以下「PU」という。） 

② PU 向けに船上のデータ収集・プラットフォームへの送信サービス

を提供するプラットフォームプロバイダー（以下「PP」という。） 

③ 送信されたデータの集約・保管・標準化・提供およびその他のデー

タとの統合を行うプラットフォーム事業者としての X社（以下「X」

という。） 

④ Xのデータ利用者向けにデータ解析等のアプリケーションサービス

を提供するソリューションプロバイダー（以下「SP」という。） 

⑤ Xを介して、PUからデータの提供を受ける船主、オペレーター、船

舶管理、乗組員等のソリューションユーザー（以下「SU」という。） 

⑥ X に保管されるデータの提供を受ける造船所、舶用機器メーカー、

気象会社、保険会社等のデータバイヤー（以下「DB」という。） 

 

各ステイクホルダー間の具体的な契約関係については、以下のとおり

である。 

プラットフォームにおける契約関係 

① X とそれぞれのステイクホルダー（PU、PP、SP、SU および DB）と

の間の「オープンプラットフォームサービス利用規約」 

② PUと SUとの間の「データ利用許諾契約」 

③ PUと DBとの間の「データセット利用許諾契約」 

 

プラットフォーム外における契約関係（任意） 

① PUと PPとの間の「データ収集サービス提供契約」 

② SPと SUとの間の「データ解析サービス提供契約」 
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なお、ステイクホルダーはデータ提供者とデータ利用者に大別するこ

とができ、本プラットフォームで満たされるべきそれぞれのニーズは、

下記のとおりにまとめることができる。 

 

① データ提供者のニーズ 

ア データ提供により自社に不利益にならない。 

イ 他社にデータ提供を行うモチベーションが確保できる。 

ウ データ提供により、業界の秩序を乱さない。 

エ データ提供により、価値のあるイノベーション創出が期待できる。 

 

② データ利用者のニーズ 

ア 船舶のリアルデータを利用することで、自社の業務に活かしたい。 

イ 船舶のリアルデータを自社で収集する仕組みを構築するためには

コスト負担が大きいため、仕組みを構築することなくデータを利用

したい。 

ウ データは解析可能な品質を確保されていなければ利用できない。 

エ データ利用を希望するが、いずれの会社でも投資対効果は求めら

れるため、リーズナブルに利用したい。 
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２ 相談事項と検討の視点 

 

相談事項 

 

① 「生データは出したくない」、「提供先を限定したい（競合事業者には出

したくない）」、「利用目的を制限させたい」、「データが漏えいした場

合には損害を填補してほしい」、「データ活用による利益を分配してほし

い」といった、データを共有することをためらうデータ提供者側の意見を

踏まえ、どのような観点から整理して規約を作成したらよいか。条項には

どのようなバリエーションが考えられるか。 

② データ提供者側からは、データを提供することにより個船が特定されると

困るとの声があるため、個船の特定がされないような方法であればデータ

提供できるとの意見がある。他方で、生データの利用を希望するデータ利

用者側からは、第三者提供は認められないとしても、データ分析結果の対

外公表は認めてもらいたいとの意見がある。こうした各方面のニーズを踏

まえたデータ提供・利用を確保するため、どのような条項等が考えられる

か。 

③ Xとしては、プラットフォーム上での公平で安心できる秩序あるデータ連

携・共用を望むが、プラットフォームの外からの、自己のデータが侵害さ

れているとか、自分にもプラットフォームで流通しているデータに利用権

限があるといった主張に対し、どのような規約や条項があれば、プラット

フォームの参加者の安心につながるような仕組みを構築できるか。 

 

検討の視点 

 

 提供者側の懸念・利用者側の要望への対応について（①および②につ

いて） 

いずれの問題に対応するに際しても、前提として、データの属性に応

じた分類、分類に応じた取扱いの設定、派生データ等成果物の取り扱い、

ステイクホルダー間の責任関係や範囲を規約で事前に定めておくことが

重要になると思われる。 

まず、データ提供者から提供されるデータを、その属性に応じて分類

する。 

たとえば、第 1 類データとして、個船が特定されている、あるいはさ

れるおそれの高い個別データ、第 2 類データとして、個船が特定される

可能性はあるが差し支えない個別データ、第 3 類データとして、統計目

的として個船が特定されない形で集計されるデータとに分類するなどで

ある。 

その上で、それぞれのデータ群の対象データを規約上特定し、それぞ

れの利用目的・利用者・利用方法等を制限するとともに、その程度に応

じたセキュリティ対策も規約上明確にしておくとよい。データ分類にか

かわりなく、対象データの船員等の個人情報、データ提供が法律ないし

契約で禁止されている情報等、対象データから除外されるデータもあら

かじめ明確にしておくほうが望ましい。 

また、規約による各当事者の損害賠償責任の定めは当然のこととして、

仮に第三者から当該データに関連して権利侵害の主張や損害賠償請求が



別添２ ―作業部会で取り上げたユースケースの紹介― 

- 4 - 

あった場合の責任関係も規約上定めておく方が望ましい。 

第 1 類データを提供する場合には、個々の利用者、利用目的、利用範

囲につき提供者の個別の同意がなければデータ提供されない等のセキュ

リティ上の担保を用意することにより、個船データの流出に対するデー

タ提供者の懸念をある程度払拭できる。その担保として、セキュリティ

確保手段の構築、提供者の請求に応じてのセキュリティ確保手段の具体

的開示義務、万が一の漏えいの場合におけるデータ利用者および X から

の報告義務、損害賠償責任の定めも必要であろう（無制限に広がらない

よう、あらかじめ違約金を定額で定める、あるいは上限を定める等の方

法も考えられる）。さらには、データ利用者に保証金を支払わせる、保

険の範囲を拡大する等、損害賠償責任の担保のための制度も用意されれ

ば望ましい。 

逆に、かかるデータを提供するインセンティブとして、データ利用の

無償化その他自社の事務負担が軽減されるようなサービスの提供ないし

データ提供料の支払い等が検討されるべきである。 

次に、データ分類にかかわらず、少なくとも派生データ等成果物の取

扱い（権利の帰属を含む）を定める必要がある。データ利用者が第三者

に成果物を利用させる場合には、利用可能な成果物の内容についてあら

かじめ規約に明記することが、将来の紛争を回避する観点から望ましい。

当該第三者に守秘義務を負わせることも考えられるが、第 2 類、第 3 類

データにはそのような秘匿の必要性の高いデータは含まれないことが多

いと考えられる。 

なお、成果物が一定以上の経済的価値を有するような場合における成

果物の取扱い（第三者への成果物の提供等）についても規約で定めてお

くことが望ましい。かかる場合におけるデータ提供者のインセンティブ

として、成果物の無償利用、データ提供者にメリットのあるデータ加工

サービスの提供等が検討されることが提供者拡大の観点から重要である。 

 

 公平で安心できる秩序あるデータ連携・共用について（③について） 

まず、第三者の権利主張の問題については、一般的な契約同様、提供

データは第三者の権利を侵害しないものであることを規約上定めること

は最低限必要であるが、第三者からの権利主張はそれで完全に防げるも

のではない。 

第三者から権利主張がされる可能性があるものとしては、たとえば、

ある個船データへ適法にアクセスできる者が複数いる場合（たとえば、

船主と傭船者等）に、当該複数の関係者間で、当該個船データの提供権

限についてまったく合意がなされないまま、勝手に一部の関係者のみが

当該個船データをプラットフォームに提供したという場合、あるいは個

船データの提供に関する合意はあるが、合意で定められた権限者以外の

者が当該個船データを提供する場合などが考えられる。かかる可能性に

鑑み、個船データを提供する権限があるか否かについては、当初契約段

階で個別かつ直接に確認するプロセスが必要である。また、データの属

性上、第三者の権利主張の可能性が相当程度あるものは、提供データか

らあらかじめ除外しておくことでリスクを軽減することができる。 

次に、派生データ等成果物の権利関係については既に(1)で述べたとお

りであり、第三者への成果物の提供等について、規約で定めておくこと
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が望ましい。 

最後に、データの不正利用や情報流出を防止する手段として、アクセ

スログの保全、利用状況の捕捉、なりすましの防止についてデジタル・

フォレンジック技術 1の利用などが検討に値する。このような技術の利用

については、システム上の実装および規約における定めが必要になる。  

                         
1 不正アクセスや機密情報漏えいなどのサイバーセキュリティインシデントにおける原因

究明手段として、PC やサーバなどの記録媒体やネットワーク機器のログファイルなどを分

析し、その証拠を見つけ出す技術 
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ユースケース２： パレット（物流資材）の回収率を上げるために物流情報

のプラットフォームを立ち上げようとするケース 

 

１ 事案の概要 

 

  背景（生活用品の物流におけるパレットの回収に関する問題点） 

 

 
  

生活用品の物流においては、製品の運送のために製品を載せる物流資

材として、パレットが使われている（上図参照）。多くの場合、パレッ

トについては、生活用品の製造業者がパレットレンタル会社からレンタ

ルをしている。 

製造業者（発荷主）は、納品書とは別にパレット管理のためにパレッ

ト伝票を付けて生活用品を運送しているが、着荷主（倉庫業者、卸売業

者または小売業者）にとっては、パレット伝票の受渡しおよびパレット

伝票への記入作業（手書き）の手間が生じている。このため、パレット

伝票による管理がうまく行われず、製品運送後、使用済みになったパレ

ットが行方不明等になってしまう場合もある。このように返却されなか

ったパレット分については、製造業者がレンタル会社に対して弁償せざ

るを得ない 2。 

 

 相談者の構想の概要 

そこで、相談者（X社、生活用品の製造業者）は、プラスチック製のパ

レットに RFタグ（電波を用いて非接触でデータの読み書きができるもの）

等の個体識別子を貼付したうえで、製造業者、運送業者、倉庫業者、卸

売業者および小売業者を参加者として、パレット情報（どのパレットが

どこにあるかという情報）を含む物流情報を共用することで、伝票によ

るパレット管理を廃止すると同時に、それぞれの参加者がメリットを得

られる仕組み（プラットフォーム）を構想中である。また、X社は、複数

の製造業者等を参加者とすることによって広く生活用品業界におけるパ

                         
2 なお、現在、パレットではなく、青果用コンテナおよび食品標準クレートという物流資材

については、バーコードによる個体管理システムが導入されており、それぞれ、99％以上

の回収率が実現されている。しかし、パレットについては、個体管理システムが普及して

いないことに加えて、青果用コンテナ等と比べて回収までの期間が長いため、回収率は 80

～99％である。 
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レット回収率の向上に寄与したいと考えているため、独占禁止法の遵守

も重視している。 

 

物流情報とは、たとえば、どのトラックに、生活用品αがパレット３

枚にそれぞれいくつ載せられて、A工場から B小売店にいつ出荷され、い

つ着荷予定であるといったことを内容とする情報である。物流情報は、

一般的に、ファックスまたは電話でやり取りされていることが多い。 

他方、商流情報とは、製造業者甲の生活用品αを小売業者乙が単価い

くらで総数いくつ購入したといったことを内容とする情報である。商流

情報は、発注番号によって、物流情報との紐づけが可能になる。商流情

報は、EDI（Electronic Data Interchange）でやり取りされることが多

い。 

 

相談者は、出荷元にあたる製造業者等がプラットフォームに物流情報

（生データ）をアップロードし、納品先にあたる倉庫業者、卸売業者お

よび小売業者や輸送業者が生データまたは加工データをダウンロードす

ることを想定している。すなわち、主に、出荷元がデータ提供者となり、

納品先および輸送業者がデータ利用者となるプラットフォームを構想中

であるといえる。 

 

 プラットフォームを立ち上げることにより想定するメリットおよびコ

スト 

当該構想における、参加者それぞれのメリットおよびコストは、以下

のとおりである。なお、下表に記載ないものの、プラットフォームを管

理、運営していくにあたり、システムの構築・保守に要する費用や人員

も必要となるため、当該コストを参加者が負担するのか、負担するとし

てどのような負担割合とするのかという検討課題もある。 
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 メリット コスト 

製造業者 

 パレット回収の効率化 

－パレット伝票の廃止 

－パレットの所在把握 

 

 パレットにRFタグ等の個体

識別子を貼付 

 物流情報の提供 

 必要に応じて自社システム

とプラットフォームの API

連携による接続 

運送業者 

 倉庫業者等における荷受作

業の効率向上による待ち時

間の短縮 

 効率的な配送計画の立案 

－どのトラックがいつどこ

で空になる、どの荷下ろし

場所（バース）がいつ空く

等の情報を把握できる 

 

倉庫業者 

 荷受作業の効率向上 

－荷姿（梱包された荷物の

外見）単位での検品が可

能となる 

－バース予約システムの構

築が容易になる 

 倉庫等の位置情報を提供 

 RFタグ読取機等の準備 

卸売業者 

 荷受作業の効率向上 

－荷姿単位での検品や電子

照合による検品作業時間

の短縮、省力化 

 パレット伝票の廃止による

本来業務の効率化 

 倉庫等の位置情報の提供 

 RFタグ読取機等の準備 

 必要に応じて自社システム

とプラットフォームの API

連携による接続 
小売業者 

 

 

２ 相談事項および検討の視点  

 

相談事項１ 

 

① 本構想におけるプラットフォームの運営体制のあり方として、どのような

形がよいか。たとえば、別法人形態がよいか、または法人格を持たない形

での運営協議会のような形がよいか。 

 

検討の視点 

 

本ガイドライン（データ編）第 6-3-⑸のとおり、法人格を持たなければ訴

訟リスクを負わないというものではない。 

また、プラットフォームの参加者として多数の製造業者、運送業者等が含

まれる構想とのことであるから、独占禁止法（私的独占、不当な取引制限、

不公正な取引方法（優越的地位の濫用、拘束条件付取引、排他条件付取引等）
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等）の観点から、参加者である一製造業者がプラットフォーム事業者になる

よりも、別法人がプラットフォーム事業者となることが望ましい（本ガイド

ライン（データ編）第 6-4-⑸-①-f参照）。 

もっとも、本ガイドライン（データ編）第 6-3-⑸のとおり、参加者間にお

いて別法人を立ち上げるとしても、たとえば、株式会社の形式を取る場合に

は、出資比率、取締役選任（割当）、一定の重要事項の決議方法等が検討課

題となる。また、参加者数が多くなるほど、全参加者が出資者となれない事

態が生じ得るため、議決権を持つ参加者と持たない参加者が混在するという

課題も生ずる。 

もし、組合の形式を取るのであれば、全参加者を組合員とすることになる

が、民法 674 条（組合員の損益分配の割合）および 675 条（組合員に対する

組合の債権者の権利の行使）に留意すべきである。 

また、法律問題ではないものの、本ガイドライン（データ編）第 6-2-⑹の

とおり、プラットフォームの利益（売上げ）の上げ方（運営費をどう賄うか）、

立ち上げるプラットフォーム事業者において業務を担う従業員を参加者から

の出向等により確保するのか、損害を賠償する場合の引当財産をどのように

準備するのか、といった事項も検討課題となる。 

その他、一般社団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成 18 年 6 月 2 日法律第 48 号）に基づく法人）の形式を取るのであれば、プ

ラットフォーム事業を収益事業として行いつつ、プラットフォームの設立・

運営のコストを負担するために、基金制度を採用することもあり得る。なお、

基金の拠出者と社員たる地位は結びついていないため、一般社団法人の場合

にも、どの参加者から何人の社員を出すかといった課題が生ずる。 

 

相談事項２ 

 

② 本構想におけるデータのオーナーシップをどのように捉えるべきか（デー

タは、誰に帰属するのか、共有的な帰属の場合にはどのような利用権限を

定めるべきか）。 

 

検討の視点 

 

本ガイドライン（データ編）第 3-1-⑵のとおり、そもそも、データについ

て所有権は観念できない。 

また、データが所有権の客体となり得ない以上、ひとくちにデータの「共

有的な帰属」といって、データ利用者全員が利用データについての利用権限

を有するとしても、各データ利用者の利用権限の範囲は不明確であるので、

「共有」が意味する各データ利用者の利用権限の内容についても、明確に定

めることが望ましい。 

そこで、データ利用者・プラットフォーム事業者間で利用規約または個別

契約を締結し、当該プラットフォームの参加者間で、利用データ（生データ

および加工データ）について、各データ利用者が利用できるデータの内容や

種類また利用態様といった利用範囲を合意すべきである。 

本ガイドライン（データ編）第 6-2-⑴のとおり、データの利活用について、

独占的または排他的な帰属意識を前提とするのではなく、参加者全員で利用

範囲に従って利用するデータ、全参加者に利用権限が一部ずつ割り当てられ
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ているデータというような認識をベースとすべきと考えられる。 

 

相談事項３ 

 

③ データ利用者がプラットフォームから提供を受けた利用データについて、

たとえば、配送計画としてシステムに取り込む等の利用を行うにあたり、

利用データの利用範囲などについて、どのように取り決めるべきか。 

④ たとえば、競合他社の物流情報に関するデータを閲覧できない設定をシス

テム上、実施していたつもりであったものの、当該データを閲覧できてし

まったといった、想定しない事態が生じた場合の責任関係については、ど

のように整理するべきか。 

 

検討の視点 

 

 ③について 

本ガイドライン（データ編）第 6-3-⑵および第 6-4-⑴に記載のとおり、

利用規約において、データ利用者の属性（たとえば、運送業者なのか、

小売業者なのか等）に応じて、利用データをどのような態様で利用でき

るのかという「利用範囲」を取り決め、あわせて、利用範囲を超えた利

用データの利用を禁止することおよび禁止行為についての制裁措置（本

ガイドライン（データ編）第 6-4-⑺参照）を定めることが考えられる。 

本構想においては、たとえば、運送業者は、どの荷下ろし場所（バー

ス）がいつ空きそうだといったデータを利用して配送計画を立てるため

に本プラットフォームを利用することになるが、小売業者は、当該デー

タを利用する必要性はないと思われる。このように、データ利用者の属

性に従って利用データの種類および利用態様等の利用範囲を定めること

ができる。 

なお、利用規約に利用範囲に関する規定を定めるだけではなく、プラ

ットフォームのシステムの機能として、利用範囲内での利用データの提

供のみが行われるような設定を施して、実効性を担保すべきであること

は言うまでもない。 

 

 ④について 

本ガイドライン（データ編）第 6-4-⑸のとおり、プラットフォーム事

業者は、利用規約に違反した場合、債務不履行責任を負うことになる。 

よって、人為的にシステム上の設定をミスしてしまったといった過失

が認められる場合、債務不履行責任を免れない場合がある。 

そこで、プラットフォーム事業者が免責される旨の規定や損害賠償額

の制限規定を利用規約に定めることも考えられる。このような規定を定

める場合は、あまりに過大な責任をプラットフォーム事業者に負わせる

と、当該プラットフォーム事業の継続が困難となる一方で、免責の範囲

や損害賠償額が制限される範囲が広いと、データ提供者の数を確保しづ

らくなるため、バランスの良い設定が求められる。 

また、たとえば、サイバー攻撃によって閲覧できないはずのデータが

閲覧できるようになってしまったといった事態が生じた場合、サイバー

攻撃についてプラットフォーム事業者が全面的に責任を負うべきか、一
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定のセキュリティ対策を実施していれば無答責とするか、という検討も

必要となる（本ガイドライン（データ編）第 6-3-⑸参照）。 

 

相談事項４ 

 

⑤ 本構想においては、独占禁止法を遵守し、オープンイノベーションを妨げ

ないような仕組みとしたい。どのような内容を利用規約に盛り込むべき

か。 

 

検討の視点 

 

本ガイドライン（データ編）第 6-2 記載のとおり、プラットフォーム型に

おいては、利用データおよび利用データの種類が様々あり得、また、参加者

も、複数の業種からまたは同業者から複数の参加者が想定される（本ガイド

ライン（データ編）図 8参照）。 

そこで、独占禁止法の観点からは、複数の同業者が同一の利用データを利

用することによりカルテル（各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販

売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為）のおそれが生ず

ることのないよう留意する必要がある。 

加えて、オープンイノベーションを妨げないために、たとえば、利用デー

タまたは利用サービスを利用してデータ利用者が得た成果の取扱いについて、

データ利用者の自由とすることが考えられる（本ガイドライン（データ編）

第 6-3-⑶および第 6-4-⑶参照）。 

また、本プラットフォームを通じて提供を受けた利用データについて、一

定期間の保管義務やある時点での消去義務を課すと、データ利用者の側の負

担となり得る。 

さらに、参加者として、運送業者ではなく、運送業者のために配送計画を

作成し販売する企業（図 8 のＣ）も考えられるし、運送業者が、AI 技術を利

用したソフトウェアを開発するベンダ（図 8 のＢ、Ｄ、Ｅ）に対して利用デ

ータを提供し、効率的な配送計画を作成できるソフトウェアを開発しようと

することも想定できるので、利用データの有償譲渡や第三者への提供を制限

する仕組みとしてしまうと、参加者が増えないことが予想される。 

なお、多種多様な業種にまたがって複数の種類のデータ（パレット情報に

関するデータ、荷下ろし場所の空き情報に関するデータ等）を扱うことにな

るため、提供データの管理方法や管理体制を是正する仕組みも必要であり、

プラットフォームのシステムに要する費用、特にセキュリティ対策費をかけ

なければ、プラットフォームに対する信用性を確保することができないと考

えられる。このような仕組みを回すための費用の調達方法（プラットフォー

ム事業を通じた利益の追求）の検討も必要である。 

  



別添２ ―作業部会で取り上げたユースケースの紹介― 

- 12 - 

ユースケース３： リース会社におけるリース機器からのデータ活用に関す

る事例 

 

１ 事案の概要 

 

 サービスの概要 

① 相談者（以下「X 社」という。）は、法人向けおよび個人向けに自動

車のリース業を行い、さらに、法人向けにメンテナンス・サービスを

提供している株式会社である。 

② X社は、ユーザの安全運転をサポートし、第三者（歩行者）などを巻

き込む事故を減少させるためのサービスとして、カメラと車載器を融

合したドライブ・レコーダを開発し、これをリース自動車に設置する

サービスを法人向けリース、メンテナンス・サービス、それらの品質

向上のためドライブ・レコーダ利用サービスとして行っている。 

③ 法人向けリース・メンテナンス・サービスの対象となるリース顧客

（Y1社、Y2社）のリース自動車に、上記のドライブ・レコーダが取り

付けられ、当該ドライブ・レコーダが自動車の走行に関する各種デー

タ（運転者 ID、車両情報、運行情報、運転情報等）の検出を行い、当

該データを X 社が管理するサーバに送信し、これを分析する。このサ

ービスによって、リース顧客（Y1社、Y2社）は各従業員によるリース

自動車の運転状況等を把握し、たとえば、X社から提供される危険運転

の月次の発生割合の分析、運転状況のレポートなどから、従業員に対

する安全運転教育を行い、事故の発生の抑制を図っている。なお、X社

が提供するサービスは、原則として、自動車、ならびに当該自動車の

走行に関する各種データの検出を行い、自動車別に安全運転の分析を

行うシステムであるが、リース顧客（Y1社、Y2社）側が、自ら、リー

ス顧客（Y1 社、Y2社）の各従業員の氏名等を入力することが可能とな

っている。 

④ X 社が上記のサービスを Y1 社らの顧客に提供するにあたり、X 社は

システムサービス開発ベンダー（Z社）が提供するサービスを利用して

いる。具体的には、Y1 社、Y2社のリース自動車に搭載されたドライブ・

レコーダから送信された各種データが Z社のシステムを経由して、X社

に設置されているサーバに格納され、自動車の各種走行データや、映

像データを分析している。X社に設置されているサーバは、顧客ごとに

各種データが分別管理されている（Y1 社の各種データは DB1 に格納さ

れ、Y2社の各種データは DB2に格納されている）。 

 

 契約関係 

 X 社と Y1 社および Y2社との間の契約関係 

X 社が上記のサービスを提供するために、X 社は、Y1 社および Y2 社

との間で、リース自動車のリース契約と、メンテンナンスサービス委

託契約ならびにドライブ・レコーダ利用契約を締結している。また、

これらの契約において、ドライブ・レコーダから送信された各種デー

タについての秘密保持義務が規定されており、さらに、当該データを

Y1 社に対するメンテナンス・サービスに利用する目的でのみ利用でき

ることが規定されている（目的外利用禁止）。ただし、データの利用
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については、契約者等の社名（リース顧客側が各従業員の個人情報を

入力し、これを X社が取得した場合、当該取得した個人情報等を含む）

が特定できないようにしたうえで、サービスの品質向上および開発の

ために、X社が契約者等に断りなくデータを編集・使用することができ

ることも規定されている。 

 

 X 社と Z社との間の契約関係 

X 社が上記のサービスを提供するために、X 社は、Z 社との間でドラ

イブ・レコーダを用いて各種データを取得するシステム、および取得

したデータを利活用して、さらにサービスの向上を図る（精度向上等）

ためのシステム開発契約と、当該システムを利用して各種データから

派生するデータ利活用して、将来的に AIの開発をするサービス利用契

約を締結している。 

 

 
 

２ 相談事項と検討の視点 

 

相談事項１ 

 

① X社は、例えば、Y1社および Y2社が同一地域に所在している場合、Y1社

のドライブ・レコーダから得られる情報について、運転者の氏名、年齢、

所属および社員 ID ならびに車両番号を削除した上で、当該地域内での事

故多発地域や渋滞しづらい走路等の分析・集約した情報を作成し、これを

Y2社に提供するなどしている。X社のこのような行為は、秘密保持義務お

よびデータの利用目的の制限といった契約上の定めとの関係で問題はな

いか。 

リース顧客
（Ｙ1）

契約関係

データフロー

リース会社
（Ｘ）

Ｘ社DB1

相談者

リース顧客
（Ｙ2）

システムサービス
開発ベンダ
（Z）

Ｘ社DB2

リース契約、メンテナンスサービス委託契約、
ドライブ・レコーダ利用契約
（情報提供の問題）

Y1従業員 Y2従業員

システム開発契約
サービス利用契約

運転者ID、車両情報・運行情報・運転情報・ドライブレコーダデータ

運転者ID,車両情報・運行情報・運転情報・ドライブレコーダデータ

将来的に社会課題の解
決に資するために、ビジネ
スとして活用したい

運転 運転

個社別管理

車両から
送信

車両から
送信

リース契約、メンテナンス
サービス委託契約、ドラ
イブ・レコーダ利用契約
（情報提供の問題）

データの利用権限はシステムサー
ビス開発ベンダも有し、別の目的
で利用する可能性もある。
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② Y1 社、Y2 社のドライブ・レコーダから得られる情報について、パーソナ

ルデータとして、Y1 社、Y2 社の従業員に対して別途、個人情報に準じた

対応は必要か。また、X社は、運転者の氏名、年齢、所属、社員 ID、車両

番号以外の情報について匿名加工処理を施していないが、このような加工

情報であっても、個人情報法保護法における匿名加工情報として認められ

るか。 

 

検討の視点 

 

 ①について 

 個人情報保護法の観点 

「統計情報」とは、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出し

て同じ分類ごとに得られるデータを言うが、「統計情報」は、集団の

傾向又は性質などを数量的に把握するものであるため、特定の個人と

の対応関係が排斥されている限りにおいて、個人情報保護法における

「個人に関する情報」に該当しないとされている。 

相談事項 1 の①における対象情報は、「運転者の氏名、年齢、所属

および社員 IDならびに車両番号を削除した上で、当該地域内での事故

多発地域や渋滞しづらい走路等の分析・集約した情報」であるため、

「統計情報」に過ぎず、個人情報保護法における「個人に関する情報」

に該当しないと考えられる。（本ガイドライン(データ編)第 4-2-⑹-①

参照） 

 

 目的外利用禁止の観点 

もっとも、X 社・Y1 社間のメンテナンス・サービス委託契約および

ドライブ・レコーダ利用契約において目的外利用禁止規定があり、サ

ービスの品質向上および開発のために提供された情報を編集・使用す

ることができるとされているが、Y1 社が提供した情報を利用して統計

情報を作成し、その統計情報を Y2社に提供することは、サービスの品

質向上および開発のために提供された情報を編集・使用することには

あたらず目的外利用にあたり、契約違反になる可能性がある。（本ガ

イドライン(データ編)第 4-2-⑷参照） 

 

 ②の前半について 

 ドライブ・レコーダから得られる情報の「個人データ」該当性 

ドライブ・レコーダから得られる情報には「運転者 ID」が含まれて

いるので、この運転者 ID を用いて（あるいは X 社が Y1 社らに照会す

ることで）X社は容易にドライブ・レコーダから得られる情報がどの運

転手にかかるデータなのかを識別することができると考えられる。し

たがって、ドライブ・レコーダから得られる情報は、生存している個

人に関する情報のうち、特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別

することができるものを含む）にあたり、「個人情報」に該当するこ

とになると考えられる。そして、かかる情報は X 社によってデータベ

ース化されているので、「個人データ」に該当することになると考え

られる。 
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 Y1社、Y1社の従業員、X社の三者の関係 

ドライブ・レコーダから得られる情報は、物理的には Y1社の従業員

（が乗る車両）から Z 社のシステムを介して X 社が取得して X 社のサ

ーバに格納されていることになるが、X 社は Y1 社との契約に基づいて

Y1 社がリースしている車両からデータを取得していること、ドライ

ブ・レコーダから得られる情報は Y1社の指揮監督下にある従業員のデ

ータであることなどからすると、Y1 社が、その従業員から当該データ

を取得し、それを X社に提供していると考えられる。 

「個人データ」を第三者に提供する場合、原則として、あらかじめ

本人の同意を得なければならないため（個人情報保護法 23 条 1 項）、

ドライブ・レコーダから得られる情報を X社に提供することについて、

Y1 社が、その従業員からあらかじめ同意を得ていることが原則として

必要となる。 

ただし、「オプトアウト」の方式による場合（個人情報保護法 23条

2 項）、Y1 社が X 社に利用目的の達成に必要な範囲で個人データの取

扱いの全部又は一部を委託している場合（個人情報保護法 23 条 5 項 1

号）はあらかじめ従業員から同意を取得する必要はない。 

 

 ②の後半について（「匿名加工情報」の該当性） 

「匿名加工情報」とは、①個人情報を加工して、②特定の個人を識別

することができず、③個人情報を復元することができないようにしたも

のをいう。 

ドライブ・レコーダから得られる情報には、例えば、走行開始日時、

走行終了日時、緯度、経度などの情報が含まれていると考えられる。そ

のため、ドライブ・レコーダから得られる情報と Y1社が管理している配

送先情報（誰が、いつ、どこからどこへ配送することになっていたか）

などを個人情報の管理委託先である Xが Y1から提供を受けて照合すれば、

たとえ運転者の氏名、年齢、所属、社員 ID、車両番号を削除するなどの

加工をしていたとしても、特定の個人（従業員）を識別することができ

ると考えられる。 

したがって、運転者の氏名、年齢、所属、社員 ID、車両番号を削除す

るなどの加工をしていたとしても、ドライブ・レコーダから得られた情

報は「匿名加工情報」には該当しない可能性があると考えられる。（本

ガイドライン(データ編)第 4-2-⑹-①および③参照） 

なお、仮に匿名加工情報に該当した場合、匿名加工情報の第三者提供

にあたり本人の同意は不要だが、ドライブ・レコーダから得られた情報

を匿名加工処理して第三者に提供する行為が目的外利用禁止規定に反す

る可能性がある点には留意が必要である。 

 

相談事項２ 

 

③ X社は、Y1社および Y2社のドライブ・レコーダから得られる情報のうち、

道路情報、車両走行情報、事故発生情報、移動履歴情報等の情報を、運転

者の氏名、年齢、所属および社員 ID ならびに車両番号を削除した上で、

第三者（例えば、自動運転技術を開発する事業者）に対して提供したい。
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X社のこのような行為は、秘密保持義務およびデータの目的外利用禁止と

の関係で問題はないか。また事故の状況を撮影した映像を、警察・保険会

社に提供する場合はどう考えるか。 

④ ③において新たな契約上の対応を行う必要がある場合、Y1 社、Y2 社の承

諾を促すために、一般的にはどのような措置が求められるか。 

⑤ Y1 社、Y2 社のドライブ・レコーダから得られる情報について、パーソナ

ルデータとして、Y1 社、Y2 社の従業員に対して別途個人情報に準じた対

応は必要か。また、X 社は運転者の氏名、年齢、所属および社員 ID なら

びに車両番号以外の情報について、特段の加工を施していないが、このよ

うな加工情報であっても、個人情報保護法上の匿名加工情報として認めら

れるか。さらに、事故の状況を撮影した映像を警察・保険会社に提供する

場合には、運転者の氏名・年齢・所属・社員 ID・車両番号についても具

体的に提供することが想定されるが、個人情報保護法との関係でどう考え

るか。 

 

検討の視点 

 

 ③および⑤について 

 個人情報保護法の観点 

前述のとおり、道路情報、車両走行情報、事故発生情報、移動履歴

情報等の情報は、車両の走行情報や移動履歴情報を含んでいるので、

たとえ、運転者の氏名、年齢、所属および社員 IDならびに車両番号を

削除したとしても、個人（従業員）を識別できる場合には、「個人デ

ータ」にあたりうる。 

そうすると、X社が自動運転技術を開発する事業者などに当該個人デ

ータを提供すれば、個人データの第三者提供になり得る。そのため、

原則として、本人（Y1 社らの従業員）から第三者提供について同意を

取得しなければならないと考えられる。 

もっとも、個人を識別されないように当該データを加工することで

「匿名加工情報」に該当する情報となれば、本人（Y1 社らの従業員）

からのあらかじめの同意を取得せずに、X社は当該情報を第三者に提供

することができる。また、対象データが個人に関するものである場合、

一部の情報をあえて収集しないことで、特定の個人を識別できる個人

情報に該当することを回避することも考えられる。（本ガイドライン

(データ編)第 5-2-⑵-②） 

 

 目的外利用禁止の観点 

X社と Y1社あるいは Y2社との契約において、Y1社あるいは Y2社が

提供した情報について目的外利用禁止が規定されており、サービスの

品質向上および開発のためにデータを編集・使用することはできても、

データを第三者提供する目的で編集・使用し、さらに編集したデータ

を第三者に提供することは目的外利用となる可能性があるので、X社が

取得したデータを加工して第三者に提供すれば、目的外利用にあたり、

X社は契約違反の責任を問われる可能性がある。 

 

 警察、保険会社への提供 



別添２ ―作業部会で取り上げたユースケースの紹介― 

- 17 - 

a 警察の場合 

個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合は、あらかじめ本人の

同意を得なくとも個人データを第三者に提供することができる（個

人情報保護法 23条 1項 1号）。そのため、法令に基づく警察の捜査

に応じて事故の状況を撮影した映像を提供することについて個人情

報保護法の問題は生じないと考えられる。 

 

b 保険会社の場合 

保険会社の求めに応じて事故の状況を撮影した映像を提供した場

合、法令等に基づく調査にあたらない限り、個人情報保護法に違反

することになり得ると考えられる。 

 

 ④について 

上記のとおり、個人情報保護法の観点からは Y1 社あるいは Y2 社の従

業員から第三者提供について原則としてあらかじめ同意を取得すること

が必要とされ（上記のとおり、「匿名加工情報」に該当すれば Y1社らの

従業員からの予めの同意は不要）、目的外利用禁止の観点からは Y1社あ

るいは Y2社から目的外利用についての同意を取得することが必要とされ

るが、これらの同意を促すためには、たとえば、 

 データの第三者提供に同意した事業者（およびその従業員）には、そ   

のデータを活用して得られた成果物を無償あるいは割引価格で提供

する方法 

 データの第三者提供に同意した事業者（および従業員）のリース料を

安くする方法 

などが考えられる。 

その他には，データの第三者提供する際に、予めデータ提供者に提供

するデータの内容を確認してもらって、データ提供者の秘密情報が除外

されているかを確認する手続規定を設ける方法もある（本ガイドライン

(データ編)第 4-2-⑷参照）。 

  

相談事項３ 

 

⑥ 相談事項 1および 2で運転する従業員が外国会社等に勤務する外国人であ

る場合に、特に留意する点はあるか。 

 

検討の視点 

 

個人情報保護法による規制は国籍によって変わるところはないので、日本

国内における自動車のリースである限り、相談事項 1 および 2 で述べたこと

が当てはまると考えられる。 

 

相談事項４ 

 

⑦ Z社もデータの利用権限を有することを内容とするサービス利用約款改訂

の要求は、法的に妥当な要求であるといえるか。仮に問題がある場合、ど

のような点が問題点として挙げられるか。 
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⑧ 仮に Z 社の要求に対して承諾する場合、Y1 社、Y2 社との関係での秘密保

持義務を考慮するとどのような利用制約条件を付す必要があるか。 

 

検討の視点 

 

 ⑦について 

現状は、ドライブ・レコーダから取得したデータの管理・分析につい

て Y1社らから委託を受けた X社が、さらに、ドライブ・レコーダから取

得したデータの取扱いについて Z 社に再委託をしていると評価できると

考えられる。 

これを Z 社がサービスの品質向上および開発のためにサービス利用約

款の改訂に伴い、ドライブ・レコーダから取得した生データを加工して、

活用したいということが Z社の要請であり、その要請を実現するために、

たとえば、共同利用スキームを取ることが考えられるが、共同利用スキ

ームを取ること自体について法的な問題はないため、Z社の要求に法的な

問題はないと考えられる。ただし、個人情報保護法において、共同利用

スキームにより個人データを第三者提供する場合には、当該個人データ

の本人（本件では、Y1社および Y2社の従業員）に対して、共同利用をす

る旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する

者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人データの管理について

責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ通知し、又は本人

が容易に知り得る状態に置いていることが必要とされている（個人情報

保護法 23条 5項 3号）。 

 

 ⑧について 

Y1 社らから提供されたデータを X 社・Z 社間で共同利用する場合、契

約関係は、X社・Y1 社間（あるいは X社・Y2社間）と、X社・Z社間にし

かなく、Y1 社・Z 社間に契約関係はないことになる。その場合、X 社が、

Y1社らから提供を受けたデータを Z社に提供して共同利用することが Y1

社らとの間の秘密保持義務や目的外利用禁止規定に抵触する可能性があ

る。そのため、Y1 社らとの契約においてこれらの点について契約違反が

生じないように例外を設けるなどの対応が必要になる。（本ガイドライ

ン(データ編)第 4-2-⑷参照） 

また、Z社が X社から提供を受けたデータを流出させた場合には、X社

が Y1 社らから契約責任を追及される可能性があるため、Z 社に対して、

本ガイドライン（データ編）の第 3-2-⑴に記載したような制限を課すこ

とが望ましい。 
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ユースケース４：工作機械メーカが、国内および海外に設置された出荷先の

工作機械から稼働データを収集し、活用するケース 

 

＜ケース１＞ 

１ 事案の概要 

 

相談者（以下「X 社」という。）は、自社が出荷する工作機械について、当

該工作機械の保守等の目的のために、当該工作機械の稼働データ等の収集を

行っている。X 社は、出荷先である製造業者（下図では Y1、Y2）との間で個

別の保守契約を締結する際に、データの取扱いに関する守秘義務契約を締結

している。 

X社が出荷先である製造業者から収集する稼動データ等には、工作機械の稼

働状況に関する情報だけではなく、製造に必要な各種情報が含まれている。

もっとも、各製造業者から収集する生データだけでは意味をなさず、当該生

データに X 社のフォーマット情報を適用することで初めて利用可能なデータ

ベース（下図では X 社 DB1、X 社 DB2）を構築することができる。各製造業者

のデータ（生データおよびデータベース）は、X社において製造業者ごとに個

別管理を行っている。 

X社は今後、各製造業者のデータを統合して、各種解析用のデータベース（下

図では X 社 DB）を構築したいと考えている。当該解析用データベースを用い

て、工作機械の最適利用に関する分析を行ったり、工作機械の故障の予兆分

析を行うための学習済モデルを生成し、これを新規顧客である製造業者への

コンサルティングに活用したり、さらには当該学習済みモデル自体を第三者

へ提供することも計画したいと考えている。 

解析用データベースの構築に当たっては、製造業者ごとに個別管理してい

るデータベース（下図では X 社 DB1、X 社 DB2）について、必要な項目間の紐

付け処理を行う必要があるが、この紐付け処理には X 社のノウハウが必要と

なる。 

なお、X社が製造業者と締結している守秘義務契約上、X社が当該製造業者

から取得する秘密情報を第三者に提供することは、当該製造業者の承諾がな

い限り、原則として禁止されている。 
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２ 相談事項および検討の視点  

 

相談事項１ 

 

① X 社が Y1 社から収集するデータは生データであり、当該データを X 社に

おいて解析できるようにするためには、当該データに X社のフォーマット

を適用する必要がある。この場合、X社は、X社のフォーマットを適用し

て構築したデータベース（X社 DB1）を、自らの著作物として自由に利用

することができると考えられるか。 

 

検討の視点 

 

本ガイドライン（データ編）第 3-1-⑴のとおり、著作権法上、データベー

スであってその情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するもの

は、データベースの著作物となるとされているものの（同法 12条の2第 1項）、

生データに対してクレンジングや加工・分析といった処理を施すことのみに

よって、情報の選択または構成に創作性が認められる（すなわち、データベ

ースの著作物であると認められる）場合は限定的であると考えられる。ただ

し、X社のフォーマットについて情報の選択または構成の独創性が認められる

場合には、当該フォーマットを適用して構築したデータベース（X社 DB1）に

ついて、データベースの著作物であると認められる可能性がある。 

なお、X 社と Y1 社との間には守秘義務契約が締結されており、守秘義務契

約においては対象となる秘密情報の利用目的を制限していることが通常であ

る。したがって、本件において、仮に X 社 DB1 に X 社の著作権が認められる

場合であっても、X 社が Y1 社から収集した生データその他の秘密情報につい

ては、原則として、Y1 社との守秘義務契約において定められた利用目的の範

囲内でのみ利用が認められることについては留意を要する。 

 

相談事項２ 

 

② 出荷先の製造業者を特定しないように抽象化を行ったうえであれば、現在

製造業者ごとに個別管理しているデータベース（X社 DB1、X社 DB2）を統

合することは可能か。また、統合したデータベース（X社 DB）を利用して、

専ら自社内の用途（製品向上等）のための分析や、学習済モデルの生成お

よび第三者への提供を行うことは可能か。 

 

検討の視点 

 

製造業者ごとに個別管理しているデータベース（X 社 DB1、X 社 DB2）内の

データについて、製造業者を特定しないように抽象化を行ったうえで、一つ

のデータベース（X 社 DB）に統合することが、X社と各製造業者との間の守秘

義務契約で許容されている利用目的の範囲に含まれるか否かが問題となる。

具体的な判断は、守秘義務契約において利用目的がどのように定められてい

るか、また、目的外利用がどのように制限されているか等により異なりうる

が、仮に工作機械の保守目的のみが利用目的として定められている場合には、

上記のようなデータベースの統合は利用目的の範囲に含まれないと解される
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場合が多いと考えられる。 

なお、製造業者を特定しないように抽象化を行ったデータは、当初収集し

た生データとは同一性を失った別のデータであり、各製造業者との間の守秘

義務契約上の守秘義務の対象にはならないという考え方もありうる。もっと

も、そのような抽象化を行うこと自体が、守秘義務契約上の利用目的の制限

に抵触する場合も多いと思われる。したがって、既存の一般的な内容の守秘

義務契約に基づいて取得または収集したデータを、当該守秘義務契約締結時

点には想定していなかった目的で利用することを検討する際には、既存の守

秘義務契約の内容を精査するとともに、必要に応じて、新たにデータの取扱

いに関する契約を締結することが、当事者間の争いを回避するという観点か

らは望ましい。 

 

＜ケース２＞ 

１ 事案の概要 

 

X社は、輸出貿易管理等の観点から、自社システムを通じて、自社が出荷し

た工作機械の稼動場所等の把握を行っている。そして、工作機械の設置場所

が変更された場合には工作機械使用のライセンスが切れるように設定してお

り、その後、移設先が確認されたときに限りライセンスの再発行を行ったう

えで、工作機械の再稼動が可能となるようにしている。 

また、工作機械の移設先は国内（下図では B 工場）だけではなく、同一法

人内の国内拠点から海外拠点（下図では C 工場）への移設が生じることもあ

るほか、国内の製造業者から海外の事業者に転売されるケース（さらに、当

該海外の事業者から第三国の事業者に再転売されるケース）もあるため、こ

れらの場合でも可能な範囲で上記と同様の手続を行っている。 

 

 
 

２ 相談事項および検討の視点  

 

相談事項３ 

 

③ X 社が、海外に設置されている工作機械からデータを収集する場合、留意

すべき点はあるか。 
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検討の視点 

 

データを海外から収集する場合、本ガイドライン（データ編）第 4-2-⑸お

よび第 4-2-⑹-④-b 記載のとおり、データの越境移転規制とデータ・ローカ

ライゼーション規制に留意する必要がある。なお、本件のようにデータを収

集する工作機械が第三国に移転または転売される可能性がある場合、そもそ

も当該工作機械の稼働場所が把握できていないと、予期していない国または

地域から意図せずデータを取得する可能性があり、その結果として当該国ま

たは地域の越境移転規制やデータ・ローカライゼーション規制に抵触する可

能性があるため留意が必要である。 

 

また、海外の製造業者と守秘義務契約やデータの取扱いに関する契約を締

結する場合は、本ガイドライン（データ編）第 4-2-⑸記載のとおり、当該国

または地域のデータ保護に関する法律の内容を検討したうえで、準拠法や紛

争解決手段の選択を慎重に行うことが望ましい。なお、本件のようにデータ

を収集する工作機械が第三者に転売される可能性がある場合、当初 X 社が工

作機械を出荷した Y1との間でデータの取扱いに関する契約を締結していたと

しても、当該工作機械が第三者に転売される際に、当該契約が転売先に承継

されない場合には、転売先との関係ではデータの取扱いに関する契約が存在

しない状態となる。このような状態で、当該工作機械からデータの収集を継

続すると、両当事者の間でデータの利用権限等が不明確になるおそれがある

ため留意が必要である。 

 

なお、海外に設置されている工作機械から収集するデータに個人情報が含

まれる可能性がある場合は、当該国または地域における個人情報保護法制に

留意する必要がある。特に、いかなる情報が法令上保護の対象となる「個人

情報」に該当するかは、当該国または地域における個人情報保護法制によっ

て異なるため、たとえば、日本の個人情報保護法上は「個人情報」または「個

人データ」に該当しない情報であっても、日本以外の国または地域において

は個人情報保護法制の対象となる可能性があるため留意が必要である。 
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ユースケース５： 自動車分野におけるデータ活用に関する事例 

 

１ 事案の概要 

 

 サービスの概要 

① X 社は、法人向けおよび個人向けにテレマティクスサービス 3を提供

する事業者である。X 社は、車両メーカの場合もあれば、ナビゲーショ

ン装置のメーカの場合もある。 

② Yは、X社が製造・販売する自動車車両（コネクティッドカー）また

はナビゲーション装置の購入者であり、所有者である。個人の場合と

法人の場合があり、法人の場合は、レンタカー会社の場合もある。 

③ X社は、自社の製造する自動車車両（コネクティッドカー）またはナ

ビゲーション装置に、センサおよび車載通信機を搭載して、販売店を

経由して、Yに販売する。 

④ X 社は、Y との間で、テレマティクスサービス利用契約を締結する。

この際、Yの契約者情報および車両情報またはナビゲーション装置情報

が、Yから X社に提供される。 

⑤ 契約対象のコネクティッドカーまたはナビゲーション装置が搭載さ

れた自動車が走行した場合、自動的にセンサが取得した交通情報、車

両操作情報、車両挙動情報その他のデータが、車載通信機を経由して、

X社が管理するサーバに送信される。このサービスによって蓄積された

情報を、X社は、テレマティクスサービスに活用する。 

⑥ 収集したデータをテレマティクスサービスに活用するにあたっては、

顧客Yにデータを提供する場合のみならず、X社自身が活用する場合や、

保険会社等が提供する個別車両向けサービスのために所有者の同意の

もと第三者提供する場合や、Yを特定できないよう統計処理等をしたう

えで、第三者に提供する場合もある。 

⑦ コネクティッドカーまたはナビゲーション装置の購入者である Yと、

コネクティッドカーまたはナビゲーション装置が搭載された自動車の

運転者は一致しない可能性がある。 

 

 契約関係 

 X 社と Yとの間の契約関係 

X社は、上記のサービスを提供するために、Yとの間でテレマティク

スサービス利用契約を締結する。Yはサービス提供を受ける対価として、

X社にサービス利用料を支払う。 

 

 販売店と Y の間の契約関係 

Y社は、コネクティッドカーまたはナビゲーション装置の販売に関し

て、販売店との間で販売店契約を締結する。販売店は、Yとの間で、車

両販売契約またはナビゲーション装置販売契約を締結し、コネクティ

ッドカーまたはナビゲーション装置を販売する。その際、販売店は、Y

から、X社に購入者情報（車両情報またはナビゲーション装置の情報を

含む）としての Yの情報を提供することについての同意を取得する。 

                         
3 自動車などの移動体に通信システムを組み合わせて、情報サービスを提供することをいう。 
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２ 相談事項と検討の視点 

 

相談事項１ 

 

① コネクティッドカーまたはナビゲーション装置のセンサから取得・送信さ

れたデータは誰のものか。 

② コネクティッドカーまたはナビゲーション装置の所有者である Y が個人

の場合、Yが友人に貸して運転させた場合、どのような問題があるか。 

③ コネクティッドカーまたはナビゲーション装置の所有者である Y が法人

の場合、車両の運転者は自然人であるため、所有者と運転者が異なること

になるが、どのような問題があるか。 

 

検討の視点 

 

 ①について 

Yによって、コネクティッドカーまたはナビゲーション装置を搭載した

自動車が走行した場合、交通情報、車両操作情報、車両挙動情報その他

のデータが自動的に取得され、X社の管理するサーバに送信される。これ

らのデータが創出される一連の経過には、少なくとも、サービスの運営

者である X 社、およびコネクティッドカーまたはナビゲーション装置の

所有者である Y が関与することになるため、取得・送信されたデータを

めぐる権利関係および利用権限のあり方が問題となる。この際、データ

には所有権その他の物権的な権利を観念することができないため、当該

データが「誰のものか」という所有権的な観点から議論をするのではな
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く 4、データの生成、収集、蓄積、および分析における各関係者の寄与度

等を勘案し、どの関係者がどのような利用権限を有するのかという観点

から、関係者間の契約において利害調整を図ることが必要である。 

 

 ②について 

センサから得られる情報は、車両またはナビゲーション装置に紐づけ

られているので、車両情報またはナビゲーション装置の情報および購入

者情報を用いることで、X社は容易にセンサから得られるデータがどの購

入者 Y が所有する車両に係るデータなのかを識別することができると考

えられる。購入者 Y が個人の場合で、センサから得られる情報が、生存

している個人に関する情報のうち、特定の個人を識別することができる

（他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識

別することができるものを含む）場合には、「個人情報」に該当するこ

とになると考えられる。そして、かかる情報は X 社によってデータベー

ス化されているので、「個人データ」に該当することになる可能性が高

いと考えられる 5。このため、「個人データ」の利用・第三者提供に関し

て、Yの同意を取得する等の対応を検討する必要がある。同意の取得に関

しては、当初の、X社と Yの間で締結されるテレマティクスサービス利用

契約において、包括的な同意を取得することが考えられる。 

 

 ③について 

 購入者 Yが法人であり、自社の従業員に社用として運転させていた

場合の影響 

センサから得られる情報は、物理的には運転者（が乗る車両または

ナビゲーション装置）から X 社が取得して X 社のサーバに格納される

ことになる。Y が法人で、その従業員に社用車として運転させる場合、

X社は Yとの契約に基づいて、Yの所有する車両または車両に搭載され

たナビゲーション装置からデータを取得していること、センサから得

られる情報は Y の指揮監督下にある従業員のデータであることなどか

らすると、Yが、その従業員から当該データを取得し、それを X社に提

供していると考えられる。 

一般に、ある情報が「個人データ（個人情報）」であるかは、相対

的に判断される。Yが法人で、その従業員に社用車として運転させる場

合、どの従業員がどの社用車を運転しているかを Y が把握しているこ

とは少なくない。この場合、Yは従業員の「個人データ」を Xという第

                         
4 Y の所有する自動車またはナビゲーション装置から取得されたデータであるから、Yが当

該データに対する完全な権利を有するべきであるということにはならず、他方で、X社が、

当該データに対する完全な権利を有するべきであるということにもならない。なお、デー

タに対する利用権限の設定と個人情報保護法による制限とは別個の問題であり、仮に、セ

ンサから取得・送信されたデータが自動車またはナビゲーション装置の所有者である Yま

たは運転者 Y’の個人情報に該当するとしても、当該データが、Yまたは Y’のものであり、

Yまたは Y’が当該データに対する「所有者」であるということにはならない。 
5 Yが個人の場合には、一般的には運転者も Yである可能性が高いと考えられるが、相談事

項②にあるように、実際には友人や家族等が運転し、購入者自身が運転をしていない場合

もあり、X社において、運転者が誰であるかを識別できない場合も少なからずあると考えら

れる。しかし、そのような場合でも、少なくとも、Yの所有する車両の情報であるとはいえ

ることから、Yの個人情報として取り扱うのが適切であると考えられる。 
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