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1. 総論 

1-1.経緯と現状 

このおよそ 10 年の間に、国内外の経済社会のあらゆる面で、デジタル化の重

要性は飛躍的に高まってきた。我が国も、「第 5期科学技術基本計画1」において、

「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発

展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」である「Society 5.0」を、

我が国が目指すべき社会として提唱した。 

 

Society 5.0 では、知識や情報が共有されず分野横断的な連携が不十分であ

るという情報社会（Society 4.0）における課題が解決され、IoT2で全ての人と

モノがつながり様々な知識や情報が共有され、新たな価値を生み出すことを目

指している。このため、ビッグデータといったデータの利活用がロボットや人工

知能（AI）と並び重要な基盤技術に位置付けられている。 

 

しかしながら、第 5期に対するレビューを経て策定された「第 6期科学技術・

イノベーション基本計画3」においては、Society 5.0 の実現に向け、 

  あらゆる分野で IT 化を進めていたものの、既存の業務の効率性の向上を目

指す取組が中心となり、諸外国のようなデータ連携・活用による新たなビジ

ネスモデルの創出が不十分である 

  各組織が異なるシステムでネットワークを閉鎖的に利用している現在の状

況では、分野を跨いだリアルタイムでのデータ収集・分析・活用を行う環境

が整っていない 

といった課題が指摘されている。 

 

これらを打開し Society 5.0 のビジョンを実現するためのデータ利活用の全

体的な在り方については、「包括的データ戦略」4に示されている。この中では、

データは智恵・価値・競争力の源泉であるとともに、課題先進国である日本の社

会課題を解決する切り札と位置付けられ、現実世界をサイバー空間で再現（「デ

ジタルツイン」）することと、個人、民間企業、国家のニーズを踏まえ、新たな

価値を創出することの両面が求められている。 

                                                  
1 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf 
2 Internet of Things 
3 https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/6honbun.pdf 
4 https://www.soumu.go.jp/main_content/000756398.pdf 
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あわせて、データ連携・利活用に対するインフラやルールも整備されつつあ

る。例えば、「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスの推進に関する検討会
5」では、研究データ基盤システムや関係する制度環境の整備、先進的なデータ

マネジメントの推進、研究データ基盤の管理・利活用に関する考え方を示した。 

 

こうしたデータ連携・利活用に関する動向は、バイオ分野にとっても無縁で

はない。 

  マテリアルズインフォマティクスや医療分野でデータ連携・利活用が新た

な価値を生み始めている 

  バイオ分野と幅広い専門領域との関連性の強化を通じ、新たな市場獲得や

これまでにないビジネスモデルの創出が期待できる 

といった理由から、今こそ、イノベーション志向のバイオデータ連携・利活用を

本格化し、バイオエコノミーの実現に向けたバイオ関連市場の拡大等を加速さ

せていくことが不可欠である。 

 

その一方で、現状については、「バイオ戦略 2020（基盤的施策）6」において、 

  過去のバイオ戦略に基づいた様々な研究が行われ、データベースが連携な

く散在している 

  データベースの統合を試みるも、目的を明確にした統合的な戦略がなく、

イノベーションに必要なビッグデータはほとんど構築されず、産業界やアカ

デミアの情報も集まらず、主要な国際連携に参画できていない 

と分析されている。その背景には、バイオ分野が、健康・医療、ヘルスケア、農

林水産業、食品、工業製品、環境など多くの専門領域に関連していることが挙げ

られる。 

 

一般的には、専門領域ごとに、あるべきデータの取得方法、精度等に対する

考え方の違いが存在するほか、多くのデータを連携させその後に価値を見出す

「フォアキャスト的発想」と、生み出す価値を明確化しそれに必要なデータを連

携させる「バックキャスト的発想」が混在するところ、専門領域が特に多いバイ

オ分野では、専門領域ごとの考え方の違いが及ぼす影響は他の分野より大きい。

例えば、フィジカル空間での実験により得られるデータの再現性は生物学と化

学・工学との間で異なる。このような事情が、化学に端を発する専門領域と工学

に端を発する専門領域との間のデータ連携に比べ、化学に端を発する専門領域

                                                  
5 https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/index.html 
6 https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio2020_honbun.pdf 
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と生物学に端を発する専門領域との間のデータ連携を難しくしている。ほかに

も、健康・医療領域・創薬領域と食品領域との間には、医療行為・医薬品と食品

に期待される効果量の違いや、ヒト試験における評価項目の違い7が存在する。

それらが積み重なり、健康・医療領域とのデータ連携のハードルは、創薬領域よ

りも食品領域にとって高いものとなる。 

 

その結果、これまでバイオ分野では、特定の専門領域の研究データを除き、

データ連携・利活用の取組は十分に進んでこなかった。連携・利活用の起点と方

向性が定まらず、取組が進まないため、ノウハウが蓄積せず、連携・利活用が更

に進まなくなるという悪循環が発生している。 

 

上記状況に鑑み、バイオ分野においては、まずはデータ連携・利活用が新た

な価値を生み出すことを明確化し、それをデータ連携のコストを超えるモチベ

ーションにつなげ、将来的な利活用のポテンシャルも視野に入れたデータ連携

に踏み出すべきである。これを進めるためには、連携・利活用の起点と方向性を

示すとともに、関係者間の調整の際に相互が了解して参照可能な文書が必要で

あることから、データ連携・利活用を実現するための要点と手順を示す「バイオ

データ連携・利活用に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を

2022 年度中に策定する。 

 

1-2.目的 

ガイドラインは、バイオデータの連携・利活用の手順と取組内容、それを進

める際の留意点とを併せ、具体的な取組を阻害する要因とその解決策となりう

る対応、これまでに検討された施策や把握しておくべき議論を提示することを

目指す。これに則った事前調整により、バイオ分野のデータ連携・利活用がもた

らす成果の最大化を図る。具体的には、 

①  新たな経済的価値を生み出すためのデータ連携・利活用を実証により促

進する 

②  自らの専門領域と異なる領域との調整に加え、これまで軽視されがちで

あったデータ連携・利活用に必要なリソースの確保やインセンティブの設

定に関するノウハウを蓄積し、調整コストの低下（ローコスト化）を図る 

③  これらの効果を踏まえ、データ連携・利活用が生み出す経済的価値を明

示することで、関係者のモチベーションを向上させ、連携・利活用を更に

                                                  
7 健康・医療領域や創薬領域では客観的な疾病症状が評価項目となるのに対し、食品領域では「対象者自

身がどの程度不快に感じているか」といった主観的な指標も評価項目となりうる。 
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拡大する 

という好循環を構築することを目的とする。 

 

ガイドラインが対象とするのは、個別の課題ごとに行われる実証（上記①参照）

を主導する研究代表者である。例えば、国プロにおいては共同研究契約やコンソ

ーシアム契約の取りまとめを行う研究者がこれに該当する。また、調整すべき内

容が研究代表者の主たる研究分野から外れることもあるため、研究代表者をサ

ポートする立場である資金配分機関の担当者もガイドラインの対象とする。両

者が密接に連携しながら取り組むことが重要である。 

 

これまでのバイオ分野のデータ連携は、専門領域で閉じた個別の課題への対

応が中心であり、それに伴い、得られる知見の適応範囲も限定的であった。した

がって、領域横断的な課題の解決を射程に収めた、バイオ分野を俯瞰したガイド

ラインを策定するためには、データ連携・利活用の在り方について、実証を通じ

て具体的な事例を更に収集・分析しつつ、現状に即した最適解を導き出すという

段階的なアプローチが必要である。 

 

そこで、データ連携・利活用の実証に資するよう、ガイドラインの策定に向

けた課題や留意点等について一定の整理を行うため、本中間取りまとめを策定

した。今後、本中間取りまとめに則り、社会実装を目的とし、かつ確実なデータ

管理が期待できる戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）及び官民研究開

発投資拡大プログラム（PRISM）等を活用した実証に取り組むこととする。その

対象は、プログラムディレクター（PD）ではなく、PD の下で実際の研究を行う

サブテーマの研究代表者を想定している。新規の研究を提案する研究代表者は、

所属機関の外部連携組織又は資金配分機関の担当者と連携しながら、別添 1 の

チェックリストに示す本中間取りまとめの内容を実施し、実際の研究から取得

されるデータに基づく検討を行うものとする。あわせて、SIP や PRISM 等の管理

法人は、今後、研究代表者が作成する研究計画等に本中間取りまとめの内容が反

映されるよう、公募要領等を適切に見直すこととする。その上で、個別の論点に

ついては SIP（第 2期）「スマートバイオ産業・農業基盤技術」において PD 指示

の下で実証を開始し、実証を通じて得られた新たな知見を踏まえ、中間取りまと

めの内容を見直し、最終的なガイドラインを策定する。 

 

この先、本中間取りまとめでは、第 2 章において実証手順を示し、第 3 章に

おいて実証が満たすべき要件を示す。 
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2. データ連携・利活用の実証手順 

先述のとおり、データ連携・利活用の類型として、多くのデータを連携させそ

の後に価値を見出す「フォアキャスト型の取組」と、生み出す価値を明確化しそ

れに必要なデータを連携させる「バックキャスト型の取組」がある。ここで、一

刻も早くデータ連携・利活用が価値を生み出すことを示す観点からは、価値に対

する予見性が相対的に高い後者の取組を進めることが望ましい。 
そこで、研究代表者と資金配分機関の担当者が中心となり、以下の手順を確実

に実行し、データ連携・利活用の価値を示すことを目指す。 

 

2-1.市場獲得のためにデータ連携・利活用によって生み出す価値を

明確化 

＜到達目標＞ 
 取組の結果として「生み出す価値」を明確化し、それに必要なデータや関係者

を特定している。 

 

＜実証における取り組み内容＞ 

 生み出す価値の明確化のため、以下の取組を検討し、関係者の考えやニーズを

集約する。 

  データ利活用を希望する機関や、取組の結果として「生み出す価値」が明

確である場合、「オープンデータ官民ラウンドテーブル」等に準じラウンド

テーブルミーティングを実施し、必要なデータや取り組むべき課題を特定す

る。 

  データ利活用を検討している機関が明確であるが、取組の結果として「生

み出す価値」が十分に明確ではない場合、アイデアソンやハッカソンを実施

し、予備的なデータを収集・分析する。バイオ分野の事業者のデータ利活用

に対する期待は大きいが、現状ではデータを起点としたビジネス機会の構築

に至っていないため、予備的なデータを用いて「生み出す価値」を具体化す

ることは効果的である。 

  市場領域としてデータ利活用への期待はあるが、データ利活用を検討して

いる機関や具体的な「生み出す価値」が十分に明確ではない場合、当該領域

の既存事業を有する企業や新規事業を検討中の企業等を対象としたヒアリ

ングやインタビューを実施し、「生み出す価値」と利活用する機関を検討す

る。ヒアリングやインタビューだけでは「生み出す価値」の明確化まで至ら
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ない場合、ヒアリングやインタビューの対象となった機関を対象にアイデア

ソンやハッカソンを実施し、「生み出す価値」を明確化し、必要なデータや

関係者を特定する。 

 

＜留意点＞ 

  ライフサイエンス統合データベースセンター（DBCLS）が定期的にバイオハ

ッカソン8を実施しており、それを参考に SIP（第 2 期）「スマートバイオ産

業・農業基盤技術」においても実施した例がある。なお、アイデアソンやハ

ッカソンは参加者の技量や動機によって得られる成果が左右されるため、開

催にノウハウが必要である。場合によっては第三者機関に開催を委託するこ

とも検討すべきである。また、研究代表者が自ら主催する場合にも、成果の

帰属等についての参加者への同意書に留意する必要がある。経済産業省 「AI

人材育成のための企業間データ提供促進検討会」が作成した「AI・データサ

イエンス人材育成に向けたデータ提供に関する実務ガイドブック」に開催委

託に関するモデル契約書や参加者の同意書例が提示されているので、必要に

応じ参照されたい。 

  領域やデータの内容によっては、参加者が対象となるデータの解析に適切

な能力を持たない場合も想定されるため9、必要に応じ解析をサポート可能

な体制を整備した上で実施することが望ましい。 

  

                                                  
8 https://wiki.lifesciencedb.jp/mw/ 
9 機械学習によるビックデータ解析においては従来の統計学の範疇にとどまらない解析能力が必要となる

場合がある。 
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図.第 3回 EBPM 推進委員会資料よりラウンドテーブルミーティングについて 

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/ebpm/dai3/siryou1_2.pdf より引用 

 

「AI・データサイエンス人材育成に向けたデータ提供に関する実務ガ

イドブック」に記載されたモデル契約書の項目 

委託契約書［ハッカソン型］ 
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第 1 条（目的） 

第 2 条（定義） 

第 3 条（本事業の実施） 

第 4 条（委託データの開示等） 

第 5 条（成果に関する責任等） 

第 6 条（対価及び費用の負担） 

第 7 条（成果物の権利帰属） 

第 8 条（委託の制限） 

第 9 条（秘密保持） 

第 10 条（加工データの扱い） 

第 11 条（成果物の公表） 

第 12 条（契約期間） 

第 13 条（契約の解除） 

第 14 条（損害賠償） 

第 15 条（第三者の権利等の非侵害の不保証） 

第 16 条（免責事由） 

第 17 条（反社会的勢力の排除） 

第 18 条（権利義務の譲渡禁止） 

第 19 条（協議） 

第 20 条（準拠法及び合意管轄） 

 

別紙 2 参加同意書 

 

「AI・データサイエンス人材育成に向けたデータ提供に関する実務ガ

イドブック」より別紙 2 参加同意書 
 

《イベント名》参加同意書 
 

株式会社●● 御中 
 

私は、株式会社●●（以下「運営者」といいます。）が運営する次のイベント（以
下「本イベント」といいます。）への参加にあたり、本イベントの参加者として、下
記の事項について同意します。 
 

イベント：〇〇《イベント名》 
開催⽇時：〇年〇⽉〇⽇〇時 〜 〇年〇⽉〇⽇〇時 
開催場所：〇〇《イベント会場名》 

 
記 
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1. 本イベントは、参加者が他の参加者と協働し、本イベントのために運営者が提供
するデータ（以下「課題データ」といいます。）を利⽤して、○○すること《ハ
ッカソンの⽬標》を⽬的としています。 

 
2. 参加者は、本イベントを通じ、運営者が提供する課題について、他の参加者と議

論してその解決の⽅法を考え、課題データを利⽤した技術の検討や試作、実装を
⾏い、また、その成果を発表するものとします。ただし、参加者は、他の参加者
が発表した成果の内容を、公表される前に第三者に開⽰したり、本イベント以外
のために利⽤したりしてはなりません。 

 
3. 本イベントのために参加者が創出した成果に関する著作権（著作権法第 27 条

および第 28 条の権利その他の権利を含みます。）、特許権、実⽤新案権、意匠権
等の知的財産権（それらの権利を取得しまたは権利の登録等を出願する権利も
含みます。以下、合わせて「知的財産権」といいます。）その他⼀切の権利は、
運営者に帰属するものとします。成果には、次のようなものを含みます。 

 
例：ソースコード、学習済みモデル、発表⽤資料（⽂章、図、写真などを含み
ます。）、 3D データ、モデリングデータ、CG データ、⾳声、動画 

 
4. 参加者は、本イベントのために課題データを利⽤することができますが、本イベ

ントでの利⽤以外の⽬的で利⽤することはできませんし、課題データの取扱い
について運営者から指⽰がある場合は、それに従わなければなりません。また、
本イベント終了後速やかに、記録媒体に記録した課題データを消去または廃棄
するものとします。課題データから⽣成した学習済みモデルについても同様で
す。 

 
5. 参加者は、ネットワークへの接続が可能な PC を参加者⾃⾝で⽤意して、本イ

ベントに参加してください。また、参加者は、参加者⾃⾝の判断と責任の下で、
第三者が提供するソフトウェアやデータを、本イベントのために利⽤できます。
ただし、利⽤したソフトウェアやデータ、その利⽤の⽅法を記録し、本イベント
のための発表⽤資料に記載してください。なお、第三者のソフトウェアやデータ
を利⽤する際、第三者の知的財産権やその他の権利を侵害してはならないこと
は当然ですが、万が⼀第三者との間で問題が⽣じた場合は、参加者⾃⾝で解決す
るものとします。 

 
6. 参加者は、①課題データとそれから⽣成した学習済みモデル（学習済みモデルの

パラメータを含みます。）、および②運営者が秘密であることを明⽰して提供し
た情報を、秘密を保持するための合理的な措置をとった上で、参加者⾃⾝が保有
する他の情報とは明確に区分し、秘密情報として管理しなければなりません。参
加者は、他の参加者以外との間で、秘密情報を共有したり、閲覧させたりしては
ならず、万が⼀秘密情報に漏えいのおそれが⽣じたときは、直ちに運営者に通知
するものとします。 

 
7. 参加者は、本イベントの終了後、本イベントのために参加者⾃⾝が創作したソー

スコードや発表⽤資料を公表できます。ただし、学習済みモデルのパラメータは
公表したり、他の参加者以外に開⽰してはなりません。また、公表したい内容の
中に、運営者が提供する課題を解決するためのアルゴリズムやその他の⽅法に
新規な⼯夫がある場合は、公表の時期や⽅法について運営者の事前の確認をと
るものとします。 

 
8. 参加者は、運営者が、本イベントや成果の概要、その過程（参加者の⽒名・所属

に関する情報および本イベントにおける参加者個⼈が特定できる画像を含みま
す。）を、広告宣伝、事業報告または研究⽬的のために、ウェブサイトや SNS、
チラシ、パンフレット等の各種媒体により公表することに同意します。 
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9. 参加者は、本イベントのために創出した成果の取扱いを⼗分に理解し、秘匿して

おきたい情報やアイデアを、本イベントのために利⽤しないことを確認します。 
 
10. 参加者は、本イベントへの参加にあたり、法令や公序良俗に違反せず、また、第

三者の知的財産権その他⼀切の権利を侵害してはならないものとします。 
 
11. 参加者は、本イベントへの参加により被った損害を参加者⾃⾝で解決するもの

とし、運営者にその賠償や補償を求めないものとします。ただし、その損害の発
⽣について運営者に故意か重⼤な過失がある場合は、運営者に賠償等を求める
ことができます。 

 
12. 参加者は、本イベント会場内の設備、機械、装置等を利⽤するに際し、運営者お

よび 本イベント会場の管理者の規則・指⽰等に従わなければなりません。万が
⼀、これらの設備等を紛失し、または損傷させた場合には、参加者⾃⾝に過失が
ないことを証明できる場合を除いて、その修理・取替費⽤等を負担しなければな
りません。 

 
13. 参加者は、本同意書のいずれかの規定に違反し、運営者に損害を与えた場合は、

その損害を賠償しなければなりません。また、運営者以外の第三者に損害を与え
た場合も同様とし、参加者は、運営者に何ら迷惑や負担をかけず、⾃らの責任と
負担により第三者とのトラブルを解決するものとします。 

以上 
2021 年○⽉○⽇ 
 
【参加者⽒名】＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 
※ 参加者から提出を受けた個⼈情報は、個⼈情報の保護に関する法律（個⼈情報保

護法）および運営者のプライバシーポリシーに従って取り扱います。 
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210301004/20210301004-1.pdf より引用 

 

2-2.生み出される価値を最大化するためのバリューチェーンを設計 

＜到達目標＞ 

ビジネスモデルの設計又は連携先のプラットフォームの明確化等、価値を最

終消費者に届けるバリューチェーンが設計できている。 

 

＜実証における取組内容＞ 

以下の情報を集約し、バリューチェーンの設計を行う。 

  バリューチェーンの主要活動として例えば新規に取得するデータであれば

収集・生成・集積、処理、分析、活用、販売、あるいは集積済みの既存デー

タの連携であれば、処理、連携、分析、活用、販売といった定義を行い、そ

れぞれの具体的なタスクと担当する機関を明確化する。 

  各活動で付加される価値と各活動に必要なコストを算出する。それを用い

て競合優位の源泉となる活動（強み）を明確化する。 
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＜留意点＞ 

バリューチェーンを通じて社会実装する製品・データ・サービスのサプライ

チェーン構造も把握し、実装後に予想される業界へのインパクトの全体構造分

析を行う必要がある。データを解析し、知見を得るだけでは市場獲得は難しく、

得られたデータや知見を適切に利活用することによって初めて市場獲得が可能

となる。 

 

2-3.生み出す価値の最大化の障害となる課題を抽出 

＜到達目標＞ 

  データで生み出す価値を最終消費者に届けるバリューチェーン上の課題が

明らかになっている。 

  その課題を解決するために必要なデータ連携・利活用の姿が描けている。 

 

＜実証における取組内容＞ 

特性要因図（下図参照）を作成し、バリューチェーンの実現を阻害している要

因の全体像を把握する。その上で、取り組むべき課題を明確化し、解決策の仮説

を構築する。 

解決策の仮説の中で、データ連携・利活用の方法を工夫する事で解決できる課

題を取り組み対象とする。データ連携・利活用の工夫で解決することが適切では

ない課題10については、参加機関全体に利益がもたらされる等の理由により取り

組み内で解決する必要があれば支援活動と位置づけ例えば解決に必要な人的・

経済的資源を別途確保する。特定の参加機関にのみ利益がもたらされる場合は、

競争領域として解決する課題を取り組みの対象外とする。 

 

＜留意点＞ 

データ連携・利活用を起点に議論すると課題についてデータを用いて解決す

る事に拘泥してしまう場合があるが、全ての課題解決に対してデータ連携・利活

用が最適ではないことに留意する必要がある。まずは課題の解決についてデー

タ連携・利活用による解決を前提とせず解決策を模索した上で、それでもデータ

利活用による解決が最適であるとの結論が得られた場合に取り組みの対象とす

べきである。 

例えば、企業のデータ利活用に対するニーズは明確であるものの最終消費者

のニーズが明確では無く、構築すべきバリューチェーンが明確にならない場合、

                                                  
10 例えば、ゲノム・データを利活用しゲノム編集を用いて高付加価値の食品を作る取組において、社会受

容性の獲得は重要な支援活動であるが、データ連携・利活用を工夫して直接的に解決するものではない。 
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多くの消費者を対象とした既存の定量的アンケート結果のデータを解析する事

により潜在ニーズを明らかにするアプローチも考えられるが、少数の最終消費

者に対するデプスインタビューやグループインタビューによるインサイトの把

握の方が適切な場合も多い。 

 

図. データ連携・利活用に関するガイドライン作成班作成 特性要因図 
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2-4.課題を解決するためのデータ連携・利活用の実証を推進 

＜達成目標＞ 

上記課題の解決に必要なデータが満たすべき要件を定義した上で、そのデー

タを取得し、有効性を実証する取組を設計・推進できている。 

 

＜実証における取組内容＞ 

バリューチェーンの実現に向けた課題が、例えば「ユーザー企業や機関の獲

得」であった場合、解決策として、制限公開可能なトライアルデータを使えるよ

うにすることが一案である。そこで、それを可能とする 2 次利用条件の設定や

データホルダーとの事前合意、加えて、健康・医療寄りのデータであれば研究対

象者の事前同意の取得といった要件を具体的に掲げ、対象となるデータが満た

すようにする。 

このように、課題を解決するために必要なデータの要件と取組を明確にし、

それらを漏れなく含む実証計画を立案・推進する。 

 

＜留意点＞ 

課題とその解決策は多岐にわたるため、事前に全てを網羅し個別に議論する



14 
 
 

ことは困難である。そこで、これまでに検討・策定された各種施策・ガイドライ

ンなど先行事例を踏まえ、直面する可能性が高い課題とその要因、課題解決に資

する取組等の把握に努めることとする（第 3章参照）。 

なお、現時点では明確に参考となる事例が見当たらない場合、本中間取りま

とめを踏まえた実証においては、課題提起と関連議論の提示を行うこととする。 
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3. データ連携・利活用を目的とした取組に求められる要件 

2-4 項で述べたとおり、データ連携・利活用に当たり、課題とその解決策は多

岐にわたるため、以下では、直面する可能性が高い課題とその要因、課題解決に

資する取組等の把握につながるよう、これまでに検討・策定された各種施策・ガ

イドラインをはじめ、先行事例の知見を紹介する。実証に当たり、十分に参考さ

れたい。 

 

3-1.成果物の定義とその帰属 

＜現状と課題＞ 

  産官学連携の研究事業において、成果物にはノウハウを含む知的財産、論

文、事業等が考えられるが、それらを検討する過程で得られたデータそのも

のを成果とみなすかは不明確な場合がある。また、データを含め成果の活用

主体や方法も定義する必要がある。 

  技術的思想を持たないデータには産業財産権や著作権は認められていない

ため、データを成果物とする場合、事前に帰属を明確にしなければ、認識の

齟齬からデータ取得後にデータ保有者が将来的な知財化に向けた基礎デー

タであると主張し公開を拒む可能性がある。本論点については、「公的資金

による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方11」において、「公

的資金による研究データについては、オープン・アンド・クローズ戦略に基

づき管理・利活用を行う必要がある。具体的には、公的資金による論文のエ

ビデンスとしての研究データは原則公開とし、その他研究開発の成果として

の研究データについても可能な範囲で公開することが望ましい」との基本的

な考え方が提示されている。 
  「知的財産戦略大綱12」において、国・特殊法人等の委託による研究開発の

成果たる知的財産権を受託者に帰属させることができる産業活力再生特別

措置法第 30 条（いわゆる日本版バイ・ドール制度）が、特別な事情のある

ものを除き、全ての委託研究開発予算について、2002 年度から適用されて

いる。 

 

＜対応方策＞ 

  競争的研究費制度等に応募する際に、データを成果物とするかの判断を含

                                                  
11 https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf 
12 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html 
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め取組の成果物を定義した上で、その取扱方針と活用主体を明確にする。 

  得られたデータがそのまま価値となる場合、データを取得する取組に留ま

らず、データ利活用基盤13との接続を通じ、計画終了後のオープンデータ化
14を含めデータ取引市場での流通を検討する。 

  データを処理・分析することにより得られた知見を活用して取組の中で市

場を獲得する場合、それが食品であれば機能性表示食品制度や特定保健用食

品制度といった制度や民間認証制度の活用を検討する。もし既存の規制がそ

の妨げになるのであれば国家戦略特区や規制のサンドボックス制度の活用

も検討する。 

 

＜留意点＞ 

  本論点については、研究者の論文化に対する時間的制約や、企業の事業化・

権利化に対する時間的制約など、時間的制約に関する考え方の違いが関係者

間の調整を困難しうることを考慮して調整することが望ましい。 

  データ利活用の際の条件やコストが不明確であることが企業による利活用

を妨げている側面もあることから、例えばデータを非公開とする場合、デー

タの存在についての公開可能性や、公開可能な場合の利用条件及び利用に係

る諸経費も定義しておくことが望ましい。 

 バイ・ドール制度において寄託者に帰属させうる知的財産権は、 

・ 特許権、特許を受ける権利（特許法） 

・ 実用新案権、実用新案登録を受ける権利（実用新案法） 

・ 意匠権、意匠登録を受ける権利（意匠法） 

・ 著作権（著作権法） 

・ 回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利（半導体集

積回路の回路配置に関する法律） 

・ 育成者権（種苗法） 

 と定義されていることを認識する必要がある。 

  協調領域として公益性が高い知見や（例えばデータ基盤でのデータ蓄積の

在り方に対する知見等）、企業を含む参加機関が共同で実施した解析結果や

開発したアルゴリズムについては、その成果物としての特許を参加機関で共

有する場合がある。こういった特許は幅広い活用が期待できる一方、取組終

了後の活用に際し調整に時間を要する場合がある。そこで、例えば成果創出

を主導した研究者の特許としつつ、実施権の運用で参加企業のインセンティ

ブを担保し、成果を幅広く活用するといった仕組みも検討すべきである。 

                                                  
13 農業データ連携基盤（WAGRI）やバイオサイエンスデータベースセンター（NBDC）が該当する。 
14 制限公開による公開を含む。 
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図. 農業データ連携基盤（WAGRI）について 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo03/gityo/waguri/WAGRI11.pdf より引用 
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図. 新技術等実証制度（プロジェクト型規制のサンドボックス制度）について 
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/underlyinglaw/sandboximage.pdf より引用 

 

「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え

方」（統合イノベーション戦略推進会議決定） より 2-4．研究データ

の公開・共有の考え方 

 本考え方において、「研究データの公開」とは、一般に任意の者に利活用可能な状

態で研究データを供することをいう。また、「研究データの共有」とは、アクセス権

を付与された限定された者に利活用可能な状態で研究データを供することをいう。 

 公的資金による研究データについては、オープン・アンド・クローズ戦略に基づ

き管理・利活用を行う必要がある。具体的には、公的資金による論文のエビデンス

としての研究データは原則公開とし、その他研究開発の成果としての研究データに

ついても可能な範囲で公開することが望ましい。ただし、その際、研究分野等の特

性や、大学、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人等のデータを管理する組織

の特性に配慮して、「公開」、「共有」又は「非共有・非公開」の判断が行われる必要

がある。 

 また、研究データは、国の安全保障を確保し、我が国の産業競争力や科学技術・

学術上の優位性を確保するために重要な情報を含む可能性がある 。このため、個人

情報、企業の秘密情報、研究の新規性、我が国の安全保障等の観点から留意すべき

研究データは非公開とすることが求められる。さらに、産業競争力や科学技術・学

術的な優位性を確保するためには、研究データを即時に公開することが適切で無い

場合もありうることから、公開による利活用の促進とのバランスを考慮しつつ、適
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https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/sanko1.pdf より引用 

 

切なエンバーゴ（時限付き非公開）期間を設定することも想定される。  

 したがって、以上のことを考慮した上で、研究データは、適切なオープン・アン

ド・クローズ戦略に基づいて、公開及び共有が実施される必要がある。言い換えれ

ば、単純に、公開や共有を是とするのではなく、オープン・アンド・クローズ戦略に

基づいて、合理的な理由により公開及び共有の範囲を研究者が設定すべきである。 

 また、研究データの管理・利活用にあたっては、関係諸法令に従うとともに、デ

ータの取り扱いに関する各国の国内法及び EU 規則並びにデータ管理の原則である

FAIR 原則 5等の国際的な規則や慣行等との整合性に十分留意する必要がある。例え

ば、研究データの公開・共有を行う際には、これら諸法令等が遵守されている機関

リポジトリ、分野別リポジトリ、汎用リポジトリ等を利用するなど適切な対応が求

められる。 

「日本版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第１7 条）」 より 2．

日本版バイ・ドール制度の概要 

（１）受託者が委託者と約する事項 

以下の４つの条件を受託者が約する場合に、各省庁が政府資金を供与して行って

いる全ての委託研究開発（国立研究開発法人等を通じて行うものを含む。）に係る知

的財産権について、１００％受託者（民間企業等）に帰属させうることとする。 

 i.   研究成果が得られた場合には国に報告すること。 

 ii.  国が公共の利益のために必要がある場合に、当該知的財産権を無償で国に実

施許諾すること。 

 iii. 当該知的財産権を相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三

者に当該知的財産権を実施許諾すること。 

 iv. 当該知的財産権の移転又は当該知的財産権を利用する権利の設定・移転の承

諾にあたって、あらかじめ国の承認を受けること。 

（２）受託者に帰属させうる知的財産権 

  ・特許権、特許を受ける権利（特許法） 

  ・実用新案権、実用新案登録を受ける権利（実用新案法） 

  ・意匠権、意匠登録を受ける権利（意匠法） 

  ・著作権（著作権法） 

  ・回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利（半導体集積回路

の回路配置に関する法律） 

  ・育成者権（種苗法） 

（3）請負ソフトウェア開発 

国が請け負わせたソフトウェア開発の成果に係る知的財産権を受託者（民間企業
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/bayh_dole_act.html より引用 

 

3-2.データの範囲と粒度 

＜現状と課題＞ 

  バイオ分野は領域の広さから取組の中で得られる情報が広範囲に及ぶため、

データの精度や、付属するメタデータの詳細さ、オントロジー15の差異が大

きい。 

  上記認識を一致させておかなければ、実証におけるデータ管理運用計画（デ

ータマネジメントプラン）に不備が生じ、データが公開不可能となるリスク

や、参加機関の営業秘密・ノウハウが流出するリスクがある。 

  個別の調整の対象となりうるデータの範囲と粒度については、「AI・データ

の利用に関する契約ガイドライン」や「農業分野における AI・データに関す

る契約ガイドライン」に整理されている（ガイドラインの対象は研究データ

のみではない。）。 

 

＜対応方策＞ 

 データを成果物とみなすか否かにかかわらず、取組内で得られるデータをそ

の粒度に応じて生データ、派生データ、結果等に分類する。 

  データの粒度ごとに、 

・ データオーナーシップ 

・ 公開範囲や公開時期 

・ 研究目的か商用目的かを含めた参加機関の利用目的 

等の個別調整が必要である事項について関係者の認識を一致させる。 

 

 

                                                  
15 語彙や概念の関係性等を意味する。 

等）に１００％帰属させうることとする。なお、「デジタル・ガバメント推進標準ガ

イドライン」(平成３０年３月３０日各府省情報化統括責任者(CIO）連絡会議決定)

及び「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」（内

閣官房情報通信(IT)総合戦略室および総務省平成２７年３月１９日）において、「国

が請け負わせたソフトウェアの開発の成果」について、国の業務に特化した汎用性

のないもの及び継続的な機能改修が見込まれるものを除き、一般に、産業技術力強

化法１７条に基づき、受注者側に知的財産権が帰属するものであることに留意する

ものとすることが示された。 
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＜留意点＞ 

事例として、腸内マイクロバイオームのショットガンメタゲノム解析が挙げ

られる。本解析においては、前処理した試料を次世代シーケンサーに供し、そこ

から得られた塩基配列の断片情報を解析アルゴリズムに入力することにより、

機能遺伝子に関する情報や腸内マイクロバイオームを構成する微生物の種類・

量に関する情報等を得る。これらの情報を生データ、派生データ、結果のいずれ

に分類するかは、参加機関によって判断が異なる場合がある。 

 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-30.pdf より引用 

 

「AI・データに関する契約ガイドライン データ編」 より 第 4 2 (1) 

② a 派生データ 

「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン データ利

活用編」 より 第 4 2 （4）データの粒度 

 経産省ガイドラインは、「対象データの範囲と関連して、データから営業秘密やノ

ウハウが流出する可能性を低減するために、創出されるデータの粒度を粗くし、ま

たは、範囲・内容を限定することが考えられる。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、個人情報に該当すること

を避け、また、当該個人のプライバシー権に対する侵害となることを回避するとい

うことが考えられる。」と述べた上で、「もっとも、データの加工等は、データの有

用性にも影響し得るものであり、データの利用の観点とデータ保護の観点を踏まえ

たバランスの良い検討が求められるところである。」と説明している。 

 熟練農業者は、土作りの手法や施肥の手法を始め、数多くの「熟練知」（ノウハウ）

を自助努力により開発し、保有しているが、このような「ノウハウ」は一旦外部に

流出してしまうと歯止めがかからず、その価値が大きく毀損される可能性がある。

したがって、このようなノウハウの流出を未然に防止するという観点からは、デー

タの粒度を当事者間で明確にし、契約で規定しておくということが考えられる。例

えば、農業分野においては作物の生育状況に関する画像データの画素数を下げるこ

とや、どの圃場を使ったのかなどを特定しないことなどが一例として挙げられる。

そして、このような粒度は、契約書の中では「提供データ等」を特定する場面で、そ

れを特定し、記載することになる。 

他方、経産省ガイドラインも指摘しているとおり、あまりにデータの粒度を下げ

ると、データ受領者において当該データを受領する意味がなくなってしまうなどの

懸念もある。したがって、この点を検討する上では、契約において達成すべき目的

を阻害することにならないようなバランスの良い配慮が必要となる。 
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データ提供者から提供された提供データが何の整理もされていない生のデータで

あることもあり、そのデータを加工・分析・編集・統合等することによって、新たな

知見・価値を伴うデータになることもあり得る。このような派生データの利用権限

がデータ提供者にもあるのか、それともデータ受領者のみにあるのかは一義的には

定まらない。 

一般論でいえば、派生データの利用権限に関する明確な合意がなければ、提供デ

ータ（元データ）の性質、提供データ（元データ）を取得・収集する際の出費・労

力、営業秘密性、提供データ（元データ）の加工・分析・編集・統合等の程度・費

用、提供データ（元データ）の全部または一部が復元可能なものとして派生データ

に含まれているか等を考慮して、派生データの利用権限がデータ受領者のみにある

のか、それとも、派生データの利用権限がデータ提供者にもあるのかを合理的に解

釈していくことになると思われる。 

ただし、一口に派生データといっても様々な種類のものがあり、契約当事者間で

認識を共通にする必要もあり、契約において派生データの利用権限の有無が不明確

なままでは、将来における紛争の火種になり得るので、契約書において派生データ

を定義したうえで、派生データの利用権限の有無について明らかにしておくことが

望ましい。 

なお、派生データとして、いわゆる統計情報が生み出されることもある。「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

るデータをいうが、統計情報の利用権限についても一義的に明らかにならないこと

が多く、契約でその利用権限の有無を定めておくことが望ましい。 

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001-2.pdf より引用 

 

3-3.データマネジメントプラン 

＜現状と課題＞ 

「統合イノベーション戦略 201916」に「各府省、研究資金配分機関が所管する

競争的研究費制度において、データマネジメントプランの策定を研究実施者に

求める仕組みの導入を進める」との記載があるが、策定されていない取組が、バ

イオ分野においても依然として存在する。 

 

＜対応方策＞ 

3-2 項で定義した生データや派生データについて必要な個別調整を行い、その

結果を一覧化しデータマネジメントプランとすることにより、参加者が常に確

                                                  
16 https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2019_honbun.pdf 
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認可能な状態にする。 

 

＜留意点＞ 

  データマネジメントプラン策定の際には、以下を参照のこと。 

・「研究データ基盤整備と国際展開ワーキング・グループ報告書」及び図表

集 

・科学技術振興機構（JST）「データマネジメントプラン作成の手引き17」 

・日本医療研究開発機構（AMED）「AMED 研究データ利活用に係るガイドラ

イン及びデータマネジメントプランの提出の義務化について18」 

・SIP（第 2期）「スマートバイオ産業・農業基盤技術」公募要領内「デー

タマネジメントプラン記載要領」19 

  参加機関に共有する一覧については、新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）「NEDO プロジェクトにおけるデータマネジメントについて」内「デ

ータマネジメントプラン 兼 簡略型データマネジメントプラン」を参照の

こと。 

  データマネジメントプラン策定の際には、国際連携や国際競争力の確保の

観点から、海外利用を想定したデータ共有の制限の範囲も明確にすることが

望ましい。 

  

                                                  
17 https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/manual/data_houshin.pdf 
18 https://www.amed.go.jp/koubo/datamanagement.html 
19 http://www.naro.affrc.go.jp/brain/sip/files/sip2_besshi4.docx 
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図.データマネジメントプランについて 

 

（令和元年 10 月版） 
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https://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/kokusaiopen/zuhyou2.pdf より引用 
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図.データマネジメントプラン 兼 簡略型データマネジメントプランについて 
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https://www.nedo.go.jp/content/100897759.pdf より引用 

  


