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1．は じ め に

可能な材」という特徴は初期のデータにはなかった近年
の新しい特徴である．2018 年に著者らの研究チームで
は，このデータ市場の世界的な動向を調査するため，日・

昨年 2018 年 6 月，鹿児島開催の第 32 回人工知能学

米・欧・中をターゲットとしたデスクリサーチを行った

会全国大会にて，データ市場および異分野データ連携の

[早矢仕 19c]．その結果，現在のデータ市場ビジネス＊1

オーガナイズドセッション（以下，OS）が開催された．

の半数以上は 2010 年以降に設立され，特にビッグデー

「異分野データ連携におけるデータ市場とデザイン」と

タのブームといわれた 2013 年頃から事業数が急激に伸

題したこの OS では，7 件の先端的な研究およびビジネ

びていることがわかった．また，興味深いことに，デー

ス事例が発表され，活発な議論が繰り広げられた [早矢

タ市場ビジネスを展開する企業が新たに設立されただけ

仕 18]．2013 年のビッグデータのブーム，そして昨今の

でなく，今までデータが主ビジネスではなかった企業が

人工知能（AI）技術の進展により，今やデータは研究お

データ市場ビジネスに続々と参入してきているのである．

よびビジネスにおいて欠かすことができない重要な材と

「石油」と形容され，研究における材，そして企業に

なっている．また，SNS やセンサなど，我々の日常生

とっては経済成長の要であるデータであるが，データ

活で利用する多くのサービスにもデータは深く入り込ん

を取り巻く環境の急激な変化は実社会にさまざまなひ

でおり，米国の GAFA（Google，Amazon，Facebook，

ずみを生み出している．2018 年 5 月に施行された EU

Apple）や中国の BATH（Baidu，Alibaba，Tencent，

一般データ保護規則 GDPR（General Data Protection

Huawei）などのビッグデータホルダの名前をメディア

Regulation）はデータビジネスおよびディジタルエコノ

で聞かない日はほとんどない．

ミーに大きな転換を迫った．GDPR とは，EU 内のすべ

一方で，複雑かつ多様なデータが生成・連携されたこ

ての個人のデータを保護する枠組みである．2019 年 1

とにより，データは肥大化し，設計者・保有者ですら全

月，フランスの規制当局 CNIL が Google に対し 5,000

体の把握が困難となってきている．また，技術の進展に

万ユーロ（約 62 億円）の罰金を命じたのも記憶に新しい．

より多様なシステムやデータがやり取りされるようにな

GDPR 施行以降，データの越境性や取得に対して，多く

り，事象のダイナミクスは複雑化の一途を辿っている．

の企業が非常に慎重になってきている．AI 研究などへ

このような中，データを交換可能な材として扱うことで，
利用方法および価値を策定したり，データ自体を売買す
るビジネスが登場してきた．原初のデータは実世界の事
象を文字，数値，記号によって抽象化することで，未知
の現象の本質を理解するためのものであったが，
「交換

＊1 データを売買・取引・交換するビジネスおよびデータを用い
た異業種共創支援サービスを指す．データ交換のプラットフォー
ム運営者（データ取引市場，
データ流通市場など）や，
他者のデー
タを加工し，販売する事業者も含む．
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トにおいては両データは同値関係にあるといえる．ここ
でのコンテキストは，IMDJ において検討されたデータ
利活用方法（ソリューション）を意味する．この事例を
用いながら，新たなアルゴリズム開発の着想に至った経
緯とアナロジーによるアルゴリズムの転用の可能性が述
べられた．
また，データの多様性の変化と変遷については，2014
年から 2019 年に DJ として登録されたデータ内のキー
ワードの増加を KeyGraph [Ohsawa 98] を用いて可視化
したものを用いた．2014 年初期においては，データの
増加に伴い，キーワードの種類も増加していくが，極め
図1

OS の会場と発表の様子

て疎なネットワークとなる．一方，データの増加に伴い，
データ間をつなぐコンテキストに相当するキーワードが

の影響や事例はまだ報告されてきていないが，個人情報

増加し，密な構造となっていく変化を捉えた．データ市

に関する取決めは一層厳しくなることが予想される．

場がデータ保有者のみで成立するものではないことを考

今や世界規模でデータを巡る議論は活発になってきて

えれば，市場にてやり取りされるデータにコンテキスト

おり，技術的な課題だけでなく，法制度，社会の受容性， （データを用いて解決したい要求やデータの活用方法な
リテラシー教育など，さまざまな問題が生じてきている．

ど）が増えていくことは当然の帰結といえよう．しかし，

これらのデータ市場およびデータ流通を阻害する社会的

データ取引市場や情報銀行を含む昨今のデータ市場は，

要因などについても議論し，これからのデータ流通社会

機械可読性と客観性を重視しており，データを入手する

に向けて提言すべく，2019 年度の人工知能学会全国大

意図やデータの活用方法の議論が疎かとなっている．本

会にて OS「データ流通社会における技術基盤と異分野

発表および [早矢仕 16, 岡久 18, Ruijer 17, 高間 15] な

連携」の開催が実現した．ご発表・ご参加いただいた皆

ど，データにおけるコンテキストの重要性は議論されて

様に，この場をお借りし深く感謝したい．本解説記事で

おり，今後の社会実装が期待される．

は，本 OS のまとめとして，データ市場および異分野デー
タ連携の関連技術と課題について概説し，発表された研
究の概要を紹介する．これにより，本分野に興味をもた
れた読者の参考になれば幸いである．

2．発 表 論 文 概 要

2･2 ブロックチェーンを用いたデータ流通基盤における
思考プロセスに応じたデータ可視化方法
宮原らは，Virtuora DX データ流通・利活用サービス
（以下，Virtuora DX）における異種のデータ可視化手法
について議論した [宮原 19]．異業種データ共創への期
待は高いものの，実際に多くのデータが組織の中に蓄積

本 OS では以上の課題に対して取り組む発表，データ

されたまま，経営資源として資産化されていない（この

市場を支える基礎技術や異分野データ連携の事例につい

ようなデータは dark data と呼ばれ始めている）
．その

ての議論，そして招待講演およびパネルディスカッショ

ため，データを共有するだけでなく，信頼された相手と

ンを行った．なお，紹介は OS 内での発表の順番に準ず

安心・安全にデータ利活用方法を議論し，データ流通と

る．

ビジネス化を実現するプラットフォームおよびそのプロ
セスを方法論として確立することが必要となる．上記問

2･1 Data Jackets Evolving and Connecting via
History of IMDJ

題の解決のため，Virtuora DX はブロックチェーン技術
をベースに，信頼のおける関係者どうしが参加するコン

大澤と早矢仕は，データジャケット
（DJ）[Ohsawa 13] を

ソーシアム（組織や業種を超えた共創コミュニティ）を

用いたワークショップ [大澤 17] にて得られたデータの

コアとしたプラットフォームとなっている [Ejiri 18, 池

価値発見と異分野データ連携の事例を紹介しつつ，デー

田 18]．このコンソーシアムにより，単一の企業では困

タの多様性の変化と変遷を議論した [Ohsawa 19]．さら

難であった分野間データ流通と活用を迅速に行うこと

に DJ 検索システムである DJ ストア [早矢仕 16] によっ

が可能となる．本研究では，Virtuora DX に DJ および

て，
「地震データ」と「スーパーマーケットの POS デー

KeyGraph を導入し，コンソーシアムメンバ内での円滑

タ」の類似性を発見した事例を示した．通常，
地震のデー

なデータの関係性を発見するツールを提案した．これよ

タと POS データは分野も違う異種のデータである．し

り，情報の過多・過少の問題を回避しつつ，各企業が保

かし，データを活用するコンテキストの類似性により，

有するデータの概要情報を安心・安全に共有・可視化す

同じアルゴリズムを適用できる場合がある．例えば，
「時

ることで，Web 上で企業を超えたデータ流通・利活用

系列の予兆を捉え，変化を説明する」というコンテキス

とアイディア創出を可能とした．さらに発表では，三菱
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処理を実現できる．

とした，東京・丸の内エリアの異業種共創プロジェクト

これらのプライバシー保護推論処理技術が社会実装さ

[大丸有 18] の成果が紹介された．東京・丸の内エリア

れた際のメリットは大きい．例えば，パーソナルデータ

を中心に 12 の企業・組織が集まり，産学連携によるデー

を扱う各企業が互いに保有する顧客のデータを秘匿した

タ利活用実証実験が行われた．Virtuora DX および DJ

まま，データを統合・解析し，結果を得ることが可能と

の導入により，異種の企業の信頼が醸成から，コンソー

なる．さらに，上述のように匿名化したデータセットで

シアムを中心としたコミュニティが形成され，いくつか

あっても，プライバシーの問題を解決することは困難で

の成果が得られたことが報告された．

あることが示されており，匿名化データの解析ではなく，

IoT 技術や各種センサの進化によって，ヒト・モノに

プライバシーデータを暗号化して解析するという戦略の

関連する膨大な情報をデータ化，蓄積できるようになっ

ほうが現実的かつ実用的である．しかし，課題も多く，

てきた．同時にビッグデータ解析や AI の活用によって，

手塚らが指摘しているように，複雑な非線形関数を暗号

新たな価値創出を目指す動きが世界的に加速している．

化した状態で表現することは難しく，計算時間と分析精

AI 技術の進展により，データの多様化のみならず，今

度の観点から実用性を損なう可能性がある．まだ発展途

までデータビジネスが主ではなかった企業がデータ市場

上であるが，異分野データ連携による新たな価値創出に

に参入してくるなど，データに関係する業種も増加の一

おいて，今後の発展が期待される技術であるといえよう．

途を辿っている．オープンなデータ市場ではなく，コン
ソーシアムという戦略によって価値あるデータを意味の
ある相手と交換するモデルは今後さらに重要になると予

2･4 データプラットフォームにおける異分野データ
ネットワークの成長過程に関する一考察

想される．本発表は多様な背景知識を有するデータ市場

センサの高度化，IoT による多様な機器の相互接続環

のステークホルダに対して重要な技術基盤を提示してい

境の進展，さらに 5G などの次世代通信環境の整備によ

るといえよう．

り，多種多様なデータが時々刻々と生成され，新たな種
類のデータが誕生している．そして近年，データを交換

2･3 三層ニューラルネットワークにおける Ring-LWE

可能な材として，異分野間でデータを交換・結合させる

ベース準同型暗号を用いた効率的なプライバシー

動きが活発になってきている．このような中，データプ

保護推論処理

ラットフォームと呼ばれる，異種のデータを交換する場

情報銀行のように，パーソナルデータを活用するこ

が Web サービスとして誕生しつつあり，覇権争いが行

とへの期待が高まっている．しかし，プライバシー保

われつつある [早矢仕 19a]．しかし，どれほどの規模の

護やデータの機密性の確保が障壁となり，複数組織間

データがあれば自身のプラットフォームが十分に機能す

でのデータ共有と問題解決に至った事例は多くないの

るのか，またどのような種類のデータがプラットフォー

が現実である [Xu 14]．また，異なるデータの組合せか

ムの成長に寄与するのか，ということは十分に研究され

ら個人情報を復元できることは以前から指摘されてお

ていない．著者らの発表では，データプラットフォー

り [Acquisti 09, Montjoye 15]，[Rocher 19] の最新の研

ムが SNS のようなネットワーク構造をもつという仮定

究では，わずか 15 のデモグラフィック属性（年齢，性

から，異種のデータのネットワークが成長する過程を

別，職業などの人口統計学的属性）から 99.98％の精度

観察し，ダイナミックな特徴の変化を考察した [早矢仕

で匿名化されたデータセットから個人を再識別できるこ

19b]．さらにネットワーク特徴量の変化を動的に捉える

とを明らかにした．そのため，データの匿名化に頼るだ

ことで，データプラットフォーマーの戦略立案支援の可

けでなく，プライバシーを保護したうえで，組織を横断

能性を示した．

してデータ解析を行い，結果を得る技術の確立は多く

ゲームセオリー [Sooksatra 18]，プライバシー問題

の分野で求められている．手塚らは，Ring-LWE ベー

[Niu 19, Xu 14]，市場評価 [Quix 17, Stahl 14]，市場

ス [Naehrig 11] の準同型暗号を用いて三層ニューラル

を模したワークショップ技法 [Ohsawa 15]，ブロック

ネットワークの内積演算を効率良く行えるプライバシー

チェーン [Dai 19] など，異業種のデータ固有の特徴に着

保護機械学習モデルを提案し，その性能を評価した [手

目したデータ市場モデルは存在するが，複雑ネットワー

塚 19]．従来のモデルでは，活性化関数に ReLU 関数や

クのアプローチによる研究はそれほど多くない．[早矢仕

Sigmoid 関数を用いていたが，有限次元の多項式を表せ

19a] では，静的なデータのネットワークを解析してい

ないなどの課題があった．提案されたモデルでは，入力

るが，マクロな現象としての社会において，静的なネッ

データを暗号化し，その識別結果を受け取るクライアン

トワークというものはあまり存在せず，それらは動的な

ト，そして学習済モデルを用いて暗号化した入力に対す

ネットワークの近似である．そのため，実社会のデータ

る識別結果を計算するサーバからなる．これにより，ク

プラットフォームにおける時々刻々と新しいデータが参

ライアントはデータのプライバシーを漏らすことなく，

入するダイナミズムを理解することが喫緊の課題であっ

モデル製作者はモデルを公開することなく効率的な推論

た．この研究の結果はデータプラットフォームをサービ
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ス展開する組織，およびこれからデータプラットフォー

計に関する発表である [上島 19]．近年，データ流通産

ムに参入する企業にとって有用な知見となると考えられ

業の成長に伴い，広告や PR 施策の投資効果を検証する

る．データプラットフォームやディジタルエコノミー

手法の確立が期待されている．しかし，季節変動やトレ

は近年誕生したばかりの新しい市場である．本発表にて

ンド，広告・PR 活動，突発的イベントなどのすべての

ネットワーク分析によっていくつかの重要な知見が得ら

事象の関連性を把握することは難しく，データ収集から

れたが，それは一つのアプローチに過ぎない．データの

分析，因果関係の抽出など，膨大なコストを要すること

規制やデータの品質，信頼性評価など，検討すべき課題

が知られている．そのため，
データを含む限られたリソー

や未知の要因は多く，多様なアプローチから検討が必要

スによる簡潔かつ持続的な効果検証が必要である．そこ

な分野であるといえる．

でこの研究では，効果検証の指標策定に必要なデータを
選定し，複数の組織からデータを入手し，統合するデー

2･5 データ登録制度の提案

タ流通プロセスを設計し，実践した．その結果，データ

小池の発表では，法制度の側面からデータ流通社会の

の所在調査，データ利活用知識の表出・整理，品質の評

在り方や新たな制度の必要性を議論した [小池 19b]．デー

価，データ設計，分析手法の選定，手法の適用，結果の

タは知的財産の一種であるが無体物である．そのため，

評価に至る一連のプロセスにおいて，15 社による 15 種

産業財産権と異なり，財産権としての権利の有無が明確

類のデータ流通を 4 か月程度で実現した．この手法によ

でなく，第三者のデータに関する権利の調査も容易では

り，組織間のデータ活用に要する実施コスト，失敗リス

ない．そこで，小池は産業財産権登録制度，著作権登録

クを低減しつつ，多くの権利関係者が介在する多種多様

制度などを参考にし，データ登録制度を新たに創設し，

なデータを，低負荷で，速やかに，持続的に活用できる

データに関する権利の有無の明確化を提案した．データ

可能性を示唆した．

に財産的価値があることは認められており，不正競争防

異分野データ連携による新事業の創出や新しい知識発

止法の改定により，管理性，相当蓄積性などの一定の要

見への期待が高まっているが，闇雲にデータを探し，組

件を満たすデータは限定提供データとして保護対象に追

み合わせれば良いというわけではない．異種のデータの

加された [小池 19a]．小池の提案では，プログラムの著

組合せは客観的な解釈を難しくさせることが指摘されて

作物は公表が要件とされずに登録が可能であることを例

いる [Bollier 10]．また，ほしいデータが必ずしも入手

にあげ，登録機関の設置とデータの申請，審査，登録の

可能な状態にあるわけではない [Ellram 16, Rabinovich

方法などを論じた．また，登録機関は情報処理業務につ

11]．さらに，データが増加すれば導ける仮説も指数的

いて秘密保持義務を設け，違反した場合の刑罰規定を設

に増加するため，さまざまな領域のあらゆるデータの組

定することの重要性を指摘した．

合せを考慮することはほとんど不可能である．つまり，

データの権利帰属，実データの同一性の立証方法につ

データによる既存のビジネスの付加価値向上や新ビジネ

いての議論は絶えない．技術的なアプローチはさまざま

スの創出に対する潜在的な期待を意思決定につなげるた

提案されているものの本発表の興味深い点は，法的アプ

めには，データ分析だけでなく，ステークホルダ，潜在

ローチによる解決の試みである．質疑応答においては，

的リスク，権利関係や取引・交渉のコストなど，関連す

統計データなどの静的データの登録は可能だが，時々

るさまざまな要素を考慮した事業計画の策定と支援手法

刻々と生成される動的データの登録方法など，非常に活

が必要となる．従来のプロジェクトでは約 12 か月を要

発の議論が行われた．情報漏えいのリスクもさることな

していたこと，さらに，データ取得および前処理段階

がら，データは複製が容易であるため，常に権利侵害の

に約 80％の時間を費やされていること＊2 を考慮すると，

リスクにさらされており，データを扱う企業はセキュリ

期間が 1/3 に削減されたことは非常に大きな成果である

ティに多大なコストを支払っている．登録制度のメリッ

と考えられる．今回の発表では一事例の紹介に留まり，

トを認めつつも，実現性における課題が新たに表出する

他の商材におけるデータ流通プロセスの設計が今後の課

など，興味深い発表となった．また，法律面においても

題であるものの，これらの活動がさらに広まり，異分野

データに関して国内外でさまざまな議論が存在する [石

データ連携が促進され，データ流通社会が発展すること

井 14, 森 14, 高崎 14]．また，GDPR の登場やデータの

が期待される．

越境性の課題が議論されており，データを取り巻く法制
度は今後も目が離せない．また，データを巡る法律およ
びビジネスにおける注意点については [福岡 19, 中崎 18]

2･7 招待講演とパネルディスカッション
本 OS では，アビームコンサルティング株式会社の安

が詳しいので参照されたい．
2･6 PR 効果測定のための複数組織間のデータ流通
プロセス設計
本 OS の最後は，複数組織間のデータ流通プロセス設

＊2 https://www.forbes.com/sites/
gilpress/2016/03/23/data-preparation-most-timeconsuming-least-enjoyable-data-science-tasksurvey-says/
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いて，コミュニケーションはデータの利用方法を策定
し，有益な意思決定を導く共通理解を醸成するツールと
なる．これらの能力の育成により，より一層データ市場
が活性化し，それを支える技術群が発展していくという
結論によって，パネルディスカッションは締めくくられ
た．ご講演いただいた安藤氏，
ならびにパネルディスカッ
ションにご登壇いただいた皆様に，この場をお借りし感
謝と御礼を申し上げる．

3．まとめと今後の展望
本解説記事では，2019 年度人工知能学会全国大会の
図2

招待講演者の安藤氏と発表者によるパネルディスカッション
の様子

OS「データ流通社会における技術基盤と異分野連携」
に関して，セッションの紹介とともに研究動向の解説を
行った．本解説を通して，多くの方に異分野データ連携

藤有紀氏をお迎えし，
「ビジネス現場からのデータ流通

とデータ市場関連技術に関心をもっていただければ幸い

への期待」と題して講演をいただいた．コンサルティン

である．

グの現場でもデータ流通に対するクライアントからの多

ま た， 過 去 5 年 の デ ー タ 市 場 に 関 す る 国 際 ワ ー ク

様な期待がある．しかし，
「売りたいデータはあるのだ

ショップ＊3 から発展し，昨年から異分野データ連携に

が売り方がわからない」
，
「ほしいデータがあるのだが，

関する二つの国際的な取組みがスタートした．一つは

誰がもっているのかわからない」など，実現したいビジ

International Conference on Data Mining の併設ワー

ネスのイメージはあるものの，いまだデータ流通が大き

クショップとして始まった International Workshop on

なトレンドになっていないことによる障壁が存在する．

Cross-disciplinary Data Exchange and Collaboration

データ流通に関する期待が高まる中，技術的にはデータ

（CDEC）である．第 1 回目の開催では，DTA の事務

流通がほぼ可能であり，制度面での検討と整備も進んで

局長であり，EverySense, Inc. の CEO 真野 浩氏を招

きている．しかし実際にデータ流通を実ビジネスで生か

待講演にお迎えし，7 件の一般発表を含む 10 件の発表

すためには，技術のみならず，具体的なユースケースの

が行われ，国際的にデータ流通およびそれを支える技

創出と共有が必要であるというメッセージをいただい

術について活発な議論が行われた＊4．もう一つは，関

た．

西大学ソシオネットワーク戦略研究機構と東京大学国

続いて，以上を結論とせず，オープンクエスチョン

際オープンイノベーション機構の共催により実現した

としたうえで，安藤氏をコーディネータ，本 OS の発表

International Symposium on Socionetwork Strategies

者らをパネリストとして迎え，会場を巻き込んだパネル

in the Market of Data（ISSMD ＊5）である．ISSMD で

ディスカッションを行った．
「データ流通・異分野連携

は，国際的に活躍されている石井夏生利氏（中央大学）
，

を盛り上げるには？」をテーマに，ほしいデータと既存

谷 口 和 繁 氏（Inter-American Development Bank）
，

データのどちらを共有するのか，また，データがわかる

Dries Benoit 氏（Ghent University）
，Dirk Van den

人を増やすのか，データのプロを育成するのか，につい

Poel 氏（Ghent University）
，
Janos Kertesz 氏（Central

て研究とビジネスの両面から活発な議論を行った．デー

European University）をお招きし，2 日間にわたって

タを扱うすべての業種・学問が対象であるため，議論は

データ市場の実装，技術，事例，法制度について議論し

尽きなかったが，データリテラシー教育とコミュニケー

た．また，今年の 11 月には第 2 回となる CDEC 2019＊6

ションの重要性はすべてのパネリストで共通した課題と

の開催も予定しているなど，今後も国内外で研究会・ワー

なった．データ市場はまだまだ発展途上であり，今まで

クショップを企画する予定である．ぜひとも論文投稿を

データが主たるビジネスではなかった企業も日々参入し

ご検討いただきたい．

てきている．そのため，市場に関わるステークホルダの
専門知識は多岐にわたり，異業種共創の議論を収束させ
ることは容易ではない．彼らが一堂に会してデータの活
用方法について話し合い，データの利用方法と価値を策
定するためには，データリテラシーが重要となる．デー
タを正しく読み解き，活用する能力は来るデータ流通社
会の必須の能力であるといえよう．また，さまざまな背
景知識をもつステークホルダが共存するデータ市場にお

＊3 http://www.panda.sys.t.u-tokyo.ac.jp/MoDAT/
＊4 http://www.panda.sys.t.u-tokyo.ac.jp/
CDEC/2018/
＊5 http://www.panda.sys.t.u-tokyo.ac.jp/
symposium/ISSMD/
＊6 http://www.panda.sys.t.u-tokyo.ac.jp/
CDEC/2019/

データ流通社会における技術基盤と異分野連携─オーガナイズドセッションから見る基礎と実践─
謝 辞
OS「データ流通社会における技術基盤と異分野連携」
の発表者の方々，聴講者の皆様，JSAI 2019 の運営およ
び本誌の編集にご尽力いただいた皆様に感謝致します．
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