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特集 砂情報の可用性が導く未来一一占有・所有論は活きるか

情報の可用性向上を推進する

法制度を探る

九州大学教授

寺本振透 ShintT r;mo 

目 情報の「可用性Jとは？

情報セキュリティの核は、機常性（confidentiali-

ty）、 1111ー性 (integrity）および可則性 （availabili-

ty）である1。本析は、これらのうち「可川悦J

を議論する20

さまざまな場而で、 十MICの「可用性jが私たち

の純利や利主主と深く l刈わる3。ここでは、二つの

場面を例として示す。一つは、医療1）湖（4の司JIJ

性である。もう一つは、百円、十i'f報5の可川1".I:であ

る。
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日 医療情報の可用性

1. 大災害時における医療の継続性

夜、が、世管｜：；丸山、の対処療法を継続的に受けてい

たとする （［図1] （似性透析思者）や ［図2]（ある

磁の認知抜忠者） の医療q~IYJ制作の例は、い くつも

の医療機協や治W&iS与が処方されていることを示

す）。私が住む地域を大災害が鈍い、自宅も通｜淀

先の診出所や病院も破壊され、 l忠良記録6 も ｜淀 1J~

サーバの破ijlで読みII¥せなくなり、手持ちの治療

薬も失った。しかし、私自身は避難所に逃れるこ

とができた。避難所を巡回してくれる DMAT

(Disaster Medical Assistance ’ream）の｜単向Iiに治

療薬の処方をお腹iいすることになった。多数の被

災者に応対する医師は、効率よく処ブjすべく「い



［図1］腎透析患者の医療費明細密の例

区分 診目躍明細

初 .jfj'.診｜ホpt診

e明細軍事発行体制l等加算

特集 炉情報の可用性が毒事く釆；！！＜－占有・所有蛤は活きるか

点数

｛点｝

72 

図書k
｛日豊富｝

9 
9 

一一一一←一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一ーー』一一一一一『一一一一一一←

医学管理｜$診療情報鍵供料（ l) 

＊慢性維持透併患者外来医学管理料
250 

2,250 

一一一一←一一一一一一一一一一一一一一ーー一一一一一一一一一一一一一一←一一一一－ -l一一一一一一←

処方せん｜傘処方せん料（6稲以下） 68 2 
一一一一』一一一一一一一一ーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一←一一一一－-l一一ー一一ード

処 殴I•人工腎臓 （慢性維持透析を行った織合） 4時間以上5時間未満
透併i!X水質磁保加算 l I 2. 203 I 9 

I•人工腎臓用特定保険医療材料（回絡を含む） ホローファイパー
型ダイアライザー
ホローファイパー型及び税局型（キール型） (2. Om2以上） （ 
4) 1770内 1本 I 1111 9 

l事夜間、休日加算 I 300 I 1 

一一一一「一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一』ーーーー－ -1一一一一一一

つもどんなお菜をもらってま したか ？Jと－；｛cね

る。だが、私は思い出せない。チームの在的から

いくつかの薬のサンプルを見せてもらうが、キT効

成分が同じ錠斉ljでも製薬会社によって見かけが逃

うので、よくわからない。タブレッ トPCでいろ

いろな錠剤の写真を見せてもらって、ようやく

「この楽でした ！Jと答えることができた。店、の

医療記録が医療支援チームに「可rnJだったなら

ぱ、 DMATの医r:mが私に；切いてくれた時lllJを、

もっと多くの忠者、あるいは、もっと重鰐な症状

の忠者のために使えたはずだったのに70 

2. 平時における医療と健康管理の
継続性

平時においても、 医政情報が、私たち、およ

び、私たちの現在もしくは将来の主治医を含む医

4i;fチーム （以下まとめて 「阪療チームJと呼ぶ）に

1 JIS 0 27002 (ISO I IEC 27002）参照。なお、 ISOは国際保準化繊情 （Inter聞 ti町、alOrg，加izalionfOf Standardization）の略称、 IECI立国際電

気j軍準会段 （Inter団 ti町国IEleclrotechnical Commission）の略称。ISO/IEC27001の “Termsand definitions＂は、情報セキュリティ

(information security）について”preservationof confident咽lity.integrity and availability of information; in剖 dition.other pro問 rtiessuch 

as autt官nticityaccountabil』ty，附 ire臥Jcfiationand reliability can al回 beinvolved＂，後密性 （町、fi曲 、tiality）について・陶 property向 1

information is not made available or disclosed to unauthorized individuals. enlilies. or processes・，完全性 (integrity）について・the

property of being accessible and usable upon demand by an aulhOfized enlity・と、それぞれ定義する。

2もちろん、可用性を向上することは、後Hi性が脅威にさらされやすくなることのほか、医療情報についていえば、医療保険における差別的な

取級いが続発されかねない等、いくつかの危険を伴うことに注意する必要がある。医彼情報についてこの極の危険を簡潔にとりまとめたもの

として．たとえば、Shar四百 Hoffm剖 ."T鳩町四刊日 andPerils of O問nMedi閃 IData." Hast吋 EC制 terReport 46目問 I(2016) 6-7を参
照。

3情報の「可用性jの健保を強銅する法条の典型例として、図也館法 1条 ・3条．放送法 1条等がある。

4本摘でl;t，便宜上、世u言鉱泉や、（主観的には健康だと思っている）いわゆる禾病者の日常の身体または鍋神の状態に関する情報b含めて 「医
領情緒jと呼ぶ。

5たとえば、ワヲチンの副反応や告書の治療法に関する工ピデンスのあやふやな情報．個人の過去の不名誉に関する情報等を置換えるべき新しい

情報 （たとえば、よりE置からしい工ビテンスに基づくワフチンや拒自治療に関するf官級、一鍛の人々の関心を特定の個人の過去の不名誉からそ

らす極々雑多な情穏や、その個人の名誉を回復するような情緒等）。

6 ~療録 ｛医師法 24 条 JJj'j ） のほか、 検査や処方のgc録、単純X録画像、 断層Iii:函｛量等さまざま主記録がある。
7神野正1呼「震災から見た今後のHIS構築のあり方を考える一一今こそ医療情相違織のチャンスとj足えよj新医徳 38巻7号（2011)24頁以下を

含む同胞の多くのAc事等を参照。
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｛図2］高齢者の医療費明細書の例
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［図3]CTによる検査画像の例（画像の一部を修正）

とって継続的に 「可)fl」であることは、私たちの

f必li1i'i＇理の継続性のためにも、診械を効中的かっ

効栄的にするためにも!Ifましいことである九

も っ とも、 CT、 MRI 、 PET~）－：ーによる検抗で緋

られる医則画像 （［図 3］ はCTによる検~f.plijf象の例、

［図4］はMRIによる検作画像の例）は、よりあ’i秘
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内

な診断を可能とする一方で、膨大なデータ:hi・とな

る。そこで、これらを、どこで保行し、どうやっ

てシェア （｜災鋭機関または他診施設（以下まとめて

「医療機関与JとH予ぷ）と止lず；・とのIll］、あるいは、医

療機｜均等同士で）するかがIll!題となる。現在、忠

者の求めまたは医師からの制jめにより、 I~川画像



［図4]MRIによる検査画像の例

を格納したCDやDVDを忠者が医療機関等から

受け取り、事後の別の医療機関での診察に備える

ということが｜即時行われる。しかし、 これでは、

データの大きさからしでも9、記録媒体を狭型し

て保管しておく ことの煩雑さや紛失の危険からし

でも、さらに、そもそも別の医療機関で診察を受

けるときにデータの存在をjよ1渚・が思い起こせるか

どうか等々、「可m性Jの障害があまりにも大き

し、。

膨大な医用データのシェアを実現する現実的な

手段といえば、クラウド ・コンビューテイング ・

サービス （以下、 lliに「クラウドJという）であ

る10。医療情報の保管とシェアをクラウドに委ね

符m砂 情報の可用性が導く未来一一占有・所有鈴l主活きるか

ることは、 (1）膨大な医療情報を安全に保管する

こと、 （2）医用画像など大サイズのデータを医師

ll:J （たとえば、 主治医と読彩医の111］） で迅速かっ安

全にやりとりすること等を目的として、医療機関

とクラウ ド事業者との契約により行われつつあ

る11。 しかし、私たち自身の自己管理と、医療

チーム同士が時と場所を超えて医療情報をシェア

する目的では、クラウドが和極的に活用されてい

るとはいえない。

3. 医療情報の可用性を高めるため

の方策

私たちの検査をした医療機｜刻または健診施設と

クラウド事業者との契約によって、医療情報がク

8患者が継続的に同じ医療後関で惨僚を受けていれば、院内で保管された過去の医療情絡を医療チームが参照するのに、 医療機関の廃業や息苦

の転居、あるいは、従来とは異なる症状を得たことを理由として新たな医療償問にかかると以前の医療チームからの （または、以前の医彼

チームへの）レファランスをわざわざしなければ過去の医痴情報が参照され主いのは、合理的ではなし、。

9 たとえば、筆者が20151手9月に受けた服部CTスキャンの後‘CDに俗約して受け取ったテ－？一式のサイズは、医師が診断に周いるDICOM

{Digital Imaging and Comm凶 icationin Medici時）7 ,, -7・：； 卜の函倫テ一世と、患者が簡単に閲覧できるJPEGの函像デーヲ、それに

ビューワ等をあわせて、約 ISOMBであった また、同月に受けたMRl/MRAによる筋スキャンのlJ！.同級にして受け取ったテ－？一式のサイ

ズは約220MBであった。

10寺本j,¥¥透「医痴クラウドに関する法制度の現状と今後jffi医僚41巻8号（2014)72頁、上杉正人 I医周画像の外郡保存の可能性と奴阻を鋭＜J

新医療42巻8号 （2015)28賀、寺本tli透＝深津；石寛 「法rn函から見た医f貰7ラウドjITvision 25号 （2012)38頁等告書照

11キヤノンマーケティングジャパン総式会社が淀供する fMedicalImage PlaceJ (http:/ /cweb.canon.jp/newsreleぉe/2015-04/pr-medical-

image-place.hlml) tふおそらく 1を主な目的とするサーヒスであり．イーサイトヘルスケア除式会社が提供するJS陥銃影支援サービス

(http://www.esi1e-t、CC町n/cn03/tele旧d-gaiyo.html)I；！、2を主な目めとするサービスである
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ラウドに蓄積されたとしても、私たちと医療機関

や健診施設の間で時と場所を超えて医療情報を

シェアする仕組みを機能させるためには、いくつ

かの問題に対処する必要がある。とりわけ、第一

に、私たち自身と医療チームが、必要なときに医

療情報にアクセスできることが保障されなければ

ならない。第二に、医療情報の悪用、無用の開示

または漏洩を防ぐ現実的な仕組みが必要である。

これらは、クラウド事業者が「誰のために」医

療情報を管理するのか、という問題に関わる九

クラウド事業者は、検査等を通じて最初に医療情

報を記録した医療機関等との契約に従って、その

医療情報を受け入れて管理する。だから、「その

医療機関等のために」と考えるのが自然なように

も見える。だが、次のような疑問もある。

ー クラウド事業者と契約した医療機関等が破綻

したり、廃業したり、そうでなくともクラウド

事業者と医療機関等との契約が終了したとき、

クラウドに保管された医療情報は消去されてし

まうのか？ それでは、患者および将来の医療

チームからすると、医療情報の「可用性Jが失

われてしまうが、それでよいのか？

ー 当初の医療機関等が選んだクラウド事業者が

破綻したり、管理の品質が低下したり、その

他、患者や将来の医療チームによる医療情報へ

のアクセスと医療情報の適切な管理が保障され

なくなったとき、優良なクラウド事業者に医療

情報が移管されなくてよいのか（いわゆる“por-

tability＇’の問題 13) ? 

ー 患者または将来の医療チームがクラウド上の

医療情報にアクセスするためには、クラウド事

業者と契約した当初の医療機関等から個別に権

限が付与されること（authorization）が必要だ

とすると、煩演であったり、患者の治療に間に

合わなかったり、大災害等で当初の医療機関が

機能していないときに対応できなかったりす

る14と予想されるが、それでよいのか？

8 NBL No.1071 (2016.4.1) 

これらの疑問に共通するのは、医療情報はいっ

たい誰のために、保存され、管理され、可用性が

保障されなければならないのか、という問題（誰

が受益者15か？）であり、誰が医療情報の適正な

保存と管理を請求でき、また、データへのアクセ

スを請求できなければならないのか、という問題

（医療情報は誰のものかりである。この「誰かJ
が患者本人であること、あるいは、少なくとも患

者本人がそれに含まれることが自然であること

に、特に疑問はないはずである。もっとも、個々

の患者がクラウドにおけるデータの保存、管理、

可用性保障の状況を監視して適時に介入を行うこ

とは現実的ではない。とりわけ、可用性の保障に

ついては、問題が顕在化してから（そのとき、患

者はすぐに治療きれなければならない状態にある）

行動を起こしても手遅れとなる。そこで、医療情

報がクラウドに保管されている患者たち（私た

ち）に共通する利益を代弁して、監視や介入を行

う者も必要となるだろう。他方、検査等を行った

医療機関がクラウド事業者を選択してこれと契約

するのが自然でもあり必要なことでもある以上、

患者とクラウド事業者の聞に契約が「存在しな

いJ状態も、また、自然なことと思われる。

こうした状況が示唆するのは、第一に「契約関

係に無い者の行動に対する、事前の監視と介入を

法的に正当化したい」、第二に「平常時は積極的

に行動しないであろう多数の人々に共通する利益

を代弁して誰かが監視や介入を行うことを正当化

したい」という要求の存在である。

前者の要求に応えるための伝統的な法技術とし

ては、不法行為やその延長線上にある種々の排他

的権利がある。しかし、排他的権利は、情報を

「使うな」、「拡散するなJといった請求にはつな

がっても、「使わせろ」とか「移管せよ」といっ

た請求には、なかなかつながらない。立法によっ

て第三者機関に介入権限を与えるというのも、窮

余の一策の域を出ないし、行政的手法ゆえ国境を



越えるクラウドに対しては布効性に欠ける。何よ

りも、 1111：屈が発生した後、あるいは、 Iii!姐の発生

が差し迫っているときでなければ介入できない、

というのは、致命的な欠点である。

これに対－して、医療情調iのデータにowner-

ship16を観念するならば、これらの要求に対し

て、もう少し満足肢の高い実務対応が可能であろ

う 。 たとえば、医療抗日報のデータについては、 ~L

成されたとき、形式的なownershipは検持母：を

行った医師または医療機関与にあるが、実質的な

ownership は忠者－にあるから、＇ii\•

誕のために~~：理され、利川されるべきものだ、と

いうふうに考えられそうである。また、医療機関

等とクラウド事業者との契約により、 ｜矢縦十！？報の

データがクラウドに保管されたときは、形式的な

ownershipがクラウド事業者に移ったが、実質

的なownershipは引き続き忠者のもとにあると

考えられそうである。さらに、店、者は、クラウド

上の12I般的報のむ：理と可用性の保障をV；討~l して適

宜介入を行う団体、機関等に対して尖質的な

ownershipに由来する株｜恨の行使を委ねること

特集 酔情報の可用性が導く来来一一占有・所有蛤l主活きるか

もできそうである17。

日 新しい情報の可用性

l. 最新の医療知識の可用性

医療に｜刻するまllfif＆は、新たに提唱されたもの、

今のところ妥当であろうと.i_l,q1'J家らが認識してい

るもの、すでに布くなってしまったもの、もとも

と｜壬しげなもの~；·j； さまざまな都類のものが、 SNS

(Face bookのようなSocial Networking Service）、

キュレーション ・サイト （NAVERまとめ、

Huffinglon postのような、まとめサイト）、テ レビ

番組舟；で拡散されている。そして、 il々新たなリ

スク史：凶が指摘される一方で、過去に指摘された

もののリスクがさほど向くはないという指摘も頻

繁に行われるヘ Ill!題となるのは、いちど拡散さ

れてしまった情報は、それが似拠薄弱であること

が多くの専門家の共通の理解となった後でも、し

つこく拡散を繰り返すことである。エピデンスに

12自治体7ラウドにおいて共通する問rnが生ずることが、本特集の中の原因大樹Ui文20～22頁に指嫡されている

13近々決隠されるであろうProposalfor a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ANO OF THE COUNCIL on lhe prol配 tionof 

individuals with regard 10 the processing of pers町四ldata and on l同 freemaven官ntof such dala (G町官ralDala Protection Regulation) 

2012/0011 (COO) fi、個人情紹テ－9の院xiabilityの保障を求める これは的を射た考え方だが テ－9がAltのものなのか．を！§箇しておか

ないと「総のためにjデーヲをporlout/inするのかがあやふや主主まと在る。テー？の実質的な帰属主体か、その代弁者が．テ－9をportQUI 

したりporlinしたりすることを7ラウド事業者やデーヲセンヲーに問求できるという情成が自然かと思われる。fJお、 EU！ま内での個人情報保

極の水準を備えることは、 i或内でのavailabilily向上に資すると思われるが、反面.jま外への子一世l寄ち出しを厳しく規制することで、域内外

を行古来する人々にとってのavailabilityを悪化させることが懸念される もっとも．医須情報については、そもそも‘各加盟国の圏内法に委

ねられていて、 EUとしての規則は介入しないようである

14大災害時に限っては、いわゆるフレークグラス ・ポリシーによって、 OMATにテ一世へのアクセス低限を与えるということは考えられる。た

とえば.Joint NEMA /COCIR /JIRA Security and Privacy Commit!田（SPC). Break-glass: An approach to granting emergency access to 

heallheare systems. White paper, NEMA. COCIR. and JIRA. 2004参照

15ここでは、信託の受益者に限ることな仁 一定量的な広い意味で 「受益者jというおを使う。

16それが排他的な指導ljではな く所有信的なものであることは必要だが．民法上の所有4置が待っすべての特徴を兼ね備える必要まではないかもし

れない、という意味で、あえて‘唆味lこownershipという表現を使う

17医療情報のデ一歩について「所省彼Jが観念できるかどうかを意図的に唆昧なままにした関係で、ここも、信託という表現を｛聖わず、あえて

唆昧に rowner山ゅに由来する権限の行伎を委ねるjと表現する しかし、考え方の基本は信託にある。第一東京弁護士会司法研究委員会Ii
fl寺続可舵な社会を支える弁護土と11!徒一一医療ヲラウド、産学連II¥.まちづくり （弘文堂.2012) 7頁以下 rm2章医療の待続可能性を支

えるための課題一一医療テ－9の継続利用の観点からJ（上村純一郎］、菅野智巴ほか「医f百7ラウドの実mに向けて一一信託的視点からJ本

誌 1043号（2015)41 i'.l.第一東京弁i董士会司法研究委員会絹 l信託が妬く新しい実務一一6つのケース解説と契約条項例 ()lljfill NBL 156号JJ
（商事法務、 2016)I J江等を参照。

18たとえば．発がんリス7については、国立がん研究センヲー（http://www.ncc.go.1p）が、随吟情報提供を行っており、その内容は、医学の知

見のlit化に従って改訂されている
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基づく最新の情報の非専門家にとっての「可用

性Jがほとんど保障されていないのである。

2. 「忘れられる権利jの実現に近づく
手段

11~1人等の過去の不名作な情報 （過去の犯邦、例

人的な領域での不行跡等） について、ネット上等

での拡散が繰り返されることに対して、いわゆる

「忘れられる純平IJJが提唱される九 通信ネ ット

ワ ー ク上のいずれかのノード （サーバ、ず™＊tn

にいちどでも記録されたi'i刊誌は、附ljiにネッ ト

ワーク上の別のノードにコピーされる。だから、

過去の不都合な情報の拡散が、何度も反彼するだ

ろう ことは谷易に想像できる。それだからこその

「忘れられる権利」の~）（ 11品であるが、問題の情報

が必ずいずれかのノードに技っているであろう こ

とからすると初、排他的村rl利（たとえば、あるノー

ドに対して、不自II合な情報の削除を；）とめたり、拡散

を伴JIニしたりすることを求める椛手IJ)をffi＇史したと

しても 「忘れられる」ことは砂い望みでしかな

し、。

だが、「忘れられたu、Jと望むのがもっともで

ある以上、不都合な情報の拡散による悲）；｝；キ~lを緩

和するイ：l:MLみと、それに対する法的な支援を考え

ることは、キT)'J.義なはずである。

3. 新しい情報の可用性を高めること

の利点

古い（または不都合な）情報の拡散の影特を緩

和する方法を考・える目的で、筆者は、次のような

ネットワーク・モデル21を川意してみた九

－互いにコミュニケーションを行う社会の一部を

切り取って、そこそこ大きな数のノード（頂点）

同士のネットワークで表現する。

－ノード：通信ネットワークに含まれるサーバ、

端末等、または、それらの持ち主、運用者等を

示す。

・ノードの数 ．（仮に）64個。

－ネットワークの初期状態： ノードのぺアが互い

につながっている確率が5%のランダム・グラ

10 NBL No.1071 (2016.4.1) 

フ。

・情報源i：古い情報の源である1個のノード（大

きな黒丸）。

－情報源r：新しい情報の源て’ある 11聞のノー ド

（大きな白丸）。

－新旧いずれの情報も受入れ再拡散するサーチエ

ンジン、 キュレーションサイト等 ：3個のノード

（三角形）。

－以上3種類のノードは、情報を拡散する力が比

較的強いものとして設定する。

・一般人ないしその端末小さな丸で示すノード。

情報を拡散する力は必ずしも強くない。

－ノードの色は、情報源i（常に黒） と情報源r（常

に白）を除き、当初は青、古い情報を受け取る

と濃い灰色、新しい情報を受取ると薄い灰色、

古い情報を他のノードに流すと黒、新しい情報

を他のノードに流すと白、と変わる。

・一般人は、いったん古い （または、新しい） 情

報を他に流すと、その後、新しい （または、古

い）情報を受け取ったとしても、それを他に流

すことはないものとする。

－排他的権利 ：古い情報を流す（再発信を含む）

ノードについては、送信先のノードが20個を超

えると、それらとの関係性が断ち切られる。

もっとも、その後、 別のノードから古い情報を

再び受け取ると、古い情報の発信を再開する可

能性がある。

このモデルでは、 i1'1if.l1i原rが新しい・h'iキI｛を流さ

ないと、いくら排他的権利の行使があってもモグ

ラ叩きのようなもので、古い附f.11の拡散がぶりか

えす懸念があることが示される（［図5］。淡い以

色のノー ドの数が、いったん減っても、 TIJび栴え

る）。 情報i!Jj(lーが新しい情報を流すならば、古い

1'11i報のl;l;~·~lが緩和される可能性が示される（［図

6］。滞い灰色のノードの数が、少しずつWIえる）。

新しいi'11l靴の可JIJ性を高めるこ とで、 l~Iい情調i

の拡散を.f!ll制したり、その！！！H;f舛平を緩和したりで

きる可能性を、このモデルが示唆する。しかし、

的報に｜刻する現在の法制度は、伝統的なまII的財産

材111去であれ、不正競争・防止法であれ、不法行為の

法四！に基づくものであれ、すべからく排他的権利
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19 たとえ I！ . 羽資自~IJ子 rr忘れられる#iU 一一忘れることを忘れた世界の新た在姐利jコビ 655号 2015,44頁以下、奥図説道網著 『ネy
ト u会と忘れられる~ti）－個人テ一世削除の裁判例とその，；tJ! 現代人文u.2015）および．これらが紹介する図内外の鋭判例を参照

20そbそも、情造化されてい主い ｛だから、文書の中の峨微情”を特定して取り除く （sanilize）のが践しい｝のに後後情絡を多々含む文書が世
の中にあふれていることが、ます正す問題をややこしくしている この植の文哉の泊nit1za11加の手法がいろいろと漫冥されているところでは
ある たとえば、 S釘ichez.D. & Batel. M. 2016.・C・田 rnttzed:A pnvacy町出lf0t docum制 tredaction and日nitizat町、・.J，山田Iof付陪

Assoc旧11onfor lnfom唱11onSci官官eand Technol勾 y.V·。•1. 67.明 1.pp. 148・163を祭事畳

21 モテ 1~1品、 現実の社会の中のきわめて限定された要請さのみを切り取って示す だから．モテルを使った実験で湊功するように見える方法が、
モテルには反映されていない数々のWI紫を含むI見;.t;の社会でも奏功するという保liIはない（M＜止でも「可能性の示唆jにとどまる）。 モデル
による問箇は、おそらくは、直感的に社会のholislic'.≫IE狸がでさる賢明な凶者の！ft鈴に劣る 反筒、モデルを使ったma1.tr何を考慮に入れ
なかったかj が明らかだという ~IJ点かある。

22 モテルを用意するためのブロヲラムl:t、（h1tps://arch1ve.i1i.kyushu・u.ac.Jp/Jll必loc/IZZsAAglrA-AWT4BpmNSQ山 ＿ULIZZ4h・0KsgpSa-WNN/J/ 

OIAAKcEAR2gBL_ VSg7K rYl YYN73mOkMSTySZDIV）に示す
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として構成されている。つまり、他人に対して、

古い（あるいは、不都合な） ・li'i幸Iiを削除せよとか

流布させるなと請求できても、新しい （あるい

は、好都合な）情報の可m性を確保せよ （さらに

は、拡散せよ）、という前求はほとんど想定されて

こなかった。いわゆる 「反論格Jは、新しt，、 （あ

るいは、好都合な）情報の可用性を高める’E・みの

ーっと考えることができる23。ネッ ト上の怖ー祁拡

散であれば、キュレーション ・サイトが新しい

（エピデンスに基づく、あるいは、好都合な）情報を

拡散するように誘導する仕組みが考えられるかも

しれない240 たとえば、キュレーション ・サイト

にIiそかれた前半IIをrmすなJとか、キユレ一シヨ

ン．サイトがq長つた新しい

「＊II品－せよJといつた；，＇j;正権をl没，n-することも有

川で、あるカ、もしれなし、。

国 情報の可用性向上を支援する
法制度の可能性

さまざまな場面で的~｛の可川性を向上すること

が有説と忠われる。しかし、そのためには、従来

のような情報の複製や拡散に対する排他的:fffl;j'lj

は、 無力である。そこで、情報を記録したデータ

について所有機的な強いコントロールを設定し、

この力が、データの可JfJ七I：を高めるために有）IJと

思われる。この問題意識は、同じ特集の原Ill論文

22頁、入江秀弘i論文35頁にも示される。もっと

も、伝統的な占桁、さらには所有械の延長上で情

報を記録したデータに対する法的なコントロール

を設計することは、この分野の議論が比較的前発

に行われているフランスにおいですら一筋制では

いかないようである （同じ特集の麻生典論文45耳、

原恵美論文58li以下）。そうだとすると、占有、

さらには所有林を・IW¥1W1'・に当てはめた場合の効県

をシミュレートしつつも、 医療柏戦など分野を｜決

定し、実質的なownershipを笑現するような仕

組みを、取引スキームや契約の工夫、さらに進ん

で新規立法により設計していくことが現実的であ

ると思われる25。

[i((.j記］本杭はJSPS科wm（議題番号25285032）の

助成による研究成栄の一部である。また、t1Y：字；・は、

本研究の内~に利書関係を訂する企業およ び｜手l体

（株式会社ジェイマツ クシステム、イーサイトヘルス

ケア株式会社、特定非営利活動it人エルピーアイ

ジャパン）から研究費を似ている。 日士1

23反論績については、たとえば、曽我部真裕 f反E畠樋と袋現の自由J（有斐悶、2013）を参照。

24サーチエンジンの出力において新しい情報や好ましい情絡の順位を人為的に上げることは、効果がおいとは思われるものの、サーチエンジン

が待つべき中立性 （Teramolo.S. 2012, "Prolecl Nelwork Neutrality against lnlell配 1岨 lPr。閃rtyRights : A Legal and Social Nclwork 

Perspeclive" . International Proceedings of Economics Developn~nt and Research (/PEDR）。vol.42, pp. 7-11審照｝と深刻に対立する。

25そのよう立工夫の例が、第一東京弁路士会司法研究委員会結 f惜託が拓く新しい実務一一6つのケース解脱と契約条項例 ［別冊NBL156号〕j

｛商事法務‘2016）、 特に、 その中の f第 Il属 医療7ラウドの実現に向けて一一信託的規J点からJI～28頁で処察されている。また、内閣官房

IT総合戦織笠「情報通信筏m(IT）の利活用に関する制度笠備検肘会中間笠理 ～制度艶備の基本的な方向性～J（平成27年 t2月10目、

htlps://www.kanlei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka／仰 bcom/chuukanseiri.凶f) に示されている「安全 ・安心にITを活用して情報を共有 ・

利用する！fl~の円，骨化 （代理機関（仮称））Jも同じ文脈に属する。

12 NBL No.1071 (2016.4.1) 


