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米国，カナダ，フランス，及び英国における海洋観測データの公開に対する
制限
角田

晋也 1*

米国，カナダ，フランス，及び英国における海洋観測データの公開に対する制限について JAMSTEC と同様の分野の研究
を行っている公的機関の例を調査した結果を報告する．ここで疑問点は「近年の情報公開の流れにもかかわらず，開示しな
くてもよい種類のデータがあるのか?」である．いずれの国でも個人情報，国防，及び商業上の秘密は開示義務を免れる．
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各国データ非公開
Restrictions to Data Disclosure in Each State

—Report—

Restrictions to Marine Observational Data Disclosure in the United States of
America, Canada, French Republic, and the United Kingdom
Shinya KAKUTA1*

Restriction to marine observational data disclosure at governmental research organization with disciplines similar to
JAMSTEC’s in the United States of America, Canada, French Republic, and the United Kingdom are surveyed.

Here, the

question is whether there are any kinds of data are not necessarily to be disclosed regardless of the recent current of data
disclosure.

In these states, national securities, privacy, and commercial confidentiality are qualified for exemptions.
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1. はじめに

2. 米国

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)は船舶

商務省大気海洋庁 (NOAA)と内務省地質調査所 (U. S.

や漂流ブイなどにより日本のみならず他国の排他的経済水

Geological Survey, 以下 USGS)のウェッブサイトを調査し，

域などでも海洋観測を行っている．また，これらの観測に

さらに，関連する法令なども調査した結果を次に纏める．

より得られたデータをデータベース上で原則公開している
(JAMSTEC, 参考文献)．データ提供者が非公開を希望する

2.1. NOAA

場合も，その理由を問い合わせて，できるだけ公開の同意

2.1.1. 環境データ

を得るようにしている．これらのデータは世界中からアク

NOAA の環境データマネジメント委員会(NOAA EDMC,

セスが可能であるが，既に公開しているデータの中には，

参考文献)が戦略や指針を調整している．「追加の包括的な

公開したことが後で問題となるものがありえないのかとい

指針」の一つとして政府公開法が一番目に挙げられており，

う疑問があった．非公開の場合も，データの得られた場所

政府公開法はデータの原則公開を謳っているが，除外項目

が日本国の主権の及はない海域であるため，国内法のみを

が九つあり，その中に「プライバシー，国家安全保障，法

順守すれば足りるのか，またそこで非公開とする理由や根

律に定めるところ」が挙げられている(NOAA, 2015)．

拠が国際的に正当と認められるものか判断に迷ったケース

環境データの公開は，「法，規制，指針(個人特定可能な

もあった．そこで，国際的な条約と国内法で齟齬のある例

情報，または保護されている重要なインフラ情報，または

も珍しくはないので，JAMSTEC がどの種のデータを公開

取引に関する秘匿情報に適用されるような指針)，または

する・しないの基準の設定を検討する目的のため

国防上の必要による制限」を受ける(NOAA Office of the

JAMSTEC と同様の分野の研究を行っている他国の公的機

Chief Administrative Officer, 2010, 第 3 条)．

関などの例を調査した．したがって，対象とするデータは

2.1.2. 漁業データ

JAMSTEC の上記データベースで公開している種類のデー

漁業統計データについては，漏洩などの違反に対する罰

タである．本稿にて，主要国のうち，日本に JAMSTEC が

則を含む指針である「非公開の漁業統計の保護」に基づき

あるのと同様に他国の海域で調査するような大規模な研究

米国商務省の NOAA の国家海洋漁業サービス(National

機関があり，かつ著者が原文を読解できる米国，カナダ，

Marine Fishery Service, 以下 NMFS)が所掌し，NMFS に提

フランス，及び英国の主要な機関における海洋観測データ

出されたデータはマグナソン・スティーブンス漁業保存・

の公開に対する制限について調査した結果を報告する．

管理法(MSA)やプライバシー法(Privacy Act)に基づいて公

JAMSTEC はほぼ毎年これらの国々の排他的経済水域等で

開制限され，政府公開法とプライバシー法に基づいてのみ

調査を行っている．

公開される(NOAA Office of the Chief Administrative Officer,
1994, 04.a.1.& 2.)．ここで MSA については後述する．
NOAA の船舶モニタリングシステムプログラム(Vessel
Monitoring System (VMS) Program)で収集されたデータにつ
いては，「VMS データアクセス及び普及指針」(NOAA
NMFS, 2006)というガイドラインがあり， MSA や他の適
用できる法律の秘匿要求に従って VMS データが秘匿され
ている．

2.2. 地質調査所
米国内務省の USGS は，著作権やプライバシー等を含
むデータの非公開を認めている(USGS, 参考文献)．ただし
データの説明であるメタデータにはその旨を記載しなけれ
ばならない．データ利用に際してはライセンスが必要にな
りえるので，著作権，個人情報保護法プログラム，および
政府公開法に関する USGS のマニュアルの章を参照する
ことになっている(USGS Manual, 参考文献)．
USGS(2016, p.12)は連邦資金による研究の結果の非公開
の理由として，国防，プライバシー，個別の契約，知的財
産権，イノベーション，米国の競争力を具体的に挙げてい
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る．また，守秘契約の下に集められたデータは分離して管

(MSA と略記)は，米国漁業の最適な開発を目的としてい

理され，公開されない．

る(NOAA NMFS, 参考文献)．

USGS の 西 部 生 態 学 的 研 究 セ ン タ ー (USGS Western

MSA は情報公開制限について，次の通り特定の場合に

Ecological Research Center, 参考文献 )のアーカイブする

ま た は 特 定 の 相 手 に対 し ての み 開 示 を 認 め る (NOAA

データのうちカリフォルニア州の漁獲報告にはメタデータ

NMFS, 2007)．

のみ公開のものもある．このメタデータには「漁船の位置

(1) いかなる人が長官，米国漁業管理庁，または海洋

情報を、ある程度大きな区画単位で地図上に示すことで、

漁業委員会に本法令の要求を順守して提出したい

具体的な漁場の位置を秘匿しても構わない」旨の記述もあ

かなる情報も機密であり，次の者に対して・また

り，実際に漁獲した漁業者の利益が保護されていると同時

は次の場合にのみ開示されるものとする．

に，「USGS のカリフォルニア漁獲局は当該データの正統

(A) 漁業管理計画の開発，モニタリング，または

な許可を得た，もしくは不当な使用により受けた損害に対

執行に責任のある連邦政府職員及び評議会職

して責任を持たないという条件の下にデータを渡す」とも

員に対して;

記載されている．つまり，概要は公開していないが，問い

(B) いかなる人の業務であっても、それが誰の業

合わせがあれば秘匿しないものの，詳細はデータ提供者の

務であるかが判別できてしまうように一般に

不利益にならない程度に秘匿されているという工夫が見ら

公開してはいけないという合意がある場合に

れる．

限り，国または漁業管理委員会職員で商務省
の使命に必要な者に対して;

2.3. 米国の関連する法令

(C) もしも，当該職員を雇用する国が長官と漁業

2.3.1. 政府公開法

執行合意に入った場合に，漁業管理計画執行

国務省(U. S. Department of State, 参考文献)と法務省(U. S.

に責任のある国の職員に対して;

Department of Justice, 参考文献)のサイトにそれぞれ政府公

(D) 裁判所命令が要求する場合に;

開法の解説と原文についてのページがあり，情報公開の義

(E) 漁業権を与える制度の下で実際の漁獲高を検

務を免れるものとして次の 9 項目が列記されており，国防

証するために国，評議会，または海洋漁業委

および諜報はそれぞれ 1.及び 7.に含まれる．9.の地理情報

員会がそのような情報を使う場合に，ただし，

についても「公開を全面的に禁止」されているわけではな

そのような使用が段落(B)と矛盾しない程度に

く，「全てを公開する義務はない」ということである．

おいてのみ;

1）国防または外交政策のために種分けされた情報

(F) 本項目に列記されているような相手に対して

2）内部的人事規則とその運用

格段の理由がなければ開示することの許可を

3）他の法令の下に免除される情報

長官がそのような情報を提供する個人から文

4）取引上の秘密及び非公開のビジネス情報

書により得，かつ，そのような開示が本法令
の他の要求を侵害しない場合に;

5）法的特権により保護された機関間または機関内の覚
書または書簡

(G) 漁業権を与える制度の下に決裁される如何な

6）人事及び医療ファイル

る事項であってもそれを決裁するために長官

7）法の施行の記録または情報

にそのような情報を提出することを要求され

8）銀行監査に関わる情報

た場合に;

9）地学的及び地球物理学的情報

(H) 2002 年国土安全保障法の第 888 条(a)(2) (6

2.3.2. 国家安全保障法

U.S.C. 468(a)(2))に定義された沿岸警備隊国土

国家安全保障法は，諜報源と諜報手段を認可されない開

防衛任務を含む国土防衛活動の支援の場合に．

示から守り(National Security Act of 1947, 1947, Sec. 102.
(d)(3))，国家安全保障に関する科学研究における動向およ
びより一層の進歩を確実にする方法について適切な展望を
国防長官に助言する(同, Sec. 214.)．

3. カナダ
漁業海洋省(DFO)のウェッブサイトを調査し，さらに，
関連する法令も調査した結果を次に纏める．

2.3.3. マグヌソンスティーブンス漁業保護及びマネジメ
ント法

3.1. カナダ漁業海洋省

漁業データの非公開に関し，しばしば引用される「マグ
ヌソンスティーブンス漁業保護及びマネジメント法」

4
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(Fisheries and Oceans Canada, 参考文献)をウェッブサイト
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で公開しており，公開を制限する場合について次の通り明

査・治安・警察

記している．
以下の三条件にデータセットが該当するかはっきり

17）個人の安全

しないか争点となる場合，専門家に法的な助言を求め
るものとする．

18）カナダの経済的利益

1）第三者との取極め，プライバシー，法的制約によ
るデータ公開の制限がある場合;

(a) 取引上の秘密，もしくは財政的，商業的，科学
的，技術的情報で政府の有する高価なもの

2）DFO に商業的な利益がある場合(その場合当該デー
タは DFO の知的財産管理の仕組みと指針に従って
DFO の科学的データが管理される);

(b) 政府機関の競争力に影響し，契約や交渉に干渉
する情報
(c) 政府機関職員の研究により得られた科学的また

3）情報アクセス法の下，データが実際に保護の対象
にされているかどうか現時点で不明であるが，仮に保

は技術的情報で当該職員に発表の優先順位があるもの
(d) 金融財政政策に関するもの

護されているとした場合．
19）個人情報
3.2. 情報アクセス法
情報アクセス法は，カナダ政府機関のデータへのアクセ
スについて定めた法律であり，カナダ法務省のウェブサイ
ト(Justice Laws Website, 参考文献)上で公開されている．こ
のうち公開義務を免除されるケースが記されている条項の
項目を次に列記する．秘匿しないなら提供しないという条

20）第三者の情報

(筆者注: 開示請求者でも政府機関

でもない者を第 3 条で「第三者」と定義している)
(a) 第三者の取引上の秘密
(b) 財政的，商業的，科学的，技術的情報で第三者
から政府に提供され相互に秘匿されるもの

件で入手したデータであっても第 13 条に該当しないもの

(c) 第三者の競争力に影響する情報

は他の条項により免除されない限り公開の義務を免れない．

(d) 第三者の契約や交渉に干渉する情報

13 条で公開義務を免れる情報には，外国から秘匿するこ
とを前提条件として入手した情報も含まれる．開示請求者
でもカナダの政府機関でもない者，すなわち第三者から政

24）情報アクセス法の別表 II に記載の法令に基づく開
示禁止．

府に提供され相互に秘匿される科学的情報も公開義務を免
除される．例えば JAMSTEC もここでいうところの第三者
に含まれうる．

4. 英国
海洋データセンターのウェッブサイトを調査し，さらに，

13）秘匿することを前提条件として入手した情報

関連する法令も調査した結果を次に纏める．

次の(a)～(e)から秘匿することを前提条件として入手
した情報

4.1. 海洋データセンター

(a) 外国

海洋データセンター(Oceanographic Data Centre, a 参考文

(b) 国際機関

献)は英国の情報自由法に基づいたデータ公開の仕組みを

(c) 県

有している．

(d) 市など

1) 科学情報や環境情報(データを含む)へのアクセスは環

(e) 先住民政府(筆者注:これについては同条 3 項で定

境情報規則(略称 EIR) に基づく．

義されている)

2) 個人情報へのアクセスはデータ保護法(略称 DPA)に基
づく．
3) 上記以外の情報へのアクセスは 2000 年情報自由法(略

15）外交及び国防
(a) 軍事戦術，戦略

称 FOI)に基づく．

(b) 武器
(c) 軍隊

4.2. 情報公開に関連する英国の法令

(d)～(f) 諜報

4.2.1. 環境情報規則(UK Legislation, 2004)

(g)～(h) 外交

EIR の下に公開義務を免除されている項目が多数あり，
公開できない場合，海洋データセンターはその理由を説明

16）法の執行及び州もしくは地区自治体のための犯罪捜

することになっている(Oceanographic Data Centre, b 参考文
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献)．

30 条. 公的機関による捜査と処分.

EIR ではデータの種類に依らず，「未完了のデータ」(12

31 条. 法令の執行.

条(4)(d))は EIR で公開を免除される．また，開示すること

32 条. 裁判記録等.

が同条(5)に記載されていても，次の事項に影響するかも

33 条. 会計検査機能.

しれないデータは公開免除となる．

34 条. 議員特権.

(a) 外交，国防，公共の治安;

35 条. 政府指針の形成等.

(b)裁判の過程，個人が公正な裁判を受ける法的資格また

36 条. 第 2 条により議会両院の有する情報.

は犯罪捜査を行う公的機関の法的資格;

37 条. 英国女王および王族とのコミュニケーション.

(c) 知的財産権;

38 条. 健康及び安全.

(d) 法令により公的機関に課された秘匿義務;

39 条. 環境情報.

(e) 合法的な経済的利益を保護するために法令により秘

40 条. 個人情報.

匿された商業・産業情報;

41 条. 非公開情報.

(f) 次に述べる情報提供者の利益

42 条. 法曹特権.

(i) いかなる公的機関に対してであれ当該情報を提供

43 条. 商業利益.

する法的義務を負わなかった及び負わされることのあ

44 条. 開示の禁止.

り得なかった情報提供者;
(ii) いかなる公的機関であれそれが本規制とは関係な
く情報開示できる状況であれば当該情報を提供しな
かったであろう情報提供者;
(iii) その開示に同意しなかった情報提供者;
(g) 当該情報が関係する環境の保護.

第 26 条によると，英国本島および植民地の防衛や軍事
活動に抵触する場合は開示の義務が免除される．第 29 条
によると，英国の経済的利益や財政的利益に抵触する場合
は開示の義務が免除される．第 44 条によると，所管の公
的機関が情報を開示することが欧州連合(EU)の義務に抵触
する場合や法廷侮辱罪にあたる場合は開示の義務が免除さ
れる．第 24 条の国家安全保障に関しては次節で解説する．

EIR は環境・食糧・農村大臣により作られ，英国上院およ
び下院に承認された．英国のイングランド, ウェールズ
及び北アイルランドの公的機関に適用される．スコットラ
ンドの公的機関に対しては別途スコットランド環境情報規
制(略称 EISR)が適用される．

4.2.3. 国家安全保障保護対策
国家安全保障に関して FOI の下での公開義務の免除に
ついては英国議会直属の公的機関で文化メディアスポーツ
省から予算を得ている情報局長オフィス(略称 ICO)が解説

4.2.2. 2000 年情報自由法(UK Legislation, 2000)

している(ICO, 2012)．情報開示により英国やその市民が国

2000 年情報自由法(FOI)の下で公開義務免除に関する条

家安全保障上の脅威に対して脆弱になると考えられる場合

項の見出しを条番号とともに次に列記する．下線を引いた

公的機関は開示しなくてもよい(同, 第 7 段落)．国家安全

条項は FOI 第 2 条により公開義務を無条件に免除する．

保 障 (national security) に つ い て の 定 義 は な い が ， 文 書

第 2 条では「公的機関がある情報を持っているか否かを開

「 ノ ー マ ン ・ ベ ー カ ー 対 情 報 局 長 及 び 内 閣 」 (Tribunal

示する場合よりも，それを曖昧にしたままにする場合の公

Service, 2007)にて，軍事的防衛と同様に民主主義の保護と

共の利益が上回る」か否かに関係なく公開しなくてよいこ

英国の法的システムはともに国家安全保障の一部であり，

とを「絶対的に免除」と表現している．

外国に対する活動は間接的に英国安全保障に影響し，国際

21 条. 他の手段により申請者によりアクセス可能な情報.

的テロとの戦いで外国との間で相互主義的に協働すれば英

22 条.将来公開される情報.

国安全保障に資すると記述されている(ICO, 2012, 第 8 段

23 条. 治安を取り扱う団体により提供されるまたはその

落)．

ような団体に関係した情報.
24 条. 国家安全保障.
25 条. 23 条及び 24 条に該当するという証明書.
26 条. 国防.
27 条. 外交.
28 条. 英連合王国内の関係.
29 条. 経済.
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5. フランス

(Legifrance, a 参考文献)．

フランス海洋開発研究所(Ifremer)のウェッブサイトを調

1）環境の要素の状態，特に，空気，大気，水，土壌，

査し，さらに，関連する法令も調査した結果を次に纏める．

景観，沿岸，海洋，生物多様性，及びそれらの相互作用
2）1）の対象となる要素の状態に影響する可能性のある

5.1. フランス海洋開発研究所

決定，活動，及び要因，特に，物質，エネルギー，音，

Ifremer のデータセンターなどではデータの秘匿に関す
るポリシーを整理された形で公開しているウェッブページ
はないが，例えば，漁業関連データで非公開となっている

光，ごみ，排出物，排水，その他の投棄物
3）～5）は省略
しかし，124 条 4 項により次を理由として上記情報は

例が散見される．例えば，漁業評価の枠外での Ifremer に

開示を拒否できる．

よる VMS データの利用手続きは二件の取極め(convention)

1）「情報及び自由の法」(正式名称: 情報処理，情報ファ

に基づいてそれらの順守を要求している．そのうちの一件

イル，及び自由に関する 1978 年 1 月 6 日法律

により作業時間・場所等の漁業に関連するデータの管理と

号)

秘匿を保証し，もう一件により情報及び自由の法が定めた

2）環境保護

通 り ， 法 人 や 個 人 の 秘 匿 情 報 は 開 示 さ れ な い (Système

3）開示することに同意することなしに開示請求された

d'Informations Halieutiques, 参考文献)．

情報を提供した個人の利益

第 78-17

4）統計の原情報における義務および秘密に関する 1951
5.2. 情報公開に関連するフランスの法令

年 6 月 7 日からの法

番号 51-711

フランスの法令の多くは Legifrance のウェッブサイト
(https://www.legifrance.gouv.fr/)で公開されているが，フラ
ンスには．中村(2011)によると，立法の領域で行政権が制
定することができる命令の一種であるオルドナンスという

5.2.4.「情報及び自由の法」
同法は個人情報の取り扱いに関する法律である
(Legifrance, b 参考文献)．

仕組みがあり，法令が頻繁に改定される．オルドナンスは
日本の政令よりも法律に近い．

(5) 刑法典
国防上の秘密としてデータが挙げられ，国防上の秘密の

5.2.1. 環境に関する，情報へのアクセス，意思決定におけ

暴露は刑罰の対象となる(Legifrance, c 参考文献, 413 条 9

る市民参加，司法へのアクセスに関する条約(略称: オー

項および 10 項)．国防上の秘密のレベルは国務院により決

フス条約)

定される．

環境に関する情報へのアクセス，環境に関する政策決定
過程への参加，環境に関する司法へのアクセスの 3 分野に
おいて，各国内の法制化・制度化を促し，これらの権利を

6. 結果の纏め
本稿で調査した 4 か国のいずれの国でも法令により個人

保障することにより，環境分野における市民の権利の確立，

情報，国防，及び商業上の秘密が保護され，それが非開示

市民参加を促すことを目的として，国連欧州経済委員会

の理由となりえる．4 か国の中ではフランスで関係者間の

（UNECE）で協議，作成された国際的な環境に関する条約

秘密保持に高い価値が置かれている．

で あ る ． Ifremer は 下 記 の 「 環 境 の 章 」 よ り も ， こ の

非公開としているデータ種を具体的に挙げている例は殆

「オーフス条約」をしばしば引用する(Ifremer Portail des

どなかったが，漁業資源に関するデータは例に挙がってい

données marines, 参考文献)．

た．その場合でも，メタデータのみは公開される．

5.2.2. 環境憲章

7. 考察

上記オーフス条約に則り 2004 年にフランス憲法に組み

JAMSTEC が公開するのは自ら取得したデータである

込まれた章である．国民は公的機関により保持された環境

ケースが殆どであるが，他機関と共同で取得あるいは関係

情報にアクセスする権利を，法に定められた条件と範囲に

者から提供されたデータを公開するケースも想定して，あ

おいて，有する(Charte de l'environnement de 2004, 参考文

るデータを公開することにより JAMSTEC が加害者に加担

献, 第 7 条)．

する側になりかねないケースにつき考察する．前提として，
日本国法令や日本国が批准している条約を JAMSTEC は遵

5.2.3. 環境法典

守するものとする．法的に JAMSTEC が免責されるとして

124 条 2 項 に よ り 次 の 情 報 が 開 示 の 対 象 と な る

も，データ提供者や共同研究機関のインセンティブを削ぐ
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各国データ非公開
Restrictions to Data Disclosure in Each State

可能性にも言及する．なお，ここでは法的な制度設計を議

タデータに紛れ込んで記載されているのを見落とす可能性

論する立場からではなく，法令を順守する一プレーヤーと

も大いにある．

しての実務の観点からのシンプルな留意事項を考察する方

7.2. 非排除性および競合性

がより多くの読者にとって有益であろう．
7.1. 沿岸国の共同研究機関との取極め

前章に纏めたとおりメタデータのみ公開されている例と
して漁業資源に関するデータの例があったが，漁業資源は

前章で纏めたとおりフランスでは関係者間の秘密保持に

在り処が公開されれば，データ提供者でない者に横取りさ

高い価値が置かれているので，フランスの機関等との共同

れる惧れがあるので，詳細な位置情報は商業上の秘密とし

研究等の場合は，データの公開に際して，フランスの機関

て保護されていると推測される．また，VMS Program で

等との契約や取極めの内容に抵触しないか配慮を要する．

は，一時間毎もしくはそれよりも高頻度の正確な船舶の位

4 か国のうちフランスのみが大陸法系であり，残りの 3 か

置情報が取得されているため，例えば極めて限定された海

国が英米法系である．フランスのみが革命を経験している

域に長時間船舶が滞在しているというデータから漁業資源

が，大陸法系と英米法系とを比較した Lawson (1971)によ

の位置が容易に推測できてしまうので，データ提供者に被

ると，一国のうちで法を統一する必要もない国々や，革命

害が及ばないよう開示には慎重にならざるを得ない．

を経験することのなかった国々では民法典は編纂されるこ

さらに漁業に限らず，ピンポイントに偏在する資源の詳

とがなかった(P. 60)．フランス民法典はフランス法を統一

細な位置データには同様の問題が存在する．「横取りや只

し，そして，フランス革命で獲得した成果を法典のなかに

乗りを阻止できない」ことを経済学用語で「排除性がない」

具現化しておくために必要であった(P. 61)．そのような経

という．「分かち合うと分け前が減ってしまう」ことを

緯があるためフランスでは関係者間の秘密保持に高い価値

「競合性がある」というが，競合性のある資源に排除性が

が置かれていると推測される．また，大陸法系は理論的な

ない場合は，データ提供者の利益を保護しないとそもそも

体系をとっており，抽象的な概念を用いるのに対し，英米

データ提供を躊躇させることになる．一国内であれば，当

法系は訴訟中心主義をとっている。訴訟中心主義の後者の

該国の法令により，公開されたデータを不正に利用して資

方が「どのようなデータを公開したら敗訴するか?」につ

源を横取りすることに対し規制や罰則を設けることができ

いて理論的に予想することが困難なので，判例まで調べた

るが，横取りする主体が外国であると規制の有効性が下が

方がよいことになる．しかし，そのような判例は希少であ

る．JAMSTEC のデータベース上で取り扱われるデータに

ろう．なぜなら，国連海洋法条約に則って外交ルートで国

も資源ないしは将来的に採算性が向上すれば資源になりえ

家間として英米法系の沿岸国に海洋の科学的調査の同意を

る対象の位置データなど地理情報を含むものが多いので，

得る場合なら，沿岸国が同条約で認められた正統な権利と

地理情報の対象の商業上の排除性と競合性について留意し

して，そのようなデータを取得する同意をそもそも与えず，

た方がよい．

外交ルートでの同意文書上に禁止の対象となる観測項目や

7.3. 国益

海域等として明記するであろうから，公開する・しないの

多国間では国益を巡って競合することも多いので，公開

選択・判断をしなければならない段階に至る以前に公開し

の対象となるデータが国益に関する情報を含まないか留意

たいデータが取得できないことになる．(外交ルートでの

した方がよい．外国に悪用されたら国民の生命・安全や経

同意文書上の禁止項目・海域に異議を申し立てる裁判の場

済的権益を損なうデータは非公開とするのが妥当である．

は沿岸国の法廷ではなく国際法廷になる上に，判決が下さ

7.4. 提案

れるまで何年もかかるので，異議を申し立てるために告訴
するのは現実的ではない．)
ただし，沿岸国の調査船に JAMSTEC 職員が共同研究者
として乗船してデータを取得する場合は，国連海洋法条約

以上より，データの悪用による横取り等の可能性や，横
取り等に対する規制の実効性を配慮した上で，できるだけ
公開した方が海洋科学の発展のためには望ましいと筆者は
提案したい．

に則った上記の外交ルート手続きが不要となるので，デー

公共の利益に反しない限り個人や私的結社がそれぞれ秘

タの開示にあたり沿岸国の法令に留意してそれを順守する

密を有することは問題ないが，公的機関は法的な理由なく

ことが必要となる．殆どの場合，沿岸国の調査船を保有す

国民に秘匿してはいけないというのが情報公開法の要であ

る研究機関が開示を認めれば，当該データを開示しても違

る．ここで問題となるのは，現実に市民や公民の集団であ

法行為にはあたらないであろうが，当該研究機関の判断が

る「国民」を規定するのは各国法であり，各国が有する秘

違法にあたる可能性は小さいながらあり得るし，転載先に

密を他国に開示する必要はないことが暗黙の前提となって

関して本人の同意を得ていない当該機関職員等の個人情報

いることである．その前提を覆すために国家間の条約が存

(氏名および連絡先等)がデータ取得者や作成者等としてメ

在するが，条約違反に対して刑事罰を課する機関や仕組み
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は存在しないし，横取り等に対する規制の実効性を条約の

curity_section_24_foi.pdf , (accessed 2017-07-06).
Ifremer Portail des données marines, “Convention d'Aarhus”,

みに期待することはできない．
今回は非公開データとして漁業関係データが見つかった

http://data.ifremer.fr/Tout-savoir-sur-les-donnees/Cadre-

が、他にどのようなデータの公性が問題になるのか今後の

juridique-de-diffusion/Convention-d-Aarhus , (accessed

調査が必要である．

2017-07-06).
デ

JAMSTEC,

7. おわりに

ー

タ

ベ

ー

ス

,

http://www.jamstec.go.jp/j/database/ , (参 照 2017-07-

本稿で調査した 4 か国のいずれの国でも法令により個人

06).

情報，国防，及び商業上の秘密が保護され，それが非開示

Justice Laws Website, “Access to Information Act”,

の理由となりえる．フランスの機関等との共同研究等の場

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-1/FullText.html ,

合は同国の法令の成立ちの経緯から 5.1.節に紹介した例の

(accessed 2017-07-06).

通り関係者間の秘密保持に高い価値が置かれているので，

Lawson, F. H. (1971) 英米法とヨーロッパ大陸法, 「日本

フランスの機関等との契約や取極めの内容に抵触しないか

比較法研究所叢書; 8」, 日本比較法研究所, (小堀等

配慮を要する．翻って，日本では国防に関して「特定秘密

訳)

の保護に関する法律」があるが，個人情報や商業上の秘密

Legifrance

“Code

(a),

de

l'environnement”,

とは異なり具体的にどの種のデータが特定秘密に該当する

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=

のか不明である．例えば，潜水艦の作戦行動に際しては，

LEGITEXT000006074220 , (accessed 2017-07-06).

詳細な水温と水流の分布の現状および予測データを有する

Legifrance (b), “Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à

方が有利である(佐野, 2016)．これを明らかにするために

l'informatique,

は JAMSTEC が法律の専門家と相談するのみならず行政と

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=

の調整が必要ではないであろうか．

LEGITEXT000006068624&dateTexte=vig , (accessed

aux

fichiers

et

aux

libertés”,

2017-07-06).
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