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東京オフィス

ライフサイエンス産業に関わる分野
（コーポレート、
コンプライアンス＆内部調査、
訴訟、
技術移転、
キャピタル
マーケット等）
を専門とするパートナー10名を含む20名以上の弁護士・外国法事務弁護士を擁する。

企業法務部門と訴訟部門の融合を図ることで、
他法律事務所と一線を画すチーム体制を整えている。

弁護士。伊藤見富法律事務所アソシ
エート。
03年東京大学大学院工学系研
M&Aや資金調達取引に重点を置き、
国際的

グループパートナー。知的財産権関連の取

的財産権に関する様々な訴訟および紛争解
案件を幅広く取り扱う。
M&A 分野において

引および助言の提供、
ライセンス契約の策

決を主に取り扱う。日本の訴訟においては

了。～06年国際的な製薬・バイオテクノ
ハイテク、
ライフサイエンス産業等の対内・

定や交渉、
技術移転、
特許侵害訴訟の和解、

主に海外のクライアントの代理業務を提

ロジー企業に勤務、
～11年国内の国際
特許事務所勤務。

データの価値は単に特定のユー
ザーのためにあるとは限らない。例
え ば 、米 国 製 薬 大 手 で あ る フ ァ イ
ザーは、
潜在的な治療法の創出と試
験を推し進めるため、
何千人もの患
者の電子的医療記録を分析するこ
とが可能なソフトウェアを開発し
た。潜在的用途は果てしないもの
の、
個人の健康データの使用
（とり
わけ外部使用）
は、
他の多くの国々
よりプライバシー法制が厳格であ
る日本において、
特に深刻な問題が
生じる可能性がある。
実際に、
平成 年 月に可決・成

外部委託契約、
共同開発契約、そのほかテク

供。複雑なコンプライアンス問題に関る規
ノロジー企業に関連した知的財産案件等に

制事項の企業調査も行う。第二東京弁護士
ける。
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（文部省奨

従事。
99年イェール大学ロースクールJ.D.取

会知的財産権法研究会副代表幹事。
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学生）
、
90年コロンビア大学J.D.取得。
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トン大学ロースクールLL.M.取得。

れることになった。平成 年 月

に比べ、より慎重な取扱いが要求さ

当する個人情報は、
通常の個人情報

デジタルヘルス

究科
（化学生命工学専攻）修士課程修

立した改正個人情報保護法では、
新

應義塾大学法学部法律学科卒、99年ワシン

対外バイアウト、
国際的なジョイント・ベン

日に公表された「個人情報の保護に
関する法律施行令の一部を改正す
る政令（案）」では、「要配慮個人情
報」に、心身の機能の障害があるこ
と 、医 師 等 に よ る 健 康 診 断 等 の 結
果、および医師等により診療・調剤
等が行われたことが含まれること
が 記 載 さ れ て い る 。ま た 、同 政 令
（案）
では、
個人の塩基配列が「個人
識別符号」
に該当することも明記さ
れており、
個人の遺伝情報も通常の
個人情報として保護されるべきこ
とが明確になっている。
その一方で、
健康データの利活用
の有用性も高い。健康診断結果等の
医療データ（ビッグデータ）
の解析
を通じて過剰な医療や投薬を防ぎ、
新しい治療法の開発に役立てるこ
となどにより、
社会保障費の抑制を
図ることが期待されているのであ
る。改正個人情報保護法の下では、
医療情報を患者の同意なしに集め
ることはできないが、
平成 年 月

日の官民対話では、
新薬や治療の
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研究に活かすため、
治療や検査の大
量のデータを簡便に収集し、
安全に
管理・匿名化する機関を作る法制度

制作／レクシスネクシス・ジャパン広告出版部

らに鑑みると、デジタルヘルスが、
今後拡大し続け、さまざまな産業と

製薬と日本ＩＢＭは、
大塚製薬の中

まず日本の製薬大手である大塚

ルスモニタリング製品、
遠隔モニタ

ス、モバイルヘルスケアアプリ、ヘ

タルヘルスが、
ウェアラブルデバイ

境やビジネス環境の中で事業を営

ヘルス企業は、
大きく異なる法的環

しかしながら、
テクノロジー企業と

企業の提携が重要性を増している。

に対するニーズが高いため、
多様な

ス産業においては各分野の専門性

る。
当然のことながら、
デジタルヘル

企業が提携する際の文化摩擦であ

ロジー分野では、
特許侵害の判断は

に慣れ親しんでいる。他方、
テクノ

企業は、
特許によるライセンス方式

はさほど困難ではないため、
ヘルス

害しているか否かを判断すること

は、
例えば、ある医薬品が特許を侵

野では著しく異なる。ヘルス分野で

チも、
ヘルス分野とテクノロジー分

また、
知的財産に対するアプロー
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「デジタルヘルス」
分野の市場は
日 本において既に数 兆 円 規 模 と

り、
日本のあらゆる企業が注視すべ

のつながりを広げていくものであ

成長を続けている。日本の産業界を
き分野であることは明らかである。

なっており、
重要性という面でも急

代表する主要企業が幅広い分野か
その急激な成長にもかかわらず、
「デジタルヘルス」
の厳密な定義に

らデジタルヘルスに注目しているこ
とは、
次のいくつかの例を挙げるだ

枢神経領域の専門知識とＩＢＭの
リング製品、
ヘルスアナリティクス

ついては一致した見解がない。デジ

ＷＡＴＳＯＮテクノロジーを活用
ツールなどの幅広い製品を網羅す

けでも明らかである。

し、
患者の病歴を統合・分析してデー
るためだ。
「デジタルヘルス」
の包括的で正確

タベース化するための医師向けソ
フトウェア（ＭＥＮＴＡＴ）
を販売

のの、
当該分野でよく議論される課

な定義を見出すことは困難であるも

また、
日本の半導体大手であるル
題が二つある。すなわち、
プライバ

する合弁会社の設立を発表した。

ネサス エレクトロニクスは、低消
シーおよび文化摩擦の問題である。

ライバシー

第一の課題はプライバシーの問

プ

費電力のウェアラブルデバイス市
場に照準を当て、
ウェアラブルデバ

ロコントローラ技術を提供するこ
題である。多くのデジタルヘルス製

イス用に設計された新しいマイク

とで、
医療技術パートナーシップを

ることで付加価値を加えるという

品に共通する重要な機能は、
個人の

そして、
日本の住宅設備機器大手

点である。この機能は、
健康データ

組む道を積極的に探っていること

であるＴＯＴＯは、
尿サンプルを分

を提供した本人に役立つ場合
（例え

健康データを収集し、それを加工す

析可能なインテリジェンストイレ

ば、
ＴＯＴＯのインテリジェンスト

を公表した。

を 年間にわたって生産している。

イ レ な ど ）も あ る が 、個 人 の 健 康

品を出すために、しばしば品質保証

ほかにも多くの事例があり、それ

このように、
健康データは機微情

や規制要件に取り組まなければな

うな手順を要求する厳しい規制下

報として厳重な保護が要求される

らない。どちらのアプローチにも長

を、
来年中に整備することが表明さ

一方で、
その利活用のニーズも高く、

所があることは明らかだが、
適正な

で事業を行っているため、
市場に製

両者のバランスを保つ法制度をい

ングと両領域の法律を専門とする

が多く、
市場動向の綿密なモニタリ

バランスを取ることは困難な場合

化摩擦

んでいる。
これらの相違はしばしば、

それほど容易ではないため、
特許ラ

弁護士への相談が欠かせない。

提携パートナーとなるべき企業の

品ラインに限定するポートフォリ

イセンスではなく、
範囲を特定の製
例えば、
テクノロジー企業は多く

の領域では必ずしも重要でない知

オによるライセンスの方式が一般

最小限にしようとするため、
パート

的財産権が適切に保護されるよう

の場合、
絶え間ない技術革新が求め

ナー企業が遅延を引き起こすこと

にするためには、
両領域の経験に富

的である。したがって、
一方の領域

を嫌う。他方、
ヘルス企業は、
煩雑な

んだ弁護士に相談することがとり

られる環境の中で事業を行ってお

手続と、
時にはテクノロジー企業か

わけ肝要である。

において重要かもしれないが、
他方

らすると遅すぎると感じられるよ

り、
製品を市場に出すまでの時間を

間で緊張の源となることがある。

第二の課題は、さまざまな分野の

文

かに構築していくかが重要である。

れた。
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弁護士。伊藤見富法律事務所パートナー。約

20年にわたり、
商事取引等の紛争に加え、
知

たに「要配慮個人情報」
という概念
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外国法事務弁護士。東京オフィスコーポ

レート部門テクノロジー・トランザクション・

が導入され、「要配慮個人情報」
に該
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モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
伊藤 見富法律事務所（外国法共同事業事務所）

その動向と検討すべき法的課題
28

外国法事務弁護士。東京オフィスコーポ

レート部門所属パートナー。クロスボーダー

米国カリフォルニア州弁護士。東京オ
フィスコーポレート部門テクノロ
ジー・トランザクション・グループア
ソシエート。
14年コロンビア大学ロー
スクールJ.D.取得。
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チャーおよびマイノリティ投資案件を手掛
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