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１ 「ライフログ」－今や、私たちの生活・行動のほとんど電子的に記録されている 

 私たちが日常的に利用するようになったインターネット。何も指示していないのに、「こ

んにちわ、○○さん。○○さんにおすすめの商品は□□です。」といった案内が現れる。こ

れが「行動ターゲティング広告」である。私たちのインターネット上の検索や買物などの

利用情報が、日常的に収集され、分析されて、ターゲットを絞った（＝効率の良い）広告

として現れるのである。 

 関連書籍の紹介など「便利」と感じる人もいれば、「うっとうしい」、「気味が悪い」と感

じる人もいる。一人が気分次第で「便利」と感じたり「うっとうしい」と感じたりもする。

しかし、インターネットの世界では、私たちの意思にかかわらず、私たちの「趣味」や「関

心」に関する情報がひたすら集められ、分析され続けているのである。 

 このような情報の収集・利用は、パスモ・スイカ、エディ、おサイフケータイなどの電

子マネーの利用についても同様である。 

 さらに、私たちが一歩家の外に出れば、ありとあらゆるところに設置されるようになっ

てきた監視カメラによって、その姿や行動をあちこちから撮影されるようになってきた。

その性能も高度化が進み、顔や行動から個人を自動的に識別できるまでになってきている。 

 このように、私たちの日常的な生活や行動は、今やそのかなりの部分が電子機器により

デジタルデータとして記録され、分析されるようになってきている。このような生活・行

動の記録は、「ライフログ」と呼ばれている。 

 ライフログの収集や利用の環境がここまで進んでいるのに、我が国ではそれに対する法

的規制はないに等しい。そのため、私たちは、自分の情報がいつどこで誰によってどのよ

うに収集され、管理利用され、他者に提供されているのかがほとんど分からず、自己情報

コントロール権を行使することもできないまま、商業利用や警察利用が無制約に行われて

いる。 

 

２ 「税・社会保障共通番号」制の創設 

 このようにライフログが、あらゆる分野で、日常的に収集され利用・提供等されるよう

になった状況の中、政府も与野党の多数も、「税と社会保障共通番号」制の創設を目指して

いる。正確な所得把握に基づき、公平な税負担や必要な人に必要な社会保障給付を行うた

めに、「納税者番号」と「社会保障番号」を共通の番号にする必要があるとするものである。

給与などの収入、売買などの経済取引・消費生活分野から、医療・年金・介護といった社

会保障分野まで、民間分野も含めた非常に広範囲の分野において、「番号」を使ってその情

報が管理されるようになる。 

 そうすると、１で述べたライフログ情報も含めて、私たちの生活のありとあらゆる情報

が、「番号」という確実な個人識別のインデックスを付けられて管理されることになる危険

性が高まる。 
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３ デジタル社会における自己情報コントロール権の実効的な保障を目指して 

 情報通信技術が高度に進展しつつある中にあって、私たちはどうすれば自己情報コント

ロール権を実効的に確保し、プライバシーや人格を守り発展させることができるのか、そ

の方策を探ろうというのがこの報告書である。 

 実行委員会では、国内におけるアンケート調査、聞き取り調査をはじめ、アメリカ・カ

ナダ、ドイツ・オーストリア、韓国に視察調査に赴いた。海外調査で強く感じたのは、そ

の国ごとに歴史や国情、周辺国家との関係などが異なり、独自の途を模索しながらその国

の制度を創り上げているということである。どこかの国が「理想的な制度」を創っている

と感じたとしても、それをそのまま我が国に導入することはできないし、すべきではない。

そのような問題意識の下、以下の報告書は作成されている。 

 第１章では、インターネットを中心とした「ライフログ」、第２章では、電子マネーを中

心とした「ライフログ」、それぞれ収集と利用の実態調査を踏まえた問題点と改善の方向性

について述べる。第３章では、監視カメラや携帯電話などによる、人の行動や移動情報収

集を中心とした実態と問題点、改善の方向性について述べる。第４章では、「税・社会保障

共通番号」制に関する分析と問題点、改善の方向性について述べる。そして第５章におい

ては、プライバシー権や人格権に関するこれまでの学説・判例等の整理を踏まえて、この

ような新たな技術の進歩に伴う「プライバシー権侵害」に対して、どのように考え、対処

してゆくべきかを探る。そして、同章第６節では、以上の検討を踏まえて、プライバシー

権（自己情報コントロール権）を実効的に保障してゆくためにはどのようにすればよいか

について、その骨子を提言する。 

 本報告書は、すでにはじまっている近未来のプライバシー問題に関し、意欲的に取り組

んだものである。今後の議論の活発化と、より良い制度づくりのために、是非、ご意見を

お寄せいただきたい。 
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第１章 インターネットにおける個人情報の収集・利用と保護 

 

 インターネットを利用すると、自宅や職場にいながらにして世界中の様々な情報を自分

の関心に応じて瞬時に調べることができる。大変便利であるが、そのようなユーザーによ

るインターネットの利用履歴を、事業者が収集・利用している事実はあまり広く知られて

いないのではないか。どのウェブサイトをいつ、どのくらいの時間にわたって閲覧したか。

どのような用語を検索したか。そういった情報が事業者によって収集され、利用されてい

る。 

 デジタル化社会において、便利さとプライバシーは基本的に裏腹の関係にある。本編で

は、インターネットにおける個人情報の収集・利用の状況と、それについて諸外国や日本

でなされている議論の状況について報告するとともに、プライバシー上の問題点について

検討する。 

 

第１節 はじめに――ライフログとは何か 

 アマゾンや楽天など、インターネットで通信販売のウェブサイトを閲覧すると、「最近チ

ェックした商品」や「おすすめ商品」が表示されることがある。そのウェブサイトで買物

をしたことがなくても、会員登録をしたことがなくても同様である。また、そのウェブサ

イトを最後に閲覧してから結構日数が経過した場合でも、そのような表示がなされる場合

がある。そういった場合にも表示が出るということは、事業者が、特定のパソコンからの

閲覧履歴を保存していることを意味する。つまり、そのパソコンの操作者が、後日、事業

者のウェブサイトを再び閲覧した場合に、同じパソコンからかつて閲覧があったこと、過

去にどの商品を選んで閲覧したかを事業者が把握していることを意味する。こういった機

能は、個々のユーザーに応じた情報提供サービス等を可能にするため、ユーザーにとって

便利ともいえる。ユーザーの個性に応じたカスタムメイドのサービスは、「誰からのアクセ

スか」というアクセスデータを記録し、そのデータと他の閲覧記録等を結び付けることで

初めて可能になる。そのような便利さと、プライバシー保護の問題をどのように調整すれ

ば良いか、という問題がある。 

 

 
 

※アマゾンに表示される「最近チェックした商品」の例 

 紙面の都合により省略しているが、実際のコンピューター上の画面では、この右横に、「最近の履歴に含まれている商

品を買った人は、こんな商品も買っています」というおすすめ（レコメンド）が表示される。 
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 このような、インターネット等におけるユーザーの閲覧履歴や検索履歴等をライフログ

という。総務省は、2009 年４月、「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に

関する研究会」を立ち上げた。この研究会は、本編第４節第３項でとりあげるように、2010

年５月に「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会 第二次提

言」（以下「第二次提言」という。）をとりまとめている【注１】。第二次提言は、ライフログ

について、定義ないし説明を置いている。 

 第二次提言の定義によれば、ライフログとは、「蓄積された個人の生活の履歴」を意味す

る。また、第二次提言の説明によれば、ライフログは非常に広い概念で、ウェブサイトの

閲覧履歴や検索履歴だけに限られない。たとえば、携帯電話の端末の位置から、通信事業

者は携帯電話所持者の位置情報を把握することができるが、そのような位置情報もライフ

ログに含まれる【注２】。ブログに書き込まれた日記、ソシアル・ネットワーキング・サービ

ス（ＳＮＳ）サイトに書き込まれた交友関係の記録などもライフログに含まれる。Ｓｕｉ

ｃａ、パスモ、Ｉｃｏｃａなどといった非接触型ＩＣ を内蔵した電車やバスの乗車券から

は人の乗車履歴等が分かるが、そういった情報もライフログに含まれる。 

 なお、ライフログについては、世界的に共通した定義があるわけではない点に注意が必

要である。ＩＴ用語辞典では、「人間の行いをデジタルデータとして記録に残すこと」と定

義されており、デジタルデータという限定が入っている点で第二次提言の定義とは異なる。

本報告書では、インターネットにおける個人情報の収集・利用と保護をテーマとしており、

収集、蓄積や検索が容易なデジタルデータを基本的に扱っているので、ここでは基本的に

デジタルデータに限定してライフログを捉えることとする。 

 ライフログ（ｌｉｆｅ ｌｏｇ）とは、直訳すると「人生ないし生活の記録」である。し

たがって、「蓄積された個人の生活の履歴」という第二次提言の定義は誤りではない。ただ

し、コンピューターの記憶装置が、急速に大容量化し値段も下がっている。このことを反

映して、ライフログの大量収集・蓄積がますます容易になっている。そうなると、ある人

の一生という期間で履歴を収集・蓄積することや、あるいは親の情報をその子どもや子孫

に結び付けて利用することも可能である。こういった情報が、人の出生等にかかわる差別

につながるおそれもある。ライフログのもたらし得る問題を矮小化しないようにするため

には、「人生の履歴」と説明しておく方が適切かもしれない。 

 ライフログの典型的な利用方法として、行動ターゲティング広告といわれる手法がある。

これは、ライフログを利用して、個別ユーザーの過去の閲覧履歴等に応じた広告を配信す

るものである。閲覧履歴や検索履歴等は、ユーザーの関心や嗜好等を示すから、その関心

や嗜好等にあわせた広告を配信すれば、高い広告効果が見込めることになる。 

 プライバシー関連等のライフログの問題点については、本編の第３節以下で説明するが、

ライフログはユーザーの観点からもメリットがあるという指摘がある。行動ターゲティン

グ広告の場合について、米国ＦＴＣ【注３】でなされた議論では、次のような指摘がなされて

いる【注４】。 

 すなわち、ユーザーの観点からの行動ターゲティング広告のメリットとして、①広告料

収入に支えられてコンテンツの無料提供を受けられること、②ユーザーが関心をもった広

告、すなわち、その人にとって価値のある広告が、労せずしてその人に届けられる利便性、
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③ユーザーが望まない広告が減少する可能性という３点が指摘されている。 

 

【注１】 「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言 

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000067551.pdf） 

【注２】 第二次提言にあるライフログの定義（原文）は次のとおり。 

「ライフログは、蓄積された個人の生活の履歴を指す。ライフログは広範な概念であり、およそ考え得る蓄積さ

れた個人に関する情報の全てが含まれる。デジタル化されたものに限っても、ウェブサイトの閲覧履歴、電子

商取引サイトにおける購買・決済履歴、携帯端末の GPS（Global Positioning System 全地球測位システム）に

より把握された位置情報、携帯端末や自動車に搭載されたセンサー機器により把握された情報、デジタルカメ

ラで撮影された写真、ブログに書き込まれた日記、ＳＮＳ（Social Networking Service）サイトに書き込まれ

た交友関係の記録、非接触型ＩＣ を内蔵した乗車券による乗車履歴等から抽出された情報が含まれる。」 

【注３】 Fair Trade Commission（連邦取引委員会）。日本の公正取引委員会に相当する米国の連邦機関。消費者保護の

観点から個人情報保護の問題も取り扱っており、その点では日本の消費者庁の所管と類似する部分があるとも言

える。 

【注４】 “FTC Staff Report: Self-Regulatory Principles For Online Behavioral Advertising”Ｐ.9-10 (2009 年 2 月)
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第２節 ライフログの実態 

第１項 ライフログの仕組み 

 ライフログは、クッキーその他のＵＩＤ【注１】と呼ばれる技術を用いて、ユーザーの行動

を特定のコンピュータ等に結び付けて追跡することによって、事業者が収集する。クッキ

ーは、短いテキストファイルで、ウェブサイトのサーバーが、そのウェブサイトを閲覧し

てきたユーザーのコンピュータにあるウェブサイト閲覧ソフト（たとえば、インターネッ

ト・エクスプローラーやファイアーフォックスなど）に書き込むものである。クッキーは、

書き込まれたコンピュータのユーザーによる閲覧行動を、ウェブサイトのサーバーに送信

する。その際に送信する情報には、閲覧したウェブページや内容、日時と閲覧した時間、

検索エンジンに入力したキーワード、広告をクリックしたか否か等の情報が含まれる。ク

ッキーと同様の機能を持つものとしては、ウェブバグ（ウェブページに埋め込まれた目に

は見えない情報収集用のきわめて小さい画像）、フラッシュクッキーといった技術がある。 

 携帯電話端末からアクセスがあった場合にもライフログが収集されている。ただし、携

帯サイト用ブラウザは、クッキーを利用できない場合があると言われており、ユーザーの

識別には携帯電話端末識別番号を利用している【注２】。クッキーの場合には、ウイルス対策

ソフト等を利用してユーザーがいったんクッキーを削除すると、次に事業者がクッキーを

再度書き込んだとしても、以前と同一のユーザーであるのか否かを識別することはできな

い。これに対し、携帯電話端末識別番号は、電話機の購入時から決まってしまっているた

め、携帯端末を買い換えるか、携帯電話端末識別番号を発信しない設定にしない限り、ユ

ーザーが特定された状態が継続する。また、携帯電話端末識別番号を発信しない設定にし

たとしても、再度発信する設定にするとユーザーが特定されるし、携帯電話識別番号はす

べてのサイトで共有される【注３】。そのため、携帯電話識別番号の場合の方が、クッキーの

場合よりも個人の識別性・特定性が強く、個人についての長期的な追跡が可能になるとい

う問題がある。また、ＳＮＳ（ソシアル・ネットワーキング・サービス）のｍｉｘｉ（ミ

クシィ）など、いくつかのパソコン向けのインターネットサービスは、携帯電話識別番号

を新規ユーザー登録の際に使用しているため、携帯電話識別番号が、携帯電話からのイン

ターネット・アクセス以外の場合にも広がっているという問題もある。 

 フラッシュクッキーは、クッキーと同様の働きをするが、普通のクッキーのデータ容量

が４Ｋバイトであるのに対し、100Ｋバイトの容量を持つと言われている。また、フラッシ

ュクッキーは、携帯電話端末識別番号と同様に、ウイルスソフト等で簡単に削除すること

はできず、Ａｄｏｂｅ社の Flash Player のウェブサイトに行かなければ削除ができないと

言われている【注４】。 

 ライフログを収集する事業者は、閲覧先のウェブサイトだけではなく、そのウェブサイ

トが契約しているインターネット広告配信会社等の場合がある。インターネット広告配信

会社は、複数のウェブサイトと広告配信契約を締結しているのが通常である。あるユーザ

ーが、１つの広告配信会社が契約している複数のウェブサイトを閲覧した場合には、複数

のウェブサイトにおける閲覧履歴・検索履歴等の情報を、その広告配信会社が収集・利用

できることになる。インターネット広告配信会社の寡占化が進み、取引関係にあるウェブ
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サイトが増えれば増えるほど、１つの広告配信会社に集まるライフログは増加することに

なる。 

 

第２項 アンケート調査とその結果 

 日弁連では、Ｗｅｂサイト上の行動履歴情報の収集及び利用等の現状について実態を調

査するため事業者に対しアンケートを実施した（アンケート質問状、回答結果については

本報告書の参考資料編 資料４）。質問状を 31 社に送付し、そのうち８社から回答があっ

た（回答率 25.8%）。さらに、アンケート回答企業等の何社かに対し、追加でヒアリング調

査を実施した。 

 アンケートでは、行動履歴情報の収集・利用の実態、管理の状況、ユーザーに対する告

知や拒否の機会と手段の提供、規制に対する考え方、公権力による行動履歴情報提供の要

求に対する対応等について質問を設けている。寄せられた回答からは、プライバシー侵害

等の問題を考慮した慎重な姿勢がうかがわれた反面、ユーザーに対し、行動履歴情報の収

集・利用について拒否の機会と手段が十分に与えられているかという点については疑問が

残った。 

 アンケート回答結果の詳細については本報告書の資料編を参照してもらいたいが、回答

結果の概要について、以下、若干の考察とともに紹介する。 

 

第１ Ｗｅｂサイト上の行動履歴情報の収集及び利用について 

 アンケートの設問２及び設問３の回答によれば、回答者の行動履歴情報収集の有無及び

収集目的の内訳は以下のとおりである。 

○行動ターゲティング広告目的での収集と、それ以外の目的での収集のいずれも行って

いる：５社 

○行動ターゲティング広告目的での収集のみ行っている：１社 

○行動ターゲティング広告目的以外の目的での収集のみ行っている：１社 

○行動履歴情報を収集していない：１社 

 上記回答のうち、行動ターゲティング広告の提供以外の目的とあるのは、具体的にはサ

ービス向上をあげる回答が多かった。 

 行動ターゲティング広告を実施する際には、複数の立場の事業者が関与する。「ライフロ

グを収集するウェブサイト」の運営者、「広告を表示するウェブサイト」の運営者、「広告

主」、「広告配信業者」といった立場である。そういった複数の立場の全部または一部を兼

ねている事業者も複数みられた。 

 なお、回答者の中には、他の事業者または個人が運用するサイト内での行動履歴情報ま

で収集していると回答した事業者はなかった。 

 

第２ インターネットユーザーに対する対応について 

 行動履歴情報収集についてユーザーに告知し事前に承諾を得ているか（設問６）、拒否の

方法を提供しているか（設問７）という設問に対し、いずれも「はい」と回答した４社の

サイトにおける個人情報の取扱い等を定めたウェブページを確認したところ（2010 年７月
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現在）、いずれも行動履歴情報の取得について告知がなされており、そのうちの３社が、別

途行動ターゲティング広告に関して告知をしていた。行動ターゲティング広告に関する行

動履歴情報の取得のオプトアウトの方法について具体的に記載（リンク先を明示）してい

たのは２社で、その他の行動履歴情報の収集の拒絶に関しては、いずれも、「ブラウザでク

ッキーを無効化することができる」と記載している程度であった。 

 なお、４社のうち、オプトインの方式を採用しているものはなかった（利用規定に行動

履歴情報の取得について規定したうえで、「サービスを利用した場合、利用規定を承諾した

ものとする」と規定するものはあった）。 

 

第３ 取得した情報の管理について 

 アンケート設問 11 から設問 13 の回答から、行動履歴情報の保存期間と削除については

以下のように整理することができる。 

○保存期間を定め、削除している：３社 

○保存期間を定めていないが、一定期間経過後削除している：２社 

○保存期間を定めておらず、削除していない：２社 

○行動履歴情報を収集していない：１社 

 「保存期間を定めておらず、削除していない」に該当する上記２社については、行動履

歴情報の削除の処理自体が想定されていないものと推測される。 

 個人識別情報と行動履歴情報の紐付け（両者を結び付けて管理・利用すること）につい

ては、個人識別情報を取得していると回答した回答者のうち、「個人識別情報と行動履歴情

報を結び付けて保存・利用している」と回答したのが２社、「結び付けて保存・利用してい

ない」と回答したのが４社であった（この４社はさらに、「結び付けることができない方法

で保存・利用している」と回答している）。個人識別情報と行動履歴情報の紐付けについて

は、個人情報保護法を意識した対応がとられている（個人識別情報と結び付けると、個人

情報保護法の適用を受けることになるため、そのような事態は避けたいと考えて対応して

いることがうかがわれる）。 

 

第４ 規制（法規制・自主規制）について 

 行動履歴情報の収集及び利用について、何らかの規制もしくは基準があった方が良いか

については、「あった方がよい」と回答したのが８社中６社であった。法規制と業界による

自主規制のうち、いずれが適していると考えるかについては、回答した６社がいずれも「業

界による自主規制の方が適している」と回答している。その理由としては、「業界の流動性

が高いので，法規則では対応が不十分になる可能性が高い」、「業界内で慎重に議論を重ね

て，自主ルールを設けることが望ましい」との回答であった。 

 このように、アンケートの回答において事業者は法規制よりも自主規制を望んでいたも

のの、追加で行った事業者や事業者団体に対するヒアリングを踏まえると、必ずしもその

ようなポジションに固執しているわけではない状況がうかがわれた。つまり、追加で実施

したヒアリングにおいて、「そもそも、自主規制を率先して行おうとするような事象者は、

それほど問題がなく、自主規制では、それを行わない事業者が野放しになるのではないか。」、

「事業者にとって過度な負担とならない適切なルールであれば、むしろすべての事業者に
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同じ負担を課すものとして、法規制の方がよいのではないか。」といった趣旨の質問をした

ところ、「適切なルール」というもの自体をどのように評価・確定するかという問題はある

ものの、ヒアリング先の事業者や事業者団体は、「適切なルール」であれば、特に法規制に

対して異論はない、といった反応であった。 

 行動ターゲティング広告提供について、いわゆる業界団体であるインターネット広告推

進協議会（ＪＩＡＡ）が制定する「行動ターゲティング広告ガイドライン」（後掲）を採用

しているかについては、「全面的に採用している」と回答したのは２社にとどまり、「一部

採用している」との回答はなく、「採用していない」との回答が４社であった。 

 

第５ 官公署への情報提供 

 官公署から、行動履歴情報の提供を求められたことがあるかについては、８社中３社が

「ある」と回答し、いずれも提供に応じたと回答している。 

 官公署から、今後、行動履歴情報の提供を求められれば提供するかについては、「提供す

る」と回答したのが１社、「事案による」と回答したのが３社、「提供しない（裁判所の令

状がある場合には応じる）」と回答したのが４社であった。 

 官公署その他の第三者から行動履歴情報の提供を求められた場合等に、対応を検討する

ための社内・社外の専門家等による検討の手続を踏むかについては、７社が検討の手続を

踏むと回答している。 

 

第６ その他 

 個人情報として法律上保護される情報の範囲が、現状においては不明確であり、法律上、

明確に線引きされることを望むといった趣旨の意見もあった。 

 

【注１】 ＵＩＤ（ Unique Identifier；ユニーク・アイデンティファイアー）とは、ユーザーを特定して追跡する仕組

みを指す。ＵＩＤの形態は様々であり、ソフトウェアでは、クッキーのほか、「ユーザー名＋パスワード」、ハッ

シュ関数演算値、デジタル証明書、ＩＰアドレス、ハードウェアでは、本報告書でも触れる携帯電話の個体登録

番号、ハードウエアキー（IC カードや電子鍵など）、ＭＡＣアドレス（ネットワーク機器の製品／部品に焼き込ま

れている 16 進数の番号）、ＣＰＵシリアル番号（チップに焼き込まれた記号）、バイオメトリックス（生体認証）

では、指紋、虹彩、音声、タイピングパターンなどがある。 

 本編では、ユーザーが自ら入力等した情報ではなく、ユーザーが意識していなくても収集される情報という観

点にポイントを置いていることや、頁数による都合もあることから、そのようなＵＩＤのうち、もっぱらクッキ

ーに重点を置いて記述している。 

【注２】 携帯電話端末識別番号は、いわゆる携帯電話の電話番号とは異なる。携帯電話においてクッキーを使わない場

合があるのは、携帯電話を取り扱う通信事業者（エヌ・ティ・ティ・ドコモ）がクッキーに対応しない仕様を選

択していた時期が長期に及んだために過ぎないという指摘がある。（高木浩光氏のブログ 2010 年５月 20 日版 

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20100520.html#p01） 

【注３】 総務省情報通信政策研究所「行動ターゲティング広告の経済効果と利用者保護に関する調査研究報告書」（2010

年３月）（以下「総務省 2010 年３月報告書」という。）14、15 頁 

【注４】 フラッシュクッキーの説明は、たとえば、ＺＤ ＮｅｔＪａｐａｎのサイト Builder にある。 

（http://builder.japan.zdnet.com/news/story/0,3800079086,20399999,00.htm） 
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第３節 ライフログの問題点 

 ライフログの問題点としては、①ユーザーが知らないうちに情報が収集されていること、

②ライフログの実態がよく分かっていないこと、③プライバシー侵害の可能性、④誰の関

心事であるかについての誤解可能性、⑤ユーザーの知る権利の制約、⑥平等性を損なうお

それ、⑦犯罪組織によって利用され、経済的・物理的被害を生じさせるおそれ、といった

点をあげることができる。また、法規制を考えるうえでの限界として、個人識別性の壁と

いう問題をあげることができる。以下、分けて説明する。 

 

第１項 ユーザーが知らないうちに情報が収集されていること 

 ライフログ収集のためのクッキーは、ユーザーが意識しないうちにユーザーのコンピュ

ータに書き込まれる。ライフログは、仕組み上、ユーザーに知られないで収集することが

可能である。実際、ライフログを認識しているユーザー数はそれほど多くない。総務省情

報通信政策研究所が 2009 年 11 月に実施したアンケートでも、そのことが示されている【注

１】。このアンケート（有効回答数 1066）では、行動ターゲティング広告のことを簡単に説

明したうえで、そのような広告が実際に行われていることを知っているか否か尋ねたとこ

ろ、「詳しく知っている」と回答した者は約４％にとどまる一方、「知らない」と回答した

者が最も多く約 45％おり、「名前を聞いたことがある程度」と回答した者が約 19％、「ある

程度知っている」と回答した者が約 31％であった。 

 ライフログは、その人の関心、趣味、嗜好のほか、ときにはその人の思想や信条、健康

状態や行動パターンといったセンシティブな情報を含むものである。本人が知らないうち

に、したがって、本人の同意なしに、そのような情報を事業者が収集・保存・利用してい

る点を、問題点としてまず指摘することができる。 

 事業者が、積極的にライフログの収集を告知すれば、この問題は回避可能かもしれない。

しかし、ユーザーによる無意識の行動を把握できた方がユーザーの本当の関心等が分かる

ので、事業者としては、ユーザーがライフログについて知らない方が、より効果的な行動

ターゲティング広告等が行えて良いというのが本音ではないであろうか。 

 

第２項 ライフログの実態がよく分かっていないこと 

 いかなる情報が事業者によって収集可能かは、文献等によってある程度分かる。すなわ

ち、ウェブサイト・ウェブページの閲覧履歴、閲覧時間、閲覧日時、どのウェブサイトか

ら移ってきたか、検索用語といった情報である。ＳＮＳ（ソシアル・ネットワーキング・

サービス）では、ユーザーの交友関係等の情報も加わることになるし、携帯電話端末等か

らは、ユーザーの位置情報が収集される場合もある。また、本編第２節のとおり、日弁連

では、ライフログに関連して事業者に対してアンケートを実施しており、これによって、

いくつかの事業者におけるライフログの取扱い方がある程度判明している。しかしながら、

アンケートの回答数が少なかったこと等のため、事業者によるライフログの収集・利用の

全体像はなかなか見えて来ない面がある。総務省の第二次提言では、 
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「行動ターゲティング広告を配信する事業者と、広告スペースを提供する媒体を管理する

事業者は異なる場合が多い。この場合、通常、配信事業者は、複数のウェブサイトの広

告スペースに広告を配信するアドネットワークを形成している」（33 頁）。 

と指摘している。アドネットワークとは、広告（アドバタイジング）のネットワークのこ

とであり、広告配信会社が、複数の媒体サイト（広告を掲示するサイト）にある広告表示

枠（スペース）をネットワーク化して、広告依頼主（スポンサー）から受けた広告を、そ

れら複数の媒体際とにまとめて配信するサービスをいう。広告配信事業者がどの程度の規

模のネットワークを有しているのか、それによって得られた情報を、広告スペースを提供

する媒体を管理する事業者や広告主との間でどの程度共有しているのか。こういった点に

ついて、正確な情報は得られておらず、実態がよく分かっていない。 

 

 

 

第３項 プライバシー侵害の可能性 

 ライフログは、前述のとおり、その人の関心、趣味、嗜好のほか、ときにはその人の思

想や信条、健康状態や行動パターンといったセンシティブな情報を含むものである。ライ

フログには、氏名・住所など、「その人が誰か」という個人識別情報が結び付いている場合

もあれば、たとえば特定のパソコンの操作者に関する情報というだけで、個人識別情報に

結び付いていない場合もある。前者、すなわち個人識別性がある場合に、そのような情報

が不適切に扱われることによって、本人のプライバシー侵害につながる可能性があること

は明らかである。 

 他方、個人識別性がない場合には、別途考察する必要がある。この点、第二次提言では、 

「ウェブページ上の行動履歴は、閲覧履歴や購買履歴等が相当程度蓄積された場合には、

個人の関心事、嗜好、思想傾向や主義を推し量ることが可能であるため、個人の内面に

関わるような秘匿性の高い情報と考えられる。また、位置情報も、その情報が相当程度

の期間にわたって時系列に連結された場合には、個人の生活の態様が明らかになる可能

性が高い。したがって、これらの情報は、他人にみだりに知られたくないと考えること

は自然なことであるということができる。よってウェブページ上の行動履歴や位置情報

は、その取扱いの態様によっては、プライバシーにかかる情報として法的保護の対象と

なる可能性がある。なお、ウェブページ上の行動履歴や位置情報は、一般にそれ単独で



第１章 インターネットにおける個人情報の収集・利用と保護 

- 10 - 

は個人識別性を有しないため、特定個人のプライバシーの侵害が成立しないとの指摘が

ある。確かに、個人の興味・嗜好や生活の態様がある程度明らかであったとしても、そ

れらが誰の情報であるかが他者から判断できない場合には、特定個人のプライバシー侵

害が問題となる場面は限定されると解される。しかしながら、個人識別性のない情報で

あっても、行動履歴等の情報が大量に蓄積されて個人が容易に推定可能になるおそれが

あることや、転々流通するうちに個人識別性を獲得してしまうおそれがあることから、

現時点で情報に個人識別性がないことをもって、プライバシーとしての保護が完全に失

われると考えるのは相当ではない。」 

と指摘している（44、45 頁）【注２】。 

 第二次提言が指摘するように、それ自体では個人識別性がないと考えられるライフログ

でも、大量に蓄積される結果、誰のことであるかが推測可能になる場合がある。インター

ネット上で得られるサービスが多様化すればするほど、その傾向は顕著になるであろう。

すでに存在しているサービスをとっても、たとえば、電車の乗り換え案内や地図検索とい

ったウェブサイトがあるが、これらのウェブサイトの利用を通じて、その人の住居や行動

パターン、移動時間、生活習慣といった情報を収集することが可能である。あるいは、姓

名判断や生年月日による占いのサイト等を利用すれば、該当情報（姓名・生年月日）を収

集することが可能である。さらに、データ分析の技術が進展すれば、データが大量に蓄積

されなくとも個人が容易に識別できるようになる可能性もある。 

 いずれにせよ、いずれかの情報、あるいはいずれかの情報の組み合わせに基づいて、そ

れが誰の情報であるかがいったん分かると、その情報に結びついたすべての情報が特定の

人に関する情報であることが分かってしまうという問題がある。 

 また、個人識別性の有無は、誰がライフログを見るかによっても異なってくる。たとえ

ば、本人とは何の関係もない者が見た場合には識別性がない場合でも、知り合いが見れば

誰であるかが分かる場合もあるであろう。 

 このように、ライフログは、氏名・住所といった伝統的な意味合いにおける個人識別性

がない場合であっても、プライバシー侵害になる可能性がある。 

 ライフログはその人の思想・信条等を示す場合もあるため、たとえば、事業者が従業員

を採用するにあたって、就職希望者のライフログをチェックするなど、差別的な利用方法

がなされる可能性もある。 

 

第４項 誰の関心事であるかについての誤解可能性 

 これまでも述べてきたとおり、閲覧履歴や検索履歴等は、個人の関心事、嗜好、思想傾

向や主義を反映するものである。ところが、その関心とは、必ずしも自分についてのこと

とは限らず、たとえば、家族や友人の病気について調べたり、あるいは、弁護士が自分の

担当した刑事事件の犯罪について調べたりする場合もある。このような、ユーザー自身で

はなく他者にかかわる関心事項に関連して残されたライフログについても、ユーザー自身

の性向ないし関心事を示すものと誤解を受けるおそれもある。しかし、ユーザー自身とし

ては、どこの誰にどのような誤解をされているかも分からない以上、誤解を解く機会はな

い。 
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第５項 ユーザーの知る権利の制約 

 「知る権利」は、憲法上の表現の自由（憲法 21 条１項）から導き出される権利である。

最高裁判所も、 

「憲法 21 条１項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざま

な意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自

己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において

欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交

流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、この

ような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派

生原理として当然に導かれるところである」 

と述べている（法廷メモ訴訟事件判決。最大判 1989 年３月８日（民集 43 巻２号 89 頁））。 

 憲法上の権利は、直接的には、国家や地方公共団体といった公権力に対するものと考え

られている。ただし、私人同士の関係にも間接的に憲法が適用されるとするのが、憲法上

の通説的見解である。オンライン上の一挙手一投足が、ユーザーがよく分からないままに

事業者に把握され、利用されているということになれば、仮に実際にはそれほどではない

としても、そのように認識したユーザーは萎縮してしまい、知る権利の行使を自粛するこ

とになってしまうであろう。 

 インターネットのメディアとしての特長に、ユーザーが自分に関心のあるテーマを扱っ

たウェブサイトやウェブページを、好きなときに好きな時間だけ閲覧できるという点があ

る。知る権利に萎縮効果が働くと、そういったインターネットの特長が減殺されてしまう

ことになる。 

 さらに、日弁連の実施したアンケート結果にも示されているが、捜査機関が、ライフロ

グを保有している事業者に対して情報提供を求めることがある。強制捜査であれば応じる

ことになるであろうが、任意捜査であっても事業者がそれに応じているケースがあり、ラ

イフログ関連の情報を公権力が入手することになる。そうなると、もはや話は、知る権利

やプライバシー権の間接適用のレベルにとどまらず、公権力が私人の知る権利やプライバ

シー権を制約するという憲法の直接適用の問題になる。この場合、人の行動パターンや思

想などを公権力が調査し、情報を収集するにあたり、民間企業が、捜査機関にとって便利

なデータバンク的な機能を果たすことにもなる。 

 

第６項 平等性を損なうおそれ 

 個人について集積されたデータのプロファイリング【注３】が行われると、公共空間におけ

る平等性が損なわれるおそれがあるという指摘がある【注４】
。 

 たとえば、ある商品やサービスの価格が店舗に表示されている場合、その価格を支払え

ば、誰でも同じ商品を購入し、サービスを受けることができる。そこには買主が誰である

かによる差別は基本的に存在せず、経済的な平等が基本的に確保されている。 

 しかしながら、個人について収集されたデータに基づいてプロファイリングが行われ、
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事業者が、自分にとって価値があると判断する個人を抽出したり、ランク分けしたりする

ことによって、顧客によって異なるサービスを提供するようになると、優遇される者と冷

遇される者との間に差別が生じることになる。 

 基本的に確保されていた平等性は、取引において当事者の匿名性が確保されていたこと

を前提にしているが、プロファイリングによってそれが失われうるという指摘である。 

 このような指摘は、ライフログによって集積された情報についてプロファイリングが行

われ、ユーザーに応じて異なったサービスや広告が提供される場合にも基本的に当てはま

り得る。その際に注意すべきことは、一定のカテゴリーに個人が分類されれば、異なるカ

テゴリー間で差別が生じ得るのであって、その個人が具体的に「どこの誰か」まで特定さ

れる必要はないという点である。 

 

第７項 犯罪組織によって利用され、経済的・物理的被害を生じさせるおそれ 

 インターネットでは、他人に成りすまして、犯罪者が自己の匿名性を維持したうえで犯

罪を行うことが容易である。また、フィッシング詐欺【注５】を行うために、わずかな費用

で大量の詐欺メールを送信することができるなど、費用をかけずに犯罪を実行することも

可能である。さらに、グローバルな接続状況から、世界中のどこからでも攻撃を仕掛ける

ことができる。多くのサイバー犯罪者は、法律が未整備で国際警察との連携が乏しい地域

を拠点として犯罪行為を行うことで、検挙を免れようとしている。 

 こういったサイバー犯罪にかかわる特徴から、近年では犯罪組織によるサイバー犯罪が

増加している【注６】。 

 サイバー犯罪の大半は、窃盗、詐欺、恐喝の３つのカテゴリーのいずれかに属するとい

われている。これらはいずれも財産犯であり、たとえば、個人情報の窃取によりユーザー

アカウントを乗っ取り、銀行口座を不正操作して現金を引き出すといった形をとる。ある

いは、企業ネットワークからのデータ窃取などにより個人情報を収集して、データ自体を

取引する場合もある。 

 こういったサイバー犯罪は、もっぱら個人識別性がある情報を対象とし、あるいは利用

して行われるものであるが、ライフログが利用されれば、より高度な詐欺や悪質な恐喝等

も可能となる。こういった脅威が現実化すると、消費者のみならず、事業者や市場も金銭

的・経済的被害を受けることになる。 

 

第８項 個人識別性の壁 

 現在の個人情報保護法制は、個人識別性をベースに構築されている。つまり、氏名・住

所などによって、「どこの誰」に関する情報かが分かっている情報を、「個人情報」と定義

して法律で保護している【注７】。 

 そうすると、個人識別性のないライフログは、現在の個人情報保護法制下のルールでは、

ただちには法律の適用を受けないことになる。第二次提言も、 

「一般に、行動ターゲティング広告等においては、利用者の興味・嗜好の分析に必要な、

（ア）ウェブページ上の行動履歴（閲覧履歴、購買履歴等）や（イ）位置情報と、行動
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履歴の取得及び広告等の配信に必要な、（ウ）クッキー技術を用いて生成された識別情

報や（エ）携帯端末の識別に必要な契約者固有ＩＤのみが必要であり、特段の事情がな

い限り、これらの情報自体は個人識別性を具備しない。よって、通常、行動ターゲティ

ング広告等の事業者は個人情報取扱事業者には該当しないと考えられる」（40 頁） 

と述べている。 

 しかし、すでに述べたとおり、ライフログは、大量に集積した場合等において、個人識

別性を帯びる可能性もあるし、ライフログを保有している事業者にとっては、どこの誰の

ことであるかが分からない場合であっても、知り合いが見た場合には分かるといった場合

もある。そういった点も踏まえると、個人識別性がないライフログについて、法的ルール

の適用が一切なくても良いとすることには抵抗がある。 

 では、この点について外国や日本でどのような議論がなされ、対応がとられているか。

次章でこの点をみていきたい。 

 

【注１】 総務省２０１０年３月報告書 53 頁 

【注２】 なお、位置情報については、本報告書第３章監視カメラ第４参照。 

【注３】 プロファイリングという言葉は、日本では、犯罪捜査の場合に、犯罪の性質や手口等を行動科学的に分析し、

犯人像を描く場合に用いられる言葉として流布している面がある。しかしながら、プロファイリングそのものは、

犯罪捜査の場合に限られない用語である。ここでは、収集したデータを分析することによって人物像を描く場合

を広く指して用いている。 

【注４】 ローレンス・レッシグ（山形浩生邦訳）「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」308 頁以下（翔泳社、2007 年）。レッ

シグ氏は、航空会社のマイレージサービスにおいて、よく飛行機を利用する人には良いサービスが提供される等

サービスの差別化がなされることを例としてあげたうえで、一般論として、 

「組織が価値を持つと判断する個人についての情報を提供し、サービスの提供にそれを使う。．．．それは匿名性の

メリット－平等のメリット－を破壊する手段だ」 

と指摘する。 

【注５】 本物のウェブサイトを装った偽のウェブサイトへのリンクを貼ったメールを送りつけて、クレジットカードの

会員番号といった個人情報や、銀行預金口座を含む各種サービスのＩＤやパスワードを獲得する詐欺。 

【注６】 たとえば、マカフィー株式会社 McAfee North America Criminology Report「2007 年の組織犯罪とインターネ

ット」このレポートでは、 

「被害者の多くはサイバー犯罪を報告したがらない。大企業や銀行にとって、レピュテーションの棄損は犯罪に

よる損失よりも重大な事である場合が多いからである。」 

とも指摘されている。 

【注７】 個人情報保護法は、法の保護対象となる「個人情報」について、 

「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）をいう」 

と定義する（２条１項）。 
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第４節 議論と対応の状況 

第１項 北米での議論と対応の状況 

 アメリカでもカナダでも、積極的にオンライン上のプライバシー問題に取り組もうとす

る政府機関が存在する点は重要である。また、プライバシー保護を目的とする各種民間団

体が存在し、それぞれ立場は異なるものの、積極的に活動している点が、日本とは異なっ

た特徴として指摘できる。アメリカもカナダも言語や習慣が類似するために商圏が共通し、

基本的に同一のインターネット市場を形成している。しかしながら、分野を問わずに適用

される包括的な個人情報保護法の有無、政府から独立したプライバシー保護機関の有無等

において違いも存する。 

 

第１ アメリカ 

１ 概況 

 アメリカでは、インターネット広告において行動ターゲティング広告の先進国であり、

当該手法が 10 年以上前から行われ、これに対するプライバシー問題の議論も比較的古くか

ら行われてきた。しかし、現在のところ、これに対する法規制はなく、オンライン広告団

体は、オプトアウト方式の自主規制を行ってこれで十分であると主張している。プライバ

シー保護団体は法規制を求め、ＦＴＣ（連邦取引委員会）、連邦議会が、自主規制の実効性

に注目しつつ規制のあり方を検討している。 

 

２ 行動ターゲティング広告への国民の反応 

 アメリカではライフログを利用したビジネスが進んでおり、その中心的なものが行動タ

ーゲティング広告である。行動ターゲティング広告の規制については、2000 年の Double 

Click 社事件（同社がクッキーを利用してインターネット上の個人の行動追跡を行ってい

たことがプライバシー侵害にあたるとして提起されたクラスアクション訴訟）等を契機と

して議論されている【注１】
。2009 年に発表されたペンシルベニア大学とカリフォルニア大学

バークレー校の調査では、アメリカ成人の 66％が自分の関心に応じた広告配信を望まず、

84％が訪れたウェブサイトでの行動に基づいて配信された広告を拒絶するとしている【注２】。

実際にウェブサイト上での行動履歴の広告等への利用に関して、2007 年にはＦａｃｅｂｏ

ｏｋ社、2008 年にＮｅｂｕＡｄ社、2009 年にＡｄｚｉｌｌａ社などに対してクラスアクシ

ョン訴訟（集団代表訴訟）が提起されている【注３】。 

 

３ 行動ターゲティング広告規制の議論の枠組み 

 このように、アメリカ国民のオンライン行動広告への嫌悪感は強いが、現在のところ、

これに対する法規制はなく、ＦＴＣ（連邦取引委員会）、連邦議会、オンライン広告団体、

及びプライバシー保護団体の４者が、それぞれの立場から、その規制のあり方を議論して

いる。なお、アメリカには、民間部門に対し、日本の個人情報保護法に相当する包括的な

立法がなく、伝統的に自主規制を中心とし、子どものオンライン・プライバシーや医療情

報等の個別分野ごとに必要な立法を行ってきた。 
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４ ＦＴＣの対応 

 ＦＴＣは、元来、個人情報保護機関として設けられた組織ではなかったが、詐欺的また

は不公正な取引に対する規制権限を有することから、個人情報保護の要請の高まりを受け

て、個人情報保護指針（プライバシーポリシー）に反する個人情報の取扱いに関し、その

権限を行使することによって個人情報保護を担当するようになっている。現在では、民間

部門に対する個人情報保護を監督する連邦政府の中心的機関である。ＦＴＣは、2000 年に

オンライン行動広告を中心としたオンラインプロファイリング（広告業者やマーケティン

グ企業が、消費者による購入履歴に関するデータを収集・集積して利用する慣行）のプラ

イバシーへの影響を調査し、議会に対して、公正な情報取扱原則（通知、選択、本人アク

セス、セキュリティ、実効性確保等の個人情報保護策）に基づいた立法を提言している（以

下「2000 年レポート」という）【注４】。 

 しかし、連邦議会は立法をしなかったため、ＦＴＣは、各方面からの意見を聴取するな

どして議論を続け、2009 年に、自主規制のための原則を示したレポートを出している（以

下「2009 年レポート」という）【注５】
。この中では、個人の関心にあわせた広告を送信する

ために、個人のオンラインでの行動を追跡記録する行為をオンライン行動広告（Online 

behavioral advertising）と定義し、これを行う場合に要求される４つの原則を示した。

すなわち、①透明性（行動広告に関する正確で消費者にわかりやすく目につきやすい告知）

と行動広告を許容するか否かについての消費者のコントロール確保、②合理的なセキュリ

ティ確保と必要最小限のデータ保持、③プライバシーポリシーの重要な変更に対する積極

的明示的な同意取得、④センシティブ情報にあたっての積極的明示的な同意取得、である。 

 議論の過程において問題となったのが、直ちに個人識別性のない情報について当該原則

の適用があるのかというものであった。これに対して、ＦＴＣのレポートは、テクノロジ

ーその他の要素が急速に変化している状況下においては、現時点で個人識別が困難でも、

後日他の情報と組み合わされて個人識別される危険性があることを指摘し、オンライン行

動広告を論じる文脈においては、伝統的な意味で個人識別性を有するか否かにかかわらず、

特定の消費者またはコンピューターその他の機器に合理的に関連づけられるデータには適

用があると答えている。2006 年には、ＡＯＬが 2000 万件分の検索履歴やウェブサイトの

閲覧履歴について、個人識別情報（氏名やユーザーＩＤ）を取り除いて匿名情報として公

表したところ、あるメディアが個人識別に成功したという事件が発生していることも実例

として紹介されている。 

 ＦＴＣの 2009 年レポートは、2000 年レポートで行った立法提言をあきらめたわけでは

なく、業界に自主規制を強く促すとともに、これが不十分な場合には立法提言を行うとい

うニュアンスを強く感じさせるものとなっている。2010 年４月に日弁連が行った北米調査

（以下「2010 年北米調査」という。）では、面談したＦＴＣ担当者は、個人的見解としな

がらも、立法が望ましいとの立場を示している。 

 

５ プライバシー保護団体の主張 

 ＥＰＩＣ（Electronic Privacy Information Center）などのアメリカの消費者重視のプ

ライバシー保護団体は、自主規制が不十分である現状を指摘して、早期の立法を強く求め
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ている。2010 年北米調査においては、複数の調査対象者から、行動ターゲティング広告が

問題となってから 10 年近く自主規制路線で来たものの、いまだに十分な成果が上がってお

らず、自主規制は失敗に終わったとの認識が示されている。 

 

６ インターネット広告業界の主張 

 これに対して、ＮＡＩ(Network Advertising Initiative)などの業界団体は、インター

ネットを法律で規制することに反対し、自主規制で十分であると主張する。たとえばＮＡ

Ｉは、ＦＴＣの 2009 年レポートの自主規制原則に類似したガイドラインを定め、グーグル

やヤフーなど 23 の加盟会社の自主規制遵守状況を毎年調査してレポートを公表する他、オ

ンライン行動広告を行う加盟会社のクッキーを消費者が２,３回のクリックでまとめて拒

否できるオプトアウト（自分を対象から外すように求めること）を提供している【注６】。さ

らに、2010 年からの新しい試みとして、オンライン行動広告が表示される場合に、当該広

告の片隅にオンライン行動広告であることが分かるアイコンを付ける手法がはじまってい

る。消費者がこれをクリックすれば、オンライン行動広告の説明やオプトアウトのウェブ

ページに行くことができる仕組みである。 

 

 

 

※行動ターゲティング広告であることを示す 「i」のアイコンが個別の広告に付いている例（実際の広告ではなくサンプ

ル）。「i」のアイコンの横には、「interested based ads」（「関心に基づいた広告」）という説明文が記載されている。 

 

 また、ＮＡＩの自主規制はフラッシュクッキーには適用がないという批判を受けて、Ｎ

ＡＩでは、2010 年１月、その加盟会社ではフラッシュクッキーを利用しないという申し合

わせをしている【注７】。 

 このように業界がかなりの費用を投下して、業者に不利益なプライバシー保護策【注８】

を必死に打ち出すのは、１つには、ＦＴＣが自主規制に見切りをつけて厳格な立法提言を

行うことをおそれているためと考えられる。また、プライバシー保護団体がクラスアクシ

ョン訴訟を提起するリスクも存在する。状況としては、ＦＴＣを間に挟んで、プライバシ

ー保護団体と業界団体が激しく綱引きをしているといえる。 
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７ 議会の対応 

 かかる状況下において、2010 年５月、連邦議会下院の通信、技術及びインターネット小

委員会の議長であるＲｉｃｋ Ｂｏｕｃｈｅｒ氏がオンライン上のプライバシー保護を含

む法案のたたき台を提示した【注９】。当該法案は概ね従来の業界の自主規制を明文化したよ

うな内容であるが、ＦＴＣに規制権限を与えている。プライバシー関連法案は、これまで

も数多く提案されつつも、業界の強力なロビー活動による反対でなかなか成立してこなか

った経緯を見ると、法案の成否及びその内容の見通しを現段階で行うことは困難である。

なんとか成立した場合でも骨抜きにされたと批判されている立法例も多い。ただし、立法

の有無にかかわらず、消費者のプライバシー保護に関しては、ＦＴＣが連邦政府機関とし

て中心的に検討と規制を行ってきており、その積極的な活動ぶりを見ると、今後もその役

割はますます増大することが予想される。 

 

第２ カナダ 

１ 概況 

 カナダにおける行動ターゲティング広告の利用はアメリカに類似している。しかし、ア

メリカと異なり、カナダでは、日本と同様に事業分野を問わない包括的な個人情報保護法

（Personal Information Protection and Electronic Documents Act（以下「ＰＩＰＥＤ

Ａ」という。））を持っているうえに、独自のプライバシーコミッショナー制度を有してい

る。ただし、行動ターゲティング広告で用いられる行動履歴情報に個人識別性があると言

いにくいことから、ＰＩＰＥＤＡの適用は困難であるという議論もあり、連邦プライバシ

ーコミッショナーにおいてアメリカの動向を参照しながら、新たな規制の要否とあり方を

検討している。 

 

２ カナダと日本の比較の意義 

 カナダは、アメリカと陸続きであることもあり、商圏がアメリカと共通している。この

ため、オンライン行動広告についても、アメリカと同様にその利用が進んでいる。他方、

カナダは、日本の個人情報保護法に近い、民間商業部門に対する包括的な個人情報保護及

び電子文書法を有している【注 10】。また、日本と異なる点として、連邦政府機関としてプラ

イバシーコミッショナーが置かれている。このように、カナダでは、日本に類似した個人

情報保護法制をとりながら、独自のプライバシーコミッショナー制度を有していることか

ら、オンライン行動広告をはじめとするライフログに対するカナダの状況を調査すること

は、日本の参考になると考えられる。 

 

３ 行動ターゲティング広告へのＰＩＰＥＤＡ適用の困難性 

 ここでは、オタワ大学法学部内に設置されているＣＩＰＰＩＣ (Canadian Internet 

Policy and Public Interest Clinic) が、2008 年にカナダの連邦プライバシーコミッシ

ョナーの助成で作成した、カナダのオンライン上のプライバシーへの脅威に関する研究報

告書“ＯＮＬＩＮＥ ＰＲＩＶＡＣＹ ＴＨＲＥＡＴＳ”（オンライン・プライバシーの脅

威）を紹介する。【注 11】 同報告書では、ＰＩＰＥＤＡがオンライン上のプライバシー侵害

に対して十分に対応できていない問題点が示されている。 
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 すなわち、ＰＩＰＥＤＡは事業者の商業的活動で行われる個人情報の収集、利用、保持

及び開示について様々な条項を置くことで、オンライン上のプライバシーの脅威に対応し

ている。しかし、個人識別可能な情報を対象としているため、たとえばＩＰアドレスが個

人情報に該当するか不明である。該当しない場合には、ＩＰアドレスごとにネット上の行

動履歴を収集利用する行為に対して規制できない。 

 また、ＰＩＰＥＤＡは個人情報の収集を明示された目的に「必要な」限度に限定してい

るところ、広告の場面において、何が「必要な」のかは明らかではない。自己の顧客（ま

たは潜在顧客）についての情報があればあるほど効果的な広告が行えるとも言えるからで

ある。 

 さらに、ＰＩＰＥＤＡは、個人情報のコントロールの仕組みとして、大部分を本人の同

意に委ねている。しかし、本人と、事業者との間には圧倒的な力と情報量の差がある。Ｃ

ＩＰＰＩＣが 2006 年に行った、オンライン小売業者のＰＩＰＥＤＡの要求遵守状況の調査
【注 12】は、データ保護手段としての同意の弱さを証明している。ＰＩＰＥＤＡは、センシ

ティブなデータや合理的な人が許可を求めることを期待するであろう場合以外は、オプト

アウト方式を通じた黙示の同意を認めている。このような手法は、事実的根拠がないのに

本人の同意を推定し、反論する負担を本人に転換するものである。オプトアウトによる同

意は、実際の消費者の意向を反映していない。 

 また、ＰＩＰＥＤＡの強制力の弱さも指摘されている。プライバシーコミッショナーに

は、公表（公表を気にする企業に対してしか効果的でない）とお金がかかる裁判手続を通

じて以外、不遵守に対抗する力が与えられていない。個人やプライバシーコミッショナー

が連邦裁判所に提訴して損害賠償への命令を取得しない限り、ほとんどの不遵守に対する

制裁はなく、個人は、コミッショナーに不服を申立て、これについてのレポートを得ない

限り（平均 16 ヶ月かかる）、裁判所へ提訴できない（不服申立前置主義）。そして、負担し

なければならない裁判手続費用が、得られる損害賠償の見込みに見合うケースはきわめて

少ない。したがって、連邦裁判所にＰＩＰＥＤＡに基づく事件がほとんど提起されないの

は驚くに値しない。 

 プライバシーコミッショナー制度を持つカナダの法制度についても、このようにさまざ

まな問題点が指摘されている。 

 

４ 連邦プライバシーコミッショナーの対応 

 連邦プライバシーコミッショナーオフィス（ＯＰＣ）は、職員数 150～170 人、年間予算

2000 万ドルの独立的な政府機関である。政府機関及び民間部門のプライバシー問題につい

てオンブズマン（もともとスウェーデンで生まれた仕組みで、複数の人々からなる中立の

メンバーで組織される委員会が、監視や仲裁をする仕組み）としての役割を果たす。取締

権限や罰金を課すといった強制的権限はないが、調査権限を有していることから、プライ

バシー問題について、調査し、一般的課題及び個別具体的事件に対して積極的な改善提言

を行っている。2010 年北米調査の際に話を聞いたＯＰＣ担当者は、ＯＰＣは強制的手段を

持たなくても、プライバシー問題に関して当事者への説得を通じて適切な対応ができてい

ると自信を見せていた。実際にコミッショナーは、政府のプライバシー対策に対してかな

り批判的な言動をとることがあり、訴訟においても政府と対峙する場合が予定されている



第１章 インターネットにおける個人情報の収集・利用と保護 

 

- 19 - 

ので、あまり強大な権限を与えることも難しいようである。隣国アメリカでの聴き取り調

査でも概ねカナダのＯＰＣのプライバシー問題への取組への評価は高く、同制度はカナダ

のプライバシー保護システムにおいて非常に重要な役割を果たしている。 

 上記のＣＩＰＰＩＣの指摘に対して、2010 年北米調査時点での連邦プライバシーコミッ

ショナーオフィスの対応は、プライバシー行動広告などへの対応は、アメリカでの議論の

状況も見ながら調査検討中ということであった。新たに発生するプライバシー問題につい

ては、アメリカがプライバシー保護団体による訴訟等で議論が先行するため、カナダはそ

れを踏まえて検討することが多いということである。 

 連邦プライバシーコミッショナーオフィスは、「2010 消費者プライバシー協議」（ “2010 

Consumer Privacy Consultation”）と称して、オンライン・トラッキング（追跡）、プロ

ファイリング、ターゲティングに関する会議を、2010 年３月にはモントリオール、同４月

にはトロントで開き、公衆や専門家からの意見を広く集める作業を行っている【注 13】
。 

 近いうちにこれらを踏まえた見解がまとめられ、発表されることが期待される。 

 

５ 技術発展とプライバシー問題の考え方 

 2010 年北米調査で訪れたオンタリオ州のプライバシーコミッショナーオフィスは、基本

的に州政府機関のプライバシー問題についてしか権限を有していないにもかかわらず、

Privacy by Design（新しいサービス導入時には最初から利用者が何もしなくても（デフォ

ルト設定で）プライバシーが確保されるようにサービス設計段階からプライバシー保護の

仕組みを導入するべきであるという考え方）を強力に提唱し、積極的にＧｏｏｇｌｅやＦ

ａｃｅｂｏｏｋに働きかけを行っているということであった。 

 この Privacy by Design の考え方は、ＥＵでも広まりつつあり、行動ターゲティング広

告をはじめとして、今後の技術発展とプライバシー問題を考慮するうえで重要となるもの

と思われる。技術発展（便利さ）とプライバシーのどちらをとるのかという二者択一の発

想ではなく、プライバシーを確保したうえでの技術利用という発想である。 

 アメリカ及びカナダでは、政府機関で新たな個人データ収集処理システムを設ける場合

にプライバシー影響評価（ＰＩＡ：Privacy Impact Assessment）が実施されている。これ

は、新たなシステム導入時に、プライバシーへの影響を最小限にするために事前に準備さ

れた多くのプライバシー保護に関するチェック項目をクリアしながら、収集する個人情報

の種類や量を限定し、かつデータの流れや保管状況に応じた適切なプライバシー保護措置

をシステムに組み込めるようにするものである【注 14】。システム導入に先立ってその影響を

評価するＰＩＡは、Privacy by Design を具体化するうえでも有効である。2010 年北米調

査では、オンタリオ州政府において免許証や出生証明書等の各種証明書の発行等を担って

いる機関（ServiceOntario）でＰＩＡ実施のアドバイス等をしているプライバシー保護部

門（ServiceOntario Privacy Office）でヒアリングしたところ、プライバシー問題への意

識が高く経験も豊富な州政府職員が、新たなシステムを導入しようとする組織と共同で、

ＰＩＡを実施していることが確認できた。費用対効果について聞いたところ、後からシス

テムのプライバシー上の欠陥が明らかになって政府の威信を落とした上、莫大な費用を投

入して修正するより、前もって予防策を講じておいた方がずっと安上がりであるとのこと

であり、その成果について自信を持っている様子であった。また、ＰＩＡは、政府機関だ
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けでなく、民間企業でも実施されるようになってきているということである。 

 

第２項 ヨーロッパでの議論と対応の状況 

 ヨーロッパでは、2009 年になってから行動ターゲティング広告への規制強化の姿勢を強

め、原則として、オンライン上の行動追跡技術を用いるためには、ユーザーから事前の同

意を得なければならないこととされた。また、日本の個人情報保護法は、氏名等と結び付

かず個人識別ができないクッキー技術等を用いた行動履歴について適用がないが、ヨーロ

ッパでは、氏名等と結び付かなくても、クッキー技術等によりオンライン上の行動が他者

の行動と識別可能である場合には、個人識別情報としてＥＵデータ保護指令の規制を適用

する方向に動いている。実務的対応はこれからであるが、世界的に大きな影響があると考

えられる。 

 

第１ ヨーロッパ共同体（ＥＵ） 

１ 概況 

 ＥＵにおいても、北米と同様に行動ターゲティング広告が問題とされてきている。しか

し、アメリカのように利用者の拒否権を認めるオプトアウト方式ではなく、事前同意を要

求するオプトイン方式での規制がはじまっている。ＥＵでは、日本において必ずしも個人

識別性があるとはされていないクッキー技術を利用した行動追跡情報について、個人識別

性を認める議論が展開されている。 

 

２ オンライン上のプライバシー保護の枠組み 

 ＥＵは、1995 年、日本の個人情報保護法制定にも大きな影響を与えた、「個人データの

取扱に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令

（95／46／ＥＣ）」（以下「ＥＵデータ保護指令」という）を定めた。同指令に基づき、欧

州委員会（ＥＣ）の諮問機関として「個人データの処理に係る個人の保護に関する作業部

会」（Art.29 Data Protection Working Party 以下「データ保護作業部会」という。）が

設立され、調査提言を行っている。 

 また、ＥＵは、オンライン上のプライバシー問題に関しても比較的早い段階から法的規

制をはじめている。具体的には、2002 年に「個人情報の処理と電子通信部門におけるプラ

イバシーの保護に関する欧州議会及び理事会（2002 年７月 12 日）の指令」（2002／58／Ｅ

Ｃ）（以下「電子プライバシー指令」という。）を定め、この中で、トラフィックデータ（電

子通信ネットワークにおける情報の移転やその通信費用の請求のために処理されるデー

タ）の機密性を保持するため、利用者の同意のない傍受や監視をすることを原則禁止し（５

条(1)項）、オンライン行動広告を可能とする技術手段であるクッキーの利用について、利

用者らに対して明確かつ包括的な情報を提供した上で、クッキーを拒絶する権利を与える

こと(オプトアウト)を要求した（５条(3)項）【注 15】。また、トラフィックデータは、通信目

的で不要になった場合には、消去あるいは匿名化することが求められ（６条(1)項）、トラ

フィックデータを除くロケーションデータ（電子通信ネットワークで処理され公衆に利用

可能な電子通信サービスの利用者の端末機器の地理的場所を示すデータ）については、匿
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名化の措置を施すか、利用者の同意が得られた場合(オプトイン)のみ処理が可能とされた

（９条(1)項）。 

 2009 年４月、Ｐｈｏｒｍ社が英国で利用者のトラフィックデータを傍受する形態の行動

ターゲティング広告技術を用いたことに関し、英国のデータ保護法がこの問題に十分に対

応できないことがデータ保護指令や電子プライバシー指令に反するとして、ＥＵが法的手

続を開始するという事件が起こっている。 

 

３ オプトアウト方針からオプトイン方針への変更 

 その後もデータ保護作業部会を中心にオンライン上のプライバシー問題に継続的に取り

組んでおり、2009 年 11 月には、上記電子プライバシー指令を修正する欧州議会及び理事

会の指令（2009／136／ＥＣ）が欧州議会で採択された【注 16】。同指令は、電子プライバシ

ー指令５条(3)項に定めるクッキー技術及び類似技術（以下「クッキー技術」という。）に

関して、従来のオプトアウトの方針から、利用者の事前同意を求めるオプトインの方針に

変更することを明示している（２条(5)項）。加盟国は、2011 年５月までに同規定に基づい

て国内法を整備する必要があるが、インターネットの国境を越えた広がりを考えると、当

該修正は、ヨーロッパ共同体加盟国以外にも大きな影響を与えるものと考えられる。 

 

４ クッキー技術を利用した情報収集の個人識別性と広告配信事業者の義務 

 データ保護作業部会は、上記修正後、2010 年６月にオンライン行動広告に関する意見書

を出している【注 17】。同意見書では、クッキー技術を利用したオンライン行動広告において

修正後の電子プライバシー指令５条(3)項が適用され、オプトイン方式が採用されるべきこ

とを確認した上で、さらに、クッキー技術を利用して取得した情報は、ほとんどの場合（対

象となった個人名が不明でも）、個人識別情報と考えることができるから、ＥＵデータ保護

指令が適用されるとしている。個人識別情報と考える理由として、特定のコンピューター

の利用者を追跡できること、オンライン行動広告においてクッキー技術を利用して取得す

る情報は特定個人の特徴や行動に関する情報であり、特定の人に対して作用するように利

用されることなどがあげられている。そして、オンライン行動広告の配信事業者の義務と

して以下の提言をしている。①クッキー技術に関して、オプトアウトからオプトイン方式

に速やかに移行すること、また、②インターネットブラウザにおいて、Privacy by Design

（最初から利用者が何もしなくても（デフォルト設定で）プライバシーが確保されるよう

に設計段階からプライバシー保護の仕組みを導入するべきであるという考え方）が実施さ

れるようにブラウザの開発者と協働すること、③利用者のクッキー技術利用に対する同意

は、期間を限ったものであり、撤回容易なものとし、行動監視が行われている全てのウェ

ブがそれと分かるマークなどを導入すること、④集められた情報が処理に必要な期間後自

動的に消去されるようにデータ保持方針を定めること。また、ウェブサイト運営者に関し

ても以下の義務が提言されている（これらは同時にオンライン行動広告の配信事業者の義

務でもある）。①行動広告について非常に目につきやすく、行動広告に疎い人を基準にして

分かりやすい情報提供をすること、②ＥＵデータ保護指令 10 条に従い、クッキー技術を通

じた情報収集を行っている責任者は誰か、クッキー技術がプロファイル作成に利用される

こと、プロファイル作成用に収集される情報の種類、当該プロファイルが行動ターゲティ
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ング広告提供に利用される事実、クッキー技術により多数のウェブサイトで利用者の識別

が可能となる事実を情報提供すること。 

 このデータ保護作業部会の意見書は、クッキー技術を利用するオンライン行動広告の実

務について、深刻な懸念を表明し、かなり踏み込んだ規制を提言している。同作業部会は、

しかるべき評価期間を経た後、現状と照らしあわせて必要な措置を講ずると警告しており、

業界が対応できなければ、かなり厳しい規制が実施される可能性がある。したがって、オ

ンライン行動広告の実務に非常に大きな影響を与えるものと考えられる。 

 

５ ＥＵデータ保護指令の改正の方向性 

 さらに、ＥＣの情報社会とメディア担当であるＶｉｖｉａｎｅ Ｒｅｄｉｎｇ理事は、

2010 年１月 28 日の演説において、ソシアル・ネットワーキング・サイト、ＲＦＩＤ技術

（微小な無線チップにより人やモノを識別・管理する仕組み、技術）、行動広告等を例にあ

げてプライバシー権の保護の重要性を訴え、ＥＵが個人情報保護をリードする必要がある

としている【注 18】。同演説では、技術的な変化に対応し、市民と事業活動の相互の利益のた

めに、Privacy by Design のアプローチがもっと取り入れられるべきだと述べている。同

演説によると、ＥＣでは、さらなるプライバシー保護のため、1995 年のデータ保護指令の

変更を検討しているということである。 

 

第２ イギリス 

１ 概況 

 イギリスも行動ターゲティング広告に対するＥＵの規制強化に呼応して、その規制を強

化している。インターネット広告事業者は、行動ターゲティング広告に関して自主規制で

オプトアウト方式を採用しているが、今後はオプトイン方式に変更することが予想される。

また、インターネット広告事業者は、日本の個人情報保護法に近いデータ保護法に従った

情報の取扱いを要求されるようになってきている。 

 

２ オンライン上のプライバシー保護の枠組み 

 イギリスでは、1998 年のデータ保護法（ＤＰＡ：Data Protection Act 1998）が、公的

部門及び民間部門に関して、ＥＵのデータ保護指令（1995 年）が定めるほぼすべての要求

事項を規定している。同法では、情報公開や個人情報保護等を担当する独立の公的機関で

ある情報コミッショナー（ＩＣＯ）が同法遵守の責任を負う。 

 情報コミッショナーは、2003 年に制定・施行されたプライバシーと電子コミュニケーシ

ョン規制(The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003)

も所管する。同規制は、クッキー技術その他の追跡システムについての情報提供義務を課

し、拒絶する機会を与えることを要求している（オプトアウト）（6(1)）。  

 

３ 行動ターゲティング広告への規制 

 行動ターゲティング広告に用いられるクッキー技術については、ヨーロッパ共同体で述

べたとおり、電子プライバシー指令を修正する欧州議会及び理事会の指令（2009／136／Ｅ

Ｃ）が欧州議会で採択されたため、2003 年のクッキー規制でのオプトアウト方針がオプト
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イン方針に変更される予定であり、これにどのように対応すべきか検討されている。 

 また、情報コミッショナーが 2010 年７月に出すことを予定しているオンライン個人情報

規則（ＰＩＯ Ｃｏｄｅ：Code on Personal Information Online）の適用に関して、情報

コミッショナーは、たとえ現実世界での個人識別性を欠いたとしても、他人の行動と区別

可能な実在人物の行動から得られる情報は個人識別性があるとする。そして、クッキー技

術等を利用して得たウェブ上での行動情報は、ある特定の機器を利用する個人に関する情

報として他人の行動と区別可能であるから（機器を共有している場合があることがありそ

の場合識別が困難であることは認めつつ）、可能な限り、氏名や住所等で識別されなくとも

個人情報として取り扱うべきだとする。この場合、クッキーやＩＰアドレスで識別できる

ウェブ上での行動情報については、日本の個人情報保護法に近いデータ保護法（ＤＰＡ）

が適用されることになる【注 19】。 

 さらに、英国公正取引庁は、2008 年の不公正競争からの消費者保護規制（ＣＰＲｓ：The 

Consumer Protection from Unfair Trading Regulations）が行動ターゲティング広告に適

用があるとし、消費者が行動ターゲティング広告をしていることを明確に知らされていな

かったために、異なった取引上の意思決定をした場合には、CPRs の違反に該当し得るとし

ている【注 20】。 

 

４ 自主規制 

 イギリスのインターネット広告業界の団体（ＩＡＢ：Internet Advertising Bureau）は、

2009 年３月にオンライン行動広告に関するガイドラインを公表している。この中では、オ

ンライン行動広告に関する情報（どのような情報が収集され、利用されているか、どのよ

うに拒否できるか等）の提供、選択（オンライン行動広告を容易に拒否する手段）の提供、

教育（オンライン行動広告に関する利用者の教育）の提供、センシティブ情報の慎重な取

扱い等を定めている【注 21】。しかし、上記の規制強化の中で、今後変更を余儀なくされるも

のと予想され、実務的対応が注目される。 

 

第３項 日本での議論と対応の状況 

 北米及びヨーロッパにおける議論と対応の状況は上記のとおりであるが、日本の状況は

どうであろうか。行動履歴情報は、一定の場合を除き、個人識別性を有しないことから、

個人情報保護法の保護の対象である個人情報とはならないため、これを直接的に規制する

法律はない。後述のとおり、総務省の第二次提言では、行動履歴情報を活用したサービス

の規制につき、立法等による規制は行わず業界による自主規制に委ねる姿勢を示している

が、プライバシー保護を十分に図ることができるのか疑問がある。 

 

第１ 総務省での議論 

 日本では、行動ターゲティング広告の仕組み自体、インターネット利用者にそれほど認

識されていない状況にある。本編第３節３項でも述べたとおり、総務省情報通信政策研究

所が 2009 年 11 月にインターネット利用者を対象として実施したアンケート【注 22】では、

行動ターゲティング広告が実際に行われていることを知っているかという問いに対し、「知
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らない」と回答した者が最も多く約 45％、「名前を聞いたことがある程度」と回答した者

が約 19％、「ある程度知っている」と回答した者が約 32％、「詳しく知っている」と回答し

た者は約４％であった。 

 先にも触れたとおり、総務省研究会では、第二次提言をとりまとめている。そのなかで、

法的問題点として、個人情報保護との関係、プライバシーとの関係を検討し整理している。 

 

１ 個人情報保護との関係について 

 個人情報保護との関係では、行動ターゲティング広告等の事業者が取り扱う情報が個人

情報保護法上の「個人情報」に該当するかが問題となるが、この点については、概ね以下

のように整理されている。 

 通常、行動ターゲティング広告等の事業者の取り扱うウェブページ上の行動履歴（閲覧

履歴、購買履歴等）や位置情報、クッキー技術を用いて生成された識別情報や携帯端末の

識別に必要な契約者固有ＩＤといった情報は、それ単独では個人識別性を有さず、個人情

報に該当しない。最も、氏名等の契約者情報のデータベースと行動ターゲティング広告等

の事業者の取り扱うウェブページ上の行動履歴等の情報を容易に連係して用いることがで

きる場合や、ウェブページ上の行動履歴（閲覧履歴、購買履歴等）が相当程度長期間にわ

たって大量に蓄積されて個人が容易に推定可能になる可能性がある場合には、ウェブペー

ジ上の行動履歴や位置情報、クッキー技術を用いて生成された識別情報や携帯端末の識別

に必要な契約者固有ＩＤといった情報も個人情報に該当し、個人情報保護法の保護の対象

となる。 

 

２ プライバシーとの関係 

 プライバシーとの関係では、ウェブページ上の行動履歴がプライバシーにかかる情報と

して法的保護の対象となるかという点について、概ね以下のように整理されている。 

 ウェブページ上の行動履歴は、相当程度蓄積された場合には、個人の関心事、嗜好、思

想傾向や主義を推し量ることが可能であるため、秘匿性の高い情報と考えられる。また、

位置情報も、その情報が相当程度の期間にわたって時系列に連結された場合には、個人の

生活の態様が明らかになる可能性が高い。よってウェブページ上の行動履歴や位置情報は、

その取扱いの態様によっては、プライバシーにかかる情報として法的保護の対象となる可

能性がある。なお、ウェブページ上の行動履歴や位置情報は、一般にそれ単独では個人識

別性を有しないが、個人識別性のない情報であっても、行動履歴等の情報が大量に蓄積さ

れて個人が容易に推定可能になるおそれがある。したがって、ライフログ活用サービスは、

その態様によっては、プライバシーを侵害し得る。 

 

３ 規制の態様について 

 ライフログ活用サービスで取り扱われる情報が個人情報保護法上の「個人情報」に該当

する場合は、かかる情報の取扱いに関し、当然、個人情報保護法の規制に従うことになる。 

 個人情報保護法以外の規制につき、第二次提言では、上記第２で述べたように、ライフ

ログ活用サービスも、態様によってはプライバシー侵害の危険があることを指摘しつつも、

その規制のあり方に関しては、 
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「ライフログ活用サービスは揺籃期にあり、事業者に過度の負担を課し、当該サービスの

発展を妨げることは避けるべきであることから、規制色の強い行政等によるガイドライ

ン化を避けて、緩やかな配慮原則を策定することとし、そのうえで、事業者における自

主的なガイドラインの策定を促すこととした。」 

としている。 

 つまり、行政等による規制を加えてしまうとそのサービスの発展に支障が生じてしまう

ため、できるだけ行政等による規制はせずに事業者による自主規制に委ねるべきというの

である。 

 しかし、プライバシー権はいったん侵害されると回復が困難な性質を有しているうえ、

ネット上で収集し蓄積されたデジタル情報は、以後、完全に消去することは不可能ないし

困難である。「揺籃期」が過ぎ、ライフログ活用サービスの普及が一定程度進んだ後で、「事

業者による自主規制ではプライバシー侵害を防げなかった」として規制に乗り出しても手

遅れになるおそれがある。 

 また、「緩やかな配慮原則を策定することとし、そのうえで、事業者における自主的なガ

イドラインの策定を促す」とする第二次提言のモデルは、アメリカにおけるＦＴＣ（連邦

取引委員会）が 2009 年に出した自主規制のための原則を示したレポート（前掲「2009 年

レポート」【注５】）とそれを踏まえた業界団体による自主規制にあると思われるが、アメリ

カにおいて業界団体による自主規制の取組が進められているのは、本章第１節において触

れたとおり、ＦＴＣがかつて立法提言を行っており（前掲「2000 年レポート」、【注４】）、な

お立法提言を行う姿勢を示していること、2010 年５月に連邦議会下院の通信、技術及びイ

ンターネット小委員会の議長がオンライン上のプライバシー保護を含む法案のたたき台を

提示するなど、立法あるいは行政による規制を求める動きが実際に存在しているため、こ

れに対する対抗措置として進行している側面を否定できない。 

 他方、日本においては、いまだライフログにともなうプライバシー侵害の危険に対する

認識が十分に浸透しているとは言えず、プライバシー保護のための規制の必要性も十分に

認識されているとは言えない。また、後述のとおり、業界による自主規制の動きもあるが、

現時点では、どの程度の実効性が期待できるのか疑問である。 

 このような状況で、業界の自主規制に全面的に委ねることはプライバシー保護として不

十分である。少なくとも、何らの留保もなく自主規制に委ねる旨宣言してしまうと、業界

による自主規制を促進する効果も十分には期待しがたいと考えられる（なお、第二次提言

では、総務省において配慮原則を踏まえた事業者の取組を定期的に調査し、公表する必要

があるとしているが、それだけでは自主規制を促進する効果は十分ではない）。 

 後述の本編第５章第１節で指摘するとおり、自主規制には限界があることも踏まえるな

らば、プライバシー保護の十分な保障を実現するためには、立法による法規制がなされる

べきである（法規制や行政によるガイドライン策定が必ずしも事業者の「過度」の負担に

なるとは考えられない）。 

 

４ ディープ・パケット・インスペクション技術を活用した行動ターゲティング広告 

 第二次提言では、ディープ・パケット・インスペクション技術（ＤＰＩ技術：Deep Packet 

Inspection）を活用した行動ターゲティング広告に関する問題点について、別途検討及び
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整理している。 

 ＤＰＩ技術を活用した行動ターゲティング広告とは、第二次提言によると、「通信プロバ

イダー（ＩＳＰ）が、ネットワークを通過するパケットを解析して利用者の興味・嗜好を

分析し、これにマッチした広告を利用者に配信するもの」である。 

 たとえば、ＩＳＰを利用しているインターネット利用者が、あるサイトにアクセスして

そのサイトを閲覧する場合、自分が利用するＩＳＰを通じてアクセス先のサイト（のサー

バー）とデータの送受信を行うが、その際に送受信されるデータの内容がすべてＩＳＰに

よるＤＰＩの対象となる。つまり、通信の当事者ではない第三者が、通信の内容をすべて

認識し、解析し、その結果を利用する仕組みであり、利用者の同意なく勝手に行えば通信

の秘密の侵害となる。ＤＰＩ技術を活用した行動ターゲティング広告では、一般の行動タ

ーゲティング広告で問題となる個人情報保護及びプライバシーとの関係に加え、さらに通

信の秘密の侵害が問題となるのである。 

 第二次提言では、 

「ＤＰＩ技術を活用した行動ターゲティング広告の実施は、利用者の同意がなければ通信

の秘密を侵害するものとして許されない。利用者の同意が明確かつ個別のものであるこ

とが必要なことは、前記②記載のとおりであるから、同意に当たっての判断材料を提供

するという意味で、利用者に対してサービスの仕組みや運用について透明性が確保され

るべきである。よって、ＤＰＩ技術を用いた行動ターゲティング広告については、各事

業者は、透明性の確保に向けて運用に当たっての基準等を策定し、これを適用すること

が望ましい。」 

としている。 

 確かに、利用者の同意があれば、通信の秘密の侵害とはならないという考え方もありえ

ないではない。しかし、前述のとおり、行動ターゲティング広告の仕組み自体、インター

ネット利用者にそれほど知られていない状況の中、ＤＰＩ技術を活用した行動ターゲティ

ング広告の仕組み、及び通信の秘密の侵害の問題について、一般のインターネット利用者

の理解が浸透しているとは考えられない。そのような状況のまま、「利用者の同意さえあれ

ばよい」としてしまうと、仮に、利用者からの同意取得にあたり、事業者が、サービスの

仕組みや運用について透明性の確保のための方策をとったとしても、一般の行動ターゲテ

ィング広告との違いすらよく理解しないまま同意してしまい、何ら認識のないまま、通信

の秘密が実質的に侵害されてしまうおそれがある。さらに、ＤＰＩは、ネットワークを通

過するパケットを解析する技術であり、流通する情報のすべてを把握するという仕組みで

ある。仮に仕組みを分かったうえでの同意であるとしても、そのような包括的同意によっ

て、通信の秘密によって保護されている個人の権利を奪ってしまって良いのかという問題

もある。 

 通信の秘密という重要な権利の侵害のおそれがあることからすると、ＤＰＩ技術を活用

した行動ターゲティング広告自体を許容しても良いか否かというところから慎重に議論し

ていく必要がある。 

 

第２ 自主規制 

 ライフログの取扱いに関する日本における自主規制の動きとしては、行動ターゲティン
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グ広告提供について、一般社団法人インターネット広告推進協議会（ＪＩＡＡ）が 2009

年に制定した「行動ターゲティング広告ガイドライン」がある。 

 

 

ＪＩＡＡのウェブサイトより 

（http://www.jiaa.org/about/memberlist.html） 

 

 一般社団法人インターネット広告推進協議会（ＪＩＡＡ）とは、インターネットが信頼

される広告メディアとして健全に発展していくために、共通の課題を協議し、ビジネス環

境を整備することを目的として 1999 年に設立されたインターネット広告業界のいわゆる

業界団体である。  

 当ガイドラインは、2010 年６月３日付けで改定されている。この改定前は、ガイドライ

ンの適用対象を、行動ターゲティング広告機能を提供する事業者一般とする体裁がとられ

ていた。 

 これに対し、2010 年６月３日付改定版【注 23】では、ＪＩＡＡの会員社を適用対象とする

ことを明確化したうえで、会員社に対する報告書提出義務や是正勧告の規定が設けられて

おり、ガイドライン遵守の実効性確保の点が強化されている。また、改定前は推奨事項と

して規定されていた利用者に対する行動履歴情報収集・利用の可否の選択手段の提供の規

定も、改定版では会員社の義務として規定されており、利用者自身によるコントロールが

より尊重されている。個人や企業に対して行動ターゲティング広告に関する教育を行う取

組への参加協力の規定も改訂版で新たに設けられたものであるが、行動ターゲティング広

告に対する利用者の理解を深めることは利用者のプライバシーの実質的な保護につながる。 

 当ガイドラインが遵守されれば、行動ターゲティング広告に関する行動履歴情報の収

集・利用に関しては利用者のプライバシー保護が一定程度確保されると考えられるが、実

効性の点はどうであろうか。確かに、会員社が当ガイドラインに従わない場合の制裁手段

として、ガイドライン上是正勧告の規定が設けられており、その他、社名の公表や除名等

の手段も考えられる。ただしそれが限界であるうえ、そもそも、利用目的その他、透明性

の確保のためにユーザーに示すべきとされている事項は、記載項目をあげている程度にと

どまるため、どの程度具体的な記載をしなければガイドラインを遵守したことになるのか

否かが不明確であるといった問題点を指摘できる。 

 さらに、当ガイドラインの対象となるのは会員社のみであるところ、ＪＩＡＡの会員社
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数は、2010 年６月 10 日現在で 157 社（正会員 142 社、賛助会員 15 社）（ＪＩＡＡホーム

ページより）であり、また、前掲のアンケートにおいて、当ガイドラインを採用している

と回答したのが２社であったことなどからすると、業界における影響力がどの程度期待で

きるのか、といった点も指摘できる。そもそも、プライバシー侵害等利用者の不利益を考

慮しない事業者が自主的にＪＩＡＡに加入するとは考えにくく、「ＪＩＡＡの会員社＝信頼

できる」という認識が一般に広まれば、ＪＩＡＡ会員社以外の事業者が淘汰される方向へ

進むかもしれないが、現時点では、そのようなことを期待するのは難しい段階にとどまる

といえよう。 

 

【注１】 同事件については、岡村久道・新保史生『電子ネットワークと個人情報保護』419 頁以下（財団法人経済産業調

査会、2002 年）を参照。 

【注２】 Americans Reject Tailored Advertising and Three Activities that Enable It（http://graphics8.nytimes.

com/packages/pdf/business/20090929-Tailored_Advertising.pdf） 

 なお、同調査は、総務省 2010 年３月報告書 72、116 頁で紹介されており、ペンシルベニア大学他の調査につい

て、総務省の報告書では、Ｗｅｂ調査でなく電話調査であったことから回答者の属性に偏りがある可能性が指摘

されている。しかし、Ｗｅｂ調査は、Ｗｅｂ上で自発的にアンケートに回答するものであるから、Ｗｅｂ上で自

己の情報を取得されることに抵抗のない人が多く参加することが予想され、回答者の属性はプライバシーを重視

しない方向での偏りが出やすいと考えられる。このためプライバシーに関する調査はＷｅｂ調査（自発的参加）

より電話調査（受身的参加）の方が適切と考えられる（これまでのアメリカにおける類似調査はＷｅｂ調査でな

されていたため、かかる配慮からペンシルベニア大学他の調査においては電話調査が選択されたことが、同調査

報告書に記載されている。）。したがって、総務省の報告書の指摘は疑問である。また、総務省の報告書は、総務

省情報通信政策研究所が行動ターゲティング広告についてＷｅｂ調査を実施した回答を載せているが、行動ター

ゲティング広告について議論が乏しい日本において、肯定的な結果を導くために誘導的な質問（行動ターゲティ

ング広告がアメリカで普及していることを前提に日本での普及を望むかとの質問（図４－11、13）、行動ターゲテ

ィング広告がないとネット上での無料のニュース閲覧等のサービスが有料になるかの印象を与える質問（図４－21、

22））、が見られるため、属性の偏りと質問の誘導に鑑み、当該アンケート結果は慎重に吟味する必要がある。 

【注３】 総務省 2010 年３月報告書 114 頁参照 

【注４】 FTC Report, Privacy Online: Fair Information Practices in the Electronic Marketplace 3-6 (May 2000), av

ailable at（http://www.ftc.gov/reports/privacy2000/privacy2000.pdf） 

【注５】 （http://www.ftc.gov/os/2009/02/P085400behavadreport.pdf 

【注６】 調査レポートについては 

（http://www.networkadvertising.org/pdfs/2009_NAI_Compliance_Report_12-30-09.pdf） 

 オプトアウトについては 

（http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp） 

【注７】 ＮＡＩのＦＡＱ＃19 

（http://www.networkadvertising.org/managing/faqs.asp#question_19 

【注８】 2010 年北米調査において、業界団体に対し、オプトアウトを容易にできるようにすると、多くの人がオンライ

ン行動広告を拒否することになって困るのではないかと質問したところ、その点は確かにそうであると肯定する

回答を述べていた。 

【注９】 （http://www.boucher.house.gov/images/stories/Privacy_Draft_5-10.pdf） 
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【注 10】 ＰＩＰＥＤＡの詳細は、宇賀克也「カナダにおける民間の個人情報保護」ダニエル・フット/長谷部恭男「融け

る境 超える法４ メディアと制度」所収（東京大学出版会、2005 年）を参照 

【注 11】 （http://www.cippic.ca/uploads/publications/CIPPIC-Online_Privacy_Threats-Final.pdf） 

【注 12】 （http://www.cippic.ca/documents/bulletins/compliance_report_06-07-06_(color)_(cover-eng

lish).pdf） 

【注 13】 （http://www.priv.gc.ca/resource/consultations/index_e.cfm） 

【注 14】 各国のプライバシー影響評価の手法の詳細は、瀬戸洋一「プライバシー影響評価のアセスメント手法に関する

調査研究」（2008 年）を参照。 

【注 15】 総務省 2010 年３月報告書 119 頁は、2002／58／ＥＣではクッキーの利用に関し利用者の同意が必要（ＯＰＴ-

ＩＮ）と説明しているが、クッキーに関する Article5(3)はＯＰＴ-ＯＵＴの規定と考えられる。 

【注 16】 （http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:En:PDF） 

【注 17】 （http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf） 

【注 18】 （http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/16） 

【注 19】 （http://ico-consult.limehouse.co.uk/portal/cop/pio?pointId=1259683912607） 

【注 20】 （http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/659703/OFT1231.pdf） 

【注 21】 （http://www.youronlinechoices.com/wp-content/uploads/2010/05/IAB-UK-Good-Practice-Princi

ples-for-Online-Behavioural-Advertising.pdf） 

【注 22】 総務省 2010 年３月報告書（本編第２章【注２】）53 頁 

【注 23】 ＪＩＡＡ「行動ターゲティング広告ガイドライン」2010 年 6 月改定版 

（http://www.jiaa.org/download/JIAA_BTAguideline2010_100603.pdf） 
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第５節 問題点の検討 

 ライフログの問題点一般については本編第３節で検討したが、ここでは、自主規制の限

界という問題点を検討したうえで、あるべき法規制の枠組みについての考え方を提示する。 

 

第１項 自主規制の限界 

第１ 事業者のニーズには本質的に反する面があること 

 第４節でみたように、米国におけるＮＡＩその他の団体による自主規制ルールや、日本

におけるＪＩＡＡによる自主規制ルールなど、ライフログがもたらすプライバシー問題に

ついて、自主規制で対応しようとする動きがある。総務省研究会の第二次提言も自主規制

を促すので良いとしている。 

 しかしながら、上記で指摘したとおり、事業者は、ユーザーが無意識にウェブサイトで

行動してくれた方が、ユーザーの本当の関心事項を収集できて良いというのが本音であろ

う。また、オプトアウトの仕組みがユーザーの間に広く知れ渡り、かつ簡単に行使できる

ものであれば、多くの人が実際にオプトアウトを選択してしまい、事業者としては行動タ

ーゲティング広告が活用できなくなって困ることになる。 

 このように、自主規制は、本来的に事業者のニーズと相反するものであるため、自主規

制によって、本当にユーザーのプライバシーを保護する仕組みが構築できると期待するに

はそもそも無理があると考えられる。 

 

第２ 告知は読みやすくなく、収集拒否は躊躇されること 

 ＪＩＡＡのある会員企業のウェブサイトでは、プライバシーポリシー等を記載したウェ

ブページに、他の記載と同じ書き方（したがって、他よりも分かりやすく目立つような記

載には特になっていない）で、「設定を変更してクッキーの機能を無効にすると、ウェブペ

ージ上のサービスの全部または一部が利用できなくなる場合がある」という趣旨の記載を

おいていた。 

 そこには、クッキーを利用できなくするための具体的方法は示されておらず、しかも、

クッキーを利用できないようにすると、「サービスの全部または一部が利用できなくなる」

ことを告げる記載がある。このような記載だと、どの範囲で利用ができなくなるのかが不

明であるため、ユーザーとしてはクッキーの機能を無効にすることを躊躇することになる

であろう。また、クッキーの機能を無効にする方法が示されていないため、どのような方

法でクッキーの機能を無効にできるのかが分からないユーザーも多いであろう。 

 なお、クッキーを無効にした場合にどのような効果（不便さ）が生じるかは、事業者が

クッキーを利用してどのような仕組みを構築しているかによって異なるため、一概に述べ

ることは難しい。ただし、例をあげるならば、ショッピングサイトにおいて、いわゆる「買

物カゴ」の利用状況をクッキーと結び付けている場合、そのサイトにおいて買物中に何ら

かの理由でパソコンの操作を中断しなければならないとき（たとえば、時間がなくなった

などユーザーの都合によるときや、パソコンがフリーズしたとき等）、クッキーを有効にし

ていれば、買物を再び続けようとしたときに、それまでの買物情報を引き続き利用できる
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が、クッキーを無効にしていると、最初から入力し直さなければならない、といった場合

がある。 

 

第３ オプトインではなくオプトアウトになっていること 

 ユーザーがクッキーの機能を無効にすることを選択すれば、クッキーを通じた情報の収

集はなされなくなる（なお、事業者によっては、行動ターゲティング広告の配信がなされ

なくなるだけで、情報の収集自体は引き続き行われている場合もあるようである）が、そ

のような選択をしない限りは収集されるというオプトアウト（選択して外してもらうこと）

になっている。そもそもの収集を本人同意にかからしめるべきという観点からは、オプト

イン（選択した者のみを対象者とする仕組み）にすべきと考えられる。 

 

第４ いったん収集した情報を、その後どのような目的で利用するのかが不明であること 

 たとえば、ＪＩＡＡのある会員社のウェブサイトを見ると、ＩＰアドレス、クッキー、

ウェブビーコンなどを手がかりにして収集した情報を「利用者の皆さまの関心事に合わせ

てサービスを提供するため」等の目的で利用する旨記載されている【注１】。このように、目

的の記載が抽象的であるため、どのような目的で利用されるのかがユーザーには分からな

い。このように目的の記載が抽象的なのは、事業者としては、あまり利用目的を具体的に

特定すると、利用範囲が硬直化されてしまうため、なるべく具体化は避けたいという思惑

が働くためであると考えられる。 

 

第５ オプトアウト・クッキー自体が削除されてしまうことがあること 

 事業者が、行動ターゲティング広告についてオプトアウトの仕組みを取り入れている場

合、事業者は、オプトアウトした人を、「オプトアウトしたユーザー」であると将来に向

って特定して把握する必要がある（そうしないと、そのユーザーについて、行動ターゲテ

ィング広告の利用を控えることができない）。そのようにオプトアウトしたユーザーを特

定するために、事業者は、オプトアウト・クッキーと呼ばれるクッキーを使う方法が一般

的である。その場合にユーザーが、ウイルス対策ソフトを使う等の方法によってクッキー

を削除したり、パソコンを買い換えたりすると、オプトアウト・クッキーも削除してしま

うことがある。そうすると、オプトアウト・クッキーを事業者が認識できないため、いっ

たんオプトアウトをしても、その後再びウェブサイトを訪問した場合に、新規に訪問した

ユーザーであると事業者が認識してしまい、閲覧履歴等を収集するための新たなクッキー

がユーザーのパソコンに送り込まれることになる。 

 

第２項 法規制の必要性・合理性 

 以上のように自主規制に限界があるということは、法規制の必要性を基礎付ける方向に

働くことになる。 

 すでに指摘したとおり、ライフログの収集はユーザーにとって分かりにくいこと（本人

に知られぬようにこっそり収集しているようにも見えること）、収集される情報がときにセ

ンシティブな性質を持つ場合があること、プライバシーという重要な権利がかかわってい
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ることを踏まえると、ライフログの収集や利用が適切になされるようにするためには、法

規制が必要である。 

 適切な法規制がなされることは、適切なライフログの取扱いを行いたいと考えている事

業者にとっては、むしろメリットになると考えられる。すなわち、自主規制による場合に

は、自主規制に真面目に取り組む事業者は負担が増える一方、そうでない事業者との関係

で、ビジネス展開上不利な立場に立たされる可能性がある。この点、法規制を及ぼして、

すべての事業者が同じルールを遵守すべきことになれば、共通の土俵で競争を行うことが

可能になる。また、法規制によってルールが共通化されれば、ユーザーにとっては安心感

が得られ、中にはそれゆえライフログの収集・利用を許容することになる者も出てくる可

能性がある。 

 以上から、ライフログについては、法規制を及ぼすべきである。 

 

第３項 法規制のグランド・デザイン 

 では、法規制を及ぼす場合、どのような仕組みにすべきであろうか。 

 まず、現状の個人情報の適用範囲をライフログ（個人識別性のない情報）に広げるとい

う変更方法は適切ではないと考えられる。個人情報保護法は、本人による開示請求権、訂

正請求権、利用停止請求権（個人情報保護法 25 条～27 条）という本人関与の仕組みを一

つの柱にしている。この仕組みによって本人でない者からの開示請求等に応じてしまうと、

他人に情報を漏えいしてしまうことになるため、個人情報保護法上の本人関与の仕組みは、

請求者の本人確認を厳格に行ったうえで、事業者が開示請求等に応じることが前提になっ

ている。しかし、ライフログの場合には、個人識別ができないことが前提になっているか

ら、本人関与の仕組みはうまく機能しないであろう。 

 そこで考えられるのは、①収集段階におけるインフォームドコンセント、②利用目的に

よる制限（収集時点で明示されていない者との情報共有を制限したり、収集時点で明示さ

れていない目的のためのライフログ利用を認めないといったルール）、③情報の安全管理、

④保存期間の制限といった仕組みを取り入れることであろう。 

 なお、上記①のインフォームドコンセントの仕組みを導入するにあたっては、ウェブサ

イトを移動するたびに同意を求められるようではユーザーにとって煩わしく、気軽にウェ

ブサイトを閲覧し、各種の情報に接するというインターネットのメリットが減殺されてし

まう。そのため、たとえば、ウェブサイト閲覧ソフトで一括設定すれば、それに対応した

取扱いが自動的になされるといった仕組みの構築もあわせて必要になるであろう【注２】。 

 さらに、本報告書第５章第３節第三者機関で詳述するプライバシーコミッショナー制度

もあわせて導入する必要がある。ライフログの問題に限らず、個人情報を保護する場合に

も共通することであるが、ライフログや個人情報が、本人の知らないところで不適切に取

り扱われている場合、本人はなかなかそのような事実を知りえない。事業者による法の遵

守状況を調査・確保する仕組みを設ける観点からも、そのような機能も担う機関として、

プライバシーコミッショナー制度を導入する必要がある。 

 

【注１】 ウェブビーコン（ウェブバグともいう）とは、ウェブページや電子メールメッセージに組み込まれるグラフィ
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ックイメージで、サイズは 1×1 ピクセル（ピクセルはコンピュータで画像を扱うときの色情報の最小単位）と小

さい場合があり、背景と同じ色のためユーザーにはその存在が分からない。たとえば、HTML メールにウェブビー

コンを埋め込んだ場合、メール受信者がメールを開封したか否かを送信者が確認することができる。 

【注２】 ローレンス・レッシグ（山形浩生邦訳）「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」（翔泳社、2007 年）316 頁は、プライ

バシー強化技術（ＰＥＴ：Privacy Enhancement Technology の略）として、プライバシー選好プラットホーム（Ｐ

３Ｐ）を紹介している。Ｐ３Ｐは、ウェブサイトがユーザーのプライバシー選好とあわないときには自動的に認

識してくれる仕組みであり、ユーザーがウェブサイトのプライバシーポリシーを自ら読むことなく、機械が自動

的に選別してくれる仕組みである。なお、Ｐ３Ｐとは、Platform for Privacy Preferences（プライバシー選好

のための基盤）の略称であり、Ｐ３Ｐについて紹介した英文ウェブサイトとして、（http://www.w3.org/P3P/）

がある。 

【補注１】 ＵＧＭの普及とパブリシー 

 本編では行動ターゲティング広告にもっぱら焦点を当てたが、「インターネットにおける個人情報の収集・利

用と保護」というテーマとの関連では、ソシアル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）のようなユーザー

生成メディア（ＵＧＭ：User Generated Media）の普及とパブリシーの問題も重要である。紙面の都合上、簡

単に紹介する。 

 パブリシー（Publicy）とは、private から privacy が来ていることから、 public に対応した状態を public

y と呼ぶ造語である。ＵＧＭの普及とともに明らかになって来たインターネットユーザーの行動特性のことを指

す。 

 ＵＧＭでは、一般的にユーザーは自分の望むコンテンツの公開方法や公開範囲をコントロールしたいと望む

(publicy)が、同時に自分のプライバシーに関する情報もコントロールしたいと望んでいる。ＳＮＳのような会

員制ＵＧＭサービスは、クローズドが前提だが、実際の外部への公開状態についてユーザーは運営企業のプラ

イバシーポリシーとその運用に依存するしかない。たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋは現在５億人のメンバーが利

用する世界最大のＳＮＳであるが、プライバシーポリシーとその運用について、会員作成コンテンツや会員プ

ロフィールなどプライバシー情報に対して、外部からアクセス可能にする方向への変更を繰り返している。こ

れにより、たとえば、もともとは友人のみに知らせる前提であったからこそ開示した個人的な情報が、ＳＮＳ

による事後的ルール変更によって、予期していなかった第三者にも広く開示されるようになるという事態が生

じている。ＳＮＳのような会員制ＵＧＭサービスは、ユーザー同士が友人となるなど人間の結び付きを増やす

ことを目的として設計され、ユーザー自身もそれを求めて参加している。したがって、プライバシーポリシー

が変更されても、それまでに作り上げた友人関係を失いたくないため、他のサービスに変更することが難しい。

そのため、プライバシーポリシーを含む様々な運営ポリシーが変更されても、それを受け入れてしまう傾向が

ある。このように、自己情報コントロール権に対する新たな制約ないし脅威の問題が生じている。 

【補注２】 本編の記述については、高間剛典氏から各種の有益なコメントをいただいた。ここに感謝の意を表したい。 
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第２章 電子マネーにおける個人情報の収集、利用と保護 

 

 近年、鉄道、コンビニエンスストア、レストラン、ガソリンスタンドなど、身近な場面

で電子マネー取引が行われるようになってきている。電子マネーを使うことにより、わざ

わざサイフから小銭を出したり、おつりのやりとりをしたりしないで、スムースに取引を

することができる。電子マネー取引をすることにより、ポイントやマイルが溜まることも

あり、利用者にとっての利便性は大きい。携帯電話端末にＩＣチップを埋め込んだ電子マ

ネーもあり、携帯電話端末だけ持っていればどこへでも出かけることができ、買物も自由

にできるという未来像も夢物語ではない。 

 しかし、電子マネーがもたらすのは良いことばかりなのだろうか。 

 現金で買物をしたり入場券や乗車券を買ったりしているかぎりでは、誰が、いつ、どこ

で、何を買ったかという情報を、誰かが記録しているかもしれないということを心配する

必要はほとんどなかった。膨大な手間がかかる一方で、迅速な検索ができない以上、集積

した個人データを利用することがほとんど不可能だったからである。したがって、旅館や

ホテルなどとの宿泊契約、保険契約、自動車購入契約などにおいて例外的に氏名や住所な

ど個人識別情報を明らかにしなければならないだけであって、日常的な取引はすべて匿名

で行われて来た。 

 これが電子マネーになると様相がかなり違って来る。電子マネーの場合は現金をその場

で払うわけではなく、情報送信によって決済を行うことになるので、特定の電子マネーは

他のあらゆる電子マネーと区別できるようになっていなければならず、その所持者が識別

できる必要は必ずしもないが、当該電子マネーの所持者が、いつ、いくら支払ったかはデ

ータとして記録されることになる。そこに当該電子マネーの所持者が登録されている仕組

みであれば、誰が、いつ、いくら支払ったかがデータとして記録されることになる。携帯

電話の端末を電子マネーとして用いる場合、携帯電話の所持者の利用履歴情報が「同じ鍵」

でアクセス可能な状態で別々の利用先にそれぞれ蓄積されていることになる。「同じ鍵」で

あること。ここにプライバシー侵害の危険性が潜んでいる。 

 だからと言って、電子マネーを全面禁止すべきだということではない。電子マネーの利

用履歴の、個人を正確に識別して正確にデータを記録するという性格が、所持者に便利さ

をもたらすだけでなく、併せてそのプライバシー侵害の原因にもなり得ることを配慮し、

ユーザーである一般利用者がより良いあり方を提案して行く必要がある。しかるに、私た

ちの多くは、電子マネーの構造ないし電子マネー取引の仕組みの実情をほとんど知らない

のではない。この内容をより多くのユーザーが明確に知るようになってこそ、私たちは有

意義な提案のできるユーザーになり得るのである。 

 本章は、そのような問題意識から、電子マネー取引の実態及びそれとどう向き合ってい

くべきか、電子マネーがもたらす便利さとプライバシーとをいかに調整すべきかを明らか

にしようとしたものである。 

 具体的には、第１節「電子マネーとは何か」では、電子マネーの定義、分類、概況（電

子マネービジネスの概況）、電子マネーの基幹技術たるＩＣカードについて触れる。第２節

では、電子マネーに関する法的規制について、個人情報保護の観点を中心に概観する。第
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３節では、実際の電子マネーサービス（Ｅｄｙ、ｎａｎａｃｏ、おサイフケータイ、Ｓｕ

ｉｃａ）について聴き取り等により調査した結果を明らかにするとともに、電子マネー取

引の将来像について予測する。第４節では、電子マネーの規制・あるべき仕組みについて

の諸説を紹介した上で、電子マネーの規制・仕組みはどうあるべきかを検討する。 

 

第１節 電子マネーとは何か 

第１項 電子マネーの定義 

 「電子マネー」の定義については、法律で定められておらず、様々な定義が主張されて

いる【注１】。 

 以下では、取りあえず、「利用者から受け入れられる資金に応じて発行される電磁的記録

を利用者間で授受し、あるいは更新することによって決済が行われる仕組み、または、そ

の電磁的記録自体」（大蔵省「電子決済及び電子マネーの環境整備に向けた懇談会報告書」

（1996 年６月公表））との定義による。 

 

第２項 電子マネーの分類 

第１ 電子マネーの分類 

 電子マネーについては、様々な視点からの分類が行われている。以下、主要な分類を紹

介する【注 2】。 

 利用者が資金を支払う時期に応じて、あらかじめ現金をチャージするプリペイド電子マ

ネー（Ｓｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯ、ＩＣＯＣＡ、ｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮ、Ｅｄｙ）、あとで

銀行の預金口座から引き落とされる後払い決済サービス（ポストペイ）（ＰｉＴａＰａ、ｉ

Ｄ、ＱＵＩＣＰａｙ、ＶＩＳＡタッチ）に分類される（岡田仁志「電子マネーがわかる」

16 頁（日本経済新聞出版社、2008 年）、図１、図２）。 
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図１ 

 

 

図２ 
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 発行主体・目的に応じて、鉄道会社が主に交通カードとして発行するもの（Ｓｕｉｃａ、

ＰＡＳＭＯ、ＩＣＯＣＡ、ＰｉＴａＰａ）、流通グループがスーパーやコンビニで利用する

ために発行するもの（ｎａｎａｃｏ、ＷＡＯＮ）、電子マネー発行会社が、あらゆる場所で

利用するために発行するもの（Ｅｄｙ）、クレジットカードに代わるものとして発行するも

の（ｉＤ、ＱＵＩＣＰａｙ、ＶＩＳＡタッチ）に分類される（岡田仁志「電子マネーがわ

かる」17 頁（日本経済新聞出版社、2008 年））。 

 電子マネーの存在形態に応じて、ＩＣカード・ＩＣチップ型のもの、価値を運営会社の

サーバー上で預かるネットワーク電子マネー・サーバー管理型（ＢｉｔＣａｓｈ、Ｗｅｂ

Ｍｏｎｅｙ、ちょコム）との分類が可能である（岡田仁志「電子マネーがわかる」103 頁

（日本経済新聞出版社、2008 年））。 

 ＩＣカードを利用した電子マネーについては、読取装置に近づけるだけで使える非接触

型、読取装置に差し込んで使用する接触型がある。その他、非接触型のＩＣチップを登載

した電子マネー（おサイフケータイ）もある。 

 流通方法に着目し、１回だけしか利用できない電子マネーをクローズトループ型（ 初

の利用者がチャージした電子マネーを渡された者が、それを発行会社に渡して現金化して

もらうもの）、オープンルーフ型（誰かから渡された電子マネーをそのまま次々に人に渡す

ことができる、流転するもの）に分けられるが、日本で利用されている電子マネーの多く

はクローズトループ型だとされる（磯崎マスミ 図解「電子マネーの技術とサービス（知

りたい！テクノロジー）」20 頁（技術評論社、2006 年））。 

 電子マネーにおける個人情報保護を検討する上では、個人識別可能性の観点からの分類

が重要である。匿名性を有する形式、実名を登録する形式、仮名によって管理する形式の

三種類の分類もある（岡田仁志「電子マネーのデータプロテクション－匿名購買の自由と

購買履歴の活用の調和」22 頁以下（ＮＢＬ no.922、2010 年））。 

 

第３項 電子マネー取引の概況 

第１ 各社によるサービスの概況 

 各社が提供する電子マネーの現況は以下の表のとおりである。 

 以下の図３は、2008 年５月時点の各種報道資料等より経済産業省が作成した「新たな支

払サービスの現状と課題について」2008 年８頁を基に作成したものである。 
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運営主体 ビットワレット ＪＲ東日本 パスモ株式会
社

セブンイレブ
ン（アイワイ
カード）

イオン

サービス開始
時期

2001年11月 2004年3月 2007年3月 2007年4月 2007年5月

アクワイアリ
ング業務

ビットワレット 提携先に開放 私鉄各社 グループ外は
ＪＣＢ

イオンクレ
ジット

主要加盟店・
提携企業等

コンビニ各社、
マツモトキヨ
シ、ヨドバシカ
メラ、ＡＮＡ等

コンビニ各
社、ビックカ
メラ、ジャス
コ、イオン、
ＪＡＬ等
※ＰＡＳＭＯ
と相互利用可

私鉄各社
※Ｓｕｉｃａ
と相互利用可

セブンイレブ
ン、イトー
ヨーカドー等

ジャスコ、イ
オン、カル
フール等

発行枚数・加
入者数

3960万枚 2177万枚 870万枚 576万枚 422万枚

使用可能店
舗・端末数

74000店 19291店 25000店

利用限度額
（入金上限）
月間決済件数 2400万件 2074万件 526万件 2800万件 620万件

20000円 20000円 29999円 20000円

前払い（プリペイド）
Ｅｄｙ Ｓｕｉｃａ ＰＡＳＭＯ ｎａｎａｃｏ ＷＡＯＮ

46650店

50000円

 

図３ 経済産業省「新たな支払サービスの現状と課題について」８頁を基に作成 

 

ｉＤ ＱＵＩＣ
Ｐａｙ

Ｓｍａｒｔ
ｐｌｕｓ

運営主体 ＮＴＴドコモ ＪＣＢ 三菱ＵＦＪニコ
ス

サービス開始
時期

2005年12月 2005年4月 2004年10月

アクワイアリ
ング業務

提携先に開放 提携先に開放 提携先に開放

主要加盟店・
提携企業等

ＴＵＴＡＹＡ、
コンビニ各社、
ヨ ド バ シ カ メ
ラ 、 阪 急 百 貨
店 、 三 井 住 友
カード等

ロ イ ヤ ル ホ ス
ト、ＨＭＶ、ヨ
ドバシカメラ、
ＵＳＪ、トヨタ
ファイナンス等

ジ ュ ン ク 堂 書
店、ガソリンス
タンド、エクス
ピアリ等

発行枚数・加
入者数

667万人 375万人 46万人

使用可能店
舗・端末数

306000端末 100000端末 49000端末

利用限度額
（入金上限）

クレジットカー
ドの利用限度額
内

20000円（これ以
上はオンライン
で確認）

クレジットカー
ドの利用限度額
内

月間決済数 非公表 非公表 非公表

後払い（ポストペイ）

 

図４ 経済産業省「新たな支払サービスの現状と課題について」８頁を基に作成 

 

 なお、2010 年７月 22 日の日本経済新聞社の報道によると、2010 年上半期の主要６電子
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マネーの決済件数は、ｎａｎａｃｏ２億 3050 万件、ＷＡＯＮ２億 1580 件、Ｓｕｉｃａ１

億 9146 万件、ＰＡＳＭＯ8173 万件、ＩＣＯＣＡ865 万件、Ｅｄｙ１億 7050 万件となって

おり、いずれも大幅に伸びている。 

 発行者について見ると、運輸会社、小売業者、携帯電話会社、クレジット会社、電子マ

ネー運営を専業とする会社など様々な主体により電子マネーが発行されている。 

 加盟店・提携企業については、コンビニエンスストア・スーパー・百貨店、薬局、電機

販売店、航空会社、レストラン、遊園地、書店、ガソリンスタンドなどきわめて多業種に

渡っている。 

 実際、2008 年７月 18 日から 23 日にかけ、楽天リサーチ株式会社が実施したアンケート

によっても、電子マネーを利用する場面は多岐に渡っていることが分かる 

（出典：http://research.rakuten.co.jp/report/20080821_01/）。 

 

 

図５ 

 

 発行枚数・加入者数については、前払い（プリペイド）と後払い（ポストペイ）とでは

単純に比較はできないが、前払い（プリペイド）の方が普及が進んでいると言える。 

 利用限度額については、前払い（プリペイド）については 高でも５万円であり、少額

決済に用いられることが想定されていることが明らかである。 

 

第２ 電子マネーが利用される理由 

 2008 年７月 18 日から 23 日にかけ、楽天リサーチ株式会社が実施したアンケートによる

と、電子マネーを利用する理由は図６のとおりであった 

（出典：http://research.rakuten.co.jp/report/20080821_01/）。 
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図６ 電子マネーを利用する理由 

 

 支払いの簡便さが圧倒的に多いという結果になっている。 

 

第４項 ＩＣカード・ＩＣチップについて 

 電子マネーの中でも、ネットワーク電子マネー・サーバー管理型電子マネーについては、

ＩＣカードあるいはＩＣチップを使用することはない。しかし、それ以外の電子マネーの

多くについては、ＩＣカードあるいはＩＣチップの技術が用いられている。このＩＣカー

ドあるいはＩＣチップの利用こそが電子マネーの発展を築きつつあるとも言える。 

 そこで、以下、電子マネーの基幹技術であるＩＣカード・ＩＣチップについて概説する。

なお、以下の記載は、主に、日本ＩＣカードシステム利用促進協議会のホームページ

（http://www.jicsap.com/）、磯崎マスミ「図解 電子マネーの技術とサービス（知りたい

テクノロジー）」（技術評論社、2006 年）を参考にして記載した。  

 

第１ 仕組みとセキュリティ 

１ ＩＣカード・ＩＣチップについて 

(1) ＩＣカード・ＩＣチップの仕組み 

ＩＣカードにはＩＣチップが組み込まれている。 

ＩＣチップについては、メモリだけ組み込まれたものと、ＣＰＵも組み込まれたもの

がある。ＣＰＵが使用される場合には、プログラム（ソフトウェア）をロードして、そ

れを読解しながら実行することにより、汎用性がもたらされる。 

ＩＣチップに保存された情報を読み取ったり、書き込んだりするためには、リーダ/

ライタという機器が必要になる。 

ＩＣのメモリは、ファイル構造になっており、複数のファイルを記録できる。 

 

(2) セキュリティ 

ＩＣカードのチップは、目視で探索できないように遮蔽し、マスクをはがすとＩＣチ

ップが破壊されるようになっているとされる。   
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安全性については、専門の認証機関で評価認定も受けているとされている。 

非接触型・接触型問わず、信号が暗号化されているので盗み見は不可だとされている。

また、改札機や券売機からの特殊なコマンドに同期して動作するものであり、同期して

いない電波信号には応答しないとされている。 

以上より、磁気カードに比べ、ＩＣカードのセキュリティは高いとされている。  

 

(3) ＩＣカードの種類 

ア 非接触式 

読取装置に近づけるだけで使うことができるものである。クレジットカード機能付

の携帯電話機、電子マネーで利用されている。 

これには、さらに以下の種類がある。 

(ｱ) 近接型 

○ＩＣカードタイプＡ：マイフェア方式が親 

○ＩＣカードタイプＢ：通信距離 10 センチメートル以下 

ほとんどのアプリケーションでリーダ／ライタにタッチ 

フランス中心に開発、欧州・アジアで普及 

住民基本台帳カードに採用（コンビネーションカード） 

○ＩＣカードタイプＣ（ＦｅｌｉＣａ）：日本で普及 

 

それぞれ電波インターフェイスの変調・符号化・伝送プロトコルなどが違う。通

信の互換性はないが、リーダ／ライタは複数のタイプをサポートするものがある。

これらを同時にサポートするＩＣカードは開発されていない。 

(ｲ) 近傍型 

リードオンリーで 70 センチメートルの通信距離を目標とする。 

固有識別番号などの簡単な情報だけが書き込まれていて、それを読み出し、その

あとは、ホストシステムのサーバーに記憶されている情報と照合して処理する。 

このタイプのＩＣカードのＩＣチップは簡単な固定論理回路のＩＣである。 

 

イ 接触式 

銀行のキャッシュカードやクレジットカードで使用されている。 

記憶容量が大きい。 

 

ウ 接触式と非接触式のコンビネーションカードもある。 

 

【注１】 資金決済に関する法律上の定義 

 資金決済に関する法律には、電子マネーという言葉は使用されていないが、そこでは前払式支払手段という言

葉が使われており、これは電子マネーとかなりの部分重なり、同法は電子マネーに対する法的規制を考える上で

重要であるので、資金決済に関する法律上の前払式支払手段の定義についても紹介しておく。 

 同法３条は、「前払式支払手段」を、「証票、電子機器その他の物に記載され、又は電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識できない方法をいう）により記録される金額（金額を度その他の単位に
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より換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む）に応ずる対価を得て発行される証票等又は番

号、記号その他の符号（電子的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の加算が行われ

るものを含む）であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者から物品を購入し、若しくは借り受

け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用す

ることができるもの」、「証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される物品又は役務の数量に応ずる対価

を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号（電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数

量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む）であって、発行者等に対して、提示、交付、

通知その他の方法により、当該物品の給付又は役務の提供を請求することができるもの」と定義している。 

【注２】 前払式支払手段の分類 

 資金決済に関する法律は、「自家型前払式支払手段」＝「前払式支払手段を発行する者（当該発行する者と政令

で定める密接な関係を有する者を含む）から物品の購入若しくは借り受けを行い、若しくは役務の提供を受ける

場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する

者に対してのみ、物品の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段」と「第三者型支払手

段」＝「自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段」とに分類をしている。 
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第２節 電子マネー取引についての法的規制 

 電子マネーという言葉を用い、電子マネーを規制する法律はない。 

 しかし、資金決済法は、電子マネーと大きく重なる前払式支払手段という概念を用い、

規制を行っている。 

 以下、個人情報保護にかかわる部分を中心に、資金決済法の規定及びその法体系を概観

する。  

 

第１項 資金決済法概観 

 2009 年６月に、「資金決済に関する法律」（以下「資金決済法」という。）が成立・公布

され、2010 年４月１日に施行された。 

 従来、電子マネーの金額情報がカード上のＩＣチップに記録されているＩＣカード型マ

ネーについては、前払式証票の規制等に関する法律（いわゆるプリペイドカード規制法）

が規定する「前払式証票」に該当し同法の規制が及んでいたが、金額情報がサーバー等に

保管されるネットワーク型電子マネーは同法の規制対象外であると理解されてきた。 

 しかし、資金決済法の施行により、カードレスのネットワーク型電子マネーも規制対象

となった。同法により、電子マネー発行会社については、基準日における未使用残高が一

定額を超える場合、当該未使用残高の 50％以上の額の発行保証金の供託が義務付けられる

などの規制がなされている。 

 

第２項 個人情報保護に関する規制 

 資金決済法自体には、電子マネー取引における個人情報保護に関する規定はわずかしか

ない。しかし、電子マネーの規制を考える上で重要なので、当該規定及び下位規範等を概

観する。 

 

第１ 資金決済法及びその下位規範等の規定 

１ 資金決済法の規定 

 資金決済法 21 条は、「前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その

発行の業務に係る情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他の当該情報の安全管理のた

めに必要な措置を講じなければならない」と規定している。 

 第三者型発行者（第三者型前払式支払手段の発行について登録を受けた法人）において、

かかる義務の遵守のために必要な体制の整備が行われていない等の場合には、登録拒否事

由となる（資金決済 10 条１項５号）。また、第三者型発行者において、登録後に必要な体

制整備を欠くに至った場合には、登録取消事由に該当する（資金決済法 27 条１項１号）。 

 自家型発行者（自家型前払式支払手段を発行する者で、所定の届出をした者）について

違反があった場合には、所轄財務局長は、６月以内の期間を定めて発行業務の停止を命ず

ることができる（資金決済法 26 条）。 
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２ 前払式支払手段に関する内閣府令の概要 

 前払式支払手段に関する内閣府令 43 条は、「前払式支払手段発行者は、その業務の内容

及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行

なうための措置を講じなければならない」としている。 

 前払式支払手段に関する内閣府令 44 条は、「前払式支払手段発行者は、その取り扱う個

人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の

取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損

の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない」としている。 

 前払式支払手段に関する内閣府令 45 条は、「前払式支払手段発行者は、その取り扱う個

人である前払式支払手段の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪

経歴についての情報その他の特別の非公開情報（その業務上知り得た公表されていない情

報をいう）を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外

の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない」としてい

る。 

 

３ 金融庁事務ガイドライン第三分冊改正案  

 厳密には法規範性のないものであるが、事務ガイドライン第三分冊改正案（金融会社関

係）でも、前払式支払手段における個人情報保護について規定しているので、以下関連規

定を列挙する。 

 

(1) 総則部分 

5－Ⅱ－2－3 は、「利用者に関する情報の適切な取扱については、内閣府令第 44 条及

び第 45 条の規定に加え、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、金融

分野における個人情報保護に関するガイドライン及び金融分野における個人情報保護

に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針の規定に基づく適切な措

置が確保される必要がある」としている。 

 

(2) 監督上の評価項目 

監督上の主な評価項目として、5－Ⅱ－2－3－1 は、「利用者に関する情報の取扱いに

ついて、具体的な取扱基準を定めた上で役職員に周知徹底を図っているか。特に、当該

情報の他者への伝達については、上記の法令、保護法ガイドライン、実務指針の規定に

従い手続が行われるよう十分な検討を行った上で取扱基準を定めているか」、「利用者の

情報へのアクセス管理の徹底、内部関係者による利用者情報の持ち出しの防止に係る対

策、外部からの不正アクセスからの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策を含め、

利用者に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる態勢となっているか」、「個人

である利用者に関する情報については、内閣府令第 44 条の規定に基づきその安全管理

及び従業者の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要

かつ適切な措置として以下の措置が講じられているか （安全管理について必要かつ適

切な措置）イ 保護法ガイドライン第 10 条の規定に基づく措置、ロ 実務指針Ⅰ及び

別添２の規定に基づく措置（従業者の監督について必要かつ適切な措置）、ハ 保護法
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ガイドライン第 11 条の規定に基づく措置、ニ 実務指針Ⅱの規定に基づく措置」との

諸点をあげている。 

また、非公開情報については、「人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴

についての情報その他の特別の非公開情報を、保護法ガイドライン第６条第１項各号に

列挙する場合を除き、利用しないことを確保するための措置が講じられているか（注）

その他特別の非公開情報とは、以下の情報をいう イ 労働組合への加盟に関する情報、

ロ 民族に関する情報 ハ 性生活に関する情報」)としている。 

 

(3) 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン 

金融庁事務ガイドライン第三分冊改正案 5－Ⅱ－2－3 は、金融分野における個人情報

保護に関するガイドラインに従うべきことを求めている。 

そして、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインは、以下のとおり、事

業者に対して個人情報保護法の規定より高度の対応をとることを求めている。 

 

ア 第４条 同意の形式について 

「法第 16 条及び法第 23 条に定める本人の同意を得る場合には、原則として、書面

（電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することのできない方式

で作られる記録を含む）によることとする。なお、事業者があらかじめ作成された同

意書面を用いる場合には、文字の大きさ及び文章の表現を変えること等により、個人

情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。

また、あらかじめ作成された同意書面に確認欄を設け本人がチェックを行なうこと等

本人の意思が明確に反映できる方法により確認を行なうことが望ましい」として、同

意の方法を定めている。 

 

イ 第６条 機微（センシティブ）情報について 

「１項 金融分野における個人情報取扱事業者は、政治的見解、信教（宗教、思想

及び信条をいう）、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び

性生活、並びに犯罪歴に関する情報（以下「機微（センシティブ）情報」という。）に

ついては、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行わないことと

する 

① 法令等に基づく場合 

② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合 

③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合 

④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに協力する必要がある場合 

⑤ 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労

働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の機微（センシティブ）情報を取

得し、利用し、又は第三者提供する場合  

⑥ 相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微（センシ

ティブ）情報を取得、利用又は第三者提供する場合 
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⑦ 保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の

同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）情報を取得し、利用

し、又は第三者提供する場合 

⑧ 機微（センシティブ）情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本

人確認に用いる場合」 

「２項 金融分野における個人情報取扱事業者は、機微（センシティブ）情報を、

前項に掲げる場合に取得し、利用し、又は第三者提供する場合には、同項に掲

げる事由を逸脱した取得、利用又は第三者提供を行なうことのないよう、特に

慎重に取り扱うこととする」 

 

以上のとおり、機微（センシティブ）情報については、原則的に取得、利用、第三

者提供が禁止されている。たとえば、「保険業その他金融分野の事業の適切な業務運営

を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微（センシテ

ィブ）情報を取得し、利用し、又は第三者提供する場合」が例外とされているが、こ

れは保険業者が健康に関する情報を取得するような場合を想定しているものであり、

当該業務の本質上機微（センシティブ）情報を取得することが必須となる場合をいう

ものと解される。よって、同ガイドラインによると電子マネー事業者等が、マーケテ

ィングのために機微（センシティブ）情報を取得することは許されないというべきで

あろう。 

また、生体認証情報は、本人確認の手段としてその利用を安易に広げてしまうと、

人そのものが変更不可能な「番号」制になってしまいかねないので、その採用は慎重

であるべきである。 

 

ウ 第９条 データ内容の正確性の確保 

「事業者は、預金者又は保険契約者等の個人データの保存期間については契約終了

後一定期間内とする等、保有する個人データの利用目的に応じ保存期間を定め、

当該期間を経過した個人データを消去することとする」 

利用目的との関連で適切な保存期間を設けることが求められている。 

 

エ 第 13 条 第三者提供の制限 

(ｱ) 「第三者提供についての同意を得る際には、原則として、書面によることとし、

当該書面における記載を通じて、 

① 個人データを提供する第三者 

② 提供を受けた第三者における利用目的 

③ 第三者に提供される情報の内容 

を本人に認識させた上で同意を得ることとする」 

以上のとおり、第三者提供の際に必要とされる同意については、情報を提供した

上で同意を得る手続が必要とされている。この場合、同意しないと何らかの不利益

を受けるのではないかという不安を与えないために、同意不同意が全くの任意であ

って、不同意であっても何ら不利益を受けないとを明記すべきである。 
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(ｲ) 法第 23 条第４項第３号に規定する通知等（共同利用の際の通知等）について、

「事業者による『共同して利用する者の範囲』の通知等については、共同して利用

する者を個別に列挙することが望ましい。また、共同して利用する者の外延を示す

ことにより本人に通知等する場合には、本人が容易に理解できるよう共同して利用

する者を具体的に特定しなければならない。外延を示す具体例としては、 

・当社及び有価証券報告書等に記載されている、当社の子会社 

・当社及び有価証券報告書等に記載されている、連結対象会社及び持分法適用会

社といった方法が適切である」としている。 

 

(4) 小括 

以上のとおり、資金決済法、前払式支払手段に関する内閣府令、金融庁事務ガイドラ

イン第三分冊改正案は、安全管理措置がとられるべきこと及びその内容、センシティブ

情報の範囲及びセンシティブ情報が使用されるべきでない場合には使用されないよう

な措置がとられるべきことを規定している。 

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインは、本人の意思が明確に確認さ

れるような同意の形式とすべきこと、センシティブ情報の範囲及びセンシティブ情報が

例外的な場合以外には利用されるべきではないこと、保存期間を制限すべきこと、第三

者提供にあたっては、①個人データを提供する第三者、②提供を受けた第三者における

利用目的、③第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることと

すること、共同利用の際の通知においては本人が共同して利用する者の範囲を容易に理

解できるよう特定すべきことを規定している。 

これらの規制自体、概ね妥当なものと評価することができる。 

しかし、個人情報をやりとりする事業者及び収集等される個人情報の量・種類、公的

機関における電子マネー情報の取得・利用等については、特有の規定はなく、積み残し

となっている。 
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第３節 各電子マネーサービスの概要と将来像 

 以下、各電子マネーサービスの現況を概観するともに、将来像について考える。 

 

第１項 Ｅｄｙ 

 以下、2010 年４月 27 日株式会社ビットワレットにおいて行った聴き取り調査の結果等

をもとに、Ｅｄｙの概要と問題点について述べる。 

 

第１ Ｅｄｙとは 

 Ｅｄｙはビットワレット株式会社が運営する電子マネーである。Ｅｄｙは、利用者が現

金を支払いＥｄｙが搭載されたカード等にチャージし、利用者がチャージの未使用分を決

済手段として利用する形態の電子マネーである。2010 年４月において、１日の利用回数は

日本全国で 3000 万件、カード発行枚数は 4600 万枚、携帯電話 1000 万台であり、主に少額

決済に利用される。全国で 700 種類以上のＥｄｙカードが発行されている。 

 Ｅｄｙは現在日本国内のみのサービス展開となっている。 

 

第２ Ｅｄｙのビジネススキーム 

 Ｅｄｙは、電子マネーブランドの一つである。様々な主体がＥｄｙ機能と自らのニーズ

に合うアプリケーションを搭載し、独自のカードなどを発行できるところに特徴がある。 

 Ｅｄｙ機能を搭載したいと思う主体は、次のように４段階のステップを踏み、 終的に

カードを発行している。 

 第１段階として、各企業ないし大学などの発行者（カードイシュア）が、「ＦｅｌｉＣａ」

をベースとして、どのようなアプリケーションを搭載するかを決定する。ＦｅｌｉＣａは

様々なアプリケーションを同時に搭載することが可能なところに特徴があり、アプリケー

ションとしては、入退館セキュリティ・勤怠管理、パソコン認証電子チケット、ポイント

システムなどがある。ここで選択したアプリケーションによっては、個人情報が搭載され

る可能性がある。 

 第２段階として、認定事業者のみが、「ＦｅｌｉＣａ」を印刷できることから、発行者は

印刷業者を選定する。現在印刷業者は、ソニー株式会社 、大日本印刷株式会社などの６社

となっている。 

 第３段階として、発行者は、前払式証票としてＥｄｙの発行管理を行う会社（バリュー

イシュア対応企業）の選定を行う。現在では、株式会社ジェーシービー 、株式会社セディ

ナ 、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル 、株式会社第一興商 、トヨタファ

イナンス株式会社 、三井住友カード株式会社 、株式会社三井住友銀行 、株式会社三菱東

京ＵＦＪ銀行 、三菱ＵＦＪニコス株式会社 、ユーシーカード株式会社 、株式会社ライフ 、

楽天ＫＣ株式会社がバリューイシュア対応企業として認められている。 

 終段階として、ビットワレット社が作成されたカードの券面及びＥｄｙ機能などの検

定を行いカード発行をする。 

 Ｅｄｙの特徴は、その発行元(イシュア)をバリューイシュア(Ｅｄｙのバリュー発行元)
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とカードイシュア(カード発行者)とに分離していることにある。つまり、バリューイシュ

アが消費者のＥｄｙバリュー原資を担保する役割（資金決済法が求める基準日の未使用残

高の半額を供託）を担い、カード発行者は資金決済法の登録事業者としての登録の必要な

く、プリペイド型電子マネーを搭載したカードを発行できるようにしている。そして、ビ

ットワレット株式会社自体は、Ｅｄｙの加盟店開拓、Ｅｄｙブランドの管理を行い、加盟

店より加盟店手数料という形で収益を得るビジネスモデルとなっている。 

 

第３ Ｅｄｙの決済方法 

 Ｅｄｙカードには、前述の印刷会社が印刷した 16 桁のＥｄｙ番号が振られている。Ｅｄ

ｙの決済では、カード保有者が、コンビニ等の加盟店でカードを専用端末にかざし、「シャ

リン」という音がした時点で、加盟店・消費者間の決済が終了したと観念されている。加

盟店は、ビットワレット社とバリューイシュアに「何月何日何時何分、合計金額 670 円 Ｅ

ｄｙ番号・・・」という情報をＥｄｙ読み取り端末を経由し、送付し、バリューイシュア

はかかる送信に対して、記載の金額をカード加盟店に送金する。そして、ビットワレット

社はそこから中間マージンを徴収するシステムとなっている。 

 Ｅｄｙ読み取り端末に記載されていた購入情報は、バリューイシュアとビットワレット

社に送信後、ビットワレットが受領した旨の情報が加盟店に返されるとその時点で加盟店

にあるデータも削除されるように設定されているとのことである。 

 

第４ Ｅｄｙと個人情報 

１ 加盟店等の間で送付されるデータ 

 Ｅｄｙは、基本的には個人情報を紐付けないようにされているとのことである。 

 つまり、Ｅｄｙに振られた 16 桁のＥｄｙ番号を商品券の番号のようにデータとして処理

し、決済手段としての機能以外を求めていかないように運用しているとのことである。 

 たとえば、加盟店からビットワレット社に送信されるログ情報は、どの番号（16 桁の番

号）がどの加盟店（端末のＩＤ番号）でいつ（日時）、総額いくら（金額）使ったかという

情報だけであり、具体的商品の品名等のデータは送られてこない。ビットワレット社は、

バリューイシュアとの間でＥｄｙ番号に関して機密保持契約を締結しているとのことであ

る。なお、購入履歴に関するクレーム等でバリューイシュアが一定の場合、ビットワレッ

ト社のデータベースにアクセスすることもできる契約になっているが、そのアクセスログ

はすべてビットワレット社において管理されている。Ｅｄｙの 16 桁番号をＥｄｙ以外の枠

組みで個人情報と結び付け利用することは契約上原則として禁止しているとのことであっ

た。 

 もっとも、契約上カードイシュアが、Ｅｄｙでの取引履歴について一定の個人情報を取

得することがありうる。たとえば、カードイシュアである全日本空輸株式会社は、ビット

ワレット社から、特定の会員番号（ＡＭＣ会員番号）の会員のＥｄｙによる取引の日付と

全日本空輸のマイルをどの程度取得すべきかを判断するための情報を得る。これは、ビッ

トワレット社において、Ｅｄｙ番号とＡＭＣ会員番号とを対照し得るため、ビットワレッ

ト社において把握したＥｄｙの使用金額を全日本空輸株式会社のマイルに換算し（基本的

には 200 円分＝１マイルとされる）、特定のＡＭＣ会員番号の者のマイル数を伝えるもので
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ある。全日本空輸株式会社においては、一部事業者については、会員がどの事業者で買物

等をしたかという情報も入手し得ることとなる。全日本空輸株式会社では、理論上ＡＭＣ

会員番号と氏名等を対照させ得るので、ある個人が、何年何月何日に、おおよそどの程度

の金額の買物をしたのか、場合によってはその個人が買物をした店舗等を経営する事業者

を把握することができることになる。全日本空輸株式会社によると、Ｅｄｙの取引履歴を

用いたマーケティング等は行われていないとのことである。 

 

２ 個人情報の取扱い 

 ビットワレット社では、加盟店から送信されてくるログ情報については、保存期間を定

めているとのことであったが、その保存期間が具体的にどれだけの期間であるか等は不明

である。また、捜査機関からの照会への回答についても、ビットワレット社は内部規則に

基づき適正に対応しているとしているが、その規則の基準等は不明である。 

 上述のようにビットワレット社は、同社と加盟店、同社とバリューイシュアとの間で、

Ｅｄｙ番号と個人情報との結び付きをすることを契約上禁止しているとのことである。 

 

第２項 ｎａｎａｃｏ 

 2010 年６月～７月にかけて、株式会社アイワイ・カード・サービスから照会に対する書

面回答等の形式で回答がなされた内容並びに同社の会員規約やウェブサイト上で公表され

ている内容に基づき、ｎａｎａｃｏの概要と問題点について述べる。 

 

第１ ｎａｎａｃｏとは 

 ｎａｎａｃｏとは、株式会社アイワイ・カード・サービスが発行する電子マネーである。 

 カード型とおサイフケータイのモバイル型があり、事前に入金（チャージ）した金額（上

限３万円未満）まで、全国のセブンーイレブン、デニーズ、イトーヨーカドー・エスパ各

店舗等、ｎａｎａｃｏ加盟店で買い物の際に決済手段として利用することができる。利用

履歴等は、６か月間保管されることになっており、会員も、ウェブサイト等で集計日以前

の過去３か月の利用履歴等を確認することが可能である。 

 2010 年６月時点で、会員数は 1150 万人、加盟店は 6 万 3056 店、１日の取扱件数は 145

万件である（取扱高は非公表）。 

 

第２ ｎａｎａｃｏの特徴 

 ｎａｎａｃｏの場合、発行会社である株式会社アイワイ・カード・サービスが収集した

個人情報について、事業会社である同社の関連企業と共同利用するシステムになっている

ことが大きな特徴である。 

 すなわち、同社所定の「個人情報の取扱いに関する重要事項」によれば、同社の親会社

である株式会社セブン＆アイ・ホールディングス及びその関連企業、さらにはこれらグル

ープ企業のフランチャイズ加盟店が、電子マネー取引において収集される個人情報を、共

同利用することが明示されている。 

 利用の目的としては、(1) ポイントサービスの提供、（2）共同利用者が取り扱うサービ
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ス・商品の開発、（3）共同利用者が取り扱うサービス・商品についてのお得情報その他の

情報案内を送付、（4）共同利用者の店舗等でのお買物に関する連絡、案内、（5）会員から

の問合わせに対する回答等の送付のため、（6）会員が応募したキャンペーンなどの景品の

発送や発送状況など関連する情報の案内等が掲げられている。 

 また、共同利用する個人情報の項目は、電子マネーサービスの利用履歴等に加え、顧客

である会員の氏名、住所等個人識別情報に及ぶことが明示されている。 

 

第３ 収集された個人情報の具体的利用方法等 

 ｎａｎａｃｏ会員の加入申込みはフランチャイズ加盟店で行うことができるものの、申

込みを受けた加盟店は申込書を株式会社アイワイ・カード・サービスに毎日に送付するこ

とになっているため、加盟店等が１日を超えて個人情報を保管することはないとのことで

ある。 

 そのため、顧客会員が店舗レジでカードを返し忘れた、販売価格が誤っていた等の理由

により、同会員と連絡をとる必要が生じた場合などは、加盟店から同社に照会がなされ、

その場合、共同利用者間で事前に定めたルールに従い開示をしているとのことである。 

 また、同社によれば、ＪＩＳＱ15001 の要求事項を満たすレベルのセキュリティを確保

しており、通信傍受等の可能性はなく、個人情報管理に問題はないとのことであった（※

具体的な管理方法等はセキュリティにかかわるとの理由で非開示）。 

 もっとも、上記のとおり、同社は、利用履歴を共同利用することについて明示しており、

この共同利用される利用履歴には商品購入時の具体的な店舗名、商品名、購入年月日まで

含まれているということであった。また、上記のとおり、共同利用する情報に個人識別情

報（住所、氏名）も含まれているため、個人情報と利用履歴をマッチングした形で利用す

ることが可能な仕組みになっており、現に、ＤＭ送付やその対象者抽出等に活用がなされ

ているとのことであった。 

 なお、警察からの照会に対しては、書面による照会には応じているとのことであり、開

示に応じるか否かについて特に基準等は定めていないとのことであった。 

 

第３項 Ｓｕｉｃａについて 

 以下の書籍及びＪＲ東日本の担当者からの聴き取り調査（2010 年５月 14 日）に基づき、

Ｓｕｉｃａの概要、問題点について述べる。 

 

参考書籍 

 竹内一正「電子マネーの全てが分かる本」（ぱる出版、2007 年）  

 磯崎マスミ「電子マネーの技術とサービス（知りたい！テクノロジー）」（技術評論社、

2006 年） 

 椎橋章夫「Ｓｕｉｃａが世界を変える ＪＲ東日本が起こす生活革命」（東京新聞出

版局、2008 年） 

 岡田仁志「電子マネーがわかる」（日本経済新聞出版社、2008 年） 
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第１ Ｓｕｉｃａとは 

 Ｓｕｉｃａは、ＪＲ東日本のＩＣカード（ソニーのＦｅｌｉＣａカードを採用している）

であり、情報を一元的に管理するＩＤ（識別番号・ Ｓｕｉｃａの裏には 17 桁の番号が振

ってある）管理システムに組み込まれている。 

 Ｓｕｉｃａは、非接触式カードであり、定期券や乗車券として鉄道に乗る際に利用でき

るだけではなく、買い物などに使用できる。 

 Ｓｕｉｃａカードはプリペイド方式であり、２万円までチャージできる。 

 ＪＲ東日本のクレジットカード「ビューカード」に入会し、会員がＳｕｉｃａに設定し

た金額以下に入金残高がなった場合、自動改札機を通過すると自動的にクレジットカード

からチャージすることも可能である。 

 Ｓｕｉｃａカードには、①無記名式、②記名式、③Ｓｕｉｃａ定期券、④さらに、携帯

電話を利用したモバイルＳｕｉｃａがある。 

 Ｓｕｉｃａの利用範囲は、ＪＲ東日本が経営する駅ビル店舗、家電量販店、コンビニな

どと広がっている。 

 Ｓｕｉｃａの発行枚数は 3281 万枚（2010 年６月末現在）、利用可能店舗数は 10 万 7210

店（2010 年６月末現在）、１日当たりの利用件数は 高で 210 万件である。 

 

第２ Ｓｕｉｃａの機能 

１ Ｓｕｉｃａとサーバーとのやりとり 

 Ｓｕｉｃａのセンターサーバーは、Ｓｕｉｃａ駅務機器（改札機）の端末と直接データ

のやりとりをせず、各駅に設置した駅サーバーと通信を行う。Ｓｕｉｃａ駅務端末機器は、

駅サーバーと通信をする。このように分散をしたことで、センターサーバーと駅サーバー

の通信ができなくなっても、それぞれが独立して稼働しているので全体に対する影響を防

ぐことができる。 

 

２ Ｓｕｉｃａのデータの保存期間 

 Ｓｕｉｃａは、センターサーバーに 26 週間（半年）のデータを保存し、履歴印字や履歴

表示などが利用できる状態となっている。それを経過したデータは同じセンターサーバー

内の別のデータベースに保管されている。 

 Ｓｕｉｃａ駅サーバーには３日分のデータを保存し、カード自体には 20 件分のデータが

保存できる。 

 センターサーバーが故障しても、３日間はＳｕｉｃａ駅サーバーと端末機器だけで、稼

働させることができる。 

 

３ 運賃情報と物品購入情報は別々に管理 

 Ｓｕｉｃａのセンターサーバーでは、鉄道運賃の情報と物品の購入の情報は、別々に管

理をされている。センターサーバーには、運賃と物品購入にかかる情報を別々にコントロ

ールするホストコンピュータが設置してある。 
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４ Ｓｕｉｃａの監視システム 

 ＪＲ東日本は、「Ｓｕｉｃａシステム管制室」を設置して、システムが正常に稼働してい

るか常時監視しているとのことである。 

 

第３ Ｓｕｉｃａの仕組み 

１ Ｓｕｉｃａカードの種類 

(1) 「無記名Ｓｕｉｃａカード」は、個人識別情報を登録していない。 

(2) 「記名式Ｓｕｉｃａカード」は、氏名・性別・生年月日・電話番号（駅で発売を行

う場合は任意）を登録しているが、カードの管理は、カードに振ってある 17 桁の番号

でしており、事故などがあり調査する必要がない限り、氏名との照合はしていない。 

(3) 「Ｓｕｉｃａ定期券」は、「記名式Ｓｕｉｃａカード」に定期券の機能を付加した

ものである。発行の際に本人確認をしない。Ｓｕｉｃａの通学定期券を発行する際には、

購入する資格の有無を確認する必要があるため、学生証の提示を求めている。 

(4) 「無記名式のＳｕｉｃａカード」と「記名式Ｓｕｉｃａカード」の大きな違いは、

紛失した場合、「無記名式のＳｕｉｃａカード」の場合は、紛失時のカードのチャージ

残額は保証されず、他人に利用されてしまう危険を負うことになる。これに対して、「記

名式Ｓｕｉｃａカード」の場合は、紛失後駅に届け出ることで、紛失カードを無効化し、

その時以降のカードを使えなくすることができるとともに、その時点で残っていたチャ

ージ残額は確保されて、カードの再発行によってチャージの残額分を使うことができる。

また、誤払いがあった場合に返金を受けられることである。 

 

２ 他社鉄道カードとの相互利用について 

(1) Ｓｕｉｃａは、ＪＲ西日本のＩＣＯＣＡ（イコカ）と 2004 年８月相互利用をはじ

めた。そして、東日本の私鉄、地下鉄、バスのＩＣカードであるＰＡＳＭＯ（パスモ）

とも 2007 年３月から相互利用ができるようになった。 

ＪＲ東海のＴＯＩＣＡ（トイカ）とは、2008 年３月から相互利用をはじめた。 

ＪＲ北海道のＫｉｔａｃａ（キタカ）とは 2009 年３月から、ＪＲ九州のＳＵＧＯＫ

Ａ（スゴカ）、西日本鉄道のｎｉｍｏｃａ（ニモカ）、福岡市交通局の「はやかけん」と

は 2010 年３月から相互利用を行っており、すべての政令指定都市で利用可能となって

いる。 

(2) ＰＡＳＭＯは、プリペイド方式であり、バスでは、バスの車載器とカードでやりと

りをして、ネットワークには参加していない。データはバス車載器に蓄えられ、車載器

のメモリカードに記録され、運転手が営業場に戻って、メモリカードを営業場の端末に

つないでセンターサーバーにつながるようになっている。 

(3) 西の近鉄・阪急等の私鉄が開発したＩＣカードＰｉＴａＰａ（ピタパ）は、プリペ

イドカードではなく、運賃はすべて後から金融機関で引き落とされる後払いの「ポスト

ペイ」方式である。この方式ではチャージ機や精算機がいらないが、金融機関で口座を

開設しなければならない。 

ＰｉＴａＰａとＳｕｉｃａ、ＰＡＳＭＯとＩＣＯＣＡ及びＰｉＴａＰａとは相互利用

できないが、ＩＣＯＣＡとＰｉＴａＰａは相互利用できる（ただし、小売店での電子マ
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ネー相互利用は不可）。 

相互利用関係を図示したのが図７である。 

 

 

図７ 

 

(4) 他の鉄道会社との相互利用のデータはどのように管理されているか。 

たとえば、ＳｕｉｃａがＰＡＳＭＯエリアで利用されたり、ＰＡＳＭＯがＳｕｉｃａ

エリアで利用された場合、ＰＡＳＭＯの利用によるＩＣカードのデータはＳｕｉｃａの

センターサーバーに保管され、同時にＰＡＳＭＯのセンターサーバーにもそのデータは

送られる。その逆も同様である。 

相互利用先事業者との精算は、必要なデータを元に精算帳票に基づいて、精算をして

いる。 

やりとりをする情報はカード番号だけであり、個人名のやりとりはない。 

(5) Ｓｕｉｃａと金融機関、その他の事業者等との相互利用について 

ア Ｓｕｉｃａは、金融機関とタイアップして、Ｓｕｉｃａカードを発行している。

たとえば、みずほ銀行であれば、「みずほＳｕｉｃａカード」を発行している。同カー

ドは、キャッシュカード機能、Ｓｕｉｃａ機能、クレジットカード機能を有している。 

さらに、「イオンＳｕｉｃａカード」、「ＡＮＡＳｕｉｃａカード」等、その提携先は

広がっている。 

イ たとえば、「イオンＳｕｉｃａカード」の場合は、カード発行者は、イオンクレジ

ットカード株式会社とＪＲ東日本である。その際に、イオンはクレジット審査に必要

な様々の個人情報を申込書に記載させているが、ＪＲ東日本が、Ｓｕｉｃａに必要な

ものとして取得する個人情報は、「氏名、生年月日、性別、電話番号」だけであり、そ

の余の情報は得ていない。基本的にＳｕｉｃａはカードに付番している番号で管理を

している。 

ウ また、Ｓｕｉｃａを携帯電話端末で利用することができるようにした「モバイル
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Ｓｕｉｃａ」も利用されている。 

「モバイルＳｕｉｃａ」は、会員登録をすると、携帯電話を使いチケットレスで電

車に乗ることができ、新幹線切符を買うことができ、買物をすることもできる。チャ

ージも銀行口座を通じてできる。ただし、「モバイルＳｕｉｃａ」で新幹線等の特急券

を購入する際には、入金（チャージ）残高による決済ではなく、登録されたクレジッ

トカードによる決済を行う。 

クレジットカードを所持していない人は、「ＥＡＳＹモバイルＳｕｉｃａ」会員に登

録すれば、携帯電話を電子乗車券として利用したり、ショッピングもできる。 

「モバイルＳｕｉｃａ」の場合は、メールアドレスの登録が必須であり、メール登

録した人には、利用できない時間帯等のサービス運営上必要な情報を送付している。

利用者が希望すれば、通常より安い新幹線の料金等の案内をしている。 

「モバイルＳｕｉｃａ」の場合でも、取引履歴、その他の個人情報については、ド

コモを含む電話会社とのデータ連係は一切ない。 

 

第４ Ｓｕｉｃａカードと個人情報 

１ Ｓｕｉｃａのセキュリティ 

(1) ＩＣカードが持っている 大の利点は、ネットワーク化とＩＤ管理システムである

ことを考えると、これがどのように管理されているのか、個人情報保護との関連で重要

である。 

(2) Ｓｕｉｃａの担当部署には、セキュリティを専門に管理する「セキュリティ・マネ

ジャー」を設置しているという。 

ＩＣカードとその情報を読み書きする「リーダー/ライター」などのシステムの基本

となる機器については、何か工事があるときに合わせて、バージョンアップをしている

という。 

(3) Ｓｕｉｃａカードについては、ＩＳＯ15408 の７段階の中の４段階のランクのセキ

ュリティを構築している。ランク５以上は軍事関連システムのセキュリティであるので

民間では 高のセキュリティを構築しているという。 

(4) 相互利用先の事業所もＳｕｉｃａと同程度のセキュリティを構築していると考え

られるので、相互利用先から情報が漏えいすることは考えられないとのことである。 

また、仮に、漏えいすることがあってもカード番号だけであるから、被害は拡大しな

いとのことであった。 

 

２ Ｓｕｉｃａが管理している個人情報 

 Ｓｕｉｃａを利用して乗車した場合、誰が、何時、どこからどこまで乗車したかという

データは基本的にはＳｕｉｃａに付番してある番号で管理をしている。 

 記名式カードであれば、センターサーバーで誰のものか調べることはできるが、カード

の運用は、スイカに付番してある番号で行っているので、個人名との照合は通常はしてお

らず、何か事故が発生した場合（たとえば、紛失したＳｕｉｃａカードの再発行、機器の

設定が誤った場合等で、運賃・料金を多く収受し、返金する場合）に個人名と照合するだ

けであるとのことである。 
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 物品の販売についても同様であるが、ＪＲ東日本では、購入した場所と具体的商品まで

は分からない。 

 Ｓｕｉｃａは、無記名式、記名式、定期などの各種のカードをそろえ、チャージする金

額も２万円までの間で利用者が希望する金額をチャージし、無記名式から、記名式にカー

ドの変更ができるなど利用者の利便性と個人情報の保護も考慮した運営をしているといえ

る。 

 

３ 捜査機関に対する対応 

 ＪＲ東日本としては、捜査機関から照会があった場合は、どのカード番号（ＩＤ番号）

の利用があったかどうかは答えても、誰が実際に使ったかは不明であると答えているとの

ことである。 

 捜査機関が、カードの現物を持っていない状態で「○○という人が○日に乗車していな

いか。」という問い合わせがあっても、ＩＤ番号に基づく照会でない限り、答えていないと

のことである。 

 

４ 個人情報の長期間保存の必要性 

(1) Ｓｕｉｃａカードを電子マネーとして現金と同様であると考えれば、Ｓｕｉｃａ定

期券やモバイルＳｕｉｃａは別として、無記名式のカードでもその目的は達成されるは

ずである。 

現金を使って電車に乗るときや物品を購入するときには、その現金を使った人が誰で

あるかという個人情報を提供することは通常はないから、Ｓｕｉｃａカードは、個人情

報の登録のない無記名式のカードでも良いはずである。 

しかし、「記名式Ｓｕｉｃａカード」も発行されて利用されているのは、紛失した場

合にカードの再発行ができ、チャージ残金も保証されるとか、誤払いがあった場合に返

金を受けられるということがあることからである。利用者は、このような利便性を考え

て個人情報を提供して「記名式Ｓｕｉｃａカード」を利用しているのであろう。 

「記名式Ｓｕｉｃａカード」では、Ｓｕｉｃａカード紛失による再発行や誤払い等の

事故でもないかぎりＳｕｉｃａカードの番号と個人名を照合することはないとのこと

である。しかし、センターサーバーを見れば、誰が、何時、どの駅から、どの駅まで乗

車したかが分かるようになっている。 

このような個人情報を長期間保存しておく必要性があるのか、検討する必要がある。

センターサーバーに 26 週間保存した個人情報は、その後、別のデータベースに移して

保管している。データが、センターサーバーにある 26 週間以内なら、利用履歴の確認

ができるが、それ以降は確認ができないという。すると、26 週間経過後の個人情報を持

っている必要性は、カードを紛失した際、再発行をするための照合のためであるという

ことが考えられる。 

Ｓｕｉｃａカードは、10 年間利用がない場合は失効することになっているが、不必要

な個人情報は収集・保管しないという原則からして 10 年間個人情報を保管していなけ

ればならないのか、利用者の選択により、もっと短い年数で個人情報を抹消するという

ことも、検討すべきである。 
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(2) 物品の販売についても、ＪＲ東日本では、利用場所と購入商品は分からないとのこ

とである。分かるのは何時、何円分の物品を購入したということだけになるが、このよ

うな情報でも、多数集まると、特定人が毎日、この程度の金額の買物をしているという

ことは分かることになるから、不必要な個人情報は収集・保管しないという原則からす

ると、物品購入の個人情報についても何時まで保管するのか検討すべきである。  

 

５ 提携先から取得する個人情報  

 銀行やスーパーなどの提携先と共同でＳｕｉｃａカードを発行する場合、Ｓｕｉｃａと

しては、「氏名、生年月日、性別、電話番号」だけを取得するとのことである。しかし、銀

行やスーパーは、上記以外の個人情報を取得しているわけであるから、銀行やスーパーの

個人情報の管理が十分になされているのかが問題となるが、どのような管理がなされてい

るかは、調査をした範囲内では、セキュリティにかかわる問題であるとして、聞き取るこ

とができなかった。 

 

６ 関与する職員のモラルの問題 

 Ｓｕｉｃａについては、個人情報とＳｕｉｃａに付番してある番号の照合は、カード紛

失、誤払いなどの事故が起きない限りしないとのことである。これが、完全に守られてい

れば良いが、センターサーバーに接触できる職員が、情報を漏らすようなことがあると大

量の個人情報が流出することが起こり得る。これは、機器のセキュリティを高めても防げ

ないことであるから、職員のモラル向上のみならず、不必要な個人情報は収集しない、不

必要な個人情報は保管しないとすることが必要である。 

 

第４項 おサイフケータイ 

第１ おサイフケータイとは何か 

 Ｓｕｉｃａ、Ｅｄｙ、ＰＡＳＭＯなど電子マネーが普及するにつれて利用者はたくさん

のＩＣカードを持ち歩くようになった。これを煩雑と考える人向けに、１つにまとめる方

法がある。それが、現代人が財布と同様に常に携帯するようになった携帯電話にこれらの

機能をまとめた「おサイフケータイ」である。 

 おサイフケータイは、ソニー株式会社の開発した非接触ＩＣカード技術方式であるＦｅ

ｌｉＣａを利用したものであるが、その核であるＦｅｌｉＣａチップは非常に薄く、小型

であるためカード以外にも搭載することが容易である。 

 ソニー株式会社は、2004 年１月７日、会社分割により、携帯電話向けＦｅｌｉＣａ機能

搭載のＩＣチップ（モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップ）を用いたサービスを事業運営す

るフェリカネットワークス株式会社を設立し、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがその

直後にフェリカネットワークス株式会社へ増資を行った。さらに、Ｓｕｉｃａを開発した

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）も数ヶ月後に第三者割当増資により資本参加して

いる。そして、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモがこのモバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチ

ップを使ったサービスを「おサイフケータイ」として商標登録し、現在ではおサイフケー

タイは急速に普及して多くの利用者がその便益を享受している。 
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 なお、ソフトバンクモバイル株式会社は「Ｓ！ＦｅｌｉＣａ」、ＫＤＤＩ株式会社は「Ｅ

Ｚ ＦｅｌｉＣａ」、株式会社ウィルコムは「ウィルコムＩＣサービス」として、株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモ以外の携帯電話会社であっても「おサイフケータイ」の名称を

使用しているが、これは携帯電話による決済インフラの普及を優先し、他社へシステムや

商標がライセンスされているためである。 

 

第２ 消費者がおサイフケータイで利用できるサービス 

 おサイフケータイでは、具体的に次のようなサービスを利用することができる。 

① 電子マネー 

② クレジットサービス 

③ オンラインショッピング（ネット決済） 

④ 乗り物チケット予約・購入 

⑤ 映画などのチケット予約・購入 

⑥ 会員証やポイントカード 

⑦ マンション等の鍵 

⑧ ＩＤ（個人認証） 

 

 おサイフケータイのポイントとして、次の４点が指摘されている。 

 第１に、現代人は携帯電話を常に携帯する生活が当たり前になっており、携帯電話１つ

にこれら複数の機能を集約させることで、お札・小銭、ポイントカード及びチケットなど

を持ち歩くことから解放される。まさに「おサイフケータイ」の名前どおり、財布の中身

を携帯電話に入れてしまったようなものである。 

 第２に、レジでおサイフケータイをかざすだけで支払いをすることが可能となるため、

小銭やおつりは不要である。また公共交通機関に乗降するときや、映画館等に入るときに

もチケットレスで手軽である。 

 第３に、ＩＣカードと異なり、携帯電話はそのネットワークを使用することが可能であ

るため、電子マネーの入金、チケットのダウンロード、代金の支払など、いつでもどこで

も利用することができる。 

 第４に、携帯電話はＩＣカードにはない画面が備わっているため、いつでも電子マネー

やポイントの残高、購入履歴などを確認することができる。 

 このように、おサイフケータイは、私たち消費者の生活をこれまで以上に便利にしてく

れる画期的なサービスであると言えよう。 

 

第３ おサイフケータイの仕組み 

 既存のＩＣカードはあらかじめ利用するアプリケーションが設定された状態で利用者の

手に渡るが、おサイフケータイは初期にアプリケーションが設定されておらず、利用者が

自分で利用したいアプリケーションを選択することとなる。そのため、利用者は、携帯電

話のネットワークを通じて、選択したサービスの初期データをモバイルＦｅｌｉＣａ Ｉ

Ｃチップ内に書き込んでから当該サービスを利用することとなる。しかも、モバイルＦｅ

ｌｉＣａ ＩＣチップ内には、同時に複数のアプリケーションを設定しておくことが可能
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である。 

 このようにモバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップは複数のＩＣカードを一台の携帯電話に

まとめることを可能にしたが、その仕組みは次のとおりである。 

 モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップにはフェリカネットワークス株式会社がチップ内の

データ管理を行う「共通領域」と呼ばれる領域があり、そこでは電子マネーやクレジット

などの各サービス事業者が重複しないように個別エリアコードが割り当てられ、また個別

エリアの鍵情報が与えられる。そのため、利用者が複数のサービスを利用したとしても、

サービス事業者はほかのサービス事業者の個別エリアに進入することはできない（図８参

照）。さらに個別エリアの中には、会員番号やポイントなどユーザデータが書き込まれるユ

ーザブロックが設定され、またユーザブロックへアクセスするためのコード（アクセス権）

であるサービスナンバーが割り当てられる（図９参照）。 

 

図８ 

  
（出典：http://www.ＦｅｌｉＣａnetworks.co.jp/service/onＦｅｌｉＣａ/summary.html） 
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図９ 

 

（出典：http://www.ＦｅｌｉＣａnetworks.co.jp/service/onＦｅｌｉＣａ/construct.html） 

 

第４ おサイフケータイの商業利用 

 フェリカネットワークス株式会社は、各サービス事業者がサービス提供に必要な情報を

携帯電話のネットワークを介して「共通領域」へ書き込みするサービスを提供している（リ

モート発行サービス）。基本サービスではエリア・サービス・初期値データの書き込みがで

きるだけであるが、たとえば利用者の名前と会員番号を登録するだけの単なる会員証とし

て利用する場合にはこれで足りる。さらに、利用者にポイントの付与などをする場合には

携帯電話のネットワークを介してデータの更新を行う必要があり、これはオプションサー

ビスとなっている（図 10 参照）。 

 

図 10 

 

（出典：http://www.ＦｅｌｉＣａnetworks.co.jp/service/onＦｅｌｉＣａ/construct.html） 

 

 も、上記リモート発行サービスは携帯電話のネットワークを介して情報を書き込むだ

けのサービスに過ぎず、さらに各サービス事業者がその販売促進などのためにチケットや

会員証を購入履歴管理などと一体的に利用する場合にはそのための独自アプリを開発する

必要があり、導入・運用コストは大きい。そこで、フェリカネットワークス株式会社は、
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リモート発行サービスに加えてピットモットというマルチアプリプラットフォームサービ

スを提供し、独自にアプリを開発することなく、チケット、会員証、クーポン、ポイント

などを利用することができるようにしている。 

 フェリカネットワークス株式会社は、ピットモットについて次のような利用を提案して

いる。 

 事業者は割引クーポンを消費者の携帯電話にメールマガジンで送り、そのクーポンを消

費者が利用すると、事業者には誰が使ったかが分かる形で情報が管理されるので、その利

用履歴を分析してターゲット顧客層を抽出し新たなマーケティングが可能となるというも

のである（図 11 参照）。 

 また、フェリカネットワークス株式会社以外にも、ピットモットのフォーマットに対応

したクーポンやスタンプなどの各種データを読み書きできる機能を開発し、おサイフケー

タイを利用した販売促進サービスを提供している会社がいくつか存在している。 

 

図 11 

 
（出典：http://www.ＦｅｌｉＣａnetworks.co.jp/pitmotto/corp/scene.html） 

 

第５ おサイフケータイにおける個人情報の取扱い 

 先に述べたとおり、おサイフケータイは利用者へ多くの便益を与えてくれる。また、お

サイフケータイを利用した仕組み自体は販売促進など事業者の商業目的で作られたもので

あったとしても、おサイフケータイの利用者は自分が関心を持つ情報を効率的に入手でき

るので便利である。 

 しかし、反面、誰が、いつ、どこで、どのような利用を行ったかという行動履歴情報は

利用者が意識していないところで事業者に収集・管理されており、情報が不適切に扱われ
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るとプライバシー侵害のおそれがある。特に、会員証、ＩＤ、乗り物チケットなどのサー

ビスでは、氏名・住所など個人識別情報と結び付くため、個人情報保護法の規制が及ぶ。 

 この基調報告書を作成するに当たりフェリカネットワークス株式会社を訪問して聴取調

査を行ったところ、フェリカネットワークス株式会社はモバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチッ

プへ書き込みを行うが、利用者の個人情報を保有しておらず、またチップ内の情報を閲覧

することはできないとの回答であった。また、モバイルＦｅｌｉＣａ ＩＣチップへどの

ような情報を保存するかはすべてサービス事業者が決定する問題であるとのことであった。

さらにピットモットサービスについてもフェリカネットワークス株式会社は利用者の個人

情報を保有しておらず、利用者のどのような情報を入手し、どのように管理するかについ

てはあくまでサービス事業者がすべて決定し管理する問題であるとの回答であった。 

 このようにおサイフケータイのサービスに関しフェリカネットワークス株式会社自体は

個人情報を一切持っていないようであるが、おサイフケータイの仕組みを商業利用してい

るサービス事業者は大会社から中小・零細企業まで数多くあり、それら事業者が個人識別

情報や行動履歴情報をどのように収集・管理するかは各自の判断に委ねられている。 

 

第５項 各電子マネーサービスの概況についての小括 

 以上のとおり、私たちが調査した限りにおいて、電子マネー運営会社の多くは、格別の

個人情報を取得しておらず、取引履歴のマーケティング利用も進んでいない。しかし、関

連事業者において、電子マネーの取引履歴を個人識別可能な形で管理し、マーケティング

利用する可能性はある。それらの事業者等により、消費者に対して、利用する主体、利用

される情報の種類、利用のされ方等について適切な説明が必要である。 

 電子マネー運営会社において、取引履歴をマーケティングのために共同利用するケース

もある。しかし、約款等によっても共同利用者の範囲等が不明であるなど、消費者にとっ

て同意の前提となる説明が分かりにくく、真摯な同意に基づきマーケティング利用してい

るかどうかについては疑問がある。 

 

第６項 電子マネー取引の将来 

 電子マネー取引は未だ始まったばかりであり、未だその方向性は定かではない。しかし、

電子マネー取引情報はデジタル情報であり、伝達・マッチングが容易であるとの特性を備

えている。そのため、以下に紹介するような展開の可能性があるように思われる。 

 

第１ 多様な業者間における取引履歴等個人情報の共同利用等 

 上田恵陶奈「電子決済の行動情報分析とマーケティング」（2008 年の講演資料）は、ア

メリカの航空会社によるカード会社を利用した１to１マーケティングの事例として、以下

の事例を紹介している。  

「 すなわち、あるビジネスパーソンが、毎週、Ａ社便に搭乗し、出張先ではホテルＢに

宿泊していたが、あるときからＡ社便の搭乗が途絶えた。しかし、ホテルＢの宿泊は継

続していた。そのため、Ａ社から他社便にスイッチされたと分かるため、カードＣを通
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じ、Ａ社便＋Ｂホテルを利用すればボーナスマイルを付与するとのプログラムを実施し

た。その結果、優良な出張族を取り戻すことに成功した。」。 

 電子マネー取引についても、他社での取引情報をも利用してマーケティングを行なうよ

うになる可能性もある。その方が、きめ細やかで、対象者にフィットした営業活動が可能

となるであろう。 

 

第２ 位置情報とのリンク 

 岡田仁志「電子マネーのデータプロテクション－匿名購買の自由と購買履歴の活用の調

和」22 頁以下（ＮＢＬ no.922、2010 年）は、 

「 さらに、電子マネーにリンクされる情報は、購買履歴に限られない。携帯電話を媒介

とする電子マネーにおいては、地理情報とのリンクも容易である。ＧＰＳ機能のあるデ

バイスを用いた電子マネーにおいては、より正確な位置情報にもリンクすることが可能

となる。位置情報を活用した割引クーポンの配信や、位置情報を活用した広告の配信の

事例に見られるように、電子マネーの導入目的は、顧客への利便性の提供から、顧客の

行動等に関するデータの取得へと移りつつある」 

との指摘をしている。 

 携帯電話の発展に伴い、電子マネーの取引履歴と位置情報を組み合わせてする広告の手

法も現れるであろう。 

 

第３ 官民の情報共用 

 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会（第３作業部会、2007 年 11 月 27 日）

において、日本経済団体連合会は、民間でのカードの活用について、 

「 社会保障分野の情報を民間企業で使って事業化することを想定している会社はあると

伺っています。たとえば、フィットネス産業などですと、どのような健康状態の方なの

かということは、フィットネスのメニューを組む上で非常に大切な情報になってまいり

ます」 

「 それ以外に、社会保障に関する情報、特に医療とか介護の分野かもしれませんが、そ

れを使ってその人個人にあったものを作ることを事業化することは、当然ながら発生し

得ると思っております」 

「 お客様にあった形の情報提供、あるいは例えばファイナンシャルプランナーであれば、

この方のこれまでの年金加入記録に基づいて公的年金はこれくらいもらえるからこの

方にあったファイナンシャルプランを作って差し上げることも考えられます」 

として、社会保障に関する情報を民間利用する方向性を指摘している。 

 当然、国や地方自治体が保有する個人情報を取得し、電子マネーによる取引履歴他とマ

ッチングすれば、より精度の高いマーケティング等が可能となるから、企業の方から国や

地方自治体が保有する個人情報を利用できるように求める可能性はあると思われる。その

際、税・社会保障共通の番号制度の設計によっては、民間利用を容易にする役目を果たす

ことも考えられる。 

 警察の捜査の現状についてみると、逮捕された被疑者が所持している携帯電話を任意提

出させ、その利用履歴を確認することは捜査の常識になっている。これによって、犯行直
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前の他者との関わりや被疑者の発言を把握し、共犯関係の有無や犯罪の動機に繋がる記述

などを発見したりすることができるからである。おサイフ携帯の利用履歴が確認できるな

ら、従来の携帯電話の利用履歴では入手できなかった様々な個人データを丸ごと入手でき

ることになるから、証拠の宝庫である。個人データも第三者が本人の知らない間に捜査事

項照会に応じてしまった場合も、同様である。結果的に嫌疑なしで不起訴になる事件の場

合であっても、被疑者とされた者の個人データは丸ごと警察に取得されてしまうことにな

り、これを抹消する仕組みは今のところない。 
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第４節 電子マネー取引における個人情報保護のあり方 

 これまで述べてきた電子マネー取引の現状、将来像を前提に、電子マネー取引における

個人情報保護はいかにあるべきかを検討する。 

 電子マネー取引の履歴情報保護について詳しく検討した論文等はまだ多くはないが、関

連する論文等を紹介する。 

 

第１項 電子マネー取引の履歴保護についての論文等 

第１ 岡田仁志「電子マネーのデータプロテクション－匿名購買の自由と購買履歴

の活用の調和」22 頁以下（ＮＢＬ no.922、2010 年） 

 まず、 

「プロファイリングやデータマイニングの技術によって、購買行動に関するデータのリン

クが収集されており、電子マネーはそのハブとなる可能性を有する。そこで、電子マネ

ーのデータプロテクションが重要な問題となってくる」（27 頁） 

と問題意識を明らかにする。 

 そして、 

「これに対して、匿名性の高い電子マネーを推進すべきと主張する論者も存在する。すな

わち、匿名購買の自由という理念のため、電子マネーについては、強力なデータプロテ

クションが図られなくてはならない、そして、匿名の電子マネーを社会として促進すべ

きであると主張する。そして、匿名で買い物をすることの重要性を強調し、もし伝統的

な現金が電子マネーによって置き換えられてしまうと、データマイニング技術の発展が

購買行動の把握・分析を容易にしてしまうこと、情報財の購買においては私たちが何を

考えているかの分析をも許容することを懸念する。そこで、強力なデータプロテクショ

ン法制が必要であり、かかる法制の限界にも配慮すると匿名の電子マネーが推進されな

くてはならないとする」（27 頁） 

と匿名の電子マネーを推進すべきとの論を紹介した上で、電子マネーの匿名性により、電

子マネーが犯罪的利用等をされ、あるいは、電子マネーそのものが偽造、詐欺等の対象と

なる危険性も踏まえ、 

「匿名性の高い社会で発生した事例を参考としながら、また、実際に流通する電子マネー

の流通規模や範囲にも配慮した上で、現在の金銭に代替する匿名性を備えた電子マネー

を広く推進すべきか、あるいは追跡可能性の担保された電子マネーを構築すべきかにつ

いて、今後、さらなる検討を進めていくことが必要であろう」（28 頁） 

「電子マネーの設計に関しては、匿名で購買する利用者の自由と、購買履歴の活用という

２つの要請が存在する。匿名で購買する利用者の自由は、前提として匿名性を利用した

犯罪の防止など弊害への対策を必要とする。購買履歴を活用するためには、利用者にと

っての利便性、利得性、娯楽性、及び社会性といった電子マネーの効果と役割を、運営

者が利用者に提供し続けることが求められる。」（28 頁） 

「およそ匿名で購買する利用者の自由と、購買履歴を活用する提供者の自由との両立は、

その弊害への配慮と効果の発揮という均衡の上に、初めて成り立つものである」（28 頁） 
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として、匿名の電子マネーについては犯罪対策等が不可欠となること、取引履歴の利用に

ついては利用者の利便も必要となることを指摘する。 

 

第２ 上田恵陶奈「電子マネーの法整備と行動情報活用マーケティング」2008 年の

講演会資料 

 まず、前提として、調査結果に基づき消費者の意識を説明している。 

 調査結果は、以下のとおりである。 

 

「１ ポイント制度への入会時などに登録された個人情報を商品案内やクーポン送付など

事前に明示された目的のために、利用されることに抵抗がありますか（１つだけ） 

  ※法令を守っており、管理に不備はないことを前提とします。 

 

抵抗はない          29.3 パーセント 

企業によっては抵抗がある   56.7 パーセント 

どの企業についても抵抗がある 12.0 パーセント 

分からない           4.0 パーセント 

 

２ 登録した個人情報（住所、年齢、性別など）を広告宣伝に利用することを許諾する

ことで、通常よりも多くポイントや特別なポイントが付与されるなどのサービスを提

供された場合、あなたはそのサービスに申し込みますか  

 

進んで申込みをする                             8.4 パーセント 

付与されるポイントの量や種類次第では、申込みをする 64.1 パーセント 

おそらく申込みをしない                          19.7 パーセント 

絶対に申込みをしない                            4.5 パーセント 

分からない                                 3.2 パーセント 

 

３ ポイントを貯めるために登録した個人情報（住所、年齢、性別など）を活用して行

われる企業活動（広告宣伝、マーケティングなど）において、あなたが行って欲しく

ないサービスを次の中からお選びください（いくつでも） 

 

登録した企業の新商品・新サービスについての案内を送付    19.4 パーセント 

登録した企業以外の新商品・新サービスについての案内を送付 70.1 パーセント 

登録した企業から、割引券やお得なキャンペーンの紹介を送付 7.0 パーセント 

登録した企業以外の企業から、割引券やお得なキャンペーンの紹介を送付 

58.6 パーセント」。 

 その上で、マーケティングをメリットの供与で消費者から行動情報を買い取っている制

度と規定し、電子決済は利便性を提供するため消費者としては使う動機の一つになる、事

業者として知りたいから、分析したいから情報を利用するというのではＮＧである、消費

者には取得・利用する情報と関連した対価を渡すことが説得的であるとする。そして、利
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用場所データを取得した場合には場所によるお得情報、月額利用金額のデータを取得した

場合には月額利用料金に応じた優遇、住所情報を取得した場合には景品の送付、メールア

ドレスを取得した場合にはＤＭだけではなく、クーポンを送ることにそれぞれ情報を利用

し消費者に利便を与えることができるが、電話番号についてはメリットに紐付けが難しい

なら、聞かない方が良いと指摘する。  

 

第３ 掛下哲郎、吉田豊昭、新井康平、大月美佳「統合型電子マネーにおける売上

情報の活用と個人情報管理」電子情報通信学会技術研究報告．ＤＥ、データ工学 

103（192）2003 年 

 

 統合型電子マネーを提案している。 

 これは、 

「１ ＩＣカードを活用した統合型の決済サービス、２ カード番号を活用した匿名性の

高い情報サービス、３ 分散・オフライン型の情報収集システムを相互接続することで、

個別システム間の相乗効果を得る、ことを主要な特徴としている」（２頁）。 

 このシステムでは、消費者と各種事業者（金融機関、メーカー、小売業者、情報分析業

者）の間で決済・売上情報が流通する（２頁）。 

「消費者は１枚のＩＣカードを持ち、カード発行体と契約することで、ポイントサービス、

プリペイド機能、クレジット機能等をＩＣカードに追加できる。また、ＩＣカード自体

に共通サービスを持たせることもできる。一方、加盟店は１台以上のＰＯＳ端末（レジ

スタ）を持ち、１つ以上のカード発行体と契約している」 

「ＰＯＳ端末は個別商品に関する売上情報及び個別の決済情報を収集する。このとき、消

費者のカード番号、決済情報、売上情報がシステムに入力される。このうち、売上情報

は売上情報センターに集積される。また、決済情報は対応するカード発行体に集められ

る・・・情報を分散して格納することにより、利用者のプライバシー保護を徹底すると

同時に、システム全体での負荷分散を図っている」 

「一方、消費者はパソコンまたは携帯電話を使って決済センター及び売上情報センターに

アクセスすることにより、消費者本人に関する情報および一般公開されている情報を得

られる」（３頁）。 

 以上のようなシステムの中では、決済情報や売上情報はカード番号と対応付けて管理さ

れており、顧客の住所・氏名等の個人識別情報とカード番号の対応は金融機関のみが保持

することが前提にされている。メーカー、小売業者、情報分析業者は、同一カードを使用

した商取引において、具体的な消費者を特定することなく、同一消費者による購入か否か

をほぼ特定できる。その結果、プライバシーを保護しつつ、データベース・マーケティン

グの技術を活用した活動が可能になるとする（３頁）。 

 消費者は、ビューを通じて自己の決済情報・売上情報のみならず、決済情報・売上情報

に対して行われた企業のアクセス履歴を閲覧し、必要に応じてアクセス管理を行える（４

頁）。利用者が自らのビューを用いることを保証するために、本データベースに接続する際

には、利用者毎のＩＣカードを用いて認証を行う。 

 企業（小売店も含む）や自治体は、自組織が収集したデータにアクセスできる。また、
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他の組織や消費者等との合意に基づいて、自らが保有するビューの一部または全部を他の

利用者に提供できる（５頁）。ここで、アクセス履歴には、実アクセス（利用者（多くは企

業）が個人情報に実際にアクセスした際の情報）と潜在的アクセス（利用者が個人情報に

アクセス可能な状態にあったことを示す情報）がある。 

 

第２項 電子マネー取引上の個人情報についての問題点 

 以上の論文等をもとに、電子マネー取引上の個人情報についての問題点を検討する。 

第１ 電子マネーの取引履歴の利用が許される範囲 

１ 電子マネーの取引履歴を用いたマーケティングは許されるのか 

 電子マネーの取引履歴は、個々人の日常生活のありようを示すものである。場合によっ

ては一挙手一投足をも示すことになりかねない。そのような情報を、決済等に必要な範囲

を超え、マーケティング等に利用し得るのかどうか問題となる。  

 この点、マーケティングが消費者にもメリットを与える面があることも踏まえると、私

企業が、消費者の同意を得た上で、電子マネーの取引履歴を用いてマーケティングするこ

と自体を禁止すべき根拠はないと思われる。 

 

２ 電子マネーの取引履歴をマーケティング利用し得る範囲 

 電子マネーの取引履歴を、複数の事業者間で共用・授受した場合、事業者としては消費

者のニーズを緻密に推測することが可能となるし、それまでその業界の商品・サービスに

興味を持たなかったような消費者に対してもマーケティングをすることが可能になるなど

の利益を得ることができる。 

 現在でも電子マネーを用いて大手薬局で買物をすることはできるが、今後は医療機関へ

の支払い、政党への寄付等センシティブな情報を伴う取引に広く電子マネーが用いられる

ようになる可能性もある。たとえば、医療情報は保険会社やフィットネスクラブからすれ

ば有意義な情報であろうし、医療機関での取引履歴をマーケティングに使いたいと思うか

もしれない。 

 電子マネー取引情報と、位置情報を組み合わせた場合、事業者は、消費者のそれまでの

取引履歴と位置情報を組み合わせ、近場の同種又は関連しそうな店舗の広告を配信するな

どのサービスを提供することができる。また、クレジットカードによる取引履歴と組み合

わせた場合、小さい日常的な買物から大きな買物までの取引履歴を把握し、個人対象の精

密なマーケティングを行うことが可能になる。 

 いずれの場合でも、消費者としては、自らのニーズに応える商品情報を紹介してもらえ

るというお得感を抱くかもしれない。 

 しかし反面、ここでは消費者個人は自ら情報を探しに行く主体ではなく、事業者から送

られてくる親切な情報を受けるだけの客体になっている。消費者は自分で選んでいるつも

りでも、その実態は、自分の趣味嗜好・思想傾向などをさり気なく、しかししっかり把握

した事業者側に選択肢を逆に誘導されてしまい、知らないうちに選択肢を狭められてしま

っている。これは多様な価値観を持った人々がお互いを尊重し合う民主主義社会を効率的

画一的思考の人間が集まる社会に変質させてしまうことになりかねない。自由のつもりが
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実はほぼ完璧な思考停止社会になってしまっている。そのような危険が潜んでいる。 

 センシティブ情報の取扱いについては、どのような場面でどのような理由から誰がどの

ようなセンシティブ情報を取り扱えるかを厳密に検討し、限定すべきである。個人識別性

から切り離されるセンシティブ情報の状態であれば、限定は相対的に緩やかであって良い

であろうが、個々のセンシティブ情報がどこで特定の個人のものと同定されかねないこと

を配慮して、慎重な扱いがなされる必要がある。本人から申請がなくても、利用中止、抹

消等がなされるべき場合もあるであろう。同意原則は、本人の意思の尊重という意味では

重要だが、実際には十分な判断能力を持って同意できる人たちばかりではないことからす

れば、センシティブ情報の取扱いにおいて同意原則に過度の比重を置くべきではない。 

 電子マネーの取引履歴以外の情報とのマッチングについても、そこでマッチングされる

情報の性質（センシティブかどうか）や量によってプライバシーへの危険性の程度は著し

く異なってくるから、一律に規制することは困難であるとしても、過度の集中が起こらな

いよう規制する必要があるであろう。 

 

３ 電子マネー取引履歴に対する捜査 

 捜査機関にとって、被疑者や参考人の行動の裏付けをとるなどのために電子マネーの取

引履歴を利用することはきわめて有意義である。 

 電子マネーの取引履歴は、その人の生活や行動を正確に、かつ網羅的に把握できてしま

う情報である。これは個人の日記や会計帳簿以上であるかもしれない。日記や会計帳簿を

捜査機関が勝手に読むことができないという理屈は、電子マネーの取引履歴にも共通する。 

 したがって、捜査機関が電子マネーの取引履歴を閲覧したいのであれば、令状で被疑者

の電子マネーを特定し、開示範囲（期間）を限定して行うことが原則とされるべきである。

開示範囲（期間）を限定しないと、保存されている、事件におよそ関係ない全記録が捜査

機関に閲覧され、さらにはコピーされてしまうということになりかねないからである。 

 事業者において、公的機関からの照会を受けた場合に開示をするとしても、開示の可否

を決する第三者委員会を設け、情報の内容、捜査の必要性の程度などを慎重に考慮して判

断するという仕組みが必要であろう。この第三者委員会やその手続をどの程度厳重なもの

にするかについては、取り扱う情報の内容や量によって違ってくるだろう。 

 

第２ 消費者を守るための方法について 

 電子マネーの取引履歴の利用は、消費者等に対して利益をもたらす反面、そのプライバ

シー等を侵害するおそれもある。それを防ぐため、どのような方法が考えられるだろうか。 

 以下、検討する。 

 

１ 事業者による説明と消費者による同意 

 電子マネーの取引履歴のマーケティング利用については、事業者がその利用のされ方、

第三者提供、共同利用について説明し、消費者が同意することは大前提として必要であろ

う。問題となるのは、その説明の内容ないし程度である。 

 取引履歴を共同利用している電子マネー運営会社の消費者向け約款において、ホームペ

ージ等で調べなくては共同利用の範囲が不明であったり約款等だけを見ても共同利用者の
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範囲が分からないものがある。また、共同利用の目的が「共同利用者が取り扱うサービス・

商品の開発のため」、「共同利用者が取り扱うサービス・商品についてのお得情報その他の

情報案内を送付するため」等の説明に止まっており、具体的に、どのような情報が、どの

ように活用されるのか想像しにくいケースもある。さらに、文字が多く、文字だけで表現

しており、消費者が内容を理解しないまま同意する可能性があると思われるようなものも

ある。 

 同意の前提としては、事業者により、利用目的、第三者提供される情報の範囲・提供先・

提供方法・停止の手続について、図解を用いる等して分かりやすく、一覧性のある方法で

説明がなされる必要があろう。 

 なお、マーケティングという利用目的が消費者の自己決定権より優越することはないか

ら、同意はいつでも自由に撤回できるとすべきであろう。 

 

２ 利用者の選択権 

 電子マネーの取引履歴が他者に利用され、自分に便益がもたらされることについては、

これを歓迎する人と、嫌う人と、双方がありうる。さらには、「便益の内容による」という

人もいれば、ある時期は歓迎していたがその後嫌うようになったという人もいるだろう。

このような個々人それぞれのニーズに応じることは、特に難しい問題ではない。利用者個々

人に選択権を与え、諸種のサービスについてはオプトイン方式にすることである。 

 具体的には、新たに発行するカードであれば、無記名式と記名式を用意し、プライバシ

ー保護を重視する者は無記名カードを、紛失時等の不利益回避を重視する者は記名カード

を選べるようにする。前者については、事業者としてマーケティングに用いることができ

る範囲が狭まり、消費者の利便性も低減するが、プライバシーと便利さはどちらが優越す

ると一義的に決めることができないから、どちらも選べるようにしておくことが重要であ

る。 

 

３ 開示、訂正請求、利用停止請求等 

 記名式電子マネーの取引履歴は、個人情報保護法上の「保有個人データ」であるから、

事業者は、本人からの開示、訂正、利用停止請求等に応じるようにすべきである（裁判例

では実体法上の権利として認められていないが。）。 

 

第３ 保護対策について  

 あるべき保護対策を要約すると、以下のようになる。 

 

① 事業者は、セキュリティ上問題がある部分を除いて、電子マネーの仕組み及び運用実

態を利用者に分かりやすく公表すること。 

② 事業者は、個人識別情報をなるべく取得しないようにすること。 

③ 本人の同意の前提となる第三者提供等についての説明は、具体的で分かりやすいもの

にすること。 

④ 利便性とプライバシー保護との価値観が対立する局面では、仕様を一律にせず、複数

の選択肢を設け、利用者が選べるようにすること。 
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⑤ センシティブ情報を本人の同意によって取得できるとしても、本人の同意能力が問題

にされたり、その取扱いが問題にされたりすることがありうるから、そもそも取得を極

力回避すること。 

⑥ 本人保護の観点から、保有個人データの開示・訂正・利用中止等請求権が実行しやす

い仕組みを構築すること。 

 取り扱われる情報の量・質、取り扱われ方に応じて、上記の保護対策が実質的にとられ

ることを担保するため、個人情報保護の任務を行う第三者機関を設け、一定規模以上の電

子マネー取引を行おうとする事業者については事前に個人情報保護対策の承認を受けさせ、

事業開始後についても適時監督を行うような制度が必要だろう。 
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第３章 監視カメラ・人の移動履歴に基づく監視 

 

第１節 はじめに 

 店舗や施設、駅などには、官民を問わず無数の監視カメラが設置され、通行するおびた

だしい市民の顔、行動を録画し、記録している。警察自らも、公道への監視カメラの設置

を促進し、直接市民の顔や行動を録画し、記録している。 

 現在の監視カメラは、画像をデジタル情報として収集し、ハードディスクに保存する形

態がほとんどである。ビデオテープにアナログの画像が保存されていたころと比較すると、

顔認識システムにより特定の人物の検索・照合がきわめて容易になっているという点が、

大きな特徴となっている。 

 顔認識システムとは、監視カメラで撮影された被写体から人の顔の部分を抽出し、目、

耳、鼻などの位置関係やパーツの特徴を瞬時に数値化し、あらかじめデータベースに登録

された「要注意人物」の顔データベースとを自動的に照合するものである。 

 ばらばらに存在する監視カメラをネットワークにより結合し、「顔認識システム」を組み

込めば、膨大な録画画像の中から、特定人物の行動を逐一捕捉することも容易である。 

 また、ＧＰＳ機能や、携帯電話の基地局情報等を利用した人の移動履歴を活用する監視

も技術的に可能となっている。 

 高速度通信技術の発展、及びそのインフラの普及、さらには監視カメラ機器や記録媒体

の高度化・低廉化に伴い、公共空間における市民の容ぼうや姿態、行動、表現活動が逐一

記録され、検索することの可能な社会が実現しようとしている。 

 また、警察庁は、よう撃捜査（犯行予測に基づき捜査員を先行配置して検挙する捜査）

を支援するシステムを配備し、さらに推進していくとしており、「マイノリティ・リポート」
【注１】の世界が、実現されようとしている。 

 以下、監視カメラネットワークの形成の動き、個々の監視カメラの高度化と増加、民間

部門における監視カメラの活用の進展、位置情報に関する記録の蓄積・利用の状況を見た

上で、 後に、このような監視カメラから、市民のプライバシーその他の自由を確保する

ための方策を検討する。 

 

【注１】 2002 年に公開された 20 世紀フォックス映画・ドリームワークス提供によるアメリカ映画。2054 年のアメリカ

では、犯罪予防局により、犯罪者はその犯行前に逮捕されるという、犯罪ゼロの理想的社会を実現した、と思わ

れていた。担当捜査官は、ある日、自分自身が犯罪を起こす人物と予告され、街中の監視カメラ等を駆使した追

跡を受けることになる。 
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第２節 公権力主導による監視カメラネットワークの形成 

第１項 2010 年４月７日付け警察庁通達 

 警察庁（刑事局長、生活安全局長、交通局長、警備局長）は、2010 年４月７日、ＤＮＡ

鑑定の誤りによる足利事件の再発防止方策のため等として、都道府県警察の長に対して通

達を発した。そこでは、以下の記載が存在する。 

「３ 犯罪の追跡可能性の拡充 

 犯人検挙のためには、初動捜査を徹底することにより、犯罪と犯人を結びつけるこん

跡を確保し、これを確実に追跡していく必要があり、そのためには、自動車ナンバー自

動読み取りシステムによる容疑車両の手配、犯行現場周辺の防犯カメラにより撮影され

た画像及び携帯電話の通話履歴等の入手・解析等が極めて有効である。 

 特に、自動車ナンバー自動読み取りシステムについては、各都道府県における犯罪の

発生状況等をふまえ、捜査上重要と考えられる地点にすでに端末が設置されているか検

討の上、計画的な増設をはかることにより、捜査環境の整備に努めること。 

 また、現在、地方公共団体や民間事業者等により、犯罪の抑止等を目的として多くの

防犯カメラが設置されているところ、これらにより記録された画像は、後の捜査におい

て証拠として利用しうる場合があることから、こうした点をふまえた上で、その設置方

法や性能、画像の保存期間等について助言するとともに、各都道府県における防犯カメ

ラの設置場所を随時把握し、これを情報分析支援システム（ＣＩＳ－ＣＡＴＳ）の地域

登録データとして登録すること等により、初動捜査における効果的な活用をはかること。 

 なお、生活安全部門において、犯罪抑止の観点から防犯カメラの設置促進に向けた取

り組みを推進しているところであり、把握している情報の交換のほか、関係機関・団体

等への働きかけを行う場合にも十分な事前調整を行うなど、実質的・効果的な連携をは

かること。 

 また、携帯電話等の通話履歴、預貯金口座の取引履歴等については、犯罪の追跡のた

め捜査上極めて有効な資料となっているが、これ以外の日常生活で利用される各種ツー

ルの使用履歴等についても犯罪の追跡のため捜査上有効な資料となりうるので、かかる

ツールの犯罪への利用状況等を的確に把握の上、その結果を組織的に集約・活用するこ

と。また、可能な場合には、捜査関係事項照会等によってその使用履歴等を速やかに入

手し、初動捜査における効果的な活用をはかるとともに、その入手方法を都道府県警察

で共有することにより、組織的な活用に努めること。」。 

 ここには、足利事件の捜査の問題点に対する反省をふまえた提案はない。Ｎシステムの

計画的な増設、警察による民間の監視カメラの設置・運用状況の把握と活用の促進、携帯

電話等の通話履歴、預貯金口座の取引履歴等の把握、活用など、どれも足利事件の捜査の

失敗とは何の関係もない、多額の公費投入を当て込んだ内容になっている。 

 この通達は、形式上は足利事件の再発防止策とされているものの、それ以前の政策決定

をふまえたものと考えられる。以下では、国の政策としての監視カメラネットワークの形

成、監視カメラ画像を用いた検索の高度化などについて検討する。 
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第２項 イノベーション 25 

第１ はじめに 

 ここでは、2007 年６月１日に閣議決定された、政府の長期戦略指針「イノベーション 25」
【注１】について述べる。イノベーション 25 は、自民党安倍政権下で決定されたものであり、

2008 年 12 月には「イノベーション推進本部」はなくなっているが、そこで取り上げられ

ている各分野の技術革新の推進とそれをふまえた日常生活の変革への取組は進みつつある。

そして、「『イノベーション 25』中間とりまとめ」では、監視カメラのネットワーク化が積

極的に位置付けられていた。これは、閣議決定には盛り込まれなかったものの、現在も警

察庁の研究会で検討が続けられており、今後の積極的な展開が予想されている。まず、イ

ノベーション 25 の全体像の概略を紹介した上で、監視カメラをはじめとする行動監視に関

係する部分について述べる。 

 

第２ イノベーション 25 の概要 

 イノベーション 25 は、長期戦略指針であり、2025 年までを視野に入れ、豊かで希望に

あふれる日本の未来をどのように実現していくか、そのための研究開発、社会制度の改革、

人材の育成等短期、中長期にわたって取り組むべき政策を示したものとされ、６つの章か

らなる。 

 第１章は「基本的考え方－イノベーションでつくる日本の未来－」、第２章は「日本、世

界のこれからの 20 年」が指摘されている。 

 第３章の「なぜ、今イノベーションか」では、「個人個人の能力を高めるとともに、情報

化社会の利点も活用した『外』『異』との融合、協働を通じ各人が能力を 大限発揮し、新

たな科学技術・サービスで新たな付加価値を社会に生み出し、その結果生活者の暮らし方

等社会に変化がもたらされることがイノベーションであるという考え方を社会全体で共有

し実践していく・・・」、「ＩＴイノベーションは国境を越えた人々の瞬時のコミュニケー

ションを可能にし、人々の間に存在していた時間や空間、情報の壁は事実上崩壊した。」「イ

ノベーションは年齢、障害、性差等により従来生じているハンディを解消、あるいは小さ

くする上で大きな役割を果たす。」などと情報化社会、ＩＴイノベーションを賛美する言葉

が並んでいる。 

 第４章の「イノベーションで拓く 2025 年の日本の姿」では、「５つの社会像」として、

(1) 生涯健康な社会～予防医療、医療情報ネットワークによる情報交換、(2) 安全・安心

な社会、(3) 多様な人生を送れる社会、(4) 世界的課題解決に貢献する社会、(5) 世界に

開かれた社会、をあげる。 

 この中でも(2) 安全・安心な社会においては、以下の記載がある。 

「生活環境の随所で、センサによる自動認識・自動監視等が行われるとともに、地域社会

内で防犯・防災ネットワークシステム、救急医療情報システムが整備され、・・・子ど

も、高齢者、障害者はあたたかい『みまもり』と『自助・共助』のあふれる社会の中、

安全な日常生活を送っている。」 

「カード等の形で電子チップ１個を保持していれば、個人情報が保護された安全・安心な

環境で各種代金の支払いや公的手続き等が全てできるようになっている」 
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「高度な認証技術や自動検知システム、ＩＣタグやセンサ等が、港湾、空港等で活用され

ることにより、テロの未然防止のための保安体制が確立されている。」。 

 そして、第５章「『イノベーション立国』に向けた政策ロードマップ」がいわば本体部分

である。項を改めて紹介する。 

 第６章は「『イノベーション立国』に向けた推進体制」である。 

 

第３ イノベーション 25 の「政策ロードマップ」のポイント 

 「イノベーション立国」に向けた政策を詳細に述べている第５章の中から、ＩＴ化と個

人情報保護に関する記述を取り上げる。 

 「１ 社会システムの改革戦略」の「(1) 早急に取り組むべき課題」では、2010 年まで

に取り組むべき課題をあげている。その中の「①サービス・イノベーションを促す規制の

見直しを含めた環境整備」では、「個人情報保護に関するいわゆる『過剰反応』についての

取組みの促進」を指摘していることが注目される。政府の「過剰反応」対策には、サービ

ス・イノベーションを促すために個人情報の流通を促進することが大きな動機付けになっ

ていることがうかがわれる。 

 「⑥生活者の視点に立脚したサービス分野の生産性向上に向けた取組みの強化」では、

「オープンでユニバーサルなＩＴインフラの整備等」として、ユビキタス・コミュニティ

を 2010 年までに実現するという。そのために、次のようなことを指摘する。 

○ ＩＴ活用促進のためのＩＴ投資の加速を推進 

○ 2010 年度までに光ファイバ等を整備、2007 年度からＩＴ基盤を活用し、児童・独

居老人のみまもり等をはじめ、福祉、教育、地域産業、交通、防災等の地域生活に密

着した分野において、先進的な取組みモデルを構築→全国展開へ 

○ 2010 年度までに電子化された基盤地図情報を整備する等、地理空間情報プラットフ

ォームの構築→場所やモノに関する情報をいつでもどこでも誰でも入手可能に 

○ ＩＴ社会の不安や障害の解消に向け、「第１次情報セキュリティ基本計画」に基づ

く総合的な対策により情報セキュリティを確保、フィルタリング等により違法・有害

情報が青少年に届かない、安心なＩＴ環境を整備 

 次に「(2) 中長期的に取り組むべき課題」では、「安全・安心な社会形成」の中で、「③

高度みまもり技術導入のためのルール作り」として、 

「ＧＰＳ（全地球測位システム）等の衛星測位技術、ロボット技術、ユビキタスセンサネ

ットワーク技術（人・モノの状況やそれらの周辺環境等、様々な状況・環境を自動認識

し、自律的な情報流通に基づいて 適な動作を実現する技術）を活用した『高度みまも

り技術』を導入するための標準化及びルール作り」 

を提唱している。 

 また、「共通的課題」の中では、 

「指紋情報の収集やセンサ、電子タグによる自動認識・自動監視等の技術の普及にあたり、

プライバシー保護の観点から、個人情報の管理に関する明確なルールの制定等について

その必要性を含め検討」、「ユビキタスネットワークの本格普及に向け、プライバシー保

護等安心で安全な情報流通に必要な環境整備についての検討」 

が掲げられている。 
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 後に、表形式でまとめられている詳細なロードマップによれば、以下のとおりである。 

 「社会防犯力増強技術」の「2010 年頃までの研究目標（第３期科学技術基本計画期間）」

として、以下の項目が掲げられている。 

○ 犯罪者プロファイリング、ＧＩＳを活用した犯罪情勢分析技術の高度化 

○ ３次元顔画像データベースによる犯人顔画像検索照合システムモデル構築 

○ ＤＮＡプロファイリングシステム技術の構築 

○ 学校および通学路における子どもの安全を守る技術等の確立 

 同じく、「2011 年以降の研究目標（第４期以降）」として、以下の項目が掲げられている

（57 頁）。 

○ 新たな犯罪防止・捜査支援・鑑定に必要な技術・システムの開発・実用化 

○ 通学する子供の位置確認・不審人物の認知、危険物の検知のための新技術の開発 

 

第４ 「イノベーション代表例」から 

 内閣府のイノベーション 25 のホームページには、「イラストで見る 20 のイノベーション

代表例」【注２】として、将来像を提示している。これは、2007 年２月 26 日に、イノベーシ

ョン 25 戦略会議がまとめた「『イノベーション 25』中間とりまとめ～未来を作る、無限の

可能性への挑戦～」と共通する内容である。 

 その中で、「安全・安心・快適な地域社会」のタイトルのもとで、「例 14．センサネット

ワークで守る子供の安全」として、 

「ＧＰＳ（全地球測位システム）技術、ロボット技術、ユビキタスセンサネットワーク技

術（人・モノの状況やそれらの周辺環境等、様々な状況・環境を自動認識し、自律的な

情報流通に基づいて 適な動作を実現する技術）を活用した『高度みまもり技術』が開

発・整備され、子どもや高齢者の安全確保のために地域ぐるみの努力もなされることに

より、子供や高齢者が安心して生活できる環境が実現する。」 

としている。そして、これらの「実現のために必要な技術・システム」として、次のよう

なことをあげている。 

○ 監視カメラがネットワーク化され、未然に挙動不審者を発見する自動監視システム

（技術的実現時期：2008 年／社会的適用時期：2014 年） 

○ 公共的空間に設置された監視カメラで認識し、人相・しぐさ・顔かたち・音声等を

解析することにより、指名手配犯・重要参考人等の所在確認を支援する技術（2012 年

／2019 年） 

○ 防災、防犯、介護支援機能に加え多様なサービスを利用者に提供する生活支援型ロ

ボット等を活用した家庭用セキュリティシステムが相互に接続された地域セキュリ

ティシステム（2014 年／2021 年） 

○ 防災、防犯、福祉を中心的概念として用いながら地域社会の形成を促進する技術

（2011 年／2018 年） 

 この内容については、日弁連による警察庁への聴き取りの結果、すべてが閣議決定の内

容に盛り込まれたわけではなく、３次元顔画像データベースによる犯人顔画像検索照合シ

ステムモデル構築は盛り込まれているものの、監視カメラのネットワーク化は盛り込まれ

ていないとの回答であった。 
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 しかし、中間とりまとめという形式で、いったんは監視カメラのネットワーク化が提言

されているとともに、後述するように、警察庁は、閣議決定とは別に、研究会を立ち上げ、

監視カメラのネットワーク化を検討している。 

 

第５ 「伊野辺家の一日」から 

 また、内閣府のイノベーション 25 のホームページでは、「伊野辺家の一日」としてイノ

ベーション推進の成果として約 20 年後の家庭の風景をイメージする「物語」が掲載されて

いる【注３】。３世代とロボットが同居する家を想定して、朝の健康チェックからはじまり、

各世代の仕事、趣味、勉学が先進技術を取り入れ、様々な情報を流通させることによって、

大きく「進歩」している様子が描かれている。 

 それにしても、物語の性格上やむを得ないのかもしれないが、こうした技術を日常生活

に導入することの「素晴らしさ」があらゆる面で賞賛されているのに比べ、それに伴う負

の側面や生じ得るリスクについての考慮はきれいさっぱり抜け落ちている。 

 今回のシンポジウムでは、「伊野辺家の一日」を素材とした劇（映像作品）を上映する予

定である。 

 

第６ 問題点 

 イノベーション 25 では、様々な技術を組み合わせて行動監視を徹底する社会が是認され、

推進されようとしている。特に、「安全・安心な社会」のために、「高度みまもり技術」が

強調され、監視カメラの普及による人の行動の自動的な監視と大量の情報の流通が当然の

前提となっていることは注目される。現在進行している監視カメラの広がりは、このよう

な長期的政策の中に位置付けられているのである。 

 イノベーション 25 では、技術の安全性やプライバシー保護などは容易に飛び越えられる

障害物という程度でしか取り上げられていない。「みまもり」の名目で日常的な監視が行わ

れる社会が人の行動や潜在意識にどのような影響を与えるのか、人間関係や政治的行動は

どうなるのか等、将来の社会を展望するなら当然プラスマイナス両面から論ずべき点が欠

落している。また、トラブルが生じた場合への対応策や、リスクと利便性を比較して技術

の採否を判断するという発想は乏しい。 

 

第３項 警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会 

第１ 研究会と「中間とりまとめ」の概要 

 警察庁は、撮影対象空間の人物や車両等の通行量や動きがあらかじめ設定した範囲を超

えた場合、激しい動きやい集（たむろ）等を異常行動として認知し、アラーム通報する機

能（「異常行動検出機能」）やプライバシーに関する国民の不安を払拭する機能を装備した

街頭防犯カメラシステムを実証・開発する事業を立ち上げ、その調査・検討を推進する機

関として「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会」（座長：前田雅英首都

大学東京法科大学院教授）を設置した。同研究会は、法律や都市工学、画像情報処理の専

門家、自治体、住民を交えた検討をすることを目的として、2009 年 12 月から２年計画で、

神奈川県川崎市ＪＲ川崎駅東口地区をモデル地区として同システムの試験運用を行い、
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2010 年３月に「中間とりまとめ」【注４】を発表した。その概要は以下のとおりである（なお、

警察庁では、「監視カメラ」という用語を使用せず、「街頭防犯カメラ」という用語を使用

している）。 

 

１ システム機能 

 本事業で実証・開発するシステムは、通常の撮影、録画機能に加え、異常行動を検索す

る機能、プライバシー保護を強化したマスキング機能及び画像データの管理を徹底するた

めのアクセス権設定機能（運用要綱に基づき権限を与えられた者をあらかじめ登録し、生

体認証による個人認証によりあらかじめ決められた者が決められた範囲内の捜査のみ行え

るように設定）を有しているシステムである。 

 

２ 異常行動検出機能等の技術検証 

(1) 侵入者（車）検出 

特定のエリア（立入禁止区域等）における人や車両の進入を検出し、アラーム通報す

る機能である。 

（正報率：検出すべき事象を検出できる確率）非混雑時 100％、混雑時 90％ 

（誤報頻度：評価時間あたりの検出すべきでない事象を誤って発報した頻度） 

非混雑時 35 件、混雑時 172 件 

(2) 置き去り・持ち去り検出 

設置物の持ち去りや物件等の置き去り、泥酔者等ある一定時間動かない人物等を検出

し、アラームで通報する機能である。 

（正報率）非混雑時 50％、混雑時０％ 

（誤報頻度）非混雑時４件、混雑時２件 

(3) 混雑検出 

異常な混雑状況や複数人のい集（たむろ）を検出し、アラーム通報する機能である。 

（正報率）非混雑時 100％、混雑時 66.7％ 

（誤報頻度）非混雑時０件、混雑時 3.25 件 

(4) 人流・逆行検出 

路上を疾走する人物等や流れに逆らって不自然に移動する人物等を検出し、アラーム

通報する機能である。 

指定方向への移動検出結果 

（正報率・全体）左右方向 89.2％、斜め方向 96.6％、光軸方向 100％ 

疾走検出結果 

（正報率・非混雑時）左右方向 50．0％、斜め方向 62.5 パーセント、光軸方向 100％ 

（正報率・混雑時）左右方向 31．4％、斜め方向なし（十字路）、光軸方向 36.8％ 

（誤報頻度・非混雑時）０件 

（誤報頻度・混雑時）10.5 件 

(5) 異常音検出 

悲鳴や防犯ブザー等の異常音を検出し、アラームで通報する機能や音源方向を検出す

る機能である。 
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（異常音正報率）2.5ｍ90％、５ｍ85％、10ｍ60％、15ｍ50％、20ｍ50％ 

(6) 特徴検索 

録画画像から、身長や着衣の色・模様等の特徴により、画像を効率的に検索する機能

である。 

夜の映像は昼の場合と比べ精度は落ちるものの全体で７割程度の確率で発見できる

ことが確認できた。無地の着衣については、模様の着衣と比較して精度が低下すること

が確認された。そこで、無地の着衣に対しては着衣の色を重視し、模様の着衣に対して

は着衣の模様を重視して検索するよう調整したところ、概ね 10％程度の精度の向上が見

られた。 

 

第２ 今後の活動予定 

 日弁連が警察庁生活安全局から聴取したところによると、2010 年度に研究会を３回開催

し、川崎市ＪＲ川崎駅東口地区における実証実験も 2010 年いっぱい行い、2011 年３月ま

でに 終とりまとめを行う予定とのことである。 

 

第３ 問題点 

 警察庁の説明によれば、街頭防犯カメラは、有識者会議である「イノベーション 25 戦略

会議」の中間とりまとめ（2007 年２月 26 日）では触れられているものの、政府長期戦略

指針「イノベーション 25」（2007 年６月１日閣議決定）では具体的に言及されていないた

め、街頭防犯カメラの研究は「イノベーション 25」とは無関係とのことである。 

 そうすると、本研究会は、警察庁が街頭防犯カメラの設置運用を普及していくための基

礎と位置付けられるものであり、本研究会のとりまとめは重要な意味を持つと考えられる。

しかるに、当該研究会では、監視カメラの有効性について、客観的なデータに基づく効果

判定を行っておらず、今後も行わないまま、研究を終える予定である。当該研究会の効果

判定は、モデル地区における住民アンケートによる主観的な防犯効果への期待や、安心感

のみにすぎないが、このようなメリットだけを持って、警察が市民のおびただしい数の肖

像を収集し続けることは許されないものと考えられる。 

 しかも、警察庁では本研究会のとりまとめにあたって、パブリックコメント等広く国民

の意見や問題意識を集約し検討をする機会も予定していない。そのため、国民の人権に大

きく影響する街頭防犯カメラの普及が、一部の者だけの判断によって進められてしまうこ

とになる。結論先にありきの進め方である。 

 

第４項 ３次元顔形状データベース自動照合システム 

第１ 概要 

 東京都は、「『10 年後の東京』への実行プログラム 2008」を策定し、2008 年度以降３か

年の事業展開として、「テロリストや指名手配犯を迅速・確実に検挙するために、写真等の

２次元顔画像を立体画像に変換した３次元顔形状データを警視庁のサーバーに登録し、防

犯カメラ等で送信された顔画像と登録データとを自動照合できるシステムを開発する。」こ

とや、「３次元顔形状データベース自動照合システムを活用した取り組みを試験的に実施す
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る」ことを決めた【注５】
。 

 また、東京都は、「『10 年後の東京』への実行プログラム 2009」において、21 世紀の都

市モデルの実現に向け、39 施策を３か年で実行するアクションプランを定めている。これ

らの施策のうちの一つが「 先端技術の活用と官民パートナーシップの構築によるテロ対

策」であり、その事業内容の一つに「３次元顔形状データベース自動照合システムの構築」
【注６】があげられている。 

 警視庁から委託を受けた財団法人都市防犯研究センターが行った「テロ対策へ向けた民

間カメラの活用に関する調査研究報告書」（平成 21 年 12 月）によれば、「３次元顔形状デ

ータベース自動照合システム」は、警視庁において、テロリストや指名手配被疑者等の写

真を３次元顔形状データに変換し、そのデータと、関係機関や商店街、事業所等が設置し

ている防犯カメラ（民間の防犯カメラ）により撮影された顔画像（映像）とを自動照合す

るシステムであり、指名手配被疑者等の発見・検挙につなげることを目的とするとされて

おり、民間部門（公共交通機関や大規模集客施設等）の設置するカメラの映像を非常時（テ

ロ、重大事故、災害等）に警視庁に伝送する「非常時映像伝送システム」も含まれている。 

 また、同報告書によれば、本システムは、犯罪被害の未然防止、犯罪の予防といった防

犯カメラの設置目的に資するものとされ（同報告書４頁）、防犯カメラで捉えた画像（顔画

像）はあらかじめ登録されている指名手配被疑者等の顔画像と自動的に照合し、その結果、

合致した時のみ保存される、合致しなかった時は瞬時に消去されて然るべきである、とさ

れている（同４～５頁）。 

 

第２ その後の進展 

 なお、「イノベーション 25」（2007 年６月１日閣議決定）では、３次元顔画像データベー

スによる犯人顔画像検索照合システムモデル構築があげられており、警察庁では同システ

ムによる鑑定を行っている。警察庁生活安全局の説明によれば、顔識別鑑定は科警研のほ

か６道府県の警察で行っており、90％程度の精度があるとのことである。 

 2010 年８月５日付け毎日新聞によると以下のとおりであり、実用化はすでに進んでいる。 

「道警は 06 年９月、科学捜査研究所（札幌市）に導入し(1) 類似の事件を重ねている可能

性がある(2) 防犯カメラの映像などがあるが、犯行を否認しているなどのケースで容疑

者の画像データを収集している。09 年までの３年間で 99 件の顔画像を鑑定したが、こ

のうち 24 件で同システムを活用した。」 

「このシステムで使うのは２台の高性能カメラ。それぞれ人物の斜め前方から撮影してミ

リ単位で測量し、画像を立体的に再現する。コンピューター画面上で大きさや向きを変

えることも可能で、平面の顔写真同士を見比べる従来の方法では難しかった横顔などの

鑑定がしやすくなる。」 

「道内ではコンビニエンスストアを狙った強盗が４～７月で 26 件発生し、昨年同期より４

件増えている。店内のカメラの位置関係によっては犯人の正面画像がないケースもある

が、３Ｄ識別なら鑑定も可能で、捜査幹部は『余罪捜査などで威力を発揮できる』と期

待している。」。 
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第３ 問題点 

 まず、「３次元顔形状データベース自動照合システム」は、官民一体による「テロを起こ

させない社会づくり」の一環として導入・運用されるものとされ、警察のみならず、民間・

市民を取り込んだ体制整備が前提となっており（同報告書６頁）、監視社会化の潮流と言え

る。 

 また、民間が関与し大量の監視カメラ画像が扱われることに伴い、同報告書自体が指摘

している問題点、すなわち、①民間カメラの映像を警察に提供するのは目的外使用に当た

るのではないか、②民間カメラの映像を警察に提供するのはプライバシーの侵害に当たる

のではないか、③３次元顔形状データベース自動照合システムには、テロリストや指名手

配被疑者等以外の人物の登録も可能と思われ、それにより特定の人物について行動監視が

行われるのではないか（同報告書１頁）、といった問題点の克服は同報告書を読む限り達成

されているとは言えない。 

 さらに、「非常時映像伝送システム」も、警察の恣意によって本来の目的を超えた運用が

なされる危惧を払拭できていない。 

 概して、本取組は、テロ対策、都民の安心と安全社会の実現を強調する一方で、市民の

プライバシー保護対策が不十分なまま導入される危険がある。 

 

【注１】 イノベーション 25 ホームページ 

（http://www.cao.go.jp/innovation/innovation/decision/index.html） 

【注２】 イノベーション 25 イラストで見る 20 のイノベーション代表例 

（http://www.cao.go.jp/innovation/action/conference/minutes/20case.html） 

【注３】 伊野辺家の一日 

（http://www.cao.go.jp/innovation/action/conference/minutes/inobeke.html） 

【注４】 警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会 中間とりまとめ 

（http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki8/cyuukantorimatome.pdf） 

【注５】 「10 年後の東京」への実行プログラム 2008 

（http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2007/12/DATA/70hcl306.pdf） 

【注６】 テロ対策へ向けた民間カメラの活用に関する調査研究報告書 

（http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/partner/image/partnar_camera.pdf） 
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第３節 公権力によって統合される監視カメラの現状 

第１項 監視カメラの現状 

第１ 警察が自ら設置し、または設置を進めている街頭監視カメラ 

 警察が自ら設置する街頭監視カメラの状況は、①街頭監視カメラが 2010 年３月末現在、

神奈川県において 50 台（警察庁）、それ以外の 11 都府県において 411 台（都府県警察）、

②スーパー防犯灯が、16 都道府県 20 地区に計 240 台（警察庁、2008 年３月末時点）、18

都府県 70 地区に、529 台（都道府県警、2010 年３月末時点）、③一部で運転席と助手席に

乗車する者の顔情報も記録できるＮシステム（自動車ナンバー自動読み取り照合カメラ）

は、2009 年度末で 1496 式（1496 カ所）、撮影の対象となっている車線数は約 6000 車線で

あった。また、①のうち、新宿歌舞伎町の監視カメラ（2002 年運用開始、現在 55 台）で

は、撮影された画像は、電話回線を通じて歌舞伎町交番から新宿署と警視庁本部へ転送さ

れ、録画されるとともにモニター監視されている。 

 新聞報道によると、2005 年秋以降、世田谷区で、警視庁成城署の呼びかけによる住民の

費用負担による住宅街への監視カメラの設置が進み、2007 年６月には、480 台に達した。

八王子市でも、警視庁八王子署の呼びかけで、同様に住宅街に 350 台（2007 年７月）の監

視カメラが設置され、2009 年度までに 1000 台にする目標が掲げられていた。 

 2009 年６月 25 日の新聞報道によると、警察庁は、全国 15 地域の住宅街に防犯カメラを

設置し、2010 年１月ころから運用を開始する旨を発表した。これは、機材、映像データの

管理を住民の防犯ボランティアに委託する方式をとるとされる。警察が自ら設置する監視

カメラとして、住宅街へ設置すること、そして住民へ委託することはいずれも初めてのこ

とである。プライバシーに対する配慮を警察が表明している反面、住民同士の監視につな

がるのではないかと懸念する意見もある。 

 

第２ 自治体が設置する街頭監視カメラ 

 現在、全国の自治体において生活安全条例が制定され、マンションや商店街等における

監視カメラの設置が、国庫や自治体予算の投入を伴いつつ推進されている。 

 たとえば、2008 年４月には、福岡市の歓楽街である中洲に、違法な客引きを防ぎ、犯罪

を抑止するためとして、15 台の監視カメラが商店街である中洲町連合会により設置され、

稼働をはじめた。この設置は、中洲地区安全安心まちづくり協議会が承認したものである

が、協議会には、博多警察署長が副会長、県警の担当者３名が会員として参加し、福岡市

は、同協議会の事務局を務めるという、警察、自治体、民間の合体した協議会である。 

 事務局を務める福岡市は、自ら 600 万円を支出する予定であるのに、福岡県弁護士会の

聴き取りに対して「中洲地区における犯罪率等のデータは持っていない。監視カメラの詳

細は設置主体である商店街に聞いてほしい。」等と回答しており、公金を支出する自治体と

しての説明責任を果たさなかった。 終的には、福岡市から 600 万円の税金と、国から 400

万円の税金が投入された。 

 また、 千葉県市川市は、2009 年２月、市内全域に監視カメラを自ら設置して、市役所

で一元管理できるネットワークの運用を開始した。自治体という公権力が、公道に自ら無
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差別撮影を行う監視カメラを設置するのは、異例のことである。 

 2010 年７月、東京弁護士会が都内 23 区 26 市に対して区域内に設置されている官民監視

カメラの設置台数を調査したところによれば、「不明」と回答した自治体もあったが、すべ

ての区市で監視カメラを設置しているようであった。自治体が把握している中で も設置

台数が多かったのが杉並区の 1680 台（区／1198 台、民／482 台）、次いで江東区の 1113

台（区／973 台、民／140 台）、市では町田市の 559 台（市／559 台、民／無回答）、武蔵野

市の 330 台（市／269 台、民／61 台）だった。東京都区市の公共空間は監視カメラが網羅

的に設置されている状況になっている。 

 

第３ 私人が設置する街頭監視カメラや、施設内監視カメラ 

 新聞報道によると、2008 年 12 月時点における店舗内監視カメラの設置台数は約８万台

とされている。 

 この数は日々確実に増大しているもの。マンション等の集合住宅については、正確な数

字が把握されていないが、都内の住戸の数から推測するとおそらくかなりの台数にのぼる。

これが都内に限っての状況であるから、全国規模では、驚くほどの台数にのぼるとみられ

る。 

 全国には多数の監視カメラが設置されており、顔認証システムによる検索・照合の基礎

となり得る市民データの収集量は、おびただしいものである。 

 他方で、これらの監視カメラの設置・運用状況を把握している公的機関は存在せず、そ

の設置・運用状況を規律する法令は、ごく一部の地方自治体条例を除いて存在しない。 

 

第２項 増殖する監視カメラ 

第１ ＪＲ東日本での設置 

 2009 年 11 月、警視庁及び首都圏の県警並びに首都圏を走行する鉄道会社が協議会をも

ち、車内の犯罪、とりわけ痴漢の防止のため列車内へのカメラ設置の検討を開始した。そ

の後、2010 年、東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）が痴漢が特に多い路線である埼京

線（通称。東北・上越新幹線を大宮から上野まで通すことを地元に受けいれてもらうため

に建設した大宮－赤羽間の新線、赤羽－池袋間の赤羽線、池袋－大崎間の山手貨物線を走

行する通勤線）車内へのカメラの試験的導入を決め、2010 年６月現在、２編成の各１輌（川

越・大宮寄り１号車）に設置・運営されている（なお、同社は６月以降、順次導入すると

発表をしている。）。 

 この点につき、2010 年４月 26 日、ＪＲ東日本を訪ね、聞き取りを行った。 

 聞き取りの大要は次のとおりである。 

「１輌に４基設置のものと２基設置のものがある。設置・運営の費用についてはお答えで

きない。今後、埼京線で運転している 32 編成全編成の１輌に設置予定でいるが、他の

路線の車両への設置は考えていない。犯罪発見数、検挙数については社内では統計をと

っていない（が、報道によると減少したと聞いているし、警察からも効果があったと聞

いている。）。このカメラにより痴漢犯人であると否とにかかわらず撮影されるという事

態については認識しており、規定を整備した。音声は収集していない。顔識別機能の導
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入は今のところ考えていない。カメラの設置のあることは車内に表示している。数日間

でデータを（自動上書きの方法で）消去することにしている。データの集中管理はして

おらず、将来については未定である。捜査機関からの開示要請については、法令に基づ

くものだけに応じており、法令に基づくものとは、捜査照会への対応のようなものと思

われると良い。弁護士照会に対する回答というかたちでの開示は考えていない。被撮影

者からの開示請求については、受付を検討していない。民事訴訟における調査嘱託があ

った場合に対応を検討しなければいけないと考えている。設置については賛成意見が多

い（アンケートの結果 90％が賛成）。防犯目的以外の使用は考えていない。肖像権やプ

ライバシーに配慮しなければいけないものと考えている。」。 

 この聴き取りによると、設置の主体は効果について検証していないということであり、

そこからすると、警察が主導であること、警察が報道を利用して効果について公表してい

るにすぎないのではないかと疑われる。 

 

第２ タクシーへの設置 

 各地でタクシーに防犯（監視）カメラを設置する動きが報道されている。これには二つ

の面がある。一つは、タクシー強盗などを契機として、タクシーの車内を監視するカメラ

の設置であり、もう一つは、ドライブレコーダーが交通事故等タクシー車内での犯罪以外

の犯罪または交通事故を記録する側面である。 

 前者について見ると、2009 年における設置率は近畿圏がもっとも高く、大阪の設置率は

50％弱であり、全国の８％あまりに対して、設置率が高い。次に高いところでも北陸の

6.6％であり、四国は 低で 0.9％に留まっている（ただし、高松では全車両に設置の方針

を決めている。）。 

 後者についていうと、警視庁府中警察署と府中市内のタクシー会社３社がドライブレコ

ーダーの記録を交通事故等の捜査のため同署に提供する協定を締結したとの報道があった。 

 

第３ 警視庁の防犯カメラ車両 

 2010 年７月、警視庁が 13 日から防犯カメラを装備した自動車を配備する旨の報道があ

った。報道では、カメラ３台を登載して 高 6.7 メートルの高さから全方位 360 度を撮影

できるもので、事前に住民に周知の上、停車して使用するとされている。しかし、いずれ

走行しながらの撮影も始まることが考えられる。 
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第４節 カメラによる監視の高度化 

第１項 監視カメラシステムの機能の高度化 

 監視カメラシステムは、その目的に応じて多様な機能を持つようになってきているが、

その有する機能の典型的なものが顔認識システム（不特定多数の人の顔を監視カメラで撮

影し、その中から特定の個人を割り出すシステム）である。顔認識システムは、すでに 2002

年に成田空港や関西空港の税関エリアに設置されているほか、2006 年には地下鉄霞ヶ関駅

で顔認識システムの実証実験が行われた。そして、技術の進展に伴い、顔認識システムに

関連する機能も増えてきている。2010 年６月 30 日ＮＨＫあさイチ「あなた撮られていま

す！監視カメラ 新事情」で紹介された例として以下のものがある。 

 

１ 万引き動作検知システム 

 「万引き動作検知システムサブローくん」【注１】（株式会社リテールサポート）は、万引

き犯特有の不審動作をカメラ映像から自動で検知・検出をするソフトウェアである。すな

わち、万引き行為の事前行動・不審行動をカメラが検知すると自動でモニターにアラーム

を立て、また携帯電話のメール機能を活用して不審者検知の静止画像をリアルタイムで転

送することも可能となっている。 

 同社によれば、同システムを導入した店舗ではロス額・率ともに確実に削減できたとの

結果が報告されている。 

 

２ エレベーター内のトラブル早期検知システム 

 防犯カメラ録画サービス「モーションサーチ」【注２】（三菱電機ビルテクノサービス株式

会社）は、防犯カメラの録画機能に解析・察知機能を追加することで、緊急事態を早期に

把握できるようにするシステムである。その機能として二つ紹介されている。一つは、暴

漢によるトラブルなどを 新の画像解析技術で検出する「モーションサーチⅠ」である。

これは、エレベーター内のカメラで撮影した画像を 4800 コマに分割し、各コマに映ってい

る人の動きの「向き」と「大きさ」を解析することでトラブルを検出し、警告アナウンス

や各階停止などを行うほか、状況を詳細に記録するために高画質・高密度録画に切り替え

る機能である。もう一つは、あらかじめエレベーター内の輝度（明るさ）パターンを記憶

させ、人が乗ることで生じる輝度パターンの変化をとらえ乗客を検出し、もし乗客がいる

にもかかわらず数分間ドア開閉がない場合は急病等で動けない人がいる、あるいは不自然

に長くエレベーターにとどまる人がいると判断して、ブザー鳴動のほか、指定階まで運転

してドアを開くという機能である。 

 

３ 類似画像検索システム 

 株式会社日立製作所は、2008 年２月、放送通信融合時代のネットワーク型大規模監視シ

ステムの効率的な運用を実現する技術として、映像監視向けプラットフォーム技術（複数

のネットワークカメラで撮影した映像から重要度の高い映像を選別して表示し、あわせて

データベースの中の類似画像を瞬時に検索できる技術）の開発を発表した【注３】。同技術は、
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ネットワークに接続した数百台のカメラで撮影した映像の中から、人の顔や動きの有無な

どの情報を基に、変化が起きている映像など、監視業務を行う上で重要度の高い映像を、

高画質かつ他のカメラの映像よりも優先的に伝送し、警備室の監視者用モニター画面など

に拡大表示するとともに、過去に撮影した映像データベースの中から類似画像を瞬時に検

察することを可能にするものである。 

 

４ 人物検索技術 

 日本電気株式会社（ＮＥＣ）は、2009 年 11 月、自然な言葉で入力された服や顔の情報

を基に、大量の映像の中から特定の人物を発見できる人物検索技術を開発したと発表した
【注４】。 

 その特徴としては、①自然な言葉で入力した服の特徴をもとに人物を検索することが可

能である、②人物の向きや上下半身の服の色を判定することで高精度な検索を実現できる、

③独自の顔認識技術との組み合わせにより、より高精度な検索を実現できる、があげられ

ている。 

 

 以上のように、現在では、人の顔や動き、衣服の形状から、監視カメラネットワークに

より集積された大量の映像の中から当該特定の人物を割り出すことが可能となっている。

すなわち、技術的には、各場所に設置されている監視カメラをネットワーク化して結び付

けることにより、特定人物の行動を捕捉することが可能になっているのである。また、こ

れに当該人物の氏名、住所、職業等の個人情報データを結び付けることにより、完全に特

定された個人の行動を捕捉することになる。 

 

第２項 空港におけるボディスキャナー 

 堤未果「アメリカから〈自由〉が消える」（扶桑社、2010 年）では、以下の点が指摘さ

れている。 

 ①2009 年のクリスマス・テロ以降、アメリカではすでにいくつかの空港で導入されてい

た全身が裸のイメージ画像となって映し出される「ミリ波レントゲンによる全身スキャナ

ー」（ミリ波スキャナー、全身透視スキャナー）の導入が推し進められている。 

 ②「ミリ波スキャナー」は、アメリカ国内 19 の空港に 40 台設置されたほか、アメリカ

政府は更に１台平均 15 万ドルの「ミリ波スキャナー」を 450 台購入した。 

 ③こうした「ミリ波スキャナー」の導入はアメリカ以外でも、オランダとナイジェリア

が 2009 年 12 月 30 日に発表し、フランスも 2010 年１月８日に試験導入を決定したほか、

イギリスヒースロー空港で搭乗客に対して「ミリ波スキャナー」を使用した安全検査を近

く実施することが発表され、成田空港でも試験的運用が準備されている。 

 ④このような「ミリ波スキャナー」は導入当初からプライバシーの侵害であると指摘さ

れていた。2010 年２月には、ヒースロー空港でミリ波スキャナーに映ったインドの人気俳

優の全裸画像が空港職員の間で出回り、さらにそのコピーを手に入れたファンが全裸画像

にサインを求め本人のところに来たという事件が起きた。 

 また、2010 年３月 10 日ＡＦＰＢＢニュースによると、2010 年３月９日、国連のマーテ
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ィン・シェイニン人権問題特別調査官は、空港でのセキュリティチェックのために全身透

視スキャナーを使用することは、防止策として効果が薄い上にプライバシーに踏み込みす

ぎだと述べ、個人の権利の侵害だとの見解を示した。シェイニン氏は、「プライバシーに対

する影響を 小限にする取り組みがなされなければ、全身透視スキャナーはプライバシー

への過剰な侵害となる」と指摘し、こうした取組として、スキャナーで撮影した画像を担

当者以外の人が閲覧しないようにすることや疑わしい者以外は身元が分からないようにす

ることをあげた。 

 

第３項 人の会話を録音する監視カメラ 

 2010 年４月 13 日付け日本経済新聞によると、概要以下のとおりである。 

 あるタクシー会社は、強盗被害を機に、2009 年 11 月、約 300 万円かけて全車約 130 台

に録音機能付きの防犯カメラを設置した。しかし、車内には、「防犯カメラ作動中」のステ

ッカーだけで録音していることの告知はない。 

 練馬タクシーは、2009 年、録音機能付き防犯カメラをメーカーと共同開発し、全国の同

業者約 80 社に約 5000 台を売り上げた。 

 筑波大付属病院では、2008 年、患者からの苦情や意見を受け付ける相談窓口に防犯カメ

ラを設置。「録音・録画しています」と張り紙で明記している。クレームを繰り返す人がお

り、「言った言わないの水掛け論になることが多く、自衛のためには仕方ない」と話してい

る。 

 録音機能付き監視カメラは、コンビニ店のファミリーマートでは、ほぼ全店のレジ周辺

に導入済みであり、ローソンも数年前から新設店にはほとんど設置しているという。ファ

ミリーマートは、店内に「防犯カメラ設置中」とだけ掲示し、「録音と録画の両方をお客様

に了解頂いている」との見解（広報グループ）を取っている。 

 しかしながら、そもそも会話を録音することは、思想・信条、他人には聞かれることを

予想しない内密なやりとりを収集する危険性があり、そもそも相当高度の必要性なしには

収集が許容されるとは考えがたい。 

 また、「防犯カメラ設置中」との表示だけで、会話を録音されているという状況を認識で

きるとはとうてい考えられず、これで同意したと見なすというのは、明らかに無理があり、

問題である。 

 

【注１】 万引き動作検知カメラシステムサブローくんホームページ（http://www.saburo-kun.jp/index.html） 

【注２】 モーションサーチホームページ 

（http://www.meltec.co.jp/products/ev_es/maintenance/motion.html） 

【注３】 複数のネットワークカメラで撮影した映像から重要度の高い映像を選別して表示し、あわせてデータベースの

中の類似画像を瞬時に検索できる技術を開発についてのニュースリリース。 

（http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2008/02/0201.html） 

【注４】 自然な言葉で入力された服や顔の情報をもとに大量の映像から特定の人物を発見できる、人物検索技術を開発

についてのプレスリリース。 

（http://www.nec.co.jp/press/ja/0911/0404.html） 
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第５節 デジタル社会における監視カメラ画像の商業利用 

第１項 ウィルコムの定点設置型カメラ・センサーネットワーク 

 ウィルコム社は、2008 年７月 28 日、同社が主体となって設立した「ＢＷＡユビキタス

ネットワーク研究会」で、同社が全国に設置している 16 万カ所のＰＨＳ基地局に、高解像

度カメラや映像ネットワークを取り付けることで、市街地の防犯や災害状況などの観測、

天候・環境情報の収集、リアルタイムな交通状況把握、企業における機器・店舗状況の確

認を目的とする、広範な定点設置型カメラ・センサーネットワークの提供を行うとの計画

を発表した。同研究会は、「利便性と安心・安全のトレードオフ」はどこか、インフラをど

う使うのか、議論を重ねる予定としていた。 

 当初は、実施時期について、2009 年 10 月に全国を対象にした商用サービスを開始する

予定の次世代ＰＨＳと並行して展開する予定とされていた。 

 日弁連の調査によると、2010 年４月時点において、ウィルコム社に代わり、同研究会が

実施主体として実施を予定している。 

 このようなカメラの設置場所、方向、解像度によっては、一人一人の市民の容ぼう等が

明瞭に識別可能な形での撮影行為や、公表行為が実施される可能性がある。 

 

第２項 グーグルのストリートビューサービス 

 2008 年８月５日、グーグルは、「Ｓｔｒｅｅｔ Ｖｉｅｗ（ストリートビュー）」機能サ

ービスの提供を開始した。これは、東京、大阪など 12 都市について、グーグルのホームペ

ージ上で、地図の道路上のある地点を指すと、同社が撮影専用自動車で移動しながら撮影

したその地点での 360 度の画像が見える機能で、主要道路に限らず、住宅街の狭い道路を

も対象とした広範囲の画像が撮影・公表されている。そのような撮影を意識しない多数の

市民が写っており、中には、ラブホテルに入る寸前のカップル、立ち小便をしている男性、

路上でキスをする学生等も含まれていた。 

 これらは、原則として正面の顔画像はぼかしがかかっているものの、撮影場所が明確に

特定できるため、対象者を知っている人には、対象者の特定が可能である。また、顔にぼ

かしがかけられていない人の画像も散見されるほか、カメラの位置が歩行者の視点より約

１メートルも高いため、通常であれば塀によって遮られる民家の中をのぞき見る形式の画

像も散見される。また、恥ずかしい画像を集積したホームページが二次的に多数作成され、

さらに多くの人の好奇の目にさらされている。 

 このサービスは、遠隔地の画像が簡単に見られるという便益をもたらすものの、このよ

うな多数の市民に対するプライバシー権侵害を強いても仕方がないといえるほどの対立利

益があるとは言えないとの観点から、サービスの提供をひとまず中止すべきとの会長声明

が複数の弁護士会において出された。 

 全国の約 40 の自治体で、地域住民の住宅情報が同意なしに公表されること等を問題とし

て、国に対し、法令による規制を求める意見書が採択された。 

 日弁連は、2010 年１月 22 日付けで「多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上



第３章 監視カメラ・人の移動履歴に基づく監視 

- 94 - 

の地図検索システムに関する意見書」をまとめ、以下の意見を提出している。 

「１ 多数の人物・家屋等を映し出すインターネット上の地図検索システムについて、同

意なく撮影した網羅的・大量の人物を公表する行為は、対象となる多数の市民の肖像

権・プライバシー権の制約の程度を上回る撮影・公表の必要性・社会的有用性が認め

られない場合には違法である。行政機関から独立した第三者機関によるプライバシー

影響評価手続を経ることがない現状において、新たな地域への拡大は控えられるべき

である。すでに公開されている地域においては、当該自治体の個人情報保護審議会に

おいて、下記の２(2)と同様の事後調査がなされるべきであり、その判断は尊重される

べきである。 

２ 個人情報保護法、個人情報保護条例において、以下の改正がなされるべきであり、

その改正までの間も、以下の運用改善がなされるべきである。 

(1) プライバシー保護の状況を調査監督し、プライバシー侵害のおそれのある行為につ

いては、当該行為者に対して是正勧告ができる、行政機関から独立性を持った第三者機

関を設置すること。 

(2) 地図検索システムと連動させ、公表することを前提として、公道などの公共の場所

において一定数以上の多数の人物の肖像や家屋等を網羅的に撮影しようとする者は、事

前に第三者機関の意見を求めることとし、このような申請を受けた第三者機関は、プラ

イバシー影響評価手続を実施し、肖像権・プライバシー権の制約の程度よりも、撮影・

公表行為の必要性・社会的有用性の方が大きいかどうかについて事前に調査すること。 

(3) 第三者機関が設置されるまでの間、国が設置する消費者委員会や、地方自治体が設

置する個人情報保護審議会等において、本件について対処すること。」。 

 

第３項 Ｗｅｂ－ｃａｍｅｒａ網 

 私企業等が設置した街頭監視カメラの画像をインターネット上で常時中継しているホー

ムページが存在する【注１】（個々のカメラをＷｅｂ－ｃａｍｅｒａという）。その中には、

インターネット経由でカメラの向きやズームアップの指示を誰でもできるものもある。こ

のような監視カメラを、全都道府県単位で検索できるようにしたホームページも存在する。 

 これらのカメラから覗くことのできる市民の容ぼう等は、現時点では画像が粗いため明

確な識別は困難なようだが、技術革新による機器の高度化・低廉化により、明瞭な識別が

可能になれば、肖像権侵害が起こり得る。 

 

【注１】 Web カメラマップ 

（http://www.wcmap.net/pc/index.html） 
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第６節 商業利用としての人の行動把握～デジタルサイネージ 

第１項 はじめに 

 屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ネットワークに接続したディ

スプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステム、これらを総称して「デ

ジタルサイネージ」と呼ぶ【注１】。 

 街頭の大型ビジョンや駅や空港、ショッピングモール、エレベーターや小型店舗、大学、

ホテル、病院などにもデジタルサイネージは急速に広まっている。デジタルサイネージは、

たとえばポスターと比較すると、①写真や文字だけでなく、動画や音声でアピールできる

（情報量が格段に多くなる）、②朝なら朝向き、夜なら夜向きの方法をピンポイントに送れ

る、③人手を介さなくても、端末ごとに内容を変えたり組み合わせたりすることができる、

といった特徴がある【注２】。 

 

第２項 顔認識技術との連携 

 このようなデジタルサイネージに、さらに顔認識技術を用いて、より効果的な情報を発

信しようとする動きが広まっている。 

 イスラエルの TruMedia（トゥルーメディア）は、デジタルサイネージの上に小型カメラ

を設置し、デジタルサイネージの画面を見ている人の顔を認識する技術を開発した。画面

を見つめている人の顔の部分が、認識装置の画面では円に囲まれ、画面を見ている人の人

数が正確に把握できる。顔を背けると、その円が消える。同社の担当者によると、画面を

見ている人の数の認識率は 95％。途中で顔を背けても、30 秒以内に視線が画面に戻れば、

継続した視聴とみなされるようになっている。 

 また、顔の特徴のパターンをいくつも記憶させているので、年齢、性別などの認識も可

能で、現在は、年齢を大人（13 歳以上）と子供（13 歳未満）の２グループに分けて、この

２グループの識別率は 90％。性別の識別率も 90％とされる。 

 つまり、画面の前には何人いて、そのうち実際に画面を見ている人は何人で、それぞれ

が何秒見たか、性別、年齢グループ、などといった情報をリアルタイムで把握できるので

ある。一般的にはテレビの視聴率は世帯ごとの数字だが、デジタルサイネージでは、より

精密な情報の収集が可能となる。リアルタイムでこれらの情報の入手が可能ということの

大のメリットは、 適化が可能ということ。画面を見ている人のうち女性が多ければ女

性向けの広告を、男性が多ければ男性向けの広告を表示するというように、ケースバイケ

ースで 適な情報を選択することが可能になる。 

 プライバシーの点で言えば、顔写真や動画のデータは一切保存されず、どこの誰である

のかを特定できる情報は収集しないという【注３】
。 

 

第３項 我が国での状況 

 日本においても、顔認識機能を導入したデジタルサイネージが設置されはじめている。 
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第１ 渋谷駅前 

 2008 年 10 月から３ヶ月間、渋谷駅ハチ公口スクランブル交差点、「ＱＦＲＯＮＴ」壁面

の大型ビジョン「Ｑ'e ＥＹＥ」で、ビジョンを見た視聴者数を自動分析し、性別、年齢別

にカウントする実測実験が、アビックスにより、TruMedia 社の専用ソフトを使って行われ

た。映像は現地ボックス内で認識・処理後、数値分析のデータのみをサーバーに送信し「個

人情報を保護」（同社）されたという【注４】
。 

 

第２ 立川での実証実験 

 2008 年 10 月８日～28 日の 21 日間、商業施設グランデュオ立川にて、顔認識技術デジタ

ルサイネージ（ＮＥＣ「eye flavor」）を導入しての広告効果の実証実験が行われた。 

 この実証実験では、時間帯、性別、年代ごとに、広告を見た人の数や時間、広告までの

距離などを測定し、顧客を性別と年代から 14 の属性に、視認効果を「Imprint（じっと見

た）」、「Impression（よく見た）」、「Feeling（ちらっと見た）」という３段階に分け、広告

が来客に与えた印象の度合いを分析。その結果、正面入り口から来店した人の約１１％が

広告を見たことが判明したという【注５】
。 

 

第３ 日本橋での実証実験 

 2008 年 12 月 16 日から 2009 年１月 18 日までの１か月間、ＮＥＣは、同社製のオールイ

ンワン型デジタルサイネージボード「eyeflavor」を使用して、イタリアのコーヒーブラン

ド「illy」の店舗「Espressamente illy」（エスプレッサメンテ イリー）日本橋中央通り

において、顔認識技術を用いたデジタルサイネージの実証実験を行った。 

 店舗入り口に１ヶ月間設置し、「eleflavor」の前に立った顧客の顔から性別や年齢層を

自動的に判別し、あらかじめ準備した 14 種の広告から顧客属性と時間帯に 適な広告を配

信した【注６】
。 

 

第４ 福岡での実証実験１ 

 2009年４月１日～７月31日にかけて、ソフトバンクグループのＣＯＭＥＬとヤフーは、

ＣＯＭＥＬが運営するデジタルサイネージ「福岡街メディア」で、インターネット広告の

効果を実証する実験を行った。 

 この実証実験では、ＣＯＭＥＬが福岡市内に展開するデジタルサイネージに、「Ｙａｈｏ

ｏ！ＪＡＰＡＮ」上で展開している様々なコンテンツと広告を配信し、視聴者の属性及び

配信されたコンテンツと広告の視認率を、ディスプレイ付近に設置した顔認識カメラとＮ

ＥＣ製の顔認証技術を用いた広告価値測定システムを用いて計測。また、配信された広告

がどのくらい認知・理解されたかについて、アンケート調査により把握し、両者の結果に

基づいて、デジタルサイネージの効果を定量的・定性的に検証した【注７】
。 

 

第５ 福岡での実証実験２ 

 2010 年３月、日商エレクトロニクスのグループ会社でビジュアライゼーションの専門会

社である株式会社エヌジーシーは、電通九州及び電通テック福岡支社経由にて、顔認識を
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コンテンツと連動させる双方向デジタルサイネージシステムを福岡ＰＡＲＣＯに、そのグ

ランドオープンに合わせて納入した。 

 従来のデジタルサイネージでは、タッチパネルによる操作性を高めると、モニターを近

くで見ることを想定したコンテンツが優先になってしまい、離れた場所から画面を見る視

聴者に訴求する全画面を用いた見栄えの良いコンテンツを作ることは難しく、その逆も同

様であった。また、コンテンツの切り替えに光学センサーなどを用いた場合、来店者がデ

ィスプレイの前をとおり過ぎただけでコンテンツの切り替わりが発生し、確実な効果を見

込むことが難しい状況であった。今回株式会社エヌジーシーが納入した「顔認識カメラと

の連動サイネージ」システムでは、実際に利用者が画面を見ているか否かを顔認識により

判断するため、無駄な画面の切り替わりがない上、視聴者の場所によりコンテンツが 適

化されるため、デジタルサイネージへの効果的な誘導を実現している【注８】。 

 

第６ 駅構内での実証実験 

 2010 年６月 21 日から１年間にわたって、首都圏の主要駅構内における効果的なデジタ

ルサイネージ広告メディアのネットワーク事業を構築するために、実証実験が行われてい

る。  

 各モニターに、顔認識システムを搭載し、モニターの前を通過した人数や、広告を見た

人の数、また広告を見た人の性別や年代などの属性を検出、測定する。これらのデータか

ら、駅のデジタルサイネージにおいて、どのような内容・表現の広告がより注目されるか

を定量的に評価することを試み、これらデータは媒体レポートとして広告主に提供する。

撮影した映像、画像は保存せず、システムが計算した属性データのみを蓄積するという【注９】
。 

 

第７ ＪＲ東日本の自動販売機での実用化 

 ITmedia ニュースによると以下のとおりである【注 10】
。 

「 ＪＲ東日本ウォータービジネスは 2010 年８月 10 日、47 インチのタッチパネルディス

プレイで飲料を選んで購入する自動販売機を、東京のＪＲ品川駅に２台設置した。客の

性別や年代、季節、時間などに応じて 適な商品を表示する“マーケティング頭脳”付

きの 新モデルだ。 

 一般的な飲料自販機に付いている商品サンプルの陳列スペースや選択ボタンがなく、

代わりにタッチパネルディスプレイを搭載した。客は、ディスプレイに表示された複数

の商品画像から買いたいものを選んで直接タッチし、購入する。 

 自販機は同社のサーバーとＷｉＭＡＸでつながっており、大容量の映像をタイムリー

に配信できるという。災害時には商品を無料提供するよう遠隔操作することも可能だ。 

 顔認識技術も応用する。客が顔を自販機に向けると、上部に設置したカメラで顔画像

をとらえ、性別や年代を推定。 適な商品におすすめマークを付けて強調する。客の属

性やＰＯＳデータを自販機から取得し、今後おすすめの精度を上げていく。複数の客が

いる場合は、 も近くにいる人の顔画像から推定。性別と年代の両方を正しく判定する

確率は 75％という。 

 まずは品川駅に２台設置した。今後２年間で都心部を中心に、新規・置き換えの両方

で 500 台を展開する計画だ。」。 
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第４項 問題点 

 デジタルサイネージにおいては、通行する市民一人一人の顔が、顔認識システムによっ

て捕捉されている。宣伝効果の評価に必要な範囲での情報収集しか行わない建前なので、

性別や年代の属性のみを記録していくと説明されている。 

 確かに、個人識別が不可能な状況での情報収集であれば、プライバシー侵害の問題点は

小さいと言い得る。しかしながら、公共空間に無数に存在する監視カメラが行っているの

と同様に、顔情報を記録していくことも、仕様を変更すればできてしまうものである。こ

の場合、顔認識システムが搭載されている前提があるため、顔情報が記録保存されれば、

後に顔情報を用いて検索することが可能になる。 

 広告効果の評価とは無関係の顔情報が、容易に検索可能な形で記録されないことは、今

のところ設置者の善意のみにゆだねられている。 

 犯罪不安を基にした、安全安心まちづくりを進めている警察庁や自治体の要請に基づき、

設置者が、善意によってそのように使用を高度化する機会が皆無であるとの保証はない。 

 したがって、必要性なしに、顔情報が収集・記録されてはならないことを定める法規制

が必要である。 

 

【注１】 デジタルサイネージコンソーシアムオフィシャルウェブサイト（http://www.digital-signage.jp/） 

【注２】 中村伊知哉、石戸奈々子「日本を動かす次世代メディア デジタルサイネージ戦略電子看板 前線」（アスキー・

メディアワークス、2010 年） 

【注３】 湯川鶴章「次世代マーケティングプラットフォーム 広告とマスメディアの地位を奪うもの」（ソフトバンクク

リエイティブ、2008 年） 

【注４】 「大型ビジョン、見た人を自動分析－ハチ公前交差点で世界初導入」（2008 年 10 月 23 日シブヤ経済新聞） 

（http://www.shibukei.com/headline/5670/） 

【注５】 「グランデュオ立川、顔認識型デジタルサイネージで 11％の広告視認効果」（2008 年 12 月 16 日 ITmedia） 

（http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0812/16/news068.html） 

【注６】 2009 年１月９日 財経新聞  http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090116/27157.html 

【注７】 ＣＯＭＥＬ株式会社・ヤフー株式会社 2009 年４月９日プレスリリース 

【注８】 日商エレクトロニクス株式会社 2010 年６月４日プレスリリース 

【注９】 デジタルサイネージ推進プロジェクト 2010 年６月 11 日プレスリリース 

【注 10】 （http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100810-00000077-zdn_n-sci） 
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第７節 人の移動履歴に基づく監視 

第１項 はじめに 

 監視カメラは、人の肖像をとらえることから、古典的なプライバシー権侵害の問題とし

て、古くからその規制のあり方が論議されてきている。 

 他方で、人の肖像自体はとらえないものの、特定人物の移動履歴をとらえることの可能

な技術が一般化しつつある。そのため、その記録のあり方や利用のあり方いかんによって

は重大なプライバシー侵害を引き起こしかねない。 

 本章においては、自動車を用いた人の移動履歴を蓄積するＮシステムの問題と、ＧＰＳ

機能等を利用した人の移動履歴の捕捉、記録、活用のためのシステムについて検討する。 

 

第２項 Ｎシステム 

第１ 概要 

 自動車ナンバー自動読取装置（Ｎシステム）とは、警察が高速道路、主要幹線道路の走

行車両を上から見下ろす位置に設置し、通行車両の画像を記録する無人カメラの一種であ

る。赤外線カメラで通過車両を撮影し、車両の番号を読み取って手配車両の番号と照合す

る。本来は盗難車両の捜索を目的としたものであり、1986 年から設置が開始され、2000

年には全国に 540 台、2006 年には 1000 台余の設置をしたと警察庁は説明している。しか

し、設置場所や地域ごとの設置台数等詳細は発表されておらず、実態は不明である。 

 

第２ 警察庁からの聴取内容 

 2010 年７月 27 日の日弁連の聴き取りの結果、以下の事実が判明している。 

１ 2009 年末現在で、予算上の措置として 1496 式（1496 カ所）、約 6000 車線を撮影対象

としてカバーしている。このうち 666 式が、2009 年に予算上措置されたものである。 

２ 撮像して、その瞬間的にはナンバー画像を写すが、データ処理して、ナンバー情報だ

けを読み込んで、画像は消えていく。 

３ 誤読を防止するために、１回録画して、ナンバー情報を正確に捕捉している。 

４ 新しい機種においては、運転席のみならず、助手席に対しても赤外線を照射し、そこ

に座っている人物の顔画像が収集可能な機能がある。ただし、記録はしていない。読み取

り範囲の制限について、通達はなく、メーカーとの協議で仕様を決めている。 

５ 旧式のものでのナンバー情報の読み取り支障があるかどうかは不明である。 

６ 1986 年から整備を行ってきていて、高度化はしている。認識率をあげたい。 

 認識できなかった場合として、登録情報の解除漏れの例や、泥が付いていて６を８と読

んだケースはある。これらのケースは、高度化しても誤読を克服することは難しい。 

７ Ｎシステムにより捜査が成功したという例の集計は、警察庁では行っていない。県警

レベルでは行っている場合はあるかもしれない。手配車両としてヒットしたものは何台あ

ったかと言うことは報告を受けている。被害車両としてヒットし、追跡、検挙したのは、

2009 年では全国で盗難、逃走車両 533 件である。 
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 ヒット自体は直ちに警報情報が流れる。あとはどう体制をとれるかの問題である。 

８ Ｎシステムの整備は、予算上の政府の大枠があるので、ゴールがどこかというのは、

警察としてはまだ決めていない。現在の設置数というのは、車を使う犯罪でどこでも引っ

かかるかというと、ほど遠い状況にある。 

 犯罪がある程度発生して、交通量があって必要な部分にはくまなく設置したいが、それ

がどこかは、その時々の状況で判断していかなければならない。 

 全体の道路の数パーセントいっているかどうかという状況である。 

９ ドイツの違憲判決は承知している。当庁においては、設置・運用等に関する法律の制

定は今のところ検討していない。 

10 Ｎシステムは、2009 年３月末時点において、990 箇所に設置している。 

 

第３ 問題点 

 Ｎシステムは、車両番号のみを記録する建前であり、その建前どおりの運用がなされて

いるならば、プライバシー侵害性に関して、個人の容ぼうを記録する監視カメラのような

肖像権侵害の問題は生じないこととなる。しかし、新しい機種においては、運転席のみな

らず、助手席に対しても赤外線を照射し、そこに座っている人物の顔画像が収集可能な機

能があり、そのような機種を配備すること自体の問題はある。 

 警察庁は、そのような機能があることを認めつつも、ナンバー読み取りにしか使用して

いないと説明するが、その運用実態は何ら情報公開されていないため不明であり、いつで

も人の顔画像を収集・蓄積できる状況である（しかも、2008 年 11 月６日には、警察庁は、

各都道府県警に対し、刑事訴訟での証拠開示請求をめぐる通達を発している。その内容は、

Ｎシステムのデータや解析報告書について、裁判所が開示命令を出す可能性は否定できな

いとして、秘密保持を厳守するよう指示したものである）。 

 仮に建前どおりの運用がなされていたとしても、公道上を走行する車両を被疑車両だけ

でなくすべてを選別することなく記録していること、運用主体が警察であることから、や

はりそのプライバシー侵害の問題はある。 

 また、運用の目的も盗難車両捜索のみに限定されていないおそれがある。情報収集の範

囲・方法、情報の利用目的・態様、情報の保存期間等、詳細は一切不明なのである。 

 過去に２度ほど警察官のパソコンから「ウィニー」に関連するウィルスによりＮシステ

ムを含む捜査情報が流出したことがある。2006 年３月愛媛県警捜査一課の男性警部のパソ

コンから、また、2007 年６月警視庁北沢警察地域課の男性巡査部長のパソコンからデータ

が流出している。 

 流出したデータから、全国に 1000 台以上のＮシステムが設置されていたこと、同システ

ムによって取得された７年前のデータが保存されていたこと、データが警察署外に持ち出

され、警察官の私物パソコンに保存されていたことなど、多くの問題のあることが判明し

ている。 

 にもかかわらず、いまだに、Ｎシステムの設置・運用を管理する法律は存在しておらず、

警察権の行使に対する民主的コントロールは欠けたままである。 
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第３項 地理空間情報の活用推進に関する行動計画 

第１ はじめに 

 地理空間情報活用推進基本法（2007 年８月施行）に基づき内閣官房のもとに設置された

地理空間情報活用推進会議は、2008 年４月に「地理空間情報活用推進基本計画」を発表し

た【注１】。「基本計画」は地理空間情報活用推進の意義について次のように述べている。 

「時刻に関する情報を含む位置の情報と、位置の情報に関連付けられた様々な事象に関す

る情報が地理空間情報であり、地理空間情報を高度に活用するために必要なツールが地

理情報システム（ＧＩＳ）と衛星測位である。ＧＩＳは、デジタル化された地理空間情

報を電子地図上で一体的に処理して視覚的な表現や高度な分析を行う情報システムで

ある。また、衛星測位は、人工衛星から発射される信号を用いて位置や時刻情報を取得

したり、これらを利用して移動の経路等の情報を取得することである。」 

「ＧＩＳと衛星測位は、様々な事象に関する情報を位置や時刻と結びつけ、情報通信技術

（ＩＣＴ）を利用して取得、管理、分析、表現することにより、我々の行動選択の判断

材料となる的確な情報を提供するツールとなるものである。また、あらゆる情報の電子

化が爆発的に進んで膨大な情報が蓄積されるようになった結果、真に必要な情報を見つ

け出すことがかえって困難になっていること（いわゆる情報爆発）から、このような膨

大な量の情報を位置と時刻を軸として管理し、効率的に活用していくことが必要になっ

ている。このように、ＧＩＳと衛星測位を利用して地理空間情報を高度に利用していく

ことが、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現

する上で極めて重要になっている。」。 

 そして、地理空間情報活用推進会議は、上記「基本計画」に基づいて 2008 年８月及び

2009 年６月に「地理空間情報活用推進に関する行動計画（Ｇ空間行動プラン）」を策定し

た。以下では、そこで示されている活用例のうち、人の行動監視に関わるものを紹介する。 

 

第２ 犯罪情報分析におけるＧＩＳ（Geographic Information System）の活用（警察庁） 

１ 概要 

(1) Ｇ空間行動プランにおける記載 

「地理空間情報活用推進に関する行動計画（Ｇ空間行動プラン）」の中で、警察庁は、

表記の施策を掲げ、「犯罪統計、犯罪手口等の情報を電子地図上に表示し、他の様々

な情報を組み合わせるなどして犯罪発生場所、時間帯、被疑者の特徴等を分析し、よ

う撃捜査（犯行予測に基づき捜査員を先行配置して検挙する捜査）等を支援する情報

分析支援システム（ＣＩＳ－ＣＡＴＳ）（仮称）を都道府県警察に配備し、捜査の効

率化・高度化を推進する。」 

とし、具体的な達成期間として、このシステムの整備を 2008 年度中に行うとしている。 

(2) 平成 20 年版警察白書における記載 

平成 20 年版警察白書によると、プロファイリングと並んで、情報分析支援システム

の構築が取り上げられている。 

プロファイリングについては以下の記載がある。 

「  プロファイリングとは、犯行現場の状況、犯行の手段、被害者等に関する情報や資
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料を、統計データや心理学的手法等を用いて分析・評価することにより、犯行の連続

性の推定や次回の犯行の予測、犯人の年齢層、生活様式、職業、前歴、居住地等の推

定を行うものである。 

被害者と犯人のつながりが薄い事件や、物証・目撃情報が乏しい事件のように、通

常の捜査活動では解決困難な事件の捜査で効果を発揮することが期待されており、警

察では、現在、捜査現場での普及に向けた取り組みを推進している。」 

情報分析支援システムの構築については、以下の記載がある。 

「『人からの捜査』『物からの捜査」』が困難となる中、犯罪の迅速な検挙を確保するた

めには、捜査現場の体制・執行力の更なる強化に加え、犯罪関連情報の総合的な分析

を推進することにより、捜査の方向性や捜査項目の優先順位の判断を支援することが

重要である。 

 警察庁では、現在、犯罪手口、犯罪統計等の捜査管理に関する情報の統合を行って

いる警察総合捜査情報システムを高度化し、情報分析支援システム（ＣＩＳ－ＣＡＴ

Ｓ）（仮称）を構築することとしている。このシステムにより、警察総合捜査情報シ

ステムで行っている業務と被疑者写真照会業務およびＤＮＡ型照会業務とを統合し

たり、業務間の連携により重複入力を排除し、横断的検索を可能とするなど、登録・

照会の効率化を図ったりするほか、犯罪手口、犯罪統計等の犯罪関連情報を地図上に

表示し、他の様々な情報と組み合わせるなどして犯罪の発生場所、時間帯、被疑者の

特徴等を総合的に分析することが可能となる。」。 

なお、これに先立ち、2007 年２月 19 日には、警察庁から、「警察総合捜査情報システ

ムの業務・システムの 適化計画」【注２】が示されており、2009 年１月には、捜査の効率

性をはかるために、ＤＮＡ型照会業務、被疑者写真照会業務などを、警察総合捜査情報

システムに統合することが工程表として示されている。 

 

２ 現状 

 日弁連が 2010 年７月 27 日に警察庁から聴取したところによると、現在、全国に約 4500

台のＣＩＳ－ＣＡＴＳ端末が配備され、2009 年１月から運用が始まっており、端末増設及

び機能強化は検討中とのことである。ＣＩＳ－ＣＡＴＳにより、指紋やＤＮＡ型データベ

ース、犯歴情報、過去の犯罪地・犯行時の居住地といったデータを電子地図上に統合する

ことが可能となり、捜査員からは犯罪捜査・分析が従来に比べて容易になったとの評価を

得ているとのことである。なお、街頭防犯カメラのデータは統合していない。 

 プライバシー保護については、ＣＩＳ－ＣＡＴＳシステムにアクセスできる者を業務に

関係があるか否かで制限している。たとえば、窃盗の捜査をする者であれば、それに関連

するデータにはアクセスできるが、それ以外のデータにはアクセスできないようにカテゴ

リーを作っている。また、データを出力したものを保管したり利用したりする際には管理

簿に記帳することにより管理し、データの漏洩防止を図っているとのことである。 

 

第３ 屋内外シームレス測位技術の開発（国土交通省） 

１ 概要（Ｇ空間行動プランにおける記載） 

 Ｇ空間行動プランにおいて、国土交通省は、 
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「ＧＰＳ、ＩＣタグ等を活用して、屋内外のシームレス測位が容易に行える技術を開発す

る。」 

とし、 

「平成 22 年度までに、屋内外ともにメートルレベルの精度で移動体の位置を決定できる技

術を開発する。」 

としている。 

 

２ 現状 

 日弁連が国交省に行った照会に対する回答は概要以下のとおりであった。 

(1) 国交省では、2006 年度から 2008 年度にかけて、ＧＰＳとＩＣタグを組み合わせた

屋内外シームレス測位の技術開発とその精度検証を目的として研究及び実証実験を行

った。その結果、ＧＰＳ（屋外）とＩＣタグ（屋内）を組み合わせた測位技術により、

屋内空間においてもＩＣタグ配置密度に応じて数ｍ精度の測位が実現できることが確

認された。 

(2) この研究で実施したＩＣタグを用いた測位とは、屋内空間の歩行者等がＩＣタグの

リーダーを持ち、近隣のＩＣタグから得た情報（ＩＣタグのＩＤ番号）をもとに自分の

位置を知るものである。ＩＣタグの位置（緯度・経度）はあらかじめ計測されており、

歩行者等が持っているパソコン内にＩＤ番号とともにあらかじめ登録しておき、実際に

受け取ったＩＤ番号をパソコン内で参照することにより、取得したＩＣタグの位置を得

て、これを近似的に歩行者等の位置とする。 

(3) 2009 年度から 2010 年度にかけては、ＩＣタグのみならず無線ＬＡＮ等の様々な屋

内測位技術の設置コスト、メンテナンスの容易性や精度に関する調査を行っている。 

(4) プライバシー保護に関しては、上記①の測位手法ではリーダーを持っているユーザ

ーがタグのＩＤ番号を読み取る方式を採用しており、測位結果は歩行者等のパソコン内

にのみ存在するため、パソコンやデータを適正に管理することにより、歩行者の位置履

歴（プライバシー情報）の漏洩が起こることはなく、2008 年度までの技術開発において

はプライバシー保護に関する検討を行っていない。一方、ＩＣタグのＩＤ番号や無線Ｌ

ＡＮの基地局番号に対応する位置や関連する情報をネットワーク上のサーバーに問い

合わせる場合は、ネットワーク上での盗聴やサーバー上での問い合わせ履歴の管理等に

ついて配慮する必要があるため、2009 年度以降は測位手法に内在するこのようなプライ

バシー保護上の問題点に留意しながら調査を行っている。 

 なお、(3) に関して、国土地理院は、誰もが簡単にかつ必要な精度で自己の位置を知る

ことができる社会を目指しており、そのために屋内における無線ＬＡＮを使用した測位、

ＩＣタグを使用した測位、及びこれらの測位方法と屋外におけるＧＰＳとを併用した屋内

外のシームレス測位の実験を行っている（地理情報解析研究室 主任研究官 神谷 泉「無

線ＬＡＮとＩＣタグの測位への利用と屋内外のシームレス測位」）。 

 

第４ 位置情報認証技術の研究開発（総務省） 

１ 概要 

 Ｇ空間行動プランにおいて、総務省は、 
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「高精度・高信頼の時刻・位置情報を容易に利用できるようにするために、基準座標系の

高精度化、測位における距離基準計測、位置情報認証の基盤技術を確立するための研究

開発を行う」 

とし、2010 年度までに基盤技術を確立するとしている。 

 位置情報技術の中でもとりわけ、対象物の位置を①正確に、②継続的に、③リアルタイ

ムで、特定・把握できるという点で近年注目を集めているのがＧＰＳ（Global Positioning 

System：全地球測位システム）技術である【注３】。 

 ＧＰＳは、地球上空約２万ｋｍを周回する 24 機のＧＰＳ衛星と、それらのＧＰＳ衛星の

追跡・管制を行う地上管制センター、測位を行うための利用者の受信機の３者で構成され

ている【注４】。 

 

２ ＧＰＳの利用例 

(1) 各分野における利用例 

ＧＰＳ技術は、様々な分野で利用されている。たとえば、軍事分野（航空機、艦船、

車両、人間等への正確な航法支援）、測量（測量基準点としての電子基準点、基準点測

量）、防災（電子基準点による日本列島の地殻変動観測、火山活動観測）、建設・建築（構

造物構築時の位置決め、構造物の変形監視等）、などがある。 

また、外国では捜査機関による被疑者の追跡や性犯罪者の居所把握のための追跡等犯

罪捜査や犯罪抑止を目的とした利用例もみられる。日本においても、2006 年に愛媛県警

がＧＰＳを使って位置情報を提供する大手警備会社の携帯端末を取り付けて殺人事件

の参考人の行動確認をしていたことが明らかになっており、愛媛県警はＧＰＳ使用につ

いて、 三小判 1976 年３月 16 日（判時 809 号 29 頁）の趣旨を踏まえ検討したところ

「任意捜査として許容される」との見解を発表している【注５】。 

(2) 生活分野における利用例 

生活分野におけるＧＰＳ技術の利用例としては、カーナビゲーションシステム、携帯

電話の現在地表示サービスやルート案内サービスのほか、ＧＰＳ機能を搭載した携帯電

話を子どもや老人等に持たせてその居場所を把握する安全見守りサービス、緊急通報時

の位置情報通知システム（総務省消防庁で 2007 年１月 26 日から運用開始）がある。 

携帯電話によるＧＰＳ技術の利用は、自己の位置情報のほか、探したい相手が今どこ

にいるかを検索したり、指定した時刻に相手がどこにいるかを自動的に検索してメール

で知らせたり、同じく指定した時刻に指定したエリア内にいるか否かをメールで知らせ

るサービスがある【注６】。 

 

３ 総務省のガイドライン 

 総務省では、位置情報に関して、1991 年に電気通信事業者が取り扱う個人情報保護のあ

り方についての 小限のルールとして「電気通信事業における個人情報保護に関するガイ

ドライン」を策定し、同ガイドラインはその後３度（ 終 2005 年）改訂されている。電気

通信事業者は同ガイドラインに基づいた自主規制を行っている。同ガイドライン第 26 条は、

位置情報と個人情報保護について次のように定めている。 

(1) 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の発付した令状に従う場合そ
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の他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報（移動体端末を所持する者の位

置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。以下同じ。）を他人に提供しな

いものとする。 

(2) 電気通信事業者が、位置情報を加入者またはその指示する者に通知するサービスを

提供し、またえ第三者に提供させる場合には、利用者の権利が不当に侵害されることを

防止するため必要な措置を講ずるものとする。 

このように、ガイドラインは利用者の位置情報を第三者に提供することを原則として

禁止し、加入者や第三者に提供する場合には「必要な措置」を講ずることを定めている。

ここにいう「必要な措置」とは、同ガイドラインの解説（第 26 条解説改訂版、2007 年）

によれば、①利用者の意思に基づいて位置情報の提供を行うこと、②位置情報の提供に

ついて利用者の認識・予見可能性を確保すること、③位置情報について適切な取扱いを

行うこと、④第三者と提携の上サービスを提供する場合は、提携に関する契約に係る約

款等の記載により利用者のプライバシー保護に配慮すること、があげられている。同解

説は、さらに、①利用者の同意取得の明確化を要求し、②利用者の認識・予見可能性確

保については、画面表示や移動体端末の鳴動等の方法を指摘し、③位置情報の取扱いに

ついては、権限を有しない者が位置情報のモニターをできないよう、暗証番号の設定、

アクセス端末の限定等の措置、他の電気通信事業者等が位置情報サービスを提供する場

合等において、自車の管理する基地局情報が他社に不当に利用されることのないよう基

地局情報の管理について規程を設けることを指摘している。また、ＧＰＳによる位置情

報など、電気通信サービスの提供に必要のない位置情報は、原則として利用者の意思に

基づかずに取得してはならない、としている。④第三者との提携の上でのサービス提供

については、提携に関する契約に係る約款等において、第三者においてプライバシー保

護措置が確保されることを担保することや、利用者のプライバシーが不当に侵害されて

いると判断される場合には、位置情報の提供を停止できるようにしておくことが指摘さ

れている。 

また、同ガイドライン第 10 条では取得した個人情報の保存期間について、「原則とし

て利用目的に必要な範囲内で保存期間を定めるものとし、当該保存期間経過後又は当該

利用目的を達成した後は、当該個人情報を遅滞なく消去するものとする」と定めている。

総務省によれば、この保存期間の設定は企業に任せているが、利用者からの料金の問い

合わせに対応するために３ヶ月から６ヶ月ほど保管しているのではないかとのことで

ある。 

日弁連が総務省から聴き取ったところによれば、位置情報に関する漏洩等の問題は

2010 年７月時点までには起きていないとのことであった。 

 

４ アメリカでの裁判例等 

(1) 修正第４条によるプライバシーの保護 

ＧＰＳとプライバシーの関係については、アメリカで議論がなされているので、その

状況を紹介する（【注３】に指摘した文献に基づく）。アメリカ合衆国憲法修正第４条は、 

「不合理な捜索及び逮捕・押収に対してその身体、住居、書類及び所有物が保障される

という人民の権利は侵されてはならない。また令状は、宣誓または確約によって裏付
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けられた、相当な理由に基づいていて、かつ、捜索される場所及び押収される人また

は物を特定的に記述していない限り、発せられない。」 

と規定している。 

捜査機関が電子盗聴器及び録音機を、被告人が電話をしている公衆電話の外側に取り

付けて会話を盗聴したことが修正第４条の捜索・押収に該当するかが争われたカッツ対

アメリカ合衆国事件において、1967 年連邦 高裁の法廷意見は 

「本人が私的な事柄として他人に公開しないようにしている事柄は、たとえ公衆がア

クセス可能な場所であったとしても、憲法上保護され得る」 

とし、 

「政府が上訴人の言葉を電子的に傍受し記録する行為は、彼が公衆電話を利用する際

に正当に期待するプライバシーを侵害するものであり、それゆえ、修正第４条の『捜

索・押収』に該当する」 

と判示した。また、この判決の補足意見において、ハーラン判事は、電話ボックスは

住居と同様に、個人が憲法上保護される「プライバシーに関する合理的な期待」を有

する領域であるとし、こうしたプライバシーに関する合理的な期待が憲法上保護され

るためには、 

「第一に、個人が現実的な（主観的な）プライバシーの期待を表明していること、第

二に、社会がその期待が合理的であると認める用意があること」 

という二つの要件を満たすことが必要となると示し、この要件はその後の連邦 高裁

において修正第４条の適用基準として受け入れられている。 

ＧＰＳを利用した捜査に関しては、オレゴン州やニューヨーク州の裁判所において令

状を必要とする判断が示されている。 

(2) 民間におけるＧＰＳの利用 

車両レンタル会社によるＧＰＳ装置の利用が、レンタカー利用者のプライバシーを侵

害するかが争点となった 2005 年のターナー事件において、コネチカット州上位裁判所

は、貸与契約にＧＰＳが搭載されていることが記されていたことなどを踏まえ、プライ

バシー侵害の主張を退け、コネチカット州控訴裁判所も原審の判断を維持している。 

また、雇用者が被用者の動向調査のためにＧＰＳを利用した 2005 年エルジン事件に

おいて、ミズーリ州東部地区連邦地方裁判所は、ＧＰＳが搭載された会社の車両の運転

中は、その位置について合理的なプライバシーの期待がないという 1983 年ノッツ事件

連邦 高裁判決を参照するなどして被用者側の主張を退けている。 

前者は、車両レンタル会社が自車の車（財産）を守るためにその移動状況を把握して

おくというものであり、後者は、雇用者が自車の車（財産）を守るためと、被用者の稼

働状態を知るために車の移動状況を把握しておくというものであり、いずれも、運転者

のプライバシー保護という観点だけでは解決できない利害状況がある。したがって、仮

に、これらの移動情報を直接警察が把握する仕組みにしているとすれば、運転者のプラ

イバシー保護が正面から問題になる。公共の場において行われた監視によるプライバシ

ー侵害が争われたネーダー事件に関するニューヨーク州控訴裁判所判決では、人は「単

に公共の場にいるというだけで自動的にすべてを公開しているものではない」と指摘し

ている。 



第３章 監視カメラ・人の移動履歴に基づく監視 

 

- 107 - 

(3) 位置情報の規制 

ア 電気通信法 

「1996 年電気通信法」第 222 条では、電気通信事業者に対し、位置情報を含む顧客

情報を顧客の同意なしに利用することを原則として禁止している。同条が保護してい

る「顧客に関する専属的ネットワーク情報（ＣＰＮＩ：Customer Proprietary Network 

Information）」には当初位置情報が含まれていなかった。しかし、携帯電話からの緊

急通報時に発信者の位置を特定するためのシステムが導入されることに伴い、携帯電

話事業者から法執行機関をはじめとする第三者に利用者の位置情報が提供されるおそ

れが生じたため、プライバシーについて生じ得る問題の対応として、「1999 年無線通

信と公共の安全に関する法律」において位置情報がＣＰＮＩに新たに挿入された。 

イ 米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）規則 

1996 年電気通信法第 222 条(C)(1) は、ＣＰＮＩの取得の原因となった「電気通信

サービス」やその関連サービスの範囲外でＣＰＮＩを利用するにあたっては「顧客の

承認」を得なければならないとしている。しかし、顧客の承認を得ずにＣＰＮＩの利

用が可能になる「電気通信サービス」の範囲や、「承認」の意味及び方法については必

ずしも具体的な基準が示されていなかった。そこで、米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）

は、1998 年２月の「第二次報告・命令・規則制定案告示」において、顧客がすでに加

入しているサービス以外のサービスを販売するためにＣＰＮＩを利用するには顧客の

承認を必要とし、その承認の方法は事前に顧客の明確な同意が必要であるとするオプ

トイン規制を採用することを明らかにした。しかし、このオプトイン規制は第 10 巡回

控訴裁判所の判決で、修正第１条に違反し無効と判断された。これを受け、ＦＣＣは

2002 年の「第三次報告・命令・規則制定案告示」において、関連会社間でのＣＰＮＩ

の共有、代理店、通信関連サービスを提供する共同事業パートナー及び独立の受託事

業者との間でのＣＰＮＩの共有についてはオプトアウト規制をとることにしたものの、

通信関連サービスを提供していない関連会社や第三者への提供に関しては上記判決に

照らしてもなおオプトイン規制が適切であるとした。さらに、ＦＣＣは 2007 年の「報

告・命令・規則制定案告示」において、電気通信事業者の共同事業パートナーや独立

の受託事業者にＣＰＮＩを提供する際にもオプトインで同意を取得する必要があると

定めた。 

このような議論の背景には、第１章で述べた行動ターゲティング広告における規制

のあり方と同様、企業や業界団体による自主規制によるべきとの米国社会の特徴と、

利用者の個人情報が拡散することにより個人が受ける深刻な損害を回避するためのプ

ライバシー保護の要請との緊張関係がある。 

ウ 位置情報一般の保護に向けた動き 

2001 年に「2001 年位置プライバシー保護法案」が連邦議会に議員立法として提出さ

れた。同法案は 終的には成立しなかったが、位置情報をプライバシーとして位置付

けその保護をはかるための規制の必要性を指摘し、ＦＣＣに対して位置情報のプライ

バシー保護のための規則制定を求めている。 

他方、米国における個人情報保護の基礎となっている「公正な情報取扱原則（ＦＩ

Ｐｓ：Fair Information Principles。①通知・認識、②選択・同意、③アクセス・参
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加、④完全性・安全、⑤執行・救済の５原則）」の果たす役割の重要性も指摘されてい

る。 

 

第５ ユビキタス空間情報基盤技術の研究開発（総務省） 

 総務省は、 

「場所情報の管理・提供をコンピュータネットワーク上で容易に扱うことを可能とする基

盤技術を確立するための研究開発を行う」 

とし、2010 年度までに基盤技術を確立するとしている。 

 日弁連が総務省から聴き取ったところによれば、現在、ＧＰＳは屋内では利用できない

ため、屋内外を問わず、利用者の位置や場所に関する情報を、いつでも、どこでも容易に

利用できるような技術の確立を目指している。総務省ではプライバシー保護の検討は十分

に行っていないとのことであり、ここでも技術先行となっている。 

 「基本計画」では、個人情報の保護に関して、地理空間情報の活用における個人情報の

取扱いに関する実務上のガイドラインを策定することを要求しており、そこで示されてい

るガイドラインにおいて定めるべき事項として、①個人情報保護の観点から何らかの措置

が必要な地理空間情報かどうかの判断指針、②法令等により開示・閲覧が認められている

個人情報を含む地理空間情報の提供のあり方、③地理空間情報の提供に当たり個人情報の

保護のためにとるべき加工措置や提供制限などの措置、④個人情報を保護しつつ有益な地

理空間情報の提供を促進するために必要な、適切な地理空間情報の管理方法をあげている。

そして、2010 年６月に「地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドラ

イン素案」が示された。 

 

【注１】 平成 20 年４月「地理空間情報活用推進基本計画」 

（http://www.gsi.go.jp/common/000037004.pdf） 

【注２】 「警察総合捜査情報システムの業務・システムの 適化」（2007 年（平成 19 年）２月 19 日決定警察庁） 

（http://www.npa.go.jp/seisaku/jyoukan18/20070219.pdf） 

【注３】 松前恵環「位置情報技術とプライバシー－ＧＰＳによる追跡がもたらす法的課題を中心として－」240 頁「プラ

イバシー・個人情報保護の新課題」所収（商事法務、2010 年） 

【注４】 ＧＰＳシステムの詳細は、ＩＴＳ情報通信システム推進会議編「図解これでわかったＧＰＳ第２版」（森北出版、

2005 年）参照 

【注５】 2006 年４月 11 日朝日新聞朝刊記事、愛媛県警察本部「調査結果報告書」2006 年６月 16 日６頁 

（http://www.police.pref.ehime.jp/soumushitsu/ryusyutu_chousa.pdf） 

【注６】 たとえば、エヌ・ティ・ティドコモのイマドコリサーチ 

（http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/imadoco/） 
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第８節 監視カメラからプライバシーを守るための検討 

第１項 法律による規制の必要性 

 官民の監視カメラの設置・運用のあり方を定めた法律は存在しない。条例も、市区レベ

ルで数えるほどしか存在しない。都道府県で、監視カメラの運用ガイドラインを定めてい

るのも、日弁連の 2008 年の照会に回答した 40 都道府県のうちわずか 10 道府県にすぎず、

また、既存の条例やガイドラインでも、令状主義の観点からの厳格な定めは存在しない。

そのため、現状では、何らかの犯罪が起こった場合、令状に基づかず大量の市民データが

警察に任意提供されている。 

 今後は、常時市民の行動データを警察または警察と共同した自治体に集中し、自動的に

チェックする体制が確立される可能性が高い。 

 監視カメラによって制約を受ける権利は、肖像権・プライバシー権だけでなく、集会や

デモ行進を行う市民の表現の自由や、事実上令状主義を潜脱し得るという意味において、

適正な手続を受ける権利にも及ぶ。「捜査のために必要で相当な範囲で」監視カメラ網が「適

正に」利用されれば、権力に批判的な市民を警察がねらい打ちにしてビラ配りや政府への

抗議行動等を検挙の対象とすることは、きわめて容易になるだろう【注１】。 

 ドイツでは、1983 年の連邦憲法裁判所による国勢調査事件判決において、自分の情報が

どう結合されるか分からない場合の弊害として、 

「人と違った行動様式がいつでも記録され、情報として永続的に蓄積され、利用され、伝

達されることに不安を感じているものは、そのような行動によって目立つことを避けよ

うとするだろう。」 

として、集会の自由や表現の自由の萎縮は公益をも侵すと指摘されている。 

 日弁連は、2007 年の人権擁護大会第１分科会シンポジウム「市民の自由と安全を考える

－9.11 以降の時代と監視社会－」の宣言として、「安全安心まちづくり条例」による警察

と連携した監視カメラの設置の問題点や、個人情報の統合、特に警察が市民の生活や思想

を監視することを防止する必要性を指摘し、個人情報に関する第三者機関の設立を提言し

ている。基調報告書においても、監視カメラに対する法規制が提言され、パネリストの木

下智史教授も、提言を支持されている。 

 民主党マニフェスト 2007 は、 

「新たな捜査手法の導入にあたっては、人権に配慮し、市民社会の本旨に反することがな

いよう運用のルールをしっかりと定めます。また防犯カメラ・Ｎシステム（自動車ナン

バー自動読取装置）・ＤＮＡ鑑定捜査等については、個人情報保護の観点から、設置・

運用についての法律の制定を含めた検討をすすめます。」 

と定めている。 

 「気がつけば、警察が自由自在に画像を収集利用できる監視カメラだらけの国だった」

という事態になる前に、法律専門家団体である弁護士会として、法律の立案を伴う積極的

な提言を行うことが求められている。 
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第２項 制約される人権について 

第１ 公道における肖像権・プライバシー権について 

 公共空間において、人がお互いに他人の容ぼう等を見、見られることは人が社会的存在

として集団的生活を営んでいる関係から不可避である。しかし、人の身体的機能として一

瞬見、見られるのではなく、見られる個人の意思とは無関係に２次・３次利用可能なデジ

タルの画像・映像として記録し保存するとなると全く事情が異なる。その場合、自分が映

っている画像・映像をいつ、誰が、どのような目的で利用するかが画像・映像として記録

された本人にとってコントロールすることがおよそ不可能だからである。 

 公道における人の様子であっても、公権力の行使としての写真撮影について、個人の私

生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影

されない自由（プライバシー権の一種である肖像権）が保障されている（ 大判 1969 年

12 月 24 日、 高裁判所刑事判例集 23 巻 12 号 1625 頁、京都府学連事件判決）。 

 私人による撮影・公表についても不法行為の成否が問題となるのは当然であり、裁判例

においても、公道においても守られるべき肖像権・プライバシー権が存在することが確認

されている。 

 しかも、デジタル画像・映像はネガによる写真撮影よりも複製の作成や無数の人々によ

る利用が遥かに容易であるから、上記 高裁判決による写真撮影におけるプライバシー侵

害よりも問題は遥かに深刻である。 

 

第２ 移動の自由 

 顔認識装置の実用化が進んでいる現状においては、登録された特定人の公共の場所にお

ける行動履歴を追跡することが可能となっている。このような現状においては、監視カメ

ラによって、移動の自由が侵害され得る。 

 ＥＵデータ保護指令 29 条データ保護作業部会の「ビデオ監視方法にかかる個人データ処

理に関する見解（2004 年４号）」も、「移動の自由」を認めている。 

「データ主体は、自己の移動や行動について、過度に精神的な規制を受けることなく移動

の自由を享受する権利を有する。同時に、自己の移動の追跡ができ、さらには、数多く

の公共の場所ないしは公的に立ち入ることが認められた場所において複数の機関から

必要以上にビデオ監視を受けることにより、いかなる人的な介入もなしに、その個人の

疑わしいと思われる行動を自動的に『識別』するソフトを使い『警鐘』を与えることが

できるような厳格な監視の対象となることなしに、移動の自由を享受する権利を有す

る。」。 

 

第３ 表現の自由、思想・良心の自由 

 近時の監視カメラには、音声を記録する装置を付加したものが存在する。これらの機能

のいかんによっては、通行するものの表現の自由、あるいは、思想・良心の自由も侵害さ

れ得る。 

 また、単なる肖像であっても、そのものの行動の様子や特定の施設などの場所と関連付

けられたものについては、表現の自由や思想・良心の自由も侵害され得る。さらには、「街
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頭での行動が録画されているかもしれない」と思う市民の表現の自由を萎縮させる危険性

もある。 

 

第３項 有効性の検討 

第１ 防犯効果の検討 

 監視カメラには、防犯効果があると言われる。しかし、監視カメラ設置前と設置後にお

ける犯罪発生件数を比較した客観的データは少ない。 

 監視カメラがもっとも普及している英国の議会では以下の報告がある。 

「監視カメラは、犯罪全体の減少につながっているのか、あるいは単に犯罪を監視地域以

外に移動させているだけなのかは、定かではない。監視カメラによる監視効果はあまり

ないとする分析結果も示されている。概して、コスト・効果分析はあまりにも粗雑と見

る証言が多い。」【注２】。 

 2003 年に行われたキャンベル共同計画による監視カメラ（ＣＣＴＶ）による犯罪減少効

果に関するメタ分析の結果について、龍谷大学法科大学院浜井浩一教授は、以下のように

述べている。 

「以上を総合して評価すると、監視カメラの効果は、駐車場での自動車関係の犯罪に対し

ては防犯効果が認められるが、暴力犯罪については効果が認められない。また、その防

犯効果は、 大でも 1.66 程度であり、劇的な効果とまでは言えない。さらに、効果が

認められるのはイギリスでの研究に限定されている。つまり、監視カメラには、科学的

に防犯効果がないわけではないが、その効果は、駐車場での車上狙いなど限定的であ

る。」。 

 また、2010 年８月３日付け朝日新聞記事では、英政府は監視カメラの全面的な見直しを

はじめたと報道されている。同記事は、その背景として、イギリスでは「行き過ぎたテロ

対策が、市民の自由を侵していた」という反省の機運が高まっていることや、またプライ

バシーとのかねあいや、監視カメラ設置・運用にかかる巨額の費用に対する実際の効果に

ついて疑問の声があがっていたことなどを紹介している。 

 監視カメラの有効性は客観的に証明されていない。 

 また、特定の場所において犯罪が多発しているのであれば、さらに被害を生じないよう

に予防策こそが重要であり、人の行動を撮影するだけの監視カメラでは予防はできない。

具体的な予防策としては、痴漢、ひったくりなどが頻発している場所（や時間帯など）を

住民に広報し、住民が危険を回避できるように誘導する、②照明を設置して街頭を明るく

して犯罪をしにくい環境にする、③警察官や地域の人たちで危険な時間帯に見回り活動を

行うなどのより実効性が高い防犯対策が選択されるべきである。 

 ところで、警察庁が設置している「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研

究会」の中間とりまとめでは、防犯カメラの効果として、以下の項目が取り上げられてい

るが、その内容は、地域住民に対するアンケートの形式となっており、単なる主観的な安

心感、犯罪が減ると思うという主観などを集計して、効果があるとしているにすぎず、何

ら客観性がない。監視カメラの実際の機能ないし客観的成果を説明しないで、地域住民の

意向を問うという手法自体が、一定の結果を導こうとしている意図的な調査と評されても
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やむを得ないものであり、調査結果から意味のある結論を導くことはできない。 

 しかも、今年７月におこなった日弁連の聴き取りに対し、警察庁は、２年間の研究会の

後の効果判定としても、これと同様の地域住民に対するアンケート以外は予定していな

いと説明した。防犯カメラ設置後、安心だと思った人や、犯罪が減って安全になった人の

数を集計して効果があったと判断することが前提であり、何ら科学的な効果判定とは言え

ない。 

 初から「防犯効果ありき」の検討は検討の名に値せず、全く無意味である。 

 

【設問３】公園や路上など屋外の公共の場所に防犯カメラを設置して安全・安心を確保

することと、個人のプライバシーを尊重するために防犯カメラを設置しない

ことを比べた場合、どちらの方針を支持しますか。 

 【回答】 安心・安全のために設置する      51.２％ 

      どちらかといえば設置する       41.４％ 

      どちらかといえばプライバシー尊重  ６.１％ 

      プライバシー尊重のため設置しない  １.３％ 

 

【設問 12】この地区（川崎市川崎区、幸区）の路上に警察が防犯カメラを設置すること

についてどうお考えですか。 

【回答】 「とてもそう思う」「そう思う」の合計割合   

犯罪の発生件数が減る            80.５％ 

落書きや不法投棄等の迷惑行為が減る     81.６％ 

事件が起きた際に犯人が捕まりやすくなる   92.２％ 

あなたや家族が犯罪被害にあう不安が減る   70.０％ 

見守られていて安心だ            55.８％ 

この地区が活性化される           27.１％ 

設置に賛成だ                77.９％ 

設置地区以外で犯罪や迷惑行為が増加する   30.６％ 

地区のイメージが悪くなる          ４.８％ 

見られているような気がして落ち着かない   ８.３％ 

プライバシーが侵害される          16.５％ 

画像データが流出するおそれがある      34.１％ 

画像データが目的外に利用されるおそれがある 38.５％ 

 

 「中間とりまとめ」の概要は、以上のとおりである。 

 街頭防犯カメラのプライバシーに関する問題点についても一定程度配慮しているものの、

概して街頭防犯カメラ設置による安全・安心を強調する結論を導こうとしていることがは

っきり読み取れる。 

 たとえば、地域住民アンケート設問３は、安全・安心を確保するための防犯カメラ設置

とプライバシー尊重のどちらを支持するかを問うているが、このような設問の仕方自体が

誤りである。なぜなら、各地域の公共空間について各人が考える不安・危険の内容は様々
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であり、その対策も様々である。それを一切無視して、「防犯カメラ」設置による解決のみ

を示し、かつ、プライバシーと対立させ、「ひとりひとりのプライバシーなどよりも地域の

安全の方が大事だ」と選択肢に誘導している。設置管理費用の問題（設置するとすれば１

台いくら、管理運用費は年間いくら、という概略説明をせず、まるで無料サービスのよう

に思い込ませている。）があるにもかかわらず、この点については全く言及していない。 

 設問 12 は、そのような誤解に基づく住民の主観を問うものの典型と言える。「犯罪の発

生件数が減る」、「落書きや不法投棄等の迷惑行為が減る」、「事件が起きた際に犯人が捕ま

りやすくなる」、「あなたや家族が犯罪被害にあう不安が減る」というのも、「そう思う」と

いう主観ないしは期待を示すだけであって、客観的な成果が出ているわけではない。この

回答者の地域は様々な犯罪が多発しているのだろうか、落書きや不法投棄などが多発して

いるのだろうか。そうであれば、なぜ、当該地域は犯罪が多発するのか、落書きや不法投

棄が多いのかという原因分析が必要である。そして分析結果に対応した対策を実行すべき

である。そのとき、選択肢が監視カメラの設置しかないということはあり得ない。犯罪多

発地域でないのなら、犯罪発生件数を減らすために「防犯カメラ」を設置する必要はない。

落書きや不法投棄は全国あちこちで悩みの種になっている問題であるから、これらを解決

した（つまり、成果を挙げている）地域を手本に対策を立て実行すればよい。この点「中

間とりまとめ」の質問も回答も考えが浅すぎる。それでも、回答中には、「設置地区以外で

犯罪や迷惑行為が増加する」ことを心配したり、画像データの流出や目的外利用を心配し

ている人たちが３割前後（30.6％～38.5％）もいる。これは一定の政策を進める上では重

大な検討課題になるはずであるのに、これを無視ないし軽視して、「防犯カメラ」の設置を

推進するのは、客観的合理性を欠く。 

 犯罪の発生件数を減らすことが重要だというのであれば、日本の街頭で起こっている

も多い犯罪は何かを考える必要がある。刑法犯では少年たちによる駅前や繁華街での自転

車盗・バイク盗が も多い。被害者も少年たちである。つまり、被害者が加害者に転化す

るという特性がある。この非行（犯罪）増加を防ぐ、すなわち、少年の非行化を防ぐには、

警察の方で盗難届が出ている自転車を登録番号で確認し、駅前や繁華街に放置されている

自転車群をチェックすればよい。そこで盗難自転車を発見したら、すぐに所有者に引き渡

してやればよい。そうすることで、自転車を盗まれた少年が他の少年の自転車を盗むとい

う悪循環を断つこともできる。監視カメラにはこのようなことはできない。 

 今後、防犯カメラ設置の実証的な効果を十分に検証し、その効果とプライバシー侵害の

危険性との衡量が検討されなければならないであろう。 

 

第２ 犯人検挙に向けられた有用性の検討 

 現実的な効果としては、現に犯罪が起こった場合に、事後的に犯人を検挙する有効性（及

び、その威嚇による抑制効果）しかない。 

 そして、本来、犯人検挙に関しては、それが人身の拘束を含めた重大な人権制約に結び

付くことから、その権限を捜査機関に限定し、その中でも、特に人権制約の程度の大きい

捜査方法は、法定されていなければ許されない（強制処分法定主義）こと及びそのような

捜査方法は、公正中立な第三者である裁判所の令状審査に服すること（令状主義）が原則

である。 
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 犯罪捜査に結び付くような情報の収集は、それ自体がプライバシーとしての要保護性が

高いのであり、公権力が行う場合には厳密な審査が必要である。私人の場合は、捜査権限

がなく、令状審査すら受けないのであるから、なおさら慎重な検討が必要である。 

 

第４項 監視カメラの設置の判断基準 

第１ 移動の自由、表現の自由、思想・良心の自由について 

 人の肖像を基準として、特定人の行動履歴を追跡することは禁止されるべきである。 

 また、音声を収集する捜査方法も、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に規定する

条件を充たす場合以外、禁止されるべきである。 

 

第２ 肖像権・プライバシー権侵害について 

 同意なく撮影された人の肖像権・プライバシー権の制約がある一方で、犯罪検挙に向け

た有用性もあるため、その違法性判断の基準が問題となる。 

 街頭における写真撮影に関する裁判例として、公権力が主体となるものに、前述した京

都府学連事件があり、①犯罪の現在性②証拠保全の必要性・緊急性③方法の相当性を求め

た。自動速度監視装置に関する 判 1986 年２月 14 日判決も、速度違反の現行犯場面以外

を撮影したら違法とした。 

 山谷地区テレビカメラ監視事件判決（東京高裁 1988 年４月１日、判時 1278 号 152 頁）

は、①犯罪発生の相当高度の蓋然性②証拠保全の必要性・緊急性③方法の相当性を求めた。 

 この基準は、公道などの公共の場所に公権力が監視カメラを設置する場合においては、

現行犯場面のみを選択的に撮影する（速度取締り違反装置）か、犯罪多発地帯にしか許容

され得ないことを示していると言うべきである。 

 私人についても、札幌高裁 1977 年２月 23 日判決（判タ 349 号 270 頁）は、 

「①その写真撮影の目的が、正当な報道のための取材、正当な労務対策のための証拠保全、

訴訟等により法律上の権利を行使するための証拠保全など、社会通念上是認される正当

なものであって、②写真撮影の必要性及び緊急性があり、③かつその撮影が一般的に許

容される限度を超えない相当な方法をもって行われるとき」 

に許容されるとして、同様の基準を採用している。 

 したがって、この基準は、私人による監視カメラの設置については、正当な目的を求め

るとともに、プライバシー侵害との厳密な比較衡量を求めるものと考えるべきである。 

 なお、警察庁が設置している「警察が設置する街頭防犯カメラシステムに関する研究会

中間とりまとめ」21 頁以下では、法的検討として、「街頭防犯カメラ型」（特定の場所に事

前に設置されたカメラを用いるが、必ずしも個別の犯罪行為を特定することなく撮影する

態様）の撮影許容要件及びそれをふまえた街頭防犯カメラの設置運用基準が論じられてい

る。その概要は以下のとおりである。 

 （撮影許容要件） 

撮影されたビデオテープの証拠能力が争われた事案において、東京高判 1988 年４月

１日（判時 1278 号 152 頁）は、「当該現場において犯罪が発生する相当高度の蓋然性が

認められる場合であり、あらかじめ証拠保全の手段、方法をとっておく必要性及び緊急
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性があり、かつ、その撮影、録画が社会通念に照らして相当と認められる方法でもって

行われるときには、現に犯罪が行われる時点以前から犯罪の発生が予測される場所を継

続的、自動的に撮影、録画することも許される」との判断を示した。 

路上に設置されたカメラの撤去及び慰謝料等の支払を求めた民事訴訟において、大阪

地判 1994 年４月 27 日（判時 1515 号 116 頁）は、カメラの設置・使用にあたっては、

①目的の正当性、②客観的具体的な必要性、③設置状況の妥当性、④設置使用の効果の

存在、⑤使用方法の相当性といった要件を充たすべきとの判断を示した。 

（モデル事業における街頭防犯カメラの位置付けと設置運用基準） 

前記大阪地判 1994 年４月 27 日の基準を参考に、設置運用基準には、責任体制、管理

体制・方法、設置表示、その他これらに関連して必要と思われる事項を盛り込む必要が

あると考えられる。 

 

 しかしながら、このような検討内容はきわめて不合理である。 

 警察庁が、警察が公道に防犯カメラを自ら設置する要件として導き出した大阪地判 1994

年４月 27 日（判時 1515 号 116 頁）は、そのような結論をとっていない。 

 すなわち、肖像権侵害の有無について京都府学連事件 高裁判決を維持し、その上で、 

「犯罪予防の段階は、一般に公共の安全を害する虞も比較的小さく、録画する必要性も少

ないのであって、このような場合に無限定に録画を許したのでは、右自由を保障した趣

旨を没却するものであって、特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されな

いと言うべきである」 

とした。 

 そして、本件において、「特段の事情」は認められないと認定している。したがって、仮

に録画機能を有する監視カメラであることが事実として認定されていたならば、設置が禁

止されていた裁判例である。 

 ところが、設置者である大阪府警が、「西成地区に防犯カメラを設置しているが、一切画

像を録画しておらず、単なるモニタリング監視を行っているだけである。」と説明したため、

録画したことを認めるに足りる証拠はない、として肖像権の侵害はない旨認定されたもの

である。 

 本件は、「録画をしない監視カメラ」の撤去を認めた裁判例である。つまり、15 台のう

ち１台のカメラについては、原告のプライバシーの利益を損なうものと認め（当該原告は、

当初要注意人物とされていたものの、すでに監視の必要性は低下しており、違法行為を行

う蓋然性が高いとは言えないし、そのようなおそれがあるとの主張も立証もないから監視

体制を継続する正当な事由が存続しているとは言い難いとした）、撤去、損害賠償を命じた。 

 我が国の裁判史上において、もっとも監視カメラに対する厳格な判断を示した当該裁判

例をもって、具体的な犯罪の嫌疑のない場合における警察自らによる公道への監視カメラ

の設置を緩やかに許容した裁判例とまとめるのは明らかに誤っており、当該研究会が、研

究者が多数参加しておりながら、十分な法的検討がなされていないことを示している。 
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第５項 外国法制における監視カメラ規制 

 ビデオ監視について、ＥＵデータ保護指令の多くの条文がそのまま適用される。適法で

特定された目的のための収集と、その範囲内での利用、限定された期間のみの保存などが

求められている。 

 ＥＵ各国の規制状況は、公共の場においては、撮影が原則禁止される傾向にある。 

 特にドイツ法は、監視カメラについて、「公然と入りうる空間（店舗等を広く概念）」で

のビデオ監視は、すべて情報の自己決定権の侵害であり、したがって常に比例原則にかな

った法律の根拠を必要とする、との発想に基づき、「公的に通行可能な場所の光学・電子装

置による監視は、①公的機関の任務遂行②家屋権の行使③具体的に確定された当該関係人

の正当な利益の行使のために必要であり、かつ本人の保護に値する利益を優越させる根拠

が存しない場合にのみ許される。」として官民を問わず規制している（連邦データ保護法第

６ｂ条）。 

 

第６項 設置基準について 

第１ 設置が禁止される場合 

 設置基準は、侵害される権利と、設置・運用の有効性を比較して決すべきである。 

 そして、侵害される権利の観点から言えば、前述した、移動の自由、表現の自由、思想・

良心の自由を侵害するような監視カメラは設置されるべきではない。 

 したがって、顔認識機能を有する監視カメラや、人の音声を録音できる監視カメラの設

置は禁止されるべきである。 

 また、検挙目的による広範なプライバシー侵害を制限する観点から、法令による規制を

することなく、現状のように公権力が主体となって、不特定多数の人が通行する領域への

監視カメラの設置を進める政策は進められるべきではない。 

 

第２ 道路、公園などの公共の場所 

 不特定多数の者が自由に通行したり、滞在したりすることが認められている道路、公園

などの公共の場所（以下「公共の場所」という。）においては、通行者たる不特定多数の者

のプライバシー権が特に重視されるべきことから、原則として監視カメラの設置は禁止さ

れるべきである。 

 私人においても、捜査権限等を一般的に有しないのに、自ら捜査目的のために、不特定

多数の者のプライバシー権を制約することは、現行憲法、刑事訴訟法が予定しているもの

ではない。 

 したがって、公共の場所について監視カメラを設置することが仮に法令で認められる場

合があるとすれば、前述した 高裁判例に準じ、以下の３つの要件の充足を第三者機関が

事前調査により認めた場合に限るべきである。 

(1) 犯罪が発生する高度の蓋然性が認められる場合であり、 

(2) 監視により得られる利益が、監視によって侵害されるプライバシー権等の利益を上

回る場合であり、 
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(3) 防犯カメラを設置するよりもプライバシー権侵害の不利益が少ない他の選び得る

手段がないとき。 

 

第３ 施設・店舗等における設置基準 

 施設・店舗等のうち、不特定の者が自由に通行できない領域については施設管理権が重

視され、施設管理権を有する者の判断により監視カメラを設置することが認められて良い。 

 しかし、不特定多数の者が自由に通行できる領域については、通行者たる不特定多数の

者のプライバシー権との比較衡量が必要である。 

 したがって、そのような場所について監視カメラを設置することの可否は、以下の場合

に限定すべきである。 

(1) その場所において監視カメラにより録画し続けるだけの犯罪防止の必要性、つまり

犯罪の相当程度の蓋然性が存在する等の明確な必要性がある場合であり、 

(2) また、監視による利益が、監視によって侵害される者のプライバシー権等の利益を

上回る場合。 

 そして、このような監視カメラの設置について、第三者機関への届出義務を課すべきで

ある。 

 

第４ マンション等における設置基準 

 マンション等は、専有部分と共用部分に分かれるところ、専有部分については施設管理

権が重視され、施設管理権を有する者の判断により監視カメラを設置することが認められ

るとしても、共用部分に監視カメラを設置するに際しては、一般にその部分を通行するこ

ととなる区分所有者全員のプライバシー権に特に配慮されなければならない。 

 そして、プライバシー権への配慮とは、基本的人権に対する配慮であることからすると、

監視カメラを設置するか否かの判断は、単純な多数決原理によってすべて正当化できない

ものであり、住人らの十分な議論によって決せられるべきものであるから、少なくとも当

該共用部分が属する建物の区分所有者・賃借人の特別多数決を必要とすべきである。 

 

第７項 監視カメラの運用基準 

 以上の基準から適法に設置される監視カメラは、目的達成のための必要 小限度の利用

として、以下の運用基準を遵守すべきである。 

 

第１ 画像情報の収集について 

 撮影されない行為を選択できるために、ビデオ録画により画像情報を収集していること

及び収集の目的を明示すべきである。また、被撮影者の異議申立てや開示請求を可能とす

るため、表示内容には、設置者及び連絡先を明記すべきである。 

 

第２ 画像情報の利用について 

 監視カメラにより収集した画像情報は、設置目的以外に利用せず、不要となった画像情

報は直ちに消去すべきである。あいまいないし無規則な運用による混乱を回避するために、
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蓄積媒体における消去は、一定期間経過後自動的に行われるようにしておくべきである。 

 また、監視カメラにより収集された画像情報を、顔認識システムで分析することは、禁

止されるべきである。 

 さらに、自ら権限を有している領域、つまり、設置している店舗内などにおいて生じた

犯罪に関する画像以外の画像は、令状によらず任意に警察へ提供すべきではない。 

 

第３ 本人によるアクセス権 

 設置者は、情報主体からの開示請求に応じるべきである。 

 被撮影者に対して、自らの情報が、目的外に利用・提供された場合には、原則として通

知を受ける権利を保障しなければならない。 

 

第８項 第三者機関による監督 

 監視カメラが、プライバシー権を制約する必要性を超えたものではないか、画像の収集・

利用の過程に違法・不当な点が存在しないか、情報主体の権利の制限に違法・不当な点が

存在しないか等を監督する機関として、行政機関から独立した第三者機関を設置すべきで

ある。そして、この第三者機関には、監視カメラの設置手続への関与を認め、設置者に対

する調査権限及び勧告・是正命令の権限を付与すべきである。 

 なお、このような第三者機関によりプライバシー権、自己情報コントロール権の保護を

はかることは、ＥＵ指令においてＥＵ加盟国に義務付けられているのをはじめ、アメリカ

と日本を除くほとんどの先進国においてすでに実施されているものである。 

 日弁連も、再三にわたり、個人情報保護法について、第三者機関の設置によりプライバ

シー権、自己情報コントロール権保護をはかるよう制度化すべきであると提言していると

ころである。 

 現に監視カメラがおびただしい数存在する現状において、少なくとも、この分野に関す

る第三者機関の設置により、肖像権等のプライバシー権の保護が図られるべきである。 

 

【注１】 休日に政党のビラを配布したことを国公法違反として、2004 年３月に逮捕され、その後起訴された堀越事件で

は、対象者を 24 時間監視するため、多いときには１日 11 名の警察官が車４台、ビデオカメラ６台を持って尾行

し、その日常生活を網羅的に盗撮していた。今後は大がかりな活動なしに情報収集が可能となり得る。 

【注２】 石村耕治「欧米の監視カメラ規制立案－監視カメラと市民のプライバシー－」243 頁 板垣竜太・小倉利丸・白

石孝編「世界のプライバシー権運動と監視社会 住基ネット、ＩＤカード、監視カメラ指紋押捺に対抗するため

に」所収（明石書店、2003 年） 

 



 

第
１
章 

第
２
章 

第
３
章 

第
２
章

第
５
章 

資
料
編 

第
４
章 

 
 
 
 

 

 
 

第４章 税・社会保障共通番号 





第４章 税・社会保障共通番号 

 

- 121 - 

第４章 税・社会保障共通番号 

 

はじめに 

 第３章までは、昨今の高度情報化社会の発展に伴い、主に民間分野で、我々の生活ない

し人生の記録（ライフログ）が日常的かつ大量に収集され、利用されるようになってきた

実態と、その問題点を検討してきた。 

 一方、我々の個人情報は、民間分野だけでなく行政分野においても、より多数収集・利

用されていると考えられる。総務省行政管理局の報告書によれば、2009 年３月 31 日現在、

行政機関が保有する個人情報ファイル【注１】は８万 3268 ファイルにのぼる【注２】。そして、

こうした行政分野の保有する個人情報は、基本的に府省庁ごとに分散管理され、原則とし

て第三者提供が禁止されている（「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」８

条など）のが現状である。  

 しかし、行政分野において収集・管理される国民の個人情報が多くなればなるほど、こ

れらの情報を個別に利用するのと比較して、統合管理・利用が可能となった場合には、当

該情報はより大きな利用価値を生む。政府が、あるいは事務効率の向上を謳い、あるいは

国民の利便性向上を謳うなどして、こうした方向に国民の情報を利用し得る制度を創設し

ようと試みることは、いわば自然の流れとも言える。 

 国民情報の統合管理・利用に向けた政府の試みは古い。1968 年、当時の政府は、「各省

庁統一個人コード連絡研究会議」を設置して、国民一人一人に付与する統一番号の創設（い

わゆる「国民総背番号制」）を目指した。また、1988 年の政府税制調査会納税者番号等検

討小委員会の報告書においては、納税者番号の導入を検討する中で、「税務だけに利用さ

れるイタリア方式のような課税目的限定の納税者番号ではなく、国民一人ずつに番号を付

与し広範囲な用途に利用するアメリカ・北欧方式の番号の導入が望ましい」とし、「中で

も受益を伴う行政分野で利用される番号を用いるアメリカ方式が国民に受け入れられやす

いのではないか」という多数意見が紹介されている。今日ほど情報通信技術が発展してい

なかった当時にあっては、国民情報の統合管理等を行うためには、制度を超えた統一番号

が必須であったと考えられる。しかし、いずれも、国民のプライバシーに対する配慮の観

点から、制度の導入が見送られることとなった。 

 それ以来、政府は、「国民総背番号制」の明言を避けつつ、国民情報の統合管理に取り

組んできた。1999 年の住民基本台帳法の改正によって、「住民票コード」を創設し、住民

基本台帳ネットワーク（以下「住基ネット」という。）を導入したのも、その一例である。

ただ、住基ネットには、法改正後に、全国各地で、自己情報コントロール権の侵害を理由

とする訴訟が多数提起されるに至ったように、法改正前から個人情報の名寄せの危険が指

摘されていた。日弁連としても、上記住民基本台帳法の改正前後から、再三にわたり、住

基ネットの稼働延期や稼働停止を求める意見書等を公表してきたところである。こうした

国民の反対意見を受けてか、住基ネットは、「本人確認情報」以上の個人情報を付加する

ことができず、民間利用も禁止されるなど、国民の個人情報を統合管理・利用できない不

十分な制度として成立することとなった。 

 その後、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（2001 年１月６日施行）の制定に伴
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い、政府は、社団法人日本経済団体連合会の後押しを受けて、様々なＩＴ政策の検討を進

めてきた。その結果、高度情報化社会が進展し、国民のアレルギーの大きい「制度を超え

た統一番号」を利用せずとも、国民情報を統合管理・利用し得る制度の構築が可能となっ

てきた。いまだ実現には至っていないものの、政府が昨今検討を重ねてきた制度としては、

「中継データベース」を利用して社会保障分野の個人情報の名寄せを可能とする「社会保

障カード」構想、「公共サービス連携基盤」を利用して、ライフイベント（引越し、退職

など）ごとの情報入手や手続をオンライン上で実現するワンストップサービスを提供した

り、バックオフィス連携【注３】により各行政機関の業務効率化・コストの削減をはかる「次

世代電子行政サービス」構想、「電子私書箱プラットフォーム」を用いて国民が個人情報

を一括入手・閲覧することを実現する「電子私書箱」構想などがあげられる。 

 こうした、国民の個人情報の統合管理・利用に向けた政府の試みの中、今般、政府が早

期の導入方針を示し、国民的議論を経ないまま法案をとりまとめようとしているのが、

「税・社会保障共通番号」制度である。この「税・社会保障共通番号」制度は、その利用

分野（範囲）が 終的には決定されておらず、また、国民の個人情報の統合をはかる手段

として共通番号を用いるのか、それとも「中継データベース」のような情報技術を用いる

のかもいまだ定かではない。しかし、徴税及び社会保障分野という秘匿性の高い国民の個

人情報の名寄せを目的とする制度であることは疑いない。しかも、徴税の分野で番号が利

用される以上、当該番号は、民間利用が法律上禁止されている住民票コードとは異なり、

民間分野での利用が必須となるため、民間分野において個人情報の名寄せに利用すること

も可能となる。 

 そのうえ、ＩＴ戦略本部は、2010 年５月に公表した「新たな情報通信技術戦略」の中で、

「国民本位の電子行政の実現」のための施策の一つとして、「社会保障の安心を高め、税

と一体的に運用すべく、電子行政の共通基盤として、官民サービスに汎用可能ないわゆる

国民ＩＤ制度の整備を行う」との指摘を行った。「税・社会保障共通番号」を、国民の個

人情報の統合手段である「国民ＩＤ」として利用する可能性に明確に言及したものと考え

られる。 

 このように、手を替え、品を替え、政府は国民の個人情報を統合管理・利用する手段を

模索してきた。万一、こうした手段が制度として整備された場合、これまで行政分野で分

散管理され、官民でも個別に管理・利用されてきた我々の個人情報は、現在の高度情報化

社会において、すべてが容易に名寄せされる性質のものと変容する重大な危険性を帯びは

じめている。仮に、国民のコントロールの及ばないところで、国民の個人情報が統合管理・

利用された場合、我々は情報の単なる客体に成り下がり、自らの個人情報に主体的に関与

する権利（自己情報コントロール権）を失っていくこととなる。しかも、そこには膨大な

国家予算（制度設計によっては都道府県・市町村の自治体予算も）が投入されることにな

るのである。 

 なお、2008 年３月６日、 高裁判所第一小法廷は、住基ネットを合憲とする判断を下し

た（判タ 1268 号 110 頁、判時 2004 号 17 頁）が、その問題点については第５章で述べる。 

 国民の利便性の向上が 大の価値であるかのような錯覚に陥りやすい高度情報化社会に

おいて、どのようにしたら、行政分野、ひいては官民両分野の個人情報に対して、国民の

自己情報コントロール権を確保する仕組みを構築することができるのか。誤った制度設計



第４章 税・社会保障共通番号 

 

- 123 - 

によって、国家による国民監視が実現したり、個人情報が流出してからでは遅いのである。

本章では、諸外国の「番号制」における個人情報保護の仕組みを参考として、この点を考

察していくこととする。 
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第１節 「税・社会保障共通番号」制度 

第１項 「税・社会保障共通番号」制度の概要 

第１ はじめに 

 「納税者番号」、「社会保障番号」と聞いて、制度の目的や具体的な番号利用のイメー

ジ、その危険性などを明確に思い浮かべることのできる国民は、果たしてどれほどいるだ

ろうか。マスコミ報道で、言葉こそ聞いたことはあれ、具体的な内容は良く分からないと

いう国民の方が圧倒的に多いはずである。 

 こうした現状にもかかわらず、政府は、2010 年２月以降、「税・社会保障共通番号」制

度の導入の方針を打ち出して検討を重ねており、国民的議論を経ないまま、わずか１年足

らずの検討を行ったのみで、関連法案をとりまとめ、国会へ提出することを目指している

のである（なお、政府は、「社会保障・税に関わる番号制度」という形で、「社会保障」

を前面に立てた言い方をするようになってきている）。 

 当該番号制度は、真に必要な制度なのか。いかなる仕組みを持つ制度なのか。国民の個

人情報の統合管理・利用の手段となり得る当該番号制度が、ほかの政府のＩＴ構想と共に

導入された場合には、どのような結果がもたらされるのか。当然に予想されるプライバシ

ーへの脅威はいかにして解消されるのか。本項では、「税・社会保障共通番号」制度の問

題点等を検討する前提として、「税・社会保障共通番号」制度の概要を紹介する。 

 

第２ 「納税者番号」制度とは 

１ 「納税者番号」制度の目的・概要 

 「納税者番号」制度は、納税者となり得る者全員に番号を付与し、①各種の取引に際し

て、納税者が取引の相手方に番号を「告知」すること、②取引の相手方が税務当局に提出

する資料情報（法定調書）及び納税者が税務当局に提出する納税申告書に番号を「記載」

することを、それぞれ義務付ける仕組みである【注４】。 

 国税に関して具体的に説明すれば、①納税者(個人、法人)は付番機関から番号を付与さ

れる、②納税者は、金融機関等で口座の開設、債券の購入等の各種の取引を行う際、番号

を取引の相手方の金融機関等に告知する、③取引の相手方の金融機関等は、利子等の支払

調書等の情報申告書に納税者の氏名等と合わせて番号を記載し税務当局に提出する、④納

税者は、納税申告書の提出書類に自己の番号を記載し、税務当局に提出する、⑤税務当局

は、情報申告書を納税者ごとに名寄せし、⑥情報申告書と納税申告書の記載内容を突き合

わせること(マッチング)により、納税申告書の内容が適正であるか否かを確認するという

流れとなる（図１参照）。 

 こうした「納税者番号」を導入することで、税務当局が、納税申告書の情報と、取引の

相手方から提出される資料情報を、その番号をキーとして集中的に名寄せ・突合できるよ

うになり、納税者の所得情報をより的確に把握することが可能となると説明されており【注５】、

これが政府における「納税者番号」導入の直接の目的にあたるものと考えられる。 
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図１ 

 

財務省ホームページ「番号制度」を税務面で利用する場合のイメージより 

 

２ 「納税者番号」制度検討の経過 

(1) 我が国における「納税者番号」制度は、政府税制調査会（以下「政府税調」という。）

が、1979 年度の税制改正に関する答申において、｢利子・配当所得の適正な把握のため、

いわゆる納税者番号制度の導入を検討すべきであるとの意見が出されている｣と指摘し

たことから、議論が開始された【注６】。政府税調は、もともと有価証券譲渡益課税及び利

子所得課税等を含めた総合課税化のための条件整備を目指していた。 

(2) その後、政府税調は、納税者番号等検討小委員会を設置して検討を重ね、1988 年度

及び 1992 年度の２度にわたり、「納税者番号」制度の導入を提言する報告書をとりま

とめている。 

「納税者番号」の利用分野（範囲）に関しては、1988 年の報告書において、「税務だ

けに利用されるイタリア方式のような課税目的限定の納税者番号ではなく、国民一人ず

つに番号を付与し広範囲な用途に利用するアメリカ・北欧方式の番号の導入が望まし

い」と指摘したうえで、「中でも受益を伴う行政分野で利用される番号を用いるアメリ

カ方式が国民に受けられやすいのではないか」という多数意見が紹介されている。そし

て、1992 年報告書では、これに沿ったコストの試算が行われた【注７】。 

一方、「納税者番号」導入によるプライバシーの問題に関しては、1992 年の報告にお

いて、「納税者番号制度は、国民のプライバシーに関する感情や社会生活のあり方に関

する基本的な考え方に係わる問題であり、その検討にあたっては、適正・公平な課税の

ための制度を実現するという視点からの議論ばかりでなく、国民の考え方や受け止め方

を十分にくみ取った議論を行う必要がある。」との指摘が行われている。しかし、これ

に先立つ 1988 年の報告書においては、「適正な税務執行のために必要な限りでプライ
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バシーの権利が制限されることはやむを得ないと考える」と述べられていたとおり【注９】、

当時の政府税調においては、プライバシーへの配慮を 大の問題と捉えることなく、行

政効率を重視して、「納税者番号」を税務分野での活用に止まらず、より広範な分野で

活用することを予定していたことが明らかとなる。 

(3) 以降、政府税調は、毎年のように税制改正に関する答申において「納税者番号」制

度の必要性について言及している。しかし、制度導入を検討課題として位置付けるだけ

で、政府において、具体的な制度導入に向けた検討は進まなかった。与党自由民主党の

「ＩＣカードシステムに関するプロジェクトチーム」（村上誠一郎座長）が、その検討

の一部として「納税者番号」の検討を行ってきたようであり、中間報告（未公表）が 2009

年３月４日にとりまとめられた程度である。 

政府税調の意見は、利用分野（範囲）についてこそ、終始、税務分野に限らず、様々

な行政分野での活用を目指すべきとする点で一貫するが、一方で、「納税者番号」制度

導入の目的については変化が見られる。かつては、利子・株式等譲渡益等の総合課税化

との関連で議論されていたが、徐々に、国際的資金移動や電子商取引に対応するために、

税務行政の機械化・効率化、所得・資産課税の適正化をはかることを同制度の目的と位

置付けたり、金融所得の一体的課税を目的として納税者番号制度を導入するという考え

方に移行してきている。このように、「納税者番号」は、本来特定の目的を達するため

の手段として位置付けられるはずのものでありながら、長期間にわたる検討の中で、制

度の導入目的について、一定していないのである。具体的な制度導入の検討まで行き着

かなかったことはむしろ当然といえるかもしれない。 

 

第３ 「社会保障番号」制度とは 

１ 「社会保障番号」制度の目的・概要 

 「社会保障番号」とは、年金・健康保険・介護保険・労働保険といった社会保障制度分

野において、保険者や行政機関が、資格管理や給付管理等の業務に利用するため、被保険

者等（日本国籍を有する者及び日本に在留し外国人登録を行っている者）に各制度や保険

者を通じた共通の一つの番号を付す仕組みである【注９】。 

 「社会保障番号」の導入は、社会保障給付の重複調整という視点からの改革の制度とし

て位置付けられており【注 10】、「『社会保障番号』に関する実務的な議論の整理」【注９】に

おいては、具体的に、現行のサービスや制度を前提とした制度導入のメリットとして、以

下の点が指摘されている。 

ア 社会保障分野において、制度や保険者を跨がる事務処理を行う必要がある場合、現

在、各制度固有の番号や４情報（氏名、生年月日、性別、住所）等を用いて個人情報を

突合しているが、「社会保障番号」を用いれば、その突合を簡易迅速に行うことができ

るようになる。具体例としては、老齢厚生年金と雇用保険基本手当等の併給調整事務や、

年金からの介護保険料天引きにおける事務負担の軽減につながるとされている。ただし、

仮定の効果試算では、前者のコスト削減効果が約 200 万円、後者のコスト削減効果が約

2200 万円（いずれも全国・年間の総体）にすぎない。 

イ 「社会保障番号」の導入により、国民は複数の番号(各制度固有の番号)を保管する

必要がなくなり、一つの番号で社会保険や労働保険関係の手続や問い合わせを行うこと
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ができるようになる。 

また、上記「議論の整理」においては、新しいサービス等を展望した場合の制度導入

のメリットとして、 

ウ 制度を跨がる同様の給付について、保険者や行政機関等がオンラインで結ばれ、必

要な情報が伝達されるシステムが構築されれば、給付申請漏れを未然に防止することも

期待できる。 

エ 今後、社会保障分野において、国民の利便性の向上や個々人に対する給付と負担に

関する情報提供の充実等の観点から、各制度や保険者を跨がる新たなサービスの導入を

検討しようとする場合、「社会保障番号」を用いれば、現行の各制度のシステムであっ

ても必要な情報を個人別に取り出し、整理することが容易になり、そのサービスの導入

に資する可能性がある。 

オ 納税者番号や民間での一般利用など社会保障分野以外において「社会保障番号」を

活用しようとする場合には、名寄せ手段等として広く利用することなどにより、各々の

分野でのメリットが考えられる。 

などの諸点を指摘する。 

 以上に指摘される制度導入のメリットが、「社会保障番号」制度導入の目的であると考

えられる。 

 

２ 「社会保障番号」制度検討の経過 

(1) 2007 年６月 14 日、安倍首相（当時）は、参議院厚生労働委員会で、年金記録漏れ

問題の対応について問われ、「制度や保険をまたがる情報を統一して社会保障番号のよ

うなものを作れば、処理も容易になり、国民にとっても自分の情報が確かめやすい。早

急に検討したい」旨を述べ、社会問題化した「消えた年金問題」への対応として、「社

会保障番号」の導入の検討を明らかにした。 

こうして、「社会保障番号」の問題がにわかに脚光を浴びはじめたのであるが、それ

以前から、実は「社会保障番号」の導入は検討されていた。 

(2) 2001 年６月 26 日に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革

に関する基本方針」（骨太の方針）には、構造改革のための七つの改革プログラムの一

つとして、保険機能強化プログラムがあげられており、「国民一人一人にとってライフ

ステージの各段階にわたる自分の生活と社会保障制度との関わりが分かるようにする。

こうしたことを通じて、『分かりやすくて信頼される社会保障制度』を実現する。この

ため、ＩＴの活用により、社会保障番号制導入とあわせ、個人レベルで社会保障の給付

と負担が分かるように情報提供を行う仕組みとして『社会保障個人会計（仮称）』の構

築に向けて検討を進める」と指摘されている。この時点で、政府の方針としての「社会

保障番号」導入が初めて明らかにされたといえる。 

そして、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（骨太の方針 2006）（2006

年７月７日閣議決定）においても、引き続き、「社会保障番号の導入など社会保障給付

の重複調整という視点からの改革などについても検討を行う」とされたところである。 

この「骨太の方針 2006」を受けて、内閣官房に関係省庁の実務者レベルで構成される

連絡会議（社会保障番号に関する関係省庁連絡会議）が設置され、実務者レベルにおけ
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る検討が正式に開始されることとなった。そして、2006 年９月 22 日に開催された経済

財政諮問会議には、内閣官房提出資料として、上記連絡会議作成の「『社会保障番号』

に関する実務的な議論の整理について」と題する書面が提出され、議論されている。こ

の「議論の整理」は、「社会保障番号」の具体的イメージ、課題、メリット、費用等に

ついて、実務面から検討を行い、整理したものとされている。 

こうした政府の検討の積み重ねがすでにあったからこそ、当時の安倍首相は、「社会

保障番号」制度の導入に積極的な意見を表明したものといえる。 

(3) 「社会保障番号」の導入に向けた検討を政府が開始するとのマスコミ報道を受けて、

日弁連では、2007 年 10 月 23 日付けで「『社会保障番号』制度に関する意見書」を公表

し、制度創設に反対する旨の意見を明らかにした。 

上記「議論の整理」でまとめられた「社会保障番号」の内容を前提とする限り、「社

会保障番号」が、①付番対象者を日本人以外の在留外国人にまで拡大した、②生涯不変

の番号であり、そのうえ、③民間利用を前提としており、④同番号を名寄せ・データマ

ッチングのマスターキーたる「共通番号」として利用することを積極的に評価するなど、

住基ネットにおける住民票コードと比べても、「社会保障番号」制度が、遥かにプライ

バシー保護への配慮を欠いているため、国民等のプライバシーに対する重大な脅威をも

たらす制度となることが明白であったからである。 

(4) しかし、その後政府において、「社会保障番号」制度自体の導入を直接の目標とし

た検討が行われることはなかった。民主党の「社会保障番号検討プロジェクトチーム」

（峰崎直樹座長）が検討を行い、2009 年７月頃に報告書（未公表）をまとめたとされる

程度である。 

一方で、この間、社会保障分野を所管する厚生労働省は、2007 年９月、「社会保障カ

ード（仮称）の在り方に関する検討会」（大山永昭座長）を設置し、「社会保障カード」

についての検討を重ねてきた。しかし、同検討会の直接の検討事項は、「社会保障番号」

ではなく、「社会保障カード（仮称）」【注 11】であり、密接不可分ながら、「社会保障

番号」それ自体ではなかった。むしろ、同検討会の「社会保障カード（仮称）の基本的

な計画に関する報告書」（2009 年４月 30 日公表）は、各保険者が持つ被保険者証記号

番号等を各制度共通の統一的な番号（「社会保障番号」に相当する）で置き換えること

について、情報漏洩の際に、各保険者が保有する情報がマッチングされ、利用者のプラ

イバシーが侵害されるリスクが高まることなどを理由に採用しなかった。 

なお、「番号」それ自体ではなく、「ＩＣカード」を検討対象としたのは、「番号」

を用いずとも、「ＩＣカード」さえあれば、情報通信技術を用いることによって国民の

個人情報の統合管理・利用を行うことが可能となるためであり、番号制度に対する国民

の批判を回避しつつ、目的を達することができるという利点があったものと推測される。 

 

第４ 「税・社会保障共通番号」制度の検討の経過 

１ 「税・社会保障共通番号」制度早期導入の動き 

 以上、見てきたように、「納税者番号」制度は本来税務分野を対象とする番号であり、

「社会保障番号」は社会保障分野を対象とする番号である。したがって、両分野が関連性

を有することは否定しないものの、本来、両番号制度は、対象とする分野を異にする別個
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の制度であるといえる。 

 しかも、「納税者番号」や「社会保障番号」は、制度導入に関する積極意見が出された

後相当期間にわたって議論があったものの、いずれも、プライバシーの問題などを理由に、

政府における制度導入のための具体的検討が行われてこなかった。 

 しかし、昨今、「納税者番号」と「社会保障番号」を共通番号とする制度を早期に実現

するための動きが、政府・与野党において広がっている。 

 

２ 新政府税制調査会における検討状況 

 2009 年 10 月８日、鳩山首相（当時）は、新政府税制調査会（以下「新政府税調」とい

う。）に対して、格差是正や消費税の逆進性対策の観点から「給付付き税額控除」制度の

あり方について検討すること、税と社会保障制度の適正な運営のための番号制度やその執

行体制など、納税者の立場に立つとともに適正な課税を推進するための納税環境整備を検

討することを諮問した【注 12】。 

 その結果、「平成 22 年度税制改革大綱」（2009 年 12 月 22 日閣議決定）では、「社会

保障制度と税制を一体化し、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障を充実させると

ともに、社会保障制度の効率化を進めるため、また所得税の公正性を担保するために、正

しい所得把握体制の環境整備が必要不可欠です。そのために社会保障・税共通の番号制度

の導入を進めます。」、「付番・管理する主体については、歳入庁（税と社会保険料の賦

課徴収を一元的に行う機関）が適当であると考えます。」との指摘が行われ、新政府税調

の下に、納税環境整備プロジェクトチームと、専門家委員会の小委員会である納税環境整

備小委員会が設置された。ただし、上記小委員会は、2010 年６月 11 日、９回の委員会を

経て、議論の整理を行っているが、上記プロジェクトチームの方は、納税環境整備小委員

会の検討や、後述する「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」の検討状況を勘

案しつつ検討を進めるものとされており、その検討状況は公表されていないものの、2010

年７月現在、いまだ開催に至っていないものと思われる。  

 

３ 内閣官房国家戦略室における検討状況 

 上記新政府税調の検討と並行して、政府は、「平成 22 年度税制改正大綱」に基づき、内

閣官房国家戦略室内に「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置し、2010

年２月８日以降、６回の検討会等を重ねてきた。社会保障・税共通の番号制度やこれを付

番・管理する歳入庁の設置については、税制のみならず、社会保障制度も関連することか

ら、府省横断的に検討を行うためとのことである【注 13】。 

 同検討会は、同年６月 29 日、中間とりまとめ（「社会保障・税に関わる番号制度～３つ

の視点からの『選択肢」～」<国民の権利を守るための番号に向けて>）（以下「中間とり

まとめ」という。）を公表し、同年８月 16 日まで意見を公募した。今後は、2010 年内に

終案をまとめ、2011 年の通常国会には「税・社会保障共通番号制度」関連法案が提出さ

れる予定であり、成立後３～４年後の実施を目指している旨の新聞報道がなされている【注 14】。 

 

４ 各政党の検討状況 

(1) 民主党 
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「納税者番号」は、結党以来の基本政策【注 15】だったこともあり、民主党は、政府の検

討に先立ち、「民主党税制抜本改革アクションプログラム－納税者の立場で『公平・透

明・納得』の改革プロセスを築く－」（2008 年 12 月 24 日公表）において、「社会保障

番号制度と歳入庁設置」を掲げ、「民主党は、社会保障制度の効率化を進めつつ、真に

手を差し伸べるべき人に対する社会保障をより手厚くするために、正しい所得把握体制

の環境整備が必要不可欠であり、そのためには番号制の導入が必要と考える。このよう

な考え方に立ち、社会保障給付と納税の双方に利用できる番号制度の早急な導入を進め

る。利用する番号としてもっとも望ましいのは、『消えた年金』、『消された年金』の

再発を防ぐため国民全員に交付する『年金通帳』の番号であるが、早急な番号制度の導

入が必要なことから、政府が現在検討している社会保障番号も含めて検討していく。」

とした。 

また、2009 年８月の衆議院選挙に向けたマニフェスト（民主党の政権政策

Manifesto2009）においても、「所得の把握を確実に行うために、税と社会保障制度共

通の番号制度を導入する」ことを掲げた。 

(2) 自由民主党・公明党 

自由民主党や公明党も、その「平成 21 年度税制改正大綱」（2008 年 12 月 12 日決定）

において、「納税者番号制度については、今後の税制や社会保障のあり方の議論とあわ

せて、現行の住民票コードの活用や、いわゆる社会保障番号との関係の整理等を含め、

具体的かつ深度ある議論を関係団体・関係省庁が連携して実施し、国民の理解を得て、

早期かつ円滑な導入を目指すべき」と検討事項に明記していた。そして、自由民主党は、

上述したＩＣカードシステムに関するプロジェクトチームにおいて、社会保障番号・納

税者番号制度の導入に向けた検討を行っている。 

また、2009 年度の所得税法等の改正に際しては、その附則 104 条３項６号に、納税者

番号制度の導入の準備が明記されている。 

 

第５ 想定される「税・社会保障共通番号」制度 

１ 「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」の中間とりまとめ  

 上述のとおり、「税・社会保障共通番号」制度については、2009 年来、異なる機関にお

いて並行して検討が重ねられている模様である。しかし、新政府税調は、その性質上、納

税者番号を中心とした検討を行うこととなると考えられることから、「平成 22 年度税制改

革大綱」のとおり、「税・社会保障共通番号」制度の議論をリードするのは、「社会保障・

税に関わる番号制度に関する検討会」となる予定である（ただし、国家戦略室の位置付け

の変更に伴って、今後どこが中心的な担当部署になるかは不明である）。 

 そして、「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」が 2010 年６月 29 日に公表

した中間とりまとめは、「税・社会保障共通番号」制度の制度設計に関し、四つの論点に

ついて選択肢を提示している。①利用範囲をどうするか、②どのような番号を利用するか、

③情報管理の方式をどうするか、④プライバシー保護の徹底をどうするかの四点である。 

 

２ 中間とりまとめで論点ごとに提示された選択肢 

(1) 番号の利用範囲をどうするか 
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中間とりまとめでは、国民のメリット（利便性）が向上するのに比例して、情報管理

のリスク・コストが増加するとの前提の下、番号の利用範囲として、以下の選択肢を提

示する。 

ア Ａ案（ドイツ型） 

税務分野のみで番号を利用する。これによって、より正確な所得把握と税徴収が可

能となり、加えて、「給付付き税額控除」制度の導入が可能となると説明されている。 

イ Ｂ案（アメリカ型） 

税務分野に加え、社会保障分野でも共通に番号を利用する。ただし、社会保障分野

での利用範囲によって、社会保障の現金給付にのみ利用するケース（Ｂ－１案）と、

社会保障の現金給付のみでなく、社会保障情報サービスにも利用するケース（Ｂ－２

案）とに分類される。 

Ｂ－１案の場合には、Ａ案に加え、「所得比例年金（所得に応じた年金給付）」の

導入が可能となるほか、医療保険などの申請手続の簡便化、給付に要する期間の短縮

などが図られると説明されている。また、Ｂ－２案の場合には、Ｂ－１案に加え、年

金手帳・医療保険証・介護保険証等の統合や、医療・介護情報サービス（健診情報な

どの提供）の利用が可能となるほか、医療の向上（過去の投薬内容等を複数の病院間

で参照することで、より適切な医療が受けられる）が図られると説明されている。 

ウ Ｃ案（スウェーデン型）  

税務分野、社会保障分野に止まらず、幅広い行政分野に共通に番号を利用する。こ

の場合、Ｂ－２案に加え、役所での各種手続の簡素化（ワンストップサービスの提供

など）などが可能となると説明されている。 

(2) 番号に何を使うか 

小の費用で、確実かつ効率的な仕組みを構築することを目的として、税・社会保障

に関わる番号として何を利用すべきかについて、中間とりまとめは以下の選択肢を提示

する。 

ア 基礎年金番号 

基礎年金番号とは、従前、国民年金・厚生年金保険・共済組合の各制度で、加入者

に独自に付与されていた年金番号を、1997 年１月から、すべての年金制度に共通した

番号に変更したものである。これをそのまま、税・社会保障に関わる番号として利用

するというのが、この選択肢である。 

しかし、重複付番が存在すること、国民全員に付番されていない（一部新たな付番

が必要となる）こと、プライバシー保護の観点などの問題があるとされている。 

イ 住民票コード 

住民票コードは、住民基本台帳法に基づき、住民票を持つ国民に割り当てられた番

号であり、これを、税・社会保障に関わる番号として利用するというのが、この選択

肢である。 

しかし、もともと、個人情報保護の観点から、住民基本台帳法は、民間事業者にお

ける住民票コードの告知要求等を原則として禁止している（住民基本台帳法 30 条の

43）。したがって、当然、プライバシー保護の問題が生じることとなり、中間とりま

とめでもこの点が指摘されている。 
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ウ 新たな番号 

住民票コードと対応した新たな番号を付番し、これを、税・社会保障に関わる番号

として利用するという選択肢である。このような方法で、プライバシーの問題がクリ

アでき、かつ投資コストが抑えられると説明される。 

(3) 情報管理をどうするか 

ア 一元管理方式（アメリカ・韓国型） 

各分野の番号を一本に統一し、情報を一元的・集中的に管理する方式である。この

場合、情報管理や連携が容易である一方、プライバシー侵害の懸念があり、情報漏れ

等の事故が生じた場合には被害が甚大となるとの危険性が指摘されている。 

イ 分散管理方式（オーストリア型） 

情報を各分野で分散管理し、中継データベースを通じて共通番号を活用して情報を

連携する方式である。この方式では、プライバシー侵害の懸念や、情報漏れ等の事故

が生じた場合の被害が少ないといった利点があると説明されている。 

(4) プライバシー保護の徹底をどうするか 

中間とりまとめは、①国家管理への懸念（国家による国民監視・監督・個人情報支配

への懸念、行政庁職員などによる不正閲覧・持ち出しによる流出の危険など）、②不正

行為のリスク（偽造・成りすましの危険、情報の改ざんなど）、③目的外利用のリスク

への対応が、プライバシー保護の観点から必要となると指摘する。 

そして、こうした懸念・リスクへの対応策として、①自己情報へのアクセス記録を確

認できる仕組みの整備、②プライバシー保護を任務とする「第三者機関」の政府外への

設置、③ＩＣカードの導入による確実な本人確認の仕組みの構築（既存の住基カードの

活用も可能）、④情報の分散管理方式の導入、⑤法令による目的外利用の厳密な禁止・

罰則の強化などをあげている。 

 

３ 想定される「税・社会保障共通番号」制度の内容 

(1) 中間とりまとめで用いられた選択肢を提示する手法について、新聞報道によれば、

政府案を決定する前に選択肢を示し、国民の声に耳を傾けることとしたとされている【注 16】
。 

しかし、本制度について、国民が問題点を十分に理解できるような情報提供（マスコ

ミ報道）はなされておらず、国民的議論が行われている状況にはない。国民番号制の問

題を考えている人々にとってさえ、今回のパブコメはきわめて答えにくいものであるに

もかかわらず、それを無理やり一定の結論に導こうとしているとしか考えられない。す

なわち、番号制をどの範囲に利用するかという問題は、それぞれの国の歴史的ないし今

日的事情に負うところが大であり、ドイツ、アメリカ、スウェーデンの国情が著しく異

なることは誰の目にも明らかである。歴史的背景を無視してどれが良いかなどと気楽に

選べる問題ではないのである。番号に何を使うかという問題はそれ自体国民にとっては

どうでも良いことであって、問題は番号を誰にも見える形で利用するかどうかであるの

に、この点についての明示的な指摘はない。プライバシー保護の徹底をどうするかとい

う問題は、番号を誰にも見える形で利用するかどうかとセットにして考えるべき問題で

あって、見える形で利用するという選択をした場合、もはやプライバシー保護の徹底な

どおよそ不可能である。このような深刻な対立構造を示さずに、まるで気まぐれに回答
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してかまわないタレントの人気投票のようなパブコメをすること自体、きわめて問題で

ある。 

パブコメの結果如何にかかわらず、年内にまとめられるとされる「税・社会保障共通

番号」制度の内容は、以下のとおりとなることが予想される。 

(2) 番号制度の利用範囲については、これまでの「納税者番号」の議論を考えても、「税・

社会保障共通番号」制度の検討の経過を踏まえても、税務分野のみに限定されるＡ案が

採用されることは考えられない。新聞報道では、Ｂ案が民主党の考え方に近いとか、Ｂ

案を中心に制度設計目指していくといった指摘がされている【注 17】。 

詳細は後述するが、厚生労働省では、「社会保障カード」の検討が進められており、

同カードの構想では、年金手帳・医療保険証、介護保険証を１枚のＩＣカードとするこ

とや、国民に医療・介護情報サービスを提供することを予定している。そして、「社会

保障カード」構想は、すでに実証実験の段階まで至っている。 

したがって、パブコメの結果にかかわらず、Ｂ－２案（社会保障の現金給付のみでな

く、社会保障情報サービスにも利用するケース）が採用される可能性が高い。 

(3) 利用される番号については、中間とりまとめの内容を見ても、また新聞報道におい

ても、住民票コードに対応した新たな番号とされる可能性が高い【注 17】。 

(4) 情報管理方式については、中間とりまとめの内容を見る限り、分散管理方式が採用

されるはずである。上述した「社会保障カード」構想においては、情報を分散管理した

上で、中継データベースを利用するものとされており、すでに一部自治体での実証実験

において中継データベースが現実に構築されている。したがって、実証実験で利用され

た技術をそのまま利用することが可能だからである。 

 

第２項 政府のＩＴ戦略 

第１ はじめに 

 「税・社会保障共通番号」制度は、2001 年１月に高度情報通信ネットワーク社会形成基

本法（ＩＴ基本法）が施行されて以来、電子政府の実現を目指して急速に進む政府のＩＴ

戦略の一つとして位置付けられる【注 18】。 

 電子政府の実現には、「国民ＩＤ」の存在が必要とされているところ、「税・社会保障

共通番号」が、今後、ＩＴ戦略本部の構想する「国民ＩＤ」に進化していく可能性は非常

に高い【注 19】。すなわち、市町村が紙ベースで住民の情報を管理していた時代には、国が

全国民の認証をすることは、海外渡航のためのパスポート（外務省）を除けば、やりたく

てもできなかったことだったのに、現在はやろうと思えばできる情報環境ができてしまっ

た。テロ問題を抱えている国や隣接国と深刻な対立問題を抱えている国などにおいて、政

府が国民を一元的に管理したいという衝動に駆られることは、その実効性はともかく、理

解できないではない。原田泉「国民ＩＤ－導入に向けた取り組み」（エヌ・ティ・ティ出

版、2009 年）では、国民ＩＤを構築することのメリットが強調されている。 

 しかし、人と人との関わり方が意識的・無意識的に多面性を持っていること、それは人

が自由に生きる上で重要な意味を持っていることなどを考えると、誰との関係でも特定の

誰であるかということが簡単に同定できてしまう社会構造・人間関係にしてしまって良い



第４章 税・社会保障共通番号 

- 134 - 

かどうかは簡単に決められることではない。また、国民ＩＤを構築するにしても、どのよ

うな仕組みにするかという点についても慎重な検討が必要であり、世界各国がこの問題に

頭を悩ませているところである。 

 また、中間とりまとめの結果を見る限り、「税・社会保障共通番号」が、ＩＴ戦略本部

や厚生労働省で昨今議論されている「社会保障カード」、「国民電子私書箱」、「次世代

電子行政サービス」といった電子政府化に向けた具体的なＩＴ構想と、深い結び付きを持

つことも明らかである。高度情報通信化社会を前提とした国民の個人情報の統合管理・利

用を行う制度という意味でも、これらの構想は、「税・社会保障共通番号」制度と共通し

ている。 

 さらに、「住民票コード」の直接ないし間接利用は、正式に、「税・社会保障共通番号」

の選択肢として明らかにされたところである。 

 そこで、本項では、「税・社会保障共通番号」制度の問題点を探る前提として、これら

の構想・制度の概略を紹介するとともに、各制度の実現によってもたらされる将来の社会

状況を明らかにすることとする。 

 

第２ 政府の行政分野におけるＩＴ戦略の概要 

１ 政府の行政分野におけるＩＴ戦略の歴史 

(1) 1994 年８月２日、高度情報通信社会の構築に向けた施策を総合的に推進することな

どを目的として、内閣に、総理大臣を本部長とする「高度情報通信社会推進本部」が設

置された。同本部は、1995 年２月に、「高度情報通信社会に向けた基本方針」を決定し

（その後、1998 年 11 月に改訂）、民間主導によって情報通信インフラの整備をはかる

ことと共に、行政の情報化（「紙」による情報の処理からネットワークを駆使した電子

化された情報の処理へ移行し、「電子的な政府」の実現を進める）などを課題として掲

げた。そして、こうした基本方針に基づき、1999 年４月には、アクションプランが策定

され、目標とする具体的な施策が明確化されたことで、電子政府の実現に向けて政府が

動き出すこととなる。 

なお、同年８月に、住民基本台帳法の改正が公布され、住民票コードの付与と住基ネ

ットの導入が準備されることとなった。そして、住基ネットは、2002 年８月に一次稼働

を開始した後、2003 年８月に本格稼働を開始している。この住基ネットは、後述のＩＴ

基本法制定前に導入された制度ではあるが、政府のＩＴ戦略の一つとして位置付けられ

ることは疑いない【注 20】。 

(2) 2000 年 11 月には、電子政府の実現などを重点政策として謳うＩＴ基本戦略がとり

まとめられると共に、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）が制定

された（施行は翌年１月６日）。そして、同法に基づき、高度情報通信ネットワーク社

会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進する目的で、「高度情報通信ネットワー

ク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）」が内閣に置かれることとなった。 

ＩＴ戦略本部は、2001 年１月 16 日、５年以内に世界 先端のＩＴ国家となることを

目指して「ｅ－ｊａｐａｎ戦略」を決定し、さらに、「ｅ－ｊａｐａｎ重点計画」を打

ち出した。この中には、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進

も含まれており、インターネットを通じた行政情報の閲覧、申請・届出の実現など、現
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在政府が目指すワンストップサービスの提供の原型が明らかにされている。 

その後、ＩＴ戦略本部は、国内のＩＴ化の進展に合わせ、「ｅ－ｊａｐａｎ戦略」を

順次発展させつつ、毎年のように重点計画や新たなＩＴ政策を打ち出してきた。このよ

うな中、「重点計画－2007」（2007 年７月 26 日ＩＴ戦略本部公表）において、「フロ

ントオフィスとバックオフィス及びバックオフィス相互間の連携や民間手続との連携

をはかることにより、様々な行政手続を基本的にワンストップで簡便に行える第２世代

の電子行政サービス基盤の標準モデルを構築することを目指す」として「次世代電子行

政サービス」の実現が明記され、また、「医療機関や保険者等に個別管理されている情

報を、希望する国民が自ら入手・管理できる」制度として「電子私書箱（仮称）」構想

の推進が明記された。さらに、医療分野の情報化と共に「社会保障カード」の推進も具

体的な施策として盛り込まれた。 

(3) 2009 年７月には、ＩＴ戦略本部で、「ｉ－ｊａｐａｎ戦略 2015」がとりまとめら

れた。ここには、三大重点分野の一つとして、電子政府・電子自治体が掲げられ、「国

民電子私書箱」構想の実現が盛り込まれている。この「国民電子私書箱」構想は、いわ

ば「社会保障カード」、「国民電子私書箱」、「次世代電子行政サービス」の各構想を

統合したシステムであり、「社会保障分野のみならず、広い分野でのワンストップの行

政サービスを提供するためのもの」と説明されるとおり、行政分野のみならず、民間分

野をも巻き込んだ個人情報の統合利用・管理を可能とするシステムである。 

さらに、2010 年５月に公表された「新たな情報通信技術戦略」では、「国民本位の電

子行政の実現」のための施策の一つとして、「社会保障の安心を高め、税と一体的に運

用すべく、電子行政の共通基盤として、官民サービスに汎用可能ないわゆる国民ＩＤ制

度の整備を行う」との指摘が行われることとなった。1968 年、当時の政府が、「各省庁

統一個人コード連絡研究会議」を設置して実現を目指し、ようやく住基ネットシステム

を創設したものの、プライバシー保障の観点からの反対運動等により進捗しなかった

「国民総背番号制」が、高度情報化社会の進展に伴う「電子政府の実現」、「ワンスト

ップサービスの実現」に必須のツールであるという説明の下、新たに政府の施策として

明らかにされたといえる。 

(4) こうした行政分野におけるＩＴ戦略は、経済界からの要求と深い結びつきを有する

ものと考えられる。社団法人日本経済団体連合会は、これまで政府のＩＴ化を後押しす

る、ないしは先導する提案を繰り返しており【注 21】、政府のＩＴ戦略は、こうした要求

を前提として進められている感をぬぐえない。 

これまでのＩＴ政策が総じてそうであったように、ＩＴ型の公共事業を求める経済界

の要求を前提に政府のＩＴ化を進めることは、制度導入の必要性という も根本的な検

討をおろそかにすることに繋がる。様々なＩＴ制度の導入ありきで、負の面（プライバ

シーへの脅威など）への対応を検討するより先に、経済界の要求を離れ、まずは制度の

必要性（制度導入の要否）を第一に検討するという姿勢が重要である。 

 

２ 住民基本台帳システムネットワーク・住民票コード 

(1) 住民基本台帳システムネットワーク（以下「住基ネット」という。）とは、各市区

町村で管理している全国民の住民基本台帳上の情報に、重複しない 11 桁の共通番号（住
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民票コード）を付け、この住基情報の中から「本人確認情報」と呼ばれる６情報（住民

票コード、氏名、生年月日、性別、住所及びこれらの変更履歴）を、市区町村→都道府

県→財団法人地方自治情報センターへと送信して集中させ、同センターから国の行政機

関などが「本人確認情報」の提供を受けて利用するというタテのネットワークと、各市

区町村間で直接「本人確認情報」または住基情報を送信し合うヨコのネットワークとで

構成された、全国的なコンピュータネットワークシステムである。なお、タテのネット

ワークの利用可能事務は、その時々で増減をしているが、現在の総務省のウェブページ

によれば、295 事務であるとされている【注 22】。 

この住基ネットは、1999 年の住民基本台帳法改正により制度化され、その後、タテの

ネットワークが 2002 年８月５日から、ヨコのネットワーク及び住民基本台帳カード（以

下「住基カード」という。）というＩＣカードの発行が、2003 年８月 25 日から、稼働

をはじめた。 

(2) 住基ネットの稼働によって実現された手続としては、①パスポート申請等の際の住

民票写しの提出省略、②年金の現況確認届出の提出省略、③住民票の写しの広域交付【注 23】

があげられている。また、住基カードの発行を受けている場合には、さらに、④転出転

入手続の簡素化（付記転出）、⑤ｅ－ｔａｘなどの電子申請が可能となるものとも説明

されている【注 22】。 

具体的には、パスポートセンターが、申請者から住民票の提出を受けるのにかえて、

住基ネットを通じて「本人確認情報」を取得し、パスポートを発行したり、住民票所在

地でない市町村が住民票所在地である市町村から「住民票情報」（ただし、本籍地情報

を除く）を得て、広域交付住民票を発行するといった仕組みである。 

しかし、①により市町村は住民票発行の手数料収入を失い、②は国の行政事務の一部

が簡略化されただけで、市町村にとってのメリットはなく、③についても、経済圏を同

一にする複数の自治体間において住民票の広域交付がすでに実行されていたから、それ

をさらに、全国の市町村（未接続市町村を除く）に拡大したにすぎないという批判もあ

る。 

(3) そして、総務省の説明によれば、国の行政機関等に対し年間約１億 1000 万件（2009

年８月現在）の情報提供が行われるなど、住基ネットによって、年間約 400 億円の行政

事務コスト等の削減効果がある（住民側で約 310 億円、行政側で約 120 億円）とされて

いる【注 24】。一方で、住基ネットの運用にかかる年間のコストは約 140 億円とされる【注 24】。 

このように政府の発表では、住基ネットが一見費用対効果に優れた制度に思える。し

かし、内訳を見てみると、住民側の移動時間削減効果が約 280 億円（約 1900 万時間分）、

行政側の事務効率化効果が約 80 億円（約 400 万時間）とコスト削減効果の大部分を占

めている。これが、住基ネットの費用対効果の悪さとして多くの批判が寄せられる所以

である。 

まず、住民側の効果については、住民票の写しの交付等に要すると推測される手続時

間を合計し、これに時給 1500 円程度を乗じた分だけの金額的メリットをもたらすと試

算している。しかし、実際に住民票の写しの交付を受ける必要がなくなったからといっ

て、無駄な出費が減ったと判断する国民などほとんどいないであろう。しかも、日々の

生活の中で、住民票の写しを提出したり、現況確認届出を行う頻度は低く、これを煩雑
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に感じるほどの問題は感じていなかったはずである。その結果が、政府の試算にもかか

わらず、住基ネットの利便性に対する国民の実感はきわめて低いという結果につながっ

ているのである。 

また、行政側の効果についても、やはり市町村間の転入通知のオンライン化や住民票

の写しの添付省略等に伴って省略される行政側の事務手続時間を推測し、これに時給

2000 円を乗じた分だけの金額的メリットをもたらすと試算しているにすぎない。しかし、

真に行政側の事務手続の省略効果が発生するのは、当該事務手続の省略時間に相当する

公務員の給料が削減されたときのみである。しかし、住基ネットの導入によって人件費

を削減できたとの市町村の発表はこれまでなされたことがない。 

以上のとおり、政府の試算を前提としても、決して住基ネットが費用対効果に優れた

制度であると評価することはできない。 

(4) しかも、住基ネットとともに導入された住基カードについても、その発行率はきわ

めて低い（2009 年度末で約 3.5％。ただし、この割合は、住基カードの累計発行枚数を

国民人口で除した数値にすぎず、実際には紛失や発行市町村外への転居などを理由に複

数回発行を受けている住民が相当数含まれているなど、現在有効なカードを所有してい

る国民の割合は上記パーセンテージより少ない。）【注 25】。しかも、上記発行率は、無

料発行や電子確定申告による 5000 円の税額控除など、国民全体の負担によって優遇策

を講じて得られた数値である。 

このことからも、住基カードによってもたらされるとされる国民の利便性が、国民に

とって魅力のあるものではないことが明らかとなっている。 

(5) なお、住基ネットによって情報提供を受けるのは、国の行政機関や都道府県等公的

な団体に限られる。民間の機関が住民票コードの告知を要求することは禁止されており、

特に、契約に際して住民票コードの告知を要求すること等を禁止し、これらに違反した

場合には、都道府県知事の中止の勧告、命令を経たうえで、命令違反に対する罰則を科

すこととなっている（住民基本台帳法 40 条の 43）。 

  

３ 社会保障カード 

(1) 「社会保障カード」とは、年金手帳、健康保険証、介護保険証の三つの役割を果た

す１枚のＩＣカードである【注 26】。住基カードと異なり、新生児（ただし、一定年齢ま

では発行しないことも選択肢として残されている）から老人まで、在留外国人を含めて、

厚労相が発行し、市町村を通じて交付される予定となっている【注 26】。 

ＩＴ戦略本部は、「重点計画－2007」において、「年金手帳や健康保険証、更には介

護保険証としての役割を果たす『社会保障カード（仮称）』を 2011 年度中を目途に導

入することを目指す」ものとし、厚生労働省に「社会保障カード（仮称）の在り方に関

する検討会」を設け、検討を重ねてきた。その後、「社会保障カード（仮称）の基本的

な計画に関する報告書」（2009 年４月 30 日公表）（以下「基本計画報告書」という。）

がとりまとめられ、2010 年に、一部自治体において、希望者を対象とする実証実験が行

われた。 

(2) 「社会保障カード」は、当面、①健康保険証・年金手帳・介護保険証という三つの

保険証等としての利用、②オンラインを通じての年金記録・医療記録等の閲覧という二
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つの場面が主たる利用方法とされる【注 26】。国民の視点から見ると、①は、現在の紙の

保険証のように「社会保障カード」を提示することで医療等のサービスを受けられると

いうこと（図２参照）、②は、「社会保障カード」を使用することによってパソコン等

から年金記録等を閲覧できるということ（図３参照）を意味する。 

しかし、「社会保障カード」には、こうした国民の利用という側面のみならず、保険

者間の情報を相互に利用できる状況とし（図４参照）、個人の特定を可能とすることで、

過誤給付の防止や併給調整など保険者・分野にまたがる事務を容易にするといった目的

も存在する【注 26】。しかも、基本計画報告書では、「社会保障カード」が「社会保障制

度全体を通じた情報化の共通基盤として位置づけられるべきもの」であり、「社会保障

カード（仮称）や次世代電子行政サービス、電子私書箱（仮称）については、密接に連

携し、一連のものとすることを目指す必要がある」といった指摘もなされている。 

   

図２ 

 

平成 21 年４月 30 日 社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関する報告書 16 頁図４－１抜粋 
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図３ 

 

平成 21 年４月 30 日 社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関する報告書 14 頁図３抜粋 

 

図４ 

 
平成 21 年４月 30 日 社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関する報告書 22 頁図５抜粋 
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(3) この「社会保障カード」を使用する際の具体的な仕組みとして、基本計画報告書に

おいて明らかにされたのが、中継データベース（ＤＢ）の活用である。 

中継ＤＢとは、個人情報を分散管理することを前提に、各保険者の被保険者証記号番

号等を制度共通の統一的な番号に置き換えることなく、個人情報のマッチングを可能に

する仕組みである。利用者等から各保険者が保有する情報へのアクセスを中継する機能

を持つデータベースであり、中継ＤＢには、本人識別情報と各制度の被保険者記号番号

等の情報だけが記録され、中継ＤＢが、利用者の情報へのアクセス要求を各保険者に振

り分ける機能を持つこととなっている（図５参照）。 

具体的には、中継ＤＢには、Ａさん個人であることを識別する情報と、Ａさんに関す

る基礎年金番号・医療保険の番号・介護保険の番号が記録されている。そこで、Ａさん

（または医療機関）が医療保険の保険者の保有情報を知ろうと考えた場合、Ａさん（ま

たは医療機関）が中継ＤＢへアクセスすると、中継ＤＢはＡさんが誰であるかを識別し、

Ａさんの医療保険番号○○番の情報を保険者のデータベースに要求し、保険者のデータ

ベースから提供された情報を、Ａさん（または医療機関）に提供するという仕組みなの

である（図２、３参照） 

 

図５ 

 

平成 21 年４月 30 日 社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関する報告書 11 頁図２抜粋 

 

第３ 「税・社会保障共通番号」制度の発展可能性 

１ 行政分野における個人情報の共同利用・データマッチングの現状 

(1) 総務省行政管理局の報告書によれば、2009 年３月 31 日現在、行政機関が保有する

個人情報ファイルは８万 3268 ファイルにのぼる。また、同報告書によれば、独立行政

法人が保有する個人情報ファイルは１万 1059 ファイルとなっている。 

なお、行政機関については、国税庁が７万 3412 ファイルで、88.2％を占めており、
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独立行政法人については、国立病院機構が 4085 ファイルで、36.9％を占めている【注 27】。

前者は納税情報、後者は診療録などの医療情報と推測される。 

(2) これらの個人情報ファイルに記録された保有個人情報について、「行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律」は、原則として目的外利用や第三者提供を禁止する

と共に（同法８条１項）、①本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき（同法８

条２項１号）、②行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報

を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由

のあるとき（同法８条２項２号）、③他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受

ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用

し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき（同法８条２項

３号）などを、目的外利用・第三者提供の例外として規定する。また、「独立行政法人

等の保有する個人情報の保護に関する法律」も、同法９条に同様の提供制限規定を置い

ている。 

こうした制限があるため、行政機関や独立行政法人等における保有個人情報の共同利

用やデータマッチングは、現状では無限定な広がりを見せていない。2008 年度中に、利

用目的外の利用・提供が行われたのは、行政機関で 2862 ファイル（うち、法令に基づ

く場合が 2733 ファイル）、独立行政法人で 271 ファイル（うち、法令に基づく場合が

131 ファイル）だとされている。なお、「法令に基づく場合」とは、たとえば、行政機

関、独立行政法人等が国税徴収法第 141 条に基づく検査において保有個人情報を提供し

たものなどを指す【注 27】。 

(3) 一方、住基ネットに基づく「本人確認情報」の提供状況は、本項第２・２(3)で述

べたとおりである。 

 

２ 「税・社会保障共通番号」制度の発展可能性 

(1) 「税・社会保障共通番号」は、税・社会保障分野で利用する番号制度として現在の

ところ検討されてはいるものの、将来的に、「国民電子私書箱」等ほかのＩＴ政策にお

ける個人識別番号として発展的に利用されたり、官・民共通の個人識別番号（国民ＩＤ）

として利用されたりする可能性がきわめて高いと考えられる。 

政府は、異なる行政機関において様々なＩＴ政策を検討してきたものの、その目標と

するのは、ライフイベント（引っ越し、退職など）ごとの情報入手や手続をオンライン

上で実現するワンストップサービスを提供したり、バックオフィス連携により各行政機

関の業務効率化・コストの削減をはかるなど、電子行政・電子政府を実現することにあ

る。そして、その実現のためには、官・民両分野での情報の共同利用、ひいては個人情

報の名寄せを可能とする個人識別番号（ないしは電子的な個人識別情報）が必要となる

からである。 

こうした「税・社会保障共通番号」の発展可能性は、以下の点からも明らかとなる。 

(2) 「税・社会保障共通番号」制度の中間とりまとめでは、複数の利用分野（範囲）が

提示されている。 

そして、この利用分野（範囲）については、これまで「社会保障カード」、「次世代
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電子行政サービス」などの構想において政府が実現を目指していた効果が、そのまま具

体案として提示されている（「社会保障カード」はＢ－２案、「次世代電子行政サービ

ス」はＣ案）。 

(3) 「税・社会保障共通番号」制度の中間とりまとめにおいては、プライバシーの観点

からより好ましい仕組みとして、情報を分散管理したうえで中継ＤＢを活用することが、

選択肢として提案されている。この仕組みは、「社会保障カード」構想において実用化

が目指されていたものである。 

「社会保障カード」が、「社会保障制度全体を通じた情報化の共通基盤として位置づ

けられるべきもの」【注 26】である以上、「社会保障番号」など、分野横断的な共通番号

の利用は「社会保障カード」の構想から一旦除外された（かわって、電子的な個人識別

の方法を利用する）ものの、今後「税・社会保障共通番号」制度が導入されれば、「社

会保障カード」の個人識別の仕組みとして利用されることは容易に想像できる。「社会

保障カード」が目指すのは、社会保障分野において、保険者間の情報を相互に利用でき

る状況とするために、個人の同定を可能とすることであり、そのためには、社会保障分

野の共通番号を割り振るのが、元来もっとも簡便な方法だったからである。 

(4) さらに、「税・社会保障共通番号」制度の中間とりまとめにおいては、住民票コー

ドの間接的な活用が、コスト面及び安全面から好ましい仕組みとして提案されている。 

一方、「社会保障カード」構想においても、「社会保障カード」に既存の住基カード

を利用すれば、「既存のＩＣカードや市町村が有するカードの発行基盤を利用すること

で費用対効果に優れた仕組みとすることが可能」であるとの指摘が行われている【注 26】。

こうした指摘は、「ＩＴ政策ロードマップ」（2008 年６月 11 日・ＩＴ戦略本部）にお

ける「住民基本台帳カードの普及にあたっては、社会保障カードの議論と一体的に検討

を進める」との政府の考えに従うものである。 

このように、「税・社会保障共通番号」は、「社会保障カード」のみならず、住基ネ

ットとも深い関わりを持つ制度である。 

(5) そして、上記「社会保障カード」の検討と並行して検討されているのが、「次世代

電子行政サービス」・「電子私書箱」などの構想である。「社会保障カード」の基本計

画報告書では、いずれも将来の目標が、「制度をまたがって本人を特定する仕組みなど、

分野・機関横断的な情報アクセス、情報連携を可能とする基盤を構築する」という点に

おいて共通することを理由に、連携した検討を進めることが推進されている【注 26】。 

「次世代電子行政サービス」とは、ライフイベント（引越し、退職など）ごとに、オ

ンライン上での官民分野におけるワンストップサービスを目指す仕組みである。このう

ち、政府が当面の実現を目指しているのが、引越しと退職の際のワンストップ手続であ

る。すなわち、現在、引越しをする場合には、免許、印鑑登録、自動車登録、国民年金、

電気、ガスなどの手続を個別に行う必要があり、 大で７機関（官民含む）の訪問にお

いて、13 種類の添付書類が必要となる。また、退職する場合、企業は従業員の健康保険、

厚生年金、雇用保険、国税、地方税に関する手続を、従業員は勤務先の変更・離職に伴

い、健康保険、国民年金、失業等給付、老齢給付に関する手続を行う必要があり、両者

を合わせると 大で６機関以上の訪問において、15 種類の添付書類が必要となる。この

ような手続の煩雑さをなくすため、引越しの場合には転入先の市町村の手続により、退
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職の場合には職業安定所の手続により、すべての手続が可能となることを目指すもので

ある。 

「電子私書箱」とは、医療機関や保険者などの各機関によってバラバラに保有されて

いる情報をとりまとめる「電子私書箱」を運営する事業者を設置し、そこに個人がアク

セスすることで、利用者が、あたかも「私書箱」を利用するときのように、従来はバラ

バラであった自身の情報を一括して入手・閲覧できる仕組みを構築することが想定され

ている。「社会保障カード」を利用した年金情報等の閲覧とごく類似するようだが、雇

用保険や労働保険に関する情報、生活保護・児童手当・子育て支援の情報など福祉分野

の情報も対象とされるなど、「社会保障カード」以上に多数の情報を対象とすることが

予定されているものである。 

そして、これらの構想で制度の仕組みとして提案されている、次世代電子行政サービ

ス構想における「公共サービス連携基盤」や、電子私書箱構想における「電子私書箱プ

ラットフォーム」は、中継ＤＢと類似の機能を持つものとされている【注 26】。 

 

３ 「税・社会保障共通番号」制度の発展利用が実現した場合の個人情報の共同利用・デ

ータマッチング 

 中間とりまとめに従い、「税・社会保障共通番号」制度が、住民票コードと結び付いた

場合、 も確実な本人特定方法の下、納税・社会保障という分野の個人情報が名寄せ可能

な仕組みが構築されることとなる。 

 さらに、「次世代電子行政サービス」・「電子私書箱」・「国民電子私書箱」などの構

想における個人識別番号として利用されるようになった場合には、納税・社会保障分野を

越えて、官民を問わず、あらゆる個人情報の名寄せが可能な仕組みが構築されるに至る。

そして、「税・社会保障共通番号」は、官・民共通の個人識別番号（国民ＩＤ）と化して

いくであろう。 

 こうした状況に至った場合には、国民の個人情報が分散管理されていようと、「法令に

定める事務等の遂行に必要である」として、個人情報保護法の規定にかかわらず、あらゆ

る場面で、あらゆる個人情報の共同利用・データマッチングが可能となるものと考えられ

る。半世紀にわたって、国家が目標としてきた国民の個人情報の国家による統合管理・利

用が、いよいよ実現するのである。 

 

第３項 「税・社会保障共通番号」制度の問題点 

第１ はじめに 

 「税・社会保障共通番号」制度を含むＩＴ政策の検討に当たり、政府では必ず国民のプ

ライバシーへの配慮を謳っている。昨今の高度情報化社会の進展の中、個人情報保護の重

要性に対する国民意識は高まっており、当然の事柄であるといえよう。 

 しかし、果たして、政府の検討する「税・社会保障共通番号」制度は、本当に我々国民

のプライバシーを保護するのに十分な制度となっているのであろうか。そもそも、同制度

は、国民がプライバシーの侵害の危険を甘受してまで創設する必要のある制度なのであろ

うか。結果的に、社会保障の充実に資する制度となり得るのか。 
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 本項では、「税・社会保障共通番号」制度に内包される問題点について探ってみたい。 

 

第２ プライバシー侵害の危険性 

１ 住基ネット等政府の諸政策に関するこれまでの日弁連の意見 

(1) 住基ネットの導入に関連して、日弁連では、住民基本台帳法の改正に先立ち、1998

年３月 19 日、「住民基本台帳法の一部を改正する法律案についての意見書」を公表し、

さらに、1999 年６月 15 日、「改正住民基本台帳法の衆議院可決時の日弁連会長声明」

を公表した。その内容は、概略、住基ネットが、「住民基本台帳法の本来の目的を逸脱

し、住民票コードの導入により『国民総背番号制』にも道をひらき、国家による個人情

報の集中管理が行われ、国民のプライバシーを侵害するおそれがある」制度であり、「プ

ライバシーは、自己に関する情報を自らコントロールするという憲法上の権利であり、

何よりも先ず個人情報の保護の在り方についての議論を優先すべきである」というもの

である。 

また、改正住民基本台帳法が、「法律の施行にあたって政府は個人情報保護に万全を

期すため、速やかに所要の措置を講ずる」との付則を付したうえで成立した後には、2002

年４月 20 日付け「住民基本台帳ネットワークシステムの稼働の延期を求める意見書」、

2003 年５月 23 日付け「個人情報保護関連法案の成立に関する会長声明」、同年８月 25

日付け「住民基本台帳ネットワークの本格稼働の停止を求める会長声明」などをその都

度公表し、「個人情報の保護に関する法律」等個人情報保護立法の不十分さを指摘する

と共に、十分な個人情報保護立法がされるまでの間は、改正住民基本台帳法の施行を延

期すべきことを求め続けてきた【注 28】。 

(2) 2002 年 10 月 11 日に開催された第 45 回人権擁護大会においては、「自己情報コン

トロール権を情報主権として確立するための宣言」を採択した。 

その趣旨は、「住基ネットにより、『行政効率』の名において、全国の市町村が個人

情報の収集機関とされ、国家によって国民の個人情報が統一的に管理されようとしてい

る。さらに、『電子政府』『電子自治体』としてコンピュータの利便性と普及の必要性

のみが強調され、個人の尊厳が奪われる危険が看過されている」との社会情勢に鑑み、

以下の内容を柱として、自己情報コントロール権を情報主権として確立すべきことを提

言するものであった。 

ア 個人の統一的管理システムの構築を認めない  

イ 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働を停止する  

ウ 思想、信条、病歴などのセンシティブ情報の収集禁止や名寄せの禁止を含め、個

人情報の収集・利用・提供に対する厳しい規制を設け、これを監視するための第三者

機関を設置する等、実効性を伴った個人情報保護法制を確立する  

エ コンピュータネットワーク社会において人々が安心して暮らせるように、国及び

地方自治体が収集・管理する個人情報の分散管理を意識的に進めるとともに、統一的

なセキュリティ基本法を定める  

(3) さらに、「社会保障番号」制度に関しては、2007 年 10 月 23 日付けで、「『社会保

障番号』制度に関する意見書」を公表し、制度導入に反対の意見を述べた。 

「社会保障番号」は、政府の指摘する導入目的（年金記録問題への対応、医療保険資
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格のオンライン確認など）において合理性が欠如していることに加え、住基ネットにお

ける「住民票コード」と比べても、遥かにプライバシー保護への配慮を欠いており、こ

のような制度の導入は、プライバシーに対する重大な脅威をもたらすことが明白である

というのが主な反対理由である。「社会保障番号」は、①付番対象者を日本人以外の在

留外国人にまで拡大した、②生涯不変の番号（住民票コードは変更可能）とし、③民間

利用を前提（住民票コードは民間利用禁止）としており、④名寄せ・データマッチング

のマスターキーたる「共通番号」として利用することを積極的に評価するなどの点で、

「住民票コード」以上にプライバシーに対するより深刻な問題を内包していると評価で

きる。 

(4) また、「社会保障カード」に関しては、有識者や実務担当者を招いて２度にわたる

市民集会を開催した【注 29】ほか、2008 年８月 27 日付けで「『社会保障カード（仮称）の

基本的な構想に関する報告書』に関する意見書」を公表した。 

その意見の趣旨は、以下の三点である。 

ア 少子高齢化社会や地方分権社会（地域社会の自己決定）を前提とした日本の福祉

社会のあり方に関する政府の構想を示すことなく、その「手段」として位置付けられ

るはずの「社会保障カード」について、その導入ありきの議論を行うべきではない。 

イ 利用者や現場の意見を踏まえずに全国統一的な制度を導入した住基ネットの失敗

に鑑みれば、社会保障カードに関する政府の検討の進め方は抜本的に見直すべきであ

る。年金・医療・介護の各制度を直接担っている市町村、医療機関、介護事業者など

の意見はもちろんのこと、年金・医療・介護の各サービスを受け、かつ 終的な費用

負担者となる国民の意見をも、広く取り入れることから検討を始めるべきである。 

ウ 社会保障カードの加入者を特定するための鍵となる情報（年金、医療保険、介護

保険の各被保険者が「同一人」であることを特定するための方法）について、医療・

年金・介護の各制度共通の統一的な番号を創設することや、カードの識別子を利用す

ることには反対する。年金、医療、介護以外に利用範囲が広がったときには、すべて

同一番号で個人情報が管理・利用されることとなり、プライバシー侵害の危険性は、

住基ネットや住民票コードの比ではないからである。  

(5) このように、日弁連では、住基ネット、「社会保障番号」、「社会保障カード」の

各制度に関し、プライバシーや個人情報保護の観点から、その問題を指摘し続けてきた。 

 

２ 「税・社会保障共通番号」制度の導入によるプライバシー侵害の危険 

(1) 税務分野で利用される番号（納税者番号）は、①全員に番号が付されていること（課

税の公平を確保できるよう、課税所得を生じ得る者全員に付番されていること）、②一

人一番号が確保されていること（番号による名寄せ・突合が効率的かつ正確に行えるよ

う、納税者の住所、氏名の変更が速やかに把握され、一人の納税者に対し同じ一つの番

号が付与されている関係が確保されていること）、③民－民－官の関係で利用できるこ

と（納税者本人（民）が取引相手方（民）に番号を告知し、取引相手方（民）がその番

号を記入した法定調書を税務当局（官）に提出するという「民－民－官」の関係で利用

できる番号であること）、④目で見える番号であること（取引相手方（第三者）が、法

定調書に記載すべき納税者本人の番号を容易に確認できるよう、目で見える番号である
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こと）の四つが、 低限備えるべき要件とされる【注 30】。そして、「税・社会保障共通

番号」についても、税務分野で利用される以上、同様の要件が必要となる。 

したがって、「税・社会保障共通番号」は、住基ネットの｢住民票コード」や上述の｢社

会保障番号」と同様、国民と在留外国人の特定が確実になされるものとなることは明ら

かである。中間とりまとめで指摘のあった「住民票コード」の直接ないし間接利用が行

われれば、個人の特定はより一層正確となる。 

(2) このような性質を有する番号が、「納税者番号」に関する政府の説明通り、同番号

をキーとして各種取引を集中的に整理（名寄せ）及びマッチング（突合）できる仕組み

として利用された場合、個々の国民や在留外国人の勤務先や家族の状況、各種納税・社

会保険料支払いに関する情報、社会保障給付に関する情報だけでなく、各種経済取引活

動・消費生活に関する情報（その制度設計によっては、消費の嗜好や思想傾向までも）

が、国家によって、正確・確実に名寄せされ突合され得ることになる。また、取引相手

先にも番号が付されているから、相手先も正確に特定されることになる。 

したがって、国境を越えた取引などの回避手段を有する一部高額所得者などを除き、

同番号制の適用を回避する手段を有しない一般の国民や在留外国人は、同番号により、

その生活活動全般に関する機微にわたるプライバシー情報を、丸ごと国に把握されてし

まう危険性が、「社会保障番号」以上に高まることになる。 

個人情報保護の観点において も重要である秘匿性の問題（分野ごとに情報を分散管

理し、国家による個人情報の全容の把握を阻止すること）を考えた場合、「税・社会保

障共通番号」は、個人情報保護の要請に反する要素を持つ番号であるということができ

る。 

(3) そのうえ、「税・社会保障共通番号」は、日常の経済活動や取引活動で開示する必

要があることから、広範囲の民間利用が前提となっている。しかも、「税・社会保障共

通番号」は、その性質上、目で見える番号とせざるを得ない。したがって、民間におけ

る告知要求が禁止される住民票コードとは異なり、同番号をキーとする民間分野での個

人情報の整理（名寄せ）及びマッチング（突合）が容易に可能となり、個人のプライバ

シーが丸裸にされる危険性もまた、飛躍的に高くなる。 

また、今後、米国の社会保障番号（ＳＳＮ）のように、同番号が事実上、民間分野に

おいて身分証明番号化する可能性は高い。詳細は、本章第２節第２項に譲るが、米国で

は、ＳＳＮ及びこれが記載された社会保障カードが身分証明書として利用されているた

め、プライバシーに重大な脅威を与えていることは広く知られている。同国においては、

深刻な「成りすまし」被害が多発しており、我が国でも、自分の身分証明番号を知らな

いうちに他人に使われ多重債務者に仕立て上げられ、信用情報データベースなどにいわ

ゆる「ブラック情報」として誤って登録されてしまい、社会生活上様々な支障を生じる

など、これまで以上に深刻な被害が多発する危険性が高くなってくる。 

(4) このように、「税・社会保障共通番号」制度のみを考えても、これまで日弁連がそ

の問題性を指摘してきた住基ネット以上に、プライバシー侵害の観点から問題がある。 

今後、同番号制度が、「社会保障カード」、「住基ネット」、「次世代電子行政サー

ビス」、「電子私書箱」等と関連し、官民の分野で分散管理されている個人情報が、中

継ＤＢ等を通じて結合され、政府の目指すバックオフィス連携によって共同利用可能と
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なった場合には、我々国民のプライバシーは、国家に対する関係でも、民間事業者等に

対する関係でも完全に喪失することとなる。我々は情報の客体に成り下がり、自らの個

人情報に主体的に関与する機会を失い、日弁連が求めてきた自己情報コントロール権の

確立は、立ちゆかなくなってしまうであろう。 

 

３ 中間とりまとめで指摘されるプライバシー保護の方策 

(1) 以上のような「税・社会保障共通番号」に内包されるプライバシー侵害の危険に関

し、上述のとおり、中間とりまとめでは、対応策として、①自己情報へのアクセス記録

を確認できる仕組みの整備、②プライバシー保護を任務とする「第三者機関」の政府外

への設置、③ＩＣカードの導入による確実な本人確認の仕組みの構築（既存の住基カー

ドの活用も可能）、④情報の分散管理方式の導入、⑤法令による目的外利用の厳密な禁

止・罰則の強化などをあげている。 

(2) しかし、自己情報コントロール権は「自己の情報が無限定に収集・利用・提供され

ることを防止する」点に重要な価値がある（第５章第５節１参照）。したがって、そも

そもアクセス記録の確認は、その保護に何ら資するものではない。また、官民両分野に

は、きわめて様々な個人情報が存在するところ、これらが情報主体の手を離れて名寄

せ・集積されることになれば、自らの個人情報が、どこでどのように利用されているか

を国民が把握することは不可能であり、不正アクセスの監視は限定的なものとならざる

を得ない（結果、不正アクセスを監視するためには情報の集積を進める方が良いといっ

た考えに繋がるおそれがあるが、これは上記自己情報コントロール権をかえって侵害す

るものである）。しかも、アクセス記録が確認できる仕組みの整備をプライバシー保護

策として重視した場合には、パソコンに通じない高齢者等がアクセス記録を確認するこ

とは現実的には不可能であるにもかかわらず、仕組みさえ存在すれば良い（確認するか

しないかは自己責任である）という無責任な考えを助長し、情報の集積を正当化しかね

ない。 

このように、国民自身による自己情報へのアクセス記録の確認は、自己情報コントロ

ール権の保障を実質化するためには、きわめて不十分な仕組みであり（むしろこれを侵

害する方向で利用されるおそれがある）、これまで日弁連が再三提案し続けてきた「第

三者機関」の設置は必須だといえる。 

ただし、単に第三者機関が設置されることで、事足りるわけではない。行政機関個人

情報保護法日弁連試案（2003 年１月 31 日付け）をも参考に、適切な権限・構成を有す

る独立機関としなければ、個人情報保護の仕組みは画餅に帰することとなる。 

(3) また、ＩＣカードを利用したり、情報を分散管理したりしたうえで中継ＤＢを利用

したとしても、目に見える「税・社会保障共通番号」を用いた民間分野における個人情

報の整理（名寄せ）・マッチング（突合）によるプライバシーの侵害や、同番号が身分

証明番号化した際の成りすましの危険には対応できない。 

(4) このように、中間とりまとめで指摘されたプライバシー保護の方策は、いまだ不十

分といえる。 
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４ 住基ネット最高裁判決との関係 

(1) 詳細は、第５章第２節に譲るが、ここで「税・社会保障共通番号」制度と住基ネッ

ト 高裁判決との関係に簡単に触れておく。 

住基ネットに関しては、稼働後である 2002 年以降、全国で住基ネットの運用を差止

める（離脱を求める）訴訟が多数展開されてきた。 

そして、金沢地判 2005 年５月 30 日（判タ 1199 号 87 頁、判例時報 1934 号３頁）及

び大阪高判 2006 年 11 月 30 日（判時 1962 号 11 頁）においては、原告個人に住基ネッ

トからの離脱（住民基本台帳からの住民票コードの削除等）を認めた判決が下された。

自己の私的事柄に関する情報の取扱いについて自ら決定する利益（自己情報コントロー

ル権）が、人格権の一内容であるプライバシーの権利として憲法 13 条によって保障さ

れており、本人確認情報もこの自己情報コントロール権の対象となることを前提に、 

「行政機関において、個々の住民の多くのプライバシー情報が住民票コードを付されて

集積され、それがデータマッチングされ、本人の予期しないときに予期しない範囲で

行政機関に保有され、利用される具体的な危険が生じている」 

ことから、住基ネットの運用は自己情報コントロール権を侵害するものとの判断であっ

た。 

(2) これに対し、上記大阪高裁判決の上告審である 一小判 2008 年３月６日（判タ 1268

号 110 頁、判時 2004 号 17 頁）は、住基ネットを合憲とする判断を下した。 

同判決は、自己情報コントロール権の存否について判断することなく、さらに基本４

情報（氏名・住所・生年月日・性別）や住民票コードは個人の内面に関わるような秘匿

性の高い情報とはいえないとしたうえで、法律で認められていないデータマッチングが

刑罰等をもって禁止されていることや、本人確認情報の提供が認められている行政事務

において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関または主体が存

在しないことなどに照らし、住基ネットの運用によって、大阪高裁判決のいう具体的な

危険が生じているということはできないとしたのである。 

(3) 上記 高裁判決については、立法事実について審査することなく住基ネットの立法

目的である住民サービスの向上と行政事務の効率化という目的の正当性を一般的抽象

論で認めてしまった点や、法律で認められていないデータマッチングが刑罰等をもって

禁止されていることをもってセキュリティ上の問題はないと判断した点など、きわめて

杜撰な判断をしている。 

いずれにしても、当該判決は、ドイツの連邦憲法裁判所の判決のように当該制度の抱

える問題点をすべて洗い出して専門知識をもとに詳細に検討しているというものでは

なく、原審口頭弁論終結時における訴訟当事者の主張立証によって描き出された個人情

報の管理・利用状況を前提に判断したにすぎない。したがって、「税・社会保障共通番

号」制度やこれと関連するほかのＩＴ施策における前述したようなプライバシー侵害の

高度な危険性については別途検討する必要があり、上記 高裁判決をもって「税・社会

保障共通番号」制度を正当化することはできないのである。 

(4) 上記の 高裁判決を前提としても、「税・社会保障共通番号」制度は、住基ネット

と以下の点で大きく異なっており、違憲の疑いが強い。 

ア そもそも住基ネットは、様々な個人情報のデータマッチングを目的とした制度で
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はないという建前であり、上記 高裁判決も述べるように住民票コードをつかったデ

ータマッチングは原則として違法とされている。これに対して「税・社会保障共通番

号」制度は、この番号をつかって、個人情報を名寄せ・データマッチングすることを

目的としているのである。 

イ そして、「税・社会保障共通番号」によってデータマッチングされる個人情報に

は、税・社会保障分野におけるあらゆる情報が該当する。具体的には、税務分野では、

個々の国民や在留外国人の勤務先、収入・所得、家族の状況、各種納税の有無や金額、

各種経済取引活動・消費活動に関する情報などが考えられる。一方、社会保障分野で

は、年金・社会保障給付の内容、年金・社会保険料納付・滞納の事実及び金額、健康

状態、障害の有無、病名などが考えられる。 

さらに、同番号が、ほかの行政分野や民間分野の情報と紐付けられれば、データマ

ッチング等の対象となる情報の範囲はより広がっていく。資金繰りや借金、破産、交

通事故歴等の情報も集積される可能性がある。 

行政機関において、このように様々な個人情報が、「税・社会保障共通番号」を付

されて集積され、それがデータマッチングされることになれば、個々の国民にとって、

自らの個人情報がどのように利用されているかを把握することなど到底不可能である。

このような状態は、前記した住基ネット大阪高裁違憲判決のいう、「多くのプライバ

シー情報が・・・本人の予期しないときに予期しない範囲で行政機関に保有され、利

用される」という事態にほかならない。 

当然ながら、これらの情報の中には、 も他人に知られたくないセンシティブ情報

が多数含まれており、その秘匿性が、住基ネットの「本人確認情報」の比でないこと

は明らかである。これらの情報も、今後の制度設計次第では、「税・社会保障共通番

号」制度によって管理される情報となり得る性質のものである。 

ウ しかも、「税・社会保障共通番号」は、民間の取引相手等に提示することを予定

していることから、民間においても「税・社会保障共通番号」を利用したデータベー

スが構築されることが予想される。第１章ないし第３章で見てきたような様々な個人

情報が、「税・社会保障共通番号」を利用してデータベース化されるおそれもあるの

である。仮に、民間分野での利用を禁ずる手法を今後政府が検討することとなっても、

「税・社会保障共通番号」が目に見える確実な個人識別番号である以上、民間利用を

確実に禁止することは不可能に近いものと考えられる。 

エ このように、「税・社会保障共通番号」は、データマッチングをそもそもの目的

としていること、その対象となる個人情報がきわめて多様であり、しかも民間での利

用も予想されることなど、住基ネットとは大きく異なっている。したがって、住基

高裁判決を前提としても「税・社会保障共通番号」は、違憲の疑いが強い。 

 

第３ 制度導入目的の不明確性等 

１ これからの日本の社会保障制度のあり方との関係 

(1) 中間とりまとめによれば、税務部門での番号制度（納税者番号）の導入によって、

「給付付き税額控除」制度の導入が可能となり（Ａ案）、さらに社会保障分野でも共通

する番号制度（税・社会保障共通番号）を創設した場合には、「所得比例年金」の導入
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が可能となるとする（Ｂ－１案）。 

しかし、「給付付き税額控除」制度【注 31】や「所得比例年金」制度（更には「 低保障

年金」制度）【注 32】の創設は、貧困・低所得問題対策の一つの選択肢にすぎない。貧困・

低所得問題対策としては、本来的には雇用の確保、正規・非正規雇用格差の解消、 低

賃金の引き上げなどによって、働いた者は一定水準以上の所得が確保されているという

所得保障政策が前提とされなければならない。また、年金・医療の各保険や公的扶助な

どの各制度をまたがる総合的な政策が必要となる。そのような日本の社会保障のあり方

の議論なくして、なぜ部分的な一対応策にすぎない「給付付き税額控除」制度や「所得

比例年金」制度の創設が必要であるのか、その目的が不明確である。 

(2) また、一概に「給付付き税額控除」といっても、①勤労税額控除（一定以上の勤労

所得のある世帯に対して、勤労を条件に税額控除(減税)を与え、所得が低く控除しきれ

ない場合には還付(社会保障給付)する。税額控除額は、所得の増加とともに増加するが、

一定の所得で頭打ちになり、それを超えると逓減し 終的には消失するという制度）、

②児童税額控除（世帯の人数(子どもの数)と連動して税額控除額を増加させる制度）、

③社会保険料負担軽減税額控除（社会保障税が所得税と一括徴収されるオランダにおけ

る勤労税額控除）、④消費税逆進性対策税額控除（基礎的生活費の消費税率分を所得税

額から控除し、控除しきれない分については還付する制度）などの類型があり、それぞ

れ目的や対象が全く異なっている【注 33】。 

しかし、我が国では、何を目的に、どの層を対象として、どのような内容の「給付付

き税額控除」制度を目指すのか、この点に関する具体的な議論が全くない。しかも、た

とえば、イギリスでは、「給付付き税額控除」制度を採用しているが、「納税者番号」制

度自体は採用していない。同制度を創設するとしても、本当に新たな番号制度が必要不

可欠なのかの議論もなされていない。 

さらに、「給付付き税額控除」制度を採用するとすれば、その財源をどこに求めるか

という議論が必要不可欠であるが、その議論も全くなされていない。子ども手当の財源

確保問題と同じ問題があるにもかかわらず、その点が全く無視されているのである。 

(3) 「所得比例年金」についても、国家戦略室の「新年金制度に関する検討会」におい

て検討がはじまったばかりであり、いまだ制度の骨格が明らかとなっておらず、料率、

制度移行時期・方法、雇用主負担のない自営業者の取扱いなどについて、国民的な議論

はほとんどない状況にある。 

(4) このようなことになるのは、これからの日本の社会保障のあり方について本質的で

全体的な議論検討がなされていないからである。本質的で全体的な議論のない中で、「給

付付き税額控除」などの個別の対策を導入したり、さらにその手段として位置付けられ

ている「番号」制を創設することは、明らかに本末転倒である。 

中間とりまとめでは、「税・社会保障共通番号」の利用範囲が確定されていない。一

定の目的のために手段たる番号制を検討するのではなく、手段にすぎない番号制の導入

ありきで、番号制を導入してからできることを考えるという旧来と変わらない政府の姿

勢が、ここに端的に現れているものといえる。 
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２ 「納税者番号」制度による「所得の正確な把握」の可否 

(1) 「税・社会保障共通番号」制度の制度創設の目的は、「公平な税負担」、「給付付き

税額控除」、「所得比例年金」等を実現するために所得の正確な把握が必要であるところ、

「税・社会保障共通番号」制度を創設すれば正確な所得把握が可能となる点にあると説

明されている。しかし、そもそも、「納税者番号制度を創設すれば、正確な所得把握が

可能である」という前提自体が、実現不可能である。 

(2) まず、経済のグローバル化を背景として、高額所得者においては、国境を越えた取

引を利用するなど、様々な所得把握回避手段を有している。納税者番号制度を創設して

も、すべての所得を正確に把握することは不可能であるのが現状である。 

しかも、高額所得者に対しては、把握された所得に対する課税も公平（累進的）とは

いえない。政府資料である申告納税者の所得税負担率（2008 年分）によれば、申告所得

額が 5000 万円から１億円の層の所得税負担率をピーク（26.5％）として、それ以上の

高額所得者の所得税負担率は極端に減少している【注 34】。そのうえ、この申告所得額には、

源泉徴収で課税関係が終了した特定口座における株式譲渡所得や利子所得等は含まれ

ていないのである。したがって、そもそも「公平な税負担」も実現していないといわな

ければならない（金融性資産に累進税を課そうとするならば、資産の海外逃避を招くこ

とは必至であるから、直ちにそのような税制変更をすることもできないというのが現状

である）。 

(3) 売上げを把握するために、納税者番号制を運用することが事実上不可能な業種（一

般消費者相手の小売業等）も存在する。 

この点は、すでに、政府税調基礎問題小委員会が、2005 年６月にまとめた「個人所得

課税に関する論点整理」【注 35】においても、以下のように明確に指摘されている。 

すなわち、第１に、「一般の消費者を顧客としている小売業やサービス業にかかる売

上げを把握するため、消費者が番号付きの資料情報を税務当局に提出することは実際問

題としては不可能である」から、「納税者番号」制度を用いた事業所得の把握には自ず

から限界がある。第２に、「たとえば、ある納税者の売上げの額が把握できたとしても、

その売上げが取引相手方にとって仕入れであるのか家事関連経費であるのかまではチ

ェックできない。」としている（この点は、仮に「納税者番号」によってすべての売上

げ履歴を照合できるとしても残る問題である）。 

上記文書は、「このように、納税者番号制度には、取引のすべてを把握できるかとい

った量的な面に加え、個々の取引の質的な把握という面でも限界があることを念頭に置

き、官民を通じたコスト・ベネフィットの観点にも十分留意していく必要がある。」「納

税者番号制度さえあれば、適正・公平な課税が全面的に実現するという誤解が一部に見

られる。」と、その限界と問題点を明確に指摘している。 

(4) 確かに、「真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障をより手厚くするため」に

「給付付き税額控除」制度等を創設すること自体は検討の余地があり、その適切な運用

のためには｢正確な所得把握」が必要となる。しかし、「納税者番号」制度を創設しても、

すべての職種、所得形態の者に対して「正確な所得の把握」を実現することが事実上不

可能であることをはっきり示した上で、それでも上記制度を導入する意義があるかとい

うことが真摯に検討されなければならない。 
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第４ 「社会保障個人会計」導入の問題性 

１ はじめに 

 中間とりまとめでは、「税・社会保障共通番号」を、社会保障分野の現金給付のみなら

ず、社会保障情報サービスに利用すること（Ｂ－２案）も選択肢として提示している。こ

のような活用をした場合には、「年金手帳・医療保険証・介護保険証等を一枚にすること

が可能となる」、「『医療・介護情報サービス（希望者に、自らの健診情報やサービス利

用、費用支払情報を提供するサービス）』の利用が可能となる」などとされているが、こ

うした内容は、まさに政府が「社会保障カード」構想によって実現しようとしたものと同

一である。 

 ところで、「社会保障カード」構想を含む医療のＩＴ化の推進に対しては、 終的には

「社会保障個人会計」を目指しているものであるとの批判が向けられていた。そうすると、

中間とりまとめでは明らかになっていないものの、「税・社会保障共通番号」制度につい

ても、「社会保障個人会計」の実現を、目的の一つとしているのではないかとの危惧感が

ぬぐえない。 

 

２ 「社会保障個人会計」の概要・検討の経過 

(1) 「社会保障個人会計」とは、社会保障（公的年金、医療、介護、雇用保険など）に

関する情報を、番号を用いて個人単位で名寄せ・突合して明確にする仕組みである。 

(2) 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（骨太の方針）

（2001 年６月 26 日閣議決定）において、「『分かりやすくて信頼される社会保障制度』

を実現する。このため、ＩＴの活用により、社会保障番号制導入とあわせ、個人レベル

で社会保障の給付と負担が分かるように情報提供を行う仕組みとして『社会保障個人会

計（仮称）』の構築に向けて検討を進める。」と明記され、「社会保障個人会計」の推

進が政府の方針として初めて明らかにされた。 

その後、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（骨太の方針 2006）（2006

年７月７日閣議決定）においても、「社会保障個人会計(仮称)について、個々人に対す

る給付と負担についての情報提供を通じ、制度を国民にとって分かりやすいものとする

観点から、検討を行う」ものとされている。 

このように、「社会保障番号」の導入と「社会保障個人会計」の導入とは、一体的に

検討されていたのである。当然、今般の「税・社会保障共通番号」制度についても、「社

会保障個人会計」の導入が同時に目指される可能性が高いことは疑いようがない。 

 

３ 「社会保障個人会計」の問題点 

(1) 「社会保障個人会計」に関し、社団法人日本経済団体連合会では、「社会保障の各

制度から同じような趣旨で行われている給付を合理化することを前提に、個人ごとに給

付と負担を把握して、運営上、こうした重複給付をチェックし、効率的な給付を行おう

とするものである。あわせて、財産相続時における、社会保障受給額（特に年金給付）

のうち本人以外が負担した社会保険料相当分と相続財産との間で調整を行う仕組みも

検討すべきである」として、死亡時の清算までを求めている【注 36】。 
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しかし、社会保障とは、元来社会的な相互助け合いの制度である。個人単位で負担と

給付のバランスを考えるような性質のものではない。上記の「社会保障個人会計」のよ

うな考え方は、たとえば負担に比して給付の多い障がい者など社会的弱者を、社会から

排除することにつながりかねず、社会保障の理念を根底から覆す危険性を有する。 

この点、2001 年度第９回経済財政諮問会議において、当時の厚生労働大臣であった坂

口力臨時委員は、「『社会保障個人勘定』の創設について」を提出し、  

「社会保障の給付と負担を分かりやすく国民に示し、その理解を深める努力は重要であ

るが、個人単位で給付と負担を明確にし、国が管理するという『勘定』をもうけるこ

とは不適当である。」 

「個人単位で勘定を設け、その給付と負担（差し引き）のバランスを示すことについて

は、①医療・介護などによる現物給付・短期給付は、個々の事例によって異なり、毎

月など定期的に示すのは実務上困難であり、予測も不可能、②損得論を助長し、社会

保障制度が『リスクに対して社会で共同して備える」ものであることへの理解を損な

うおそれがある」 

といった指摘を行っているところである。 

(2) 加えて、2009 年７月 24 日に日弁連が行った「社会保障カードを考える市民集会～

医療・年金・介護の何が変わる？～」では、そのパネルディスカッションにおいて、パ

ネリストより、「社会保障個人会計」の導入によって、給付に合わせた保険料の増減変

更（応能負担から応益負担へ）、医療ＩＴ化と連動した医療費抑制、 終的には国民皆

保険の崩壊のおそれがもたらされる旨、指摘されている【注 37】。 

 

第５ 費用対効果 

１ 費用 

(1) 「税・社会保障共通番号」制度に要する費用については、中間とりまとめにおいて、

その概算が示されている。この費用は、利用範囲の相違によって変動することとなるが、

も採用可能性の高いＢ－２案を前提とすると、以下のとおりである。 

ア 付番、通知、番号管理プログラム開発等費用（200～300 億円程度） 

イ 情報連携のためのシステム開発等及びネットワーク費用（500～700 億円程度） 

ウ 税務関係機関におけるシステム開発費用（地方公共団体の地方税部局含む。）（600

～1300 億円程度） 

エ 税務当局に調書を提出する民間セクター（金融機関等）におけるシステム開発費

（試算なし） 

オ 個人情報保護関係（第三者機関の設置、自己情報管理機能、強固なセキュリティ、

ＩＣカード導入）費用（2000～3000 億円程度） 

カ 社会保障関係機関（保険者及び地方公共団体福祉部局等）のシステム開発費用(700

～800 億円程度） 

キ 医療機関や介護事業所等におけるシステム開発費用（試算なし） 

なお、以上の費用は初期費用にすぎず、このほかランニングコストが生じることと

なる。 

(2) すでに具体的な数字が示された部分だけとっても、 大で 6000 億円を超える初期
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費用が必要となる。しかも、上記⑤については、社会保障カード（ＩＣカード）の発行

費用だけで、1950 億円（１枚 1500 円と想定）になると試算されていたこと【注 38】などを

考慮すれば、実際には大幅に増額される可能性が高いものと考えられる。「小さく提案

して大きく育てる」、すなわち、少ない予算でできるように提案しておいて、実際に実

行する段階では当初予算の数倍、数十倍の費用がかかる事業になってしまっているとい

うことが、国の公共事業には少なくなく、しかもそのことについて誰も責任を取らない

現実があるということを、国民は銘記すべきである。 

 

２ 効果 

 中間とりまとめにおいては、具体的なコスト削減効果は何ら示されていない。具体的な

数字としては、「社会保障カード」構想に関連して、①医療保険資格のオンライン確認等

の実現による効果は保険者で年間約 160 億円、医療機関等で年間約 120 億円（ただし、後

者の数字は母数が少ないため参考とするには注意を要する）、②「次世代電子行政サービ

ス」については、引っ越しと退職に限っても、実現によるコスト削減効果は、引っ越しが

1000 億円、退職が 1200 億円、③電子私書箱構想の実現により、通知郵送サービス等につ

き削減されるコストは年間約 4600 億円との試算が提示されている程度である（ただし、②

と③の試算は、個別の構想における試算であり、コスト削減効果は相当重複しているもの

と考えられる）【注 38】。 

 しかし、上記のコスト削減効果は、住基ネットの効果と同様の問題がある。いずれも、

国民の手続に要する時間や、サービス提供者の作業量を推測し、これに単価を乗じて算出

された机上の数字にすぎないからである。また、③については、電子私書箱の利用率を 70%

ときわめて高く仮定している点も問題がある。 

 住基ネットと同様、壮大なコスト削減効果を示す政府の試算とは異なり、国民にとって

ほとんど出費減少の実感がわかず、一方、サービス提供者側でも現実のコスト削減には繋

がらないといった事態に陥ることは容易に想像できる。 

 

３ 費用対効果 

 莫大な税金を投入して新たな制度を構築するに当たっては、失敗は許されない。しかし、

目的のないＩＴ制度、利用者が必要性を感じないＩＴ制度は失敗するという指摘がある。

住基ネットはその良い例であるし、パスポートの電子申請は、１件あたり年間約 1600 万円

ものコストがかかり、わずか３年ほどで頓挫した。電子政府評価委員会による「平成 19

年度における行政機関に係るオンライン申請等手続システムの利用状況等調査の結果」に

よれば、年間の情報システム運営コストが人件費を含まずに約 923 万円かかっているシス

テムが存在するとのことであるし、同委員会の報告書では利用者視点の欠如が指摘されて

いる。 

 しかも、「税・社会保障番号」制度は、上述のとおり、国民のプライバシーに対する重

大な脅威となる制度である。安易に、利用範囲を拡大し、費用対効果ばかりを追い求める

のも誤りである。 

 制度の必要性を十分に吟味した上で、現実的な費用対効果に関する慎重な検討をも十分

に行った後でなければ、「税・社会保障共通番号」制度を導入すべきではない。 
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【注１】 保有個人情報（行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織

的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの）を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的

を達成するために、①特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した

ものや、②一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、そのほかの記述等により特定の保有個人情報を

容易に検索することができるように体系的に構成したもの（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律２

条３号、４号）。 

【注２】 「平成 20 年度における行政機関及び独立行政法人等の個人情報保護法の施行の状況について」（総務省行政管

理局公表）より  

【注３】 一般には、顧客と直接やりとりする各業務をフロントオフィス、そのほかの基幹業務をバックオフィスと呼ぶ。

「次世代電子行政サービス」の場合、ワンストップを受けつけるインターネット上の窓口（フロントオフィス）

と対比して、サービスを提供する組織（行政機関など）がもつ利用者の情報を、サービス提供者側（行政機関内

部や行政機関相互など。バックオフィス）で直接に交換しながら共同利用していくことを「バックオフィス連携」

という。 

【注４】 財務省ホームページ「番号制度」を税務面で利用する場合のイメージより 

【注５】 政府税制調査会納税者番号等検討小委員会報告（1988 年）  

【注６】 日本税理士連合会税制審議会「納税者番号制度のあり方と問題点について－平成 15 年度諮問に対する答申－」

（2004 年３月 22 日）（http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/pdf/toushin_H15.pdf） 

【注７】 国立国会図書館財政金融課岩田陽子「納税者番号制度の導入と金融所得課税」（調査と情報第 475 号、2005 年

３月 18 日） 

【注８】 東京地方税理士会（調査研究部)「納税者番号制度について（第三次意見書）」（1996 年 11 月提言） 

【注９】 社会保障番号に関する関係省庁連絡会議「『社会保障番号』に関する実務的な議論の整理」2006 年９月 22 日 

参照 

【注 10】 ＩＴ戦略本部「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（2006 年７月７日閣議決定） 

【注 11】 年金手帳、健康被保険証、介護被保険証という三つの役割を一枚のＩＣカードに集約させたもの 

【注 12】 2009 年度第１回税制調査会資料・「諮問」 

【注 13】 「平成 22 年度税制改正大綱」2009 年 12 月 22 日 

【注 14】 2010 年６月 30 日・毎日新聞朝刊など 

【注 15】 民主党ウェブページ（http://www.dpj.or.jp/policy/rinen_seisaku/seisaku.html） 

【注 16】 2010 年６月 30 日・東京新聞朝刊 

【注 17】 2010 年６月 30 日・東京新聞朝刊、毎日新聞朝刊など 

【注 18】 たとえば、ＩＴ戦略本部の「ｉ－ｊａｐａｎ戦略 2015」（2009 年７月６日公表）には、「社会保障番号」の 

導入が明記されている。   

【注 19】 ＩＴ戦略本部の「新たな情報通信技術戦略」（2010 年５月 11 日）には、「社会保障・税の共通番号の検討と整

合性を図りつつ、個人情報保護を確保し府省・地方自治体間のデータ連携を可能とする電子行政の共通基盤とし

て、2013 年までに国民ＩＤ制度を導入する」と明記されている。 

【注 20】 たとえば、ＩＴ戦略本部の「ｅ－ｊａｐａｎ重点計画－2004」（2004 年６月 15 日公表）には、重点政策の一つ

として、住基ネットの安定的な運用継続と住民基本台帳カードの普及が掲げられている。 

【注 21】 2008 年 11 月 18 日「実効的な電子行政の実現に向けた推進体制と法制度のあり方について」、2010 年２月 18

日「社会保障と税の共通番号制度について」、同年３月８日「新しい社会と成長を支えるＩＣＴ戦略のあり方」
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など。 

【注 22】 総務省ウェブページ（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/juuki04.html）

参照 

【注 23】 住基カードの提示か、パスポート・運転免許証等の顔写真付き公的な免許証等の提示が必要 

【注 24】 総務省ウェブページ 

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/daityo/index.html） 

【注 25】 時事通信・2010 年５月 24 日配信記事 

【注 26】  社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会「社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関する報告書」2

009 年４月 30 日 

【注 27】 「平成 20 年度における行政機関及び独立行政法人等の個人情報保護法の施行の状況について」（総務省行政管

理局公表）より  

【注 28】 ほかに、「改正住民基本台帳法の施行に際し、十分な個人情報保護措置を求める会長声明」（2001 年９月 20 日）、

「個人情報保護法案に反対し、住民基本台帳ネットワークシステム施行の延期を求める日弁連会長声明」（2002

年５月 24 日）、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案の修正案に対する意見書」（2003 年１月 3

1 日）、「個人情報保護法案及び行政機関個人情報保護法案に欠かせない条件」（同年３月７日）、「電子政府

構築計画（案）に関する意見書」（同年７月 18 日）、「『情報セキュリティ基本法』制定を求める日弁連意見書」

（同日）などがある。  

【注 29】 2008 年５月 26 日「社会保障カードシンポジウム～社会保障カードがつくる便利とプライバシー保護 ～」、20

09 年７月 24 日「社会保障カードを考える市民集会～医療・年金・介護の何が変わる？～」 

【注 30】 税制調査会専門家委員会第５回納税環境整備小委員会(2010 年４月５日)・「資料（国税関連）」 

（http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/pdf/sennouzei5kai1.pdf）参照 

【注 31】 一定以上の勤労所得のある世帯に対して、勤労を条件に税額控除(減税)を与え、所得が低く控除しきれない場

合には還付(社会保障給付)する。税額控除の額は、所得の増加とともに増加するが、一定の所得で頭打ちになり、

それを超えると逓減し 終的には消失するという制度。 

【注 32】 「所得比例年金」は、すべての人が所得が同じなら、同じ金額の保険料を負担し、納めた保険料を基に受給額

を計算する年金制度。「 低保障年金」は、所得が低く所得比例年金の少ない人を対象に、一定額の年金を保障す

る年金制度。 

【注 33】 森信茂樹「給付つき税額控除－日本型児童税額控除の提言」（中央経済社、2008 年 10 月） 

【注 34】 財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/genan22/zei001e.htm）参照 

【注 35】 財務省ホームページ（http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/pdf/170621.pdf）参照 

【注 36】 社団法人日本経済団体連合会・提言「社会保障制度等の一体的改革に向けて」2004 年９月 21 日 

【注 37】 同市民集会・池川明神奈川県保険医協会理事長の発表より 

【注 38】 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会「社会保障カード（仮称）の基本的な計画に関する報告書」2

009 年４月 30 日 
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第２節 諸外国における番号制度の状況 

第１項 大韓民国 

第１ はじめに 

 大韓民国（以下「韓国」という。）は、人口約 4887 万人（2010 年現在）、朝鮮半島南

部に面積約 10 万㎡の国土（日本の約４分の１）を持つ民主共和国である【注１】。 

 1910 年から 1945 年までは朝鮮半島全体を日本が統治していたが、第二次大戦後、北緯

38 度以南は米軍支配下に置かれ、1948 年に大韓民国が成立した。一方、同時に朝鮮半島北

部には朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）が成立した【注１】。 

 韓国では、1960 年代以降、1980 年代初頭まで、パク・チョンヒ大統領らによる軍部独裁

政権が長期間続いた。また、1950 年に北朝鮮との間で朝鮮戦争が勃発し、終戦後も小規模

な軍事衝突がたびたび発生しており、北朝鮮とは常に緊張状態にある。こうした国情を背

景として、韓国では、住民登録番号が身分証明番号化し、社会生活の中できわめて広範に

利用されているものの、国民のアレルギー反応はほとんど生じていないといって良い状況

にある。 

 以下、本項では、韓国の住民登録制度の概要、その弊害などを紹介する。  

 

第２ 韓国の住民登録制度の概要 

１ 韓国の住民登録制度の現状 

(1) 住民登録制度 

韓国の住民登録制度は、行政機関がその管轄区域内に 30 日以上居住する目的で住所

または居所を設ける住民を登録する制度である。その目的は、住民登録法１条によれば、

住民の居住関係等人口の動態を常時明確に把握し、住民生活の便益を増進させて、行政

事務の適正な処理を図ることであるとされる【注２】。 

住民登録は、電算化された個人別住民登録票、世帯別住民登録票、世帯別住民登録索

引簿に記録される。住民登録時に申告しなければならない事項は、姓名、性別、生年月

日、世帯主との関係、本籍（ない、または明らかでない者はその理由）、住所、韓国以

外の国籍の者は国籍名などであるが、我が国と比較して特徴的なのは、大統領令に定め

る特殊技術を申告することである。ただ、実際の申請時には、その申請書の書式から、

より多様な情報が申告されるようになっている。具体的には、婚姻の有無、血液型、本

籍変更事項、戸主との関係、個人別住所移動状況、人材動員状況、資格免許事項と職業

訓練状況、学歴、職業、同居人の状況などである【注２】。 

(2) 住民登録番号（ＰＩＮ） 

韓国の住民登録番号（ＰＩＮ）は、韓国籍を持つ者に出生時に与えられる生涯不変の

13 桁の個人識別番号である（制度導入当初は 12 桁であった）。この 13 桁の数字はラン

ダムに構成されているわけではなく、 初の６桁は生年月日、７桁目が性別（出生年代

と男女別の組み合わせで六つの番号に分かれる）、８ないし 11 桁目が地域番号、12 桁目

が住民登録順序（男女別に１番から）、13 桁目が検証番号とそれぞれ意味を持っている。

すなわち、住民登録番号の中に、すでに個人情報が埋め込まれているのである【注２】。 
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理解しやすいように具体例を示すと、以下のとおりである【注２】。 

 

【韓国の住民登録番号の具体例】 

 2000 年６月 15 日に出生した男子として鐘路区桂洞で３番目に登録した人 

      

０ ０ ０ ６ １ ５  ３ ０ ０ １ ４ ３ ４ 

 

 

年   月   日         性別   地域番号  検証番号 

 （生年月日）                    住民登録順序 

（注） 

○ 生年月日は、各２桁ずつ６桁で表示 

○ 性別は、男子が３・女子が４（ただし、1900 年代生は男子が１・女子が２、1800

年代生は男子が９・女子が０） 

○ 住民登録順序は、１桁で表示し、同日出生者を男女別に区分し、申告順序に従って

１番から付番する。 

 

この住民登録番号は、基礎自治体（市・郡・区）の長の委任を受けた下部組織である

行政区画（邑、面、洞）の長が、管内で住民登録がなされ、本籍確認が終わった者に限

って付与するものとされている。そして、住民登録番号を付与した際には、本籍地に通

報し、本籍地で戸籍簿に記載される仕組みとなっている【注２】。 

 

(3) 住民登録証 

住民登録証は、住民登録された満 17 歳（制度導入当初は 18 歳であった）以上の韓国

国籍を有するすべての国民に発給されるプラスチック製カードである。表面には、姓名、

写真、住所、発行日のほか、住民登録番号と住民登録機関が記載される。また、裏面に

は、右母指の回転指紋も収録されている【注２】。 

本人の申請を受け、行政区画の事務所経由で、住民登録電算情報センターが発給する

（申請をしないと罰金の対象となる）。その申請の際には、上記の情報に加え、本籍、

世帯主、戸主、職業、血液型、特殊技術、兵役事項、左右 10 指の回転指紋などを記載

しなければならない。明らかに身分確認に必要な情報を越えている【注３】。 

 

２ 韓国の住民登録制度の歴史 

(1) 韓国では、1962 年の住民登録制度導入当初、希望者のみの登録を行っていたが、1968

年１月に北朝鮮特殊部隊によるパク大統領襲撃事件が発生したのを契機として、1968 年

５月、住民登録法が改正され、全国民を一連番号化する住民登録番号制度が導入される

と共に、18 歳以上の住民登録者に対して同番号を記載した住民登録証が発給されること

となった。 

この時点における韓国の住民登録制度は、住民の居住移動の実態把握による行政の能

率処理よりもむしろ、住民の人的事項の統合管理による人的資源の効率的な管理や、不
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純分子・犯罪者等の索出による社会の安定・秩序の維持に重点があった。国民生活の便

益増進が目的として追加されたのは、1997 年の住民登録法改正時である。 

(2) その後は、1980 年の改正まで、関係公務員の要求に従った住民登録証提示の義務化

（その後民間へ拡大）、住民登録法違反への罰則規定強化、住民登録証発給年齢の引き

下げ（民防衛義務者の 低年齢 17 歳まで）、住民登録証受給・所持の義務化など、人的

資源の効率的な管理、不純分子・犯罪者等の索出という目的に沿うような改正が繰り返

された【注４】。 

(3) しかし、1987 年以降民主化気運の高まりに合わせ、以降は、住民登録証に関連した

軽犯罪法の条文の削除、住民登録事務管掌機関の変更（基礎自治体へ）、住民登録証発

行申請懈怠に対する猶予期間の延長、住民登録事項の漏洩者の処罰規定新設、他人の住

民登録番号の不正使用罪の新設、住民登録申告事項からの兵役申告項目の削除など、住

民管理体制としての本来の目的を強化する方向での改正が繰り返された。そして、上述

のとおり、1997 年の改正においては、住民登録証の電子化を図ることとともに、住民登

録の目的に「国民生活の便益の増進」が追加されている【注４】。 

(4) ただ、上記の住民登録証の電子化は、1999 年の改正で保留された後、今のところ実

現はしていない。 

韓国政府が導入を目指した「電子住民カード」は、既存の住民登録証、運転免許証、

医療保険証、国民年金証書を統合すると共に、ＩＣカード化し、このＩＣチップ内部に、

各証明に含まれる情報のほか、住民登録謄・抄本事項、印鑑に関する情報、指紋情報な

ど４分野 72 の情報を収録するというものである【注５】。 

相当に国民のプライバシーに対する脅威となり得る制度であり、当該計画に対しては、

国民の反対があった。しかし、韓国での聞き取り調査によれば、反対の主な理由は、行

政によるデータマッチングへの危惧というより、カードを紛失した際の個人情報流出へ

の不安という点にあったとのことである。 

また、住民登録証の電子化の頓挫は、国民の反対があったことよりもむしろ、金融危

機による莫大な費用捻出の困難さから起きた出来事であるかのような指摘を行う文献

もある【注２】
。 

 

第３ 住民登録番号の利用状況 

１ 行政分野での利用状況 

 韓国では、行政事務の原則電子処理化を明記した「電子政府実現のための行政業務等の

電子化促進に関する法律」（2001 年に制定）（以下「電子政府推進法」という。）に基づき、

「行政情報共同利用センター」が設立され、行政情報の共同利用がきわめて進んでいる。

行政手続の簡素化の方策に関し、証明書の電子交付サービスの改ざん問題を契機として、

添付書類のネット上での提供という方向から、行政間での情報の直接のやりとり（行政情

報の共有化）の方向に舵が切られた結果である【注３、６】。 

 電子政府推進法では、行政情報の共同利用が可能な場合には同一内容の情報収集が禁止

されたり、行政情報の共同利用によって電子的に確認できる事項について、国民に同一内

容の情報の提供を求めることが禁止されるなど、行政情報の共同利用を行うことを前提と

した規定が置かれている。2009 年１月時点で、共同利用の対象となる情報は 71 種類、対
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象機関は、全行政機関、50 公共機関、16 金融機関となった【注６】。 

 こうした行政情報の共同利用においては、行政機関のシステムを相互につなげる情報共

同利用システムが使用されているが、システム間の相互利用の際に両者をつなげるキーと

なっているのは、住民登録番号と姓名の２つの情報である【注３】。すなわち、すべての行政

機関がオンライン上での本人確認に住民登録番号を普遍的に（入学、就職、運転免許、パ

スポート、選挙、統計調査、社会保険適用など）使用しているのである。 

 なお、行政部門の保有する個人情報に関しては、1994 年１月７日に「公共機関の個人情

報保護に関する法律」が制定されているが、目的外利用や第三者提供の例外は、日本のそ

れより相当広く設定されている。 

 

２ 民間分野での利用状況 

 韓国では、民間の約 300 万の事業体のほぼすべてで、住民登録番号を使用しており、現

状、住民登録番号は生活のあらゆる場面で利用されているといえる。 

 病院で診察券を作るとき、銀行口座をつくるとき、携帯電話に加入するとき、インター

ネットに加入するときなどに、住民登録番号が要求される。ショッピング、百貨店では、

マイレージ管理のキーとしても使用されているし、インターネット加入時には、本人確認、

同一サービス加入状況等を確認するために住民登録番号が使用されている。国民の個人識

別ＩＤは住民登録番号しかないし、民間での使用を禁ずる法律がないためである。 

 

３ 納税分野での利用 

 所得税法上では住民登録番号の記載が求められているものの、住民登録法上は、納税時

や商取引における住民登録番号の使用は義務付けられていない。しかし、国税庁の現金領

収書制度導入により、住民登録番号等が利用されるようになっている。 

 韓国政府は、従前クレジットカードの利用を推進し、商取引の把握に努力してきたが、

その後、現金取引の分野においても取引を把握すべく現金領収書制度を導入した【注７】。こ

の制度は、国民の携帯電話番号・クレジットカード番号・住民登録番号などが事前に国税

庁に登録されており、現金取引の際に相手に携帯電話番号等を教えると、相手から現金領

収書が発行されると共に、その情報が国税庁のＤＢに送られる仕組みである。国民は現金

領収書をもらえば、所得控除を得られるというメリットがあるため、利用者が相当に上る

とのことである（図６参照）。 

 



第４章 税・社会保障共通番号 

 

- 161 - 

図６ 

 

 

第４ 住民登録番号による被害と個人情報保護への配慮 

１ 住民登録番号による被害 

 インターネット上では本人認証手段として住民登録番号が慣例となっているため、成り

すましが頻発し、社会問題化している。また、携帯電話の契約や融資等の場面でも、成り

すましによる被害が生じている。 

 また、住民登録番号と名前が結び付けられた情報は氾濫しており、住民登録番号を検索

すると、かなりの数がヒットするし、闇市場で容易に買えるような状況にある。 

 

２ 個人情報保護への配慮 

(1) こうした弊害が生じているにもかかわらず、韓国の国民自体には、住民登録番号等

を個人情報・プライバシーの観点から問題にしようといった気運は低い。電子住民カー

ドへの反対が強かったのは、ＩＣチップに情報を収録することとなっていたことが理由

であり、現在政府が検討している分散管理方式（情報を分散管理した上、ＩＣカードに

は収録しない）を採用した場合には、同様の反対は起こらなかったのではないかと想像

される。 

かかる状況は、韓国の国民性を顕著に表している。もともと軍事政権・北朝鮮の脅威

といった特殊な国情の韓国にあって、 優先は国防であり、国防のためには不純分子の

索出は必須である。その目的を達するためには、国民の個人情報を国家が統合管理・利

用することに対する不安感は生まれにくかったのではなかろうか。 

こうした歴史背景の中、行政情報の共同利用についても、住民登録制度についても、

個人情報の危機という観点からの国民の問題意識は低くなったものにほかならない。 

(2) むしろ、現状の住民登録番号の氾濫について、個人情報の観点から危機感を抱いて

いるのは政府の方である。 

そして、現在のように、分野別の個人情報保護法しか存在せず、その所管官庁がバラ

バラな状況では問題に対応しきれないとの考えから、韓国政府は、包括的な個人情報保
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護法の制定や、ガイドラインの策定によって、個人情報の保護を図ろうとしている。 

また、もっとも弊害が多いインターネットの分野については、Ｉ－ＰＩＮと呼ばれる

住民登録番号に代わる本人認証サービスを創設したり、2010 年３月からは、一定の規模

以上の業者に対して、インターネットの加入に関し、住民登録番号に代わる本人確認の

代替手段を作ることを義務付けるなどの対応を行っている。 

 

第５ おわりに 

 行政の効率化や国民の利便性を追い求め、電子政府を推進してきた韓国は、2010 年には、

国連の電子政府発展水準ランキングにおいて世界第１位になった。しかし、その一方で、

いまだ個人情報保護法の制定を検討しているほど、個人情報の保護は忘れ去られてきた。 

 韓国での聞き取り調査に際し、政府関係者や有識者は、住民登録番号の弊害が生じたの

は、同番号の民間利用を許した結果であると考えており、韓国の住民登録制度は失敗であ

ったと認めている。しかし、ここまで住民登録番号が浸透している中で、制度を白紙に戻

すことはできないとも述べている。 

 幸いにも、日本には韓国のような住民登録制度は現存しない。韓国と同様の道を歩むべ

きか、日本ではまだ議論ができる段階にある。 

 

第２項 アメリカ合衆国・カナダ 

第１ アメリカ合衆国 

１ 概要 

 アメリカ合衆国（以下「アメリカ」という。）は、人口約３億 914 万人（2010 年４月）、

日本の約 25 倍の国土を持つ、50 州からなる合衆国である。アメリカでは、現在、９桁の

番号からなる社会保障番号（ＳＳＮ：Social Security Number）が、公的部門、私的部門

を問わず幅広く利用され、事実上の統一的な国民識別番号となっている（累計約４億 3000

万人に付番）。ＳＳＮは税控除申請等においても必要とされているため、アメリカ国民は原

則として出生と同時に取得する（なお、外国人に対してもアメリカ国内で就業するなど必

要な場合に発行される）。しかし、他人のＳＳＮを不正に利用した犯罪が増加したり、ＳＳ

Ｎをキーに個人情報の集積が進み、個人の私生活が把握される危険が高まるなど大きな問

題が生じている。特に 2001 年の 9．11 テロ後に制定された愛国者法により、テロの資金源

を把握する目的等のため、政府が銀行や保険会社に対し、顧客のＳＳＮの報告を求める傾

向が一層強まっている。また、政府の情報収集に対し、民間の個人情報データベース会社

が有償で個人情報を提供していることも報告されている。このことは、ひとたび統一番号

制度ができあがれば、政府でも民間でも統一番号をキーにした個人情報の収集と蓄積が進

み、市民監視のおそれがいつでも現実化することを物語っている。 

 

２ 統一番号制度の背景 

 初期のアメリカ合衆国では、アメリカ人の誕生、結婚及び死亡は、教会の地域記録とし

て文書化されていた。地方政府は、不動産の所有権とそこから生じる税だけを記録し、そ

れ以外の個人の記録はまれであった。連邦政府は、20 世紀になるまで、アメリカ人の出入
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国に必ずしもパスポートを要求しておらず、希望者にのみ発行していた。たとえば、南北

戦争の退役軍人への年金は、軍務に服したことの宣誓供述書に基づいて支給されていたよ

うである。 

 1903 年に、連邦議会は、州政府に市民の生死を記録する統一的なシステムを創設するよ

う求める法律を成立させたが、ほとんどの州政府が対応したのは、1930 年代であった。も

う一つの統一的記録の流れは、1913 年の所得税の導入である。これにより、個人の所得が

州政府により監視されるようになる。当然、納税義務者から激しい抵抗があったが、当初

は、所得税が課せられるほど高額の所得者は少数派にすぎなかった（第二次大戦の少し前

で 650 万人）。ところが第二次世界大戦の頃には所得税の納税義務者は 4800 万人（アメリ

カ成人の約 60％）にまで膨らんだ【注７】。 

 社会保障番号（ＳＳＮ）は 1936 年に社会保障法に基づいて、社会保障庁が就業者の退職・

死亡後における社会給付を正確に行う目的で始まった【注８】。初年度に 4500 万人のアメリ

カ人に付番されている。当初から、ＳＳＮは、雇用者が労組系の被用者のブラックリスト

を作成するのに使われるのではないかという心配がされていたが、政府は、ＳＳＮは社会

保障の目的のみに利用されると入念な説明をしていた。しかし、その後、ＳＳＮの識別子

としての利便性から利用範囲は拡大した。1943 年には、ルーズベルト大統領が政府機関の

個人識別システムにおいてはＳＳＮを利用するよう大統領命令を発し、1962 年には、国税

庁（ＩＲＳ）が納税者の識別番号として利用を開始した【注９】。引き続く 1960 年代から 1970

年代にかけて、連邦政府が行う各種給付手当の受取りや応募、生活保護者への食料配給券、

徴兵登録等に利用された。州や地域の行政も、運転免許、出生証明、陪審員選出、職業上

の資格付与等のためにＳＳＮを広く利用し、銀行や私立学校のような民間部門でも同様に

ＳＳＮの利用が広がった。このようにして、アメリカ人の個人の記録は完全に様変わりし、

ほとんどすべてのアメリカ人に関して政府が記録を有している状況が当たり前の状態にな

ってしまった。 

 

３ 利用拡大とプライバシー侵害の懸念 

 1970 年代の初頭に、プライバシーへの関心の高まりと共に、社会保障番号及びそのカー

ドがそれぞれ国民識別番号及び国民識別カードとして利用されるのではないかという懸念

が国民の間で強まった。これに応じて 1973 年の健康教育福祉局のレポートは、ＳＳＮを本

人識別目的で利用することを批判し、アメリカ合衆国において、統一的な個人識別情報は、

現在も予期し得る将来においても創設されるべきではないとした【注 10】。そして 1974 年の

プライバシー法（Privacy Act）には、政府機関（連邦及び州政府）において社会保障番号

を明らかさないことに不利益を課すことを原則として禁止する等の利用規制が加えられた。 

 しかし、政府でのＳＳＮの利用はその後も拡大した。また、民間での利用には規制がな

かったため、社会保障番号が事実上の国民識別番号として広く利用されており、さらに、

単なる識別番号としてだけでなく、本人であることの証明としてＳＳＮの下４桁を言わせ

るなどあたかも暗証番号のようにも利用されている。銀行口座開設や電話契約等、生活上

不可欠なサービス提供を受ける際に必要であるため、社会保障番号を有さない外国人等は、

サービス提供が受けられなかったり、別途保証金の提供を求められたりするなどの不自由

を強いられる。 
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 民間利用が拡大した原因の一つは、法律上、他人のＳＳＮの取得が必要とされている場

面が多いことである。たとえば税務申告において、事業者は、従業員のＳＳＮを報告する

ことが義務付けられている。また、銀行や保険会社も、顧客のＳＳＮの報告を求められて

いる。この傾向は、2001 年の 9．11 テロ後に制定された「愛国者法」により、テロの資金

源を把握する目的等のため強まっている。もう一つの理由は、便利で効率的という点であ

る。クレジット会社は、一般的に申込書にＳＳＮを記載させる。これは、重複があり得る

氏名、住所等よりも確実に本人識別しうるし、後述のようにプロファイリング・ビジネス

を展開する個人情報データベース産業から、ＳＳＮで特定された申込者の信用情報を容易

に取得できるからである【注 11】。 

 民間企業が他人のＳＳＮを売ったり開示したりすることは合法とされている。また、公

的機関が一般に公開する記録（たとえば、財産記録や裁判記録）にもＳＳＮが含まれてい

る場合が多々ある。 

 

４ 統一番号制度の問題点 

 以下のように、アメリカの事例を見ると、広く流通する国民統一番号制度は、プライバ

シーの観点からも、成りすまし犯罪の観点からも国民生活への影響が重大で、問題が大き

い。 

(1) プロファイリング・ビジネスの発達 

ＳＳＮを利用することで、当該番号をキーとした個人情報の集積が容易になっており、

アメリカ合衆国では巨大な個人情報データベース産業が存在する。コンピュータ処理技

術の発達に伴い、大量の個人情報を一つに集積・統合し、データの中に隠れているそれ

ぞれの項目間の相関関係を洗い出してこれを意味付けることが可能となった（プロファ

イリング）。分かりやすい例で言えば、特定の薬を購入した者が、特定の病気にかかっ

ているという事実を探り出すことである。また、たとえば特定の雑誌を購読する者は、

特定のブランド品を好むことが多いとか、特定のブランド品を好む者は特定の信仰を持

っているとか同性愛者が多いという事実である。このように大量の個人情報のデータを

コンピュータで処理して、あらゆる角度から個人の趣味嗜好や生活状況を分析し商業利

用することが進んでいる（プロファイリング・ビジネス）。また、少数意見抑圧のため

の情報の政治利用という問題も指摘されている【注 12】。 

プロファイリング・ビジネスといえば広告利用が思いつくが、それ以外の顕著な例と

して、クレジットスコア制度がある。アメリカ合衆国では、1960 年代までに、債権者が

債務者の返済能力を確認する手段として、信用報告機関（credit reporting agencies）

の報告書を利用することが普及してきた【注 13】。この信用報告書（Credit report）には、

個人の詳細な借入履歴、金融口座情報、主要な負債、破産履歴、担保権情報等が記載さ

れている。現在、アメリカの大手信用報告機関（Equifax、Experian、Trans Union）は、

ほとんどすべてのアメリカ市民の情報を収集、蓄積し、信用報告書に基づいて個人の信

用力を３桁の数字からなるクレジットスコアとして決定している。このスコアは、与信

（貸金）、雇用、保険、不動産賃貸といった日常生活の重要な取引において、その人物

の経済的信用性を示すものとして頻繁に利用される。クレジットスコアが悪い場合には、

普通の人より金利が高くなるといった不利な契約条件となったり、取引ができなくなっ
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たりするなど市民生活に重大な不利益が生ずる。保険会社は、個人データの相関関係の

洗い出しにより、クレジットスコアが悪い人の保険金請求の確率が高いことを発見し、

このスコアが悪い人に対しては保険料を上げているという事実も報告されている【注 14】。

クレジットスコアは、クレジットカードの支払いを怠った場合などに悪くなることから、

まじめに支払っている人は良いスコアを得られ、不払いを繰り返す人より有利な取引条

件になることは歓迎すべきだという考えもある。しかし、うっかり支払いを怠ったまま

住所を変えてしまうと、不払いであることの連絡も届かないままスコアは低下し続ける

危険がある。2003 年にＦＡＣＴＡ（Fair and Accurate Credit Transactions Act）が

制定されるまでは、クレジットスコアを本人が確認することは困難であったから、自身

が知らない間にスコアが急降下し、住宅ローンの申込を断られてはじめて気付くという

事態もあり得た。 

このように、クレジットスコア制度をはじめとするプロファイリング・ビジネスは、

市民の生活情報を、本人に無断で収集し、一定の評価に基づくレッテルを貼り付ける。

貼り付けられたレッテルは、市民生活にきわめて大きな影響力を有する場合があるから、

自己情報コントロールの観点から問題が大きい。 

(2) 個人情報産業と政府の複合体 

2001 年９月 11 日のアメリカ同時多発テロ後、USA PATRIOT ACT（「愛国者法」）が成

立し、これまでのプライバシー保護立法の内容が大幅に緩和され、捜査機関は、個人情

報データベース提供会社、信用報告機関、電話会社、インターネットプロバイダー、ク

レジットカード会社等の民間部門が保有する個人情報を容易に取得することができる

ようになった。盗聴や電子メール閲覧も秘密裏に容易になし得る。これにより、アメリ

カ連邦政府は、きわめて広範な個人情報を取得することが可能となった。 

また、同法によらずとも、個人情報データベース提供会社は、事業として、政府にそ

の収集蓄積した膨大な個人情報を提供するようになっている。アメリカ合衆国では 1974

年に Privacy Act を制定し、政府保有の個人情報の取扱いについて、厳しい規制をかけ

てきた。ところが、テロや犯罪防止の目的で、民間の個人情報データベース提供会社で

収集蓄積した個人情報を政府が有償で利用するようになっており、政府は Privacy Act

の規制がないままに膨大な個人情報を利用している【注 15】。このように、個人情報産業と

政府の複合体が従来のプライバシー保護体制の不備を突いた形で急成長してきている。

政府保有の個人情報と民間部門保有の個人情報が相互に交換され、プロファイリングさ

れた上で、これを政府が利用した場合、もはや利用できない個人情報はない状況まで進

んでいく危険がある。 

(3) 成りすまし犯罪 

現在のアメリカ合衆国においてきわめて切実な課題が、成りすまし犯罪の拡大である。

成りすまし犯罪とは、典型的には、他人の個人情報を利用して、他人に成りすまして、

同人名義のクレジットカードを作成して買い物をしたり、同人の既存口座から現金を引

き出したりする行為である。他人のＳＳＮを容易に入手できることから、これを利用し

て容易に他人に成りすますことができるのである。成りすまし犯罪は、被害者のクレジ

ットスコアを著しく低下させ、その回復には相当の時間と労力を要する【注 16】（ある調査

では、被害回復には平均２年、消費時間は平均 175 時間との報告もある【注 17】）。信用回
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復までの間、被害者の就職活動やローンの設定等は容易でなく、現実の被害額よりも問

題は深刻である【注 18】。また、テロリストの資金源となっているとの指摘もある【注 19】。 

問題の広がりをうけて、連邦政府も成りすまし犯罪を防止するための立法を進めてい

る。1998 年には、違法な行為に利用するため正当な権限なく他人の本人確認手段を譲渡、

利用することを犯罪とする Identity Theft and Assumption Deterrence Act を立法し

ている。また、1999 年の Gramm-Leach-Bliley Act は、原則として、金融機関がＳＳＮ

を含む個人情報を第三者に開示することを拒絶する権利を消費者に与えた。さらに、

2003 年の Fair and Accurate Credit Transactions Act は、信用報告機関に、毎年無料

で信用報告書を提供するように求めている。また、多くの信用報告機関が本人に明らか

にしてこなかったクレジットスコアを本人に明らかにするよう求めている。さらに、詐

欺の被害者が、信用報告機関１社に対し、その事実を報告すれば、同機関は、ほかの信

用報告機関にもこれを通知しなければならない。また、一定の条件の下、成りすまし犯

罪の被害者は、犯人に利用された債権者（クレジット会社等）に対し、被害者の名前で

行われた詐欺的取引の詳細を提供するように求める権利を有する。 

このように立法的対応が行われているが、現在もなお、成りすまし犯罪は大きな社会

問題であり、大統領の特別チームが対応を検討している。そして、公的機関に対しては、

ＳＳＮの安易な利用実態を細かく見直して不必要なＳＳＮの利用を止めることが提言

されている【注 20】。 

 

第２ カナダ 

１ 概要 

 カナダは、人口約 3331 万人（2008 年）、日本の約 27 倍の国土を有する。同国において

も、アメリカ合衆国と同様、９桁の番号からなる社会保険番号（ＳＩＮ：Social Insurance 

Number）が事実上の統一的な国民識別番号となっている。同番号は、人的資源技能開発省

が付番・管理している。ＳＩＮの取得は任意であるが、公教育及び社会保障を受ける場合、

雇用される場合、銀行口座を開設する場合などに必要となるため、出生時の取得率が 80％

程度である【注 21】。なお、現在発行されているＳＩＮの総数は、カナダ国内の居住者（約

3000 万人）より約 400 万件も多く、重複か不正利用が疑われるとのことである【注 22】。 

 

２ 導入の経緯と利用制限 

 ＳＩＮは、1964 年、カナダの年金及び失業保険のために作られた。導入に際して、カナ

ダの首相は、ほかの目的での利用は想定されず、許可されることもないとしていた【注 23】。

しかし、その後、1967 年には、カナダ国税庁が税務申告目的で利用するようになった【注 24】。 

 アメリカと異なる点として、ＳＩＮの利用目的が法律上限定されていることがあげられ

る。1988 年、カナダで統一番号が広く利用されることへの懸念が高まったことから、連邦

政府機関におけるＳＩＮの利用は、税務、年金、社会保障といった法律で許容された目的

に限定された。ＳＩＮを従業員番号として利用していた連邦政府機関は、1994 年までにか

かる実務を変更することとなった。 
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３ 問題点 

 現在でも、身分証明手段としてＳＩＮを求めることは禁止されているわけではないこと

から、公的私的部門で広く本人確認の手段として利用されている。サービス利用者もＳＩ

Ｎを提供することのプライバシーへの脅威を認識していないことから、簡単に提供するよ

うである【注 25】。 

 カナダ政府のウェブサイトでは、公的私的機関からＳＩＮを問われても法律上の義務が

なければ回答する必要はないこととされ（ほかの身分証明手段を提供すれば足りる）、もし

も、回答しないことでサービス提供を拒まれた場合には、責任者と直接話すようアドバイ

スされている。同サイトは、多くの組織がＳＩＮの適切な利用について知らないため、そ

のような事態が生じているとし、一度理解すればかかる実務を変更するであろうことが説

明されている【注 26】。かかる説明からも、ＳＩＮが法律の規制の枠を超えて事実上広く利用

されている実態が垣間見える。 

 カナダオンタリオ州のプライバシーコミッショナーは、1998 年に、当該実態について、

コンピュータ技術の発達に伴いＳＩＮが本人情報を収集するキーとなり、適切な保護がさ

れなければプライバシーに対する脅威となることを指摘している【注 27】。また、アメリカと

同様に、ＳＩＮを悪用した身元詐称や詐欺の問題も発生している【注 28】。 

 

第３項 ドイツ連邦共和国 

第１ はじめに 

 ドイツ連邦共和国（以下「ドイツ」という。）は、人口約 8200 万人（2008 年末）、日本

の約 94％の国土を有し、16 の州からなる連邦共和制の国であり、ＥＵ（欧州連合）の中核

たる地位を占める主要国の一つでもある。 

 第二次世界大戦以降、同国は東西分裂と 1990 年の再統合を経て、今日に至っているが、

現在の同国における国民データの管理を巡っては、ユダヤ人の治安管理などを名目に警

察・管理国家化を推し進めたナチス時代への反省から、これを謙抑的に行うべきとの社会

認識があるように見受けられる。 

 また、1983 年の連邦憲法裁判所における国勢調査違憲判決（1983 年 12 月 15 日）におい

ては、基本法により認められる一般的人格権の保護の下、特定することのできない目的の

ために行われる匿名化されない個人データの収集・蓄積は認められるべきではなく、連邦

政府は、保有する個人データの利用目的、当該目的達成のため何が必要 小限のものとし

て含まれるべきか、誰がこれを使用でき何のために結合できるか、といったことを法律で

明確にしなければならない、との判断がなされている。そして、連邦政府が個人データを

取り扱うに際しては、同判断の示すところにしたがい、基本法に適合した法律上の根拠が

必要とされる。 

 以上の様な背景をもつドイツにおいては、国民に統一的な番号を付し、分野横断的に利

用する番号制度は存しない。国民を網羅する形で番号を付番し、データベースを作成・運

用している例としては、連邦中央税務庁が管轄している納税者番号制及び住民登録局が管

轄する住民登録制度があげられる。 

 以下、現地の関係機関を調査した結果等をも踏まえ、各制度の概況を報告する。 
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第２ ドイツにおける納税者番号制及び住民登録制度 

１ はじめに 

 前述のとおり、ドイツにおいては、2003 年の税法改正により、「税目的」での税務庁と

関係機関（他の政府機関、健康保険を付保する保険会社、納税義務者の雇用者）の間にお

ける情報連携の目的で、ドイツで納税を行う人（ドイツで納税する外国居住者を含む）に

対し、納税者番号を付する納税者番号制度が導入されている（2008 年から付番、2009 年か

ら一部で利用開始）。なお、ドイツの「納税者番号」は、日本において創設しようとしてい

る、取引においてその番号を告知して所得の正確な把握を図ろうという「（日本型）納税者

番号」とは、かなりその目的・内容を異にしている。 

 一方、ドイツでは 16 歳以上の国民に身分証明書の所有義務があり、これを発行するのは、

ドイツ住民（外国人を含むが、ドイツ居住者に限る）の住民登録簿を管轄する地方住民登

録局である。同局においては、対象たる住民に対し、パスポート番号/身分証明書番号を付

番し、住民登録情報の管理を行う。 

 以下、それぞれの制度について概観する。 

 

２ ドイツの納税者番号制度 

(1) 納税者番号の管轄庁と付番方法 

納税者番号の管轄庁は連邦中央税務庁（Bundeszentralamt für Steuern）である。 

付番は出生・新規の入国・居住（外国人の場合）等の場合に行われ、11 桁のランダム

ナンバーで生涯不変である。性別等が読み取れる社会保障番号とは性質が違う。 

出生等の情報は地方住民登録局より入手する。出生、住所変更、結婚等の場合に、地

方住民登録局から連邦中央税務庁に当該変更情報がオンラインで通知される。 

ちなみに、地方住民登録局に対しては、上述の情報連携のため連邦中央税務庁より納

税者番号を通知し、住民登録簿に記載されるが、地方住民登録局側でこれを他の業務目

的に使用することはできない。 

 

(2) 納税者番号の付番目的 

納税者番号の付番目的は、納税者の識別情報を一元的に管理して、税務庁と納税義務

者たるデータ主体本人あるいはこれと関係のある機関（たとえば、納税義務者たるデー

タ主体の雇用者・健康保険を付保している保険会社など、公的機関・民間機関を問わな

い）との間の「税目的」での情報を確実に連携させることである。たとえば、民間会社

（たとえば、健康保険の引き受け保険会社など）に税務当局が情報照会を行う際に使用

する場合等においては、納税者番号をキーとして情報照会を行う。 

「税目的」での情報連携以外に納税者番号を使用することはできない。これは納税法

（The Fiscal Code of Germany）139b 条に規定があるとのことである。11 桁の番号を

他の公的機関や民間機関のデータベースに入れること自体は、「税目的」での情報連携

のためにこれを行う限り認められるが、この目的以外のデータ検索のためにインデック

スとして使用することはできない。 

たとえば、健康保険を付保している保険会社の例で考えると、同会社のデータベース



第４章 税・社会保障共通番号 

 

- 169 - 

に納税者番号は入っているが、納税当局側との情報連携のため以外にこの番号を使用し

てはならない。したがって、同会社の社内目的のために、情報検索を行う場合は同社の

側で付した被保険者番号等、納税者番号以外の番号（これも同じデータベースに入って

いる）を使用して本人データを同定するほかない。 

 

(3) 他の関係機関のデータベースに納税者番号が登録される場合の手続の流れ 

他機関のデータベースに納税者番号が登録される場合の手続の流れは以下のとおり。 

納税者番号で特定されるデータ主体本人（納税義務者たる本人）は、連邦中央税務庁

に自身の希望する機関に納税者番号を知らせるよう申請する。なお、申請に際してはデ

ータ主体本人が関係機関においてなぜ必要なのか、その利用目的を伝えることになって

いる。 

2008 年にようやくデータ主体たる納税義務者本人らに通知が行われるようになった

関係で、関係機関からデータ主体に対する納税者番号の個別照会・個別登録では事務煩

瑣が大きすぎるとの配慮から上述のような措置が過渡期的なものとしてなされた。聴き

取りに応じてくれた中央税務庁の職員の話によれば、将来的には各市民にすべて納税者

番号が通達され、市民自らが、関係機関に伝えるという流れになるだろう、とのことで

ある。 

 

(4) 納税者番号利用による情報連携による具体的な経済効果の事例 

現在、①給与に係る所得税の源泉徴収事務、②年金に係る所得税の源泉徴収事務に活用さ

れている。【注 25】セカンドステージとして、課税所得把握のために納税義務者（被用者）を

雇用している者との間で年１回行われている所得控除に関する申請手続の電子化を推

進中である。 

現在、被用者が、市町村から受け取った紙製の給与所得税カード（家族構成・教会税

の納付など記載）を、雇用企業の人事部に提出し、企業はこのカードに各被用者の・給

与額・源泉徴収税額などを記入し、被用者に戻すないし税務庁に提出し、税務庁は提出

された給与所得税カードの記載内容を改めて入力する、という手続である。しかし、こ

れらはいずれにも入力ミス等の人為的エラーが介在する可能性があり、また郵便費用等

もかさむため、その電子化を目指している。 

具体的スキームとしては、現在は紙ベースでやりとりがされているカード記載情報の

みを取り出した被用者たる納税義務者別の専用ポータルをつくる。雇用者は被用者の

「同意」を基にこの専用ポータルにアクセスし、情報を記入確認し、税務当局がこれを

確認する、というスキームである。ここで納税者番号は文字通りＩＤとしての機能を有

することになる。これにより、年間 7000 万ユーロの削減が見込まれる。 

被用者が「同意」した場合にのみ雇用者は専用ポータルへのアクセスが認められるも

のとされている。ちなみに複数の雇用者を有する被用者が「ある雇用者」にのみポータ

ルへのアクセスを同意しない、という選択も可能である。同意するかどうかは、パスワ

ードを雇者側に教えるかどうか、という形で具体化されるのではないか、と推測される。 

実施予定時期は 2010 年終わり頃である。 
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(5) 個人の納税者番号と「個人事業」の関係 

現在はじまっている納税者番号（これを「ID-Nummer」と呼称することにする。）が付

番されたデータベースの中には個人に関する税金（たとえば、給与所得に関する所得税

関連の情報）についての情報が含まれている。 

一方、「個人事業」に関しては、「経済活動上の ID-Nummer」（売上税・人頭税）という

ものを 2016 年頃に導入する予定である。これは、現在の「ID-Nummer」とは別のもので

ある（商業登記簿等で知られている情報が識別情報となる）。つまり、「個人事業」を行

う者は「ID-Nummer」と「経済活動上の ID-Nummer」の二つを持つことになる。したがっ

て、雇用者側が、ある被用者の給与税の処理のため、使用するのは「ID-Nummer」であ

る一方、同人のそれ以外の事業所得は「経済活動上の ID-Nummer」で管理される。税務

当局だけは「ID-Nummer」と「経済活動上の ID-Nummer」をリンクさせることができ、双

方が同じ人であることを同定できる、というシステムを考えている。 

これにより、「個人事業」を通じ、民間のありとあらゆる局面に不必要に納税者の

「ID-Nummer」が広まるという事態は避けられる。 

 

(6) 本制度に対するドイツ国内での懸念 

本制度について違憲であるとの訴訟が、現在、ケルンの財務裁判所宛に申立てられて

いる。現在、事件が係属し、審理中の段階であるが、同訴訟中の申立てのうち、このシ

ステムを絶対に使ってはいけない、との点はすでに却下されたとのことである。 

 

３ ドイツの住民登録制度 

(1) はじめに 

ドイツには個人の身分を証明する方法として、身分証明書法に基づく身分証明書と、

旅券法に基づくパスポートがある。身分証明書はＥＵ域内及びスイス（シェンゲン条約

ではなく、独自の協定による）内での移動に際して有効な身分証明書として機能するも

のであり、パスポートはそれ以外の地域に出るときに必要となる。 

発行は地方住民登録局が管轄である。同機関が管轄する住民登録簿はドイツ住民（外

国人を含むが、ドイツ居住者に限る）を対象としており、管轄区域の住民に対し、パス

ポート番号/身分証明書番号を付番し、管理を行う。 

登録は、市町村レベルで行う。現在、中央住民登録簿（地方住民登録局の住民登録情

報をすべて集めたデータベース）というものはない。 

 

(2) 身分証明書 

16 歳以上の国民に所有義務がある。携行義務ではない。ただ、実際には、様々なトラ

ブルに巻き込まれたときの自己証明を簡単にするために日常的に携行しているのが普

通になっており、国民に特に違和感はない。 

身分証明書には、氏名・住所・身長・目の色・発行自治体名・発行日・身分証明書番

号が書かれている。 

24 歳未満では６年更新、それ以上では 10 年更新。冒頭の連邦憲法裁判所の国勢調査

違憲判決（1983 年 12 月 15 日）は、連邦政府に対し、「個人データベースに含まれるべ
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きデータ」と「誰が何に使えるか」を法律で明確にすべきことを指示しており、身分証

明書情報に関しても何が含まれているべきか、誰が何に使うかも法律で定められている。 

関連で 2007 年の身分証明書法改正により、生体情報（顔写真・十指の指紋、両手の

掌紋）をＩＣチップ入りの身分証明書に入れる条文が設けられ、技術的には実行可能に

なっていたが、実行されないまま後述の 2010 年改正法が制定されたため、結局かかる

情報が入力された身分証明書は１枚も発行されることはなかった。生体情報に関する独

自の法律をつくる話もあったが、実現しなかった。 

2010 年 11 月１日施行の改正法では、顔写真がつくが、生体情報で入力されるのは指

紋情報だけ（５条９項）。しかも、希望者のみについてであり、当該情報をカードに入

れないことによる不利益を法律で禁止している（９条３項）。 

ちなみに電子署名が可能になるカードも選択できる（22 条）と規定されてはいるが、

それ以上の詳細は規定されていない。 

 

(3) パスポート番号/身分証明書番号 

パスポート番号/身分証明書番号には地域性・性別など個人に結び付けた数字は使っ

ていない。住民登録情報の管理の目的で当該番号は使用され、それ以外の目的、たとえ

ば企業が身分証番号をキーとするデータバンク創設を行うことは禁止されている。 

身分証明書番号を申請書に書かせることは禁止されていないが、顧客データベースに

これを入れることは許されない。 

各企業が取得した身分証明書番号をキーとするデータバンクを作成することが懸念

されるが、どの企業にも適用されるルールとして身分証明書番号を個人情報を呼び出す

ために使ってはいけないことになっている。違反者には罰金が課される。 

納税者番号は身分証明書番号とはリンクしていない。 

 

(4) 旅券法の改正 

ＥＧ指令 2250（2004 年）により、パスポートには指紋データを含むべきものとされ

た。2005 年から旅券にはＩＣチップが入り、2007 年 11 月から指紋データ入りになった。 

しかし、データベースに入れることは法律上禁止されている。したがって、たとえば､

フランクフルト市当局に目のスキャン・身長データ等のデータはあるが、連邦のデータ

ベースには入っていない、ということになる。警察は捜査によって独自に指紋を収集し

ているだけで、それ以外の者の指紋データを持っていない。 

ちなみに、指紋データを不要とする例外規定がある。病的・医学的理由で指紋を取れ

ない人、６歳までは指紋なしでパスポート発行する、10 歳からは署名が必要、12 歳ま

では指紋をとられることを拒絶できる、としている。 

 

４ まとめ 

 冒頭で述べたとおり、連邦憲法裁判所の国勢調査違憲判決（1983 年 12 月 15 日）は、連

邦政府に対し、個人データの利用目的、データベースに含まれるべきデータの項目、誰が

何にデータベースを使えるかを法律で明確にすべきことを指示している。 

 ドイツ連邦政府は、納税者番号を通じた連邦中央税務庁と地方住民登録局をはじめとす
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る関係機関の情報連携を通じ、行政目的達成へ向けた効率化のための施策を積極的に進め

る一方、上述の判断に忠実に従い、法令が定める目的を侵すことのないよう、厳格にこれ

を遵守している。とりわけ、今回の調査を通じて、新たなデータベースの作成とその利用

目的の限定の面において、各機関の姿勢はきわめて厳密かつ謙抑的であるとの印象を受け

た。 

 ドイツにおいては、1995 年のＥＵ指令が定めるところの民間機関のみならず政府の関係

機関をも監督する第三者機関として、連邦及び州のデータコミッショナー（データ保護監

察官）が存在しており、かかる機関があること及びこれが適切に機能していることが、関

係機関の上述の姿勢にも繋がっていると考えられるが、調査を通じ、政府機関自身が上述

の姿勢をとることが当然であると認識している様子がヒアリングを実施した政府機関の担

当職員の言葉の端々からも感じられたところである。 

 また、制度自体の費用対効果に関する検討も厳しくなされている模様であり、失業保険

給付等を巡り、所得証明発行作業の電子化を目指して同連邦政府が採用したＥＬＥＮＡと

呼ばれる労働者情報登録システム（同システムにおいては連邦労働・社会省にあるデータ

ベースに経営者が毎月被用者の給与情報・雇用期間・住所等をオンラインで報告すること

を義務付けている）に関しても運用費用がかかり過ぎるとの理由で、その運用停止が議論

されつつあるようである。 

 日本が同国の制度を参考にする場合においては、上述のドイツ連邦憲法裁判所の判断が

示す基本的な考え方や上述の姿勢も含めて参考にするのでなければ意味がなく、新たな制

度の導入へ向けた議論を行うに際してもこの点は十分留意する必要がある。 

 

第４項 オーストリア共和国 

第１ はじめに 

 オーストリア共和国（以下「オーストリア」という。）は、人口約 823 万人、北海道とほ

ぼ同じ面積の国土有するヨーロッパの１国であり、９つの州からなる連邦制国家である。 

 オーストリアにおいては、大統領の号令の下、2000 年に連邦政府がＩＴ戦略の見直しを

行ない、2004 年に電子政府法が施行されるなど、電子政府の発展を続けている電子政府先

進国である。 

 オーストリアにおける「番号制」（国民ＩＤシステム）は、「セクトラルモデル」と呼ば

れる注目すべきシステムである。日本の住民票コードに相当する中央住民登録簿（ＣＲＲ）

の番号、ソースＰＩＮと呼ばれる電子政府などに用いられる個人識別番号、ｓｓＰＩＮと

呼ばれる 35 の分野で用いられる分野別番号の三層制の番号制をとり、さらに独立の第三者

機関であるデータ保護委員会がそれらの番号に関するデータ交換を仲介し監督するという

プライバシー保障と効率性のバランスを考えたシステムとなっている。 

 以下、この番号システムについて紹介する。 

 

第２ オーストリアの番号システム概要 

１ 中央住民登録簿ナンバー（ＣＲＲナンバー） 

 オーストリアでは、2001 年の住民登録法の改正に伴い、従来 2300 あまりの自治体ごと
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に管理されていた住民登録データが内務省の管理する中央住民登録簿（ＣＲＲ）に一元化

された。中央住民登録簿には、氏名、旧氏名、性別、生年月日、国籍、現住所、旧住所が

登録されており、すべての住民には個別の中央住民登録簿ナンバー（ＣＲＲナンバー）が

付与されている。 

 ＣＲＲナンバーは、生涯不変であり、公開されているが、その利用範囲や取扱いについ

ては、住民登録法やデータ保護法によって厳密に定められている。 

 ＣＲＲナンバーは、日本における住民票コードに類似するものであるが、これを中央住

民登録簿以外の公的機関のデータベースに保存することは禁止されている。 

 

２ ソースＰＩＮ 

 ＣＲＲナンバーから、個人情報保護の独立の第三者機関であるデータ保護委員会（ＤＳ

Ｋ）が、秘密の演算処理を行いソースＰＩＮという番号を生成する。このソースＰＩＮは、

個人認証用の電子識別番号であり、国民が電子政府を利用するための基盤となる番号であ

る。 

 ソースＰＩＮは生成された段階で、国民本人が所有するＩＣカードに記録・保存される

のみで、ＤＳＫ自身が保存することもない。ＤＳＫは、必要なときにその都度ＣＲＲナン

バーからソースＰＩＮを生成し、処理終了と共に同番号を破棄する。 

 

３ ｓｓＰＩＮ 

 オーストリアでは、各行政機関は、健康、厚生、行政、安全、秩序など 35 分野に分類さ

れた、分野ごとに異なる個人識別番号（ｓｓＰＩＮ）を使用する（セクトラルモデルと呼

ばれる）。ｓｓＰＩＮは、ＤＳＫが、ソースＰＩＮに各行政分野を示すアルファベットを付

加し、さらに秘密の暗号処理（ハッシュ化）を行って生成する。 

 これにより、ｓｓＰＩＮから他の分野のｓｓＰＩＮやソースＰＩＮへの逆算はほぼ不可

能となっている。 

 各行政機関は、当該機関で使用されるｓｓＰＩＮのみを保存・管理するのみであり、他

機関の使用するｓｓＰＩＮを利用・保存は許されていない。 

 なお、オーストリアにおいて、給与支払いの法定調書や納税申告書に記載される、いわ

ゆる「納税者番号」には、従来から使用されてきた可視的な番号である「社会保障番号」

が利用されている。この「社会保障番号」は、上記の三層制の番号とは全く別の系列のも

のである。 

 

４ 番号生成の流れ 

 中央住民登録簿ナンバー（ＣＲＲナンバー） 

     ↓（演算処理） 

 ソースＰＩＮ発行 

     ↓（行政セクター記号をつけて暗号処理） 

 ｓｓＰＩＮ（行政セクターごとの番号）発行 

 



第４章 税・社会保障共通番号 

- 174 - 

第３ 市民による電子政府の利用 

１ 市民カード 

 市民カードとは、住民向けに発行される電子署名・認証用のカードであり、ソースＰＩ

Ｎを保存して電子行政サービスで利用できるほか、民間の電子商取引においても利用する

ことができる。 

 カードの媒体としては、健康保険カード、銀行カード、学生証などがあり、規格に沿っ

たカードであればどれでも市民カードとして使えるようになっている。 

 また、ＩＣカードだけでなく、携帯電話で電子政府のサービスを利用できる。 

 このように市民にとっての利便性が高められており、広い利用を促進している。 

 

２ 市民による電子政府サービス利用 

 市民は、個人のパソコン＋ＩＣカード（要カードリーダー）を利用することにより、電

子政府サービスを提供するポータルサイトにアクセスすることができる。 

 カードリーダーを用いない方法として携帯電話による認証方法も用意されている。携帯

電話の場合は、ポータルアクセス用のＩＤ＋パスワードに加え携帯電話にＳＭＳ（ショー

トメールサービス）で送られてくるＴＡＮコードを使用する。ＴＡＮコードとは、アクセ

スの都度発行される２～３分利用可能なキーである。本人所有の携帯電話に直接送ること

でカードに変わる本人認証としているものである。 

 市民はポータルサイトにアクセスすることで、ネット上で各種行政サービスを受けるこ

とができる。その個人が利用できるサービスは、ポータルサイト側で自動的に表示される。 

 

第４ 行政機関の利用 

１ 概要 

 各行政機関はｓｓＰＩＮを用いて個人のデータ管理を行っている。他の行政機関との間

で個人のデータをやりとりする場合には、ＤＳＫを介した電算処理を通じて行なわれ、個々

のｓｓＰＩＮを行政機関相互に知られないようにする仕組みがとられている。 

 

２ 行政機関相互で個人についてのデータをやりとりする場合の処理 

 行政機関Ａが行政機関Ｂに、個人Ｘのデータを請求した場合を例に説明すると以下のと

おりとなる。 

(1) 行政機関Ａ→ＤＳＫ 

Ｘの氏名＋ｓｓＰＩＮ（Ａ）を送り、Ｂへデータ請求することを求める。 

(2) ＤＳＫ 

○ Ｘの氏名をキーに住民を検索。 

○ Ｘの同姓同名が複数いれば中央住民登録ナンバーからすべての「Ｘ」についてソ

ースＰＩＮ及びｓｓＰＩＮ（Ａ）を算出し、Ａが照会しているＸについてｓｓＰＩ

Ｎ（Ａ）の一致で特定する。 

○ 特定したＸのｓｓＰＩＮ（Ｂ）をＸのソースＰＩＮから算出。 

○ ｓｓＰＩＮ（Ｂ）をＢが予め用意している公開鍵で暗号化。 

(3) ＤＳＫ→行政機関Ａ 



第４章 税・社会保障共通番号 

 

- 175 - 

○ 暗号化されたｓｓＰＩＮ（Ｂ）を送る。 

(4) 行政機関Ｂ→行政機関Ａ 

○ ＤＳＫから受け取った暗号化されたｓｓＰＩＮ（Ｂ）をそのまま送り、Ｘについ

てのＢが保有するデータ要求。 

(5) 行政機関Ｂ→行政機関Ａ 

○ 暗号化されたｓｓＰＩＮ（Ｂ）を秘密鍵で復号化。 

○ ｓｓＰＩＮ（Ｂ）で管理されているＸのデータを送る。 

 

 これら一連の処理は自動化されており、各行政機関は上記仕組みを意識することなく処

理することができる。上記処理の中で、ＤＳＫにより生成されたソースＰＩＮやｓｓＰＩ

Ｎは処理が終われば破棄される。 

 暗号化処理を介在させ、行政機関間でのデータ交換に際しては、その都度番号が使い捨

てされるため、ある一つの番号をキーに情報の名寄せをすることがきわめて困難になって

いる。 

 

第５ 電子政府のメリット・デメリット 

１ メリット 

 標準的な書類（婚姻証明、学術の証明書）などを取得し、提出することが便利になって

いる。 

 データの変更がなされるとすべて関係役所に転送されていくので、重ねてデータの取

得・提出をする必要がなくなる。 

 また、24 時間体制でデータがやり取りできる。 

 このように行政の効率化という点ではメリットが大きい。 

 

２ デメリット 

 国民について個人を識別する番号が付与されており、特定個人に関する情報を名寄せに

より集められてしまう危険性がある。この点について、オーストリアにおいては、データ

保護委員会（ＤＳＫ）という第三者機関を介在させ、行政機関ごとに使用する番号を異に

し、データのやりとりにおいて暗号化処理を行うなど、名寄せの危険性を可能な限りなく

そうとはしている。 

 また、データの更新や、各行政機関によるデータのやりとりの履歴がすべて記録されて

おり、問題のある個人情報のやりとりについては事後的に監査し、責任追及ができるよう

な手段を講じている。 

 

第６ まとめ 

 オーストリアにおいては、電子政府化による市民サービスの向上及び行政機関における

処理の効率化を目指す一方で、番号制度による名寄せなどの弊害を除去するために第三者

機関を介在させて、行政機関における統一的な番号を使用せずとも済むようなシステムを

構築している。第三者機関のみが個々の行政機関で使用される番号をすべて生成すること

ができるが、それがデータとして保存されることはなく、処理の都度生成することにより、
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番号漏洩の危険を減らそうとしている。 

 上記システムは、電子政府化のモデルとしては非常に参考になる。しかし、10 倍以上の

人口を擁する日本において、逐一ソースＰＩＮやｓｓＰＩＮを生成するシステムを運用す

ることが技術的に可能なのか、また、すべての履歴を記録し、事後的な検証を行うことが

物理的に可能なのか、という点でそのまま導入することも難しいものと思われる。また、

そもそも、オーストリアでは、30 年以上個人情報保護法の運用がなされ、個人情報保護の

精神が定着しており、また、データ保護委員会が機能してきたという実績が存する。それ

らの国情の違いを勘案する必要がある。 

 

【注１】 外務省ウェエブページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/korea/data.html） 

【注２】 「大韓民国の住民登録制度」キムジョンチョル（園田寿訳）関西大学法学論集第 51 巻４号 128 頁、「韓国の住

民登録制度」ソウル市瑞草区庁（園田寿訳） 

【注３】 「韓国における住民登録番号と住民登録証（ＩＤカード）」株式会社エヌ・ティ・ティ・データホームページ 

（http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/592_a0812/a0812.aspx）参照 

【注４】 注 32、33 の文献等に加え、「韓国の住民登録制度について」・財団法人自治体国際化協会・199７年１月 31 日 

【注５】 「情報支配社会における電子住民カードの意味とその危険性（抄訳）」キムキジュン（園田寿訳） 

【注６】 「韓国における行政情報の共同利用」株式会社エヌ・ティ・ティ・データホームページ 

（http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/592_a0812/a0812.aspx）参照 

【注７】 「国民視点の韓国電子政府－現金領収書制度設計者に伺う電子税務サービス」株式会社エヌ・ティ・ティ・デ

ータホームページ（http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/704_t1006/t1006.aspx）参照 

【注８】 James B. Rule“Privacy in peril”(2007) 44-45 

【注９】 ＳＳＮの歴史的経過については、以下のウェブサイトを参照 

（http://www.socialsecurity.gov/history/ssn/ssnchron.html） 

【注 10】 平成 21 年６月の政府税制調査会海外調査報告（アメリカ、カナダ）によると、現在、国税庁と社会保障庁の間

では、コンピュータマッチングとプライバシー保護法（Computer matching and privacy protection act）に基

づき、その保有するデータ相互間でコンピュータマッチングをしている。社会保障庁は、給与支払報告書に記載

された給与所得者の氏名及びＳＳＮの確認作業を行った後、国税庁と共同で、国税庁に提出された雇用主の確定

申告書に記載された給与支払総額とのマッチングを行い、国税庁は、個々の給与所得者の所得情報についてマッ

チングを行っている。なお、国税庁による所得情報のマッチングを経ても、過誤支給・不正受給が支給額の 23

－28％に達しており、その防止が課題とされていることも報告されている（http://www.cao.go.jp/zeicho/siry

ou/pdf/sg5kai5-1.pdf）。 

【注 11】 U.S. Department of Health、 Education、 & Welfare、 "Records、 Computers、 and the Rights of Citiz 

ens（1973）（http://aspe.hhs.gov/DATACNCL/1973privacy/c7.htm） 

【注 12】 （http://www.ftc.gov/bcp/workshops/ssn/staffsummary.pdf）  

【注 13】 佐藤幸治 457 頁「憲法〔第三版〕」（青林書院、2004 年） 

【注 14】 その背景には、アメリカ人の行動範囲の増大と小売業界の統合により、地元の限られた店での商取引が減少し、 

個人の信用を把握することが困難になってきたことがあげられる。James B. Rule、 “Privacy in peril”  

(2007)、100 

【注 15】 James B. Rule、 “Privacy in peril”(2007)、 109 

【注 16】 ロバート・オハロー（中谷和男訳）「プロファイリング・ビジネス」193 頁以下参照（日経ＢＰ社、2005 年） 
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【注 17】 被害者の状況をレポートしたものとしてロバート・オハロー前掲書 103 頁以下参照 

【注 18】 Janine Benner、 Beth Givens、 & Ed Mierzwinski、 “Nowhere to Turn: Victims Speak Out on Identity  

Theft pt. II §§1、4(2000) （http://www.privacyrights.org/ar/idtheft2000.htm） 

【注 19】 Daniel Solve、 “Understanding Privacy”(2008)、126、 127 

【注 20】 ロバート・オハロー前掲書 125 頁  

【注 21】 （http://www.idtheft.gov/reports/IDTReport2008.pdf） 

【注 22】 前掲政府税制調査会海外調査報告（アメリカ、カナダ）７頁 

【注 23】 株式会社ネオテニー編「電子政府・電子自治体のプライバシーに関する調査研究報告書」（2003 年）17 頁。 

【注 24】 前掲株式会社ネオテニー編報告書 29 頁。  

【注 25】 前掲政府税制調査会海外調査報告によれば、社会保険番号は、所得税の確定申告の他、雇用主や  金融機関か 

らの情報申告において利用されている。国税庁では、所得情報について、雇用主や融機関等の源泉徴収義務者か

らの報告額を、納税者からの自己申告額とマッチングしている。プライバシー法により、国税庁は、人的資源技

術開発省が管理しているＳＩＮのデータベースに直接アクセスすることは認められていないため、同省から出生

等の事由により新たに付番されたＳＩＮにかかる情報の提供を毎週受けている。 

【注 26】 前掲株式会社ネオテニー編報告書 29 頁 

【注 27】 http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sin/protect/organization.shtml 

同ウェブ頁には、政府及び民間の相談窓口も紹介されている。 

【注 28】 http://www.ipc.on.ca/images/Resources/up-num_7.pdf 

【注 29】 前掲株式会社ネオテニー編報告書 29 頁 

【注 30】 平成 21 年６月の「政府税制調査会海外調査報告（ドイツ、イギリス、オランダ）」（税制査会第５回スタディ・

グループ(2009 年８月６日)資料、平成 22 年５月 28 日付「番号制度等に関するスウェーデン・オーストリア・ド

イツの視察報告」（社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会（第６回）資料）等参照。 
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第３節 「税・社会保障共通番号」制度の検討に対する提言 

第１項 はじめに 

 政府のＩＴ政策の中には、「税・社会保障共通番号」制度をはじめとして、高度情報通信

技術の利用を前提とした国家による国民の個人情報の統合管理・利用、ひいては国家によ

る国民監視を可能とする制度が多数存在する。また、可視的な「税・社会保障共通番号」

は、民間分野における個人識別番号として、広範な個人情報の名寄せに利用されたり、成

りすまし被害を生じさせる危険性を持つ制度でもある。このような制度が構築された場合、

国民のプライバシーは重大な危機に瀕することとなる。 

 しかも、政府のＩＴ政策は、財政危機が叫ばれる日本経済において、国民の税金の中か

ら莫大な費用を投下して初めて実現する制度である。 

 こうした国民に対する重大なデメリットを内包する「税・社会保障共通番号」制度は、

その創設自体、抜本的な再考が必要である。 

 そもそも、何らかの「番号」制度の創設が必要であるならば、まず政府として、「番号」

制度を導入する目的と必要性を、具体的事実に基づいて、国民に丁寧に説明する必要があ

る。また、机上の空論ではない費用対効果の問題を包み隠さず明らかにしたうえで、政府

の目的を達成するために当該「番号」制度を選択することが必要不可欠であることについ

ても、同様に説明することが必要となる。一方で、想定されるプライバシーの危険性につ

いては、いかなる保障策を講じるのか、更にはこれによってどの程度確実な保障が見込ま

れるのかを、事前検証（第５章第５節第４項の「プライバシー影響評価」参照）などを経

て、国民に分かりやすく示すべきである。そして、こうした議論の素地と議論に十分な時

間を国民や関係者に適切に与えた結果、可及的に小さくしたデメリットを甘受しても「番

号」制度を導入するのが真に必要であるとの国民の多数意思が示されて初めて、当該制度

を導入することが正当化されるものといえる。 

 高度情報通信技術の発展の波に乗じて、政府が現在検討を進めているＩＴ政策は、これ

までの日本社会のあり方を根底から覆すような制度が多い。「税・社会保障共通番号」制度

についても、到底、１年などというわずかな時間の検討を行っただけで、拙速に創設が決

められて良いような制度ではない。 

 「税・社会保障共通番号」制度については、いまだ十分な議論の素地も時間も国民に与

えられておらず、当然、制度の当否に関する国民的な議論がない。また、政府の考える「税・

社会保障共通番号」制度は、創設目的が不明確であること、目的達成の手段として「番号」

制を採用することの必要性が不明確であること、プライバシー保護策の徹底も不十分であ

る上、費用対効果も疑問であることなどの問題がある。さらにいえば、中間とりまとめで

は、「税・社会保障共通番号」として住民票コードを直接ないし間接利用することが予定さ

れているが、これは、日弁連が終始反対を表明し続けてきた住民票コードによる国民情報

の名寄せを実現するものであり、「国民総背番号制」に途を開くものである（なお、第５章

で述べる住基ネットの 高裁判例にすら反する疑いが強い）。 

 したがって、日弁連としては、このような内容で「税・社会保障共通番号」制度を創設

することに反対である。ただ、本章の検討対象である「税・社会保障共通番号」やその先
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にある「国民ＩＤ」に関し、政府の提示する検討材料や検討時間が少ない中で、日弁連と

してそのあるべき姿を示すことはいまだできていない。本章では、「社会保障・税に関わ

る番号制度に関する検討会」の検討の進め方や、中間とりまとめの内容に対する疑問を示

すことで、今後の国民的議論が発展する契機となることを願うものである。 

 

第２項 「税・社会保障共通番号」制度の創設目的の妥当性・手段とし

ての必要性がまず検討されるべきこと 

１ 中間とりまとめでは、「税・社会保障共通番号」制度の利用範囲が決定していない。「『番

号』制によって『このようなことをしたい』」逆にいえば「『このようなことをしたい』か

ら『番号』制を創設する」という政府の考えは何ら示されていないのである。 

 中間とりまとめに対するパブリックコメントの手法については、政府の原案を決定する

前に国民の意見を問うたといえば聞こえが良いのであろうが、これでは、国民が「税・社

会保障共通番号」制度の目的の妥当性や、その目的を達するための手段（「番号」制度）と

しての必要性を検証することは不可能である。 

 政府としては、「税・社会保障共通番号」制度の創設によって、どのような目的を達成し

ようとしているのか、この点をまずは国民に明らかにすべきである。そのうえで、目的達

成のために「税・社会保障共通番号」制度を創設することが必須なのか、ほかに手段はな

いのかという点も、合わせて国民に明らかにすべきである。 

２ 「税・社会保障共通番号」制度の創設によって達成しようとする目的が、仮に、「給付

付き税額控除」制度、「所得比例年金」制度などの導入などにあるとした場合（中間とりま

とめのＡ案やＢ－１案）には、貧困・低所得者問題への対応策が多数存在する中で、あえ

てプライバシーに対する危険や高額の整備費用を生じさせてまで、「給付付き税額控除」な

どの対応策を導入する必要があるのか否かが、まず十分に検討されなければならない。 

 さらに、そもそも高額所得者や自営業者が存在する中で、上記制度の導入に当たって必

須となるとされている「正確な所得の把握」がどの程度可能となるのか（現状より多少所

得の把握がしやすくなる程度ではないのか）、「公平な税負担」は実現するのか（正確な所

得を把握されるのは、低所得者層を含む給与所得者だけで、かえって不公平になるのでは

ないのか）、所得の多寡を把握するだけで政府民主党が掲げる「真に手を差し伸べるべき人

に対する社会保障を充実させる」ことにつながるのか（収入だけでなく、預貯金・不動産・

ローンの有無、親族の援助が受けられるかなどを総合的に考慮すべきではないのか）など、

「税・社会保障共通番号」制度が政府の目的達成にどの程度資するのかの検証も必要であ

る。 

３ 「税・社会保障共通番号」制度の目的が、社会保障情報サービスの提供など（「社会保

障カード」構想における当面の目標と同一）にもある場合（中間とりまとめのＢ－２案）

には、国民が社会保障分野における情報提供の現状に不満を抱き、「医療・介護情報サービ

ス（希望者に、自らの健診情報やサービス利用・費用支払情報を提供するサービス）」の

実現という形でその改善を求めているのか、また年金・医療・介護の各制度を直接担って

いる市町村・医療機関・介護事業者などは、適切な社会保障サービスの提供を行うに当た
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って、現状の情報連携の仕組みに重大な障碍を感じているのかなど、社会保障情報サービ

ス提供の必要性の検討から、まず行う必要がある。実際「社会保障カード」の検討時に、

医療等の関係者から、必要性を疑問視する意見や導入反対意見が多々表明され、かえって

「社会保障個人会計」の導入を目指しているのではないかとの批判を受けたことを、よく

政府は思い返すべきである。政府が実現しようとする社会保障情報サービスの提供の実現

を、何より先に求めたいと考える国民や関係者はごく少数である可能性が高い。 

 また、「医療の向上」などの目的を達するために、「税・社会保障共通番号」制度がど

うしても必要なのか（ほかの手段はないのか）も検討されるべきである。 

４ 「税・社会保障共通番号」制度の目的が、ライフイベントごとのワンストップサービ

スの提供など（「次世代電子行政サービス」の目標と同一）まで広がる場合（中間とりまと

めのＣ案）には、一段と国民ニーズが低下することが予想される。なにゆえ韓国のような

電子政府の実現を目指すのか、また、なにゆえワンストップサービスをオンライン上で実

現しなければならないのか、その理由が国民に明確に示される必要がある。 

５ なお、中間とりまとめの内容からは離れるが、「納税者番号」制度を導入することは、

我が国の納税制度に重大な変容をもたらすものであることも忘れてはならない。 

 我が国の納税制度は、1947 年、経済民主化の一環として、賦課課税方式から申告納税方

式に変更されて以降、長年にわたって、申告納税制度と、その正確性を担保するための税

務調査・賦課決定処分等によって運用されてきた。これに対し、今後「税・社会保障共通

番号」制度が創設された場合には、従前の申告納税制度を前提としても、相当に賦課課税

方式に近い制度となることが予想される。 

 こうした制度変更の背後には、納税者不信が存在することは明らかであり、今後は納税

者側も、徴税者側に不信を抱くことは避けられない事態であろう。そのような相互不信の

関係において、税徴収に納税者からの自発的な協力が得られるとは考えられない。かえっ

てスムーズな税の徴収が阻害されるおそれも秘められているところである。 

６ 以上のとおり、政府が「税・社会保障共通番号」制度を創設しようとする目的が、中

間とりまとめで提示された選択肢のどこにあったとしても、「税・社会保障共通番号」制度

は、その創設の目的、目的達成の手段としての必要性ともに、きわめて検証不十分である

と言わなければならない。 

 

第３項 プライバシー保障の確実性まで検証すること 

１ 中間とりまとめでも紹介されているように、「税・社会保障共通番号」の利用範囲が広

範になればなるほど、国家による国民監視の危険、官民におけるデータマッチングの危険、

情報漏洩の危険、成りすましの危険といったプライバシーへの脅威は増大していく。 

２ これらの危険性を避けるためには、まず、可視的で・桁数の多くない・民間利用が前

提となる「税・社会保障共通番号」を、そもまま「国民ＩＤ」として、官民両分野におけ

る個人識別番号化することは許されない。 

 また、「税・社会保障共通番号」として、住民票コードを直接利用したり、同コードと安

易に結び付けた「番号」を利用することは、「税・社会保障共通番号」がデータマッチン

グを目的とするものであるから、これも同じく許されない。 
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 「税・社会保障共通番号」と住民票コード、ひいては住基ネットとは、切り離されるこ

とが必要であり、少なくとも、現在の住基ネットシステムを抜本的に構築し直すことなく、

費用が安く済むからといって同システムをそのまま利用することを是とする「税・社会保

障共通番号」制度の創設は、許されないものである。 

３ 以上を前提に述べるならば、中間とりまとめで提示されたプライバシー保護のための

対応策がすべて講じられることは当然のことといえる。しかし、むしろ、重要なのは、そ

の対応策をどれだけ実効的に機能させ、また、ほかにも十分なプライバシー保護策を講じ

ることで、プライバシー保障を徹底するかである（なお、本章第２節でも紹介したように、

プライバシー保障を実効化するためには、いかに個人情報保護の精神が行政分野、民間分

野で繰り返し教育され、根付いているかにかかる点が大きい。したがって、制度の整備・

充実と共に、全体的なシステムとして整備を図らなければならないことはいうまでもない）。 

４ 中間とりまとめにおいては、「予想される懸念・リスク」として、「『不正行為』のリス

ク」、「『目的外利用』のリスク」、「『国家管理』への懸念」が指摘されている。前２者につ

いては「リスク」という客観的な概念を用いながら、後者では、「懸念」という主観的な概

念を用いているのである。 

 しかし、「番号」制度の導入により、国家が国民の個人情報を支配し、国民を監視・監督

するおそれは、単に主観的なものではなく、客観的かつ重大な「リスク」である。そのよ

うな観点で対応策を検討するのでなければ、プライバシー保障は画餅に帰する。すなわち、

中間とりまとめの字義通り、政府が個人情報の国家管理を主観的な「懸念」としか捉えて

いないとすれば、「対応策の例」としてあげられている国民がアクセス記録を確認できる仕

組みにしても、「第三者機関」にしても、実効性のある仕組みである必要はないということ

になりかねない。「国家による国民の監視・監督に使われる」ことを防止できなくても、あ

るいは「国家によって、国民の個人情報が支配される」ことを防止できなくても、国民の

主観的な「懸念」に一応配慮したかのような仕組みさえ存在していれば良いということに

なってしまうからである。 

 政府は、「税・社会保障共通番号」制度が、国家による国民情報の支配や国民監視を実現

し得る制度であること、さらには、我が国の歴史に鑑みれば、こうした制度導入に対する

国民のアレルギーが、単なる「懸念」ではないことを肝に銘ずべきである。 

 そしてこうした認識を前提に、諸外国の例も参考にしながら、我が国におけるプライバ

シー保障の実質化が検討されなければならない。 

５ 第５章第５節で述べるように、ＥＵ諸国やカナダなどでは、独立の第三者機関(ドイツ

のデータ保護監察官、カナダのプライバシーコミッショナーなど）が存在し、国民等のプ

ライバシー保障に関する監督機能を果たしているという長い実績がある。また、カナダや

米国などでは、プライバシー影響評価（Privacy Impact Assessment)制度が導入され、個

人情報の収集を伴うＩＴシステムの導入または改修に当たり、プライバシーへの影響を事

前に評価し、問題回避または緩和のための運用的・技術的な変更を促す一連のプロセスが、

2002 年施行の電子政府法（米国）などで義務付けられている。なお、スウェーデンにおい

ては「国民総背番号制」を採用しているが、その国情や税制・社会保障の仕組みなどの事

情は日本とはかなり異なっている。このような事情を前提として、民間で自由に個人のデ

ータベースを作成することを禁止した上、第三者機関であるデータ検査院が監督をしてい
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るというシステムをとっているのである。また、これらの国々では、情報公開制度も我が

国以上に進んでいる。 

 こうしたプライバシー保障のための前提があったうえで、さらに本章第２節で紹介した

ように、ドイツでは行政分野共通の番号制（フラットモデル）を採用せず、分野別番号制

（セパレートモデル）を採用して、プライバシーの保障を重視している。また、オースト

リアでは３層制の分野別番号制（セクトラル・モデル）を採用している（このモデルでは、

暗号技術を用いて各層の番号を生成しているので、ｓｓＰＩＮからソースＰＩＮやＣＲＲ

番号は推知されず、かつ、データ保護委員会を経由しなければ分野をまたがった情報のマ

ッチングができないように制度設計されている。なお、同国の「納税者番号」はｓｓＰＩ

Ｎではなく、「社会保障番号」を用いている）。 

 このように、「番号」制度を導入している諸外国においては、各国の国情や国民性に応じ

て、独自のプライバシー保障の実質化が模索されているのである。一方、我が国には、完

璧とも言える戸籍制度があるうえ、すでに国民に対して住基ネットにより住民票コードが

付されており、同コードは相当数の行政事務において利用されている。にもかかわらず、

第三者機関すら整備されていないのが実情である。 

 したがって、諸外国以上に、プライバシー保障策が講じられなければ、我が国の国情を

前提としたプライバシー保障の徹底は図れない。抽象的ではあるが、いずれかの国の制度

をまねるのではなく、並立し得る限り、考えられる可能な限りの保障策をすべて導入して

徹底するといったくらいの姿勢がまず必要である。 

６ そしてそのうえで、様々なプライバシー保障策によって、どの程度国民のプライバシ

ーが保障されるのかの検証が行われなければならない。プライバシーの保障に資すること

のない制度を、形式的にどれほど用意しても、プライバシー保障は図れないからである。

中間とりまとめで検討されている事項に関していえば、自己情報へのアクセス記録を国民

自ら確認する仕組みが、果たしてどの程度の人口に利用されるのか、また、確認できたと

して、それが違法なアクセスであるか否かを判断できるのか、中間とりまとめに示された

保障策によって、民間分野での個人情報のデータマッチングは防止できるのかなど、個別

具体的な検証を行うべきである。 

７ そして、その結果、国民のプライバシー保障に対する疑義が生じた場合は、「番号」制

度の創設自体を断念するまでの考えがなければ、国民の納得は得られない。 

８ なお、政府が真に国民のプライバシーを保障しようと考えるのであれば、独立して導

入が可能なプライバシー保障制度は即時導入したうえで、運用の実績を作ることが重要で

ある。 

 たとえば、①各分野の特性に応じたプライバシー保障のための「権利法」を制定し、②

十分な権限、予算、専門性と経歴等から見て行政に対して独立して権限を行使できる委員、

十分な人数と能力を持ったスタッフなどを備えた、プライバシー保障のための「独立の第

三者機関」を創設することなどは、「税・社会保障共通番号」制度とは無関係に導入できる

ことである。 
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第４項 費用対効果の検証を十分に行うこと 

 住基ネットの例を見ても、「社会保障カード」構想の例を見ても、制度導入によってもた

らされるコスト削減効果として政府が試算する金額は、その大部分が、国民や行政側の労

力削減効果を金銭評価したにすぎないものとなっている。すなわち、通信費のように、目

に見える形で実感できるコスト削減効果はわずかなのである。 

 そうすると、「税・社会保障共通番号」制度の費用対効果を考えるに当たってもっとも重

要となるのは、国民がどれほど切実に労力削減を求める内容のサービスが実現されること

になるのかという点である。 

 政府のＩＴ政策が実現すれば、国民に何らかの利便性が与えられることは当然である。

しかし、その利便性は、国民にとってどうしても必要な利便性なのであろうか。原点に立

ち返って十分に考えなければならない。制度導入のための莫大な費用が国民の税金から支

出されても、国民がそれを納得するほどの充実したサービスが実現されない限り、政府の

机上の試算にかかわらず、費用対効果がない制度であると評価すべきである。 

 

第５項 おわりに 

１ 以上述べたように、「税・社会保障共通番号」制度の創設は、制度検討の手法からして

も、制度内容からしても、決して認められないものである。国民全員に可視的な共通番号

を割り振り、官民両分野での広範な利用を許容するなど、自己情報コントロール権を侵害

する「統一的な番号」制度の創設は許されない。 

２ 仮に、電子政府実現のための何らかの「番号」制度の創設が検討されるとすれば、抽

象的ではあるが、以下のような条件が必要であろう（もちろん、上述したように、プライ

バシー保障のための全体的なシステムが必要であることは前提である）。 

 ①「番号」制度を導入する目的と必要性が強く存在すること、②当該目的を達成するた

めに、当該「番号」制度を選択することが他の選択肢と比較してもっとも合理的であるこ

と、③費用対効果に優れた仕組みであること（特に、制度導入による労力削減について国

民ニーズがきわめて高いこと）、④事前検証などを経ても、国民のプライバシーが可能な限

り確実に保障される仕組みであること（特に、国家による国民監視や、官民両分野におけ

る個人情報の名寄せが確実な統制の下でなければ不可能な仕組みとすること）が必須であ

ろう。そして、⑤こうした議論の素地と議論に十分な時間を国民や関係者に適切に与えた

結果、可及的に小さくしたデメリットを甘受しても「番号」制度を導入するのが真に必要

であるとの国民の多数意思が示された場合にのみ、当該制度の導入が許されるものと考え

られる。 

３ 本章第２節第１項で紹介したとおり、隣国の韓国は、世界一ともいわれるＩＴ大国と

なった。しかし、国民のプライバシーが十分に保障されているとは到底言えない状況にあ

る。 

 我が国でも、高度情報通信化社会の発展に伴い、政府は、電子政府化に向けた取組を急

速に進めようとしている。しかし、便利さにばかり目をとらわれ、根本的な価値であるプ

ライバシー（自己情報コントロール権）保障を見失ってはならない。 
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 現在想定されている「税・社会保障共通番号」制度は、国民のプライバシーに対する危

険を甘受してまで導入すべき制度であるとは到底言えない。政府の進める他のＩＴ政策や

「国民ＩＤ」はどうなのかも、慎重な検討が必要である。 

 誤った制度を導入してしまってから、自己情報コントロール権を失ってしまってからで

は、もはや取り返しがつかない。国民や現場のニーズを考慮せず、国民的議論も経ずに導

入して失敗した住基ネットと同じ轍を踏んではならない。今こそ、国民的な議論が必要不

可欠である。 

 日弁連は、こうした議論の深まりの中で、自己情報コントロール権の確保と国民の利便

性とを調和させ得る制度の検討を継続し、今後具体的な提言を行っていきたい。 
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第５章 高度情報通信社会におけるプライバシー保護 

 

第１節 はじめに 

 これまで見てきたように、情報通信技術の著しい発展は、以前には考えられなかったよ

うな個人情報の収集・蓄積・利用を可能にしている。そのことにより、個人のプライバシ

ーは大きな影響を受けている。 

 新しい技術を活用して、社会を効率化し、豊かにすることと、プライバシー保護とをど

のように両立させるのかが、今、問われている。 

 この問題を考えるために、従来からのプライバシーに関する議論を概観した上で、新し

い技術が、これにどのような影響を及ぼしているのかをあらためて検討し、高度情報通信

社会におけるプライバシー保護のあり方について考えることとする。 

 そして、現代におけるプライバシー保護の仕組みとして、諸外国の制度を紹介したい。 
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第２節 プライバシーに関する裁判状況 

第１項 はじめに 

 日本国憲法にはプライバシー権は人権として明記されていないが、裁判実務においては、

各事件において原告がプライバシー権として主張した内容が判決で法的保護の対象として

認知されることによって、プライバシーが一定程度保護される社会状況が確保されている。 

 しかし、裁判所が常にその時代に相応しい人権保障を実現しているわけではないことは、

プライバシー権についても当てはまる。社会の実情から掛け離れた判断をしてしまうこと

さえある。以下に紹介する米日の裁判例をみても、判決によって結論が逆転することさえ

ある。これらの裁判例を通じて、現代のプライバシー保護のあり方を改めて考えてみたい。 

 

第２項 米国の判例におけるプライバシー概念の展開 

第１ 概観 

 日本のプライバシー論は米国の裁判例に負うところが大きい。 

 プライバシーの権利は、1890 年にウォーレンとブランダイスが発表した論文「プライバ

シーの権利」(The Right of Privacy)において、「ひとりでほっておいてもらう権利」(the 

right to be let alone)として、マス・メディアの表現行為に対抗する法的概念として論

じられた【注１】。 

 その後、プライバシー権は、不法行為法の分野で法的権利を承認され【注２】、さらに、1965

年のグリズウォルド対コネティカット州事件連邦最高裁判決で憲法上の権利として承認さ

れた【注３】。現在では、①自己情報コントロール権、②人格的自律権、③静穏のプライバシ

ー権といった様々な内容を含むものとして議論されている。 

 以下では、インターネット社会におけるプライバシー保護を考える上で特に有意義な二

つの判決を紹介する。 

 

第２ 情報コントロール権における展開～電話盗聴をめぐる判例 

１ オルムステッド対アメリカ合衆国事件判決(1928 年) 

 アメリカでは、1919 年から 1933 年まで、消費のためのアルコールの製造、販売、輸送

を全面的に禁止する禁酒法が存在した。法律はアルコール販売を禁止したが、違法な流通

や無許可の製造販売が広く行われていた。実際、ニューヨーク市だけでも、３万軒から５

万軒の違法な酒場があった。本件は、酒類を不法に所持、運搬、輸入、貯蔵、販売したと

して連邦禁酒法違反で起訴された刑事事件で、連邦捜査官は、酒類密造等を行っていた事

実や、形態、そしてその規模等に関する情報を数か月にわたる電話盗聴によって得ていた。

被告人は、この訴追を裏付ける証拠は当局の数か月にわたる電話盗聴によって得られたも

ので、合衆国憲法修正４条に違反すると主張して争った。 

 この修正４条は、捜索の際の不法侵入及びそこで発見される罪となる証拠の押収を禁じ

る趣旨で設けられた規定である(不法侵害法則 Trespass Doctrine)ところ、連邦最高裁の

多数意見は、この立法目的をそのまま受け容れ、修正４条のいう「捜索」とは、物(身体、
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住居、書類または所有物)に対するものでなければならないところ、電話盗聴は、いかなる

意味でも住居に対する侵入は存在せず「捜索」にあたらないと判示した。 

 これに対して、ブランダイス判事は以下のような内容の反対意見を述べた。 

 第一に、郵便も電話も政府が行う公共サービスであることから、信書の内容も私的な通

話の内容も、本質的に何ら違いはない。第二に、電話のプライバシー侵害に伴う弊害は、

郵便物の開披よりも遙かに大きい。その理由は、①電話が盗聴されると、当該通話の当事

者双方のプライバシーが侵害されること、②個人的、内密または自由な発言であるとにか

かわらず、すべての会話が盗聴されてしまうこと、③ある人物の電話を盗聴すると、その

人物が掛ける相手または掛けてくる人物の電話などの、盗聴する必要のない会話もその対

象に含まれてしまうことから、郵便物の開披に伴うプライバシーの侵害と比較しても、電

話の盗聴によるプライバシーの侵害の方が遙かに大きい。これらの２点から、封緘された

信書の押収に際しては修正第４条の令状要件に従わなければならないが、電話の盗聴は修

正第４条の適用外であるというのは修正第４条の本旨ではない。政府による個人のプライ

バシーへの侵入に関して、憲法の起草者たちは、・・・政府に対抗するものとして、ひとり

にしておいてもらう権利―諸権利の中でも最も包括的で、かつ、文明人が最も価値がある

とする権利―を付与した。その権利を保護するためには、どのような方法によるものであ

れ、個人のプライバシーに対する政府の正当化できない侵害はすべて修正第４条の侵害と

みなされなければならない。 

 

２ カッツ対アメリカ合衆国事件判決(1967 年) 

 事案の概要は、被告人が特定の公衆電話を使って賭博情報を他所に伝えていることを知

った連邦捜査官が、被告人がよく利用している公衆電話の外側上部に電子盗聴器及び録音

機を取り付け、被告人の会話を盗聴し、被告人が賭博情報を電話によってロサンゼルスか

らマイアミ及びボストンへ伝えたことを知り、この盗聴によって明らかになった事実（賭

博情報を電話で伝えた容疑）について被告人を起訴したというものである。 

 控訴裁判所は、被告人の占有する領域への物理的な立ち入りはなく、証拠は修正第４条

に違反しないと判断した。 

 連邦最高裁では、①電話ボックスの上部に盗聴録音機を取り付けることによって得られ

た証拠は、電話ボックスの利用者のプライバシーの権利を侵害して得られたものであるた

め、公衆電話ボックスは憲法上保護された領域なのかどうか、②合衆国憲法修正第４条に

違反した「捜索・押収」であると言うためには、憲法上保護された領域に対する物理的侵

入が必然的に「捜索・押収」以前に行われる必要があるのかどうかが争点となった。 

 連邦最高裁は、本件のような物理的侵入の欠如は、修正第４条の適用が及ばないと考え

られてきた、・・・なぜならば、同修正条項が適用されるのは、有体物(tangible property)

に対する「捜索・押収」に限定されると考えられていたからであるとし、オルムステッド

事件において示された原則に言及した上で、しかし他方で、修正第４条は、有体物の押収

のみならず、口頭で述べられた記録に対しても及ぶものであると考えられてきた（シルバ

ーマン事件）と述べ、会話のように有体物ではないものも、修正第４条の保護の対象にな

るとした。そして、一度そのような認識がなされ、修正第４条が不合理な「捜索・押収」

に対して―単に「場所」を保護するのではなく―人を保護するものであると認められれば、
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個人に対して与えられた私的な領域に対する物理的侵入(physical intrusion)が、存在し

てもしなくても、同条項の適用に変化がないことは明らかであると結論付けた。そして本

件盗聴については、被告人の会話内容を電子的に盗聴し記録した政府の行為は、被告人が

電話ボックスを利用する際に、当然そこに存在するものであると信じていたプライバシー

の権利に対する侵害であり、よって、そのような行為は、修正第４条の範囲内における「捜

索・押収」にあたる。盗聴器が電話ボックスの壁を貫通しなかったという事実には、何ら

憲法上の意義はないとした【注４】。 

 

３ 公共の場におけるプライバシー保護の解釈手法と限界 

 修正４条が合衆国議会に提案された 1791 年 12 月当時、電話はまだ発明されていなかっ

た。電話が発明され実用化されるのは 19 世紀後半のことであるから、憲法起草者が、電話

が将来できることを想定して条文を起草するということはあり得ない。したがって、オル

ムステッド事件判決の多数意見のような考え方が法律解釈として出て来ることは想定され

ることである。しかし、憲法改正はそう簡単ではない。まして、刑事被告人の人権のため

に国民が一丸となって憲法改正を求めるという展開は考えにくい。仮に多くの国民が憲法

改正の必要性を痛感し実現する時期があるとしても、それまでに起こる無数の人権侵害を

やむを得ないものとして見過ごすべきではない。そうだとすると、人権擁護の規範として

の憲法が時代の変化に対応できるよう、憲法改正以外の何らかの手当が必要になる。 

 レッシグ氏は、著書「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ2.0」において、そもそも憲法起草者は

どのようなことを意図して修正４条を設けることにしたのかを考えるべきだとして、状況

の変化があってもその表面的な変化に囚われずに、意味を保存するための「翻訳」をすべ

きだと言い、連邦最高裁がカッツ事件判決でこのような「翻訳」を採用したことを評価し

ている【注５】。 

 ただし、レッシグ氏はこれに続けて、テクノロジーの発達した現代においては、①公共

の場における継続的な監視の場面と、②データ収集と集積されたデータ利用の場面におい

て、このような「翻訳」では解決できず、価値観の選択を迫られる場面が現れていること

を指摘している。この点については第４節で後述する。 

 

第３項 日本でのプライバシーをめぐる議論 

第１ 概観 

 日本の裁判所は具体的な事件の法的解決の場であり、抽象的な理論を展開する場ではな

い。 

 日本におけるプライバシー概念が、「宴のあと」事件判決において、「私事をみだりに公

開されない」権利としてあらわれたのは、当該事件に即した判断をしたことによるのであ

って、プライバシー権の内容を確定したものではない。その後最高裁において「個人の私

生活上の自由」の内容として憲法上の権利として承認されるに至っている(後述京都府学連

事件最高裁判決)。これらの裁判例に一貫している考え方は、社会に公的に関わる場面では

プライバシー権としての保護は及ばないというものである。 

 また、学説上も、「ひとりでほっておいてもらう権利」という消極的概念から自己情報コ
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ントロール権という積極的概念に発展してきた。 

 これまでの裁判例がプライバシーの権利の保障対象を、「個人の私生活上の自由」として

いることは、個人情報の行政内部での利用や、社会保障や納税のような公的生活に関わる

利用を考察の対象外に置くことになるのではないかという問題がある。また、通説的地位

である自己情報コントロール権は、個人の尊厳ないし個人の自己決定権の尊重という観点

から相応しい考え方と言えるが、現実問題としてはすべての人が自己に関する情報につい

て常に的確に開示請求し、その結果を踏まえて利用中止請求や訂正請求などを行うかとな

ると、ほとんど現実味がない。現実味がないところで、自己情報コントロールの面を過度

に強調すると、自己情報コントロール権を行使できたのに行使しなかったことによる不利

益は本人が被ることになっても仕方がないという、自己責任論に追い込まれる危険性があ

ることが指摘されている【注６】。 

 以下、日本において問題となる判例を紹介する。 

 

第２ 公共の場でのプライバシーをめぐる判例の展開～監視カメラをめぐる裁判

と住基ネット訴訟を中心に～ 

１ 京都府学連事件最高裁判決 

 (最大判 1969 年 12 月 24 日判時 577 号 18 頁、判タ 242 号 119 頁) 

(1) 事案と判決内容 

デモ行進の過程で許可条件違反行為があったとして、私服警察官が現場の写真撮影を

行い、これに対して、参加者（被告人）が「どこのカメラマンか」と抗議したが、撮影

者が無視する態度をとったことから、被告人が憤慨し、撮影者に治療約１週間の怪我を

させた。被告人は公務執行妨害罪及び傷害罪で起訴された。 

一審判決は 

「人に対する写真撮影は強制処分にあたらないとし、捜査のために必要であり、かつ、

公共の福祉の要請する限度を超えないものとして一般的に容認される方法による捜

査行為であるときは、被写体たる個人の意思如何にかかわりなくなし得る」 

とした。 

二審も物理的な力を加えたり特別な受任義務を負わすことなく行われたもので刑訴

法上の強制処分とは言えず、令状は不必要であるとした上で、 

「肖像権が認められるとしても、現に犯罪が行われている場合には現行犯処分に準じて、

被疑者の意思に反しても捜査のための写真撮影は許される」 

とした。 

最高裁は 

憲法 13 条が「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみ

だりに第三者に開示又は公表されない自由を有する」とした上で、「個人の私生活上

の自由として、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態…を撮影され

ない自由を有する…。これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警

察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法 13 条の趣

旨に反し、許されない。」 

とし、①現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合に、②緊急に
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証拠保全する必要があり、③撮影方法が一般的に許容される限度である場合には、撮影

が許されるとした。 

(2) 判決に対する評価 

この判決は、第１項で紹介したアメリカにおける「捜索・押収」に関する考え方の対

立と同様の問題を含んでいる。 

従来、強制捜査という場合、警察官が被疑者の身体を拘束したり、被疑者や事件関係

者の自宅に立入り、捜査に必要な物を持ち去ったりということが行われ、強制処分をさ

れる側にはとって、強制捜査は身体の自由や財産権の自由に対する明らかな制約だった。 

これに対して、写真撮影の場合、被撮影者は身体を拘束されるわけでもなければ、自

分の重要な財産を持ち去られるわけでもない。撮影されていることに気がつかないこと

さえある。従来の強制概念からすると、撮影行為には強制的要素はない。 

しかし、見ず知らずの他人に自分の容姿を勝手に撮影されることを常に受忍しなけれ

ばならないというのは、明らかに不合理である。 

判決は、「個人の私生活上の自由として、何人も、その承諾なしに、みだりにその容

ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」としている。肖像権が法的保護に値すること

を確認している。プライバシーの用語を用いないものの、プライバシーの権利を初めて

憲法上の権利として位置付けたものである【注７】。 

したがって、何も事件がないのに、また、起こる気配もないのに、警察官が勝手に写

真撮影することは、強制捜査にあたるというかどうかはともかく、違法な行為として許

されない。 

判決が掲げる３要件はごく常識的で抽象的な基準であり、実効性がどれほどあるのか

疑問がないではないが、①②の要件を事案ごとに厳しく検討し当てはめていくなら、有

意義な基準になる可能性はあるだろう。 

この判決は、その後東京山谷地区の派出所前に設置されたカメラで録画されたビデオ

テープの証拠能力が争われた事件の控訴審判決(東京高判 1988 年４月１日判時 1278 号

152 頁)によって、要件①が犯罪発生の「相当高度の蓋然性」が認められる場合に実質的

に緩和されたものの、今日的課題である公道上の録画付機能監視カメラによる通行人個

人のプライバシー侵害につき、一定のブレーキの役割をなお果たしていると評価されて

いる【注８】。 

 

２ 西成テレビカメラ撤去請求事件第１審判決 

 (大阪地判 1994 年４月 27 日判タ 861 号 160 頁、判時 1515 号 116 頁) 

(1) 事案と判決内容 

本件は、大阪府警察（西成警察署）が、大阪市西成区の日雇労働者が多く居住する通

称「あいりん地区」に、同地区の街頭防犯用の目的のためとして、15 箇所の交差点等の

高所にテレビカメラ（合計 15 台）を設置し、モニターテレビに映像を映し出すなどし

て使用していることについて、同地区に居住・勤務し、あるいは同地区で労働組合活動

やボランティア活動等を行っている原告らが、このようなテレビカメラの設置及び使用

は、原告らの「公権力から監視されない自由」等を侵すものだとして、テレビカメラの

撤去と慰謝料を求めた事案である。 
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判決は、１台のカメラの撤去を命じ、その余の請求を棄却した（なお、この結論は大

阪高裁、最高裁でも維持された）。以下にみるように重要な指摘をしている。 

ア プライバシーの利益 

「他人がみだりに個人に関する一定領域の事柄、たとえば、私的生活関係を構成する

事柄、趣味・嗜好・性癖等に関する事柄、精神過程に関する事柄、内部的な身体状

況に関する事柄等についての情報を取得することを許さず、また、他人が自己の知

っている個人の一定領域に関する事柄をみだりに第三者へ公表したり、利用するこ

とを許さず、もって人格的自律ないし私生活上の平穏を維持するという利益（以下、

「プライバシーの利益」という）は、充分尊重されるべきである。」。 

イ テレビカメラによる監視とプライバシーの利益の関係 

近時、銀行、デパート、コンビニ、駅、ホテル、マンション、地下商店街等に、防

犯・防災の目的でテレビカメラが設置、使用されている。交差点や通りにも交通事情

の把握や交通整理の目的等のために使用されている。これらの多くは、施設等の管理

者が限定された範囲で自己防衛的に設置していたり、目的が限定されており、設置表

示をしていることも多く、表示がなくても一般的に監視されていることが予測できな

いわけではなく、その支配領域に任意に入る者は、その設置状況が不相当なものでな

く、通常予測される限度で撮影され、その目的に従った利用がされる限りにおいて、

暗黙のうちにこれを了解していると解される。これに対し、本件テレビカメラは、公

道上に相当広範囲にわたって設置し、その目的も必ずしも限定されておらず、対象者

の意思に反する場合も少なくないと考えられるから、その設置使用が一般に承認され

ているとは言えない。 

ウ 公道における監視とプライバシーの利益 

道路や公園などの公開された場所では、誰に見られるかも分からない状態に身を委

ねることを前提として、人はその状況に応じて振る舞うなど、自ら発信すべき情報を

コントロールできるから、その意味では、その存在自体を見られることにより影響さ

れるプライバシーは縮小されている。しかし、通常は、偶然かつ一過性の視線にさら

されるだけであり、継続的に監視されたり、尾行されることを予測して行動している

ものではない。その意味で、人は一歩外に出るとすべてのプライバシーを放棄したと

考えるべきではない。 

同じく公共の場所とはいっても、たとえば病院や政治団体や宗教団体など人の属

性・生活・活動にかかわる特殊な意味あいを持つ場所の状況をことさら監視したり、

相当多数のテレビカメラによって人の生活領域の相当広い範囲を継続的かつ子細に監

視するなどのことがあれば、監視対象者の行動形態、趣昧・嗜好、精神や肉親の病気、

交友関係、思想・信条等を把握できないとも限らず、監視対象者のプライバシーを侵

害するおそれがあるばかりか、これと表裏の問題として、かかる監視の対象にされて

いるかもしれないという不安を与えること自体によってその行動等を萎縮させ、思想

の自由・表現の自由その他憲法の保障する諸権利の享受を事実上困難にする懸念があ

る。 

また、右のように特別な意味あいを持つ場所でなくても、たとえば自宅の前に警察

の設置したテレビカメラがあり、往来の様子や路上での行動をいつ監視されているか
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分からない状況に置かれた場合、なにがしかの不快感や圧迫感を受け、自由に振る舞

えない感情を抱くこともあり得るが、特段の理由もなく、このような不快感や圧迫感

を与えることは、それだけでもプライバシーの利益を損なうおそれがある。監視の態

様や程度の如何によってはなおプライバシーの利益を侵害するおそれがある。 

エ 本件テレビカメラの設置・使用の利益とプライバシーの利益 

警察により相当多数のテレビカメラが狭いあいりん地区内に設置され、人の生活領

域の相当広い範囲を継続的に監視し得る体制がとられており、監視の目的・態様も、

交通把握や商店密集地や施設内部の防犯ないし安全確保という程度にとどまるもので

はなく、また、特別の事態が生じたときのみならず日常的に監視が行われており、監

視区域に入った者を無差別に監視することになるから、地域とのかかわりなどは対象

者によってそれぞれ事情は異なるが、プライバシーの利益を侵害する可能性がある。 

(ｱ) 道路上のテレビカメラ 

これらの道路は、多数の人の通行する主要道路であり、匿名性や一過性が比較的

保たれやすい場所であり、保持されなければならないプライバシーの利益はさほど

大きいわけではないのに対し、これら道路が集団不法事案やい集事案の際の投石や

放火や略奪の場所となってきており、それら事案が発生した場合の状況把握の必要

性が高く、路上犯罪を警戒しなければならない必要性もあることからすれば、それ

らの監視の際に、原告らがたまたまこれら道路を通過することによって監視下に置

かれ、なにがしかのプライバシーが侵害されることがあっても、受忍すべき限度に

とどまる。 

(ｲ) 公園付近のテレビカメラ 

公園は、道路に比較すると監視に一過性があるとはいいがたく、炊き出しや運動

会の主催者が継続的に監視される危険がある。しかし、三角公園は労働者の野宿場

所となっており、シノギや賭博等の犯罪の発生率の高いところであり、四角公園も

労働者の野宿場所となっており、労働者同士の喧嘩やシノギなどのほか、泥酔者や

病弱者の救護事案も多い。原告らの活動は、屋外で多数の労働者とともに公然と行

っていることであって、特にその活動状況を秘匿する必要があるとは考えられない

ことからすれば、継続的監視によるプライバシーの利益の侵害があるとしても、重

大なものとはいえず、防犯目的でテレビカメラを設置、使用する利益の方が大きい。 

(ｳ) 公共施設付近のテレビカメラ 

総合センターは、毎朝数千名の労働者が求職のために集まる場所であり、毎朝監

視が続けられているが、監視対象の匿名性や監視の一過性が保たれていると考えら

れ、特に原告らのプライバシーが侵害されるおそれが高いとは言えない。 

(ｴ) 解放会館付近のテレビカメラ 

大衆闘争や労働運動の拠点である解放会館ヘの出入り状況を監視できる位置にテ

レビカメラが設置されており、そこに頻繁に出入りしている原告Ａは、その活動内

容、人的交流などのすべてを把握されるおそれがあり、その行動の自由を制約され

るだけでなく、そこに出入りする者の行動にも影響を与え、その結果、同原告及び

その所属する労働組合の活動に事実上の支障を生じさせるなどの不利益を及ぼすお

それが高く、結社の自由や団結権に深刻な影響を与えるだけでなく、同原告のプラ
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イバシーの利益をも侵害する。監視体制が維持されている以上、実際に監視されて

いるか否かにかかわらず、対象となる可能性のある者にいつ監視がなされるか分か

らないという不安感を与え続けることになり、行動を抑制する点で同じ効果があり、

その限りでプライバシーの利益が害される。 

(2) 判決に対する評価 

判決は、15 台の監視カメラの設置場所や撮影対象などを個別に利益衡量的手法によっ

て検討して、プライバシー侵害性を判断している点は評価できるが、別途紹介するドイ

ツ連邦憲法裁判所の判決が指摘しているような監視カメラの危険性に関する考察はき

わめて不十分と言わざるを得ない。 

判決は、15 台中１台の監視カメラの撤去を命じた。その理由は、当該監視カメラによ

って出入が撮影されている建物に原告のひとりが頻繁に出入りしていることから、同人

の活動内容、人的交流などのすべてを把握されるおそれがあり、その行動の自由を制約

されるだけでなく、そこに出入りする者の行動にも影響を与え、その結果、同原告及び

その所属する労働組合の活動に事実上の支障を生じさせるなどの不利益を及ぼすおそ

れが高く、結社の自由や団結権に深刻な影響を与えるだけでなく、同原告のプライバシ

ーの利益をも侵害する、というものである。 

そして、判決は、監視体制が維持されている以上、実際に監視されているか否かにか

かわらず、対象となる可能性のある者にいつ監視がなされるか分からないという不安感

を与え続けることになり、行動を抑制する点で実際に監視しているのと同じ効果があり、

その限りでプライバシーの利益が害される、としている。つまり、実際に警察官が監視

カメラを通じて特定の個人の行動を監視していなかったとしても、それができる体制に

なっているのであれば、監視される側の不利益は同じだというのである。ここにはベン

サムが考案した刑務所・パノプティコンの人権侵害性が指摘されている。 

判決のような考え方からしても、プライバシー侵害の危険性は今日ますます深刻にな

っている。すなわち、判決で問題にしている監視カメラはモニタリングのみで録画して

いなかったというものであったから、異なる場所で撮影対象を見ることができるだけで、

長時間録画して後日特定人を検索できるようなものではなかった。これに対して、現在

はデジタルデータで録画しており、多数の監視カメラで長時間録画してもそのデータ保

存に場所も取らず、検索機能も著しく高まっている（第３章参照）から、特定の個人の

行動を後日、容易に検索し確認することができ、判決が問題とした監視機能がきわめて

高くなっているのである。 

判決の考え方を今日に合わせて発展させ敷衍するなら、監視カメラの設置運用はきわ

めて厳格になされる必要があるであろう。 

 

３ 指紋押捺拒否事件最高裁判決 

 （最三小判 1995 年 12 月 15 日判タ 900 号 167 頁、判時 1555 号 47 頁） 

(1) 事案と判決内容 

在留外国人について指紋押捺制度を定める外国人登録法の規定の合憲性が問題とな

った事件である。 

最高裁は、指紋は、 
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「それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報とな

るものではないが、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利

用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある。この

ような意味で、指紋の押なつ制度は国民の私生活上の自由と密接な関連をもつ」 

とした上で、憲法 13 条により 

「個人の私生活の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由

を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制す

ることは、同条の趣旨に反して許され」 

ないと述べた。 

(2) 判決に対する評価 

判決が、指紋の特性に着目して、「性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取

された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険

性がある」と指摘したことは、プライバシー保護の観点からきわめて重要である。「採

取された指紋の利用方法次第では」というのが、具体的にどのような場面を想定してい

るかは定かでないが、特定の人と結び付いた「採取された指紋」が何者かによって何ら

かの利用をされることがプライバシーの侵害になり得るということは、現在普及しつつ

ある生体認証システム（バイオメトリクス）についても共通する問題である。 

 

４ 江沢民講演会参加者名簿提出事件最高裁判決 

 （最二小判 2003 年９月 12 日判タ 1134 号 98 頁、判時 1837 号３頁） 

(1) 事案と判決内容 

早稲田大学が中国の江沢民国家主席を招いて講演会を開催した際、参加希望学生が氏

名・学籍番号・住所・電話番号を記入した名簿の写しを、大学が学生に無断で警視庁に

提出したため、学生が大学に対してプライバシー侵害を理由に損害賠償を求めた事件で

ある。 

判決は、 

「本件個人情報は、早稲田大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらかじめ把

握するため、学生に提供を求めたものであるところ、学籍番号、氏名、住所及び電話

番号は、早稲田大学が個人識別等を行うための単純な情報であって、その限りにおい

ては、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また、本件講演会に参加

を申し込んだ学生であることも同断である。しかし、このような個人情報についても、

本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自

然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきものであるから、本件個人情報

は、上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきであ

る。」 

「このようなプライバシーに係る情報は、取扱い方によっては、個人の人格的な権利利

益を損なうおそれのあるものであるから、慎重に取り扱われる必要がある。本件講演

会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集した早稲田大学

は、上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないと

いうべきであるところ、同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明
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示した上で本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承

諾を求めることは容易であったものと考えられ、それが困難であった特別の事情がう

かがわれない本件においては、本件個人情報を開示することについて上告人らの同意

を得る手続を執ることなく、上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学

の行為は、上告人らが任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理について

の合理的な期待を裏切るものであり、上告人らのプライバシーを侵害するものとして

不法行為を構成するというべきである。原判決の説示する本件個人情報の秘匿性の程

度、開示による具体的な不利益の不存在、開示の目的の正当性と必要性などの事情は、

上記結論を左右するに足りない。」 

とした。 

(2) 判決に対する評価 

この判決の意義は、「学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、早稲田大学が個人識別

等を行うための単純な情報であって、その限りにおいては、秘匿されるべき必要性が必

ずしも高いものではない」としつつも、「このような個人情報についても、本人が、自

己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことで

あり、そのことへの期待は保護されるべきものである」とし、「本件個人情報は、上告

人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる」と明言した点にある。 

続いて判決が、「このようなプライバシーに係る情報は、取扱い方によっては、個人

の人格的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから、慎重に取り扱われる必要が

ある」として、その解決方法として、「大学が本件個人情報を警察に開示することをあ

らかじめ明示した上で本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示に

ついて承諾を求めることは容易であった」とした点は、自己情報コントロール権の一内

容を承認したものとしての意義がある。 

ただ、具体的な事案に即してみると、これは警察が単なる学生名簿を集めようとした

ものではなく、中国の江沢民国家主席の講演を聴きたいと希望している学生個々人を特

定したいというものである。つまり、個々の学生の思想傾向を把握しようとしたもので

あり、学生の思想の自由に対する侵害という側面を持つ警察活動として問題がある。 

判決は、原判決が、本件個人情報の秘匿性の程度、開示による具体的な不利益の不存

在、開示の目的の正当性と必要性などの事情を考慮すべしとしたのに対して、その必要

はなく、本人の同意が容易に取れるのに取らずに警察に提供したことは問題だとした。

このような集会に参加する者は年齢的に十分な同意能力があるであろうから、判決が、

参加者個々人にとってはあいまいな諸事情ではなく、参加者の同意を重視したことは合

理的である。 

 

５ 住基ネット事件最高裁判決 

 （最一小判 2008 年３月６日（判タ 1268 号 110 頁、判時 2004 号 17 頁）） 

(1) 事案と判決内容 

本件は、住民らが、行政機関が住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネッ

ト」という。）により住民の個人情報を収集、管理又は利用（以下「管理、利用等」と

いう。）することは、憲法 13 条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害
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するなどと主張して、住民の住民基本台帳を保管する市に対し、人格権に基づく妨害排

除請求として、住民基本台帳からの住民らの住民票コードの削除を求める事案である。

最高裁は、プライバシー権の侵害を認めた大阪高裁の判断 (大阪高判 2006 年 11 月 30

日)を覆した。 

最高裁は、国民は 

「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有する」 

とした上で、 

「住基ネットによって管理、利用等される本人確認情報は、氏名、生年月日、性別及び

住所から成る４情報に、住民票コード及び変更情報を加えたものにすぎない。このう

ち４情報は、人が社会生活を営む上で一定の範囲の他者には当然開示されることが予

定されている個人識別情報であり、変更情報も、転入、転出等の異動事由、異動年月

日及び異動前の本人確認情報にとどまるもので、これらはいずれも、個人の内面に関

わるような秘匿性の高い情報とはいえない。これらの情報は、住基ネットが導入され

る以前から、住民票の記載事項として、住民基本台帳を保管する各市町村において管

理、利用等されるとともに、法令に基づき必要に応じて他の行政機関等に提供され、

その事務処理に利用されてきたものである。そして、住民票コードは、住基ネットに

よる本人確認情報の管理、利用等を目的として、都道府県知事が無作為に指定した数

列の中から市町村長が一を選んで各人に割り当てたものであるから、上記目的に利用

される限りにおいては、その秘匿性の程度は本人確認情報と異なるものではない。」 

とした。 

制度目的については、 

「住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サー

ビスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているも

のということができる。」 

とした。 

セキュリティについては、 

「住基ネットのシステム上の欠陥等により外部から不当にアクセスされるなどして本

人確認情報が容易に漏えいする具体的な危険はないこと、受領者による本人確認情報

の目的外利用又は本人確認情報に関する秘密の漏えい等は、懲戒処分又は刑罰をもっ

て禁止されていること、住基法は、都道府県に本人確認情報の保護に関する審議会を、

指定情報処理機関に本人確認情報保護委員会を設置することとして、本人確認情報の

適切な取扱いを担保するための制度的措置を講じていることなどに照らせば、住基ネ

ットにシステム技術上又は法制度上の不備があり、そのために本人確認情報が法令等

の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表さ

れる具体的な危険が生じているということもできない」 

とした。 

(2) 判決に対する評価 

第５節で説明するドイツ連邦憲法裁判所の判決と比較すると、本判決は、インターネ

ット社会におけるプライバシー保護の重要性と、その実行の困難性に関する認識に、雲

泥の差がある。 
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日本の住基ネットのように同一の個人識別番号ですべての行政事務を行う法制度を

構築しようとしている国は、世界にほとんど類例を見ない。そこでは、行政の側の利便

性だけでなく、管理対象となる人々の側に起こる危険のある名寄せやデータマッチング、

追跡によるプライバシー侵害や成りすまし被害などを発生させてはならないという、国

の意思が強く働いているからである。日本はこの種の被害についての配慮を著しく欠い

ている。 

最高裁判決はこのような配慮の欠如を法的に追認したと言わざるを得ない。 

基本４情報及び住民票コード（以下「本人確認情報」という。）は個人を識別するた

めの情報である。特に、住民票コードは、それ自体ではまったく意味を持たないが、11

桁の番号だけで個人を確実に識別できる情報であるという意味において、指紋とまった

く同じである。判決は、「個人の内面に関わるような秘匿性の高い情報とはいえない。」

として、その情報の持つ機能を無視し、情報の内容自体の「秘匿性」の有無によって二

分論を展開しているが、このような二分論がそもそも誤りである。なぜなら、「個人の

内面に関わるような秘匿性の高い情報」と言ったところで、特定の個人であることを識

別する情報と結び付いていなければ、「誰の」内面に関わる情報であるか分からないの

であるから、特定の人にとって秘匿性が高いということはあり得ないからである。しか

も、後述（第３節）するように、いまや、それ自身としてみれば秘匿性のない情報であ

ろうとも、集積と結合を通じて新しい情報価値を獲得させることが可能となっているの

であるから、その意味でもこの二分論は誤りである。本人確認情報が、判決当時 275 と

いう多くの行政分野の情報と結び付き、名寄せのための検索機能を果たしていたという

点にこそ着目し、その危険性が検討されなければならなかったのである。 

判決は、このような危険性をほとんど無視する反面で、その制度目的に関しては、市

町村、都道府県、国の行政機関等という区別さえ行わずにその正当性を承認している。

これでは、行政が、一応もっともらしい制度目的を設定しさえすれば、裁判所は何でも

お墨付きを与えるということになりかねない。 

さらに、判決は、セキュリティの何たるかを理解していない。セキュリティは建前で

はない。ネットワークのあらゆる場所において適切に実行されなければならない（その

コンピュータネットワークのセキュリティは、そのネットワークの一番弱い部分－たと

えば市町村－のレベルで測定されるべきものである）。新たな問題が発生すれば、その

都度、迅速に対応しなければならない。そのようなことが予算面、人材面からして、全

国すべての市町村、都道府県、国の行政機関等に実行できるというのか。これらの証明

は被告側から一切なされていない。つまり、言いっ放しであり、判決はそれをそのまま

鵜呑みにしたということである。判決は、ネットワーク上で漏えいや不正が起こっても、

その都度、それに対処すれば良いと考えているようであるが、制度設計からして無理が

ある仕組みの中で問題が発生した場合、もともと低いネットワークの信用が更に著しく

低下してしまうのであり、国の国際的信用にも悪影響を与えかねない。そのような危機

意識が最高裁には全くない。 

時代錯誤の、日本国内でしか通用しないようなネットワークに多額の公費を投入し続

けることに、最高裁が真摯な検討を加えずに、お墨付きを与えてしまったことは、日本

の電子政府・電子行政を進めていく上で大きなマイナスである。 
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【注１】 ウォーレン・ブランダイス「プライヴァシーの権利」外間寛訳、戒能通孝・伊藤正己編「プライヴァシー研究」

所収(日本評論社、1986 年)  

【注２】 プロッサー氏は、これら不法行為に基づくプライバシー訴訟を、①私的事項への侵入、②私的事実の公開、③

公衆の眼に誤った姿で描くことによる侵害、④氏名等の不正使用の４類型に分類している(プロッサーの４類型)。 

【注３】 判決内容については、新保史生「プライバシーの権利の生成と展開」19 頁（成文堂、2001 年）参照 

【注４】 新保史生「プライバシーの権利の生成と展開」196～198 頁（成文堂、2001 年）参照 

【注５】 ローレンス・レッシグ「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ2.0」225～230 頁(翔泳社、2007 年)  

【注６】 大阪弁護士会「シンポジウム カードでどうなる？プライバシーと社会保障」報告書 30～31 頁(棟居快行教授

発言) (2009 年) 

【注７】 芦部信喜「憲法学Ⅱ人権総論」374 頁（有斐閣、1994 年）  

【注８】 棟居快行「公共空間とプライバシー」222 頁注(3)「岩波講座憲法２人権論の新展開」所収(岩波書店、2007 年) 
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第３節 高度情報化社会の挑戦を受けるプライバシー 

第１項 ポイントは個人データの集積と検索 

 個人データの集積と検索。これに基づく利用。今、私たちが日常的に活用している電子

機器にはとてつもなく優秀なコンピュータが組み込まれており、私たちの生活をとても便

利にしてくれている。様々な便利さをもたらしているコンピュータネットワークシステム

には膨大な量の情報を収集・集積する機能ときわめて優秀な検索機能が備わっている。 

 他方、政府及び与野党が推し進めようとしている税・社会保障共通番号制度もその具体

的な内容がどのようなものになるにせよ、その仕組みには膨大な量の情報（個人データ）

の収集・集積機能ときわめて優秀な検索機能が備わっている。 

 「税・社会保障共通番号」制度の問題点の詳細は第４章に譲るとして、ここでは膨大な

量の情報の収集・集積ときわめて優秀な検索機能というものが、どのような事態を招くの

か考えてみることにする。 

 

第２項 ＮＯ ＰＬＡＣＥ ＴＯ ＨＩＤＥ 

 ジェフリー・ディーヴァー氏の小説「ソウル・コレクター」【注１】では、普段あまりプラ

イバシーに関心を持たない者も不安を抱かざるを得ない不気味なエピソードが語られてい

る。 

 行方不明となった恋人アメリア・サックスの行方を捜すため、主人公リンカーン・ライ

ムは、ある情報サービス会社が保有する個人情報のデータベースからアメリアの全データ

を集めたレポートを取得する。 

 そのレポートには、個人の持ち得るほぼすべての属性、生活のあらゆる領域にわたる項

目の履歴が記録されていた。彼女の氏名、住所にはじまって、人種、身体データ、指紋な

どのバイオメトリックスデータ、支持政党、宗教、心理・精神的病歴、性的嗜好、家族、

隣人、職歴、保有資産、取引履歴、通信履歴、ライフスタイルに関するデータ、ＧＰＳ機

器による過去の位置情報など、冊子にして 500 頁にも及ぶ膨大な分量のレポートであり、

著者が列挙する個人情報の項目だけでも、翻訳ではまるまる 10 頁にわたる量である。 

 当然、主人公は、情報産業が保有する個人情報（データ）の膨大さと緻密さに愕然とな

るのだが、問題は、そのような情報産業による大量の個人情報の保有が単に物語の中だけ

の出来事であるとは言い切れないということだ。 

 事実、米国情報社会の実態を描いた「プロファイリング・ビジネス」【注２】において、著

者オハローは、アメリカ合衆国アーカンソー州にある実在する情報サービス会社アクシオ

ムの個人情報データベースの情報量について、次のように述べている。 

「アクシオムの煉瓦づくりの低層ビルは、デーブワード通りをはさんでヘンドリック大学

の向かい側にあり、その質素な建物のなかには、世界最大量の極秘の個人情報がコンピ

ュータにストックされている。（中略）名前や年齢、住所、電話番号だけではない。婚

姻関係の有無・家族関係・子どもの年齢まで膨大な情報が、これら部屋のコンピュータ

に集積されている。推定収入、家財の評価額、自家用車の車種や価格も追跡する。未登
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録の電話番号、職業・宗教・人種などの情報も保存してあるし、電話やオンラインで何

を注文し、バカンスにどこに行くかもつつぬけ。アクシオムはこれらの情報を、『消費

行動とライフスタイルのデータ』と説明するが、実際にはそれ以上に重大な情報であ

る。」 

 また、イアン・エアーズ氏は、「その数学が戦略を決める」【注３】の中で、アクシオムにつ

いて、こう述べている。 

「同社はアメリカのほぼあらゆる世帯について、消費者情報を維持している。アクシオム

は『みんなが聞いたこともない最大の企業の一つ』とまで呼ばれ、二〇〇億件の消費者

消記録（生データにして八五〇テラバイト以上―ディスク一〇億枚でできた高さ三〇〇

〇キロのビルを一杯にできる）を持っている。」。 

 アクシオムに限らず、チョイスポントやその他の情報産業は、貪欲に個人情報を収集し

一つのデータベースにまとめていく。その膨大さと緻密さは、もはや一般人の想像を超え

た域にまで達している。「プロファイリング・ビジネス」の原題「ＮＯ ＰＬＡＣＥ ＴＯ 

ＨＩＤＥ」（隠れる場所などどこにもない）が示すように、もはや隠れる場所などないので

ある。 

 

第３項 日本では 

 これらの話は、もちろん、アメリカ合衆国でのことだ。では、日本にはまだ「隠れ場所」

が残されているのだろうか？今のところ、日本にアクシオムやチョイスポイントのような

巨大な情報サービス企業が存在するという証拠もないし、全国民を把握している個人情報

データベースの存在も報道されているわけではない。 

 しかし、日本においてこのようなデータベースに類するものが存在しないということで

はない。今や、経済は一国内に閉じたものではなく、輸送手段と通信手段の劇的発展によ

り地球全体を包み込むグローバル経済になっており、より早くより多くの情報を入手し効

果的に活用できた者（国・企業）が他者（国・企業）に優越するという基本構造ができて

しまっている。そのような情報環境の中で、日本の政府や企業が個人情報のデータベース

化に関心を抱かないということはあり得ないのであって、個人情報のデータベース化とそ

の拡大や連携が進むのは必然である。大量の個人データを収集・集積する経済的、政治的

な動機、強力なインセンティブは、我々の想像以上にリアルな存在であり、高度情報化社

会の原動力となっている【注４】【注５】
。 

 もちろん、政府や企業は、昔から個人情報を収集してきたし、情報収集の動機自体は、

目新しいものではない。だが、高度情報化社会がそれまでの時代と決定的に違うのは、こ

うした動機を持つ者がかつてなかったような絶大な力、すなわち、コンピュータ及びイン

ターネットなどのＩＣＴ（情報通信技術）の力、を手にしたという点である【注６】
。 

 

第４項 現代の個人データ収集 

 20 世紀後半、コンピュータ技術は、長足の進歩を遂げ、我々の社会生活に大きな変革を

もたらした。その影響は今も拡大しつつある。有名なムーアの法則（計算能力が２年で倍
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増する。）が予言したとおり、コンピュータのＣＰＵ（中央演算装置）は、年々進歩し、コ

ンピュータは、高度な統計学的計算を可能にするだけの驚異的なデータ処理能力を身につ

けた。また、大量に収集、処理されたデータを保存する記憶装置の発達もめざましい。ク

ライダー氏は、ハードディスクの容量が２年ごとに倍増するという法則を提案したが、実

際に記憶装置は、小型化、低価格化を実現し、膨大な個人データを安価に保存することが

可能となった。 

 このようなコンピュータの高性能化は、現代社会においてコンピュータに新たな役割を

課すようになっている。今や、「コンピュータは単に計算を人と比べて桁違いに高速にこな

せる機械から、実世界のデータ収集、加工、蓄積、提供、利用にかかわるすべてのフェー

ズを自動化し、効率良くその管理・運用を可能とする切り札としての機械へと変身」【注７】

した。コンピュータ（及びインターネット）は、個人間のコミュニケーションを含め個人

の生活をあらゆる局面を媒介し、コンピュータの媒介なくしては、我々は効率的な生活を

送ることができなくなってきている。 

 その結果、個人の活動は、すべてその活動を媒介するコンピュータにおいて一旦デジタ

ル・データ化され、記録されるようになった。日々の生活のデジタル・データ化は、日常

茶飯事となり、しかも、あらゆる場面が何らかの形でデジタル・データとして残されるよ

うになった。デジタルカメラ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）などが爆発的に普及し、

これらの端末を通じて我々の活動は、日々刻々とデジタル・データ化されている。そのう

え、クレジットカードや電子マネーなど、日々の決済手段においても、我々はコンピュー

タを媒介するようになった。日常生活の何気ないひとコマひとコマが何らかの形でデジタ

ル・データ化され、記録に残されつつある。 

 ところで、こうして生成された膨大なデジタル・データを統合する技術についても注意

が必要である。すなわち、データベース技術である。 

 データベース技術は一般にはあまり強調されていないが、実際には、高度情報化社会、

あるいは個人情報（データ）収集・集積・管理の中核となる重要な技術である。膨大な情

報（データ）を集めたとしても、そのままでは、子どものガラクタ箱のようなものであり、

どこに何があるのか探し出すことができない。そこで決定的に重要な意味を持つのが優秀

な検索機能であり、リアルタイムで更新される膨大なデータについて整合性を失わずに管

理する機能である。個々の個人データはそれだけではほとんど意味のないものであっても、

必要な個人データを短時間のうちに探し出すことができることによって、検索する者にと

って大きなメリットとなる。個人データを 正確に保存し、短時間のうちに検索するデー

タベース技術の登場こそ、こうした複雑な課題を解決することを可能にしたのである【注８】

【注９】
。 

 現代の高度情報化社会においては、個人の生活のあらゆる場面について個人データを継

続的に収集し集積することが可能となりつつある。第１～３章でライフログを取り上げて

いるが、一人の人生の全生活履歴の記録という意味での「ライフログ」という言葉が現実

味を帯びてきているのだ【注 10】
。 
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第５項 高度情報化社会の挑戦を受けるプライバシー 

第１ 「1984 年」の世界 

 ジョージ・オーウェル氏の「1984 年」【注 11】では、「ビッグ・ブラザー」という絶対的指

導者を頂点としてテレスクリーンによって国民のすべてを監視する国家が表現されている。

当時のソヴィエト連邦をはじめとする東側の共産主義諸国を強くイメージして書かれたも

ので、監視国家＝恐怖政治という関係性がはっきり示されていた。この書籍が発売された

1949 年という時代は、マッカーシーの赤狩りの最中であり、「1984 年」はまるで反共パン

フレットのように販売されていた。 

 

第２ 個人情報の収集・処理が難しかった時代 

 この「1984 年」が発売された当時は、政府が独自に人々の個人情報を収集することは技

術的にも費用的にもほとんど不可能だった。４年に一度実施される国勢調査にしても膨大

な手間ひま費用をかけながら、質問項目を見るかぎりあまり意味のある情報を収集してい

るようには見えず、しかも、回答強制できないので全国民全世帯の回答が集まるわけでも

なかった。 

 まして、民間企業には個々人の趣味嗜好資力等が分からないから、万人向けに広告を出

さなければならなかった。テレビと新聞の広告料が高額であったにもかかわらず、一流企

業がこれらに広告を出していたのは、やむを得ない出費だった。 

 最も、このような時代にあっても、現在のＩＢＭの前身は、画期的な情報処理技術を開

発した。それが 19 世紀末、アメリカ合衆国が、国勢調査において、膨大な個人情報の処理

の必要性から採用したパンチカードシステムである。このパンチカードシステムが後にナ

チス政権下でユダヤ人の選別に貢献することになる。 

 

第３ 個人データの収集態様の変化 

 時代は変わって今日の高度情報化社会では、犯罪捜査のような場合を除けば、個人情報

の収集態様は、「1984 年」の世界のような強権性や露骨さはなくなった。すなわち、国や

企業に雇われた人が直接私たちに会いに来て、聞きたいことを何でも聞き出す、答えなけ

ればいろいろな脅しや賺しをして答えさせるということはない。基礎自治体（市区町村）

は地域住民のサービス機関として振る舞い、住民を丁重に扱う。民間企業は顧客対象者を

まさにお客さまとして丁重に扱う。住民・お客は相手からサービス提供を受けるために必

要な情報を提供する。かつてに比べたら雲泥の差。とても理想的な状況のように思える。 

 しかし、事態はそう単純ではない。 

 行政機関において、かつてであれば、私たちが役場の○○課に提供した私たちの個人情

報は、基本的にその課だけで利用され、それ以外の課で利用されることはなかった。まし

て他の自治体や都道府県、国の行政機関に簡単に利用されることはなかった。それは、自

治体職員のプライバシー意識が高かったからということではない。紙媒体で情報を管理し

ている時代には、その課で利用する情報を他で利用しようとするとき、それらの情報主体

である本人の同一性確認を正確に行うことが難しかったからである。そんなことなら、自

分の課で独自に収集した方が早い、ということであった。「やらなかった」のではなく、「で
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きなかった」のである。 

 ところが、いまや膨大な個人情報が、検索可能な個人識別情報付きのデータとして、コ

ンピュータによって保管されるようになった。「できなかったから、やらなかった」という

歯止めがなくなった。このような状況の中で、個人データの集積を認めて良いか、認める

場合の条件は何か、ということが、プライバシー保護の問題として顕在化してきたのであ

る。 

 民間企業においても、顧客対策としてコンピュータを利用するとき、個々人についてで

きるだけ詳しい個人情報を集め、それを様々な商品開発などに利用したいと考えるように

なった。個人情報をデジタル・データとして収集し集積し検索利用する。そのために、様々

な場面で個人データを収集する。インターネットの利用者はネットサーフィンをして様々

な頁を覗き込むだけで、その積み重ねとして、趣味嗜好や思想傾向など幅広い情報を提供

している。そのとき、利用者は誰にも何も命じられていないし、脅されているわけでもな

い。監視されている感覚もない。誰もが自分のデータをシステム管理者に提供することに

心理的な抵抗を抱かなくなってきている。 

 

第４ 利益誘導と“おまけ” 

 「1984 年」に示されている監視国家＝恐怖政治という関係性の分かりやすさは、何（テ

レスクリーン）によって監視されているかが監視される側にはっきり分かることと、徹底

した監視が監視されている側に監視の対価としての利益をもたらしていないことであった。 

 これが、監視されていることが分かりにくく、かつ、監視をされることの対価としてい

くばくかの利益がもたらされるようになったなら、どうだろう。そのような社会を誰もが

監視国家＝恐怖政治と評価するであろうか。 

 人々が喜んで個人データを提供するよう国家が利益誘導し、企業が様々な“おまけ”を

提供するとき、人々はそのような国を「監視国家」と呼ばなくなってしまうのではないだ

ろうか？そのような社会を「監視社会」と呼ばなくなってしまうのではないだろうか？ 

 もちろん、問題の本質が利益誘導の有無や、“おまけ”の有無で変わったわけではない。

「分かりにくくなった」だけのことである。ここに問題の難しさがある。 

 

第５ プロファイリング 

 収集態様が変化しただけではない。 

 高度情報化社会においては、膨大な個人データを収集、集積し、分析することによって、

「市民の人間的諸関係を包括的に解明すること」（本章第５節で紹介するミクロセンサス事

件判決理由を参照）が可能になっており、些細な個人情報（データ）であっても、収集さ

れ、結合されることによって、本人が予想しなかった人間像が作られ、その人物の社会的

関係が決定されかねない状況になった。こうした状況は、人間の自由で自律した人格の発

展に深刻な問題を投げかけざるを得ない。 

「プライバシーの侵害の多くは、大きな個人的秘密の暴露という形式によってではなく、

小さな事実の流通という形式によって行われるだろう。（中略）殺人バチと同じく、一

匹だけならただ煩わしいだけだが、群れになると、命にかかわりかねない」 

のである【注 12】。 
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 このように、個人情報（データ）を結合する技術の登場によって、プライバシー情報か

そうではないか、という個々の情報の内容に着目した区別だけでは、プライバシー問題に

対処できなくなってきている。「それ自身としてみれば重要でないデータが、加工と結合を

通じて、新しい価値を獲得することがあるため、「『重要でない』データは存在しな」くな

ったのである【注 13】。 

 

第６ 「監視社会」と「監視国家」 

 このような収集態様の変化と、情報結合技術の進展によって、「監視」の態様も変わった。 

 「1984 年」の世界では、国がテレスクリーンを介して国民を監視していたが、今日、国

家はそのような面倒なことをしなくても、国民を監視することができる。それは、民間企

業や民間団体などが収集した個人データを取得できる仕組みを一つ作っておけば良いだけ

のことである。 

 すなわち、民間企業や民間団体などはその存在目的に即して個人データを収集し蓄積し

利用している。より多くの個人データを収集することによってその存在目的をより高いレ

ベルで達成できると考え、より多くの個人データを収集する。当然、そこでは様々な検索

システムを開発し、利便性を高める。そこに国家が顔を出し、「公共の利益の実現」の名に

おいて個人データの提供を求める。求められた側は、「公共の利益の実現」のためであるか

ら、協力に応じざるを得ないと判断することになる。かくして、民間企業等が管理してい

る個人データは必要なときに国に提供されることになる。 

 国家（「監視国家」）は権力で悪、民間（「監視社会」）は非権力で善、という区分けで問

題が解決するだろうか。「1984 年」の世界と現在の世界は本質的に違うと言い切れるだろ

うか。  

 

第７ 住基ネットの登場 

 日本では、住基ネットシステムが、1999 年８月、住民基本台帳法の改正により導入され

た。 

 このシステムは、市町村が収集管理している住民データ（本人確認情報）を国の行政機

関が、確実な個人識別のために使うことを目的とした仕組みである。国の全行政機関で同

一の住民票コードを用いて個人識別を行う仕組みは、国家が国民を「管理」し「監視」す

るインフラを整備したという側面を有していることを認めざるを得ない。 

 これに対して、企業による個人データの収集は、我々の社会生活に大きな影響を与えつ

つあるにもかかわらず、人々が強い警戒心を持って対応しているようには見えない。企業

による個人データ収集は、本人からの任意の提供という形をとるものが主流であり、イン

ターネット上の一定のウェブサービスのように、何らかの対価性を伴って行われることが

多い。そこでは、プライバシーに対する脅威は、分かりやすい利益が目前に現れることに

よって見えにくくなっている。 

 

第６項 隠れる場所などどこにもない 

第１ 共通番号による管理 
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 「国民一人一人（の個人情報）を番号で管理できれば、きっと効率的な行政が行えるに

違いない」。いつの頃からか、権力者たちはそう考えた。日本の霞が関の官僚も同じことを

考えた。 

 しかし、現実問題として考えたとき、誰がどのように付番し、その記録を管理し、利用

しやすいようにするのか。その構築及び維持運営にどれだけの費用がかかるのか。20 世紀

中の共通番号制導入論は、現実味がほとんどなかった。 

 それがコンピュータネットワークシステムの登場とその処理能力の高度化、低価格化、

利用の簡便化などにより、一気に現実味を帯びてきた。 

 そうすると、「実現可能性がないからやらない（できない）」ではなく、「実現可能でもや

らないのか」、「やるとすればどういう条件でやるのか」という問題を考えなければならな

くなった。 

 「できるのなら、やる」。これも一つの考え方ではあるが、従来よりも遙かに効率的に個

人データが管理・検索・利用できてしまうことの問題性を考える必要がある。なぜなら、

個人データの収集目的が善であったとしても、一旦収集してしまった個人データは善の目

的にしか使えないわけではない。どんな目的にも使えるからである。法律で禁じたとして

も、それは人間に対する命令規範であって、コンピュータ自身には関係ない。収集目的以

外に使用する命令が出れば（操作者権限があるとコンピュータが認識した者であれば誰で

も）、コンピュータはこれに従ってしまうのである。 

 ドイツやオーストリアにおいて国民を一意に識別する番号制を採用しながら、他目的の

利用を厳しく禁止し（ドイツ）、行政機関同士で個人データを直接やりとりできないように

している（オーストリア）のは、人を集団管理する国家権力の危険性をナチスの歴史とし

て体感している歴史的経緯があるからである。「日本は決して暴走しない」。その言葉に世

界的にどれだけの説得力があるだろうか。 

 

第２ 「税・社会保障共通番号」はどうか 

 現在、民主党政権は、「税・社会保障共通番号」制の導入を検討している。社団法人日本

経済団体連合会などはこれを早期実現すべきだという方針をとっている。 

 しかし、第４章で詳細に指摘したように、「税・社会保障共通番号」では誰にでも見える

番号にしなければならない。これでは、官民を問わず、ありとあらゆる個人情報が、この

番号の下に紐付けされて行かざるを得ない。 

 第４章第２節で述べたが、韓国のように、個人の現金による取引までが番号で把握され

るようになると、政府は、いつ誰がどこで何をしたのかについてすべてを知ることができ

るようになる。それだけに、他目的利用への誘惑は非常に強い。犯罪傾向のある人間の調

査や国民の思想傾向の把握など、国民監視のための効果的な道具が目の前にあるのだ。完

全な情報による完全なる統治。これは権力者の夢である。一方で、日本経団連は、従来か

ら、目的を限定しない共通番号制の導入を主張しており【注 14】、番号制度の多目的利用に向

けて陰に陽に経済界から圧力がかかることが予想される。 

 隠れる場所などどこにもない（「ＮＯ ＰＬＡＣＥ ＴＯ ＨＩＤＥ」）情報環境＝社会

環境を政府と民間企業が作り出そうとしている。 
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【注１】 ジェフリー・ディーヴァー（池田真紀子訳）「ソウル・コレクター」447 頁（文藝春秋、邦訳 2009 年）科学捜査

の天才リンカーン・ライムを主人公とする探偵小説。シリーズもので、第１作のジェフリー・ディーヴァー（池

田真紀子訳）「ボーン・コレクター」（文藝春秋、1999 年）は、デンゼル・ワシントン主役で映画化されている。 

【注２】 ロバート・オハロー（中谷和男訳）「プロファイリング・ビジネス 米国「諜報産業」の最強戦略」48 頁（日経

ＢＰ社、2005 年）  

【注３】 イアン・エアーズ（山形浩生訳）「その数学が戦略を決める」229 頁（文藝春秋、2007 年）  

【注４】 平成 21 年４月１日、改正統計法が施行された。そこでは、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性

の確保が図られている。 

【注５】 北アメリカの例であるが、意識決定のためのデータの重要性については、前出「その数学が戦略を決める」が

分かりやすい。 

【注６】 個人や社会集団が抱く観念や価値観の社会的意味は、それを実現する技術的側面を無視して語ることはできな

い。悪魔的計画も技術的手段がなければ、単なる妄想にすぎないが、技術的手段が発明されたとたん、現実的な

政策となり得る。20 世紀に入り、反ユダヤ主義と情報技術が結びついたときに何が起こったかについては、エド

ウィン・ブラック（小川京子訳・宇京賴三監修「ＩＢＭとホロコースト－ナチスと手を結んだ大企業」（柏書房、

2001 年）が詳しい。この中で、エドウィン・ ブラックは、こう述べている（15 頁以下）。 

「第三帝国総統のユダヤ人絶滅への妄執は、独創的なものであったとは言えない。ヒトラーの前にも、多数の皇

帝や独裁者が同様のことを行った。しかし史上初めて、反ユダヤ主義者が自動化(オートメーション)という武

器を持ったのである。（中略）しかし 1933 年当時に、コンピューターは存在しなかった。しかし、別の機械な

ら存在した。ＩＢＭのパンチカードとカード選別システム―コンピューターの先駆である。ドイツＩＢＭは、

人種絶滅の自動機械化というかつて行われたことのないことを、自社のスタッフと設備を用いて設計・実行し、

ヒトラーの第三帝国がそれを達成するのに必要不可欠であった技術的支援を提供したのである。」。 

【注７】 増永良文「リレーショナルデータベース入門－データモデル・SQL・管理システム［新訂版］」１頁（サイエン

ス社、2003 年）  

【注８】 現在のデータベースモデルの主流であるリレーショナルデータベースモデルがコッド博士によって最初に提案

されたのが、1970 年である。ちなみに佐藤幸治氏は、同じ年に、「プライバシーの権利（その公法的側面）の憲法

論的考察（１）（２）」（法学論叢 86 巻５号、87 巻６号）と題する論文を発表し、プライバシー権に関し「自己情

報コントロール権」説を提唱している。 

【注９】 データベース理論は、一つの科学技術にすぎないのか？それとも、人間に対する新しい見方を提示しているの

か？リレーショナルデータベースにおいては、個人は、人格(主体)から切り離され、属性（attribute）の組（tu

ple）として扱われる。こうした扱いには、人間に対するどのような視線が隠されているのだろうか。高度情報化

社会において、プライバシーが生きた思想として生き残るためには、データベースの理解は、避けて通れない課

題である。ちなみに、前出「監視社会」（258 頁）において、ライアンは、 

「プライヴァシーには、例えば、スーパーパノプティコンという視点、つまり、データ主体をそれとして定位・

限定する―さらには構成する―言説的権力としてデータベースを理解する視点が欠けている。」 

と述べ、プライバシー論の限界に言及している。 

【注 10】 ゴードン・ベル、 ジム・ゲメル（飯泉恵美子訳）「人生の『すべて』をデジタルに記録する！ライフログの 

すすめ」（早川書房、2010 年） 

【注 11】 ジョージ・オーウェル（新庄哲夫訳）「1984 年」（早川書房、1972 年） 

【注 12】 前出「ソウル・コレクター」冒頭に、前出「プロファイリング・ビジネス」から引用されている文章。ただし、

前出「プロファイリング・ビジネス」の原著では同様の文章は確認されず、David H.Holtzman「Privacy Lost:H
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ow Technology is Endangering Your Privacy」（Jossey-Bass、2006 年）に全く同じ文章が記されている。 

【注 13】 ボード・ピエロート、ベルンハルト・シュリンク著（永田秀樹、松本和彦、倉田原志訳）「現代ドイツ基本法」

127 頁（法律文化社、2001 年） 

【注 14】 日本経団連は、2009 年 12 月８日、「電子行政推進シンポジウム」を開催した。そこでのパネルディスカッショ

ンのテーマは「共通番号なくして電子行政はありえない」である。その中で、パネリストの一人は、「企業が情報

システムを作るとき、コードを付けることは基本のきである」と述べて、共通番号の導入を強調している。しか

しながら、我々国民は、政府の従業員でもなければ、顧客でもない。こうした粗雑な議論こそが電子政府の実現

を困難にしている要因である。 
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第４節 迫られる価値の選択～「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」 

第１項 はじめに 

 2002 年の人権擁護大会の準備のとき、日弁連情報問題対策委員会では、「ＣＯＤＥ」【注１】

の著者であるアメリカの憲法学者ローレンス・レッシグ氏（Lawrence Lessig、当時、東大

の客員教授）と意見交換をし、サイバー空間の規制のあり方について法律家が積極的に関

与する必要があるとの指摘を受け、大いに示唆を受けた。2002 年の人権擁護大会後も、同

委員会ではサイバー空間におけるプライバシーと表現の自由に関する問題について検討し、

必要に応じて、日弁連としての意見表明にかかわって来た。2007 年にレッシグ氏が著した

「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」【注２】は「ＣＯＤＥ」の改訂版と言うべきものであるが、

状況の変化に対応して内容を大幅に書き換えており（訂正はない）、この内容も日弁連情報

問題対策委員会の活動及び今回の分科会の準備において、私たちに大いなる示唆を与えて

くれた。 

 そこで、以下では、「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」の中で今回の分科会に関連する部

分を要約、解説する。中でも、「プライバシー」と題された第 11 章の内容がこの章のテー

マの中心であるが、そこでは、高度情報化社会における技術の進歩という時代環境の変化

が私たちに対し選択を迫ることとなったプライバシーの価値の問題という、現代を生きる

私たちにとって、決して無視できない重要な事柄が論じられている。本章を読まれて興味

を抱かれた方は是非、「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」の全文についても読んでいただき

たい。 

 

第２項 コードによる規制とは 

 最初に、「プライバシー」と題された第 11 章に至るまでの「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 

2.0」の議論の展開について、簡単に紹介しておこう。 

 レッシグ氏はまず、インターネットの普及により出現したサイバー空間に対する規制可

能性の問題から議論をはじめている。サイバー空間というのは、チャット、掲示板、ブロ

グ、ＳＮＳやオンラインゲームなどを通じて人々が交流するコミュニティのことで、そこ

では、人々は匿名やハンドルネームで、あるいは、様々なキャラクターになりきりつつ、

行動することができる。したがって、サイバー空間は、名前、顔、性別、年齢、場合によ

っては社会的地位や職業などのプライバシーを明らかにしつつ発言や行動しなければなら

ない実社会とは異なり、規制の可能性は小さく、プライバシー保護に厚い世界であるかの

ように見えるかもしれない。 

 また、サイバー空間はデジタル社会でもある。デジタル社会の特徴は、そこではコンテ

ンツが完璧に複製できてしまうことである。すなわち、アナログ技術による複製は必ずオ

リジナルよりも劣化する。しかし、デジタル技術による複製では、たとえば音楽の場合な

ら、音波の振動を直接記録することによって複製するのではなく、音を数値データ化した

上で複製するため、何度複製されたものでも劣化せず、オリジナルと完璧に同じなのであ

る。しかも、インターネットというデジタル技術のおかげで、こうして複製されたコンテ
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ンツは自由に、実質的に匿名で、インターネット上に配信することもできてしまうのであ

る。 

 すると、一見するとサイバー空間の規制はほとんど不可能で、そこではプライバシーが

厚く守られ、著作権はたいへんな危機に瀕しているかのように見える。実際このようなイ

メージに基づいて、「サイバー空間の本質は無秩序とアナーキーである」とか、「デジタル

社会は著作権に対する脅威である」という考え方も世間一般には根強く存在しているので

ある。 

 しかし、レッシグ氏はこうした考え方に真っ向から異を唱える。レッシグ氏によれば、

サイバー空間及び情報ネットワーク技術の向上はむしろ、これまで技術の未熟さゆえに守

られていただけにすぎない数々の私たちのプライバシーを危機に陥れるのであり、プライ

バシー問題の重要性と深さとを喚起するのである。逆に著作権の方は、情報ネットワーク

技術の向上により、過剰に保護される結果にもなりかねないのだともいう。その結果、著

作権については、プライバシーの場合とは逆の意味で、その保護の趣旨についての問題が

問われることになるという。 

 では、こうした結論をレッシグ氏が導く根拠とは何であろうか。それが、コードという

規制手段の存在である。レッシグ氏によれば、現代高度情報化社会、とりわけサイバー空

間においては、法よりもコードが規制の主役なのであり、このことを理解すれば、上記の

ような結論が導かれるのである。 

 ここに、コードとは、そのサイバー空間の仕組みを定めたソフトウェアであり、アーキ

テクチャ（人工的構築物）のことである。 

 たとえば、実社会には通常、窃盗犯人を処罰する法律があるが、それだけで窃盗を完全

になくすることは困難である。しかし、サイバー空間（とりわけオンラインゲームの世界）

では、「他人のアイテムを盗むな」という法律を作る代わりに、たとえば、そのサイバー空

間内のアイテムは、所有者以外の者が使用できないようにしてしまうことができるのであ

る。いやそれどころか、そもそも他人のアイテムは、その他人の支配領域の外に持ち出す

ことができないようにしてしまうことさえもできる。前者の方法によれば、盗むためのイ

ンセンティブが失われるし、後者の方法によれば、そもそも権限に基づく占有を侵害する

こと自体が不可能になってしまうため、いずれにせよ窃盗を禁止し、窃盗犯人を処罰する

法律はなくても秩序が保たれることになるであろう。これが、コードというサイバー空間

で最も重要なアーキテクチャによる規制方法の典型例である。 

 ちなみに、アーキテクチャによる規制自体は、サイバー空間独自のものではない。レッ

シグ氏は、実社会を規制する手段においても、法以外に、規範、市場、アーキテクチャが

あるという点に注意を促している。 

 たとえば、実社会における窃盗の規制の場合でも、法だけが規制手段ではない。窃盗犯

人に対する強い社会的非難という規範や、盗みが割に合わないくらいに高い罰金刑（市場）

及び厳重な警備、戸締まりや頑丈な金庫のようなアーキテクチャよっても、窃盗は規制さ

れているのである。 

 また、たとえば、政府が禁煙を促進するために喫煙を規制しようとする場合でも、喫煙

を規制する法律を作って喫煙者を罰すること（法）だけではなく、様々な場所に存在して

いるマナーという社会道徳（規範）、タバコの値上げ（市場）、タバコの健康被害（アーキ
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テクチャ）も重要な規制手段となることが分かるであろう。 

 このように、実社会においてもアーキテクチャは法と同じく規制手段としての役割を果

たしているのであるが、とはいえ、実社会におけるアーキテクチャによる規制には多大な

コストがかかるものや、そもそもその方法に親しまないものも多い。たとえば、万引き防

止のために、スーパーの商品を金庫に入れたままで展示することはできないし、厳重な警

備といってもコストとの関係で限界がある。また、禁煙を促進するために、タバコの健康

に対する有害性を敢えて高めるようにと政府が指導したなら、愛煙家でなくても多くの

人々が反対するであろう。 

 しかし、サイバー空間ではこのアーキテクチャによる規制方法こそが主役なのであり、

低コストで最も効果的な場合が多いのである。そして、その場合の規制手段としてのアー

キテクチャの代表がコードなのである。 

 たとえば、著作権保護手段の一つがその典型である。それは、複製能力を制限するコー

ドによって実現されている。すなわち、前述したように、サイバー空間はデジタル空間で

あるから、本来なら、ネットワーク上を流通している音楽や画像等のコンテンツは何度で

も完璧に複製することができるはずである。しかし、デジタルコピーできるのは一度目だ

けで、二度目以降はアナログコピーしかできないようにコードで定めることは十分に可能

なのである（「連続複製管理システム」、「コピー・ワンス」等）。それどころか、そもそも

信頼できる先からのアクセスであると認証されない限り著作物にアクセスさせないことさ

えも可能なのであり、そうなってしまうと、そもそも現行法上は許されているフェアユー

ス（個人学習、批評、引用、教育などのために限定的に複製すること）さえ不可能にして

しまえる。レッシグ氏が、現代の著作権は、技術の向上により、過剰に【注３】保護されてし

まっているのではないかと問題提起しているのもこのためである。 

 

第３項 コードあるいはアーキテクチャによる規制の罠 

 さて、前節で述べたように、コードというアーキテクチャによる規制こそが、サイバー

空間規制の主役なのであるが、この規制は、以下に述べるような重要な特徴を備えている。 

 それは、規制されていても、それが技術の発展度とそれに依存して選択された規制主体

の価値観に基づく規制（国家の政策等）だと人々が気付かない場合が多いという点である。

換言すれば、アーキテクチャは所与の自然的本質と見誤られやすく、他の価値観を選択す

ることで変えていくことができるものであるということに人々が気付かない場合が多いの

である。 

 先に紹介した、「サイバー空間の本質は無秩序とアナーキーである」という考え方が、そ

の典型である。この考え方は、サイバー空間の規制不可能性を、サイバー空間の自然的本

質から導いたつもりになっているが、実際は、コードの開発技術が未熟であったことと規

制者が規制強化に向けた明確な価値選択を行っていなかったせいで、たまたまサイバー空

間が規制不可能なものとして現象していたにすぎないのである。 

 禁煙の例でいえば、もしも政府が禁煙を促進するために、喫煙を法によって規制するの

ではなく、あえてただし秘密裏に、健康に悪いタバコだけを市場に流通させたとすれば、

あるいは、健康に害の少ないタバコを生産できるのにその生産と流通を禁止したとすれば、
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禁煙を決断した者は、それが政府によって規制されたからではなく、タバコはそもそも健

康に悪いから、自発的にタバコを控えただけだと考えることになるだろう【注４】。この場合

には、本当は規制者が選択した特殊な価値観によって規制されているのに、規制されてい

る人自身がそのことに気付かず、かえってタバコという自然的存在の普遍的性質に基づい

て自分はタバコを自発的に控えたのだと錯覚してしまうのである。 

 こうしたことが、法以外の規制方法、とりわけアーキテクチャによる規制が生み出す罠

であるが、この罠に陥ることで生み出される結果は、自然的な普遍的性質はそもそも変更

不可能なのだから、既存の価値観に基づくアーキテクチャを不変なものと前提にして、今

後の政策を考えていくしか方法はないのだとの誤った結論が導かれてしまうことである。

先述した、「サイバー空間の本質は無秩序とアナーキーである」とか、「デジタル社会は著

作権に対する脅威である」という考え方がまさにそうであった。これらの考え方は、技術

の未熟性や規制者の価値判断があいまいであったことなどによってたまたま規制できない

状態を実現しているにすぎなかったアーキテクチャを、自然的所与と取り違えてしまって

いる誤った議論である。したがって本当は、技術が向上し、規制者の価値観が明確に選択

されれば、サイバー空間を規制だらけにし、プライバシーが侵害され、著作権が必要以上

に保護されてしまう世界にしてしまうことも全く可能なのである。 

 したがって、サイバー空間の規制の主役がコードであるということからは、私たちがそ

のコードに埋め込む価値観を主体的に選択すれば、サイバー空間秩序を私たち自身の選択

に基づいて変えていくことができるのだという重要な帰結が導かれる。 

 とはいえ、この価値観選択の問題は、実は技術の向上によって初めて迫られることにな

る性質のものなのであって、技術が未発展段階では、次節で述べる「表面化してこなかっ

たあいまいさ」のままでとどまっているのである。とすれば、技術の向上が加速度的に進

展している現代においては、私たちが今こそ価値観の選択を迫られている問題がたくさん

生じてきているはずである。こうした問題のうち、以下では、プライバシー関連問題に絞

って考察することとする。 

 

第４項 レッシグ氏のプライバシー論 

第１ はじめに 

 前節までで述べた考え方を前提にして、レッシグ氏は「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ2.0」

第 11 章においてプライバシーについて論じている。その概要は以下のとおりである。なお、

引用文は特に断りがない限り、山形浩生氏による邦訳文による。 

 まず、レッシグ氏は、高度情報化社会において、プライバシーが危機に陥ることにつな

がった要因は、技術の向上のおかげで「永続的で安上がりな」監視が可能となったことで

あると指摘する。そのため、高度情報化社会においてはプライバシー問題がクローズアッ

プされてくるのであるが、その解決のために必要とされる視点は、著作権問題の場合と同

じく、公私の適正な利益バランスに配慮しつつ、法と技術をいかにミックスしていくかと

いうこと、すなわち、先述した法、規範、市場及びアーキテクチャの最適な混合による適

正な規制方法の追究である。 

 このうち、公私の適正な利益バランスの現状についていえば、前述したように、著作権
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の場合には、従来以上に完全な、レッシグ氏にいわせればむしろ完全すぎる保護が実現さ

れつつあるのに対し、プライバシーの場合には逆である。そうなってしまっているのは、

著作権の場合は保護を訴える利益集団が強力で、組織も強いのに対し、プライバシー保護

を訴える利益主体は通常普通の一個人であり、分散していて、組織されていないからであ

り、また、保護の制約根拠とされる反対利益が、著作権の場合には、著作物をできるだけ

国民の共有財産化することによって社会における学術及び技芸の進歩を図るべきというい

まだ賛否両論を伴う価値観に基づくものであるのに対し、プライバシーの場合、セキュリ

ティやテロ防止というほとんど誰しもが賛成する説得力の高い価値観に基づくものである

からだとレッシグ氏は指摘する。 

 こうした状況の中、プライバシーを保護するための適正な利益バランスを実現するため

には、その前提として、前節で触れた、技術の向上に伴い私たちが選択を迫られることと

なったプライバシーに関する価値観とは何かを探る必要がある。早速、検討に入ろう。 

 

第２ 技術向上に基づくプライバシー侵害態様の変化 

 まず、伝統的には、プライバシー保護とは、個人の住居等の私的空間に他人が侵入する

ことに対する制限の問題として捉えられていた。この点については、技術が向上した今も

昔も変化はない。たしかに、技術の向上によりパラボラマイクが発達し、窓越しに会話を

聞くのがすごく簡単になったり、逆に、侵入を監視するセキュリティ技術のコストも大幅

に下がったりしているが、そのことが、私的空間の保護こそがプライバシー問題の中核で

あるという価値観に対し、何らかの影響を及ぼすことはなかった。 

 では、公道上や公共交通機関等の公共の場におけるプライバシー問題はどうであろうか。

伝統的な答えによれば、公共の場においては、そもそもプライバシー問題が生じないから、

法は保護を提供しないというものであった。しかし、法がこれを保護してこなかったこと

が事実であったとしても、それはプライバシー問題が生じないからではなかったのである。 

 実際、あなたが、何年何月何日の何時何分にどこの道路上にいたかとか、どこからどこ

に向かう電車や飛行機に乗っていたかといったデータが集約されれば、これは、誰が考え

ても重要なプライバシー情報である。だから、公共の場においてはプライバシー問題が生

じないなどということは明白な誤りである。 

 とはいえ、かつては、こうした事実を収集、集約して検索、利用するためには多大なコ

ストが必要だった。このコスト、つまり、先述した４種の規制要因でいえば市場により、

公共の場におけるプライバシーはこれまで事実上守られていたのであり、そのおかげで、

法は保護を提供する必要がなかったのである。したがって、ＳＵＩＣＡ、ＩＣＯＣＡ、ク

レジットカード、ＥＴＣ、Ｎシステム、各種電子マネー、監視ビデオ等によるデータが保

存され、それらのデータ利用技術が向上することによって、上記コストが大幅に下がって

しまった現在では、法はこれまでのように保護に無関心でいられるわけではないのである。 

 そのような意味では、公共の場におけるプライバシー問題も、技術の向上が表面化させ

た問題であるといえなくもないが、しかし、これは後述する表面化してこなかった「あい

まいさ」とは異なる。つまり、表面化こそしていなかったが、技術の向上により公共の場

におけるプライバシー情報が容易に収集・利用される状況になれば、それが保護されるべ

きプライバシー情報に属するのかどうかという価値観の選択までは要求されない。ただ、
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いずれにせよ公共の場におけるプライバシーは、憲法起草者たちによる明確な価値判断に

基づいて守られていたのではなく、単に技術が未熟であったために高かったコストによっ

て、事実上、無意識に守られていたにすぎない利益であったということ、この点に気付く

ことはとても重要である。 

 というわけで、これまで私たちのプライバシーを守ってくれていたのは法だけではなく、

技術の発展度に依存するコストもそうだったということが明らかになったのであるが、こ

うしたコストには二種類ある。一つはデータ収集（モニタリング）のためのコスト、他の

一つは検索のためのコストである。 

 レッシグ氏は、データ収集のコストだけに関していえば、技術が未発展な中国西域の小

さな村を例に挙げて、こういう村の方が住民のデータ収集は容易であるかのように説明し

ている。今の日本でも、たとえば東北の小さな村では都会よりも隣近所の住人のことを皆

が良く知っているであろう。しかし、この場合のデータは住民各自の経験や記憶に記録さ

れているにすぎないのであるから、正確性にも問題があり、簡単に検索、利用することも

できない。つまり、いかに大量のデータが収集可能であっても、それを検索し、利用する

ためのコストが大きければ意味がないのであるが、現代の高度情報化社会における技術の

向上は、この大量のデータを検索し、利用しやすい形で集めるためのコスト、すなわち、

データ集約、名寄せ、分析等のためのコストを劇的に低下させたのである。 

 たとえば、ネットサーフィンの際には、様々なクッキーが付与される。サイトを訪問す

るたびに認証の手間をかけたり、高いコストを払ってプライバシーソフトをインストール

したりでもしない限り、今やクッキーの付与を避けつつインターネットを使うことはほと

んどできない。 

 すると、インターネットを使ってある信頼できる企業のサイトを訪れ、そこで個人情報

を入力後、クッキーをもらい、他の企業のサイトを訪問した場合、後者の企業のサイトで

は個人情報を一切入力しなかったとしても、両企業がクッキーのデータを融通し合ってい

たら、あなたのデータは簡単に集約されてしまいかねない。 

 また、ヤフーやグーグル等の検索エンジンを持つ企業は、実はユーザーの検索要求をす

べて記録している。この莫大な情報から、テロや虐待等の有害活動に関連する検索記録だ

けを機械的に抽出し、分析することも今や容易に可能である。すると、こうした分析を通

じて、政府が危険と判断する人物の情報を検索することも容易になる。検索エンジンを頻

繁に使う者こそが、容易に検索されやすい人になるのである。 

 電子メールも、電話や手紙と違って、その中身がサーバーに一旦保存されるため、やは

り大量の情報について検索可能となる。レッシグ氏によると、グーグルは、ジーメール（Ｇ

－mail）【注５】を分析し、その内容に応じた広告を流しているというが、こうしたことは、

送られてくる大量の手紙をいちいち人が開封して全文をチェックするようなデータ収集方

法では到底不可能だったことである。サーバー上にデータが一旦保存される電子メールだ

からこそ、こうした検索、利用が可能となるのであるが、今やこの電子メールも、多大な

利便性を犠牲にでもしない限り、私たちは利用しないわけにはいかない。 

 さらに、これまでの技術では検索が困難だったボイスメール、電話音声やビデオ検索の

コストも大幅に低下しつつある。音声認識技術と顔面認識技術が向上したからである。た

とえば、ジョージ・オーウェル氏が小説「1984 年」【注６】において想定していた監視社会で
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は、テレスクリーンというカメラを通じて無数の警備員が、大量のテレビを見ることで国

民を監視するというものであった。この方法によって、たとえばある反政府分子を特定し、

その人物像を総合的に把握しようとすればたいへんなコストがかかるであろう。しかし、

音声認識及び顔面認識技術が向上すれば、モニタリングするために大量の警備員は不要で

あるし、個々の警備員たちの不正確な記憶の総合、これらの情報からの検索や分析という

きわめて困難な作業も不要である。いくつかのキーワードを使って必要な情報だけを抽出

し、顔面認識技術によって同定された人物に関する情報だけを集約し、総合し、分析する

ことで、きわめて低コストで必要な情報だけを検索し、収集できるようになる。 

 また、こうした高度情報化社会におけるプライバシー侵害にはもう一つの重要な特徴が

ある。それは、監視されている人に対し、五官で感じられる負担をほとんど与えずに、モ

ニタリングすることが可能になったという点である。たとえば、メールや電話音声がモニ

タリングされたり、隠しカメラでビデオ撮影されていたりしても、監視されている者たち

の五官には何の抵抗も与えない。したがって、ほとんどの監視対象者は、「監視されている」

とかプライバシーが侵害されているということを感じない。実際、自分のインターネット

検索が監視されているとか、街中を歩行中に監視カメラが自分を同定しようとしていると

か、電話が盗聴されているとか、メールが監視されていると感じたことがある人はいった

いどれだけいることであろうか。 

 以上のように、高度情報化社会における技術の向上は、検索し、利用可能なデータを驚

くほど大量に作り出す。しかも、対象者の五官に対し、何らの負担も与えずにこれらのデ

ータを収集し、検索することができるようになったのである。そして、こうした現代のプ

ライバシー侵害の態様が備える特徴こそが、私たちに対し、プライバシーについての重要

な価値観の選択を迫ることとなるのである。 

 

第３ 問題の所在 

 こうして、技術の向上が上記のようなプライバシーの危機状況を生み出したという事実

を確認した後、レッシグ氏はプライバシーについて次のような重要問題を提起する。 

 すでに説明したように、こうした現代型監視システムは、きわめて大量のデータ処理を

要求されるため、データが収集された最初の段階では、コンピュータがまず、指定された

ルールに従って分析する。たとえば、アルカイダ関係者が使用しそうなキーワードがヒッ

トしたメールだけを選び出すというように、大量のデータから、検討の必要性が高いデー

タだけをコンピュータがまず分析抽出し、整理するのである。こうした機械による捜索方

法のことを、レッシグ氏は「デジタル捜索」（「デジタル監視」「デジタル捜査」とも呼ぶ。）

と呼んでいる。すると、この方法だと、普通の人が恋人に書くようなメール内容が監視さ

れ、それが機械にではなく他人に読まれるという可能性はまずないであろう。すると、こ

うしたデジタル捜索にはプライバシー侵害はないと評価していいのだろうか。 

 これが、高度情報化社会における技術の向上により、今、私たちが選択を迫られること

となった重要問題の一つなのである。 

 なお、ここでレッシグ氏は監視目的の正当性の問題と、監視の濫用の問題はひとまず度

外視している。レッシグ氏は、議論を複雑にしないためにということであろうが、「アルゴ

リズムが既知で確認もできるような形となっているデジタル監視システム」で、何が監視
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されているかがはっきり分かり、それ以外のものは何も監視されないと分かるシステムを

想定する。そして、そうした捜索結果に基づいて何をするにも、法廷がチェックするよう

なシステムを想定して以下の議論を進める。したがって、本章でも、たとえばテロ犯罪防

止目的が監視の正当な目的となり得るかどうかという問題や、データが監視システム導入

の際の目的とは異なった目的に使用されることによる弊害の問題は、度外視する。 

 以上のような問題意識を前提にして、レッシグ氏はアメリカ合衆国憲法修正第４条の解

釈を検討するのであるが、この点については項をあらためて説明する。 

 

第４ 表面化してこなかったあいまいさ（latent ambiguities） 

 表題の言葉は、レッシグ氏が「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ.2.0」第３部の表題としても

使っている重要なキーワードである。山形浩生氏の訳書では簡潔に「隠れたあいまいさ」

と訳出されているが、少し敷衍すれば、「技術的な制約のおかげでこれまで表面化してこな

かったあいまいさ」という意味である。そしてレッシグ氏によれば、以下に述べるプライ

バシー権の本質（趣旨・理念・目的）もその一つだったのである。 

 さて、日本もアメリカもそうであるが、およそ法の支配の原理の下における法解釈にあ

たっては、その法の存在を正当化する事実や目的や理念を問題としなければならない。こ

の原理の下では、単に法律文言に合致するという理由だけに基づく法解釈は許されないの

であり（これでは、悪法も法ということになってしまう。）、解釈対象である法を、解釈者

が正義と認める理念や目的によって基礎付けた上で、解釈適用せねばならないのである。

ちなみに、法解釈という行為がこのようなものであるからこそ、法解釈は、解釈者が正義

と信じる目的や理念の実現行為の一環として、プロの法律家の担うべき行為という意義を

備えるのである。 

 したがって、プライバシー権とは何かということ、すなわち、プライバシー権の本質を

解釈によって導こうとする場合にも、これを権利とすることで実現が図られる正義として

の理念を問題とする必要がある。 

 レッシグ氏によれば、こうした理念について、プライバシー権発祥の地であるアメリカ

には以下に述べるような考え方があったという。 

 一つは、プライバシー権は、「捜査される者が負う正当化されない負担からの保護を目的

として規定された」という考え方である。分かりやすく表現すれば、「捜査に対して国民の

私生活の平穏という利益を守るためのもの」だという考え方であろう。たとえば、警察官

が突然訪ねてきて、家の中を調べはじめたら、誰でも平穏を害されたと感じる。街中で、

突然に、所持品検査をさせて欲しいと言われた場合も同様である。こうしたことはすべて

捜査される国民にとっては負担となる。プライバシー権とは、このような負担からの保護

のために認められる権利であるというのがこの考え方なのである。 

 他の一つは、レッシグ氏は「ある種の尊厳」と表現しているが、日本国憲法流に換言す

れば、「個人の人格的尊厳の保護」がプライバシー権の理念であるという考え方である。 

「捜索がまったく邪魔にならなくても、捜索されていることに気がつかなかったとしても、

この考え方に基づけば、そもそも捜索しようとすること自体が人の尊厳に対する攻撃

だ。」 

とレッシグ氏は言う。つまり、こうした尊厳の保護、これがプライバシー権の本質だとい
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う考え方である。 

 では後者の考え方において、侵害されたとされる尊厳とはいったいどのようなものなの

だろうか。レッシグ氏は、ワシントンＤ.Ｃ.の貧しい地区で、自分自身の目で見た出来事

を例に説明している。それは、車の盗難警報が鳴ったという情報が警察に入ったとき、た

またまその現場付近を歩いていたというだけで警察官に壁に押さえつけられ、身体検査さ

れた不幸な若者たちの話である。レッシグ氏によれば、こうしたことはワシントンＤ.Ｃ.

の貧しい地区では悲しいほどに良くあることらしく、若者がおとなしく応じればすぐに終

わることでもあるらしい。しかしその若者の一人は、怒りの発作をおこして振り返り、大

声でわめいたという。「落ち着いてられっかよバカヤロー、なんでおれがこんな扱い受けな

きゃならないんだ。おれは犯罪者じゃない。……」この若者にとっては、たしかに、身体

検査というプライバシー侵害の負担がすぐに済むような小さなことであるかどうかという

ことが問題だったのではない。プライバシー侵害によって、尊厳を傷つけられたというこ

とこそが問題だったのである。しかし、レッシグ氏はこのエピソードを紹介した後、付加

する。たしかに、 

「自分についてのデータがコンピュータで調べられていると思うだけで、尊厳を否定され

たように感じる人はいるだろう。だが、ほとんどの人は、まったくちがった尊厳がここ

では問題になっているのを認識するだろう。壁に押さえつけられた若者たちとちがって、

こちらの場合には本当の意味での干渉は生じていない。この若者たちとまったく同じよ

うに、何も見つからなければ、何も起こらない。尊厳を否定するものなど何もないであ

ろう。どこにそんなものが現われている？」 

と。レッシグ氏はこの問題にあえて解答を与えてはいない。 

 なお、レッシグ氏はこれらに加え、合衆国憲法修正第４条は、行為者のプライベート情

報に関する文書を手に入れなければ有罪立証が難しい犯罪の立証を不可能とすることで、

煽動罪のように、思想処罰として憲法に反する疑いの強い犯罪類型を事実上立件不能にす

るために規定されたのだという考え方もあることを指摘している。しかし、これはレッシ

グ氏自身も述べるように「想像しにくい考え方」であるため、ここでは考慮の必要はない

であろう。 

 すると、先述した二つの考え方のいずれをプライバシー権の本質と考えるべきか、これ

が、これまで「表面化してこなかったあいまいさ」である。それでは、なぜこのような重

要問題がこれまで表面化してこなかったのだろうか。 

 合衆国におけるプライバシー権保障の根拠条文とされる合衆国憲法修正第４条は、 

「不合理な捜索および押収に対し、身体、家屋、書類および所有物の安全を保障されると

いう人民の権利は、これを侵してはならない。令状は、宣誓または確約によって裏付け

られた相当な理由に基づいてのみ発行され、かつ捜索すべき場所、および逮捕すべき人、

または押収すべき物件を特定して示したものでなければならない。」 

と規定しているが、実はこの規定の制定は、何らの嫌疑がなくても無差別な捜索を許す汎

用令状を標的としていたという歴史的事情があったという。 

 しかし、これまでの時代であれば、およそ人の身体や家屋や書類等の所有物を捜索、押

収しようとすれば、被捜索者に対し何らかの負担を与えざるを得なかった。たとえば、捜

査官があなたの身体を調べようとするなら、あなたの服を脱がせたり、あなたの体に触っ



第５章 高度情報通信社会におけるプライバシー保護 

 

- 219 - 

たりしなければならなかった。あなたの所持品を知ろうと思えば、あなたの鞄を開けたり、

場合によってはあなたの住居を訪ねたり、あなたの部屋に入ったりせねばならなかった。

また、あなたに届いた手紙の内容を調べたければ、手紙を開封せねばならなかった。した

がっていずれにせよ、こうした捜索は、被捜索者に対して何らかの負担を与えざるを得な

かったのであるから、プライバシー権の本質を先述した二つのうちのいずれと考えようと

も結論は異ならなかった。 

 したがって、人格的尊厳としてのプライバシー権もこれまでのアメリカではそれなりに

守られていた。しかし、それはプライバシー保護の目的が、負担からの解放ではなく、人

格的尊厳の保持であるという明確な価値判断を憲法起草者がした結果に基づくものではな

かった。人格的尊厳の価値としてのプライバシーは、未発展な捜索技術というアーキテク

チャによって守られていたにすぎないのである。だから、プライバシー権の本質はとても

重要問題であるにもかかわらず、あいまいにされたままであったのである。 

 しかし、高度情報化社会の発展は、このあいまいさを放置できない状況にした。先述し

たように、高度情報化社会におけるデジタル捜査は、私たちの普段の生活に全く干渉しな

いで、必要な情報だけを検索・収集していくものだからである。だからこそ、この問題が、

高度情報化社会における技術の向上により、今、私たちが選択を迫られている重要な問題

なのである。 

 

第５ 民間によるプライバシー侵害の問題性 

 次に、レッシグ氏は民間、とりわけ商業による個人情報の収集・利用の問題点について

指摘する。 

 現在、私たちが商業サイトにアクセスして行う様々な行動の多くは、記録され、保存さ

れ、その商業サイトの運営者によって利用されている。こうしたデータはマーケティング

にとってきわめて高い価値を持つ。すなわち、商業は、こうしたデータに基づいて、的を

絞った相手に広告を提供できる。ちなみに、顧客である消費者にとっても、興味のない広

告を大量に受け取るよりも、的が絞られた広告だけを受け取る方がメリットかもしれない。

しかし、レッシグ氏は以下に掲げる三つの問題点を指摘する。 

 まず、第一に、商業はこうしたデータをいつまで保存し、どんな機会に、どんな文脈で

公表するのか分からない。これでは、私たちはいつ何時、いわれのない言いがかりを突き

つけられ、これに対し反論しなければならなくなるかわからなくなるという懸念がある。

レッシグ氏は、このことを、情報モニター技術の不完全さによって守られていた「無実性

というメリット」が失われると表現している。情報モニター技術が不完全な時代なら、有

罪を証明するためには、監視者の方が、自己の情報モニタリング技術の完全性を証明せね

ばならず、対象者はそれを弾劾すれば足りた。しかし、監視技術が発展した社会では、無

実の立証責任が対象者側に転嫁されてしまうというわけである。 

 しかし、問題点はそれだけにとどまらない。むしろ、レッシグ氏が指摘する第二及び第

三の問題点の方がより重要であると思われる。 

 まず、第二の問題点は、この差別化が、規範コミュニティの多様性を不可能にしてしま

うという点である。人はサイバー空間が存在するおかげで、複数のコミュニティで生活す

ることが可能になった。サイバー空間では、匿名性が保たれていたからこそ、人は実社会
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とは異なった様々なコミュニティでの暮らしを楽しむこともできたのであった。しかし、

データがネットでの行動を通じて収集され、自分についてのデータをコントロールできな

くなり、匿名性が保てなくなれば、この利益は享受できなくなる。その結果は、一つの支

配的なコミュニティが、他のコミュニティの規範をかき消してしまうことにもつながりか

ねないのである。 

 レッシグ氏はここで、もはや現代において自己情報コントロール権回復を目指すプライ

バシー保護は実現不可能であり、むしろ、データ収集能力を誰にでも確実に提供される方

法を考えた方が良いという立場をとっているとされるデビッド・ブリン氏の提案を紹介す

る。彼によれば、こうした懸念の解決法は、個人情報が収集されることをブロックしよう

とするのではなく、収集者に対し、その収集根拠についてのアカウンタビリティ（説明責

任）を突きつけるべきだというのである。しかし、この提案に対しては、レッシグ氏は厳

しい反対意見を突きつける。 

「複数のコミュニティに暮らしているとき、アカウンタビリティというのは、あるコミュ

ニティが自分にとっての適切な見方を、ほかのコミュニティに押しつける手段」 

となるというものであって、 

「人は単一のコミュニティに住んでいるわけではない。単一の価値に従って生きているわ

けではない。そして完全なアカウンタビリティは、こうした価値の混在を弾圧するもの

にしかならない。」 

という厳しい批判である。 

 すなわち、異なった規範が支配しているコミュニティが自己の監視を正当化する場合の

説明根拠とは、自己のコミュニティの規範の他のコミュニティへ押しつけにすぎないとい

うわけである。そして、その押しつけ合いの中で生き残る規範とは、結局のところ、支配

的な規範にすぎない。その結果、結局、一つの支配的なコミュニティが、他のコミュニテ

ィの規範をかき消してしまうことになってしまい、サイバー空間のおかげで私たちが獲得

できたとても大きな利益であった多様性を不可能にしてしまうというのである。監視が少

数者や異端者に対する排除の論理と結びつきやすいのは、まさにこうした点にある。 

 第三の問題は、平等原則の崩壊である。 

 たとえば、レッシグ氏は、航空会社の採用しているマイレージシステムは「地位システ

ムを再生させる」と論じている。航空会社は、そのシステムを使ってお得意様とそうでな

い人を区別し、予約シートの位置や食事のメニューなどについてサービスを差別化するか

らである。航空会社は、自分たちの組織が価値を持つと判断する個人についての情報を、

サービスの提供のために使うのである。 

 これは経済学的には価格差別の合理性の問題に解消するだけのことなのかもしれないが、

法的には私人による平等原則違反という重要な問題を喚起する。 

 平等原則は、日本国憲法第 14 条に規定されているが、これはもちろん第一次的には国家

に対する制限規範である。では、だからといって、民間は自由に国民の経済状態はもとよ

り思想信条に関するデータまで収集して、差別化のために利用しても良いのであろうか。 

 周知のとおり、日本でもいわゆる三菱樹脂事件（最高裁 1973 年 12 月 12 日大法廷判決、

民集 27 巻 11 号 1536 頁、判時 724 号 18 頁）などでこれに関連する論点が問題になったこ

とがあるが、高度情報化社会において民間によるデータ収集・利用が無制限に許されるこ
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とになれば、民間によるこうした差別の復活に拍車がかかるおそれがあろう。 

 そして、こうした民間による平等原則侵害の問題も、技術の進歩が表面化させた「表面

化してこなかったあいまいさ」の一つであるといっても良いであろう。つまり、これまで

上記判例のようなわずかな例外を除けば比較的維持されていたと思われる平等の価値も、

平等原則の私人間適用問題について正面から向き合い、深く議論され、選択された価値に

従って平等が維持されていたわけではないと考えられるからである。むしろ、個人情報を

収集し、検索し、利用することによる差別化コストが高かったために、事実上維持されて

いたにすぎないと考えられるからである。だから、ここでも今を生きる私たちによる選択

が問題となる。そしてだからこそレッシグ氏はここでも自分の立場からの結論を述べるこ

とは避けているのである。 

 

第６ おわりに 

 以上のように、レッシグ氏は、高度情報化社会における技術の向上が表面化させ、選択

を迫ることとなったプライバシーに関する様々な問題を指摘してきた。そして実は、レッ

シグ氏は、第 11 章の残りの部分で、その解決策も提示している。しかし、その解決策とは、

価値の選択のことではなく、選択した価値をいかにして実現するかという問題である。そ

の方法は、最初に述べたとおり、法、規範、市場及びアーキテクチャという規制手段の適

正なミックスであるが、レッシグ氏が提案する解決法では、それらのうちでもコードが中

心となることは予想がつくであろう。しかし、その内容は、サイバー空間における技術的

専門知識に関係する事柄が多く、本分科会のテーマとの関係では割愛せざるを得ない。む

しろ、高度情報化社会で生活している私たちにとって重要な問題は、レッシグ氏が指摘し

つつもあえて解答を保留した価値の選択の問題の方である。 

 最後にもう一度確認しよう。 

 社会の規制手段には、法だけではなく、規範や市場に加え、アーキテクチャがある。こ

のうち、サイバー空間や高度情報化社会では、コードのようなアーキテクチャこそが規制

手段の主役である。 

 そして、現状のアーキテクチャは、決して変更不可能な自然的所与ではなく、それは別

の価値観を選択し、埋め込むことによって変えていくことができる人工的構築物なのであ

る。 

 そしてまさに今、高度情報化社会における技術の向上が、プライバシーの価値について

これまであいまいなままで表面化してこなかった様々な問題について、私たちの価値選択

を迫っているのである。本章で掲げた様々なプライバシー問題がそれである。 

 だから、現状の法、規範、市場とりわけアーキテクチャを所与とみなして、それを解釈

するだけでは人権保障の実現のためには不充分なのである。大切なことは、技術が加速度

的に向上しつつある高度情報化社会に生きる私たち一人一人が、今こそ選択を迫られつつ

あるプライバシー問題について真剣に考え、憲法や正義の理念に照らし、プライバシーの

価値をいかに考えるべきかを主体的に選択し、その実現を目指す努力をすること、これな

のである。 

 

【注１】 ローレンス・レッシグ（山形浩生、柏木亮二邦訳）「ＣＯＤＥ－インターネットの合法・違法・プライバシー」
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（翔泳社、2001 年） 

【注２】 ローレンス・レッシグ（山形浩生邦訳）「ＣＯＤＥ ＶＥＲＳＩＯＮ 2.0」（翔泳社、2007 年） 

【注３】 合衆国憲法第１条第８節第８項は、議会の権限として、 

「著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって、学術

および技芸の進歩を促進すること」 

と規定している。つまり、合衆国では憲法自身が、著作権保護は、学術及び技芸の進歩に資するという目的のた

めに、一定期間に限ってだけ認めるべきとしている。だからこそ、レッシグ氏は、現状のフェアユースさえ不可

能にしてしまいかねないコードによる著作権保護は、合衆国憲法の趣旨に反する過剰な保護ではないかとの疑問

を呈しているのである。 

【注４】 政府が意図を隠して実施すれば、規範や市場による制限でも同じ効果を生むことができる。たとえば、政府が

意図を隠してタバコを値上げすれば、禁煙者は、規制されたからではなく、タバコが高価な奢侈品だから控えた

と思うだろうし、タバコの健康被害を強力にアピールして、国民一般の規範意識を操作すれば、禁煙者はやはり、

タバコは健康に悪いから自発的に控えたと思うことであろう。 

【注５】 グーグルが提供しているフリーメールサービス。 

【注６】 ジョージ・オーウェル（新庄哲夫訳）「1984 年」（早川書房、1972 年） 
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第５節 問題解決への試み 

第１項 はじめに 

 新しい技術とプライバシーとの調整という課題は、当然ながら、日本だけが直面してい

るわけではない。世界が対応を迫られている課題である。 

 もちろん、この問題に対する完璧な回答がすでにどこかの国には存在する、というわけ

ではないし、よその国で上手く機能している制度があるからといって、その制度を、歴史

も文化も国民性も異なる日本にそのまま導入しても、上手く行くとは限らない。 

 しかしながら、世界が共通して対応を迫られている課題について、諸外国がどのような

仕組みで対応しようとしているかを見ることは、日本での対応を考える際の参考にはなる

と思われる。 

 ここでは、ドイツの裁判例と個人情報保護法制、第三者機関、プライバシー・インパク

ト・アセスメントについて紹介することとする。 

 

第２項 ドイツの裁判例及び個人情報保護法制 

第１ はじめに 

 ドイツは、かつてのナチス、旧東ドイツの秘密警察を経験しているためか、プライバシ

ーに対する侵害に非常に敏感である。それは、連邦憲法裁判所の判決からもうかがい知る

ことができる。 

 ドイツの基本法も日本の憲法も、いずれも第二次大戦の敗戦を経て制定された憲法であ

る。ドイツ基本法２条１項は、「何人も他人の権利を侵害せず、かつ、憲法的秩序または道

徳律に違反しない限りにおいて、自己の人格を自由に発展させる権利を有する」として、

日本国憲法 13 条の幸福追求権に相当する規定をおいている。この基本法２条１項がプライ

バシーの権利の根拠とされている。 

 ドイツ連邦憲法裁判所のプライバシーに関する裁判例は、このような基本法上の権利に

ついての理論に基づくものであって、同様の規定を持つ日本の憲法論としても参考になる

と考えられる。 

 また、1969 年、ドイツのヘッセン州は、世界で最初に個人情報保護法を制定した。その

後、1977 年にはドイツ連邦個人情報保護法も制定されている。その後の運用を経る中で、

改正され、特に 2001 年には連邦個人情報保護法の近代化を目的の一つとして改正がなされ

ている。新しい技術に対する対応という点で参考になる内容を有している。 

 

第２ 裁判例 

１ はじめに 

 ドイツには連邦憲法裁判所が設置されており、具体的な事件の解決とは別に、法令の憲

法適合性等について判断をしている。 

 情報通信技術が飛躍的に進歩する中で、ドイツでも、そうした新しい技術とプライバシ

ーとの関係が問題となっているが、連邦憲法裁判所は、国勢調査や住居に対する遠隔盗聴、
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公共空間でのビデオ監視、自動車登録番号自動読取装置について違憲判決を出している。 

 新しい情報通信技術等を正確に理解することは裁判官を含む法律家にはなかなか難しい

のが実情である。前記した日本の住基ネット訴訟最高裁判決は、住基ネットのシステムを

正確に理解した上でなされたのか疑念の残るものであったが、ドイツの裁判所では、通常

のスタッフ以外に、専門分野についての知識を有したスタッフが採用されており、技術的

な側面についての裁判官の理解を助けている。また、ドイツでは裁判所が、当事者が法廷

に提出した証拠以外の証拠も幅広く採用することとなっている。このことも、新しい技術

について正確に理解した上で法的判断がなされる助けになっていると考えられる。 

 以下では、これらの判例について概要を紹介する。 

 

２ ミクロセンサス事件判決 

 統計的調査の限界が問題となったミクロセンサス事件において、1969 年７月 16 日、連

邦憲法裁判所は、結論的には合憲判決をしたが、判決理由中で、次のように述べていた。 

「国は、法律による場合でも、人間の尊厳を傷つけ、又は基本法第２条第１項による限界

を超えて個人の自由をその本質的内容において侵害することは許されない。・・・この

ような人間像から、共同体における人間には、社会的な価値及び尊敬が与えられる権利

が発生する。人間を国家の単なる対象（客体）として扱うことは、人間の尊厳と矛盾す

る。国が、人間の全人格像を強制的に登録させ、索引を付し、あらゆる面から検索する

ことができる棚卸の物品のように扱うことができると考えることは、人間の尊厳と一致

しないであろう。市民の人間的諸関係を包括的に解明することになる人格領域への以上

のような侵害は、国であっても認められない。なぜなら、個人には、人格の自由で自律

的な発展のために、個人が自己自身を取り戻し、自身の中に引きこもることができ、世

間から踏み込まれず、平穏に放任され、孤独を享受することができる内心領域が留保さ

れなければならないからである。」【注１】
。 

 これによれば、国が国民に番号を付し、その番号によって様々な個人情報を名寄せでき

るような制度を採用することは、ドイツにおいては違憲と評価されるものと思われる。 

 

３ 国勢調査違憲判決【注２】
 

 1983 年の国勢調査違憲判決は、国勢調査法の一部を違憲としたものである。 

 同判決はまず、個人的生活実態をいつ、どこまで公開するかを、基本的に自身で決定す

る個人の権能が、一般的人格権として保護されている旨判示している。 

 現代の進んだ情報処理技術の下では、自己に関するどのような情報が周囲に知られてい

るのか、コミュニケーションの相手方が、どのような知識を有しているかを知り得なけれ

ば、自由な自己決定が制限される。あるいは、何らかの逸脱した行動が、常に記録され、

永続的に蓄積され、利用され、伝達されるおそれがあるとすれば、人はそのような行動を

とることを差し控えてしまう。だから自己情報決定権（自己の個人情報の放棄及び利用を

自身で決定する権利）が保障されることが必要なのである。 

 その上で同判決は、このような自己情報決定権も優越する公益による制限を受忍しなけ

ればならないが、そのためには、制限の要件と範囲を明確に定めた法律上の根拠が必要で

あるとする。また、その規制は、比例原則をも遵守しなければならない。 
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 そして、匿名化されていない個人情報の申告を求めるためには、使用目的を正確に規定

することが必要であり、匿名化されないデータを、特定することができない目的のために

収集し、蓄積することが許されないとした。 

 この点、統計目的のためのデータの調査と処理は、データが、様々な、あらかじめ規定

することができない目的のために使用されることが、本質的に予定されている。そのため、

統計目的の場合には、氏名や住所等の標識を消去するための規制を要するなどの措置が必

要である。 

 ところが、国勢調査法は、調査から選択された個人情報を、統計目的だけでなく、具体

的な目的拘束性を受けない行政執行にも利用することを認めていた。そうすると、どの官

庁がどんな目的のためにデータを使用するのかを予測することができないことになってし

まう。 

 こうしたことから、判決は、国勢調査法の一部を違憲と判示したのである。 

 

４ 住居に対する遠隔盗聴違憲判決【注３】
 

 ドイツでは、1997 年、組織犯罪に対する刑事訴追のための住居に対する盗聴（住居に機

器を設置して行う盗聴。通信傍受ではない。）を可能とする基本法改正が行われ、これを具

体化する規定が刑事訴訟法に盛り込まれた。 

 2004 年３月の遠隔盗聴違憲判決は、その刑事訴訟法の規定の一部を違憲とし、2005 年ま

でに憲法に適合するよう法改正を行うことを求めたものである。 

 連邦憲法裁判所は、プライバシーに関して領域理論に依拠してきた。領域理論とは、個

人の支配領域を、内心領域、私的領域及び社会的領域に分け、内心領域については絶対的

保護を与え、私的領域については、公開する公益との比較衡量によって保護するか否かを

決するというものである。 

 この判決は、住居における家族や近親者との会話は私的生活形成の内心領域に属するこ

とから、公益と比較衡量することなく絶対的に保護されるとした。そして、本件刑事訴訟

法の規定は、私生活形成の不可侵の内心領域が突然出現する状況になった場合に監視を中

断するための十分な予防措置がとられておらず、そうして得られた情報を消去し、利用を

禁じるための措置もとられていない等として違憲としたのである。 

 

５ ビデオ監視違憲判決【注４】
 

 ビデオ監視違憲判決（2007 年２月 23 日）は、公共の広場におけるビデオ監視の計画を

違憲としたものである。 

 バイエルン州レーゲンスブルグ市は、中世のユダヤ教礼拝所の跡地に、モニュメントを

作った。モニュメントを含む広場は、一般に開放されたが、モニュメントの周辺で多くの

事件が発生した頃から市は、この場所にビデオを設置し、監視することを計画した。 

 市は、監視の法的根拠として、バイエルン個人情報保護法 16 条１項（当該機関の管轄に

属する任務を遂行するために必要である場合は、個人情報の収集は許容される）、同法 17

条１項（同じく録画も許容される）に基づくものとしていた。 

 しかし同判決は、以下のように述べて、本件ビデオ監視を違憲とした。 

 まず、一般的人格権である自己情報決定権は、個人が、いつ、どの範囲で個人的な生活
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事実を開示するかを、原則として自身で決定し、それゆえに原則として自身で個人情報の

提供と利用を決定する権能を含んでいる。 

 そしてビデオ監視は、この基本権を侵害するおそれがある。自己情報決定権は、公共の

場における個人の情報も保護の対象としているので、公共空間での行動だからというだけ

で基本権侵害が生じないとはいえない。また、録画中であることを表示したとしても、そ

れだけで個人が同意を与えたことにもならない。 

 自己情報決定権は、優越する公共の利益により制限されるが、そのためには法律上の根

拠が必要であり、しかも、制限の理由、目的及び限界が、領域を特定した上で、詳細に、

明確な規範に基づいて確定されなければならない。この規範の特定性及び規範の明確性の

要求は、侵害の種類と重大性に依存する。 

 この点、本件ビデオ監視は、強度の侵害である。この広場に足を踏み入れる者のうち、

違法行為を行うものはごく少数であるにもかかわらず、すべての者を監視の対象としてお

り、しかも録画された映像は、様々に利用され、処理され、他の情報と統合することが可

能だからである。 

 公共空間におけるビデオ監視を正当化するためには、十分に特定された、規範の明確性

を備えた法的根拠が必要であるが、バイエルン個人情報保護法の規定は、そのようなもの

とは評価できない。 

 同判決は、このように述べて、本件ビデオ監視を違憲であるとした。日本では具体的な

法的根拠もないままに、街頭カメラの設置が進められているが、かかる判決は日本でも参

考にされるべきであろう。 

 

６ 自動車登録番号自動記録装置違憲判決【注５】
 

 公共の秩序と安全に関するヘッセン州法 14 条５項は、「警察は、自動車の登録番号を、

捜査記録と照合する目的で、公共の道路と場所において、自動的に収集することができる。

捜査記録に含まれていない情報は、即座に消去されるものとする」と規定し（シュレスィ

ヒホルシュタイン州にも同趣旨の規定を有する法がある）、これに基づいて自動車登録番号

自動記録装置（日本のＮシステムがこれに該当する）が運用されていた。 

 自動車登録番号自動記録装置違憲判決（2008 年３月 11 日）は、以下のような理由でこ

れらの条項を違憲とした。 

 まず、自己情報決定権に基づく保護範囲は、性質上知られたくない情報に限定されない。

それ自体としては、些細な意味しか有しない情報であっても、利用の目的及び現在の処理

及び結合可能性によれば、該当者の私生活及び行動の自由に基本法上重要な影響を及ぼす

ことがあり得る。電子情報処理技術の下においては、利用の脈絡と関係なく、全く重要で

ない個人情報は、もはや存在しない。 

 自動車登録番号のように、特定個人を識別することができる情報を公然と知ることがで

きると規定されている場合でも、基本法上の保護を失うわけではない。個人が公益のため

に放棄している場合であっても、自己情報決定権は、個人情報が他に利用される可能性を

有する蓄積のための自動的な情報収集において、把握されない利益を有している。 

 自己情報決定権を制限するためには、規範の特定性と明確性を備えた法律に基づかなけ

ればならない。特定性と明確性についての要求は、基本権侵害の性質と強度に依存する。 
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 侵害の重大性の判断において重要なのは、把握された個人情報が、（さらなる処理と結合

によって）人格にとってどのような意味を有するかである。また、情報の把握が、違法な

行為により、収集に対する正当なきっかけを与えた者について行われるのか、そのような

きっかけなくも行われ、事実上すべての人が対象となるのかも重要である。さらに、調査

の密行性も侵害の程度を高める。法的手段をとることが困難になるからである。 

 自動車登録番号の把握は、これに自動車の位置情報や走行方向などに関する情報が追加

され得る。これによりさらに運転者（場合によっては同乗者）個人の行動履歴の把握にも

利用される可能性がある。 

 自動車登録番号の把握は、すべての人を無差別に対象としている。 

 設置されたカメラを見れば、記録されたことは認識できるが、適合事例が登録され、個

人情報が蓄積され、さらに他の目的のために利用されるかどうかは、それだけでは分から

ない。そうであれば、法的保護を求めることもできない。 

 自動的な登録番号監視を正当化するためには、このような侵害の性質と強度に応じた規

範の特定性と明確性の要求に応じた法律上の根拠が必要である。 

 しかしながら、たとえば、本件規定は、「捜査記録と照合する目的」とするにとどまって

いる。捜査記録には、連邦刑事局に存在する警察情報システムの合同データベースにある

人物捜査及び物件捜査も含まれる。警察は、犯罪者だけでなく、告発者、証人及び参考人、

被疑者または疑われている組織と接触した者もしくはそう認められる者など、他の人々に

関する情報を収集し、データベース化しているが、そのような情報も捜査記録に含まれ得

る。 

 こうした規定では、規範の特定性、明確性の要求を満たしているとは評価できない。 

 日本では、Ｎシステムが法的根拠もなく多数設置されている。その利用状況も必ずしも

明らかにされていない。本判決が述べるように、利用の目的や範囲等を厳格に定めた根拠

法が制定されなければならない。 

 

第３ ドイツの連邦個人情報保護法 

１ はじめに 

 前記のとおりドイツは、世界でも最も早く個人情報保護法を制定し、これを運用してき

た経験を有している。また、2001 年には、個人情報保護法の近代化を一つの柱として法改

正も行っている。 

 日本では、個人情報保護法の施行後、いわゆる過剰反応といわれる弊害が出ていること

は周知のとおりであり、ドイツの個人情報保護法は、この面でも参考にされるべき内容を

有しているが、ここでは、新しい技術に対する対応という点に絞って、参考とされるべき

内容を紹介することとする（ドイツの個人情報保護法の内容は、平松毅「個人情報保護−

理論と運用」（有信堂高文社、2010 年）によった）。 

 なお、データ保護監察官も個人情報保護法に基づく制度であるが、重要な意義を有する

ので、第４項で別に論じることとする。 

 

２ 自己情報決定権 

(1) 日本の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者の義務を規定することにより、い
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わば裏から、個人情報に対する本人の権利を定めるにとどまっている。そのため、そも

そも個人情報保護法に基づく自己情報開示請求の具体的権利性を否定するような下級

審の判例（東京地判 2007 年６月 27 日判時 1978 号 27 頁）も存する。 

個人情報取扱事業者は、本人に対する通知をせず、したがって、本人が知らず、ある

いは反対の意思を有していたとしても、公表または知り得るような措置をとっていれば、

個人情報を取り扱うことができる。個人情報の入手先や入手方法は、必ずしも自己情報

開示請求の対象に含まれていないし、また、目的外利用や不正取得の事実がなければ、

本人が明示的に拒否したとしても、電話勧誘などのための企業による個人情報の利用を

停止させることができない。 

(2) 前記のとおりドイツでは、自己情報決定権が、基本法上の人格権と解されているが、

個人情報保護法の上でも、自己情報決定権に配慮した規定となっている。 

ア 開示請求 

ドイツでは、公的機関、民間機関を問わず、本人からの請求があれば、同人の個人

情報のほか、その情報源や受領者、蓄積目的を開示しなければならないこととされて

いる。 

個人情報の自動処理によって本人に法的効果が発生し、または著しい不利益をもた

らす決定が行われる場合には、個人情報の自動処理の構造も開示の対象となる。 

イ 訂正、消去、封鎖 

個人情報が不正確である場合には、訂正ができる。その正確性が争われ、正確性も

不正確性も確定できない場合には、封鎖される。蓄積が許されないか、責任機関の任

務の遂行または蓄積目的の充足に必要がなく、かつ、保存期間が定められていない場

合は消去される。 

ビデオによって得られた情報は、目的達成に必要がないかまたは本人の保護に値す

る利益が蓄積を継続することによって侵害される場合には、遅滞なく消去しなければ

ならない。 

ウ 異議申立権 

(ｱ) 本人から異議申立てがあり、審査の結果、本人の特別の事情に基づいて、本人

の保護に値する利益が、責任機関による個人情報の収集、処理、利用の利益に優越

することが判明した場合には、当該個人情報の処理は許されない。 

(ｲ) 宣伝や市場調査のために住所、氏名等の限定された個人情報を利用する場合に

は、本人に個人情報を利用している旨の通知を義務付け、その結果、本人が異議を

申し立てた場合には、無条件に利用を停止しなければならない。 

 

３ システム個人情報保護（データ回避の原則とデータ節約の原則） 

 ドイツの個人情報保護法は、「個人情報処理システムの形成および選択は、個人情報を全

く収集、処理もしくは利用しないかまたはできるだけ少なくするという目的に適合するよ

うに決められなければならない。匿名または仮名を利用することが可能であり、かつそれ

に要する費用が保護目的を考慮して適切な範囲にとどまる場合には、その可能性を試みな

ければならない。」と規定している。 

 最善の個人情報保護は、個人情報を生じさせないことにあるという認識に基づいてこの
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ような原則が採用されている。 

 

４ 個人情報の自動処理に基づく個人に対する決定 

 本人に法的効果を発生する決定または著しい不利益をもたらす決定は、個人情報の自動

処理のみに基づいて行われてはならないと定め、専ら個人情報の自動処理によって形成さ

れた人格像に基づいて行われる自動化された決定からの保護について定めている。すなわ

ち、本人が決定の根拠となった評価項目と基準を知り、場合によっては決定に対して本人

が事後的な影響力を行使する可能性が与えられることを求めている。 

 

５ ビデオ監視 

 ドイツの個人情報保護法は、ビデオ監視といった新しい技術に関する規定も設けている。 

 個人情報保護法のビデオ監視に関する規制は、公共のための空間における監視を対象と

している。公共空間か否かの判断の基準は、一般人が事実上利用可能であるかどうかであ

り、博物館の展示場、百貨店の売り場、駅のプラットホームなどが含まれるとされている。 

 法は、ビデオ監視を許容するための要件として、監視は、公的機関による任務遂行のた

め、家屋不可侵権を確保するため、具体的に特定された正当な利益を保護するために必要

である場合でなければならないと定める。 

 そして、これらの目的を達成するための監視の必要性と本人の保護に値する利益とを利

益考量し、監視が、本人の利益に優越することが監視の許可条件とされている。 

 たとえば、外部からの侵入を防ぐために、道路を監視することや通行人を録画すること

は、宅地または人身への直接的な攻撃のように、ほかの方法では対応できないような重大

な侵害がある場合のような例外的な場合でなければ認められない。 

 

６ 個人情報保護責任者 

 すべての官公庁及び自動化された個人情報の処理に４人以上の従業員が従事している民

間企業は、長に直接意見具申することができ、物的人的施設を保障された、専門知識を有

する個人情報保護責任者を置かねばならない。個人情報保護責任者は、官庁または企業内

における個人情報保護法を遵守する責任を有する。 

 個人情報保護責任者は、個人情報の自動処理が本人の自由及び権利を侵害する特別のお

それをもたらす場合（センシティブな情報が処理されるときや、自動処理によって、本人

の能力、業績または素行を含む本人の人格を評価するとき）には、事前審査を行うことと

されている。 

 日本の個人情報保護法にはこのような規定はない。 

 

第３項 第三者機関 

第１ はじめに 

 技術の進歩により、ますます大量の個人情報が収集され、利用されるようになっている。

個々の国民が自らの個人情報の処理について監視することは事実上不可能である。 

 したがって、プライバシーの保護を図るためには、個人情報を収集、処理する者から独
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立してこれらの者を監視する中立的な第三者機関が不可欠である。 

 1995 年のＥＵ指令も、監視のための手段と権限を備えた独立の監視機関を設置すること

を求めており、ＥＵ加盟国をはじめ、第三者機関を設置している例は多い。 

 ここでは、ドイツのデータ保護監察官とカナダのプライバシー・コミッショナーについ

て紹介する。 

 

第２ ドイツのデータ保護監察官【注６】
 

１ はじめに 

 連邦個人情報保護法は、連邦行政領域においては、連邦データ保護監察官が、各州には

州のプライバシー保護監察官などが、個人情報保護監督庁と並んで置かれている。 

 前記した国勢調査違憲判決は、 

「情報処理が自動的に行われるという状況においては、個人情報の蓄積と利用に内在して

いる市民の不安に対処し、個人情報保護に対する適時の予防措置を講ずるために、独立

のプライバシー保護監察官が介入することは、自己情報決定権の効果的な保護のために

格別の意義を有する」 

と述べており、独立したデータ保護監察官の設置は自己情報決定権を保護するための基本

法上の要請と考えられている。 

 前記のとおり、ドイツの連邦個人情報保護法は、第一に、本人に照会と訂正の権利を与

え、第二に、企業内または官庁内に、個人情報保護責任者を置くことを義務付けた上で、

さらに第三に、中立的な第三者であるデータ保護監察官をおいて、監視にあたらせること

で、個人情報の適正な取扱いを確保しようとしているのである。 

 

２ 地位 

 連邦データ保護監察官は、役割に相応しい地位を保障されている。 

 すなわち、まず、選任にあたっては、政府が候補者を推薦し、連邦議会による絶対多数

で選出され、大統領によって任命される。 

 監察官は、内務大臣の指揮命令に服さず、個々の職務に対する責任を問われることもな

く、法律にのみ拘束される。すなわち、大臣ではなく、連邦政府の法的監督に服する。 

 監察官は、終身裁判官の罷免と同様の事由がある場合にのみ、連邦政府により罷免され

る。そのためには閣議による決定が必要である。 

 

３ 管轄 

 連邦データ保護監察官の管轄は、連邦議会、連邦大統領を含むすべての連邦官庁である。

連邦裁判所も、司法行政に関しては、監察官の監視に服するし、会計検査院も、同様であ

る。 

 

４ 調査 

 監察官が調査をするか、どういう調査をするかは、その裁量に委ねられている。 

 調査の対象が、公務員の守秘義務や信書の秘密にかかわる場合には、特に規定が設けら

れており、連邦の公的機関が取得した電信電話の交信内容や税務上の秘密にも及ぶことを
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明らかにした。ただし、基本法 10 条に基づく国の安全に関する審査に関しては、審査は及

ばない。 

 連邦行政官庁は、監察官の観察に協力する包括的な義務を負う。 

 監察官は、調査結果を公的機関に通知するが、その際に個人情報の処理や利用に関して

明らかとなった欠陥を是正したり、改善するための提案を行うこともできる。 

 

５ 苦情 

 本人は、自己に関する個人情報の開示請求権を有しているが、一定の場合には非開示と

することが認められている。非開示の場合には、本人の請求に基づき、その情報は、監察

官に与えられることになる。これにより、非開示処分が乱用されることが防止される。 

 また、自己の個人情報の収集、処理または利用に際して自己の権利が侵害されたと思う

ときには、監察官に苦情を申し立てることができる。監察官は苦情を処理し、調査結果を

本人に通知するのが一般であるが、すべての違反について通知する義務があるとまでは解

されていない。 

 

６ 処理 

 監察官は、調査の結果に基づいて、提言、勧告、提案などを行うことができ、最後の手

段として警告を行う。警告の対象となるのは、連邦個人情報保護法その他の個人情報保護

に関する法令に違反したときである。 

 警告に拘束力はない。 

 

７ 報告 

 監察官は、２年ごとに連邦議会に報告書を提出することとされている。 

 

第３ カナダのプライバシー・コミッショナー 

 カナダのプライバシー・コミッショナーは、プライバシー法に基づき、連邦議会より、

プライバシー権を監督・擁護する権限を与えられている。また、プライバシーに関する問

題について仲裁を行う義務を有する。 

 また、各州にもほぼ同様の制度が設けられている。 

 プライバシー・コミッショナーには、法的な取締り・罰金の権限はないが、刑罰を使わ

ずに、道徳的な説得によって政府・民間に改善をさせている。 

 プライバシー・コミッショナーは議会に対して報告・公表する。現在は市民からの苦情

をすべて調査することが義務付けられているが、この秋には市民からの苦情を却下する権

限を有するように法律の改正が予定されている。 

 プライバシー・コミッショナーは、市民からの苦情を受け付けるとそれを当該企業に伝

え、当該企業でその問題解決が可能かを検討する機会を与える。 

 具体的な活動としては、ケベック州の電力会社が社会保障番号を顧客のアカウント番号

として使わないようにとの忠告をしたり、最近では、グーグルのソシアル・ネットワーキ

ング・サービス（ＳＮＳ）「Google Buzz」についてカナダのプライバシー法に抵触してい

るとの声明を出し、グーグルがプログラムの改善を行ったことがある。 
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第４項 プライバシー・インパクト・アセスメント（ＰＩＡ） 

第１ はじめに 

 公共事業等により環境が破壊されてしまうと、現状を回復することが不可能ないし著し

く困難な状態になる。これを防ぐために、日本を含む各国で、当該事業による環境への影

響を事前に評価する制度として環境影響評価（環境アセスメント）が実施されている。 

 情報通信技術が著しく進歩し、大量の個人情報がコンピュータで処理され、ネットワー

クを介して利用されている現状において、個人のプライバシーが一旦侵害されてしまえば

これを回復することも不可能ないし著しく困難である。こうしたことから、情報システム

の導入等に先立ち、プライバシーへの影響を事前に評価するプライバシー・インパクト・

アセスメント（ＰＩＡ）が実施されるようになっている。 

 たとえば、カナダでは、1990 年代からＰＩＡが実施されている。アメリカでも、2002

年の電子政府法によりその実施が義務付けられている。オーストラリアでもＰＩＡが実施

されるようになっている（なお、本項の記述は、瀬戸 洋一、六川 浩明、新保 史生、村上 

康二郎、伊瀬 洋昭「プライバシー影響評価ＰＩＡと個人情報保護」（中央経済社、2010 年）

によった）。 

 

第２ 概要 

 ＰＩＡは、個人情報の収集を伴う情報システムの導入または改修にあたり、プライバシ

ーへの影響を事前に評価し、問題回避または緩和のための運用的・技術的な変更を促す一

連のプロセスである。 

 設計段階からプライバシー保護策を織り込み、導入後にも運用状態を把握することによ

り、電子的サービス提供という公共の利益とプライバシー保護を両立させることを目的と

して実施するものとされている。 

 ＰＩＡを実施することにより、ＩＴシステム稼動後のプライバシー・リスクを最小限に

抑えることができ、稼動停止やセキュリティ・リスクによる改修と費用の発生の予防にも

つながるとされる。 

 

第３ ＰＩＡの構成要素 

 ＰＩＡは、プライバシー・フレームワークとプライバシー・アセスメント、プライバシ

ー・アーキテクチャから構成される。プライバシー・フレームワークは法的側面、プライ

バシー・アセスメントは運用上の側面、プライバシー・アーキテクチャは技術的な側面を

表す。 

 プライバシー・フレームワークは、法制度、ガイドライン、規制、契約上の義務、ポリ

シー等を基礎として、当該ＩＴシステムに必要となる条項等を根拠とするプライバシー要

件を抽出する。つまり、評価対象システムで使用されるデータの何をどの程度守るべきか

を定める。 

 また、一定の形式に則ったプライバシー測定基準、つまり、要求された水準で守られて

いることを検証するための方法を定める。 
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 プライバシー・フレームワークは、プライバシー・アセスメントやプライバシー・アー

キテクチャにとってのプライバシー保護の基準となる。 

 プライバシー・アセスメントはプライバシー・フレームワークに則り、評価対象システ

ムに関し、適用業務が、個人情報をどのように収集、利用、管理するかについて設計仕様

を評価する。 

 データフローやチェックリスト等を用いた詳細な影響分析を行い、運用に関するＩＴシ

ステム設計の要素として、ポリシーの策定やトレーニング計画等、具体的な提案や問題の

抽出が行われる。ここで確認された問題は、プライバシー・アーキテクチャに伝達され、

技術的な解決策が検討される。 

 プライバシー・アーキテクチャは、プライバシー・フレームワークで提示されたプライ

バシー保護の基準を満たすための手段を組み込む仕組みである。プライバシー・アーキテ

クチャは評価対象の技術的な設計要素について、具体的な提案や問題の抽出を行う。 

 プライバシー・アセスメントで確認された問題の技術的な対策を図ると同時に、プライ

バシー・アーキテクチャで確認された問題をアセスメントにフィードバックして、妥当で

あるならば技術的手段によらない解決策を検討する。 

 

第４ ＰＩＡの問題点 

 ＰＩＡが、本来のプライバシー保護とは関係なく形式的に実施され形骸化してしまうお

それがある。 

 また、ＰＩＡは、個人のプライバシー保護を目的として実施される手法ではあるものの、

実質的なプライバシー保護を目的として実施される評価ではなく、情報システムの稼動に

伴う個人のプライバシーへの影響の評価が目的である。したがって、評価の手法は、あら

かじめ定められた枠組み（フレームワーク）に適合していることを評価する手法にすぎな

い。 

 従来から日本の環境アセスメントは、ともすると「環境目標以下であるので問題ない」

などの結論を導く傾向にあり、単に開発へのお墨付きを与えるにすぎないとの批判もされ

てきた。 

 カナダ等でのＰＩＡについてもそのような批判がなされているが、少なくとも当該事業

によるプライバシーへの影響を議論するための前提を提示するための制度として積極的に

評価し、制度本来の目的が実現できるような運用を図っていく必要があるのではないか。 

 

【注１】平松毅「個人情報保護−理論と運用」７頁以下（有信堂高文社、2010 年）  

【注２】平松毅「個人情報保護−理論と運用」273 頁以下（有信堂高文社、2010 年） 

【注３】平松毅「個人情報保護−理論と運用」286 頁以下（有信堂高文社、2010 年） 

【注４】平松毅「個人情報保護−理論と運用」300 頁以下（有信堂高文社、2010 年）  

【注５】平松毅「個人情報保護−理論と運用」300 頁以下（有信堂高文社、2010 年）  

【注６】平松毅「個人情報保護−理論と運用」266 頁以下（有信堂高文社、2010 年） 
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第６節 自己情報コントロール権を実効的に保障してゆくための提言 

第１項 これまでの日弁連の取組 

 日弁連は、1990 年に開催した第 33 回人権擁護大会において、「真の情報公開制度と個人

情報保護制度は、民主主義の存立と基本的人権尊重のために欠くことのできない車の両輪

であり、その実現は、国民自身が主権者としてそれらの情報を実質的に支配するための制

度的保障である」と宣言した。 

 その後、実効性のある個人情報保護法制が確立されないまま、住民基本台帳ネットワー

クシステム（住基ネット）が稼働を開始するという状況の下で開催された 2002 年の第 45

回人権擁護大会では、「行政効率」の名において、住基ネットをはじめ「電子政府」化が推

進され、国民の個人情報が統一的に管理され、個人の尊厳が危機に瀕していることに警鐘

を鳴らし、「憲法 13 条が定める個人の尊厳の確保、幸福追求権の保障の中に自己情報コン

トロール権が含まれることをあらためて銘記し、自己の情報が無限定に収集・利用・提供

されることを防止するとともに、他人によって収集・管理・利用・提供されている自己の

情報について開示・訂正・抹消を求めることができることを再確認する必要がある」とし

て、「自己情報コントロール権を情報主権として確立すべきこと」を提言した。 

 こうした宣言に基づき、日弁連は、実効的な個人情報保護法制の確立を求める活動等を

行ってきた。特に、公共の必要や憲法上の諸権利自由とプライバシー保護との適切なバラ

ンス関係を築くために、ＥＵ指令（1995 年）に基づく、行政から独立した専門化した第三

者機関（プライバシー・コミッショナー）による情報監視システムの創設を一貫して訴え

てきた。 

 

第２項 高度情報化社会のさらなる進展とプライバシー保障の必要性 

 その後も情報通信技術の飛躍的な発展は続いている。第１章から第３章で紹介したよう

に、私たちの日常生活（ひいては人生）の記録であるライフログは、多くの人々が気付か

ないうちに、全て電子的に記録されるような時代へと急速に変化してきている。 

 これに対して、プライバシー・個人情報保護の法制度化やその運用などは、これらの技

術の進展に対応し切れていない。それどころか、国は、技術の進展を阻害しないようにと、

ライフログを自主規制に任せ、監視カメラの設置が全国に蔓延している事態に至っている

にもかかわらず、いまだに法規制をしようとする姿勢すら示していない。しかもさらに、

国は、「社会保障カード(仮称）」構想に続き、国民総背番号制に繋がりかねない、住基ネッ

トを基盤とする「税と社会保障共通の番号」制や「国民ＩＤ」制の導入に向けた検討を進

めている。 

 ここには、日本及び世界の将来図を見通した上で、日本政府として人々のプライバシー

保護と情報の流通の自由との関係を慎重に検討し、情報の流通の自由を過度に優先したが

ゆえに将来の人々に取り返しのつかない被害を生じさせないようにするという確固たる決

意を読み取ることができない。 

 このままでは日本はプライバシー喪失国家になりかねない。そのような国家の国際的信



第５章 高度情報通信社会におけるプライバシー保護 

 

- 235 - 

用が低下することは明らかである。いまの状況を方向転換するには、本報告書で紹介した、

各国の取組を参考として、自己情報コントロール権をさらに実質的に保障しうる原則や仕

組みをもった日本社会を早期に実現して行かなければならない。 

 具体的に、以下のような仕組みを提案する。 

１ 第１に、インターネットや電子マネーなど、新しい情報通信技術が進展する中で、自

己情報コントロール権を実効的に保障するためは、自己に関する情報が、どのように収集・

保管・利用・提供されるかについて、本人自身が、その取得目的等を具体的に理解し、予

測できるような形で事前に告知され、それに基づいた同意判断ができる仕組みを、法原則

として明示することが必要である。 

 誰によってどのように利用されるか分からない環境下で個人情報が収集されるならば、

自分の情報の利用のされ方をコントロールすることができない。既に詳述したように、情

報通信技術が高度に発展した現代社会においては、そのように大量に収集された情報が、

自分の関与しないところでマッチングされ、プロファイリングされて、外形的な行動情報

から内心に関わる情報まで、個人のプライバシーはトータルに丸裸にされてしまう。その

ような状況下では、人は、誰がどこまで自分に関する情報を保有し自分のことをどのよう

に評価しているかが分からないから、個々の他者とどのようにコミュニケーションをとっ

たら良いかが分からず、心理的に萎縮せざるを得なくなる。そのような人間関係が社会に

蔓延し、ひいては民主主義社会全体を萎縮させることになる。これを回避するためには、

自己情報コントロール権行使のための前提としての情報提供が必要不可欠である。（ただし、

日本においては、現在でも、「プライバシー保護」の名の下に、知る権利を制約しようとい

う動きがあることなどに鑑み、憲法上の諸権利や自由を不当に制約しないようにする必要

があることはいうまでもない。） 

２ 第２に、第１で掲げた原則を担保するため、情報通信技術の進展にあわせて、明確な

個人識別性のないライフログなどの情報にも法規制が及ぶよう、特定の人またはコンピュ

ータ、携帯電話その他の機器に合理的に関連付けられるデータを含むように改めることが

必要である。また、個人情報処理システムの形成選択は、個人情報をできるだけ収集しな

い、少なくするという目的に適合するよう決められるべきである（データ回避の原則、デ

ータ節約の原則）など、個人情報が不必要に収集されないための具体的な法原則を明示す

ることが必要である。 

３ 第３に、無限定的に他分野に共通する個人識別番号制など、管理する側にとってはき

わめて便利であるが、個人の側からすると、自己情報コントロール権を喪失しかねない危

険のある「番号制」を導入しないことである。 

 第４章および本章で指摘したように、特に現在実現が予想される「税・社会保障共通番

号」では、「納税の関係だけで使う」と言っても、その実態は、目に見える・桁数の多くな

い・全国民を網羅する個人識別番号が、官民を問わず広く流通するようになるはずである。

そうだとすれば、この番号が個人のあらゆる取引で利用されるだけでなく、それ以外の場

面でも広く個人特定の手段として便利に利用され、多くの人々はこれに違和感を抱かない

であろう。しかし、このような環境下では、特定の個人に関するあらゆる個人情報データ

がこの番号をマスターキーとして正確に名寄せすることを著しく容易にしてしまう。この

ような事態は、１で述べたように、プライバシーに対する著しい脅威となるとともに、深
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刻ななりすまし被害の多発化を招来することになる。 

４ 第４に、大量の個人情報収集を伴うＩＴシステムを構築・変更する場合には、事前に

プライバシー影響評価（Privacy Impact Assessment）を実施するという仕組みを導入する

ことである。 

 この制度は、個人情報収集のＩＴシステムが構築（変更）される前に、当該システムの

プライバシーに対する影響を評価し、同システムの対象者に対して十分理解できるような

説明をし、そこで問題とされた点を回避または緩和するための運用的・技術的な変更を促

すというものである。これにより、１で述べた事前の情報提供や２で述べた諸原則などが

担保されることとなる。第１章第２節第２で紹介した、制度設計の段階からのプライバシ

ー保護を組み込んでいる設計である「プライバシー・バイ・デザイン」の実現にも資する

ことになる。また、プライバシーという重要な問題についての国民的な合意をとるプロセ

スとして活用できる。日本では、住基ネットシステムを導入する際に、国は国民にも地方

自治体にも十分なプライバシーに対する影響評価や、制度自体の説明をしなかったことな

どから、稼働開始後多数の異議申立てや差止め訴訟を起こされ、その手続過程においてす

ら十分な説明をしなかった。しかも、裁判所もこれを追認する判決を相次いで下した。こ

のような不毛を事前に回避する必要がある。 

５ 第５に、本人による自己情報コントロール権の行使を補完するために、行政機関や民

間企業などに対する立入り調査権など十分な機能を有する、行政から独立した専門化した

第三者機関（プライバシー・コミッショナー）制度を確立することが重要である。上述し

たように、情報通信技術の急速な進展は、個人の能力では、もはやそれを理解し対応する

ことが不可能な状態に立ち至っている。よって、行政から独立したプライバシー保障の専

門的機関を創設して、立入り権や調査権、監督是正権などの権限を与えられた、熱意と能

力を有する委員（およびスタッフ）が、行政および民間の個人情報の取り扱いが適正であ

ることを監視監督するようなシステムを構築しなければ、個人のプライバシーを守ること

はできない。 

 

 当連合会は、今後ますます進展してゆく高度情報化社会・コンピュータネットワーク社

会においてプライバシー（自己情報コントロール権）を実効的に保障してゆくためには、

少なくとも以上のような仕組みの構築が必要だと考えるものである。 
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資料１ 

北米調査報告書 

 

１ 調査実施期間： 

 2010 年４月 12 日～15 日 

 

２ 調査対象（訪問先等）： 

(1) ワシントンＤ．Ｃ．（アメリカ） 

米国連邦政府公正取引委員会（ＦＴＣ） 

広告団体（NAI- Network Advertising Initiative ワシントン Office) 

プライバシー保護団体 

（EPIC、Center for Democracy and Technology、Future of Privacy Forum） 

フォーダム大学（ニューヨーク）Joel Reidenberg 教授とのビデオ会議 

(2) オタワ（カナダ） 

連邦プライバシー・コミッショナー 

プライバシー保護団体（Public Interest Advocacy Center） 

プライバシー研究団体（Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic 

(CIPPIC) University of Ottawa、Faculty of Law） 

(3) トロント（カナダ） 

オンタリオ州情報プライバシー・コミッショナー 

オンタリオ州政府（サービスオンタリオ）プライバシー担当官 

 

３ 調査担当者（日弁連）： 

 二関辰郎、野呂圭、牧田潤一郎 
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第１日目（2010 年４月 12 日） 

 

第１ ＥＰＩＣ（Electronic Privacy Information Center：電子プライバシー情

報センター）対応してくれた方：Mr.Marc Rotenberg（ＥＰＩＣ代表） 

１ 組織の概要 

(1) ＥＰＩＣは透明性の高い団体で、資金源などをインターネットサイトですべて情報

公開している。 

(2) ＥＰＩＣの特徴 

ア 民間の企業や政府からもお金をもらっていない独立した団体である。個人からの

寄付金、財団からの補助金、訴訟での補償金で運営している。補助金は、個人の財団

で、教育・研究に支出している財団からの寄付であり、政治家からの寄付はない。 

※アメリカでは、寄付金は教育等に関するものであれば免税されるが政治的な活動に

関するものであれば免税されない。ＥＰＩＣは政治活動を行っていないため、ＥＰＩ

Ｃに対する寄付は免税の対象になる。 

イ アドバイザーとして著名な人が多くいる。法律系の専門家、技術系の専門家、政

策系の専門家がいる。  

(3) ＥＰＩＣの活動が活発な理由 

ア プライバシーを扱う政府機関がないため、ＮＧＯが活躍している。 

イ 私自身が個人情報保護活動家、法学教授、弁護士として知られていること。 

(4) 常勤スタッフは８名。ロースクールの学生が 10 人くらい夏に来る。アドバイザー

（非常勤ボランティア）もいる。 

(5) ＦＴＣに提出した苦情申立書は、インターネットサイトに掲載されている。 

 

２ プライバシー保護の枠組み 

(1) 個人情報保護については、①「通知と選択」（政策）、②「ＦＩＰ（Fair Information 

Practice:公正情報運用慣行）」（法律的な枠組み）の二つのスタンスがある。 

両者の違いは、「通知と選択」は情報取得時の一時的なもので、いったん消費者が同

意してしまうとそれ以降企業がどのように情報を処理するかは不明であるのに対し、Ｆ

ＩＰは情報取得後も継続的な機能を果たすもので、データを適切に保護・管理する・使

用する、個人に対して敬意を払うといった意味を含む。 

(2) ＥＰＩＣは、当初から「通知と選択」には反対していた。「通知と選択」では、消

費者保護の機能としては不十分であるからである。 

(3) 一般的な保護法制定の必要性については「イエス」。欧州で導入されているオムニ

バス方式（一つの法律が公的部門と民間部門の双方を対象にするもの）が良いと考えて

いる。 

ア アメリカでは 1974 年に公共機関についての個人情報保護法（Privacy Act）が制

定されているが、それは民間にも適用すべきと考えている。 

イ 個人情報保護法が制定されていない原因 

(ｱ) 政治的なもの（企業団体が非常に強い力を持っている。マイナスの規制には反
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対）。 

(ｲ) インターネットのイノベーションは政府の介入が少ない方が発達するという考

え方。 

(ｳ) 議会の構造（銀行、航空、消費者など、管轄・機能が細かく分担されているた

め、一般的な対応には困難が生じる。）。 

(4) 個人情報保護の対象はＰＩＩ（Personally Identifiable Information:個人を特定

できる情報）に的をしぼっているが、ＰＩＩ以外の情報もＰＩＩに影響を及ぼすので重

要であると認識している。 

ＰＩＩ以外の情報の管理について、非常に鍵となることは、コンピューターに入力し

た際に自動的に判断がなされるが、その判断に透明性を持たせることによって責任を持

たせることである。それは、立法によって位置付けるべき。ＥＵでは法制化されている

（理論的処理の方法を明確にするとされている）。 

(5) プライバシー保護の独立機関について 

ア ＥＰＩＣは、独立した個人情報保護機関が必要であると提唱してきた。私自身も

法案を作っている。現在、その機関に代わるもの（Privacy & Civil Liberties Oversight 

Board）があるが、オバマ大統領がメンバーを選任するのに時間を要しているため、機

能していない。 

イ アメリカには個人情報保護委員会（個人情報保護を目的とする独立した第三者機

関）がないため、ＦＴＣ（Federal Trade Commission：連邦取引委員会）が消費者保

護の立場から個人情報保護の取組を行っている。ＥＰＩＣは 15 年間、ＦＴＣが消費者

の個人情報保護の権限拡大するよう寄与してきた。重要な事件（2002 年マイクロソフ

トパスポート事件、2005 年チョイスポイント事件）があり、２件ともＥＰＩＣが苦情

申立てをし、ＦＴＣが強い措置をとった。 

しかし、 近はＦＴＣも業績が良くない。私たちが根拠のある案件と考えているも

の（クラウド・コンピューティング、フェイスブック、グーグルバズ）についても、

ＦＴＣはまだ対応していない。コミッショナーの交代は影響あると思っている。 

(6) ＮＡＩについて 

ア ＮＡＩ（Network Advertising Initiative: インターネット広告等を行っている

事業者の団体）のオプトアウト方式には反対。オプトアウトしてマーケティング情報

を対象から外しておくにはＮＡＩのクッキーを常にパソコンに登載しておかなければ

ならないが、ここで問題となるのは個人情報保護に敏感な人はクッキーを定期的に削

除しているということである。消費者もこのような広告方式には賛成していないと思

う。ＣＤＴ（Center for Democracy and Technology: プライバシー保護団体）がＮＡ

Ｉについてよく調べている。消費者がいかに迷惑しているかを提示している。 

イ ＮＡＩの主張について、広告の範囲がどの程度のものか限定されていない問題が

ある。広告のおかげでインターネットで提供される情報が無料になっている面がある

のも確かではあるが、ＳＮＳ（ソシアル・ネットワーキング・サービス）などは、情

報をユーザー自身が作成している。登録料をとってサイトを設けるというビジネスモ

デルを考えるべきではないか。 

(7) 社会保障番号について 
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ア 社会保障番号は、アメリカでは も古いし、 も懸念される個人情報保護に関連

する問題である。 

イ 一番の問題は、国民の知らないうちに、政府が国民をプロファイリング（人物の

行動及び人格的特性を描写すること）できるのではないかということである。ＩＤの

危険性は政府によるプロファイリング。これが 近注目されてきたのは移民法改正で、

正規に雇用される資格を有しているかを証明するために常にカード所持を義務付けら

れたことがある。 

ウ ＩＤ盗難（なりすまし）は非常に大きな問題であると議会でも理解されている。 

エ 社会保障番号の一番の問題は、口座番号・パスワードの双方として機能すること。 

たとえば、ある企業とビジネスをするとき社会保障番号の下４桁をパスワードとし

て使用することを指示される。電話会社も同様。 

(ｱ) ２年前、報告書が発表され、使用範囲を制限することについては支持するが、

もっと制限を強めるべきである。 

(ｲ) 銀行以外には社会保障番号についての規制は加えられていない。 

(ｳ) ニューヨーク、カリフォルニア、テキサス州は、利用範囲を制限する州法を制

定している。 

オ 誰がウオッチャーの監視をするのか。 

個人情報保護と安全保障のバランス論は誤った考え方である。責任の所在を明らか

にする方法を追及すべき。個人情報保護と安全保障は両方同じウエイトが占められる

べきである。 

カ 個人情報保護関連団体はオバマ大統領に失望している。 

(8) ＦＴＣについて 

ア ＦＴＣは消費者の個人情報保護のために行動できているのか。強制的な措置がと

られていない。 

イ ＥＰＩＣは自主規制方針には反対。企業独自の判断になるため必ずしも消費者保

護にならない。 近の例としてグーグルバズがある。Ｇメール（ユーザーの個人情報）、

ソシアル・ネットワークのサービスを提供するため、Ｇメールユーザーをグーグルバ

ズに移行させてしまった。その結果、Ｇメールユーザーの個人的なやりとりやコンタ

クト先のリストが公の場に出てしまった。この点について、ＦＴＣは沈黙を守ったま

まである。 

ウ ＦＴＣは、ＳＳＮとコンシューマー・プライバシーについて管轄している。 

ＦＴＣ（連邦取引委員会）が管轄（商業担当）している事項 

(ｱ) ＳＳＮ（社会保障番号）    

(ｲ) コンシューマー・プライバシー（消費者のプライバシー） 

a ＤＨＳ（国土安全保障省）のＣＰＯ（Chief Privacy Officer）が管轄（政府

内のプライバシー問題担当）している事項 

b ＲＥＡＬ ＩＤ（国家レベルで統一した新たな技術標準と認証手続に準拠した

州発行の運転免許証・ＩＤカード） 

c ＰＩＡ（プライバシー・インパクト・アセスメント） 

(9) ＰＩＡ（プライバシー影響評価制度） 



資料１ 

 

- 243 - 

ア ＰＩＡ（プライバシー影響評価制度）の実施により色々なプログラムがキャンセ

ルされる可能性がある。ＰＩＡを実施してもプライバシー侵害の問題は残る。 

制度自体はＯＫだが、米国ではやり方に問題がある。評価申請機関から独立した立

場の者が行う必要がある。 

イ ボディスキャナー 

(ｱ) 空港などで使用されるボディスキャナーには反対である。スキャナーに写され

る情報が保存される。ＰＩＡによるプライバシー保護違反ではないとの結論は不適

切である。独立した立場で影響評価する必要がある。 

(ｲ) ボディスキャナーについてカナダのプライバシー・コミッショナーが判断して

いるが、実際の映像を記録して保存することをカナダのプライバシー・コミッショ

ナーは知らなかった（コミッショナーが意見を出した後に話をする機会があったが、

そのように言っていた）。したがって、コミッショナーはスタンスを変更する可能性

がある。 

(ｳ) 初は二次的な検査方法の予定だったが、現在は全員に対して適用することに

なっている。 

(10) 監視カメラについて 

ア 司法省の玄関のところにも監視カメラがある（オフィスに写真）。 

イ 監視カメラの必要性は分かるが、情報の収集について制限を加えるべきであり、

責任の所在を明確にすべきである。カメラ同士のネットワークが危険。 

ウ 民間レベルの例：広告にカメラ設置。心配していることは、カメラの小型化、ス

マートカメラ（個人を特定・識別できる）、ネットワーク化。 

(11) 独立機関構想について 

ア ＥＰＩＣは、独立した第三者機関が強制権限を持つことを推奨している。カナダ

でもフェイスブックに関する案件でプライバシー・コミッショナーが強制権限を行使

した例がある。 

イ オンタリオ州のプライバシー・コミッショナーは、フェイスブックと一緒に教育

ビデオを作成している。スタンスは連邦と少し違う。オンタリオ州のプライバシー・

コミッショナーは企業と連携する傾向がある。 

ウ ＥＰＩＣとしては、カナダのプライバシー・コミッショナー制度は機能している

と考えている。理由は法的枠組みがしっかりしていること、仕事をするのに必要なリ

ソースも提供していること、コミッショナーも責任感が強いこと。 

ストダード氏（現在のカナダのプライバシー・コミッショナー）は優秀。欧州とア

メリカの仲裁もしている。 

エ カナダもヨーロッパもいいモデルになる。アメリカでは、ＦＴＣのようなかたち

で連邦個人情報保護委員会を設置できればと思っている。 

オ 日本の堀部教授は、コミッショナー制度は安定的で必要性があると言っている。 

 

第２ ＦＴＣ（Federal Trade Commission：米連邦取引委員会） 

１ ＦＴＣについて 

(1) 組織 
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ア 個人情報保護の第一次的な機関であり、全国８カ所に地方事務所を置いている。 

イ ５人のコミッショナーがいて（うち１人が委員長）、その下に、競争局（独禁法）、

消費者保護局、経済局の三つの部局がある。 

ウ 消費者保護には、詐欺的なことに対する保護、個人情報保護、安全管理といった

ものがある。 

(2) 活動～多角的なアプローチ 

議会による立法、司法手続による強制、消費者及び事業者に対する教育、政策関連の

仕事、議会に対する情報提供。 

 

２ ＯＢＡ（Online Behavioral Advertisement：オンライン行動ターゲティング広告）に

ついて 

(1) 背景 

ア プライバシーと個人情報の保護の部門 

イ 現在の二つの個人情報保護に関する枠組み 

(ｱ) 通知と選択のアプローチ 

批判：プライバシー・ポリシーが長くて消費者が理解できていない。 

(ｲ) 損害論的アプローチ 

情報の使い方によってどのような被害が生じるかに焦点を当てている。 

批判：焦点の範囲が狭い。事後処理になっている。 

ラウンドテーブルでこれらのアプローチの見直しがなされている。 

(2) 1990 年代 

ア 1990 年代半ば～ＯＢＡ取組をはじめる。 

イ 2000 年にＮＡＩが自主規制団体として結成された。ＦＴＣは支持を表明したが、

法的措置も必要と提言した。 

ウ 規制は立法化されなかったが、ＯＢＡに焦点がしぼられるようになってきた。 

(3) タウンホールミーティング（市民からのパブリックコメント） 

ア ＯＢＡは消費者にとって以下のメリットがある。 

(ｱ) 不要な広告が送られてくることがなくなる、又は減る。 

(ｲ) 無料でコンテンツを利用することができる。 

イ ＯＢＡの問題は、消費者に見えにくい点である。消費者は個人情報保護方針を見

て第三者に漏れることはないと誤解してしまう。 

ウ 87 のグループから 63 のコメントをもらった。コメントは、グーグル、広告会社、

オンライン企業等。多くのコメントが関心を示していたのは規制の適用範囲だった。 

エ 主な問題 

(ｱ) ＰＩＩ（Personally Identifinable Infomation：個人を特定できる情報）と非

ＰＩＩの区別の仕方 

タウンホールミーティングで確認されたことは、非ＰＩＩであっても蓄積されれ

ばＰＩＩになるということ。ＡＯＬのデータ流出事件もあり、ＦＴＣとしてはＰＩ

Ｉと非ＰＩＩの区別をやめた。 

(ｲ) 第一人者（First party）対第三者（Third Party） 
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消費者にとっては第三者による情報利用が問題なので、ＦＴＣではこれに焦点を

当てている。コンテクストによる広告方式（ウエブサイトの内容に即して打つ広告）

には注意を払わない。 

(4) ＦＴＣスタッフレポート（2009 年２月） 

ア 規則（行動基準） 

(ｱ) ＯＢＡの透明度と規制について、消費者が提供した情報が誰に提供されるかを

明示した上で選択できるかについて焦点を当てた。 

(ｲ) 企業に関しては、データを安全に、一定期間のみ保管することを示した。企業

が自分で保管方法、期間を決められるようにした。 

(ｳ) 個人情報保護方針に修正を加えたときは、情報主に明示の同意をもらうように

求めた。 

(ｴ) 明示的な同意が必要なのは、誰もが同意を要するであろう財務、医療、子ども、

所在地などのセンシティブ情報。 

イ ＩＳＰ（Internet Service Provider：インターネット・サービス・プロバイダー）

とＤＰＩ（Deep Packet Inspection：ネットワークを通過するデータ通信中の情報の

解析）。 

ＩＳＰがＤＰＩの研究をしていることを警戒。消費者の行動をトラッキング（追跡）

できる。ＩＳＰは登録者の個人情報を把握している。議会でも 2008 年聴聞会、ＩＳＰ

はＤＰＩの研究を自主的に中止。ＤＰＩを用いていたネビアド(NebuAd)は倒産した。

ＦＴＣでは、ＤＰＩ個別の規則を設ける代わりに、透明性と消費者の選択権を求めた。  

オプトアウト・インを指示しなかった。オプトインを指示しなかったのは、事業者が

初の約款に同意を入れてしまい、事前同意があるから何でもしていいという企業の

弁解を防止するため。個人情報保護方針についての通知についても携わっている。方

針外での通知を試すよう提言。 

(5) タウンホールミーティング後の反応 

ア タウンホールミーティングの後にＮＡＩが自主規制内容を見直した。ＮＡＩの会

員数が増加した。ＮＡＩはオンライン広告業者の集まりであるが、その他の広告事業

者が自主規制団体を設立した。彼らが導入した自主規制の規則はＦＴＣが推奨する規

則と近い。 

イ 消費者教育のキャンペーン。 

(6) ラウンドテーブルシリーズ（公開討論会） 

ア 2009 年から 2010 年３月にかけてラウンドテーブルが開催された。個人情報保護

の自主規制の枠組みを見直すことが目的。 

イ ラウンドテーブルでは消費者にツールが提供されているにもかかわらず、それを

妨害するようなツールも開発されていることが指摘された。一つ目はクッキーに関し

てである。消費者がクッキーを削除・防止する手段に対抗して、フラッシュクッキー

を企業が使用している点である。二つ目は、第三者が第一人者を装ったクッキーであ

る。 

ウ 企業側はいまだにＰＩＩと非ＰＩＩの区別をしている。 

エ 法制化による規制の必要性については、ラウンドテーブルで行われたことを現在
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評価・検討しているので、方針がどうなるかはこれからだが、個人的見通しとしては

既存の法５条による強制措置を行うことになるのではないかと考えている。 

ＯＢＡ規制法制化の動きが自主規制を進める動機になっている。一般的には立法化

しようとすると、法的に強制されたくない業界は自主規制しようとする。 

オ すべての業界が自主規制を設けているわけではない。自主規制をする業界に加入

する企業はもともと従うタイプ。 

(7) ＦＴＣ法第５条について 

ア 適用にあたっては、詐称的要件(deception)と不公正(unfairness)要件の２種類が

ある。 

イ ＦＴＣが扱ってきたほとんどが詐称的な行為。 

ウ データの安全管理に関する場合はほとんどが不公正に関わってくる。ＴＪＸ社の

ケースは不公正。不公正な要素の一つを立証する手段として実質的な損害

(substantial injury)が発生するかということがある。経済的なものであれば損害と

見やすいが、個人情報保護関連の案件について、経済的なもの以外も損害と扱えるか

が問題となってくる。 

(8) ＦＴＣ法５条に基づく強制措置 

ア 業界による自主規制が十分ではない。管轄権をＦＴＣに委ねる。 

イ 個人情報保護方針違反で強制措置を講ずる場合。個人情報保護方針がある場合に

は何らかの措置がとれるが、方針を持っていない場合は何ら法的措置をとることはで

きない。方針の義務付けができていない。 

ウ 業界に個人情報保護方針を制定するよう働きかけている。消費者も要求するよう

になってきている。 

エ ＦＴＣは、立法化について正式な見解はない。個人的に言えば、ＦＴＣ法５条で

は不十分。たとえば経済的損害がないと措置がとれない。プライバシー・ポリシーに

不正があると思われても虚偽性がないと駄目。   

 

３ ＰＩＡ（Privacy Impact Assessment：プライバシー影響評価）について 

(1) 政府内の電子的データの分析の評価を行うシステム。公開されている。 

根拠  ：電子政府法 208 条。(E Government Act of 2002)。 

必要性 ：ソフトを購入するのと自分で作成するのとどちらが良いか。プライバシー

に関するリスクを特定して、そのリスクを削減・ 小限にとどめることの

評価。ＰＩＡによってプロジェクト自体が打ち切りになったケースは自分

は知らない。 

対象情報：個人を特定できる情報すべて。それ自体が特定できなくても他の情報と照

合することにより特定できる情報も含む。ＦＴＣの人事関係など、ＰＩＡ

は省庁内部においてのみ適用される情報については行われない。ＰＩＡの

目的は、公衆に対して情報をどのように使用しているかを知らせることに

あるので、内部使用は必要なし。 

主体  ：システムを導入したいというオーナー。 

(2) システムオーナーが原案を作成→ＣＰＯ（チーフ・プライバシー・オフィサー）→
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ＣＳＯ（チーフ・セキュリティ・オフィサー）→記録部門にも相談。必要のない情報を

いつまでも保有する必要はない。 

(3) 消費者からの苦情と対応。 

(4) 紙面上のデータを電子データ化するときもＰＩＡが必要になる。 

ＰＩＡは、技術的革新、収集データの変化、等により修正される。 

(5) ＰＩＡの主な質問事項～情報をどのように収集、発信、使用、なぜ必要なのか、収

集する権限等。 

情報収集の対象となった個人に対して、どのように伝えるのか。収集したデータをど

の程度維持するのか。プライバシー法（Privacy Act）で定められているシステム・オ

ブ・レコード・ノーティス（ＳＯＲＮ）。情報を収集し使用するシステム 通知するシ

ステムがあるか。 

ＰＩＡの基準については、セクション 208（電子政府法の条文）が詳しい。 

 

４ 社会保障番号（ＳＳＮ）について 

(1) 社会保障番号は申請によって与えられる。子どもについての社会保障番号がなけれ

ば減税対象にならないため、親は子どもについて申請するようになった。 

(2) 発行制度は、かつてどの州で作成されたかが分かるようになっていたが、それだと

どこで生まれたかの推測がついてしまうので、ランダムな番号に移行するようにしてい

る。 

(3) 企業の一部は社会保障番号に基づいて処理するシステムをとっているため、ランダ

ム番号に変更するには３、４年かかる見込み。企業に対する規制はない。この数年の間

に、社会保障番号の収集販売を禁止する立法化の動きがあるが進んでいない。法案が通

過しない理由は、優先順位の問題。 

(4) ＩＤ盗難（なりすまし）のリスク。ID Theft Task Force がＳＳＮの利用範囲を減

らすよう働きかけている。不要な番号は削除。ＦＴＣの問題として、何が不要な使用に

該当するかがあるが、社会保障番号を記入する欄を削除。 

(5) 金融関連のシステムは社会保障番号に依拠しており、これを急に変更するのは困難。 

 

第３ ＣＤＴ（Center for Democracy and Technology：センター・フォー・デモ

クラシー・アンド・テクノロジー） 

１ 組織概要 

(1) 個人情報保護、消費者保護、政府監視等を行っている。 

サンフランシスコにも事務所がある。ＣＤＴはかつてＥＦＦ（Electronic Frontier 

Foundation）の一部だったが、そこから離れて活動している。 

(2) 個人情報保護で問題を起こす前に事前に対応できるように、業界団体との連携をと

っている。   

フェイスブックやグーグルともより良い個人情報保護に向けて協議している。 

(3) スタッフは 35 名。弁護士は 10 名。 

(4) 資金源は、少ない一部は大手企業からの寄付、その他は個人や個人情報保護関連企

業からの寄付。 
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２ プライバシー保護の枠組みについて 

(1) 自主規制で十分と考えてきた。いかに情報開示をするかを企業に働きかけている。

しかし、これ以上、この方針を続けるのは難しいと 近は考えが変わってきている。消

費者に十分な情報が提供されていない。ＵＣバークレーの調査では、オンラインでもオ

フラインでも、消費者に行動ターゲティング広告が知られていなかった。 

(2) ＣＤＴは、 近オムニバス方式の立法が必要と考えている。 

(3) ＦＩＰ（Fair Information Practice:公正情報運用慣行）は有意義であり、立法化

されるべき。透明性が確保されるべき。下院インターネット小委員会のバウチャー議員

が立法化に向けて調整中。 

(4) ＣＤＴは、オプトアウト方式で立法されれば良いと考えている。強制力があればい

い。オプトアウト方式をとる場合、消費者に積極的に情報開示をすることが必要。グー

グル等３社は開示の方向に進んでいるが、一般的には不十分。オプトアウト方式導入の

理由は、議会はオプトインには反対すると思われること、オプトインだと煩雑になるこ

と（ウエブサイトを訪れるたびに何度も同意を求められる）、である。 

2009 年 10 月に法案提出予定であったが、提案されずにいる。法案はオンラインに重

点を置いているが、オフラインも含めている。 

(5) ＣＤＴは、ＰＩＩと非ＰＩＩについて、ＦＴＣと同じ立場である。 

ＦＴＣを強力に支持している。ＦＴＣは、個人情報・プライバシー保護に積極的なス

タンスをとっているように思う。 

(6) カナダのプライバシー・コミッショナーは望ましいが、アメリカでは難しい。業界

の反発が大きいからだ。 

アメリカでは、ＦＴＣと自主規制によって十分に規制していけると考えられている。

ただし、ＦＴＣに罰則・法規制を作成する権限を与えるべき（既存の制度の強化が必要）。   

また、検察当局との連携も必要。金融改革のときと同じような状況であり、既存のシ

ステムで対応すべきというのが本能的な態度であろう。 

 

３ ＯＢＡ（行動ターゲティング広告）について 

(1) ＮＡＩは、フラッシュクッキーの使用に明確に反対している。技術の差にかかわら

ず、平等に規制を行うことが必要である。フラッシュクッキーは消費者の認知度が低い。

業界でも使うべきでないという意見が多い。 

ＣＤＴも、フラッシュクッキーをプロファイリングに使用すべきでないと考えている。 

ＮＡＩ(Network Advertising Initiative)はＯＢＡの効果が約２倍というレポートを

近出したが、コンテクスト（文脈）ベースの広告との比較ではないので妥当ではない。 

(2) 消費者の利害を考慮した規制が必要と考えるが、ＯＢＡはすでに発展してしまって

おり、Privacy by Design をＯＢＡに適用するには遅すぎる。 

(3) 新しい技術が個人情報保護を蔑ろにしないよう注意していく必要がある。 

 

４ 社会保障番号（ＳＳＮ）について 

(1) 企業によるＳＳＮ使用については、州レベルでの規制はある。たとえば、流出時の
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通知等。 

(2) 多くの企業は、理由もなくＳＳＮを収集して長期間保有している。 

(3) ＳＳＮはユニバーサルＩＤを意図したものではない。提示拒否したもののサービス

提供を拒否してはいけないという規定があるが、消費者が提示してしまう傾向がある。

この点、法が機能していない。 

 

５ インターネットインフラについては、アグレッシブに法が介入しない方が良い。自主

規制が進んできている。消費者も個人情報がどう使われているかに関心を持っている。 

 

第４ ＦＰＦ（Future of Privacy Forum） 

１ ＦＰＦについて 

(1) 目的：企業には実質的な意義を有する立場になること、消費者にはその利益を理解

した立場になること。 

(2) 資金源：ＡＴ＆Ｔ、インテル等技術関連の企業から資金提供を受けている。 

予算、スタッフは少ない。 

(3) アドバイザリーボード（外部顧問委員会）には消費者代表、法律家代表等も参加し

ている。消費者代表は５、６名位いる。アドバイザリーボードは定期的に電話会議を行

っている。 

 

２ ＯＢＡについて 

(1) ＦＴＣも、自主規制をする 後の機会と言っている。 

(2) オンライン広告に使われるシンボルを作成した。 

ア アイコンをクリックすると情報提供画面に移り、情報収集について知ることがで

き、消費者はそれにより情報収集が続けてなされることを認めるか（そのような広告

を見続けることを認めるか）を選択できる。通知と選択の一つの方法である。 

イ このアイコンについては概ね良好な反応を得ている。ＦＴＣの消費者保護局の局

長も消費者保護の確実な一歩と言っている。ヤフーやＡＯＬも試験的にこのアイコン

を使いはじめている。 

(3) 消費者の選択に関する立法、ベースラインを立法しようという動きがあるが、法案

はまだ提出されていない。 

しかし、法制化を待つまでもなく、ＦＰＦとしては個人情報保護団体や消費者団体、

学術者と提携しながら打つ手があると考えている。 

立法の動きについては、ベースラインを設定し、関係者に平等で、介入の少ない、禁

止対象が限定されているものであれば良いと考えている。 

バウチャー議員の立法例は、一部の人に開示されているだけである。 

(4) ＥＰＩＣは個人情報の使用自体を嫌う、ＦＰＦは適切な使用であればＯＫという考

え。ＦＰＦのスタンスはＣＤＴに近い。 

(5) ＦＰＦのアイコンはＯＢＡ用のみ。 
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第２日目（2010 年４月 13 日） 

 

第１ ＮＡＩ（Network Advertising Initiative）  

１ ＮＡＩの背景・経緯等 

(1) ＯＢＡは 10 年以上前からはじめられた。ＦＴＣも 1990 年代から関心を持ちはじめ

た。 

ダブルクリックがクッキーを使用しはじめ、複数のネットワークにまたがって広告が

できるようになった。 

(2) 問題が二つある。一つは、消費者にクッキーを利用して情報を集めていることが理

解されていなかった。もう一つは、消費者に対して何の選択肢も与えられておらず、コ

ントロールができなかった。 

(3) こういった問題点に産業界側が対応するためにＮＡＩが設立された。企業に対し、

何が行われているのかを消費者に情報提供するよう呼びかけた。もう一つ規制の観点か

らＮＡＩが推奨したことは、ＯＢＡ、クッキーでオプトアウトする選択肢を与えたとい

うことである。後者は完全ではなく、すべてのデータ収集をオプトアウトすることはで

きなかった。オプトアウトが適用される情報収集の範囲は特定のユーザーについてのプ

ロファイリングのためのものである。 

(4) 非ＰＩＩについてもユーザー側にオプションを認めるべきだと 初に主張したの

はＮＡＩである。 

(5) 2000 年代はじめ、ＩＴバブルがはじけて関心が薄れた。しかし、2004 年から 2006

年に経済状況が回復するにつれ、ＯＢＡ技術の開発が始まった。グーグル、ヤフー、マ

イクロソフトといった大手企業も関心を持って、買収して技術を取り入れ始めた。たと

えば、ダブルクリック（グーグルが買収）、エコワンティブ（マイクロソフトが買収）。 

こういった技術が重要な理由は、ユーザーが閲覧しているサイトだけの広告では不十

分という点があげられる。たとえば、新聞記事、Ｅメールでは、ユーザーの性格を分か

っていないと効果的な広告を行えない。イラク戦争を扱った新聞記事を読むユーザーで

あるからといって、関連する広告を選択するのは困難。2007 年、ＦＴＣが消費者のため

になっているのかを評価しはじめた。 

消費者も関心を持ちはじめた理由として、ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロ

バイダー）の広告技術が発達したことがある。ＩＳＰが行うターゲティングは、コンピ

ューターによるインターネットによる接続という基本的な状況から色々な情報を入手

できる（何でも分かってしまう）。クッキーとは異なった技術だが、消費者から見たら

類似の技術に見えた。立法者側の立場からすると、消費者が十分に保護されているかと

いった観点から評価するようになった。 

(6) クッキーを用いたものについてはオプトアウトで十分と考えている。 

(7) ＤＰＩ技術が入ったことでオプトインにすべきという見方が強くなった。消費者保

護団体から、ＯＢＡについてはすべてオプトインにすべきという意見が出された。 

(8) 2007 年、ＯＢＡを行っている企業の多くが自主規制団体に入っていないことが指摘

された。これに対するＮＡＩの回答は、2008 年に自主規制のルールを更新したことであ
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った。加盟会社も 10 社から 40 社に増えた。オンライン広告大手 15 社のうち 14 社が加

盟している。 

しかし、立法、規則の制定によるＯＢＡ規制の動きも高まっている。規制の動きに対

しては自主規制が強くなり、ＮＡＩに似た規制をするようになった。例：ＩＡＢ。 

(9) ＤＭＡ(Direct Marketing Association)、ＩＡＢ(Interactive Advertising Bureau)、 

ＡＡＡＡ (American Association of Advertising Agencies)、ＡＮＡ(Association of 

National Advertisers)、ＣＢＢＢ(Council of Better Business Bureaus)の５つの団

体の自主規制は、ＮＡＩのサポートのもとでより強化された。 

(10) アイコン  

個人情報保護方針とは別に、広告の中にアイコンを埋め込むことによって消費者に情

報提供する。 

多くの企業が、クッキーの利用について消費者に通知し、選択肢を与えることをして

いる。 

(11) ＦＴＣとの間で、自主規制が十分かを継続的に協議している。 

リアルタイムで広告するメカニズムは複数の第三者が関与するなど非常に複雑にな

っている。広告を行うための情報収集のメカニズムの透明性が議論されている。 

また、情報収集に関して、オプトアウト又はオプトインによって許可すべきなのかも

議論されている。 

(12) 毎年メンバーの会社に対して自主規制を守っているかを調査している。違反があ

った場合には公表するか政府に通知する罰則が設けられている。 

(13) 業界の政策を作る仕事もしている。センシティブ情報は消費者の同意（オプトイ

ン）がないと利用できない。 

(14) ＮＡＩは、フラッシュクッキーは消費者にはっきりと認識できるものではないと

考えている。そのため、我々の規則ではＯＢＡの目的としてフラッシュクッキーを利用

してはならないとなっている。今年の１月にルール化した（ＨＰのＦＡＱ19）。 

(15) クッキーの削除という批判について。2009 年、ＮＡＩはオプトアウトクッキーの

有効期間（オプトアウトクッキーを 低５年有効にすること。ＦＡＱ#11）に同意した。

また、消費者オプトアウトプロテクターを導入した。ＮＡＩサイトのオプトアウトペー

ジで選択。柔軟性を保てる。 

(16) オプトアウトが全世界に適用されるか、オプトアウトが国際社会で認められるの

か、という問題がある。 

 

２ 最近の課題は、規制である。 

(1) ＯＢＡの経済的価値についての質問が省庁からなされている。ＯＢＡの経済的価値

については、コスト的に通常の２倍かかるが、消費者の反応も普通の広告に比べてとて

も良いと言える。 

消費者がどのようにして情報を得ているのか。デフォルトとして推奨しているのは、

消費者にとって関連性のある広告を出すこと、オプトアウトの選択肢を与えることであ

る。 

(2) フラッシュクッキーの規制は１月からなので、違反があればレビューにのるだろう。 
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レビューの方法は、 初に質問状・回答書、次に個別の面談（電話で行うインタビュー）・

（事業がどのように行われているかなどという幅広い観点）、技術的なシステム・個人

情報保護方針・マーケティングの方針を独自に検討する。 

(3) 2009 年の調査報告書で、加盟会社が情報の保管期間を掲示していなかったことや、

加盟会社のオプトアウト表示が不十分であることが報告され、2010 年になって改善策を

示した。加盟会社は改善勧告に従ったので、政府に対して違反の報告はしていない。 

(4) 自主規制の理論は、政府から予算を受けてレビューを行う代わりに、業界から予算

を受けてレビューを行う。競合会社にも同じ条件を求める。市場の中で自主規制に従わ

ない企業を減らしていく。立法化されることになるのであれば、自主規制のメリットを

残すかたちにして欲しい。 

 

３ みんなが、オプトアウトしてしまえばＯＢＡは成り立たないが、知識と選択権を与え

ることで、ＯＢＡに安心感を持ってもらい、オプトアウト自体を減少させられると考えて

いる。 

 

４ ヨーロッパでも活動したいが、アメリカで手一杯である。ＮＡＩは、ヨーロッパでは

活動していない。 

 

５ 将来の展望 

(1) 現地法を尊重して、現地法で解決しやすい方法を選択する。 

(2) 各国の政府が自主規制が正しいのか見極める必要がある。技術が日々進歩している。 

現在はフラッシュが問題になっているが、将来別の問題が出てくる。問題に敏感に対

応できるのが自主規制である。 

 

第２ Prof.Joel Reidenberg 

 ニューヨーク・フォーダム大学教授（ワシントンＤＣとＮＹでビデオ会議を実施）。 

（なお、このビデオ会議は、Debevoise & Plimpton 法律事務所ワシントンＤＣオフィスの

協力を得て、同事務所で実施した。同オフィス代表パートナーである Jeffrey P. Cunard

弁護士には、本ビデオ会議設定のほか、ワシントンＤＣのいくつかの訪問先とのアポイン

トメントとり等において多大な協力を得た）。 

 

１ 法規制か自主規制か 

 この議論は、解決を見ることなく 25 年間続いている。 

 教授の見解は、自主規制はうまく機能しないというもの。理由は、①情報の流れが不平

等（特に民間・商用）、自主規制の方式は消費者側にも情報がいっていること、その上で選

択（同意又は拒否）できることが前提条件になっている。たとえば大手のプライバシー・

ポリシーを読んでどういった情報が収集され使われているかは分からない又は非常に分か

りづらい。そのため、自主規制がうまく機能するためには消費者が収集される情報、使用

を理解する必要がある。②ＯＢＡについて、2009 年秋にペンシルベニア大学とＵＣバーク

レーの共同調査がある。この調査結果によると、消費者の 66％がＯＢＡを快く思っておら
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ず、データ処理システムに不安を持っている。自分の関心のあった広告を配信されること

に対して、多くのアメリカ人は拒否を示した。82％のアメリカ人が自分の関心のあった広

告（ときには割引券もついている）を受け取りたくないと答えた。個人的な情報を用いた

広告に拒否を示した。調査対象の 30％がオンライン広告に対する規制が必要であると答え、

70％がオンライン広告のために収集された個人情報の削除を要求している。プライバシー

を専門に扱っている学術者として、罰則に興味を持った。53％が会社の経営陣を禁固刑、

会社をつぶすべきと言っている。 

 自主規制派の主張（法規制では技術革新についていけない）については、反対である。

自主規制が機能していないことは現状を見ても明らかである。インターネットは透明性が

薄れてきて、消費者にとって有害になっていきている。たとえば、ＩＤの盗難（なりすま

し）がある。ストーカー行為も発生している。また、幅広い情報にアクセス可能であるた

め、特定の層をターゲットにしたマーケティング活動を行いやすい。サブプライムローン

の市場もインターネットのアクセスに基づいている。しかし、自主規制でやってきたから

こそ市場がうまく機能してきたとは、アメリカ人は思っていない。 

 カナダやヨーロッパでは法規制が導入されている。自主規制を信頼していない。 

 自主規制を信頼するか否かのスタンスの違いは、国民性の違いもあるだろう。アメリカ

では国家権力に対する不信がある。ヨーロッパでは国家権力は国民の権利を保障するとい

う認識もあるのだろう。 

 

２ ＰＩＩと非ＰＩＩの区別について 

(1) 定義について考える必要がある。 

カナダでは「パーソナルデータ」という用語を使っている。これには「個人を特定す

るのに利用できる情報」が含まれる。  

ＰＩＩは、「個人を特定できた情報」という狭い意味合いである。 

アメリカについて言うと、特定できる情報とそうでない情報の区別は薄れてきている。

照合による特定が可能になる場合があるからである。匿名化されても Re-identify（再

識別）が技術的に容易になっている。 

たとえば、ネットフリックス（ＤＶＤのレンタル会社。オンラインで注文。お勧め映

画を案内してくる。）の例がある。ネットフリックスが入手した情報と他から得られた

情報によって個人を特定した。ＩＰアドレス、地理的位置、ユーザーの属性等をもとに

個人を特定していった。 

二つ目の問題は、子どもに関するデータ・プライバシー。ケンタッキー州は子どもの

成績表（学校全体の成績表）を公開する。ケンタッキー州では子どもを特定することが

できた。 

(2) 識別可能性の判断は、誰がする？ 

データ管理責任者が判断すべき。データ管理責任者を監視するシステムが必要。どの

時点（データ管理責任者が匿名データを個人を特定したかたちで使用しようとしたとき

か、実際に使用したときか、そういった問題が起こらないように監視するのか）で監視

機能が発揮するのかは、自主規制か法的規制かによって異なる。法的規制の場合は情報

がどの時点で特定可能になるのかを判断する必要がある。アメリカの場合は、それはＦ
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ＴＣや検察局が担うことができる。たとえば、ネットフリックスに対して、照合しにく

いようなデータを開発するような義務を課すかどうかを検討することになる。 

 

３ 法制度について 

 カナダの法制度は好ましい側面もあるが、カナダ独特の制度だからこそ機能するものも

ある。たとえば、プライバシー・コミッショナーは連邦と州の共同機能である。 

 アメリカでは、 

(1) 民間すべての分野に適用可能な法制度が必要と考えている。 

(2) 基本的な基準を設定した上で、柔軟性のある規制が必要。 

(3) 違反があったときの対応のために、監視のメカニズムも必要。 

(4) 公的な被害についてはプライバシー・コミッショナーのようなもの、個人的な被害

については民事的手段で対応することが望ましいと考える。 

法規制を希望しているが、現実的見通しとしては、５年以内に法規制ができる可能性

はないのではないか。米国では国家権力への懐疑も強い。 

ＦＴＣは、当時のコミッショナーが強い関心を持っていたから監督できていた。ＦＴ

Ｃの規制目的は独禁と消費者保護。プライバシー関連の問題は双方にうまくフィットし

ない。通信、労働関係にはＦＴＣの権限は及ばない。 

４ ＳＳＮは本来センシティブな情報と言われているが、銀行口座、携帯電話の請求書に

使用されているため、情報のアクセスが容易。 
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第３日目（2010 年４月 14 日） 

 

第１ カナダ 連邦プライバシー・コミッショナー 

１ ＯＢＡについて 

(1) リサーチをカナダでもやっている。今までのところ、大きな調査案件はなかった。 

(2) アメリカでは似た状況があり、アメリカの業界は規制を避けようとしている。アメ

リカでは自主規制とガイドライン。カナダは検討中。業界の意見を聴こうとしている。

規制が必要かを調査中。 

ＦＴＣのコミッショナーはしびれをきらしてきている。アメリカの議会では、一部の

議員は規制が必要という人もいる。 

カナダでは３か月間公開協議（コンサルテーション）を行う。トロントでは１日コン

サルテーション（オンライントラッキングについて）を行う。協議結果は、ＷＥＢサイ

トに公表する。 初は発言希望者からの発言を受け付け（16 件）、公表許可を受けて発

表している。協議結果は翌日には見られる。報告書も作成予定。サマリーは夏に発表予

定。もう一つの報告書は議会に提出。 

(3) ＰＩＩ(Personal Identifiable Information)と非ＰＩＩの区別は、アメリカでは

重視されているが、カナダでは合理的な識別可能性を考慮するので区別しない。 

誰でも個人情報だと考えるエリアがある。氏名、年齢、住所、生年月日、民族的背景、

性別など。ただし、グレイエリアは存在する。ＩＰアドレスも文脈によっては個人情報

に該当することがある。ＯＢＡにより大量の情報が集められている。個人の肖像が作ら

れている。消費者も心配・懸念を持って、ＯＰＣ（Office of Privacy Commissioner: プ

ライバシー・コミッショナーのオフィス）に苦情を言ってくる。法の整備をどうするか

を検討している。現在は規制をしていないが、まずは現状の把握をすべくモニターをし

ている。 

(4) 自主規制と言っても二つある。 

一つは広告業界によるもの、もう一つはデータ会社によるもの。後者はグーグル。プ

レファレンスセンターを設け、情報の収集利用に関する総合的な情報が利用者に分かる

ようにしている。会社によってやり方は異なるが、たとえば、情報収集を止めさせるオ

プションはユーザーに与えないが、どのように使うかについては選択肢を与えているも

のがある。広告業界のＮＡＩやＩＡＢでは、業界全体のスタンダード作成をしようとし

ている。どのようにＯＢＡを行うか透明性、明確性を出す方向でやっている。情報収集

の方法は個人情報が明らかにならないような方法を議論している。プライバシー・コミ

ッショナー・オフィスには、少数派の不満の人たちが苦情に来る。 

カナダの場合は、市場がアメリカとほぼ一体化している。アメリカの方が話は進んで

いる。財務的脅威（訴訟による）がアメリカにある。カナダではそこまではない。しか

し、カナダでもアメリカのものを持ってくる。情報収集自体を止めさせたいという人も

いる。 

(5) ＯＰＣがベルカナダについて検討した事案がある。ベルカナダはＤＰＩ技術を使っ

ている。プライバシー・コミッショナーでも、何に使っているのか、何のために使って
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いるのかを調査した。電話会社、インターネット会社。ベルカナダとしては、市場でネ

ットワーク管理のために使っているとの説明があった。たとえば、Ｐ２Ｐのような用途

でダウンロードしていることの管理。ＤＰＩはネットワーク管理のための道具である。

ＯＰＣは、ベルカナダの場合、ＤＰＩ技術を使ってデータパケットとユーザーＩＤを結

び付けることが可能であることを留意している。目的は認識するが、個人情報と結び付

けられる危険性を指摘した。 

ピペダ（ＰＩＰＥＤＡ：Personal Information Protection and Electronic Documents 

Act 個人情報保護及び電子文書法）は本来商業取引（電子商取引）をスムーズに進める

ための法律であるから、これにより商業活動を規制しないようにしている。ＰＩＰＥＤ

Ａは 2011 年に改正の話がある。 

 

２ ＳＩＮ（Social Insurance Number：社会保険番号）について 

(1) 個人の識別番号として使われる。政府は財務的及び税上の情報について、ＳＩＮを

使用して個人識別をしている。すなわち、保険、社会保険にアクセスするにはＳＩＮ番

号が法律上必要とされている。また、カナダでは税に関する取扱い（税額控除関連、所

得証明、利子収入、キャピタル・ゲイン等）の個人識別はＳＩＮで行っている。刑法上

もＳＩＮが必要とされている（マネーロンダリング、財務的追跡）。 

(2) ＳＩＮシステムは、電子ベースではない。単純なもの。たとえば、私がもらってい

るＳＩＮのカードはプラスチック製であり名前とＳＩＮ番号がついているもので、30 年

前から何も変わっていない。処理する省庁側のデータ処理は電子化されている。データ

の共有も一部は行われているが、非常に制約がある。市民がＳＩＮの更新や情報を変更

するといった仕組みはない。財務的な情報、たとえば就職したらＳＩＮ番号を書かせら

れる（収入把握のため）ことはある。政府も教育はしているが、懸念もなくはない。税

務以外の場面でＳＩＮを使用するのではないかという懸念もある。欧州・英国のような

統一番号（National ID）とは違う。韓国のものともほど遠い。たとえば、ＳＩＮ番号

を税務以外のものに使おうとするとカナダ国民は反発をする。各省庁ではそれぞれＳＩ

Ｎ番号を使って個人識別をしているが、全省庁の共通のデータベースのようなものはな

い。そのため、カナダでは国民ＩＤになっていない。これはプライバシー上の問題もあ

るが、政治的に受け容れられないということもある。1940 年代、国民の情報を管理する

ために連邦政府が国民ＩＤを提案したところ、特にケベック州民は主権侵害として反発

した。なお、ケベック州は他の州よりも権限が強い（税金の徴収等）。ケベック州は嫌

でない範囲であれば連邦にとどまっている。ＳＩＮについても、ケベック州は給付を受

ける、又は所得税上の情報として使うところまでは許容するが、個人を追跡管理する制

度として使おうとすると強い反発をする。カナダ全体も反対が強いが特にケベック州が

強い。 

(3) ＳＩＮ番号盗難もある。国際的な組織犯罪によるターゲットにされている。盗難さ

れたＳＩＮ番号は旅券入手に利用される。財務的不正（詐欺）にも利用されている。盗

難件数は追跡していない。数は多くない。アメリカのような不法移民の問題（同じ番号

が複数作られて利用される問題）もカナダにはない。 

(4) 政府以外の団体がＳＩＮを識別番号として使おうとしている。たとえば、ケベック
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州の電力公社は顧客のアカウント番号代わりにＳＩＮ番号を使っている。ＳＩＮの民間

利用は不法ではないが、連邦プライバシー・コミッショナーとケベック州プライバシ

ー・コミッショナーはＳＩＮ番号を使わないようにと忠告している。企業の内部のシス

テムや顧客が詐欺に狙われる危険性といった問題がある。また、業界によってはより大

きな個人情報のパッケージの一環としてＳＩＮ番号を収集するところもある。たとえば、

住宅ローンのブローカー、賃貸住宅の家主といったところである。特に家主は信用チェ

ックのためにＳＩＮ番号を使おうとしている。連邦プライバシー・コミッショナーは、

家主に対して、信用チェックにＳＩＮ番号は不要であり、ＳＩＮ番号を収集しないよう

に忠告しているが、いまだに賃貸借契約書の標準的な書式にＳＩＮ番号の記載欄がある。 

(5) 国民に対する教育の一つとして、財布の中にＳＩＮカードを入れないように教育し

ている。48％がＳＩＮカードを財布に入れて持ち歩いている。ＳＩＮ番号は子どもでも

就労する場合には取得できる。14 歳から就労可能。その年代の子どもに、なぜＳＩＮが

必要か、誰にＳＩＮを言ってもいいかなどを教育している。 

(6) 従業員との関係について、自営業者はビジネス登録番号、物品サービス登録番号（Ｇ

ＳＴ）、ＳＩＮの３種類を持つ。自営業者が顧客に提示する番号は、ＧＳＴとビジネス

登録番号。その際にＳＩＮは使わない。ＳＩＮは税務当局との関係のみで使う。 

(7) ＳＩＮの目的は、社会保障給付と税にあるので、ＳＩＮの民間での利用は想定され

ていない。ビジネス番号（企業番号（州又は連邦が発行～政府に対する報告））、ＧＳＴ

（歳入庁に対して登録）。 

 

３ プライバシー・コミッショナー 

(1) 組織の概要 

職員数は 150～170 人。内訳は、調査員（インベスティゲーター。具体的な苦情を受

けて調査をする人）約 40 人、弁護士 10～15 人、調査員（リサーチャー。問題を予期し

て一般的なものとして調査。オンラインの子どもの問題、ＯＢＡ等分野ごとに調査して

いる。コンピューター科学で博士号をとった人が２人いて、インベスティゲーターに教

えている。）約 15 人、コミュニケーション 15 人、監査が 10～15 人、その他総務・人事・

経理である。 

年間予算約 2000 万ドルである。 

プライバシー・コミッショナー・オフィスとしては、世界でも 大規模の組織の一つ

と言える。 

(2) トップは、コミッショナー（７年任期）。現在のコミッショナーは今年 11 月に任期

が切れる。その下にアシスタント・コミッショナー（２名、３年任期）がいる。アシス

タント・コミッショナーの１名はＰＩＰＥＤＡの担当、１名はプライバシー法の担当で

ある。 

(3) ＯＰＣはオンブズマンとしての役割である。すなわち、法的な取締り・罰金の権限

がないが、道徳的説得力の発揮の仕方がうまくできている。刑罰を使わずに政府・民間

に改善をさせている。ＯＰＣは、議会に対して報告して公表する。取締り・刑罰権限が

ないことは弱点ではあるが、今のところ変更する予定はない。 

(4) 秋の連邦議会で、重要な法改正を２点行う予定。１点は、市民からの苦情を却下す
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る権限を持つ（現在はすべて調査することが義務付けられている。）。もう１点は、国際

パートナーとの情報共有を可能にする（例：アカバの事案。ＦＴＣとの合同調査。国際

的な事業展開から問題が生じている。多くのプライバシー問題は、アメリカでまず問題

となるため、アメリカと共同調査できることは非常に重要である。アメリカはプライバ

シー法には柔軟）。 

(5) フェイスブックは世界的な企業。カナダのプライバシー・コミッショナーは決定等

を強制する権限（法的な取締・罰金を科すなどの権限）がないため、調査した結果を勧

告し、企業が約束し、それを遵守しているかモニターするという方法をとっている。2010

年１月に再開したフェイスブックの調査は、2009 年 10 月にフェイスブックがビジネス

慣行を変更したので、それとそれまでのフォローアップをする必要があった。国際的な

企業の問題については、一つの国のコミッショナーだけではなく、複数の国のコミッシ

ョナーから意見を言うことが必要であり効果的である。 

 

４ ＰＩＡ（Privacy Impact Assessment：プライバシー影響評価） 

(1) ＰＩＡは道具として非常に有用であると言える。つまり、プライバシーや個人情報

の保護や影響を普段考えない人にこれを考えざるを得ない方向に向かわせるという点

で有用である。 

(2) ＰＩＡは法律に基づくものではないが、内閣財務委員会の指令になっており、連邦

政府の各省庁は政策として守られなければならない義務（影響評価の実施、公表義務）

になっている。 

(3) 民間セクターにとっても社内の道具として有用である。ＰＩＡは手順を追って実施

すれば誰でも専門的知識がなくてもできる。ＰＩＡの実施は政府に対するアピールにも

なる。ヒューレットパッカードもＰＩＡを基本にしてやっている。 

(4) すべての省庁がＰＩＡをやっているわけではない。アメリカも同じ。しかし、ＰＩ

Ａ使用は増えている。特に重要な省庁、たとえば国境サービス庁、公共安全省（アメリ

カの国土安全保障省に相当）が独自のＰＩＡを作る際にアドバイスしている。 

たとえば、国境サービス庁について言うと、空港のボディスキャナーの採用について

ＰＩＡを実施し、評価中である。ボディスキャナーの情報は非ＰＩＩと考えているが、

それでも重要である。 

(5) ＰＩＡについてのプライバシー・コミッショナーの役割は、我々が決めたり干渉す

るということではなく、中止させる権限もない。当該省庁に対して、変更させる、考え

直させるという方向への影響力を及ぼす役割にすぎない。コラボレーションのプロセス

である。 

(6) 法律で規定しようという予定もない。各省庁が独自のものを実施する。トレジャリ

ーボード（国家財政委員会）が圧力をかけていないときは、我々がＰＩＡ実施の圧力を

かける（たとえば、議会でトレジャリーボードはやるべきことをやっていないことを指

摘する。これは効果的である。）。 

 

５ プライバシー保護（一般） 

(1) プライバシー権はカナダの人権と自由の憲章が法的根拠となっている。プライバシ
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ー権は明文化されていないが、黙示的に含まれていると解釈されている。 

(2) ＰＩＰＥＤＡは商業取引に関する法律という位置付けで、1980 年ＯＥＣＤ原則と

1996 年カナダスタンダード協会の規格が基盤になっている。 

(3) 代替紛争解決手段（ＡＤＲ） 

ＯＰＣは苦情を受け付けたらそれを当該企業に伝え、当該企業でその問題の解決が可

能かを検討する機会を与える。ＡＤＲが不調の場合、カナダにもクラスアクションはあ

るがアメリカとは違い、実際の訴訟は少ない。 

(4) 用語について 

ア ＰＩＰＥＤＡでは、提案（should）と義務（shall）が区別されている。 

イ ＰＩＰＥＤＡの条文では、「合理的」(reasonable)、「適切」(appropriate)など抽

象的な文言も用いているが、「合理的」といった表現は重要な意味を持つ。柔軟な対応

が可能になる。これによって企業と個人両方のニーズに対応できる。事業環境・革新

を妨げずに個人の権利を保護する。 

ウ 同意。同意の定義付けが重要。ワークショップでも問題になった。明示された同

意、黙示の同意をどうとらえるか。 

(ｱ) 医療情報の二次的、三次的な使用についての同意の取り方が問題となる。 

(ｲ) チケットマスターの例。どれくらい明確に収集される情報と利用目的が伝えら

れているかが問題となった。フェイスブックの事案も同様。 

(ｳ) スマートフォンを使うだけでいくつもの情報が入ってくる。どれくらいのもの

を集めているのか分からない。 

(ｴ) ＯＥＣＤ原則はシンプルで分かりやすいということで使われている。 

(5) プライバシー・ポリシーについて 

ＯＰＣとしては、プライバシー・ポリシーについては一般的なコメントを出しており、

研究は学会やオンライン企業の一部が行っている。プライバシー・ポリシーは長い法規

である必要はない。簡単な言葉・映像でも良い。12 月に、プライバシー・ポリシーに代

替できる方法を模索するミーティングを行う予定。 

(6) 訴訟等 

ア 2009 年ブラッドトライブ事件で 高裁の判決が出た（Canada (Privacy 

Commissioner) v. Blood Tribe Department of Health、[2008] 2 S.C.R. 574、2008 SCC 

44 のことと思われる）。ＯＰＣは弁護士依頼者間の秘密特権について判断する立場に

ないというのが判決の結論だった。 

イ 係争中の事件が連邦高裁に係属している。保険会社が相手。裁判管轄で争ってい

る。 

ウ 政府側に立って意見を述べることもあるし、市民側で意見を述べることもある。 

エ ほとんどの省庁が、司法省の助けも得ているが、ＯＰＣは独自の弁護士か外部の

弁護士を利用している。 

(7) 他機関との関係 

ア 刑罰によらずに道徳的に恥ずかしい思いをさせることによって行動を変えさせる

ことに依存している機関としては、他の機関とは不必要にネガティブにならないよう

にしており、良好な関係を築いている。たとえば、ＰＩＰＥＤＡ担当のアシスタント
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コミッショナーは、カナダの弁護士協会、小売業協会、マーケティング業協会とも関

係を持っている。これによりフォーマルな調査以外の場で話し合いを持つこともある。

そのほか、市民団体（ＣＩＰＰＩＣ、ＰＩＡＣ）とも良い関係を持っている。また、

プライバシー保護の調査研究活動をしている小規模ＮＰＯに対して、助成金（年間５

万ドル）を与えるプログラムもある。 

イ ＯＰＣは、政府から完全に独立していること、そこからくる自由が重要である。

職員は公務員であり職の安定があるが、政府のイメージを傷つけてならないというプ

ライオリティからは外されている。そのため、弁護士協会に出かけていって話をする

ときは、具体的な課題も話してきている。特定の業界にとっての課題を確認してくる。

市民とも話し合いをしている。ＣＩＰＰＩＣやＰＩＡＣの我々への評価は辛口かもし

れないが、こちらとしては、そのような団体からの意見をありがたいと考えている。

独立した機関であるために、政府を批判する団体とも連絡をとりやすいし、契約関係

を持つこともある。私は政府の省庁で 13 年間働いてきたが、ＯＰＣの方がずっと活動

が自由である。 

(8) 安全保障との関係 

ア 同時多発テロ以降、情報収集利用が増えた。他国との情報共有は前からあったが、

同時多発テロ以降は情報の量が増えた。情報の種類・目的が明確にされている。カナ

ダ人でアメリカとの国境沿いに住んでいる人は、アメリカまで買物に行くことがある

が、前は運転免許証だけで良かったが、今はパスポートも必要になった。 

イ 安全保障の必要性を認めるようになったが、反面、プライバシー保護が安全保障

を損なう側面があるということもある。安全保障上の措置はアメリカにプッシュされ

てきている。その反発として、プライバシー問題としてとらえるようになった。フラ

ンスでも同様。ブルース・シュナイダー氏（評論家）は、ボディスキャナーのような

装置を導入しているのは「安全保障の舞台」であると言っていい、実際の効果は分か

らない又はたいしたことないのに、安全保障の手を打っていると宣伝していることを

批判している。批判の声は大きいわけではないが、存在はする。 

ウ セキュリティー・エイジェンシー（諜報機関）を監査したことがある。慎重に扱

っていることは分かったが、ときどき全国的なスキャンダルも発生している。2001 年、

カナダ人の４人の男性が国外にいたときに外国の政府にとらえられて、第三国で拷問

を受けた。 

 

第２ ＰＩＡＣ（The Public Interest Advocacy Center） 

１ 組織概要 

 弁護士４人（３人オタワ、１人トロント）。 

 ＩＴ関係の人は契約社員１人。 

 司法修習生が助手で１人。 

 年間予算は、50～60 万ドル。政府からの助成金はない。産業省に論文を出して他の団体

と研究テーマの競争をして、もらうこともある。 

 慈善団体。寄付をすると所得控除を受けられる。 
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２ ＯＢＡについて 

(1) ＯＢＡについては、私たちも今検討が始まった段階である。私たちは、消費者が理

解している以上に企業が膨大な情報を扱っているという疑いを持っている。民間セクタ

ーをカバーする法律があるが、市民からの苦情に依拠している。ところが、市民はどん

な情報が集められているか知らないため、クレームに行き着かない、という問題がある。 

(2) 私たちの戦略の一つは、企業に対してもっとプライバシー・ポリシーを公開させ、

特にどのような情報を集め、どこと共有しているかを詳しく記述させることである。２

番目の戦略は同意（コンセント）を厳しく扱わせるということ。特に子どもの場合はよ

り厳しい同意のレベルを与える（年齢によって同意のレベルを変える）。2010 年１月に、

ネクソピアについての不服申立てを行った。 

(3) ＯＢＡについては、カナダの連邦プライバシー・コミッショナーがコンサルテーシ

ョン（公開協議）を行うことになっているが、私たちが心配しているのは実際のビジネ

スモデルに突っ込まないのではないかという懸念である。ＦＴＣと同じくらい詳細に調

べてもらいたいが、カナダではそうはならないのではないか。 

(4) ＰＩＩ(Personally Identifiable Information)について 

ア アメリカよりもカナダのモデルの方がヨーロッパに近く、より良いと考えている。

ＯＢＡ対策としてはより良いモデルになっている。 

イ ＰＩＩ、非ＰＩＩとカナダのＰＩ（Personal Information）の定義とは異なる。

ＰＩＩとしては氏名、住所、電話番号などがいつもあげられるが、これは古い

Identifier（識別子）。ＩＰアドレスは、誰かをさがすためにより正確な Identifier

（識別子）である。ＰＩＩでは、これはフォローされていない。 

ウ ＯＰＣは、ＩＰアドレスは当然には該当しないと考えているようであるが、実際

は個人についての識別子として働いており、実際はＰＩに該当するというべき。 

 

３ 国民ＩＤについて 

(1) 論文を 2006 年にまとめた。 

(2) ＳＩＮについての懸念は、新しいタイプの番号を作ることである。特に、ＳＩＮ番

号と信用との結び付きが強く懸念される（ＩＤ盗難の危険等）。スーパーカード（カナ

ダの保健・社会保障省が 1993 年から検討してきた写真付ＩＤカード）のような使い方

は政府も否定しているので懸念はしていない。 

 

４ ＯＰＣ（オフィス・オブ・プライバシーコミッショナー）について 

(1) ベルカナダの問題について  

ＤＰＩはカナダでは禁止されていないが、我々の考えではトラフィックの管理のみに

使われることが許されるべきで、それ以外での使用は許されるべきではないというもの

である。電話会社としてはヒアリングにまで持って行くという準備はできていないが、

ＣＲＴＣ (Canadian Radio-television Telecommunication Commission：カナダ・ラジ

オテレビ電気通信委員会)が内部モニター以外のことに使うのを禁止するという裁定を

出している。 

(2) フェイスブックの問題について 
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ＣＩＰＰＩＣが 2008 年にＯＰＣに申立てをした。ＯＰＣは 2009 年、調査のサポート

としてある程度の広告はＯＫであると裁定した。同時に、より集中的な広告のときはも

っと情報を提供する必要があり、明白な同意が必要であるとした。 

我々は裁定に 100％満足でない。すべての広告に対して、より高いレベルの同意が要

求されるべきである。ここから我々がネクソピア（子どもが対象）への不服申立てにつ

ながる。 

フェイスブック事件におけるＯＰＣの裁定は、プライバシーの設定をより制約的なも

のにする義務があるというものであったが、我々はこの判断をネクソピアの不服申立て

にも援用した。すなわち、ネクソピアの場合も 初の設定自体でインターネットをする

全員（ログインしていない人も含む）と情報を共有することになっており、たとえば友

人の写真などが不特定多数の人に公表されてしまう仕組みになっている。そこで、設定

を可能な限り制約的にしてもらう必要があると主張した。 

(3) カナダのモデルを採用しない方が良い。なぜなら、ＯＰＣには取締り・規制権限が

ないからである。フェイスブックはシステムを変更したが、それがまた新たな問題を招

来した面もある。プライバシー・コミッショナーは承知している。強制的に是正させる

ためにはプライバシー・コミッショナーが訴訟提起する方法しかない。そうではなく、

初からプライバシー・コミッショナーに法執行権限を付与し、それに不服な企業側が

不服申立てをして争う方式であるべきである。 

 

５ ＰＩＰＥＤＡについて 

(1) 我々はＰＩＰＥＤＡに満足ではない。 

(2) ＰＩＰＥＤＡの条文で文言を抽象的なものにしたのは、法律を制定するために妥協

したためであった。 

(3) １番目の問題は、should（すべき）というソフトな表現が多用されているため、「し

なくてもいい」という余地を与えてしまう。不服申立てがなければ会社は何もしなくな

ってしまう。 

(4) ２番目の問題は同意の問題。どのくらいの情報を開示するかということで摩擦が生

じる。黙示の同意やオプトアウトを許してしまう。 

(5) データブリーチ（データ漏えい）時の法制度。本人への通知が義務とされていない。

カリフォルニアではもう少し適切な規制法があるが、カナダではガイドラインになって

いるため、shall（義務）という用語を使うべきところがあいまいになっている。現在

の法律はあまりにも許容的である。ガイドラインとしての性格を強く出しすぎ。 

(6) ケースロー（判例法）では、①イングランダー(Englander)ｖｓテラス(Telus)電話

会社、②アキューサーチ(Accusearch)ｖｓローソン(Lawson)の事件がある。 

①は、カナダの連邦裁判所がインフォームドコンセントを必要とした。誰にでも分か

る言葉で会社が説明したことを要するとした。コミッショッナーはテラス有利の裁定を

した。 

②は、カナダ人の情報を収集している場合、それが外国の企業であっても、裁判管轄

があると判断。 

(7) カナダでも二つの法律により、インターネットサービス記録への政府のアクセスを
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規定している。今年の秋に法案が通るのではないか。この法案が成立すると、警察が令

状なしでアクセスできるようになってしまう。 

 

第３ ＣＩＰＰＩＣ（The Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic） 

１ 組織の概要 

(1) 技術法クリニックで、オタワ大学法学部に所属している。 

(2) フルタイムのスタッフは３名。他は、学生やインターン。 

(3) 扱っている内容は、プライバシーに関することのほか、著作権、電子商法における

消費者保護、インターネットの中立性等。 

(4) 2003 年設立以来、プライバシー問題が中心。ＰＩＰＥＤＡを活用して、ＯＰＣに対

し苦情申立てをしている。 

(5) 資金源は、大学から人件費が出ているほか、財団からの寄付、訴訟で勝利した場合

の弁護士費用である。 

 

２ ＳＩＮ（Social Insurance Number）について 

 国民ＩＤではない。ただし、社会保障を受けるにはＳＩＮが必要。省全体で共通の番号

は使っていけないことになっている。 

 

３ ＯＰＣ（連邦プライバシーコミッショナー）について 

(1) ＯＰＣは、調査については強い権限を持っているが、裁定には強制力を伴わない。 

(2) ＰＩＰＥＤＡはプライバシー権を保障しているが、救済手段は不十分。 

(3) ＣＩＰＰＩＣは、プライバシー・コミッショナーに裁定についての強制権限を付与

するよう求めている。州のプライバシー・コミッショナーには裁定についての権限が付

与されている。つまり、州プライバシー・コミッショナーの裁定＝オーダー（命令。拘

束力は名宛人のみに及ぶ。）で、これを守らなければ侮辱罪として禁固刑が科せられる。

カナダ人は遵法精神が強いので、命令を守る。ただし、強制権限の付与は、ＯＰＣのオ

ンブズマン的役割との関係にも留意する必要がある。重要な事案においてプライバシ

ー・コミッショナーの裁定が覆されてしまうことになるのを懸念している。個人が訴訟

提起しないと解決できないシステムではいけないと思う。 

(4) コミッショナーが不適格な人であった場合、市民が交代要求する制度はない。裁定

に対し連邦裁判所に提訴して改善を求めることになる。 

(5) コミッショナーの裁定は、当事者匿名で行う。ＣＩＰＰＩＣが不服申立てをした事

案で当事者名が出ているのは、申立てをしたＣＩＰＰＩＣが公表したからであり例外的。 

 

４ ＰＩＰＥＤＡについて 

(1) ＰＩＰＥＤＡは自主規制モデルを基盤にしている。すなわち、業界がプライバシー

保護を主張する人たちも入った中で原則をまとめたものが基盤になっている。ＰＩＰＥ

ＤＡの制定にも業界が参画した（第１条参照）。 

(2) 抽象的な規定になっているので、コミッショナーと業界のバランスで運用ができる

ようになっている。 
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(3) ＰＩＰＥＤＡが保護しているＰＩの意味・定義 

ＰＩＩ(Personally Identifiable Information) ＜ＰＩ (Personal Information) 

ア ＩＰアドレスもＰＩ（個人を識別することが可能な情報）になる。 

イ 氏名のうちの下の名前（ファーストネーム）だけでもＰＩになる（アメリカでは

ＰＩＩにならないだろう）。 

ウ ベルの場合は４、５回のステップで個人識別に到達する。 

エ ＰＩに該当するか否かの判断は個人情報を収集利用開示する者が行う。プライバ

シー・コミッショナーはそれに手を貸すことがある。 

(4) ＰＩＰＥＤＡの下では、すでに述べたようにＯＰＣの裁定に強制力がないという問

題はあるが、それ以外の点では効果的であると考えられる。 

 

５ プライバシー・ポリシーについて 

(1) プライバシー・ポリシーは透明性のために必要なものである。特に、若年者に向け

た優しい言葉で記載することが必要である。 

(2) 今のプライバシー・ポリシーは、同意を求める道具としては不十分なことが多すぎ

る。 

今まで以上にオプトインが必要と考えている。たとえば、フェイスブックに反対して

いる我々の中核にあるのはこの考えである。 

(3) プライバシー法は参加するための道具であって、何かを回避するための道具ではな

い。 

(4) ＰＩＰＥＤＡでは、同意について、適切なかたちの同意を使うことを要求している。 

 

６ ＯＢＡについて 

(1) ＩＰアドレスがＰＩに該当するとすれば、ＯＢＡはＰＩを保護しているＰＩＰＥＤ

Ａの適用を受ける。したがって、ＯＢＡ用にＤＰＩ技術を使うとなれば、ＰＩＰＥＤＡ

に従い、消費者の同意が必要となる。 

(2) 初に業界でＤＰＩ技術が導入された際、我々は多くのＩＳＰに関して不服申立て

をＯＰＣに提出した。その際におそれていたのは、ＯＢＡ用にＤＰＩ技術を利用して個

人情報を収集するのではないかということであった。しかし、その後の調査で、ＩＳＰ

はネット上のトラフィック管理のみにＤＰＩ技術を使用していたことが分かり、ＯＢＡ

に関する不服申立ては棄却された。我々もそれで満足している。また、透明性に関する

我々の主張は認められた。したがって、ＩＳＰがＤＰＩ技術をＯＢＡ用に使用する場合

には通告をし、同意を得なければならない。 
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第４日目（2010 年４月 15 日） 

 

第１ ＩＰＣ（Information and Privacy Commissioner/Ontario：オンタリオ州情

報プライバシー・コミッショナー） 

１ ＩＰＣの概要 

(1) 情報へのアクセスとプライバシー保護の両方をやっている。 

(2) 情報へのアクセスについては、市民から不服申立てがおこったときに扱う。プライ

バシーについては苦情申立てがなされたときに調査をし、裁決（拘束力あり）を出す。 

(3) コミッショナーの特徴 

ア 事が起こる前に対処していくことを好んでいる。 

イ テクノロジーに焦点を当てている。 

ここでは力を入れているプロジェクトが二つある。一つは、プライバシーを強化す

る技術であり、もう一つはプライバシー・バイ・デザイン（Privacy by Design：設計

段階から仕組み自体にプライバシー保護を組み込んでいく）である。 

 

２ カナダ最高裁ラ・フォレスト判事 

 裁判所が、情報公開・プライバシー保護が民主主義社会にとって必要であることを述べ

ている。 

 

３ プライバシー・バイ・デザイン（Privacy by Design） 

(1) プライバシーは自動的に設定される（デフォルト）。 

(2) プライバシーは機能性も維持する。 

(3) ユーザーを尊重しなければならない。 

(4) 三つの情報源がある。一つ目は、アシスタントコミッショナーから求められた調査

事項である（たとえばテクノロジーに関するプライバシー違反がある。医師のラップト

ップコンピューターが盗難にあったことがあった。これはセンシティブ情報が含まれて

いたが、パスワードが設定されておらず、暗号化されていなかった。この件について、

プライバシー・コミッショナーは「組織外に持ち出される個人情報は個人的なＩＤに関

わるものは暗号化されていなければならない」という裁定を出した。）。その結果、政策

部門では組織が上記義務事項を履行するためのシートを作成した。 

二つ目は、教育・リサーチの方法として、大学や著名なリサーチグループと共同して

実施している。コミッショナーはトロント大学のアイデンティティ・プライバシー・セ

キュリティ・インスティテュートという研究機関の議長をやっている。その結果、私た

ちは新しいリサーチにアクセスすることができる。たとえば、監視ビデオカメラにとら

れている個人情報を暗号化していく解決策を開発した（コミッショナーが毎年作成する

報告書に書かれている）。また、トロント・リハビリテーション・インスティテュート

と一緒に研究をしており、高齢者・障がい者が自宅で独立して生活していけるようにセ

ンサー技術を開発している。ここでのプライバシー問題は、個人のアイデンティティが

識別されるデータが中央部門に送られているか、誰に送られているかという点である。 
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三つ目は、コミッショナーは世界的に著名である。テクノロジーにかかわるプライバ

シー問題について各地に招待されている。たとえば、マイクロソフトと一緒に行ったオ

ンライン・アイデンティティに関する七つの文書がある。これはプライバシー保護をし

たアイデンティティの解決策をいかに開発するかという問題である。その他、オンライ

ンのソシアル・ネットワークに関するものもある。たとえば、コミッショナーはプライ

バシーについて協議するために、フェイスブックやグーグルを訪れた。 

市民は情報をオンラインで提供している。つまり、匿名データがＩＤ化（特定化）の

可能性が高くなっている。 近、医療・保険の専門アドバイザーに医療のリサーチデー

タに関する個人の再特定化に関するリスクに関する論文を書いてもらった。 

 

４ ＳＩＮ（Social Insurance Number） 

(1) ＳＩＮは連邦政府の管轄になっている。連邦政府のコミッショナーがホームページ

に情報を提供している。 

(2) 目的が特定されている。連邦政府が管轄している年金等の福利厚生、租税の範囲で

使用されている。幅広く個人を特定するものとして使われるものではなく、使われるべ

きものでもない。 

(3) ＳＩＮは連邦政府の責任で行っているものであるが、オンタリオ州民から質問を受

けることがある。クレジット番号の保護という点から説明したい。書店で本を買ったオ

ンタリオ州市民から苦情があった。領収書上にクレジット番号がすべて記載されていた。

そこで、調査を行ったところ、クレジットカード会社は小売店に一部隠すよう指導して

いたことが分かった。コミッショナーは州政府に対し、州政府が取引するときには番号

をドット化（隠す）するよう指導した。これにより、プライバシーを保護しながら機能

性を維持できる。このような考え方は、Privacy by Design を番号制に適用する場合の

一つの参考になるかもしれない。 

 

５ ＯＢＡ（Online Behavioral Advertisement：行動ターゲティング広告） 

(1) カナダマーケティング協会と共同で 2004 年に作成した文書がある。これには、オ

ンラインであれ紙ベースのマーケティングであれ、政府機関が認識しておくべき基本的

なプライバシー保護に関する事項が記載されている。 

(2) 広告を欲しくないという人たちもいる。そこで、コミッショナーは基本的なやり方

としてオプトアウトではなくオプトインの方法であるべきと述べた。 

(3) トロントにある技術開発会社がＯＢＡの代替となる技術を開発している。つまり、

個人のオンライン上の行動に基づくものではなく、ロケーション（場所）に基づく広告

アプローチ（個人のＩＤではなく、ポストコード（郵便番号）、地理に基づいて識別す

る技術）を開発している。これに対して論文を書いているところである。 

 

６ 法の適用範囲 

(1) ＦＩＰＰＡ（情報の自由とプライバシー保護に関する法律（オンタリオ州法））は、

政府関係のみを規律するもの。プライバシー・コミッショナーが民間企業を規制するこ

とはできない。しかし、フェイスブックを中心に使っていたのは学生だった。そして、
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大学は規制の対象だった。 

(2) コミッショナーは、技術が管轄や国境を越えることを認識している。私たちは、政

府にプログラムや法律についてアドバイスを提供する役割を果たしている。たとえば、

政府がフェイスブックを利用して人材を集めたり、Ｅメールを管理する代わりにグーグ

ルのＥメールを使ったり、無線ＩＤが病院内で使用されている。私たちはこうした技術

を理解する必要がある。そして、技術を作るところで解決してもらう。 

(3) ＰＩＰＥＤＡに関する苦情は連邦コミッショナーが扱う。 

(4) 保健に関する情報は、政府と州が重なっている部分がある。 

(5) 州によっては民間に適用される法を持っている。州法が連邦法に優先する。 

(6) 新聞やジャーナリズムは除外。 

 

７ ＰＩＩと非ＰＩＩ 

(1) カナダでは、ＰＩＩ(Personally Identifiable Information：個人が識別可能な情

報)と非ＰＩＩの区別を問題にしていない。当該情報それ自体によって個人を特定でき

る必要はない。ただし、かなりのステップを踏まないと個人を識別できない情報はＰＩ

になる可能性は小さくなる。 

(2) オンタリオ州では、名刺のようなビジネス用の情報はＰＩ（Personal Information）

と認められない。しかし、アルバータ州ではＰＩとみなされる。 

(3) 数値化されたバイオメトリクスも個人にリンクすることが可能なので、我々はＰＩ

とみなしている。親指の指紋や写真をとってそれをデジタル化して暗号化することがあ

るが、これもＰＩとみなされる。バイオメトリクスのテンプレートが保存されていない

バイオメトリクス暗号化の研究を深めたいと考えている。 

(4) 我々は、何がＰＩであるのか、そしてＰＩを保護するためにどのような要件が必要

かを考えている。 

(5) ＩＰアドレスは一般的にはＰＩに該当する。ただし、州によっては結論が変わる可

能性がある。裁判所はＩＰアドレスそれ自体がＰＩとは言っていないが、それが個人情

報と結び付けることができればＰＩになるとしている。 

(6) 私たちは、ＩＴ企業にコンタクトをとり、ダイナミックＩＰアドレスがプライバシ

ー保護のメカニズムとしてどのようになっているのか理解しようと努めている。しかし

ながら、そのようなメカニズムをどれくらいの組織が採用しているのかは分かっていな

い。 

 

８ プライバシー保護に関する法律 

(1) 連邦レベルでは、プライバシー法とＰＩＰＥＤＡがある。ＰＩＰＥＤＡは民間にも

適用される。 

(2) オンタリオ州には、ＦＩＰＰＡ（州レベル）、ＭＦＩＰＰＡ（自治体レベル）、ＰＨ

ＩＰＰＡ（健康関係）がある。 

(3) 政府機関のプライバシー法は、個人情報の収集、使用、開示のルールに焦点を当て

ており、これがうまくいかない場合の個人的な救済措置には焦点を当てていない。その

ため、私たちも政府が個人情報をいかに管理しているのかについて焦点を当てており、
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個人の救済については勧告（recommendation）は出せるが命令は出せない。 

(4) 個人がＰＩＰＥＤＡ又はＦＩＰＰＡの下で損害損賠償請求をすることはできる。し

かし、訴訟をすると費用時間の負担のほかに損害額が小さい。時効期間も短い。 

(5) オンタリオ州ヒューマンライツ・コード（人権法） 

雇用者が被用者のある一定の情報を集めることを禁止している。 

(6) 労働者のプライバシーを守る法律の作成も進行している。 

 

９ 規制について 

(1) 連邦コミッショナーはフェイスブックがカナダでの事業者であるとして規制の対

象になるとした。フェイスブックにとって連邦のコミッショナーは、規制当局であるが、

州のコミッショナーはそうではない（民間企業を対象としておらず、主に州政府を監督

対象としている）ので、州のコミッショナーと民間企業とは協力関係を築きやすい。 

(2) 連邦と州のアプローチの違い 

州は、これがプライバシーを保護するためにあなたが遵守しなければならないものだ

という積極的アプローチである。これに対し、連邦は苦情申立てを受けて行うので、あ

なたがプライバシーを守らなかったという消極的アプローチになる。州のアプローチは

世界的に成功する可能性がある。 

(3) グーグルのＧメールを送信するときに、ユーザーが設定を変えれば暗号化ができる

仕組みがあったが、クリックをしないと暗号化ができないのではデフォルトの仕組みと

はいえないので、自動的に暗号化すべきだというアプローチを州コミッショナーはとっ

た。このような方針でコミッショナーがグーグルにコンタクトをとったところ、グーグ

ルが応じた。州民のプライバシー保護を理解してもらうためにコミッショナーは企業と

話をする。 

(4) ドイツの有名な教授が訪問してきた。同教授は、プライバシー・バイ・デザインの

重要性を指摘していた。 

(5) ＧＳ１ 農家から消費者までの追跡情報について、ＲＦ（radio frequency：電波）

の無線のデバイスを使用しているが、これを実施する方にプライバシー・デザインを組

み込んでもらう。 

 

第２ ＳＯＰＯ（Service Ontario Privacy Office） 

１ 組織概要 

 サービスオンタリオは、出生、婚姻、死亡証明書、自動車運転免許証、住所変更などオ

ンタリオ州の州民向けサービスを提供している。州民サービスの拠点として 350 カ所ある。

州民とのやりとりのある案件は 4400 万件以上ある。2300 人がサービスオンタリオで働い

ている。プライバシー部門では５人働いている。2300 人のうち 1000 人は市民と対面して

働いている。 

 プライバシー部門の役割は、プライバシーに関して法的な要件を確保している点である。

それ以上に、州民が政府に情報を提供するときに、政府で情報が十分に管理されているこ

との信頼を確保する点にある。 
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２ ＰＩＡ（Privacy Impact Assessment：プライバシー影響評価）について 

(1) ＰＩＡの概要 

ア プロジェクトが実施されるときは、そのプロジェクトの一環としてこのオフィス

の１人にＰＩＡ実施の任務を与える。 

技術等の変化の内容を確認記述し、その変化の影響（情報の収集、使用、提供につ

いての影響）を決定する。 

イ 書類化 

ＰＩＡは、プロジェクトの書類化という点で大きな意味があった。いかにシステム

が機能していくかと言うことを完全に書類で作成することになった。それまで、プロ

ジェクトがどのように動くかを１枚で説明したものはなかった。リスク、リスクの回

避をアドバイスする。 

ウ ＰＩＡ実施によりプライバシー・リスクが関係したプロジェクトを修正すること

もあった。 

ＰＩＡを行ったが故にプライバシー・リスクを修正できたこともあった。たとえば、

技術的な例がある。市民が直接来て保険証・運転免許証を受け取る・更新に来る。市

民は一事につき１件しか予約をとれないというルールがある。保険証と免許証をそれ

ぞれアポをとらなければならない。その際に、保険証番号や免許証番号等のその人に

固有の番号を入力する必要があったが、入力の際に暗号化（ハッシング）されるよう

に変更させた。 

また、ＰＩＡのために、監査・報告をより多く行うようになったり、より研修を行

うようになったということもある。 

エ ＰＩＡは、ただ駄目というのではなく、通常は問題を解決し、プロジェクトが継

続して実施されることを目的としている。ＰＩＡそのものによってプロジェクトがキ

ャンセルされたことはない。ただし、予算等の理由でキャンセルになったことはある。 

オ ＰＩＡは、政府機関がコミッショナーとコミュニケーションするためのツールに

もなる。 

カ オンタリオ州では、ＰＩＡを強制する法律はない。しかし、政令でプロジェクト

行う際にデータベースを作成・修正するときにはＰＩＡが必要であるとされている。 

キ ＰＩＡは現在うまく機能している。組織からも感謝されている。各省庁から価値

を見いだされている。解決策を理解し、見いだすために機能しているとの評価も得て

いる。 

ク プライバシーを言い訳として使われないようにしている。サービスを改善する、

素晴らしいサービス、プライバシー保護を実現するために行う。 

ケ ＰＩＡは有用なツールである。リーガルだけ、ポリシーだけ、教育だけでなく、

すべてにおいて有用なツールである。 

たとえば、コスト削減の効果がある。プロジェクトをはじめた後でリスクを組み入

れていくのはコストがかかる。はじめにリスクを組み込んでいた方がコストはかから

ない。 

リスク削減の効果もある。プライバシー違反＝政府に危害。この危害を避ける。過

去 15 年に２人の大臣がプライバシー違反を理由に退任しているが、ＰＩＡはこれを回
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避できる。 

コ 2003 年の日本の総務省の委託を受けて実施された調査における高間剛典氏のレ

ポートは、ＰＩＡは政府にあまり尊重されていないと述べている。しかし、政府の受

け容れ状況は変わってきている。予算庁はＰＩＡが完了しないと資金を出さない、オ

ンタリオ州でもＰＩＡがないと前に進まない、ということになっている。 

(2) ＰＩＡの具体的手続 

ア 新しいプロジェクトマネージャー・プロジェクトチームとＰＩＡ実行の計画を話

し合う。そして、ＩＴ、ビジネスプロセスのチームメンバーにも参加してもらい、ど

こがどう変化するのかを説明してもらう。 

イ 計画ができたら、チームメンバーに変更する箇所の書類を作成してもらう。その

変更について、我々又はプライバシー・コミッショナーが、法律や指針に反していな

いか、何が有用で、何が改善の必要があるかを分析検討していく。 

ウ 書類作成が終わったら、内部の承認手続に入る。プロジェクトの責任者がサイン

していく。他のエリアの責任者（技術責任者、政府サービスを提供する責任者等）の

サインをもらうこともある。 

エ 承認をした後、結果は二パターンある。一つは、プライバシーのリスクがあるが

軽減する方法を推奨する。もう一つは、軽減できないリスクを受け入れてして承認す

る。たとえば、リスクが軽減できない場合として保険証の発行がある。保険証を発行

するためには個人情報の収集が不可欠である。 

オ ＰＩＡが完成すると、プロジェクトによって異なるが、コミッショナーと共有す

る、又はサマリーのみをコミッショナーに提出する。小さいプロジェクトのときはコ

ミッショナーに提出しないときもあるが、１件につき３～４回会合したこともある。 

コミッショナーに提出するかしないかの基準は特にない。しかし、政府のリスク管

理という観点から行っているので、基本はコミッショナーにブリーフィングすること

になっている。 

アシスタント・プライバシー・コミッショナーと日常的にコミュニケーションをと

っている。 

カ プライバシー専門の弁護士の意見を聴くこともある。たとえば、プライバシー情

報の収集、使用、提供について法律に則っているか意見を聴く。一般に通知すること

が守られているかも確認する。 

キ ＰＩＡ完成までの期間は、小さいプロジェクトであれば１～２か月かかる。大き

いプロジェクトであれば、１年半～２年かかる。より複雑なプロジェクトに多くの時

間をかける。 

かつて、プロジェクトのサイズがどうあれ、すべての案件について詳細なＰＩＡの

書類を作成していたが、そうすると時間と手間を要することになり、そのことが逆に

ＰＩＡの普及を妨げる要因になっていた。その後、プロジェクトごとに比重を変える

ようにしており、プライバシーのリスクはそれほど高くないプロジェクトでは、手続

を簡素化することにした結果、ＰＩＡの普及につながった。 

(3) ＰＩＡを導入すれば恥をかくことを避けることができる。コストを削減できる。プ

ロセスの仕組みを理解するのにＰＡＩが読み返されている。リスクを認識するためのツ
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ールになり、情報漏えいを起こすことの防止にもなる。コミュニケーションツール（コ

ミッショナーとの間、一般市民との間）としても有用である。透明性を確保するツール

でもある。サービスオンタリオが承認の署名をする権限があるので、説明責任もある。 

 

３ ＯＥＣＤ８原則ができてから 30 年経過しプライバシー環境が変化してきたが、適切に

対応するためにはプライバシー原則とセキュリティ原則を合わせていくことが必要である。

人によってはプライバシー原則とセキュリティ原則を同じものと考えている。それ故、こ

の両者を統合していくあるいは整理していくことが役に立つ方法だと考える。たとえば、

技術に係わる人であれば、情報を保護するためのコントロールが実際にはプライバシー、

セキュリティの両方の原則に関わっていることが分かるはずである。また、たとえば、プ

ライバシー原則のアカウンタビリティ（説明責任）はセキュリティ原則のレスポンシビリ

ティ（責任）に非常に似通っていると言うことができる。 

 

４ ＳＯＰＯはプライバシー・コミッショナーと良好な関係を築いている。豊富なコミュ

ニケーションを続けているので協力的に感じる。政府機関の中にはそうでない機関もあり、

そのような機関にとってはコミッショナーは脅威かもしれない。 

 プライバシー・コミッショナーのモデルとしては、オンブズマンモデルが望ましいと考

えている。 

 2004 年に健康情報に関するプライバシー法ができた。これによりオンタリオ州プライバ

シー・コミッショナーは、健康情報を故意に開示するなどの違反があった場合にはペナル

ティを科すことができるようになった。 
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資料２ 

ドイツ・オーストリア調査報告書 

 

１ 調査実施期間 

 2010 年５月 31 日～６月４日 

２ 調査対象（訪問先等） 

(1) ドイツ    ハンブルグ財務裁判所 

連邦中央税務庁（ベルリン） 

ＬＡＴＨＡＭ＆ＷＡＴＫＩＮＳ ＬＬＰ（フランクフルト） 

(2) オーストリア 連邦内務省（Bundesministerium für Inneres BM.I） 

データ保護委員会（Datenschutzkommission DSK) 

３ 調査担当者 清水勉、水永誠二、鈴木雅人、結城圭一 

 

第１ ドイツ・連邦中央税務庁（Bundeszentralamt fur Steuem） 

 聴取目的：ドイツ納税者番号制度の実態調査 

 聴取の相手方：Uwe Trottner、Michael Baum 

 

１ 納税者番号の付番目的 

 納税者番号の付番目的は、税務庁とデータ主体本人あるいはこれと関係のある機関（た

とえば、データ主体の雇用元・健康保険を付保している保険会社など、公的機関・民間機

関を問わない）との間の「税目的」での情報 Communication のためである。 

 たとえば、民間会社（たとえば健康保険の引き受け保険会社など）に税務当局が情報照

会を行う際に使用する場合等においては、納税者番号を Key に情報照会を行う。 

 仮にあるデータ主体以外の第三者が、その者の納税者番号を知ったとしても、当該デー

タ主体のデータベースにその第三者がアクセスできるということはない。 

 

２ 納税者番号の付番方法 

 付番は出生・新規の入国・居住（外国人の場合）等の場合に行い、付番者は連邦中央税

務庁（Bundeszentralamt für Steuern）である（新規の入国居住者への付番は Bonn Office

で行われる模様である。新生児の場合は不明。）。基本的に 18 歳未満の者には納税義務がな

いのが普通だが、相続やタレントとしての所得発生等がある場合もあるので、付番は出生

時段階から行われる。税務庁はデータベース上に納税義務者であるデータ主体の情報を蓄

積していくが、納税者番号を Key とした上述の意味での Communication を通じ、情報をア

ップデートしていく。 

 納税者番号はランダムで生涯不変である。性別等が読みとれる社会保障番号とは性質が

違う。 

 出生等の情報の入手先は地方住民登録局である。地方住民登録局は地方機関（連邦・連

邦州・市町村の分類のうち、市町村の機関）であり、税とは完全に離れて個人の身分証明
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書等の発行が同機関の仕事である。 

 引越し、結婚等の場合に、地方住民登録局から連邦中央税務庁に当該変更情報が連絡さ

れるようになっている。このようにして死亡・出生が住民登録局で登録されると、連邦中

央税務庁に地方住民登録局から情報が集まってくる。他国からの帰国者があった場合に、

連邦中央税務庁に住民登録局から情報が行き、照合がなされる。従前と同じ人だと同定さ

れると、同じナンバーで管理されることになる。 

 ちなみに地方住民登録局には上述の情報連携のために納税者番号を伝えてはいるが、後

述のとおり、住民登録局側でこれを他の業務目的に使用することはできない。データ保護

の観点からこの点は徹底している。 

 

３ 住民登録局と連邦中央税務庁との関係 

 地方住民登録局が管轄する住民登録簿はドイツ住民（外国人を含むが、ドイツ居住者に

限る）、連邦中央税務庁が管轄する納税者番号はドイツで納税する人（ドイツで納税する外

国居住者を含む）をそれぞれ問題としており、両者で捕捉している人間が必ずしもすべて

において重なるものではない。 

 住民登録簿の登録は、上述のとおり地方住民登録局が市町村の機関であることからも分

かるとおり、市町村レベルで行う。 

 日本の住基票コードとドイツの納税者番号は、中央集権的に付番が行われている点は同

じである。ただ、ドイツでは憲法で連邦・連邦州・市町村という Layer と領域の縦糸・横

糸でできることがきっちり決められており、その越境は厳しく制限されている。 

 もっとも 2007 年～2008 年の憲法改正でこれの連邦での関与範囲が広がってはいる。た

とえば連邦は憲法改正前では住民登録の大綱しか決められなかったが、憲法改正後は住民

登録法の実体の部分を決められるようになった。手続は依然地方が行っている。納税者番

号制度の統一化が 初に始まり、この動きが住民登録にも広がりつつあるというのがここ

までの歴史的な流れである。 

 現在、中央住民登録簿（地方住民登録局の住民登録情報をすべて集めたデータベース）

というものはない。ところが、連邦中央税務庁は、納税者番号を Key として集まってきた

住民情報簿の情報を有する大きなデータベースを持つ機関となった。したがって、連邦中

央税務庁においてはデータ保護の観点から、なおさらに納税者番号の記載された自庁のデ

ータベースを納税目的以外に使用しないことが求められる。 

 旅券番号/身分証明書番号は地方住民登録局が、納税者番号は連邦中央税務庁がそれぞれ

管轄し、両者は全くリンクしていない。 

 

４ データ保護との関係 

 納税者番号は税目的以外に使用ができない（102 頁～103 頁、納税法§139b〔ドイツ語の

語義を直訳すると「“納める”法律」〕）。たとえば警察は納税者番号にアクセスできない。 

 11 桁の納税者番号を他の公的機関や民間機関のデータベースに入れることの相当性は、

上述の意味での Communication という目的との関係で考えられるべき問題である。データ

ベースへの登録自体は上述の情報 Communication に使用する目的で行われることになり、

それ自体は良いと思うが、Communication 目的以外にこれが使用されることにならないか、
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ということの方が問題である。 

 たとえば、健康保険会社の例で考えると、会社の内部的な目的のためには被保険者番号

を使用して本人データを同定する。データベースに納税者番号は入っているが、納税当局

側との Communication 以外には使用してはならない。 

 データベースに登録される納税者番号については、納税者番号により特定されるデータ

主体本人（納税義務者たる本人）が連邦中央税務庁に対し、自身の希望する機関に知らせ

るよう申請することができ（その場合、自分も自身の納税者番号を知ることもできる。な

お、申請に際しては利用目的を伝える。）、申請を受けて、連邦中央税務庁がダイレクトに、

上述の例の健康保険会社等に番号を送ることになっている。この「目的先の機関にダイレ

クトに行く」ところも法律において決まっている。もっともデータ主体が「自分で目的先

の機関に伝えるのでダイレクト送付しないでくれ」と申し出た場合は別である。 

 時系列的に見ていくと、順序があり、2003 年の導入期からシステムを構築していったが、

2008 年にようやくデータ主体たる納税義務者本人らに通知が行われるようになった。前述

の話はこれを前提とした話で、このやり方にしないと保険会社外、関係機関が事務煩瑣で

パンクすると考えられたことから行われているある種の経過的な措置である。将来的には

各市民にすべてナンバーが通達され、市民自らが保険会社に伝えるという流れになるとで

あろう。 

 

５ 個人の納税者番号と「個人事業」の関係 

 納税者番号の具体的な使われ方としては、現在始まっている納税者番号（ここからこれ

を「ID-Nummer」と呼称する。）が付番された税務庁のデータベースの中には個人に関する

税金（例えば、給与所得に関する所得税関連の情報）の情報が含まれているところ、この

種の Private 領域の話についてはデータ保護の要請が強い。 

 ところで、「個人事業」に関しては、「経済活動上の ID-Nummer」（売上税・人頭税）とい

うものを 2016 年ころ導入予定である。これは、現在の ID-Nummer とは別のものである（つ

まり、「個人事業」を行う者は「ID-Nummer」と「経済活動上の ID-Nummer」の２つを持つ

ことになる。）。税務当局だけは「ID-Nummer」と「経済活動上の ID-Nummer」をリンクさせ

ることができる。したがって、雇用者側が、ある被用者の給与税の処理のため、使用する

のは「ID-Nummer」。給与明細に「ID-Nummer」が記載されることもある。同人のそれ以外の

事業所得は「経済活動上の ID-Nummer」で管理される。双方が同じ人であることを税務当

局だけは同定できる、というシステムを考えている。 

 納税法§139b には、ID-Nummer 由来の情報としてどの程度のものを入れるべきかが書か

れている。たとえば「経済活動上の ID-Nummer」付番のデータベースの内容情報は公表さ

れているものが基本であり、デリケートな情報はあまり入ってこないと考えている。 

 それゆえに、「ID-Nummer」の方は「課税目的のためだけに使用できる」と法が定めてい

るために使用範囲がきわめて限定的であり、これは引き続きそのような取扱いになる。一

方「経済活動上の ID-Nummer」については、利用目的の範囲を緩やかに解することとし、

他の政府機関も使用することも予定する方向で検討を進めている。民間セクターでもこれ

は使われることになるであろう。特に、「経済活動上の ID-Nummer」については、現在商法

が定める「公に記載するべき事項（請求書や各種文書のレターヘッド等に記載すべき事項）」
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として定めるものの一つとして追加される予定である。 

 現在、法人のみならず、「個人営業」の個人は、「売上税」に関連する請求書等への納税

者番号の記載義務がある。したがって、「現在使われている納税者番号」（ただしこれは「売

上税」に特有の問題に関するもので、「ID-Nummer」とは別。）を「個人営業」をしている個

人は公にしなければならないが、今後は「経済活動上の ID-Nummer」にとって代わられる

ようになるであろう。ドイツ銀行・フォルクスワーゲンのような法人についても、現在の

「ID-Nummer」は付番されないが、「経済活動上の ID-Nummer」は付番される予定である。 

 

６ 納税者番号利用による情報連携の計画と具体的な効果 

 現在、「ID-Nummer」を用いて、雇用者から見た給与の把握につき、現在、紙ベースで行

われている作業を電子化する方向で作業が進行中である。 

 たとえば、課税所得把握のために年１回行われる所得控除に関する手続（現在はボール

紙で作成された各被用者の情報〔家族構成・教会税の納付など〕記載の給与所得税カード

が雇用企業の人事部側に行き、同所において納税額等の記載手続が行われる）の電子化を

考えている。 

 具体的スキームとしては、税務庁が、上述のボール紙記載情報のみをとり出した被用者

別の専用ポータルをつくる。そこに被用者本人からの同意（Authorize）を基に企業が情報

を記入確認し、税務当局が確認できる、というスキームである。ここでは「ID-Nummer」は

文字通りＩＤとしての機能を有することになる。これにより、年間 7000 万ユーロの削減が

見込まれる。 

 複数の雇用者を有する被用者が、「ある雇用者」にはポータルへのアクセスを Authorize

しない、という選択も可能である。（この場合でも各雇用者は「ID-Nummer」情報を持って

いる、ということは変わらず、支給給与額自体の情報はこれを用いて税務庁に送られてい

るとのことなので、これらの話はポータルにアクセスするための Password を雇用企業側に

教えない、という形で具体化されるのではないか、と推測される。） 

 この話は法律で 近定められつつある内容であり、2010 年終わり頃に施行予定である

（ドイツ語直訳では「“年”“税”法」という法律である。これと併せて、所得税法§52b

の改正〔電子化+アクセス制限の件〕も行われるところである。）。 

 「ID-Nummer」の社会保障事務への利用拡大については、先の Communication の議論と同

じである。社会保障の中には所得税の関係でとして申告しなければならない給付（たとえ

ば、年金等）があり、これについて、関係の公的機関から「ID-Nummer」を通じて情報取得

することはあるであろう。それ以外は基本的には「No」である。 

 

７ 本制度のドイツ国内での懸念 

 本制度について違憲だと考える人たちはいるが、約 8000 万国民のうち数千人程度である。

ドイツのどこの裁判所でも今のところ違憲という判断をしていない。 

 提訴者（個人）はあるようだが、現在、ケルンの財務裁判所では事件が係属した段階で

あり、審理中である。なお、同訴訟中の申立てのうち、このシステムを絶対に使ってはい

けない、との点は却下している。違憲であると考える向きは、本制度を個人の情報管理の

第一歩だと理解しているようである。 
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 データコミッショナーの方でもこれを受けて検討している。 

 このような状況はあるが、連邦中央税務庁のデータベースは厳重に管理されており、11

桁の番号自体は何ら情報ではなく、第三者に伝えても同人はここからは何も得られず（デ

ータベースにアクセスできるわけではないし、国民ＩＤでもない）、納税目的以外の利用を

厳しく禁じているので問題はないものと理解している。 

 

８ その他 

 税の捕捉率の問題はドイツにもある。給与所得者の所得捕捉は簡単だが、自営業者は捕

捉できない余地が多い。直接対象先への監査をきちんと行い、取引先への調査を行うこと

で対応するしかない。 

 住民登録局の管轄ではあるが、身分証明書の所有義務（携行義務ではない）は昔からあ

る。2009 年から導入予定だった電子身分証明書は、その導入に少し時間がかかっている。

電子証明書を付するか否かは任意である。納税者番号との関係はない。更新期間（10 年）

があるので順次切り替わる。電子税務申告もカードの電子認証を用いて任意に行うことは

可能である（この関連の話はフランクフルトで聴取した「L&W」の報告書が詳しいのでそち

らを参照されたい。）。 

 

第２ ドイツ・ＬＡＴＨＡＭ＆ＷＡＴＫＩＮＳ ＬＬＰ（フランクフルト） 

 聴取目的：ドイツにおける国民ＩＤ制度 

 聴取の相手方：Dr.Ulrich Wuermeling（弁護士） 

 

１ はじめに 

 ドイツには個人の身分を証明する方法として、身分証明書法に基づく身分証明書と、旅

券法に基づくパスポートがある。 

 身分証明書はＥＵ及びスイス（独自の協定による）内で有効である。パスポートはそれ

以外の地域に出るときに必要となる。 

 

２ 身分証明書 

 16 歳以上の国民に所有義務がある。携行義務ではない。ただ、実際には、様々なトラブ

ルに巻き込まれたときの自己証明を簡単にするために日常的に携行しているのが普通にな

っており、国民に特に違和感はない。 

 24 歳未満では６年更新、それ以上では 10 年更新である。 

 身分証明書には、氏名・住所・身長・目の色・発行自治体名・発行日・アイデンティテ

ィナンバー（身分証明書ナンバー）が書かれている。身分証明書ナンバーには地域性・性

別など個人に結び付けた数字は使っていない。身長は若いときにはかなり変わるので、６

年更新では本人識別の目安にならない。 

 身分証明書情報として何が含まれているべきか、誰が何に使うかが法律に定められてい

る。 

 

 連邦憲法裁判所の国勢調査違憲判決（1983 年 12 月 15 日）※では、連邦政府に対し、「個



資料２ 

 

- 277 - 

人データベースに含まれるべきデータ」と「誰が何に使えるか」を法律で明確にすべきこ

とを指示している。この判決は「個人データは基本法によって保護される」という判断の

下に、連邦政府が個人データを扱うには憲法に適合した法律上の根拠が必要とされる。 

 ※国勢調査違憲判決（1983 年 12 月 15 日） 

①1983 年国勢調査法２条１号ないし７号及び３条ないし５条は基本法に合致するが、

立法者は、理由に記された基準にしたがって、国勢調査の組織及び手続のための規

制を補充する措置をとらなければならない。 

②1983 年国勢調査法９条１項ないし３項は、基本法１条１項と結び付いた２条１項と

一致せず、無効である。 

③原告は、1983 年国政調査法により、主文１及び２から明らかにされる範囲で、基本

法１項１項と結び付いた２条１項の基本権を侵害される。 

④ドイツ連邦共和国は、原告に必要な訴訟費用を支払わなければならない。 

 

 どの企業にも適用されるルールとして身分証明書ナンバーを個人情報を呼び出すために

使ってはいけない。各企業が取得した身分証明書ナンバーをキーとするデータバンクを作

成することが懸念されており、身分証明書ナンバーをキーとするデータバンク創設は禁止

されている。身分証明書ナンバーを申請書に書かせることは禁止されていないが、顧客デ

ータベースに入れることは許されない。身分証明書ナンバーを基礎にデータの呼び出し・

トレースはできないようになっている。違反者には罰金が課される。 

 役所同士の個人データ交換でも、オーストリアのようなＣＲＲやソースＰＩＮのような

ものは使わない。ただ、自動車登録においては例外的に身分証明書ナンバーを使用してい

る。 

 税ナンバーは身分証明書ナンバーとリンクしていない。 

 

 ギリシャには身分証明書がない。これは財政的に逼迫しているという事情による。運転

免許証とパスポートが身分証明書代わりになっている。 

 米国では、運転免許証がない人のために警察署が「この人は運転免許証を持っていない」

という身分証明書を発行してくれる。 

 

３ 身分証明書法 

 2007 年改正法では、生体情報（顔写真・十指の指紋、両手の掌紋）をＩＣチップ入りの

身分証明書に入れる条文が設けられ、技術的には実行可能になっていたが、実行されてお

らず、１枚も発行されていない。生体情報に関する独自の法律をつくる話もあったが、実

現していない。 

 2010 年 11 月１日に施行される改正法では、顔写真がつくが、生体情報で入力されるの

は指紋情報だけである（５条９項）。しかも、希望者のみについてであり、入れないことに

よる不利益を法律で禁止している（９条３項）。これではＩＣカードにする意味がない。電

子署名が可能になるカードになる（22 条）と規定されているが、それ以上の詳細は規定さ

れていない。 
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４ 旅券法の改正と指紋データ 

 ＥＧ指令 2250（2004 年）により、パスポートには指紋データを含むこととなった。2005

年から旅券にはＩＣチップが入っており、2007年 11月から指紋データ入りになっている。 

 指紋データを不要とする例外規定がある。病的・医学的理由で指紋をとれない人、６歳

までは指紋なしでパスポート発行する、10 歳からは署名が必要、12 歳までは指紋をとられ

ることを拒絶できる、としている。 

 指紋データは個人識別方法として有効だが、連邦中央情報データベースに入れることは

法律上禁止されている。警察は捜査によって独自に指紋を収集しているだけで、それ以外

の者の指紋データを持っていない。なお、フランクフルト市当局に住民の目のスキャン・

身長データ等のデータはあるが、連邦邦中央情報データベースには入っていない。 

 政治的には連邦は個人の指紋データを持つべきではないが、やがてそのようなときが来

るのではないか。 

 

５ 無犯罪証明書 

 無犯罪証明書は、有罪判決を受けたことがないことを証明する文書である。 

 有罪判決を受けたことがあるという事実は本人にとって不名誉な過去の出来事であり、

その記録は個人にとって他人に知られたくない情報である。就職等の支障にもなる個人情

報である。 

 就職時にこれを提出するのがどの職種でも一般的であるというわけではないが、一般的

に新規雇用の場合にデータ要求ができる、という法律上の規定はある。ただし、宗教施設

での雇用の場合を除き、宗教に関しては質問できない。 

 機密度の高い仕事（銀行・保険・法律事務所・役所）についてそれを照会する権利が雇

用者側にある。役所については法律上の規定がある。銀行・保険会社などについては一般

的な機密要求水準（「インターナショナルの安全を保障しなければならない」）があるだけ

で、解釈から導かれる。20 年前よりもこれを要求する例が増加している。センシティブな

職種に関してのみ要求できるが、これを雇用者側が拡張する傾向がある。 

 被雇用者のデータ保護に関する法律が現在草案として出てきている（2010年５月28日、

第１回目）、これで警察の無犯罪証明書に関する規定が置かれる。 

 無犯罪証明書に記載して良い情報に関する規定（Para32）や、いつまで無犯罪証明書に

載せるべきか（Para33・34、罰金などの軽罪では３年、実刑にならない場合は行為の性質

では２～３年で、１年以上の実刑判決では出所後 10 年で抹消される。終身刑の場合は 15

年で釈放だが生涯消えない（いずれも連邦中央記録法）。 

 90 歳以上の場合には犯罪記録簿からの記録が抹消される。 

 無犯罪証明書の申請を行うのは本人（雇用者側は申請不可）。仮にＡが関係のないＢの無

犯罪証明書を申請した場合、ＢではなくＡ側に通知が届く。Ａはインターネットで自分自

身についての無犯罪証明書の発行申請ができる。 

 

第３ オーストリア連邦内務省（Bundesministerium für Inneres BM.I） 

 聴取目的：オーストリアの国民ＩＤ制度・電子政府の実態調査 

 聴取の相手方：ANDREAS ASCHAUER（assistent des leiters der support unit ZMR) 
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 中央住民登録を行う役所である。2007 年のＮＥＣの調査成果を前提に質問した。 

 この３週だけでも、日本からＮＥＣ等が訪問しており、我々が４組目の訪問団だった。 

 2000年に大統領がe-Govベンチマークによる先進国化を国民に訴えたことがMotivation

となって、オーストリアは政策転換した。オーストリアは先進国であり、e-Gov の分野に

おいて後塵を拝するということがあってはならない、という考えが基盤になった。 

 

１ 中央住民登録システムについて 

 Overview を見せるためにスライド（英語版）でシステムの内容を説明された（スライド

自体は入手済み）。 

 このシステムは、行政機関と市民とのコミュニケーション・行政機関間のコミュニケー

ションの仕組みとしてトータルに構築した。重要なコンセプトは「安全に、確実に」電子

サービスを提供することである。 

 

２ ＺＭＲ（中央住民登録簿、英語表記では「ＣＲＲ」） 

 ＺＭＲ番号（ＣＲＲ番号）＝システムで自動的に付与された番号であり、名前・性別・

生年月日と関連性ない）。これがすべての Identification の基礎となる。 

 これを元に、Source ＰＩＮを付与する。 

 名前・生年月日を基礎に対象住民を選択、ＣＲＲ番号から自動的に算出される。 

 「クリフトプロセス」を通じて、対象住民のチップにその人物が特定される情報が入る。

役所側で情報をデータベースにするようなことは禁止されている。手続のたびに新たに付

与される。オーストリアに居住していなくても捕捉する、在留外国人登録簿がある。これ

によりオーストリアに関係するすべての人物が網羅される。 

 一人の人物の情報を一つの番号ですべて参照することはできない仕組みになっている。 

 35 のセクター（領域）で個別ＰＩＮがある。健康厚生・行政・安全・秩序等の領域で個

別に、ソースＰＩＮにセクターナンバーを加え、それを Hash 化する。それ故にセクターご

とに違う ssＰＩＮが出てくる。各セクターは各セクターで許される情報のみを集める。あ

る役所の ssＰＩＮを元に他の役所の個人情報を手繰ることはできない。 

 

３ 市民のための電子政府システム 

 市民の利便性を強く意識している。www.help.gov.at という行政用サイトがある。 

 市民カードか Mobile かで認証可、銀行の口座カード、免許証のチップカードにもなる、

電子署名も入れられる。 

 役所の者として Log In した場合も見せてもらう。 

 もっとも重要なコンセプトはこのサイトで役所内外の人間がアプリを共有できること、

安全・確実かつシンクロナイズされた情報環境になっている。 

 本システムを通じて「ユーザーとしての役人」のシステム利用を管理できる。従前は内

務省が省外の公務員 20 万人を管理をしていたが、本システムの構築によりどのユーザーも

自ら法的責任を負うことを自覚・認識することになる。 

 （BM.I のサイトで作業をしている様子を表示）電子政府内で彼が使える Application が
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左側に表示されている。履歴別・時間別・アルファベット順等で検索可能になっている。 

 データ件数１億の中から検索が行われる。人口 800 万人の国にしてはデータ件数が多く

なっているのは変更履歴がすべて記録されているためである。 

 中央住民登録簿ナンバー（ZMR－Zahl）から作成したソースＰＩＮはカード内に格納する 

 たとえばオーストリアでは、３つの名前綴りを入れないと検索が難しい（同姓同名が多

い）。 

 e-Gov でできるようになったことは、これまでスタンダードドキュメント（国籍証明・

出生証明・婚姻証明・学歴証明など）をとるときに、役所を跨いで書類をまわさなければ

ならなかったが、各所で書類をとってまわる必要がなくなったことである。ワンストップ

サービスにより、書類を本人が集めてまわる必要がなくなった。 

 本システムのメリットはデータベースの安定性の向上。変更データ（たとえば氏変更）

が ssＰＩＮを通じて各役所に反映されるため、役所の能力・照合性が向上する。 

 財務省は本システムを通じてレファレンスを行い、名前とアドレスを通じ、正確な租税

徴収が可能となる。 

 名前の登録間違いがあった場合、間違ったどこか１箇所に出向いて行えば足りる。 

 新生児の中央住民登録簿（ＣＲＲ）への登録は、病院からのデータ送信でできる。親の

登録主義であることは変わらないが、大きな病院では、公務員が病院に一人駐在していて、

その公務員が親に代わってＣＲＲに出生証明の手続を行ない、それと同時に新生児登録が

なされる。重要な点は、駐在公務員が登録手続をすると同時に各役所に出生情報が行く様

になっているので、親がＡ役所・Ｂ役所・Ｃ役所にいちいち登録に行く必要がないことで

ある。小さな病院の場合は公務員が出産予定日の連絡を事前に受けて、該当日頃に病院に

赴き、上記と同じことをする。 

 

４ 役所間の情報交流と経済への影響等 

 ソースＰＩＮから ssＰＩＮを作成し、各セクターごとに付与する。 

 財務が厚生の情報を見ようとする場合、データ保護委員会が中心的役割を担う。 

 すなわち、①財務はデータ保護委員会に対して、住民データが必要な人物Ｘの氏名・財

務の分野別番号（ssＰＩＮ1）・財務の分野コードの３つのデータを送る。②データ保護委

員会は、送られた氏名に基づいて内務省管轄のＣＲＲにＸのＣＲＲ番号を照会し、ssＰＩ

Ｎ１の人物ＸのＣＲＲ番号を特定する。③データ保護委員会はＸのＣＣＲ番号から同人の

ソースＰＩＮを生成し、④それからさらにＸの厚生の分野別ＰＩＮ（ssＰＩＮ２）を生成

する。⑤データ保護委員会は、Ｘの ssＰＩＮ２を厚生の公開鍵を使って暗号化したものを

財務に通知する。⑥財務が暗号化された ssＰＩＮ２を厚生に送ると、厚生は秘密鍵によっ

て ssＰＩＮ２を復号化でき、Ｘを特定できる。⑦厚生は財務にＸに関する必要なデータだ

けを送る（原田泉「国民 ID－導入に向けた取り組み」（エヌティティ出版、2009 年））。 

 これまでに２億もの暗号化が行われている。 

 （スライドのグラフを示しながら） 

 今週の呼び出し件数は、１分間に 850 件の変更。今週は少ない。多いときは１分間で 1000

件を超える。濃い茶色はアドレス変更、緑色は人物に関する変更（名前など）、青色は各教

会教区に関する特別な変更。 
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 自動４輪・自動２輪の登録（ナンバープレート）に関し、中央住民登録簿からの情報取

得が義務、保険会社が代行してこれを行う。具体的にはたとえば現金で車を買ったとした

場合に大きな自動車販売店には保険会社のコーナーがあり、引渡し準備の間にこのコーナ

ーで保険契約と自動車登録を行う（ナンバープレートの作成）が行われるというのが普通

の流れである。中央住民登録簿から情報が呼び出され、自動車のデータバンクから特別な

データが呼び出される。加えてナンバープレートデータが内務省より呼び出される。 終

的には人物データと登録データが組み合わされ、統計・交通管理等に情報が行く。本日は

１分当たり 40 件程度の自動車ナンバー登録申請がなされている。 

 

５ 将来への展望 

 一市民、一社会人としての情報登録。市民に必要なのは、情報の Confirm と追加（必要

に応じて）である。市民の時間節約に資することができれば、市民はそれだけ本来の経済

活動に集中できる。 

 役所側も煩雑さが減るため本来行うべき行政課題への対処に時間を割くことができる。 

 領域によって使うか使わないかが任意の分野もある。たとえば企業の売上税などは電子

申告が義務であり、使用が強制されている。 

 使用したがらない層（老人など）について公務員が代理入力することも認められる。 

 利用者層として高いのは若年層である。利用頻度は手続によっても異なるであろう、手

続的頻度がそもそも少ないものは簡略化による使いやすさの追求を行っている。現在は情

報共有化のためのプラットフォーム、今後は手続申請のためのプラットフォームとしてさ

らに使いやすい形にする必要がある。 

 全オーストリア国民・全被保険者は健康保険カード（e-card）、銀行カード、学生証等の

ＩＣカードや希望者のみに内務省が発行している電子ＩＤカード（身分証明書）、携帯電話

等のうちどれでも市民カードとして使用することができる（弁護士・公証人など各種職業

団体所属の者は特別のカードを持っている）。電子署名に関する機能も持つ。 

 テクニカル面で基準を満たしたものはすべて使えるようにした。どんなものでもサイン

（Password による Identification の意か）は一つである。どれを自分の市民カードにす

るかを自由に選べるようにすることが普及の鍵になっている。複数枚の市民カードを持つ

ことも差し支えない。 

 e-Gov に関する法律は 2004 年に施行された。 

 人口 800 万人で国土面積も広くないということで、国として対応をとりやすい条件にな

っている。情報管理は中央で行われているが、情報の帰属は基礎自治体。オーストリアに

おいて重要なのは、データ保護が法の要請であることと、情報の収集は基礎自治体が行う

ことである。 

 入力（登録）したデータが正確であることの責任は、登録した公務員が負う。 

 日本でも行政手続における煩雑さが失われることで経済的に良い効果があるはずである

（必要な労力の振り分けなど）。 
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６ 無犯罪証明 

 無犯罪記録の提出は就職時に普通に行われている。 

 記録されている内容は「有罪判決が出た分」で「犯罪の Grade」。記録期間満了後は抹消

される。 

 

７ 電子医療記録 

 『国民ＩＤ』では患者によるＥカルテへの自己記載が可能とある（66 頁）が、実際は違

っていた。姓名・生年月日のみ記載、医療データの記録は e-card には入らない。システム

上は可能だが、カード間のデータの入れ替え可能となると、責任関係が複雑になり、正し

い記録が記載される保障もない。同書には、患者が自分で採血したデータ等を医療機関に

送信しることが可能になる「予定」とある（68 頁）が、これも実現していない。Ｅカルテ

への記載者を誰にすべきかは「データの帰属者が誰か」を巡って議論があり、未だ決着が

ついておらず、実現に至っていない。 

 オーストリアでは法律でデータ転送について規律があり、医師間での情報交流もこの規

律に従う。難しい問題で議論がある。患者の引継ぎは「移管」のフォーマットで行う。 

 E-Medication（晩夏から実施）について、オーストリアでは医療情報のアノニウム化・

プソイドノム化が進んでいる。 

 血液検査情報の患者による検査・登録が良いのかどうかも議論中である。登録データの

正確さ、医療の効率化等、考慮すべき利益が複数ある。 

 

８ ssＰＩＮと「納税者番号」の関係について 

 ssＰＩＮというのは、個人対番号が１：１というコンセプトであるから、「納税者番号」

として使われている「社会保障番号」とは相容れない性質を持つ（オーバーエスターライ

ヒ州の教員はそもそも社会保障番号を有していない。また、会社を作ったりすれば、一人

で Tax No.をいくつも持つことになる場合がある。） 

 長い歴史的プロセスがある。社会保障番号を TaxＩＤに使うようになったが、当時は、

人物の認証をする番号ではなかった。単なる整理番号に過ぎなかった。 

 このような経緯があるところで、個人対番号を１：１にするために、新たにＣＲＲ番号

－ソースＰＩＮ－ssＰＩＮというシステムを作ったので、全く別の系列となっている。 

 ssＰＩＮは、35 分野ある（行政庁は 35 以上ある）。 

 TaxＩＤを ssＰＩＮの方にインテグレイト（統合する）ことは、当面ない。 

 

第４ オーストリアデータ保護委員会（ＤＳＫ Datenschutzkommission） 

 聴取目的：オーストリアにおけるデータコミッショナーの実態調査 

 聴取の相手方：Dr.Waltraut KOTSCHY 

               (Geschäftsführendes Mitglied der Datenschutzkommission) 

 

１ データ保護委員会の組織 

 ※「連邦データ保護法」参照 

○ 委員の構成：州２・労組の代表（というより被雇用者代表）１・連邦１・裁判所１・
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経済団体の代表１（計６名）。 

○ 任命：連邦大統領が任命。任命の提案をするのは上述のとおり。 

○ 独立した機関であることが大事、裁判所選出の委員長、そのあまりの委員は他の機

関に所属していない。 

○ 委員の能力：30 年の歴史の中で何とか基盤はできている（「日本の審査会は役員の

天下り先となっており、能力がない」という質問に対する回答）。 

○ スタッフ数：20 名「少なすぎる」ヨーロッパの平均からいくと（人口比例で考える

と）、40 人は必要。 

○ スタッフのバックグラウンドは法律家が多いが、若い職員はＩＴ技術者も居る（Ｅ

ＤＰのスペシャリスト）。 

 

２ データ保護委の活動 

○ ＥＵデータ保護指令 28 条（第三者統制機関）の実践【注１】。 

○ 一部裁判所に似た機能がある（苦情に対する権力行使〔審決か〕）。 

○ オンブズマン（後見人）としての機能もある（Informal な苦情の処理）。 

○ 書類のある正式な申立ては 150 件/年（裁定に不服の場合は憲法裁判所に手続が移

る）。 

○ オンブズマンの方の苦情が 300～400 件/年（プライベートセクターについてはオン

ブズマンに対するものが多い（Controller についての苦情））。 

※委員会がオンブズマンの機能を果たしている。 

○ 100 件/年ほど、データ保護の法に関してのアドバイス（助言）要請がある。 

○ 常にデータの保護をコントロールする権利（権限）を有している。 

○ データ及びデータを作成するものの統制（公的部門・民間部門双方）。 

○ 市町村等が ssＰＩＮを使用したいという許可申請を審査する立場。 

○ ssＰＩＮを 35 領域の何に使うかというところのコントロール（コントロールを及

ぼすのは事前に行う）。 

 たとえば居住領域の子供の数（就学児童）の数を知りたいという申請があったとした場

合に、これに対して、教育及び授業という領域になるためこの領域で許可することになる 

○ 行政機関同士のデータのやりとり。※「電子政府法」参照。 

 役所の数は 35 以上、領域は 35。 

 どういう領域にどういう機関が関連するかはリストが必要。 

 行政機関同士の情報交流の場合の ssＰＩＮが必要な他領域が具体的にどこか及び必要

な他領域の具体的な ssＰＩＮはボタン一つで自動的に算出される。 

 システムは「フルオートマチック」。 

（車がどうして走るのかの仕組みを知らなくて良いと言うのと同じ）。 

 

（日本では、行政機関が利用目的を勝手に拡大解釈して、他の機関からデータを取得する

ことがある旨の質問をしたところ、） 

 それは「データ保護の問題となる」と言下に回答。 

 ただし、100％許されたものしか行われていないということは保証できない。 
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 理由は、ＤＳＫが一つ一つのプロセスを管理しているわけではないから。 

 ただ、データのやりとりはすべて記録されており必要とあれば監査を行う。 

 

 監査はサンプル抜き取り式で行う。省庁内で行うこともあるし、外部に対して当庁から

監査に行くこともある。 

 抜き取り検査で問題があった例もある。過去に内務省に対して特別な事項に関し監査を

行ったこともある。 

 

 年間で行う検査に関しては、検査計画に則ってやっている。 

 本来あるべき姿は、年間 20 回程度が我が国の姿から見て理想かなと思う。 

 実際にはこれより少し少ない（ただでさえ少ないマンパワーが苦情処理に割かれる傾向

多し）。 

 

 個人の苦情申出をきっかけに監査を行ったこともある（保険業界の監査を集中的に行っ

た事例。2008 年）。 

 もし取扱いに不備がある場合には、ＤＳＫよりまず「推奨事項」を出すデータをやりと

りした記録は、データ主体たる本人に知る権利がある。 

 本人の同意をとるのが原則。 

 データが行き来するプロセスを常に本人が把握できるわけではないが、別の様式で本人

が分かるようになっている。 

 たとえば、医療プラクティスに関連し、誰にどの様なデータを何の目的で提供するかは

ポスターなどで明らかにしなければならず（これは義務）、これにしたがって提供されてい

なければならない。 

 とりわけ誰がこれを転用するかを明確化することが重要である。 

 

 「Controller（「依頼人」と訳す）」が取得目的を明確にして情報をとらなければならな

い、「法人」が Controller であることが多いがこれに限らない。 

 

 行政機関同士の情報交流が目的を「あいまい」に行わないようにするのは、いわゆる長

年の「躾」の問題である。 

 オーストリアのデータ保護については 30 年の歴史があり、それが基本となる。その歴史

の中でデータ保護の意識は定着している。個人のデータの使用に関し、上述のような明確

化の意識が浸透しているところである。 

 

 たとえば、グーグルのストリートビューについては「信じ難い」問題である。 

 現在一時的に禁止し、調査中である。（ＨＰにも出ている）。 

 

３ その他 

○ ＤＳＫの過去の活動を記載した文書・書籍としてはデータ保護の Report（２年ごと）

に発行されており、ＨＰ上に掲載されている。 
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 新版は６月 30 日に掲載の予定。 

 ※英語版ＨＰ https://www.dsk.gv.at/DesktopDefault.aspx?alias=dsken 

 

【注１】28 条 監督機関 

１ 各構成国は、一つ又は二つ以上の公的機関が、この指令にしたがって構成国が採択した規定の範囲内で、その適

用を監督する責任を負うことを定めなければならない。 

この機関は、委任された職権を遂行するうえで、完全に独立して活動しなければならない。 

２ 各構成国は、個人データの取扱いに係る個人の権利及び自由の保護に関する行政措置又は規則を制定する際に、

監督機関に諮ることを定めなければならない。 

３ 各監督機関は、特に次に掲げる権限を与えられなければならない。 

―取扱作業の対象を構成するデータにアクセスする権限、及び監督職務の遂行に必要なすべての情報を収集する

権限等の調査権限。 

―たとえば、20 条の規定にしたがって取扱作業の実施前に意見を述べ、及びこの意見の適切な公開を保障する権

限、データのブロック、消去又は破壊を命じる権限、取扱いの一時的又は確定的な禁止を命じる権限、管理者

を警告又は懲戒する権限、問題点を国会又はその他の政治機関に照会する権限等の介入権限。 

―この指令にしたがって採択された国内規定への違反があった場合に、法的手続を開始する権限、又はこの違反

を司法機関に通知する権限。 

監督機関の決定に不服がある場合は、裁判所に対して訴訟を提起することができる。 

４ 各監督機関は、個人データの取扱いに係る個人の権利及び自由の保護に関して、個人又は個人を代表する協会か

らなされる主張を聴取しなければならない。その個人は、主張の結果についての情報を提供されなければならない。 

５ 各監督機関は、定期的に活動報告書を作成しなければならない。この報告書は、公開されなければならない 

６ 各監督機関は、当該取扱いに関してどの国内法が適用されるかにかかわらず、当該構成国の領域内においては、

本条３項の規定にしたがって与えられた権限を行使することができる。各監督機関は、他の構成国からこの権限の

行使を求められることがある。 

監督機関は、特にすべての有用な情報を交換する等、職務の遂行に必要な範囲内で、相互に協力しなければなら

ない。 

７ 構成国は、監督機関の構成員及び職員が、退職後であっても、アクセスした機密情報に関して職業上の秘密義務

を負うことを定めなければならない。 
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資料３ 

韓国（ソウル）調査報告書 

 

１ 調査実施期間： 

 2010 年６月 16 日～６月 18 日 

 調査対象（訪問先等） 

 国家人権委員会 

 民主社会のための弁護士会 

 放送通信委員会 

 進歩ネットワークセンター 

 行政安全部個人情報保護課 

 

２ 調査担当者（日弁連） 

 齋藤裕、吉澤宏治、岸田和久、森晋介 
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第１日目（2010 年６月 16 日） 

 

第１ 国家人権委員会について 

 現在、韓国はユビキタス社会実現を目指しているが、その過程でプライバシー侵害など

の問題が起きていないかどうか調査している。 

 国家機関が個人情報を収集していることに関し、当委員会は何件かの勧告を出している。 

 

 国家人権委員会の取扱いは国家による人権侵害であるため、民間による侵害は法的には

対象外である。 

 もっとも、 近の調査では民間企業による人権侵害が増加していることが問題となって

いる。 

 そこで、国家の担当部局に取締法規の制定を促す意見を出す予定である。 

 民間企業が住民登録番号を基礎に情報を紐付けることが問題なので、その方法（住民登

録番号を基盤に情報を収集すること）を止めさせるようにする予定である。 

 放送通信委員会は住民登録番号の代わりにＩ－ＰＩＮを開発し、Ｉ－ＰＩＮを利用した

方法に変更しようとしているが、さらにＩ－ＰＩＮ盗用の問題が起きておりメディアでも

大きく報道されたＩ－ＰＩＮ盗用対策については、委員会でも正式に決定した事項はなく、

言及するのが難しい。 

 

 国家機関の個人情報保護法はすでに存在しているが、現在、民間も対象とした個人情報

保護法が国会で審議中である。 

 監督機関の設置が検討されているが、現在検討中の案では放送通信委員会の部局として

の設置を想定されている。 

 しかし、国家人権委員会では行政から独立した機関の設置が必要であると考え、国会に

その旨の勧告（意見表明）を行った（同勧告に法的拘束力はない）。なぜなら、独立した機

関でなければ客観的な調査が不可能であるし、ＥＵ指令でも独立機関が必要であるとされ

ているからである。 

 ＣＣＴＶについても規制予定であり、詳しく規制すべきである。 

 ＣＣＴＶは公共機関個人情報保護法の規制対象となる。しかし、民間設置のものは各法

律等に若干の規制（たとえば、大衆浴場には設置できない、地下駐車場には設置しなけれ

ばならない）が存在するだけであるため、民間のＣＣＴＶについて統一基準を作るべきと

の勧告も行った。 

 

 警察による情報収集 

 ・盗聴。 

 ・携帯電話位置情報の収集（通信会社から警察への受発信基地局の情報提供）。 

※法律（通信秘密保護法）で例外的な場合に裁判所の令状を得て行うことができると

されているが、令状なしに行った事例があり、勧告を出したことがある。このとき、

警察は他の機関よりも勧告を受け入れた。国会でも議論され、警察ももうしないと
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言明した。もっとも、この事例は明確な違法であるが、それで処罰されたことはな

い。なお、刑事裁判における証拠価値については専門外であるため不明である。  

※今は基地局単位で把握しているが、放送通信委員会が、より精度の高い位置を検索

できるチップの携帯電話への埋め込みを検討しているとニュースになったが、現在

はまだ実現していない。 

 

 ユビキタス社会に向かっているが、個人情報の濫用的利用のおそれが高い。そして、対

応する法律もない。 

 ユビキタス社会でどのような問題が起きるか調査中である。 

 ＲＦＩＣチップについて、情報通信部がガイドラインを出したりもしている。 

 そのガイドラインでは、たとえば個人の同意に基づいて行うことなど、もっとも基本的

な事項について定めている。 

 2010 年には国際シンポジウムを行う予定であり、個人情報保護の重要性が一層高まって

いる。 

 

 国家情報院（ＫＣＩＡ） ※捜査権限がある組織 

 犯罪捜査目的で情報パケットをとり、個人のインターネットの通信内容（メールの内容、

どういうワードで検索したかなど）を傍受して分析していることが 近分かった。 

 国家人権委員会でも、これを問題として取り上げるべく調査中である。 

 国会でも議論がされ、国家人権委員会からも出席した。 

 

 国立大学の図書館で、席を利用する学生の指紋情報を照合していることが分かり、問題

であると勧告を出した。 

 これにより、図書館は指紋情報の利用を中止した。 

 

 外務省が電子パスポートを導入するときに指紋情報を入れようとしたが、これに反対の

意見を出したところ、中止となった。 

 

 民間企業では、従業員の管理のためにバイオ情報を収集している例がある。 

 当委員会は、労働者の不当な監視として問題にし、勧告を出したことがある。 

 

 行政機関が必要以上に多くの情報を集めることについての勧告例は多数ある。 
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第２日目（2010 年６月 17 日） 

 

第１ 民主社会のための弁護士会について 

 刑事手続に絞って説明する。 

 1988 年度に設立した。当時は軍事独裁政権下であり、スパイ容疑で逮捕されたり、拷問

による虚偽の自白をさせられたり、学生運動への弾圧がされたりしたため，それに対抗す

るため設立された。 

 もともと、公安（保安）事件を中心に対応していたが、 近は、立法監視、司法改革に

も活動を広げている。 

 金大中、ノムヒョン政権下で手続的民主化は進んだが、現政権下になってから民主主義

が後退し、大型の公安事件が増加している。当弁護士会も初心に立ち返る必要を自覚して

取り組んでいる。 

 

個人情報自己決定権 

 韓国の 高裁は、個人情報自己決定権を憲法上の基本権であると位置付けている。これ

は、情報主体がいつ、誰に、何を知らせるかについて自ら決定（コントロール）できる権

利である。 

 対象は、自分の身体、信念、社会的身分など個人の同一性を識別できる一切の情報であ

る。 

 労働組合に加入しているかとか、犯罪情報などは特に強い保護を受けられる。情報の内

容によって保護の程度が異なる。 

 近の事例として、教員労組に加入している名簿（本来、強い保護を受けるべき情報）

を与党国会議員が文化省から提供させ、これを公開しようとしたので、 高裁が公開禁止

の仮処分を出した。間接強制は１日 300 万円だったが、国会議員が無視して２週間ほどホ

ームページ上に公開した事件があった。裁判所が決定したことを無視したものであり、法

治主義への挑戦であり、個人情報保護の観点からも問題があった。この問題は個人の信念

に関わり、強く保護を受けるべき個人情報に関わるものであったので、問題は大きい。 

 

 情報通信技術の発達に伴い、多量の個人情報の収集が可能となり、個人情報が一気に広

がるようになっており、情報人権がますます重要になっている。情報にアクセスできない

と文化的な生活ができなくなる。 

 法制度の整備が重要な課題だが、現状、行政、情報通信網、保険・金融、教育、医療と

各分野でバラバラに個人情報保護の法規制がされている。 

 私企業からの情報漏れが多く、損害賠償請求事件も増えている。 

 これらを統合して規制をかける必要があるが、統一的な個人情報保護の法律はない。 

個人情報保護法は、現在国会で審議されている。どのような監督機関を創設するか（独立

組織の制度設計）が 大の争点となっている。 

 

 警察が治安維持目的のため、あらゆる情報を収集しようとしていることが問題である。 
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 2004 年に、警察がＣＩＭＳというシステムを導入した。犯罪の予防のために無差別的に

個人情報を集め、入力している。被疑者の取調調書（経歴も含め、かなり多くの情報）を

中心に構成されており、参考人の身分、嫌疑、処分、立件日等の情報が含まれている。そ

して、キーワードで検索が可能である。 

 ＣＩＭＳシステムに登録されている件数で、4400 万件の個人情報、100 万件以上の犯罪

情報が入力されている。 

 明確な法的根拠なしに警察がこのような膨大な情報を集めていることが問題である。情

報の項目も多すぎる。思想の問題、性犯罪被害者、参考人などの情報も取り出すことがで

きる。 

 裁判で無罪が確定しても、違法収集証拠と認定されても、収集した証拠や事件のデータ

はそのまま残っている。 

 たとえば、韓国の有名な歌手は、大麻のスキャンダルが新聞で報じられるたびに、召喚

される。芸能人の大麻事件があるとそのたびにデータベースでひっかかってしまい、毎回

参考人として取調べを受け、調書を作成されている。実際、出頭を拒むことはできない。

困惑しており、「自分は１度も有罪になったことはない、起訴されたこともないのに、スキ

ャンダルのたびに呼ばれる」、と涙ながらに不満を述べる記者会見を行ったことがある。 

 

 ＫＩＣＳ（刑事司法情報システム）は、ＣＩＭＳ以上に大きなシステムで、警察、検察、

裁判所のデータベースを統合する計画であった。しかし、法的根拠は当時なく、プライバ

シーの問題から反対が多かった。裁判所も独立性が脅かされると反対し、相互照会システ

ム（各機関がＤＢを個別に保有し、他の機関のＤＢへのアクセス権を認める）になった。 

 刑事司法上という縛りもあるが、概念があいまいであり、どんな情報でも入力すること

ができてしまう。他の機関から必要と言われれば情報を提供することになってしまう。こ

のシステムをチェックする機関はあるが、実際には検察による独占状態である。検察官が、

有力者と癒着し、これをスポンサーとして、高級クラブ等で接待を受けたり、買春したり、

賄賂を受けるなどしていたことが報道されている。 

 もし、本当に必要なら法律を制定の上、正当な手続を経て行われるべき。 

 世論の声を受けて、刑事司法手続電子化促進法（2010 年５月施行）が制定された。この

立法過程で人権団体やわが団体も意見を述べた。 

 

 「ＤＮＡ身元確認情報の利用及び保護に関する法律」が 2010 年４月 15 日に施行された。 

 性犯罪の多発（特に児童に対して）により、性犯罪者に厳しく対応するため、重犯罪者

（殺人、放火、強姦等）のＤＮＡ情報を事前に収集しておく。 

 検察と警察が競争するかのようにたくさんの情報を集めるおそれがある（データベース

の管理主体が、対象ごとに２つに別れるため）。客観的に独立したところが管理すべきだろ

う。 

 いつ誰がＤＮＡをとるのか、どういう犯罪（性犯罪など）ついてＤＮＡを採取するかが

あいまいであるが、本来厳格な要件が必要なはずである。 

 再犯率が高いことが実証されているものに限るべきだが、現在は重大犯罪についてすべ

て収集されている。 



資料３ 

 

- 291 - 

 人権団体等から反対論が強かったが法制化されてしまった。このような問題について人

権問題であると問題提起するとなぜ犯罪者を擁護するのかという非難の声が上がる。  

 韓国では、裁判所の判決で性犯罪者に位置追跡システムをつけるかどうか決められるよ

うになっており、ＤＮＡ採取についても同じようにすべきである。 

 もちろん犯罪に対処するという視点も大事だが、令状主義を初めとする手続が貫徹され

ることやなぜ同種犯罪が繰り返されるのかという社会的背景の分析も劣らず重要である。 

 

 ＫＩＣＳについて、情報公開を要求したが開示されていないのでシステム全容は明らか

でないが、住民登録番号が特定のキーとなっており、同番号で検索もできることになって

いるはずである。 

 ＫＩＣＳとＤＮＡデータベースは、法律上は別システムとはうたっていないが別システ

ムで管理されている。ＫＩＣＳの情報は取調調書が中心である。 

 

 電子マネー取引情報は、金融取引の情報なので令状がなければとれない（金融信用保護

法）。 

 しかし、公共機関が収集している情報は、密かに令状なしに提供されている。 

 

 ＣＣＴＶについて、政府は犯罪捜査に役に立つと言っている。しかし、研究からしても

犯罪予防に役立つとは確証されていない。 

 地方自治体が設置したものはかなり多い。 

 警察が必要と言えばほとんどフリーパスで提供している。役所のオペレーション室に行

って、見たいカメラの映像を映させるなどしている。 

 違法駐車用のカメラは、ナンバーの識別ができるので、犯罪捜査に使用ができる。 

 ある時期に自治体が競争的に設置して、社会問題になった。 

 監視カメラの情報を統合できる機関はない。 

 そのため公共機関個人情報保護法で規制がされたが貧弱である。 

 個人情報保護法に規定が設けられる予定である。 

 

 ストリートビューについては、すでに存在するが問題視する声は上がっていない。 

 

 住民登録証の指紋登録は、十指すべて登録されている。違憲性を争う訴訟が起こされた

ことがあるが、裁判所は合憲と判断している。 

 行政は捜査機関に指紋情報を提供しているが、法的根拠がない。違憲性を争う訴訟が起

こされたことがあるが、裁判所は自己情報コントロール権の存在を前提としつつも、警察

法等で犯罪捜査権が認められるとして合憲としている。 

 人権団体が指紋押捺反対運動を行ったが、反響がなかった。 

 

第２ 放送通信委員会について 

１ 組織について 

 2008 年度に、放送委員会と情報通信部が統合され、発足した。 
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 委員５名（委員長１名、委員４名）の合議制機関。 

 放送通信政策（放送と通信の融合・推進・規制関連など）の決定を行う。 

 オンライン上の個人情報保護についても扱っている（情報通信網情報保護法）。 

 個人情報保護の管轄は、分野ごとに分かれている。 

 たとえば、以下のようである。 

 放送通信委員会 インターネット等の通信手段に伴う個人情報 

 金融委員会   金融に関する個人情報 

 保健福祉部   医療に関する個人情報 

 行政安全部   行政機関の保有する個人情報その他個人情報全般 

 

２ ライフログ（online behavior）について 

 ライフログのことを韓国では online behavior という。 

 韓国も日本と同じ悩みを持っている。携帯、インターネット等を含めたライフログ関連

全般について検討するタスクフォースを作って、対策を練っている 中である。 

 イギリスのフォームという会社がライフログを活用したビジネス（ターゲット広告）を

展開しようとしたが、世論の反対で頓挫した。その後フォームは韓国支社を中心に顧客の

同意を取りつけることでビジネスを再開し、同じビジネスを韓国の会社も準備している。 

 グーグル、マイクロソフトや韓国のポータルサイト運営会社も同様である。 

 新しい問題なので、既存の法律（情報通信網の利用及び保護等に関する法律）でライフ

ログの問題に対応するには限界がある。法改正前に対応できる部分は対応し、対応が難し

い部分は当部署でライフログの規制に関するガイドラインを制定しようとしている。情報

通信網保護法に基づくガイドラインである。インターネット（ショッピング、オンライン

ゲームなど）のみならず携帯なども含め、すべてのネットワークに関するガイドラインで

ある。業界団体の自主規制は韓国の実情に合わない。 

 個人識別性のあるものについては強制可能であるが、ないものはガイドラインで対応す

る。個人識別性のあるものについては、プライバシー侵害性が高いので、同意を必要とす

る。特定個人の情報を集め続けると、当初は個人を特定することができなくとも、いずれ

特定できるようになるので、本人に通知するなどの対応が必要となる。 

 ガイドラインは業者の声を受け入れ、守られるようなものを考えている。市場の反応を

見て、法律にするかどうか見極めて判断する。他国でも法律では規定していない。我が国

もステップ・バイ・ステップで検討する。業者にとってはガイドラインがないとかえって

やりにくい、ガイドラインは業者にとっては規制緩和になるかもしれない。業者は事前同

意なく収集したいと思っているが、分別なく収集するのは危険。政府としても注意深く対

応したい。 

 個人識別性があるかどうかをどのように判別するかについては、明確な基準を作成中で

ある。事業主が持っている情報を総合した場合に識別可能か等まだ決定していない。こう

した基準がないと業者もやりにくいと思う。委員会としての確定的な結論はまだなく、タ

スクフォースで検討中である。検討には業者も入っている。 

 日本の総務省との間の個人情報保護に関するＭＯＵ（覚書：memorndom of understanding）

に基づき、連携して検討もしている。この問題については、総務省と経済産業省の管轄が
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ある。 

 アメリカのＦＴＣが出している基準は包括的であいまいだと考えている。むしろ、ＥＵ

指令を参考にしている。 

 国民の反応を見るアンケートも実施中である。国民の間には、知らないうちに情報を集

められるのは危険との認識がある。 

 ライフログの問題は、世界的な問題なので、世界中で共通の認識を持つ必要がある。 

 

３ 情報保護総合対策 

 2008 年に大型ショッピングモールの情報（何百万件）が、ハッカーによって流出する事

故が発生した。 

 そのため、政府が体系的に対策をとるため総合対策を作った。 

 総合対策の基本は次の３点である。 

 ①個人情報侵害事故の予防、②個人情報管理強化と侵害への救済、③ネットの健全利用 

 2008、2009 年には情報通信網保護法が改正された。そこでは、事業者が個人情報保護対

応をとるようにした。業者に賦課する課徴金も新設し、過料も増額し、勧告に従わないと

きには罰則が課されるようにした。 

 韓国では国民性で、不買運動のようなことはしない。日本は社会的規制だが、韓国では

社会的バックグラウンドから政府が前に出て処罰しないと規制は困難である。 

 カード、口座、住民登録番号のような重要な個人情報については技術的措置を講ずるよ

う法律で規定した。 

 

４ Ｉ－ＰＩＮ 

 韓国では、民間での会員登録時、住民登録番号を入力させ、利用者の選択権を侵害して

きた。一定規模以上のインターネット事業者は住民登録番号を入れなくてもいいように措

置をしている。しかし、住民登録番号は定着している。一切使わせないと支障が出る。そ

こで政府は住民登録番号と同じ機能のＩ－ＰＩＮを作った。 

 発行主体は、政府（行政安全部）が１つ、民間会社が５つである。 

 Ｉ－ＰＩＮは、個人識別情報が出ないようにするために住民登録番号に代替するものと

して作った。非可視性のものである。これが発行されると、ＩＤとパスワードが与えられ

る。 

 住民登録番号では、番号を介してマッチングの危険があり、個人識別情報の漏洩につな

がりやすい。民間の取引で住民登録番号を使うのは危険である。現状、住民登録番号は生

活のあらゆる場面で利用されている（病院で診察券を作るとき、銀行口座を作るとき、携

帯電話に加入するときなど。紙ベースでも通常に記載する）。国民の個人識別ＩＤはそれし

かないし、民間で使用できないとの条項もない。 

 グーグルで住民登録番号を検索したところ、かなりの数がヒットした。政府は監視して

いるが、減る傾向にある。 

 翻って、Ｉ－ＰＩＮは急増中である。2015 年までに住民登録番号に完全に代替させる予

定ではあるが、義務ではない。ただし、オンライン上は、Ｉ－ＰＩＮで代替できるが、オ

フラインでは代替できない。 



資料３ 

- 294 - 

 行政の内部で住民登録番号を使うのは可である。 

 Ｉ－ＰＩＮでなければ使えないサービスも出てきている。 

 2005 年にガイドラインができ、Ｉ－ＰＩＮ活用を開始した。それが業者にとって不便だ

ったため、Ｉ－ＰＩＮ2.0 を作り、法律を改正した。  

 2010 年３月から、一定の規模以上の業者は、インターネットの加入に関して、住民登録

番号に代わる代替手段を作らなければならなくなった。住民登録番号は不要な情報だから

問題はない。規制を受ける業者は、1309 社ある。９割が代替手段を備えている。そのうち、

利用者がどの程度の割合で住民登録番号以外のもの、たとえばＩ－ＰＩＮを作っているか

どうかは分からない。Ｉ－ＰＩＮを使う人はそれ程多くない。 

 利用者が住民登録番号を使用することは禁止されていない。私共は使用禁止も視野に入

れている。 
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第３日目（2010 年６月 18 日） 

 

第１ 進歩ネットワークセンターについて 

１ 組織 

 1998 年設立。 

 情報の発信と個人情報保護が活動の２本柱。 

 電子身分証問題、指紋押捺反対運動、住民登録番号改善運動、個人情報保護法案につい

ての運動、ネットの環境（実名制反対）運動、労働者に対する監視反対運動、刑事上の情

報システムへの反対運動等。 

 ９名のメンバー（半数が事務）。 

 2000 人くらいがセンターのメールサービス等を利用。 

 

２ Ｔ－money カード 

 電車、買物、・・・非常に多数の情報が組み込まれている。 

 先払い式のカードには個人情報は入っていないが、固有番号があり、利用状況とリンク

して、どこに移動しているかの情報がＤＢに保管されている。乗降についての情報、路線、

車両番号など 20 項目くらいの情報がある。ＨＰに登録すれば、氏名と番号がリンクし、個

人識別可能になる。 

 クレジット式のカードは、ＨＰですべての使用が確認できる（どこからどこに移動した

など）。利用状況は、法的な根拠がないが、警察に任意提供されている。 

 これらの情報と住民登録番号など個人識別情報が紐付けられれば、電子取引の匿名性が

なくなり、名寄せの危険も生じる（約款で第三者提供に同意することとされている）など

個人情報保護上大きな問題がある。 

 Ｔカードを会社、所属組織から交付されれば労働監視の手段となる（会社所有のカード

は会社が本人情報として照会し、利用状況を確認できるシステムになっている）。 

 捜査機関からの情報開示の求めには任意に開示に応じているのが実情（Ｔ－money につ

いて規制する法はない）。 

 

３ 交通機関の利用情報  

 位置情報保護法では、第三者に情報を提供する際にはその都度主体の同意をとる必要が

あるが、それは情報通信網を使う場合を対象としているため、Ｔ－money は対象にならな

い。当局は、ＲＦチップを使って収集するものはこの規制対象にならないとの見解。 

 通信秘密保護法でも通信の事実自体は保護されるが位置情報は保護の対象とならない。 

法の空白地帯となっている。 

 しかし、位置情報の情報収集、蓄積はネットワークサーバなどを使ってなされているの

で情報通信網を使用した情報取得にほかならず、規制の対象になる。 

 電子取引上の匿名性がなくなり、個人情報流出のリスクが生ずる。実態として明らかで

ないが、約款に第三者提供の条項が入れられているため、Ｔ－money 会社が他の情報とマ

ッチングするおそれはあると思う。政府は改善する気がないと見ている。 
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４ 住民登録番号 

 Ｉ－ＰＩＮは住民登録番号を基礎にしているので問題の解決にならない。 

 Ｉ－ＰＩＮ の場合、ＩＤとパスワードだけでは住民登録番号や個人情報は分からないが、

Ｉ－ＰＩＮ発行会社（民間業者）のＨＰへ行けば個人情報を確認することは可能だと思う。 

 オーストラリアとかニュージーランドの法制が良いと思う。 

 Ｉ－ＰＩＮの不正発行事案があった。 

 電子取引法上も住民登録番号の民間使用を禁止していないので、結果的にはかえって住

民登録番号の使用、個人情報の収集を助長していると思われる。 

 ネットの実名化はやめるべき。 

 オンライン、オフライン問わず番号の民間使用を禁止すべき（行政分野に限るべき）。そ

の上で、統一番号ではなく行政サービスの分野別、目的別に各番号を使うべき。ポジティ

ブリスト方式（※使用する分野を明示して、その明示した分野の使用に限定する方式）に

すべき。 

 住民登録番号は終生不変だが、番号の再発行を認めるべき。 

 カナダ、オーストリアでは統一番号もあるが、分野ごとに番号があり、各番号ごとに使

える範囲についてポジティブリストがあり、使用できる範囲が限定されている。アメリカ

では厳格な注意義務があるが、我が国にはない。 

 行政機関個人情報保護法がありながら、電子政府推進法によって行政機関同士の共同利

用が図られているのは、第三者提供禁止の例外が広いから（公務執行が例外とされている）。 

 住民登録番号の悪用の問題は民間の方がさらに深刻。 

 住民登録番号と名前が結び付けられた情報は氾濫しており、闇市場で容易に買える状況。 

 問題を調査する第三者機関がないことが問題。携帯電話の契約や融資等の場面で、成り

すましによる被害も生じている。 

 インターネットで意見を述べる場合でも一定の大きさのサイトでは住民登録番号を入力

しなければならないことになっている（名誉毀損等の対策目的）。 

 アメリカのように、個人情報流出の際に、本人へ通知する制度を設ければ、１回の流出

で何十億と費用がかかるので、無制限に個人情報を収集しなくなるだろう。 

 かつてあった住民登録証の携帯義務（罰金あり）はなくなった。 

 

 2003 年、住民登録番号について、憲法裁判所に人権侵害を理由に訴訟を提起した。固有

番号であること、バイオ情報（指紋）が入っていること、発行を受けることが義務的であ

ることが人権侵害であると主張した。 

 しかし権利侵害性がないとされて、敗訴となった。憲法裁判所の判断根拠は、社会的な

必要性（公共の福祉）のみだった。 

 

 問題の根源は、裁判所の緩やかな合憲判断と、法律があいまいすぎることにある。 

 

 住民登録カード発給申請の際、顔写真と全指の指紋情報を提供する必要がある。法律上

は指紋の採取権限はなく、規則でも登録は一指（右手母指）のみとなっている（住民登録
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法でも、全指を採取できる根拠はない）。 

 採取した指紋を警察に送る根拠もない。 

 しかし、実際には紙情報として登録された指紋情報は自治体の役所（行政安全部管轄）

から警察へ提供され、警察が電子データとして独占的に保管している。職質の際に警官が

指紋の提供を要求することができ、たとえば路上などで指紋読み取り機で指紋確認を求め

ることができ、それを無線で送信してデータベースの情報と照合して、すぐにどこの誰か

分かるシステムになっている）。 

 

 1996 年に、住民登録証にＩＣチップをつけ、情報を記録するという制度ができそうにな

ったが、カードをなくせば、カードに記録されたすべての個人情報が流出する危険性があ

るということで反対運動が起き、実現しなかった。 

 しかし、2005 年には行政安全部のタスクフォースで再度検討が開始されている。今回は、

ＩＣチップに記録するという方法ではなく、すべてのＤＢを連携させるという方向のよう

である。ＲＦチップも入っている。ＩＣカードが安全なものになる、保険証・キャッシュ

カードとの統合、企業による取引が簡単になるなどと主張されている。 

 

 住民登録番号は、商取引で通常に使用されている。 

 携帯電話番号やクレジットカード番号と住民登録番号が国税庁に事前に登録されており、

取引の際に相手に携帯番号やクレジット番号（住民登録番号でも良いのだろうが、反発を

抑えるため）を教えると、国税庁のＤＢに情報が送られることとなっている。領収書をも

らえば、所得控除を得られるようになっており、利用する人が多い（利用しない人もいる

ので、100％ではないが）。携帯電話の登録は実名制となっており、住民登録番号に代替し

得る。現金領収書の拒否については処罰規定がある。 

→小規模な商店でもレジに端末（クレジットカードの読み取り機を利用するので、新たな

設備は不要）があり（設置が義務化されている）、クレジットカード番号ないし携帯電

話番号入力で買物ができるが、それを誘引することで国税庁が商店等の売上高把握の容

易化を図っている 

 

 ＰＩＡの制度は、今のところないが、個人情報保護法に盛り込むべく検討中である。 

 

５ 個人情報保護法案 

 個人情報が流出した場合に当該本人に通知する制度が検討されている。 

 たとえば、流出情報１件あたりいくらを支払うという制度になればむやみに個人情報を

収集することもなくなる。 

 独立した監督機関を設けるべきである。 

 理想的にはオーストラリア、ニュージーランドの立法。 

 総則をまずは定めてからであるが、わが国では宣言的なものにすぎず、これが法的根拠

となるか明らかではない。 
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６ 監視カメラ 

 国、自治体が設置したものは 24 万台くらい。自治体は１万 3000 台程度で、駐車違反取

締りや施設管理、防犯目的。増えている。ネットワークカメラも結構使われている。 

 

 公共機関個人情報保護法で規制がある。個人情報保護法上で規制すべきであると考えて

いる。進歩ネットワークセンターは、独立の第三者機関による設置を求めている。 

 近は、保育所等にカメラを設置して自分の子どもの様子をリアルタイムに確認できる

ようにすることを求めるニーズが高まっている。ソウル市はモデル地域で、市内には現に

1000 個くらい存在している。 

 もともとソウルではほとんどが私立の保育所であり、カメラが設置されたのもほとんど

私立の保育所。市の補助金が多いので、市から設置を求められたら断ることはできないた

め、特に反対もなく設置された。 

 

 市設置のカメラに主婦などパートがモニタリングし、あやしいと録画・保存をする制度。

保存期間の定めもない。 

 

 民間設置のものは 250 万台くらいあると言われている。駐車違反の取締りや、防犯を目

的としており、防犯目的のものが増加している。 

 

 安全環境の整備、独立機関の設置、情報コントロール権の保障（設置・運用・撤去など

を市民が管理者に請求できる制度の創設）などが必要。 

 監視カメラ設置の要件での限定はなかなか難しいかもしれない。抽象的な要件にならざ

るをえないから。 

 精度、撮影方向等の技術的条件（運用）の規制の方が現実的であろうと考えている。駐

車違反取締目的なら顔までは映らないようにするとか、人権面だけでなく、予算の効率化

もカメラ規制の視点ではないか。センター設置や運営に費用かかる。実際に効果があるの

か検討が必要。 

 犯罪予防については、監視カメラより人権制約的でない方法がとられるべき。貧富の差

解消とか。 

 

７ ライフログ 

 online behavior という。  

 法体系上、個人情報にあたるかどうか微妙。クッキー情報など。 

 ＩＰとクッキーの使用が必要なので、この二つの規制ができるかどうかが問題。ガイド

ラインで規制する予定。 

 フォーム社が韓国の 大のブロードバンダーと提携し、ライフログ情報を収集すること

を打ち出したが、個人の同意をとることが条件とされた。結果、同意をする人が少なく、

ビジネス上支障が生じているため、今後どうなるかは不明。 

 フォームの設備を調査したところ、ブロードバンダーと提携し、ブロードバンド回線か

ら、ＩＤ、クッキー、メールの内容などの電子情報をすべて把握していることが分かった。
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電子通信網法違反である。 

 オンラインは社会性、公共性が高いところであるはずにもかかわらず、商業性が高まり、

企業支配が強まること、ひいては公共性が失われ将来的には自由民主主義への脅威にすら

なり得るということが根本的（哲学的）な問題。  

 

第２ 行政安全部 個人情報保護課について 

１ 現状について 

 住民登録番号は韓国独特の制度であると認識している。 

 住民登録番号で住所、氏名、生年月日、顔写真、指紋、兵役、犯罪歴、破産したことが

あるかなど 30 項目の情報を容易に名寄せできる。市民団体からはビッグブラザーと言われ

ている。 

 1969 年に、官邸がゲリラ部隊の襲撃を受けた歴史を経て、国防上の必要から義務的に番

号をつけることになった。 

 当初は、限られた行政分野だけで使用するはずだったが、現在は、徴税、福祉、徴兵、

選挙などあらゆる行政分野で活用している。のみならず、民間における申告義務はないが、

免許証等でも簡単に本人確認ができるため、現在では民間でも活用されており、あらゆる

取引など非常に広範な場面で利用されている。 

 

 行政の分野では、1960～70 年代の経済発展の時代、兵役、納税、選挙などにおいて国民

同定の効率性向上に貢献した。住民を動員したり、人員の再配置を行う場面などで特に有

用であった。 

 行政上の１万 2000 に上る書式において必ず住民登録番号を書くことになっている。 

 もともと行政の便宜のための制度だった。 

 

 ところが、民間で活用されるようになるとプライバシー上の問題が出てきた。民間の約

300 万の事業体のほぼすべてで、住民登録番号を使用している。 

 流出、漏洩事故が頻繁に生ずるようになってきている。 

 流出経路でもっとも多いのは会社内部の社員による漏洩。会社内部の情報管理の不備が

原因である。 

 また、中国、北朝鮮、ベトナムなどからハッカーが闇市場に情報を売っている。 

2010 年３月～５月で 7000 万件程度の流出事故がある。 

 かつては政府が税金の滞納者の氏名、番号を公表したことによるプライバシー侵害など

があったが、90 年代後半から、政府は取扱いを厳しくしているため、 近の流出事故の９

割は民間企業によるものである。 

 

 多数の被害があるという状況は日本でも同様だと思う。  

 国境を越えた協力、国際的な対応が必要であると考えている。 

 中国のハッカーの問題については、中国当局と常時協力している。 

 公共的な面ではすでに協議が始まっており、日本の総務省と連携している。 

 民間レベルでのネットワーク（たとえば、日中韓の弁護士間など）の構築が進むことを
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期待している。韓国国民の個人情報保護に対する意識を高める意味で、日韓の民間団体の

連携推進を計画している。 

 

 住民登録番号関係の総括は、行政安全部。 

 民間分野の個人情報保護については、放送通信委員会、金融委員会など分野ごとに所管

している。日本と同じである。 

 韓国で住民登録番号を使わなければならないことを定めた根拠法律は 80 くらいに上る。

うち 18 の法律では、使用を制限的にするように改正をした。 

 民間では、オンライン加入時に名前と住民登録番号を本人確認、同一サービス加入状況

等を確認するために使用している。ショッピング、百貨店でのマイレージ管理のキーとし

ても使用している。金融商品、保険、医療の分野でも使用されている。 

 

 住民登録番号を違法に作り、架空の人物を創造するプログラムがある。プログラム作成、

流布は処罰対象。 

 住民登録番号は生年月日、性別、地域などでパターン化されている。アルゴリズムで

後の一桁を作る。これは国家の 高機密。民間事業者はパターンの整合性で判別をしてい

るため（政府のデータベースにアクセスするわけではない）、そのロジック、アルゴリズム

を踏まえることで、政府データベースにない架空の人物（偽りの名前と住民登録番号）を

作ることが可能である。ロジック、アルゴリズムが正しければ、その架空の人物も実在の

ものとして扱われる。 

 また現に存在する人の番号を利用した成りすまし被害も多数ある。 

 たとえば、新聞のウェブサイトでの意見投稿などで外国経由で他人に成りすまして政府

の激しく批判する意見を投稿するなど 

 

 統一番号を作ると行政効率は飛躍的に向上する。一方で、プライバシー侵害の弊害はほ

ぼ確実に生ずる。一長一短である（一つ得たら一つ失う）。 

 うまく調整すれば両立も可能だとは思うが・・・。統一番号を使うなら、行政分野に使

用を限定すべきであり、民間で使用させると様々な問題が生ずるので、民間使用は厳格に

制限するなど。 

 法制度も重要だが、民間の意識や文化の問題。企業がきちんと責任をとる立場になれば

民間で番号を使っても良い。 

 初から、プライバシーとの調整を行うべきだった。今の韓国ではもう遅い。 

 

 住民登録番号をなくすべきとの主張もある。しかし、行政上も民間のビジネス上も意義

がある。今廃止すると、多くの事業者において売上げが２割くらい減ると思う。 

 

２ Ｉ－ＰＩＮ 

 何回でも新たな番号を発行してもらえるので盗用されたら再発行を受けることで被害を

食い止められる。 

 現在の普及率は２割だが、普及促進活動を行っている。 
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 現在は公的機関と５つの民間企業（信用評価会社）が発行している。当初、政府がＩ－

ＰＩＮ開発に関するプログラムを民間に提供しなかったため、民間が独自開発した。政府

系のＩ－ＰＩＮは政府のホームページにより公共サービスを利用する際に使用されている。

民間のＩ－ＰＩＮは、どれでも民間取引のすべてに使用できるが、相互利用は現在のとこ

ろ困難。Ｉ－ＰＩＮでも公共民間問わず利用できるようにすべくシステムを改善中。 

 Ｉ－ＰＩＮ発行時には、個人情報保護のために、住民登録番号を提供する必要はなく、

クレジットカード番号、顔の確認＋身分証明書、携帯電話（携帯電話番号を入力すると、

ＳＭＳメールが来て、番号を入手し、ホームページに番号入力）、電子署名の４つの方法で

本人確認を行う。 

 公共のＨＰではＩ－ＰＩＮと住民登録番号の両方を使える。Ｉ－ＰＩＮの場合はダウン

ロードの手間もかかるが、住民登録番号 13 ケタを入力するだけなのは簡単。国民の意識に

より住民登録番号が使用されている。 

 

 近では公共機関からの情報流出はない。昔は滞納者名がＨＰに載っていた。公共では

問題が発生すれば公務員は懲戒になるので、きちんとした意識で対応する。 

 

 公的機関のＩ－ＰＩＮは行政安全部、民間のＩ－ＰＩＮは放送通信委員会の管轄Ｉ－Ｐ

ＩＮの普及により住民登録番号流出、盗用の被害は減少するはずである 

 住民登録番号流出防止プログラムを政府が開発中である。 

※住民登録番号が自分のＰＣから外部へ送信されようとしているときに警告画面を表

示したり、インターネット上の住民登録情報を消去したりするもの。 

 

 初から住民登録番号をきちんと管理すべきだった。 

 

３ 個人情報保護法 

 2003 年頃から議論がされているが、紆余曲折あり現在まで制定に至っていない。 

 来週から委員会で本格的に審議が始まる。今回は成立の可能性がかなり高い。 

 今でも通信、金融など色々な分野の個別法がある。 

 同時に医療機関個人情報保護法など特定の分野の特別法を作ろうとしている。 

 

 個人情報に関する被害救済の制度行政手続上＝個人情報紛争調整委員会。 

 たとえば、整形写真（手術前後のもの）を勝手に広告に掲載された被害について 1000

万ウォンの解決金で調整をした。 

 

 住民登録番号を勝手に作ること、流布すること、盗用すること、債務履行の手段とする

こと（住民登録証を借金のカタに預かるなど）などは、いずれも処罰の対象。 

 成りすましのオンライン取引等で被害を被った人の損害を補填する制度はない。 

 １日平均利用者が多い（ポータルで５万人以上、ゲームで１万人以上、新聞で 5000 人以

上など）事業者では、住民登録番号以外の代替本人確認手段を設けることを法律で強制し

ている。 
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 行政機関を超えるＤＢで、住民登録番号を利用していると思われるが、データ共有され

ており、700 くらいが連動している。住民登録番号で簡単に突合することができる。国民

の便宜のためである。間違うと国民に被害が生ずる。 

 情報機関同士は必要な場合にのみ情報を融通している。必要な範囲でのみ、他のＤＢの

情報が使用できるように制限している。たとえば、納税情報は、捜査目的に使うことはで

きるが、それ以外では利用できない。 

 

 2004 年に、電子住民登録証を作ろうとしたが、プライバシー侵害との国民の批判が強く

実現しなかった。当時は、偽・変造を防ぐ技術がなく、プライバシー侵害のおそれもあっ

た。 

 近、2014 年の導入を目処に再び調査をはじめている。 

 ＩＣチップには、行政目的に適合する範囲で 小限の情報を暗号化して入れる予定であ

るし、所持も強制しない。住民登録台帳記載情報をどこまで入れるかについては議論があ

る。 

 技術的には高度に暗号化し、流出することがないように措置を講じようとしている。 

 

４ レセプトの電子化 

 大手病院は電子カルテ化しているが、地方はまだ整備されていない。所管する役所が医

療機関個人情報保護法を国会に上程している。 
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図１ 

駅構内など街中の至るところに監視カメラが設置されている

都市の実写データを360°回転操作で見ることができる（無料）
degital　view
駅構内等に設置
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Ｔ-moneyカードの販売とチャージ機 地下鉄の改札でＴ-moneyを利用

Ｔ-moneyはコンビニエンスストアでも利用できる

証明写真機でもＴ-moneyが利用可能  
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タクシーにもほぼ完備されているなど、街中のあらゆるシーンでＴ-moneyを利用できる

住民票などの証明書発行機が駅構内に設置されている

以下は、実際に操作した状況である

住民票、自動車登録証明書、徴兵関係の

証明書などの発行を選択できる

今回は自動車登録証明書を選択した

まずは住民登録番号を入れる
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指紋確認のため指をかざすよう指示する画面

指をかざしたところ

登録されている指紋との一致が確認された

再度、住民登録番号の入力
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必要な書類の種類の選択画面

おそらく謄本、抄本の別についてと思われる

自分の自動車の車両番号を入力

必要枚数、料金などが表示される

国家人権委員会
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進歩ネットワークセンター

行政安全部

民主社会のための
弁護士会
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資料４ 

アンケート結果 

 

 回答のあった事業者（８社）の内訳は以下のとおりである。 

 事業者分類 回答 

電子商取引事業者 1 社 

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 2 社 

携帯電話事業者 1 社 

ISP（インターネット・サービス・プロバイダー） 2 社 

検索エンジン・ポータル事業者・ISP 1 社 

1 

検索エンジン・ポータル事業者・電子商取引事業者・SNS・ISP 1 社 

 

(1) ｗｅｂ サイト上の行動履歴情報の収集および利用について 

行動履歴情報を利用したサービスの中心である行動ターゲティング広告実施の態様、

どのような行動履歴情報を収集しているのか、行動ターゲティング広告以外の目的で行

動履歴情報を収集・利用しているか等、行動履歴情報の収集・利用の実態を調査するた

めにこのような質問事項を設けた。 

行動履歴情報収集の有無及び収集目的の内訳は、第１章第２節で述べたとおり。 

なお、行動履歴情報を収集していないと回答した回答者（１社）は、以下、行動履歴

情報の収集を前提とする設問については回答なし。 

 設問 回答 

2 行動ターゲティング広告に関し，御社につい

てあてはまるものを全て選んで下さい。 

①インターネットユーザーの行動履歴情報

を収集しそのデータを利用して行動ター

ゲティング広告の配信事業を行っている 

②広告主として行動ターゲティング広告を

利用している 

③インターネットユーザーの行動履歴情報

を収集しそのデータを利用して自ら運営

するサイト内で自らの宣伝等を行っている。

④他の事業者が収集した行動履歴情報の提

供を受け、その情報を利用して自ら運用す

るサイト内で行動ターゲティング広告を

掲載している 

⑤広告主として行動ターゲティング広告を

利用しているが、行動ターゲティング広告

配信事業者に自ら収集した行動履歴情報

を提供し、その情報をもとに行動ターゲテ

ィング広告が行われる 

⑥自ら運営するサイトに他の事業者に行動ター

ゲティング広告を掲載する場を提供している 

・①、②および③と回答：2社 

・①および②と回答：1社 

・③および④と回答：1社 

・⑤と回答：1社 

・⑥と回答：1社 

・行動ターゲティング広告を実施し

ていない：2社 

 

（＊他の設問に対する回答と考え

合わせ推測したものもあるため、実

際の利用形態とは相違する可能性

がある） 
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行動ターゲティング広告関連以外の利用目

的で Web サイト上の行動履歴情報を収集・保

有していますか。 

はい：5 社 

いいえ：3 社 
3 

収集・保有している場合，その利用目的を教

えて下さい。（＊上記設問で「はい」と回答

した 5 社に対する設問）（回答例） 

 

・カスタマーサポートに利用するため 

・サービス向上に利用するため 

・統計データとして集計するため 

・（特定の）サービス提供のため 

4-1 収集している Web サイト上の行動履歴情報

の種類を教えて下さい。 

 

・自らが運用するサイト内での検索

履歴、ページ閲覧履歴、広告のク

リック履歴：4 社 

・他の事業者または個人が運用する

サイト内での検索履歴、閲覧履

歴、クリック履歴：0社 

・その他：2社 

4-2 4-2.パソコンからアクセスしているインタ

ーネットユーザーの場合と，携帯端末・スマ

ートフォン等からアクセスするインターネ

ットユーザーの場合で，収集する情報の種類

は異なりますか。 

はい：5 社 

いいえ：2 社 

4-3 どの点が異なるのか具体的に御説明下さい。

（＊設問 4-2 で「はい」と回答した 5 社に対

する設問）（回答例） 

・携帯端末の場合端末 ID を取得し

ている 

・携帯端末の機種により取得可能な

データが異なる 

5 Web サイト上の行動履歴情報の収集及び保持

の対象となっているインターネットユーザ

ーの数はどのくらいですか（※） 

・50 万人以上 100 万人未満：1 社 

・100 万人以上 500 万人未満：2 社 

・500 万人以上 1,000 万人未満：1 社 

・1,000 万人以上 5,000 万人未満：1 社

・8,000 万人以上：1 社 

行動ターゲティング広告は，その他のインタ

ーネット広告と比較して効果的であると考

えますか。 

はい：5 社 

いいえ：1 社 
15 

効果的であると考える理由（複数回答可） ・売上につながっている：3 社 

・閲覧件数（その広告がクリックさ

れる件数）が多い：3 社 

・可能性を感じる：1 社 

※：このうち１社は、自ら行動履歴情報を収集していないが、他社が収集した行動履歴情

報の提供を受けており、提供を受けた情報について回答しているものと推測される。 

 

(2) インターネットユーザーに対する対応について 

インターネットユーザーが各自の行動履歴情報にコントロールを及ぼすためには、行

動履歴情報が取得されることについて、それを許容するか否かを判断するための資料と

機会が提供される必要がある。そこで、インターネットユーザーに対し、行動履歴情報

の収集および利用についてどの程度情報が与えられ、選択する手段が提供されているか

を調査するためにこのような質問事項を設けた。 

情報提供および拒否手段の提供については半数の回答者が提供していると回答して

いるが、その実態は、第１章第２節で述べたとおり。また、行動履歴情報が取得される
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ことを実際に拒否するインターネットユーザーは回答した２社がいずれも１%未満と回

答している。 

 

 設問 回答 

6 Web サイト上の行動履歴情報を収集していることを，インターネ

ットユーザーに告知したうえで，事前に承諾を得ていますか。 

はい：4 社 

いいえ：3 社 

回答なし：1 社

7 Web サイト上の行動履歴情報の収集及び利用を拒否する方法を提

供していますか。 

はい：4 社 

いいえ：3 社 

回答なし：1 社

8 Web サイト上の行動履歴情報の収集及び利用について，これを拒

否するインターネットユーザーはどのくらいいますか。（＊設問 7

で「はい」と回答した 4 社に対する設問） 

2 社が回答。 

いずれも「1%

未満」と回答。

9 Web サイト上の行動履歴情報の収集について，インターネットユ

ーザーから拒否された場合，それまでに収集したそのインターネ

ットユーザーの Web サイト上の行動履歴情報は削除されますか。

（＊設問 7 で「はい」と回答した 4 社に対する設問） 

はい：3 社 

いいえ：0 社 

把握していな

い：1 社（※）

10 それまでに収集された履歴情報が削除されること，または削除さ

れないことについて明示していますか。（＊設問 9 で「はい」と回

答した 3 社に対する設問） 

はい：2 社 

いいえ：1 社 

※：他社から行動履歴情報の提供を受けているため把握していないとのこと。 

 

(3) 取得した情報の管理について 

取得した行動履歴情報を事業者がどのように管理するかによって、プライバシー保護

も左右される。そこで、取得した行動履歴情報の管理について具体的な内容を調査する

ためにこのような質問事項を設けた。 

設問 11 から設問 13 より整理される保存期間と削除の状況については第１章第２節で

述べたとおり。設問 12 の回答によると、回答者８社のうちの半数にあたる４社では、

２年未満という比較的短い期間で削除が行われている。 

 設問 回答 

11 保有する Web サイト上の行動履歴情報の保存期間を定めてい

ますか。 

はい：3 社（※1）

いいえ：3 社 

回答なし：2 社

12 保有するWebサイト上の行動履歴情報の保存期間は

どのくらいですか。 

・6 ヶ月未満：3 社 

・1 年以上 2 年未満：1 社

・5 年以上：1 社 

・これまで削除したこと 

はない：1 社 

・回答なし：2 社 

13 保存期間を経過した Web サイト上の行動履歴情報を削除して

いますか。 

はい：5 社 

いいえ：1 社 

回答なし：2 社

14-1 他の事業者と行動履歴情報を共同利用し，他の事業者に対して

行動履歴情報を提供し，または他の事業者から行動履歴情報の

提供を受けていますか。 

はい：1 社（※2）

いいえ：7 社 
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18-1 Web サイトで会員登録その他の方法により，インターネットユ

ーザーの氏名その他の個人識別情報の入力を求めていますか。 

はい：6 社 

いいえ：2 社 

18-2-1 個人識別情報の入力以前に収集・蓄積したインターネットユー

ザーの行動履歴情報は，入力された個人識別情報と結びつけて

保存・利用等していますか。（＊設問 18-1 で「はい」と回答し

た 6 社に対する設問） 

はい：2 社 

いいえ：4 社 

18-2-2 個人識別情報の入力以前に収集・蓄積したインターネットユー

ザーの行動履歴情報は，入力された個人識別情報と結びつける

ことが可能な方法で保存・利用等していますか。（＊設問

18-2-1 で「いいえ」と回答した 4 社に対する設問） 

はい：0 社 

いいえ：4 社 

18-3-1 インターネットユーザーには，個人識別情報を Web サイトに入

力する場合に，それ以前に収集した行動履歴情報等と結びつけ

て利用することを告知していますか。（＊設問 18-2-1 で「はい」

と回答した 2 社に対する設問） 

はい：0 社 

いいえ：2 社 

 

18-3-2 インターネットユーザーには，個人識別情報を Web サイトに入

力する以前に収集した行動履歴情報を削除する機会を付与し

ていますか。（＊設問 18-2-1 で「はい」と回答した 2 社に対す

る設問） 

はい：0 社 

いいえ：1 社 

回答なし：1 社

18-3-3 個人識別情報の入力前と後とで，行動履歴情報の取り扱いを区

別していますか。（＊設問 18-2-1 で「はい」と回答した 2 社に

対する設問） 

はい：0 社 

いいえ：1 社 

回答なし：1 社

※1：このうち２社が保存期間を公表していると回答。 

※2：行動ターゲティング広告を利用するために、Web サイトの閲覧履歴情報を他社に提供

（設問 14-2）。これについては、インターネットユーザーに対し告知しているが、承

諾はとっていないとのこと（設問 14-3）。なお、この回答者の他、他社が収集する行

動履歴情報の提供を受け、行動ターゲティング広告を行っている回答者もいる。 

 

(4) 規制（法規制・自主規制）について 

行動履歴情報を活用したサービスの規制について、総務省の「利用者視点を踏まえた

ICT サービスに係る諸問題に関する研究会」が 2010 年５月にとりまとめた「第二次提

言」では、事業者による自主規制に委ねる姿勢が示されている。そこで、行動履歴情報

の収集及び利用について事業者がどのように考えているか調査するためにこのような

質問事項を設けた。 

「行動履歴情報の収集及び利用について規制があった方がよい」と回答した６社すべ

てが、「事業者による自主規制の方が適している」と回答している。この６社うち JIAA

の「行動ターゲティング広告ガイドライン」を採用していると回答したのが２社、独自

のガイドライン等を定めていると回答したのが１社、独自のガイドライン等を今後定め

る予定であると回答したのが１社であった（残りの２社は、行動ターゲティング広告を

実施していない回答者）。 
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 設問 回答 

16-1 Web サイト上の行動履歴情報の収集及び利用につい

て，何らかの規制もしくは基準があった方がよいと

考えますか。 

はい：6 社 

いいえ：2 社 

16-1 「はい」と回答した理由（回答例） ・自由に活用できることによる発生する事

件，事故を未然に防ぐことにより，行動

履歴情報の利用が健全に成長すると考え

る。 

・無秩序に行動履歴情報を利活用すること

でユーザーの不利益となることは望まし

くない。 

16-1 「いいえ」と回答した理由（回答例） ・自由な経済活動が阻害される反面，規制

しないことによるユーザーのリスクが想

定できない。 

・事業者としては規制がない方が良い。た

だし，基準はある方が良い。 

16-2 何についてどのような規制または

基準が必要と考えますか。（回答例）

（＊設問 16-1 で「はい」と回答し

た回答者に対する設問） 

・ユーザーに情報提供を適切に行うため，

低限の情報開示規則や運用ルール等を

設ける必要がある。 

・「収集」ではなく「利用」を軸とした基準

が必要と考える。 

16-3 法規制と業界による自主規制，いずれが適している

と考えますか。（＊設問 16-1 で「はい」と回答した

6 社に対する設問） 

法規制：0 社 

自主規制：6 社 

17-1 行動ターゲティング広告提供について，インターネ

ット広告推進協議会（JIAA）が制定する「行動ター

ゲティング広告ガイドライン」を採用していますか。

はい：2 社 

いいえ：4 社 

回答なし：2 社（※） 

17-2 行動ターゲティング広告に関連した独自のガイドラ

イン等を定めていますか。 

・定めている：1 社 

・定めていないが，今後定

める予定である：2 社 

・定めていないし，今後定

める予定もない：1 社 

・回答なし：2 社（※） 

※：いずれも行動ターゲティング広告を実施していない回答者。 

 

(5) 官公署への情報提供 

事業者が、収集した行動履歴情報を公権力に提供することで、さらに、公権力との関

係でプライバシー侵害が問題となる。そこで、官公署から事業者に対する提供の要求お

よびそれに対する事業者による提供の状況と、提供を要求された場合の対応について事

業者がどのように考えているかを調査するためにこのような質問事項を設けた。 

官公署から行動履歴情報の提供を求められたことがあると回答したのは３社（いずれ

も提供したと回答している）。今後、提供を求められた場合の対応については、「提供す

る」と回答したのが１社、残りの７社は直ちには応じないとしている。また、専門家に

よる検討の手続を踏むと７社が回答している。 
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 設問 回答 

19-1 官公署（税務署，警察署等）から，行動履歴情報の提

供を求められたことがありますか。 

はい：3 社 

いいえ：5 社 

19-2 提供に応じましたか。（＊設問 19-1 で「はい」と回答

した 3 社に対する設問） 

はい：3 社 

いいえ：0 社 

19-3 官公署（税務署，警察署等）から，今後，行動履歴情

報の提供を求められれば提供しますか。 

・はい：1 社 

・事案による：3 社 

・いいえ（裁判所の令状

がある場合には応じ

る）：4 社 

19-4 官公署（税務署，警察署等）その他の第三者から行動

履歴情報の提供を求められた場合等に，対応を検討す

るための社内・社外の専門家等による検討の手続を踏

みますか。 

はい：7 社 

いいえ：1 社 

19-5 プライバシー認定資格の具体的名称または専門家の

種類（弁護士等），その人数等について御説明下さい。

・社内のプライバシー認

定資格取得者：2 社 

・社内・社外の弁護士：4 社
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