
ドイツ視察報告 

（現地：2017年６月12日から16日） 

第１節 ドイツ連邦憲法裁判所 

2017 年６月 12 日に、カールスルーエ

にあるドイツ連邦憲法裁判所を訪問し、

ヨハネス・マージング裁判官（16 名いる

裁判官の一人。大学教授でもある。）と面

談した。裁判官からは、ＩＴ基本権やデ

ータ保護、個人情報保護等に関して、近

年のドイツや欧州裁判所における判決等

の評価や社会的背景等についてヒアリン

グをした。以下、その概要を報告する。  

第１項 新たに創設されたＩＴ基本権 

１ ＩＴ基本権を新たに創設した社会的背景 

ＩＴ基本権（情報技術システムの機密性と不可侵性の保障に対する基本権。

2008.2.27 インターネット秘密監視違憲判決【第２編第６章第４節第２項第

２・１(5)イ参照】で認められた。以下同じ。）のような新しい基本権が必要

になってきた背景としては、世の中の著しい変化、新しい技術の導入によっ

て、人格権に対する新しい危険性が増えてきたことが挙げられる。既存の基

本権だけでは人格権を守ることができない、ということが生じてきた。 

例えば、住居の不可侵について、コンピューターや携帯電話は、住居の外

においても使用される。また、電気通信の秘密は、実際に電話で話している

時の傍受に問題となり、話が終わった後は適用されない。したがって、コン

ピューターを通じた監視については、電話による通話傍受とは違う考慮が必

要となる。 

世の中の技術革新により、人格権というものが別の形で侵害される状況の

中で、それにどのように応えるのかということで、新しい基本権を創る必要

があった。 

２ ＩＴ基本権の保障の程度、位置付け 

まず、データを収集、保存することそのものが、基本権への侵害となる。

基本権にかかわることなので、必ずそれを正当化する法律を作らなければな

らない。また、そのような場合は、目的が明確でなければならない。その目

的が変わった場合はまた別の法律を制定し、新たにその許可を得なければな

らないという形をとっている。 

さらに、データの収集、保存という行為には、必ず「データ保護監察官」

【ドイツ連邦憲法裁判所外観】 
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のような独立した機関によるチェックが必要となり、それによって、はじめ

て形式的に権利が保障されることになる。 

ＩＴ基本権については、情報自己決定権の不可侵ということだけでは弱い

と言え、もっと、厳格な権利と位置付け、より厳格な条件を定めるべきだと

いう判断をした。つまり、状況に応じて裁量の余地を残すのではなく、電話

の傍受よりも更に強い介入、ほとんど住居の不可侵への介入のようなもので

ある、と位置付けた。 

そのため、そのようなことを国

が行うという場合には、かなり厳

しい条件を付け、住居の不可侵と

いう基本権と同じような形で行わ

なければならないということにな

る。 

したがって、いわゆる一般的な

情報自己決定権よりもっと厳格な

保護を図る判断をした。 

       

３ 私的生活の中核領域、絶対的保護領域に関わる情報 

ルールがはっきりしていなければならない。基本権への抵触がどの程度か

にもよるが、個人のコンピューターを捜索するということは、住居での盗聴

と同じように厳しいと解釈した。それは、人の尊厳に関わるということであ

る。 

コンピューターというものは、その人の個人的な領域であり、人々の生活

のコアな領域にも及ぶ。例えば、どのようなサイトを閲覧したのか、また、

誰と、どのような親密な対話があったのかということも、全て分かってしま

う。そのため、必ず裁判官の令状というも

のが条件になると考えるし、また、法律の

留保が必要となる。人の命に関わる、ある

いは国家の存続に関わる、あるいは人であ

ることの最低生活の保障に関わるような、

そういった法益が問題となっている場合と

捉え、非常に重度の犯罪でない限り認めら

れないとし、また、そのような捜査を行っ

た場合は、必ずその通告をすることを義務

付けた。さらには、監督義務というものも

導入された。 

 

この私的生活の中核領域、絶対的保護領域に関わるような情報が、特に守

られなければならないということは、ドイツ連邦憲法裁判所の以前の判決の

【ドイツ連邦憲法裁判所法廷】 

【ドイツ連邦憲法裁判所法廷ガラス張りの壁】 
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【ヨハネス・マージング裁判官と三宅委員長】 

中にもあったことである。こういっ

た分野には捜索が及ばないことが望

ましいが、捜索の必要性がある場合

には、厳しいルールに基づいて行わ

れなければならない。 

４ ドイツでＩＴ基本権が認められ

た理由 

基本権に対する認識の違い、これ

は文化的な違いというものもあるの

かと思う。立法府側の政治的政策的

な決定に対して、司法がどこまでそ

れを修正していくのかということ

に関わってくる。 

特に政治に対する司法による統制、コントロール、チェック機能というも

のが、ドイツでは非常に密に、そして厳しく行われている。データ保護につ

いてはなおさらであり、司法の役割は、行政府、特に治安当局を非常に綿密

にチェックすること。それは、第三帝国の反省もある。治安当局は非常に大

きな権限を持っている。権限が集中すると、弾圧につながる。チェック機能

をこれからも拡充していかなければならない。市民は政治に懐疑心を強く持

っており、司法を信頼している。 

 

第２項 監視社会が広がる現状について 

１ 警察の権限が拡大する傾向について 

監視を中心とした警察の活動の範囲が拡張するという傾向は、日本だけで

なくヨーロッパ各国でも見られ、非常に憂慮されることである。 

ドイツにおけるデータ保護に関する判決は、基本的には完全な監視社会と

いうものをいかにして阻止するか、ということが根底にある。 

何の疑いもない前段階から多くのデータを集める、ということは、何らか

の形でそのデータが連結されると、全ての人々に関して全ての行動が履歴と

して残る、ということであり、情報機関などが情報を獲得できるということ

である。それは、私たちの社会、自由、人権ということを考えると、大きな

脅威と感じている。 

２ ドイツ連邦共和国の憲法上のアイデンティティー 

そこで、前記判決の中に、非常に重要な一つの文章を入れた。それは「市

民の自由というものが完全に捕捉され記録されてはならない」という文章で

ある。これこそが、ドイツ連邦共和国の憲法としてのアイデンティティーの

一部である。 
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この意味としては、何の原因もなく、全ての情報を収集するということは、

一人一人の市民が何か行動する場合、それを国家が必ずどこかで監視をして

いるという認識に至ってしまう、そうすると市民は自由な行動がとれなくな

ってしまう、ということである。 

３ 監視は、確固たる理由がなければしてはならない 

何の原因もなく事前に予備的に情報を収集することに関して、監視という

ものは市民のプライバシーに深く関わる問題である。ここで重要なのは、あ

る個人に対して、非常に具体的な危険性があるという条件なしでは監視をし

てはいけない、ということである。例えば、危険であると言われている宗派

に属しているという理由で監視を開始するのは、違憲である、と決定した。 

４ 司法の役割について 

監視というものは、確固たる理由がなければしてはならず、規制を必ず明

示することであり、監視というものがプライバシーに深く入っていけばいく

ほど、規制は厳しくなければならない。もちろん、一般的な情報収集という

ものはあるが、そうではなく本当に人の尊厳にかかわる場合には、厳しく規

制しなければならない。 

それこそが司法の役割だと考えているが、テロ対策データベース法に関す

る決定の中でも、限界というものはどこにでもあり、情報機関は個人の自由

を尊重しなければならない、個人の自由を無視してまで、全市民のデータを

集めるということは許すべきでないことをはっきりと述べた。 

 

 

【法廷にて、ヨハネス・マージング裁判官とドイツ視察団】 
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第２節 連邦データ保護コミッショ

ナー 

2017 年６月 13 日に、ドイツ連邦共和国の

ボンにある連邦データ保護コミッショナーを

訪問し、ガブリエール・ルーフナー氏（警察・

情報機関のデータ保護にかかる部署の課長）、

カーステン・ベーン氏（同課職員、国際的警

察の協力、ＥＵ指令作業部会担当）、セバステ

ィアン・エフリッチ氏（同課課員、監視カメ

ラ・ビデオ、技術分野のデータ保護等担当）、

エルケ・バストハウス氏（同課職員、主に警

察を担当）と面談し、事前に送付した質問事

項を中心に、ドイツ連邦における監視カメラ

等の状況について調査した。 

                    

第１項 連邦データ保護法の監視カメラの扱い 

第１ はじめに 

ドイツでは連邦と州が双方独立し、管轄

する分野が具体的に分けられている。 

州のデータ保護コミッショナーは、州の

行政機関、個人と民間機関（州の中に本店

がある民間企業）が監督の対象である。 

他方で、連邦データ保護コミッショナー

は連邦の行政機関、そして民間機関のうち

民営化された郵便と電話会社のみが管轄の

対象である。               

監視カメラについては、様々な領域に関わるため、州と連邦の担当者が集ま

る会のワーキンググループで法の解釈を検討する。 

なお、この状況は、来年５月にＥＵのデータ保護規則が発効し、全加盟国が

適用を受けるため、変更される予定である（各国で特別規定ができるかもしれ

ない。）。 

第２ 監視カメラによる監視の要件 

2015 年２月 25 日に改正された連邦データ保護法６ｂ条は、連邦の行政機関及

び民間企業、民間人に関する監視カメラの監視について規定しており、特に第

１項で、いかなる条件で監視が可能か、その要件が規定される。 

１号から３号まで共通で、監視されるものの基本権を侵害してはならない。 

【連邦データ保護コミッショナー外観】 

【連邦データ保護コミッショナー外観】 
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従来なかったスポーツ施設等の具体的な列挙が付け加えられているが、法改

正の目的は、施設利用者の安全が重要とされることにより、監視カメラに対す

る規制を緩やかにすることにあったが、現実には、連邦内務省が求めるほど緩

やかにはならなかった。 

具体的には、重要な利益、目的、必要性、保護すべき利益を侵害しないかが

重要な要件となり、具体的な立証が必要になる点である。 

その「目的」としては、予防的な危機回避（テロの対象とならないこと）で

あり、刑事訴追に利用するわけではない。現在の監視カメラは、ビデオ録画を

後で見るものであり、ライブで見るものではないため、予防的介入ができず、

前記の要件を満たす監視システムはない。 

各州と連邦のデータ保護当局代表者が集まる会合において、同様に問題視さ

れているが、その点の司法判断はまだ下されていない。 

第３ ビデオ監視に対するデータ保護コミッショナーによる監
督 

１ 公的空間（ショッピングモールなど、人々が多く集まれる場所）におけ

るビデオ監視 

民間企業が管轄するところがあり、このような場所でも危険を回避しなけ

ればならない。民間企業によるビデオ監視については、各州のデータ保護コ

ミッショナーが監督する。この場合、警察法などの規定により危険回避や刑

事訴追のために民間で撮影したものを使用できるが、そのためには規定に定

められた要件を満たす必要があり、連邦の機関や警察が、全ての監視カメラ

を使うことができるわけではない。 

民間企業が住居権、管理権に基づき監視カメラを設置することは当初から

許されていたが、特定の人物を進入禁止にすることを決めて監視することは、

極めて厳しい条件があった。 

法改正によって監視カメラを設置できる場所が拡大された。 

民間企業は、自己防衛のため、建物の管理権に基づき監視カメラを設置す

ることは問題ないが、テロ防止のために、監視カメラを民間が設置すること

を警察が民間に委託することが、ＤＳＫ（データ保護会議）で問題視されて

いる。 

２ 鉄道内や駅、空港におけるビデオ監視 

従来から電車等内にビデオ監視はあったが、この法的根拠としては、一般

条項、データ保護法６ｂ条や自らの利害監視であった。これは、車両や停留

所の保護（自己防衛）のためのビデオ監視であり、市民の安全確保のためで

はなかった。 

ドイツ鉄道内やその各駅、空港は、連邦警察が管轄し（州の警察ではなく、

連邦警察が駅構内に事務所を構えている。）、連邦警察が直接ビデオカメラに

介入でき、その使用についてもドイツ鉄道と連携契約を結ぶ。この監視に対
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する監督は、連邦データ保護コミッショナーが行う。 

なお、連邦警察は、監視カメラについて独自の法的根拠を持ち、最新の法

改正により、モバイル式や移動式の監視カメラも使えるようになった。 

他方、州や自治体が運営する一般の公共交通機関は、州のデータ保護コミ

ッショナーが監督する。 

ミュンヘンなどでの無差別テロがあり、公共交通機関を含め、監視の目的

がこの法改正で追加された。 

３ ビデオ監視業務を民間委託する法律案について 

2016 年の連邦及び各州におけるデータ保護会議の決議において、テロ計画

を防ぐためのビデオ監視業務を民間委託する法律案が否定された。 

公的機関がやるべきことを民間に委託することの問題としては、民間企業

の行為を十分に監督できないことにある。民間企業を監督するのは州のデー

タ保護コミッショナーであるが、今監督できるのは、必要以上にデータを保

存していないか、必要性があるかである。 

テロ対策として監視カメラを設置することが可能になり、警察側も録画さ

れたものを見て捜索することが可能になったが、民間企業がテロ対策を行え

るのは問題である。 

４ ビデオ監視とプライバシー保護の関係 

ビデオ監視に際し、どのようにすればプライバシー保護が可能かにつき、

ショッピングセンターやスタジアムを運営する民間企業（特に大企業）を管

轄する各州のデータ保護コミッショナーとの連携が必要である（最近では、

ハンブルクのデータ保護コミッショナーが、どのような部門が、テロ対策の

ためにどこに監視カメラを設置するか等細かく検討した。）。 

第４ 警察分野における監視カメラの利用について 

監視カメラの利用は、警察業務の中でも増えてきている。犯罪を解決するの

に役に立つ、一部犯罪が減るということもある。 

大きな問題は、①全く関係のない人々までも撮影されてしまうということ。

また、②監視カメラで撮影されているということを全く警戒しない加害者もい

ること（例えば、2016 年のクリスマスのテロの実行犯は、監視カメラに向かっ

てＩＳのシンボルを出している。）。警察が監視カメラ撮影をすることの法的根

拠は、連邦警察の場合は、連邦警察法 27 条による。 

連邦警察は、移動型、設置型の利用が許されている。①空港や、②ドイツ鉄

道、③国境警備の３つの場所で利用される。必ず、危険回避のためと、危険な

場所でという２つの理由が付いている。 

連邦警察は、空港や駅構内においては、特に理由なしにでも、特別な場所で

あるからという理由で撮影記録して良いとされている。その他の場所について

は、特別な理由（例えば、紛争が起きているなど）が必要である。 
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今年になってから、新たな条項（ボディカム＝体につける小型カメラ）が設

けられた。目的は、①警察官が攻撃にあった場合それを証明するためだけでな

く、②連邦データ保護コミッショナーが強く要求したもう一つの目的は、市民

が連邦警察官によって不当な扱いを受けた時にそれを証明するためであり、そ

の目的から、連邦データ保護コミッショナーは新たな条項に賛成した。 

ボディカムは、技術的には常にオンになっている。現場で録画をしたいとい

うことで警察官がオンにした時点で、その 30 秒前からのものが記録される。 

30 秒前からを撮影対象とすることについて、州データ保護コミッショナーは

長すぎると主張したが、連邦データ保護コミッショナーは問題ないと考えた。

なぜなら、アメリカでは人権擁護団体が、30 秒前からが必要と考えたからであ

る。警察の市民弾圧、特に黒人射殺したなどの事件を考慮して、30 秒は長すぎ

ないと考えた。 

また、駅、空港、国境警備の監視カメラ画像は、連邦警察法で 30 日間保存で

きるとされているが、それは長すぎると考えている。なぜなら、事件が起こっ

たらすぐ見るものなので、30 日も保存する必要はないからである。 

第５ 顔認証システムについて 

１ ドイツにおいて、自動認証システムに関する法的根拠はない。 

データ保護に関する観点から、特定の事件のみについて利用するのは問題

ないと考えるが、ドイツの基本法の各種規定から見ても、恒常的な法的根拠

となる様な規定を策定するのは非常に難しい。 

懸念していることは以下の３点である。 

① 全く事件と無関係な大量の人の顔の認証ができてしまう。 

② どのデータをもとに比較するのか？テロ対策データベースなのか？明確

ではない。 

③ 技術はどこまで精度が高いのか？本当に間違いなく認証できるのか？ 

連邦憲法裁判所の各種決定を見ても、ここまで基本権に介入するためには

かなり明確な理由付けがないと、そして厳格な条件をクリアしないといけな

い。 

２ 現在、自動認証システムを、ベルリンの駅でテストランをしようという

動きがある。連邦コミッショナーも関与することになっている。データ保

護コミッショナーが条件として出しているのは、参加したいと申し出た人

だけでないといけないというものである。 

テスト参加者の同意については、同意書をとる。テスト場所は、長距離列

車が止まる大きな駅であり、ポスターを貼ったり、警察が参加しませんか？

と宣伝して同意を取る。さらに、この道を通ると監視カメラに映るという表

示がしてある。 

今後、恒常的に利用されるようになると、同意なしとなるので、問題とし

ている。 
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３ 以上のような状況であり、法的根拠となる法案があがってくるような状

況でもない。本当に、顔認証システムというのは、連邦データ保護コミッ

ショナーのスタンスからすると非常に大きな問題である。ＥＵ諸国、ドイ

ツ内務省は導入しようとしており、昨日と今日、ドレスデンで会議を行い

話し合っているようである。 

第６ ＧＰＳ、携帯電話の位置情報について 

１ 自動車にＧＰＳの機械を付けることについては、刑事訴訟法で規定され

ている。 
携帯位置情報は、電話会社に対して、刑事訴訟法と、各州警察法で規定さ

れる。 

２ 警察のデータの管理、情報機関のデータ管理について 

警察におけるデータの管理は、基本的には州の問題であり、ここでは連邦

刑事局について述べる。 

連邦刑事局では、分野別（薬物犯罪、左翼過激派など）にデータ管理をし

てきた。 

しかし、これが 2018 年発効の法律で、個別データが廃止されることになる。 

今までのやり方は、この分野におけるデータ（例えば薬物犯罪）を作る場

合、こういう目的でデータを集める、具体的にどのようなデータを保存する

のかについて、細かくペーパーを用意していた。それを連邦データ保護コミ

ッショナーが監督していた。 

現在上がってきている連邦刑事局法改正案では、個別データの作成という

ことをなくし、一つの大きなデータとして扱うことになる。 

そこで問題なのは、①余りにもグローバルなものになり、個別具体的な目

的が不透明になる、②連邦コミッショナーがデータを作成する前に監督に入

ることがなくなる、さらに、③監督そのものが難しくなることである。③に

ついては、目的がはっきりしていないので、保存されている人のデータが、

法に抵触しない形で保存されているかどうかの監督が難しくなってしまうか

らである。 

連邦データ保護コミッショナーは、意見書で問題点を指摘した。 

一度こういうデータに入ったらなかなか削除してもらえなくなってしまう。

これまでは、犯罪データの中に数年間データとして入って、その後削除され

ていた。しかし、大きなデータの中に入ると、他の人と何らかの関連がある

と、関連がある人がデータに残っている限り、ずっと残ってしまうことにな

る。 

大きなデータベースになると、どこで、どのように、何がつながっている

のか、容易に比較できるようになる。これは、警察側の大きな目的の一つで

ある。 

連邦警察、州警察、憲法擁護庁の共同データベースもある。根拠は「共同
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データベース法」。注意深く監督しないと問題の大きいデータベースである。 

ドイツでは、警察と情報機関の分離原則がある。これは、第三帝国時代の

ゲシュタポの反省も込めて、必ず分離しないといけないという原則である。 

テロ対策データベースと、右翼過激派データベースが、共同データベース

になっている。 

2013 年～2014 年当時、連邦憲法擁護庁、警察の共同データベースの中の、

特に、暴力的でかつ過激派である人のデータベースの中に、絶対にこのよう

なデータベースに入らないような人も入っていた。核廃絶運動の参加者で、

デモに参加しただけで、データベースに入っていた例もあった。これは非常

に問題であるとして削除してもらった。 

連邦憲法裁判所が常に強調していることは、あることに反対であると表明

すること、例えばデモに参加するということ、それは政治的な主張であって、

法治国家を破壊することではないということである。 

監督する場合に注目していることは、いわゆる関係者（過激派や重度の犯

罪者と何らかの接触がある人）は、接触しているだけであって、実際にその

人が犯罪者であるとかテロリストであることを知らないで、社会的なコンタ

クトをしている場合があることである。警察がマークしている人、初期的な

段階では基本的には保存してマークしてゆくことになるが、本当に相手が何

者かわからないで接触している人はデータから削除しないといけない（実際

に活動を直接的、間接的に支援している場合にはデータに残しても良いと規

定されている。）。 

憲法擁護庁は、警察より早い段階からデータ収集を始める。警察は刑事事

件が起こってから始める。市民は、憲法擁護庁の秘密裏の監視の対象となっ

ているか知らないということがほとんどである。過激派の周辺で、そちらに

傾倒しやすい人か、その人がどのように動いていくのかを調べるのが憲法擁

護庁である。 

そのため、独立した監督機関が重要になる。 

警察の場合は、刑事訴追手続がなされた時点でデータがオープンになるか

ら、違う手続となる。 

第７ 軍が市民の抗議活動の情報収集をすることについて 

ドイツでは絶対あり得ない。軍事諜報局はあくまでも軍が対象である。軍の

活動を保証するための活動はできるが、民間人を対象とすることは絶対にして

はならない。法律で決まっている。 

軍事諜報局は、連邦軍の安全を守るためのものであり、海外現地での情報収

集も行う。入隊志願者の情報収集も行う。海外派兵、ＮＡＴＯの枠組みで行う

時は他国の軍事諜報局との情報連携も行う。 

海外派兵の場合は、軍事情報局という組織があって、そこが関与する。連邦

情報局も、ドイツ国民を守ると言うことで連邦軍と協力する。派兵先でどのよ

うな過激派があり、どのような危険があるのか。そのような情報も連邦軍に提
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供している。 

第８ 連邦と州のデータ保護コミッショナーの組織と権限、連
携関係について 

データ保護会議に、州及び連邦の代表者が集まる。だいたい全会一致で意見

書を出すことが多いが、３つの州が反対で残りと連邦が賛成ということもある。 

通常はスムーズに連携をしている。例えば、薬物犯罪データベースについて、

州レベルと連邦レベルで監督権を発動しようということになり、連邦刑事局と

税関刑事庁（麻薬の密輸などの犯罪を担当）のデータベースを連邦データ保護

コミッショナーが、各州警察のデータベースを州データ保護コミッショナーが

監督するということを行った。 

連携は、分野によっては非常に密に行っている。例えば、警察の分野、警察

における情報制度、情報データベースについては、共同で、州と連邦レベルで

ということになる。監視カメラＷＧや、国内治安のＷＧなどがある。 

人員などについては、州は規模によって違う。例えばブレーメンは 19 名だけ

である。連邦データ保護コミッショナーは、今 110 人程度。年末に 170 人に増

員することが決まっている。立法過程の中で業務が増えるから人を増やしてく

れないとできない。例えば、ＥＵのデータ保護規則発効に向けて、人を増やし

てくれないとできないと要求している。 

私（課長）は、1997 年から勤務しているが、連邦内務省に出向して、2012 年

に戻ってきた時は職員５人だった。今は 13 人に増えている。それだけ業務内容

が拡大したと言うことでもある。 

私が担当している 22 課。秘密裏に行われている監視やテロ対策データベース

を作っていくのは秘密裏に行われるので、市民は抵抗することもできない。そ

こで、連邦データ保護コミッショナーによって、市民に代わって役割を果たす

義務が、連邦憲法裁判所によって課せられた。そこで、２年に１回チェックし

たということにならないといけない。そのためにも人員を増やしてもらわない

といけないと要求している。 

2013 年４月 24 日のテロ対策データベース判決は、連邦データ保護コミッショ

ナーにとっては最高の判決である。2016 年の連邦刑事局法の判決の中でも、監

督の重要性が述べられている。 

実際にこの数年間で、憲法裁判所が、非常にデータ保護の立場に立ったすば

らしい判決を出している。 

第９ 連邦データ保護コミッショナーが監督できるデータベー
ス 

連邦データ保護コミッショナーは、創設されてから連邦レベルの機関が監督

対象だったので、憲法擁護庁、軍事諜報局、連邦情報局などが対象となる。デ

ータを見ることができる職員は、安全チェックが済んでいる人で、レベル２の

人が普通だが、トップシークレットの内容を扱うレベル３の人もいる。 
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しかし、見てはいけないデータベースも実はある。それを監督できるのが、

連邦議会に設置されている基本法 10 条審査会である。 

とある監視措置の監督について審査が必要という場合、基本法 10 条審査会に

審査を申請し、基本法 10 条審査会に報告が行われることが必要である。連邦デ

ータ保護コミッショナーは、監督してくれる機関があれば問題はないと考えて

いるが、基本法 10 条審査会の措置が理由で憲法擁護庁が更に情報収集をした場

合、それを誰が監督するのかという問題が残っている。 

第１０ ドイツと日本の違いについて 

１ 日本の状況について、「日本では、顔認証装置を、令状もなく警察が既に

運用している。また、顔認証装置の適用を受けたものしか訴訟をできないの

で、誰がやられているかわからない状況では訴訟ができない。」と報告したと

ころ、ドイツでは、「『可能性がある』ということを理由に連邦憲法裁判所に

訴えることができる。自分は政治的な活動をしていて、憲法擁護庁の監視対

象になっているということで、あるいはジャーナリストでインタビューを行

っているので、接触対象者として憲法擁護庁の監視の対象となっているので

はないかということで、訴えることができる」と報告された。 

また、「ドイツの場合は、警察法の中で一般条項、あえて細かく規定しない

で裁量範囲を広げるような形でやっている。日本では何か一般的な規定はあ

るのか？それともまったく居直ってやっているのか？」と逆質問され、「警察

法という、警察は公共の安全、治安の維持を目的として活動をする組織だと

いうことを根拠にしている。」旨答えると、「ドイツでは、警察や、軍隊の内

部規則が必ずある。内部規則に従っているということで、内部規則の裏に隠

れるようなことが多いと見ている。内部規則を監督の対象とすることができ

る。」と報告された。 

２ さらに、「日本では指紋とかＤＮＡについては内部規則があるが、顔認証

についてはそれすらない。」旨答えると、「指紋やＤＮＡについては内部規則

だけなのか！信じられない！」、「指紋もＤＮＡも非常に大事なものである。

それを利用して犯罪対策をする。法治国家だからこそ法的基盤を作ることが

必要であり、法治国家であるからこそ、実際に実行している警察など各機関

の行動を統制してゆく立場がある。司法がそれをチェックしたり、データ保

護の担当者がチェックしたりするというような形でのチェック機能があって

こその法治国家ではないか。」との感想を述べられた。 
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第３節 ＮＧＯ（ヒューマニストユニオン(ベルリン)） 

2017 年６月 16 日に、ベルリンにあるＮＰＯ法人ヒューマニストユニオンを訪れ、

３時間 30 分にわたり、Dr.Sarah Thome、LL.M.（ＮＰＯの理事であり、本職は、ベ

ルリンの州データ保護コミッショナーに勤める。）と面談した。同人は、州データ保

護コミッショナーにおいて、憲法擁護庁、内務関連、スポーツ関連を担当している。 

第１項 連邦最高裁判所の裁判例に対する評価 

１ オンライン捜索判決（2008 年２月 27 日）について 

データ保護法制では、国が収集してよい情報か個々人が自己決定できるこ

とが保護されるが、コンピューターの全ての情報にアクセスできるオンライ

ン捜索では、その情報が特定されていない。 

連邦憲法裁判所は、技術の高度化に伴う捜査技術の進展に対応して、これ

までの情報自己決定権では対応できないと判断し、個々人が機密性あると考

えるものを保護するためにＩＴ基本権を創設した。一般的人格権の一部の基

本権である。 

新しいＩＴシステムを導入し、国が秘密裏に捜査することに対し、世論で

議論されている。 

２ 通信履歴保存義務判決（2010 年３月２日）について 

【ガブリエール・ルーフナー氏（中央）、セバスティアン・エフリッチ氏（左から３人目）とドイツ視察団】 
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2006 年ＥＵデータ保存指令により、全ての電気通信会社は、最低でも３か

月間、全ての通信履歴を保存しなければならないとされた。保存すべき履歴

は、通信の内容ではなく、通信先、いつ、どこから通信したかの情報である。 

しかし、通信の内容が保存の対象でないとしても、全ての国民の情報が監

視の対象となる。また、保存された情報が何に使われるか目的が不明確であ

った。 

そのため、多くの市民団体が、基本権が全て守られなくなり、自由なコミ

ュニケーションをとれなくなると考え、憲法異議の手続を申し立てた。 

連邦憲法裁判所は、2010 年３月２日判決で、通信の内容が保存の対象でな

いため、通信履歴の保存そのものではなく、データの安全性に対する保障が

ないことにつき違憲と判断した。 

他方、欧州司法裁判所は、2014 年判決で、プライバシーの侵害であり、目

的が不明確であると違憲と判断した。続いて、2016 年判決で、目的、通信相

手等の関係性が不明確であり、ＥＵ法に反するものとして、一般的通信履歴

の保存は違憲無効とした。もっとも、具体的危険性の要件の下、特定の地域

や時間を限って、全ての通信を対象にすることは可能とした。 

このような決定にもかかわらず、ドイツでは今年７月から通信履歴の保存

を行おうとしており（昨年発効した法律で、１年間訴えることが可能）、各市

民団体が憲法異議申立てやその準備をしている。また、各地で市民の大規模

なデモなどが開催されている。 

第２ 監視捜査に対する監督、評価 

１ ＧＰＳによる位置情報の収集等、捜査における情報収集 

(1）ＧＰＳ捜査は、電気通信の秘密、プライバシー侵害の可能性があるが、

ドイツ刑事訴訟法に規定され、問題ないとされる。もっとも、容疑者以外

の者の車に装着するのであれば厳しくなる。 

(2) ＧＰＳ捜査につき、刑事訴追の場合、連邦法（刑事訴追の場合）が適用

され、刑事訴追以前の危険回避の場合は州法に規定されている。ベルリン

州の場合は、一般治安秩序法がある。 

ＧＰＳ装着型の捜査は、明言されていないが、捜査に余り使われない。 

携帯電話の位置情報、ショートメッセージの捜査が行われている。これら

は電気通信の秘密に関わるため、一般的規則が適用される（ＧＰＳは「その

他の技術的措置」に入る。）。 

情報自己決定権に対する侵害のため、法の基盤が必要であり、比例原則に

即していなければならない。目的達成のため必要最小限か否かにより判断さ

れる。 

(3) 新しい監視方法の導入やデータベースの作成の場合、必ず事前に州デー

タ保護コミッショナーで内容を審査する。つまり、警察が新しい捜査方法

の導入を検討した場合、警察がデータ保護コミッショナーに具体的に（詳

細な）説明をしなければならず、その上で適否を判断するのである。 
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例えば、昨年、ショートメッセージ捜査につき、法的な基盤が必要である

が、法的根拠がないことが問題である、との意見を述べた。 

これに対し、警察は、電気通信傍受に関する規定に従って行うというが、

同規定は、本人の発信による規定であり、警察による発信は適用不可と考え

るべきである。 

なお、処分を受けた本人でなければ憲法異議ができず、ショートメッセー

ジ捜査はその対象者本人がわからないため、憲法異議に至っていない。刑事

訴追の記録に表れ、弁護人が閲覧できるが、直接的に書かれるわけではない

ので、発見が困難である。 

また、データベースについても、ベルリン州データ保護コミッショナーに

おいて、２年に一度審査することとなっており、これまで、右翼過激派デー

タベースにつき、右翼過激派ではないにもかかわらず、その対象とされてい

たデータを指摘し、多くの人（何千）のデータが削除されたことがあった。 

２ テロ防止のためのビデオ監視、顔認証システム 

(1) 法改正だけでなく、連邦憲法裁判所の決定も、テロ等の危険の高まりに

よりハードルが低くなり、テロ対策を理由に治安が重きを増している。具

体的な手掛かりがなくても、ぼんやりとした危険性や疑惑だけで介入が可

能になってきている点で問題である。 

(2) 連邦データ保護法６ｂ条の改正により、ビデオ監視は、スタジアムやシ

ョッピングモールに拡大された。人の生命や健康を保護する利益がデータ

保護よりも優位とされる。 

しかし、ビデオ監視が網羅的に行われたとしてもテロの防止につながらな

い。誰がテロリストであったかどのように行われたかなど、テロが発生した

後に使われるだけである。 

ドイツでも世論は二分化している。若い人は、データについて意識を持ち、

国家に介入してほしくないと考える人が増え、スノーデン氏の話が出た後、

問題視して活動する人が増えている。 

(3) 日本では、組織犯罪について顔認証システムで暴力団等のデータベース

と照合するなどの運用がされているが、ドイツでは顔認証システムはまだ

活用されていない。ベルリンで顔認証システムの試験運用が発表され、人

の集まる駅や空港での運用が議論されている。 

３ 警察と情報機関の区別が曖昧になることについて 

(1) 第二次世界大戦後、連合国側がドイツに情報機関の創設は許されるが、

警察と分離して活動するように、データの共有も許さないと通告した。第

三帝国のゲシュタポのようなものが創設されないようにするために通告さ

れたものである。 

(2) ドイツではデータの提供に関しても全て法的根拠があるにもかかわらず、

テロ防止に関しては現実優先になっている 
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(3) テロが起こった直後は法改正しやすく、監視もしやすくなる。実際、ス

マホの写真やビデオをチェックすることも可能とする法整備がなされた。

法改正前も外国人局がスマホに保存されたデータを審査することは可能で

あったが、連邦移民局では申請者本人の申請の際に義務化した。 

なお、避難ルートの特定のための写真や動画の閲覧も議論されたが、その

点は否定された。 

第３ 監視に対して、自由を確保するために 

１ 重要なのは法治国家ということ、公権力の発動にも限界があることが重

要である。 

限界とは、自由にコミュニケーションをとり続けられることである。その

ために、自由に関する基本権を守り、電気通信の秘密を守り、生活の中核領

域は絶対不可侵であることが重要である。そして、比例原則を必ず順守する

こと、本当に必要最小限なのか常に見直すことが必要である。 

２ 新しい監視システムが導入されるとき、司法側が、何が不適切なのかは

っきり示すこと、どこまでいくと完全な監視国家になるかを示すことが必

要である。また、市民に対して、自由がいかに大切か、自分だけでなく他

者が監視されることがいかに問題かも伝えることを大事にしている。 

３ 現在、立法府で新しい法案を審議することが十分でなく、施行された後、

連邦憲法裁判所が改正案等に踏み込んで判断枠組みを示すことは本来在る

べき姿ではなく、この現状は問題である。 

裁判所が立法府のような判断をすることは、三権分立の形が崩れている。 

４ 期限付き条項、事後評価義務付けについて、フランスでは多いが、ドイ

ツはさほど多くない。通信履歴の義務付け等、治安立法の事後評価は適切

に行われていないのが現実である。 

第４ 民間企業における個人情報収集 

１ 民間企業におけるプロファイリングは、ドイツ国内でも問題となってい

る。民間企業について、連邦データ保護法 28 条に長い規定があり、同条に

目的の明確化と、目的達成時に削除しなければならないことが規定される

ため、目的達成後に他のデータとプロファイリングすることは本来許され

ないはずである。もっとも、ドイツに拠点を置く会社のみに適用されると

ころ、プロファイリングをする会社はアメリカの会社であり、法律を適用

できない。 

２ 国家等への情報提供について、対警察は、具体的な犯罪行為がある場合

には提供すると規定される。刑法上、犯罪の疑いがある場合には情報を提
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供することと規定されている。 

民間企業側が公的機関にデータを提供する、公的機関が提供を受けること、

両面につき法的根拠が必要であることが重要である。 

３ 国家機関が情報提供の有無等を公表することはない。 

電気通信の監視（通信傍受）について、電話通信会社は、任意に年次統計

報告をしているが、それ以外の会社は、公開はあまりしていない。 

 

 
 

【サラ・トーメ氏（右から２人目）とドイツ視察団】 
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連邦憲法裁判所裁判官 ヨハネス・マージング教授 Johannes 

Masing氏 メッセージ ２０１７年６月１２日 

 

00:03 

日本弁護士連合会の皆様、この度は、この素晴らしいテーマの選定に対してお

祝いの言葉を申し上げたいと思います。 

00:10 

監視から市民を守るということは、我々の今の時代の大きな課題の一つです。

特にそれはＩＴが進んでいく、この世の中におきまして、個人の自由というもの

を守るという課題です。 

00:24 

自由と治安の緊張関係は、自由主義に基づく憲法国家にとって非常に重要なテ

ーマになってきています。 

00:35 

憲法はずっと昔から自由と治安というバランスをとることに努めてきました。 

00:41 

バランスとはすなわち治安を守ることを優先しないという意味です。 

00:55 

つまり、自由を保障するということは、治安に関するリスクが一部残ってしま

うということを受け入れることです。 

01:10 

憲法がそのバランスを保つ努力をしてきたということは、アメリカにおける革

命、あるいはフランス革命の時代から見ることができます。以下の基本原則がそ

うです。 

01:20 

（この次にラテン語の引用） 

nulla poena sine lege 罪刑法定主義 

in dubio pro reo 疑わしきは罰せず 

ne bis in idem 一事不再理 

01:29 

それに加えて、郵便の秘密、そして電気通信の秘密も加えられました。 

01:35 

こういった保護において、全ての場合、憲法国家は治安というものが必ずしも

保障されない、すなわち、危険のもとになっているような人物も時には自由の中

に残ってしまうということも受け入れています。 

01:55 

情報技術の発展により監視について、また更に進んだ方法が、そして新しい方
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法が、取り入れられるようになり、そのために市民一人一人のすべての活動を記

録することができるようになりました。 

02:07 

これは自由を強く脅かすことです。 

02:11 

この自由というものは、すなわち、一人一人の人格権に及ぶものです。 

つまり、一人一人が自分の自由の行使において、何をしているかということが

全て監視されうるようになりました（これは私の意訳です。本当は「自由」の意

味することを更に掘り下げて、「〜全て監視されないということです」と述べられ

ています。それを受けて、私の通訳は、現代社会がそれを侵害していると意訳し

てしまっているのです。）。 

02:28 

我々連邦憲法裁判所は、通信履歴の保存に関する決定におきまして、次のよう

に述べました。 

市民による自由の行使を完全に捕捉し記録してはならない、ということは、ド

イツ連邦共和国において、憲法に基づくアイデンティティーの一部である。これ

は、テロリズムという危険に直面している今日においても同じです。 

02:50 

そして、これは、幸いにも、今日におきましては、ルクセンブルクの欧州司法

裁判所の意見とも一致しております。 

02:59 

自由主義諸国のこれからの共通の課題は、こういった技術革新の世の中におい

ても、自由の精神をいかに守っていくかということでありますし、また、日弁連

の皆様におかれましては自由の精神を治安当局に対しても守ることです。 

03:15 

監視ということは、すなわちデータを収集するということでありますけれども、

監視というものは必ず基本権への介入・侵入を意味します。だからこそ、法律で

規定しなければなりませんし、必ず理由があり、目的があり、独立した監督機関

による監督があり、一定期間が過ぎたら必ずデータを消去するということが規定

されていなければなりません。 

03:32 

これらは、司法がまた保障しなければなりません（それを保障するのが司法の

役割です。）。 

03:36 

監視は、必ず個別ケースに限定されるべきものであり、具体的な危険性がある

ことが条件であり、個々人の私生活の中核領域は可能な限り完全に保護され、効

果的な独立した監督機関があるという、非常に厳格な制限を設けて初めて利用が

許されるものでなければなりません。 

04:00 

今日におきます個人情報保護の課題というものは、国家による監視だけではな
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く、民間によるデータの処理、アルゴリズムの力、そして自由対個人のネット上

におけるコミュニケーションの保護のバランスなどがあり、こういったこと全て

がデータ保護に関する法的な規定を求めるものです。 

法的基盤があるからこそ、市民はそれに対応できますし、また、独自に安全措

置をとることが必要になります。 

04:27/04:28 

日弁連の皆様が今回選ばれましたシンポジウムのテーマというのは、国家によ

る監視措置についてですけれども、これは法治国家にとって非常に重要なテーマ

だと思います。特にテロリズムに対抗するために警察や情報機関による情報収集

の範囲拡大されているからです。だからこそ、ここで制限を設けることが重要だ

と思います。 

04:46 

このビデオメッセージは、日本弁護士連合会の皆様と我々ドイツの法曹関係者

が、法治国家と自由という共通の精神で結ばれている証としてお送りします。そ

れは皆様がこのシンポジウムにおいて、今後、この分野で自由をどのように守っ

ていくかを考えていただけるからこそ実感しております。御活躍と御健勝をお祈

り申し上げます。 
以上 
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Ａ１ 視察事前調査資料１ 

１． 改正前連邦データ保護法６ｂ条（ビデオ監視） 

（福岡大学名誉教授石村善治仮訳） 

１ 公的に通行可能な場所の光学・電子装置による監視は、以下のために必要であり、 

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 

かつ、当該関係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。 

２ 監視の状況と責任者に関しては、適切な措置により認識し得るようにする。 

３ データの処理・利用は、所定の目的のための必要性、他の利益を優越させる根拠

がない場合に許される。目的外処理・利用は、国及び公共の安全のための危険防止

の他、犯罪行為の訴追のために必要な場合に限る。 

４ 特定人に関するデータは、処理・利用に際し、その特定人に通知される。 

５ 必要性がなくなるか、当該関係人の保護に値する利益と継続的蓄積が相反する場

合には、遅滞なく消去される。 

２． 連邦データ保護法の改正法案（Drucksache 18/10941） 

（広島大学客員講師山川秀道氏仮訳） 

― 光学的・電子的設備によって、不特定多数の者が出入りする大型施設及び公共交

通機関における安全性を高めることを目的とする法案（ビデオ監視改善法） 

連邦議会は、次の法律を決議した： 

第一条 

連邦データ保護法の改正 

2003 年 1 月 14 日公布当時（連邦官報Ⅰ66 頁）における連邦データ保護法（この法律

は、直近では 2015 年 2月 25 日の法律(連邦官報Ⅰ162 頁)の第１条によって改正された。）

その第６ｂ条は、次のように改正される。 

１．第１項に次の文が追加される（第１項第２文となる：引用者注）。 

  「次の各号に掲げる対象 

  1. 公然と出入り可能な大型施設、特に、スポーツ施設、集会場、娯楽場、ショッ

ピングセンター若しくは駐車場、又は、 

    2. 乗り物、及び、公共の鉄道交通、水上交通並びにバス交通における公然と人が

行き交う設備 

をビデオ監視する場合には、 

その場所に居る者の生命、健康又は自由の保護が、特別に重要な利益とみなされ

る。」 

２．第３項の後に次の文が追加される。 

  「第１項第２文は、これを準用する。」  

第二条 
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施行期日 

この法律は、公布の翌日から施行する。 

＊この法律案が既に 2017 年 3 月の時点で可決され、上記の法案通りに連邦データ保護

法は改正されている。 

 

Ａ２ 視察前事前調査資料２ 

ノルトラインヴェストファーレン州データ保護コミッショナー2017 報告 

（広島大学客員講師山川秀道抄訳） 

 

5.3 警察及び公安当局によるビデオ監視 

2015 年大晦日の晩にケルン及びその他の都市で起こった事件の後、ノルトラインヴェ

ストファーレン州政府は、「１５箇条計画」を立案し、これによって、州政府は、州内

の安全性、及び、より良き統合（融和）を図りたいと望んでいる。その内、一箇条は、

犯罪の重要部分のビデオ監視である。その目的は、犯罪行為者を威嚇すること、場合

によっては、犯罪の証明に役立たせることである。 

 

ノルトラインヴェストファーレン警察法 15ａ条第 1 項によれば、警察は、公的な場

所であってなおかつ犯罪が繰り返し行われており、その性質上、犯罪の遂行を助長す

るような場所については、犯罪予防のため、そこを、映像中継によって監視するとと

もにその画像を記録することができる。更なる条件として、その場所で今後も犯罪が

行われるであろうという想定の正しさを裏付ける事実が必要である。15 箇条計画が実

行に移される中、複数の警察本部長の管轄内でビデオ監視が実施される。我々は、そ

の都度、警察当局と議論し、ビデオ監視のためのこうした新しい警察上の措置すべて

を漸次的に吟味（チェック）する。現場の設備に対する監督（コントロール）もそれ

に含まれる。報告書が作成された時点では未だ、警察当局との話し合いは決着がつい

ていなかった。吟味（チェック）の際に我々が特に注目するのは、カメラ周辺の市民

への監視が必要最小限に留まっているか、という点である。 

警察に加え、ノルトラインヴェストファーレンの公安当局もまた、ノルトラインヴ

ェストファーレン公安当局法 24 条６号の要件の下で（ノルトラインヴェストファーレ

ン警察法 15 条も援用）、ビデオ監視の措置を実施することができる。これらの規定に

従って、集会法の制限を受けない公的な集会や集まりに際しては、次の限りで、個人

関連の情報が、参加者の写真（映像）や音声を記録する機械を用いて収集されても良

いのである。すなわち、何らかの事実によって、その集会の場で犯罪や秩序違反行為

が行われるであろうという想定が正当化される場合には。こうした要件が充足されて

いるかどうかは、個別事案において、あらゆる具体的諸事情を勘案して評価されるこ

とになる。 

（公安）当局および警察によるビデオ監視についての法的な要件と限界に関しては、

我々が、その公刊物『ノルトラインヴェストファーレン州の公的機関によるビデオ監

視―万能薬か、それとも悪魔の道具か？』（我々のサイトで参照可能。）で情報提供し

ている。そこでの指摘は、責任省庁及びその担当情報保護委員会、並びに、市民にも
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向けられている。 

 

第 2 資料 

『ノルトラインヴェストファーレン州の公的機関によるビデオ監視―万能薬か、それ

とも悪魔の道具か？』 

１，２a),b) 福岡大学名誉教授石村善治抄訳 

２c)以下 広島大学客員講師山川秀道抄訳 

 

ケルン及びその他の都市における大晦日の夜の事件を契機に、警察や市行政のごと

き公共機関の中でも市民の中でも、市街地内の特定の場所や街路のビデオ監視は無意

味ではないかという疑問が起こっている。理由は、それによっておそらく威嚇効果が

起こり、より小さな犯罪行為とそれに対する犯罪追究がなされるであろうという危惧

である。 

ビデオ監視は（データ保護）法によって基本的に可能である。たしかに、種々の法

規定による高度の要請がなされているが。 

 

１．総論と法的背景 

憲法上保障された市民（男・女）の情報決定権（基本法１条１項及び２条１項）に

関しては、連邦憲法裁判所判決により、個人は、原則的に個人の生活内容について、

いつ、いかなる限界の下で、個人データの提供と利用について決定する権利を有する。

一般的人格権は、私的な領域や仲間内の領域保護だけでなく、情報の自己決定権とい

う形で、公共に参加する個人情報の保護利益をも含んでいる（参照：連邦憲法裁判所 

決定（2007.02.23）AZ:1BvR2368/06）。その限りにおいて、情報の自己決定権は、自ら

公共の中で、自由で強制されることなく、しかも意に反してビデオ監視の対象にされ

る恐れなく行動し得る権利をも含んでいる。 

 

また、ビデオカメラの設置によって、個人データをモニターに移動ないし（und/oder）

記載する場合には、常にこれらの基本的侵害に対する法的根拠が必要である。ノルト

ラインヴェストファーレン州（以下「ＮＷ州」という。）データ保護法４条１項によれ

ば、公的機関による個人関係データに関する作業は、法規がそれを許すか又は当該人

物が承諾した場合にのみ許される。いかなる場合にも、承諾は、ビデオによる監視措

置においては、ビデオ監視によって諸個人の個別化が可能であり、したがって一人ひ

とりの人物が識別できるか、あるいは、画像操作によって識別されうる場合、当該個

人との関係が存在する。例えば次のような場合、顔つきがはっきりしているとか、体

形や身に着けているものとか、その他の付着物によって個々人を特定しうる。 

データ保護法の規定には、記録された人物が同一人物であるという確認は、縮小化

された映像ではなされないとするものがある。そこでは、同一人物であることの確認

が前提とされる。その限りにおいて、そこでの手続は、いわば、事態が発生した時に

だけ解読されたりする「ブラック・ボックス」の中の記録で、適宜な利用は認めない

とする永遠の記録に似ている。カメラの撮影領域内で移動している人物にとっては、
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観察されている本人が、監視機関によって、直接、個人に密着して撮影されているの

か、それとも当該監視者は、さらにもっと技術的に組織化された「ハードル」を乗り

越えなければならないのか、区別は付かない。縮小化された（verpixelt）個人映像の

蓄積は、データ確保の意味では歓迎される技術組織的措置ではあるが。しかし、それ

は、基礎になっているデータ収集 － この場合には個人を識別できるビデオ採取－ 

が一般的に許される場合のみである。 

 

それに対して、単なる全体写真、または個人の特定が不可能なほど不鮮明であった

り、不鮮明に仕上げられたりしている映像写真は、データ保護法規定の適用領域には

入らない。 

 

２．（公的機関による）ビデオ監視のための特別法規定。 

ａ）ＮＲＷ州データ保護法（ＤＳＧ）第 29ｂ条 

 ＮＲＷ州の公的機関には、州データ保護法第 29ｂ条の前提の下で、公的に利用し得

る領域での個人関係を光学的・磁気的な道具により観察することが認められている。

たしかに、この規定によれば、そのような措置は、それが「家屋不可侵権の確認」に

役立ち、保障に値する当該個人の利益を越えるような手がかりが全く存在しない場合

にのみ許される。それ以上に収集を許される映像データは、追究している目的達成の

ために避け難い場合で、具体的な危険を証明するためだけである。 

 したがって、ビデオ監視を認め得る唯一の目的は、家屋不可侵権の承認のみである。

この権利には、誰に特定の場所への参入を許すかを自由に決定する権利も含まれてい

る。第 29ｂ条が、”領域（Raum）“ではなく、一般的に公的に出入できる”区域（Bereich）”

と云っているのは、それが家屋不可侵権としての「安全な占有地」であるからに他な

らない。例えば、特定の権利者が、その土地を外からはっきり見えるような形にする

ことによって、その土地を任意の他者の侵入に対して防御するような場合がそうであ

る。例えば、ビデオ監視は、勤務場所としての建物で公共の通行にも用いられている

領域にも及び得る。公共の道路を監視下におくことは、監視の目的のために、そのと

きの状況及び場所から見て避けられない場合にのみ例外的に正当化され得る。例えば、

ビデオ監視は、公衆の通行可能な勤務用建築物の領域に対して可能である。しかし、

勤務している建築物に接している交通路は、基本的には、捕捉（erfassen）されては

ならない。なぜなら、そこは自由な占有地ではないからである。ただ、公的な通行地

を監視下におくことが、監視目的のために、その地の状況と地点から見て避けられな

い場合には、例外的に正当化される（例えば、勤務用建物の玄関を器物損壊から防ぐ

ために）。しかし、この場合には、カメラによる撮影範囲は必要不可欠な程度（最大限、

公的交通地域の１メートル）に限定されるべきである。一つ（あるいはそれ以上の）

州公的機関による公的道路と場所の人物に係わるビデオ監視は、第 29ａ条により支持

されない。 

 第 29ａ条の原則による公道路と場所のビデオ監視が許されないことは、それが必要

であり、比例原則に適合している場合にのみ、許されるであろうことを考慮しても言

えることであろう。 
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 ビデオ監視が必要な場合とは、明確な目的が監視カメラによって達成することが可

能であり、かつ、それ以下の制限の少ない手段が存在しない場合である。したがって、

こ の よ う な 前 提 の 下 で 、 ま ず 審 査 さ れ る べ き こ と は 、 は 安 全 の 利 益

（Sicherungsinteresse）が他の方法で確保し得るかという点である（例えば、保安員

の規則的なコントロール；安全調査（Ausleuchten））。 

 それでも、原則的には必要な監視でも、もし保護に値する関係者の利益の方が優位

するという根拠がある場合には、それは許されてはならないであろう。いかなるビデ

オ監視措置の場合でも、それによって追究される目的は、保護に値する関係者の利益

と適切な関係がなければならない。したがって、公的機関の安全確保の利益と個人の

保護に値する利益の間の、包括的な財貨較量及び利益較量を行うべきであろう。その

際、公的機関の安全確保利益と、憲法によって保障された市民（男・女）の情報自己

決定権が対立する。共同利用に用いられる公的道路や場所のビデオ監視に関しては、

そこでの相対立する利益較量の際には、当該市民の情報の自己決定権の方が優位に置

かれるであろう。その際、本質的には、次の視点が重要であろう。 

 多くの人々がいつもの様子で長期にそこに留まり、社会的な交流を深める公共にお

いては、通常の場合警備の要請は高い。しかし、他方注意しなければならないのは、

見さかいもなく大網をかけ、個々の非行に何の関係も、きっかけにもなっていない人々

に対して、彼らを強い加害の意図を持っていると見なすことである。その限りにおい

て、共同利用の公的道路や場所のビデオ監視は、そこに来る人々に対して、丸ごと全

体として非行の嫌疑をかけることになろう。それ以前の若干の行動を基にして、範囲

が狭められることがあるにしても、そのようなビデオ監視は、比例原則に反するであ

ろう。 

このテーマについては、更に NRW2015K.６.２S.５９（「自治体による公的場所の非ビ

デオ監視」） 

 

ｂ）秩序官庁法 24 条６号（ＯＢＧ）とＮＲＷ州警察法 15 条（PolG RW） 

 秩序官庁法 24条Ｎｒ６により、ＮＲＷ州秩序官庁は、暫定的個人関係ビデオ監視を、

それが「任務遂行のために必要な限り」、ＮＲＷ州警察法第 15 条前提として実施する

ことができる（ｃ参照）。 

 

c）ノルトラインヴェストファーレン警察法 15 条 

ノルトラインヴェストファーレン警察法 15 条によれば、警察は、集会法に反しない

公的な行事や集まりに関連して、次の場合には、参加者の画像や音声を記録する機械

を用いて、個人情報を収集することもできるのである。すなわち、何らかの事実によ

って、その行事の際に犯罪や秩序違反行為が行われるであろうという想定が正当化さ

れる場合には。この規定（15 条）にいう「公的行事」とは、例えば、国民の祭り、ス

ポーツフェスティバル、文化行事などである。ノルトラインヴェストファーレン警察

法 15条による措置が問題とするのは、時間的制約を受ける一時的なビデオ監視である。 

データ収集のための実質的要件は、その行事に際して又はその行事に関連して、犯

罪や秩序違反行為が行われるであろうという想定を正当化する事実が存在することで
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ある。その限りで、警官の一般的な経験的知識では足りず、相応の結論を許すような

事実がなければならない。 

この措置（ビデオ監視によるデータ収集）の目的は、正に行われ（ようとし）てい

る犯罪及び秩序違反行為の発生を適時に認識し、それを防止し得ることにある。それ

に応じた早期の認識は、警察力の適切な投入又はその他の措置を可能とする（例、興

奮状態にある人々を鎮静し得るような、拡声器による通告など。）。比例性原則は、ど

のような手段が採られる場合にも、顧慮されなければならない。 

 

d)  ノルトラインヴェストファーレン警察法 15 条ａ 

ノルトラインヴェストファーレン警察法 15ａ条によれば、警察が、公然と人の行き

交う場所をビデオ監視できるのは、それが犯罪の頻発するところである場合だ。ビデ

オ監視は、犯罪を防止するために、繰り返し犯罪が行われておりなおかつその性質上

犯罪の遂行を助長するような場所を、次の場合には、映像中継によって観察し、中継

された画像を記録することができる。すなわち、その場所で更に犯罪が行われるとい

う想定を正当化する事情がある場合には。その際、監視が周知のものでないときには、

それを適切な手段で認知させなければならない。この規定（15ａ条）に基づくビデオ

監視措置の実施は、非常に厳格な要件に服する。例えば、以下のような要件がある。 

犯罪の頻発する場所をビデオ監視することによって、犯罪を防止することができる

こと、犯罪の解明に役立ち得ること、及び安全感を向上させ得ることである。しかし

ながら、ビデオ監視が投入されるべき場合にも、それは、特殊な実情に鑑みて補充的

な措置を予定している全体的計画（コンセプト）の範囲内にとどまる。とりわけ、こ

の（ビデオ監視）措置を投入するには、そのビデオ監視が、十中八九、抑圧的作用の

みをもたらすものであるかどうかが吟味されなければならない。これが肯定される場

合には、ビデオ監視は許可されない。（ノルトラインヴェストファーレン警察法 15ａ条

に関する行政規則(VV)の 15a.0 もそのように定める。） 

（また）その場所の性質が、犯罪に有利な機会を提供するものでなければならず、

それとともに、潜在的犯罪行為者にとって、（そこが）魅力的な犯罪地として容易には

放棄できないものであること。 

それは、事件の構造上の理由に加えて、犯人の次のような期待によって生じ得る。適

当な被害者が現れる可能性が高いと犯人が期待すること、被害者に告訴の意思がない

と思われること、告発を遅れさせる、又は発見されるリスクが小さい、と期待される

こと等。それによって、専ら抑圧的作用のみが想定されるような場所では、ビデオ監

視が禁止されるべきである。（ノルトラインヴェストファーレン警察法 15ａ条に関する

行政規則 15a.13 参照） 

 

e)  各担当部局、並びに、データ（情報）保護機関への指示（通達） 

当局が、上記の規定に依拠したビデオ監視を検討する限り、いずれにせよ、データ

保護機関（の担当官）が、早期の段階で関与することになる。データ保護機関の担当

官は、ノルトラインヴェストファーレン情報保護法 10 条第３項 1 文に基づく事前監督

（事前チェック）を実施する必要がある（ためである）。その後、適切な技術的及び組
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織的な措置（同法 10 条２項参照）が、安全性計画（文書化予定）に基づいて行われる

ことになる。情報に関する自己決定権（同法 1 条によって保護される権利）にとって

の危険に関する事前監督は、そうした安全性計画の一部であり、その監督は、自動的

データ収集手続の投入又はその本質的変更に関する決定に先立って実施されなければ

ならない。 

さらに、同法８条によれば、各データ処理部局（自動的データ収集手続の導入に関

する担当部局）は、手続の工程表を策定しなければならない。 

ついては、データ保護及び情報の自由に関するノルトラインヴェストファーレン州

担当機関は、許認可当局でないことを指摘する次第である。 

 

第 3 資料の概要 

連邦及び諸州における（独立）情報保護当局会議の決議 2017 年 

外見を識別するためのビデオカメラ使用がもたらす著しいリスクについて 

情報保護委員会による批判？ 

（広島大学客員講師 山川秀道抄訳） 

 

目下、ビデオ監視の試験的プロジェクトが行われている。これは、被観察者の逸脱

行動を観測するとともに、その身元を確認することを可能とする。記号的（注：モザ

イク処理された）認識だけでなく、生
なま

の外見を認識できるようにすることがこのプロ

ジェクトの焦点である。これは、この種の監視手続の問題を更に先鋭化するものであ

る。 

モザイク処理される従来のビデオ監視とは異なり、この度の手法によれば、監視に

伴い、照会用の写真（テンプレート/Templates）に基づき、自動的に身元確認が行わ

れる。これによって、具体的に特定された人物たちが、どこを移動し、誰と接触して

いるかを、継続的にコントロールすること及びそのデータを作成することが可能とな

るだろう。そうした監視を受けないことは、ほぼ不可能である。 

こうしたビデオ監視は、大きな社会的問題のみならず、法的な疑義ももたらす。 

ビデオ監視による生理的な身元確認が、証拠に利用されることも考えられるが、捜

査対象者の生理的特徴と記録された写真（テンプレート）を確認するとき、同一性判

断（身元確認）を誤ることは珍しいことではない。また、市民が、（被捜索者の近くに

居るときなど）いわれなき捜査の対象とされるおそれもある。 

連邦及び各州の当局には、危険回避及び刑事訴追のためにこの種の技術を用いる法

的根拠がない。既存の規範が許すのは単なる写真撮影とその記録のみであり、それを

超えるデータ処理は認められない。（写真撮影よりも）観測を拡張する監視によって生

じる基本権侵害の深刻さに鑑みれば、既存の法律規定がその根拠として類推的に援用

されることは、（憲法上、余りにも不明確であるため）許されない。 

連邦憲法裁判所によれば、拡散域（ビデオ監視による追跡可能性、照会可能性、又

は、抽象的な利用可能性を指す）が広い処分ほど、基本権を大きく侵害する。連邦憲

法裁判所は、既に、自動車の自動撮影に関して、明確な規範による比例原則適合的な

法的根拠を要求した。これは、端緒なき利用、広範囲に及ぶ利用を排除する。ビデオ
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監視のための一般的規則では、自動車撮影のための権限が付与されない。ましてや、

個々人の生
なま

の外見を把握することを目的とするような、当事者への基本権侵害がはる

かに大きいビデオ監視の場合には、一層、認められないのだ。したがって、この度の

ビデオ監視は、現在の法制度では、例え試験的導入であろうとも、許されない。 

ヨーロッパの立法者は、この度の技術が私的領域によって甚大なリスクを伴うこと

を認識し、2018 年５月から有効なデータ保護基本法においても、2018 年５月まで有効

な（司法及び内務省の）データ保護要綱（指針）においても、相当厳格な要件の下で

のみ許可されるとみなしている。この度のビデオ監視が再考されるならば、情報に関

する自己決定権の本質的内容が保持されなければならないし、適切かつ特別な立法が

必要である。 

 

第 4 資料の概要 

連邦及び諸州における（独立）データ保護当局 第 92 回会議の決議 2016 年 

「ビデオ監視改善法」撤回！ 

テロ計画を防ぐためのビデオ監視業務を民間委託する法律案の否定 

（広島大学客員講師 山川秀道抄訳） 

 

連邦内務省(ＢＭＩ)は、「ビデオ監視改善法」によって連邦データ保護法（ＢＤＳＧ）

改正し、（例：アンスバッハの）テロ計画者や（例：ミュンヘンの）殺人狂の実行を阻

止するため、将来的には、民間企業にそのビデオ監視を委託しようと計画しているが、

これが、連邦及び各州のデータ保護当局によって否定される。法律案は、ビデオ監視

を（民間委託することによって）容易化すれば現在よりも良く公的安全性が保障され

る、ということを裏付けていない。法律案のリスト（未完成）によれば、当事者が自

由な時間を過ごす私的空間が広く対象とされている。 

 連邦データ保護法６ｂ条は、当事者の権利と監視者の利益とを比較考量することで

安全性の利益（重要性）を考慮することを認める。今日、家宅不可侵権の行使におい

ては、犯罪から個人の身を守るためにカメラが設置され得る。さらに、連邦データ保

護法６条３項２号によれば、公的安全性にとっての危険を回避するため、並びに、刑

事訴追のために必要な場合、ビデオ画像を捜査・公安当局に渡すこともできる。連邦

内務省の示唆するところによれば、データ保護監督官庁は、安全面で緊迫した今日的

状況に直面しながらビデオ監視の実施を妨げたという。しかし、これは正しくない。

実際には、ショッピングモールや駅などで、既に多くのカメラが稼働している。 

 立法は、テロリストや非理性的な犯人からの安全を意図するが、彼らは意識的に自

身の命さえも犠牲にするのだから、カメラによって彼らを威嚇しその行動を思いとど

まらせることはできない。 

さらに、今日の状況は、ライブモニタリングを行い、専門職員がそのカメラ画像を

分析して危険が発生すれば直ちに介入できるというようなものではない。実際上、カ

メラは、記録に蓄積し、後の刑事訴追に役立たせることに意義がある。安心感が上昇

するかもしれないという可能性も、基本権侵害を正当化しない。さらに、民間委託し、

当事者の生命、健康、自由などを踏まえた比較衡量を行わせるのは、法律案の目的に
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そぐわない。 

 連邦及び諸州における（独立）データ保護当局が特に強調して指摘するのは、国民

の安全保障は、民間企業の任務ではないということだ。 

本会議は、法律案の撤回を要求する。 
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Ｂ１ 視察時に受領した資料１ 

「データ保護コンパクト」（広島大学客員講師 山川秀道抄訳） 

今回：第一部 ビデオ監視 

 

自由と安全との緊張関係（板挟み）にあるビデオ監視 

安全面における緊張状態に鑑みて、公的空間におけるビデオ監視が白熱した議論を

醸している。多くの市民は、ビデオ監視を増やすことによって、安全保護を高めるこ

と、及び、犯罪の早期的解明を望んでいる。同時に、国家や企業による常時監視への

不安も広がっている。 

この議論には、しばしば誤解がある。どこにカメラが配備されるか、特に、誰が設

置運営するのか。連邦、州、自治体又は私企業のいずれによってカメラ監視の運営が

行われるかに応じて、法的根拠は異なる。安全当局や諜報機関に関する特別規定につ

いては、「データ保護コンパクト」の第２回で記述する。 

連邦当局と私企業によるビデオ監視は、連邦データ保護法に依拠し、各州の当局及

び自治体に関しては、各自の州データ保護法が妥当する。したがって、データ保護・

情報自由に関する連邦担当機関（ＢｆＤＩ：連邦データコミッショナー）がチェック

するのは、連邦の公的機関によるビデオ監視だけである。私企業や各州の公的機関に

よるものについては、各州当局の担当となる。 

 

合法なビデオ監視のための条件 

現時点で有効な連邦データ保護法は、その６ｂ条で、ビデオ監視を規定する。この

規定によれば、連邦当局は、その固有の任務を全うするため又は家宅（建造物）不可

侵権を実現するために、ビデオ監視を実施できる。安全保護当局（例：警察）に含ま

れない大半の当局においては、その敷地又は建造物の安全を確保するために実施され

るのが典型例である。また、同条項によれば、私企業も、その建造物不可侵権のため

にカメラを設置することができる。正当な利益保護のためにビデオ監視が利用されて

も良い条件となるのは、「本人（注：ここでは、ビデオ監視によって個人情報を収集さ

れる者）の利益が優越するという根拠が無いこと」である。実施者は、法人でも私人

でもよい。 

 

個別事案における検討 

私的な（ビデオ監視）実施者の利益と、録画される市民の利益との比較衡量が、カ

メラ設置計画の適法性を決定づける。ビデオ監視を実施する者の正当な利益は、主に

次の点にある。すなわち、実施者の設備に対する器物損壊や窃盗を予防し、又は、そ

れらを迅速に解明することである。間接的には、生命や健康などの利益も考慮され得

る。また、ショッピングセンターの経営者は、ビデオ監視によって安全が高まれば集

客率も高まり、ひいては売上げが伸びると主張するかもしれない。しかし、こうした

間接的利益は、直接的には、比較衡量の判断に影響を与えない。ところが、ビデオ監

視改善法によれば、第三者の生命、健康などの保護が、より大きく考慮されることに
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なる。 

立法者は、この点、慎重に「自由な余地」を残した。たとえ実施者の正当な利益が

存在する場合にも、常に個別事案（注：における比較衡量）が重要となる。ビデオ監

視は、通例、その実施を明らかにしなければならない。しかし、例外的には、秘密裏

に行われ得る。例えば、使用者が、特定の労働者に対して何らかの犯行の具体的な疑

いを抱いており、ほかに手段がない場合など。しばしば違法となるのは、事故が起こ

ったときのために、乗用車に備えられたドライブレコーダーによる録画である。この

カメラは、交通利用者を根拠なく監視しているが、事故が起こるのはまれである。し

たがって、この場合は、録画される交通利用者の利益が優越する。 

 

技術的実施と消去期限 

ビデオ監視の技術的処理が重要となっている。例えば、直接的な（注：人間による）

観察が行われることなく単に映像が記録されるならば、危険を防ぐという目的は、ほ

とんど達成できないだろう。反対に、この種のビデオ監視は、刑事訴追のためにデー

タを利用するという目的で用いられ得る。どのくらいの期間、映像が記録されていて

よいかは、具体的状況次第である。基準となるのは、どのくらいの期間、そのデータ

が当該目的のためにどうしても必要かという点である。通常は、こうした期間は 24 時

間から数日の間である。映像は、必要がなくなれば、直ちに消去されなければならな

い。 

 非公的な事業者によるビデオ監視（カメラ）の設置は、監督官庁がこれを許可しな

いが、違法なビデオ監視を防ぐために担当の監督官庁に相談することは、推奨される。 

 

2018 年以降のＥＵデータ保護基本法の枠組みにおけるビデオ監視 

2018 年５月 25 日以降、EU 圏で妥当するデータ保護基本法によって、ビデオ監視の

ための法規制が行われる。これは、ビデオ監視についての特別法規範を含んではいな

いが、「実施者」と「本人」の利益衡量に関する一般規則を提供することになる。本小

稿で説明している諸原則の大部分は、2018 年５月 25 日のデータ保護基本法の下でも維

持される。 

 特殊な適用事例に関する購読のために有益なのが、例えば、2014 年２月 19 日の「非

公的な事業者によるビデオ監視」指針、2015 年９月 16 日の「公的交通機関内における

ビデオ監視」指針、及び、2013 年２月 26 日の、タクシー（内）でのビデオ監視に関す

る決定並びに 2014 年２月 26 日の、自動車（ドライブレコーダー）からのビデオ監視

の不許可に関する決定である。 
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「データ保護コンパクト」 

2017/3/1 

今回：ビデオ監視 第二部 

 

警察当局によるビデオ監視 

ビデオ監視は、犯罪の解明や犯人の威嚇に役立つ。が、いつもそうではない。どの

犯人もが威嚇されるわけではないし、それどころか、なかには、ビデオカメラの前で

ポーズを取る者さえいる。また、ビデオ記録に基づき、誤って別の人物が疑われると

いうケースは、常に起こる。それゆえ、ビデオ監視は、その場所の安全を絶対に高め

るというわけではなく、迅速に対応可能な実力（権限行使）が重要となる。 

また、ビデオ監視が、法律に違反しない者の行動を委縮させることはある。それゆ

えに、監視は、特に危険な場所又は公の社会生活の基盤となるような場所に限定され

ねばならない。この意味で、連邦警察法の規定は、駅や空港のビデオ監視を許可して

いる。 

 

駅、空港、国境への投入 

 警察当局は、特別の理由なく（＝常に）録画できる。連邦警察法 27 条によれば、「危

険を認識（察知）するために」ビデオ監視が行われてもよい。しかし、「案内表示」に

よって、その旨は公知されねばならない。連邦警察法の定める（記録）保持期間は比

較的長く、30 日間である。 

 

自動的顔認証 

自動的顔認証によるリアルタイム監視のための法的根拠は、現状、存在しない。も

ちろん、そのような措置を制限なく規定することは憲法上考えられないであろう。考

えられるのは、具体的な理由があるときに限られた範囲で行われる場合だ。しかし、

技術的な問題のために誤った顔認証・記録整理（ブレた画像）が発生するリスクを過

小評価してはならない。そのため、連邦最高裁が強調してきたように、広範に及ぶ(行

政)処分は基本権を強く侵害することになる（連邦憲法裁判所判例集 125 巻 260 頁（318

頁引用）2010 年３月 2 日連邦憲法裁判決ほか略）。立法者は、特に重要な法益を保護す

る場合には、そのような基本権侵害を許容できるだろう。その場合、立法者は、どの

ような条件でそれが許容されるのか、明確な基準を定めなければならない（比例制原

則を保持）。無関係者の顔がブレた写真を保存することは、憲法上許されないだろう。 

 

ボディカメラ 

ビデオ監視のもうひとつの形態が、いわゆるボディカメラ（警察官が制服に装着携

帯するカメラ）である。ボディカメラのための法的根拠は、連邦警察法の中にはいま

だ無い。今日の法律によれば、暴力的集会の場合のように、特に危険な状況に限って

可能である。先ごろ提案された法律案（BT-Drs. 18/10939）は、これを改正しようと

するものである（その後、2017 年３月９日可決された。追跡捜査と警官の保護を向上

させるために警官の制服にモバイルカメラを装着することを認めた。）。 
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これに関して、データ保護・情報自由に関する連邦担当機関（ＢｆＤＩ：連邦デー

タコミッショナー）は、意見を表明し、それが考慮された。将来、記録データは、犯

罪や秩序違反行為の訴訟手続きに利用されるだけでなく、個別事案における警察の処

分の適法性をチェックするためにも役立て得るようになるはずだ。法的安定性にとり、

これは重要なのだ。 

 

公然たる追跡（被疑者の顔写真公開等） 

写真・ビデオ撮影による公的追跡（公然たる追跡）は、今日の刑訴法によると、重

大な犯罪に限り、他の方法では被疑者の潜伏場所の捜索・逮捕が著しく困難な場合に

許されている。これは、一定の条件下で、証人の写真利用にも準用される。諸州で新

しく策定された指針によれば、刑事訴追当局は、その目的のために、例えば、写真を

インターネット上で公開できる。社会的ネットワークを用いることもできる。もっと

も、インターネット上での公的追跡は、強い基本権侵害である。昔の「人相書き」の

時代と違い、情報は瞬く間に広がり、それを忘れ去ることがない。 

 

ネット書込式（対話型）フォーマットの利用 

公的追跡によって広まった情報を、更に公衆のネット利用者が、コメントを加えた

りして情報を増やすことができる。これによって、誤った嫌疑が生じるおそれが高ま

っている。実例としては、Celle 高等裁判所の例がある。警察当局が、独自に作ったウ

ェブサイト上で、ある殺人（謀殺）事件につき、公開フォーラムを設けた。ネット利

用者は、そこで、その地方の聖職者の息子（結局は、無罪であったが）に対する嫌疑

をいろいろと投稿（議論）した。裁判所は、その州に対して損害賠償（慰謝料）の支

払いを命じる判決を宣告した。そのため、公的追跡のためにネット書き込み式フォー

マットを利用することは、批判的な評価を受けざるを得ない。 

 

Ｂ２ 連邦データコミッショナー視察時に受領した資料２ 

ドイツ連邦データコミッショナー25 活動報告 2013-2014 

（広島大学客員講師 山川秀道抄訳） 

5.13.8「信じられない―が、真実だ。デモ実行者が暴力的過激派とみなされた」 

 

「連邦及び州の警察及び情報機関の共同データベースを設置する法律（2006）」に

基づいて、連邦憲法擁護庁と連邦刑事庁が、暴力的な過激派集団の個人情報収集を行

った。 

そこでは、実際には原発反対デモに参加していた多くの人物のデータが収集されて

いたので、その違法性が問われた。 

その事後監査が筆者の職務であったためその内容を報告する。 

 当局も、このケースではデータ収集を行ってはならなかったと認め、当該データを

消去するとした(ものの、報告書作成時点ではまだ消去されていない。)。 
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上記の法律に基づくデータ収集が許されるのは、自由な民主主義社会の基本的秩序を

乱すような行為があった場合に限られる（そうした活動の定義は、連邦憲法擁護法４

条が規定している。）。 

表現の自由であるデモ行為などは、当然そこには含まれない（多少、暴力を辞さな

いという者が含まれていてもである）。 

 また、犯罪であればどのようなものでも自由な民主主義社会の基本的秩序を乱すよ

うな行為とみなされる、というわけでもない。 
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アメリカ視察報告 

（現地：2017年５月３日から５月５日） 

第１節 ＩＳＯＯ、ＩＳＣＡＰ視察結果 

（面談日時・場所等） 

面談日時：2017 年５月３日 

面談場所：ＮＡＲＡ（国立公文書記録管理局） 

面談者：齋藤裕・鈴木雅人 

面談の相手方：Ellen Knight and A.J.Lutz 

              Senior Program Analysts,Information Security Oversight Office 

        National Archives and Records Administration 

（聴取事項の概要）  

「An Obverview of the Information Security Oversight Office」と題する資料

（末尾に添付）に基づき説明。その他は以下のとおり 

１ Original secret と derivative secret の関係 

各省庁にＯＣＡ（original classification authority）がいる。ＯＣＡの

みが original secret を指定できる。それ以外の者は derivative secret と

してマスキングを行うことのみできる。Original secret の指定は年間 200 件

程度。  

Derivative secret は original secret にたどりつくことができないといけ

ない。25 年以上前の秘密の中にはたどりつけないものもある。 

２ 過剰秘密削減法について 

過剰な秘密指定は制度上では人事評価でマイナス評価され得る。 

しかし、現実には過剰かどうかは主観的判断であり、それを人事評価に活

かすのは困難である。 

３ 自動秘密解除審査とＩＳＣＡＰ 

ＩＳＣＡＰは各省庁の自動秘密解除審査ガイドラインを審査するのみ。個

別の情報について審査するものではない。 

４ 産業秘密 

ＩＳＯＯは民間セクターの秘密保護にも関与している。それは E,O13526, 

Section1,4 に記載される性質の秘密だ。 
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５ 内部告発 

インセンティブがなく、ハードルが高い。 

秘密取扱い職員が秘密指定についてＩＳＣＡＰに異議を申し立てる制度が

あるが、それは上司と意見が合わないためのこともあり得るが、他機関との

共有のため秘密のレベルを下げたい場合にも使われる。 

いずれにしても、まずは機関内部での解決が求められる。 

６ 強制的秘密解除審査の波及的効果 

ＩＳＣＡＰにより秘密解除されると、ＯＣＡのガイダンスが変更されるこ

とになり、他の秘密指定に影響し得る。 

７ 法律違反を目的とした秘密指定の解除 

そのような前例は知らない。 

そのような苦情はＩＳＣＡＰではなくＩＳＯＯにいくと思われる。 

８ トランプ政権になってからの変化 

これまではない。 

９ ＰＩＤＢについて 

６人で構成される独立した組織。パートタイムの構成員である。自発的に

大統領に政策提言をする。 

これまでの成果としては、ＮＤＣ設置、ホワイトハウスにおける classifica 

tion reform の諮問委員会設置、Atomic energy act 関連の秘密解除といった

成果がある。 

 

第２節 ＮＡＲＡ視察結果 

（面談日時・場所等） 

面談日時：2017 年５月３日 

面談場所：ＮＡＲＡ（国立公文書記録管理局） 

面談者：齋藤裕・鈴木雅人 

面談の相手方：DAVID G.PAYNTER 

              ARCHVIST 

（聴取事項の概要） 

ＮＡＲＡは非現用文書を扱う。 
ＮＡＲＡの文書の 90％以上は秘密指定されていない。 
特定の出来事がないと開示できないものもある。 
ＦＯＩＡ（Freedom of Information Act）では１、３号を除き裁量的に開示の可
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否が判断される。６、７号について判断することが多い。 
生きている人の情報はプライバシー情報となり得るので、誕生日やＳＳＮを利用

して生存を調べることになる。どの範囲のプライバシー情報（誕生日、ＳＳＮ、電

話番号など）が開示できるかは、年数によって違ってくる。 
死人にプライバシーはない。 
７号については、判決が確定しない情報は出せないが、確定すれば出せる。18 歳

以下では有罪でも開示されない。 

公民権運動時代の cold case については捜査の見込みがないので開示される。 

 

第３節 ＡＣＬＵ（Mr. Ben Wizner ほか）との面談結果 

（面談日時・場所等） 

面談日時：2017 年５月４日 午後２時 00 分～午後４時 00 時 

面談場所：ＡＣＬＵオフィス（125 Broad Street, 18th Floor, New York NY 10004） 

面 談 者：齋藤裕・鈴木雅人・海渡双葉 

面談の相手方：Mr. Ben Wizner ※他に弁護士が２名同席するも短時間で離席 

（聴取事項の概要） 

１ 電子大量監視に関する訴訟の状況 

実際のところ、大量監視をめぐる訴訟の件数はさほど存在していない。 

訴訟の系統としては２カテゴリー存在しており，監視の合法性を問う差止

訴訟と、関連の情報開示を目指すＦＯＩＡ関連の訴訟とがある。いずれにせ

よ難しい訴訟である。前者については、当事者適格が難所で、対象が機密情

報に関するものである中で当事者である我々に侵害が生じていることの立証

が難しい。 

スノーデン事件後、電子大量監視に関する訴訟は２件存在している。１件

目は、ベライゾンの件で、電話のメタデータ収集が争われた案件。２件目は

もう少し秘密性の高いものに関する訴訟である。具体的には、インターネッ

トで画面上に出てきている（検索結果の）情報を全て収集していることが違

法だというような内容の訴訟である。 

このほかに監視の関連で取り扱っているものとしてはスマートフォンの追

跡に関する案件もある。もっとも、警察が行っている対象や事象は元々判明

しており（注：逮捕時の理由開示の中で、警察が対象者のスマートフォン追

跡を実施していたことは明らかになるとのこと。）、この案件は電子大量監視

の案件とは毛色を異にする（注：電子大量監視の案件と異なり当事者適格の

点が問題とはなり難いので、この様なコメントとなったものと推測される。）。 

知的サベイランス（注：電子大量監視と同義と解される）の問題というの

は、（これまでできなかったことが，情報通信技術の発展に伴い）技術的にで

きるようになってしまったことに起因して発生している問題である。 
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２ ベライゾンの案件（ＡＣＬＵ v. Clapper）について 

 先ほどお話した１件目の訴訟について詳しくお話したい。これはＡＣＬ

Ｕ v. Clapper と言う案件で、先程も述べたが、電話のメタデータが大量収集

されていることを問題として提訴した案件である。 

スノーデン氏が公表した情報を証拠に提訴をした。ＡＣＬＵの電話通話に

関するメタデータもこの大量監視システムの中で取られてしまっていると考

えられたので、ＡＣＬＵを当事者とした。１審は却下された。２審は勝訴し

た。法で定められた範囲を超えて大量に情報を収集しているのが違法である

と判断したものである。修正４条との関係での主張もしたが、憲法判断は回

避された。その後、「自由法」という法が制定され、大量の電話情報の収集は

禁止されることとなった。 

３ オバマ政権からトランプ政権に変わったことの影響 

トランプ政権の影響としては，米国への訪問者や外国から戻ってくる人の

携帯電話に対し、リサーチがなされる率が上がっている。何故、ＡＣＬＵが

それを把握しているかと言えば、各州に office があり、電話などで（こうい

う不当な扱いを受けたと）通報があるからである。また Freedom of 

Information Act（ＦＯＩＡ）で情報を取るという手段もある。 

今後ビザの申請者について、（携帯電話解錠の為の）パスワード提示が求め

られるようになるかもしれないと見通しており、ＡＣＬＵとしてはこの問題

について懸念を有している。 

現況でも Border Control に関する状況についてＦＯＩＡの訴訟などを通じ

情報を収集していくと、入国者の携帯電話につきロックを外させて内容をチ

ェックしている例が認められる。ロックを外すと中を見ることができ、メタ

データも取ることができてしまう。この様なチェックが行われるのは犯罪嫌

疑がある場合もあるのだが、何の理由もないままに実施されることもあるよ

うで、とても危険だと思う。（令状主義との関係で問題ではないか、との問い

かけに対して）政府は、移民局の検査の場合は、普通の捜査とは違うと主張

している。 

このほか、トランプ政権に変わったことで現在発生している悪い点は、先

週出てきた話だが Wikileaks の件で司法省が動いたということである。 

一方でトランプ政権誕生以降、今までにはない勢いで連日のように内部告

発が出ている。このことは見ようによってはよいことと言えるかもしれない。 

（トランプ大統領は自分が盗聴されていると思っているので、その事が監

視の制約に良い影響があるのではないかとの指摘に対しては）確かにトラン

プ大統領は自分が盗聴されていると思っている。いささか病的（パラノイア

的と表現していた）であるようにも思われるが、この点は確かに上手く作用

するのかもしれない。 

４ 訴訟における政府の主張とＡＣＬＵの見解等 
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先ほどの Border Control に関する件でもそうだが、携帯電話検査が憲法違

反ではないかとの主張をこちらがした場合に、政府は手荷物検査に関する規

定をスマホに使おうとする。これに対し、ＡＣＬＵは質･量ともに違うと反論

している。携帯検査では単にその場で中を確認するだけの場合もあるが、政

府の持っているデバイスにつないでデータ保管している例もあり、大変「ケ

シカラン」ことだと思っている。 

私の考えるところであるが、そもそも「古いものに対する規則をデジタル

に使うべきではない」と考えている。 

（Third Party Doctrine に関し尋ねると）これを現在の携帯電話やインタ

ーネットのケースに適用するのは大変バカバカしい話だと思う。例えばこれ

を Google の収集情報などに適用するとプライバシーなど何も保護されなくな

ってしまう。プロバイダーなしのインターネットなど考えられるだろうか？ 

また、電話情報の収集なども令状なしでの対応が許されるとは思えない。

電話会社の収集について、通話者はそのことを誰も知らないのであり、かよ

うな対応が許されるか、というところは問題があると思う（提供を事後に本

人に通知してもそれでよいのか、と言う問題であろうかと思う。）。その意味

では医療情報の例が参考になると思う。「Third Party Doctrine」に関する件

については、ＡＣＬＵではいくつかの成功例がある。いずれも重要な勝利で

あると認識している（注：例えば２で紹介したベライゾンの案件〔ＡＣＬＵ v. 

Clapper〕の２審などを指しているものと思われる。）。 

Up Stream 監視（光ファイバーケーブルを通じたトラフィック監視）に関し、

政府はマルウェア監視の必要があることを名目にしているが、ＡＣＬＵとし

て「何で政府がマルウェアの監視などしないといけないのか？」、「何も悪い

ことをしていない人の情報を大量監視などする必要は無いのでは？」と反論

しているところである。この点については、先週何らかの形で活動の縮小を

発表すると政府も述べており、やってもよい監視の範囲を制限する模様であ

る。これに関しては、Wikimedia v. ＮＳＡという訴訟が現在係属している。

１審は敗訴しており、２審が第４巡回控訴院に係属し、現在進行中である。 

５ ＡＣＬＵの関与する立法活動 
ＡＣＬＵとしてはワシントンＤＣにも事務所があり、ここを通じて立法に

関するロビー活動も行っている。そういう意味では政府・議会に対する働き

かけと裁判とが、活動の両輪ということになる。 
立法と言う意味では連邦議会に対するのみならず、各州の立法に対する働

きかけも行っているところである。また州知事への働きかけも行っている。 
その成果としては、2015 年の「Freedom Act（自由法）」の制定で、これに

よりメタデータの大量収集は不可能になった。また，Executive Order で外国

に住んでいる外国人監視の一部が禁止されることになるようである。 

もっとも，Freedom Act で保護するのは米国民（ＵＳ persons と表現）の

みである（注：この関連では，「さすがに米国に限らず何処の国でも『自国民
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の情報の収集』ではなく、『外国人の情報の収集』に関する制限を厳密に行っ

ている例は無いのではないか？」との指摘もなされた。）。 

６ 電子大量監視が発生することへの認識と電子大量監視に抗する現在の動

き 
私の考えとして、電子大量監視（「Mass Surveillance」と表現）の問題が

米国を発信源に生じた理由は、ひとえに米国の能力の問題（それができてし

まうだけの能力があったから）であると考える。インターネット発祥の地で

あるし、技術的にそれが出来るとなれば米国政府はＮＳＡに対して潤沢な予

算を確保してそれを実施してしまう。 

この電子大量監視に抗する動きとしては、先ほどお話した様な議会におけ

る法改正も意味があるのだが、それより影響の大きいのは技術的な対応であ

る。ＩＴ関連企業をはじめとして各種会社が暗号化を進めている。それが進

むと電子大量監視は機能しなくなる。 

2001 年に発生した９．11 同時多発テロ以降、ＩＴ関連企業は政府の情報監

視活動への協力を進めてきた。しかしながら、2013 年のスノーデン事件以降、

任意の協力が難しい状況が生じているように思う。Google にせよ、Apple に

せよ、Microsoft にせよ対象とする顧客は全世界におり、中国も日本もドイツ

もあるわけだが、ビジネス上の理由から世界中の客を満足させないといけな

い。ところが、こんな監視に協力するような企業は、特に外国の顧客に嫌気

されることになる。これは彼らにとって商業的に問題である。 

ＩＴ企業に対してもＡＣＬＵは働きかけを行っている。この場合訴訟も有

益ではあるが消費者向けの活動が主戦場となる。具体的にはプライバシー管

理の企業間比較を行い、ＩＴ企業向けのレポートを作って、透明性（transpa 

rency）を明確にする。 

これにより一般の消費者に対する情報提供と啓発を行うとともに、どこの

企業が協力的で、どこが非協力的であるかを明らかにしておくことになる。

そういう意味では、どこの企業がどれだけ情報を流しているかも明らかにし

た方がよいと考える。 

ＩＴ企業側でも大手の企業では Transparency Report というものを発行し

ている。電話会社は閉鎖的であるが（注：日本ではＬＩＮＥが公表している

ようだが、他は不明である。）。 

それから、ＡＣＬＵのファンドが投資している先にＩＴ企業の株が入って

いたので、株主としてＩＴ企業の株主総会に参加を示唆するというアプロー

チをＡＣＬＵのカリフォルニアのオフィスがアクションの一環として採った

ところ、ＩＴ企業側が政府に対する協力のスタンスを変えるといったことが

起こっている。この手法は斬新な方法だと思う（注：日本ではよくあると話

す。）。 

７ ある一定の集団に対し向けられた監視の動き 
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1970 年代に、ＮＹＰＤ（ニューヨーク市警）はこの関連で問題を起こして、

連邦裁判所の監督下に置かれているのだが、2001 年の同時多発テロ以降は、

イスラム教徒に対する虐待に近い対応も見られる。そんな中で、ラザ事件と

いうイスラム監視に関する訴訟が 2013 年に起きている。ニュージャージー州

とニューヨーク州に住むイスラム教徒・イスラムコミュニティに対する包括

的かつ無差別の監視プログラムが実施されたという事件で、スパイがモスク

や大学に潜入し、会話を報告させるなどといったことも行われていた。宗教

活動に対する制約で、問題があるものと言わざるを得ない。 

この事件では、（ＮＹＰＤが宗教を実質的・動機的とする捜査を違憲と認め、

今後実施しないと表明すること、市警のテロ対策活動で人権侵害が無いかを

監督する独立の委員会が設置され、独立の民間法律家が「市民代表法律家」

としてその委員会に参加することなどを内容とする。）1970 年以来の画期的な

和解がなされている。 

８ 収集された大量の電子データの行方、機密指定と報道等との関係 

スノーデン事件以降、大量に収集された電子データのうち、米国民のメタ

データについては廃棄したかも知れない。外国人に関するものは不明だが恐

らく廃棄していないのではないか。 

次に、機密情報と報道等との関係であるが、機密情報（Classified Info）

を公表しての報道等が行われた場合の Espionage Act（注：1917 年制定のス

パイ法）の適用については不透明な部分がある。したがって、新聞社が報道

として出した場合にこれが法に違反するものとしてジャーナリストに適用さ

れるかはよく分からない部分がある。ただ、この関連の最近の情報として（３

でも取り上げたが）司法省が Wikileaks の事案を再調査すると表明している。

Wikileaks には問題も多いが、これを有罪にすると他の一般の報道活動にも悪

影響が懸念されるため注視しているところである。 

９ 政府情報の機密指定と内部告発者保護の関係、スノーデン氏の現在の状

況等 

政府による情報の機密指定・管理という問題は、今日お話しをした全ての

ことに関連する問題である。Executive Order（大統領令）で違法な機密指定

（Classify）は禁止されている建前だが、憲法違反の違法な機密指定を立証

することは大変難しい。そもそも指定の実態がなかなか表に出ないからであ

る。 

Whistle Blower Act（注：内部通報者の保護に関する法律）が政府職員に

適用されるかとの質問にお答えすると、政府職員、特に National Security

に関する職員がこれにより保護されるかは疑問がある。仮に保護があるにせ

よ、機密ではない（not classified）事項に関するものについてのものでは

ないか。 

仮に政府職員が内部告発をした場合、政府側はその職員に認めていた必要
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な情報へのアクセスの権限を剥奪するという形で報復するように思う。その

場合、その職員はその後、政府機関では働けなくなってしまう（必要な情報

に接触できないため）。そんなことから、政府職員で内部告発をしようとして

いる人が来た場合のアドバイスとしては、「今の仕事を続けたいか？」が

「first question」となる。現状維持か、それを捨ててもなお「市民が知る

べき」ことを知らしめたいと思うのか，ということである。 

ちなみに、政府職員による、政府による違法行為の告発に関する法的・制

度的可能性を考えた場合、報道機関への提供はおそらく法律上問題が多いも

のと整理せざるを得ないであろう。一方、機密情報の管理をしている議員に

対し，職員がアクセスできるようにする形でシステムを構築できるとすれば、

そちらの方は有効に機能するかもしれない。 

いずれにせよ刑事訴追（Criminal Charge）の問題があるので、政府職員が

違法な事項を見聞きした場合には、良心と法の狭間で悩ましい状況に置かれ

ることになるだろう。その様な意味でスノーデン氏に（2013 年６月の事件勃

発前に）会っていたとして、同氏にどんなアドバイスをしてあげられたか、

何を言ってあげられたかは正直なところ何とも言えない。 

法律的な視点から言えば、彼のやったことは狂気じみている（Crazy）とも

言える。が、そういう狂気じみた（Crazy な）対応を取れる人が世界を変える

というのも事実である。 

スノーデン氏のロシア滞在は元々40 日位の予定であったが、現在は 2020 年

４月までの滞在を認められており、その後も３年単位で更新されるのではな

いかと見ている（注：帰国後確認したところ、１年間の難民認定期間を経て、

現在はロシアの在留許可〔米国のグリーンカードの様なもの〕を得て現在暮

らしているとのこと。）。スノーデン氏の滞在をロシアが認めている目的は、

恐らくプロパガンダへの利用というところにあるのではないかと推測する。

スノーデン氏はロシアの情報機関への協力拒否を元々表明しているので、そ

ちらが目的ではないように思う。 

10 ＳＳＮ・共謀罪等に関して 

ＳＳＮ（Social Security Number）を通じた情報監視の議論というのは確

かにある。その使用については禁止事項も定められているが、いささか古い

法律である。 

もっとも、昨今は Facebook の方が情報も多いし影響も大きい。その意味で、

情報の監視という意味での影響度の点からいえば、ナンバーの話と言うより

も Social Media に対する監視の問題の方が重要ではないかと思う。企業がそ

の情報を安易に提供できないようにすべきであろう。 

それから、共謀罪（Conspiracy）の件は、何をもって共謀罪が成立するの

かという点についての問題とするかいかんによって適否が変わってくるよう

に思うが、例えば新聞社に適用があるとまずいと思う。 

また、過去にはシカゴ・セブンの様な事件（注：1968 年にシカゴ民主党大
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会で暴動を企てたとして共謀罪で７名が起訴された事件、後に無罪確定。）も

あるし、アルカイダに関係したとされるものは Conspiracy で一緒くたに捕ま

えられてグアンタナモに送られている。物質的なサポートというのがよく問

題となるが、たまたまイスラム団体の食品の販売に応じると（ポップコーン

を買うとか、といった例がここでは出された。）、共謀罪が成立してしまうの

だろうか？また、パレスチナの孤児支援団体が実際にテロを支援する団体に

指定されており、ここに関わる人々が共謀罪で訴追される懸念もある。 

いずれにせよ幅が広すぎるのはやはり問題であると考えざるを得ない。 

11 電子大量監視問題に対する今後の取組（今後何ができるか） 

この問題は１つの国の法で解決はしない。各々が各々の地域で頑張ること

が第一であろうが、国際的な取組みということもあるかも知れない。 

日本に行ったかは不明だが、国連の Privacy 担当特別報告者が動いている

という話も聞いている。また、Freedom of Expression（表現の自由）の担当

は日本に行ったと聞いている（その際には報道の自由につき懸念を表明した

と聞いている。）。 

また、欧州は Privacy 重視のアプローチが強く（欧州は Privacy の問題を

「国 v.個」の問題とは必ずしも捉えない），この問題での連携があり得るかも

しれない。 

それから技術レベル（Technology Level）での対応も重要である。例えば

（通信等に関する）暗号化をどうすべきかは一つのポイントである。

 
【ＡＣＬＵオフィスにて、ベン・ワイズナー弁護士と視察団】 
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第４節 Mr. Steven Shapiro との面談結果 

（面談日時・場所等） 

面談日時：2017 年５月５日 午前９時 30 分～午後０時 

面談場所：ＡＣＬＵオフィス（125 Broad Street、 18th Floor、 New York  

NY 10004） 

面 談 者：齋藤裕・鈴木雅人・海渡双葉 

面談の相手方：Mr. Steven Shapiro 

（聴取事項の概要） 

１ 米国における最高裁の違憲審査に関する司法積極主義や憲法が実際に社

会内で息づいた様子に関して 

自分はよく授業でも言うのだが、そもそも合衆国憲法が制定されたのは

1788 年。一方、法が憲法に合致しているかが初めて司法の場で問題となっ

たのは 1919 年で、制定から 130 年も経っている。さらに法が違憲だと初め

て最高裁で判断されたのは 1927 年。ここまでで制定から 140 年が経過して

いることになる。1919 年から概ね 100 年が経過しているが、強制力ある形

で、様々な問題につき憲法が使われるようになってからの期間は、概ね 75

年くらいといったところではないか（ことほどさように憲法が社会の中に定

着し、実際に実のあるものとなるのは簡単ではない。）。 

２ 大量電子監視とプライバシーに関して 

この問題に関しては、教室で自分はよく次のような設例を用いて話をして

いる。 

設例はメタデータの採集についての話である。政府がある人々の電話によ

る通話に関し、電話番号（発信側と受信側双方の番号）を相手構わず大量に

収集しているが、通話内容に関しては収集していないとする。これは違法な

プライバシー侵害だろうか？大変大きな問題（Big Issue）であるが、仮に

侵害だというのであれば、その理由を明確にしなければならない。①通話の

内容を見るということが違法なのだろうか？それとも②本人に不利な方法

で使うという事が問題なのだろうか？よく政府は「集めるだけならプライバ

シー侵害には当たらない。」というがこれは本当だろうか？ 

もう一つ設例を紹介したい。警察があなたの家の中にカメラを設置したと

する。設置の際、警察は「何か事件があった時しか見ないので安心してくれ。」

と言っていたとする。ただ、撮影は常時行われている。これは違法なプライ

バシー侵害だろうか？仮に侵害というなら侵害に当たると言えるだけの理

由が必要である。①警察が「何か事件があった時しか見ない。」という警察

の信用が問題なのだろうか？②信用できるかどうかはさておき、警察が見る

可能性のある映像がそこに存在しているということそのものが問題なのだ
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ろうか？それとも、③カメラが設置されることによって（見られていると思

うので）家にいる時のあなたの行動が変わってしまうことが問題なのだろう

か？ 

以上述べてきたところからも分かると思うが、“privacy とは現代社会で

は何なのだろうか（何を意味するのか）？”が、この問題の本質にあるよう

に思う。 

そもそも“privacy”の捉え方は元々国によっても違う。アメリカでは政

府による“privacy”への侵襲は憲法で制約されているが、民間部門におけ

るそれは比較的緩やかに解されているように思う。一方で欧州は全くアプロ

ーチが違う（注：ＥＵデータ規則などを想定しているものと推測される）。 

また、“privacy”の観念についても「on･off」の二元論的な議論でよいの

か、それとも違うのか、といった問題があるように思う。 

以上のようなことを踏まえつつ、例えば、Google の情報収集について考

えてみよう。 

同社はウェブサイトの閲覧履歴など結構な量の情報を収集しているが、政

府の要求で出すことが「ケシカラン」と言う話なのだろうか？仮に「ケシカ

ラン」のだとして、例えば弁護士と依頼者の間の Attorney-Client privilege

（注：弁護士・依頼者間の守秘特権のこと。弁護士は依頼者から聞いた話に

ついて、法廷等における証言を特権として拒否できる。）というものがある

のだが、これは両者の外に他に人が聞いていた場合は特権が排除されるとい

うことになっている。同様の考え方がここでも出てくることはないだろう

か？ 

（なぜこういう話をしているかと言うと）従来、「third party doctrine」

という理屈があり、間に入っている Google は第三者だから、ここから情報

収集しても privacy 侵害ではないという議論が実際にある。 

ところが、それを現代の様なスマートフォンにすさまじい量の個人の情報

が入っているデジタル時代にそのまま適用すると、privacy はほぼ存在しな

いことになる。これで本当によいのだろうか？ 

スマートフォンの中身に対する検査については、２～３年前に、それは所

持品検査と一緒か、という事が問題になった。警察当局は、逮捕時の所持品

検査（持ち物を出させて、武器であるとか違法物品〔麻薬など〕を出させる

検査）と一緒だから特に問題は無い、と主張したが、最高裁判所は、パスワ

ード強制はそれとは違うので、それをするのはいけないと判断している。 

この話は、結局のところ“個人情報は誰のものか”という話に行き付くこ

とになる。 

３ イスラム教徒等、一定の所属集団に対する監視の問題について 

以上のような電子大量監視の問題は、所属集団にかかわらずありとあらゆ

る人への一般的な問題として存在しているのだが、（特に９．11 以降）イスラ

ム教徒等、一定の所属集団に対する監視等の問題が米国では存在している。 
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日本ではそういう事例はないのであろうか（注：当方からは労働組合の所

属員に対する監視の事例や、電力会社に対する市民団体への監視・情報収集

の事例があることを紹介。）。 

日本では「テロ懸念」という場合に、何か具体的なものをターゲットとし

て議論しているのであろうか。例えば、朝鮮総連のような一定の民族の所属

する団体の事を具体的に想定して議論しているのだろうか。それとも違うの

か。（日本でお話しするに当たり、この一定の所属集団に対する監視の問題に

ついて議論するのであれば、そのような点に関心を持っている。） 

４ 憲法との関係で日本の最高裁が果たす役割 

それから、（日米の対比という事でいうと）憲法との関係で、日本の最高裁

というのはどのような役割を果たしているのであろうか。 

例えば盗聴の話でいうと、米国では、もともと家の外にいて電話の会話が

聞こえれば聴取可であるということから、盗聴をしてもよいものかが問題と

なった。1967 年のことである。憲法上は修正４条の問題として議論がなされ、

米国の最高裁判所は、盗聴の対象は「物」ではないものの、趣旨からすれば

令状なくこれを行うのは違憲と判断している。 

日本では 1947 年以降、現在の日本国憲法があり、修正４条に相当する規定

もあると認識している（注：憲法 35 条を想定）。1999 年に盗聴に関する法制

化がなされているようであるが、その間に日本の最高裁判所はどのような役

割を果たしているのであろうか（注：当方からは日本共産党幹部盗聴事件を

紹介。また、最近のＧＰＳ監視に関する最高裁判断の状況も紹介。）。 

５ ＧＰＳ監視について 

ＧＰＳ監視に関する状況についての米国での状況は、以下のとおりである。 

（先ほどお話しした家の外まで電話の声が聞こえてきた場合に聴取できる

のと同様）公道を走る運転中の車を見るのは自由である。それではＧＰＳ監

視をこれと同じと見てよいのであろうか。 

これは、今までできなかったことを可能にする新しいテクノロジーに対し

て、裁判所がどのように対していくか、が問われた問題である。 

このケースで裁判所は、（ＧＰＳはそれを可能とするが）人間の手で 24 時

間・365 日監視し続けることは不可能なわけで、にもかかわらず機器を使って

行うこの様な行為は侵害性が強く違法だと判断している。 

ただ、一般に裁判所は新技術に対して、新しいルールを作ることに慎重で

ある。というのは、新技術に基づきルールを作っても技術は日進月歩で変わ

るからである。 

６ ＦＯＩＡ（米国情報自由法）について 

自分がＡＣＬＵで政府の情報をとる場合に使うのは、専らＦＯＩＡの手続

である。ＩＳＣＡＰの手続というのは少なくとも自分は経験したことはない。 
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ＦＯＩＡの手続の場合、軍事機密（national security）の例外領域が広い。 

通常のＦＯＩＡの事案の場合、基本は裁判官がもっと出せるものはないの

か、政府に迫ることが多い。もっとも、政府から「もうこれ以上、ありませ

ん。」といった回答が出た場合に、更に裁判官が突っ込むかといえば、それは

しないことが多い。 

９．11 以降によく問題となるのは、世の中にリークされた情報も未だ「機

密（secret）」なのかという問題である。政府が“本物”と認めない限り、機

密であるとするのが政府の基本的スタンスで、スノーデンの情報なども同様

の対応を取っている。 

ＦＯＩＡについては、2002～2003 年にＡＣＬＵで成功事例がある。それは

拷問の件で、アブグレイブ刑務所の写真が出る前の話である。  

このとき、ＡＣＬＵがとったＦＯＩＡのアプローチは極めてシンプルで、

ＦＢＩ、国防総省、ＣＩＡについて、拷問について書かれている文書を全て

出せ、という請求を行った。何も出てこないかもしれない（出てこない可能

性が高い）と思いつつ手続を行ったのだが、意外にもＦＢＩがグアンタナモ

から資料を送ると言ってきた。 

隠すと後でかえってまずくなるというのが動機だろうと思う。さらに、（文

書に出ていたのだが）実はＦＢＩは拷問に反対しており、開示されたのは、「収

容者がひどい扱いを受けている。（担当者としてはこれに反対だが）これはど

うしたらよいものか？」ということが書かれた文書であった。そういう意味

では、ＦＢＩとして法的に“出さない”という判断もあり得たと思うが、政

治的配慮から出したのだとも思う。その結果、（ＦＢＩから文書が既に出てし

まったので）、国防総省も文書を出さざるを得なくなった。もっともＣＩＡは

何も出さなかったが。 

その後、ＡＣＬＵは、何年かかけて更にこれら文書を集め、データベース

化した。その量は 10 万ページに及ぶ。その上でマスメディアにニュースとし

て伝えた。 

一般に、マスメディアも世間の人々もニュースの内容に目が行きがちであ

る。しかしながら、当時、私はメディアに公表する際、「内容」ではなく、９．

11 以降、「『拷問』を内容とする
．．．．．．．．．．

資料
．．

が
．

10
．．

万ページも存在すること
．．．．．．．．．．．

」を強調し、

その事が何を意味すると思うか、問うたものである。 

ところで、ＦＯＩＡの問題として考える点は二つ。 

一つは、特にこの種の問題での文書開示請求に対して非開示で対応する場

合、政府は①出さない文書のリストは出さなければならず、②それがどうい

う文書なのか、③どういう理由で出さないのかも明らかにしなければならな

い（ただし、根拠条項のみ）。 

たとえば内部文書（Internal deliberation）に関しては、決定事項だけ出

せば discussion の過程は不要とされ、Vaughn Index では“何月何日の S･S メ

モ”みたいな格好で出る。これに対する争い方としては、「そもそもこの文書
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は内部文書ではなく、公式のものではないか？」という指摘であったり、「ジ

ャーナリストが嗅ぎつけて見つけている（ので非開示に意味は無いのでは）。」

といったやり方になる。 

ちなみにこれはＦＯＩＡ規則ではなく、裁判所の規則によるものである。

もっともこれを要求できるのは裁判所で、我々はそれを見ることはできない。

これはどうしたものかという話である。（注：Vaughn Index の話である。当方

側からも、日本ではインカメラ審理がなく情報公開法の手続につき改善が必

要であること、また、公文書管理の適正化と充実が課題であることを伝えた。） 

もう一つは、ＣＩＡの文書でよく問題となる「存否応答拒否」の問題であ

る。 

７ ＦＯＩＡと国家機密（State Secret）の関係について 

基本的に State Secret はＦＯＩＡでは出てこない。ところが、普通の訴訟

の話でまれにこれが出てくることもないではない。 

ここでは、この問題を考える上での一つの事例をお話ししたいと思う。 

それはＡＣＬＵで取り扱った「Extraordinary rendition」に関するケース

の話である。これは何かというとＣＩＡがよその国に出かけて行って、ある

人を誘拐し、ＣＩＡの刑務所に入れて、拷問･取調べするという話で、以下の

様な経緯でＡＣＬＵはこのケースを扱うことになった。 

あるとき、あるドイツ人が身元を間違って把握され、ＣＩＡに誘拐・拘束・

拷問された。その期間は４～５か月に及ぶ。後に身元間違いが判明して釈放

されたが、本人はＣＩＡを訴えることに同意し、同人の事件を担当するドイ

ツの弁護士よりＡＣＬＵに依頼が来たので、これを受任することになった。 

ＡＣＬＵとして訴訟を提起すると、ＣＩＡはそういう事実があるともない

とも言わず、また話し合いも不可だと回答してきた。要するに被告として普

通に対応することも、国家機密上不可能だと回答してきた。しかも事件を却

下（Dismiss）しろと言ってきた。 

確かに、本件は機密情報「Classified information」に関わる事案である

ため、まずは政府側の特権を剥奪する必要がある。この場合、ＣＩＡ長官の

文書が我々も含めた一般向けと裁判所向けに提出される。 

一般向けの文書は極めて簡単。「私はＣＩＡ長官です。」、「私は関係文書を

読みました。」「私はこれが機密で間違いないと思います。」これで終わりであ

る。 

裁判所宛には、これが機密情報に関するもので公にできない理由が細かく

書いてある。 

そうこうしているうちに、「NY Times」も「Washington Post」もこの件を

報道し始めた。ドイツ議会もこれを問題視した。ＥＵ議会もこの問題を問題

視し、公表し始めた。しかしながら米国政府は「（政府が）“本物”と認めな

い限りそれは機密である。」といういつものアプローチである。 

ちなみに開示できない理由を、ＣＩＡは２つ挙げている。 
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１つは尋問方法（interrogation method）が明らかになるので、後々の業

務に支障をきたすという理由。こちらはまだ意味が分かる。 

もう１つは欧州当局との連携が判明すると、今後の業務に支障が生じるか

らと言う理由。こちらは大問題である。というのは、そもそもＣＩＡと自国

（の情報機関・捜査機関）が協力していることを否定している国も欧州域内

にはあるわけで、そんなことをＣＩＡは公にしてよいのかという問題がある

と思うのだが（外交上、問題ではないのだろうか。）。 

結局、このケースは却下となってしまった。一般に、裁判所はＣＩＡの（開

示できないという）要請を受け入れる。ＡＣＬＵとしては、裁判所はもう少

し（ＣＩＡの主張を）疑うべきだと思うが、事はそんなに簡単ではない。 

特に個人に対する不当な取扱い（Mistreated）の場合、ＣＩＡは抗弁で「（情

報を公表されたら）国の安全を守れない。」と主張する。裁判所としては「ケ

ースを却下すれば、一人だけが困る。」、「ケースを取り上げれば、国の安全が

脅かされて国民皆が困る（かもしれない）。」という環境下で判断を迫られる

ことになる。 

そんな理由もあってか、９．11 以来、裁判所が具体的な事案について判断

を出さないケースも増えてきている。電子大量監視の件も他のケースでも同

様である。 

電子大量監視に関する最初の案件では、当事者は弁護士･ジャーナリスト･

人権団体だった。彼らの話合いの内容を集めていたという事案で違法だと思

う。しかしながら、裁判所の判断は却下であった。 

監視プログラムで彼らの話を見ているかどうかも機密（Secret）であるか

ら公にはできないと政府が主張するからで、それを受けて裁判所は「具体的

な侵害の立証がない以上、想像で訴訟はできない。」と当事者適格を理由に訴

訟を却下するというわけである（こういう在り方でよいのか、ということを

常に裁判所との間で争っている。）。 

 

【ＡＣＬＵオフィスにて、スティーブン・シャピロ弁護士と調査団】 
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資料「An Overview of the Information Security Oversight Office」 

 

１ページ 

 

エレン・ナイトとＡ、Ｊ、ルッツ 

上級プログラム分析者、情報安全監視事務所 

国立公文書記録館 

情報安全監視事務所の概観 

 

２ページ 

情報安全監視事務所（ＩＳＯＯ）について 

・大統領令 12065 により 1978 年に創設 

・行政部門の秘密指定、保全、秘密解除システムを監視する 

・国立公文書館内の組織 

・国家安全保障担当大統領補佐官から政策ガイダンスを受ける 

・主要な権限 

 大統領令13526 秘密指定された国家安全保障情報 

 大統領令12829で追加されたように国家産業安全プログラム 

 大統領令13556 コントロールされているが秘密指定されていない情報 

 大統領令13549 州、地方、部族、民間部門のための秘密指定された国家安全保障情

報プログラム 

 大統領令13587 秘密指定されたネットワークの安全性と秘密指定された情報の責

任ある共有と保護を改善するための構造的改革 

 

３ページ 

ＩＳＯＯの機能 

・実施命令を発展・調整・発行すること 

・全ての機関との継続的な連絡を維持し、それらのプログラム管理を実地調査するこ

と 

・各機関の国家安全保障情報の秘密指定プログラムに関連するデータを報告すること 

・安全教育の素材を発展させ、政府と産業界に普及させること 

・国家安全保障担当大統領補佐官を通じて大統領に政策変更を進言すること 

・政府内外の人々からの苦情や提案を検討し対応すること 

 

４ページ 

ＩＳＯＯの監視権限 

・ＩＳＯＯの監視権限大統領令に基づく。大統領令は、「ＩＳＯＯの長はこの命令の下

創設された各機関のプログラムを実地検査し、各機関に必要な報告・情報・その他

の協力を求める権限を有する」 

・実地検査手法は以下の検査を含む 
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 ○プログラム管理 

 ○書類検査を含む秘密指定の運用と手続き 

 ○職員のための訓練プログラム 

 ○内部検査 

 ○秘密が侵されようとしているときの対応 

 ○秘密指定システム 

 

５ページ 

秘密指定管理 

 

政府や産業界で生成された国家安全保障情報の秘密指定、解除、安全管理のための秘

密指定方針を発展させること 

 

省庁横断国家安全保障情報秘密指定異議申立機関（ＩＳＣＡＰ） 

公共関心秘密指定解除委員会（ＰＩＤＢ） 

秘密解除審査 

年次報告書・費用報告書 

ＩＳＯＯ勧告 

 

６ページ 

公共関心秘密指定解除委員会（ＰＩＤＢ） 

 

 アドバイスを行う委員会は、「できる限りの公衆の、合衆国の国家安全保障に関連す

る判断と活動に関する綿密で、正確で、信頼性の高い文書へのアクセスを促進するた

め議会」により設立された。 

 大統領と他の行政職員に、システム的で、綿密で、座標となるようで、包括的な秘

密解除のための識別・収集・検査、非常に公衆の関心が高い文書など記録を含めた資

料的価値がある秘密解除記録の公開についてアドバイスをする。 

 大統領に対し、強く公衆が関心を持ち、合衆国の国家安全保障を切り崩さない情報

の秘密解除のための識別、収集、見直しのための推奨を行う。 

 

７ページ 

 省庁横断安全保障情報秘密指定異議申立委員会（ＩＳＣＡＰ） 

 1995 年の大統領令 12958 によりクリントン大統領が創設 

 ＩＳＣＡＰは市民と秘密指定の利用者に、秘密指定判断について更なる見直しの場

を提供する。 

 ４つの機能 

  秘密指定についての異議申立てについての判断 

  25 年、50 年、75 年の秘密解除の例外を承認 

  強制的秘密指定解除についての決定 
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  その決定を省庁の高官や市民に知らせること 

   秘密解除された文書のためのウェブサイト 

８ページ 

 作業と産業秘密セキュリティ 

  

 政府や産業界が確立した、「我々の国家安全保障上の利害に極めて重要な情報を守る

秘密指定プログラム」の効率性を評価する  

 国家産業安全保障プログラム政策アドバイス委員会（ＮＩＳＰＰＡＣ） 

 州、地方、部族、民間部門アドバイス委員会（ＳＬＴＰＳＰＡＣ） 

 行政省庁の秘密指定プログラムの実地調査の実施 

 

９ページ 

 作業と産業秘密セキュリティ 

 

 国家産業安全保障プログラム政策アドバイス委員会 

 

政府と産業会の代表で構成されている。 

 大統領令 12829、その実施命令、国家産業安全保障プログラムの実施マニュアルの修

正を通じての産業界の情報セキュリティポリシーの変化を推奨する。 

 ＩＳＯＯに、国家産業情報セキュリティプログラム（ＮＩＳＰ）の政策に関連する

すべての事柄についてアドバイスをする。それはそれらの政策の変更の推奨を含む。

未解決の政策争点についての議論の場としても機能する。 

 

10 ページ 

作業と産業秘密セキュリティ 

 

州、地方、部族、私的部門の政策アドバイス委員会 

 

秘密指定された国家安全保障情報を共有している連邦政府、州、地方、部族、民間部

門から構成される。ＳＬＴＰＳＰＡＣは「国の決定的なインフラや鍵となる資源の確

保に責任を持つそれらの存在間の情報共有の不適切な障害を取り除くための政策」が

手続を推奨する。 
 
11 ページ 
 
ＣＵＩの行政機関の機能 
 
・大統領令 13556 の実行に必要な実効指令やガイダンスの発展や発行 

・当初のＣＵＩカテゴリー、行政機関の提示に基づくサブカテゴリーの承認と創設 

・承認された全てのＣＵＩカテゴリー、サブカテゴリーの市民にとって利用可能な登
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録、ＣＵＩのマスキングと定義付け、散布、管理解除手続の創設 

・機関の、適切な大統領令と当初の実行計画の実行に向けた、コンプライアンス計画

評価を手続監視に含める省庁の動きの監視 

・機関によるＣＵＩプログラムの実行局面への最終期限の創設 

・命令後５年についての年報、その後は隔年報の刊行  
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日本弁護士連合会第60回人権擁護大会 

シンポジウム第２分科会実行委員会 

 

□委員長  三宅  弘（第二東京） 

□副委員長 瀬戸 一哉（埼玉） 齋藤  裕（新潟県） 水谷 敏彦（富山県） 

□事務局長 吉澤 宏治（山梨県） 

□委員（バックアップ委員含む） 

清水  勉（東京）  坂本  団（大阪） 

水永 誠二（東京）  太田 健義（大阪） 

山下 幸夫（東京）  豊永 泰雄（大阪） 

中村 秀一（東京）  石橋 徹也（大阪） 

古家 和典（東京）  結城 圭一（大阪） 

出口かおり（東京）  齋藤 亮介（京都） 

小川隆太郎（東京）  山口 宣恭（奈良） 

鈴木 雅人（第一東京）     浅井 勇希（滋賀） 

海渡 雄一（第二東京）     新海  聡（愛知県） 

二関 辰郎（第二東京）     藤川 誠二（愛知県） 

藤田  裕（第二東京）     加藤 光宏（愛知県） 

牧田潤一朗（第二東京）     石坂 俊雄（三重） 

金  昌浩（第二東京）     芦葉  甫（三重） 

水町 雅子（第二東京）     笠原 一浩（福井） 

大島 義則（第二東京）     川本  樹（金沢） 

早川 和宏（第二東京）     平田かおり（広島） 

彦坂 敏之（神奈川県）     岸田 和久（鳥取県） 

中野 智昭（神奈川県）     武藤 糾明（福岡県） 

海渡 双葉（神奈川県）     吉田 俊介（佐賀県） 

森田  明（神奈川県）     岡田雄一郎（長崎県） 

瀧田 和秀（千葉県）  上垣内悦子（大分県） 

青木 達也（千葉県）  齋藤 祐介（沖縄） 

角口 貴秋（茨城県）  野呂  圭（仙台） 

藤本 利明（栃木県）  田村 智明（青森県） 

内山  宙（静岡県）  森  晋介（徳島） 
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日本弁護士連合会 第 60 回人権擁護大会 

シンポジウム第 2分科会 基調報告書 

 

情報は誰のもの？ 

～監視社会と情報公開を考える～ 
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